
届出営業施設
都道府県コード No 営業所名称 営業所郵便番号 営業所所在地 営業所電話番号 業種 形態 営業者法人名称 営業者役職 営業者氏名 営業者郵便番号 営業者住所 営業者電話番号 届出番号 施行日
000028 1000000871 ㈱いかりスーパーマーケット　ＪＲ芦屋店 659-0068 芦屋市業平町１－２０ 797383014 百貨店、総合スーパー 一般 株式会社いかりスーパーマーケット 代表取締役 行光 博志 661-0002 兵庫県尼崎市塚口町１丁目１５番地の８ 664216074 神南(芦健)第31-27 令和3年7月28日
000028 1000000872 ㈱いかりスーパーマーケット芦屋店 659-0013 芦屋市岩園町１－２５ 百貨店、総合スーパー 一般 株式会社いかりスーパーマーケット代表取締役 行光 博志 661-0002 兵庫県尼崎市塚口町１－１５－８ 664216074 神南(芦健)第31-76 令和3年7月28日
000028 1000000881 生活協同組合コープこうべ  コープミニ東山 659-0091 芦屋市東山町２９－７ 797324170 百貨店、総合スーパー 一般 生活協同組合コープこうべ 代表理事 岩山 利久 658-0051 兵庫県神戸市東灘区住吉本町１丁目３番１９号 788561003 神南(芦健)第31-16 令和3年7月28日
000028 1000000882 コープミニ西芦屋店 659-0085 芦屋市西芦屋町７－１ 797221460 百貨店、総合スーパー 一般 生活協同組合コープこうべ 代表理事 岩山 利久 658-0051 兵庫県神戸市東灘区住吉本町１丁目３番１９号 788561003 神南(芦健)第31-21 令和3年7月28日
000028 1000000883 生活協同組合コープこうべ  コープ打出浜 659-0023 芦屋市大東町９－１１ 797223882 百貨店、総合スーパー 一般 生活協同組合コープこうべ 代表理事 岩山 利久 658-0051 兵庫県神戸市東灘区住吉本町１丁目３番１９号 788561003 神南(芦健)第31-70 令和3年7月28日
000028 1000000886 グルメシティ芦屋浜店 659-0033 芦屋市高浜町６－１ 797328411 百貨店、総合スーパー 一般 株式会社ダイエー 代表取締役 西峠 泰男 650-0046 兵庫県神戸市中央区港島中町４丁目１番１号 783025001 神南(芦健)第7-3 令和3年6月1日
000028 1000000892 有限会社ビゴ 659-0068 芦屋市業平町６－１６ 797225137 乳類販売業 一般 有限会社ビゴ 代表取締役 ビゴ・ジャンポール・タロウ 659-0068 兵庫県芦屋市業平町６－１６ 797225137 神南(芦健)第31-29 令和3年7月28日
000028 1000000900 コープデイズ芦屋 659-0092 芦屋市大原町９－１－Ｂ３０４ 797312222 百貨店、総合スーパー 一般 生活協同組合コープこうべ 代表理事 岩山 利久 658-0051 兵庫県神戸市東灘区住吉本町一丁目３番１９号 788561003 神南(芦健)第31-15 令和3年7月28日
000028 1000000904 KOHYO 芦屋南宮店 659-0024 芦屋市南宮町１１－１９ 797347552 百貨店、総合スーパー 一般 株式会社光洋 代表取締役 平田 炎 530-0041 大阪府大阪市北区天神橋２－３－１６ 726051754 神南(芦健)第31-69 令和3年7月28日
000028 1000000906 ダイエー東芦屋店 659-0021 芦屋市春日町２４－１５ 797226611 百貨店、総合スーパー 一般 株式会社ダイエー 代表取締役 西峠 泰男 650-0046 兵庫県神戸市中央区港島中町４丁目１番１号 783025001 神南(芦健)第3-1 令和3年6月1日
000028 1000000909 ス－パ－ストア　おだ本店 659-0054 芦屋市浜芦屋町１－３ 797230448 百貨店、総合スーパー 一般 小田 昌宏 神南(芦健)第31-43 令和3年7月28日
000028 1000000911 コープ浜芦屋 659-0051 芦屋市呉川町１６番２２号 797230441 百貨店、総合スーパー 一般 生活協同組合コープこうべ 代表理事 岩山 利久 658-0051 兵庫県神戸市東灘区住吉本町１丁目３番１９号 神南(芦健)第31-47 令和3年7月28日
000028 1000000937 パル・ヤマト 659-0072 芦屋市川西町８番１０号 797352567 百貨店、総合スーパー 一般 株式会社パル・ヤマト 代表取締役 村上 吉伸 658-0014 兵庫県神戸市東灘区北青木２－９－５ 788422300 神南(芦健)第31-26 令和3年7月28日
000028 1000001061 芦屋市立朝日ヶ丘小学校 659-0012 芦屋市朝日ケ丘町１０－１０ 797321115 集団給食（１）学校 集団給食 芦屋市 高島 峻輔 659-0064 兵庫県芦屋市精道町７－６ 797382087 神南(芦健)第3-19 令和3年7月7日
000028 1000001062 芦屋市立潮見小学校 659-0043 芦屋市潮見町１－２ 797340721 集団給食（１）学校 集団給食 芦屋市 高島 峻輔 659-0064 兵庫県芦屋市精道町７－６ 797382087 神南(芦健)第3-25 令和3年7月7日
000028 1000001064 芦屋市立浜風小学校 659-0032 芦屋市浜風町１－１ 797234591 集団給食（１）学校 集団給食 芦屋市 高島 峻輔 659-0064 兵庫県芦屋市精道町７－６ 797382087 神南(芦健)第3-24 令和3年7月7日
000028 1000001065 芦屋市立打出浜小学校 659-0031 芦屋市新浜町８－２ 797234581 集団給食（１）学校 集団給食 芦屋市 高島 峻輔 659-0064 兵庫県芦屋市精道町７－６ 797382087 神南(芦健)第3-20 令和3年7月7日
000028 1000001066 芦屋市立宮川小学校 659-0025 芦屋市浜町１－９ 797321112 集団給食（１）学校 集団給食 芦屋市 高島 峻輔 659-0064 兵庫県芦屋市精道町７－６ 797382087 神南(芦健)第3-23 令和3年7月7日
000028 1000001067 芦屋市立山手小学校 659-0096 芦屋市山手町８－３ 797321113 集団給食（１）学校 集団給食 芦屋市 市長 高島 峻輔 659-0064 兵庫県芦屋市精道町７－６ 797382087 神南(芦健)第3-18 令和3年7月7日
000028 1000001088 芦屋こばと保育園 659-0027 芦屋市若宮町３番１７号 797313338 集団給食（４）その他 集団給食 社会福祉法人芦屋こばと福祉会 理事長 佐藤 うめ子 659-0027 兵庫県芦屋市若宮町３番１７号 797313338 神南(芦健)第3-26 令和3年7月12日
000028 1000001095 あゆみ保育園 659-0091 芦屋市東山町３０－３ 797312000 集団給食（４）その他 集団給食 社会福祉法人芦屋あゆみ会 理事長 藤井 新造 659-0091 兵庫県芦屋市東山町３０－３ 797312000 神南(芦健)第3-94 令和3年10月15日
000028 1000001150 ブーランジェリー　レ・ミュウ 659-0022 芦屋市打出町１－６　１Ｆ 797348804 乳類販売業 一般 坂本 真実 神南(芦健)第31-72 令和3年7月28日
000028 1000001210 さくら保育園 659-0066 芦屋市大桝町２番１５号 797317788 集団給食（４）その他 集団給食 社会福祉法人　さくら福祉事業会 理事長 山内 義之 659-0066 兵庫県芦屋市大桝町２番１５号 797317788 神南(芦健)第3-111 令和3年11月19日
000028 1000001218 セブンイレブン芦屋公光町店 659-0065 芦屋市公光町１０－２２ 797353660 コンビニエンスストア 一般 山村 隆彦 神南(芦健)第31-33 令和3年7月28日
000028 1000001289 千鳥屋宗家 659-0068 芦屋市業平町１－１８ 797327257 その他の食料・飲料販売業 一般 原田 太七郎 神南(芦健)第3-135 令和3年12月6日
000028 1000001729 明治牛乳岩園販売店 659-0013 芦屋市岩園町３３－１２ 797320686 乳類販売業 一般 尾形 隆 神南(芦健)第31-78 令和3年7月28日
000028 1000001756 まなべ商店 659-0092 芦屋市大原町９－１ラポルテ東館Ｂ１ 797220538 その他の食料・飲料販売業 一般 真鍋 修二 神南(芦健)第 令和3年12月3日
000028 1000001762 やさい家族　藤田 659-0023 芦屋市大東町１０－１２－１１７ 797220458 野菜果物販売業 一般 藤田 芳子 神南(芦健)第3-38 令和3年8月11日
000028 1000001772 有限会社倉橋商店 659-0091 芦屋市東山町３０－６ 797225581 米穀類販売業 一般 有限会社倉橋商店 代表取締役 倉橋 隆明 659-0091 兵庫県芦屋市東山町３０－６ 797225581 神南(芦健)第3-136 令和3年12月10日
000028 1000001801 株式会社いこまや 659-0094 芦屋市松ノ内町８－２ 797222586 野菜果物販売業 一般 株式会社いこまや 代表取締役 井上 亮志 659-0094 兵庫県芦屋市松ノ内町８－２ 797222586 神南(芦健)第3-134 令和3年12月3日
000028 1000001804 カナリヤ商店 659-0072 芦屋市川西町１５－２１ 797233961 その他の食料・飲料販売業 一般 川畑 幸子 神南(芦健)第3-51 令和3年9月10日
000028 1000001823 清原米穀店 659-0065 芦屋市公光町２－１ 797225404 米穀類販売業 一般 清原 教介 神南(芦健)第3-65 令和3年10月12日
000028 1000001827 寺東米穀店 659-0067 芦屋市茶屋之町３－８ 797316302 米穀類販売業 一般 寺東 覚 神南(芦健)第3-53 令和3年9月15日
000028 1000001835 寺本米穀酒店 659-0021 芦屋市春日町５番２号 797225614 米穀類販売業 一般 瀬渡 佳恵 神南(芦健)第3-101 令和3年10月29日
000028 1000001843 髙善 659-0052 芦屋市伊勢町２－１４ 米穀類販売業 一般 髙橋 大二 神南(芦健)第3-50 令和3年9月10日
000028 1000001860 神井米穀店 659-0024 芦屋市南宮町１１－１０ 797221830 米穀類販売業 一般 神井 昭 神南(芦健)第3-57 令和3年9月28日
000028 1000001913 かね徳芦屋工房 659-0068 芦屋市業平町４－１ 797357900 その他の食料・飲料販売業 一般 株式会社かね徳 代表取締役 東村 具德 659-0068 兵庫県芦屋市業平町４－１ 797357900 神南(芦健)第3-95 令和3年10月25日
000028 1000002014 ローソンストア100 芦屋大桝町店 659-0066 芦屋市大桝町７－２ 797259899 コンビニエンスストア 一般 株式会社ローソンストア１００ 代表取締役 佐藤 隆史 212-0014 神奈川県川崎市幸区大宮町１３１０ 442017001 神南(芦健)第31-31 令和3年7月28日
000028 1000002032 芦屋ミルクセンター 659-0012 芦屋市朝日ケ丘町３３－１５ 797318786 乳類販売業 一般 加古 和之 神南(芦健)第31-79 令和3年7月28日
000028 1000002120 セブンイレブン芦屋駅北口店 659-0092 芦屋市大原町１１番２４号ラポルテ北館１１０－５ 797388384 コンビニエンスストア 一般 吉田 雄一 神南(芦健)第31-10 令和3年7月28日
000028 1000002162 株式会社大丸松坂屋百貨店　大丸芦屋店 659-0093 芦屋市船戸町１番３１号 797342111 百貨店、総合スーパー 一般 株式会社大丸松坂屋百貨店 代表取締役 澤田 太郎 135-0042 東京都江東区木場二丁目１８番１１号 338207022 神南(芦健)第3-6 令和3年6月1日
000028 1000002208 Ｂackerei　Ｂiobrot 659-0062 芦屋市宮塚町１４－１４１０１ 797238923 乳類販売業 一般 松崎 太 神南(芦健)第31-38 令和3年7月28日
000028 1000002286 ナルク芦屋 659-0025 芦屋市浜町１２－３　エルホーム内 797358341 その他の食料・飲料販売業 一般 特定非営利活動法人ﾆｯﾎﾟﾝ･ｱｸﾃｨﾌﾞﾗｲﾌ･ｸﾗﾌﾞ 代表理事 髙畑 敬一 540-0028 大阪府大阪市中央区常盤町２－１－８ 669415448 神南(芦健)第31-65 令和3年7月28日
000028 1000002486 ｒｅａｃｈ芦屋 659-0022 芦屋市打出町６－４ 797356855 集団給食（４）その他 集団給食 株式会社ｎｏｍａｎｅ 代表取締役 中村 祐介 659-0022 兵庫県芦屋市打出町６－４ 797356855 神南(芦健)第3-33 令和3年8月4日
000028 1000002503 山手夢保育園 659-0095 芦屋市東芦屋町６－１０ 239646 集団給食（４）その他 集団給食 社会福祉法人　夢工房 理事長 滝澤 功治 659-0095 兵庫県芦屋市東芦屋町６－１０ 797239646 神南(芦健)第3-15 令和3年7月2日
000028 1000002547 芦屋市立精道小学校 659-0064 芦屋市精道町８－２５ 797321111 集団給食（１）学校 集団給食 芦屋市 高島 峻輔 659-0064 兵庫県芦屋市精道町７－６ 797382087 神南(芦健)第3-21 令和3年7月7日
000028 1000002575 ローソン芦屋浜町店 659-0025 芦屋市浜町３－１０ 797343961 コンビニエンスストア 一般 有限会社ノービス 代表取締役 北村 和久 662-0965 兵庫県西宮市郷免町５番９号 神南(芦健)第31-66 令和3年7月28日
000028 1000002684 セブン-イレブン潮芦屋店 659-0035 芦屋市海洋町１０－５ 797351567 コンビニエンスストア 一般 コンビニエンス潮芦屋合同会社 代表社員 小椋 秀隆 659-0035 兵庫県芦屋市海洋町１０－５ 797351567 神南(芦健)第31-51 令和3年7月28日
000028 1000002801 ローゲンマイヤー阪神芦屋店 659-0065 芦屋市公光町１１番７号 797384470 乳類販売業 一般 株式会社ローゲンマイヤー 代表取締役 細谷 洋一郎 659-0093 兵庫県芦屋市船戸町２番１号 664228606 神南(芦健)第31-35 令和3年7月28日
000028 1000002811 パンタイム 659-0067 芦屋市茶屋之町１０－６ 797383438 乳類販売業 一般 宮野 千寿 神南(芦健)第31-30 令和3年7月28日
000028 1000002880 スーパーマルハチ　南芦屋浜店 659-0035 芦屋市海洋町８－１ライフガーデン潮芦屋　Ａ棟 797350555 百貨店、総合スーパー 一般 株式会社マルハチ 代表取締役 栗花 正雄 657-0831 兵庫県神戸市中央区大日通１－２－１８ 782320839 神南(芦健)第31-54 令和3年7月28日
000028 1000002898 夢咲保育園 659-0021 芦屋市春日町２１－８ 797349614 集団給食（４）その他 集団給食 社会福祉法人夢工房 理事長 滝澤 功治 659-0095 兵庫県芦屋市東芦屋町６番１０号 797349614 神南(芦健)第3-28 令和3年7月16日
000028 1000002935 日本マクドナルド㈱ＪＲ芦屋店 659-0093 芦屋市船戸町１－２９芦屋駅西ビル１．２Ｆ 797213090 乳類販売業 一般 日本マクドナルド　株式会社 代表取締役 サラ・エル カサノバ 160-0023 東京都新宿区西新宿６－５－１ 369115000 神南(芦健)第31-4 令和3年7月28日
000028 1000002936 芦屋市職員互助会 659-0064 芦屋市精道町７－６ 797312121 乳類販売業 自動販売機 サントリービバレッジサービス株式会社 代表取締役 鎌田 泰彦 160-0007 東京都新宿区荒木町１３番地４ 353690820 神南(芦健)第31-36 令和3年7月28日
000028 1000002953 マクドナルド芦屋打出店 659-0021 芦屋市春日町７－５ 797235723 乳類販売業 一般 日本マクドナルド株式会社 代表取締役 日色 保 160-0023 東京都新宿区西新宿６丁目５－１ 369115000 神南(芦健)第31-75 令和3年7月28日
000028 1000002974 コープこうべ デイズ芦屋店 6I4837 659-0092 芦屋市大原町９－１－３０４ 797312222 コップ式自動販売機（自動洗浄・屋内設置） 自動販売機 サントリービバレッジソリューション株式会社 代表取締役 及川 剛 160-0023 東京都新宿区西新宿８－１７－１ 784535561 神南(芦健)第31-100 令和3年8月6日
000028 1000003009 ブーランジェリー　ワダ 659-0094 芦屋市松ノ内町４－５アーベイン芦屋川１０２ 797316300 乳類販売業 一般 和田 俊彦 神南(芦健)第31-3 令和3年7月28日
000028 1000003060 ｷﾝﾀﾞｰｷｯｽﾞｲﾝﾀｰﾅｼｮﾅﾙｽｸｰﾙ芦屋校 659-0015 芦屋市楠町１１－２４ 797257977 集団給食（４）その他 集団給食 株式会社キンダーキッズ 代表取締役 中山 貴美子 530-0033 大阪府大阪市北区池田町３－１ぷらら天満ビル２Ｆ 661350150 神南(芦健)第3-110 令和3年11月19日
000028 1000131922 芦屋学園高等学校　6I4011 659-0011 芦屋市六麓荘町１６－１８ 797310666 コップ式自動販売機（自動洗浄・屋内設置） 自動販売機 サントリービバレッジソリューション株式会社 代表取締役 及川 剛 160-0023 東京都新宿区西新宿８－１７－１ 784535561 神南(芦健)第31-101 令和3年8月6日
000028 1000131975 ローソン宮川店 659-0061 芦屋市上宮川町９－７ 797313358 コンビニエンスストア 一般 内田笑店株式会社 代表取締役 内田 高雄 659-0031 兵庫県芦屋市新浜町７－１０－１０６ 797341861 神南(芦健)第31-42 令和3年7月28日
000028 1000133604 やまや　芦屋店 659-0062 芦屋市宮塚町１７－８ 797251563 その他の食料・飲料販売業 一般 やまや関西株式会社 代表取締役 山内 英靖 983-0852 宮城県仙台市宮城野区榴岡三丁目４番１号 227423111 神南(芦健)第31-40 令和3年7月28日
000028 1000135128 セブン-イレブンＪＲ芦屋駅前店 659-0068 芦屋市業平町１－２２ 797345950 コンビニエンスストア 一般 加茂屋株式会社 代表取締役 喜田 昌裕 659-0068 兵庫県芦屋市業平町１－２２ 797329500 神南(芦健)第31-28 令和3年7月28日
000028 1000135577 ローソンＳ市立芦屋病院店 659-0012 芦屋市朝日ケ丘町３９－１ 797251063 コンビニエンスストア 一般 内田笑店株式会社 代表取締役 内田 高雄 659-0031 兵庫県芦屋市新浜町７－１０－１０６ 797341861 神南(芦健)第31-80 令和3年7月28日
000028 1000139533 ファミリーマート芦屋東山町店 659-0091 芦屋市東山町３－２ 797252113 コンビニエンスストア 一般 小野原 朋彰 神南(芦健)第31-17 令和3年7月28日
000028 1000140384 ローソン芦屋市役所南 659-0054 芦屋市浜芦屋町４－１ 797257078 コンビニエンスストア 一般 内田笑店株式会社 代表取締役 内田 高雄 659-0031 兵庫県芦屋市新浜町７－１０－１０６ 797341861 神南(芦健)第31-44 令和3年7月28日
000028 1000141841 ローゲンマイヤーＪＲ芦屋店 659-0093 芦屋市船戸町２－１ 797224911 乳類販売業 一般 株式会社ローゲンマイヤー 代表取締役 細谷 洋一郎 659-0093 兵庫県芦屋市船戸町２－１ 664228606 神南(芦健)第31-7 令和3年7月28日
000028 1000142729 セントラルウェルネスクラブ芦屋 659-0093 芦屋市船戸町４－１ 382525 自動販売機（要届出のコップ式自動販売機及び要許可を除く） 自動販売機 株式会社ジームス 代表取締役 江田 敏久 104-0041 東京都中央区新富一丁目６番１号 355406400 神南(芦健)第31-113 令和3年8月6日
000028 1000143628 東口乳業（海技大学校） 659-0026 芦屋市西蔵町１２－２４ 797324091 乳類販売業 自動販売機 東口 幸司 神南(芦健)第31-64 令和3年7月28日
000028 1000143823 白石 659-0083 芦屋市西山町１２－２ 797322880 氷雪販売業 一般 樋口 勝紀 神南(芦健)第31-24 令和3年7月28日
000028 1000144071 社会福祉法人ウエル清光会 陽光苑 659-0034 芦屋市陽光町３－７５ 797317161 集団給食（４）その他 集団給食 社会福祉法人ウエル清光会 理事長 小池 由久 560-0035 大阪府豊中市箕輪二丁目１３番１２号 668407088 神南(芦健)第3-12 令和3年6月24日
000028 1000144666 社会福祉法人緑水会 複合高齢者施設 芦屋アラベラの家 659-0012 芦屋市朝日ケ丘町９－１ 797231200 集団給食（４）その他 集団給食 社会福祉法人緑水会 理事長 大西 孝男 651-1311 兵庫県神戸市北区有野町二郎字篭谷８９８番１０ 789818261 神南(芦健)第3-126 令和3年11月29日
000028 1000144838 芦屋こばとぽっぽ保育園 659-0027 芦屋市若宮町３番１８号 233100 集団給食（４）その他 集団給食 社会福祉法人芦屋こばと福祉会 理事長 佐藤 うめ子 659-0027 兵庫県芦屋市若宮町３番１７号 313338 神南(芦健)第3-14 令和3年6月25日
000028 1000144951 （株）アインファーマシーズ兵庫県警察学校売店 659-0012 芦屋市朝日ケ丘町４０－１０ その他の食料・飲料販売業 一般 株式会社アインファーマシーズ 代表取締役 大石 美也 003-0005 北海道札幌市白石区東札幌五条２－４－３０ 神南(芦健)第31-81 令和3年7月28日
000028 1000145364 社会福祉法人三田谷治療教育院 659-0015 芦屋市楠町１６－５ 797225025 集団給食（４）その他 集団給食 社会福祉法人三田谷治療教育院 理事長 堺 孰 659-0015 兵庫県芦屋市楠町１６番５号 797225025 神南(芦健)第3-125 令和3年11月26日
000028 1000145817 ユーポス芦屋店　６Ｉ６０７２ 659-0076 芦屋市清水町４－６ コップ式自動販売機（自動洗浄・屋内設置） 自動販売機 サントリービバレッジソリューション株式会社 代表取締役 及川 剛 160-0023 東京都新宿区西新宿８－１７－１ 784535561 神南(芦健)第31-99 令和3年8月6日
000028 1000146914 潮芦屋温泉スパ水春　２Ｆビン 659-0035 芦屋市海洋町１０－２ 乳類販売業 自動販売機 コカ・コーラボトラーズジャパン株式会社 代表取締役 カリン・ ドラガン 107-0052 東京都港区赤坂９－７－１ 926418581 神南(芦健)第31-48 令和3年7月28日
000028 1000146916 潮芦屋温泉スパ水春　男湯 659-0035 芦屋市海洋町１０－２ 乳類販売業 自動販売機 コカ・コーラボトラーズジャパン株式会社 代表取締役 カリン・ ドラガン 107-0052 東京都港区赤坂９－７－１ 926418581 神南(芦健)第31-50 令和3年7月28日
000028 1000146917 潮芦屋温泉スパ水春　女湯 659-0035 芦屋市海洋町１０－２ 乳類販売業 自動販売機 コカ・コーラボトラーズジャパン株式会社 代表取締役 カリン・ ドラガン 107-0052 東京都港区赤坂９－７－１ 9264185881 神南(芦健)第31-49 令和3年7月28日
000028 1000146918 芦屋海浜公園プール 659-0032 芦屋市浜風町３０－１ 乳類販売業 自動販売機 コカ・コーラボトラーズジャパン株式会社 代表取締役 カリン・ ドラガン 107-0052 東京都港区赤坂９－７－１ 922835781 神南(芦健)第31-60 令和3年7月28日
000028 1000147000 社会福祉法人明倫福祉会  高齢者総合福祉施設愛しや 659-0032 芦屋市浜風町３１－３ 797237300 乳類販売業 自動販売機 近畿中央ヤクルト販売株式会社 代表取締役 土田 裕美 567-0862 大阪府茨木市美沢町１５番３０号 726348960 神南(芦健)第31-61 令和3年7月28日
000028 1000147003 コープこうべデイズ芦屋(従業員食堂) 659-0092 芦屋市大原町９－１ 797312222 乳類販売業 自動販売機 近畿中央ヤクルト販売株式会社 代表取締役 土田 裕美 567-0862 大阪府茨木市美沢町１５－３０ 726348960 神南(芦健)第31-13 令和3年7月28日
000028 1000147004 コープデイズ芦屋(売場) 659-0092 芦屋市大原町９－１ 797312222 乳類販売業 自動販売機 近畿中央ヤクルト販売株式会社 代表取締役 土田 裕美 567-0862 大阪府茨木市美沢町１５－３０ 726348960 神南(芦健)第31-14 令和3年7月28日
000028 1000147039 パントリー芦屋店 659-0065 芦屋市公光町１０－１４ 797216014 百貨店、総合スーパー 一般 株式会社大近 代表取締役 中津 裕彦 553-0003 大阪府大阪市福島区福島六丁目１０番１１号 664585261 神南(芦健)第31-32 令和3年7月28日
000028 1000148113 (株)インシュアランスサービス6I5978 659-0094 芦屋市松ノ内町１－１０ラリーブ２Ｆ 797328080 コップ式自動販売機（自動洗浄・屋内設置） 自動販売機 サントリービバレッジソリューション株式会社 代表取締役 及川 剛 160-0023 東京都新宿区西新宿８－１７－１ 353210400 神南(芦健)第31-98 令和3年8月6日
000028 1000148455 株式会社グランドフードホール 659-0091 芦屋市東山町６－６　１階 797352020 百貨店、総合スーパー 一般 株式会社グランドフードホール 代表取締役 佐藤 健 659-0091 兵庫県芦屋市東山町６－６ 797352020 神南(芦健)第31-19 令和3年7月28日
000028 1000153358 複合型有料老人ホームLes 芦屋 659-0072 芦屋市川西町１４－１ 797341000 集団給食（４）その他 集団給食 社会福祉法人千種会 理事 岸本 多佳子 658-0014 兵庫県神戸市東灘区北青木一丁目１番３号 784310001 神南(芦健)第3-36 令和3年8月10日
000028 1000153767 ツクイ芦屋朝日ヶ丘 659-0012 芦屋市朝日ケ丘町２８－２０ 250670 集団給食（４）その他 集団給食 株式会社ツクイ 代表取締役 高畠 毅 233-0002 神奈川県横浜市港南区上大岡西一丁目６番１号 458424137 神南(芦健)第3-30 令和3年7月26日
000028 1000154732 ほのかの果実 659-0013 芦屋市岩園町２３-４５-１０５ 野菜果物販売業 一般 株式会社Nueva luz 代表取締役 川﨑 仁嗣 659-0013 兵庫県芦屋市岩園町２３－４５ 神南(芦健)第31-77 令和3年7月28日
000028 1000155127 ローソン芦屋川駅前店 659-0084 芦屋市月若町８－４ 797250720 コンビニエンスストア 一般 株式会社むげん 代表取締役 吉井 宏信 661-0953 兵庫県尼崎市東園田町五丁目１３０番地 664931811 神南(芦健)第31-22 令和3年7月28日
000028 1000155589 セントラルフィットネスクラブ　芦屋 659-0093 芦屋市船戸町４－１ 797382525 乳類販売業 自動販売機 サントリービバレッジソリューション株式会社 代表取締役 及川 剛 160-0023 東京都新宿区西新宿８－１７－１ 784535561 神南(芦健)第31-8 令和3年7月28日
000028 1000157777 芦屋市立岩園小学校 659-0013 芦屋市岩園町２３－４１ 797321114 集団給食（１）学校 集団給食 芦屋市 高島 峻輔 659-0064 兵庫県芦屋市精道町７－６ 797382087 神南(芦健)第神南(芦健)第18-4 令和3年7月7日
000028 1000158175 ダイエー芦屋浜店４Ｆ食堂ＰＰ 659-0033 芦屋市高浜町６－１ 797328411 乳類販売業 自動販売機 コカ・コーラボトラーズジャパン株式会社 代表取締役 カリン・ ドラガン 107-0052 東京都港区赤坂９－７－１ 926418581 神南(芦健)第31-58 令和3年7月28日
000028 1000158176 ダイエー芦屋浜店２Ｆ店頭東ＰＰ 659-0033 芦屋市高浜町６－１ 797328411 乳類販売業 自動販売機 コカ・コーラボトラーズジャパン株式会社 代表取締役 カリン・ ドラガン 107-0052 東京都港区赤坂９－７－１ 926418581 神南(芦健)第31-57 令和3年7月28日
000028 1000158255 セブン―イレブン芦屋打出駅北店 659-0028 芦屋市打出小槌町１３－１１ 797351256 コンビニエンスストア 一般 株式会社ワイキューブ 代表取締役 坂本 義之 659-0015 兵庫県芦屋市楠町１４番２０－６１８号 797319127 神南(芦健)第31-63 令和3年7月28日
000028 1000159390 オ－ガニックプラザ芦屋店 659-0093 芦屋市船戸町１－３０ 797342022 百貨店、総合スーパー 一般 株式会社ヘルスライフ 代表取締役 中平 進也 602-0872 京都府京都市上京区丸太町通河原町東入駒之町536番地 753518250 神南(芦健)第3-16 令和3年7月5日
000028 1000159701 ロ－ソン芦屋新浜町店 659-0031 芦屋市新浜町２－７ 797238055 コンビニエンスストア 一般 シンセイ株式会社 代表取締役 石田 博稔 663-8021 兵庫県西宮市上之町３５番２２号 798663486 神南(芦健)第31-62 令和3年7月28日



000028 1000160481 茶屋保育園 659-0067 芦屋市茶屋之町５－１５ 797255552 集団給食（４）その他 集団給食 社会福祉法人山の子会 理事長 岸野 雅方 659-0033 兵庫県芦屋市高浜町１番７号 661318415 神南(芦健)第3-47 令和3年8月24日
000028 1000161593 ローソン芦屋駅前通店 659-0092 芦屋市大原町５－２１ 797344996 コンビニエンスストア 一般 上田 誠 神南(芦健)第31-12 令和3年7月28日
000028 1000161631 フレッツ芦屋店 659-0024 芦屋市南宮町１１－１ 797318600 その他の食料・飲料販売業 一般 中央電工株式会社 代表取締役 真野 辰也 561-0856 大阪府豊中市穂積２－１ー８ 668681151 神南(芦健)第31-68 令和3年7月28日
000028 1000161714 阪神調剤薬局6I6822 659-0066 芦屋市大桝町１－１８　２F コップ式自動販売機（自動洗浄・屋内設置） 自動販売機 サントリービバレッジソリューション株式会社 代表取締役 及川 剛 160-0023 東京都新宿区西新宿８－１７－１ 784535561 神南(芦健)第31-102 令和3年8月6日
000028 1000161822 芦屋樂膳打出店 659-0024 芦屋市南宮町６－２０ 797310890 その他の食料・飲料販売業 一般 樂膳株式会社 代表取締役 吉本 博次 661-0975 兵庫県尼崎市下坂部２－２３－２ 674949894 神南(芦健)第3-52 令和3年9月13日
000028 1000161825 芦屋樂膳東山店 659-0091 芦屋市東山町４－９ 797320580 その他の食料・飲料販売業 一般 樂膳株式会社 代表取締役 吉本 博次 661-0975 兵庫県尼崎市下坂部２－２３－２ 674949894 神南(芦健)第3-139 令和3年12月21日
000028 1000162086 有限会社助八 659-0083 芦屋市西山町１０－１ 797223243 乳類販売業 一般 有限会社助八 代表取締役 西口 仁 659-0083 兵庫県芦屋市西山町１－６ 797223243 神南(芦健)第31-23 令和3年7月28日
000028 1000162450 セブンイレブン芦屋打出駅南店 659-0022 芦屋市打出町１－１５ 797382720 コンビニエンスストア 一般 株式会社ワイキューブ 代表取締役 坂本 義之 659-0015 兵庫県芦屋市楠町１４－２０－６１８ 797319127 神南(芦健)第31-71 令和3年7月28日
000028 1000162455 セブンイレブン芦屋呉川町店 659-0051 芦屋市呉川町１０－９ 797310875 コンビニエンスストア 一般 株式会社ワイキューブ 代表取締役 坂本 義之 659-0015 兵庫県芦屋市楠町１４－２０－６１８ 797319127 神南(芦健)第31-45 令和3年7月28日
000028 1000163328 芦屋国際ローンテニスクラブ 6I6950 659-0053 芦屋市松浜町４－４ コップ式自動販売機（自動洗浄・屋内設置） 自動販売機 サントリービバレッジソリューション株式会社 代表取締役 及川 剛 160-0023 東京都新宿区西新宿８－１７－１ 784535561 神南(芦健)第31-103 令和3年8月6日
000028 1000163835 セブン－イレブン芦屋東山町店 659-0091 芦屋市東山町６－１２ 797342755 コンビニエンスストア 一般 王 志義 神南(芦健)第31-18 令和3年7月28日
000028 1000163947 芦屋市立あしや温泉 659-0051 芦屋市呉川町１４－１１ 797320204 乳類販売業 自動販売機 有限会社芦屋ミルクセンタ－ 取締役 加古 美和子 659-0012 兵庫県芦屋市朝日ケ丘町３３－１５ 797318786 神南(芦健)第31-46 令和3年7月28日
000028 1000165381 ＧＬＯＳＡ　ＯＲＧＡＮＩＣ　ＡＳＨＩＹＡ 659-0092 芦屋市大原町１２－１－１０２ 797626570 その他の食料・飲料販売業 一般 株式会社ＧＡ 代表取締役 福原 悟史 659-0092 兵庫県芦屋市大原町１２－１－１０２ 797626570 神南(芦健)第3-39 令和3年8月13日
000028 1000166876 浜風あすのこども園 659-0032 芦屋市浜風町１－２ 797267010 集団給食（４）その他 集団給食 社会福祉法人子どもの家福祉会 理事長 赤西 雅之 671-1104 兵庫県姫路市広畑区才８５０番地１ 792804462 神南(芦健)第3-29 令和3年7月16日
000028 1000166976 ＦＩＴＣＯＡ芦屋店 659-0092 芦屋市大原町２－５　ヴィザヴィ芦屋１Ｆ 797257122 自動販売機（要届出のコップ式自動販売機及び要許可を除く） 自動販売機 株式会社スイソサム 代表取締役 中尾 圭吾 849-0918 佐賀県佐賀市兵庫南三丁目１６番３８号 952978684 神南(芦健)第31-114 令和3年8月6日
000028 1000167414 しおさいこども園 659-0036 芦屋市涼風町５ 797343333 集団給食（４）その他 集団給食 社会福祉法人山善福祉会 理事長 山本 茂善 567-0012 大阪府茨木市東太田３－８－３ 726269047 神南(芦健)第3-10 令和3年6月23日
000028 1000168646 セブンイレブン芦屋南宮町店 659-0024 芦屋市南宮町１０－２０ 797228637 コンビニエンスストア 一般 石井 和憲 神南(芦健)第31-67 令和3年7月28日
000028 1000168961 セントラルフィットネス芦屋  ６Ｉ６５３８ 659-0093 芦屋市船戸町４－１ラポルテ本館５Ｆ コップ式自動販売機（自動洗浄・屋内設置） 自動販売機 サントリービバレッジソリューション株式会社 代表取締役 及川 剛 160-0023 東京都新宿区西新宿８－１７－１ 784535561 神南(芦健)第31-105 令和3年8月6日
000028 1000170315 児童発達支援センターあしやみらい 659-0033 芦屋市高浜町１－７高浜町ライフサポートステーション３Ｆ 797233939 集団給食（４）その他 集団給食 社会福祉法人山の子会 理事長 岸野 雅方 659-0033 兵庫県芦屋市高浜町１番７号 661318415 神南(芦健)第3-149 令和4年3月25日
000028 1000170534 ザ・レジデンス芦屋６Ｉ５８７８ 659-0035 芦屋市海洋町１２－１ コップ式自動販売機（自動洗浄・屋内設置） 自動販売機 サントリービバレッジソリューション株式会社 及川 剛 160-0023 東京都新宿区西新宿８－１７－１ 784535561 神南(芦健)第31-106 令和3年8月6日
000028 1000170582 芦屋セントマリア病院 659-0012 芦屋市朝日ケ丘町８－２２ 797231771 集団給食（２）病院・診療所 集団給食 院長 伊藤 直人 神南(芦健)第3-17 令和3年7月7日
000028 1000170666 ほのかの果実　ＪＲ芦屋店 659-0092 芦屋市大原町２－６ラモール芦屋１２４ 797912455 野菜果物販売業 一般 株式会社Nueva luz 代表取締役 川﨑 仁嗣 659-0013 兵庫県芦屋市岩園町２３－４５ 神南(芦健)第3-11 令和3年7月28日
000028 1000170799 小規模保育　わかば保育園 659-0064 芦屋市精道町８－２０ 797316000 集団給食（４）その他 集団給食 社会福祉法人　豊富台福祉会 理事長 小野 榮 679-2122 兵庫県姫路市豊富町御蔭３２７８番地の５７ 792643277 神南(芦健)第3-67 令和3年10月14日
000028 1000171534 デリス　阪神高速南芦屋浜ＰＡ店（下り）659-0034 芦屋市陽光町地先 乳類販売業 自動販売機株式会社ユカ 代表取締役 星名 浩治 152-0013 東京都目黒区南二丁目１番３０号 357013351 神南(芦健)第31-56 令和3年7月28日
000028 1000171640 甲南高校　食堂ＰＰ 659-0096 芦屋市山手町３１－３ 乳類販売業 自動販売機 コカ・コーラボトラーズジャパン株式会社 代表取締役 カリン・ ドラガン 107-0052 東京都港区赤坂９－７－１ 926418581 神南(芦健)第31-1 令和3年7月28日
000028 1000171684 ファミリーマート芦屋大原町店 659-0092 芦屋市大原町１１－１５ 797251230 コンビニエンスストア 一般 中西 勇貴 神南(芦健)第31-9 令和3年7月28日
000028 1000172609 芦屋市立岩園保育所 659-0013 芦屋市岩園町２－１８ 797310335 集団給食（４）その他 集団給食 芦屋市 市長 伊藤 舞 659-0064 兵庫県芦屋市精道町７－６ 797382128 神南(芦健)第3-45 令和3年8月19日
000028 1000172769 生活協同組合コープこうべコープ深江  （普通自動車）神戸８００そ５６４６ 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) その他の食料・飲料販売業 自動車 生活協同組合コープこうべ 代表理事 岩山 利久 658-0051 兵庫県神戸市東灘区住吉本町１－３－１９ 788561003 神南(芦健)第31-84 令和3年7月28日
000028 1000172999 甘空 659-0062 芦屋市宮塚町１５－５三楽レジデンス１０１号室 797618551 乳類販売業 一般 株式会社ビオソフィア 代表取締役 常深 大輔 659-0062 兵庫県芦屋市宮塚町１５－５三楽レジデンス１０１号室 797618551 神南(芦健)第31-39 令和3年7月28日
000028 1000173396 ローソンＨＢ阪神芦屋店 659-0065 芦屋市公光町１１－１０阪神芦屋駅下りホーム 797225718 コンビニエンスストア 一般 株式会社アズナス 代表取締役 佐桑 勇 530-0017 大阪府大阪市北区角田町８－７ 663735366 神南(芦健)第31-34 令和3年7月28日
000028 1000173674 芦屋聖徳園 659-0011 芦屋市六麓荘町３－５７ 797327667 乳類販売業 自動販売機 近畿中央ヤクルト販売株式会社 代表取締役 土田 裕美 567-0862 大阪府茨木市美沢町１５－３０ 726348960 神南(芦健)第31-83 令和3年7月28日
000028 1000174362 南芦屋浜病院 659-0034 芦屋市陽光町３－２１ コップ式自動販売機（自動洗浄・屋内設置） 自動販売機 ナショナル・ベンディング株式会社 代表取締役 藤山 雄一郎 108-0014 東京都港区芝四丁目１０－３ 798363371 神南(芦健)第31-111 令和3年8月6日
000028 1000174547 芦屋市立三条デイサービスセンター 659-0087 芦屋市三条町３９－２０ 797388655 集団給食（４）その他 集団給食 社会福祉法人芦屋市社会福祉協議会 会長 山中 健 659-0051 兵庫県芦屋市呉川町１４－９ 797383122 神南(芦健)第3-108 令和3年11月16日
000028 1000176162 芦屋モンテメール売店 659-0093 芦屋市船戸町１－３１モンテメールビル５Ｆ その他の食料・飲料販売業 一般 株式会社グッドライフ 代表取締役 山口 育男 251-0026 神奈川県藤沢市鵠沼東２－３ 466501060 神南(芦健)第31-6 令和3年7月28日
000028 1000176275 成城石井芦屋モンテメール店 659-0093 芦屋市船戸町１－３１モンテメール１階 797697765 百貨店、総合スーパー 一般 株式会社成城石井 代表取締役 原 昭彦 157-0066 東京都世田谷区成城６－１１－４ 453292470 神南(芦健)第31-5 令和3年7月28日
000028 1000176353 Ｖｉｖｏ　Ｂｅａｒｓｉ芦屋店  （ヴィーボ　ベアルスィ芦屋店） 659-0093 芦屋市船戸町１－３１芦屋モンテメール本館６階 797260820 自動販売機（要届出のコップ式自動販売機及び要許可を除く） 自動販売機 株式会社サップス 代表取締役 中瀨 敏和 659-0067 兵庫県芦屋市茶屋之町２－２２ 797356350 神南(芦健)第31-112 令和3年8月6日
000028 1000176639 Ｉ＆Ｈ(株)別館２Ｆ　6I7688 659-0066 芦屋市大桝町１－１６－６ 797356224 コップ式自動販売機（自動洗浄・屋内設置） 自動販売機 サントリービバレッジソリューション株式会社 代表取締役 及川 剛 160-0023 東京都新宿区西新宿８－１７－１ 353210400 神南(芦健)第31-108 令和3年8月6日
000028 1000176641 Ｉ＆Ｈ(株)別館４Ｆ　6I7686 659-0066 芦屋市大桝町１－１６－６ 797356224 コップ式自動販売機（自動洗浄・屋内設置） 自動販売機 サントリービバレッジソリューション株式会社 代表取締役 及川 剛 160-0023 東京都新宿区西新宿８－１７－１ 353210400 神南(芦健)第31-109 令和3年8月6日
000028 1000176660 はなえみ保育園 659-0054 芦屋市浜芦屋町３－２６－５７ 797358400 集団給食（４）その他 集団給食 社会福祉法人豊富台福祉会 理事長 小野 榮 679-2122 兵庫県姫路市豊富町御蔭３２７８ 792643277 神南(芦健)第3-27 令和3年7月14日
000028 1000176779 芦屋みどり作業所 659-0034 芦屋市陽光町４番６０号 797314001 集団給食（４）その他 集団給食 社会福祉法人芦屋みどり福祉会 理事長 大澤 二朗 659-0021 兵庫県芦屋市陽光町４－６０ 797314001 神南(芦健)第3-35 令和3年8月6日
000028 1000177248 芦屋ベイコート倶楽部　ホテル＆スパリゾート  日本料理「時宜」鉄板焼 659-0035 芦屋市海洋町１４－１ 797252222 食肉販売業 一般 リゾートトラスト株式会社 代表取締役 伏見 有貴 460-0005 愛知県名古屋市中区東桜２－１８－３１ 529336000 神南(芦健)第31-53 令和3年7月28日
000028 1000178514 (株)宇佐美エナジー　芦屋東山ＳＳ 659-0091 芦屋市東山町７－２９ 797340122 コップ式自動販売機（自動洗浄・屋内設置） 自動販売機 株式会社宇佐美エナジー 代表取締役 河野 祐士 532-0026 大阪府大阪市淀川区塚本３－４－４ 663043711 神南(芦健)第31-115 令和3年8月6日
000028 1000179043 畠山幸代司税理士事務所　6I7829 659-0068 芦屋市業平町５－２０トミー・ラ・グラース芦屋８階 797617780 コップ式自動販売機（自動洗浄・屋内設置） 自動販売機 サントリービバレッジソリューション株式会社 代表取締役 及川 剛 160-0023 東京都新宿区西新宿８－１７－１ 353210400 神南(芦健)第31-110 令和3年8月6日
000028 1000180173 芦屋市立精道こども園 659-0064 芦屋市精道町９－１６ 797320510 集団給食（４）その他 集団給食 芦屋市 市長 伊藤 舞 659-0064 兵庫県芦屋市精道町７－６ 797382128 神南(芦健)第3-41 令和3年8月19日
000028 1000180189 芦屋市立西蔵こども園 659-0026 芦屋市西蔵町１３－５ 797320410 集団給食（４）その他 集団給食 芦屋市 市長 伊藤 舞 659-0064 兵庫県芦屋市精道町７－６ 797382128 神南(芦健)第3-42 令和3年8月19日
000028 1000180457 ＢＡＫＥ　ＳＴＡＮＤ 659-0094 芦屋市松ノ内町１－２０ 797626699 乳類販売業 一般 株式会社芦屋酒井 代表取締役 酒井 健 659-0072 兵庫県芦屋市川西町１１－２－４０３ 797626912 神南(芦健)第31-2 令和3年7月28日
000028 1000180655 江戸前すし　竹 659-0021 芦屋市春日町２０－１ 797251558 食肉販売業 一般 株式会社ゼンシン 代表取締役 的場 佐恵子 659-0021 兵庫県芦屋市春日町２０－１ 797251558 神南(芦健)第31-73 令和3年7月28日
000028 1000181154 芦屋和奏こころ 659-0013 芦屋市岩園町９－１ 797617820 食肉販売業 一般 株式会社ＦＩＢＬＥ 代表取締役 原 健介 659-0013 兵庫県芦屋市岩園町９－１ 797617820 神南(芦健)第3-5 令和3年6月1日
000028 1000181329 ジュピター　芦屋モンテメール店 659-0093 芦屋市船戸町１－３１モンテメール芦屋本館３階 797212110 百貨店、総合スーパー 一般 ジュピターコーヒー株式会社 代表取締役 内林 久雄 113-0021 東京都文京区本駒込４－４１－４ 358347531 神南(芦健)第3-7 令和3年6月15日
000028 1000181375 モンロワール芦屋モンテメール店 659-0093 芦屋市船戸町１－３１ 797788150 その他の食料・飲料販売業 一般 株式会社モンロワール 代表取締役 前内 禧宏 658-0072 兵庫県神戸市東灘区岡本１－１２－１４ 788621789 神南(芦健)第3-8 令和3年6月16日
000028 1000181439 食パン専門店髙匠 000-0000 芦屋市その他県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く。) その他の食料・飲料販売業 自動車 株式会社ＢＡＯＢＡＢ 代表取締役 藤枝 潤 531-0071 大阪府大阪市北区中津１－１５－１５中津第２リッチビル２階 669406114 神南(芦健)第3-9 令和3年6月21日
000028 1000181516 コーヒーポート芦屋浜 659-0036 芦屋市涼風町１４－３ 797205861 その他の食料・飲料販売業 一般 小川 桃世 神南(芦健)第3-13 令和3年6月25日
000028 1000182054 餃子の王将　阪神芦屋店 659-0065 芦屋市公光町１０番１４号 797351818 その他の食料・飲料販売業 一般 株式会社王将フードサービス 代表取締役 渡邊 直人 607-8307 京都府京都市山科区西野山射庭ノ上町２９４番地の１ 755921411 神南(芦健)第3-31 令和3年7月27日
000028 1000182103 リードあしや 659-0065 芦屋市公光町５－８ 797266452 コップ式自動販売機（自動洗浄・屋内設置） 自動販売機 ヨシムラコーヒー株式会社 代表取締役 吉村 昌義 658-0082 兵庫県神戸市東灘区魚崎北町１－８－２９ 784517081 神南(芦健)第3-55 令和3年9月21日
000028 1000182219 コーナン南芦屋浜店 659-0035 芦屋市海洋町９－１ 797325711 百貨店、総合スーパー 一般 コーナン商事株式会社 代表取締役 疋田 直太郎 593-8324 大阪府堺市西区鳳東町４－４０１－１ 663971621 神南(芦健)第3-32 令和3年8月2日
000028 1000182289 芦屋ベイコート倶楽部　ホテル＆スパリゾート 659-0035 芦屋市海洋町１４－１ 797252239 その他の食料・飲料販売業 一般 リゾートトラスト株式会社 代表取締役 伏見 有貴 460-0005 愛知県名古屋市中区東桜２－１８－３１ 529336000 神南(芦健)第3-34 令和3年8月4日
000028 1000182474 茶人ＣＨＡＢＩＴＯ 659-0042 芦屋市緑町１－１４－１０２ 797252052 製茶業 その他 小早川 護 神南(芦健)第3-37 令和3年8月11日
000028 1000182505 あしかふぇ 659-0011 芦屋市六麓荘町１３－２２芦屋大学内 797230661 その他の食料・飲料販売業 一般 鍋島 奈穂子 神南(芦健)第3-40 令和3年8月18日
000028 1000182721 滝内商店 659-0000 芦屋市内一円 行商 行商 神南(芦健)第3-48 令和3年8月30日
000028 1000182968 オーガニックプラザ 659-0092 芦屋市大原町２－６－１１２ 797808862 百貨店、総合スーパー 一般 株式会社ヘルスライフ 代表取締役 中平 進也 602-0872 京都府京都市上京区丸太町通河原町東入駒之町５３６ 752548991 神南(芦健)第3-49 令和3年9月6日
000028 1000183114 株式会社ヴィーコ 659-0023 芦屋市大東町１－１１－１０１ その他の食料・飲料販売業 一般 株式会社ヴィーコ 代表取締役 坂本 直樹 572-0864 大阪府寝屋川市高倉１－１９－６ 728652489 神南(芦健)第3-54 令和3年9月16日
000028 1000183401 スターバックスコーヒー  芦屋モンテメール店 659-0093 芦屋市船戸町１－３１ 797615875 その他の食料・飲料販売業 一般 スターバックスコーヒージャパン株式会社 代表取締役 水口 貴文 141-0021 東京都品川区上大崎２－２５－２ 357455886 神南(芦健)第3-58 令和3年9月29日
000028 1000183417 日本技研（本社） 659-0022 芦屋市打出町５－２０ 797230099 自動販売機（要届出のコップ式自動販売機及び要許可を除く） 自動販売機 関西キリンビバレッジサービス株式会社 代表取締役 尾崎 靖幸 530-0011 大阪府大阪市北区大深町４－２０ 677309206 神南(芦健)第3-59 令和3年9月29日
000028 1000183723 ローソン芦屋川西店 659-0072 芦屋市川西町７－３ 797326884 コンビニエンスストア 一般 内田笑店株式会社 代表取締役 内田 高雄 659-0031 兵庫県芦屋市新浜町７－１０－１０６ 797310133 神南(芦健)第3-60 令和3年10月1日
000028 1000183830 ダイソー　ダイエーグルメシティ芦屋浜店 659-0033 芦屋市高浜町６－１ダイエーグルメシティ芦屋浜店３階 824009055 その他の食料・飲料販売業 一般 株式会社大創産業 代表取締役 矢野 靖二 739-0008 広島県東広島市西条吉行東１－４－１４ 824200100 神南(芦健)第3-63 令和3年10月11日
000028 1000183872 潮芦屋温泉ＳＰＡ水春 659-0035 芦屋市海洋町１０－２ 797321126 その他の食料・飲料販売業 一般 株式会社ビーバーレコード 代表取締役 春田 幸裕 532-0011 大阪府大阪市淀川区西中島三丁目２３番９号 663047711 神南(芦健)第3-64 令和3年10月12日
000028 1000183946 無印良品芦屋モンテメール 659-0093 芦屋市船戸町１－３１モンテメール５Ｆ 797212320 その他の食料・飲料販売業 一般 株式会社良品計画 代表取締役 堂前 宣夫 170-8424 東京都豊島区東池袋４丁目２６－３ 120146404 神南(芦健)第3-66 令和3年10月14日
000028 1000183983 オフィスグリコ冷凍冷蔵庫９４２３６ 659-0035 芦屋市海洋町１２－３ その他の食料・飲料販売業 その他 グリコチャネルクリエイト株式会社 代表取締役 西村 浩一 555-8502 大阪府大阪市西淀川区歌島４丁目６−５ 神南(芦健)第3-68 令和3年10月14日
000028 1000183987 オフィスグリコ冷凍冷蔵庫９４２５１ 659-0062 芦屋市宮塚町１２－２１ その他の食料・飲料販売業 その他 グリコチャネルクリエイト株式会社 代表取締役 西村 浩一 555-8502 大阪府大阪市西淀川区歌島４丁目６−５ 神南(芦健)第3-69 令和3年10月14日
000028 1000183990 オフィスグリコ冷凍冷蔵庫１４２６５４ 659-0068 芦屋市業平町５０ その他の食料・飲料販売業 その他 グリコチャネルクリエイト株式会社 代表取締役 西村 浩一 555-8502 大阪府大阪市西淀川区歌島４丁目６−５ 神南(芦健)第3-70 令和3年10月14日
000028 1000183992 オフィスグリコ冷凍冷蔵庫１１０２５２ 659-0068 芦屋市業平町４－１ その他の食料・飲料販売業 その他 グリコチャネルクリエイト株式会社 代表取締役 西村 浩一 555-8502 大阪府大阪市西淀川区歌島４丁目６−５ 神南(芦健)第3-71 令和3年10月14日
000028 1000183993 オフィスグリコ冷凍冷蔵庫１０５３４８ 659-0065 芦屋市公光町１１－９ その他の食料・飲料販売業 その他 グリコチャネルクリエイト株式会社 代表取締役 西村 浩一 555-8502 大阪府大阪市西淀川区歌島４丁目６−５ 神南(芦健)第3-72 令和3年10月14日
000028 1000183994 オフィスグリコ冷凍冷蔵庫１４７０１６ 659-0065 芦屋市公光町７－１０ その他の食料・飲料販売業 その他 グリコチャネルクリエイト株式会社 代表取締役 西村 浩一 555-8502 大阪府大阪市西淀川区歌島４丁目６−５ 神南(芦健)第3-73 令和3年10月14日
000028 1000183996 オフィスグリコ冷凍冷蔵庫１１１０２１ 659-0021 芦屋市春日町３－１９ その他の食料・飲料販売業 その他 グリコチャネルクリエイト株式会社 代表取締役 西村 浩一 555-8502 大阪府大阪市西淀川区歌島４丁目６−５ 神南(芦健)第3-74 令和3年10月14日
000028 1000183997 オフィスグリコ冷凍冷蔵庫１１１０２３ 659-0021 芦屋市春日町２－４ その他の食料・飲料販売業 その他 グリコチャネルクリエイト株式会社 代表取締役 西村 浩一 555-8502 大阪府大阪市西淀川区歌島４丁目６−５ 神南(芦健)第3-75 令和3年10月14日
000028 1000183998 オフィスグリコ冷凍冷蔵庫８８７３１ 659-0053 芦屋市松浜町１４－２０ その他の食料・飲料販売業 その他 グリコチャネルクリエイト株式会社 代表取締役 西村 浩一 555-8502 大阪府大阪市西淀川区歌島４丁目６−５ 神南(芦健)第3-76 令和3年10月14日
000028 1000183999 オフィスグリコ冷凍冷蔵庫８８７３２ 659-0053 芦屋市松浜町１４－２４ その他の食料・飲料販売業 その他 グリコチャネルクリエイト株式会社 代表取締役 西村 浩一 555-8502 大阪府大阪市西淀川区歌島４丁目６−５ 神南(芦健)第3-77 令和3年10月14日
000028 1000184000 オフィスグリコ冷凍冷蔵庫１１４６９１ 659-0093 芦屋市船戸町５－１ その他の食料・飲料販売業 その他 グリコチャネルクリエイト株式会社 代表取締役 西村 浩一 555-8502 大阪府大阪市西淀川区歌島４丁目６−５ 神南(芦健)第3-78 令和3年10月14日
000028 1000184002 オフィスグリコ冷凍冷蔵庫１５６１１６ 659-0093 芦屋市船戸町５－２ その他の食料・飲料販売業 その他 グリコチャネルクリエイト株式会社 代表取締役 西村 浩一 555-8502 大阪府大阪市西淀川区歌島４丁目６−５ 神南(芦健)第3-79 令和3年10月14日
000028 1000184003 オフィスグリコ冷凍冷蔵庫１１０２５８ 659-0093 芦屋市船戸町１－２９ その他の食料・飲料販売業 その他 グリコチャネルクリエイト株式会社 代表取締役 西村 浩一 555-8502 大阪府大阪市西淀川区歌島４丁目６−５ 神南(芦健)第3-80 令和3年10月14日
000028 1000184004 オフィスグリコ冷凍冷蔵庫１１４６８８ 659-0093 芦屋市船戸町２－１ その他の食料・飲料販売業 その他 グリコチャネルクリエイト株式会社 代表取締役 西村 浩一 555-8502 大阪府大阪市西淀川区歌島４丁目６−５ 神南(芦健)第3-81 令和3年10月14日
000028 1000184006 オフィスグリコ冷凍冷蔵庫１０５３０８ 659-0071 芦屋市前田町１０－１ その他の食料・飲料販売業 その他 グリコチャネルクリエイト株式会社 代表取締役 西村 浩一 555-8502 大阪府大阪市西淀川区歌島４丁目６−５ 神南(芦健)第3-82 令和3年10月14日
000028 1000184007 オフィスグリコ冷凍冷蔵庫１１１３４６ 659-0022 芦屋市打出町７－２４ その他の食料・飲料販売業 その他 グリコチャネルクリエイト株式会社 代表取締役 西村 浩一 555-8502 大阪府大阪市西淀川区歌島４丁目６−５ 神南(芦健)第3-83 令和3年10月14日
000028 1000184008 オフィスグリコ冷凍冷蔵庫１１４６９２ 659-0092 芦屋市大原町１２－２６ その他の食料・飲料販売業 その他 グリコチャネルクリエイト株式会社 代表取締役 西村 浩一 555-8502 大阪府大阪市西淀川区歌島４丁目６−５ 神南(芦健)第3-84 令和3年10月14日
000028 1000184009 オフィスグリコ冷凍冷蔵庫１１４６８６ 659-0092 芦屋市大原町１０－１ その他の食料・飲料販売業 その他 グリコチャネルクリエイト株式会社 代表取締役 西村 浩一 555-8502 大阪府大阪市西淀川区歌島４丁目６−５ 神南(芦健)第3-85 令和3年10月14日
000028 1000184010 オフィスグリコ冷凍冷蔵庫１１０２４８ 659-0092 芦屋市大原町２－６ その他の食料・飲料販売業 その他 グリコチャネルクリエイト株式会社 代表取締役 西村 浩一 555-8502 大阪府大阪市西淀川区歌島４丁目６−５ 神南(芦健)第3-86 令和3年10月14日
000028 1000184011 オフィスグリコ冷凍冷蔵庫１１４６８４ 659-0092 芦屋市大原町９－１ その他の食料・飲料販売業 その他 グリコチャネルクリエイト株式会社 代表取締役 西村 浩一 555-8502 大阪府大阪市西淀川区歌島４丁目６−５ 神南(芦健)第3-87 令和3年10月14日
000028 1000184012 オフィスグリコ冷凍冷蔵庫９４２６７ 659-0066 芦屋市大桝町１－１８ その他の食料・飲料販売業 その他 グリコチャネルクリエイト株式会社 代表取締役 西村 浩一 555-8502 大阪府大阪市西淀川区歌島４丁目６−５ 神南(芦健)第3-88 令和3年10月14日
000028 1000184013 オフィスグリコ冷凍冷蔵庫１５８０９４ 659-0012 芦屋市朝日ケ丘町９－１ その他の食料・飲料販売業 その他 グリコチャネルクリエイト株式会社 代表取締役 西村 浩一 555-8502 大阪府大阪市西淀川区歌島４丁目６−５ 神南(芦健)第3-89 令和3年10月14日
000028 1000184014 オフィスグリコ冷凍冷蔵庫１５６８２８ 659-0012 芦屋市朝日ケ丘町８－２２ その他の食料・飲料販売業 その他 グリコチャネルクリエイト株式会社 代表取締役 西村 浩一 555-8502 大阪府大阪市西淀川区歌島４丁目６−５ 神南(芦健)第3-90 令和3年10月14日
000028 1000184015 オフィスグリコ冷凍冷蔵庫１１４７０２ 659-0091 芦屋市東山町５－１５ その他の食料・飲料販売業 その他 グリコチャネルクリエイト株式会社 代表取締役 西村 浩一 555-8502 大阪府大阪市西淀川区歌島４丁目６−５ 神南(芦健)第3-91 令和3年10月14日
000028 1000184016 オフィスグリコ冷凍冷蔵庫８８７３０ 659-0074 芦屋市平田町１－５ その他の食料・飲料販売業 その他 グリコチャネルクリエイト株式会社 代表取締役 西村 浩一 555-8502 大阪府大阪市西淀川区歌島４丁目６−５ 神南(芦健)第3-92 令和3年10月14日
000028 1000184017 オフィスグリコ冷凍冷蔵庫９４２３３ 659-0034 芦屋市陽光町３－３３ その他の食料・飲料販売業 その他 グリコチャネルクリエイト株式会社 代表取締役 西村 浩一 555-8502 大阪府大阪市西淀川区歌島４丁目６−５ 神南(芦健)第3-93 令和3年10月14日
000028 1000184351 にしむら珈琲芦屋店 659-0064 芦屋市精道町６－１５ 797310580 調味料製造・加工業 一般 有限会社神戸興産 取締役 吉谷 啓介 650-0003 兵庫県神戸市中央区山本通２丁目１－２０ 782421880 神南(芦健)第3-96 令和3年10月25日
000028 1000184422 あしや温泉 659-0051 芦屋市呉川町１４－１１ 自動販売機（要届出のコップ式自動販売機及び要許可を除く）自動販売機株式会社ロッテ 牛膓 栄一 160-0023 東京都新宿区西新宿３－２０－１ 353885645 神南(芦健)第3-97 令和3年10月25日
000028 1000184425 ＪＲ芦屋駅 659-0093 芦屋市船戸町１－３０ 自動販売機（要届出のコップ式自動販売機及び要許可を除く）自動販売機株式会社ロッテ 牛膓 栄一 160-0023 東京都新宿区西新宿３－２０－１ 353885645 神南(芦健)第3-98 令和3年10月25日
000028 1000184431 高齢者総合施設あしや喜楽苑 659-0043 芦屋市潮見町３１－１ 797349287 集団給食（４）その他 集団給食 社会福祉法人きらくえん 理事長 土谷 千津子 660-0807 兵庫県尼崎市長洲西通２－８－３ 664889287 神南(芦健)第3-99 令和3年10月28日
000028 1000184581 オフィスグリコ冷凍冷蔵庫２８１９６０ 659-0035 芦屋市海洋町１２－３ その他の食料・飲料販売業 その他 グリコチャネルクリエイト株式会社 代表取締役 西村 浩一 555-8502 大阪府大阪市西淀川区歌島４丁目６−５ 神南(芦健)第3-100 令和3年10月26日



000028 1000184756 マルエイ 659-0092 芦屋市大原町９－１ラポルテ東館Ｂ１階 797226565 野菜果物販売業 一般 有限会社伊予屋 取締役 松尾 雅人 658-0022 兵庫県神戸市東灘区深江南町３丁目５-１-６２０ 784132130 神南(芦健)第3-102 令和3年11月10日
000028 1000184758 ガスト芦屋店 659-0015 芦屋市楠町７－１８ 797212002 その他の食料・飲料販売業 一般 株式会社すかいらーくレストランツ 代表取締役 中島 尚志 180-0013 東京都武蔵野市西久保１－２５－８ 422375206 神南(芦健)第3-103 令和3年11月10日
000028 1000184759 近畿中央ヤクルト販売株式会社  芦屋センター 659-0022 芦屋市打出町４－１５ 797348960 その他の食料・飲料販売業 一般 近畿中央ヤクルト販売株式会社 代表取締役 湯澤 衛 567-0862 大阪府茨木市美沢町15-30 726348960 神南(芦健)第3-104 令和3年11月10日
000028 1000184826 デリフランス芦屋店 659-0093 芦屋市船戸町１－２９モンテメール西館３階 797614450 その他の食料・飲料販売業 一般 株式会社ヴィ・ド・フランス 代表取締役 伊達 宏和 101-0032 東京都千代田区岩本町３－１０－１ 356798411 神南(芦健)第3-105 令和3年11月12日
000028 1000184885 オフィスグリコ冷凍冷蔵庫２８１９６１ 659-0012 芦屋市朝日ケ丘町６－９ その他の食料・飲料販売業 その他 グリコチャネルクリエイト株式会社 代表取締役 西村 浩一 555-8502 大阪府大阪市西淀川区歌島４丁目６−５ 神南(芦健)第3-106 令和3年11月15日
000028 1000185067 ケンタッキー・フライド・チキン  Ｒ-２芦屋 659-0015 芦屋市楠町１１－２０ 797212177 その他の食料・飲料販売業 一般 日本ケンタッキー・フライド・チキン株式会社 代表取締役 判治 孝之 220-0012 神奈川県横浜市西区みなとみらい４－４－５ 453070700 神南(芦健)第3-109 令和3年11月17日
000028 1000185079 ビッグビーンズ芦屋店 659-0092 芦屋市大原町１６－２１ 797237616 百貨店、総合スーパー 一般 株式会社髙鍋食品 代表取締役 髙鍋 裕彦 553-0003 大阪府大阪市福島区福島１－６－８ 664417616 神南(芦健)第3-107 令和3年11月15日
000028 1000185307 ミスタードーナツ芦屋店 659-0092 芦屋市大原町９番１号ラポルテ東館１Ｆ１０８ 797321395 その他の食料・飲料販売業 一般 株式会社ヤマヨフーズ 代表取締役 山本 貴之 530-0003 大阪府大阪市北区堂島１－２－１０ 663445122 神南(芦健)第3-112 令和3年11月22日
000028 1000185399 セントラルスポーツフィットネスクラブ芦屋　６Ｆ 659-0093 芦屋市船戸町４－１ 797382525 自動販売機（要届出のコップ式自動販売機及び要許可を除く） 自動販売機 江崎グリコ株式会社 代表取締役 江崎 勝久 555-8502 大阪府大阪市西淀川区歌島４－６－５ 664778352 神南(芦健)第3-113 令和3年11月25日
000028 1000185401 芦屋大学食堂ＶＭコーナー  ６Ｆ 659-0011 芦屋市六麓荘町１６－１８ 797230661 自動販売機（要届出のコップ式自動販売機及び要許可を除く） 自動販売機 江崎グリコ株式会社 代表取締役 江崎 勝久 555-8502 大阪府大阪市西淀川区歌島４－６－５ 664778352 神南(芦健)第3-114 令和3年11月25日
000028 1000185405 芦屋市総合公園  北駐車場公園出入口 659-0034 芦屋市陽光町１－１ 797252023 自動販売機（要届出のコップ式自動販売機及び要許可を除く） 自動販売機 江崎グリコ株式会社 代表取締役 江崎 勝久 555-8502 大阪府大阪市西淀川区歌島４－６－５ 664778352 神南(芦健)第3-115 令和3年11月25日
000028 1000185406 芦屋市総合公園  子供広場前トイレ横 659-0034 芦屋市陽光町１－１ 797252023 自動販売機（要届出のコップ式自動販売機及び要許可を除く） 自動販売機 江崎グリコ株式会社 代表取締役 江崎 勝久 555-8502 大阪府大阪市西淀川区歌島４－６－５ 664778352 神南(芦健)第3-116 令和3年11月25日
000028 1000185411 芦屋市総合公園  バーベキューサイト 659-0034 芦屋市陽光町１－１ 797252023 自動販売機（要届出のコップ式自動販売機及び要許可を除く） 自動販売機 江崎グリコ株式会社 代表取締役 江崎 勝久 555-8502 大阪府大阪市西淀川区歌島４－６－５ 664778352 神南(芦健)第3-117 令和3年11月25日
000028 1000185412 芦屋市立体育館・青少年センター 659-0072 芦屋市川西町１５－３ 797318228 自動販売機（要届出のコップ式自動販売機及び要許可を除く） 自動販売機 江崎グリコ株式会社 代表取締役 江崎 勝久 555-8502 大阪府大阪市西淀川区歌島４－６－５ 664778352 神南(芦健)第3-118 令和3年11月25日
000028 1000185413 芦屋市総合公園  東駐車場トイレ 659-0034 芦屋市陽光町１－１ 797252023 自動販売機（要届出のコップ式自動販売機及び要許可を除く） 自動販売機 江崎グリコ株式会社 代表取締役 江崎 勝久 555-8502 大阪府大阪市西淀川区歌島４－６－５ 664778352 神南(芦健)第3-119 令和3年11月25日
000028 1000185414 芦屋海浜公園プール  ２Ｆ（年間） 659-0032 芦屋市浜風町３０－１ 797228861 自動販売機（要届出のコップ式自動販売機及び要許可を除く） 自動販売機 江崎グリコ株式会社 代表取締役 江崎 勝久 555-8502 大阪府大阪市西淀川区歌島４－６－５ 664778352 神南(芦健)第3-120 令和3年11月25日
000028 1000185434 Ｖｅｇｅｔｕｓ 659-0025 芦屋市浜町２－１３－１ 野菜果物販売業 一般 株式会社Ｊ＆Ｉ 代表取締役 尾中 博俊 659-0021 兵庫県芦屋市春日町１４－２２－１０６ 神南(芦健)第3-122 令和3年11月25日
000028 1000185435 Ｖｅｇｅｔｕｓ 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く。) 野菜果物販売業 露店 株式会社Ｊ＆Ｉ 代表取締役 尾中 博俊 659-0021 兵庫県芦屋市春日町１４－２２－１０６ 神南(芦健)第3-123 令和3年11月25日
000028 1000185542 お菓子のデパートよしや　芦屋川店 659-0084 芦屋市月若町８－１ その他の食料・飲料販売業 一般 株式会社吉寿屋 代表取締役 神吉 一寿 530-0041 大阪府大阪市北区天神橋５－２－９ 663519124 神南(芦健)第3-124 令和3年11月26日
000028 1000185684 ロイヤルホスト　芦屋店 659-0028 芦屋市打出小槌町１番２号 797326616 その他の食料・飲料販売業 一般 ロイヤルフードサービス株式会社 代表取締役 村上 庸彦 154-0015 東京都世田谷区桜新町一丁目３４番６号 357077139 神南(芦健)第3-127 令和3年11月29日
000028 1000185704 バビル 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く。) その他の食料・飲料販売業 自動車 株式会社ブランジットインターナショナル 代表取締役 黒田 悦治 530-0044 大阪府大阪市北区東天満１－２－１４ラ・リブロ東天満８Ｆ 648019160 神南(芦健)第3-128 令和3年11月30日
000028 1000185912 ＢＩＧ　ＢＥＡＮＳ　芦屋店２Ｆ　従業員スペース 659-0092 芦屋市大原町１６－２１ コップ式自動販売機（自動洗浄・屋内設置） 自動販売機 株式会社アペックス西日本 代表取締役 森 吉平 550-0015 大阪府大阪市西区南堀江４ー２５－２４ 783062130 神南(芦健)第3-132 令和3年12月2日
000028 1000186256 ロスティッチェリア　ラッフィナート 659-0092 芦屋市大原町１１－７ 797267888 その他の食料・飲料販売業 一般 株式会社ラッフィナート 代表取締役 小阪 歩武 659-0092 兵庫県芦屋市大原町１１－７　１１番ビル 797267888 神南(芦健)第3-131 令和3年12月2日
000028 1000186298 神戸餃子楼 659-0068 芦屋市業平町２－１０１Ｆ その他の食料・飲料販売業 その他 株式会社イデアコーポレーション 代表取締役 砂泊 慶昭 650-0034 兵庫県神戸市中央区京町７８三宮京町ビル 783356435 神南(芦健)第3-137 令和3年12月10日
000028 1000186299 神戸餃子楼 659-0025 芦屋市浜町２－１４ヴィレ浜町１Ｆ その他の食料・飲料販売業 その他 株式会社イデアコーポレーション 代表取締役 砂泊 慶昭 650-0034 兵庫県神戸市中央区京町７８三宮京町ビル 783356435 神南(芦健)第3-138 令和3年12月10日
000028 1000187164 芦屋市立緑保育所 659-0042 芦屋市緑町２－４ 797340715 集団給食（４）その他 集団給食 芦屋市長 市長 伊藤 舞 659-0064 兵庫県芦屋市精道町７－６ 797382128 神南(芦健)第3-140 令和4年1月28日
000028 1000187317 大東保育所 659-0031 芦屋市新浜町８－１ 797220089 集団給食（４）その他 集団給食 社会福祉法人サン福祉会 理事長 山田 愼治 665-0884 兵庫県宝塚市山本西１－４－１ 797821280 神南(芦健)第3-141 令和4年2月8日
000028 1000187334 シニア　ライフ　ヴィラ　潮芦屋 659-0034 芦屋市陽光町３－３６ 797617160 集団給食（４）その他 集団給食 株式会社メディケア・プランニング 代表取締役 澤田 喜博 659-0072 兵庫県芦屋市川西町８－１２ 797788600 神南(芦健)第3-142 令和4年2月8日
000028 1000187828 いせ虹こども園 659-0052 芦屋市伊勢町１３－１４ 797268631 集団給食（４）その他 集団給食 社会福祉法人日の出福祉会 理事長 中田 喜久 675-0101 兵庫県加古川市平岡町新在家２３３３－２ 794418423 神南(芦健)第3-145 令和4年3月11日
000028 1000187863 打出保育所 659-0063 芦屋市宮川町４－１０ 797225725 集団給食（４）その他 集団給食 社会福祉法人千種会 理事長 岸本 多佳子 658-0014 兵庫県神戸市東灘区北青木１－１－３ 784310001 神南(芦健)第3-144 令和4年3月9日
000028 1000187990 ＹＡＭＡＳＨＯ　ＪＲ芦屋駅店 659-0093 芦屋市船戸町１－３０ 797268025 その他の食料・飲料販売業 一般 株式会社山庄 代表取締役 山本 繁仁 627-0012 京都府京丹後市峰山町杉谷９８５－１ 772621445 神南(芦健)第3-146 令和4年3月17日
000028 1000188030 ハニーオアシス 659-0036 芦屋市涼風町１７－１１ 797220150 その他の食料品製造・加工業 一般 杉本 朋子 神南(芦健)第3-147 令和4年3月22日
000028 1000188124 茶屋高浜保育園 659-0033 芦屋市高浜町１－７高浜町ライフサポートステーション１階 797232415 集団給食（４）その他 集団給食 社会福祉法人山の子会 理事長 岸野 雅方 659-0033 兵庫県芦屋市高浜町１番７号 661318415 神南(芦健)第3-148 令和4年3月25日
000028 1000188386 西日本旅客鉄道株式会社　JR芦屋駅  休憩室（CCBJI受託） 659-0093 芦屋市船戸町1-30 コップ式自動販売機（自動洗浄・屋内設置） 自動販売機 株式会社アペックス西日本 代表取締役 森 吉平 550-0015 大阪府大阪市西区南堀江４ー２５－２４ 783062130 神南(芦健)第3-1 令和4年4月4日
000028 1000188524 Ｆ.Ｆ.マルシェ　芦屋 659-0021 芦屋市春日町８－１ 797807225 百貨店、総合スーパー 一般 株式会社フライフィッシュ 代表取締役 湯本 正基 530-0051 大阪府大阪市北区太融寺町８－８日進ビルディング１００１ 666555595 神南(芦健)第3-2 令和4年4月15日
000028 1000188847 サイゼリヤ　ライフガーデン潮芦屋店 659-0035 芦屋市海洋町９－２ライフガーデン潮芦屋南Ｂ棟 797251371 その他の食料・飲料販売業 一般 株式会社サイゼリヤ 代表取締役 正垣 泰彦 342-0008 埼玉県吉川市旭２－５ 489919611 神南(芦健)第3-3 令和4年5月2日
000028 1000188848 モンテメール芦屋  ５階食堂(ＣＣＢＪＩ単受） 659-0093 芦屋市船戸町１－３１ コップ式自動販売機（自動洗浄・屋内設置） 自動販売機 株式会社アペックス西日本 代表取締役 森 吉平 550-0015 大阪府大阪市西区南堀江４ー２５－２４ 783062130 神南(芦健)第3-4 令和4年5月2日
000028 1000188850 芦屋大学　１Ｆ　自販機コ－ナ－  （ＣＣＢＪＩ単受） 659-0011 芦屋市六麓荘町１３－２２ コップ式自動販売機（自動洗浄・屋内設置） 自動販売機 株式会社アペックス西日本 代表取締役 森 吉平 550-0015 大阪府大阪市西区南堀江４－２５－２４ 783062130 神南(芦健)第3-6 令和4年5月2日
000028 1000188851 株式会社ダイエー　芦屋浜店  イートイン（ＣＣＢＪＩ単受） 659-0033 芦屋市高浜町６－１ コップ式自動販売機（自動洗浄・屋内設置） 自動販売機 株式会社アペックス西日本 代表取締役 森 吉平 550-0015 大阪府大阪市西区南堀江４ー２５－２４ 783062130 神南(芦健)第3-7 令和4年5月2日
000028 1000188853 生活協同組合コープこうべ  コープディズ芦屋店Ｂ１食堂街（ＣＣＢＪＩ短受） 659-0092 芦屋市大原町９－１－３０４ コップ式自動販売機（自動洗浄・屋内設置） 自動販売機 株式会社アペックス西日本 代表取締役 森 吉平 550-0015 大阪府大阪市西区南堀江４ー２５－２４ 783062130 神南(芦健)第3-9 令和4年5月2日
000028 1000188854 郵便事業株式会社　芦屋支店　食堂 659-0073 芦屋市平田北町４－１３　２階 コップ式自動販売機（自動洗浄・屋内設置） 自動販売機 株式会社アペックス西日本 代表取締役 森 吉平 550-0015 大阪府大阪市西区南堀江四丁目２５番２４号 783062130 神南(芦健)第3-10 令和4年5月2日
000028 1000188857 芦屋市立青少年センタ－  芦屋２Ｆ（ＣＣＢＪＩ受託） 659-0072 芦屋市川西町１５－３ コップ式自動販売機（自動洗浄・屋内設置） 自動販売機 株式会社アペックス西日本 代表取締役 森 吉平 550-0015 大阪府大阪市西区南堀江４ー２５－２４ 783062130 神南(芦健)第3-12 令和4年5月2日
000028 1000188859 生活協同組合コープこうべ芦屋店３Ｆ  （ＣＣＢＪＩ受託） 659-0092 芦屋市大原町９－１－３０４ コップ式自動販売機（自動洗浄・屋内設置） 自動販売機 株式会社アペックス西日本 代表取締役 森 吉平 550-0015 大阪府大阪市西区南堀江４ー２５－２４ 783062130 神南(芦健)第3-14 令和4年5月2日
000028 1000188860 アンリ・シャルパンティエ芦屋本店 659-0065 芦屋市公光町７番１０－１０１号 797312753 その他の食料・飲料販売業 一般 株式会社シュゼット 代表取締役 蟻田 剛毅 659-0065 兵庫県芦屋市公光町７番１０－１０１号 798231280 神南(芦健)第3-15 令和4年5月6日
000028 1000188862 株式会社リンクファクトリー 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く。) 行商 行商 株式会社リンクファクトリー 代表取締役 古谷 敬志 530-0001 大阪府大阪市北区梅田２－４－９ブリーゼタワー１Ｆ 677772644 神南(芦健)第3-16 令和4年5月6日
000028 1000188908 淡路屋　芦屋大丸店 659-0093 芦屋市船戸町１－３１ 弁当販売業 一般 株式会社淡路屋 代表取締役 寺本 督 651-0083 兵庫県神戸市中央区浜辺通４－１－２３三宮ベンチャービル 784311682 神南(芦健)第3-17 令和4年5月10日
000028 1000188940 幼保連携型認定こども園　あいさいこども園 659-0012 芦屋市朝日ケ丘町10-3 797252525 集団給食（４）その他 集団給食 社会福祉法人山善福祉会 理事長 山本 茂善 567-0012 大阪府茨木市東太田３－８－３ 726269047 神南(芦健)第3-18 令和4年5月11日
000028 1000188984 ＪＲ芦屋駅 659-0093 芦屋市船戸町１－３０駅構内（２階ユニクロ店横） 自動販売機（要届出のコップ式自動販売機及び要許可を除く） 自動販売機 株式会社正木牧場 代表取締役 正木 裕文 544-0031 大阪府大阪市生野区鶴橋３－５－４６ 667156060 神南(芦健)第3-19 令和4年5月16日
000028 1000189286 SPES（株） 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く。) その他の食料・飲料販売業 自動車 SPES（株） 代表取締役 森若 克弥 577-0831 大阪府東大阪市俊徳町1-3-23　桜ガーデン101 667857919 神南(芦健)第3-20 令和4年6月1日
000028 1000189432 けやきや 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く。)その他の食料・飲料販売業 自動車 松岡 伸郎 神南(芦健)第3-21 令和4年6月10日
000028 1000189476 豆腐やまいち 659-0092 芦屋市大原町８－２ 797251023 その他の食料・飲料販売業 一般 株式会社やまいち商店 代表取締役 山口 雄一 658-0041 兵庫県神戸市東灘区住吉南町５－１－５ 788220071 神南(芦健)第3-22 令和4年6月15日
000028 1000189824 株式会社ウーフ 659-0012 芦屋市朝日ケ丘町２８番２５号新タムラビル地階南側 797384788 製茶業 一般 株式会社ウーフ 代表取締役 大西 泰宏 659-0012 兵庫県芦屋市朝日ケ丘町２８番２５号新タムラビル地階南側 797384788 神南(芦健)第3-23 令和4年7月13日
000028 1000189916 ウエルシア芦屋春日店 659-0021 芦屋市春日町２２－５ 797251517 百貨店、総合スーパー 一般 ウエルシア薬局株式会社 代表取締役 松本 忠久 101-0021 東京都千代田区外神田二丁目２番１５号 352095677 神南(芦健)第3-24 令和4年7月16日
000028 1000189917 ウエルシアライフガーデン潮芦屋店 659-0035 芦屋市海洋町８－２ 797788172 百貨店、総合スーパー 一般 ウエルシア薬局株式会社 代表取締役 松本 忠久 101-0021 東京都千代田区外神田二丁目２－２－１５ 352095677 神南(芦健)第3-25 令和4年7月19日
000028 1000189923 株式会社ＴＲＡＶＥＬ　ＬＩＫＥ 659-0064 芦屋市精道町２－６－３０１ＪＫパレス 通信販売・訪問販売による販売業一般 株式会社ＴＲＡＶＥＬ　ＬＩＫＥ代表取締役 瀬戸口 駿介 650-0004 兵庫県神戸市中央区中山手通１－２２－２３藤正ファインラクト２０３神南(芦健)第3-26 令和4年7月20日
000028 1000190253 長山成司 659-0055 芦屋市竹園町１－２０コスモ芦屋竹園９０２号 コーヒー（飲料を除く）製造・加工業一般 長山 成司 神南(芦健)第3-29 令和4年8月10日
000028 1000190257 オフィスグリコ冷凍冷蔵庫217744 659-0068 芦屋市業平町６－１１高翔３Ｆ その他の食料・飲料販売業 その他 グリコチャネルクリエイト株式会社 代表取締役 西村 浩一 555-0021 大阪府大阪市西淀川区歌島４－６－５ 神南(芦健)第3-28 令和4年8月10日
000028 1000190611 Noble Tree Coffee Roasters 659-0072 芦屋市川西町１５－２０ コーヒー（飲料を除く）製造・加工業 一般 株式会社Ｇｏｌｄｅｎ　Ｒａｔｉｏ 代表取締役 井上 美喜子 651-0056 兵庫県神戸市中央区熊内町１－８－１２－４１４ 神南(芦健)第3-32 令和4年9月8日
000028 1000190672 オフィスグリコ冷凍冷蔵庫２８２６２２ 659-0034 芦屋市陽光町３－７５陽光苑１Ｆ その他の食料・飲料販売業 その他 グリコチャネルクリエイト株式会社 代表取締役 西村 浩一 555-8502 大阪府大阪市西淀川区歌島４－６－５ 神南(芦健)第3-33 令和4年9月12日
000028 1000190866 ココカラファイン　芦屋浜店 659-0033 芦屋市高浜町６－１芦屋浜シーサイドアステムショッピングプラザ２階 797343210 その他の食料・飲料販売業 一般 株式会社ココカラファインヘルスケア 代表取締役 塚本 厚志 222-0033 神奈川県横浜市港北区新横浜３－１７－６ 455485996 神南(芦健)第3-34 令和4年9月28日
000028 1000191157 オフィスグリコ冷凍冷蔵庫２３５４３２ 659-0064 芦屋市精道町１２－１０田中 博商店２Ｆ その他の食料・飲料販売業 その他 グリコチャネルクリエイト株式会社 代表取締役 西村 浩一 555-8502 大阪府大阪市西淀川区歌島４－６－５ 神南(芦健)第3-35 令和4年10月14日
000028 1000191160 オフィスグリコ冷凍冷蔵庫２８８２６５ 659-0094 芦屋市松ノ内町１－１０ラリーブ２Ｆ その他の食料・飲料販売業 その他 グリコチャネルクリエイト株式会社 代表取締役 西村 浩一 555-8502 大阪府大阪市西淀川区歌島４－６－５ 神南(芦健)第3-36 令和4年10月14日
000028 1000191373 ＭＯＮＴｅｔＭＥＲ(モンテメール) 659-0093 芦屋市船戸町１－３１モンテメール本館６Ｆ屋上テラス「アシノソラ」 797328011 その他の食料・飲料販売業 一般 ＪＲ西日本アーバン開発株式会社 代表取締役 藤岡 秀樹 658-0051 兵庫県神戸市東灘区住吉本町１－２－１ 788434650 神南(芦健)第3-39 令和4年10月28日
000028 1000191374 ＭＯＮＴｅｔＭＥＲ(モンテメール) 659-0093 芦屋市船戸町１－３１モンテメール本館３Ｆ多目的ホール「アシノバ」 797328011 その他の食料・飲料販売業 一般 ＪＲ西日本アーバン開発株式会社 代表取締役 藤岡 秀樹 658-0051 兵庫県神戸市東灘区住吉本町１－２－１ 788434650 神南(芦健)第3-38 令和4年10月28日
000028 1000191375 ＭＯＮＴｅｔＭＥＲ(モンテメール) 659-0093 芦屋市船戸町１－３１モンテメール本館１Ｆ大丸西入口前ピロティ 797328011 その他の食料・飲料販売業 一般 ＪＲ西日本アーバン開発株式会社 代表取締役 藤岡 秀樹 658-0051 兵庫県神戸市東灘区住吉本町１－２－１ 788434650 神南(芦健)第3-37 令和4年10月28日
000028 1000191637 ウカブ珈琲店 659-0095 芦屋市東芦屋町２２－２０東山アーバンライフ６０３ コーヒー（飲料を除く）製造・加工業 一般 江崎 丈雄 神南(芦健)第3-40 令和4年11月9日
000028 1000191853 ローソンストア１００ 芦屋宮塚町店 659-0062 芦屋市宮塚町１－６ビューライフ芦屋 797259399 コンビニエンスストア 一般 株式会社ローソンストア１００ 代表取締役 佐藤 隆史 212-0014 神奈川県川崎市幸区大宮町１３１０ 442017001 神南(芦健)第3-41 令和4年11月18日
000028 1000191919 とうふ工房 はな 659-0076 芦屋市清水町３－７ 797912311 調味料製造・加工業 一般 はな合同会社 代表社員 巽 恭子 659-0076 兵庫県芦屋市清水町３－７ 797912311 神南(芦健)第3-42 令和4年11月25日
000028 1000192105 上 659-0067 芦屋市茶屋之町１０－９arbre coeur 1階 797383781 その他の食料・飲料販売業 一般 株式会社餅匠しづく 代表取締役 石田 嘉宏 596-0048 大阪府岸和田市上野町西２１番１１号 724226601 神南(芦健)第3-43 令和4年12月8日
000028 1000192276 ウエルシア芦屋楠店 659-0015 芦屋市楠町１１－１８ 797215030 百貨店、総合スーパー 一般 ウエルシア薬局株式会社 代表取締役 松本 忠久 101-0021 東京都千代田区外神田２－２－１５ 352095672 神南(芦健)第3-44 令和5年1月10日
000028 1000192327 giricco 659-0021 芦屋市春日町１３－５－４０６ コーヒー（飲料を除く）製造・加工業 一般 楞川 知宏 神南(芦健)第3-45 令和5年1月16日
000028 1000192519 かっぽう猪澤 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く。)弁当販売業 露店 猪澤 佳晃 神南(芦健)第3-46 令和5年1月18日
000028 1000192531 ＪＣＲファーマ(株)芦屋３Ｆ休憩所シースルー  （ＣＣＢＪＩ単受） 659-0015 芦屋市楠町１１－１９ コップ式自動販売機（自動洗浄・屋内設置） 自動販売機 株式会社アペックス西日本 代表取締役 森 吉平 550-0015 大阪府大阪市西区南堀江４ー２５－２４ 783062130 神南(芦健)第3-47 令和5年2月1日
000028 1000192692 御菓子司　杵屋豊光 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く。) 223138 その他の食料・飲料販売業 露店 合資会社杵屋 代表社員 内藤 貴之 659-0083 兵庫県芦屋市西山町９番２号 223138 神南(芦健)第3-48 令和5年2月13日
000028 1000192698 Ｒｉｏｓ　芦屋浜 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く。) 797615224 その他の食料・飲料販売業 露店 エビスクラフト合同会社 代表社員 奥田 洋三 659-0051 兵庫県芦屋市呉川町１２－１５ 797615624 神南(芦健)第3-49 令和5年2月13日
000028 1000192777 ティーアクティビスト 659-0076 芦屋市清水町１－１６ 製茶業 一般 合同会社ティーアクティビスト 近藤 清仁 651-0087 兵庫県神戸市中央区御幸通８－１－６神戸国際会館２２階 神南(芦健)第3-51 令和5年2月17日
000028 1000192785 海鮮物語 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く。)弁当販売業 一般 永尾 沙織 神南(芦健)第3-50 令和5年2月17日
000028 1000192819 だれのパンや 659-0092 芦屋市大原町１０－１ 797312341 その他の食料・飲料販売業 露店 株式会社Ｒｅ－ｆａ 代表取締役 原田 義尊 557-0061 大阪府大阪市西成区北津守４－４－１９ 665684113 神南(芦健)第3-52 令和5年2月20日
000028 1000192932 ウエルシア芦屋朝日ヶ丘店 659-0012 芦屋市朝日ケ丘町１－３６ 797313751 百貨店、総合スーパー 一般 ウエルシア薬局株式会社 代表取締役 松本 忠久 101-0021 東京都千代田区外神田２－２－１５ 352095672 神南(芦健)第3-53 令和5年2月28日
000028 1000193078 あしや　竹園　ＪＲ芦屋店 659-0093 芦屋市船戸町１－３１西館　３階　Ｅ３１８ 797231133 食肉販売業 一般 株式会社竹園 代表取締役 福本 吉宗 659-0092 兵庫県芦屋市大原町１０－１－１０１ 797312341 神南(芦健)第3-54 令和5年3月6日
000028 1000193079 あしや　竹園　ＪＲ芦屋店 659-0093 芦屋市船戸町１－３１西館　３階　Ｅ３１８ 797231133 その他の食料・飲料販売業 一般 株式会社竹園 代表取締役 福本 吉宗 659-0092 兵庫県芦屋市大原町１０－１－１０１ 797312341 神南(芦健)第3-54 令和5年3月6日
000028 1000193081 Ｙショップザ・レジデンス芦屋 659-0035 芦屋市海洋町１２－１ザ・レジデンス芦屋スイート 797351238 乳類販売業 一般 株式会社潮芦屋マリーナエリアセンター 代表取締役 河原林 晃 659-0035 兵庫県芦屋市海洋町１０－６ 797351238 神南(芦健)第3-56 令和5年3月8日
000028 1000193082 エキマルスイーツ芦屋店 659-0093 芦屋市船戸町１－３０ 797697758 その他の食料・飲料販売業 一般 株式会社ジェイアール西日本デイリーサービスネット 代表取締役 中西 豊 661-0976 兵庫県尼崎市潮江１－２－１２ 649609829 神南(芦健)第3-55 令和5年3月8日
000028 1000193202 南芦屋浜病院 659-0034 芦屋市陽光町３－２１ コップ式自動販売機（自動洗浄・屋内設置）自動販売機ナショナル・ベンディング株式会社代表取締役 藤山 雄一郎 141-0021 東京都品川区上大崎１－１５－２２ 364594781 神南(芦健)第3-57 令和5年3月15日
000028 1000193319 セブン－イレブンハートインＪＲ芦屋駅改札口 659-0093 芦屋市船戸町１－３０ 797310070 コンビニエンスストア 一般 株式会社ジェイアール西日本デイリーサービスネット 代表取締役 中西 豊 661-0976 兵庫県尼崎市潮江１丁目２番１２号 649609863 神南(芦健)第3-58 令和5年3月14日
000028 1000193568 海技大学校　芦屋　学生寮１Ｆ自販機コーナー  （ＣＣＢＪＩ単受） 659-0026 芦屋市西蔵町１２－２４ コップ式自動販売機（自動洗浄・屋内設置） 自動販売機 株式会社アペックス西日本 代表取締役 森 吉平 550-0015 大阪府大阪市西区南堀江４ー２５－２４ 783062130 神南(芦健)第3-1 令和5年4月4日
000028 1000193658 合同会社プロヴィデンス 659-0022 芦屋市打出町３－１１－２０１ その他の食料品製造・加工業 一般 合同会社プロヴィデンス 代表社員 陌間 委子 659-0025 兵庫県芦屋市浜町１４－２－４０１ 神南(芦健)第3-2 令和5年4月11日
000028 1000193669 ８ｂａｇｅｌｓ． 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く。)その他の食料・飲料販売業 露店 門脇 久美子 神南(芦健)第3-3 令和5年4月12日
000028 1000193806 ｈｉｐａｎｉ　ヒパニ 659-0051 芦屋市呉川町１－９　２階 797252344 その他の食料品製造・加工業 一般 引田 力雄 神南(芦健)第3-4 令和5年4月19日
000028 1000193817 とうふ工房 はな 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く。) その他の食料・飲料販売業 自動車 はな合同会社 代表社員 巽 恭子 659-0076 兵庫県芦屋市清水町３－７ 797912311 神南(芦健)第3-5 令和5年4月20日
000028 2000003062 パンネル仁川店 665-0067 宝塚市仁川月見ガ丘2-59 798523314 乳類販売業 一般 株式会社一麦 代表取締役 羽鹿 正紀 665-0013 兵庫県宝塚市宝梅1-12-7 797728787 神北(宝健)第4-352 令和3年6月1日
000028 2000003123 有限会社雪印牛乳宝塚販売所 665-0034 宝塚市小林5-6-14 797723770 乳類販売業 一般 有限会社雪印牛乳宝塚販売所 代表取締役 福田 克彦 665-0034 兵庫県宝塚市小林5-6-14 797723770 神北(宝健)第4-218 令和3年6月1日
000028 2000003620 生活協同組合コープこうべ　コープ宝塚 665-0021 宝塚市中州1-1-1アピアきた１Ｆ 797716881 百貨店、総合スーパー 一般 生活協同組合コープこうべ 代表理事 岩山 利久 658-0051 兵庫県神戸市東灘区住吉本町1丁目3番19号 788561003 神北(宝健)第4-17 令和3年6月1日
000028 2000003628 生活協同組合コープこうべ　コープ山本 665-0881 宝塚市山本東2-6-9 797887733 百貨店、総合スーパー 一般 生活協同組合コープこうべ 代表理事 岩山 利久 658-0051 兵庫県神戸市東灘区住吉本町1丁目3番19号 788561003 神北(宝健)第4-20 令和3年6月1日
000028 2000003629 ㈱ダイエー　グルメシティー小林店 665-0046 宝塚市福井町32-28 797718851 百貨店、総合スーパー 一般 株式会社ダイエー 代表取締役 西峠 泰男 650-0046 兵庫県神戸市中央区港島中町四丁目1番1号 783025001 神北(宝健)第4-27 令和3年6月1日
000028 2000003673 ㈱神戸屋レストラン　宝塚店 665-0033 宝塚市伊孑志3-15ローズストリート内 797749085 乳類販売業 一般 株式会社神戸屋レストラン 代表取締役 菟原 要 182-0004 東京都調布市入間町一丁目34番地16 462388730 神北(宝健)第4-148 令和3年6月1日
000028 2000003688 ㈱ファミリーストア　なかい 669-1211 宝塚市大原野石保59 797910053 その他の食料・飲料販売業 一般 株式会社ファミリーストアなかい 代表取締役 中井 彰 669-1211 兵庫県宝塚市大原野石保58-4 797910053 神北(宝健)第4-167 令和3年6月1日
000028 2000003736 シャローム　ファンシーフーズストアー 665-0884 宝塚市山本西2-7-3ＭＵＣＣＳ珍樹園１０２号 797896585 その他の食料・飲料販売業 一般 髙橋 光輝 神北(宝健)第4-32 令和3年6月1日



000028 2000003817 売店２２（高田） 665-0053 宝塚市駒の町1-1　阪神競馬場内　1F 798537819 乳類販売業 一般 一般財団法人競馬共助会 代表理事 吉﨑 一郎 183-0024 東京都府中市日吉町1番地1 423038355 神北(宝健)第4-229 令和3年6月1日
000028 2000003821 売店４２（ダック） 665-0053 宝塚市駒の町1-1　阪神競馬場内　1F 798537819 乳類販売業 一般 一般財団法人競馬共助会 代表理事 吉﨑 一郎 183-0024 東京都府中市日吉町1番地1 423038355 神北(宝健)第4-230 令和3年6月1日
000028 2000003827 生活協同組合コープこうべ　コープ中山台 665-0877 宝塚市中山桜台2-2-2 797892778 百貨店、総合スーパー 一般 生活協同組合コープこうべ 代表理事 岩山 利久 658-0051 兵庫県神戸市東灘区住吉本町1丁目3番19号 788561003 神北(宝健)第4-23 令和3年6月1日
000028 2000003834 生活協同組合コープこうべ  協同購入センター宝塚 665-0033 宝塚市伊孑志4-7-30 797720701 通信販売・訪問販売による販売業 一般 生活協同組合コープこうべ 代表理事 岩山 利久 658-0051 兵庫県神戸市東灘区住吉本町1丁目3番19号 788561003 神北(宝健)第4-18 令和3年6月1日
000028 2000003895 エム・オー・エー商事　宝塚店 665-0011 宝塚市南口2-12-30 797712535 その他の食料・飲料販売業 一般 株式会社エム・オー・エー商事 代表取締役 福田 研作 413-0011 静岡県熱海市田原本町9番1号 557842611 神北(宝健)第4-187 令和3年6月1日
000028 2000003909 ㈱宝塚森屋 665-0835 宝塚市旭町2-5-27 797866780 その他の食料・飲料販売業 一般 株式会社宝塚森屋 代表取締役 合原 浩司 665-0835 兵庫県宝塚市旭町2-5-27 797866780 神北(宝健)第4-209 令和3年6月1日
000028 2000003919 生活協同組合コープこうべ　コープ安倉 665-0823 宝塚市安倉南4-38-1 797871500 百貨店、総合スーパー 一般 生活協同組合コープこうべ 代表理事 岩山 利久 658-0051 兵庫県神戸市東灘区住吉本町1丁目3番19号 788561003 神北(宝健)第4-13 令和3年6月1日
000028 2000004025 宝塚阪急 665-0845 宝塚市栄町2-1-1　宝塚阪急2Ｆ 797818123 百貨店、総合スーパー 一般 株式会社阪急阪神百貨店 代表取締役 山口 俊比古 530-0017 大阪府大阪市北区角田町8-7 663611381 神北(宝健)第21-29 令和3年6月1日
000028 2000004035 生活協同組合コープこうべ  コープミニすみれガ丘 665-0847 宝塚市すみれガ丘2-5-1-14 797815298 コンビニエンスストア 一般 生活協同組合コープこうべ 代表理事 岩山 利久 658-0051 兵庫県神戸市東灘区住吉本町1丁目3番19号 788561003 神北(宝健)第21-1 令和3年6月1日
000028 2000004192 アローム長尾店 665-0873 宝塚市長尾町84-1 797888926 乳類販売業 一般 谷井 稲生 神北(宝健)第4-144 令和3年6月1日
000028 2000004516 藤本商店 665-0054 宝塚市鹿塩1-1-11 798510760 氷雪販売業 一般 藤本 孝司 神北(宝健)第4-203 令和3年6月1日
000028 2000004667 コープミニ清荒神 665-0836 宝塚市清荒神1-3-15 797847017 コンビニエンスストア 一般 生活協同組合コープこうべ 代表理事 岩山 利久 658-0051 兵庫県神戸市東灘区住吉本町1丁目3番19号 788561003 神北(宝健)第21-2 令和3年6月1日
000028 2000004838 ㈱ダイエー宝塚中山店 665-0867 宝塚市売布東の町21-22 797864711 百貨店、総合スーパー 一般 株式会社ダイエー 代表取締役 西峠 泰男 650-0046 兵庫県神戸市中央区港島中町四丁目1番1 783025001 神北(宝健)第4-57 令和3年6月1日
000028 2000004943 株式会社丸三 665-0852 宝塚市売布2-12-4 797843761 その他の食料・飲料販売業 一般 株式会社丸三 代表取締役 三木 将平 665-0005 兵庫県宝塚市武庫山二丁目14番24号 797843761 神北(宝健)第4-143 令和3年6月1日
000028 2000004988 Ｙショップ　橋詰酒米店 665-0016 宝塚市宝松苑13-12 797722783 コンビニエンスストア 一般 橋詰 正啓 神北(宝健)第4-164 令和3年6月1日
000028 2000005123 宝塚大劇場売店 665-0845 宝塚市栄町1-1-57 797856260 その他の食料・飲料販売業 一般 阪急電鉄株式会社 代表取締役 嶋田 泰夫 563-0056 大阪府池田市栄町1-1 663735374 神北(宝健)第4-206 令和3年6月1日
000028 2000005163 明治牛乳山本販売所 665-0813 宝塚市口谷西3-64-1 797895963 乳類販売業 一般 辻本乳業株式会社 代表取締役 中本 修身 665-0813 兵庫県宝塚市口谷西3-64-1 797895963 神北(宝健)第4-222 令和3年6月1日
000028 2000005294 コープめふ 665-0852 宝塚市売布2-5-1ピピアめふ１　Ｂ１ 797841131 百貨店、総合スーパー 一般 生活協同組合　コープこうべ 代表理事 岩山 利久 658-0051 兵庫県神戸市東灘区住吉本町1丁目3番19号 788561003 神北(宝健)第4-22 令和3年6月1日
000028 2000005336 阪急オアシス　宝塚南口店 665-0011 宝塚市南口2-14-1サンビオラ１番館 797714571 百貨店、総合スーパー 一般 イズミヤ・阪急オアシス株式会社 代表取締役 林 克弘 530-0017 大阪府大阪市北区角田町8番7号 663037497 神北(宝健)第4-241 令和3年6月1日
000028 2000005492 ㈱いかりスーパーマーケット阪急逆瀬川店 665-0035 宝塚市逆瀬川1-2-1　アピア１　Ｂ１ 797765671 百貨店、総合スーパー 一般 株式会社いかりスーパーマーケット 代表取締役 行光 博志 661-0002 兵庫県尼崎市塚口町一丁目15番8号 664216074 神北(宝健)第4-59 令和3年6月1日
000028 2000005572 イズミヤ　小林店 665-0034 宝塚市小林5-5-47 797730101 百貨店、総合スーパー 一般 イズミヤ・阪急オアシス株式会社 代表取締役 林 克弘 530-0017 大阪府大阪市北区角田町8番7号 663037497 神北(宝健)第4-177 令和3年6月1日
000028 2000005597 株式会社万代宝塚中筋店 665-0874 宝塚市中筋2-10-40 797801003 百貨店、総合スーパー 一般 株式会社万代 代表取締役 阿部 秀行 544-0003 大阪府大阪市生野区小路東3丁目10番13号 667203305 神北(宝健)第4-91 令和3年6月1日
000028 2000005699 宝塚第一病院　従業員食堂 665-0832 宝塚市向月町19-5 797848811 集団給食（３）事業所 集団給食 医療法人尚和会 理事長 那須 範満 665-0832 兵庫県宝塚市向月町19番5号 797811141 神北(宝健)第21-391 令和3年11月25日
000028 2000005726 医療法人尚和会　宝塚第一病院 665-0832 宝塚市向月町19-5 797848811 集団給食（２）病院・診療所 集団給食 医療法人尚和会 理事長 那須 範満 665-0832 兵庫県宝塚市向月町19番5号 797811141 神北(宝健)第21-390 令和3年11月25日
000028 2000005728 宝塚市立川面保育所 665-0842 宝塚市川面5-19-1 797873240 集団給食（４）その他 集団給食 宝塚市 市長 山﨑 晴恵 665-0032 兵庫県宝塚市東洋町1番1号 神北(宝健)第21-220 令和3年9月28日
000028 2000005729 宝塚市立逆瀬川保育所 665-0035 宝塚市逆瀬川1-7-11 797718357 集団給食（４）その他 集団給食 宝塚市 市長 山﨑 晴恵 665-0032 兵庫県宝塚市東洋町1番1号 797771825 神北(宝健)第21-222 令和3年9月28日
000028 2000005730 宝塚市立わかくさ保育所 665-0051 宝塚市高司1-4-32 797717130 集団給食（４）その他 集団給食 宝塚市 市長 山﨑 晴恵 665-0032 兵庫県宝塚市東洋町1番1号 797771825 神北(宝健)第21-221 令和3年9月28日
000028 2000005731 宝塚市立平井保育所 665-0816 宝塚市平井6-3-35 797894141 集団給食（４）その他 集団給食 宝塚市 市長 山﨑 晴恵 665-0032 兵庫県宝塚市東洋町1番1号 797771825 神北(宝健)第21-224 令和3年9月28日
000028 2000005732 宝塚市立めふ保育所 665-0852 宝塚市売布1-7-1 797846434 集団給食（４）その他 集団給食 宝塚市 市長 山﨑 晴恵 665-0032 兵庫県宝塚市東洋町1番1号 797771825 神北(宝健)第21-223 令和3年9月28日
000028 2000005733 丸橋保育園 665-0815 宝塚市山本丸橋4-22-2 797885307 集団給食（４）その他 集団給食 社会福祉法人宝塚すみれ福祉会 理事長 古田 時子 665-0815 兵庫県宝塚市伊孑志二丁目15番31号 797763315 神北(宝健)第21-82 令和3年7月14日
000028 2000005734 伊孑志保育園 665-0033 宝塚市伊孑志2-15-31 797711591 集団給食（４）その他 集団給食 社会福祉法人宝塚すみれ福祉会 理事長 古田 時子 665-0033 兵庫県宝塚市伊孑志二丁目15番31号 797763315 神北(宝健)第21-81 令和3年7月14日
000028 2000005735 宝塚市立安倉中保育所 665-0822 宝塚市安倉中3-2-1 797842313 集団給食（４）その他 集団給食 宝塚市 市長 山﨑 晴恵 665-0032 兵庫県宝塚市東洋町1番1号 797771825 神北(宝健)第21-225 令和3年9月28日
000028 2000005737 バラホーム保育所 665-0034 宝塚市小林2-12-34 797722109 集団給食（４）その他 集団給食 社会福祉法人ソフィア福祉会 理事長 江﨑 祀枝 665-0034 兵庫県宝塚市小林2-12-34 797722109 神北(宝健)第21-144 令和3年9月7日
000028 2000005738 社会福祉法人宝塚さくら福祉会　宝塚さくら保育園 665-0043 宝塚市高松町13-2 797772277 集団給食（４）その他 集団給食 社会福祉法人宝塚さくら福祉会 理事長 和田 縉市朗 665-0043 兵庫県宝塚市高松町13番2号 797772277 神北(宝健)第21-416 令和3年11月30日
000028 2000005739 宝塚市立米谷保育所 665-0862 宝塚市今里町1-1 797845461 集団給食（４）その他 集団給食 宝塚市 市長 山﨑 晴恵 665-0032 兵庫県宝塚市東洋町1番1号 797771825 神北(宝健)第21-219 令和3年9月28日
000028 2000005740 あひる保育園 665-0825 宝塚市安倉西3-1-7 797863309 集団給食（４）その他 集団給食 社会福祉法人あひる福祉会 理事長 脇田 浩美 665-0825 兵庫県宝塚市安倉西3丁目1番7号 797863309 神北(宝健)第21-166 令和3年9月14日
000028 2000005741 宝塚市立小浜小学校 665-0827 宝塚市小浜4-7-10 797870296 集団給食（１）学校 集団給食 宝塚市教育委員会 教育長 五十嵐 孝 665-0032 兵庫県宝塚市東洋町1-1 797772039 神北(宝健)第21-205 令和3年9月28日
000028 2000005744 宝塚市立売布小学校 665-0853 宝塚市売布ガ丘1-20 797842441 集団給食（１）学校 集団給食 宝塚市教育委員会 教育長 五十嵐 孝 665-0032 兵庫県宝塚市東洋町1-1 79772039 神北(宝健)第21-204 令和3年9月28日
000028 2000005746 宝塚市立長尾南小学校 665-0882 宝塚市山本南2-10-1 797883137 集団給食（１）学校 集団給食 宝塚市教育委員会 教育長 五十嵐 孝 665-0032 兵庫県宝塚市東洋町1-1 797772039 神北(宝健)第21-229 令和3年9月30日
000028 2000005748 宝塚市立長尾中学校 665-0873 宝塚市長尾町7-1 797890015 集団給食（１）学校 集団給食 宝塚市教育委員会 五十嵐 孝 665-0032 兵庫県宝塚市東洋町1-1 797772039 神北(宝健)第21-188 令和3年9月28日
000028 2000005749 宝塚市立末成小学校 665-0044 宝塚市末成町1-1 797715330 集団給食（１）学校 集団給食 宝塚市教育委員会 教育長 五十嵐 孝 665-0032 兵庫県宝塚市東洋町1-1 797772039 神北(宝健)第21-211 令和3年9月28日
000028 2000005750 宝塚市立宝塚中学校 665-0834 宝塚市美座1-1-20 797870292 集団給食（１）学校 集団給食 宝塚市教育委員会 教育長 五十嵐 孝 665-0032 兵庫県宝塚市東洋町1-1 797772039 神北(宝健)第21-206 令和3年9月28日
000028 2000005751 宝塚市立西山小学校 665-0022 宝塚市野上6-2-1 797718451 集団給食（１）学校 集団給食 宝塚市教育委員会 教育長 五十嵐 孝 665-0032 兵庫県宝塚市東洋町1-1 797772039 神北(宝健)第21-197 令和3年9月28日
000028 2000005753 宝塚市立安倉小学校 665-0822 宝塚市安倉中6-1-1 797848997 集団給食（１）学校 集団給食 宝塚市教育委員会 教育長 五十嵐 孝 665-0032 兵庫県宝塚市東洋町1-1 797772039 神北(宝健)第21-216 令和3年9月28日
000028 2000005755 宝塚市立宝塚小学校 665-0842 宝塚市川面1-7-34 797870451 集団給食（１）学校 集団給食 宝塚市教育委員会 教育長 五十嵐 孝 665-0032 兵庫県宝塚市東洋町1-1 797772039 神北(宝健)第21-192 令和3年9月28日
000028 2000005756 宝塚市立南ひばりが丘中学校 665-0811 宝塚市南ひばりガ丘2-7-1 797890024 集団給食（１）学校 集団給食 宝塚市教育委員会 教育長 五十嵐 孝 665-0032 兵庫県宝塚市東洋町1-1 797772039 神北(宝健)第21-213 令和3年9月28日
000028 2000005757 宝塚市立中山台小学校 665-0877 宝塚市中山桜台4-25-1 797886492 集団給食（１）学校 集団給食 宝塚市教育委員会 教育長 五十嵐 孝 665-0032 兵庫県宝塚市東洋町1-1 797772039 神北(宝健)第21-185 令和3年9月28日
000028 2000005758 宝塚市立高司中学校 665-0051 宝塚市高司2-3-1 797733297 集団給食（１）学校 集団給食 宝塚市教育委員会 教育長 五十嵐 孝 665-0032 兵庫県宝塚市東洋町1-1 797772039 神北(宝健)第21-203 令和3年9月28日
000028 2000005759 宝塚市立長尾台小学校 665-0807 宝塚市長尾台1-1-1 727578810 集団給食（１）学校 集団給食 宝塚市教育委員会 教育長 五十嵐 孝 665-0032 兵庫県宝塚市東洋町1-1 797772039 神北(宝健)第21-212 令和3年9月28日
000028 2000005760 宝塚市立逆瀬台小学校 665-0024 宝塚市逆瀬台6-1-1 797877196 集団給食（１）学校 集団給食 宝塚市教育委員会 教育長 五十嵐 孝 665-0032 兵庫県宝塚市東洋町1-1 797772039 神北(宝健)第21-198 令和3年9月28日
000028 2000005761 宝塚市立美座小学校 665-0834 宝塚市美座2-6-1 797870019 集団給食（１）学校 集団給食 宝塚市教育委員会 教育長 五十嵐 孝 665-0032 兵庫県宝塚市東洋町1-1 797772039 神北(宝健)第21-207 令和3年9月28日
000028 2000005762 宝塚市立安倉中学校 665-0822 宝塚市安倉中6-3-1 797870091 集団給食（１）学校 集団給食 宝塚市教育委員会 教育長 五十嵐 孝 665-0032 兵庫県宝塚市東洋町1-1 797772039 神北(宝健)第21-228 令和3年9月30日
000028 2000005763 宝塚市立養護学校 665-0822 宝塚市安倉中6-1-3 797840953 集団給食（１）学校 集団給食 宝塚市教育委員会 教育長 五十嵐 孝 665-0032 兵庫県宝塚市東洋町1-1 797772039 神北(宝健)第21-217 令和3年9月28日
000028 2000005764 宝塚市立丸橋小学校 665-0815 宝塚市山本丸橋4-13-1 797894145 集団給食（１）学校 集団給食 宝塚市教育委員会 教育長 五十嵐 孝 665-0032 兵庫県宝塚市東洋町1-1 797772039 神北(宝健)第21-214 令和3年9月28日
000028 2000005765 宝塚市立光明小学校 665-0045 宝塚市光明町8-40 797725586 集団給食（１）学校 集団給食 宝塚市教育委員会 教育長 五十嵐 孝 665-0032 兵庫県宝塚市東洋町1-1 797772039 神北(宝健)第21-210 令和3年9月28日
000028 2000005766 宝塚市立末広小学校 665-0031 宝塚市末広町3-1 797726581 集団給食（１）学校 集団給食 宝塚市教育委員会 教育長 五十嵐 孝 665-0032 兵庫県宝塚市東洋町1-1 797772039 神北(宝健)第21-196 令和3年9月28日
000028 2000005768 宝塚市立高司小学校 665-0051 宝塚市高司4-4-55 797737348 集団給食（１）学校 集団給食 宝塚市教育委員会 教育長 五十嵐 孝 665-0032 兵庫県宝塚市東洋町1-1 797772039 神北(宝健)第21-202 令和3年9月28日
000028 2000005769 宝塚市立中山五月台中学校 665-0871 宝塚市中山五月台4-20-1 797887512 集団給食（１）学校 集団給食 宝塚市教育委員会 教育長 五十嵐 孝 665-0032 兵庫県宝塚市東洋町1-1 797772039 神北(宝健)第21-187 令和3年9月28日
000028 2000005770 宝塚市立安倉北小学校 665-0821 宝塚市安倉北5-1-1 797875744 集団給食（１）学校 集団給食 宝塚市教育委員会 教育長 五十嵐 孝 665-0032 兵庫県宝塚市東洋町1-1 797772039 神北(宝健)第21-215 令和3年9月28日
000028 2000005771 宝塚市立西谷小学校 669-1211 宝塚市大原野字石保34-1 797910324 集団給食（１）学校 集団給食 宝塚市教育委員会 教育長 五十嵐 孝 665-0032 兵庫県宝塚市東洋町1-1 797772039 神北(宝健)第21-189 令和3年9月28日
000028 2000005772 宝塚市立御殿山中学校 665-0841 宝塚市御殿山1-3-1 797867771 集団給食（１）学校 集団給食 宝塚市教育委員会 教育長 五十嵐 孝 665-0032 兵庫県宝塚市東洋町1-1 797772039 神北(宝健)第21-191 令和3年9月28日
000028 2000005774 宝塚市立光ガ丘中学校 665-0015 宝塚市光ガ丘2-15-1 797743447 集団給食（１）学校 集団給食 宝塚市教育委員会 教育長 五十嵐 孝 665-0032 兵庫県宝塚市東洋町1-1 797772039 神北(宝健)第21-200 令和3年9月28日
000028 2000005775 宝塚市立すみれガ丘小学校 665-0847 宝塚市すみれガ丘1-5-1 797874405 集団給食（１）学校 集団給食 宝塚市教育委員会 教育長 五十嵐 孝 665-0032 兵庫県宝塚市東洋町1-1 797772039 神北(宝健)第21-190 令和3年9月28日
000028 2000005776 宝塚市立宝梅中学校 665-0013 宝塚市宝梅3-4-20 797718886 集団給食（１）学校 集団給食 宝塚市教育委員会 教育長 五十嵐 孝 665-0032 兵庫県宝塚市東洋町1-1 797772039 神北(宝健)第21-199 令和3年9月28日
000028 2000005778 宝塚市立山手台中学校 665-0886 宝塚市山手台西1-4-1 797881201 集団給食（１）学校 集団給食 宝塚市教育委員会 教育長 五十嵐 孝 665-0032 兵庫県宝塚市東洋町1-1 797772039 神北(宝健)第21-194 令和3年9月28日
000028 2000005779 宝塚市立山手台小学校 665-0886 宝塚市山手台西3-1-1 797885322 集団給食（１）学校 集団給食 宝塚市教育委員会 教育長 五十嵐 孝 665-0032 兵庫県宝塚市東洋町1-1 797772039 神北(宝健)第21-193 令和3年9月28日
000028 2000005802 宝塚市立子ども発達支援センター 665-0822 宝塚市安倉中3-2-2 797867130 集団給食（４）その他 集団給食 宝塚市 市長 山﨑 晴恵 665-0032 兵庫県宝塚市東洋町1番1号 797711141 神北(宝健)第21-151 令和3年9月9日
000028 2000005810 幼きイエズス修道会 665-0062 宝塚市仁川高台2-1-37 798520174 集団給食（４）その他 集団給食 宗教法人幼きイエズス修道会 代表役員 南谷 豊子 665-0062 兵庫県宝塚市仁川高台2丁目1番37号 798520174 神北(宝健)第21-250 令和3年10月15日
000028 2000005815 ウェルエイジングコミュニティ宝塚エデンの園 665-0025 宝塚市ゆずり葉台3-1-1 797763800 集団給食（４）その他 集団給食 社会福祉法人聖隷福祉事業団 理事長 青木 善治 430-0946 静岡県浜松市中区元城町218番地26 534133300 神北(宝健)第21-89 令和3年7月16日
000028 2000005824 晴保育所 665-0816 宝塚市平井5-1-44 797880975 集団給食（４）その他 集団給食 松本 則彦 神北(宝健)第21-422 令和3年11月30日
000028 2000005834 株式会社いかりスーパーマーケット第２物流センター 665-0043 宝塚市高松町2-12 797728901 集団給食（３）事業所 集団給食 株式会社いかりスーパーマーケット 代表取締役 行光 博志 661-0002 兵庫県尼崎市塚口町1-15-8 664216074 神北(宝健)第21-232 令和3年10月5日
000028 2000005835 ㈱山新建設　従業員食堂 665-0862 宝塚市今里町85-4 797871011 集団給食（３）事業所 集団給食 株式会社山新建設 代表取締役 新井 浩一 665-0862 兵庫県宝塚市今里町85番地の4 797871011 神北(宝健)第21-423 令和3年11月30日
000028 2000005858 宝塚綜合老人福祉施設星花苑 665-0848 宝塚市川面字長尾山15-16 797833001 乳類販売業 自動販売機 コカ・コーラボトラーズジャパン株式会社 代表取締役 カリン・ ドラガン 107-0052 東京都港区赤坂九丁目7番1号 926418581 神北(宝健)第21-30 令和3年6月1日
000028 2000005902 セブンイレブン宝塚小浜２丁目店 665-0827 宝塚市小浜2-5-10 797847717 コンビニエンスストア 一般 帯刀 正彦 神北(宝健)第4-168 令和3年6月1日
000028 2000005979 宝塚市立良元小学校 665-0034 宝塚市小林5-2-42 797715511 集団給食（１）学校 集団給食 宝塚市教育委員会 教育長 五十嵐 孝 665-0032 兵庫県宝塚市東洋町1-1 797772039 神北(宝健)第21-209 令和3年9月28日
000028 2000006010 太平洋クラブ　宝塚コース　従業員食堂 669-1205 宝塚市芝辻新田字広芝花折7-2 797911001 集団給食（３）事業所 集団給食 株式会社太平洋クラブ 代表取締役 韓 俊 602-0000 京都府京都市上京区出町今出川上る青龍町231 752520358 神北(宝健)第21-156 令和3年9月10日
000028 2000006021 森永牛乳旭町販売所 665-0821 宝塚市安倉北3-3-18 797850175 乳類販売業 一般 山本 明憲 神北(宝健)第4-326 令和3年6月1日
000028 2000006071 宝塚市立宝塚第一小学校 665-0022 宝塚市野上1-3-35 797710492 集団給食（１）学校 集団給食 宝塚市教育委員会 教育長 五十嵐 孝 665-0032 兵庫県宝塚市東洋町1-1 797772039 神北(宝健)第21-208 令和3年9月28日
000028 2000006100 セブンイレブン宝塚中野町店 665-0056 宝塚市中野町14-15 797729007 コンビニエンスストア 一般 外山 康夫 神北(宝健)第4-106 令和3年6月1日
000028 2000006777 ローソン宝塚口谷西店 665-0813 宝塚市口谷西3-84-19 797802022 コンビニエンスストア 一般 株式会社桂商店 代表取締役 秋田 修一 666-0015 兵庫県川西市小花2-7-1-107号 727593353 神北(宝健)第4-192 令和3年6月1日
000028 2000006787 阪急オアシス宝塚店 665-0833 宝塚市鶴の荘1-1 797860681 百貨店、総合スーパー 一般 イズミヤ・阪急オアシス株式会社 代表取締役 林 克弘 530-0017 大阪府大阪市北区角田町8番7号 663037497 神北(宝健)第4-188 令和3年6月1日
000028 2000007276 わかばのもり保育園 665-0884 宝塚市山本西1-4-1 797821280 集団給食（４）その他 集団給食 社会福祉法人サン福祉会 理事長 山田 愼治 665-0884 兵庫県宝塚市山本西1丁目4番1号 797821280 神北(宝健)第21-405 令和3年11月30日
000028 2000007373 宝塚購買所 665-0845 宝塚市栄町1-1-57 797856380 乳類販売業 一般 阪急電鉄株式会社 代表取締役 嶋田 泰夫 563-0056 大阪府池田市栄町1-1 663735374 神北(宝健)第4-207 令和3年6月1日
000028 2000007448 第二あひる保育園 665-0822 宝塚市安倉中6-6-19 797854416 集団給食（４）その他 集団給食 社会福祉法人あひる福祉会 理事長 脇田 浩美 665-0825 兵庫県宝塚市安倉西3丁目1番7号 797863309 神北(宝健)第21-167 令和3年9月14日
000028 2000007454 ＳＡＫＥ市場グランマルシェ中山寺店 665-0874 宝塚市中筋8-12-29 797889080 その他の食料・飲料販売業 一般 株式会社徳岡 代表取締役 徳岡 豊裕 542-0081 大阪府大阪市中央区南船場3-5-26 662514560 神北(宝健)第4-166 令和3年6月1日
000028 2000007504 丸橋保育園分園 665-0814 宝塚市山本野里2-9-11 797892975 集団給食（４）その他 集団給食 社会福祉法人宝塚すみれ福祉会 理事長 古田 時子 665-0033 兵庫県宝塚市伊孑志二丁目15番31号 797763315 神北(宝健)第21-83 令和3年7月14日
000028 2000007519 お酒のマルヒデ 665-0042 宝塚市美幸町6-2 797748181 氷雪販売業 一般 喜納 秀男 神北(宝健)第4-374 令和3年6月1日
000028 2000007712 金ごま本舗株式会社 665-0883 宝塚市山本中3丁目19-26 797804150 その他の食料品製造・加工業 一般 金ごま本舗株式会社 代表取締役 藤波 孝幸 665-0883 兵庫県宝塚市山本中3丁目19-26 797804150 神北(宝健)第21-245 令和3年10月14日
000028 2000007795 パディントンハウス保育園 665-0815 宝塚市山本丸橋2-10 797883591 集団給食（４）その他 集団給食 一般社団法人パディントン 理事長 665-0855 兵庫県宝塚市売布きよしガ丘18番5号 神北(宝健)第21-169 令和3年9月16日
000028 2000007889 宝塚市立宝塚第一中学校 665-0064 宝塚市仁川うぐいす台1-1 798511132 集団給食（１）学校 集団給食 宝塚市教育委員会 教育長 五十嵐 孝 665-0032 兵庫県宝塚市東洋町1-1 79772039 神北(宝健)第21-201 令和3年9月28日
000028 2000007929 クスリキリン堂　逆瀬川店 665-0033 宝塚市伊孑志3-2-5 797765266 百貨店、総合スーパー 一般 株式会社キリン堂 代表取締役 寺西 豊彦 532-0003 大阪府大阪市淀川区宮原4-5-36 663301958 神北(宝健)第21-3 令和3年6月1日
000028 2000007984 クスリキリン堂　宝塚宮の町店 665-0843 宝塚市宮の町4-14 79785800 百貨店、総合スーパー 一般 株式会社キリン堂 代表取締役 寺西 豊彦 532-0003 大阪府大阪市淀川区宮原四丁目5番36号 663940720 神北(宝健)第4-35 令和3年6月1日
000028 2000008021 業務スーパー宝塚中山店 665-0874 宝塚市中筋5-19-25 797823477 百貨店、総合スーパー 一般 株式会社Ｇ－７スーパーマート 代表取締役 関 大作 654-0161 兵庫県神戸市須磨区弥栄台4丁目8-1 787943700 神北(宝健)第4-31 令和3年6月1日
000028 2000008143 ローソン宝塚高司一丁目店 665-0051 宝塚市高司1-4-35 797771977 コンビニエンスストア 一般 小山 泰彦 神北(宝健)第4-191 令和3年6月1日
000028 2000008259 Bakery hana 665-0884 宝塚市山本西2-7-3ＭＵＣＣＳ珍樹園１０５号 797890089 乳類販売業 一般 水谷 幸雄 神北(宝健)第4-147 令和3年6月1日
000028 2000008392 フレスコ小林店 665-0034 宝塚市小林2-9-27 797764131 百貨店、総合スーパー 一般 株式会社ハートフレンド 代表取締役 井上 壮一 600-8311 京都府京都市下京区若宮通五条下ル毘沙門町33番地1 754689171 神北(宝健)第4-4 令和3年6月1日
000028 2000008394 フレスコ小林店 665-0034 宝塚市小林2-9-27 797764131 自動販売機（要届出のコップ式自動販売機及び要許可を除く） 自動販売機 株式会社　トライ 代表取締役 河路 忠弘 578-0925 大阪府東大阪市稲葉3-10-21 729610897 神北(宝健)第4-397 令和3年6月1日
000028 2000008400 アヴェルデマキ 665-0024 宝塚市逆瀬台1-11-4-101 797733755 乳類販売業 一般 牧 耕三 神北(宝健)第4-170 令和3年6月1日



000028 2000008561 森永牛乳三田販売所 669-1533 三田市三田町6-8 795622505 乳類販売業 一般 川口 真一 神北(宝健)第21-4 令和3年6月1日
000028 2000008704 三田牛乳配送センター 669-1535 三田市南が丘1-31-23 795646751 乳類販売業 一般 北神三田牛乳販売協業組合 代表理事 岡村 慎二 651-1201 兵庫県神戸市北区花山台7-26 785831147 神北(宝健)第4-273 令和3年6月1日
000028 2000008950 クルトン 669-1512 三田市高次1-5-22 795622858 乳類販売業 一般 嶋田 宗生 神北(宝健)第4-365 令和3年6月1日
000028 2000009171 明治牛乳三田販売所 669-1514 三田市川除146-9 795622888 乳類販売業 一般 薮内 信隆 神北(宝健)第4-113 令和3年6月1日
000028 2000009227 ﾌｧﾐﾘｰｽﾄｱｰなかい 669-1506 三田市志手原1295-24 795645885 その他の食料・飲料販売業 一般 中井 武文 神北(宝健)第4-65 令和3年6月1日
000028 2000009229 日乃本食産株式会社 669-1506 三田市志手原882 795642222 その他の食料・飲料販売業 一般 日乃本食産株式会社 代表取締役 見野 裕重 669-1506 兵庫県三田市志手原882 795642222 神北(宝健)第4-225 令和3年6月1日
000028 2000009439 藪田商店 669-1405 三田市酒井915 795690034 その他の食料・飲料販売業 一般 籔田 敏勝 神北(宝健)第4-185 令和3年6月1日
000028 2000009493 有限会社ママの店シバノ　スーパーフレスコ店 669-1341 三田市西相野1014 795686199 百貨店、総合スーパー 一般 有限会社ママノ店シバノ 代表取締役 芝野 忠志 669-1345 兵庫県三田市下相野393-8 795680030 神北(宝健)第21-7 令和3年6月1日
000028 2000009495 ローソン　三田西相野店 669-1341 三田市西相野字大南44-1 795681419 コンビニエンスストア 一般 有限会社エスシーブイ 代表取締役 谷口 弘晃 669-1348 兵庫県三田市つつじが丘北2丁目12番地4 神北(宝健)第4-197 令和3年6月1日
000028 2000009510 相野乳販 669-1345 三田市下相野1257-1 795682023 乳類販売業 一般 上治 好子 神北(宝健)第4-213 令和3年6月1日
000028 2000009648 新日本ｶﾚﾝﾀﾞｰ㈱食堂 669-1339 三田市テクノパーク5-9 795683344 コップ式自動販売機（自動洗浄・屋内設置） 自動販売機 ナショナル・ベンディング株式会社 代表取締役 藤山 雄一郎 108-0014 東京都港区芝四丁目10番3号 364594781 神北(宝健)第4-93 令和3年6月1日
000028 2000009671 恭西商事㈱三田出張所 669-1357 三田市東本庄2268 795684557 氷雪販売業 一般 恭西商事株式会社 代表取締役 渡邊 理恵子 567-0854 大阪府茨木市島1-14-24 726374671 神北(宝健)第4-373 令和3年6月1日
000028 2000009791 コープ三田西 669-1547 三田市富士が丘2-7 795641582 百貨店、総合スーパー 一般 生活協同組合ｺｰﾌﾟこうべ 代表理事 岩山 利久 658-0051 兵庫県神戸市東灘区住吉本町1丁目3番19号 788561003 神北(宝健)第4-24 令和3年6月1日
000028 2000009831 イオン三田ウッディタウン店 669-1321 三田市けやき台1-6-2 795648800 百貨店、総合スーパー 一般 イオンリテール株式会社 代表取締役 井出 武美 261-0023 千葉県千葉市美浜区中瀬1-5-1 432126500 神北(宝健)第4-155 令和3年6月1日
000028 2000009871 阪急オアシス　えるむプラザ店 669-1322 三田市すずかけ台2-3-3 795651148 百貨店、総合スーパー 一般 イズミヤ・阪急オアシス株式会社 代表取締役 林 克弘 530-0017 大阪府大阪市北区角田町8番7号 663037497 神北(宝健)第4-275 令和3年6月1日
000028 2000009964 神戸三田ｷｬﾝﾊﾟｽ食堂 669-1330 三田市学園上ケ原1関西学院神戸三田キャンパス内 795657677 その他の食料・飲料販売業 一般 関西学院大学生活協同組合 代表理事 池上 正寿 662-0891 兵庫県西宮市上ケ原一番町1番155号関西学院内 798537001 神北(宝健)第4-151 令和3年6月1日
000028 2000010009 ゆりのき台給食センター 669-1324 三田市ゆりのき台6-8 795672279 集団給食（１）学校 集団給食 三田市 市長 森 哲男 669-1513 兵庫県三田市三輪2丁目1番1号 795631111 神北(宝健)第21-162 令和3年9月13日
000028 2000010010 三田つつじが丘認定こども園 669-1348 三田市つつじが丘北2-26 795683370 集団給食（１）学校 集団給食 学校法人慈光学園 理事長 山本 徹彦 590-0105 大阪府堺市南区竹城台3丁2番2号 722911111 神北(宝健)第21-115 令和3年8月2日
000028 2000010011 三田けやき台認定こども園 669-1321 三田市けやき台3-64 795654885 集団給食（１）学校 集団給食 学校法人慈光学園 理事長 山本 徹彦 590-0105 大阪府堺市南区竹城台3丁2番2号 722911111 神北(宝健)第21-114 令和3年8月2日
000028 2000010012 やよい幼稚園 669-1546 三田市弥生が丘5-13 795592322 集団給食（１）学校 集団給食 学校法人三田川田学園 理事長 川田 長嗣 669-1546 兵庫県三田市弥生が丘五丁目13番地 795592322 神北(宝健)第21-94 令和3年7月21日
000028 2000010016 医療法人山西会　宝塚三田病院 669-1537 三田市西山2-22-10 795634871 集団給食（２）病院・診療所 集団給食 医療法人山西会 理事長 山西 行徳 669-1537 兵庫県三田市西山2丁目22番10号 795634871 神北(宝健)第21-323 令和3年11月9日
000028 2000010017 医療法人山西会三田西病院 669-1357 三田市東本庄2017 795680025 集団給食（２）病院・診療所 集団給食 医療法人山西会 理事長 山西 行徳 669-1537 兵庫県三田市西山2丁目22-10 795634871 神北(宝健)第21-152 令和3年9月9日
000028 2000010018 あいの病院・介護老人保健施設アルカディア 669-1357 三田市東本庄2493 795681351 集団給食（２）病院・診療所 集団給食 医療法人財団愛野会 理事長 大城 卓寛 669-1357 兵庫県三田市東本庄2493 795681351 神北(宝健)第21-305 令和3年10月29日
000028 2000010049 三田市立三田保育所 669-1531 三田市天神2-3-3 795642418 集団給食（４）その他 集団給食 三田市 市長 森 哲男 669-1513 兵庫県三田市三輪2丁目1番1号 795631111 神北(宝健)第21-412 令和3年11月30日
000028 2000010050 障害者支援施設　東山荘 669-1353 三田市東山898-1 795681900 集団給食（４）その他 集団給食 社会福祉法人光耀会 理事長 岡本 征 669-1335 兵庫県三田市沢谷字小田1297番地 795672034 神北(宝健)第21-91 令和3年7月21日
000028 2000010051 兵庫中央病院　うえの保育園 669-1515 三田市大原1314 795632183 集団給食（４）その他 集団給食 独立行政法人国立病院機構 理事長 楠岡 英雄 152-0021 東京都目黒区東が丘二丁目5番21号 357125050 神北(宝健)第21-227 令和3年9月29日
000028 2000010055 特別養護老人ホームさんすい園 669-1345 三田市下相野薬師尾1460-1 795681314 集団給食（４）その他 集団給食 社会福祉法人三翠会 理事長 田﨑 幹雄 669-1345 兵庫県三田市下相野薬師尾1460番地の1 795681314 神北(宝健)第21-102 令和3年7月30日
000028 2000010058 特別養護老人ホームサンウエスト 669-1504 三田市小野1139-1 795603070 集団給食（４）その他 集団給食 社会福祉法人こすもす 理事長 西 昴 658-0025 兵庫県神戸市東灘区魚崎南町四丁目13番11号 784522431 神北(宝健)第21-85 令和3年7月15日
000028 2000010059 幼保連携型認定こども園　ゆうかりフレンズ 669-1545 三田市狭間が丘2-20 795620250 集団給食（４）その他 集団給食 社会福祉法人北摂福祉会 理事長 伊地知 智子 669-1545 兵庫県三田市狭間が丘2丁目20番地 795620250 神北(宝健)第21-181 令和3年9月24日
000028 2000010060 障害者支援施設三田療護園　障害者支援施設三田こぶしの園  特別養護老人ホーム三田楽寿荘 669-1357 三田市東本庄1188 795682588 集団給食（４）その他 集団給食 社会福祉法人枚方療育園 理事長 山西 博道 573-0122 大阪府枚方市津田東町2丁目1番1号 795684103 神北(宝健)第21-92 令和3年7月21日
000028 2000010063 光の子保育園 669-1323 三田市あかしあ台5-30-1 795650052 集団給食（４）その他 集団給食 社会福祉法人あかしあ 理事長 岡田 拡 669-1323 兵庫県三田市あかしあ台5丁目30番地1 795650052 神北(宝健)第21-105 令和3年7月30日
000028 2000010073 あいの保育園 669-1345 三田市下相野1904 795686292 集団給食（４）その他 集団給食 社会福祉法人三翠会 理事長 田﨑 幹雄 669-1345 兵庫県三田市下相野薬師尾1460番地の1 795681314 神北(宝健)第21-104 令和3年7月30日
000028 2000010074 宗教法人日本基督教団摂津三田教会附属  三田こばと保育園 669-1532 三田市屋敷町7-25 795624059 集団給食（４）その他 集団給食 宗教法人日本基督教団摂津三田教会 代表役員 西脇 正之 669-1532 兵庫県三田市屋敷町7-25 795624059 神北(宝健)第21-149 令和3年9月9日
000028 2000010075 兵庫県立高等特別支援学校 669-1515 三田市大原字梅ノ木1546-6 795630689 集団給食（１）学校 集団給食 兵庫県 知事 齋藤 元彦 650-0011 兵庫県神戸市中央区下山手通5丁目10-1 783417711 神北(宝健)第21-421 令和3年11月30日
000028 2000010076 中央デイサービス 669-1514 三田市川除675 795595940 集団給食（４）その他 集団給食 社会福祉法人三田市社会福祉協議会 会長 大澤 洋一 669-1514 兵庫県三田市川除675番地 795595940 神北(宝健)第21-226 令和3年9月29日
000028 2000010131 医療法人敬愛会　三田高原病院 669-1333 三田市下内神525-1 795675555 集団給食（２）病院・診療所 集団給食 医療法人敬愛会 理事長 大塚 久喜 669-1333 兵庫県三田市下内神525番地の1 795675107 神北(宝健)第21-110 令和3年8月2日
000028 2000010235 湊川短期大学附属キッズポート保育園 669-1322 三田市すずかけ台2-16 795698653 集団給食（４）その他 集団給食 学校法人湊川相野学園 理事長 浅井 祐子 669-1342 兵庫県三田市四ツ辻1430番地 795681381 神北(宝健)第21-87 令和3年7月16日
000028 2000010688 パン工房タンアン 669-1347 三田市つつじが丘南3-1-3 795687535 乳類販売業 一般 伊藤 坥 神北(宝健)第4-130 令和3年6月1日
000028 2000011096 三田第一工場 669-1349 三田市大川瀬875-1 795685950 いわゆる健康食品の製造・加工業 一般 日本ランチェスター工業株式会社 代表取締役 新垣 健 651-1516 兵庫県神戸市北区赤松台1丁目5番2号 789865950 神北(宝健)第21-377 令和3年11月18日
000028 2000011193 ㈱吉蔓 669-1331 三田市広野92 795671108 その他の食料・飲料販売業 一般 株式会社吉蔓 代表取締役 吉田 明広 669-1331 兵庫県三田市広野92 795671108 神北(宝健)第4-11 令和3年6月1日
000028 2000011196 内神ファーム 669-1333 三田市下内神646　 079-567-2060 食品製造業 不要許可一般 株式会社　ハーコン 谷水 信之 669-1333 兵庫県三田市下内神646　 079-567-0886 平成14年3月29日
000028 2000011209 塚本製茶 669-1502 三田市永沢寺142 795660456 食品製造業 不要許可一般 塚本 進 平成14年3月29日
000028 2000011408 イオン三田店 669-1546 三田市弥生が丘1-1-1 795624711 百貨店、総合スーパー 一般 イオンリテールストア株式会社 代表取締役 井出 武美 261-0023 千葉県千葉市美浜区中瀬1-5-1 432126500 神北(宝健)第4-156 令和3年6月1日
000028 2000011522 スーパーマーケットＮＩＳＨＩＹＡＭＡ  三田フラワータウン店 669-1544 三田市武庫が丘7-1 795696222 百貨店、総合スーパー 一般 西山寛商事株式会社 代表取締役 吉田 康宏 620-0045 京都府福知山市駅前町41-2 773220200 神北(宝健)第4-232 令和3年6月1日
000028 2000011540 森商店 669-1403 三田市川原546 795690485 その他の食料・飲料販売業 一般 森 啓真 神北(宝健)第4-385 令和3年6月1日
000028 2000011555 ドラッグジャパン　三田本町店 669-1526 三田市相生町9-18 795590033 その他の食料・飲料販売業 一般 株式会社スギ薬局 代表取締役 榊原 栄一 446-0056 愛知県安城市三河安城町一丁目8番地4 562452720 神北(宝健)第4-384 令和3年6月1日
000028 2000011589 株式会社三田中央魚菜市場 669-1524 三田市八景町1443 795632108 その他の食料・飲料販売業 一般 株式会社三田中央魚菜市場 代表取締役 井殿 佳和 669-1524 兵庫県三田市八景町1443 795632108 神北(宝健)第4-272 令和3年6月1日
000028 2000011614 三田温泉病院 669-1353 三田市東山897-2 795685555 集団給食（２）病院・診療所 集団給食 医療法人敬愛会 理事長 大塚 久喜 669-1333 兵庫県三田市下内神525番地の1 795675107 神北(宝健)第21-111 令和3年8月2日
000028 2000011686 サンポッポベーカリー駅前店 669-1528 三田市駅前町6-33 795532000 乳類販売業 一般 扇野製菓株式会社 代表取締役 扇野 洋一 669-1513 兵庫県三田市三輪1-6-12 795622269 神北(宝健)第21-6 令和3年6月1日
000028 2000011707 ㈱ニューライフ食品販売課 669-1353 三田市東山897-2三田温泉病院敷地内 795684317 その他の食料・飲料販売業 一般 株式会社ニューライフ 代表取締役 大塚 由紀 669-1345 兵庫県三田市下相野394-1 795684482 神北(宝健)第4-42 令和3年6月1日
000028 2000011761 よこやま保育園 669-1535 三田市南が丘2-9-5 795538707 集団給食（４）その他 集団給食 神戸電鉄株式会社 代表取締役 寺田 信彦 652-0811 兵庫県神戸市兵庫区新開地1丁目3番24号 785768725 神北(宝健)第21-413 令和3年11月30日
000028 2000011801 シャトレーゼ三田広野店 669-1316 三田市上井沢字兼田45-3 795673339 その他の食料・飲料販売業 一般 株式会社フジフードサービス 代表取締役 藤原 大治郎 669-1537 兵庫県三田市西山一丁目1番14号 795645900 神北(宝健)第4-64 令和3年6月1日
000028 2000011865 イー・ケア三田 669-1322 三田市すずかけ台4-12-1 795640216 集団給食（４）その他 集団給食 株式会社イー・ケア 代表取締役 中山 順仁 669-1322 兵庫県三田市すずかけ台4丁目12-1 795640216 神北(宝健)第21-116 令和3年8月4日
000028 2000011871 パンプキンえるむプラザ店 669-1322 三田市すずかけ台2-3-1えるむﾌﾟﾗｻﾞ内 795598878 その他の食料・飲料販売業 一般 有限会社パンプキン 代表取締役 湯井 信一 669-1535 兵庫県三田市南が丘一丁目50番6号 795637391 神北(宝健)第4-119 令和3年6月1日
000028 2000011959 三田温泉花山乃湯 669-1505 三田市尼寺835-1 795633050 乳類販売業 自動販売機 コカ・コーラボトラーズジャパン株式会社 代表取締役 カリン・ ドラガン 107-0052 東京都港区赤坂9-7-1 926418581 神北(宝健)第4-421 令和3年6月1日
000028 2000011993 クスリキリン堂 三田学園前店 669-1535 三田市南が丘2-12-32 795538845 百貨店、総合スーパー 一般 株式会社キリン堂 代表取締役 寺西 豊彦 532-0003 大阪府大阪市淀川区宮原4-5-36 663940720 神北(宝健)第4-173 令和3年6月1日
000028 2000012026 ローソン三田すずかけ台店 669-1322 三田市すずかけ台2-2-4 795655165 コンビニエンスストア 一般 丹羽 英夫 神北(宝健)第4-176 令和3年6月1日
000028 2000012095 千刈カンツリー倶楽部内レストラン 669-1511 三田市山田大道ケ平605 795625942 その他の食料・飲料販売業 一般 株式会社ダイナックパートナーズ 代表取締役 松井 正博 135-0091 東京都港区台場二丁目3番3号 神北(宝健)第4-301 令和3年6月1日
000028 2000012152 ベル　タチブキ 669-1529 三田市中央町6-2 795630123 乳類販売業 一般 株式会社タチブキ 代表取締役 立吹 武久 669-1529 兵庫県三田市中央町6-2 795630123 神北(宝健)第4-211 令和3年6月1日
000028 2000012157 医療福祉センターさくら、介護老人保健施設愛 669-1357 三田市東本庄1188 795684103 集団給食（４）その他 集団給食 社会福祉法人枚方療育園 理事長 山西 博道 573-0122 大阪府枚方市津田東町2丁目1番1号 728580373 神北(宝健)第21-70 令和3年6月29日
000028 2000012183 宝塚市立仁川小学校 665-0075 宝塚市仁川宮西町1-25 798521166 集団給食（１）学校 集団給食 宝塚市教育委員会 教育長 五十嵐 孝 665-0032 兵庫県宝塚市東洋町1-1 79772039 神北(宝健)第21-231 令和3年10月1日
000028 2000012199 市野商店 669-1533 三田市三田町28-29 795632661 氷雪販売業 一般 市野 雅一 神北(宝健)第4-212 令和3年6月1日
000028 2000012222 保育所ぴよぴよルームおばやし園 665-0034 宝塚市小林2-6-12　小林駅前ビル2F 797725566 集団給食（４）その他 集団給食 角田 貴裕 神北(宝健)第21-153 令和3年9月9日
000028 2000012228 都市型保育園ポポラー　宝塚あくら園 665-0823 宝塚市安倉南1-24-11岡本ビル２Ｆ 797831080 集団給食（４）その他 集団給食 株式会社タスク・フォースミテラ 取締役 永井 美穂 550-0013 大阪府大阪市北区堂島1丁目5番30号 647955060 神北(宝健)第21-425 令和3年11月30日
000028 2000012271 クスリキリン堂　すずかけ台店 669-1322 三田市すずかけ台3-2 795538681 百貨店、総合スーパー 一般 株式会社キリン堂 代表取締役 寺西 豊彦 532-0003 大阪府大阪市淀川区宮原四丁目5番36号 663940720 神北(宝健)第4-226 令和3年6月1日
000028 2000012274 ローソン宝塚高司四丁目店 665-0051 宝塚市高司4-3-3 797765338 コンビニエンスストア 一般 森川 将樹 神北(宝健)第4-220 令和3年6月1日
000028 2000012385 阪急オアシス　三田駅前店 669-1528 三田市駅前町2-1三田駅前一番館１Ｆ 795538655 百貨店、総合スーパー 一般 イズミヤ・阪急オアシス株式会社 代表取締役 林 克弘 530-0017 大阪府大阪市北区角田町8番7号 663037497 神北(宝健)第4-237 令和3年6月1日
000028 2000012409 新明和工業　従食　P.P. 665-0052 宝塚市新明和町1-11 798565000 乳類販売業 自動販売機 コカ・コーラボトラーズジャパン株式会社 代表取締役 カリン・ ドラガン 107-0052 東京都港区赤坂9-7-1 926418581 神北(宝健)第4-417 令和3年6月1日
000028 2000012458 農協市場館 パスカルさんだ 669-1514 三田市川除677-1 795632555 その他の食料・飲料販売業 一般 兵庫六甲農業協同組合 代表理事 平尾 勝春 651-1313 兵庫県神戸市北区有野中町2-12-13 789816550 神北(宝健)第4-300 令和3年6月1日
000028 2000012502 株式会社　万代　逆瀬川店 665-0033 宝塚市伊孑志3-15 797776221 百貨店、総合スーパー 一般 株式会社万代 代表取締役 阿部 秀行 544-0003 大阪府大阪市生野区小路東3丁目10番13号 667203305 神北(宝健)第4-298 令和3年6月1日
000028 2000012510 農協市場館　西谷夢市場 669-1211 宝塚市大原野字炭屋1-1 797911638 野菜果物販売業 一般 兵庫六甲農業協同組合 代表理事 平尾 勝春 651-1313 兵庫県神戸市北区有野中町2-12-13 789816550 神北(宝健)第4-15 令和3年6月1日
000028 2000012608 まねき屋宝塚店 665-0842 宝塚市川面5-10-25ソリオきたユニベール宝塚Ｂ１ 797858711 百貨店、総合スーパー 一般 株式会社サーブ 代表取締役 福西 弘規 531-0072 大阪府大阪市北区豊崎5-2-22 662921147 神北(宝健)第4-247 令和3年6月1日
000028 2000012741 すみれ幼稚園 665-0847 宝塚市すみれガ丘1-5-2 797858401 集団給食（１）学校 集団給食 学校法人清泉学園 理事長 飯坂 忠永 594-0062 大阪府和泉市寺田町2-2-2 725414535 神北(宝健)第21-314 令和3年11月5日
000028 2000012864 やまや宝塚米谷店 665-0831 宝塚市米谷1-36-3 797830607 その他の食料・飲料販売業 一般 やまや関西株式会社 代表取締役 山内 英靖 983-0852 宮城県仙台市宮城野区榴岡3丁目4番1号 227423111 神北(宝健)第4-3 令和3年6月1日
000028 2000012910 セブン－イレブン三田下井沢店 669-1315 三田市下井沢570-5 795674077 コンビニエンスストア 一般 有限会社トッチーカンパニー 代表取締役 西ヶ開 徹 669-1412 兵庫県三田市木器1484-2 795690281 神北(宝健)第4-46 令和3年6月1日
000028 2000012941 セブン-イレブン  宝塚すみれガ丘1丁目店 665-0847 宝塚市すみれガ丘1-2-1Gate way 宝塚壱番館１Ｆ 797876238 コンビニエンスストア 一般 谷口 一真 神北(宝健)第4-285 令和3年6月1日
000028 2000012980 マザーケア宝塚デリバリーセンター 665-0051 宝塚市高司5-1-80 797765605 乳類販売業 一般 布亀株式会社 代表取締役 布目 荘太 663-8228 兵庫県西宮市今津二葉町3-6 798352121 神北(宝健)第4-295 令和3年6月1日
000028 2000013014 日本郵便株式会社三田支店　食堂２F 669-1531 三田市天神1-5-20 795634022 コップ式自動販売機（自動洗浄・屋内設置） 自動販売機 サントリービバレッジソリューション株式会社 代表取締役 及川 剛 160-6111 東京都新宿区西新宿八丁目17番1号 363040501 神北(宝健)第4-78 令和3年6月1日
000028 2000013043 あおぞらクリニック　２Ｆ 669-1354 三田市大畑字清水357-1 795600325 乳類販売業 自動販売機 コカ・コーラボトラーズジャパン株式会社 代表取締役 カリン・ ドラガン 107-0052 東京都港区赤坂9丁目7番1号 926418581 神北(宝健)第4-68 令和3年6月1日
000028 2000013046 キッピーモール　第一駐車場出入口 669-1528 三田市駅前町2-1 乳類販売業 自動販売機 コカ・コーラボトラーズジャパン株式会社 代表取締役 カリン・ ドラガン 107-0052 東京都港区赤坂9丁目7番1号 926418581 神北(宝健)第4-69 令和3年6月1日
000028 2000013074 ローソンＪＲ宝塚駅前店 665-0842 宝塚市川面5-10-38一万田ビル１Ｆ 797815767 コンビニエンスストア 一般 株式会社一万田 代表取締役 田中 憲子 665-0842 兵庫県宝塚市川面5-10-38一万田ビル４Ｆ 797876252 神北(宝健)第4-308 令和3年6月1日
000028 2000013128 宝塚大劇場　３Ｆ Ａ 665-0845 宝塚市栄町1-1-57 797856263 コップ式自動販売機（自動洗浄・屋内設置） 自動販売機 ナショナル・ベンディング株式会社 代表取締役 藤山 雄一郎 108-0014 東京都港区芝四丁目10番3号 364594781 神北(宝健)第4-97 令和3年6月1日
000028 2000013129 宝塚大劇場　３Ｆ Ｂ 665-0845 宝塚市栄町1-1-57 797856263 コップ式自動販売機（自動洗浄・屋内設置） 自動販売機 ナショナル・ベンディング株式会社 代表取締役 藤山 雄一郎 108-0014 東京都港区芝四丁目10番3号 364594781 神北(宝健)第4-98 令和3年6月1日
000028 2000013178 パーラー三田城 669-1528 三田市駅前町20-20 795637070 乳類販売業 自動販売機 コカ・コーラボトラーズジャパン株式会社 代表取締役 カリン・ドラガン 107-0052 東京都港区赤坂九丁目7番1号 926418581 神北(宝健)第4-120 令和3年6月1日
000028 2000013200 ドラッグストアライフォ－ト中山店 665-0867 宝塚市売布東の町15-11 797876040 その他の食料・飲料販売業 一般 株式会社ココカラファインヘルスケア 代表取締役 塚本 厚志 222-0033 神奈川県横浜市港北区新横浜三丁目17番6号 455485996 神北(宝健)第4-317 令和3年6月1日
000028 2000013207 社会福祉法人宝塚ひよこ福祉会  宝塚ひよこ保育園 665-0834 宝塚市美座2-5-7 797862757 集団給食（４）その他 集団給食 社会福祉法人宝塚ひよこ福祉会 國重 真由美 665-0834 兵庫県宝塚市美座2丁目5番7号 797862757 神北(宝健)第21-158 令和3年9月13日
000028 2000013211 ２０５５事業所 665-0024 宝塚市逆瀬台2-2-1 797710345 乳類販売業 一般 一冨士フードサービス株式会社 代表取締役 大西 博史 530-0001 大阪府大阪市北区梅田三丁目3番20号 664587331 神北(宝健)第4-325 令和3年6月1日
000028 2000013225 今里食品４Ｆ食堂ＰＰ 665-0051 宝塚市高司5-1-52 0797-76-3221 乳類販売業 自動販売機 コカ・コーラボトラーズジャパン株式会社 代表取締役 カリン・ ドラガン 107-0052 東京都港区赤坂9-7-1 092-641-8581 神北(宝健)第4-410 令和3年6月1日
000028 2000013251 宝塚市立長尾小学校 665-0881 宝塚市山本東１-10-10 797882031 集団給食（１）学校 集団給食 宝塚市教育委員会 教育長 五十嵐 孝 665-0032 兵庫県宝塚市東洋町１-1 797772039 神北(宝健)第21-195 令和3年9月28日
000028 2000013296 新日本カレンダー１Ｆ工場内 669-1339 三田市テクノパーク5-9 コップ式自動販売機（自動洗浄・屋内設置）自動販売機ナショナル・ベンディング株式会社代表取締役 藤山 雄一郎 108-0014 東京都港区芝四丁目10番3号 334459311 神北(宝健)第4-94 令和3年6月1日
000028 2000013343 株式会社恵友会　ナテュール 665-0874 宝塚市中筋8-13-5 797896781 集団給食（４）その他 集団給食 株式会社恵友会 代表取締役 福井 正夫 664-0861 兵庫県伊丹市稲野町3-3 727716303 神北(宝健)第21-334 令和3年11月12日
000028 2000013355 神鉄横山駅　自販機コーナー 669-1535 三田市南が丘2-9-13 乳類販売業 自動販売機 コカ・コーラボトラーズジャパン株式会社 代表取締役 カリン・ ドラガン 107-0052 東京都港区赤坂9-7-1 926418581 神北(宝健)第4-412 令和3年6月1日
000028 2000013356 ココカラファイン宝塚旭町店 665-0835 宝塚市旭町2-7-18 797874151 その他の食料・飲料販売業 一般 株式会社ココカラファインヘルスケア 代表取締役 塚本 厚志 222-0033 神奈川県横浜市港北区新横浜三丁目17番6号 455485996 神北(宝健)第4-336 令和3年6月1日
000028 2000013367 大成機工第二工場　３Ｆ食堂 669-1339 三田市テクノパーク8-6 795687771 乳類販売業 自動販売機 コカ・コーラボトラーズジャパン株式会社 代表取締役 カリン・ ドラガン 107-0052 東京都港区赤坂9-7-1 926418581 神北(宝健)第4-413 令和3年6月1日
000028 2000013438 高平加工グループ 669-1401 三田市小柿516-1 食品製造業 不要許可一般 堂本 千佳子 平成19年9月13日
000028 2000013513 スーパーマルハチ　三田店 669-1513 三田市三輪4-5-20 795530050 百貨店、総合スーパー 一般 株式会社マルハチ 代表取締役 栗花 正雄 651-0064 兵庫県神戸市中央区大日通1丁目2番18号 782320839 神北(宝健)第4-66 令和3年6月1日
000028 2000013606 宝塚エリー 665-0826 宝塚市弥生町369-9 コンビニエンスストア 一般 株式会社クオリティライフ・コンシェルジュ 代表取締役 西川 尚希 108-0014 東京都港区芝5-13-15 337695161 神北(宝健)第4-351 令和3年6月1日
000028 2000013688 ジオグランデ宝塚山手台フロントミニショップ 665-0887 宝塚市山手台東1-2-1 797883911 コンビニエンスストア 一般 株式会社アスク 代表取締役 泉澤 豊 104-0061 東京都中央区銀座8-14-14 367753960 神北(宝健)第4-360 令和3年6月1日



000028 2000013725 スーパーマーケット　コーヨー逆瀬川店 665-0035 宝塚市逆瀬川1-2-1アピア１　Ｂ１ 797715400 百貨店、総合スーパー 一般 株式会社光洋 代表取締役 平田 炎 530-0041 大阪府大阪市北区天神橋二丁目3番16号 726051754 神北(宝健)第4-16 令和3年6月1日
000028 2000013777 キコーナ宝塚B1F 665-0845 宝塚市栄町2-1-6GF 乳類販売業 自動販売機 コカ・コーラボトラーズジャパン株式会社 代表取締役 カリン・ ドラガン 107-0052 東京都港区赤坂9-7-1 092-641-8581 神北(宝健)第4-415 令和3年6月1日
000028 2000013814 三菱電機㈱三田製作所B302　2F 669-1513 三田市三輪2-3-33 795593007 コップ式自動販売機（自動洗浄・屋内設置） 自動販売機 サントリービバレッジソリューション株式会社 代表取締役 及川 剛 160-6111 東京都新宿区西新宿八丁目17番1号 363040501 神北(宝健)第4-466 令和3年6月1日
000028 2000013842 ココカラファイン　宝塚山本店 665-0815 宝塚市山本丸橋2-15-5 797823399 その他の食料・飲料販売業 一般 株式会社ココカラファインヘルスケア 代表取締役 塚本 厚志 222-0033 神奈川県横浜市港北区新横浜3丁目17番6号 455485996 神北(宝健)第4-372 令和3年6月1日
000028 2000013845 業務スーパー宝塚仁川店 665-0057 宝塚市大吹町1-1 797721325 百貨店、総合スーパー 一般 株式会社宝屋 代表取締役 安田 千晴 665-0051 兵庫県宝塚市高司4-3-10 797782891 神北(宝健)第4-217 令和3年6月1日
000028 2000013848 神戸医療福祉専門学校三田校  2階食堂前 669-1313 三田市福島501-85 795631222 乳類販売業 自動販売機 神戸ヤクルト販売株式会社 代表取締役 谷川 清十郎 651-0056 兵庫県神戸市中央区熊内町5-3-8 782418960 神北(宝健)第4-450 令和3年6月1日
000028 2000013912 三田ｲｵﾝｳｯﾃﾞｨﾀｳﾝ店　1F中央広場 669-1321 三田市けやき台1-6-2 795648800 乳類販売業 自動販売機 コカ・コーラボトラーズジャパン株式会社 代表取締役 カリン・ ドラガン 107-0052 東京都港区赤坂9-7-1 926418581 神北(宝健)第4-416 令和3年6月1日
000028 2000013948 森永新三田ミルクセンター 669-1313 三田市福島309-6 795672119 乳類販売業 一般 山﨑 俊明 神北(宝健)第4-380 令和3年6月1日
000028 2000014006 クスリキリン堂　宝塚東店 665-0874 宝塚市中筋7-4-33 797821551 百貨店、総合スーパー 一般 株式会社キリン堂 代表取締役 寺西 豊彦 532-0003 大阪府大阪市淀川区宮原四丁目5番36号 663940720 神北(宝健)第4-375 令和3年6月1日
000028 2000014089 阪急宝塚駅　宝塚線1.2号線2Fﾎｰﾑ 665-0845 宝塚市栄町2-8 乳類販売業 自動販売機 関西キリンビバレッジサービス株式会社 代表取締役 実川 勝己 530-0011 大阪府大阪市北区大深町４－２０ 677309206 神北(宝健)第4-441 令和3年6月1日
000028 2000014103 （株）コナミスポーツ＆ライフ  ５Ｆ男性ロッカールーム前 669-1513 三田市三輪1-3 795535732 乳類販売業 自動販売機 藪内 信隆 神北(宝健)第4-454 令和3年6月1日
000028 2000014104 （株）コナミスポーツ＆ライフ  ５Ｆ女性ロッカールーム 669-1513 三田市三輪1-3 795535732 乳類販売業 自動販売機 藪内 信隆 神北(宝健)第4-455 令和3年6月1日
000028 2000014145 ジオタワー宝塚 665-0844 宝塚市武庫川町6-26ジオタワー宝塚 797811134 コンビニエンスストア 一般 株式会社アスク 代表取締役 泉澤 豊 104-0061 東京都中央区銀座8-14-14 367753960 神北(宝健)第4-387 令和3年6月1日
000028 2000014186 マクドナルド三田店 669-1535 三田市南が丘1-40-5 795640518 乳類販売業 一般 有限会社エムズカンパニー 代表取締役 永田 充 565-0821 大阪府吹田市山田東4-18-C-308 668765236 神北(宝健)第21-8 令和3年6月1日
000028 2000014189 マクドナルド三田フラワータウン店 669-1546 三田市弥生が丘1-1-1 795531752 乳類販売業 一般 有限会社エムズカンパニー 代表取締役 永田 充 565-0821 大阪府吹田市山田東4-18-C-308 668765236 神北(宝健)第21-9 令和3年6月1日
000028 2000014192 マクドナルドイオン三田ウッディタウン店 669-1321 三田市けやき台1-6-2 795536156 乳類販売業 一般 有限会社エムズカンパニー 代表取締役 永田 充 565-0821 大阪府吹田市山田東4-18-C-308 668765236 神北(宝健)第21-10 令和3年6月1日
000028 2000014194 三田温泉シルバーステイ 669-1353 三田市東山897-1 795685260 集団給食（４）その他 集団給食 医療法人敬愛会 理事長 大塚 久喜 669-1333 兵庫県三田市下内神525番地の1 795675107 神北(宝健)第21-112 令和3年8月2日
000028 2000014197 医療法人　尚和会  宝塚リハビリテーション病院３F休憩室 665-0833 宝塚市鶴の荘22-2 797812345 乳類販売業 自動販売機 近畿中央ヤクルト販売株式会社 代表取締役 土田 裕美 567-0862 大阪府茨木市美沢町15-30 726348960 神北(宝健)第4-445 令和3年6月1日
000028 2000014198 医療法人　尚和会  宝塚リハビリテーション病院４F休憩室 665-0833 宝塚市鶴の荘22-2 797812345 乳類販売業 自動販売機 近畿中央ヤクルト販売株式会社 代表取締役 土田 裕美 567-0862 大阪府茨木市美沢町15-30 726348960 神北(宝健)第4-446 令和3年6月1日
000028 2000014201 ポラリスデイサービスセンター逆瀬川 665-0033 宝塚市伊孑志3-2-30 797781955 集団給食（４）その他 集団給食 株式会社ポラリス 代表取締役 森 剛士 665-0835 兵庫県宝塚市旭町3-9-1 797575753 神北(宝健)第21-242 令和3年10月13日
000028 2000014202 ポラリスデイサービスセンター山手台 665-0886 宝塚市山手台西3-3-1 797511001 集団給食（４）その他 集団給食 株式会社ポラリス 代表取締役 森 剛士 665-0835 兵庫県宝塚市旭町3-9-1 797575753 神北(宝健)第21-356 令和3年11月16日
000028 2000014215 アクサス三田店（店内Ｐ.Ｐ） 669-1321 三田市けやき台1-10-1 乳類販売業 自動販売機 コカ・コーラボトラーズジャパン株式会社 代表取締役 カリン・ ドラガン 107-0052 東京都港区赤坂9-7-1 926418581 神北(宝健)第4-422 令和3年6月1日
000028 2000014225 ローソン三田フラワータウン駅前店 669-1544 三田市武庫が丘7-2-1 795532555 コンビニエンスストア 一般 株式会社六連星 代表取締役 西原 秀熙 463-0054 愛知県名古屋市守山区小六町20-25 527258807 神北(宝健)第21-11 令和3年6月1日
000028 2000014236 UME工房２６６ 665-0812 宝塚市口谷東2-6-6 食品製造業 不要許可一般 阪上 淳子 平成21年4月27日
000028 2000014237 ㈱ダイエー宝塚中山店 665-0867 宝塚市売布東の町21-22 797864711 自動販売機（要届出のコップ式自動販売機及び要許可を除く） 自動販売機 株式会社ダイエー 代表取締役 西峠 泰男 650-0046 兵庫県神戸市中央区港島中町四丁目1番1 783025001 神北(宝健)第4-58 令和3年6月1日
000028 2000014261 サンディ宝塚小林店 665-0051 宝塚市高司1-1-24 797764134 百貨店、総合スーパー 一般 株式会社サンディ 代表取締役 伊藤 仙治 532-0004 大阪府大阪市淀川区西宮原二丁目7番50号 663940090 神北(宝健)第21-12 令和3年6月1日
000028 2000014263 リカー＆フーズ　カサタニ 669-1311 三田市加茂278 795672290 その他の食料・飲料販売業 一般 笠谷 靖宏 神北(宝健)第21-13 令和3年6月1日
000028 2000014366 築野食品工業㈱宝塚工場 665-0044 宝塚市末成町38-3 797726324 集団給食（３）事業所 集団給食 築野食品工業株式会社 代表取締役 築野 富美 649-7122 和歌山県伊都郡かつらぎ町大字新田94番地 736220066 神北(宝健)第21-235 令和3年10月8日
000028 2000014377 ローソン宝塚山本丸橋二丁目店 665-0815 宝塚市山本丸橋2-4-1 797895957 コンビニエンスストア 一般 林田 充弘 神北(宝健)第4-34 令和3年6月1日
000028 2000014444 やまや宝塚安倉店 665-0823 宝塚市安倉南1-7-1 797846000 その他の食料・飲料販売業 一般 やまや関西株式会社 代表取締役 山内 英靖 983-0852 宮城県仙台市宮城野区榴岡3丁目4番1号 227423111 神北(宝健)第4-2 令和3年6月1日
000028 2000014459 アピアⅠ　２FロビーPP 665-0035 宝塚市逆瀬川1-2-1 797719800 乳類販売業 自動販売機 コカ・コーラボトラーズジャパン株式会社 代表取締役 カリン・ ドラガン 107-0052 東京都港区赤坂9-7-1 926418581 神北(宝健)第4-424 令和3年6月1日
000028 2000014495 宝塚大劇場　３Ｆ-Ｃ 665-0845 宝塚市栄町1-1-57 797856263 コップ式自動販売機（自動洗浄・屋内設置） 自動販売機 ナショナル・ベンディング株式会社 代表取締役 藤山 雄一郎 108-0014 東京都港区芝四丁目10番3号 364594781 神北(宝健)第4-99 令和3年6月1日
000028 2000014624 やまや宝塚逆瀬川店 665-0035 宝塚市逆瀬川1-16-28 797718809 その他の食料・飲料販売業 一般 やまや関西株式会社 代表取締役 山内 英靖 983-0852 宮城県仙台市宮城野区榴岡3丁目4番1号 227423111 神北(宝健)第4-60 令和3年6月1日
000028 2000014641 スシロー三田対中店 669-1525 三田市対中町9-10 795538036 魚介類販売業 一般 株式会社あきんどスシロー 代表取締役 新居 耕平 564-0063 大阪府吹田市江坂町1-22-2 663681001 神北(宝健)第4-112 令和3年6月1日
000028 2000014659 羽束農産加工組合（つくしの里） 669-1415 三田市上槻瀬1136 795691908 野菜果物販売業 一般 小西 利博 神北(宝健)第21-414 令和3年11月30日
000028 2000014688 湊川相野学園　購買部 669-1342 三田市四ツ辻1430 795681976 その他の食料・飲料販売業 一般 有限会社ママノ店シバノ 代表取締役 芝野 忠志 669-1345 兵庫県三田市下相野393-8 795686199 神北(宝健)第4-114 令和3年6月1日
000028 2000014714 大宝塚ゴルフクラブ 665-0808 宝塚市切畑字長尾山19 797911361 集団給食（３）事業所 集団給食 ＰＧＭプロパティーズ株式会社 代表取締役 田中 耕太郎 110-0015 東京都台東区東上野1-14-7 344138510 神北(宝健)第21-418 令和3年11月30日
000028 2000014720 株式会社オリンピア　サンシティ宝塚事業所 665-0013 宝塚市宝梅2-6-26サンシティ宝塚内 797735700 乳類販売業 一般 株式会社オリンピア 代表取締役 國武 孝徳 107-6030 東京都港区赤坂1-12-32 335605560 神北(宝健)第4-239 令和3年6月1日
000028 2000014734 パン工房　長者 665-0046 宝塚市福井町24-27 797722818 乳類販売業 一般 田口 聖司 神北(宝健)第4-105 令和3年6月1日
000028 2000014737 月のパン屋さん 665-0041 宝塚市御所の前町5-19 797712083 乳類販売業 一般 小野川 幸男 神北(宝健)第4-109 令和3年6月1日
000028 2000014760 デリカフェキッチン宝塚 665-0845 宝塚市栄町2-7-13ＪＲ宝塚駅　エキマルシェ宝塚 797848610 その他の食料・飲料販売業 一般 株式会社ジェイアール西日本フードサービスネット 代表取締役 貴谷 健史 532-0011 大阪府大阪市淀川区西中島5丁目4番20号 668853573 神北(宝健)第4-253 令和3年6月1日
000028 2000014783 トーホーストア宝塚旭町店 665-0835 宝塚市旭町2-6-23 797832391 百貨店、総合スーパー 一般 株式会社トーホーストア 代表取締役 橋本 博文 658-0033 兵庫県神戸市東灘区向洋町西5-9 788452412 神北(宝健)第4-110 令和3年6月1日
000028 2000014809 第三厚生棟パンショップ 669-1330 三田市学園上ケ原1 795658266 その他の食料・飲料販売業 一般 関西学院大学生活協同組合 代表理事 池上 正寿 662-0891 兵庫県西宮市上ケ原一番町1番155号関西学院内 798537001 神北(宝健)第4-152 令和3年6月1日
000028 2000014842 たからづか牛乳　２号 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 乳類販売業 自動車 有限会社たからづか牛乳 代表取締役 山本 陽子 665-0051 兵庫県宝塚市高司5-2-9 797775530 神北(宝健)第4-585 令和3年6月1日
000028 2000014884 阪急オアシス　宝塚山手台店 665-0886 宝塚市山手台西3-4-1 797888145 百貨店、総合スーパー 一般 イズミヤ・阪急オアシス株式会社 代表取締役 林 克弘 530-0017 大阪府大阪市北区角田町8番7号 663037497 神北(宝健)第4-269 令和3年6月1日
000028 2000014922 三田市総合福祉保健センター内喫茶ポポロ 669-1514 三田市川除675 795595940 乳類販売業 一般 社会福祉法人三田市社会福祉協議会 理事長 大澤 洋一 669-1514 兵庫県三田市川除675 795595940 神北(宝健)第4-174 令和3年6月1日
000028 2000014933 農協市場館パスカルさんだ 669-1514 三田市川除677-1 795637744 乳類販売業 自動販売機 山﨑 俊明 神北(宝健)第4-462 令和3年6月1日
000028 2000015049 イオン三田ウッディタウン店  ２Ｆ北東パブリック 669-1321 三田市けやき台1-6-2 795648800 コップ式自動販売機（自動洗浄・屋内設置） 自動販売機 サントリービバレッジソリューション株式会社 代表取締役 及川 剛 160-6111 東京都新宿区西新宿八丁目17番1号 363040501 神北(宝健)第4-592 令和3年6月1日
000028 2000015050 イオン三田ウッディタウン店３Ｆ社員食堂 669-1321 三田市けやき台1-6-2 795648800 コップ式自動販売機（自動洗浄・屋内設置） 自動販売機 サントリービバレッジソリューション株式会社 代表取締役 及川 剛 160-6111 東京都新宿区西新宿八丁目17番1号 363040501 神北(宝健)第4-593 令和3年6月1日
000028 2000015085 ファミリーマート宝塚栄町店 665-0845 宝塚市栄町3-8-3 797855035 コンビニエンスストア 一般 西谷 淳 神北(宝健)第4-180 令和3年6月1日
000028 2000015094 ローソン宝塚小林三丁目店 665-0034 宝塚市小林3-6-8 797765358 コンビニエンスストア 一般 森川 将樹 神北(宝健)第4-178 令和3年6月1日
000028 2000015117 ヤサカ宅配センター　宝塚店 665-0822 宝塚市安倉中5-5-9 797830855 乳類販売業 一般 ヤサカ商事株式会社 代表取締役 渡邉 和孝 554-0022 大阪府大阪市此花区春日出中3-1-40 664644660 神北(宝健)第4-182 令和3年6月1日
000028 2000015122 パンプキン 669-1535 三田市南が丘1-50-6 795637391 その他の食料・飲料販売業 一般 有限会社パンプキン 代表取締役 湯井 信一 669-1535 兵庫県三田市南が丘一丁目50番6号 795637391 神北(宝健)第4-184 令和3年6月1日
000028 2000015124 株式会社コスモス食品 669-1333 三田市下内神655 795671141 その他の食料品製造・加工業 一般 株式会社コスモス食品 代表取締役 圓井 康輔 669-1333 兵庫県三田市下内神655番地 795671141 神北(宝健)第21-297 令和3年10月20日
000028 2000015219 うんすくのキムチ 669-1504 三田市小野1493-96 795660753 食品製造業 不要許可一般 山本 銀叔 平成23年1月21日
000028 2000015222 セブンイレブン宝塚山本西店 665-0884 宝塚市山本西2-7-11 797889695 コンビニエンスストア 一般 有限会社小西家百貨店 代表取締役 小西 恭義 665-0883 兵庫県宝塚市山本中3-3-9 797880492 神北(宝健)第4-190 令和3年6月1日
000028 2000015243 エデンの園１Ｆ　明治 665-0025 宝塚市ゆずり葉台3-1-1 乳類販売業 自動販売機サントリービバレッジサービス株式会社代表取締役社長 清水 靖久 160-0007 東京都新宿区荒木町13番地4 353690820 神北(宝健)第4-430 令和3年6月1日
000028 2000015270 はなみずき保育園 665-0842 宝塚市川面3-10-18 797788882 集団給食（４）その他 集団給食 社会福祉法人萬年青友の会 理事長 三重野 宗隆 665-0874 兵庫県宝塚市中筋六丁目135番地 797205673 神北(宝健)第21-159 令和3年9月13日
000028 2000015310 ローソン宝塚安倉西四丁目店 665-0825 宝塚市安倉西4-3-20 797855227 コンビニエンスストア 一般 林田 充弘 神北(宝健)第4-208 令和3年6月1日
000028 2000130040 山本南保育園 665-0882 宝塚市山本南1-33-5 797883111 集団給食（４）その他 集団給食 社会福祉法人あひる福祉会 理事長 脇田 浩美 665-0825 兵庫県宝塚市安倉西3丁目1番7号 797863309 神北(宝健)第21-168 令和3年9月14日
000028 2000130914 共和薬品工業株式会社本社　三田工場 669-1339 三田市テクノパーク11-1 795682488 乳類販売業 自動販売機 サントリービバレッジサービス株式会社 代表取締役社長 清水 靖久 160-0007 東京都新宿区荒木町13番地4 353690820 神北(宝健)第4-50 令和3年6月1日
000028 2000131087 ローソン宝塚中筋四丁目店 665-0874 宝塚市中筋4-1-19 797803993 コンビニエンスストア 一般 株式会社髙嶋 代表取締役 髙嶋 正勝 661-0003 兵庫県尼崎市富松町3-21-33 664230944 神北(宝健)第4-216 令和3年6月1日
000028 2000131547 サンチェスタ　2F 669-1543 三田市下深田角オレ373 乳類販売業 自動販売機 コカ・コーラボトラーズジャパン株式会社 代表取締役 カリン・ ドラガン 107-0052 東京都港区赤坂9-7-1 926418581 神北(宝健)第4-49 令和3年6月1日
000028 2000131953 株式会社万代宝塚中筋店 665-0874 宝塚市中筋2-10-40 797801003 自動販売機（要届出のコップ式自動販売機及び要許可を除く） 自動販売機 株式会社万代 代表取締役 阿部 秀行 544-0003 大阪府大阪市生野区小路東3丁目10番13号 667203305 神北(宝健)第4-92 令和3年6月1日
000028 2000132079 イズミヤ小林店　２Ｆ休憩室 665-0034 宝塚市小林5-5-47 797730101 コップ式自動販売機（自動洗浄・屋内設置） 自動販売機 ナショナル・ベンディング株式会社 代表取締役 藤山 雄一郎 108-0014 東京都港区芝四丁目10番3号 364594781 神北(宝健)第4-101 令和3年6月1日
000028 2000132080 イズミヤ小林店　４Ｆ従食 665-0034 宝塚市小林5-5-47 797730101 コップ式自動販売機（自動洗浄・屋内設置） 自動販売機 ナショナル・ベンディング株式会社 代表取締役 藤山 雄一郎 108-0014 東京都港区芝四丁目10番3号 364594781 神北(宝健)第4-102 令和3年6月1日
000028 2000132241 デイサービスセンター　ありまふじ 669-1506 三田市志手原1076-41 795596477 集団給食（４）その他 集団給食 ウェルフェアー株式会社 代表取締役 赤枝 尚人 612-8312 京都府京都市伏見区津知橋町411-6 756236666 神北(宝健)第21-243 令和3年10月13日
000028 2000132440 アゼリア 669-1527 三田市中町2-14　プラザホテル三田1F 795697885 乳類販売業 自動販売機 有限会社ナカマチ 取締役 中西 英樹 669-1527 兵庫県三田市中町2番14号 795697885 神北(宝健)第4-90 令和3年6月1日
000028 2000132586 コープ仁川　2F 従食 665-0061 宝塚市仁川北2-7-1 コップ式自動販売機（自動洗浄・屋内設置） 自動販売機 株式会社アペックス西日本 代表取締役 森 吉平 550-0015 大阪府大阪市西区南堀江四丁目25番24号 665359024 神北(宝健)第4-73 令和3年6月1日
000028 2000132761 ドラッグコスモス富士が丘店 669-1547 三田市富士が丘5-1 795533411 百貨店、総合スーパー 一般 株式会社コスモス薬品 代表取締役 横山 英昭 812-0013 福岡県福岡市博多区博多駅東二丁目10番1号第一福岡ビルS館4階 924330660 神北(宝健)第4-39 令和3年6月1日
000028 2000133088 中山ちどり 665-0877 宝塚市中山桜台1-7-1 乳類販売業 自動販売機 近畿中央ヤクルト販売株式会社 代表取締役 土田 裕美 567-0862 大阪府茨木市美沢町15-30 726348960 神北(宝健)第4-121 令和3年6月1日
000028 2000133146 株式会社みの源中山店 665-0871 宝塚市中山五月台2-11-6 797886262 その他の食料・飲料販売業 一般 株式会社みの源中山店 代表取締役 瀧内 源次郎 665-0871 兵庫県宝塚市中山五月台2-11-6 797886262 神北(宝健)第4-243 令和3年6月1日
000028 2000133172 パンネル　グランデ・中山寺 665-0874 宝塚市中筋5-3-1 797898823 乳類販売業 一般 株式会社一麦 代表取締役 羽鹿 正紀 665-0013 兵庫県宝塚市宝梅1-12-7 797728787 神北(宝健)第4-244 令和3年6月1日
000028 2000133522 やまや三田ウッデタウン店 669-1322 三田市すずかけ台3-2 795538622 その他の食料・飲料販売業 一般 やまや関西株式会社 代表取締役 山内 英靖 983-0852 宮城県仙台市宮城野区榴岡3丁目4番1号 227423111 神北(宝健)第4-118 令和3年6月1日
000028 2000133782 日本マクドナルド㈱逆瀬川アピア店 665-0035 宝塚市逆瀬川1-11-1アピア2 797762371 乳類販売業 一般 日本マクドナルド株式会社 代表取締役 日色 保 163-1339 東京都新宿区西新宿六丁目5番1号 369115650 神北(宝健)第4-252 令和3年6月1日
000028 2000133906 宝塚大劇場　４Ｆ 665-0845 宝塚市栄町1-1-57 797856263 コップ式自動販売機（自動洗浄・屋内設置） 自動販売機 ナショナル・ベンディング株式会社 代表取締役 藤山 雄一郎 108-0014 東京都港区芝四丁目10番3号 364594781 神北(宝健)第4-100 令和3年6月1日
000028 2000133922 ドラッグコスモスすずかけ台店 669-1322 三田市すずかけ台1-14 795611270 百貨店、総合スーパー 一般 株式会社コスモス薬品 代表取締役 横山 英昭 812-0013 福岡県福岡市博多区博多駅東二丁目10番1号第一福岡ビルS館4階 924330660 神北(宝健)第4-48 令和3年6月1日
000028 2000133967 パーラー三田城　三田　ホール(CCBJI受託) 669-1528 三田市駅前町20-20 コップ式自動販売機（自動洗浄・屋内設置） 自動販売機 株式会社アペックス西日本 代表取締役 森 吉平 550-0015 大阪府大阪市西区南堀江四丁目25番24号 665359024 神北(宝健)第4-131 令和3年6月1日
000028 2000134171 Ｍatthew　Ａnderson 665-0015 宝塚市光ガ丘1-6-25 797511577 食肉販売業 一般 Ｍatthew Ａnderson 神北(宝健)第4-146 令和3年6月1日
000028 2000134195 社会福祉法人宝塚さくら福祉会　宝塚さくらんぼ保育園 665-0034 宝塚市小林5-3-39 797807200 集団給食（４）その他 集団給食 社会福祉法人宝塚さくら福祉会 理事長 和田 縉市朗 665-0043 兵庫県宝塚市高松町13番2号 797772277 神北(宝健)第21-417 令和3年11月30日
000028 2000134278 エディオン宝塚店 665-0825 宝塚市安倉西1-1-1 797846801 乳類販売業 自動販売機 コカ・コーラボトラーズジャパン株式会社 代表取締役 カリン・ ドラガン 107-0052 東京都港区赤坂9-7-1 926418581 神北(宝健)第4-411 令和3年6月1日
000028 2000134439 Placebo 669-1537 三田市西山2-1-3 795061503 乳類販売業 一般 竹内 秀晃 神北(宝健)第4-274 令和3年6月1日
000028 2000135421 新日本カレンダー３Ｆ 669-1339 三田市テクノパーク5-9 795683374 コップ式自動販売機（自動洗浄・屋内設置） 自動販売機 ナショナル・ベンディング株式会社 代表取締役 藤山 雄一郎 108-0014 東京都港区芝四丁目10番3号 364594781 神北(宝健)第4-95 令和3年6月1日
000028 2000135612 やまや宝塚中筋店 665-0874 宝塚市中筋7-92-4 797822300 その他の食料・飲料販売業 一般 やまや関西株式会社 代表取締役 山内 英靖 983-0852 宮城県仙台市宮城野区榴岡3丁目4番1号 227423111 神北(宝健)第4-123 令和3年6月1日
000028 2000136600 三菱電機㈱三田製作所C301 3F休憩室 669-1513 三田市三輪2-3-33 795634371 コップ式自動販売機（自動洗浄・屋内設置） 自動販売機 サントリービバレッジソリューション株式会社 代表取締役 及川 剛 160-6111 東京都新宿区西新宿八丁目17番1号 363040501 神北(宝健)第4-596 令和3年6月1日
000028 2000136628 日本ピラー工業　２Ｆ食堂 669-1333 三田市下内神541-1 乳類販売業 自動販売機 コカ・コーラボトラーズジャパン株式会社 代表取締役 カリン・ ドラガン 107-0052 東京都港区赤坂9-7-1 926418581 神北(宝健)第4-591 令和3年6月1日
000028 2000136636 阪急電鉄㈱雲雀丘花屋敷駅３Ｆ従食 665-0805 宝塚市雲雀丘1-1-10 727583003 コップ式自動販売機（自動洗浄・屋内設置） 自動販売機 株式会社　アペックス西日本 代表取締役 森 吉平 550-0015 大阪府大阪市西区南堀江四丁目25番24号 665359024 神北(宝健)第4-468 令和3年6月1日
000028 2000136637 フレミラ宝塚 665-0867 宝塚市売布東の町12-8 797853861 コップ式自動販売機（自動洗浄・屋内設置） 自動販売機 株式会社アペックス西日本 代表取締役 森 吉平 550-0015 大阪府大阪市西区南堀江四丁目25番24号 665359024 神北(宝健)第4-605 令和3年6月1日
000028 2000137681 日立Ａｓｔｅｍｏ株式会社  三田第二工場　1Ｆ休憩所 669-1339 三田市テクノパーク5-4 コップ式自動販売機（自動洗浄・屋内設置） 自動販売機 株式会社アペックス西日本 代表取締役 森 吉平 550-0015 大阪府大阪市西区南堀江4-25-24 665359024 神北(宝健)第4-471 令和3年6月1日
000028 2000137715 総合食品エスイー株式会社  兵庫東営業所 665-0814 宝塚市山本野里2-1-45 797821129 その他の食料・飲料販売業 一般 総合食品エスイー株式会社 代表取締役 堤 庸司 612-8443 京都府京都市伏見区竹田藁屋町80 756214525 神北(宝健)第4-179 令和3年6月1日
000028 2000137770 マクドナルド　仁川店 665-0054 宝塚市鹿塩1-327 798536457 乳類販売業 一般 有限会社ステイブル 代表取締役 田中 久則 661-0047 兵庫県尼崎市西昆陽3-3-1 664213553 神北(宝健)第4-377 令和3年6月1日
000028 2000137777 マクドナルド　小林イズミヤ店 665-0034 宝塚市小林5-5-47 797761810 乳類販売業 一般 有限会社ステイブル 代表取締役 田中 久則 661-0047 兵庫県尼崎市西昆陽3-3-1 664213553 神北(宝健)第4-376 令和3年6月1日
000028 2000137839 株式会社ダイエー宝塚中山店　従食 665-0867 宝塚市売布東の町21-22 コップ式自動販売機（自動洗浄・屋内設置） 自動販売機 株式会社アペックス西日本 代表取締役 森 吉平 550-0015 大阪府大阪市西区南堀江四丁目25番24号 665359024 神北(宝健)第4-606 令和3年6月1日
000028 2000138364 サンディ宝塚安倉店 665-0823 宝塚市安倉南1-20-33 797855154 百貨店、総合スーパー 一般 株式会社サンディ 代表取締役 伊藤 仙治 532-0004 大阪府大阪市淀川区西宮原二丁目7番50号 663940090 神北(宝健)第21-62 令和3年6月1日
000028 2000138532 ローソン宝塚山本南二丁目店 665-0882 宝塚市山本南2-7-16 797885047 コンビニエンスストア 一般 林田 充弘 神北(宝健)第4-589 令和3年6月1日
000028 2000138536 三菱マテリアル㈱三田工場　6K2025 669-1339 三田市テクノパーク12-6 795682300 コップ式自動販売機（自動洗浄・屋内設置） 自動販売機 サントリービバレッジソリューション株式会社 代表取締役 及川 剛 160-6111 東京都新宿区西新宿八丁目17番1号 363040501 神北(宝健)第4-474 令和3年6月1日
000028 2000138609 スシロー宝塚高司店 665-0051 宝塚市高司1-6-21 797782701 魚介類販売業 一般 株式会社あきんどスシロー 代表取締役 新居 耕平 564-0063 大阪府吹田市江坂町1-22-2 663681001 神北(宝健)第4-311 令和3年6月1日
000028 2000139032 ウエルシア三田天神店 669-1531 三田市天神1-5-14 795649801 百貨店、総合スーパー 一般 ウエルシア薬局株式会社 松本 忠久 101-0021 東京都千代田区外神田2-2-15 352095677 神北(宝健)第4-150 令和3年6月1日



000028 2000139167 宝山保育園 665-0881 宝塚市山本東3-7-19 797897088 集団給食（４）その他 集団給食 社会福祉法人富山福祉会 理事長 三重野 宗隆 669-2345 兵庫県丹波篠山市東岡屋708番2 795522349 神北(宝健)第21-142 令和3年9月7日
000028 2000139469 清水山給食センター 669-1506 三田市志手原1143 795594691 集団給食（１）学校 集団給食 三田市 市長 森 哲男 669-1513 兵庫県三田市三輪2丁目1番1号 795631111 神北(宝健)第21-163 令和3年9月13日
000028 2000139690 たからづか牛乳　南口店 665-0011 宝塚市南口2-12-14 797808662 乳類販売業 一般 有限会社たからづか牛乳 代表取締役 山本 陽子 665-0051 兵庫県宝塚市高司5-2-9 797775530 神北(宝健)第4-318 令和3年6月1日
000028 2000139792 呉竹電鋼㈱工場入口前 669-1358 三田市藍本2615 795680252 乳類販売業 自動販売機 神戸ヤクルト販売株式会社 代表取締役 谷川 清十郎 651-0056 兵庫県神戸市中央区熊内町5-3-8 782418960 神北(宝健)第4-449 令和3年6月1日
000028 2000139874 三田高原病院内売店 669-1333 三田市下内神525-1 795675570 その他の食料・飲料販売業 一般 株式会社ニューライフ 代表取締役 大塚 由紀 669-1345 兵庫県三田市下相野394-1 795684482 神北(宝健)第4-331 令和3年6月1日
000028 2000140286 マルチュウ山本店 665-0814 宝塚市山本野里1-50-5 797696853 百貨店、総合スーパー 一般 株式会社マルチュウ 代表取締役 湯本 正基 561-0864 兵庫県伊丹市昆陽南1丁目2番4号 727837432 神北(宝健)第4-8 令和3年6月1日
000028 2000140477 イトマンスイミングスクール　三田校 669-1546 三田市弥生が丘1-1-2　サンフラワービル3F 795536188 乳類販売業 自動販売機 サントリービバレッジソリューション株式会社 代表取締役 及川 剛 160-6111 東京都新宿区西新宿八丁目17番1号 363040501 神北(宝健)第4-436 令和3年6月1日
000028 2000140479 上野製薬㈱三田工場　食堂 669-1339 三田市テクノパーク4-1 795682210 コップ式自動販売機（自動洗浄・屋内設置） 自動販売機 サントリービバレッジソリューション株式会社 代表取締役 及川 剛 160-6111 東京都新宿区西新宿八丁目17番1号 363040501 神北(宝健)第4-476 令和3年6月1日
000028 2000140549 ローソン宝塚栄町1丁目店 665-0845 宝塚市栄町1-10-25 797865335 コンビニエンスストア 一般 有限会社ＳＴＡＣ 代表取締役 髙橋 陽 663-8003 兵庫県西宮市上大市2-9-26 798519307 神北(宝健)第4-335 令和3年6月1日
000028 2000140825 セブンーイレブン宝塚小林3丁目店 665-0034 宝塚市小林3-9-33 797770203 コンビニエンスストア 一般 中出 宏史 神北(宝健)第4-334 令和3年6月1日
000028 2000140987 イオンリテール株式会社  イオン三田ウッディタウン店従食（CCBJI受託） 669-1321 三田市けやき台1-10 コップ式自動販売機（自動洗浄・屋内設置） 自動販売機 株式会社アペックス西日本 代表取締役 森 吉平 550-0015 大阪府大阪市西区南堀江四丁目25番24号 783062130 神北(宝健)第4-478 令和3年6月1日
000028 2000141342 ファミリーマート　阪急中山駅前店 665-0861 宝塚市中山寺1-13-21 797855611 コンビニエンスストア 一般 株式会社神戸海援隊 代表取締役 岸本 信一 657-0821 兵庫県神戸市灘区赤坂通6-4-14　ティオー赤坂401 788010778 神北(宝健)第4-215 令和3年6月1日
000028 2000141476 ココカラファイン　宝塚小林店 665-0034 宝塚市小林5-4-6 797765651 その他の食料・飲料販売業 一般 株式会社ココカラファインヘルスケア 代表取締役 塚本 厚志 222-0033 神奈川県横浜市港北区新横浜3-17-6 455485996 神北(宝健)第4-333 令和3年6月1日
000028 2000141778 セブン－イレブン三田けやき台店 669-1321 三田市けやき台3-75-4 795643315 コンビニエンスストア 一般 田中 義人 神北(宝健)第4-349 令和3年6月1日
000028 2000141951 ウエルシア宝塚中筋店 665-0874 宝塚市中筋8-11-63 797880600 百貨店、総合スーパー 一般 ウエルシア薬局株式会社 代表取締役 松本 忠久 101-0021 東京都千代田区外神田2-2-15 352095677 神北(宝健)第4-265 令和3年6月1日
000028 2000142299 ローソン宝塚平井店 665-0816 宝塚市平井6-9-14 797896033 コンビニエンスストア 一般 株式会社髙嶋 代表取締役 髙嶋 正勝 661-0003 兵庫県尼崎市富松町3-21-33 664230944 神北(宝健)第4-341 令和3年6月1日
000028 2000142441 三菱三田B201南側2F牛乳 669-1513 三田市三輪2-3-33 795634371 乳類販売業 自動販売機 コカ・コーラボトラーズジャパン株式会社 代表取締役 カリン・ ドラガン 107-0052 東京都港区赤坂9-7-1 926418581 神北(宝健)第4-418 令和3年6月1日
000028 2000142442 三菱三田B101屋外牛乳 669-1513 三田市三輪2-3-33 795634371 乳類販売業 自動販売機 コカ・コーラボトラーズジャパン株式会社 代表取締役 カリン・ ドラガン 107-0052 東京都港区赤坂9-7-1 926418581 神北(宝健)第4-419 令和3年6月1日
000028 2000142443 三菱三田C201北側3F牛乳 669-1513 三田市三輪2-3-33 795634371 乳類販売業 自動販売機 コカ・コーラボトラーズジャパン株式会社 代表取締役 カリン・ ドラガン 107-0052 東京都港区赤坂9-7-1 926418581 神北(宝健)第4-420 令和3年6月1日
000028 2000142544 森永牛乳　花屋敷販売所 665-0811 宝塚市南ひばりガ丘1-17-24 797882105 乳類販売業 一般 中田 良一 神北(宝健)第4-343 令和3年6月1日
000028 2000142547 デイリーヤマザキ宝塚安倉中店 665-0822 宝塚市安倉中3-12-35 797843263 コンビニエンスストア 一般 山崎製パン株式会社 代表取締役 飯島 延浩 101-8585 東京都千代田区岩本町三丁目10番1号 473230001 神北(宝健)第4-346 令和3年6月1日
000028 2000142760 スーパーマルハチ　ウッディタウン店 669-1323 三田市あかしあ台5-31-1 795537030 百貨店、総合スーパー 一般 株式会社マルハチ 代表取締役 栗花 正雄 651-0064 兵庫県神戸市中央区大日通1丁目2番18号 782320839 神北(宝健)第4-350 令和3年6月1日
000028 2000143154 ファミリーマート逆瀬台一丁目店 665-0024 宝塚市逆瀬台1-1-11 797765598 コンビニエンスストア 一般 株式会社丸タ商店 代表取締役 上嶋 庄治 663-8114 兵庫県西宮市上甲子園5-5-17 798222502 神北(宝健)第4-250 令和3年6月1日
000028 2000143344 Ｄelivery　ＩＮＡＭＩ　宝塚営業所 665-0823 宝塚市安倉南2-19-16-B号 120369173 乳類販売業 一般 株式会社稲美乳販 代表取締役 船山 英宣 675-1104 兵庫県加古郡稲美町野寺939-1 794950600 神北(宝健)第4-353 令和3年6月1日
000028 2000144383 アイディア研究舎 665-0875 宝塚市中筋山手1-3-31　ハイツみずきB-105 797807840 その他の食料品製造・加工業 一般 林 真理 神北(宝健)第4-267 令和3年6月1日
000028 2000144650 ローソンウッディタウン中央店 669-1321 三田市けやき台1-10-1 795654197 コンビニエンスストア 一般 有限会社尚和商事 代表取締役 岡田 尚也 665-0062 兵庫県宝塚市仁川高台2-5-27 798521097 神北(宝健)第21-15 令和3年6月1日
000028 2000144660 業務スーパー　三田けやき台店 669-1321 三田市けやき台1-7 795538010 百貨店、総合スーパー 一般 株式会社大洋商事 代表取締役 松戸 美代子 669-1529 兵庫県三田市中央町7-18　株式会社坊音内 795627733 神北(宝健)第21-42 令和3年6月1日
000028 2000144868 神谷興産株式会社 665-0051 宝塚市高司4-3-27 797771177 その他の食料品製造・加工業 一般 神谷興産株式会社 代表取締役 神谷 浩樹 665-0051 兵庫県宝塚市高司4-3-27 797771177 神北(宝健)第21-458 令和4年2月14日
000028 2000144910 宝塚じあい保育園 665-0852 宝塚市売布1-17-7 797268881 集団給食（４）その他 集団給食 社会福祉法人ルンビニー福祉会 理事長 波多 正文 660-0828 兵庫県尼崎市東大物町1丁目3-7 664816231 神北(宝健)第21-148 令和3年9月9日
000028 2000144975 ドン・キホーテ三田店 669-1514 三田市川除相認55 795536311 百貨店、総合スーパー 一般 株式会社ドン・キホーテ 代表取締役 𠮷田 直樹 153-0042 東京都目黒区青葉台2丁目19番10号 357257532 神北(宝健)第4-221 令和3年6月1日
000028 2000145066 宝塚医療大学売店 666-0162 宝塚市花屋敷緑ガ丘1 727368600 乳類販売業 一般 心幸サービス株式会社 代表取締役 山﨑 忠 660-0805 兵庫県尼崎市西長洲町1-3-20 664885213 神北(宝健)第4-362 令和3年6月1日
000028 2000145378 宝塚郵便局　食堂P.P 665-0827 宝塚市小浜2-1-20 乳類販売業 自動販売機 関西キリンビバレッジサービス株式会社 代表取締役 実川 勝己 530-0011 大阪府大阪市北区大深町4-20 677309206 神北(宝健)第4-442 令和3年6月1日
000028 2000145534 ニチイケアセンターウッディタウン 669-1321 三田市けやき台3-12-5 795531711 集団給食（４）その他 集団給食 株式会社ニチイ学館 代表取締役 森 信介 101-0062 東京都千代田区神田駿河台四丁目6番地 358345100 神北(宝健)第21-306 令和3年10月29日
000028 2000145563 宝塚リハビリテーション２Ｆ 665-0833 宝塚市鶴の荘22-2 812345 乳類販売業 自動販売機 近畿中央ヤクルト販売株式会社 代表取締役 土田 裕美 567-0862 大阪府茨木市美沢町15-30 726348960 神北(宝健)第4-447 令和3年6月1日
000028 2000146001 阪急オアシス宝塚中筋店  （水自販機） 665-0874 宝塚市中筋7-15-1 758633580 自動販売機（要届出のコップ式自動販売機及び要許可を除く） 自動販売機 イズミヤ・阪急オアシス株式会社 代表取締役 林 克弘 530-0017 大阪府大阪市北区角田町8番7号 663037497 神北(宝健)第4-398 令和3年6月1日
000028 2000146002 阪急オアシス宝塚中筋店 665-0874 宝塚市中筋7-15-1 797820133 百貨店、総合スーパー 一般 イズミヤ・阪急オアシス株式会社 代表取締役 林 克弘 530-0017 大阪府大阪市北区角田町8番7号 663037497 神北(宝健)第4-14 令和3年6月1日
000028 2000146286 ファミリーマート宝塚安倉中店 665-0822 宝塚市安倉中5-2-22 797855815 コンビニエンスストア 一般 鷲見 浩作 神北(宝健)第4-284 令和3年6月1日
000028 2000146578 三田わくわく村　本町事業所 669-1533 三田市三田町36-7 795588852 集団給食（４）その他 集団給食 社会福祉法人風 理事長 西田 孝夫 669-1515 兵庫県三田市大原字梅ノ木1546番地5 795640909 神北(宝健)第21-247 令和3年10月14日
000028 2000146772 パスカルさんだフラワー店 669-1546 三田市弥生が丘1-1-2 乳類販売業 自動販売機 山﨑 俊明 神北(宝健)第4-458 令和3年6月1日
000028 2000147064 ファミリーマート　三田カルチャータウン 669-1337 三田市学園4-1 795531128 コンビニエンスストア 一般 株式会社テック 代表取締役 今西 龍介 669-2202 兵庫県丹波篠山市東吹330-3 795900919 神北(宝健)第4-287 令和3年6月1日
000028 2000147391 愛宕原ゴルフ俱楽部クラブハウスレストラン 665-0808 宝塚市切畑字長尾山5-3 727568003 食肉販売業 一般 アコーディア・ゴルフ・アセット合同会社 代表社員 株式会社ゴルフ・アライアンス 職務執行者　大澤道雄 140-0002 東京都品川区東品川4-12-4 366881500 神北(宝健)第4-282 令和3年6月1日
000028 2000147525 ｱｲﾘｽｵｰﾔﾏ㈱三田工場2F休憩室 669-1339 三田市テクノパーク5-4 乳類販売業 自動販売機 コカ・コーラボトラーズジャパン株式会社 代表取締役 カリン・ ドラガン 107-0052 東京都港区赤坂9-7-1 926418581 神北(宝健)第4-425 令和3年6月1日
000028 2000148018 パントリーＪＲ宝塚駅店 665-0845 宝塚市栄町2-7-13 797860951 百貨店、総合スーパー 一般 株式会社大近 代表取締役 中津 裕彦 553-0003 大阪府大阪市福島区福島6丁目10番11号 664585261 神北(宝健)第4-61 令和3年6月1日
000028 2000148339 兵庫県立三田西陵高等学校 669-1324 三田市ゆりのき台3-4 乳類販売業 自動販売機 コカ・コーラボトラーズジャパン株式会社 代表取締役 カリン・ ドラガン 107-0052 東京都港区赤坂9-7-1 926418760 神北(宝健)第4-427 令和3年6月1日
000028 2000148823 スーパーマーケットＮＩＳＨＩＹＡＭＡ  三田フラワータウン店 669-1544 三田市武庫が丘7-1 795696222 自動販売機（要届出のコップ式自動販売機及び要許可を除く） 自動販売機 西山寛商事株式会社 代表取締役 吉田 康宏 620-0045 京都府福知山市駅前町41-2 773220200 神北(宝健)第4-233 令和3年6月1日
000028 2000148928 桔梗屋本舗 669-1211 宝塚市大原野字井上36-1 797911546 魚介類販売業 一般 井上 悦典 神北(宝健)第4-389 令和3年6月1日
000028 2000149216 サンヒルズ八景１番館 669-1534 三田市横山町17-13 795533537 集団給食（４）その他 集団給食 社会福祉法人三翠会 理事長 田﨑 幹雄 669-1345 兵庫県三田市下相野薬師尾1460番地の1 795681314 神北(宝健)第21-103 令和3年7月30日
000028 2000149392 明治牛乳宝塚東販売所 665-0046 宝塚市福井町21-24 797724458 乳類販売業 一般 神北(宝健)第4-386 令和3年6月1日
000028 2000149574 鳳鳴製茶 669-1501 三田市母子297 795660339 食品製造業 不要許可一般 塚本 吉晃 平成27年1月30日
000028 2000149744 三菱電機株式会社　三田製作所  Ｃ２０１棟３Ｆ　ＥＶ前（ＣＣＢＪＩ受託） 669-1513 三田市三輪2-3-33 079-563-3001 コップ式自動販売機（自動洗浄・屋内設置） 自動販売機 株式会社アペックス西日本 代表取締役 森 吉平 550-0015 大阪府大阪市西区南堀江4-25-24 665359024 神北(宝健)第4-488 令和3年6月1日
000028 2000149758 三菱電機株式会社　三田製作所  Ｃ２０１棟４Ｆ　ＥＶ前（ＣＣＢＪＩ受託） 669-1513 三田市三輪2-3-33 コップ式自動販売機（自動洗浄・屋内設置） 自動販売機 株式会社アペックス西日本 代表取締役 森 吉平 550-0015 大阪府大阪市西区南堀江4-25-24 665359024 神北(宝健)第4-489 令和3年6月1日
000028 2000149831 ライフデリ三田 669-1535 三田市南が丘2-14-23 795630306 集団給食（４）その他 集団給食 株式会社ビオネスト 代表取締役 石野 政道 651-0087 兵庫県神戸市中央区御幸通2丁目1番6号 782618787 神北(宝健)第21-308 令和3年11月1日
000028 2000150172 三菱電機株式会社　三田製作所  Ｃ１０１棟３Ｆ（ＣＣＢＪＩ受託） 669-1513 三田市三輪2-3-33 コップ式自動販売機（自動洗浄・屋内設置） 自動販売機 株式会社アペックス西日本 代表取締役 森 吉平 550-0015 大阪府大阪市西区南堀江4-25-24 665359024 神北(宝健)第4-490 令和3年6月1日
000028 2000150375 広野乳販 669-1316 三田市上井沢482　シエンプレ105号 乳類販売業 一般 三宅 和馬 神北(宝健)第21-16 令和3年6月1日
000028 2000150387 セブンイレブン宝塚安倉南４丁目店 665-0823 宝塚市安倉南4-37-18 797811107 コンビニエンスストア 一般 藤村 操 神北(宝健)第21-17 令和3年6月1日
000028 2000150529 宝塚ＣＯＣＯＲＯ保育園 665-0874 宝塚市中筋4-11-19 797895517 集団給食（４）その他 集団給食 社会福祉法人千寿福祉会 理事長 小林 和彦 708-0844 岡山県津山市瓜生原326-1 868263118 神北(宝健)第21-154 令和3年9月9日
000028 2000150888 ウエルシア宝塚山本店 665-0883 宝塚市山本中2-1-29 797822600 百貨店、総合スーパー 一般 ウエルシア薬局株式会社 代表取締役 松本 忠久 101-0021 東京都千代田区外神田二丁目2番15号 352095677 神北(宝健)第21-18 令和3年6月1日
000028 2000151095 ファミリーマート宝塚市立病院店 665-0827 宝塚市小浜4丁目5-1 797853334 コンビニエンスストア 一般 エア・ウォーター・メディエイチ株式会社 代表取締役 石川 直由 141-0031 東京都品川区西五反田二丁目12番3号 354375951 神北(宝健)第4-6 令和3年6月1日
000028 2000151120 阪急阪神百貨店宝塚HAC　6I4436 665-0845 宝塚市栄町2-1-1 797818010 コップ式自動販売機（自動洗浄・屋内設置） 自動販売機 サントリービバレッジソリューション株式会社 代表取締役 及川 剛 160-0023 東京都新宿区西新宿八丁目17番1号 363040501 神北(宝健)第4-492 令和3年6月1日
000028 2000151122 希望の家　グリーンホーム 669-1231 宝塚市玉瀬字田畠10 911800 乳類販売業 自動販売機 株式会社　共進舎牧農園 代表取締役 中尾 嘉延 650-0016 兵庫県神戸市中央区橘通1-2-12 783711761 神北(宝健)第4-431 令和3年6月1日
000028 2000151123 希望の家　サンホーム 669-1231 宝塚市玉瀬字田畠9 911800 乳類販売業 自動販売機 株式会社　共進舎牧農園 代表取締役 中尾 嘉延 650-0016 兵庫県神戸市中央区橘通1-2-12 783711761 神北(宝健)第4-432 令和3年6月1日
000028 2000151155 サンディ宝塚山本店 665-0883 宝塚市山本中2-2-20 797821172 百貨店、総合スーパー 一般 株式会社サンディ 代表取締役 伊藤 仙治 532-0004 大阪府大阪市淀川区西宮原二丁目7番50号 663940090 神北(宝健)第21-19 令和3年6月1日
000028 2000151158 サンディ宝塚山本店 665-0883 宝塚市山本中2-2-20 魚介類販売業 一般 有限会社武洋 代表取締役 中村 義和 561-0862 大阪府豊中市西泉丘1-1-3 668548677 神北(宝健)第21-21 令和3年6月1日
000028 2000151249 三菱電機㈱三田製作所　C201　4F 669-1513 三田市三輪2-3-33 795594371 乳類販売業 自動販売機 コカ・コーラボトラーズジャパン株式会社 代表取締役 カリン・ ドラガン 107-0052 東京都港区赤坂9-7-1 926418581 神北(宝健)第4-428 令和3年6月1日
000028 2000151252 森永牛乳中山寺販売所・三笠町販売所 665-0863 宝塚市三笠町7-22 797848289 乳類販売業 一般 堂本 孝行 神北(宝健)第21-20 令和3年6月1日
000028 2000151364 グランポルト宝塚 665-0842 宝塚市川面3-23-12 797832511 集団給食（４）その他 集団給食 医療法人社団大門医院 理事長 大門 勝史 665-0842 兵庫県宝塚市川面三丁目23番12号 797832511 神北(宝健)第21-150 令和3年9月9日
000028 2000151464 ファミリーマート宝塚山本野里店 665-0814 宝塚市山本野里3-27-4 797893011 コンビニエンスストア 一般 Ｍ株式会社 代表取締役 奥田 浩信 652-0812 兵庫県神戸市兵庫区湊町3丁目1番20号 785760707 神北(宝健)第4-7 令和3年6月1日
000028 2000151914 ローソン宝塚安倉南二丁目店 665-0823 宝塚市安倉南2-10-34 797845777 コンビニエンスストア 一般 林田 充弘 神北(宝健)第4-38 令和3年6月1日
000028 2000151996 日立ｵｰﾄﾓﾃｨﾌﾞｼｽﾃﾑｽﾞﾋﾞｼﾞﾈｽｻｰﾋﾞｽ株式会社 669-1339 三田市テクノパーク13-6 795682633 乳類販売業 一般 日立ｵｰﾄﾓﾃｨﾌﾞｼｽﾃﾑｽﾞﾋﾞｼﾞﾈｽｻｰﾋﾞｽ株式会社 代表取締役社長 青木 和行 243-0032 神奈川県厚木市恩名4-7-1 462233721 神北(宝健)第4-47 令和3年6月1日
000028 2000152174 宝塚清光苑・ウエル保育園 665-0066 宝塚市仁川団地4-15 798515510 集団給食（４）その他 集団給食 社会福祉法人ウエル清光会 理事長 小池 由久 560-0035 大阪府豊中市箕輪2-13-12 668407088 神北(宝健)第21-84 令和3年7月14日
000028 2000152207 株式会社宝屋 665-0051 宝塚市高司4-3-10 797782891 海藻製造・加工業 一般 株式会社宝屋 代表取締役 安田 千晴 665-0051 兵庫県宝塚市高司4-3-10 797782891 神北(宝健)第21-68 令和3年6月24日
000028 2000152401 ローソン三田大原店 669-1515 三田市大原643-1 795653963 コンビニエンスストア 一般 ディアーサークル株式会社 代表取締役 鹿丸 秀也 669-1337 兵庫県三田市学園七丁目3番6号 795587722 神北(宝健)第4-43 令和3年6月1日
000028 2000152407 ローソン三田市相生町店 669-1526 三田市相生町25-19 795592602 コンビニエンスストア 一般 ディアーサークル株式会社 代表取締役 鹿丸 秀也 669-1337 兵庫県三田市学園七丁目3番6号 795587722 神北(宝健)第4-44 令和3年6月1日
000028 2000152412 ローソンＪＲ三田駅北店 669-1512 三田市高次1-2-29 795590688 コンビニエンスストア 一般 ディアーサークル株式会社 代表取締役 鹿丸 秀也 669-1337 兵庫県三田市学園七丁目3番6号 795587722 神北(宝健)第4-45 令和3年6月1日
000028 2000152636 ローソンストア１００宝塚南口駅前店 665-0011 宝塚市南口2-14-2 797765099 コンビニエンスストア 一般 株式会社ローソンストア１００ 代表取締役 佐藤 隆史 212-0014 神奈川県川崎市幸区大宮町1310番 442017001 神北(宝健)第4-28 令和3年6月1日
000028 2000152640 ㈱ハイレックスコーポレーションＢ1Ｆ 665-0845 宝塚市栄町1-12-28 0797-76-3830 コップ式自動販売機（自動洗浄・屋内設置） 自動販売機 株式会社アペックス西日本 代表取締役 森 吉平 550-0015 大阪府大阪市西区南堀江四丁目25番24号 665359024 神北(宝健)第4-494 令和3年6月1日
000028 2000152641 ナチュールスパ宝塚 665-0003 宝塚市湯本町9-33 コップ式自動販売機（自動洗浄・屋内設置） 自動販売機 株式会社アペックス西日本 代表取締役 森 吉平 550-0015 大阪府大阪市西区南堀江四丁目25番24号 665359024 神北(宝健)第4-495 令和3年6月1日
000028 2000154187 森迫脳神経外科　３階　Ｐ.Ｐ. 665-0816 宝塚市平井5-1-8 797821116 乳類販売業 自動販売機 コカ・コーラボトラーズジャパン株式会社 代表取締役 カリン・ ドラガン 107-0052 東京都港区赤坂9-7-1 926418581 神北(宝健)第4-429 令和3年6月1日
000028 2000154198 ドラッグコスモス安倉北店 665-0821 宝塚市安倉北3-8-10 百貨店、総合スーパー 一般 株式会社コスモス薬品 代表取締役 横山 英昭 812-0013 福岡県福岡市博多区博多駅東2丁目10番1号第一福岡ビルＳ館4階 924330660 神北(宝健)第4-37 令和3年6月1日
000028 2000154211 ローソン　三田福島店 669-1313 三田市福島字宮野前501-13 コンビニエンスストア 一般 有限会社尚和商事 岡田 尚也 665-0062 兵庫県宝塚市仁川高台2丁目5番27号 798521097 神北(宝健)第4-63 令和3年6月1日
000028 2000154347 阪急タクシー株式会社　平井車庫 665-0816 宝塚市平井7-67 コップ式自動販売機（自動洗浄・屋内設置） 自動販売機 株式会社アペックス西日本 代表取締役 森 吉平 550-0015 大阪府大阪市西区南堀江四丁目25番24号 665359024 神北(宝健)第4-599 令和3年6月1日
000028 2000154467 ベストスマイル山本丸橋 665-0815 宝塚市山本丸橋1-14-1 797888822 集団給食（４）その他 集団給食 株式会社Ａｃｔ’ｓ　Ｄｅｓｉｇｎ 代表取締役 森川 賢一 665-0021 兵庫県宝塚市中州1丁目3番13号 797888822 神北(宝健)第21-383 令和3年11月24日
000028 2000154579 アピア1　2F自販機コーナー 665-0035 宝塚市逆瀬川1-2-1 コップ式自動販売機（自動洗浄・屋内設置） 自動販売機 株式会社アペックス西日本 代表取締役 森 吉平 550-0015 大阪府大阪市西区南堀江四丁目25番24号 665359024 神北(宝健)第4-600 令和3年6月1日
000028 2000154584 セブンイレブンハートインＪＲ新三田駅前店 669-1313 三田市福島字道野上440 795611067 コンビニエンスストア 一般 株式会社ジェイアール西日本デイリーサービスネット 代表取締役 中西 豊 661-0976 兵庫県尼崎市潮江1丁目2番12号 649609819 神北(宝健)第4-111 令和3年6月1日
000028 2000154884 セブンイレブンハートインＪＲ三田駅南口店 669-1528 三田市駅前町1-32 795697381 コンビニエンスストア 一般 株式会社ジェイアール西日本デイリーサービスネット 代表取締役 中西 豊 661-0976 兵庫県尼崎市潮江1丁目2番12号 649609819 神北(宝健)第4-117 令和3年6月1日
000028 2000155173 アクサス株式会社三田店　店内(CCBJI受託) 669-1321 三田市けやき台1-10-1　 コップ式自動販売機（自動洗浄・屋内設置） 自動販売機 株式会社アペックス西日本 代表取締役 森 吉平 550-0015 大阪府大阪市西区南堀江四丁目25番24号 783062130 神北(宝健)第4-615 令和3年6月1日
000028 2000155544 神戸三田キャンパス店トイボックス 669-1330 三田市学園上ケ原1 795657676 乳類販売業 一般 関西学院大学生活協同組合 代表理事 池上 正寿 662-0891 兵庫県西宮市上ケ原一番町1番155号関西学院内 798537001 神北(宝健)第4-116 令和3年6月1日
000028 2000155739 業務スーパー三田中央店 669-1529 三田市中央町19-23 795530039 百貨店、総合スーパー 一般 株式会社大洋商事 代表取締役 松戸 美代子 669-1529 兵庫県三田市中央町7-18株式会社防音内 795627733 神北(宝健)第21-22 令和3年6月1日
000028 2000155812 東宝塚さとう病院売店 665-0873 宝塚市長尾町2-1 乳類販売業 一般 株式会社アインファーマシーズ 代表取締役 大石 美也 003-0005 北海道札幌市白石区東札幌五条二丁目4番30号118143100 神北(宝健)第4-201 令和3年6月1日
000028 2000155838 ミルク　たんぽぽ園 669-1537 三田市西山1-13-6 795588500 集団給食（４）その他 集団給食 特定非営利活動法人保育ネットワーク・ミルク 理事長 小泉 雅子 669-1537 兵庫県三田市西山一丁目13-6 795588500 神北(宝健)第21-164 令和3年9月13日
000028 2000155947 ニューヤマザキデイリーストア  三田市民病院店 669-1321 三田市けやき台3-1-1　三田市民病院内　１階 079-565-3910 コンビニエンスストア 一般 株式会社フードテックジャパン 代表取締役 山下 展誉 655-0003 兵庫県神戸市垂水区小束山本町2-2-1 078-783-6135 神北(宝健)第4-154 令和3年6月1日
000028 2000155958 プルミエ歯科医院 665-0823 宝塚市安倉南1-17-25 797786373 コップ式自動販売機（自動洗浄・屋内設置） 自動販売機 株式会社アペックス西日本 代表取締役 森 吉平 550-0015 大阪府大阪市西区南堀江4-25-24 665359024 神北(宝健)第21-23 令和3年6月1日
000028 2000156300 ティップネス宝塚 665-0845 宝塚市栄町1-8-26 797830351 自動販売機（要届出のコップ式自動販売機及び要許可を除く） 自動販売機 株式会社朋コーポレーション 代表取締役 下河原 征道 130-0022 東京都墨田区江東橋2丁目2番3号　三和ビル6F 356116336 神北(宝健)第21-24 令和3年6月1日
000028 2000156378 （株）ロペ商事 669-1525 三田市対中町1390-2 農産保存食料品製造・加工業 一般 株式会社ロペ商事 代表取締役 金光 秘義 669-1533 兵庫県三田市三田町9-10-101号 795594305 神北(宝健)第21-7 令和4年4月15日
000028 2000156550 マルミヤ 665-0836 宝塚市清荒神1-11-1 797810038 野菜果物販売業 一般 阿部 一人 神北(宝健)第21-25 令和3年6月1日
000028 2000156582 ノア・テニススクール　宝塚店　1Ｆ 665-0825 宝塚市安倉西3-8-15ノア・テニススクール内 797817888 自動販売機（要届出のコップ式自動販売機及び要許可を除く） 自動販売機 大船装飾株式会社 代表取締役 木村 英生 550-0022 大阪府大阪市西区本田2-6-10 665819771 神北(宝健)第21-26 令和3年6月1日
000028 2000156598 セブンイレブンキヨスクＪＲ三田駅改札口店 669-1528 三田市駅前町1-32 795698675 コンビニエンスストア 一般 株式会社ジェイアール西日本デイリーサービスネット 代表取締役 中西 豊 661-0976 兵庫県尼崎市潮江1丁目2番12号 649609100 神北(宝健)第4-153 令和3年6月1日
000028 2000156620 生活協同組合コープこうべ  三田西レジ前（CCBJI受託） 669-1547 三田市富士が丘2-7 795641582 コップ式自動販売機（自動洗浄・屋内設置） 自動販売機 株式会社アペックス西日本 代表取締役 森 吉平 550-0015 大阪府大阪市西区南堀江四丁目25番24号 665359022 神北(宝健)第21-28 令和3年6月1日



000028 2000156761 キッピーモール　三田　５F従食  （CCBJI受託） 669-1528 三田市駅前町2-1 コップ式自動販売機（自動洗浄・屋内設置） 自動販売機 株式会社アペックス西日本 代表取締役 森 吉平 550-0015 大阪府大阪市西区南堀江四丁目25番24号 783062130 神北(宝健)第21-27 令和3年6月1日
000028 2000157141 三菱電機ﾗｲﾌｻｰﾋﾞｽ株式会社三田支店  ﾆｭｰﾔﾏｻﾞｷﾃﾞｲﾘｰｽﾄｱ｢メルショップ三田店｣ 669-1513 三田市三輪2-3-33(三菱電機内) 795593960 コンビニエンスストア 一般 三菱電機ライフサービス株式会社 代表取締役 舩尾 英司 105-0011 東京都港区芝公園2-4-1 364026020 神北(宝健)第4-175 令和3年6月1日
000028 2000157530 ㈱酒井自動車　三田営業所　店内 669-1341 三田市西相野1004-1 コップ式自動販売機（自動洗浄・屋内設置） 自動販売機 株式会社アペックス西日本 代表取締役 森 吉平 550-0015 大阪府大阪市西区南堀江4-25-24 665359024 神北(宝健)第4-52 令和3年6月1日
000028 2000157699 株式会社万代宝塚東洋町店 665-0032 宝塚市東洋町5-3 797765401 自動販売機（要届出のコップ式自動販売機及び要許可を除く） 自動販売機 株式会社万代 代表取締役 阿部 秀行 544-0003 大阪府大阪市生野区小路東3丁目10番13号 667203305 神北(宝健)第4-30 令和3年6月1日
000028 2000157703 株式会社万代宝塚東洋町店 665-0032 宝塚市東洋町5-3 797765401 百貨店、総合スーパー 一般 株式会社万代 代表取締役 阿部 秀行 544-0003 大阪府大阪市生野区小路東3丁目10番13号 667203305 神北(宝健)第4-29 令和3年6月1日
000028 2000157807 セブン-イレブン宝塚売布東の町店 665-0867 宝塚市売布東の町8-19 797867378 コンビニエンスストア 一般 藤岡 信哉 神北(宝健)第4-165 令和3年6月1日
000028 2000158331 セブン－イレブン阪急雲雀丘花屋敷駅前店 665-0805 宝塚市雲雀丘1-1-6 727580529 コンビニエンスストア 一般 西村 憲幸 神北(宝健)第4-171 令和3年6月1日
000028 2000158367 生活彩家　宝塚第一病院店 665-0832 宝塚市向月町19-5 コンビニエンスストア 一般 株式会社メディプロモート 代表取締役 大室 儁 665-0832 兵庫県宝塚市向月町20-1 797811141 神北(宝健)第4-169 令和3年6月1日
000028 2000158369 株式会社　万代　逆瀬川店 665-0033 宝塚市伊孑志3-15 797776221 自動販売機（要届出のコップ式自動販売機及び要許可を除く） 自動販売機 株式会社万代 代表取締役 阿部 秀行 544-0003 大阪府大阪市生野区小路東3丁目10番13号 667203305 神北(宝健)第4-299 令和3年6月1日
000028 2000158374 万代逆瀬川店 665-0033 宝塚市伊孑志3-15 797776221 コップ式自動販売機（自動洗浄・屋内設置） 自動販売機 株式会社アペックス西日本 代表取締役 森 吉平 550-0015 大阪府大阪市西区南堀江四丁目25番24号 665359024 神北(宝健)第4-55 令和3年6月1日
000028 2000158383 セブンーイレブン宝塚山本東３丁目店 665-0881 宝塚市山本東3-5-7 797889560 コンビニエンスストア 一般 小西 恭義 神北(宝健)第4-33 令和3年6月1日
000028 2000158387 宝塚阪急ポイントカード上質水 665-0845 宝塚市栄町2-1-1　宝塚阪急2Ｆ 797811233 自動販売機（要届出のコップ式自動販売機及び要許可を除く） 自動販売機 株式会社阪急阪神百貨店 代表取締役 山口 俊比古 530-0017 大阪府大阪市北区角田町8-7 663611381 神北(宝健)第4-36 令和3年6月1日
000028 2000158751 イズミヤ小林　１Ｆ　イートインコーナー665-0034 宝塚市小林5-5-47 コップ式自動販売機（自動洗浄・屋内設置）自動販売機ナショナル・ベンディング株式会社代表取締役 藤山 雄一郎 108-0014 東京都港区芝四丁目10番3号 364594781 神北(宝健)第4-103 令和3年6月1日
000028 2000159020 宝塚牛乳　ソリオ店 665-0845 宝塚市栄町2-1-1グランドフロア(ＧＦ)　Ｂ118 797840590 乳類販売業 一般 有限会社たからづか牛乳 代表取締役 山本 陽子 665-0051 兵庫県宝塚市高司5-2-9 797775530 神北(宝健)第4-181 令和3年6月1日
000028 2000159069 はなみずき保育園分園 665-0011 宝塚市南口1-7-21 797807660 集団給食（４）その他 集団給食 社会福祉法人萬年青友の会 理事長 三重野 宗隆 665-0874 兵庫県宝塚市中筋六丁目135番地 797205673 神北(宝健)第21-160 令和3年9月13日
000028 2000159071 三田けやき台認定こども園三田けやき台保育園 669-1321 三田市けやき台3-74 795643332 集団給食（４）その他 集団給食 学校法人慈光学園 理事長 山本 徹彦 590-0105 大阪府堺市南区竹城台3丁2番2号 722911111 神北(宝健)第21-426 令和3年11月30日
000028 2000159124 セブン-イレブンハートインＪＲ宝塚駅改札口店 665-0845 宝塚市栄町2-7-13JR宝塚駅構内 797853941 コンビニエンスストア 一般 株式会社ジェイアール西日本デイリーサービスネット 代表取締役 中西 豊 661-0976 兵庫県尼崎市潮江1丁目2番12号 649609863 神北(宝健)第4-231 令和3年6月1日
000028 2000159184 さんだのもり保育園 669-1512 三田市高次1-1-4 795626633 集団給食（４）その他 集団給食 社会福祉法人サン福祉会 理事長 山田 愼治 665-0884 兵庫県宝塚市山本西1丁目4番1号 797821280 神北(宝健)第21-407 令和3年11月30日
000028 2000159374 新明和工業㈱新館３Ｆ 665-0052 宝塚市新明和町1-1 コップ式自動販売機（自動洗浄・屋内設置） 自動販売機 株式会社アペックス西日本 代表取締役 森 吉平 550-0015 大阪府大阪市西区南堀江四丁目25番24号 665359024 神北(宝健)第4-71 令和3年6月1日
000028 2000159377 宝塚市立東公民館 665-0882 宝塚市山本南2-5-2 コップ式自動販売機（自動洗浄・屋内設置） 自動販売機 株式会社アペックス西日本 代表取締役 森 吉平 550-0015 大阪府大阪市西区南堀江四丁目25番24号 665359024 神北(宝健)第4-72 令和3年6月1日
000028 2000159418 岡尾自動車(株) 669-1515 三田市大原520-1 795636106 コップ式自動販売機（自動洗浄・屋内設置） 自動販売機 サントリービバレッジソリューション株式会社 代表取締役 及川 剛 160-6111 東京都新宿区西新宿八丁目17番1号 363040501 神北(宝健)第4-79 令和3年6月1日
000028 2000159460 コープ仁川 665-0061 宝塚市仁川北2-7-1 798520124 百貨店、総合スーパー 一般 生活協同組合コープこうべ 代表理事 岩山 利久 658-0051 兵庫県神戸市東灘区住吉本町1丁目3番19号 788561003 神北(宝健)第4-21 令和3年6月1日
000028 2000159510 三菱電機株式会社　三田製作所  ３０１棟４Ｆ　休憩室（ＣＣＢＪＩ受託） 669-1513 三田市三輪2-3-33 コップ式自動販売機（自動洗浄・屋内設置） 自動販売機 株式会社アペックス西日本 代表取締役 森 吉平 550-0015 大阪府大阪市西区南堀江四丁目25番24号 665359024 神北(宝健)第4-77 令和3年6月1日
000028 2000159522 セブン－イレブン三田加茂店 669-1311 三田市加茂山花240-4 795675955 コンビニエンスストア 一般 前田 幸治 神北(宝健)第4-67 令和3年6月1日
000028 2000159561 名湯　宝乃湯 665-0874 宝塚市中筋3-3-1 797821127 乳類販売業 自動販売機 コカ・コーラボトラーズジャパン株式会社 代表取締役 カリン・ ドラガン 107-0052 東京都港区赤坂9丁目7番1号 926418581 神北(宝健)第4-70 令和3年6月1日
000028 2000159741 コープこうべ仁川店  （6I6709） 665-0061 宝塚市仁川北2-7-1 コップ式自動販売機（自動洗浄・屋内設置）自動販売機サントリービバレッジソリューション株式会社代表取締役 及川 剛 160-0023 東京都新宿区西新宿八丁目17番1号 363040501 神北(宝健)第4-81 令和3年6月1日
000028 2000160088 ツルハドラッグ宝塚末成店 665-0044 宝塚市末成町39-5 797735268 百貨店、総合スーパー 一般 株式会社ツルハ 代表取締役 八幡 政浩 065-0024 北海道札幌市東区北二十四条東二十丁目1番21号 117832754 神北(宝健)第4-124 令和3年6月1日
000028 2000160089 ツルハドラッグ宝塚末成店 665-0044 宝塚市末成町39-5 797735268 自動販売機（要届出のコップ式自動販売機及び要許可を除く） 自動販売機 株式会社ツルハ 代表取締役 八幡 政浩 065-0024 北海道札幌市東区北二十四条東二十丁目1番21号 117832754 神北(宝健)第4-125 令和3年6月1日
000028 2000160091 ㈱カワタ三田工場１Ｆ現場②  （CCW受託） 669-1313 三田市福島字宮野前501-17 コップ式自動販売機（自動洗浄・屋内設置） 自動販売機 株式会社アペックス西日本 代表取締役 森 吉平 550-0015 大阪府大阪市西区南堀江四丁目25番24号 665359024 神北(宝健)第4-134 令和3年6月1日
000028 2000160219 株式会社いかりｽｰﾊﾟｰﾏｰｹｯﾄ宝塚第2物流ｾﾝﾀｰ  2F休憩室 665-0043 宝塚市高松町2-12 797720054 コップ式自動販売機（自動洗浄・屋内設置） 自動販売機 株式会社アペックス西日本 代表取締役 森 吉平 550-0015 大阪府大阪市西区南堀江四丁目25番24号 665359024 神北(宝健)第4-138 令和3年6月1日
000028 2000160221 株式会社いかりｽｰﾊﾟｰﾏｰｹｯﾄ宝塚第2物流ｾﾝﾀｰ  3F休憩室 665-0043 宝塚市高松町2-12 797720054 コップ式自動販売機（自動洗浄・屋内設置） 自動販売機 株式会社アペックス西日本 代表取締役 森 吉平 550-0015 大阪府大阪市西区南堀江四丁目25番24号 665359024 神北(宝健)第4-139 令和3年6月1日
000028 2000160561 生活協同組合コープこうべ　宝塚店  ４Ｆ従食 665-0021 宝塚市中州1-1-1 797716881 コップ式自動販売機（自動洗浄・屋内設置） 自動販売機 株式会社アペックス西日本 代表取締役 森 吉平 550-0015 大阪府大阪市西区南堀江四丁目25番24号 665359024 神北(宝健)第4-132 令和3年6月1日
000028 2000160562 宝塚コミュニティプラザ　ぷらざ・こむ  こむホール 665-0867 宝塚市売布東の町12-7 コップ式自動販売機（自動洗浄・屋内設置） 自動販売機 株式会社アペックス西日本 代表取締役 森 吉平 550-0015 大阪府大阪市西区南堀江四丁目25番24号 665359024 神北(宝健)第4-133 令和3年6月1日
000028 2000160594 モナコ宝塚店 665-0042 宝塚市美幸町10-66 797742480 コップ式自動販売機（自動洗浄・屋内設置） 自動販売機 株式会社関西コーヒー 代表取締役 平岡 創土 671-1136 兵庫県姫路市大津区恵美酒町2丁目54 792365800 神北(宝健)第4-128 令和3年6月1日
000028 2000160830 ファミリーマート仁川駅前店 665-0061 宝塚市仁川北3-7-6 798539151 コンビニエンスストア 一般 株式会社タカダヤ 田高田 治 665-0061 兵庫県宝塚市仁川北3-7-1 798517400 神北(宝健)第4-108 令和3年6月1日
000028 2000160894 イズミヤ小林店 665-0034 宝塚市小林5-5-47 797730101 自動販売機（要届出のコップ式自動販売機及び要許可を除く） 自動販売機 大船装飾株式会社 代表取締役 木村 英生 550-0022 大阪府大阪市西区本田2-6-10 665819708 神北(宝健)第4-399 令和3年6月1日
000028 2000160896 児玉病院 665-0841 宝塚市御殿山1-62-2 797872525 乳類販売業 自動販売機 近畿中央ヤクルト販売株式会社 代表取締役 土田 裕美 567-0862 大阪府茨木市美沢町15-30 726348960 神北(宝健)第4-122 令和3年6月1日
000028 2000160987 コナミスポーツクラブ三田 669-1513 三田市三輪1-3 795535732 自動販売機（要届出のコップ式自動販売機及び要許可を除く） 自動販売機 株式会社朋コーポレーション 代表取締役 下河原 征道 279-0025 千葉県浦安市鉄鋼通り1-2-11 473908210 神北(宝健)第4-400 令和3年6月1日
000028 2000161307 小規模保育園月と星 665-0874 宝塚市中筋6-13-34 797821677 集団給食（４）その他 集団給食 社会福祉法人萬年青友の会 理事長 三重野 宗隆 665-0874 兵庫県宝塚市中筋六丁目135番地 797205673 神北(宝健)第21-184 令和3年9月28日
000028 2000161309 宝山第２保育園 665-0883 宝塚市山本中2-13-50 797884152 集団給食（４）その他 集団給食 社会福祉法人富山福祉会 理事長 三重野 宗隆 669-2345 兵庫県丹波篠山市東岡屋708番2 795522349 神北(宝健)第21-143 令和3年9月7日
000028 2000161538 株式会社ホンダ兵庫　三田店　店内 669-1524 三田市八景町1441 795538211 コップ式自動販売機（自動洗浄・屋内設置） 自動販売機 株式会社アペックス西日本 代表取締役 森 吉平 550-0015 大阪府大阪市西区南堀江四丁目25番24号 665359022 神北(宝健)第4-157 令和3年6月1日
000028 2000161610 三田学園 669-1535 三田市南が丘2-13-65 795642291 乳類販売業 自動販売機 サントリービバレッジソリューション株式会社 代表取締役 及川 剛 160-6111 東京都新宿区西新宿八丁目17番1号 363040501 神北(宝健)第4-433 令和3年6月1日
000028 2000161611 三田学園 669-1535 三田市南が丘2-13-65 795642291 コップ式自動販売機（自動洗浄・屋内設置） 自動販売機 サントリービバレッジソリューション株式会社 代表取締役 及川 剛 160-6111 東京都新宿区西新宿八丁目17番1号 363040501 神北(宝健)第4-162 令和3年6月1日
000028 2000161865 ミニストップ中山寺駅前店 665-0874 宝塚市中筋5-10-23 797822222 コンビニエンスストア 一般 有限会社ケイ・アイ・シー 代表取締役 今里 圭一 665-0874 兵庫県宝塚市中筋5-10-23 797880452 神北(宝健)第4-145 令和3年6月1日
000028 2000161875 阪急電鉄㈱雲雀丘購買所（３Ｆ） 665-0805 宝塚市雲雀丘1-1-10 727583003 コップ式自動販売機（自動洗浄・屋内設置） 自動販売機 金井自動販売株式会社 代表取締役 金井 勝一 662-0934 兵庫県西宮市西宮浜3-30 798368844 神北(宝健)第4-163 令和3年6月1日
000028 2000161876 新明和オートエンジニアリング株式会社　現場 665-0052 宝塚市新明和町1-1 コップ式自動販売機（自動洗浄・屋内設置） 自動販売機 株式会社アペックス西日本 代表取締役 森 吉平 550-0015 大阪府大阪市西区南堀江四丁目25番24号 665359024 神北(宝健)第4-601 令和3年6月1日
000028 2000161877 株式会社万代　宝塚東洋町店 665-0032 宝塚市東洋町5-3 797765401 コップ式自動販売機（自動洗浄・屋内設置） 自動販売機 株式会社アペックス西日本 代表取締役 森 吉平 550-0015 大阪府大阪市西区南堀江四丁目25番24号 665359024 神北(宝健)第4-158 令和3年6月1日
000028 2000161928 阪急オアシス　えるむプラザ店 669-1322 三田市すずかけ台2-3-3 795651148 自動販売機（要届出のコップ式自動販売機及び要許可を除く） 自動販売機 イズミヤ・阪急オアシス株式会社 代表取締役 林 克弘 530-0017 大阪府大阪市北区角田町8番7号 663037497 神北(宝健)第4-276 令和3年6月1日
000028 2000161976 ほっこり湯 665-0055 宝塚市大成町7-15 乳類販売業 一般 西山 良孝 神北(宝健)第4-202 令和3年6月1日
000028 2000162065 阪急オアシス宝塚店 665-0833 宝塚市鶴の荘1-1 797860681 自動販売機（要届出のコップ式自動販売機及び要許可を除く） 自動販売機 イズミヤ・阪急オアシス株式会社 代表取締役 林 克弘 530-0017 大阪府大阪市北区角田町8番7号 663037497 神北(宝健)第4-401 令和3年6月1日
000028 2000162099 株式会社ビッグモーター宝塚インター店  店内（買取専門店） 665-0822 宝塚市安倉中1-13-14 コップ式自動販売機（自動洗浄・屋内設置） 自動販売機 株式会社アペックス西日本 代表取締役 森 吉平 550-0015 大阪府大阪市西区南堀江四丁目25番24号 665359024 神北(宝健)第4-159 令和3年6月1日
000028 2000162119 阪急オアシス　三田駅前店 669-1528 三田市駅前町2-1三田駅前一番館１Ｆ 795538655 自動販売機（要届出のコップ式自動販売機及び要許可を除く） 自動販売機 イズミヤ・阪急オアシス株式会社 代表取締役 林 克弘 530-0017 大阪府大阪市北区角田町8番7号 663037497 神北(宝健)第4-238 令和3年6月1日
000028 2000162245 三田学園 669-1535 三田市南が丘2-13-65 795642294 乳類販売業 一般 シダックスコントラクトフードサービス株式会社 代表取締役 佐藤 好男 182-0021 東京都調布市調布ケ丘3-6-3 424898914 神北(宝健)第4-210 令和3年6月1日
000028 2000162354 ふぇるへん 665-0845 宝塚市栄町2-1-1ソリオ１.ＧＦ 797864600 乳類販売業 一般 有限会社河本本舗 代表取締役 河本 茂雄 665-0842 兵庫県宝塚市川面6-9-6 797860356 神北(宝健)第4-205 令和3年6月1日
000028 2000162478 株式会社万代　三田店 669-1321 三田市けやき台1-1 795633007 百貨店、総合スーパー 一般 株式会社万代 代表取締役 阿部 秀行 544-0003 大阪府大阪市生野区小路東三丁目10番13号 667203305 神北(宝健)第4-246 令和3年6月1日
000028 2000162671 有限会社サント・アン 669-1535 三田市南が丘2-7-10 795645383 乳類販売業 一般 有限会社サント・アン 代表取締役 林 紗希 669-1535 兵庫県三田市南が丘二丁目7番10号 795645883 神北(宝健)第4-583 令和3年6月1日
000028 2000162798 阪急オアシス　宝塚南口店 665-0011 宝塚市南口2-14-1サンビオラ１番館 797714571 自動販売機（要届出のコップ式自動販売機及び要許可を除く） 自動販売機 イズミヤ・阪急オアシス株式会社 代表取締役 林 克弘 530-0017 大阪府大阪市北区角田町8番7号 663037497 神北(宝健)第4-242 令和3年6月1日
000028 2000162961 宝塚第一病院　７E1393 665-0832 宝塚市向月町19-5 797848811 コップ式自動販売機（自動洗浄・屋内設置） 自動販売機 サントリービバレッジソリューション株式会社 代表取締役 及川 剛 160-6111 東京都新宿区西新宿八丁目17番1号 363040501 神北(宝健)第4-496 令和3年6月1日
000028 2000162999 キンダーキッズインターナショナルスクール  宝塚校 665-0845 宝塚市栄町3-5-4 797831663 集団給食（４）その他 集団給食 株式会社キンダーキッズ 代表取締役 中山 貴美子 530-0033 大阪府大阪市北区池田町3-1 661350150 神北(宝健)第21-182 令和3年9月28日
000028 2000163506 新明和工業株式会社宝塚工場１Ｆ従食 665-0052 宝塚市新明和町1-1 コップ式自動販売機（自動洗浄・屋内設置） 自動販売機 株式会社アペックス西日本 代表取締役 森 吉平 550-0015 大阪府大阪市西区南堀江四丁目25番24号 665359024 神北(宝健)第4-607 令和3年6月1日
000028 2000163782 一般社団法人三田やまびこ加工グループ 669-1311 三田市加茂290 795675130 その他の食料品製造・加工業 一般 一般社団法人三田やまびこ加工グループ 代表理事 竹谷 洋子 669-1311 兵庫県三田市加茂290番地 795675130 神北(宝健)第21-382 令和3年11月24日
000028 2000163845 セブンイレブンハートインＪＲ中山寺駅北口店 665-0874 宝塚市中筋4-6-24 797825075 コンビニエンスストア 一般 株式会社ジェイアール西日本デイリーサービスネット 代表取締役 中西 豊 661-0976 兵庫県尼崎市潮江1丁目2番12号 649609100 神北(宝健)第4-280 令和3年6月1日
000028 2000163850 (株)パトライト三田工場2号館1F休憩室 669-1339 三田市テクノパーク19-2 795685656 コップ式自動販売機（自動洗浄・屋内設置） 自動販売機 サントリービバレッジソリューション株式会社 代表取締役 及川 剛 160-6111 東京都新宿区西新宿八丁目17番1号 363040501 神北(宝健)第4-500 令和3年6月1日
000028 2000163903 サンドラッグ宝塚泉町店 665-0864 宝塚市泉町19-15 797855711 百貨店、総合スーパー 一般 株式会社サンドラッグ 代表取締役 貞方 宏司 183-0005 東京都府中市若松町1丁目38番地の1 423696411 神北(宝健)第4-5 令和3年6月1日
000028 2000164119 絆フーズ 669-1512 三田市高次1-6-14 795565088 その他の食料・飲料販売業 一般 中川 貴司 神北(宝健)第4-186 令和3年6月1日
000028 2000164384 ダイエー宝塚中山店３Ｆ従業員食堂 665-0867 宝塚市売布東の町21-22 797864711 乳類販売業 自動販売機 コカ・コーラボトラーズジャパン株式会社 代表取締役 カリン・ ドラガン 107-0052 東京都港区赤坂9-7-1 926418581 神北(宝健)第4-414 令和3年6月1日
000028 2000164445 ＪＳＳ宝塚スイミングスクール6I7069665-0842 宝塚市川面1-176 コップ式自動販売機（自動洗浄・屋内設置）自動販売機サントリービバレッジソリューション株式会社代表取締役 及川 剛 160-6111 東京都新宿区西新宿八丁目17番1号 363040501 神北(宝健)第4-505 令和3年6月1日
000028 2000164984 ファミリーマート宝塚警察署前店 665-0835 宝塚市旭町2-10-18 797836830 コンビニエンスストア 一般 株式会社丸夕商店 代表取締役 上嶋 治右衛門 663-8114 兵庫県西宮市上甲子園5-5-17 798222502 神北(宝健)第4-183 令和3年6月1日
000028 2000165081 セブン－イレブン三田西山２丁目店 669-1537 三田市西山2-29-2 795627111 コンビニエンスストア 一般 佐野 勤 神北(宝健)第4-235 令和3年6月1日
000028 2000165120 関西電力(株)三田営業所 669-1313 795632484 コップ式自動販売機（自動洗浄・屋内設置） 自動販売機 サントリービバレッジソリューション株式会社 代表取締役 及川 剛 160-6111 東京都新宿区西新宿八丁目17番1号 363040501 神北(宝健)第4-506 令和3年6月1日
000028 2000165202 養鶏所きゅうれい直売所 669-1345 三田市下相野2295 795681375 食肉販売業 一般 株式会社丘嶺ジーピーセンター 代表取締役 岸本 あつ子 673-1101 兵庫県三木市吉川町新田588 神北(宝健)第4-198 令和3年6月1日
000028 2000165276 ＳＣＳＫ株式会社ｎｅｔＸＤＣ  三田センター6K3272 669-1323 三田市あかしあ台2-3-1 795536514 コップ式自動販売機（自動洗浄・屋内設置） 自動販売機 サントリービバレッジソリューション株式会社 代表取締役 及川 剛 160-6111 東京都新宿区西新宿八丁目17番1号 363040501 神北(宝健)第4-508 令和3年6月1日
000028 2000165295 サンビオラ１番館２Ｆ6I4478 665-0011 宝塚市南口2-14-1 コップ式自動販売機（自動洗浄・屋内設置）自動販売機サントリービバレッジソリューション株式会社代表取締役 及川 剛 160-0023 東京都新宿区西新宿八丁目17番1号 363040501 神北(宝健)第4-509 令和3年6月1日
000028 2000165376 宝塚総本店　パンネル一麦館 665-0034 宝塚市小林5-9-73 797762976 乳類販売業 一般 株式会社一麦 代表取締役 羽鹿 正紀 665-0013 兵庫県宝塚市宝梅1-12-7 797728787 神北(宝健)第4-248 令和3年6月1日
000028 2000165402 ＰＥＳＣＥ　Ｄ′ＯＲＯ(ペッシェ ドーロ) 665-0842 宝塚市川面5-4-11 797853783 魚介類販売業 一般 飯田 英二 神北(宝健)第4-245 令和3年6月1日
000028 2000165781 サンディ三田天神店 669-1531 三田市天神1-9-8 795590196 百貨店、総合スーパー 一般 株式会社サンディ 代表取締役 伊藤 仙治 532-0004 大阪府大阪市淀川区西宮原二丁目7番50号 663940090 神北(宝健)第21-65 令和3年6月1日
000028 2000165783 サンディ三田天神店 669-1531 三田市天神1-9-8 魚介類販売業 一般 泰弘水産株式会社 代表取締役 奥林 弘 567-0864 大阪府茨木市沢良宜浜3-23-8 726385805 神北(宝健)第4-256 令和3年6月1日
000028 2000166043 新名神高速道路　宝塚北サービスエリア  ショッピング 669-1231 宝塚市玉瀬字奥之焼1-125 その他の食料・飲料販売業 一般 光明興業株式会社 代表取締役 段 正峰 542-0076 大阪府大阪市中央区難波4-2-1 666318055 神北(宝健)第4-193 令和3年6月1日
000028 2000166047 ローソン宝塚米谷二丁目店 665-0831 宝塚市米谷2-4-24 797616733 コンビニエンスストア 一般 森川 将樹 神北(宝健)第4-240 令和3年6月1日
000028 2000166062 新名神高速道路　宝塚北サービスエリア  ベーカリー工房 669-1231 宝塚市玉瀬字奧之焼1-125 乳類販売業 一般 光明興業株式会社 代表取締役 段 正峰 542-0076 大阪府大阪市中央区難波4-2-1 666318055 神北(宝健)第4-194 令和3年6月1日
000028 2000166282 天藤製薬㈱6K3692 669-1339 三田市テクノパーク36 コップ式自動販売機（自動洗浄・屋内設置）自動販売機サントリービバレッジソリューション株式会社代表取締役 及川 剛 160-6111 東京都新宿区西新宿八丁目17番1号 363040501 神北(宝健)第4-514 令和3年6月1日
000028 2000166314 プライムデリカ㈱宝塚工場　2F休憩室665-0051 宝塚市高司4-92-6 コップ式自動販売機（自動洗浄・屋内設置）自動販売機ナショナル・ベンディング株式会社代表取締役 藤山 雄一郎 108-0014 東京都港区芝四丁目10番3号 364594781 神北(宝健)第4-104 令和3年6月1日
000028 2000166349 セブンイレブン宝塚泉町店 665-0864 宝塚市泉町17-13 797861130 コンビニエンスストア 一般 有限会社小西家百貨店 代表取締役 小西 恭義 665-0883 兵庫県宝塚市山本中3-3-9 797889369 神北(宝健)第4-189 令和3年6月1日
000028 2000166439 セブン-イレブン宝塚伊孑志3丁目店 665-0033 宝塚市伊孑志3-7-11 797770771 コンビニエンスストア 一般 鈴 雅行 神北(宝健)第4-254 令和3年6月1日
000028 2000166580 宝塚北サービスエリア 669-1231 宝塚市玉瀬字奧之焼1-125 727736560 コップ式自動販売機（自動洗浄・屋内設置） 自動販売機 トーヨーベンディング株式会社 代表取締役 大久保 智司 452-0839 愛知県名古屋市西区見寄町167番地 525411771 神北(宝健)第4-516 令和3年6月1日
000028 2000166769 ㈱いかりスーパーマーケット宝塚店 665-0011 宝塚市南口1-17-18 797748115 百貨店、総合スーパー 一般 株式会社いかりスーパーマーケット 代表取締役 行光 博志 661-0002 兵庫県尼崎市塚口町1-15-8 664216074 神北(宝健)第4-259 令和3年6月1日
000028 2000166993 兵庫県宝塚警察署 665-0835 宝塚市旭町1-2-30 797850110 コップ式自動販売機（自動洗浄・屋内設置） 自動販売機 ナショナル・ベンディング株式会社 代表取締役 藤山 雄一郎 108-0014 東京都港区芝四丁目10番3号 364594781 神北(宝健)第4-96 令和3年6月1日
000028 2000167039 宝塚警察署庁舎1階 665-0835 宝塚市旭町1-2-30 797850110 コップ式自動販売機（自動洗浄・屋内設置） 自動販売機 株式会社山久 代表取締役 葛川 善久 547-0027 大阪府大阪市平野区喜連1-9-35 667076011 神北(宝健)第4-618 令和3年6月1日
000028 2000167081 ＬＡ　ＳＡＮＴＥ　南口本店 665-0011 宝塚市南口2-5-33宝ビル1F２号室 797786125 乳類販売業 一般 株式会社健康マルシェ 代表取締役 田中 規貴 665-0051 兵庫県宝塚市高司1-1-16 797617130 神北(宝健)第4-258 令和3年6月1日
000028 2000167179 生活協同組合コープこうべ　コープ桜塚 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く。) その他の食料・飲料販売業 自動車 生活協同組合コープこうべ 代表理事 岩山 利久 658-0051 兵庫県神戸市東灘区住吉本町1丁目3番19号 788561003 神北(宝健)第4-25 令和3年6月1日
000028 2000167282 神姫商工㈱整備工場内 669-1324 三田市ゆりのき台6-2神姫バス三田営業所内 795654155 乳類販売業 自動販売機 神戸ヤクルト販売㈱ 代表取締役 谷川 清十郎 651-0056 兵庫県神戸市中央区熊内町5-3-8 782418960 神北(宝健)第4-451 令和3年6月1日
000028 2000167535 ＬＡ　ＳＡＮＴＥ　小林店 665-0051 宝塚市高司1-1-16ホワイトプラザ1F 797617130 乳類販売業 一般 株式会社健康マルシェ 代表取締役 田中 規貴 665-0051 兵庫県宝塚市高司1-1-16 797617130 神北(宝健)第4-270 令和3年6月1日
000028 2000167593 (株)日立物流 669-1339 三田市テクノパーク37 コップ式自動販売機（自動洗浄・屋内設置）自動販売機サントリービバレッジソリューション株式会社代表取締役 及川 剛 160-6111 東京都新宿区西新宿八丁目17番1号 363040501 神北(宝健)第4-525 令和3年6月1日
000028 2000167658 ドラッグジャパン　宝塚店 665-0833 宝塚市鶴の荘3-6 797869988 百貨店、総合スーパー 一般 株式会社スギ薬局 代表取締役 榊原 栄一 446-0056 愛知県安城市三河安城町一丁目8番地4 566736300 神北(宝健)第4-260 令和3年6月1日
000028 2000167837 デリス住友化学宝塚研究所 665-0051 宝塚市高司4-2-1 664666843 乳類販売業 自動販売機 株式会社ユカ 代表取締役 星名 浩治 152-0013 東京都目黒区南二丁目1番30号 357013351 神北(宝健)第4-439 令和3年6月1日
000028 2000167918 金井重要工業株式会社　宝塚　Gカフェ 665-0824 宝塚市金井町1-1 コップ式自動販売機（自動洗浄・屋内設置） 自動販売機 株式会社アペックス西日本 代表取締役 森 吉平 550-0015 大阪府大阪市西区南堀江四丁目25番24号 665359024 神北(宝健)第4-528 令和3年6月1日
000028 2000167923 住友化学(株)新棟　６I７２８９ 665-0051 宝塚市高司4-2-1 コップ式自動販売機（自動洗浄・屋内設置）自動販売機サントリービバレッジソリューション株式会社代表取締役 及川 剛 160-0023 東京都新宿区西新宿八丁目17番1号 363040501 神北(宝健)第4-529 令和3年6月1日
000028 2000168000 新明和工業株式会社　宝塚工場　A棟3F 665-0052 宝塚市新明和町1-1 798521234 コップ式自動販売機（自動洗浄・屋内設置） 自動販売機 株式会社アペックス西日本 代表取締役 森 吉平 550-0015 大阪府大阪市西区南堀江四丁目25番24号 665359024 神北(宝健)第4-530 令和3年6月1日



000028 2000168001 ソリオ宝塚　第二棟　Gカフェ 665-0845 宝塚市栄町2-1-1 コップ式自動販売機（自動洗浄・屋内設置） 自動販売機 株式会社アペックス西日本 代表取締役 森 吉平 550-0015 大阪府大阪市西区南堀江四丁目25番24号 665359024 神北(宝健)第4-531 令和3年6月1日
000028 2000168162 ファミリーマート三田上井沢店 669-1316 三田市上井沢608 795605000 コンビニエンスストア 一般 森脇 美和 神北(宝健)第4-224 令和3年6月1日
000028 2000168325 スギドラッグ　宝塚小林店 665-0034 宝塚市小林3-9-35 797618891 百貨店、総合スーパー 一般 株式会社スギ薬局 代表取締役 榊原 栄一 446-0056 愛知県安城市三河安城町一丁目8番地4 562452720 神北(宝健)第4-283 令和3年6月1日
000028 2000168580 エニタイムフィットネス宝塚山本店 665-0882 宝塚市山本南1-26-25 797618170 自動販売機（要届出のコップ式自動販売機及び要許可を除く） 自動販売機 株式会社桜梅桃里 代表取締役 日笠 光生 709-0601 岡山県岡山市東区吉井208-1 862388290 神北(宝健)第4-10 令和3年6月1日
000028 2000168690 パチンコ　キコーナ　1Ｆ 665-0845 宝塚市栄町2-1-1　ソリオ1 コップ式自動販売機（自動洗浄・屋内設置） 自動販売機 株式会社アペックス西日本 代表取締役 森 吉平 550-0015 大阪府大阪市西区南堀江四丁目25番24号 665359024 神北(宝健)第4-533 令和3年6月1日
000028 2000168691 生活協同組合コープこうべ　安倉店　2Fフロア665-0823 宝塚市安倉南4-38-1 コップ式自動販売機（自動洗浄・屋内設置）自動販売機株式会社アペックス西日本 代表取締役 森 吉平 550-0015 大阪府大阪市西区南堀江四丁目25番24号665359024 神北(宝健)第4-534 令和3年6月1日
000028 2000168891 ＲＥＡＬ　ＦＩＴＧＹＭ三田 669-1525 三田市対中町25-20 795597157 自動販売機（要届出のコップ式自動販売機及び要許可を除く） 自動販売機 株式会社リアルスポーツ 代表取締役 664-0851 兵庫県伊丹市中央2丁目1-4フラット伊丹301 727671722 神北(宝健)第4-402 令和3年6月1日
000028 2000168909 ブーランジェリ＆カフェ  サニーサイド宝塚中山寺店 665-0874 宝塚市中筋8-11-52 797626626 乳類販売業 一般 株式会社サニーサイド 代表取締役 和氣 学 565-0862 大阪府吹田市津雲台1-1-30 661554789 神北(宝健)第4-279 令和3年6月1日
000028 2000168930 三田温泉病院売店 669-1353 三田市東山897-2 795681813 乳類販売業 一般 株式会社ニューライフ 代表取締役 大塚 由紀 669-1345 兵庫県三田市下相野394-1 795684482 神北(宝健)第4-40 令和3年6月1日
000028 2000168938 ドラッグコスモス伊孑志店 665-0033 宝塚市伊孑志4-7-25 797731550 百貨店、総合スーパー 一般 株式会社コスモス薬品 代表取締役 横山 英昭 812-0013 福岡県福岡市博多区博多駅東2-10-1　第一福岡ビルＳ館4階 924330660 神北(宝健)第4-223 令和3年6月1日
000028 2000169044 農事組合法人小柿営農直売所「えーのーこがき」 669-1401 三田市小柿516-1 795509030 農産保存食料品製造・加工業 一般 農事組合法人小柿営農 代表理事 小谷 良徳 669-1401 兵庫県三田市小柿516-1 795509030 神北(宝健)第21-445 令和4年1月21日
000028 2000169127 ホームセンターダイキ宝塚店　6I7354665-0825 宝塚市安倉西4-2-43 コップ式自動販売機（自動洗浄・屋内設置）自動販売機サントリービバレッジソリューション株式会社代表取締役 及川 剛 160-0023 東京都新宿区西新宿八丁目17番1号 363040501 神北(宝健)第4-535 令和3年6月1日
000028 2000169133 グリーンコープキープ＆ショップ　逆瀬川 665-0021 宝塚市中州1-6-1　１FB 797710288 その他の食料・飲料販売業 一般 グリーンコープ生活協同組合ひょうご 代表理事 片岡 宏明 664-0845 兵庫県伊丹市東有岡3-73-1 727777630 神北(宝健)第4-214 令和3年6月1日
000028 2000169152 三田温泉病院売店 669-1353 三田市東山897-2 795681813 コップ式自動販売機（自動洗浄・屋内設置） 自動販売機 株式会社ニューライフ 代表取締役 大塚 由紀 669-1345 兵庫県三田市下相野394-1 795684482 神北(宝健)第4-41 令和3年6月1日
000028 2000169194 宅配クック1・2・3　宝塚店 665-0046 宝塚市福井町14-22 797765110 乳類販売業 一般 有限会社ザッツイット 取締役 廣島 昌則 665-0001 兵庫県宝塚市長寿ガ丘1-23 797816739 神北(宝健)第4-289 令和3年6月1日
000028 2000169329 マックスバリュ三輪店 669-1513 三田市三輪4-1-14 795658811 百貨店、総合スーパー 一般 マックスバリュ西日本株式会社 代表取締役 平尾 健一 732-0814 広島県広島市南区段原南1-3-52 825358500 神北(宝健)第4-302 令和3年6月1日
000028 2000169403 タマポリ株式会社　三田工場　食堂(CCBJI受託) 669-1339 三田市テクノパーク14-8 コップ式自動販売機（自動洗浄・屋内設置） 自動販売機 株式会社アペックス西日本 代表取締役 森 吉平 550-0015 大阪府大阪市西区南堀江四丁目25番24号 783062130 神北(宝健)第4-536 令和3年6月1日
000028 2000169451 ローソン宝塚中筋山手五丁目店 665-0875 宝塚市中筋山手5-1-1 797822839 コンビニエンスストア 一般 森下 忠明 神北(宝健)第4-228 令和3年6月1日
000028 2000169519 ｙａｋｉｔａｔｅｉ　宝塚店 665-0881 宝塚市山本東2-2-1　あいあいパーク内 797883948 乳類販売業 一般 株式会社ワールドフーズ 代表取締役 山田 諭 561-0802 大阪府豊中市曽根東町3-2-1-104 727603003 神北(宝健)第4-292 令和3年6月1日
000028 2000169608 平島病院１Ｆ売店前 669-1531 三田市天神1-2-15 乳類販売業 自動販売機 関西キリンビバレッジサービス株式会社 代表取締役 実川 勝己 530-0011 大阪府大阪市北区大深町４－２０ 677309206 神北(宝健)第4-440 令和3年6月1日
000028 2000169748 (株)日立物流西日本　6k3838 669-1339 三田市テクノパーク37 コップ式自動販売機（自動洗浄・屋内設置）自動販売機サントリービバレッジソリューション株式会社代表取締役 及川 剛 160-6111 東京都新宿区西新宿八丁目17番1号 363040501 神北(宝健)第4-537 令和3年6月1日
000028 2000169752 ウエルシア三田ウッディタウン店 669-1321 三田市けやき台1-5 795591040 百貨店、総合スーパー 一般 ウエルシア薬局株式会社 代表取締役 松本 忠久 101-0021 東京都千代田区外神田2-2-15 352095677 神北(宝健)第4-305 令和3年6月1日
000028 2000169753 ウエルシア三田ウッディタウン店 669-1321 三田市けやき台1-5 795591040 自動販売機（要届出のコップ式自動販売機及び要許可を除く） 自動販売機 ウエルシア薬局株式会社 代表取締役 松本 忠久 101-0021 東京都千代田区外神田2-2-15 352095677 神北(宝健)第4-306 令和3年6月1日
000028 2000169854 甲子園大学食堂 665-0006 宝塚市紅葉ガ丘10-1 797875111 乳類販売業 一般 株式会社なんすい食品 代表取締役 前田 靖文 658-0014 兵庫県神戸市東灘区北青木2-7-8 784113007 神北(宝健)第4-297 令和3年6月1日
000028 2000170260 日立Ａｓｔｅｍｏ株式会社  三田第一工場　２Ｆ食堂669-1339 三田市テクノパーク13-6 コップ式自動販売機（自動洗浄・屋内設置）自動販売機株式会社アペックス西日本 代表取締役 森 吉平 550-0015 大阪府大阪市西区南堀江4-25-24 665359024 神北(宝健)第4-538 令和3年6月1日
000028 2000170271 ＬＡＷＳＯＮ宝塚山本丸橋南店 665-0815 宝塚市山本丸橋2-17-3 797823300 コンビニエンスストア 一般 村松 宏俊 神北(宝健)第4-293 令和3年6月1日
000028 2000170281 セブン－イレブン宝塚山本丸橋2丁目店 665-0815 宝塚市山本丸橋2-12-22 797825177 コンビニエンスストア 一般 永田 和也 神北(宝健)第4-294 令和3年6月1日
000028 2000170300 シャトレーゼ　ダイエー宝塚中山店 665-0867 宝塚市売布東の町21-22　1F 797858200 その他の食料・飲料販売業 一般 有限会社テイ,ワイ,ケイ,サービス 代表取締役 金岡 康行 665-0815 兵庫県宝塚市山本丸橋1-7-30 797881141 神北(宝健)第4-290 令和3年6月1日
000028 2000170303 ファミリーマート宝塚山本駅前店 665-0816 宝塚市平井1-11-2 797822755 コンビニエンスストア 一般 深美 誠史 神北(宝健)第4-227 令和3年6月1日
000028 2000170403 トライアクシス宝塚 665-0035 宝塚市逆瀬川1-1-1イートピア参鐘館B1 797720808 自動販売機（要届出のコップ式自動販売機及び要許可を除く） 自動販売機 株式会社ササキ 代表取締役 佐々木 秀介 116-0013 東京都荒川区西日暮里5-5-2 338916464 神北(宝健)第4-403 令和3年6月1日
000028 2000170472 武洋 665-0035 宝塚市逆瀬川1-13-1アピア３地下1階 魚介類販売業 一般 有限会社武洋 代表取締役 中村 義和 561-0862 大阪府豊中市西泉丘1-1-3 668548677 神北(宝健)第4-312 令和3年6月1日
000028 2000170474 サンディ逆瀬川店 665-0035 宝塚市逆瀬川1-13-1アピア３地下1階 797713204 百貨店、総合スーパー 一般 株式会社サンディ 代表取締役 伊藤 仙治 532-0004 大阪府大阪市淀川区西宮原二丁目7番50号 663940090 神北(宝健)第21-63 令和3年6月1日
000028 2000170558 ㈱ベルシステム24　２Ｆ自販機コーナー669-1546 三田市弥生が丘1-2-3 乳類販売業 自動販売機 山﨑 俊明 神北(宝健)第4-456 令和3年6月1日
000028 2000170587 やまぼうし保育園分園 665-0873 宝塚市長尾町2-14 797807000 集団給食（４）その他 集団給食 社会福祉法人萬年青友の会 理事長 三重野 宗隆 665-0874 兵庫県宝塚市中筋六丁目135番地 797205673 神北(宝健)第21-183 令和3年9月28日
000028 2000170596 エニタイム　フィットネス　宝塚安倉店 665-0823 宝塚市安倉南2-2-14　2Ｆ 797786205 自動販売機（要届出のコップ式自動販売機及び要許可を除く） 自動販売機 株式会社ガウラ 代表取締役 有井 雅己 150-0011 東京都渋谷区東2-26-16 368050207 神北(宝健)第4-404 令和3年6月1日
000028 2000170610 糀工房 669-1531 三田市天神3-42-1 795643096 食品製造業 不要許可一般 米谷 節子 平成30年12月20日
000028 2000170716 住友ゴム工業(株)中央研修所 669-1324 三田市ゆりのき台6-7-1 795655720 コップ式自動販売機（自動洗浄・屋内設置） 自動販売機 サントリービバレッジソリューション株式会社 代表取締役 及川 剛 160-6111 東京都新宿区西新宿八丁目17番1号 363040501 神北(宝健)第4-539 令和3年6月1日
000028 2000170805 小山ファーム 669-1503 三田市乙原1513-66 農産保存食料品製造・加工業 一般 小山 雅弘 神北(宝健)第21-337 令和3年11月16日
000028 2000170818 ウエルシア宝塚山手台店 665-0886 宝塚市山手台西3-2-25 797825720 百貨店、総合スーパー 一般 ウエルシア薬局株式会社 代表取締役 松本 忠久 101-0021 東京都千代田区外神田2-2-15 352095677 神北(宝健)第4-309 令和3年6月1日
000028 2000170819 ウエルシア宝塚山手台店 665-0886 宝塚市山手台西3-2-25 797825720 自動販売機（要届出のコップ式自動販売機及び要許可を除く） 自動販売機 ウエルシア薬局株式会社 代表取締役 松本 忠久 101-0021 東京都千代田区外神田2-2-15 352095677 神北(宝健)第4-310 令和3年6月1日
000028 2000170839 ローソン三田市中央町店 669-1529 三田市中央町12-18 795635333 コンビニエンスストア 一般 株式会社ＣＶＳ内田 代表取締役 内田 伸二 669-1337 兵庫県三田市学園6-5-13 795658250 神北(宝健)第4-316 令和3年6月1日
000028 2000170932 ミニストップ三田けやき台店 669-1321 三田市けやき台6-3 795675030 コンビニエンスストア 一般 西馬 健二 神北(宝健)第4-257 令和3年6月1日
000028 2000171056 兵庫トヨタ自動車販売株式会社宝塚店665-0844 宝塚市武庫川町6-30 コップ式自動販売機（自動洗浄・屋内設置）自動販売機株式会社　アペックス西日本 代表取締役 森 吉平 550-0015 大阪府大阪市西区南堀江四丁目25番24号665359024 神北(宝健)第4-542 令和3年6月1日
000028 2000171073 ありちゃん工房 669-1333 三田市下内神39-2 795672057 その他の食料品製造・加工業 一般 有鼻 恵子 神北(宝健)第21-165 令和3年9月13日
000028 2000171132 ファミリマート宝塚山手台店 665-0886 宝塚市山手台西3-2-24 797809355 コンビニエンスストア 一般 深美 誠史 神北(宝健)第4-249 令和3年6月1日
000028 2000171382 セブン-イレブン三田東本庄店 669-1357 三田市東本庄字西1299-1 795683210 コンビニエンスストア 一般 田中 利夫 神北(宝健)第4-315 令和3年6月1日
000028 2000171519 藤本商店 665-0035 宝塚市逆瀬川1-15-23 798510760 氷雪販売業 一般 藤本 孝司 神北(宝健)第4-204 令和3年6月1日
000028 2000171694 ファミリーマート小林四丁目店 665-0034 宝塚市小林4-12-2 797764511 コンビニエンスストア 一般 伊奈 伸之 神北(宝健)第4-268 令和3年6月1日
000028 2000171741 セブン-イレブン宝塚高司２丁目店 665-0051 宝塚市高司2-1-57 797743771 コンビニエンスストア 一般 株式会社ＩＳＭ 代表取締役 米村 卓也 665-0011 兵庫県宝塚市南口2-5-41 797770301 神北(宝健)第4-324 令和3年6月1日
000028 2000171745 セブン-イレブン宝塚湯本町店 665-0003 宝塚市湯本町4-34 797847888 コンビニエンスストア 一般 米村 卓也 神北(宝健)第4-319 令和3年6月1日
000028 2000171798 雲雀丘学園　自販機 665-0804 宝塚市雲雀丘4-2-1 乳類販売業 自動販売機 西村 憲幸 神北(宝健)第4-457 令和3年6月1日
000028 2000171814 ポラリスデイサービスセンター旭町 665-0835 宝塚市旭町3-9-1 集団給食（４）その他 集団給食 株式会社ポラリス 代表取締役 森 剛士 665-0835 兵庫県宝塚市旭町3丁目9-1 797575753 神北(宝健)第21-419 令和3年11月30日
000028 2000171821 ファミリーマート有馬富士南店 669-1506 三田市志手原1076-33 795602500 コンビニエンスストア 一般 門林 延彦 神北(宝健)第4-328 令和3年6月1日
000028 2000171824 トヨタカローラ神戸(株)宝塚店　６Ｉ７４１５ 665-0835 宝塚市旭町3-2-1 797863331 コップ式自動販売機（自動洗浄・屋内設置） 自動販売機 サントリービバレッジソリューション株式会社 代表取締役 及川 剛 160-0023 東京都新宿区西新宿八丁目17番1号 363040501 神北(宝健)第4-543 令和3年6月1日
000028 2000171836 白バラ牛乳　新三田店 669-1322 三田市すずかけ台4-14-1 795632558 乳類販売業 一般 株式会社ワイ・エヌ・エス三田 代表取締役 大塩 謙 669-1535 兵庫県三田市南が丘1-52-11 795632558 神北(宝健)第4-332 令和3年6月1日
000028 2000171926 たからづか牛乳　山本店 665-0884 宝塚市山本西2-7-15 797807008 乳類販売業 一般 有限会社たからづか牛乳 代表取締役 山本 陽子 665-0051 兵庫県宝塚市高司5-2-9 797775530 神北(宝健)第4-321 令和3年6月1日
000028 2000171934 食を考える会　食文化研究所 665-0834 宝塚市美座2-24-8 797844002 その他の食料品製造・加工業 一般 後藤 順子 神北(宝健)第21-429 令和3年12月16日
000028 2000172113 宝塚健康ｾﾝﾀｰP.P 665-0827 宝塚市小浜4-4-1 乳類販売業 自動販売機 関西キリンビバレッジサービス株式会社 代表取締役 実川 勝己 530-0011 大阪府大阪市北区大深町4ｰ20 677309206 神北(宝健)第4-443 令和3年6月1日
000028 2000172224 宝塚リハビリテーション病院　7E1989 665-0833 宝塚市鶴の荘22-2　1F 798812345 コップ式自動販売機（自動洗浄・屋内設置） 自動販売機 サントリービバレッジソリューション株式会社 代表取締役 及川 剛 160-6111 東京都新宿区西新宿八丁目17番1号 363040501 神北(宝健)第4-544 令和3年6月1日
000028 2000172276 株式会社パトライト三田工場１号館３Ｆ 669-1339 三田市テクノパーク19-2 795685656 コップ式自動販売機（自動洗浄・屋内設置） 自動販売機 サントリービバレッジソリューション株式会社 代表取締役 及川 剛 160-6111 東京都新宿区西新宿八丁目17番1号 363040501 神北(宝健)第4-545 令和3年6月1日
000028 2000172320 せいれいの里PP 665-0808 宝塚市切畑長尾山5-138 乳類販売業 自動販売機 コカ・コーラボトラーズジャパン株式会社 代表取締役 カリン・ ドラガン 107-0052 東京都港区赤坂9-7-1 926418581 神北(宝健)第4-423 令和3年6月1日
000028 2000172325 ティップネス宝塚店 665-0845 宝塚市栄町1-8-26 797830351 乳類販売業 自動販売機 極東食品株式会社 代表取締役 丹羽 基樹 560-0035 大阪府豊中市箕輪3-6-5 648653560 神北(宝健)第4-307 令和3年6月1日
000028 2000172346 兵庫スバル自動車株式会社  三田店　６Ｋ３９８４ 669-1528 三田市駅前町21-19 795591203 コップ式自動販売機（自動洗浄・屋内設置） 自動販売機 サントリービバレッジソリューション株式会社 代表取締役 及川 剛 160-6111 東京都新宿区西新宿八丁目17番1号 363040501 神北(宝健)第4-546 令和3年6月1日
000028 2000172347 学校法人　湊川相野学園  本館２Ｆ　６Ｋ３３２３ 669-1342 三田市四ツ辻1430 795681381 コップ式自動販売機（自動洗浄・屋内設置） 自動販売機 サントリービバレッジソリューション株式会社 代表取締役 及川 剛 160-6111 東京都新宿区西新宿八丁目17番1号 363040501 神北(宝健)第4-547 令和3年6月1日
000028 2000172647 上高地あずさ珈琲宝塚店 665-0835 宝塚市旭町2-5-4 797268380 乳類販売業 一般 株式会社ＫＲフードサービス 代表取締役 望月 進 564-0051 大阪府大阪市北区天神橋三丁目6番26号 668092143 神北(宝健)第4-364 令和3年6月1日
000028 2000172782 さらら仁川/国際ライフパートナー　6I7513 665-0061 宝塚市仁川北2-5-1 783910996 コップ式自動販売機（自動洗浄・屋内設置） 自動販売機 サントリービバレッジソリューション株式会社 代表取締役 及川 剛 160-0023 東京都新宿区西新宿八丁目17番1号 363040501 神北(宝健)第4-549 令和3年6月1日
000028 2000172838 株式会社パトライト三田工場  ３号館２Ｆ　６Ｋ０１０８ 669-1339 三田市テクノパーク19-2 795685656 コップ式自動販売機（自動洗浄・屋内設置） 自動販売機 サントリービバレッジソリューション株式会社 代表取締役 及川 剛 160-6111 東京都新宿区西新宿八丁目17番1号 363040501 神北(宝健)第4-550 令和3年6月1日
000028 2000172840 株式会社今里食品　宝塚工場 665-0051 宝塚市高司5-1-52 797763221 その他の食料品製造・加工業 一般 株式会社今里食品 代表取締役 今里 有利 665-0051 兵庫県宝塚市高司5丁目1番52号 797763221 神北(宝健)第21-375 令和3年11月17日
000028 2000172937 沢井製薬三田工場 669-1339 三田市テクノパーク2-1 795684927 乳類販売業 自動販売機 有限会社トッチーカンパニー 代表取締役 西ヶ開 徹 669-1412 兵庫県三田市木器1484-2 795674077 神北(宝健)第4-453 令和3年6月1日
000028 2000172938 大成機工株式会社三田第１工場  ４Ｆ食堂 ６Ｋ３９９１ 669-1339 三田市テクノパーク14-5 795682700 コップ式自動販売機（自動洗浄・屋内設置） 自動販売機 サントリービバレッジソリューション株式会社 代表取締役 及川 剛 160-6111 東京都新宿区西新宿八丁目17番1号 363040501 神北(宝健)第4-551 令和3年6月1日
000028 2000173192 阪急電鉄　宝塚駅　改札 665-0845 宝塚市栄町2-8 乳類販売業 自動販売機 関西キリンビバレッジサービス株式会社 代表取締役 実川 勝己 530-0011 大阪府大阪市北区大深町4-20 677309206 神北(宝健)第4-444 令和3年6月1日
000028 2000173208 ローソンＨＡ阪急仁川店 665-0061 宝塚市仁川北3-3-5　阪急仁川駅改札内 798547015 コンビニエンスストア 一般 株式会社アズナス 代表取締役 佐桑 勇 530-0017 大阪府大阪市北区角田町8番7号 663735366 神北(宝健)第4-262 令和3年6月1日
000028 2000173212 ローソンＨＡ阪急逆瀬川店 665-0035 宝塚市逆瀬川2-1-17　阪急逆瀬川駅2階 797779022 コンビニエンスストア 一般 株式会社アズナス 代表取締役 佐桑 勇 530-0017 大阪府大阪市北区角田町8番7号 神北(宝健)第4-261 令和3年6月1日
000028 2000173242 スーパーセンタートライアル三田店 669-1324 三田市ゆりのき台3-26-1 795535150 百貨店、総合スーパー 一般 株式会社トライアルカンパニー 代表取締役 石橋 亮太 813-0034 福岡県福岡市東区多の津1丁目12番2号 926265550 神北(宝健)第4-339 令和3年6月1日
000028 2000173244 ローソンＨＡ阪急宝塚店 665-0845 宝塚市栄町2-3-1阪急宝塚駅改札外 797819431 コンビニエンスストア 一般 株式会社アズナス 代表取締役 佐桑 勇 530-0012 大阪府大阪市北区角田町8番7号 663735366 神北(宝健)第4-263 令和3年6月1日
000028 2000173245 ローソンＨＡ阪急山本店 665-0816 宝塚市平井1-1-1　阪急山本駅改札外 797802467 コンビニエンスストア 一般 株式会社アズナス 代表取締役 佐桑 勇 530-0017 大阪府大阪市北区角田町8番7号 663734107 神北(宝健)第4-264 令和3年6月1日
000028 2000173268 ティップネス宝塚店 665-0845 宝塚市栄町1-8-26 797830351 コップ式自動販売機（自動洗浄・屋内設置） 自動販売機 株式会社アペックス西日本 代表取締役 森 吉平 550-0015 大阪府大阪市西区南堀江四丁目25番24号 665359024 神北(宝健)第4-554 令和3年6月1日
000028 2000173424 セブンイレブン宝塚南口2丁目店 665-0011 宝塚市南口2-5-41 797770301 コンビニエンスストア 一般 株式会社ＩＳＭ 代表取締役 米村 卓也 665-0011 兵庫県宝塚市南口2-5-41 797770301 神北(宝健)第4-278 令和3年6月1日
000028 2000173556 宝塚歌劇場　自販機Ｃ２Ｆ 665-0845 宝塚市栄町1-1-57 コップ式自動販売機（自動洗浄・屋内設置）自動販売機株式会社アペックス西日本 代表取締役 森 吉平 550-0015 大阪府大阪市西区南堀江四丁目25番24号665359024 神北(宝健)第4-556 令和3年6月1日
000028 2000173579 新明和工業（株）本館１Ｆ 665-0052 宝塚市新明和町1-1 コップ式自動販売機（自動洗浄・屋内設置）自動販売機株式会社アペックス西日本 代表取締役 森 吉平 550-0015 大阪府大阪市西区南堀江四丁目25番24号665359024 神北(宝健)第4-557 令和3年6月1日
000028 2000173580 新明和工業（株）本館２Ｆ 665-0052 宝塚市新明和町1-1 コップ式自動販売機（自動洗浄・屋内設置）自動販売機株式会社アペックス西日本 代表取締役 森 吉平 550-0015 大阪府大阪市西区南堀江四丁目25番24号665359024 神北(宝健)第4-558 令和3年6月1日
000028 2000173614 名湯　宝乃湯 665-0874 宝塚市中筋3-3-1 コップ式自動販売機（自動洗浄・屋内設置）自動販売機株式会社アペックス西日本 代表取締役 森 吉平 550-0015 大阪府大阪市西区南堀江四丁目25番24号665359024 神北(宝健)第4-560 令和3年6月1日
000028 2000173618 日本郵便株式会社　宝塚郵便局3F食堂前665-0827 宝塚市小浜3-1-20 コップ式自動販売機（自動洗浄・屋内設置）自動販売機株式会社アペックス西日本 代表取締役 森 吉平 550-0015 大阪府大阪市西区南堀江四丁目25番24号665359024 神北(宝健)第4-561 令和3年6月1日
000028 2000173701 名水牡蠣　アルフィオ１９９７ 665-0033 宝塚市伊孑志2-17-10 797617228 調味料製造・加工業 一般 糸賀 翔平 神北(宝健)第21-420 令和3年11月30日
000028 2000173716 トヨタカローラ神戸株式会社　三田店 669-1313 三田市福島3-1 795677010 コップ式自動販売機（自動洗浄・屋内設置） 自動販売機 サントリービバレッジソリューション株式会社 代表取締役 及川 剛 160-6111 東京都新宿区西新宿八丁目17番1号 363040501 神北(宝健)第4-562 令和3年6月1日
000028 2000173758 名湯宝乃湯２Fロビーパック 665-0874 宝塚市中筋3-3-1 797821126 乳類販売業 自動販売機 コカ・コーラボトラーズジャパン株式会社 代表取締役 カリン・ ドラガン 107-0052 東京都港区赤坂9-7-1 926418581 神北(宝健)第4-426 令和3年6月1日
000028 2000173814 舩岡養鶏場 669-1211 宝塚市大原野字南穴虫1-120 797910004 食肉販売業 一般 舩岡 京子 神北(宝健)第4-281 令和3年6月1日
000028 2000173819 三菱電機リバーヒルズＡ １Ｆフロア669-1324 三田市ゆりのき台1-2-1 乳類販売業 自動販売機ＦＶジャパン株式会社 代表取締役 原 幹弘 107-0052 東京都港区赤坂6-1-20 335580521 神北(宝健)第4-409 令和3年6月1日
000028 2000173831 ファミリーマート三田天神店 669-1531 三田市天神1-9-3 795538980 コンビニエンスストア 一般 下野 達哉 神北(宝健)第4-286 令和3年6月1日
000028 2000173901 ふうどふうず（Ｆｕ－ｄｏ＊Ｆｏｏｄｓ） 665-0056 宝塚市中野町1-7-101 その他の食料・飲料販売業 一般 梅田 晶子 神北(宝健)第4-291 令和3年6月1日
000028 2000174110 障害者支援施設　ななくさ育成園 665-0032 宝塚市東洋町3-15 797267481 集団給食（４）その他 集団給食 社会福祉法人阪神福祉事業団 理事長 友保 雅博 651-1412 兵庫県西宮市山口町下山口1650番地26 789031661 神北(宝健)第21-93 令和3年7月21日
000028 2000174172 Ｖｉｖｏ　Ｂｅａｒｓｉ　中山観音 665-0867 宝塚市売布東の町21-22 797836606 自動販売機（要届出のコップ式自動販売機及び要許可を除く） 自動販売機 株式会社サップス 代表取締役 659-0067 兵庫県芦屋市茶屋之町2-22 797356350 神北(宝健)第4-405 令和3年6月1日
000028 2000174222 ダイソー　宝塚小林店 665-0034 宝塚市小林5-4 その他の食料・飲料販売業 一般 株式会社大創産業 代表取締役 矢野 靖二 739-8501 広島県東広島市西条吉行東一丁目4番14号 824200100 神北(宝健)第21-236 令和3年10月8日
000028 2000174225 ダイソー　三田川除店 669-1514 三田市川除字ケラ18番4 その他の食料・飲料販売業 一般 株式会社大創産業 代表取締役 矢野 靖二 739-8501 広島県東広島市西条吉行東一丁目4番14号 824200100 神北(宝健)第21-237 令和3年10月8日
000028 2000174294 医療法人社団それいゆ会　こだま病院　5F665-0841 宝塚市御殿山1-3-2 コップ式自動販売機（自動洗浄・屋内設置）自動販売機株式会社アペックス西日本 代表取締役 森 吉平 550-0015 大阪府大阪市西区南堀江四丁目25番24号665359024 神北(宝健)第4-565 令和3年6月1日
000028 2000174297 コープカルチャーセンター宝塚 665-0852 宝塚市売布2-5-1ピピアめふ１　２Ｆ コップ式自動販売機（自動洗浄・屋内設置）自動販売機株式会社アペックス西日本 代表取締役 森 吉平 550-0015 大阪府大阪市西区南堀江四丁目25番24号665359024 神北(宝健)第4-567 令和3年6月1日
000028 2000174400 三田まほろばブレッツァ 669-1337 三田市学園4-1 795567715 その他の食料・飲料販売業 一般 布袋クリエイティブ合同会社 代表社員 梶谷 麻理 669-5325 兵庫県豊岡市日高町堀236 796425527 神北(宝健)第4-304 令和3年6月1日
000028 2000174406 パンネル可成 665-0022 宝塚市野上1-1-23 797728787 乳類販売業 一般 株式会社一麦 代表取締役 羽鹿 正紀 665-0013 兵庫県宝塚市宝梅1-12-7 797728787 神北(宝健)第4-340 令和3年6月1日



000028 2000174530 兵庫スバル　宝塚店　6I7601 665-0821 宝塚市安倉北2-20-13 797818331 コップ式自動販売機（自動洗浄・屋内設置） 自動販売機 サントリービバレッジソリューション株式会社 代表取締役 及川 剛 160-6111 東京都新宿区西新宿八丁目17番1号 363040501 神北(宝健)第4-568 令和3年6月1日
000028 2000174604 食事処かごのめ 665-0852 宝塚市売布2-11-1ピピアめふ2-110 797857100 魚介類販売業 一般 山口 剛礼 神北(宝健)第4-342 令和3年6月1日
000028 2000174628 宝塚歌劇　３Ｆ自販機コーナーカップ665-0845 宝塚市栄町1-1-57 コップ式自動販売機（自動洗浄・屋内設置）自動販売機株式会社　アペックス西日本 代表取締役 森 吉平 550-0015 大阪府大阪市西区南堀江四丁目25番24号665359024 神北(宝健)第4-569 令和3年6月1日
000028 2000174726 宝塚エデンの園 665-0025 宝塚市ゆずり葉台3-1-1 797763800 乳類販売業 一般 社会福祉法人聖隷福祉事業団 理事長 青木 善治 430-0906 静岡県浜松市中区元城町218番地26 534133300 神北(宝健)第4-347 令和3年6月1日
000028 2000174777 阪急百貨店　宝塚阪急　２Ｆ従食 665-0845 宝塚市栄町2-1-1 797811233 コップ式自動販売機（自動洗浄・屋内設置） 自動販売機 株式会社アペックス西日本 代表取締役 森 吉平 550-0015 大阪府大阪市西区南堀江四丁目25番24号 665359024 神北(宝健)第4-570 令和3年6月1日
000028 2000175109 ＫＯＨＹＯ　逆瀬川店　イートイン 665-0035 宝塚市逆瀬川1-2-1　アピア1　B　0001号 797715400 コップ式自動販売機（自動洗浄・屋内設置） 自動販売機 株式会社アペックス西日本 代表取締役 森 吉平 550-0015 大阪府大阪市西区南堀江四丁目25番24号 665359024 神北(宝健)第4-571 令和3年6月1日
000028 2000175695 フカマル商店 669-1513 三田市三輪3-10-17 795626924 食品製造業 不要許可一般 福畠 規子 令和2年1月22日
000028 2000175723 一品一会　小林店 665-0056 宝塚市中野町1-14 797747702 その他の食料・飲料販売業 一般 株式会社一品一会 代表取締役 亀井 明彦 546-0001 大阪府大阪市東住吉区今林一丁目2番68号大阪市中央卸売市場東部市場内 667561112 神北(宝健)第4-388 令和3年6月1日
000028 2000175728 一品一会　花のみち店 665-0845 宝塚市栄町1-6-1　花のみちセルカ1番館2F 797870301 その他の食料・飲料販売業 一般 株式会社一品一会 代表取締役 亀井 明彦 546-0001 大阪府大阪市東住吉区今林一丁目2番68号大阪市中央卸売市場東部市場内 667561112 神北(宝健)第4-313 令和3年6月1日
000028 2000175753 トヨタカローラ神戸（株）  三田マイカーセンター 669-1515 三田市大原81-3 795530900 コップ式自動販売機（自動洗浄・屋内設置） 自動販売機 サントリービバレッジソリューション株式会社 代表取締役 及川 剛 160-6111 東京都新宿区西新宿八丁目17番1号 363040501 神北(宝健)第4-572 令和3年6月1日
000028 2000175788 クレア・サン保育園 665-0815 宝塚市山本丸橋2-117 797886224 集団給食（４）その他 集団給食 社会福祉法人サン福祉会 理事長 山田 愼治 665-0884 兵庫県宝塚市山本西1丁目4番1号 797821280 神北(宝健)第21-406 令和3年11月30日
000028 2000176006 寿ノ湯自動販売機和風風呂 669-1547 三田市富士が丘5-2 乳類販売業 自動販売機 堀 泰夫 神北(宝健)第4-459 令和3年6月1日
000028 2000176007 寿ノ湯自動販売機洋風風呂 669-1547 三田市富士が丘5-2 乳類販売業 自動販売機 堀 泰夫 神北(宝健)第4-460 令和3年6月1日
000028 2000176009 花山乃湯 669-1505 三田市尼寺835-1 乳類販売業 自動販売機 堀 泰夫 神北(宝健)第4-461 令和3年6月1日
000028 2000176013 共和薬品工業株式会社　本社・三田工場 669-1339 三田市テクノパーク11-1 795682488 コップ式自動販売機（自動洗浄・屋内設置） 自動販売機 サントリービバレッジソリューション株式会社 代表取締役 及川 剛 160-6111 東京都新宿区西新宿八丁目17番1号 363040501 神北(宝健)第4-576 令和3年6月1日
000028 2000176091 みろく寺加工グループ 669-1505 三田市尼寺1073 795660424 食品製造業 不要許可一般 村田 美香 令和2年2月20日
000028 2000176231 アイリスオーヤマ㈱三田第一工場 669-1339 三田市テクノパーク5-14 795681411 コップ式自動販売機（自動洗浄・屋内設置） 自動販売機 サントリービバレッジソリューション株式会社 代表取締役 及川 剛 160-6111 東京都新宿区西新宿八丁目17番1号 363040501 神北(宝健)第4-577 令和3年6月1日
000028 2000176547 ラポールショップ高平店 669-1416 三田市下里373-1 795608650 その他の食料・飲料販売業 一般 株式会社ワイ・エヌ・エス三田 代表取締役 大塩 謙 669-1535 兵庫県三田市南が丘1-52-11 795632558 神北(宝健)第4-329 令和3年6月1日
000028 2000176596 宝塚仏光保育園 665-0881 宝塚市山本東2-6-21 797267166 集団給食（４）その他 集団給食 社会福祉法人めぐみ会 理事長 堀 正昭 671-1631 兵庫県たつの市揖保川町山津屋67番2 791723240 神北(宝健)第21-141 令和3年9月6日
000028 2000176605 ＳＡＫＥ市場グランマルシェ　中山寺店 665-0874 宝塚市中筋8-12-29 797889080 その他の食料・飲料販売業 一般 グランマルシェ株式会社 代表取締役 清水 浩夫 542-0081 大阪府大阪市中央区南船場3-5-26 662514560 神北(宝健)第4-320 令和3年6月1日
000028 2000176708 阪急バス株式会社　宝塚営業所 665-0821 宝塚市安倉北3-5-40 797876601 コップ式自動販売機（自動洗浄・屋内設置） 自動販売機 株式会社アペックス西日本 代表取締役 森 吉平 550-0015 大阪府大阪市西区南堀江四丁目25番24号 665359024 神北(宝健)第4-579 令和3年6月1日
000028 2000176709 スギドラッグ　宝塚南店 665-0051 宝塚市高司5-1-17 797617741 百貨店、総合スーパー 一般 株式会社スギ薬局 代表取締役 榊原 栄一 446-0056 愛知県安城市三河安城町一丁目8番地4 562452720 神北(宝健)第4-322 令和3年6月1日
000028 2000176711 スギドラッグ　宝塚南店 665-0051 宝塚市高司5-1-17 797617741 自動販売機（要届出のコップ式自動販売機及び要許可を除く） 自動販売機 株式会社スギ薬局 代表取締役 榊原 栄一 446-0056 愛知県安城市三河安城町一丁目8番地4 562452720 神北(宝健)第4-323 令和3年6月1日
000028 2000176724 宝塚ホテル　従業員食堂 665-0845 宝塚市栄町1-1-33　地下1階 797852610 集団給食（３）事業所 集団給食 株式会社阪急阪神ホテルズ 代表 山中 直義 530-0012 大阪府大阪市北区芝田一丁目16番1号 663725231 神北(宝健)第21-101 令和3年7月30日
000028 2000176775 ポプラ宝塚美幸町店 665-0042 宝塚市美幸町10-66 797266450 コンビニエンスストア 一般 羽柴産業株式会社 代表取締役 中村 俊根 670-0992 兵庫県姫路市福沢町148番地 792937066 神北(宝健)第4-358 令和3年6月1日
000028 2000176820 プライムデリカ株式会社　宝塚工場 665-0051 宝塚市高司4-6-40 727580529 乳類販売業 自動販売機 西村 憲幸 神北(宝健)第4-463 令和3年6月1日
000028 2000176896 ラポールショップ高平店 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) その他の食料・飲料販売業 自動車 株式会社ワイ・エヌ・エス三田 代表取締役 大塩 謙 669-1535 兵庫県三田市南が丘一丁目52番11号 795632558 神北(宝健)第4-330 令和3年6月1日
000028 2000176975 宝塚ホテル　１Ｆ従食 665-0845 宝塚市栄町1-1-33 コップ式自動販売機（自動洗浄・屋内設置）自動販売機株式会社アペックス西日本 代表取締役 森 吉平 550-0015 大阪府大阪市西区南堀江四丁目25番24号665359024 神北(宝健)第4-580 令和3年6月1日
000028 2000177005 たからづか牛乳 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 乳類販売業 自動車 有限会社たからづか牛乳 代表取締役 山本 陽子 665-0051 兵庫県宝塚市高司5-2-9 797775530 神北(宝健)第4-584 令和3年6月1日
000028 2000177018 マルナカ三田店 669-1543 三田市下深田字角ヲレ386-1 795596701 百貨店、総合スーパー 一般 マックスバリュ西日本株式会社 代表取締役 平尾 健一 732-0814 広島県広島市南区段原南1丁目3-52 825358500 神北(宝健)第4-366 令和3年6月1日
000028 2000177023 ベジ　スマイル 669-1529 三田市中央町9-22 795538120 その他の食料・飲料販売業 一般 東 健太 神北(宝健)第4-327 令和3年6月1日
000028 2000177536 宝塚フットサルドームＣＡＢＯ 665-0825 宝塚市安倉西4-25-1 797872000 乳類販売業 自動販売機 大出乳販株式会社 代表取締役 大出 恭久 664-0871 兵庫県伊丹市堀池4-7-4 727816617 神北(宝健)第4-452 令和3年6月1日
000028 2000177537 ｓｈｏｐ　ｓｈｉｎｍｅｉｗａ 665-0052 宝塚市新明和町1-1 コンビニエンスストア 一般 心幸サービス株式会社 代表取締役 山﨑 忠 660-0805 兵庫県尼崎市西長洲町1-3-20 664885213 神北(宝健)第4-370 令和3年6月1日
000028 2000177538 ｓｈｏｐ　ｓｈｉｎｍｅｉｗａ 665-0052 宝塚市新明和町1-1 コップ式自動販売機（自動洗浄・屋内設置） 自動販売機 心幸サービス株式会社 代表取締役 山﨑 忠 660-0805 兵庫県尼崎市西長洲町1-3-20 664885213 神北(宝健)第4-371 令和3年6月1日
000028 2000177578 デイサービススイッチオン三田 669-1535 三田市南が丘2-6-12 795590538 集団給食（４）その他 集団給食 株式会社スイッチオンサービス 代表取締役 石川 智昭 664-0006 兵庫県伊丹市鴻池3丁目16番10号 727773205 神北(宝健)第21-309 令和3年11月4日
000028 2000177669 シルビア（Ｓｉｌｖｉａ） 665-0004 宝塚市梅野町2-4グラン・ドムール宝塚南口Ｂ１ 797863987 調味料製造・加工業 一般 松野 多津 神北(宝健)第21-379 令和3年11月22日
000028 2000177748 株式会社天道農場 669-1505 三田市尼寺1073 795660424 農産保存食料品製造・加工業 一般 株式会社天道農場 代表取締役 小林 幸夫 669-1303 兵庫県三田市末達815 795605631 神北(宝健)第21-332 令和3年11月12日
000028 2000177933 ビゴの店　仁川店 665-0061 宝塚市仁川北3-7-5 798573688 その他の食料・飲料販売業 一般 有限会社ビゴ 代表取締役 ビゴ・ジャンポール・ タロウ 659-0068 兵庫県芦屋市業平町6-16 797225137 神北(宝健)第4-369 令和3年6月1日
000028 2000178055 ファミリーマート八景店 669-1525 三田市対中町25-20 795597277 コンビニエンスストア 一般 株式会社Ｔ２Ｏ 代表取締役 長野 紀子 669-1546 兵庫県三田市弥生が丘1-2-4 795698066 神北(宝健)第4-338 令和3年6月1日
000028 2000178063 ファミリーマート三田フラワータウン店 669-1546 三田市弥生が丘1-2-4 795698066 コンビニエンスストア 一般 株式会社Ｔ２Ｏ 代表取締役 長野 紀子 669-1546 兵庫県三田市弥生が丘1-2-4 795698066 神北(宝健)第4-337 令和3年6月1日
000028 2000178113 株式会社ビークイック  イオン三田ウッディタウン店 669-1321 三田市けやき台1-6-2 795587676 自動販売機（要届出のコップ式自動販売機及び要許可を除く） 自動販売機 株式会社ウエルテック 代表取締役 水田 章智 330-0802 埼玉県さいたま市大宮区宮町2丁目77マル星ビル4階株式会社プロミット内 487886490 神北(宝健)第4-406 令和3年6月1日
000028 2000178135 ローソン宝塚市役所前 665-0033 宝塚市伊孑志4-1-5 797712063 コンビニエンスストア 一般 森下 忠明 神北(宝健)第4-379 令和3年6月1日
000028 2000178266 株式会社げんきタウン　安倉南加工所 665-0823 宝塚市安倉南2-10-18 797615870 食品製造業 不要許可一般 株式会社げんきタウン 代表取締役 森 龍三 560-0032 大阪府豊中市蛍池東町2-2-16-301 668572712 令和2年9月15日
000028 2000178276 乙原バレイホースガーデン 669-1503 三田市乙原1129 農産保存食料品製造・加工業 一般 矢川 均 神北(宝健)第21-325 令和3年11月9日
000028 2000178336 サニーライフ宝塚 665-0046 宝塚市福井町32-23 797723600 集団給食（４）その他 集団給食 株式会社川島コーポレーション 代表取締役 川島 輝雄 292-1161 千葉県君津市東猪原248番地2 439373600 神北(宝健)第21-140 令和3年9月6日
000028 2000178546 Ｙショップ兵庫中央病院 669-1515 三田市大原1314 795636602 コンビニエンスストア 一般 株式会社ユーアイクリエイト 代表取締役 中谷 和人 660-0083 兵庫県尼崎市道意町7-1-3 664396118 神北(宝健)第4-396 令和3年6月1日
000028 2000178720 株式会社川西産直センター 665-0815 宝塚市山本丸橋2-108-1 797800831 その他の食料・飲料販売業 一般 株式会社川西産直センター 代表取締役 武井 雅和 665-0815 兵庫県宝塚市山本丸橋二丁目108番地1 797800831 神北(宝健)第4-345 令和3年6月1日
000028 2000178811 新明和工業株式会社　本社　１Ｆ 665-0052 宝塚市新明和町1-1 コップ式自動販売機（自動洗浄・屋内設置） 自動販売機 株式会社アペックス西日本 代表取締役 森 吉平 550-0015 大阪府大阪市西区南堀江四丁目25番24号 665359024 神北(宝健)第4-602 令和3年6月1日
000028 2000178812 新明和工業株式会社　環境システム本部３Ｆ 665-0052 宝塚市新明和町2 コップ式自動販売機（自動洗浄・屋内設置） 自動販売機 株式会社アペックス西日本 代表取締役 森 吉平 550-0015 大阪府大阪市西区南堀江四丁目25番24号 665359024 神北(宝健)第4-603 令和3年6月1日
000028 2000178850 しゅんの助 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く。) 797800831 その他の食料・飲料販売業 自動車 株式会社川西産直センター 代表取締役 武井 雅和 665-0815 兵庫県宝塚市山本丸橋2-108-1 797800831 神北(宝健)第4-344 令和3年6月1日
000028 2000178919 セブン－イレブン三田学園前店 669-1535 三田市南が丘2-12-36 795596040 コンビニエンスストア 一般 小部 千鶴 神北(宝健)第4-381 令和3年6月1日
000028 2000178984 ナチュールスパ宝塚 665-0003 宝塚市湯本町9-33 797847993 自動販売機（要届出のコップ式自動販売機及び要許可を除く） 自動販売機 株式会社linkworks 代表取締役 廣瀬 琢也 650-0001 兵庫県神戸市中央区加納町三丁目10番12号 783276033 神北(宝健)第4-407 令和3年6月1日
000028 2000179183 有馬冨士カンツリークラブ　レストラン 669-1507 三田市香下字ユルシケ谷2003 795632362 食肉販売業 一般 ロックフィールドソリューション株式会社 代表取締役 川畑 慶一 141-0022 東京都品川区東五反田2丁目3番2号タイセイビル8階 354475467 神北(宝健)第4-355 令和3年6月1日
000028 2000179579 布亀マザーケア三田デリバリーセンター 669-1525 三田市対中町9-19 795627360 乳類販売業 一般 布亀株式会社 代表取締役 布目 荘太 663-8228 兵庫県西宮市今津二葉町2番6号 798359907 神北(宝健)第4-391 令和3年6月1日
000028 2000179818 セブン-イレブン宝塚宮の町店 665-0843 宝塚市宮の町10-3 797857705 コンビニエンスストア 一般 山田 光香 神北(宝健)第4-390 令和3年6月1日
000028 2000179921 メルカート三田店 669-1348 三田市つつじが丘北2-1-1 795680840 百貨店、総合スーパー 一般 株式会社淡味 代表取締役 村津 徳昭 656-2311 兵庫県淡路市久留麻2204-1 799709010 神北(宝健)第4-356 令和3年6月1日
000028 2000179925 メルカート三田店 669-1348 三田市つつじが丘北2-1-1 795680840 コップ式自動販売機（自動洗浄・屋内設置） 自動販売機 株式会社淡味 代表取締役 村津 徳昭 656-2311 兵庫県淡路市久留麻2204-1 799709010 神北(宝健)第4-357 令和3年6月1日
000028 2000179938 L'arcobaleno（ラルコバレーノ） 669-1341 三田市西相野587-15 製茶業 一般 田村 美和 神北(宝健)第21-431 令和3年12月21日
000028 2000179956 ファミリーマート　宝塚山本丸橋店 665-0815 宝塚市山本丸橋3-16-1 797820280 コンビニエンスストア 一般 伊達 秀行 神北(宝健)第4-359 令和3年6月1日
000028 2000180003 ファミリーマート宝塚御所の前店 665-0041 宝塚市御所の前町14-25 797765225 コンビニエンスストア 一般 上江洲 昌道 神北(宝健)第4-361 令和3年6月1日
000028 2000180127 特殊発條興業株式会社 669-1339 三田市テクノパーク25 795687811 コップ式自動販売機（自動洗浄・屋内設置） 自動販売機 サントリービバレッジソリューション株式会社 代表取締役 及川 剛 160-6111 東京都新宿区西新宿八丁目17番1号 363040501 神北(宝健)第4-595 令和3年6月1日
000028 2000180360 ドラッグユタカ宝塚安倉南店 665-0823 宝塚市安倉南1-20-38 797848801 自動販売機（要届出のコップ式自動販売機及び要許可を除く） 自動販売機 株式会社ユタカファーマシー 代表取締役 浅井 家康 503-0015 岐阜県大垣市林町10丁目1339番地1 584837330 神北(宝健)第4-394 令和3年6月1日
000028 2000180361 ドラッグユタカ宝塚安倉南店 665-0823 宝塚市安倉南1-20-38 797848801 百貨店、総合スーパー 一般 株式会社ユタカファーマシー 代表取締役 浅井 家康 503-0015 岐阜県大垣市林町10丁目1339番地1 584837330 神北(宝健)第4-393 令和3年6月1日
000028 2000180517 兵庫県立有馬高等学校 669-1531 三田市天神2-1-50 795632881 乳類販売業 自動販売機 サントリービバレッジソリューション株式会社 代表取締役 及川 剛 160-6111 東京都新宿区西新宿八丁目17番1号 363040501 神北(宝健)第4-438 令和3年6月1日
000028 2000180643 アミューズ三田店 669-1513 三田市三輪4丁目5番32号 795697146 コップ式自動販売機（自動洗浄・屋内設置） 自動販売機 関西三本珈琲株式会社 代表取締役 山本 修 531-0071 大阪府大阪市北区中津七丁目6番18号 664583231 神北(宝健)第4-617 令和3年6月1日
000028 2000180672 ローソン宝塚中筋八丁目 665-0874 宝塚市中筋8-21-31 797892600 コンビニエンスストア 一般 有限会社ＳＴＡＣ 代表取締役 髙橋 陽 663-8003 兵庫県西宮市上大市2丁目9番26号 798519307 神北(宝健)第4-392 令和3年6月1日
000028 2000180733 ネッツトヨタ神戸(株)ネッツテラス新三田　店内669-1322 三田市すずかけ台3-1 コップ式自動販売機（自動洗浄・屋内設置）自動販売機株式会社アペックス西日本 代表取締役 森 吉平 550-0015 大阪府大阪市西区南堀江四丁目25番24号665359022 神北(宝健)第4-613 令和3年6月1日
000028 2000180768 スギドラッグ　あかしあ台店 669-1323 三田市あかしあ台1-51-8 795565402 百貨店、総合スーパー 一般 株式会社スギ薬局 代表取締役 榊原 栄一 446-0056 愛知県安城市三河安城町一丁目8番地4 562452715 神北(宝健)第4-367 令和3年6月1日
000028 2000180770 スギドラッグ　あかしあ台店 669-1323 三田市あかしあ台1-51-8 795565402 自動販売機（要届出のコップ式自動販売機及び要許可を除く） 自動販売機 株式会社スギ薬局 代表取締役 榊原 栄一 446-0056 愛知県安城市三河安城町一丁目8番地4 562452715 神北(宝健)第4-368 令和3年6月1日
000028 2000180926 ラ・ムー新三田店 669-1313 三田市福島2-8 795677730 百貨店、総合スーパー 一般 大黒天物産株式会社 代表取締役 大賀 昭司 710-0841 岡山県倉敷市堀南704番地の5 864351100 神北(宝健)第4-395 令和3年6月1日
000028 2000181166 イオン三田ウッディタウン店  ３Ｆベビールーム 669-1321 三田市けやき台1-6-2 795648800 乳類販売業 自動販売機 神戸ヤクルト販売株式会社 代表取締役 谷川 清十郎 651-0056 兵庫県神戸市中央区熊内町5丁目3番8号 782418960 神北(宝健)第21-33 令和3年6月1日
000028 2000181167 イオン三田ウッディタウン店  ２Ｆ北東パブリック 669-1321 三田市けやき台1-6-2 795648800 乳類販売業 自動販売機 神戸ヤクルト販売株式会社 代表取締役 谷川 清十郎 651-0056 兵庫県神戸市中央区熊内町5丁目3番8号 782418960 神北(宝健)第21-34 令和3年6月1日
000028 2000181168 神戸電鉄　三田駅前駐車場 669-1528 三田市駅前町1-29 785825814 乳類販売業 自動販売機 神戸ヤクルト販売株式会社 代表取締役 谷川 清十郎 651-0056 兵庫県神戸市中央区熊内町5丁目3番8号 782418960 神北(宝健)第21-35 令和3年6月1日
000028 2000181200 株式会社丸優　本社工場 669-1535 三田市南が丘2-15-35 795624641 乳類販売業 自動販売機 神戸ヤクルト販売株式会社 代表取締役 谷川 清十郎 651-0056 兵庫県神戸市中央区熊内町5丁目3番8号 782418960 神北(宝健)第21-31 令和3年6月1日
000028 2000181201 神戸電鉄　フラワータウン駅 669-1546 三田市弥生が丘1-11 785211342 乳類販売業 自動販売機 神戸ヤクルト販売株式会社 代表取締役 谷川 清十郎 651-0056 兵庫県神戸市中央区熊内町5丁目3番8号 782418960 神北(宝健)第21-36 令和3年6月1日
000028 2000181209 (株)セレス　三田工場　食堂 669-1339 三田市テクノパーク18-1 795607366 乳類販売業 自動販売機 神戸ヤクルト販売株式会社 代表取締役 谷川 清十郎 651-0056 兵庫県神戸市中央区熊内町5丁目3番8号 782418960 神北(宝健)第21-37 令和3年6月1日
000028 2000181210 特別養護老人ホーム　サンウエスト 669-1504 三田市小野1139-1 795603070 乳類販売業 自動販売機 神戸ヤクルト販売株式会社 代表取締役 谷川 清十郎 651-0056 兵庫県神戸市中央区熊内町5丁目3番8号 782418960 神北(宝健)第21-38 令和3年6月1日
000028 2000181211 さんだリハビリテーション病院　２F 669-1547 三田市富士が丘5-16-1 795588116 乳類販売業 自動販売機 神戸ヤクルト販売株式会社 代表取締役 谷川 清十郎 651-0056 兵庫県神戸市中央区熊内町5丁目3番8号 782418960 神北(宝健)第21-39 令和3年6月1日
000028 2000181212 恭西商事(株)　三田営業所 669-1357 三田市東本庄2268 795684557 乳類販売業 自動販売機 神戸ヤクルト販売株式会社 代表取締役 谷川 清十郎 651-0056 兵庫県神戸市中央区熊内町5丁目3番8号 782418960 神北(宝健)第21-40 令和3年6月1日
000028 2000181213 ねごろクリニック 669-1535 三田市南が丘2-6-3 795590573 乳類販売業 自動販売機 神戸ヤクルト販売株式会社 代表取締役 谷川 清十郎 651-0056 兵庫県神戸市中央区熊内町5丁目3番8号 782418960 神北(宝健)第21-41 令和3年6月1日
000028 2000181214 ローソン阪急仁川駅前店 665-0061 宝塚市仁川北2-7-1 798521112 コンビニエンスストア 一般 川谷 勉 神北(宝健)第21-46 令和3年6月1日
000028 2000181215 ローソン宝塚鹿塩一丁目店 665-0054 宝塚市鹿塩1-10-18 798522522 コンビニエンスストア 一般 川谷 勉 神北(宝健)第21-47 令和3年6月1日
000028 2000181219 Little Black Jars 665-0063 宝塚市仁川高丸1-9-7 農産保存食料品製造・加工業 一般 上田 文子 神北(宝健)第21-44 令和3年6月1日
000028 2000181220 aromaＬＵＣＡ 665-0883 宝塚市山本中3-3-23 797807204 製茶業 一般 井上 由美子 神北(宝健)第21-45 令和3年6月1日
000028 2000181222 あかしあ野菜果物即売会 669-1323 三田市あかしあ台及びさくら坂内 行商 行商 酒井 俊一 神北(宝健)第21-48 令和3年6月1日
000028 2000181224 ㈱カワタ三田工場２Ｆ食堂  （CCBJI受託） 669-1313 三田市福島字宮野前501-17 コップ式自動販売機（自動洗浄・屋内設置） 自動販売機 株式会社アペックス西日本 代表取締役 森 吉平 550-0015 大阪府大阪市西区南堀江四丁目25番24号 783062130 神北(宝健)第21-49 令和3年6月1日
000028 2000181233 タマポリ株式会社　三田工場 669-1339 三田市テクノパーク14-8 795681300 器具・容器包装の製造・加工業 一般 タマポリ株式会社 代表取締役 松木 康雄 171-0022 東京都豊島区南池袋1丁目16番15号 339811431 神北(宝健)第21-53 令和3年6月3日
000028 2000181234 タマ加工株式会社　三田 669-1339 三田市テクノパーク14-8 795684702 器具・容器包装の製造・加工業 一般 タマ加工株式会社 代表取締役 松木 康雄 370-0523 群馬県邑楽郡大泉町吉田1207-2 276636886 神北(宝健)第21-54 令和3年6月3日
000028 2000181235 ミルトコーヒーロースター 665-0881 宝塚市山本東1-12-9 コーヒー（飲料を除く）製造・加工業 一般 宮崎 誠 神北(宝健)第21-55 令和3年6月8日
000028 2000181265 まなぶおじさんの珈琲工房 669-1531 三田市天神3-2-12 795511635 コーヒー（飲料を除く）製造・加工業 一般 清水 りか 神北(宝健)第21-57 令和3年6月10日
000028 2000181381 さんだ農の里 669-1406 三田市田中144 食肉販売業 一般 齋藤 康二郎 神北(宝健)第21-59 令和3年6月16日
000028 2000181383 ラスターフルーツ 669-1537 三田市西山2-27-13 795645455 野菜果物販売業 一般 堂本 さゆり 神北(宝健)第21-60 令和3年6月16日
000028 2000181424 溝口農園 669-1211 宝塚市大原野字溝内13 797910855 農産保存食料品製造・加工業 一般 溝口 美都子 神北(宝健)第21-66 令和3年6月17日
000028 2000181524 日東高圧化学工業株式会社 665-0055 宝塚市大成町10-43 797724178 器具・容器包装の製造・加工業 一般 日東高圧化学工業株式会社 代表取締役 池田 政信 665-0055 兵庫県宝塚市大成町10番43号 797724178 神北(宝健)第21-69 令和3年6月25日
000028 2000181701 ヒューマンライフケア宝塚の湯 665-0034 宝塚市小林5-5-31OBAYASHI５　1階 797718180 集団給食（４）その他 集団給食 ヒューマンライフケア株式会社 代表取締役 瀬戸口 信也 160-0023 東京都新宿区西新宿七丁目5番25号 368460233 神北(宝健)第21-72 令和3年7月2日
000028 2000181720 神戸ヤクルト販売株式会社　三田西センター 669-1334 三田市中内神1040-2 795672880 乳類販売業 一般 神戸ヤクルト販売株式会社 代表取締役 谷川 清十郎 651-0056 兵庫県神戸市中央区熊内町5丁目3番8号 782418960 神北(宝健)第21-73 令和3年7月6日
000028 2000181722 神戸ヤクルト販売株式会社　三田センター 669-1526 三田市相生町18-18 795622480 乳類販売業 一般 神戸ヤクルト販売株式会社 代表取締役 谷川 清十郎 651-0056 兵庫県神戸市中央区熊内町5丁目3番8号 782418960 神北(宝健)第21-74 令和3年7月6日
000028 2000181792 更樂 665-0877 宝塚市中山桜台2-2-1中山台ファミリーセンター2階 食肉販売業 一般 橋本 こずえ 神北(宝健)第21-76 令和3年7月9日



000028 2000181798 マミーズキッチン 669-1503 三田市乙原1903-8 795063805 調味料製造・加工業 一般 今井 真美 神北(宝健)第21-75 令和3年7月7日
000028 2000181805 高級食パン専門店あずき　宝塚店 665-0844 宝塚市武庫川町7-14 797788955 その他の食料・飲料販売業 一般 あずき株式会社 代表取締役 渡邊 彰 659-0087 兵庫県芦屋市三条町25番3号 797626120 神北(宝健)第21-78 令和3年7月9日
000028 2000181808 コーナンイズミヤ小林店 665-0034 宝塚市小林5-5-47　イズミヤ小林店4F 797780021 百貨店、総合スーパー 一般 コーナン商事株式会社 代表取締役 疋田 直太郎 593-8324 大阪府堺市西区鳳東町4丁401番地1 663971621 神北(宝健)第21-79 令和3年7月12日
000028 2000181822 大宝塚ゴルフクラブ 669-1241 宝塚市切畑字長尾山19 797911361 野菜果物販売業 一般 ＰＧＭプロパティーズ株式会社 代表取締役 田中 耕太郎 110-0015 東京都台東区東上野1-14-7 344138800 神北(宝健)第21-56 令和3年6月10日
000028 2000181823 特定非営利活動法人こむの事業所 665-0867 宝塚市売布東の町12-9 797878330 野菜果物販売業 一般 特定非営利活動法人こむの事業所 理事 松藤 聖一 665-0867 兵庫県宝塚市売布東の町12-9 797878330 神北(宝健)第21-67 令和3年6月24日
000028 2000181829 扇野製菓株式会社 669-1513 三田市三輪1-6-12 795622269 乳類販売業 一般 扇野製菓株式会社 代表取締役 扇野 洋一 669-1513 兵庫県三田市三輪1-6-12 795622269 神北(宝健)第21-5 令和3年6月1日
000028 2000181940 コープ自然派兵庫 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く。) 789072118 行商 自動車 生活協同組合コープ自然派兵庫 代表理事 横川 誠也 651-2228 兵庫県神戸市西区見津が丘4-10-5 789981673 神北(宝健)第21-88 令和3年7月16日
000028 2000181999 ｍａｍｍａ 669-1528 三田市駅前町4-27-C（くしん内） 795659488 調味料製造・加工業 一般 Ktwofive株式会社 代表取締役 杉原 健吾 669-1528 兵庫県三田市駅前町3-10-108 795511502 神北(宝健)第21-80 令和3年7月12日
000028 2000182015 Ｔ-coffee 665-0034 宝塚市小林3-8-22-10 コーヒー（飲料を除く）製造・加工業 一般 岩崎 拓巳 神北(宝健)第21-95 令和3年7月26日
000028 2000182023 餃子の王将 新三田店 669-1531 三田市天神1-9-1 795637311 その他の食料・飲料販売業 一般 株式会社王将フードサービス 代表取締役 渡邊 直人 607-8307 京都府京都市山科区西野山射庭ノ上町294-1 755921411 神北(宝健)第21-96 令和3年7月26日
000028 2000182041 餃子の王将　宝塚インター店 665-0821 宝塚市安倉北2-5-17 797866700 その他の食料・飲料販売業 一般 株式会社王将フードサービス 代表取締役 渡邊 直人 607-8307 京都府京都市山科区西野山射庭ノ上町294-1 755921411 神北(宝健)第21-97 令和3年7月26日
000028 2000182042 三杉屋　業務スーパー宝塚中山店 665-0874 宝塚市中筋5-19-25業務スーパー宝塚中山店内 797616887 野菜果物販売業 一般 株式会社三杉屋 代表取締役 杉本 光晴 563-0032 大阪府池田市石橋1丁目1番8号 784146621 神北(宝健)第21-98 令和3年7月27日
000028 2000182197 ＆　Botanic 669-1531 三田市天神3-7-6 製茶業 一般 児玉 華奈子 神北(宝健)第21-100 令和3年7月29日
000028 2000182198 セブン－イレブン三田三輪３丁目店 669-1513 三田市三輪3-837-11 795640034 コンビニエンスストア 一般 山口 由里子 神北(宝健)第21-61 令和3年6月16日
000028 2000182206 長谷加工研究会すずしろ 669-1204 宝塚市長谷字北畑ヶ19-3 その他の食料品製造・加工業 一般 古東 喜美代 神北(宝健)第21-106 令和3年7月30日
000028 2000182236 Ｆ♭ＬＡＴ（フラット） 665-0836 宝塚市清荒神3丁目14-16 野菜果物販売業 一般 平尾 直人 神北(宝健)第21-113 令和3年8月2日
000028 2000182262 オフィスグリコ冷凍冷蔵庫281105 665-0821 宝塚市安倉北2-19-10 その他の食料・飲料販売業 一般 グリコチャネルクリエイト株式会社 代表取締役 西村 浩一 555-8502 大阪府大阪市西淀川区歌島四丁目6-5 神北(宝健)第21-108 令和3年7月30日
000028 2000182263 がんこ宝塚苑 665-0845 宝塚市栄町3-3-15 797858188 弁当販売業 一般 がんこフードサービス株式会社 代表取締役 小嶋 達典 532-0025 大阪府大阪市淀川区新北野一丁目2番13号 663082288 神北(宝健)第21-109 令和3年8月2日
000028 2000182330 イオン三田ウッディタウン店  ３Ｆ遊戯コーナー 669-1321 三田市けやき台1-6-2 795648800 乳類販売業 自動販売機 神戸ヤクルト販売株式会社 代表取締役 谷川 清十郎 651-0056 兵庫県神戸市中央区熊内町5丁目3番8号 782418960 神北(宝健)第21-32 令和3年6月1日
000028 2000182342 ル・クロワッサン宝塚店 665-0815 宝塚市山本丸橋3-1-1 797822521 乳類販売業 一般 株式会社エムズフードアンドライフ 代表取締役 南 卓治 570-0041 大阪府守口市東郷通3-12-6 669922727 神北(宝健)第21-52 令和3年6月2日
000028 2000182366 餃子の雪松　宝塚店 665-0051 宝塚市高司1-3-1 その他の食料・飲料販売業 一般 株式会社ＹＥＳ 代表取締役 長谷川 保 185-0005 東京都国分寺市並木町二丁目23番地5美創空間422077488 神北(宝健)第21-71 令和3年7月2日
000028 2000182374 かっぱ寿司中山寺店 665-0874 宝塚市中筋6-3-10 797822770 その他の食料・飲料販売業 一般 カッパ・クリエイト株式会社 代表取締役 山⻆ 豪 220-8112 神奈川県横浜市西区みなとみらい2-2-1ランドマークタワー12階 452247095 神北(宝健)第21-118 令和3年8月10日
000028 2000182466 キリカブ 665-0011 宝塚市南口1-9-14 797718135 コーヒー（飲料を除く）製造・加工業 一般 山本 早百合 神北(宝健)第21-120 令和3年8月10日
000028 2000182495 オクショウ 669-1529 三田市中央町16-3 795623030 野菜果物販売業 一般 田村 恵子 神北(宝健)第21-125 令和3年8月17日
000028 2000182520 珈琲焙煎工房Hug 665-0881 宝塚市山本東1-3-6メゾン山本 797788901 コーヒー（飲料を除く）製造・加工業 一般 一般社団法人高次脳機能障害者サポートネット 理事長 中山 猛 665-0881 兵庫県宝塚市山本東1-3-6 797788901 神北(宝健)第21-124 令和3年8月16日
000028 2000182522 ＢＯＮ　Ｂｅｅ 669-1357 三田市東本庄2068-1 795566511 その他の食料品製造・加工業 一般 仙代テック株式会社 代表取締役 長谷川 良果 669-1357 兵庫県三田市東本庄2068-1 795556511 神北(宝健)第21-126 令和3年8月17日
000028 2000182523 西神製罐株式会社 669-1313 三田市福島字宮野前501番地の8 795633721 器具・容器包装の製造・加工業 一般 西神製罐株式会社 代表取締役 堀江 清作 669-1313 兵庫県三田市福島字宮野前501番地の8 795633721 神北(宝健)第21-127 令和3年8月17日
000028 2000182526 株式会社Ｂ・Ｆミート 669-1529 三田市けやき台1-7センチュリーガーデンフレスポ業務スーパー三田けやき台店内 795538010 食肉販売業 一般 株式会社Ｂ・Ｆミート 代表取締役 大橋 啓一郎 541-0053 大阪府大阪市中央区瓦町2丁目1番12号 664847828 神北(宝健)第21-128 令和3年8月18日
000028 2000182551 株式会社Ｐｉｃｃｏ 669-1411 三田市波豆川281 795690024 その他の食料品製造・加工業 一般 株式会社Ｐｉｃｃｏ 代表取締役 細山田 貴志 535-0002 大阪府大阪市旭区大宮二丁目10番7号 661158959 神北(宝健)第21-119 令和3年8月10日
000028 2000182574 セブン－イレブン　宝塚安倉南３丁目店 665-0823 宝塚市安倉南3-8-18 797842157 コンビニエンスストア 一般 寶持 和良 神北(宝健)第21-117 令和3年8月10日
000028 2000182598 ＳＢＣ(売店24号) 665-0053 宝塚市駒の町1-1　阪神競馬場内 798537819 その他の食料・飲料販売業 一般 一般財団法人競馬共助会 代表理事 吉﨑 一郎 183-0024 東京都府中市日吉町1-1 423038355 神北(宝健)第21-129 令和3年8月20日
000028 2000182601 乃が美はなれ　三田店 669-1543 三田市下深田386-1サンチェスタショッピングスクエア 795565990 その他の食料・飲料販売業 一般 株式会社浜光 代表取締役 多岐 篤司 651-0085 兵庫県神戸市中央区八幡通4丁目2番18号 782323056 神北(宝健)第21-130 令和3年8月23日
000028 2000182605 サンパレス六甲 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) その他の食料・飲料販売業 自動車 株式会社関西新生活互助会 代表取締役 中西 亜衣 669-1529 兵庫県三田市中央町4番26号 795630520 神北(宝健)第21-131 令和3年8月24日
000028 2000182609 ハチワレコーヒロースター 665-0875 宝塚市中筋山手7-10-15 797207757 コーヒー（飲料を除く）製造・加工業 一般 初木 茂夫 神北(宝健)第21-132 令和3年8月24日
000028 2000182617 Ｂｏｕｌａｎｇｅｒｉｅ・聖 665-0021 宝塚市中州1-2-12ＰＡＬＡＺＺＯ逆瀬川101号 乳類販売業 一般 合同会社ＢｒａｖｅＮｅｗＷｏｒｌｄ 代表社員 松永 聖 665-0054 兵庫県宝塚市鹿塩一丁目17番11-305号 神北(宝健)第21-107 令和3年7月30日
000028 2000182619 山一青果株式会社 669-1527 三田市中町8番3号 795634354 野菜果物販売業 一般 山一青果株式会社 代表取締役 古家 高 669-1527 兵庫県三田市中町8番3号 795634354 神北(宝健)第21-133 令和3年8月24日
000028 2000182689 ホリカワコーヒーロースターズ 665-0815 宝塚市山本丸橋1-5-31 コーヒー（飲料を除く）製造・加工業一般 頼 勝一 神北(宝健)第21-134 令和3年8月27日
000028 2000182785 株式会社銀のステッキ 665-0035 宝塚市逆瀬川1-1-46なみきビル１F 797912260 弁当販売業 一般 株式会社銀のステッキ 代表取締役 野村 博世 665-0035 兵庫県宝塚市逆瀬川1-1-46 797912260 神北(宝健)第21-135 令和3年8月30日
000028 2000182833 株式会社西重　三田中央店 669-1529 三田市中央町19-23業務スーパー三田中央店内 795656007 野菜果物販売業 一般 株式会社西重 代表取締役 松田 孝司 565-0821 大阪府吹田市山田東3丁目26-21 661708500 神北(宝健)第21-138 令和3年9月3日
000028 2000182835 株式会社西重　三田けやき台店 669-1321 三田市けやき台1-7センチュリーガーデンフレスポC棟業務スーパー三田けやき台店内 795565577 野菜果物販売業 一般 株式会社西重 代表取締役 松田 孝司 565-0821 大阪府吹田市山田東3丁目26-21 661708500 神北(宝健)第21-139 令和3年9月3日
000028 2000182843 UNBY GENERAL GOODS STORE SANDA 669-1303 三田市末2189-1 795509033 食肉販売業 一般 ＵＮＢＹ株式会社 代表取締役 冨士松 大智 532-0026 大阪府大阪市淀川区塚本五丁目3番11-506号 666069169 神北(宝健)第21-136 令和3年9月2日
000028 2000182928 三田まほろばブレッツア 669-1337 三田市学園4-1 795567100 露店・仮設店舗等による飲食の提供のうち営業とみなされないもの 露店 肥後 淳三 神北(宝健)第21-155 令和3年9月9日
000028 2000182967 ＢＲＵ 665-0845 宝塚市栄町1丁目6番2-2043号 コーヒー（飲料を除く）製造・加工業 一般 笹川 寛 神北(宝健)第21-146 令和3年9月9日
000028 2000182994 やまや三田対中店 669-1525 三田市対中町3-8 795587811 その他の食料・飲料販売業 一般 やまや関西株式会社 代表取締役 山内 英靖 983-0852 宮城県仙台市宮城野区榴岡3丁目4番1号 227423111 神北(宝健)第21-161 令和3年9月13日
000028 2000183115 にじ屋　Sandabase 669-1537 三田市西山2-8-19 795530248 野菜果物販売業 一般 片山 慶彦 神北(宝健)第21-147 令和3年9月9日
000028 2000183154 コーナン新三田店 669-1322 三田市すずかけ台3-1 795659310 百貨店、総合スーパー 一般 コーナン商事株式会社 代表取締役 疋田 直太郎 593-8324 大阪府堺市西区鳳東町4丁401番地1 663971621 神北(宝健)第21-171 令和3年9月17日
000028 2000183155 コーナンJR中山寺駅前店 665-0874 宝塚市中筋5-10-27 797821901 百貨店、総合スーパー 一般 コーナン商事株式会社 代表取締役 疋田 直太郎 593-8324 大阪府堺市西区鳳東町4丁401番地1 663971621 神北(宝健)第21-172 令和3年9月17日
000028 2000183156 スターバックスコーヒー　中山寺店 665-0874 宝塚市中筋8-11-58 797820311 その他の食料・飲料販売業 一般 スターバックスコーヒージャパン株式会社 代表取締役 水口 貴文 141-0021 東京都品川区上大崎2-25-2 357455886 神北(宝健)第21-170 令和3年9月17日
000028 2000183198 株式会社ウエノフードテクノ　三田工場 669-1339 三田市テクノパーク4-1 795682210 調味料製造・加工業 一般 株式会社ウエノフードテクノ 代表取締役 國持 浩太郎 102-0093 東京都千代田区平河町二丁目5番6号 366303830 神北(宝健)第21-173 令和3年9月21日
000028 2000183281 (株)モリタエコノス 669-1339 三田市テクノパーク28 自動販売機（要届出のコップ式自動販売機及び要許可を除く） 自動販売機 関西キリンビバレッジサービス株式会社 代表取締役 尾崎 靖幸 530-0011 大阪府大阪市北区大深町4-20 677309206 神北(宝健)第21-176 令和3年9月24日
000028 2000183282 沢井製薬三田西　左 669-1339 三田市テクノパーク18-8 自動販売機（要届出のコップ式自動販売機及び要許可を除く） 自動販売機 関西キリンビバレッジサービス株式会社 代表取締役 尾崎 靖幸 530-0011 大阪府大阪市北区大深町4番20号 677309206 神北(宝健)第21-177 令和3年9月24日
000028 2000183283 宝塚安倉営業所 665-0823 宝塚市安倉南3-2-9 797853220 集団給食（４）その他 集団給食 株式会社ツクイ 代表取締役 高畠 毅 233-0002 神奈川県横浜市港南区上大岡西1丁目6番1号 458424183 神北(宝健)第21-178 令和3年9月24日
000028 2000183303 スターバックスコーヒー  新三田桜のこみち公園店 669-1313 三田市福島1-1 795556661 その他の食料・飲料販売業 一般 スターバックスコーヒージャパン株式会社 代表取締役 水口 貴文 141-0021 東京都品川区上大崎2-25-2 357455510 神北(宝健)第21-180 令和3年9月24日
000028 2000183319 飛龍 665-0874 宝塚市中筋3-21-1 797618806 自動販売機（要届出のコップ式自動販売機及び要許可を除く） 自動販売機 合同会社ＩＳホールディングス 代表社員 白旗 訓 665-0874 兵庫県宝塚市中筋2-11-1-301 797888437 神北(宝健)第21-145 令和3年9月9日
000028 2000183342 波豆川マルシェ 669-1411 三田市波豆川2288 その他の食料品製造・加工業 一般 今西 みずほ 神北(宝健)第21-179 令和3年9月24日
000028 2000183385 宝塚福井営業所 665-0046 宝塚市福井町23-3 797764804 集団給食（４）その他 集団給食 株式会社ツクイ 代表取締役 高畠 毅 233-0002 神奈川県横浜市港南区上大岡西1丁目6番1号 458424183 神北(宝健)第21-218 令和3年9月28日
000028 2000183429 ファミリーマート三田テクノパーク店 669-1339 三田市テクノパーク18-13 795607250 コンビニエンスストア 一般 中田 成栄 神北(宝健)第21-86 令和3年7月16日
000028 2000183448 寿ノ湯　ファンクスキッチン 669-1547 三田市富士が丘5-2 795644126 その他の食料・飲料販売業 一般 株式会社レック 代表取締役 高橋 泉 650-0044 兵庫県神戸市中央区東川崎町1-3-3 783603920 神北(宝健)第21-90 令和3年7月20日
000028 2000183588 吉本商店 669-1528 三田市駅前町10-3 795622267 その他の食料・飲料販売業 一般 吉本 尚登 神北(宝健)第4-348 令和3年6月1日
000028 2000183637 モスバーガー三田ウッディタウン店 669-1322 三田市すずかけ台2-3-7 795592929 その他の食料・飲料販売業 一般 株式会社角谷商店 代表取締役 角谷 兵司 651-1412 兵庫県西宮市山口町下山口3-11-9 789043011 神北(宝健)第21-230 令和3年10月1日
000028 2000183809 しし処　かるも 669-1311 三田市加茂381-2 その他の食料・飲料販売業 一般 山鼻 衞 神北(宝健)第21-234 令和3年10月6日
000028 2000183828 田嶋商店 665-0861 宝塚市中山寺2-8-10 797862412 野菜果物販売業 一般 田嶋 千代 神北(宝健)第21-233 令和3年10月5日
000028 2000183875 ダイソー　逆瀬川アピア３店 665-0035 宝塚市逆瀬川1-13-1地下1階 その他の食料・飲料販売業 一般 株式会社大創産業 代表取締役 矢野 靖二 739-8501 広島県東広島市西条吉行東一丁目4番14号 824200100 神北(宝健)第21-238 令和3年10月11日
000028 2000183880 ダイソー　三田ウッディタウン店 669-1321 三田市けやき台1-1 その他の食料・飲料販売業 一般 株式会社大創産業 代表取締役 矢野 靖二 739-8501 広島県東広島市西条吉行東一丁目4番14号 824200100 神北(宝健)第21-240 令和3年10月11日
000028 2000183886 ダイソー　マルナカ三田店 669-1543 三田市下深田字角ヲレ386-1マルナカ三田2階 その他の食料・飲料販売業 一般 株式会社大創産業 代表取締役 矢野 靖二 739-8501 広島県東広島市西条吉行東一丁目4番14号 824200100 神北(宝健)第21-241 令和3年10月11日
000028 2000183928 カラオケスタジオ歌仲間  （ヌードルツアーズ三田店） 669-1526 三田市相生町1-40 795596278 自動販売機（要届出のコップ式自動販売機及び要許可を除く） 自動販売機 足立 秀幸 神北(宝健)第21-244 令和3年10月14日
000028 2000183968 近畿総合ミルクセンター宝塚店 665-0821 宝塚市安倉北3-6-8 797810837 乳類販売業 一般 大出 美智子 神北(宝健)第21-249 令和3年10月15日
000028 2000183995 オフィスグリコ冷凍冷蔵庫23681 669-1339 三田市テクノパーク12-6 その他の食料・飲料販売業 一般 グリコチャネルクリエイト株式会社 代表取締役 西村 浩一 555-8502 大阪府大阪市西淀川区歌島四丁目6-5 神北(宝健)第21-251 令和3年10月15日
000028 2000184045 オフィスグリコ冷凍冷蔵庫23677 669-1339 三田市テクノパーク4-1 その他の食料・飲料販売業 一般 グリコチャネルクリエイト株式会社 代表取締役 西村 浩一 555-8502 大阪府大阪市西淀川区歌島四丁目6-5 神北(宝健)第21-252 令和3年10月15日
000028 2000184048 オフィスグリコ冷凍冷蔵庫21998 669-1339 三田市テクノパーク5-1 その他の食料・飲料販売業 一般 グリコチャネルクリエイト株式会社 代表取締役 西村 浩一 555-8502 大阪府大阪市西淀川区歌島四丁目6-5 神北(宝健)第21-253 令和3年10月15日
000028 2000184050 オフィスグリコ冷凍冷蔵庫23680 669-1339 三田市テクノパーク21-8 その他の食料・飲料販売業 一般 グリコチャネルクリエイト株式会社 代表取締役 西村 浩一 555-8502 大阪府大阪市西淀川区歌島四丁目6-5 神北(宝健)第21-254 令和3年10月15日
000028 2000184077 オフィスグリコ冷凍冷蔵庫22001 669-1339 三田市テクノパーク8-5 その他の食料・飲料販売業 一般 グリコチャネルクリエイト株式会社 代表取締役 西村 浩一 555-8502 大阪府大阪市西淀川区歌島四丁目6-5 神北(宝健)第21-255 令和3年10月15日
000028 2000184078 オフィスグリコ冷凍冷蔵庫23672 669-1339 三田市テクノパーク18-9 その他の食料・飲料販売業 一般 グリコチャネルクリエイト株式会社 代表取締役 西村 浩一 555-8502 大阪府大阪市西淀川区歌島四丁目6-5 神北(宝健)第21-256 令和3年10月15日
000028 2000184080 オフィスグリコ冷凍冷蔵庫23679 669-1339 三田市テクノパーク21-1 その他の食料・飲料販売業 一般 グリコチャネルクリエイト株式会社 代表取締役 西村 浩一 555-8502 大阪府大阪市西淀川区歌島四丁目6-5 神北(宝健)第21-257 令和3年10月15日
000028 2000184081 オフィスグリコ冷凍冷蔵庫22002 669-1339 三田市テクノパーク5-15 その他の食料・飲料販売業 一般 グリコチャネルクリエイト株式会社 代表取締役 西村 浩一 555-8502 大阪府大阪市西淀川区歌島四丁目6-5 神北(宝健)第21-258 令和3年10月15日
000028 2000184082 オフィスグリコ冷凍冷蔵庫22002 669-1339 三田市テクノパーク5-15 その他の食料・飲料販売業 一般 グリコチャネルクリエイト株式会社 代表取締役 西村 浩一 555-8502 大阪府大阪市西淀川区歌島四丁目6-5 神北(宝健)第21-258 令和3年10月15日
000028 2000184084 オフィスグリコ冷凍冷蔵庫23676 669-1339 三田市テクノパーク14-1 その他の食料・飲料販売業 一般 グリコチャネルクリエイト株式会社 代表取締役 西村 浩一 555-8502 大阪府大阪市西淀川区歌島四丁目6-5 神北(宝健)第21-259 令和3年10月15日
000028 2000184086 オフィスグリコ冷凍冷蔵庫21997 669-1339 三田市テクノパーク5-1 その他の食料・飲料販売業 一般 グリコチャネルクリエイト株式会社 代表取締役 西村 浩一 555-8502 大阪府大阪市西淀川区歌島四丁目6-5 神北(宝健)第21-260 令和3年10月15日
000028 2000184087 オフィスグリコ冷凍冷蔵庫143075 665-0835 宝塚市旭町2-12-21 その他の食料・飲料販売業 一般 グリコチャネルクリエイト株式会社 代表取締役 西村 浩一 555-8502 大阪府大阪市西淀川区歌島四丁目6-5 神北(宝健)第21-261 令和3年10月15日
000028 2000184104 グッドライフ　サンシティ宝塚ショップ665-0013 宝塚市宝梅2-6-26 その他の食料・飲料販売業 一般 株式会社グッドライフ 代表取締役 山口 育男 251-0026 神奈川県藤沢市鵠沼東2番3号 466501060 神北(宝健)第21-293 令和3年10月19日
000028 2000184119 モスバーガー宝塚安倉店 665-0825 宝塚市安倉西4-635 797831520 その他の食料・飲料販売業 一般 有限会社アダグローバルカンパニー 代表取締役 足立 英之 665-0033 兵庫県宝塚市伊孑志2丁目15-51-301 797741331 神北(宝健)第21-295 令和3年10月19日
000028 2000184120 モスバーガー宝塚逆瀬川店 665-0033 宝塚市伊孑志1-6-34馬殿第２ビル１Ｆ 797749202 その他の食料・飲料販売業 一般 有限会社アダグローバルカンパニー 代表取締役 足立 英之 665-0033 兵庫県宝塚市伊孑志2丁目15-51-301 797741331 神北(宝健)第21-296 令和3年10月19日
000028 2000184144 オフィスグリコ冷凍冷蔵庫68660 665-0835 宝塚市旭町3-2-6 その他の食料・飲料販売業 一般 グリコチャネルクリエイト株式会社 代表取締役 西村 浩一 555-8502 大阪府大阪市西淀川区歌島四丁目6-5 神北(宝健)第21-262 令和3年10月15日
000028 2000184146 オフィスグリコ冷凍冷蔵庫69940 665-0835 宝塚市旭町3-7-8 その他の食料・飲料販売業 一般 グリコチャネルクリエイト株式会社 代表取締役 西村 浩一 555-8502 大阪府大阪市西淀川区歌島四丁目6-5 神北(宝健)第21-263 令和3年10月15日
000028 2000184147 オフィスグリコ冷凍冷蔵庫159318 665-0835 宝塚市旭町2-1-24 その他の食料・飲料販売業 一般 グリコチャネルクリエイト株式会社 代表取締役 西村 浩一 555-8502 大阪府大阪市西淀川区歌島四丁目6-5 神北(宝健)第21-264 令和3年10月15日
000028 2000184149 三田わくわく村　志手原事業所 669-1506 三田市志手原字横尾1321-1 795648989 集団給食（４）その他 集団給食 社会福祉法人風 理事長 西田 孝夫 669-1515 兵庫県三田市大原字梅ノ木1546番地5 795640909 神北(宝健)第21-246 令和3年10月14日
000028 2000184151 オフィスグリコ冷凍冷蔵庫80587 665-0825 宝塚市安倉西1-1-1 その他の食料・飲料販売業 一般 グリコチャネルクリエイト株式会社 代表取締役 西村 浩一 555-8502 大阪府大阪市西淀川区歌島四丁目6-5 神北(宝健)第21-265 令和3年10月15日
000028 2000184152 オフィスグリコ冷凍冷蔵庫68650 665-0825 宝塚市安倉西2-1-33 その他の食料・飲料販売業 一般 グリコチャネルクリエイト株式会社 代表取締役 西村 浩一 555-8502 大阪府大阪市西淀川区歌島四丁目6-5 神北(宝健)第21-266 令和3年10月15日
000028 2000184155 オフィスグリコ冷凍冷蔵庫58605 665-0825 宝塚市安倉西5-2-14 その他の食料・飲料販売業 一般 グリコチャネルクリエイト株式会社 代表取締役 西村 浩一 555-8502 大阪府大阪市西淀川区歌島四丁目6-5 神北(宝健)第21-267 令和3年10月15日
000028 2000184157 三田わくわく村　すずかけ台事業所 669-1322 三田市すずかけ台4-12-1 795565355 集団給食（４）その他 集団給食 社会福祉法人風 理事長 西田 孝夫 669-1515 兵庫県三田市大原字梅ノ木1546番地5 795640909 神北(宝健)第21-248 令和3年10月14日
000028 2000184158 オフィスグリコ冷凍冷蔵庫160644 665-0822 宝塚市安倉中5-10-7 その他の食料・飲料販売業 一般 グリコチャネルクリエイト株式会社 代表取締役 西村 浩一 555-8502 大阪府大阪市西淀川区歌島四丁目6-5 神北(宝健)第21-268 令和3年10月15日
000028 2000184159 オフィスグリコ冷凍冷蔵庫60200 665-0821 宝塚市安倉北2-19-10 その他の食料・飲料販売業 一般 グリコチャネルクリエイト株式会社 代表取締役 西村 浩一 555-8502 大阪府大阪市西淀川区歌島四丁目6-5 神北(宝健)第21-269 令和3年10月15日
000028 2000184174 オーガニックプラザソリオ宝塚店 665-0845 宝塚市栄町2-1-1　ソリオ宝塚GF 797819353 百貨店、総合スーパー 一般 株式会社ヘルスライフ 代表取締役 中平 進也 602-0872 京都府京都市上京区丸太町通河原町東入駒之町536 752548991 神北(宝健)第21-298 令和3年10月21日
000028 2000184182 オフィスグリコ冷凍冷蔵庫65822 665-0845 宝塚市栄町2-1-2 その他の食料・飲料販売業 一般 グリコチャネルクリエイト株式会社 代表取締役 西村 浩一 555-8502 大阪府大阪市西淀川区歌島四丁目6-5 神北(宝健)第21-270 令和3年10月15日
000028 2000184183 オフィスグリコ冷凍冷蔵庫147595 665-0047 宝塚市亀井町10-54 その他の食料・飲料販売業 一般 グリコチャネルクリエイト株式会社 代表取締役 西村 浩一 555-8502 大阪府大阪市西淀川区歌島四丁目6-5 神北(宝健)第21-271 令和3年10月15日
000028 2000184184 オフィスグリコ冷凍冷蔵庫25302 665-0047 宝塚市亀井町10-30 その他の食料・飲料販売業 一般 グリコチャネルクリエイト株式会社 代表取締役 西村 浩一 555-8502 大阪府大阪市西淀川区歌島四丁目6-5 神北(宝健)第21-272 令和3年10月15日
000028 2000184187 オフィスグリコ冷凍冷蔵庫144297 665-0047 宝塚市亀井町10-51 その他の食料・飲料販売業 一般 グリコチャネルクリエイト株式会社 代表取締役 西村 浩一 555-8502 大阪府大阪市西淀川区歌島四丁目6-5 神北(宝健)第21-273 令和3年10月15日
000028 2000184189 オフィスグリコ冷凍冷蔵庫79582 665-0035 宝塚市逆瀬川1-1-11 その他の食料・飲料販売業 一般 グリコチャネルクリエイト株式会社 代表取締役 西村 浩一 555-8502 大阪府大阪市西淀川区歌島四丁目6-5 神北(宝健)第21-274 令和3年10月15日



000028 2000184191 オフィスグリコ冷凍冷蔵庫66192 665-0051 宝塚市高司4-3-11 その他の食料・飲料販売業 一般 グリコチャネルクリエイト株式会社 代表取締役 西村 浩一 555-8502 大阪府大阪市西淀川区歌島四丁目6-5 神北(宝健)第21-276 令和3年10月15日
000028 2000184192 オフィスグリコ冷凍冷蔵庫53295 665-0883 宝塚市山本中3-17-16 その他の食料・飲料販売業 一般 グリコチャネルクリエイト株式会社 代表取締役 西村 浩一 555-8502 大阪府大阪市西淀川区歌島四丁目6-5 神北(宝健)第21-277 令和3年10月15日
000028 2000184194 オフィスグリコ冷凍冷蔵庫66184 665-0051 宝塚市高司4-2-1 その他の食料・飲料販売業 一般 グリコチャネルクリエイト株式会社 代表取締役 西村 浩一 555-8502 大阪府大阪市西淀川区歌島四丁目6-5 神北(宝健)第21-275 令和3年10月15日
000028 2000184195 オフィスグリコ冷凍冷蔵庫56145 665-0882 宝塚市山本南2-13-26 その他の食料・飲料販売業 一般 グリコチャネルクリエイト株式会社 代表取締役 西村 浩一 555-8502 大阪府大阪市西淀川区歌島四丁目6-5 神北(宝健)第21-278 令和3年10月15日
000028 2000184196 オフィスグリコ冷凍冷蔵庫144298 665-0827 宝塚市小浜3-1-20 その他の食料・飲料販売業 一般 グリコチャネルクリエイト株式会社 代表取締役 西村 浩一 555-8502 大阪府大阪市西淀川区歌島四丁目6-5 神北(宝健)第21-279 令和3年10月15日
000028 2000184198 オフィスグリコ冷凍冷蔵庫68653 665-0827 宝塚市小浜2-2-18 その他の食料・飲料販売業 一般 グリコチャネルクリエイト株式会社 代表取締役 西村 浩一 555-8502 大阪府大阪市西淀川区歌島四丁目6-5 神北(宝健)第21-280 令和3年10月15日
000028 2000184199 オフィスグリコ冷凍冷蔵庫10555 665-0052 宝塚市新明和町1-1 その他の食料・飲料販売業 一般 グリコチャネルクリエイト株式会社 代表取締役 西村 浩一 555-8502 大阪府大阪市西淀川区歌島四丁目6-5 神北(宝健)第21-281 令和3年10月15日
000028 2000184200 オフィスグリコ冷凍冷蔵庫159475 665-0052 宝塚市新明和町1-1 その他の食料・飲料販売業 一般 グリコチャネルクリエイト株式会社 代表取締役 西村 浩一 555-8502 大阪府大阪市西淀川区歌島四丁目6-5 神北(宝健)第21-282 令和3年10月15日
000028 2000184203 オフィスグリコ冷凍冷蔵庫153998 665-0835 宝塚市中筋6-33-28 その他の食料・飲料販売業 一般 グリコチャネルクリエイト株式会社 代表取締役 西村 浩一 555-8502 大阪府大阪市西淀川区歌島四丁目6-5 神北(宝健)第21-283 令和3年10月15日
000028 2000184204 オフィスグリコ冷凍冷蔵庫150946 665-0874 宝塚市中筋6-1-22 その他の食料・飲料販売業 一般 グリコチャネルクリエイト株式会社 代表取締役 西村 浩一 555-8502 大阪府大阪市西淀川区歌島四丁目6-5 神北(宝健)第21-284 令和3年10月15日
000028 2000184205 オフィスグリコ冷凍冷蔵庫20251 665-0861 宝塚市中山寺1-7-7 その他の食料・飲料販売業 一般 グリコチャネルクリエイト株式会社 代表取締役 西村 浩一 555-8502 大阪府大阪市西淀川区歌島四丁目6-5 神北(宝健)第21-285 令和3年10月15日
000028 2000184206 オフィスグリコ冷凍冷蔵庫66059 665-0861 宝塚市中山寺1-8-14 その他の食料・飲料販売業 一般 グリコチャネルクリエイト株式会社 代表取締役 西村 浩一 555-8502 大阪府大阪市西淀川区歌島四丁目6-5 神北(宝健)第21-286 令和3年10月15日
000028 2000184207 オフィスグリコ冷凍冷蔵庫57645 665-0861 宝塚市中山寺1-14-16 その他の食料・飲料販売業 一般 グリコチャネルクリエイト株式会社 代表取締役 西村 浩一 555-8502 大阪府大阪市西淀川区歌島四丁目6-5 神北(宝健)第21-287 令和3年10月15日
000028 2000184208 オフィスグリコ冷凍冷蔵庫66049 665-0873 宝塚市長尾町1-14 その他の食料・飲料販売業 一般 グリコチャネルクリエイト株式会社 代表取締役 西村 浩一 555-8502 大阪府大阪市西淀川区歌島四丁目6-5 神北(宝健)第21-288 令和3年10月15日
000028 2000184209 オフィスグリコ冷凍冷蔵庫98481 665-0833 宝塚市鶴の荘2-31 その他の食料・飲料販売業 一般 グリコチャネルクリエイト株式会社 代表取締役 西村 浩一 555-8502 大阪府大阪市西淀川区歌島四丁目6-5 神北(宝健)第21-289 令和3年10月15日
000028 2000184219 オフィスグリコ冷凍冷蔵庫157531 665-0032 宝塚市東洋町3-15 その他の食料・飲料販売業 一般 グリコチャネルクリエイト株式会社 代表取締役 西村 浩一 555-8502 大阪府大阪市西淀川区歌島四丁目6-5 神北(宝健)第21-290 令和3年10月15日
000028 2000184220 オフィスグリコ冷凍冷蔵庫160368 665-0844 宝塚市武庫川町6-22 その他の食料・飲料販売業 一般 グリコチャネルクリエイト株式会社 代表取締役 西村 浩一 555-8502 大阪府大阪市西淀川区歌島四丁目6-5 神北(宝健)第21-291 令和3年10月15日
000028 2000184221 オフィスグリコ冷凍冷蔵庫10556 665-0844 宝塚市武庫川町6-24 その他の食料・飲料販売業 一般 グリコチャネルクリエイト株式会社 代表取締役 西村 浩一 555-8502 大阪府大阪市西淀川区歌島四丁目6-5 神北(宝健)第21-292 令和3年10月15日
000028 2000184331 ガスト三田ウッディタウン店 669-1321 三田市けやき台1-6-2 その他の食料・飲料販売業 一般 株式会社すかいらーくレストランツ代表取締役 大川原 利明 180-0013 東京都武蔵野市西久保1丁目25番8号 422375218 神北(宝健)第21-299 令和3年10月26日
000028 2000184369 モスバーガー宝塚中山店 665-0874 宝塚市中筋8-5-23 797890640 その他の食料・飲料販売業 一般 有限会社アダグローバルカンパニー 代表取締役 足立 英之 665-0033 兵庫県宝塚市伊孑志2丁目15-51-301 797741331 神北(宝健)第21-294 令和3年10月19日
000028 2000184410 菓子工房こめっこ 669-1241 宝塚市切畑字西ヶ平23-1 797910593 その他の食料品製造・加工業 一般 森脇 隆子 神北(宝健)第21-300 令和3年10月27日
000028 2000184444 オフィスグリコ冷凍冷蔵庫282088 665-0051 宝塚市高司1-7-11 その他の食料・飲料販売業 一般 グリコチャネルクリエイト株式会社 代表取締役 西村 浩一 555-8502 大阪府大阪市西淀川区歌島四丁目6-5 神北(宝健)第21-301 令和3年10月27日
000028 2000184446 ＳＣＳＫ（株）三田ｅサービスデータセンター669-1323 三田市あかしあ台2-3-1 自動販売機（要届出のコップ式自動販売機及び要許可を除く）自動販売機株式会社ロッテ 代表取締役 牛膓 栄一 160-0023 東京都新宿区西新宿3-20-1 353885645 神北(宝健)第21-302 令和3年10月27日
000028 2000184531 株式会社茶香房きらめき 669-1501 三田市母子2433 795661166 製茶業 一般 株式会社茶香房きらめき 代表取締役 田端 二見夫 669-1501 兵庫県三田市母子2433番地 795661166 神北(宝健)第21-304 令和3年10月29日
000028 2000184614 ケンタッキーフライドチキン宝塚インター店 665-0821 宝塚市安倉北2-18-15 797832165 その他の食料・飲料販売業 一般 フーズネットワーク株式会社 代表取締役 筒井 靖雄 567-0876 大阪府茨木市天王二丁目2番1号さとみマンション 727928780 神北(宝健)第21-310 令和3年11月4日
000028 2000184616 ガスト三田店 669-1512 三田市高次2-4-3 795602100 その他の食料・飲料販売業 一般 株式会社すかいらーくレストランツ 代表取締役 大川原 利明 180-0013 東京都武蔵野市西久保一丁目25番8号 422375216 神北(宝健)第21-311 令和3年11月4日
000028 2000184635 バーミヤン　三田ウッディタウン店 669-1321 三田市けやき台1-6-4ｲｵﾝ三田ｳｯﾃﾞｨﾀｳﾝ２番街１Ｆ 795697211 その他の食料・飲料販売業 一般 株式会社すかいらーくレストランツ 代表取締役 大川原 利明 180-0013 東京都武蔵野市西久保1-25-8 422375218 神北(宝健)第21-312 令和3年11月5日
000028 2000184636 むさしの森珈琲　宝塚中筋店 665-0874 宝塚市中筋7-6-5 797823311 その他の食料・飲料販売業 一般 株式会社すかいらーくレストランツ 代表取締役 大川原 利明 180-0013 東京都武蔵野市西久保1丁目25番8号 422375218 神北(宝健)第21-313 令和3年11月5日
000028 2000184660 業務スーパー　仁川店 665-0057 宝塚市大吹町1-1 797728088 野菜果物販売業 一般 株式会社佐野商店 代表取締役 佐野 真士 675-0027 兵庫県加古川市尾上町今福588-2 794216001 神北(宝健)第21-316 令和3年11月8日
000028 2000184693 太平洋クラブ宝塚コース　ハウス売店 669-1205 宝塚市芝辻新田字広芝花折7-2 797911001 その他の食料・飲料販売業 一般 株式会社太平洋クラブ 代表取締役 韓 俊 602-0000 752520358 神北(宝健)第21-318 令和3年11月9日
000028 2000184703 アトレ三田ウッディタウン　303号室 669-1321 三田市けやき台2-25-1　303 農産保存食料品製造・加工業 一般 石原 昌直 神北(宝健)第21-317 令和3年11月9日
000028 2000184705 ガスト 宝塚南口店 665-0011 宝塚市南口2-5-43 797781285 その他の食料・飲料販売業 一般 株式会社すかいらーくレストランツ 代表取締役 大川原 利明 180-0013 東京都武蔵野市西久保一丁目25番8号 422375218 神北(宝健)第21-320 令和3年11月9日
000028 2000184707 ステーキガスト宝塚店 665-0874 宝塚市中筋7-100-1 797821088 その他の食料・飲料販売業 一般 株式会社すかいらーくレストランツ 代表取締役 大川原 利明 180-0013 東京都武蔵野市西久保1丁目25番8号 422375218 神北(宝健)第21-319 令和3年11月9日
000028 2000184718 両国 665-0843 宝塚市宮の町15-5荒神川ビル102 797864490 その他の食料品製造・加工業 一般 石田 修三 神北(宝健)第21-321 令和3年11月9日
000028 2000184720 近畿中央ヤクルト販売株式会社　丸橋センター 665-0813 宝塚市口谷西3-63-3 797888960 その他の食料・飲料販売業 一般 近畿中央ヤクルト販売株式会社 代表取締役 湯澤 衛 567-0862 大阪府茨木市美沢町15番30号 726348960 神北(宝健)第21-322 令和3年11月9日
000028 2000184774 Ｔａｍｐｏｐｏ 665-0051 宝塚市高司2-17-10 ｋａｒａｋｕｓａ103 その他の食料・飲料販売業 一般 寺田 瑛菜 神北(宝健)第21-326 令和3年11月10日
000028 2000184822 (株)ハイレックスコーポレーション　三田西工場 669-1339 三田市テクノパーク14-4 795682480 コップ式自動販売機（自動洗浄・屋内設置） 自動販売機 サントリービバレッジソリューション株式会社 代表取締役 及川 剛 160-6111 東京都新宿区西新宿八丁目17番1号 363040501 神北(宝健)第21-327 令和3年11月11日
000028 2000184830 近畿中央ヤクルト販売株式会社　東宝塚センター 665-0823 宝塚市安倉南4-1-16 797813030 その他の食料・飲料販売業 一般 近畿中央ヤクルト販売株式会社 代表取締役 湯澤 衛 567-0862 大阪府茨木市美沢町15番30号 726348960 神北(宝健)第21-329 令和3年11月11日
000028 2000184832 近畿中央ヤクルト販売株式会社　宝塚センター 665-0034 宝塚市小林3-9-24 797717971 その他の食料・飲料販売業 一般 近畿中央ヤクルト販売株式会社 代表取締役 湯澤 衛 567-0862 大阪府茨木市美沢町15番30号 726348960 神北(宝健)第21-324 令和3年11月9日
000028 2000184834 岩谷三栄加工 665-0814 宝塚市山本野里2-1-37ラ・プランドール101 797895717 器具・容器包装の製造・加工業 一般 岩谷マテリアル株式会社 代表取締役 増田 昌義 104-0033 東京都中央区新川1丁目4番1号 335553211 神北(宝健)第21-330 令和3年11月11日
000028 2000184844 のぞみサポートハウス 669-1533 三田市三田町24-19 795631330 集団給食（４）その他 集団給食 特定非営利活動法人わかくさ 代表理事 久保 佳子 669-1533 兵庫県三田市三田町24番19号 795595630 神北(宝健)第21-331 令和3年11月12日
000028 2000184847 トマトアンドオニオン三田ウッディタウン店 669-1322 三田市すずかけ台4-1942 795651104 その他の食料・飲料販売業 一般 株式会社トマトアンドアソシエイツ 代表取締役 小林 大二 651-1431 兵庫県西宮市山口町阪神流通センター1丁目2番地 789072555 神北(宝健)第21-333 令和3年11月12日
000028 2000184854 じゅうじゅうカルビ三田ウッディタウン店 669-1321 三田市けやき台1-7 795538929 その他の食料・飲料販売業 一般 株式会社トマトアンドアソシエイツ 代表取締役 小林 大二 651-1431 兵庫県西宮市山口町阪神流通センター1丁目2番地 789072555 神北(宝健)第21-335 令和3年11月12日
000028 2000184936 ＪＲ相野駅 669-1345 三田市下相野字五反田331-1 795680980 自動販売機（要届出のコップ式自動販売機及び要許可を除く） 自動販売機 江崎グリコ株式会社 代表取締役 江崎 勝久 555-0021 大阪府大阪市西淀川区歌島四丁目6-5 664778352 神北(宝健)第21-338 令和3年11月16日
000028 2000184940 ＤＣＭ宝塚店 665-0825 宝塚市安倉西4-2-43 797836200 その他の食料・飲料販売業 一般 ＤＣＭ株式会社 代表取締役 石黒 靖規 140-0013 東京都品川区南大井六丁目22番7号 357645211 神北(宝健)第21-336 令和3年11月16日
000028 2000184954 宝塚三田病院 669-1537 三田市西山2-22-10 795634871 自動販売機（要届出のコップ式自動販売機及び要許可を除く） 自動販売機 江崎グリコ株式会社 代表取締役 江崎 勝久 555-0021 大阪府大阪市西淀川区歌島四丁目6-5 664778352 神北(宝健)第21-339 令和3年11月16日
000028 2000184955 Ｐｉ阪急　宝塚駅 665-0845 宝塚市栄町2-7 自動販売機（要届出のコップ式自動販売機及び要許可を除く）自動販売機江崎グリコ株式会社 代表取締役 江崎 勝久 555-0021 大阪府大阪市西淀川区歌島四丁目6-5 664778352 神北(宝健)第21-340 令和3年11月16日
000028 2000184956 センチュリーガーデンフレスポ　古本市場前669-1321 三田市けやき台1-7 自動販売機（要届出のコップ式自動販売機及び要許可を除く）自動販売機江崎グリコ株式会社 代表取締役 江崎 勝久 555-0021 大阪府大阪市西淀川区歌島四丁目6-5 664778352 神北(宝健)第21-341 令和3年11月16日
000028 2000184957 雲雀丘学園 665-0805 宝塚市雲雀丘4-2-1 727591300 自動販売機（要届出のコップ式自動販売機及び要許可を除く） 自動販売機 江崎グリコ株式会社 代表取締役 江崎 勝久 555-0021 大阪府大阪市西淀川区歌島四丁目6-5 664778352 神北(宝健)第21-342 令和3年11月16日
000028 2000184958 清荒神茶所手水舎休憩コーナー（新築） 665-0837 宝塚市米谷字清シ1 797866641 自動販売機（要届出のコップ式自動販売機及び要許可を除く） 自動販売機 江崎グリコ株式会社 代表取締役 江崎 勝久 555-0021 大阪府大阪市西淀川区歌島四丁目6-5 664778352 神北(宝健)第21-343 令和3年11月16日
000028 2000184960 ＪＲＡ阪神競馬場内　公園 665-0053 宝塚市駒の町1-1 798533938 自動販売機（要届出のコップ式自動販売機及び要許可を除く） 自動販売機 江崎グリコ株式会社 代表取締役 江崎 勝久 555-0021 大阪府大阪市西淀川区歌島四丁目6-5 664778352 神北(宝健)第21-344 令和3年11月16日
000028 2000184963 神戸電鉄　横山駅 669-1535 三田市南が丘2-9-13 785211342 自動販売機（要届出のコップ式自動販売機及び要許可を除く） 自動販売機 江崎グリコ株式会社 代表取締役 江崎 勝久 555-0021 大阪府大阪市西淀川区歌島四丁目6-5 664778352 神北(宝健)第21-345 令和3年11月16日
000028 2000184967 ＭＩＲゲームセンター（ミール） 669-1525 三田市対中町5-21 795645888 自動販売機（要届出のコップ式自動販売機及び要許可を除く） 自動販売機 江崎グリコ株式会社 代表取締役 江崎 勝久 555-0021 大阪府大阪市西淀川区歌島四丁目6-5 664778352 神北(宝健)第21-347 令和3年11月16日
000028 2000184969 ＪＳＳ宝塚スイミングスクール 665-0842 宝塚市川面1-176 797810636 自動販売機（要届出のコップ式自動販売機及び要許可を除く） 自動販売機 江崎グリコ株式会社 代表取締役 江崎 勝久 555-0021 大阪府大阪市西淀川区歌島四丁目6-5 664778352 神北(宝健)第21-348 令和3年11月16日
000028 2000184972 イオン三田ウッディタウン　４Ｆ中央 669-1321 三田市けやき台1-6-2 795648800 自動販売機（要届出のコップ式自動販売機及び要許可を除く） 自動販売機 江崎グリコ株式会社 代表取締役 江崎 勝久 555-0021 大阪府大阪市西淀川区歌島四丁目6-5 664778352 神北(宝健)第21-349 令和3年11月16日
000028 2000184975 イオン三田ウッディタウン　店頭広場前 669-1321 三田市けやき台1-6-2 795648800 自動販売機（要届出のコップ式自動販売機及び要許可を除く） 自動販売機 江崎グリコ株式会社 代表取締役 江崎 勝久 555-0021 大阪府大阪市西淀川区歌島四丁目6-5 664778352 神北(宝健)第21-350 令和3年11月16日
000028 2000184978 宝塚花のみち　入口 665-0845 宝塚市栄町1-1 自動販売機（要届出のコップ式自動販売機及び要許可を除く）自動販売機江崎グリコ株式会社 代表取締役 江崎 勝久 555-0021 大阪府大阪市西淀川区歌島四丁目6-5 664778352 神北(宝健)第21-351 令和3年11月16日
000028 2000184985 宝塚大劇場 665-0845 宝塚市栄町1-1-57 797856263 自動販売機（要届出のコップ式自動販売機及び要許可を除く） 自動販売機 江崎グリコ株式会社 代表取締役 江崎 勝久 555-0021 大阪府大阪市西淀川区歌島四丁目6-5 664778352 神北(宝健)第21-353 令和3年11月16日
000028 2000184989 有馬富士公園　あそびの王国 669-1313 三田市福島1091-2 795623040 自動販売機（要届出のコップ式自動販売機及び要許可を除く） 自動販売機 江崎グリコ株式会社 代表取締役 江崎 勝久 555-0021 大阪府大阪市西淀川区歌島四丁目6-5 664778352 神北(宝健)第21-357 令和3年11月16日
000028 2000184991 有馬富士公園　パークセンター内自販機コーナー 669-1313 三田市福島1091-2 795623040 自動販売機（要届出のコップ式自動販売機及び要許可を除く） 自動販売機 江崎グリコ株式会社 代表取締役 江崎 勝久 555-0021 大阪府大阪市西淀川区歌島四丁目6-5 664778352 神北(宝健)第21-358 令和3年11月16日
000028 2000184992 ダイキ宝塚店 665-0825 宝塚市安倉西4-2-43 797836200 自動販売機（要届出のコップ式自動販売機及び要許可を除く） 自動販売機 江崎グリコ株式会社 代表取締役 江崎 勝久 555-0021 大阪府大阪市西淀川区歌島四丁目6-5 664778352 神北(宝健)第21-359 令和3年11月16日
000028 2000184993 スポーツクラブＮＡＳ　三田ウッディタウン 669-1322 三田市すずかけ台2-3-1 795655700 自動販売機（要届出のコップ式自動販売機及び要許可を除く） 自動販売機 江崎グリコ株式会社 代表取締役 江崎 勝久 555-0021 大阪府大阪市西淀川区歌島四丁目6-5 664778352 神北(宝健)第21-360 令和3年11月16日
000028 2000184995 阪急仁川駅　下りホーム（宝塚方面）665-0061 宝塚市仁川北3-3 自動販売機（要届出のコップ式自動販売機及び要許可を除く）自動販売機江崎グリコ株式会社 代表取締役 江崎 勝久 555-0021 大阪府大阪市西淀川区歌島四丁目6-5 664778352 神北(宝健)第21-361 令和3年11月16日
000028 2000184998 トップワン宝塚店 665-0825 宝塚市安倉西4-15-12 797855111 自動販売機（要届出のコップ式自動販売機及び要許可を除く） 自動販売機 江崎グリコ株式会社 代表取締役 江崎 勝久 555-0021 大阪府大阪市西淀川区歌島四丁目6-5 664778352 神北(宝健)第21-362 令和3年11月16日
000028 2000184999 ブックオフ三田寺村店 669-1523 三田市寺村町4538 795535744 自動販売機（要届出のコップ式自動販売機及び要許可を除く） 自動販売機 江崎グリコ株式会社 代表取締役 江崎 勝久 555-0021 大阪府大阪市西淀川区歌島四丁目6-5 664778352 神北(宝健)第21-363 令和3年11月16日
000028 2000185002 マーケットスクエア中山寺　1階コーナン出入り665-0874 宝塚市中筋5-10-27 自動販売機（要届出のコップ式自動販売機及び要許可を除く）自動販売機江崎グリコ株式会社 代表取締役 江崎 勝久 555-0021 大阪府大阪市西淀川区歌島四丁目6-5 664778352 神北(宝健)第21-364 令和3年11月16日
000028 2000185003 マーケットスクエア中山寺2階スポーツデポ出入口665-0874 宝塚市中筋5-10-27 自動販売機（要届出のコップ式自動販売機及び要許可を除く）自動販売機江崎グリコ株式会社 代表取締役 江崎 勝久 555-0021 大阪府大阪市西淀川区歌島四丁目6-5 664778352 神北(宝健)第21-365 令和3年11月16日
000028 2000185005 宝塚フットサルドーム　ＣＡＢＯ（カボ） 665-0825 宝塚市安倉西4-595 797876210 自動販売機（要届出のコップ式自動販売機及び要許可を除く） 自動販売機 江崎グリコ株式会社 代表取締役 江崎 勝久 555-0021 大阪府大阪市西淀川区歌島四丁目6-5 664778352 神北(宝健)第21-366 令和3年11月16日
000028 2000185007 バッティングスタジアムサージ宝塚店 665-0821 宝塚市安倉北2-19-7 797845189 自動販売機（要届出のコップ式自動販売機及び要許可を除く） 自動販売機 江崎グリコ株式会社 代表取締役 江崎 勝久 555-0021 大阪府大阪市西淀川区歌島四丁目6-5 664778352 神北(宝健)第21-367 令和3年11月16日
000028 2000185009 ロイヤルホームセンター宝塚店 665-0032 宝塚市東洋町5-13 自動販売機（要届出のコップ式自動販売機及び要許可を除く）自動販売機江崎グリコ株式会社 代表取締役 江崎 勝久 555-0021 大阪府大阪市西淀川区歌島四丁目6-5 664778352 神北(宝健)第21-368 令和3年11月16日
000028 2000185029 宝塚市立文化芸術センター 665-0844 宝塚市武庫川町7-64 自動販売機（要届出のコップ式自動販売機及び要許可を除く）自動販売機江崎グリコ株式会社 代表取締役 江崎 勝久 555-0021 大阪府大阪市西淀川区歌島四丁目6-5 664778352 神北(宝健)第21-370 令和3年11月17日
000028 2000185030 ナチュールスパ宝塚１Ｆ 665-0003 宝塚市湯本町9-33 797847993 自動販売機（要届出のコップ式自動販売機及び要許可を除く） 自動販売機 江崎グリコ株式会社 代表取締役 江崎 勝久 555-0021 大阪府大阪市西淀川区歌島四丁目6-5 664778352 神北(宝健)第21-371 令和3年11月17日
000028 2000185031 １２３新三田店（延田グループ） 669-1313 三田市福島字宮野前501-90 795599123 自動販売機（要届出のコップ式自動販売機及び要許可を除く） 自動販売機 江崎グリコ株式会社 代表取締役 江崎 勝久 555-0021 大阪府大阪市西淀川区歌島四丁目6-5 664778352 神北(宝健)第21-372 令和3年11月17日
000028 2000185032 １２３宝塚店（延田グループ） 665-0051 宝塚市高司4-6-31 797710958 自動販売機（要届出のコップ式自動販売機及び要許可を除く） 自動販売機 江崎グリコ株式会社 代表取締役 江崎 勝久 555-0021 大阪府大阪市西淀川区歌島四丁目6-5 664778352 神北(宝健)第21-373 令和3年11月17日
000028 2000185042 わいわい本舗 669-1337 三田市学園8-4-4 調味料製造・加工業 一般 山本 庸子 神北(宝健)第21-374 令和3年11月17日
000028 2000185074 ケンタッキーフライドチキン  イオン三田ウッディタウン店 669-1321 三田市けやき台1-6-2 795533777 その他の食料・飲料販売業 一般 株式会社アクシーズフーズ 代表取締役 伊地知 洋正 113-0023 東京都文京区向丘一丁目12番2号 338161536 神北(宝健)第21-303 令和3年10月27日
000028 2000185140 ヴィ・ド・フランス三田店 669-1528 三田市駅前町1-38ＮＫビル201 795538660 その他の食料・飲料販売業 一般 株式会社ヴィ・ド・フランス 代表取締役 伊達 宏和 101-0032 東京都千代田区岩本町三丁目10番1号 356798411 神北(宝健)第21-328 令和3年11月11日
000028 2000185255 さんだブルーベリーガーデン  （みぞばた農園） 669-1357 三田市東本庄965 795681045 農産保存食料品製造・加工業 一般 溝畑 晃 神北(宝健)第21-354 令和3年11月16日
000028 2000185256 てるっちベーカリー 669-1300 三田市、丹波篠山市　一円 行商 行商 宮武 照子 神北(宝健)第21-355 令和3年11月16日
000028 2000185295 株式会社西本製材所 669-1515 三田市三輪3-6 795621414 弁当販売業 一般 西本 俊子 神北(宝健)第21-378 令和3年11月22日
000028 2000185320 百合珈琲 665-0051 宝塚市高司1-8-11 797720656 コーヒー（飲料を除く）製造・加工業 一般 百合 千佳 神北(宝健)第21-376 令和3年11月18日
000028 2000185394 ミスタードーナツ　三田ウッディタウンショップ 669-1321 三田市けやき台1-6-2 795535456 その他の食料・飲料販売業 一般 株式会社フレンズ 代表取締役 中村 保之 515-0084 三重県松阪市日野町646番地 598267781 神北(宝健)第21-381 令和3年11月22日
000028 2000185419 ミスタードーナツ　ソリオ宝塚ショップ 665-0845 宝塚市栄町2-1-1ソリオ１ＧＦ 797858011 その他の食料・飲料販売業 一般 株式会社ポラリス 代表取締役 髙砂 拓史 534-0015 大阪府大阪市都島区善源寺町1-5-53 669280202 神北(宝健)第21-386 令和3年11月24日
000028 2000185423 タリーズコーヒー阪急宝塚店 665-0845 宝塚市栄町2-3-1　Gコレクション阪急宝塚1階 797617757 その他の食料・飲料販売業 一般 タリーズコーヒージャパン株式会社 代表取締役 小林 義雄 162-0833 東京都新宿区箪笥町22番地 332688282 神北(宝健)第21-384 令和3年11月24日
000028 2000185424 タリーズコーヒー　宝塚北ＳＡ店 669-1231 宝塚市玉瀬字奧之焼1-125新名神道路宝塚北SA店舗棟 797249023 その他の食料・飲料販売業 一般 タリーズコーヒージャパン株式会社 代表取締役 小林 義雄 162-0833 東京都新宿区箪笥町22番地 332688282 神北(宝健)第21-385 令和3年11月24日
000028 2000185459 すき家　宝塚安倉店 665-0825 宝塚市安倉西4-608 その他の食料・飲料販売業 一般 株式会社すき家 代表取締役 笹川 直樹 108-0075 東京都港区港南二丁目18番1号 357838850 神北(宝健)第21-392 令和3年11月25日
000028 2000185464 すき家　宝塚小林店 665-0034 宝塚市小林5-9-100 その他の食料・飲料販売業 一般 株式会社すき家 代表取締役 笹川 直樹 108-0075 東京都港区港南二丁目18番1号 357838850 神北(宝健)第21-393 令和3年11月25日
000028 2000185473 手づくりうどん　味の民芸　宝塚店 665-0825 宝塚市安倉西3-443-2 797849807 その他の食料・飲料販売業 一般 味の民芸フードサービス株式会社 代表取締役 榊原 晃 190-0022 東京都立川市錦町3-6-6中村ＬＫビル2階 425288333 神北(宝健)第21-396 令和3年11月25日
000028 2000185541 ロイヤルホスト宝塚店 665-0833 宝塚市鶴の荘2-1 797845016 その他の食料・飲料販売業 一般 ロイヤルフードサービス株式会社 代表取締役 生田 直己 154-0015 東京都世田谷区桜新町1丁目34番6号 357077139 神北(宝健)第21-397 令和3年11月26日
000028 2000185564 すき家　宝塚中筋店 665-0874 宝塚市中筋6-13-22 その他の食料・飲料販売業 一般 株式会社すき家 代表取締役 笹川 直樹 108-0075 東京都港区港南二丁目18番1号 357838850 神北(宝健)第21-394 令和3年11月25日
000028 2000185566 すき家　１７６号三田三輪 669-1513 三田市三輪4-1-10 その他の食料・飲料販売業 一般 株式会社すき家 代表取締役 笹川 直樹 108-0075 東京都港区港南二丁目18番1号 367838850 神北(宝健)第21-395 令和3年11月25日
000028 2000185663 スギドラッグ　三田富士が丘店 669-1547 三田市富士が丘2-7-1モールラフィーネ内 795556401 百貨店、総合スーパー 一般 株式会社スギ薬局 代表取締役 榊原 栄一 446-0056 愛知県安城市三河安城町一丁目8番地4 562452720 神北(宝健)第21-399 令和3年11月26日
000028 2000185664 藤本ファーム 669-1353 三田市東山1148 795671417 その他の食料品製造・加工業 一般 藤本 節代 神北(宝健)第21-400 令和3年11月29日
000028 2000185682 そんぽの家ＧＨ　宝塚山本 665-0815 宝塚市山本丸橋1-16-3 集団給食（４）その他 集団給食 ＳＯＭＰＯケア株式会社 代表取締役 鷲見 隆充 140-0002 東京都品川区東品川四丁目12番8号 364558560 神北(宝健)第21-402 令和3年11月29日
000028 2000185700 669-1204 宝塚市長谷字サル山2-2 797910729 農産保存食料品製造・加工業 一般 神北(宝健)第21-404 令和3年11月30日
000028 2000185755 ステーキビッグボーイ仁川店 665-0054 宝塚市鹿塩1-10-10 798573566 その他の食料・飲料販売業 一般 株式会社ビッグボーイジャパン 代表取締役 平山 賢太郎 108-0075 東京都港区港南2丁目18番1号 368338001 神北(宝健)第21-410 令和3年11月30日
000028 2000185758 ビッグボーイ三田店 669-1523 三田市寺村町4192-1 795595802 その他の食料・飲料販売業 一般 株式会社ビッグボーイジャパン 代表取締役 平山 賢太郎 101-0021 東京都港区港南2丁目18番1号 368338001 神北(宝健)第21-411 令和3年11月30日
000028 2000185762 あまくぼ農園 669-1356 三田市井ノ草1034 野菜果物販売業 一般 久保 和也 神北(宝健)第21-408 令和3年11月30日



000028 2000185777 株式会社八百作商店 665-0845 宝塚市栄町1丁目14-6 797873131 野菜果物販売業 一般 株式会社八百作商店 代表取締役 坂上 泰聖 665-0845 兵庫県宝塚市栄町1丁目14-6 797873131 神北(宝健)第21-409 令和3年11月30日
000028 2000185877 武内製麺株式会社 669-1535 三田市南が丘2-8 795020095 その他の食料品製造・加工業 一般 武内製麺株式会社 代表取締役 武内 宏文 669-1535 兵庫県三田市南が丘2-8 795020095 神北(宝健)第21-398 令和3年11月26日
000028 2000185921 グランアップル神戸三田 669-1547 三田市富士が丘5-54 795644126 食肉販売業 一般 株式会社レック 代表取締役 高橋 泉 669-1529 兵庫県三田市中央町4番5号 795532550 神北(宝健)第21-387 令和3年11月24日
000028 2000186122 小浜えびす社 665-0827 宝塚市小浜5-4-3　小浜戎神社内 797875271 露店・仮設店舗等による飲食の提供のうち営業とみなされないもの 露店 泉 眞人 神北(宝健)第21-403 令和3年11月30日
000028 2000186353 宝塚西谷桑工房 669-1231 宝塚市玉瀬字細尾1-25 797910588 製茶業 一般 藤木 敦 神北(宝健)第21-424 令和3年11月30日
000028 2000186407 さくらさく珈琲 669-1353 三田市東山1203-2 795064907 コーヒー（飲料を除く）製造・加工業 一般 小池 均 神北(宝健)第21-427 令和3年12月6日
000028 2000186409 神戸餃子楼 665-0823 宝塚市安倉南2-10-41 1F その他の食料・飲料販売業 一般 株式会社イデアコーポレーション 代表取締役 砂泊 慶昭 650-0034 兵庫県神戸市中央区京町78三宮京町ビル 783356435 神北(宝健)第21-428 令和3年12月10日
000028 2000186451 ミスタードーナツ　イズミヤ小林店 665-0034 宝塚市小林5-5-47イズミヤ小林店１Ｆ 797730135 その他の食料・飲料販売業 一般 Ｍ＆Ｓフードサービス株式会社 代表取締役 夏井 克典 541-0052 大阪府大阪市中央区安土町二丁目3番13号大阪国際ビルディング30階 676630071 神北(宝健)第21-389 令和3年11月25日
000028 2000186527 一蘭　宝塚インター店 665-0822 宝塚市安倉中3-8-31 797810122 その他の食料・飲料販売業 一般 株式会社一蘭 代表取締役 吉冨 学 810-0801 福岡県福岡市博多区中洲5丁目3番2号 922821111 神北(宝健)第21-430 令和3年12月20日
000028 2000186619 上新電機(株)宝塚店　６Ｉ７９９８ 665-0845 宝塚市栄町1-8-35 797811411 コップ式自動販売機（自動洗浄・屋内設置） 自動販売機 サントリービバレッジソリューション株式会社 代表取締役 及川 剛 160-0023 東京都新宿区西新宿八丁目17番1号 363040501 神北(宝健)第21-432 令和3年12月21日
000028 2000186659 南波屋 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く。)野菜果物販売業 自動車 山本 達也 神北(宝健)第21-433 令和3年12月23日
000028 2000186662 南波屋 669-1513 三田市三輪4-5-20 野菜果物販売業 一般 山本 達也 神北(宝健)第21-434 令和3年12月23日
000028 2000186769 有限会社たからづか牛乳 665-0051 宝塚市高司5-2-9 797775530 乳類販売業 一般 有限会社たからづか牛乳 代表取締役 山本 陽子 665-0051 兵庫県宝塚市高司5丁目2番9号 797775530 神北(宝健)第21-435 令和3年12月28日
000028 2000186783 デイサービス笑楽　宝塚 665-0843 宝塚市宮の町3-23ティエドール宝塚1F 797855810 集団給食（４）その他 集団給食 株式会社ビオネスト 代表取締役 石野 政道 651-0087 兵庫県神戸市中央区御幸通二丁目1番6号 782618787 神北(宝健)第21-436 令和4年1月4日
000028 2000186785 セゾンマルシェ 665-0034 宝塚市小林5-5-47イズミヤ小林店 その他の食料・飲料販売業 一般 江里口 達哉 神北(宝健)第21-437 令和4年1月4日
000028 2000186884 仲畑ファーム 669-1521 三田市桑原471 795631289 精穀・製粉業 一般 仲畑 俊幸 神北(宝健)第21-439 令和4年1月7日
000028 2000186943 八代堂 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く。) 弁当販売業 自動車 田村 信子 神北(宝健)第21-440 令和4年1月7日
000028 2000186969 神戸ロハスフード 665-0877 宝塚市中山桜台6-17-1-310 797204296 いわゆる健康食品の製造・加工業 一般 有限会社ロハスフード 代表取締役 髙島 誠一 665-0877 兵庫県宝塚市中山桜台6丁目17-1-310 797204296 神北(宝健)第21-441 令和4年1月14日
000028 2000186982 ファンシークッキング 665-0014 宝塚市青葉台2-15-8 797733529 調味料製造・加工業 一般 児玉 叡子 神北(宝健)第21-438 令和4年1月4日
000028 2000187012 びっくりドンキー宝塚店 665-0821 宝塚市安倉北2-5-18 797832064 その他の食料・飲料販売業 一般 株式会社アレフ 代表取締役 庄司 大 003-8515 北海道札幌市白石区菊水六条3-1-26 118238301 神北(宝健)第21-444 令和4年1月19日
000028 2000187102 宝山市場 665-0874 宝塚市中筋3-3-1 797821126 乳類販売業 一般 株式会社名湯舎 代表取締役 林 佳世子 665-0874 兵庫県宝塚市中筋三丁目3番1号 797821126 神北(宝健)第21-443 令和4年1月19日
000028 2000187130 茶谷商店 665-0836 宝塚市清荒神1-11-21 797862512 米穀類販売業 一般 茶谷 茂生 神北(宝健)第21-446 令和4年1月26日
000028 2000187171 ローソン宝塚インター店 665-0822 宝塚市安倉中1-13-7 797867539 コンビニエンスストア 一般 森下 忠明 神北(宝健)第21-442 令和4年1月18日
000028 2000187272 株式会社三田屋本店ドレッシング工場 669-1544 三田市武庫が丘7-5 795644151 その他の食料品製造・加工業 一般 株式会社三田屋本店 代表取締役 廣岡 賢治 669-1544 兵庫県三田市武庫が丘7丁目5番 795644151 神北(宝健)第21-453 令和4年2月3日
000028 2000187277 岡村酒造場（喫茶コーナー） 669-1412 三田市木器340 795690004 その他の食料・飲料販売業 一般 岡村 理恵 神北(宝健)第21-449 令和4年1月31日
000028 2000187316 讃　喫茶室 665-0022 宝塚市野上1-5-6 797765363 コーヒー（飲料を除く）製造・加工業 一般 浅野 嘉之 神北(宝健)第21-455 令和4年2月4日
000028 2000187363 のぞみ工房出張所 669-1411 三田市波豆川285 795691336 集団給食（３）事業所 集団給食 特定非営利活動法人わかくさ 代表理事 久保 佳子 669-1533 兵庫県三田市三田町24番19号 795595630 神北(宝健)第21-457 令和4年2月8日
000028 2000187364 ＳＯＴ ＣＯＦＦＥＥ 665-0805 宝塚市雲雀丘2-6-19 コーヒー（飲料を除く）製造・加工業 一般 合同会社Ｔｏｋｏｗａｋａ 代表社員 章　怡　明 665-0805 兵庫県宝塚市雲雀丘二丁目6番19号 神北(宝健)第21-447 令和4年1月27日
000028 2000187367 Ｃａｆｅ　Ｓａ　Ａｎ（珈琲茶庵） 665-0805 宝塚市雲雀丘2-1-3-101 727689536 その他の食料・飲料販売業 一般 岡本 義彰 神北(宝健)第21-456 令和4年2月8日
000028 2000187385 ＪＲＡ阪神競馬場　ＵＭＡＪＯ　ＳＰＯＴ 665-0053 宝塚市駒の町1-1　UMAJO　SPOT 798517151 その他の食料・飲料販売業 一般 株式会社エイトキューブ 代表取締役 橘 恵治 547-0026 大阪府大阪市平野区喜連西四丁目6番27号 643024444 神北(宝健)第21-454 令和4年2月3日
000028 2000187393 Doux　Cadeau　ドゥーカドー 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く。) その他の食料・飲料販売業 行商 川口 麻貴 神北(宝健)第21-452 令和4年2月2日
000028 2000187453 ファミリーマート三田三輪店 669-1513 三田市三輪1-8-8 795536001 コンビニエンスストア 一般 上田 賢治 神北(宝健)第21-450 令和4年1月31日
000028 2000187454 ｅ'ｍの屋根 665-0866 宝塚市星の荘24-26 797810399 その他の食料・飲料販売業 一般 株式会社Ｍ 代表取締役 岸本 理江 665-0874 兵庫県宝塚市中筋五丁目13-19 神北(宝健)第21-451 令和4年2月2日
000028 2000187469 株式会社ベルシステム２４ホールディングス三田  ２Ｆ休憩室（CCBJI受託) 669-1546 三田市弥生が丘1-2-3 コップ式自動販売機（自動洗浄・屋内設置） 自動販売機 株式会社アペックス西日本 代表取締役 森 吉平 550-0015 大阪府大阪市西区南堀江4丁目25番24号 783062130 神北(宝健)第21-459 令和4年2月17日
000028 2000187486 株式会社ベルシステム２４ホールディングス三田  ３Ｆ休憩室（CCBJI受託) 669-1546 三田市弥生が丘1-2-3 コップ式自動販売機（自動洗浄・屋内設置） 自動販売機 株式会社アペックス西日本 代表取締役 森 吉平 550-0015 大阪府大阪市西区南堀江4丁目25番24号 783062130 神北(宝健)第21-460 令和4年2月17日
000028 2000187561 農家レストラン　ベジばぁば 669-1303 三田市末1133 食肉販売業 一般 藤原 明 神北(宝健)第21-461 令和4年2月22日
000028 2000187692 ＨＡＢＩＫＩＮＯコロッケ 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く。) 798783195 その他の食料・飲料販売業 露店 株式会社ＨＡＰＰＹベリー 代表取締役 菅野 知美 663-8181 兵庫県西宮市若草町二丁目13番18号ボヌワール若草101号 798783195 神北(宝健)第21-464 令和4年2月28日
000028 2000187724 宝塚クラシックゴルフ倶楽部レストラン 669-1241 宝塚市切畑字桜小場19 797266279 その他の食料・飲料販売業 一般 株式会社ダイナックパートナーズ 代表取締役 松井 正博 135-0091 東京都港区台場二丁目3番3号 神北(宝健)第21-465 令和4年2月25日
000028 2000187725 ジョリーパスタ宝塚南店 665-0051 宝塚市高司1-2-2 797765405 その他の食料・飲料販売業 一般 株式会社ジョリーパスタ 代表取締役 南 哲史 108-0075 東京都港区港南2-18-1 368338833 神北(宝健)第21-466 令和4年3月4日
000028 2000187754 ほしのさと保育園 669-1324 三田市ゆりのき台2-3-1 795624152 集団給食（４）その他 集団給食 社会福祉法人愛心会 理事長 飯田 徹 651-1513 兵庫県神戸市北区鹿の子台北町3-2-24 789511152 神北(宝健)第21-467 令和4年3月7日
000028 2000187761 宝塚クラシックゴルフ倶楽部 669-1241 宝塚市切畑桜小場19 797866261 その他の食料・飲料販売業 一般 株式会社ユニテックスゴルフ 代表取締役 中務 稔也 669-1241 兵庫県宝塚市切畑桜小場19番地 797866261 神北(宝健)第21-462 令和4年2月25日
000028 2000187804 肉のマルセ本店 669-1345 三田市下相野306-3 795680298 野菜果物販売業 一般 株式会社勢戸 代表取締役 勢戸 章示 669-1345 兵庫県三田市下相野306-3 795680298 神北(宝健)第21-469 令和4年3月7日
000028 2000187821 のみくい処　魚民 665-0845 宝塚市栄町1-1-20　１Ｆ 797816988 その他の食料・飲料販売業 一般 株式会社モンテローザフーズ 代表取締役 大神 輝博 160-0021 東京都新宿区歌舞伎町一丁目21番1号 422368888 神北(宝健)第21-471 令和4年3月11日
000028 2000187823 居楽屋　白木屋 665-0845 宝塚市栄町1-1-20　２Ｆ 797814288 その他の食料・飲料販売業 一般 株式会社モンテローザフーズ 代表取締役 大神 輝博 160-0021 東京都新宿区歌舞伎町一丁目21番1号 422368888 神北(宝健)第21-472 令和4年3月11日
000028 2000187824 魚民 665-0011 宝塚市南口2-14-2サンビオラ２番館　２階 797727088 その他の食料・飲料販売業 一般 株式会社モンテローザフーズ 代表取締役 大神 輝博 160-0021 東京都新宿区歌舞伎町一丁目21番1号 422368888 神北(宝健)第21-473 令和4年3月11日
000028 2000187825 居楽屋　千年の宴 669-1529 三田市中央町10-1三田セントラルカーサ２Ｆ 795624788 その他の食料・飲料販売業 一般 株式会社モンテローザフーズ 代表取締役 大神 輝博 160-0021 東京都新宿区歌舞伎町一丁目21番1号 422368888 神北(宝健)第21-474 令和4年3月11日
000028 2000187826 魚民 669-1544 三田市武庫が丘7-2-1三田サミットホテル2階 795652488 その他の食料・飲料販売業 一般 株式会社モンテローザ 代表取締役 大神 輝博 160-0021 東京都新宿区歌舞伎町一丁目21番1号 422368888 神北(宝健)第21-475 令和4年3月11日
000028 2000187872 Ｍｏｏｎ ＆ Ｇａｉａ Ｗｅｌｌｎｅｓｓ 665-0827 宝塚市小浜2-5-40-813 その他の食料品製造・加工業 一般 保井 妙子 神北(宝健)第21-476 令和4年3月14日
000028 2000187890 セブン‐イレブン 宝塚小林5丁目店 665-0034 宝塚市小林5-4-10 797731767 コンビニエンスストア 一般 吉田 正治 神北(宝健)第21-465 令和4年3月4日
000028 2000187914 ジョリーパスタ三田店 669-1524 三田市八景町1502-2 795535561 その他の食料・飲料販売業 一般 株式会社ジョリーパスタ 代表取締役 南 哲史 108-0075 東京都港区港南2-18-1 368338833 神北(宝健)第21-470 令和4年3月9日
000028 2000187969 千刈カンツリー倶楽部内１３番売店 669-1511 三田市山田大道ケ平605 795625942 その他の食料・飲料販売業 一般 株式会社ダイナックパートナーズ 代表取締役 松井 正博 135-0091 東京都港区台場二丁目3番3号 神北(宝健)第21-477 令和4年3月14日
000028 2000187971 スギドラッグ　三田三輪店 669-1513 三田市三輪4-1-1 795565155 自動販売機（要届出のコップ式自動販売機及び要許可を除く） 自動販売機 株式会社スギ薬局 代表取締役 榊原 栄一 446-0056 愛知県安城市三河安城町一丁目8番地4 562452720 神北(宝健)第21-483 令和4年3月17日
000028 2000187972 スギドラッグ　三田三輪店 669-1513 三田市三輪4-1-1 795565155 その他の食料・飲料販売業 一般 株式会社スギ薬局 代表取締役 榊原 栄一 446-0056 愛知県安城市三河安城町一丁目8番地4 562452720 神北(宝健)第21-483 令和4年3月17日
000028 2000187980 三田ﾚｰｸｻｲﾄﾞｶﾝﾄﾘｰｸﾗﾌﾞﾚｽﾄﾗﾝ 669-1349 三田市大川瀬1461 795565995 その他の食料・飲料販売業 一般 株式会社ダイナックパートナーズ 代表取締役 松井 正博 135-0091 東京都港区台場二丁目3番3号 神北(宝健)第21-481 令和4年3月15日
000028 2000187982 ロピア兵庫三田店 669-1321 三田市けやき台1-7 795590298 百貨店、総合スーパー 一般 株式会社ロピア 代表取締役 髙木 勇輔 212-0016 神奈川県川崎市幸区南幸町二丁目9番地 445560297 神北(宝健)第21-468 令和4年3月7日
000028 2000188004 千刈カンツリー倶楽部内５番売店 669-1511 三田市山田大道ケ平605 795625942 その他の食料・飲料販売業 一般 株式会社ダイナックパートナーズ 代表取締役 松井 正博 135-0091 東京都港区台場二丁目3番3号 神北(宝健)第21-478 令和4年3月14日
000028 2000188007 三田ﾚｰｸｻｲﾄﾞｶﾝﾄﾘｰｸﾗﾌﾞ北摂ｺｰｽ内売店 669-1349 三田市大川瀬1461 795565995 その他の食料・飲料販売業 一般 株式会社ダイナックパートナーズ 代表取締役 松井 正博 135-0091 東京都港区台場二丁目3番3号 神北(宝健)第21-480 令和4年3月15日
000028 2000188012 ラーメンさくらまる三田店 669-1537 三田市西山2-28-5 その他の食料品製造・加工業 一般 石井 康裕 神北(宝健)第21-479 令和4年3月14日
000028 2000188054 肉のいざなぎ　サンディ天神店 669-1531 三田市天神1-9-8 795590196 食肉販売業 一般 株式会社Ｒｅａｌｉｚｅ 代表取締役 森田 晋也 541-0057 大阪府大阪市中央区北久宝寺町一丁目7番16号ハイタウン北久宝寺801号 676500055 神北(宝健)第21-484 令和4年3月22日
000028 2000188055 餅屋 669-1515 三田市大原545 795637562 その他の食料品製造・加工業 一般 芝中 巳保子 神北(宝健)第21-485 令和4年3月22日
000028 2000188095 三田ﾚｰｸｻｲﾄﾞｶﾝﾄﾘｰｸﾗﾌﾞ東播ｺｰｽ内売店 669-1349 三田市大川瀬1461 795565995 その他の食料・飲料販売業 一般 株式会社ダイナックパートナーズ 代表取締役 松井 正博 135-0091 東京都港区台場二丁目3番3号 神北(宝健)第21-482 令和4年3月15日
000028 2000188122 Ｂｒａｖｏ！ 669-1324 三田市ゆりのき台6-22-2 795064217 コーヒー（飲料を除く）製造・加工業 一般 永田 美咲 神北(宝健)第21-486 令和4年3月25日
000028 2000188151 ダイコクドラッグ逆瀬川駅前薬店 665-0035 宝塚市逆瀬川1-2-1　アピア1　1階 797771117 乳類販売業 一般 株式会社西日本ダイコク 代表取締役 花野 達哉 542-0082 大阪府大阪市中央区島之内二丁目14番23号 664843133 神北(宝健)第21-487 令和4年3月28日
000028 2000188246 ローソン三田南が丘一丁目店 669-1535 三田市南が丘1-51-11 795625510 コンビニエンスストア 一般 ディアーサークル株式会社 代表取締役 鹿丸 秀也 669-1337 兵庫県三田市学園七丁目3番地6 795587722 神北(宝健)第21-488 令和4年3月29日
000028 2000188382 いまにし 669-1354 三田市大畑213-1 795681228 その他の食料品製造・加工業 一般 今西 典子 神北(宝健)第21-1 令和4年4月4日
000028 2000188392 株式会社太明星 669-1505 三田市尼寺1073 795661005 その他の食料品製造・加工業 一般 株式会社太明星 代表取締役 成木 義仁 669-1505 兵庫県三田市尼寺1073番地 795661005 神北(宝健)第21-2 令和4年4月6日
000028 2000188501 ビークイック　イオン三田ウッディタウン店 669-1321 三田市けやき台1-6-2イオン三田ウッディタウン2階 795587676 自動販売機（要届出のコップ式自動販売機及び要許可を除く） 自動販売機 株式会社ビークイック 代表取締役 竹之内 俊輝 461-0004 愛知県名古屋市東区葵二丁目3番15号 523252466 神北(宝健)第21-5 令和4年4月15日
000028 2000188533 淡路屋　宝塚阪急店 665-0845 宝塚市栄町2-1-1 弁当販売業 一般 株式会社淡路屋 代表取締役 寺本 督 651-0083 兵庫県神戸市中央区浜辺通4丁目1番23号三宮ベンチャービル 784311682 神北(宝健)第21-8 令和4年4月18日
000028 2000188765 アイクロッソ 669-1533 三田市三田町40-7ＭＵＫＯビル302号室 795597155 コーヒー（飲料を除く）製造・加工業 一般 一般社団法人ｉ－ｃｒｏｓｓｏ 理事長 松岡 勉 669-1533 兵庫県三田市三田町40-7ＭＵＫＯビル302号室 795597155 神北(宝健)第21-10 令和4年4月22日
000028 2000188777 イオン三田ウッディタウン 669-1321 三田市けやき台1-6-2 795648800 露店・仮設店舗等による飲食の提供のうち営業とみなされないもの 露店 株式会社ヒッツカンパニー 代表取締役 吉澤 卓郎 160-0022 東京都新宿区新宿2-19-1ビッグス新宿ビル10Ｆ 353589203 神北(宝健)第21-11 令和4年4月28日
000028 2000188807 関西スーパーとくし丸22号車 669-1536 三田市内一円 その他の食料・飲料販売業 自動車 松岡 宏 神北(宝健)第21-12 令和4年4月28日
000028 2000188822 サイゼリヤ イオン三田ウッディタウン店 669-1321 三田市けやき台1-6-2イオン三田ウッディタウン別棟1Ｆ 795697060 その他の食料・飲料販売業 一般 株式会社サイゼリヤ 代表取締役 正垣 泰彦 342-0008 埼玉県吉川市旭2番地5 489919611 神北(宝健)第21-13 令和4年5月2日
000028 2000188825 サイゼリヤ三田フラワータウン駅前店 669-1546 三田市弥生が丘1-1-1　フローラ88　1F 795536505 その他の食料・飲料販売業 一般 株式会社サイゼリヤ 代表取締役 正垣 泰彦 342-0008 埼玉県吉川市旭2番地5 489919611 神北(宝健)第21-14 令和4年5月2日
000028 2000188841 兵庫県立三田西陵高等学校 669-1324 三田市ゆりのき台3-4 795655278 自動販売機（要届出のコップ式自動販売機及び要許可を除く） 自動販売機 関西キリンビバレッジサービス株式会社 代表取締役 尾崎 靖幸 530-0011 大阪府大阪市北区大深町4番20号 677309206 神北(宝健)第21-15 令和4年5月2日
000028 2000188871 株式会社ＯＫＵＴＥＣ 665-0887 宝塚市山手台東2-8-13 器具・容器包装の製造・加工業 一般 株式会社ＯＫＵＴＥＣ 代表取締役 奥田 伸二 665-0887 兵庫県宝塚市山手台東2丁目8番13号 神北(宝健)第21-17 令和4年5月9日
000028 2000188889 みさご珈琲 665-0815 宝塚市山本丸橋1-5-31ソレイユ山本104 コーヒー（飲料を除く）製造・加工業 一般 向井 務 神北(宝健)第21-18 令和4年5月9日
000028 2000188891 がんこ三田の里弁当売場 669-1515 三田市大原213-1 795631001 弁当販売業 一般 がんこフードサービス株式会社 代表取締役 小嶋 達典 532-0025 大阪府大阪市淀川区新北野一丁目2番13号 663082288 神北(宝健)第21-19 令和4年5月9日
000028 2000188966 日立Ａｓｔｅｍｏ株式会社  三田第一工場　２Ｆ食堂左669-1339 三田市テクノパーク13-6 コップ式自動販売機（自動洗浄・屋内設置）自動販売機株式会社アペックス西日本 代表取締役 森 吉平 550-0015 大阪府大阪市西区南堀江4-25-24 665359024 神北(宝健)第21-20 令和4年5月9日
000028 2000189021 ＲＥＡＬ　ＦＩＴＧＹＭ三田 669-1525 三田市対中町25-20 795597157 コップ式自動販売機（自動洗浄・屋内設置） 自動販売機 株式会社リアルスポーツ 代表取締役 辻本 達也 664-0851 兵庫県伊丹市中央2丁目1番4号フラット伊丹301号 727671722 神北(宝健)第21-21 令和4年5月11日
000028 2000189023 グリーンロジスティクス　三田物流センター 669-1355 三田市長坂字五月田1 795683030 自動販売機（要届出のコップ式自動販売機及び要許可を除く） 自動販売機 関西キリンビバレッジサービス株式会社 代表取締役 尾崎 靖幸 530-0011 大阪府大阪市北区大深町4番20号 677309206 神北(宝健)第21-22 令和4年5月17日
000028 2000189249 植物セラピーあろあろ 665-0807 宝塚市長尾台2-11-16 727676434 その他の食料品製造・加工業 一般 辻 朝恵 神北(宝健)第21-16 令和4年5月6日
000028 2000189252 サングレートゴルフ倶楽部　レストラン 669-1403 三田市川原1035-12 795608200 その他の食料・飲料販売業 一般 株式会社ワンハート 代表取締役 岡元 茂則 665-0822 兵庫県宝塚市安倉中五丁目25番1号 663114886 神北(宝健)第21-24 令和4年5月20日
000028 2000189318 宝塚はちみつ 665-0873 宝塚市長尾町11-5-401 797517878 その他の食料品製造・加工業 一般 明利 忠昭 神北(宝健)第21-26 令和4年6月6日
000028 2000189373 おさぜん農園 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く。) その他の食料・飲料販売業 自動車 株式会社おさぜん農園 代表取締役 長村 善和 614-8241 京都府八幡市内里宮ノ前18番地 759826757 神北(宝健)第21-4 令和4年4月13日
000028 2000189403 沢井製薬株式会社　三田西工場  ４階従食（ＣＣＢＪＩ受託） 669-1339 三田市テクノパーク18-8 コップ式自動販売機（自動洗浄・屋内設置） 自動販売機 株式会社アペックス西日本 代表取締役 森 吉平 550-0015 大阪府大阪市西区南堀江四丁目25番24号 783062130 神北(宝健)第21-28 令和4年6月10日
000028 2000189440 珈琲香房　匠 669-1546 三田市弥生が丘5-14-2 795640067 コーヒー（飲料を除く）製造・加工業 一般 株式会社匠 代表取締役 坂上 智子 669-1546 兵庫県三田市弥生が丘5-14-2 795640067 神北(宝健)第21-23 令和4年5月20日
000028 2000189441 スターバックスコーヒー三田キッピーモール店 669-1528 三田市駅前町2-1キッピーモール2階 795556210 その他の食料・飲料販売業 一般 スターバックスコーヒージャパン株式会社 代表取締役 水口 貴文 141-0021 東京都品川区上大崎二丁目25番2号 357455510 神北(宝健)第21-27 令和4年6月9日
000028 2000189442 永沢寺そば道場 669-1502 三田市永沢寺76 795660935 その他の食料品製造・加工業 一般 有限会社永沢寺花菖蒲園 代表取締役 和田 良三 669-1502 兵庫県三田市永沢寺82-3 795660935 神北(宝健)第21-25 令和4年5月30日
000028 2000189470 (株)阪急阪神百貨店　スイーツ移動販売 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く。) その他の食料・飲料販売業 自動車 株式会社阪急阪神百貨店 代表取締役 山口 俊比古 530-0017 大阪府大阪市北区角田町8番7号 神北(宝健)第21-31 令和4年6月14日
000028 2000189584 ｐｉｃｃｏｌａ　ｔｏｒｔａ 665-0836 宝塚市清荒神3-3-19　ハイムＳ101号 その他の食料品製造・加工業 一般 杉浦 貴美子 神北(宝健)第21-30 令和4年6月14日
000028 2000189587 ｔｌａｈｕｓ 669-1337 三田市学園4-1 795592620 野菜果物販売業 一般 株式会社グリーンポット貿易部 代表取締役 古川 琢也 673-1111 兵庫県三木市吉川町上荒川748番地25 794762688 神北(宝健)第21-32 令和4年6月23日
000028 2000189624 兵庫ダイハツ販売株式会社新三田店 669-1313 三田市福島3-7 795675600 コップ式自動販売機（自動洗浄・屋内設置） 自動販売機 サントリービバレッジソリューション株式会社 代表取締役 及川 剛 160-6111 東京都新宿区西新宿八丁目17番1号 363040501 神北(宝健)第21-29 令和4年6月13日
000028 2000189687 沢井製薬株式会社　三田工場  ２Ｆ従食（ＣＣＢＪＩ受託） 669-1339 三田市テクノパーク2-1 コップ式自動販売機（自動洗浄・屋内設置） 自動販売機 株式会社アペックス西日本 代表取締役 森 吉平 550-0015 大阪府大阪市西区南堀江四丁目25番24号 783062130 神北(宝健)第21-33 令和4年7月1日
000028 2000189688 三田ダイハツトヨタ販売株式会社　三田店　店内 669-1514 三田市川除字前田23-2 コップ式自動販売機（自動洗浄・屋内設置） 自動販売機 株式会社アペックス西日本 代表取締役 森 吉平 550-0015 大阪府大阪市西区南堀江四丁目25番24号 783062130 神北(宝健)第21-34 令和4年7月1日
000028 2000189729 パン工房アルム 669-1322 三田市すずかけ台1-6-4-102 795018887 乳類販売業 一般 西川 将史 神北(宝健)第21-35 令和4年7月6日
000028 2000189756 ＭＡＲＵＭＩ＿ｋｉｔｃｈｅｎ 000-0000 三田市内一円 行商 自動車 株式会社ｏｆｆｉｃｅ  ＳＡＳＡＹＵＲＩ 代表取締役 山野 恵子 531-0072 大阪府大阪市北区豊崎2-8-11-801 神北(宝健)第21-36 令和4年7月8日
000028 2000189760 ネパールレストラン　Ｂ・サパナエック665-0874 宝塚市中筋5-10-27　ﾏｰｹｯﾄｽｸｴｱ中山寺 その他の食料・飲料販売業 露店 ＡＲＹＡＬ ＡＲＪＵＮ 神北(宝健)第21-37 令和4年7月8日
000028 2000189859 青野の恵 669-1311 三田市加茂1068-9 農産保存食料品製造・加工業 一般 川越 輝広 神北(宝健)第21-39 令和4年7月13日



000028 2000189860 中谷商店 669-1404 三田市十倉487 795690510 野菜果物販売業 一般 中谷 隆広 神北(宝健)第21-40 令和4年7月14日
000028 2000189966 オフィスグリコ冷凍冷蔵庫283747 665-0033 宝塚市伊孑志1-4-50グッドタイムリビング宝塚逆瀬川１F その他の食料・飲料販売業 一般 グリコチャネルクリエイト株式会社 代表取締役 西村 浩一 555-8502 大阪府大阪市西淀川区歌島四丁目6-5 神北(宝健)第21-42 令和4年7月21日
000028 2000189983 加茂精米所 669-1311 三田市加茂290 795670347 精穀・製粉業 一般 兵庫六甲農業協同組合 代表理事 平尾 勝春 651-1312 兵庫県神戸市北区有野町有野中町2丁目12-13 789816550 神北(宝健)第21-41 令和4年7月21日
000028 2000190019 オフィスグリコ冷凍冷蔵庫285562 665-0073 宝塚市塔の町3-113小林聖心女子学院１F その他の食料・飲料販売業 一般 グリコチャネルクリエイト株式会社 代表取締役 西村 浩一 555-8502 大阪府大阪市西淀川区歌島四丁目6-5 神北(宝健)第21-43 令和4年7月21日
000028 2000190023 オフィスグリコ冷凍冷蔵庫285564 665-0073 宝塚市塔の町3-113小林聖心女子学院２F その他の食料・飲料販売業 一般 グリコチャネルクリエイト株式会社 代表取締役 西村 浩一 555-8502 大阪府大阪市西淀川区歌島四丁目6-5 神北(宝健)第21-44 令和4年7月21日
000028 2000190024 オフィスグリコ冷凍冷蔵庫285563 665-0073 宝塚市塔の町3-113小林聖心女子学院３F その他の食料・飲料販売業 一般 グリコチャネルクリエイト株式会社 代表取締役 西村 浩一 555-8502 大阪府大阪市西淀川区歌島四丁目6-5 神北(宝健)第21-45 令和4年7月21日
000028 2000190047 生活協同組合コープこうべ　宝塚店　３F休憩所665-0021 宝塚市中州1-1-1 コップ式自動販売機（自動洗浄・屋内設置）自動販売機株式会社アペックス西日本 代表取締役 森 吉平 550-0015 大阪府大阪市西区南堀江四丁目25番24号665359024 神北(宝健)第21-50 令和4年7月26日
000028 2000190049 三田ダイハツトヨタ販売株式会社  三田南店　店内669-1523 三田市寺村町4425-1 コップ式自動販売機（自動洗浄・屋内設置）自動販売機株式会社アペックス西日本 代表取締役 森 吉平 550-0015 大阪府大阪市西区南堀江四丁目25番24号665359024 神北(宝健)第21-48 令和4年7月26日
000028 2000190050 テニススクール・ノア宝塚伊丹校　１F受付横665-0825 宝塚市安倉西3丁目8-15 コップ式自動販売機（自動洗浄・屋内設置）自動販売機株式会社アペックス西日本 代表取締役 森 吉平 550-0015 大阪府大阪市西区南堀江四丁目25番24号665359024 神北(宝健)第21-49 令和4年7月26日
000028 2000190067 ＪＡ兵庫六甲宝塚農業倉庫 669-1211 宝塚市大原野字南宮2-4 797911565 その他の食料・飲料販売業 一般 兵庫六甲農業協同組合 代表理事 平尾 勝春 651-1313 兵庫県神戸市北区有野中町2-12-13 789816550 神北(宝健)第21-38 令和4年7月13日
000028 2000190101 アースリズム　マーケット 665-0844 宝塚市武庫川町7-64 797626800 その他の食料・飲料販売業 一般 久間 亜季 神北(宝健)第21-51 令和4年7月29日
000028 2000190125 セブン－イレブン　相野駅前店 669-1345 三田市下相野字上喜戸377-1 795607101 コンビニエンスストア 一般 髙瀬 喜大 神北(宝健)第21-47 令和4年7月26日
000028 2000190159 味な大富 665-0844 宝塚市武庫川町7-64宝塚市立文化芸術センター 弁当販売業 一般 大石 修児 神北(宝健)第21-53 令和4年8月4日
000028 2000190268 サンドラッグ宝塚光明町店 665-0045 宝塚市光明町8-17 797765710 百貨店、総合スーパー 一般 株式会社サンドラッグ 代表取締役 貞方 宏司 183-0005 東京都府中市若松町1丁目38番地の1 423696411 神北(宝健)第21-55 令和4年8月9日
000028 2000190274 こうじんさん 665-0836 宝塚市清荒神1-17-16-103 その他の食料品製造・加工業 一般 松井 大朗 神北(宝健)第21-56 令和4年8月12日
000028 2000190302 纏－ｍａｔｏｉ－宝塚店 665-0034 宝塚市小林5-5-17 その他の食料・飲料販売業 一般 有限会社ブランドネットワーク 取締役 田中 良明 665-0844 兵庫県宝塚市武庫川町5番45-405号 神北(宝健)第21-54 令和4年8月5日
000028 2000190397 しい茸ランドかさや 669-1346 三田市上相野373 795681301 その他の食料品製造・加工業 一般 株式会社かさや 代表取締役 中西 孝之 669-1346 兵庫県三田市上相野373 795681301 神北(宝健)第21-57 令和4年8月19日
000028 2000190456 ウエルシア三田弥生が丘店 669-1546 三田市弥生が丘1-2-2 795530320 百貨店、総合スーパー 一般 ウエルシア薬局株式会社 代表取締役 松本 忠久 101-0021 東京都千代田区外神田2-2-15 352095677 神北(宝健)第21-60 令和4年8月25日
000028 2000190457 宝塚北サービスエリア 669-1231 宝塚市玉瀬奥之焼1-125 その他の食料・飲料販売業 一般 一般社団法人土佐清水市観光協会 西宮 正夫 787-0337 高知県土佐清水市養老303 880823155 神北(宝健)第21-61 令和4年8月26日
000028 2000190460 株式会社エール 665-0861 宝塚市中山寺1-6-6-104 797814381 野菜果物販売業 一般 株式会社エール 代表取締役 荻原 裕子 665-0861 兵庫県宝塚市中山寺1-6-6-104 797814381 神北(宝健)第21-62 令和4年8月26日
000028 2000190461 宝塚磯病院 665-0033 宝塚市伊孑志4-3-1 797626638 集団給食（２）病院・診療所 一般 医療法人社団栄徳会 理事長 磯 篤典 675-1203 兵庫県加古川市八幡町下村1353番地 794388676 神北(宝健)第21-59 令和4年8月24日
000028 2000190496 株式会社ウエノフードテクノ　Ｒ＆Ｄセンター 669-1339 三田市テクノパーク4-1 795682232 調味料製造・加工業 一般 株式会社ウエノフードテクノ 代表取締役 國持 浩太郎 102-0093 東京都千代田区平河町二丁目5番6号 366303830 神北(宝健)第21-63 令和4年8月26日
000028 2000190522 ＦＯＯＤ　ＴＲＵＣＫ　ひなた 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く。)その他の食料・飲料販売業 自動車 江ノ畑 真代 神北(宝健)第21-58 令和4年8月23日
000028 2000190526 スギ薬局　宝塚調剤店 665-0833 宝塚市鶴の荘3-6 797788581 百貨店、総合スーパー 一般 株式会社スギ薬局 代表取締役 榊原 栄一 446-0056 愛知県安城市三河安城町一丁目8番地4 562452720 神北(宝健)第21-64 令和4年8月31日
000028 2000190572 うわゆ珈琲 665-0833 宝塚市鶴の荘24-8 コーヒー（飲料を除く）製造・加工業一般 尾崎 由和 神北(宝健)第21-65 令和4年9月2日
000028 2000190589 若村養蜂園 665-0827 宝塚市小浜2-1-15 その他の食料品製造・加工業 一般 野村 麻里 神北(宝健)第21-66 令和4年9月7日
000028 2000190627 ＫＯＧＡ　ＣＯＦＦＥＥ 665-0842 宝塚市川面6—15—8 コーヒー（飲料を除く）製造・加工業一般 古賀 康一 神北(宝健)第21-67 令和4年9月7日
000028 2000190719 無印良品キッピーモール三田店 669-1528 三田市駅前町2-1 その他の食料・飲料販売業 一般 株式会社良品計画 代表取締役 堂前 宣夫 170-0013 東京都豊島区東池袋四丁目26番3号 339894403 神北(宝健)第21-74 令和4年9月15日
000028 2000190746 ｍａｎａｍａｎａ．ｂｅａｕｔｙ 665-0823 宝塚市安倉南2-6-24 製茶業 一般 伊藤 愛 神北(宝健)第21-72 令和4年9月14日
000028 2000190748 ＭＥＲＣＹ　Ｖｅｇａｎ　Ｆａｃｔｏｒｙ 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く。) 弁当販売業 行商 イージーリンク株式会社 代表取締役 真田 兼光 636-0151 奈良県生駒郡斑鳩町龍田北1-12-23 745435051 神北(宝健)第21-73 令和4年9月15日
000028 2000190767 ロピア三田対中店 669-1525 三田市対中町19-12 795622983 百貨店、総合スーパー 一般 株式会社ロピア 代表取締役 髙木 勇輔 212-0016 神奈川県川崎市幸区南幸町二丁目9番地 445560298 神北(宝健)第21-71 令和4年9月12日
000028 2000190778 マフィン・スコーンの店　ソラノマチ665-0852 宝塚市売布4-1-12メゾンドムール2F207 その他の食料・飲料販売業 一般 反町 千恵子 神北(宝健)第21-75 令和4年9月20日
000028 2000190810 フロレスタ三田ウッディタウン店 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く。) 795631016 その他の食料・飲料販売業 行商 サンリース株式会社 代表取締役 本岡 俊彦 663-8178 兵庫県西宮市甲子園八番町5-8 798567663 神北(宝健)第21-76 令和4年9月22日
000028 2000190811 ＳＯＴ　ＣＯＦＦＥＥ　宝塚仁川 665-0061 宝塚市仁川北3-7-5-2F 727689868 コーヒー（飲料を除く）製造・加工業 一般 株式会社ビットバイビット 代表取締役 岡田 枝理子 571-0037 大阪府門真市ひえ島町31番48号 677101504 神北(宝健)第21-68 令和4年9月8日
000028 2000190821 株式会社三佐和 665-0845 宝塚市栄町1-18-2 その他の食料・飲料販売業 一般 株式会社三佐和 代表取締役 住永 一真 665-0845 兵庫県宝塚市栄町1-18-2 797862423 神北(宝健)第21-70 令和4年9月12日
000028 2000190867 大成機工株式会社　三田第二工場　工場内  （CCBJI単受） 669-1339 三田市テクノパーク8-6 コップ式自動販売機（自動洗浄・屋内設置） 自動販売機 株式会社アペックス西日本 代表取締役 森 吉平 550-0015 大阪府大阪市西区南堀江四丁目25番24号 783062130 神北(宝健)第21-78 令和4年9月28日
000028 2000190870 宝塚北開発グループ 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く。)その他の食料品製造・加工業 露店 今中 光雄 神北(宝健)第21-79 令和4年9月28日
000028 2000190891 オフィスグリコ冷凍冷蔵庫287492 665-0845 宝塚市栄町2-1ｿﾘｵ宝塚 1F その他の食料・飲料販売業 一般 グリコチャネルクリエイト株式会社 代表取締役 西村 浩一 555-8502 大阪府大阪市西淀川区歌島四丁目6-5 神北(宝健)第21-80 令和4年9月28日
000028 2000190914 ＭｉｍｏｓａＹａ（ミモザヤ） 665-0842 宝塚市川面5-7-33 その他の食料品製造・加工業 一般 田中 玉衡 神北(宝健)第21-77 令和4年9月27日
000028 2000190930 神戸餃子房まんてん。三田駅なか店 669-1528 三田市駅前町1-32 その他の食料・飲料販売業 一般 株式会社セラヴィホールディングス 岸本 朋子 651-1302 兵庫県神戸市北区藤原台中町2-10-10 785976830 神北(宝健)第21-84 令和4年9月29日
000028 2000190931 神戸餃子房まんてん。三田南ヶ丘店 669-1535 三田市南が丘1-40-20 その他の食料・飲料販売業 一般 株式会社セラヴィホールディングス 岸本 朋子 651-1302 兵庫県神戸市北区藤原台中町2-10-10 785976830 神北(宝健)第21-83 令和4年9月29日
000028 2000190932 無印良品宝塚阪急店 665-0845 宝塚市栄町2-1-1 その他の食料・飲料販売業 一般 株式会社良品計画 代表取締役 堂前 宣夫 170-0013 東京都豊島区東池袋四丁目26番3号 339894403 神北(宝健)第21-85 令和4年9月29日
000028 2000190937 (株)正木牧場 MASAKI FARMのお菓子な仲間たち 669-1322 三田市すずかけ台2-3 えるむプラザ 敷地内 自動販売機（要届出のコップ式自動販売機及び要許可を除く） 自動販売機 株式会社正木牧場 代表取締役 正木 裕文 544-0031 大阪府大阪市生野区鶴橋三丁目5番46号 667156060 神北(宝健)第21-86 令和4年9月30日
000028 2000190992 わってぇ 665-0033 宝塚市伊孑志一丁目6-30 野菜果物販売業 一般 二本松 芳彦 神北(宝健)第21-87 令和4年10月4日
000028 2000191115 ｗａｂｉ－ｓａｂｉ 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く。) その他の食料・飲料販売業 自動車 株式会社Ｈ＆Ｙ　ｄｕｐｌｅ 代表取締役 花澤 良隆 591-8007 大阪府堺市北区奥本町二丁4番地1F号 722304680 神北(宝健)第21-89 令和4年10月5日
000028 2000191117 パントリー＆ラッキー　移動販売　４号000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く。)その他の食料・飲料販売業 自動車 株式会社大近 代表取締役 中津 裕彦 553-0003 大阪府大阪市福島区福島六丁目10番11号664585261 神北(宝健)第21-82 令和4年9月29日
000028 2000191119 パントリー＆ラッキー　移動販売　３号000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く。)その他の食料・飲料販売業 自動車 株式会社大近 代表取締役 中津 裕彦 553-0003 大阪府大阪市福島区福島六丁目10番11号664585261 神北(宝健)第21-81 令和4年9月29日
000028 2000191121 カルディコーヒーファーム　宝塚阪急店 665-0845 宝塚市栄町2-1-1宝塚阪急 2F 797616987 その他の食料・飲料販売業 一般 株式会社キャメル珈琲 尾田 信夫 155-0033 東京都世田谷区代田2-31-8 334125640 神北(宝健)第21-93 令和4年10月11日
000028 2000191155 割烹　未かん 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く。)弁当販売業 行商 三﨑 康平 神北(宝健)第21-91 令和4年10月7日
000028 2000191183 オフィスグリコ冷凍冷蔵庫288461 665-0043 宝塚市高松町1-10 TOA 2F その他の食料・飲料販売業 一般 グリコチャネルクリエイト株式会社 代表取締役 西村 浩一 555-8502 大阪府大阪市西淀川区歌島四丁目6-5 神北(宝健)第21-94 令和4年10月13日
000028 2000191198 ｎｉｗａｔｏｃｏ　ｔｅａ 665-0012 宝塚市寿楽荘15-35 製茶業 一般 田村 千晶 神北(宝健)第21-88 令和4年10月5日
000028 2000191222 土曜日のマチソワ 665-0845 宝塚市栄町1-6-1-204 その他の食料品製造・加工業 一般 戸川 沙也華 神北(宝健)第21-90 令和4年10月6日
000028 2000191244 扇野製菓株式会社 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く。) その他の食料・飲料販売業 行商 扇野製菓株式会社 代表取締役 扇野 洋一 669-1513 兵庫県三田市三輪1-6-12 795622269 神北(宝健)第21-92 令和4年10月7日
000028 2000191296 ファミリーマート三田南が丘店 669-1535 三田市南が丘1-40-10 795698081 コンビニエンスストア 一般 株式会社ファミリーマート 代表取締役 細見 研介 108-0023 東京都港区芝浦三丁目1番21号 364367600 神北(宝健)第21-95 令和4年10月18日
000028 2000191310 ドラッグユタカ宝塚小林店 665-0034 宝塚市小林3-5-6 797746615 百貨店、総合スーパー 一般 株式会社ユタカファーマシー 代表取締役 浅井 家康 503-0015 岐阜県大垣市林町10丁目1339番地1 584837330 神北(宝健)第21-104 令和4年10月25日
000028 2000191311 ドラッグユタカ宝塚小林店 665-0034 宝塚市小林3-5-6 797746615 自動販売機（要届出のコップ式自動販売機及び要許可を除く） 自動販売機 株式会社ユタカファーマシー 代表取締役 浅井 家康 503-0015 岐阜県大垣市林町10丁目1339番地1 584837330 神北(宝健)第21-104 令和4年10月25日
000028 2000191312 株式会社モリタ　西工場  工場内通路自販機コーナー 669-1339 三田市テクノパーク2-3 コップ式自動販売機（自動洗浄・屋内設置） 自動販売機 株式会社アペックス西日本 代表取締役 森 吉平 550-0015 大阪府大阪市西区南堀江四丁目25番24号 783062130 神北(宝健)第21-99 令和4年10月24日
000028 2000191329 株式会社モリタエコノス　三田工場  2F食堂入口　外通路 669-1339 三田市テクノパーク28 コップ式自動販売機（自動洗浄・屋内設置） 自動販売機 株式会社アペックス西日本 代表取締役 森 吉平 550-0015 大阪府大阪市西区南堀江四丁目25番24号 783062130 神北(宝健)第21-100 令和4年10月24日
000028 2000191355 株式会社モリタテクノス　三田工場  ２Ｆ構内休憩所 669-1339 三田市テクノパーク32 コップ式自動販売機（自動洗浄・屋内設置） 自動販売機 株式会社アペックス西日本 代表取締役 森 吉平 550-0015 大阪府大阪市西区南堀江四丁目25番24号 783062130 神北(宝健)第21-103 令和4年10月24日
000028 2000191356 株式会社モリタテクノス　三田工場  ２Ｆ食堂 669-1339 三田市テクノパーク32 コップ式自動販売機（自動洗浄・屋内設置） 自動販売機 株式会社アペックス西日本 代表取締役 森 吉平 550-0015 大阪府大阪市西区南堀江四丁目25番24号 783062130 神北(宝健)第21-102 令和4年10月24日
000028 2000191357 株式会社モリタテクノス　三田工場  ２Ｆロビー 669-1339 三田市テクノパーク32 コップ式自動販売機（自動洗浄・屋内設置） 自動販売機 株式会社アペックス西日本 代表取締役 森 吉平 550-0015 大阪府大阪市西区南堀江四丁目25番24号 783062130 神北(宝健)第21-101 令和4年10月24日
000028 2000191422 ぼくは、ちいさなプリンやさん 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く。)その他の食料・飲料販売業 露店 小林 栄樹 神北(宝健)第21-106 令和4年10月27日
000028 2000191441 株式会社モリタ　東工場  3F休憩室自販機コーナー 669-1339 三田市テクノパーク1-5 コップ式自動販売機（自動洗浄・屋内設置） 自動販売機 株式会社アペックス西日本 代表取締役 森 吉平 550-0015 大阪府大阪市西区南堀江四丁目25番24号 783062130 神北(宝健)第21-97 令和4年10月24日
000028 2000191442 株式会社モリタ　東工場  1F構内通路自販機コーナー 669-1339 三田市テクノパーク1-5 コップ式自動販売機（自動洗浄・屋内設置） 自動販売機 株式会社アペックス西日本 代表取締役 森 吉平 550-0015 大阪府大阪市西区南堀江四丁目25番24号 783062130 神北(宝健)第21-98 令和4年10月24日
000028 2000191445 株式会社モリタ　東工場  2F食堂自販機コーナー 669-1339 三田市テクノパーク1-5 コップ式自動販売機（自動洗浄・屋内設置） 自動販売機 株式会社アペックス西日本 代表取締役 森 吉平 550-0015 大阪府大阪市西区南堀江四丁目25番24号 783062130 神北(宝健)第21-96 令和4年10月24日
000028 2000191471 ＢＬＵＥ　ＤＯＯＲ　ｂａｋｅｒｙ 665-0871 宝塚市中山五月台1-11-5 797770872 その他の食料・飲料販売業 一般 宮本 由美 神北(宝健)第21-116 令和4年11月4日
000028 2000191531 Ｙショップ日立Astemo-BS三田 669-1339 三田市テクノパーク13-6 795682633 コンビニエンスストア 一般 日立Astemoビジネスソリューションズ株式会社 代表取締役 鵜原 胤道 243-0032 神奈川県厚木市恩名四丁目7番1号 462233721 神北(宝健)第21-117 令和4年11月7日
000028 2000191579 自家焙煎　北風珈琲 665-0002 宝塚市月見山2-13-9 コーヒー（飲料を除く）製造・加工業一般 北風 文象 神北(宝健)第21-105 令和4年10月26日
000028 2000191583 ライフデリ宝塚店 665-0013 宝塚市宝梅3-2-9 797912210 乳類販売業 一般 新田 泰康 神北(宝健)第21-108 令和4年10月31日
000028 2000191636 (株)大力鉄工　三田  １Ｆ工場内通路(CCBJI受託) 669-1522 三田市下田中518-1 コップ式自動販売機（自動洗浄・屋内設置） 自動販売機 株式会社アペックス西日本 代表取締役 森 吉平 550-0015 大阪府大阪市西区南堀江四丁目25番24号 783062130 神北(宝健)第21-109 令和4年10月31日
000028 2000191638 三田市立図書館　三田　図書館内(CCBJI単受) 669-1535 三田市南が丘2-11-57 コップ式自動販売機（自動洗浄・屋内設置） 自動販売機 株式会社アペックス西日本 代表取締役 森 吉平 550-0015 大阪府大阪市西区南堀江四丁目25番24号 783062130 神北(宝健)第21-110 令和4年10月31日
000028 2000191644 (株)ハイレックスコーポレーション  三田テクノパーク　１F工場内（CCBJI受託） 669-1339 三田市テクノパーク14-4 コップ式自動販売機（自動洗浄・屋内設置） 自動販売機 株式会社アペックス西日本 代表取締役 森 吉平 550-0015 大阪府大阪市西区南堀江四丁目25番地24号 783062130 神北(宝健)第21-111 令和4年10月31日
000028 2000191645 ㈱ハイレックスコーポレーション  三田テクノパーク　２F食堂前入口（CCBJI受託） 669-1339 三田市テクノパーク14-4 コップ式自動販売機（自動洗浄・屋内設置） 自動販売機 株式会社アペックス西日本 代表取締役 森 吉平 550-0015 大阪府大阪市西区南堀江四丁目25番24号 783062130 神北(宝健)第21-112 令和4年10月31日
000028 2000191646 (株)ハイレックスコーポレーション  三田工場　２F食堂（CCBJI受託） 669-1513 三田市三輪4-3-9 コップ式自動販売機（自動洗浄・屋内設置） 自動販売機 株式会社アペックス西日本 代表取締役 森 吉平 550-0015 大阪府大阪市西区南堀江四丁目25番24号 783062130 神北(宝健)第21-113 令和4年10月31日
000028 2000191647 三田夢コレクション2022 669-1316 三田市上井沢202-1　リヴェール井沢201 その他の食料・飲料販売業 一般 山本 一慶 神北(宝健)第21-121 令和4年11月10日
000028 2000191654 ファミリーマート宝塚ほしのそう店 665-0831 宝塚市米谷1-40-21 797853811 コンビニエンスストア 一般 大隅 邦寛 神北(宝健)第21-107 令和4年10月31日
000028 2000191665 アイリスオーヤマ(株)三田工場　第二工場  ２F休憩室（CCBJI受託） 669-1339 三田市テクノパーク5-14 コップ式自動販売機（自動洗浄・屋内設置） 自動販売機 株式会社アペックス西日本 代表取締役 森 吉平 550-0015 大阪府大阪市西区南堀江四丁目25番24号 783062130 神北(宝健)第21-114 令和4年10月31日
000028 2000191666 アイリスオーヤマ(株)三田工場　第二工場  ６Ｆ自販機コーナー（CCBJI受託） 669-1339 三田市テクノパーク5-14 コップ式自動販売機（自動洗浄・屋内設置） 自動販売機 株式会社　アペックス西日本 代表取締役 森 吉平 550-0015 大阪府大阪市西区南堀江四丁目25番24号 783062130 神北(宝健)第21-115 令和4年10月31日
000028 2000191669 西日本旅客鉄道株式会社　尼崎列車区  新三田乗泊シースルー（CCBJI単受） 669-1312 三田市東野上257 コップ式自動販売機（自動洗浄・屋内設置） 自動販売機 株式会社アペックス西日本 代表取締役 森 吉平 550-0015 大阪府大阪市西区南堀江四丁目25番24号 783062130 神北(宝健)第21-118 令和4年11月7日
000028 2000191670 三田市多世代交流館シニア・ユースひろば 669-1546 三田市弥生が丘1-1-2　サンフラワービル2階 795628423 その他の食料・飲料販売業 一般 社会福祉法人三田市社会福祉協議会 理事長 大澤 洋一 669-1514 兵庫県三田市川除675番地 795595940 神北(宝健)第21-120 令和4年11月9日
000028 2000191735 Ｍ．ＦＡＲＭ 665-0882 宝塚市山本南1-37-1 その他の食料品製造・加工業 一般 南川 真由 神北(宝健)第21-119 令和4年11月9日
000028 2000191865 無印良品キッピーモール三田店 669-1528 三田市駅前町2-1 コップ式自動販売機（自動洗浄・屋内設置）自動販売機株式会社良品計画 代表取締役 堂前 宣夫 170-0013 東京都豊島区東池袋四丁目26番3号 339894403 神北(宝健)第21-123 令和4年11月24日
000028 2000192014 ファミリーマート宝塚美幸町店 665-0042 宝塚市美幸町10-45 797763352 コンビニエンスストア 一般 上江洲 昌道 神北(宝健)第21-124 令和4年11月25日
000028 2000192068 株式会社阪急阪神百貨店　スイーツ移動販売 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く。) その他の食料・飲料販売業 自動車 株式会社阪急阪神百貨店 代表取締役 山口 俊比古 530-0017 大阪府大阪市北区角田町8番7号 神北(宝健)第21-127 令和4年12月12日
000028 2000192071 自家焙煎Ｃａｆｅ　Ｋｉｋｉｔａｎｏ 665-0844 宝塚市武庫川町3-11リバーサイドパンション宝塚102 797626197 その他の食料品製造・加工業 一般 林田 為宏 神北(宝健)第21-126 令和4年12月5日
000028 2000192083 ＣＨＡＤＡ　ＴＨＡＩ　ＲＥＳＴＡＵＲＡＮＴ000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く。)弁当販売業 行商 世良 淳 神北(宝健)第21-125 令和4年12月2日
000028 2000192098 宝塚エリー（マンション） 665-0826 宝塚市弥生町5-1 797831061 自動販売機（要届出のコップ式自動販売機及び要許可を除く） 自動販売機 江崎グリコ株式会社 代表取締役 江崎 勝久 555-0021 大阪府大阪市西淀川区歌島四丁目6-5 664778352 神北(宝健)第21-129 令和4年12月14日
000028 2000192123 マクドナルド　宝塚インター店 665-0822 宝塚市安倉中1-1827-1 797848198 乳類販売業 一般 日本マクドナルド株式会社 代表取締役 日色 保 163-1339 東京都新宿区西新宿六丁目5番1号 369115650 神北(宝健)第21-128 令和4年12月13日
000028 2000192216 トークゆうゆう 669-1533 三田市三田町35-21 795590804 調味料製造・加工業 一般 特定非営利活動法人言語障害者の社会参加を支援する会しゃべろーよ 理事長 田中 昌明 669-1533 兵庫県三田市三田町35-21 795590804 神北(宝健)第21-131 令和4年12月16日
000028 2000192217 森鼻商店 669-1358 三田市藍本1208 795680153 その他の食料・飲料販売業 一般 森鼻 美幸 神北(宝健)第21-130 令和4年12月19日
000028 2000192441 宝塚大劇場２Ｆ明治自動販売機 665-0845 宝塚市栄町1-1-57 797856380 乳類販売業 自動販売機 阪急電鉄株式会社 代表取締役 嶋田 泰夫 563-0056 大阪府池田市栄町1番1号 663735374 神北(宝健)第21-132 令和5年1月10日
000028 2000192467 ｙｏｍｅｐａｎ 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く。)その他の食料・飲料販売業 露店 安場 真理子 神北(宝健)第21-135 令和5年1月24日
000028 2000192485 ＭＡＲＵＭＩ_ｋｉｔｃｈｅｎ＋ 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く。) その他の食料・飲料販売業 自動車 株式会社ｏｆｆｉｃｅ　ＳＡＳＡＹＵＲＩ 代表取締役 山野 恵子 531-0072 大阪府大阪市北区豊崎2-8-11-801 神北(宝健)第21-133 令和5年1月23日
000028 2000192568 新日化エポキシ製造(株)　三田工場  １Ｆ食堂横（CCBJI受託） 669-1339 三田市テクノパーク10-1 コップ式自動販売機（自動洗浄・屋内設置） 自動販売機 株式会社アペックス西日本 代表取締役 森 吉平 550-0015 大阪府大阪市西区南堀江四丁目25番24号 783062130 神北(宝健)第21-139 令和5年2月2日
000028 2000192571 ニチワ電機(株)　１Ｆ現場  工場内自販機コーナー　ＣＶＭ(CCBJI受託) 669-1339 三田市テクノパーク12-5 コップ式自動販売機（自動洗浄・屋内設置） 自動販売機 株式会社アペックス西日本 代表取締役 森 吉平 550-0015 大阪府大阪市西区南堀江四丁目25番24号 783062130 神北(宝健)第21-141 令和5年2月2日
000028 2000192572 ニチワ電機（株）本社工場　３Ｆ食堂 669-1339 三田市テクノパーク12-5 コップ式自動販売機（自動洗浄・屋内設置） 自動販売機 株式会社アペックス西日本 代表取締役 森 吉平 550-0015 大阪府大阪市西区南堀江四丁目25番24号 783062130 神北(宝健)第21-142 令和5年2月2日
000028 2000192573 神姫バス(株)　三田営業所  ２Ｆ休憩所（CCBJI受託) 669-1324 三田市ゆりのき台6-2 コップ式自動販売機（自動洗浄・屋内設置） 自動販売機 株式会社アペックス西日本 代表取締役 森 吉平 550-0015 大阪府大阪市西区南堀江四丁目25番24号 783062130 神北(宝健)第21-143 令和5年2月2日
000028 2000192574 ネクスタラッピィ（株）関西工場　２Ｆ食堂 669-1339 三田市テクノパーク2-2 コップ式自動販売機（自動洗浄・屋内設置） 自動販売機 株式会社アペックス西日本 代表取締役 森 吉平 550-0015 大阪府大阪市西区南堀江四丁目25番24号 783062130 神北(宝健)第21-144 令和5年2月2日



000028 2000192575 ネクスタラッピィ（株）　関西工場  ２Ｆ休憩室(CCBJI受託) 669-1339 三田市テクノパーク2-2 コップ式自動販売機（自動洗浄・屋内設置） 自動販売機 株式会社アペックス西日本 代表取締役 森 吉平 550-0015 大阪府大阪市西区南堀江四丁目25番24号 783062130 神北(宝健)第21-145 令和5年2月2日
000028 2000192576 (株)三田自動車学院　１Ｆロビー  (CCBJI受託) 669-1506 三田市志手原1147-1 コップ式自動販売機（自動洗浄・屋内設置） 自動販売機 株式会社アペックス西日本 代表取締役 森 吉平 550-0015 大阪府大阪市西区南堀江四丁目25番24号 783062130 神北(宝健)第21-146 令和5年2月2日
000028 2000192587 株式会社サイナス 665-0835 宝塚市旭町1-15-14 797786001 調味料製造・加工業 一般 株式会社サイナス 代表取締役 金本 大地 665-0835 兵庫県宝塚市旭町一丁目15-14 797786001 神北(宝健)第21-136 令和5年2月2日
000028 2000192601 社会福祉法人萬年青友の会やまぼうし保育園 665-0874 宝塚市中筋7-73-3 797822271 集団給食（４）その他 集団給食 社会福祉法人萬年青友の会 理事長 三重野 宗隆 665-0874 兵庫県宝塚市中筋六丁目135番地 797205673 神北(宝健)第21-147 令和5年2月6日
000028 2000192612 株式会社ハウミア 665-0003 宝塚市湯本町7-3 その他の食料品製造・加工業 一般 株式会社ハウミア 代表取締役 松沼 大地 665-0003 兵庫県宝塚市湯本町7番3号 神北(宝健)第21-148 令和5年2月6日
000028 2000192644 ファミリーマート宝塚高司店 665-0051 宝塚市高司2-17-40 797765680 コンビニエンスストア 一般 髙木 康成 神北(宝健)第21-134 令和5年1月24日
000028 2000192674 ライフ宝塚中山寺店 665-0874 宝塚市中筋5-10-27マーケットスクエア中山寺 百貨店、総合スーパー 一般 株式会社ライフコーポレーション代表取締役 岩崎 高治 103-0023 東京都中央区日本橋本町三丁目6番2号 661506175 神北(宝健)第21-151 令和5年2月10日
000028 2000192675 もっくんふぁーむ 665-0822 宝塚市安倉中5-3-17 797846189 その他の食料品製造・加工業 一般 北田 真由 神北(宝健)第21-152 令和5年2月10日
000028 2000192685 Ｊｏ’ｓ　ｃｏｆｆｅｅ 665-0034 宝塚市小林1-5-20-101シャーメゾンサカセ コーヒー（飲料を除く）製造・加工業一般 横田 奈央 神北(宝健)第21-153 令和5年2月13日
000028 2000192710 エニタイムフィットネス中山寺店 665-0874 宝塚市中筋8-12-29 その他の食料・飲料販売業 一般 ドリコス株式会社 代表取締役 竹 康宏 113-0034 東京都文京区湯島3丁目7番7号ＯＣＥＡＮ’Ｓ５・５階 神北(宝健)第21-154 令和5年2月14日
000028 2000192735 Ｍｅｒｃｙ，ｍｅｒｃｙ，ｍｅｒｃｙ000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く。)その他の食料・飲料販売業 自動車 内等 はなえ 神北(宝健)第21-137 令和5年2月2日
000028 2000192756 日本メジフィジックス(株)  ２Ｆ ＣＶＭ（ＣＣＢＪＩ受託） 669-1339 三田市テクノパーク9-1 コップ式自動販売機（自動洗浄・屋内設置） 自動販売機 株式会社アペックス西日本 代表取締役 森 吉平 550-0015 大阪府大阪市西区南堀江四丁目25番24号 783062130 神北(宝健)第21-155 令和5年2月17日
000028 2000192759 (株)ホンダ兵庫　ホンダカーズ北神戸三田店　店内 669-1524 三田市八景町1441 コップ式自動販売機（自動洗浄・屋内設置） 自動販売機 株式会社アペックス西日本 代表取締役 森 吉平 550-0015 大阪府大阪市西区南堀江四丁目25番24号 783062130 神北(宝健)第21-156 令和5年2月17日
000028 2000192761 (株)酒井自動車　三田営業所　店内 669-1341 三田市西相野1004-1 コップ式自動販売機（自動洗浄・屋内設置） 自動販売機 株式会社アペックス西日本 代表取締役 森 吉平 550-0015 大阪府大阪市西区南堀江四丁目25番24号 783062130 神北(宝健)第21-157 令和5年2月17日
000028 2000192762 はるやま商事(株)  三田ウッディタウン店　店内 669-1321 三田市けやき台1-7 コップ式自動販売機（自動洗浄・屋内設置） 自動販売機 株式会社アペックス西日本 代表取締役 森 吉平 550-0015 大阪府大阪市西区南堀江四丁目25番24号 783062130 神北(宝健)第21-158 令和5年2月17日
000028 2000192765 (株)セレス研究所　三田工場　食堂 669-1339 三田市テクノパーク18-1 コップ式自動販売機（自動洗浄・屋内設置） 自動販売機 株式会社アペックス西日本 代表取締役 森 吉平 550-0015 大阪府大阪市西区南堀江四丁目25番24号 783062130 神北(宝健)第21-159 令和5年2月17日
000028 2000192767 新日本カレンダー(株)　三田工場  ２Ｆ休憩所（ＣＣＢＪＩ受託） 669-1339 三田市テクノパーク5-9 コップ式自動販売機（自動洗浄・屋内設置） 自動販売機 株式会社アペックス西日本 代表取締役 森 吉平 550-0015 大阪府大阪市西区南堀江四丁目25番24号 783062130 神北(宝健)第21-160 令和5年2月17日
000028 2000192768 スーパー西山　三田店　店内（ＣＣＢＪＩ受託） 669-1544 三田市武庫が丘7-1 コップ式自動販売機（自動洗浄・屋内設置） 自動販売機 株式会社アペックス西日本 代表取締役 森 吉平 550-0015 大阪府大阪市西区南堀江四丁目25番24号 783062130 神北(宝健)第21-161 令和5年2月17日
000028 2000192769 スーパーセンタートライアル　三田店  従業員休憩室（ＣＣＢＪＩ単受） 669-1324 三田市ゆりのき台3-26-1 コップ式自動販売機（自動洗浄・屋内設置） 自動販売機 株式会社アペックス西日本 代表取締役 森 吉平 550-0015 大阪府大阪市西区南堀江四丁目25番24号 783062130 神北(宝健)第21-162 令和5年2月17日
000028 2000192770 日産プリンス兵庫販売(株)　三田店  商談スペース（ＣＣＢＪＩ受託） 669-1515 三田市大原488-3 コップ式自動販売機（自動洗浄・屋内設置） 自動販売機 株式会社アペックス西日本 代表取締役 森 吉平 553-0006 大阪府大阪市西区南堀江四丁目25番24号 783062130 神北(宝健)第21-163 令和5年2月17日
000028 2000192771 兵庫トヨタ自動車(株)　三田店　店内  （ＣＣＢＪＩ受託） 669-1525 三田市対中町2-3 コップ式自動販売機（自動洗浄・屋内設置） 自動販売機 株式会社アペックス西日本 代表取締役 森 吉平 550-0015 大阪府大阪市西区南堀江四丁目25番24号 783062130 神北(宝健)第21-164 令和5年2月17日
000028 2000192862 フローラ８８　三田店　３Ｆ店内通路  （ＣＣＢＪＩ受託） 669-1546 三田市弥生が丘1-1-1 コップ式自動販売機（自動洗浄・屋内設置） 自動販売機 株式会社アペックス西日本 代表取締役 森 吉平 550-0015 大阪府大阪市西区南堀江四丁目25番24号 783062130 神北(宝健)第21-168 令和5年2月22日
000028 2000192863 兵庫日産自動車（株）三田東店　店内  （ＣＣＢＪＩ受託） 669-1514 三田市川除151-1 コップ式自動販売機（自動洗浄・屋内設置） 自動販売機 株式会社アペックス西日本 代表取締役 森 吉平 550-0015 大阪府大阪市西区南堀江四丁目25番24号 783062130 神北(宝健)第21-169 令和5年2月22日
000028 2000192864 新名神高速道路　宝塚北ＳＡ（光明興業）  乗務員休憩室（ＣＣＢＪＩ協受） 669-1231 宝塚市玉瀬字奧之焼1-125 コップ式自動販売機（自動洗浄・屋内設置） 自動販売機 株式会社アペックス西日本 代表取締役 森 吉平 550-0015 大阪府大阪市西区南堀江四丁目25番24号 783062130 神北(宝健)第21-170 令和5年2月22日
000028 2000192865 （株）カワタ三田工場　１Ｆ工場内　休憩コーナー  （ＣＣＢＪＩ受託） 669-1313 三田市福島字宮野前501-17 コップ式自動販売機（自動洗浄・屋内設置） 自動販売機 株式会社アペックス西日本 代表取締役 森 吉平 550-0015 大阪府大阪市西区南堀江四丁目25番24号 783062130 神北(宝健)第21-171 令和5年2月22日
000028 2000192866 神姫商工（株）三田工場　１Ｆ工場内自販機コーナー  （ＣＣＢＪＩ受託） 669-1324 三田市ゆりのき台6-2 コップ式自動販売機（自動洗浄・屋内設置） 自動販売機 株式会社アペックス西日本 代表取締役 森 吉平 550-0015 大阪府大阪市西区南堀江四丁目25番24号 783062130 神北(宝健)第21-172 令和5年2月22日
000028 2000192867 三菱電機特機システム（株）三田事業所  ２Ｆ休憩室（ＣＣＢＪＩ受託） 669-1339 三田市テクノパーク4-11 コップ式自動販売機（自動洗浄・屋内設置） 自動販売機 株式会社アペックス西日本 代表取締役 森 吉平 550-0015 大阪府大阪市西区南堀江四丁目25番24号 783062130 神北(宝健)第21-173 令和5年2月22日
000028 2000192868 （株）ダイエー三田店　１Ｆ従食（ＣＣＢＪＩ受託) 669-1546 三田市弥生が丘1-1 コップ式自動販売機（自動洗浄・屋内設置） 自動販売機 株式会社アペックス西日本 代表取締役 森 吉平 550-0015 大阪府大阪市西区南堀江四丁目25番24号 783062130 神北(宝健)第21-174 令和5年2月22日
000028 2000192869 （株）阪食阪急オアシス　ウッディタウン店  店内１Ｆレジ横　自販機コーナー（ＣＣＢＪＩ受託） 669-1322 三田市すずかけ台2-3-3 コップ式自動販売機（自動洗浄・屋内設置） 自動販売機 株式会社アペックス西日本 代表取締役 森 吉平 550-0015 大阪府大阪市西区南堀江四丁目25番24号 783062130 神北(宝健)第21-175 令和5年2月22日
000028 2000192872 回生会　宝塚病院　管理棟　２Ｆ 665-0022 宝塚市野上2-1-2 コップ式自動販売機（自動洗浄・屋内設置）自動販売機株式会社アペックス西日本 代表取締役 森 吉平 550-0015 大阪府大阪市西区南堀江四丁目25番24号664359024 神北(宝健)第21-177 令和5年2月24日
000028 2000192873 アピア宝塚　１Ｆ　自販機コーナー 665-0035 宝塚市逆瀬川1-13-1 コップ式自動販売機（自動洗浄・屋内設置）自動販売機株式会社アペックス西日本 代表取締役 森 吉平 550-0015 大阪府大阪市西区南堀江四丁目25番24号665359024 神北(宝健)第21-178 令和5年2月24日
000028 2000192874 阪急タクシー（株）宝塚地区統轄営業所665-0835 宝塚市旭町3-23-18 コップ式自動販売機（自動洗浄・屋内設置）自動販売機株式会社アペックス西日本 代表取締役 森 吉平 550-0015 大阪府大阪市西区南堀江四丁目25番24号665359024 神北(宝健)第21-179 令和5年2月24日
000028 2000192922 ＳＨＩＺＵＫＵ　ＣＯＦＦＥＥ　ＲＯＡＳＴＥＲ 665-0843 宝塚市宮の町7-6ポルテ宝塚１F 797868118 コーヒー（飲料を除く）製造・加工業 一般 浅野 裕亮 神北(宝健)第21-165 令和5年2月20日
000028 2000192944 株式会社ライフコーポレーション　宝塚中山寺店  １Ｆ従食665-0874 宝塚市中筋5-10-27 コップ式自動販売機（自動洗浄・屋内設置）自動販売機株式会社アペックス西日本 代表取締役 森 吉平 550-0015 大阪府大阪市西区南堀江四丁目25番24号665359024 神北(宝健)第21-182 令和5年3月1日
000028 2000193005 パティスリーフェス 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く。)その他の食料・飲料販売業 自動車 株式会社レイリン 代表取締役 川上 怜斗 550-0015 大阪府大阪市西区南堀江四丁目31番22号665357122 神北(宝健)第21-181 令和5年2月27日
000028 2000193016 さくらもみじ宝塚 665-0843 宝塚市宮の町7-1宝塚第３ハイツ102号室 797980998 その他の食料・飲料販売業 一般 山根 経一 神北(宝健)第21-166 令和5年2月20日
000028 2000193025 新月 669-1331 三田市広野92 795670141 その他の食料・飲料販売業 一般 株式会社吉蔓 代表取締役 吉田 明広 669-1331 兵庫県三田市広野92 795671108 神北(宝健)第21-176 令和5年2月22日
000028 2000193064 だがしやおつき 669-1543 三田市下深田746-704 その他の食料・飲料販売業 一般 谷口 舞 神北(宝健)第21-167 令和5年2月20日
000028 2000193069 幸 669-1502 三田市永沢寺170 795660446 その他の食料・飲料販売業 一般 辻本 勝世 神北(宝健)第21-183 令和5年3月6日
000028 2000193073 兵庫県立　人と自然の博物館  本館４Ｆ　ひとはくサロン 669-1546 三田市弥生が丘6丁目 コップ式自動販売機（自動洗浄・屋内設置） 自動販売機 株式会社アペックス西日本 代表取締役 森 吉平 550-0015 大阪府大阪市西区南堀江四丁目25番24号 783062130 神北(宝健)第21-185 令和5年3月8日
000028 2000193122 ＳＩＤＥＭＡＡＮ’Ｓ　ＳＴＡＮＤ 665-0844 宝塚市武庫川町7-64 弁当販売業 露店 伊藤 慎也 神北(宝健)第21-180 令和5年2月27日
000028 2000193162 ブルードア 665-0871 宝塚市中山五月台1-11-5 その他の食料・飲料販売業 一般 宮本 由美 神北(宝健)第21-188 令和5年3月13日
000028 2000193213 潤滑油株式会社　宝塚倉庫 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く。)その他の食料・飲料販売業 行商 武内 優 神北(宝健)第21-184 令和5年3月8日
000028 2000193216 宝塚阪急　従業員休憩所内　冷蔵ケース 665-0845 宝塚市栄町2-1-1 797811233 その他の食料・飲料販売業 その他 株式会社阪急阪神百貨店 代表取締役 山口 俊比古 530-0017 大阪府大阪市北区角田町8-7 663611381 神北(宝健)第21-187 令和5年3月10日
000028 2000193240 パンタベタン 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く。) その他の食料・飲料販売業 自動車 株式会社Ｓ＆Ｙフード 代表取締役 篠倉 康宏 669-1526 兵庫県三田市相生町1番40号　相生スカイパーク１Ｆ 795622951 神北(宝健)第21-186 令和5年3月9日
000028 2000193297 マルヨ食品株式会社 665-0051 宝塚市高司1-8-21 797617015 その他の食料・飲料販売業 自動販売機 マルヨ食品株式会社 代表取締役 中村 善則 669-6544 兵庫県美方郡香美町香住区香住1234 796360215 神北(宝健)第21-190 令和5年3月15日
000028 2000193431 宝塚阪急 665-0845 宝塚市栄町2-1-1　宝塚阪急 正面入口前 797811233 その他の食料・飲料販売業 一般 株式会社阪急阪神百貨店 代表取締役 山口 俊比古 530-0017 大阪府大阪市北区角田町8-7 663611381 神北(宝健)第21-192 令和5年3月27日
000028 2000193458 のらもんぺ 669-1322 三田市すずかけ台2-29-6 農産保存食料品製造・加工業 一般 奥野 直実 神北(宝健)第21-193 令和5年3月28日
000028 2000193477 Ｓｈｉｉｎｕｋａ 669-1411 三田市波豆川1744-1 その他の食料品製造・加工業 一般 株式会社Ｓｈｉｉｎｕｋａ 代表取締役 椎木 ゆかり 669-1411 兵庫県三田市波豆川1744-1 神北(宝健)第21-191 令和5年3月17日
000028 2000193498 モントガルテン宝塚 665-0003 宝塚市湯本町1-27 農産保存食料品製造・加工業 一般 市原 正治 神北(宝健)第21-194 令和5年3月29日
000028 2000193501 ｓｈｏｐ新明和 665-0052 宝塚市新明和町1-1 乳類販売業 一般 東洋食品株式会社 代表取締役 浅井 俊晴 485-0071 愛知県小牧市弥生町121番地 568752861 神北(宝健)第21-195 令和5年3月29日
000028 2000193517 Ｆａｒｍ ５＋ 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く。)その他の食料・飲料販売業 自動車 小川 佳津美 神北(宝健)第21-196 令和5年3月29日
000028 2000193522 ＴＩＰＮＥＳＳ宝塚 665-0845 宝塚市栄町1-8-26 その他の食料・飲料販売業 自動販売機 ドリコス株式会社 代表取締役 竹 康宏 113-0034 東京都文京区湯島三丁目7番7号ＯＣＥＡＮ’Ｓ５・5階 神北(宝健)第21-189 令和5年3月13日
000028 2000193636 横倉生活改善センター 665-0881 宝塚市山本東2-2-1 797826392 その他の食料・飲料販売業 露店 中島 幸代子 神北(宝健)第21-3 令和5年4月5日
000028 2000193664 手造り弁当はるさき 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く。)弁当販売業 行商 西本 俊子 神北(宝健)第21-5 令和5年4月11日
000028 2000193689 ジョニーのからあげ　宝塚小林店 665-0034 宝塚市小林5-4-44　2号室 797617751 その他の食料・飲料販売業 一般 柏 龍宜 神北(宝健)第21-1 令和5年4月3日
000028 2000193700 スナップフィットネス　宝塚　ロビー665-0845 宝塚市栄町2-12-11 コップ式自動販売機（自動洗浄・屋内設置）自動販売機株式会社アペックス西日本 代表取締役 森 吉平 550-0015 大阪府大阪市西区南堀江四丁目25番24号665359024 神北(宝健)第21-2 令和5年4月4日
000028 2000193706 兵庫県宝塚警察署　宝塚　ロビー 665-0835 宝塚市旭町1-2-30 797850110 コップ式自動販売機（自動洗浄・屋内設置） 自動販売機 株式会社アペックス西日本 代表取締役 森 吉平 550-0015 大阪府大阪市西区南堀江四丁目25番24号 665359024 神北(宝健)第21-4 令和5年4月10日
000028 2000193728 プライムデリカ　宝塚工場 665-0051 宝塚市高司4-92-6 コップ式自動販売機（自動洗浄・屋内設置）自動販売機ナショナル・ベンディング株式会社代表取締役 藤山 雄一郎 141-0021 東京都品川区上大崎一丁目15－22 364594781 神北(宝健)第21-8 令和5年4月14日
000028 2000193745 スナップフィットネス宝塚店 665-0845 宝塚市栄町2-12-11 コップ式自動販売機（自動洗浄・屋内設置）自動販売機烏森電気株式会社 大谷 満 453-0862 愛知県名古屋市中村区岩塚町3丁目34番地524136681 神北(宝健)第21-9 令和5年4月14日
000028 2000193774 スナップフィットネス宝塚店 665-0845 宝塚市栄町2-12-11 自動販売機（要届出のコップ式自動販売機及び要許可を除く）自動販売機烏森電気株式会社 大谷 満 453-0862 愛知県名古屋市中村区岩塚町3丁目34番地524136681 神北(宝健)第21-9 令和5年4月14日
000028 2000193776 オフィスグリコ冷凍冷蔵庫300460 669-1339 三田市テクノパーク11-1共和薬品工業3F その他の食料・飲料販売業 一般 グリコチャネルクリエイト株式会社 代表取締役 西村 浩一 555-8502 大阪府大阪市西淀川区歌島四丁目6-5 神北(宝健)第21-10 令和5年4月17日
000028 2000193777 オフィスグリコ冷凍冷蔵庫300300 665-0045 宝塚市光明町10-24光明デイサービスセンター1F その他の食料・飲料販売業 一般 グリコチャネルクリエイト株式会社 代表取締役 西村 浩一 555-8502 大阪府大阪市西淀川区歌島四丁目6-5 神北(宝健)第21-11 令和5年4月17日
000028 2000193778 オフィスグリコ冷凍冷蔵庫299640 665-0835 宝塚市旭町3-9-1ポラリス本社ビル2F その他の食料・飲料販売業 一般 グリコチャネルクリエイト株式会社 代表取締役 西村 浩一 555-8502 大阪府大阪市西淀川区歌島四丁目6-5 神北(宝健)第21-12 令和5年4月17日
000028 2000193838 潤滑油株式会社　宝塚倉庫 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く。)その他の食料・飲料販売業 自動車 武内 優 神北(宝健)第21-14 令和5年4月17日
000028 2000193862 ロジケア　社員食堂 669-1512 三田市高次2-6-6 集団給食（４）その他 集団給食 株式会社ロジケア 代表取締役 佐野 武 659-0092 兵庫県芦屋市大原町4番10号 797357113 神北(宝健)第21-16 令和5年4月18日
000028 2000193863 からだが　よろこぶ　おそうざい　そらまめ000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く。)弁当販売業 行商 西山 百合子 神北(宝健)第21-13 令和5年4月17日
000028 2000193866 ＮＡＴＵＲＡＬ　ＶＥＧＥ　ＤＡＲＵＭＡ000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く。)野菜果物販売業 行商 浅香 日向 神北(宝健)第21-7 令和5年4月13日
000028 2000193867 三田市民病院院内保育施設　ひだまり保育園 669-1321 三田市けやき台3-1-1　三田市民病院敷地（リハビリ庭園内） 795565120 集団給食（４）その他 集団給食 株式会社キッズコーポレーション 代表取締役 大塚 雅一 321-0963 栃木県宇都宮市南大通り2-6-1　ＫＩＤＳ １ＳＴ ＢＬＤ 286387010 神北(宝健)第21-15 令和5年4月18日
000028 2000193882 舩岡農園 669-1211 宝塚市大原野字南沢16-1 797910215 その他の食料品製造・加工業 一般 舩岡 知恵美 神北(宝健)第21-17 令和5年4月19日
000028 2000193911 ぼたんカフェ 669-1204 宝塚市長谷字門畑29 797911616 その他の食料・飲料販売業 露店 特定非営利活動法人西谷仕事人 理事 龍見 昭廣 669-1211 兵庫県宝塚市大原野字丁裏11番地 797910347 神北(宝健)第21-6 令和5年4月13日
000028 2000193929 パチンコ　キコーナ宝塚店　Ｂ１Ｆ 665-0845 宝塚市栄町2-1-1 コップ式自動販売機（自動洗浄・屋内設置）自動販売機株式会社アペックス西日本 代表取締役 森 吉平 550-0015 大阪府大阪市西区南堀江四丁目25番24号665359024 神北(宝健)第21-19 令和5年4月24日
000028 2000193930 宝塚市役所　宝塚　G階レストコーナー665-0032 宝塚市東洋町1-1 コップ式自動販売機（自動洗浄・屋内設置）自動販売機株式会社アペックス西日本 代表取締役 森 吉平 550-0015 大阪府大阪市西区南堀江四丁目25番24号665359024 神北(宝健)第21-20 令和5年4月24日
000028 2000193931 株式会社今里食品　宝塚　４Ｆ食堂 669-1339 宝塚市高司5-1-52 コップ式自動販売機（自動洗浄・屋内設置）自動販売機株式会社アペックス西日本 代表取締役 森 吉平 550-0015 大阪府大阪市西区南堀江四丁目25番24号665359024 神北(宝健)第21-21 令和5年4月24日
000028 2000193932 宝塚歌劇団　総務課7F通路 665-0845 宝塚市栄町1-1-57 コップ式自動販売機（自動洗浄・屋内設置）自動販売機株式会社アペックス西日本 代表取締役 森 吉平 550-0015 大阪府大阪市西区南堀江四丁目25番24号665359024 神北(宝健)第21-22 令和5年4月24日
000028 2000193983 炭蓮 665-0045 宝塚市光明町29-3 797779210 その他の食料・飲料販売業 自動販売機 株式会社オーキャット 代表取締役 池田 隆昭 665-0045 兵庫県宝塚市光明町29-3 797779210 神北(宝健)第21-18 令和5年4月19日
000028 2000194052 おねやんｃａｆｅ ＆ れおアグリファーム000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く。)その他の食料・飲料販売業 露店 樽本 瑞希 神北(宝健)第21-24 令和5年4月26日
000028 2000194098 ｔａｔｏｔｅｔｏ ｆｏｏｄ 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く。)その他の食料・飲料販売業 行商 前中 梨沙 神北(宝健)第21-23 令和5年4月25日
000028 2100015492 関西スーパー　稲野店 664-0864 伊丹市安堂寺町３丁目３－１ 7812666 百貨店、総合スーパー 一般 株式会社関西スーパーマーケット 代表取締役 福谷 耕治 664-0851 兵庫県伊丹市中央５丁目３番３８号 7720341 神北(伊健)第50-103 令和3年6月1日
000028 2100015537 大出乳販(株) 664-0871 伊丹市堀池４丁目７－４ 7816617 乳類販売業 一般 大出乳販株式会社 代表取締役 大出 恭久 664-0871 兵庫県伊丹市堀池４丁目７－４ 7816617 神北(伊健)第42-102 令和3年6月1日
000028 2100015566 森永牛乳猪名寺販売所 664-0852 伊丹市南本町７丁目１－１２ 7751944 乳類販売業 一般 河野 孝史 神北(伊健)第42-179 令和3年6月1日
000028 2100015573 ベーカリーハウス・ふくにし 664-0836 伊丹市北本町３丁目１３７ 7753940 乳類販売業 一般 福西 俊夫 神北(伊健)第42-196 令和3年6月1日
000028 2100015578 関西スーパー　アリオ店 664-0846 伊丹市伊丹１丁目１０－１５アリオ１　１０１号 7845577 百貨店、総合スーパー 一般 株式会社関西スーパーマーケット 代表取締役 福谷 耕治 664-0851 兵庫県伊丹市中央５丁目３番３８号 7720341 神北(伊健)第50-104 令和3年6月1日
000028 2100015655 デリア食品株式会社 大阪支店 664-0854 伊丹市南町４丁目７－１キユーピー伊丹工場内 664221451 その他の食料・飲料販売業 一般 デリア食品株式会社 代表取締役 柴﨑 健 182-0002 東京都調布市仙川町２丁目５－７ 423648111 神北(伊健)第54-1004 令和3年6月1日
000028 2100015702 ドラッグジャパン伊丹店 664-0842 伊丹市森本１丁目２８ 7752660 百貨店、総合スーパー 一般 株式会社スギ薬局 代表取締役 榊原 栄一 446-0000 愛知県安城市三河安城町１丁目８－４ 662037777 神北(伊健)第50-160 令和3年6月1日
000028 2100015721 明治牛乳口酒井販売所 664-0842 伊丹市森本４丁目２５７ 7845857 乳類販売業 一般 佐々木 春男 神北(伊健)第42-180 令和3年6月1日
000028 2100015817 ヒロ珈琲 664-0851 伊丹市中央１丁目２－２２ファミール伊丹デュオ１Ｆ 7821077 乳類販売業 一般 株式会社　ヒロコーヒー 代表取締役 山本 光弘 564-0063 大阪府吹田市江坂町１丁目７－７ 663390411 神北(伊健)第42-197 令和3年6月1日
000028 2100016089 橘温泉 664-0897 伊丹市桜ケ丘１丁目３－８ 7822246 乳類販売業 一般 細川 隆肆 神北(伊健)第42-198 令和3年6月1日
000028 2100016204 明治牛乳美鈴販売所 664-0888 伊丹市昆陽南３丁目６－４７ 7814038 乳類販売業 一般 大出 範勝 神北(伊健)第42-182 令和3年6月1日
000028 2100016257 ㈱大阪めいらく伊丹営業所 664-0832 伊丹市下河原２丁目１１－１０ 727724488 乳類販売業 一般 株式会社　大阪めいらく 代表取締役 468-0065 愛知県名古屋市天白区中砂町３１０番地 528316688 神北(伊健)第42-183 令和3年6月1日
000028 2100016357 いしづち伊丹店 664-0842 伊丹市森本２丁目２０２－１ 7705500 乳類販売業 一般 有限会社　ツキモト 代表取締役 月本 紘八朗 664-0842 兵庫県伊丹市森本２丁目２０２番地の１ 7705500 神北(伊健)第42-249 令和3年6月1日
000028 2100016385 さとちゃん 664-0027 伊丹市池尻７丁目２１ 7793249 乳類販売業 一般 藤迫 タカエ 神北(伊健)第42-199 令和3年6月1日
000028 2100016416 イズミヤ㈱昆陽店 664-0027 伊丹市池尻１丁目１ 7796501 百貨店、総合スーパー 一般 イズミヤ・阪急オアシス株式会社 代表取締役 林 克弘 530-0017 大阪府大阪市北区角田町８番７号 663037497 神北(伊健)第50-105 令和3年6月1日
000028 2100016530 コンセルボ西野店 664-0028 伊丹市西野５丁目２２５－２ 7772307 乳類販売業 一般 髙森 雅己 神北(伊健)第42-200 令和3年6月1日
000028 2100016627 関西スーパー　鴻池店 664-0006 伊丹市鴻池５丁目６－３ 7810755 百貨店、総合スーパー 一般 株式会社　関西スーパーマーケット 代表取締役 福谷 耕治 664-0851 兵庫県伊丹市中央５丁目３番３８号 7720341 神北(伊健)第50-106 令和3年6月1日
000028 2100016779 ㈱和昂伊丹工場 664-0026 伊丹市寺本６丁目１９－２ 7847636 その他 一般 株式会社　和昂 代表取締役 辻川 隆雄 664-0026 兵庫県伊丹市寺本６丁目１９－２ 7847636 神北(伊健)第48-105 令和3年6月1日
000028 2100016784 日水物流㈱伊丹物流センター 664-0831 伊丹市北伊丹８丁目２０４ 7827121 その他 一般 日水物流株式会社 代表取締役 新藤 哲也 105-0012 東京都港区芝大門２丁目８番１３号 354726100 神北(伊健)第48-107 令和3年6月1日
000028 2100017515 日水物流㈱伊丹物流センター 664-0831 伊丹市北伊丹８丁目２０４ 7827121 その他 一般 日水物流株式会社 代表取締役 新藤 哲也 105-0012 東京都港区芝大門２丁目８番１３号 354726100 神北(伊健)第48-108 令和3年6月1日



000028 2100017808 ㈱いかりスーパーマーケット阪急伊丹店 664-0858 伊丹市西台１丁目１－１阪急伊丹駅ビルリータ１Ｆ 7706501 百貨店、総合スーパー 一般 株式会社　いかりスーパーマーケット 代表取締役 行光 博志 661-0002 兵庫県尼崎市塚口町１丁目１５番地の８ 664216074 神北(伊健)第50-107 令和3年6月1日
000028 2100017830 明治牛乳中野販売所 664-0028 伊丹市西野２丁目６８ 727813205 乳類販売業 一般 村上 太源 神北(伊健)第42-184 令和3年6月1日
000028 2100017908 クスリキリン堂　伊丹千僧店 664-0898 伊丹市千僧４丁目２５０－１ 7805710 百貨店、総合スーパー 一般 株式会社キリン堂 代表取締役 寺西 豊彦 532-0003 大阪府大阪市淀川区宮原４丁目５－３６ 663940720 神北(伊健)第50-161 令和3年6月1日
000028 2100017912 クスリキリン堂　伊丹空港店 664-0842 伊丹市森本３丁目７ 7805352 百貨店、総合スーパー 一般 株式会社キリン堂 代表取締役 寺西 豊彦 532-0003 大阪府大阪市淀川区宮原４丁目５－３６ 663940720 神北(伊健)第50-162 令和3年6月1日
000028 2100017967 ファミリーマートかみえす西野店 664-0028 伊丹市西野５丁目１８０番地 7738133 コンビニエンスストア 一般 有限会社かみえす酒店 代表取締役 上江洲 安秀 664-0028 兵庫県伊丹市西野５丁目１８０番地 7813782 神北(伊健)第49-109 令和3年6月1日
000028 2100018104 ㈱万代伊丹野間店 664-0873 伊丹市野間１丁目９－１８ 7728531 百貨店、総合スーパー 一般 株式会社万代 代表取締役 阿部 秀行 544-0003 大阪府大阪市生野区小路東３丁目１０番１３号 667203305 神北(伊健)第50-108 令和3年6月1日
000028 2100018121 ㈱共進舎牧農園阪神営業所 664-0881 伊丹市昆陽７丁目９２－３ 7815551 乳類販売業 一般 株式会社　共進舎牧農園 代表取締役社長 中尾 弘三 650-0016 兵庫県神戸市中央区橘通１丁目２－１２ 783711761 神北(伊健)第42-101 令和3年6月1日
000028 2100018143 ファミリーマート阪急伊丹駅前店 664-0851 伊丹市中央１丁目５－２１ 7779155 コンビニエンスストア 一般 前澤 諭 神北(伊健)第49-110 令和3年6月1日
000028 2100018205 ローソン伊丹池尻店 664-0027 伊丹市池尻２丁目３２－１ 7843995 コンビニエンスストア 一般 株式会社アローム 代表取締役 池野 忠司 664-0027 兵庫県伊丹市池尻２丁目２３番地 7818081 神北(伊健)第49-111 令和3年6月1日
000028 2100018335 伊丹産業倉庫（株）冷蔵倉庫 664-0851 伊丹市中央５丁目５－１５ 7830001 その他 一般 伊丹産業倉庫株式会社 代表取締役 藤木 敏弘 664-0851 兵庫県伊丹市中央５丁目５－１０ 7830001 神北(伊健)第48-101 令和3年6月1日
000028 2100018386 伊丹市立学校給食第２センター 664-0006 伊丹市鴻池３丁目４－６ 7796355 集団給食（１）学校 集団給食 伊丹市 伊丹市長 藤原 保幸 664-0898 兵庫県伊丹市千僧１丁目１番地 7831234 神北(伊健)第47-51 令和3年7月6日
000028 2100018387 伊丹市立学校給食第１センター 664-0006 伊丹市鴻池３丁目４－５ 7820400 集団給食（１）学校 集団給食 伊丹市 伊丹市長 藤原 保幸 664-0898 兵庫県伊丹市千僧１丁目１番地 7831234 神北(伊健)第47-50 令和3年7月6日
000028 2100018390 伊丹市立伊丹特別支援学校 664-0006 伊丹市鴻池１丁目８－６ 7835436 集団給食（１）学校 集団給食 伊丹市立伊丹特別支援学校 校長 八尾 千枝 664-0006 兵庫県伊丹市鴻池１丁目８－６ 7835436 神北(伊健)第47-49 令和3年7月5日
000028 2100018393 兵庫県立こやの里特別支援学校 664-0017 伊丹市瑞ケ丘２丁目３－２ 7776300 集団給食（１）学校 集団給食 兵庫県立こやの里特別支援学校 校長 石川 勝己 664-0017 兵庫県伊丹市瑞ケ丘２丁目３－２ 7776300 神北(伊健)第47-52 令和3年7月6日
000028 2100018397 公立学校共済組合近畿中央病院 664-0872 伊丹市車塚３丁目１ 7813712 集団給食（２）病院・診療所 集団給食 公立学校共済組合近畿中央病院 病院長 甲村 英二 664-0872 兵庫県伊丹市車塚３丁目１番地 7813712 神北(伊健)第47-61 令和3年7月16日
000028 2100018409 社会福祉法人翠松会　伸幸苑 664-0026 伊丹市寺本６丁目１５０ 7786765 集団給食（４）その他 集団給食 社会福祉法人翠松会 理事長 細田 佳伸 664-0026 兵庫県伊丹市寺本６丁目１５０番地 7786765 神北(伊健)第47-48 令和3年7月5日
000028 2100018410 特別養護老人ホームあそか苑 664-0023 伊丹市中野西１丁目１８ 7850109 集団給食（４）その他 集団給食 社会福祉法人明照会 理事長 善部 修 664-0023 兵庫県伊丹市中野西１丁目１８番地 7850109 神北(伊健)第47-94 令和3年10月21日
000028 2100018413 社会福祉法人　有岡協会　伊丹乳児院 664-0007 伊丹市北野３丁目４８－２ 7811744 集団給食（４）その他 集団給食 社会福祉法人有岡協会 理事長 中田 弘毅 664-0858 兵庫県伊丹市西台３丁目７番１号 7811744 神北(伊健)第47-86 令和3年10月5日
000028 2100018419 伊丹ひまわりこども園 664-0015 伊丹市昆陽池１丁目３９ 7772678 集団給食（４）その他 集団給食 社会福祉法人友愛福祉会 理事長 池川 昌子 664-0015 兵庫県伊丹市昆陽池１丁目３９番地 7772678 神北(伊健)第47-47 令和3年7月2日
000028 2100018422 社会福祉法人有岡協会　長尾保育所 664-0007 伊丹市北野３丁目４８－２ 7836793 集団給食（４）その他 集団給食 社会福祉法人有岡協会 理事長 中田 弘毅 664-0858 兵庫県伊丹市西台３丁目７番１号 7836793 神北(伊健)第47-59 令和3年7月14日
000028 2100018423 有岡乳児保育所 664-0858 伊丹市西台３丁目７－１ 7724791 集団給食（４）その他 集団給食 社会福祉法人有岡協会 理事長 中田 弘毅 664-0858 兵庫県伊丹市西台３丁目７番１号 7724791 神北(伊健)第47-56 令和3年7月13日
000028 2100018424 社会福祉法人伊丹社会事業協会　伊丹保育所 664-0846 伊丹市伊丹５丁目１－５ 7823633 集団給食（４）その他 集団給食 社会福祉法人伊丹社会事業協会 理事長 池信 秀明 664-0846 兵庫県伊丹市伊丹５丁目１番５号 7823633 神北(伊健)第47-1 令和3年6月1日
000028 2100018426 伊丹市立　ひかり保育園 664-0871 伊丹市堀池３丁目７－２６ 7795400 集団給食（４）その他 集団給食 伊丹市 市長 藤原 保幸 664-0898 兵庫県伊丹市千僧１丁目１番地 7831234 神北(伊健)第47-11 令和3年6月14日
000028 2100018432 伊丹市立中央保育所 664-0857 伊丹市行基町１丁目５０ 7796643 集団給食（４）その他 集団給食 伊丹市 市長 藤原 保幸 664-0898 兵庫県伊丹市千僧１丁目１番地 7831234 神北(伊健)第47-7 令和3年6月14日
000028 2100018593 クスリキリン堂　伊丹北野店 664-0007 伊丹市北野１丁目７６ 7803158 百貨店、総合スーパー 一般 株式会社キリン堂 代表取締役 寺西 豊彦 532-0003 大阪府大阪市淀川区宮原４丁目５－３６ 663940720 神北(伊健)第50-163 令和3年6月1日
000028 2100018623 伊丹市立　北保育所 664-0891 伊丹市北園１丁目１３ 7701217 集団給食（４）その他 集団給食 伊丹市 市長 藤原 保幸 664-0898 兵庫県伊丹市千僧１丁目１番地 7831234 神北(伊健)第47-9 令和3年6月14日
000028 2100018649 Ａ－プライス　伊丹店 664-0015 伊丹市昆陽池１丁目６３ 7877590 百貨店、総合スーパー 一般 株式会社トーホーキャッシュアンドキャリー 代表取締役 田代 光司 658-0033 兵庫県神戸市東灘区向洋町西５丁目９番 788452402 神北(伊健)第50-109 令和3年6月1日
000028 2100018779 クレヨン保育園 664-0027 伊丹市池尻３丁目４３０－１ 7774732 集団給食（４）その他 集団給食 特定非営利活動法人クレヨンの会 理事長 大西 富男 664-0027 兵庫県伊丹市池尻３丁目４３０番地の１ 7774732 神北(伊健)第47-18 令和3年6月24日
000028 2100018838 ドン・キホーテ伊丹店 664-0899 伊丹市大鹿７丁目６２－１ 7876211 百貨店、総合スーパー 一般 株式会社ドン・キホーテ 代表取締役 吉田 直樹 153-0042 東京都目黒区青葉台２丁目１９番１０号 357257532 神北(伊健)第50-164 令和3年6月1日
000028 2100019781 森田商店 664-0011 伊丹市鋳物師２丁目６８ 7845753 百貨店、総合スーパー 一般 森田 好夫 神北(伊健)第50-189 令和3年6月1日
000028 2100019846 クスリキリン堂　伊丹荒牧店 664-0001 伊丹市荒牧７丁目１５－３ 7805314 百貨店、総合スーパー 一般 株式会社キリン堂 代表取締役 寺西 豊彦 532-0003 大阪府大阪市淀川区宮原４丁目５－３６ 663940720 神北(伊健)第50-165 令和3年6月1日
000028 2100020069 イオンリテール株式会社  イオン伊丹店（水産厨房） 664-0847 伊丹市藤ノ木１丁目１－１ 7870500 百貨店、総合スーパー 一般 イオンリテール株式会社 代表取締役 井出 武美 261-0023 千葉県千葉市美浜区中瀬１丁目５－１ 432126000 神北(伊健)第50-110 令和3年6月1日
000028 2100020179 株式会社キユーソー流通システム  伊丹第三営業所 664-0844 伊丹市口酒井３丁目３－１８ 7717445 その他 一般 株式会社キユーソー流通システム 代表取締役 西尾 秀明 182-0021 東京都調布市調布ケ丘３丁目５０番地１ 424410711 神北(伊健)第48-102 令和3年6月1日
000028 2100020230 介護老人保健施設伊丹ゆうあい 664-0001 伊丹市荒牧６丁目１６－２ 7812587 集団給食（４）その他 集団給食 医療法人社団星晶会 理事長 松本 昭英 664-0897 兵庫県伊丹市桜ケ丘１丁目３番２３号 7753006 神北(伊健)第47-73 令和3年8月20日
000028 2100020499 株式会社　エビス 664-0006 伊丹市鴻池５丁目１－２０ 7811532 乳類販売業 一般 株式会社　エビス 代表取締役 坂本 泰男 664-0006 兵庫県伊丹市鴻池５丁目１－２０ 7811532 神北(伊健)第42-201 令和3年6月1日
000028 2100020541 業務スーパー　伊丹店 664-0006 伊丹市鴻池２丁目１－４５ 7876088 百貨店、総合スーパー 一般 株式会社Ｇ－７スーパーマート 代表取締役 関 大作 654-0161 兵庫県神戸市須磨区弥栄台４丁目８－１ 7943700 神北(伊健)第50-111 令和3年6月1日
000028 2100020547 ヒロコーヒー　いながわ工房 664-0831 伊丹市北伊丹５丁目１５－１ 7780411 乳類販売業 一般 株式会社ヒロコーヒー 代表取締役 山本 光弘 564-0063 大阪府吹田市江坂町１丁目７番７号 663390411 神北(伊健)第42-202 令和3年6月1日
000028 2100020592 すぐり保育園 664-0845 伊丹市東有岡１丁目１８－２０ 7876501 集団給食（４）その他 集団給食 社会福祉法人あかしあ 理事長 岡田 拡 669-1323 兵庫県三田市あかしあ台５丁目３０番地１ 795650052 神北(伊健)第47-16 令和3年6月15日
000028 2100020613 明治牛乳昆陽販売所 664-0881 伊丹市昆陽５丁目９０ 乳類販売業 一般 宮地 秀明 神北(伊健)第42-185 令和3年6月1日
000028 2100020653 クスリキリン堂伊丹鴻池店 664-0006 伊丹市鴻池５丁目９－３０ 7787705 百貨店、総合スーパー 一般 株式会社　キリン堂 代表取締役 寺西 豊彦 534-0015 大阪府大阪市淀川区宮原４丁目５－３６ 神北(伊健)第50-166 令和3年6月1日
000028 2100020700 平原精機食堂 664-0845 伊丹市東有岡３丁目１７２ 7820801 乳類販売業 自動販売機 ＦＶジャパン株式会社 代表取締役 原 幹弘 107-0052 東京都港区赤坂６丁目１－２０ 335580521 神北(伊健)第42-104 令和3年6月1日
000028 2100020748 パスカル株式会社 664-0006 伊丹市鴻池２丁目１４－７ 7774555 集団給食（３）事業所 集団給食 パスカル株式会社 代表取締役 北浦 一郎 664-0006 兵庫県伊丹市鴻池２丁目１４番７号 7774555 神北(伊健)第47-104 令和3年11月10日
000028 2100020757 スギドラッグ　昆陽店 664-0874 伊丹市山田５丁目３－３ 7825500 百貨店、総合スーパー 一般 株式会社スギ薬局 代表取締役 榊原 栄一 446-0054 愛知県安城市三河安城町１丁目８－４ 562452720 神北(伊健)第50-167 令和3年6月1日
000028 2100020823 ファミリーマート伊丹定温センター 664-0844 伊丹市口酒井２丁目３－３０ 727708600 その他 一般 アクシアロジ株式会社 代表取締役 安納 一樹 573-1133 大阪府枚方市長尾家具町２丁目１－１ 神北(伊健)第48-103 令和3年6月1日
000028 2100020827 ファミリーマート近畿中央病院店 664-0872 伊丹市車塚３丁目１ 7845634 コンビニエンスストア 一般 有限会社なづな共済会 代表取締役 森 建二 664-0872 兵庫県伊丹市車塚３丁目１ 神北(伊健)第49-113 令和3年6月1日
000028 2100020861 伊丹郵便局 664-0851 伊丹市中央６丁目２－１４ 7722300 乳類販売業 自動販売機 コカ・コーラボトラーズジャパン株式会社 代表取締役 カリン ドラガン 107-0052 東京都港区赤坂９丁目７－１ 神北(伊健)第42-105 令和3年6月1日
000028 2100020879 ㈱水産流通　伊丹水産センター 664-0831 伊丹市北伊丹８丁目２０４日水物流(株)伊丹物流センター内 7723986 食肉販売業 一般 株式会社水産流通 代表取締役 長本 克義 104-0055 東京都中央区豊海町６番８号 362282692 神北(伊健)第41-101 令和3年6月1日
000028 2100020948 サンディ伊丹昆陽店 664-0886 伊丹市昆陽東３丁目３－３ 727754106 百貨店、総合スーパー 一般 株式会社サンディ 代表取締役 伊藤 仙治 532-0004 大阪府大阪市淀川区西宮原２丁目７－５０ 663940090 神北(伊健)第50-112 令和3年6月1日
000028 2100020970 川西市立牧の台小学校 666-0111 川西市大和東１丁目４７－１ 7942537 集団給食（１）学校 集団給食 川西市 市長 越田 謙治郎 666-0016 兵庫県川西市中央町１２－１ 7401111 神北(伊健)第47-36 令和3年7月1日
000028 2100020971 川西市立川西北小学校 666-0003 川西市丸の内町７－１ 7593880 集団給食（１）学校 集団給食 川西市 市長 越田 謙治郎 666-0016 兵庫県川西市中央町１２－１ 7401111 神北(伊健)第47-26 令和3年7月1日
000028 2100020972 川西市立陽明小学校 666-0115 川西市向陽台３丁目６－２１９ 7934415 集団給食（１）学校 集団給食 川西市 市長 越田 謙治郎 666-0016 兵庫県川西市中央町１２－１ 7401111 神北(伊健)第47-31 令和3年7月1日
000028 2100020974 川西市立明峰小学校 666-0006 川西市萩原台西３丁目２４２ 7578834 集団給食（１）学校 集団給食 川西市 市長 越田 謙治郎 666-0016 兵庫県川西市中央町１２－１ 7401111 神北(伊健)第47-27 令和3年7月1日
000028 2100020975 川西市立清和台南小学校 666-0143 川西市清和台西５丁目１－２ 7991254 集団給食（１）学校 集団給食 川西市 市長 越田 謙治郎 666-0016 兵庫県川西市中央町１２－１ 7401111 神北(伊健)第47-33 令和3年7月1日
000028 2100020976 川西市立緑台小学校 666-0115 川西市向陽台１丁目７－１ 7930223 集団給食（１）学校 集団給食 川西市 市長 越田 謙治郎 666-0016 兵庫県川西市中央町１２－１ 7401111 神北(伊健)第47-30 令和3年7月1日
000028 2100020977 川西市立川西養護学校 666-0143 川西市清和台西２丁目３－８１ 7991456 集団給食（１）学校 集団給食 川西市 市長 越田 謙治郎 666-0016 兵庫県川西市中央町１２－１ 7401111 神北(伊健)第47-38 令和3年7月1日
000028 2100020978 川西市立久代小学校 666-0024 川西市久代３丁目２７－９ 7593132 集団給食（１）学校 集団給食 川西市 市長 越田 謙治郎 666-0016 兵庫県川西市中央町１２－１ 7401111 神北(伊健)第47-22 令和3年7月1日
000028 2100020979 川西市立桜が丘小学校 666-0032 川西市日高町４－１ 7589450 集団給食（１）学校 集団給食 川西市 市長 越田 謙治郎 666-0016 兵庫県川西市中央町１２－１ 7401111 神北(伊健)第47-25 令和3年7月1日
000028 2100020980 川西市立清和台小学校 666-0142 川西市清和台東２丁目２－２ 7990730 集団給食（１）学校 集団給食 川西市 市長 越田 謙治郎 666-0016 兵庫県川西市中央町１２－１ 7401111 神北(伊健)第47-32 令和3年7月1日
000028 2100020982 川西市立多田東小学校 666-0122 川西市東多田３丁目２１－１ 7922967 集団給食（１）学校 集団給食 川西市 市長 越田 謙治郎 666-0016 兵庫県川西市中央町１２－１ 7401111 神北(伊健)第47-29 令和3年7月1日
000028 2100020984 川西市立北陵小学校 666-0152 川西市丸山台１丁目３－２ 7945440 集団給食（１）学校 集団給食 川西市 市長 越田 謙治郎 666-0016 兵庫県川西市中央町１２－１ 7401111 神北(伊健)第47-37 令和3年7月1日
000028 2100020985 川西市立けやき坂小学校 666-0145 川西市けやき坂３丁目１－２ 7993946 集団給食（１）学校 集団給食 川西市 市長 越田 謙治郎 666-0016 兵庫県川西市中央町１２－１ 7401111 神北(伊健)第47-34 令和3年7月1日
000028 2100020987 川西市立加茂小学校 666-0025 川西市加茂３丁目１４－１ 7591325 集団給食（１）学校 集団給食 川西市 市長 越田 謙治郎 666-0016 兵庫県川西市中央町１２－１ 7401111 神北(伊健)第47-23 令和3年7月1日
000028 2100020988 川西市立川西小学校 666-0021 川西市栄根１丁目１－１ 7591110 集団給食（１）学校 集団給食 川西市 市長 越田 謙治郎 666-0016 兵庫県川西市中央町１２－１ 7401111 神北(伊健)第47-24 令和3年7月1日
000028 2100020989 川西市立多田小学校 666-0126 川西市多田院１丁目４－１ 7930018 集団給食（１）学校 集団給食 川西市 市長 越田 謙治郎 666-0016 兵庫県川西市中央町１２－１ 7401111 神北(伊健)第47-28 令和3年7月1日
000028 2100020990 川西市立東谷小学校 666-0105 川西市見野２丁目３０－１ 7940033 集団給食（１）学校 集団給食 川西市 市長 越田 謙治郎 666-0105 兵庫県川西市中央町１２－１ 7401111 神北(伊健)第47-35 令和3年7月1日
000028 2100020998 介護老人保健施設　せいふう猪名川 666-0236 川辺郡猪名川町北田原字屏風岳３ 7660030 集団給食（２）病院・診療所 集団給食 医療法人晴風園 理事長 植松 正保 666-0236 兵庫県川辺郡猪名川町北田原字屏風岳３番地 7660030 神北(伊健)第47-64 令和3年7月19日
000028 2100020999 自衛隊　阪神病院 666-0024 川西市久代４丁目１－５０ 7820001 集団給食（２）病院・診療所 集団給食 自衛隊阪神病院 院長 平山 健一 666-0024 兵庫県川西市久代４丁目１－５０ 7820001 神北(伊健)第47-66 令和3年7月26日
000028 2100021029 東洋食品工業短期大学　斉志寮 666-0026 川西市南花屋敷３丁目１－２０ 7592464 集団給食（４）その他 集団給食 学校法人東洋食品工業短期大学 理事長 中井 隆夫 666-0026 兵庫県川西市南花屋敷４丁目２３番２号 7594221 神北(伊健)第47-125 令和3年11月29日
000028 2100021038 川西市立川西南保育所 666-0024 川西市久代２丁目１２－４ 7596994 集団給食（４）その他 集団給食 川西市 市長 越田 謙治郎 666-0016 兵庫県川西市中央町１２番１号 7401111 神北(伊健)第47-45 令和3年7月1日
000028 2100021040 川西市立小戸保育所 666-0014 川西市小戸３丁目８－６ 7575865 集団給食（４）その他 集団給食 川西市 市長 越田 謙治郎 666-0016 兵庫県川西市中央町１２番１号 7401111 神北(伊健)第47-42 令和3年7月1日
000028 2100021041 川西市立多田保育所 666-0122 川西市東多田１丁目１６－２０ 7937127 集団給食（４）その他 集団給食 川西市 市長 越田 謙治郎 666-0016 兵庫県川西市中央町１２番１号 7401111 神北(伊健)第47-44 令和3年7月1日
000028 2100021042 川西市立川西中央保育所 666-0017 川西市火打１丁目３－５ 7592123 集団給食（４）その他 集団給食 川西市 市長 越田 謙治郎 666-0016 兵庫県川西市中央町１２番１号 7401111 神北(伊健)第47-41 令和3年7月1日
000028 2100021045 猪名川保育園 666-0251 川辺郡猪名川町若葉１丁目１５－９ 7660292 集団給食（４）その他 集団給食 猪名川町長 町長 岡本 信司 666-0244 兵庫県川辺郡猪名川町上野字北畑１１－１ 7660001 神北(伊健)第47-78 令和3年9月2日
000028 2100021046 つくしんぼ保育所 666-0111 川西市大和東３丁目１－４ 7940602 集団給食（４）その他 集団給食 特定非営利活動法人つくしんぼ保育所 理事 光永 冨美江 666-0111 兵庫県川西市大和東３丁目１番地の４ 7940602 神北(伊健)第47-111 令和3年11月16日
000028 2100021047 協立病院附属保育所わんぱくスクエア 666-0017 川西市火打２丁目１－１４シャトーローズ１階 7587475 集団給食（４）その他 集団給食 医療法人協和会 理事長 北川 透 666-0016 兵庫県川西市中央町１６番５号 7581131 神北(伊健)第47-53 令和3年7月8日
000028 2100021052 協立温泉病院つくんこ保育園 666-0121 川西市平野１丁目３９－１ 7921301 集団給食（４）その他 集団給食 医療法人協和会 理事長 北川 透 666-0016 兵庫県川西市中央町１６番５号 7587223 神北(伊健)第47-105 令和3年11月11日
000028 2100021054 小戸作業所（オオベサギョウショ） 666-0014 川西市小戸３丁目１２－１０ 7585600 集団給食（４）その他 集団給食 社会福祉法人川西市社会福祉協議会 理事長 安田 末廣 666-0017 兵庫県川西市火打１丁目１２番１６号 7595200 神北(伊健)第47-107 令和3年11月12日
000028 2100021058 川西さくら園（カワニシサクラエン） 666-0014 川西市小戸３丁目１２－１０ 7551772 集団給食（４）その他 集団給食 社会福祉法人川西市社会福祉協議会 理事長 安田 末廣 666-0017 兵庫県川西市火打１丁目１２番１６号 7595200 神北(伊健)第47-108 令和3年11月12日
000028 2100021060 社会福祉法人正心会　さぎそう園 666-0152 川西市丸山台３丁目５－６ 7947600 集団給食（４）その他 集団給食 社会福祉法人正心会 理事長 生駒 二郎 666-0152 兵庫県川西市丸山台３丁目５番地の６ 7947600 神北(伊健)第47-77 令和3年8月27日
000028 2100021064 ハピネス川西　作業所 666-0025 川西市加茂３丁目１３－２６ 7551313 集団給食（４）その他 集団給食 社会福祉法人正心会 理事長 生駒 二郎 666-0152 兵庫県川西市丸山台３丁目５番地の６ 7942577 神北(伊健)第47-76 令和3年8月27日
000028 2100021065 ハピネス川西　特別養護老人ホーム 666-0025 川西市加茂３丁目１３－２６ 7551313 集団給食（４）その他 集団給食 社会福祉法人　正心会 理事長 生駒 二郎 666-0152 兵庫県川西市丸山台３丁目５番地の６ 7942577 神北(伊健)第47-75 令和3年8月27日
000028 2100021066 社会福祉法人盛幸会　湯々館 666-0138 川西市西多田字平井田筋５ 7932727 集団給食（４）その他 集団給食 社会福祉法人盛幸会 理事長 吉川 渉 666-0138 兵庫県川西市西多田字平井田筋５番地 7932727 神北(伊健)第47-67 令和3年7月26日
000028 2100021128 生活協同組合コープこうべコープミニ萩原台 666-0006 川西市萩原台西３丁目１－２萩原壱番館１Ｆ 7574251 百貨店、総合スーパー 一般 生活協同組合　コープこうべ 代表理事 岩山 利久 658-0051 兵庫県神戸市東灘区住吉本町１丁目３番１９号 788561003 神北(伊健)第50-113 令和3年6月1日
000028 2100021288 スーパーコーヨー川西店 666-0015 川西市小花１丁目１－１０Ｅ１０１ 7405040 百貨店、総合スーパー 一般 株式会社　光洋 代表取締役 平田 炎 530-0041 大阪府大阪市北区天神橋２丁目３番１６号 665385040 神北(伊健)第50-114 令和3年6月1日
000028 2100021504 ローソン川西火打２丁目店 666-0017 川西市火打２丁目２－１５ 7581006 コンビニエンスストア 一般 株式会社　桂商店 代表取締役 秋田 修一 666-0015 兵庫県川西市小花２丁目７－１シャンテ川西１号棟１０７号 7593353 神北(伊健)第49-114 令和3年6月1日
000028 2100021700 ドラッグジャパン川西久代店 666-0024 川西市久代５丁目１－５ 7575550 百貨店、総合スーパー 一般 株式会社スギ薬局 代表取締役 榊原 栄一 446-0000 愛知県安城市三河安城町１丁目８－４ 566736300 神北(伊健)第50-168 令和3年6月1日
000028 2100021751 ウィーンの森 666-0025 川西市加茂２丁目７－１２ 7598818 乳類販売業 一般 青木 眞佐夫 神北(伊健)第42-203 令和3年6月1日
000028 2100021900 株式会社西友　川西店 666-0033 川西市栄町１６－８ 7571000 百貨店、総合スーパー 一般 株式会社西友 代表取締役 大久保 恒夫 115-0045 東京都北区赤羽２丁目１番１号 335987000 神北(伊健)第50-115 令和3年6月1日
000028 2100021928 クーズコンセルボ川西・西口店 666-0033 川西市栄町２０－１ベルフローラかわにしウェスト１階１０３Ｂ 727571333 乳類販売業 一般 株式会社オカノベーカリー 代表取締役 岡野 吉純 671-0234 兵庫県姫路市御国野町国分寺３９１ 792539630 神北(伊健)第42-204 令和3年6月1日
000028 2100022031 （株）阪急阪神百貨店川西阪急 666-0033 川西市栄町２６－１（株）阪急阪神百貨店　川西阪急 7571231 百貨店、総合スーパー 一般 株式会社阪急阪神百貨店 代表取締役 山口 俊比古 530-0017 大阪府大阪市北区角田町８番７号 663611381 神北(伊健)第42-177 令和3年6月1日
000028 2100022118 BOULANGERIE　餡 666-0035 川西市花屋敷２丁目５－１１ 7597797 乳類販売業 一般 小堆 了香 神北(伊健)第42-205 令和3年6月1日
000028 2100022229 雪印牛乳多田販売店 666-0111 川西市大和東３丁目３－４ 7940470 乳類販売業 一般 芝 昌夫 神北(伊健)第42-186 令和3年6月1日
000028 2100022243 永谷食品 666-0112 川西市大和西１丁目４－７ 7941848 百貨店、総合スーパー 一般 永谷 修 神北(伊健)第50-190 令和3年6月1日
000028 2100022261 生活協同組合コープこうべ　コープうねの 666-0112 川西市大和西１丁目６４－１ 7945501 百貨店、総合スーパー 一般 生活協同組合コープこうべ 代表理事 岩山 利久 658-0051 兵庫県神戸市東灘区住吉本町１丁目３番１９号 788561003 神北(伊健)第50-116 令和3年6月1日
000028 2100022292 日の出屋食品 666-0112 川西市大和西４丁目３－５ 7942914 百貨店、総合スーパー 一般 梶原 隆史 神北(伊健)第50-187 令和3年6月1日
000028 2100022332 ローソン川西水明台店 666-0116 川西市水明台１丁目１－１６６ 7939011 コンビニエンスストア 一般 福田 重行 神北(伊健)第神北(伊健)第18-51 令和3年6月1日
000028 2100022367 コープこうべ協同購入センター川西 666-0117 川西市東畦野２丁目１４－１ 7940453 その他の食料・飲料販売業 一般 生活協同組合コープこうべ 代表理事 岩山 利久 658-0051 兵庫県神戸市東灘区住吉本町１丁目３番１９号 788561003 神北(伊健)第54-1001 令和3年6月1日
000028 2100022645 株式会社万代多田店 666-0124 川西市多田桜木２丁目８－２５ 7927422 百貨店、総合スーパー 一般 株式会社万代 代表取締役 阿部 秀行 544-0003 大阪府大阪市生野区小路東３丁目１０－１３ 667203305 神北(伊健)第50-117 令和3年6月1日



000028 2100022732 株式会社西友　多田店 666-0129 川西市緑台５丁目１－１０８ 7930331 百貨店、総合スーパー 一般 株式会社西友 代表取締役 大久保 恒夫 115-0045 東京都北区赤羽２丁目１番１号 335987000 神北(伊健)第50-102 令和3年6月1日
000028 2100022771 シャトレーゼ工場直売店西多田店 666-0131 川西市矢問３丁目１３－１０ 7902922 乳類販売業 一般 矢野 博之 神北(伊健)第42-207 令和3年6月1日
000028 2100022802 ドラッグジャパン川西店 666-0138 川西市西多田２丁目１８－３ 7924455 百貨店、総合スーパー 一般 株式会社スギ薬局 代表取締役 榊原 栄一 446-0000 愛知県安城市三河安城町１丁目８－４ 566736300 神北(伊健)第50-193 令和3年6月1日
000028 2100022874 ローソン川西清和台西店 666-0143 川西市清和台西５丁目１－１７ 7980395 コンビニエンスストア 一般 万能有限会社 代表取締役 加藤 仁哉 666-0125 兵庫県川西市新田２丁目１－１２ 7930012 神北(伊健)第49-117 令和3年6月1日
000028 2100022885 Ｙショップ伊井けやき坂 666-0145 川西市けやき坂１丁目９－３ 7993206 コンビニエンスストア 一般 有限会社　伊井商店 代表取締役 伊井 英子 666-0145 兵庫県川西市けやき坂１丁目９番地の３ 7981614 神北(伊健)第49-118 令和3年6月1日
000028 2100022886 生活協同組合コープこうべ ｺｰﾌﾟﾐﾆけやき坂 666-0145 川西市けやき坂２丁目６２－３ 7995381 百貨店、総合スーパー 一般 生活協同組合　コープこうべ 代表理事 岩山 利久 658-0051 兵庫県神戸市東灘区住吉本町１丁目３番１９号 788561003 神北(伊健)第50-118 令和3年6月1日
000028 2100022893 コープミニ美山台 666-0151 川西市美山台３丁目３－２ 7952581 百貨店、総合スーパー 一般 生活協同組合コープこうべ 代表理事 岩山 利久 658-0051 兵庫県神戸市東灘区住吉本町１丁目３番１９号 788561003 神北(伊健)第50-119 令和3年6月1日
000028 2100022911 明治牛乳販売　國津商店 666-0153 川西市一庫２丁目７－３ 7941225 乳類販売業 一般 國津 一夫 神北(伊健)第42-187 令和3年6月1日
000028 2100022958 喜多商店 666-0214 川辺郡猪名川町清水字広瀬９－１ 7690505 百貨店、総合スーパー 一般 喜多 昭好 神北(伊健)第50-197 令和3年6月1日
000028 2100023095 コープこうべ　コープミニ　猪名川南 666-0251 川辺郡猪名川町若葉１丁目３９－１ 7663805 百貨店、総合スーパー 一般 生活協同組合　コープこうべ 代表理事 岩山 利久 658-0051 兵庫県神戸市東灘区住吉本町１丁目３番１９号 788561003 神北(伊健)第50-120 令和3年6月1日
000028 2100023185 阪急オアシス日生中央店 666-0261 川辺郡猪名川町松尾台１丁目２－１ 7661931 百貨店、総合スーパー 一般 株式会社阪急オアシス 代表取締役 永田 靖人 530-0017 大阪府大阪市北区角田町８番７号 668457558 神北(伊健)第50-121 令和3年6月1日
000028 2100023290 アステ従業員休憩室 666-0033 川西市栄町２５－１アステ川西２Ｆ 7552011 乳類販売業 自動販売機 ナショナル・ベンディング株式会社 代表取締役 藤山 雄一郎 141-0021 東京都品川区上大崎１－１５－２２ 364594781 神北(伊健)第42-3 令和3年6月1日
000028 2100023422 新亜細亜貿易株式会社 666-0125 川西市新田１丁目５－５ 7930960 その他の食料品製造・加工業 一般 新亜細亜貿易株式会社 代表取締役 尹 赫一 541-0055 大阪府大阪市中央区船場中央３丁目３番９号船場センタービル９号館３０１号 662450251 神北(伊健)第46-6 令和3年6月10日
000028 2100023513 田中長商店 666-0014 川西市小戸２－２－１０ 7588044 食品製造業 不要許可一般 田中 長仁 平成14年3月18日
000028 2100024161 カザン・ヴォ－ 666-0143 川西市清和台西１丁目５－６１ 7748321 乳類販売業 一般 新里 博志 神北(伊健)第42-208 令和3年6月1日
000028 2100024243 三浦牧場直販店 666-0105 川西市見野２丁目１４－２０ 7944129 百貨店、総合スーパー 一般 三浦 佐平 神北(伊健)第50-191 令和3年6月1日
000028 2100024297 セブン-イレブン　猪名川北田原店 666-0236 川辺郡猪名川町北田原３１１－７ 7652611 コンビニエンスストア 一般 田中 利夫 神北(伊健)第49-119 令和3年6月1日
000028 2100024307 業務スーパー　川西店 666-0131 川西市矢問２丁目１７－４６ 7901130 百貨店、総合スーパー 一般 株式会社Ｇ－７スーパーマート 代表取締役 関 大作 654-0161 兵庫県神戸市須磨区弥栄台４丁目８－１ 787943700 神北(伊健)第50-122 令和3年6月1日
000028 2100024424 宗教法人グッド・サマリタン・チャーチ 666-0251 川辺郡猪名川町若葉２丁目４１－１ 7660110 集団給食（４）その他 集団給食 グッド・サマリタン・チャーチ 代表役員 青木 靖彦 666-0251 兵庫県川辺郡猪名川町若葉２丁目４１番地 7660110 神北(伊健)第47-131 令和3年11月30日
000028 2100024611 ㈱光洋　ベリタス病院内売店 666-0125 川西市新田１丁目２－２３ 7921838 乳類販売業 一般 株式会社光洋 代表取締役 高木 孝昌 236-0004 神奈川県横浜市金沢区福浦１丁目５－１ 457012203 神北(伊健)第42-254 令和3年6月1日
000028 2100024617 ローソン猪名川町差組店 666-0253 川辺郡猪名川町差組字向イ１８４ 7661877 コンビニエンスストア 一般 万能有限会社 代表取締役 加藤 仁哉 666-0125 兵庫県川西市新田２丁目１－１２ 7930012 神北(伊健)第49-120 令和3年6月1日
000028 2100024644 医療法人協和会　第二協立病院 666-0033 川西市栄町５－２８ 7581123 集団給食（２）病院・診療所 集団給食 医療法人協和会 理事長 北川 透 666-0033 兵庫県川西市栄町１６番５号 7587223 神北(伊健)第47-70 令和3年7月28日
000028 2100024653 サン・エトワール猪名川店 666-0233 川辺郡猪名川町紫合字堂田３３９－１ 7653303 乳類販売業 一般 森下 安子 神北(伊健)第42-209 令和3年6月1日
000028 2100024742 川西共同保育園 666-0014 川西市小戸３丁目１２－１０ 7579525 集団給食（４）その他 集団給食 社会福祉法人虹の子会 理事長 正木 みどり 666-0014 兵庫県川西市小戸３丁目１２番１０号 7579525 神北(伊健)第47-128 令和3年11月29日
000028 2100024746 ＫIキッズ保育園 666-0123 川西市鼓が滝１丁目４－１８ 7929788 集団給食（４）その他 集団給食 岩井 都美子 神北(伊健)第47-106 令和3年11月12日
000028 2100024752 フレッツ　川西店 666-0017 川西市火打１丁目８－２　２Ｆ 7567602 コンビニエンスストア 一般 株式会社ワッツ西日本販売 代表取締役 山野 博幸 540-0001 大阪府大阪市中央区城見１丁目４番７０号住友生命ＯＢＰプラザビル 647923280 神北(伊健)第49-221 令和3年6月1日
000028 2100024801 パステル保育園 666-0002 川西市滝山町３－１１ 7571888 集団給食（４）その他 集団給食 社会福祉法人弥生会 理事長 新庄 眞帆子 666-0002 兵庫県川西市滝山町３番１１号 7571888 神北(伊健)第47-72 令和3年8月17日
000028 2100024824 ブ－ランジェリー　タケオカ 666-0112 川西市大和西１丁目６６－３大橋ビル２Ｆ 7944617 乳類販売業 一般 武岡 俊昭 神北(伊健)第42-210 令和3年6月1日
000028 2100024853 業務スーパー　能勢口北店 666-0017 川西市火打１丁目７－１０１－１ 7568880 百貨店、総合スーパー 一般 株式会社Ｇ－７スーパーマート 代表取締役 関 大作 654-0161 兵庫県神戸市須磨区弥栄台４丁目８－１ 787977700 神北(伊健)第50-123 令和3年6月1日
000028 2100024877 アローム多田 666-0124 川西市多田桜木１丁目８－３イズミヤＳＣ内 7925332 乳類販売業 一般 株式会社　オイシス 代表取締役 池野 正明 653-0022 兵庫県神戸市長田区東尻池町２－５－３ 7818269 神北(伊健)第42-211 令和3年6月1日
000028 2100024931 福神商店 666-0015 川西市小花１丁目４－１ 7593283 氷雪販売業 一般 福神 善一 神北(伊健)第43-101 令和3年6月1日
000028 2100025187 ドラッグストア　ライフォートパークタウン店 666-0251 川辺郡猪名川町若葉１丁目４－２ 7651707 百貨店、総合スーパー 一般 株式会社ココカラファインヘルスケア 代表取締役 塚本 厚志 222-0033 神奈川県横浜市港北区新横浜３丁目１７－６ 455485996 神北(伊健)第50-169 令和3年6月1日
000028 2100025218 ヤマザキＹショップ　山田商店 665-0891 川西市満願寺町５－１４ 7593543 コンビニエンスストア 一般 太田 裕子 神北(伊健)第49-121 令和3年6月1日
000028 2100025239 グリーンコープ生活協同組合ひょうご 664-0845 伊丹市東有岡３丁目７３－１ 7777630 その他の食料・飲料販売業 一般 グリーンコープ生活協同組合ひょうご 代表理事 清水 園子 664-0845 兵庫県伊丹市東有岡３丁目７３－１ 7777630 神北(伊健)第54-1002 令和3年6月1日
000028 2100025390 コープ行基 664-0857 伊丹市行基町１丁目１６－１ 7832503 百貨店、総合スーパー 一般 生活協同組合　コープこうべ 代表理事 岩山 利久 658-8555 兵庫県神戸市東灘区住吉本町１丁目３番１９号 788561003 神北(伊健)第50-124 令和3年6月1日
000028 2100025395 新清和台幼稚園 666-0143 川西市清和台西４丁目３－１６５ 7994000 集団給食（１）学校 集団給食 学校法人森友学園 理事長 森友 潔 666-0143 兵庫県川西市清和台西４丁目３番１６５号 7994000 神北(伊健)第47-5 令和3年6月7日
000028 2100025430 ベーカーショップサンブレッド伊丹店 664-0846 伊丹市伊丹２丁目２－１２－３ 7775882 乳類販売業 一般 有限会社　ベーカーショップサンブレッド 代表取締役 板倉 宗一 532-0026 大阪府大阪市淀川区塚本５丁目４－２３ 663015845 神北(伊健)第42-213 令和3年6月1日
000028 2100025449 ヤマザキショップ　岡崎酒店 666-0014 川西市小戸３丁目２３－１ 7593932 コンビニエンスストア 一般 岡崎 康夫 神北(伊健)第49-122 令和3年6月1日
000028 2100025636 イオン伊丹店　３Ｆベビールーム  ６Ｉ３０９２ 664-0847 伊丹市藤ノ木１丁目１－１イオン伊丹店３Ｆ 7870600 乳類販売業 自動販売機 サントリービバレッジソリューション株式会社 代表取締役 及川 剛 160-0023 東京都新宿区西新宿８丁目１７番１号 363040501 神北(伊健)第42-1 令和3年6月1日
000028 2100025637 市立伊丹病院 664-0015 伊丹市昆陽池１丁目１００ 7773773 集団給食（２）病院・診療所 集団給食 市立伊丹病院 伊丹市病院事業管理者 中田 精三 664-0015 兵庫県伊丹市昆陽池１丁目１００番地 7773773 神北(伊健)第47-71 令和3年7月29日
000028 2100025704 がおさん家のぱん屋 664-0886 伊丹市昆陽東１丁目５－６ 7434429 乳類販売業 一般 井上 賀夫 神北(伊健)第42-214 令和3年6月1日
000028 2100025806 いきいき倶楽部 664-0001 伊丹市荒牧４丁目８－６ 7800909 集団給食（４）その他 集団給食 株式会社北摂福祉研究所 代表取締役 田中 弘章 664-0001 兵庫県伊丹市荒牧５丁目７番１６号 7737075 神北(伊健)第47-140 令和3年11月30日
000028 2100025897 三菱電機ﾗｲﾌｻｰﾋﾞｽ株式会社伊丹支店  北伊丹営業所ＩＡ棟売店 664-0005 伊丹市瑞原４丁目１ 7823815 コンビニエンスストア 一般 三菱電機ライフサービス株式会社 代表取締役 舩尾 英司 105-0011 東京都港区芝公園２丁目４－１ 364026001 神北(伊健)第49-227 令和3年6月1日
000028 2100025921 ブランジョリピエール 666-0116 川西市水明台１丁目２－８ 7937288 乳類販売業 一般 粕谷 温 神北(伊健)第42-215 令和3年6月1日
000028 2100025949 ファミリーマート川西中央店 666-0013 川西市美園町２－１４ 7577413 コンビニエンスストア 一般 神島 秀和 神北(伊健)第49-102 令和3年6月1日
000028 2100026034 中山ストアー 666-0006 川西市萩原台西１丁目８７－２ 7557008 百貨店、総合スーパー 一般 中山 信雄 神北(伊健)第50-188 令和3年6月1日
000028 2100026080 ローソン伊丹昆陽北１丁目店 664-0016 伊丹市昆陽北１丁目６７ 7771182 コンビニエンスストア 一般 有限会社　グローバルウイング 取締役 上門 和明 664-0873 兵庫県伊丹市野間２丁目５番１７－１０１号 神北(伊健)第49-123 令和3年6月1日
000028 2100026107 サンドラッグ伊丹昆陽店 664-0886 伊丹市昆陽東４丁目６－７ 7738778 百貨店、総合スーパー 一般 株式会社　サンドラッグ 代表取締役 貞方 宏司 183-0005 東京都府中市若松町１丁目３８－１ 423696411 神北(伊健)第50-170 令和3年6月1日
000028 2100026146 ポラリスデイサービスセンター川西 666-0003 川西市丸の内町２１ 7671903 集団給食（４）その他 集団給食 株式会社ポラリス 代表取締役 森 剛士 665-0835 兵庫県宝塚市旭町9番１号 797575753 神北(伊健)第47-88 令和3年10月12日
000028 2100026188 ローソン伊丹鋳物師５丁目店 664-0011 伊丹市鋳物師５丁目５７ 7733539 コンビニエンスストア 一般 萬谷 誠一 神北(伊健)第49-124 令和3年6月1日
000028 2100026195 デルジャンワン１Ｆ 666-0016 川西市中央町４－７ 7591306 乳類販売業 自動販売機 コカ・コーラボトラーズジャパン株式会社 代表取締役 カリン ドラガン 107-0052 東京都港区赤坂９丁目７－１ 神北(伊健)第42-107 令和3年6月1日
000028 2100026196 デルジャンワン２Ｆ 666-0016 川西市中央町４－７ 7591306 乳類販売業 自動販売機 コカ・コーラボトラーズジャパン株式会社 代表取締役 カリン ドラガン 107-0052 東京都港区赤坂９丁目７－１ 神北(伊健)第42-108 令和3年6月1日
000028 2100026206 ドラッグセガミ清和台店 666-0143 川西市清和台西４丁目１－５ 7905788 百貨店、総合スーパー 一般 株式会社ココカラファインヘルスケア 代表取締役 塚本 厚志 222-0033 神奈川県横浜市港北区新横浜３丁目１７－６ 455485996 神北(伊健)第50-171 令和3年6月1日
000028 2100026276 セブンイレブン伊丹南鈴原２丁目店 664-0883 伊丹市南鈴原２丁目２０８ 7786711 コンビニエンスストア 一般 合名会社　Ａ．Ｒ．Ｓｔａｉｒ 代表社員 岡村 嘉之 664-0023 兵庫県伊丹市中野西４丁目２－６ 7786711 神北(伊健)第49-125 令和3年6月1日
000028 2100026278 畦野こどもの里保育園 666-0117 川西市東畦野１丁目１８－３２ 7945359 集団給食（４）その他 集団給食 社会福祉法人東谷あゆみ会 理事長 坂本 隆史 666-0117 兵庫県川西市東畦野１丁目１８番３２号 7945359 神北(伊健)第47-68 令和3年7月27日
000028 2100026279 学校法人一粒学園　藤ヶ丘幼稚園 666-0137 川西市湯山台１丁目３８－４ 7936264 集団給食（１）学校 集団給食 学校法人一粒学園 理事長 林 良明 666-0137 兵庫県川西市湯山台１丁目３８番地４ﾋﾄﾂﾌﾞｶﾞｸｴﾝ 7936264 神北(伊健)第47-69 令和3年7月27日
000028 2100026325 伊丹産業株式会社北本町食堂 664-0836 伊丹市北本町２丁目２５５ 7770001 集団給食（３）事業所 集団給食 伊丹産業株式会社 代表取締役 北嶋 太郎 664-0851 兵庫県伊丹市中央５丁目５番１０号 7830001 神北(伊健)第47-110 令和3年11月15日
000028 2100026363 特別養護老人ホームやわらぎの里東谷 666-0153 川西市一庫字北中島１－１ 7916500 集団給食（４）その他 集団給食 社会福祉法人正和会 理事長 古賀 和代 666-0142 兵庫県川西市清和台東４丁目５番地の２６ 7980007 神北(伊健)第47-135 令和3年11月30日
000028 2100026444 生鮮＆業務スーパー　ボトルワールドＯＫ  伊丹市役所前店 664-0881 伊丹市昆陽１丁目１－７ 7756416 百貨店、総合スーパー 一般 株式会社ボトルワールドＯＫ 代表取締役 桶谷 晃弘 639-3433 奈良県吉野郡吉野町大字新子３１７ 742506070 神北(伊健)第50-125 令和3年6月1日
000028 2100026526 （医療法人）社団星晶会　あおい病院 664-0001 伊丹市荒牧６丁目１４－２ 7788185 集団給食（２）病院・診療所 集団給食 医療法人社団星晶会 理事長 松本 昭英 664-0897 兵庫県伊丹市桜ケ丘１丁目３番２３号 7753006 神北(伊健)第47-81 令和3年9月13日
000028 2100026556 医療法人社団衿生会　生駒病院 666-0252 川辺郡猪名川町広根字九十九８ 7660172 集団給食（２）病院・診療所 集団給食 医療法人社団衿正会 理事長 生駒 二郎 666-0252 兵庫県川辺郡猪名川町広根字九十九８番地 7660172 神北(伊健)第47-57 令和3年7月13日
000028 2100026585 イオン猪名川店 666-0257 川辺郡猪名川町白金２丁目１イオン猪名川ショッピングセンター１Ｆ 7651111 自動販売機（要届出のコップ式自動販売機及び要許可を除く） 自動販売機 株式会社　ゼコー 代表取締役 庄野 道彦 816-0093 福岡県福岡市博多区那珂６丁目１番２号 924612515 神北(伊健)第45-118 令和3年6月1日
000028 2100026597 イオンリテール株式会社イオン猪名川店 666-0257 川辺郡猪名川町白金２丁目１ 727651111 百貨店、総合スーパー 一般 イオンリテール株式会社 代表取締役 井出 武美 261-0023 千葉県千葉市美浜区中瀬１丁目５番地１ 432126500 神北(伊健)第50-126 令和3年6月1日
000028 2100026694 Ｎｉｃｏ Ｎｉｃｏ Ｐａｎｎ 666-0121 川西市平野３丁目１５－５ 7933922 乳類販売業 一般 光明 慶治 神北(伊健)第42-216 令和3年6月1日
000028 2100026757 ケイ低温フーズ株式会社 664-0831 伊丹市北伊丹５丁目４３－１ 7736800 その他 一般 ケイ低温フーズ株式会社 代表取締役 岡﨑 忠勝 664-0831 兵庫県伊丹市北伊丹５丁目４３－１ 7736800 神北(伊健)第48-106 令和3年6月1日
000028 2100026775 パチンコ川西１２３ 666-0128 川西市多田院西２丁目３－８ 乳類販売業 自動販売機コカ・コーラボトラーズジャパン株式会社代表取締役 カリン ドラガン107-0052 東京都港区赤坂９丁目７－１ 神北(伊健)第42-109 令和3年6月1日
000028 2100026790 スーパー王子　伊丹店 664-0888 伊丹市昆陽南５丁目４－１３ 7446180 百貨店、総合スーパー 一般 株式会社　スーパー王子 代表取締役 宮本 寛文 661-0022 兵庫県尼崎市尾浜町２丁目１４－１０ 664211232 神北(伊健)第50-127 令和3年6月1日
000028 2100026799 阪急オアシス清和台店 666-0142 川西市清和台東３丁目１－８ 7981561 百貨店、総合スーパー 一般 株式会社阪急オアシス 代表取締役 永田 靖人 530-0017 大阪府大阪市北区角田町８番７号 668457547 神北(伊健)第50-128 令和3年6月1日
000028 2100026838 クスリキリン堂　川西西店 666-0138 川西市西多田２丁目７－２０ 7938751 百貨店、総合スーパー 一般 株式会社キリン堂 代表取締役 寺西 豊彦 532-0003 大阪府大阪市淀川区宮原４丁目５－３６ 663940720 神北(伊健)第50-172 令和3年6月1日
000028 2100026954 セブン－イレブン伊丹森本３丁目店 664-0842 伊丹市森本３丁目３０－１ 7700118 コンビニエンスストア 一般 三宅 正記 神北(伊健)第49-126 令和3年6月1日
000028 2100026992 ベーカリー　カフェ　コンネ 666-0224 川辺郡猪名川町万善字畑溝５９－１猪名川グルメプラザ内 7682001 乳類販売業 一般 株式会社生駒コーポレーション 代表取締役 生駒 久美子 666-0262 兵庫県川辺郡猪名川町伏見台１丁目１番地２４ 7661188 神北(伊健)第42-217 令和3年6月1日
000028 2100026999 イオンモール猪名川３Ｆデッキ 666-0257 川辺郡猪名川町白金２丁目１ 7651111 乳類販売業 自動販売機 サントリービバレッジソリューション株式会社 代表取締役 及川 剛 160-0023 東京都新宿区西新宿８丁目１７番１号 363040501 神北(伊健)第42-111 令和3年6月1日
000028 2100027014 パネッテリーア　トリトン 666-0253 川辺郡猪名川町差組字向イ２０１－２ 7417935 乳類販売業 一般 有限会社トリトン 代表取締役 寺尾 純 666-0253 兵庫県川辺郡猪名川町差組向イ２０１番地２ 7417935 神北(伊健)第42-218 令和3年6月1日
000028 2100027045 Ｐｏｏ 666-0006 川西市萩原台西１丁目７３タウンショップ 7577723 乳類販売業 一般 桺 歩 神北(伊健)第42-219 令和3年6月1日
000028 2100027066 イズミヤ多田店 666-0124 川西市多田桜木１丁目８－３ 7933773 百貨店、総合スーパー 一般 イズミヤ・阪急オアシス株式会社 代表取締役 林 克弘 530-0017 大阪府大阪市北区角田町８番７号 663037497 神北(伊健)第50-129 令和3年6月1日
000028 2100027132 （株）明治　山下販売所 666-0155 川西市西畦野１丁目１４－１０ 7940161 乳類販売業 一般 今北 芳生 神北(伊健)第42-188 令和3年6月1日
000028 2100027177 癒しのデイサービス伊丹 664-0004 伊丹市東野４丁目２８－１ 7755201 集団給食（４）その他 集団給食 株式会社リエイ 代表取締役 椛澤 一 279-0012 千葉県浦安市入船１丁目５番２号 473558181 神北(伊健)第47-102 令和3年11月9日
000028 2100027190 認定こども園かわにしひよし 666-0016 川西市中央町１５－１１ 7590124 集団給食（４）その他 集団給食 学校法人成城学園 理事長 水谷 豊三 569-1022 大阪府高槻市日吉台六番町１０番２号 726886101 神北(伊健)第47-124 令和3年11月29日
000028 2100027250 関西スーパー　駅前店 664-0851 伊丹市中央１丁目１－１伊丹ショッピングデパート１Ｆ 7733011 百貨店、総合スーパー 一般 株式会社関西スーパーマーケット 代表取締役 福谷 耕治 664-0851 兵庫県伊丹市中央５丁目３－３８ 7720341 神北(伊健)第50-130 令和3年6月1日
000028 2100027257 そんぽの家　伊丹荒牧 664-0008 伊丹市荒牧南４丁目６－１ 7876624 集団給食（４）その他 集団給食 ＳＯＭＰＯケア株式会社 代表取締役 鷲見 隆充 140-0002 東京都品川区東品川４丁目１２番８号 364558560 神北(伊健)第47-133 令和3年11月30日
000028 2100027261 セブンイレブン川西鼓滝駅前店 666-0123 川西市鼓が滝１丁目２８－１７ 7939483 コンビニエンスストア 一般 岡本 松三 神北(伊健)第神北(伊健)第18-29 令和3年6月1日
000028 2100027270 伊丹シティホテルＢ１従業員入口 664-0851 伊丹市中央６丁目２－３３ 7750226 乳類販売業 自動販売機 宮地 秀明 神北(伊健)第42-112 令和3年6月1日
000028 2100027370 フレッシュマルチュウ　昆陽店 664-0888 伊丹市昆陽南１丁目２－４ 7837432 百貨店、総合スーパー 一般 株式会社マルチュウ 代表取締役 湯本 正基 664-0888 兵庫県伊丹市昆陽南１丁目２－４ 7837432 神北(伊健)第50-131 令和3年6月1日
000028 2100027428 (株)万代　南花屋敷店 666-0026 川西市南花屋敷３丁目１１－９ 7567851 百貨店、総合スーパー 一般 株式会社万代 代表取締役 阿部 秀行 544-0003 大阪府大阪市生野区小路東３丁目１０番１３号 667203305 神北(伊健)第50-132 令和3年6月1日
000028 2100027439 サンシティパレス塚口　売店 664-0872 伊丹市車塚１丁目３２－７１Ｆ売店 7706610 コンビニエンスストア 一般 株式会社グッドライフ 代表取締役 山口 育男 251-0026 神奈川県藤沢市鵠沼東２－３ 466501060 神北(伊健)第49-228 令和3年6月1日
000028 2100027458 ファーマーズマーケット　スマイル阪神 664-0836 伊丹市北本町３丁目５０ 7836977 百貨店、総合スーパー 一般 兵庫六甲農業協同組合 代表理事 平尾 勝春 651-1313 兵庫県神戸市北区有野中町２丁目１２番１３号 789816550 神北(伊健)第50-186 令和3年6月1日
000028 2100027518 阪急電鉄　稲野駅 664-0861 伊丹市稲野町１丁目５０番地 乳類販売業 自動販売機 関西キリンビバレッジサービス株式会社 代表取締役 実川 勝己 530-0011 大阪府大阪市北区大深町４番２０号 677309206 神北(伊健)第42-113 令和3年6月1日
000028 2100027584 セブンイレブン伊丹昆陽８丁目店 664-0881 伊丹市昆陽８丁目６９ 7855177 コンビニエンスストア 一般 株式会社シュガー 代表取締役 佐藤 好美 664-0881 兵庫県伊丹市昆陽８丁目６９ 7855177 神北(伊健)第49-129 令和3年6月1日
000028 2100027604 フレッシュストアー　丸忠 666-0116 川西市水明台１丁目１－１５９ 7921851 百貨店、総合スーパー 一般 株式会社丸忠 代表取締役 蒲原 種三郎 666-0116 兵庫県川西市水明台１丁目１－１５９ﾏﾙﾁｭｳ 7921081 神北(伊健)第50-133 令和3年6月1日
000028 2100027669 猪名・ブロート 666-0212 川辺郡猪名川町旭ケ丘１丁目１１５ 7691374 乳類販売業 一般 清水 信正 神北(伊健)第42-4 令和3年6月1日
000028 2100027704 野原興産株式会社　ひらの湯 666-0155 川西市西畦野字南山２ 7924522 乳類販売業 自動販売機 大出乳販株式会社 代表取締役 大出 恭久 664-0871 兵庫県伊丹市堀池４丁目７－４ 7816617 神北(伊健)第42-114 令和3年6月1日
000028 2100027710 関西スーパー　川西店 666-0017 川西市火打１丁目２３－１２ 7566275 百貨店、総合スーパー 一般 株式会社関西スーパーマーケット 代表取締役 福谷 耕治 664-0851 兵庫県伊丹市中央５丁目３－３８ 727720341 神北(伊健)第50-134 令和3年6月1日
000028 2100027713 サンドラッグ川西畦野店 666-0117 川西市東畦野３丁目２１－３ 7915881 百貨店、総合スーパー 一般 株式会社サンドラッグ 代表取締役 貞方 宏司 183-0005 東京都府中市若松町１丁目３８－１ 423696411 神北(伊健)第50-199 令和3年6月1日
000028 2100027789 グランドメゾン伊丹池尻リテラシティ664-0027 伊丹市池尻４丁目１－５ 自動販売機（要届出のコップ式自動販売機及び要許可を除く）自動販売機株式会社アスク 代表取締役 泉澤 豊 104-0061 東京都中央区銀座８丁目１４－１４ 367753968 神北(伊健)第45-119 令和3年6月1日
000028 2100027820 (有)あしの会 664-0029 伊丹市中野北２丁目７－２８ 7736121 その他の食料・飲料販売業 一般 有限会社あしの会 取締役 奥谷 勉 664-0029 兵庫県伊丹市中野北２丁目７－２８ 7736121 神北(伊健)第54-1013 令和3年6月1日
000028 2100027926 ＴＯＹＯＴＩＲＥ(株)テクニカルセンター 664-0847 伊丹市藤ノ木２丁目２－１３ 7759000 コップ式自動販売機（自動洗浄・屋内設置） 自動販売機 サントリービバレッジソリューション株式会社 代表取締役 及川 剛 160-0023 東京都新宿区西新宿８丁目１７番１号 363040501 神北(伊健)第44-254 令和3年6月1日
000028 2100027967 近畿乳販配送センター 666-0131 川西市矢問２丁目１７－１１ 7929494 乳類販売業 一般 西田 喜仁 神北(伊健)第42-189 令和3年6月1日
000028 2100028008 （株）阪急阪神百貨店川西阪急 666-0033 川西市栄町２６－１（株）阪急阪神百貨店　川西阪急 7571231 乳類販売業 一般 株式会社阪急阪神百貨店 代表取締役 山口 俊比古 530-0017 大阪府大阪市北区角田町８番７号 663611381 神北(伊健)第42-178 令和3年6月1日



000028 2100028023 クスリキリン堂　伊丹緑ヶ丘店 664-0012 伊丹市緑ケ丘６丁目４－１ 7874355 百貨店、総合スーパー 一般 株式会社キリン堂 代表取締役 寺西 豊彦 532-0003 大阪府大阪市淀川区宮原４丁目５－３６ 663940720 神北(伊健)第50-173 令和3年6月1日
000028 2100028024 クスリキリン堂　川西丸の内店 666-0017 川西市火打１丁目２４－８ 7568411 百貨店、総合スーパー 一般 株式会社キリン堂 代表取締役 寺西 豊彦 532-0003 大阪府大阪市淀川区宮原４丁目５－３６ 663940720 神北(伊健)第50-174 令和3年6月1日
000028 2100028045 酒のやまや　川西店 666-0021 川西市栄根２丁目２１－３ 7406668 百貨店、総合スーパー 一般 やまや関西株式会社 代表取締役 山内 英靖 983-0852 宮城県仙台市宮城野区榴岡３丁目４－１ 227423111 神北(伊健)第50-194 令和3年6月1日
000028 2100028071 ニッコー伊丹店 664-0895 伊丹市宮ノ前２丁目１－３伊丹宮ノ町４号館 7700250 百貨店、総合スーパー 一般 株式会社 ニッコー 代表取締役 廣田 彰啓 656-1301 兵庫県洲本市五色町都志１６８ 728662550 神北(伊健)第50-135 令和3年6月1日
000028 2100028074 デイサービスセンターそらりお大和 666-0111 川西市大和東３丁目４－３ 7028357 集団給食（４）その他 集団給食 株式会社スズナリア 代表取締役 高岡 美津子 666-0253 兵庫県川辺郡猪名川町差組字大平井１３１番地 7760057 神北(伊健)第47-113 令和3年11月17日
000028 2100028089 スシロー川西山下店 666-0105 川西市見野３丁目８－２４ 7953205 魚介類販売業 一般 株式会社あきんどスシロー 代表取締役 新居 耕平 564-0063 大阪府吹田市江坂町１丁目２２番２号 663681001 神北(伊健)第40-104 令和3年6月1日
000028 2100028104 スシロー加茂店 666-0022 川西市下加茂１丁目２０－１８ 7566512 魚介類販売業 一般 株式会社あきんどスシロー 代表取締役 新居 耕平 564-0063 大阪府吹田市江坂町１丁目２２－２ 663681001 神北(伊健)第40-105 令和3年6月1日
000028 2100028114 フードネットマート山下店 666-0105 川西市見野２丁目２４－１１ 7951552 百貨店、総合スーパー 一般 フードネットリテール株式会社 代表取締役 酒井 修司 531-0073 大阪府大阪市北区本庄西３丁目５－５ 663716551 神北(伊健)第50-136 令和3年6月1日
000028 2100028162 ブールミドリダイ 666-0129 川西市緑台４丁目９－９ 7934996 乳類販売業 一般 堀井 竜太 神北(伊健)第42-220 令和3年6月1日
000028 2100028164 ローソン　伊丹北本町二丁目店 664-0836 伊丹市北本町２丁目１４９ 7845582 コンビニエンスストア 一般 有限会社　世多 代表取締役 當銘 偉哲 661-0963 兵庫県尼崎市高田町２－２ 664352829 神北(伊健)第49-130 令和3年6月1日
000028 2100028177 阪神青果株式会社 664-0836 伊丹市北本町３丁目５０番地伊丹公設市場内 7841868 野菜果物販売業 一般 阪神青果株式会社 代表取締役 北中 武司 664-0836 兵庫県伊丹市北本町３丁目５０番地伊丹公設市場内 7841868 神北(伊健)第54-1005 令和3年6月1日
000028 2100028215 ファミリーマート 川西加茂六丁目店 666-0025 川西市加茂６丁目２番２０号 7551878 コンビニエンスストア 一般 日下 嘉人 神北(伊健)第49-131 令和3年6月1日
000028 2100028231 ファミリーマート伊丹鴻池店 664-0006 伊丹市鴻池３丁目５－２２ 7825968 コンビニエンスストア 一般 有限会社谷口酒食品店 取締役 森 弘幸 664-0006 兵庫県伊丹市鴻池３丁目５－２２ 7825968 神北(伊健)第49-132 令和3年6月1日
000028 2100028278 株式会社阪急阪神百貨店　阪急百貨店  川西阪急４Ｆベビールーム 666-0033 川西市栄町２６－１ 7561502 乳類販売業 自動販売機 コカ・コーラボトラーズジャパン株式会社 代表取締役 カリン ドラガン 107-0052 東京都港区赤坂９丁目７－１ 120866509 神北(伊健)第42-116 令和3年6月1日
000028 2100028319 伊丹クレセール保育園 664-0836 伊丹市北本町２丁目１３１－１ 7737671 集団給食（４）その他 集団給食 社会福祉法人柳生会 理事長 柳本 達彦 584-0046 大阪府富田林市東坂持町１丁目３番３３号 721348616 神北(伊健)第47-126 令和3年11月29日
000028 2100028323 ＹＳＰ　自衛隊阪神病院店 666-0024 川西市久代４丁目１－５０自衛隊阪神病院厚生センター２Ｆ コンビニエンスストア 一般 株式会社ユーアイクリエイト 代表取締役 中谷 和人 660-0083 兵庫県尼崎市道意町７丁目１－３ 664396118 神北(伊健)第49-225 令和3年6月1日
000028 2100028417 フレッシュベーカリー　クランツ 664-0885 伊丹市昆陽泉町１丁目２－１５ 7830116 乳類販売業 一般 倉富 圭介 神北(伊健)第42-221 令和3年6月1日
000028 2100028445 マクドナルド  イオンモール伊丹店 664-0847 伊丹市藤ノ木１丁目１－１イオンモール伊丹３Ｆ 7754133 乳類販売業 一般 有限会社　ステイブル 代表取締役 田中 久則 661-0047 兵庫県尼崎市西昆陽３丁目３-１ 664372031 神北(伊健)第42-222 令和3年6月1日
000028 2100028568 日本マクドナルド株式会社　阪急伊丹店 664-0858 伊丹市西台１丁目１－１阪急伊丹駅ビルリータ４Ｆ 7801087 乳類販売業 一般 日本マクドナルド株式会社 代表取締役 日色 保 160-0023 東京都新宿区西新宿６丁目５番１号 369115000 神北(伊健)第42-223 令和3年6月1日
000028 2100028595 ＬＡＷＳＯＮ　ＳＴＯＲＥ　１００  伊丹松ケ丘店 664-0024 伊丹市松ケ丘１丁目５８エル昆陽池１Ｆ 7877399 コンビニエンスストア 一般 廣森 竜志 神北(伊健)第49-133 令和3年6月1日
000028 2100028619 セブンイレブン伊丹千僧６丁目店 664-0898 伊丹市千僧６丁目１８４－１ 7753778 コンビニエンスストア 一般 合名会社　Bindi 代表社員 藤井 健 664-0898 兵庫県伊丹市千僧６丁目１８４－１ 7753778 神北(伊健)第49-134 令和3年6月1日
000028 2100028730 イズミヤ昆陽店　３Ｆ従業員食堂 664-0027 伊丹市池尻１丁目１ コップ式自動販売機（自動洗浄・屋内設置）自動販売機ナショナル・ベンディング株式会社代表取締役 藤山 雄一郎 141-0021 東京都品川区上大崎１－１５－２２ 364594781 神北(伊健)第44-114 令和3年6月1日
000028 2100028731 イズミヤ昆陽店　１Ｆ南口 664-0027 伊丹市池尻１丁目１ コップ式自動販売機（自動洗浄・屋内設置）自動販売機ナショナル・ベンディング株式会社代表取締役 藤山 雄一郎 141-0021 東京都品川区上大崎１－１５－２２ 364594781 神北(伊健)第44-115 令和3年6月1日
000028 2100028742 株式会社　豊中食品 664-0844 伊丹市口酒井１丁目１０－１４ 7729770 食肉販売業 一般 株式会社　豊中食品 代表取締役 柴田 英治 664-0844 兵庫県伊丹市口酒井１丁目１０－１４ 7729770 神北(伊健)第41-102 令和3年6月1日
000028 2100028747 ブランジュリー　ラボンダンス 666-0262 川辺郡猪名川町伏見台１丁目１－７１ミュー日生中央駅前　１０３号 7673379 乳類販売業 一般 田中 豊 神北(伊健)第42-224 令和3年6月1日
000028 2100028784 夢の木保育園 664-0013 伊丹市瑞穂町４丁目７７ 7727881 集団給食（４）その他 集団給食 特定非営利活動法人夢の木 理事長 山﨑 敦子 664-0013 兵庫県伊丹市瑞穂町４丁目７７番地 7727881 神北(伊健)第47-90 令和3年10月15日
000028 2100028794 ポピンズナーサリースクール伊丹 664-0851 伊丹市中央１丁目１－１伊丹ショッピングデパート５Ｆ 7441991 集団給食（４）その他 集団給食 株式会社ポピンズエデュケア 代表取締役 小川 裕 150-0012 東京都渋谷区広尾５丁目６番６号 334472133 神北(伊健)第47-100 令和3年11月8日
000028 2100028799 近畿中央ヤクルト販売㈱　阪神支社 664-0026 伊丹市寺本１丁目１４２ 7798960 乳類販売業 一般 近畿中央ヤクルト販売株式会社 代表取締役 湯澤 衛 567-0862 大阪府茨木市美沢町１５番３０号 726348960 神北(伊健)第42-190 令和3年6月1日
000028 2100028850 イオンリテール㈱リーシング伊丹昆陽店  ３Ｆ従業員食堂　６Ｅ９２８３664-0027 伊丹市池尻４丁目１－１ コップ式自動販売機（自動洗浄・屋内設置）自動販売機サントリービバレッジソリューション株式会社代表取締役 及川 剛 160-0023 東京都新宿区西新宿８丁目１７番１号 363040501 神北(伊健)第44-255 令和3年6月1日
000028 2100028851 イオンリテール㈱リーシング伊丹昆陽店  ３Ｆ従業員食堂　６Ｅ９２８２664-0027 伊丹市池尻４丁目１－１ 乳類販売業 自動販売機サントリービバレッジソリューション株式会社代表取締役 及川 剛 160-0023 東京都新宿区西新宿８丁目１７番１号 363040501 神北(伊健)第42-117 令和3年6月1日
000028 2100028859 カルディコーヒーファーム 664-0027 伊丹市池尻４丁目１－１イオン伊丹昆陽ＳＣ１Ｆ 7786918 乳類販売業 一般 株式会社キャメル珈琲 代表取締役 尾田 信夫 155-0033 東京都世田谷区代田２丁目３１－８ 334125640 神北(伊健)第42-250 令和3年6月1日
000028 2100028869 マクドナルド  イオン伊丹昆陽ショッピングセンター店 664-0027 伊丹市池尻４丁目１－１イオン伊丹昆陽ＳＣ　１Ｆ 7878837 乳類販売業 一般 有限会社　ステイブル 代表取締役 田中 久則 661-0047 兵庫県尼崎市西昆陽３丁目３－１ 664213553 神北(伊健)第42-225 令和3年6月1日
000028 2100028885 イオン伊丹昆陽店 664-0027 伊丹市池尻４丁目１－１ 7736900 百貨店、総合スーパー 一般 イオンリテール株式会社 代表取締役 井出 武美 261-0023 千葉県千葉市美浜区中瀬１丁目５－１ 432116110 神北(伊健)第50-137 令和3年6月1日
000028 2100028921 イオンリテール㈱イオン伊丹昆陽店  ４Ｆエレベーターホール　６Ｅ９２９１664-0027 伊丹市池尻４丁目１－１ 乳類販売業 自動販売機サントリービバレッジソリューション株式会社代表取締役 及川 剛 160-0023 東京都新宿区西新宿８丁目１７番１号 363040501 神北(伊健)第42-118 令和3年6月1日
000028 2100028922 イオンリテール㈱リーシング伊丹昆陽店  ２Ｆベビー休憩室　６Ｅ９２９０664-0027 伊丹市池尻４丁目１－１ 乳類販売業 自動販売機サントリービバレッジソリューション株式会社代表取締役 及川 剛 160-0023 東京都新宿区西新宿８丁目１７番１号 363040501 神北(伊健)第42-119 令和3年6月1日
000028 2100028930 三栄乳販㈱　川西ミルクセンター 666-0021 川西市栄根１丁目７－５ 7566505 乳類販売業 一般 島田 広 神北(伊健)第42-191 令和3年6月1日
000028 2100028933 幼保連携型認定こども園  川西けやき坂保育園 666-0145 川西市けやき坂１丁目２１－６ 7996117 集団給食（４）その他 集団給食 社会福祉法人勝原福祉会 理事長 梅野 茂廣 671-1213 兵庫県姫路市勝原区宮田１４３番地の３ 792724623 神北(伊健)第47-62 令和3年7月16日
000028 2100028939 コーヒーギャラリー　ヒロ  イオン伊丹昆陽ＳＣ店 664-0027 伊丹市池尻４丁目１－１イオン伊丹昆陽ＳＣ２Ｆ 7711299 乳類販売業 一般 株式会社ヒロコーヒー 代表取締役 山本 光弘 564-0063 大阪府吹田市江坂町１丁目７番７号 663390411 神北(伊健)第42-226 令和3年6月1日
000028 2100028944 知明湖キャンプ場 666-0101 川西市黒川字落合３８１ 7384696 食肉販売業 一般 一般財団法人一庫ダム湖周辺環境整備センター 代表理事 越田 謙治郎 666-0016 兵庫県川西市中央町１２番１号 7597271 神北(伊健)第神北(伊健)第20-9 令和3年6月1日
000028 2100028956 西伊丹学園　西伊丹幼稚園 664-0026 伊丹市寺本５丁目３７３ 7832351 集団給食（１）学校 集団給食 学校法人西伊丹学園 理事長 佐伯 聰子 664-0026 兵庫県伊丹市寺本５丁目３７３番地 7832351 神北(伊健)第47-142 令和3年11月30日
000028 2100028969 株式会社恵友会 エトワール 664-0852 伊丹市南本町３丁目１－７ 7728420 集団給食（４）その他 集団給食 株式会社恵友会 代表取締役 福井 正夫 664-0861 兵庫県伊丹市稲野町３丁目３番地 7728414 神北(伊健)第47-83 令和3年9月24日
000028 2100028970 株式会社恵友会 ソレイユ 664-0861 伊丹市稲野町３丁目３ 7728414 集団給食（４）その他 集団給食 株式会社恵友会 代表取締役 福井 正夫 664-0861 兵庫県伊丹市稲野町３丁目３番地 7728414 神北(伊健)第47-84 令和3年9月24日
000028 2100028981 エンゼルキッズ清和台 666-0143 川西市清和台西４丁目２－９７ 7997000 集団給食（４）その他 集団給食 学校法人　森友学園 理事長 森友 潔 666-0143 兵庫県川西市清和台西４丁目３番１６５号 7994000 神北(伊健)第47-3 令和3年6月7日
000028 2100130005 ウエルシア伊丹昆陽店 664-0888 伊丹市昆陽南１丁目２－７ 727717558 百貨店、総合スーパー 一般 ウエルシア薬局株式会社 代表取締役 松本 忠久 101-0021 東京都千代田区外神田二丁目2番15号 352095672 神北(伊健)第50-175 令和3年6月1日
000028 2100130527 アステ２階従業員休憩室 666-0033 川西市栄町２５－１　アステ川西２階 7552011 コップ式自動販売機（自動洗浄・屋内設置） 自動販売機 ナショナル・ベンディング株式会社 代表取締役 藤山 雄一郎 141-0021 東京都品川区上大崎1－１５－２２ 364594781 神北(伊健)第44-6 令和3年6月1日
000028 2100130684 セブン－イレブン　伊丹船原１丁目店 664-0896 伊丹市船原１丁目６－３２ 7833714 コンビニエンスストア 一般 甲田 訓之 神北(伊健)第49-135 令和3年6月1日
000028 2100131038 スーパーオオジ　安堂寺店 664-0864 伊丹市安堂寺町７丁目３３－１ 7735320 百貨店、総合スーパー 一般 株式会社スーパー王子 代表取締役 宮本 啓一 661-0022 兵庫県尼崎市尾浜町２丁目１４－１０ 664211232 神北(伊健)第50-138 令和3年6月1日
000028 2100131110 特別養護老人ホームやわらぎの里ぷらす館 666-0142 川西市清和台東４丁目５－１ 7998665 集団給食（４）その他 集団給食 社会福祉法人正和会 理事長 古賀 和代 666-0142 兵庫県川西市清和台東４丁目５番地の２６ 7980007 神北(伊健)第47-137 令和3年11月30日
000028 2100131717 株式会社　万代　伊丹荒牧店 664-0006 伊丹市鴻池７丁目３－９ 7806100 百貨店、総合スーパー 一般 株式会社万代 代表取締役 阿部 秀行 544-0002 大阪府大阪市生野区小路東３丁目１０番１３号 667203305 神北(伊健)第50-139 令和3年6月1日
000028 2100131753 (株)万代  伊丹荒牧店 従業員休憩室 664-0006 伊丹市鴻池７丁目３－９ 7806100 コップ式自動販売機（自動洗浄・屋内設置） 自動販売機 株式会社アペックス西日本 代表取締役 森 吉平 550-0015 大阪府大阪市西区南堀江４丁目２５－２４ 665359024 神北(伊健)第44-139 令和3年6月1日
000028 2100131761 株式会社　万代　伊丹荒牧店 664-0006 伊丹市鴻池７丁目３－９ 7806100 自動販売機（要届出のコップ式自動販売機及び要許可を除く） 自動販売機 株式会社万代 代表取締役 阿部 秀行 544-0002 大阪府大阪市生野区小路東３丁目１０番１３号 667203305 神北(伊健)第45-108 令和3年6月1日
000028 2100131781 ウエルシア川西加茂店 666-0025 川西市加茂３丁目１－５ 7676028 百貨店、総合スーパー 一般 ウエルシア薬局株式会社 代表取締役 松本 忠久 101-0021 東京都千代田区外神田２丁目２－１５ 352095677 神北(伊健)第50-176 令和3年6月1日
000028 2100131817 株式会社アズスタイル　伊丹昆陽店 664-0027 伊丹市池尻１丁目１－１９ コップ式自動販売機（自動洗浄・屋内設置） 自動販売機 株式会社アペックス西日本 代表取締役 森 吉平 550-0015 大阪府大阪市西区南堀江４丁目２５－２４ 665359024 神北(伊健)第44-113 令和3年6月1日
000028 2100132171 アール・サポートセンター　和楽 664-0857 伊丹市行基町４丁目５５番地 7770119 集団給食（４）その他 集団給食 アール物産株式会社 代表取締役 竹内 和宏 664-0857 兵庫県伊丹市行基町４丁目５８番地 7776565 神北(伊健)第47-89 令和3年10月14日
000028 2100132550 イズミヤ 多田店 666-0124 川西市多田桜木１丁目８－３４Ｆ食堂 コップ式自動販売機（自動洗浄・屋内設置）自動販売機ナショナル・ベンディング株式会社代表取締役 藤山 雄一郎 141-0021 東京都品川区上大崎１－１５－２２ 364594781 神北(伊健)第44-116 令和3年6月1日
000028 2100132600 特別養護老人ホーム　あそか苑ももは 664-0001 伊丹市荒牧７丁目２－２６ 7771591 集団給食（４）その他 集団給食 社会福祉法人明照会 一時理事代表 善部 修 664-0023 兵庫県伊丹市中野西１丁目１８番地 7850109 神北(伊健)第47-96 令和3年10月21日
000028 2100132885 多田こどもの森保育園 666-0125 川西市新田１丁目５－１０ 7440758 集団給食（４）その他 集団給食 社会福祉法人東谷あゆみ会 理事長 坂本 隆史 666-0117 兵庫県川西市東畦野１丁目１８番３２号 7945359 神北(伊健)第47-54 令和3年7月9日
000028 2100133276 ファミリーマート畦野駅前店 666-0112 川西市大和西１丁目９７－７ 7950505 コンビニエンスストア 一般 有限会社かねこメンバーズ 代表取締役 井戸本 栄美子 666-0112 兵庫県川西市大和西１丁目９７－７ 7942323 神北(伊健)第49-136 令和3年6月1日
000028 2100133410 株式会社デミック関西　川西店 666-0117 川西市東畦野３丁目２０－３１ハイツＦ－１　１０１ 7916237 乳類販売業 一般 株式会社　デミック関西 代表取締役 梶谷 正樹 652-0815 兵庫県神戸市兵庫区三川口町１丁目１－２５ 786529688 神北(伊健)第42-192 令和3年6月1日
000028 2100133545 ファミリーマート伊丹荒牧四丁目店 664-0001 伊丹市荒牧４丁目２－１０ 7813151 コンビニエンスストア 一般 有限会社サンアック 代表取締役 山下 芳彦 660-0085 兵庫県尼崎市元浜町２丁目１５ 664301991 神北(伊健)第49-232 令和3年6月1日
000028 2100133759 Ｃｈａｎｃｅ川西１Ｆ入口 666-0016 川西市中央町３－１２ 乳類販売業 自動販売機コカ・コーラボトラーズジャパン株式会社代表取締役 カリン ドラガン107-0052 東京都港区赤坂９丁目７－１ 神北(伊健)第42-122 令和3年6月1日
000028 2100133760 セッツカートン株式会社伊丹工場  ２Ｆ喫煙室 664-0845 伊丹市東有岡５丁目３３ 7826701 コップ式自動販売機（自動洗浄・屋内設置） 自動販売機 株式会社アペックス西日本 代表取締役 森 吉平 550-0015 大阪府大阪市西区南堀江４丁目２５－２４ 665359024 神北(伊健)第44-141 令和3年6月1日
000028 2100133842 イオンリテール㈱  イオンモール伊丹昆陽３Ｆ　６Ｅ９７０３ 664-0027 伊丹市池尻４丁目１－１ 7736980 乳類販売業 自動販売機 サントリービバレッジソリューション株式会社 代表取締役 及川 剛 160-0023 東京都新宿区西新宿８丁目１７番１号 363040501 神北(伊健)第42-123 令和3年6月1日
000028 2100134221 認定こども園　あおい宙川西 666-0024 川西市久代６丁目１－９１ 7671510 集団給食（４）その他 集団給食 社会福祉法人友朋会 理事長 藤澤 徹 666-0024 兵庫県川西市久代６丁目１番９０号 7671510 神北(伊健)第47-79 令和3年9月3日
000028 2100134294 ローゼン製菓株式会社  伊丹工場 664-0028 伊丹市西野５丁目２８０ 7755650 その他の食料品製造・加工業 一般 ローゼン製菓株式会社 代表取締役 荒木 典雅 557-0015 大阪府大阪市西成区花園南１丁目７番２５号 663801414 神北(伊健)第46-101 令和3年6月1日
000028 2100134316 マクドナルド　伊丹荒牧店 664-0001 伊丹市荒牧４丁目４番１２号 7831145 乳類販売業 一般 日本マクドナルド株式会社 代表取締役 日色 保 160-0023 東京都新宿区西新宿６丁目５－１ 333446645 神北(伊健)第42-228 令和3年6月1日
000028 2100135241 住友電工東食堂 664-0016 伊丹市昆陽北１丁目１－１ 7815151 乳類販売業 自動販売機 宮地 秀明 神北(伊健)第42-124 令和3年6月1日
000028 2100135242 住友電工第一信友寮 664-0017 伊丹市瑞ケ丘２丁目２ 乳類販売業 自動販売機 宮地 秀明 神北(伊健)第42-125 令和3年6月1日
000028 2100135243 住友電工第二信友寮 664-0017 伊丹市瑞ケ丘２丁目１ 乳類販売業 自動販売機 宮地 秀明 神北(伊健)第42-126 令和3年6月1日
000028 2100135317 マクドナルド伊丹南本町店 664-0852 伊丹市南本町４丁目３－２５ 7774004 乳類販売業 一般 有限会社　ステイブル 代表取締役 田中 久則 661-0047 兵庫県尼崎市西昆陽３丁目３番１号 664342207 神北(伊健)第42-229 令和3年6月1日
000028 2100135647 湯々館 666-0138 川西市西多田字平井田筋５ 7932727 コップ式自動販売機（自動洗浄・屋内設置） 自動販売機 サントリービバレッジソリューション株式会社 代表取締役 及川 剛 160-0023 東京都新宿区西新宿８丁目１７番１号 363040501 神北(伊健)第44-256 令和3年6月1日
000028 2100136323 壽笑堂　清和台店 666-0142 川西市清和台東３丁目１－８トナリエ清和台１階 7993328 乳類販売業 一般 株式会社笹川薬局 代表取締役 笹川 悦子 560-0082 大阪府豊中市新千里東町１丁目３番２３４号 668714825 神北(伊健)第42-230 令和3年6月1日
000028 2100136669 株式会社関西スーパーマーケット  伊丹駅前店７Ｆ従食 664-0851 伊丹市中央１丁目１－１ コップ式自動販売機（自動洗浄・屋内設置） 自動販売機 株式会社アペックス西日本 代表取締役 森 吉平 550-0015 大阪府大阪市西区南堀江４丁目２５－２４ 665359024 神北(伊健)第44-142 令和3年6月1日
000028 2100136736 丸ぜん食品 664-0836 伊丹市北本町３丁目５０ 7844014 食品製造業 不要許可一般 曽根 義浩 平成24年9月4日
000028 2100137223 ローソン川西南花屋敷２丁目店 666-0026 川西市南花屋敷２丁目１２－２ コンビニエンスストア 一般 有限会社グローバルウイング 取締役 上門 和明 664-0873 兵庫県伊丹市野間２丁目５番１７－１０１号 神北(伊健)第神北(伊健)第18-38 令和3年6月1日
000028 2100137248 そんぽの家Ｓ　伊丹北　６Ｅ９９３６ 664-0008 伊丹市荒牧南２丁目８－５ 7805200 乳類販売業 自動販売機 サントリービバレッジソリューション株式会社 代表取締役 及川 剛 160-0023 東京都新宿区西新宿８丁目１７番１号 363040501 神北(伊健)第42-127 令和3年6月1日
000028 2100137384 東リ（株）別館北　６Ｅ９９５０ 664-0845 伊丹市東有岡５丁目１２５番地 664921331 乳類販売業 自動販売機 サントリービバレッジソリューション株式会社 代表取締役 及川 剛 160-0023 東京都新宿区西新宿８丁目１７番１号 363040501 神北(伊健)第42-128 令和3年6月1日
000028 2100137404 マクドナルド昆陽イズミヤ店 664-0027 伊丹市池尻１丁目１イズミヤ昆陽店Ｂ１ 7735940 乳類販売業 一般 有限会社　ステイブル 代表取締役 田中 久則 661-0047 兵庫県尼崎市西昆陽３丁目３番１号 664342207 神北(伊健)第42-231 令和3年6月1日
000028 2100137896 株式会社ハナテン　伊丹北営業所　１Ｆ店内 666-0024 川西市久代５丁目２－１０ コップ式自動販売機（自動洗浄・屋内設置） 自動販売機 株式会社アペックス西日本 代表取締役 森 吉平 550-0015 大阪府大阪市西区南堀江４丁目２５－２４ 665359024 神北(伊健)第44-143 令和3年6月1日
000028 2100137966 阪急オアシス　伊丹大鹿店 664-0899 伊丹市大鹿７丁目７８ 7735502 自動販売機（要届出のコップ式自動販売機及び要許可を除く） 自動販売機 株式会社阪急オアシス 代表取締役 永田 靖人 530-0017 大阪府大阪市北区角田町８－７ 668457530 神北(伊健)第45-109 令和3年6月1日
000028 2100137967 阪急オアシス　伊丹大鹿店 664-0899 伊丹市大鹿７丁目７８ 7735502 百貨店、総合スーパー 一般 株式会社阪急オアシス 代表取締役 永田 靖人 530-0017 大阪府大阪市北区角田町８－７ 668457530 神北(伊健)第50-140 令和3年6月1日
000028 2100138005 ウエルハウス川西 666-0016 川西市中央町１５－２５ 7551031 乳類販売業 自動販売機 大出乳販株式会社 代表取締役 大出 恭久 664-0871 兵庫県伊丹市堀池４丁目７－４ 7816617 神北(伊健)第42-129 令和3年6月1日
000028 2100138161 ローソン伊丹南町四丁目店 664-0854 伊丹市南町４丁目６－３２ 7852363 コンビニエンスストア 一般 株式会社脩実 代表取締役 佐藤 実路 664-0853 兵庫県伊丹市平松５丁目１番１７－３０３号 7855090 神北(伊健)第49-138 令和3年6月1日
000028 2100138583 ローソン伊丹野間北二丁目店 664-0875 伊丹市野間北２丁目２－６ 7706638 コンビニエンスストア 一般 有限会社グローバルウイング 取締役 上門 和明 664-0873 兵庫県伊丹市野間２丁目５番１７－１０１号 神北(伊健)第49-139 令和3年6月1日
000028 2100138947 兵庫県立伊丹北高等学校 664-0006 伊丹市鴻池７丁目２－１ 7794651 乳類販売業 自動販売機 （伊丹市身体障害者福祉連合会）　吉原　勝 （会長） 吉原 勝 664-0015 兵庫県伊丹市昆陽池２丁目１０番地市立障害者福祉センター内 7720221 神北(伊健)第42-130 令和3年6月1日
000028 2100139045 パン・オ・ノワ 664-0873 伊丹市野間１丁目７－３メゾンブランシュ１０３号 7780600 乳類販売業 一般 稲森 武司 神北(伊健)第42-232 令和3年6月1日
000028 2100139046 伊丹市立認定こども園　神津こども園 664-0842 伊丹市森本１丁目８－２５ 7820200 集団給食（４）その他 集団給食 伊丹市 市長 藤原 保幸 664-0898 兵庫県伊丹市千僧１丁目１番地 7831234 神北(伊健)第47-15 令和3年6月14日
000028 2100139074 シャトレーゼフランチャイズ店　伊丹中野店 664-0022 伊丹市中野東３丁目８５ 7839007 乳類販売業 一般 有限会社テイ，ワイ，ケイ，サービス 代表取締役 金岡 康行 665-0815 兵庫県宝塚市山本丸橋１丁目７－３０ 797881141 神北(伊健)第42-233 令和3年6月1日
000028 2100139078 三菱電機　Ｕ棟　３Ｆパック 664-0005 伊丹市瑞原４丁目１ 乳類販売業 自動販売機コカ・コーラボトラーズジャパン株式会社代表取締役 カリン ドラガン107-0052 東京都港区赤坂９丁目７－１ 神北(伊健)第42-131 令和3年6月1日
000028 2100139136 ドラッグコスモス野間北店 664-0875 伊丹市野間北４丁目２－１ 百貨店、総合スーパー 一般 株式会社コスモス薬品 代表取締役 横山 英昭 812-0013 福岡県福岡市博多区博多駅東２丁目１０番１号第一福岡ビルＳ館４階 924330660 神北(伊健)第50-177 令和3年6月1日
000028 2100139295 ウエルシア伊丹野間店 664-0873 伊丹市野間７丁目１－３ 7858399 百貨店、総合スーパー 一般 ウエルシア薬局株式会社 代表取締役 松本 忠久 101-0021 東京都千代田区外神田二丁目2番15号 352095677 神北(伊健)第50-178 令和3年6月1日
000028 2100139492 ローソン荻野店 664-0002 伊丹市荻野５丁目４－２ 7753761 コンビニエンスストア 一般 有限会社世多 代表取締役 當銘 偉哲 661-0963 兵庫県尼崎市高田町２番２号 664352829 神北(伊健)第49-140 令和3年6月1日
000028 2100139556 日本クッカリー株式会社　伊丹工場 664-0831 伊丹市北伊丹８丁目２０４ 7827701 コップ式自動販売機（自動洗浄・屋内設置） 自動販売機 ナショナル・ベンディング株式会社 代表取締役 藤山 雄一郎 141-0021 東京都品川区上大崎１－１５－２２ 364594781 神北(伊健)第44-117 令和3年6月1日
000028 2100139668 株式会社成城石井　アステ川西店 666-0033 川西市栄町２５－１　地下１階 7566721 百貨店、総合スーパー 一般 株式会社成城石井 代表取締役 原 昭彦 157-0066 東京都世田谷区成城６丁目１１－４ 453292300 神北(伊健)第50-141 令和3年6月1日
000028 2100139832 日本マクドナルド株式会社　阪急川西能勢口駅店 666-0033 川西市栄町２０－１－Ｗ１０２ 7403981 乳類販売業 一般 日本マクドナルド株式会社 代表取締役 サラ・エル・ カサノバ 160-0023 東京都新宿区西新宿６丁目５－１ 369116550 神北(伊健)第42-234 令和3年6月1日
000028 2100140055 布亀(株)マザーケア伊丹デリバリーセンター 664-0875 伊丹市野間北５丁目８－８ 7735371 乳類販売業 一般 布亀株式会社 代表取締役 布目 壮太 663-8228 兵庫県西宮市今津二葉町３－６ 798359907 神北(伊健)第42-193 令和3年6月1日
000028 2100140266 キッチンオリジン　阪急伊丹店 664-0851 伊丹市中央１丁目９－１１ 7647731 乳類販売業 一般 オリジン東秀株式会社 代表取締役 沢村 弘也 182-0002 東京都調布市調布ヶ丘１丁目１８番地１ＫＤＸ調布ビル５階 424436801 神北(伊健)第42-235 令和3年6月1日
000028 2100140332 ローソン伊丹大鹿７丁目店 664-0899 伊丹市大鹿７丁目２５番１ 7707784 コンビニエンスストア 一般 有限会社世多 代表取締役 當銘 偉哲 661-0963 兵庫県尼崎市高田町２番２号 664971170 神北(伊健)第49-141 令和3年6月1日



000028 2100140354 ハースブラウン伊丹店 664-0858 伊丹市西台１丁目１－１阪急伊丹駅ビルリータ３Ｆ 7801033 乳類販売業 一般 山崎製パン株式会社 代表取締役 飯島 延浩 101-0032 東京都千代田区岩本町３丁目１０－１ 338643111 神北(伊健)第42-236 令和3年6月1日
000028 2100140502 東洋商事㈱大阪営業所 664-0013 伊丹市瑞穂町６丁目９－１ 7849971 その他の食料・飲料販売業 一般 東洋商事株式会社 代表取締役 西澤 淳 103-0014 東京都中央区日本橋蛎殻町１丁目５番６号 366814635 神北(伊健)第54-1010 令和3年6月1日
000028 2100140677 プラチナ・シニアホーム川西中央 666-0011 川西市出在家町１８－１４ 7568620 集団給食（４）その他 集団給食 株式会社レイクス２１ 代表取締役 池 俊明 100-0004 東京都千代田区大手町１丁目５番１号 352081601 神北(伊健)第47-98 令和3年10月28日
000028 2100141621 特別養護老人ホーム伸幸苑野間 664-0875 伊丹市野間北２丁目９－１７ 7830640 集団給食（４）その他 集団給食 社会福祉法人翠松会 理事長 細田 佳伸 664-0026 兵庫県伊丹市寺本６丁目１５０番地 7830640 神北(伊健)第47-21 令和3年6月28日
000028 2100141769 ローソン伊丹荒牧南２丁目店 664-0008 伊丹市荒牧南２丁目２－３６ 7777357 コンビニエンスストア 一般 有限会社ＳＴＡＣ 代表取締役 髙橋 陽 663-8003 兵庫県西宮市上大市２丁目９番２６号 798519307 神北(伊健)第49-142 令和3年6月1日
000028 2100141773 ローソン川西錦松台店 666-0135 川西市錦松台２－５３ 7923333 コンビニエンスストア 一般 有限会社ＳＴＡＣ 代表取締役 髙橋 陽 663-8003 兵庫県西宮市上大市２丁目９番２６号 798519307 神北(伊健)第49-143 令和3年6月1日
000028 2100141889 スシロー伊丹荒牧店 664-0008 伊丹市荒牧南２丁目１－２１ 7833840 魚介類販売業 一般 株式会社あきんどスシロー 代表取締役 新居 耕平 564-0063 大阪府吹田市江坂町１丁目２２番２号 663681001 神北(伊健)第40-102 令和3年6月1日
000028 2100142145 ブーランジェリー　ソルシエール 664-0875 伊丹市野間北６丁目１－１０ 7437389 乳類販売業 一般 井原 鄕司 神北(伊健)第42-237 令和3年6月1日
000028 2100142289 川西阪急　社員食堂 666-0033 川西市栄町２６－１川西阪急５Ｆ 7561889 乳類販売業 一般 株式会社ハートダイニング 代表取締役 小林 賢 530-0017 大阪府大阪市北区角田町８番７号 664866041 神北(伊健)第42-238 令和3年6月1日
000028 2100142390 癒しのデイサービス川西 666-0017 川西市火打２丁目１１－１２ 7566588 集団給食（４）その他 集団給食 株式会社リエイ 代表取締役 椛澤 一 279-0012 千葉県浦安市入船１丁目５番２号 473558181 神北(伊健)第47-101 令和3年11月9日
000028 2100142701 ココカラファイン昆陽東店 664-0888 伊丹市昆陽南５丁目１－１０ 7828716 百貨店、総合スーパー 一般 株式会社ココカラファインヘルスケア 代表取締役 塚本 厚志 222-0033 神奈川県横浜市港北区新横浜３丁目１７－６ 455485996 神北(伊健)第50-179 令和3年6月1日
000028 2100142938 セブン－イレブン猪名川パークタウン　店 666-0251 川辺郡猪名川町若葉１丁目４－５ 7652220 コンビニエンスストア 一般 長野 泰英 神北(伊健)第49-144 令和3年6月1日
000028 2100143060 (株)フジコー  ＵＩ０７９７ 664-0857 伊丹市行基町１丁目５ 7721101 コップ式自動販売機（自動洗浄・屋内設置） 自動販売機 サントリービバレッジソリューション株式会社 代表取締役 及川 剛 160-0023 東京都新宿区西新宿８丁目１７番１号 363040501 神北(伊健)第44-259 令和3年6月1日
000028 2100143363 グループホーム　そら森本 664-0842 伊丹市森本８丁目６６－１ 7443240 集団給食（４）その他 集団給食 株式会社ケアマインド 代表取締役 成徳 明伸 666-0145 兵庫県川西市けやき坂２丁目６２番地２２ 7906600 神北(伊健)第47-117 令和3年11月19日
000028 2100143407 （株）上はら伊丹店 664-0886 伊丹市昆陽東３丁目３－３ 7857869 魚介類販売業 一般 株式会社上はら 代表取締役 上原 信弘 567-0876 大阪府茨木市天王１丁目３－２２－１０６号 726243703 神北(伊健)第40-106 令和3年6月1日
000028 2100143510 楽天物流（株）　ＲＦＣ川西  ２Ｆカフェテリア内 666-0024 川西市久代３丁目６－１ コップ式自動販売機（自動洗浄・屋内設置） 自動販売機 株式会社アペックス西日本 代表取締役 森 吉平 550-0015 大阪府大阪市西区南堀江４丁目２５－２４ 665359024 神北(伊健)第44-145 令和3年6月1日
000028 2100143596 楽天物流ＲＦＣ川西心幸売店 666-0024 川西市久代３丁目６－１ 7580687 コンビニエンスストア 一般 心幸サービス株式会社 山﨑 忠 660-0805 兵庫県尼崎市西長洲町１丁目３－２０ 664885213 神北(伊健)第49-230 令和3年6月1日
000028 2100143757 ニッタン電子（株）伊丹工場 664-0006 伊丹市鴻池１丁目１１－２０ 7833211 コップ式自動販売機（自動洗浄・屋内設置） 自動販売機 サントリービバレッジソリューション株式会社 代表取締役 及川 剛 160-0023 東京都新宿区西新宿８丁目１７番１号 363040501 神北(伊健)第44-261 令和3年6月1日
000028 2100144070 イオンモール　伊丹テラス  ５Ｆ従業員用休憩室 664-0847 伊丹市藤ノ木１丁目１－１ 7737300 コップ式自動販売機（自動洗浄・屋内設置） 自動販売機 サントリービバレッジソリューション株式会社 代表取締役 及川 剛 160-0023 東京都新宿区西新宿８丁目１７番１号 363040501 神北(伊健)第44-262 令和3年6月1日
000028 2100144074 ローソン川西小花１丁目店 666-0015 川西市小花１丁目１１番１５号 7591123 コンビニエンスストア 一般 有限会社世多 代表取締役 當銘 偉哲 661-0963 兵庫県尼崎市高田町２番２号 664971170 神北(伊健)第49-145 令和3年6月1日
000028 2100144189 ファミリーマート川西能勢口駅北店 666-0016 川西市中央町１０－１ 7572977 コンビニエンスストア 一般 神島 秀和 神北(伊健)第49-146 令和3年6月1日
000028 2100144537 いながわ子供の家 666-0243 川辺郡猪名川町柏梨田字イハノ谷１０－９ 7441880 集団給食（４）その他 集団給食 社会福祉法人神戸婦人同情会 理事長 城 純一 657-0805 兵庫県神戸市灘区青谷町２丁目１番６号 788615375 神北(伊健)第47-97 令和3年10月21日
000028 2100144712 アートチャイルドケア伊丹 664-0853 伊丹市平松５丁目２－１７ 7810230 集団給食（４）その他 集団給食 アートチャイルドケア株式会社 代表取締役 村田 省三 140-0002 東京都品川区東品川１丁目３番１０号 354610123 神北(伊健)第47-63 令和3年7月19日
000028 2100144774 阪神自動車学院　ロビー 664-0027 伊丹市池尻７丁目１９３ コップ式自動販売機（自動洗浄・屋内設置） 自動販売機 株式会社アペックス西日本 代表取締役 森 吉平 550-0015 大阪府大阪市西区南堀江４丁目２５－２４ 665359024 神北(伊健)第44-146 令和3年6月1日
000028 2100144796 ファミリーマート川西久代店 666-0024 川西市久代３丁目２２－１４ 7553801 コンビニエンスストア 一般 有限会社フロンティア 代表取締役 前田 耕作 674-0083 兵庫県明石市魚住町住吉１丁目１２－６ 789483335 神北(伊健)第49-147 令和3年6月1日
000028 2100145261 白バラ牛乳昆陽販売所 664-0882 伊丹市鈴原町９丁目５０ 7810194 乳類販売業 一般 村上 佳隆 神北(伊健)第42-194 令和3年6月1日
000028 2100145477 ファミリーマートＪＲ伊丹駅前通店 664-0846 伊丹市伊丹１丁目８－２１ 7822362 コンビニエンスストア 一般 株式会社チェリー・マークス 代表取締役 亀田 拓史 664-0846 兵庫県伊丹市伊丹１丁目８－２１ 7822362 神北(伊健)第49-148 令和3年6月1日
000028 2100145580 スーパーマスカット緑ヶ丘店 664-0004 伊丹市東野１丁目２２ 7856400 百貨店、総合スーパー 一般 株式会社ワコー商会 代表取締役 福本 鉄雄 560-0026 大阪府豊中市玉井町３丁目４－２５ 648661633 神北(伊健)第50-142 令和3年6月1日
000028 2100145705 セブン-イレブン伊丹北本町３丁目店 664-0836 伊丹市北本町３丁目２１４ 7727011 コンビニエンスストア 一般 宮路 賀光 神北(伊健)第49-149 令和3年6月1日
000028 2100145763 ＦＬＥＴ'Ｓ伊丹店 664-0873 伊丹市野間１丁目６－６ 7785510 コンビニエンスストア 一般 株式会社ワッツ西日本販売 代表取締役 山野 博幸 540-0001 大阪府大阪市中央区城見１丁目４番７０号住友生命ＯＢＰプラザビル 647923280 神北(伊健)第49-222 令和3年6月1日
000028 2100146151 セブン－イレブン　伊丹３丁目店 664-0846 伊丹市伊丹３丁目２－４ 7772721 コンビニエンスストア 一般 福島 聡 神北(伊健)第49-108 令和3年6月1日
000028 2100146659 ファミリーマート伊丹中野西店 664-0023 伊丹市中野西４丁目５７ 7755722 コンビニエンスストア 一般 株式会社神戸海援隊 代表取締役 岸本 信一 657-0821 兵庫県神戸市灘区赤坂通６丁目４－１４ティオ－赤坂４０１ 788010778 神北(伊健)第49-150 令和3年6月1日
000028 2100146783 イオン猪名川店　３Ｆ休憩室 666-0257 川辺郡猪名川町白金２丁目１ 7651111 乳類販売業 自動販売機 サントリービバレッジソリューション株式会社 代表取締役 及川 剛 160-0023 東京都新宿区西新宿８丁目１７番１号 363040501 神北(伊健)第42-132 令和3年6月1日
000028 2100146835 ドラッグストアライフォート鶯が丘店 666-0007 川西市鴬が丘２０－２ 7574810 百貨店、総合スーパー 一般 株式会社ココカラファインヘルスケア 代表取締役 塚本 厚志 222-0033 神奈川県横浜市港北区新横浜３丁目１７－６ 455485996 神北(伊健)第50-180 令和3年6月1日
000028 2100147247 力湯（ちからゆ） 664-0846 伊丹市伊丹３丁目２－２ 7827982 乳類販売業 一般 内藤 宏 神北(伊健)第42-240 令和3年6月1日
000028 2100147340 (株)水産流通 664-0831 伊丹市北伊丹８丁目２０４ コップ式自動販売機（自動洗浄・屋内設置） 自動販売機 株式会社アペックス西日本 代表取締役 森 吉平 550-0015 大阪府大阪市西区南堀江４丁目２５－２４ 665359024 神北(伊健)第44-148 令和3年6月1日
000028 2100147431 (株)関西スーパーマーケット  久代店　店舗１Ｆ 666-0024 川西市久代４丁目２－１１ 7553177 コップ式自動販売機（自動洗浄・屋内設置） 自動販売機 株式会社アペックス西日本 代表取締役 森 吉平 550-0015 大阪府大阪市西区南堀江４丁目２５－２４ 665359024 神北(伊健)第44-149 令和3年6月1日
000028 2100147482 関西スーパー久代店 666-0024 川西市久代４丁目２－１１ 7553177 百貨店、総合スーパー 一般 株式会社関西スーパーマーケット 代表取締役 福谷 耕治 664-0851 兵庫県伊丹市中央５丁目３－３８ 7720341 神北(伊健)第50-101 令和3年6月1日
000028 2100147526 兵庫トヨタ自動車(株)　伊丹店 664-0025 伊丹市奥畑４丁目４－２ 7815510 コップ式自動販売機（自動洗浄・屋内設置） 自動販売機 株式会社アペックス西日本 代表取締役 森 吉平 550-0015 大阪府大阪市西区南堀江４丁目２５－２４ 665359024 神北(伊健)第44-150 令和3年6月1日
000028 2100147676 山下教会めぐみ園 666-0105 川西市見野２丁目３５－３ 7940180 集団給食（４）その他 集団給食 山下バプテスト教会 代表役員 藤井 勇次 666-0105 兵庫県川西市見野２丁目３５番３号 7950685 神北(伊健)第47-87 令和3年10月11日
000028 2100147911 猪名川町立学校給食センター 666-0236 川辺郡猪名川町北田原字寺ノ前４３８ 7660219 集団給食（１）学校 集団給食 川辺郡猪名川町 町長 岡本 信司 666-0244 兵庫県川辺郡猪名川町上野字北畑１１－１ 7660001 神北(伊健)第47-58 令和3年7月14日
000028 2100148291 ローソン伊丹西野三丁目店 664-0028 伊丹市西野３丁目８－１ 7773325 コンビニエンスストア 一般 岩井 護 神北(伊健)第49-152 令和3年6月1日
000028 2100148340 ツルハドラッグ南花屋敷店 666-0026 川西市南花屋敷３丁目１６－９ 7598268 百貨店、総合スーパー 一般 株式会社ツルハ 代表取締役 八幡 政浩 065-0024 北海道札幌市東区北二十四条東２０丁目１－２１ 117832754 神北(伊健)第50-181 令和3年6月1日
000028 2100148341 ツルハドラッグ南花屋敷店 666-0026 川西市南花屋敷３丁目１６－９ 7598268 自動販売機（要届出のコップ式自動販売機及び要許可を除く） 自動販売機 株式会社ツルハ 代表取締役 八幡 政浩 065-0024 北海道札幌市東区北二十四条東２０丁目１－２１ 117832754 神北(伊健)第45-135 令和3年6月1日
000028 2100148541 猪名葬祭２ＦＣｕｐ 666-0105 川西市見野２丁目２８－１８ コップ式自動販売機（自動洗浄・屋内設置） 自動販売機 株式会社アペックス西日本 代表取締役 森 吉平 550-0015 大阪府大阪市西区南堀江４丁目２５－２４ 665359024 神北(伊健)第44-151 令和3年6月1日
000028 2100148795 森永牛乳　川西池田販売店 666-0031 川西市霞ケ丘１丁目２－７ 7552789 乳類販売業 一般 千原 和彦 神北(伊健)第42-195 令和3年6月1日
000028 2100148923 ファミリーマート川西鼓が滝店 666-0123 川西市鼓が滝２丁目１－３２ 7930082 コンビニエンスストア 一般 東谷 太 神北(伊健)第49-154 令和3年6月1日
000028 2100149214 スギドラッグ　昆陽店 664-0874 伊丹市山田５丁目３－３ 7825500 自動販売機（要届出のコップ式自動販売機及び要許可を除く） 自動販売機 株式会社スギ薬局 代表取締役 榊原 栄一 446-0054 愛知県安城市三河安城町１丁目８－４ 562452720 神北(伊健)第45-136 令和3年6月1日
000028 2100149249 株式会社ヤマイチ山下店 666-0105 川西市見野２丁目２４－１１ 7951552 魚介類販売業 一般 株式会社ヤマイチ 代表取締役 岡田 正次 621-0846 京都府亀岡市南つつじケ丘大葉台１丁目５０－８ 771247043 神北(伊健)第40-107 令和3年6月1日
000028 2100149373 デイサービス笑楽　北伊丹 664-0011 伊丹市鋳物師３丁目４７－１ 7770032 集団給食（４）その他 集団給食 株式会社ビオネスト 代表取締役 石野 政道 651-0087 兵庫県神戸市中央区御幸通２丁目１番６号 782618787 神北(伊健)第47-134 令和3年11月30日
000028 2100149496 特別養護老人ホーム　あそか苑みずほ 664-0013 伊丹市瑞穂町６丁目４６ 7812008 集団給食（４）その他 集団給食 社会福祉法人明照会 理事長 善部 修 664-0023 兵庫県伊丹市中野西１丁目１８番地 7850100 神北(伊健)第47-93 令和3年10月21日
000028 2100149693 松谷化学工業(株)２Ｆ 664-0831 伊丹市北伊丹５丁目３ コップ式自動販売機（自動洗浄・屋内設置）自動販売機サントリービバレッジソリューション株式会社代表取締役 及川 剛 160-0023 東京都新宿区西新宿８丁目１７番１号 363040501 神北(伊健)第44-266 令和3年6月1日
000028 2100149876 西菱電機エンジニアリング 664-0837 伊丹市北河原１丁目２－７ 乳類販売業 自動販売機コカ・コーラボトラーズジャパン株式会社代表取締役 カリン ドラガン107-0052 東京都港区赤坂９丁目７－１ 神北(伊健)第42-133 令和3年6月1日
000028 2100149904 阪急オアシス伊丹店 664-0858 伊丹市西台３丁目７－７ 7805913 百貨店、総合スーパー 一般 株式会社阪急オアシス 代表取締役 永田 靖人 530-0017 大阪府大阪市北区角田町８－７ 668457504 神北(伊健)第50-143 令和3年6月1日
000028 2100149949 阪急オアシス伊丹店 664-0858 伊丹市西台３丁目７－７ 7805913 自動販売機（要届出のコップ式自動販売機及び要許可を除く） 自動販売機 株式会社阪急オアシス 代表取締役 永田 靖人 530-0017 大阪府大阪市北区角田町８－７ 668457504 神北(伊健)第神北(伊健)第2-76 令和3年6月1日
000028 2100149951 ありがとうデイサービス 664-0887 伊丹市南野北３丁目６－１５ 7831212 集団給食（４）その他 集団給食 株式会社川口 代表取締役 川口 剛生 664-0887 兵庫県伊丹市南野北３丁目６番１５号 7727396 神北(伊健)第47-139 令和3年11月30日
000028 2100150491 ローソンストア１００伊丹宮ノ前店 664-0895 伊丹市宮ノ前２丁目４－２４ 7718299 コンビニエンスストア 一般 株式会社ローソンストア１００ 代表取締役 佐藤 隆史 212-0014 神奈川県川崎市幸区大宮町１３１０番 442017001 神北(伊健)第49-223 令和3年6月1日
000028 2100150652 福西氷業株式会社 664-0836 伊丹市北本町３丁目７８－１ 7826616 氷雪販売業 一般 福西氷業株式会社 代表取締役 小川 秀樹 664-0836 兵庫県伊丹市北本町３丁目７８番１号 7826616 神北(伊健)第43-1 令和3年6月1日
000028 2100150795 キコーナキセラ川西店 666-0017 川西市火打１丁目１９－１ 7576080 自動販売機（要届出のコップ式自動販売機及び要許可を除く） 自動販売機 アンダーツリー株式会社 代表取締役 木下 春雄 550-0005 大阪府大阪市西区西本町１丁目２－８ 665312216 神北(伊健)第45-120 令和3年6月1日
000028 2100150816 イオンリテール株式会社イオン伊丹店  ３Ｆ従業員食堂 664-0847 伊丹市藤ノ木１丁目１－１ 7870506 コップ式自動販売機（自動洗浄・屋内設置） 自動販売機 サントリービバレッジソリューション株式会社 代表取締役 及川 剛 160-0023 東京都新宿区西新宿８丁目１７番１号 363040501 神北(伊健)第44-267 令和3年6月1日
000028 2100150829 セブン-イレブン７ＦＳ  陸上自衛隊伊丹駐屯地店 664-0012 伊丹市緑ケ丘７丁目１－１陸上自衛隊伊丹駐屯地 7818005 コンビニエンスストア 一般 株式会社セブン＆アイ・フードシステムズ 代表取締役 小松 雅美 102-0084 東京都千代田区二番町８－８ 356556527 神北(伊健)第49-224 令和3年6月1日
000028 2100151304 猪名川高校 666-0233 川辺郡猪名川町紫合字新林４－４ 乳類販売業 自動販売機 國津 一夫 神北(伊健)第42-134 令和3年6月1日
000028 2100151499 セブン－イレブン伊丹荒牧７丁目店 664-0001 伊丹市荒牧７丁目１１－７ 7857050 コンビニエンスストア 一般 田中 直樹 神北(伊健)第49-155 令和3年6月1日
000028 2100151514 みどり保育園 664-0015 伊丹市昆陽池１丁目１００ 7773773 集団給食（４）その他 集団給食 市立伊丹病院 伊丹市病院事業管理者 中田 精三 664-0015 兵庫県伊丹市昆陽池１丁目１００番地 7773773 神北(伊健)第47-91 令和3年10月19日
000028 2100151671 ＪＲ川西池田ホーム 666-0021 川西市栄根２丁目６－２６ 乳類販売業 自動販売機 近畿中央ヤクルト販売株式会社 代表取締役 土田 裕美 567-0862 大阪府茨木市美沢町１５－３０ 726348960 神北(伊健)第42-135 令和3年6月1日
000028 2100151760 特別養護老人ホームやわらぎの里西多田 666-0138 川西市西多田２丁目１－７ 7936700 集団給食（４）その他 集団給食 社会福祉法人正和会 理事長 古賀 和代 666-0142 兵庫県川西市清和台東４丁目５番地の２６ 7980007 神北(伊健)第47-136 令和3年11月30日
000028 2100151856 ネッツトヨタ神戸(株)  ネッツテラス伊丹 664-0026 伊丹市寺本６丁目６２ 7813012 コップ式自動販売機（自動洗浄・屋内設置） 自動販売機 株式会社アペックス西日本 代表取締役 森 吉平 550-0015 大阪府大阪市西区南堀江４丁目２５－２４ 665359024 神北(伊健)第44-152 令和3年6月1日
000028 2100152374 ＪＲ伊丹駅大阪方面ホーム 664-0846 伊丹市伊丹１丁目１５－２０ 乳類販売業 自動販売機 近畿中央ヤクルト販売株式会社 代表取締役 土田 裕美 567-0862 大阪府茨木市美沢町１５－３０ 726348960 神北(伊健)第42-136 令和3年6月1日
000028 2100152921 住化カラー(株)大阪工場  ６Ｉ２０１０ 664-0842 伊丹市森本１丁目３５ 7821302 コップ式自動販売機（自動洗浄・屋内設置） 自動販売機 サントリービバレッジソリューション株式会社 代表取締役 及川 剛 160-0023 東京都新宿区西新宿８丁目１７番１号 363040501 神北(伊健)第44-269 令和3年6月1日
000028 2100153061 デリス　エディオン伊丹店 664-0831 伊丹市北伊丹５丁目７０－１ 乳類販売業 自動販売機株式会社ユカ 代表取締役 星名 浩治 152-0013 東京都目黒区南２丁目１－３０ 357011311 神北(伊健)第42-138 令和3年6月1日
000028 2100153497 １階ザ・シーズン 666-0033 川西市栄町２６－１川西阪急１Ｆ 7571231 乳類販売業 一般 株式会社阪急阪神百貨店 代表取締役 山口 俊比古 530-0017 大阪府大阪市北区角田町８－７ 663611381 神北(伊健)第42-177 令和3年6月1日
000028 2100153679 セブン-イレブンハートイン  ＪＲ川西池田駅北口店 666-0021 川西市栄根２丁目６－２６ 7402165 コンビニエンスストア 一般 (株)ｼﾞｪｲｱｰﾙ西日本デイリーサービスネット 代表取締役 中西 豊 661-0976 兵庫県尼崎市潮江１丁目２－１２ 649609100 神北(伊健)第49-156 令和3年6月1日
000028 2100153778 ローソン　川西矢問二丁目店 666-0131 川西市矢問２丁目１７－５２ 7933326 コンビニエンスストア 一般 株式会社脩実 代表取締役 佐藤 実路 664-0853 兵庫県伊丹市平松５丁目１－１７－３０３ 7855090 神北(伊健)第49-157 令和3年6月1日
000028 2100153950 イトマンスイミングスクール 666-0002 川西市滝山町１丁目１８ コップ式自動販売機（自動洗浄・屋内設置） 自動販売機 株式会社アペックス西日本 代表取締役 森 吉平 550-0015 大阪府大阪市西区南堀江４丁目２５－２４ 665359024 神北(伊健)第44-153 令和3年6月1日
000028 2100153966 宮ノ前ほたる保育園 664-0895 伊丹市宮ノ前３丁目４－２３ 7034619 集団給食（４）その他 集団給食 特定非営利活動法人ライトニング 理事長 竹内 健司 664-0891 兵庫県伊丹市北園１丁目６８－１ 7831180 神北(伊健)第47-115 令和3年11月18日
000028 2100154114 セブン-イレブンハートイン  ＪＲ伊丹駅前店 664-0846 伊丹市伊丹１丁目１５－２０ 7805191 コンビニエンスストア 一般 (株)ｼﾞｪｲｱｰﾙ西日本デイリーサービスネット 代表取締役 中西 豊 661-0976 兵庫県尼崎市潮江１丁目２－１２ 649609100 神北(伊健)第49-158 令和3年6月1日
000028 2100154771 ミニストップ伊丹昆陽東１丁目店 664-0886 伊丹市昆陽東１丁目４－６ 7735180 コンビニエンスストア 一般 李 威 神北(伊健)第49-159 令和3年6月1日
000028 2100154776 ローソン　ニシイチドラッグ伊丹鈴原店 664-0882 伊丹市鈴原町８丁目６８ 7772412 コンビニエンスストア 一般 株式会社サンニシイチ 代表取締役 西本 誠 661-0022 兵庫県尼崎市尾浜町２丁目２１－４０ 664263300 神北(伊健)第49-160 令和3年6月1日
000028 2100154803 セブン－イレブン　川西下加茂１丁目店 666-0022 川西市下加茂１丁目５－２５ 7576953 コンビニエンスストア 一般 田村 琢司 神北(伊健)第49-161 令和3年6月1日
000028 2100154925 今井病院　７Ｅ０９５９ 666-0236 川辺郡猪名川町北田原字屏風岳３ 7660002 コップ式自動販売機（自動洗浄・屋内設置） 自動販売機 サントリービバレッジソリューション株式会社 代表取締役 及川 剛 160-0023 東京都新宿区西新宿８丁目１７番１号 363040501 神北(伊健)第44-301 令和3年6月1日
000028 2100155060 ローソン伊丹南野６丁目店 664-0873 伊丹市南野６丁目３－８ 7856155 コンビニエンスストア 一般 有限会社グローバルウイング 取締役 上門 和明 664-0873 兵庫県伊丹市野間２丁目５番１７－１０１号 神北(伊健)第49-162 令和3年6月1日
000028 2100155115 セブン-イレブンキヨスクＪＲ伊丹駅改札口 664-0846 伊丹市伊丹１丁目１５－２０ＪＲ伊丹駅構内 7754884 コンビニエンスストア 一般 株式会社ｼﾞｪｲｱｰﾙ西日本ﾃﾞｲﾘｰｻｰﾋﾞｽﾈｯﾄ 代表取締役 中西 豊 661-0976 兵庫県尼崎市潮江１丁目２番１２号 649609100 神北(伊健)第49-163 令和3年6月1日
000028 2100155227 伊丹市立稲野公園 664-0861 伊丹市稲野町２丁目３－２ コップ式自動販売機（自動洗浄・屋内設置） 自動販売機 株式会社アペックス西日本 代表取締役 森 吉平 550-0015 大阪府大阪市西区南堀江４丁目２５－２４ 665359024 神北(伊健)第44-154 令和3年6月1日
000028 2100155654 イオンモール伊丹昆陽  ３Ｆ従業員休憩室664-0027 伊丹市池尻４丁目１－１ コップ式自動販売機（自動洗浄・屋内設置）自動販売機株式会社アペックス西日本 代表取締役 森 吉平 550-0015 大阪府大阪市西区南堀江４丁目２５－２４665359024 神北(伊健)第44-1 令和3年6月1日
000028 2100155724 でるでる川西店 666-0025 川西市加茂６丁目１２５－１ 7550019 コップ式自動販売機（自動洗浄・屋内設置） 自動販売機 アシード株式会社 代表取締役 久保 一史 721-0957 広島県福山市箕島町５７２５－１ 849828800 神北(伊健)第44-5 令和3年6月1日
000028 2100155783 伊丹市立　荻野保育所 664-0002 伊丹市荻野８丁目３３－５ 7704352 集団給食（４）その他 集団給食 伊丹市 市長 藤原 保幸 664-0898 兵庫県伊丹市千僧１丁目１番地 7848035 神北(伊健)第47-12 令和3年6月14日
000028 2100155791 伊丹市立こども発達支援センター　あすぱる 664-0898 伊丹市千僧１丁目４７－２ 7848128 集団給食（４）その他 集団給食 伊丹市 市長 藤原 保幸 664-0898 兵庫県伊丹市千僧１丁目１番地 神北(伊健)第47-6 令和3年6月14日
000028 2100155867 イクセンオート 664-0016 伊丹市昆陽北１丁目３－８ 7870589 コップ式自動販売機（自動洗浄・屋内設置） 自動販売機 株式会社アペックス西日本 代表取締役 森 吉平 550-0015 大阪府大阪市西区南堀江４丁目２５－２４ 665359024 神北(伊健)第44-2 令和3年6月1日
000028 2100155873 ＴＳＫサービス株式会社  奥猪名健康の郷事業所 666-0201 川辺郡猪名川町杉生字奥山１－２２兵庫県立奥猪名健康の郷 7690780 魚介類販売業 一般 ＴＳＫサービス株式会社 代表取締役 大石 達也 435-0007 静岡県浜松市東区流通元町２－３ 534218881 神北(伊健)第40-101 令和3年6月1日
000028 2100155906 セブンーイレブン　伊丹大野１丁目店 664-0003 伊丹市大野１丁目５７ 7791103 コンビニエンスストア 一般 石原 玄也 神北(伊健)第49-164 令和3年6月1日
000028 2100155930 パチンコでるでる 666-0025 川西市加茂６丁目１２５－１ 7550019 自動販売機（要届出のコップ式自動販売機及び要許可を除く） 自動販売機 株式会社永祥 代表取締役 永本 泰盛 666-0025 兵庫県川西市加茂６丁目１２５－１ 7550600 神北(伊健)第45-1 令和3年6月1日
000028 2100156008 社会福祉法人　報徳会　やわらぎ保育園 664-0846 伊丹市伊丹２丁目３－２７ 7785880 集団給食（４）その他 集団給食 社会福祉法人報徳会 理事長 内藤 経雄 664-0846 兵庫県伊丹市伊丹２丁目３番２７号 7785880 神北(伊健)第47-99 令和3年11月4日
000028 2100156229 伊丹くじら小規模保育園 664-0852 伊丹市南本町１丁目１－１２セントラル第二伊丹１Ｆ 7829410 集団給食（４）その他 集団給食 社会福祉法人くじら 理事長 田﨑 耕太郎 856-0806 長崎県大村市富の原１丁目１１１３番地１ 7829410 神北(伊健)第47-141 令和3年11月30日
000028 2100156492 ローソン川西平野二丁目店 666-0121 川西市平野２丁目８－２８ 7939160 コンビニエンスストア 一般 代表取締役 佐藤 実路 664-0853 兵庫県伊丹市平松５丁目１番１７－３０３号 7855090 神北(伊健)第49-165 令和3年6月1日
000028 2100156740 株式会社万代多田店 666-0124 川西市多田桜木２丁目８－２５ 7927422 自動販売機（要届出のコップ式自動販売機及び要許可を除く） 自動販売機 株式会社万代 代表取締役 阿部 秀行 544-0003 大阪府大阪市生野区小路東３丁目１０－１３ 667203305 神北(伊健)第45-102 令和3年6月1日
000028 2100156745 ＮＳＩ清和台スポーツクラブ 666-0142 川西市清和台東３丁目１番８号Ｅ－５－１ガーデンモール清和台２Ｆ 7906622 自動販売機（要届出のコップ式自動販売機及び要許可を除く） 自動販売機 株式会社エヌ・エス・アイ 代表取締役 近藤 雅彦 530-0001 大阪府大阪市北区梅田１丁目１１番４－２１００号 664428401 神北(伊健)第45-121 令和3年6月1日
000028 2100156805 セブン－イレブン川西一庫店 666-0153 川西市一庫字中ノ坪８番 7951515 コンビニエンスストア 一般 伊丹産業株式会社 代表取締役 北嶋 一郎 664-0851 兵庫県伊丹市中央５丁目５番１０号 7830001 神北(伊健)第49-166 令和3年6月1日
000028 2100156838 ローソン伊丹山田五丁目 664-0874 伊丹市山田５丁目６－７ 7737627 コンビニエンスストア 一般 株式会社髙嶋 代表取締役 髙嶋 正勝 661-0003 兵庫県尼崎市富松町３丁目２１－３３ 664230944 神北(伊健)第49-167 令和3年6月1日



000028 2100157086 ローソン伊丹池尻６丁目店 664-0027 伊丹市池尻６丁目２９７－１ 7855565 コンビニエンスストア 一般 岩井 護 神北(伊健)第49-168 令和3年6月1日
000028 2100157289 ドン･キホーテ川西店 666-0128 川西市多田院西２丁目３－１１ 7900811 百貨店、総合スーパー 一般 株式会社ドン・キホーテ 代表取締役 吉田 直樹 153-0042 東京都目黒区青葉台２丁目１９－１０ 357257532 神北(伊健)第50-182 令和3年6月1日
000028 2100157323 セブン－イレブン　阪急新伊丹駅前店 664-0853 伊丹市平松４丁目１－２０ 7795887 コンビニエンスストア 一般 志内 貴寛 神北(伊健)第49-169 令和3年6月1日
000028 2100157769 あそかの木保育園 664-0023 伊丹市中野西１丁目１６５ 7773890 集団給食（４）その他 集団給食 社会福祉法人あいく会 理事長 橋本 典子 664-0023 兵庫県伊丹市中野西１丁目１６５番地 7773890 神北(伊健)第47-65 令和3年7月21日
000028 2100157792 かえでシニアアルヴァンタウンⅠ 666-0017 川西市火打１丁目１４－６ 7576850 集団給食（４）その他 集団給食 かえで住宅販売株式会社 代表取締役 古林 由貴 666-0015 兵庫県川西市小花２丁目２７番１８号 7576852 神北(伊健)第47-120 令和3年11月24日
000028 2100157865 ローソン伊丹桑津二丁目店 664-0839 伊丹市桑津２丁目１－５ 7781211 コンビニエンスストア 一般 株式会社ローソン 代表取締役 玉塚 元一 141-8643 東京都品川区大崎１丁目１１－２ 366353963 神北(伊健)第49-233 令和3年6月1日
000028 2100158037 関西スーパー　中央店 664-0851 伊丹市中央５丁目３－３８ 7720345 百貨店、総合スーパー 一般 株式会社関西スーパーマーケット 代表取締役 福谷 耕治 664-0851 兵庫県伊丹市中央５丁目３番３８号 7720341 神北(伊健)第50-145 令和3年6月1日
000028 2100158170 そんぽの家　川西鶴之荘 666-0014 川西市小戸２丁目１８－５ 7566564 集団給食（４）その他 集団給食 ＳＯＭＰＯケア株式会社 代表取締役 鷲見 隆充 140-0002 東京都品川区東品川４丁目１２番８号 364558560 神北(伊健)第47-132 令和3年11月30日
000028 2100158177 （株）関西スーパーマーケット本部２Ｆ食堂 664-0851 伊丹市中央５丁目３－３８ コップ式自動販売機（自動洗浄・屋内設置） 自動販売機 株式会社　アペックス西日本 代表取締役 森 吉平 550-0015 大阪府大阪市西区南堀江４丁目２５－２４ 665359024 神北(伊健)第44-155 令和3年6月1日
000028 2100158307 宅配クック１２３川西店 666-0001 川西市鴬の森町８－１竹田ハイツ１０１ 7441234 乳類販売業 一般 小寺 直樹 神北(伊健)第42-241 令和3年6月1日
000028 2100158398 ローソン川西加茂二丁目店 666-0025 川西市加茂２丁目７－１７ 7593383 コンビニエンスストア 一般 林田 充弘 神北(伊健)第49-234 令和3年6月1日
000028 2100158446 ＪＳＳ尼宝スイミング 664-0027 伊丹市池尻５丁目５ 乳類販売業 自動販売機 関西キリンビバレッジサービス株式会社 代表取締役 実川 勝己 530-0011 大阪府大阪市北区大深町４番２０号 677309206 神北(伊健)第42-139 令和3年6月1日
000028 2100158541 川西共同保育園栄町分園 666-0033 川西市栄町１３－４ 7583798 集団給食（４）その他 集団給食 社会福祉法人虹の子会 理事長 正木 みどり 666-0014 兵庫県川西市小戸３丁目１２番１０号 7579525 神北(伊健)第47-127 令和3年11月29日
000028 2100158591 山子屋保育園 666-0153 川西市一庫字区田３－１ 7950373 集団給食（４）その他 集団給食 特定非営利活動法人山子屋 理事 坂上 案奈 666-0153 兵庫県川西市一庫字区田３番地１ 7950373 神北(伊健)第47-119 令和3年11月19日
000028 2100158671 ローソン伊丹下河原二丁目店 664-0832 伊丹市下河原２丁目１３－８ 7725310 コンビニエンスストア 一般 株式会社脩実 代表取締役 佐藤 実路 664-0853 兵庫県伊丹市平松５丁目１－１７－３０３ 7855090 神北(伊健)第49-170 令和3年6月1日
000028 2100158957 柳金属本社パック 664-0842 伊丹市森本８丁目７４－２ 乳類販売業 自動販売機コカ・コーラボトラーズジャパン株式会社代表取締役 カリン ドラガン107-0052 東京都港区赤坂９丁目７－１ 神北(伊健)第42-140 令和3年6月1日
000028 2100159255 明治乳業　山下販売所 666-0117 川西市東畦野５丁目２１－１市立川西病院内 乳類販売業 自動販売機 今北 芳生 神北(伊健)第42-141 令和3年6月1日
000028 2100159259 ドン・キホーテ／伊丹店 664-0899 伊丹市大鹿７丁目６２－１ コップ式自動販売機（自動洗浄・屋内設置）自動販売機サントリービバレッジソリューション株式会社代表取締役 及川 剛 160-0023 東京都新宿区西新宿８丁目１７番１号 363040501 神北(伊健)第44-299 令和3年6月1日
000028 2100159295 株式会社カイシン 664-0858 伊丹市西台１丁目６－１３伊丹コアビル５０２ 7755605 魚介類販売業 一般 株式会社カイシン 代表取締役 福西 哲男 664-0856 兵庫県伊丹市梅ノ木４丁目５－１１－２ 7755605 神北(伊健)第40-103 令和3年6月1日
000028 2100159319 生活協同組合コープこうべ　コープ行基 664-0857 伊丹市行基町１丁目１６－１ 7832503 自動販売機（要届出のコップ式自動販売機及び要許可を除く） 自動販売機 山陽イシダ株式会社 代表取締役 北村 晋吾 701-1152 岡山県岡山市北区津高３２５番地１ 862558765 神北(伊健)第45-139 令和3年6月1日
000028 2100159426 三菱電機㈱ 664-0005 伊丹市瑞原４丁目１ コップ式自動販売機（自動洗浄・屋内設置） 自動販売機 株式会社アペックス西日本 代表取締役 森 吉平 550-0015 大阪府大阪市西区南堀江４丁目２５－２４ 665359024 神北(伊健)第44-156 令和3年6月1日
000028 2100159430 バイクセブン 伊丹店 ２Ｆ 664-0831 伊丹市北伊丹５丁目９６－１ コップ式自動販売機（自動洗浄・屋内設置） 自動販売機 株式会社アペックス西日本 代表取締役 森 吉平 550-0015 大阪府大阪市西区南堀江４丁目２５－２４ 665359024 神北(伊健)第44-157 令和3年6月1日
000028 2100159487 ダイハツメタル新棟２Ｆ 666-0023 川西市東久代２丁目３－３ コップ式自動販売機（自動洗浄・屋内設置） 自動販売機 株式会社アペックス西日本 代表取締役 森 吉平 550-0015 大阪府大阪市西区南堀江４丁目２５－２４ 665359024 神北(伊健)第44-158 令和3年6月1日
000028 2100159502 西菱電機エンジニアリング（株）２Ｆ食堂 664-0837 伊丹市北河原１丁目２－７ コップ式自動販売機（自動洗浄・屋内設置） 自動販売機 株式会社アペックス西日本 代表取締役 森 吉平 550-0015 大阪府大阪市西区南堀江４丁目２５－２４ 665359024 神北(伊健)第44-159 令和3年6月1日
000028 2100159567 株式会社　ハンシンデリカ 664-0854 伊丹市南町４丁目７－１ 649612770 食肉販売業 一般 株式会社　ハンシンデリカ 代表取締役 中川 義治郎 664-0854 兵庫県伊丹市南町４丁目７番１号 649612770 神北(伊健)第41-103 令和3年6月1日
000028 2100159591 株式会社　サニー技研 664-0858 伊丹市西台３丁目１－９ コップ式自動販売機（自動洗浄・屋内設置）自動販売機ナショナル・ベンディング株式会社代表取締役 藤山 雄一郎 141-0021 東京都品川区上大崎１－１５－２２ 364594781 神北(伊健)第44-118 令和3年6月1日
000028 2100159927 ローゲンマイヤー伊丹店 664-0851 伊丹市中央１丁目４－２くらすと伊丹１階 7830090 乳類販売業 一般 株式会社ローゲンマイヤー 代表取締役 細谷 洋一郎 659-0093 兵庫県芦屋市船戸町２－１ 664228606 神北(伊健)第42-242 令和3年6月1日
000028 2100160078 ローソン川西加茂六丁目店 666-0025 川西市加茂６丁目６８－１ 7597650 コンビニエンスストア 一般 有限会社ハーモニー 代表取締役 福井 智康 660-0892 兵庫県尼崎市東難波町５丁目１３番２５号 664158292 神北(伊健)第49-171 令和3年6月1日
000028 2100160112 ㈱いかりスーパーマーケット伊丹店 664-0858 伊丹市西台１丁目１－１阪急伊丹駅 コップ式自動販売機（自動洗浄・屋内設置）自動販売機ＦＶジャパン株式会社 代表取締役 原 幹弘 107-0052 東京都港区赤坂６丁目１－２０ 335580521 神北(伊健)第44-128 令和3年6月1日
000028 2100160263 伊丹天神川病院２Ｆ 664-0007 伊丹市北野６丁目３８ 7815577 乳類販売業 自動販売機 関西キリンビバレッジサービス株式会社 代表取締役 実川 勝己 530-0011 大阪府大阪市北区大深町４番２０号 677309206 神北(伊健)第42-142 令和3年6月1日
000028 2100160264 伊丹天神川病院１Ｆ 664-0007 伊丹市北野６丁目３８ 7815577 乳類販売業 自動販売機 関西キリンビバレッジサービス株式会社 代表取締役 実川 勝己 530-0011 大阪府大阪市北区大深町４番２０号 677309206 神北(伊健)第42-143 令和3年6月1日
000028 2100160417 セブン－イレブン猪名川伏見台１丁目店 666-0262 川辺郡猪名川町伏見台１丁目１－７４ 7665871 コンビニエンスストア 一般 兼森 弘彦 神北(伊健)第49-172 令和3年6月1日
000028 2100160477 関西スーパー　桜台店 664-0029 伊丹市中野北３丁目５－２８ 7834758 百貨店、総合スーパー 一般 株式会社関西スーパーマーケット 代表取締役 福谷 耕治 664-0851 兵庫県伊丹市中央５丁目３番３８号 7720341 神北(伊健)第50-146 令和3年6月1日
000028 2100160512 伊丹天神川病院　４Ｆ 664-0007 伊丹市北野６丁目３８ コップ式自動販売機（自動洗浄・屋内設置） 自動販売機 株式会社アペックス西日本 代表取締役 森 吉平 550-0015 大阪府大阪市西区南堀江４丁目２５－２４ 665359024 神北(伊健)第44-160 令和3年6月1日
000028 2100160912 関西スーパー　荒牧店 664-0001 伊丹市荒牧７丁目１２－１５ 7777222 自動販売機（要届出のコップ式自動販売機及び要許可を除く） 自動販売機 株式会社関西スーパーマーケット 代表取締役 福谷 耕治 664-0851 兵庫県伊丹市中央５丁目３－３８ 7720341 神北(伊健)第45-112 令和3年6月1日
000028 2100160974 関西スーパー　荒牧店 664-0001 伊丹市荒牧７丁目１２－１５ 7777222 百貨店、総合スーパー 一般 株式会社関西スーパーマーケット 代表取締役 福谷 耕治 664-0851 兵庫県伊丹市中央５丁目３－３８ 7720341 神北(伊健)第50-147 令和3年6月1日
000028 2100161358 社会福祉法人　子どもの家福祉会  向陽台あすのこども園 666-0115 川西市向陽台３丁目１１－６４ 7440425 集団給食（４）その他 集団給食 社会福祉法人子どもの家福祉会 理事長 赤西 雅之 671-1104 兵庫県姫路市広畑区才８５０番地１ 792804462 神北(伊健)第47-55 令和3年7月13日
000028 2100161391 関西スーパー鴻池店 664-0006 伊丹市鴻池５丁目６－３ 7810755 自動販売機（要届出のコップ式自動販売機及び要許可を除く） 自動販売機 株式会社　関西スーパーマーケット 代表取締役 福谷 耕治 664-0851 兵庫県伊丹市中央５丁目３番３８号 7720341 神北(伊健)第45-141 令和3年6月1日
000028 2100161392 関西スーパー久代店 666-0024 川西市久代４丁目２－１１ 7553177 自動販売機（要届出のコップ式自動販売機及び要許可を除く） 自動販売機 株式会社関西スーパーマーケット 代表取締役 福谷 耕治 664-0851 兵庫県伊丹市中央５丁目３－３８ 7720341 神北(伊健)第45-132 令和3年6月1日
000028 2100161392 関西スーパー久代店 666-0024 川西市久代４丁目２－１１ 7553177 自動販売機（要届出のコップ式自動販売機及び要許可を除く） 自動販売機 株式会社関西スーパーマーケット 代表取締役 福谷 耕治 664-0851 兵庫県伊丹市中央５丁目３－３８ 7720341 神北(伊健)第45-142 令和3年6月1日
000028 2100161469 川西阪急百貨店　川西　５Ｆ食堂右 666-0033 川西市栄町２６－１ コップ式自動販売機（自動洗浄・屋内設置） 自動販売機 株式会社アペックス西日本 代表取締役 森 吉平 550-0015 大阪府大阪市西区南堀江４丁目２５－２４ 665359024 神北(伊健)第44-163 令和3年6月1日
000028 2100161703 業務スーパーＴＡＫＥＮＯＫＯ　川西下加茂店 666-0022 川西市下加茂１丁目２１－１１ 7575515 百貨店、総合スーパー 一般 株式会社Ｕ＆Ｓ 代表取締役 梅原 一嘉 564-0027 大阪府吹田市朝日町１４－１９ 663828001 神北(伊健)第50-150 令和3年6月1日
000028 2100161741 ツルハドラッグ伊丹中央店 664-0851 伊丹市中央４丁目５－１５ 7736268 自動販売機（要届出のコップ式自動販売機及び要許可を除く） 自動販売機 株式会社ツルハ 代表取締役 八幡 政浩 065-0024 北海道札幌市東区北２４条東２０丁目１－２１ 117832754 神北(伊健)第45-143 令和3年6月1日
000028 2100161941 日本郵便株式会社　伊丹郵便局３Ｆ食堂 664-0851 伊丹市中央６丁目２－１４ コップ式自動販売機（自動洗浄・屋内設置） 自動販売機 株式会社アペックス西日本 代表取締役 森 吉平 550-0015 大阪府大阪市西区南堀江４丁目２５－２４ 665359024 神北(伊健)第44-164 令和3年6月1日
000028 2100161967 阪急オアシス伊丹昆陽東店 664-0886 伊丹市昆陽東１丁目２－７ 7770360 百貨店、総合スーパー 一般 株式会社阪急オアシス 代表取締役 永田 靖人 530-0017 大阪府大阪市北区角田町８番７号 668457504 神北(伊健)第50-148 令和3年6月1日
000028 2100161968 阪急オアシス伊丹昆陽東店 664-0886 伊丹市昆陽東１丁目２－７ 7770360 自動販売機（要届出のコップ式自動販売機及び要許可を除く） 自動販売機 株式会社阪急オアシス 代表取締役 永田 靖人 530-0017 大阪府大阪市北区角田町８番７号 668457504 神北(伊健)第45-113 令和3年6月1日
000028 2100162108 株式会社　万代　川西加茂店 666-0022 川西市下加茂２丁目４－５ 7568831 百貨店、総合スーパー 一般 株式会社万代 代表取締役 阿部 秀行 544-0003 大阪府大阪市生野区小路東３丁目１０－１３ 667203305 神北(伊健)第50-149 令和3年6月1日
000028 2100162109 株式会社　万代　川西加茂店 666-0022 川西市下加茂２丁目４－５ 7568831 自動販売機（要届出のコップ式自動販売機及び要許可を除く） 自動販売機 株式会社万代 代表取締役 阿部 秀行 544-0003 大阪府大阪市生野区小路東３丁目１０－１３ 667203305 神北(伊健)第45-114 令和3年6月1日
000028 2100162130 ダイハツ工業(株)　ノックダウン工場内 664-0831 伊丹市北伊丹５丁目２２ 7543393 乳類販売業 自動販売機 山崎 幸男 神北(伊健)第42-144 令和3年6月1日
000028 2100162134 ダイハツ多田工場　事務棟 666-0131 川西市矢問３丁目２１－２ 7543393 乳類販売業 自動販売機 山崎 幸男 神北(伊健)第42-145 令和3年6月1日
000028 2100162136 ダイハツ多田工場　技術棟１Ｆ 666-0131 川西市矢問３丁目２１－２ 7543393 乳類販売業 自動販売機 山崎 幸男 神北(伊健)第42-146 令和3年6月1日
000028 2100162138 ダイハツ多田工場　工場内 666-0131 川西市矢問３丁目２１－２ 7543393 乳類販売業 自動販売機 山崎 幸男 神北(伊健)第42-147 令和3年6月1日
000028 2100162167 住友電工北食堂 664-0016 伊丹市昆陽北１丁目１－１ 乳類販売業 自動販売機 宮地 秀明 神北(伊健)第42-148 令和3年6月1日
000028 2100162219 イオン伊丹昆陽店 664-0027 伊丹市池尻４丁目１－１ 7736900 乳類販売業 一般 イオンリテール株式会社 代表取締役 井出 武美 261-0023 千葉県千葉市美浜区中瀬１丁目５－１ 432116110 神北(伊健)第42-103 令和3年6月1日
000028 2100162377 阪急オアシス清和台店 666-0142 川西市清和台東３丁目１－８ 7981561 自動販売機（要届出のコップ式自動販売機及び要許可を除く） 自動販売機 株式会社阪急オアシス 代表取締役 永田 靖人 530-0017 大阪府大阪市北区角田町８番７号 668457547 神北(伊健)第45-104 令和3年6月1日
000028 2100162557 阪急オアシス日生中央店 666-0261 川辺郡猪名川町松尾台１丁目２－１ 7661931 自動販売機（要届出のコップ式自動販売機及び要許可を除く） 自動販売機 株式会社阪急オアシス 代表取締役 永田 靖人 530-0017 大阪府大阪市北区角田町８番７号 668457558 神北(伊健)第45-103 令和3年6月1日
000028 2100162594 セブン－イレブン伊丹桜ヶ丘３丁目店 664-0897 伊丹市桜ケ丘３丁目１－８ 7856835 コンビニエンスストア 一般 三宅 正記 神北(伊健)第49-173 令和3年6月1日
000028 2100162908 三菱電機株式会社７Ｅ１３９５ 664-0005 伊丹市瑞原４丁目１ 7726380 コップ式自動販売機（自動洗浄・屋内設置） 自動販売機 サントリービバレッジソリューション株式会社 代表取締役 及川 剛 160-0023 東京都新宿区西新宿８丁目１７番１号 363040501 神北(伊健)第44-272 令和3年6月1日
000028 2100162957 阪急オアシス伊丹鴻池店 664-0006 伊丹市鴻池４丁目１－１０ 7735710 百貨店、総合スーパー 一般 株式会社阪急オアシス 代表取締役 永田 靖人 530-0017 大阪府大阪市北区角田町８番７号 668457504 神北(伊健)第50-151 令和3年6月1日
000028 2100162958 阪急オアシス伊丹鴻池店 664-0006 伊丹市鴻池４丁目１－１０ 7735710 自動販売機（要届出のコップ式自動販売機及び要許可を除く） 自動販売機 株式会社阪急オアシス 代表取締役 永田 靖人 530-0017 大阪府大阪市北区角田町８番７号 668457504 神北(伊健)第45-115 令和3年6月1日
000028 2100163048 ㈱オイシス伊丹工場 664-0027 伊丹市池尻２丁目２３ 7818269 コップ式自動販売機（自動洗浄・屋内設置） 自動販売機 ナショナル・ベンディング株式会社 代表取締役 藤山 雄一郎 141-0021 東京都品川区上大崎１－１５－２２ 364594781 神北(伊健)第44-119 令和3年6月1日
000028 2100163344 ファミリーマート　伊丹鴻池四丁目店 664-0006 伊丹市鴻池４丁目２－２０ 7771107 コンビニエンスストア 一般 深美 誠史 神北(伊健)第49-174 令和3年6月1日
000028 2100163454 ヤマザキショップイオンモール伊丹昆陽 664-0027 伊丹市池尻４丁目１－１イオンモール伊丹昆陽店３Ｆ休憩室 7775777 コンビニエンスストア 一般 株式会社ケイ・エンタープライズ 代表取締役 高橋 耕二 664-0836 兵庫県伊丹市北本町３丁目１１２ 7775777 神北(伊健)第49-175 令和3年6月1日
000028 2100163514 東洋ゴム工業株式会社  ７Ｅ１２５３ 666-0131 川西市矢問３丁目１０－１ 7891507 コップ式自動販売機（自動洗浄・屋内設置） 自動販売機 サントリービバレッジソリューション株式会社 代表取締役 及川 剛 160-0023 東京都新宿区西新宿８丁目１７番１号 363040501 神北(伊健)第44-303 令和3年6月1日
000028 2100163520 自販機カフェ軽食２４  ７Ｅ１４２５・７Ｅ１４２６664-0843 伊丹市岩屋１丁目７－８ コップ式自動販売機（自動洗浄・屋内設置）自動販売機サントリービバレッジソリューション株式会社代表取締役 及川 剛 160-0023 東京都新宿区西新宿８丁目１７番１号 363040501 神北(伊健)第44-274 令和3年6月1日
000028 2100163673 コープ行基店　店内 664-0857 伊丹市行基町１丁目１６－１ コップ式自動販売機（自動洗浄・屋内設置） 自動販売機 株式会社アペックス西日本 代表取締役 森 吉平 550-0015 大阪府大阪市西区南堀江４丁目２５－２４ 665359024 神北(伊健)第44-167 令和3年6月1日
000028 2100163685 ローソン伊丹桑津二丁目店 664-0839 伊丹市桑津２丁目１－５ 7781211 コンビニエンスストア 一般 有限会社世多 代表取締役 當銘 偉哲 661-0963 兵庫県尼崎市高田町２番２号 664971170 神北(伊健)第49-176 令和3年6月1日
000028 2100163969 東洋ゴム工業株式会社中央研修所  北管理棟３Ｆ連絡通路 664-0854 川西市矢問３丁目１０－１ 7891400 コップ式自動販売機（自動洗浄・屋内設置） 自動販売機 株式会社アペックス西日本 代表取締役 森 吉平 550-0015 大阪府大阪市西区南堀江４丁目２５－２４ 665359024 神北(伊健)第44-169 令和3年6月1日
000028 2100164012 伊丹恒生脳神経外科病院　７Ｅ１４６６ 664-0028 伊丹市西野１丁目３００－１ 727816600 コップ式自動販売機（自動洗浄・屋内設置） 自動販売機 サントリービバレッジソリューション株式会社 代表取締役 及川 剛 160-0023 東京都新宿区西新宿８丁目１７番１号 363040501 神北(伊健)第44-275 令和3年6月1日
000028 2100164084 協同購入センター伊丹 666-0024 川西市久代３丁目１４－２４ 7591610 その他の食料・飲料販売業 一般 生活協同組合コ－プこうべ 代表理事 岩山 利久 658-0051 兵庫県神戸市東灘区住吉本町１丁目３番１９号 788561003 神北(伊健)第54-1003 令和3年6月1日
000028 2100164103 イズミヤ多田店　イートインコーナー666-0124 川西市多田桜木１丁目８－３ コップ式自動販売機（自動洗浄・屋内設置）自動販売機ナショナル・ベンディング株式会社代表取締役 藤山 雄一郎 141-0021 東京都品川区上大崎１－１５－２２ 364594781 神北(伊健)第44-120 令和3年6月1日
000028 2100164121 ローソン　川西能勢口駅前店 666-0033 川西市栄町１６－６ 7575077 コンビニエンスストア 一般 株式会社髙嶋 代表取締役 髙嶋 正勝 661-0003 兵庫県尼崎市富松町３丁目２１－３３ 664230944 神北(伊健)第49-177 令和3年6月1日
000028 2100164213 猪名川国際カントリークラブ  ハウスレストラン 666-0236 川辺郡猪名川町北田原字釜ヶ谷１ 7672670 食肉販売業 一般 株式会社アコーディアＡＨ０２ 代表取締役 石井 歓 140-0002 東京都品川区東品川４丁目１２－４ 366881500 神北(伊健)第41-104 令和3年6月1日
000028 2100164247 山の原ゴルフクラブ　ハウスレストラン 666-0154 川西市山原字下恋里１２ 7916066 食肉販売業 一般 株式会社アコーディアＡＨ０２ 代表取締役 石井 歓 140-0002 東京都品川区東品川４丁目１２－４ 366881330 神北(伊健)第41-105 令和3年6月1日
000028 2100164264 猪名川グリーンカントリークラブ  クラブハウスレストラン 666-0237 川辺郡猪名川町下阿古谷字賀屋４ 7673232 食肉販売業 一般 株式会社アコーディアＡＨ０２ 代表取締役 石井 歓 140-0002 東京都品川区東品川４丁目１２－４ 366881330 神北(伊健)第41-106 令和3年6月1日
000028 2100164606 山崎産業　７Ｅ１５１５ 664-0831 伊丹市北伊丹６丁目６７ 7820991 コップ式自動販売機（自動洗浄・屋内設置） 自動販売機 サントリービバレッジソリューション株式会社 代表取締役 及川 剛 160-0023 東京都新宿区西新宿８丁目１７番１号 363040501 神北(伊健)第44-276 令和3年6月1日
000028 2100164737 川西イトマンスイミングスクール 666-0002 川西市滝山町１丁目１８ 7571376 乳類販売業 自動販売機 コカ・コーラボトラーズジャパン株式会社 代表取締役 カリン ドラガン 107-0052 東京都港区赤坂９丁目７－１ 神北(伊健)第42-150 令和3年6月1日
000028 2100164742 川西阪急Ｂ２階　パック 666-0033 川西市栄町２６－１ 7561503 乳類販売業 自動販売機 コカ・コーラボトラーズジャパン株式会社 代表取締役 カリン ドラガン 107-0052 東京都港区赤坂９丁目７－１ 120866509 神北(伊健)第42-151 令和3年6月1日
000028 2100164761 パチンコ１・２・３川西店　１Ｆ（ＣＣＷ受託） 666-0128 川西市多田院西２丁目３－８ 7938777 コップ式自動販売機（自動洗浄・屋内設置） 自動販売機 株式会社アペックス西日本 代表取締役 森 吉平 550-0015 大阪府大阪市西区南堀江４丁目２５－２４ 665359024 神北(伊健)第44-170 令和3年6月1日
000028 2100164762 日本郵便株式会社　川西北郵便局  ２Ｆ食堂（タイガー） 666-0117 川西市東畦野２丁目８－１ 7947502 コップ式自動販売機（自動洗浄・屋内設置） 自動販売機 株式会社アペックス西日本 代表取締役 森 吉平 550-0015 大阪府大阪市西区南堀江４丁目２５－２４ 665359024 神北(伊健)第44-171 令和3年6月1日
000028 2100164772 株式会社阪急オアシス清和台店店内 666-0142 川西市清和台東３丁目１－８ 120301683 コップ式自動販売機（自動洗浄・屋内設置） 自動販売機 株式会社アペックス西日本 代表取締役 森 吉平 550-0015 大阪府大阪市西区南堀江４丁目２５－２４ 665359024 神北(伊健)第44-172 令和3年6月1日
000028 2100164773 日本郵便株式会社川西郵便局２Ｆ食堂 666-0033 川西市栄町１３－１８ 7598303 コップ式自動販売機（自動洗浄・屋内設置） 自動販売機 株式会社アペックス西日本 代表取締役 森 吉平 550-0015 大阪府大阪市西区南堀江４丁目２５－２４ 665359024 神北(伊健)第44-173 令和3年6月1日
000028 2100164774 市立伊丹病院医局棟３Ｆ 664-0015 伊丹市昆陽池１丁目１００ 7773773 コップ式自動販売機（自動洗浄・屋内設置） 自動販売機 株式会社アペックス西日本 代表取締役 森 吉平 550-0015 大阪府大阪市西区南堀江４丁目２５－２４ 665359024 神北(伊健)第44-174 令和3年6月1日
000028 2100164801 ファミリーマート伊丹稲野店 664-0861 伊丹市稲野町８丁目４０－１ 7735611 コンビニエンスストア 一般 代表取締役 原田 剛 561-0801 大阪府豊中市曽根西町３丁目６－１ 668459595 神北(伊健)第49-179 令和3年6月1日
000028 2100164838 三菱北伊丹Ｕ棟地下１Ｆ 664-0005 伊丹市瑞原４丁目１ 7823815 乳類販売業 自動販売機 コカ・コーラボトラーズジャパン株式会社 代表取締役 カリン ドラガン 107-0052 東京都港区赤坂９丁目７－１ 神北(伊健)第42-152 令和3年6月1日
000028 2100165037 セブン イレブン伊丹南町２丁目店 664-0854 伊丹市南町２丁目２－１３ 7708277 コンビニエンスストア 一般 津田 裕介 神北(伊健)第49-180 令和3年6月1日
000028 2100165154 最上 664-0006 伊丹市鴻池５丁目６－３関西スーパーマーケット鴻池店 7810755 コップ式自動販売機（自動洗浄・屋内設置） 自動販売機 アシード株式会社 代表取締役 河本 大輔 721-0957 広島県福山市箕島町５７２５番地１ 849828800 神北(伊健)第44-130 令和3年6月1日
000028 2100165160 デイサービス緑ヶ丘ガーデンクラブ 664-0892 伊丹市高台３丁目６－４ 7735507 集団給食（４）その他 集団給食 杉原サポート株式会社 代表取締役 杉原 康広 661-0971 兵庫県尼崎市瓦宮２丁目２２番１９号 664916188 神北(伊健)第47-130 令和3年11月30日
000028 2100165336 アイリーデイサービス 664-0875 伊丹市野間北５丁目９－１３ 7671261 集団給食（４）その他 集団給食 株式会社アイリンクス 代表取締役 伊藤 泰充 664-0875 兵庫県伊丹市野間北５丁目９番１３号 7671261 神北(伊健)第47-138 令和3年11月30日
000028 2100165476 株式会社Wave Technology 2Fシースルー 666-0024 川西市久代３丁目１３－２１ 585811 コップ式自動販売機（自動洗浄・屋内設置） 自動販売機 株式会社アペックス西日本 代表取締役 森 吉平 550-0015 大阪府大阪市西区南堀江４丁目２５－２４ 665359024 神北(伊健)第44-175 令和3年6月1日
000028 2100165510 株式会社太陽猪名川自動車学校  １Ｆロビー 666-0233 川辺郡猪名川町紫合字釘貫７３３ 7668080 コップ式自動販売機（自動洗浄・屋内設置） 自動販売機 株式会社アペックス西日本 代表取締役 森 吉平 550-0015 大阪府大阪市西区南堀江４丁目２５－２４ 665359024 神北(伊健)第44-176 令和3年6月1日
000028 2100165532 錦わらい 664-0875 伊丹市野間北２丁目２－８ 7737511 食肉販売業 一般 株式会社　治元 代表取締役 木元 一良 611-0033 京都府宇治市大久保町南ノ口６４番２ 774435152 神北(伊健)第41-107 令和3年6月1日
000028 2100165539 宝塚医療大学附属保育園 666-0033 川西市栄町２５－１アステ川西３階 7571616 集団給食（４）その他 集団給食 学校法人平成医療学園 理事長 岸野 雅方 531-0072 大阪府大阪市北区豊崎７丁目７番１７号 663757773 神北(伊健)第47-123 令和3年11月29日
000028 2100165553 石道温泉１階 666-0156 川西市石道下ノ垣内２１６ 7990138 乳類販売業 自動販売機 芝 昌夫 神北(伊健)第42-153 令和3年6月1日
000028 2100165635 ファミリーマート　伊丹緑ケ丘店 664-0012 伊丹市緑ケ丘６丁目６６－１ 7821704 コンビニエンスストア 一般 株式会社ＫＡＺＯＣ 代表取締役 伊原 範行 663-8154 兵庫県西宮市浜甲子園４丁目１－２４－１１６ 798450868 神北(伊健)第49-182 令和3年6月1日
000028 2100165641 ファミリーマート　伊丹森本店 664-0842 伊丹市森本４丁目６４ 7738188 コンビニエンスストア 一般 株式会社ＫＡＺＯＣ 代表取締役 伊原 範行 663-8154 兵庫県西宮市浜甲子園４丁目１－２４－１１６ 798450868 神北(伊健)第49-183 令和3年6月1日
000028 2100165880 ケイ低温フーズ株式会社  本社　２Ｆ通路 664-0831 伊丹市北伊丹５丁目４３－１ 7736800 コップ式自動販売機（自動洗浄・屋内設置） 自動販売機 株式会社アペックス西日本 代表取締役 森 吉平 550-0015 大阪府大阪市西区南堀江４丁目２５－２４ 665359024 神北(伊健)第44-177 令和3年6月1日
000028 2100165964 Ｙｕｍｍｙ 664-0027 伊丹市池尻１丁目２７－５ 7470946 百貨店、総合スーパー 一般 仲 祐樹 神北(伊健)第50-198 令和3年6月1日



000028 2100166033 株式会社大智鍛造所　工場内 666-0025 川西市加茂６丁目４５－１ コップ式自動販売機（自動洗浄・屋内設置） 自動販売機 株式会社アペックス西日本 代表取締役 森 吉平 550-0015 大阪府大阪市西区南堀江４丁目２５－２４ 665359024 神北(伊健)第44-178 令和3年6月1日
000028 2100166034 菱美株式会社　４Ｆ 666-0024 川西市久代３丁目１３－２１ コップ式自動販売機（自動洗浄・屋内設置） 自動販売機 株式会社アペックス西日本 代表取締役 森 吉平 550-0015 大阪府大阪市西区南堀江４丁目２５－２４ 665359024 神北(伊健)第44-179 令和3年6月1日
000028 2100166035 三菱電機株式会社　北伊丹　Ｕ棟３Ｆ 664-0005 伊丹市瑞原４丁目１ コップ式自動販売機（自動洗浄・屋内設置） 自動販売機 株式会社アペックス西日本 代表取締役 森 吉平 550-0015 大阪府大阪市西区南堀江４丁目２５－２４ 665359024 神北(伊健)第44-180 令和3年6月1日
000028 2100166036 住友電気工業株式会社　伊丹製作所　開発２階 664-0016 伊丹市昆陽北１丁目１－１ コップ式自動販売機（自動洗浄・屋内設置） 自動販売機 株式会社アペックス西日本 代表取締役 森 吉平 550-0015 大阪府大阪市西区南堀江４丁目２５－２４ 665359024 神北(伊健)第44-181 令和3年6月1日
000028 2100166038 住友電気工業株式会社　伊丹製作所　事務棟６階 664-0016 伊丹市昆陽北１丁目１－１ コップ式自動販売機（自動洗浄・屋内設置） 自動販売機 株式会社アペックス西日本 代表取締役 森 吉平 550-0015 大阪府大阪市西区南堀江４丁目２５－２４ 665359024 神北(伊健)第44-182 令和3年6月1日
000028 2100166039 住友電気工業株式会社　伊丹製作所　事務棟５階 664-0016 伊丹市昆陽北１丁目１－１ コップ式自動販売機（自動洗浄・屋内設置） 自動販売機 株式会社アペックス西日本 代表取締役 森 吉平 550-0015 大阪府大阪市西区南堀江４丁目２５－２４ 665359024 神北(伊健)第44-183 令和3年6月1日
000028 2100166052 住友電気工業株式会社　伊丹製作所　事務棟４階 664-0016 伊丹市昆陽北１丁目１－１ コップ式自動販売機（自動洗浄・屋内設置） 自動販売機 株式会社アペックス西日本 代表取締役 森 吉平 550-0015 大阪府大阪市西区南堀江４丁目２５－２４ 665359024 神北(伊健)第44-184 令和3年6月1日
000028 2100166053 住友電気工業株式会社　伊丹製作所　加工２階 664-0016 伊丹市昆陽北１丁目１－１ コップ式自動販売機（自動洗浄・屋内設置） 自動販売機 株式会社アペックス西日本 代表取締役 森 吉平 550-0015 大阪府大阪市西区南堀江４丁目２５－２４ 665359024 神北(伊健)第44-185 令和3年6月1日
000028 2100166185 川西フレッサ保育園 666-0017 川西市火打１丁目１０－１３アベニューハル１Ｆ２Ｆ 7562023 集団給食（４）その他 集団給食 株式会社ナルセ 代表取締役 成瀬 耕三 670-0063 兵庫県姫路市下手野１丁目１番４７号 792981004 神北(伊健)第47-129 令和3年11月29日
000028 2100166327 協立温泉病院Ｂ１Ｆ 666-0121 川西市平野１丁目３９－１協立温泉病院内Ｂ１Ｆ 7921301 乳類販売業 自動販売機 國津 一夫 神北(伊健)第42-154 令和3年6月1日
000028 2100166424 八百屋マスカット 666-0142 川西市清和台東３丁目１－８ 7905560 百貨店、総合スーパー 一般 株式会社ワコー商会 代表取締役 福本 鉄雄 560-0026 大阪府豊中市玉井町３丁目４－２５ 648661633 神北(伊健)第50-152 令和3年6月1日
000028 2100166861 イオンモール伊丹昆陽　７Ｅ１５９７ 664-0027 伊丹市池尻４丁目１－１ 7736900 乳類販売業 自動販売機 サントリービバレッジソリューション株式会社 代表取締役 及川 剛 160-0023 東京都新宿区西新宿８丁目１７番１号 363040501 神北(伊健)第42-155 令和3年6月1日
000028 2100166983 あおい宙くしろ 666-0024 川西市久代４丁目５－２８ルナピエーナⅢ　１階 7550234 集団給食（４）その他 集団給食 社会福祉法人友朋会 理事長 藤澤 徹 666-0024 兵庫県川西市久代６丁目１番９０号 7676203 神北(伊健)第47-20 令和3年6月28日
000028 2100167040 伊丹警察署　１階玄関ホール北側 664-0898 伊丹市千僧１丁目５１－２ 7910110 コップ式自動販売機（自動洗浄・屋内設置） 自動販売機 株式会社山久 代表取締役 葛川 善久 547-0027 大阪府大阪市平野区喜連１丁目９番３５号 667076011 神北(伊健)第44-131 令和3年6月1日
000028 2100167135 複合介護施設　川西小花の生活 666-0015 川西市小花２丁目２－２ 7442530 集団給食（４）その他 集団給食 社会福祉法人のぞみ 理事長 下芝 初美 563-0015 大阪府池田市古江町１８番地の２ 727546541 神北(伊健)第47-85 令和3年9月24日
000028 2100167385 関西スーパー中央店 664-0851 伊丹市中央５丁目３－３８ 727720345 自動販売機（要届出のコップ式自動販売機及び要許可を除く） 自動販売機 株式会社関西スーパーマーケット 代表取締役 福谷 耕治 664-0851 兵庫県伊丹市中央５丁目３－３８ 727720341 神北(伊健)第45-149 令和3年6月1日
000028 2100167387 関西スーパー　桜台店 664-0029 伊丹市中野北３丁目５－２８ 7834758 自動販売機（要届出のコップ式自動販売機及び要許可を除く） 自動販売機 株式会社関西スーパーマーケット 代表取締役 福谷 耕治 664-0851 兵庫県伊丹市中央５丁目３番３８号 7720341 神北(伊健)第45-111 令和3年6月1日
000028 2100167447 （医）晴風園　今井病院　７Ｅ０９３８ 666-0236 川辺郡猪名川町北田原字屏風岳３ 7660030 乳類販売業 自動販売機 サントリービバレッジソリューション株式会社 代表取締役 及川 剛 160-0023 東京都新宿区西新宿８丁目１７番１号 353210701 神北(伊健)第42-156 令和3年6月1日
000028 2100167455 Ｈｏｗ　阪神リハビリテーション病院店 664-0003 伊丹市大野１丁目５９－３ 7645135 コンビニエンスストア 一般 ワタキューセイモア株式会社 代表取締役 村田 清和 610-0301 京都府綴喜郡井手町大字多賀小字茶臼塚１２番地の２ 774825101 神北(伊健)第49-226 令和3年6月1日
000028 2100167456 Ｈｏｗ　阪神リハビリテーション病院店 664-0003 伊丹市大野１丁目５９－３ 7645135 コップ式自動販売機（自動洗浄・屋内設置） 自動販売機 ワタキューセイモア株式会社 代表取締役 村田 清和 610-0301 京都府綴喜郡井手町大字多賀小字茶臼塚１２番地の２ 774825101 神北(伊健)第44-132 令和3年6月1日
000028 2100167483 川西市立牧の台みどりこども園 666-0111 川西市大和東１丁目４７－５ 7943496 集団給食（４）その他 集団給食 川西市 市長 越田 謙治郎 666-0016 兵庫県川西市中央町１２番１号 7401111 神北(伊健)第47-40 令和3年7月1日
000028 2100167525 三菱北伊丹　Ｅ棟　１Ｆ 664-0005 伊丹市瑞原４丁目１ 7726380 コップ式自動販売機（自動洗浄・屋内設置） 自動販売機 株式会社アペックス西日本 代表取締役 森 吉平 550-0015 大阪府大阪市西区南堀江４丁目２５－２４ 665359024 神北(伊健)第44-186 令和3年6月1日
000028 2100167529 三和電気株式会社　３Ｆ食堂 664-0847 伊丹市藤ノ木３丁目６－１ コップ式自動販売機（自動洗浄・屋内設置） 自動販売機 株式会社アペックス西日本 代表取締役 森 吉平 550-0015 大阪府大阪市西区南堀江４丁目２５－２４ 665359024 神北(伊健)第44-187 令和3年6月1日
000028 2100167530 株式会社フクユ　フクユタクシー　休憩室 664-0027 伊丹市池尻７丁目１８１ コップ式自動販売機（自動洗浄・屋内設置） 自動販売機 株式会社アペックス西日本 代表取締役 森 吉平 550-0015 大阪府大阪市西区南堀江４丁目２５－２４ 665359024 神北(伊健)第44-188 令和3年6月1日
000028 2100167532 阪急タクシー(株)　伊丹営業所　事務所内 664-0858 伊丹市西台３丁目１－２９ コップ式自動販売機（自動洗浄・屋内設置） 自動販売機 株式会社アペックス西日本 代表取締役 森 吉平 550-0015 大阪府大阪市西区南堀江４丁目２５－２４ 665359024 神北(伊健)第44-190 令和3年6月1日
000028 2100167566 川西阪急５Ｆ従食 666-0033 川西市栄町２６－１ 7571231 乳類販売業 自動販売機 コカ・コーラボトラーズジャパン株式会社 代表取締役 カリン ドラガン 107-0052 東京都港区赤坂９丁目７－１ 120866509 神北(伊健)第42-157 令和3年6月1日
000028 2100167570 パチンコ１・２・３　川西店  ２Ｆ（ＣＣＷ協受） 666-0128 川西市多田院西２丁目３－８ コップ式自動販売機（自動洗浄・屋内設置） 自動販売機 株式会社アペックス西日本 代表取締役 森 吉平 550-0015 大阪府大阪市西区南堀江４丁目２５－２４ 665359024 神北(伊健)第44-192 令和3年6月1日
000028 2100167580 菱美株式会社　ミヨシ電子　２Ｆ 666-0024 川西市久代３丁目１３－２１ コップ式自動販売機（自動洗浄・屋内設置） 自動販売機 株式会社アペックス西日本 代表取締役 森 吉平 550-0015 大阪府大阪市西区南堀江４丁目２５－２４ 665359024 神北(伊健)第44-193 令和3年6月1日
000028 2100167616 兵庫県立明峰高校 666-0006 川西市萩原台西２丁目３２４ 乳類販売業 自動販売機ヤシマ株式会社 代表取締役 松山 眞理子 564-0043 大阪府吹田市南吹田５丁目７－１１－３号663861441 神北(伊健)第42-158 令和3年6月1日
000028 2100167640 あおい病院 664-0001 伊丹市荒牧６丁目１４－２ 7788110 乳類販売業 自動販売機 近畿中央ヤクルト販売株式会社 代表取締役 土田 裕美 567-0862 大阪府茨木市美沢町１５－３０ 726348960 神北(伊健)第42-159 令和3年6月1日
000028 2100167641 グリーンアルス伊丹 664-0028 伊丹市西野３丁目２３９ 7800000 乳類販売業 自動販売機 近畿中央ヤクルト販売株式会社 代表取締役 土田 裕美 567-0862 大阪府茨木市美沢町１５－３０ 726348960 神北(伊健)第42-160 令和3年6月1日
000028 2100167642 （株）オイシス 664-0027 伊丹市池尻２丁目２３ 7816368 乳類販売業 自動販売機 近畿中央ヤクルト販売株式会社 代表取締役 土田 裕美 567-0862 大阪府茨木市美沢町１５－３０ 726348960 神北(伊健)第42-161 令和3年6月1日
000028 2100167643 伊丹シティホテル 664-0851 伊丹市中央６丁目２－３３ 7771111 乳類販売業 自動販売機 近畿中央ヤクルト販売株式会社 代表取締役 土田 裕美 567-0862 大阪府茨木市美沢町１５－３０ 726348960 神北(伊健)第42-162 令和3年6月1日
000028 2100167647 ファミリーマート　伊丹中野東店 664-0022 伊丹市中野東１丁目３８４ 7735016 コンビニエンスストア 一般 有限会社友國酒店 代表取締役 原田 剛 561-0801 大阪府豊中市曽根西町３丁目６番１号 神北(伊健)第49-186 令和3年6月1日
000028 2100167748 イオンスポーツクラブ伊丹昆陽店 664-0027 伊丹市池尻４丁目１－１ 7878875 自動販売機（要届出のコップ式自動販売機及び要許可を除く） 自動販売機 イオンリテール株式会社 代表取締役 井出 武美 261-0023 千葉県千葉市美浜区中瀬１丁目５－１ 432116110 神北(伊健)第45-123 令和3年6月1日
000028 2100167771 三菱電機(株)　Ｅ４棟１Ｆ 664-0005 伊丹市瑞原４丁目１ 乳類販売業 自動販売機コカ・コーラボトラーズジャパン株式会社代表取締役 カリン ドラガン107-0052 東京都港区赤坂９丁目７－１ 神北(伊健)第42-163 令和3年6月1日
000028 2100167997 阪急バス株式会社　清和台営業所　休憩所 666-0142 川西市清和台東１丁目１－５ コップ式自動販売機（自動洗浄・屋内設置） 自動販売機 株式会社アペックス西日本 代表取締役 森 吉平 550-0015 大阪府大阪市西区南堀江４丁目２５－２４ 665359024 神北(伊健)第44-195 令和3年6月1日
000028 2100168013 マクドナルド １７３川西店 666-0117 川西市東畦野６丁目１５－１ 7950151 乳類販売業 一般 株式会社ノジュール 代表取締役 吉水 亨 666-0117 兵庫県川西市東畦野６丁目１５－１ 7950151 神北(伊健)第42-243 令和3年6月1日
000028 2100168042 ふじキッズ保育園 664-0864 伊丹市安堂寺町６丁目４０２ 7828811 集団給食（４）その他 集団給食 富士学園株式会社 代表取締役 藤本 康文 664-0864 兵庫県伊丹市安堂寺町６丁目４０２番地 7828811 神北(伊健)第47-80 令和3年9月6日
000028 2100168073 スーパーマルハチ　日生中央店 666-0262 川辺郡猪名川町伏見台１丁目１－５６ 7650881 百貨店、総合スーパー 一般 株式会社マルハチ 代表取締役 栗花 正雄 651-0064 兵庫県神戸市中央区大日通１丁目２番１８号 782320839 神北(伊健)第50-153 令和3年6月1日
000028 2100168221 イズミヤ昆陽店イートインコーナー 664-0027 伊丹市池尻１丁目１ 7796501 コップ式自動販売機（自動洗浄・屋内設置） 自動販売機 ナショナル・ベンディング株式会社 代表取締役 藤山 雄一郎 141-0021 東京都品川区上大崎１－１５－２２ 364594781 神北(伊健)第44-121 令和3年6月1日
000028 2100168395 ファミリーマート　伊丹警察前 664-0881 伊丹市昆陽１丁目５０－１ 7736050 コンビニエンスストア 一般 鐘堂 修治 神北(伊健)第49-187 令和3年6月1日
000028 2100168591 ローソン川西警察署前店 666-0017 川西市火打１丁目２４－２ 7677772 コンビニエンスストア 一般 株式会社桂商店 代表取締役 秋田 修一 666-0015 兵庫県川西市小花２丁目７－１５ 7593353 神北(伊健)第49-188 令和3年6月1日
000028 2100168634 ハッピー川西 666-0013 川西市美園町１１－２ 7594172 百貨店、総合スーパー 一般 有限会社ハッピー川西 代表取締役 仲村 博一 666-0013 兵庫県川西市美園町１１－２ 7594172 神北(伊健)第50-154 令和3年6月1日
000028 2100168658 ローソン 川西多田院西１丁目店 666-0128 川西市多田院西１丁目９－１５ 7925187 コンビニエンスストア 一般 有限会社世多 代表取締役 當銘 偉哲 661-0963 兵庫県尼崎市高田町２番２号 664352829 神北(伊健)第49-189 令和3年6月1日
000028 2100168786 株式会社神戸マツダ　伊丹店 664-0891 伊丹市北園２丁目３５ コップ式自動販売機（自動洗浄・屋内設置） 自動販売機 株式会社アペックス西日本 代表取締役 森 吉平 550-0015 大阪府大阪市西区南堀江４丁目２５番２４号 665359024 神北(伊健)第44-197 令和3年6月1日
000028 2100168787 大日化工株式会社　３Ｆ食堂 664-0842 伊丹市森本３丁目２１ コップ式自動販売機（自動洗浄・屋内設置） 自動販売機 株式会社アペックス西日本 代表取締役 森 吉平 550-0015 大阪府大阪市西区南堀江４丁目２５番２４号 665359024 神北(伊健)第44-198 令和3年6月1日
000028 2100168788 東リ株式会社　本社　１Ｆ食堂 664-0845 伊丹市東有岡５丁目１２５ コップ式自動販売機（自動洗浄・屋内設置） 自動販売機 株式会社アペックス西日本 代表取締役 森 吉平 550-0015 大阪府大阪市西区南堀江４丁目２５番２４号 665359024 神北(伊健)第44-199 令和3年6月1日
000028 2100168805 株式会社関西スーパーマーケット  荒牧店　従食 664-0001 伊丹市荒牧７丁目１２－１５ コップ式自動販売機（自動洗浄・屋内設置） 自動販売機 株式会社アペックス西日本 代表取締役 森 吉平 550-0015 大阪府大阪市西区南堀江４丁目２５番２４号 665359024 神北(伊健)第44-200 令和3年6月1日
000028 2100168914 パンベル 666-0251 川辺郡猪名川町若葉２丁目８－７ 7143338 乳類販売業 一般 只宗 鈴子 神北(伊健)第42-244 令和3年6月1日
000028 2100168953 セブン－イレブン伊丹南本町７丁目店 664-0852 伊丹市南本町７丁目２－３ コンビニエンスストア 一般 津田 裕介 神北(伊健)第49-190 令和3年6月1日
000028 2100168976 大日化工株式会社 664-0842 伊丹市森本３丁目２１ 7828495 乳類販売業 自動販売機 株式会社東長洲 代表取締役 本田 千鶴 660-0801 兵庫県尼崎市長洲東通１丁目３－２５ 664815035 神北(伊健)第42-164 令和3年6月1日
000028 2100169021 ローソン伊丹緑ヶ丘一丁目店 664-0012 伊丹市緑ケ丘１丁目１０７－２ 7855410 コンビニエンスストア 一般 株式会社フェリックス 代表取締役 清水 昌平 661-0032 兵庫県尼崎市武庫之荘東２丁目２２番９号 664333856 神北(伊健)第49-191 令和3年6月1日
000028 2100169025 ローソン伊丹昆陽池一丁目店 664-0015 伊丹市昆陽池１丁目１０ 7833515 コンビニエンスストア 一般 株式会社フェリックス 代表取締役 清水 昌平 661-0032 兵庫県尼崎市武庫之荘東２丁目２２番９号 664333856 神北(伊健)第49-192 令和3年6月1日
000028 2100169029 ローソン伊丹瑞ヶ丘四丁目店 664-0017 伊丹市瑞ケ丘４丁目３５ 7835995 コンビニエンスストア 一般 株式会社フェリックス 代表取締役 清水 昌平 661-0032 兵庫県尼崎市武庫之荘東２丁目２２番９号 664333856 神北(伊健)第49-193 令和3年6月1日
000028 2100169051 セブン-イレブン猪名川町つつじが丘店 666-0245 川辺郡猪名川町つつじが丘１丁目４３番地３ 7653271 コンビニエンスストア 一般 長野 泰英 神北(伊健)第49-194 令和3年6月1日
000028 2100169291 ファミリーマート　猪名川パークタウン店 666-0233 川辺郡猪名川町紫合字八幡傍３５２－１,３５３－１ 7672280 コンビニエンスストア 一般 住野 公彦 神北(伊健)第49-195 令和3年6月1日
000028 2100169350 ローソン伊丹西台２丁目店 664-0858 伊丹市西台２丁目５－２５ 7791500 コンビニエンスストア 一般 有限会社世多 代表取締役 當銘 偉哲 661-0963 兵庫県尼崎市高田町２番２号 664971170 神北(伊健)第49-196 令和3年6月1日
000028 2100169458 セブンイレブン川西能勢口駅前店 666-0033 川西市栄町１０ー５ 7555506 コンビニエンスストア 一般 株式会社ＩＳＭ 代表取締役 米村 卓也 665-0011 兵庫県宝塚市南口２丁目５ー４１ 797770301 神北(伊健)第49-197 令和3年6月1日
000028 2100169549 ｙａｋｉｔａｔｅｉ  モザイクボックス　川西店 666-0033 川西市栄町１１－１モザイクボックス川西店１階 7578787 乳類販売業 一般 株式会社ワールドフーズ 代表取締役 山田 諭 561-0802 大阪府豊中市曽根東町３丁目２－１－１０４ 727603003 神北(伊健)第42-245 令和3年6月1日
000028 2100169600 スターゼン販売株式会社  鴻池事務所 664-0006 伊丹市鴻池１丁目１１－２２ 7734601 コップ式自動販売機（自動洗浄・屋内設置） 自動販売機 株式会社関西コーヒー 代表取締役 平岡 創土 671-1136 兵庫県姫路市大津区恵美酒町２丁目５４番地 792365800 神北(伊健)第44-134 令和3年6月1日
000028 2100169881 セブン－イレブン伊丹緑ケ丘１丁目店 664-0012 伊丹市緑ケ丘１丁目２３４－１ 7822717 コンビニエンスストア 一般 中村 好志 神北(伊健)第49-198 令和3年6月1日
000028 2100169884 ウエルシア　イオンタウン川西店 666-0124 川西市多田桜木１丁目４－１ 7900602 百貨店、総合スーパー 一般 ウエルシア薬局株式会社 代表取締役 松本 忠久 101-0021 東京都千代田区外神田２丁目２番１５号 661927026 神北(伊健)第50-183 令和3年6月1日
000028 2100169885 ウエルシア　イオンタウン川西店 666-0124 川西市多田桜木１丁目４－１ 7900602 自動販売機（要届出のコップ式自動販売機及び要許可を除く） 自動販売機 ウエルシア薬局株式会社 代表取締役 松本 忠久 101-0021 東京都千代田区外神田２丁目２番１５号 661927026 神北(伊健)第45-151 令和3年6月1日
000028 2100169971 伊丹市立伊丹病院　伊丹　院内１Ｆ 664-0015 伊丹市昆陽池１丁目１００ 7773773 コップ式自動販売機（自動洗浄・屋内設置） 自動販売機 株式会社アペックス西日本 代表取締役 森 吉平 550-0015 大阪府大阪市西区南堀江４丁目２５番２４号 665359024 神北(伊健)第44-201 令和3年6月1日
000028 2100170014 伊丹市立障害者デイサービスセンター 664-0015 伊丹市昆陽池２丁目１０番地 727720239 集団給食（４）その他 集団給食 社会福祉法人伊丹市社会福祉協議会 会長 行澤 睦雄 664-0014 兵庫県伊丹市広畑３丁目１番地 727798512 神北(伊健)第47-74 令和3年8月23日
000028 2100170055 イオンフードスタイル川西店 666-0124 川西市多田桜木１丁目４－１イオンフードスタイル川西店内 7934811 百貨店、総合スーパー 一般 株式会社ダイエー 代表取締役 西峠 泰男 650-0046 兵庫県神戸市中央区港島中町４丁目１番１ 783025001 神北(伊健)第50-155 令和3年6月1日
000028 2100170056 イオンフードスタイル川西店 666-0124 川西市多田桜木１丁目４－１イオンフードスタイル川西店内 7934811 自動販売機（要届出のコップ式自動販売機及び要許可を除く） 自動販売機 株式会社ダイエー 代表取締役 西峠 泰男 650-0046 兵庫県神戸市中央区港島中町４丁目１番１ 783025001 神北(伊健)第45-116 令和3年6月1日
000028 2100170058 大起水産回転寿司　兵庫川西店 666-0025 川西市加茂６丁目２－１５ 7406880 食肉販売業 一般 大起水産株式会社 代表取締役 佐伯 慎哉 591-8012 大阪府堺市北区中村町６０７－１ 722581001 神北(伊健)第41-108 令和3年6月1日
000028 2100170163 (株)万代　南花屋敷店 666-0026 川西市南花屋敷３丁目１１－９ 7567851 自動販売機（要届出のコップ式自動販売機及び要許可を除く） 自動販売機 株式会社万代 代表取締役 阿部 秀行 544-0003 大阪府大阪市生野区小路東３丁目１０番１３号 667203305 神北(伊健)第45-106 令和3年6月1日
000028 2100170181 株式会社万代　南花屋敷店　１Ｆ 666-0026 川西市南花屋敷３丁目１１－９ 7567851 コップ式自動販売機（自動洗浄・屋内設置） 自動販売機 株式会社アペックス西日本 代表取締役 森 吉平 550-0015 大阪府大阪市西区南堀江４丁目２５番２４号 665359024 神北(伊健)第44-202 令和3年6月1日
000028 2100170185 株式会社万代　南花屋敷店　２Ｆ従食 666-0026 川西市南花屋敷３丁目１１－９ 7567851 コップ式自動販売機（自動洗浄・屋内設置） 自動販売機 株式会社アペックス西日本 代表取締役 森 吉平 550-0015 大阪府大阪市西区南堀江４丁目２５番２４号 665359024 神北(伊健)第44-203 令和3年6月1日
000028 2100170356 エニタイムフィットネス　イオンタウン川西店 666-0124 川西市多田桜木１丁目４－１　２Ｆ 7443000 自動販売機（要届出のコップ式自動販売機及び要許可を除く） 自動販売機 株式会社ガウラ 代表取締役 有井 雅己 150-0011 東京都渋谷区東２丁目２６－１６渋谷ＨＡＮＡビル４０１ 368050207 神北(伊健)第45-124 令和3年6月1日
000028 2100170399 ヤサカ商事株式会社 664-0022 伊丹市中野東１丁目３６４ 7689300 乳類販売業 一般 ヤサカ商事株式会社 代表取締役 渡邉 和孝 554-0022 大阪府大阪市此花区春日出中３丁目１番４０号 664644660 神北(伊健)第42-251 令和3年6月1日
000028 2100170578 観光農園　ＢＥＲＲＹ　ＨＯＵＳＥ 666-0236 川辺郡猪名川町北田原字東山田２８番地 7036455 魚介類販売業 一般 株式会社グリーンファーム 代表取締役 清田 昌弘 666-0236 兵庫県川辺郡猪名川町北田原字東山田２８番地 7036455 神北(伊健)第40-108 令和3年6月1日
000028 2100170613 伊丹ケアハートガーデン　伊丹　１Ｆロビー 664-0029 伊丹市中野北４丁目１－２１ コップ式自動販売機（自動洗浄・屋内設置） 自動販売機 株式会社アペックス西日本 代表取締役 森 吉平 550-0015 大阪府大阪市西区南堀江４丁目２５番２４号 665359024 神北(伊健)第44-204 令和3年6月1日
000028 2100170619 小花 666-0015 川西市小花２丁目２６－４ 7559000 集団給食（４）その他 集団給食 株式会社琴 代表取締役 井上 克子 666-0015 兵庫県川西市小花２丁目２６番４号 7559000 神北(伊健)第47-122 令和3年11月25日
000028 2100170730 デリス伊丹市交通局 664-0014 伊丹市広畑３丁目１ 7813753 乳類販売業 自動販売機 株式会社ユカ 代表取締役 星名 浩治 152-0013 東京都目黒区南２丁目１番３０号 357011311 神北(伊健)第42-165 令和3年6月1日
000028 2100170782 コナミスポーツクラブ川西  男子ロッカー室 666-0016 川西市中央町３－１２ビッグボックス川西２Ｆ 7567780 乳類販売業 自動販売機 大出乳販株式会社 代表取締役 大出 恭久 664-0871 兵庫県伊丹市堀池４丁目７－４ 7816617 神北(伊健)第42-166 令和3年6月1日
000028 2100170783 コナミスポーツクラブ川西  女子ロッカー室 666-0016 川西市中央町３－１２ビッグボックス川西２Ｆ 7567780 乳類販売業 自動販売機 大出乳販株式会社 代表取締役 大出 恭久 664-0871 兵庫県伊丹市堀池４丁目７－４ 7816617 神北(伊健)第42-167 令和3年6月1日
000028 2100170829 ローソン川西加茂二丁目店 666-0025 川西市加茂２丁目７－１７ コンビニエンスストア 一般 有限会社世多 代表取締役 當銘 偉哲 661-0963 兵庫県尼崎市高田町２番２号 664971170 神北(伊健)第49-199 令和3年6月1日
000028 2100170856 ファミリーマート伊丹瑞原店 664-0005 伊丹市瑞原３丁目５７番 7843311 コンビニエンスストア 一般 三浦 然柱 神北(伊健)第49-200 令和3年6月1日
000028 2100171107 ローソン川西多田桜木二丁目店 666-0124 川西市多田桜木２丁目１－２ 7931700 コンビニエンスストア 一般 有限会社世多 代表取締役 當銘 偉哲 661-0963 兵庫県尼崎市高田町２番２号 664971170 神北(伊健)第49-201 令和3年6月1日
000028 2100171118 医療法人水光会伊丹天神川病院 664-0007 伊丹市北野６丁目３８ コップ式自動販売機（自動洗浄・屋内設置） 自動販売機 株式会社アペックス西日本 代表取締役 森 吉平 550-0015 大阪府大阪市西区南堀江４丁目２５番２４号 665359024 神北(伊健)第44-205 令和3年6月1日
000028 2100171121 キコーナ・パチンコ 664-0851 伊丹市中央１丁目６－８ コップ式自動販売機（自動洗浄・屋内設置） 自動販売機 株式会社アペックス西日本 代表取締役 森 吉平 550-0015 大阪府大阪市西区南堀江４丁目２５番２４号 665359024 神北(伊健)第44-206 令和3年6月1日
000028 2100171271 ミニストップ伊丹昆陽南店 664-0888 伊丹市昆陽南５丁目１－７ 7853909 コンビニエンスストア 一般 ミニストップ株式会社 代表取締役 藤本 明裕 261-0023 千葉県千葉市美浜区中瀬１丁目５番地１ 662621801 神北(伊健)第49-202 令和3年6月1日
000028 2100171424 お助け　まーちゃん  （神戸８８０あ４８２４）000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く)その他の食料・飲料販売業 自動車 永野 雅也 神北(伊健)第54-1007 令和3年6月1日
000028 2100171450 セブンイレブン川西東畦野２丁目店 666-0117 川西市東畦野２丁目５－２ 7915019 コンビニエンスストア 一般 合同会社Ｒａｎａ 代表社員 吉村 康宏 666-0117 兵庫県川西市東畦野３丁目２１－８ 7947788 神北(伊健)第49-203 令和3年6月1日
000028 2100171604 ツルハドラッグ　キセラ川西店 666-0017 川西市火打１丁目２３－２１ 7555268 百貨店、総合スーパー 一般 株式会社ツルハ 代表取締役 八幡 政浩 065-0024 北海道札幌市東区北二十四条東二十丁目１番２１号 117832754 神北(伊健)第50-184 令和3年6月1日
000028 2100171605 ツルハドラッグ　キセラ川西店 666-0017 川西市火打１丁目２３－２１ 7555268 自動販売機（要届出のコップ式自動販売機及び要許可を除く） 自動販売機 株式会社ツルハ 代表取締役 八幡 政浩 065-0024 北海道札幌市東区北二十四条東二十丁目１番２１号 117832754 神北(伊健)第45-154 令和3年6月1日
000028 2100171635 伊丹はぐくみ南野保育園 664-0887 伊丹市南野北１丁目２－１８ 集団給食（４）その他 集団給食 株式会社Ｐｅａｃｅｆｕｌ　ｍｉｎｄ代表取締役 神谷 俊彦 664-0027 兵庫県伊丹市池尻５丁目３７番地の１東急ドエル・アルス伊丹５０４号775555 神北(伊健)第47-118 令和3年11月19日
000028 2100171795 株式会社三好キカイ　本社工場  １Ｆ自販機コーナー 666-0121 川西市平野１丁目５－２０ 7932855 コップ式自動販売機（自動洗浄・屋内設置） 自動販売機 株式会社アペックス西日本 代表取締役 森 吉平 550-0015 大阪府大阪市西区南堀江４丁目２５番２４号 665359024 神北(伊健)第44-207 令和3年6月1日
000028 2100171866 京進のほいくえんＨＯＰＰＡ伊丹千僧 664-0898 伊丹市千僧２丁目１４０－５ 7646561 集団給食（４）その他 集団給食 株式会社ＨＯＰＰＡ 代表取締役 青松 武志 600-0000 京都府京都市下京区烏丸通五条下る大阪町３８２番地１ 753425077 神北(伊健)第47-92 令和3年10月20日
000028 2100171891 関西スーパー　川西店 666-0017 川西市火打１丁目２３－１２ 7566275 自動販売機（要届出のコップ式自動販売機及び要許可を除く） 自動販売機 株式会社関西スーパーマーケット 代表取締役 福谷 耕治 664-0851 兵庫県伊丹市中央５丁目３－３８ 727720341 神北(伊健)第45-107 令和3年6月1日
000028 2100172120 業務用食品館　つつじが丘店 666-0245 川辺郡猪名川町つつじが丘３丁目１５ 7674006 百貨店、総合スーパー 一般 株式会社ＧＳＳ 代表取締役 高尾 泰徳 532-0005 大阪府大阪市淀川区三国本町１丁目１６番５６号 663920090 神北(伊健)第神北(伊健)第18-6 令和3年6月1日
000028 2100172228 川西市立加茂こども園 666-0025 川西市加茂３丁目１３－２２ 7597205 集団給食（４）その他 集団給食 川西市 市長 越田 謙治郎 666-0016 兵庫県川西市中央町１２番１号 7401111 神北(伊健)第47-46 令和3年7月1日
000028 2100172554 阪急バス猪名川営業所  ３Ｆ 666-0257 川辺郡猪名川町白金１丁目１－２ 7663912 コップ式自動販売機（自動洗浄・屋内設置） 自動販売機 株式会社アペックス西日本 代表取締役 森 吉平 550-0015 大阪府大阪市西区南堀江４丁目２５－２４ 665359024 神北(伊健)第44-208 令和3年6月1日
000028 2100172562 関西スーパー川西店（従食） 666-0017 川西市火打１丁目２３－１２ コップ式自動販売機（自動洗浄・屋内設置） 自動販売機 株式会社アペックス西日本 代表取締役 森 吉平 550-0015 大阪府大阪市西区南堀江４丁目２５－２４ 665359024 神北(伊健)第44-210 令和3年6月1日



000028 2100172564 陸上自衛隊伊丹駐屯地　救護センター５Ｆ 664-0012 伊丹市緑ケ丘７丁目１－１ コップ式自動販売機（自動洗浄・屋内設置） 自動販売機 株式会社アペックス西日本 代表取締役 森 吉平 550-0015 大阪府大阪市西区南堀江４丁目２５－２４ 665359024 神北(伊健)第44-211 令和3年6月1日
000028 2100172848 はるやま商事株式会社　伊丹店 664-0005 伊丹市瑞原１丁目２９ コップ式自動販売機（自動洗浄・屋内設置） 自動販売機 株式会社アペックス西日本 代表取締役 森 吉平 550-0015 大阪府大阪市西区南堀江４丁目２５番２４号 665359024 神北(伊健)第44-212 令和3年6月1日
000028 2100172985 イオン　リカー＆ビューティー川西店 666-0015 川西市小花１丁目６－１３　１Ｆ 7552588 百貨店、総合スーパー 一般 イオンリテール株式会社 代表取締役 井出 武美 261-0023 千葉県千葉市美浜区中瀬１丁目５－１ 432126000 神北(伊健)第50-157 令和3年6月1日
000028 2100173051 Ｗａｓｈ＆Ｓｈｉｎｅ！多田桜木店 666-0124 川西市多田桜木２丁目１１－５ コップ式自動販売機（自動洗浄・屋内設置）自動販売機ナショナル・ベンディング株式会社代表取締役 藤山 雄一郎 141-0021 東京都品川区上大崎１－１５－２２ 364594781 神北(伊健)第44-122 令和3年6月1日
000028 2100173224 株式会社関西スーパーマーケット川西店  （大阪８８０あ４４５８） 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 7566275 その他の食料・飲料販売業 自動車 大寶 美絵 神北(伊健)第54-1008 令和3年6月1日
000028 2100173257 ツルハドラッグキセラ川西店　休憩所 666-0017 川西市火打１丁目２３－２１ 7555268 コップ式自動販売機（自動洗浄・屋内設置） 自動販売機 株式会社アペックス西日本 代表取締役 森 吉平 550-0015 大阪府大阪市西区南堀江４丁目２５番２４号 665359024 神北(伊健)第44-213 令和3年6月1日
000028 2100173260 スポーツクラブ ルネサンス伊丹２階(左)/(右) 664-0845 伊丹市東有岡１丁目２０ 7738160 自動販売機（要届出のコップ式自動販売機及び要許可を除く） 自動販売機 株式会社ドクターズ・マン 代表取締役 橋本 総 225-0002 神奈川県横浜市青葉区美しが丘２丁目１４－５ 459052330 神北(伊健)第45-125 令和3年6月1日
000028 2100173261 スポーツクラブ ルネサンス伊丹１階 664-0845 伊丹市東有岡１丁目２０ 7738160 自動販売機（要届出のコップ式自動販売機及び要許可を除く） 自動販売機 株式会社ドクターズ・マン 代表取締役 橋本 総 225-0002 神奈川県横浜市青葉区美しが丘２丁目１４－５ 459052330 神北(伊健)第45-126 令和3年6月1日
000028 2100173503 阪急オアシス　キセラ川西店　日配 666-0017 川西市火打１丁目１６－６ 7567050 百貨店、総合スーパー 一般 株式会社阪急オアシス 代表取締役 永田 靖人 530-0017 大阪府大阪市北区角田町８番７号 668457558 神北(伊健)第50-158 令和3年6月1日
000028 2100173508 阪急オアシス　キセラ川西店　従食 666-0017 川西市火打１丁目１６－６ コップ式自動販売機（自動洗浄・屋内設置） 自動販売機 株式会社アペックス西日本 代表取締役 森 吉平 550-0015 大阪府大阪市西区南堀江４丁目２５－２４ 665359024 神北(伊健)第44-214 令和3年6月1日
000028 2100173517 ヤマザキショップイオンモール伊丹昆陽 664-0027 伊丹市池尻４丁目１－１イオンモール伊丹昆陽店３Ｆ休憩室 コップ式自動販売機（自動洗浄・屋内設置） 自動販売機 株式会社ケイ・エンタープライズ 代表取締役 高橋 耕二 664-0836 兵庫県伊丹市北本町３丁目１１２番地 7775777 神北(伊健)第44-136 令和3年6月1日
000028 2100173563 美健ＳＰＡ湯櫻オアシスタウン　キセラ川西店  （男性更衣室） 666-0017 川西市火打１丁目１６－６ 7440005 乳類販売業 自動販売機 大出乳販株式会社 代表取締役 大出 恭久 664-0871 兵庫県伊丹市堀池４丁目７－４ 7816617 神北(伊健)第42-168 令和3年6月1日
000028 2100173564 美健ＳＰＡ湯櫻オアシスタウン　キセラ川西店  （女性更衣室） 666-0017 川西市火打１丁目１６－６ 7440005 乳類販売業 自動販売機 大出乳販株式会社 代表取締役 大出 恭久 664-0871 兵庫県伊丹市堀池４丁目７－４ 7816617 神北(伊健)第42-169 令和3年6月1日
000028 2100173568 阪急オアシス　キセラ川西店　日配 666-0017 川西市火打１丁目１６－６ 7567050 自動販売機（要届出のコップ式自動販売機及び要許可を除く） 自動販売機 株式会社阪急オアシス 代表取締役 永田 靖人 530-0017 大阪府大阪市北区角田町８番７号 668457558 神北(伊健)第45-117 令和3年6月1日
000028 2100173577 大黒屋猪名川店 666-0224 川辺郡猪名川町万善字畑溝59-1 食肉販売業 一般 合同会社大黒屋 代表社員 浦野 毅 669-1543 兵庫県三田市下深田７４６－８５０ 795511807 神北(伊健)第41-109 令和3年6月1日
000028 2100173691 ロイヤルホームセンター　キセラ川西店  ２Ｆ　７Ｅ２０８８666-0017 川西市火打１丁目１８－２ コップ式自動販売機（自動洗浄・屋内設置）自動販売機サントリービバレッジソリューション株式会社代表取締役 及川 剛 160-0023 東京都新宿区西新宿８丁目１７番１号 363040501 神北(伊健)第44-281 令和3年6月1日
000028 2100173751 ブレッドスタイルソプラノ 664-0872 伊丹市車塚３丁目１ 乳類販売業 一般 宮田 顕 神北(伊健)第42-246 令和3年6月1日
000028 2100173773 伊丹市交通局　広畑　休憩室 664-0014 伊丹市広畑３丁目１ コップ式自動販売機（自動洗浄・屋内設置） 自動販売機 株式会社アペックス西日本 代表取締役 森 吉平 550-0015 大阪府大阪市西区南堀江４丁目２５－２４ 665359024 神北(伊健)第44-215 令和3年6月1日
000028 2100173777 (株)関西スーパーマーケット　久代店  別館２Ｆ従食 666-0024 川西市久代４丁目２－１１ コップ式自動販売機（自動洗浄・屋内設置） 自動販売機 株式会社アペックス西日本 代表取締役 森 吉平 550-0015 大阪府大阪市西区南堀江４丁目２５－２４ 665359024 神北(伊健)第44-217 令和3年6月1日
000028 2100173779 株式会社神戸マツダ川西店 666-0121 川西市平野２丁目６－２０ コップ式自動販売機（自動洗浄・屋内設置） 自動販売機 株式会社アペックス西日本 代表取締役 森 吉平 550-0015 大阪府大阪市西区南堀江４丁目２５－２４ 665359024 神北(伊健)第44-219 令和3年6月1日
000028 2100174323 阿洲波商店　川西明峰高校内食堂 666-0006 川西市萩原台西２丁目３２４ 乳類販売業 自動販売機 阿洲波 雅一 神北(伊健)第42-170 令和3年6月1日
000028 2100174508 クスリキリン堂　伊丹野間店 664-0873 伊丹市野間８丁目５－２６ 7735222 百貨店、総合スーパー 一般 株式会社キリン堂 代表取締役 寺西 豊彦 532-0003 大阪府大阪市淀川区宮原４丁目５－３６ 663940720 神北(伊健)第50-185 令和3年6月1日
000028 2100174594 特殊発條興業株式会社　工場２Ｆ通路 664-0837 伊丹市北河原１丁目１－１ コップ式自動販売機（自動洗浄・屋内設置） 自動販売機 株式会社アペックス西日本 代表取締役 森 吉平 550-0015 大阪府大阪市西区南堀江４丁目２５－２４ 665359024 神北(伊健)第44-220 令和3年6月1日
000028 2100174595 住友電工　伊丹製作所　北食堂 664-0016 伊丹市昆陽北１丁目１－１ コップ式自動販売機（自動洗浄・屋内設置） 自動販売機 株式会社アペックス西日本 代表取締役 森 吉平 550-0015 大阪府大阪市西区南堀江4丁目２５－２４ 665359024 神北(伊健)第44-221 令和3年6月1日
000028 2100174597 イオン伊丹店３Ｆエレベーター  ７Ｅ２１３８ 664-0847 伊丹市藤ノ木１丁目１－１ 7870500 コップ式自動販売機（自動洗浄・屋内設置） 自動販売機 サントリービバレッジソリューション株式会社 代表取締役 及川 剛 160-0023 東京都新宿区西新宿８丁目１７番１号 363040501 神北(伊健)第44-283 令和3年6月1日
000028 2100174598 イオン伊丹店２Ｆエレベーター  ７Ｅ２１３７ 664-0847 伊丹市藤ノ木１丁目１－１ 7870500 コップ式自動販売機（自動洗浄・屋内設置） 自動販売機 サントリービバレッジソリューション株式会社 代表取締役 及川 剛 160-0023 東京都新宿区西新宿８丁目１７番１号 363040501 神北(伊健)第44-284 令和3年6月1日
000028 2100174605 ニッタン電子（株）　ＵＢ６９１８ 664-0006 伊丹市鴻池１丁目１１－２０ 7833211 コップ式自動販売機（自動洗浄・屋内設置） 自動販売機 サントリービバレッジソリューション株式会社 代表取締役 及川 剛 160-0023 東京都新宿区西新宿８丁目１７番１号 363040501 神北(伊健)第44-285 令和3年6月1日
000028 2100174615 協立温泉病院 666-0121 川西市平野１丁目３９－１ コップ式自動販売機（自動洗浄・屋内設置） 自動販売機 株式会社アペックス西日本 代表取締役 森 吉平 550-0015 大阪府大阪市西区南堀江４丁目２５－２４ 665359024 神北(伊健)第44-222 令和3年6月1日
000028 2100174616 三菱電機　北伊丹　１Ａ棟 664-0005 伊丹市瑞原４丁目１ コップ式自動販売機（自動洗浄・屋内設置） 自動販売機 株式会社アペックス西日本 代表取締役 森 吉平 550-0015 大阪府大阪市西区南堀江４丁目２５－２４ 665359024 神北(伊健)第44-223 令和3年6月1日
000028 2100174885 ＪＯＹＦＩＴ　ＹＯＧＡ　阪急伊丹 664-0851 伊丹市中央１丁目１－１伊丹ショッピングデパート５Ｆ 7676465 自動販売機（要届出のコップ式自動販売機及び要許可を除く） 自動販売機 株式会社ヤマウチ 代表取締役 岡本 将 761-8057 香川県高松市田村町３９７番地 878676868 神北(伊健)第45-127 令和3年6月1日
000028 2100174953 ローソン伊丹寺本三丁目店 664-0026 伊丹市寺本３丁目１６５－１ 7734633 コンビニエンスストア 一般 株式会社脩実 代表取締役 佐藤 実路 664-0853 兵庫県伊丹市平松５丁目１番１７－３０３号 7855090 神北(伊健)第49-208 令和3年6月1日
000028 2100174955 セブン－イレブン伊丹瑞ケ丘店 664-0017 伊丹市瑞ケ丘１丁目２５番 7821252 コンビニエンスストア 一般 有限会社アウルバックス 代表取締役 小澤 俊也 664-0017 兵庫県伊丹市瑞ケ丘１丁目２５番 7821252 神北(伊健)第49-209 令和3年6月1日
000028 2100174977 ファミリーマート伊丹荒牧四丁目店 664-0001 伊丹市荒牧４丁目２－１０ 7813151 コンビニエンスストア 一般 上江洲 多栄子 神北(伊健)第49-210 令和3年6月1日
000028 2100174998 トヨタカローラ神戸（株）川西店  ７Ｅ２１９２ 666-0124 川西市多田桜木１丁目９－３５ 7830112 コップ式自動販売機（自動洗浄・屋内設置） 自動販売機 サントリービバレッジソリューション株式会社 代表取締役 及川 剛 160-0023 東京都新宿区西新宿８丁目１７番１号 363040501 神北(伊健)第44-287 令和3年6月1日
000028 2100175099 とくし丸１号車（大阪８８０あ４５８７） 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) その他の食料・飲料販売業 自動車 伊藤 努 神北(伊健)第54-1009 令和3年6月1日
000028 2100175130 ホットヨガスタジオ　ＬＡＶＡ  イオンモール伊丹昆陽店 664-0027 伊丹市池尻４丁目１－１イオンモール伊丹昆陽２Ｆ 7735341 自動販売機（要届出のコップ式自動販売機及び要許可を除く） 自動販売機 株式会社朋コーポレーション 代表取締役 下河原 征道 130-0022 東京都墨田区江東橋２丁目２番３号三和ビル６Ｆ 356252811 神北(伊健)第45-128 令和3年6月1日
000028 2100175350 ダイハツ工業（株）多田工場  技術棟３F商談室666-0131 川西市矢問３丁目２１－２ コップ式自動販売機（自動洗浄・屋内設置）自動販売機株式会社アペックス西日本 代表取締役 森 吉平 550-0015 大阪府大阪市西区南堀江４丁目２５－２４ 神北(伊健)第44-225 令和3年6月1日
000028 2100175353 ダイハツ工業（株）多田工場  オアシス 666-0131 川西市矢問３丁目２１－２ コップ式自動販売機（自動洗浄・屋内設置） 自動販売機 株式会社アペックス西日本 代表取締役 森 吉平 550-0015 大阪府大阪市西区南堀江４丁目２５－２４ 665359024 神北(伊健)第44-226 令和3年6月1日
000028 2100175354 協立温泉病院　７F 666-0121 川西市平野１丁目３９－１ コップ式自動販売機（自動洗浄・屋内設置） 自動販売機 株式会社アペックス西日本 代表取締役 森 吉平 550-0015 大阪府大阪市西区南堀江４丁目２５－２４ 665359024 神北(伊健)第44-227 令和3年6月1日
000028 2100175439 新生電子株式会社　食堂 666-0214 川辺郡猪名川町清水字馬場１ コップ式自動販売機（自動洗浄・屋内設置） 自動販売機 株式会社アペックス西日本 代表取締役 森 吉平 550-0015 大阪府大阪市西区南堀江４丁目２５－２４ 665359024 神北(伊健)第44-229 令和3年6月1日
000028 2100175602 株式会社キユーソー流通システム　伊丹営業所 664-0854 伊丹市南町４丁目７－１ 664232781 その他 一般 株式会社キユーソー流通システム 代表取締役 西尾 秀明 182-0021 東京都調布市調布ケ丘３丁目５０番地１ 424410711 神北(伊健)第48-104 令和3年6月1日
000028 2100175829 楽天川西センター 666-0024 川西市久代３丁目６－１　ＲＦＣ川西 7443122 乳類販売業 一般 楽天グループ株式会社 代表取締役 三木谷 浩史 158-0094 東京都世田谷区玉川１丁目１４番１号 神北(伊健)第42-253 令和3年6月1日
000028 2100175832 スロットキコーナ伊丹店 664-0851 伊丹市中央１丁目８－１４ コップ式自動販売機（自動洗浄・屋内設置） 自動販売機 株式会社アペックス西日本 代表取締役 森 吉平 550-0015 大阪府大阪市西区南堀江４丁目２５番２４号 665359024 神北(伊健)第44-230 令和3年6月1日
000028 2100175833 東洋食品工業短期大学　食堂 666-0026 川西市南花屋敷４丁目２３－２ コップ式自動販売機（自動洗浄・屋内設置） 自動販売機 株式会社アペックス西日本 代表取締役 森 吉平 550-0015 大阪府大阪市西区南堀江４丁目２５番２４号 665359024 神北(伊健)第44-231 令和3年6月1日
000028 2100175896 キユーピー㈱伊丹工場  ５階食堂休憩スペース 664-0854 伊丹市南町４丁目７－１ 664221521 乳類販売業 自動販売機 西村 憲幸 神北(伊健)第42-171 令和3年6月1日
000028 2100175916 株式会社ウェルファムフーズ  大阪物流センター 664-0844 伊丹市口酒井３丁目３－１８ 7737175 食肉販売業 一般 株式会社ウェルファムフーズ 代表取締役 観音堂 靖 102-0074 東京都千代田区九段南２丁目１番３０号 335159000 神北(伊健)第41-112 令和3年6月1日
000028 2100176002 Ｂｅ－ｆｉｔ ｌｉｇｈｔ ２４ 伊丹店 664-0899 伊丹市大鹿７丁目３４ 7782424 自動販売機（要届出のコップ式自動販売機及び要許可を除く） 自動販売機 株式会社ビーバーレコード 代表取締役 春田 幸裕 532-0011 大阪府大阪市淀川区西中島３丁目２３番９号 663047711 神北(伊健)第45-129 令和3年6月1日
000028 2100176135 スロットキコーナ伊丹 664-0851 伊丹市中央１丁目８－１４ 7720732 乳類販売業 自動販売機 コカ・コーラボトラーズジャパン株式会社 代表取締役 カリン ドラガン 107-0052 東京都港区赤坂９丁目７－１ 神北(伊健)第42-172 令和3年6月1日
000028 2100176146 セブン－イレブン　伊丹昆陽南店 664-0888 伊丹市昆陽南１丁目９－１ 7728813 コンビニエンスストア 一般 田中 直樹 神北(伊健)第49-211 令和3年6月1日
000028 2100176180 川西市立川西こども園 666-0021 川西市栄根１丁目１－１ 7591001 集団給食（４）その他 集団給食 川西市 市長 越田 謙治郎 666-0016 兵庫県川西市中央町１２番１号 7401111 神北(伊健)第47-43 令和3年7月1日
000028 2100176187 トヨタカローラ神戸（株）伊丹店  ７Ｅ２２５５ 664-0006 伊丹市鴻池２丁目１－３６ 7831551 コップ式自動販売機（自動洗浄・屋内設置） 自動販売機 サントリービバレッジソリューション株式会社 代表取締役 及川 剛 160-0023 東京都新宿区西新宿８丁目１７番１号 363040501 神北(伊健)第44-288 令和3年6月1日
000028 2100176308 エンゼルキッズ多田 666-0122 川西市東多田３丁目４－６ 7901000 集団給食（４）その他 集団給食 学校法人森友学園 理事長 森友 潔 666-0143 兵庫県川西市清和台西４丁目３番１６５号 7994000 神北(伊健)第47-2 令和3年6月7日
000028 2100176358 ファミリーマート千僧駐屯地店 664-0014 伊丹市広畑１丁目１ 7736556 コンビニエンスストア 一般 有限会社フロンティア 代表取締役 前田 耕作 674-0083 兵庫県明石市魚住町住吉１丁目１２番６号 789483335 神北(伊健)第49-213 令和3年6月1日
000028 2100176444 御願塚つぼみ保育園 664-0855 伊丹市御願塚３丁目８－１３ 7646820 集団給食（４）その他 集団給食 社会福祉法人すみれ会 理事長 秦野 ふみ江 640-8453 和歌山県和歌山市木ノ本３２１番地の２ 734556656 神北(伊健)第47-17 令和3年6月18日
000028 2100176525 生活協同組合コープこうべコープ安倉  （神戸８８０あ５２２９） 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) その他の食料・飲料販売業 自動車 生活協同組合コープこうべ 代表理事 岩山 利久 658-0051 兵庫県神戸市東灘区住吉本町１丁目３番１９号 788561003 神北(伊健)第54-1012 令和3年6月1日
000028 2100176598 伊丹市立　こばと保育所 664-0861 伊丹市稲野町２丁目３－５ 7721074 集団給食（４）その他 集団給食 伊丹市 市長 藤原 保幸 664-0898 兵庫県伊丹市千僧１丁目１番地 7831234 神北(伊健)第47-10 令和3年6月14日
000028 2100176599 伊丹市立　認定こども園　わかばこども園 664-0855 伊丹市御願塚６丁目１－５ 7441331 集団給食（４）その他 集団給食 伊丹市 市長 藤原 保幸 664-0898 兵庫県伊丹市千僧１丁目１番地 7831234 神北(伊健)第47-14 令和3年6月14日
000028 2100176600 あい保育園キセラ川西 666-0017 川西市火打１丁目２２－２２ 7593105 集団給食（４）その他 集団給食 株式会社アイグラン 代表取締役 橋本 雅文 733-0822 広島県広島市西区庚午中１丁目７番２４号 825544870 神北(伊健)第47-112 令和3年11月17日
000028 2100176602 伊丹市立　認定こども園　さくらだいこども園 664-0023 伊丹市中野西４丁目９２ 7676192 集団給食（４）その他 集団給食 伊丹市 市長 藤原 保幸 664-0898 兵庫県伊丹市千僧１丁目１番地 7831234 神北(伊健)第47-13 令和3年6月14日
000028 2100176646 西日本高速道路　関西阪神事務所　食堂 666-0016 川西市中央町１０－２０ 7559400 コップ式自動販売機（自動洗浄・屋内設置） 自動販売機 株式会社アペックス西日本 代表取締役 森 吉平 550-0015 大阪府大阪市西区南堀江４丁目２５番２４号 665359024 神北(伊健)第44-232 令和3年6月1日
000028 2100176647 エディオン伊丹店　２Ｆ　休憩室 664-0831 伊丹市北伊丹５丁目７０－１ コップ式自動販売機（自動洗浄・屋内設置） 自動販売機 株式会社アペックス西日本 代表取締役 森 吉平 550-0015 大阪府大阪市西区南堀江４丁目２５番２４号 665359024 神北(伊健)第44-233 令和3年6月1日
000028 2100176734 わくわく広場　イオンモール伊丹昆陽店 664-0027 伊丹市池尻４丁目１－１ 7440831 百貨店、総合スーパー 一般 株式会社タカヨシ 代表取締役 黒田 智也 261-0000 千葉県千葉市美浜区中瀬１丁目３番地 432767007 神北(伊健)第50-195 令和3年6月1日
000028 2100176830 ＳＡＫＥ市場グランマルシェ　川西店 666-0135 川西市錦松台１７－２３ 7929502 百貨店、総合スーパー 一般 グランマルシェ株式会社 代表取締役 清水 浩夫 556-0027 大阪府大阪市浪速区木津川２丁目２番３７号 662652777 神北(伊健)第50-196 令和3年6月1日
000028 2100176847 生活協同組合コープこうべ  （神戸８００ち１１５５） 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) その他の食料・飲料販売業 自動車 生活協同組合コープこうべ 代表理事 岩山 利久 658-0051 兵庫県神戸市東灘区住吉本町１丁目３番１９号 788561003 神北(伊健)第54-1014 令和3年6月1日
000028 2100176904 九十九記念病院　２Ｆ　談話室 666-0033 川西市栄町１０－４ コップ式自動販売機（自動洗浄・屋内設置） 自動販売機 株式会社　アペックス西日本 代表取締役 森 吉平 550-0015 大阪府大阪市西区南堀江４丁目２５－２４ 665359024 神北(伊健)第44-234 令和3年6月1日
000028 2100177051 スズキアリーナ伊丹７Ｅ１６２７ 664-0006 伊丹市鴻池４丁目１－５ 7773700 コップ式自動販売機（自動洗浄・屋内設置） 自動販売機 サントリービバレッジソリューション株式会社 代表取締役 及川 剛 160-0023 東京都新宿区西新宿８丁目１７番１号 363040501 神北(伊健)第44-289 令和3年6月1日
000028 2100177053 兵庫スバル自動車(株)伊丹店７Ｅ２２９０664-0836 伊丹市北本町２丁目１４３ コップ式自動販売機（自動洗浄・屋内設置）自動販売機サントリービバレッジソリューション株式会社代表取締役 及川 剛 160-0023 東京都新宿区西新宿８丁目１７番１号 363040501 神北(伊健)第44-290 令和3年6月1日
000028 2100177155 関西スーパー　アリオ店 664-0846 伊丹市伊丹１丁目１０－１５アリオ１　１０１号 727845577 自動販売機（要届出のコップ式自動販売機及び要許可を除く） 自動販売機 株式会社関西スーパーマーケット 代表取締役 福谷 耕治 664-0851 兵庫県伊丹市中央５丁目３番３８号 7720341 神北(伊健)第45-157 令和3年6月1日
000028 2100177171 マクドナルドイオンモール猪名川店 666-0257 川辺郡猪名川町白金２丁目１ 7672201 乳類販売業 一般 株式会社ノジュール 代表取締役 吉水 亨 666-0117 兵庫県川西市東畦野６丁目１５番１号 7950151 神北(伊健)第42-247 令和3年6月1日
000028 2100177178 デリス　イオンモール伊丹店 664-0847 伊丹市藤ノ木１丁目１－１　５Ｆ 乳類販売業 自動販売機株式会社ユカ 代表取締役 星名 浩治 152-0013 東京都目黒区南２丁目１番３０号 357013351 神北(伊健)第42-173 令和3年6月1日
000028 2100177220 伊丹産業株式会社本社食堂 664-0851 伊丹市中央５丁目５－１０ 7830001 集団給食（３）事業所 集団給食 伊丹産業株式会社 代表取締役 北嶋 太郎 664-0851 兵庫県伊丹市中央５丁目５番１０号 7830001 神北(伊健)第47-109 令和3年11月15日
000028 2100177269 カルド川西 666-0033 川西市栄町１１－１モザイクボックス４階 7588777 自動販売機（要届出のコップ式自動販売機及び要許可を除く） 自動販売機 株式会社ＩＮＳＰＡ 代表取締役 中島 一郎 105-0013 東京都港区浜松町１丁目３０－５浜松町スクエアＳｔｕｄｉｏ１５０３ 354001686 神北(伊健)第45-130 令和3年6月1日
000028 2100177467 ミニストップ川西見野２丁目店 666-0105 川西市見野２丁目１９－１７ 7942622 コンビニエンスストア 一般 合同会社加藤 代表社員 加藤 潤也 666-0105 兵庫県川西市見野２丁目１９－１７ 7942622 神北(伊健)第49-214 令和3年6月1日
000028 2100177678 ㈱万代伊丹野間店 664-0873 伊丹市野間１丁目９－１８ 7728531 自動販売機（要届出のコップ式自動販売機及び要許可を除く） 自動販売機 株式会社万代 代表取締役 阿部 秀行 544-0003 大阪府大阪市生野区小路東３丁目１０番１３号 667203305 神北(伊健)第45-101 令和3年6月1日
000028 2100177780 住電機器システム株式会社 664-0837 伊丹市北河原６丁目１－３ 7820671 乳類販売業 自動販売機 株式会社東長洲 代表取締役 本田 千鶴 660-0801 兵庫県尼崎市長洲東通１丁目３番２５号 664815035 神北(伊健)第42-174 令和3年6月1日
000028 2100177857 関西スーパー　駅前店 664-0851 伊丹市中央１丁目１－１伊丹ショッピングデパート１Ｆ 7733011 自動販売機（要届出のコップ式自動販売機及び要許可を除く） 自動販売機 株式会社関西スーパーマーケット 代表取締役 福谷 耕治 664-0851 兵庫県伊丹市中央５丁目３－３８ 7720341 神北(伊健)第45-105 令和3年6月1日
000028 2100178014 ネッツトヨタ神戸  ネッツテラス猪名川店 666-0251 川辺郡猪名川町若葉１丁目２－１３ 664010692 コップ式自動販売機（自動洗浄・屋内設置） 自動販売機 株式会社アペックス西日本 代表取締役 森 吉平 550-0015 大阪府大阪市西区南堀江４丁目２５番２４号 665359024 神北(伊健)第44-236 令和3年6月1日
000028 2100178041 社会福祉法人　翠松会　７Ｅ２３４８ 664-0026 伊丹市寺本６丁目１５０ 7786765 コップ式自動販売機（自動洗浄・屋内設置） 自動販売機 サントリービバレッジソリューション株式会社 代表取締役 及川 剛 160-0023 東京都新宿区西新宿８丁目１７番１号 363040501 神北(伊健)第44-291 令和3年6月1日
000028 2100178150 イオンリテール(株)猪名川店  ２Ｆ従業員食堂　６Ｅ９０８５ 666-0257 川辺郡猪名川町白金２丁目１ 7651111 コップ式自動販売機（自動洗浄・屋内設置） 自動販売機 サントリービバレッジソリューション株式会社 代表取締役 及川 剛 160-0023 東京都新宿区西新宿８丁目１７番１号 363040501 神北(伊健)第44-292 令和3年6月1日
000028 2100178253 宮ノ前ほたるベビー保育園 664-0895 伊丹市宮ノ前１丁目３－１３ 7031102 集団給食（４）その他 集団給食 特定非営利活動法人ライトニング 理事長 竹内 建司 664-0891 兵庫県伊丹市北園１丁目６８－１ 7831180 神北(伊健)第47-114 令和3年11月18日
000028 2100178281 ミニストップ伊丹瑞穂町店 664-0013 伊丹市瑞穂町３丁目５７ 7843188 コンビニエンスストア 一般 李 威 神北(伊健)第49-216 令和3年6月1日
000028 2100178354 スポーツクラブ　ルネサンス伊丹 664-0845 伊丹市東有岡１丁目２０ 7738160 コップ式自動販売機（自動洗浄・屋内設置） 自動販売機 株式会社朋コーポレーション 代表取締役 下河原 征道 130-0022 東京都墨田区江東橋２丁目２番３号三和ビル６Ｆ 356252811 神北(伊健)第44-137 令和3年6月1日
000028 2100178503 タイヨー川西店（カップ機） 666-0033 川西市栄町２５－１アステ川西１階 7552285 コップ式自動販売機（自動洗浄・屋内設置） 自動販売機 株式会社山久 代表取締役 葛川 善久 547-0027 大阪府大阪市平野区喜連１丁目９番３５号 667076011 神北(伊健)第44-138 令和3年6月1日
000028 2100178560 ＪＲ北伊丹駅 664-0831 伊丹市北伊丹９－２７ 649609100 乳類販売業 自動販売機 近畿中央ヤクルト販売株式会社 代表取締役 土田 裕美 567-0862 大阪府茨木市美沢町１５番３０号 726348960 神北(伊健)第42-175 令和3年6月1日
000028 2100178563 Ｒａｃｃｏｌｔｏ　ラコルト 666-0025 川西市加茂３丁目１－６－２０２ 農産保存食料品製造・加工業 一般 篠木 孝彦 神北(伊健)第46-3 令和3年6月4日
000028 2100178656 セブン－イレブン伊丹御願塚３丁目 664-0855 伊丹市御願塚３丁目１１－２１ 7842511 コンビニエンスストア 一般 小澤 俊也 神北(伊健)第49-217 令和3年6月1日
000028 2100178714 株式会社いながわフレッシュパーク  道の駅いながわ 666-0224 川辺郡猪名川町万善字竹添７０－１ 7678600 食肉販売業 一般 株式会社ＭＭミート 代表取締役 安次嶺 剛 662-0942 兵庫県西宮市浜町１－１ 798374129 神北(伊健)第41-111 令和3年6月1日
000028 2100178730 日本のわんぱく小僧２号  （大阪１００た５５９） 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) その他の食料・飲料販売業 自動車 永井 佑季直 神北(伊健)第54-1015 令和3年6月1日
000028 2100178860 コープ行基店　従食カップ 664-0857 伊丹市行基町１丁目１６－１ コップ式自動販売機（自動洗浄・屋内設置） 自動販売機 株式会社アペックス西日本 代表取締役 森 吉平 550-0015 大阪府大阪市西区南堀江４丁目２５番２４号 665359024 神北(伊健)第44-238 令和3年6月1日
000028 2100178861 関東屋またの食品 664-0842 伊丹市森本６丁目５８ コップ式自動販売機（自動洗浄・屋内設置） 自動販売機 株式会社アペックス西日本 代表取締役 森 吉平 550-0015 大阪府大阪市西区南堀江４丁目２５番２４号 665359024 神北(伊健)第44-239 令和3年6月1日
000028 2100178862 兵庫日産自動車（株)伊丹北店　１Ｆ店内 664-0006 伊丹市鴻池２丁目１－４０ 665359024 コップ式自動販売機（自動洗浄・屋内設置） 自動販売機 株式会社アペックス西日本 代表取締役 森 吉平 550-0015 大阪府大阪市西区南堀江４丁目２５番２４号 665359024 神北(伊健)第44-240 令和3年6月1日
000028 2100178864 ヤマト運輸株式会社  北伊丹休憩所 664-0831 伊丹市北伊丹５丁目２８－１ コップ式自動販売機（自動洗浄・屋内設置） 自動販売機 株式会社アペックス西日本 代表取締役 森 吉平 550-0015 大阪府大阪市西区南堀江４丁目２５番２４号 665359024 神北(伊健)第44-241 令和3年6月1日
000028 2100178867 住友電工㈱　２Ｆ 664-0016 伊丹市昆陽北１丁目１－１ コップ式自動販売機（自動洗浄・屋内設置） 自動販売機 株式会社アペックス西日本 代表取締役 森 吉平 550-0015 大阪府大阪市西区南堀江４丁目２５番２４号 665359024 神北(伊健)第44-242 令和3年6月1日
000028 2100178868 住友電工㈱　３Ｆ 664-0016 伊丹市昆陽北１丁目１－１ コップ式自動販売機（自動洗浄・屋内設置） 自動販売機 株式会社アペックス西日本 代表取締役 森 吉平 550-0015 大阪府大阪市西区南堀江４丁目２５番２４号 665359024 神北(伊健)第44-243 令和3年6月1日
000028 2100178870 株式会社藤田食品　本社工場　２Ｆ　従食 666-0023 川西市東久代２丁目６－５ コップ式自動販売機（自動洗浄・屋内設置） 自動販売機 株式会社アペックス西日本 代表取締役 森 吉平 550-0015 大阪府大阪市西区南堀江４丁目２５番２４号 665359024 神北(伊健)第44-245 令和3年6月1日
000028 2100178874 ネッツテラス川西 666-0025 川西市加茂６丁目２－２８ コップ式自動販売機（自動洗浄・屋内設置） 自動販売機 株式会社アペックス西日本 代表取締役 森 吉平 550-0015 大阪府大阪市西区南堀江４丁目２５番２４号 665359024 神北(伊健)第44-247 令和3年6月1日
000028 2100178979 三菱電機株式会社　北伊丹　ＩＡ棟５Ｆ 664-0005 伊丹市瑞原４丁目１ コップ式自動販売機（自動洗浄・屋内設置） 自動販売機 株式会社アペックス西日本 代表取締役 森 吉平 550-0015 大阪府大阪市西区南堀江４丁目２５番２４号 665359024 神北(伊健)第44-248 令和3年6月1日
000028 2100179003 ミニストップ川西西多田店 666-0138 川西市西多田２丁目２－８　三栄ビル１Ｆ 7921708 コンビニエンスストア 一般 合同会社加藤 代表社員 加藤 潤也 666-0105 兵庫県川西市見野２丁目１９－１７ 7942622 神北(伊健)第49-218 令和3年6月1日



000028 2100179097 かえでシニアアルヴァンタウン 666-0015 川西市小花２丁目２７－１８ 7576854 集団給食（４）その他 集団給食 かえで住宅販売株式会社 代表取締役 古林 由貴 666-0015 兵庫県川西市小花２丁目２７番１８号 7576852 神北(伊健)第47-121 令和3年11月24日
000028 2100179163 ＤＥＭＩ　ＤＥＬＩ　ＦＡＲＭ  （デミデリファーム） 666-0142 川西市清和台東３丁目１－８トナリエ清和台Ａ－１－１ 7442306 乳類販売業 一般 株式会社デミック関西 代表取締役 梶谷 正樹 652-0815 兵庫県神戸市兵庫区三川口町１丁目１番２５号 786529688 神北(伊健)第42-248 令和3年6月1日
000028 2100179204 スーパーもりお　川西西多田店 666-0138 川西市西多田２丁目１９－２５ 7902577 百貨店、総合スーパー 一般 株式会社生鮮街道 代表取締役 森尾 政滋 657-0831 兵庫県神戸市灘区水道筋５丁目３番３号 788827705 神北(伊健)第50-144 令和3年6月1日
000028 2100179210 コナミスポーツ川西 666-0016 川西市中央町３－１２ビッグボックス川西内 727567780 自動販売機（要届出のコップ式自動販売機及び要許可を除く） 自動販売機 株式会社朋コーポレーション 代表取締役 下河原 征道 130-0022 東京都墨田区江東橋２丁目２番３号三和ビル６F 356252811 神北(伊健)第45-131 令和3年6月1日
000028 2100179512 ひまわり川西店  ７Ｅ２５５４ 666-0024 川西市久代５丁目１－８ 7580700 コップ式自動販売機（自動洗浄・屋内設置） 自動販売機 サントリービバレッジソリューション株式会社 代表取締役 及川 剛 160-0023 東京都新宿区西新宿８丁目１７番１号 363040501 神北(伊健)第44-295 令和3年6月1日
000028 2100179516 國津商店（生駒病院） 666-0252 川辺郡猪名川町広根字九十九８生駒病院 乳類販売業 自動販売機 國津 一夫 神北(伊健)第42-176 令和3年6月1日
000028 2100179651 株式会社キューソー流通システム  伊丹　３階休憩室 664-0844 伊丹市口酒井３丁目３－１８ コップ式自動販売機（自動洗浄・屋内設置） 自動販売機 株式会社アペックス西日本 代表取締役 森 吉平 550-0015 大阪府大阪市西区南堀江４丁目２５番２５号 665359024 神北(伊健)第44-249 令和3年6月1日
000028 2100179759 ＳＫＭ川西営業所 666-0025 川西市加茂６丁目９５－１ その他の食料・飲料販売業 一般 ＳＫＭ株式会社 代表取締役 角倉 克彦 661-0976 兵庫県尼崎市潮江４丁目４番１号 664282348 神北(伊健)第54-1006 令和3年6月1日
000028 2100179806 ユニ・チャーム(株)伊丹工場６Ｅ９１０４ 664-0831 伊丹市北伊丹９－６７ 7820081 コップ式自動販売機（自動洗浄・屋内設置） 自動販売機 サントリービバレッジソリューション株式会社 代表取締役 及川 剛 160-0023 東京都新宿区西新宿８丁目１７番１号 363040501 神北(伊健)第44-297 令和3年6月1日
000028 2100179969 ファミリーマート川西でざいけ店 666-0011 川西市出在家町１番２号 7578881 コンビニエンスストア 一般 伊達 秀行 神北(伊健)第49-219 令和3年6月1日
000028 2100180076 ヤマト運輸株式会社  石橋宅配便センター　２Ｆ 664-0831 伊丹市北伊丹５丁目２８－１ コップ式自動販売機（自動洗浄・屋内設置） 自動販売機 株式会社アペックス西日本 代表取締役 森 吉平 550-0015 大阪府大阪市西区南堀江４丁目２５番２４号 665359024 神北(伊健)第44-250 令和3年6月1日
000028 2100180178 鳥、マルシェ。（神戸４８０を２０５） 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 7812935 食肉販売業 自動車 アイユー食品株式会社 代表取締役 野網 淳史 664-0831 兵庫県伊丹市北伊丹１丁目１２－１ 7812935 神北(伊健)第41-114 令和3年6月1日
000028 2100180249 ステップかとう 666-0125 川西市新田２丁目１－１２ 7930012 百貨店、総合スーパー 一般 加藤 万豊 神北(伊健)第50-192 令和3年6月1日
000028 2100180309 大黒屋道の駅いながわ店 666-0224 川辺郡猪名川町万善字竹添７０－１ 食肉販売業 一般 合同会社大黒屋 代表社員 浦野 毅 669-1543 兵庫県三田市下深田７４６番地８５０ 神北(伊健)第41-113 令和3年6月1日
000028 2100180531 カルディコーヒーファーム 664-0847 伊丹市藤ノ木１－１－１イオンモール伊丹１Ｆ 7646574 乳類販売業 一般 株式会社キャメル珈琲 代表取締役 尾田 信夫 155-0033 東京都世田谷区代田２丁目３１番８号 334125640 神北(伊健)第42-252 令和3年6月1日
000028 2100180825 （株）いかりスーパーマーケット伊丹店　２Ｆ通路 664-0858 伊丹市西台１丁目１－１阪急伊丹駅 7706501 コップ式自動販売機（自動洗浄・屋内設置） 自動販売機 株式会社アペックス西日本 代表取締役 森 吉平 550-0015 大阪府大阪市西区南堀江４丁目２５－２４ 665359024 神北(伊健)第44-251 令和3年6月1日
000028 2100182159 ハウスウェルネスフーズ株式会社  ＬＰ工場 664-0011 伊丹市鋳物師３丁目２０番地 7782220 いわゆる健康食品の製造・加工業 一般 ハウスウェルネスフーズ株式会社 代表取締役 倉田 千裕 664-0011 兵庫県伊丹市鋳物師３丁目２０番地 7782220 神北(伊健)第46-12 令和3年7月13日
000028 2100183226 マエダ 664-0003 伊丹市大野１丁目８０ 農産保存食料品製造・加工業 一般 前田 美奈子 神北(伊健)第46-2 令和3年6月2日
000028 2100183227 マリアライト 666-0035 川西市花屋敷１丁目４－８ 製茶業 一般 株式会社ポートフィールド 代表取締役 津田 直彦 563-0025 大阪府池田市城南１丁目９番２７号 727375386 神北(伊健)第46-4 令和3年6月7日
000028 2100183228 三惣化工株式会社 664-0845 伊丹市東有岡４丁目４２－１ 727725118 器具・容器包装の製造・加工業 一般 三惣化工株式会社 代表取締役 玉本 彰一 664-0845 兵庫県伊丹市東有岡４丁目４２番地の１ 727725118 神北(伊健)第46-5 令和3年6月8日
000028 2100183229 株式会社カフェ・ド・トーヨー 664-0832 伊丹市下河原１丁目３番１６号 727824745 コーヒー（飲料を除く）製造・加工業 一般 株式会社カフェ・ド・トーヨー 代表取締役 大橋 力武 664-0832 兵庫県伊丹市下河原１丁目３番１６号 727824745 神北(伊健)第46-7 令和3年6月10日
000028 2100183232 飯田咲良珈琲 666-0153 川西市一庫２丁目３－４０ コーヒー（飲料を除く）製造・加工業 一般 古川 喜世美 神北(伊健)第46-10 令和3年6月25日
000028 2100183676 エンゼルキッズ山下 666-0105 川西市見野２丁目２４－１１－３０１ 7952800 集団給食（４）その他 集団給食 学校法人森友学園 理事長 森友 潔 666-0143 兵庫県川西市清和台西４丁目３番１６５号 727994000 神北(伊健)第47-4 令和3年6月7日
000028 2100183684 サンディ川西山下店 666-0105 川西市見野２丁目２５－１３ 7677801 百貨店、総合スーパー 一般 株式会社サンディ 代表取締役 伊藤 仙治 532-0004 大阪府大阪市淀川区西宮原２丁目７番５０号 663940090 神北(伊健)第50-1 令和3年6月28日
000028 2100183733 ローソン猪名川町笹尾店 666-0227 川辺郡猪名川町笹尾字尼岡下２－１ 7680204 コンビニエンスストア 一般 足立 秀之 神北(伊健)第49-1 令和3年6月7日
000028 2100183734 ローソン市立伊丹病院店 664-0015 伊丹市昆陽池１丁目１００ 7858777 コンビニエンスストア 一般 株式会社ローソン 代表取締役 竹増 貞信 141-0032 東京都品川区大崎１丁目１１番２号 366353963 神北(伊健)第49-2 令和3年6月11日
000028 2100183735 ローソン川西見野３丁目店 666-0105 川西市見野３丁目１２－６ 7940368 コンビニエンスストア 一般 株式会社あまべ 代表取締役 安藤 寛章 666-0261 兵庫県川辺郡猪名川町松尾台２丁目２番地２１ 7665873 神北(伊健)第49-3 令和3年7月13日
000028 2100183736 ローソン川西山下町店 666-0106 川西市山下町１９－３ 7952112 コンビニエンスストア 一般 株式会社あまべ 代表取締役 安藤 寛章 666-0261 兵庫県川辺郡猪名川町松尾台２丁目２番地２１ 7665873 神北(伊健)第49-4 令和3年7月13日
000028 2100183741 ローソン日生中央店 666-0261 川辺郡猪名川町松尾台１丁目２－２ 7665873 コンビニエンスストア 一般 株式会社あまべ 代表取締役 安藤 寛章 666-0261 兵庫県川辺郡猪名川町松尾台２丁目２番地２１ 7665873 神北(伊健)第49-5 令和3年7月13日
000028 2100183746 社会福祉法人サン福祉会イタミ・サン保育園 664-0851 伊丹市中央５丁目２－２４　西村ビル１Ｆ 7775144 集団給食（４）その他 集団給食 社会福祉法人サン福祉会 理事長 山田 愼治 665-0884 兵庫県宝塚市山本西１丁目４番１号 727775144 神北(伊健)第47-19 令和3年6月25日
000028 2100183752 ローソン猪名川町広根店 666-0252 川辺郡猪名川町広根字天尾２７ 7653393 コンビニエンスストア 一般 奥野 直貴 神北(伊健)第49-6 令和3年8月27日
000028 2100183877 ハマヤ株式会社　関西工場 664-0845 伊丹市東有岡３丁目２３３ 7756070 コーヒー（飲料を除く）製造・加工業 一般 ハマヤ株式会社 代表取締役 小路 隆史 542-0066 大阪府大阪市中央区瓦屋町２丁目５番２０号 667681311 神北(伊健)第46-8 令和3年6月15日
000028 2100183888 ハマヤ株式会社　伊丹工場 664-0845 伊丹市東有岡５丁目２０ 7826581 コーヒー（飲料を除く）製造・加工業 一般 ハマヤ株式会社 代表取締役 小路 隆史 542-0066 大阪府大阪市中央区瓦屋町２丁目５番２０号 667681311 神北(伊健)第46-9 令和3年6月15日
000028 2100183895 新生製缶株式会社 664-0006 伊丹市鴻池７丁目３－７ 7805865 器具・容器包装の製造・加工業 一般 新生製缶株式会社 代表取締役 馬場 敬太郎 551-0002 大阪府大阪市大正区三軒家東３丁目１０番３３号 665521774 神北(伊健)第46-11 令和3年6月25日
000028 2100183902 ハウスウェルネスフーズ株式会社　第３工場 664-0011 伊丹市鋳物師３丁目２０番地 727782220 いわゆる健康食品の製造・加工業 一般 ハウスウェルネスフーズ株式会社 代表取締役 倉田 千裕 664-0011 兵庫県伊丹市鋳物師３丁目２０番地 7782220 神北(伊健)第46-13 令和3年7月13日
000028 2100183905 ローソンＨＡ阪急伊丹店 664-0858 伊丹市西台１丁目１－１伊丹阪急駅ビル３階 7772491 コンビニエンスストア 一般 株式会社アズナス 代表取締役 佐桑 勇 530-0017 大阪府大阪市北区角田町８番７号 667434107 神北(伊健)第49-7 令和3年10月4日
000028 2100183906 無印良品５００　ベルフローラかわにし 666-0033 川西市栄町２０－１ベルフローラ・かわにしＷＥＳＴ２Ｆ 7593116 百貨店、総合スーパー 一般 株式会社良品計画 代表取締役 堂前 宣夫 170-0013 東京都豊島区東池袋４丁目２６番３号 339894403 神北(伊健)第50-5 令和3年10月6日
000028 2100183939 関東屋またの食品株式会社 664-0842 伊丹市森本６丁目５８ 7823366 その他の食料品製造・加工業 一般 関東屋またの食品 株式会社 代表取締役 俣野 貴彦 664-0842 兵庫県伊丹市森本６丁目５８ 7823366 神北(伊健)第46-14 令和3年7月16日
000028 2100183945 李苑 664-0836 伊丹市北本町３丁目１３６ 7701846 調味料製造・加工業 一般 李 春 神北(伊健)第46-15 令和3年7月20日
000028 2100183948 ＹＵＭＩＮＩ（ユミニ） 666-0245 川辺郡猪名川町つつじが丘５丁目２３－１ 7676542 調味料製造・加工業 一般 田畑 由美 神北(伊健)第46-16 令和3年7月21日
000028 2100183949 西村プラスチック株式会社 666-0023 川西市東久代２丁目３－８ 727578527 器具・容器包装の製造・加工業 一般 西村プラスチック株式会社 代表取締役 西村 健二 666-0023 兵庫県川西市東久代２丁目３番８号 727578527 神北(伊健)第46-17 令和3年7月29日
000028 2100183950 らーめん夢屋台　伊丹店 664-0013 伊丹市瑞穂町１丁目４ 7838655 調味料製造・加工業 一般 有限会社　ビービー 代表取締役 石田 久士 664-0865 兵庫県伊丹市南野６丁目６－６６ 7811120 神北(伊健)第46-18 令和3年8月3日
000028 2100183952 株式会社カネマン村瀬　伊丹工場 664-0028 伊丹市西野７丁目６０ 7815541 その他の食料品製造・加工業 一般 株式会社　カネマン村瀬 代表取締役 村瀬 篤司 550-0004 大阪府大阪市西区靭本町１丁目１５番１６号 664436571 神北(伊健)第46-19 令和3年8月5日
000028 2100184030 株式会社武庫川 664-0028 伊丹市西野７丁目５０ 7776063 その他の食料品製造・加工業 一般 株式会社カネマン村瀬 代表取締役 村瀬 篤 550-0004 大阪府大阪市西区靱本町１丁目１５番１６号 664436571 神北(伊健)第46-20 令和3年8月5日
000028 2100184031 せいろ屋 666-0015 川西市小花１丁目１－１０ベルフローラかわにしＥ－１１９ 7592110 その他の食料品製造・加工業 一般 䦰橋 明博 神北(伊健)第46-21 令和3年8月23日
000028 2100184036 伊丹産業株式会社　米穀事業部　伊丹精米工場 664-0836 伊丹市北本町３丁目９３－１ 7851000 精穀・製粉業 一般 伊丹産業株式会社 代表取締役 北嶋 太郎 664-0851 兵庫県伊丹市中央５丁目５番１０号 7830001 神北(伊健)第46-22 令和3年9月7日
000028 2100184053 焼栗屋 666-0261 川辺郡猪名川町松尾台１丁目２－１日生中央サピエ広場 その他の食料品製造・加工業 一般 眞田 憲 神北(伊健)第46-23 令和3年9月10日
000028 2100184332 コーナン川西久代店 666-0024 川西市久代６丁目１－５ 7568057 百貨店、総合スーパー 一般 コーナン商事株式会社 代表取締役 疋田 直太郎 593-8324 大阪府堺市西区鳳東町４丁４０１番地１ 663971621 神北(伊健)第50-2 令和3年9月17日
000028 2100184333 コーナン川西西多田店 666-0138 川西市西多田２丁目１９－２５ 7928979 百貨店、総合スーパー 一般 コーナン商事株式会社 代表取締役 疋田 直太郎 593-8324 大阪府堺市西区鳳東町４丁４０１番地１ 663971621 神北(伊健)第50-3 令和3年9月17日
000028 2100184334 コーナン伊丹店 664-0006 伊丹市鴻池７丁目３－１４ 7797002 百貨店、総合スーパー 一般 コーナン商事株式会社 代表取締役 疋田 直太郎 593-8324 大阪府堺市西区鳳東町４丁４０１番地１ 663971621 神北(伊健)第50-4 令和3年9月17日
000028 2100184424 ＢＵＴＴＥＲＦＬＹ　ＬＩＢＲＡＲＹ 666-0024 川西市久代３丁目２４－１６－３ 7028072 コーヒー（飲料を除く）製造・加工業 一般 山科 達己 神北(伊健)第46-24 令和3年9月13日
000028 2100184426 さる家 664-0874 伊丹市山田６丁目８－５９－２０３ 7102021 製茶業 一般 林 貴子 神北(伊健)第46-25 令和3年9月16日
000028 2100184427 こひつじアトリエ 666-0251 川辺郡猪名川町若葉２丁目４５－５ 製茶業 一般 小松 緑 神北(伊健)第46-26 令和3年9月21日
000028 2100184595 コーナン川西平野店 666-0121 川西市平野３丁目２３－７ 7901056 百貨店、総合スーパー 一般 コーナン商事株式会社 代表取締役 疋田 直太郎 593-8324 大阪府堺市西区鳳東町４丁４０１番地１ 663971621 神北(伊健)第50-6 令和3年10月27日
000028 2100184596 ローソンＨＡ川西能勢口東口 666-0033 川西市栄町２０－１阪急川西能勢口駅２Ｆ東改札外 コンビニエンスストア 一般 株式会社アズナス 代表取締役 佐桑 勇 530-0017 大阪府大阪市北区角田町８番７号 667434107 神北(伊健)第49-8 令和3年10月28日
000028 2100184597 ローソンＨＡ川西能勢口西口店 666-0033 川西市栄町２０－１阪急川西能勢口駅２Ｆアステ改札外 コンビニエンスストア 一般 株式会社アズナス 代表取締役 佐桑 勇 530-0017 大阪府大阪市北区角田町８番７号 667434107 神北(伊健)第49-9 令和3年10月28日
000028 2100184598 すぎもと農園 666-0013 川西市美園町５丁目７－２ その他の食料品製造・加工業 一般 杉本 将弘 神北(伊健)第46-27 令和3年9月24日
000028 2100184599 はりきゅうサロンkonoka 664-0888 伊丹市昆陽南３丁目８－３３ 製茶業 一般 住田 幸子 神北(伊健)第46-1 令和3年6月1日
000028 2100184699 かねひろ米穀店 664-0857 伊丹市行基町２丁目７９ 727723424 米穀類販売業 一般 金廣 正明 神北(伊健)第54-1 令和3年6月1日
000028 2100184708 ワタミ株式会社　兵庫伊丹営業所 664-0008 伊丹市荒牧南４丁目６－３３ 弁当販売業 一般 ワタミ株式会社 代表取締役 清水 邦晃 144-0043 東京都大田区羽田１丁目１番３号 357372815 神北(伊健)第54-2 令和3年6月1日
000028 2100184709 ワタミ株式会社　兵庫川西北営業所 666-0143 川西市清和台西３丁目１－６木下ビル１階 弁当販売業 一般 ワタミ株式会社 代表取締役 清水 邦晃 144-0043 東京都大田区羽田１丁目１番３号 357372288 神北(伊健)第54-3 令和3年6月1日
000028 2100184711 ワタミ株式会社　兵庫川西営業所 666-0023 川西市東久代２丁目５－１１ 弁当販売業 一般 ワタミ株式会社 代表取締役 清水 邦晃 144-0043 東京都大田区羽田１丁目１番３号 357372288 神北(伊健)第54-4 令和3年6月1日
000028 2100184717 山商 664-0831 伊丹市北伊丹１丁目１８ 727826179 米穀類販売業 一般 山岸 武治 神北(伊健)第54-6 令和3年6月4日
000028 2100184722 下村米穀店 664-0886 伊丹市昆陽東１丁目１－８ 727810782 米穀類販売業 一般 下村 ミチ子 神北(伊健)第54-7 令和3年6月7日
000028 2100184726 株式会社正木牧場 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く。) 667150151 その他の食料・飲料販売業 露店 株式会社正木牧場 代表取締役 正木 裕文 544-0031 大阪府大阪市生野区鶴橋３丁目５番４６号 667150151 神北(伊健)第54-5 令和3年6月2日
000028 2100184730 ペーコーヒー 666-0112 川西市大和西２丁目８－６ 7942731 コーヒー（飲料を除く）製造・加工業 一般 高松 慶介 神北(伊健)第46-28 令和3年10月4日
000028 2100184731 中屋酒店 664-0855 伊丹市御願塚３丁目１－１６ 727723185 米穀類販売業 一般 佐藤 豊 神北(伊健)第54-8 令和3年6月8日
000028 2100184732 千石 666-0004 川西市萩原１丁目５－９ 7594104 精穀・製粉業 一般 植村 義人 神北(伊健)第46-29 令和3年10月5日
000028 2100184733 ＤＵＡＬ　ＲＩＮＧ 666-0014 川西市小戸２丁目７－１５ コーヒー（飲料を除く）製造・加工業 一般 特定非営利活動法人ＤＵＡＬ　ＲＩＮＧ 代表理事 吉峯 真代 666-0014 兵庫県川西市小戸２丁目７－９ 神北(伊健)第46-30 令和3年10月7日
000028 2100184737 美工珈琲 666-0257 川辺郡猪名川町白金３丁目３５－７ コーヒー（飲料を除く）製造・加工業 一般 高橋 有紀 神北(伊健)第46-31 令和3年10月14日
000028 2100184743 ＳＵＭＩ　ＴＥＲＲＡＣＥ  炭テラス　マート　猪名川店 666-0233 川辺郡猪名川町紫合氏上１６４－１ 7652835 野菜果物販売業 一般 株式会社ファンインターナショナル 代表取締役 福田 龍二 541-0046 大阪府大阪市中央区平野町３丁目６番１号あいおいニッセイ同和損保御堂筋ビル４Ｆ 662293700 神北(伊健)第54-13 令和3年7月5日
000028 2100184744 ｃｏｆｆｅｅ　ｋｉｒａｋｕ 666-0257 川辺郡猪名川町白金１丁目１０６－４ 7661332 コーヒー（飲料を除く）製造・加工業 一般 木船 理歩 神北(伊健)第46-32 令和3年10月15日
000028 2100184747 中利 664-0831 伊丹市北伊丹１丁目９５－１ 727822403 野菜果物販売業 一般 株式会社中利 代表取締役 長野 安祥 664-0831 兵庫県伊丹市北伊丹１丁目９５番地の１ 727822403 神北(伊健)第54-10 令和3年6月10日
000028 2100184749 常喜和 664-0874 伊丹市山田４丁目６－６４ 727859238 その他の食料・飲料販売業 一般 福永 全伸 神北(伊健)第54-11 令和3年6月17日
000028 2100184750 ＰＥＧＯＰＡ 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く。) 弁当販売業 自動車 フクユ管理サービス株式会社 代表取締役 松下 研止 664-0027 兵庫県伊丹市池尻７丁目１８４番地 727785175 神北(伊健)第54-12 令和3年6月24日
000028 2100184754 白雪ブルワリービレッジ長寿蔵ブルワリーショップ 664-0851 伊丹市中央３丁目４－１５ 727730524 その他の食料・飲料販売業 一般 小西酒造株式会社 代表取締役社長 小西 新右衛門 664-0845 兵庫県伊丹市東有岡２丁目１３番地 727750524 神北(伊健)第54-14 令和3年7月8日
000028 2100184770 餃子の雪松伊丹店 664-0008 伊丹市荒牧南３丁目５－１ その他の食料・飲料販売業 一般 株式会社ＹＥＳ 代表取締役 長谷川 保 185-0005 東京都国分寺市並木町２丁目２３番地５美創空間422077488 神北(伊健)第54-15 令和3年7月9日
000028 2100184777 もち吉伊丹店 664-0886 伊丹市昆陽東４丁目１番２４号 727854535 その他の食料・飲料販売業 一般 株式会社もち吉 代表取締役 森田 恵子 822-0007 福岡県直方市大字下境２４００番地 949224733 神北(伊健)第54-9 令和3年6月10日
000028 2100184778 ＭＵＫＵ　ＣＯＦＦＥＥ 666-0152 川西市丸山台１丁目２の９２ 727436150 その他の食料・飲料販売業 一般 中井 智詠 神北(伊健)第54-16 令和3年7月16日
000028 2100184786 リンガーハット  イオンモール猪名川店 666-0257 川辺郡猪名川町白金２丁目１イオンモール猪名川３Ｆ 7672018 その他の食料・飲料販売業 一般 リンガーハットジャパン株式会社 代表取締役 福原 扶美勇 850-0831 長崎県長崎市鍛冶屋町６番５０号 958268321 神北(伊健)第54-18 令和3年8月2日
000028 2100184787 藤田産業株式会社 664-0842 伊丹市森本９丁目２６ 7701123 器具・容器包装の製造・加工業 一般 藤田産業株式会社 代表取締役 原田 桂子 664-0842 兵庫県伊丹市森本９丁目２６番地 7701123 神北(伊健)第46-33 令和3年10月20日
000028 2100184789 楽苗園 664-0004 伊丹市東野５丁目６７ 7841416 農産保存食料品製造・加工業 一般 久保 弥三雄 神北(伊健)第46-34 令和3年10月22日
000028 2100184790 川西南部加工フループＫ＆Ｋ 664-0836 伊丹市北本町３丁目５０　スマイル阪神内 7735177 農産保存食料品製造・加工業 一般 高木 弘子 神北(伊健)第46-35 令和3年10月27日
000028 2100184795 中庸っ子 666-0101 川西市黒川字水口２８ 7380265 農産保存食料品製造・加工業 一般 水口 道子 神北(伊健)第46-36 令和3年10月27日
000028 2100184803 三功印刷株式会社 664-0831 伊丹市北伊丹２丁目１３５ 7783335 器具・容器包装の製造・加工業 一般 三功印刷株式会社 代表取締役 坂本 良成 664-0831 兵庫県伊丹市北伊丹２丁目１３５番地 7783335 神北(伊健)第46-37 令和3年10月27日
000028 2100184805 株式会社東誠 664-0842 伊丹市森本７丁目１３６ 7738886 その他の食料品製造・加工業 一般 株式会社東誠 代表取締役 東本 隆介 664-0842 兵庫県伊丹市森本７丁目１３６番地 7738886 神北(伊健)第46-38 令和3年10月28日
000028 2100184810 ＰＥＧＯＰＡ 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く。) 弁当販売業 自動車 フクユ管理サービス株式会社 代表取締役 松下 研止 664-0027 兵庫県伊丹市池尻７丁目１８４ 727755145 神北(伊健)第54-21 令和3年8月11日
000028 2100184812 スモパウ 666-0002 川西市滝山町５－１１－１０２ その他の食料・飲料販売業 一般 西村 和浩 神北(伊健)第54-22 令和3年8月11日
000028 2100184815 餃子の王将　伊丹緑ヶ丘店 664-0012 伊丹市緑ケ丘１丁目２０５－１ 727852188 その他の食料・飲料販売業 一般 株式会社王将フードサービス 代表取締役 渡邊 直人 607-8307 京都府京都市山科区西野山射庭ノ上町２９４番地の１ 755921411 神北(伊健)第54-23 令和3年8月16日
000028 2100184816 餃子の王将多田店 666-0124 川西市多田桜木２丁目３－３１ 7933760 その他の食料・飲料販売業 一般 株式会社王将フードサービス 代表取締役 渡邊 直人 607-8307 京都府京都市山科区西野山射庭ノ上町２９４－１ 755921411 神北(伊健)第54-24 令和3年8月16日
000028 2100184828 三杉屋　業務スーパー能勢口北店 666-0017 川西市火打１丁目７－１０１－１業務スーパー能勢口北店内 727586411 野菜果物販売業 一般 株式会社三杉屋 代表取締役 杉本 光晴 563-0032 大阪府池田市石橋１丁目１番８号 784146621 神北(伊健)第54-27 令和3年8月24日
000028 2100184829 餃子の王将　川西店 666-0022 川西市下加茂１丁目２０－２３ 7586620 その他の食料・飲料販売業 一般 株式会社王将フードサービス 代表取締役 渡邊 直人 607-8307 京都府京都市山科区西野山射庭ノ上町２９４－１ 755921411 神北(伊健)第54-28 令和3年8月25日
000028 2100184838 サイゼリヤ　イオンモール伊丹昆陽店 664-0027 伊丹市池尻４丁目１－１イオンモール伊丹昆陽４Ｆ　４１１ 7737815 その他の食料・飲料販売業 一般 株式会社サイゼリヤ 代表取締役 正垣 泰彦 342-0008 埼玉県吉川市旭２番地５ 489919611 神北(伊健)第54-29 令和3年8月30日
000028 2100184842 札幌ラ・ネージュ 664-0847 伊丹市藤ノ木１丁目１－１イオンモール伊丹２階スカイコート 727737300 その他の食料・飲料販売業 一般 株式会社ロイヤルスイーツ 代表取締役 久保 慎也 065-0032 北海道札幌市東区北３２条東１６丁目１番６号オレンジビル１Ｆ 117893111 神北(伊健)第54-30 令和3年8月30日
000028 2100184845 餃子の王将　寺本店 664-0026 伊丹市寺本６丁目６８－１ 727845445 その他の食料・飲料販売業 一般 株式会社　王将フードサービス 代表取締役 渡邊 直人 607-8307 京都府京都市山科区西野山射庭ノ上町２９４番地の１ 755921411 神北(伊健)第54-31 令和3年9月1日
000028 2100184846 ゆうちょ銀行大阪貯金事務センター 664-0837 伊丹市北河原１丁目２－１ゆうちょ銀行大阪貯金事務センター２階 7899434 その他の食料・飲料販売業 自動販売機 鄭 然柱 神北(伊健)第54-20 令和3年8月10日
000028 2100184849 フルーツサンド専門店ももの樹イオンモール伊丹店 664-0847 伊丹市藤ノ木１丁目１－１ その他の食料・飲料販売業 一般 モンテステリース有限会社 代表取締役 星山 真也 615-0883 京都府京都市右京区西京極南大入町２９番地４ 753127818 神北(伊健)第54-32 令和3年9月14日
000028 2100184850 モスバーガーキセラ川西店 666-0017 川西市火打１丁目１１－３３ 7579777 その他の食料・飲料販売業 一般 株式会社モスストアカンパニー 代表取締役 原野 浩二 141-0032 東京都品川区大崎２丁目１番１号 354877430 神北(伊健)第54-33 令和3年9月14日



000028 2100184853 白雪奈良漬　長寿蔵売店 664-0851 伊丹市中央３丁目４－１５白雪ブルワリービレッジ　長寿蔵内 727753571 その他の食料・飲料販売業 一般 白雪食品株式会社 代表取締役 小西 新右衛門 664-0846 兵庫県伊丹市伊丹１丁目１番１９号 727753571 神北(伊健)第54-35 令和3年9月15日
000028 2100184856 Ｒｉｃｅ　ｈｕｇ 664-0847 伊丹市藤ノ木１丁目１－１ 弁当販売業 一般 奥迫 奈津季 神北(伊健)第54-36 令和3年10月1日
000028 2100184857 やまや伊丹瑞穂店 664-0013 伊丹市瑞穂町３丁目１０ 727440180 その他の食料・飲料販売業 一般 やまや関西株式会社 代表取締役 山内 英靖 983-0852 宮城県仙台市宮城野区榴岡３丁目４番１号 227423111 神北(伊健)第54-37 令和3年10月4日
000028 2100184859 スターバックスコーヒー川西加茂店 666-0025 川西市加茂６丁目２－２２ 727566031 その他の食料・飲料販売業 一般 スターバックスコーヒージャパン株式会社 代表取締役 水口 貴文 141-0021 東京都品川区上大崎２丁目２５－２ 357455510 神北(伊健)第54-38 令和3年10月5日
000028 2100184860 スターバックスコーヒーイオンモール伊丹店 664-0847 伊丹市藤ノ木１丁目１－１イオンモール伊丹１Ｆ１２１号 727717188 その他の食料・飲料販売業 一般 スターバックスコーヒージャパン株式会社 代表取締役 水口 貴文 141-0021 東京都品川区上大崎２丁目２５－２ 357455510 神北(伊健)第54-39 令和3年10月5日
000028 2100184861 スターバックスコーヒー  イオン伊丹昆陽ショッピングセンター店 664-0027 伊丹市池尻４丁目１－１イオン伊丹昆陽ＳＣ内１Ｆ 727878835 その他の食料・飲料販売業 一般 スターバックスコーヒージャパン株式会社 代表取締役 水口 貴文 141-0021 東京都品川区上大崎２丁目２５－２ 357455510 神北(伊健)第54-40 令和3年10月5日
000028 2100184863 祖谷庄　千寿庵 664-0847 伊丹市藤ノ木１丁目１－１イオンモール伊丹１階 その他の食料・飲料販売業 一般 株式会社千寿庵 代表取締役 五十嵐 伸行 569-0046 大阪府高槻市登町２７番１号 726713333 神北(伊健)第54-41 令和3年10月8日
000028 2100184867 キユーピータマゴ株式会社　伊丹工場（関連棟） 664-0854 伊丹市南町４丁目７－１ 664222613 添加物製造・加工業 一般 キユーピータマゴ株式会社 代表取締役 扇田 博昭 182-0002 東京都調布市仙川町２丁目５番地７ 353835111 神北(伊健)第46-39 令和3年10月28日
000028 2100184869 三菱電機株式会社　北伊丹　ＮＥ棟②664-0005 伊丹市瑞原４丁目１ コップ式自動販売機（自動洗浄・屋内設置）自動販売機株式会社アペックス西日本 代表取締役 森 吉平 550-0015 大阪府大阪市西区南堀江４丁目２５－２４665359024 神北(伊健)第44-7 令和3年7月5日
000028 2100184871 グンゼスポーツ（株）7E2846(747156)666-0016 川西市中央町７－１８ コップ式自動販売機（自動洗浄・屋内設置）自動販売機サントリービバレッジソリューション株式会社代表取締役 及川 剛 160-0023 東京都新宿区西新宿８丁目１７番１号 363040501 神北(伊健)第44-12 令和3年9月3日
000028 2100184872 協立病院 664-0858 川西市中央町１６－５ 7581131 コップ式自動販売機（自動洗浄・屋内設置） 自動販売機 トーヨーベンディング株式会社 代表取締役 大久保 智司 452-0839 愛知県名古屋市西区見寄町１６７番地 525011771 神北(伊健)第44-16 令和3年10月14日
000028 2100184873 協立病院　２階 664-0858 川西市中央町１６－５ 7589631 コップ式自動販売機（自動洗浄・屋内設置） 自動販売機 トーヨーベンディング株式会社 代表取締役 大久保 智司 452-0839 愛知県名古屋市西区見寄町１６７番地 525011771 神北(伊健)第44-15 令和3年10月14日
000028 2100184875 キユーピー株式会社  関西キユーポート５階食堂 664-0854 伊丹市南町４丁目７－１ 664221502 コップ式自動販売機（自動洗浄・屋内設置） 自動販売機 トーヨーベンディング株式会社 代表取締役 大久保 智司 452-0839 愛知県名古屋市西区見寄町１６７番地 525011771 神北(伊健)第44-13 令和3年10月14日
000028 2100184876 キコーナキセラ川西 666-0017 川西市火打１丁目１９－１ 7576080 コップ式自動販売機（自動洗浄・屋内設置） 自動販売機 トーヨーベンディング株式会社 代表取締役 大久保 智司 452-0839 愛知県名古屋市西区見寄町１６７番地 525011771 神北(伊健)第44-14 令和3年10月14日
000028 2100184877 キコーナ伊丹店 664-0851 伊丹市中央１丁目９－８ 7736770 コップ式自動販売機（自動洗浄・屋内設置） 自動販売機 トーヨーベンディング株式会社 代表取締役 大久保 智司 452-0839 愛知県名古屋市西区見寄町１６７番地 525011771 神北(伊健)第44-17 令和3年10月19日
000028 2100184878 兵庫ダイハツ販売（株）7E2874(749665)666-0124 川西市多田桜木２丁目１０－２８ コップ式自動販売機（自動洗浄・屋内設置）自動販売機サントリービバレッジソリューション株式会社代表取締役 及川 剛 160-0023 東京都新宿区西新宿８丁目１７番１号 363040501 神北(伊健)第44-19 令和3年10月27日
000028 2100184880 兵庫ダイハツ販売（株）7E2873(916749)666-0124 川西市多田桜木２丁目１０－２８ コップ式自動販売機（自動洗浄・屋内設置）自動販売機サントリービバレッジソリューション株式会社代表取締役 及川 剛 160-0023 東京都新宿区西新宿８丁目１７番１号 363040501 神北(伊健)第44-18 令和3年10月27日
000028 2100184881 大山観光株式会社　伊丹一番　１Ｆ店内664-0851 伊丹市中央２丁目９－８ コップ式自動販売機（自動洗浄・屋内設置）自動販売機株式会社アペックス西日本 代表取締役 森 吉平 550-0015 大阪府大阪市西区南堀江４丁目２５－２４665359024 神北(伊健)第44-21 令和3年10月28日
000028 2100184883 大山観光株式会社　ソニックビート伊丹　１Ｆ664-0851 伊丹市中央４丁目１－８ コップ式自動販売機（自動洗浄・屋内設置）自動販売機株式会社アペックス西日本 代表取締役 森 吉平 550-0015 大阪府大阪市西区南堀江４丁目２５－２４665359024 神北(伊健)第44-22 令和3年10月28日
000028 2100184884 大山観光株式会社  ゼニスコートグランスロット２階店内664-0858 伊丹市西台１丁目４－５ コップ式自動販売機（自動洗浄・屋内設置）自動販売機株式会社アペックス西日本 代表取締役 森 吉平 550-0015 大阪府大阪市西区南堀江４丁目２５－２４665359024 神北(伊健)第44-20 令和3年10月28日
000028 2100184982 菓匠将満、ミヤコケーキ、あさの 664-0847 伊丹市藤ノ木１丁目１－１イオンモール伊丹 649771982 その他の食料・飲料販売業 一般 株式会社もん 代表取締役 谷本 隆司 571-0043 大阪府門真市桑才新町１２番９号 649771982 神北(伊健)第54-50 令和3年10月14日
000028 2100184984 乃が美はなれ　川西多田販売店 666-0124 川西市多田桜木１丁目８－６　プラザ多田１０６号 727927100 その他の食料・飲料販売業 一般 株式会社キャピタルブレッド 代表取締役 阪上 勝弘 600-8863 京都府京都市下京区七条御所ノ内本町８８番地１西大路ビル１階 758745477 神北(伊健)第54-51 令和3年10月19日
000028 2100184994 カフェ　レガーロ 666-0137 川西市湯山台２丁目１－２ 727028651 その他の食料・飲料販売業 自動販売機 下野 勝己 神北(伊健)第54-53 令和3年10月20日
000028 2100184996 ＮＩＪＵーＭＡＲＵ　ＫＹＯＴＯ 664-0847 伊丹市藤ノ木１丁目１－１ その他の食料・飲料販売業 一般 株式会社カステラハウス一番館 代表取締役 吉川 久嘉 607-8176 京都府京都市山科区大宅中小路町１９番地の５ 755911713 神北(伊健)第54-54 令和3年10月22日
000028 2100185010 石田商店 664-0871 伊丹市堀池１丁目９－１０ 727776876 その他の食料・飲料販売業 一般 石田 和清 神北(伊健)第54-55 令和3年10月22日
000028 2100185011 ダイソー　日生中央サピエ店 666-0261 川辺郡猪名川町松尾台１丁目２－１日生中央サピエ内２階 その他の食料・飲料販売業 一般 株式会社大創産業 代表取締役 矢野 靖二 739-0008 広島県東広島市西条吉行東１丁目４番１４号 824200100 神北(伊健)第54-42 令和3年10月11日
000028 2100185012 ファンケル　川西阪急店 666-0033 川西市栄町２６－１川西阪急２Ｆ 727558811 その他の食料・飲料販売業 一般 株式会社ファンケル 代表取締役 島田 和幸 231-0023 神奈川県横浜市中区山下町８９番地１ 452261468 神北(伊健)第54-56 令和3年10月22日
000028 2100185017 ＪＡパックセンター 664-0836 伊丹市北本町３丁目５０ 727735177 野菜果物販売業 一般 兵庫六甲農業協同組合 代表理事 平尾 勝春 651-1313 兵庫県神戸市北区有野中町２丁目１２番１３号 789816550 神北(伊健)第54-95 令和3年10月25日
000028 2100185019 ハックルベリー　伊丹昆陽 664-0027 伊丹市池尻４丁目１－１　イオンモール伊丹昆陽３Ｆ 727878858 その他の食料・飲料販売業 一般 株式会社天狗堂 代表取締役 矢持 一英 620-0057 京都府福知山市問屋町２７番地 773226321 神北(伊健)第54-96 令和3年10月25日
000028 2100185021 オフィスグリコ冷凍冷蔵庫５３３６４ 664-0002 伊丹市荻野６丁目４９－２ その他の食料・飲料販売業 一般 グリコチャネルクリエイト株式会社 代表取締役 西村 浩一 555-0021 大阪府大阪市西淀川区歌島４丁目６番５号 神北(伊健)第54-57 令和3年10月22日
000028 2100185061 ダイソー　阪急伊丹店 664-0858 伊丹市西台３丁目１－４阪急伊丹駅高架下店舗 その他の食料・飲料販売業 一般 株式会社大創産業 代表取締役 矢野 靖二 739-0008 広島県東広島市西条吉行東１丁目４番１４号 824200100 神北(伊健)第54-44 令和3年10月11日
000028 2100185065 ダイソー　イオンモール伊丹昆陽店 664-0027 伊丹市池尻４丁目１－１イオンモール伊丹昆陽店　４階 その他の食料・飲料販売業 一般 株式会社大創産業 代表取締役 矢野 靖二 739-0008 広島県東広島市西条吉行東１丁目４番１４号 824200100 神北(伊健)第54-45 令和3年10月11日
000028 2100185071 ダイソー　伊丹桜台店 664-0029 伊丹市中野北４丁目５－３０　２階 その他の食料・飲料販売業 一般 株式会社大創産業 代表取締役 矢野 靖二 739-0008 広島県東広島市西条吉行東１丁目４番１４号 824200100 神北(伊健)第54-46 令和3年10月11日
000028 2100185191 ダイソー　イオンモール伊丹店 664-0847 伊丹市藤ノ木１丁目１ー１　２階 その他の食料・飲料販売業 一般 株式会社大創産業 代表取締役 矢野 靖二 739-0008 広島県東広島市西条吉行東１丁目４番１４号 824200100 神北(伊健)第54-47 令和3年10月12日
000028 2100185193 ダイソー　伊丹中央店 664-0851 伊丹市中央４丁目４７５－２ その他の食料・飲料販売業 一般 株式会社大創産業 代表取締役 矢野 靖二 739-0008 広島県東広島市西条吉行東１丁目４番１４号 824200100 神北(伊健)第54-48 令和3年10月12日
000028 2100185196 ダイソー　イズミヤ伊丹昆陽店 664-0027 伊丹市池尻１丁目１イズミヤ伊丹昆陽店４階 その他の食料・飲料販売業 一般 株式会社大創産業 代表取締役 矢野 靖二 739-0008 広島県東広島市西条吉行東１丁目４番１４号 824200100 神北(伊健)第54-49 令和3年10月12日
000028 2100185197 オフィスグリコ冷凍冷蔵庫６９７１０ 664-0839 伊丹市桑津１丁目６－１ その他の食料・飲料販売業 一般 グリコチャネルクリエイト株式会社 代表取締役 西村 浩一 555-0021 大阪府大阪市西淀川区歌島４丁目６番５号 神北(伊健)第54-58 令和3年10月22日
000028 2100185198 オフィスグリコ冷凍冷蔵庫１５８００１ 664-0844 伊丹市口酒井３丁目１－１５ その他の食料・飲料販売業 一般 グリコチャネルクリエイト株式会社 代表取締役 西村 浩一 555-0021 大阪府大阪市西淀川区歌島４丁目６番５号 神北(伊健)第54-59 令和3年10月22日
000028 2100185199 オフィスグリコ冷凍冷蔵庫１４８２５７ 664-0006 伊丹市鴻池６丁目１６－４８ その他の食料・飲料販売業 一般 グリコチャネルクリエイト株式会社 代表取締役 西村 浩一 555-0021 大阪府大阪市西淀川区歌島４丁目６番５号 神北(伊健)第54-60 令和3年10月22日
000028 2100185200 オフィスグリコ冷凍冷蔵庫１１５８６６ 664-0006 伊丹市鴻池１丁目１－１５ その他の食料・飲料販売業 一般 グリコチャネルクリエイト株式会社 代表取締役 西村 浩一 555-0021 大阪府大阪市西淀川区歌島４丁目６番５号 神北(伊健)第54-61 令和3年10月22日
000028 2100185201 オフィスグリコ冷凍冷蔵庫８６３６４ 664-0006 伊丹市鴻池２丁目１－３６ その他の食料・飲料販売業 一般 グリコチャネルクリエイト株式会社 代表取締役 西村 浩一 555-0021 大阪府大阪市西淀川区歌島４丁目６番５号 神北(伊健)第54-62 令和3年10月22日
000028 2100185211 オフィスグリコ冷凍冷蔵庫１３９２６ 664-0015 伊丹市昆陽池１丁目１８ その他の食料・飲料販売業 一般 グリコチャネルクリエイト株式会社 代表取締役 西村 浩一 555-0021 大阪府大阪市西淀川区歌島４丁目６番５号 神北(伊健)第54-63 令和3年10月22日
000028 2100185212 オフィスグリコ冷凍冷蔵庫９３８７６ 664-0026 伊丹市寺本６丁目６９－１ その他の食料・飲料販売業 一般 グリコチャネルクリエイト株式会社 代表取締役 西村 浩一 555-0021 大阪府大阪市西淀川区歌島４丁目６番５号 神北(伊健)第54-64 令和3年10月22日
000028 2100185213 オフィスグリコ冷凍冷蔵庫８０３２８ 664-0026 伊丹市寺本６丁目２３ その他の食料・飲料販売業 一般 グリコチャネルクリエイト株式会社 代表取締役 西村 浩一 555-0021 大阪府大阪市西淀川区歌島４丁目６番５号 神北(伊健)第54-65 令和3年10月22日
000028 2100185214 オフィスグリコ冷凍冷蔵庫１５９２６０ 664-0026 伊丹市寺本６丁目１５０ その他の食料・飲料販売業 一般 グリコチャネルクリエイト株式会社 代表取締役 西村 浩一 555-0021 大阪府大阪市西淀川区歌島４丁目６番５号 神北(伊健)第54-66 令和3年10月22日
000028 2100185215 オフィスグリコ冷凍冷蔵庫８８９８１ 664-0893 伊丹市春日丘３丁目２７－２ その他の食料・飲料販売業 一般 グリコチャネルクリエイト株式会社 代表取締役 西村 浩一 555-0021 大阪府大阪市西淀川区歌島４丁目６番５号 神北(伊健)第54-67 令和3年10月22日
000028 2100185217 オフィスグリコ冷凍冷蔵庫１４１７２３ 664-0842 伊丹市森本８丁目９４－１ その他の食料・飲料販売業 一般 グリコチャネルクリエイト株式会社 代表取締役 西村 浩一 555-0021 大阪府大阪市西淀川区歌島４丁目６番５号 神北(伊健)第54-68 令和3年10月22日
000028 2100185218 オフィスグリコ冷凍冷蔵庫１５１６７３ 664-0842 伊丹市森本１丁目１１７－１ その他の食料・飲料販売業 一般 グリコチャネルクリエイト株式会社 代表取締役 西村 浩一 555-0021 大阪府大阪市西淀川区歌島４丁目６番５号 神北(伊健)第54-69 令和3年10月22日
000028 2100185219 オフィスグリコ冷凍冷蔵庫１４７５１８ 664-0842 伊丹市森本７丁目６８ その他の食料・飲料販売業 一般 グリコチャネルクリエイト株式会社 代表取締役 西村 浩一 555-0021 大阪府大阪市西淀川区歌島４丁目６番５号 神北(伊健)第54-70 令和3年10月22日
000028 2100185220 オフィスグリコ冷凍冷蔵庫７２２３９ 664-0842 伊丹市森本９丁目２１ その他の食料・飲料販売業 一般 グリコチャネルクリエイト株式会社 代表取締役 西村 浩一 555-0021 大阪府大阪市西淀川区歌島４丁目６番５号 神北(伊健)第54-71 令和3年10月22日
000028 2100185221 オフィスグリコ冷凍冷蔵庫６９７２８ 664-0842 伊丹市森本８丁目６９ その他の食料・飲料販売業 一般 グリコチャネルクリエイト株式会社 代表取締役 西村 浩一 555-0021 大阪府大阪市西淀川区歌島４丁目６番５号 神北(伊健)第54-72 令和3年10月22日
000028 2100185222 オフィスグリコ冷凍冷蔵庫７２２４６ 664-0842 伊丹市森本９丁目２７ その他の食料・飲料販売業 一般 グリコチャネルクリエイト株式会社 代表取締役 西村 浩一 555-0021 大阪府大阪市西淀川区歌島４丁目６番５号 神北(伊健)第54-73 令和3年10月22日
000028 2100185223 オフィスグリコ冷凍冷蔵庫１５７１５１ 664-0858 伊丹市西台１丁目３－５ その他の食料・飲料販売業 一般 グリコチャネルクリエイト株式会社 代表取締役 西村 浩一 555-0021 大阪府大阪市西淀川区歌島４丁目６番５号 神北(伊健)第54-74 令和3年10月22日
000028 2100185225 オフィスグリコ冷凍冷蔵庫１２６２３９ 664-0858 伊丹市西台１丁目１－１ その他の食料・飲料販売業 一般 グリコチャネルクリエイト株式会社 代表取締役 西村 浩一 555-0021 大阪府大阪市西淀川区歌島４丁目６番５号 神北(伊健)第54-76 令和3年10月22日
000028 2100185226 オフィスグリコ冷凍冷蔵庫１６３０１ 664-0899 伊丹市大鹿７丁目６５ その他の食料・飲料販売業 一般 グリコチャネルクリエイト株式会社 代表取締役 西村 浩一 555-0021 大阪府大阪市西淀川区歌島４丁目６番５号 神北(伊健)第54-77 令和3年10月22日
000028 2100185228 オフィスグリコ冷凍冷蔵庫１３１１０３ 664-0003 伊丹市大野１丁目３－２ その他の食料・飲料販売業 一般 グリコチャネルクリエイト株式会社 代表取締役 西村 浩一 555-0021 大阪府大阪市西淀川区歌島４丁目６番５号 神北(伊健)第54-78 令和3年10月22日
000028 2100185230 オフィスグリコ冷凍冷蔵庫１２４９８８ 664-0851 伊丹市中央３丁目５－２３ その他の食料・飲料販売業 一般 グリコチャネルクリエイト株式会社 代表取締役 西村 浩一 555-0021 大阪府大阪市西淀川区歌島４丁目６番５号 神北(伊健)第54-79 令和3年10月22日
000028 2100185232 オフィスグリコ冷凍冷蔵庫１２６２４７ 664-0851 伊丹市中央３丁目１－１７ その他の食料・飲料販売業 一般 グリコチャネルクリエイト株式会社 代表取締役 西村 浩一 555-0021 大阪府大阪市西淀川区歌島４丁目６番５号 神北(伊健)第54-80 令和3年10月22日
000028 2100185233 オフィスグリコ冷凍冷蔵庫３６６１６ 664-0845 伊丹市東有岡２丁目１３ その他の食料・飲料販売業 一般 グリコチャネルクリエイト株式会社 代表取締役 西村 浩一 555-0021 大阪府大阪市西淀川区歌島４丁目６番５号 神北(伊健)第54-81 令和3年10月22日
000028 2100185235 オフィスグリコ冷凍冷蔵庫１５７１４８ 664-0845 伊丹市東有岡５丁目１２５ その他の食料・飲料販売業 一般 グリコチャネルクリエイト株式会社 代表取締役 西村 浩一 555-0021 大阪府大阪市西淀川区歌島４丁目６番５号 神北(伊健)第54-82 令和3年10月22日
000028 2100185236 オフィスグリコ冷凍冷蔵庫１５３９７７ 664-0845 伊丹市東有岡５丁目１２５ その他の食料・飲料販売業 一般 グリコチャネルクリエイト株式会社 代表取締役 西村 浩一 555-0021 大阪府大阪市西淀川区歌島４丁目６番５号 神北(伊健)第54-83 令和3年10月22日
000028 2100185237 オフィスグリコ冷凍冷蔵庫１６６５６ 664-0847 伊丹市藤ノ木２丁目３－６ その他の食料・飲料販売業 一般 グリコチャネルクリエイト株式会社 代表取締役 西村 浩一 555-0021 大阪府大阪市西淀川区歌島４丁目６番５号 神北(伊健)第54-84 令和3年10月22日
000028 2100185238 オフィスグリコ冷凍冷蔵庫１２３７７９ 664-0854 伊丹市南町４丁目７－１ その他の食料・飲料販売業 一般 グリコチャネルクリエイト株式会社 代表取締役 西村 浩一 555-0021 大阪府大阪市西淀川区歌島４丁目６番５号 神北(伊健)第54-85 令和3年10月22日
000028 2100185239 オフィスグリコ冷凍冷蔵庫１８０１５ 664-0831 伊丹市北伊丹２丁目１３５ その他の食料・飲料販売業 一般 グリコチャネルクリエイト株式会社 代表取締役 西村 浩一 555-0021 大阪府大阪市西淀川区歌島４丁目６番５号 神北(伊健)第54-86 令和3年10月22日
000028 2100185241 オフィスグリコ冷凍冷蔵庫１４６５５ 664-0002 伊丹市北伊丹５丁目３ その他の食料・飲料販売業 一般 グリコチャネルクリエイト株式会社 代表取締役 西村 浩一 555-0021 大阪府大阪市西淀川区歌島４丁目６番５号 神北(伊健)第54-87 令和3年10月22日
000028 2100185242 オフィスグリコ冷凍冷蔵庫２３１５ 664-0002 伊丹市北伊丹５丁目７０－１ その他の食料・飲料販売業 一般 グリコチャネルクリエイト株式会社 代表取締役 西村 浩一 555-0021 大阪府大阪市西淀川区歌島４丁目６番５号 神北(伊健)第54-88 令和3年10月22日
000028 2100185243 オフィスグリコ冷凍冷蔵庫９８１ 664-0831 伊丹市北伊丹５丁目２２ その他の食料・飲料販売業 一般 グリコチャネルクリエイト株式会社 代表取締役 西村 浩一 555-0021 大阪府大阪市西淀川区歌島４丁目６番５号 神北(伊健)第54-89 令和3年10月22日
000028 2100185244 オフィスグリコ冷凍冷蔵庫１４９６３ 664-0831 伊丹市北伊丹５丁目２８－１ その他の食料・飲料販売業 一般 グリコチャネルクリエイト株式会社 代表取締役 西村 浩一 555-0021 大阪府大阪市西淀川区歌島４丁目６番５号 神北(伊健)第54-90 令和3年10月22日
000028 2100185246 オフィスグリコ冷凍冷蔵庫８８６３５ 664-0891 伊丹市北園３丁目２７ その他の食料・飲料販売業 一般 グリコチャネルクリエイト株式会社 代表取締役 西村 浩一 555-0021 大阪府大阪市西淀川区歌島４丁目６番５号 神北(伊健)第54-91 令和3年10月22日
000028 2100185249 オフィスグリコ冷凍冷蔵庫１２２７０７ 664-0873 伊丹市野間３丁目２－５ その他の食料・飲料販売業 一般 グリコチャネルクリエイト株式会社 代表取締役 西村 浩一 555-0021 大阪府大阪市西淀川区歌島４丁目６番５号 神北(伊健)第54-92 令和3年10月22日
000028 2100185250 オフィスグリコ冷凍冷蔵庫８９３２５ 664-0875 伊丹市野間北２丁目９－１７ その他の食料・飲料販売業 一般 グリコチャネルクリエイト株式会社 代表取締役 西村 浩一 555-0021 大阪府大阪市西淀川区歌島４丁目６番５号 神北(伊健)第54-93 令和3年10月22日
000028 2100185253 ダイソー　イオンモール猪名川店 666-0257 川辺郡猪名川町白金２丁目１イオンモール猪名川店　２階 その他の食料・飲料販売業 一般 株式会社大創産業 代表取締役 矢野 靖二 739-0008 広島県東広島市西条吉行東１丁目４番１４号 824200100 神北(伊健)第54-43 令和3年10月11日
000028 2100185258 株式会社エビス 664-0006 伊丹市鴻池５丁目１－２０ 7811532 精穀・製粉業 一般 株式会社エビス 代表取締役 坂本 昌温 664-0006 兵庫県伊丹市鴻池５丁目１番２０号 7811532 神北(伊健)第46-40 令和3年10月28日
000028 2100185260 株式会社日本ＢＢＭ研究所 666-0006 川西市萩原台西３丁目１－２ 7473529 その他の食料品製造・加工業 一般 株式会社日本ＢＢＭ研究所 代表取締役 上坂 浩太 666-0006 兵庫県川西市萩原台西３丁目１番２号 7473529 神北(伊健)第46-42 令和3年11月1日
000028 2100185261 テラゲンファーム 664-0026 伊丹市寺本３丁目１１０ 7811556 農産保存食料品製造・加工業 一般 来田 弘毅 神北(伊健)第46-43 令和3年11月2日
000028 2100185262 ミマ産業 664-0002 伊丹市荻野６丁目４９－２ 器具・容器包装の製造・加工業 一般 岡元 清 神北(伊健)第46-44 令和3年11月10日
000028 2100185267 オフィスグリコ冷凍冷蔵庫１２６２３８ 664-0858 伊丹市西台２丁目７－２ その他の食料・飲料販売業 一般 グリコチャネルクリエイト株式会社 代表取締役 西村 浩一 555-0021 大阪府大阪市西淀川区歌島４丁目６番５号 神北(伊健)第54-75 令和3年10月22日
000028 2100185269 オフィスグリコ冷凍冷蔵庫４５２８５ 666-0033 川西市栄町２－６－３７ その他の食料・飲料販売業 一般 グリコチャネルクリエイト株式会社 代表取締役 西村 浩一 555-0021 大阪府大阪市西淀川区歌島４丁目６番５号 神北(伊健)第54-98 令和3年10月26日
000028 2100185280 オフィスグリコ冷凍冷蔵庫５８１０９ 664-0012 伊丹市緑ケ丘７丁目１－１ その他の食料・飲料販売業 一般 グリコチャネルクリエイト株式会社 代表取締役 西村 浩一 555-0021 大阪府大阪市西淀川区歌島４丁目６番５号 神北(伊健)第54-97 令和3年10月26日
000028 2100185281 オフィスグリコ冷凍冷蔵庫６７２９ 666-0033 川西市栄町１１－１－１２ その他の食料・飲料販売業 一般 グリコチャネルクリエイト株式会社 代表取締役 西村 浩一 555-0021 大阪府大阪市西淀川区歌島４丁目６番５号 神北(伊健)第54-99 令和3年10月26日
000028 2100185282 オフィスグリコ冷凍冷蔵庫６６７９３ 666-0025 川西市下加茂１丁目１７－５７９ その他の食料・飲料販売業 一般 グリコチャネルクリエイト株式会社 代表取締役 西村 浩一 555-0021 大阪府大阪市西淀川区歌島４丁目６番５号 神北(伊健)第54-100 令和3年10月26日
000028 2100185285 オフィスグリコ冷凍冷蔵庫６６７９５ 666-0025 川西市加茂６丁目２－２８ その他の食料・飲料販売業 一般 グリコチャネルクリエイト株式会社 代表取締役 西村 浩一 555-0021 大阪府大阪市西淀川区歌島４丁目６番５号 神北(伊健)第54-101 令和3年10月26日
000028 2100185289 オフィスグリコ冷凍冷蔵庫１６０３４５ 666-0017 川西市火打１丁目１－２４ その他の食料・飲料販売業 一般 グリコチャネルクリエイト株式会社 代表取締役 西村 浩一 555-0021 大阪府大阪市西淀川区歌島４丁目６番５号 神北(伊健)第54-102 令和3年10月26日
000028 2100185293 オフィスグリコ冷凍冷蔵庫１５９５３０ 666-0017 川西市火打２丁目１－２９ その他の食料・飲料販売業 一般 グリコチャネルクリエイト株式会社 代表取締役 西村 浩一 555-0021 大阪府大阪市西淀川区歌島４丁目６番５号 神北(伊健)第54-103 令和3年10月26日
000028 2100185294 オフィスグリコ冷凍冷蔵庫７０５０ 666-0017 川西市火打１丁目１－９ その他の食料・飲料販売業 一般 グリコチャネルクリエイト株式会社 代表取締役 西村 浩一 555-0021 大阪府大阪市西淀川区歌島４丁目６番５号 神北(伊健)第54-104 令和3年10月26日
000028 2100185296 オフィスグリコ冷凍冷蔵庫５３３５２ 666-0024 川西市久代３丁目１３－２１ その他の食料・飲料販売業 一般 グリコチャネルクリエイト株式会社 代表取締役 西村 浩一 555-0021 大阪府大阪市西淀川区歌島４丁目６番５号 神北(伊健)第54-105 令和3年10月26日
000028 2100185297 オフィスグリコ冷凍冷蔵庫１４５８７ 666-0024 川西市久代６丁目１－５ その他の食料・飲料販売業 一般 グリコチャネルクリエイト株式会社 代表取締役 西村 浩一 555-0021 大阪府大阪市西淀川区歌島４丁目６番５号 神北(伊健)第54-106 令和3年10月26日
000028 2100185298 オフィスグリコ冷凍冷蔵庫１４９２３６ 664-0002 川西市久代１丁目２５－６ その他の食料・飲料販売業 一般 グリコチャネルクリエイト株式会社 代表取締役 西村 浩一 555-0021 大阪府大阪市西淀川区歌島４丁目６番５号 神北(伊健)第54-107 令和3年10月26日
000028 2100185299 オフィスグリコ冷凍冷蔵庫６６７９７ 666-0024 川西市久代１丁目１０－３ その他の食料・飲料販売業 一般 グリコチャネルクリエイト株式会社 代表取締役 西村 浩一 555-0021 大阪府大阪市西淀川区歌島４丁目６番５号 神北(伊健)第54-108 令和3年10月26日
000028 2100185300 オフィスグリコ冷凍冷蔵庫１５９２４２ 666-0024 川西市久代１丁目３－１ その他の食料・飲料販売業 一般 グリコチャネルクリエイト株式会社 代表取締役 西村 浩一 555-0021 大阪府大阪市西淀川区歌島４丁目６番５号 神北(伊健)第54-109 令和3年10月26日
000028 2100185301 オフィスグリコ冷凍冷蔵庫１４５８３９ 666-0025 川西市加茂６丁目９７－１ その他の食料・飲料販売業 一般 グリコチャネルクリエイト株式会社 代表取締役 西村 浩一 555-0021 大阪府大阪市西淀川区歌島４丁目６番５号 神北(伊健)第54-110 令和3年10月26日
000028 2100185302 オフィスグリコ冷凍冷蔵庫６６９０２ 666-0024 川西市久代２丁目２－１ その他の食料・飲料販売業 一般 グリコチャネルクリエイト株式会社 代表取締役 西村 浩一 555-0021 大阪府大阪市西淀川区歌島４丁目６番５号 神北(伊健)第54-111 令和3年10月26日
000028 2100185303 オフィスグリコ冷凍冷蔵庫４５０９９ 666-0024 川西市久代１丁目１３－１７ その他の食料・飲料販売業 一般 グリコチャネルクリエイト株式会社 代表取締役 西村 浩一 555-0021 大阪府大阪市西淀川区歌島４丁目６番５号 神北(伊健)第54-112 令和3年10月26日
000028 2100185304 オフィスグリコ冷凍冷蔵庫５３３５４ 666-0024 川西市久代３丁目１３－２１ その他の食料・飲料販売業 一般 グリコチャネルクリエイト株式会社 代表取締役 西村 浩一 555-0021 大阪府大阪市西淀川区歌島４丁目６番５号 神北(伊健)第54-113 令和3年10月26日
000028 2100185305 オフィスグリコ冷凍冷蔵庫６５０１４ 666-0024 川西市久代２丁目８－６ その他の食料・飲料販売業 一般 グリコチャネルクリエイト株式会社 代表取締役 西村 浩一 555-0021 大阪府大阪市西淀川区歌島４丁目６番５号 神北(伊健)第54-114 令和3年10月26日
000028 2100185306 オフィスグリコ冷凍冷蔵庫７０８６ 666-0015 川西市小花１丁目７－９ その他の食料・飲料販売業 一般 グリコチャネルクリエイト株式会社 代表取締役 西村 浩一 555-0021 大阪府大阪市西淀川区歌島４丁目６番５号 神北(伊健)第54-115 令和3年10月26日
000028 2100185308 オフィスグリコ冷凍冷蔵庫６７２７ 666-0015 川西市小花２丁目１－３ その他の食料・飲料販売業 一般 グリコチャネルクリエイト株式会社 代表取締役 西村 浩一 555-0021 大阪府大阪市西淀川区歌島４丁目６番５号 神北(伊健)第54-116 令和3年10月26日
000028 2100185309 オフィスグリコ冷凍冷蔵庫１０６８１ 666-0124 川西市多田桜木１丁目４６ その他の食料・飲料販売業 一般 グリコチャネルクリエイト株式会社 代表取締役 西村 浩一 555-0021 大阪府大阪市西淀川区歌島４丁目６番５号 神北(伊健)第54-117 令和3年10月26日



000028 2100185310 オフィスグリコ冷凍冷蔵庫１０６８２ 666-0124 川西市多田桜木２丁目２－８ その他の食料・飲料販売業 一般 グリコチャネルクリエイト株式会社 代表取締役 西村 浩一 555-0021 大阪府大阪市西淀川区歌島４丁目６番５号 神北(伊健)第54-118 令和3年10月26日
000028 2100185321 オフィスグリコ冷凍冷蔵庫６９５５ 666-0124 川西市多田桜木１丁目９－３５ その他の食料・飲料販売業 一般 グリコチャネルクリエイト株式会社 代表取締役 西村 浩一 555-0021 大阪府大阪市西淀川区歌島４丁目６番５号 神北(伊健)第54-119 令和3年10月26日
000028 2100185322 オフィスグリコ冷凍冷蔵庫７０８３ 666-0016 川西市中央町７－２１ その他の食料・飲料販売業 一般 グリコチャネルクリエイト株式会社 代表取締役 西村 浩一 555-0021 大阪府大阪市西淀川区歌島４丁目６番５号 神北(伊健)第54-120 令和3年10月26日
000028 2100185323 オフィスグリコ冷凍冷蔵庫１０２３３０ 666-0016 川西市中央町７－１８ その他の食料・飲料販売業 一般 グリコチャネルクリエイト株式会社 代表取締役 西村 浩一 555-0021 大阪府大阪市西淀川区歌島４丁目６番５号 神北(伊健)第54-121 令和3年10月26日
000028 2100185325 オフィスグリコ冷凍冷蔵庫１２１２０１ 666-0016 川西市中央町７－２４ その他の食料・飲料販売業 一般 グリコチャネルクリエイト株式会社 代表取締役 西村 浩一 555-0021 大阪府大阪市西淀川区歌島４丁目６番５号 神北(伊健)第54-123 令和3年10月26日
000028 2100185327 オフィスグリコ冷凍冷蔵庫１６５４７ 666-0023 川西市東久代２丁目２－１０ その他の食料・飲料販売業 一般 グリコチャネルクリエイト株式会社 代表取締役 西村 浩一 555-0021 大阪府大阪市西淀川区歌島４丁目６番５号 神北(伊健)第54-124 令和3年10月26日
000028 2100185328 オフィスグリコ冷凍冷蔵庫１０７１５ 666-0117 川西市東畦野２丁目１－１２ その他の食料・飲料販売業 一般 グリコチャネルクリエイト株式会社 代表取締役 西村 浩一 555-0021 大阪府大阪市西淀川区歌島４丁目６番５号 神北(伊健)第54-125 令和3年10月26日
000028 2100185331 オフィスグリコ冷凍冷蔵庫１４９３０１ 666-0121 川西市平野１丁目５－２０ その他の食料・飲料販売業 一般 グリコチャネルクリエイト株式会社 代表取締役 西村 浩一 555-0021 大阪府大阪市西淀川区歌島４丁目６番５号 神北(伊健)第54-126 令和3年10月26日
000028 2100185332 オフィスグリコ冷凍冷蔵庫１６０５３５ 666-0121 川西市平野２丁目６－２２ その他の食料・飲料販売業 一般 グリコチャネルクリエイト株式会社 代表取締役 西村 浩一 555-0021 大阪府大阪市西淀川区歌島４丁目６番５号 神北(伊健)第54-127 令和3年10月26日
000028 2100185333 オフィスグリコ冷凍冷蔵庫４５２８８ 666-0262 川辺郡猪名川町伏見台１丁目７０ その他の食料・飲料販売業 一般 グリコチャネルクリエイト株式会社 代表取締役 西村 浩一 555-0021 大阪府大阪市西淀川区歌島４丁目６番５号 神北(伊健)第54-128 令和3年10月26日
000028 2100185334 オフィスグリコ冷凍冷蔵庫２４０７８０ 666-0017 川西市火打２丁目９－２１ その他の食料・飲料販売業 一般 グリコチャネルクリエイト株式会社 代表取締役 西村 浩一 555-0021 大阪府大阪市西淀川区歌島４丁目６番５号 神北(伊健)第54-129 令和3年10月26日
000028 2100185336 ダイソー　オアシスタウンキセラ川西店 666-0017 川西市火打１丁目１６－６　２階 その他の食料・飲料販売業 一般 株式会社大創産業 代表取締役 矢野 靖二 739-0008 広島県東広島市西条吉行東１丁目４番１４号 824200100 神北(伊健)第54-130 令和3年10月28日
000028 2100185337 ダイソー　ラソラ川西店 666-0033 川西市栄町１１－１ その他の食料・飲料販売業 一般 株式会社大創産業 代表取締役 矢野 靖二 739-0008 広島県東広島市西条吉行東１丁目４番１４号 824200100 神北(伊健)第54-131 令和3年10月28日
000028 2100185388 無印良品イオンモール伊丹 664-0847 伊丹市藤ノ木１丁目１－１イオンモール伊丹２Ｆ 727874114 その他の食料・飲料販売業 一般 株式会社良品計画 代表取締役 堂前 宣夫 170-0013 東京都豊島区東池袋４丁目２６番３号 339894403 神北(伊健)第54-132 令和3年11月1日
000028 2100185393 ＭＡＫＡＮＡＩＹＡ　まかないや 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く。)その他の食料・飲料販売業 自動車 古川 幸夫 神北(伊健)第54-133 令和3年11月1日
000028 2100185395 無印良品オアシスタウンキセラ川西 666-0017 川西市火打１丁目１６－６ 7575500 その他の食料・飲料販売業 一般 株式会社良品計画 代表取締役 堂前 宣夫 170-0013 東京都豊島区東池袋４丁目２６番３号 339894403 神北(伊健)第54-134 令和3年11月2日
000028 2100185397 伊丹昆陽営業所 664-0888 伊丹市昆陽南１丁目５番４８号 7778906 集団給食（４）その他 集団給食 株式会社ツクイ 代表取締役 高畠 毅 233-0002 神奈川県横浜市港南区上大岡西１丁目６番１号 458424183 神北(伊健)第47-82 令和3年9月16日
000028 2100185436 モスバーガー阪急伊丹店 664-0851 伊丹市中央１丁目６－１９ 7723833 その他の食料・飲料販売業 一般 株式会社モスストアカンパニー 代表取締役 原野 浩二 141-0032 東京都品川区大崎二丁目１番１号 354877430 神北(伊健)第54-34 令和3年9月14日
000028 2100185559 オフィスグリコ冷凍冷蔵庫２２９２４１ 664-0002 川西市中央町１０－２０西日本高速道路株式会社２階 その他の食料・飲料販売業 一般 グリコチャネルクリエイト株式会社 代表取締役 西村 浩一 555-0021 大阪府大阪市西淀川区歌島４丁目６番５号 神北(伊健)第54-139 令和3年11月8日
000028 2100185562 オフィスグリコ冷凍冷蔵庫２８１１５５ 664-0011 伊丹市鋳物師５丁目７９医療法人晴風園伊丹せいふう病院１階 その他の食料・飲料販売業 一般 グリコチャネルクリエイト株式会社 代表取締役 西村 浩一 555-0021 大阪府大阪市西淀川区歌島４丁目６番５号 神北(伊健)第54-140 令和3年11月8日
000028 2100185565 ステーキガスト　伊丹堀池店 664-0888 伊丹市昆陽南５丁目１－３ 727801780 その他の食料・飲料販売業 一般 株式会社すかいらーくレストランツ 代表取締役 大川原 利明 180-0013 東京都武蔵野市西久保１丁目２５－８ 422375218 神北(伊健)第54-141 令和3年11月8日
000028 2100185567 ガスト　川西能勢口駅前店 666-0033 川西市栄町１６－６アクロスキューブ川西能勢口１Ｆ 727566333 その他の食料・飲料販売業 一般 株式会社すかいらーくレストランツ 代表取締役 大川原 利明 180-0013 東京都武蔵野市西久保１丁目２５－８ 422375218 神北(伊健)第54-142 令和3年11月9日
000028 2100185568 ＳＥＩ伊丹キッズ 664-0015 伊丹市昆陽池２丁目１４３ 7836486 集団給食（４）その他 集団給食 株式会社ポピンズエデュケア 代表取締役 井上 正明 150-0012 東京都渋谷区広尾５丁目６番６号 334472100 神北(伊健)第47-103 令和3年11月9日
000028 2100185580 特別養護老人ホーム　あそか苑パドマ館 664-0023 伊丹市中野西１丁目１０８－１ 7852272 集団給食（４）その他 集団給食 社会福祉法人明照会 理事長 善部 修 664-0023 兵庫県伊丹市中野西１丁目１８番地 7850109 神北(伊健)第47-95 令和3年10月21日
000028 2100185590 ガスト伊丹瑞穂店 664-0013 伊丹市瑞穂町６丁目４５ 7802031 その他の食料・飲料販売業 一般 株式会社すかいらーくレストランツ 代表取締役 大川原 利明 180-0013 東京都武蔵野市西久保１丁目２５－８ 422375218 神北(伊健)第54-135 令和3年11月2日
000028 2100185593 株式会社柿安本店　イオン伊丹昆陽精肉店 664-0027 伊丹市池尻４丁目１－１イオン伊丹昆陽店１Ｆ 7789208 その他の食料・飲料販売業 一般 株式会社柿安本店 代表取締役 赤塚 保正 511-0032 三重県桑名市吉之丸８番地 神北(伊健)第54-137 令和3年11月4日
000028 2100185594 ＤＣＭ日生中央店 666-0262 川辺郡猪名川町伏見台１丁目１－２ 7650202 その他の食料・飲料販売業 一般 ＤＣＭ株式会社 代表取締役 石黒 靖規 140-0013 東京都品川区南大井６丁目２２番７号 357645211 神北(伊健)第54-136 令和3年11月4日
000028 2100185595 美健ＳＰＡ湯櫻 666-0017 川西市火打１丁目１６－６ 7440005 その他の食料・飲料販売業 一般 株式会社スパ・ガーデンオアシス 代表取締役 丸山 茂司 666-0017 兵庫県川西市火打１丁目１６番６号オアシスタウンキセラ川西２Ｆ 642567716 神北(伊健)第54-138 令和3年11月5日
000028 2100185596 株式会社Saveurs de linstant 666-0236 川辺郡猪名川町北田原字カイジリ２４１－１ 7028812 その他の食料品製造・加工業 一般 株式会社Saveurs de l'instant 代表取締役 徳永 崇 666-0236 兵庫県川辺郡猪名川町北田原字カイジリ２４１－１ 7028812 神北(伊健)第46-45 令和3年11月12日
000028 2100185597 株式会社下源 664-0846 伊丹市伊丹７丁目３－１４ 7822335 精穀・製粉業 一般 株式会社下源 代表取締役 下村 典生 664-0846 兵庫県伊丹市伊丹７丁目３番１４号 7822335 神北(伊健)第46-46 令和3年11月17日
000028 2100185598 はちみつ屋　みよちゃん 666-0257 川辺郡猪名川町白金３丁目５－１５ 農産保存食料品製造・加工業 一般 寺床 実代 神北(伊健)第46-47 令和3年11月18日
000028 2100185599 川辺酒造有限会社 666-0225 川辺郡猪名川町木津字南垣内９－２ 7680003 その他の食料品製造・加工業 一般 川辺酒造有限会社 代表取締役 肥爪 忠之 666-0225 兵庫県川辺郡猪名川町木津字南垣内９番地の２ 7680003 神北(伊健)第46-48 令和3年11月18日
000028 2100185600 阪上勝次 666-0025 川西市加茂２丁目８－１２ 農産保存食料品製造・加工業 一般 阪上 勝治 神北(伊健)第46-49 令和3年11月19日
000028 2100185601 松谷化学工業株式会社 664-0831 伊丹市北伊丹５丁目３番地 7712001 糖類製造・加工業 一般 松谷化学工業株式会社 代表取締役 阪本 紗代 664-0831 兵庫県伊丹市北伊丹５丁目３番地 7712001 神北(伊健)第46-50 令和3年11月24日
000028 2100185602 中島　邦生 664-0004 伊丹市東野６丁目２８ 7825652 農産保存食料品製造・加工業 一般 中島 邦生 神北(伊健)第46-51 令和3年11月26日
000028 2100185603 パティシエ・ル・パン 664-0013 伊丹市瑞穂町２丁目１６－１みずほマンション１Ｆ 7815885 農産保存食料品製造・加工業 一般 有限会社スーリール 代表取締役 伊藤 展行 664-0004 兵庫県伊丹市東野６丁目６番地エル・パラシオ１F 7725218 神北(伊健)第46-52 令和3年11月26日
000028 2100185621 ケンタッキーフライドチキン  イオンモール伊丹昆陽店 664-0027 伊丹市池尻４丁目１－１イオンモール伊丹昆陽　３Ｆ 7878882 その他の食料・飲料販売業 一般 フーズネットワーク株式会社 代表取締役 筒井 靖雄 567-0876 大阪府茨木市天王２丁目２番１号さとみマンション 神北(伊健)第54-143 令和3年11月9日
000028 2100185622 ケンタッキーフライドチキン川西アステ店 666-0033 川西市栄町２５－１アステ川西１Ｆ 7552120 その他の食料・飲料販売業 一般 フーズネットワーク株式会社 代表取締役 筒井 靖雄 567-0876 大阪府茨木市天王２丁目２番１号さとみマンション 神北(伊健)第54-144 令和3年11月9日
000028 2100185623 しゃぶ葉伊丹大鹿店 664-0899 伊丹市大鹿７丁目４５ 7791501 その他の食料・飲料販売業 一般 株式会社すかいらーくレストランツ 代表取締役 大川原 利明 180-0013 東京都武蔵野市西久保１丁目２５－８ 422375218 神北(伊健)第54-145 令和3年11月9日
000028 2100185631 阪急百貨店　川西店内　鶴屋八幡 666-0033 川西市栄町２６－１ 727550339 その他の食料・飲料販売業 一般 株式会社　鶴屋八幡 代表取締役 今中 智英 541-0042 大阪府大阪市中央区今橋４丁目４番９号 662037285 神北(伊健)第54-146 令和3年11月9日
000028 2100185632 バーミヤン伊丹鴻池店 664-0006 伊丹市鴻池３丁目２０－３９ 7756170 その他の食料・飲料販売業 一般 株式会社すかいらーくレストランツ 代表取締役 大川原 利明 180-0013 東京都武蔵野市西久保１丁目２５－８ 422375218 神北(伊健)第54-147 令和3年11月10日
000028 2100185633 ガスト　伊丹野間店 664-0865 伊丹市南野６丁目４－２７ 7805316 その他の食料・飲料販売業 一般 株式会社すかいらーくレストランツ 代表取締役 大川原 利明 180-0013 東京都武蔵野市西久保１丁目２５－８ 422375218 神北(伊健)第54-148 令和3年11月10日
000028 2100185634 ガスト伊丹桜台店 664-0029 伊丹市中野北３丁目５－１４ 7802032 その他の食料・飲料販売業 一般 株式会社すかいらーくレストランツ 代表取締役 大川原 利明 180-0013 東京都武蔵野市西久保１丁目２５－８ 422375218 神北(伊健)第54-149 令和3年11月10日
000028 2100185638 川西阪急百貨店　５Ｆ食堂シースルー666-0033 川西市栄町２６－１ コップ式自動販売機（自動洗浄・屋内設置）自動販売機株式会社アペックス西日本 代表取締役 森 吉平 550-0015 大阪府大阪市西区南堀江４丁目２５－２４665359024 神北(伊健)第44-8 令和3年7月19日
000028 2100185650 ファミリーマート伊丹堀池店 664-0871 伊丹市堀池３丁目９－３２ 7735133 コンビニエンスストア 一般 株式会社和栄 代表取締役 立津 榮子 660-0077 兵庫県尼崎市大庄西町１丁目２番１５号 664190906 神北(伊健)第49-10 令和3年11月22日
000028 2100185651 ファミリーマート伊丹野間二丁目店 664-0873 伊丹市野間２丁目９－５ 7755281 コンビニエンスストア 一般 株式会社和栄 代表取締役 立津 榮子 660-0077 兵庫県尼崎市大庄西町１丁目２番１５号 664190906 神北(伊健)第49-11 令和3年11月22日
000028 2100185656 近畿中央ヤクルト販売株式会社　西台センター 664-0858 伊丹市西台２丁目５－７コーポファミール１０１ 7828916 その他の食料・飲料販売業 一般 近畿中央ヤクルト販売株式会社 代表取締役 湯澤 衛 567-0862 大阪府茨木市美沢町１５番３０号 726348960 神北(伊健)第54-150 令和3年11月12日
000028 2100185658 近畿中央ヤクルト販売株式会社　荒牧センター 664-0001 伊丹市荒牧３丁目９－２６ 7775582 その他の食料・飲料販売業 一般 近畿中央ヤクルト販売株式会社 代表取締役 湯澤 衛 567-0862 大阪府茨木市美沢町１５番３０号 726348960 神北(伊健)第54-151 令和3年11月12日
000028 2100185660 近畿中央ヤクルト販売株式会社　川西センター 666-0017 川西市火打１丁目１４－８アネックス川西１Ｆ 7598952 その他の食料・飲料販売業 一般 近畿中央ヤクルト販売株式会社 代表取締役 湯澤 衛 567-0862 大阪府茨木市美沢町１５番３０号 66348960 神北(伊健)第54-152 令和3年11月12日
000028 2100185665 八百屋　マスカット 666-0142 川西市清和台東３丁目１－８ 7905560 百貨店、総合スーパー 一般 中井 義隆 神北(伊健)第50-7 令和3年11月11日
000028 2100185666 スーパーマルハチ　新伊丹店 664-0853 伊丹市平松７丁目６－２７ 7730881 百貨店、総合スーパー 一般 株式会社マルハチ 代表取締役 栗花 正雄 651-0064 兵庫県神戸市中央区大日通１丁目２番１８号 782320839 神北(伊健)第50-8 令和3年11月15日
000028 2100185668 近畿中央ヤクルト販売株式会社　多田センター 666-0122 川西市東多田３丁目４－３ 7901200 その他の食料・飲料販売業 一般 近畿中央ヤクルト販売株式会社 代表取締役 湯澤 衛 567-0862 大阪府茨木市美沢町１５番３０号 726348960 神北(伊健)第54-153 令和3年11月12日
000028 2100185669 近畿中央ヤクルト販売株式会社　日生中央センター 666-0152 川西市丸山台１丁目６０－２ 7915580 その他の食料・飲料販売業 一般 近畿中央ヤクルト販売株式会社 代表取締役 湯澤 衛 567-0862 大阪府茨木市美沢町１５番３０号 726348960 神北(伊健)第54-154 令和3年11月12日
000028 2100185670 近畿中央ヤクルト販売株式会社　昆陽里センター 664-0026 伊丹市寺本１４２ 7728960 その他の食料・飲料販売業 一般 近畿中央ヤクルト販売株式会社 代表取締役 湯澤 衛 567-0862 大阪府茨木市美沢町１５番３０号 726348960 神北(伊健)第54-155 令和3年11月12日
000028 2100185672 ガスト伊丹荒牧店 664-0001 伊丹市荒牧１丁目３－２３ 7803203 その他の食料・飲料販売業 一般 株式会社すかいらーくレストランツ 代表取締役 大川原 利明 180-0013 東京都武蔵野市西久保１丁目２５－８ 422375218 神北(伊健)第54-156 令和3年11月12日
000028 2100185689 アクトステージ伊丹 664-0831 伊丹市北伊丹８丁目１０－６アクトステージ１Ｆ 7854800 その他の食料・飲料販売業 一般 株式会社アスク 代表取締役 泉澤 豊 104-0061 東京都中央区銀座８丁目１４－１４ 352532271 神北(伊健)第54-157 令和3年11月12日
000028 2100185691 プラウドシティ伊丹　ガーデンテラス棟 664-0886 伊丹市昆陽東１丁目２－２７ 7033131 その他の食料・飲料販売業 一般 株式会社アスク 代表取締役社長 泉澤 豊 104-0061 東京都中央区銀座８丁目１４－１４ 367753968 神北(伊健)第54-158 令和3年11月12日
000028 2100185692 グランドメゾン伊丹池尻リテラシティ 664-0027 伊丹市池尻４丁目１－５ 7845209 その他の食料・飲料販売業 一般 株式会社アスク 代表取締役 泉澤 豊 104-0061 東京都中央区銀座８丁目１４－１４ 367753968 神北(伊健)第54-159 令和3年11月12日
000028 2100185694 株式会社　北の大地西日本　山下店 666-0105 川西市見野２丁目２４－１１フードネットマート山下店内 7647882 野菜果物販売業 一般 株式会社北の大地西日本 代表取締役 鎌谷 英己 590-0011 大阪府堺市堺区香ヶ丘町３丁３番２３号 722387011 神北(伊健)第54-160 令和3年11月12日
000028 2100185698 ミスタードーナツ　阪急伊丹駅ショップ 664-0858 伊丹市西台１丁目１－１ 7792211 その他の食料・飲料販売業 一般 三和紙器株式会社 代表取締役 青山 祐二郎 661-0952 兵庫県尼崎市椎堂２丁目１番１号 664926114 神北(伊健)第54-162 令和3年11月15日
000028 2100185699 ぎょうざの満洲　川西能勢口駅店 666-0033 川西市栄町２０－１ベルフローラかわにし内 727440405 その他の食料・飲料販売業 一般 株式会社ぎょうざの満洲 代表取締役 池野谷 ひろみ 350-1101 埼玉県川越市的場新町２１番地１ 492739333 神北(伊健)第54-163 令和3年11月16日
000028 2100185705 日本ケンタッキーフライドチキン伊丹 664-0851 伊丹市中央１丁目４－４ 727802366 その他の食料・飲料販売業 一般 日本ケンタッキー・フライド・チキン株式会社 代表取締役 判治 孝之 220-0012 神奈川県横浜市西区みなとみらい４丁目４－５ 453070700 神北(伊健)第54-164 令和3年11月17日
000028 2100185711 日本ケンタッキーフライドチキン  イオンモール伊丹 664-0847 伊丹市藤ノ木１丁目１－１イオンモール伊丹１Ｆ　１１５ 727805055 その他の食料・飲料販売業 一般 日本ケンタッキー・フライド・チキン株式会社 代表取締役 判治 孝之 220-0012 神奈川県横浜市西区みなとみらい４丁目４－５ 453070700 神北(伊健)第54-165 令和3年11月17日
000028 2100185712 ミスタードーナツ　イオンモール伊丹ショップ 664-0847 伊丹市藤ノ木１丁目１－１ 7734120 その他の食料・飲料販売業 一般 三和紙器株式会社 代表取締役 青山 祐二郎 661-0952 兵庫県尼崎市椎堂２丁目１－１ 664926134 神北(伊健)第54-166 令和3年11月17日
000028 2100185713 グランブッフェ　伊丹店 664-0847 伊丹市藤ノ木１丁目１－１イオンモール伊丹３階 727735032 その他の食料・飲料販売業 一般 ニラックス株式会社 代表取締役 崎田 晴義 180-0013 東京都武蔵野市西久保一丁目２５番８号 422376108 神北(伊健)第54-167 令和3年11月17日
000028 2100185714 びっくりドンキー伊丹店 664-0014 伊丹市広畑２丁目２２－１ 727829202 その他の食料・飲料販売業 一般 株式会社　サンパーク 代表取締役 高木 健 564-0001 大阪府吹田市岸部北５丁目１１－１ 663880389 神北(伊健)第54-168 令和3年11月17日
000028 2100185715 ココス　伊丹池尻店 664-0027 伊丹市池尻１丁目１７１ その他の食料・飲料販売業 一般 株式会社ココスジャパン 代表取締役 一木 直哉 108-0075 東京都港区港南２丁目１８番１号 368338000 神北(伊健)第54-169 令和3年11月24日
000028 2100185716 みやび珈琲 664-0006 伊丹市鴻池７丁目３－８ 727770810 その他の食料・飲料販売業 一般 泉北エーワン株式会社 代表取締役 楊井 雅生 590-0115 大阪府堺市南区茶山台１丁２番１－２０６号 663120789 神北(伊健)第54-170 令和3年11月24日
000028 2100185718 ＭＩＹＡＢＩ（ミヤビ）  Cafe＆Boulangerie 664-0022 伊丹市中野東１丁目２６５ 727671845 その他の食料・飲料販売業 一般 くずはエーワン株式会社 代表取締役 楊井 雅生 573-1121 大阪府枚方市楠葉花園町１５－１－１５３くずはモール１階 663120789 神北(伊健)第54-171 令和3年11月24日
000028 2100185719 すき家　伊丹瑞穂店 664-0013 伊丹市瑞穂町２丁目２１ その他の食料・飲料販売業 一般 株式会社すき家 代表取締役 笹川 直樹 108-0075 東京都港区港南２丁目１８番１号 357838850 神北(伊健)第54-172 令和3年11月26日
000028 2100185720 すき家　伊丹野間店 664-0887 伊丹市南野北５丁目３－２８ その他の食料・飲料販売業 一般 株式会社すき家 代表取締役 笹川 直樹 108-0075 東京都港区港南２丁目１８番１号 357838850 神北(伊健)第54-173 令和3年11月26日
000028 2100185722 すき家　阪急伊丹店 664-0851 伊丹市中央１丁目６－１４ その他の食料・飲料販売業 一般 株式会社すき家 代表取締役 笹川 直樹 108-0075 東京都港区港南２丁目１８番１号 357838850 神北(伊健)第54-175 令和3年11月26日
000028 2100185724 すき家　川西火打店 666-0017 川西市火打２丁目９－２３ その他の食料・飲料販売業 一般 株式会社すき家 代表取締役 笹川 直樹 105-0000 東京都港区港南２丁目１８番１号 357838850 神北(伊健)第54-176 令和3年11月26日
000028 2100185756 デイサービススイッチオン伊丹 664-0006 伊丹市鴻池３丁目１６－１０ 7647261 集団給食（４）その他 集団給食 株式会社スイッチオンサービス 代表取締役 石川 智昭 664-0006 兵庫県伊丹市鴻池３丁目１６番１０号 7773205 神北(伊健)第47-116 令和3年11月18日
000028 2100185764 ボルツ㈱　ＵＮ４１２９ 666-0024 川西市久代１丁目１－２４ 7598121 コップ式自動販売機（自動洗浄・屋内設置） 自動販売機 サントリービバレッジソリューション株式会社 代表取締役 及川 剛 160-0023 東京都新宿区西新宿８丁目１７番１号 363040501 神北(伊健)第44-9 令和3年8月2日
000028 2100185766 イオン猪名川店３Ｆ後方会議室兼休憩室  ７Ｅ２８０４666-0257 川辺郡猪名川町白金２丁目１ コップ式自動販売機（自動洗浄・屋内設置）自動販売機サントリービバレッジソリューション株式会社代表取締役 及川 剛 160-0023 東京都新宿区西新宿８丁目１７番１号 363040501 神北(伊健)第44-10 令和3年8月2日
000028 2100185798 第二協立病院売店 666-0033 川西市栄町５－２８第二協立病院１階 727581123 乳類販売業 一般 株式会社アメニティ 代表取締役 渡辺 逸弘 101-0062 東京都千代田区神田駿河台２丁目１０番４号 364276780 神北(伊健)第42-7 令和3年8月3日
000028 2100185801 東リ(株)本社　ＵＢ８０７１（４９４８４８）664-0845 伊丹市東有岡５丁目１２５ 乳類販売業 自動販売機サントリービバレッジソリューション株式会社代表取締役 及川 剛 160-0023 東京都新宿区西新宿８丁目１７番１号 363040501 神北(伊健)第42-8 令和3年8月19日
000028 2100185849 道の駅いながわ 666-0224 川辺郡猪名川町万善字竹添７０－１ 自動販売機（要届出のコップ式自動販売機及び要許可を除く）自動販売機株式会社ロッテ 代表取締役 牛膓 栄一 160-0023 東京都新宿区西新宿３丁目２０番１号 353885645 神北(伊健)第45-3 令和3年10月20日
000028 2100185871 グランピング　ｓｕｍｍｅｒ 664-0851 伊丹市中央２丁目１－１－５０１ 食肉販売業 一般 大園 武史 神北(伊健)第41-2 令和3年6月17日
000028 2100185876 真心Ｊｒ． 664-0858 伊丹市西台１丁目３番５号伊丹駅前サンハイツ２０９号 727728539 食肉販売業 一般 合同会社　真心Ｊr． 代表社員 小峰 有紗 664-0858 兵庫県伊丹市西台１丁目３番５号 727728539 神北(伊健)第41-3 令和3年11月18日
000028 2100185880 住友総合グランド　サロン内 664-0017 伊丹市瑞ケ丘２丁目４ 7810496 自動販売機（要届出のコップ式自動販売機及び要許可を除く） 自動販売機 江崎グリコ株式会社 代表取締役 江崎 勝久 555-0021 大阪府大阪市西淀川区歌島４丁目６番５号 664778352 神北(伊健)第45-12 令和3年10月28日
000028 2100185881 ＴＲＵＯＮＧ　ＴＨＩＮＨ　ＭＡＲＴ 664-0846 伊丹市伊丹３丁目２－７メゾネット伊丹１Ｆ 魚介類販売業 一般 大信貿易合同会社 代表社員 チャン　ドゥク フィン 661-0972 兵庫県尼崎市小中島１丁目２３番２２号 649508825 神北(伊健)第40-1 令和3年7月13日
000028 2100185883 タイヘイ株式会社　伊丹営業所 664-0002 伊丹市荻野５丁目１－１ 727734410 魚介類販売業 一般 タイヘイ株式会社 代表取締役 太田 健治郎 289-2144 千葉県匝瑳市八日市場イ２６１４番地 479731111 神北(伊健)第40-2 令和3年7月14日
000028 2100185884 ＴＡＰ　ＨＯＡ　ＡＭＡ　伊丹店 664-0851 伊丹市中央３丁目２－６イムーブルエピ１階 魚介類販売業 一般 合同会社ＹＡＭＡＤＡ　ＦＯＯＤＳ 代表社員 山田 未来 661-0011 兵庫県尼崎市東塚口町１丁目６－１７ 神北(伊健)第40-3 令和3年8月11日
000028 2100185895 伊丹水産株式会社（移動販売車） 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く。) 魚介類販売業 自動車 伊丹水産株式会社 代表取締役 藤井 良夫 664-0836 兵庫県伊丹市北本町３丁目５０番地 727823005 神北(伊健)第40-4 令和3年9月14日
000028 2100185900 株式会社ヤバケイ 664-0842 伊丹市森本１丁目９２ 727756880 魚介類販売業 一般 株式会社ヤバケイ 代表取締役 打波 創一郎 664-0842 兵庫県伊丹市森本１丁目９２番地 727756880 神北(伊健)第40-5 令和3年10月1日
000028 2100186190 ローソンＨＡ阪急川西能勢口店 666-0033 川西市栄町２０－１阪急川西能勢口駅２階構内 727588232 コンビニエンスストア 一般 株式会社アズナス 代表取締役 佐桑 勇 530-0017 大阪府大阪市北区角田町８番７号 667434107 神北(伊健)第49-12 令和3年11月30日
000028 2100186191 Ｂｏｕｌｅ　ｄｅ　ｎｅｉｇｅ 000-0000 伊丹市内一円 行商 行商 小谷 由紀 神北(伊健)第48-1 令和3年9月21日
000028 2100186195 株式会社ＨＡＬＬＥ　ＪＡＰＯＮ 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く。)行商 行商 株式会社ＨＡＬＬＥ　ＪＡＰＯＮ代表取締役 光野 里奈 108-0075 東京都港区港南２丁目１６－２太陽生命品川ビル２８Ｆ363807903 神北(伊健)第48-2 令和3年9月28日
000028 2100186198 濵田珈琲 666-0129 川西市緑台４丁目８－２０ コーヒー（飲料を除く）製造・加工業 一般 濵田 雅人 神北(伊健)第46-53 令和3年11月30日
000028 2100186205 有限会社イタミフーズ 664-0845 伊丹市東有岡２丁目３４－３ 727843149 その他の食料品製造・加工業 一般 有限会社イタミフーズ 代表取締役 野口 晴久 664-0845 兵庫県伊丹市東有岡２丁目３４番地の３ 727843149 神北(伊健)第46-54 令和3年11月30日
000028 2100186212 ＮＯＮＣＯ　ＦＡＣＴＯＲＹ 666-0012 川西市絹延町３丁目２６スカイハイツ河谷１Ｆ 727595559 農産保存食料品製造・加工業 一般 秋本 宜子 神北(伊健)第46-55 令和3年11月30日
000028 2100186271 じゅうじゅうカルビ伊丹堀池店 664-0871 伊丹市堀池３丁目９－３０ 7731129 その他の食料・飲料販売業 一般 株式会社　トマトアンドアソシエイツ 代表取締役 小林 大二 651-1431 兵庫県西宮市山口町阪神流通センター１丁目２番地 789072555 神北(伊健)第54-161 令和3年11月12日
000028 2100186385 サガミ川西加茂店 666-0025 川西市加茂３丁目１５－４ 7647381 その他の食料・飲料販売業 一般 サガミレストランツ株式会社 代表取締役 鷲津 年春 463-0022 愛知県名古屋市守山区八剣２丁目１１８番地 527376000 神北(伊健)第54-177 令和3年11月30日
000028 2100186386 なか卯　阪急伊丹店 664-0858 伊丹市西台１丁目１－１阪急伊丹駅ビルリータ１Ｆ 7712815 その他の食料・飲料販売業 一般 株式会社　なか卯 代表取締役 平山 賢太郎 108-0075 東京都港区港南２丁目１８番１号 368338820 神北(伊健)第54-178 令和3年11月30日
000028 2100186387 なか卯　伊丹大鹿店 664-0899 伊丹市大鹿７丁目５２－１ 7711215 その他の食料・飲料販売業 一般 株式会社　なか卯 代表取締役 平山 賢太郎 108-0075 東京都港区港南２丁目１８番１号 368338820 神北(伊健)第54-179 令和3年11月30日
000028 2100186388 ゴディバイオンモール伊丹店 664-0847 伊丹市藤ノ木１丁目１－１ 7440822 その他の食料・飲料販売業 一般 ゴディバジャパン株式会社 代表取締役 ジェローム シュシャン 106-0032 東京都港区六本木３丁目２番１号 357978100 神北(伊健)第54-180 令和3年11月30日



000028 2100186389 ミスタードーナツ　川西能勢口店 666-0033 川西市栄町２５－１アステ川西ＴＥＭＰＯ１７５内１２５号 7552130 その他の食料・飲料販売業 一般 ユーアールエー株式会社 代表取締役 井植 敏彰 656-2302 兵庫県淡路市大磯６番地 799743257 神北(伊健)第54-181 令和3年11月30日
000028 2100186390 ミスタードーナツ　イオン伊丹昆陽店 664-0027 伊丹市池尻４丁目１－１イオン伊丹昆陽ＳＣ３Ｆ 7442758 その他の食料・飲料販売業 一般 ユーアールエー株式会社 代表取締役 井植 敏彰 656-2302 兵庫県淡路市大磯６番地 799743257 神北(伊健)第54-182 令和3年11月30日
000028 2100186408 川西南部直売所 666-0024 川西市久代１丁目６４４ 727573575 野菜果物販売業 一般 兵庫六甲農業協同組合 代表理事 平尾 勝春 651-1313 兵庫県神戸市北区有野中町２丁目１２番１３号 789816550 神北(伊健)第54-183 令和3年11月30日
000028 2100186415 業務スーパー伊丹市役所前店　青果販売コーナー 664-0881 伊丹市昆陽１丁目１－７ 727850177 野菜果物販売業 一般 株式会社沖野商店 代表取締役 沖野 孝史 563-0041 大阪府池田市満寿美町３番４号 727510859 神北(伊健)第54-184 令和3年11月30日
000028 2100186416 丸源ラーメン伊丹店 664-0013 伊丹市瑞穂町１丁目１３－１ 7702929 その他の食料・飲料販売業 一般 株式会社サンパーク 代表取締役 髙木 健 564-0001 大阪府吹田市岸部北５丁目１１番１号 663880389 神北(伊健)第54-185 令和3年11月30日
000028 2100186417 淡路屋　川西阪急店 666-0033 川西市栄町２６－１ 弁当販売業 一般 株式会社淡路屋 代表取締役 寺本 督 651-0083 兵庫県神戸市中央区浜辺通４丁目１番２３号三宮ベンチャービル 784311682 神北(伊健)第54-186 令和3年11月30日
000028 2100186421 お菓子のデパートよしや　伊丹店 664-0851 伊丹市中央５丁目１－１５ 727723999 その他の食料・飲料販売業 一般 株式会社吉寿屋 代表取締役 神吉 一寿 530-0041 大阪府大阪市北区天神橋５丁目２番９号 663519124 神北(伊健)第54-187 令和3年11月30日
000028 2100186422 お菓子のデパートよしや　アステ川西店 666-0033 川西市栄町２５－１ 727677523 その他の食料・飲料販売業 一般 株式会社吉寿屋 代表取締役 神吉 一寿 530-0041 大阪府大阪市北区天神橋５丁目２番９号 663519124 神北(伊健)第54-188 令和3年11月30日
000028 2100186428 ＧＥＯ伊丹店（ゲオ） 664-0857 伊丹市行基町２丁目１－３ 自動販売機（要届出のコップ式自動販売機及び要許可を除く）自動販売機森永製菓株式会社 代表取締役 太田 栄二郎 108-0014 東京都港区芝５丁目３３番１号 334560153 神北(伊健)第45-52 令和3年11月24日
000028 2100186478 ミスタ－ド－ナツ猪名川店 666-0257 川辺郡猪名川町白金２丁目１イオンモール猪名川３Ｆ 7651181 その他の食料・飲料販売業 一般 株式会社ルビフ 代表取締役 四宮 孝郎 550-0002 大阪府大阪市西区江戸堀１丁目４番２３号 664419119 神北(伊健)第54-189 令和3年11月30日
000028 2100186481 関西スーパー　稲野店 664-0864 伊丹市安堂寺町３丁目３－１ 7812666 自動販売機（要届出のコップ式自動販売機及び要許可を除く） 自動販売機 株式会社関西スーパーマーケット 代表取締役 福谷 耕治 664-0851 兵庫県伊丹市中央５丁目３番３８号 7720341 神北(伊健)第45-2 令和3年6月3日
000028 2100186483 伊丹スポーツセンター 664-0006 伊丹市鴻池１丁目１－１ 自動販売機（要届出のコップ式自動販売機及び要許可を除く）自動販売機株式会社ロッテ 代表取締役 牛膓 栄一 160-0023 東京都新宿区西新宿３丁目２０番１号 353885645 神北(伊健)第45-4 令和3年10月28日
000028 2100186485 伊丹スカイパーク（中央駐車場） 664-0842 伊丹市森本７丁目１－１ 自動販売機（要届出のコップ式自動販売機及び要許可を除く）自動販売機株式会社ロッテ 代表取締役 牛膓 栄一 160-0023 東京都新宿区西新宿３丁目２０番１号 353885645 神北(伊健)第45-5 令和3年10月28日
000028 2100186489 伊丹スカイパーク（ジャングルジム）664-0842 伊丹市森本７丁目１－１ 自動販売機（要届出のコップ式自動販売機及び要許可を除く）自動販売機株式会社ロッテ 代表取締役 牛膓 栄一 160-0023 東京都新宿区西新宿３丁目２０番１号 353885645 神北(伊健)第45-6 令和3年10月28日
000028 2100186539 ラウンドワン伊丹ボウリング４Ｆ 664-0881 伊丹市昆陽７丁目２９ 自動販売機（要届出のコップ式自動販売機及び要許可を除く）自動販売機株式会社ロッテ 代表取締役 牛膓 栄一 160-0023 東京都新宿区西新宿３丁目２０番１号 353885645 神北(伊健)第45-7 令和3年10月28日
000028 2100186540 キコーナタウン川西多田院店 666-0128 川西市多田院西１丁目９－３ 自動販売機（要届出のコップ式自動販売機及び要許可を除く）自動販売機株式会社ロッテ 代表取締役 牛膓 栄一 160-0023 東京都新宿区西新宿３丁目２０番１号 353885645 神北(伊健)第45-8 令和3年10月28日
000028 2100186542 キコーナ川西久代店 666-0024 川西市久代２丁目４－１３ 自動販売機（要届出のコップ式自動販売機及び要許可を除く）自動販売機株式会社ロッテ 代表取締役 牛膓 栄一 160-0023 東京都新宿区西新宿３丁目２０番１号 353885645 神北(伊健)第45-9 令和3年10月28日
000028 2100186545 キコーナキセラ川西 666-0017 川西市火打１丁目１９－１７ 自動販売機（要届出のコップ式自動販売機及び要許可を除く）自動販売機株式会社ロッテ 代表取締役 牛膓 栄一 160-0023 東京都新宿区西新宿３丁目２０番１号 353885645 神北(伊健)第45-10 令和3年10月28日
000028 2100186547 ラウンドワン伊丹ゲームセンター７Ｆ664-0881 伊丹市昆陽７丁目２９　７Ｆ 自動販売機（要届出のコップ式自動販売機及び要許可を除く）自動販売機株式会社ロッテ 代表取締役 牛膓 栄一 160-0023 東京都新宿区西新宿３丁目２０番１号 353885645 神北(伊健)第45-11 令和3年10月28日
000028 2100186550 野原興産株バッティングセンター⇒ゴルフセンター 666-0155 川西市西畦野南山２ 7934977 自動販売機（要届出のコップ式自動販売機及び要許可を除く） 自動販売機 江崎グリコ株式会社 代表取締役 江崎 勝久 555-0021 大阪府大阪市西淀川区歌島４丁目６番５号 664778352 神北(伊健)第45-13 令和3年11月16日
000028 2100186570 ＮＳＩ清和台スポーツクラブ 666-0142 川西市清和台東３丁目１－８ 7906622 自動販売機（要届出のコップ式自動販売機及び要許可を除く） 自動販売機 江崎グリコ株式会社 代表取締役 江崎 勝久 555-0021 大阪府大阪市西淀川区歌島４丁目６番５号 664778352 神北(伊健)第45-14 令和3年11月16日
000028 2100186571 ＪＳＳ川西スイミングスクール 666-0021 川西市栄根２丁目２１－５ 7568755 自動販売機（要届出のコップ式自動販売機及び要許可を除く） 自動販売機 江崎グリコ株式会社 代表取締役 江崎 勝久 555-0021 大阪府大阪市西淀川区歌島４丁目６番５号 664778352 神北(伊健)第45-15 令和3年11月16日
000028 2100186572 イオンモール伊丹店　１Ｆ 664-0847 伊丹市藤ノ木１丁目１－１ 自動販売機（要届出のコップ式自動販売機及び要許可を除く）自動販売機江崎グリコ株式会社 代表取締役 江崎 勝久 555-0021 大阪府大阪市西淀川区歌島４丁目６番５号664778352 神北(伊健)第45-16 令和3年11月16日
000028 2100186573 イオンモール伊丹店　４Ｆ 664-0847 伊丹市藤ノ木１丁目１－１ 7737300 自動販売機（要届出のコップ式自動販売機及び要許可を除く） 自動販売機 江崎グリコ株式会社 代表取締役 江崎 勝久 555-0021 大阪府大阪市西淀川区歌島４丁目６番５号 664778352 神北(伊健)第45-17 令和3年11月16日
000028 2100186574 ソニックバレイ１Ｆ（大山観光） 666-0105 川西市見野２丁目７－８ 7915266 自動販売機（要届出のコップ式自動販売機及び要許可を除く） 自動販売機 江崎グリコ株式会社 代表取締役 江崎 勝久 555-0021 大阪府大阪市西淀川区歌島４丁目６番５号 664778352 神北(伊健)第45-18 令和3年11月16日
000028 2100186575 ゼニスコートグランスロット（大山観光）２Ｆ 664-0858 伊丹市西台１丁目４－５ 7735580 自動販売機（要届出のコップ式自動販売機及び要許可を除く） 自動販売機 江崎グリコ株式会社 代表取締役 江崎 勝久 555-0021 大阪府大阪市西淀川区歌島４丁目６番５号 664778352 神北(伊健)第45-19 令和3年11月16日
000028 2100186579 バイクセブン伊丹店　２Ｆ 664-0831 伊丹市北伊丹５丁目９６－１ 7708197 自動販売機（要届出のコップ式自動販売機及び要許可を除く） 自動販売機 江崎グリコ株式会社 代表取締役 江崎 勝久 555-0021 大阪府大阪市西淀川区歌島４丁目６番５号 664778352 神北(伊健)第45-20 令和3年11月16日
000028 2100186581 阪急　稲野駅 664-0861 伊丹市稲野町１丁目 自動販売機（要届出のコップ式自動販売機及び要許可を除く）自動販売機江崎グリコ株式会社 代表取締役 江崎 勝久 555-0021 大阪府大阪市西淀川区歌島４丁目６番５号664778352 神北(伊健)第45-21 令和3年11月16日
000028 2100186583 イオン猪名川店　３Ｆ駐車場店頭 666-0257 川辺郡猪名川町白金２丁目１ 7651111 自動販売機（要届出のコップ式自動販売機及び要許可を除く） 自動販売機 江崎グリコ株式会社 代表取締役 江崎 勝久 555-0021 大阪府大阪市西淀川区歌島４丁目６番５号 664778352 神北(伊健)第45-22 令和3年11月16日
000028 2100186584 ＪＳＳ尼宝（ニホー）スイミングスクール 664-0027 伊丹市池尻５丁目５ 7776666 自動販売機（要届出のコップ式自動販売機及び要許可を除く） 自動販売機 江崎グリコ株式会社 代表取締役 江崎 勝久 555-0021 大阪府大阪市西淀川区歌島４丁目６番５号 664778352 神北(伊健)第45-23 令和3年11月16日
000028 2100186586 阪急　川西能勢口駅　宝塚行ホーム 666-0015 川西市小花１丁目１ 自動販売機（要届出のコップ式自動販売機及び要許可を除く）自動販売機江崎グリコ株式会社 代表取締役 江崎 勝久 555-0021 大阪府大阪市西淀川区歌島４丁目６番５号664778352 神北(伊健)第45-24 令和3年11月16日
000028 2100186587 ホームセンターコーナン川西久代店３Ｆ 666-0024 川西市久代６丁目１－５ 7568057 自動販売機（要届出のコップ式自動販売機及び要許可を除く） 自動販売機 江崎グリコ株式会社 代表取締役 江崎 勝久 555-0021 大阪府大阪市西淀川区歌島４丁目６番５号 664778352 神北(伊健)第45-25 令和3年11月16日
000028 2100186588 イオンモール伊丹店　３Ｆテクモフォーレ 664-0847 伊丹市藤ノ木１丁目１－１　イオンモール伊丹３Ｆ 7711096 自動販売機（要届出のコップ式自動販売機及び要許可を除く） 自動販売機 江崎グリコ株式会社 代表取締役 江崎 勝久 555-0021 大阪府大阪市西淀川区歌島４丁目６番５号 664778352 神北(伊健)第45-26 令和3年11月16日
000028 2100186591 一庫公園　管理事務所前（ネイチャーセンター） 666-0103 川西市国崎字知明１－６ 7944970 自動販売機（要届出のコップ式自動販売機及び要許可を除く） 自動販売機 江崎グリコ株式会社 代表取締役 江崎 勝久 555-0021 大阪府大阪市西淀川区歌島４丁目６番５号 664778352 神北(伊健)第45-27 令和3年11月16日
000028 2100186592 能勢電鉄　妙見山ケーブル山上駅 666-0101 川西市黒川字針田５－１ 7382392 自動販売機（要届出のコップ式自動販売機及び要許可を除く） 自動販売機 江崎グリコ株式会社 代表取締役 江崎 勝久 555-0021 大阪府大阪市西淀川区歌島４丁目６番５号 664778352 神北(伊健)第45-28 令和3年11月16日
000028 2100186607 ブックオフ伊丹大鹿店 664-0899 伊丹市大鹿７丁目３４ 7735715 自動販売機（要届出のコップ式自動販売機及び要許可を除く） 自動販売機 江崎グリコ株式会社 代表取締役 江崎 勝久 555-0021 大阪府大阪市西淀川区歌島４丁目６番５号 664778352 神北(伊健)第45-29 令和3年11月16日
000028 2100186770 Ｏｎａｍｏｍｉ　Ｋｉｔｃｈｅｎ 664-0846 伊丹市伊丹１丁目３－１９ 農産保存食料品製造・加工業 一般 石 在原 神北(伊健)第46-56 令和3年11月30日
000028 2100186771 ヨナナ 666-0101 川西市黒川字谷垣内１１６－１ コーヒー（飲料を除く）製造・加工業 一般 堀部 美香 神北(伊健)第46-57 令和3年11月30日
000028 2100186772 青柳産業(有) 664-0028 伊丹市西野５丁目２２６ 7848453 その他の食料品製造・加工業 一般 青柳産業有限会社 代表取締役 喜田 徹 664-0028 兵庫県伊丹市西野５丁目２２６番地 神北(伊健)第46-58 令和3年11月30日
000028 2100186773 ナミコー株式会社　伊丹２Ｆ食堂 664-0845 伊丹市東有岡１丁目６５ コップ式自動販売機（自動洗浄・屋内設置）自動販売機株式会社アペックス西日本 代表取締役 森 吉平 550-0015 大阪府大阪市西区南堀江４丁目２５－２４665359024 神北(伊健)第44-23 令和3年12月15日
000028 2100186774 スズキ自販兵庫　アリーナ伊丹中央　店内664-0898 伊丹市千僧１３０ コップ式自動販売機（自動洗浄・屋内設置）自動販売機株式会社アペックス西日本 代表取締役 森 吉平 550-0015 大阪府大阪市西区南堀江４丁目２５－２４665359024 神北(伊健)第44-24 令和3年12月28日
000028 2100186793 ゼニスコート阪急伊丹店（大山観光） 664-0858 伊丹市西台１丁目１－１　伊丹リータＢ１Ｆ 7736145 自動販売機（要届出のコップ式自動販売機及び要許可を除く） 自動販売機 江崎グリコ株式会社 代表取締役 江崎 勝久 555-0021 大阪府大阪市西淀川区歌島４丁目６番５号 664778352 神北(伊健)第45-30 令和3年11月16日
000028 2100186794 一庫公園　森の広場前自販機コーナー 666-0103 川西市国崎字知明１－６ 7944970 自動販売機（要届出のコップ式自動販売機及び要許可を除く） 自動販売機 江崎グリコ株式会社 代表取締役 江崎 勝久 555-0021 大阪府大阪市西淀川区歌島４丁目６番５号 664778352 神北(伊健)第45-31 令和3年11月16日
000028 2100186796 １２３川西店（延田グループ） 666-0128 川西市多田院西２丁目３－８ 7938777 自動販売機（要届出のコップ式自動販売機及び要許可を除く） 自動販売機 江崎グリコ株式会社 代表取締役 江崎 勝久 555-0021 大阪府大阪市西淀川区歌島４丁目６番５号 664778352 神北(伊健)第45-32 令和3年11月16日
000028 2100186797 能勢電鉄　平野駅　改札内コンコース666-0121 川西市平野１丁目３６－１ 自動販売機（要届出のコップ式自動販売機及び要許可を除く）自動販売機江崎グリコ株式会社 代表取締役 江崎 勝久 555-0021 大阪府大阪市西淀川区歌島４丁目６番５号664778352 神北(伊健)第45-33 令和3年11月16日
000028 2100186800 能勢電鉄　畦野駅　改札外コンコース666-0117 川西市東畦野２丁目２－１２ 自動販売機（要届出のコップ式自動販売機及び要許可を除く）自動販売機江崎グリコ株式会社 代表取締役 江崎 勝久 555-0021 大阪府大阪市西淀川区歌島４丁目６番５号664778352 神北(伊健)第45-35 令和3年11月16日
000028 2100186801 ゲオ川西山下店　屋外 666-0105 川西市見野３丁目１７－２８ 7915011 自動販売機（要届出のコップ式自動販売機及び要許可を除く） 自動販売機 江崎グリコ株式会社 代表取締役 江崎 勝久 555-0021 大阪府大阪市西淀川区歌島４丁目６番５号 664778352 神北(伊健)第45-36 令和3年11月16日
000028 2100186803 イオンモール伊丹店　屋上エンターテイメント出口 664-0847 伊丹市藤ノ木１丁目１－１ 7738766 自動販売機（要届出のコップ式自動販売機及び要許可を除く） 自動販売機 江崎グリコ株式会社 代表取締役 江崎 勝久 555-0021 大阪府大阪市西淀川区歌島４丁目６番５号 664778352 神北(伊健)第45-37 令和3年11月16日
000028 2100186804 イオンモール伊丹店　１Ｆエンターテイメント入 664-0847 伊丹市藤ノ木１丁目１－１ 7738766 自動販売機（要届出のコップ式自動販売機及び要許可を除く） 自動販売機 江崎グリコ株式会社 代表取締役 江崎 勝久 555-0021 大阪府大阪市西淀川区歌島４丁目６番５号 664778352 神北(伊健)第45-38 令和3年11月16日
000028 2100186805 イオンモール伊丹店　２Ｆモール入口外左側 664-0847 伊丹市藤ノ木１丁目１－１ 7738766 自動販売機（要届出のコップ式自動販売機及び要許可を除く） 自動販売機 江崎グリコ株式会社 代表取締役 江崎 勝久 555-0021 大阪府大阪市西淀川区歌島４丁目６番５号 664778352 神北(伊健)第45-39 令和3年11月16日
000028 2100186808 能勢電鉄　日生中央駅　改札内 666-0261 川辺郡猪名川町松尾台１丁目 自動販売機（要届出のコップ式自動販売機及び要許可を除く）自動販売機江崎グリコ株式会社 代表取締役 江崎 勝久 555-0021 大阪府大阪市西淀川区歌島４丁目６番５号664778352 神北(伊健)第45-40 令和3年11月16日
000028 2100186812 スーパービバホーム伊丹店　１Ｆ 664-0006 伊丹市鴻池１丁目３０４－２ 自動販売機（要届出のコップ式自動販売機及び要許可を除く）自動販売機江崎グリコ株式会社 代表取締役 江崎 勝久 555-0021 大阪府大阪市西淀川区歌島４丁目６番５号664778352 神北(伊健)第45-41 令和3年11月16日
000028 2100186813 西猪名公園 666-0024 川西市久代６丁目３０－１ 7590785 自動販売機（要届出のコップ式自動販売機及び要許可を除く） 自動販売機 江崎グリコ株式会社 代表取締役 江崎 勝久 555-0021 大阪府大阪市西淀川区歌島４丁目６番５号 664778352 神北(伊健)第45-42 令和3年11月16日
000028 2100186814 スポーツクラブルネサンス伊丹 664-0845 伊丹市東有岡１丁目２０ 7738160 自動販売機（要届出のコップ式自動販売機及び要許可を除く） 自動販売機 江崎グリコ株式会社 代表取締役 江崎 勝久 555-0021 大阪府大阪市西淀川区歌島４丁目６番５号 664778352 神北(伊健)第45-43 令和3年11月16日
000028 2100186815 日本クッカリー株式会社　伊丹工場 664-0831 伊丹市北伊丹８丁目２０４ 7827701 自動販売機（要届出のコップ式自動販売機及び要許可を除く） 自動販売機 江崎グリコ株式会社 代表取締役 江崎 勝久 555-0021 大阪府大阪市西淀川区歌島４丁目６番５号 664778352 神北(伊健)第45-44 令和3年11月16日
000028 2100186816 川西イトマンスイミングスクール 666-0002 川西市滝山町１－１８ 7571376 自動販売機（要届出のコップ式自動販売機及び要許可を除く） 自動販売機 江崎グリコ株式会社 代表取締役 江崎 勝久 555-0021 大阪府大阪市西淀川区歌島４丁目６番５号 664778352 神北(伊健)第45-45 令和3年11月16日
000028 2100186817 モーリーファンタジーイオン猪名川店 666-0257 川辺郡猪名川町白金２丁目１　イオン猪名川店３階 7651192 自動販売機（要届出のコップ式自動販売機及び要許可を除く） 自動販売機 江崎グリコ株式会社 代表取締役 江崎 勝久 555-0021 大阪府大阪市西淀川区歌島４丁目６番５号 664778352 神北(伊健)第45-46 令和3年11月16日
000028 2100186820 生活彩家プロロジス猪名川店 666-0253 川辺郡猪名川町差組字小谷１０１－１他 7674914 コンビニエンスストア 一般 株式会社ザイマックス関西 代表取締役 吉田 正 530-0003 大阪府大阪市北区堂島１丁目１番５号 663412843 神北(伊健)第49-13 令和3年12月23日
000028 2100186827 ドン・キホーテ川西店 666-0128 川西市多田院西２丁目３－１１ 7900811 自動販売機（要届出のコップ式自動販売機及び要許可を除く） 自動販売機 江崎グリコ株式会社 代表取締役 江崎 勝久 555-0021 大阪府大阪市西淀川区歌島４丁目６番５号 664778352 神北(伊健)第45-48 令和3年11月17日
000028 2100186829 ロイヤルホームセンターキセラ川西店　３Ｆ 666-0017 川西市火打１丁目１８－２ 7566660 自動販売機（要届出のコップ式自動販売機及び要許可を除く） 自動販売機 江崎グリコ株式会社 代表取締役 江崎 勝久 555-0021 大阪府大阪市西淀川区歌島４丁目６番５号 664778352 神北(伊健)第45-49 令和3年11月17日
000028 2100186832 一庫公園　管理事務所前②（ネイチャーセンター） 666-0103 川西市国崎字知明１－６ 7944970 自動販売機（要届出のコップ式自動販売機及び要許可を除く） 自動販売機 江崎グリコ株式会社 代表取締役 江崎 勝久 555-0021 大阪府大阪市西淀川区歌島４丁目６番５号 664778352 神北(伊健)第45-50 令和3年11月17日
000028 2100186833 一庫公園　湖畔駐車場③ 666-0103 川西市国崎字知明１－６ 7944970 自動販売機（要届出のコップ式自動販売機及び要許可を除く） 自動販売機 江崎グリコ株式会社 代表取締役 江崎 勝久 555-0021 大阪府大阪市西淀川区歌島４丁目６番５号 664778352 神北(伊健)第45-51 令和3年11月17日
000028 2100186840 野原興産テニス、フットサル自販機コーナー666-0115 川西市向陽台３丁目 自動販売機（要届出のコップ式自動販売機及び要許可を除く）自動販売機森永製菓株式会社 代表取締役 太田 栄二郎 108-0014 東京都港区芝５丁目３３番１号 334560153 神北(伊健)第45-53 令和3年11月24日
000028 2100186842 ひらの湯 666-0155 川西市西畦野南山２－２ 自動販売機（要届出のコップ式自動販売機及び要許可を除く）自動販売機森永製菓株式会社 代表取締役 太田 栄二郎 108-0014 東京都港区芝５丁目３３番１号 334560153 神北(伊健)第45-54 令和3年11月24日
000028 2100186844 陸上自衛隊総監部伊丹駐屯地 664-0012 伊丹市緑ケ丘７丁目１－１ 自動販売機（要届出のコップ式自動販売機及び要許可を除く）自動販売機森永製菓株式会社 代表取締役 太田 栄二郎 108-0014 東京都港区芝５丁目３３番１号 334560153 神北(伊健)第45-55 令和3年11月24日
000028 2100186868 なないろ食堂 666-0101 川西市黒川字長谷１１０－９ 農産保存食料品製造・加工業 一般 合同会社なないろじかん 二岡 美樹子 666-0142 兵庫県川西市清和台東４丁目４－１６２ 7443538 神北(伊健)第46-59 令和3年11月30日
000028 2100186872 能勢電鉄　山下駅　改札内コンコース中二階666-0105 川西市見野１丁目１９－１ 自動販売機（要届出のコップ式自動販売機及び要許可を除く）自動販売機江崎グリコ株式会社 代表取締役 江崎 勝久 555-0021 大阪府大阪市西淀川区歌島４丁目６番５号664778352 神北(伊健)第45-34 令和3年11月16日
000028 2100186906 とくし丸 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く。) その他の食料・飲料販売業 自動車 長谷川 剛 神北(伊健)第54-190 令和3年12月2日
000028 2100186907 おかず倶楽部 664-0839 伊丹市桑津２丁目１－１０ 727728733 その他の食料・飲料販売業 一般 福田 秀彦 神北(伊健)第54-191 令和3年12月16日
000028 2100187073 伊丹池尻保育園 664-0027 伊丹市池尻４丁目９－１４ 7671195 集団給食（４）その他 集団給食 株式会社上野工務店 代表取締役 上野 勝弘 567-0835 大阪府茨木市新堂３丁目５番１９号 6467381 神北(伊健)第47-143 令和3年12月13日
000028 2100187306 デイサービス胡蝶の夢 666-0115 川西市向陽台１丁目６－３９ 7925501 集団給食（４）その他 集団給食 株式会社ユーフォリア 代表取締役 西山 盛正 666-0115 兵庫県川西市向陽台１丁目６－３９ 7925501 神北(伊健)第47-144 令和4年1月14日
000028 2100187307 伊丹はぐくみ中央保育園 664-0851 伊丹市中央４丁目６－７ 7858993 集団給食（４）その他 集団給食 株式会社Ｐｅａｃｅｆｕｌ　ｍｉｎｄ 代表取締役 神谷 俊彦 664-0027 兵庫県伊丹市池尻５丁目３７番地の１東急ドエル・アルス伊丹５０４号 775555 神北(伊健)第47-145 令和4年2月3日
000028 2100187308 プロロジスパーク猪名川２  ５Ｆ売店666-0253 川辺郡猪名川町差組字小谷１０１－２ コップ式自動販売機（自動洗浄・屋内設置）自動販売機株式会社アペックス西日本 代表取締役 森 吉平 550-0015 大阪府大阪市西区南堀江４丁目２５番２４号665359024 神北(伊健)第44-25 令和4年2月7日
000028 2100187309 川西北陵高校 666-0157 川西市緑が丘２丁目１４－１ 自動販売機（要届出のコップ式自動販売機及び要許可を除く） 自動販売機 関西キリンビバレッジサービス株式会社 代表取締役 尾崎 靖幸 530-0011 大阪府大阪市北区大深町４番２０号 677309206 神北(伊健)第45-56 令和4年2月7日
000028 2100187310 イオンモール伊丹テラス５階 664-0847 伊丹市藤ノ木１丁目１－１ 自動販売機（要届出のコップ式自動販売機及び要許可を除く） 自動販売機 関西キリンビバレッジサービス株式会社 代表取締役 尾崎 靖幸 530-0011 大阪府大阪市北区大深町４番２０号 677309206 神北(伊健)第45-57 令和4年2月7日
000028 2100187331 はま寿司　伊丹昆陽店 664-0881 伊丹市昆陽８丁目３４ 7823666 その他の食料・飲料販売業 一般 株式会社はま寿司 代表取締役 遠藤 哲郎 108-0075 東京都港区港南２丁目１８番１号 368338032 神北(伊健)第54-192 令和3年12月20日
000028 2100187332 スパコラ 666-0124 川西市多田桜木１丁目４－１ 弁当販売業 一般 株式会社スパコラ 代表取締役 カレル ・ナビン 661-0001 兵庫県尼崎市塚口本町３丁目２８－１１ 664270112 神北(伊健)第54-193 令和3年12月21日
000028 2100187336 阿満吉商店 666-0013 川西市美園町２－１１－７ 野菜果物販売業 一般 阿洲波 尚二 神北(伊健)第54-194 令和3年12月27日
000028 2100187337 山八本店 666-0000 川西市川西市内 野菜果物販売業 自動車 杉本 馨 神北(伊健)第54-195 令和3年12月27日
000028 2100187340 冷食屋 666-0024 川西市久代５丁目２－４ その他の食料・飲料販売業 一般 田中 隆裕 神北(伊健)第54-196 令和4年1月11日
000028 2100187342 山八商店 666-0000 川西市川西市内 野菜果物販売業 自動車 津吉 一司 神北(伊健)第54-197 令和4年1月12日
000028 2100187345 黒川直売所 666-0101 川西市黒川字田中２０９ その他の食料・飲料販売業 一般 今西 学 神北(伊健)第54-198 令和4年1月13日
000028 2100187348 日生中央駅前プラザ  ＩＮＡＧＡＷＡ 666-0261 川辺郡猪名川町松尾台１丁目２－１１ 7652222 その他の食料・飲料販売業 一般 猪名川町商工会 会長 安井 一弘 666-0243 兵庫県川辺郡猪名川町柏梨田字前ヶ谷１５８番地の１ 7663012 神北(伊健)第54-199 令和4年1月13日
000028 2100187394 ヒロコーヒー伊丹あらまき店 664-0001 伊丹市荒牧７丁目１０－５ 7711060 コーヒー（飲料を除く）製造・加工業 一般 株式会社ヒロコーヒー 代表取締役 山本 光弘 564-0063 大阪府吹田市江坂町１丁目７－７ 663390411 神北(伊健)第46-62 令和4年1月7日
000028 2100187395 きたうえ農園 666-0236 川辺郡猪名川町北田原字長竿４６ 農産保存食料品製造・加工業 一般 北上 倫聖 神北(伊健)第46-64 令和4年1月18日
000028 2100187398 ＣＨＡＩＲ 664-0858 伊丹市西台５丁目２－２４ 7475359 その他の食料品製造・加工業 一般 上村 千重子 神北(伊健)第46-65 令和4年1月21日
000028 2100187400 スガシバ珈琲 666-0025 川西市加茂３丁目６－２２－１２ コーヒー（飲料を除く）製造・加工業一般 西口 友啓 神北(伊健)第46-67 令和4年1月28日
000028 2100187404 ＰＳＴＹＬＥ（ぷーすたいる）  ｐｓｔｙｌｅ－ｊａｐａｎ 664-0847 伊丹市藤ノ木３丁目７－１－１４１９ 製茶業 一般 中野 佐代子 神北(伊健)第46-61 令和4年1月4日
000028 2100187406 堂阪農園 666-0242 川辺郡猪名川町原字湯屋向２５８－３ 7660144 その他の食料品製造・加工業 一般 堂阪 秀雄 神北(伊健)第46-66 令和4年1月27日
000028 2100187407 Ｓｏｔｏ　Ｓｔｏｖｅ 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く。) その他の食料品製造・加工業 自動車 河津 浩基 神北(伊健)第46-63 令和4年1月11日
000028 2100187719 マルアイ伊丹中野店 664-0029 伊丹市中野北４丁目２－３９ 7773990 百貨店、総合スーパー 一般 株式会社マルアイ 代表取締役 藤田 佳男 675-0003 兵庫県加古川市神野町神野２２５番地１ 794305181 神北(伊健)第50-11 令和4年2月15日
000028 2100187721 ハチミツとサツマイモ工房 664-0847 伊丹市藤ノ木１丁目１－１ 7737300 その他の食料・飲料販売業 一般 株式会社角英 代表取締役 新島 英信 562-0044 大阪府箕面市半町３丁目６番２号 7248336 神北(伊健)第54-205 令和4年3月2日
000028 2100187722 農産物直売所　黒川ファーム 666-0101 川西市黒川字長谷１０９ 野菜果物販売業 一般 目加田 一作 神北(伊健)第54-201 令和4年2月10日
000028 2100187738 ビバホーム　伊丹店 664-0006 伊丹市鴻池１丁目１１－１５ 7738851 百貨店、総合スーパー 一般 株式会社ビバホーム 代表取締役 坂本 晴彦 330-0042 埼玉県さいたま市浦和区木崎１丁目１３番１号 486100611 神北(伊健)第50-10 令和4年2月15日
000028 2100187740 株式会社ニューアリマ 666-0156 川西市石道１４０ 795652288 弁当販売業 一般 株式会社ニューアリマ 代表取締役 谷 光高 669-1334 兵庫県三田市中内神８４１番地 795652288 神北(伊健)第54-203 令和4年2月21日
000028 2100187743 株式会社まえだ 664-0844 伊丹市口酒井２丁目８－３０ その他の食料・飲料販売業 一般 株式会社まえだ 代表取締役 前田 貞洋 563-0032 大阪府池田市石橋２丁目４番１６号 7604110 神北(伊健)第54-202 令和4年2月15日
000028 2100187746 ジョリーパスタ　川西店 666-0025 川西市加茂６丁目１－８ 7405788 その他の食料・飲料販売業 一般 株式会社　ジョリーパスタ 代表取締役 南 哲史 108-0075 東京都港区港南２丁目１８－１ 368338833 神北(伊健)第54-206 令和4年3月2日
000028 2100187753 ジョリーパスタ荒牧店 664-0001 伊丹市荒牧南３丁目３－５ 727873711 その他の食料・飲料販売業 一般 株式会社ジョリーパスタ 代表取締役 南 哲史 108-0075 東京都港区港南２丁目１８番１号 368338833 神北(伊健)第54-204 令和4年3月1日



000028 2100187772 Ｍｏｏｎ ＆ Ｇａｉａ Ｗｅｌｌｎｅｓｓ664-0831 伊丹市北伊丹２丁目６ その他の食料品製造・加工業 一般 保井 妙子 神北(伊健)第46-69 令和4年3月2日
000028 2100187773 憩芋屋 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く。) その他の食料品製造・加工業 自動車 ＲＡＹケア合同会社 代表社員 空谷 栄次 663-8203 兵庫県西宮市深津町３番１８号西宮北口Ⅳ１０３号室 神北(伊健)第46-70 令和4年3月8日
000028 2100187775 仲上　礼子 666-0231 川辺郡猪名川町上阿古谷字畑ヶ芝５３ 7660631 農産保存食料品製造・加工業 一般 仲上 礼子 神北(伊健)第46-68 令和4年3月2日
000028 2100187777 かっぱ食堂 666-0035 川西市花屋敷１丁目９－２４花屋敷日進ビル１０３ その他の食料品製造・加工業 一般 柿本 麻美 神北(伊健)第46-60 令和3年12月2日
000028 2100187841 リンガーハットイオン伊丹昆陽店 664-0027 伊丹市池尻４丁目１－１イオン伊丹昆陽ＳＣ　３Ｆ 7878833 その他の食料・飲料販売業 一般 リンガーハットジャパン株式会社 代表取締役 福原 扶美勇 850-0831 長崎県長崎市鍛冶屋町６－５０ 357458611 神北(伊健)第54-200 令和4年1月28日
000028 2100187842 ジョリーパスタ　日生中央店 666-0152 川西市丸山台１丁目７－５ 7916811 その他の食料・飲料販売業 一般 株式会社ジョリーパスタ 代表取締役 南 哲史 108-0075 東京都港区港南２丁目１８番１号 368338833 神北(伊健)第54-207 令和4年3月4日
000028 2100187843 四季の郷 666-0124 川西市多田桜木２丁目１１－２１ 727911312 野菜果物販売業 一般 兵庫六甲農業協同組合 代表理事 平尾 勝春 651-1313 兵庫県神戸市北区有野中町２丁目１２番１３号 789816550 神北(伊健)第54-208 令和4年3月11日
000028 2100187911 守本農園 666-0147 川西市若宮字ウツワ１００－１ 7993029 その他の食料品製造・加工業 一般 守本 哲也 神北(伊健)第46-71 令和4年3月11日
000028 2100187912 橋本農園 666-0253 川辺郡猪名川町差組字大野１８－１ 7660837 農産保存食料品製造・加工業 一般 橋本 登美子 神北(伊健)第46-72 令和4年3月11日
000028 2100187913 能勢カントリー倶楽部レストラン 666-0117 川西市東畦野字長尾１－３ 7915528 食肉販売業 一般 株式会社ダイナックパートナーズ 代表取締役 松井 正博 135-0091 東京都港区台場２丁目３番３号 神北(伊健)第41-4 令和4年3月10日
000028 2100187941 居楽屋　白木屋 664-0858 伊丹市西台３丁目９－２２西台駅前ビル１Ｆ 7859688 その他の食料・飲料販売業 一般 株式会社モンテローザフーズ 代表取締役 大神 輝博 160-0021 東京都新宿区歌舞伎町１丁目２１番１号 422368888 神北(伊健)第54-209 令和4年3月14日
000028 2100187955 協立温泉病院 666-0121 川西市平野１丁目３１－１ 7921301 自動販売機（要届出のコップ式自動販売機及び要許可を除く） 自動販売機 関西キリンビバレッジサービス株式会社 代表取締役 尾崎 靖幸 530-0011 大阪府大阪市北区大深町４番２０号 677309206 神北(伊健)第45-58 令和4年2月14日
000028 2100187956 フジイ興産　本社前 666-0016 川西市中央町７－１８ 7445565 自動販売機（要届出のコップ式自動販売機及び要許可を除く） 自動販売機 江崎グリコ株式会社 代表取締役 江崎 勝久 555-0021 大阪府大阪市西淀川区歌島４丁目６番５号 664778352 神北(伊健)第45-60 令和4年2月24日
000028 2100187957 ヌードルツアーズ伊丹店 664-0851 伊丹市中央２丁目２－１６ 自動販売機（要届出のコップ式自動販売機及び要許可を除く）自動販売機株式会社丸山製麺 代表取締役 丸山 和浩 145-0064 東京都大田区上池台５丁目２０番１３号337205522 神北(伊健)第45-61 令和4年3月2日
000028 2100187959 兵庫県伊丹警察署 664-0898 伊丹市千僧１丁目５１－２ コップ式自動販売機（自動洗浄・屋内設置）自動販売機株式会社アペックス西日本 代表取締役 森 吉平 550-0015 大阪府大阪市西区南堀江４丁目２５番２４号665359024 神北(伊健)第44-26 令和4年3月11日
000028 2100188009 グンゼスポーツ川西 666-0016 川西市中央町７－１８ラ・ラ・グランデ４Ｆ 7553119 自動販売機（要届出のコップ式自動販売機及び要許可を除く） 自動販売機 株式会社ガウラ 代表取締役 有井 雅己 150-0011 東京都渋谷区東２丁目２６－１６ 368050207 神北(伊健)第45-59 令和4年2月18日
000028 2100188281 自家焙煎珈琲『天使のはしご』 666-0261 川辺郡猪名川町松尾台４丁目１－１８ コーヒー（飲料を除く）製造・加工業 一般 渡邊 智子 神北(伊健)第46-73 令和4年3月23日
000028 2100188282 森中　博美 666-0235 川辺郡猪名川町南田原字コブラ田２０ 7661030 農産保存食料品製造・加工業 一般 森中 博美 神北(伊健)第46-74 令和4年3月28日
000028 2100188283 倉田　光雄 666-0257 川辺郡猪名川町白金３丁目２７－５ 7667266 農産保存食料品製造・加工業 一般 倉田 光雄 神北(伊健)第46-75 令和4年3月30日
000028 2100188285 伊丹市立ささはらこども園 664-0873 伊丹市野間１丁目１０－１６ 7677127 集団給食（４）その他 集団給食 伊丹市 市長 藤原 保幸 664-0898 兵庫県伊丹市千僧１－１ 78371234 神北(伊健)第47-146 令和4年3月28日
000028 2100188289 兵庫スバル自動車（株）川西店 666-0117 川西市東畦野２丁目１－１２ コップ式自動販売機（自動洗浄・屋内設置）自動販売機サントリービバレッジソリューション株式会社代表取締役 及川 剛 160-0023 東京都新宿区西新宿８丁目１７番１号 363040501 神北(伊健)第44-27 令和4年3月28日
000028 2100188290 小川珈琲 川西店 666-0124 川西市多田桜木１丁目８－３イズミヤＳＣ内１Ｆ 7920890 コーヒー（飲料を除く）製造・加工業 一般 吉山 栄一 神北(伊健)第46-76 令和4年3月30日
000028 2100188634 ひい㐂 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く。) その他の食料・飲料販売業 自動車 ウノスプランニング株式会社 代表取締役 石田 修 547-0015 大阪府大阪市平野区長吉長原西１丁目３番１８号 667017177 神北(伊健)第43-3 令和4年4月11日
000028 2100188635 川西市立川西北こども園 666-0003 川西市丸の内町７－１ 7598342 集団給食（４）その他 集団給食 川西市 市長 越田 謙治郎 666-0016 兵庫県川西市中央町１２番１号 7401111 神北(伊健)第41-1 令和4年4月1日
000028 2100188662 キュロス 664-0851 伊丹市中央１丁目２－５コーワビル その他の食料・飲料販売業 一般 八川 崇 神北(伊健)第43-6 令和4年4月20日
000028 2100188710 カステラハウス一番館 664-0847 伊丹市藤ノ木１丁目１－１ その他の食料・飲料販売業 一般 株式会社カステラハウス一番館 代表取締役 吉川 久嘉 607-8176 京都府京都市山科区大宅中小路町１９－５ 795911537 神北(伊健)第43-7 令和4年4月26日
000028 2100188748 祖谷庄　千寿庵 664-0847 伊丹市藤ノ木１丁目１－１ その他の食料・飲料販売業 一般 株式会社千寿庵 代表取締役 五十嵐 伸行 569-0046 大阪府高槻市登町２７番１号 726713333 神北(伊健)第43-10 令和4年4月27日
000028 2100188749 ＬＩＮＫＧＹＭ 664-0858 伊丹市西台１丁目３－５伊丹駅前サンハイツ１０４号 669101334 コップ式自動販売機（自動洗浄・屋内設置） 自動販売機 株式会社ＡＬＩＧＨＴ 代表取締役 池村 圭史 141-0031 東京都品川区西五反田７－１７－７ 354342598 神北(伊健)第42-1 令和4年4月27日
000028 2100188781 ダイコクドラッグ川西薬店 666-0033 川西市栄町１１－１ラソラ１Ｆ 7567688 その他の食料・飲料販売業 一般 株式会社西日本ダイコク 代表取締役 花野 達哉 542-0082 大阪府大阪市中央区島之内２丁目１４番２３号 664843133 神北(伊健)第43-5 令和4年4月18日
000028 2100188821 サイゼリヤ伊丹市役所前店 664-0015 伊丹市昆陽池１丁目１ 7877222 その他の食料・飲料販売業 一般 株式会社サイゼリヤ 代表取締役 正垣 泰彦 342-0008 埼玉県吉川市旭２番５号 489919611 神北(伊健)第43-11 令和4年5月2日
000028 2100188823 サイゼリヤ川西矢問店 666-0131 川西市矢問３丁目２２－７ 7901156 その他の食料・飲料販売業 一般 株式会社サイゼリヤ 代表取締役 正垣 泰彦 342-0008 埼玉県吉川市旭２番地５ 489919611 神北(伊健)第43-12 令和4年5月2日
000028 2100188824 サイゼリヤ　川西能勢口駅前店 666-0033 川西市栄町１１－１パルティＫ２ビル内モザイクボックスＢ１Ｆ 7567621 その他の食料・飲料販売業 一般 株式会社サイゼリヤ 代表取締役 正垣 泰彦 342-0008 埼玉県吉川市旭２－５ 489919611 神北(伊健)第43-13 令和4年5月2日
000028 2100188842 サイゼリヤ　阪急伊丹駅ビル店 664-0858 伊丹市西台１丁目１－１　伊丹リータ４Ｆ 7735410 その他の食料・飲料販売業 一般 株式会社サイゼリヤ 代表取締役 正垣 泰彦 342-0008 埼玉県吉川市旭２－５ 489919611 神北(伊健)第43-14 令和4年5月6日
000028 2100188880 Ｖｉｅｔ　Ｓｔｏｒｅ 664-0846 伊丹市伊丹３丁目２－７メゾネット伊丹１０１ 9432903 その他の食料・飲料販売業 一般 武重 智之 神北(伊健)第43-1 令和4年4月11日
000028 2100188881 ウエルシア伊丹中野北店 664-0029 伊丹市中野北４丁目２－３８ 7755031 百貨店、総合スーパー 一般 ウエルシア薬局株式会社 代表取締役 松本 忠久 101-0021 東京都千代田区外神田２丁目２－１５ 352095677 神北(伊健)第43-2 令和4年4月11日
000028 2100188979 ワークスペース満太郎 664-0864 伊丹市安堂寺町２丁目１２－２０１ その他の食料品製造・加工業 一般 合同会社満太郎 代表社員 辻 孝太郎 661-0976 兵庫県尼崎市潮江１丁目１１番１－２２０１号 神北(伊健)第44-1 令和4年5月13日
000028 2100189054 シャトレーゼ西多田店 666-0131 川西市矢問３丁目１３－１０ 7902922 その他の食料・飲料販売業 一般 矢野 博之 神北(伊健)第43-16 令和4年5月16日
000028 2100189100 荻野クレヨン保育園 664-0002 伊丹市荻野１丁目２２－２ 7772228 集団給食（４）その他 集団給食 特定非営利活動法人クレヨンの会 理事長 大西 富男 664-0027 兵庫県伊丹市池尻３丁目４３０番地の１ 7774732 神北(伊健)第41-2 令和4年5月23日
000028 2100189124 森永牛乳川西池田販売店 666-0031 川西市霞ケ丘１丁目２－７ 乳類販売業 一般 中田 良一 神北(伊健)第42-2 令和4年5月23日
000028 2100189207 照月堂 666-0255 川辺郡猪名川町猪渕字蔵元１０１ 7660823 農産保存食料品製造・加工業 一般 辰已 和彦 神北(伊健)第44-2 令和4年5月27日
000028 2100189216 セブン－イレブン川西東畦野３丁目店 666-0117 川西市東畦野３丁目２１－８ 7947788 コンビニエンスストア 一般 合同会社Ｒａｎａ 代表社員 吉村 康宏 666-0117 兵庫県川西市東畦野３丁目２１番８号 7947788 神北(伊健)第43-19 令和4年5月20日
000028 2100189228 セブン－イレブン　川西矢問３丁目店 666-0131 川西市矢問３丁目９－１１ 7920711 コンビニエンスストア 一般 合同会社Ｒａｎａ 代表社員 吉村 康宏 666-0117 兵庫県川西市東畦野３丁目２１番８号 7947788 神北(伊健)第43-18 令和4年5月20日
000028 2100189246 サガミ川西加茂店 666-0025 川西市加茂３丁目１５－４ 7647381 自動販売機（要届出のコップ式自動販売機及び要許可を除く） 自動販売機 サガミレストランツ株式会社 代表取締役 鷲津 年春 463-0022 愛知県名古屋市守山区八剣２丁目１１８番地 527376000 神北(伊健)第43-21 令和4年5月31日
000028 2100189287 セブン－イレブン　川西矢問３丁目店  （神戸８８３え７１１）000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く。)コンビニエンスストア 自動車 合同会社Ｒａｎａ 代表社員 吉村 康宏 666-0117 兵庫県川西市東畦野３丁目２１番８号 7947788 神北(伊健)第43-17 令和4年5月20日
000028 2100189293 ファミリーフーズ伊丹営業所 664-0002 伊丹市荻野２丁目９ 7876770 その他の食料・飲料販売業 一般 総合食品エスイー株式会社 代表取締役 堤 庸司 612-8443 京都府京都市伏見区竹田藁屋町８０番地 756214555 神北(伊健)第43-22 令和4年6月1日
000028 2100189353 博多からあげ響 666-0124 川西市多田桜木１丁目４－１－１０２ 2003088 自動販売機（要届出のコップ式自動販売機及び要許可を除く） 自動販売機 株式会社ユーピー 代表取締役 坂井 陽子 666-0123 兵庫県川西市鼓が滝１丁目２５番１０－２０３ 677774706 神北(伊健)第43-24 令和4年6月7日
000028 2100189399 無印良品  イオンモール伊丹昆陽 664-0027 伊丹市池尻４丁目１－１イオンモール伊丹昆陽２Ｆ 7878860 その他の食料・飲料販売業 一般 株式会社良品計画 代表取締役 堂前 宣夫 170-0013 東京都豊島区東池袋４丁目２６番３号 339894403 神北(伊健)第43-25 令和4年6月9日
000028 2100189405 Ｔｅｘｔｕｒｅ 666-0129 川西市緑台２丁目２－１２２ 自動販売機（要届出のコップ式自動販売機及び要許可を除く）自動販売機 齊藤 大輔 神北(伊健)第43-28 令和4年6月10日
000028 2100189406 ネパールレストランＢ・サパナエック 664-0006 伊丹市鴻池４丁目１－１０阪急オアシスタウン その他の食料・飲料販売業 一般 ＡＲＹＡＬ ＡＲＪＵＮ 神北(伊健)第43-26 令和4年6月9日
000028 2100189413 ダイハツ生活協同組合　多田売店 666-0131 川西市矢問３丁目２１－２ 727931579 乳類販売業 一般 ダイハツ生活協同組合 代表取締役 豊田 賢司 563-0044 大阪府池田市ダイハツ町１番１号 727539328 神北(伊健)第42-3 令和4年6月10日
000028 2100189436 サンライズキッズ保育園伊丹園 664-0851 伊丹市中央１丁目４－１８ＭＪビル１階 集団給食（４）その他 集団給食 株式会社エクシオジャパン 代表取締役 佐伯 猛 220-0012 神奈川県横浜市西区みらとみらい２丁目２番１号横浜ランドマークタワー３８階 神北(伊健)第41-3 令和4年6月13日
000028 2100189472 フレスコ川西店 666-0033 川西市栄町１１－１（ラソラ川西１階） 7445191 百貨店、総合スーパー 一般 株式会社ハートフレンド 代表取締役 井上 壮一 600-8311 京都府京都市下京区若宮通五条下ル毘沙門町３３番地１ 754689171 神北(伊健)第43-27 令和4年6月9日
000028 2100189493 池田焙煎工房 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く。)その他の食料・飲料販売業 露店 株式会社健康創生館 代表取締役 仲谷 知大 541-0056 大阪府大阪市中央区久太郎町１丁目９番２号662615552 神北(伊健)第43-29 令和4年6月17日
000028 2100189508 農園カフェ　Ｗａｃｃａ 666-0103 川西市国崎字棗１０－１ 農産保存食料品製造・加工業 一般 マノカルダ株式会社 代表取締役 片山 文彦 666-0136 兵庫県川西市南野坂２丁目３９番５号 神北(伊健)第44-3 令和4年6月16日
000028 2100189523 イオンリテール株式会社　イオンスタイル伊丹昆陽  ３Ｆ従食664-0027 伊丹市池尻４丁目１－１ コップ式自動販売機（自動洗浄・屋内設置）自動販売機株式会社アペックス西日本 代表取締役 森 吉平 550-0015 大阪府大阪市西区南堀江４丁目２５番２４号665359024 神北(伊健)第42-4 令和4年6月16日
000028 2100189592 伊丹荒牧デイサービスセンター 664-0001 伊丹市荒牧５丁目１６番２７号 7777006 集団給食（４）その他 集団給食 社会福祉法人伊丹市社会福祉事業団 理事長 阪上 昭次 664-0014 兵庫県伊丹市広畑３丁目１番地 7849987 神北(伊健)第41-4 令和4年6月24日
000028 2100189604 串家物語  イオンモール伊丹店 664-0847 伊丹市藤ノ木１丁目１－１イオンモール伊丹３Ｆ 7813922 その他の食料・飲料販売業 一般 株式会社フジオフードシステム 代表取締役 藤尾 政弘 530-0046 大阪府大阪市北区菅原町２－１６ＦＵＪＩＯＢＬＤＧ． 663600301 神北(伊健)第43-30 令和4年6月27日
000028 2100189630 韓国商店イルソイルソ 666-0033 川西市栄町11番１号ラソラ川西２階 7647566 その他の食料・飲料販売業 一般 株式会社アフェクトサポート 代表取締役 吉川 正史 536-0016 大阪府大阪市城東区蒲生１丁目５番９号ラフォーレ京橋５０１ 神北(伊健)第43-31 令和4年6月28日
000028 2100189689 ＴＨＥ　ＲＯＡＳＴＥＲＹ　ＯＫＩ　ＯＫＩ 666-0016 川西市中央町７－３ 7646800 コーヒー（飲料を除く）製造・加工業 一般 狩野 祐司 神北(伊健)第44-4 令和4年6月28日
000028 2100189707 茶臼の空間 666-0016 川西市中央町１８－３ その他の食料・飲料販売業 一般 秋山 哲也 神北(伊健)第43-33 令和4年7月4日
000028 2100189723 川西阪急百貨店　川西　Ｂ２休憩所 666-0033 川西市栄町２６－１ コップ式自動販売機（自動洗浄・屋内設置）自動販売機株式会社アペックス西日本 代表取締役 森 吉平 550-0015 大阪府大阪市西区南堀江４丁目２５番２４号665359024 神北(伊健)第42-6 令和4年7月6日
000028 2100189724 川西阪急百貨店　川西　５Ｆ食堂中央666-0033 川西市栄町２６－１ コップ式自動販売機（自動洗浄・屋内設置）自動販売機株式会社アペックス西日本 代表取締役 森 吉平 550-0015 大阪府大阪市西区南堀江４丁目２５番２４号665359024 神北(伊健)第42-5 令和4年7月6日
000028 2100189750 エヌズキッチン 666-0024 川西市久代１丁目２０－１４ 7591780 農産保存食料品製造・加工業 一般 伊藤 佳代子 神北(伊健)第44-5 令和4年7月8日
000028 2100189754 ＭＡＮＯＭＡＤＥ 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く。)その他の食料・飲料販売業 露店 株式会社マノメイド 代表取締役 澤田 稔 561-0841 大阪府豊中市名神口３丁目１１番１２号663310200 神北(伊健)第43-32 令和4年7月4日
000028 2100189755 ザグザグ川西久代店 666-0024 川西市久代２丁目１４－２ 7561139 その他の食料・飲料販売業 一般 株式会社ザグザグ 代表取締役 森 信 703-8243 岡山県岡山市中区清水３６９番地２ 862076300 神北(伊健)第43-34 令和4年7月8日
000028 2100189953 ヒューマンホープ伊丹東有岡事業所 664-0845 伊丹市東有岡３丁目８１ 7827377 その他の食料品製造・加工業 一般 特定非営利活動法人兵庫大阪ヒューマンホープ 理事 今川 知典 664-0845 兵庫県伊丹市東有岡３丁目８１番地 7827377 神北(伊健)第44-6 令和4年7月20日
000028 2100189959 オフィスグリコ冷凍冷蔵庫２８５４５３ 666-0017 川西市火打１丁目２０－７－１キセラ川西腎クリニック１Ｆ その他の食料・飲料販売業 一般 グリコチャネルクリエイト株式会社 代表取締役 西村 浩一 555-0021 大阪府大阪市西淀川区歌島４丁目６番５号 神北(伊健)第43-37 令和4年7月22日
000028 2100189972 オフィスグリコ冷凍冷蔵庫２８４３０３ 664-0898 伊丹市千僧４丁目３２３ナガセ医薬品１Ｆ その他の食料・飲料販売業 一般 グリコチャネルクリエイト株式会社 代表取締役 西村 浩一 555-0021 大阪府大阪市西淀川区歌島４丁目６番５号 神北(伊健)第43-36 令和4年7月22日
000028 2100190007 ファミリーマートＪＲ伊丹駅前通店 664-0846 伊丹市伊丹１丁目８－２１ 7822362 コンビニエンスストア 一般 鄭 然柱 神北(伊健)第43-35 令和4年7月21日
000028 2100190033 兵庫ダイハツ販売（株）  日生中央店　６６６８５２３－０１666-0262 川辺郡猪名川町伏見台１－１－３７ コップ式自動販売機（自動洗浄・屋内設置）自動販売機サントリービバレッジソリューション株式会社代表取締役 及川 剛 160-0023 東京都新宿区西新宿８丁目１７番１号 363040501 神北(伊健)第42-8 令和4年7月26日
000028 2100190034 テクモピア伊丹店 664-0847 伊丹市藤ノ木１丁目１－１イオンモール伊丹３階３４１ 7711096 コップ式自動販売機（自動洗浄・屋内設置） 自動販売機 株式会社アペックス西日本 代表取締役 森 吉平 550-0015 大阪府大阪市西区南堀江４丁目２５番２４号 665359024 神北(伊健)第42-7 令和4年7月25日
000028 2100190035 （株）ＭｏｎｏｔａＲＯ猪名川ＤＣ  ６６６６００２－０４666-0253 川辺郡猪名川町差組字小谷１０１－１プロロジスパーク猪名川１ コップ式自動販売機（自動洗浄・屋内設置）自動販売機サントリービバレッジソリューション株式会社代表取締役 及川 剛 160-0023 東京都新宿区西新宿８丁目１７番１号 363040501 神北(伊健)第42-9 令和4年7月26日
000028 2100190037 （株）ＭｏｎｏｔａＲＯ猪名川ＤＣ  ６６６６００２－０３666-0253 川辺郡猪名川町差組字小谷１０１－１プロロジスパーク猪名川１ コップ式自動販売機（自動洗浄・屋内設置）自動販売機サントリービバレッジソリューション株式会社代表取締役 及川 剛 160-0023 東京都新宿区西新宿８丁目１７番１号 363040501 神北(伊健)第42-10 令和4年7月26日
000028 2100190038 （株）ＭｏｎｏｔａＲＯ猪名川ＤＣ  ６６６６００２－０２666-0253 川辺郡猪名川町差組字小谷１０１－１プロロジスパーク猪名川１ コップ式自動販売機（自動洗浄・屋内設置）自動販売機サントリービバレッジソリューション株式会社代表取締役 及川 剛 160-0023 東京都新宿区西新宿８丁目１７番１号 363040501 神北(伊健)第42-11 令和4年7月26日
000028 2100190063 （株）ＭｏｎｏｔａＲＯ猪名川ＤＣ  ６６６６００２－０１666-0253 川辺郡猪名川町差組字小谷１０１－１プロロジスパーク猪名川１ コップ式自動販売機（自動洗浄・屋内設置）自動販売機サントリービバレッジソリューション株式会社代表取締役 及川 剛 160-0023 東京都新宿区西新宿８丁目１７番１号 363040501 神北(伊健)第42-12 令和4年7月26日
000028 2100190064 兵庫ダイハツ販売（株）  伊丹東店　６６６７６３８－０１664-0831 伊丹市北伊丹７－６７ コップ式自動販売機（自動洗浄・屋内設置）自動販売機サントリービバレッジソリューション株式会社代表取締役 及川 剛 160-0023 東京都新宿区西新宿８丁目１７番１号 363040501 神北(伊健)第42-13 令和4年7月26日
000028 2100190083 エキマルア・ラ・モードＪＲ川西池田駅店 666-0021 川西市栄根２丁目６－２６ 7445252 その他の食料・飲料販売業 一般 株式会社ジェイアール西日本デイリーサービスネット 代表取締役 中西 豊 661-0976 兵庫県尼崎市潮江１丁目２番１２号 649609829 神北(伊健)第43-38 令和4年7月29日
000028 2100190110 惣菜漁品（そうざいりょうひん） 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く。)その他の食料・飲料販売業 露店 高木 章行 神北(伊健)第43-39 令和4年8月1日
000028 2100190136 ホワイトベアスイーツ 666-0021 川西市栄根２丁目６－２６ＪＲ川西池田駅 その他の食料・飲料販売業 一般 株式会社ビックスタージャパン 代表取締役 土谷 栄治 062-0004 北海道札幌市豊平区美園四条６丁目１番２８－３０２号神北(伊健)第43-40 令和4年8月2日
000028 2100190327 就労継続支援Ｂ型事業所ふぉーふーむ 666-0122 川西市東多田２丁目５－１９ 7937770 その他の食料・飲料販売業 一般 特定非営利活動法人百生一輝 理事長 廣瀬 祥行 666-0116 兵庫県川西市水明台４丁目２－１７ 7931232 神北(伊健)第43-41 令和4年8月18日
000028 2100190348 １００円やさい 664-0008 伊丹市荒牧南２丁目７ 野菜果物販売業 一般 岡 信夫 神北(伊健)第43-42 令和4年8月19日
000028 2100190369 オフィスグリコ冷凍冷蔵庫２８６１３６ 664-0006 伊丹市鴻池１－８－６伊丹市立伊丹特別支援学校１Ｆ その他の食料・飲料販売業 一般 グリコチャネルクリエイト株式会社 代表取締役 西村 浩一 555-0021 大阪府大阪市西淀川区歌島４丁目６番５号 神北(伊健)第43-44 令和4年8月19日
000028 2100190370 オフィスグリコ冷凍冷蔵庫２８６１００ 664-0006 伊丹市鴻池５－９－３７コアエス１Ｆ その他の食料・飲料販売業 一般 グリコチャネルクリエイト株式会社 代表取締役 西村 浩一 555-0021 大阪府大阪市西淀川区歌島４丁目６番５号 神北(伊健)第43-45 令和4年8月19日
000028 2100190383 ミニストップ伊丹鴻池店 664-0006 伊丹市鴻池３丁目３－１６ 7756486 コンビニエンスストア 一般 李 威 神北(伊健)第43-43 令和4年8月19日
000028 2100190616 こうじんさん 000-0000 伊丹市内及び川西市内一円 その他の食料品製造・加工業 自動車 松井 大朗 神北(伊健)第44-8 令和4年9月8日
000028 2100190626 北友子 666-0231 川辺郡猪名川町上阿古谷字清水垣内４１４－２ 7660621 農産保存食料品製造・加工業 一般 北 友子 神北(伊健)第44-7 令和4年8月30日
000028 2100190652 オフィスグリコ冷凍冷蔵庫２８７３５２ 666-0033 川西市栄町１３－１８ゆうちょ銀行川西支店２Ｆ その他の食料・飲料販売業 一般 グリコチャネルクリエイト株式会社 代表取締役 西村 浩一 555-0021 大阪府大阪市西淀川区歌島４丁目６番５号 神北(伊健)第43-47 令和4年9月12日
000028 2100190660 ふくちゃん餃子　伊丹鴻池店 664-0007 伊丹市北野４丁目２８－３メゾン北野１階１０２号室 7677039 その他の食料・飲料販売業 一般 アールライン株式会社 代表取締役 堀 亮吾 664-0843 兵庫県伊丹市岩屋１丁目８番２７号 7677039 神北(伊健)第43-46 令和4年9月6日
000028 2100190675 Ｅａｔ　ｓｕｐｐｏｒｔ 666-0033 川西市栄町２０－１ 7589806 その他の食料品製造・加工業 一般 元山 恵里 神北(伊健)第44-9 令和4年9月13日
000028 2100190712 津曲珈琲川西店 666-0033 川西市栄町２０－１川西能勢口駅前広場 その他の食料・飲料販売業 露店 𠮷田 博子 神北(伊健)第43-49 令和4年9月15日
000028 2100190756 ローソン伊丹東有岡１丁目店 664-0845 伊丹市東有岡１丁目６７ 7707773 コンビニエンスストア 一般 有限会社世多 代表取締役 當銘 偉哲 661-0963 兵庫県尼崎市高田町２番２号 664971170 神北(伊健)第43-50 令和4年9月16日
000028 2100190761 かまどやきいも　Ｌｅ’ａ 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く。)その他の食料品製造・加工業 露店 織田 健治 神北(伊健)第44-11 令和4年9月21日
000028 2100190828 乃が美はなれ　ＪＲ伊丹駅前販売店 664-0846 伊丹市伊丹１丁目１０－１　アリオ１ 7805855 その他の食料・飲料販売業 一般 有限会社スカイアップ 代表取締役 阪上 勝弘 664-0846 兵庫県伊丹市伊丹１丁目１０番１５－１０５ 7805855 神北(伊健)第43-51 令和4年9月26日
000028 2100190872 トヨタカローラ神戸（株）　伊丹店  ６６８３６６３－０２664-0881 伊丹市昆陽５－２２１－１ コップ式自動販売機（自動洗浄・屋内設置）自動販売機サントリービバレッジソリューション株式会社代表取締役 及川 剛 160-0023 東京都新宿区西新宿八丁目１７番１号 363040501 神北(伊健)第43-52 令和4年9月28日
000028 2100190873 トヨタカローラ神戸（株）　伊丹店  ６６８３６６３－０３664-0881 伊丹市昆陽５－２１１－１ コップ式自動販売機（自動洗浄・屋内設置）自動販売機サントリービバレッジソリューション株式会社代表取締役 及川 剛 160-0023 東京都新宿区西新宿８丁目１７番１号 363040501 神北(伊健)第43-53 令和4年9月28日
000028 2100190897 タケシタファーマシー株式会社  タケシタ調剤薬局　キセラ川西店666-0017 川西市火打１丁目９－２４ コップ式自動販売機（自動洗浄・屋内設置）自動販売機株式会社アペックス西日本 代表取締役 森 吉平 550-0015 大阪府大阪市西区南堀江４丁目２５番２４号665359024 神北(伊健)第42-16 令和4年9月29日
000028 2100190943 小さな豚まんｋｅｓａｋｉｃｈｉ 664-0013 伊丹市瑞穂町５－３－２ 自動販売機（要届出のコップ式自動販売機及び要許可を除く）自動販売機株式会社鈴屋 代表取締役 鈴 賢一 561-0882 大阪府豊中市南桜塚１丁目６番１４号 663805602 神北(伊健)第43-52 令和4年9月29日
000028 2100190944 ディスカバリー　リゾート　オオシマ 666-0215 川辺郡猪名川町島字西山９ 7032121 農産保存食料品製造・加工業 一般 株式会社ディスカバリープロジェクト 代表取締役 西田 明光 666-0242 兵庫県川辺郡猪名川町原字芝脇２８７－３１ 7689926 神北(伊健)第44-12 令和4年9月29日



000028 2100190955 餃子の江原 666-0021 川西市栄根２丁目１－１徳田ビル１Ｆ その他の食料・飲料販売業 その他 株式会社リガール 代表取締役 廣田 隆志 565-0824 大阪府吹田市山田西１丁目１番１１号 601558765 神北(伊健)第43-53 令和4年10月3日
000028 2100191028 焙りたて珈琲　ＯＷＬ 664-0842 伊丹市森本７丁目４６ 7753007 コーヒー（飲料を除く）製造・加工業 一般 海老原 和子 神北(伊健)第44-14 令和4年10月5日
000028 2100191044 新谷洋介 666-0225 川辺郡猪名川町木津字井ノ上４１ 7680596 農産保存食料品製造・加工業 一般 新谷 洋介 神北(伊健)第44-15 令和4年10月6日
000028 2100191077 ハチハチタコ焼き 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く。) 7995049 その他の食料品製造・加工業 自動車 徳寿海 健人 神北(伊健)第44-13 令和4年10月4日
000028 2100191145 フルーツキャンディーカフェ 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く。)その他の食料品製造・加工業 自動車 佐藤 操 神北(伊健)第44-16 令和4年10月6日
000028 2100191205 サカタインクス株式会社　大阪工場　食堂内664-0837 伊丹市北河原４丁目１－１２ コップ式自動販売機（自動洗浄・屋内設置）自動販売機株式会社アペックス西日本 代表取締役 森 吉平 550-0015 大阪府大阪市西区南堀江４丁目２５番２４号665359024 神北(伊健)第42-17 令和4年10月17日
000028 2100191216 出張版ＩＴＡＭＩ空の市 664-0847 伊丹市藤ノ木１丁目１－１イオンモール伊丹 魚介類販売業 一般 株式会社ジェイエア 代表取締役 本田 俊介 563-0034 大阪府池田市空港２丁目２番５号 648653691 神北(伊健)第42-18 令和4年10月18日
000028 2100191217 出張版ＩＴＡＭＩ空の市 664-0847 伊丹市藤ノ木１丁目１－１イオンモール伊丹 乳類販売業 一般 株式会社ジェイエア 代表取締役 本田 俊介 563-0034 大阪府池田市空港２丁目２番５号 648653691 神北(伊健)第42-18 令和4年10月18日
000028 2100191218 出張版ＩＴＡＭＩ空の市 664-0847 伊丹市藤ノ木１丁目１－１イオンモール伊丹 弁当販売業 一般 株式会社ジェイエア 代表取締役 本田 俊介 563-0034 大阪府池田市空港２丁目２番５号 648653691 神北(伊健)第42-18 令和4年10月18日
000028 2100191219 出張版ＩＴＡＭＩ空の市 664-0847 伊丹市藤ノ木１丁目１－１イオンモール伊丹 野菜果物販売業 一般 株式会社ジェイエア 代表取締役 本田 俊介 563-0034 大阪府池田市空港２丁目２番５号 648653691 神北(伊健)第42-18 令和4年10月18日
000028 2100191220 出張版ＩＴＡＭＩ空の市 664-0847 伊丹市藤ノ木１丁目１－１イオンモール伊丹 その他の食料・飲料販売業 一般 株式会社ジェイエア 代表取締役 本田 俊介 563-0034 大阪府池田市空港２丁目２番５号 648653691 神北(伊健)第42-18 令和4年10月18日
000028 2100191339 こもれび 666-0021 川西市栄根２丁目２４－９ 農産保存食料品製造・加工業 一般 三田村 加代子 神北(伊健)第44-17 令和4年10月26日
000028 2100191380 松澤功藝株式会社 664-0006 伊丹市鴻池７丁目１－４５ コップ式自動販売機（自動洗浄・屋内設置）自動販売機株式会社アペックス西日本 代表取締役 森 吉平 550-0015 大阪府大阪市西区南堀江４丁目２５－２４665359024 神北(伊健)第42-19 令和4年10月31日
000028 2100191456 生活協同組合コープこうべ  そのまんまのま 664-0865 伊丹市南野６丁目８－２０ その他の食料・飲料販売業 一般 生活協同組合コープこうべ 代表理事 岩山 利久 658-0051 兵庫県神戸市東灘区住吉本町１丁目３番１９号 788561003 神北(伊健)第43-56 令和4年11月4日
000028 2100191479 Ｂ・サパナエック 666-0017 川西市火打１丁目１６ その他の食料・飲料販売業 一般 アリヤル アラジュン 神北(伊健)第43-57 令和4年11月4日
000028 2100191667 ラ・パレット阪急川西 666-0033 川西市栄町２０－１ベルフローラ川西ウエスト２階 7403688 その他の食料・飲料販売業 一般 株式会社ジェイアール西日本ファッショングッズ 代表取締役 玉永 信彦 532-0011 大阪府大阪市淀川区西中島５丁目４番２０号 663908601 神北(伊健)第43-58 令和4年11月14日
000028 2100191737 ファミリーマート伊丹市役所 664-0898 伊丹市千僧１丁目１ 7823600 コンビニエンスストア 一般 株式会社和栄 立津 榮子 660-0077 兵庫県尼崎市大庄西町１丁目２番１５号 神北(伊健)第43-60 令和4年11月17日
000028 2100191758 セブン－イレブン猪名川万善店 666-0224 川辺郡猪名川町万善字渕ノ上１１１－２ 7682468 コンビニエンスストア 一般 田中 利夫 神北(伊健)第43-59 令和4年11月16日
000028 2100191777 サイゼリヤ　イオンモール猪名川店 666-0257 川辺郡猪名川町白金２丁目１イオン猪名川SC３F 7672030 その他の食料・飲料販売業 一般 株式会社 サイゼリヤ 代表取締役 正垣 泰彦 342-0008 埼玉県吉川市旭２丁目５ 489919611 神北(伊健)第43-62 令和4年11月18日
000028 2100191799 焼きいも　イモネコの家 664-0873 伊丹市野間８丁目１１－１４ その他の食料品製造・加工業 一般 太田 理恵 神北(伊健)第44-18 令和4年11月21日
000028 2100191803 ここポカふぁーむ 666-0257 川辺郡猪名川町白金３丁目３５－６ その他の食料品製造・加工業 一般 山本 優 神北(伊健)第44-19 令和4年11月21日
000028 2100191826 Ｒｅｖｉ＆Ｂｌｅｕ 666-0112 川西市大和西１丁目６６－２ 7953500 その他の食料・飲料販売業 一般 株式会社ネクスト 代表取締役 本多 正和 990-0034 山形県山形市東原町４丁目１７番９号 神北(伊健)第43-61 令和4年11月18日
000028 2100191834 ランドホーム 666-0016 川西市中央町２０－３ 7550606 コーヒー（飲料を除く）製造・加工業 一般 有限会社ランドホーム 代表取締役 鎌田 陽 666-0016 兵庫県川西市中央町２０番３号 7550606 神北(伊健)第44-20 令和4年11月22日
000028 2100191861 ｂｏｎｂｏｎ　ｌｅ　ｃｏｃｏｎ 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く。)その他の食料品製造・加工業 自動車 横山 あづさ 神北(伊健)第44-21 令和4年11月25日
000028 2100191950 私、ギョーザよりも焼売派。 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く。)弁当販売業 自動車 株式会社レブ・クリエイト 代表取締役 渡辺 充善 533-0021 大阪府大阪市東淀川区下新庄５丁目２６番地３１号663181111 神北(伊健)第43-64 令和4年11月30日
000028 2100191957 オフィスグリコ冷凍冷蔵庫２８９１４６ 664-0858 伊丹市西台３丁目１－９サニー技研２Ｆ その他の食料・飲料販売業 一般 グリコチャネルクリエイト株式会社 代表取締役 西村 浩一 555-0021 大阪府大阪市西淀川区歌島４丁目６－５ 神北(伊健)第43-63 令和4年11月30日
000028 2100192023 池田焙煎工房 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く。) その他の食料・飲料販売業 露店 株式会社池田焙煎工房 代表取締役 田澤 義政 563-0043 大阪府池田市神田３丁目２０番１６号 727688251 神北(伊健)第43-65 令和4年12月2日
000028 2100192033 ドナルド 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く。)野菜果物販売業 自動車 丸木 和子 神北(伊健)第43-66 令和4年12月7日
000028 2100192066 Ｓｗｅｅｔ×Ｓｗｅｅｔ 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く。) その他の食料・飲料販売業 自動車 株式会社石富プロパティー 代表取締役 中井 健太 572-0077 大阪府寝屋川市点野３丁目３０番４号 666069638 神北(伊健)第43-67 令和4年12月7日
000028 2100192085 コーナン商事株式会社  コーナンＰＲＯ　伊丹昆陽店　入口横664-0881 伊丹市昆陽８丁目４６－１ コップ式自動販売機（自動洗浄・屋内設置）自動販売機株式会社アペックス西日本 代表取締役 森 吉平 550-0005 大阪府大阪市西区西区南堀江４丁目２５番２４号665359024 神北(伊健)第42-20 令和4年12月13日
000028 2100192101 業務食品スーパー　プロマート　伊丹店 664-0851 伊丹市中央４丁目１－２１神友伊丹ビル１階 百貨店、総合スーパー 一般 日盛通商株式会社 代表取締役 呉 碧栄 650-0022 兵庫県神戸市中央区元町通２丁目５番１５号 783922818 神北(伊健)第43-68 令和4年12月14日
000028 2100192148 マクドナルド　伊丹大鹿店 664-0013 伊丹市瑞穂町３丁目１１ 7679728 乳類販売業 一般 日本マクドナルド株式会社 代表取締役 日色 保 160-0023 東京都新宿区西新宿６丁目５番１号 369115650 神北(伊健)第42-21 令和4年12月14日
000028 2100192160 テラゲンファームショップ 664-0027 伊丹市池尻１丁目１４０－１ その他の食料・飲料販売業 一般 来田 弘毅 神北(伊健)第43-70 令和4年12月20日
000028 2100192167 道の駅いながわレストランそばの館出入口前 666-0224 川辺郡猪名川町万善字竹添７０－１ 727678600 精穀・製粉業 自動販売機 株式会社いながわフレッシュパーク 代表取締役 奥田 貢 666-0224 兵庫県川辺郡猪名川町万善字竹添７０番地の１ 727678600 神北(伊健)第44-22 令和4年12月20日
000028 2100192186 イズミヤショッピングセンター昆陽 664-0027 伊丹市池尻１丁目１番 7796501 野菜果物販売業 一般 株式会社エイチ・ツー・オー商業開発 代表取締役 今井 康博 557-0015 大阪府大阪市西成区花園南１丁目４番４号 666573432 神北(伊健)第43-71 令和4年12月22日
000028 2100192198 ブーメラン 666-0125 川西市新田１丁目１－７ 7923656 乳類販売業 一般 津山 宗博 神北(伊健)第42-22 令和4年12月15日
000028 2100192210 ケンタッキーフライドチキン日生中央サピエ店 666-0261 川辺郡猪名川町松尾台１丁目２－１ 7447404 その他の食料・飲料販売業 一般 フーズネットワーク株式会社 代表取締役 笹川 一成 567-0876 大阪府茨木市天王２丁目２番１号さとみマンション 726553800 神北(伊健)第43-69 令和4年12月16日
000028 2100192243 オフィスグリコ冷凍冷蔵庫２９０９９１ 664-0881 伊丹市昆陽５丁目２１１－１　トヨタカローラ伊丹店１Ｆ その他の食料・飲料販売業 一般 グリコチャネルクリエイト株式会社 代表取締役 西村 浩一 555-0021 大阪府大阪市西淀川区歌島４丁目６番５号 神北(伊健)第43-73 令和5年1月4日
000028 2100192244 オフィスグリコ冷凍冷蔵庫２９０８５６ 666-0113 川西市長尾町９－８　大阪青山大学１Ｆ その他の食料・飲料販売業 一般 グリコチャネルクリエイト株式会社 代表取締役 西村 浩一 555-0021 大阪府大阪市西淀川区歌島４丁目６番５号 神北(伊健)第43-72 令和5年1月4日
000028 2100192286 森本精肉店　そうざい部 664-0836 伊丹市北本町３丁目５０伊丹市卸売り市場 7781129 食肉販売業 一般 森本 美佐子 神北(伊健)第42-23 令和5年1月5日
000028 2100192294 イオンモール猪名川　ｉｒｏＨａ 666-0257 川辺郡猪名川町白金２丁目１番 その他の食料・飲料販売業 一般 有限会社天平フーズ 代表取締役 池田 昌弘 520-1512 滋賀県高島市新旭町太田７７５番地 740255225 神北(伊健)第43-75 令和5年1月11日
000028 2100192296 イオンモール猪名川　さつまいもスイーツ専門店　ｅｍｏｎｏｍｏｎｏ 666-0257 川辺郡猪名川町白金２丁目１ その他の食料・飲料販売業 一般 有限会社天平フーズ 代表取締役 池田 昌弘 520-1512 滋賀県高島市新旭町太田７７５番地 740255225 神北(伊健)第43-74 令和5年1月11日
000028 2100192346 自家焙煎珈琲　滝内屋 664-0028 伊丹市西野３丁目３２ コーヒー（飲料を除く）製造・加工業一般 滝内 隆浩 神北(伊健)第44-23 令和5年1月17日
000028 2100192348 ＲＥＳＴ　ＲＯＡＳＴＩＮＧ　ＦＡＣＴＯＲＹ666-0125 川西市新田１丁目１０－２ コーヒー（飲料を除く）製造・加工業一般 峯﨑 達也 神北(伊健)第44-24 令和5年1月17日
000028 2100192382 ホープゆう 664-0015 伊丹市昆陽池１丁目４５ 7777386 集団給食（４）その他 集団給食 社会福祉法人いたみ杉の子 理事長 小山 達也 664-0006 兵庫県伊丹市鴻池１丁目１０番１５号 7777486 神北(伊健)第41-5 令和5年1月19日
000028 2100192386 ウエルシアイオンモール伊丹店 664-0847 伊丹市藤ノ木１丁目１－１イオンモール伊丹１Ｆ 7689781 百貨店、総合スーパー 一般 ウエルシア薬局株式会社 代表取締役 松本 忠久 101-0021 東京都千代田区外神田２丁目２番１５号 352095672 神北(伊健)第43-76 令和5年1月19日
000028 2100192391 イオン昆陽内Ｙショップ 664-0027 伊丹市池尻４丁目１－１イオン昆陽内Ｙショップ コンビニエンスストア 一般 株式会社橋本 代表取締役 橋本 善晴 453-0801 愛知県名古屋市中村区太閤１丁目２０番１３号秀幸ビル５０１号524333400 神北(伊健)第43-77 令和5年1月20日
000028 2100192412 Sunny's　Cafe 664-0853 伊丹市平松４丁目１－１４ コーヒー（飲料を除く）製造・加工業 その他 川﨑 あゆみ 神北(伊健)第44-25 令和5年1月18日
000028 2100192418 プレオープンズ川西多田 666-0124 川西市多田桜木１丁目８－３イズミヤ多田店１Ｆ その他の食料品製造・加工業 一般 向井 務 神北(伊健)第44-26 令和5年1月23日
000028 2100192524 ふわこっぺ　鼓ヶ滝店 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く。) その他の食料・飲料販売業 自動車 野口 美佳 神北(伊健)第43-78 令和5年2月1日
000028 2100192540 Ａｓｓｏｃｉａ　Ｊｏｂ　Ｋａｗａｎｉｓｈｉ 666-0024 川西市久代３丁目１６－３０ 7439097 その他の食料・飲料販売業 一般 株式会社アソシア 代表取締役 神谷 牧人 904-0100 沖縄県中頭郡北谷町北前１丁目１０－８ 989265175 神北(伊健)第43-79 令和5年2月1日
000028 2100192566 株式会社ノジュール　マクドナルド川西加茂店 666-0025 川西市加茂５丁目１－１１ 7557733 乳類販売業 一般 株式会社ノジュール 代表取締役 吉水 亨 666-0117 兵庫県川西市東畦野６丁目１５番１号 7950151 神北(伊健)第42-24 令和5年1月30日
000028 2100192583 イオンタウン川西 666-0124 川西市多田桜木１丁目４－１ 7676008 その他の食料・飲料販売業 一般 株式会社住装 代表取締役 松尾 重裕 563-0056 大阪府池田市栄町４番６－１０１号 727523370 神北(伊健)第43-81 令和5年2月3日
000028 2100192584 オアシスタウンキセラ川西 666-0017 川西市火打１丁目１３－１７ 7567050 その他の食料・飲料販売業 一般 株式会社住装 代表取締役 松尾 重裕 563-0056 大阪府池田市栄町４番６－１０１号 727523370 神北(伊健)第43-80 令和5年2月3日
000028 2100192604 平田製菓イオンモール伊丹 664-0847 伊丹市藤ノ木１丁目１－１イオンモール伊丹１階 その他の食料・飲料販売業 一般 平田 剛 神北(伊健)第43-82 令和5年2月3日
000028 2100192658 割鮮Ｎａｍｐｕもとき 666-0021 川西市栄根１丁目７－５サンメゾン戸田１階 7647155 その他の食料品製造・加工業 一般 益満 一樹 神北(伊健)第44-27 令和5年2月6日
000028 2100192683 キユーピータマゴ株式会社　伊丹工場　（４階） 664-0854 伊丹市南町４丁目７－１ 664222613 調味料製造・加工業 一般 キユーピータマゴ株式会社 代表取締役 扇田 博昭 182-0002 東京都調布市仙川町２丁目５番地７ 353835111 神北(伊健)第44-28 令和5年2月9日
000028 2100192715 アクトステージ伊丹 664-0831 伊丹市北伊丹８丁目１０－６ 自動販売機（要届出のコップ式自動販売機及び要許可を除く）自動販売機江崎グリコ株式会社 代表取締役 江崎 勝久 555-0021 大阪府大阪市西淀川区歌島４丁目６番５号664778352 神北(伊健)第43-83 令和5年2月14日
000028 2100192833 鉱物＆カフェ　Ｍｉｎｅｒａｌ　Ｍｕｒｕ000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く。)その他の食料・飲料販売業 その他 村田 陽子 神北(伊健)第43-85 令和5年2月21日
000028 2100192859 カルディコーヒーファーム　アステ川西店 666-0033 川西市栄町２５－１　アステ川西１Ｆ 7676501 その他の食料・飲料販売業 一般 株式会社キャメル珈琲 代表取締役 尾田 信夫 155-0033 東京都世田谷区代田２丁目３１番８号 334125640 神北(伊健)第43-86 令和5年2月24日
000028 2100192876 セブン－イレブン　伊丹南野５丁目店664-0865 伊丹市南野５丁目９－１３ コンビニエンスストア 一般 西山 こずえ 神北(伊健)第43-84 令和5年2月16日
000028 2100192887 美健ＳＰＡ湯櫻 666-0017 川西市火打１丁目１６－６オアシスタウンキセラ川西２Ｆ その他の食料・飲料販売業 一般 有限会社リボン 代表取締役 久野 和人 666-0032 兵庫県川西市日高町６番１７号 7598958 神北(伊健)第43-87 令和5年2月24日
000028 2100192895 ｈａｔｉｓａｎ 664-0027 伊丹市池尻２丁目２３１－１ 7865231 農産保存食料品製造・加工業 一般 野村 重彦 神北(伊健)第44-29 令和5年2月27日
000028 2100192910 イオンモール伊丹 664-0847 伊丹市藤ノ木１丁目１－１ その他の食料・飲料販売業 一般 株式会社カステラハウス一番館 代表取締役 吉川 久嘉 607-8176 京都府京都市山科区大宅中小路町１９番地の５ 755911713 神北(伊健)第43-88 令和5年2月27日
000028 2100192927 サンドラッグ川西多田店 666-0124 川西市多田桜木２丁目１－１０－２７ 7100129 百貨店、総合スーパー 一般 株式会社サンドラッグ 代表取締役 貞方 宏司 183-0005 東京都府中市若松町１丁目３８番地の１ 423696411 神北(伊健)第43-89 令和5年2月28日
000028 2100193282 沖縄物産展 666-0033 川西市栄町２５－１ その他の食料・飲料販売業 一般 株式会社もずキム 代表取締役 桑名 宣男 900-0037 沖縄県那覇市辻２丁目２３番地１０ 989884935 神北(伊健)第43-90 令和5年3月17日
000028 2100193331 医療法人　晴風園　川西リハビリテーション病院 666-0117 川西市東畦野５丁目１８－１ 7950070 集団給食（２）病院・診療所 一般 医療法人晴風園 理事長 植松 正保 666-0236 兵庫県川辺郡猪名川町北田原字屏風岳３番地 7660030 神北(伊健)第41-6 令和5年3月20日
000028 2100193337 ウエルシアアステ川西店 666-0033 川西市栄町２５－１アステ川西２２１号 7566230 百貨店、総合スーパー 一般 ウエルシア薬局株式会社 代表取締役 田中 純一 101-0021 東京都千代田区外神田２丁目２番１５号 352095672 神北(伊健)第43-91 令和5年3月20日
000028 2100193359 うねの珈琲 666-0112 川西市大和西１丁目５６－１２ 7437619 コーヒー（飲料を除く）製造・加工業 一般 石原 清昭 神北(伊健)第44-30 令和5年3月22日
000028 2100193367 アステ川西　天平キムチ 666-0033 川西市栄町２５－１ その他の食料・飲料販売業 一般 有限会社天平フーズ 代表取締役 池田 昌弘 520-1512 滋賀県高島市新旭町太田７７５番地 740255225 神北(伊健)第43-93 令和5年3月23日
000028 2100193372 北海道沖縄各地旨いもの祭り（４／６～４／１３） 666-0033 川西市栄町２５番地１号アステ川西　１Ｆ　ぴぃぷぅ広場 その他の食料・飲料販売業 一般 株式会社エス・ティ商事 代表取締役 中本 哲 680-1202 鳥取県鳥取市河原町布袋５７８番地１ 858852691 神北(伊健)第43-94 令和5年3月24日
000028 2100193437 ファミリーマート伊丹昆陽店 664-0888 伊丹市昆陽南１丁目１－３７ 7735356 コンビニエンスストア 一般 有限会社サンアック 代表取締役 山下 芳彦 660-0085 兵庫県尼崎市元浜町２丁目１５番地 664301991 神北(伊健)第43-95 令和5年3月24日
000028 2100193558 Ｓａｉ　Ｇｏｎ　Ｓｗｅｅｔｓ 664-0846 伊丹市伊丹１丁目１０－１５　アリオⅠ１０８号 その他の食料・飲料販売業 一般 キエウ ミン　トウアン 神北(伊健)第43-96 令和5年3月28日
000028 2100193565 イオン昆陽内Ｙショップ 664-0027 伊丹市池尻４丁目１－１イオン昆陽内Ｙショップ コップ式自動販売機（自動洗浄・屋内設置）自動販売機株式会社橋本 代表取締役 橋本 善晴 453-0801 愛知県名古屋市中村区太閤１丁目２０番１３号秀幸ビル５０１号524333400 神北(伊健)第42-1 令和5年4月4日
000028 2100193578 株式会社ビックモーター　川西店　整備側666-0124 川西市多田桜木１丁目１－１ コップ式自動販売機（自動洗浄・屋内設置）自動販売機株式会社アペックス西日本 代表取締役 森 吉平 550-0015 大阪府大阪市西区南堀江４丁目２５番２４号665359024 神北(伊健)第42-3 令和5年4月5日
000028 2100193579 株式会社ビックモーター　川西店　トイレ側666-0124 川西市多田桜木１丁目１－１ コップ式自動販売機（自動洗浄・屋内設置）自動販売機株式会社アペックス西日本 代表取締役 森 吉平 550-0015 大阪府大阪市西区南堀江４丁目２５－２４665359024 神北(伊健)第42-2 令和5年4月5日
000028 2100193723 冷食屋伊丹店 664-0012 伊丹市緑ケ丘１丁目１８５ 727677039 その他の食料・飲料販売業 一般 アールライン株式会社 代表取締役 堀 亮吾 664-0843 兵庫県伊丹市岩屋１丁目８番２７号 727677039 神北(伊健)第43-3 令和5年4月14日
000028 2100193724 三浦牧場直販店 666-0105 川西市見野２丁目１４－２０ 727944129 百貨店、総合スーパー 一般 三浦 広司 神北(伊健)第43-2 令和5年4月5日
000028 2100193725 フードトラック「１年３組」 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く。)その他の食料・飲料販売業 自動車 柊木 宗樹 神北(伊健)第43-1 令和5年4月4日
000028 2100193732 株式会社ディアハート　本社第二工場　３Ｆ事務所664-0842 伊丹市森本８丁目３０ コップ式自動販売機（自動洗浄・屋内設置）自動販売機株式会社アペックス西日本 代表取締役 森 吉平 550-0015 大阪府大阪市西区南堀江４丁目２５－２４665359024 神北(伊健)第42-4 令和5年4月17日
000028 2100193735 利休プリン・さかい屋本舗 664-0847 伊丹市藤ノ１丁目１－１イオンモール伊丹 その他の食料・飲料販売業 一般 中森 克典 神北(伊健)第43-4 令和5年4月17日
000028 2100193754 ご当地スイーツ祭り 666-0033 川西市栄町２５－１アステ川西 その他の食料・飲料販売業 一般 武内 美絵 神北(伊健)第43-5 令和5年4月17日
000028 2100193823 三菱電機株式会社　北伊丹製作所　ＮＥ棟　１Ｆ664-0005 伊丹市瑞原４丁目１ コップ式自動販売機（自動洗浄・屋内設置）自動販売機株式会社アペックス西日本 代表取締役 森 吉平 550-0015 大阪府大阪市西区南堀江４丁目２５番２４号665359024 神北(伊健)第42-5 令和5年4月20日
000028 2100193825 ポッポ韓国フーズ 666-0017 川西市火打１丁目５－１７キセラ川西せせらぎ公園 その他の食料・飲料販売業 露店 廣山 和男 神北(伊健)第43-9 令和5年4月21日
000028 2100193855 ｈａｃｏｎｉｗａ 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く。) 727646609 弁当販売業 露店 大山観光株式会社 代表取締役 大山 秀一 562-0004 大阪府箕面市牧落３丁目１－１６ 727646609 神北(伊健)第43-11 令和5年4月21日
000028 2100193860 イオンモール猪名川　天平キムチ 666-0257 川辺郡猪名川町白金２丁目１番 その他の食料・飲料販売業 一般 有限会社天平フーズ 代表取締役 池田 昌弘 520-1512 滋賀県高島市新旭町太田７７５番地 740255225 神北(伊健)第43-12 令和5年4月21日
000028 2100193913 ＣＨＩＴ　ＣＨＡＴ 664-0887 伊丹市南野北５丁目４－１３ 727845556 その他の食料・飲料販売業 一般 木戸 陽菜 神北(伊健)第43-10 令和5年4月21日
000028 2100193970 トレジャーキッズいたみ保育園 664-0858 伊丹市西台５丁目３－２０ 727445567 集団給食（４）その他 集団給食 株式会社セリオ 代表取締役 若濵 久 530-0003 大阪府大阪市北区堂島１丁目５番１７号 664420600 神北(伊健)第41-1 令和5年4月17日
000028 2100194001 沖縄物産展（５／１６～５／２３） 666-0257 川辺郡猪名川町白金２丁目１イオンモール猪名川　１Ｆ　催事場 858852691 その他の食料・飲料販売業 一般 株式会社エス・ティ商事 代表取締役 中本 哲 680-1202 鳥取県鳥取市河原町布袋５７８番地１ 858852691 神北(伊健)第43-13 令和5年4月27日
000028 2100194006 ＪＴ　Ｂｅａｎｓ 664-0858 伊丹市西台４丁目５－３４サンプルミエール１０１ コーヒー（飲料を除く）製造・加工業一般 塚田 淳一 神北(伊健)第44-2 令和5年4月27日
000028 2100194014 SatisfactionZ coffee works 664-0895 伊丹市宮ノ前２丁目５－３ コーヒー（飲料を除く）製造・加工業 一般 三邉 充則 神北(伊健)第44-4 令和5年4月27日
000028 2100194060 Ｌｕｓｃｉｏｕｓ　ｏｎ　Ⅰ号 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く。) 662045533 その他の食料・飲料販売業 自動車 株式会社ＲＩＧ 代表取締役 澤井 智麿 541-0048 大阪府大阪市中央区瓦町１丁目７番１５－１００３号 642562855 神北(伊健)第43-7 令和5年4月19日
000028 2100194061 Ｌｕｓｃｉｏｕｓ　ｏｎ　Ⅱ号 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く。) 662045533 その他の食料・飲料販売業 自動車 株式会社ＲＩＧ 代表取締役 澤井 智麿 541-0048 大阪府大阪市中央区瓦町１丁目７番１５－１００３号 642562855 神北(伊健)第43-6 令和5年4月19日
000028 2100194118 ＩＮ　ＴＨＥ　ＨＡＮＤ 664-0851 伊丹市中央５丁目３－１　サン専門店２Ｆ その他の食料品製造・加工業 一般 山田 友佳 神北(伊健)第44-5 令和5年4月28日
000028 3000029077 マザーケア加古川デリバリーセンター 675-0031 加古川市加古川町北在家７８３－１－Ａ 794560250 乳類販売業 一般 布亀株式会社 代表取締役 布目 荘太 663-8228 兵庫県西宮市今津二葉町３番６号 798352121 東播(加健)第AK-121 令和3年6月1日
000028 3000029411 加古川製氷冷蔵（株） 675-0066 加古川市加古川町寺家町字将軍１６６－３ 794213111 その他 一般 加古川製氷冷蔵株式会社 代表取締役 山本 賀也 675-0066 兵庫県加古川市加古川町寺家町字将軍１６６－３ 794222358 東播(加健)第AK-413 令和3年6月1日
000028 3000029517 かぴま～と 675-0065 加古川市加古川町篠原町２１－８ＢＦ 794254567 百貨店、総合スーパー 一般 カピル協同組合 代表理事 河本 博明 675-0065 兵庫県加古川市加古川町篠原町２１－８ 794254567 東播(加健)第AK-177 令和3年6月1日
000028 3000029767 マックスバリュ友沢店 675-0035 加古川市加古川町友沢字野田１２ 794229203 百貨店、総合スーパー 一般 マックスバリュ西日本株式会社 代表取締役 平尾 健一 732-0814 広島県広島市南区段原南一丁目３番５２号 825358500 東播(加健)第AK-135 令和3年6月1日



000028 3000029890 明治牛乳加古川販売所 675-0067 加古川市加古川町河原３９０－３８ 794220229 乳類販売業 一般 岸 久男 東播(加健)第AK-194 令和3年6月1日
000028 3000030218 イオン加古川店　しばたけ 675-0101 加古川市平岡町新在家６１５－１ 794254121 百貨店、総合スーパー 一般 イオンリテール株式会社 代表取締役 井出 武美 261-0000 千葉県千葉市美浜区中瀬一丁目５番地１ 432126500 東播(加健)第B-94 令和3年6月1日
000028 3000030269 だるま商店 675-0101 加古川市平岡町新在家９０２－１５ 794245656 その他の食料・飲料販売業 一般 有限会社タツマ商事 取締役 藤田 ヒサヱ 675-0101 兵庫県加古川市平岡町新在家９０２－１５ 794245656 東播(加健)第B-221 令和3年6月1日
000028 3000030613 （株）平岡やまと 675-0111 加古川市平岡町二俣１００５ 794351988 その他の食料・飲料販売業 一般 株式会社平岡やまと 代表取締役 大篠 和彦 675-0111 兵庫県加古川市平岡町二俣１００５ 794351988 東播(加健)第B-90 令和3年6月1日
000028 3000030673 兵庫ヤクルト販売　ＨＢ東加古川センター 675-0111 加古川市平岡町二俣７５７－３ 794306575 乳類販売業 一般 兵庫ヤクルト販売株式会社 代表取締役 阿部 恭大 651-2122 兵庫県神戸市西区玉津町高津橋１３７番地の１ 789128960 東播(加健)第B-98 令和3年6月1日
000028 3000030868 （株）共進舎牧農園加古川営業所 675-0103 加古川市平岡町高畑２２２－４ 794243819 乳類販売業 一般 株式会社共進舎牧農園 代表取締役 中尾 弘三 650-0016 兵庫県神戸市中央区橘通一丁目２番１２号 783711761 東播(加健)第B-66 令和3年6月1日
000028 3000031024 マックスバリュ西日本（株）石守店 675-0005 加古川市神野町石守字整理４７１－６ 794541671 乳類販売業 一般 マックスバリュ西日本株式会社 代表取締役 平尾 健一 732-0814 広島県広島市南区段原南一丁目３番５２号 825358500 東播(加健)第B-13 令和3年6月1日
000028 3000031228 ㈱稲美乳販 675-1104 加古郡稲美町野寺９３９－１ 794950600 乳類販売業 一般 株式会社稲美乳販 代表取締役 船山 英宣 675-1104 兵庫県加古郡稲美町野寺９３９－１ 794950600 東播(加健)第B-130 令和3年6月1日
000028 3000031358 生活協同組合コープこうべ　コープ稲美 675-1115 加古郡稲美町国岡１丁目１０６ 794923781 百貨店、総合スーパー 一般 生活協同組合コープこうべ 代表理事 岩山　利久 658-0051 兵庫県神戸市東灘区住吉本町一丁目３番１９号 788561003 東播(加健)第B-288 令和3年6月1日
000028 3000031577 マックスバリュ西日本（株）稲美店  揚げ物・惣菜 675-1112 加古郡稲美町六分一１３６２－５１ 794953722 百貨店、総合スーパー 一般 マックスバリュ西日本株式会社 代表取締役 平尾 健一 732-0814 広島県広島市南区段原南一丁目３番５２号 825358500 東播(加健)第B-297 令和3年6月1日
000028 3000031584 旭食品（株）神戸支店 675-1112 加古郡稲美町六分一１３６２－６３ 794951888 その他の食料・飲料販売業 一般 旭食品株式会社 代表取締役 竹内 孝久 780-0832 高知県高知市九反田９番１５号 888827111 東播(加健)第B-298 令和3年6月1日
000028 3000031659 マックスバリュ水足店 675-0019 加古川市野口町水足３３３－３３ 794226353 百貨店、総合スーパー 一般 マックスバリュ西日本株式会社 代表取締役 平尾 健一 732-0814 広島県広島市南区段原南一丁目３番５２号 825358500 東播(加健)第AK-49 令和3年6月1日
000028 3000031700 メグミルク大西販売所 675-0011 加古川市野口町北野４８６－１ 794253759 乳類販売業 一般 大西 春善 東播(加健)第AK-2 令和3年6月1日
000028 3000031784 渋谷商店 675-0016 加古川市野口町長砂１０７０－１ 794247629 その他の食料・飲料販売業 一般 渋谷 八重子 東播(加健)第AK-32 令和3年6月1日
000028 3000032019 （株）日岡商事 675-0017 加古川市野口町良野１５４８番地 794271550 食肉販売業 一般 株式会社日岡商事 代表取締役 小堀 関雄 675-0017 兵庫県加古川市野口町良野１５４８番地 794271550 東播(加健)第AK-70 令和3年6月1日
000028 3000032108 明治牛乳別府販売所 675-0122 加古川市別府町別府９９６－４ 乳類販売業 一般 新居 正則 東播(加健)第AK-215 令和3年6月1日
000028 3000032205 沖中氷室 675-0121 加古川市別府町新野辺北町１－１２ 4350388 氷雪販売業 一般 沖中 静子 東播(加健)第AK-410 令和3年6月1日
000028 3000032347 (株)イトーヨーカ堂加古川店  (乳類) 675-0124 加古川市別府町緑町２ 794353131 百貨店、総合スーパー 一般 株式会社イトーヨーカ堂 代表取締役 山本 哲也 102-0084 東京都千代田区二番町８番地８ 362382111 東播(加健)第AK-221 令和3年6月1日
000028 3000032497 生活協同組合コープこうべ　コープ播磨 675-0151 加古郡播磨町野添２６７－１ 789440239 百貨店、総合スーパー 一般 生活協同組合コープこうべ 代表理事 岩山　利久 658-0051 兵庫県神戸市東灘区住吉本町一丁目３番１９号 788561003 東播(加健)第AH-14 令和3年6月1日
000028 3000032718 ますや 675-0154 加古郡播磨町本荘２丁目１１－１３ 794378114 その他の食料・飲料販売業 一般 筑紫 佳子 東播(加健)第AH-22 令和3年6月1日
000028 3000032783 小山氷店 675-0144 加古郡播磨町北本荘２丁目５－６ 794373372 氷雪販売業 一般 小山 照樹 東播(加健)第AK-201 令和3年6月1日
000028 3000032801 明治牛乳　本荘販売所 675-0144 加古郡播磨町北本荘２－１０－１６ 794378632 乳類販売業 一般 中山 昭一 東播(加健)第AH-28 令和3年6月1日
000028 3000033021 マックスバリュ西日本（株）安田店 675-0021 加古川市尾上町安田４８０ 4545002 百貨店、総合スーパー 一般 マックスバリュ西日本株式会社 代表取締役 平尾 健一 732-0814 広島県広島市南区段原南一丁目３番５２号 825358500 東播(加健)第AK-65 令和3年6月1日
000028 3000033129 マックスバリュ西日本（株）今福店　寿司 675-0027 加古川市尾上町今福七反田３８６ 794205301 百貨店、総合スーパー 一般 マックスバリュ西日本株式会社 代表取締役 平尾 健一 732-0814 広島県広島市南区段原南一丁目３番５２号 825358500 東播(加健)第AK-365 令和3年6月1日
000028 3000033141 マルアイ今福店 675-0027 加古川市尾上町今福２２１－１ 794542810 百貨店、総合スーパー 一般 株式会社マルアイ 代表取締役 藤田 佳男 675-0003 兵庫県加古川市神野町神野２２５番地１ 794305181 東播(加健)第AK-113 令和3年6月1日
000028 3000033216 森永牛乳尾上販売店 675-0024 加古川市尾上町長田１５９－１ 794259258 乳類販売業 一般 福永 欽丞 東播(加健)第AK-100 令和3年6月1日
000028 3000033243 森永牛乳口里販売店 675-0022 加古川市尾上町口里５１－３９ 794220107 乳類販売業 一般 佐島 一郎 東播(加健)第AK-75 令和3年6月1日
000028 3000033276 浜の宮乳業中央店 675-0022 加古川市尾上町口里４２０－２ 794541710 乳類販売業 一般 林原 巧 東播(加健)第AK-76 令和3年6月1日
000028 3000033283 株式会社マルアイ浜の宮店 675-0022 加古川市尾上町口里７３２ 794545810 百貨店、総合スーパー 一般 株式会社マルアイ 代表取締役 藤田 佳男 675-0003 兵庫県加古川市神野町神野２２５番地１ 794305181 東播(加健)第AK-81 令和3年6月1日
000028 3000033587 中尾ストアー神吉店 675-0058 加古川市東神吉町天ヶ原３３８ 794312397 その他の食料・飲料販売業 一般 中尾 五郎 東播(加健)第C-99 令和3年6月1日
000028 3000033594 ミルク宅配センター神吉店 675-0058 加古川市東神吉町天ヶ原３０４－１ 794326212 乳類販売業 一般 鷲 昭子 東播(加健)第C-98 令和3年6月1日
000028 3000033598 Ｙショップ　オアシス 675-0056 加古川市東神吉町砂部字出口１３３－７ 794320304 その他の食料・飲料販売業 一般 金澤 龍太郎 東播(加健)第C-92 令和3年6月1日
000028 3000033682 明治牛乳宝殿販売所 675-0055 加古川市東神吉町西井ノ口２９１－６ 794326896 乳類販売業 一般 秦 勝人 東播(加健)第C-96 令和3年6月1日
000028 3000033795 協同組合連合会兵庫県総合食肉流通センター 675-0301 加古川市志方町大沢字サブケ谷１３２９－４６ 794522950 その他 一般 協同組合連合会兵庫県総合食肉流通センター 代表理事 平井 良幸 675-0301 兵庫県加古川市志方町大沢字サブケ谷１３２９－４６ 794522950 東播(加健)第C-326 令和3年6月1日
000028 3000033843 明治牛乳志方販売所 675-0321 加古川市志方町志方町１５２２－３ 794522547 乳類販売業 一般 脇本 光昭 東播(加健)第C-86 令和3年6月1日
000028 3000034065 見土呂フルーツパーク 675-1214 加古川市上荘町見土呂８４５－１６ 794281113 食肉販売業 一般 農事組合法人みとろ生産組合 理事 清水 政義 675-1214 兵庫県加古川市上荘町見土呂８３５－４ 794282133 東播(加健)第C-175 令和3年6月1日
000028 3000034128 山田商店 675-0002 加古川市山手２丁目１－１１ 794382727 乳類販売業 一般 山田 省太郎 東播(加健)第B-165 令和3年6月1日
000028 3000034496 ドラッグジャパン　明石稲美店 675-1115 加古郡稲美町国岡２丁目１０－２ 794921554 その他の食料・飲料販売業 一般 株式会社スギ薬局 代表取締役 榊原 栄一 446-0056 愛知県安城市三河安城町１－８－４ 566736300 東播(加健)第B-283 令和3年6月1日
000028 3000034716 ハリマ化成商事株式会社　加古川営業所 675-0019 加古川市野口町水足８２７－６ 794250300 その他 一般 ハリマ化成商事株式会社 代表取締役 長谷川 吉弘 541-0042 大阪府大阪市中央区今橋４－４－７ 662012461 東播(加健)第AK-414 令和3年6月1日
000028 3000034751 生活協同組合ｺｰﾌﾟこうべ協同購入ｾﾝﾀｰ加古川 675-1112 加古郡稲美町六分一１３６２－８４ 794979537 通信販売・訪問販売による販売業 一般 生活協同組合コープこうべ 代表理事 岩山 利久 658-0051 兵庫県神戸市東灘区住吉本町一丁目３番１９号 788561190 東播(加健)第B-92 令和3年6月1日
000028 3000035350 加古川食鳥 675-0016 加古川市野口町長砂７０７加古川公設卸売市場 794246881 その他の食料・飲料販売業 一般 株式会社加古川食鳥 代表取締役 後藤 英和 675-0016 兵庫県加古川市野口町長砂７０７加古川公設卸売市場 794246881 東播(加健)第AK-35 令和3年6月1日
000028 3000036582 マルアイ城の宮店 675-0141 加古郡播磨町野添城３丁目１番８号 789448710 百貨店、総合スーパー 一般 株式会社マルアイ 代表取締役 藤田 佳男 675-0003 兵庫県加古川市神野町神野２２５番地１ 794305181 東播(加健)第AH-13 令和3年6月1日
000028 3000036604 イセダ屋加古川店 675-0122 加古川市別府町別府５４３番地１ 794353400 百貨店、総合スーパー 一般 株式会社イセダ屋 代表取締役 伊勢田 大樹 672-8071 兵庫県姫路市飾磨区構四丁目５５番地 792334480 東播(加健)第AK-211 令和3年6月1日
000028 3000036701 クスリ　キリン堂　加古川粟津店 675-0039 加古川市加古川町粟津５１４ 794277350 その他の食料・飲料販売業 一般 株式会社キリン堂 寺西 豊彦 532-0003 大阪府大阪市淀川区宮原４丁目５番地３６号 663940720 東播(加健)第AK-147 令和3年6月1日
000028 3000036804 セブンイレブン稲美中村店 675-1122 加古郡稲美町中村１７１５－１ 794927533 コンビニエンスストア 一般 松崎 義晴 東播(加健)第B-271 令和3年6月1日
000028 3000036894 Ｂｅｌｉｅｆ 675-0034 加古川市加古川町稲屋６７－９ 794258649 その他の食料・飲料販売業 一般 中山 将勉 東播(加健)第AK-133 令和3年6月1日
000028 3000036947 ローソン播磨東本荘店 675-0156 加古郡播磨町東本荘２丁目１８７－１８ 794369311 コンビニエンスストア 一般 佐藤 義明 東播(加健)第AH-26 令和3年6月1日
000028 3000036988 （株）オイシス加古川工場 675-1112 加古郡稲美町六分一１３６２－６２ 794953851 食肉販売業 一般 株式会社オイシス 代表取締役 池野 正明 653-0022 兵庫県神戸市長田区東尻池町２丁目５－３ 727818081 東播(加健)第B-295 令和3年6月1日
000028 3000037000 マルアイ一色店 675-0115 加古川市平岡町一色３３８番地 794367910 百貨店、総合スーパー 一般 株式会社マルアイ 代表取締役 藤田 佳男 675-0003 兵庫県加古川市神野町神野２２５番地１ 794305181 東播(加健)第B-40 令和3年6月1日
000028 3000037045 マックスバリュ加古川西店 675-0053 加古川市米田町船頭２００－１ 794334145 百貨店、総合スーパー 一般 マックスバリュ西日本株式会社 代表取締役 平尾 健一 732-0814 広島県広島市南区段原南一丁目３番５２号 825358500 東播(加健)第C-1 令和3年6月1日
000028 3000037442 クスリキリン堂　加古川石守店 675-0005 加古川市神野町石守４６７－１ 794567751 乳類販売業 一般 株式会社キリン堂 寺西 豊彦 532-0003 大阪府大阪市淀川区宮原４丁目５番３６号 663940720 東播(加健)第B-6 令和3年6月1日
000028 3000037505 マックスバリュ加古川北在家店 675-0031 加古川市加古川町北在家７６０－１ 794271717 百貨店、総合スーパー 一般 マックスバリュ西日本株式会社 代表取締役 平尾 健一 732-0814 広島県広島市南区段原南一丁目３番５２号 825358500 東播(加健)第AK-285 令和3年6月1日
000028 3000037655 クスリキリン堂加古川別府店 675-0128 加古川市別府町中島町１ 794302908 その他の食料・飲料販売業 一般 株式会社キリン堂 寺西 豊彦 532-0003 大阪府大阪市淀川区宮原４丁目５番３６号 663940720 東播(加健)第AK-240 令和3年6月1日
000028 3000037718 ラ・ムー加古川店 675-0023 加古川市尾上町池田８５０－２３ 794568323 百貨店、総合スーパー 一般 大黒天物産株式会社 代表取締役 大賀 昭司 710-0841 岡山県倉敷市堀南７０４番地の５ 864351100 東播(加健)第AK-99 令和3年6月1日
000028 3000037839 ローソン稲美六分一西店 675-1112 加古郡稲美町六分一１１７８－２４ 794925030 コンビニエンスストア 一般 有限会社アイ・シーブイエス 代表取締役 今井 宏樹 675-0068 兵庫県加古川市加古川町中津８４０－３ 794236881 東播(加健)第B-301 令和3年6月1日
000028 3000037873 業務スーパー　加古川店 675-0038 加古川市加古川町木村７６－１ 794568177 百貨店、総合スーパー 一般 株式会社Ｇ－７スーパーマート 代表取締役 関 大作 654-0161 兵庫県神戸市須磨区弥栄台四丁目８番地の１ 787943700 東播(加健)第483-2-3 令和3年6月1日
000028 3000037992 サービスステーションＨＯＷ  甲南加古川店 675-0009 加古川市神野町西条１５４５－１甲南加古川病院内 794389030 その他の食料・飲料販売業 一般 ワタキューセイモア株式会社 代表取締役 村田 清和 610-0301 774825101 東播(加健)第B-326 令和3年6月1日
000028 3000038067 株式会社エーコープ近畿フーディーズいなみ 675-1115 加古郡稲美町国岡３丁目２４番５ 794928121 百貨店、総合スーパー 一般 株式会社エーコープ近畿 代表取締役 正村 栄邦 569-0044 大阪府高槻市番田一丁目５１番１号 726763300 東播(加健)第B-145 令和3年6月1日
000028 3000038335 ドン･キホーテ加古川店 675-0012 加古川市野口町野口大仏１２９番地６２号 794562111 百貨店、総合スーパー 一般 株式会社ドン・キホーテ 代表取締役 吉田 直樹 153-0042 東京都目黒区青葉台２丁目１９－１０ 357257532 東播(加健)第AK-22 令和3年6月1日
000028 3000038351 セブンｰイレブン加古川備後店 675-0032 加古川市加古川町備後９番 794272393 コンビニエンスストア 一般 竹中 久仁尚 東播(加健)第AK-118 令和3年6月1日
000028 3000038388 有限会社　別府ストアー横山本店 675-0134 加古川市別府町元町５５番地 794350123 その他の食料・飲料販売業 一般 有限会社別府ストアー横山本店 代表取締役 横山 一典 675-0134 兵庫県加古川市別府町元町５５番地 794350123 東播(加健)第AK-244 令和3年6月1日
000028 3000038432 カフェ　アンド　ベーカリー　パルティール 675-0045 加古川市西神吉町岸１３９ 794333911 乳類販売業 一般 有限会社藤野商店 代表取締役 藤野 浩史 675-0053 兵庫県加古川市米田町船頭５２３－４ 794333911 東播(加健)第C-91 令和3年6月1日
000028 3000038517 株式会社デイライン　西日本支店  関西物流センター 675-1112 加古郡稲美町六分一１３６２-４１ 794979150 乳類販売業 一般 株式会社デイライン 代表取締役 武藤 敦 162-0056 東京都新宿区若松町３３番８号 429553553 東播(加健)第B-296 令和3年6月1日
000028 3000038671 マルナカ加古川店 675-0115 加古川市平岡町一色６４９番地の１ 794411122 百貨店、総合スーパー 一般 マックスバリュ西日本株式会社 平尾 健一 732-0814 広島県広島市南区段原南一丁目３番５２号 825358500 東播(加健)第B-49 令和3年6月1日
000028 3000038702 兵庫ヤクルト販売Ｈ、Ｂ稲美ステーション 675-1115 加古郡稲美町国岡１丁目１２４番地 794924357 乳類販売業 一般 兵庫ヤクルト販売株式会社 代表取締役 阿部 恭大 651-2122 兵庫県神戸市西区玉津町高津橋１３７番地の１ 789128960 東播(加健)第B-284 令和3年6月1日
000028 3000038790 スーパーマルハチ　加古川店 675-0064 加古川市加古川町溝之口５０３－２ビエラ加古川 794560777 百貨店、総合スーパー 一般 株式会社マルハチ 代表取締役 栗花 正雄 651-0064 兵庫県神戸市中央区大日通一丁目２番１８号 788613451 東播(加健)第AK-155 令和3年6月1日
000028 3000039024 アローム伊保店 676-0075 高砂市伊保崎南８番５号 794485615 乳類販売業 一般 長岡 定 東播(加健)第C-102 令和3年6月1日
000028 3000039033 （株）カネカ高砂工業所構内売店 676-0027 高砂市高砂町宮前町１－８ 794452490 コンビニエンスストア 一般 株式会社カネカ高砂サービスセンター 代表取締役 坂東 敏男 676-0026 兵庫県高砂市高砂町沖浜町１番７３号 794452471 東播(加健)第483-2-2 令和3年6月1日
000028 3000039059 川西酒店 676-0082 高砂市曽根町２５０５－９ 794470448 その他の食料・飲料販売業 一般 川西 房子 東播(加健)第C-125 令和3年6月1日
000028 3000039063 生活協同組合コｰプこうべ  コープ高砂 676-0077 高砂市松陽１丁目１０－４３ 794473251 百貨店、総合スーパー 一般 生活協同組合コープこうべ 代表理事 岩山　利久 658-0051 兵庫県神戸市東灘区住吉本町一丁目３番１９号 788561003 東播(加健)第C-118 令和3年6月1日
000028 3000039074 加藤乳業（株） 676-0806 高砂市米田町塩市３７０－２ 794313438 乳類販売業 一般 加藤乳業株式会社 代表取締役 加藤 順之 676-0806 兵庫県高砂市米田町塩市３７０－２ 794322228 東播(加健)第C-137 令和3年6月1日
000028 3000039080 バッケンハウス　ミサキ 676-0805 高砂市米田町米田２３７－１ 794330177 乳類販売業 一般 御﨑 成人 東播(加健)第C-143 令和3年6月1日
000028 3000039093 マルアイ伊保店 676-0071 高砂市伊保東１丁目６－３７ 794495230 百貨店、総合スーパー 一般 株式会社マルアイ 代表取締役 藤田 佳男 675-0003 兵庫県加古川市神野町神野２２５番地１ 794305181 東播(加健)第C-25 令和3年6月1日
000028 3000039109 （有）春日野商店 676-0812 高砂市中筋１丁目１１－１２ 794483111 その他の食料・飲料販売業 一般 有限会社春日野商店 代表取締役 柳田 真弥 676-0812 兵庫県高砂市中筋１丁目１１－１２ 794483111 東播(加健)第C-130 令和3年6月1日
000028 3000039115 味彩館　みきや 676-0805 高砂市米田町米田８７２－５２ 794313829 その他の食料・飲料販売業 一般 春下 栄一 東播(加健)第C-144 令和3年6月1日
000028 3000039120 イオンリテール（株）イオン高砂店 676-0019 高砂市緑丘２丁目１番４０号 794442700 百貨店、総合スーパー 一般 イオンリテール株式会社 代表取締役 井出 武美 261-0023 千葉県千葉市美浜区中瀬一丁目５番地１ 432126500 東播(加健)第C-150 令和3年6月1日
000028 3000039128 ロゼット 676-0019 高砂市緑丘２丁目６－２５ 794428181 その他の食料・飲料販売業 一般 竹内 輝英 東播(加健)第C-151 令和3年6月1日
000028 3000039134 セブンイレブン高砂阿弥陀町店 676-0827 高砂市阿弥陀町阿弥陀１２０３番３ 794465655 コンビニエンスストア 一般 長谷川 泰之 東播(加健)第C-18 令和3年6月1日
000028 3000039135 トーホーストア曽根店 676-0082 高砂市曽根町９５１－１ 794491565 百貨店、総合スーパー 一般 株式会社トーホーストア 代表取締役 橋本 博文 658-0033 兵庫県神戸市東灘区向洋町西五丁目９番 788452412 東播(加健)第C-47 令和3年6月1日
000028 3000040779 トーホーストア高砂店 676-0011 高砂市荒井町小松原３丁目３－３０ 794437700 百貨店、総合スーパー 一般 株式会社トーホーストア 代表取締役 橋本 博文 658-0033 兵庫県神戸市東灘区向洋町西五丁目９番 788452412 東播(加健)第C-27 令和3年6月1日
000028 3000041506 柴原漬物店 676-0805 高砂市米田町米田１３１－４ 313065 食品製造業 不要許可一般 柴原 寿夫 平成14年3月12日
000028 3000041841 ㈲ふじとよ 676-0827 高砂市阿弥陀町阿弥陀２０２１ 794482339 その他の食料・飲料販売業 一般 有限会社ふじとよ 代表取締役 藤井 英俊 676-0827 兵庫県高砂市阿弥陀町阿弥陀２０２１ 794482339 東播(加健)第C-178 令和3年6月1日
000028 3000041856 八木食料品店 676-0046 高砂市高砂町西宮町３９６ 794420573 その他の食料・飲料販売業 一般 八木 伸二 東播(加健)第C-114 令和3年6月1日
000028 3000042027 マルアイ大塩店 671-0123 高砂市北浜町西浜１２０８－１０ 792478270 百貨店、総合スーパー 一般 株式会社マルアイ 代表取締役 藤田 佳男 675-0003 兵庫県加古川市神野町神野２２５番地１ 794305181 東播(加健)第C-44 令和3年6月1日
000028 3000042100 旭硝子高砂工場社員食堂 676-0074 高砂市梅井５丁目６－１ 乳類販売業 自動販売機有限会社鎌田商店 代表取締役 鎌田 茂伸 676-0082 兵庫県高砂市曽根町４４５－８ 79471751 東播(加健)第V-108 令和3年6月1日
000028 3000042105 セブンイレブン高砂荒井駅前店 676-0016 高砂市荒井町扇町２０－２５ 794430667 コンビニエンスストア 一般 近藤 多恵子 東播(加健)第C-109 令和3年6月1日
000028 3000042297 デイリーヤマザキ高砂荒井店 676-0011 高砂市荒井町小松原２丁目５－５ 794427833 コンビニエンスストア 一般 山崎製パン株式会社 代表取締役 飯島 延浩 101-8585 東京都千代田区岩本町３丁目１０－１ 338643111 東播(加健)第C-26 令和3年6月1日
000028 3000042346 クスリ　キリン堂　松陽店 676-0077 高砂市松陽１丁目８－１８ 794468570 その他の食料・飲料販売業 一般 株式会社キリン堂 代表取締役 寺西 豊彦 532-0003 大阪府大阪市淀川区宮原４丁目５番３６号 663940720 東播(加健)第C-120 令和3年6月1日
000028 3000042556 マルアイ東加古川店 675-0101 加古川市平岡町新在家１５８８番地１９ 794276850 百貨店、総合スーパー 一般 株式会社マルアイ 代表取締役 藤田 佳男 675-0003 兵庫県加古川市神野町神野２２５番地１ 794305181 東播(加健)第B-213 令和3年6月1日
000028 3000042590 兵庫ヤクルト販売  H.B加古川南ステーション 675-0121 加古川市別府町新野辺北町８丁目８９番地 乳類販売業 一般 兵庫ヤクルト販売株式会社 代表取締役 阿部 恭大 651-2122 兵庫県神戸市西区玉津町高津橋１３７番地の１ 789128960 東播(加健)第AK-206 令和3年6月1日
000028 3000042651 Ｅａｒｔｈ２１高砂西ＰＰ 676-0001 高砂市中島３丁目４６２－３ 乳類販売業 自動販売機コカ・コーラボトラーズジャパン株式会社代表取締役 カリン ドラガン107-0052 東京都港区赤坂九丁目７番１号 368963859 東播(加健)第V-105 令和3年6月1日
000028 3000042683 ファミリーマート高砂朝日町店 676-0021 高砂市高砂町朝日町２丁目３番１６号 794440888 コンビニエンスストア 一般 有限会社サンフィールド 代表取締役 三野 卓志 676-0021 兵庫県高砂市高砂町朝日町２丁目３番１６号 794440888 東播(加健)第C-115 令和3年6月1日
000028 3000042723 ローソン東加古川平岡町店 675-0103 加古川市平岡町高畑字西ノ谷２０９番４ 794271206 コンビニエンスストア 一般 有限会社アールエムユー 取締役 山田 勇 679-0212 兵庫県加東市下滝野５７０ 795484170 東播(加健)第B-3 令和3年6月1日
000028 3000042753 マックスバリュ宝殿店 676-0807 高砂市米田町島３８番地 794334113 百貨店、総合スーパー 一般 マックスバリュ西日本株式会社 代表取締役 平尾 健一 732-0814 広島県広島市南区段原南一丁目３番５２号 825358500 東播(加健)第C-139 令和3年6月1日
000028 3000042773 ヤマダ北野店 675-0011 加古川市野口町北野今池の岡１１５４－１７ 794561288 自動販売機（要届出のコップ式自動販売機及び要許可を除く） 自動販売機 株式会社　ゼコー 庄野 道彦 816-0093 福岡県福岡市博多区那珂６丁目１番２号 924612515 東播(加健)第AK-6 令和3年6月1日
000028 3000042930 マックスバリュ梅井店 676-0074 高砂市梅井５丁目５番２５号 794474211 百貨店、総合スーパー 一般 マックスバリュ西日本株式会社 代表取締役 平尾 健一 732-0814 広島県広島市南区段原南一丁目３番５２号 825358500 東播(加健)第C-135 令和3年6月1日
000028 3000043062 イトーヨーカドー加古川店２Ｆ 675-0124 加古川市別府町緑町２ 乳類販売業 自動販売機コカ・コーラボトラーズジャパン株式会社代表取締役 カリン ドラガン107-0052 東京都港区赤坂九丁目７番１号 368963859 東播(加健)第AK-222 令和3年6月1日
000028 3000043094 ふぁ～みんＳＨＯＰ八幡 675-1206 加古川市八幡町船町２０ 794389595 その他の食料・飲料販売業 一般 兵庫南農業協同組合 代表理事 中村 良祐 675-0066 兵庫県加古川市加古川町寺家町６２１番地 794248001 東播(加健)第B-169 令和3年6月1日



000028 3000043130 ニシカワ食品（株）　ストレートショップ 675-0016 加古川市野口町長砂８５７－５ 794268781 乳類販売業 一般 ニシカワ食品株式会社 代表取締役 西川 廣 675-0016 兵庫県加古川市野口町長砂７９９ 794261000 東播(加健)第AK-73 令和3年6月1日
000028 3000043286 明治牛乳土山販売所 675-0104 加古川市平岡町土山５９－２１ 789416181 乳類販売業 一般 佐山 靜夫 東播(加健)第B-101 令和3年6月1日
000028 3000043340 セブン－イレブン　高砂米田町店 676-0802 高砂市米田町古新２８６－１ 794331505 コンビニエンスストア 一般 壽 修一 東播(加健)第C-34 令和3年6月1日
000028 3000043344 マルアイ本荘店 675-0144 加古郡播磨町北本荘１丁目１３番１７号 794300710 百貨店、総合スーパー 一般 株式会社マルアイ 代表取締役 藤田 佳男 675-0003 兵庫県加古川市神野町神野２２５番地１ 794305181 東播(加健)第AH-11 令和3年6月1日
000028 3000043390 ローソン稲美町野谷店 675-1103 加古郡稲美町野谷２５６－１ 794955805 コンビニエンスストア 一般 有限会社カシワギ 代表取締役 柏木 博善 675-2101 兵庫県加西市繁昌町１５５０－１５３ 790492655 東播(加健)第B-274 令和3年6月1日
000028 3000043400 ＪＰＧＳ高砂火力発電所　サービスビル喫茶 676-0074 高砂市梅井６－４－１ 794476050 乳類販売業 一般 株式会社Ｊ－ＰＯＷＥＲビジネスサービス 代表取締役 河谷 眞一 104-0045 東京都中央区築地四丁目６番４号 342132019 東播(加健)第C-136 令和3年6月1日
000028 3000043631 クスリキリン堂　加古川中津店 675-0068 加古川市加古川町中津５４４－１ 794566025 その他の食料・飲料販売業 一般 株式会社キリン堂 寺西 豊彦 532-0003 大阪府大阪市淀川区宮原４丁目５番３６号 663940720 東播(加健)第AK-205 令和3年6月1日
000028 3000043636 クスリキリン堂稲美店 675-1115 加古郡稲美町国岡６－１９５ 794965370 その他の食料・飲料販売業 一般 株式会社キリン堂 代表取締役 寺西 豊彦 532-0003 大阪府大阪市淀川区宮原４丁目５番３６号 663940720 東播(加健)第B-285 令和3年6月1日
000028 3000043655 神鋼高砂機械工場　ＮＯ２ 676-0008 高砂市荒井町新浜２丁目３－１ 794457107 コップ式自動販売機（自動洗浄・屋内設置） 自動販売機 サントリービバレッジソリューション株式会社 代表取締役 及川 剛 160-0023 東京都新宿区西新宿八丁目１７番１号 363040501 東播(加健)第V-51 令和3年6月1日
000028 3000043691 神鋼鋼線工業(株)中工場 675-0027 加古川市尾上町今福１２８ 794242681 コップ式自動販売機（自動洗浄・屋内設置） 自動販売機 サントリービバレッジソリューション株式会社 代表取締役 及川 剛 160-0023 東京都新宿区西新宿八丁目１７番１号 363040501 東播(加健)第AK-111 令和3年6月1日
000028 3000043696 キング醸造株式会社 675-1116 加古郡稲美町蛸草３２１ 794950010 乳類販売業 自動販売機 コカ・コーラボトラーズジャパン株式会社 代表取締役 カリン ドラガン 107-0052 東京都港区赤坂九丁目７番１号 368963859 東播(加健)第B-265 令和3年6月1日
000028 3000043776 トーホーストア高砂店 676-0011 高砂市荒井町小松原３丁目３－３０ 794437700 自動販売機（要届出のコップ式自動販売機及び要許可を除く） 自動販売機 株式会社トーホーストア 代表取締役 橋本 博文 658-0033 兵庫県神戸市東灘区向洋町西五丁目９番 788452412 東播(加健)第V-132 令和3年6月1日
000028 3000044002 神鋼加古川研究所食堂パック 675-0023 加古川市尾上町池田２２２２－１ 794275000 乳類販売業 自動販売機 ＦＶジャパン株式会社 代表取締役 原 幹弘 107-0052 東京都港区赤坂六丁目１番２０号 335580521 東播(加健)第AK-82 令和3年6月1日
000028 3000044003 デリカフーズ株式会社　兵庫事業所 675-1112 加古郡稲美町六分一１２８４－３ 794960831 その他の食料・飲料販売業 一般 デリカフーズ株式会社 代表取締役 小林 憲司 121-0073 東京都足立区六町四丁目１２番１２号 338581166 東播(加健)第B-300 令和3年6月1日
000028 3000044041 マルアイ　加古川駅前店 675-0064 加古川市加古川町溝之口５５８－１ 794533510 百貨店、総合スーパー 一般 株式会社マルアイ 代表取締役 藤田 佳男 675-0003 兵庫県加古川市神野町神野２２５番地１ 794305181 東播(加健)第AK-156 令和3年6月1日
000028 3000044076 パチンコ夢屋 675-0023 加古川市尾上町池田１９１７ 794265661 コップ式自動販売機（自動洗浄・屋内設置） 自動販売機 サントリービバレッジソリューション株式会社 代表取締役 及川 剛 160-0023 東京都新宿区西新宿八丁目１７番１号 363040501 東播(加健)第AK-83 令和3年6月1日
000028 3000044253 石窯パン工房パン・ド・ミ 675-1115 加古郡稲美町国岡３丁目２５－５ 794965505 乳類販売業 一般 ニシカワ食品株式会社 代表取締役 西川 廣 675-0016 兵庫県加古川市野口町長砂７９９番地 794261000 東播(加健)第B-286 令和3年6月1日
000028 3000044360 セブン－イレブン東加古川駅北口店 675-0101 加古川市平岡町新在家１１３７－１ 794542804 コンビニエンスストア 一般 福山 宏 B-210 令和3年6月1日
000028 3000044449 王子製作所　明治パック 675-0155 加古郡播磨町新島２３ 794371600 乳類販売業 自動販売機 ＦＶジャパン株式会社 代表取締役 原 幹弘 107-0052 東京都港区赤坂六丁目１番２０号 335580521 東播(加健)第AH-34 令和3年6月1日
000028 3000044456 ドゥ　ボァ 675-0101 加古川市平岡町新在家２５０９－１ 794243211 乳類販売業 一般 社会福祉法人　滋宏福祉会 理事 森 隆志 675-0101 兵庫県加古川市平岡町新在家２５０９－１ 794243211 東播(加健)第B-218 令和3年6月1日
000028 3000044495 セブンーイレブン　加古川長砂店 675-0016 加古川市野口町長砂７０４－１ 794247716 コンビニエンスストア 一般 屋島 誠徳 東播(加健)第AK-36 令和3年6月1日
000028 3000044615 旭ガラス(株)高砂工場  Ｄ３工場２ＦＰＰ676-0074 高砂市梅井５丁目６－１ 乳類販売業 自動販売機コカ・コーラボトラーズジャパン株式会社代表取締役 カリン ドラガン107-0052 東京都港区赤坂九丁目７番１号 368963859 東播(加健)第V-106 令和3年6月1日
000028 3000044616 旭ガラス(株)高砂工場  セラミック事務所ＰＰ676-0074 高砂市梅井５丁目６－１ 乳類販売業 自動販売機コカ・コーラボトラーズジャパン株式会社代表取締役 カリン ドラガン107-0052 東京都港区赤坂九丁目７番１号 368963859 東播(加健)第V-107 令和3年6月1日
000028 3000044669 （株）ホリホック 675-0009 加古川市神野町西条７３１ 794382300 コップ式自動販売機（自動洗浄・屋内設置） 自動販売機 サントリービバレッジソリューション株式会社 代表取締役 及川 剛 160-0023 東京都新宿区西新宿八丁目１７番１号 363040501 東播(加健)第B-30 令和3年6月1日
000028 3000044693 日本産業株式会社 675-0054 加古川市米田町平津４７４－１ 794321200 食肉販売業 一般 日本産業株式会社 代表取締役 冨田 英孝 675-0054 兵庫県加古川市米田町平津４７４番地の１ 794321200 東播(加健)第C-177 令和3年6月1日
000028 3000044786 セブン－イレブン加古川平岡山之上店 675-0112 加古川市平岡町山之上６８４－３２ 794249901 コンビニエンスストア 一般 藤田 洋介 東播(加健)第B-133 令和3年6月1日
000028 3000044808 神鋼高砂機械総合事務所４Ｆ 676-0008 高砂市荒井町新浜２丁目３－１ 乳類販売業 自動販売機コカ・コーラボトラーズジャパン株式会社代表取締役 カリン ドラガン107-0052 東京都港区赤坂九丁目７番１号 368963859 東播(加健)第V-90 令和3年6月1日
000028 3000044820 神鋼高砂機械総合事務所３Ｆ 676-0008 高砂市荒井町新浜２丁目３－１ 乳類販売業 自動販売機コカ・コーラボトラーズジャパン株式会社代表取締役 カリン ドラガン107-0052 東京都港区赤坂九丁目７番１号 368963859 東播(加健)第V-91 令和3年6月1日
000028 3000044830 関西熱化学　北ハウス 675-0137 加古川市金沢町７ 乳類販売業 自動販売機コカ・コーラボトラーズジャパン株式会社代表取締役 カリン ドラガン107-0052 東京都港区赤坂九丁目７番１号 368963859 東播(加健)第AK-246 令和3年6月1日
000028 3000044837 セブンイレブン加古川神野町店 675-0003 加古川市神野町神野８２１－２ 794380670 コンビニエンスストア 一般 田中 敏郎 東播(加健)第B-22 令和3年6月1日
000028 3000044899 原商店 675-0111 加古川市平岡町二俣１００１二俣北神鋼寮内 794350066 乳類販売業 一般 原 和恵 東播(加健)第B-109 令和3年6月1日
000028 3000045010 フードやなぎ 675-1105 加古郡稲美町加古２０１８－２ 794922126 その他の食料・飲料販売業 一般 柳本 政代 東播(加健)第B-256 令和3年6月1日
000028 3000045030 株式会社ﾌｧﾐﾘｰﾏｰﾄ　加古川定温ｾﾝﾀｰ  （大阪ｻﾝｴｰ物流株式会社加古川営業所） 675-0011 加古川市野口町北野４３０－４ 794296466 乳類販売業 一般 大阪サンエー物流株式会社 代表取締役 安納 一樹 573-0102 大阪府枚方市長尾家具町２－１－１ 728551899 東播(加健)第AK-1 令和3年6月1日
000028 3000045044 兵庫ヤクルト販売㈱高砂ステーション 676-0017 高砂市荒井町東本町１２－１８ 794420551 乳類販売業 一般 兵庫ヤクルト販売株式会社 代表取締役 阿部 恭大 651-2122 兵庫県神戸市西区玉津町高津橋１３７番地の１ 789128960 東播(加健)第C-111 令和3年6月1日
000028 3000045052 株式会社　原田乳販 675-0019 加古川市野口町水足字東代１２３－１８ 794535678 乳類販売業 一般 株式会社　原田乳販 代表取締役 原田 真延 675-0019 兵庫県加古川市野口町水足字東代１２３－１８ 794535678 東播(加健)第AK-68 令和3年6月1日
000028 3000045067 神鋼加古川表面処理ＰＰ 675-0137 加古川市金沢町１ 794356535 乳類販売業 自動販売機 コカ・コーラボトラーズジャパン株式会社 代表取締役 カリン ドラガン 107-0052 東京都港区赤坂九丁目７番１号 368963859 東播(加健)第AK-247 令和3年6月1日
000028 3000045183 有限会社ベアーズ 675-0123 加古川市別府町中島町４６番地 794411101 乳類販売業 一般 有限会社ベアーズ 取締役 清水 大三 675-0123 兵庫県加古川市別府町中島町４６番地 794411101 東播(加健)第AK-353 令和3年6月1日
000028 3000045193 オイシス播磨工場 675-0103 加古川市平岡町高畑５２０－１８ 794252700 乳類販売業 自動販売機 コカ・コーラボトラーズジャパン株式会社 代表取締役 カリン ドラガン 107-0052 東京都港区赤坂九丁目７番１号 368963859 東播(加健)第B-60 令和3年6月1日
000028 3000045258 セブンイレブン加古川平岡辻ヶ内店 675-0103 加古川市平岡町高畑字辻ヶ内３３１－１ 794238667 コンビニエンスストア 一般 前田 政信 東播(加健)第B-4 令和3年6月1日
000028 3000045287 ローソンＪＲ加古川駅北口店 675-0064 加古川市加古川町溝之口２５４－１ 794267377 コンビニエンスストア 一般 有限会社アールエムユー 取締役 山田 勇 679-0212 兵庫県加東市下滝野５７０番地 795484170 東播(加健)第AK-157 令和3年6月1日
000028 3000045332 コナミスポーツ新加古川ＰＰ 675-0066 加古川市加古川町寺家町２６９－１１Ｆプール前 794256369 乳類販売業 自動販売機 コカ・コーラボトラーズジャパン株式会社 代表取締役 カリン ドラガン 107-0052 東京都港区赤坂九丁目７番１号 368963859 東播(加健)第AK-161 令和3年6月1日
000028 3000045435 ＡＧＣ　Ｄ５　２Ｆ　ＰＰ 676-0074 高砂市梅井５丁目６－１ＩＰ１２工場２Ｆ 乳類販売業 自動販売機コカ・コーラボトラーズジャパン株式会社代表取締役 カリン ドラガン107-0052 東京都港区赤坂九丁目７番１号 368963859 東播(加健)第V-112 令和3年6月1日
000028 3000045522 日本マクドナルド　加古川河原店 675-0067 加古川市加古川町河原字長尾３７０－１ 794237780 乳類販売業 一般 日本マクドナルド株式会社 代表取締役 日色 保 160-0023 東京都新宿区西新宿６－５－１　新宿アイランドタワー 369115000 東播(加健)第AK-202 令和3年6月1日
000028 3000045547 日本山村硝子株式会社　プラスチックカンパニー  関西プラント 675-0155 加古郡播磨町新島４３－２ 794355801 器具・容器包装の製造・加工業 一般 日本山村硝子株式会社 代表取締役 山村 幸治 660-8580 兵庫県尼崎市西向島町１５－１ 643006000 東播(加健)第483-224 令和3年9月16日
000028 3000045558 マックスバリュ野口店（加熱惣菜） 675-0018 加古川市野口町坂元１０５－１ 794561900 百貨店、総合スーパー 一般 マックスバリュ西日本株式会社 代表取締役 平尾 健一 732-0814 広島県広島市南区段原南一丁目３番５２号 825358500 東播(加健)第AK-48 令和3年6月1日
000028 3000045597 （株）コナミスポーツ＆ライフ 675-0066 加古川市加古川町寺家町２６９－１ 794256369 乳類販売業 自動販売機 有限会社鎌田商店 代表取締役 鎌田 茂伸 676-0082 兵庫県高砂市曽根町４４５－８ 794471751 東播(加健)第AK-162 令和3年6月1日
000028 3000045695 セブン－イレブン加古川駅東店 675-0064 加古川市加古川町溝之口１０１－２ 794220009 コンビニエンスストア 一般 山田 崇 東播(加健)第AK-158 令和3年6月1日
000028 3000045738 日本マクドナルド（株）イオン加古川店 675-0101 加古川市平岡町新在家６１５－１ 794277208 乳類販売業 一般 日本マクドナルド株式会社 代表取締役 日色 保 160-0023 東京都新宿区西新宿六丁目５番１号 369115000 東播(加健)第B-222 令和3年6月1日
000028 3000045817 ＤＣＭダイキ稲美店 675-1115 加古郡稲美町国岡１丁目１０６ 自動販売機（要届出のコップ式自動販売機及び要許可を除く） 自動販売機 日本アクアネット株式会社 代表取締役 川名 喜一 733-0034 広島県広島市西区南観音三丁目２番２３号 825030700 東播(加健)第B-280 令和3年6月1日
000028 3000046028 総合食品エスイー株式会社　兵庫西営業所 675-0019 加古川市野口町水足５５８－１ 794540300 食肉販売業 一般 総合食品エスイー株式会社 代表取締役 堤 庸司 612-8443 京都府京都市伏見区竹田藁屋町８０ 756214555 東播(加健)第AK-69 令和3年6月1日
000028 3000046055 きしろ発動機播磨工場 675-0155 加古郡播磨町新島１２－２ 794351177 乳類販売業 自動販売機 コカ・コーラボトラーズジャパン株式会社 代表取締役 カリン ドラガン 107-0052 東京都港区赤坂九丁目７番１号 368963859 東播(加健)第AH-71 令和3年6月1日
000028 3000046184 売店「グリーンリーブスモール」 675-0003 加古川市神野町神野２０３番地加古川医療センター内　１Ｆ その他の食料・飲料販売業 一般 株式会社光洋 代表取締役 高木 孝昌 236-0004 神奈川県横浜市金沢区福浦一丁目５番１号 457012210 東播(加健)第B-24 令和3年6月1日
000028 3000046305 スシロー　高砂店 676-0077 高砂市松陽４丁目６４０ 794467682 魚介類販売業 一般 株式会社あきんどスシロー 代表取締役 新居 耕平 564-0063 大阪府吹田市江坂町１丁目２２番２号 663681001 東播(加健)第C-45 令和3年6月1日
000028 3000046307 スシロー　播磨店 675-0159 加古郡播磨町東野添１丁目１５－１ 789491076 魚介類販売業 一般 株式会社あきんどスシロー 代表取締役 新居 耕平 564-0063 大阪府吹田市江坂町１丁目２２番２号 663681001 東播(加健)第483-2-6 令和3年6月1日
000028 3000046308 スシロー加古川野口店 675-0017 加古川市野口町良野７９０－１ 794566181 魚介類販売業 一般 株式会社あきんどスシロー 代表取締役 新居 耕平 564-0063 大阪府吹田市江坂町１丁目２２番２号 663681003 東播(加健)第AK-71 令和3年6月1日
000028 3000046327 ファミリーマート稲美五軒屋店 675-1105 加古郡稲美町加古４５ 794966711 コンビニエンスストア 一般 合資会社ケセラ 代表社員 村田 俊二 675-1105 兵庫県加古郡稲美町加古４５ 794966711 東播(加健)第B-257 令和3年6月1日
000028 3000046387 ㈱松原テクノ 675-0155 加古郡播磨町新島２７ 794370333 乳類販売業 自動販売機 中山 昭一 東播(加健)第AH-70 令和3年6月1日
000028 3000046399 セブン－イレブン加古川福留店 675-0004 加古川市神野町福留字小坂ノ下７７８ 794250860 コンビニエンスストア 一般 川脇 昭弘 東播(加健)第B-34 令和3年6月1日
000028 3000046403 ローソン加古川粟津店 675-0039 加古川市加古川町粟津８１２－１ 794245006 コンビニエンスストア 一般 亀井 利裕 東播(加健)第AK-148 令和3年6月1日
000028 3000046407 アルカドラッグ土山店 675-0158 加古郡播磨町北野添２－６－３１ 789420586 その他の食料・飲料販売業 一般 株式会社　ナガタ薬品 代表取締役 中島 康伸 654-0161 兵庫県神戸市須磨区弥栄台１－３－３ 787918861 東播(加健)第AH-16 令和3年6月1日
000028 3000046449 ふぁ～みんＳＨＯＰいなみ 675-1115 加古郡稲美町国岡３丁目２１－３ 794970222 その他の食料・飲料販売業 一般 兵庫南農業協同組合 代表理事 中村 良祐 675-0066 兵庫県加古川市加古川町寺家町６２１番地 794248001 東播(加健)第B-249 令和3年6月1日
000028 3000046455 ファミリーマート加古川新野辺店 675-0131 加古川市別府町新野辺３０３０番地 794302006 コンビニエンスストア 一般 株式会社うかいや 代表取締役 朝生 美徳 671-1521 兵庫県揖保郡太子町東出２６２－１ 792776100 東播(加健)第AK-242 令和3年6月1日
000028 3000046467 アルカドラッグ稲美店 675-1115 加古郡稲美町国岡１丁目１４９－１ 794966161 その他の食料・飲料販売業 一般 株式会社ナガタ薬品 代表取締役 中島 康伸 654-0161 兵庫県神戸市須磨区弥栄台１丁目３－３ 787918861 東播(加健)第B-282 令和3年6月1日
000028 3000046472 セブン－イレブン加古川東神吉店 675-0057 加古川市東神吉町神吉７９６ 794327799 コンビニエンスストア 一般 合資会社幸和 代表社員 杉本 健太郎 675-0046 兵庫県加古川市西神吉町辻２５９番地の４ 794324568 東播(加健)第C-9 令和3年6月1日
000028 3000046507 アルカドラッグ東加古川店 675-0101 加古川市平岡町新在家９１－１ 794568977 その他の食料・飲料販売業 一般 株式会社ナガタ薬品 代表取締役 中島 康伸 654-0161 兵庫県神戸市須磨区弥栄台一丁目３番３号 787918861 東播(加健)第B-226 令和3年6月1日
000028 3000046588 マックスバリュ東加古川店 675-0103 加古川市平岡町高畑４－１ 789431611 百貨店、総合スーパー 一般 マックスバリュ西日本株式会社 代表取締役 平尾 健一 732-0814 広島県広島市南区段原南一丁目３番５２号 825358500 東播(加健)第B-52 令和3年6月1日
000028 3000046638 コープ神吉 675-0057 加古川市東神吉町神吉８８１－１ 794323135 百貨店、総合スーパー 一般 生活協同組合コープこうべ 代表理事 岩山　利久 658-0051 兵庫県神戸市東灘区住吉本町一丁目３番１９号 788561190 東播(加健)第C-10 令和3年6月1日
000028 3000046652 アルカドラッグ高砂店 676-0038 高砂市高砂町栄町３７３－１ 794431512 その他の食料・飲料販売業 一般 株式会社ナガタ薬品 代表取締役 中島 康伸 654-0161 兵庫県神戸市須磨区弥栄台１－３－３ 787918861 東播(加健)第C-112 令和3年6月1日
000028 3000046759 セブン-イレブン加古川溝之口店 675-0064 加古川市加古川町溝之口２５２－１ 794235607 コンビニエンスストア 一般 谷川 洋治 東播(加健)第AK-159 令和3年6月1日
000028 3000046764 マルアイ稲美店 675-1115 加古郡稲美町国岡１丁目１８１ 794965840 百貨店、総合スーパー 一般 株式会社マルアイ 代表取締役 藤田 佳男 675-0003 兵庫県加古川市神野町神野２２５番地１ 794305181 東播(加健)第B-131 令和3年6月1日
000028 3000046810 コナミスポーツ東加古川店３Ｆ 675-0012 加古川市野口町野口字竹ノ下２１０－１ 794253461 乳類販売業 自動販売機 サントリービバレッジソリューション株式会社 代表取締役 及川 剛 160-0023 東京都新宿区西新宿八丁目１７番１号 363040501 東播(加健)第AK-17 令和3年6月1日
000028 3000046853 イオンリテール㈱イオン高砂店  ３Ｆ従業員食堂 676-0019 高砂市緑丘２－１－４０ 794442700 コップ式自動販売機（自動洗浄・屋内設置） 自動販売機 サントリービバレッジソリューション株式会社 代表取締役 及川 剛 160-0023 東京都新宿区西新宿八丁目１７番１号 363040501 東播(加健)第V-133 令和3年6月1日
000028 3000046878 イオン加古川店  １Ｆ　北エスカレータ 675-0101 加古川市平岡町新在家６１５－１ 794254121 コップ式自動販売機（自動洗浄・屋内設置） 自動販売機 サントリービバレッジソリューション株式会社 代表取締役 及川 剛 160-0023 東京都新宿区西新宿八丁目１７番１号 363040501 東播(加健)第B-241 令和3年6月1日
000028 3000046885 セブンイレブン高砂小松原店 676-0012 高砂市荒井町中新町７－２１ 794420708 コンビニエンスストア 一般 合同会社雅悠 代表社員 中島 雅夫 676-0005 兵庫県高砂市荒井町御旅一丁目２番１号 794437388 東播(加健)第C-110 令和3年6月1日
000028 3000046897 セブン－イレブン高砂藍屋町店 676-0037 高砂市高砂町藍屋町１７４５－１ 794432859 コンビニエンスストア 一般 久保田 晴雄 東播(加健)第C-117 令和3年6月1日
000028 3000046919 マックスバリュ西日本㈱梅井店  １Ｆイートインコーナー 676-0074 高砂市梅井５－５７－１４ 794474211 コップ式自動販売機（自動洗浄・屋内設置） 自動販売機 サントリービバレッジソリューション株式会社 代表取締役 及川 剛 160-0023 東京都新宿区西新宿八丁目１７番１号 363040501 東播(加健)第V-134 令和3年6月1日
000028 3000046924 マックスバリュ西日本（株）  野口店１Ｆイートインコーナー 675-0018 加古川市野口町坂元１０５－１ 794561900 コップ式自動販売機（自動洗浄・屋内設置） 自動販売機 サントリービバレッジソリューション株式会社 代表取締役 及川 剛 160-0023 東京都新宿区西新宿八丁目１７番１号 363040501 東播(加健)第AK-45 令和3年6月1日
000028 3000046967 コープこうべ　神吉店　食堂 675-0057 加古川市東神吉町神吉８２３－５３ 794323135 コップ式自動販売機（自動洗浄・屋内設置） 自動販売機 サントリービバレッジソリューション株式会社 代表取締役 及川 剛 160-0023 東京都新宿区西新宿八丁目１７番１号 363040501 東播(加健)第V-115 令和3年6月1日
000028 3000046968 コープこうべ　播磨店　店内 675-0151 加古郡播磨町野添２６７－１ 789440239 コップ式自動販売機（自動洗浄・屋内設置） 自動販売機 サントリービバレッジソリューション株式会社 代表取締役 及川 剛 160-0023 東京都新宿区西新宿八丁目１７番１号 363040501 東播(加健)第AH-51 令和3年6月1日
000028 3000047019 シルバー人材センター稲美支部 675-1113 加古郡稲美町岡１６１２－２ 794926483 食品製造業 不要許可一般 公益社団法人加古郡広域シルバー人材センター 代表理事 藤原 睦 675-0153 兵庫県加古郡播磨町南野添一丁目２３番７号 794377386 平成22年9月28日
000028 3000047042 株式会社　アプコ 675-0019 加古川市野口町水足１７１－１ 794213020 その他 一般 株式会社アプコ 代表取締役 福島 久雄 675-0019 兵庫県加古川市野口町水足１７１－１ 794213020 東播(加健)第AK-60 令和3年6月1日
000028 3000047044 なかさく 675-0157 加古郡播磨町上野添１－９－３６ 789421289 その他の食料・飲料販売業 一般 中作 吉宏 東播(加健)第AH-19 令和3年6月1日
000028 3000047055 東播乳販センター 675-0055 加古川市東神吉町西井ノ口８４０－１ 794315826 乳類販売業 一般 秦 幸美 東播(加健)第C-97 令和3年6月1日
000028 3000047322 アルカドラッグ加古川西店 675-0045 加古川市西神吉町岸１００－２ 794321010 その他の食料・飲料販売業 一般 株式会社ナガタ薬品 代表取締役 中島 康伸 654-0161 兵庫県神戸市須磨区弥栄台１丁目３－３ 787918861 東播(加健)第東播(加健)第425-127 令和3年6月1日
000028 3000047354 セブン－イレブン加古川篠原町店 675-0065 加古川市加古川町篠原町１７８－１ 794211125 コンビニエンスストア 一般 谷川 洋治 東播(加健)第AK-178 令和3年6月1日
000028 3000047394 マックスバリュ中島店 676-0001 高砂市中島３－１－５５ 794439200 百貨店、総合スーパー 一般 マックスバリュ西日本株式会社 代表取締役 平尾 健一 732-0814 広島県広島市南区段原南一丁目３番５２号 825358500 東播(加健)第C-131 令和3年6月1日
000028 3000047399 ドラッグストア　ライフォート尾上店 675-0023 加古川市尾上町池田１８９７－４ 794567008 その他の食料・飲料販売業 一般 株式会社ココカラファインヘルスケア 代表取締役 塚本 厚志 222-0033 神奈川県横浜市港北区新横浜三丁目１７番６号 455485996 東播(加健)第AK-84 令和3年6月1日
000028 3000129996 ローソン加古川平岡町新在家店 675-0101 加古川市平岡町新在家９０－１ 794256413 コンビニエンスストア 一般 真井 進 東播(加健)第B-215 令和3年6月1日
000028 3000130804 仙齢会　はりま病院　６Ｊ９８４５ 675-0158 加古郡播磨町北野添２－１－１５ 794305501 コップ式自動販売機（自動洗浄・屋内設置） 自動販売機 サントリービバレッジソリューション株式会社 代表取締役 及川 剛 160-0023 東京都新宿区西新宿八丁目１７番１号 363040501 東播(加健)第V-37 令和3年6月1日
000028 3000130873 郵便事業（株）高砂支店２Ｆ食堂 676-0005 高砂市荒井町御旅２－６－１５ 794420400 コップ式自動販売機（自動洗浄・屋内設置） 自動販売機 株式会社アペックス西日本 代表取締役 森 吉平 550-0015 大阪府大阪市西区南堀江四丁目２５番２４号 665359024 東播(加健)第V-25 令和3年6月1日
000028 3000131066 ローソン加古川平岡町中野店 675-0113 加古川市平岡町中野４７２－３ 794359875 コンビニエンスストア 一般 有限会社アールエムユー 代表取締役 山田 勇 679-0212 兵庫県加東市下滝野５７０ 795484170 東播(加健)第B-113 令和3年6月1日
000028 3000131369 三菱重工業（株）高砂製作所　本館３Ｆ  （ＣＣＷ受託） 676-0008 高砂市荒井町新浜２－１－１ 794456007 コップ式自動販売機（自動洗浄・屋内設置） 自動販売機 株式会社アペックス西日本 代表取締役 森 吉平 550-0015 大阪府大阪市西区南堀江四丁目２５番２４号 665359024 東播(加健)第V-26 令和3年6月1日
000028 3000131425 セブン－イレブン加古川東神吉ウェルネス店 675-0057 加古川市東神吉町神吉１７番地の６ 794325886 コンビニエンスストア 一般 尾藤 剛 東播(加健)第C-8 令和3年6月1日
000028 3000131511 セブン－イレブン加古川美乃利店 675-0062 加古川市加古川町美乃利４６０－２ 794207011 コンビニエンスストア 一般 大谷 忍 東播(加健)第AK-160 令和3年6月1日
000028 3000132090 ユニバーサル産業株式会社 675-0054 加古川市米田町平津４７４－１ 794321200 食肉販売業 一般 ユニバーサル産業株式会社 代表取締役 冨田 英孝 675-0054 兵庫県加古川市米田町平津４７４番地の１ 794321200 東播(加健)第C-85 令和3年6月1日
000028 3000132096 藤原佳代子 675-1111 加古郡稲美町印南２０６５ 794950625 食品製造業 不要許可一般 藤原 佳代子 平成23年10月7日
000028 3000132198 ドラッグストア　ライフォート本荘店 675-0144 加古郡播磨町北本荘３－１－２９ 794351251 その他の食料・飲料販売業 一般 株式会社ココカラファインヘルスケア 代表取締役 塚本 厚志 222-0033 神奈川県横浜市港北区新横浜三丁目１７番６号 455485996 東播(加健)第AH-29 令和3年6月1日
000028 3000132312 ウシオ電機（株）播磨事業所Ｈ－５　３Ｆ  （ＣＣＷ受託） 671-0123 高砂市北浜町西浜１１７ コップ式自動販売機（自動洗浄・屋内設置） 自動販売機 株式会社アペックス西日本 代表取締役 森 吉平 550-0015 大阪府大阪市西区南堀江四丁目２５番２４号 665359024 東播(加健)第V-46 令和3年6月1日



000028 3000132506 ヤマダストアー　阿弥陀店 676-0827 高砂市阿弥陀町阿弥陀６９－１ 794472611 自動販売機（要届出のコップ式自動販売機及び要許可を除く） 自動販売機 株式会社ゼコー 代表取締役 庄野 道彦 816-0093 福岡県福岡市博多区那珂６丁目１番２号 924612515 東播(加健)第V-69 令和3年6月1日
000028 3000132520 ヤマダストアー阿弥陀店 676-0827 高砂市阿弥陀町阿弥陀６９番１ 794472611 百貨店、総合スーパー 一般 ヤマダストアー株式会社 代表取締役 山田 和弘 671-1561 兵庫県揖保郡太子町鵤４９５番地１ 792773890 東播(加健)第C-20 令和3年6月1日
000028 3000132698 セブン－イレブン加古川野口町店 675-0016 加古川市野口町長砂１３８－１ 794260851 コンビニエンスストア 一般 屋島 末男 東播(加健)第AK-37 令和3年6月1日
000028 3000132705 セブン－イレブン稲美国安店 675-1114 加古郡稲美町国安１０７６番１ 794928155 コンビニエンスストア 一般 二木 忠明 東播(加健)第B-264 令和3年6月1日
000028 3000132806 川崎重工(株)播磨工場　鉄構 675-0155 加古郡播磨町新島８番地 794358484 乳類販売業 自動販売機 コカ・コーラボトラーズジャパン株式会社 代表取締役 カリン ドラガン 107-0052 東京都港区赤坂九丁目７番１号 368963859 東播(加健)第V-48 令和3年6月1日
000028 3000133115 セブン－イレブン加古川平荘町店 675-1232 加古川市平荘町里字山崎５６１－３ 794282228 コンビニエンスストア 一般 株式会社Ｗａｃｈｔ 代表取締役 江口 守 675-0002 兵庫県加古川市山手３丁目１６番地２１ 794388647 東播(加健)第C-13 令和3年6月1日
000028 3000133210 エーム０２４５ 675-0061 加古川市加古川町大野１５３０ 794250635 乳類販売業 一般 エームサービス株式会社 代表取締役 小谷 周 107-0052 東京都港区赤坂二丁目２３番１号 362347522 東播(加健)第AK-150 令和3年6月1日
000028 3000133563 日本マクドナルド(株)明姫播磨町店 675-0147 加古郡播磨町南大中３－１－３０ 794353231 乳類販売業 一般 日本マクドナルド株式会社 代表取締役 日色 保 160-0023 東京都新宿区西新宿六丁目５番１号 369115000 東播(加健)第東播(加健)第425-83 令和3年6月1日
000028 3000133642 ライフォート米田店 676-0805 高砂市米田町米田９７１－５ 794344770 その他の食料・飲料販売業 一般 株式会社ココカラファインヘルスケア 代表取締役 塚本 厚志 222-0033 神奈川県横浜市港北区新横浜三丁目１７番６号 455485996 東播(加健)第C-147 令和3年6月1日
000028 3000133893 パルプラザ 675-0321 加古川市志方町志方町１５３８－１パルプラザ 794523205 その他の食料・飲料販売業 一般 株式会社ヒライ 代表取締役 平井 雄一郎 675-0321 兵庫県加古川市志方町志方町１２００－２ 794524129 東播(加健)第C-87 令和3年6月1日
000028 3000133914 神鋼高砂テクニカルセンター 676-0008 高砂市荒井町新浜２丁目３－１ 794457255 乳類販売業 自動販売機 ＦＶジャパン株式会社 代表取締役 原 幹弘 107-0052 東京都港区赤坂六丁目１番２０号 335580521 東播(加健)第V-86 令和3年6月1日
000028 3000133924 （株）神戸製鋼所　加古川技術開発センター  研究所１Ｆ（ＣＣＷ受託） 675-0023 加古川市尾上町池田２２２２－１ コップ式自動販売機（自動洗浄・屋内設置） 自動販売機 株式会社アペックス西日本 代表取締役 森 吉平 550-0015 大阪府大阪市西区南堀江四丁目２５番２４号 665359024 東播(加健)第AK-85 令和3年6月1日
000028 3000133926 （株）神戸製鋼所　加古川技術開発センター  研究所４Ｆ（ＣＣＷ受託） 675-0023 加古川市尾上町池田２２２２－１ コップ式自動販売機（自動洗浄・屋内設置） 自動販売機 株式会社アペックス西日本 代表取締役 森 吉平 550-0015 大阪府大阪市西区南堀江四丁目２５番２４号 665359024 東播(加健)第AK-86 令和3年6月1日
000028 3000133943 神鋼加古川分析センター 675-0137 加古川市金沢町１ 794361113 乳類販売業 自動販売機 コカ・コーラボトラーズジャパン株式会社 代表取締役 カリン ドラガン 107-0052 東京都港区赤坂九丁目７番１号 368963859 東播(加健)第AK-248 令和3年6月1日
000028 3000133944 神鋼加古川３ＣＣ 675-0137 加古川市金沢町１ 794361113 乳類販売業 自動販売機 コカ・コーラボトラーズジャパン株式会社 代表取締役 カリン ドラガン 107-0052 東京都港区赤坂九丁目７番１号 368963859 東播(加健)第AK-249 令和3年6月1日
000028 3000133945 神鋼加古川試験センター　パック 675-0137 加古川市金沢町１ 794361113 乳類販売業 自動販売機 コカ・コーラボトラーズジャパン株式会社 代表取締役 カリン ドラガン 107-0052 東京都港区赤坂九丁目７番１号 368963859 東播(加健)第AK-250 令和3年6月1日
000028 3000133954 神鋼播磨工場　工場外西側パック 675-0155 加古郡播磨町新島４１ 794373104 乳類販売業 自動販売機 コカ・コーラボトラーズジャパン株式会社 代表取締役 カリン ドラガン 107-0052 東京都港区赤坂九丁目７番１号 368963859 東播(加健)第AH-69 令和3年6月1日
000028 3000133955 神鋼加古川二圧センター 675-0137 加古川市金沢町１ 794361113 乳類販売業 自動販売機 コカ・コーラボトラーズジャパン株式会社 代表取締役 カリン ドラガン 107-0052 東京都港区赤坂九丁目７番１号 368963859 東播(加健)第AK-251 令和3年6月1日
000028 3000133988 セブン－イレブン加古川山ノ越店 675-0012 加古川市野口町野口１００３ 794256561 コンビニエンスストア 一般 山田 崇 東播(加健)第AK-24 令和3年6月1日
000028 3000134356 ローソン高砂松波店 676-0023 高砂市高砂町松波町４４０番２ 794437810 コンビニエンスストア 一般 有限会社ことぶき 代表取締役 藤原 壽人 676-0825 兵庫県高砂市阿弥陀町北池２９４番地 794437810 東播(加健)第C-30 令和3年6月1日
000028 3000134504 スギ薬局　東加古川店 675-0115 加古川市平岡町一色３４４番地１ 794302116 その他の食料・飲料販売業 一般 株式会社スギ薬局 代表取締役 榊原 栄一 446-0056 愛知県安城市三河安城町一丁目８番地４ 566736357 東播(加健)第B-41 令和3年6月1日
000028 3000134511 ふぁ～みんＳＨＯＰ播磨 675-0150 加古郡播磨町南野添３丁目６－６ 794373835 その他の食料・飲料販売業 一般 兵庫南農業協同組合 代表理事 中村 良祐 675-0066 兵庫県加古川市加古川町寺家町６２１番地 794248001 東播(加健)第AH-17 令和3年6月1日
000028 3000134526 兵庫県立松陽高等学校パック 676-0082 高砂市曽根町２７９４番地の１ 794474021 乳類販売業 自動販売機 柿木 和夫 東播(加健)第V-101 令和3年6月1日
000028 3000135134 神鋼高砂第１管理センター 676-0008 高砂市荒井町新浜２丁目３－１ 794477113 乳類販売業 自動販売機 ＦＶジャパン株式会社 代表取締役 原 幹弘 107-0052 東京都港区赤坂六丁目１番２０号 335580521 東播(加健)第V-89 令和3年6月1日
000028 3000135366 神戸製鋼所加古川本事務所３ＦＰＰ 675-0137 加古川市金沢町１ 乳類販売業 自動販売機コカ・コーラボトラーズジャパン株式会社代表取締役 カリン ドラガン107-0052 東京都港区赤坂九丁目７番１号 368963859 東播(加健)第AK-252 令和3年6月1日
000028 3000135370 神戸製鋼所加古川厚板精食ＰＰ 675-0137 加古川市金沢町１ 乳類販売業 自動販売機コカ・コーラボトラーズジャパン株式会社代表取締役 カリン ドラガン107-0052 東京都港区赤坂九丁目７番１号 368963859 東播(加健)第AK-253 令和3年6月1日
000028 3000135471 ＮＴＴ－ＴＥ関西　加古川 675-0031 加古川市加古川町北在家２６４４　２Ｆ コップ式自動販売機（自動洗浄・屋内設置）自動販売機サントリービバレッジソリューション株式会社代表取締役 及川 剛 160-0023 東京都新宿区西新宿八丁目１７番１号 363040501 東播(加健)第AK-123 令和3年6月1日
000028 3000135493 松陽高校紙パック 676-0082 高砂市曽根町２７９４－１ 794474021 乳類販売業 自動販売機 柿木 和夫 東播(加健)第V-100 令和3年6月1日
000028 3000135761 フーディーズ神野 675-0008 加古川市新神野５丁目８－６ 794382551 百貨店、総合スーパー 一般 株式会社エーコープ近畿 代表取締役 正村 栄邦 569-0044 大阪府高槻市番田一丁目５１番１号 726763300 東播(加健)第B-111 令和3年6月1日
000028 3000136334 セブン－イレブン加古川備後蔵西店 675-0032 加古川市加古川町備後蔵西３８８番１ コンビニエンスストア 一般 藤田 貴志 東播(加健)第AK-116 令和3年6月1日
000028 3000136393 兵庫トヨタ自動車(株)高砂店  店内（ＣＣＷ受託）676-0019 高砂市緑丘２丁目２－３ コップ式自動販売機（自動洗浄・屋内設置）自動販売機株式会社アペックス西日本 代表取締役 森 吉平 550-0015 大阪府大阪市西区南堀江四丁目２５番２４号665359024 東播(加健)第V-135 令和3年6月1日
000028 3000136421 ゴダイドラッグ大塩店 671-0123 高砂市北浜町西浜１２０８－１ 792545257 その他の食料・飲料販売業 一般 ゴダイ株式会社 代表取締役 浦上 晃之 670-0000 兵庫県姫路市錦町１０４番地スクエアビル２Ｆ 792230303 東播(加健)第C-93 令和3年6月1日
000028 3000136528 ファミリーマート加古川長田店 675-0024 加古川市尾上町長田５２５－２ 794566021 コンビニエンスストア 一般 武藤 弘美 東播(加健)第AK-102 令和3年6月1日
000028 3000136567 神戸屋１Ｆ通路パック 675-1113 加古郡稲美町岡２６１６－３ 794951950 乳類販売業 自動販売機 コカ・コーラボトラーズジャパン株式会社 代表取締役 カリン ドラガン 107-0052 東京都港区赤坂九丁目７番１号 368963859 東播(加健)第B-253 令和3年6月1日
000028 3000136850 順心病院１階パック 675-0122 加古川市別府町別府８６５番地１ 794373555 乳類販売業 自動販売機 コカ・コーラボトラーズジャパン株式会社 代表取締役 カリン ドラガン 107-0052 東京都港区赤坂九丁目７番１号 368963859 東播(加健)第AK-212 令和3年6月1日
000028 3000137618 加古川ニッケゴルフセンター 675-0053 加古川市米田町船頭奥野２１－１ 794318100 コップ式自動販売機（自動洗浄・屋内設置） 自動販売機 株式会社関西コーヒー 代表取締役 平岡 創土 671-1136 兵庫県姫路市大津区恵美酒町二丁目５４番地 792365800 東播(加健)第V-116 令和3年6月1日
000028 3000138077 （株）ナフコ　ホームプラザナフコ西加古川店  店頭（ＣＣＷ受託）675-0053 加古川市米田町船頭１００－１ コップ式自動販売機（自動洗浄・屋内設置）自動販売機株式会社アペックス西日本 代表取締役 森 吉平 550-0015 大阪府大阪市西区南堀江四丁目２５番２４号665359024 東播(加健)第V-117 令和3年6月1日
000028 3000138404 ハマダコンフェクト株式会社 675-0023 加古川市尾上町池田字美サシ８５０－６８ コップ式自動販売機（自動洗浄・屋内設置） 自動販売機 株式会社関西コーヒー 代表取締役 平岡 創土 671-1136 兵庫県姫路市大津区恵美酒町二丁目５４番地 792365800 東播(加健)第AK-87 令和3年6月1日
000028 3000138464 松本食品　播磨南高校食堂 675-0163 加古郡播磨町古宮１６７－３ 乳類販売業 自動販売機 有限会社松本食品 代表取締役 松本 英嗣 670-0811 兵庫県姫路市野里４８９－２ 792815300 東播(加健)第AH-66 令和3年6月1日
000028 3000138760 セブン－イレブン播磨町駅北店 675-0150 加古郡播磨町南野添３丁目６－１０ 794378018 コンビニエンスストア 一般 佐伯 秀博 東播(加健)第AH-6 令和3年6月1日
000028 3000138774 ファミリーマート浜の宮駅前店 675-0022 加古川市尾上町口里８１４番地の３２ 794567288 コンビニエンスストア 一般 有限会社わしお 取締役 宮﨑 芳通 671-0232 兵庫県姫路市御国野町御着３７２番地の１ 792520222 東播(加健)第AK-79 令和3年6月1日
000028 3000138876 ファミリーマート　山陽別府駅前店 675-0123 加古川市別府町朝日町１１－５ 794414410 コンビニエンスストア 一般 有限会社フロンティア 代表取締役 前田 耕作 674-0083 兵庫県明石市魚住町住吉１丁目１２番６号 789483355 東播(加健)第AK-219 令和3年6月1日
000028 3000138897 ウシオ電機（株）播磨事業所  Ｈ－６－３Ｆ（ＣＣＷ受託） 671-0123 高砂市北浜町西浜 792524381 コップ式自動販売機（自動洗浄・屋内設置） 自動販売機 株式会社アペックス西日本 代表取締役 森 吉平 550-0015 大阪府大阪市西区南堀江四丁目２５番２４号 665359024 東播(加健)第V-136 令和3年6月1日
000028 3000138899 ウシオ電機（株）播磨事業所  Ｈ２（ＣＣＷ） 671-0123 高砂市北浜町西浜 792524381 コップ式自動販売機（自動洗浄・屋内設置） 自動販売機 株式会社アペックス西日本 代表取締役 森 吉平 550-0015 大阪府大阪市西区南堀江四丁目２５番２４号 665359024 東播(加健)第V-137 令和3年6月1日
000028 3000139146 ドラッグコスモス曽根店 676-0082 高砂市曽根町６９５ 794467066 その他の食料・飲料販売業 一般 株式会社コスモス薬品 代表取締役 横山 英昭 812-0013 福岡県福岡市博多区博多駅東二丁目１０番１号第一福岡ビルＳ館４階 924330660 東播(加健)第C-33 令和3年6月1日
000028 3000139265 神戸製鋼　北厚生棟 676-0008 高砂市荒井町新浜２丁目３－１ 794457111 乳類販売業 自動販売機 関西キリンビバレッジサービス株式会社 代表取締役 尾崎 靖幸 530-0011 大阪府大阪市北区大深町４番２０号 677309206 東播(加健)第V-95 令和3年6月1日
000028 3000139336 馳走菜　稲美店 675-1127 加古郡稲美町中一色883 794966610 乳類販売業 一般 株式会社神戸物産 代表取締役 沼田 博和 675-0063 兵庫県加古川市加古川町平野１２５番１ 794966610 東播(加健)第B-309 令和3年6月1日
000028 3000139900 ののむらストアー 676-0822 高砂市阿弥陀町魚橋１７４０ 794471009 その他の食料・飲料販売業 一般 野々村 桂亮 東播(加健)第C-179 令和3年6月1日
000028 3000140179 マルハン加古川店 675-0021 加古川市尾上町安田３６６番地 794216777 乳類販売業 自動販売機 コカ・コーラボトラーズジャパン株式会社 代表取締役 カリン ドラガン 107-0052 東京都港区赤坂九丁目７番１号 368963859 東播(加健)第AK-277 令和3年6月1日
000028 3000140182 セブン－イレブン加古川別府新野辺北町　店 675-0121 加古川市別府町新野辺北町８丁目１４５番 794351367 コンビニエンスストア 一般 藤 武志 東播(加健)第AK-208 令和3年6月1日
000028 3000140254 (株)オイシス　加古川工場　食堂 675-1112 加古郡稲美町六分一１３６２－６２ コップ式自動販売機（自動洗浄・屋内設置）自動販売機株式会社アペックス西日本 代表取締役 森 吉平 550-0015 大阪府大阪市西区南堀江四丁目２５番２４号665359024 東播(加健)第B-287 令和3年6月1日
000028 3000140467 ドラッグストア　マツモトキヨシ  アイモール高砂店 676-0807 高砂市米田町島３２ 794345350 その他の食料・飲料販売業 一般 株式会社マツモトキヨシ中四国販売 代表取締役 森 崇 702-8031 岡山県岡山市南区福富西一丁目２０番３２号 862643370 東播(加健)第C-138 令和3年6月1日
000028 3000140655 ＧＰＢ立駐４階ＥＶ右 675-0124 加古川市別府町緑町２ 794353131 乳類販売業 自動販売機 コカ・コーラボトラーズジャパン株式会社 代表取締役 カリン ドラガン 107-0052 東京都港区赤坂九丁目７番１号 368963859 東播(加健)第AK-223 令和3年6月1日
000028 3000140656 ＧＰＢ立駐１階ＥＶ右 675-0124 加古川市別府町緑町２ 794353131 乳類販売業 自動販売機 コカ・コーラボトラーズジャパン株式会社 代表取締役 カリン ドラガン 107-0052 東京都港区赤坂九丁目７番１号 368963859 東播(加健)第AK-224 令和3年6月1日
000028 3000141196 株式会社ｍｉｌｏｏｋ 675-0031 加古川市加古川町北在家２２１４ 794560567 乳類販売業 一般 株式会社ｍｉｌｏｏｋ 代表取締役 竹中 基晴 675-0031 兵庫県加古川市加古川町北在家２２１４ 794560567 東播(加健)第AK-124 令和3年6月1日
000028 3000141288 バンドー化学 食堂 675-0104 加古川市平岡町土山６４８ 乳類販売業 自動販売機 佐山 靜夫 東播(加健)第B-74 令和3年6月1日
000028 3000141314 （有）鎌田商店 676-0082 高砂市曽根町４４５－８ 794471751 乳類販売業 自動販売機 有限会社鎌田商店 代表取締役 鎌田 茂伸 676-0082 兵庫県高砂市曽根町４４５－８ 794471751 東播(加健)第V-102 令和3年6月1日
000028 3000141507 （株）シマブンコーポレーション 675-0023 加古川市尾上町池田１８８４－１ 794235119 コップ式自動販売機（自動洗浄・屋内設置） 自動販売機 株式会社関西コーヒー 代表取締役 平岡 創土 671-1136 兵庫県姫路市大津区恵美酒町二丁目５４番地 792365800 東播(加健)第AK-96 令和3年6月1日
000028 3000141528 三菱重工業(株)　高砂製作所　高砂研究所３Ｆ676-0008 高砂市荒井町新浜２丁目１－１ コップ式自動販売機（自動洗浄・屋内設置）自動販売機株式会社アペックス西日本 代表取締役 森 吉平 550-0015 大阪府大阪市西区南堀江四丁目２５番２４号665359024 東播(加健)第V-138 令和3年6月1日
000028 3000141575 （株）コープフーズ　本社第二工場　２Ｆ食堂675-1112 加古郡稲美町六分一１３６２－５ コップ式自動販売機（自動洗浄・屋内設置）自動販売機サントリービバレッジソリューション株式会社代表取締役 及川 剛 160-0023 東京都新宿区西新宿八丁目１７番１号 363040501 東播(加健)第B-289 令和3年6月1日
000028 3000141666 ＮＴＴコムウェア・ビリングソリューション(株)  １Ｆ休憩室（ＣＣＷ受託） 675-0019 加古川市野口町水足２６３ コップ式自動販売機（自動洗浄・屋内設置） 自動販売機 株式会社アペックス西日本 代表取締役 森 吉平 550-0015 大阪府大阪市西区南堀江四丁目２５番２４号 665359024 東播(加健)第AK-55 令和3年6月1日
000028 3000141701 日岡販売所 675-0061 加古川市加古川町大野５４２－９ 794270257 乳類販売業 一般 高橋 誠 東播(加健)第AK-151 令和3年6月1日
000028 3000142011 ローソン加古川町木村店 675-0038 加古川市加古川町木村４９７番２ 794271085 コンビニエンスストア 一般 有限会社ことぶき 代表取締役 藤原 壽人 676-0825 兵庫県高砂市阿弥陀町北池２９４番地 794406042 東播(加健)第AK-143 令和3年6月1日
000028 3000142098 日本山村硝子(株)播磨工場　食堂 675-0155 加古郡播磨町新島５番地 コップ式自動販売機（自動洗浄・屋内設置）自動販売機サントリービバレッジソリューション株式会社代表取締役 及川 剛 160-0023 東京都新宿区西新宿八丁目１７番１号 363040501 東播(加健)第AH-50 令和3年6月1日
000028 3000142369 明石機械工業(株)　本社土山工場  鋳造工場（ＣＣＷ受託）675-1111 加古郡稲美町印南２３３７ コップ式自動販売機（自動洗浄・屋内設置）自動販売機株式会社アペックス西日本 代表取締役 森 吉平 550-0015 大阪府大阪市西区南堀江四丁目２５番２４号665359024 東播(加健)第B-250 令和3年6月1日
000028 3000142370 (株)神戸製鋼所　高砂製作所  新機械工場中央北（ＣＣＷ受託）676-0008 高砂市荒井町新浜２丁目３－１ コップ式自動販売機（自動洗浄・屋内設置）自動販売機株式会社アペックス西日本 代表取締役 森 吉平 550-0015 大阪府大阪市西区南堀江四丁目２５番２４号665359024 東播(加健)第V-139 令和3年6月1日
000028 3000142556 さくらいストアー 676-0074 高砂市梅井４丁目９－１８ 794470007 その他の食料・飲料販売業 一般 桜井 時子 東播(加健)第C-133 令和3年6月1日
000028 3000142740 マルアイ播磨店 675-0160 加古郡播磨町西野添２丁目３－２１ 789445760 百貨店、総合スーパー 一般 株式会社マルアイ 代表取締役 藤田 佳男 675-0003 兵庫県加古川市神野町神野２２５番地１ 794305181 東播(加健)第AH-12 令和3年6月1日
000028 3000142970 ファミリーマート東神吉町店 675-0057 加古川市東神吉町神吉１０２４－１ 794339922 コンビニエンスストア 一般 株式会社　よし田 代表取締役 吉田 博之 675-2102 兵庫県加西市中野町５７ 790490321 東播(加健)第C-7 令和3年6月1日
000028 3000143533 ローソン加古川平岡町一色店 675-0115 加古川市平岡町一色３７２－１ 794369120 コンビニエンスストア 一般 佐藤 義明 東播(加健)第B-42 令和3年6月1日
000028 3000143771 フードコア　サピー 675-0144 加古郡播磨町北本荘１－１３－３０ 794376551 百貨店、総合スーパー 一般 梅谷 佳邦 東播(加健)第AH-15 令和3年6月1日
000028 3000143797 ファミリーマート加古川東ランプ店 675-0101 加古川市平岡町新在家９２９－２ 794535717 コンビニエンスストア 一般 株式会社よし田 代表取締役 吉田 博之 675-2102 兵庫県加西市中野町５７番地 790499151 東播(加健)第B-227 令和3年6月1日
000028 3000144078 富士ゴルフセンター魚橋 676-0822 高砂市阿弥陀町魚橋字原１２４７－１ 794479567 コップ式自動販売機（自動洗浄・屋内設置） 自動販売機 サントリービバレッジソリューション株式会社 代表取締役 及川 剛 160-0023 東京都新宿区西新宿八丁目１７番１号 363040501 東播(加健)第V-140 令和3年6月1日
000028 3000144487 ＪＦＥプラントエンジ（株）播磨製作所  ＳＤルーム休憩所（ＣＣＷ受託）675-0155 加古郡播磨町新島１ コップ式自動販売機（自動洗浄・屋内設置）自動販売機株式会社アペックス西日本 代表取締役 森 吉平 550-0015 大阪府大阪市西区南堀江四丁目２５番２４号665359024 東播(加健)第AH-39 令和3年6月1日
000028 3000144531 ウエルシア加古川粟津店 675-0039 加古川市加古川町粟津１００－１ 794560257 その他の食料・飲料販売業 一般 ウエルシア薬局株式会社 代表取締役 松本 忠久 101-0021 東京都千代田区外神田二丁目２番１５号 352095677 東播(加健)第483-2-4 令和3年6月1日
000028 3000144698 ニューヤマザキデイリーストア  カネカストア店 676-0026 高砂市高砂町沖浜町８３３－１０ 794432300 コンビニエンスストア 一般 ㈱カネカ高砂サービスセンター 代表取締役 坂東 敏男 676-0026 兵庫県高砂市高砂町沖浜町１番７３号 794452471 東播(加健)第483-2-1 令和3年6月1日
000028 3000144926 富山　マリア 675-0125 加古川市別府町西脇１５９番地の１ 794366945 その他の食料・飲料販売業 一般 合同会社Tomimaikas International Trading Company 代表社員 富山 マリア 675-0125 兵庫県加古川市別府町西脇１５９番地の１ 794366940 東播(加健)第AK-236 令和3年6月1日
000028 3000145114 日本山村硝子（株）　関西プラント 675-0155 加古郡播磨町新島４３－２ 794355801 コップ式自動販売機（自動洗浄・屋内設置） 自動販売機 サントリービバレッジソリューション株式会社 代表取締役 及川 剛 160-0023 東京都新宿区西新宿八丁目１７番１号 363040501 東播(加健)第AH-49 令和3年6月1日
000028 3000145115 シスメックス（株）　加古川工場 675-0011 加古川市野口町北野３１４－２ 794243157 コップ式自動販売機（自動洗浄・屋内設置） 自動販売機 サントリービバレッジソリューション株式会社 代表取締役 及川 剛 160-0023 東京都新宿区西新宿八丁目１７番１号 363040501 東播(加健)第AK-13 令和3年6月1日
000028 3000145142 (株)神戸製鋼所  加古川製鉄所　協力会社（ＣＣＷ受託）675-0137 加古川市金沢町１ コップ式自動販売機（自動洗浄・屋内設置）自動販売機株式会社アペックス西日本 代表取締役 森 吉平 550-0015 大阪府大阪市西区南堀江四丁目２５番２４号665359024 東播(加健)第AK-254 令和3年6月1日
000028 3000145143 たずみ病院　加古川　１Ｆ自販機コーナー 675-0022 加古川市尾上町口里字浜ノ宮７９０－６６ コップ式自動販売機（自動洗浄・屋内設置） 自動販売機 株式会社アペックス西日本 代表取締役 森 吉平 550-0015 大阪府大阪市西区南堀江四丁目２５番２４号 665359024 東播(加健)第AK-77 令和3年6月1日
000028 3000145445 王子商店 675-0145 加古郡播磨町宮西３－３－１ 794378021 その他の食料・飲料販売業 一般 王子 和代 東播(加健)第AH-21 令和3年6月1日
000028 3000145725 セブン－イレブン加古川本町店 675-0037 加古川市加古川町本町１７２－１ 794228805 コンビニエンスストア 一般 前川 秀樹 東播(加健)第AK-138 令和3年6月1日
000028 3000145811 バンドー化学（株）　加古川  食堂（ＣＣＷ受託） 675-0104 加古川市平岡町土山字池ノ内６２０－２ コップ式自動販売機（自動洗浄・屋内設置） 自動販売機 株式会社アペックス西日本 代表取締役 森 吉平 550-0015 大阪府大阪市西区南堀江四丁目２５番２４号 665359024 東播(加健)第B-75 令和3年6月1日
000028 3000145892 宅配クック１２３　東播磨店 676-0805 高砂市米田町米田１２９－１１北マンション１０３ 794417083 乳類販売業 一般 東亜製油株式会社 代表取締役 初谷 公之 673-0025 兵庫県明石市田町２－１－１９ 789235533 東播(加健)第C-142 令和3年6月1日
000028 3000145955 三輪運輸工業㈱プロダクトカンパニー 675-0155 加古郡播磨町新島３９ 794355115 コップ式自動販売機（自動洗浄・屋内設置） 自動販売機 サントリービバレッジソリューション株式会社 代表取締役 及川 剛 160-0023 東京都新宿区西新宿八丁目１７番１号 363040501 東播(加健)第AH-48 令和3年6月1日
000028 3000146222 ローソン加古川野口町北野店 675-0011 加古川市野口町北野４７７－１ 794535514 コンビニエンスストア 一般 釆野 小百合 東播(加健)第AK-3 令和3年6月1日
000028 3000146391 ローソン加古川町河原店 675-0067 加古川市加古川町河原字長尾３５７－３ 794258411 コンビニエンスストア 一般 有限会社アールエムユー 取締役 山田 勇 679-0212 兵庫県加東市下滝野５７０ 795484170 東播(加健)第A-1 令和3年6月1日
000028 3000146874 ファミリーマート稲美蛸草店 675-1116 加古郡稲美町蛸草７７５－１ 794960650 コンビニエンスストア 一般 合資会社ケセラ 代表社員 村田 俊二 675-1105 兵庫県加古郡稲美町加古４５ 794966711 東播(加健)第B-266 令和3年6月1日
000028 3000146974 日本マクドナルド株式会社  加古川東神吉店 675-0057 加古川市東神吉町神吉字下代１０２１－１ 794320755 乳類販売業 一般 日本マクドナルド株式会社 代表取締役 日色 保 160-0023 東京都新宿区西新宿６丁目５－１ 333446251 東播(加健)第C-16 令和3年6月1日
000028 3000147085 鹿島興産(株)はりま自動車教習所  ２Ｆ自販機コーナー 676-0814 高砂市春日野町２－６０ 794485104 コップ式自動販売機（自動洗浄・屋内設置） 自動販売機 株式会社アペックス西日本 代表取締役 森 吉平 550-0015 大阪府大阪市西区南堀江四丁目２５番２４号 665359024 東播(加健)第V-141 令和3年6月1日
000028 3000147230 マックスバリュ西日本(株)マックスバリュ水足店  イートインコーナー（ＣＣＷ受託） 675-0019 加古川市野口町水足３３３－３３ コップ式自動販売機（自動洗浄・屋内設置） 自動販売機 株式会社アペックス西日本 代表取締役 森 吉平 550-0015 大阪府大阪市西区南堀江四丁目２５番２４号 665359024 東播(加健)第AK-51 令和3年6月1日
000028 3000147379 平和(株)ファンキーポリス土山  喫煙室（ＣＣＷ受託）675-1112 加古郡稲美町六分一１１８１ コップ式自動販売機（自動洗浄・屋内設置）自動販売機株式会社アペックス西日本 代表取締役 森 吉平 550-0015 大阪府大阪市西区南堀江四丁目２５番２４号665359024 東播(加健)第B-332 令和3年6月1日
000028 3000147380 (株)神戸屋　土山工場　３Ｆ食堂  （ＣＣＷ受託）675-1113 加古郡稲美町岡２６１６－３ コップ式自動販売機（自動洗浄・屋内設置）自動販売機株式会社アペックス西日本 代表取締役 森 吉平 550-0015 大阪府大阪市西区南堀江四丁目２５番２４号665359024 東播(加健)第B-254 令和3年6月1日
000028 3000147432 神鋼加古川三輪サブセンター 675-0137 加古川市金沢町１ 794356535 乳類販売業 自動販売機 コカ・コーラボトラーズジャパン株式会社 代表取締役 カリン ドラガン 107-0052 東京都港区赤坂九丁目７番１号 368963859 東播(加健)第AK-354 令和3年6月1日
000028 3000147434 三菱重工高砂製作所４号館５Ｆ 676-0008 高砂市荒井町新浜２丁目１－１ コップ式自動販売機（自動洗浄・屋内設置）自動販売機ナショナル・ベンディング㈱ 代表取締役 藤山 雄一郎 108-0014 東京都港区芝４丁目１０－３ 364594781 東播(加健)第V-142 令和3年6月1日
000028 3000147473 ヤサカ宅配センター加古川店 675-0122 加古川市別府町別府６８０ 794419064 乳類販売業 一般 ヤサカ商事株式会社 代表取締役 渡邉 和孝 554-0022 大阪府大阪市此花区春日出中３丁目１番４０号 664644661 東播(加健)第AK-213 令和3年6月1日
000028 3000147502 川崎重工業(株)播磨工場製缶 675-0155 加古郡播磨町新島８ 794356775 乳類販売業 自動販売機 サントリービバレッジソリューション株式会社 代表取締役 及川 剛 160-0023 東京都新宿区西新宿八丁目１７番１号 363040501 東播(加健)第AH-68 令和3年6月1日



000028 3000147648 三菱重工業(株)　高砂製作所  ポ冷中央（ＣＣＷ受託）676-0008 高砂市荒井町新浜２丁目１－１ コップ式自動販売機（自動洗浄・屋内設置）自動販売機株式会社アペックス西日本 代表取締役 森 吉平 550-0015 大阪府大阪市西区南堀江四丁目２５番２４号665359024 東播(加健)第V-143 令和3年6月1日
000028 3000147740 マルアイ八幡店 675-1204 加古川市八幡町上西条１０８９ 794388970 百貨店、総合スーパー 一般 株式会社マルアイ 代表取締役 藤田 佳男 675-0003 兵庫県加古川市神野町神野２２５番地１ 794305181 東播(加健)第B-95 令和3年6月1日
000028 3000147839 ファミリーマート高砂米田店 676-0805 高砂市米田町米田９５０－１ 794310102 コンビニエンスストア 一般 蓮室 眞二 東播(加健)第C-145 令和3年6月1日
000028 3000148013 クスリキリン堂　加古川神吉店 675-0057 加古川市東神吉町神吉９１７－１ 794323055 その他の食料・飲料販売業 一般 株式会社　キリン堂 代表取締役 寺西 豊彦 532-0003 大阪府大阪市淀川区宮原４丁目５番地３６号 663940720 東播(加健)第C-95 令和3年6月1日
000028 3000148027 マルアイ南備後店 675-0033 加古川市加古川町南備後３５６番地１ 794274990 百貨店、総合スーパー 一般 株式会社マルアイ 代表取締役 藤田 佳男 675-0003 兵庫県加古川市神野町神野２２５番地１ 794305181 東播(加健)第AK-129 令和3年6月1日
000028 3000148368 甲南加古川病院 675-0009 加古川市神野町西条１５４５－１ 794380621 コップ式自動販売機（自動洗浄・屋内設置） 自動販売機 トーヨーベンディング株式会社 代表取締役 大久保 智司 452-0839 愛知県名古屋市西区見寄町１６７番地 525411771 東播(加健)第B-31 令和3年6月1日
000028 3000148523 日本マクドナルド  稲美ジョイフルプラザ店 675-1115 加古郡稲美町国岡１丁目１０６ 794966071 乳類販売業 一般 日本マクドナルド㈱ 代表取締役 日色 保 160-0023 東京都新宿区西新宿６－５－１ 669115000 東播(加健)第B-93 令和3年6月1日
000028 3000148714 (株)エムビーシーげんき薬局東加古川店  待合室（ＣＣＷ受託）675-0101 加古川市平岡町新在家２６８－１ コップ式自動販売機（自動洗浄・屋内設置）自動販売機株式会社アペックス西日本 代表取締役 森 吉平 550-0015 大阪府大阪市西区南堀江四丁目２５番２４号665359024 東播(加健)第B-239 令和3年6月1日
000028 3000148828 コナミスポーツクラブ  東加古川店　４Ｆ子供棟 675-0012 加古川市野口町野口字竹ノ下２１０－１ 794253461 乳類販売業 自動販売機 サントリービバレッジソリューション株式会社 代表取締役 及川 剛 160-0023 東京都新宿区西新宿八丁目１７番１号 363040501 東播(加健)第AK-5 令和3年6月1日
000028 3000149055 三菱重工業(株)Ｊ－３５  ５号館２Ｆ　ＥＶホール 676-0008 高砂市荒井町新浜２丁目１－１ 794423796 コップ式自動販売機（自動洗浄・屋内設置） 自動販売機 サントリービバレッジソリューション株式会社 代表取締役 及川 剛 160-0023 東京都新宿区西新宿八丁目１７番１号 363040501 東播(加健)第V-144 令和3年6月1日
000028 3000149056 三菱重工業(株)Ｊ－３７  ５号館４Ｆ　ＥＶホール 676-0008 高砂市荒井町新浜２丁目１－１ 794423796 コップ式自動販売機（自動洗浄・屋内設置） 自動販売機 サントリービバレッジソリューション株式会社 代表取締役 及川 剛 160-0023 東京都新宿区西新宿八丁目１７番１号 363040501 東播(加健)第V-145 令和3年6月1日
000028 3000149059 パチンコ　Ｅａｒｔｈ２１高砂  高砂店ホール（ＣＣＷ受託）676-0001 高砂市中島３丁目４６２－３ コップ式自動販売機（自動洗浄・屋内設置）自動販売機株式会社アペックス西日本 代表取締役 森 吉平 550-0015 大阪府大阪市西区南堀江四丁目２５番２４号665359024 東播(加健)第V-146 令和3年6月1日
000028 3000149143 日本マクドナルド株式会社　加古川福沢店 675-0019 加古川市野口町水足１－４ 794903019 乳類販売業 一般 日本マクドナルド株式会社 代表取締役 日色 保 163-1339 東京都新宿区西新宿６丁目５－１ 333446251 東播(加健)第AK-58 令和3年6月1日
000028 3000149167 イオン加古川店　シネマ棟Ｓ６７ 675-0101 加古川市平岡町新在家６１５－１ 794254121 乳類販売業 自動販売機 サントリービバレッジソリューション株式会社 代表取締役 及川 剛 160-0023 東京都新宿区西新宿八丁目１７番１号 363040501 東播(加健)第B-243 令和3年6月1日
000028 3000149218 ファミリーマート野口坂元店 675-0018 加古川市野口町坂元１０１７番 794562553 コンビニエンスストア 一般 井上 義尊 東播(加健)第AK-47 令和3年6月1日
000028 3000149257 マックスバリュ石守店 675-0005 加古川市神野町石守字整理４７１－６ 794541671 コップ式自動販売機（自動洗浄・屋内設置） 自動販売機 サントリービバレッジソリューション株式会社 代表取締役 及川 剛 160-0023 東京都新宿区西新宿八丁目１７番１号 363040501 東播(加健)第B-14 令和3年6月1日
000028 3000149328 加古川総合保健センター休憩室 675-0065 加古川市加古川町篠原町１０３－３ 794218181 コップ式自動販売機（自動洗浄・屋内設置） 自動販売機 株式会社　関西コーヒー 平岡 創土 671-1136 兵庫県姫路市大津区恵美酒町２丁目５４番地 792365800 東播(加健)第AK-179 令和3年6月1日
000028 3000149577 ＢＡＮ　ＢＡＮネットワークス 675-0039 加古川市加古川町粟津２６－２ 794202527 コップ式自動販売機（自動洗浄・屋内設置） 自動販売機 サントリービバレッジソリューション株式会社 代表取締役 及川 剛 160-0023 東京都新宿区西新宿八丁目１７番１号 363040501 東播(加健)第AK-146 令和3年6月1日
000028 3000149580 シスメックス加古川工場　１Ｆ 675-0011 加古川市野口町北野３１４－２ コップ式自動販売機（自動洗浄・屋内設置）自動販売機サントリービバレッジソリューション株式会社代表取締役 及川 剛 160-0023 東京都新宿区西新宿八丁目１７番１号 363040501 東播(加健)第AK-14 令和3年6月1日
000028 3000149581 シスメックス加古川工場　２Ｆ 675-0011 加古川市野口町北野３１４－２ コップ式自動販売機（自動洗浄・屋内設置）自動販売機サントリービバレッジソリューション株式会社代表取締役 及川 剛 160-0023 東京都新宿区西新宿八丁目１７番１号 363040501 東播(加健)第AK-15 令和3年6月1日
000028 3000149582 シスメックス加古川工場　３Ｆ 675-0011 加古川市野口町北野３１４－２ コップ式自動販売機（自動洗浄・屋内設置）自動販売機サントリービバレッジソリューション株式会社代表取締役 及川 剛 160-0023 東京都新宿区西新宿八丁目１７番１号 363040501 東播(加健)第AK-16 令和3年6月1日
000028 3000149612 (株)神戸製鋼所　加古川製鉄所  (株)神鋼ＥＮ＆Ｍ675-0137 加古川市金沢町１ コップ式自動販売機（自動洗浄・屋内設置）自動販売機株式会社アペックス西日本 代表取締役 森 吉平 550-0015 大阪府大阪市西区南堀江四丁目２５番２４号665359024 東播(加健)第AK-255 令和3年6月1日
000028 3000149614 (株)神戸製鋼所　加古川製鉄所  本事務所２Ｆ（ＣＣＷ受託）675-0137 加古川市金沢町１ コップ式自動販売機（自動洗浄・屋内設置）自動販売機株式会社アペックス西日本 代表取締役 森 吉平 550-0015 大阪府大阪市西区南堀江四丁目２５番２４号665359024 東播(加健)第AK-256 令和3年6月1日
000028 3000149617 （株）神戸屋　土山工場  ２Ｆ休憩所前（ＣＣＷ受託）675-1113 加古郡稲美町岡字川向２６１６－３ コップ式自動販売機（自動洗浄・屋内設置）自動販売機株式会社アペックス西日本 代表取締役 森 吉平 550-0015 大阪府大阪市西区南堀江四丁目２５番２４号665359024 東播(加健)第B-255 令和3年6月1日
000028 3000149636 東洋ゴム化工品(株)　明石工場 675-1112 加古郡稲美町六分一１１８３ 794951421 コップ式自動販売機（自動洗浄・屋内設置） 自動販売機 サントリービバレッジソリューション株式会社 代表取締役 及川 剛 160-0023 東京都新宿区西新宿八丁目１７番１号 363040501 東播(加健)第B-290 令和3年6月1日
000028 3000149784 セブン－イレブン　播磨東本荘　店 675-0156 加古郡播磨町東本荘２丁目５－１７ 794357712 コンビニエンスストア 一般 安田 直弘 東播(加健)第483-72 令和3年6月1日
000028 3000150062 イトーヨーカ堂　加古川店  ３Ｆ南エレベーター前 675-0124 加古川市別府町緑町２ 794353131 乳類販売業 自動販売機 サントリービバレッジソリューション株式会社 代表取締役 及川 剛 160-0023 東京都新宿区西新宿八丁目１７番１号 363040501 東播(加健)第AK-225 令和3年6月1日
000028 3000150137 高砂市ユーアイ福祉交流センター 676-0023 高砂市高砂町松波町４４０－３５ 794424831 コップ式自動販売機（自動洗浄・屋内設置） 自動販売機 サントリービバレッジソリューション株式会社 代表取締役 及川 剛 160-0023 東京都新宿区西新宿八丁目１７番１号 363040501 東播(加健)第V-147 令和3年6月1日
000028 3000150202 マックスバリュ古宮店 675-0163 加古郡播磨町古宮六丁目１１番３４号 789492170 百貨店、総合スーパー 一般 マックスバリュ西日本株式会社 代表取締役 平尾 健一 732-0814 広島県広島市南区段原南一丁目３番５２号 825358500 東播(加健)第AH-18 令和3年6月1日
000028 3000150288 セブンーイレブン高砂御旅１丁目店 676-0005 高砂市荒井町御旅１丁目２番１ 794437388 コンビニエンスストア 一般 合同会社　雅悠 代表社員 中島 雅夫 676-0005 兵庫県高砂市荒井町御旅１丁目２番１号 794440282 東播(加健)第C-59 令和3年6月1日
000028 3000150338 ローソン　加古川平岡町高畑 675-0103 加古川市平岡町高畑豊角３１６－１ コンビニエンスストア 一般 有限会社　川端商店 代表取締役 川端 芳文 675-1115 兵庫県加古郡稲美町国岡６丁目４８ 794970670 東播(加健)第B-1 令和3年6月1日
000028 3000150426 セブン－イレブン加古川平野　店 675-0063 加古川市加古川町平野４６８番 794235117 コンビニエンスストア 一般 谷岡 佳祐 東播(加健)第AK-154 令和3年6月1日
000028 3000150521 三菱重工業㈱　高砂製作所  ４号館６Ｆ676-0008 高砂市荒井町新浜２丁目１－１ コップ式自動販売機（自動洗浄・屋内設置）自動販売機株式会社アペックス西日本 代表取締役 森 吉平 550-0015 大阪府大阪市西区南堀江四丁目２５番２４号665359024 東播(加健)第V-148 令和3年6月1日
000028 3000150522 三菱重工業㈱高砂製作所  高製２号館１Ｆ676-0008 高砂市荒井町新浜２－１－１ コップ式自動販売機（自動洗浄・屋内設置）自動販売機株式会社アペックス西日本 代表取締役 森 吉平 550-0015 大阪府大阪市西区南堀江四丁目２５番２４号665359024 東播(加健)第V-149 令和3年6月1日
000028 3000150526 イオンリテール(株)イオン加古川店  ３Ｆ喫茶（ＣＣＷ受託）675-0101 加古川市平岡町新在家６１５－１ コップ式自動販売機（自動洗浄・屋内設置）自動販売機株式会社アペックス西日本 代表取締役 森 吉平 550-0015 大阪府大阪市西区南堀江四丁目２５番２４号665359024 東播(加健)第B-244 令和3年6月1日
000028 3000151034 ローソン播磨新島通店 675-0150 加古郡播磨町南野添１－１７－１０ 794375890 コンビニエンスストア 一般 有限会社アールエムユー 取締役 山田 勇 679-0212 兵庫県加東市下滝野５７０番地 795484170 東播(加健)第AH-7 令和3年6月1日
000028 3000151148 福山通運㈱加古川支店 675-0104 加古川市平岡町土山９０９－１ 789423851 コップ式自動販売機（自動洗浄・屋内設置） 自動販売機 サントリービバレッジソリューション株式会社 代表取締役 及川 剛 160-0023 東京都新宿区西新宿八丁目１７番１号 363040501 東播(加健)第B-77 令和3年6月1日
000028 3000151222 三菱製紙株式会社　高砂工場 676-0038 高砂市高砂町栄町１０５ 794423101 乳類販売業 自動販売機 株式会社　関西コーヒー 平岡 創土 671-1136 兵庫県姫路市大津区恵美酒町２ー５４ 792365800 東播(加健)第V-97 令和3年6月1日
000028 3000151356 タイガー高砂 676-0822 高砂市阿弥陀町魚橋４８２－１ 乳類販売業 自動販売機コカ・コーラボトラーズジャパン株式会社代表取締役 カリン ドラガン107-0052 東京都港区赤坂九丁目７番１号 368963859 東播(加健)第V-79 令和3年6月1日
000028 3000151471 住協工業(株)加古川工場　工場内 675-0125 加古川市別府町西脇１１４－１９ コップ式自動販売機（自動洗浄・屋内設置）自動販売機株式会社アペックス西日本 代表取締役 森 吉平 550-0015 大阪府大阪市西区南堀江四丁目２５番２４号665359024 東播(加健)第AK-234 令和3年6月1日
000028 3000151554 ヤマトヤシキ加古川４階ベビー客用 675-0065 加古川市加古川町篠原町２１－８ 乳類販売業 自動販売機コカ・コーラボトラーズジャパン株式会社代表取締役 カリン ドラガン107-0052 東京都港区赤坂九丁目７番１号 368963859 東播(加健)第AK-181 令和3年6月1日
000028 3000151555 ヤマトヤシキ加古川２階東入口ＰＰ 675-0065 加古川市加古川町篠原町２１－８ 乳類販売業 自動販売機コカ・コーラボトラーズジャパン株式会社代表取締役 カリン ドラガン107-0052 東京都港区赤坂九丁目７番１号 368963859 東播(加健)第AK-182 令和3年6月1日
000028 3000151560 ローソン高砂緑丘一丁目店 676-0019 高砂市緑丘１－８－４２ 794436773 コンビニエンスストア 一般 有限会社　アイ・シーブイエス 代表取締役 今井 宏樹 675-0068 兵庫県加古川市加古川町中津８４０－３ 794925030 東播(加健)第C-60 令和3年6月1日
000028 3000151717 川本重工(株)　高砂工場 676-0008 高砂市荒井町新浜２－１１ 794428825 コップ式自動販売機（自動洗浄・屋内設置） 自動販売機 株式会社　関西コーヒー 平岡 創土 671-1136 兵庫県姫路市大津区恵美酒町２丁目５４番地 792365800 東播(加健)第V-150 令和3年6月1日
000028 3000151772 ドリーム加古川店 675-0053 加古川市米田町船頭字谷１０７－３ コップ式自動販売機（自動洗浄・屋内設置）自動販売機サントリービバレッジソリューション株式会社代表取締役 及川 剛 160-0023 東京都新宿区西新宿八丁目１７番１号 363040501 東播(加健)第V-118 令和3年6月1日
000028 3000151773 ドリーム加古川店 675-0053 加古川市米田町船頭字谷１０７－３ コップ式自動販売機（自動洗浄・屋内設置）自動販売機サントリービバレッジソリューション株式会社代表取締役 及川 剛 160-0023 東京都新宿区西新宿八丁目１７番１号 363040501 東播(加健)第V-119 令和3年6月1日
000028 3000151813 ファミリーマート加古川新神野店 675-0008 加古川市新神野５丁目６番２３ 794305601 コンビニエンスストア 一般 西垣 勝 東播(加健)第B-37 令和3年6月1日
000028 3000151945 ＪＦＥプラントエンジ（株）  播磨製作所　食堂（ＣＣＷ受託）675-0155 加古郡播磨町新島１ コップ式自動販売機（自動洗浄・屋内設置）自動販売機株式会社アペックス西日本 代表取締役 森 吉平 550-0015 大阪府大阪市西区南堀江四丁目２５番２４号665359024 東播(加健)第AH-38 令和3年6月1日
000028 3000151976 ＡＧＣ（株）　高砂工場  Ｄ５工場２Ｆ（ＣＣＷ受託）676-0074 高砂市梅井５丁目６－１ コップ式自動販売機（自動洗浄・屋内設置）自動販売機株式会社アペックス西日本 代表取締役 森 吉平 550-0015 大阪府大阪市西区南堀江四丁目２５番２４号665359024 東播(加健)第V-151 令和3年6月1日
000028 3000151982 旭硝子(株)　技開事務所　ＰＰ 676-0074 高砂市梅井５丁目６－１ 794471882 乳類販売業 自動販売機 コカ・コーラボトラーズジャパン株式会社 代表取締役 カリン ドラガン 107-0052 東京都港区赤坂九丁目７番１号 368963859 東播(加健)第V-109 令和3年6月1日
000028 3000151983 旭硝子(株)　Ｄ１　ＰＰ 676-0074 高砂市梅井５丁目６－１ 794471882 乳類販売業 自動販売機 コカ・コーラボトラーズジャパン株式会社 代表取締役 カリン ドラガン 107-0052 東京都港区赤坂九丁目７番１号 368963859 東播(加健)第V-110 令和3年6月1日
000028 3000151992 ファミリーマート平岡町西谷店 675-0102 加古川市平岡町西谷１８５番地１ 794534331 コンビニエンスストア 一般 蓮室 眞二 東播(加健)第B-112 令和3年6月1日
000028 3000152099 神姫バス株式会社　神鋼加古川前営業所  ２Ｆ休憩所（ＣＣＷ単受）675-0121 加古川市別府町新野辺１５２２ コップ式自動販売機（自動洗浄・屋内設置）自動販売機株式会社アペックス西日本 代表取締役 森 吉平 550-0015 大阪府大阪市西区南堀江四丁目２５番２４号665359024 東播(加健)第AK-406 令和3年6月1日
000028 3000152124 パチンコガイア　アリーナ店  店内東・西（ＣＣＷ単受）675-0055 加古川市東神吉町西井ノ口３０１－２ コップ式自動販売機（自動洗浄・屋内設置）自動販売機株式会社アペックス西日本 代表取締役 森 吉平 550-0015 大阪府大阪市西区南堀江四丁目２５番２４号665359024 東播(加健)第V-120 令和3年6月1日
000028 3000152161 (株)山陽マルナカ加古川店 675-0115 加古川市平岡町一色６４９－１ 794411122 乳類販売業 自動販売機 サントリービバレッジソリューション株式会社 代表取締役 及川 剛 160-0023 東京都新宿区西新宿八丁目１７番１号 363040501 東播(加健)第B-65 令和3年6月1日
000028 3000152403 パーラー虎王　加古川店 675-0005 加古川市神野町石守３６４番地 794226363 自動販売機（要届出のコップ式自動販売機及び要許可を除く） 自動販売機 株式会社太陽産業 代表取締役 三山 哲緒 668-0033 兵庫県豊岡市中央町４番１２号 796232643 東播(加健)第B-8 令和3年6月1日
000028 3000152508 三菱重工業(株)高砂製作所  制御システム２Ｆ（ＣＣＷ受託）676-0008 高砂市荒井町新浜２－１－１ コップ式自動販売機（自動洗浄・屋内設置）自動販売機株式会社アペックス西日本 代表取締役 森 吉平 550-0015 大阪府大阪市西区南堀江四丁目２５番２４号665359024 東播(加健)第V-153 令和3年6月1日
000028 3000152511 三菱重工業（株）　高砂製作所  ５号館３Ｆ676-0008 高砂市荒井町新浜２－１－１ コップ式自動販売機（自動洗浄・屋内設置）自動販売機株式会社アペックス西日本 代表取締役 森 吉平 550-0015 大阪府大阪市西区南堀江四丁目２５番２４号665359024 東播(加健)第V-154 令和3年6月1日
000028 3000152779 高砂凍氷販売 676-0034 高砂市高砂町清水町１４７９－２ 794421373 氷雪販売業 一般 久保田 孝志 東播(加健)第C-31 令和3年6月1日
000028 3000153043 日本山村硝子（株）播磨工場  売店前カップ　６Ｗ０９８５ 675-0155 加古郡播磨町新島５ 794352051 コップ式自動販売機（自動洗浄・屋内設置） 自動販売機 サントリービバレッジソリューション株式会社 代表取締役 及川 剛 160-0023 東京都新宿区西新宿八丁目１７番１号 363040501 東播(加健)第AH-46 令和3年6月1日
000028 3000153329 東加古川病院 675-0101 加古川市平岡町新在家１１９７－３ 794243727 コップ式自動販売機（自動洗浄・屋内設置） 自動販売機 トーヨーベンディング株式会社 代表取締役 西尾 豊行 450-6037 愛知県名古屋市中村区名駅一丁目１番４号 525411771 東播(加健)第B-129 令和3年6月1日
000028 3000153749 兵庫南農業協同組合　にじいろふぁーみん  バックヤード675-1112 加古郡稲美町六分一１１７９－２２４ コップ式自動販売機（自動洗浄・屋内設置）自動販売機株式会社アペックス西日本 代表取締役 森 吉平 550-0015 大阪府大阪市西区南堀江四丁目２５番２４号665359024 東播(加健)第B-291 令和3年6月1日
000028 3000153765 ダイレックス加古川野口店 675-0017 加古川市野口町良野８４４番地１ 794236331 百貨店、総合スーパー 一般 ダイレックス株式会社 代表取締役 多田 高志 849-0917 佐賀県佐賀市高木瀬町大字長瀬９３０番地 952326511 東播(加健)第AK-41 令和3年6月1日
000028 3000153809 兵庫南農業協同組合　にじいろふぁ～みん 675-1112 加古郡稲美町六分一１１７９－２２４ 794957716 その他の食料・飲料販売業 一般 兵庫南農業協同組合 代表理事 中村 良祐 675-0066 兵庫県加古川市加古川町寺家町６２１番地 794248001 東播(加健)第B-96 令和3年6月1日
000028 3000153875 株式会社図書館流通センター　高砂図書館  自販機コーナー（ＣＣＷ単受）676-0805 高砂市米田町米田９２７－２１ コップ式自動販売機（自動洗浄・屋内設置）自動販売機株式会社アペックス西日本 代表取締役 森 吉平 550-0015 大阪府大阪市西区南堀江四丁目２５番２４号665359024 東播(加健)第V-155 令和3年6月1日
000028 3000153904 （株）マルアイ　野口店 675-0017 加古川市野口町良野９７４ 794541250 百貨店、総合スーパー 一般 株式会社マルアイ 代表取締役 藤田 佳男 675-0003 兵庫県加古川市神野町神野２２５番地１ 794305181 東播(加健)第AK-40 令和3年6月1日
000028 3000153911 パーラー　コロンビア 675-0021 加古川市尾上町安田２３２－１ 794212351 コップ式自動販売機（自動洗浄・屋内設置） 自動販売機 株式会社　関西コーヒー 平岡 創土 671-1136 兵庫県姫路市大津区恵美酒町２丁目５４番地 792365800 東播(加健)第AK-67 令和3年6月1日
000028 3000153937 あかねの湯加古川店　１階ロビー 675-0023 加古川市尾上町池田６３５－４８ 794231126 乳類販売業 自動販売機 株式会社共進舎牧農園 代表取締役 中尾 弘三 650-0016 兵庫県神戸市中央区橘通一丁目２番１２号 783711761 東播(加健)第AK-88 令和3年6月1日
000028 3000153939 セブンイレブン高砂米田塩市店 676-0806 高砂市米田町塩市２１１－７ 794319020 コンビニエンスストア 一般 株式会社ファミィ 代表取締役 八木 秀史 676-0806 兵庫県高砂市米田町塩市２１１－７ 794319020 東播(加健)第C-46 令和3年6月1日
000028 3000153961 ラブリーペット商事（株） 675-0045 加古川市西神吉町岸１４１－１ コップ式自動販売機（自動洗浄・屋内設置）自動販売機サントリービバレッジソリューション株式会社代表取締役 及川 剛 160-0023 東京都新宿区西新宿八丁目１７番１号 363040501 東播(加健)第V-128 令和3年6月1日
000028 3000154014 ハローズ高砂店　イートインコーナー 676-0801 高砂市米田町米田新１７－１ コップ式自動販売機（自動洗浄・屋内設置） 自動販売機 アシード株式会社 代表取締役 河本 大輔 721-0957 広島県福山市箕島町５７２５番地１ 849828800 東播(加健)第V-156 令和3年6月1日
000028 3000154142 あかねの湯　加古川店  ２Ｆ女子脱衣所（ＣＣＷ受託） 675-0023 加古川市尾上町池田６３５－４８ コップ式自動販売機（自動洗浄・屋内設置） 自動販売機 株式会社アペックス西日本 代表取締役 森 吉平 550-0015 大阪府大阪市西区南堀江四丁目２５番２４号 665359024 東播(加健)第AK-89 令和3年6月1日
000028 3000154152 ケーズデンキ　加古川本店　６Ｊ９３８９ 675-0104 加古川市平岡町土山８５０ 794271011 コップ式自動販売機（自動洗浄・屋内設置） 自動販売機 サントリービバレッジソリューション株式会社 代表取締役 及川 剛 160-0023 東京都新宿区西新宿八丁目１７番１号 363040501 東播(加健)第B-78 令和3年6月1日
000028 3000154425 セブン－イレブン高砂北浜町　店 671-0123 高砂市北浜町西浜字大歳前４７３－１ 792477756 コンビニエンスストア 一般 八幡 百樹 東播(加健)第C-149 令和3年6月1日
000028 3000154472 デイリーヤマザキジョイパーク加古川店 675-0027 加古川市尾上町今福７１ジョイパーク加古川内 794210110 コンビニエンスストア 一般 石田 髙慶 東播(加健)第AK-115 令和3年6月1日
000028 3000154559 セブン－イレブンハートインＪＲ加古川駅南口 675-0065 加古川市加古川町篠原町３０－１ 794568821 コンビニエンスストア 一般 株式会社ジェイアール西日本デイリーサービスネット 代表取締役 中西 豊 661-0976 兵庫県尼崎市潮江一丁目２番１２号 649609819 東播(加健)第AK-184 令和3年6月1日
000028 3000154624 いなみ野学園　加古川　食堂（３台）  （ＣＣＷ受託）675-0101 加古川市平岡町新在家９０２－３ コップ式自動販売機（自動洗浄・屋内設置）自動販売機株式会社アペックス西日本 代表取締役 森 吉平 550-0015 大阪府大阪市西区南堀江四丁目２５番２４号665359024 東播(加健)第B-247 令和3年6月1日
000028 3000154635 新湊川運送　東播営業所　６Ｗ１０９４676-0072 高砂市伊保港町２丁目８－２３ コップ式自動販売機（自動洗浄・屋内設置）自動販売機サントリービバレッジソリューション株式会社代表取締役 及川 剛 160-0023 東京都新宿区西新宿八丁目１７番１号 363040501 東播(加健)第V-157 令和3年6月1日
000028 3000154933 神鋼二俣南寮 675-0111 加古川市平岡町二俣１０１２神鋼二俣南寮 794350136 乳類販売業 自動販売機 中山 昭一 東播(加健)第B-107 令和3年6月1日
000028 3000154937 神戸製鋼　加古川　三輪製品倉庫サブ（２３０） 675-0137 加古川市金沢町１ 794356535 コップ式自動販売機（自動洗浄・屋内設置） 自動販売機 サントリービバレッジソリューション株式会社 代表取締役 及川 剛 160-0023 東京都新宿区西新宿八丁目１７番１号 363040501 東播(加健)第AK-258 令和3年6月1日
000028 3000154944 神戸製鋼　加古川　システム室２Ｆ（２０２）675-0137 加古川市金沢町１ コップ式自動販売機（自動洗浄・屋内設置）自動販売機サントリービバレッジソリューション株式会社代表取締役 及川 剛 160-0023 東京都新宿区西新宿八丁目１７番１号 363040501 東播(加健)第AK-260 令和3年6月1日
000028 3000154946 神戸製鋼　加古川　製洗売店前 675-0137 加古川市金沢町１ コップ式自動販売機（自動洗浄・屋内設置）自動販売機サントリービバレッジソリューション株式会社代表取締役 及川 剛 160-0023 東京都新宿区西新宿八丁目１７番１号 363040501 東播(加健)第AK-261 令和3年6月1日
000028 3000155000 阪神電線（株）　加古川事業部  休憩所（ＣＣＷ協受） 675-0011 加古川市野口町北野８２１－３ コップ式自動販売機（自動洗浄・屋内設置） 自動販売機 株式会社アペックス西日本 代表取締役 森 吉平 550-0015 大阪府大阪市西区南堀江四丁目２５番２４号 665359024 東播(加健)第AK-9 令和3年6月1日
000028 3000155104 業務スーパー　東加古川店 675-0115 加古川市平岡町一色７８７番３２ 百貨店、総合スーパー 一般 株式会社Ｇ－７スーパーマート 代表取締役 関 大作 654-0161 兵庫県神戸市須磨区弥栄台四丁目８番地の１ 787943700 東播(加健)第B-43 令和3年6月1日
000028 3000155333 セブン－イレブン播磨本荘４丁目店 675-0154 加古郡播磨町本荘４丁目１１－３６ 794357611 コンビニエンスストア 一般 谷本 雅和 東播(加健)第AH-4 令和3年6月1日
000028 3000155556 ココカラファイン　加古川駅前店 675-0065 加古川市加古川町篠原町字三ツ升３０－１０加古川駅西ＮＫビル１階 794564108 その他の食料・飲料販売業 一般 株式会社ココカラファインヘルスケア 代表取締役 塚本 厚志 222-0033 神奈川県横浜市港北区新横浜三丁目１７番６号 455485996 東播(加健)第AK-183 令和3年6月1日
000028 3000155624 ボンマルシェ志方店 675-0321 加古川市志方町志方町字馬場田１４７９－２ 794523630 その他の食料・飲料販売業 一般 株式会社銀ビルストアー 代表取締役 大塚 英木 670-0912 兵庫県姫路市南町３１番地 792880001 東播(加健)第東播(加健)第425-107 令和3年6月1日
000028 3000155711 ファミリーマート荒井町千鳥店 676-0004 高砂市荒井町千鳥３－３－１１ 794440102 コンビニエンスストア 一般 ケーアンドエフアソシエイツ合同会社 代表社員 川上 忠男 670-0981 兵庫県姫路市西庄乙７４番地１ 792699338 東播(加健)第C-58 令和3年6月1日
000028 3000155797 クスリキリン堂　土山駅前店 675-0158 加古郡播磨町北野添２丁目１－２ＢｉＶｉ土山１階 789417790 その他の食料・飲料販売業 一般 株式会社キリン堂 代表取締役 寺西 豊彦 532-0003 大阪府大阪市淀川区宮原四丁目５番３６号 663940720 東播(加健)第AH-30 令和3年6月1日
000028 3000155897 セブン－イレブン　ハートイン  ＪＲ加古川駅改札内 675-0065 加古川市加古川町篠原町３０－１ 794568820 コンビニエンスストア 一般 株式会社ジェイアール西日本デイリーサービスネット 代表取締役 中西 豊 661-0976 兵庫県尼崎市潮江一丁目２番１２号 649609819 東播(加健)第AK-185 令和3年6月1日
000028 3000155900 セブン－イレブン　キヨスク  ＪＲ宝殿駅改札口店 676-0808 高砂市神爪１丁目１５－６ 794338140 乳類販売業 一般 株式会社ジェイアール西日本デイリーサービスネット 代表取締役 中西 豊 661-0976 兵庫県尼崎市潮江一丁目２番１２号 649609819 東播(加健)第C-123 令和3年6月1日
000028 3000155924 クーズコンセルボ東加古川店 675-0101 加古川市平岡町新在家２丁目２８０－８グランヴィラモリタ 794214773 乳類販売業 一般 株式会社オカノベーカリー 代表取締役 岡野 吉純 671-0234 兵庫県姫路市御国野町国分寺３９１番地 792539630 東播(加健)第B-220 令和3年6月1日
000028 3000156130 ニッサンフーズ㈱ 676-0805 高砂市米田町米田平津前１０１９ 4326655 魚介類販売業 一般 ニッサンフーズ株式会社 代表取締役 冨田 隆司 675-0054 兵庫県加古川市米田町平津４７４－１ 794321200 東播(加健)第C-182 令和3年6月1日
000028 3000156175 トーホーストア　ＢｉＶｉ土山店 675-0158 加古郡播磨町北野添２丁目１番２号ＢｉＶｉ土山　1Ｆ 789423777 百貨店、総合スーパー 一般 株式会社トーホーストア 代表取締役 橋本 博文 658-0033 兵庫県神戸市東灘区向洋町西五丁目９番 788452412 東播(加健)第AH-3 令和3年6月1日
000028 3000156209 業務スーパー　新高砂店 676-0808 高砂市神爪３丁目１番１号 794330700 百貨店、総合スーパー 一般 株式会社Ｇ－７スーパーマート 代表取締役 関 大作 654-0161 兵庫県神戸市須磨区弥栄台四丁目８番地の１ 787943700 東播(加健)第C-50 令和3年6月1日
000028 3000156332 ファミリーマート　加古川平岡店 675-0101 加古川市平岡町新在家４６２－１ 794548785 コンビニエンスストア 一般 蓮室 眞二 東播(加健)第B-2 令和3年6月1日
000028 3000157056 ノア・インドア　テニススクール　加古川校 675-0053 加古川市米田町船頭１１３－１ 794342244 自動販売機（要届出のコップ式自動販売機及び要許可を除く） 自動販売機 大船装飾株式会社 代表取締役 木村 英生 550-0000 大阪府大阪市西区本田二丁目６番１０号 665819708 東播(加健)第C-35 令和3年6月1日
000028 3000157080 コナミスポーツ東加古川 675-0012 加古川市野口町野口字竹ノ下２１０－１ 794253461 自動販売機（要届出のコップ式自動販売機及び要許可を除く） 自動販売機 株式会社朋コーポレーション 代表取締役 下河原 征道 279-0025 千葉県浦安市鉄鋼通り一丁目２番１１号 473908210 東播(加健)第AK-18 令和3年6月1日



000028 3000157102 コナミスポーツ加古川 675-0066 加古川市加古川町寺家町２６９－１ 794256369 自動販売機（要届出のコップ式自動販売機及び要許可を除く） 自動販売機 株式会社朋コーポレーション 代表取締役 下河原 征道 279-0025 千葉県浦安市鉄鋼通り一丁目２番１１号 473908210 東播(加健)第AK-321 令和3年6月1日
000028 3000157115 コナミスポーツクラブ東加古川店  １Ｆ喫茶675-0012 加古川市野口町野口２１０－１ コップ式自動販売機（自動洗浄・屋内設置）自動販売機サントリービバレッジソリューション株式会社代表取締役 及川 剛 160-0023 東京都新宿区西新宿八丁目１７番１号 363040501 東播(加健)第V-36 令和3年6月1日
000028 3000157173 川崎重工業（株）播州工場（ＫＣＭ） 675-1113 加古郡稲美町岡２６８０ 794951211 乳類販売業 自動販売機 サントリービバレッジソリューション株式会社 代表取締役 及川 剛 160-0023 東京都新宿区西新宿八丁目１７番１号 363040501 東播(加健)第V-34 令和3年6月1日
000028 3000157387 ローソン　加古川中央市民病院店 675-0037 加古川市加古川町本町４３９番１階加古川中央市民病院 794241900 コンビニエンスストア 一般 株式会社吉祥 代表取締役 中原 丈司 675-0031 兵庫県加古川市加古川町北在家２２０６番地 794330159 東播(加健)第AK-139 令和3年6月1日
000028 3000157428 加古川中央市民病院　加古川　１Ｆ外来ロビー 675-0037 加古川市加古川町本町４３９ コップ式自動販売機（自動洗浄・屋内設置） 自動販売機 株式会社アペックス西日本 代表取締役 森 吉平 550-0015 大阪府大阪市西区南堀江四丁目２５番２４号 665359024 東播(加健)第V-16 令和3年6月1日
000028 3000157430 加古川中央市民病院　加古川　２Ｆ外来ロビー北 675-0037 加古川市加古川町本町４３９ コップ式自動販売機（自動洗浄・屋内設置） 自動販売機 株式会社アペックス西日本 代表取締役 森 吉平 550-0015 大阪府大阪市西区南堀江四丁目２５番２４号 665359024 東播(加健)第V-17 令和3年6月1日
000028 3000157431 加古川中央市民病院　加古川　２Ｆ外来ロビー南 675-0037 加古川市加古川町本町４３９ コップ式自動販売機（自動洗浄・屋内設置） 自動販売機 株式会社アペックス西日本 代表取締役 森 吉平 550-0015 大阪府大阪市西区南堀江四丁目２５番２４号 665359024 東播(加健)第V-18 令和3年6月1日
000028 3000157433 加古川中央市民病院　加古川　３Ｆ職員ラウンジ 675-0037 加古川市加古川町本町４３９ コップ式自動販売機（自動洗浄・屋内設置） 自動販売機 株式会社アペックス西日本 代表取締役 森 吉平 550-0015 大阪府大阪市西区南堀江四丁目２５番２４号 665359024 東播(加健)第V-19 令和3年6月1日
000028 3000157435 加古川中央市民病院　加古川　６Ｆ 675-0037 加古川市加古川町本町４３９ コップ式自動販売機（自動洗浄・屋内設置） 自動販売機 株式会社アペックス西日本 代表取締役 森 吉平 550-0015 大阪府大阪市西区南堀江四丁目２５番２４号 665359024 東播(加健)第V-20 令和3年6月1日
000028 3000157436 加古川中央市民病院　加古川　７Ｆ 675-0037 加古川市加古川町本町４３９ コップ式自動販売機（自動洗浄・屋内設置） 自動販売機 株式会社アペックス西日本 代表取締役 森 吉平 550-0015 大阪府大阪市西区南堀江四丁目２５番２４号 665359024 東播(加健)第V-21 令和3年6月1日
000028 3000157437 加古川中央市民病院　加古川　８Ｆ 675-0037 加古川市加古川町本町４３９ コップ式自動販売機（自動洗浄・屋内設置） 自動販売機 株式会社アペックス西日本 代表取締役 森 吉平 550-0015 大阪府大阪市西区南堀江四丁目２５番２４号 665359024 東播(加健)第V-22 令和3年6月1日
000028 3000157439 加古川中央市民病院　加古川　９Ｆ 675-0037 加古川市加古川町本町４３９ コップ式自動販売機（自動洗浄・屋内設置） 自動販売機 株式会社アペックス西日本 代表取締役 森 吉平 550-0015 大阪府大阪市西区南堀江四丁目２５番２４号 665359024 東播(加健)第V-23 令和3年6月1日
000028 3000157441 加古川中央市民病院　加古川　１０Ｆ 675-0037 加古川市加古川町本町４３９ コップ式自動販売機（自動洗浄・屋内設置） 自動販売機 株式会社アペックス西日本 代表取締役 森 吉平 550-0015 大阪府大阪市西区南堀江四丁目２５番２４号 665359024 東播(加健)第V-24 令和3年6月1日
000028 3000157482 加古川中央市民病院Ａ 675-0037 加古川市加古川町本町４３９加古川中央市民病院５Ｆ 794515500 乳類販売業 自動販売機 兵庫ヤクルト販売株式会社 代表取締役 阿部 恭大 651-2122 兵庫県神戸市西区玉津町高津橋１３７番地の１ 789128960 東播(加健)第V-28 令和3年6月1日
000028 3000157485 加古川中央市民病院社員食堂 675-0037 加古川市加古川町本町４３９加古川中央市民病院３Ｆ 794515500 乳類販売業 自動販売機 兵庫ヤクルト販売株式会社 代表取締役 阿部 恭大 651-2122 兵庫県神戸市西区玉津町高津橋１３７番地の１ 789128960 東播(加健)第V-31 令和3年6月1日
000028 3000157660 ファミリーマート別府北店 675-0122 加古川市別府町別府９４６ コンビニエンスストア 一般 井上 義尊 東播(加健)第AK-198 令和3年6月1日
000028 3000157678 セブン－イレブン　ハートインＪＲ土山駅改札内 675-0151 加古郡播磨町野添１６１６－２ 789490305 コンビニエンスストア 一般 株式会社ジェイアール西日本デイリーサービスネット 代表取締役 中西 豊 661-0976 兵庫県尼崎市潮江一丁目２番１２号 649609819 東播(加健)第AH-5 令和3年6月1日
000028 3000157738 セブンイレブン高砂神爪店 676-0808 高砂市神爪１丁目１３－２３ 794327013 コンビニエンスストア 一般 合同会社雅悠 代表社員 中島 雅夫 676-0005 兵庫県高砂市荒井町御旅一丁目２番１号 794437388 東播(加健)第C-32 令和3年6月1日
000028 3000157980 モナコ別府店 675-0123 加古川市別府町朝日町９番地 794378848 乳類販売業 自動販売機 コカ・コーラボトラーズジャパン株式会社 代表取締役 カリン ドラガン 107-0052 東京都港区赤坂九丁目７番１号 368963859 東播(加健)第V-27 令和3年6月1日
000028 3000158184 セブン－イレブン　ベルデモール加古川店 675-0066 加古川市加古川町寺家町１４１番１ 794540572 コンビニエンスストア 一般 木原 馨 東播(加健)第AK-175 令和3年6月1日
000028 3000158212 セブン－イレブン加古川市役所南店 675-0031 加古川市加古川町北在家２０３４番 794216107 コンビニエンスストア 一般 石塚 豊和 東播(加健)第AK-126 令和3年6月1日
000028 3000158310 セブン－イレブン　稲美愛宕店 675-1115 加古郡稲美町国岡１丁目９６番 794927175 乳類販売業 一般 月田 伸一 東播(加健)第B-7 令和3年6月1日
000028 3000158392 日岡ゴルフセンター 675-0007 加古川市神野町西之山８５６－１ 794200456 コップ式自動販売機（自動洗浄・屋内設置） 自動販売機 ヤスダ産業株式会社 代表取締役 安田 喜昭 672-8023 兵庫県姫路市白浜町甲８４１番地の３４ 792453090 東播(加健)第B-5 令和3年6月1日
000028 3000158530 Ａ－プライス加古川別府店 675-0122 加古川市別府町別府９４３－１ 794414051 百貨店、総合スーパー 一般 株式会社トーホーキャッシュアンドキャリー 代表取締役 田代 光司 658-0033 兵庫県神戸市東灘区向洋町西五丁目９番 788452402 東播(加健)第AK-216 令和3年6月1日
000028 3000158786 （株）ノーリツ加古川事業所 675-1201 加古川市八幡町宗佐５７６－１ コップ式自動販売機（自動洗浄・屋内設置） 自動販売機 株式会社関西コーヒー 代表取締役 平岡 創土 671-1136 兵庫県姫路市大津区恵美酒町二丁目５４番地 792365800 東播(加健)第V-55 令和3年6月1日
000028 3000158788 播磨町立スポーツ施設総合体育館 675-0154 加古郡播磨町本荘７０－１ 794372201 コップ式自動販売機（自動洗浄・屋内設置） 自動販売機 株式会社関西コーヒー 代表取締役 平岡 創土 671-1136 兵庫県姫路市大津区恵美酒町二丁目５４番地 792365800 東播(加健)第V-54 令和3年6月1日
000028 3000158841 ＪＡやすらぎ会館加古川 675-0066 加古川市加古川町寺家町２０７－１ コップ式自動販売機（自動洗浄・屋内設置） 自動販売機 株式会社関西コーヒー 代表取締役 平岡 創土 671-1136 兵庫県姫路市大津区恵美酒町二丁目５４番地 792365800 東播(加健)第AK-166 令和3年6月1日
000028 3000158851 丸山印刷株式会社　西側踊場 676-0000 高砂市神爪１丁目１１番３３号 コップ式自動販売機（自動洗浄・屋内設置） 自動販売機 株式会社関西コーヒー 代表取締役 平岡 創土 671-1136 兵庫県姫路市大津区恵美酒町二丁目５４番地 792365800 東播(加健)第V-56 令和3年6月1日
000028 3000158897 パーラーＭＥＳＳＥ　加古川　店内  （ＣＣＷ受託） 675-0101 加古川市平岡町新在家７１６－１６ コップ式自動販売機（自動洗浄・屋内設置） 自動販売機 株式会社アペックス西日本 代表取締役 森 吉平 550-0015 大阪府大阪市西区南堀江四丁目２５番２４号 665359024 東播(加健)第V-39 令和3年6月1日
000028 3000159031 (株)万代　ニッケパークタウン加古川店  従業員休憩室 675-0066 加古川市加古川町寺家町１７３－１ 794248180 コップ式自動販売機（自動洗浄・屋内設置） 自動販売機 株式会社アペックス西日本 代表取締役 森 吉平 550-0015 大阪府大阪市西区南堀江四丁目２５番２４号 665359024 東播(加健)第AK-163 令和3年6月1日
000028 3000159086 シャトレーゼ　ニッケパークタウン店 675-0066 加古川市加古川町寺家町１７３－１ニッケパークタウン東館 794205080 その他の食料・飲料販売業 一般 ニッケアウデオＳＡＤ株式会社 代表取締役 中谷 恒史 541-0052 大阪府大阪市中央区安土町三丁目５－６ナカヒロビル６階 662612261 東播(加健)第AK-167 令和3年6月1日
000028 3000159146 セブンーイレブンＪＲ宝殿駅前店 675-0054 加古川市米田町平津４７６－１ 794333553 コンビニエンスストア 一般 吉田 浩二 東播(加健)第C-15 令和3年6月1日
000028 3000159187 マス久本店　はまかぜ流通センター  ６Ｗ１３２７ 676-0008 高砂市荒井町新浜２丁目１３－１０ 794420241 コップ式自動販売機（自動洗浄・屋内設置） 自動販売機 サントリービバレッジソリューション株式会社 代表取締役 及川 剛 160-0023 東京都新宿区西新宿八丁目１７番１号 363040501 東播(加健)第V-52 令和3年6月1日
000028 3000159473 ヤマダ　北野店 675-0011 加古川市野口町北野１１５４－１７ 794561288 百貨店、総合スーパー 一般 ヤマダストアー株式会社 代表取締役 山田 和弘 671-1561 兵庫県揖保郡太子町鵤４９５番地１ 792773890 東播(加健)第AK-4 令和3年6月1日
000028 3000159588 セブン－イレブン稲美国岡店 675-1115 加古郡稲美町国岡２丁目１１－１０ 794922511 コンビニエンスストア 一般 有限会社サンミリオン 取締役 水田 英明 675-1115 兵庫県加古郡稲美町国岡二丁目１１番地の１０ 794922511 東播(加健)第B-91 令和3年6月1日
000028 3000159634 ファミリーマート　加古川野口町店 675-0012 加古川市野口町野口１１９番３ 794535513 コンビニエンスストア 一般 井上 義尊 東播(加健)第AK-23 令和3年6月1日
000028 3000159674 神鋼高砂新機械工場明治（中央） 676-0008 高砂市荒井町新浜２－３－１ 794477113 乳類販売業 自動販売機 ＦＶジャパン株式会社 代表取締役 原 幹弘 107-0052 東京都港区赤坂六丁目１番２０号 335580521 東播(加健)第V-70 令和3年6月1日
000028 3000159685 イオン高砂店　高砂商業振興（株）  １Ｆセントラルコート676-0019 高砂市緑丘２－１－４０ コップ式自動販売機（自動洗浄・屋内設置）自動販売機サントリービバレッジソリューション株式会社代表取締役 及川 剛 160-0023 東京都新宿区西新宿八丁目１７番１号 363040501 東播(加健)第V-53 令和3年6月1日
000028 3000159689 東播自動車整備協業組合　加古川　ショールーム 675-0057 加古川市東神吉町神吉８７８－２ コップ式自動販売機（自動洗浄・屋内設置） 自動販売機 株式会社アペックス西日本 代表取締役 森 吉平 550-0015 大阪府大阪市西区南堀江四丁目２５番２４号 665359024 東播(加健)第V-45 令和3年6月1日
000028 3000159690 ＳＲＩハイブリッド（株）  加古川工場　２Ｆ通路 675-0011 加古川市野口町北野４１０－１ コップ式自動販売機（自動洗浄・屋内設置） 自動販売機 株式会社アペックス西日本 代表取締役 森 吉平 550-0015 大阪府大阪市西区南堀江四丁目２５番２４号 665359024 東播(加健)第AK-8 令和3年6月1日
000028 3000159728 川崎重工業（株）　播磨工場  設計棟（ＣＣＷ単受） 675-0155 加古郡播磨町新島８ コップ式自動販売機（自動洗浄・屋内設置） 自動販売機 株式会社アペックス西日本 代表取締役 森 吉平 550-0015 大阪府大阪市西区南堀江四丁目２５番２４号 665359024 東播(加健)第V-44 令和3年6月1日
000028 3000159735 六甲バター（株）　稲美工場  玄関事務所前（ＣＣＷ受託） 675-1115 加古郡稲美町国岡２６０－１ コップ式自動販売機（自動洗浄・屋内設置） 自動販売機 株式会社アペックス西日本 代表取締役 森 吉平 550-0015 大阪府大阪市西区南堀江四丁目２５番２４号 665359024 東播(加健)第V-42 令和3年6月1日
000028 3000159981 日本マクドナルド株式会社　加古川池田店 675-0023 加古川市尾上町池田７３５－１ 794516678 乳類販売業 一般 日本マクドナルド株式会社 代表取締役 日色 保 160-0023 東京都新宿区西新宿六丁目５番１号 369115650 東播(加健)第AK-98 令和3年6月1日
000028 3000160005 ヤマダストアー北野店 675-0011 加古川市野口町北野今池の岡１１５４－１７ 794561288 コップ式自動販売機（自動洗浄・屋内設置） 自動販売機 株式会社関西コーヒー 代表取締役 平岡 創土 671-1136 兵庫県姫路市大津区恵美酒町二丁目５４番地 792365800 東播(加健)第AK-7 令和3年6月1日
000028 3000160010 播磨サナトリウム 675-1121 加古郡稲美町北山１２６４ コップ式自動販売機（自動洗浄・屋内設置）自動販売機サントリービバレッジソリューション株式会社代表取締役 及川 剛 160-0023 東京都新宿区西新宿八丁目１７番１号 363040501 東播(加健)第B-258 令和3年6月1日
000028 3000160012 サントリープロダクツ（株）高砂工場 676-0008 高砂市荒井町新浜２－２－１ 794442900 コップ式自動販売機（自動洗浄・屋内設置） 自動販売機 サントリービバレッジソリューション株式会社 代表取締役 及川 剛 160-0023 東京都新宿区西新宿八丁目１７番１号 363040501 東播(加健)第V-131 令和3年6月1日
000028 3000160028 兵庫トヨタ自動車（株）  マイカーランド加古川店　店内（ＣＣＷ協受） 675-0016 加古川市野口町長砂９９３－１ 794278288 コップ式自動販売機（自動洗浄・屋内設置） 自動販売機 株式会社アペックス西日本 代表取締役 森 吉平 550-0015 大阪府大阪市西区南堀江四丁目２５番２４号 665359024 東播(加健)第AK-30 令和3年6月1日
000028 3000160093 ファミリーマート新野辺北町店 675-0121 加古川市別府町新野辺北町１丁目１４番地 794372820 コンビニエンスストア 一般 蓮室 眞二 東播(加健)第AK-209 令和3年6月1日
000028 3000160159 （株）秀光ビルド 675-0025 加古川市尾上町養田６８７－３ 794565353 コップ式自動販売機（自動洗浄・屋内設置） 自動販売機 サントリービバレッジソリューション株式会社 代表取締役 及川 剛 160-0023 東京都新宿区西新宿八丁目１７番１号 363040501 東播(加健)第AK-105 令和3年6月1日
000028 3000160229 いなみゴルフセンター 675-1101 加古郡稲美町下草谷４０１－１６３ 794953774 コップ式自動販売機（自動洗浄・屋内設置） 自動販売機 株式会社関西コーヒー 代表取締役 平岡 創土 671-1136 兵庫県姫路市大津区恵美酒町二丁目５４番地 792365800 東播(加健)第B-263 令和3年6月1日
000028 3000160393 セブン－イレブン加古川別府新野辺店 675-0131 加古川市別府町新野辺３０１１ 794365270 コンビニエンスストア 一般 橋本 敏 東播(加健)第AK-243 令和3年6月1日
000028 3000160548 加古川温泉みとろ荘 675-1212 加古川市上荘町井ノ口５２０ 794282004 その他の食料・飲料販売業 一般 一般財団法人農村文化協会 代表理事 大西 聡則 675-1214 兵庫県加古川市上荘町見土呂３７５ 794282004 東播(加健)第C-89 令和3年6月1日
000028 3000160573 加古川東高校パック 675-0039 加古川市加古川町粟津２３２－２ 794242726 乳類販売業 自動販売機 コカ・コーラボトラーズジャパン株式会社 代表取締役 カリン ドラガン 107-0052 東京都港区赤坂九丁目７番１号 368963859 東播(加健)第AK-336 令和3年6月1日
000028 3000160574 ＪＲ加古川駅上りホーム 675-0065 加古川市加古川町篠原町３０－１ 乳類販売業 自動販売機コカ・コーラボトラーズジャパン株式会社代表取締役 カリン ドラガン107-0052 東京都港区赤坂九丁目７番１号 368963859 東播(加健)第AK-186 令和3年6月1日
000028 3000160575 ＪＲ加古川駅下りホーム西側 675-0065 加古川市加古川町篠原町３０－１ 乳類販売業 自動販売機コカ・コーラボトラーズジャパン株式会社代表取締役 カリン ドラガン107-0052 東京都港区赤坂九丁目７番１号 368963859 東播(加健)第AK-187 令和3年6月1日
000028 3000160586 セブン－イレブン高砂曽根町店 676-0082 高砂市曽根町２２４３－１２ 794476622 コンビニエンスストア 一般 茶屋 恵五郎 東播(加健)第C-124 令和3年6月1日
000028 3000160635 キコー株式会社 675-0155 加古郡播磨町新島４７－１８ 794370266 コップ式自動販売機（自動洗浄・屋内設置） 自動販売機 株式会社関西コーヒー 代表取締役 平岡 創土 671-1136 兵庫県姫路市大津区恵美酒町二丁目５４番地 792365800 東播(加健)第AH-45 令和3年6月1日
000028 3000160642 （株）神戸製鋼所　高砂製作所  新鋳鍛加工食堂（ＣＣＷ単受）676-0008 高砂市荒井町新浜２丁目３－１ コップ式自動販売機（自動洗浄・屋内設置）自動販売機株式会社アペックス西日本 代表取締役 森 吉平 550-0015 大阪府大阪市西区南堀江四丁目２５番２４号665359024 東播(加健)第V-158 令和3年6月1日
000028 3000160648 ＪＲ土山駅上りホーム 675-0151 加古郡播磨町野添１６１６－２ 乳類販売業 自動販売機コカ・コーラボトラーズジャパン株式会社代表取締役 カリン ドラガン107-0052 東京都港区赤坂九丁目７番１号 368963859 東播(加健)第AH-65 令和3年6月1日
000028 3000160674 命の水販売所 675-0056 加古川市東神吉町砂部１７１ 794311203 自動販売機（要届出のコップ式自動販売機及び要許可を除く） 自動販売機 礒野 妙子 東播(加健)第V-121 令和3年6月1日
000028 3000160739 昭神電設（株）　３Ｆ 675-0031 加古川市加古川町北在家２６４４ コップ式自動販売機（自動洗浄・屋内設置）自動販売機サントリービバレッジソリューション株式会社代表取締役 及川 剛 160-0023 東京都新宿区西新宿八丁目１７番１号 363040501 東播(加健)第AK-125 令和3年6月1日
000028 3000160744 （株）エーコープ近畿　いなみ店休憩室内 675-1115 加古郡稲美町国岡３丁目２４－５ コップ式自動販売機（自動洗浄・屋内設置） 自動販売機 株式会社関西コーヒー 代表取締役 平岡 創土 671-1136 兵庫県姫路市大津区恵美酒町二丁目５４番地 792365800 東播(加健)第B-273 令和3年6月1日
000028 3000160777 みとろ荘 675-1212 加古川市上荘町井ノ口５２０ 794282004 乳類販売業 自動販売機 山田 省太郎 東播(加健)第V-73 令和3年6月1日
000028 3000160785 (株)神戸製鋼所　加古川製鉄所  ＥＮ＆Ｍ第２食堂（ＣＣＷ受託）675-0137 加古川市金沢町１番地 コップ式自動販売機（自動洗浄・屋内設置）自動販売機株式会社アペックス西日本 代表取締役 森 吉平 550-0015 大阪府大阪市西区南堀江四丁目２５番２４号665359024 東播(加健)第AK-262 令和3年6月1日
000028 3000160789 （株）神戸製鋼所　加古川製鉄所  ＧＲセンタ３（ＣＣＷ受託）675-0137 加古川市金沢町１番地 コップ式自動販売機（自動洗浄・屋内設置）自動販売機株式会社アペックス西日本 代表取締役 森 吉平 550-0015 大阪府大阪市西区南堀江四丁目２５番２４号665359024 東播(加健)第AK-264 令和3年6月1日
000028 3000160929 ローソン高砂松陽店 676-0082 高砂市曽根町７０５－１ 794484366 コンビニエンスストア 一般 基石 一 東播(加健)第C-128 令和3年6月1日
000028 3000160934 神鋼高砂新機械工場Ｂ北４ 676-0008 高砂市荒井町新浜２丁目３－１ 乳類販売業 自動販売機ＦＶジャパン株式会社 代表取締役 原 幹弘 107-0052 東京都港区赤坂六丁目１番２０号 335580521 東播(加健)第V-87 令和3年6月1日
000028 3000160936 神鋼高砂新機械工場Ｂ西７ 676-0008 高砂市荒井町新浜２丁目３－１ 乳類販売業 自動販売機ＦＶジャパン株式会社 代表取締役 原 幹弘 107-0052 東京都港区赤坂六丁目１番２０号 335580521 東播(加健)第V-88 令和3年6月1日
000028 3000160960 旭硝子株式会社関西工場  高砂事業所内売店 676-0074 高砂市梅井５－６－１ 794471882 乳類販売業 一般 心幸サービス株式会社 代表取締役 山﨑 忠 660-0805 兵庫県尼崎市西長洲町一丁目３番２０号 664885213 東播(加健)第C-134 令和3年6月1日
000028 3000161119 ファミリーマート加古川別府西脇店 675-0125 加古川市別府町西脇１８１－１ 794302717 コンビニエンスストア 一般 蓮室 眞二 東播(加健)第AK-235 令和3年6月1日
000028 3000161515 パーラー花花 675-1122 加古郡稲美町中村１２２２ コップ式自動販売機（自動洗浄・屋内設置） 自動販売機 ヤスダ産業株式会社 代表取締役 安田 喜昭 672-8023 兵庫県姫路市白浜町甲８４１番地の３４ 792453090 東播(加健)第B-268 令和3年6月1日
000028 3000161774 加古川庁舎　１Ｆ 675-0066 加古川市加古川町寺家町９７－１ コップ式自動販売機（自動洗浄・屋内設置）自動販売機サントリービバレッジソリューション株式会社代表取締役 及川 剛 160-0023 東京都新宿区西新宿八丁目１７番１号 363040501 東播(加健)第AK-176 令和3年6月1日
000028 3000161806 有限会社釣田鮮魚 676-0068 高砂市高砂町鍛冶屋町１４２４ 794436626 魚介類販売業 一般 有限会社釣田鮮魚 取締役 釣田 敏一 676-0038 兵庫県高砂市高砂町栄町３７３番地サンモール高砂内 794436626 東播(加健)第C-181 令和3年6月1日
000028 3000162123 (株)王子製作所　本社工場　３Ｆ食堂  （ＣＣＷ受託） 675-0155 加古郡播磨町新島２３ コップ式自動販売機（自動洗浄・屋内設置） 自動販売機 株式会社アペックス西日本 代表取締役 森 吉平 550-0015 大阪府大阪市西区南堀江四丁目２５番２４号 665359024 東播(加健)第AH-27 令和3年6月1日
000028 3000162155 神姫バス（株）　加古川営業所  ２Ｆ食堂（ＣＣＷ受託） 675-0005 加古川市神野町石守１－９５ コップ式自動販売機（自動洗浄・屋内設置） 自動販売機 株式会社アペックス西日本 代表取締役 森 吉平 550-0015 大阪府大阪市西区南堀江四丁目２５番２４号 665359024 東播(加健)第B-11 令和3年6月1日
000028 3000162181 マルアイ米田店 676-0805 高砂市米田町米田９５２番地 794338160 百貨店、総合スーパー 一般 株式会社マルアイ 代表取締役 藤田 佳男 675-0003 兵庫県加古川市神野町神野２２５番地１ 794305181 東播(加健)第C-146 令和3年6月1日
000028 3000162196 シスメックス（株）アイスクエア　２Ｆ食堂675-0019 加古川市野口町水足２６２－１１ コップ式自動販売機（自動洗浄・屋内設置）自動販売機サントリービバレッジソリューション株式会社代表取締役 及川 剛 160-0023 東京都新宿区西新宿八丁目１７番１号 363040501 東播(加健)第AK-52 令和3年6月1日
000028 3000162203 株式会社デリカトップ　加古川  ２Ｆ従食（ＣＣＷ受託） 675-0103 加古川市平岡町高畑５２０－２６ コップ式自動販売機（自動洗浄・屋内設置） 自動販売機 株式会社アペックス西日本 代表取締役 森 吉平 550-0015 大阪府大阪市西区南堀江四丁目２５番２４号 665359024 東播(加健)第B-56 令和3年6月1日
000028 3000162246 日本毛織（株）印南工場　食堂 675-0053 加古川市米田町船頭４４０ 794324181 コップ式自動販売機（自動洗浄・屋内設置） 自動販売機 サントリービバレッジソリューション株式会社 代表取締役 及川 剛 160-0023 東京都新宿区西新宿八丁目１７番１号 363040501 東播(加健)第V-122 令和3年6月1日
000028 3000162265 滝川工業（株）　加古川　食堂  （ＣＣＷ受託） 675-0113 加古川市平岡町中野２１１ コップ式自動販売機（自動洗浄・屋内設置） 自動販売機 株式会社アペックス西日本 代表取締役 森 吉平 550-0015 大阪府大阪市西区南堀江四丁目２５番２４号 665359024 東播(加健)第B-114 令和3年6月1日
000028 3000162323 （株）大盛物流 676-0077 高砂市松陽２丁目６２番地 794485531 コップ式自動販売機（自動洗浄・屋内設置） 自動販売機 株式会社関西コーヒー 代表取締役 平岡 創土 671-1136 兵庫県姫路市大津区恵美酒町２丁目５４番地 792365800 東播(加健)第V-159 令和3年6月1日
000028 3000162334 セブン－イレブン播磨南高校前店 675-0163 加古郡播磨町古宮９１番１ 789416111 コンビニエンスストア 一般 山田 憲明 東播(加健)第AH-2 令和3年6月1日
000028 3000162368 神鋼高砂体育館パック 676-0008 高砂市荒井町新浜２－３－１ 乳類販売業 自動販売機ＦＶジャパン株式会社 代表取締役 原 幹弘 107-0052 東京都港区赤坂六丁目１番２０号 335580521 東播(加健)第V-81 令和3年6月1日
000028 3000162371 ローソン高砂曽根北店 676-0082 高砂市曽根町３０３９番 794478849 コンビニエンスストア 一般 基石 一 東播(加健)第C-126 令和3年6月1日
000028 3000162385 メイショク１Ｆ休憩所 675-0011 加古川市野口町北野４３４－１ 乳類販売業 自動販売機コカ・コーラボトラーズジャパン株式会社代表取締役 カリン ドラガン107-0052 東京都港区赤坂九丁目７番１号 368963859 東播(加健)第AK-10 令和3年6月1日
000028 3000162387 （株）オイシス 675-1112 加古郡稲美町六分一１３６２－６２ 乳類販売業 自動販売機コカ・コーラボトラーズジャパン株式会社代表取締役 カリン ドラガン107-0052 東京都港区赤坂九丁目７番１号 368963859 東播(加健)第B-292 令和3年6月1日
000028 3000162918 ニッケパークボール　加古川  ２Ｆボウリング場（ＣＣＷ単受） 675-0066 加古川市加古川町寺家町２６９－１ コップ式自動販売機（自動洗浄・屋内設置） 自動販売機 株式会社アペックス西日本 代表取締役 森 吉平 550-0015 大阪府大阪市西区南堀江四丁目２５番２４号 665359024 東播(加健)第AK-169 令和3年6月1日
000028 3000163005 ニッケパークボウル 675-0066 加古川市加古川町寺家町２６９－１ 794278900 コップ式自動販売機（自動洗浄・屋内設置） 自動販売機 サントリービバレッジソリューション株式会社 代表取締役 及川 剛 160-0023 東京都新宿区西新宿八丁目１７番１号 363040501 東播(加健)第AK-170 令和3年6月1日
000028 3000163013 ８号館２Ｆ　第二売店 676-0008 高砂市荒井町新浜２丁目１－１三菱重工株式会社高砂製作所内 794456151 その他の食料・飲料販売業 一般 心幸サービス株式会社 代表取締役 山﨑 忠 660-0805 兵庫県尼崎市西長洲町一丁目３番２０号 664885213 東播(加健)第C-107 令和3年6月1日
000028 3000163243 兵庫ヤクルト販売(株)ＷＥＳＴ高砂センター 676-0076 高砂市伊保崎５丁目１４－２０ 794487068 乳類販売業 一般 兵庫ヤクルト販売株式会社 代表取締役 阿部 恭大 651-2122 兵庫県神戸市西区玉津町高津橋１３７番地の１ 789128960 東播(加健)第C-101 令和3年6月1日
000028 3000163316 厚生棟２Ｆ　第一売店 676-0008 高砂市荒井町新浜２丁目１－１三菱重工株式会社高砂製作所内 794456151 その他の食料・飲料販売業 一般 心幸サービス株式会社 代表取締役 山﨑 忠 660-0805 兵庫県尼崎市西長洲町一丁目３番２０号 664885213 東播(加健)第C-108 令和3年6月1日
000028 3000163360 クボタアイス 675-0024 加古川市尾上町長田３７７－２０ 794241986 氷雪販売業 一般 江原 紗代 東播(加健)第AK-411 令和3年6月1日
000028 3000163368 辻　氷店 675-0023 加古川市尾上町池田７８１－１９ 794221704 氷雪販売業 一般 辻 裕治 東播(加健)第AK-412 令和3年6月1日
000028 3000163575 マルアイ木村店 675-0038 加古川市加古川町木村３１０番地１ 794572810 百貨店、総合スーパー 一般 株式会社マルアイ 代表取締役 藤田 佳男 675-0003 兵庫県加古川市神野町神野２２５番地１ 794305181 東播(加健)第AK-144 令和3年6月1日
000028 3000163624 共立会病院　２階 675-0054 加古川市米田町平津５９６ 794310234 コップ式自動販売機（自動洗浄・屋内設置） 自動販売機 株式会社関西コーヒー 代表取締役 平岡 創土 671-1136 兵庫県姫路市大津区恵美酒町二丁目５４番地 792365800 東播(加健)第V-123 令和3年6月1日
000028 3000163701 ローソン加古川平荘小畑店 675-1235 加古川市平荘町小畑１２０８－１０ 794283445 コンビニエンスストア 一般 株式会社吉祥 代表取締役 中原 丈司 675-0031 兵庫県加古川市加古川町北在家２２０６番地 794330159 東播(加健)第C-12 令和3年6月1日
000028 3000163706 ファミリーマート平岡町二俣店 675-0111 加古川市平岡町二俣１０番６ 794410086 コンビニエンスストア 一般 株式会社Ｄ．Ｍ．Ｙ. 代表取締役 大久 愛 671-2224 兵庫県姫路市青山西四丁目２番１号ホワイト青山ビル２１１ 792784925 東播(加健)第B-100 令和3年6月1日
000028 3000163813 桜井鉄工所(株)　加古川  現場（ＣＣＷ受託） 675-0113 加古川市平岡町中野２０６ コップ式自動販売機（自動洗浄・屋内設置） 自動販売機 株式会社アペックス西日本 代表取締役 森 吉平 550-0015 大阪府大阪市西区南堀江四丁目２５番２４号 665359024 東播(加健)第B-115 令和3年6月1日



000028 3000163842 (株)丸山印刷 676-0808 高砂市神爪１丁目１１－３３ 794321511 乳類販売業 自動販売機 有限会社鎌田商店 代表取締役 鎌田 茂伸 676-0082 兵庫県高砂市曽根町４４５番地の８ 794471751 東播(加健)第V-98 令和3年6月1日
000028 3000163859 神鋼高砂製作所鍛圧ＰＰ 676-0008 高砂市荒井町新浜２－３－１ 乳類販売業 自動販売機コカ・コーラボトラーズジャパン株式会社代表取締役 カリン ドラガン107-0052 東京都港区赤坂九丁目７番１号 368963859 東播(加健)第V-83 令和3年6月1日
000028 3000164063 ファミリーマート　高砂松陽一丁目店 676-0077 高砂市松陽１丁目１４４ 794467505 コンビニエンスストア 一般 水田 依宏 東播(加健)第C-119 令和3年6月1日
000028 3000164089 命の水 675-0056 加古川市東神吉町砂部３００ 794311203 自動販売機（要届出のコップ式自動販売機及び要許可を除く） 自動販売機 礒野 妙子 東播(加健)第V-124 令和3年6月1日
000028 3000164291 セブン－イレブンハートインＪＲ東加古川駅改札口 675-0101 加古川市平岡町新在家１４９８番 794260052 コンビニエンスストア 一般 株式会社ジェイアール西日本デイリーサービスネット 代表取締役 中西 豊 661-0976 兵庫県尼崎市潮江一丁目２番１２号 649609100 東播(加健)第B-209 令和3年6月1日
000028 3000164339 パチンコモナコ　加古川店　店内北東 675-0018 加古川市野口町坂元７０ 794267665 コップ式自動販売機（自動洗浄・屋内設置） 自動販売機 株式会社アペックス西日本 代表取締役 森 吉平 550-0015 大阪府大阪市西区南堀江四丁目２５番２４号 665359024 東播(加健)第AK-43 令和3年6月1日
000028 3000164355 パチンコモナコ　モナコリゾート　西入口 675-0024 加古川市尾上町長田１１－１ 794271312 コップ式自動販売機（自動洗浄・屋内設置） 自動販売機 株式会社アペックス西日本 代表取締役 森 吉平 550-0015 大阪府大阪市西区南堀江四丁目２５番２４号 665359024 東播(加健)第AK-101 令和3年6月1日
000028 3000164464 ファミリーマート加古川あいおい橋店 675-0025 加古川市尾上町養田２丁目７８番地 794560657 コンビニエンスストア 一般 合同会社オニシ 代表社員 尾西 康彦 675-0025 兵庫県加古川市尾上町養田１２９０番地の１４ 794214788 東播(加健)第AK-107 令和3年6月1日
000028 3000164646 （株）ノーリツ加古川事業所　２Ｆ食堂 675-1201 加古川市八幡町宗佐５７６－１ 794383111 コップ式自動販売機（自動洗浄・屋内設置） 自動販売機 サントリービバレッジソリューション株式会社 代表取締役 及川 剛 160-0023 東京都新宿区西新宿八丁目１７番１号 363040501 東播(加健)第B-155 令和3年6月1日
000028 3000164705 大成工業(株)第３工場 675-0163 加古郡播磨町古宮１－９ 789414491 コップ式自動販売機（自動洗浄・屋内設置） 自動販売機 サントリービバレッジソリューション株式会社 代表取締役 及川 剛 160-0023 東京都新宿区西新宿八丁目１７番１号 363040501 東播(加健)第AH-52 令和3年6月1日
000028 3000164734 （株）ノーリツ土山工場　２Ｆオアシス675-1114 加古郡稲美町国安１１２３ コップ式自動販売機（自動洗浄・屋内設置）自動販売機サントリービバレッジソリューション株式会社代表取締役 及川 剛 160-0023 東京都新宿区西新宿八丁目１７番１号 363040501 東播(加健)第B-259 令和3年6月1日
000028 3000164753 神戸製鋼所加古川冷延パック 675-0137 加古川市金沢町１ 乳類販売業 自動販売機コカ・コーラボトラーズジャパン株式会社代表取締役 カリン ドラガン107-0052 東京都港区赤坂九丁目７番１号 368963859 東播(加健)第AK-265 令和3年6月1日
000028 3000164754 （株）神鋼加古川第一分塊ＰＰ 675-0137 加古川市金沢町１ 乳類販売業 自動販売機コカ・コーラボトラーズジャパン株式会社代表取締役 カリン ドラガン107-0052 東京都港区赤坂九丁目７番１号 368963859 東播(加健)第AK-266 令和3年6月1日
000028 3000164903 川崎重工業（株）　加古川工場  鋳造課休憩室（旧食堂） 675-0112 加古川市平岡町山之上１７０ 794270292 コップ式自動販売機（自動洗浄・屋内設置） 自動販売機 株式会社アペックス西日本 代表取締役 森 吉平 550-0015 大阪府大阪市西区南堀江四丁目２５番２４号 665359024 東播(加健)第B-134 令和3年6月1日
000028 3000164968 大森整形外科１Ｆ 676-0082 高砂市曽根町４４７－１ 794485000 乳類販売業 自動販売機 菅原乳業株式会社 代表取締役 菅原 州平 670-0837 兵庫県姫路市宮西町四丁目２２番地 792884064 東播(加健)第V-103 令和3年6月1日
000028 3000165257 ローソン加古川長砂西店 675-0016 加古川市野口町長砂１００７番１ 794257077 コンビニエンスストア 一般 有限会社アイ・シーブイエス 代表取締役 今井 宏樹 675-0068 兵庫県加古川市加古川町中津８４０番地の３ 794221774 東播(加健)第AK-33 令和3年6月1日
000028 3000165438 三菱重工業株式会社　高砂製作所  第３菱興ビル３Ｆ　（ＣＣＷ単受） 676-8686 高砂市荒井町新浜２丁目８－３０ 794456125 コップ式自動販売機（自動洗浄・屋内設置） 自動販売機 株式会社アペックス西日本 代表取締役 森 吉平 550-0015 大阪府大阪市西区南堀江四丁目２５番２４号 665359024 東播(加健)第V-161 令和3年6月1日
000028 3000165773 オークラ輸送機（株）　加古川東工場　ＸＬ６１０２ 675-0103 加古川市平岡町高畑５２０－２０ 794543101 コップ式自動販売機（自動洗浄・屋内設置） 自動販売機 サントリービバレッジソリューション株式会社 代表取締役 及川 剛 160-0023 東京都新宿区西新宿八丁目１７番１号 363040501 東播(加健)第B-54 令和3年6月1日
000028 3000165967 セブン－イレブン加古川尾上口里店 675-0022 加古川市尾上町口里字大木下５５７－１ 794252516 コンビニエンスストア 一般 Ｄ．Ｄｏｏｒｓ株式会社 代表取締役 宇山 和伸 675-0024 兵庫県加古川市尾上町長田１５２番地の１ 794215006 東播(加健)第AK-80 令和3年6月1日
000028 3000165979 セブン－イレブン加古川尾上町店 675-0024 加古川市尾上町長田１５２番地の１ 794215006 コンビニエンスストア 一般 Ｄ．Ｄｏｏｒｓ株式会社 代表取締役 宇山 和伸 675-0024 兵庫県加古川市尾上町長田１５２番地の１ 794215006 東播(加健)第AK-103 令和3年6月1日
000028 3000166025 県立東播工業高校内食堂 675-0057 加古川市東神吉町神吉１７４８－１ 794314961 コップ式自動販売機（自動洗浄・屋内設置） 自動販売機 アールシー食品株式会社 代表取締役 南 裕文 671-2221 兵庫県姫路市青山北二丁目１４－２２ 792668522 東播(加健)第V-125 令和3年6月1日
000028 3000166123 ファミリーマート加古川福沢店 675-0019 加古川市野口町水足４－２ 794566706 コンビニエンスストア 一般 有限会社ティーアンドエム 取締役 梶村 正 674-0062 兵庫県明石市大久保町谷八木７０３番地 789362143 東播(加健)第AK-59 令和3年6月1日
000028 3000166175 ファミリーマート加古川尾上町店 675-0027 加古川市尾上町今福４１９番１ 794535566 コンビニエンスストア 一般 古田 輝信 東播(加健)第AK-112 令和3年6月1日
000028 3000166200 ローソン高砂伊保三丁目店 676-0078 高砂市伊保３丁目５０８番 794479360 コンビニエンスストア 一般 水田 一成 東播(加健)第C-23 令和3年6月1日
000028 3000166249 セブン－イレブン山陽高砂駅前店 676-0022 高砂市高砂町浜田町２丁目１番２号 794421116 コンビニエンスストア 一般 久保田 晴雄 東播(加健)第C-116 令和3年6月1日
000028 3000166284 ファミリーマート高砂魚橋店 676-0822 高砂市阿弥陀町魚橋１０４３－４ 794490011 コンビニエンスストア 一般 福島 孝二 東播(加健)第C-21 令和3年6月1日
000028 3000166289 中徳 675-0065 加古川市加古川町篠原町２１－８　Ｂ１ 794245885 乳類販売業 一般 京都中央物産株式会社 代表取締役 原田 光佑 600-8847 京都府京都市下京区朱雀分木町市有地 753115395 東播(加健)第AK-189 令和3年6月1日
000028 3000166387 ウシオ電機（株）播磨事業所  Ｈ－１（ＣＣＷ） 671-0123 高砂市北浜町西浜 792524381 コップ式自動販売機（自動洗浄・屋内設置） 自動販売機 株式会社アペックス西日本 代表取締役 森 吉平 550-0015 大阪府大阪市西区南堀江四丁目２５番２４号 665359024 東播(加健)第V-162 令和3年6月1日
000028 3000166388 ウシオ電機（株）播磨事業所  Ｈ２－２Ｆ（ＣＣＷ） 671-0123 高砂市北浜町西浜 792524381 コップ式自動販売機（自動洗浄・屋内設置） 自動販売機 株式会社アペックス西日本 代表取締役 森 吉平 550-0015 大阪府大阪市西区南堀江四丁目２５番２４号 665359024 東播(加健)第V-163 令和3年6月1日
000028 3000166398 マルアイ高砂店 676-0078 高砂市伊保２丁目２番１号 794464310 百貨店、総合スーパー 一般 株式会社マルアイ 代表取締役 藤田 佳男 675-0003 兵庫県加古川市神野町神野２２５番地１ 794305181 東播(加健)第C-22 令和3年6月1日
000028 3000166412 神鋼高砂機械総合事務所５Ｆ 676-0008 高砂市荒井町新浜２丁目３－１ 794457111 乳類販売業 自動販売機 コカ・コーラボトラーズジャパン株式会社 代表取締役 カリン ドラガン 107-0052 東京都港区赤坂九丁目７番１号 368963859 東播(加健)第V-93 令和3年6月1日
000028 3000166414 神鋼高砂機械総合事務所６Ｆ 676-0008 高砂市荒井町新浜２丁目３－１ 794457111 乳類販売業 自動販売機 コカ・コーラボトラーズジャパン株式会社 代表取締役 カリン ドラガン 107-0052 東京都港区赤坂九丁目７番１号 368963859 東播(加健)第V-94 令和3年6月1日
000028 3000166449 三井住友銀行　加古川支店 675-0066 加古川市加古川町寺家町５３番２号 794212181 コップ式自動販売機（自動洗浄・屋内設置） 自動販売機 株式会社関西コーヒー 代表取締役 平岡 創土 671-1136 兵庫県姫路市大津区恵美酒町二丁目５４番地 792365800 東播(加健)第AK-171 令和3年6月1日
000028 3000166654 加古川ヤマトヤシキ  (催事コーナー　Ｂ１) 675-0065 加古川市加古川町篠原町２１－８　ＢＦ 794251241 自動販売機（要届出のコップ式自動販売機及び要許可を除く） 自動販売機 株式会社加古川ヤマトヤシキ 代表取締役 飯野 信和 675-0065 兵庫県加古川市加古川町篠原町２１番地の８ 794251221 東播(加健)第AK-190 令和3年6月1日
000028 3000166756 （株）コープベーカリー 675-0057 加古川市東神吉町神吉８８１－１ 794323135 コップ式自動販売機（自動洗浄・屋内設置） 自動販売機 サントリービバレッジソリューション株式会社 代表取締役 及川 剛 160-0023 東京都新宿区西新宿八丁目１７番１号 363040501 東播(加健)第V-130 令和3年6月1日
000028 3000166798 ファミリーマート加古川別府店 675-0126 加古川市別府町本町一丁目６２ 794414811 コンビニエンスストア 一般 石川 雅典 東播(加健)第AK-238 令和3年6月1日
000028 3000166806 兵庫県立農業高等学校 675-0101 加古川市平岡町新在家９０２－４ 794243341 食肉販売業 一般 兵庫県立農業高等学校 校長 澤井 正志 675-0101 兵庫県加古川市平岡町新在家９０２－４ 794243341 東播(加健)第B-224 令和3年6月1日
000028 3000166959 兵庫県立東播磨高等学校内食堂 675-1127 加古郡稲美町中一色５９４－２ 794923388 コップ式自動販売機（自動洗浄・屋内設置） 自動販売機 アールシー食品株式会社 代表取締役 南 裕文 671-2221 兵庫県姫路市青山北二丁目１４－２２ 792668522 東播(加健)第B-267 令和3年6月1日
000028 3000167017 ポリテク加古川訓練センター　森永パック675-0051 加古川市東神吉町升田１６８８番地１ 乳類販売業 自動販売機ＦＶジャパン株式会社 代表取締役 原 幹弘 107-0052 東京都港区赤坂六丁目１番２０号 335580521 東播(加健)第V-74 令和3年6月1日
000028 3000167046 日本山村硝子（株）  関西工場　休憩所 675-0155 加古郡播磨町新島４３－２ 794355801 コップ式自動販売機（自動洗浄・屋内設置） 自動販売機 株式会社アペックス西日本 代表取締役 森 吉平 550-0015 大阪府大阪市西区南堀江四丁目２５番２４号 665359024 東播(加健)第AH-40 令和3年6月1日
000028 3000167142 スギドラッグ宝殿店 675-0054 加古川市米田町平津４７７番地７ 794905765 その他の食料・飲料販売業 一般 株式会社スギ薬局 代表取締役 榊原 栄一 446-0056 愛知県安城市三河安城町一丁目８番地４ 562452720 東播(加健)第C-94 令和3年6月1日
000028 3000167197 コーナンＰＲＯ　加古川宝殿店  店内（ＣＣＷ単受）675-0054 加古川市米田町平津４７７－７ コップ式自動販売機（自動洗浄・屋内設置）自動販売機株式会社アペックス西日本 代表取締役 森 吉平 550-0015 大阪府大阪市西区南堀江四丁目２５番２４号665359024 東播(加健)第V-126 令和3年6月1日
000028 3000167283 加古川市水道局　加古川公社館  ２Ｆ（ＣＣＷ単受） 675-0017 加古川市野口町良野３９８－１ コップ式自動販売機（自動洗浄・屋内設置） 自動販売機 株式会社アペックス西日本 代表取締役 森 吉平 550-0015 大阪府大阪市西区南堀江四丁目２５番２４号 665359024 東播(加健)第AK-38 令和3年6月1日
000028 3000167290 ファミリーマート土山西店 675-0104 加古川市平岡町土山１２０６－１ 789411177 コンビニエンスストア 一般 安藤 直人 東播(加健)第B-81 令和3年6月1日
000028 3000167549 ファミリーマート　播磨北本荘店 675-0144 加古郡播磨町北本荘六丁目１番２６号 794414066 コンビニエンスストア 一般 株式会社うかいや 代表取締役 朝生 美徳 671-1521 兵庫県揖保郡太子町東出２６２番地の１ 792761753 東播(加健)第AH-9 令和3年6月1日
000028 3000167639 株式会社神戸製鋼所　加古川製鉄所  本事務所３Ｆ（ＣＣＷ受託）675-0137 加古川市金沢町１ コップ式自動販売機（自動洗浄・屋内設置）自動販売機株式会社アペックス西日本 代表取締役 森 吉平 550-0015 大阪府大阪市西区南堀江四丁目２５番２４号665359024 東播(加健)第AK-268 令和3年6月1日
000028 3000167652 松成鉄工（株）　加古川　休憩所（ＣＣＷ受託) 675-0023 加古川市尾上町池田２０００－１ コップ式自動販売機（自動洗浄・屋内設置） 自動販売機 株式会社アペックス西日本 代表取締役 森 吉平 550-0015 大阪府大阪市西区南堀江四丁目２５番２４号 665359024 東播(加健)第AK-90 令和3年6月1日
000028 3000167774 明治牛乳平岡販売所  平成泌尿器科クリニック自販機 675-0101 加古川市平岡町新在家２丁目２６６－１３平成泌尿器科クリニック２Ｆ 794373694 乳類販売業 自動販売機 南海 功博 東播(加健)第B-240 令和3年6月1日
000028 3000168321 神鋼高砂機械棟ＮＯ２ 676-0008 高砂市荒井町新浜２－３－１ 乳類販売業 自動販売機サントリービバレッジソリューション株式会社代表取締役 及川 剛 160-0023 東京都新宿区西新宿八丁目１７番１号 363040501 東播(加健)第V-84 令和3年6月1日
000028 3000168527 ファミリーマート　米田町店 676-0805 高砂市米田町米田１０１４ 794330400 コンビニエンスストア 一般 古田 輝信 東播(加健)第C-140 令和3年6月1日
000028 3000168795 イトーヨーカドー加古川店従食 675-0124 加古川市別府町緑町２ 乳類販売業 自動販売機コカ・コーラボトラーズジャパン株式会社代表取締役 カリン ドラガン107-0052 東京都港区赤坂九丁目７番１号 368963859 東播(加健)第AK-229 令和3年6月1日
000028 3000168853 ローソン加古川野口町長砂店 675-0016 加古川市野口町長砂１１６７－１ 794224560 コンビニエンスストア 一般 亀井 利裕 東播(加健)第AK-34 令和3年6月1日
000028 3000168896 生活協同組合コープこうべ  コープ播磨　店内（ＣＣＷ受託）675-0151 加古郡播磨町野添２６７ コップ式自動販売機（自動洗浄・屋内設置）自動販売機株式会社アペックス西日本 代表取締役 森 吉平 550-0015 大阪府大阪市西区南堀江四丁目２５番２４号665359024 東播(加健)第AH-44 令和3年6月1日
000028 3000168907 ロイヤルホームセンター（株）　加古川店  自販機コーナー（ＣＣＷ受託） 675-0115 加古川市平岡町一色２５５－１ コップ式自動販売機（自動洗浄・屋内設置） 自動販売機 株式会社アペックス西日本 代表取締役 森 吉平 550-0015 大阪府大阪市西区南堀江四丁目２５番２４号 665359024 東播(加健)第B-45 令和3年6月1日
000028 3000168908 (株)イトーヨーカ堂　加古川店  ３Ｆ従業員食堂（ＣＣＷ受託）675-0124 加古川市別府町緑町２ コップ式自動販売機（自動洗浄・屋内設置）自動販売機株式会社アペックス西日本 代表取締役 森 吉平 550-0015 大阪府大阪市西区南堀江四丁目２５番２４号665359024 東播(加健)第AK-230 令和3年6月1日
000028 3000168993 ファミリーマート加古川一色店 675-0117 加古川市平岡町一色西２丁目１９９ 794306002 コンビニエンスストア 一般 水田 依宏 東播(加健)第B-50 令和3年6月1日
000028 3000169066 ファミリーマート　神野町石守店 675-0005 加古川市神野町石守４５８－１ 794561011 乳類販売業 一般 福島 孝二 東播(加健)第B-12 令和3年6月1日
000028 3000169076 ローソン播磨南大中店 675-0147 加古郡播磨町南大中三丁目１－３４ 794364043 コンビニエンスストア 一般 有限会社アールエムユー 取締役 山田 勇 679-0212 兵庫県加東市下滝野５７０番地 795484170 東播(加健)第AH-8 令和3年6月1日
000028 3000169419 セブン－イレブン加古川西神吉店 675-0044 加古川市西神吉町大国９８１－２ 794330616 コンビニエンスストア 一般 合資会社幸和 代表社員 杉本 健太郎 675-0046 兵庫県加古川市西神吉町辻２５９番地の４ 794324568 東播(加健)第C-6 令和3年6月1日
000028 3000169521 ドラッグコスモス阿弥陀店 676-0825 高砂市阿弥陀町北池３２ 794488680 その他の食料・飲料販売業 一般 株式会社コスモス薬品 代表取締役 横山 英昭 812-0013 福岡県福岡市博多区博多駅東二丁目１０番１号第一福岡ビルＳ館４階 924330660 東播(加健)第C-48 令和3年6月1日
000028 3000169540 エム・オー・エー商事　加古川店 675-0101 加古川市平岡町新在家１５７３－２ 794274674 その他の食料・飲料販売業 一般 株式会社エム・オー・エー商事 代表取締役 福田　研作 413-0011 静岡県熱海市田原本町９番１号 557842611 東播(加健)第B-194 令和3年6月1日
000028 3000169561 ウシオ電機（株）播磨事業所  Ｈ－５（ＣＣＷ）671-0123 高砂市北浜町西浜 コップ式自動販売機（自動洗浄・屋内設置）自動販売機株式会社アペックス西日本 代表取締役 森 吉平 550-0015 大阪府大阪市西区南堀江四丁目２５番２４号665359024 東播(加健)第V-164 令和3年6月1日
000028 3000169562 ウシオ電機（株）播磨事業所  Ｈ－３（ＣＣＷ）671-0123 高砂市北浜町西浜１１７ コップ式自動販売機（自動洗浄・屋内設置）自動販売機株式会社アペックス西日本 代表取締役 森 吉平 550-0015 大阪府大阪市西区南堀江四丁目２５番２４号665359024 東播(加健)第V-165 令和3年6月1日
000028 3000169605 ダイレックス西河原店 675-0036 加古川市加古川町西河原４１番１ 794419805 百貨店、総合スーパー 一般 ダイレックス株式会社 代表取締役 多田 高志 849-0917 佐賀県佐賀市高木瀬町大字長瀬９３０番地 952326511 東播(加健)第AK-137 令和3年6月1日
000028 3000169612 千代の湯　２Ｆ 675-0064 加古川市加古川町溝之口１２０－１ 794222626 乳類販売業 自動販売機 佐島 一郎 東播(加健)第AK-272 令和3年6月1日
000028 3000169654 住友金属鉱山（株）播磨事業所 675-0145 加古郡播磨町宮西３４６－４ 794378651 乳類販売業 自動販売機 中山 昭一 東播(加健)第AH-31 令和3年6月1日
000028 3000169659 神姫バス（株）　加古川南（営）  ２Ｆ休憩室（ＣＣＷ受託） 675-0023 加古川市尾上町池田１８４４－１ コップ式自動販売機（自動洗浄・屋内設置） 自動販売機 株式会社アペックス西日本 代表取締役 森 吉平 550-0015 大阪府大阪市西区南堀江四丁目２５番２４号 665359024 東播(加健)第AK-91 令和3年6月1日
000028 3000169663 パチンコキコーナ　加古川店  店内（ＣＣＷＮ受託） 675-0018 加古川市野口町坂元４５番地の１ コップ式自動販売機（自動洗浄・屋内設置） 自動販売機 株式会社アペックス西日本 代表取締役 森 吉平 550-0015 大阪府大阪市西区南堀江四丁目２５番２４号 665359024 東播(加健)第AK-42 令和3年6月1日
000028 3000169683 播磨町健康いきいきセンター  播磨　休憩室（ＣＣＷ受託）675-0147 加古郡播磨町南大中１－８－６０ コップ式自動販売機（自動洗浄・屋内設置）自動販売機株式会社アペックス西日本 代表取締役 森 吉平 550-0015 大阪府大阪市西区南堀江四丁目２５番２４号665359024 東播(加健)第AH-36 令和3年6月1日
000028 3000169685 住友精化（株）　別府工場　２Ｆ事務所675-0145 加古郡播磨町宮西３４６－１ コップ式自動販売機（自動洗浄・屋内設置）自動販売機株式会社アペックス西日本 代表取締役 森 吉平 550-0015 大阪府大阪市西区南堀江四丁目２５番２４号665359024 東播(加健)第AH-43 令和3年6月1日
000028 3000169686 住友精化（株）　別府工場　１Ｆ事務所675-0145 加古郡播磨町宮西３４６番地の１ コップ式自動販売機（自動洗浄・屋内設置）自動販売機株式会社アペックス西日本 代表取締役 森 吉平 550-0015 大阪府大阪市西区南堀江四丁目２５番２４号665359024 東播(加健)第AH-42 令和3年6月1日
000028 3000169724 千代の湯　加古川  フロアー（ＣＣＷ受託）675-0064 加古川市加古川町溝之口１２０－１ コップ式自動販売機（自動洗浄・屋内設置）自動販売機株式会社アペックス西日本 代表取締役 森 吉平 550-0015 大阪府大阪市西区南堀江四丁目２５番２４号665359024 東播(加健)第AK-273 令和3年6月1日
000028 3000169775 生活協同組合コープこうべ  コープ高砂店　店頭（ＣＣＷ受託）２台676-0077 高砂市松陽１丁目１０－４３ コップ式自動販売機（自動洗浄・屋内設置）自動販売機株式会社アペックス西日本 代表取締役 森 吉平 550-0015 大阪府大阪市西区南堀江四丁目２５番２４号665359024 東播(加健)第V-166 令和3年6月1日
000028 3000169776 兵庫日産自動車（株）高砂東店　店内676-0001 高砂市中島３丁目８－５ コップ式自動販売機（自動洗浄・屋内設置）自動販売機株式会社アペックス西日本 代表取締役 森 吉平 550-0015 大阪府大阪市西区南堀江四丁目２５番２４号665359024 東播(加健)第V-167 令和3年6月1日
000028 3000169777 (株)オートバックスセブン高砂店  待合（ＣＣＷ受託）676-0808 高砂市神爪３丁目１－１ コップ式自動販売機（自動洗浄・屋内設置）自動販売機株式会社アペックス西日本 代表取締役 森 吉平 550-0015 大阪府大阪市西区南堀江四丁目２５番２４号665359024 東播(加健)第V-168 令和3年6月1日
000028 3000169782 いなみアクアプラザ  自販機コーナー（ＫＶ受託）675-1114 加古郡稲美町国安１２８７－３ コップ式自動販売機（自動洗浄・屋内設置）自動販売機株式会社アペックス西日本 代表取締役 森 吉平 550-0015 大阪府大阪市西区南堀江四丁目２５番２４号665359024 東播(加健)第B-260 令和3年6月1日
000028 3000169783 (株)関西広告社　本社　１Ｆ事務所 675-1115 加古郡稲美町国岡８００ コップ式自動販売機（自動洗浄・屋内設置）自動販売機株式会社アペックス西日本 代表取締役 森 吉平 550-0015 大阪府大阪市西区南堀江四丁目２５番２４号665359024 東播(加健)第B-275 令和3年6月1日
000028 3000169839 街かどブーランジェリー  ＢＩＦＲＯＳＴ（ビフロスト） 675-0031 加古川市加古川町北在家２５３２ 794557938 乳類販売業 一般 森 祥孝 東播(加健)第AK-119 令和3年6月1日
000028 3000169912 セブン－イレブン加古川別府石町店 675-0127 加古川市別府町石町５６番の３ 794413939 コンビニエンスストア 一般 やまだや株式会社 代表取締役 山田 健 675-0115 兵庫県加古川市平岡町一色５９４番３ 794373811 東播(加健)第AK-239 令和3年6月1日
000028 3000169922 セブン－イレブン加古川一色店 675-0115 加古川市平岡町一色５９４番３ 794373811 コンビニエンスストア 一般 やまだや株式会社 代表取締役 山田 健 675-0115 兵庫県加古川市平岡町一色５９４番３ 794373811 東播(加健)第B-48 令和3年6月1日
000028 3000170117 イオン高砂店２Ｆ　授乳室  ６Ｗ１９８４676-0019 高砂市緑丘２－１－４０ 乳類販売業 自動販売機サントリービバレッジソリューション株式会社代表取締役 及川 剛 160-0023 東京都新宿区西新宿八丁目１７番１号 363040501 東播(加健)第V-113 令和3年6月1日
000028 3000170154 ローソン西神吉町岸店 675-0045 加古川市西神吉町岸１５２－５ 794345062 コンビニエンスストア 一般 株式会社吉祥 代表取締役 中原 丈司 675-0031 兵庫県加古川市加古川町北在家２２０６番地 794330159 東播(加健)第C-5 令和3年6月1日
000028 3000170158 ローソン加古川西インター店 675-0055 加古川市東神吉町西井ノ口３５９番１ 794330159 コンビニエンスストア 一般 株式会社吉祥 代表取締役 中原 丈司 675-0031 兵庫県加古川市加古川町北在家２２０６番地 794330159 東播(加健)第C-11 令和3年6月1日
000028 3000170245 コベルコシステム（株）加古川事業所  ６Ｗ１１１８675-0137 加古川市金沢町１ コップ式自動販売機（自動洗浄・屋内設置）自動販売機サントリービバレッジソリューション株式会社代表取締役 及川 剛 160-0023 東京都新宿区西新宿八丁目１７番１号 363040501 東播(加健)第AK-269 令和3年6月1日
000028 3000170407 順心リハビリ病院ＰＰ 675-0005 加古川市神野町石守１６３２ 乳類販売業 自動販売機コカ・コーラボトラーズジャパン株式会社代表取締役 カリン ドラガン107-0052 東京都港区赤坂九丁目７番１号 368963859 東播(加健)第B-10 令和3年6月1日
000028 3000170421 明治牛乳平岡販売所 675-0111 加古川市平岡町二俣８９８ 794373694 乳類販売業 一般 南海 功博 東播(加健)第B-102 令和3年6月1日
000028 3000170502 医療法人達磨会東加古川病院　第２病棟  ２Ｆ西（ＣＣＷ単受）675-0101 加古川市平岡町新在家１１９７－３ コップ式自動販売機（自動洗浄・屋内設置）自動販売機株式会社アペックス西日本 代表取締役 森 吉平 550-0015 大阪府大阪市西区南堀江四丁目２５番２４号665359024 東播(加健)第B-229 令和3年6月1日
000028 3000170504 医療法人達磨会東加古川病院　第２病棟  ３Ｆ西（ＣＣＷ単受）675-0101 加古川市平岡町新在家１１９７－３ コップ式自動販売機（自動洗浄・屋内設置）自動販売機株式会社アペックス西日本 代表取締役 森 吉平 550-0015 大阪府大阪市西区南堀江四丁目２５番２４号665359024 東播(加健)第B-230 令和3年6月1日
000028 3000170506 医療法人達磨会東加古川病院　第２病棟  ２Ｆ東（ＣＣＷ単受）675-0101 加古川市平岡町新在家１１９７－３ コップ式自動販売機（自動洗浄・屋内設置）自動販売機株式会社アペックス西日本 代表取締役 森 吉平 550-0015 大阪府大阪市西区南堀江四丁目２５番２４号665359024 東播(加健)第B-231 令和3年6月1日
000028 3000170507 医療法人達磨会東加古川病院　第２病棟  １Ｆ西（ＣＣＷ単受）675-0101 加古川市平岡町新在家１１９７－３ コップ式自動販売機（自動洗浄・屋内設置）自動販売機株式会社アペックス西日本 代表取締役 森 吉平 550-0015 大阪府大阪市西区南堀江四丁目２５番２４号665359024 東播(加健)第B-232 令和3年6月1日
000028 3000170508 医療法人達磨会東加古川病院　第２病棟  １Ｆ東（ＣＣＷ単受）675-0101 加古川市平岡町新在家１１９７－３ コップ式自動販売機（自動洗浄・屋内設置）自動販売機株式会社アペックス西日本 代表取締役 森 吉平 550-0015 大阪府大阪市西区南堀江四丁目２５番２４号665359024 東播(加健)第B-233 令和3年6月1日
000028 3000170509 医療法人達磨会東加古川病院　第２病棟  ３Ｆ東（ＣＣＷ単受）675-0101 加古川市平岡町新在家１１９７－３ コップ式自動販売機（自動洗浄・屋内設置）自動販売機株式会社アペックス西日本 代表取締役 森 吉平 550-0015 大阪府大阪市西区南堀江四丁目２５番２４号665359024 東播(加健)第B-234 令和3年6月1日
000028 3000170519 三菱重工業（株）　高砂製作所  ４号館３Ｆ（ＣＣＷ受託）676-0008 高砂市荒井町新浜２－１－１ コップ式自動販売機（自動洗浄・屋内設置）自動販売機株式会社アペックス西日本 代表取締役 森 吉平 550-0015 大阪府大阪市西区南堀江四丁目２５番２４号665359024 東播(加健)第V-169 令和3年6月1日
000028 3000170520 三菱重工業（株）　高砂製作所  高製２号館２Ｆ676-0008 高砂市荒井町新浜２－１－１ コップ式自動販売機（自動洗浄・屋内設置）自動販売機株式会社アペックス西日本 代表取締役 森 吉平 550-0015 大阪府大阪市西区南堀江四丁目２５番２４号665359024 東播(加健)第V-170 令和3年6月1日
000028 3000170521 三菱重工業（株）　高砂製作所  ５号館５Ｆ676-0008 高砂市荒井町新浜２－１－１ コップ式自動販売機（自動洗浄・屋内設置）自動販売機株式会社アペックス西日本 代表取締役 森 吉平 550-0015 大阪府大阪市西区南堀江四丁目２５番２４号665359024 東播(加健)第V-171 令和3年6月1日
000028 3000170523 三菱重工業（株）高砂４号館２Ｆ 676-0008 高砂市荒井町新浜２丁目１－１ コップ式自動販売機（自動洗浄・屋内設置）自動販売機ナショナル・ベンディング株式会社代表取締役 藤山 雄一郎 108-0014 東京都港区芝４丁目１０番３号 364594781 東播(加健)第V-172 令和3年6月1日
000028 3000170618 カルディコーヒーファ－ム  ニッケパークタウン加古川店 675-0066 加古川市加古川町寺家町２６９－１ニッケパークタウンミーツテラス１Ｆ 794535270 乳類販売業 一般 株式会社キャメル珈琲 代表取締役 尾田 信夫 155-0033 東京都世田谷区代田二丁目３１番８号 334125640 東播(加健)第AK-172 令和3年6月1日
000028 3000170658 ＰＵＲＩＲＩＣＯ 675-0147 加古郡播磨町南大中２丁目２－１２ 食肉販売業 一般 中谷 裕美子 東播(加健)第AH-47 令和3年6月1日



000028 3000170770 ローソン加古川鶴池店 675-0101 加古川市平岡町新在家１２２４－１ 794274088 コンビニエンスストア 一般 株式会社吉祥 代表取締役 中原 丈司 675-0031 兵庫県加古川市加古川町北在家２２０６番地 794515254 東播(加健)第B-211 令和3年6月1日
000028 3000170777 ローソン加古川宗佐店 675-1201 加古川市八幡町宗佐１０２４－１ 794383108 コンビニエンスストア 一般 株式会社吉祥 代表取締役 中原 丈司 675-0031 兵庫県加古川市加古川町北在家２２０６番地 794515254 東播(加健)第B-157 令和3年6月1日
000028 3000170790 ローソン高砂阿弥陀店 676-0827 高砂市阿弥陀町阿弥陀２０１３－１ 794464608 コンビニエンスストア 一般 有限会社アイ・シーブイエス 代表取締役 今井 宏樹 675-0068 兵庫県加古川市加古川町中津８４０番地の３ 794221774 東播(加健)第C-19 令和3年6月1日
000028 3000170798 株式会社ヤマトヤシキ　加古川店　８Ｆ  （ＣＣＷ単受） 675-0065 加古川市加古川町篠原町２１－８ コップ式自動販売機（自動洗浄・屋内設置） 自動販売機 株式会社アペックス西日本 代表取締役 森 吉平 550-0015 大阪府大阪市西区南堀江四丁目２５番２４号 665359024 東播(加健)第AK-191 令和3年6月1日
000028 3000170903 社会福祉法人恕心福祉会　加古川さくら園  加古川　１Ｆリハビリ（ＣＣＷ単受）675-0057 加古川市東神吉町神吉１８４４－５ コップ式自動販売機（自動洗浄・屋内設置）自動販売機株式会社アペックス西日本 代表取締役 森 吉平 550-0015 大阪府大阪市西区南堀江四丁目２５番２４号665359024 東播(加健)第V-127 令和3年6月1日
000028 3000170930 （株）グルメサービス　休憩所 675-0016 加古川市野口町長砂７９９ コップ式自動販売機（自動洗浄・屋内設置） 自動販売機 和宏ベンダー株式会社 代表取締役 原田 哲 675-0103 兵庫県加古川市平岡町高畑５３８番地の１ 794262167 東播(加健)第AK-26 令和3年6月1日
000028 3000170943 ２号線ゴルフセンタ―  加古川　店内（ＣＣＷ単受）675-0112 加古川市平岡町山之上１ コップ式自動販売機（自動洗浄・屋内設置）自動販売機株式会社アペックス西日本 代表取締役 森 吉平 550-0015 大阪府大阪市西区南堀江四丁目２５番２４号665359024 東播(加健)第B-135 令和3年6月1日
000028 3000171019 ニッケパークタウン 675-0066 加古川市加古川町寺家町１７３－１ コップ式自動販売機（自動洗浄・屋内設置）自動販売機サントリービバレッジソリューション株式会社代表取締役 及川 剛 160-0023 東京都新宿区西新宿八丁目１７番１号 363040501 東播(加健)第AK-271 令和3年6月1日
000028 3000171031 ファミリーマートＪＲ東加古川駅前店 675-0101 加古川市平岡町新在家２－２８０－６東加古川駅前ビル１Ｆ 794296100 コンビニエンスストア 一般 井上 義尊 東播(加健)第B-217 令和3年6月1日
000028 3000171139 マルアイ神野店 675-0003 加古川市神野町神野２２５番地１ 794305580 百貨店、総合スーパー 一般 株式会社マルアイ 代表取締役 藤田 佳男 675-0003 兵庫県加古川市神野町神野２２５番地１ 794305181 東播(加健)第B-23 令和3年6月1日
000028 3000171162 セブン－イレブン加古川上荘町都染店 675-1216 加古川市上荘町都染５７３番 794280200 コンビニエンスストア 一般 株式会社Ｗａｃｈｔ 代表取締役 江口 守 675-0002 兵庫県加古川市山手三丁目１６番地２１号 794388647 東播(加健)第C-4 令和3年6月1日
000028 3000171169 ウシオ電機（株）播磨事業所　Ｂ棟２Ｆ  (ＣＣＷ受託)671-0123 高砂市北浜町西浜１１７ コップ式自動販売機（自動洗浄・屋内設置）自動販売機株式会社アペックス西日本 代表取締役 森 吉平 550-0015 大阪府大阪市西区南堀江四丁目２５番２４号665359024 東播(加健)第V-173 令和3年6月1日
000028 3000171197 兵庫県立加古川医療センター  本館　１Ｆ売店横 675-0003 加古川市神野町神野２０３ コップ式自動販売機（自動洗浄・屋内設置） 自動販売機 株式会社アペックス西日本 代表取締役 森 吉平 550-0015 大阪府大阪市西区南堀江四丁目２５番２４号 665359024 東播(加健)第B-18 令和3年6月1日
000028 3000171211 神鋼ＥＮ＆Ｍサービス事務所 676-0008 高砂市荒井町新浜２丁目３－１ コップ式自動販売機（自動洗浄・屋内設置） 自動販売機 ヤスダ産業株式会社 代表取締役 安田 喜昭 672-8023 兵庫県姫路市白浜町甲８４１番地の３４ 792453090 東播(加健)第V-174 令和3年6月1日
000028 3000171315 キコーナ加古川店 675-0018 加古川市野口町坂元４５－１ 794535010 自動販売機（要届出のコップ式自動販売機及び要許可を除く） 自動販売機 アンダーツリー株式会社 代表取締役 木下 春雄 550-0005 大阪府大阪市西区西本町一丁目２番８号 665312216 東播(加健)第AK-278 令和3年6月1日
000028 3000171477 昭和住宅（株）ショールームＩＫＯＩ　２Ｆ675-0101 加古川市平岡町新在家１丁目２５７－３ コップ式自動販売機（自動洗浄・屋内設置）自動販売機サントリービバレッジソリューション株式会社代表取締役 及川 剛 160-0023 東京都新宿区西新宿八丁目１７番１号 363040501 東播(加健)第B-235 令和3年6月1日
000028 3000171478 昭和住宅（株）ショールームＩＫＯＩ　１Ｆ675-0101 加古川市平岡町新在家１丁目２５７－３ コップ式自動販売機（自動洗浄・屋内設置）自動販売機サントリービバレッジソリューション株式会社代表取締役 及川 剛 160-0023 東京都新宿区西新宿八丁目１７番１号 363040501 東播(加健)第B-236 令和3年6月1日
000028 3000171541 森永姫路東ミルクセンター 676-0827 高砂市阿弥陀町阿弥陀２２６０ 乳類販売業 自動販売機 喜多 雅秀 東播(加健)第V-78 令和3年6月1日
000028 3000172011 ビッグアップル加古川店 675-0015 加古川市野口町坂井１８番地 794371919 コップ式自動販売機（自動洗浄・屋内設置） 自動販売機 サントリービバレッジソリューション株式会社 代表取締役 及川 剛 160-0023 東京都新宿区西新宿八丁目１７番１号 363040501 東播(加健)第AK-408 令和3年6月1日
000028 3000172114 加古川ウェルネスパークＰＰ 675-0058 加古川市東神吉町天下原３７０ 794331100 乳類販売業 自動販売機 関西キリンビバレッジサービス株式会社 代表取締役 実川 勝己 530-0011 大阪府大阪市北区大深町４番２０号 677309206 東播(加健)第V-76 令和3年6月1日
000028 3000172125 兵庫県立東播工業高等学校 675-0057 加古川市東神吉町神吉１７４８－１ 794326861 乳類販売業 自動販売機 サントリービバレッジソリューション株式会社 代表取締役 及川 剛 160-0023 東京都新宿区西新宿八丁目１７番１号 363040501 東播(加健)第V-75 令和3年6月1日
000028 3000172143 マックスバリュ平岡店 675-0111 加古川市平岡町二俣６５９番地２６ 794256101 百貨店、総合スーパー 一般 マックスバリュ西日本株式会社 代表取締役 平尾 健一 732-0814 広島県広島市南区段原南一丁目３番５２号 825358500 東播(加健)第B-110 令和3年6月1日
000028 3000172157 加古川スポーツ交流館 675-0135 加古川市別府町東町１５７－２ 794367400 コップ式自動販売機（自動洗浄・屋内設置） 自動販売機 サントリービバレッジソリューション株式会社 代表取締役 及川 剛 160-0023 東京都新宿区西新宿八丁目１７番１号 363040501 東播(加健)第AK-245 令和3年6月1日
000028 3000172158 加古川海洋文化センター 675-0136 加古川市別府町港町１６ 794410050 コップ式自動販売機（自動洗浄・屋内設置） 自動販売機 サントリービバレッジソリューション株式会社 代表取締役 及川 剛 160-0023 東京都新宿区西新宿八丁目１７番１号 363040501 東播(加健)第AK-409 令和3年6月1日
000028 3000172207 イオンリテール株式会社　イオン加古川店  １Ｆ店内（ＣＣＷ単受）675-0101 加古川市平岡町新在家６１５－１ コップ式自動販売機（自動洗浄・屋内設置）自動販売機株式会社アペックス西日本 代表取締役 森 吉平 550-0015 大阪府大阪市西区南堀江四丁目２５番２４号665359024 東播(加健)第B-246 令和3年6月1日
000028 3000172208 兵庫県いなみ野学園 675-0101 加古川市平岡町新在家９０２－３ コップ式自動販売機（自動洗浄・屋内設置）自動販売機サントリービバレッジソリューション株式会社代表取締役 及川 剛 160-0023 東京都新宿区西新宿八丁目１７番１号 363040501 東播(加健)第B-248 令和3年6月1日
000028 3000172295 （株）カネカ高砂工業所ＪＲ団地 676-0027 高砂市高砂町宮前町１－８ 794452471 コップ式自動販売機（自動洗浄・屋内設置） 自動販売機 ヤスダ産業株式会社 代表取締役 安田 喜昭 672-8023 兵庫県姫路市白浜町甲８４１番地の３４ 792453090 東播(加健)第V-175 令和3年6月1日
000028 3000172350 ドラッグコスモス東加古川店 675-0122 加古川市別府町別府６１９－６ 794414122 その他の食料・飲料販売業 一般 株式会社コスモス薬品 代表取締役 横山 英昭 812-0013 福岡県福岡市博多区博多駅東二丁目１０番１号第一福岡ビルＳ館４階 924330660 東播(加健)第AK-210 令和3年6月1日
000028 3000172353 Ｓｙｎｅｒ　Ｇｙｍ加古川北在家店 675-0031 加古川市加古川町北在家７５７－１ 自動販売機（要届出のコップ式自動販売機及び要許可を除く）自動販売機株式会社ガウラ 代表取締役 有井 雅己 150-0011 東京都渋谷区東２－２６－１６ 368050207 東播(加健)第AK-120 令和3年6月1日
000028 3000172617 川崎重工業（株）　播磨工場　食堂 675-0155 加古郡播磨町新島８ コップ式自動販売機（自動洗浄・屋内設置）自動販売機株式会社アペックス西日本 代表取締役 森 吉平 550-0015 大阪府大阪市西区南堀江四丁目２５番２４号665359024 東播(加健)第AH-41 令和3年6月1日
000028 3000172773 ｙｅｌｌｏｗ 676-0018 高砂市荒井町若宮町７－１７ 794442410 その他の食料・飲料販売業 一般 有限会社　たまごの郷 取締役 中里 彰夫 676-0005 兵庫県高砂市荒井町御旅二丁目１番１７号 794422470 東播(加健)第C-106 令和3年6月1日
000028 3000172783 イオンリテール株式会社  イオン高砂店　２F自販機コーナー(ccw単受) 676-0019 高砂市緑丘２－１－４０ 794442700 コップ式自動販売機（自動洗浄・屋内設置） 自動販売機 株式会社アペックス西日本 代表取締役 森 吉平 550-0015 大阪府大阪市西区南堀江四丁目２５番２４号 665359024 東播(加健)第V-176 令和3年6月1日
000028 3000172920 ヤマザキショップ高砂市民病院店 676-0015 高砂市荒井町紙町３３－１ 794421023 その他の食料・飲料販売業 一般 株式会社ユーアイクリエイト 代表取締役 中谷 和人 660-0083 兵庫県尼崎市道意町七丁目１番３号 664396118 東播(加健)第C-104 令和3年6月1日
000028 3000173135 ドラッグコスモス北在家店 675-0031 加古川市加古川町北在家２６７６ 794563511 その他の食料・飲料販売業 一般 株式会社コスモス薬品 代表取締役 横山 英昭 812-0013 福岡県福岡市博多区博多駅東二丁目１０番１号第一福岡ビルＳ館４階 924330660 東播(加健)第AK-127 令和3年6月1日
000028 3000173302 マルアイ中津店 675-0068 加古川市加古川町中津５６０番地１０ 794567050 百貨店、総合スーパー 一般 株式会社マルアイ 代表取締役 藤田 佳男 675-0003 兵庫県加古川市神野町神野２２５番地１ 794305181 東播(加健)第AK-203 令和3年6月1日
000028 3000173514 養護老人ホーム　鶴林園 675-0303 加古川市志方町細工所１０８６ 794522461 乳類販売業 自動販売機 兵庫ヤクルト販売株式会社 代表取締役 阿部 恭大 651-2122 兵庫県神戸市西区玉津町高津橋１３７番地の１ 789128960 東播(加健)第C-56 令和3年6月1日
000028 3000173608 マルアイロジスティクスセンター 675-0003 加古川市神野町神野２２７番地１ 794387221 その他 一般 株式会社マルアイ 代表取締役 藤田 佳男 675-0003 兵庫県加古川市神野町神野２２５番地１ 794305181 東播(加健)第B-26 令和3年6月1日
000028 3000173729 パーラー花花　加古川店内 675-1122 加古郡稲美町中村１２２２ コップ式自動販売機（自動洗浄・屋内設置）自動販売機株式会社アペックス西日本 代表取締役 森 吉平 550-0015 大阪府大阪市西区南堀江四丁目２５番２４号665359024 東播(加健)第B-269 令和3年6月1日
000028 3000173817 パチンコ　ビッグアップル加古川店  店内南・北（２台）（ＫＶ受託） 675-0015 加古川市野口町坂井１８番地 コップ式自動販売機（自動洗浄・屋内設置） 自動販売機 株式会社アペックス西日本 代表取締役 森 吉平 550-0015 大阪府大阪市西区南堀江四丁目２５番２４号 665359024 東播(加健)第AK-25 令和3年6月1日
000028 3000173887 （株）籠谷　浜風工場 676-0008 高砂市荒井町新浜２－９－２１ コップ式自動販売機（自動洗浄・屋内設置）自動販売機サントリービバレッジソリューション株式会社代表取締役 及川 剛 160-0023 東京都新宿区西新宿八丁目１７番１号 363040501 東播(加健)第V-177 令和3年6月1日
000028 3000173967 一般社団法人　高砂市観光交流ビューロー 676-0041 高砂市高砂町今津町５３３番地の１ 794418076 乳類販売業 一般 一般社団法人高砂市観光交流ビューロー 代表理事 松下 尚平 676-0041 兵庫県高砂市高砂町今津町５３３番地の１ 794418076 東播(加健)第C-113 令和3年6月1日
000028 3000174090 ローソン高砂小松原店 676-0011 高砂市荒井町小松原４丁目１０００番地 794440088 コンビニエンスストア 一般 株式会社吉祥 代表取締役 中原 丈司 675-0031 兵庫県加古川市加古川町北在家２２０６番地 794330159 東播(加健)第C-28 令和3年6月1日
000028 3000174137 セブン－イレブン加古川尾上養田店 675-0025 加古川市尾上町養田６８７－１ 794202030 コンビニエンスストア 一般 楞野 馨 東播(加健)第AK-108 令和3年6月1日
000028 3000174231 （株）マルアイ　ロジスティクスセンター675-0003 加古川市神野町神野２２７－１ コップ式自動販売機（自動洗浄・屋内設置）自動販売機サントリービバレッジソリューション株式会社代表取締役 及川 剛 160-0023 東京都新宿区西新宿八丁目１７番１号 363040501 東播(加健)第B-19 令和3年6月1日
000028 3000174241 マックスバリュ号 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) その他の食料・飲料販売業 自動車 マックスバリュ西日本株式会社 代表取締役 平尾 健一 732-0814 広島県広島市南区段原南一丁目３番５２号 825358500 東播(加健)第C-152 令和3年6月1日
000028 3000174424 ハリマエムアイディ（株）　加古川工場675-0019 加古川市野口町水足６７１－４ コップ式自動販売機（自動洗浄・屋内設置）自動販売機サントリービバレッジソリューション株式会社代表取締役 及川 剛 160-0023 東京都新宿区西新宿八丁目１７番１号 363040501 東播(加健)第AK-53 令和3年6月1日
000028 3000174457 セブン－イレブン播磨野添1丁目店 675-0160 加古郡播磨町西野添１丁目２番９号 789421255 コンビニエンスストア 一般 株式会社佐伯酒店 代表取締役 佐伯 秀博 675-0160 兵庫県加古郡播磨町西野添一丁目２番９号 789421255 東播(加健)第AH-1 令和3年6月1日
000028 3000174486 兵庫トヨタ自動車（株）加古川店  店内（ＣＣＷ受託） 675-0021 加古川市尾上町安田字西万蔵３１８－１ コップ式自動販売機（自動洗浄・屋内設置） 自動販売機 株式会社アペックス西日本 代表取締役 森 吉平 550-0015 大阪府大阪市西区南堀江四丁目２５番２４号 665359024 東播(加健)第AK-63 令和3年6月1日
000028 3000174492 ローソン加古川新在家西 675-0101 加古川市平岡町新在家６５０－１ 794236881 コンビニエンスストア 一般 有限会社アイ・シーブイエス 代表取締役 今井 宏樹 675-0068 兵庫県加古川市加古川町中津８４０番地の３ 794236881 東播(加健)第B-223 令和3年6月1日
000028 3000174534 ローソン　高砂米田店 676-0805 高砂市米田町米田１１５２－２ 794331308 コンビニエンスストア 一般 水田 一成 東播(加健)第C-141 令和3年6月1日
000028 3000174637 あかねの湯加古川店　２階男湯 675-0023 加古川市尾上町池田６３５－４８ 794231126 乳類販売業 自動販売機 株式会社共進舎牧農園 代表取締役 中尾 弘三 650-0016 兵庫県神戸市中央区橘通一丁目２番１２号 783711761 東播(加健)第AK-92 令和3年6月1日
000028 3000174688 セブン-イレブン加古川平岡町店 675-0111 加古川市平岡町二俣７６９番地の８ 794366711 コンビニエンスストア 一般 庄司 誠 東播(加健)第B-103 令和3年6月1日
000028 3000174766 三菱日立パワーシステムズ  エンジニアリング（株）３階 676-0008 高砂市荒井町新浜２丁目８－１９第二高砂菱興ビル 794423868 コップ式自動販売機（自動洗浄・屋内設置） 自動販売機 アシード株式会社 代表取締役 河本 大輔 721-0957 広島県福山市箕島町５７２５番地１ 849828800 東播(加健)第V-178 令和3年6月1日
000028 3000174831 尾上の郷 675-0023 加古川市尾上町池田８３０－１ コップ式自動販売機（自動洗浄・屋内設置）自動販売機サントリービバレッジソリューション株式会社代表取締役 及川 剛 160-0023 東京都新宿区西新宿八丁目１７番１号 363040501 東播(加健)第AK-93 令和3年6月1日
000028 3000174863 ウシオ電機（株）播磨事業所  Ｃ棟１Ｆ－１（ＣＣＷ） 671-0123 高砂市北浜町西浜 792524381 コップ式自動販売機（自動洗浄・屋内設置） 自動販売機 株式会社アペックス西日本 代表取締役 森 吉平 550-0015 大阪府大阪市西区南堀江四丁目２５番２４号 665359024 東播(加健)第V-179 令和3年6月1日
000028 3000174864 ウシオ電機（株）播磨事業所  Ｃ棟３Ｆ（ＣＣＷ） 671-0123 高砂市北浜町西浜 792524381 コップ式自動販売機（自動洗浄・屋内設置） 自動販売機 株式会社アペックス西日本 代表取締役 森 吉平 550-0015 大阪府大阪市西区南堀江四丁目２５番２４号 665359024 東播(加健)第V-180 令和3年6月1日
000028 3000174887 マックスバリュ西日本（株）  マックスバリュ宝殿店　店内（ＣＣＷ受託）676-0807 高砂市米田町島３８ コップ式自動販売機（自動洗浄・屋内設置）自動販売機株式会社アペックス西日本 代表取締役 森 吉平 550-0015 大阪府大阪市西区南堀江四丁目２５番２４号665359024 東播(加健)第V-181 令和3年6月1日
000028 3000174922 (株)山田屋 675-0131 加古川市別府町新野辺１４２９－４２ 794378258 その他の食料・飲料販売業 一般 株式会社山田屋 代表取締役 伊達 修一 675-0131 兵庫県加古川市別府町新野辺１４２９－４２ 794378258 東播(加健)第AK-241 令和3年6月1日
000028 3000174940 兵庫県立加古川医療センター  本館１Ｆ救急待合ホール 675-0003 加古川市神野町神野２０３番地 コップ式自動販売機（自動洗浄・屋内設置） 自動販売機 株式会社アペックス西日本 代表取締役 森 吉平 550-0015 大阪府大阪市西区南堀江四丁目２５番２４号 665359024 東播(加健)第B-20 令和3年6月1日
000028 3000175106 マルハン加古川店 675-0021 加古川市尾上町安田３６６ コップ式自動販売機（自動洗浄・屋内設置）自動販売機サントリービバレッジソリューション株式会社代表取締役 及川 剛 160-0023 東京都新宿区西新宿八丁目１７番１号 363040501 東播(加健)第AK-62 令和3年6月1日
000028 3000175453 高砂市役所　新分庁舎　休憩所（ＣＣＷ単受）676-0004 高砂市荒井町千鳥１丁目１－１ コップ式自動販売機（自動洗浄・屋内設置）自動販売機株式会社アペックス西日本 代表取締役 森 吉平 550-0015 大阪府大阪市西区南堀江四丁目２５番２４号665359024 東播(加健)第V-182 令和3年6月1日
000028 3000175606 三菱重工業（株）高砂製作所  ３号館２Ｆ676-0008 高砂市荒井町新浜２－１－１ コップ式自動販売機（自動洗浄・屋内設置）自動販売機株式会社アペックス西日本 代表取締役 森 吉平 550-0015 大阪府大阪市西区南堀江四丁目２５番２４号665359024 東播(加健)第V-183 令和3年6月1日
000028 3000175757 ＤＯ　ＶＩＥＴ　ＨＹＯＧＯ　ＫＡＫＯＧＡＷＡ 675-0025 加古川市尾上町養田１８０－３０ 794399293 食肉販売業 一般 ＨＯＡＮＧ　ＴＵＡＮ ＡＮＨ 東播(加健)第AK-106 令和3年6月1日
000028 3000175960 セブン－イレブン加古川志方町高畑店 675-0304 加古川市志方町高畑８０４－１ 794532607 コンビニエンスストア 一般 合資会社幸和 代表社員 杉本 健太郎 675-0046 兵庫県加古川市西神吉町辻２５９番地の４ 794324568 東播(加健)第C-2 令和3年6月1日
000028 3000175963 いなみ野病院 675-0104 加古川市平岡町土山４２３ 乳類販売業 自動販売機サントリービバレッジソリューション株式会社代表取締役 及川 剛 160-0023 東京都新宿区西新宿八丁目１７番１号 363040501 東播(加健)第B-80 令和3年6月1日
000028 3000176027 オーマイ（株）　加古川　２Ｆ食堂前  （ＣＣＷ受託） 675-0103 加古川市平岡町高畑８３０ コップ式自動販売機（自動洗浄・屋内設置） 自動販売機 株式会社アペックス西日本 代表取締役 森 吉平 550-0015 大阪府大阪市西区南堀江四丁目２５番２４号 665359024 東播(加健)第B-58 令和3年6月1日
000028 3000176029 日本郵便（株）加古川郵便局  ２Ｆ食堂675-8799 加古川市加古川町北在家２５７８ コップ式自動販売機（自動洗浄・屋内設置）自動販売機株式会社アペックス西日本 代表取締役 森 吉平 550-0015 大阪府大阪市西区南堀江四丁目２５番２４号665359024 東播(加健)第AK-405 令和3年6月1日
000028 3000176031 但陽信用金庫　本店　６Ｆ　食堂 675-0064 加古川市加古川町溝之口７７２ コップ式自動販売機（自動洗浄・屋内設置）自動販売機株式会社アペックス西日本 代表取締役 森 吉平 550-0015 大阪府大阪市西区南堀江四丁目２５番２４号665359024 東播(加健)第AK-274 令和3年6月1日
000028 3000176037 但陽信用金庫　平野支店　２Ｆ食堂 675-0063 加古川市加古川町平野３０７－１ コップ式自動販売機（自動洗浄・屋内設置） 自動販売機 株式会社アペックス西日本 代表取締役 森 吉平 550-0015 大阪府大阪市西区南堀江四丁目２５番２４号 665359024 東播(加健)第AK-153 令和3年6月1日
000028 3000176066 （株）ノーリツ土山工場　３Ｆ 675-1114 加古郡稲美町国安１１２３ コップ式自動販売機（自動洗浄・屋内設置）自動販売機サントリービバレッジソリューション株式会社代表取締役 及川 剛 160-0023 東京都新宿区西新宿八丁目１７番１号 363040501 東播(加健)第B-261 令和3年6月1日
000028 3000176090 やまだや 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) その他の食料・飲料販売業 自動車 やまだや株式会社 代表取締役 山田 健 675-0115 兵庫県加古川市平岡町一色５９４番３ 794373811 東播(加健)第C-153 令和3年6月1日
000028 3000176303 （株）ロイヤルサイエンス　あゆみ薬局　ロビー675-1115 加古郡稲美町国岡２丁目９－１５ コップ式自動販売機（自動洗浄・屋内設置）自動販売機株式会社アペックス西日本 代表取締役 森 吉平 550-0015 大阪府大阪市西区南堀江四丁目２５番２４号665359024 東播(加健)第B-276 令和3年6月1日
000028 3000176304 （株）ロイヤルサイエンス　いぶき薬局　１Ｆロビー675-1115 加古郡稲美町国岡２－９－１６ コップ式自動販売機（自動洗浄・屋内設置）自動販売機株式会社アペックス西日本 代表取締役 森 吉平 550-0015 大阪府大阪市西区南堀江四丁目２５番２４号665359024 東播(加健)第B-277 令和3年6月1日
000028 3000176306 明石機械工業(株)　本社・土山工場  第３工場休憩室675-1111 加古郡稲美町印南２３３７ コップ式自動販売機（自動洗浄・屋内設置）自動販売機株式会社アペックス西日本 代表取締役 森 吉平 550-0015 大阪府大阪市西区南堀江四丁目２５番２４号665359024 東播(加健)第B-251 令和3年6月1日
000028 3000176307 明石機械工業（株）　本社土山工場  ２Ｆ食堂675-1111 加古郡稲美町印南２３３７ コップ式自動販売機（自動洗浄・屋内設置）自動販売機株式会社アペックス西日本 代表取締役 森 吉平 550-0015 大阪府大阪市西区南堀江四丁目２５番２４号665359024 東播(加健)第B-252 令和3年6月1日
000028 3000176309 稲美野体育センター  稲美町　自販機コーナー675-1114 加古郡稲美町国安１２９４－２ コップ式自動販売機（自動洗浄・屋内設置）自動販売機株式会社アペックス西日本 代表取締役 森 吉平 550-0015 大阪府大阪市西区南堀江四丁目２５番２４号665359024 東播(加健)第B-262 令和3年6月1日
000028 3000176743 焼肉　いちえん 675-0066 加古川市加古川町寺家町３５２－４ 794277373 食肉販売業 一般 株式会社ＴＨＩＮＫ 代表取締役 北江 洋充 675-0066 兵庫県加古川市加古川町寺家町３５２番地の４ 794277373 東播(加健)第AK-173 令和3年6月1日
000028 3000176745 ローソンＳ加古川市役所店 675-0031 加古川市加古川町北在家２０００番地 794246889 コンビニエンスストア 一般 有限会社アイ・シーブイエス 代表取締役 今井 宏樹 675-0068 兵庫県加古川市加古川町中津８４０番地の３ 794236881 東播(加健)第AK-128 令和3年6月1日
000028 3000176905 大寿商店 675-0055 加古川市東神吉町西井ノ口２６５－８ 食肉販売業 一般 木角 圭佑 東播(加健)第C-176 令和3年6月1日
000028 3000177078 重工高砂５号館３Ｆ 676-0008 高砂市荒井町新浜２－１－１ 794423796 乳類販売業 自動販売機 関西キリンビバレッジサービス株式会社 代表取締役 尾崎 靖幸 530-0011 大阪府大阪市北区大深町４番２０号 677309206 東播(加健)第V-80 令和3年6月1日
000028 3000177102 （株）ビッグモーター　加古川店　店内東・西 675-0033 加古川市加古川町南備後２４－１ コップ式自動販売機（自動洗浄・屋内設置） 自動販売機 株式会社アペックス西日本 代表取締役 森 吉平 550-0015 大阪府大阪市西区南堀江四丁目２５番２４号 665359024 東播(加健)第AK-132 令和3年6月1日
000028 3000177109 炭火焼肉と生だれ　黒ぎゅう 675-0101 加古川市平岡町新在家２丁目２６６レインボーコア１Ｆ 794248629 食肉販売業 一般 中尾 孝 東播(加健)第B-219 令和3年6月1日
000028 3000177154 カネカ高砂工業 676-0026 高砂市高砂町沖浜町８８３－２ コップ式自動販売機（自動洗浄・屋内設置）自動販売機サントリービバレッジソリューション株式会社代表取締役 及川 剛 160-0023 東京都新宿区西新宿八丁目１７番１号 363040501 東播(加健)第V-184 令和3年6月1日
000028 3000177160 エディオン新加古川客用 675-0021 加古川市尾上町安田３０６－１ 乳類販売業 自動販売機コカ・コーラボトラーズジャパン株式会社代表取締役 カリン ドラガン107-0052 東京都港区赤坂九丁目７番１号 368963859 東播(加健)第AK-61 令和3年6月1日
000028 3000177161 神戸工業試験場 675-0155 加古郡播磨町新島４７－１３ 乳類販売業 自動販売機コカ・コーラボトラーズジャパン株式会社代表取締役 カリン ドラガン107-0052 東京都港区赤坂九丁目７番１号 368963859 東播(加健)第AH-67 令和3年6月1日
000028 3000177163 ﾏｯｸｽﾊﾞﾘｭ西日本株式会社　ﾏｯｸｽﾊﾞﾘｭ東加古川店  ｲｰﾄｲﾝｺｰﾅｰ（ＣＣＷ受託） 675-0103 加古川市平岡町高畑字菖蒲４－１ コップ式自動販売機（自動洗浄・屋内設置） 自動販売機 株式会社アペックス西日本 代表取締役 森 吉平 550-0015 大阪府大阪市西区南堀江四丁目２５番２４号 665359024 東播(加健)第B-59 令和3年6月1日
000028 3000177393 フーディーズ神野 675-0008 加古川市新神野５－８－６ 794382551 自動販売機（要届出のコップ式自動販売機及び要許可を除く） 自動販売機 株式会社ゼコー 代表取締役 庄野 道彦 812-0893 福岡県福岡市博多区那珂六丁目１番２号 924612515 東播(加健)第B-36 令和3年6月1日
000028 3000177417 マルアイ六分一店 675-1112 加古郡稲美町六分一１１７８番地９５２ 794925550 百貨店、総合スーパー 一般 株式会社マルアイ 代表取締役 藤田 佳男 675-0003 兵庫県加古川市神野町神野２２５番地１ 794305181 東播(加健)第B-299 令和3年6月1日
000028 3000177462 はりま自動車教習所　高齢者講習専門校671-0121 高砂市北浜町牛谷１８７－１ コップ式自動販売機（自動洗浄・屋内設置）自動販売機サントリービバレッジソリューション株式会社代表取締役 及川 剛 160-0023 東京都新宿区西新宿八丁目１７番１号 363040501 東播(加健)第V-185 令和3年6月1日
000028 3000177630 日本マクドナルド株式会社　加古川店 675-0012 加古川市野口町野口１２２ 794257080 乳類販売業 一般 日本マクドナルド株式会社 代表取締役 日色 保 160-0023 東京都新宿区西新宿六丁目５番１号 369115650 東播(加健)第AK-21 令和3年6月1日
000028 3000177634 牛角　東加古川店 675-0111 加古川市平岡町二俣６４３－１ 794306129 食肉販売業 一般 株式会社エルアンドジー 代表取締役 湖中 明憲 675-0101 兵庫県加古川市平岡町新在家１１７番地 794262555 東播(加健)第B-104 令和3年6月1日
000028 3000177711 ローソン加古川市役所前店 675-0017 加古川市野口町良野１５０１ 794250318 コンビニエンスストア 一般 山本 憲一郎 東播(加健)第AK-39 令和3年6月1日
000028 3000177802 順心会　順心病院 675-0122 加古川市別府町別府８６５－１ 794300272 コップ式自動販売機（自動洗浄・屋内設置） 自動販売機 サントリービバレッジソリューション株式会社 代表取締役 及川 剛 160-0023 東京都新宿区西新宿八丁目１７番１号 363040501 東播(加健)第AK-214 令和3年6月1日
000028 3000177877 ローソン加古川志方町店 675-0321 加古川市志方町志方町１４６５番地６ 794532661 コンビニエンスストア 一般 三浦 康秀 東播(加健)第C-3 令和3年6月1日
000028 3000177971 セブン－イレブン加古川宗佐 675-1201 加古川市八幡町宗佐６７８－１ 794380013 コンビニエンスストア 一般 株式会社セブン－イレブン・ジャパン 代表取締役 永松 文彦 102-0084 東京都千代田区二番町８番地８ 362383711 東播(加健)第B-158 令和3年6月1日
000028 3000178080 旭硝子（株）　高砂工場　西ＰＰ 676-0074 高砂市梅井５丁目６－１ 乳類販売業 自動販売機コカ・コーラボトラーズジャパン株式会社代表取締役 カリン ドラガン107-0052 東京都港区赤坂九丁目７番１号 368963859 東播(加健)第V-111 令和3年6月1日
000028 3000178123 トヨタカローラ姫路（株）　加古川店　店内 675-0016 加古川市野口町長砂８５３－１ コップ式自動販売機（自動洗浄・屋内設置） 自動販売機 株式会社アペックス西日本 代表取締役 森 吉平 550-0015 大阪府大阪市西区南堀江四丁目２５番２４号 665359024 東播(加健)第AK-28 令和3年6月1日
000028 3000178355 ホームドライ 675-0121 加古川市別府町新野辺北町７－１－１２ コップ式自動販売機（自動洗浄・屋内設置）自動販売機サントリービバレッジソリューション株式会社代表取締役 及川 剛 160-0023 東京都新宿区西新宿八丁目１７番１号 363040501 東播(加健)第AK-207 令和3年6月1日



000028 3000178417 株式会社ジャパンビバレッジホールディングス  構内売店 675-0137 加古川市金沢町１神戸製鋼所加古川製鉄所内 794356535 乳類販売業 一般 サントリービバレッジソリューション株式会社 代表取締役 及川 剛 160-0023 東京都新宿区西新宿八丁目１７番１号 363040501 東播(加健)第AK-270 令和3年6月1日
000028 3000178483 ザグザグ東加古川店 675-0103 加古川市平岡町高畑４５１番地１７ 794540055 その他の食料・飲料販売業 一般 株式会社ザグザグ 代表取締役 森 信 703-8243 岡山県岡山市中区清水３６９番地２ 862076300 東播(加健)第B-68 令和3年6月1日
000028 3000178564 高砂西部病院店 676-0812 高砂市中筋１丁目１０－４１ 794480700 乳類販売業 一般 一般社団法人徳洲会 代表理事 東上 震一 102-0074 東京都千代田区九段南一丁目３番１号 332885552 東播(加健)第C-129 令和3年6月1日
000028 3000178651 ハローズ東加古川店　イートインコーナー 675-0103 加古川市平岡町高畑４５１番地１７ コップ式自動販売機（自動洗浄・屋内設置） 自動販売機 アシード株式会社 代表取締役 河本 大輔 721-0957 広島県福山市箕島町５７２５番地１ 849828800 東播(加健)第B-62 令和3年6月1日
000028 3000178652 ハローズ東加古川店　バックヤード 675-0103 加古川市平岡町高畑４５１番地１７ コップ式自動販売機（自動洗浄・屋内設置） 自動販売機 アシード株式会社 代表取締役 河本 大輔 721-0957 広島県福山市箕島町５７２５番地１ 849828800 東播(加健)第B-61 令和3年6月1日
000028 3000178689 ＢＩＳＴＰＩＡ 675-0066 加古川市加古川町寺家町３３７－１ 794402170 食肉販売業 一般 福井 孝佳 東播(加健)第AK-174 令和3年6月1日
000028 3000178854 ハローズ高砂店　バックヤード 676-0801 高砂市米田町米田新１７－１ 794318686 コップ式自動販売機（自動洗浄・屋内設置） 自動販売機 アシード株式会社 代表取締役 河本 大輔 721-0957 広島県福山市箕島町５７２５番地１ 849828800 東播(加健)第V-186 令和3年6月1日
000028 3000178914 林田乳業株式会社　高砂支店 676-0077 高砂市松陽３丁目８６８－６ 794471112 乳類販売業 一般 林田乳業株式会社 代表取締役 眞島 一朗 679-4204 兵庫県姫路市林田町上構９５番地２ 792612950 東播(加健)第C-121 令和3年6月1日
000028 3000178942 スギドラッグ　土山店 675-0104 加古川市平岡町土山１１１０番１３ 789394783 その他の食料・飲料販売業 一般 株式会社スギ薬局 代表取締役 榊原 栄一 446-0056 愛知県安城市三河安城町一丁目８番地４ 562452715 東播(加健)第B-79 令和3年6月1日
000028 3000178958 エネクスフリート 675-0113 加古川市平岡町中野５７４－１ コップ式自動販売機（自動洗浄・屋内設置）自動販売機サントリービバレッジソリューション株式会社代表取締役 及川 剛 160-0023 東京都新宿区西新宿八丁目１７番１号 363040501 東播(加健)第B-116 令和3年6月1日
000028 3000178998 生活協同組合コープこうべ　コープ稲美  従食（ＣＣＷ受託）675-1115 加古郡稲美町国岡１－１０６ コップ式自動販売機（自動洗浄・屋内設置）自動販売機株式会社アペックス西日本 代表取締役 森 吉平 550-0015 大阪府大阪市西区南堀江四丁目２５番２４号665359024 東播(加健)第B-278 令和3年6月1日
000028 3000178999 加古川中央市民病院　加古川  ６Ｆ人間ドッグフロアー 675-0037 加古川市加古川町本町４３９ 794515500 コップ式自動販売機（自動洗浄・屋内設置） 自動販売機 株式会社アペックス西日本 代表取締役 森 吉平 550-0015 大阪府大阪市西区南堀江四丁目２５番２４号 665359024 東播(加健)第AK-142 令和3年6月1日
000028 3000179000 加古川中央市民病院　加古川  ４Ｆ家族控室 675-0037 加古川市加古川町本町４３９ コップ式自動販売機（自動洗浄・屋内設置） 自動販売機 株式会社アペックス西日本 代表取締役 森 吉平 550-0015 大阪府大阪市西区南堀江四丁目２５番２４号 665359024 東播(加健)第AK-141 令和3年6月1日
000028 3000179007 ヤマダストアー（株）　阿弥陀店　２Ｆ  （ＣＣＷ単受）676-0827 高砂市阿弥陀町阿弥陀６９－１ コップ式自動販売機（自動洗浄・屋内設置）自動販売機株式会社アペックス西日本 代表取締役 森 吉平 550-0015 大阪府大阪市西区南堀江四丁目２５番２４号665359024 東播(加健)第V-187 令和3年6月1日
000028 3000179028 ローソン加古川平岡町店 675-0101 加古川市平岡町新在家２－２６９－９ 794224539 コンビニエンスストア 一般 マチノ株式会社 代表取締役 宮岡 沙緒里 673-0402 兵庫県三木市加佐２１７番地の１サニーガーデンＢ２０１号 東播(加健)第B-214 令和3年6月1日
000028 3000179091 ローソン高砂中島３丁目店 676-0001 高砂市中島３丁目４０６番地 コンビニエンスストア 一般 松本酒類株式会社 代表取締役 松本 修 676-0807 兵庫県高砂市米田町島９番地の３ 794310958 東播(加健)第C-132 令和3年6月1日
000028 3000179242 ふぁ～みんＳＨＯＰいなみ  稲美　事務所（ＣＣＷ受託）675-1115 加古郡稲美町国岡３丁目２１－３ コップ式自動販売機（自動洗浄・屋内設置）自動販売機株式会社アペックス西日本 代表取締役 森 吉平 550-0015 大阪府大阪市西区南堀江四丁目２５番２４号665359024 東播(加健)第B-279 令和3年6月1日
000028 3000179244 日本郵便(株)加古川東郵便局  ２Ｆ自販機コーナー 675-0115 加古川市平岡町一色字三ツ池７９７－３１０ コップ式自動販売機（自動洗浄・屋内設置） 自動販売機 株式会社アペックス西日本 代表取締役 森 吉平 550-0015 大阪府大阪市西区南堀江四丁目２５番２４号 665359024 東播(加健)第B-47 令和3年6月1日
000028 3000179280 ハマダコンフェクト（株）加古川工場  食堂（ＡＰＮ・ＣＣＷ単受） 675-0023 加古川市尾上町池田字美サシ８５０－６８ コップ式自動販売機（自動洗浄・屋内設置） 自動販売機 株式会社アペックス西日本 代表取締役 森 吉平 550-0015 大阪府大阪市西区南堀江四丁目２５番２４号 665359024 東播(加健)第AK-97 令和3年6月1日
000028 3000179281 （株）メイショク　加古川  １Ｆ休憩所（ＣＣＷ受託） 675-0011 加古川市野口町北野４３４－１ コップ式自動販売機（自動洗浄・屋内設置） 自動販売機 株式会社アペックス西日本 代表取締役 森 吉平 550-0015 大阪府大阪市西区南堀江四丁目２５番２４号 665359024 東播(加健)第AK-11 令和3年6月1日
000028 3000179283 パチンコタイガー　高砂  フロアー（ＣＣＷ受託）676-0822 高砂市阿弥陀町魚橋４８２－１ コップ式自動販売機（自動洗浄・屋内設置）自動販売機株式会社アペックス西日本 代表取締役 森 吉平 550-0015 大阪府大阪市西区南堀江四丁目２５番２４号665359024 東播(加健)第V-188 令和3年6月1日
000028 3000179284 (株)ソネック　高砂  １Ｆ入口（ＣＣＷ受託）676-0082 高砂市曽根町２２５７－１ コップ式自動販売機（自動洗浄・屋内設置）自動販売機株式会社アペックス西日本 代表取締役 森 吉平 550-0015 大阪府大阪市西区南堀江四丁目２５番２４号665359024 東播(加健)第V-189 令和3年6月1日
000028 3000179286 藤正機工(株)　本社工場　食堂 676-0805 高砂市米田町米田９５６ コップ式自動販売機（自動洗浄・屋内設置）自動販売機株式会社アペックス西日本 代表取締役 森 吉平 550-0015 大阪府大阪市西区南堀江四丁目２５番２４号665359024 東播(加健)第V-190 令和3年6月1日
000028 3000179314 布亀（株）マザーケア加古川デリバリーセンター 675-0018 加古川市野口町坂元１０２－５ 794560250 乳類販売業 一般 布亀株式会社 代表取締役 布目 荘太 663-8228 兵庫県西宮市今津二葉町３番６号 798359907 東播(加健)第AK-74 令和3年6月1日
000028 3000179330 兵庫加古川南営業所 675-0032 加古川市加古川町備後３７２－５ その他の食料・飲料販売業 一般 ワタミ株式会社 代表取締役 清水 邦晃 144-0043 東京都大田区羽田一丁目１番３号 東播(加健)第AK-117 令和3年6月1日
000028 3000179345 兵庫加古川営業所 676-0808 高砂市神爪１－２－２ その他の食料・飲料販売業 一般 ワタミ株式会社 代表取締役 清水 邦晃 144-0043 東京都大田区羽田一丁目１番３号 357372288 東播(加健)第C-122 令和3年6月1日
000028 3000179404 ファミリーマート荒井町千鳥店 676-0004 高砂市荒井町千鳥３－３－１１ 794440102 コンビニエンスストア 一般 西山 正浩 東播(加健)第C-29 令和3年6月1日
000028 3000179447 株式会社ＳＮ食品研究所  関西支店　兵庫営業所 675-0037 加古川市加古川町本町１２７－２ 666167500 その他の食料・飲料販売業 一般 株式会社ＳＮ食品研究所 代表取締役 有吉 義之 559-0007 大阪府大阪市住之江区粉浜西二丁目３番３４号 666741731 東播(加健)第AK-140 令和3年6月1日
000028 3000179496 兵庫ヤクルト販売株式会社  かこがわ鶴林ステーション 675-0021 加古川市尾上町安田１３０番地８ 794567366 乳類販売業 一般 兵庫ヤクルト販売株式会社 代表取締役 阿部 恭大 651-2122 兵庫県神戸市西区玉津町高津橋１３７番地の１ 789128960 東播(加健)第AK-66 令和3年6月1日
000028 3000179509 大阪デリカフーズ　株式会社　兵庫工場675-1112 加古郡稲美町六分一１２８４－３ コップ式自動販売機（自動洗浄・屋内設置）自動販売機サントリービバレッジソリューション株式会社代表取締役 及川 剛 160-0023 東京都新宿区西新宿八丁目１７番１号 363040501 東播(加健)第B-294 令和3年6月1日
000028 3000179650 本州製罐（株）加古川　食堂（ＣＣＷ受託） 675-0019 加古川市野口町水足２６４－１ コップ式自動販売機（自動洗浄・屋内設置） 自動販売機 株式会社アペックス西日本 代表取締役 森 吉平 550-0015 大阪府大阪市西区南堀江四丁目２５番２４号 665359024 東播(加健)第AK-54 令和3年6月1日
000028 3000179667 メイショク２Ｆ休憩室 675-0011 加古川市野口町北野４３４－１ コップ式自動販売機（自動洗浄・屋内設置）自動販売機サントリービバレッジソリューション株式会社代表取締役 及川 剛 160-0023 東京都新宿区西新宿八丁目１７番１号 363040501 東播(加健)第AK-12 令和3年6月1日
000028 3000179722 デイリーヤマザキＪＲ曽根駅北店 676-0815 高砂市阿弥陀１丁目５－２３ 794460606 コンビニエンスストア 一般 山崎製パン株式会社 代表取締役 飯島 延浩 101-0032 東京都千代田区岩本町三丁目１０番１号 338643111 東播(加健)第C-17 令和3年6月1日
000028 3000179788 バンドー化学（株）サンライン休憩室 675-0104 加古川市平岡町土山６２０ 789423232 コップ式自動販売機（自動洗浄・屋内設置） 自動販売機 株式会社関西コーヒー 代表取締役 平岡 創土 671-1136 兵庫県姫路市大津区恵美酒町２丁目５４番地 792365800 東播(加健)第B-76 令和3年6月1日
000028 3000179789 バンドー化学（株）休憩所内 675-0104 加古川市平岡町土山６２０ 789423281 コップ式自動販売機（自動洗浄・屋内設置） 自動販売機 株式会社関西コーヒー 代表取締役 平岡 創土 671-1136 兵庫県姫路市大津区恵美酒町２丁目５４番地 792365800 東播(加健)第B-168 令和3年6月1日
000028 3000179790 丸山印刷（株）食堂内 676-0808 高砂市神爪１丁目１１番３３号 794321511 コップ式自動販売機（自動洗浄・屋内設置） 自動販売機 株式会社関西コーヒー 代表取締役 平岡 創土 671-1136 兵庫県姫路市大津区恵美酒町２丁目５４番地 792365800 東播(加健)第V-191 令和3年6月1日
000028 3000179833 セブンイレブン稲美野寺店 675-1104 加古郡稲美町野寺１０４５ 794957166 コンビニエンスストア 一般 株式会社大伸 代表取締役 月田 伸一 675-0062 兵庫県加古川市加古川町美乃利３５０番地の２０ 794251401 東播(加健)第B-272 令和3年6月1日
000028 3000179845 野天風呂　あかねの湯　加古川店 675-0023 加古川市尾上町池田６３５－４８ 794231126 コップ式自動販売機（自動洗浄・屋内設置） 自動販売機 株式会社関西コーヒー 代表取締役 平岡 創土 671-1136 兵庫県姫路市大津区恵美酒町二丁目５４番地 792365800 東播(加健)第AK-94 令和3年6月1日
000028 3000179866 イトーヨーカドー加古川店３Ｆ　ＰＰ675-0124 加古川市別府町緑町２ 乳類販売業 自動販売機コカ・コーラボトラーズジャパン株式会社代表取締役 カリン ドラガン107-0052 東京都港区赤坂九丁目７番１号 368963859 東播(加健)第AK-232 令和3年6月1日
000028 3000180447 株式会社鎌倉ハム村井商会　兵庫営業所 675-0301 加古川市志方町大沢字サブケ谷１３２９－４６ 794532086 食肉販売業 一般 株式会社鎌倉ハム村井商会 代表取締役 村井 洋介 246-0001 神奈川県横浜市瀬谷区卸本町２１４７番地の７ 459211041 東播(加健)第C-173 令和3年6月1日
000028 3000180482 株式会社花岡畜産　加古川営業所 675-0301 加古川市志方町大沢字サブケ谷１３２９－４６兵庫県総合食肉流通センター内 食肉販売業 一般 株式会社花岡畜産 代表取締役 花岡 末広 715-0003 岡山県井原市東江原町６７２ 866623556 東播(加健)第C-174 令和3年6月1日
000028 3000180758 ドラッグコスモス高畑店 675-0103 加古川市平岡町高畑４０４－１ 794545521 その他の食料・飲料販売業 一般 株式会社コスモス薬品 代表取締役 横山 英昭 812-0013 福岡県福岡市博多区博多駅東二丁目１０番１号第一福岡ビルＳ館４階 924330660 東播(加健)第B-64 令和3年6月1日
000028 3000181148 介護老人福祉施設　ヴィラ播磨 675-0334 加古川市志方町成井１００番地 794532100 集団給食（４）その他 集団給食 社会福祉法人兵庫福祉会 理事長 武久 洋三 675-0334 兵庫県加古川市志方町成井１００番地 794532100 東播(加健)第483-015 令和3年6月1日
000028 3000181151 高砂市民病院　高砂　１Ｆロビー 676-0015 高砂市荒井町紙町３３－１ コップ式自動販売機（自動洗浄・屋内設置） 自動販売機 株式会社アペックス西日本 代表取締役 森 吉平 550-0015 大阪府大阪市西区南堀江四丁目２５番２４号 794233522 東播(加健)第483-018 令和3年6月1日
000028 3000181169 イオンリテール（株）　イオン加古川店　シネマ棟２Ｆ 675-0101 加古川市平岡町新在家６１５－１ コップ式自動販売機（自動洗浄・屋内設置） 自動販売機 株式会社アペックス西日本 森 吉平 550-0015 大阪府大阪市西区南堀江四丁目２５番２４号 794233522 東播(加健)第483-010 令和3年6月7日
000028 3000181172 パチンコガイア　東加古川店　店内（ＣＣＷ単受） 675-0101 加古川市平岡町新在家７１６－１０－３ コップ式自動販売機（自動洗浄・屋内設置） 自動販売機 株式会社アペックス西日本 森 吉平 550-0015 大阪府大阪市西区南堀江四丁目２５番２４号 794233522 東播(加健)第483-012 令和3年6月7日
000028 3000181174 株式会社オイシス　はりま工場　２Ｆ食堂 675-0103 加古川市平岡町高畑５２０－１８ コップ式自動販売機（自動洗浄・屋内設置） 自動販売機 株式会社アペックス西日本 森 吉平 550-0015 大阪府大阪市西区南堀江四丁目２５番２４号 794233522 東播(加健)第483-013 令和3年6月7日
000028 3000181176 ユウキ産業株式会社 675-1202 加古川市八幡町野村１６６－１ 794382221 器具・容器包装の製造・加工業 一般 ユウキ産業株式会社 梶浦 丈欣 675-1202 兵庫県加古川市八幡町野村１６６番地の１ 東播(加健)第483-014 令和3年6月7日
000028 3000181183 原化成株式会社 675-1101 加古郡稲美町下草谷４４１－７４ 794954511 器具・容器包装の製造・加工業 一般 原化成株式会社 代表取締役 原 琢磨 658-0072 兵庫県神戸市東灘区岡本１丁目８番４－３０１号 794954511 東播(加健)第483-022 令和3年6月7日
000028 3000181186 パチンコガイア　平岡店　店内（ＣＣＷ単受） 675-0115 加古川市平岡町一色５９２－４ コップ式自動販売機（自動洗浄・屋内設置） 自動販売機 株式会社アペックス西日本 森 吉平 550-0015 大阪府大阪市西区南堀江四丁目２５番２４号 794233522 東播(加健)第483-011 令和3年6月7日
000028 3000181189 業務スーパーフレッシュ石守稲美店 675-1127 加古郡稲美町中一色８８３番地 794926789 百貨店、総合スーパー 一般 株式会社神戸物産 沼田 博和 675-0063 兵庫県加古川市加古川町平野１２５番１ 東播(加健)第483-21 令和3年7月8日
000028 3000181190 株式会社トウバン　加古川精米センター 675-1101 加古郡稲美町下草谷４４１番地の５８ 794957001 米穀類販売業 一般 株式会社トウバン 代表取締役 戸田 博章 675-1101 兵庫県加古郡稲美町下草谷４４１番地の５８ 794957001 東播(加健)第483-023 令和3年6月8日
000028 3000181198 栗林食産株式会社 675-0015 加古川市野口町坂井２９０ 794378464 精穀・製粉業 一般 栗林食産株式会社 代表取締役 栗林 源造 652-0831 兵庫県神戸市兵庫区七宮町２丁目２－１１ 794378464 東播(加健)第483-001 令和3年6月8日
000028 3000181202 パチンコガイア　加古川ジョイパーク店  店内（ＣＣＷ単受） 675-0027 加古川市尾上町今福７１－２ コップ式自動販売機（自動洗浄・屋内設置） 自動販売機 株式会社アペックス西日本 代表取締役 森 吉平 550-0015 大阪府大阪市西区南堀江四丁目２５番２４号 794233522 東播(加健)第483-003 令和3年6月8日
000028 3000181204 株式会社二川工業製作所　尾上工場　現場 675-0023 加古川市尾上町池田１８８５－１ コップ式自動販売機（自動洗浄・屋内設置） 自動販売機 株式会社アペックス西日本 代表取締役 森 吉平 550-0015 大阪府大阪市西区南堀江四丁目２５番２４号 794233522 東播(加健)第483-004 令和3年6月8日
000028 3000181231 三菱重工業株式会社　高砂製作所　本館４Ｆ 676-0008 高砂市荒井町新浜２丁目１－１ コップ式自動販売機（自動洗浄・屋内設置） 自動販売機 株式会社アペックス西日本 代表取締役 森 吉平 550-0015 大阪府大阪市西区南堀江四丁目２５番２４号 794233522 東播(加健)第483-6 令和3年7月8日
000028 3000181236 イトーヨーカ堂加古川店 675-0066 加古川市その他県下一円（ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く。） 794353131 その他の食料・飲料販売業 自動車 株式会社イトーヨーカ堂 代表取締役 三枝 富博 102-0084 東京都千代田区二番町８番地８ 362282111 東播(加健)第483-009 令和3年6月8日
000028 3000181257 神鋼鋼線工業（株）　尾上事業所事務所前 675-0027 加古川市尾上町今福１２８ 794242681 乳類販売業 自動販売機 サントリービバレッジソリューション株式会社 代表取締役 及川 剛 160-0023 東京都新宿区西新宿八丁目１７番１号 363040501 東播(加健)第483-025 令和3年6月11日
000028 3000181258 播磨町漁業協同組合 675-0163 加古郡播磨町古宮地先 その他の食料品製造・加工業 一般 播磨町漁業協同組合 代表理事 藤原 正照 675-0163 兵庫県加古郡播磨町古宮７６８ 789421912 東播(加健)第483-26 令和3年6月11日
000028 3000181263 認定こども園せきれい保育園 675-0104 加古川市平岡町土山１１６３ 789439429 集団給食（４）その他 集団給食 社会福祉法人せきれい会 理事長 中原 雅和 675-0104 兵庫県加古川市平岡町土山１１６３ 789439429 東播(加健)第483-029 令和3年6月11日
000028 3000181268 ペリカンＢＢＱ稲美倉庫 675-1101 加古郡稲美町下草谷３４０－５３ 794518308 食肉販売業 一般 ＮＯＭＡＤ合同会社 森岡 祐一 651-2226 兵庫県神戸市西区桜が丘中町五丁目４－１３ 794518308 東播(加健)第483-027 令和3年6月8日
000028 3000181269 平岡保育園 675-0122 加古川市別府町別府６４１ 794418683 集団給食（４）その他 集団給食 天理教平岡分教会 代表役員 燒山 久朗 675-0122 兵庫県加古川市別府町別府字皿池の下６３５番地の１ 794378078 東播(加健)第483-030 令和3年6月11日
000028 3000181271 エミールこども園 675-0104 加古川市平岡町土山４７２－１ 789437745 集団給食（４）その他 集団給食 社会福祉法人エミール福祉会 理事長 桝本 貞男 675-0104 兵庫県加古川市平岡町土山４７２－１ 789437745 東播(加健)第483-028 令和3年6月11日
000028 3000181273 幼保連携型認定こども園　ルナキューピットこども園 675-0033 加古川市加古川町南備後６７－１ 794534700 集団給食（４）その他 集団給食 社会福祉法人キューピット福祉会 理事長 堀井 克祐 675-0144 兵庫県加古郡播磨町北本荘六丁目９番１１号 794352532 東播(加健)第483-031 令和3年6月11日
000028 3000181274 幼保連携型認定こども園　ピュアキューピットこども園 675-0112 加古川市平岡町山之上３２番 794203005 集団給食（４）その他 集団給食 社会福祉法人キューピット福祉会 理事長 堀井 克祐 675-0144 兵庫県加古郡播磨町北本荘６丁目９－１１ 794352532 東播(加健)第483-032 令和3年6月11日
000028 3000181275 幼保連携型認定こども園　ピュアキッズこども園 675-0112 加古川市平岡町山之上１１５－１ 794536060 集団給食（４）その他 集団給食 社会福祉法人キューピット福祉会 理事長 堀井 克祐 675-0144 兵庫県加古郡播磨町北本荘６丁目９－１１ 794352532 東播(加健)第483-033 令和3年6月11日
000028 3000181284 加古川ひまわり保育園 675-0064 加古川市加古川町溝之口７５４ 794205488 集団給食（４）その他 集団給食 社会福祉法人　加古川ひまわり福祉会 理事長 髙橋 照雄 675-0064 兵庫県加古川市加古川町溝之口７５４ 794205488 東播(加健)第483-034 令和3年6月14日
000028 3000181292 幼保連携型認定こども園　加古のうみこども園 675-0128 加古川市別府町中島町７番地 794354056 集団給食（４）その他 集団給食 社会福祉法人子どもの家福祉会 理事長 赤西 雅之 671-1104 兵庫県姫路市広畑区才８５０－１ 792804462 東播(加健)第483-035 令和3年6月14日
000028 3000181295 チャイルドハート保育サロン加古川園 675-0064 加古川市加古川町溝之口７３－９Ｋ・コンプレックスビル１階 794220830 集団給食（４）その他 集団給食 株式会社チャイルドハート 代表取締役 木田 聖子 651-2114 兵庫県神戸市西区今寺３番地の２２ 787832800 東播(加健)第483-036 令和3年6月14日
000028 3000181297 社会福祉法人　愛々福祉会　あいあい保育園 675-0011 加古川市野口町北野４１番地の１ 794278899 集団給食（４）その他 集団給食 社会福祉法人　愛々福祉会 理事長 中尾　和彦 675-0011 兵庫県加古川市野口町北野４１番地の１ 794278899 東播(加健)第483-037 令和3年6月14日
000028 3000181299 たんぽぽ保育園 675-0101 加古川市平岡町新在家５５番地 794559328 集団給食（４）その他 集団給食 公益社団法人加古川人材センター 市村 裕幸 675-0067 兵庫県加古川市加古川町河原４５３番地の１５ 794211207 東播(加健)第483-38 令和3年6月14日
000028 3000181311 うさぎ保育園 675-0016 加古川市野口町長砂４９－８ 794562700 集団給食（４）その他 集団給食 株式会社ラビット児童福祉会 代表取締役 橋本 洋一 675-0016 兵庫県加古川市野口町長砂４９－８ 794562700 東播(加健)第483-044 令和3年6月15日
000028 3000181346 久保田 675-0025 加古川市尾上町養田４２２－８ 農産保存食料品製造・加工業 一般 久保田 清 東播(加健)第483-39 令和3年6月16日
000028 3000181349 橋本和子 675-0011 加古川市野口町北野５０６－２ 農産保存食料品製造・加工業 一般 橋本 和子 東播(加健)第483-40 令和3年6月17日
000028 3000181350 田中ひろみ 675-0104 加古川市平岡町土山１０９６－１ 農産保存食料品製造・加工業 一般 田中 ひろみ 東播(加健)第483-41 令和3年6月17日
000028 3000181351 株式会社井澤商店 675-1111 加古郡稲美町印南８２９番地 794950019 精穀・製粉業 一般 株式会社井澤商店 代表取締役 井澤 潤次朗 675-1111 兵庫県加古郡稲美町印南８２９番地 794950019 東播(加健)第483-42 令和3年6月17日
000028 3000181353 幼保連携型認定こども園　加古のみやこども園 675-0009 加古川市神野町西条４８１ 794386422 集団給食（４）その他 集団給食 社会福祉法人子どもの家福祉会 理事長 赤西 雅之 671-1104 兵庫県姫路市広畑区才８５０番地１ 792804462 東播(加健)第483-43 令和3年6月17日
000028 3000181355 戸部商事株式会社 675-0104 加古川市平岡町土山３２５－１ 789490581 その他の食料・飲料販売業 一般 戸部商事株式会社 浦田 勝仁 675-0104 兵庫県加古川市平岡町土山３２５－１ 789490581 東播(加健)第483-49 令和3年6月17日
000028 3000181364 ザグザグ古宮店 675-0163 加古郡播磨町古宮１－５７ 789442322 その他の食料・飲料販売業 一般 株式会社ザグザグ 代表取締役 森 信 703-8243 岡山県岡山市中区清水３６９番地２ 東播(加健)第483-45 令和3年6月17日
000028 3000181366 おり－ぶ保育園 675-0131 加古川市別府町新野辺１２３８番地 794414411 集団給食（４）その他 集団給食 社会福祉法人きらら福祉会 理事長 多木 雅子 675-0131 兵庫県加古川市別府町新野辺１２３８番地 794414411 東播(加健)第483-47 令和3年6月17日
000028 3000181367 はとのさと保育園 675-0033 加古川市加古川町南備後３１９番地 794213947 集団給食（４）その他 集団給食 社会福祉法人　はとのさと福祉会 理事長 増田 百代 675-0033 兵庫県加古川市加古川町南備後３１９番地 794213947 東播(加健)第483-48 令和3年6月16日
000028 3000181372 オークラ輸送機株式会社　加古川東工場 675-0103 加古川市平岡町高畑５２０番２０ 794543100 器具・容器包装の製造・加工業 一般 オークラ輸送機株式会社 代表取締役 大庫 良一 675-0014 兵庫県加古川市野口町古大内９００番地 794261181 東播(加健)第483-50 令和3年6月17日
000028 3000181389 トランジシャル株式会社 675-0104 加古川市平岡町土山３２５－１ 789424110 その他 一般 トランジシャル株式会社 代表取締役 浦田 勝仁 675-0104 兵庫県加古川市平岡町土山３２５番地の１ 789424110 東播(加健)第483-52 令和3年6月17日
000028 3000181398 ファミリーマート加古川新野辺店 675-0131 加古川市別府町新野辺３０３０番地 794302006 コンビニエンスストア 一般 株式会社うかいや 代表取締役 朝生 美徳 671-1521 兵庫県揖保郡太子町東出２６２－１ 792776100 東播(加健)第483-55 令和3年6月17日
000028 3000181401 大洋化成株式会社 675-0012 加古川市野口町野口竹ノ下２３２ 794236800 器具・容器包装の製造・加工業 一般 大洋化成株式会社 代表取締役 藤野 健治 675-0012 兵庫県加古川市野口町野口竹ノ下２３２ 東播(加健)第483-56 令和3年6月17日
000028 3000181404 本州製罐株式会社兵庫工場 675-0019 加古川市野口町水足２６４番地の１ 器具・容器包装の製造・加工業 一般 本州製罐株式会社 鈴木 博司 307-0017 茨城県結城市若宮７番地 296337771 東播(加健)第483-57 令和3年6月17日
000028 3000181416 株式会社佐野商店 675-0027 加古川市尾上町今福５８８－２ 794216001 野菜果物販売業 一般 株式会社佐野商店 代表取締役 佐野 真士 675-0027 兵庫県加古川市尾上町今福５８８－２ 794216001 東播(加健)第483-53 令和3年6月21日
000028 3000181418 願成寺保育園 675-0067 加古川市加古川町河原４３０－１ 794245036 集団給食（４）その他 集団給食 社会福祉法人願成寺保育園 理事長 北野 砂恵子 675-0067 兵庫県加古川市加古川町河原４３０－１ 794245036 東播(加健)第483-54 令和3年6月21日
000028 3000181425 株式会社コープライスセンター　稲美精米工場 675-1112 加古郡稲美町六分一字百丁歩１３６２番地８０ 079-495-1818 精穀・製粉業 一般 株式会社コープライスセンター 代表取締役 大原 昭彦 675-1112 兵庫県加古郡稲美町六分一字百丁歩１３６２番地の４９ 794951818 東播(加健)第483-66 令和3年6月21日
000028 3000181432 ファミリーマート米田町船頭店 675-0053 加古川市米田町船頭４７７番地の１ 794345311 コンビニエンスストア 一般 株式会社うかいや 代表取締役 朝生 美徳 671-1521 兵庫県揖保郡太子町東出２６２番地の１ 792776100 東播(加健)第483-67 令和3年6月21日
000028 3000181433 畠寿司 675-1105 加古郡稲美町加古２０４６の５ 794923420 その他の食料品製造・加工業 一般 畠 善秀 東播(加健)第483-68 令和3年6月21日
000028 3000181434 ＫＩＴＣＨＥＮ　ＢＡＲ　ＴＲＹ 675-0025 加古川市尾上町養田１５２３－２ 794903326 その他の食料品製造・加工業 一般 株式会社坂本鉄工エンジニアリング 代表取締役 坂本 吉正 675-0025 兵庫県加古川市尾上町養田１５３９－１ 794541740 東播(加健)第483-69 令和3年6月21日
000028 3000181438 おとうふの豆吉郎 675-0066 加古川市、その他県下一円（ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く。） その他の食料・飲料販売業 自動車 河原 弘武 東播(加健)第483-46 令和3年6月16日
000028 3000181440 幼保連携型認定こども園　キューピットこども園 675-0144 加古郡播磨町北本荘６丁目９－１１ 794352532 集団給食（４）その他 集団給食 社会福祉法人キューピット福祉会 理事長 堀井 克祐 675-0144 兵庫県加古郡播磨町北本荘６丁目９－１１ 794352532 東播(加健)第483-65 令和3年6月21日
000028 3000181448 播磨同仁学院 675-0112 加古川市平岡町山之上５１８ 794243278 集団給食（４）その他 集団給食 社会福祉法人播磨同仁学院 理事長 山本 千代 675-0112 兵庫県加古川市平岡町山之上５１８ 794243278 東播(加健)第483-70 令和3年6月22日
000028 3000181451 プリスクールべふ保育園 675-0121 加古川市別府町新野辺北町７丁目９８番 794403789 集団給食（４）その他 集団給食 社会福祉法人グランはりま 理事長 河合 勝 675-0103 兵庫県加古川市平岡町高畑１番地の１ 794511525 東播(加健)第483-71 令和3年6月22日
000028 3000181470 ファミリーマート播磨北本荘店 675-0144 加古郡播磨町北本庄６丁目１番２６号 794414066 コンビニエンスストア 一般 株式会社うかいや 朝生 美徳 671-1521 兵庫県揖保郡太子町東出２６２番地の１ 792776100 東播(加健)第483-73 令和3年6月23日
000028 3000181480 特別養護老人ホーム　サンリットひまわり園 676-0023 高砂市高砂町松波町４４０－５ 794430070 集団給食（４）その他 集団給食 社会福祉法人 松波福祉会 理事長 小島 芳夫 676-0023 兵庫県高砂市高砂町松波町４４０－５ 794430070 東播(加健)第483-74 令和3年6月24日



000028 3000181481 パラディさつき苑 675-0045 加古川市西神吉町岸２４６－４ 794311780 集団給食（４）その他 集団給食 社会福祉法人松波福祉会 理事長 小島 芳夫 676-0023 兵庫県高砂市高砂町松波町４４０番地５ 794430070 東播(加健)第483-75 令和3年6月24日
000028 3000181482 兵庫南農業協同組合　ふぁ～みんＳＨＯＰ八幡 675-1206 加古川市八幡町船町２０ 794389596 その他の食料・飲料販売業 一般 兵庫南農業協同組合 代表理事組合長 中村 良祐 675-0066 兵庫県加古川市加古川町寺家町６２１番地 794248001 東播(加健)第483-59 令和3年6月24日
000028 3000181485 兵庫南農業協同組合　ふぁ～みんＳＨＯＰいなみ 675-1115 加古郡稲美町国岡３丁目２１－３ 794970222 その他の食料・飲料販売業 一般 兵庫南農業協同組合 代表理事組合長 中村 良祐 675-0066 兵庫県加古川市加古川町寺家町６２１番地 794248001 東播(加健)第483-60 令和3年6月24日
000028 3000181487 兵庫南農業協同組合　ふぁ～みんＳＨＯＰかんき 675-0057 加古川市東神吉町神吉１０１２－１ 794342201 その他の食料・飲料販売業 一般 兵庫南農業協同組合 代表理事組合長 中村 良祐 675-0066 兵庫県加古川市加古川町寺家町６２１番地 794248001 東播(加健)第483-61 令和3年6月24日
000028 3000181489 兵庫南農業協同組合　ふぁ～みんＳＨＯＰ高砂 676-0078 高砂市伊保１丁目４－１ 794478877 その他の食料・飲料販売業 一般 兵庫南農業協同組合 代表理事組合長 中村 良祐 675-0066 兵庫県加古川市加古川町寺家町６２１番地 794248001 東播(加健)第483-63 令和3年6月24日
000028 3000181508 瑞穂農蜂園 675-0008 加古川市新神野６丁目１１－１ その他の食料品製造・加工業 一般 喜多 瑞穂 東播(加健)第483-76 令和3年6月25日
000028 3000181509 認定こども園　ちいろば保育園 675-0061 加古川市加古川町大野８６２番地 794231109 集団給食（４）その他 集団給食 社会福祉法人チャレンジ２１ 理事 梅谷 悟 675-0061 兵庫県加古川市加古川町大野字大谷８６２番地 794231109 東播(加健)第483-80 令和3年6月25日
000028 3000181512 オークラ工業株式会社　尾上作業所 675-0025 加古川市尾上町養田１３７８番地 794220217 器具・容器包装の製造・加工業 一般 オークラ工業株式会社 代表取締役 大庫 英介 675-0025 兵庫県加古川市尾上町養田１３７８番地 794220217 東播(加健)第483-78 令和3年6月25日
000028 3000181513 オークラ工業株式会社　野口作業所 675-0014 加古川市野口町古大内９００ 794263612 器具・容器包装の製造・加工業 一般 オークラ工業株式会社 代表取締役 大庫 英介 675-0025 兵庫県加古川市尾上町養田１３７８番地 794220217 東播(加健)第483-79 令和3年6月25日
000028 3000181526 藤本匠 675-0012 加古川市野口町野口１１９－２３５ 794268592 農産保存食料品製造・加工業 一般 藤本 匠 東播(加健)第483-81 令和3年6月28日
000028 3000181528 認定こども園　白兎愛育園 676-0004 高砂市荒井町千鳥２丁目２３－１２ 794428900 集団給食（４）その他 集団給食 荒井神社 代表役員 廣瀬 元正 676-0004 兵庫県高砂市荒井町千鳥２丁目２３－１２ 794428900 東播(加健)第483-83 令和3年6月28日
000028 3000181529 ＫＡＫＡＳＩＹＡ 675-0331 加古川市志方町西牧２２３－３ 農産保存食料品製造・加工業 一般 森田 強 東播(加健)第483-82 令和3年6月28日
000028 3000181530 真浄寺　きくなみ保育園 676-0023 高砂市高砂町松波町４４０－４ 794424416 集団給食（４）その他 集団給食 社会福祉法人　洗心福祉会 理事長 井村 智眼 676-0078 兵庫県高砂市伊保３丁目１５番１７号 794470018 東播(加健)第483-84 令和3年6月28日
000028 3000181531 つみき保育園 675-0011 加古川市野口町北野８５０番地の８ 794540697 集団給食（４）その他 集団給食 株式会社つみき 代表取締役 秋山 美貴子 675-0011 兵庫県加古川市野口町北野８５０番地の８ 794540697 東播(加健)第483-85 令和3年6月28日
000028 3000181534 障害者支援施設あかりの家 671-0122 高砂市北浜町北脇字池ノ内５０４番１ 792543292 集団給食（４）その他 集団給食 社会福祉法人 あかりの家 理事長 西尾 敦 671-0122 兵庫県高砂市北浜町北脇字池ノ内５０４番１ 792543292 東播(加健)第483-86 令和3年6月28日
000028 3000181594 坂本 675-0160 加古郡播磨町西野添２－９－１９ 789432909 その他の食料品製造・加工業 一般 坂本 永子 東播(加健)第483-89 令和3年6月29日
000028 3000181605 播磨社会復帰促進センター 675-1201 加古川市八幡町宗佐５４４ 794305503 集団給食（４）その他 集団給食 播磨社会復帰促進センター センター長 大月 健司 675-1201 兵庫県加古川市八幡町宗佐５４４ 794305503 東播(加健)第483-90 令和3年6月29日
000028 3000181613 社会福祉法人　美保里福祉会　美保里こども園 676-0804 高砂市美保里１３番１号 794420088 集団給食（４）その他 集団給食 社会福祉法人　美保里福祉会 理事長 西山 雅子 676-0804 兵庫県高砂市美保里１３番１号 794420088 東播(加健)第483-91 令和3年6月29日
000028 3000181617 切干し製造所 675-0341 加古川市志方町畑７２２ 農産保存食料品製造・加工業 一般 木村 隆夫 東播(加健)第483-92 令和3年6月30日
000028 3000181623 幼保連携型　西神吉認定こども園 675-0044 加古川市西神吉町大国６７５番２ 794320891 集団給食（４）その他 集団給食 社会福祉法人道心 理事長 永井 快俊 670-0924 兵庫県姫路市紺屋町９７番地玉田ビル２Ｆ 792805335 東播(加健)第483-93 令和3年6月30日
000028 3000181629 ジョイフル加古川店 675-0021 加古川市尾上町安田４８０ 794568907 食肉販売業 一般 株式会社ジョイフル関西 代表取締役 松元 隆彰 870-0141 大分県大分市三川新町一丁目１番４５号 975517131 東播(加健)第483-94 令和3年7月1日
000028 3000181631 ジョイフル高砂阿弥陀店 676-0827 高砂市阿弥陀町阿弥陀字松ノ内１９１７－２ 794467033 食肉販売業 一般 株式会社ジョイフル関西 代表取締役 松元 隆彰 870-0141 大分県大分市三川新町一丁目１番４５号 975517131 東播(加健)第483-95 令和3年7月1日
000028 3000181633 さいしゅうじこども園 676-0076 高砂市伊保崎５丁目７－１ 794475209 集団給食（４）その他 集団給食 社会福祉法人雙樹会 理事長 暉峻 隆渉 676-0076 兵庫県高砂市伊保崎五丁目７番１号 794475209 東播(加健)第483-87 令和3年6月29日
000028 3000181634 介護相談室あえる 675-0011 加古川市野口町北野１２８９－２ 794417690 その他の食料・飲料販売業 一般 株式会社ＡＬＣ 花田 原樹 675-0061 兵庫県加古川市加古川町大野５０４番地の３ 794392730 東播(加健)第483-96 令和3年7月1日
000028 3000181643 宝殿保育園 675-0055 加古川市東神吉町西井ノ口字権源７９４－４ 794314254 集団給食（４）その他 集団給食 社会福祉法人宝殿保育園 理事長 長濵 晋介 675-0055 兵庫県加古川市東神吉町西井ノ口字権源７９４－４ 794314254 東播(加健)第483-97 令和3年7月1日
000028 3000181657 豆吉郎　加古川営業所 675-0066 加古川市、その他県下一円（ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く。）その他の食料・飲料販売業 自動車 谷澤 絵美 東播(加健)第483-98 令和3年7月2日
000028 3000181659 豆吉郎　加古川営業所 675-0066 加古川市、その他県下一円（ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く。）その他の食料・飲料販売業 自動車 夫津木 富男 東播(加健)第483-99 令和3年7月2日
000028 3000181662 チャイルドハート保育サロン東加古川園 675-0101 加古川市平岡町新在家２丁目２６４－１８みなと銀行ビル３Ｆ 794220461 集団給食（４）その他 集団給食 株式会社チャイルドハート 代表取締役 木田 聖子 651-2114 兵庫県神戸市西区今寺３番地の２２ 787832800 東播(加健)第483-110 令和3年7月2日
000028 3000181664 豆吉郎　加古川営業所 675-0066 加古川市、その他県下一円（ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く。）その他の食料・飲料販売業 自動車 東原 史朗 東播(加健)第483-100 令和3年7月2日
000028 3000181665 豆吉郎　加古川営業所 675-0066 加古川市、その他県下一円（ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く。）その他の食料・飲料販売業 自動車 川口 邦明 東播(加健)第483-101 令和3年7月2日
000028 3000181671 豆吉郎　加古川営業所 675-0066 加古川市、その他県下一円（ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く。）その他の食料・飲料販売業 自動車 中谷 勝己 東播(加健)第483-102 令和3年7月2日
000028 3000181674 豆吉郎　加古川営業所 675-0066 加古川市、その他県下一円（ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く。）その他の食料・飲料販売業 自動車 岡戸 康夫 東播(加健)第483-103 令和3年7月2日
000028 3000181675 豆吉郎　加古川営業所 675-0066 加古川市、その他県下一円（ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く。）その他の食料・飲料販売業 自動車 大黒 智行 東播(加健)第483-107 令和3年7月2日
000028 3000181678 豆吉郎　加古川営業所 675-0066 加古川市、その他県下一円（ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く。）その他の食料・飲料販売業 自動車 藤原 賢 東播(加健)第483-104 令和3年7月2日
000028 3000181679 豆吉郎　加古川営業所 675-0066 加古川市、その他県下一円（ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く。）その他の食料・飲料販売業 自動車 坂本 裕也 東播(加健)第483-105 令和3年7月2日
000028 3000181681 豆吉郎　加古川営業所 675-0066 加古川市、その他県下一円（ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く。）その他の食料・飲料販売業 自動車 柳瀬 博昭 東播(加健)第483-108 令和3年7月2日
000028 3000181682 豆吉郎　加古川営業所 675-0066 加古川市、その他県下一円（ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く。）その他の食料・飲料販売業 自動車 大北 亜弓 東播(加健)第483-106 令和3年7月2日
000028 3000181684 豆吉郎　加古川営業所 675-0066 加古川市、その他県下一円（ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く。）その他の食料・飲料販売業 自動車 山本 努 東播(加健)第483-109 令和3年7月2日
000028 3000181704 認定こども園　子供の園保育園 676-0082 高砂市曽根町７８８－１ 794471641 集団給食（４）その他 集団給食 宗教法人日本基督教団曽根教会 理事長 西澤 他喜衛 676-0082 兵庫県高砂市曽根町７８８－１ 794471641 東播(加健)第483-112 令和3年7月6日
000028 3000181738 ヒューマンライフケア加古川の湯 675-0031 加古川市加古川町北在家５１６番地の１エルグランデ北在家１階 794250101 集団給食（４）その他 集団給食 ヒューマンライフケア株式会社 代表取締役 瀬戸口 信也 160-0023 東京都新宿区西新宿七丁目５番２５号 368460223 東播(加健)第483-114 令和3年7月7日
000028 3000181761 加古川ワインバル 675-0066 加古川市加古川町寺家町１６３－６ 794515960 調味料製造・加工業 一般 溝口 浩太郎 東播(加健)第483-116 令和3年7月9日
000028 3000181787 彩ｉｒｏ．．． 675-0027 加古川市尾上町今福４５６－９ 794255809 製茶業 一般 鹿間 則子 東播(加健)第483-118 令和3年7月12日
000028 3000181789 黒にんにく店 675-1216 加古川市上荘町都染６４５－１０ 794282150 その他の食料品製造・加工業 一般 森本 強 東播(加健)第483-119 令和3年7月12日
000028 3000181880 幼保連携型認定こども園トベラこども園 675-0103 加古川市平岡町高畑字古新池６２１番地の３ 794263050 集団給食（４）その他 集団給食 社会福祉法人トベラ福祉会 竹内 千鶴子 675-0103 兵庫県加古川市平岡町高畑字古新池６２１番地の３ 794263050 東播(加健)第483-115 令和3年7月15日
000028 3000181901 正蓮寺こども園 676-0822 高砂市阿弥陀町魚橋１６７４ 794482333 集団給食（４）その他 集団給食 社会福祉法人正蓮寺静蔭学園 理事長 髙谷 俊英 676-0822 兵庫県高砂市阿弥陀町魚橋１６７３番地１ 794482333 東播(加健)第483-113 令和3年7月7日
000028 3000181904 やはたこども園 675-1203 加古川市八幡町下村１０２４―２ 794380309 集団給食（４）その他 集団給食 社会福祉法人八幡福祉会 理事長 前田 功 675-1203 兵庫県加古川市八幡町下村１０２４番地の２ 794380309 東播(加健)第483-77 令和3年7月16日
000028 3000181908 認定こども園　真浄寺保育園 676-0078 高砂市伊保３―１５―１７ 794470018 集団給食（４）その他 集団給食 社会福祉法人洗心福祉会 理事長 井村 智眼 676-0078 兵庫県高砂市伊保３丁目１５番１７号 794470018 東播(加健)第483-88 令和3年6月30日
000028 3000181910 米田 675-0335 加古川市志方町原５２４ 農産保存食料品製造・加工業 一般 米田 由美 東播(加健)第483-122 令和3年7月16日
000028 3000181917 磐のほたる 675-1226 加古川市平荘町磐４０３ 米穀類販売業 一般 山中 小百合 東播(加健)第483-123 令和3年7月16日
000028 3000181937 米田西保育園 676-0805 高砂市米田町米田１９０ 794311471 集団給食（４）その他 集団給食 社会福祉法人はとのさと福祉会 理事長 増田 百代 675-0033 兵庫県加古川市加古川町南備後３１９番地 794977234 東播(加健)第483-124 令和3年7月19日
000028 3000181961 蓮池こども園 675-0160 加古郡播磨町西野添２丁目１０－３３ 789426983 集団給食（４）その他 集団給食 社会福祉法人　和坂福祉会 理事長 林谷 文子 673-0012 兵庫県明石市和坂１丁目１５番１号 789275110 東播(加健)第483-125 令和3年7月19日
000028 3000181963 田中　保夫 675-0067 加古川市加古川町河原２２－２ 農産保存食料品製造・加工業 一般 田中 保夫 東播(加健)第483-126 令和3年7月19日
000028 3000181974 小林種苗株式会社 675-0039 加古川市加古川町粟津４０４番地 794222701 その他の食料・飲料販売業 一般 小林種苗株式会社 代表取締役 小林 稔 675-0039 兵庫県加古川市加古川町粟津４０４番地 794222701 東播(加健)第483-127 令和3年7月20日
000028 3000181981 播磨中央こども園 675-0147 加古郡播磨町南大中一丁目５番１３号 794352455 集団給食（４）その他 集団給食 社会福祉法人八重桜会 理事長 藤原 進 675-0147 兵庫県加古郡播磨町南大中一丁目５番１３号 794352455 東播(加健)第483-128 令和3年7月20日
000028 3000181994 Ｊ・ＴＯＰマシナリー株式会社　本社 675-0155 加古郡播磨町新島４７番地１８ 794302321 器具・容器包装の製造・加工業 一般 Ｊ・ＴＯＰマシナリー株式会社 代表取締役 田中 靖宏 675-0155 兵庫県加古郡播磨町新島４７番地１８ 794302321 東播(加健)第483-129 令和3年7月21日
000028 3000181996 オークラ輸送機株式会社加古川東工場　内　ＢＭ職場 675-0103 加古川市平岡町高畑５２０番２０ 794543146 器具・容器包装の製造・加工業 一般 Ｊ・ＴＯＰマシナリー株式会社 代表取締役 田中 靖宏 675-0155 兵庫県加古郡播磨町新島４７番地１８ 794302321 東播(加健)第483-130 令和3年7月21日
000028 3000182011 地域密着型小規模特別養護老人ホーム　はぎの郷 675-0105 加古川市平岡町つつじ野８番１ 794256805 集団給食（４）その他 集団給食 社会福祉法人つつじの福祉会 理事長 大庫 俊介 675-0131 兵庫県加古川市別府町新野辺５７４－８８ 794373100 東播(加健)第483-131 令和3年7月26日
000028 3000182058 田中弘 675-0023 加古川市尾上町池田９７の３ 794235745 海藻製造・加工業 一般 田中 弘 東播(加健)第483-133 令和3年7月28日
000028 3000182064 ローソン　サテライト加古川坂井南 675-0015 加古川市野口町坂井１８番地 794358410 コンビニエンスストア 一般 有限会社アイ・シーブイエス 代表取締役 今井 宏樹 675-0068 兵庫県加古川市加古川町中津８４０番地の３ 東播(加健)第483-132 令和3年7月27日
000028 3000182118 株式会社ＭＡＳＡマネージメント　いなみ野 675-1115 加古郡稲美町国岡１３８４－４ 794515418 農産保存食料品製造・加工業 一般 株式会社ＭＡＳＡマネージメント 代表取締役 大橋 正佳 675-1115 兵庫県加古郡稲美町国岡１３８４番地の４ 794515418 東播(加健)第483-117 令和3年7月14日
000028 3000182194 キングフーズ株式会社 676-0008 高砂市荒井町新浜２丁目１２番１号 794441157 精穀・製粉業 一般 キングフーズ株式会社 代表取締役 中里 仁一 676-0008 兵庫県高砂市荒井町新浜２丁目１２番１号 794441157 東播(加健)第483-134 令和3年7月30日
000028 3000182203 藤原輝恵 676-0802 高砂市米田町古新３－５ 794329487 農産保存食料品製造・加工業 一般 藤原 輝恵 東播(加健)第483-135 令和3年7月30日
000028 3000182220 （株）水足営農 675-0019 加古川市野口町水足１３１０ その他の食料品製造・加工業 一般 畑 洋一 東播(加健)第483-136 令和3年7月30日
000028 3000182225 岸本　昇 675-0011 加古川市野口町北野９４７ 農産保存食料品製造・加工業 一般 岸本 昇 東播(加健)第483-137 令和3年7月30日
000028 3000182228 松本 675-0017 加古川市野口町良野１０５１番地の２ 794245082 農産保存食料品製造・加工業 一般 松本 捷利 東播(加健)第483-138 令和3年7月30日
000028 3000182229 松田農園 675-0003 加古川市神野町神野６８１ 794381476 農産保存食料品製造・加工業 一般 松田 強 東播(加健)第483-148 令和3年8月2日
000028 3000182233 はしもと 675-0113 加古川市平岡町中野８４７ 794379018 農産保存食料品製造・加工業 一般 橋本 武子 東播(加健)第483-139 令和3年7月30日
000028 3000182235 つくし保育園 675-0105 加古川市平岡町つつじ野２東加古川つつじ野アベニュー１７ 794517123 集団給食（４）その他 集団給食 株式会社しぎたに 代表取締役 鴫谷 晴枝 675-0105 兵庫県加古川市平岡町つつじ野２東加古川つつじ野アベニュー１７ 794517123 東播(加健)第483-140 令和3年7月30日
000028 3000182238 ダイソー東加古川店 675-0102 加古川市平岡町西谷１９３－８ 794566662 その他の食料・飲料販売業 一般 株式会社大創産業 代表取締役 矢野 靖二 739-0008 広島県東広島市西条吉行東１丁目４番１４号 824200100 東播(加健)第483-141 令和3年7月30日
000028 3000182239 ダイソー　イオンタウン加古川店 675-0052 加古川市東神吉町出河原８６２イオンタウン加古川店内 794344171 その他の食料・飲料販売業 一般 株式会社大創産業 代表取締役 矢野 靖二 739-0008 広島県東広島市西条吉行東１－４－１４ 824200100 東播(加健)第483-142 令和3年7月30日
000028 3000182240 佐伯蒟蒻有限会社 675-0143 加古郡播磨町宮北一丁目５番１０号 794378026 その他の食料品製造・加工業 一般 佐伯蒟蒻有限会社 代表取締役 佐伯 和郎 675-0143 兵庫県加古郡播磨町宮北一丁目５番１０号 794378026 東播(加健)第483-143 令和3年8月2日
000028 3000182242 有限会社岡本商店 676-0805 高砂市米田町米田９３３－１８ 794325084 米穀類販売業 一般 有限会社岡本商店 代表取締役 岡本 敬彦 676-0805 兵庫県高砂市米田町米田９３３－１８ 794325084 東播(加健)第483-152 令和3年8月3日
000028 3000182247 野村ファーム 675-1105 加古郡稲美町加古１０９１ 794922227 農産保存食料品製造・加工業 一般 野村 陽子 東播(加健)第483-153 令和3年8月3日
000028 3000182250 サラダ館土山駅前店 675-0151 加古郡播磨町野添１６６３－２ 789436065 その他の食料・飲料販売業 一般 株式会社エノモト 代表取締役 榎本 善美 675-0151 兵庫県加古郡播磨町野添１６６３－２ 789431811 東播(加健)第483-144 令和3年8月2日
000028 3000182260 三杉屋　業務スーパー東加古川店 675-0115 加古川市平岡町一色７８７－３２業務スーパー東加古川店内 794515499 野菜果物販売業 一般 株式会社三杉屋 杉本 光晴 563-0032 大阪府池田市石橋１丁目１番８ 784146621 東播(加健)第483-154 令和3年8月3日
000028 3000182286 株式会社ハローズ高砂店 676-0801 高砂市米田町米田新１７－１ 794318686 百貨店、総合スーパー 一般 株式会社ハローズ 代表取締役 佐藤 利行 721-0973 広島県福山市南蔵王町六丁目２６番７号 864831011 東播(加健)第483-146 令和3年8月2日
000028 3000182287 ザグザグ高砂伊保店 676-0071 高砂市伊保東一丁目４番３０号 794476839 その他の食料・飲料販売業 一般 株式会社ザグザグ 代表取締役 森 信 703-8243 岡山県岡山市中区清水３６９番地２ 862076300 東播(加健)第483-147 令和3年8月2日
000028 3000182331 ドン･キホーテ加古川店 675-0012 加古川市野口町野口大仏１２９番地６２号 794562111 百貨店、総合スーパー 一般 株式会社ドン・キホーテ 代表取締役 吉田 直樹 153-0042 東京都目黒区青葉台２丁目１９－１０ 357257532 東播(加健)第483-149 令和3年8月2日
000028 3000182336 株式会社ハローズ東加古川店 675-0103 加古川市平岡町高畑４５１番地１７ 794208655 百貨店、総合スーパー 一般 株式会社ハローズ 佐藤 利行 721-0973 広島県福山市南蔵王町六丁目２６番７号 864831011 東播(加健)第483-156 令和3年8月6日
000028 3000182338 認定こども園ゆき保育園 675-0313 加古川市志方町投松１８２番地 794523613 集団給食（４）その他 集団給食 社会福祉法人ゆき保育園 理事長 寺島 文泰 675-0313 兵庫県加古川市志方町投松１４７番地 794523613 東播(加健)第483-158 令和3年8月6日
000028 3000182340 ウエルシア高砂浜田町店 676-0022 高砂市高砂町浜田町二丁目１４－２９ 794431522 乳類販売業 一般 ウエルシア薬局株式会社 代表取締役 松本 忠久 101-0021 東京都千代田区外神田二丁目２番１５号 352095677 東播(加健)第483-157 令和3年8月6日
000028 3000182371 バラエティフーズよこやま 675-0121 加古川市別府町新野辺北町３丁目６４－２ 794378450 その他の食料・飲料販売業 一般 有限会社横山商店 代表取締役 横山 哲也 675-0131 兵庫県加古川市別府町新野辺５７４－１３９ 794378450 東播(加健)第483-155 令和3年8月4日
000028 3000182372 ｌｕｎａ 676-0002 高砂市末広町１－２６－２ その他の食料品製造・加工業 一般 大山 晃輝 東播(加健)第483-159 令和3年8月10日
000028 3000182397 堀本農園 675-1212 加古川市上荘町井ノ口１１８ 794282048 野菜果物販売業 一般 堀本 誠司 東播(加健)第483-160 令和3年8月10日
000028 3000182451 認定こども園あおば保育園 675-0067 加古川市加古川町河原２２８番地の１ 794541230 集団給食（４）その他 集団給食 社会福祉法人夢の会 理事 勝亦 正昭 675-0067 兵庫県加古川市加古川町河原２２８番地の１ 794541230 東播(加健)第483-162 令和3年8月12日
000028 3000182456 社会福祉法人東播福祉会  認定こども園　みのりヶ丘保育園 675-0062 加古川市加古川町美乃利１６４－４ 794234150 集団給食（４）その他 集団給食 社会福祉法人　東播福祉会 理事長 今井 智子 675-0062 兵庫県加古川市加古川町美乃利１６４－４ 794234150 東播(加健)第483-163 令和3年8月13日
000028 3000182462 餃子の王将 676-0807 高砂市米田町島３８ 794338233 その他の食料・飲料販売業 一般 株式会社王将フードサービス 代表取締役 渡邊 直人 607-8307 京都府京都市山科区西野山射庭ノ上町２９４－１ 755921411 東播(加健)第483-164 令和3年8月13日
000028 3000182533 加古川市立しかたこども園 675-0321 加古川市志方町志方町１７２１ 794525900 集団給食（４）その他 集団給食 加古川市 市長 岡田 康裕 675-0031 兵庫県加古川市加古川町北在家２０００番地 794212000 東播(加健)第483-165 令和3年8月18日
000028 3000182535 加古川市立川西こども園 675-0054 加古川市米田町平津１０８ 794325070 集団給食（４）その他 集団給食 加古川市 市長 岡田 康裕 675-0031 兵庫県加古川市加古川町北在家２０００番地 794212000 東播(加健)第483-166 令和3年8月18日
000028 3000182540 加古川市立東神吉こども園 675-0057 加古川市東神吉町神吉１６２番地の１ 794323972 集団給食（４）その他 集団給食 加古川市 市長 岡田 康裕 675-0031 兵庫県加古川市加古川町北在家２０００番地 794212000 東播(加健)第483-167 令和3年8月18日
000028 3000182560 加古川市立　野口保育園 675-0019 加古川市野口町水足２０２０－１５５ 794223495 集団給食（４）その他 集団給食 加古川市 市長 岡田　康裕 675-0031 兵庫県加古川市加古川町北在家２０００番地 794212000 東播(加健)第483-168 令和3年8月18日
000028 3000182561 鳩里保育園 675-0038 加古川市加古川町木村５１１ 794211031 集団給食（４）その他 集団給食 加古川市 市長 岡田 康裕 675-0031 兵庫県加古川市加古川町北在家２０００番地 794212000 東播(加健)第483-169 令和3年8月18日
000028 3000182563 浜の宮保育園 675-0023 加古川市尾上町池田８９－１ 794217710 集団給食（４）その他 集団給食 加古川市 市長 岡田 康裕 675-0031 兵庫県加古川市加古川町北在家２０００番地 794212000 東播(加健)第483-170 令和3年8月18日
000028 3000182573 エニタイムフィットネス　加古川店 675-0131 加古川市野口町長砂１１８０－１ 794516701 自動販売機（要届出のコップ式自動販売機及び要許可を除く） 自動販売機 株式会社ペルゴ 代表取締役 小林 康浩 670-0976 兵庫県姫路市中地１８８番地の１ 792934064 東播(加健)第483-174 令和3年8月20日
000028 3000182581 料理家　迫田 675-0066 加古川市、その他県下一円（ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く。) その他の食料・飲料販売業 自動車 迫田 美樹男 東播(加健)第483-175 令和3年8月23日
000028 3000182622 井澤農園 675-1101 加古郡稲美町下草谷３４０－１６８ その他の食料品製造・加工業 一般 井澤 恵子 東播(加健)第483-176 令和3年8月25日
000028 3000182642 セブン－イレブン高砂春日野町店 676-0814 高砂市春日野町４番１１号 794488040 コンビニエンスストア 一般 株式会社近藤 代表取締役 近藤 多恵子 676-0016 兵庫県高砂市荒井町扇町３１４－３ 794430667 東播(加健)第483-177 令和3年8月25日
000028 3000182675 多機能型事業所こばと園 675-1104 加古郡稲美町野寺１０５０番地の５６ 794951965 集団給食（４）その他 集団給食 社会福祉法人こばと会 理事長 山本 隆愛 675-1104 兵庫県加古郡稲美町野寺１０５０番地の５６ 794951965 東播(加健)第483-171 令和3年8月26日



000028 3000182676 有限会社鎌田商店 676-0082 高砂市曽根町４４５―８ 794471751 その他の食料品製造・加工業 一般 有限会社鎌田商店 代表取締役 鎌田 茂伸 676-0082 兵庫県高砂市曽根町４４５番地の８ 794471751 東播(加健)第483-172 令和3年8月26日
000028 3000182690 養護老人ホーム高砂荘 671-0122 高砂市北浜町北脇５４４番の１ 792544990 集団給食（４）その他 集団給食 社会福祉法人高砂福祉会 理事長 西野 勝 671-0122 兵庫県高砂市北浜町北脇５４４番地の１ 792544990 東播(加健)第483-173 令和3年8月27日
000028 3000182727 ｃａｆé　ＦＩＮＥ 675-0066 加古川市、その他県下一円（ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く。) 794906262 その他の食料・飲料販売業 露店 上田 裕美子 東播(加健)第483-185 令和3年8月27日
000028 3000182759 フットライズリハビリケアセンター 675-0012 加古川市野口町野口５８－１ 794535525 集団給食（４）その他 集団給食 株式会社Ｆｏｏｔ　Ｒｉｓｅ 代表取締役 土居 絢果 675-0012 兵庫県加古川市野口町野口５８番地の１ 794535525 東播(加健)第483-186 令和3年8月31日
000028 3000182768 餃子の王将　加古川平野店 675-0063 加古川市加古川町平野２５０ 794247933 その他の食料・飲料販売業 一般 株式会社天将 代表取締役 丹後 昌博 675-0061 兵庫県加古川市加古川町大野１７６－２ 794237239 東播(加健)第483-187 令和3年9月1日
000028 3000182777 上田珈琲 675-0066 加古川市、その他県下一円（ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く。） その他の食料・飲料販売業 一般 上田 健太 東播(加健)第483-188 令和3年9月1日
000028 3000182779 上田珈琲 676-0048 高砂市高砂町猟師町８５０ その他の食料・飲料販売業 一般 上田 健太 東播(加健)第483-189 令和3年9月1日
000028 3000182819 兵庫県立いなみ野特別支援学校 675-1114 加古郡稲美町国安字新開１２８４－１ 794926161 集団給食（４）その他 集団給食 県立いなみ野特別支援学校 校長 高橋 幹夫 675-1114 兵庫県加古郡稲美町国安字新開１２８４－１ 794926161 東播(加健)第483-190 令和3年9月3日
000028 3000182839 西脇公会堂 675-0047 加古川市西神吉町鼎１７４－１ 製茶業 一般 野村 和秋 東播(加健)第483-192 令和3年9月6日
000028 3000182867 四月一日珈琲店 675-0334 加古川市志方町成井２４１－１ コーヒー（飲料を除く）製造・加工業 一般 綿貫 晃 東播(加健)第483-195 令和3年9月6日
000028 3000182879 クチーナ・リソ 675-0025 加古川市尾上町養田２丁目５４ 794236824 精穀・製粉業 一般 横川 絹江 東播(加健)第483-196 令和3年9月7日
000028 3000182907 うみそらＣａｆｅ 675-0066 加古川市加古川町寺家町４２０ 794975455 自動販売機（要届出のコップ式自動販売機及び要許可を除く） 自動販売機 穐原 美佳 東播(加健)第483-197 令和3年9月8日
000028 3000182911 加古川　かわのまちほいくえん 675-0066 加古川市加古川町寺家町３６３－４かわのまちビルディング１Ｆ 794557234 集団給食（４）その他 集団給食 特定非営利活動法人シミンズシーズ 代表理事 柏木 登起 675-0066 兵庫県加古川市加古川町寺家町３６３－４かわのまちビルディング２F 794220402 東播(加健)第483-194 令和3年9月6日
000028 3000182919 エア・ウォーター株式会社 675-0137 加古川市金沢町１(神鋼加古川製鉄所内) 794300041 添加物製造・加工業 一般 エア・ウォーター株式会社 代表取締役 白井 清司 542-0081 大阪府大阪市中央区南船場二丁目１２番８号 794300041 東播(加健)第483-193 令和3年9月6日
000028 3000182926 株式会社長谷川商店　本社 675-0023 加古川市尾上町池田１０２番地の１ 794233101 製茶業 一般 株式会社長谷川商店 代表取締役 大篠 陽祐 675-0023 兵庫県加古川市尾上町池田１０２番地の１ 794233101 東播(加健)第483-200 令和3年9月9日
000028 3000182929 株式会社長谷川商店　北町工場 675-0121 加古川市別府町新野辺北町７丁目６１ 794363881 製茶業 一般 株式会社長谷川商店 代表取締役 大篠 陽祐 675-0023 兵庫県加古川市尾上町池田１０２番地の１ 794233101 東播(加健)第483-201 令和3年9月9日
000028 3000182931 株式会社長谷川商店　新野辺工場 675-0131 加古川市別府町新野辺２０２３ 794378250 製茶業 一般 株式会社長谷川商店 代表取締役 大篠 陽祐 675-0023 兵庫県加古川市尾上町池田１０２番地の１ 794233101 東播(加健)第483-202 令和3年9月9日
000028 3000182981 マルカ 675-0066 加古川市及び高砂市一円 行商 行商 加嶋 博 東播(加健)第483-203 令和3年9月10日
000028 3000182983 木村 675-0066 高砂市一円 794428061 行商 行商 木村 巍 東播(加健)第483-204 令和3年9月10日
000028 3000182984 マルイ食品株式会社　加古川営業所 676-0822 高砂市阿弥陀町魚橋字西ノ口１０４６番地の１ 794485723 その他の食料・飲料販売業 一般 マルイ食品株式会社 代表取締役 栫 操 899-0217 鹿児島県出水市平和町２２５番地 996631111 東播(加健)第483-205 令和3年9月10日
000028 3000182987 ダイソー，ニッケパークタウン加古川店 675-0066 加古川市加古川町寺家町１７３－１ニッケパークタウン内１Ｆ 794975510 その他の食料・飲料販売業 一般 株式会社大創産業 代表取締役 矢野 靖二 739-0008 広島県東広島市西条吉行東１－４－１４ 824200100 東播(加健)第483-206 令和3年9月10日
000028 3000182989 ダイソー　アリオ加古川店 675-0124 加古川市別府町緑町２　アリオ加古川２階 その他の食料・飲料販売業 一般 株式会社大創産業 代表取締役 矢野 靖二 739-0008 広島県東広島市西条吉行東１－４－１４ 824200100 東播(加健)第483-207 令和3年9月10日
000028 3000182990 ダイソー　イオンタウン高砂店 676-0074 高砂市梅井５丁目５－２５ 794493010 その他の食料・飲料販売業 一般 株式会社大創産業 代表取締役 矢野 靖二 739-0008 広島県東広島市西条吉行東１－４－１４ 824200100 東播(加健)第483-208 令和3年9月10日
000028 3000182991 ダイソー　ハローズ東加古川店 675-0103 加古川市平岡町高畑字乾角４５１－１ その他の食料・飲料販売業 一般 株式会社大創産業 代表取締役 矢野 靖二 739-0008 広島県東広島市西条吉行東１－４－１４ 824200100 東播(加健)第483-209 令和3年9月10日
000028 3000183004 めぐみの郷　新高砂店 676-0808 高砂市神爪３丁目１－１ 794344831 野菜果物販売業 一般 株式会社Ｇ７アグリジャパン 代表取締役 中藤 務 654-0161 兵庫県神戸市須磨区弥栄台２丁目１－３ 東播(加健)第483-210 令和3年9月10日
000028 3000183006 Ａｍｉｇｏ 676-0824 高砂市阿弥陀町南池２７－４ 野菜果物販売業 一般 野々村 優子 東播(加健)第483-211 令和3年9月10日
000028 3000183060 マックスバリュ野口店 675-0018 加古川市野口町坂元１０５－１ 794561900 自動販売機（要届出のコップ式自動販売機及び要許可を除く） 自動販売機 マックスバリュ西日本株式会社 代表取締役 平尾 健一 732-0814 広島県広島市南区段原南一丁目３番５２号 825358500 東播(加健)第483-212 令和3年9月15日
000028 3000183080 オフィスグリコ冷凍冷蔵庫１１９０６４ 676-0001 高砂市中島２－２－２ その他の食料・飲料販売業 一般 グリコチャネルクリエイト株式会社 代表取締役 西村 浩一 555-0021 大阪府大阪市西淀川区歌島４丁目６－５ 東播(加健)第483-216 令和3年9月16日
000028 3000183082 オフィスグリコ冷凍冷蔵庫２８１４２３ 676-0082 高砂市曽根町８０１－５ その他の食料・飲料販売業 一般 グリコチャネルクリエイト株式会社 代表取締役 西村 浩一 555-0021 大阪府大阪市西淀川区歌島４丁目６－５ 東播(加健)第483-217 令和3年9月16日
000028 3000183083 オフィスグリコ冷凍冷蔵庫２８１３６９ 676-0072 高砂市伊保港町１－８－１ その他の食料・飲料販売業 一般 グリコチャネルクリエイト株式会社 代表取締役 西村 浩一 555-0021 大阪府大阪市西淀川区歌島４丁目６－５ 東播(加健)第483-218 令和3年9月16日
000028 3000183085 オフィスグリコ冷凍冷蔵庫２８１３７０ 676-0805 高砂市米田町米田２５１－１ その他の食料・飲料販売業 一般 グリコチャネルクリエイト株式会社 代表取締役 西村 浩一 555-0021 大阪府大阪市西淀川区歌島４丁目６－５ 東播(加健)第483-219 令和3年9月16日
000028 3000183086 オフィスグリコ冷凍冷蔵庫２７７０７０ 676-0077 高砂市松陽４－７３８ その他の食料・飲料販売業 一般 グリコチャネルクリエイト株式会社 代表取締役 西村 浩一 555-0021 大阪府大阪市西淀川区歌島４丁目６－５ 東播(加健)第483-220 令和3年9月16日
000028 3000183089 餃子の王将高砂店 676-0077 高砂市松陽４丁目６４３ 794495252 その他の食料・飲料販売業 一般 株式会社ペルゴ 代表取締役 小林 康浩 670-0976 兵庫県姫路市中地１８８－１ 792934064 東播(加健)第483-221 令和3年9月16日
000028 3000183099 石原農園 675-1202 加古川市八幡町野村５９５－１ 794380870 その他の食料品製造・加工業 一般 石原 善治 東播(加健)第483-232 令和3年9月16日
000028 3000183106 播磨保育園 675-0156 加古郡播磨町東本荘１－１３－７ 794378165 集団給食（４）その他 集団給食 社会福祉法人播磨福祉会 理事長 髙島 安郎 675-0156 兵庫県加古郡播磨町東本荘１丁目１３番７号 794378165 東播(加健)第483-229 令和3年9月16日
000028 3000183109 パレット保育園 675-0156 加古郡播磨町東本荘１丁目１３番２８号 794517616 集団給食（４）その他 集団給食 社会福祉法人播磨福祉会 理事長 髙島 安郎 675-0156 兵庫県加古郡播磨町東本荘１丁目１３番７号 794378165 東播(加健)第483-230 令和3年9月16日
000028 3000183112 株式会社一蔵 675-1232 加古川市平荘町里３８１－１ 794282629 精穀・製粉業 一般 株式会社一蔵 代表取締役 高松 聰 675-1232 兵庫県加古川市平荘町里３８１－１ 794282629 東播(加健)第483-231 令和3年9月16日
000028 3000183126 地域密着型特別養護老人ホーム　しのべの里  しのべの里ｼｮｰﾄｽﾃｲｻｰﾋﾞｽ　ｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑしのべ 675-0131 加古川市別府町新野辺２５２８番地 794367888 集団給食（４）その他 集団給食 社会福祉法人日の出福祉会 理事長 中田　善久 675-1114 兵庫県加古郡稲美町国安字新開１２５６番地 794418423 東播(加健)第483-233 令和3年9月16日
000028 3000183147 オフィスグリコ冷凍冷蔵庫231484 675-0101 加古川市平岡町新在家３－２８９－８－１０１ その他の食料・飲料販売業 一般 グリコチャネルクリエイト株式会社 西村 浩一 555-0021 大阪府大阪市西淀川区歌島４丁目６－５ 東播(加健)第483-213 令和3年9月17日
000028 3000183148 オフィスグリコ冷凍冷蔵庫281535 675-0113 加古川市平岡町中野字神中２２９－１ その他の食料・飲料販売業 一般 グリコチャネルクリエイト株式会社 西村 浩一 555-0021 大阪府大阪市西淀川区歌島４丁目６－５ 東播(加健)第483-214 令和3年9月17日
000028 3000183167 餃子の王将　播磨町店 675-0159 加古郡播磨町東野添２－２１－１２ その他の食料・飲料販売業 一般 株式会社ペルゴ 代表取締役 小林 康浩 670-0976 兵庫県姫路市中地１８８－１ 792934064 東播(加健)第483-222 令和3年9月16日
000028 3000183168 餃子の王将　国道加古川店 675-0103 加古川市平岡町高畑字菖蒲２８番地 794238807 その他の食料・飲料販売業 一般 株式会社王将フードサービス 代表取締役 渡邊 直人 607-8307 京都府京都市山科区西野山射庭ノ上町２９４番地の１ 755921411 東播(加健)第483-215 令和3年9月17日
000028 3000183170 餃子の王将　東加古川店 675-0131 加古川市野口町長砂１１８０－４ その他の食料・飲料販売業 一般 株式会社ペルゴ 代表取締役 小林 康浩 670-0976 兵庫県姫路市中地１８８番地の１ 792934064 東播(加健)第448-223 令和3年9月16日
000028 3000183174 稲美中学校給食室 675-1113 加古郡稲美町岡２０７５番地の１ 794924400 集団給食（１）学校 集団給食 稲美町 町長 古谷 博 675-1115 兵庫県加古郡稲美町国岡１－１ 794921212 東播(加健)第483-178 令和3年8月27日
000028 3000183175 稲美北中学校給食室 675-1105 加古郡稲美町加古４２６９番地 794920201 集団給食（１）学校 集団給食 稲美町 町長 古谷 博 675-1115 兵庫県加古郡稲美町国岡１－１ 794921212 東播(加健)第483-179 令和3年8月27日
000028 3000183184 天満南小学校給食室 675-1124 加古郡稲美町森安８１ 794926168 集団給食（１）学校 集団給食 稲美町 町長 古谷 博 675-1115 兵庫県加古郡稲美町国岡１－１ 794921212 東播(加健)第483-181 令和3年8月27日
000028 3000183187 天満小学校給食室 675-1115 加古郡稲美町国岡５３８番地 794920300 集団給食（１）学校 集団給食 稲美町 町長 古谷 博 675-1115 兵庫県加古郡稲美町国岡１－１ 794921212 東播(加健)第483-182 令和3年8月27日
000028 3000183188 母里小学校給食室 675-1104 加古郡稲美町野寺８８番地の１ 794950024 集団給食（１）学校 集団給食 稲美町 町長 古谷 博 675-1115 兵庫県加古郡稲美町国岡１－１ 794921212 東播(加健)第483-183 令和3年8月27日
000028 3000183190 ニシタ米穀株式会社 675-0131 加古川市別府町新野辺１２４７ 794378055 米穀類販売業 一般 ニシタ米穀株式会社 代表取締役 西多 寛明 675-0131 兵庫県加古川市別府町新野辺１２４７ 794378055 東播(加健)第483-225 令和3年9月16日
000028 3000183192 加古小学校給食室 675-1105 加古郡稲美町加古２３１６番地 794920007 集団給食（１）学校 集団給食 稲美町 町長 古谷 博 675-1115 兵庫県加古郡稲美町国岡１－１ 794921212 東播(加健)第483-184 令和3年8月27日
000028 3000183195 オフィスグリコ冷凍冷蔵庫165720 675-0136 加古川市別府町港町１－２ その他の食料・飲料販売業 一般 グリコチャネルクリエイト株式会社 代表取締役 西村 浩一 555-0021 大阪府大阪市西淀川区歌島４丁目６－５ 東播(加健)第483-226 令和3年9月16日
000028 3000183196 天満東小学校給食室 675-1113 加古郡稲美町岡１５００番地 794924371 集団給食（１）学校 集団給食 稲美町 町長 古谷 博 675-1115 兵庫県加古郡稲美町国岡１－１ 794921212 東播(加健)第483-180 令和3年8月27日
000028 3000183202 オフィスグリコ冷凍冷蔵庫281220 675-0137 加古川市金沢町７神戸製鉄所内 その他の食料・飲料販売業 一般 グリコチャネルクリエイト株式会社 代表取締役 西村 浩一 555-0021 大阪府大阪市西淀川区歌島４丁目６－５ 東播(加健)第483-227 令和3年9月16日
000028 3000183203 オフィスグリコ冷凍冷蔵庫277291 675-0019 加古川市野口町水足１５７５ その他の食料・飲料販売業 一般 グリコチャネルクリエイト株式会社 代表取締役 西村 浩一 555-0021 大阪府大阪市西淀川区歌島４丁目６－５ 東播(加健)第483-228 令和3年9月16日
000028 3000183230 兵庫県立加古川医療センター 675-0003 加古川市神野町神野２０３ 794977000 集団給食（２）病院・診療所 集団給食 兵庫県立加古川医療センター 院長 田中 宏和 675-0003 兵庫県加古川市神野町神野２０３ 794977000 東播(加健)第483-234 令和3年9月22日
000028 3000183234 株式会社籠谷　浜風工場 676-0008 高砂市荒井町新浜２丁目９番２１号 794442400 調味料製造・加工業 一般 株式会社籠谷 代表取締役 小畑 成久 676-0005 兵庫県高砂市荒井町御旅二丁目１番１７号 794422405 東播(加健)第483-235 令和3年9月22日
000028 3000183236 株式会社籠谷　浜風第２工場 676-0008 高砂市荒井町新浜２丁目９番２１号 794428388 調味料製造・加工業 一般 株式会社籠谷 代表取締役 小畑 成久 676-0005 兵庫県高砂市荒井町御旅２丁目１番１７号 794422405 東播(加健)第483-236 令和3年9月22日
000028 3000183237 株式会社籠谷　ＧＰセンター 676-0005 高砂市荒井町御旅２丁目１－１７ 794422405 卵選別包装業 一般 株式会社籠谷 代表取締役 小畑 成久 676-0005 兵庫県高砂市荒井町御旅二丁目１番１７号 794422405 東播(加健)第483-237 令和3年9月22日
000028 3000183321 加古川ヤマトヤシキ  (地階上りエスカレーター前催事コーナー) 675-0065 加古川市加古川町篠原町２１－８　ＢＦ 794251221 その他の食料・飲料販売業 一般 株式会社加古川ヤマトヤシキ 代表取締役 飯野 信和 675-0065 兵庫県加古川市加古川町篠原町２１番地の８ 794251221 東播(加健)第483-239 令和3年9月28日
000028 3000183363 ｏｒｕｔａ　ｃｏｆｆｅｅ 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く。)その他の食料・飲料販売業 露店 冨田 美穂利 東播(加健)第483-240 令和3年9月28日
000028 3000183366 社会福祉法人あかり福祉会　あかり保育園 675-0002 加古川市山手１丁目１９－５ 794383333 集団給食（４）その他 集団給食 社会福祉法人あかり福祉会 理事長 礒野 直子 675-0002 兵庫県加古川市山手１丁目１９－５ 794383333 東播(加健)第483-242 令和3年9月28日
000028 3000183370 認定こども園駅前あかり保育園 675-0064 加古川市加古川町溝之口５５５－３ 794547788 集団給食（４）その他 集団給食 社会福祉法人　あかり福祉会 理事長 礒野 直子 675-0002 兵庫県加古川市山手１丁目１９番５号 794383333 東播(加健)第483-243 令和3年9月28日
000028 3000183383 大中いも 675-0066 加古川市、その他加古郡播磨町一円 その他の食料品製造・加工業 自動車 淺原 清治郞 東播(加健)第483-238 令和3年9月22日
000028 3000183427 スターバックスコーヒー  ＴＳＵＴＡＹＡパークタウン加古川店 675-0066 加古川市加古川町寺家町２６９－１ 794535607 その他の食料・飲料販売業 一般 カルチュア・コンビニエンス・クラブ株式会社 代表取締役 増田 宗昭 573-0032 大阪府枚方市岡東町１２番２号 368004487 東播(加健)第483-246 令和3年9月29日
000028 3000183510 タスカータソルテ 675-0124 加古川市別府町緑町２番地グリーンマート館 794365127 その他の食料・飲料販売業 一般 小関 健太 東播(加健)第483-248 令和3年10月1日
000028 3000183602 農事組合法人百丁場営農組合直売所「百」 675-1112 加古郡稲美町六分一１３６６番地の１ 794951898 自動販売機（要届出のコップ式自動販売機及び要許可を除く） 自動販売機 農事組合法人百丁場営農組合 代表理事 加藤 正一 675-1112 兵庫県加古郡稲美町六分一１３６６番地の１ 794951898 東播(加健)第483-245 令和3年9月29日
000028 3000183648 医療法人社団　松本会　松本病院 675-0039 加古川市加古川町粟津２３２番地の１ 794240333 集団給食（２）病院・診療所 集団給食 医療法人社団松本会松本病院 理事長 田邊 誠 675-0039 兵庫県加古川市加古川町粟津２３２番地の１ 794240333 東播(加健)第483-249 令和3年10月5日
000028 3000183655 株式会社尾﨑食品　神戸工場 675-1127 加古郡稲美町中一色８１３－１ 794966001 その他の食料品製造・加工業 一般 株式会社尾﨑食品 代表取締役 尾崎 建太 602-0822 京都府京都市上京区河原町今出川上る青龍町２４４番地 752315066 東播(加健)第483-250 令和3年10月5日
000028 3000183701 加古川パプテスト教会 675-0061 加古川市加古川町大野８２３ コップ式自動販売機（自動洗浄・屋内設置）自動販売機サントリービバレッジソリューション株式会社代表取締役 及川 剛 160-0023 東京都新宿区西新宿八丁目１７番１号 363040501 東播(加健)第483-251 令和3年10月5日
000028 3000183710 株式会社ＡＤＥＫＡ明石工場 675-1112 加古郡稲美町六分一１１８３ 794952361 その他の食料品製造・加工業 一般 株式会社ＡＤＥＫＡ 代表取締役 城詰 秀尊 116-0012 東京都荒川区東尾久７丁目２番３５号 344552811 東播(加健)第483-252 令和3年10月6日
000028 3000183771 Ｗａｓｈ＆Ｓｈｉｎｅ！　高砂伊保店676-0078 高砂市伊保１－４－１３ コップ式自動販売機（自動洗浄・屋内設置）自動販売機ナショナル・ベンディング株式会社代表取締役 藤山 雄一郎 141-0021 東京都品川区上大崎１－１５－２２ 364594781 東播(加健)第483-254 令和3年10月7日
000028 3000183780 加古川町営業所 675-0063 加古川市加古川町平野２３－１ 794566222 集団給食（４）その他 集団給食 株式会社ツクイ 代表取締役 高畠 毅 233-0002 神奈川県横浜市港南区上大岡西一丁目６番１号 458424183 東播(加健)第483-258 令和3年10月7日
000028 3000183782 幼保連携型認定こども園  加古川こども園 675-0038 加古川市加古川町木村１９６－３ 794222824 集団給食（４）その他 集団給食 社会福祉法人子どもの家福祉会 理事長 赤西 雅之 671-1104 兵庫県姫路市広畑区才８５０－１ 792804462 東播(加健)第483-253 令和3年10月6日
000028 3000183784 風の恵農園 675-0025 加古川市尾上町養田１４３７－５松本ハイツ南２０２ その他の食料品製造・加工業 一般 由利 綾子 東播(加健)第483-257 令和3年10月7日
000028 3000183815 （有）西中　（マイスターコーヒー） 675-1103 加古郡稲美町野谷５７０－７ 794957474 その他の食料・飲料販売業 一般 有限会社西中 代表取締役 西中 豊 651-2243 兵庫県神戸市西区井吹台西町２丁目１番地４－１８０２号 794957474 東播(加健)第483-261 令和3年10月8日
000028 3000183816 スターバックスコーヒー加古川別府店 675-0123 加古川市別府町朝日町１１ー１ 794410020 その他の食料・飲料販売業 一般 スターバックスコーヒージャパン株式会社 代表取締役 水口 貴文 141-0021 東京都品川区上大崎二丁目２５番２号 357455510 東播(加健)第483-259 令和3年10月7日
000028 3000183829 コロコートジャパン 675-1111 加古郡稲美町印南字川北２５２１－１ 794956200 自動販売機（要届出のコップ式自動販売機及び要許可を除く） 自動販売機 関西キリンビバレッジサービス株式会社 代表取締役 尾崎 靖幸 530-0011 大阪府大阪市北区大深町４番２０号 677309206 東播(加健)第48-255 令和3年10月7日
000028 3000183832 リンガーハットニッケパークタウン加古川店 675-0066 加古川市加古川町寺家町１７３－１ 794977277 その他の食料・飲料販売業 一般 リンガーハットジャパン株式会社 代表取締役 福原 扶美勇 850-0831 長崎県長崎市鍛冶屋町６番５０号 357458611 東播(加健)第483-260 令和3年10月7日
000028 3000183856 カネカ高砂　カネカサロン 676-0027 高砂市高砂町宮前町１－８ コップ式自動販売機（自動洗浄・屋内設置）自動販売機サントリービバレッジソリューション株式会社代表取締役 及川 剛 160-0023 東京都新宿区西新宿八丁目１７番１号 363040501 東播(加健)第483-191 令和3年9月3日
000028 3000183865 さばずしのひで活 675-0066 加古川市、その他県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く。) その他の食料・飲料販売業 露店 志水 由香 東播(加健)第483-262 令和3年10月11日
000028 3000183893 つみき 675-0015 加古川市野口町坂井１０９－１ 794407121 野菜果物販売業 一般 一般社団法人ファーストステーション 理事長 國廣 淳 675-0023 兵庫県加古川市尾上町池田１６５６番地の１ 東播(加健)第483-265 令和3年10月12日
000028 3000183900 社会福祉法人日岡福祉会日岡保育園 675-0061 加古川市加古川町大野４４３番地の３ 794246198 集団給食（４）その他 集団給食 社会福祉法人日岡福祉会 理事長 高木 豊子 675-0061 兵庫県加古川市加古川町大野４４３番地の３ 794246198 東播(加健)第483-266 令和3年10月12日
000028 3000183915 小野　安夫 675-0004 加古川市神野町福留５０５ 794247138 農産保存食料品製造・加工業 一般 小野 安夫 東播(加健)第483-263 令和3年10月12日
000028 3000183917 幼保連携型認定こども園　みどりの森こども園 675-1234 加古川市平荘町西山２５４番地の４ 794281812 集団給食（４）その他 集団給食 社会福祉法人みどり保育園 理事長 宮内 正躬 675-1234 兵庫県加古川市平荘町西山字石原２５４番地の４ 794281812 東播(加健)第483-264 令和3年10月13日
000028 3000183923 餃子の王将　加古川店 675-0064 加古川市加古川町溝之口５０３－２ビエラ加古川内 794244275 その他の食料・飲料販売業 一般 株式会社天将 代表取締役 丹後 昌博 675-0061 兵庫県加古川市加古川町大野１７６番地の２ 794237239 東播(加健)第483-267 令和3年10月13日
000028 3000183962 生活協同組合コープこうべ　コープ東加古川 675-0102 加古川市平岡町西谷７７－１ 794268566 百貨店、総合スーパー 一般 生活協同組合コープこうべ 代表理事 岩山 利久 658-0051 兵庫県神戸市東灘区住吉本町一丁目３番１９号 788561003 東播(加健)第483-268 令和3年6月1日
000028 3000183964 重工高砂　フィットネス 676-0008 高砂市荒井町新浜２－１－１ 794423796 自動販売機（要届出のコップ式自動販売機及び要許可を除く） 自動販売機 関西キリンビバレッジサービス株式会社 代表取締役 尾崎 靖幸 530-0011 大阪府大阪市北区大深町４番２０号 677309206 東播(加健)第483-270 令和3年10月15日
000028 3000183966 高砂営業所 676-0827 高砂市阿弥陀町阿弥陀２４７５－１ 794492301 集団給食（４）その他 集団給食 株式会社ツクイ 代表取締役 高畠 毅 233-0002 神奈川県横浜市港南区上大岡西１丁目６番１号 458424183 東播(加健)第483-271 令和3年10月15日
000028 3000183967 ヒューマンライフケア高砂グループホーム 676-0022 高砂市高砂町浜田町１丁目７番１８号 794434165 集団給食（４）その他 集団給食 ヒューマンライフケア株式会社 代表取締役 瀬戸口 信也 160-0023 東京都新宿区西新宿七丁目５番２５号 368460223 東播(加健)第483-272 令和3年10月15日
000028 3000184085 株式会社カネカ　高砂工業所 676-0027 高砂市高砂町宮前町１番８号 その他の食料品製造・加工業 一般 株式会社カネカ 代表取締役 田中 稔 530-0005 大阪府大阪市北区中之島２丁目３番１８号 662265050 東播(加健)第483-269 令和3年10月18日
000028 3000184092 タリーズコーヒー　アリオ加古川 675-0124 加古川市別府町緑町２アリオ加古川 794306633 その他の食料・飲料販売業 一般 株式会社圓陣 代表取締役 井上 貴博 675-0027 兵庫県加古川市尾上町今福４６２番地の１ 794271781 東播(加健)第483-273 令和3年10月15日
000028 3000184105 珈琲工場 675-0101 加古川市平岡町新在家１丁目２６２－１２ 794266344 コーヒー（飲料を除く）製造・加工業 一般 井上 博幸 東播(加健)第483-276 令和3年10月20日
000028 3000184137 はるき農園 675-0014 加古川市野口町古大内６０３ その他の食料品製造・加工業 一般 春木 靖広 東播(加健)第483-277 令和3年10月20日
000028 3000184256 アルカドラッグ加古川南店 675-0038 加古川市加古川町木村８３番地 794228787 その他の食料・飲料販売業 一般 株式会社ナガタ薬品 中島 康伸 654-0161 兵庫県神戸市須磨区弥栄台一丁目３－３ 787918861 東播(加健)第483-534 令和3年10月25日
000028 3000184270 乃が美はなれ加古川販売店 675-0065 加古川市加古川町篠原町１４－４魚住ビル 794904586 その他の食料・飲料販売業 一般 株式会社岩松 代表取締役 島野 大輔 672-8092 兵庫県姫路市飾磨区英賀春日町１－７－２ 792275409 東播(加健)第483-533 令和3年10月22日
000028 3000184273 ＤＣＭ高砂店 676-0074 高砂市梅井５丁目５番２５号 794468880 その他の食料・飲料販売業 一般 ＤＣＭ株式会社 代表取締役 石黒 靖規 140-0013 東京都品川区南大井６丁目２２番７号大森ベルポートＥ館 529100909 東播(加健)第483-535 令和3年10月22日
000028 3000184295 竜太んとこ 675-0101 加古川市平岡町新在家３丁目２８１－３シャトー東加古川１２号 魚介類販売業 一般 船橋 竜太 東播(加健)第483-537 令和3年10月26日
000028 3000184302 ＥＴＨＯＳ 675-0101 加古川市平岡町新在家８９２－１ 794419971 野菜果物販売業 一般 株式会社ＣＲＡＤＬＥ 代表取締役 髙田 智子 630-8013 奈良県奈良市三条大路１－９－１１ 798275286 東播(加健)第483-538 令和3年10月26日



000028 3000184305 藤田酸素工業株式会社　播磨事業所 675-0155 加古郡播磨町新島２２番地 794370214 添加物製造・加工業 一般 藤田酸素工業株式会社 代表取締役 藤田 元久 652-0823 兵庫県神戸市兵庫区東出町２丁目９番１号 786713036 東播(加健)第483-274 令和3年10月26日
000028 3000184306 医療法人徳洲会　高砂西部病院 676-0812 高砂市中筋１丁目１０番４１号 794470100 集団給食（２）病院・診療所 集団給食 医療法人徳洲会 理事長 東上 震一 530-0001 大阪府大阪市北区梅田一丁目３番１－１２００号 663462888 東播(加健)第483-275 令和3年10月26日
000028 3000184310 あすなろ学園 676-0824 高砂市阿弥陀町南池字山５１３－１ 794484045 集団給食（４）その他 集団給食 社会福祉法人あすなろ会 理事長 曽根 眞正 676-0824 兵庫県高砂市阿弥陀町南池字山５１３番地の１ 794484045 東播(加健)第483-278 令和3年10月26日
000028 3000184364 エア・ウォ－タ－西日本株式会社加古川工場 675-0023 加古川市尾上町池田１９０８－４ 794213881 添加物製造・加工業 一般 エア・ウォ－タ－西日本株式会社 代表取締役 道志 年章 542-0081 大阪府大阪市中央区南船場４－４－２１ 662521761 東播(加健)第483-540 令和3年10月27日
000028 3000184365 無印良品ニッケパークタウン加古川店675-0066 加古川市加古川町寺家町１７３－１ニッケパークタウン加古川 その他の食料・飲料販売業 一般 株式会社良品計画 代表取締役 堂前 宣夫 170-0013 東京都豊島区東池袋４丁目２６－３ 339894403 東播(加健)第483-541 令和3年10月27日
000028 3000184368 地域密着型介護老人福祉施設ないすあかり 675-0003 加古川市神野町神野５０－４ 794384477 集団給食（４）その他 集団給食 社会福祉法人あかり福祉会 理事長 磯野 直子 675-0002 兵庫県加古川市山手一丁目１９番５号 794383333 東播(加健)第483-539 令和3年10月26日
000028 3000184377 ＳＫＹ 675-0066 加古川市、その他県下一円（ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市、及び西宮市を除く。） 弁当販売業 露店 株式会社ＰＥＡＣＥ 代表取締役 赤木 健介 675-0121 兵庫県加古川市別府町新野辺北町６丁目６６ 794373177 東播(加健)第483-279 令和3年10月21日
000028 3000184461 八百屋のてっぺん 675-0124 加古川市別府町緑町２番地アリオ加古川店グリーンマート 794357778 野菜果物販売業 一般 有限会社フーズタツミ 代表取締役 辰巳 裕子 673-0886 兵庫県明石市東仲ノ町１番３号 789203380 東播(加健)第483-530 令和3年10月22日
000028 3000184465 ベーカリーミラベル 675-0163 加古郡播磨町古宮１丁目５－４９ 782192845 乳類販売業 一般 鶴田 幸雄 東播(加健)第483-536 令和3年10月25日
000028 3000184468 別府幼稚園 675-0131 加古川市別府町新野辺１２０１番地 794378176 集団給食（１）学校 集団給食 学校法人多木学園 理事長 多木 和子 675-0131 兵庫県加古川市別府町新野辺１２０１番地 794378176 東播(加健)第483-531 令和3年10月22日
000028 3000184489 丸宝穀粉有限会社 675-0334 加古川市志方町成井５２７番地 794520168 精穀・製粉業 一般 丸宝穀粉有限会社 代表取締役 武重 勝久 675-0334 兵庫県加古川市志方町成井５２７番地 794520168 東播(加健)第483-545 令和3年10月29日
000028 3000184491 Ｌａｉｄ　Ｂａｃｋ　Ｃｏｆｆｅｅ 671-0121 高砂市北浜町牛谷１－１６ その他の食料・飲料販売業 一般 桑原 優也 東播(加健)第483-546 令和3年10月29日
000028 3000184505 ＤＣＭ稲美店 675-1115 加古郡稲美町国岡１丁目１０６番地 794966333 その他の食料・飲料販売業 一般 ＤＣＭ株式会社 代表取締役 石黒 靖規 140-0013 東京都品川区南大井６丁目２２番７号 357645211 東播(加健)第483-552 令和3年10月29日
000028 3000184508 ＤＣＭ石守店 675-0005 加古川市神野町石守字整理４６７－１ 794237788 その他の食料・飲料販売業 一般 ＤＣＭ株式会社 代表取締役 石黒 靖規 140-0013 東京都品川区南大井６丁目２２番７号 357645211 東播(加健)第483-551 令和3年10月29日
000028 3000184518 モスバーガー　加古川野口店 675-0018 加古川市野口町坂元１４５－１ 794546033 その他の食料・飲料販売業 一般 モンド有限会社 代表取締役 中村 栄輔 675-0066 兵庫県加古川市加古川町寺家町４７番地の６ 794218480 東播(加健)第483-549 令和3年10月29日
000028 3000184554 介護付有料老人ホーム　ライフ加古川 675-0127 加古川市別府町石町８０番地 794368670 集団給食（４）その他 集団給食 株式会社ライフサポーター 代表取締役 岩見 裕介 675-0127 兵庫県加古川市別府町石町８０番地 794368670 東播(加健)第483-548 令和3年10月29日
000028 3000184582 地域密着型特別養護老人ホームあえの里弐番館 675-0143 加古郡播磨町宮北１丁目６番１５号 794366001 集団給食（４）その他 集団給食 社会福祉法人知足会 理事長 浅井 達哉 675-0148 兵庫県加古郡播磨町北古田一丁目１７番３７号 794376333 東播(加健)第483-554 令和3年11月1日
000028 3000184583 特別養護老人ホームあえの里 675-0148 加古郡播磨町北古田１丁目１７番３７号 794376333 集団給食（４）その他 集団給食 社会福祉法人 知足会 理事長 浅井 達哉 675-0145 兵庫県加古郡播磨町北古田１丁目１７－３７ 794376333 東播(加健)第483-553 令和3年11月1日
000028 3000184608 幼保連携型認定こども園　とうばんの森 675-0052 加古川市東神吉町出河原５５１ 794328511 集団給食（４）その他 集団給食 学校法人東播学院 理事長 今井 忠信 675-0052 兵庫県加古川市東神吉町出河原５５１番地 794328511 東播(加健)第483-557 令和3年11月4日
000028 3000184645 （株）メイショク 675-0011 加古川市野口町北野４３４－１加古川工業団地 794236771 その他の食料品製造・加工業 一般 株式会社メイショク 代表取締役 梅田 稔 652-0032 兵庫県神戸市兵庫区荒田町三丁目４０番１９号 785218181 東播(加健)第483-559 令和3年11月5日
000028 3000184647 ありす保育園　野口園 675-0016 加古川市野口町長砂９９７－３ 794399423 集団給食（４）その他 集団給食 一般社団法人ありすｃｈｉｌｄ　ｃａｒｅ　ｃｅｎｔｅｒ 代表理事 坂田 多江子 675-0016 兵庫県加古川市野口町長砂９９７番地の３ 794399423 東播(加健)第483-558 令和3年11月5日
000028 3000184648 いなみ虹保育園 675-1114 加古郡稲美町国安１２５６番地 794906681 集団給食（４）その他 集団給食 社会福祉法人日の出福祉会 理事 中田 喜久 675-1114 兵庫県加古郡稲美町国安字新開１２５６番地 794418423 東播(加健)第483-560 令和3年11月5日
000028 3000184654 高砂市向島多目的球場 676-0031 高砂市高砂町向島１４７４－１６ 794422722 その他の食料品製造・加工業 一般 シンコースポーツ兵庫株式会社 代表取締役 石﨑 健太 651-0087 兵庫県神戸市中央区御幸通四丁目２番２０号 782723701 東播(加健)第483-561 令和3年11月5日
000028 3000184655 加古川スポーツ交流館 675-0135 加古川市別府町東町１５７－２ 794367400 その他の食料品製造・加工業 一般 シンコースポーツ兵庫株式会社 代表取締役 石﨑 健太 651-0087 兵庫県神戸市中央区御幸通四丁目２番２０号 782723701 東播(加健)第483-562 令和3年11月5日
000028 3000184656 加古川海洋文化センター 675-0136 加古川市別府町港町１６ 794410050 その他の食料品製造・加工業 一般 シンコースポーツ兵庫株式会社 代表取締役 石﨑 健太 651-0087 兵庫県神戸市中央区御幸通四丁目２番２０号 782723701 東播(加健)第483-563 令和3年11月5日
000028 3000184700 かえるｃａｆｅ 675-0017 加古川市野口町良野６０９－１ 794517326 コーヒー（飲料を除く）製造・加工業 一般 山本 裕子 東播(加健)第483-566 令和3年11月9日
000028 3000184702 くみあい保育園 675-0024 加古川市尾上町長田２０１－４ 794246134 集団給食（４）その他 集団給食 加古川市南農業協同組合 代表理事 岩坂 嘉邦 675-0012 兵庫県加古川市野口町野口５５－１ 794213738 東播(加健)第483-565 令和3年11月8日
000028 3000184728 モスバーガー　アイ・モール高砂店 676-0807 高砂市米田町島８３－１ 794317671 その他の食料・飲料販売業 一般 モンド有限会社 取締役 高橋 秀司 675-0066 兵庫県加古川市加古川町寺家町４７－６ 794218480 東播(加健)第483-567 令和3年11月10日
000028 3000184729 ライスショップハセガワ 676-0803 高砂市百合丘４－５ 794434586 精穀・製粉業 一般 長谷川 昭博 東播(加健)第483-568 令和3年11月10日
000028 3000184771 ＤＣＭ別府店 675-0127 加古川市別府町石町１番 794365001 その他の食料・飲料販売業 一般 ＤＣＭ株式会社 代表取締役 石黒 靖規 140-0013 東京都品川区南大井６丁目２２番７号 357645211 東播(加健)第483-569 令和3年11月10日
000028 3000184928 橋本宅 675-0041 加古川市西神吉町宮前１７６－１ 794312607 農産保存食料品製造・加工業 一般 橋本 寿代 東播(加健)第483-574 令和3年11月15日
000028 3000184929 尾上の郷 675-0023 加古川市尾上町池田８３０－１ 794223344 集団給食（４）その他 集団給食 社会福祉法人太子福祉会 理事長 荒尾 潤 675-0104 兵庫県加古川市平岡町土山字川池４２３番の９ 789416707 東播(加健)第483-571 令和3年11月12日
000028 3000184930 光認定こども園 675-0023 加古川市尾上町池田８３０－２０１ 794560177 集団給食（４）その他 集団給食 社会福祉法人太子福祉会 理事長 荒尾 潤 675-0104 兵庫県加古川市平岡町土山字川池４２３番地の９ 789416707 東播(加健)第483-572 令和3年11月12日
000028 3000184943 はりま病院 675-0158 加古郡播磨町北野添２丁目１番１５号 789430050 集団給食（２）病院・診療所 集団給食 医療法人社団　仙齢会 理事長 荒尾 潤 675-0158 兵庫県加古郡播磨町北野添２丁目１番１５号 789430050 東播(加健)第483-570 令和3年11月12日
000028 3000185018 ポポラー加古川別府園 675-0126 加古川市別府町本町１－１６ 794306060 集団給食（４）その他 集団給食 株式会社タスク・フォースミテラ 代表取締役 永井 美穂 530-0003 大阪府大阪市北区堂島１－５－３０堂島プラザビル９Ｆ 647956030 東播(加健)第483-577 令和3年11月16日
000028 3000185043 加古川市立別府小学校 675-0133 加古川市別府町西町１番地 794351719 集団給食（１）学校 集団給食 加古川市 市長 岡田 康裕 675-0031 兵庫県加古川市加古川町北在家２０００ 794212000 東播(加健)第483-578 令和3年11月17日
000028 3000185046 若宮小学校 675-0025 加古川市尾上町養田２１８ 794260862 集団給食（１）学校 集団給食 加古川市 市長 岡田 康裕 675-0031 兵庫県加古川市加古川町北在家２０００ 794212000 東播(加健)第483-579 令和3年11月17日
000028 3000185056 神戸製鋼加古川製鉄所　神鋼Ｅ＆Ｍ 675-0137 加古川市金沢町１ 乳類販売業 自動販売機 兵庫ヤクルト販売株式会社 代表取締役 阿部 恭大 651-2122 兵庫県神戸市西区玉津町高津橋１３７－１ 789128960 東播(加健)第483-580 令和3年11月17日
000028 3000185057 神戸製鋼加古川製鉄所　シマブン更衣室 675-0031 加古川市金沢町１ 乳類販売業 自動販売機 兵庫ヤクルト販売株式会社 代表取締役 阿部 恭大 651-2122 兵庫県神戸市西区玉津町高津橋１３７－１ 789128960 東播(加健)第483-581 令和3年11月17日
000028 3000185058 神戸製鋼加古川製鉄所　総合事務所３Ｆ 675-0137 加古川市金沢町１ 乳類販売業 自動販売機 兵庫ヤクルト販売株式会社 代表取締役 阿部 恭大 651-2122 兵庫県神戸市西区玉津町高津橋１３７－１ 789128960 東播(加健)第483-582 令和3年11月17日
000028 3000185060 神戸製鋼加古川製鉄所内  シマブンコーポレーション株式会社 675-0137 加古川市金沢町１ 乳類販売業 自動販売機 兵庫ヤクルト販売株式会社 代表取締役 阿部 恭大 651-2122 兵庫県神戸市西区玉津町高津橋１３７－１ 789128960 東播(加健)第483-583 令和3年11月17日
000028 3000185062 日清鋼業株式会社　加古川支店 675-0137 加古川市金沢町１ 乳類販売業 自動販売機 兵庫ヤクルト販売株式会社 代表取締役 阿部 恭大 651-2122 兵庫県神戸市西区玉津町高津橋１３７－１ 789128960 東播(加健)第483-584 令和3年11月17日
000028 3000185063 ＪＲ土山駅上り線ホーム 675-0151 加古郡播磨町野添１６１６－２ 乳類販売業 自動販売機 兵庫ヤクルト販売株式会社 代表取締役 阿部 恭大 651-2122 兵庫県神戸市西区玉津町高津橋１３７－１ 789128960 東播(加健)第483-585 令和3年11月17日
000028 3000185066 久商株式会社　本社工場 675-0155 加古郡播磨町新島６－１６ 乳類販売業 自動販売機 兵庫ヤクルト販売株式会社 代表取締役 阿部 恭大 651-2122 兵庫県神戸市西区玉津町高津橋１３７－１ 789128960 東播(加健)第483-586 令和3年11月17日
000028 3000185069 川重播磨工場内売店 675-0155 加古郡播磨町新島８番地 その他の食料・飲料販売業 一般 株式会社永田チェーン 代表取締役 永田 富子 545-0023 大阪府大阪市阿倍野区王子町１－５－２０ 666220052 東播(加健)第483-587 令和3年11月17日
000028 3000185072 ＪＲ土山駅 675-0151 加古郡播磨町野添１６１６－２ 自動販売機（要届出のコップ式自動販売機及び要許可を除く）自動販売機江崎グリコ株式会社 代表取締役 江崎 勝久 555-0021 大阪府大阪市西淀川区歌島４丁目６－５664778352 東播(加健)第483-588 令和3年11月17日
000028 3000185077 ガスト加古川駅南店 675-0066 加古川市加古川町寺家町９４－２ 794292070 その他の食料・飲料販売業 一般 株式会社すかいらーくレストランツ 代表取締役 中島 尚志 180-0013 東京都武蔵野市西久保１丁目２５番８号 422375218 東播(加健)第483-589 令和3年11月17日
000028 3000185080 ガスト加古川水足店 675-0019 加古川市野口町水足３３３－３３ 794565510 その他の食料・飲料販売業 一般 株式会社すかいらーくレストランツ 代表取締役 中島 尚志 180-0013 東京都武蔵野市西久保１丁目２５番８号 422375218 東播(加健)第483-590 令和3年11月17日
000028 3000185111 青心保育園 675-0111 加古川市平岡町二俣７６２－１０大西ビル１０１ 794903944 集団給食（４）その他 集団給食 株式会社ＪＳＫ－Ｇ 代表取締役 久林 大介 658-0032 兵庫県神戸市東灘区向洋町中６丁目９番地 788510188 東播(加健)第483-547 令和3年11月1日
000028 3000185113 宗家　源　吉兆庵　加古川ヤマトヤシキ店 675-0065 加古川市加古川町篠原町２１番地の８ヤマトヤシキ加古川店　Ｂ１Ｆ 794568117 その他の食料・飲料販売業 一般 株式会社宗家源吉兆庵 代表取締役 岡田 憲明 104-0061 東京都中央区銀座６－９－８ 863641000 東播(加健)第483-591 令和3年11月17日
000028 3000185124 バンビ第二保育園 675-1113 加古郡稲美町岡９１６番地の１ 794924140 集団給食（４）その他 集団給食 社会福祉法人稲美福祉会 理事長 米田 有三 675-1113 兵庫県加古郡稲美町岡９１６番地の１ 794924140 東播(加健)第483-555 令和3年11月1日
000028 3000185127 加古川市立川西小学校 675-0054 加古川市米田町平津１０８ 794313464 集団給食（１）学校 集団給食 加古川市 市長 岡田 康裕 675-0031 兵庫県加古川市加古川町北在家２０００番地 794212000 東播(加健)第483-600 令和3年11月18日
000028 3000185129 小規模多機能型居宅介護事業所　みんなの家 675-0143 加古郡播磨町宮北１丁目６番６号 794371002 集団給食（４）その他 集団給食 社会福祉法人　知足会 理事長 浅井 達哉 675-0148 兵庫県加古郡播磨町北古田１丁目１７番３７号 794376333 東播(加健)第483-605 令和3年11月18日
000028 3000185131 加古川市立上荘小学校 675-1216 加古川市上荘町都染４００ 794282044 集団給食（１）学校 集団給食 加古川市 市長 岡田 康裕 675-0031 兵庫県加古川市加古川町北在家２０００ 794212000 東播(加健)第483-603 令和3年11月18日
000028 3000185132 加古川市立平荘小学校 675-1221 加古川市平荘町山角４６７ 794280014 集団給食（１）学校 集団給食 加古川市 市長 岡田 康裕 675-0031 兵庫県加古川市加古川町北在家２０００ 794212000 東播(加健)第483-604 令和3年11月18日
000028 3000185133 マルハン加古川 675-0021 加古川市尾上町安田３５１－１ 自動販売機（要届出のコップ式自動販売機及び要許可を除く）自動販売機株式会社ロッテ 代表取締役 牛膓 栄一 160-0023 東京都新宿区西新宿３－２０－１ 353885645 東播(加健)第483-592 令和3年11月17日
000028 3000185135 ドン・キホーテ加古川店 675-0012 加古川市野口町野口１２９－６２ 794562111 自動販売機（要届出のコップ式自動販売機及び要許可を除く） 自動販売機 江崎グリコ株式会社 代表取締役 江崎 勝久 555-0021 大阪府大阪市西淀川区歌島４丁目６－５ 664778352 東播(加健)第483-596 令和3年11月17日
000028 3000185136 ラウンドワン加古川２Ｆ 675-0021 加古川市尾上町安田３２５－６ 794434323 自動販売機（要届出のコップ式自動販売機及び要許可を除く） 自動販売機 株式会社ロッテ 代表取締役 牛膓 栄一 160-0023 東京都新宿区西新宿３－２０－１ 353885645 東播(加健)第483-593 令和3年11月17日
000028 3000185137 ラウンドワン加古川３Ｆ 675-0021 加古川市尾上町安田３２５－６ 自動販売機（要届出のコップ式自動販売機及び要許可を除く）自動販売機株式会社ロッテ 代表取締役 牛膓 栄一 160-0023 東京都新宿区西新宿３－２０－１ 353885645 東播(加健)第483-594 令和3年11月17日
000028 3000185138 ラウンドワン加古川４Ｆ 675-0021 加古川市尾上町安田３２５－６ 自動販売機（要届出のコップ式自動販売機及び要許可を除く）自動販売機株式会社ロッテ 代表取締役 牛膓 栄一 160-0023 東京都新宿区西新宿３－２０－１ 353885645 東播(加健)第483-595 令和3年11月17日
000028 3000185141 ＪＲ宝殿駅下りホーム 676-0808 高砂市神爪１丁目１５－６ 乳類販売業 自動販売機 兵庫ヤクルト販売株式会社 代表取締役 阿部 恭大 651-2122 兵庫県神戸市西区玉津町高津橋１３７番地の１ 789128960 東播(加健)第483-617 令和3年11月18日
000028 3000185142 ＭＨＩファシリティーサービス(株)  高砂製作所４号館５階 676-0008 高砂市荒井町新浜２丁目６番２４号 乳類販売業 自動販売機 兵庫ヤクルト販売株式会社 代表取締役 阿部 恭大 651-2122 兵庫県神戸市西区玉津町高津橋１３７番地の１ 789128960 東播(加健)第483-618 令和3年11月18日
000028 3000185144 ＭＨＩファシリティーサービス(株)  高砂製作所総合研究所 676-0008 高砂市荒井町新浜２丁目６番２４号 乳類販売業 自動販売機 兵庫ヤクルト販売株式会社 代表取締役 阿部 恭大 651-2122 兵庫県神戸市西区玉津町高津橋１３７番地の１ 789128960 東播(加健)第483-619 令和3年11月18日
000028 3000185146 ＭＨＩファシリティーサービス(株)  高砂製作所５号館１階 676-0008 高砂市荒井町新浜２丁目６番２４号 乳類販売業 自動販売機 兵庫ヤクルト販売株式会社 代表取締役 阿部 恭大 651-2122 兵庫県神戸市西区玉津町高津橋１３７番地の１ 789128960 東播(加健)第483-620 令和3年11月18日
000028 3000185150 ＭＨＩファシリティーサービス(株)  高砂支店ブレード第３工場 676-0008 高砂市荒井町新浜２丁目６番２４号 乳類販売業 自動販売機 兵庫ヤクルト販売株式会社 代表取締役 阿部 恭大 651-2122 兵庫県神戸市西区玉津町高津橋１３７番地の１ 789128960 東播(加健)第483-621 令和3年11月18日
000028 3000185152 ＭＨＩファシリティーサービス(株)  高砂支社　第１協力ハウス 676-0008 高砂市荒井町新浜２丁目６番２４号 乳類販売業 自動販売機 兵庫ヤクルト販売株式会社 代表取締役 阿部 恭大 651-2122 兵庫県神戸市西区玉津町高津橋１３７番地の１ 789128960 東播(加健)第483-622 令和3年11月18日
000028 3000185172 トップワン加古川店 675-0021 加古川市尾上町安田５３４－１ 794237111 自動販売機（要届出のコップ式自動販売機及び要許可を除く） 自動販売機 江崎グリコ株式会社 代表取締役 江崎 勝久 555-0021 大阪府大阪市西淀川区歌島４丁目６－５ 664778352 東播(加健)第483-623 令和3年11月18日
000028 3000185176 遊ＳＰＡＣＥ　スプラメダルゲームコーナー加古川 675-0021 加古川市尾上町安田３５１－１ 794562121 自動販売機（要届出のコップ式自動販売機及び要許可を除く） 自動販売機 江崎グリコ株式会社 代表取締役 江崎 勝久 555-0021 大阪府大阪市西淀川区歌島４丁目６－５ 664778352 東播(加健)第483-624 令和3年11月18日
000028 3000185179 キコーナ加古川店 675-0018 加古川市野口町坂元４５－１ 自動販売機（要届出のコップ式自動販売機及び要許可を除く）自動販売機江崎グリコ株式会社 代表取締役 江崎 勝久 555-0021 大阪府大阪市西淀川区歌島４丁目６－５664778352 東播(加健)第483-625 令和3年11月18日
000028 3000185180 Ｂｉｖｉ土山 675-0158 加古郡播磨町北野添２－１－２ 792873801 自動販売機（要届出のコップ式自動販売機及び要許可を除く） 自動販売機 江崎グリコ株式会社 代表取締役 江崎 勝久 555-0021 大阪府大阪市西淀川区歌島４丁目６－５ 664778352 東播(加健)第483-626 令和3年11月18日
000028 3000185182 医療法人社団せいわ会　たずみ病院１Ｆ 675-0022 加古川市尾上町口里７９０－６６ 乳類販売業 自動販売機 兵庫ヤクルト販売株式会社 代表取締役 阿部 恭大 651-2122 兵庫県神戸市西区玉津町高津橋１３７－１ 789128960 東播(加健)第483-627 令和3年11月18日
000028 3000185183 山陽電車　別府駅 675-0123 加古川市別府町朝日町１０番地 乳類販売業 自動販売機 兵庫ヤクルト販売株式会社 代表取締役 阿部 恭大 651-2122 兵庫県神戸市西区玉津町高津橋１３７－１ 789128960 東播(加健)第483-628 令和3年11月18日
000028 3000185185 医療法人社団せいわ会　たずみ病院３Ｆ 675-0022 加古川市尾上町口里７９０－６６ 乳類販売業 自動販売機 兵庫ヤクルト販売株式会社 代表取締役 阿部 恭大 651-2122 兵庫県神戸市西区玉津町高津橋１３７－１ 789128960 東播(加健)第483-629 令和3年11月18日
000028 3000185186 トップワン加古川(自) 675-0021 加古川市尾上町安田５３４－１ 乳類販売業 自動販売機 兵庫ヤクルト販売株式会社 代表取締役 阿部 恭大 651-2122 兵庫県神戸市西区玉津町高津橋１３７－１ 789128960 東播(加健)第483-630 令和3年11月18日
000028 3000185187 加古川海洋文化センター 675-0136 加古川市別府町港町１６ 乳類販売業 自動販売機 兵庫ヤクルト販売株式会社 代表取締役 阿部 恭大 651-2122 兵庫県神戸市西区玉津町高津橋１３７－１ 789128960 東播(加健)第483-631 令和3年11月18日
000028 3000185188 特定医療法人社団順心会病院  ＫＹコラボ・ワタキュー 675-0122 加古川市別府町別府８６５－１ 乳類販売業 自動販売機 兵庫ヤクルト販売株式会社 代表取締役 阿部 恭大 651-2122 兵庫県神戸市西区玉津町高津橋１３７－１ 789218960 東播(加健)第483-632 令和3年11月18日
000028 3000185192 コベルコビジネスパートナーズ(株)  技術研修センター 675-0131 加古川市別府町新野辺１５４０－１ 乳類販売業 自動販売機 兵庫ヤクルト販売株式会社 代表取締役 阿部 恭大 651-2122 兵庫県神戸市西区玉津町高津橋１３７－１ 789128960 東播(加健)第483-633 令和3年11月18日
000028 3000185194 ハリマ食品株式会社 675-0019 加古川市野口町水足１７９番地の１２ 794266462 その他の食料品製造・加工業 一般 ハリマ食品株式会社 代表取締役 小林 正彦 675-0019 兵庫県加古川市野口町水足１７９番地の１２ 794266462 東播(加健)第483-634 令和3年11月18日
000028 3000185227 業務スーパー　加古川店 675-0038 加古川市加古川町木村７６－１ 794233121 野菜果物販売業 一般 株式会社　佐野商店 代表取締役 佐野 真士 675-0027 兵庫県加古川市尾上町今福５８８－２ 794216001 東播(加健)第483-635 令和3年11月19日
000028 3000185234 但陽信用金庫 尾上寮 675-0024 加古川市尾上町長田２５１－１ 794269768 集団給食（３）事業所 集団給食 但陽信用金庫 理事長 桑田 純一郎 675-0064 兵庫県加古川市加古川町溝之口７７２ 794227721 東播(加健)第483-636 令和3年11月19日
000028 3000185240 リンク加古川野口店  (ダイレックス加古川野口店内) 675-0017 加古川市野口町良野８４４－１ 794249902 野菜果物販売業 一般 株式会社リンク 代表取締役 後藤 一之 651-2112 兵庫県神戸市西区大津和１丁目４番地２６ 783331810 東播(加健)第483-637 令和3年11月19日
000028 3000185247 モスバーガー　加古川野口 675-0010 加古川市野口町坂元クラク１４５－１ 794546033 その他の食料・飲料販売業 一般 モンド有限会社 代表取締役 高橋 秀司 675-0066 兵庫県加古川市加古川町寺家町４７番６号 794218480 東播(加健)第483-638 令和3年11月19日
000028 3000185251 加古川図書館　カピル２１ビル６階　ロビー  (ＣＣＢＪＩ単受) 675-0065 加古川市加古川町篠原町２１－８ コップ式自動販売機（自動洗浄・屋内設置） 自動販売機 株式会社アペックス西日本 代表取締役 森 吉平 550-0015 大阪府大阪市西区南堀江四丁目２５番２４号 794233522 東播(加健)第483-639 令和3年11月19日
000028 3000185252 株式会社アコーディア・ゴルフ  アコーディアガーデン加古川　ロビー　(CCBJI単受) 675-0023 加古川市尾上町池田８５０－６６ コップ式自動販売機（自動洗浄・屋内設置） 自動販売機 株式会社アペックス西日本 代表取締役 森 吉平 550-0015 大阪府大阪市西区南堀江四丁目２５番２４号 794233522 東播(加健)第483-640 令和3年11月19日
000028 3000185254 医療法人社団光誠会　岡本クリニック 675-0144 加古郡播磨町北本荘５丁目１０番１１号 794372271 集団給食（２）病院・診療所 集団給食 医療法人社団光誠会　岡本クリニック 理事長 岡本 光人 675-0144 兵庫県加古郡播磨町北本荘５丁目１０番１１号 794372271 東播(加健)第483-641 令和3年11月19日
000028 3000185272 西神吉小学校 675-0042 加古川市西神吉町西村１２１番地 794323463 集団給食（１）学校 集団給食 加古川市 市長 岡田 康裕 675-0031 兵庫県加古川市加古川町北在家２０００ 794212000 東播(加健)第483-601 令和3年11月18日
000028 3000185274 加古川市立東神吉小学校 675-0057 加古川市東神吉町神吉１５６ 794323462 集団給食（１）学校 集団給食 加古川市 市長 岡田 康裕 675-0031 兵庫県加古川市加古川町北在家２０００ 794212000 東播(加健)第483-602 令和3年11月18日
000028 3000185276 認定こども園　都台こども園 675-1216 加古川市上荘町都染３１４－１ 794283188 集団給食（４）その他 集団給食 社会福祉法人都台福祉会 理事長 藤池　滋実 675-1216 兵庫県加古川市上荘町都染３１４－１ 794283188 東播(加健)第483-643 令和3年11月22日
000028 3000185288 オフィスグリコ冷凍冷蔵庫２８２２４４ 676-0027 高砂市高砂町宮前町１－８ その他の食料・飲料販売業 一般 グリコチャネルクリエイト株式会社 代表取締役 西村 浩一 555-0021 大阪府大阪市西淀川区歌島４丁目６－５ 東播(加健)第483-644 令和3年11月22日
000028 3000185290 オフィスグリコ冷凍冷蔵庫２８２０３８ 676-0008 高砂市荒井町新浜２－８－３０ その他の食料・飲料販売業 一般 グリコチャネルクリエイト株式会社 代表取締役 西村 浩一 555-0021 大阪府大阪市西淀川区歌島４丁目６－５ 東播(加健)第483-645 令和3年11月22日
000028 3000185291 オフィスグリコ冷凍冷蔵庫２８１９４７ 676-0008 高砂市荒井町新浜２－２－１ その他の食料・飲料販売業 一般 グリコチャネルクリエイト株式会社 代表取締役 西村 浩一 555-0021 大阪府大阪市西淀川区歌島４丁目６－５ 東播(加健)第483-646 令和3年11月22日
000028 3000185292 オフィスグリコ冷凍冷蔵庫８０１５１ 676-0013 高砂市荒井町蓮池２－９－１２ その他の食料・飲料販売業 一般 グリコチャネルクリエイト株式会社 代表取締役 西村 浩一 555-0021 大阪府大阪市西淀川区歌島４丁目６－５ 東播(加健)第483-476 令和3年10月22日
000028 3000185312 有限会社　福田米穀店 675-0024 加古川市尾上町長田５１７－１０ 794231090 精穀・製粉業 一般 有限会社　福田米穀店 代表取締役 福田 道代 675-0024 兵庫県加古川市尾上町長田５１７－１０ 794231090 東播(加健)第483-648 令和3年11月22日
000028 3000185343 山陽電機鉄道(株)　曽根駅 676-0082 高砂市曽根町入江浜２５０５－５ 乳類販売業 自動販売機サントリービバレッジソリューション株式会社代表取締役 及川 剛 160-0023 東京都新宿区西新宿八丁目１７番１号 363040501 東播(加健)第483-650 令和3年11月24日
000028 3000185359 コベルコＥ＆Ｍ第二事務所　食堂　自動販売機 675-0137 加古川市金沢町１（神戸製鋼所加古川製鉄所内） 794373390 自動販売機（要届出のコップ式自動販売機及び要許可を除く） 自動販売機 株式会社コベルコＥ＆Ｍサービス 代表取締役 三宅 昭二 657-0803 兵庫県神戸市灘区岩屋北町四丁目５番２２号 782616534 東播(加健)第483-651 令和3年11月24日
000028 3000185365 コベルココンプレッサ播磨　厚生棟　自動販売機 675-0155 加古郡播磨町新島４１（コベルココンプレッサ播磨工場内） 794362101 自動販売機（要届出のコップ式自動販売機及び要許可を除く） 自動販売機 株式会社コベルコＥ＆Ｍサービス 代表取締役 三宅 昭二 657-0846 兵庫県神戸市灘区岩屋北町四丁目５番２２号 782616534 東播(加健)第483-652 令和3年11月24日
000028 3000185385 神戸製鋼所(株)高砂製作所 676-0008 高砂市荒井町新浜２－３－１ 自動販売機（要届出のコップ式自動販売機及び要許可を除く）自動販売機森永製菓株式会社 代表取締役 太田 栄二郎 108-0014 東京都港区芝５丁目３３番１号 334560153 東播(加健)第483-654 令和3年11月25日
000028 3000185389 のぞみ保育園 675-0068 加古川市加古川町中津６１０番地の２ 794516030 集団給食（４）その他 集団給食 一般社団法人　あずま福祉会 理事長 籔内 昭吾 675-0068 兵庫県加古川市加古川町中津６１０番地の２ 794516030 東播(加健)第483-658 令和3年11月25日



000028 3000185408 旭硝子高砂工場（自販機コーナー） 676-0074 高砂市梅井５－６－１ 自動販売機（要届出のコップ式自動販売機及び要許可を除く）自動販売機森永製菓株式会社 代表取締役 太田 栄二郎 108-0014 東京都港区芝５丁目３３番１号 334560153 東播(加健)第483-655 令和3年11月25日
000028 3000185409 日本毛織(株)印南工場 675-0053 加古川市米田町船頭４４０ 自動販売機（要届出のコップ式自動販売機及び要許可を除く）自動販売機森永製菓株式会社 代表取締役 太田 栄二郎 108-0014 東京都港区芝５丁目３３番１号 334560153 東播(加健)第483-656 令和3年11月25日
000028 3000185410 ガスト高砂市役所前店 676-0004 高砂市荒井町千鳥３丁目３－５ 794442535 その他の食料・飲料販売業 一般 株式会社すかいらーくレストランツ 代表取締役 中島 尚志 180-0013 東京都武蔵野市西久保１丁目２５番８号 422375218 東播(加健)第483-657 令和3年11月25日
000028 3000185433 餃子Ｌａｂ．兵庫加古川店 675-0039 加古川市加古川町粟津１５３－１粟津サンビル１Ｆ その他の食料・飲料販売業 一般 一般社団法人ＹＡＮＥＳＥＫＯ　ＪＡＰＡＮ 代表理事 矢根 和紀 675-0145 兵庫県加古郡播磨町宮西３－１０－１８ 794362188 東播(加健)第483-653 令和3年11月24日
000028 3000185438 オフィスグリコ冷凍冷蔵庫７１８３７ 676-0008 高砂市荒井町新浜２－２－１ その他の食料・飲料販売業 一般 グリコチャネルクリエイト株式会社 代表取締役 西村 浩一 555-0021 大阪府大阪市西淀川区歌島４丁目６－５ 東播(加健)第483-477 令和3年10月22日
000028 3000185439 オフィスグリコ冷凍冷蔵庫１６２０９７ 676-0008 高砂市荒井町新浜２－３－１ その他の食料・飲料販売業 一般 グリコチャネルクリエイト株式会社 代表取締役 西村 浩一 555-0021 大阪府大阪市西淀川区歌島４丁目６－５ 東播(加健)第483-478 令和3年10月22日
000028 3000185440 オフィスグリコ冷凍冷蔵庫６７２３８ 676-0008 高砂市荒井町新浜２－３－１　神鋼高砂内 その他の食料・飲料販売業 一般 グリコチャネルクリエイト株式会社 代表取締役 西村 浩一 555-0021 大阪府大阪市西淀川区歌島４丁目６－５ 東播(加健)第483-479 令和3年10月22日
000028 3000185441 オフィスグリコ冷凍冷蔵庫６７２５０ 676-0008 高砂市荒井町新浜２－３－１　神鋼高砂内 その他の食料・飲料販売業 一般 グリコチャネルクリエイト株式会社 代表取締役 西村 浩一 555-0021 大阪府大阪市西淀川区歌島４丁目６－５ 東播(加健)第483-480 令和3年10月22日
000028 3000185442 オフィスグリコ冷凍冷蔵庫６７２４１ 676-0008 高砂市荒井町新浜２－３－１　神鋼高砂内 その他の食料・飲料販売業 一般 グリコチャネルクリエイト株式会社 代表取締役 西村 浩一 555-0021 大阪府大阪市西淀川区歌島４丁目６－５ 東播(加健)第483-481 令和3年10月22日
000028 3000185443 オフィスグリコ冷凍冷蔵庫１４８６４３ 676-0008 高砂市荒井町新浜２－３－１　神鋼高砂内 その他の食料・飲料販売業 一般 グリコチャネルクリエイト株式会社 代表取締役 西村 浩一 555-0021 大阪府大阪市西淀川区歌島４丁目６－５ 東播(加健)第483-482 令和3年10月22日
000028 3000185444 オフィスグリコ冷凍冷蔵庫１４１６７７ 676-0008 高砂市荒井町新浜２－３－１　神鋼内 その他の食料・飲料販売業 一般 グリコチャネルクリエイト株式会社 代表取締役 西村 浩一 555-0021 大阪府大阪市西淀川区歌島４丁目６－５ 東播(加健)第483-483 令和3年10月22日
000028 3000185445 オフィスグリコ冷凍冷蔵庫７１８０７ 676-0008 高砂市荒井町新浜２－１２－３４ その他の食料・飲料販売業 一般 グリコチャネルクリエイト株式会社 代表取締役 西村 浩一 555-0021 大阪府大阪市西淀川区歌島４丁目６－５ 東播(加健)第483-484 令和3年10月22日
000028 3000185446 オフィスグリコ冷凍冷蔵庫７１８０８ 676-0008 高砂市荒井町新浜２－１３－３０ その他の食料・飲料販売業 一般 グリコチャネルクリエイト株式会社 代表取締役 西村 浩一 555-0021 大阪府大阪市西淀川区歌島４丁目６－５ 東播(加健)第483-485 令和3年10月22日
000028 3000185447 オフィスグリコ冷凍冷蔵庫７１７９４ 676-0011 高砂市荒井町小松原１６－１２ その他の食料・飲料販売業 一般 グリコチャネルクリエイト株式会社 代表取締役 西村 浩一 555-0021 大阪府大阪市西淀川区歌島４丁目６－５ 東播(加健)第483-486 令和3年10月22日
000028 3000185448 オフィスグリコ冷凍冷蔵庫１２４０９４ 676-0001 高砂市中島２－１－１７ その他の食料・飲料販売業 一般 グリコチャネルクリエイト株式会社 代表取締役 西村 浩一 555-0021 大阪府大阪市西淀川区歌島４丁目６－５ 東播(加健)第483-487 令和3年10月22日
000028 3000185449 オフィスグリコ冷凍冷蔵庫１２５２９１ 676-0001 高砂市中島２－２－１４ その他の食料・飲料販売業 一般 グリコチャネルクリエイト株式会社 代表取締役 西村 浩一 555-0021 大阪府大阪市西淀川区歌島４丁目６－５ 東播(加健)第483-488 令和3年10月22日
000028 3000185450 オフィスグリコ冷凍冷蔵庫１６００８７ 676-0001 高砂市中島３－７－３０ その他の食料・飲料販売業 一般 グリコチャネルクリエイト株式会社 代表取締役 西村 浩一 555-0021 大阪府大阪市西淀川区歌島４丁目６－５ 東播(加健)第483-489 令和3年10月22日
000028 3000185451 オフィスグリコ冷凍冷蔵庫１２６５４６ 676-0001 高砂市中島３－８－５ その他の食料・飲料販売業 一般 グリコチャネルクリエイト株式会社 代表取締役 西村 浩一 555-0021 大阪府大阪市西淀川区歌島４丁目６－５ 東播(加健)第483-490 令和3年10月22日
000028 3000185452 オフィスグリコ冷凍冷蔵庫７５５５２ 676-0074 高砂市梅井３－２０－１０ その他の食料・飲料販売業 一般 グリコチャネルクリエイト株式会社 代表取締役 西村 浩一 555-0021 大阪府大阪市西淀川区歌島４丁目６－５ 東播(加健)第483-491 令和3年10月22日
000028 3000185453 オフィスグリコ冷凍冷蔵庫７７７２７ 676-0074 高砂市梅井４－２７－１２ その他の食料・飲料販売業 一般 グリコチャネルクリエイト株式会社 代表取締役 西村 浩一 555-0021 大阪府大阪市西淀川区歌島４丁目６－５ 東播(加健)第483-492 令和3年10月22日
000028 3000185454 オフィスグリコ冷凍冷蔵庫７７７１９ 676-0074 高砂市梅井５－２－３ その他の食料・飲料販売業 一般 グリコチャネルクリエイト株式会社 代表取締役 西村 浩一 555-0021 大阪府大阪市西淀川区歌島４丁目６－５ 東播(加健)第483-493 令和3年10月22日
000028 3000185455 オフィスグリコ冷凍冷蔵庫７７７２８ 676-0073 高砂市高須３－２６ その他の食料・飲料販売業 一般 グリコチャネルクリエイト株式会社 代表取締役 西村 浩一 555-0021 大阪府大阪市西淀川区歌島４丁目６－５ 東播(加健)第483-494 令和3年10月22日
000028 3000185456 オフィスグリコ冷凍冷蔵庫７５５０２ 676-0808 高砂市神爪３－１－５ その他の食料・飲料販売業 一般 グリコチャネルクリエイト株式会社 代表取締役 西村 浩一 555-0021 大阪府大阪市西淀川区歌島４丁目６－５ 東播(加健)第483-495 令和3年10月22日
000028 3000185457 オフィスグリコ冷凍冷蔵庫１２５２５１ 676-0082 高砂市曽根町７５８ その他の食料・飲料販売業 一般 グリコチャネルクリエイト株式会社 代表取締役 西村 浩一 555-0021 大阪府大阪市西淀川区歌島４丁目６－５ 東播(加健)第483-496 令和3年10月22日
000028 3000185458 オフィスグリコ冷凍冷蔵庫１２５２４９ 676-0082 高砂市曽根町２２４１－２ その他の食料・飲料販売業 一般 グリコチャネルクリエイト株式会社 代表取締役 西村 浩一 555-0021 大阪府大阪市西淀川区歌島４丁目６－５ 東播(加健)第483-497 令和3年10月22日
000028 3000185476 オフィスグリコ冷凍冷蔵庫１６０７８２ 676-0082 高砂市曽根町２４７４－１ その他の食料・飲料販売業 一般 グリコチャネルクリエイト株式会社 代表取締役 西村 浩一 555-0021 大阪府大阪市西淀川区歌島４丁目６－５ 東播(加健)第483-498 令和3年10月22日
000028 3000185478 オフィスグリコ冷凍冷蔵庫７７７２０ 676-0082 高砂市曽根町２８６７－１０ その他の食料・飲料販売業 一般 グリコチャネルクリエイト株式会社 代表取締役 西村 浩一 555-0021 大阪府大阪市西淀川区歌島４丁目６－５ 東播(加健)第483-499 令和3年10月22日
000028 3000185479 オフィスグリコ冷凍冷蔵庫７５５５１ 676-0027 高砂市高砂町宮前町１－８ その他の食料・飲料販売業 一般 グリコチャネルクリエイト株式会社 代表取締役 西村 浩一 555-0021 大阪府大阪市西淀川区歌島４丁目６－５ 東播(加健)第483-500 令和3年10月22日
000028 3000185481 オフィスグリコ冷凍冷蔵庫８０１４９ 676-0023 高砂市高砂町松波町４４０－６ その他の食料・飲料販売業 一般 グリコチャネルクリエイト株式会社 代表取締役 西村 浩一 555-0021 大阪府大阪市西淀川区歌島４丁目６－５ 東播(加健)第483-501 令和3年10月22日
000028 3000185484 オフィスグリコ冷凍冷蔵庫７５５０８ 676-0043 高砂市高砂町東宮町１０４１ その他の食料・飲料販売業 一般 グリコチャネルクリエイト株式会社 代表取締役 西村 浩一 555-0021 大阪府大阪市西淀川区歌島４丁目６－５ 東播(加健)第483-502 令和3年10月22日
000028 3000185485 オフィスグリコ冷凍冷蔵庫８０１５３ 676-0022 高砂市高砂町浜田町１－９－４ その他の食料・飲料販売業 一般 グリコチャネルクリエイト株式会社 代表取締役 西村 浩一 555-0021 大阪府大阪市西淀川区歌島４丁目６－５ 東播(加健)第483-503 令和3年10月22日
000028 3000185487 オフィスグリコ冷凍冷蔵庫７１７９８ 676-0022 高砂市高砂町浜田町２－３－５ その他の食料・飲料販売業 一般 グリコチャネルクリエイト株式会社 代表取締役 西村 浩一 555-0021 大阪府大阪市西淀川区歌島４丁目６－５ 東播(加健)第483-504 令和3年10月22日
000028 3000185489 オフィスグリコ冷凍冷蔵庫７５５０５ 676-0037 高砂市高砂町藍屋町１７１１－９ その他の食料・飲料販売業 一般 グリコチャネルクリエイト株式会社 代表取締役 西村 浩一 555-0021 大阪府大阪市西淀川区歌島４丁目６－５ 東播(加健)第483-505 令和3年10月22日
000028 3000185491 オフィスグリコ冷凍冷蔵庫１２４９１６ 676-0081 高砂市伊保町中筋１２７９ その他の食料・飲料販売業 一般 グリコチャネルクリエイト株式会社 代表取締役 西村 浩一 555-0021 大阪府大阪市西淀川区歌島４丁目６－５ 東播(加健)第483-506 令和3年10月22日
000028 3000185493 オフィスグリコ冷凍冷蔵庫７３５６５ 676-0081 高砂市伊保町中筋１３１８－１ その他の食料・飲料販売業 一般 グリコチャネルクリエイト株式会社 代表取締役 西村 浩一 555-0021 大阪府大阪市西淀川区歌島４丁目６－５ 東播(加健)第483-507 令和3年10月22日
000028 3000185496 オフィスグリコ冷凍冷蔵庫１５１８５４ 676-0827 高砂市阿弥陀町阿弥陀２４７５－１ その他の食料・飲料販売業 一般 グリコチャネルクリエイト株式会社 代表取締役 西村 浩一 555-0021 大阪府大阪市西淀川区歌島４丁目６－５ 東播(加健)第483-508 令和3年10月22日
000028 3000185504 オフィスグリコ冷凍冷蔵庫１２４０５５ 675-0045 加古川市西神吉町岸１４１－２ その他の食料・飲料販売業 一般 グリコチャネルクリエイト株式会社 代表取締役 西村 浩一 555-0021 大阪府大阪市西淀川区歌島４丁目６－５ 東播(加健)第483-510 令和3年10月22日
000028 3000185505 オフィスグリコ冷凍冷蔵庫１２４０４９ 675-0052 加古川市東神吉町出河原８６２ その他の食料・飲料販売業 一般 グリコチャネルクリエイト株式会社 代表取締役 西村 浩一 555-0021 大阪府大阪市西淀川区歌島４丁目６－５ 東播(加健)第483-511 令和3年10月22日
000028 3000185507 オフィスグリコ冷凍冷蔵庫１２４０７１ 675-0057 加古川市東神吉町神吉８７８－２ その他の食料・飲料販売業 一般 グリコチャネルクリエイト株式会社 代表取締役 西村 浩一 555-0021 大阪府大阪市西淀川区歌島４丁目６－５ 東播(加健)第483-512 令和3年10月22日
000028 3000185509 オフィスグリコ冷凍冷蔵庫１２４０８１ 675-0054 加古川市米田町平津６２５ その他の食料・飲料販売業 一般 グリコチャネルクリエイト株式会社 代表取締役 西村 浩一 555-0021 大阪府大阪市西淀川区歌島４丁目６－５ 東播(加健)第483-513 令和3年10月22日
000028 3000185511 オフィスグリコ冷凍冷蔵庫１２４０５２ 675-0054 加古川市米田町平津７０３－１ その他の食料・飲料販売業 一般 グリコチャネルクリエイト株式会社 代表取締役 西村 浩一 555-0021 大阪府大阪市西淀川区歌島４丁目６－５ 東播(加健)第483-514 令和3年10月22日
000028 3000185512 オフィスグリコ冷凍冷蔵庫１２４０９１ 675-0053 加古川市米田町船頭５８８ その他の食料・飲料販売業 一般 グリコチャネルクリエイト株式会社 代表取締役 西村 浩一 555-0021 大阪府大阪市西淀川区歌島４丁目６－５ 東播(加健)第483-515 令和3年10月22日
000028 3000185514 オフィスグリコ冷凍冷蔵庫１２５５３９ 676-0802 高砂市米田町古新１８５－１ その他の食料・飲料販売業 一般 グリコチャネルクリエイト株式会社 代表取締役 西村 浩一 555-0021 大阪府大阪市西淀川区歌島４丁目６－５ 東播(加健)第483-516 令和3年10月22日
000028 3000185515 オフィスグリコ冷凍冷蔵庫７５４９７ 676-0807 高砂市米田町島７２－３ その他の食料・飲料販売業 一般 グリコチャネルクリエイト株式会社 代表取締役 西村 浩一 555-0021 大阪府大阪市西淀川区歌島４丁目６－５ 東播(加健)第483-517 令和3年10月22日
000028 3000185518 オフィスグリコ冷凍冷蔵庫７５４９６ 676-0807 高砂市米田町島８３－１ その他の食料・飲料販売業 一般 グリコチャネルクリエイト株式会社 代表取締役 西村 浩一 555-0021 大阪府大阪市西淀川区歌島４丁目６－５ 東播(加健)第483-518 令和3年10月22日
000028 3000185519 オフィスグリコ冷凍冷蔵庫１２４０４１ 676-0805 高砂市米田町米田９７１－１ その他の食料・飲料販売業 一般 グリコチャネルクリエイト株式会社 代表取締役 西村 浩一 555-0021 大阪府大阪市西淀川区歌島４丁目６－５ 東播(加健)第483-519 令和3年10月22日
000028 3000185521 オフィスグリコ冷凍冷蔵庫１２４０５３ 676-0805 高砂市米田町米田１１４５－１ その他の食料・飲料販売業 一般 グリコチャネルクリエイト株式会社 代表取締役 西村 浩一 555-0021 大阪府大阪市西淀川区歌島４丁目６－５ 東播(加健)第483-520 令和3年10月22日
000028 3000185523 オフィスグリコ冷凍冷蔵庫１２４０４７ 676-0805 高砂市米田町米田１０９７ その他の食料・飲料販売業 一般 グリコチャネルクリエイト株式会社 代表取締役 西村 浩一 555-0021 大阪府大阪市西淀川区歌島４丁目６－５ 東播(加健)第483-521 令和3年10月22日
000028 3000185524 オフィスグリコ冷凍冷蔵庫１２４０４４ 676-0805 高砂市米田町米田９５６－１０ その他の食料・飲料販売業 一般 グリコチャネルクリエイト株式会社 代表取締役 西村 浩一 555-0021 大阪府大阪市西淀川区歌島４丁目６－５ 東播(加健)第483-522 令和3年10月22日
000028 3000185526 オフィスグリコ冷凍冷蔵庫７５４９５ 676-0805 高砂市米田町米田１５９－１ その他の食料・飲料販売業 一般 グリコチャネルクリエイト株式会社 代表取締役 西村 浩一 555-0021 大阪府大阪市西淀川区歌島４丁目６－５ 東播(加健)第483-523 令和3年10月22日
000028 3000185527 オフィスグリコ冷凍冷蔵庫１４８９４４ 671-0123 高砂市北浜町西浜１２０８－５０ その他の食料・飲料販売業 一般 グリコチャネルクリエイト株式会社 代表取締役 西村 浩一 555-0021 大阪府大阪市西淀川区歌島４丁目６－５ 東播(加健)第483-524 令和3年10月22日
000028 3000185529 オフィスグリコ冷凍冷蔵庫１２４０９２ 676-0002 高砂市末広町１－５９－１ その他の食料・飲料販売業 一般 グリコチャネルクリエイト株式会社 代表取締役 西村 浩一 555-0021 大阪府大阪市西淀川区歌島４丁目６－５ 東播(加健)第483-525 令和3年10月22日
000028 3000185531 オフィスグリコ冷凍冷蔵庫１２５２８４ 676-0019 高砂市緑丘２－６－３１ その他の食料・飲料販売業 一般 グリコチャネルクリエイト株式会社 代表取締役 西村 浩一 555-0021 大阪府大阪市西淀川区歌島４丁目６－５ 東播(加健)第483-526 令和3年10月22日
000028 3000185533 オフィスグリコ冷凍冷蔵庫１２５２８８ 676-0019 高砂市緑丘２－７－３５ その他の食料・飲料販売業 一般 グリコチャネルクリエイト株式会社 代表取締役 西村 浩一 555-0021 大阪府大阪市西淀川区歌島４丁目６－５ 東播(加健)第483-527 令和3年10月22日
000028 3000185535 オフィスグリコ冷凍冷蔵庫１２５２８９ 676-0019 高砂市緑丘１－８－４８ その他の食料・飲料販売業 一般 グリコチャネルクリエイト株式会社 代表取締役 西村 浩一 555-0021 大阪府大阪市西淀川区歌島４丁目６－５ 東播(加健)第483-528 令和3年10月22日
000028 3000185536 オフィスグリコ冷凍冷蔵庫１５７５０２ 675-0054 加古川市米田町平津３８４－１フェニックス加古川記念病院 その他の食料・飲料販売業 一般 グリコチャネルクリエイト株式会社 代表取締役 西村 浩一 555-0021 大阪府大阪市西淀川区歌島４丁目６－５ 東播(加健)第483-529 令和3年10月22日
000028 3000185548 オフィスグリコ冷凍冷蔵庫１３４１ 676-0825 高砂市阿弥陀町北池１０２ その他の食料・飲料販売業 一般 グリコチャネルクリエイト株式会社 代表取締役 西村 浩一 555-0021 大阪府大阪市西淀川区歌島４丁目６－５ 東播(加健)第483-509 令和3年10月22日
000028 3000185662 俺のケーキ　おもて　田中商店 000-0000 加古川市、県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く。)その他の食料・飲料販売業 自動車 田中 翔大 東播(加健)第483-694 令和3年11月29日
000028 3000185676 餃子屋コソラ加古川駅前店 675-0065 加古川市加古川町篠原町２９浅野ビル１Ｆ北側 794902351 自動販売機（要届出のコップ式自動販売機及び要許可を除く） 自動販売機 久保 秀樹 東播(加健)第483-695 令和3年11月29日
000028 3000185677 加古川支店 675-0117 加古川市平岡町一色西２丁目３４１－１ 794351373 器具・容器包装の製造・加工業 一般 株式会社エーゼーゴム洋行 代表取締役 渡辺 周平 542-0081 大阪府大阪市中央区南船場３丁目３番１０号 662456811 東播(加健)第483-247 令和3年9月29日
000028 3000185681 加古川学園 675-1201 加古川市八幡町宗佐５４４ 794380353 集団給食（４）その他 集団給食 加古川学園 学園長 光岡 浩昌 675-1201 兵庫県加古川市八幡町宗佐５４４ 794380353 東播(加健)第483-693 令和3年11月29日
000028 3000185696 オークラサービス社員食堂 675-0012 加古川市野口町野口１６０－６ 794258633 集団給食（３）事業所 集団給食 オークラサービス株式会社 代表取締役 大庫 隆夫 675-0014 兵庫県加古川市野口町古大内９００番地 794250531 東播(加健)第483-699 令和3年11月30日
000028 3000185697 アメニティホーム　ルピナス高砂 676-0827 高砂市阿弥陀町阿弥陀１１６３－１ 794492112 集団給食（４）その他 集団給食 社会福祉法人あいむ 理事長 吉田 隆三 671-1102 兵庫県姫路市広畑区蒲田３８３番地の３ 792381551 東播(加健)第483-698 令和3年11月30日
000028 3000185703 ハピネス加古川 675-0052 加古川市東神吉町出河原８６２イオンタウン加古川内 794333194 自動販売機（要届出のコップ式自動販売機及び要許可を除く） 自動販売機 三洋建材株式会社 代表取締役 宗安 堅志 702-8051 岡山県岡山市南区築港元町８番５０号 862656500 東播(加健)第V-68 令和3年6月1日
000028 3000185731 医療法人達磨会東加古川病院  老人保健施設緑寿苑 675-0101 加古川市平岡町新在家１１９７－３ 794242897 集団給食（２）病院・診療所 集団給食 医療法人達磨会 理事長 森 隆志 675-0101 兵庫県加古川市平岡町新在家１１９７－３ 794242897 東播(加健)第483-692 令和3年11月26日
000028 3000185732 就労継続支援Ｂ型さをり 000-0000 加古川市、県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く。) 794903535 その他の食料・飲料販売業 露店 特定非営利活動法人訪問介護ハバナケア 理事 山内 雄三 675-0101 兵庫県加古川市平岡町新在家二丁目２７４番地の４ 794278268 東播(加健)第483-696 令和3年11月30日
000028 3000185734 特別養護老人ホーム　グランはりま 675-0103 加古川市平岡町高畑１－１ 794511525 集団給食（４）その他 集団給食 社会福祉法人グランはりま 理事長 河合 勝 675-0103 兵庫県加古川市平岡町高畑１－１ 794511525 東播(加健)第483-697 令和3年11月30日
000028 3000185737 (株)ノグチ 675-1113 加古郡稲美町岡５６２－１ 794951849 農産保存食料品製造・加工業 一般 株式会社ノグチ 代表取締役 野口 雅樹 675-1113 兵庫県加古郡稲美町岡５６２－１ 794951849 東播(加健)第483-700 令和3年11月30日
000028 3000185738 兵庫スバル自動車(株)加古川店 675-0021 加古川市尾上町安田３２５－６ 794255567 コップ式自動販売機（自動洗浄・屋内設置） 自動販売機 サントリービバレッジソリューション株式会社 代表取締役 及川 剛 160-0023 東京都新宿区西新宿八丁目１７番１号 363040501 東播(加健)第483-701 令和3年12月1日
000028 3000185761 ケンタッキーフライドチキン加古川店 675-0065 加古川市加古川町篠原町１－１３ 794292475 その他の食料・飲料販売業 一般 日本ケンタッキー・フライド・チキン株式会社 代表取締役 判治 孝之 220-0012 神奈川県横浜市西区みなとみらい四丁目４番５号 453070700 東播(加健)第483-704 令和3年12月1日
000028 3000185769 オフィスグリコ冷凍冷蔵庫１６０１９２ 675-0005 加古川市神野町石守１６３２ その他の食料・飲料販売業 一般 グリコチャネルクリエイト株式会社 代表取締役 西村 浩一 555-0021 大阪府大阪市西淀川区歌島４丁目６番５号 東播(加健)第483-402 令和3年10月22日
000028 3000185770 医療法人社団友愛会　播磨サナトリウム 675-1121 加古郡稲美町北山１２６４番地 794920278 集団給食（２）病院・診療所 集団給食 医療法人社団友愛会 理事長 山西 博道 675-1121 兵庫県加古郡稲美町北山１２６４番地 794920278 東播(加健)第483-576 令和3年11月16日
000028 3000185772 タリーズコーヒー　ヤマトヤシキ加古川店 6758505 加古川市加古川町篠原町２１－８　１Ｆ 794561450 その他の食料・飲料販売業 一般 タリーズコーヒージャパン株式会社 代表取締役 小林 義雄 162-0833 東京都新宿区箪笥町２２番地 332688282 東播(加健)第483-703 令和3年12月1日
000028 3000185773 コナミスポーツクラブ加古川店２Ｆ 675-0066 加古川市加古川町寺家町１７３－１ 自動販売機（要届出のコップ式自動販売機及び要許可を除く）自動販売機森永製菓株式会社 代表取締役 太田 栄二郎 108-0014 東京都港区芝５丁目３３番１号 334560153 東播(加健)第483-702 令和3年12月1日
000028 3000185778 わかば学園 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く。) その他の食料・飲料販売業 露店 特定非営利活動法人わかば福祉会 理事長 久保田 静子 675-0025 兵庫県加古川市尾上町養田３５１番地の４ 794242002 東播(加健)第483-706 令和3年12月1日
000028 3000185782 加古川市立陵北小学校 675-0008 加古川市新神野５丁目１ 794380072 集団給食（１）学校 集団給食 加古川市 市長 岡田 康裕 675-0031 兵庫県加古川市加古川町北在家２０００番地 794212000 東播(加健)第483-597 令和3年11月17日
000028 3000185789 ステーキ宮　播磨店 675-0142 加古郡播磨町大中３丁目８－１０ 794356690 その他の食料・飲料販売業 一般 株式会社アトム 代表取締役 山⻆ 豪 220-0012 神奈川県横浜市西区みなとみらい二丁目２番１号 452247390 東播(加健)第483-707 令和3年12月1日
000028 3000185794 タノシキッズ加古川園  インターナショナルプリスクール 675-0103 加古川市平岡町高畑２０７－１エクセル東加古川弐番館 794977560 集団給食（４）その他 集団給食 株式会社あっぷたす 代表取締役 布袋 浩子 678-0221 兵庫県赤穂市尾崎３１０４番地４０ 東播(加健)第483-669 令和3年11月25日
000028 3000185799 加古川市立平岡小学校 675-0103 加古川市平岡町高畑１６４－１ 794243460 集団給食（４）その他 集団給食 加古川市 市長 岡田 康裕 675-0031 兵庫県加古川市加古川町北在家２０００番地 794212000 東播(加健)第483-598 令和3年11月17日
000028 3000185805 加古川市立八幡小学校 675-1201 加古川市八幡町宗佐３４５ 794380069 集団給食（１）学校 集団給食 加古川市 市長 岡田 康裕 675-0031 兵庫県加古川市加古川町北在家２０００番地 794212000 東播(加健)第483-599 令和3年11月17日
000028 3000185812 播磨町健康いきいきセンター 675-0147 加古郡播磨町南大中１－８－６０ 自動販売機（要届出のコップ式自動販売機及び要許可を除く）自動販売機森永製菓株式会社 代表取締役 太田 栄二郎 108-0014 東京都港区芝５丁目３３番１号 334560153 東播(加健)第483-708 令和3年12月1日
000028 3000185815 シャトレーゼ明石土山店 675-1112 加古郡稲美町六分一１１８１－６ 794928111 その他の食料・飲料販売業 一般 ニッケアウデオＳＡＤ株式会社 代表取締役 中谷 恒史 541-0052 大阪府大阪市中央区安土町３丁目５－６ナカヒロビル６階 797381510 東播(加健)第483-542 令和3年10月28日
000028 3000185819 有限会社サンキューフーズ 675-0101 加古川市平岡町新在家１丁目２５５－１ 794203900 その他の食料品製造・加工業 一般 有限会社サンキューフーズ 乾 萬壽雄 675-0101 兵庫県加古川市平岡町新在家１丁目２５５－１ 794203900 東播(加健)第483-564 令和3年11月5日
000028 3000185823 八百太商店 675-0101 加古川市平岡町新在家６１５－１ 794278083 野菜果物販売業 一般 八重垣 健太 東播(加健)第483-647 令和3年11月22日
000028 3000185829 とみたＦａｒｍ 675-1111 加古郡稲美町印南２０８８－３ 794950667 野菜果物販売業 一般 冨田 美和子 東播(加健)第483-659 令和3年11月25日
000028 3000185832 ポン菓子サンチャン 675-1204 加古川市八幡町上西条７２７高橋果樹園 その他の食料品製造・加工業 一般 坂田 政弘 東播(加健)第483-705 令和3年12月2日
000028 3000185836 ガスト加古川平岡店 675-0115 加古川市平岡町一色２２５－１ 794300415 その他の食料・飲料販売業 一般 株式会社すかいらーくレストランツ 代表取締役 中島 尚志 180-0013 東京都武蔵野市西久保一丁目２５番８号 422375218 東播(加健)第483-660 令和3年11月25日
000028 3000185840 業務スーパー東加古川店 675-0115 加古川市平岡町一色７８７－３２ 百貨店、総合スーパー 一般 株式会社Ｇ－７スーパーマート 代表取締役 関 大作 654-0161 兵庫県神戸市須磨区弥栄台４丁目８番地の１ 787943700 東播(加健)第483-661 令和3年11月25日
000028 3000185845 いなみアクアプラザ１Ｆ 675-1114 加古郡稲美町国安１２８７－３ 794965851 自動販売機（要届出のコップ式自動販売機及び要許可を除く） 自動販売機 江崎グリコ株式会社 代表取締役 江崎 勝久 555-0021 大阪府大阪市西淀川区歌島４丁目６番５号 664778352 東播(加健)第483-662 令和3年11月25日
000028 3000185850 イオンシネマ加古川店 675-0101 加古川市平岡町新在家６１５－１ 自動販売機（要届出のコップ式自動販売機及び要許可を除く）自動販売機株式会社ロッテ 代表取締役 午膓 栄一 160-0023 東京都新宿区西新宿３丁目２０番１号 353885645 東播(加健)第483-663 令和3年11月25日
000028 3000185858 白十字　加古川店 675-0039 加古川市加古川町粟津８７－２ 794218912 その他の食料・飲料販売業 一般 株式会社白十字 代表取締役 二木 正久 701-0221 岡山県岡山市南区藤田６５１番地の１７ 862967550 東播(加健)第483-723 令和3年12月2日
000028 3000185860 株式会社ＮＹＫ西日本 675-0155 加古郡播磨町新島３３番地 794413800 器具・容器包装の製造・加工業 一般 株式会社ＮＹＫ西日本 代表取締役 原 康夫 675-0155 兵庫県加古郡播磨町新島３３番地 794413800 東播(加健)第483-722 令和3年12月2日
000028 3000185864 ＫＦＣアリオ加古川店 675-0124 加古川市別府町緑町２ 794412577 その他の食料・飲料販売業 一般 日本ケンタッキー・フライド・チキン株式会社 代表取締役 判治 孝之 220-0012 神奈川県横浜市西区みなとみらい４－４－５ 453070672 東播(加健)第483-721 令和3年12月2日
000028 3000185866 株式会社　万代　ニッケパークタウン加古川店 675-0066 加古川市加古川町寺家町１７３－１ 794248180 百貨店、総合スーパー 一般 株式会社万代 代表取締役 阿部 秀行 544-0003 大阪府大阪市生野区小路東３丁目１０番１３号 667203305 東播(加健)第483-720 令和3年12月2日
000028 3000185869 株式会社ミヤテクニカル 675-0017 加古川市野口町良野８１０番地の１ 794408296 器具・容器包装の製造・加工業 一般 株式会社ミヤテクニカル 代表取締役 宮田 成男 675-0017 兵庫県加古川市野口町良野８１０番地の１ 794408296 東播(加健)第483-719 令和3年12月2日
000028 3000185873 ドラッグジャパン　加古川平野店 675-0063 加古川市加古川町平野２５０番地 794213600 百貨店、総合スーパー 一般 株式会社スギ薬局 代表取締役 榊原 栄一 446-0056 愛知県安城市三河安城町一丁目８番地４ 562452720 東播(加健)第483-718 令和3年12月2日
000028 3000185875 株式会社スズキ自販兵庫  アリーナ加古川南　店内 675-0039 加古川市加古川町粟津７７０－７ コップ式自動販売機（自動洗浄・屋内設置） 自動販売機 株式会社アペックス西日本 代表取締役 森 吉平 550-0015 大阪府大阪市西区南堀江四丁目２５番２４号 794233522 東播(加健)第483-717 令和3年12月2日
000028 3000185889 スギ薬局　加古川店 675-0052 加古川市東神吉町出河原８６２番地 794344555 その他の食料・飲料販売業 一般 株式会社スギ薬局 代表取締役 榊原 栄一 446-0056 愛知県安城市三河安城町一丁目８番地４ 562452720 東播(加健)第483-725 令和3年12月3日



000028 3000185891 すき家　加古川東神吉店 675-0055 加古川市東神吉町西井ノ口２８４－１ その他の食料・飲料販売業 一般 株式会社すき家 代表取締役 笹川 直樹 108-0075 東京都港区港南２丁目１８番１号 357838850 東播(加健)第483-726 令和3年12月3日
000028 3000185893 すき家　高砂松陽店 676-0077 高砂市松陽１丁目７－１５ その他の食料・飲料販売業 一般 株式会社すき家 代表取締役 笹川 直樹 108-0075 東京都港区港南２丁目１８番１号 357838850 東播(加健)第483-727 令和3年12月3日
000028 3000185894 オフィスグリコ冷凍冷蔵庫２８２５６０ 676-0027 高砂市高砂町宮前町１－８ その他の食料・飲料販売業 一般 グリコチャネルクリエイト株式会社 代表取締役 西村 浩一 555-0021 大阪府大阪市西淀川区歌島４丁目６－５ 東播(加健)第483-728 令和3年12月3日
000028 3000185901 株式会社フジタ 675-1103 加古郡稲美町野谷５４１－６ 794950034 その他の食料品製造・加工業 一般 株式会社フジタ 代表取締役 藤田 高明 675-1102 兵庫県加古郡稲美町草谷９２５ 794950034 東播(加健)第483-729 令和3年12月3日
000028 3000185910 石原鉄工所 675-1112 加古郡稲美町六分一１１８３－４１ コップ式自動販売機（自動洗浄・屋内設置）自動販売機ナショナル・ベンディング株式会社代表取締役 藤山 雄一郎 141-0021 東京都品川区上大崎１－１５－２２ 364594781 東播(加健)第483-730 令和3年12月3日
000028 3000185914 （株）ノザワ播州工場 675-0163 加古郡播磨町古宮９１ 乳類販売業 自動販売機 中山 昭一 東播(加健)第483-731 令和3年12月3日
000028 3000185919 第２はとのさと保育園 675-0033 加古川市加古川町南備後３１７番地 794232810 集団給食（４）その他 集団給食 社会福祉法人はとのさと福祉会 理事長 増田 百代 675-0033 兵庫県加古川市加古川町南備後３１９ 794977234 東播(加健)第483-732 令和3年12月3日
000028 3000185922 社会福祉法人　母里福祉会  いなみ野　母里こども園 675-1104 加古郡稲美町野寺９５番地の５ 794952343 集団給食（４）その他 集団給食 社会福祉法人母里福祉会 理事長 大村 哲郎 675-1104 兵庫県加古郡稲美町野寺９５番地の５ 794952343 東播(加健)第483-724 令和3年12月2日
000028 3000185925 サラダ館稲美母里店 675-1103 加古郡稲美町野谷１９２－７ 794950078 その他の食料・飲料販売業 一般 株式会社マルオ洋品店 代表取締役 丸尾 猛 675-1103 兵庫県加古郡稲美町野谷１９２番地の７ 794950078 東播(加健)第483-672 令和3年11月25日
000028 3000185927 順心リハビリテーション病院 675-0005 加古川市神野町石守１６３２ 乳類販売業 自動販売機 兵庫ヤクルト販売株式会社 代表取締役 阿部 恭大 651-2122 兵庫県神戸市西区玉津町高津橋１３７－１ 789128960 東播(加健)第483-678 令和3年11月25日
000028 3000185929 加古川食品センター 675-0003 加古川市神野町神野２２７番地１ 794387221 その他の食料・飲料販売業 一般 株式会社関西丸和ロジスティクス 代表取締役 吉井 章 623-0008 京都府綾部市桜が丘３丁目５番地の２ 773431000 東播(加健)第483-671 令和3年11月25日
000028 3000185932 ＴＯＭＢＯＡＴ 000-0000 加古川市、県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く。)その他の食料・飲料販売業 露店 水上 竜飛 東播(加健)第483-733 令和3年12月6日
000028 3000185934 関西アスパック株式会社 675-1122 加古郡稲美町中村１１７９－１８ 794928511 器具・容器包装の製造・加工業 一般 関西アスパック株式会社 代表取締役 宮村 尚 675-1122 兵庫県加古郡稲美町中村１１７９－１８ 794928511 東播(加健)第483-668 令和3年11月25日
000028 3000185936 ＪＲ東加古川駅姫路行きＨ 675-0101 加古川市平岡町新在家１４９８ 自動販売機（要届出のコップ式自動販売機及び要許可を除く）自動販売機株式会社ロッテ 代表取締役 牛膓 栄一 160-0023 東京都新宿区西新宿３－２０－１ 353885645 東播(加健)第483-664 令和3年11月25日
000028 3000185938 ファンキーポリス土山 675-1112 加古郡稲美町六分一１１８１ 自動販売機（要届出のコップ式自動販売機及び要許可を除く）自動販売機株式会社ロッテ 代表取締役 牛膓 栄一 160-0023 東京都新宿区西新宿３－２０－１ 353885645 東播(加健)第483-665 令和3年11月25日
000028 3000185939 イオン加古川店　１Ｆセントラルコート 675-0101 加古川市平岡町新在家６１５－１ 794254121 自動販売機（要届出のコップ式自動販売機及び要許可を除く） 自動販売機 江崎グリコ株式会社 代表取締役 江崎 勝久 555-0021 大阪府大阪市西淀川区歌島４丁目６－５ 664778352 東播(加健)第483-666 令和3年11月25日
000028 3000185941 イオン加古川店　シネマ棟１Ｆ⇒立駐側エスカ横 675-0101 加古川市平岡町新在家６１５－１ 794254121 自動販売機（要届出のコップ式自動販売機及び要許可を除く） 自動販売機 江崎グリコ株式会社 代表取締役 江崎 勝久 555-0021 大阪府大阪市西淀川区歌島４丁目６－５ 664778352 東播(加健)第483-667 令和3年11月25日
000028 3000185942 しゃぶ葉加古川店 675-0101 加古川市平岡町新在家５９６－２ 794563303 その他の食料・飲料販売業 一般 株式会社すかいらーくレストランツ 代表取締役 中島 尚志 180-0013 東京都武蔵野市西久保一丁目２５番８号 422375218 東播(加健)第483-670 令和3年11月25日
000028 3000185947 ライフガーデン加古川 675-1204 加古川市八幡町上西条１３５５ 乳類販売業 自動販売機 兵庫ヤクルト販売株式会社 代表取締役 阿部 恭大 651-2122 兵庫県神戸市西区玉津町高津橋１３７番地の１ 789128960 東播(加健)第483-680 令和3年11月25日
000028 3000185949 株式会社　デイサービスセンターうららか 675-0131 加古川市別府町新野辺３０３３ 794374950 集団給食（４）その他 集団給食 株式会社　デイサービスセンターうららか 代表取締役 住所 和彦 675-0131 兵庫県加古川市別府町新野辺３０３３ 794374950 東播(加健)第483-734 令和3年12月6日
000028 3000185955 有限会社　松井食品 675-0162 加古郡播磨町二子６２０－１ 789421305 その他の食料品製造・加工業 一般 有限会社松井食品 代表取締役 松井 昭雄 675-0162 兵庫県加古郡播磨町二子６２０番地の１ 789421305 東播(加健)第483-735 令和3年12月6日
000028 3000185959 オフィスグリコ冷凍冷蔵庫３２３３０ 675-0021 加古川市尾上町安田字西万蔵３１４－１ その他の食料・飲料販売業 一般 グリコチャネルクリエイト株式会社 代表取締役 西村 浩一 555-0021 大阪府大阪市西淀川区歌島４丁目６番５号 東播(加健)第483-291 令和3年10月22日
000028 3000185961 幼保連携型認定こども園　孔雀こども園 675-0011 加古川市野口町北野１６１ 794242077 集団給食（４）その他 集団給食 社会福祉法人大瑠会 理事長 大野 裕史 675-0011 兵庫県加古川市野口町北野字南川１６１番地 794242077 東播(加健)第483-736 令和3年12月7日
000028 3000185962 オフィスグリコ冷凍冷蔵庫３２４２７ 675-0025 加古川市尾上町養田１５５４ その他の食料・飲料販売業 一般 グリコチャネルクリエイト株式会社 代表取締役 西村 浩一 555-0021 大阪府大阪市西淀川区歌島４丁目６番５号 東播(加健)第483-281 令和3年10月22日
000028 3000185964 オフィスグリコ冷凍冷蔵庫３２４１９ 675-0025 加古川市尾上町養田１５２９－１ その他の食料・飲料販売業 一般 グリコチャネルクリエイト株式会社 代表取締役 西村 浩一 555-0021 大阪府大阪市西淀川区歌島４丁目６番５号 東播(加健)第483-283 令和3年10月22日
000028 3000185967 オフィスグリコ冷凍冷蔵庫３２４２６ 675-0025 加古川市尾上町養田１５４３ その他の食料・飲料販売業 一般 グリコチャネルクリエイト株式会社 代表取締役 西村 浩一 555-0021 大阪府大阪市西淀川区歌島４丁目６番５号 東播(加健)第483-282 令和3年10月22日
000028 3000185968 孔雀ちっちゃな保育園 675-0011 加古川市野口町北野１１５４－１７ 794242135 集団給食（４）その他 集団給食 社会福祉法人大瑠会 理事長 大野 裕史 675-0011 兵庫県加古川市野口町北野字南川１６１番地 794242077 東播(加健)第483-737 令和3年12月7日
000028 3000185971 オフィスグリコ冷凍冷蔵庫３２４１２ 675-0025 加古川市尾上町養田１５２４－１ その他の食料・飲料販売業 一般 グリコチャネルクリエイト株式会社 代表取締役 西村 浩一 555-0021 大阪府大阪市西淀川区歌島４丁目６番５号 東播(加健)第483-284 令和3年10月22日
000028 3000185972 オフィスグリコ冷凍冷蔵庫３２４０５ 675-0005 加古川市尾上町池田１８７４－５ その他の食料・飲料販売業 一般 グリコチャネルクリエイト株式会社 代表取締役 西村 浩一 555-0021 大阪府大阪市西淀川区歌島４丁目６番５号 東播(加健)第483-292 令和3年10月22日
000028 3000185976 ダイソー　加古川平岡店 675-0111 加古川市平岡町二俣７３－１ その他の食料・飲料販売業 一般 株式会社大創産業 代表取締役 矢野 靖二 739-0008 広島県東広島市西条吉行東１丁目４番１４号 824200100 東播(加健)第483-677 令和3年11月25日
000028 3000185978 オフィスグリコ冷凍冷蔵庫３２４０９ 675-0025 加古川市尾上町養田１４９７－３ その他の食料・飲料販売業 一般 グリコチャネルクリエイト株式会社 代表取締役 西村 浩一 555-0021 大阪府大阪市西淀川区歌島４丁目６番５号 東播(加健)第483-285 令和3年10月22日
000028 3000185980 オフィスグリコ冷凍冷蔵庫２９４８０ 675-0027 加古川市尾上町今福４９－１ その他の食料・飲料販売業 一般 グリコチャネルクリエイト株式会社 代表取締役 西村 浩一 555-0021 大阪府大阪市西淀川区歌島４丁目６番５号 東播(加健)第483-286 令和3年10月22日
000028 3000185981 オフィスグリコ冷凍冷蔵庫３０４５６ 675-0027 加古川市尾上町今福３９－３ その他の食料・飲料販売業 一般 グリコチャネルクリエイト株式会社 代表取締役 西村 浩一 555-0021 大阪府大阪市西淀川区歌島４丁目６番５号 東播(加健)第483-287 令和3年10月22日
000028 3000185984 オフィスグリコ冷凍冷蔵庫３２３４５ 675-0022 加古川市尾上町口里６０５－１ その他の食料・飲料販売業 一般 グリコチャネルクリエイト株式会社 代表取締役 西村 浩一 555-0021 大阪府大阪市西淀川区歌島４丁目６番５号 東播(加健)第483-288 令和3年10月22日
000028 3000185985 オフィスグリコ冷凍冷蔵庫３２３２５ 675-0021 加古川市尾上町安田３３５－１ その他の食料・飲料販売業 一般 グリコチャネルクリエイト株式会社 代表取締役 西村 浩一 555-0021 大阪府大阪市西淀川区歌島４丁目６番５号 東播(加健)第483-289 令和3年10月22日
000028 3000185987 オフィスグリコ冷凍冷蔵庫３２３２９ 675-0021 加古川市尾上町安田３１８－１ その他の食料・飲料販売業 一般 グリコチャネルクリエイト株式会社 代表取締役 西村 浩一 555-0021 大阪府大阪市西淀川区歌島４丁目６番５号 東播(加健)第483-290 令和3年10月22日
000028 3000185992 医療法人社団　奉仕会サンライズ 675-1114 加古郡稲美町国安５－４２ 乳類販売業 自動販売機 兵庫ヤクルト販売株式会社 代表取締役 阿部 恭大 651-2122 兵庫県神戸市西区玉津町高津橋１３７番地の１ 789128960 東播(加健)第483-681 令和3年11月25日
000028 3000185993 甲南加古川病院　２階食堂 675-0009 加古川市神野町西条１５４５－１ 乳類販売業 自動販売機 兵庫ヤクルト販売株式会社 代表取締役 阿部 恭大 651-2122 兵庫県神戸市西区玉津町高津橋１３７番地の１ 789128960 東播(加健)第48-682 令和3年11月25日
000028 3000185994 オフィスグリコ冷凍冷蔵庫１２４５７０ 675-0012 加古川市野口町野口１８８－２ その他の食料・飲料販売業 一般 グリコチャネルクリエイト株式会社 代表取締役 西村 浩一 555-0021 大阪府大阪市西淀川区歌島４丁目６番５号 東播(加健)第483-322 令和3年10月22日
000028 3000185995 オフィスグリコ冷凍冷蔵庫１６０７７７ 675-0012 加古川市野口町野口１１８－１ その他の食料・飲料販売業 一般 グリコチャネルクリエイト株式会社 代表取締役 西村 浩一 555-0021 大阪府大阪市西淀川区歌島４丁目６番５号 東播(加健)第483-323 令和3年10月22日
000028 3000185996 甲南加古川病院　２階職員室 675-0009 加古川市神野町西条１５４５－１ 乳類販売業 自動販売機 兵庫ヤクルト販売株式会社 代表取締役 阿部 恭大 651-2122 兵庫県神戸市西区玉津町高津橋１３７番地の１ 789128960 東播(加健)第483-683 令和3年11月25日
000028 3000185997 オフィスグリコ冷凍冷蔵庫１４２０７４ 675-0012 加古川市野口町野口６８－１ その他の食料・飲料販売業 一般 グリコチャネルクリエイト株式会社 代表取締役 西村 浩一 555-0021 大阪府大阪市西淀川区歌島４丁目６番５号 東播(加健)第483-324 令和3年10月22日
000028 3000185998 オフィスグリコ冷凍冷蔵庫１２７１６７ 675-0012 加古川市野口町野口５５－１ その他の食料・飲料販売業 一般 グリコチャネルクリエイト株式会社 代表取締役 西村 浩一 555-0021 大阪府大阪市西淀川区歌島４丁目６番５号 東播(加健)第483-325 令和3年10月22日
000028 3000185999 オフィスグリコ冷凍冷蔵庫１２７１８１ 675-0012 加古川市野口町野口１５－１ その他の食料・飲料販売業 一般 グリコチャネルクリエイト株式会社 代表取締役 西村 浩一 555-0021 大阪府大阪市西淀川区歌島４丁目６番５号 東播(加健)第483-326 令和3年10月22日
000028 3000186000 オフィスグリコ冷凍冷蔵庫１２５６８２ 675-0019 加古川市野口町水足８２７－２０ その他の食料・飲料販売業 一般 グリコチャネルクリエイト株式会社 代表取締役 西村 浩一 555-0021 大阪府大阪市西淀川区歌島４丁目６番５号 東播(加健)第483-328 令和3年10月22日
000028 3000186001 オフィスグリコ冷凍冷蔵庫１２７３９６ 675-0019 加古川市野口町水足４９０ その他の食料・飲料販売業 一般 グリコチャネルクリエイト株式会社 代表取締役 西村 浩一 555-0021 大阪府大阪市西淀川区歌島４丁目６番５号 東播(加健)第483-329 令和3年10月22日
000028 3000186002 オフィスグリコ冷凍冷蔵庫１２７４０２ 675-0016 加古川市野口町長砂８５３－１ その他の食料・飲料販売業 一般 グリコチャネルクリエイト株式会社 代表取締役 西村 浩一 555-0021 大阪府大阪市西淀川区歌島４丁目６番５号 東播(加健)第483-327 令和3年10月22日
000028 3000186005 オフィスグリコ冷凍冷蔵庫３００６４ 675-0023 加古川市尾上町池田１８４４－１ その他の食料・飲料販売業 一般 グリコチャネルクリエイト株式会社 代表取締役 西村 浩一 555-0021 大阪府大阪市西淀川区歌島４丁目６番５号 東播(加健)第483-293 令和3年10月22日
000028 3000186007 オフィスグリコ冷凍冷蔵庫１２５６９３ 675-0019 加古川市野口町水足１６０ その他の食料・飲料販売業 一般 グリコチャネルクリエイト株式会社 代表取締役 西村 浩一 555-0021 大阪府大阪市西淀川区歌島４丁目６番５号 東播(加健)第483-330 令和3年10月22日
000028 3000186009 オフィスグリコ冷凍冷蔵庫１５７３５６ 675-0137 加古川市金沢町７神戸製鋼所内 その他の食料・飲料販売業 一般 グリコチャネルクリエイト株式会社 代表取締役 西村 浩一 555-0021 大阪府大阪市西淀川区歌島４丁目６番５号 東播(加健)第483-331 令和3年10月22日
000028 3000186011 オフィスグリコ冷凍冷蔵庫３０８０２ 675-0137 加古川市金沢町７神戸製鋼所内 その他の食料・飲料販売業 一般 グリコチャネルクリエイト株式会社 代表取締役 西村 浩一 555-0021 大阪府大阪市西淀川区歌島４丁目６番５号 東播(加健)第483-332 令和3年10月22日
000028 3000186012 オフィスグリコ冷凍冷蔵庫２７８１０ 675-0023 加古川市尾上町池田８５０－２３ その他の食料・飲料販売業 一般 グリコチャネルクリエイト株式会社 代表取締役 西村 浩一 555-0021 大阪府大阪市西淀川区歌島４丁目６番５号 東播(加健)第483-294 令和3年10月22日
000028 3000186014 オフィスグリコ冷凍冷蔵庫１５９７２６ 675-0137 加古川市金沢町７神戸製鋼所内 その他の食料・飲料販売業 一般 グリコチャネルクリエイト株式会社 代表取締役 西村 浩一 555-0021 大阪府大阪市西淀川区歌島４丁目６番５号 東播(加健)第483-333 令和3年10月22日
000028 3000186015 オフィスグリコ冷凍冷蔵庫１５８４５７ 675-0137 加古川市金沢町７神戸製鋼所内 その他の食料・飲料販売業 一般 グリコチャネルクリエイト株式会社 代表取締役 西村 浩一 555-0021 大阪府大阪市西淀川区歌島４丁目６番５号 東播(加健)第483-334 令和3年10月22日
000028 3000186016 オフィスグリコ冷凍冷蔵庫１４９６４３ 675-0023 加古川市尾上町池田８３０－１ その他の食料・飲料販売業 一般 グリコチャネルクリエイト株式会社 代表取締役 西村 浩一 555-0021 大阪府大阪市西淀川区歌島４丁目６番５号 東播(加健)第483-295 令和3年10月22日
000028 3000186017 オフィスグリコ冷凍冷蔵庫３０８１３ 675-0137 加古川市金沢町７神戸製鋼所内 その他の食料・飲料販売業 一般 グリコチャネルクリエイト株式会社 代表取締役 西村 浩一 555-0021 大阪府大阪市西淀川区歌島４丁目６番５号 東播(加健)第483-335 令和3年10月22日
000028 3000186018 オフィスグリコ冷凍冷蔵庫２７８１７ 675-0023 加古川市尾上町池田６９３－７ その他の食料・飲料販売業 一般 グリコチャネルクリエイト株式会社 代表取締役 西村 浩一 555-0021 大阪府大阪市西淀川区歌島４丁目６番５号 東播(加健)第483-296 令和3年10月22日
000028 3000186019 オフィスグリコ冷凍冷蔵庫２７８１５ 675-0023 加古川市尾上町池田６３５－４８ その他の食料・飲料販売業 一般 グリコチャネルクリエイト株式会社 代表取締役 西村 浩一 555-0021 大阪府大阪市西淀川区歌島４丁目６番５号 東播(加健)第483-297 令和3年10月22日
000028 3000186020 オフィスグリコ冷凍冷蔵庫１４３３５４ 675-0137 加古川市金沢町７神戸製鋼所内 その他の食料・飲料販売業 一般 グリコチャネルクリエイト株式会社 代表取締役 西村 浩一 555-0021 大阪府大阪市西淀川区歌島４丁目６番５号 東播(加健)第483-336 令和3年10月22日
000028 3000186021 オフィスグリコ冷凍冷蔵庫１５０４２４ 675-0128 加古川市別府町中島町２６ その他の食料・飲料販売業 一般 グリコチャネルクリエイト株式会社 代表取締役 西村 浩一 555-0021 大阪府大阪市西淀川区歌島４丁目６番５号 東播(加健)第483-298 令和3年10月22日
000028 3000186022 オフィスグリコ冷凍冷蔵庫１５９９９６ 675-0137 加古川市金沢町７神戸製鋼所内 その他の食料・飲料販売業 一般 グリコチャネルクリエイト株式会社 代表取締役 西村 浩一 555-0021 大阪府大阪市西淀川区歌島４丁目６番５号 東播(加健)第483-337 令和3年10月22日
000028 3000186023 オフィスグリコ冷凍冷蔵庫３０８０５ 675-0137 加古川市金沢町７神戸製鋼所内 その他の食料・飲料販売業 一般 グリコチャネルクリエイト株式会社 代表取締役 西村 浩一 555-0021 大阪府大阪市西淀川区歌島４丁目６番５号 東播(加健)第483-338 令和3年10月22日
000028 3000186024 オフィスグリコ冷凍冷蔵庫７５５３２ 675-0031 加古川市加古川町北在家２６９５ その他の食料・飲料販売業 一般 グリコチャネルクリエイト株式会社 代表取締役 西村 浩一 555-0021 大阪府大阪市西淀川区歌島４丁目６番５号 東播(加健)第483-339 令和3年10月22日
000028 3000186025 オフィスグリコ冷凍冷蔵庫１５８４５６ 675-0125 加古川市別府町西脇１１４ その他の食料・飲料販売業 一般 グリコチャネルクリエイト株式会社 代表取締役 西村 浩一 555-0021 大阪府大阪市西淀川区歌島４丁目６番５号 東播(加健)第483-299 令和3年10月22日
000028 3000186026 オフィスグリコ冷凍冷蔵庫３０８１８ 675-0131 加古川市別府町新野辺１４８５－２２ その他の食料・飲料販売業 一般 グリコチャネルクリエイト株式会社 代表取締役 西村 浩一 555-0021 大阪府大阪市西淀川区歌島４丁目６番５号 東播(加健)第483-300 令和3年10月22日
000028 3000186027 オフィスグリコ冷凍冷蔵庫２７８５２ 675-0131 加古川市別府町新野辺１４２９－７ その他の食料・飲料販売業 一般 グリコチャネルクリエイト株式会社 代表取締役 西村 浩一 555-0021 大阪府大阪市西淀川区歌島４丁目６番５号 東播(加健)第483-301 令和3年10月22日
000028 3000186028 オフィスグリコ冷凍冷蔵庫１６０５３４ 675-0131 加古川市別府町新野辺５７４－８８ その他の食料・飲料販売業 一般 グリコチャネルクリエイト株式会社 代表取締役 西村 浩一 555-0021 大阪府大阪市西淀川区歌島４丁目６番５号 東播(加健)第483-302 令和3年10月22日
000028 3000186029 オフィスグリコ冷凍冷蔵庫３２３４１ 675-0131 加古川市別府町新野辺４４０－１ その他の食料・飲料販売業 一般 グリコチャネルクリエイト株式会社 代表取締役 西村 浩一 555-0021 大阪府大阪市西淀川区歌島４丁目６番５号 東播(加健)第483-303 令和3年10月22日
000028 3000186030 オフィスグリコ冷凍冷蔵庫１６２９０ 675-0122 加古川市別府町別府７４５－１ その他の食料・飲料販売業 一般 グリコチャネルクリエイト株式会社 代表取締役 西村 浩一 555-0021 大阪府大阪市西淀川区歌島４丁目６番５号 東播(加健)第483-304 令和3年10月22日
000028 3000186031 オフィスグリコ冷凍冷蔵庫１６２７９ 675-0122 加古川市別府町別府７１３－３ その他の食料・飲料販売業 一般 グリコチャネルクリエイト株式会社 代表取締役 西村 浩一 555-0021 大阪府大阪市西淀川区歌島４丁目６番５号 東播(加健)第483-305 令和3年10月22日
000028 3000186032 オフィスグリコ冷凍冷蔵庫１６１０４８ 675-0122 加古川市別府町別府６１８－１ その他の食料・飲料販売業 一般 グリコチャネルクリエイト株式会社 代表取締役 西村 浩一 555-0021 大阪府大阪市西淀川区歌島４丁目６番５号 東播(加健)第483-306 令和3年10月22日
000028 3000186033 オフィスグリコ冷凍冷蔵庫２７４１１ 675-0124 加古川市別府町緑町１ その他の食料・飲料販売業 一般 グリコチャネルクリエイト株式会社 代表取締役 西村 浩一 555-0021 大阪府大阪市西淀川区歌島４丁目６番５号 東播(加健)第483-307 令和3年10月22日
000028 3000186034 オフィスグリコ冷凍冷蔵庫２７４１３ 675-0124 加古川市別府町緑町１ その他の食料・飲料販売業 一般 グリコチャネルクリエイト株式会社 代表取締役 西村 浩一 555-0021 大阪府大阪市西淀川区歌島４丁目６番５号 東播(加健)第483-308 令和3年10月22日
000028 3000186035 オフィスグリコ冷凍冷蔵庫１６１０７１ 675-0018 加古川市野口町坂元１０２５ その他の食料・飲料販売業 一般 グリコチャネルクリエイト株式会社 代表取締役 西村 浩一 555-0021 大阪府大阪市西淀川区歌島４丁目６番５号 東播(加健)第483-309 令和3年10月22日
000028 3000186036 甲南加古川病院　１階更衣室前 675-0009 加古川市神野町西条１５４５－１ 乳類販売業 自動販売機 兵庫ヤクルト販売株式会社 代表取締役 阿部 恭大 651-2122 兵庫県神戸市西区玉津町高津橋１３７番地の１ 789128960 東播(加健)第483-684 令和3年11月25日
000028 3000186037 オフィスグリコ冷凍冷蔵庫１２４５９４ 675-0018 加古川市野口町坂元４６－１ その他の食料・飲料販売業 一般 グリコチャネルクリエイト株式会社 代表取締役 西村 浩一 555-0021 大阪府大阪市西淀川区歌島４丁目６番５号 東播(加健)第483-310 令和3年10月22日
000028 3000186038 甲南加古川病院　１階待合室 675-0009 加古川市神野町西条１５４５－１ 乳類販売業 自動販売機 兵庫ヤクルト販売株式会社 代表取締役 阿部 恭大 651-2122 兵庫県神戸市西区玉津町高津橋１３７番地の１ 789128960 東播(加健)第483-685 令和3年11月25日
000028 3000186039 オフィスグリコ冷凍冷蔵庫１６２８３ 675-0015 加古川市野口町坂井６６－１ その他の食料・飲料販売業 一般 グリコチャネルクリエイト株式会社 代表取締役 西村 浩一 555-0021 大阪府大阪市西淀川区歌島４丁目６番５号 東播(加健)第483-311 令和3年10月22日
000028 3000186040 パストラール加古川 675-0101 加古川市平岡町新在家１２２４－１６ 乳類販売業 自動販売機 兵庫ヤクルト販売株式会社 代表取締役 阿部 恭大 651-2122 兵庫県神戸市西区玉津町高津橋１３７番地の１ 789128960 東播(加健)第483-686 令和3年11月25日
000028 3000186041 東加古川病院 675-0101 加古川市平岡町新在家１１９７－３ 乳類販売業 自動販売機 兵庫ヤクルト販売株式会社 代表取締役 阿部 恭大 651-2122 兵庫県神戸市西区玉津町高津橋１３７番地の１ 789128960 東播(加健)第483-687 令和3年11月25日
000028 3000186042 特別養護老人ホーム稲美苑 675-1114 加古郡稲美町国安１２５６ 乳類販売業 自動販売機 兵庫ヤクルト販売株式会社 代表取締役 阿部 恭大 651-2122 兵庫県神戸市西区玉津町高津橋１３７番地の１ 789128960 東播(加健)第483-688 令和3年11月25日
000028 3000186043 老人ホーム　みどり園 675-0104 加古川市平岡町土山４２３－９ 乳類販売業 自動販売機 兵庫ヤクルト販売株式会社 代表取締役 阿部 恭大 651-2122 兵庫県神戸市西区玉津町高津橋１３７番地の１ 789128960 東播(加健)第483-689 令和3年11月25日
000028 3000186044 オフィスグリコ冷凍冷蔵庫１６２８５ 675-0015 加古川市野口町坂井６５－１ その他の食料・飲料販売業 一般 グリコチャネルクリエイト株式会社 代表取締役 西村 浩一 555-0021 大阪府大阪市西淀川区歌島４丁目６番５号 東播(加健)第483-312 令和3年10月22日
000028 3000186045 エルポート 675-0101 加古川市平岡町新在家１２２４－１８ 乳類販売業 自動販売機 兵庫ヤクルト販売株式会社 代表取締役 阿部 恭大 651-2122 兵庫県神戸市西区玉津町高津橋１３７番地の１ 789128960 東播(加健)第483-711 令和3年12月2日
000028 3000186047 オフィスグリコ冷凍冷蔵庫１５９０９８ 675-0015 加古川市野口町坂井２９ その他の食料・飲料販売業 一般 グリコチャネルクリエイト株式会社 代表取締役 西村 浩一 555-0021 大阪府大阪市西淀川区歌島４丁目６番５号 東播(加健)第483-313 令和3年10月22日
000028 3000186048 オフィスグリコ冷凍冷蔵庫８０１３６ 675-0031 加古川市加古川町北在家２６９０ その他の食料・飲料販売業 一般 グリコチャネルクリエイト株式会社 代表取締役 西村 浩一 555-0021 大阪府大阪市西淀川区歌島４丁目６番５号 東播(加健)第483-340 令和3年10月22日
000028 3000186049 オフィスグリコ冷凍冷蔵庫１２７１６６ 675-0014 加古川市野口町古大内９００ その他の食料・飲料販売業 一般 グリコチャネルクリエイト株式会社 代表取締役 西村 浩一 555-0021 大阪府大阪市西淀川区歌島４丁目６番５号 東播(加健)第483-314 令和3年10月22日
000028 3000186050 白十字　稲美店 675-1115 加古郡稲美町国岡１丁目３６ 794417000 その他の食料・飲料販売業 一般 株式会社白十字 代表取締役 二木 正久 701-0221 岡山県岡山市南区藤田６５１番地の１７ 862967550 東播(加健)第483-709 令和3年12月2日
000028 3000186051 オフィスグリコ冷凍冷蔵庫７５５２７ 675-0031 加古川市加古川町北在家２５５２ その他の食料・飲料販売業 一般 グリコチャネルクリエイト株式会社 代表取締役 西村 浩一 555-0021 大阪府大阪市西淀川区歌島４丁目６番５号 東播(加健)第483-341 令和3年10月22日
000028 3000186052 オフィスグリコ冷凍冷蔵庫１２３９２７ 675-0017 加古川市野口町良野９６１－１ その他の食料・飲料販売業 一般 グリコチャネルクリエイト株式会社 代表取締役 西村 浩一 555-0021 大阪府大阪市西淀川区歌島４丁目６番５号 東播(加健)第483-315 令和3年10月22日
000028 3000186054 オフィスグリコ冷凍冷蔵庫７５５２５ 675-0031 加古川市加古川町北在家２４６８ その他の食料・飲料販売業 一般 グリコチャネルクリエイト株式会社 代表取締役 西村 浩一 555-0021 大阪府大阪市西淀川区歌島４丁目６番５号 東播(加健)第483-342 令和3年10月22日
000028 3000186055 すき家　加古川平岡町店 675-0101 加古川市平岡町新在家４１８－２ その他の食料・飲料販売業 一般 株式会社すき家 代表取締役 笹川 直樹 108-0075 東京都港区港南２丁目１８番１号 357838850 東播(加健)第483-712 令和3年12月2日
000028 3000186056 オフィスグリコ冷凍冷蔵庫１５９０９７ 675-0011 加古川市野口町北野１１５４－１７ その他の食料・飲料販売業 一般 グリコチャネルクリエイト株式会社 代表取締役 西村 浩一 555-0021 大阪府大阪市西淀川区歌島４丁目６番５号 東播(加健)第483-316 令和3年10月22日
000028 3000186057 オフィスグリコ冷凍冷蔵庫７５５２３ 675-0031 加古川市加古川町北在家２４６３ その他の食料・飲料販売業 一般 グリコチャネルクリエイト株式会社 代表取締役 西村 浩一 555-0021 大阪府大阪市西淀川区歌島４丁目６番５号 東播(加健)第483-343 令和3年10月22日
000028 3000186058 オフィスグリコ冷凍冷蔵庫１２５７０１ 675-0011 加古川市野口町北野１１３９－３ その他の食料・飲料販売業 一般 グリコチャネルクリエイト株式会社 代表取締役 西村 浩一 555-0021 大阪府大阪市西淀川区歌島４丁目６番５号 東播(加健)第483-317 令和3年10月22日
000028 3000186059 オフィスグリコ冷凍冷蔵庫７５５１９ 675-0031 加古川市加古川町北在家２２４０ その他の食料・飲料販売業 一般 グリコチャネルクリエイト株式会社 代表取締役 西村 浩一 555-0021 大阪府大阪市西淀川区歌島４丁目６番５号 東播(加健)第483-344 令和3年10月22日
000028 3000186061 オフィスグリコ冷凍冷蔵庫１２５６７６ 675-0011 加古川市野口町北野７０２ その他の食料・飲料販売業 一般 グリコチャネルクリエイト株式会社 代表取締役 西村 浩一 555-0021 大阪府大阪市西淀川区歌島４丁目６番５号 東播(加健)第483-318 令和3年10月22日
000028 3000186062 オフィスグリコ冷凍冷蔵庫１２７４０５ 675-0031 加古川市加古川町北在家２０４５ その他の食料・飲料販売業 一般 グリコチャネルクリエイト株式会社 代表取締役 西村 浩一 555-0021 大阪府大阪市西淀川区歌島４丁目６番５号 東播(加健)第483-345 令和3年10月22日



000028 3000186063 オフィスグリコ冷凍冷蔵庫１２５６７３ 675-0011 加古川市野口町北野６９４－２ その他の食料・飲料販売業 一般 グリコチャネルクリエイト株式会社 代表取締役 西村 浩一 555-0021 大阪府大阪市西淀川区歌島４丁目６番５号 東播(加健)第483-319 令和3年10月22日
000028 3000186065 オフィスグリコ冷凍冷蔵庫１２５６７５ 675-0011 加古川市野口町北野６９２－２ その他の食料・飲料販売業 一般 グリコチャネルクリエイト株式会社 代表取締役 西村 浩一 555-0021 大阪府大阪市西淀川区歌島４丁目６番５号 東播(加健)第483-320 令和3年10月22日
000028 3000186066 オフィスグリコ冷凍冷蔵庫７４２４１ 675-0038 加古川市加古川町木村８２ その他の食料・飲料販売業 一般 グリコチャネルクリエイト株式会社 代表取締役 西村 浩一 555-0021 大阪府大阪市西淀川区歌島４丁目６番５号 東播(加健)第483-346 令和3年10月22日
000028 3000186067 オフィスグリコ冷凍冷蔵庫１２５６７９ 675-0012 加古川市野口町野口６８７－５７ その他の食料・飲料販売業 一般 グリコチャネルクリエイト株式会社 代表取締役 西村 浩一 555-0021 大阪府大阪市西淀川区歌島４丁目６番５号 東播(加健)第483-321 令和3年10月22日
000028 3000186068 オフィスグリコ冷凍冷蔵庫７４２３３ 675-0038 加古川市加古川町木村７１－１ その他の食料・飲料販売業 一般 グリコチャネルクリエイト株式会社 代表取締役 西村 浩一 555-0021 大阪府大阪市西淀川区歌島４丁目６番５号 東播(加健)第483-347 令和3年10月22日
000028 3000186069 オフィスグリコ冷凍冷蔵庫７４２１４ 675-0039 加古川市加古川町粟津１０８６ その他の食料・飲料販売業 一般 グリコチャネルクリエイト株式会社 代表取締役 西村 浩一 555-0021 大阪府大阪市西淀川区歌島４丁目６番５号 東播(加健)第483-348 令和3年10月22日
000028 3000186072 オフィスグリコ冷凍冷蔵庫７５５３４ 675-0039 加古川市加古川町粟津１０７３ その他の食料・飲料販売業 一般 グリコチャネルクリエイト株式会社 代表取締役 西村 浩一 555-0021 大阪府大阪市西淀川区歌島４丁目６番５号 東播(加健)第483-349 令和3年10月22日
000028 3000186075 オフィスグリコ冷凍冷蔵庫１２７３８１ 675-0039 加古川市加古川町粟津１０１２セイコービル１Ｆ その他の食料・飲料販売業 一般 グリコチャネルクリエイト株式会社 代表取締役 西村 浩一 555-0021 大阪府大阪市西淀川区歌島４丁目６番５号 東播(加健)第483-350 令和3年10月22日
000028 3000186077 オフィスグリコ冷凍冷蔵庫１４４６５６ 675-0039 加古川市加古川町粟津７６２－１ その他の食料・飲料販売業 一般 グリコチャネルクリエイト株式会社 代表取締役 西村 浩一 555-0021 大阪府大阪市西淀川区歌島４丁目６番５号 東播(加健)第483-351 令和3年10月22日
000028 3000186078 オフィスグリコ冷凍冷蔵庫１５７９７７ 675-0039 加古川市加古川町粟津７１３－１ その他の食料・飲料販売業 一般 グリコチャネルクリエイト株式会社 代表取締役 西村 浩一 555-0021 大阪府大阪市西淀川区歌島４丁目６番５号 東播(加健)第483-352 令和3年10月22日
000028 3000186079 オフィスグリコ冷凍冷蔵庫１５９７３５ 675-1201 加古川市八幡町宗佐５７６－１ その他の食料・飲料販売業 一般 グリコチャネルクリエイト株式会社 代表取締役 西村 浩一 555-0021 大阪府大阪市西淀川区歌島４丁目６番５号 東播(加健)第483-403 令和3年10月22日
000028 3000186082 オフィスグリコ冷凍冷蔵庫１５９２３３ 675-0105 加古川市平岡町つつじ野８－１ その他の食料・飲料販売業 一般 グリコチャネルクリエイト株式会社 代表取締役 西村 浩一 555-0021 大阪府大阪市西淀川区歌島４丁目６番５号 東播(加健)第483-404 令和3年10月22日
000028 3000186083 オフィスグリコ冷凍冷蔵庫７４２１３ 675-0039 加古川市加古川町粟津２６－２ その他の食料・飲料販売業 一般 グリコチャネルクリエイト株式会社 代表取締役 西村 浩一 555-0021 大阪府大阪市西淀川区歌島４丁目６番５号 東播(加健)第483-353 令和3年10月22日
000028 3000186085 オフィスグリコ冷凍冷蔵庫１２５６６８ 675-0103 加古川市平岡町高畑３２０－１ その他の食料・飲料販売業 一般 グリコチャネルクリエイト株式会社 代表取締役 西村 浩一 555-0021 大阪府大阪市西淀川区歌島４丁目６番５号 東播(加健)第483-405 令和3年10月22日
000028 3000186086 オフィスグリコ冷凍冷蔵庫１２７０６０ 675-0103 加古川市平岡町高畑４５１－３ その他の食料・飲料販売業 一般 グリコチャネルクリエイト株式会社 代表取締役 西村 浩一 555-0021 大阪府大阪市西淀川区歌島４丁目６番５号 東播(加健)第483-406 令和3年10月22日
000028 3000186087 オフィスグリコ冷凍冷蔵庫１２７０６４ 675-0103 加古川市平岡町高畑５２０－１０ その他の食料・飲料販売業 一般 グリコチャネルクリエイト株式会社 代表取締役 西村 浩一 555-0021 大阪府大阪市西淀川区歌島４丁目６番５号 東播(加健)第483-407 令和3年10月22日
000028 3000186091 オフィスグリコ冷凍冷蔵庫３２４２９ 675-0025 加古川市尾上町養田１６５９－１ その他の食料・飲料販売業 一般 グリコチャネルクリエイト株式会社 代表取締役 西村 浩一 555-0021 大阪府大阪市西淀川区歌島４丁目６番５号 東播(加健)第483-280 令和3年10月22日
000028 3000186092 オフィスグリコ冷凍冷蔵庫１５８８４７ 675-0103 加古川市平岡町高畑５２０－２０ その他の食料・飲料販売業 一般 グリコチャネルクリエイト株式会社 代表取締役 西村 浩一 555-0021 大阪府大阪市西淀川区歌島４丁目６番５号 東播(加健)第483-408 令和3年10月22日
000028 3000186093 オフィスグリコ冷凍冷蔵庫３２３５５ 675-0115 加古川市平岡町一色５９２－４ その他の食料・飲料販売業 一般 グリコチャネルクリエイト株式会社 代表取締役 西村 浩一 555-0021 大阪府大阪市西淀川区歌島４丁目６番５号 東播(加健)第483-409 令和3年10月22日
000028 3000186094 オフィスグリコ冷凍冷蔵庫３２３１７ 675-0111 加古川市平岡町二俣５５６ その他の食料・飲料販売業 一般 グリコチャネルクリエイト株式会社 代表取締役 西村 浩一 555-0021 大阪府大阪市西淀川区歌島４丁目６番５号 東播(加健)第483-410 令和3年10月22日
000028 3000186095 オフィスグリコ冷凍冷蔵庫３８４８２ 675-0101 加古川市平岡町新在家７２ その他の食料・飲料販売業 一般 グリコチャネルクリエイト株式会社 代表取締役 西村 浩一 555-0021 大阪府大阪市西淀川区歌島４丁目６番５号 東播(加健)第483-411 令和3年10月22日
000028 3000186096 オフィスグリコ冷凍冷蔵庫３８４８３ 675-0101 加古川市平岡町新在家１１７ その他の食料・飲料販売業 一般 グリコチャネルクリエイト株式会社 代表取締役 西村 浩一 555-0021 大阪府大阪市西淀川区歌島４丁目６番５号 東播(加健)第483-412 令和3年10月22日
000028 3000186097 オフィスグリコ冷凍冷蔵庫１２４５９１ 675-0101 加古川市平岡町新在家１３４－１ その他の食料・飲料販売業 一般 グリコチャネルクリエイト株式会社 代表取締役 西村 浩一 555-0021 大阪府大阪市西淀川区歌島４丁目６番５号 東播(加健)第483-413 令和3年10月22日
000028 3000186098 オフィスグリコ冷凍冷蔵庫１２４５９３ 675-0101 加古川市平岡町新在家２１３－１ その他の食料・飲料販売業 一般 グリコチャネルクリエイト株式会社 代表取締役 西村 浩一 555-0021 大阪府大阪市西淀川区歌島４丁目６番５号 東播(加健)第483-414 令和3年10月22日
000028 3000186099 オフィスグリコ冷凍冷蔵庫１２５３３６ 675-0066 加古川市加古川町寺家町９１－２ その他の食料・飲料販売業 一般 グリコチャネルクリエイト株式会社 代表取締役 西村 浩一 555-0021 大阪府大阪市西淀川区歌島４丁目６番５号 東播(加健)第483-354 令和3年10月22日
000028 3000186100 オフィスグリコ冷凍冷蔵庫３８４８５ 675-0101 加古川市平岡町新在家２１８－１ その他の食料・飲料販売業 一般 グリコチャネルクリエイト株式会社 代表取締役 西村 浩一 555-0021 大阪府大阪市西淀川区歌島４丁目６番５号 東播(加健)第483-415 令和3年10月22日
000028 3000186101 オフィスグリコ冷凍冷蔵庫１２５３２８ 675-0066 加古川市加古川町寺家町５３－２ その他の食料・飲料販売業 一般 グリコチャネルクリエイト株式会社 代表取締役 西村 浩一 555-0021 大阪府大阪市西淀川区歌島４丁目６番５号 東播(加健)第483-355 令和3年10月22日
000028 3000186102 オフィスグリコ冷凍冷蔵庫１４０９６０ 675-0101 加古川市平岡町新在家４７０－１ その他の食料・飲料販売業 一般 グリコチャネルクリエイト株式会社 代表取締役 西村 浩一 555-0021 大阪府大阪市西淀川区歌島４丁目６番５号 東播(加健)第483-416 令和3年10月22日
000028 3000186103 オフィスグリコ冷凍冷蔵庫１２５３２７ 675-0066 加古川市加古川町寺家町４７－１ その他の食料・飲料販売業 一般 グリコチャネルクリエイト株式会社 代表取締役 西村 浩一 555-0021 大阪府大阪市西淀川区歌島４丁目６番５号 東播(加健)第483-356 令和3年10月22日
000028 3000186104 オフィスグリコ冷凍冷蔵庫１２６８３０ 675-0101 加古川市平岡町新在家５００－１ その他の食料・飲料販売業 一般 グリコチャネルクリエイト株式会社 代表取締役 西村 浩一 555-0021 大阪府大阪市西淀川区歌島４丁目６番５号 東播(加健)第483-417 令和3年10月22日
000028 3000186105 オフィスグリコ冷凍冷蔵庫１２３９５２ 675-0064 加古川市加古川町溝之口５１０－３ その他の食料・飲料販売業 一般 グリコチャネルクリエイト株式会社 代表取締役 西村 浩一 555-0021 大阪府大阪市西淀川区歌島４丁目６番５号 東播(加健)第483-357 令和3年10月22日
000028 3000186106 オフィスグリコ冷凍冷蔵庫１２４５７５ 675-0101 加古川市平岡町新在家５０７ その他の食料・飲料販売業 一般 グリコチャネルクリエイト株式会社 代表取締役 西村 浩一 555-0021 大阪府大阪市西淀川区歌島４丁目６番５号 東播(加健)第483-418 令和3年10月22日
000028 3000186107 オフィスグリコ冷凍冷蔵庫１２４５７３ 675-0101 加古川市平岡町新在家７１６－１０－３ その他の食料・飲料販売業 一般 グリコチャネルクリエイト株式会社 代表取締役 西村 浩一 555-0021 大阪府大阪市西淀川区歌島４丁目６番５号 東播(加健)第483-419 令和3年10月22日
000028 3000186108 オフィスグリコ冷凍冷蔵庫１５１６６０ 675-0067 加古川市加古川町河原４２６－１ その他の食料・飲料販売業 一般 グリコチャネルクリエイト株式会社 代表取締役 西村 浩一 555-0021 大阪府大阪市西淀川区歌島４丁目６番５号 東播(加健)第483-358 令和3年10月22日
000028 3000186111 オフィスグリコ冷凍冷蔵庫１２４５７２ 675-0101 加古川市平岡町新在家７１６－１３ その他の食料・飲料販売業 一般 グリコチャネルクリエイト株式会社 代表取締役 西村 浩一 555-0021 大阪府大阪市西淀川区歌島４丁目６番５号 東播(加健)第483-420 令和3年10月22日
000028 3000186112 オフィスグリコ冷凍冷蔵庫１５９７４３ 675-0034 加古川市加古川町稲屋９１７番１ その他の食料・飲料販売業 一般 グリコチャネルクリエイト株式会社 代表取締役 西村 浩一 555-0021 大阪府大阪市西淀川区歌島４丁目６番５号 東播(加健)第483-359 令和3年10月22日
000028 3000186113 オフィスグリコ冷凍冷蔵庫１４７３５６ 675-0101 加古川市平岡町新在家９２１－１ その他の食料・飲料販売業 一般 グリコチャネルクリエイト株式会社 代表取締役 西村 浩一 555-0021 大阪府大阪市西淀川区歌島４丁目６番５号 東播(加健)第483-421 令和3年10月22日
000028 3000186114 オフィスグリコ冷凍冷蔵庫３１７１８ 675-0034 加古川市加古川町稲屋４４９－１ その他の食料・飲料販売業 一般 グリコチャネルクリエイト株式会社 代表取締役 西村 浩一 555-0021 大阪府大阪市西淀川区歌島４丁目６番５号 東播(加健)第483-360 令和3年10月22日
000028 3000186115 オフィスグリコ冷凍冷蔵庫１４１７９６ 675-0101 加古川市平岡町新在家１４５６－１ その他の食料・飲料販売業 一般 グリコチャネルクリエイト株式会社 代表取締役 西村 浩一 555-0021 大阪府大阪市西淀川区歌島４丁目６番５号 東播(加健)第483-422 令和3年10月22日
000028 3000186116 オフィスグリコ冷凍冷蔵庫１３５６００ 675-0034 加古川市加古川町稲屋１２６ その他の食料・飲料販売業 一般 グリコチャネルクリエイト株式会社 代表取締役 西村 浩一 555-0021 大阪府大阪市西淀川区歌島４丁目６番５号 東播(加健)第483-361 令和3年10月22日
000028 3000186117 オフィスグリコ冷凍冷蔵庫１２５７０６ 675-0101 加古川市平岡町新在家１７１５－１ その他の食料・飲料販売業 一般 グリコチャネルクリエイト株式会社 代表取締役 西村 浩一 555-0021 大阪府大阪市西淀川区歌島４丁目６番５号 東播(加健)第483-423 令和3年10月22日
000028 3000186118 オフィスグリコ冷凍冷蔵庫１６０３６９ 675-0063 加古川市加古川町平野５０１ その他の食料・飲料販売業 一般 グリコチャネルクリエイト株式会社 代表取締役 西村 浩一 555-0021 大阪府大阪市西淀川区歌島４丁目６番５号 東播(加健)第483-362 令和3年10月22日
000028 3000186119 オフィスグリコ冷凍冷蔵庫１２４５８４ 675-0101 加古川市平岡町新在家１－２５６－８二川ビル３Ｆ その他の食料・飲料販売業 一般 グリコチャネルクリエイト株式会社 代表取締役 西村 浩一 555-0021 大阪府大阪市西淀川区歌島４丁目６番５号 東播(加健)第483-424 令和3年10月22日
000028 3000186120 オフィスグリコ冷凍冷蔵庫１２４５５２ 675-0063 加古川市加古川町平野２５０ その他の食料・飲料販売業 一般 グリコチャネルクリエイト株式会社 代表取締役 西村 浩一 555-0021 大阪府大阪市西淀川区歌島４丁目６番５号 東播(加健)第483-363 令和3年10月22日
000028 3000186121 オフィスグリコ冷凍冷蔵庫１２４５５１ 675-0063 加古川市加古川町平野２４３－１ その他の食料・飲料販売業 一般 グリコチャネルクリエイト株式会社 代表取締役 西村 浩一 555-0021 大阪府大阪市西淀川区歌島４丁目６番５号 東播(加健)第483-364 令和3年10月22日
000028 3000186123 オフィスグリコ冷凍冷蔵庫１２４５５７ 675-0063 加古川市加古川町平野２０３－１ その他の食料・飲料販売業 一般 グリコチャネルクリエイト株式会社 代表取締役 西村 浩一 555-0021 大阪府大阪市西淀川区歌島４丁目６番５号 東播(加健)第483-365 令和3年10月22日
000028 3000186124 オフィスグリコ冷凍冷蔵庫２９４７３ 675-0032 加古川市加古川町備後１６６－４ その他の食料・飲料販売業 一般 グリコチャネルクリエイト株式会社 代表取締役 西村 浩一 555-0021 大阪府大阪市西淀川区歌島４丁目６番５号 東播(加健)第483-366 令和3年10月22日
000028 3000186126 オフィスグリコ冷凍冷蔵庫１２３９１９ 675-0101 加古川市平岡町新在家２－２７３－２ その他の食料・飲料販売業 一般 グリコチャネルクリエイト株式会社 代表取締役 西村 浩一 555-0021 大阪府大阪市西淀川区歌島４丁目６番５号 東播(加健)第483-425 令和3年10月22日
000028 3000186127 オフィスグリコ冷凍冷蔵庫１２７３９１ 675-0068 加古川市加古川町中津５６６－１ その他の食料・飲料販売業 一般 グリコチャネルクリエイト株式会社 代表取締役 西村 浩一 555-0021 大阪府大阪市西淀川区歌島４丁目６番５号 東播(加健)第483-367 令和3年10月22日
000028 3000186128 オフィスグリコ冷凍冷蔵庫１２３９１８ 675-0101 加古川市平岡町新在家２－２７４－４ その他の食料・飲料販売業 一般 グリコチャネルクリエイト株式会社 代表取締役 西村 浩一 555-0021 大阪府大阪市西淀川区歌島４丁目６番５号 東播(加健)第483-426 令和3年10月22日
000028 3000186129 オフィスグリコ冷凍冷蔵庫１２３９３５ 675-0065 加古川市加古川町篠原町１５７－１ その他の食料・飲料販売業 一般 グリコチャネルクリエイト株式会社 代表取締役 西村 浩一 555-0021 大阪府大阪市西淀川区歌島４丁目６番５号 東播(加健)第483-368 令和3年10月22日
000028 3000186130 オフィスグリコ冷凍冷蔵庫１４９１１２ 675-0101 加古川市平岡町新在家３－２８９－１０ その他の食料・飲料販売業 一般 グリコチャネルクリエイト株式会社 代表取締役 西村 浩一 555-0021 大阪府大阪市西淀川区歌島４丁目６番５号 東播(加健)第483-427 令和3年10月22日
000028 3000186131 オフィスグリコ冷凍冷蔵庫１２３９３３ 675-0065 加古川市加古川町篠原町１０３－９ その他の食料・飲料販売業 一般 グリコチャネルクリエイト株式会社 代表取締役 西村 浩一 555-0021 大阪府大阪市西淀川区歌島４丁目６番５号 東播(加健)第483-369 令和3年10月22日
000028 3000186132 デイサービス和気あいあい 675-0127 加古川市別府町石町８１番地の１ 794517811 集団給食（４）その他 集団給食 株式会社ライフサポーター 代表取締役 岩見 裕介 675-0127 兵庫県加古川市別府町石町８０ 794368670 東播(加健)第483-739 令和3年12月7日
000028 3000186133 オフィスグリコ冷凍冷蔵庫１２７３８２ 675-0065 加古川市加古川町篠原町５０－７ その他の食料・飲料販売業 一般 グリコチャネルクリエイト株式会社 代表取締役 西村 浩一 555-0021 大阪府大阪市西淀川区歌島４丁目６番５号 東播(加健)第483-370 令和3年10月22日
000028 3000186134 オフィスグリコ冷凍冷蔵庫３０４１４ 675-0146 加古郡播磨町古田１－５－３０ その他の食料・飲料販売業 一般 グリコチャネルクリエイト株式会社 代表取締役 西村 浩一 555-0021 大阪府大阪市西淀川区歌島４丁目６番５号 東播(加健)第483-371 令和3年10月22日
000028 3000186135 オフィスグリコ冷凍冷蔵庫３１７３１ 675-0163 加古郡播磨町古宮１－４ その他の食料・飲料販売業 一般 グリコチャネルクリエイト株式会社 代表取締役 西村 浩一 555-0021 大阪府大阪市西淀川区歌島４丁目６番５号 東播(加健)第483-372 令和3年10月22日
000028 3000186136 オフィスグリコ冷凍冷蔵庫１５８３３７ 675-0143 加古郡播磨町宮北１－２－２３ その他の食料・飲料販売業 一般 グリコチャネルクリエイト株式会社 代表取締役 西村 浩一 555-0021 大阪府大阪市西淀川区歌島４丁目６番５号 東播(加健)第483-373 令和3年10月22日
000028 3000186137 あひの風 675-0018 加古川市野口町坂元８８－１ 794226939 集団給食（４）その他 集団給食 有限会社　あひの風 取締役 巽 恵子 675-0018 兵庫県加古川市野口町坂元８８－１ 794226939 東播(加健)第483-740 令和3年12月7日
000028 3000186138 オフィスグリコ冷凍冷蔵庫３２３８７ 675-0145 加古郡播磨町宮西２－１０－６ その他の食料・飲料販売業 一般 グリコチャネルクリエイト株式会社 代表取締役 西村 浩一 555-0021 大阪府大阪市西淀川区歌島４丁目６番５号 東播(加健)第483-374 令和3年10月22日
000028 3000186139 オフィスグリコ冷凍冷蔵庫２７４２６ 675-0145 加古郡播磨町宮西１－２－５ その他の食料・飲料販売業 一般 グリコチャネルクリエイト株式会社 代表取締役 西村 浩一 555-0021 大阪府大阪市西淀川区歌島４丁目６番５号 東播(加健)第483-375 令和3年10月22日
000028 3000186140 オフィスグリコ冷凍冷蔵庫１４２２１３ 675-0145 加古郡播磨町宮西３４６－１ その他の食料・飲料販売業 一般 グリコチャネルクリエイト株式会社 代表取締役 西村 浩一 555-0021 大阪府大阪市西淀川区歌島４丁目６番５号 東播(加健)第483-376 令和3年10月22日
000028 3000186141 オフィスグリコ冷凍冷蔵庫１５６８０４ 675-0151 加古郡播磨町野添１６９９－１０ その他の食料・飲料販売業 一般 グリコチャネルクリエイト株式会社 代表取締役 西村 浩一 555-0021 大阪府大阪市西淀川区歌島４丁目６番５号 東播(加健)第483-377 令和3年10月22日
000028 3000186142 オフィスグリコ冷凍冷蔵庫２７３８７ 675-0162 加古郡播磨町二子７２２ その他の食料・飲料販売業 一般 グリコチャネルクリエイト株式会社 代表取締役 西村 浩一 555-0021 大阪府大阪市西淀川区歌島４丁目６番５号 東播(加健)第483-378 令和3年10月22日
000028 3000186143 オフィスグリコ冷凍冷蔵庫３１７３５ 675-0150 加古郡播磨町南野添３－６－６ その他の食料・飲料販売業 一般 グリコチャネルクリエイト株式会社 代表取締役 西村 浩一 555-0021 大阪府大阪市西淀川区歌島４丁目６番５号 東播(加健)第483-379 令和3年10月22日
000028 3000186144 オフィスグリコ冷凍冷蔵庫２７３４１ 675-0159 加古郡播磨町東野添３－３－２５ その他の食料・飲料販売業 一般 グリコチャネルクリエイト株式会社 代表取締役 西村 浩一 555-0021 大阪府大阪市西淀川区歌島４丁目６番５号 東播(加健)第483-380 令和3年10月22日
000028 3000186145 オフィスグリコ冷凍冷蔵庫３２３８９ 675-0147 加古郡播磨町南大中３－２－１１ その他の食料・飲料販売業 一般 グリコチャネルクリエイト株式会社 代表取締役 西村 浩一 555-0021 大阪府大阪市西淀川区歌島４丁目６番５号 東播(加健)第483-381 令和3年10月22日
000028 3000186146 オフィスグリコ冷凍冷蔵庫１２５６７１ 675-0102 加古川市平岡町西谷２５－１ その他の食料・飲料販売業 一般 グリコチャネルクリエイト株式会社 代表取締役 西村 浩一 555-0021 大阪府大阪市西淀川区歌島４丁目６番５号 東播(加健)第483-428 令和3年10月22日
000028 3000186147 オフィスグリコ冷凍冷蔵庫１６６９１ 675-0113 加古川市平岡町中野２００－１ その他の食料・飲料販売業 一般 グリコチャネルクリエイト株式会社 代表取締役 西村 浩一 555-0021 大阪府大阪市西淀川区歌島４丁目６番５号 東播(加健)第483-429 令和3年10月22日
000028 3000186148 オフィスグリコ冷凍冷蔵庫２７６０７ 675-0164 加古郡播磨町東新島１３ その他の食料・飲料販売業 一般 グリコチャネルクリエイト株式会社 代表取締役 西村 浩一 555-0021 大阪府大阪市西淀川区歌島４丁目６番５号 東播(加健)第483-382 令和3年10月22日
000028 3000186149 オフィスグリコ冷凍冷蔵庫２７３９９ 675-0113 加古川市平岡町中野５７４－１ その他の食料・飲料販売業 一般 グリコチャネルクリエイト株式会社 代表取締役 西村 浩一 555-0021 大阪府大阪市西淀川区歌島４丁目６番５号 東播(加健)第483-430 令和3年10月22日
000028 3000186152 オフィスグリコ冷凍冷蔵庫３０７５２ 675-0155 加古郡播磨町新島４１ その他の食料・飲料販売業 一般 グリコチャネルクリエイト株式会社 代表取締役 西村 浩一 555-0021 大阪府大阪市西淀川区歌島４丁目６番５号 東播(加健)第483-390 令和3年10月22日
000028 3000186153 オフィスグリコ冷凍冷蔵庫２７６０２ 675-0164 加古郡播磨町東新島１１－１ その他の食料・飲料販売業 一般 グリコチャネルクリエイト株式会社 代表取締役 西村 浩一 555-0021 大阪府大阪市西淀川区歌島４丁目６番５号 東播(加健)第483-383 令和3年10月22日
000028 3000186154 オフィスグリコ冷凍冷蔵庫１４１８３６ 675-0104 加古川市平岡町土山４２３－９ その他の食料・飲料販売業 一般 グリコチャネルクリエイト株式会社 代表取締役 西村 浩一 555-0021 大阪府大阪市西淀川区歌島４丁目６番５号 東播(加健)第483-431 令和3年10月22日
000028 3000186155 オフィスグリコ冷凍冷蔵庫２７６１０ 675-0164 加古郡播磨町東新島１ その他の食料・飲料販売業 一般 グリコチャネルクリエイト株式会社 代表取締役 西村 浩一 555-0021 大阪府大阪市西淀川区歌島４丁目６番５号 東播(加健)第483-384 令和3年10月22日
000028 3000186156 オフィスグリコ冷凍冷蔵庫３０７７５ 675-0155 加古郡播磨町新島４１ その他の食料・飲料販売業 一般 グリコチャネルクリエイト株式会社 代表取締役 西村 浩一 555-0021 大阪府大阪市西淀川区歌島４丁目６番５号 東播(加健)第483-391 令和3年10月22日
000028 3000186157 オフィスグリコ冷凍冷蔵庫１５１５９９ 675-0104 加古川市平岡町土山４２３－６ その他の食料・飲料販売業 一般 グリコチャネルクリエイト株式会社 代表取締役 西村 浩一 555-0021 大阪府大阪市西淀川区歌島４丁目６番５号 東播(加健)第483-432 令和3年10月22日
000028 3000186158 オフィスグリコ冷凍冷蔵庫３０７６９ 675-0155 加古郡播磨町新島６０ その他の食料・飲料販売業 一般 グリコチャネルクリエイト株式会社 代表取締役 西村 浩一 555-0021 大阪府大阪市西淀川区歌島４丁目６番５号 東播(加健)第483-385 令和3年10月22日
000028 3000186159 オフィスグリコ冷凍冷蔵庫１２７０６５ 675-0104 加古川市平岡町土山７５３－１５ その他の食料・飲料販売業 一般 グリコチャネルクリエイト株式会社 代表取締役 西村 浩一 555-0021 大阪府大阪市西淀川区歌島４丁目６番５号 東播(加健)第483-433 令和3年10月22日
000028 3000186160 オフィスグリコ冷凍冷蔵庫３０７７７ 675-0155 加古郡播磨町新島３２ その他の食料・飲料販売業 一般 グリコチャネルクリエイト株式会社 代表取締役 西村 浩一 555-0021 大阪府大阪市西淀川区歌島４丁目６番５号 東播(加健)第483-392 令和3年10月22日
000028 3000186161 オフィスグリコ冷凍冷蔵庫３０７５６ 675-0155 加古郡播磨町新島５３ その他の食料・飲料販売業 一般 グリコチャネルクリエイト株式会社 代表取締役 西村 浩一 555-0021 大阪府大阪市西淀川区歌島４丁目６番５号 東播(加健)第483-386 令和3年10月22日
000028 3000186162 オフィスグリコ冷凍冷蔵庫３０７８０ 675-0155 加古郡播磨町新島２５ その他の食料・飲料販売業 一般 グリコチャネルクリエイト株式会社 代表取締役 西村 浩一 555-0021 大阪府大阪市西淀川区歌島４丁目６番５号 東播(加健)第483-393 令和3年10月22日
000028 3000186163 加古川スポーツセンター　２Ｆ（体育館） 675-0006 加古川市神野町日岡苑２５ 794268911 自動販売機（要届出のコップ式自動販売機及び要許可を除く） 自動販売機 江崎グリコ株式会社 代表取締役 江崎 勝久 555-0021 大阪府大阪市西淀川区歌島４丁目６－５ 664778352 東播(加健)第483-606 令和3年11月18日
000028 3000186164 イオン加古川店　シネマ棟２Ｆお客様休憩所 675-0101 加古川市平岡町新在家６１５－１ 794254121 自動販売機（要届出のコップ式自動販売機及び要許可を除く） 自動販売機 江崎グリコ株式会社 代表取締役 江崎 勝久 555-0021 大阪府大阪市西淀川区歌島４丁目６－５ 664778352 東播(加健)第483-607 令和3年11月18日
000028 3000186165 イオン加古川店　３Ｆ→１Ｆ 675-0101 加古川市平岡町新在家６１５－１ 794254121 自動販売機（要届出のコップ式自動販売機及び要許可を除く） 自動販売機 江崎グリコ株式会社 代表取締役 江崎 勝久 555-0021 大阪府大阪市西淀川区歌島４丁目６－５ 664778352 東播(加健)第483-608 令和3年11月18日
000028 3000186166 オフィスグリコ冷凍冷蔵庫１４７７５６ 675-0155 加古郡播磨町新島１９ その他の食料・飲料販売業 一般 グリコチャネルクリエイト株式会社 代表取締役 西村 浩一 555-0021 大阪府大阪市西淀川区歌島４丁目６番５号 東播(加健)第483-394 令和3年10月22日
000028 3000186167 エルポート 675-0101 加古川市平岡町新在家１２２４－１８ 794563700 自動販売機（要届出のコップ式自動販売機及び要許可を除く） 自動販売機 江崎グリコ株式会社 代表取締役 江崎 勝久 555-0021 大阪府大阪市西淀川区歌島４丁目６－５ 664778352 東播(加健)第483-609 令和3年11月18日
000028 3000186168 オフィスグリコ冷凍冷蔵庫３０７８３ 675-0155 加古郡播磨町新島１７－１ その他の食料・飲料販売業 一般 グリコチャネルクリエイト株式会社 代表取締役 西村 浩一 555-0021 大阪府大阪市西淀川区歌島４丁目６番５号 東播(加健)第483-395 令和3年10月22日
000028 3000186169 オフィスグリコ冷凍冷蔵庫３０７５７ 675-0155 加古郡播磨町新島４７－１８ その他の食料・飲料販売業 一般 グリコチャネルクリエイト株式会社 代表取締役 西村 浩一 555-0021 大阪府大阪市西淀川区歌島４丁目６番５号 東播(加健)第483-387 令和3年10月22日
000028 3000186170 ヤマダ電機　テックランドＮＥＷ加古川本店 675-0115 加古川市平岡町一色１００－１ 794975037 自動販売機（要届出のコップ式自動販売機及び要許可を除く） 自動販売機 江崎グリコ株式会社 代表取締役 江崎 勝久 555-0021 大阪府大阪市西淀川区歌島４丁目６－５ 664778352 東播(加健)第483-610 令和3年11月18日
000028 3000186171 オフィスグリコ冷凍冷蔵庫３０７６６ 675-0155 加古郡播磨町新島４７－３ その他の食料・飲料販売業 一般 グリコチャネルクリエイト株式会社 代表取締役 西村 浩一 555-0021 大阪府大阪市西淀川区歌島４丁目６番５号 東播(加健)第483-388 令和3年10月22日
000028 3000186172 オフィスグリコ冷凍冷蔵庫３０７９７ 675-0155 加古郡播磨町新島４３－３ その他の食料・飲料販売業 一般 グリコチャネルクリエイト株式会社 代表取締役 西村 浩一 555-0021 大阪府大阪市西淀川区歌島４丁目６番５号 東播(加健)第483-389 令和3年10月22日
000028 3000186173 メガガイア土山店 675-0104 加古川市平岡町土山８５０－４ 789491338 自動販売機（要届出のコップ式自動販売機及び要許可を除く） 自動販売機 江崎グリコ株式会社 代表取締役 江崎 勝久 555-0021 大阪府大阪市西淀川区歌島４丁目６－５ 664778352 東播(加健)第483-611 令和3年11月18日
000028 3000186174 ケーズデンキ東加古川店 675-0104 加古川市平岡町土山８５０－１１ 789493073 自動販売機（要届出のコップ式自動販売機及び要許可を除く） 自動販売機 江崎グリコ株式会社 代表取締役 江崎 勝久 555-0021 大阪府大阪市西淀川区歌島４丁目６－５ 664778352 東播(加健)第483-612 令和3年11月18日
000028 3000186176 ダイキ稲美店　店頭 675-1115 加古郡稲美町国岡１－１０６ 794966333 自動販売機（要届出のコップ式自動販売機及び要許可を除く） 自動販売機 江崎グリコ株式会社 代表取締役 江崎 勝久 555-0021 大阪府大阪市西淀川区歌島４丁目６－５ 664778352 東播(加健)第483-613 令和3年11月18日
000028 3000186177 いなみ野体育センター 675-1114 加古郡稲美町国安１２９４－２ 794921479 自動販売機（要届出のコップ式自動販売機及び要許可を除く） 自動販売機 江崎グリコ株式会社 代表取締役 江崎 勝久 555-0021 大阪府大阪市西淀川区歌島４丁目６－５ 664778352 東播(加健)第483-614 令和3年11月18日
000028 3000186179 オフィスグリコ冷凍冷蔵庫３０７９６ 675-0155 加古郡播磨町新島８番地 その他の食料・飲料販売業 一般 グリコチャネルクリエイト株式会社 代表取締役 西村 浩一 555-0021 大阪府大阪市西淀川区歌島４丁目６番５号 東播(加健)第483-396 令和3年10月22日
000028 3000186180 オフィスグリコ冷凍冷蔵庫３０７３７ 675-0155 加古郡播磨町新島６－１４ その他の食料・飲料販売業 一般 グリコチャネルクリエイト株式会社 代表取締役 西村 浩一 555-0021 大阪府大阪市西淀川区歌島４丁目６番５号 東播(加健)第483-397 令和3年10月22日



000028 3000186182 オフィスグリコ冷凍冷蔵庫３０７５１ 675-0155 加古郡播磨町新島５ その他の食料・飲料販売業 一般 グリコチャネルクリエイト株式会社 代表取締役 西村 浩一 555-0021 大阪府大阪市西淀川区歌島４丁目６番５号 東播(加健)第483-398 令和3年10月22日
000028 3000186183 オフィスグリコ冷凍冷蔵庫２８１１１８ 675-0032 加古川市加古川町備後３４４ その他の食料・飲料販売業 一般 グリコチャネルクリエイト株式会社 代表取締役 西村 浩一 555-0021 大阪府大阪市西淀川区歌島４丁目６番５号 東播(加健)第483-399 令和3年10月22日
000028 3000186185 医療法人社団仁正会　中谷整形外科病院 675-0101 加古川市平岡町新在家１０５ 794263000 集団給食（２）病院・診療所 集団給食 医療法人社団仁正会 理事長 中谷 徹也 675-0101 兵庫県加古川市平岡町新在家１０５番地 794263000 東播(加健)第483-615 令和3年11月18日
000028 3000186188 オフィスグリコ冷凍冷蔵庫１５９７０２ 675-0032 加古川市加古川町備後３５８－１ その他の食料・飲料販売業 一般 グリコチャネルクリエイト株式会社 代表取締役 西村 浩一 555-0021 大阪府大阪市西淀川区歌島４丁目６番５号 東播(加健)第483-400 令和3年10月22日
000028 3000186189 オフィスグリコ冷凍冷蔵庫１６０２０１ 675-0024 加古川市尾上町長田２０５－１ファーマーズ尾上 その他の食料・飲料販売業 一般 グリコチャネルクリエイト株式会社 代表取締役 西村 浩一 555-0021 大阪府大阪市西淀川区歌島４丁目６番５号 東播(加健)第483-401 令和3年10月22日
000028 3000186197 オフィスグリコ冷凍冷蔵庫１２７３７６ 675-0104 加古川市平岡町土山７５３－１９ その他の食料・飲料販売業 一般 グリコチャネルクリエイト株式会社 代表取締役 西村 浩一 555-0021 大阪府大阪市西淀川区歌島４丁目６番５号 東播(加健)第483-434 令和3年10月22日
000028 3000186199 オフィスグリコ冷凍冷蔵庫１２５６５５ 675-0104 加古川市平岡町土山７７６－６ その他の食料・飲料販売業 一般 グリコチャネルクリエイト株式会社 代表取締役 西村 浩一 555-0021 大阪府大阪市西淀川区歌島４丁目６番５号 東播(加健)第483-435 令和3年10月22日
000028 3000186204 オフィスグリコ冷凍冷蔵庫１２５６５８ 675-0104 加古川市平岡町土山７７６－６ その他の食料・飲料販売業 一般 グリコチャネルクリエイト株式会社 代表取締役 西村 浩一 555-0021 大阪府大阪市西淀川区歌島４丁目６番５号 東播(加健)第483-436 令和3年10月22日
000028 3000186216 オフィスグリコ冷凍冷蔵庫１２５６５７ 675-0104 加古川市平岡町土山７７６－６ その他の食料・飲料販売業 一般 グリコチャネルクリエイト株式会社 代表取締役 西村 浩一 555-0021 大阪府大阪市西淀川区歌島４丁目６番５号 東播(加健)第483-437 令和3年10月22日
000028 3000186217 オフィスグリコ冷凍冷蔵庫３８４７６ 675-0104 加古川市平岡町土山勝負８９６－１ その他の食料・飲料販売業 一般 グリコチャネルクリエイト株式会社 代表取締役 西村 浩一 555-0021 大阪府大阪市西淀川区歌島４丁目６番５号 東播(加健)第483-438 令和3年10月22日
000028 3000186219 オフィスグリコ冷凍冷蔵庫３８４７７ 675-0104 加古川市平岡町土山９０２－６土山ヤングコーポ１０７号 その他の食料・飲料販売業 一般 グリコチャネルクリエイト株式会社 代表取締役 西村 浩一 555-0021 大阪府大阪市西淀川区歌島４丁目６番５号 東播(加健)第483-439 令和3年10月22日
000028 3000186220 オフィスグリコ冷凍冷蔵庫３８４７３ 675-0104 加古川市平岡町土山１２０３－１ その他の食料・飲料販売業 一般 グリコチャネルクリエイト株式会社 代表取締役 西村 浩一 555-0021 大阪府大阪市西淀川区歌島４丁目６番５号 東播(加健)第483-440 令和3年10月22日
000028 3000186222 オフィスグリコ冷凍冷蔵庫４３０６２ 675-1111 加古郡稲美町印南２５０９－２２ その他の食料・飲料販売業 一般 グリコチャネルクリエイト株式会社 代表取締役 西村 浩一 555-0021 大阪府大阪市西淀川区歌島４丁目６番５号 東播(加健)第483-441 令和3年10月22日
000028 3000186223 オフィスグリコ冷凍冷蔵庫４３０５５ 675-1113 加古郡稲美町岡９７７番地 その他の食料・飲料販売業 一般 グリコチャネルクリエイト株式会社 代表取締役 西村 浩一 555-0021 大阪府大阪市西淀川区歌島４丁目６番５号 東播(加健)第483-442 令和3年10月22日
000028 3000186224 オフィスグリコ冷凍冷蔵庫４３０５２ 675-1113 加古郡稲美町岡２６４７ その他の食料・飲料販売業 一般 グリコチャネルクリエイト株式会社 代表取締役 西村 浩一 555-0021 大阪府大阪市西淀川区歌島４丁目６番５号 東播(加健)第483-443 令和3年10月22日
000028 3000186225 オフィスグリコ冷凍冷蔵庫４６８５８ 675-1101 加古郡稲美町下草谷４４１－１２８ その他の食料・飲料販売業 一般 グリコチャネルクリエイト株式会社 代表取締役 西村 浩一 555-0021 大阪府大阪市西淀川区歌島４丁目６番５号 東播(加健)第483-444 令和3年10月22日
000028 3000186230 オフィスグリコ冷凍冷蔵庫４９６４１ 675-1101 加古郡稲美町下草谷東北野４４１－２６４ その他の食料・飲料販売業 一般 グリコチャネルクリエイト株式会社 代表取締役 西村 浩一 555-0021 大阪府大阪市西淀川区歌島４丁目６番５号 東播(加健)第483-445 令和3年10月22日
000028 3000186231 オフィスグリコ冷凍冷蔵庫４７９８２ 675-1105 加古郡稲美町加古３８２－１３ その他の食料・飲料販売業 一般 グリコチャネルクリエイト株式会社 代表取締役 西村 浩一 555-0021 大阪府大阪市西淀川区歌島４丁目６番５号 東播(加健)第483-446 令和3年10月22日
000028 3000186232 オフィスグリコ冷凍冷蔵庫４７９８３ 675-1105 加古郡稲美町加古３８２－７５ その他の食料・飲料販売業 一般 グリコチャネルクリエイト株式会社 代表取締役 西村 浩一 555-0021 大阪府大阪市西淀川区歌島４丁目６番５号 東播(加健)第483-447 令和3年10月22日
000028 3000186233 オフィスグリコ冷凍冷蔵庫４７９７４ 675-1105 加古郡稲美町加古４９５－１２ その他の食料・飲料販売業 一般 グリコチャネルクリエイト株式会社 代表取締役 西村 浩一 555-0021 大阪府大阪市西淀川区歌島４丁目６番５号 東播(加健)第483-448 令和3年10月22日
000028 3000186234 オフィスグリコ冷凍冷蔵庫４７９７２ 675-1105 加古郡稲美町加古６６３ その他の食料・飲料販売業 一般 グリコチャネルクリエイト株式会社 代表取締役 西村 浩一 555-0021 大阪府大阪市西淀川区歌島４丁目６番５号 東播(加健)第483-449 令和3年10月22日
000028 3000186235 オフィスグリコ冷凍冷蔵庫４９７９０ 675-1105 加古郡稲美町加古７１５－１ その他の食料・飲料販売業 一般 グリコチャネルクリエイト株式会社 代表取締役 西村 浩一 555-0021 大阪府大阪市西淀川区歌島４丁目６番５号 東播(加健)第483-450 令和3年10月22日
000028 3000186239 オフィスグリコ冷凍冷蔵庫４７６０９ 675-1105 加古郡稲美町加古１００４－２６ その他の食料・飲料販売業 一般 グリコチャネルクリエイト株式会社 代表取締役 西村 浩一 555-0021 大阪府大阪市西淀川区歌島４丁目６番５号 東播(加健)第483-451 令和3年10月22日
000028 3000186240 オフィスグリコ冷凍冷蔵庫４７６０８ 675-1105 加古郡稲美町加古１００７－１５ その他の食料・飲料販売業 一般 グリコチャネルクリエイト株式会社 代表取締役 西村 浩一 555-0021 大阪府大阪市西淀川区歌島４丁目６番５号 東播(加健)第483-452 令和3年10月22日
000028 3000186241 オフィスグリコ冷凍冷蔵庫４９７７０ 675-1105 加古郡稲美町加古１９０１ その他の食料・飲料販売業 一般 グリコチャネルクリエイト株式会社 代表取締役 西村 浩一 555-0021 大阪府大阪市西淀川区歌島４丁目６番５号 東播(加健)第483-453 令和3年10月22日
000028 3000186242 オフィスグリコ冷凍冷蔵庫５１２５７ 675-1105 加古郡稲美町加古２８４６－１ その他の食料・飲料販売業 一般 グリコチャネルクリエイト株式会社 代表取締役 西村 浩一 555-0021 大阪府大阪市西淀川区歌島４丁目６番５号 東播(加健)第483-454 令和3年10月22日
000028 3000186243 オフィスグリコ冷凍冷蔵庫５０９１４ 675-1105 加古郡稲美町加古４７６７ その他の食料・飲料販売業 一般 グリコチャネルクリエイト株式会社 代表取締役 西村 浩一 555-0021 大阪府大阪市西淀川区歌島４丁目６番５号 東播(加健)第483-455 令和3年10月22日
000028 3000186244 オフィスグリコ冷凍冷蔵庫４９２６１ 675-1114 加古郡稲美町国安１２３７ その他の食料・飲料販売業 一般 グリコチャネルクリエイト株式会社 代表取締役 西村 浩一 555-0021 大阪府大阪市西淀川区歌島４丁目６番５号 東播(加健)第483-456 令和3年10月22日
000028 3000186246 オフィスグリコ冷凍冷蔵庫４９４１５ 675-1115 加古郡稲美町国岡２－１０－６ その他の食料・飲料販売業 一般 グリコチャネルクリエイト株式会社 代表取締役 西村 浩一 555-0021 大阪府大阪市西淀川区歌島４丁目６番５号 東播(加健)第483-457 令和3年10月22日
000028 3000186247 オフィスグリコ冷凍冷蔵庫４９４１８ 675-1115 加古郡稲美町国岡２－１１－３ その他の食料・飲料販売業 一般 グリコチャネルクリエイト株式会社 代表取締役 西村 浩一 555-0021 大阪府大阪市西淀川区歌島４丁目６番５号 東播(加健)第483-458 令和3年10月22日
000028 3000186248 オフィスグリコ冷凍冷蔵庫４９２５６ 675-1115 加古郡稲美町国岡６－１９１ その他の食料・飲料販売業 一般 グリコチャネルクリエイト株式会社 代表取締役 西村 浩一 555-0021 大阪府大阪市西淀川区歌島４丁目６番５号 東播(加健)第483-459 令和3年10月22日
000028 3000186249 オフィスグリコ冷凍冷蔵庫４９２７６ 675-1102 加古郡稲美町草谷１－１９ その他の食料・飲料販売業 一般 グリコチャネルクリエイト株式会社 代表取締役 西村 浩一 555-0021 大阪府大阪市西淀川区歌島４丁目６番５号 東播(加健)第483-460 令和3年10月22日
000028 3000186250 オフィスグリコ冷凍冷蔵庫４９２６７ 675-1116 加古郡稲美町蛸草１－１１ その他の食料・飲料販売業 一般 グリコチャネルクリエイト株式会社 代表取締役 西村 浩一 555-0021 大阪府大阪市西淀川区歌島４丁目６番５号 東播(加健)第483-461 令和3年10月22日
000028 3000186252 オフィスグリコ冷凍冷蔵庫４９２６６ 675-1116 加古郡稲美町蛸草１－１３ その他の食料・飲料販売業 一般 グリコチャネルクリエイト株式会社 代表取締役 西村 浩一 555-0021 大阪府大阪市西淀川区歌島４丁目６番５号 東播(加健)第483-462 令和3年10月22日
000028 3000186253 オフィスグリコ冷凍冷蔵庫４７９８９ 675-1116 加古郡稲美町蛸草３２５－１ その他の食料・飲料販売業 一般 グリコチャネルクリエイト株式会社 代表取締役 西村 浩一 555-0021 大阪府大阪市西淀川区歌島４丁目６番５号 東播(加健)第483-463 令和3年10月22日
000028 3000186254 オフィスグリコ冷凍冷蔵庫４９２６８ 675-1104 加古郡稲美町野寺１８３－１ その他の食料・飲料販売業 一般 グリコチャネルクリエイト株式会社 代表取締役 西村 浩一 555-0021 大阪府大阪市西淀川区歌島４丁目６番５号 東播(加健)第483-464 令和3年10月22日
000028 3000186257 オフィスグリコ冷凍冷蔵庫４７９７７ 675-1104 加古郡稲美町野寺６２１ その他の食料・飲料販売業 一般 グリコチャネルクリエイト株式会社 代表取締役 西村 浩一 555-0021 大阪府大阪市西淀川区歌島４丁目６番５号 東播(加健)第483-465 令和3年10月22日
000028 3000186258 オフィスグリコ冷凍冷蔵庫４７９８０ 675-1104 加古郡稲美町野寺６４８－１ その他の食料・飲料販売業 一般 グリコチャネルクリエイト株式会社 代表取締役 西村 浩一 555-0021 大阪府大阪市西淀川区歌島４丁目６番５号 東播(加健)第483-466 令和3年10月22日
000028 3000186259 オフィスグリコ冷凍冷蔵庫１４３８８５ 675-1112 加古郡稲美町六分一７５８－２ その他の食料・飲料販売業 一般 グリコチャネルクリエイト株式会社 代表取締役 西村 浩一 555-0021 大阪府大阪市西淀川区歌島４丁目６番５号 東播(加健)第483-467 令和3年10月22日
000028 3000186260 オフィスグリコ冷凍冷蔵庫４３４０８ 675-1112 加古郡稲美町六分一１１８３ その他の食料・飲料販売業 一般 グリコチャネルクリエイト株式会社 代表取締役 西村 浩一 555-0021 大阪府大阪市西淀川区歌島４丁目６番５号 東播(加健)第483-468 令和3年10月22日
000028 3000186261 オフィスグリコ冷凍冷蔵庫４３４０６ 675-1112 加古郡稲美町六分一１２０９－２４ その他の食料・飲料販売業 一般 グリコチャネルクリエイト株式会社 代表取締役 西村 浩一 555-0021 大阪府大阪市西淀川区歌島４丁目６番５号 東播(加健)第483-469 令和3年10月22日
000028 3000186262 オフィスグリコ冷凍冷蔵庫４３４００ 675-1112 加古郡稲美町六分一１２８８－１ その他の食料・飲料販売業 一般 グリコチャネルクリエイト株式会社 代表取締役 西村 浩一 555-0021 大阪府大阪市西淀川区歌島４丁目６番５号 東播(加健)第483-470 令和3年10月22日
000028 3000186263 オフィスグリコ冷凍冷蔵庫４３３９７ 675-1112 加古郡稲美町六分一１３１４－３ その他の食料・飲料販売業 一般 グリコチャネルクリエイト株式会社 代表取締役 西村 浩一 555-0021 大阪府大阪市西淀川区歌島４丁目６番５号 東播(加健)第483-471 令和3年10月22日
000028 3000186265 オフィスグリコ冷凍冷蔵庫４３３８４ 675-1112 加古郡稲美町六分一１３６２－６６ その他の食料・飲料販売業 一般 グリコチャネルクリエイト株式会社 代表取締役 西村 浩一 555-0021 大阪府大阪市西淀川区歌島４丁目６番５号 東播(加健)第483-472 令和3年10月22日
000028 3000186267 オフィスグリコ冷凍冷蔵庫４３３８５ 675-1112 加古郡稲美町六分一１３６２－８０ その他の食料・飲料販売業 一般 グリコチャネルクリエイト株式会社 代表取締役 西村 浩一 555-0021 大阪府大阪市西淀川区歌島４丁目６番５号 東播(加健)第483-473 令和3年10月22日
000028 3000186268 オフィスグリコ冷凍冷蔵庫１２７３９９ 675-1125 加古郡稲美町和田平見２１９ その他の食料・飲料販売業 一般 グリコチャネルクリエイト株式会社 代表取締役 西村 浩一 555-0021 大阪府大阪市西淀川区歌島４丁目６番５号 東播(加健)第483-474 令和3年10月22日
000028 3000186274 ビッグボーイ東加古川店 675-0102 加古川市平岡町西谷１８５－２ その他の食料・飲料販売業 一般 株式会社ビッグボーイジャパン 代表取締役 平山 賢太郎 175-0094 東京都港区港南二丁目１８番１号 368338001 東播(加健)第483-716 令和3年12月2日
000028 3000186276 障害者支援施設「生活支援センター」 675-0002 加古川市山手１丁目１１番１０号 794388728 集団給食（４）その他 集団給食 社会福祉法人加古川はぐるま福祉会 理事長 髙井 敏子 675-0002 兵庫県加古川市山手１丁目１１番１０号 794388728 東播(加健)第483-741 令和3年12月9日
000028 3000186277 バンドー・Ｉ・Ｃ・Ｓ株式会社　生産本部  フィールドサービス部　関西搬送グループ675-0104 加古川市平岡町土山字コモ池の内６４８ 器具・容器包装の製造・加工業 一般 バンドー・Ｉ・Ｃ・Ｓ株式会社 代表取締役 本田 裕治 532-0011 大阪府大阪市淀川区西中島６－１－１ 648063070 東播(加健)第483-690 令和3年11月25日
000028 3000186297 西村医院 675-0019 加古川市野口町水足字松ノ内１８５０番地１ 794419008 集団給食（２）病院・診療所 集団給食 医療法人社団西村医院 理事長 西村 正二 675-0019 兵庫県加古川市野口町水足字松ノ内１８５２番地 794221130 東播(加健)第483-742 令和3年12月10日
000028 3000186303 はま寿司　加古川平岡店 675-0115 加古川市平岡町一色２７６番１ 794410700 その他の食料・飲料販売業 一般 株式会社はま寿司 代表取締役 遠藤 哲郎 108-0075 東京都港区港南２丁目１８番１号 368338032 東播(加健)第483-743 令和3年12月10日
000028 3000186309 社会福祉法人あかり福祉会  老人デイサービスはっぴいあかり 675-0002 加古川市山手１丁目１９番４号 794383377 集団給食（４）その他 集団給食 社会福祉法人あかり福祉会 理事長 礒野 直子 675-0002 兵庫県加古川市山手１丁目１９番５号 794383377 東播(加健)第483-744 令和3年12月13日
000028 3000186363 株式会社カノコ　高砂市役所  ４階休憩所（ＣＣＢＪＩ受託） 676-0004 高砂市荒井町千鳥１丁目１番１号 コップ式自動販売機（自動洗浄・屋内設置） 自動販売機 株式会社アペックス西日本 代表取締役 森 吉平 550-0015 大阪府大阪市西区南堀江四丁目２５番２４号 794233522 東播(加健)第483-767 令和3年12月14日
000028 3000186364 株式会社カノコ　高砂市役所  ２階休憩所（ＣＣＢＪＩ受託） 676-0004 高砂市荒井町千鳥１丁目１番１号 コップ式自動販売機（自動洗浄・屋内設置） 自動販売機 株式会社アペックス西日本 代表取締役 森 吉平 550-0015 大阪府大阪市西区南堀江四丁目２５番２４号 794233522 東播(加健)第483-768 令和3年12月14日
000028 3000186365 うかいや書店　荒井店（高砂） 676-0018 高砂市荒井町若宮町１１－７ 794442992 自動販売機（要届出のコップ式自動販売機及び要許可を除く） 自動販売機 江崎グリコ株式会社 代表取締役 江崎 勝久 555-0021 大阪府大阪市西淀川区歌島４丁目６－５ 664778352 東播(加健)第483-769 令和3年12月14日
000028 3000186367 白陵高校会館 676-0827 高砂市阿弥陀町阿弥陀２２６０ 794471675 自動販売機（要届出のコップ式自動販売機及び要許可を除く） 自動販売機 江崎グリコ株式会社 代表取締役 江崎 勝久 555-0021 大阪府大阪市西淀川区歌島４丁目６－５ 664778352 東播(加健)第483-770 令和3年12月14日
000028 3000186368 山陽電鉄　高砂駅 676-0022 高砂市高砂町浜田町２－１－１駅構内（山電興業） 794431152 自動販売機（要届出のコップ式自動販売機及び要許可を除く） 自動販売機 江崎グリコ株式会社 代表取締役 江崎 勝久 555-0021 大阪府大阪市西淀川区歌島４丁目６－５ 664778352 東播(加健)第483-771 令和3年12月14日
000028 3000186369 株式会社カネカ　高砂工業所 676-0027 高砂市高砂町宮前町１－８ 794452470 自動販売機（要届出のコップ式自動販売機及び要許可を除く） 自動販売機 江崎グリコ株式会社 代表取締役 江崎 勝久 555-0021 大阪府大阪市西淀川区歌島４丁目６－５ 664778352 東播(加健)第483-772 令和3年12月14日
000028 3000186370 高砂市向島多目的球場 676-0031 高砂市高砂町向島町１４７４－１６ 794422722 自動販売機（要届出のコップ式自動販売機及び要許可を除く） 自動販売機 江崎グリコ株式会社 代表取締役 江崎 勝久 555-0021 大阪府大阪市西淀川区歌島４丁目６－５ 664778352 東播(加健)第483-773 令和3年12月14日
000028 3000186371 モーリーファンタジーイオン高砂店 676-0019 高砂市緑丘２－１－４０イオン高砂店２階 794442762 自動販売機（要届出のコップ式自動販売機及び要許可を除く） 自動販売機 江崎グリコ株式会社 代表取締役 江崎 勝久 555-0021 大阪府大阪市西淀川区歌島４丁目６－５ 664778352 東播(加健)第483-774 令和3年12月14日
000028 3000186373 イオンタウン高砂店（ロックタウン） 676-0074 高砂市梅井５丁目５－２５ 664541884 自動販売機（要届出のコップ式自動販売機及び要許可を除く） 自動販売機 江崎グリコ株式会社 代表取締役 江崎 勝久 555-0021 大阪府大阪市西淀川区歌島４丁目６－５ 664778352 東播(加健)第483-776 令和3年12月14日
000028 3000186374 高砂フィットネスクラブ　１Ｆ 676-0078 高砂市伊保１－１６４６－１ 794483222 自動販売機（要届出のコップ式自動販売機及び要許可を除く） 自動販売機 江崎グリコ株式会社 代表取締役 江崎 勝久 555-0021 大阪府大阪市西淀川区歌島４丁目６－５ 664778352 東播(加健)第483-777 令和3年12月14日
000028 3000186375 加古川ウエルネスパーク　１Ｆ 675-0058 加古川市東神吉町天下原３７０－５ 794331100 自動販売機（要届出のコップ式自動販売機及び要許可を除く） 自動販売機 江崎グリコ株式会社 代表取締役 江崎 勝久 555-0021 大阪府大阪市西淀川区歌島４丁目６－５ 664778352 東播(加健)第483-778 令和3年12月14日
000028 3000186376 イオンタウン加古川店（ロックタウン） 675-0052 加古川市東神吉町出河原８６２ 794334711 自動販売機（要届出のコップ式自動販売機及び要許可を除く） 自動販売機 江崎グリコ株式会社 代表取締役 江崎 勝久 555-0021 大阪府大阪市西淀川区歌島４丁目６－５ 664778352 東播(加健)第483-779 令和3年12月14日
000028 3000186377 ミクちゃんガイアアリーナ店  休憩室内 675-0055 加古川市東神吉町西井ノ口字芝中３０１－２ 794338600 自動販売機（要届出のコップ式自動販売機及び要許可を除く） 自動販売機 江崎グリコ株式会社 代表取締役 江崎 勝久 555-0021 大阪府大阪市西淀川区歌島４丁目６－５ 664778352 東播(加健)第483-780 令和3年12月14日
000028 3000186391 バンビ第一保育園 675-1124 加古郡稲美町森安２９ 794920304 集団給食（４）その他 集団給食 社会福祉法人稲美福祉会 理事長 米田 有三 675-1113 兵庫県加古郡稲美町岡９１６番地の１ 794924140 東播(加健)第483-766 令和3年12月13日
000028 3000186395 バンドー化学　加古川工場 675-0104 加古川市平岡町土山字コモ池之内６４８ 789423232 器具・容器包装の製造・加工業 一般 バンドー化学株式会社 代表取締役 吉井 満隆 650-0047 兵庫県神戸市中央区港島南町４－６－６ 783042923 東播(加健)第483-710 令和3年12月2日
000028 3000186400 加古保育園 675-1105 加古郡稲美町加古２３１４－３ 794924810 集団給食（４）その他 集団給食 社会福祉法人加古保育所 理事長 須磨 邦彦 675-1105 兵庫県加古郡稲美町加古２３１４番地の３ 794924810 東播(加健)第483-782 令和3年12月14日
000028 3000186401 ひなたぼっこ 675-0104 加古川市平岡町土山４２３－３ 789416500 集団給食（４）その他 集団給食 社会福祉法人太子福祉会 理事長 荒尾 潤 675-0104 兵庫県加古川市平岡町土山字川池４２３番地の９ 789416707 東播(加健)第483-781 令和3年12月14日
000028 3000186411 デイサービスセンターＪＡはなかご 675-1105 加古郡稲美町加古２３３５－３ 794965557 集団給食（４）その他 集団給食 社会福祉法人稲穂会 理事長 中村 良祐 675-1105 兵庫県加古郡稲美町加古２３３５番３ 794965557 東播(加健)第483-788 令和3年12月15日
000028 3000186423 望海公園 675-0163 加古郡播磨町古宮１０２－９ 789158000 自動販売機（要届出のコップ式自動販売機及び要許可を除く） 自動販売機 江崎グリコ株式会社 代表取締役 江崎 勝久 555-0021 大阪府大阪市西淀川区歌島４丁目６－５ 664778352 東播(加健)第483-746 令和3年12月13日
000028 3000186426 播磨町総合スポーツ施設 675-0154 加古郡播磨町本荘７０－１ 794372201 自動販売機（要届出のコップ式自動販売機及び要許可を除く） 自動販売機 江崎グリコ株式会社 代表取締役 江崎 勝久 555-0021 大阪府大阪市西淀川区歌島４丁目６－５ 664778352 東播(加健)第483-747 令和3年12月13日
000028 3000186429 山陽電鉄　別府駅 675-0123 加古川市別府町朝日町１０ 794351152 自動販売機（要届出のコップ式自動販売機及び要許可を除く） 自動販売機 江崎グリコ株式会社 代表取締役 江崎 勝久 555-0021 大阪府大阪市西淀川区歌島４丁目６－５ 664778352 東播(加健)第483-748 令和3年12月13日
000028 3000186431 俺のらーめん　丸髙家 675-0117 加古川市平岡町一色西２丁目２０４ぷらーざきくや１０２ 794903031 その他の食料品製造・加工業 一般 藤田 恭平 東播(加健)第483-794 令和3年12月15日
000028 3000186432 特別養護老人ホーム「まつかぜの郷」 675-0131 加古川市別府町新野辺５７４－８８ 794733100 集団給食（４）その他 集団給食 社会福祉法人つつじの福祉会 理事長 大庫 俊介 675-0131 兵庫県加古川市別府町新野辺５７４番８８ 794373100 東播(加健)第483-151 令和3年8月2日
000028 3000186437 スポーツデポ加古川別府店　１Ｆエスカレータ下 675-0124 加古川市別府町緑町２番地１ 794356676 自動販売機（要届出のコップ式自動販売機及び要許可を除く） 自動販売機 江崎グリコ株式会社 代表取締役 江崎 勝久 555-0021 大阪府大阪市西淀川区歌島４丁目６－５ 664778352 東播(加健)第483-749 令和3年12月13日
000028 3000186438 ダイキ別府店 675-0127 加古川市別府町石町１ 794365001 自動販売機（要届出のコップ式自動販売機及び要許可を除く） 自動販売機 江崎グリコ株式会社 代表取締役 江崎 勝久 555-0021 大阪府大阪市西淀川区歌島４丁目６－５ 664778352 東播(加健)第483-750 令和3年12月13日
000028 3000186439 加古川スポーツ交流館 675-0135 加古川市別府町東町１５７－２ 794367400 自動販売機（要届出のコップ式自動販売機及び要許可を除く） 自動販売機 江崎グリコ株式会社 代表取締役 江崎 勝久 555-0021 大阪府大阪市西淀川区歌島４丁目６－５ 664778352 東播(加健)第483-751 令和3年12月13日
000028 3000186440 ＴＳＵＴＡＹＡ　加古川店 675-0031 加古川市加古川町北在家２７００ 794540411 自動販売機（要届出のコップ式自動販売機及び要許可を除く） 自動販売機 江崎グリコ株式会社 代表取締役 江崎 勝久 555-0021 大阪府大阪市西淀川区歌島４丁目６－５ 664778352 東播(加健)第483-752 令和3年12月13日
000028 3000186442 コナミスポーツクラブ加古川　１Ｆ 675-0066 加古川市加古川町寺家町１７３－１ 794256369 自動販売機（要届出のコップ式自動販売機及び要許可を除く） 自動販売機 江崎グリコ株式会社 代表取締役 江崎 勝久 555-0021 大阪府大阪市西淀川区歌島４丁目６－５ 664778352 東播(加健)第483-753 令和3年12月13日
000028 3000186443 ニッケパークタウンボウル加古川　２Ｆ 675-0066 加古川市加古川町寺家町１７３－１ 794308865 自動販売機（要届出のコップ式自動販売機及び要許可を除く） 自動販売機 江崎グリコ株式会社 代表取締役 江崎 勝久 555-0021 大阪府大阪市西淀川区歌島４丁目６－５ 664778352 東播(加健)第483-754 令和3年12月13日
000028 3000186444 マックスポーツ加古川 675-0035 加古川市加古川町友沢４３５－１ 794227800 自動販売機（要届出のコップ式自動販売機及び要許可を除く） 自動販売機 江崎グリコ株式会社 代表取締役 江崎 勝久 555-0021 大阪府大阪市西淀川区歌島４丁目６－５ 664778352 東播(加健)第483-755 令和3年12月13日
000028 3000186445 加古川天然温泉ぷくぷくの湯 675-0033 加古川市加古川町南備後松葉３１５－１ 794562614 自動販売機（要届出のコップ式自動販売機及び要許可を除く） 自動販売機 江崎グリコ株式会社 代表取締役 江崎 勝久 555-0021 大阪府大阪市西淀川区歌島４丁目６－５ 664778352 東播(加健)第483-756 令和3年12月13日
000028 3000186446 エディオン新加古川店　１Ｆ　ミドリ電化 675-0021 加古川市尾上町安田３０６－１ 794296320 自動販売機（要届出のコップ式自動販売機及び要許可を除く） 自動販売機 江崎グリコ株式会社 代表取締役 江崎 勝久 555-8502 大阪府大阪市西淀川区歌島４丁目６－５ 664778352 東播(加健)第483-757 令和3年12月13日
000028 3000186448 ハマダコンフェクト加古川工場　２Ｆ食堂 675-0023 加古川市尾上町池田８５０－６８ 794573321 自動販売機（要届出のコップ式自動販売機及び要許可を除く） 自動販売機 江崎グリコ株式会社 代表取締役 江崎 勝久 555-0021 大阪府大阪市西淀川区歌島４丁目６－５ 664778352 東播(加健)第483-758 令和3年12月13日
000028 3000186449 夢屋加古川店　１Ｆ 675-0023 加古川市尾上町池田字池田開拓１９１７ 794260708 自動販売機（要届出のコップ式自動販売機及び要許可を除く） 自動販売機 江崎グリコ株式会社 代表取締役 江崎 勝久 555-0021 大阪府大阪市西淀川区歌島４丁目６－５ 664778352 東播(加健)第483-759 令和3年12月13日
000028 3000186450 あかねの湯　加古川１Ｆ 675-0023 加古川市尾上町池田６３５－４８ 794231126 自動販売機（要届出のコップ式自動販売機及び要許可を除く） 自動販売機 江崎グリコ株式会社 代表取締役 江崎 勝久 555-0021 大阪府大阪市西淀川区歌島４丁目６－５ 664778352 東播(加健)第483-760 令和3年12月13日
000028 3000186452 株式会社ＩＰＲＩＤＥ 675-1116 加古郡稲美町蛸草７６４－１ その他の食料品製造・加工業 一般 株式会社ＩＰＲＩＤＥ 代表取締役 井手 輝幸 673-0005 兵庫県明石市小久保二丁目８番地の１－１００２号 東播(加健)第483-795 令和3年12月16日
000028 3000186453 モナコリゾート店 675-0024 加古川市尾上町長田１１－１ 794271312 自動販売機（要届出のコップ式自動販売機及び要許可を除く） 自動販売機 江崎グリコ株式会社 代表取締役 江崎 勝久 555-0021 大阪府大阪市西淀川区歌島４丁目６－５ 664778352 東播(加健)第483-761 令和3年12月13日
000028 3000186455 イオンシネマ加古川 675-0101 加古川市平岡町新在家６１５－１ 794206171 その他の食料品製造・加工業 一般 イオンエンターテイメント株式会社 代表取締役 浅田 靖浩 135-0091 東京都港区台場二丁目３番１号 364572820 東播(加健)第483-796 令和3年12月16日
000028 3000186456 コナミスポーツクラブ東加古川　４Ｆ 675-0012 加古川市野口町野口２１０－１ 794253461 自動販売機（要届出のコップ式自動販売機及び要許可を除く） 自動販売機 江崎グリコ株式会社 代表取締役 江崎 勝久 555-0021 大阪府大阪市西淀川区歌島４丁目６－５ 664778352 東播(加健)第483-762 令和3年12月13日
000028 3000186461 ビッグアップル加古川店　２Ｆ 675-0015 加古川市野口町坂井字村南１８番地 794371919 自動販売機（要届出のコップ式自動販売機及び要許可を除く） 自動販売機 江崎グリコ株式会社 代表取締役 江崎 勝久 555-0021 大阪府大阪市西淀川区歌島４丁目６－５ 664778352 東播(加健)第483-763 令和3年12月13日
000028 3000186463 モナコ加古川店 675-0018 加古川市野口町坂元７０ 794267665 自動販売機（要届出のコップ式自動販売機及び要許可を除く） 自動販売機 江崎グリコ株式会社 代表取締役 江崎 勝久 555-0021 大阪府大阪市西淀川区歌島４丁目６－５ 664778352 東播(加健)第483-764 令和3年12月13日
000028 3000186466 びっくりドンキ－ジョイパ－ク加古川店 675-0027 加古川市尾上町今福４９番地５ 794292226 その他の食料・飲料販売業 一般 株式会社アレフ 代表取締役 庄司 大 003-0806 北海道札幌市白石区菊水六条３丁目１番２６号 118238301 東播(加健)第483-765 令和3年12月13日
000028 3000186468 マクドナルド　播州大橋店 675-0035 加古川市加古川町友沢４４３－１ 794229843 乳類販売業 一般 日本マクドナルド株式会社 代表取締役 日色 保 160-0023 東京都新宿区西新宿６丁目５－１ 369115650 東播(加健)第483-797 令和3年12月16日
000028 3000186473 神戸屋　土山工場 675-1113 加古郡稲美町岡２６１６－３ 794951950 自動販売機（要届出のコップ式自動販売機及び要許可を除く） 自動販売機 江崎グリコ株式会社 代表取締役 江崎 勝久 555-0021 大阪府大阪市西淀川区歌島４丁目６－５ 664778352 東播(加健)第483-789 令和3年12月15日
000028 3000186475 パーラー花花 675-1122 加古郡稲美町中村１２２２ 794926516 自動販売機（要届出のコップ式自動販売機及び要許可を除く） 自動販売機 江崎グリコ株式会社 代表取締役 江崎 勝久 555-0021 大阪府大阪市西淀川区歌島４丁目６－５ 664778352 東播(加健)第483-790 令和3年12月15日
000028 3000186476 ロイヤルホームセンター加古川 675-0115 加古川市平岡町一色２５５－１ 794360851 自動販売機（要届出のコップ式自動販売機及び要許可を除く） 自動販売機 江崎グリコ株式会社 代表取締役 江崎 勝久 555-8502 大阪府大阪市西淀川区歌島４丁目６－５ 664778352 東播(加健)第483-791 令和3年12月15日



000028 3000186477 うかいや書店　石守店 675-0005 加古川市神野町石守４６７－３ 794296171 自動販売機（要届出のコップ式自動販売機及び要許可を除く） 自動販売機 江崎グリコ株式会社 代表取締役 江崎 勝久 555-0021 大阪府大阪市西淀川区歌島４丁目６－５ 664778352 東播(加健)第483-792 令和3年12月15日
000028 3000186479 ピザーラ加古川 675-0101 加古川市平岡町新在家２－２７９－１ その他の食料・飲料販売業 一般 株式会社フォーシーズ 代表取締役 浅野 秀則 107-0062 東京都港区南青山５丁目１２番４号 334096000 東播(加健)第483-793 令和3年12月15日
000028 3000186486 高砂市立阿弥陀こども園 676-0827 高砂市阿弥陀町阿弥陀１１７８－１ 794475775 集団給食（４）その他 集団給食 高砂市 高砂市長 都倉 達殊 676-0004 兵庫県高砂市荒井町千鳥１丁目１－１ 794422101 東播(加健)第483-783 令和3年12月15日
000028 3000186498 高砂市立荒井保育園 676-0015 高砂市荒井町紙町２番１号 794436701 集団給食（４）その他 集団給食 高砂市 高砂市長 都倉 達殊 676-0004 兵庫県高砂市荒井町千鳥１丁目１－１ 794422101 東播(加健)第483-786 令和3年12月15日
000028 3000186499 高砂市立北浜こども園 671-0122 高砂市北浜町北脇２５２－１ 792541558 集団給食（４）その他 集団給食 高砂市 高砂市長 都倉 達殊 676-0004 兵庫県高砂市荒井町千鳥１丁目１－１ 794422101 東播(加健)第483-787 令和3年12月15日
000028 3000186509 株式会社　しまだ村 675-0162 加古郡播磨町二子２６９－５シャトリエⅢＢ号 789490355 その他の食料・飲料販売業 一般 島田 久敬 東播(加健)第483-798 令和3年12月17日
000028 3000186518 お肉の日の出 675-0124 加古川市別府町緑町２ 794378961 その他の食料・飲料販売業 一般 株式会社日の出 代表取締役 岡田 洋一 675-0027 兵庫県加古川市尾上町今福５６５ 794223638 東播(加健)第483-800 令和3年12月20日
000028 3000186528 外山　義典 675-1105 加古郡稲美町加古１０４２－２ 794921236 農産保存食料品製造・加工業 一般 外山 義典 東播(加健)第483-801 令和3年12月20日
000028 3000186532 デイサービスセンターあえる 675-0018 加古川市野口町坂元１１２３－２ 794418950 集団給食（４）その他 集団給食 株式会社ＡＬＣ 代表取締役 花田 原樹 675-0061 兵庫県加古川市加古川町大野５０４－３ 794392730 東播(加健)第483-802 令和3年12月20日
000028 3000186533 社会福祉法人美保里福祉会  みどり丘こども園 676-0019 高砂市緑丘１丁目１－１４ 794421020 集団給食（４）その他 集団給食 社会福祉法人美保里福祉会 理事長 西山 雅子 676-0804 兵庫県高砂市美保里１３番１号 794420088 東播(加健)第483-803 令和3年12月20日
000028 3000186551 デイサービスセンターあえる加古川北 675-1215 加古川市上荘町都台２丁目１８－３ 794404226 集団給食（４）その他 集団給食 株式会社ＡＬＣ 代表取締役 花田 原樹 675-0061 兵庫県加古川市加古川町大野５０４番地の３ 794392730 東播(加健)第483-804 令和3年12月21日
000028 3000186554 岡本商店 675-1121 加古郡稲美町北山７３９－１ 農産保存食料品製造・加工業 一般 岡本 芳和 東播(加健)第483-805 令和3年12月21日
000028 3000186562 認定こども園　おおぞら保育園 675-0058 加古川市東神吉町天下原７１５－１２ 794329800 集団給食（４）その他 集団給食 社会福祉法人おおぞら福祉会 理事長 本多 真 675-0058 兵庫県加古川市東神吉町天下原７１５番地の１２ 794329800 東播(加健)第483-808 令和3年12月21日
000028 3000186563 高砂市立高砂児童学園 676-0824 高砂市阿弥陀町南池５１６ 794471167 集団給食（４）その他 集団給食 高砂市 高砂市長 都倉 達殊 676-0004 兵庫県高砂市荒井町千鳥１丁目１番１号 794422101 東播(加健)第483-807 令和3年12月21日
000028 3000186566 ㈱西近畿乾 675-0012 加古川市野口町野口６８７番地の６７ 794250011 その他の食料・飲料販売業 一般 ㈱西近畿乾 代表取締役 香月 毅 675-0012 兵庫県加古川市野口町野口６８７番地の６７ 794250011 東播(加健)第483-806 令和3年12月21日
000028 3000186577 小規模特養まんてん加古川 675-0044 加古川市西神吉町大国１１６－１ 794318821 集団給食（４）その他 集団給食 社会福祉法人三桂会 理事長 樋上 哲哉 655-0852 兵庫県神戸市垂水区名谷町１５４７番１ 787062882 東播(加健)第483-809 令和3年12月22日
000028 3000186585 ドレミリハビリテーションセンター 675-0131 加古川市別府町新野辺２０８６ 794300142 集団給食（４）その他 集団給食 株式会社セルフ 代表取締役 江島 和夫 675-0131 兵庫県加古川市別府町新野辺２０８６番地 794300142 東播(加健)第483-810 令和3年12月22日
000028 3000186597 ピザーラ　ビバパエリア高砂店 676-0804 高砂市美保里２６－２７ネスティミホノサト１０４ その他の食料・飲料販売業 一般 株式会社フォーシーズ 代表取締役 浅野 秀則 107-0062 東京都港区南青山５丁目１２番４号 334096000 東播(加健)第483-814 令和3年12月22日
000028 3000186598 ドレミリハビリテーションセンター加古川中央 675-0017 加古川市野口町良野１６－１ 794560081 集団給食（４）その他 集団給食 株式会社セルフ 代表取締役 江島 和夫 675-0131 兵庫県加古川市別府町新野辺２０８６番地 794300142 東播(加健)第483-811 令和3年12月22日
000028 3000186599 てのひら 676-0011 高砂市荒井町小松原１丁目７―１３ 794429161 集団給食（４）その他 集団給食 特定非営利活動法人てのひら 理事長 石原 智秋 676-0011 兵庫県高砂市荒井町小松原１丁目７―１３ 794429161 東播(加健)第483-817 令和3年12月22日
000028 3000186601 ドレミ生活介護支援センター 675-0021 加古川市尾上町安田６９－３ 794566262 集団給食（４）その他 集団給食 株式会社セルフ 代表取締役 江島 和夫 675-0131 兵庫県加古川市別府町新野辺２０８６番地 794300142 東播(加健)第483-812 令和3年12月22日
000028 3000186603 ドレミリハビリテーションセンター加古川東 675-0101 加古川市平岡町新在家１５８８－２１メディカルモール１Ｆ 794905005 集団給食（４）その他 集団給食 株式会社セルフ 代表取締役 江島 和夫 675-0131 兵庫県加古川市別府町新野辺２０８６番地 794300142 東播(加健)第483-813 令和3年12月22日
000028 3000186611 播磨西小学校給食室 675-0144 加古郡播磨町北本荘４丁目５番１号 794353264 集団給食（１）学校 集団給食 播磨町教育委員会 教育長 平郡 秀幸 675-0156 兵庫県加古郡播磨町東本荘一丁目５番３０号 794350533 東播(加健)第483-818 令和3年12月22日
000028 3000186612 蓮池小学校給食棟 675-0160 加古郡播磨町西野添４丁目３番１号 789432211 集団給食（１）学校 集団給食 播磨町教育委員会 教育長 浅原 俊也 675-0156 兵庫県加古郡播磨町東本荘一丁目５番３０号 794350533 東播(加健)第483-819 令和3年12月22日
000028 3000186613 テクノフローワン土山工場 675-1113 加古郡稲美町岡２６４７ 794952131 自動販売機（要届出のコップ式自動販売機及び要許可を除く） 自動販売機 関西キリンビバレッジサービス株式会社 代表取締役 尾崎 靖幸 530-0011 大阪府大阪市北区大深町４番２０号 677309206 東播(加健)第483-815 令和3年12月22日
000028 3000186622 ミスタードーナツ  アリオ加古川サテライトショップ 675-0124 加古川市別府町緑町２アリオ加古川 794371956 その他の食料・飲料販売業 一般 エムディフード株式会社 代表取締役 川口 一幸 564-0051 大阪府吹田市豊津町１番３３号 668215910 東播(加健)第483-820 令和3年12月23日
000028 3000186631 ドレミリハビリテーションセンター高砂 676-0004 高砂市荒井町千鳥１－１－２ 794442225 集団給食（４）その他 集団給食 株式会社セルフ 代表取締役 江島 和夫 675-0131 兵庫県加古川市別府町新野辺２０８６番地 794300142 東播(加健)第483-822 令和3年12月23日
000028 3000186632 ドレミリハビリテーションセンター加古川北 675-1212 加古川市上荘町井ノ口３９０－２ 794295035 集団給食（４）その他 集団給食 株式会社セルフ 代表取締役 江島 和夫 675-0131 兵庫県加古川市別府町新野辺２０８６番地 794300142 東播(加健)第483-823 令和3年12月23日
000028 3000186634 志方デイサービスセンター　きたの輝き 675-0303 加古川市志方町細工所５６７ 794526662 集団給食（４）その他 集団給食 社会福祉法人カリタスの里 理事長 松本 竹史 675-0131 兵庫県加古川市別府町新野辺５３８番９ 794225552 東播(加健)第483-824 令和3年12月23日
000028 3000186643 株式会社オクノ 675-1203 加古川市八幡町下村１６２１番地 794380111 卵選別包装業 一般 株式会社オクノ 代表取締役 奥野 克哉 675-1203 兵庫県加古川市八幡町下村１６２１番地 794380111 東播(加健)第483-821 令和3年12月23日
000028 3000186644 繁田糀味噌醸造所 675-1115 加古郡稲美町国岡１０６６ 794921708 その他の食料品製造・加工業 一般 繁田 喜彦 東播(加健)第483-825 令和3年12月24日
000028 3000186645 宝橘　東加古川店 675-0101 加古川市平岡町新在家字蛭池９３－１ 794213774 その他の食料・飲料販売業 一般 株式会社宝橘 代表取締役 亀田 寛明 672-8023 兵庫県姫路市白浜町甲７９２番地 792460577 東播(加健)第483-826 令和3年12月24日
000028 3000186702 株式会社ＹＡＮＥＳＥＫＯ 675-0039 加古川市加古川町粟津８１９－１ 794408800 自動販売機（要届出のコップ式自動販売機及び要許可を除く） 自動販売機 株式会社ＹＡＮＥＳＥＫＯ 代表取締役 矢根 和紀 675-0039 兵庫県加古川市加古川町粟津８１９－１ 794408800 東播(加健)第483-799 令和3年12月17日
000028 3000186712 聖パウロこども園 676-0822 高砂市阿弥陀町魚橋６８６番地 794481101 集団給食（４）その他 集団給食 社会福祉法人日本聖公会高砂福祉会 理事長 坂牛 裕 676-0822 兵庫県高砂市阿弥陀町魚橋６８６番地 794481101 東播(加健)第483-827 令和3年12月27日
000028 3000186744 田中加工所 675-1113 加古郡稲美町岡２２８０ 794950774 農産保存食料品製造・加工業 一般 田中 ナカ子 東播(加健)第483-828 令和3年12月28日
000028 3000186746 ＪＡ兵庫南福祉センター　デイふぁーみん加古川 675-0044 加古川市西神吉町大国５５４－１ 794333550 集団給食（４）その他 集団給食 兵庫南農業協同組合 代表理事 中村 良祐 675-0066 兵庫県加古川市加古川町寺家町６２１番地 794248001 東播(加健)第483-829 令和3年12月28日
000028 3000186811 ＣＯＯＫＩＥＳ　すまいる 675-0066 加古川市、その他県下一円（ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く。） 794515021 その他の食料・飲料販売業 露店 特定非営利活動法人ＣＯＯＫＩＥＳすまいる 理事 須藤 美知子 675-0111 兵庫県加古川市平岡町二俣字旭７６２番地２ 794515021 東播(加健)第483-816 令和3年12月22日
000028 3000186874 コスモ石油販売(株)　セルフ＆カ－ケアセンタ－  サザンプラザ店　店内(ＣＣＢＪＩ単受) 675-0023 加古川市尾上町池田８５０－６５ コップ式自動販売機（自動洗浄・屋内設置） 自動販売機 株式会社アペックス西日本 代表取締役 森 吉平 550-0015 大阪府大阪市西区南堀江四丁目２５番２４号 794233522 東播(加健)第483-830 令和4年1月7日
000028 3000186875 コーナン商事(株)　健デポ加古川店　店内  (ＣＣＢＪＩ単受) 675-0012 加古川市野口町野口１８８－２ コップ式自動販売機（自動洗浄・屋内設置） 自動販売機 株式会社アペックス西日本 代表取締役 森 吉平 550-0015 大阪府大阪市西区南堀江四丁目２５番２４号 794233522 東播(加健)第483-831 令和4年1月7日
000028 3000186882 高砂市立高砂こども園 676-0025 高砂市西畑１丁目２番８号 794420041 集団給食（４）その他 集団給食 高砂市 市長 都倉 達殊 676-0004 兵庫県高砂市荒井町千鳥１丁目１番１号 794422101 東播(加健)第483-832 令和4年1月7日
000028 3000186896 餃子工房　東東 675-0123 加古川市別府町朝日町３８－１３ その他の食料・飲料販売業 一般 やき笑フードサービス株式会社 代表取締役 中作 晃祐 675-0122 兵庫県加古川市別府町別府７０５番地の１ 794360022 東播(加健)第483-833 令和4年1月11日
000028 3000186921 高砂市立曽根こども園 676-0082 高砂市曽根町２４０４－２ 794470489 集団給食（４）その他 集団給食 高砂市 市長 都倉 達殊 676-0004 兵庫県高砂市荒井町千鳥１丁目１番１号 794422101 東播(加健)第483-836 令和4年1月12日
000028 3000186922 Ｆａｒｍ　Ｆａｍｉｌｙ　Ｋｉｔｃｈｅｎ 675-0066 加古川市、その他県下一円（ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く。） 露店・仮設店舗等による飲食の提供のうち営業とみなされないもの 露店 一般社団法人Ｐｒｏｔａｇｏｎｉｓｔａ 代表理事 村松 眞由佳 676-0806 兵庫県高砂市米田町塩市１８２番地の３ 東播(加健)第483-837 令和4年1月12日
000028 3000186942 とんかつ　きりしま 675-0131 加古川市別府町新野辺１１５０－１１ 794411510 食肉販売業 一般 有限会社きりしま産業 代表取締役 中村 里恵 675-0131 兵庫県加古川市別府町新野辺１１５０番地の１１ 794411510 東播(加健)第483-838 令和4年1月13日
000028 3000186988 ｗａｓｈ＆ｓｈｉｎｅ加古川消防署前店675-0036 加古川市加古川町西河原８－１ コップ式自動販売機（自動洗浄・屋内設置）自動販売機ナショナルベンディング株式会社代表取締役 藤山 雄一郎 141-0021 東京都品川区上大崎１－１５－２２ 364594781 東播(加健)第483-839 令和4年1月18日
000028 3000187000 本わらびもち専門店　蕨小町 675-0066 加古川市一円 その他の食料・飲料販売業 露店 株式会社錦 代表取締役 大西 正人 674-0065 兵庫県明石市大久保町西島７２１番地の８ 787772745 東播(加健)第483-840 令和4年1月19日
000028 3000187010 オフィスグリコ冷凍冷蔵庫２８２５６０ 676-0027 高砂市高砂町宮前町１－８　カネカ高砂工業所・油脂課１係総合管理室・２Ｆ事務所 その他の食料・飲料販売業 一般 グリコチャネルクリエイト株式会社 代表取締役 西村 浩一 555-0021 大阪府大阪市西淀川区歌島４丁目６－５ 東播(加健)第483-847 令和4年1月19日
000028 3000187025 コメマルファーム 675-0064 加古川市加古川町溝之口７１－４ 野菜果物販売業 一般 松浦 光輝 東播(加健)第483-849 令和4年1月20日
000028 3000187037 ファミリーマート　播磨町古田店 675-0148 加古郡播磨町北古田１丁目２０－１３ 794356612 コンビニエンスストア 一般 ジー・ネットワーク有限会社 代表取締役 平野 宏一 674-0092 兵庫県明石市二見町東二見４００番地の１３ 789158899 東播(加健)第483-851 令和4年1月20日
000028 3000187038 兵庫大学イモ 675-0101 加古川市平岡町新在家２３０１兵庫大学 794279830 その他の食料品製造・加工業 一般 学校法人睦学園 理事長 渡邉 東 654-0081 兵庫県神戸市須磨区高倉台７丁目２１番１号 787317100 東播(加健)第483-841 令和4年1月19日
000028 3000187042 シマブンエンジニアリング株式会社 675-0155 加古郡播磨町新島４１ 乳類販売業 自動販売機 兵庫ヤクルト販売株式会社 代表取締役 阿部 恭大 651-2122 兵庫県神戸市西区玉津町高津橋１３７－１ 789128960 東播(加健)第483-856 令和4年1月21日
000028 3000187043 ハリマ化成株式会社 675-0019 加古川市野口町水足６７１－４ 794223301 乳類販売業 自動販売機 兵庫ヤクルト販売株式会社 代表取締役 阿部 恭大 651-2122 兵庫県神戸市西区玉津町高津橋１３７－１ 789128960 東播(加健)第483-855 令和4年1月21日
000028 3000187044 神鋼不動産株式会社　加古川支店 675-0131 加古川市別府町新野辺１５２５－２ 794372621 乳類販売業 自動販売機 兵庫ヤクルト販売株式会社 代表取締役 阿部 恭大 651-2122 兵庫県神戸市西区玉津町高津橋１３７－１ 789128960 東播(加健)第483-854 令和4年1月21日
000028 3000187046 住友精化株式会社　別府工場 675-0145 加古郡播磨町宮西３４６－１ 794372101 乳類販売業 自動販売機 兵庫ヤクルト販売株式会社 代表取締役 阿部 恭大 651-2122 兵庫県神戸市西区玉津町高津橋１３７－１ 789128960 東播(加健)第483-853 令和4年1月21日
000028 3000187047 ミスタードーナツ加古川駅前ショップ 675-0064 加古川市加古川町溝之口５０７ 794207900 その他の食料・飲料販売業 一般 ユ－ア－ルエ－株式会社 代表取締役 井植 敏彰 656-2302 兵庫県淡路市大磯６番地 799743257 東播(加健)第483-852 令和4年1月21日
000028 3000187075 セブンイレブン加古川平岡新在家店 675-0101 加古川市平岡町新在家９１０番４ 794277717 コンビニエンスストア 一般 山田 崇 東播(加健)第483-857 令和4年1月24日
000028 3000187092 たびたび 675-1127 加古郡稲美町中一色４７８－５ 794407050 その他の食料品製造・加工業 一般 塚野 謙一 東播(加健)第483-850 令和4年1月20日
000028 3000187123 かさごの浜松餃子　加古川ジョイパーク店 675-0027 加古川市尾上町今福４９－５ 794560660 自動販売機（要届出のコップ式自動販売機及び要許可を除く） 自動販売機 株式会社タツミコーポレーション 代表取締役 李 煥辰 673-0016 兵庫県明石市松の内２－３－９親和ビル５Ｆ 789212222 東播(加健)第483-858 令和4年1月26日
000028 3000187175 ぽっかぽっかにっけ保育園 675-0037 加古川市加古川町本町２３９番地の１ 794262345 集団給食（４）その他 集団給食 株式会社ニッケライフ 代表取締役 川野 玲 675-0037 兵庫県加古川市加古川町本町２３９番地の１ 794262345 東播(加健)第483-860 令和4年1月28日
000028 3000187186 村岡商店 676-0078 高砂市伊保３丁目３－３９ 魚介類販売業 一般 村岡 聖史 東播(加健)第483-861 令和4年1月31日
000028 3000187190 ＪＡ加古川南ファ－マ－ズ野口 675-0012 加古川市野口町野口３８－１ 794227244 その他の食料・飲料販売業 一般 加古川市南農業協同組合 代表理事組合長 岩坂 嘉邦 675-0012 兵庫県加古川市野口町野口５５番地の１ 794213738 東播(加健)第483-862 令和4年1月31日
000028 3000187245 俺のらーめん　丸髙家 675-0039 加古川市加古川町粟津８１９－１ 自動販売機（要届出のコップ式自動販売機及び要許可を除く）自動販売機 藤田 恭平 東播(加健)第483-845 令和4年1月19日
000028 3000187246 俺のらーめん　丸髙家 675-0039 加古川市加古川町粟津１５３－１サンビル粟津１Ｆ 自動販売機（要届出のコップ式自動販売機及び要許可を除く）自動販売機 藤田 恭平 東播(加健)第483-846 令和4年1月19日
000028 3000187248 土山自動車学院 675-1112 加古郡稲美町六分一１１８１ 794921307 乳類販売業 自動販売機 兵庫ヤクルト販売株式会社 代表取締役 阿部 恭大 651-2122 兵庫県神戸市西区玉津町高津橋１３７番地の１ 789128960 東播(加健)第483-842 令和4年1月19日
000028 3000187249 甲南加古川病院１Ｆ 675-0009 加古川市神野町西条１５４５－１ 794380621 乳類販売業 自動販売機 兵庫ヤクルト販売株式会社 代表取締役 阿部 恭大 651-2122 兵庫県神戸市西区玉津町高津橋１３７番地の１ 789128960 東播(加健)第483-843 令和4年1月19日
000028 3000187250 ユニオン精機株式会社 675-0112 加古川市平岡町山之上１７０ 794250765 乳類販売業 自動販売機 兵庫ヤクルト販売株式会社 代表取締役 阿部 恭大 651-2122 兵庫県神戸市西区玉津町高津橋１３７番地の１ 789128960 東播(加健)第483-844 令和4年1月19日
000028 3000187252 播磨水産稲美国岡店 675-1115 加古郡稲美町国岡６丁目１７３番地 794923327 野菜果物販売業 一般 播磨フードサービス株式会社 代表取締役 長澤 達雄 675-1125 兵庫県加古郡稲美町和田２７２番地の３ 794925553 東播(加健)第483-864 令和4年2月2日
000028 3000187253 豆吉郞　加古川営業所 675-0125 加古川市別府町西脇２丁目６５ その他の食料・飲料販売業 一般 河原 弘武 東播(加健)第483-859 令和4年1月27日
000028 3000187254 本岡 675-1203 加古川市八幡町下村７７０ 794385224 農産保存食料品製造・加工業 一般 本岡 依子 東播(加健)第483-863 令和4年2月2日
000028 3000187323 加古川ヤマトヤシキ 675-0065 加古川市加古川町篠原町２１－８　ＢＦ 794251221 百貨店、総合スーパー 一般 株式会社加古川ヤマトヤシキ 代表取締役 飯野 信和 675-0065 兵庫県加古川市加古川町篠原町２１番地の８ 794251221 東播(加健)第483-866 令和4年2月8日
000028 3000187355 かこがわ珈琲店 675-0039 加古川市加古川町粟津９０－２ 794262622 コーヒー（飲料を除く）製造・加工業 一般 吉野 三枝 東播(加健)第483-867 令和4年2月9日
000028 3000187375 ラベンダーの家 676-0807 高砂市米田町島２９２－３ 794330880 集団給食（４）その他 集団給食 株式会社ミント 代表取締役 長谷川 裕史 676-0807 兵庫県高砂市米田町島１４８番地３ 794330880 東播(加健)第483-868 令和4年2月10日
000028 3000187384 吉八 675-0066 加古川市、その他県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く。)その他の食料品製造・加工業 自動車 吉川 八千代 東播(加健)第483-869 令和4年2月10日
000028 3000187414 前川商店 676-0002 高砂市末広町２－２２ 794424064 その他の食料・飲料販売業 一般 西澤 美智子 東播(加健)第483-870 令和4年2月14日
000028 3000187422 ローソン加古川野口町坂元店 675-0018 加古川市野口町坂元字住塚５０－１ 794249424 コンビニエンスストア 一般 小西 勇輔 東播(加健)第483-871 令和4年2月14日
000028 3000187427 無印良品アリオ加古川 675-0124 加古川市別府町緑町２　１階　アリオ加古川 794517503 その他の食料・飲料販売業 一般 株式会社良品計画 代表取締役 堂前 宣夫 170-0013 東京都豊島区東池袋４－２６－３ 東播(加健)第483-872 令和4年2月14日
000028 3000187465 竜太んとこ隠れ 675-0101 加古川市平岡町新在家３０２－２０３ その他の食料品製造・加工業 一般 船橋 竜太 東播(加健)第483-873 令和4年2月16日
000028 3000187542 セブンイレブン加古川尾上長田店 675-0024 加古川市尾上町長田５１７－１１ 794229355 コンビニエンスストア 一般 濱田 和也 東播(加健)第483-874 令和4年2月24日
000028 3000187595 株式会社グリーンズ 675-0012 加古川市野口町野口６８７番地の６６ 野菜果物販売業 一般 株式会社グリーンズ 代表取締役 大辻 利紀 675-0012 兵庫県加古川市野口町野口６８７番地の６６ 794220488 東播(加健)第483-875 令和4年2月25日
000028 3000187608 ＡＺアルファ株式会社 675-0346 加古川市志方町西中２２７－１ 794525000 その他の食料・飲料販売業 一般 ＡＺアルファ株式会社 代表取締役 上田 隆博 675-0346 兵庫県加古川市志方町西中２２７番地１ 794525000 東播(加健)第483-876 令和4年2月28日
000028 3000187612 デイサービスセンター和の花 675-0163 加古郡播磨町古宮１－１－６ 789424668 集団給食（４）その他 集団給食 有限会社共生ケアかがやき 代表取締役 岡田 茂彦 675-0163 兵庫県加古郡播磨町古宮１－１－６ 789424668 東播(加健)第483-877 令和4年2月28日
000028 3000187629 ただの珈琲 676-0082 高砂市曽根町２５０５－１ コーヒー（飲料を除く）製造・加工業一般 多田 智治 東播(加健)第483-878 令和4年3月1日
000028 3000187632 オフィスグリコ冷凍冷蔵庫２８３１４１ 676-0808 高砂市神爪１－１０－２日新信用金庫宝殿支店　２Ｆ その他の食料・飲料販売業 一般 グリコチャネルクリエイト株式会社 代表取締役 西村 浩一 555-0021 大阪府大阪市西淀川区歌島４丁目６－５ 東播(加健)第483-879 令和4年3月1日
000028 3000187633 オフィスグリコ冷凍冷蔵庫２８３２２８ 676-0805 高砂市米田町米田９８７－１福屋不動産高砂　１Ｆ その他の食料・飲料販売業 一般 グリコチャネルクリエイト株式会社 代表取締役 西村 浩一 555-0021 大阪府大阪市西淀川区歌島４丁目６－５ 東播(加健)第483-880 令和4年3月1日
000028 3000187635 ウエルシア高砂米田店 676-0802 高砂市米田町古新２７５－３ 794344010 百貨店、総合スーパー 一般 ウエルシア薬局株式会社 代表取締役 松本 忠久 101-0021 東京都千代田区外神田二丁目２番１５号 352095677 東播(加健)第483-881 令和4年3月1日
000028 3000187655 あるこ保育園 675-0101 加古川市平岡町新在家１丁目２５４－５ 794273711 集団給食（４）その他 集団給食 オークラサービス株式会社 代表取締役 大庫 隆夫 675-0014 兵庫県加古川市野口町古大内９００番地 794250531 東播(加健)第483-884 令和4年3月2日
000028 3000187659 オフィスグリコ冷凍冷蔵庫２８２９８３ 675-0128 加古川市別府町中島町２６それいゆ訪問看護ステーション別府　１Ｆ その他の食料・飲料販売業 一般 グリコチャネルクリエイト株式会社 代表取締役 西村 浩一 555-0021 大阪府大阪市西淀川区歌島４丁目６－５ 東播(加健)第483-885 令和4年3月2日
000028 3000187660 オフィスグリコ冷凍冷蔵庫２８３１４２ 675-0011 加古川市野口町北野６８５－２上野商事・西支店　２Ｆ その他の食料・飲料販売業 一般 グリコチャネルクリエイト株式会社 代表取締役 西村 浩一 555-0021 大阪府大阪市西淀川区歌島４丁目６－５ 東播(加健)第483-886 令和4年3月2日
000028 3000187663 ミクちゃんガイア　加古川ジョイパーク 675-0027 加古川市尾上町今福７１－２ 794248831 自動販売機（要届出のコップ式自動販売機及び要許可を除く） 自動販売機 江崎グリコ株式会社 代表取締役 江崎 勝久 555-0021 大阪府大阪市西淀川区歌島４丁目６－５ 664778352 東播(加健)第483-887 令和4年3月2日
000028 3000187664 阪急ベ－カリ－　ニッケパ－クタウン加古川店 675-0066 加古川市加古川町寺家町１７３－１ニッケパークタウン１階 794975308 乳類販売業 一般 株式会社阪急ベーカリー 代表取締役 中村 英紀 530-0017 大阪府大阪市北区角田町８－７ 726627110 東播(加健)第483-888 令和4年3月2日
000028 3000187690 ジョリーパスタ　加古川店 675-0063 加古川市加古川町平野４８３ 794546802 その他の食料・飲料販売業 一般 株式会社ジョリーパスタ 代表取締役 南 哲史 108-0075 東京都港区港南二丁目１８番１号 368338833 東播(加健)第483-891 令和4年3月3日
000028 3000187700 鈴木 675-0038 加古川市加古川町木村９６－１ 794229593 農産保存食料品製造・加工業 一般 鈴木 真由美 東播(加健)第483-889 令和4年3月2日
000028 3000187704 ミクちゃんガイア２１　平岡店 675-0115 加古川市平岡町一色５９２－４ 794363336 自動販売機（要届出のコップ式自動販売機及び要許可を除く） 自動販売機 江崎グリコ株式会社 代表取締役 江崎 勝久 555-0021 大阪府大阪市西淀川区歌島４丁目６－５ 664778352 東播(加健)第483-883 令和4年3月1日
000028 3000187731 ㈲初田食鶏 675-0124 加古川市別府町緑町２グリーンマート 794374641 その他の食料・飲料販売業 一般 ㈲初田食鶏 初田 禎信 676-0824 兵庫県高砂市阿弥陀町南池３１ 794470212 東播(加健)第483-893 令和4年3月4日
000028 3000187732 ジョリーパスタ播磨店 675-0142 加古郡播磨町大中３丁目８－１６ 794363291 その他の食料・飲料販売業 一般 株式会社ジョリーパスタ 代表取締役 南 哲史 108-0075 東京都港区港南二丁目１８番１号 368338833 東播(加健)第483-892 令和4年3月4日
000028 3000187735 ラーメン山岡家　加古川平岡店 675-0113 加古川市平岡町中野７９３－１ 794518260 その他の食料・飲料販売業 一般 株式会社丸千代山岡家 代表取締役 一由 聡 007-0827 北海道札幌市東区東雁来七条一丁目４番３２号 117817170 東播(加健)第483-882 令和4年3月1日
000028 3000187762 カフェ　ルクア 675-0066 加古川市加古川町寺家町１２－４加古川公民館 コーヒー（飲料を除く）製造・加工業 一般 株式会社アシストワン 代表取締役 中嶋 まゆみ 675-1202 兵庫県加古川市八幡町野村６９３番地の３ 794562018 東播(加健)第483-894 令和4年3月8日
000028 3000187781 高砂市立伊保こども園 676-0074 高砂市梅井４丁目３番６号 794471055 集団給食（４）その他 集団給食 高砂市 市長 都倉 達殊 676-0004 兵庫県高砂市荒井町千鳥１丁目１番１号 794439025 東播(加健)第483-895 令和4年3月9日



000028 3000187782 高砂市立米田こども園 676-0805 高砂市米田町米田４５１ 794320082 集団給食（４）その他 集団給食 高砂市 市長 都倉 達殊 676-0004 兵庫県高砂市荒井町千鳥１丁目１番１号 794439025 東播(加健)第483-896 令和4年3月9日
000028 3000187784 高砂市立中筋こども園 676-0812 高砂市中筋１丁目２番３５号 794475578 集団給食（４）その他 集団給食 高砂市 市長 都倉 達殊 676-0004 兵庫県高砂市荒井町千鳥１丁目１番１号 794439025 東播(加健)第483-897 令和4年3月9日
000028 3000187790 岡本商店 675-1121 加古郡稲美町北山７３９－１ 農産保存食料品製造・加工業 一般 岡本 芳和 東播(加健)第483-898 令和4年3月10日
000028 3000187797 松本商店 676-0821 高砂市阿弥陀町長尾３０８ 794471270 農産保存食料品製造・加工業 一般 松本 照美 東播(加健)第483-899 令和4年3月10日
000028 3000187806 中田 675-1235 加古川市平荘町小畑９３７－２ 794281127 農産保存食料品製造・加工業 一般 中田 久美子 東播(加健)第483-901 令和4年3月10日
000028 3000187807 鈴木 675-0038 加古川市加古川町木村９６－１ 農産保存食料品製造・加工業 一般 鈴木 誠孝 東播(加健)第483-902 令和4年3月10日
000028 3000187873 ＧＲＯＯＶＹ 675-0031 加古川市加古川町北在家７５８－３　橋本ビル２Ｆ その他の食料・飲料販売業 一般 藤原 しずか 東播(加健)第483-903 令和4年3月14日
000028 3000187875 米種花 675-0068 加古川市加古川町中津２０１－６ 794396192 その他の食料品製造・加工業 一般 松本 喜久子 東播(加健)第483-904 令和4年3月14日
000028 3000187886 シャトレーゼ加古川平岡店 675-0111 加古川市平岡町二俣７７２－５ その他の食料・飲料販売業 一般 多田 豊 東播(加健)第483-900 令和4年3月10日
000028 3000187919 珈琲焙煎所ＫＯＴＩ 676-0049 高砂市高砂町田町４６５－１ コーヒー（飲料を除く）製造・加工業 一般 向井 瞳 東播(加健)第483-905 令和4年3月15日
000028 3000187966 まごころさん 675-0066 加古川市、その他県下一円（ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く。）その他の食料・飲料販売業 自動車 上田 大晃 東播(加健)第483-906 令和4年3月17日
000028 3000187985 魚民 675-0124 加古川市別府町緑町３番地Ｂ棟１階 794366088 その他の食料・飲料販売業 一般 株式会社モンテローザフーズ 代表取締役 大神 輝博 160-0021 東京都新宿区歌舞伎町一丁目２１番１号 422368888 東播(加健)第483-907 令和4年3月17日
000028 3000187986 居楽屋　千年の宴 675-0065 加古川市加古川町篠原町字ミツ升３０－１０ＪＲ加古川駅西ＮＫビル　１階 794215988 その他の食料・飲料販売業 一般 株式会社モンテローザフーズ 代表取締役 大神 輝博 160-0021 東京都新宿区歌舞伎町一丁目２１番１号 422368888 東播(加健)第483-908 令和4年3月17日
000028 3000187992 山口青果株式会社 675-0016 加古川市野口町長砂７０７番地 794232628 野菜果物販売業 一般 山口青果株式会社 代表取締役 山口 正行 673-0044 兵庫県明石市藤江２０２９番地の１ 794232628 東播(加健)第483-909 令和4年3月17日
000028 3000188051 特別養護老人ホ－ム  フェニックス加古川ケアセンタ－ 675-0054 加古川市米田町平津３８４－１６ 794321555 集団給食（４）その他 集団給食 社会福祉法人和光福祉会 理事長 平井 昭博 651-2105 兵庫県神戸市西区伊川谷町上脇字平山９５２番１ 789780753 東播(加健)第483-911 令和4年3月22日
000028 3000188062 北野新田 675-0011 加古川市野口町北野９３５－１０ 794232764 野菜果物販売業 一般 吉岡 保 東播(加健)第483-912 令和4年3月23日
000028 3000188089 ＣＯＯＫＩＥＳ　すまいる（カフェスペース） 675-0111 加古川市平岡町二俣字旭７６２番地２ 794515021 その他の食料・飲料販売業 一般 特定非営利活動法人ＣＯＯＫＩＥＳすまいる 理事 須藤 美知子 675-0111 兵庫県加古川市平岡町二俣字旭７６２番地２ 794515021 東播(加健)第483-910 令和4年3月18日
000028 3000188108 新興酒店 675-0063 加古川市加古川町平野１１０－７ 794222573 その他の食料・飲料販売業 一般 髙見 洋子 東播(加健)第483-914 令和4年3月24日
000028 3000188121 ジェリーズポップコーン加古川 675-0011 加古川市野口町北野１２１０－２３ その他の食料品製造・加工業 一般 株式会社パルプンテ 代表取締役 浦上 志のぶ 675-0011 兵庫県加古川市野口町北野１２１０－２３ 東播(加健)第483-915 令和4年3月25日
000028 3000188149 医療法人社団せいわ会たずみ病院 675-0022 加古川市尾上町口里７９０番地の６６ 794562252 集団給食（２）病院・診療所 集団給食 医療法人社団せいわ会たずみ病院 理事長 小林 良平 675-0022 兵庫県加古川市尾上町口里７９０番地の６６ 794562252 東播(加健)第483-916 令和4年3月28日
000028 3000188191 Ｃａｆｅ　はすのは　ＣＯＯＫＩＥＳすまいる 675-0115 加古川市平岡町一色７９７－２９５東加古川公民館 794377777 その他の食料・飲料販売業 一般 特定非営利活動法人ＣＯＯＫＩＥＳすまいる 理事 須藤 美知子 675-0111 兵庫県加古川市平岡町二俣字旭７６２番地２ 794515021 東播(加健)第483-913 令和4年3月23日
000028 3000188287 ベリ－ファ－ム　うえむら 675-1217 加古川市上荘町薬栗字中山田８３８ 農産保存食料品製造・加工業 一般 上村 隆宏 東播(加健)第483-918 令和4年3月30日
000028 3000188291 アルペジオカフェ 675-0009 加古川市神野町西条１３１０－１ 794975822 コーヒー（飲料を除く）製造・加工業 一般 川﨑 誠司 東播(加健)第483-917 令和4年3月29日
000028 3000188312 スーパーマルハチ　東加古川店 675-0111 加古川市平岡町二俣６５９－１ 794270808 百貨店、総合スーパー 一般 株式会社マルハチ 代表取締役 栗花 正雄 651-0064 兵庫県神戸市中央区大日通一丁目２番１８号 782320839 東播(加健)第483-919 令和4年3月31日
000028 3000188373 なか卯加古川店 675-0016 加古川市野口町長砂字三明１０１１－１ 794567876 その他の食料・飲料販売業 一般 株式会社なか卯 代表取締役 向山 陽 108-0075 東京都港区港南二丁目１８番１号 368338820 東播(加健)第465-3 令和4年4月5日
000028 3000188374 サンマルクカフェ　ニッケパークタウン加古川 675-0066 加古川市加古川町寺家町１７３－１ 794534309 その他の食料・飲料販売業 一般 株式会社サンマルクカフェ 代表取締役 鎌田 滋之 700-0952 岡山県岡山市北区平田１７３番地１０４ 862375309 東播(加健)第465-4 令和4年4月5日
000028 3000188376 スギドラッグ　加古川野口店 675-0013 加古川市野口町二屋３４８番地の１ 794516631 百貨店、総合スーパー 一般 株式会社スギ薬局 代表取締役 榊原 栄一 446-0056 愛知県安城市三河安城町一丁目８番地４ 562452720 東播(加健)第465-5 令和4年4月5日
000028 3000188378 高砂市斎場 676-0025 高砂市西畑４丁目１５－２２ 794430093 コップ式自動販売機（自動洗浄・屋内設置） 自動販売機 ヨシムラコーヒー株式会社 代表取締役 吉村 昌義 658-0082 兵庫県神戸市東灘区魚崎北町１丁目８番２９号 784517081 東播(加健)第465-2 令和4年4月5日
000028 3000188380 ウエルシア加古稲美店 675-1105 加古郡稲美町加古１８２０番の１ 794965711 百貨店、総合スーパー 一般 ウエルシア薬局株式会社 代表取締役 松本 忠久 101-0021 東京都千代田区外神田２丁目２番１５号 352095677 東播(加健)第465-1 令和4年4月5日
000028 3000188395 イソガミ　餃子　ＳＴＡＴＩＯＮ 675-0012 加古川市野口町野口１７－２ 794258557 自動販売機（要届出のコップ式自動販売機及び要許可を除く） 自動販売機 龍鳳食品株式会社 代表取締役 大里 仁志 531-0071 大阪府大阪市北区中津３丁目３番３５号 663758787 東播(加健)第465-6 令和4年4月7日
000028 3000188412 モナコ別府 675-0123 加古川市別府町朝日町９ 794378848 コップ式自動販売機（自動洗浄・屋内設置） 自動販売機 ト－ヨ－ベンディング株式会社 代表取締役 大久保 智司 452-0839 愛知県名古屋市西区見寄町１６７番地 525411771 東播(加健)第465-7 令和4年4月8日
000028 3000188440 ＪＰＧＳ高砂火力発電所　サービスビル喫茶 676-0074 高砂市梅井６－４－１ 794476050 その他の食料・飲料販売業 一般 株式会社Ｊ－ＰＯＷＥＲビジネスサービス 代表取締役 河谷 眞一 104-0045 東京都中央区築地四丁目６番４号 342132019 東播(加健)第465-8 令和4年4月11日
000028 3000188575 餃子工房　東東　高砂店 676-0805 高砂市米田町米田２５８－３ その他の食料・飲料販売業 一般 やき笑フ－ドサ－ビス株式会社 代表取締役 中作 晃祐 675-0122 兵庫県加古川市別府町別府７０５番地の１ 794360022 東播(加健)第465-11 令和4年4月20日
000028 3000188580 宗教法人天理教　加古大教会  ２Ｆ休憩室（ＣＣＢＪＩ受託） 675-1116 加古郡稲美町蛸草１１１４－１ コップ式自動販売機（自動洗浄・屋内設置） 自動販売機 株式会社アペックス西日本 代表取締役 森 吉平 550-0015 大阪府大阪市西区南堀江四丁目２５番２４号 794233522 東播(加健)第465-10 令和4年4月20日
000028 3000188601 志友館 676-0082 高砂市曽根町２２７６番地 794517714 集団給食（３）事業所 集団給食 株式会社ソネック 代表取締役 福島 孝一 676-0082 兵庫県高砂市曽根町２２５７番地の１ 794471551 東播(加健)第465-012 令和4年4月21日
000028 3000188687 Ｂａｋｅｒｙ　Ｐｕｆｆｉｎ 675-0024 加古川市尾上町長田５１７－１０５ 乳類販売業 一般 泉 久美子 東播(加健)第465-13 令和4年4月25日
000028 3000188756 ぴーかぶー保育園 675-0101 加古川市平岡町新在家７１６－３９ 794418472 集団給食（４）その他 集団給食 株式会社朝凪 代表取締役 長岡 愛美 675-0061 兵庫県加古川市加古川町大野１１６５番地の１ 794391030 東播(加健)第465-14 令和4年4月28日
000028 3000188810 高砂漁業協同組合　荒井支所 676-0008 高砂市荒井町新浜１丁目１７５０番地 794427464 魚介類販売業 一般 高砂漁業協同組合 代表理事 河村 英一 676-0033 兵庫県高砂市高砂町材木町１１９８ 794420278 東播(加健)第465-017 令和4年5月2日
000028 3000188826 有限会社ネオ・ニッセイ 675-0021 加古川市尾上町安田２８４番地の１５ 794521000 農産保存食料品製造・加工業 一般 有限会社ネオ・ニッセイ 代表取締役 石田 重德 675-0021 兵庫県加古川市尾上町安田２８４番地の１５ 794521000 東播(加健)第465-16 令和4年4月28日
000028 3000188828 株式会社たかみくらファーム 675-0332 加古川市志方町横大路３８１番地の１ 794521000 農産保存食料品製造・加工業 一般 株式会社たかみくらファーム 代表取締役 石田 重徳 675-0332 兵庫県加古川市志方町横大路３８１番地の１ 794521000 東播(加健)第465-15 令和4年4月28日
000028 3000188933 堀市 675-0016 加古川市野口町長砂７０７加古川公設市場 794242305 魚介類販売業 一般 株式会社堀市 代表取締役 𠮷田 和史 675-0016 兵庫県加古川市野口町長砂７０７番地 794242305 東播(加健)第465-018 令和4年5月11日
000028 3000189009 サイゼリヤ　加古川ニッケパークタウン店 675-0066 加古川市加古川町寺家町１７３－１ニッケパークタウン東館１Ｆ 794566078 その他の食料・飲料販売業 一般 株式会社サイゼリヤ 代表取締役 正垣 泰彦 342-0008 埼玉県吉川市旭２－５ 489919611 東播(加健)第465-20 令和4年5月13日
000028 3000189049 株式会社創伸 675-0053 加古川市米田町船頭５１４番地の３２ 794312989 通信販売・訪問販売による販売業 一般 株式会社創伸 代表取締役 桐岡 伸治 675-0053 兵庫県加古川市米田町船頭５１４番地の３２ 794312989 東播(加健)第465-24 令和4年5月18日
000028 3000189051 神戸井相田牧場 675-1212 加古川市上荘町井ノ口594番地 794281689 食肉販売業 一般 株式会社神戸井相田牧場 代表取締役 井相田 弘幸 675-1212 兵庫県加古川市上荘町井ノ口594番地 794281689 東播(加健)第465-21 令和4年5月16日
000028 3000189052 キッチンスタジオ　マーノ 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く。) 794252008 その他の食料・飲料販売業 自動車 古賀 亮介 東播(加健)第465-23 令和4年5月18日
000028 3000189092 大村　拓也 675-1103 加古郡稲美町野谷２１６－４ 794955322 農産保存食料品製造・加工業 一般 株式会社ビッグママ 代表取締役 大村 拓也 675-1103 兵庫県加古郡稲美町野谷２１６番地の４ 794955322 東播(加健)第465-2 令和4年5月17日
000028 3000189137 アメリカンスタイルレストラン　ＨＥＲＯＥＳ 000-0000 県下一円（ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く。） 弁当販売業 露店 株式会社ＷＩＬＬＨＯＵＳＥ 代表取締役 白矢 公一 675-1201 兵庫県加古川市八幡町宗佐１１０３番地１ 794517636 東播(加健)第465-25 令和4年5月24日
000028 3000189196 エーム７４４店 675-1201 加古川市八幡町宗佐５４４ 794516150 その他の食料・飲料販売業 一般 エームサービス株式会社 代表取締役 小谷 周 107-0052 東京都港区赤坂二丁目２３番１号 362347500 東播(加健)第465-26 令和4年5月26日
000028 3000189229 Ｎａｔｕｒｅ　Ｌｅａｆ 675-0016 加古川市野口町長砂９９８日光ハイツ加古川壱番館２０３ 製茶業 一般 松本 悦子 東播(加健)第465-28 令和4年5月30日
000028 3000189239 イヤシロチ 675-1113 加古郡稲美町岡５６３ その他の食料品製造・加工業 一般 松村 芳樹 東播(加健)第465-27 令和4年5月26日
000028 3000189274 ＭＩＮＯＲＩ　ＶＮ－ＪＰ食品 675-0009 加古川市神野町西条５４４－１ 794386069 その他の食料・飲料販売業 一般 川崎 勇 東播(加健)第465-32 令和4年6月1日
000028 3000189276 ＦＩＴ３６５イオン加古川 675-0101 加古川市平岡町新在家６１５－１ＦＩＴ３６５イオン加古川 570030365 自動販売機（要届出のコップ式自動販売機及び要許可を除く） 自動販売機 株式会社ヤマウチ 代表取締役 岡本 将 761-8057 香川県高松市田村町３９７ 878676868 東播(加健)第465-33 令和4年6月1日
000028 3000189320 餃子の雪松　加古川店 675-0105 加古川市平岡町つつじ野２－７ その他の食料・飲料販売業 一般 株式会社ＹＥＳ 代表取締役 長谷川 保 185-0005 東京都国分寺市並木町二丁目２３番地５美創空間 422077488 東播(加健)第465-35 令和4年6月6日
000028 3000189322 スターバックスコーヒー兵庫播磨店 675-0147 加古郡播磨町南大中３－３－３０ 794417271 その他の食料・飲料販売業 一般 スターバックスコーヒージャパン株式会社 代表取締役 水口 貴文 141-0021 東京都品川区上大崎二丁目２５番２号 357455510 東播(加健)第465-36 令和4年6月6日
000028 3000189326 サイゼリヤ加古川野口店 675-0012 加古川市野口町野口１７２－１ 794545360 その他の食料・飲料販売業 一般 株式会社サイゼリヤ 代表取締役 正垣 泰彦 342-0008 埼玉県吉川市旭２－５ 489919611 東播(加健)第465-30 令和4年5月31日
000028 3000189328 グリーン・グルメ 675-0065 加古川市加古川町篠原町２１－８　Ｂ１ 794273743 弁当販売業 一般 株式会社ロック・フィールド 代表取締役 古塚 孝志 658-0024 兵庫県神戸市東灘区魚崎浜町１５番地２ 784352800 東播(加健)第465-29 令和4年5月31日
000028 3000189351 くしや　もつや　ぶっちぎり 676-0022 高砂市高砂町浜田町２－２－５ 794435757 その他の食料品製造・加工業 一般 有限会社文明樓 代表取締役 入江 昭輔 676-0025 兵庫県高砂市西畑二丁目１１番１１号 794421371 東播(加健)第465-37 令和4年6月7日
000028 3000189356 文明堂　工場直売店 675-1112 加古郡稲美町六分一１３６２－５５ 794955600 その他の食料・飲料販売業 一般 株式会社文明堂神戸店 代表取締役 片山 智絵 652-0036 兵庫県神戸市兵庫区福原町３番２号 785750010 東播(加健)第465-34 令和4年6月3日
000028 3000189360 グリーン企画 675-1121 加古郡稲美町北山１１３０－１ 農産保存食料品製造・加工業 一般 岸本 正 東播(加健)第465-38 令和4年6月8日
000028 3000189371 (株)大真空　第二工場 675-0101 加古川市平岡町新在家１３５５－１ 794263211 コップ式自動販売機（自動洗浄・屋内設置） 自動販売機 サントリービバレッジソリューション株式会社 代表取締役 及川 剛 160-0023 東京都新宿区西新宿八丁目１７番１号 363040501 東播(加健)第465-40 令和4年6月8日
000028 3000189372 (株)大真空　本社 675-0101 加古川市平岡町新在家１３８９ 794263211 コップ式自動販売機（自動洗浄・屋内設置） 自動販売機 サントリービバレッジソリューション株式会社 代表取締役 及川 剛 160-0023 東京都新宿区西新宿八丁目１７番１号 363040501 東播(加健)第465-39 令和4年6月8日
000028 3000189395 田中米穀店 676-0822 高砂市阿弥陀町魚橋１７５０－１ 794471054 米穀類販売業 一般 田中 秀樹 東播(加健)第465-43 令和4年6月9日
000028 3000189407 世界の美女 676-0065 高砂市高砂町細工町１３５１ＹＭコーポ１０１号 野菜果物販売業 一般 森田 仁美 東播(加健)第465-42 令和4年6月8日
000028 3000189408 アニマルライフ 675-1105 加古郡稲美町加古３９３６－５ その他の食料品製造・加工業 一般 福田 純也 東播(加健)第465-44 令和4年6月9日
000028 3000189418 Ｈａｎｄｍａｄｅ＆隠れ家カフェ結 675-0066 加古川市加古川町寺家町３４２－１４ コーヒー（飲料を除く）製造・加工業 一般 株式会社アシストワン 代表取締役 中嶋 まゆみ 675-1202 兵庫県加古川市八幡町野村６９３番地の３ 794562018 東播(加健)第465-41 令和4年6月8日
000028 3000189423 印南米穀株式会社 675-0054 加古川市米田町平津４９１番地の２ 794323610 米穀類販売業 一般 印南米穀株式会社 代表取締役 横山 豊 675-0054 兵庫県加古川市米田町平津４９１番地の２ 794323610 東播(加健)第465-045 令和4年6月10日
000028 3000189451 生活協同組合コープこうべ　コープ神吉店 675-0057 加古川市東神吉町神吉８８１－１ 794323135 自動販売機（要届出のコップ式自動販売機及び要許可を除く） 自動販売機 山陽イシダ株式会社 代表取締役 北村 晋吾 701-1152 岡山県岡山市北区津高３２５番地１ 862558765 東播(加健)第465-46 令和4年6月14日
000028 3000189461 ゴダイドラッグ神野店 675-0008 加古川市新神野５丁目８－６ 794305251 百貨店、総合スーパー 一般 ゴダイ株式会社 代表取締役 浦上 晃之 670-0921 兵庫県姫路市綿町１０４番地スクエアビル２Ｆ 792230303 東播(加健)第465-47 令和4年6月14日
000028 3000189509 山崎米穀店 675-0037 加古川市加古川町本町９０－８ 794225032 米穀類販売業 一般 山崎 亮二 東播(加健)第465-49 令和4年6月20日
000028 3000189572 ダイハツ土山店 675-0104 加古川市平岡町土山８９６－１ コップ式自動販売機（自動洗浄・屋内設置）自動販売機サントリービバレッジソリューション株式会社代表取締役 及川 剛 160-0023 東京都新宿区西新宿八丁目１７番１号 363040501 東播(加健)第465-50 令和4年6月23日
000028 3000189573 兵庫ダイハツ販売(株)高砂店 675-0054 加古川市米田町平津７０１－１ コップ式自動販売機（自動洗浄・屋内設置）自動販売機サントリービバレッジソリューション株式会社代表取締役 及川 剛 160-0023 東京都新宿区西新宿八丁目１７番１号 363040501 東播(加健)第465-51 令和4年6月23日
000028 3000189585 Ｆａｒｍ　Ｆａｍｉｌｙ　Ｋｉｔｃｈｅｎ 676-0806 高砂市米田町塩市１８２番地の３ 製茶業 一般 一般社団法人Ｐｒｏｔａｇｏｎｉｓｔａ 代表理事 村松 眞由佳 676-0806 兵庫県高砂市米田町塩市１８２番地の３ 東播(加健)第465-52 令和4年6月23日
000028 3000189599 株式会社喜多商店 675-0016 加古川市野口町長砂８２３－１ 794226981 その他の食料・飲料販売業 一般 株式会社喜多商店 代表取締役 喜多 美雄 675-0016 兵庫県加古川市野口町長砂８２３番地の１ 794226981 東播(加健)第465-48 令和4年6月17日
000028 3000189607 丸大青果株式会社 675-0016 加古川市野口町長砂５８８ 794250875 野菜果物販売業 一般 丸大青果株式会社 代表取締役 茨木 敬之介 673-0044 兵庫県明石市藤江２０２９番地の１ 794250875 東播(加健)第447-86 令和4年6月27日
000028 3000189648 セブン－イレブン高砂西浜南店 671-0123 高砂市北浜町西浜１２０８－１００ 792541777 コンビニエンスストア 一般 株式会社セブン－イレブン・ジャパン 代表取締役 永松 文彦 102-0084 東京都千代田区二番町８番地８ 362383711 東播(加健)第465-53 令和4年6月28日
000028 3000189650 有限会社　モンテ・ジョイ・フーズ 675-0117 加古川市平岡町一色西２－２０４－１０４ 794518781 その他の食料品製造・加工業 一般 有限会社モンテ・ジョイ・フーズ 代表取締役 小山 幸夫 653-0038 兵庫県神戸市長田区若松町二丁目２番９号 786218266 東播(加健)第465-54 令和4年6月28日
000028 3000189705 コッペパンサンド専門　母とむすめ 675-0332 加古川市志方町横大路１９４ 食肉販売業 一般 山本 千代香 東播(加健)第465-56 令和4年7月5日
000028 3000189706 三愛オブリテック 676-0008 高砂市荒井町新浜２－１６－１４ 794431031 自動販売機（要届出のコップ式自動販売機及び要許可を除く） 自動販売機 関西キリンビバレッジサービス株式会社 代表取締役 尾崎 靖幸 530-0011 大阪府大阪市北区大深町４番２０号 677309206 東播(加健)第465-57 令和4年7月5日
000028 3000189716 圭佑屋　栄商店 675-0066 加古川市その他県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く。)魚介類販売業 露店 澤本 徹司 東播(加健)第465-55 令和4年7月5日
000028 3000189732 パン工房　フール　フール 675-0101 加古川市平岡町新在家１５９５－１２－１０２ 794222737 乳類販売業 一般 小林 資征 東播(加健)第465-58 令和4年7月5日
000028 3000189793 安友　千津子 676-0827 高砂市阿弥陀町阿弥陀１１８８－６ その他の食料品製造・加工業 一般 安友 千津子 東播(加健)第465-59 令和4年7月12日
000028 3000189818 Récré 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く。)その他の食料・飲料販売業 露店 増田 裕介 東播(加健)第465-60 令和4年7月12日
000028 3000189839 トロワフラッシュ 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く。)その他の食料・飲料販売業 露店 西平 誠 東播(加健)第465-61 令和4年7月13日
000028 3000189868 ＥＲＭＩＮＥ　ＣＯＦＦＥＥ 675-0104 加古川市平岡町土山５９２－６ コーヒー（飲料を除く）製造・加工業一般 野呂 雅和 東播(加健)第465-62 令和4年7月25日
000028 3000189895 タリーズコーヒー　加古川中央市民病院店 675-0037 加古川市加古川町本町４３９番地加古川中央市民病院　病院棟１階 その他の食料・飲料販売業 一般 株式会社圓陣 代表取締役 井上 貴博 675-0027 兵庫県加古川市尾上町今福４６２番地の１ 794271781 東播(加健)第465-63 令和4年7月19日
000028 3000189908 株式会社寺畜 675-0321 加古川市志方町志方町５３０－１ 794524153 食肉販売業 一般 株式会社寺畜 代表取締役 寺鼻 伸治 675-0047 兵庫県加古川市西神吉町鼎１番地の１ 794341129 東播(加健)第465-66 令和4年7月20日
000028 3000189909 ＫＯＭＡＴＳＵ 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く。)野菜果物販売業 露店 小松 泉 東播(加健)第465-64 令和4年7月19日
000028 3000189926 シスメックス(株)アイスクエア 675-0019 加古川市野口町水足２６２－１１ コップ式自動販売機（自動洗浄・屋内設置）自動販売機サントリービバレッジソリューション株式会社代表取締役 及川 剛 160-0023 東京都新宿区西新宿八丁目１７番１号 363040501 東播(加健)第465-67 令和4年7月20日
000028 3000189965 ウェルシア水足店 675-0019 加古川市野口町水足６６０－１ 乳類販売業 自動販売機サントリービバレッジソリューション株式会社代表取締役 及川 剛 160-0023 東京都新宿区西新宿八丁目１７番１号 363040501 東播(加健)第465-68 令和4年7月20日
000028 3000189988 ａｕショップ　宝殿店　店内（ＣＣＢＪＩ受託） 676-0807 高砂市米田町島７２－３ コップ式自動販売機（自動洗浄・屋内設置） 自動販売機 株式会社アペックス西日本 代表取締役 森 吉平 550-0015 大阪府大阪市西区南堀江四丁目２５番２４号 794233522 東播(加健)第465-70 令和4年7月25日
000028 3000190006 オフィスグリコ冷凍冷蔵庫２８４６３１ 675-0162 加古郡播磨町二子６６２－１ヴェラジオ１Ｆ その他の食料・飲料販売業 自動販売機 グリコチャネルクリエイト株式会社 代表取締役 西村 浩一 555-0021 大阪府大阪市西淀川区歌島４丁目６番５号 東播(加健)第465-69 令和4年7月25日
000028 3000190060 オフィスグリコ冷凍冷蔵庫２８４２１２ 675-0104 加古川市平岡町土山３９０－１加古川北畑郵便局２Ｆ その他の食料・飲料販売業 自動販売機 グリコチャネルクリエイト株式会社 代表取締役 西村 浩一 555-0021 大阪府大阪市西淀川区歌島４丁目６－５ 東播(加健)第465-71 令和4年7月25日
000028 3000190070 株式会社町おこしエネルギー 675-0101 加古川市平岡町新在家１３７９－１ 食肉販売業 一般 株式会社町おこしエネルギー 代表取締役 沼田 昭二 675-0101 兵庫県加古川市平岡町新在家１３７９－１ 794245811 東播(加健)第465-72 令和4年7月25日
000028 3000190171 １２３ｃａｆｅ 675-0066 加古川市、その他県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く。) 弁当販売業 露店 株式会社アイバンズ 代表取締役 相場 勇樹 675-1114 兵庫県加古郡稲美町国安４丁目５９番地 794392513 東播(加健)第465-74 令和4年8月5日
000028 3000190179 頂キムチ 675-0066 加古川市、その他県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く。)その他の食料・飲料販売業 露店 沖島 了太 東播(加健)第465-75 令和4年8月5日
000028 3000190223 Ｓｏｕｐ　Ｄｅｌｉ　ｅｉｎｏ 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く。)野菜果物販売業 露店 足立 洋平 東播(加健)第465-077 令和4年8月9日
000028 3000190245 オフィスグリコ冷凍冷蔵庫285730 675-0101 加古川市尾上町養田７２６－４おひさまの家尾上の松１Ｆ その他の食料・飲料販売業 一般 グリコチャネルクリエイト株式会社 西村 浩一 555-0021 大阪府大阪市西淀川区歌島４丁目６－５ 東播(加健)第465-79 令和4年8月10日
000028 3000190246 オフィスグリコ冷凍冷蔵庫285768 675-0148 加古郡播磨町北古田１－１２兵神ファーム１Ｆ その他の食料・飲料販売業 一般 グリコチャネルクリエイト株式会社 西村 浩一 555-0021 大阪府大阪市西淀川区歌島４丁目６－５ 東播(加健)第465-80 令和4年8月10日



000028 3000190247 オフィスグリコ冷凍冷蔵庫285729 675-0027 加古川市尾上町今福３４６－１ぬくもりの家加古川南１Ｆ その他の食料・飲料販売業 一般 グリコチャネルクリエイト株式会社 西村 浩一 555-0021 大阪府大阪市西淀川区歌島４丁目６－５ 東播(加健)第465-81 令和4年8月10日
000028 3000190248 オフィスグリコ冷凍冷蔵庫285728 675-0101 加古川市平岡町土山６９９－７ぬくもりの家加古川東１Ｆ その他の食料・飲料販売業 一般 グリコチャネルクリエイト株式会社 西村 浩一 555-0021 大阪府大阪市西淀川区歌島４丁目６－５ 東播(加健)第465-82 令和4年8月10日
000028 3000190249 オフィスグリコ冷凍冷蔵庫285822 675-0054 加古川市米田町平津上新田６５８－１姫路三菱自動車　加古川店１Ｆ その他の食料・飲料販売業 一般 グリコチャネルクリエイト株式会社 西村 浩一 555-0021 大阪府大阪市西淀川区歌島４丁目６－５ 東播(加健)第465-83 令和4年8月10日
000028 3000190250 オフィスグリコ冷凍冷蔵庫285700 675-0155 加古郡播磨町新島８川崎重工１Ｆ その他の食料・飲料販売業 一般 グリコチャネルクリエイト株式会社 西村 浩一 555-0021 大阪府大阪市西淀川区歌島４丁目６－５ 東播(加健)第465-78 令和4年8月10日
000028 3000190289 株式会社グルメサービス 675-0016 加古川市野口町長砂７９９ 794221200 その他の食料品製造・加工業 一般 株式会社グルメサービス 代表取締役 西川 廣 675-0016 兵庫県加古川市野口町長砂７９９ 794221200 東播(加健)第465-76 令和4年8月5日
000028 3000190349 ＳＥＡ　ＲＡＢＢＩＴ 669-2402 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く。)、明石市及び西宮市を除く。)その他の食料・飲料販売業 露店 上田 篤 東播(加健)第465-85 令和4年8月19日
000028 3000190375 甘味処　鎌倉　神戸北野異人館店 675-0124 加古川市別府町緑町２番地 794353161 その他の食料・飲料販売業 一般 平松 雄輔 東播(加健)第465-84 令和4年8月19日
000028 3000190382 高砂海浜公園 676-0031 高砂市高砂町向島町 その他の食料・飲料販売業 一般 株式会社ＭＥリゾ－ト播磨 代表取締役 正垣 努 679-3125 兵庫県神崎郡神河町上小田８８１番地１４６ 東播(加健)第465-86 令和4年8月23日
000028 3000190387 Ｋｏｔｏｂｕｋｉ焙煎 675-0023 加古川市尾上町池田８３０－１５２ コーヒー（飲料を除く）製造・加工業一般 田村 寿之 東播(加健)第465-87 令和4年8月23日
000028 3000190402 有限会社照丸 675-0321 加古川市志方町志方町５３３ 食肉販売業 一般 有限会社照丸 代表取締役 上田 照典 675-0321 兵庫県加古川市志方町志方町１１８５ 794520303 東播(加健)第465-88 令和4年8月24日
000028 3000190419 セブン－イレブン加古川駅前店 675-0064 加古川市加古川町溝之口７００ 794200951 その他の食料・飲料販売業 一般 株式会社ジェイアール西日本デイリーサービスネット 代表取締役 中西 豊 661-0976 兵庫県尼崎市潮江一丁目２番１２号 649609819 東播(加健)第465-73 令和4年8月2日
000028 3000190451 オフィスグリコ冷凍冷蔵庫２８６９６３ 676-0008 高砂市荒井町新浜２－１－１　三菱重工業４Ｆ その他の食料・飲料販売業 一般 グリコチャネルクリエイト株式会社 代表取締役 西村 浩一 555-0021 大阪府大阪市西淀川区歌島４丁目６－５ 東播(加健)第465-89 令和4年8月26日
000028 3000190503 Ｍサンド 675-0066 加古川市、その他県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く。)弁当販売業 露店 大浦 健史 東播(加健)第465-91 令和4年8月31日
000028 3000190577 Ｐｅｔｉｔｅ　Ｊａｍ 675-0017 加古川市野口町良野１７６２番地 794548835 集団給食（４）その他 集団給食 株式会社ＪａｍＨｏｍｅエステート 代表取締役 三好 順子 675-0017 兵庫県加古川市野口町良野４１４－１ 794238835 東播(加健)第465-94 令和4年9月6日
000028 3000190582 印南米穀株式会社 675-0054 加古川市米田町平津４９１－２ 794323610 米穀類販売業 一般 印南米穀株式会社 代表取締役 横山 豊 675-0054 兵庫県加古川市米田町平津４９１－２ 794323610 東播(加健)第465-93 令和4年9月2日
000028 3000190608 茶坊紅福 675-0124 加古川市別府町緑町２ その他の食料・飲料販売業 露店 合同会社河洛 代表社員 杉本 恭佑 675-2334 兵庫県加西市福住町１０８７番地 東播(加健)第465-92 令和4年9月2日
000028 3000190610 藤田　和之 675-1114 加古郡稲美町国安５９ 794923701 農産保存食料品製造・加工業 一般 藤田 和之 東播(加健)第465-95 令和4年9月8日
000028 3000190619 市ノ池公園　相談所内 676-0828 高砂市阿弥陀町地徳３０１番地 794468096 自動販売機（要届出のコップ式自動販売機及び要許可を除く） 自動販売機 江崎グリコ株式会社 代表取締役 江崎 勝久 555-0021 大阪府大阪市西淀川区歌島４丁目６－５ 664778352 東播(加健)第465-96 令和4年9月8日
000028 3000190634 オフィスグリコ冷凍冷蔵庫２８７６０３ 676-0008 高砂市荒井町新浜２－２－１サントリープロダクツ高砂工場１Ｆ その他の食料・飲料販売業 一般 グリコチャネルクリエイト株式会社 代表取締役 西村 浩一 555-0021 大阪府大阪市西淀川区歌島４丁目６－５ 東播(加健)第465-98 令和4年9月9日
000028 3000190642 望海公園 675-0163 加古郡播磨町古宮１０２－９ 789158000 自動販売機（要届出のコップ式自動販売機及び要許可を除く） 自動販売機 江崎グリコ株式会社 代表取締役 江崎 勝久 555-0021 大阪府大阪市西淀川区歌島４丁目６－５ 664778352 東播(加健)第465-99 令和4年9月12日
000028 3000190645 マックスポーツ加古川 675-0035 加古川市加古川町友沢４３５－１ 794227800 自動販売機（要届出のコップ式自動販売機及び要許可を除く） 自動販売機 江崎グリコ株式会社 代表取締役 江崎 勝久 555-0021 大阪府大阪市西淀川区歌島４丁目６－５ 664778352 東播(加健)第465-100 令和4年9月12日
000028 3000190648 味な大富 675-0066 加古川市、その他県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く。)弁当販売業 露店 大石 修児 東播(加健)第465-97 令和4年9月9日
000028 3000190701 ＪＲ加古川駅 675-0065 加古川市加古川町篠原町３０－１ 570002486 乳類販売業 自動販売機 兵庫ヤクルト販売株式会社 代表取締役 阿部 恭大 651-2122 兵庫県神戸市西区玉津町高津橋１３７番地の１ 789128960 東播(加健)第465-101 令和4年9月15日
000028 3000190731 スターバックスコーヒー　高砂小松原店676-0011 高砂市荒井町小松原４丁目１００５番 その他の食料・飲料販売業 一般 スターバックスコーヒージャパン株式会社代表取締役 水口 貴文 141-0021 東京都品川区上大崎二丁目２５番２号 357455510 東播(加健)第465-102 令和4年9月16日
000028 3000190777 川重サービス株式会社　播磨支店 675-0155 加古郡播磨町新島８番地 794356775 その他の食料・飲料販売業 一般 川重サービス株式会社 代表取締役 岡本 望 673-0014 兵庫県明石市川崎町１番地 789220444 東播(加健)第465-103 令和4年9月21日
000028 3000190868 オフィスグリコ冷凍冷蔵庫２８８０２５ 675-0044 加古川市西神吉町大国１１６－１まんてん加古川３Ｆ その他の食料・飲料販売業 一般 グリコチャネルクリエイト株式会社 代表取締役 西村 浩一 555-0021 大阪府大阪市西淀川区歌島４丁目６－５ 東播(加健)第465-104 令和4年9月28日
000028 3000190869 オフィスグリコ冷凍冷蔵庫２８７８７５ 676-0027 高砂市高砂町宮前町１－８　カネカ高砂工業所１Ｆ その他の食料・飲料販売業 一般 グリコチャネルクリエイト株式会社 代表取締役 西村 浩一 555-0021 大阪府大阪市西淀川区歌島４丁目６－５ 東播(加健)第465-105 令和4年9月28日
000028 3000190888 オフィスグリコ冷凍冷蔵庫８４９７４ 675-0150 加古郡播磨町南野添３－６－６ＪＡ兵庫南播磨支店２Ｆ その他の食料・飲料販売業 一般 グリコチャネルクリエイト株式会社 代表取締役 西村 浩一 555-0021 大阪府大阪市西淀川区歌島４丁目６－５ 東播(加健)第465-106 令和4年9月29日
000028 3000190890 オフィスグリコ冷凍冷蔵庫２８７５６４ 675-0137 加古川市金沢町７神鋼内関西熱化学（神戸製鋼所内）２Ｆ その他の食料・飲料販売業 一般 グリコチャネルクリエイト株式会社 代表取締役 西村 浩一 555-0021 大阪府大阪市西淀川区歌島４丁目６－５ 東播(加健)第465-107 令和4年9月29日
000028 3000190892 オフィスグリコ冷凍冷蔵庫８６１５９ 675-0124 加古川市別府町緑町２３ﾄﾖﾀﾚﾝﾀﾘｰｽ兵庫別府店１Ｆ その他の食料・飲料販売業 一般 グリコチャネルクリエイト株式会社 代表取締役 西村 浩一 555-0021 大阪府大阪市西淀川区歌島４丁目６－５ 東播(加健)第465-108 令和4年9月29日
000028 3000190922 ｍａ　ｅｋｋａ 675-0066 加古川市、その他県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く。)その他の食料・飲料販売業 露店 笠井 俊吾 東播(加健)第465-111 令和4年9月30日
000028 3000190953 大濵海苔店 675-0023 加古川市尾上町池田８３－１－１０１ 794547557 魚介類販売業 一般 株式会社大濵海苔店 代表取締役 大濵 只佳 675-0023 兵庫県加古川市尾上町池田８３番地の１ 794547557 東播(加健)第465-110 令和4年9月29日
000028 3000190971 ヘアソウル　ＫＩＺＵＮＡ 676-0805 高砂市米田町米田９１－２ 794338188 その他の食料品製造・加工業 一般 井上 史子 東播(加健)第465-114 令和4年10月5日
000028 3000191035 播磨珈琲焙煎所 675-0064 加古川市加古川町溝之口７６４ コーヒー（飲料を除く）製造・加工業一般 濱田 大輝 東播(加健)第465-112 令和4年10月3日
000028 3000191040 ＴＡＮＴＯ屋 675-0017 加古川市野口町良野１７５９ 794542332 その他の食料品製造・加工業 一般 杉浦 史一 東播(加健)第465-109 令和4年9月29日
000028 3000191042 高松製麺 675-1235 加古川市平荘町小畑９４４ その他の食料品製造・加工業 一般 高松 弦 東播(加健)第465-115 令和4年10月6日
000028 3000191088 株式会社しまだ村 675-0162 加古郡播磨町二子２６９－５ 789490355 農産保存食料品製造・加工業 一般 株式会社しまだ村 代表取締役 駒川 翔一 675-0162 兵庫県加古郡播磨町二子２６９－５ 789490355 東播(加健)第465-116 令和4年10月11日
000028 3000191098 立正学園 675-1202 加古川市八幡町野村６１７－４ 794380132 集団給食（４）その他 集団給食 社会福祉法人立正学園 理事長 藤本 政則 675-1202 兵庫県加古川市八幡町野村北山６１７番地の４ 794380132 東播(加健)第465-117 令和4年10月11日
000028 3000191127 魚橋 676-0822 高砂市阿弥陀町魚橋１１７３ 調味料製造・加工業 一般 魚橋 仁司 東播(加健)第465-118 令和4年10月13日
000028 3000191133 オフィスグリコ冷凍冷蔵庫２８８３５９ 675-0155 加古郡播磨町新島５日本山村硝子２Ｆ その他の食料・飲料販売業 一般 グリコチャネルクリエイト株式会社 代表取締役 西村 浩一 555-0021 大阪府大阪市西淀川区歌島４丁目６－５ 東播(加健)第465-119 令和4年10月13日
000028 3000191134 オフィスグリコ冷凍冷蔵庫２８５４３４ 675-0124 加古川市別府町緑町３オートバックスべふ１Ｆ その他の食料・飲料販売業 一般 グリコチャネルクリエイト株式会社 代表取締役 西村 浩一 555-0021 大阪府大阪市西淀川区歌島４丁目６－５ 東播(加健)第465-120 令和4年10月13日
000028 3000191136 オフィスグリコ冷凍冷蔵庫２８７８４１ 675-0101 加古川市平岡町新在家２－２７２－８ミニミニＦＣ東加古川１Ｆ その他の食料・飲料販売業 一般 グリコチャネルクリエイト株式会社 代表取締役 西村 浩一 555-0021 大阪府大阪市西淀川区歌島４丁目６－５ 東播(加健)第465-121 令和4年10月13日
000028 3000191137 オフィスグリコ冷凍冷蔵庫２８８２０６ 676-0008 高砂市荒井町新浜２－２－１サントリープロダクツ高砂工場１Ｆ その他の食料・飲料販売業 一般 グリコチャネルクリエイト株式会社 代表取締役 西村 浩一 555-0021 大阪府大阪市西淀川区歌島４丁目６－５ 東播(加健)第465-122 令和4年10月13日
000028 3000191139 オフィスグリコ冷凍冷蔵庫２８８２０７ 676-0008 高砂市荒井町新浜２－２－１サントリープロダクツ高砂工場２Ｆ その他の食料・飲料販売業 一般 グリコチャネルクリエイト株式会社 代表取締役 西村 浩一 555-0021 大阪府大阪市西淀川区歌島４丁目６－５ 東播(加健)第465-123 令和4年10月13日
000028 3000191141 オフィスグリコ冷凍冷蔵庫２８８３８１ 676-0008 高砂市荒井町新浜２－１－１三菱重工業４Ｆ その他の食料・飲料販売業 一般 グリコチャネルクリエイト株式会社 代表取締役 西村 浩一 555-0021 大阪府大阪市西淀川区歌島４丁目６－５ 東播(加健)第465-125 令和4年10月13日
000028 3000191142 兵庫大学　食堂２Ｆ 675-0101 加古川市平岡町新在家２３０１ 794275111 その他の食料・飲料販売業 自動販売機 江崎グリコ株式会社 江崎 勝久 555-0021 大阪府大阪市西淀川区歌島４丁目６－５ 664778352 東播(加健)第465-126 令和4年10月14日
000028 3000191144 オフィスグリコ冷凍冷蔵庫２８８２０８ 676-0008 高砂市荒井町新浜２－２－１サントリープロダクツ高砂工場１Ｆ 50174426451 その他の食料・飲料販売業 一般 グリコチャネルクリエイト株式会社 代表取締役 西村 浩一 555-0021 大阪府大阪市西淀川区歌島４丁目６－５ 東播(加健)第465-124 令和4年10月14日
000028 3000191223 喫茶　ぷぅくろ 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く。)その他の食料・飲料販売業 露店 田中 寿樹 東播(加健)第465-127 令和4年10月18日
000028 3000191239 エ－ム７３５５ 675-0061 加古川市加古川町大野１５３０ 794541733 弁当販売業 一般 エームサービス株式会社 代表取締役 小谷 周 107-0052 東京都港区赤坂二丁目２３番１号 362347500 東播(加健)第465-128 令和4年10月19日
000028 3000191254 こだわり食材とうまい酒のお店　i am i000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く。)弁当販売業 一般 川田 洋介 東播(加健)第465-129 令和4年10月21日
000028 3000191259 美食美菜　ＲＯＣＯ’Ｓ 675-0066 加古川市、その他県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く。) その他の食料・飲料販売業 露店 合同会社ｇｉｖｅ　ｃｏｍｆｏｒｔ 代表社員 勝山 紘子 675-0031 兵庫県加古川市加古川町北在家２５６５ 794981135 東播(加健)第465-131 令和4年10月21日
000028 3000191285 麹甘酒専門カフェ　甘糀家 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く。)その他の食料・飲料販売業 露店 中谷 美智子 東播(加健)第465-130 令和4年10月21日
000028 3000191323 利休プリン・さかい屋本舗 675-0124 加古川市別府町緑町２アリオ加古川 その他の食料・飲料販売業 一般 中森 克典 東播(加健)第465-132 令和4年10月27日
000028 3000191337 ニュー☆ハリマ 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く。) その他の食料品製造・加工業 露店 特定非営利活動法人ニューハリマ 理事 在間 夢乃 675-0144 兵庫県加古郡播磨町北本荘七丁目２－３１ 東播(加健)第465-133 令和4年10月27日
000028 3000191361 ながおか 675-0007 加古川市神野町西之山２５２－１ 794380008 その他の食料品製造・加工業 一般 長岡 清一 東播(加健)第465-134 令和4年10月28日
000028 3000191404 サンドラッグ高砂末広店 676-0002 高砂市末広町１－９ 794982940 その他の食料・飲料販売業 一般 株式会社サンドラッグ 代表取締役 貞方 宏司 183-0005 東京都府中市若松町一丁目３８番地の１ 423696411 東播(加健)第465-136 令和4年11月1日
000028 3000191431 カフェカプチーノ稲美店 675-1122 加古郡稲美町中村２０３ 794921575 その他の食料品製造・加工業 一般 山口 達雄 東播(加健)第465-135 令和4年10月28日
000028 3000191433 パチンコモナコ　モナコリゾート　店内西入口 675-0024 加古川市尾上町長田１１－１ 794271312 コップ式自動販売機（自動洗浄・屋内設置） 自動販売機 株式会社アペックス西日本 代表取締役 森 吉平 550-0015 大阪府大阪市西区南堀江四丁目２５番２４号 665359024 東播(加健)第465-137 令和4年11月2日
000028 3000191434 パチンコモナコ　加古川店　店内北西675-0018 加古川市野口町坂元７０ コップ式自動販売機（自動洗浄・屋内設置）自動販売機株式会社アペックス西日本 代表取締役 森 吉平 550-0015 大阪府大阪市西区南堀江四丁目２５番２４号665359024 東播(加健)第465-138 令和4年11月2日
000028 3000191627 梶野商店 676-0082 高砂市曽根町２０４４ 794470741 野菜果物販売業 一般 梶野 寛 東播(加健)第465-139 令和4年11月11日
000028 3000191689 株式会社大福商店 676-0011 高砂市荒井町小松原４－３１－１ 食肉販売業 自動販売機 株式会社大福商店 代表取締役 大浦 寿樹 675-0321 兵庫県加古川市志方町志方町１２７０ 794520132 東播(加健)第465-140 令和4年11月15日
000028 3000191712 いも太郎 675-0025 加古川市尾上町養田土堀７１６番１ 794517245 その他の食料品製造・加工業 一般 堀 賢治 東播(加健)第465-141 令和4年11月16日
000028 3000191729 オフィスグリコ冷凍冷蔵庫２８８７２０ 675-0019 加古川市野口町水足１４９－１０－１オークラサービス・パーツセンター１Ｆ その他の食料・飲料販売業 一般 グリコチャネルクリエイト株式会社 代表取締役 西村 浩一 555-0021 大阪府大阪市西淀川区歌島４丁目６番５号 東播(加健)第465-142 令和4年11月17日
000028 3000191730 オフィスグリコ冷凍冷蔵庫２８９２８８ 675-0021 加古川市尾上町安田４４３－１株式会社ワンピース２Ｆ その他の食料・飲料販売業 一般 グリコチャネルクリエイト株式会社 代表取締役 西村 浩一 555-0021 大阪府大阪市西淀川区歌島４丁目６－５ 東播(加健)第465-143 令和4年11月17日
000028 3000191789 山口青果 675-0101 加古川市平岡町新在家１丁目２６０－４ 野菜果物販売業 一般 山口 俊三 東播(加健)第465-145 令和4年11月21日
000028 3000191815 チャレンジショップきずな 675-0066 加古川市加古川町寺家町天神木９７－１ その他の食料・飲料販売業 一般 一般社団法人リーフガーデン 代表理事 松本 浩和 673-0028 兵庫県明石市硯町３丁目１１番２５号 789923000 東播(加健)第465-146 令和4年11月22日
000028 3000191850 橋本農園 675-0066 加古川市、その他県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く。)野菜果物販売業 露店 橋本 将司 東播(加健)第465-147 令和4年11月24日
000028 3000191945 ５１０　ｃａｆｅ　キラキラハッピー675-0066 加古川市、その他県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く。)その他の食料・飲料販売業 露店 後藤 琢臣 東播(加健)第465-149 令和4年11月30日
000028 3000191976 オフィスグリコ冷凍冷蔵庫２８９５７８ 675-0104 加古川市平岡町土山６９９－７ぬくもりの家加古川東１Ｆ その他の食料・飲料販売業 一般 グリコチャネルクリエイト株式会社 代表取締役 西村 浩一 555-0021 大阪府大阪市西淀川区歌島４丁目６－５ 東播(加健)第465-150 令和4年12月1日
000028 3000191978 川崎重工業株式会社　加古川工場　食堂675-0112 加古川市平岡町山之上１７０ コップ式自動販売機（自動洗浄・屋内設置）自動販売機株式会社アペックス西日本 代表取締役 森 吉平 550-0015 大阪府大阪市西区南堀江四丁目２５番２４号665359024 東播(加健)第465-148 令和4年11月30日
000028 3000191982 株式会社神戸工業試験場  播磨事業所　３Ｆ（ＣＣＢＪＩ受託） 675-0155 加古郡播磨町新島４7－１３ 794355801 コップ式自動販売機（自動洗浄・屋内設置） 自動販売機 株式会社アペックス西日本 代表取締役 森 吉平 550-0015 大阪府大阪市西区南堀江四丁目２５番２４号 665359024 東播(加健)第465-151 令和4年12月2日
000028 3000192015 たいやきぱるふぇ　まいぺーす。 675-0066 加古川市、その他県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く。) その他の食料・飲料販売業 自動車 有限会社フェミーナ 代表取締役 菊池 雅彬 675-0023 兵庫県加古川市尾上町池田８３番地の３７ 794218365 東播(加健)第465-152 令和4年12月5日
000028 3000192030 オフィスグリコ冷凍冷蔵庫２９０４０８ 675-0065 加古川市加古川町篠原町５０－７兵庫信用金庫加古川支店１Ｆ その他の食料・飲料販売業 一般 グリコチャネルクリエイト株式会社 代表取締役 西村 浩一 555-0021 大阪府大阪市西淀川区歌島４丁目６－５ 東播(加健)第465-153 令和4年12月7日
000028 3000192136 たいやきぱるふぇ　まいぺーす。 675-0023 加古川市尾上町池田８３－３７ その他の食料・飲料販売業 自動車 有限会社フェミーナ 代表取締役 菊池 雅彬 675-0023 兵庫県加古川市尾上町池田８３番地の３７ 794218365 東播(加健)第465-154 令和4年12月16日
000028 3000192176 ザグザグ宝殿店 676-0807 高砂市米田町島６４－９ 794311039 その他の食料・飲料販売業 一般 株式会社ザグザグ 代表取締役 森 信 703-8243 岡山県岡山市中区清水３６９番地２ 862076300 東播(加健)第465-155 令和4年12月21日
000028 3000192223 介護老人保健施設　白寿苑 675-0005 加古川市神野町石守１６３２ 794382999 乳類販売業 自動販売機 兵庫ヤクルト販売株式会社 代表取締役 阿部 恭大 651-2122 兵庫県神戸市西区玉津高津橋１３７－１ 789128960 東播(加健)第465-156 令和4年12月27日
000028 3000192250 森田農園 675-0331 加古川市志方町西牧２５０－３ 農産保存食料品製造・加工業 一般 森田 ゆかり 東播(加健)第465-157 令和5年1月4日
000028 3000192265 石窯パン工房マナレイア野口店 675-0016 加古川市野口町長砂９５－６ 794250978 コーヒー（飲料を除く）製造・加工業 一般 合同会社ヒルズフィールドキッチン 代表社員 岡野 吉高 671-0234 兵庫県姫路市御国野町国分寺２５６ 東播(加健)第465-158 令和5年1月6日
000028 3000192306 サンドラッグ加古川粟津店 675-0032 加古川市加古川町備後２番地 その他の食料・飲料販売業 一般 株式会社サンドラッグ 代表取締役 貞方 宏司 183-0005 東京都府中市若松町一丁目３８番地の１423696411 東播(加健)第465-159 令和5年1月12日
000028 3000192320 コベルコビジネスパートナーズ株式会社 675-0131 加古川市別府町新野辺１５４０－１ 794351966 乳類販売業 自動販売機 兵庫ヤクルト販売株式会社 代表取締役 阿部 恭大 651-2122 兵庫県神戸市西区玉津町高津橋１３７－１ 789128960 東播(加健)第465-160 令和5年1月16日
000028 3000192411 だがし屋キューブ 675-1115 加古郡稲美町国岡２丁目４－３ 野菜果物販売業 一般 特定非営利活動法人のじぎく高砂 理事長 井上 恒夫 676-0072 兵庫県高砂市伊保港町二丁目７番１３号 794463612 東播(加健)第465-161 令和5年1月20日
000028 3000192413 明日香　焙煎所 675-1201 加古川市八幡町宗佐７８４－４ コーヒー（飲料を除く）製造・加工業一般 道本 潤一 東播(加健)第465-162 令和5年1月20日
000028 3000192454 城山ゴルフ倶楽部 675-0302 加古川市志方町野尻８０８－１ 794524441 乳類販売業 自動販売機 兵庫ヤクルト販売株式会社 代表取締役 阿部 恭大 651-2122 兵庫県神戸市西区玉津町高津橋１３７番地の１ 789128960 東播(加健)第465-165 令和5年1月26日
000028 3000192465 キムチとやきいも　なかむら 000-0000 加古川市、その他県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く。)その他の食料・飲料販売業 自動車 中村 裕 東播(加健)第465-163 令和5年1月24日
000028 3000192478 ヒノシタコーヒー 675-0146 加古郡播磨町古田３－１９－２７ 794371621 コーヒー（飲料を除く）製造・加工業 一般 小坂井 勇哉 東播(加健)第465-166 令和5年1月27日
000028 3000192504 ヒノシタコーヒー 675-0066 加古川市、その他県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く。)その他の食料・飲料販売業 露店 小坂井 勇哉 東播(加健)第465-167 令和5年1月27日
000028 3000192505 オフィスグリコ冷凍冷蔵庫２８８０９９ 675-0137 加古川市金沢町７神鋼内滝川ﾒｲﾝﾃﾅﾝｽ　１F その他の食料・飲料販売業 一般 グリコチャネルクリエイト株式会社 代表取締役 西村 浩一 555-0021 大阪府大阪市西淀川区歌島４丁目６番５号 東播(加健)第465-169 令和5年1月31日
000028 3000192506 オフィスグリコ冷凍冷蔵庫２３１２５７ 675-0101 加古川市平岡町新在家７１６－１３但陽信用金庫加古川東１Ｆ その他の食料・飲料販売業 一般 グリコチャネルクリエイト株式会社 代表取締役 西村 浩一 555-0021 大阪府大阪市西淀川区歌島４丁目６番５号 東播(加健)第465-168 令和5年1月31日
000028 3000192511 高齢者手づくりの店（いなみ野学園内） 675-0101 加古川市平岡町新在家９０２－３ 794272191 その他の食料・飲料販売業 一般 アールシー食品株式会社 代表取締役 南 裕文 671-2221 兵庫県姫路市青山北二丁目１４－２２ 792668522 東播(加健)第465-170 令和5年1月31日
000028 3000192522 株式会社メイショク 675-0011 加古川市野口町北野４３４－１ 794236771 乳類販売業 自動販売機 兵庫ヤクルト販売株式会社 代表取締役 阿部 恭大 651-2122 兵庫県神戸市西区玉津町高津橋１３７－１ 789128960 東播(加健)第465-171 令和5年2月1日
000028 3000192528 ウェルシア加古川水足店 675-0019 加古川市野口町水足３３３－３３ 794214801 その他の食料・飲料販売業 一般 ウエルシア薬局株式会社 代表取締役 松本 忠久 101-0021 東京都千代田区外神田二丁目２番１５号 352095672 東播(加健)第465-172 令和5年2月1日
000028 3000192534 はりま自動車教習所 676-0814 高砂市春日野町２－６０ 794485100 乳類販売業 自動販売機 兵庫ヤクルト販売株式会社 代表取締役 阿部 恭大 651-2122 兵庫県神戸市西区玉津町高津橋１３７番地の１ 789128960 東播(加健)第465-173 令和5年2月1日
000028 3000192564 ブンセン株式会社　稲美工場 675-1101 加古郡稲美町下草谷３４０－１８１ 794951901 その他の食料品製造・加工業 一般 ブンセン株式会社 代表取締役 田中 智樹 679-4313 兵庫県たつの市新宮町新宮３８７ 791751151 東播(加健)第465-175 令和5年2月3日
000028 3000192565 株式会社八幡営農 675-1206 加古川市八幡町船町１６ 794383950 その他の食料・飲料販売業 一般 株式会社八幡営農 代表取締役 本岡 壯一 675-1206 兵庫県加古川市八幡町船町１６番地 794383950 東播(加健)第465-174 令和5年2月2日
000028 3000192607 ＫＯＭＡＤＯ　ｃｏｆｆｅｅ 675-0150 加古郡播磨町南野添１－１９－２３シャーメゾンソラ２０６ コーヒー（飲料を除く）製造・加工業 一般 水谷 藍子 東播(加健)第465-177 令和5年2月7日
000028 3000192611 百丁場営農組合 675-1112 加古郡稲美町六分一１３６６の１ その他の食料品製造・加工業 一般 加藤 敏雄 東播(加健)第465-176 令和5年2月6日
000028 3000192630 ウエルシア高砂梅井店 676-0074 高砂市梅井５－５－２５　イオンタウン高砂内 794461118 百貨店、総合スーパー 一般 ウエルシア薬局株式会社 代表取締役 松本 忠久 101-0021 東京都千代田区外神田二丁目２番１５号 352095672 東播(加健)第465-179 令和5年2月8日
000028 3000192639 いちご畑のパン工房　épi 675-1122 加古郡稲美町中村１０６７－５ 794977605 野菜果物販売業 一般 藤岡 珠里 東播(加健)第465-180 令和5年2月8日



000028 3000192665 boulangerie mes anges 000-0000 加古川市、その他県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く。) 794322900 その他の食料・飲料販売業 一般 巽 紀子 東播(加健)第465-178 令和5年2月7日
000028 3000192716 セブン－イレブン加古川別府店 675-0122 加古川市別府町別府５５２番１ コンビニエンスストア 一般 やまだや株式会社 代表取締役 山田 健 675-0115 兵庫県加古川市平岡町一色５９４番３ 794373811 東播(加健)第465-183 令和5年2月15日
000028 3000192749 肉の自販機 675-1105 加古郡稲美町加古２７５３ 食肉販売業 自動販売機 株式会社ＷＡパートナーズ 代表取締役 水口 奈々 675-1105 兵庫県加古郡稲美町加古２７５３番地 794971005 東播(加健)第465-184 令和5年2月16日
000028 3000192751 すばる整体整骨院駐車場内 675-0018 加古川市野口町坂元６５－３ 自動販売機（要届出のコップ式自動販売機及び要許可を除く）自動販売機 中野 太郎 東播(加健)第465-185 令和5年2月17日
000028 3000192784 ファミリーマート高砂伊保店 676-0078 高砂市伊保４丁目３８２ 794493030 コンビニエンスストア 一般 西山 正浩 東播(加健)第465-181 令和5年2月14日
000028 3000192792 山陽マルナカ加古川店　店頭 675-0115 加古川市平岡町一色６４９－１ 794411122 自動販売機（要届出のコップ式自動販売機及び要許可を除く） 自動販売機 江崎グリコ株式会社 代表取締役 江崎 勝久 555-0021 大阪府大阪市西淀川区歌島４丁目６－５ 664778352 東播(加健)第465-182 令和5年2月15日
000028 3000192793 農事組合法人志方東営農組合 675-0304 加古川市志方町高畑９６１－２４ 794526780 その他の食料・飲料販売業 一般 農事組合法人志方東営農組合 代表理事 丸山 良作 675-0304 兵庫県加古川市志方町高畑９６１－２４ 794526780 東播(加健)第465-186 令和5年2月20日
000028 3000192795 播磨高砂苑 676-0078 高砂市伊保１－６－１６ 794486003 乳類販売業 自動販売機 兵庫ヤクルト販売株式会社 代表取締役 阿部 恭大 651-2122 兵庫県神戸市西区玉津町高津橋１３７－１ 789128960 東播(加健)第465-187 令和5年2月20日
000028 3000192831 東播磨港湾労働者福祉センター 675-0155 加古郡播磨町新島５２番地 794356220 その他の食料・飲料販売業 一般 財団法人播磨港湾福利厚生協会 理事長 水田 裕一郎 672-8064 兵庫県姫路市飾磨区細江１３１４番１３ 792357007 東播(加健)第465-189 令和5年2月21日
000028 3000192832 ファミリ－マ－ト加古川稲屋 675-0034 加古川市加古川町稲屋１３５－１ 794535506 コンビニエンスストア 一般 有限会社サンフィールド 代表取締役 三野 卓志 654-0013 兵庫県神戸市須磨区大手町五丁目１番３０－１０２号 787337006 東播(加健)第465-188 令和5年2月21日
000028 3000192838 川重サービス株式会社　播磨支店 675-0155 加古郡播磨町新島８番地　新棟１Ｆ　食堂スペース 794356775 コップ式自動販売機（自動洗浄・屋内設置） 自動販売機 ヨシムラコーヒー株式会社 代表取締役 吉村 昌義 658-0082 兵庫県神戸市東灘区魚崎北町１丁目８番２９号 784517081 東播(加健)第465-190 令和5年2月22日
000028 3000192841 王蔵（株）ビッグアップル加古川店 675-0015 加古川市野口町坂井字村南１８ 792450561 コップ式自動販売機（自動洗浄・屋内設置） 自動販売機 サントリービバレッジソリューション株式会社 代表取締役 及川 剛 160-0023 東京都新宿区西新宿八丁目１７番１号 792450561 東播(加健)第465-191 令和5年2月22日
000028 3000192853 神戸製鋼所高砂製作所　食堂 676-0008 高砂市荒井町新浜２－３－１ 乳類販売業 自動販売機 兵庫ヤクルト販売株式会社 代表取締役 阿部 恭大 651-2122 兵庫県神戸市西区玉津町高津橋１３７番地の１ 789128960 東播(加健)第465-192 令和5年2月24日
000028 3000192858 ｆａ－ｔａ 000-0000 加古川市、その他県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く)その他の食料・飲料販売業 露店 宮崎 真一 東播(加健)第465-193 令和5年2月24日
000028 3000192861 日本山村硝子内売店 675-0155 加古郡播磨町新島５ コンビニエンスストア 一般 株式会社橋本 代表取締役 橋本 善晴 453-0801 愛知県名古屋市中村区太閤１丁目２０番１３号秀幸ビル５０１号524333400 東播(加健)第465-194 令和5年2月24日
000028 3000192889 プリン　みっき－ 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く。)その他の食料・飲料販売業 露店 西川 成仁 東播(加健)第465-195 令和5年2月27日
000028 3000192957 (株)稲美乳販 675-0066 加古川市、その他県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く。) その他の食料・飲料販売業 露店 株式会社稲美乳販 代表取締役 船山 英宣 675-1104 兵庫県加古郡稲美町野寺９３９番地の１ 794950600 東播(加健)第465-196 令和5年3月2日
000028 3000192964 有限会社　丹安本店 675-0066 加古川市加古川町寺家町３３９ 794222240 野菜果物販売業 一般 有限会社丹安本店 代表取締役 田村 隆 675-0066 兵庫県加古川市加古川町寺家町３３９ 794222240 東播(加健)第465-197 令和5年3月2日
000028 3000193027 三神興業株式会社　加古川営業所 675-0137 加古川市金沢町１ 794350256 乳類販売業 自動販売機 兵庫ヤクルト販売株式会社 代表取締役 阿部 恭大 651-2122 兵庫県神戸市西区玉津町高津橋１３７－１ 789128960 東播(加健)第465-198 令和5年3月6日
000028 3000193035 オフィスグリコ冷凍冷蔵庫２６４７１５ 676-0008 高砂市荒井町新浜２－１－１　三菱重工業６Ｆ その他の食料・飲料販売業 一般 グリコチャネルクリエイト株式会社 代表取締役 西村 浩一 555-0021 大阪府大阪市西淀川区歌島４丁目６番５号 東播(加健)第465-199 令和5年3月7日
000028 3000193054 老人ホーム　鹿児の郷 675-1221 加古川市平荘町山角１０３８－４ 794281765 乳類販売業 自動販売機 兵庫ヤクルト販売株式会社 代表取締役 阿部 恭大 651-2122 兵庫県神戸市西区玉津町高津橋１３７－１ 789128960 東播(加健)第465-201 令和5年3月8日
000028 3000193083 花梨 675-0065 加古川市加古川町篠原町２１番地の８ 794273748 野菜果物販売業 一般 株式会社花梨 代表取締役 前川 満弘 675-0065 兵庫県加古川市加古川町篠原町２１番地の８ 794273748 東播(加健)第465-203 令和5年3月9日
000028 3000193106 テントのだがし屋さん　くも 675-1112 加古郡稲美町六分一１１７８－５００ その他の食料・飲料販売業 一般 蓮佛 友美 東播(加健)第465-205 令和5年3月10日
000028 3000193117 Ｗａｓｈ＆Ｓｈｉｎｅ！　高砂伊保店676-0078 高砂市伊保１－４－３ コップ式自動販売機（自動洗浄・屋内設置）自動販売機ナショナル・ベンディング株式会社代表取締役 藤山 雄一郎 141-0021 東京都品川区上大崎１－１５－２２ 364594781 東播(加健)第465-206 令和5年3月13日
000028 3000193119 高砂西部病院 676-0812 高砂市中筋１－１０－１４ コップ式自動販売機（自動洗浄・屋内設置）自動販売機ナショナル・ベンディング株式会社代表取締役 藤山 雄一郎 141-0021 東京都品川区上大崎１－１５－２２ 364594781 東播(加健)第465-207 令和5年3月13日
000028 3000193124 Ｗａｓｈ＆Ｓｈｉｎｅ！　加古川消防署店675-0036 加古川市加古川町西河原８－１ コップ式自動販売機（自動洗浄・屋内設置）自動販売機ナショナル・ベンディング株式会社代表取締役 藤山 雄一郎 141-0032 東京都品川区上大崎１丁目１５－２２ 364594781 東播(加健)第465-210 令和5年3月13日
000028 3000193126 ｎｏｄｏ　１２３ｃｏｆｆｅｅ 675-0010 加古川市野口町坂元北４丁目２９－２ コーヒー（飲料を除く）製造・加工業一般 香山 美文 東播(加健)第465-208 令和5年3月13日
000028 3000193129 ロージーカフェ 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く。)弁当販売業 露店 柚原 雅人 東播(加健)第465-200 令和5年3月7日
000028 3000193148 兵庫ヤクルト販売ＨＢ  加古川北ステーション 675-0321 加古川市志方町志方町６９３－１ 794530622 乳類販売業 一般 兵庫ヤクルト販売株式会社 代表取締役 阿部 恭大 651-2122 兵庫県神戸市西区玉津町高津橋１３７番地の１ 789128960 東播(加健)第465-204 令和5年3月10日
000028 3000193151 ＬＯＣＡＬ　ＨＥＲＯ 675-0064 加古川市加古川町溝之口８５－６ その他の食料・飲料販売業 一般 辻 政信 東播(加健)第465-211 令和5年3月14日
000028 3000193152 加古川天然温泉ぷくぷくの湯  加古川　レストラン（ＣＣＢＪＩ受託） 675-0033 加古川市加古川町南備後字松葉３１５－１ コップ式自動販売機（自動洗浄・屋内設置） 自動販売機 株式会社アペックス西日本 代表取締役 森 吉平 550-0015 大阪府大阪市西区南堀江四丁目２５番２４号 794233522 東播(加健)第465-202 令和5年3月9日
000028 3000193155 石原鉄工所 675-1112 加古郡稲美町六分一１１８３－４１ コップ式自動販売機（自動洗浄・屋内設置）自動販売機ナショナル・ベンディング株式会社代表取締役 藤山 雄一郎 141-0021 東京都品川区上大崎１丁目１５－２２ 364594781 東播(加健)第465-212 令和5年3月14日
000028 3000193157 三菱重工高砂大型冷凍機部　事務所２Ｆ676-0008 高砂市荒井町新浜２－１－１ コップ式自動販売機（自動洗浄・屋内設置）自動販売機ナショナル・ベンディング株式会社代表取締役 藤山 雄一郎 141-0021 東京都品川区上大崎１丁目１５－２２ 364594781 東播(加健)第465-213 令和5年3月14日
000028 3000193183 ｎｏｄｏ　１２３ｃｏｆｆｅｅ 675-0066 加古川市、その他県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く。)その他の食料・飲料販売業 露店 香山 美文 東播(加健)第465-209 令和5年3月13日
000028 3000193184 すき家　明幹加古川店 675-0021 加古川市尾上町安田３０５－１ その他の食料・飲料販売業 一般 株式会社すき家 代表取締役 笹川 直樹 108-0075 東京都港区港南二丁目１８番１号 357838850 東播(加健)第465-214 令和5年3月15日
000028 3000193189 高橋製造所 675-1236 加古川市平荘町一本松２０３－１ 794281424 農産保存食料品製造・加工業 一般 高橋 貞子 東播(加健)第465-215 令和5年3月15日
000028 3000193199 ダディーズベーカリー 000-0000 加古川市、その他県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く。) その他の食料・飲料販売業 露店 株式会社麦わら 代表取締役 村井 文仁 675-1113 兵庫県加古郡稲美町岡１０４８番地 794975755 東播(加健)第465-216 令和5年3月15日
000028 3000193239 加古川蔬菜(株) 675-0012 加古川市野口町野口５３１－１ 794251061 野菜果物販売業 一般 加古川蔬菜株式会社 代表取締役 杉本　滋則 675-0012 兵庫県加古川市野口町野口５３１－１ 794251061 東播(加健)第465-217 令和5年3月16日
000028 3000193254 オフィスグリコ冷凍冷蔵庫２９９０６０ 675-0137 加古川市金沢町７神鋼内住協工業１Ｆ その他の食料・飲料販売業 一般 グリコチャネルクリエイト株式会社 代表取締役 西村 浩一 555-0021 大阪府大阪市西淀川区歌島４丁目６－５ 東播(加健)第465-218 令和5年3月17日
000028 3000193270 ＣｏＣｏ－ｉｋｏ 675-0101 加古川市平岡町新在家２丁目２８０－４幸平ビル３Ｆ－２ 食肉販売業 一般 山本 枝里 東播(加健)第465-219 令和5年3月17日
000028 3000193277 Ｎきっちん 675-0066 加古川市、その他県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く。)その他の食料・飲料販売業 露店 杉本 望 東播(加健)第465-220 令和5年3月17日
000028 3000193280 稲美ぐりーんふぁーむの店 675-0101 加古川市平岡町新在家６７５－３　１号室 野菜果物販売業 一般 岡田 美咲 東播(加健)第465-221 令和5年3月17日
000028 3000193287 播磨西こども園　配膳室 675-0144 加古郡播磨町北本荘４丁目５番２５号 794353265 集団給食（４）その他 集団給食 播磨町 町長 佐伯 謙作 675-0156 兵庫県加古郡播磨町東本荘１丁目５－３０ 794350355 東播(加健)第465-222 令和5年3月17日
000028 3000193363 ＣＲＯＱＵＥＲ 000-0000 加古川市、その他県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く。)その他の食料・飲料販売業 露店 安井 恵美 東播(加健)第465-224 令和5年3月23日
000028 3000193379 あるこキッチン 000-0000 加古川市、その他県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く。) 野菜果物販売業 露店 オークラサービス株式会社 代表取締役 大庫 隆夫 675-0014 兵庫県加古川市野口町古大内９００番地 794258632 東播(加健)第465-225 令和5年3月24日
000028 3000193419 学童保育施設エステル 676-0807 高砂市米田町島２０３番－１１ 794481101 集団給食（４）その他 集団給食 社会福祉法人日本聖公会高砂福祉会 理事長 坂牛 裕 676-0822 兵庫県高砂市阿弥陀町魚橋６８６番地 794481101 東播(加健)第465-226 令和5年3月27日
000028 3000193443 あみだ北山いちご園 676-0082 高砂市曽根町２１０７ 794472168 農産保存食料品製造・加工業 一般 岸野 弘和 東播(加健)第465-228 令和5年3月28日
000028 3000193468 フルーツ館あんず 675-0026 加古川市尾上町旭１－４６ 794211941 野菜果物販売業 一般 峯松 英雄 東播(加健)第465-227 令和5年3月27日
000028 3000193486 ヤマザキショップ兵庫大学店 675-0101 加古川市平岡町新在家２３０１兵庫大学５号館２F 794516303 コンビニエンスストア 一般 株式会社カノコ 代表取締役 大辻 利紀 675-0065 兵庫県加古川市加古川町篠原町１４番地の６ 794242678 東播(加健)第465-229 令和5年3月28日
000028 3000193523 にじげん加古川 675-0066 加古川市加古川町寺家町５１－１３リアライズ加古川駅前ビル１、２Ｆ 794418899 集団給食（４）その他 集団給食 株式会社エンピュア 代表取締役 前田 雄飛 171-0014 東京都豊島区池袋２丁目６３番５号山ノ紀ビル 359271266 東播(加健)第465-230 令和5年3月30日
000028 3000193536 ＲＵＣＫＥＲ　ＣＯＦＦＥＥ 675-0066 加古川市、その他県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く。)その他の食料・飲料販売業 露店 堀本 侑汰 東播(加健)第465-231 令和5年3月30日
000028 3000193569 ｋａｃｋｅｙ’ｓ　ＣＯＦＦＥＥ 000-0000 加古川市、その他県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く。)コーヒー（飲料を除く）製造・加工業自動車 柿本 寿史 東播(加健)第465-2 令和5年4月3日
000028 3000193596 兵庫県立加古川東高等学校　食堂 675-0039 加古川市加古川町粟津２３２－２ その他の食料・飲料販売業 一般 ＮＥＸＴ株式会社 代表取締役 山浦 一輝 980-0014 宮城県仙台市青葉区本町二丁目１０番３３号第二日本オフィスビル５階５号室227223050 東播(加健)第465-3 令和5年4月5日
000028 3000193610 パーソナルジムＰＩＴ　ＩＮ　加古川店 675-0064 加古川市加古川町溝之口７１４ その他の食料・飲料販売業 一般 ドリコス株式会社 代表取締役 竹 康宏 113-0034 東京都文京区湯島３丁目７番７号ＯＣＥＡＮ’Ｓ５・５階 東播(加健)第465-1 令和5年4月3日
000028 3000193617 神鋼加古川　圧延センター 675-0137 加古川市金沢町1 794373390 自動販売機（要届出のコップ式自動販売機及び要許可を除く） 自動販売機 関西キリンビバレッジサービス株式会社 代表取締役 尾崎 靖幸 530-0011 大阪府大阪市北区大深町4-20 677309206 東播(加健)第465-4 令和5年4月6日
000028 3000193653 向島アウトドアパーク 676-0031 高砂市高砂町向島町 食肉販売業 一般 株式会社ＭＥリゾート播磨 代表取締役 正垣 努 679-3125 兵庫県神崎郡神河町上小田８８１－１４６ 790341516 東播(加健)第465-5 令和5年4月11日
000028 3000193673 Ｖｉｅｔｎａｍ　Ｄｉｎｉｎｇ  Ｃａｔ　Ｂｉ675-0023 加古川市尾上町池田７３９－２ その他の食料・飲料販売業 一般 早川 和樹 東播(加健)第465-6 令和5年4月12日
000028 3000193685 三菱重工　高砂４号館２ＦＢ 676-0008 高砂市荒井町新浜２－１－１ コップ式自動販売機（自動洗浄・屋内設置）自動販売機ナショナル・ベンディング株式会社代表取締役 藤山 雄一郎 141-0021 東京都品川区上大崎１丁目１５－２２ 364594781 東播(加健)第465-7 令和5年4月12日
000028 3000193686 三菱重工　高砂４号館５Ｆ 676-0008 高砂市荒井町新浜２－１－１ コップ式自動販売機（自動洗浄・屋内設置）自動販売機ナショナル・ベンディング株式会社代表取締役 藤山 雄一郎 141-0021 東京都品川区上大崎１丁目１５－２２ 364594781 東播(加健)第465-8 令和5年4月12日
000028 3000193709 Ｗａｓｈ＆Ｓｈｉｎｅ！　加古川別府店675-0124 加古川市別府町緑町１７ コップ式自動販売機（自動洗浄・屋内設置）自動販売機ナショナル・ベンディング株式会社代表取締役 藤山 雄一郎 141-0021 東京都品川区上大崎１丁目１５－２２ 364594781 東播(加健)第465-9 令和5年4月14日
000028 3000193737 Ｓａｌｏｎ　ｂｌｅｓｓ　ｙｏｕ 675-1213 加古川市上荘町国包３２２－４ その他の食料品製造・加工業 一般 西村 明希 東播(加健)第165-10 令和5年4月17日
000028 3000193785 鰻　きらり 675-0150 加古郡播磨町南野添１丁目１－３３ 794375557 その他 一般 株式会社ウィズグロー 根来 秀紀 675-0147 兵庫県加古郡播磨町南大中一丁目１０番３０号 794375557 東播(加健)第465-12 令和5年4月19日
000028 3000193788 わたあめＨＡＲＵＫＩ 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く。) 露店・仮設店舗等による飲食の提供のうち営業とみなされないもの 露店 株式会社ＡＲＣｏｍｍｅｒｃｅ 代表取締役 王 炳剛 674-0084 兵庫県明石市魚住町西岡２０３６番地の４４ 東播(加健)第465-13 令和5年4月19日
000028 3000193842 ＴＥＡ　ＬＡＢＯＲＡＴＯＲＹ 675-0010 加古川市野口町坂元北１丁目２３－２ その他の食料・飲料販売業 一般 大原 由美子 東播(加健)第465-15 令和5年4月19日
000028 3000193852 ＡＮＹＴＩＭＥ　ＦＩＴＮＥＳＳ高砂中島店 676-0001 高砂市中島１－１７８ 794904557 自動販売機（要届出のコップ式自動販売機及び要許可を除く） 自動販売機 烏森電気株式会社 代表取締役 大谷 満 453-0862 愛知県名古屋市中村区岩塚町３丁目３４番地 524136681 東播(加健)第465-16 令和5年4月21日
000028 3000193880 加古川緑花クラブ 675-0061 加古川市加古川町大野１６８２日岡山公園 794266553 その他の食料・飲料販売業 露店 特定非営利活動法人加古川緑花クラブ 理事長 有川 優一郎 675-0111 兵庫県加古川市平岡町二俣８８４－１４ 794376252 東播(加健)第465-18 令和5年4月24日
000028 3000193903 ＴＥＡ　ＬＡＢＯＲＡＴＯＲＹ 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く。)その他の食料・飲料販売業 露店 大原 由美子 東播(加健)第465-14 令和5年4月19日
000028 3000193921 ドラッグコスモス加古川別府店 675-0125 加古川市別府町西脇１８０ 794370777 その他の食料・飲料販売業 一般 株式会社コスモス薬品 横山 英昭 812-0013 福岡県福岡市博多区博多駅東二丁目１０番１号第一福岡ビルＳ館４階 924330660 東播(加健)第465-19 令和5年4月25日
000028 3000193950 ローソン加古川平岡町新在家店 675-0101 加古川市平岡町新在家９０－１ 794903239 コンビニエンスストア 一般 株式会社松岡商店 代表取締役 松岡 稚香子 651-2276 兵庫県神戸市西区春日台三丁目１番地７－３０２号 789615709 東播(加健)第465-17 令和5年4月21日
000028 3000193972 パチンコマルハン　新加古川店  店内①②（ＣＣＢＪＩ受託） 675-0053 加古川市米田町船頭２１－１ コップ式自動販売機（自動洗浄・屋内設置） 自動販売機 株式会社アペックス西日本 代表取締役 森 吉平 550-0015 大阪府大阪市西区南堀江四丁目２５番２４号 794233522 東播(加健)第465-20 令和5年4月27日
000028 3000193975 兵庫ヤクルト販売　加古川ステーション 675-0061 加古川市加古川町大野３３４－１ 794278039 乳類販売業 一般 兵庫ヤクルト販売株式会社 代表取締役 阿部 泰久 651-2122 兵庫県神戸市西区玉津町高津橋１３７番地の1 789128960 東播(加健)第465-21 令和5年4月27日
000028 3000193978 Ｂｌａｃｋ　Ｌｅｏｐａｒｄｓ　Ｃｏｆｆｅｅ 676-0806 高砂市米田町塩市２７３－７ コーヒー（飲料を除く）製造・加工業 一般 藤原 千紗 東播(加健)第465-22 令和5年4月27日
000028 3000193998 隠家　韻 675-0066 加古川市加古川町寺家町４６３番地の１ 野菜果物販売業 一般 橋本 翔子 東播(加健)第465-23 令和5年4月28日
000028 3000194030 地徳小屋・鹿島神社前 676-0828 高砂市阿弥陀町地徳２７３ 794473191 その他の食料・飲料販売業 一般 長谷川 哲也 東播(加健)第465-24 令和5年4月28日
000028 3000194067 ２５２５ｓｍｉｌｅ 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く。)その他の食料・飲料販売業 自動車 橋口 ゆうこ 東播(加健)第465-25 令和5年4月28日
000028 4000060552 藤本食料品店 673-1311 加東市天神567 795470036 百貨店、総合スーパー 一般 藤本 省三 北播(加健)第374-243 令和3年6月1日
000028 4000060574 ㈲藤本乳業 673-1311 加東市天神535 795470014 乳類販売業 一般 ㈲藤本乳業 代表取締役 藤本 正弘 673-1311 兵庫県加東市天神542 795470014 北播(加健)第374-241 令和3年6月1日
000028 4000060604 明治牛乳東条販売所 673-1322 加東市森884-4 795471058 乳類販売業 一般 松井 民恵 北播(加健)第374-234 令和3年6月1日
000028 4000060681 道の駅とうじょう 673-1341 加東市南山1-5-3 795472400 その他の食料・飲料販売業 一般 株式会社夢街人とうじょう 代表取締役社長 土肥 富幸 673-1341 兵庫県加東市南山1-5-3 795472400 北播(加健)第374-248 令和3年6月1日
000028 4000060746 西日本高速道路リテール株式会社  社売店下り線 673-1416 加東市久米8-7中国自動車道社パーキングエリア下り線 795423431 コンビニエンスストア 一般 西日本高速道路リテール株式会社 代表取締役 古賀 喜治 530-0003 大阪府大阪市北区堂島二丁目4番27号 663438330 北播(加健)第374-161 令和3年6月1日
000028 4000060858 イオン社店 673-1431 加東市社1126-1 795402300 百貨店、総合スーパー 一般 イオンリテール株式会社 代表取締役 井出 武美 261-0023 千葉県千葉市美浜区中瀬一丁目5番地1 432126000 北播(加健)第374-185 令和3年6月1日
000028 4000060905 Ｎｅｗ　Ｃｏｍ 673-1431 加東市社77-11 795425301 乳類販売業 一般 高田 光夫 北播(加健)第374-195 令和3年6月1日
000028 4000060979 岩谷氷室 673-1433 加東市松尾534 795420166 氷雪販売業 一般 岩谷 重徳 北播(加健)第374-202 令和3年6月1日
000028 4000061156 兵庫ヤクルト販売（株）　北播支店 673-1465 加東市喜田1-1-2 795426011 乳類販売業 一般 兵庫ヤクルト販売㈱ 代表取締役 阿部 泰久 651-2122 兵庫県神戸市西区玉津町高津橋137-1 789128960 北播(加健)第374-153 令和3年6月1日
000028 4000061218 戸田ストアー 675-1304 小野市中谷町173 794670068 百貨店、総合スーパー 一般 戸田 悦司 北播(加健)第374-562 令和3年6月1日
000028 4000061226 ショップ　イケダ 675-1316 小野市天神町80-1197 794636320 百貨店、総合スーパー 一般 池田 信雄 北播(加健)第374-570 令和3年6月1日
000028 4000061357 コンセルボ　アイン 675-1331 小野市神明町216 794622667 乳類販売業 一般 松尾 一郎 北播(加健)第374-552 令和3年6月1日
000028 4000061359 藤原商店 675-1331 小野市神明町274-1 794634184 百貨店、総合スーパー 一般 藤原 和代 北播(加健)第374-553 令和3年6月1日
000028 4000061414 ㈱とみさん 675-1335 小野市片山町1542-1 794622335 百貨店、総合スーパー 一般 株式会社とみさん 代表取締役 井上 均 675-1335 兵庫県小野市片山町1542-1 794622335 北播(加健)第374-582 令和3年6月1日
000028 4000061506 小紫食料品店 675-1361 小野市住吉町291-3 794671112 百貨店、総合スーパー 一般 小紫 豊一 北播(加健)第374-530 令和3年6月1日
000028 4000061525 ドラッグジャパン小野店 675-1363 小野市古川町溝向37 794630909 百貨店、総合スーパー 一般 株式会社　スギ薬局 代表取締役 榊原 栄一 446-0056 愛知県安城市三河安城町一丁目8番地4 562452720 北播(加健)第374-510 令和3年6月1日
000028 4000061690 イオン小野店　ディリー 675-1378 小野市王子町868-1イオン小野店 794635121 百貨店、総合スーパー 一般 イオンリテール株式会社 代表取締役 井出 武美 261-0000 千葉県千葉市美浜区中瀬一丁目5番地1 432126500 北播(加健)第374-482 令和3年6月1日
000028 4000061717 フレッシュバザール小野王子店 675-1378 小野市王子町山ノ下37 794620310 百貨店、総合スーパー 一般 株式会社さとう 代表取締役社長 佐藤 総二郎 620-0033 京都府福知山市字上紺屋15 773220001 北播(加健)第374-488 令和3年6月1日
000028 4000061738 クスリキリン堂　小野王子店 675-1378 小野市王子町山ノ下25-1 794628566 百貨店、総合スーパー 一般 株式会社　キリン堂 代表取締役 寺西 豊彦 532-0003 大阪府大阪市淀川区宮原4-5-36 663940720 北播(加健)第374-487 令和3年6月1日
000028 4000061845 ミルカーズ 675-1317 小野市浄谷町1544共進牧場　浄谷工場内 794637497 その他の食料・飲料販売業 一般 ㈱共進舎牧農園 代表取締役社長 中尾 弘三 650-0016 兵庫県神戸市中央区橘通1-2-12 783711761 北播(加健)第374-540 令和3年6月1日
000028 4000061994 マックスバリュ西日本㈱黒川店 675-1371 小野市黒川町127 794637890 百貨店、総合スーパー 一般 マックスバリュ西日本株式会社 代表取締役 平尾 健一 732-0814 広島県広島市南区段原南1-3-52 825358500 北播(加健)第374-516 令和3年6月1日
000028 4000062052 マックスバリュ王子店 675-1378 小野市王子町591 794635380 百貨店、総合スーパー 一般 マックスバリュ西日本株式会社 代表取締役 平尾 健一 732-0814 広島県広島市南区段原南1-3-52 825358500 北播(加健)第374-480 令和3年6月1日
000028 4000062102 加茂病院売店 679-0205 加東市北野713 795485529 コンビニエンスストア 一般 株式会社アインファーマシーズ 代表取締役 大石 美也 003-0005 北海道札幌市白石区東札幌五条二丁目4番30号 118141000 北播(加健)第374-255 令和3年6月1日



000028 4000062296 有限会社丸山食料品店 679-0221 加東市河高2483-10 795482112 百貨店、総合スーパー 一般 有限会社　丸山食料品店 代表取締役 丸山 勝之 679-0221 兵庫県加東市河高2487-2 795482112 北播(加健)第374-137 令和3年6月1日
000028 4000062491 クスリキリン堂　小野本町店 675-1372 小野市本町648-1 794620047 百貨店、総合スーパー 一般 株式会社　キリン堂 代表取締役 寺西 豊彦 532-0003 大阪府大阪市淀川区宮原4-5-36 663940720 北播(加健)第374-592 令和3年6月1日
000028 4000063040 ミルクライフ　ホリ 673-1334 加東市吉井720-1 795461388 乳類販売業 一般 堀 昭博 北播(加健)第374-157 令和3年6月1日
000028 4000063046 ㈱増富 675-1372 小野市本町33-10 794635529 その他の食料・飲料販売業 一般 株式会社　増富 代表取締役 増田 治郎 675-1372 兵庫県小野市本町33-10 794635529 北播(加健)第374-584 令和3年6月1日
000028 4000063480 松谷海苔株式会社　社工場 673-1421 加東市山国2013-97 795421267 食品製造業 不要許可一般 松谷海苔株式会社 代表取締役 松谷 晃 652-0847 兵庫県神戸市兵庫区切戸町6-20 786511223 平成13年3月30日
000028 4000063579 JA兵庫みらいサンパティオおの 675-1317 小野市浄谷町1545-321 794640831 百貨店、総合スーパー 一般 兵庫みらい農業協同組合 代表理事組合長 小紫 康正 679-0107 兵庫県加西市玉野町1156番地の1 790471255 北播(加健)第374-541 令和3年6月1日
000028 4000063738 フード　スギ 673-1431 加東市社794 795420022 食肉販売業 一般 杉本 勝義 北播(加健)第374-196 令和3年6月1日
000028 4000063798 ドラッグジャパン滝野店 679-0211 加東市上滝野字芝崎246 795485090 百貨店、総合スーパー 一般 株式会社　スギ薬局 代表取締役 榊原 栄一 446-0056 愛知県安城市三河安城町1-8-4 562452720 北播(加健)第374-216 令和3年6月1日
000028 4000063813 ヨシケイこうべ小野支店 675-1328 小野市二葉町970-38 794647260 その他の食料・飲料販売業 一般 株式会社ヨシケイライブリー 代表取締役 長谷川 睦 636-0245 奈良県磯城郡田原本町大字味間10番1 744333386 北播(加健)第374-573 令和3年6月1日
000028 4000064054 セブンイレブン兵庫小野樫山町店 675-1325 小野市樫山町1475-5 794622708 コンビニエンスストア 一般 藤本 徹 北播(加健)第374-496 令和3年6月1日
000028 4000064269 セブン－イレブン小野粟生町店 675-1358 小野市粟生町3064-3 794665122 コンビニエンスストア 一般 本多 玄敏 北播(加健)第374-471 令和3年6月1日
000028 4000064325 井乃上 679-0205 加東市北野153-1 795482322 乳類販売業 一般 井上 弘子 北播(加健)第374-251 令和3年6月1日
000028 4000064398 株式会社エーコープ近畿滝野店 679-0211 加東市上滝野812 795482269 百貨店、総合スーパー 一般 株式会社エーコープ近畿 代表取締役社長 正村 栄邦 569-0044 大阪府高槻市番田一丁目51番1号 726763300 北播(加健)第374-215 令和3年6月1日
000028 4000064453 キタガキ食料品店 679-1102 多可郡多可町中区安楽田456 795323238 百貨店、総合スーパー 一般 北垣 保弘 北播(加健)第374-700 令和3年6月1日
000028 4000064552 （株）かみ物産センターかみ高地 679-1322 多可郡多可町加美区鳥羽733-1 795361919 百貨店、総合スーパー 一般 株式会社かみ物産センター 代表取締役 佐藤 彰浩 679-1322 兵庫県多可郡多可町加美区鳥羽733-1 795361919 北播(加健)第374-696 令和3年6月1日
000028 4000064619 上田商店 677-0132 多可郡多可町八千代区大和1528-2 795380196 百貨店、総合スーパー 一般 上田 桂 北播(加健)第374-732 令和3年6月1日
000028 4000064621 森永牛乳野間販売店 677-0114 多可郡多可町八千代区仕出原437-1 795370516 乳類販売業 一般 宇高 昌利 北播(加健)第374-727 令和3年6月1日
000028 4000064648 Ｙショップ高見酒店 677-0114 多可郡多可町八千代区仕出原518-2 795370321 コンビニエンスストア 一般 髙見 東冶 北播(加健)第374-728 令和3年6月1日
000028 4000064654 岡井食料品店 679-0316 西脇市黒田庄町大門92-2 795282349 食肉販売業 一般 岡井 達己 北播(加健)第374-620 令和3年6月1日
000028 4000064682 藤原商店 679-0324 西脇市黒田庄町大伏616-21 795282371 乳類販売業 一般 藤原 妙子 北播(加健)第374-618 令和3年6月1日
000028 4000064785 ローソン西脇野村店 677-0054 西脇市野村町字イノバ1401-32 795236345 コンビニエンスストア 一般 鈴木酒販有限会社 代表取締役 鈴木 秀紀 677-0054 兵庫県西脇市野村町961-2 795222235 北播(加健)第374-674 令和3年6月1日
000028 4000064859 フレッシュバザール西脇野村店 677-0054 西脇市野村町字大門1265 795240310 百貨店、総合スーパー 一般 株式会社さとう 代表取締役社長 佐藤 総二郎 620-0033 京都府福知山市字上紺屋15番地 773220001 北播(加健)第374-677 令和3年6月1日
000028 4000064883 明治牛乳中町販売所 679-1113 多可郡多可町中区中村町394-14 795321800 乳類販売業 一般 髙木 博司 北播(加健)第374-720 令和3年6月1日
000028 4000064899 安平食料品店 679-1111 多可郡多可町中区鍛冶屋646 795320566 百貨店、総合スーパー 一般 安平 まゆみ 北播(加健)第374-718 令和3年6月1日
000028 4000064920 クワムラ食品株式会社 679-1131 多可郡多可町中区曽我井893 795322003 乳類販売業 一般 クワムラ食品株式会社 代表取締役 吉井 一彦 679-1131 兵庫県多可郡多可町中区曽我井893 795322003 北播(加健)第374-717 令和3年6月1日
000028 4000064938 ひょうたんや 679-1124 多可郡多可町中区森本字上嶋原196 795324000 百貨店、総合スーパー 一般 有限会社石塚商店 代表取締役 石塚 龍夫 679-1113 兵庫県多可郡多可町中区中村町95-3 795322260 北播(加健)第374-716 令和3年6月1日
000028 4000064956 メグミルク中町販売所 679-1135 多可郡多可町中区安坂233 795320276 乳類販売業 一般 間嶋 宏行 北播(加健)第374-702 令和3年6月1日
000028 4000065217 株式会社 岩本商店 677-0015 西脇市西脇1042-7 795223326 氷雪販売業 一般 株式会社 岩本商店 代表者 岩本 幸久 677-0015 兵庫県西脇市西脇1042-7 795223326 北播(加健)第374-653 令和3年6月1日
000028 4000065369 西脇製氷 677-0015 西脇市西脇227 795223789 氷雪販売業 一般 八千代染工株式会社 代表取締役 山本 昭浩 677-0121 兵庫県多可郡多可町八千代区下野間879 795370004 北播(加健)第374-657 令和3年6月1日
000028 4000065421 宇野製菓所 677-0003 西脇市西田町55-1 795223909 乳類販売業 一般 宇野 義明 北播(加健)第374-1097 令和3年6月1日
000028 4000065534 マックスバリュ西日本株式会社西脇小坂店 677-0017 西脇市小坂町大歳180-1 795241271 百貨店、総合スーパー 一般 マックスバリュ西日本株式会社 代表取締役 平尾 健一 732-0814 広島県広島市南区段原南1-3-52 825358500 北播(加健)第374-634 令和3年6月1日
000028 4000065536 ローソン西脇上戸田店 677-0035 西脇市上戸田67 795230115 コンビニエンスストア 一般 有限会社高瀬企画 代表取締役 高瀬 正彦 677-0015 兵庫県西脇市西脇972 795223601 北播(加健)第374-635 令和3年6月1日
000028 4000065592 村正 677-0039 西脇市上比延町1019-1 795231915 百貨店、総合スーパー 一般 村上 正三 北播(加健)第374-638 令和3年6月1日
000028 4000065610 ピーターパン 677-0044 西脇市上野218 795224834 乳類販売業 一般 株式会社ピーターパン 代表取締役 西脇 正典 677-0015 兵庫県西脇市西脇569-1 795233522 北播(加健)第374-642 令和3年6月1日
000028 4000066097 中町ふうしゃ 679-1135 多可郡多可町中区安坂字北山田385 795321383 百貨店、総合スーパー 一般 株式会社　中町スーパーマーケット 代表取締役 藤本 孝重 679-1135 兵庫県多可郡多可町中区安坂88 795321383 北播(加健)第374-703 令和3年6月1日
000028 4000066402 久保田　道子 679-1203 多可郡多可町加美区多田349 795350406 食品製造業 不要許可一般 久保田 道子 平成13年3月30日
000028 4000066780 ドラッグジャパン西脇上野店 677-0044 西脇市上野字芝添369 795236363 百貨店、総合スーパー 一般 株式会社　スギ薬局 代表取締役 榊原 栄一 446-0056 愛知県安城市三河安城町一丁目8番地4 562452720 北播(加健)第374-647 令和3年6月1日
000028 4000066843 道の駅　北はりまエコミュージアム 677-0022 西脇市寺内天神池517-1 795252370 乳類販売業 一般 特定非営利活動法人北はりま田園空間博物館 理事 藤原 孝三 677-0022 兵庫県西脇市寺内天神池517番地の1 795252370 北播(加健)第374-1098 令和3年6月1日
000028 4000066931 バザールタウン西脇 677-0016 西脇市高田井町280 795234100 百貨店、総合スーパー 一般 株式会社　さとう 代表取締役社長 佐藤 総二郎 620-8503 京都府福知山市字上紺屋15 773220001 北播(加健)第374-613 令和3年6月1日
000028 4000066936 道の駅北はりまエコミュージアム 677-0022 西脇市寺内天神池517-1 252370 食肉販売業 一般 特定非営利活動法人北はりま田園空間博物館 理事 藤原 孝三 677-0022 兵庫県西脇市寺内天神池517番地の1 795252370 北播(加健)第374-628 令和3年6月1日
000028 4000067141 Ｙショップ　松本商店 679-0313 西脇市黒田庄町岡353 795283439 コンビニエンスストア 一般 松本 芳和 北播(加健)第374-614 令和3年6月1日
000028 4000067184 マックスバリュ西脇寺内店 677-0022 西脇市寺内514 795234800 百貨店、総合スーパー 一般 マックスバリュ西日本株式会社 代表取締役 平尾 健一 732-0814 広島県広島市南区段原南1-3-52 825358500 北播(加健)第374-627 令和3年6月1日
000028 4000067227 株式会社エーコープ近畿桜丘店 679-0321 西脇市黒田庄町田高313-10 795282303 百貨店、総合スーパー 一般 株式会社エーコープ近畿 代表取締役社長 正村 栄邦 569-0044 大阪府高槻市番田一丁目51番1号 726763300 北播(加健)第374-622 令和3年6月1日
000028 4000067235 株式会社エーコープ近畿かみ店 679-1211 多可郡多可町加美区寺内90-1 795350185 百貨店、総合スーパー 一般 株式会社エーコープ近畿 代表取締役社長 正村 栄邦 569-0044 大阪府高槻市番田一丁目51番1号 726763300 北播(加健)第374-694 令和3年6月1日
000028 4000067241 株式会社エーコープ近畿にしわき店 677-0013 西脇市日野町121 795236556 百貨店、総合スーパー 一般 株式会社エーコープ近畿 代表取締役社長 正村 栄邦 569-0044 大阪府高槻市番田一丁目51番1号 726763300 北播(加健)第374-660 令和3年6月1日
000028 4000067308 メグミルク三木販売店 673-0402 三木市加佐261-5 794823314 乳類販売業 一般 安川 正昭 北播(加健)第374-269 令和3年6月1日
000028 4000067334 クスリ　キリン堂　三木店 673-0402 三木市加佐字横塚285-10 794892627 百貨店、総合スーパー 一般 株式会社　キリン堂 代表取締役 寺西 豊彦 532-0003 大阪府大阪市淀川区宮原4-5-36 663301958 北播(加健)第374-270 令和3年6月1日
000028 4000067355 ダイナック 673-0402 三木市加佐字湯谷1142山陽自動車道三木ＳＡ下り線 794892455 コンビニエンスストア 一般 株式会社ダイナックパートナーズ 代表取締役 松井 正博 135-0091 東京都港区台場二丁目３番３号 333414216 北播(加健)第374-273 令和3年6月1日
000028 4000067450 ヤマザキＹショップ三木大村店 673-0404 三木市大村504 794862783 コンビニエンスストア 一般 森本 満 北播(加健)第374-380 令和3年6月1日
000028 4000067550 大村病院内売店　大村ショップ 673-0404 三木市大村字北山200 794837656 コンビニエンスストア 一般 ヒューネット株式会社 代表取締役 山田 満 657-0066 兵庫県神戸市灘区篠原中町2-2-15 788612727 北播(加健)第374-388 令和3年6月1日
000028 4000067563 毎日牛乳三木販売所 673-0405 三木市平田55-3 794833438 乳類販売業 一般 中畑 寿美男 北播(加健)第374-416 令和3年6月1日
000028 4000067647 株式会社メイジヤ食品 673-0415 三木市府内町7-26 794820888 乳類販売業 一般 株式会社メイジヤ食品 代表取締役 白澤 正明 673-0415 兵庫県三木市府内町7-26 794820888 北播(加健)第374-401 令和3年6月1日
000028 4000067659 共進牛乳　戎販売店 673-0423 三木市宿原1 794820216 乳類販売業 一般 筒井 富喜男 北播(加健)第374-362 令和3年6月1日
000028 4000067668 兵庫ヤクルト販売　三木ステーション 673-0423 三木市宿原919-1 794821048 乳類販売業 一般 兵庫ヤクルト販売株式会社 代表取締役 阿部 泰久 651-2122 兵庫県神戸市西区玉津町高津橋137-1 789128960 北播(加健)第374-366 令和3年6月1日
000028 4000067691 株式会社　山兼商店 673-0431 三木市本町2-11-18 794820038 氷雪販売業 一般 株式会社　山兼商店 代表取締役 山本 賀也 673-0431 兵庫県三木市本町2-11-18 794820038 北播(加健)第374-445 令和3年6月1日
000028 4000067904 協同購入センター三木 673-0434 三木市別所町小林字宿谷北657-12 794850090 その他の食料・飲料販売業 一般 生活協同組合コープこうべ 代表理事 岩山 利久 658-0051 兵庫県神戸市東灘区住吉本町一丁目3番19号 788561003 北播(加健)第374-432 令和3年6月1日
000028 4000068122 ウエルシア三木青山店 673-0521 三木市志染町青山6-15-1 794871720 百貨店、総合スーパー 一般 ウエルシア薬局株式会社 松本 忠久 101-0021 東京都千代田区二丁目2番15号 352095672 北播(加健)第374-353 令和3年6月1日
000028 4000068241 アンデパンダ 673-0532 三木市緑が丘町中1-22-8 794841580 乳類販売業 一般 有限会社アンデパンダ 代表取締役 中井 政治 673-0532 兵庫県三木市緑が丘町中1-22-8 794841580 北播(加健)第374-463 令和3年6月1日
000028 4000068262 Ｙショップ　カタヤマ 673-0532 三木市緑が丘町中2-1-16 794840557 コンビニエンスストア 一般 片山 修身 北播(加健)第374-466 令和3年6月1日
000028 4000068307 ローザンヌ 673-0534 三木市緑が丘町本町1-2-2 794841083 乳類販売業 一般 岡田 鈴加 北播(加健)第374-467 令和3年6月1日
000028 4000068435 コープ志染 673-0551 三木市志染町西自由が丘1-166 794854561 百貨店、総合スーパー 一般 生活協同組合コープこうべ 代表理事 岩山 利久 658-0051 兵庫県神戸市東灘区住吉本町一丁目3番19号 788561003 北播(加健)第374-340 令和3年6月1日
000028 4000068593 ドラッグジャパン三木店 673-0713 三木市細川町豊地325 794892110 百貨店、総合スーパー 一般 株式会社　スギ薬局 代表取締役 榊原 栄一 446-0056 愛知県安城市三河安城町1-8-4 562452720 北播(加健)第374-318 令和3年6月1日
000028 4000068652 日覺商店 673-0751 三木市口吉川町里脇字橋向7-1 794880027 乳類販売業 一般 日覺 芳美 北播(加健)第374-305 令和3年6月1日
000028 4000068720 赤いうちわ 673-1112 三木市吉川町畑枝120 794721191 食肉販売業 一般 北谷 弘武 北播(加健)第374-301 令和3年6月1日
000028 4000068837 吉川病院売店 673-1231 三木市吉川町稲田1-2 794720063 コンビニエンスストア 一般 垣内 治 北播(加健)第374-280 令和3年6月1日
000028 4000068846 梶本食料品店 673-1231 三木市吉川町稲田121 794720016 百貨店、総合スーパー 一般 梶本 順子 北播(加健)第374-281 令和3年6月1日
000028 4000070018 マックスバリュ　別所店 673-0435 三木市別所町高木638 794836012 百貨店、総合スーパー 一般 マックスバリュ西日本株式会社 代表取締役 平尾 健一 732-0814 広島県広島市南区段原南1-3-52 825358500 北播(加健)第374-418 令和3年6月1日
000028 4000070239 小林 673-0444 三木市別所町東這田１３７ 794824011 食品製造業 不要許可一般 小林 正幸 平成15年5月12日
000028 4000070275 ローソン三木緑が丘西店 673-0531 三木市緑が丘町西5-4-3 794872560 コンビニエンスストア 一般 浅井 孝司 北播(加健)第374-460 令和3年6月1日
000028 4000070304 トーホーストア志染駅前店 673-0551 三木市志染町西自由が丘1-324 794877111 百貨店、総合スーパー 一般 株式会社トーホーストア 代表取締役 橋本 博文 658-0033 兵庫県神戸市東灘区向洋町西五丁目9番 788452412 北播(加健)第374-341 令和3年6月1日
000028 4000070467 兵庫県広域防災センター内  兵庫県消防学校食堂 673-0516 三木市志染町御坂1-19 794872920 乳類販売業 自動販売機 コカ・コーラボトラーズジャパン株式会社 代表取締役 カリン ドラガン 107-6211 東京都港区赤坂九丁目7番1号 368963859 北播(加健)第374-322 令和3年6月1日
000028 4000070487 有限会社ＨＩＲＯフードサービス 673-1103 三木市吉川町前田759 794730101 その他の食料・飲料販売業 一般 有限会社ＨＩＲＯフードサービス 代表取締役 廣岡 伸一 673-1103 兵庫県三木市吉川町前田759 北播(加健)第374-291 令和3年6月1日
000028 4000070503 ＪＡ兵庫みらい　三木みらい館 673-0531 三木市緑が丘町西4-48 794878077 百貨店、総合スーパー 一般 兵庫みらい農業協同組合 代表理事組合長 小紫 康正 679-0107 兵庫県加西市玉野町1156番地の1 790471255 北播(加健)第374-457 令和3年6月1日
000028 4000070575 忍海辺工房 673-0505 三木市志染町細目268 794857926 食品製造業 不要許可一般 忍海辺 梅美 平成16年7月13日
000028 4000070688 お多福食料品店 675-2312 加西市北条町北条1130-2 790422119 百貨店、総合スーパー 一般 内藤 陽道 北播(加健)第374-101 令和3年6月1日
000028 4000070894 森井商店 675-2311 加西市北条町横尾800 790420226 百貨店、総合スーパー 一般 森井 宏史 北播(加健)第374-77 令和3年6月1日
000028 4000070918 有限会社円井牛乳 675-2301 加西市北条町小谷468 790430422 乳類販売業 一般 (有)円井牛乳 代表取締役 圓井 博 675-2301 兵庫県加西市北条町小谷468 790430422 北播(加健)第374-87 令和3年6月1日
000028 4000071016 フレッシュバザール加西店 675-2303 加西市北条町古坂6-61 790420310 百貨店、総合スーパー 一般 株式会社さとう 代表取締役社長 佐藤 総二郎 620-0033 京都府福知山市字上紺屋15 773220001 北播(加健)第374-81 令和3年6月1日
000028 4000071054 加西神姫レストラン 675-2365 加西市畑町字松尾谷2772-6 790424001 コンビニエンスストア 一般 神姫フードサービス株式会社 代表取締役 伊藤 克也 670-0965 兵庫県姫路市東延末三丁目50番地 792883835 北播(加健)第374-47 令和3年6月1日
000028 4000071061 加西サービスエリア営業所(ベーカリー) 675-2365 加西市畑町字松尾谷口地内加西SA（下り線） 790424003 コンビニエンスストア 一般 シンエーフーヅ株式会社 代表取締役 宮内 賢二 650-0027 兵庫県神戸市中央区中町通二丁目3番2号三共神戸ツインビル2階 783417117 北播(加健)第374-49 令和3年6月1日
000028 4000071075 森永乳業畑販売所 675-2365 加西市畑町1179 790421626 乳類販売業 一般 貝間 充啓 北播(加健)第374-46 令和3年6月1日
000028 4000071126 リカー＆ベイクコタニ 675-2332 加西市鎮岩町281 790460672 その他の食料・飲料販売業 一般 小谷 昇 北播(加健)第374-31 令和3年6月1日
000028 4000071131 ㈱荒木商店 675-2354 加西市山下町422-1 790460002 百貨店、総合スーパー 一般 株式会社荒木商店 代表取締役 荒木 正利 675-2354 兵庫県加西市山下町422-1 790460002 北播(加健)第374-13 令和3年6月1日
000028 4000071200 まるあ商店 675-2203 加西市牛居町355-1 790483123 百貨店、総合スーパー 一般 阿部 正 北播(加健)第374-4 令和3年6月1日
000028 4000071274 すがの 675-2102 加西市中野町920-1 790490024 百貨店、総合スーパー 一般 菅野 栄 北播(加健)第374-25 令和3年6月1日
000028 4000071295 古元商店 675-2105 加西市下宮木町427-3 790490028 百貨店、総合スーパー 一般 古元 敏邦 北播(加健)第374-1 令和3年6月1日
000028 4000071318 岡井商店 675-2114 加西市田原町2416 790490106 百貨店、総合スーパー 一般 岡井 勝己 北播(加健)第374-41 令和3年6月1日
000028 4000071379 高見商店 679-0106 加西市豊倉町780-2 790470091 百貨店、総合スーパー 一般 髙見 小枝子 北播(加健)第374-59 令和3年6月1日
000028 4000071477 明治牛乳泉販売所 675-2413 加西市青野町137 790450363 乳類販売業 一般 岡田 良樹 北播(加健)第374-17 令和3年6月1日
000028 4000071555 銀ﾋﾞﾙｽﾄｱｰ加西店 675-2445 加西市殿原町232-2 790440950 百貨店、総合スーパー 一般 株式会社銀ビルストアー 代表取締役 大塚 英木 670-0912 兵庫県姫路市南町31 792880001 北播(加健)第374-32 令和3年6月1日
000028 4000071569 大西商店 675-2454 加西市下道山町413-2 790442238 百貨店、総合スーパー 一般 大西 美千子 北播(加健)第374-3 令和3年6月1日
000028 4000071573 高井食料品店 675-2453 加西市上道山町409-3 790440155 百貨店、総合スーパー 一般 高井 美代子 北播(加健)第374-13 令和3年6月1日
000028 4000071576 国田商店 675-2451 加西市上万願寺町521 790441186 百貨店、総合スーパー 一般 国田 明代 北播(加健)第374-14 令和3年6月1日
000028 4000072503 高橋醤油㈱ 675-2423 加西市和泉町118-7 食品製造業 不要許可一般 高橋醬油株式会社 代表取締役 高橋 伸弥 675-2423 兵庫県加西市和泉町118番地の7 790450003 平成13年3月30日
000028 4000072616 北条ストアー 675-2312 加西市北条町北条350 790422106 食肉販売業 一般 山本 茂樹 北播(加健)第374-1105 令和3年6月1日
000028 4000072649 原田商店 675-2113 加西市網引町727-2 百貨店、総合スーパー 一般 原田 勝子 北播(加健)第374-121 令和3年6月1日
000028 4000072691 コープこうべ　コープ加西 675-2312 加西市北条町北条28-1アスティアかさい1F 790432251 百貨店、総合スーパー 一般 生活協同組合コープこうべ 代表理事 岩山 利久 658-0000 兵庫県神戸市東灘区住吉本町一丁目3番19号 788561003 北播(加健)第374-106 令和3年6月1日
000028 4000072836 株式会社ケー・シー・エス加西CDC 675-2113 加西市網引町丸山2001-40 790493201 その他の食料・飲料販売業 一般 株式会社ケー・シー・エス 代表取締役 今村 堅 662-0934 兵庫県西宮市西宮浜一丁目43番地 798359035 北播(加健)第374-122 令和3年6月1日



000028 4000072955 安積食料品店 675-2345 加西市西剣坂町749-1 790460431 百貨店、総合スーパー 一般 安積 文子 北播(加健)第374-15 令和3年6月1日
000028 4000072995 パン処森庵 679-0103 加西市別府町甲1797-3 790471621 乳類販売業 一般 松末 森生 北播(加健)第374-58 令和3年6月1日
000028 4000073007 サンスポーツクラブ加西 675-2311 加西市北条町横尾346 790430006 コップ式自動販売機（自動洗浄・屋内設置） 自動販売機 株式会社関西コーヒー 代表取締役 平岡 創土 671-1136 兵庫県姫路市大津区恵美酒町2-54 792365800 北播(加健)第374-1009 令和3年6月1日
000028 4000073153 (有)フレッシュベーカリー・グリム 675-2311 加西市北条町横尾463-1 790430811 乳類販売業 一般 (有)フレッシュベーカリー・グリム 代表取締役 加古 良平 675-2302 兵庫県加西市北条町横尾463-1 790430811 北播(加健)第374-76 令和3年6月1日
000028 4000073182 ＪＡ兵庫みらい　かさい愛菜館 679-0106 加西市豊倉町字山之谷1261-81 790478700 百貨店、総合スーパー 一般 兵庫みらい農業協同組合 代表理事組合長 小紫 康正 679-0107 兵庫県加西市玉野町1156-1 790471255 北播(加健)第374-61 令和3年6月1日
000028 4000073211 業務スーパー小野店 675-1378 小野市王子町869-2 794628488 百貨店、総合スーパー 一般 有限会社　ビッグシャイン 代表取締役 門脇 哲夫 673-0014 兵庫県明石市川崎町2-11-814 789244051 北播(加健)第374-483 令和3年6月1日
000028 4000073371 株式会社共進舎牧農園小野営業所 675-1317 小野市浄谷町1545-432 794628532 乳類販売業 一般 株式会社共進舎牧農園 代表取締役社長 中尾 弘三 650-0016 兵庫県神戸市中央区橘通1-2-12 783711761 北播(加健)第374-544 令和3年6月1日
000028 4000073414 ドラッグジャパン三木志染店 673-0541 三木市志染町広野1-103 794857747 百貨店、総合スーパー 一般 株式会社スギ薬局 代表取締役 榊原 栄一 446-0056 愛知県安城市三河安城町1-8-4 562422720 北播(加健)第374-325 令和3年6月1日
000028 4000073416 * 675-2103 加西市鶉野町1045 790490562 食品製造業 不要許可一般 森川 澄子 平成17年10月25日
000028 4000073527 ミルクホーム ヒライ 677-0132 多可郡多可町八千代区大和33 795380127 乳類販売業 一般 平位 利信 北播(加健)第374-733 令和3年6月1日
000028 4000073533 ボンマルシェ社店（寿司・惣菜） 673-1431 加東市社338 795424391 百貨店、総合スーパー 一般 株式会社　銀ビルストアー 代表取締役 大塚 英木 670-0912 兵庫県姫路市南町31 792880001 北播(加健)第374-1049 令和3年6月1日
000028 4000073621 ココカラファイン　三木店 673-0405 三木市平田757 794828660 百貨店、総合スーパー 一般 株式会社ココカラファインヘルスケア 代表取締役 塚本 厚志 222-0033 神奈川県横浜市港北区新横浜3-17-6 455485996 北播(加健)第374-417 令和3年6月1日
000028 4000073656 ローソン加西谷町店 675-2361 加西市谷町土新田51 790430505 コンビニエンスストア 一般 有限会社　水井商事 代表取締役 水井 純一 671-0207 兵庫県姫路市飾東町山崎459 792620601 北播(加健)第374-18 令和3年6月1日
000028 4000073812 ドラッグストアライフォート　梶原店 673-1463 加東市梶原360-1 795422117 百貨店、総合スーパー 一般 株式会社ココカラファインヘルスケア 代表取締役 塚本 厚志 222-0033 神奈川県横浜市港北区新横浜三丁目17番6号 455485996 北播(加健)第374-149 令和3年6月1日
000028 4000073820 マックスバリュ恵比須店 673-0413 三木市大塚2-295-1 794833030 百貨店、総合スーパー 一般 マックスバリュ西日本株式会社 代表取締役 平尾 健一 732-0814 広島県広島市南区段原南1-3-52 825358500 北播(加健)第374-395 令和3年6月1日
000028 4000074044 株式会社　松山製パン 673-0414 三木市芝町4-1 794820757 乳類販売業 一般 株式会社　松山製パン 代表取締役 松山 敏郎 673-0414 兵庫県三木市芝町4-1 794820757 北播(加健)第374-361 令和3年6月1日
000028 4000074047 パナソニックHA組立休憩所PP 673-1447 加東市佐保5 795427000 乳類販売業 自動販売機 コカ・コーラボトラーズジャパン株式会社 代表取締役 カリン ドラガン 107-6211 東京都港区赤坂九丁目7番1号 368963859 北播(加健)第374-1050 令和3年6月1日
000028 4000074049 パナソニックHA2F中央休憩所PP 673-1447 加東市佐保5 795427000 乳類販売業 自動販売機 コカ・コーラボトラーズジャパン株式会社 代表取締役 カリン ドラガン 107-6211 東京都港区赤坂九丁目7番1号 368963859 北播(加健)第374-1051 令和3年6月1日
000028 4000074050 パナソニックHA2F休憩所PP 673-1447 加東市佐保5 795427000 乳類販売業 自動販売機 コカ・コーラボトラーズジャパン株式会社 代表取締役 カリン ドラガン 107-6211 東京都港区赤坂九丁目7番1号 368963859 北播(加健)第374-1052 令和3年6月1日
000028 4000074065 マミーショップ 673-1311 加東市天神535 795470014 氷雪販売業 一般 藤本 正弘 北播(加健)第374-242 令和3年6月1日
000028 4000074071 ファミリーマート三木末広店 673-0403 三木市末広3-10-31 794867926 コンビニエンスストア 一般 藤岡 美佐男 北播(加健)第374-452 令和3年6月1日
000028 4000074155 ローソン細川町金屋店 673-0711 三木市細川町金屋431-3 794862381 コンビニエンスストア 一般 仲川 明弘 北播(加健)第374-309 令和3年6月1日
000028 4000074233 ドラッグストア　ライフォート　志染店 673-0551 三木市志染町西自由が丘1-348 794843700 百貨店、総合スーパー 一般 株式会社ココカラファインヘルスケア 代表取締役 塚本 厚志 222-0033 神奈川県横浜市港北区新横浜3-17-6 455485996 北播(加健)第374-342 令和3年6月1日
000028 4000074273 わらべや関西(株）三木工場 673-0514 三木市志染町戸田字中尾1838-230 794873880 乳類販売業 自動販売機 コカ・コーラボトラーズジャパン株式会社 代表取締役 カリン ドラガン 107-6211 東京都港区赤坂九丁目7番1号 368963859 北播(加健)第374-321 令和3年6月1日
000028 4000074276 業務スーパー三木店 673-0404 三木市大村441 794861707 百貨店、総合スーパー 一般 有限会社　ビッグシャイン 代表取締役 門脇 哲夫 673-0014 兵庫県明石市川崎町2-11-814 789244051 北播(加健)第374-378 令和3年6月1日
000028 4000074312 兵庫県学校給食・食育支援センター 673-1421 加東市山国2007 423791 食肉販売業 一般 公益財団法人兵庫県スポーツ協会 理事長 今井 良広 650-0011 兵庫県神戸市中央区下山手通四丁目16番3号 783322344 北播(加健)第374-181 令和3年6月1日
000028 4000074376 つつじ会作業所 673-1451 加東市家原813-1 795424966 食品製造業 不要許可一般 特定非営利活動法人　つつじ会 理事長 黒﨑 明 673-1451 兵庫県加東市家原813-1 795424966 平成19年2月7日
000028 4000074592 ㈱ウエストワンズ 673-1472 加東市上三草1136-67 795422401 乳類販売業 自動販売機 コカ・コーラボトラーズジャパン株式会社 代表取締役 カリン ドラガン 107-6211 東京都港区赤坂九丁目7番1号 368963859 北播(加健)第374-208 令和3年6月1日
000028 4000074609 パチンコ社スイス 673-1464 加東市上中348 795423529 乳類販売業 自動販売機 コカ・コーラボトラーズジャパン株式会社 代表取締役 カリン ドラガン 107-6211 東京都港区赤坂九丁目7番1号 368963859 北播(加健)第374-1057 令和3年6月1日
000028 4000074663 高井製菓 675-2322 加西市北条町西高室550-1 790420350 乳類販売業 一般 髙井 誠貴 北播(加健)第374-91 令和3年6月1日
000028 4000074728 クスリキリン堂　西脇小坂店 677-0017 西脇市小坂町116 乳類販売業 一般 株式会社　キリン堂 代表取締役 寺西 豊彦 532-0003 大阪府大阪市淀川区宮原4-5-36 663301958 北播(加健)第374-632 令和3年6月1日
000028 4000074789 セブン－イレブン　加西殿原店 675-2445 加西市殿原町391-1 790443225 コンビニエンスストア 一般 山下 博史 北播(加健)第374-33 令和3年6月1日
000028 4000074867 シスメックス国際試薬㈱ 675-1322 小野市匠台17 乳類販売業 自動販売機コカ・コーラボトラーズジャパン株式会社代表取締役 カリン ドラガン107-6211 東京都港区赤坂九丁目7番1号 368963859 北播(加健)第374-535 令和3年6月1日
000028 4000075000 井上牛乳店 675-1335 小野市片山町1033 乳類販売業 一般 井上 昭二 北播(加健)第374-580 令和3年6月1日
000028 4000075001 山田錦の館 673-1114 三木市吉川町吉安222 794762401 百貨店、総合スーパー 一般 株式会社　吉川まちづくり公社 代表取締役社長 山本 貴美江 673-1114 兵庫県三木市吉川町吉安222番地 794762401 北播(加健)第374-284 令和3年6月1日
000028 4000075036 神姫クリエイト（株）神姫観光西脇営業所待合所　６Ｋ２０１５677-0015 西脇市西脇991 コップ式自動販売機（自動洗浄・屋内設置）自動販売機サントリービバレッジソリューション株式会社代表取締役 及川 剛 160-6111 東京都新宿区西新宿八丁目17番1号 363040501 北播(加健)第374-770 令和3年6月1日
000028 4000075121 シャトレーゼ工場直売店西脇店 677-0044 西脇市上野231-1 795232482 乳類販売業 一般 有限会社サンワ 代表取締役 向山 昇 677-0015 兵庫県西脇市西脇656-58 795241712 北播(加健)第374-643 令和3年6月1日
000028 4000075363 イオン三木店 673-0404 三木市大村字砂163 794833155 百貨店、総合スーパー 一般 イオンリテール株式会社 代表取締役 井出 武美 261-0023 千葉県千葉市美浜区中瀬一丁目5番地1 432126000 北播(加健)第374-382 令和3年6月1日
000028 4000075443 マックスバリュ社店 673-1463 加東市梶原333-1 795424520 百貨店、総合スーパー 一般 マックスバリュ西日本株式会社 代表取締役 平尾 健一 732-0814 広島県広島市南区段原南一丁目3番52号 825358500 北播(加健)第374-148 令和3年6月1日
000028 4000075464 生鮮＆業務スーパー西脇店 677-0016 西脇市高田井町55-1アクロスプラザ西脇 795222222 百貨店、総合スーパー 一般 有限会社　魚松 代表取締役 長井 泰道 677-0052 兵庫県西脇市和田町634番地の131 795220808 北播(加健)第374-607 令和3年6月1日
000028 4000075475 ㈱小西商店 673-0412 三木市岩宮字丁田207-2 食肉販売業 一般 株式会社　小西商店 代表取締役 小西 康之 673-0412 兵庫県三木市岩宮字丁田207-2 794828211 北播(加健)第374-276 令和3年6月1日
000028 4000075477 播磨中央公園管理棟 679-0212 加東市下滝野1247 795485289 乳類販売業 自動販売機 コカ・コーラボトラーズジャパン株式会社 代表取締役 カリン ドラガン 107-6211 東京都港区赤坂九丁目7番1号 368963859 北播(加健)第374-132 令和3年6月1日
000028 4000075521 ショップ８４６ 673-1447 加東市佐保5 乳類販売業 一般 パナソニックグループ労働組合連合会 代表者 福澤 邦治 571-0050 大阪府門真市大字門真1006番地 669029613 北播(加健)第374-180 令和3年6月1日
000028 4000075568 内橋成美 677-0061 西脇市合山町434 食品製造業 不要許可一般 内橋 成美 平成20年2月13日
000028 4000075640 クスリキリン堂社店 673-1431 加東市社1205-1 795438010 百貨店、総合スーパー 一般 株式会社　キリン堂 代表取締役 寺西 豊彦 532-0003 大阪府大阪市淀川区宮原4-5-36 663940720 北播(加健)第374-186 令和3年6月1日
000028 4000075644 イオン加西北条店　ホットデリカ作業場 675-2312 加西市北条町北条308-1 790453500 百貨店、総合スーパー 一般 イオンリテール株式会社 代表取締役 井出 武美 261-0023 千葉県千葉市美浜区中瀬一丁目5番地1 432126000 北播(加健)第374-107 令和3年6月1日
000028 4000075869 森本豆腐店 675-1379 小野市上本町82 794634934 乳類販売業 一般 森本 範和 北播(加健)第374-539 令和3年6月1日
000028 4000075895 セブンイレブン小野福住町店 675-1309 小野市福住町726-1 794671066 コンビニエンスストア 一般 藤本 勉 北播(加健)第374-577 令和3年6月1日
000028 4000075944 セブン－イレブン西脇和布町店 677-0053 西脇市和布町字出嶋168-12 795221227 コンビニエンスストア 一般 畑 政広 北播(加健)第374-690 令和3年6月1日
000028 4000075980 マクドナルド加西店 675-2311 加西市北条町横尾389-1 790423117 乳類販売業 一般 有限会社エムズカンパニー 代表取締役 永田 充 565-0821 大阪府吹田市山田東4-18　Ｃ-308 668765236 北播(加健)第374-72 令和3年6月1日
000028 4000076003 増岡食品店 677-0066 西脇市水尾町680-1 270381 食品製造業 不要許可一般 増岡 敏美 平成21年3月24日
000028 4000076074 レストラン デルパパ 673-0433 三木市福井字三木山2465-1 794860362 食肉販売業 一般 シンエーフーヅ株式会社 代表取締役 宮内 賢二 650-0027 兵庫県神戸市中央区中町通二丁目3番2号三共神戸ツインビル2階 783417117 北播(加健)第374-410 令和3年6月1日
000028 4000076283 中嶋食品店 677-0112 多可郡多可町八千代区赤坂66 795370128 百貨店、総合スーパー 一般 中嶋 敏彦 北播(加健)第374-729 令和3年6月1日
000028 4000076377 セブン‐イレブン小野浄谷町店 675-1317 小野市浄谷町2983-1 794630726 コンビニエンスストア 一般 多鹿 和正 北播(加健)第374-545 令和3年6月1日
000028 4000076383 Ｙショップ三木市役所店　たんぽぽ 673-0433 三木市福井1934三木市役所内みっきいホール 794836126 コンビニエンスストア 一般 前野 宣昭 北播(加健)第374-403 令和3年6月1日
000028 4000076405 株式会社パルドン 677-0043 西脇市下戸田588-1 238010 百貨店、総合スーパー 一般 株式会社ozawa 代表取締役 677-0043 兵庫県西脇市堀町400番地の5 795221212 北播(加健)第374-594 令和3年6月1日
000028 4000076417 クスリキリン堂中町店 679-1132 多可郡多可町中区坂本120-1 795302007 百貨店、総合スーパー 一般 株式会社　キリン堂 代表取締役 寺西 豊彦 532-0003 大阪府大阪市淀川区宮原四丁目5番36号 663940720 北播(加健)第374-706 令和3年6月1日
000028 4000076428 西脇市民病院食堂PP 677-0044 西脇市下戸田652-1 795241518 乳類販売業 一般 コカ・コーラボトラーズジャパン株式会社 代表取締役 カリン ドラガン 107-6211 東京都港区赤坂九丁目7番1号 368963859 北播(加健)第374-598 令和3年6月1日
000028 4000076445 積水成型工業㈱兵庫工場ＶＢ４３７６ 673-1331 加東市森尾字小谷山127-8 795461500 コップ式自動販売機（自動洗浄・屋内設置） 自動販売機 サントリービバレッジソリューション株式会社 代表取締役 及川 剛 160-6111 東京都新宿区西新宿八丁目17番1号 363040501 北播(加健)第374-827 令和3年6月1日
000028 4000076483 スシロー滝野社店 679-0202 加東市多井田新町12-2 795459855 魚介類販売業 一般 株式会社あきんどスシロー 代表取締役 新居 耕平 564-0063 大阪府吹田市江坂町一丁目22番2号 663681001 北播(加健)第374-235 令和3年6月1日
000028 4000076484 スシロー三木店 673-0434 三木市別所町小林字ロハメ谷1224 794810030 魚介類販売業 一般 株式会社あきんどスシロー 代表取締役 新居 耕平 564-0063 大阪府吹田市江坂町一丁目22番2号 663681001 北播(加健)第374-431 令和3年6月1日
000028 4000076485 アルカドラッグ西脇店 677-0017 西脇市小坂町横溝172-1 795228877 百貨店、総合スーパー 一般 株式会社ナガタ薬品 代表取締役 中島 康伸 654-0161 兵庫県神戸市須磨区弥栄台1-3-3 787918861 北播(加健)第374-633 令和3年6月1日
000028 4000076521 アグリスタイル 673-0702 三木市細川町中里1461-3 794603323 食品製造業 不要許可一般 山本 洋太朗 平成22年1月20日
000028 4000076546 セブン－イレブン三木青山３丁目店 673-0521 三木市志染町青山3-14-4 794870755 コンビニエンスストア 一般 吉田 孝行 北播(加健)第374-347 令和3年6月1日
000028 4000076598 パン工房　ダンケシェーン 673-0532 三木市緑が丘町中1-8-7 794872333 乳類販売業 一般 有限会社ダンケシェーン 代表取締役 美野 整司 651-2304 兵庫県神戸市西区神出町小束野53-100 789650809 北播(加健)第374-465 令和3年6月1日
000028 4000076610 旬菜工房　えちぜん 673-1235 三木市吉川町市野瀬1036 食品製造業 不要許可一般 野村 武 平成22年3月16日
000028 4000076623 フレッシュバザール　三木志染店 673-0541 三木市志染町広野1-121 794876500 百貨店、総合スーパー 一般 株式会社さとう 代表取締役 佐藤 総二郎 620-0033 京都府福知山市字上紺屋15 773220001 北播(加健)第374-327 令和3年6月1日
000028 4000076624 フレッシュバザール　三木志染店  （米飯） 673-0541 三木市志染町広野1-121 794876500 自動販売機（要届出のコップ式自動販売機及び要許可を除く） 自動販売機 株式会社さとう 代表取締役 佐藤 総二郎 620-0033 京都府福知山市字上紺屋15 773220001 北播(加健)第374-1031 令和3年6月1日
000028 4000076666 トーホーストア志染駅前店 673-0551 三木市志染町西自由が丘1-324 794877111 自動販売機（要届出のコップ式自動販売機及び要許可を除く） 自動販売機 株式会社トーホーストア 代表取締役 橋本 博文 658-0033 兵庫県神戸市東灘区向洋町西五丁目9番 788452412 北播(加健)第374-1047 令和3年6月1日
000028 4000076705 マックスバリュ三木北店 673-0402 三木市加佐字横塚291 794868551 乳類販売業 自動販売機 サントリービバレッジソリューション株式会社 代表取締役 及川 剛 160-6111 東京都新宿区西新宿八丁目17番1号 363040501 北播(加健)第374-271 令和3年6月1日
000028 4000076719 マックスバリュ　三木北店 673-0402 三木市加佐字横塚291 794868551 百貨店、総合スーパー 一般 マックスバリュ西日本株式会社 代表取締役 平尾 健一 732-0814 広島県広島市南区段原南1-3-52 825358500 北播(加健)第374-272 令和3年6月1日
000028 4000076772 イオン小野中パブ１ 675-1378 小野市王子町868-1 794635121 乳類販売業 自動販売機 コカ・コーラボトラーズジャパン株式会社 代表取締役 カリン ドラガン 107-6211 東京都港区赤坂九丁目7番1号 368963859 北播(加健)第374-1058 令和3年6月1日
000028 4000076840 ㈱ナチュラルふぁーむ 675-1332 小野市中町410-2 794625140 乳類販売業 一般 株式会社ナチュラルふぁーむ 代表取締役 高橋 幸嗣 675-1332 兵庫県小野市中町410-2 794625140 北播(加健)第374-567 令和3年6月1日
000028 4000076842 MIKI夢ステーション 673-0433 三木市福井2-12-43 794888790 乳類販売業 一般 牛尾 千絵 北播(加健)第374-404 令和3年6月1日
000028 4000076904 セブンーイレブン  加西フラワーセンター前店 675-2103 加西市鶉野町1168-60 790492377 コンビニエンスストア 一般 井上 斉 北播(加健)第374-124 令和3年6月1日
000028 4000076968 イオンモール加西北条  ２Ｆ後方従業員休憩室 675-2312 加西市北条町北条308-1 790453700 コップ式自動販売機（自動洗浄・屋内設置） 自動販売機 サントリービバレッジソリューション株式会社 代表取締役 及川 剛 160-6111 東京都新宿区西新宿八丁目17番1号 363040501 北播(加健)第374-846 令和3年6月1日
000028 4000076974 ㈱マルヤナギ小倉屋　大門工場 673-1445 加東市大門字西寺井67 795427621 コップ式自動販売機（自動洗浄・屋内設置） 自動販売機 サントリービバレッジソリューション株式会社 代表取締役 及川 剛 160-6111 東京都新宿区西新宿八丁目17番1号 363040501 北播(加健)第374-847 令和3年6月1日
000028 4000077044 いなかの駄菓子屋　大西 675-2445 加西市殿原町79-2 790442065 百貨店、総合スーパー 一般 大西 一也 北播(加健)第374-37 令和3年6月1日
000028 4000077055 ドラッグストアライフォート西脇北店 677-0043 西脇市下戸田486-2 795221141 百貨店、総合スーパー 一般 株式会社ココカラファインヘルスケア 代表取締役 塚本 厚志 222-0033 神奈川県横浜市港北区新横浜3-17-6 455485996 北播(加健)第374-593 令和3年6月1日
000028 4000077165 三洋電機㈱加西工場Ｃ棟３－２明治 675-2332 加西市鎮岩町194-4 790431950 乳類販売業 自動販売機 コカ・コーラボトラーズジャパン株式会社 代表取締役 カリン ドラガン 107-6211 東京都港区赤坂九丁目7番1号 368963859 北播(加健)第374-1059 令和3年6月1日
000028 4000077182 メタルフォーム株式会社ＰＰ 675-2103 加西市鶉野町字東中沢2135 790492131 乳類販売業 自動販売機 コカ・コーラボトラーズジャパン株式会社 代表取締役 カリン ドラガン 107-6211 東京都港区赤坂九丁目7番1号 368963859 北播(加健)第374-1060 令和3年6月1日
000028 4000077280 フレッシュバザール三木平田店 673-0405 三木市平田2-9-5 794831400 百貨店、総合スーパー 一般 株式会社さとう 代表取締役 佐藤 総二郎 620-0033 京都府福知山市字上紺屋15 773220001 北播(加健)第374-415 令和3年6月1日
000028 4000077281 フレッシュバザール三木平田店 673-0405 三木市平田2-9-5 794831400 自動販売機（要届出のコップ式自動販売機及び要許可を除く） 自動販売機 株式会社さとう 代表取締役 佐藤 総二郎 620-0033 京都府福知山市字上紺屋15 773220001 北播(加健)第374-1032 令和3年6月1日
000028 4000077331 アルカドラッグ三木店 673-0434 三木市別所町小林725-8 794890035 百貨店、総合スーパー 一般 株式会社ナガタ薬品 代表取締役 中島 康伸 654-0161 兵庫県神戸市須磨区弥栄台1-3-3 787918861 北播(加健)第374-425 令和3年6月1日
000028 4000077344 イオン小野店　2F喫茶室左 675-1378 小野市王子町868-1 794635121 コップ式自動販売機（自動洗浄・屋内設置） 自動販売機 サントリービバレッジソリューション株式会社 代表取締役 及川 剛 160-6111 東京都新宿区西新宿八丁目17番1号 363040501 北播(加健)第374-736 令和3年6月1日
000028 4000077360 加茂病院　１F休憩所 679-0205 加東市北野713 795483208 乳類販売業 自動販売機 コカ・コーラボトラーズジャパン株式会社 代表取締役 カリン ドラガン 107-6211 東京都港区赤坂九丁目7番1号 368963859 北播(加健)第374-1053 令和3年6月1日
000028 4000077361 加茂病院　２F休憩所 679-0205 加東市北野713 795483208 乳類販売業 自動販売機 コカ・コーラボトラーズジャパン株式会社 代表取締役 カリン ドラガン 107-6211 東京都港区赤坂九丁目7番1号 368963859 北播(加健)第374-1054 令和3年6月1日
000028 4000077371 アルカドラッグ加西店 675-2312 加西市北条町北条77-1 790437077 百貨店、総合スーパー 一般 株式会社ナガタ薬品 代表取締役 中島 康伸 654-0161 兵庫県神戸市須磨区弥栄台1-3-3 787918861 北播(加健)第374-117 令和3年6月1日
000028 4000077374 マクドナルド西脇店 677-0016 西脇市高田井町59-1 795235508 乳類販売業 一般 有限会社エムズカンパニー 代表取締役 永田 充 565-0821 大阪府吹田市山田東4-18C-308 668765236 北播(加健)第374-609 令和3年6月1日
000028 4000130085 アルカドラッグ小野店 675-1371 小野市黒川町1765 794642686 百貨店、総合スーパー 一般 株式会社ナガタ薬品 代表取締役 中島 康伸 654-0161 兵庫県神戸市須磨区弥栄台1-3-3 787918861 北播(加健)第374-520 令和3年6月1日
000028 4000130173 天然温泉　湯庵（左脱衣室） 673-0445 三木市別所町西這田566-2 794861126 乳類販売業 自動販売機 株式会社　共進舎牧農園 代表取締役 中尾 弘三 650-0016 兵庫県神戸市中央区橘通1-2-12 783711761 北播(加健)第374-1091 令和3年6月1日
000028 4000130179 天然温泉　湯庵（左脱衣室） 673-0445 三木市別所町西這田566-2 794861126 乳類販売業 自動販売機 株式会社　共進舎牧農園 代表取締役 中尾 弘三 650-0016 兵庫県神戸市中央区橘通1-2-12 783711761 北播(加健)第374-1092 令和3年6月1日
000028 4000130183 ローソン加西玉野町店 679-0107 加西市玉野町字彦三236-1 790470575 コンビニエンスストア 一般 株式会社キャロル 代表取締役 岸本 伸男 679-0212 兵庫県加東市下滝野2-26 795483455 北播(加健)第374-5 令和3年6月1日
000028 4000130321 Green Leaves mall（グリーン　リーブス　モール） 679-0321 西脇市黒田庄町田高313 795289028 コンビニエンスストア 一般 株式会社光洋 代表取締役 高木 孝昌 247-0014 神奈川県横浜市金沢区福浦一丁目5番1号 457012203 北播(加健)第374-621 令和3年6月1日
000028 4000130402 ローソン滝野下滝野二丁目店 679-0212 加東市下滝野2-48 795483455 コンビニエンスストア 一般 株式会社キャロル 代表取締役 岸本 伸男 679-0212 兵庫県加東市下滝野2-26 795483455 北播(加健)第374-134 令和3年6月1日
000028 4000130406 ローソン L社嬉野 673-1431 加東市社字一本松183-1 795430400 コンビニエンスストア 一般 株式会社キャロル 代表取締役 岸本 伸男 679-0212 兵庫県加東市下滝野2-26 795483455 北播(加健)第374-197 令和3年6月1日
000028 4000130522 ドラッグコスモス青山店 673-0521 三木市志染町青山5-30-1 794877030 百貨店、総合スーパー 一般 株式会社コスモス薬品 代表取締役 横山 英昭 812-0013 福岡県福岡市博多区博多駅東二丁目10番1号第一福岡ビルＳ館4階 092-433-0661 北播(加健)第374-350 令和3年6月1日
000028 4000130837 ローソン　三木平田店 673-0405 三木市平田1-16-1 794838621 コンビニエンスストア 一般 横井 浩二 北播(加健)第374-411 令和3年6月1日



000028 4000131039 西脇市民病院1F 677-0044 西脇市下戸田652-1 795223691 乳類販売業 一般 コカ・コーラボトラーズジャパン株式会社 代表取締役 カリン ドラガン 107-6211 東京都港区赤坂九丁目7番1号 368963859 北播(加健)第374-599 令和3年6月1日
000028 4000131044 柳川酒店PP 677-0054 西脇市野村町1795-225 795232614 乳類販売業 自動販売機 コカ・コーラボトラーズジャパン株式会社 代表取締役 カリン ドラガン 107-6211 東京都港区赤坂九丁目7番1号 368963859 北播(加健)第374-1055 令和3年6月1日
000028 4000131286 是常精工（株）加西南工場休憩室（CCW受託）675-2113 加西市網引町2001-44 コップ式自動販売機（自動洗浄・屋内設置）自動販売機株式会社アペックス西日本 代表取締役 森 吉平 550-0015 大阪府大阪市西区南堀江4-25-24 664455518 北播(加健)第374-877 令和3年6月1日
000028 4000131363 有限会社ニシムラ 673-1461 加東市木梨1158-4 795423900 食肉販売業 一般 有限会社ニシムラ 代表取締役 西村 友義 673-1461 兵庫県加東市木梨1158-4 795423900 北播(加健)第374-256 令和3年6月1日
000028 4000131829 こすもホール　加西　ロビー（ＣＣＢＪＩ単受） 679-0109 加西市玉丘町13-1 790426800 コップ式自動販売機（自動洗浄・屋内設置） 自動販売機 株式会社アペックス西日本 代表取締役 森 吉平 550-0015 大阪府大阪市西区南堀江四丁目25番24号 664455518 北播(加健)第374-875 令和3年6月1日
000028 4000131941 マクドナルド　三木店 673-0541 三木市志染町広野1-108-1 794859616 乳類販売業 一般 有限会社エムズカンパニー 代表取締役 永田 充 565-0821 大阪府吹田市山田東4-18-C-308 668765236 北播(加健)第374-326 令和3年6月1日
000028 4000131945 マクドナルド　イオン三木青山店 673-0521 三木市志染町青山6-8 794898145 乳類販売業 一般 有限会社エムズカンパニー 代表取締役 永田 充 565-0821 大阪府吹田市山田東4-18-C-308 668765236 北播(加健)第374-356 令和3年6月1日
000028 4000132029 村井弥与子  村井弥与子 677-0011 西脇市富吉上町331-22 795222209 食品製造業 不要許可一般 村井 弥与子 平成23年10月4日
000028 4000132124 クスリキリン堂　黒田庄店 679-0321 西脇市黒田庄町田高317-2 795249030 百貨店、総合スーパー 一般 株式会社　キリン堂 代表取締役 寺西 豊彦 532-0003 大阪府大阪市淀川区宮原4-5-36 663940720 北播(加健)第374-623 令和3年6月1日
000028 4000132182 竹谷 677-0031 西脇市住吉町945 795228235 食品製造業 不要許可一般 竹谷 さだ子 平成23年10月12日
000028 4000132270 サテライト阪神　２Ｆホール 673-1114 三木市吉川町吉安877-442 794722090 コップ式自動販売機（自動洗浄・屋内設置） 自動販売機 サントリービバレッジソリューション株式会社 代表取締役 及川 剛 160-6111 東京都新宿区西新宿八丁目17番1号 363040501 北播(加健)第374-741 令和3年6月1日
000028 4000132636 東条湖おもちゃ王国　ビックショット前PP 673-1301 加東市黒谷1216 795470268 乳類販売業 自動販売機 コカ・コーラボトラーズジャパン株式会社 代表取締役 カリン ドラガン 107-6211 東京都港区赤坂九丁目7番1号 368963859 北播(加健)第374-1061 令和3年6月1日
000028 4000132999 マクドナルド　１７５小野店 675-1317 小野市浄谷町40-1 794625658 乳類販売業 一般 有限会社　エムズカンパニー 代表取締役 永田 充 565-0821 大阪府吹田市山田東4-18　C-308 668765236 北播(加健)第374-551 令和3年6月1日
000028 4000133648 ファミリーマート加西繁昌店 675-2101 加西市繁昌町366 790499151 コンビニエンスストア 一般 株式会社　よし田 代表取締役 吉田 博之 675-2102 兵庫県加西市中野町57 790490321 北播(加健)第374-52 令和3年6月1日
000028 4000133793 ファミリーマート小野本町店 675-1372 小野市本町35-2 794649003 コンビニエンスストア 一般 株式会社 よし田 代表取締役 吉田 博之 675-2102 兵庫県加西市中野町57 790490321 北播(加健)第374-585 令和3年6月1日
000028 4000134052 トクセン工業㈱ 675-1361 小野市住吉町南山1081 794631050 乳類販売業 自動販売機 株式会社　ナチュラルふぁーむ 代表取締役 高橋 幸嗣 675-1332 兵庫県小野市中町410-2 794625140 北播(加健)第374-531 令和3年6月1日
000028 4000134053 小野市うるおい交流館エクラ 675-1366 小野市中島町64 794625080 乳類販売業 自動販売機 株式会社　ナチュラルふぁーむ 代表取締役 高橋 幸嗣 675-1332 兵庫県小野市中町410-2 794625140 北播(加健)第374-1090 令和3年6月1日
000028 4000134118 イオン加西北条店屋上エレベーター 675-2312 加西市北条町北条323 790453768 乳類販売業 自動販売機 サントリービバレッジソリューション株式会社 代表取締役 及川 剛 160-6111 東京都新宿区西新宿八丁目17番1号 363040501 北播(加健)第374-1078 令和3年6月1日
000028 4000134119 イオン加西北条店２Ｆフードコート 675-2312 加西市北条町北条323 790453768 乳類販売業 自動販売機 サントリービバレッジソリューション株式会社 代表取締役 及川 剛 160-6111 東京都新宿区西新宿八丁目17番1号 363040501 北播(加健)第374-1079 令和3年6月1日
000028 4000134528 ドラッグコスモス西脇店 677-0016 西脇市高田井町46 795250520 乳類販売業 一般 株式会社コスモス薬品 代表取締役 横山 英昭 812-0013 福岡県福岡市博多区博多駅東二丁目10番1号第一福岡ビルＳ館4階 092-433-0661 北播(加健)第374-604 令和3年6月1日
000028 4000134616 兵庫県立社高等学校食堂 673-1461 加東市木梨1356-1 795424821 乳類販売業 一般 柿木 和夫 北播(加健)第374-257 令和3年6月1日
000028 4000134627 クスリキリン堂　加西横尾店 675-2311 加西市北条町横尾825 790437071 百貨店、総合スーパー 一般 株式会社　キリン堂 代表取締役 寺西 豊彦 532-0003 大阪府大阪市淀川区宮原4-5-36 663940720 北播(加健)第374-78 令和3年6月1日
000028 4000135392 三木　大和会館 673-0434 三木市別所町小林657-17 794862000 コップ式自動販売機（自動洗浄・屋内設置） 自動販売機 ヤスダ産業㈱ 代表取締役 安田 喜昭 672-8023 兵庫県姫路市白浜町甲841-34 792453090 北播(加健)第374-1017 令和3年6月1日
000028 4000135417 パチンコ社スイス 673-1464 加東市上中348 795423529 乳類販売業 自動販売機 コカ・コーラボトラーズジャパン株式会社 代表取締役 カリン ドラガン 107-6211 東京都港区赤坂九丁目7番1号 368963859 北播(加健)第374-1062 令和3年6月1日
000028 4000135423 新明和工業㈱食堂 675-1322 小野市匠台14 乳類販売業 自動販売機コカ・コーラボトラーズジャパン株式会社代表取締役 カリン ドラガン107-6211 東京都港区赤坂九丁目7番1号 368963859 北播(加健)第374-534 令和3年6月1日
000028 4000135670 ファミリーマート三木インター店 673-0404 三木市大村字城ノ前554-1 794892007 コンビニエンスストア 一般 上野 靖夫 北播(加健)第374-384 令和3年6月1日
000028 4000136238 マックスバリュ古坂店 675-2303 加西市北条町古坂6-123 790424970 百貨店、総合スーパー 一般 マックスバリュ西日本株式会社 代表取締役 平尾 健一 732-0814 広島県広島市南区段原南1-3-52 825358500 北播(加健)第374-80 令和3年6月1日
000028 4000136587 セブン‐イレブン三木小林店 673-0434 三木市別所町小林1225-4 794825016 コンビニエンスストア 一般 向山 昌宏 北播(加健)第374-419 令和3年6月1日
000028 4000136712 トーホーストア緑が丘店 673-0531 三木市緑が丘町西1-6-1 794840047 百貨店、総合スーパー 一般 株式会社トーホーストア 代表取締役 橋本 博文 658-0033 兵庫県神戸市東灘区向洋町西五丁目9番 788452412 北播(加健)第374-455 令和3年6月1日
000028 4000136816 ＡＣＣＥＳＳ　西脇店 677-0053 西脇市和布町170-8 795234600 自動販売機（要届出のコップ式自動販売機及び要許可を除く） 自動販売機 株式会社　瑞興 代表取締役 金山 基彩 652-0892 兵庫県神戸市兵庫区東柳原町1-15 786818710 北播(加健)第374-1044 令和3年6月1日
000028 4000136821 郵便事業㈱社支店　2F休憩室 673-1431 加東市社若ケ谷1738-67 コップ式自動販売機（自動洗浄・屋内設置）自動販売機株式会社アペックス西日本 代表取締役 森 吉平 550-0015 大阪府大阪市西区南堀江四丁目25番24号664455518 北播(加健)第374-947 令和3年6月1日
000028 4000137014 ドラッグコスモス古坂店 675-2303 加西市北条町古坂7-33 790437631 百貨店、総合スーパー 一般 株式会社コスモス薬品 代表取締役 横山 英昭 812-0013 福岡県福岡市博多区博多駅東二丁目10番1号第一福岡ビルＳ館4階 092-433-0661 北播(加健)第374-84 令和3年6月1日
000028 4000137221 大西 673-1322 加東市森818 795470122 食品製造業 不要許可一般 大西 裕美 平成24年10月5日
000028 4000137470 パチンコマルハン　西脇店  店内②③（CCBJI受託） 677-0044 西脇市上野125-3 795250300 コップ式自動販売機（自動洗浄・屋内設置） 自動販売機 株式会社アペックス西日本 代表取締役 森 吉平 550-0015 大阪府大阪市西区南堀江四丁目25番24号 664455518 北播(加健)第374-948 令和3年6月1日
000028 4000137521 山田 悦治 673-1421 加東市山国574 795423995 食品製造業 不要許可一般 山田 悦治 平成24年11月7日
000028 4000137624 ローソン多可郡中町南店 679-1132 多可郡多可町中区坂本124-1 795323744 コンビニエンスストア 一般 藤本 敦 北播(加健)第374-707 令和3年6月1日
000028 4000137824 パナソニック㈱炊飯事業部  １Ｆ研究棟給茶室 673-1447 加東市佐保5 795421000 コップ式自動販売機（自動洗浄・屋内設置） 自動販売機 株式会社アペックス西日本 代表取締役 森 吉平 550-0015 大阪府大阪市西区南堀江四丁目25番24号 664455518 北播(加健)第374-866 令和3年6月1日
000028 4000137944 旭化成パックス(株)　ＵＦ５２９０ 675-1369 小野市高田町1839 794631400 コップ式自動販売機（自動洗浄・屋内設置） 自動販売機 サントリービバレッジソリューション株式会社 代表取締役 及川 剛 160-6111 東京都新宿区西新宿八丁目17番1号 363040501 北播(加健)第374-771 令和3年6月1日
000028 4000138172 丸應　進 677-0005 西脇市野中町335 795227601 食品製造業 不要許可一般 丸應 進 平成24年12月26日
000028 4000138331 わらべや関西㈱三木工場２F従食(CCBJI受託)673-0514 三木市志染町戸田字中尾1838-230 コップ式自動販売機（自動洗浄・屋内設置）自動販売機株式会社アペックス西日本 代表取締役 森 吉平 550-0015 大阪府大阪市西区南堀江4-25-24 664455518 北播(加健)第374-901 令和3年6月1日
000028 4000138535 西日本カワヨ株式会社 673-1475 加東市吉馬1840 795424333 食肉販売業 一般 西日本カワヨ株式会社 代表取締役社長 戸田 憲吾 673-1475 兵庫県加東市吉馬1840 795424333 北播(加健)第374-160 令和3年6月1日
000028 4000138824 でんでん虫の家　パン工房　カラコル 673-1334 加東市吉井768-5 乳類販売業 一般 社会福祉法人でんでん虫の会 理事長 井上 雄紀 673-1334 兵庫県加東市吉井768番地5 795460873 北播(加健)第374-159 令和3年6月1日
000028 4000139098 ＪＡ兵庫みらい本店 679-0107 加西市玉野町1156-1 790471282 コップ式自動販売機（自動洗浄・屋内設置） 自動販売機 サントリービバレッジソリューション株式会社 代表取締役 及川 剛 160-6111 東京都新宿区西新宿八丁目17番1号 363040501 北播(加健)第374-782 令和3年6月1日
000028 4000139151 兵庫ヤクルト販売株式会社西脇ステーション 677-0052 西脇市和田町65 795233702 乳類販売業 一般 兵庫ヤクルト販売株式会社 代表取締役 阿部 泰久 651-2122 兵庫県神戸市西区玉津町高津橋137-1 789128960 北播(加健)第374-682 令和3年6月1日
000028 4000139178 日本ジャバラ工業㈱三木工場 673-0704 三木市細川町増田66-40 コップ式自動販売機（自動洗浄・屋内設置）自動販売機サントリービバレッジソリューション株式会社代表取締役 及川 剛 160-6111 東京都新宿区西新宿八丁目17番1号 363040501 北播(加健)第374-780 令和3年6月1日
000028 4000139234 ドラッグコスモス別所小林店 673-0434 三木市別所町小林734-768 794811031 百貨店、総合スーパー 一般 株式会社コスモス薬品 代表取締役 横山 英昭 812-0013 福岡県福岡市博多区博多駅東二丁目10番1号第一福岡ビルＳ館4階 092-433-0661 北播(加健)第374-428 令和3年6月1日
000028 4000139360 尾﨑　広美 673-1121 三木市吉川町米田342-2 794720758 食品製造業 不要許可一般 尾﨑 広美 平成25年3月28日
000028 4000139378 郵便事業㈱ 加西支店 675-2311 加西市北条町横尾150-5 790420400 コップ式自動販売機（自動洗浄・屋内設置） 自動販売機 ナショナル・ベンディング株式会社 代表取締役 藤山 雄一郎 108-0014 東京都港区芝4-10-3 364594781 北播(加健)第374-1020 令和3年6月1日
000028 4000139387 カンパーニュ 673-1325 加東市大畑440-18 795461170 乳類販売業 一般 松井 智子 北播(加健)第374-236 令和3年6月1日
000028 4000139495 クスリキリン堂　三木大村店 673-0404 三木市大村115-1 794825035 百貨店、総合スーパー 一般 株式会社　キリン堂 代表取締役 寺西 豊彦 532-0003 大阪府大阪市淀川区宮原四丁目5番36 663301958 北播(加健)第374-373 令和3年6月1日
000028 4000139708 セブン‐イレブン西脇和田店 677-0052 西脇市和田町193-1 795225711 コンビニエンスストア 一般 藤田 和昌 北播(加健)第374-678 令和3年6月1日
000028 4000139714 上島喜代 675-1334 小野市大島町1633 食品製造業 不要許可一般 上島 喜代 平成25年4月24日
000028 4000139820 ドラッグコスモス王子店 675-1378 小野市王子町152-1 百貨店、総合スーパー 一般 株式会社コスモス薬品 代表取締役 横山 英昭 812-0013 福岡県福岡市博多区博多駅東二丁目10番1号第一福岡ビルＳ館4階 092-433-0661 北播(加健)第374-474 令和3年6月1日
000028 4000140215 岩崎農園 673-1313 加東市永福732 795470713 食品製造業 不要許可一般 岩崎 和美 平成25年5月13日
000028 4000140311 マルハン西脇店 677-0044 西脇市上野125-3 795250300 乳類販売業 自動販売機 コカ・コーラボトラーズジャパン株式会社 代表取締役 カリン ドラガン 107-6211 東京都港区赤坂九丁目7番1号 368963859 北播(加健)第374-1063 令和3年6月1日
000028 4000140610 ワシオ食料品店 673-0431 三木市本町1-3-22 794820836 食肉販売業 一般 鷲尾 吉啓 北播(加健)第374-444 令和3年6月1日
000028 4000141283 ヤマザキショップ　ミニボートピア滝野店 679-0205 加東市北野461 795481138 コンビニエンスストア 一般 株式会社コスモ 代表取締役 田村 成 657-0037 兵庫県神戸市灘区備後町3-2-16 788218095 北播(加健)第374-253 令和3年6月1日
000028 4000141677 ときわ病院１Ｆロビー 673-0541 三木市志染町広野5-271 794852304 乳類販売業 自動販売機 サントリービバレッジソリューション株式会社 代表取締役 及川 剛 160-6111 東京都新宿区西新宿八丁目17番1号 363040501 北播(加健)第374-336 令和3年6月1日
000028 4000141723 富士通周辺機食堂 673-1447 加東市佐保35 795425611 乳類販売業 自動販売機 コカ・コーラボトラーズジャパン株式会社 代表取締役 カリン ドラガン 107-6211 東京都港区赤坂九丁目7番1号 368963859 北播(加健)第374-1064 令和3年6月1日
000028 4000141994 北播磨総合医療センター　小野　２Ｆ共用ラウンジ675-1327 小野市市場町字南山926-250 コップ式自動販売機（自動洗浄・屋内設置）自動販売機株式会社アペックス西日本 代表取締役 森 吉平 550-0015 大阪府大阪市西区南堀江4-25-24 664455518 北播(加健)第374-970 令和3年6月1日
000028 4000141999 北播磨総合医療センター内売店  グリーン　リーブス　モール675-1327 小野市市場町926-250 コンビニエンスストア 一般 株式会社光洋 代表取締役 高木 孝昌 247-0014 神奈川県横浜市金沢区福浦一丁目5番1号457012203 北播(加健)第374-527 令和3年6月1日
000028 4000142035 わくわくステーション 673-0552 三木市志染町中自由が丘2-372-13 794870989 魚介類販売業 一般 特定非営利活動法人ぴかぴかクラブ 理事長 立石 豊子 673-0553 兵庫県三木市志染町東自由が丘二丁目356番地 794709070 北播(加健)第374-360 令和3年6月1日
000028 4000142184 東播染工㈱ 677-0016 西脇市高田井町224 795227236 コップ式自動販売機（自動洗浄・屋内設置） 自動販売機 サントリービバレッジソリューション株式会社 代表取締役 及川 剛 160-6111 東京都新宿区西新宿八丁目17番1号 363040501 北播(加健)第374-798 令和3年6月1日
000028 4000142799 古野電気㈱  三木工場　第二工場2F南　(CCW受託)673-0443 三木市別所町巴1-1 コップ式自動販売機（自動洗浄・屋内設置）自動販売機株式会社アペックス西日本 代表取締役 森 吉平 550-0015 大阪府大阪市西区南堀江4-25-24 664455518 北播(加健)第374-872 令和3年6月1日
000028 4000142800 古野電気㈱　三木工場　第一工場  1F休憩所（ＣＣＷ受託） 673-0443 三木市別所町巴1-1 794829211 コップ式自動販売機（自動洗浄・屋内設置） 自動販売機 株式会社アペックス西日本 代表取締役 森 吉平 550-0015 大阪府大阪市西区南堀江4-25-24 664455518 北播(加健)第374-873 令和3年6月1日
000028 4000142801 古野電気㈱  三木工場　第二工場2F東　(CCW受託)673-0443 三木市別所町巴1-1 コップ式自動販売機（自動洗浄・屋内設置）自動販売機株式会社アペックス西日本 代表取締役 森 吉平 550-0015 大阪府大阪市西区南堀江4-25-24 664455518 北播(加健)第374-867 令和3年6月1日
000028 4000142802 古野電気㈱  三木工場　第二工場１F西　(CCW受託)673-0443 三木市別所町巴1-1 コップ式自動販売機（自動洗浄・屋内設置）自動販売機株式会社アペックス西日本 代表取締役 森 吉平 550-0015 大阪府大阪市西区南堀江4-25-24 664455518 北播(加健)第374-878 令和3年6月1日
000028 4000142803 古野電気㈱  三木工場　第二工場１F東　(CCW受託)673-0443 三木市別所町巴1-1 コップ式自動販売機（自動洗浄・屋内設置）自動販売機株式会社アペックス西日本 代表取締役 森 吉平 550-0015 大阪府大阪市西区南堀江4-25-24 664455518 北播(加健)第374-874 令和3年6月1日
000028 4000142804 古野電気㈱　三木工場  食堂（CCW受託）673-0443 三木市別所町巴1-1 コップ式自動販売機（自動洗浄・屋内設置）自動販売機株式会社アペックス西日本 代表取締役 森 吉平 550-0015 大阪府大阪市西区南堀江4-25-24 664455518 北播(加健)第374-868 令和3年6月1日
000028 4000143396 髙垣清一 675-1377 小野市葉多町385 794626862 食品製造業 不要許可一般 髙垣 清一 平成25年12月24日
000028 4000143720 株式会社いけうち 677-0042 西脇市堀町177 795233903 コップ式自動販売機（自動洗浄・屋内設置） 自動販売機 サントリービバレッジソリューション株式会社 代表取締役 及川 剛 160-6111 東京都新宿区西新宿八丁目17番1号 363040501 北播(加健)第374-805 令和3年6月1日
000028 4000143915 ファミリーマート　西脇野村町店 677-0054 西脇市野村町772-1 795252785 コンビニエンスストア 一般 株式会社　よし田 代表取締役 吉田 博之 675-2102 兵庫県加西市中野町57 790490321 北播(加健)第374-664 令和3年6月1日
000028 4000143942 パンチ工業(株)6K3066 679-0104 加西市常吉町字東畑922-202 790478077 コップ式自動販売機（自動洗浄・屋内設置） 自動販売機 サントリービバレッジソリューション株式会社 代表取締役 及川 剛 160-6111 東京都新宿区西新宿八丁目17番1号 363040501 北播(加健)第374-806 令和3年6月1日
000028 4000144113 小野市総合体育館 675-1378 小野市王子町917-1 794627000 乳類販売業 自動販売機 株式会社　ナチュラルふぁーむ 代表取締役 高橋 幸嗣 675-1332 兵庫県小野市中町410-2 794625140 北播(加健)第374-486 令和3年6月1日
000028 4000144523 日本郵便㈱　小野郵便局　食堂 675-1378 小野市王子町字宮の下15 794632052 コップ式自動販売機（自動洗浄・屋内設置） 自動販売機 株式会社アペックス西日本 代表取締役 森 吉平 550-0015 大阪府大阪市西区南堀江4-25-24 664455518 北播(加健)第374-896 令和3年6月1日
000028 4000144789 西脇市立北はりま農産物直売所 677-0054 西脇市野村町800-1 795247900 百貨店、総合スーパー 一般 株式会社北はりま旬菜館 代表取締役 篠田 泰弘 677-0054 兵庫県西脇市野村町８００番地の１ 795247900 北播(加健)第374-671 令和3年6月1日
000028 4000145191 明治牛乳　有安販売所 673-1107 三木市吉川町有安186-5 794730457 乳類販売業 一般 有限会社　ネットプランニング 代表取締役 鎌田 謙一 673-1107 兵庫県三木市吉川町有安186-5 794730457 北播(加健)第374-303 令和3年6月1日
000028 4000145358 こみせん比也野「へそ・で・ちゃ」 677-0033 西脇市鹿野町720-1 795387339 乳類販売業 一般 土本 正男 北播(加健)第374-630 令和3年6月1日
000028 4000145382 金海礼子 673-0433 三木市福井2082-1 794827838 食品製造業 不要許可一般 金海 礼子 平成26年4月30日
000028 4000145401 ローソン三木別所店 673-0445 三木市別所町西這田1-502-2 794839477 コンビニエンスストア 一般 株式会社吉祥 代表取締役 中原 丈司 675-0031 兵庫県加古川市加古川町北在家2206番地 794565005 北播(加健)第374-440 令和3年6月1日
000028 4000145627 ヤマザキショップ多可赤十字病院店 679-1114 多可郡多可町中区岸上280 795321223 コンビニエンスストア 一般 荻野 幸一朗 北播(加健)第374-704 令和3年6月1日
000028 4000145829 宅配クック　ワン・ツゥ・スリー兵庫三木店 673-0402 三木市加佐249-1 794832027 乳類販売業 一般 戎 真市 北播(加健)第374-268 令和3年6月1日
000028 4000146760 ニシガキ工業㈱ 本社工場 １F現場 673-0404 三木市大村500 コップ式自動販売機（自動洗浄・屋内設置）自動販売機株式会社アペックス西日本 代表取締役 森 吉平 550-0015 大阪府大阪市西区南堀江四丁目25番24号664455518 北播(加健)第374-902 令和3年6月1日
000028 4000146843 New Com 673-1447 加東市佐保35ＪＥＭＳ内 795425612 乳類販売業 一般 高田 光夫 北播(加健)第374-176 令和3年6月1日
000028 4000146941 緑陽館売店 679-0205 加東市北野55-2 795482577 コンビニエンスストア 一般 株式会社リブネット 代表取締役 吉田 泰昭 679-0205 兵庫県加東市北野55-2 795459070 北播(加健)第374-254 令和3年6月1日
000028 4000147021 播磨カントリークラブ  ハウスレストラン 675-1325 小野市樫山町1889-31 794648215 食肉販売業 一般 アコーディア・ゴルフ・アセット合同会社 代表社員 株式会社ゴルフ・アライアンス 職務執行者　大澤道雄 140-0002 東京都品川区東品川四丁目12番4号 366881509 北播(加健)第374-499 令和3年6月1日
000028 4000147029 加西カントリークラブ　ハウスレストラン 675-2354 加西市山下町2390-1 790468008 食肉販売業 一般 アコーディア・ゴルフ・アセット合同会社 代表社員 株式会社ゴルフ・アライアンス 職務執行者　大澤　道雄 140-0002 東京都品川区東品川四丁目12番4号 366881500 北播(加健)第374-11 令和3年6月1日
000028 4000147211 ファミリーマート　小野古川町店 675-1363 小野市古川町662 794648180 コンビニエンスストア 一般 長谷川 茂嘉 北播(加健)第374-507 令和3年6月1日
000028 4000147227 医療法人社団関田会ときわ病院　休憩室 673-0541 三木市志染町広野5-271 794852304 コップ式自動販売機（自動洗浄・屋内設置） 自動販売機 サントリービバレッジソリューション株式会社 代表取締役 及川 剛 160-6111 東京都新宿区西新宿八丁目17番1号 363040501 北播(加健)第374-818 令和3年6月1日
000028 4000147389 凸版印刷㈱　滝野工場　証券工場６Ｆ679-0221 加東市河高355-17 コップ式自動販売機（自動洗浄・屋内設置）自動販売機株式会社アペックス西日本 代表取締役 森 吉平 550-0015 大阪府大阪市西区南堀江4-25-24 664455518 北播(加健)第374-971 令和3年6月1日
000028 4000147420 ジャパン・イーエム・ソリューションズ(株)  本社 2F食堂（CCW受託）673-1447 加東市佐保35 コップ式自動販売機（自動洗浄・屋内設置）自動販売機株式会社アペックス西日本 代表取締役 森 吉平 550-0015 大阪府大阪市西区南堀江4-25-24 664455518 北播(加健)第374-988 令和3年6月1日
000028 4000147443 広野化学工業㈱ 本社三木工場 2F休憩所  （CCW受託）673-0434 三木市別所町小林244-1 コップ式自動販売機（自動洗浄・屋内設置）自動販売機株式会社アペックス西日本 代表取締役 森 吉平 550-0015 大阪府大阪市西区南堀江四丁目25番24号664455518 北播(加健)第374-950 令和3年6月1日
000028 4000147538 パチンコ加西タイガー 675-2312 加西市北条町北条46-4 790431330 乳類販売業 自動販売機 コカ・コーラボトラーズジャパン株式会社 代表取締役 カリン ドラガン 107-6211 東京都港区赤坂九丁目7番1号 368963859 北播(加健)第374-1065 令和3年6月1日
000028 4000147560 (株)ナリス化粧品兵庫工場  １Ｆ休憩所（CCW受託）673-0534 三木市緑が丘町本町2-5 コップ式自動販売機（自動洗浄・屋内設置）自動販売機株式会社アペックス西日本 代表取締役 森 吉平 550-0015 大阪府大阪市西区南堀江四丁目25番24号664455518 北播(加健)第374-951 令和3年6月1日
000028 4000147938 株式会社森田泰商店 675-2312 加西市北条町北条367-1 790432340 食品製造業 不要許可一般 株式会社森田泰商店 代表取締役 山田 雅史 675-2312 兵庫県加西市北条町北条367番地1 790432340 平成26年8月11日
000028 4000148039 官兵衛の湯 677-0033 西脇市鹿野町255-2 795225526 乳類販売業 自動販売機 株式会社　丸栄 代表取締役 前田 勝正 677-0033 兵庫県西脇市鹿野町255-2 795225526 北播(加健)第374-1106 令和3年6月1日
000028 4000148054 (株)ユタックス　本社　事務所2F（CCW受託）677-0054 西脇市野村町201-1 コップ式自動販売機（自動洗浄・屋内設置）自動販売機株式会社　アペックス西日本 代表取締役 森 吉平 550-0015 大阪府大阪市西区南堀江4-25-24 664455518 北播(加健)第374-865 令和3年6月1日
000028 4000148085 ㈱ジュンテンドー　三木センター  ２Ｆ食堂(CCW受託)673-0722 三木市細川町脇川455-6 コップ式自動販売機（自動洗浄・屋内設置）自動販売機株式会社アペックス西日本 代表取締役 森 吉平 550-0015 大阪府大阪市西区南堀江四丁目25番24号664455518 北播(加健)第374-897 令和3年6月1日



000028 4000148306 西脇市日本のへそ　日時計の丘公園  オートキャンプ場（交流施設） 679-0312 西脇市黒田庄町門柳871-14 795284851 食肉販売業 一般 NPO法人　日時計の丘 理事長 藤本 秀通 679-0312 兵庫県西脇市黒田庄町門柳871-14 795284851 北播(加健)第374-626 令和3年6月1日
000028 4000148476 日本郵便　西脇支店　２Ｆ食堂 677-0054 西脇市野村町1796-481 795223751 コップ式自動販売機（自動洗浄・屋内設置） 自動販売機 株式会社　アペックス西日本 代表取締役 森 吉平 550-0015 大阪府大阪市西区南堀江4-25-24 664455518 北播(加健)第374-952 令和3年6月1日
000028 4000148593 (株)リコーやしろ工場  ＦＡＢカップ２Ｆ（ＣＣＷ単受）673-1447 加東市佐保30-1 コップ式自動販売機（自動洗浄・屋内設置）自動販売機株式会社アペックス西日本 代表取締役 森 吉平 550-0015 大阪府大阪市西区南堀江四丁目25番24号664455518 北播(加健)第374-972 令和3年6月1日
000028 4000148638 中嶋食品店 000-0000 多可郡多可町 乳類販売業 自動車 中嶋 敏彦 北播(加健)第374-693 令和3年6月1日
000028 4000148734 播磨三洋工業㈱加西　休憩所  （ＣＣＷ受託）675-2241 加西市段下町606-1 コップ式自動販売機（自動洗浄・屋内設置）自動販売機株式会社アペックス西日本 代表取締役 森 吉平 550-0015 大阪府大阪市西区南堀江4-25-24 664455518 北播(加健)第374-922 令和3年6月1日
000028 4000148740 株式会社みるくはうす 675-1327 小野市市場町808 794630763 乳類販売業 一般 株式会社みるくはうす 代表取締役 前川 義之 675-1327 兵庫県小野市市場町808 794630763 北播(加健)第374-525 令和3年6月1日
000028 4000148900 セブン－イレブン　別所町正法寺店 673-0454 三木市別所町正法寺606-5 794831343 コンビニエンスストア 一般 大西 祐之 北播(加健)第374-437 令和3年6月1日
000028 4000149079 マルハン西脇店 677-0044 西脇市上野125-3 795250300 コップ式自動販売機（自動洗浄・屋内設置） 自動販売機 サントリービバレッジソリューション株式会社 代表取締役 及川 剛 160-6111 東京都新宿区西新宿八丁目17番1号 363040501 北播(加健)第374-828 令和3年6月1日
000028 4000149136 イオン加西北条店2F 675-2312 加西市北条町北条308-1 790453500 乳類販売業 自動販売機 サントリービバレッジソリューション株式会社 代表取締役 及川 剛 160-6111 東京都新宿区西新宿八丁目17番1号 363040501 北播(加健)第374-1080 令和3年6月1日
000028 4000149225 ファミリーマート　三木緑が丘店 673-0534 三木市緑が丘町本町1-236-1平井ビル 794876120 コンビニエンスストア 一般 合同会社えびす屋 代表社員 吉田 博之 675-2102 兵庫県加西市中野町57 北播(加健)第374-468 令和3年6月1日
000028 4000149346 セブン－イレブン　加西北条駅前店 675-2312 加西市北条町北条38-8 790431707 コンビニエンスストア 一般 山中 広志 北播(加健)第374-113 令和3年6月1日
000028 4000149513 パチンコオトム三木　三木店  リフレッシュコーナー（ＣＣＷ受託）673-0404 三木市大村588-1 コップ式自動販売機（自動洗浄・屋内設置）自動販売機株式会社アペックス西日本 代表取締役 森 吉平 550-0015 大阪府大阪市西区南堀江4-25-24 664455518 北播(加健)第374-903 令和3年6月1日
000028 4000149659 グリコ兵庫アイスクリーム(株)  本社　３Ｆ　（ＣＣＷ受託）673-0541 三木市志染町広野5-70 コップ式自動販売機（自動洗浄・屋内設置）自動販売機株式会社アペックス西日本 代表取締役 森 吉平 550-0015 大阪府大阪市西区南堀江四丁目25番24号664455518 北播(加健)第374-869 令和3年6月1日
000028 4000149780 ジャパン・イーエム・ソリューションズ株式会社  本社　1棟2Ｆ西側休憩室673-1447 加東市佐保35 コップ式自動販売機（自動洗浄・屋内設置）自動販売機株式会社アペックス西日本 代表取締役 森 吉平 550-0015 大阪府大阪市西区南堀江4-25-24 664455518 北播(加健)第374-973 令和3年6月1日
000028 4000149790 日立マクセル株式会社　３棟２Ｆ 675-1322 小野市匠台5 749638051 コップ式自動販売機（自動洗浄・屋内設置） 自動販売機 ナショナルベンディング株式会社 代表 藤山 雄一郎 108-0014 東京都港区芝4-10-3 364594781 北播(加健)第374-1025 令和3年6月1日
000028 4000149809 フレッシュバザール中店 679-1134 多可郡多可町中区茂利22-1 795323370 自動販売機（要届出のコップ式自動販売機及び要許可を除く） 自動販売機 株式会社さとう 代表取締役 佐藤 総二郎 620-0033 京都府福知山市上紺屋15 773220001 北播(加健)第374-1035 令和3年6月1日
000028 4000149810 フレッシュバザール中店 679-1134 多可郡多可町中区茂利22-1 795323370 百貨店、総合スーパー 一般 株式会社さとう 代表取締役 佐藤 総二郎 620-0033 京都府福知山市上紺屋15 773220001 北播(加健)第374-721 令和3年6月1日
000028 4000149827 セブン－イレブン　加西段下　店 675-2241 加西市段下町45-1 790483701 コンビニエンスストア 一般 塚前 孝恵 北播(加健)第374-21 令和3年6月1日
000028 4000149914 セブンイレブン小野市役所前店 675-1378 小野市王子町字越水山残り山906-1 794637899 コンビニエンスストア 一般 大西 賢伸 北播(加健)第374-490 令和3年6月1日
000028 4000150697 カーベル 673-0415 三木市府内13-3 794860179 コップ式自動販売機（自動洗浄・屋内設置） 自動販売機 サントリービバレッジソリューション株式会社 代表取締役 及川 剛 160-6111 東京都新宿区西新宿八丁目17番1号 363040501 北播(加健)第374-832 令和3年6月1日
000028 4000150770 パチンコガイア三木店ホール（ＣＣＷ協受）673-0405 三木市平田4-1 コップ式自動販売機（自動洗浄・屋内設置）自動販売機株式会社アペックス西日本 代表取締役 森 吉平 550-0015 大阪府大阪市西区南堀江4-25-24 664455518 北播(加健)第374-974 令和3年6月1日
000028 4000150885 セブン－イレブン吉川町店 673-1114 三木市吉川町吉安217-1 794721924 コンビニエンスストア 一般 稲垣 和久 北播(加健)第374-283 令和3年6月1日
000028 4000150976 ローソン三木御坂店 673-0516 三木市志染町御坂626-1 794842388 コンビニエンスストア 一般 岸本 尚子 北播(加健)第374-323 令和3年6月1日
000028 4000151192 株式会社　こがね家 673-0753 三木市口吉川町槇10 794881038 食品製造業 不要許可一般 株式会社　こがね家 代表取締役 下内 さとみ 673-0753 兵庫県三木市口吉川町槇10 794881038 平成27年5月1日
000028 4000151204 ローソン　多可町八千代店 677-0122 多可郡多可町八千代区下野間294 795371000 コンビニエンスストア 一般 笹倉 健史 北播(加健)第374-725 令和3年6月1日
000028 4000151238 ローソン　三木小林店 673-0434 三木市別所町小林字入道ヶ鼻187-1 794820057 コンビニエンスストア 一般 株式会社吉祥 代表取締役 中原 丈司 675-0031 兵庫県加古川市加古川町北在家2206番地 794565005 北播(加健)第374-435 令和3年6月1日
000028 4000151321 株式会社サボテン　三木　現場（CCW受託）673-0443 三木市別所町巴40 コップ式自動販売機（自動洗浄・屋内設置）自動販売機株式会社　アペックス西日本 代表取締役 森 吉平 550-0015 大阪府大阪市西区南堀江4-25-24 664455518 北播(加健)第374-898 令和3年6月1日
000028 4000151401 ファミリーマート　加東天神店 673-1311 加東市天神178-10 795471080 コンビニエンスストア 一般 河合 寿美子 北播(加健)第374-237 令和3年6月1日
000028 4000151417 高野口運送（株）　三木営業所　休憩所673-0514 三木市志染町戸田1842-101 コップ式自動販売機（自動洗浄・屋内設置）自動販売機株式会社　アペックス西日本 代表取締役 森 吉平 550-0015 大阪府大阪市西区南堀江4-25-24 664455518 北播(加健)第374-953 令和3年6月1日
000028 4000151729 加西グローリー株式会社　加西　休憩室(ccw単受) 675-2361 加西市谷町16 790431381 コップ式自動販売機（自動洗浄・屋内設置） 自動販売機 株式会社アペックス西日本 代表取締役 森 吉平 550-0015 大阪府大阪市西区南堀江四丁目25番24号 664455518 北播(加健)第374-885 令和3年6月1日
000028 4000151862 (株)神菱　本社工場　食堂 675-1322 小野市匠台6 コップ式自動販売機（自動洗浄・屋内設置）自動販売機株式会社アペックス西日本 代表取締役 森 吉平 550-0015 大阪府大阪市西区南堀江4-25-24 664455518 北播(加健)第374-975 令和3年6月1日
000028 4000151885 セブン－イレブン三木加佐　店 673-0402 三木市加佐235-1 794823771 コンビニエンスストア 一般 足利 誠 北播(加健)第374-265 令和3年6月1日
000028 4000151901 ショップにじいろ加西 675-2332 加西市鎮岩町194-4 790431209 乳類販売業 一般 パナソニックグループ労働組合連合会 代表者 福澤 邦治 571-0050 大阪府門真市大字門真1006 北播(加健)第374-29 令和3年6月1日
000028 4000151966 アスティア加西  加西　１Ｆプラザ（ＣＣＷ受託）675-2312 加西市北条町北条28-1 コップ式自動販売機（自動洗浄・屋内設置）自動販売機株式会社アペックス西日本 代表取締役 森 吉平 550-0015 大阪府大阪市西区南堀江4-25-24 664455518 北播(加健)第374-914 令和3年6月1日
000028 4000152252 社総合庁舎　別館 673-1431 加東市社字西柿1075-2 795429443 コップ式自動販売機（自動洗浄・屋内設置） 自動販売機 サントリービバレッジソリューション株式会社 代表取締役 及川 剛 160-6111 東京都新宿区西新宿八丁目17番1号 363040501 北播(加健)第374-836 令和3年6月1日
000028 4000152259 フレッシュバザール小野黒川店（惣菜） 675-1371 小野市黒川町字馬渡り1251 794623900 百貨店、総合スーパー 一般 株式会社さとう 代表取締役社長 佐藤 総二郎 620-8503 京都府福知山市字上紺屋15 773220001 北播(加健)第374-522 令和3年6月1日
000028 4000152260 フレッシュバザール小野黒川店（惣菜） 675-1371 小野市黒川町字馬渡り1251 794623900 自動販売機（要届出のコップ式自動販売機及び要許可を除く） 自動販売機 株式会社さとう 代表取締役社長 佐藤 総二郎 620-8503 京都府福知山市字上紺屋15 773220001 北播(加健)第374-28 令和3年6月1日
000028 4000152522 ローソン加西三口店 675-2223 加西市三口町村前382-1 790483505 コンビニエンスストア 一般 有限会社　川端商店 代表取締役 川端 芳文 675-1115 兵庫県加古郡稲美町国岡6-48 794970670 北播(加健)第374-8 令和3年6月1日
000028 4000152605 ネッツトヨタ神戸(株)ネッツテラス三木店内 673-0404 三木市大村127-14 794827282 コップ式自動販売機（自動洗浄・屋内設置） 自動販売機 株式会社　アペックス西日本 代表取締役 森 吉平 550-0015 大阪府大阪市西区南堀江4-25-24 665359024 北播(加健)第374-915 令和3年6月1日
000028 4000152665 イオン小野店１F店内　6K2547 675-1378 小野市王子町868-1 コップ式自動販売機（自動洗浄・屋内設置）自動販売機サントリービバレッジソリューション株式会社代表取締役 及川 剛 160-6111 東京都新宿区西新宿八丁目17番1号 363040501 北播(加健)第374-837 令和3年6月1日
000028 4000152859 佐川急便㈱　加西店　休憩所 675-2104 加西市網引町字丸山2001-53 コップ式自動販売機（自動洗浄・屋内設置）自動販売機株式会社アペックス西日本 代表取締役 森 吉平 550-0015 大阪府大阪市西区南堀江四丁目25番24号664455518 北播(加健)第374-899 令和3年6月1日
000028 4000153023 小野東洋ゴルフ倶楽部　レストラン 675-1315 小野市日吉町570-1 794633747 食肉販売業 一般 株式会社ダイナックパートナーズ 代表取締役 松井 正博 135-0091 東京都港区台場二丁目3番3号 北播(加健)第374-576 令和3年6月1日
000028 4000153048 ＡＢＣゴルフ倶楽部レストラン 673-1313 加東市永福933-20 795471000 食肉販売業 一般 株式会社　ＡＢＣゴルフ倶楽部 代表取締役 岡村 清司 673-1313 兵庫県加東市永福933番地の20 795471000 北播(加健)第374-129 令和3年6月1日
000028 4000153168 ローソン　加東上滝野店 679-0211 加東市上滝野2407 795481688 コンビニエンスストア 一般 株式会社キャロル 代表取締役 岸本 伸男 679-0212 兵庫県加東市下滝野2-26 795483455 北播(加健)第374-209 令和3年6月1日
000028 4000153192 セブン－イレブン三木小林東店 673-0434 三木市別所町小林697-3 794842440 コンビニエンスストア 一般 平見 勝明 北播(加健)第374-422 令和3年6月1日
000028 4000153243 (株)日の丸電気　小野第二倉庫 675-1364 小野市鹿野町2513-1 794640801 コップ式自動販売機（自動洗浄・屋内設置） 自動販売機 サントリービバレッジソリューション株式会社 代表取締役 及川 剛 160-6111 東京都新宿区西新宿八丁目17番1号 363040501 北播(加健)第374-841 令和3年6月1日
000028 4000153263 兵庫あおの病院　6K3376 675-1327 小野市市場町字南山926-445 794821121 コップ式自動販売機（自動洗浄・屋内設置） 自動販売機 サントリービバレッジソリューション株式会社 代表取締役 及川 剛 160-6111 東京都新宿区西新宿八丁目17番1号 363040501 北播(加健)第374-743 令和3年6月1日
000028 4000153272 エースコック(株)　6K1804 679-0221 加東市河高字黒石1816-175 795485580 コップ式自動販売機（自動洗浄・屋内設置） 自動販売機 サントリービバレッジソリューション株式会社 代表取締役 及川 剛 160-6111 東京都新宿区西新宿八丁目17番1号 363040501 北播(加健)第374-842 令和3年6月1日
000028 4000153346 エスマート西ハブ店 675-2445 加西市殿原町字茨田546-1 790448460 乳類販売業 一般 心幸サービス株式会社 代表取締役 山﨑 忠 660-0805 兵庫県尼崎市西長洲町1-3-20 664885201 北播(加健)第374-40 令和3年6月1日
000028 4000153785 ブリヂストンフローテック㈱兵庫工場  食堂前（CCW受託）679-0105 加西市朝妻町1173 コップ式自動販売機（自動洗浄・屋内設置）自動販売機株式会社アペックス西日本 代表取締役 森 吉平 550-0015 大阪府大阪市西区南堀江4-25-24 664455518 北播(加健)第374-923 令和3年6月1日
000028 4000153828 西脇市立西脇病院　売店 677-0043 西脇市下戸田652-1 795220111 乳類販売業 一般 村上 なおよ 北播(加健)第374-600 令和3年6月1日
000028 4000153943 フレッシュバザール小野王子店（鮮魚寿司） 675-1378 小野市王子町山ノ下37 794620310 自動販売機（要届出のコップ式自動販売機及び要許可を除く） 自動販売機 株式会社さとう 代表取締役社長 佐藤 総二郎 620-0033 京都府福知山市字上紺屋15 773220001 北播(加健)第374-1033 令和3年6月1日
000028 4000154007 やしろの森公園協会 673-1414 加東市上久米1081-3 795441510 食肉販売業 一般 近藤 靖宏 北播(加健)第374-203 令和3年6月1日
000028 4000154110 セブン－イレブン　社松尾店 673-1433 加東市松尾391-2 795428788 コンビニエンスストア 一般 野口 良三 北播(加健)第374-199 令和3年6月1日
000028 4000154173 小野グランドカントリークラブ 675-1304 小野市中谷町1413 794671500 食肉販売業 一般 グランド開発株式会社 代表取締役 松島 二郎 675-1304 兵庫県小野市中谷町1413番地 794671500 北播(加健)第374-561 令和3年6月1日
000028 4000154207 ローソン三木青山店 673-0521 三木市志染町青山3-14-1 794871156 コンビニエンスストア 一般 株式会社吉祥 代表取締役 中原 丈司 675-0031 兵庫県加古川市加古川町北在家2206番地 794565005 北播(加健)第374-344 令和3年6月1日
000028 4000154232 (株)兵庫ネクストファーム　加西　休憩所 675-2103 加西市鶉野町1998 790204734 コップ式自動販売機（自動洗浄・屋内設置） 自動販売機 株式会社アペックス西日本 代表取締役 森 吉平 550-0015 大阪府大阪市西区南堀江四丁目25番24号 664455518 北播(加健)第374-892 令和3年6月1日
000028 4000154625 サンパティオおの　ゆぴか店 675-1345 小野市黍田町1000-1 794640830 その他の食料・飲料販売業 一般 兵庫みらい農業協同組合 代表理事組合長 小紫 康正 679-0107 兵庫県加西市玉野町1156-1 790471255 北播(加健)第374-504 令和3年6月1日
000028 4000154841 ボンマルシェ社店（寿司・惣菜） 673-1431 加東市社338 795424391 自動販売機（要届出のコップ式自動販売機及び要許可を除く） 自動販売機 株式会社　銀ビルストアー 代表取締役 大塚 英木 670-0912 兵庫県姫路市南町31 792880001 北播(加健)第374-1048 令和3年6月1日
000028 4000154959 佐川急便西日本ハブセンター　休憩所 675-2445 加西市殿原町546-1 790448808 コップ式自動販売機（自動洗浄・屋内設置） 自動販売機 ナショナル・ベンディング株式会社 代表取締役 藤山 雄一郎 108-0014 東京都港区芝4-10-3 364594781 北播(加健)第374-1021 令和3年6月1日
000028 4000155214 (株)小倉屋柳本　大門工場　２Ｆ（ＣＣＷ受託）673-1445 加東市大門西寺井67 コップ式自動販売機（自動洗浄・屋内設置）自動販売機株式会社アペックス西日本 代表取締役 森 吉平 550-0015 大阪府大阪市西区南堀江四丁目25番24号664455518 北播(加健)第374-876 令和3年6月1日
000028 4000155216 凸版印刷株式会社　滝野工場  パッケージ工場　休憩所（ＣＣＷ受託）679-0221 加東市河高355-17 コップ式自動販売機（自動洗浄・屋内設置）自動販売機株式会社アペックス西日本 代表取締役 森 吉平 550-0015 大阪府大阪市西区南堀江四丁目25番24号664455518 北播(加健)第374-989 令和3年6月1日
000028 4000155242 セブン－イレブン三木大塚２丁目店 673-0413 三木市大塚2-2-71 794833668 コンビニエンスストア 一般 小林 勝 北播(加健)第374-392 令和3年6月1日
000028 4000155282 ファミリーマート　吉川町大沢店 673-1115 三木市吉川町大沢351-1 794762811 コンビニエンスストア 一般 谷 宏之 北播(加健)第374-294 令和3年6月1日
000028 4000155540 フレッシュバザール加東上中店（惣菜） 673-1464 加東市上中325 795438600 百貨店、総合スーパー 一般 株式会社さとう 代表取締役社長 佐藤 総二郎 620-8503 京都府福知山市字上紺屋15 773220001 北播(加健)第374-224 令和3年6月1日
000028 4000155974 シンエーフーヅ株式会社  三木サービスエリア営業所　売店 673-0404 三木市大村字大門1067-110山陽自動車道三木SA上り線 コンビニエンスストア 一般 シンエーフーヅ株式会社 代表取締役 宮内 賢二 650-0027 兵庫県神戸市中央区中町通二丁目3番2号三共神戸ツインビル2階 783417117 北播(加健)第374-387 令和3年6月1日
000028 4000156023 ドラッグコスモス多可店 679-1124 多可郡多可町中区森本171-1 795325051 百貨店、総合スーパー 一般 株式会社コスモス薬品 代表取締役 横山 英昭 812-0013 福岡県福岡市博多区博多駅東二丁目10番1号第一福岡ビルＳ館4階 092-433-0661 北播(加健)第374-710 令和3年6月1日
000028 4000156666 ㈱ｴﾌﾍﾞｰｶﾘｰｺｰﾎﾟﾚｰｼｮﾝ 兵庫事業所 休憩所 675-1322 小野市匠台61 794640711 コップ式自動販売機（自動洗浄・屋内設置） 自動販売機 株式会社アペックス西日本 代表取締役 森 吉平 550-0015 大阪府大阪市西区南堀江4-25-24 664455518 北播(加健)第374-990 令和3年6月1日
000028 4000156709 三木高校ＰＰ 673-0402 三木市加佐931 乳類販売業 自動販売機コカ・コーラボトラーズジャパン株式会社代表取締役 カリン ドラガン107-6211 東京都港区赤坂九丁目7番1号 368963859 北播(加健)第374-1056 令和3年6月1日
000028 4000156753 日覺商店 673-1323 加東市岡本1571-1東条福祉センターとどろき荘内 795460912 乳類販売業 自動販売機 日覺 孔明 北播(加健)第374-1089 令和3年6月1日
000028 4000156952 マックスバリュ西日本株式会社  マックスバリュ三木北店　店内（ＣＣＷ受託）673-0402 三木市加佐字横塚291 コップ式自動販売機（自動洗浄・屋内設置）自動販売機株式会社　アペックス西日本 代表取締役 森 吉平 550-0015 大阪府大阪市西区南堀江4-25-24 664455518 北播(加健)第374-881 令和3年6月1日
000028 4000157355 ネスタリゾート神戸　瑞穂の湯（前） 673-0703 三木市細川町垂穂894-60 794835211 乳類販売業 自動販売機 株式会社　共進舎牧農園 代表取締役社長 中尾 弘三 650-0016 兵庫県神戸市中央区橘通1-2-12 783711761 北播(加健)第374-312 令和3年6月1日
000028 4000157356 ネスタリゾート神戸　瑞穂の湯（奥） 673-0703 三木市細川町垂穂894-60 794835211 乳類販売業 自動販売機 株式会社　共進舎牧農園 代表取締役社長 中尾 弘三 650-0016 兵庫県神戸市中央区橘通1-2-12 783711761 北播(加健)第374-313 令和3年6月1日
000028 4000157716 ヤマザキショップ市立加西病院店 675-2311 加西市北条町横尾1-13 790422200 コンビニエンスストア 一般 柴田 美知代 北播(加健)第374-64 令和3年6月1日
000028 4000157743 ファミリーマート加東上中店 673-1464 加東市上中3丁目20番地 795438077 コンビニエンスストア 一般 谷 宏之 北播(加健)第374-228 令和3年6月1日
000028 4000157800 白バラ牛乳東条 673-1334 加東市吉井720-1 795461388 乳類販売業 一般 堀 泰夫 北播(加健)第374-158 令和3年6月1日
000028 4000157805 ㈱神戸マツダ　西脇店　店内 677-0043 西脇市下戸田39 795224796 コップ式自動販売機（自動洗浄・屋内設置） 自動販売機 株式会社　アペックス西日本 代表取締役 森 吉平 550-0015 大阪府大阪市西区南堀江4-25-24 664455518 北播(加健)第374-968 令和3年6月1日
000028 4000157852 パナソニックエコテクノロジーセンター(株)  本社　2Ｆ食堂 673-1447 加東市佐保50 795428570 コップ式自動販売機（自動洗浄・屋内設置） 自動販売機 株式会社　アペックス西日本 代表取締役 森 吉平 550-0015 大阪府大阪市西区南堀江4-25-24 664455518 北播(加健)第374-1003 令和3年6月1日
000028 4000157997 藤井電工(株)　加東　２Ｆ食堂（ＣＣＷ受託）679-0211 加東市上滝野1573-2 コップ式自動販売機（自動洗浄・屋内設置）自動販売機株式会社アペックス西日本 代表取締役 森 吉平 550-0015 大阪府大阪市西区南堀江4-25-24 664455518 北播(加健)第374-900 令和3年6月1日
000028 4000158066 神姫バス株式会社　三木営業所  休憩所（ＣＣＷ受託）673-0405 三木市平田568 コップ式自動販売機（自動洗浄・屋内設置）自動販売機株式会社　アペックス西日本 代表取締役 森 吉平 550-0015 大阪府大阪市西区南堀江4-25-24 664455518 北播(加健)第374-985 令和3年6月1日
000028 4000158068 極東開発工業㈱塗装工場　6K2092 673-0443 三木市別所町巴2 794821121 コップ式自動販売機（自動洗浄・屋内設置） 自動販売機 サントリービバレッジソリューション株式会社 代表取締役 及川 剛 160-6111 東京都新宿区西新宿八丁目17番1号 363040501 北播(加健)第374-739 令和3年6月1日
000028 4000158126 マダムＪゴルフ倶楽部　レストラン 673-1301 加東市黒谷字五所ｹ谷1220 795470010 食肉販売業 一般 有限会社オー・エイチ・ビー･エス 代表取締役 神内 良子 673-1301 兵庫県加東市黒谷字五所ヶ谷1220 795470010 北播(加健)第374-173 令和3年6月1日
000028 4000158167 藤原産業株式会社　中央物流荷受  通路（ＣＣＷ受託）673-0433 三木市福井2115-1 コップ式自動販売機（自動洗浄・屋内設置）自動販売機株式会社アペックス西日本 代表取締役 森 吉平 550-0015 大阪府大阪市西区南堀江4-25-24 664455518 北播(加健)第374-884 令和3年6月1日
000028 4000158203 株式会社　仕出しふじた 677-0013 西脇市日野町20-3 795227637 食肉販売業 一般 株式会社　仕出しふじた 代表取締役 藤田 安浩 677-0013 兵庫県西脇市日野町20番地の3 795227637 北播(加健)第374-661 令和3年6月1日
000028 4000158272 (株)アライドダイヤモンド１播磨製作所　１棟西 679-0221 加東市河高字黒石1816-174 795485067 乳類販売業 自動販売機 サントリービバレッジソリューション株式会社 代表取締役 及川 剛 160-6111 東京都新宿区西新宿八丁目17番1号 363040501 北播(加健)第374-1076 令和3年6月1日
000028 4000158356 神姫ゾーンバス（株）窟屋営業所休憩コーナー 673-0503 三木市志染町窟屋1761 794842900 コップ式自動販売機（自動洗浄・屋内設置） 自動販売機 株式会社アペックス西日本 代表取締役 森 吉平 550-0015 大阪府大阪市西区南堀江4-25-24 664455518 北播(加健)第374-969 令和3年6月1日
000028 4000158582 兵庫ヤクルト販売多可ステーション 679-1211 多可郡多可町加美区寺内97-3 795307711 乳類販売業 一般 兵庫ヤクルト販売株式会社 代表取締役社長 阿部 泰久 651-2122 兵庫県神戸市西区玉津町高津橋137-1 789128960 北播(加健)第374-695 令和3年6月1日
000028 4000158724 三木よかわカントリークラブ 673-0753 三木市口吉川町槇字長尾谷487-68 794880236 魚介類販売業 一般 東急リゾーツ＆ステイ株式会社 代表取締役 粟辻󠄀 稔泰 150-0043 東京都渋谷区道玄坂一丁目21番1号 北播(加健)第374-308 令和3年6月1日
000028 4000158733 （株）カコテクノス　小野工場　２Ｆ事務所横675-1318 小野市北丘町355-16 コップ式自動販売機（自動洗浄・屋内設置）自動販売機株式会社アペックス西日本 代表取締役 森 吉平 550-0015 大阪府大阪市西区南堀江4-25-24 664455518 北播(加健)第374-924 令和3年6月1日
000028 4000158817 西脇多可広域斎場　やすらぎ苑　自販機コーナー677-0022 西脇市寺内519 コップ式自動販売機（自動洗浄・屋内設置）自動販売機株式会社アペックス西日本 代表取締役 森 吉平 550-0015 大阪府大阪市西区南堀江4-25-24 664455518 北播(加健)第374-925 令和3年6月1日
000028 4000158927 ウエルシア三木平田店 673-0405 三木市平田2-10-18 794866566 自動販売機（要届出のコップ式自動販売機及び要許可を除く） 自動販売機 ウエルシア薬局株式会社 代表取締役 松本 忠久 101-0021 東京都千代田区外神田二丁目2番15号 661927026 北播(加健)第374-1037 令和3年6月1日
000028 4000158928 ウエルシア三木平田店 673-0405 三木市平田2-10-18 794866566 百貨店、総合スーパー 一般 ウエルシア薬局株式会社 代表取締役 松本 忠久 101-0021 東京都千代田区外神田二丁目2番15号 661927026 北播(加健)第374-414 令和3年6月1日
000028 4000159166 佐川急便西日本ハブセンター加西営業所675-2445 加西市殿原町546-1 乳類販売業 自動販売機 髙井 誠貴 北播(加健)第374-1087 令和3年6月1日
000028 4000159168 川口金属工業内 675-2101 加西市繁昌町272 乳類販売業 自動販売機 髙井 誠貴 北播(加健)第374-1088 令和3年6月1日
000028 4000159169 ㈱千石 675-2462 加西市別所町395 790441021 乳類販売業 自動販売機 岡田 良樹 北播(加健)第374-1086 令和3年6月1日
000028 4000159214 セブン－イレブン加東上滝野店 679-0211 加東市上滝野258-1 795485625 コンビニエンスストア 一般 阿江 隆幸 北播(加健)第374-212 令和3年6月1日
000028 4000159310 ダイレックス王子店 675-1378 小野市王子町163 794708512 百貨店、総合スーパー 一般 ダイレックス株式会社 代表取締役 多田 高志 849-0917 佐賀県佐賀市高木瀬町大字長瀬930 952326511 北播(加健)第374-477 令和3年6月1日
000028 4000159422 共栄紙工業(株) 三木工場 1F食堂　（CCW受託）673-0722 三木市細川町脇川455-7 コップ式自動販売機（自動洗浄・屋内設置）自動販売機株式会社アペックス西日本 代表取締役 森 吉平 550-0015 大阪府大阪市西区南堀江4-25-24 664455518 北播(加健)第374-904 令和3年6月1日



000028 4000159464 サンスポーツクラブ加西 675-2311 加西市北条町横尾346 790430006 自動販売機（要届出のコップ式自動販売機及び要許可を除く） 自動販売機 三洋建材株式会社 代表取締役 宗安 堅志 702-8051 岡山県岡山市南区築港元町8-50 862656500 北播(加健)第374-1029 令和3年6月1日
000028 4000159693 キムチ工房 673-0541 三木市志染町広野8-202 794852000 食品製造業 不要許可一般 金海 良忠 平成28年11月29日
000028 4000159714 ウエルシア　加東上中店 673-1464 加東市上中3-13 795439060 自動販売機（要届出のコップ式自動販売機及び要許可を除く） 自動販売機 ウエルシア薬局株式会社 代表取締役 松本 忠久 101-0021 東京都千代田区外神田二丁目2番15号 352095672 北播(加健)第374-1038 令和3年6月1日
000028 4000159715 ウエルシア　加東上中店 673-1464 加東市上中3-13 795439060 百貨店、総合スーパー 一般 ウエルシア薬局株式会社 代表取締役 松本 忠久 101-0021 東京都千代田区外神田二丁目2番15号 352095672 北播(加健)第374-218 令和3年6月1日
000028 4000159939 ロトプレイヤー三木店 673-0434 三木市別所町小林476-4 794866071 コップ式自動販売機（自動洗浄・屋内設置） 自動販売機 アシード株式会社 代表取締役 河本 大輔 721-0957 広島県福山市箕島町5725-1 849828800 北播(加健)第374-1018 令和3年6月1日
000028 4000160009 医療福祉センター　きずな 675-2456 加西市若井町83-31 790442881 コップ式自動販売機（自動洗浄・屋内設置） 自動販売機 サントリービバレッジソリューション株式会社 代表取締役 及川 剛 160-6111 東京都新宿区西新宿八丁目17番1号 363040501 北播(加健)第374-745 令和3年6月1日
000028 4000160121 （株）リコー　やしろ工場  ロビー（ＣＣＷ受託）673-1447 加東市佐保30-1 コップ式自動販売機（自動洗浄・屋内設置）自動販売機株式会社アペックス西日本 代表取締役 森 吉平 550-0015 大阪府大阪市西区南堀江4-25-24 664455518 北播(加健)第374-976 令和3年6月1日
000028 4000160139 井上としゑ 677-0065 西脇市岡崎町365 795270150 食品製造業 不要許可一般 井上 としゑ 平成28年12月27日
000028 4000160208 神戸やまだや（小野工業高校食堂前）675-1335 小野市片山町1034-1 乳類販売業 自動販売機コカ・コーラボトラーズジャパン株式会社代表取締役 カリン ドラガン107-6211 東京都港区赤坂九丁目7番1号 368963859 北播(加健)第374-581 令和3年6月1日
000028 4000160538 ファミリーマート加東木梨店 673-1461 加東市木梨字和田149-1 795438022 コンビニエンスストア 一般 藤原 貢 北播(加健)第374-258 令和3年6月1日
000028 4000160553 アサヒ工業株式会社 677-0065 西脇市岡崎町503-5 795270716 コップ式自動販売機（自動洗浄・屋内設置） 自動販売機 株式会社　関西コーヒー 代表取締役 平岡 創土 671-1136 兵庫県姫路市大津区恵美酒町2-54 792365800 北播(加健)第374-1005 令和3年6月1日
000028 4000160597 パナソニック（株）　ホームアプライアンス  １階組立休憩室（ＣＣＷ受託）673-1447 加東市佐保5 コップ式自動販売機（自動洗浄・屋内設置）自動販売機株式会社アペックス西日本 代表取締役 森 吉平 550-0015 大阪府大阪市西区南堀江4-25-24 664455518 北播(加健)第374-882 令和3年6月1日
000028 4000160624 三洋電機㈱　加西工場　管理棟  ６Ｆ（ＣＣＷ受託）675-2332 加西市鎮岩町194-4 コップ式自動販売機（自動洗浄・屋内設置）自動販売機株式会社アペックス西日本 代表取締役 森 吉平 550-0015 大阪府大阪市西区南堀江4-25-24 664455518 北播(加健)第374-977 令和3年6月1日
000028 4000160627 三洋電機㈱　加西工場　管理棟  ５Ｆ（ＣＣＷ受託）675-2332 加西市鎮岩町194-4 コップ式自動販売機（自動洗浄・屋内設置）自動販売機株式会社アペックス西日本 代表取締役 森 吉平 550-0015 大阪府大阪市西区南堀江4-25-24 664455518 北播(加健)第374-978 令和3年6月1日
000028 4000160628 三洋電機㈱　加西工場　管理棟  ４Ｆ（ＣＣＷ受託）675-2332 加西市鎮岩町194-4 コップ式自動販売機（自動洗浄・屋内設置）自動販売機株式会社アペックス西日本 代表取締役 森 吉平 550-0015 大阪府大阪市西区南堀江4-25-24 664455518 北播(加健)第374-979 令和3年6月1日
000028 4000160650 富士通周辺機(株) 本社 １Ｆ南入口（CCW単受）673-1447 加東市佐保35 コップ式自動販売機（自動洗浄・屋内設置）自動販売機株式会社アペックス西日本 代表取締役 森 吉平 550-0015 大阪府大阪市西区南堀江4-25-24 664455518 北播(加健)第374-980 令和3年6月1日
000028 4000160651 関西電力(株)　社営業所　１Ｆ喫煙コーナー673-1431 加東市社1446-1 コップ式自動販売機（自動洗浄・屋内設置）自動販売機株式会社アペックス西日本 代表取締役 森 吉平 550-0015 大阪府大阪市西区南堀江4-25-24 664455518 北播(加健)第374-926 令和3年6月1日
000028 4000160670 大王加工紙工業㈱　兵庫工場　食堂休憩所679-0103 加西市別府町2664 コップ式自動販売機（自動洗浄・屋内設置）自動販売機株式会社アペックス西日本 代表取締役 森 吉平 550-0015 大阪府大阪市西区南堀江4-25-24 664455518 北播(加健)第374-927 令和3年6月1日
000028 4000160996 アイガー小野店 675-1371 小野市黒川町1805 794627383 乳類販売業 一般 西嶋パン株式会社 代表取締役 西嶋 直也 673-1445 兵庫県加東市大門340-1 795421202 北播(加健)第374-521 令和3年6月1日
000028 4000161129 介護老人保健施設　薫楓苑 675-1352 小野市復井町1741 794662020 コップ式自動販売機（自動洗浄・屋内設置） 自動販売機 サントリービバレッジソリューション株式会社 代表取締役 及川 剛 160-6111 東京都新宿区西新宿八丁目17番1号 363040501 北播(加健)第374-748 令和3年6月1日
000028 4000161140 （株）ナポレオン 673-1464 加東市上中65-1 795423434 乳類販売業 一般 （株）ナポレオン 代表取締役 臼井 永子 673-1464 兵庫県加東市上中65-1 795423434 北播(加健)第374-232 令和3年6月1日
000028 4000161222 社パーキングエリア下り線 673-1416 加東市久米字吹矢谷8-7 コップ式自動販売機（自動洗浄・屋内設置）自動販売機トーヨーベンディング株式会社 代表取締役 大久保 智司 452-0839 愛知県名古屋市西区見寄町１６７番地 525011771 北播(加健)第374-859 令和3年6月1日
000028 4000161384 （株）ホンダ兵庫　東条インター店　店内 673-1341 加東市南山1-3-1 795475550 コップ式自動販売機（自動洗浄・屋内設置） 自動販売機 株式会社アペックス西日本 森 吉平 550-0015 大阪府大阪市西区南堀江4-25-24 664455518 北播(加健)第374-954 令和3年6月1日
000028 4000161506 中国自動車道　社パーキングエリア（下）カップ自販機⓻673-1416 加東市久米字吹矢谷8-7 コップ式自動販売機（自動洗浄・屋内設置）自動販売機株式会社アペックス西日本 代表取締役 森 吉平 550-0015 大阪府大阪市西区南堀江4-25-24 664455518 北播(加健)第374-916 令和3年6月1日
000028 4000161601 ファイブカラット　小野 675-1367 小野市敷地町1382-26 コップ式自動販売機（自動洗浄・屋内設置） 自動販売機 ヤスダ産業株式会社 代表取締役 安田 喜昭 672-8023 兵庫県姫路市白浜町甲841-34 792453090 北播(加健)第374-1016 令和3年6月1日
000028 4000161646 ブリヂストンフローテック現場 679-0105 加西市朝妻町1173 乳類販売業 自動販売機コカ・コーラボトラーズジャパン株式会社代表取締役 カリン ドラガン107-6211 東京都港区赤坂九丁目7番1号 368963859 北播(加健)第374-1066 令和3年6月1日
000028 4000161764 株式会社　千石　上野工場 675-2434 加西市上野町526-2 790442232 コップ式自動販売機（自動洗浄・屋内設置） 自動販売機 株式会社関西コーヒー 代表取締役 平岡 創土 671-1136 兵庫県姫路市大津区恵美酒町2-54 792365800 北播(加健)第374-1010 令和3年6月1日
000028 4000161772 富士通周辺機㈱　第1棟1F 673-1447 加東市佐保35 795425612 コップ式自動販売機（自動洗浄・屋内設置） 自動販売機 株式会社　関西コーヒー 代表取締役 平岡 創土 671-1136 兵庫県姫路市大津区恵美酒町2-54 792365800 北播(加健)第374-1006 令和3年6月1日
000028 4000161773 富士通周辺機㈱　第1棟２F 673-1447 加東市佐保35 765425612 コップ式自動販売機（自動洗浄・屋内設置） 自動販売機 株式会社　関西コーヒー 代表取締役 平岡 創土 671-1136 兵庫県姫路市大津区恵美酒町2-54 792365800 北播(加健)第374-1007 令和3年6月1日
000028 4000161785 西脇市役所　第２庁舎 677-0014 西脇市郷瀬町605 795223111 コップ式自動販売機（自動洗浄・屋内設置） 自動販売機 株式会社　関西コーヒー 代表取締役 平岡 創土 671-1136 兵庫県姫路市大津区恵美酒町2-54 792365800 北播(加健)第374-1008 令和3年6月1日
000028 4000161824 日本へそ公園 677-0039 西脇市上比延町334-2 795232372 乳類販売業 自動販売機 サントリービバレッジソリューション株式会社 代表取締役 及川 剛 160-6111 東京都新宿区西新宿八丁目17番1号 363040501 北播(加健)第374-1081 令和3年6月1日
000028 4000161846 ネスタリゾート神戸　延羽の湯 673-0703 三木市細川町垂穂894-60 794835000 乳類販売業 自動販売機 株式会社共進舎牧農園 代表取締役社長 中尾 弘三 650-0016 兵庫県神戸市中央区橘通1-2-12 783711761 北播(加健)第374-314 令和3年6月1日
000028 4000161867 コープこうべ協同学苑　６K２５６７ 673-0521 三木市志染町青山7-1-4 795855500 コップ式自動販売機（自動洗浄・屋内設置） 自動販売機 サントリービバレッジソリューション株式会社 代表取締役 及川 剛 160-6111 東京都新宿区西新宿八丁目17番1号 363040501 北播(加健)第374-749 令和3年6月1日
000028 4000161872 コープこうべ協同学苑　６K２８２１ 673-0521 三木市志染町青山7-1-4 795855500 コップ式自動販売機（自動洗浄・屋内設置） 自動販売機 サントリービバレッジソリューション株式会社 代表取締役 及川 剛 160-6111 東京都新宿区西新宿八丁目17番1号 363040501 北播(加健)第374-746 令和3年6月1日
000028 4000161945 道の駅にしわき　店内（CCW受託） 677-0022 西脇市寺内517-1 コップ式自動販売機（自動洗浄・屋内設置）自動販売機株式会社アペックス西日本 代表取締役 森 吉平 550-0015 大阪府大阪市西区南堀江4-25-24 664455518 北播(加健)第374-928 令和3年6月1日
000028 4000162009 別所とれとれ市場 673-0444 三木市別所町東這田1-204-2 794860024 百貨店、総合スーパー 一般 堀内 良深 北播(加健)第374-441 令和3年6月1日
000028 4000162127 県立西脇馬事公苑　西脇　休憩所（CCW単受）677-0061 西脇市合山町834 コップ式自動販売機（自動洗浄・屋内設置）自動販売機株式会社アペックス西日本 代表取締役 森 吉平 550-0015 大阪府大阪市西区南堀江4-25-24 664455518 北播(加健)第374-929 令和3年6月1日
000028 4000162129 凸版印刷（株）　滝野工場  商印工場２階中綴休憩室（ＣＣＷ受託） 679-0221 加東市河高355-4 795485501 コップ式自動販売機（自動洗浄・屋内設置） 自動販売機 株式会社アペックス西日本 代表取締役 森 吉平 550-0015 大阪府大阪市西区南堀江4-25-24 664455518 北播(加健)第374-991 令和3年6月1日
000028 4000162195 （株）高階 673-0403 三木市末広1-5-35 794820017 コップ式自動販売機（自動洗浄・屋内設置） 自動販売機 ナショナル・ベンディング株式会社 代表取締役 藤山 雄一郎 108-0014 東京都港区芝4-10-3 364594781 北播(加健)第374-1022 令和3年6月1日
000028 4000162358 Ｅ－ジム西脇 677-0054 西脇市野村町233-2 795233126 自動販売機（要届出のコップ式自動販売機及び要許可を除く） 自動販売機 株式会社竹内商店 代表取締役 竹内 伸吾 677-0015 兵庫県西脇市西脇163-1 795222066 北播(加健)第374-1045 令和3年6月1日
000028 4000162520 マックスバリュ東条店 673-1312 加東市掎鹿谷323 795476830 百貨店、総合スーパー 一般 マックスバリュ西日本株式会社 代表取締役 平尾 健一 732-0814 広島県広島市南区段原南1-3-52 825358500 北播(加健)第374-259 令和3年6月1日
000028 4000162562 中町オートサイクル　店内　休憩所(CCW単受) 679-1122 多可郡多可町中区中安田103-1 795320098 コップ式自動販売機（自動洗浄・屋内設置） 自動販売機 株式会社アペックス西日本 代表取締役 森 吉平 550-0015 大阪府大阪市西区南堀江4-25-24 664455518 北播(加健)第374-883 令和3年6月1日
000028 4000162592 宅配クック１２３加西店 675-2312 加西市北条町北条1130 790358805 乳類販売業 一般 有限会社さえぐさ新聞販売店 代表取締役 三枝 正男 675-2312 兵庫県加西市北条町北条1130 790420586 北播(加健)第374-191 令和3年6月1日
000028 4000162912 ファミリーマート西村書店加西店 675-2311 加西市北条町横尾285-1 790425008 コンビニエンスストア 一般 Ｆ・西村書店合同会社 代表社員 田中 俊宏 675-2303 兵庫県加西市北条町古坂3-80 790425008 北播(加健)第374-69 令和3年6月1日
000028 4000163056 グランプBBQパークバックヤード 673-0703 三木市細川町垂穂894-60 794835211 食肉販売業 一般 株式会社ネスタリゾート神戸 代表取締役 大川 二郞 673-0703 兵庫県三木市細川町垂穂894番地の60号 794835000 北播(加健)第374-315 令和3年6月1日
000028 4000163059 グランプBBQパークキッチン棟 673-0703 三木市細川町垂穂894-60 794835211 食肉販売業 一般 株式会社ネスタリゾート神戸 代表取締役 大川 二郞 673-0703 兵庫県三木市細川町垂穂894番地の60号 794835000 北播(加健)第374-316 令和3年6月1日
000028 4000163063 グランプBBQパークドリンク棟 673-0703 三木市細川町垂穂894-60 794835211 食肉販売業 一般 株式会社ネスタリゾート神戸 代表取締役 大川 二郞 673-0703 兵庫県三木市細川町垂穂894番地の60号 794835000 北播(加健)第374-317 令和3年6月1日
000028 4000163156 日本ハム食品(株)2F休憩所　6K2863 675-1322 小野市匠台19 794638139 コップ式自動販売機（自動洗浄・屋内設置） 自動販売機 サントリービバレッジソリューション株式会社 代表取締役 及川 剛 160-6111 東京都新宿区西新宿八丁目17番1号 363040501 北播(加健)第374-750 令和3年6月1日
000028 4000163158 バザールタウン西脇 677-0016 西脇市高田井町280 795234100 自動販売機（要届出のコップ式自動販売機及び要許可を除く） 自動販売機 株式会社　さとう 代表取締役社長 佐藤 総二郎 620-8503 京都府福知山市字上紺屋15 773220001 北播(加健)第374-1030 令和3年6月1日
000028 4000163171 金志商店 675-1372 小野市本町53-7 794631432 氷雪販売業 一般 金志 冨夫 北播(加健)第374-588 令和3年6月1日
000028 4000163464 山陽利器(株) 675-1344 小野市下来住町976 794634321 コップ式自動販売機（自動洗浄・屋内設置） 自動販売機 サントリービバレッジソリューション株式会社 代表取締役 及川 剛 160-6111 東京都新宿区西新宿八丁目17番1号 363040501 北播(加健)第374-751 令和3年6月1日
000028 4000163465 凸版印刷(株)　食堂 679-0221 加東市河高355-4 795485501 コップ式自動販売機（自動洗浄・屋内設置） 自動販売機 サントリービバレッジソリューション株式会社 代表取締役 及川 剛 160-6111 東京都新宿区西新宿八丁目17番1号 363040501 北播(加健)第374-786 令和3年6月1日
000028 4000163570 西日本高速道路ｻｰﾋﾞｽ･ﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ㈱  中国自動車道　加西SA上り　自販機ｺｰﾅｰ 675-2365 加西市畑町字松尾谷2772-6 120830710 コップ式自動販売機（自動洗浄・屋内設置） 自動販売機 株式会社アペックス西日本 代表取締役 森 吉平 550-0015 大阪府大阪市西区南堀江四丁目25番24号 665359024 北播(加健)第374-918 令和3年6月1日
000028 4000163738 ㈱新陽製作所  三木 ２階食堂（CCW受託） 673-0433 三木市福井宮の前2410 794828171 コップ式自動販売機（自動洗浄・屋内設置） 自動販売機 株式会社アペックス西日本 代表取締役 森 吉平 550-0015 大阪府大阪市西区南堀江4-25-24 664455518 北播(加健)第374-886 令和3年6月1日
000028 4000163739 極東開発工業㈱三木南工場  事務所（ＣＣＷ受託）673-0443 三木市別所町巴14 コップ式自動販売機（自動洗浄・屋内設置）自動販売機株式会社アペックス西日本 代表取締役 森 吉平 550-0015 大阪府大阪市西区南堀江4-25-24 664455518 北播(加健)第374-893 令和3年6月1日
000028 4000163768 ファミリーマート三木広野店 673-0541 三木市志染町広野5-73-1 794878760 コンビニエンスストア 一般 前田 隆 北播(加健)第374-337 令和3年6月1日
000028 4000163789 生活協同組合コープこうべ  コープ志染２F従食（CCW受託）673-0551 三木市志染町西自由が丘1-166 コップ式自動販売機（自動洗浄・屋内設置）自動販売機株式会社アペックス西日本 代表取締役 森 吉平 550-0015 大阪府大阪市西区南堀江4-25-24 664455518 北播(加健)第374-955 令和3年6月1日
000028 4000163790 生活協同組合コープこうべ  コープ志染２F店内（ＣＣＷ受託）673-0551 三木市志染町西自由が丘1-166 コップ式自動販売機（自動洗浄・屋内設置）自動販売機株式会社アペックス西日本 代表取締役 森 吉平 550-0015 大阪府大阪市西区南堀江4-25-24 664455518 北播(加健)第374-930 令和3年6月1日
000028 4000163791 (株)イトー　本社　２F 673-0404 三木市大村177－1 794820260 コップ式自動販売機（自動洗浄・屋内設置） 自動販売機 株式会社アペックス西日本 代表取締役 森 吉平 550-0015 大阪府大阪市西区南堀江4-25-24 664455518 北播(加健)第374-956 令和3年6月1日
000028 4000163792 (株)イトー　商品センター　休憩所 673-0456 三木市鳥町166 794820180 コップ式自動販売機（自動洗浄・屋内設置） 自動販売機 株式会社アペックス西日本 代表取締役 森 吉平 550-0015 大阪府大阪市西区南堀江4-25-24 664455518 北播(加健)第374-894 令和3年6月1日
000028 4000163805 (株)イトー　関西ロジス　休憩所 673-0456 三木市鳥町716-1 794811888 コップ式自動販売機（自動洗浄・屋内設置） 自動販売機 株式会社アペックス西日本 代表取締役 森 吉平 550-0015 大阪府大阪市西区南堀江4-25-24 664455518 北播(加健)第374-957 令和3年6月1日
000028 4000163861 ミルクガーデンまつもと 673-1431 加東市社766 795421161 乳類販売業 一般 有限会社　松本新聞舗 代表取締役 松本 匡美 673-1431 兵庫県加東市社字山本1303-4 795420061 北播(加健)第374-194 令和3年6月1日
000028 4000164179 やしろ東条ゴルフクラブ　レストラン 673-1332 加東市栄枝字ヨリフジ405 795461552 食肉販売業 一般 株式会社アコーディアＡＨ０２ 代表取締役 石井 歓 140-0002 東京都品川区東品川四丁目12番4号 366881330 北播(加健)第374-128 令和3年6月1日
000028 4000164184 東条パインバレーゴルフクラブ レストラン 673-1324 加東市新定275-144 795461804 食肉販売業 一般 株式会社アコーディアＡＨ０２ 代表取締役 石井 歓 140-0002 東京都品川区東品川四丁目12番4号 366881330 北播(加健)第374-233 令和3年6月1日
000028 4000164216 千住金属工業株式会社 679-1132 多可郡多可町中区坂本101-1 795321963 乳類販売業 自動販売機 コカ・コーラボトラーズジャパン株式会社 代表取締役 カリン ドラガン 107-6211 東京都港区赤坂九丁目7番1号 368963859 北播(加健)第374-1067 令和3年6月1日
000028 4000164300 ウエルシア　加東東条店 673-1311 加東市天神260 795475222 自動販売機（要届出のコップ式自動販売機及び要許可を除く） 自動販売機 ウエルシア薬局株式会社 代表取締役 松本 忠久 101-0021 東京都千代田区外神田二丁目2番15号 352095677 北播(加健)第374-1039 令和3年6月1日
000028 4000164301 ウエルシア　加東東条店 673-1311 加東市天神260 795475222 百貨店、総合スーパー 一般 ウエルシア薬局株式会社 代表取締役 松本 忠久 101-0021 東京都千代田区外神田二丁目2番15号 352095677 北播(加健)第374-238 令和3年6月1日
000028 4000164455 (株)日光製作所　本社　現場ハウス 675-1322 小野市匠台28 794625211 コップ式自動販売機（自動洗浄・屋内設置） 自動販売機 株式会社アペックス西日本 代表取締役 森 吉平 550-0015 大阪府大阪市西区南堀江四丁目25番24号 665359024 北播(加健)第374-905 令和3年6月1日
000028 4000164473 ㈱HER　加西事業所　休憩所 675-2113 加西市網引町2001-39 790493230 コップ式自動販売機（自動洗浄・屋内設置） 自動販売機 株式会社アペックス西日本 代表取締役 森 吉平 550-0015 大阪府大阪市西区南堀江四丁目25番24号 664455518 北播(加健)第374-906 令和3年6月1日
000028 4000164554 ㈱協和テクノ 675-2105 加西市下宮木町713-5 790490338 コップ式自動販売機（自動洗浄・屋内設置） 自動販売機 サントリービバレッジソリューション株式会社 代表取締役 及川 剛 160-6111 東京都新宿区西新宿八丁目17番1号 363040501 北播(加健)第374-757 令和3年6月1日
000028 4000164555 市立加西図書館　加西　３Ｆ　(ＣＣＢＪＩ受託） 675-2312 加西市北条町北条28-1 790423722 コップ式自動販売機（自動洗浄・屋内設置） 自動販売機 株式会社アペックス西日本 代表取締役 森 吉平 550-0015 大阪府大阪市西区南堀江四丁目25番24号 664455518 北播(加健)第374-987 令和3年6月1日
000028 4000164567 業務スーパー加西北条店 675-2324 加西市北条町東南139-1 790438818 百貨店、総合スーパー 一般 有限会社魚松 代表取締役 長井 泰道 677-0052 兵庫県西脇市和田町634-131 795222222 北播(加健)第374-95 令和3年6月1日
000028 4000164573 ローソン加東厚利店 673-1388 加東市厚利字中才103-1 795408600 コンビニエンスストア 一般 脇田 昌代 北播(加健)第374-162 令和3年6月1日
000028 4000164715 たかみ 677-0121 多可郡多可町八千代区中野間1028 795371181 食肉販売業 一般 髙見 光一 北播(加健)第374-734 令和3年6月1日
000028 4000164824 藤井電工株式会社　社工場　2F食堂（CCBJI受託）673-1442 加東市出水100 コップ式自動販売機（自動洗浄・屋内設置）自動販売機株式会社アペックス西日本 代表取締役 森 吉平 550-0015 大阪府大阪市西区南堀江四丁目25番24号664455518 北播(加健)第374-931 令和3年6月1日
000028 4000164887 ボートピア滝野　２Ｆフロアー 679-0205 加東市北野461 795481138 コップ式自動販売機（自動洗浄・屋内設置） 自動販売機 サントリービバレッジソリューション株式会社 代表取締役 及川 剛 160-6111 東京都新宿区西新宿八丁目17番1号 363040501 北播(加健)第374-799 令和3年6月1日
000028 4000164890 ボートピア滝野　２ＦＶＩＰ 679-0205 加東市北野461 795481138 コップ式自動販売機（自動洗浄・屋内設置） 自動販売機 サントリービバレッジソリューション株式会社 代表取締役 及川 剛 160-6111 東京都新宿区西新宿八丁目17番1号 363040501 北播(加健)第374-800 令和3年6月1日
000028 4000164891 ボートピア滝野　１Ｆロビー 679-0205 加東市北野461 795481138 コップ式自動販売機（自動洗浄・屋内設置） 自動販売機 サントリービバレッジソリューション株式会社 代表取締役 及川 剛 160-6111 東京都新宿区西新宿八丁目17番1号 363040501 北播(加健)第374-801 令和3年6月1日
000028 4000164894 株式会社メディセオ・パルタック  加東　1F事務所（CCBJI受託） 673-1341 加東市南山6-6-2 795471230 コップ式自動販売機（自動洗浄・屋内設置） 自動販売機 株式会社アペックス西日本 代表取締役 森 吉平 550-0015 大阪府大阪市西区南堀江四丁目25番24号 664455518 北播(加健)第374-932 令和3年6月1日
000028 4000164913 株式会社エス・ジー・シー 675-2101 加西市繁昌町534 コップ式自動販売機（自動洗浄・屋内設置）自動販売機ナショナル・ベンディング株式会社代表取締役 藤山 雄一郎 108-0014 東京都港区芝4-10-3 364594781 北播(加健)第374-1023 令和3年6月1日
000028 4000164925 セブン‐イレブン小野中町南　店 675-1332 小野市中町311-1 794647037 コンビニエンスストア 一般 大西 賢伸 北播(加健)第374-564 令和3年6月1日
000028 4000164955 加美電機(株) 679-1202 多可郡多可町加美区熊野部223-13 795350071 コップ式自動販売機（自動洗浄・屋内設置） 自動販売機 サントリービバレッジソリューション株式会社 代表取締役 及川 剛 160-6111 東京都新宿区西新宿八丁目17番1号 363040501 北播(加健)第374-758 令和3年6月1日
000028 4000164957 ㈱いけうち 677-0042 西脇市堀町177 795233903 コップ式自動販売機（自動洗浄・屋内設置） 自動販売機 サントリービバレッジソリューション株式会社 代表取締役 及川 剛 160-6111 東京都新宿区西新宿八丁目17番1号 363040501 北播(加健)第374-759 令和3年6月1日
000028 4000164959 日本磁性材工業㈱ 675-2101 加西市繁昌町1541 790490355 コップ式自動販売機（自動洗浄・屋内設置） 自動販売機 サントリービバレッジソリューション株式会社 代表取締役 及川 剛 160-6111 東京都新宿区西新宿八丁目17番1号 363040501 北播(加健)第374-760 令和3年6月1日
000028 4000164960 ㈱エイティロジテック 679-0104 加西市常吉町字東畑922-194 790471516 コップ式自動販売機（自動洗浄・屋内設置） 自動販売機 サントリービバレッジソリューション株式会社 代表取締役 及川 剛 160-6111 東京都新宿区西新宿八丁目17番1号 363040501 北播(加健)第374-761 令和3年6月1日
000028 4000164970 (有)橋詰信石油 679-1212 多可郡多可町加美区西脇後川端141-1 795350898 コップ式自動販売機（自動洗浄・屋内設置） 自動販売機 サントリービバレッジソリューション株式会社 代表取締役 及川 剛 160-6111 東京都新宿区西新宿八丁目17番1号 363040501 北播(加健)第374-752 令和3年6月1日
000028 4000164973 (株)Ｍｉｚｋａｎ　三木工場チルド 673-1112 三木市吉川町畑枝395-1 794762311 コップ式自動販売機（自動洗浄・屋内設置） 自動販売機 サントリービバレッジソリューション株式会社 代表取締役 及川 剛 160-6111 東京都新宿区西新宿八丁目17番1号 363040501 北播(加健)第374-762 令和3年6月1日
000028 4000165005 (株)メディセオパルタックホールディングス 673-1341 加東市南山6-6-22 795471230 コップ式自動販売機（自動洗浄・屋内設置） 自動販売機 サントリービバレッジソリューション株式会社 代表取締役 及川 剛 160-6111 東京都新宿区西新宿八丁目17番1号 363040501 北播(加健)第374-766 令和3年6月1日
000028 4000165089 トクセン工業（株）　６Ｋ３３２７ 675-1361 小野市住吉町南山1081 794631059 コップ式自動販売機（自動洗浄・屋内設置） 自動販売機 サントリービバレッジソリューション株式会社 代表取締役 及川 剛 160-6111 東京都新宿区西新宿八丁目17番1号 363040501 北播(加健)第374-755 令和3年6月1日
000028 4000165278 エースコック(株)　6K1809 679-0221 加東市河高字黒石1816-175 795485580 コップ式自動販売機（自動洗浄・屋内設置） 自動販売機 サントリービバレッジソリューション株式会社 代表取締役 及川 剛 160-6111 東京都新宿区西新宿八丁目17番1号 363040501 北播(加健)第374-767 令和3年6月1日
000028 4000165320 ＩＤＥＣ株式会社　滝野事業所　V96152 679-0221 加東市河高字黒石355-18 795485700 コップ式自動販売機（自動洗浄・屋内設置） 自動販売機 サントリービバレッジソリューション株式会社 代表取締役 及川 剛 160-6111 東京都新宿区西新宿八丁目17番1号 363040501 北播(加健)第374-772 令和3年6月1日
000028 4000165321 ＩＤＥＣ株式会社滝野事業所　V70176 679-0221 加東市河高字黒石355-18 795485700 コップ式自動販売機（自動洗浄・屋内設置） 自動販売機 サントリービバレッジソリューション株式会社 代表取締役 及川 剛 160-6111 東京都新宿区西新宿八丁目17番1号 363040501 北播(加健)第374-773 令和3年6月1日
000028 4000165344 パナソニック（株）ホームアプライアンス  ２Ｆ中央休憩室（ＣＣＢＪＩ受託） 673-1447 加東市佐保5 795427000 コップ式自動販売機（自動洗浄・屋内設置） 自動販売機 株式会社アペックス西日本 代表取締役 森 吉平 550-0015 大阪府大阪市西区南堀江4-25-24 664455518 北播(加健)第374-933 令和3年6月1日
000028 4000165345 パナソニック（株）ホームアプライアンス  源泉棟１階休憩室（ＣＣＢＪＩ受託） 673-1447 加東市佐保5 795427000 コップ式自動販売機（自動洗浄・屋内設置） 自動販売機 株式会社アペックス西日本 代表取締役 森 吉平 550-0015 大阪府大阪市西区南堀江4-25-24 664455518 北播(加健)第374-934 令和3年6月1日
000028 4000165414 日立マクセル㈱小野工場 675-1322 小野市匠台5 794638051 乳類販売業 自動販売機 コカ・コーラボトラーズジャパン株式会社 代表取締役 カリン ドラガン 107-6211 東京都港区赤坂九丁目7番1号 368963859 北播(加健)第374-536 令和3年6月1日
000028 4000165416 日立マクセル 675-1322 小野市匠台5 794638051 コップ式自動販売機（自動洗浄・屋内設置） 自動販売機 ナショナル・ベンディング株式会社 代表取締役 藤山 雄一郎 108-0014 東京都港区芝4-10-3 364594781 北播(加健)第374-1024 令和3年6月1日
000028 4000165495 リコーやしろ工場FAB2 2F 673-1447 加東市佐保30-1 795426111 乳類販売業 自動販売機 コカ・コーラボトラーズジャパン株式会社 代表取締役 カリン ドラガン 107-6211 東京都港区赤坂九丁目7番1号 368963859 北播(加健)第374-1068 令和3年6月1日
000028 4000165524 (株)岡田金属工業所　6K2221 675-1322 三木市大村561 794831111 コップ式自動販売機（自動洗浄・屋内設置） 自動販売機 サントリービバレッジソリューション株式会社 代表取締役 及川 剛 160-6111 東京都新宿区西新宿八丁目17番1号 363040501 北播(加健)第374-775 令和3年6月1日



000028 4000165558 積水成型工業株式会社兵庫滝野工場  ＶＢ５４８５ 679-0221 加東市河高字黒石355-20 795482711 乳類販売業 自動販売機 サントリービバレッジソリューション株式会社 代表取締役 及川 剛 160-6111 東京都新宿区西新宿八丁目17番1号 363040501 北播(加健)第374-1082 令和3年6月1日
000028 4000165562 ローソン三木福井店 673-0433 三木市福井3-1902-3 794827820 コンビニエンスストア 一般 亀井 利裕 北播(加健)第374-407 令和3年6月1日
000028 4000165573 医療法人社団薫楓会緑駿病院6K3679 675-1322 小野市匠台72-1 794635577 コップ式自動販売機（自動洗浄・屋内設置） 自動販売機 サントリービバレッジソリューション株式会社 代表取締役 及川 剛 160-6111 東京都新宿区西新宿八丁目17番1号 363040501 北播(加健)第374-776 令和3年6月1日
000028 4000165592 極東開発工業株式会社 三木工場  新工場２F　６K２０９１ 673-0443 三木市別所町巴2 794821121 コップ式自動販売機（自動洗浄・屋内設置） 自動販売機 サントリービバレッジソリューション株式会社 代表取締役 及川 剛 160-6111 東京都新宿区西新宿八丁目17番1号 363040501 北播(加健)第374-777 令和3年6月1日
000028 4000165593 医療法人社団関田会ときわ病院  通所リハビリテーションたんぽぽ ６K１７９７ 673-0541 三木市志染町広野5-275 794877555 コップ式自動販売機（自動洗浄・屋内設置） 自動販売機 サントリービバレッジソリューション株式会社 代表取締役 及川 剛 160-6111 東京都新宿区西新宿八丁目17番1号 363040501 北播(加健)第374-778 令和3年6月1日
000028 4000165632 ローソン三木府内町店 673-0415 三木市府内町11-45 794838383 コンビニエンスストア 一般 大塚 侑紀 北播(加健)第374-398 令和3年6月1日
000028 4000165675 日本ハム食品株式会社関西プラント　6K0358 675-1322 小野市匠台19 794638139 コップ式自動販売機（自動洗浄・屋内設置） 自動販売機 サントリービバレッジソリューション株式会社 代表取締役 及川 剛 160-6111 東京都新宿区西新宿八丁目17番1号 363040501 北播(加健)第374-779 令和3年6月1日
000028 4000165691 株式会社東研サーモテック播磨工場6K3420 675-1322 小野市匠台27 794627551 コップ式自動販売機（自動洗浄・屋内設置） 自動販売機 サントリービバレッジソリューション株式会社 代表取締役 及川 剛 160-6111 東京都新宿区西新宿八丁目17番1号 363040501 北播(加健)第374-768 令和3年6月1日
000028 4000165816 掘井牛乳店 675-1354 小野市河合西町284 794667005 乳類販売業 一般 掘井 良九郎 北播(加健)第374-495 令和3年6月1日
000028 4000165853 セブン－イレブン加西北条横尾店 675-2311 加西市北条町横尾256-3 790423688 コンビニエンスストア 一般 アルメール株式会社 代表取締役 山本 義博 675-2311 兵庫県加西市北条町横尾256-3 790423688 北播(加健)第374-66 令和3年6月1日
000028 4000165864 兵庫トヨタ自動車（株）  三木店　店内（CCBJI受託） 673-0434 三木市別所町小林710 794857200 コップ式自動販売機（自動洗浄・屋内設置） 自動販売機 株式会社アペックス西日本 代表取締役 森 吉平 550-0015 大阪府大阪市西区南堀江4-25-24 665359024 北播(加健)第374-887 令和3年6月1日
000028 4000165982 共進牛乳小野東販売所 675-1341 小野市西脇町356 794632455 乳類販売業 一般 前田 均 北播(加健)第374-554 令和3年6月1日
000028 4000166086 ファミリーマート中町森本店 679-1124 多可郡多可町中区森本215-1 795300611 コンビニエンスストア 一般 濱西 恭大 北播(加健)第374-713 令和3年6月1日
000028 4000166098 東条温泉とどろき荘　6K3704 673-1323 加東市岡本1571-1 795460912 コップ式自動販売機（自動洗浄・屋内設置） 自動販売機 サントリービバレッジソリューション株式会社 代表取締役 及川 剛 160-6111 東京都新宿区西新宿八丁目17番1号 363040501 北播(加健)第374-769 令和3年6月1日
000028 4000166312 ミルクライフホリの自動販売機 673-1323 加東市岡本1571-1 795460912 乳類販売業 自動販売機 堀 昭博 北播(加健)第374-130 令和3年6月1日
000028 4000166636 ドラッグコスモス西脇野村店 677-0054 西脇市野村町777-1 75245010 百貨店、総合スーパー 一般 株式会社コスモス薬品 代表取締役 横山 英昭 812-0013 福岡県福岡市博多区博多駅東二丁目10番1号第一福岡ビルＳ館4階 092-433-0661 北播(加健)第374-667 令和3年6月1日
000028 4000166668 パチンコガイア　新西脇店  店内　（ＣＣＷ単受）677-0052 西脇市和田町784-1 コップ式自動販売機（自動洗浄・屋内設置）自動販売機株式会社アペックス西日本 代表取締役 森 吉平 550-0015 大阪府大阪市西区南堀江4-25-24 665359024 北播(加健)第374-907 令和3年6月1日
000028 4000166882 ミクちゃんアリーナ西脇店 677-0052 西脇市和田町784-1 795278778 乳類販売業 自動販売機 コカ・コーラボトラーズジャパン株式会社 代表取締役 カリン ドラガン 107-6211 東京都港区赤坂九丁目7番1号 368963859 北播(加健)第374-1069 令和3年6月1日
000028 4000166929 Ｙショップ　兵庫教育大学店 673-1415 加東市下久米942-1 0795-44-3317 コンビニエンスストア 一般 株式会社馬渕商事 代表取締役 馬渕 祥正 152-0032 東京都目黒区平町1-16-24 332780030 北播(加健)第374-131 令和3年6月1日
000028 4000166934 ウエルシア　加西北条店 675-2303 加西市北条町古坂7-168 790437227 百貨店、総合スーパー 一般 ウエルシア薬局株式会社 代表取締役 松本 忠久 101-0021 東京都千代田区外神田二丁目2番15号 661927026 北播(加健)第374-83 令和3年6月1日
000028 4000166935 ウエルシア　加西北条店 675-2303 加西市北条町古坂7-168 790437227 自動販売機（要届出のコップ式自動販売機及び要許可を除く） 自動販売機 ウエルシア薬局株式会社 代表取締役 松本 忠久 101-0021 東京都千代田区外神田二丁目2番15号 661927026 北播(加健)第374-1040 令和3年6月1日
000028 4000167062 (株)オートバックスセブン西脇店　店内（CCW受託）677-0016 西脇市高田井町313 コップ式自動販売機（自動洗浄・屋内設置）自動販売機株式会社アペックス西日本 代表取締役 森 吉平 550-0015 大阪府大阪市西区南堀江4-25-24 664455518 北播(加健)第374-935 令和3年6月1日
000028 4000167160 イオンリテール(株)イオン加西北条店１Ｆ喫煙所 675-2312 加西市北条町北条308-1 790453768 乳類販売業 自動販売機 サントリービバレッジソリューション株式会社 代表取締役 及川 剛 160-6111 東京都新宿区西新宿八丁目17番1号 363040501 北播(加健)第374-1083 令和3年6月1日
000028 4000167296 鍬渓温泉自販機 675-1344 小野市下来住町659 乳類販売業 自動販売機株式会社みるくはうす 代表取締役 前川 義之 675-1327 兵庫県小野市市場町808番地 北播(加健)第374-494 令和3年6月1日
000028 4000167297 イオンリテール株式会社 イオン小野店  セントラルコート（CCW受託）675-1378 小野市王子町868-1 コップ式自動販売機（自動洗浄・屋内設置）自動販売機株式会社アペックス西日本 代表取締役 森 吉平 550-0015 大阪府大阪市西区南堀江四丁目25番24号665359024 北播(加健)第374-880 令和3年6月1日
000028 4000167356 Ｇｒｅｅｎ　Ｌｅａｖｅｓ　ｍａｌｌ 679-0321 西脇市黒田庄町田高313 795289028 コップ式自動販売機（自動洗浄・屋内設置） 自動販売機 株式会社光洋 代表取締役 高木 孝昌 236-0004 神奈川県横浜市金沢区福浦一丁目5番1号 457012210 北播(加健)第374-1019 令和3年6月1日
000028 4000167358 セブン-イレブン中国道社ＰＡ上り 店 673-1462 加東市藤田739-41（中国自動車道社ＰＡ上り線） 795423671 コンビニエンスストア 一般 阿江 隆幸 北播(加健)第374-244 令和3年6月1日
000028 4000167362 セブン-イレブン山陽道三木ＳＡ上り店 673-0404 三木市大村1067-110（山陽自動車道上り線） 794821172 コンビニエンスストア 一般 森下 幸治 北播(加健)第374-367 令和3年6月1日
000028 4000167375 ミクちゃんアリーナ西脇店 677-0052 西脇市和田町784-1 795278778 自動販売機（要届出のコップ式自動販売機及び要許可を除く） 自動販売機 株式会社タツミコーポレーション 朴 成哲 673-0016 兵庫県明石市松の内二丁目3番地の9 北播(加健)第374-861 令和3年6月1日
000028 4000167442 ローソン西脇大橋店 677-0052 西脇市和田町779-1 795221155 コンビニエンスストア 一般 渡邊 厚子 北播(加健)第374-683 令和3年6月1日
000028 4000167554 イオン三木店　1Fオーバーブリッジ 673-0404 三木市大村字砂163 794833155 乳類販売業 自動販売機 サントリービバレッジソリューション株式会社 代表取締役 及川 剛 160-6111 東京都新宿区西新宿八丁目17番1号 363040501 北播(加健)第374-383 令和3年6月1日
000028 4000167582 ＭＩＫＩ夢ステーション 673-0433 三木市福井2-12-43 794888790 食肉販売業 一般 石井 ひろ美 北播(加健)第374-405 令和3年6月1日
000028 4000167680 ファミリーマート小野黒川店 675-1371 小野市黒川町1374-1 794630080 コンビニエンスストア 一般 福島 孝二 北播(加健)第374-517 令和3年6月1日
000028 4000167729 イオンリテール(株)　イオン社店  ２Ｆ西側フードコート横673-1431 加東市社1126-1 コップ式自動販売機（自動洗浄・屋内設置）自動販売機株式会社アペックス西日本 代表取締役 森 吉平 550-0015 大阪府大阪市西区南堀江四丁目25番24号665359024 北播(加健)第374-981 令和3年6月1日
000028 4000167743 生活協同組合コープこうべ　コープ西神 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) その他の食料・飲料販売業 自動車 生活協同組合コープこうべ 代表理事 岩山 利久 658-0051 兵庫県神戸市東灘区住吉本町一丁目3番19号 788561003 北播(加健)第374-261 令和3年6月1日
000028 4000167827 ＳｙｎｅｒＧｙｍ三木小野インター店 673-0404 三木市大村598-1 794707788 自動販売機（要届出のコップ式自動販売機及び要許可を除く） 自動販売機 株式会社ＳｙｎｅｒＧｙｍ 代表取締役 安永 周一 661-0012 兵庫県尼崎市南塚口町二丁目35番17号 649500327 北播(加健)第374-1046 令和3年6月1日
000028 4000167916 セッツカートン㈱ 675-1322 小野市匠台21 794637680 コップ式自動販売機（自動洗浄・屋内設置） 自動販売機 サントリービバレッジソリューション株式会社 代表取締役 及川 剛 160-6111 東京都新宿区西新宿八丁目17番1号 363040501 北播(加健)第374-788 令和3年6月1日
000028 4000167963 ハリマ紙器印刷工業（株） 675-2101 加西市繁昌町南2428 790491101 コップ式自動販売機（自動洗浄・屋内設置） 自動販売機 サントリービバレッジソリューション株式会社 代表取締役 及川 剛 160-6111 東京都新宿区西新宿八丁目17番1号 363040501 北播(加健)第374-787 令和3年6月1日
000028 4000168047 アイカハリマ工業株式会社 675-2311 加西市北条町横尾395 790420631 コップ式自動販売機（自動洗浄・屋内設置） 自動販売機 株式会社関西コーヒー 代表取締役 平岡 創士 671-1136 兵庫県姫路市大津区恵美酒町二丁目54番地 792365800 北播(加健)第374-1015 令和3年6月1日
000028 4000168082 オージヤ商事株式会社 675-1372 小野市本町21 794631281 コップ式自動販売機（自動洗浄・屋内設置） 自動販売機 株式会社　関西コーヒー 代表取締役 平岡 創土 671-1136 兵庫県姫路市大津区恵美酒町二丁目５４番地 792365800 北播(加健)第374-1014 令和3年6月1日
000028 4000168382 全国うんまいもん倶楽部 673-0456 三木市鳥町26-1 その他の食料・飲料販売業 一般 味原 智之 北播(加健)第374-396 令和3年6月1日
000028 4000168652 加西市役所３Ｆ　６Ｋ２１０６ 675-2311 加西市北条町横尾1000 コップ式自動販売機（自動洗浄・屋内設置）自動販売機サントリービバレッジソリューション株式会社代表取締役 及川 剛 160-6111 東京都新宿区西新宿八丁目17番1号 363040501 北播(加健)第374-789 令和3年6月1日
000028 4000168687 株式会社ロッテリアイオン小野店 675-1378 小野市王子町868-1 794631493 自動販売機（要届出のコップ式自動販売機及び要許可を除く） 自動販売機 株式会社ロッテリア 代表取締役 長久保 文康 108-0075 東京都港区港南二丁目18番1号 333781205 北播(加健)第374-1094 令和3年6月1日
000028 4000168733 （株）ＩＳＴ加美ＶＢ５４４３ 679-1332 多可郡多可町加美区大袋34 795360222 コップ式自動販売機（自動洗浄・屋内設置） 自動販売機 サントリービバレッジソリューション株式会社 代表取締役 及川 剛 160-6111 東京都新宿区西新宿八丁目17番1号 363040501 北播(加健)第374-790 令和3年6月1日
000028 4000168743 兵庫県社総合庁舎　本館　1Fロビー  （CCW協受） 673-1431 加東市社字西柿1075-2 795425111 コップ式自動販売機（自動洗浄・屋内設置） 自動販売機 株式会社アペックス西日本 代表取締役 森 吉平 550-0015 大阪府大阪市西区南堀江四丁目25番24号 665359024 北播(加健)第374-936 令和3年6月1日
000028 4000168772 樫山ゴルフランド小野 1Fロビー 675-1325 小野市樫山町1489-35 コップ式自動販売機（自動洗浄・屋内設置）自動販売機株式会社アペックス西日本 代表取締役 森 吉平 550-0015 大阪府大阪市西区南堀江四丁目25番24号665359024 北播(加健)第374-908 令和3年6月1日
000028 4000168773 （株）ウィンブル山口　本社　食堂 673-1434 加東市東実397 コップ式自動販売機（自動洗浄・屋内設置）自動販売機株式会社アペックス西日本 代表取締役 森 吉平 550-0015 大阪府大阪市西区南堀江四丁目25番24号665359024 北播(加健)第374-958 令和3年6月1日
000028 4000168775 ファミリーマート加東貝原店 673-1453 加東市貝原348-6 795400102 コンビニエンスストア 一般 中村 光徳 北播(加健)第374-145 令和3年6月1日
000028 4000168979 福田道路(株)・前田道路(株)共同企業体 675-1307 小野市菅田町字南野739-154 794671901 コップ式自動販売機（自動洗浄・屋内設置） 自動販売機 サントリービバレッジソリューション株式会社 代表取締役 及川 剛 160-6111 東京都新宿区西新宿八丁目17番1号 363040501 北播(加健)第374-794 令和3年6月1日
000028 4000168980 白雲谷温泉ゆぴか　６Ｋ３８２２ 675-1345 小野市黍田町1000-1 794700261 コップ式自動販売機（自動洗浄・屋内設置） 自動販売機 サントリービバレッジソリューション株式会社 代表取締役 及川 剛 160-6111 東京都新宿区西新宿八丁目17番1号 363040501 北播(加健)第374-819 令和3年6月1日
000028 4000169033 セブン-イレブン加西法華口店 675-2212 加西市東笠原町333 790482671 コンビニエンスストア 一般 上田 正信 北播(加健)第374-43 令和3年6月1日
000028 4000169126 アルマイダジャパン三木 673-0412 三木市岩宮134-1 794829222 食肉販売業 一般 アルマイダジャパン合同会社 代表社員 ロディムハマドハムド ウズザマンカン 651-0079 兵庫県神戸市中央区東雲通五丁目1番13号 782213444 北播(加健)第374-275 令和3年6月1日
000028 4000169482 (株)アライドマテリアル　６Ｋ３８４７ 679-0221 加東市河高1816-174 795485082 コップ式自動販売機（自動洗浄・屋内設置） 自動販売機 サントリービバレッジソリューション株式会社 代表取締役 及川 剛 160-6111 東京都新宿区西新宿八丁目17番1号 363040501 北播(加健)第374-795 令和3年6月1日
000028 4000169513 パナソニック株式会社 炊飯事業部  ２Ｆ食堂673-1447 加東市佐保5 コップ式自動販売機（自動洗浄・屋内設置）自動販売機株式会社アペックス西日本 代表取締役 森 吉平 550-0015 大阪府大阪市西区南堀江四丁目25-24 665359024 北播(加健)第374-888 令和3年6月1日
000028 4000169692 グローリープロダクツVD9693 675-2361 加西市谷町16 コップ式自動販売機（自動洗浄・屋内設置）自動販売機サントリービバレッジソリューション株式会社代表取締役 及川 剛 160-6111 東京都新宿区西新宿八丁目17番1号 363040501 北播(加健)第374-1004 令和3年6月1日
000028 4000170095 ダイレックス加東店 673-1464 加東市上中3-140 795388595 百貨店、総合スーパー 一般 ダイレックス株式会社 代表取締役 多田 高志 849-0917 佐賀県佐賀市高木瀬町大字長瀬930番地 952326511 北播(加健)第374-221 令和3年6月1日
000028 4000170212 ヤシロコンポジット(株)６Ｋ１８０５ 673-1465 加東市喜田506-1 795422266 コップ式自動販売機（自動洗浄・屋内設置） 自動販売機 サントリービバレッジソリューション株式会社 代表取締役 及川 剛 160-6111 東京都新宿区西新宿八丁目17番1号 363040501 北播(加健)第374-796 令和3年6月1日
000028 4000170311 甘中製作所　1Ｆ休憩所（ＣＣＷ単受）675-2103 加西市鶉野町1074 コップ式自動販売機（自動洗浄・屋内設置）自動販売機株式会社アペックス西日本 代表取締役 森 吉平 550-0015 大阪府大阪市西区南堀江四丁目２５番２４号665359024 北播(加健)第374-937 令和3年6月1日
000028 4000170603 ウエルシア　北播磨総合医療センター前店 675-1327 小野市市場町926-462 794621392 百貨店、総合スーパー 一般 ウエルシア薬局株式会社 代表取締役 松本 忠久 101-0021 東京都千代田区外神田二丁目2番15号 352095672 北播(加健)第374-529 令和3年6月1日
000028 4000170616 （株）オーナーばり　6K2022 677-0018 西脇市富田町120 コップ式自動販売機（自動洗浄・屋内設置）自動販売機サントリービバレッジソリューション株式会社代表取締役 及川 剛 160-6111 東京都新宿区西新宿八丁目17番1号 363040501 北播(加健)第374-808 令和3年6月1日
000028 4000170631 パナソニック(株)ＡＩＳ社　加西事業所675-2332 加西市鎮岩町194-1 コップ式自動販売機（自動洗浄・屋内設置）自動販売機サントリービバレッジソリューション株式会社代表取締役 及川 剛 160-6111 東京都新宿区西新宿八丁目17番1号 363040501 北播(加健)第374-802 令和3年6月1日
000028 4000170672 AMI-IDA イオンモール加西北条店 675-2312 加西市北条町北条308-1イオンモール加西北条1階 自動販売機（要届出のコップ式自動販売機及び要許可を除く）自動販売機株式会社ドクターズ・マン 代表取締役 橋本 総 225-0001 神奈川県横浜市青葉区美しが丘二丁目14番地5459052330 北播(加健)第374-1036 令和3年6月1日
000028 4000170939 セブンーイレブン小野大島町店 675-1334 小野市大島町字上丸町10-5 コンビニエンスストア 一般 前田 泰典 北播(加健)第374-555 令和3年6月1日
000028 4000170970 セブン－イレブン三木志染広野1丁目 店 673-0541 三木市志染町広野1-250-3 794850717 コンビニエンスストア 一般 小野尾 重幸 北播(加健)第374-330 令和3年6月1日
000028 4000171042 ファミリーマート西脇和布店 677-0053 西脇市和布町189-4 795247311 コンビニエンスストア 一般 福島 孝二 北播(加健)第374-687 令和3年6月1日
000028 4000171059 ㈱グルメデリカ　関西工場食堂 673-0514 三木市志染町戸田1838-221 乳類販売業 自動販売機コカ・コーラボトラーズジャパン株式会社代表取締役 カリン ドラガン107-6211 東京都港区赤坂九丁目7番1号 368963859 北播(加健)第374-320 令和3年6月1日
000028 4000171153 ファミリーマート滝野高岡店 679-0222 加東市高岡609-1 795459211 コンビニエンスストア 一般 若宮 美代子 北播(加健)第374-165 令和3年6月1日
000028 4000171278 タカガワオーセントゴルフ倶楽部レストラン 675-2462 加西市別所町683-24 790451511 食肉販売業 一般 株式会社セントラルソリューションズ 代表取締役 髙川 准子 651-2273 兵庫県神戸市西区糀台五丁目6番3号 789928111 北播(加健)第374-56 令和3年6月1日
000028 4000171280 タカガワオーセントゴルフ倶楽部レストラン 675-2462 加西市別所町683-24 790450555 コップ式自動販売機（自動洗浄・屋内設置） 自動販売機 株式会社セントラルソリューションズ 代表取締役 髙川 准子 651-2273 兵庫県神戸市西区糀台五丁目6番3号 789928111 北播(加健)第374-1043 令和3年6月1日
000028 4000171333 東洋物産工業（株）  三木　荷受場（CCW受託）673-0443 三木市別所町巴21-1 コップ式自動販売機（自動洗浄・屋内設置）自動販売機株式会社　アペックス西日本 代表取締役 森 吉平 550-0015 大阪府大阪市西区南堀江四丁目25番24号665359024 北播(加健)第374-959 令和3年6月1日
000028 4000171349 ファミリーマート小野高田店 675-1369 小野市高田町1757-1 794700515 コンビニエンスストア 一般 長谷川 茂嘉 北播(加健)第374-511 令和3年6月1日
000028 4000171433 商栄機材6K3935 675-1322 小野市匠台63 コップ式自動販売機（自動洗浄・屋内設置）自動販売機サントリービバレッジソリューション株式会社代表取締役 及川 剛 160-6111 東京都新宿区西新宿八丁目17番1号 363040501 北播(加健)第374-814 令和3年6月1日
000028 4000171455 セブン-イレブン三木本町店 673-0433 三木市本町3-1506-1 794835560 コンビニエンスストア 一般 平見 勝明 北播(加健)第374-447 令和3年6月1日
000028 4000171491 積水成型株式会社兵庫滝野工場 679-0221 加東市河高字黒石355-20 795482711 コップ式自動販売機（自動洗浄・屋内設置） 自動販売機 株式会社関西コーヒー 代表取締役 平岡 創土 671-1136 兵庫県姫路市大津区恵美酒町2丁目54番地 792365800 北播(加健)第374-1013 令和3年6月1日
000028 4000171875 ボンマルシェ社店 673-1431 加東市社338 795424391 コップ式自動販売機（自動洗浄・屋内設置） 自動販売機 株式会社　関西コーヒー 代表取締役 平岡 創土 671-1136 兵庫県姫路市大津区恵美酒町2丁目54番地 792365800 北播(加健)第374-1011 令和3年6月1日
000028 4000171919 藤原産業株式会社　情報サービスセンター 673-0433 三木市福井2115-1 794868200 コップ式自動販売機（自動洗浄・屋内設置） 自動販売機 サントリービバレッジソリューション株式会社 代表取締役 及川 剛 160-6111 東京都新宿区西新宿八丁目17番1号 363040501 北播(加健)第374-809 令和3年6月1日
000028 4000172151 関西ゴルフ倶楽部　レストラン 673-1114 三木市吉川町吉安877-1 794721000 食肉販売業 一般 リゾートトラストゴルフ事業株式会社 代表取締役社長 伊藤 勝康 460-0008 愛知県名古屋市中区栄二丁目6番1号 北播(加健)第374-287 令和3年6月1日
000028 4000172212 株式会社西日本宇佐美山陽支店  175号滝野社インター 679-0205 加東市北野508-1 795484608 コップ式自動販売機（自動洗浄・屋内設置） 自動販売機 株式会社西日本宇佐美 代表取締役 佐藤 幸三 496-0031 愛知県津島市埋田町一丁目8番地 567263153 北播(加健)第374-858 令和3年6月1日
000028 4000172253 ローソン加東上久米店 673-1414 加東市上久米251-1 795441170 コンビニエンスストア 一般 山本 憲一郎 北播(加健)第374-204 令和3年6月1日
000028 4000172309 新明和工業（株）播磨工場 673-0403 小野市匠台30 コップ式自動販売機（自動洗浄・屋内設置）自動販売機ナショナル・ベンディング株式会社代表取締役 藤山 雄一郎 108-0014 東京都港区芝四丁目10番3号 364594781 北播(加健)第374-1026 令和3年6月1日
000028 4000172310 永井紙器工業 675-1327 小野市市場町567 コップ式自動販売機（自動洗浄・屋内設置）自動販売機ナショナル・ベンディング株式会社代表取締役 藤山 雄一郎 108-0014 東京都港区芝四丁目10番3号 364594781 北播(加健)第374-1027 令和3年6月1日
000028 4000172318 パチンコ　アポロ　6K3853 679-1134 多可郡多可町中区茂利261-2 795323633 コップ式自動販売機（自動洗浄・屋内設置） 自動販売機 サントリービバレッジソリューション株式会社 代表取締役 及川 剛 160-6111 東京都新宿区西新宿八丁目17番1号 363040501 北播(加健)第374-811 令和3年6月1日
000028 4000172382 ダイレックス加西店 675-2311 加西市北条町横尾420 790339012 百貨店、総合スーパー 一般 ダイレックス株式会社 代表取締役 多田 高志 849-0917 佐賀県佐賀市高木瀬町大字長瀬930番地 952326511 北播(加健)第374-73 令和3年6月1日
000028 4000172482 ミルクライフ　ホリ 673-1114 三木市吉川町吉安222よかたん内 794722601 乳類販売業 自動販売機 堀 昭博 北播(加健)第374-286 令和3年6月1日
000028 4000172490 クスリキリン堂　三木志染店 673-0541 三木市志染町広野1-250-2 794876710 百貨店、総合スーパー 一般 株式会社キリン堂 代表取締役 寺西 豊彦 532-0003 大阪府大阪市淀川区宮原四丁目5番36号 663940720 北播(加健)第374-329 令和3年6月1日
000028 4000172542 セブン‐イレブン西脇西田町　店 677-0003 西脇市西田町甲189-9 795232199 コンビニエンスストア 一般 陳 欣 北播(加健)第374-650 令和3年6月1日
000028 4000172649 マグロノムライ  鮪の村井 677-0054 西脇市野村町800-1（西脇市地方卸売市場内　北棟） 食肉販売業 一般 ジャパン・パシフィックライン株式会社 代表取締役 村井 伸行 662-0872 兵庫県西宮市高座町1番14-302号 798751091 北播(加健)第374-673 令和3年6月1日
000028 4000172750 フレッシュバザール西脇野村店 677-0054 西脇市野村町1265 795240310 百貨店、総合スーパー 一般 株式会社さとう 代表取締役社長 佐藤 総二郎 620-0033 京都府福知山市字上紺屋15番地 773220001 北播(加健)第374-662 令和3年6月1日
000028 4000172861 ローソン三木宿原店 673-0423 三木市宿原7-1 794830072 コンビニエンスストア 一般 石丸 忠司 北播(加健)第374-363 令和3年6月1日
000028 4000173053 ローソン吉川鍛治屋店 673-1119 三木市吉川町鍛治屋63-1 794731928 コンビニエンスストア 一般 岸本 尚子 北播(加健)第374-297 令和3年6月1日
000028 4000173119 三木山陽病院喫茶（みきの樹） 673-0501 三木市志染町吉田1213-1 794853061 コンビニエンスストア 一般 株式会社ネクストワンズソリューション 代表取締役 森田 素彰 673-0434 兵庫県三木市別所町小林681番地6 北播(加健)第374-319 令和3年6月1日
000028 4000173165 フレッシュバザール西脇野村店 677-0054 西脇市野村町1265 795240310 自動販売機（要届出のコップ式自動販売機及び要許可を除く） 自動販売機 株式会社さとう 代表取締役社長 佐藤 総二郎 620-0033 京都府福知山市字上紺屋15番地 773220001 北播(加健)第374-1034 令和3年6月1日
000028 4000173269 地域活動支援センター庵ノ上 679-0105 加西市朝妻町1216-8 790472055 食品製造業 不要許可一般 ＮＰＯ法人庵ノ上 理事長 初田 毅 679-0105 兵庫県加西市朝妻町157 790470316 令和1年7月10日
000028 4000173277 藤井電工㈱滝野工場２Ｆ食堂 679-0211 加東市上滝野1573-2 795483360 コップ式自動販売機（自動洗浄・屋内設置） 自動販売機 サントリービバレッジソリューション株式会社 代表取締役 及川 剛 160-6111 東京都新宿区西新宿八丁目17番1号 363040501 北播(加健)第374-821 令和3年6月1日
000028 4000173347 真蔵 673-1464 加東市上中439-1 魚介類販売業 一般 亀野 篤史 北播(加健)第374-231 令和3年6月1日
000028 4000173373 イオンリテール㈱イオン三木青山店  衣料館１F従食　(CCW受託)673-0521 三木市志染町青山3-9-1 コップ式自動販売機（自動洗浄・屋内設置）自動販売機株式会社アペックス西日本 代表取締役 森 吉平 550-0015 大阪府大阪市西区南堀江四丁目25番24号665359024 北播(加健)第374-992 令和3年6月1日
000028 4000173386 医療法人社団栄宏会　小野病院 675-1316 小野市天神町973 794629900 コップ式自動販売機（自動洗浄・屋内設置） 自動販売機 サントリービバレッジソリューション株式会社 代表取締役 及川 剛 160-6111 東京都新宿区西新宿八丁目17番1号 363040501 北播(加健)第374-822 令和3年6月1日
000028 4000173421 富士小野ゴルフクラブ 675-1314 小野市長尾町真谷835-15 794631811 食肉販売業 一般 株式会社アコーディア・ゴルフ 代表取締役 石井 歓 140-0002 東京都品川区東品川四丁目12番4号 366861500 北播(加健)第374-569 令和3年6月1日



000028 4000173468 加西市民病院  加西　本館１Ｆ（ＣＣＷ受託）675-2311 加西市北条町横尾1-13 コップ式自動販売機（自動洗浄・屋内設置）自動販売機株式会社アペックス西日本 代表取締役 森 吉平 550-0015 大阪府大阪市西区南堀江四丁目25番24号665359024 北播(加健)第374-909 令和3年6月1日
000028 4000173474 加西市民病院  加西　西館１Ｆ（ＣＣＷ受託）675-2311 加西市北条町横尾1-13 コップ式自動販売機（自動洗浄・屋内設置）自動販売機株式会社アペックス西日本 代表取締役 森 吉平 550-0015 大阪府大阪市西区南堀江四丁目25番24号665359024 北播(加健)第374-982 令和3年6月1日
000028 4000173476 (株)ユタックス　本社  食堂２台（ＣＣＷ受託）677-0054 西脇市野村町201-1 コップ式自動販売機（自動洗浄・屋内設置）自動販売機株式会社アペックス西日本 代表取締役 森 吉平 550-0015 大阪府大阪市西区南堀江四丁目25番24号665359024 北播(加健)第374-879 令和3年6月1日
000028 4000173481 パチンコタイガー　加西店  店内(ＣＣＷ受託）675-2312 加西市北条町北条127 コップ式自動販売機（自動洗浄・屋内設置）自動販売機株式会社アペックス西日本 代表取締役 森 吉平 550-0015 大阪府大阪市西区南堀江四丁目25番24号665359024 北播(加健)第374-938 令和3年6月1日
000028 4000173629 播磨カントリークラブ 675-1325 小野市樫山町1889-31 コップ式自動販売機（自動洗浄・屋内設置）自動販売機株式会社アペックス西日本 代表取締役 森 吉平 550-0015 大阪府大阪市西区南堀江四丁目25番24号665359024 北播(加健)第374-986 令和3年6月1日
000028 4000173633 みのり農業協同組合　本店 673-1431 加東市社1777-1 795425141 コップ式自動販売機（自動洗浄・屋内設置） 自動販売機 サントリービバレッジソリューション株式会社 代表取締役 及川 剛 160-6111 東京都新宿区西新宿八丁目17番1号 363040501 北播(加健)第374-816 令和3年6月1日
000028 4000173715 平尾工務店 673-1311 加東市天神341 795471238 コップ式自動販売機（自動洗浄・屋内設置） 自動販売機 サントリービバレッジソリューション株式会社 代表取締役 及川 剛 160-6111 東京都新宿区西新宿八丁目17番1号 363040501 北播(加健)第374-817 令和3年6月1日
000028 4000173785 マクセル株式会社　小野工場 675-1322 小野市匠台5 コップ式自動販売機（自動洗浄・屋内設置）自動販売機株式会社アペックス西日本 代表取締役 森 吉平 550-0015 大阪府大阪市西区南堀江四丁目25番24号665359024 北播(加健)第374-870 令和3年6月1日
000028 4000173828 ローソン小野浄谷町店 675-1317 小野市浄谷町3177-4 794648865 コンビニエンスストア 一般 岸本 恭平 北播(加健)第374-548 令和3年6月1日
000028 4000174017 ５カラット小野店店内 675-1367 小野市敷地町1382-26 794633378 コップ式自動販売機（自動洗浄・屋内設置） 自動販売機 株式会社アペックス西日本 代表取締役 森 吉平 550-0015 大阪府大阪市西区南堀江四丁目25番24号 665359024 北播(加健)第374-895 令和3年6月1日
000028 4000174179 生活協同組合コープこうべ　コープ志染  ２Ｆ休憩コーナー（CCW単受）673-0551 三木市志染町西自由が丘1-166 コップ式自動販売機（自動洗浄・屋内設置）自動販売機株式会社アペックス西日本 代表取締役 森 吉平 550-0015 大阪府大阪市西区南堀江四丁目25番24号665359024 北播(加健)第374-939 令和3年6月1日
000028 4000174339 千住金属工業株式会社　西脇新工場 677-0052 西脇市和田町256-1 795321963 乳類販売業 自動販売機 ＦＶジャパン株式会社 代表取締役 原 幹弘 107-0052 東京都港区赤坂六丁目1番20号 北播(加健)第374-1075 令和3年6月1日
000028 4000174504 (株)オートバックスセブン  西日本ロジスティクスセンター２Ｆ 673-1126 三木市吉川町上松字奥ヶ谷630 794732100 コップ式自動販売機（自動洗浄・屋内設置） 自動販売機 サントリービバレッジソリューション株式会社 代表取締役 及川 剛 160-6111 東京都新宿区西新宿八丁目17番1号 363040501 北播(加健)第374-826 令和3年6月1日
000028 4000174590 ライオン・スペシャリティ・ケミカルズ（株）675-1301 小野市小田町1516-1 コップ式自動販売機（自動洗浄・屋内設置）自動販売機ナショナル・ベンディング株式会社代表取締役 藤山 雄一郎 108-0014 東京都港区芝四丁目10番3号 364594781 北播(加健)第374-1028 令和3年6月1日
000028 4000174681 西脇市民病院　西脇　従業員食堂（ＣＣＷ受託）677-0043 西脇市下戸田652-1 コップ式自動販売機（自動洗浄・屋内設置）自動販売機株式会社アペックス西日本 代表取締役 森 吉平 550-0015 大阪府大阪市西区南堀江四丁目25番24号665359024 北播(加健)第374-940 令和3年6月1日
000028 4000174729 株式会社みるくはうす 675-1327 小野市市場町808 794630763 乳類販売業 自動販売機 株式会社みるくはうす 代表取締役 前川 義之 675-1327 兵庫県小野市市場町808番地 794630763 北播(加健)第374-526 令和3年6月1日
000028 4000174760 市立加西病院東館１階ロビー 675-2311 加西市北条町横尾1-13 乳類販売業 自動販売機コカ・コーラボトラーズジャパン株式会社代表取締役 カリン ドラガン107-6211 東京都港区赤坂九丁目7番1号 368963859 北播(加健)第374-1070 令和3年6月1日
000028 4000174818 原田鮮魚株式会社 677-0054 西脇市野村町800-6 795224859 乳類販売業 一般 原田鮮魚株式会社 代表取締役 原田 眞年 677-0054 兵庫県西脇市野村町800番地の6 795224859 北播(加健)第374-670 令和3年6月1日
000028 4000174932 ローソン黒田庄町田高店 679-0321 西脇市黒田庄町田高字高瀬391 795282404 コンビニエンスストア 一般 荒瀬 雅之 北播(加健)第374-624 令和3年6月1日
000028 4000174964 バザールタウン西脇 677-0016 西脇市高田井町280 795234151 コップ式自動販売機（自動洗浄・屋内設置） 自動販売機 サントリービバレッジソリューション株式会社 代表取締役 及川 剛 160-6111 東京都新宿区西新宿八丁目17番1号 363040501 北播(加健)第374-850 令和3年6月1日
000028 4000175000 ファミリーマート滝野社インター店 679-0205 加東市北野364 795459077 コンビニエンスストア 一般 中村 光徳 北播(加健)第374-252 令和3年6月1日
000028 4000175056 藤原産業(株)匠台商品センター３Ｆ 675-1322 小野市匠台11-2 794640300 コップ式自動販売機（自動洗浄・屋内設置） 自動販売機 サントリービバレッジソリューション株式会社 代表取締役 及川 剛 160-6111 東京都新宿区西新宿八丁目17番1号 363040501 北播(加健)第374-830 令和3年6月1日
000028 4000175162 株式会社アサヒペン　兵庫工場　食堂(CCW受託) 673-1324 加東市新定字木谷275-43 795401271 コップ式自動販売機（自動洗浄・屋内設置） 自動販売機 株式会社アペックス西日本 代表取締役 森 吉平 550-0015 大阪府大阪市西区南堀江四丁目25番24号 664455518 北播(加健)第374-960 令和3年6月1日
000028 4000175163 ネッツトヨタ神戸㈱ ネッツテラス加東 店内 679-0204 加東市新町416 795482801 コップ式自動販売機（自動洗浄・屋内設置） 自動販売機 株式会社アペックス西日本 代表取締役 森 吉平 550-0015 大阪府大阪市西区南堀江四丁目25番24号 664455518 北播(加健)第374-919 令和3年6月1日
000028 4000175165 北播磨総合医療センター　小野　１Ｆ売店横675-1327 小野市市場町字南山926-250 コップ式自動販売機（自動洗浄・屋内設置）自動販売機株式会社アペックス西日本 代表取締役 森 吉平 550-0015 大阪府大阪市西区南堀江四丁目25番24号664455518 北播(加健)第374-920 令和3年6月1日
000028 4000175166 プレミアムキッチン㈱関西工場２Ｆ食堂 675-1322 小野市匠台19 794649072 コップ式自動販売機（自動洗浄・屋内設置） 自動販売機 株式会社アペックス西日本 代表取締役 森 吉平 550-0015 大阪府大阪市西区南堀江四丁目25番24号 664455518 北播(加健)第374-910 令和3年6月1日
000028 4000175167 藤原産業（株）　匠台第一商品センター  休憩所（ＣＣＷ受託）675-1322 小野市匠台11-2 コップ式自動販売機（自動洗浄・屋内設置）自動販売機株式会社アペックス西日本 代表取締役 森 吉平 550-0015 大阪府大阪市西区南堀江四丁目25番24号664455518 北播(加健)第374-911 令和3年6月1日
000028 4000175168 ㈱ＤＮＰグラフィカ  小野工場　１Ｆ自販機コーナー675-1322 小野市匠台15 コップ式自動販売機（自動洗浄・屋内設置）自動販売機株式会社アペックス西日本 代表取締役 森 吉平 550-0015 大阪府大阪市西区南堀江四丁目25番24号664455518 北播(加健)第374-941 令和3年6月1日
000028 4000175169 新明和工業㈱ 小野工場 事務所2F（CCW単受）675-1322 小野市匠台14 コップ式自動販売機（自動洗浄・屋内設置）自動販売機株式会社アペックス西日本 代表取締役 森 吉平 550-0015 大阪府大阪市西区南堀江四丁目25番24号664455518 北播(加健)第374-942 令和3年6月1日
000028 4000175208 協電富士㈱  小野　現場横（CCW受託）675-1318 小野市北丘町335-17 コップ式自動販売機（自動洗浄・屋内設置）自動販売機株式会社アペックス西日本 代表取締役 森 吉平 550-0015 大阪府大阪市西区南堀江4-25-24 664455518 北播(加健)第374-961 令和3年6月1日
000028 4000175299 獅子銀　白雲谷温泉　ゆぴか店 675-1345 小野市黍田町1000-1 794888888 乳類販売業 一般 有限会社獅子銀 代表取締役 溝畑 敏樹 669-1339 兵庫県三田市テクノパーク18番13号 795607575 北播(加健)第374-505 令和3年6月1日
000028 4000175300 白雲谷温泉　ゆぴか　売店 675-1345 小野市黍田町1000-1 794700261 乳類販売業 自動販売機 株式会社共進舎牧農園 代表取締役 中尾 弘三 650-0016 兵庫県神戸市中央区橘通一丁目2番12号 783711761 北播(加健)第374-1093 令和3年6月1日
000028 4000175304 ㈱アサヒペン　西部流通センター　食堂  （CCW受託）677-0063 西脇市平野町521-20 コップ式自動販売機（自動洗浄・屋内設置）自動販売機株式会社アペックス西日本 代表取締役 森 吉平 550-0015 大阪府大阪市西区南堀江四丁目25番24号665359024 北播(加健)第374-912 令和3年6月1日
000028 4000175305 光洋機械産業株式会社　１Ｆ　（ＣＣＷ受託）677-0039 西脇市上比延町1339-1 コップ式自動販売機（自動洗浄・屋内設置）自動販売機株式会社アペックス西日本 代表取締役 森 吉平 550-0015 大阪府大阪市西区南堀江四丁目25番24号665359024 北播(加健)第374-943 令和3年6月1日
000028 4000175306 神姫バス株式会社西脇営業所  １Ｆ事務所（ＣＣＷ受託）677-0043 西脇市下戸田270-58 コップ式自動販売機（自動洗浄・屋内設置）自動販売機株式会社アペックス西日本 代表取締役 森 吉平 550-0015 大阪府大阪市西区南堀江四丁目25番24号665359024 北播(加健)第374-944 令和3年6月1日
000028 4000175308 千住金属工業株式会社  多可　関西事業所　（ＣＣＷ単受）679-1132 多可郡多可町中区坂本101 コップ式自動販売機（自動洗浄・屋内設置）自動販売機株式会社アペックス西日本 代表取締役 森 吉平 550-0015 大阪府大阪市西区南堀江四丁目25番24号665359024 北播(加健)第374-983 令和3年6月1日
000028 4000175346 アスティア加西　加西　3F（CCW受託）675-2312 加西市北条町北条28-1 コップ式自動販売機（自動洗浄・屋内設置）自動販売機株式会社アペックス西日本 代表取締役 森 吉平 550-0015 大阪府大阪市西区南堀江四丁目25番24号665359024 北播(加健)第374-889 令和3年6月1日
000028 4000175348 全国農業協同組合連合会兵庫  兵庫加西　事務所前　（CCW受託）675-2201 加西市琵琶甲町字平野250-8 コップ式自動販売機（自動洗浄・屋内設置）自動販売機株式会社アペックス西日本 代表取締役 森 吉平 550-0015 大阪府大阪市西区南堀江四丁目25番24号665359024 北播(加健)第374-945 令和3年6月1日
000028 4000175349 是常精工（株）加西南第二工場現場 675-2113 加西市網引町2001-61 コップ式自動販売機（自動洗浄・屋内設置）自動販売機株式会社アペックス西日本 代表取締役 森 吉平 550-0015 大阪府大阪市西区南堀江四丁目25番24号665359024 北播(加健)第374-913 令和3年6月1日
000028 4000175351 クワムラ食品株式会社　食堂  （ＣＣＷ受託）679-1131 多可郡多可町中区曽我井893 コップ式自動販売機（自動洗浄・屋内設置）自動販売機株式会社アペックス西日本 代表取締役 森 吉平 550-0015 大阪府大阪市西区南堀江四丁目25番24号665359024 北播(加健)第374-890 令和3年6月1日
000028 4000175352 株式会社がまかつ　西脇  ２Ｆ休憩所　（ＣＣＷ受託）677-0014 西脇市郷瀬町417 コップ式自動販売機（自動洗浄・屋内設置）自動販売機株式会社アペックス西日本 代表取締役 森 吉平 550-0015 大阪府大阪市西区南堀江四丁目25番24号665359024 北播(加健)第374-946 令和3年6月1日
000028 4000175447 ㈱大島　三木　食堂（CCW受託） 673-0501 三木市志染町吉田472-1 コップ式自動販売機（自動洗浄・屋内設置）自動販売機株式会社アペックス西日本 代表取締役 森 吉平 550-0015 大阪府大阪市西区南堀江四丁目25番24号665359024 北播(加健)第374-962 令和3年6月1日
000028 4000175448 極東開発工業（株）  三木工場　機械課事務所横673-0443 三木市別所町巴2 コップ式自動販売機（自動洗浄・屋内設置）自動販売機株式会社アペックス西日本 代表取締役 森 吉平 550-0015 大阪府大阪市西区南堀江四丁目25番24号665359024 北播(加健)第374-891 令和3年6月1日
000028 4000175451 西日本高速道路ｻｰﾋﾞｽ･ﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ㈱  山陽自動車道三木ＳＡ下り給茶機コーナー673-0404 三木市加佐字湯谷1142 コップ式自動販売機（自動洗浄・屋内設置）自動販売機株式会社アペックス西日本 代表取締役 森 吉平 550-0015 大阪府大阪市西区南堀江四丁目25番24号665359024 北播(加健)第374-921 令和3年6月1日
000028 4000175452 日本郵便(株)三木郵便局  ２Ｆ食堂前673-0434 三木市別所町小林657-8 コップ式自動販売機（自動洗浄・屋内設置）自動販売機株式会社アペックス西日本 代表取締役 森 吉平 550-0015 大阪府大阪市西区南堀江四丁目25番24号665359024 北播(加健)第374-984 令和3年6月1日
000028 4000175522 オートバックス三木大村店 673-0404 三木市大村576 794861881 乳類販売業 自動販売機 コカ・コーラボトラーズジャパン株式会社 代表取締役 カリン ドラガン 107-6211 東京都港区赤坂九丁目7番1号 北播(加健)第374-381 令和3年6月1日
000028 4000175582 ホットヨガスタジオ　ＬＡＶＡ　三木志染店 673-0541 三木市志染町広野1-67 794877721 自動販売機（要届出のコップ式自動販売機及び要許可を除く） 自動販売機 株式会社朋コーポレーション 代表取締役 下河原 征道 130-0022 東京都墨田区江東橋二丁目2番3号三和ビル6F 356252811 北播(加健)第374-1042 令和3年6月1日
000028 4000175595 セブンイレブン社梶原店 673-1463 加東市梶原412-1 795427601 コンビニエンスストア 一般 松本 章則 北播(加健)第374-150 令和3年6月1日
000028 4000175638 笑顔いっぱい比也野号 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く)乳類販売業 自動車 小西 武則 北播(加健)第374-262 令和3年6月1日
000028 4000175650 セブン－イレブン吉川町渡瀬橋店 673-1108 三木市吉川町古市48 794732018 コンビニエンスストア 一般 山本 哲也 北播(加健)第374-288 令和3年6月1日
000028 4000175764 西日本高速道路サービス・ホールディングス(株)  山陽自動車道三木SA上り　自販機コーナー673-0404 三木市大村字大門1067-110 コップ式自動販売機（自動洗浄・屋内設置）自動販売機株式会社　アペックス西日本 代表取締役 森 吉平 550-0015 大阪府大阪市西区南堀江4-25-24 664455518 北播(加健)第374-993 令和3年6月1日
000028 4000175765 関西エナジス(株)　加西工場内(ＣＣＷ受託)675-2456 加西市若井町2617-1 コップ式自動販売機（自動洗浄・屋内設置）自動販売機株式会社アペックス西日本 代表取締役 森 吉平 550-0015 大阪府大阪市西区南堀江四丁目25番24号665359024 北播(加健)第374-963 令和3年6月1日
000028 4000175766 加西カントリークラブ　クラブハウス  ロビー(ＣＣＷ単受)675-2354 加西市山下町シャク志2390-1 コップ式自動販売機（自動洗浄・屋内設置）自動販売機株式会社アペックス西日本 代表取締役 森 吉平 550-0015 大阪府大阪市西区南堀江四丁目25番24号665359024 北播(加健)第374-871 令和3年6月1日
000028 4000175857 古野電気株式会社三木工場生活棟 673-0443 三木市別所町巴1 794829211 乳類販売業 自動販売機 コカ・コーラボトラーズジャパン株式会社 代表取締役社長 カリン ドラガン 107-6211 東京都港区赤坂九丁目7番1号 120866509 北播(加健)第374-442 令和3年6月1日
000028 4000175858 トクセン工業内　売店 675-1361 小野市住吉町南山1081 794633080 コンビニエンスストア 一般 株式会社　クリエイトサービス 代表取締役 荒巻 英樹 660-0083 兵庫県尼崎市道意町七丁目1番3号 664113800 北播(加健)第374-532 令和3年6月1日
000028 4000175873 マックスバリュ西日本㈱王子店　従食（CCW受託）675-1378 小野市王子町591 コップ式自動販売機（自動洗浄・屋内設置）自動販売機株式会社アペックス西日本 代表取締役 森 吉平 550-0015 大阪府大阪市西区南堀江四丁目25番24号665359024 北播(加健)第374-964 令和3年6月1日
000028 4000176001 ローソン小野池尻町店 675-1326 小野市池尻町743 794620188 コンビニエンスストア 一般 大久保 崇史 北播(加健)第374-558 令和3年6月1日
000028 4000176086 株式会社ジュンテンドー　西脇店　従業員  （CCW受託）677-0017 西脇市小坂町129-1 コップ式自動販売機（自動洗浄・屋内設置）自動販売機株式会社アペックス西日本 代表取締役 森 吉平 550-0015 大阪府大阪市西区南堀江四丁目25番24号665359024 北播(加健)第374-965 令和3年6月1日
000028 4000176107 なごみの里山都 677-0132 多可郡多可町八千代区大和1520-1 795380753 乳類販売業 一般 長谷川 英明 北播(加健)第374-731 令和3年6月1日
000028 4000176177 竹の湯温泉 673-0431 三木市本町2-17-43 乳類販売業 自動販売機株式会社みるくはうす 代表取締役 前川 義之 675-1327 兵庫県小野市市場町808番地 北播(加健)第374-446 令和3年6月1日
000028 4000176195 加東市役所２Ｆロビー通路（ＣＣＷ単受）673-1431 加東市社50 コップ式自動販売機（自動洗浄・屋内設置）自動販売機株式会社アペックス西日本 代表取締役 森 吉平 550-0015 大阪府大阪市西区南堀江四丁目25番24号665359024 北播(加健)第374-994 令和3年6月1日
000028 4000176315 ウエルシア　西脇上野店 677-0043 西脇市下戸田592-1 795245751 百貨店、総合スーパー 一般 ウエルシア薬局株式会社 代表取締役 松本 忠久 101-0021 東京都千代田区外神田二丁目2番15号 661927026 北播(加健)第374-595 令和3年6月1日
000028 4000176316 ウエルシア　西脇上野店 677-0043 西脇市下戸田592-1 795245751 自動販売機（要届出のコップ式自動販売機及び要許可を除く） 自動販売機 ウエルシア薬局株式会社 代表取締役 松本 忠久 101-0021 東京都千代田区外神田二丁目2番15号 661927026 北播(加健)第374-1041 令和3年6月1日
000028 4000176492 (株)カネミツ　加西工場 675-2113 加西市網引町丸山2001-33 790498171 コップ式自動販売機（自動洗浄・屋内設置） 自動販売機 サントリービバレッジソリューション株式会社 代表取締役 及川 剛 160-6111 東京都新宿区西新宿八丁目17番1号 363040501 北播(加健)第374-833 令和3年6月1日
000028 4000176586 ふれすこ社店 673-1431 加東市社338 795438318 百貨店、総合スーパー 一般 みのり農業協同組合 代表理事組合長 神澤 友重 673-1431 兵庫県加東市社1777番地の1 795425141 北播(加健)第374-192 令和3年6月1日
000028 4000176662 ドラッグコスモス加西北条店 675-2324 加西市北条町東南186-1 790425838 百貨店、総合スーパー 一般 株式会社コスモス薬品 代表取締役 横山 英明 812-0013 福岡県福岡市博多区博多駅東二丁目10番1号第一福岡ビルＳ館4階 092-433-0661 北播(加健)第374-97 令和3年6月1日
000028 4000176798 共進牛乳小野西販売所 675-1357 小野市三和町1066-1 794662085 乳類販売業 一般 飛田 哲夫 北播(加健)第374-524 令和3年6月1日
000028 4000176804 兵庫日産自動車株式会社　滝野西店  事務所（CCW受託） 679-0211 加東市上滝野420 795483245 コップ式自動販売機（自動洗浄・屋内設置） 自動販売機 株式会社アペックス西日本 代表取締役 森 吉平 550-0015 大阪府大阪市西区南堀江四丁目25番24号 665359024 北播(加健)第374-966 令和3年6月1日
000028 4000176869 ㈱アサヒペン西部流通センター  ２Ｆ休憩所（CCW受託）677-0063 西脇市平野町521-20 コップ式自動販売機（自動洗浄・屋内設置）自動販売機株式会社アペックス西日本 代表取締役 森 吉平 550-0015 大阪府大阪市西区南堀江四丁目25番24号665359024 北播(加健)第374-967 令和3年6月1日
000028 4000176872 セブン－イレブン加西北条東高室　店 675-2321 加西市北条町東高室字四ツ池884-1 790433200 コンビニエンスストア 一般 藤原 正弥 北播(加健)第374-92 令和3年6月1日
000028 4000176921 小野市役所1F市民ラウンジ 675-1366 小野市中島町531 794631000 コップ式自動販売機（自動洗浄・屋内設置） 自動販売機 株式会社　関西コーヒー 代表取締役 平岡 創土 671-1136 兵庫県姫路市大津区恵美酒町2丁目54番地 792365800 北播(加健)第374-1012 令和3年6月1日
000028 4000176947 東条湖ランド株式会社　ロッカー前　明治 673-1301 加東市黒谷1216 795470268 乳類販売業 自動販売機 コカ・コーラボトラーズジャパン株式会社 代表取締役 カリン ドラガン 107-6211 東京都港区赤坂九丁目7番1号 368963859 北播(加健)第374-1071 令和3年6月1日
000028 4000176953 東条湖ランド株式会社　ままごと　明治 673-1301 加東市黒谷1216 795470268 乳類販売業 自動販売機 コカ・コーラボトラーズジャパン株式会社 代表取締役 カリン ドラガン 107-6211 東京都港区赤坂九丁目7番1号 368963859 北播(加健)第374-1072 令和3年6月1日
000028 4000176954 東条湖ランド株式会社　シルバニア　明治 673-1301 加東市黒谷1216 795470268 乳類販売業 自動販売機 コカ・コーラボトラーズジャパン株式会社 代表取締役 カリン ドラガン 107-6211 東京都港区赤坂九丁目7番1号 368963859 北播(加健)第374-1073 令和3年6月1日
000028 4000177405 イオン社店1F情報プラザ（テレビ前） 673-1431 加東市社1126-1 795402300 コップ式自動販売機（自動洗浄・屋内設置） 自動販売機 サントリービバレッジソリューション株式会社 代表取締役 及川 剛 160-6111 東京都新宿区西新宿八丁目17番1号 363040501 北播(加健)第374-838 令和3年6月1日
000028 4000177601 ダイレックス三木店 673-0413 三木市大塚2-2-47 794825616 百貨店、総合スーパー 一般 ダイレックス株式会社 代表取締役 多田 高志 849-0917 佐賀県佐賀市高木瀬町大字長瀬930番地 952326511 北播(加健)第374-389 令和3年6月1日
000028 4000177682 ちょびっと加西 675-2312 加西市北条町北条142-3 百貨店、総合スーパー 一般 華原 希夢 北播(加健)第374-104 令和3年6月1日
000028 4000177742 株式会社藤井酒販 677-0033 西脇市鹿野町914-5 795224322 食肉販売業 一般 株式会社藤井酒販 代表取締役 藤井 英理 677-0033 兵庫県西脇市鹿野町914番地の5 795224322 北播(加健)第374-631 令和3年6月1日
000028 4000178012 加西ホルモン市場 675-2431 加西市島町190 食肉販売業 一般 上月 仁 北播(加健)第374-42 令和3年6月1日
000028 4000178040 Ｂ－Ｒサーティワンアイスクリーム(株)  神戸三木工場　２Ｆ食堂673-0514 三木市志染町戸田1838-226 コップ式自動販売機（自動洗浄・屋内設置）自動販売機株式会社　アペックス西日本 代表取締役 森 吉平 550-0015 大阪府大阪市西区南堀江四丁目25番24号665359024 北播(加健)第374-995 令和3年6月1日
000028 4000178359 日本ハムファクトリー(株)　小野工場　新棟食堂 675-1322 小野市匠台18 794627172 コップ式自動販売機（自動洗浄・屋内設置） 自動販売機 株式会社アペックス西日本 代表取締役 森 吉平 550-0015 大阪府大阪市西区南堀江四丁目25番24号 664455518 北播(加健)第374-996 令和3年6月1日
000028 4000178475 山本鉄工㈱小野町自販機コーナー 675-1344 小野市下来住町1036 794625590 乳類販売業 自動販売機 サントリービバレッジソリューション株式会社 代表取締役 及川 剛 160-6111 東京都新宿区西新宿八丁目17番1号 363040501 北播(加健)第374-493 令和3年6月1日
000028 4000178535 ローソン黒田庄大伏店 679-0324 西脇市黒田庄町大伏142-2 795283123 コンビニエンスストア 一般 株式会社ベルウェル 代表取締役 橘 智香子 669-1311 兵庫県三田市加茂1059番地43 北播(加健)第374-615 令和3年6月1日
000028 4000178539 ローソン西脇高松店 677-0055 西脇市高松町字小口269-1 795240048 コンビニエンスストア 一般 株式会社ベルウェル 代表取締役 橘 智香子 669-1311 兵庫県三田市加茂1059番地43 北播(加健)第374-601 令和3年6月1日
000028 4000178553 マルアイ 三木さつき台店 673-0436 三木市さつき台2-17-1 794827170 百貨店、総合スーパー 一般 株式会社マルアイ 代表取締役 藤田 佳男 675-0003 兵庫県加古川市神野町神野225番地1 794305181 北播(加健)第374-264 令和3年6月1日
000028 4000178621 (株)マルヤナギ小倉屋　社工場 673-1444 加東市沢部655 795427621 コップ式自動販売機（自動洗浄・屋内設置） 自動販売機 サントリービバレッジソリューション株式会社 代表取締役 及川 剛 160-6111 東京都新宿区西新宿八丁目17番1号 363040501 北播(加健)第374-851 令和3年6月1日
000028 4000178669 ㈱セコン製作所　三木工場 673-0435 三木市別所町高木大山949-415 794835502 コップ式自動販売機（自動洗浄・屋内設置） 自動販売機 サントリービバレッジソリューション株式会社 代表取締役 及川 剛 160-6111 東京都新宿区西新宿八丁目17番1号 363040501 北播(加健)第374-843 令和3年6月1日
000028 4000178680 ㈱神戸マツダ小野店  店内（CCW受託）675-1378 小野市王子町598 コップ式自動販売機（自動洗浄・屋内設置）自動販売機株式会社アペックス西日本 代表取締役 森 吉平 550-0015 大阪府大阪市西区南堀江4-25-24 664455518 北播(加健)第374-997 令和3年6月1日
000028 4000178847 加西市役所 675-2311 加西市北条町横尾1000 コップ式自動販売機（自動洗浄・屋内設置）自動販売機サントリービバレッジソリューション株式会社代表取締役 及川 剛 160-6111 東京都新宿区西新宿八丁目17番1号 363040501 北播(加健)第374-840 令和3年6月1日
000028 4000178856 日本ピラー精密（株） 673-1341 加東市南山6-8-3 コップ式自動販売機（自動洗浄・屋内設置）自動販売機サントリービバレッジソリューション株式会社代表取締役 及川 剛 160-6111 東京都新宿区西新宿八丁目17番1号 363040501 北播(加健)第374-852 令和3年6月1日
000028 4000178930 ㈱椿本チエイン　兵庫工場  バルクシステム（ＣＣＷ受託）679-0105 加西市朝妻町字東山1140 コップ式自動販売機（自動洗浄・屋内設置）自動販売機株式会社アペックス西日本 代表取締役 森 吉平 550-0015 大阪府大阪市西区南堀江四丁目25番24号664455518 北播(加健)第374-998 令和3年6月1日
000028 4000178970 セブン－イレブン三木中自由が丘店 673-0552 三木市志染町中自由が丘1-516-12 794857813 コンビニエンスストア 一般 株式会社　ＩＳＭ 代表取締役 米村 卓也 665-0011 兵庫県宝塚市南口二丁目5番41号 797770301 北播(加健)第374-357 令和3年6月1日
000028 4000179038 東条湖おもちゃ王国　プール前PP 673-1301 加東市黒谷1216 795470268 乳類販売業 自動販売機 コカ・コーラボトラーズジャパン株式会社 代表取締役 カリン ドラガン 107-6211 東京都港区赤坂九丁目7番1号 368963859 北播(加健)第374-1074 令和3年6月1日
000028 4000179051 ローソン　三木大村店 673-0404 三木市大村327-1 794825280 コンビニエンスストア 一般 マチノ株式会社 代表取締役 宮岡 沙緒里 673-0402 兵庫県三木市加佐217番地の1サニーガーデンB201号 北播(加健)第374-374 令和3年6月1日
000028 4000179053 ＴＨＡＩ　ＨＡ　ＱＵＡＮ 673-1431 加東市社490-28・2号室 食肉販売業 一般 NGUYEN　THI THU HA 北播(加健)第374-193 令和3年6月1日
000028 4000179152 ふれすこ西脇店 677-0013 西脇市西田町189-3 795238318 百貨店、総合スーパー 一般 みのり農業協同組合 代表理事組合長 神澤 友重 673-1431 兵庫県加東市社1777番地の1 795425141 北播(加健)第374-648 令和3年6月1日
000028 4000179304 わくわくステーション 673-0552 三木市志染町中自由が丘2-372-13 794870989 食品製造業 不要許可一般 特定非営利活動法人ぴかぴかクラブ 理事長 立石 豊子 673-0553 兵庫県三木市志染町東自由が丘二丁目356番地 794709070 令和2年12月23日
000028 4000179351 ワタミの宅食　兵庫加東営業所 673-1465 加東市喜田1-3-21 その他の食料・飲料販売業 一般 ワタミ株式会社 代表取締役 清水 邦晃 144-0043 東京都大田区羽田一丁目1番3号 357372809 北播(加健)第374-154 令和3年6月1日



000028 4000179362 ワタミの宅食　兵庫三木営業所 673-0404 三木市大村1132グリーンビレッジ2号室 その他の食料・飲料販売業 一般 ワタミ株式会社 代表取締役 清水 邦晃 144-0043 東京都大田区羽田一丁目1番3号 357372809 北播(加健)第374-370 令和3年6月1日
000028 4000179396 あぜ豆や 673-0703 三木市細川町垂穂188 その他の食料品製造・加工業 一般 橋爪 義孝 北播(加健)第344-503 令和3年12月17日
000028 4000179438 加西サービスエリア上り線　店内入口側 675-2365 加西市畑町字松尾谷2271-8 727736560 コップ式自動販売機（自動洗浄・屋内設置） 自動販売機 トーヨーベンディング株式会社 代表取締役 大久保 智司 452-0839 愛知県名古屋市西区見寄町１６７番地 525011771 北播(加健)第374-860 令和3年6月1日
000028 4000179485 宅配専門じゅうじゅう 673-0400 三木市府内町9-36 食肉販売業 一般 藤原 弘輝 北播(加健)第374-402 令和3年6月1日
000028 4000179503 セブン-イレブン西脇高田井町店 677-0016 西脇市高田井町897 795240171 コンビニエンスストア 一般 藤田 和昌 北播(加健)第374-610 令和3年6月1日
000028 4000179630 ﾌﾟﾗｲﾑﾌﾟﾗﾈｯﾄｴﾅｼﾞｰ&ｿﾘｭｰｼｮﾝｽﾞ㈱　加西工場  厚生棟１Ｆ休憩室（CCBJI受託）675-2332 加西市鎮岩町194-4 コップ式自動販売機（自動洗浄・屋内設置）自動販売機株式会社アペックス西日本 代表取締役 森 吉平 550-0015 大阪府大阪市西区南堀江四丁目25番24号665359024 北播(加健)第374-999 令和3年6月1日
000028 4000179691 クスリキリン堂　加西中野店 675-2102 加西市中野町1-2ミラジオ加西中野内 790498010 百貨店、総合スーパー 一般 株式会社キリン堂 代表取締役 寺西 豊彦 532-0003 大阪府大阪市淀川区宮原四丁目5番36号 663940720 北播(加健)第374-24 令和3年6月1日
000028 4000179906 神姫バス株式会社　社営業所  １F事務所（CCBJI受託）673-1431 加東市社777-21 コップ式自動販売機（自動洗浄・屋内設置）自動販売機株式会社アペックス西日本 代表取締役 森 吉平 550-0015 大阪府大阪市西区南堀江四丁目25番24号664455518 北播(加健)第374-1000 令和3年6月1日
000028 4000180019 マックスバリュ　加西中野店 675-2102 加西市中野町字上山1491-1 790498977 百貨店、総合スーパー 一般 マックスバリュ西日本株式会社 代表取締役 平尾 健一 732-0814 広島県広島市南区段原南一丁目3番52号 825358500 北播(加健)第374-26 令和3年6月1日
000028 4000180050 加西市役所　4F　6K2107 675-2311 加西市北条町横尾1000 790428704 コップ式自動販売機（自動洗浄・屋内設置） 自動販売機 サントリービバレッジソリューション株式会社 代表取締役 及川 剛 160-6111 東京都新宿区西新宿八丁目17番1号 363040501 北播(加健)第374-855 令和3年6月1日
000028 4000180060 菅野包装資材㈱ 675-2101 加西市繁昌町894 790490405 コップ式自動販売機（自動洗浄・屋内設置） 自動販売機 サントリービバレッジソリューション株式会社 代表取締役 及川 剛 160-6111 東京都新宿区西新宿八丁目17番1号 363040501 北播(加健)第374-856 令和3年6月1日
000028 4000180120 有限会社　三創 677-0053 西脇市和布町277-7 795229797 食品製造業 不要許可一般 有限会社　三創 取締役 伊藤 嘉教 677-0016 兵庫県西脇市高田井町132番地の3 令和3年3月17日
000028 4000180185 パナソニック㈱AIS社　加西事業所 675-2332 加西市鎮岩町194-4 790431950 乳類販売業 自動販売機 サントリービバレッジソリューション株式会社 代表取締役 及川 剛 160-6111 東京都新宿区西新宿八丁目17番1号 363040501 北播(加健)第374-1085 令和3年6月1日
000028 4000180227 播州農機販売(株)加東休憩所内(CCW受託)679-0221 加東市河高2221 コップ式自動販売機（自動洗浄・屋内設置）自動販売機株式会社アペックス西日本 代表取締役 森 吉平 550-0015 大阪府大阪市西区南堀江四丁目25番24号665359024 北播(加健)第374-1001 令和3年6月1日
000028 4000180246 パチンコスイス　加東　景品交換所横（CCW受託）673-1464 加東市上中3-130 コップ式自動販売機（自動洗浄・屋内設置）自動販売機株式会社アペックス西日本 代表取締役 森 吉平 550-0015 大阪府大阪市西区南堀江四丁目25番24号665359024 北播(加健)第374-1002 令和3年6月1日
000028 4000180264 アイガー加東店 673-1464 加東市上中1-91 795428824 乳類販売業 一般 西嶋パン株式会社 代表取締役 西嶋 直也 673-1445 兵庫県加東市大門340番地1 795420444 北播(加健)第374-217 令和3年6月1日
000028 4000180344 メルカート美奈木台店 673-1117 三木市吉川町みなぎ台1-14-1 794931970 百貨店、総合スーパー 一般 株式会社淡味 代表取締役 村津 徳昭 656-2311 兵庫県淡路市久留麻2204番地1 799709010 北播(加健)第374-277 令和3年6月1日
000028 4000180380 ふれあいマート 675-1301 小野市小田町1673-1 百貨店、総合スーパー 一般 石井 喜晴 北播(加健)第374-537 令和3年6月1日
000028 4000180729 ТＲＥ　ＶＩＥТ　МＡＲТ 673-0434 三木市別所町小林734-629 百貨店、総合スーパー 一般 合同会社ＪＡＤＥ 代表社員 ホアン・ゴック・ビッツ 673-0434 兵庫県三木市別所町小林734番629 北播(加健)第374-426 令和3年6月1日
000028 4000180833 加東市民病院 673-1451 加東市家原85 コップ式自動販売機（自動洗浄・屋内設置）自動販売機サントリービバレッジソリューション株式会社代表取締役 及川 剛 160-6111 東京都新宿区西新宿八丁目17番1号 363040501 北播(加健)第374-857 令和3年6月1日
000028 4000181706 ヤマヒデ食品株式会社 673-0443 三木市別所町巴29 794821858 その他の食料品製造・加工業 一般 ヤマヒデ食品株式会社 代表取締役 村岡 亨祐 673-0443 兵庫県三木市別所町巴29番地 794821858 北播(加健)第344-80 令和3年6月17日
000028 4000181708 ヤマヒデ食品株式会社　デリカ工場 673-0451 三木市別所町近藤197-1 794838750 その他の食料品製造・加工業 一般 ヤマヒデ食品株式会社 代表取締役 村岡 亨祐 673-0443 兵庫県三木市別所町巴29番地 794821858 北播(加健)第344-1-1 令和3年6月1日
000028 4000181726 ばーばのお店・ひろ 677-0132 多可郡多可町八千代区大和1237 795207068 農産保存食料品製造・加工業 一般 坂賀 廣子 北播(加健)第344-2-1 令和3年6月1日
000028 4000181727 有限会社三創 677-0053 西脇市和布町277－7 795229797 農産保存食料品製造・加工業 一般 有限会社三創 伊藤 喜教 677-0016 兵庫県西脇市高田井町１３２番地の３ 北播(加健)第344-3-1 令和3年6月1日
000028 4000181732 ええまち比也野里 677-0033 西脇市鹿野町720－1 795387339 調味料製造・加工業 一般 藤井 琢己 北播(加健)第344-4-1 令和3年6月1日
000028 4000181733 エー・エル・ピー株式会社 679-1102 多可郡多可町中区安楽田3－2 795324070 器具・容器包装の製造・加工業 一般 エー・エル・ピー株式会社 近藤 忠和 679-1102 兵庫県多可郡多可町中区安楽田３番地の２ 北播(加健)第344-4 令和3年6月1日
000028 4000181735 北本ファーム 675-2346 加西市東剣坂町816－2 790460023 その他の食料品製造・加工業 一般 株式会社北本ファーム 代表取締役 北本 奇世司 675-2346 兵庫県加西市東剣坂町816－2 790460023 北播(加健)第344-3 令和3年6月1日
000028 4000181766 今井縫工株式会社 677-0025 西脇市大野204 器具・容器包装の製造・加工業 一般 今井縫工株式会社 今井 勉 677-0025 兵庫県西脇市大野204 795229251 北播(加健)第344-31 令和3年6月1日
000028 4000181767 古谷牛乳店 677-0037 西脇市比延町216-1 795220885 乳類販売業 一般 古谷 隆行 北播(加健)第344-32 令和3年6月1日
000028 4000181769 シャトレーゼ　加西店 675-2312 加西市北条町北条90-1 790432233 乳類販売業 一般 小林 阿由美 北播(加健)第344-33 令和3年6月1日
000028 4000181771 株式会社ミルクマン 677-0054 西脇市野村町1320-1 795233399 乳類販売業 一般 久保田 浩哲 北播(加健)第344-35 令和3年6月1日
000028 4000181772 株式会社積水化成品関西　加西工場 675-2103 加西市鶉野町東中沢2106 790492380 器具・容器包装の製造・加工業 一般 株式会社積水化成品関西 中南 正人 664-0006 兵庫県伊丹市鴻池１丁目11番５号 727801501 北播(加健)第344-36 令和3年6月1日
000028 4000181773 マルユー包装株式会社 679-0105 加西市朝妻町1101－5 790471234 器具・容器包装の製造・加工業 一般 マルユー包装株式会社 代表取締役 上坂 哲也 679-0105 兵庫県加西市朝妻町1101－5 790471234 北播(加健)第344-37 令和3年6月1日
000028 4000181776 芳生グラビア印刷株式会社 679-0104 加西市常吉町字東畑９２２番地の１９２ 790478550 器具・容器包装の製造・加工業 一般 芳生グラビア印刷株式会社 代表取締役 米谷 奈穂子 679-0104 兵庫県加西市常吉町字東畑９２２番地の１９２ 790478550 北播(加健)第344-38 令和3年6月1日
000028 4000181778 株式会社榛屋 675-2324 加西市北条町東南139－1 野菜果物販売業 一般 株式会社榛屋 代表取締役 上笹 慎二 677-0052 兵庫県西脇市和田町634－131 795236566 北播(加健)第344-39 令和3年6月1日
000028 4000181945 アークよかわゴルフ倶楽部（従業員食堂） 673-1122 三木市吉川町西奥826 794730705 集団給食（３）事業所 集団給食 ＰＧＭプロパティーズ株式会社 代表取締役 田中 耕太郎 110-0015 東京都台東区東上野一丁目14番7号 357768800 北播(加健)第344-105 令和3年7月13日
000028 4000181969 ASIA SHOP KIM BICH 673-1433 加東市松尾北角547-1 その他の食料・飲料販売業 一般 VO THI KIM BICH 北播(加健)第344-107 令和3年7月14日
000028 4000181980 セブンイレブン　西脇寺内店 677-0022 西脇市寺内36 795241961 コンビニエンスストア 一般 佐伯 あゆみ 北播(加健)第344-109 令和3年7月21日
000028 4000181985 社会福祉法人泉福祉会　泉こども園 673-1455 加東市西垂水105 795420100 集団給食（４）その他 集団給食 社会福祉法人泉福祉会 理事長 臼井 泰三 673-1455 兵庫県加東市西垂水105番地 795420100 北播(加健)第344-114 令和3年7月21日
000028 4000181992 加茂こども園 679-0205 加東市北野235-1 795485000 集団給食（４）その他 集団給食 社会福祉法人加茂福祉会 理事長 椎名 ますみ 679-0205 兵庫県加東市北野235番地の1 795485000 北播(加健)第344-115 令和3年7月21日
000028 4000182059 株式会社榛屋 677-0016 西脇市高田井町55-1 野菜果物販売業 一般 株式会社榛屋 代表取締役 上笹 慎二 677-0052 兵庫県西脇市和田町634-131 795236566 北播(加健)第344-40 令和3年6月1日
000028 4000182066 生活協同組合コープこうべ　コープ加西店 675-2312 加西市北条町北条28-1アスティア加西内 自動販売機（要届出のコップ式自動販売機及び要許可を除く） 自動販売機 山陽イシダ株式会社 代表取締役 北村 晋吾 701-1152 岡山県岡山市北区津高325-1 862558765 北播(加健)第344-46 令和3年6月1日
000028 4000182067 有限会社古角工作所 675-2335 加西市西横田町998-6 790461560 器具・容器包装の製造・加工業 一般 有限会社古角工作所 代表取締役 有方 健雄 675-2335 兵庫県加西市西横田町998-6 790461560 北播(加健)第344-65 令和3年6月8日
000028 4000182069 越生販売店 675-1311 小野市万勝寺町788 794671248 乳類販売業 一般 越生 晃昌 北播(加健)第344-1 令和3年6月1日
000028 4000182070 株式会社大西コルク工業所 673-1451 加東市家原575 器具・容器包装の製造・加工業 一般 株式会社大西コルク工業所 代表取締役 大西 洋輔 673-1451 兵庫県加東市家原５７５番地 北播(加健)第344-2 令和3年6月1日
000028 4000182071 フレッシュバザール加東上中店 673-1464 加東市上中325 795438600 自動販売機（要届出のコップ式自動販売機及び要許可を除く） 自動販売機 株式会社さとう 代表取締役社長 佐藤 総二郎 620-8503 京都府福知山市字上紺屋15 773220001 北播(加健)第344-6 令和3年6月1日
000028 4000182072 姫路倉庫運輸株式会社　小野事業所 675-1311 小野市万勝寺町548-23 794645610 その他 一般 姫路倉庫運輸株式会社 代表取締役 北野 耕司 671-0221 兵庫県姫路市別所町別所１丁目４３番地 792533787 北播(加健)第344-7 令和3年6月1日
000028 4000182073 ＬＩＥＮＳ　ＣＡＦＥ　(リアンズ　カフェ) 675-1316 小野市天神町973 794621800 乳類販売業 一般 株式会社アディア 代表取締役 奥 栄作 650-0033 兵庫県神戸市中央区江戸町95 783275353 北播(加健)第344-8 令和3年6月1日
000028 4000182074 肉の大和 675-1325 小野市樫山町526-2 794636173 調味料製造・加工業 一般 株式会社青山 代表取締役 青山 幸之助 675-1325 兵庫県小野市樫山町945番地の7 北播(加健)第344-10 令和3年6月1日
000028 4000182085 ユウキ産業株式会社 673-0433 三木市福井1920-68 794829300 器具・容器包装の製造・加工業 一般 ユウキ産業株式会社 梶浦 丈欣 675-1202 兵庫県加古川市八幡町野村166番地の1 北播(加健)第344-12 令和3年6月1日
000028 4000182087 ゴールドエッグ株式会社　関西営業部  小野ＧＰセンター 675-1317 小野市浄谷町2427 794628721 卵選別包装業 一般 ゴールドエッグ株式会社 代表取締役 浪越 智 581-0813 大阪府八尾市泉町一丁目130番地の1 729250461 北播(加健)第344-13 令和3年6月1日
000028 4000182088 明石化成工業(株)小野工場 675-1322 小野市匠台20 器具・容器包装の製造・加工業 一般 明石化成工業(株) 松本 好隆 673-0881 兵庫県明石市天文町2-3-20 789171223 北播(加健)第344-14 令和3年6月1日
000028 4000182089 アークよかわゴルフ倶楽部 673-1122 三木市吉川町西奥826 794730705 食肉販売業 一般 ＰＧＭプロパティーズ株式会社 代表取締役 田中 耕太郎 110-0015 東京都台東区東上野一丁目14番7号 357768800 北播(加健)第344-15 令和3年6月1日
000028 4000182090 フォレスト三木ゴルフ倶楽部 673-0712 三木市細川町桃津字東山鬼谷571-143 794828422 食肉販売業 一般 ＰＧＭプロパティーズ株式会社 代表取締役社長 田中 耕太郎 110-0015 東京都台東区東上野1-14-7 344138800 北播(加健)第344-16 令和3年6月1日
000028 4000182091 はなとみ 673-0755 三木市口吉川町大島100-1 農産保存食料品製造・加工業 一般 大西 由希子 北播(加健)第344-17 令和3年6月1日
000028 4000182092 ヤマザキショップ青野原駐屯地店 675-1351 小野市桜台1 794650486 コンビニエンスストア 一般 有限会社　芳章 代表取締役 福田 章 671-1151 兵庫県姫路市広畑区早瀬町3-56-1 792393974 北播(加健)第344-18 令和3年6月1日
000028 4000182093 生活協同組合コープこうべ  コープ緑が丘　店内　（ＣＣＷ受託）673-0532 三木市緑が丘町中1-7-1 コップ式自動販売機（自動洗浄・屋内設置）自動販売機株式会社　アペックス西日本 代表取締役 森 吉平 550-0015 大阪府大阪市西区南堀江4丁目25番24号664455518 北播(加健)第344-19 令和3年6月1日
000028 4000182094 イオンリテール(株)イオン三木店  ４Ｆ従業員食堂 673-0404 三木市大村字砂163 コップ式自動販売機（自動洗浄・屋内設置） 自動販売機 株式会社アペックス西日本 代表取締役 森 吉平 550-0015 大阪府大阪市西区南堀江4丁目25番24号 794233522 北播(加健)第344-20 令和3年6月1日
000028 4000182095 イオンリテール(株)　イオン社店  １Ｆ情報プラザＡ 673-1431 加東市社1126-1 コップ式自動販売機（自動洗浄・屋内設置） 自動販売機 株式会社アペックス西日本 代表取締役 森 吉平 550-0015 大阪府大阪市西区南堀江四丁目25番24号 794233522 北播(加健)第344-21 令和3年6月1日
000028 4000182157 藤本糧穀株式会社 677-0054 西脇市野村町1790－406 795227031 米穀類販売業 一般 藤本糧穀株式会社 代表取締役 藤本 一郎 677-0054 兵庫県西脇市野村町1790－406 795227031 北播(加健)第344-5 令和3年6月1日
000028 4000182315 イオン三木青山店　食品館 673-0521 三木市志染町青山6-8-1 794872031 百貨店、総合スーパー 一般 イオンリテール株式会社 代表取締役 井出 武美 261-0023 千葉県千葉市美浜区中瀬一丁目5番地1 432126500 北播(加健)第344-119 令和3年8月5日
000028 4000182360 優芽いちご園 673-0445 三木市別所町西這田1-393-1 農産保存食料品製造・加工業 一般 上村 智哉 北播(加健)第344-121 令和3年8月18日
000028 4000182406 株式会社　エイティロジテック 679-0104 加西市常吉町922-194 790471516 調味料製造・加工業 一般 株式会社　エイティロジテック 代表取締役 阿曽 志郎 679-0104 兵庫県加西市常吉町922-194 790471516 北播(加健)第344-124 令和3年8月10日
000028 4000182412 平和金属工業株式会社　兵庫事業部 673-1423 加東市東古瀬824-1 795421116 器具・容器包装の製造・加工業 一般 平和金属工業株式会社 代表取締役 木田 和伸 537-0021 大阪府大阪市東成区東中本3丁目12番14号 669762661 北播(加健)第344-125 令和3年8月11日
000028 4000182430 Nobuko mama 677-0015 西脇市西脇932 795222168 農産保存食料品製造・加工業 一般 宮﨑 延子 北播(加健)第344-122 令和3年8月16日
000028 4000182444 高齢者総合福祉施設さざんかの郷 673-1115 三木市吉川町大沢418 794721170 集団給食（４）その他 集団給食 社会福祉法人　吉川福祉会 理事長 大垣 早苗 673-1115 兵庫県三木市吉川町大沢418 794721170 北播(加健)第344-120 令和3年8月16日
000028 4000182478 有限会社川久 673-0431 三木市本町3-3-17 794821079 その他の食料品製造・加工業 一般 有限会社　川久 代表取締役 河合 健裕 673-0431 兵庫県三木市本町3-3-17 794821079 北播(加健)第344-128 令和3年8月13日
000028 4000182488 かっぱ寿司三木店 673-0404 三木市大村531-2 794868035 その他の食料・飲料販売業 一般 カッパ・クリエイト株式会社 代表取締役 山角　豪 220-8112 神奈川県横浜市西区みなとみらい二丁目2番1号ﾗﾝﾄﾞﾏｰｸﾀﾜｰ12階 452247095 北播(加健)第344-129 令和3年8月17日
000028 4000182503 餃子の王将　滝野社店 679-0211 加東市上滝野1366 795480126 その他の食料・飲料販売業 一般 ㈱王将フードサービス 代表取締役 渡邊 直人 607-8307 京都府京都市山科区西野山射庭ノ上町294-1 755921411 北播(加健)第344-118 令和3年8月25日
000028 4000182506 イオンリテール(株)　イオン社店  ２Ｆ従業員食堂 673-1431 加東市社1126-1 795402300 コップ式自動販売機（自動洗浄・屋内設置） 自動販売機 株式会社アペックス西日本 代表取締役 森 吉平 550-0015 大阪府大阪市西区南堀江四丁目25番24号 664455518 北播(加健)第344-22 令和3年6月1日
000028 4000182507 凸版印刷株式会社　滝野証券工場　３Ｆリフレッシュコーナー679-0221 加東市河高355-17 コップ式自動販売機（自動洗浄・屋内設置）自動販売機株式会社アペックス西日本 代表取締役 森 吉平 550-0015 大阪府大阪市西区南堀江4-25-24 664455518 北播(加健)第344-23 令和3年6月1日
000028 4000182508 パチンコガイア三木南店店内(CCW単受)673-0433 三木市福井2148-2 コップ式自動販売機（自動洗浄・屋内設置）自動販売機株式会社アペックス西日本 代表取締役 森 吉平 550-0015 大阪府大阪市西区南堀江4-25-24 664455518 北播(加健)第344-24 令和3年6月1日
000028 4000182509 三木市社会福祉協議会三木１Ｆロビー（CCW受託）673-0403 三木市末広1-6-46 コップ式自動販売機（自動洗浄・屋内設置）自動販売機株式会社アペックス西日本 代表取締役 森 吉平 550-0015 大阪府大阪市西区南堀江4-25-24 664455518 北播(加健)第344-25 令和3年6月1日
000028 4000182510 ヤシロカントリークラブ 673-1474 加東市牧野字小豆谷1860-2 795426000 食肉販売業 一般 PGMプロパティーズ株式会社 代表取締役 田中 耕太郎 110-0005 東京都台東区上野一丁目14番7号 344138800 北播(加健)第344-26 令和3年6月1日
000028 4000182512 小野工場 675-1369 小野市高田町1839 794631400 器具・容器包装の製造・加工業 一般 旭化成パックス株式会社 坪木 卓哉 675-1369 兵庫県小野市高田町1839 794631400 北播(加健)第344-28 令和3年6月1日
000028 4000182534 小野市立学校給食センター 675-1363 小野市古川町955 794631026 集団給食（１）学校 集団給食 兵庫県小野市 小野市長 蓬萊 務 675-1366 兵庫県小野市中島町531番地 794631000 北播(加健)第344-130 令和3年8月23日
000028 4000182537 コープこうべ加西店 675-2312 加西市北条町北条28-1 790432251 コップ式自動販売機（自動洗浄・屋内設置） 自動販売機 サントリービバレッジソリューション株式会社 代表取締役 及川 剛 160-6111 東京都新宿区西新宿八丁目17番1号 363040501 北播(加健)第344-48 令和3年6月1日
000028 4000182538 三木サービスエリア下り線　店内 673-0402 三木市加佐字湯谷1142 コップ式自動販売機（自動洗浄・屋内設置）自動販売機トーヨーベンディング株式会社 代表取締役 大久保 智司 452-0839 愛知県名古屋市西区見寄町１６７番地 525011771 北播(加健)第344-49 令和3年6月1日
000028 4000182541 三木サービスエリア上り線　店内 673-0404 三木市大村字大門1067-110 コップ式自動販売機（自動洗浄・屋内設置）自動販売機トーヨーベンディング株式会社 代表取締役 大久保 智司 452-0839 愛知県名古屋市西区見寄町１６７番地 525011771 北播(加健)第344-50 令和3年6月1日
000028 4000182543 イオン小野店　2F従業員食堂 675-1378 小野市王子町868-1 794635121 コップ式自動販売機（自動洗浄・屋内設置） 自動販売機 サントリービバレッジソリューション株式会社 代表取締役 及川 剛 160-6111 東京都新宿区西新宿八丁目17番1号 363040501 北播(加健)第344-52 令和3年6月1日
000028 4000182546 三木高校ＰＰ 673-0402 三木市加佐931 乳類販売業 自動販売機コカ・コーラボトラーズジャパン株式会社代表取締役 カリン ドラガン107-6211 東京都港区赤坂九丁目7番1号 368963859 北播(加健)第344-54 令和3年6月1日
000028 4000182548 天然温泉　湯庵（右脱衣室） 673-0445 三木市別所町西這田566-2 794861126 乳類販売業 自動販売機 株式会社　共進舎牧農園 代表取締役 中尾 弘三 650-0016 兵庫県神戸市中央区橘通1-2-12 783711761 北播(加健)第344-55 令和3年6月1日
000028 4000182569 ながさわ道の駅みき店 673-0433 三木市福井字三木山2426番地先 794861131 食肉販売業 一般 ナガサワ食品株式会社 代表取締役 東元 眞一 675-0103 兵庫県明石市魚住町清水2464番地1 794252200 北播(加健)第344-131 令和3年8月20日
000028 4000182570 ながさわ道の駅みき店 673-0433 三木市福井字三木山2426番地先 794861131 魚介類販売業 一般 ナガサワ食品株式会社 代表取締役 東元 眞一 674-0074 兵庫県明石市魚住町清水2464番地1 794252200 北播(加健)第344-132 令和3年8月20日
000028 4000182585 社会福祉法人下東条中央保育園 675-1301 小野市小田町1687の1 794670250 集団給食（４）その他 集団給食 社会福祉法人下東条中央保育園 理事長 増山 裕 675-1301 兵庫県小野市小田町1687の1 794670250 北播(加健)第344-133 令和3年8月23日
000028 4000182590 ファミリーマート　三木志染店 673-0541 三木市志染町広野1-30-1 794876606 コンビニエンスストア 一般 福島 孝二 北播(加健)第344-134 令和3年8月25日
000028 4000182592 兵庫トヨタ自動車(株)小野社店 673-1423 加東市東古瀬179-1 795423021 コップ式自動販売機（自動洗浄・屋内設置） 自動販売機 サントリービバレッジソリューション株式会社 代表取締役 及川 剛 160-6111 東京都新宿区西新宿八丁目17番1号 363040501 北播(加健)第344-135 令和3年8月27日
000028 4000182624 旬菜からり屋 675-2324 加西市北条町東南76-7-304 農産保存食料品製造・加工業 一般 増田 早花 北播(加健)第344-60 令和3年6月2日
000028 4000182625 藤原ポートリーファーム直売所 673-0516 三木市志染町御坂442 794873707 乳類販売業 一般 藤原 礼布 北播(加健)第344-61 令和3年6月2日
000028 4000182628 パワーサプライ株式会社　加西工場 679-0105 加西市朝妻町1044 790479010 器具・容器包装の製造・加工業 一般 パワーサプライ株式会社 代表取締役 福本 幸造 675-1322 兵庫県小野市匠台23番地 794620551 北播(加健)第344-62 令和3年6月2日
000028 4000182632 黒田庄こども園 679-0303 西脇市黒田庄町前坂930 795284357 集団給食（４）その他 集団給食 社会福祉法人　黒田庄 理事長 藤原 悟 679-0303 兵庫県西脇市黒田庄町前坂930番地 795284357 北播(加健)第344-137 令和3年8月25日
000028 4000182634 ポリーキッズルーム 673-0534 三木市緑が丘町本町1-238-1世良田ビル2F 794871888 集団給食（４）その他 集団給食 ポリーライフケアサービス有限会社 代表取締役 川邉 久美子 673-0553 兵庫県三木市志染町東自由が丘1丁目130番地の18 794872277 北播(加健)第344-136 令和3年8月27日
000028 4000182635 北条こども園 675-2303 加西市北条町古坂1232 790425566 集団給食（４）その他 集団給食 社会福祉法人北条福祉会 理事長 高井 淳常 675-2303 兵庫県加西市北条町古坂字来光1232 790425566 北播(加健)第344-138 令和3年8月25日
000028 4000182636 ライオンズカントリー倶楽部 673-1101 三木市吉川町新田682-1 794721717 魚介類販売業 一般 代表取締役 江藤 佳樹 北播(加健)第344-63 令和3年6月3日
000028 4000182637 パワーサプライ株式会社　小野工場 675-1322 小野市匠台23 794620551 器具・容器包装の製造・加工業 一般 パワーサプライ株式会社 代表取締役 福本 幸造 675-1322 兵庫県小野市匠台23番地 794620551 北播(加健)第344-64 令和3年6月4日
000028 4000182640 ライオンズカントリー倶楽部 673-1101 三木市吉川町新田682-1 794721717 集団給食（３）事業所 集団給食 ＰＧＭプロパティーズ株式会社 代表取締役 田中 耕太郎 110-0015 東京都台東区東上野1丁目14番7号 364088800 北播(加健)第344-139 令和3年8月27日
000028 4000182644 焼肉　彩華　直売店 673-0551 三木市志染町西自由が丘2-406-3 794852798 食肉販売業 一般 森本 昌樹 北播(加健)第344-66 令和3年6月8日
000028 4000182645 Diana 673-0402 三木市加佐273-2-6 794602582 製茶業 一般 長池 苗 北播(加健)第344-67 令和3年6月9日



000028 4000182658 小野市立ひまわり園 675-1353 小野市河合中町82-7 794665181 集団給食（４）その他 集団給食 小野市 小野市長 蓬萊 務 675-1366 兵庫県小野市中島町531 794631000 北播(加健)第344-142 令和3年8月26日
000028 4000182667 幼保連携型認定こども園　粟生こども園 675-1358 小野市粟生町2951-1 794665947 集団給食（４）その他 集団給食 社会福祉法人　粟生福祉会 理事長 藤井 渡 675-1358 兵庫県小野市粟生町2951番地の1 794665947 北播(加健)第344-143 令和3年8月26日
000028 4000182668 住宅型有料老人ホーム こころの里 西脇 677-0043 西脇市下戸田184-1 795223456 集団給食（４）その他 集団給食 株式会社ジャパンケアライフ 代表取締役 加護 節子 651-2122 兵庫県神戸市西区玉津町高津橋467-1 789177710 北播(加健)第344-144 令和3年8月26日
000028 4000182708 つまこども園 677-0022 西脇市寺内8-1 795221693 集団給食（４）その他 集団給食 社会福祉法人津万 理事長 臼井 茂樹 677-0022 兵庫県西脇市寺内８番地１ 795221693 北播(加健)第344-146 令和3年8月30日
000028 4000182712 茶穀米研究所 679-1211 多可郡多可町加美区寺内2 米穀類販売業 一般 清水 淳 北播(加健)第344-150 令和3年8月30日
000028 4000182714 かすがこども園 677-0016 西脇市高田井町781 795225785 集団給食（４）その他 集団給食 社会福祉法人西脇春日 理事長 藤原 徳幸 677-0016 兵庫県西脇市高田井町７８１ 795225785 北播(加健)第344-147 令和3年8月30日
000028 4000182715 SynerGym加西古坂店 675-2303 加西市北条町古坂6-174 自動販売機（要届出のコップ式自動販売機及び要許可を除く）自動販売機株式会社SynerGym 安永 周一 661-0012 兵庫県尼崎市南塚口町2丁目35番17号 649500327 北播(加健)第344-140 令和3年8月25日
000028 4000182717 ライフデリ加西・西脇店 675-2322 加西市北条町西高室466-3 790431150 乳類販売業 一般 合同会社ファーストケア 代表社員 山口 久志 675-2322 兵庫県加西市北条町西高室４６６－３ 790431150 北播(加健)第344-145 令和3年8月30日
000028 4000182723 楽久園会厨房 677-0113 多可郡多可町八千代区俵田111-27 795370174 集団給食（４）その他 集団給食 社会福祉法人楽久園会 理事長 上野 仁久 677-0113 兵庫県多可郡多可町八千代区俵田111-27 795370174 北播(加健)第344-148 令和3年8月30日
000028 4000182724 認定　白竜こども園 679-0107 加西市玉野町433-2 790471185 集団給食（４）その他 集団給食 社会福祉法人　白龍福祉会 理事長 山田 和久 679-0107 兵庫県加西市玉野町435-5 790471185 北播(加健)第344-151 令和3年8月30日
000028 4000182730 正覚坊こども園 673-1446 加東市上田842-2 795422692 集団給食（４）その他 集団給食 社会福祉法人正覚坊福祉会 理事長 片山 弘文 673-1446 兵庫県加東市上田842-2 795422692 北播(加健)第344-156 令和3年8月30日
000028 4000182732 さくら保育園 673-1323 加東市岡本1572-7 795460415 集団給食（４）その他 集団給食 社会福祉法人 東条保育福祉会 理事長 田中 稔浩 673-1323 兵庫県加東市岡本1572-7 795460415 北播(加健)第344-157 令和3年8月30日
000028 4000182734 松原メイフラワー病院 673-1462 加東市藤田944-25 795428851 集団給食（２）病院・診療所 集団給食 院長 松原 司 北播(加健)第344-158 令和3年8月30日
000028 4000182742 八千代デイ・サービスセンターきじの荘 677-0113 多可郡多可町八千代区俵田111-27 795371126 集団給食（４）その他 集団給食 社会福祉法人楽久園会 理事長 上野 仁久 677-0113 兵庫県多可郡多可町八千代区俵田111-27 795370174 北播(加健)第344-149 令和3年8月30日
000028 4000182749 障がい者支援施設ふるさと寮 679-1111 多可郡多可町中区岸上687－1 795323211 集団給食（４）その他 集団給食 社会福祉法人　養徳会 理事長 内藤 正衛 679-1111 兵庫県多可郡多可町中区鍛冶屋６３６番地の２ 795322216 北播(加健)第344-155 令和3年8月31日
000028 4000182753 NESTA　RESORT　KOBE 673-0703 三木市細川町垂穂894-60 794835107 集団給食（３）事業所 集団給食 株式会社ネスタリゾート神戸 代表取締役 大川 二郞 673-0703 兵庫県三木市細川町垂穂894番地の60号 794835000 北播(加健)第344-161 令和3年8月31日
000028 4000182754 キッズランドやちよ 677-0114 多可郡多可町八千代区仕出原353 795370001 集団給食（４）その他 集団給食 社会福祉法人楽久園会 理事長 上野 仁久 677-0113 兵庫県多可郡多可町八千代区俵田111-27 795370174 北播(加健)第344-160 令和3年8月31日
000028 4000182755 芳田こども園 677-0065 西脇市岡崎町523 795270550 集団給食（４）その他 集団給食 社会福祉法人ほうた 理事長 荒木 義久 677-0065 兵庫県西脇市岡崎町523 795270550 北播(加健)第344-159 令和3年8月31日
000028 4000182757 ひのもと青年寮およびいちれつ学園 679-1103 多可郡多可町中区牧野29 795322216 集団給食（４）その他 集団給食 社会福祉法人　養徳会 理事長 内藤 正衛 679-1111 兵庫県多可郡多可町中区鍛冶屋６３６番地の２ 795322216 北播(加健)第344-153 令和3年8月31日
000028 4000182764 手づくりショップふきのとう 673-0532 三木市緑が丘町中1-8-41 794841920 野菜果物販売業 一般 蔵迫 登 北播(加健)第344-162 令和3年9月1日
000028 4000182765 （株）アクティブフィールド 677-0114 多可郡多可町八千代区仕出原697-15 795371177 農産保存食料品製造・加工業 一般 株式会社アクティブフィールド 代表取締役 真鍋 千織 677-0114 兵庫県多可郡多可町八千代区仕出原697番地15 795371177 北播(加健)第344-163 令和3年9月1日
000028 4000182773 西脇市上野保育園 677-0044 西脇市上野118 795223700 集団給食（４）その他 集団給食 株式会社ozawa 代表取締役 小澤 國秀 677-0042 兵庫県西脇市堀町４００番地の５ 795221212 北播(加健)第344-165 令和3年9月2日
000028 4000182774 特別養護老人ホーム向陽苑 679-0302 西脇市黒田庄町黒田字北山783 795283293 集団給食（４）その他 集団給食 社会福祉法人向陽福祉会 理事長 山口 康二 679-0302 兵庫県西脇市黒田庄町黒田字北山７８３番地 795283293 北播(加健)第344-152 令和3年8月31日
000028 4000182805 育ヶ丘保育園 675-1325 小野市育ヶ丘町1481-100 794637010 集団給食（４）その他 集団給食 社会福祉法人育ヶ丘福祉会 理事長 安本 明 675-1325 兵庫県小野市育ヶ丘町1481-100 794637010 北播(加健)第344-166 令和3年9月6日
000028 4000182806 小野ひまわり保育所 675-1365 小野市広渡町66 794625129 集団給食（４）その他 集団給食 社会福祉法人　小野ひまわり保育所 理事長 小東 正敏 675-1365 兵庫県小野市広渡町66番地 794625129 北播(加健)第344-167 令和3年9月6日
000028 4000182807 中央こども園 675-1355 小野市新部町916-1 794662944 集団給食（４）その他 集団給食 社会福祉法人中央保育所 理事長 田中 義三 675-1355 兵庫県小野市新部町916-1 794662944 北播(加健)第344-168 令和3年9月6日
000028 4000182808 下東条西保育所 675-1361 小野市住吉町16-4 794670312 集団給食（４）その他 集団給食 社会福祉法人　下東条西保育所 理事長 井上 利博 675-1361 兵庫県小野市住吉町16-4 794670312 北播(加健)第344-169 令和3年9月6日
000028 4000182809 山陽利器株式会社 675-1344 小野市下来住町976 794634321 集団給食（３）事業所 集団給食 山陽利器株式会社 代表取締役 田中 安則 675-1344 兵庫県小野市下来住町976番地 794634321 北播(加健)第344-170 令和3年9月6日
000028 4000182811 高岡育児園 679-0222 加東市高岡912-2 795482624 集団給食（４）その他 集団給食 社会福祉法人高岡育児園 山羽 勲 679-0222 兵庫県加東市高岡９１２番地の２ 北播(加健)第344-71 令和3年6月11日
000028 4000182812 東洋物産工業株式会社 673-0443 三木市別所町巴21-1 794830007 集団給食（３）事業所 集団給食 東洋物産工業株式会社 代表取締役 東 孝次 673-0443 兵庫県三木市別所町巴２１番１ 794830007 北播(加健)第344-101 令和3年7月8日
000028 4000182816 幼保連携型　白百合こども園 675-1367 小野市敷地町1501-7 794622823 集団給食（４）その他 集団給食 社会福祉法人敷地王子福祉会 理事長 藤本 敏信 675-1367 兵庫県小野市敷地町1501番地の7 794622823 北播(加健)第344-171 令和3年9月3日
000028 4000182817 兵庫県立社高等学校東雲寮 673-1461 加東市木梨1356-1 795422055 集団給食（４）その他 集団給食 兵庫県立社高等学校 校長 若浦 直樹 673-1461 兵庫県加東市木梨1356-1 795422055 北播(加健)第344-172 令和3年9月3日
000028 4000182822 有限会社城口商店 679-0303 西脇市黒田庄町前坂1575 795284595 米穀類販売業 一般 有限会社城口商店 城口 安彦 679-0303 兵庫県西脇市黒田庄町前坂1575 795284595 北播(加健)第344-72 令和3年6月14日
000028 4000182849 比延こども園 677-0037 西脇市比延町867-5 795227258 集団給食（４）その他 集団給食 社会福祉法人ひえ 理事長 山本 豊年 677-0037 兵庫県西脇市比延町867-5 795227258 北播(加健)第344-173 令和3年9月6日
000028 4000182861 マエカワテイスト株式会社加西工場 675-2101 加西市繁昌町903-29 790472341 調味料製造・加工業 一般 マエカワテイスト株式会社 代表取締役 前川 隆嗣 670-0996 兵庫県姫路市土山6丁目4番1号 792963927 北播(加健)第344-174 令和3年9月7日
000028 4000182915 山田錦の館　味噌加工室 673-1114 三木市吉川町吉安222 その他の食料品製造・加工業 一般 株式会社吉川まちづくり公社 代表取締役 山本 貴美江 673-1114 兵庫県三木市吉川町吉安222 794762401 北播(加健)第344-176 令和3年9月9日
000028 4000182917 マスターズゴルフ倶楽部 673-0411 三木市久留美1848 794833333 集団給食（３）事業所 集団給食 株式会社延田エンタープライズ 代表取締役 延田 尚弘 542-0085 大阪府大阪市中央区心斎橋筋2丁目1番6号 北播(加健)第344-175 令和3年9月9日
000028 4000182921 播州精米株式会社 679-0303 西脇市黒田庄町前坂112-1 795284218 精穀・製粉業 一般 播州精米株式会社 代表取締役 吉岡 大樹 679-0303 兵庫県西脇市黒田庄町前坂112-1 795284218 北播(加健)第344-116 令和3年7月27日
000028 4000182946 ひよこ保育園 677-0056 西脇市板波町706-8 795223323 集団給食（４）その他 集団給食 特定非営利活動法人ひよこ保育園 代表 井上 妙子 677-0056 兵庫県西脇市板波町７０６番地８ 795223323 北播(加健)第344-177 令和3年9月10日
000028 4000182960 来住保育所 675-1344 小野市下来住町1361-1 794624080 集団給食（４）その他 集団給食 社会福祉法人きすみの福祉会 理事長 阿江 治 675-1344 兵庫県小野市下来住町１３６１番地の１ 794624080 北播(加健)第344-179 令和3年9月10日
000028 4000182961 特別養護老人ホーム　オンベリーコ 677-0039 西脇市上比延町1422-14 795250050 集団給食（４）その他 集団給食 社会福祉法人正峯会 理事長 大山 正 677-0039 兵庫県西脇市上比延町1422番地14 795250050 北播(加健)第344-180 令和3年9月10日
000028 4000182962 吉川町温泉交流館　吉川温泉よかたん 673-1114 三木市吉川町吉安222 794722601 その他の食料・飲料販売業 一般 株式会社吉川まちづくり公社 代表取締役 山本 貴美江 673-1114 兵庫県三木市吉川町吉安222 794722601 北播(加健)第344-181 令和3年9月13日
000028 4000182964 ケアハウス香楽園 675-2103 加西市鶉野町字東中条1750 790492900 集団給食（４）その他 集団給食 社会福祉法人健仁会 理事長 加川 浩紀 675-2103 兵庫県加西市鶉野町字東中条１７５０番地 790492900 北播(加健)第344-178 令和3年9月13日
000028 4000182978 餃子の王将　三木店 673-0404 三木市大村字城ノ前548-1 その他の食料・飲料販売業 一般 株式会社ペルゴ 代表取締役 小林 康浩 670-0976 兵庫県姫路市中地188番地の1 792934064 北播(加健)第344-182 令和3年9月13日
000028 4000182996 北辰こども園 675-1369 小野市高田町1828-1 794622865 集団給食（４）その他 集団給食 社会福祉法人北辰福祉会 理事長 宮崎 龍樹 675-1369 兵庫県小野市高田町1828番地の1 794622865 北播(加健)第344-183 令和3年9月13日
000028 4000182997 特別養護老人ホーム青山荘 675-1352 小野市復井町673-20 794667305 集団給食（４）その他 集団給食 社会福祉法人青野ヶ原福祉会 理事長 浮舟 邦彦 675-1352 兵庫県小野市復井町673番地20 794667305 北播(加健)第344-184 令和3年9月13日
000028 4000182999 株式会社立川製鑵　兵庫工場 673-1324 加東市新定275 器具・容器包装の製造・加工業 一般 株式会社立川製鑵 立川 和子 300-2521 茨城県常総市大生郷町6131-1 297245211 北播(加健)第344-185 令和3年9月13日
000028 4000183000 軽費老人ホームいずみ寮 677-0064 西脇市八坂町213-21 795270777 集団給食（４）その他 集団給食 社会福祉法人 みぎわ会 理事長 來住 壽一 677-0064 兵庫県西脇市八坂町213-1 795221358 北播(加健)第344-186 令和3年9月13日
000028 4000183005 コーナン加西店 675-2312 加西市北条町北条110-1 790439552 百貨店、総合スーパー 一般 コーナン商事株式会社 代表取締役 疋田 直太郎 593-8324 大阪府堺市西区鳳東町4丁401番地1 663971621 北播(加健)第344-187 令和3年9月14日
000028 4000183031 酒匠米匠 津田本店 673-0553 三木市志染町東自由が丘3-5 米穀類販売業 一般 株式会社津田本店 津田 智之 673-0553 兵庫県三木市志染町東自由が丘3丁目5番地 794857370 北播(加健)第344-74 令和3年6月15日
000028 4000183032 東山健康農園 673-0533 三木市緑が丘町東4-5-7 794851642 その他の食料品製造・加工業 一般 東山 茂樹 北播(加健)第344-75 令和3年6月15日
000028 4000183033 やしろ鴨川の郷 673-1401 加東市上鴨川1061-100 795450111 野菜果物販売業 一般 鴨川の郷協会 会長 西山 秀晴 673-1401 兵庫県加東市上鴨川1061-100 795450111 北播(加健)第344-76 令和3年6月15日
000028 4000183035 ファミリーマート三木広野店 673-0541 三木市志染町広野5-73-1 794878760 コンビニエンスストア 一般 水田 依宏 北播(加健)第344-77 令和3年6月15日
000028 4000183036 株式会社ウリュウ 673-0722 三木市細川町脇川455-2 卵選別包装業 一般 株式会社ウリュウ 代表取締役 右柳 駘典 673-0023 兵庫県明石市西新町1-5-10 789282424 北播(加健)第344-78 令和3年6月16日
000028 4000183037 ファミリーマート東条インターパーク店 673-1341 加東市南山1-5-3 795471015 コンビニエンスストア 一般 株式会社夢街人とうじょう 代表取締役 土肥 富幸 673-1341 兵庫県加東市南山一丁目5番地3 795472400 北播(加健)第344-79 令和3年6月16日
000028 4000183038 菅野包装資材株式会社　本社工場 675-2101 加西市繁昌町894 790490405 器具・容器包装の製造・加工業 一般 菅野包装資材株式会社 菅野 弘司 675-2101 兵庫県加西市繁昌町894番地 790490405 北播(加健)第344-81 令和3年6月17日
000028 4000183039 菅野包装資材株式会社　第１工場 675-2101 加西市繁昌町字森がハナ甲903-30 790472270 器具・容器包装の製造・加工業 一般 菅野包装資材株式会社 菅野 弘司 675-2101 兵庫県加西市繁昌町894番地 790490405 北播(加健)第344-82 令和3年6月17日
000028 4000183040 菅野包装資材株式会社　第３工場 675-2101 加西市繁昌町894 790490405 器具・容器包装の製造・加工業 一般 菅野包装資材株式会社 菅野 弘司 675-2101 兵庫県加西市繁昌町894番地 790490405 北播(加健)第344-83 令和3年6月17日
000028 4000183043 有限会社　川嶋プラスチック 675-2337 加西市市村町208-1 790423146 器具・容器包装の製造・加工業 一般 有限会社　川嶋プラスチック 川嶋 敏彦 675-2337 兵庫県加西市市村町208-1 790423146 北播(加健)第344-85 令和3年6月21日
000028 4000183045 ｃａｆｅ－ａｕｇｕｓｔ 675-1377 小野市葉多町614 794628145 コーヒー（飲料を除く）製造・加工業 一般 井上 優子 北播(加健)第344-86 令和3年6月22日
000028 4000183046 株式会社トッパンパッケージプロダクツ 滝野工場 679-0221 加東市河高355-4 795485520 器具・容器包装の製造・加工業 一般 株式会社トッパンパッケージプロダクツ 今泉 淳 110-8560 東京都台東区台東一丁目5-1 338355111 北播(加健)第344-87 令和3年6月23日
000028 4000183047 菅原米穀有限会社 675-2313 加西市北条町黒駒17 790422099 米穀類販売業 一般 菅原米穀有限会社 菅原 雅彦 675-2313 兵庫県加西市北条町黒駒17 790422099 北播(加健)第344-88 令和3年6月24日
000028 4000183048 ジョイフル加西中央店 675-2311 加西市北条町横尾1050 790437008 食肉販売業 一般 株式会社ジョイフル関西 代表取締役社長 松元 隆彰 870-0141 大分県大分市三川新町一丁目1番45号 975517131 北播(加健)第344-89 令和3年6月24日
000028 4000183052 ジョイフル兵庫西脇店 677-0016 西脇市高田井町1037 795252688 食肉販売業 一般 株式会社ジョイフル関西 代表取締役社長 松元 隆彰 870-0141 大分県大分市三川新町一丁目1番45号 975517131 北播(加健)第344-90 令和3年6月24日
000028 4000183053 ジョイフル兵庫三木店 673-0403 三木市末広3-20-20 794867890 食肉販売業 一般 株式会社ジョイフル関西 代表取締役社長 松元 隆彰 870-0141 大分県大分市三川新町一丁目1番45号 975517131 北播(加健)第344-91 令和3年6月24日
000028 4000183055 小堀商店 675-1353 小野市河合中町1039 コーヒー（飲料を除く）製造・加工業一般 小堀 峰孝 北播(加健)第344-93 令和3年6月28日
000028 4000183056 三木里山 673-1231 三木市吉川町稲田111-1 その他の食料品製造・加工業 一般 植野 富士雄 北播(加健)第344-94 令和3年6月28日
000028 4000183057 アスカカンパニー株式会社　関西工場 679-0222 加東市高岡276-34 795489900 器具・容器包装の製造・加工業 一般 アスカカンパニー株式会社 長沼 恒雄 679-0222 兵庫県加東市高岡276番地の34 795489900 北播(加健)第344-95 令和3年6月29日
000028 4000183058 アスカカンパニー株式会社　本社工場 679-0221 加東市河高4004 795484323 器具・容器包装の製造・加工業 一般 アスカカンパニー株式会社 長沼 恒雄 679-0222 兵庫県加東市高岡276番地の34 795489900 北播(加健)第344-96 令和3年6月29日
000028 4000183061 株式会社エクセル 675-2432 加西市満久町454 790450399 器具・容器包装の製造・加工業 一般 株式会社エクセル 高橋 玉規 675-2432 兵庫県加西市満久町454 790450399 北播(加健)第344-97 令和3年6月30日
000028 4000183062 七代目　藤岡農場 679-1132 多可郡多可町中区坂本46 その他の食料品製造・加工業 一般 株式会社AgLiBright 藤岡 啓志郎 679-1132 兵庫県多可郡多可町中区坂本46 795323123 北播(加健)第344-98 令和3年7月1日
000028 4000183063 Coffee & Bar Pot 677-0052 西脇市和田町454-1 795221868 コーヒー（飲料を除く）製造・加工業 一般 足立 卓也 北播(加健)第344-99 令和3年7月1日
000028 4000183064 古民家ゲストハウス指月庵 679-1324 多可郡多可町加美区轟393-1 製茶業 一般 佐々木 要子 北播(加健)第344-100 令和3年7月6日
000028 4000183065 加西市北部学校給食センター 675-2312 加西市北条町北条600 790427100 集団給食（１）学校 集団給食 加西市 市長 西村 和平 675-2311 兵庫県加西市北条町横尾１０００ 790421110 北播(加健)第344-188 令和3年9月16日
000028 4000183066 kissa dot. 677-0068 西脇市落方町47-1 795205763 調味料製造・加工業 一般 株式会社坂部土木 代表取締役 坂部 博行 677-0068 兵庫県西脇市落方町47番地の1 北播(加健)第344-108 令和3年7月15日
000028 4000183067 加西市南部学校給食センター 675-2104 加西市上宮木町524-14 790490308 集団給食（１）学校 集団給食 加西市 市長 西村 和平 675-2311 兵庫県加西市北条町横尾１０００ 790421110 北播(加健)第344-189 令和3年9月16日
000028 4000183070 藤川農園 675-1305 小野市脇本町367-2 794670805 その他の食料品製造・加工業 一般 藤川 良昭 北播(加健)第344-103 令和3年7月9日
000028 4000183077 加西市立北条ならの実こども園 675-2312 加西市北条町北条672-1 790420420 集団給食（４）その他 集団給食 加西市 市長 西村 和平 675-2311 兵庫県加西市北条町横尾1000番地 790428726 北播(加健)第344-190 令和3年9月16日
000028 4000183079 特別養護老人ホーム加西の里 675-2241 加西市段下町848-14 790482552 集団給食（４）その他 集団給食 社会福祉法人しあわせ福祉会 理事長 竹村 清介 675-2241 兵庫県加西市段下町字奥山８４８番地の１４ 790482552 北播(加健)第344-191 令和3年9月16日
000028 4000183125 生活協同組合コープこうべ　コープ三木緑が丘 673-0532 三木市緑が丘町中1-7-1 794852345 百貨店、総合スーパー 一般 生活協同組合コープこうべ 代表理事 岩山 利久 658-8555 兵庫県神戸市東灘区住吉本町１丁目３番１９号 788561003 北播(加健)第344-192 令和3年9月17日
000028 4000183129 コープこうべ三木緑が丘店　食堂 673-0532 三木市緑が丘町中1-7-1 794852345 コップ式自動販売機（自動洗浄・屋内設置） 自動販売機 サントリービバレッジソリューション株式会社 代表取締役 及川 剛 160-6111 東京都新宿区西新宿八丁目17番1号 363040501 北播(加健)第344-194 令和3年9月21日
000028 4000183161 はぴねす滝野通所介護事業所 679-0212 加東市下滝野1283-1 795219034 集団給食（４）その他 集団給食 社会福祉法人加東市社会福祉協議会 会長 中村 勇 673-1431 兵庫県加東市社26番地 795422006 北播(加健)第344-195 令和3年9月17日
000028 4000183181 スターバックスコーヒー 675-2312 加西市北条町北条308-1 790437027 その他の食料・飲料販売業 一般 スターバックスコーヒージャパン株式会社 代表取締役 水口 貴文 141-0021 東京都品川区上大崎2-25-2 357455510 北播(加健)第344-196 令和3年9月21日
000028 4000183214 関西第三工場 675-2113 加西市網引町2001-8 790499670 調味料製造・加工業 一般 株式会社ゼンショーホールディングス 代表取締役 小川 賢太郎 108-0075 東京都港区港南2丁目18番1号 368331600 北播(加健)第344-197 令和3年9月21日
000028 4000183239 河高こども園 679-0221 加東市河高2116 795482398 集団給食（４）その他 集団給食 社会福祉法人河高福祉会 理事長 森岡 喜久雄 679-0221 兵庫県加東市河高2116 795482398 北播(加健)第344-199 令和3年9月22日
000028 4000183261 ボエコス　青野ヶ原演習場売店 675-2101 加西市繁昌町上田　陸上自衛隊青野ヶ原演習場内 その他の食料・飲料販売業 一般 一般財団法人防衛弘済会 代表理事 田原 義信 162-0853 東京都新宿区北山伏町1番11号 359468701 北播(加健)第344-200 令和3年9月22日
000028 4000183267 フレッシュバザール加西店 675-2303 加西市北条町古坂6-61 790420310 百貨店、総合スーパー 一般 株式会社さとう 代表取締役 佐藤 総二郎 620-8503 京都府福知山市字上紺屋１５番地 773220001 北播(加健)第344-201 令和3年9月22日
000028 4000183286 有限会社パーシャブルデリカ　大村工場 673-0404 三木市大村1-2-5 794822900 その他の食料品製造・加工業 一般 有限会社パーシャブルデリカ 代表取締役 谷本 英俊 670-0952 兵庫県姫路市南条1丁目32番地 792225150 北播(加健)第344-202 令和3年9月24日
000028 4000183320 スターバックスコーヒー三木サービスエリア（上り線）店 673-0404 三木市大村字大門1067-110 794867080 その他の食料・飲料販売業 一般 スターバックスコーヒージャパン株式会社 代表取締役 水口 貴文 141-0021 東京都品川区上大崎2-25-2 357455886 北播(加健)第344-204 令和3年9月27日
000028 4000183322 スターバックスコーヒー三木サービスエリア（下り線）店 673-0402 三木市加佐湯谷1142三木サービスエリア下り 794867671 その他の食料・飲料販売業 一般 スターバックスコーヒージャパン株式会社 代表取締役 水口 貴文 141-0021 東京都品川区上大崎2-25-2 357455886 北播(加健)第344-205 令和3年9月27日
000028 4000183325 ナンバホームセンター三木店 673-0403 三木市末広3-19-23 794827811 野菜果物販売業 一般 株式会社ナンバホームセンター 代表取締役 難波 賢治 708-8507 岡山県津山市材木町1328番地25 868230205 北播(加健)第344-206 令和3年9月27日
000028 4000183327 医療法人社団　栄宏会　土井病院 675-1352 小野市復井町字中ノ池1723-2 集団給食（４）その他 集団給食 医療法人社団栄宏会 理事長 土井 直 675-1352 兵庫県小野市復井町字中ノ池1723-2 794662119 北播(加健)第344-203 令和3年9月24日
000028 4000183328 ナンバホームセンター三木店 673-0403 三木市末広3-19-23 794827811 米穀類販売業 一般 株式会社ナンバホームセンター 代表取締役 難波 賢治 708-8507 岡山県津山市材木町1328番地25 868230205 北播(加健)第344-207 令和3年9月27日
000028 4000183367 どれみこども園 677-0055 西脇市高松町597 795225740 集団給食（４）その他 集団給食 社会福祉法人どれみ学園 理事長 中辻 康司 677-0055 兵庫県西脇市高松町５９７番地 795225740 北播(加健)第344-208 令和3年9月29日
000028 4000183377 藤井商店 679-1115 多可郡多可町中区天田78-1 795323143 その他の食料品製造・加工業 一般 藤井 久雄 北播(加健)第344-209 令和3年9月29日
000028 4000183403 グリーンかさい 679-0107 加西市玉野町1156-155 790471286 米穀類販売業 一般 兵庫みらい農業協同組合 理事長 小紫 康正 679-0188 兵庫県加西市玉野町1156-1 790471283 北播(加健)第344-210 令和3年9月29日
000028 4000183459 加東市東条福祉センターとどろき荘 673-1323 加東市岡本1571-1 795460912 その他の食料・飲料販売業 一般 社会福祉法人加東市社会福祉協議会 中村 勇 673-1431 兵庫県加東市社26 795422006 北播(加健)第344-211 令和3年9月30日
000028 4000183460 株式会社キョーワ兵庫営業所 675-1360 小野市喜多町212 794637311 海藻製造・加工業 一般 株式会社キョーワ 城野 隆行 832-0059 福岡県柳川市下宮永町568 944737151 北播(加健)第344-212 令和3年9月30日



000028 4000183461 株式会社ケーピープラテック 673-1422 加東市屋度734-5 795424001 器具・容器包装の製造・加工業 一般 株式会社ケーピープラテック 山尾 富弘 673-1422 兵庫県加東市屋度734-5 795424001 北播(加健)第344-213 令和3年9月30日
000028 4000183462 株式会社ドトールコーヒー　関西工場 673-1341 加東市南山6-3-9 795476580 コーヒー（飲料を除く）製造・加工業 一般 株式会社ドトールコーヒー 代表取締役 星野 正則 150-0041 東京都渋谷区神南1丁目10-1 354599023 北播(加健)第344-214 令和3年9月30日
000028 4000183463 株式会社ドトールコーヒー　関西工場 673-1341 加東市南山6-3-9 795476580 製茶業 一般 株式会社ドトールコーヒー 代表取締役 星野 正則 150-0041 東京都渋谷区神南1丁目10-1 354599023 北播(加健)第344-215 令和3年9月30日
000028 4000183464 コーナンホームストック東条店 673-1321 加東市岩屋197-1 795408558 百貨店、総合スーパー 一般 コーナン商事株式会社 疋田 直太朗 593-8324 大阪府堺市西区鳳東町4丁401番地1 663971621 北播(加健)第344-216 令和3年9月30日
000028 4000183589 COFFEE STAND Mr.Beans 679-0211 加東市上滝野570 コーヒー（飲料を除く）製造・加工業 一般 丸山 優 北播(加健)第344-227 令和3年10月5日
000028 4000183590 加西市立泉よつばこども園 675-2432 加西市満久町257 790450324 集団給食（４）その他 集団給食 加西市 市長 西村 和平 675-2311 兵庫県加西市北条町横尾１０００ 790428726 北播(加健)第344-226 令和3年10月5日
000028 4000183592 兵庫あおの病院１Ｆ売店 675-1327 小野市市場町字南山926-445 784625533 自動販売機（要届出のコップ式自動販売機及び要許可を除く） 自動販売機 関西キリンビバレッジサービス株式会社 代表取締役 尾崎 靖幸 530-0011 大阪府大阪市北区大深町4番20号 677309206 北播(加健)第344-217 令和3年9月30日
000028 4000183594 千石　本社工場事務所横 675-2462 加西市別所町395 790442219 自動販売機（要届出のコップ式自動販売機及び要許可を除く） 自動販売機 関西キリンビバレッジサービス株式会社 代表取締役 尾崎 靖幸 530-0011 大阪府大阪市北区大深町4番20号 677309206 北播(加健)第344-218 令和3年9月30日
000028 4000183595 アクシスマテリア食堂 675-1322 小野市匠台1 794628535 自動販売機（要届出のコップ式自動販売機及び要許可を除く） 自動販売機 関西キリンビバレッジサービス株式会社 代表取締役 尾崎 靖幸 530-0011 大阪府大阪市北区大深町4番20号 677309206 北播(加健)第344-219 令和3年9月30日
000028 4000183597 長谷川工業　西脇工場食堂 677-0032 西脇市中畑町字東山1479-31 795235121 自動販売機（要届出のコップ式自動販売機及び要許可を除く） 自動販売機 関西キリンビバレッジサービス株式会社 代表取締役 尾崎 靖幸 530-0011 大阪府大阪市北区大深町4番20号 677309206 北播(加健)第344-221 令和3年9月30日
000028 4000183598 社スポーツレーン 673-1431 加東市社1189-1 795424545 自動販売機（要届出のコップ式自動販売機及び要許可を除く） 自動販売機 関西キリンビバレッジサービス株式会社 代表取締役 尾崎 靖幸 530-0011 大阪府大阪市北区大深町4番20号 677309206 北播(加健)第344-222 令和3年9月30日
000028 4000183599 千石　上野工場ＵＴ機 675-2434 加西市上野町526-2 790442232 自動販売機（要届出のコップ式自動販売機及び要許可を除く） 自動販売機 関西キリンビバレッジサービス株式会社 代表取締役 尾崎 靖幸 530-0011 大阪府大阪市北区大深町4番20号 677309206 北播(加健)第344-223 令和3年9月30日
000028 4000183600 日本ハムファクトリー小野 675-1322 小野市匠台18 784627240 自動販売機（要届出のコップ式自動販売機及び要許可を除く） 自動販売機 関西キリンビバレッジサービス株式会社 代表取締役 尾崎 靖幸 530-0011 大阪府大阪市北区大深町4番20号 677309206 北播(加健)第344-224 令和3年9月30日
000028 4000183601 グリーンおの 675-1317 小野市浄谷町278 794637775 米穀類販売業 一般 兵庫みらい農業協同組合 小紫 康正 679-0188 兵庫県加西市玉野町1156-1 790471283 北播(加健)第344-225 令和3年9月30日
000028 4000183609 やまののうえん 677-0132 多可郡多可町八千代区大和1483-23 その他の食料品製造・加工業 一般 藤田 幸弘 北播(加健)第344-228 令和3年10月4日
000028 4000183621 兵庫県立播磨農業高等学校　玉丘寮 675-2321 加西市北条町東高室1236-1 790421050 集団給食（１）学校 集団給食 兵庫県立播磨農業高等学校 校長 栗林 孝一 675-2321 兵庫県加西市北条町東高室1236-1 790421050 北播(加健)第344-230 令和3年10月4日
000028 4000183623 加西市立加西こども園 675-2102 加西市中野町11-1 790492363 集団給食（４）その他 集団給食 加西市長 市長 西村 和平 675-2311 兵庫県加西市北条町横尾1000番地 790428726 北播(加健)第344-229 令和3年10月4日
000028 4000183651 西脇市小坂保育園 677-0017 西脇市小坂町122-1 795233700 集団給食（４）その他 集団給食 株式会社ozawa 代表取締役 小澤 國秀 677-0042 兵庫県西脇市堀町400-5 795221212 北播(加健)第344-231 令和3年10月5日
000028 4000183690 OKADO COFFEE 677-0054 西脇市野村町1795-272 コーヒー（飲料を除く）製造・加工業 一般 大加戸 秀樹 北播(加健)第344-232 令和3年10月6日
000028 4000183692 積水成型工業株式会社兵庫滝野工場 679-0221 加東市河高字黒石355-20 器具・容器包装の製造・加工業 一般 積水成型工業株式会社 代表取締役 青木 茂樹 530-0005 大阪府大阪市北区中之島3丁目3番23号 66479020 北播(加健)第344-233 令和3年10月6日
000028 4000183737 ダイレックス三木店 673-0413 三木市大塚2-2-47 794825616 魚介類販売業 一般 ダイレックス株式会社 代表取締役 多田 高志 849-0917 佐賀県佐賀市高木瀬町大字長瀬930番地 952326511 北播(加健)第344-234 令和3年10月7日
000028 4000183738 ダイレックス三木店 673-0413 三木市大塚2-2-47 794825616 食肉販売業 一般 ダイレックス株式会社 代表取締役 多田 高志 849-0917 佐賀県佐賀市高木瀬町大字長瀬930番地 952326511 北播(加健)第344-235 令和3年10月7日
000028 4000183740 ダイレックス三木店 673-0413 三木市大塚2-2-47 794825616 乳類販売業 一般 ダイレックス株式会社 代表取締役 多田 高志 849-0917 佐賀県佐賀市高木瀬町大字長瀬930番地 952326511 北播(加健)第344-236 令和3年10月7日
000028 4000183810 ダイソー　社店 673-1431 加東市社字郷之元1200 その他の食料・飲料販売業 一般 株式会社大創産業 代表取締役 矢野 靖二 739-8501 広島県東広島市西条吉行東一丁目４番１４号 824200100 北播(加健)第344-237 令和3年10月8日
000028 4000183811 ダイソー　三木店 673-0404 三木市大村502-1 その他の食料・飲料販売業 一般 株式会社大創産業 代表取締役 矢野 靖二 739-8501 広島県東広島市西条吉行東一丁目4番14号 824200100 北播(加健)第344-238 令和3年10月8日
000028 4000183813 ダイソー　かさい北店 675-2303 加西市北条町古坂320-1 その他の食料・飲料販売業 一般 株式会社大創産業 代表取締役 矢野 靖二 739-8501 広島県東広島市西条吉行東一丁目4番14号 824200100 北播(加健)第344-239 令和3年10月8日
000028 4000183823 ダイソー　イオン小野店 675-1378 小野市王子町868-1イオン小野店内 その他の食料・飲料販売業 一般 株式会社大創産業 代表取締役 矢野 靖二 739-8501 広島県東広島市西条吉行東一丁目４番１４号 824200100 北播(加健)第344-240 令和3年10月8日
000028 4000183845 ダイソー　西脇野村店 677-0054 西脇市野村町1303 その他の食料・飲料販売業 一般 株式会社大創産業 代表取締役 矢野 靖二 739-8501 広島県東広島市西条吉行東一丁目４番１４号 824200100 北播(加健)第344-241 令和3年10月11日
000028 4000183846 ダイソー　マックスバリュ王子店 675-1378 小野市王子町591 その他の食料・飲料販売業 一般 株式会社大創産業 代表取締役 矢野 靖二 739-8501 広島県東広島市西条吉行東一丁目４番１４号 824200100 北播(加健)第344-242 令和3年10月11日
000028 4000183847 ダイソー　三木志染店 673-0551 三木市志染町西自由が丘1-324-1 2階 その他の食料・飲料販売業 一般 株式会社大創産業 代表取締役 矢野 靖二 739-8501 広島県東広島市西条吉行東一丁目４番１４号 824200100 北播(加健)第344-243 令和3年10月11日
000028 4000183849 神姫バス三木営業所 673-0405 三木市平田568 794823126 その他の食料・飲料販売業 一般 神姫バス株式会社 代表取締役 長尾 真 670-0913 兵庫県姫路市西駅前町1番地 792802855 北播(加健)第344-244 令和3年10月11日
000028 4000183852 本わらびもち専門店　小町　本店 000-0000 加東市・加西市・小野市・三木市・多可町 その他の食料・飲料販売業 自動車 大西 正人 北播(加健)第344-245 令和3年10月11日
000028 4000183919 幼保連携型　一粒園認定こども園 673-0431 三木市本町1-5-14 794826990 集団給食（４）その他 集団給食 社会福祉法人一粒園 理事長 福田 規秀 673-0431 兵庫県三木市本町一丁目5番14号 794826990 北播(加健)第344-246 令和3年10月13日
000028 4000183936 三木光司園 673-0434 三木市別所町小林字仕負谷118-111 794833181 集団給食（３）事業所 集団給食 社会福祉法人まほろば 理事長 飯降 政彦 673-0434 兵庫県三木市別所町小林字仕負谷118番地の111 794829457 北播(加健)第344-247 令和3年10月14日
000028 4000183969 あさかこども園 679-1135 多可郡多可町中区安坂495 795320026 集団給食（４）その他 集団給食 社会福祉法人鳳凰福祉会 理事長 清水谷 善道 679-1135 兵庫県多可郡多可町中区安坂499番地 795320026 北播(加健)第344-249 令和3年10月15日
000028 4000183971 オフィスグリコ冷凍冷蔵庫24847 675-2333 加西市岸呂町636-2 その他の食料・飲料販売業 その他 グリコチャネルクリエイト株式会社 代表取締役 西村 浩一 555-8502 大阪府大阪市西淀川区歌島4丁目6-5 北播(加健)第344-250 令和3年10月15日
000028 4000183972 オフィスグリコ冷凍冷蔵庫47191 673-0446 三木市別所町花尻668-1 その他の食料・飲料販売業 その他 グリコチャネルクリエイト株式会社 代表取締役 西村 浩一 555-8502 大阪府大阪市西淀川区歌島4丁目6-5 北播(加健)第344-251 令和3年10月15日
000028 4000183973 オフィスグリコ冷凍冷蔵庫47190 673-0446 三木市別所町花尻1432 その他の食料・飲料販売業 その他 グリコチャネルクリエイト株式会社 代表取締役 西村 浩一 555-8502 大阪府大阪市西淀川区歌島4丁目6-5 北播(加健)第344-252 令和3年10月15日
000028 4000183974 オフィスグリコ冷凍冷蔵庫43035 673-0446 三木市別所町花尻字谷口山336-21 その他の食料・飲料販売業 その他 グリコチャネルクリエイト株式会社 代表取締役 西村 浩一 555-8502 大阪府大阪市西淀川区歌島4丁目6-5 北播(加健)第344-253 令和3年10月15日
000028 4000183975 オフィスグリコ冷凍冷蔵庫148097 673-0444 三木市別所町東這田722-1 その他の食料・飲料販売業 その他 グリコチャネルクリエイト株式会社 代表取締役 西村 浩一 555-8502 大阪府大阪市西淀川区歌島4丁目6-5 北播(加健)第344-254 令和3年10月15日
000028 4000183976 オフィスグリコ冷凍冷蔵庫47206 673-0443 三木市別所町巴31 その他の食料・飲料販売業 その他 グリコチャネルクリエイト株式会社 代表取締役 西村 浩一 555-8502 大阪府大阪市西淀川区歌島4丁目6-5 北播(加健)第344-255 令和3年10月15日
000028 4000183977 オフィスグリコ冷凍冷蔵庫43032 673-0443 三木市別所町巴58-1 その他の食料・飲料販売業 その他 グリコチャネルクリエイト株式会社 代表取締役 西村 浩一 555-8502 大阪府大阪市西淀川区歌島4丁目6-5 北播(加健)第344-256 令和3年10月15日
000028 4000183978 オフィスグリコ冷凍冷蔵庫49281 673-0443 三木市別所町巴17 その他の食料・飲料販売業 その他 グリコチャネルクリエイト株式会社 代表取締役 西村 浩一 555-8502 大阪府大阪市西淀川区歌島4丁目6-5 北播(加健)第344-257 令和3年10月15日
000028 4000183979 オフィスグリコ冷凍冷蔵庫47202 673-0443 三木市別所町巴2 その他の食料・飲料販売業 その他 グリコチャネルクリエイト株式会社 代表取締役 西村 浩一 555-8502 大阪府大阪市西淀川区歌島4丁目6-5 北播(加健)第344-258 令和3年10月15日
000028 4000183980 オフィスグリコ冷凍冷蔵庫47200 673-0443 三木市別所町巴14 その他の食料・飲料販売業 その他 グリコチャネルクリエイト株式会社 代表取締役 西村 浩一 555-8502 大阪府大阪市西淀川区歌島4丁目6-5 北播(加健)第344-259 令和3年10月15日
000028 4000183981 オフィスグリコ冷凍冷蔵庫43021 673-0443 三木市別所町巴45 その他の食料・飲料販売業 その他 グリコチャネルクリエイト株式会社 代表取締役 西村 浩一 555-8502 大阪府大阪市西淀川区歌島4丁目6-5 北播(加健)第344-260 令和3年10月15日
000028 4000183982 オフィスグリコ冷凍冷蔵庫47203 673-0443 三木市別所町巴7 その他の食料・飲料販売業 その他 グリコチャネルクリエイト株式会社 代表取締役 西村 浩一 555-8502 大阪府大阪市西淀川区歌島4丁目6-5 北播(加健)第344-261 令和3年10月15日
000028 4000183984 オフィスグリコ冷凍冷蔵庫43432 673-0443 三木市別所町巴40 その他の食料・飲料販売業 その他 グリコチャネルクリエイト株式会社 代表取締役 西村 浩一 555-8502 大阪府大阪市西淀川区歌島4丁目6-5 北播(加健)第344-262 令和3年10月15日
000028 4000183985 オフィスグリコ冷凍冷蔵庫19543 675-1322 小野市匠台59 その他の食料・飲料販売業 その他 グリコチャネルクリエイト株式会社 代表取締役 西村 浩一 555-8502 大阪府大阪市西淀川区歌島4丁目6-5 北播(加健)第344-263 令和3年10月15日
000028 4000183986 オフィスグリコ冷凍冷蔵庫19547 675-1322 小野市匠台58 その他の食料・飲料販売業 その他 グリコチャネルクリエイト株式会社 代表取締役 西村 浩一 555-8502 大阪府大阪市西淀川区歌島4丁目6-5 北播(加健)第344-264 令和3年10月15日
000028 4000184075 四恩こども園 679-1131 多可郡多可町中区曽我井896の7 795322915 集団給食（４）その他 集団給食 社会福祉法人四恩こども園 理事長 岡原 崇昭 679-1131 兵庫県多可郡多可町中区曽我井896の7 795322915 北播(加健)第344-266 令和3年10月18日
000028 4000184100 西脇こども園 677-0015 西脇市西脇760-1 795222909 集団給食（４）その他 集団給食 社会福祉法人かすぎ野 理事長 伊達 惠一 677-0015 兵庫県西脇市西脇７６０番地の１ 795222909 北播(加健)第344-268 令和3年10月20日
000028 4000184101 つばめ会 673-1431 加東市社659 795428655 集団給食（４）その他 集団給食 一般社団法人　つばめ会 代表理事 池田 勝雄 673-1431 兵庫県加東市社659 795428655 北播(加健)第344-269 令和3年10月19日
000028 4000184128 リンク三木店（ダイレックス三木店内） 673-0413 三木市大塚2-47 794738361 百貨店、総合スーパー 一般 株式会社リンク 代表取締役 後藤 一之 651-2112 兵庫県神戸市西区大津和1丁目4番地26 783331810 北播(加健)第344-270 令和3年10月20日
000028 4000184129 リンク加西店（ダイレックス加西店内） 675-2311 加西市北条町横尾420 790358751 百貨店、総合スーパー 一般 株式会社リンク 代表取締役 後藤 一之 651-2112 兵庫県神戸市西区大津和1丁目4番地26 783331810 北播(加健)第344-271 令和3年10月20日
000028 4000184130 リンク加東店（ダイレックス加東店内） 673-1464 加東市上中3-140 795278113 百貨店、総合スーパー 一般 株式会社リンク 代表取締役 後藤 一之 651-2112 兵庫県神戸市西区大津和1丁目4番地26 783331810 北播(加健)第344-272 令和3年10月20日
000028 4000184131 リンク王子店（ダイレックス王子店内） 675-1378 小野市王子町163 794707021 百貨店、総合スーパー 一般 株式会社リンク 代表取締役 後藤 一之 651-2112 兵庫県神戸市西区大津和1丁目4番地26 783331810 北播(加健)第344-273 令和3年10月20日
000028 4000184164 ｸﾞﾘｺﾏﾆｭﾌｧｸﾁｬﾘﾝｸﾞｼﾞｬﾊﾟﾝ株式会社  兵庫工場 673-0541 三木市志染町広野5-70 794851141 その他 一般 ｸﾞﾘｺﾏﾆｭﾌｧｸﾁｬﾘﾝｸﾞｼﾞｬﾊﾟﾝ株式会社 代表取締役 白石 浩荘 555-0021 大阪府大阪市西淀川区歌島4丁目6番5号 664778138 北播(加健)第344-274 令和3年10月21日
000028 4000184243 ＤＣＭ三木広野店 673-0541 三木市志染町広野1-80-1 794877373 その他の食料・飲料販売業 一般 ＤＣＭ株式会社 代表取締役社長 石黒 靖規 140-0013 東京都品川区南大井６丁目２２番７号 357645211 北播(加健)第344-276 令和3年10月26日
000028 4000184291 ダイソー　やしろショッピングパークビオ店 673-1400 加東市社1126-1やしろショッピングパークビオ店２階 その他の食料・飲料販売業 一般 株式会社大創産業 代表取締役 矢野 靖二 739-8501 広島県東広島市西条吉行東一丁目４番１４号 824200100 北播(加健)第344-278 令和3年10月26日
000028 4000184292 エフベーカリーコーポレーション 675-1322 小野市匠台61 794640711 自動販売機（要届出のコップ式自動販売機及び要許可を除く） 自動販売機 江崎グリコ株式会社 代表取締役 江崎 勝久 555-8502 大阪府大阪市西淀川区歌島4丁目6-5 664778352 北播(加健)第344-279 令和3年10月26日
000028 4000184299 兵庫ヤクルト販売　小野ステーション 675-1372 小野市本町598-7 794636060 乳類販売業 一般 兵庫ヤクルト販売株式会社 代表取締役 阿部 泰久 651-2122 兵庫県神戸市西区玉津町高津橋137-1 789128960 北播(加健)第344-280 令和3年10月26日
000028 4000184350 宅配クック123西脇店 677-0055 西脇市高松町570-1 795226888 乳類販売業 一般 株式会社神戸サンソ 代表取締役 岡野 洋太郎 658-0025 兵庫県神戸市東灘区魚崎南町三丁目2番2号 784530561 北播(加健)第344-277 令和3年10月25日
000028 4000184359 株式会社　元源 675-2451 加西市上万願寺町631-2 農産保存食料品製造・加工業 一般 株式会社元源 代表取締役 藤本 圭一朗 675-2451 兵庫県加西市上万願寺町1155番地 北播(加健)第344-281 令和3年10月26日
000028 4000184386 株式会社　旭金属製作所 675-2301 加西市北条町小谷140 790421214 器具・容器包装の製造・加工業 一般 株式会社　旭金属製作所 代表取締役 石野 利之 675-2301 兵庫県加西市北条町小谷140 790421214 北播(加健)第344-282 令和3年10月27日
000028 4000184387 グループホームなごやか 675-2105 加西市下宮木町576 790490080 集団給食（４）その他 集団給食 社会福祉法人真秀会 理事長 澤中 章博 675-2105 兵庫県加西市下宮木町576番地 790490080 北播(加健)第344-285 令和3年10月27日
000028 4000184391 特別養護老人ホームなごやか 675-2105 加西市下宮木町512 790490081 集団給食（４）その他 集団給食 社会福祉法人真秀会 理事長 澤中 章博 675-2105 兵庫県加西市下宮木町576番地 790490081 北播(加健)第344-286 令和3年10月27日
000028 4000184418 ＤＣＭ三木青山店 673-0521 三木市志染町青山6-15-2 794872006 その他の食料・飲料販売業 一般 ＤＣＭ株式会社 代表取締役社長 石黒 靖規 140-0013 東京都品川区南大井６丁目２２番７号 357645211 北播(加健)第344-283 令和3年10月28日
000028 4000184496 もりもり７８ 679-1212 多可郡多可町加美区西脇81-1 魚介類販売業 露店 鈴木 由紀子 北播(加健)第344-287 令和3年10月29日
000028 4000184534 介護老人保健施設　オパール 675-1352 小野市復井町916-1 794660951 集団給食（４）その他 集団給食 医療法人社団青山会 理事長 大槻 眞 675-1352 兵庫県小野市復井町916番地の12 794660951 北播(加健)第344-284 令和3年10月27日
000028 4000184536 特別養護老人ホーム 春夏秋冬 675-2222 加西市坂本町1027-5 790488888 集団給食（４）その他 集団給食 社会福祉法人　敬愛互助会 理事長 高谷 敬 675-2222 兵庫県加西市坂本町１０２７番地の５ 790488888 北播(加健)第344-198 令和3年9月21日
000028 4000184537 マダムＪゴルフ倶楽部 従業員食堂 673-1301 加東市黒谷字五所ｹ谷1220 795470010 集団給食（３）事業所 集団給食 有限会社オー・エイチ・ビー･エス 代表取締役 神内 良子 673-1301 兵庫県加東市黒谷字五所ヶ谷1220 795470010 北播(加健)第344-265 令和3年10月18日
000028 4000184539 株式会社亀田組小野営業所 675-1302 小野市曽根町612-4 794671991 集団給食（３）事業所 集団給食 株式会社亀田組 代表取締役 松本 敬 545-0043 大阪府大阪市阿倍野区松虫通1丁目11番13号 666562001 北播(加健)第344-275 令和3年10月21日
000028 4000184540 三木光司園 673-0434 三木市別所町小林118ｰ111 794833181 農産保存食料品製造・加工業 一般 社会福祉法人まほろば 理事長 飯降 政彦 673-0434 兵庫県三木市別所町小林字仕負谷118番地の111 794829457 北播(加健)第344-291 令和3年11月1日
000028 4000184541 トクセン工業株式会社 675-1361 小野市住吉町南山1081 794631050 集団給食（３）事業所 集団給食 トクセン工業株式会社 代表取締役 金井 宏彰 675-1361 兵庫県小野市住吉町南山1081番地 794631050 北播(加健)第344-289 令和3年11月1日
000028 4000184542 みやま保育園 675-1304 小野市中谷町200-2 794670158 集団給食（４）その他 集団給食 社会福祉法人みやま福祉会 理事長 松井 精史 675-1304 兵庫県小野市中谷町200番地の2 794670158 北播(加健)第344-290 令和3年11月1日
000028 4000184550 東条こども園 673-1312 加東市掎鹿谷263-1 795471601 集団給食（４）その他 集団給食 社会福祉法人東条福祉会 理事長 廣畑 貞一 673-1312 兵庫県加東市掎鹿谷263-1 795471601 北播(加健)第344-292 令和3年11月1日
000028 4000184565 株式会社西脇ダイホー 679-0312 西脇市黒田庄町門柳588-10 795283221 器具・容器包装の製造・加工業 一般 株式会社西脇ダイホー 代表取締役 山田 芳明 532-0003 大阪府大阪市淀川区宮原4丁目1番14号 663951900 北播(加健)第344-293 令和3年11月1日
000028 4000184569 ケンタッキーフライドチキン　イオン小野店 675-1378 小野市王子町868-1イオン小野１Ｆ 794649555 その他の食料・飲料販売業 一般 株式会社アクシーズフーズ 代表取締役 伊地知 洋正 113-0023 東京都文京区向丘1-12-2 338161536 北播(加健)第344-288 令和3年11月1日
000028 4000184617 山陽ミナセル株式会社 675-1369 小野市高田町1839-203 794622341 器具・容器包装の製造・加工業 一般 山陽ミナセル株式会社 代表取締役 酒井 清章 675-1369 兵庫県小野市高田町1839-203 794622341 北播(加健)第344-294 令和3年11月4日
000028 4000184638 ガスト 三木志染店 673-0541 三木市志染町広野1-107 794898005 その他の食料・飲料販売業 一般 株式会社すかいらーくレストランツ 代表取締役 大川原 利明 180-0013 東京都武蔵野市西久保一丁目25番8号 422375218 北播(加健)第344-296 令和3年11月5日
000028 4000184641 ガスト社店 673-1431 加東市社字駒通1202-1 795438225 その他の食料・飲料販売業 一般 株式会社すかいらーくレストランツ 代表取締役 大川原 利明 180-0013 東京都武蔵野市西久保一丁目25番8号 422375218 北播(加健)第344-297 令和3年11月5日
000028 4000184642 株式会社太平洋クラブ六甲コース 673-1244 三木市吉川町水上字鉾立1582-1 794721211 その他の食料・飲料販売業 一般 株式会社太平洋クラブ 代表取締役 韓 俊 602-0862 京都府京都市上京区出町今出川上る青龍231 794721211 北播(加健)第344-299 令和3年11月5日
000028 4000184643 株式会社太平洋クラブ六甲コース 673-1244 三木市吉川町水上字鉾立1582-1 794721211 集団給食（３）事業所 集団給食 株式会社太平洋クラブ 代表取締役 韓 俊 602-0862 京都府京都市上京区出町今出川上る青龍231 794721211 北播(加健)第344-298 令和3年11月5日
000028 4000184651 岐阜プラスチック工業株式会社　兵庫工場675-1332 小野市中町字向山1-1 器具・容器包装の製造・加工業 一般 岐阜プラスチック工業株式会社 代表取締役 大松 栄太 500-8721 岐阜県岐阜市神田町9丁目27番地大岐阜ビル12階582652233 北播(加健)第344-300 令和3年11月5日
000028 4000184716 ｙマイホビー 673-0736 三木市口吉川町桃坂385 794880515 その他の食料品製造・加工業 一般 平田 嘉美 北播(加健)第344-302 令和3年11月9日
000028 4000184719 光明保育所 675-1331 小野市神明町298 794626969 集団給食（４）その他 集団給食 社会福祉法人光明保育所 理事長 河田 幸雄 675-1331 兵庫県小野市神明町298 794626969 北播(加健)第344-301 令和3年11月8日
000028 4000184735 玉丘史跡公園 679-0109 加西市玉丘町76 自動販売機（要届出のコップ式自動販売機及び要許可を除く）自動販売機株式会社ロッテ 代表取締役 牛膓 栄一 160-0023 東京都新宿区西新宿3-20-1 353885645 北播(加健)第344-303 令和3年11月10日
000028 4000184739 株式会社コタニ　加西南工場食堂 675-2113 加西市網引町2001-50 自動販売機（要届出のコップ式自動販売機及び要許可を除く）自動販売機株式会社ロッテ 代表取締役 牛膓 栄一 160-0023 東京都新宿区西新宿3-20-1 353885645 北播(加健)第344-304 令和3年11月10日
000028 4000184740 株式会社コタニ　本社工場食堂 675-2102 加西市中野町1665 自動販売機（要届出のコップ式自動販売機及び要許可を除く）自動販売機株式会社ロッテ 代表取締役 牛膓 栄一 160-0023 東京都新宿区西新宿3-20-1 353885645 北播(加健)第344-305 令和3年11月10日
000028 4000184742 加西市勤労者体育センター 679-0107 加西市玉野町1124 自動販売機（要届出のコップ式自動販売機及び要許可を除く）自動販売機株式会社ロッテ 代表取締役 牛膓 栄一 160-0023 東京都新宿区西新宿3-20-1 353885645 北播(加健)第344-306 令和3年11月10日
000028 4000184752 桜丘デイサービスセンター 679-0321 西脇市黒田庄町田高313-294地域交流館くろだしょう2階 795285582 集団給食（４）その他 集団給食 社会医療法人社団正峰会 理事長 大山 正 679-0321 兵庫県西脇市黒田庄町田高313 795283688 北播(加健)第344-307 令和3年11月10日
000028 4000184784 加東市立米田こども園 673-1414 加東市上久米272-2 795440101 集団給食（４）その他 集団給食 加東市 加東市長 安田 正義 673-1431 兵庫県加東市社50 795423301 北播(加健)第344-308 令和3年11月11日
000028 4000184841 日来ジャパン 675-1315 小野市日吉町107 その他の食料・飲料販売業 一般 日来ジャパン株式会社 代表取締役 片岡 果津子 537-0025 大阪府大阪市東成区中道1-10-10ホクシンビル（5F) 661512959 北播(加健)第344-310 令和3年11月12日
000028 4000184862 日野こども園 677-0003 西脇市西田町5-1 795227023 集団給食（４）その他 集団給食 社会福祉法人　日野 理事長 多井 浩 677-0003 兵庫県西脇市西田町5-1 795227023 北播(加健)第344-311 令和3年11月12日
000028 4000184921 ホットホーム穏樹 677-0043 西脇市下戸田511 795387555 集団給食（４）その他 集団給食 一般社団法人　順悠会 代表理事 藤井 順子 677-0043 兵庫県西脇市下戸田511 795387555 北播(加健)第344-313 令和3年11月15日
000028 4000184923 大山記念病院 679-0321 西脇市黒田庄町田高313 795283688 集団給食（２）病院・診療所 集団給食 社会医療法人社団正峰会 理事長 大山 正 679-0321 兵庫県西脇市黒田庄町田高313 795283688 北播(加健)第344-314 令和3年11月15日
000028 4000184924 特別養護老人ホーム　コモエスタにしわき 677-0021 西脇市蒲江551-1 795236551 集団給食（４）その他 集団給食 社会福祉法人正峰会 理事長 大山 正 677-0039 兵庫県西脇市上比延町1422-14 795250050 北播(加健)第344-315 令和3年11月15日



000028 4000184933 ナイススポーツプラザ 679-0205 加東市北野452-1 795485459 自動販売機（要届出のコップ式自動販売機及び要許可を除く） 自動販売機 江崎グリコ株式会社 代表取締役 江崎 勝久 555-8502 大阪府大阪市西淀川区歌島4丁目6-5 664778352 北播(加健)第344-316 令和3年11月16日
000028 4000184934 柳川酒店　ＶＭコーナー（高校近く）外 677-0054 西脇市野村町1795-225 795232614 自動販売機（要届出のコップ式自動販売機及び要許可を除く） 自動販売機 江崎グリコ株式会社 代表取締役 江崎 勝久 555-8502 大阪府大阪市西淀川区歌島4丁目6-5 664778352 北播(加健)第344-317 令和3年11月16日
000028 4000184935 イオン小野店　１Ｆセントラルコート 675-1378 小野市王子町868-1 794635121 自動販売機（要届出のコップ式自動販売機及び要許可を除く） 自動販売機 江崎グリコ株式会社 代表取締役 江崎 勝久 555-8502 大阪府大阪市西淀川区歌島4丁目6-5 664778352 北播(加健)第344-318 令和3年11月16日
000028 4000184937 サンスポーツクラブ加西校　１Ｆ 675-2311 加西市北条町横尾346 790430006 自動販売機（要届出のコップ式自動販売機及び要許可を除く） 自動販売機 江崎グリコ株式会社 代表取締役 江崎 勝久 555-8502 大阪府大阪市西淀川区歌島4丁目6-5 664778352 北播(加健)第344-319 令和3年11月16日
000028 4000184938 道の駅　みき 673-0433 三木市福井2426 794861131 自動販売機（要届出のコップ式自動販売機及び要許可を除く） 自動販売機 江崎グリコ株式会社 代表取締役 江崎 勝久 555-8502 大阪府大阪市西淀川区歌島4丁目6-5 664778352 北播(加健)第344-320 令和3年11月16日
000028 4000184939 兵庫県立三木山森林公園（レストランデルパパ） 673-0433 三木市福井2465-1 794860362 自動販売機（要届出のコップ式自動販売機及び要許可を除く） 自動販売機 江崎グリコ株式会社 代表取締役 江崎 勝久 555-8502 大阪府大阪市西淀川区歌島4丁目6-5 664778352 北播(加健)第344-321 令和3年11月16日
000028 4000184941 オトム三木店　１Ｆ（パチンコ店） 673-0404 三木市大村城の前588-1 794837779 自動販売機（要届出のコップ式自動販売機及び要許可を除く） 自動販売機 江崎グリコ株式会社 代表取締役 江崎 勝久 555-8502 大阪府大阪市西淀川区歌島4丁目6-5 664778352 北播(加健)第344-322 令和3年11月16日
000028 4000184942 モーリーファンタジーイオン三木店 673-0404 三木市大村字砂163イオン三木店３階 794838168 自動販売機（要届出のコップ式自動販売機及び要許可を除く） 自動販売機 江崎グリコ株式会社 代表取締役 江崎 勝久 555-8502 大阪府大阪市西淀川区歌島4丁目6-5 664778352 北播(加健)第344-323 令和3年11月16日
000028 4000184944 イオン三木青山店　衣料館２Ｆ 673-0521 三木市志染町青山3-9 794872031 自動販売機（要届出のコップ式自動販売機及び要許可を除く） 自動販売機 江崎グリコ株式会社 代表取締役 江崎 勝久 555-8502 大阪府大阪市西淀川区歌島4丁目6-5 664778352 北播(加健)第344-324 令和3年11月16日
000028 4000184945 三木ホースランドパーク　１Ｆ 673-0435 三木市別所町高木三木ホースランドパーク949-217 794838110 自動販売機（要届出のコップ式自動販売機及び要許可を除く） 自動販売機 江崎グリコ株式会社 代表取締役 江崎 勝久 555-8502 大阪府大阪市西淀川区歌島4丁目6-5 664778352 北播(加健)第344-325 令和3年11月16日
000028 4000184946 社スポーツレーン 673-1431 加東市社1189-1 795424545 自動販売機（要届出のコップ式自動販売機及び要許可を除く） 自動販売機 江崎グリコ株式会社 代表取締役 江崎 勝久 555-8502 大阪府大阪市西淀川区歌島4丁目6-5 664778352 北播(加健)第344-326 令和3年11月16日
000028 4000184947 サテライト阪神（競輪）場外券売場 673-1114 三木市吉川町吉安877-442 794722111 自動販売機（要届出のコップ式自動販売機及び要許可を除く） 自動販売機 江崎グリコ株式会社 代表取締役 江崎 勝久 555-8502 大阪府大阪市西淀川区歌島4丁目6-5 664778352 北播(加健)第344-327 令和3年11月16日
000028 4000184950 吉川温泉　よかたん 673-1114 三木市吉川町吉安222 794722601 自動販売機（要届出のコップ式自動販売機及び要許可を除く） 自動販売機 江崎グリコ株式会社 代表取締役 江崎 勝久 555-8502 大阪府大阪市西淀川区歌島4丁目6-5 664778352 北播(加健)第344-328 令和3年11月16日
000028 4000184951 三木市立温水プール　三木総合公園温水プール 673-0433 三木市福井三木山2474-5 794834442 自動販売機（要届出のコップ式自動販売機及び要許可を除く） 自動販売機 江崎グリコ株式会社 代表取締役 江崎 勝久 555-8502 大阪府大阪市西淀川区歌島4丁目6-5 664778352 北播(加健)第344-329 令和3年11月16日
000028 4000184952 イオン社店　宝クジ売り場 673-1431 加東市社1126-1 795402300 自動販売機（要届出のコップ式自動販売機及び要許可を除く） 自動販売機 江崎グリコ株式会社 代表取締役 江崎 勝久 555-8502 大阪府大阪市西淀川区歌島4丁目6-5 664778352 北播(加健)第344-330 令和3年11月16日
000028 4000185084 加西市立賀茂幼児園 675-2334 加西市福住町932-4 790460313 集団給食（４）その他 集団給食 加西市 市長 西村 和平 675-2311 兵庫県加西市北条町横尾1000番地 790428726 北播(加健)第344-354 令和3年11月19日
000028 4000185086 モーリーファンタジーイオン加西北条店 675-2312 加西市北条町北条308-1イオン加西北条店２階 790453768 自動販売機（要届出のコップ式自動販売機及び要許可を除く） 自動販売機 江崎グリコ株式会社 代表取締役 江崎 勝久 555-8502 大阪府大阪市西淀川区歌島4丁目6-5 664778352 北播(加健)第344-331 令和3年11月16日
000028 4000185089 みどりこども園 679-1103 多可郡多可町中区牧野52 795323927 集団給食（４）その他 集団給食 社会福祉法人養徳会 理事長 内藤 正衛 679-1111 兵庫県多可郡多可町中区鍛冶屋６３６番地の２ 795322216 北播(加健)第344-368 令和3年11月19日
000028 4000185091 白雲谷温泉　ゆぴか　別館 675-1345 小野市黍田町1000-1 794700261 自動販売機（要届出のコップ式自動販売機及び要許可を除く） 自動販売機 江崎グリコ株式会社 代表取締役 江崎 勝久 555-8502 大阪府大阪市西淀川区歌島4丁目6-5 664778352 北播(加健)第344-332 令和3年11月16日
000028 4000185092 神戸電鉄　志染駅 673-0551 三木市志染町西自由が丘1-836 785211342 自動販売機（要届出のコップ式自動販売機及び要許可を除く） 自動販売機 江崎グリコ株式会社 代表取締役 江崎 勝久 555-8502 大阪府大阪市西淀川区歌島4丁目6-5 664778352 北播(加健)第344-333 令和3年11月16日
000028 4000185093 神戸電鉄　三木駅 673-0403 三木市末広1-1-35 785211342 自動販売機（要届出のコップ式自動販売機及び要許可を除く） 自動販売機 江崎グリコ株式会社 代表取締役 江崎 勝久 555-8502 大阪府大阪市西淀川区歌島4丁目6-5 664778352 北播(加健)第344-334 令和3年11月16日
000028 4000185096 神戸電鉄　小野駅 675-1331 小野市神明町字西畑ヶ235-3 785211342 自動販売機（要届出のコップ式自動販売機及び要許可を除く） 自動販売機 江崎グリコ株式会社 代表取締役 江崎 勝久 555-8502 大阪府大阪市西淀川区歌島4丁目6-5 664778352 北播(加健)第344-335 令和3年11月16日
000028 4000185097 イオンリテール（株)ジャスコ加西北条店（１Ｆ） 675-2312 加西市北条町北条308-1 790453500 自動販売機（要届出のコップ式自動販売機及び要許可を除く） 自動販売機 江崎グリコ株式会社 代表取締役 江崎 勝久 555-8502 大阪府大阪市西淀川区歌島4丁目6-5 664778352 北播(加健)第344-336 令和3年11月16日
000028 4000185101 播磨中央公園 679-0212 加東市下滝野1275-8 795485289 自動販売機（要届出のコップ式自動販売機及び要許可を除く） 自動販売機 江崎グリコ株式会社 代表取締役 江崎 勝久 555-8502 大阪府大阪市西淀川区歌島4丁目6-5 664778352 北播(加健)第344-337 令和3年11月16日
000028 4000185102 マルハン　西脇店 677-0044 西脇市上野125-3 795250300 自動販売機（要届出のコップ式自動販売機及び要許可を除く） 自動販売機 江崎グリコ株式会社 代表取締役 江崎 勝久 555-8502 大阪府大阪市西淀川区歌島4丁目6-5 664778352 北播(加健)第344-338 令和3年11月16日
000028 4000185103 ホテルグリーンプラザ東条湖 673-1412 加東市廻渕字東山317 795441300 自動販売機（要届出のコップ式自動販売機及び要許可を除く） 自動販売機 江崎グリコ株式会社 代表取締役 江崎 勝久 555-8502 大阪府大阪市西淀川区歌島4丁目6-5 664778352 北播(加健)第344-339 令和3年11月16日
000028 4000185104 ミニボートピア滝野 679-0205 加東市北野461 795481138 自動販売機（要届出のコップ式自動販売機及び要許可を除く） 自動販売機 江崎グリコ株式会社 代表取締役 江崎 勝久 555-8502 大阪府大阪市西淀川区歌島4丁目6-5 664778352 北播(加健)第344-340 令和3年11月16日
000028 4000185105 丸山総合公園（加西市都市公園） 675-2322 加西市北条町西高室591-15 790421110 自動販売機（要届出のコップ式自動販売機及び要許可を除く） 自動販売機 江崎グリコ株式会社 代表取締役 江崎 勝久 555-8502 大阪府大阪市西淀川区歌島4丁目6-5 664778352 北播(加健)第344-341 令和3年11月16日
000028 4000185108 イオン小野店　１Ｆ正面立駐前 675-1378 小野市王子町868-1 794620086 自動販売機（要届出のコップ式自動販売機及び要許可を除く） 自動販売機 江崎グリコ株式会社 代表取締役 江崎 勝久 555-8502 大阪府大阪市西淀川区歌島4丁目6-5 664778352 北播(加健)第344-343 令和3年11月16日
000028 4000185110 三木総合防災公園　陸上競技場前メイン駐車場 673-0515 三木市志染町三津田1708 794858408 自動販売機（要届出のコップ式自動販売機及び要許可を除く） 自動販売機 江崎グリコ株式会社 代表取締役 江崎 勝久 555-8502 大阪府大阪市西淀川区歌島4丁目6-5 664778352 北播(加健)第344-345 令和3年11月16日
000028 4000185112 三木総合防災公園　遊技広場前 673-0515 三木市志染町三津田1708 794858408 自動販売機（要届出のコップ式自動販売機及び要許可を除く） 自動販売機 江崎グリコ株式会社 代表取締役 江崎 勝久 555-8502 大阪府大阪市西淀川区歌島4丁目6-5 664778352 北播(加健)第344-346 令和3年11月16日
000028 4000185114 トップワン小野店 675-1367 小野市敷地町1639-1 794648111 自動販売機（要届出のコップ式自動販売機及び要許可を除く） 自動販売機 江崎グリコ株式会社 代表取締役 江崎 勝久 555-8502 大阪府大阪市西淀川区歌島4丁目6-5 664778352 北播(加健)第344-347 令和3年11月16日
000028 4000185116 日本ハム食品株式会社　関西プラント　社員食堂 675-1322 小野市匠台19 794638139 自動販売機（要届出のコップ式自動販売機及び要許可を除く） 自動販売機 江崎グリコ株式会社 代表取締役 江崎 勝久 555-8502 大阪府大阪市西淀川区歌島4丁目6-5 664778352 北播(加健)第344-348 令和3年11月16日
000028 4000185118 ＮＥＳＴＡ ＲＥＳＯＲＴ ＫＯＢＥ 673-0703 三木市細川町垂穂894-60 794835161 自動販売機（要届出のコップ式自動販売機及び要許可を除く） 自動販売機 江崎グリコ株式会社 代表取締役 江崎 勝久 555-8502 大阪府大阪市西淀川区歌島4丁目6-5 664778352 北播(加健)第344-349 令和3年11月16日
000028 4000185119 認定こども園キッズランドかみ 679-1214 多可郡多可町加美区的場82-1 795307770 集団給食（４）その他 集団給食 社会福祉法人鳳凰福祉会 理事長 清水谷 善道 679-1135 兵庫県多可郡多可町中区安坂４９９番地 795320026 北播(加健)第344-367 令和3年11月19日
000028 4000185120 ファイブからっと小野店 675-1367 小野市敷地町1382-26 794633378 自動販売機（要届出のコップ式自動販売機及び要許可を除く） 自動販売機 江崎グリコ株式会社 代表取締役 江崎 勝久 555-8502 大阪府大阪市西淀川区歌島4丁目6-5 664778352 北播(加健)第344-350 令和3年11月16日
000028 4000185121 わらべや日洋株式会社　三木工場 673-0514 三木市志染町戸田1838-230 794873880 自動販売機（要届出のコップ式自動販売機及び要許可を除く） 自動販売機 江崎グリコ株式会社 代表取締役 江崎 勝久 555-8502 大阪府大阪市西淀川区歌島4丁目6-5 664778352 北播(加健)第344-351 令和3年11月16日
000028 4000185122 イオンリテール小野店　１Ｆ空床すっぺーす 675-1378 小野市王子町868-1 794635121 自動販売機（要届出のコップ式自動販売機及び要許可を除く） 自動販売機 江崎グリコ株式会社 代表取締役 江崎 勝久 555-8502 大阪府大阪市西淀川区歌島4丁目6-5 664778352 北播(加健)第344-352 令和3年11月16日
000028 4000185125 グルメデリカ関西工場　食堂２Ｆ休憩場 673-0514 三木市志染町戸田1838-221 794878666 自動販売機（要届出のコップ式自動販売機及び要許可を除く） 自動販売機 江崎グリコ株式会社 代表取締役 江崎 勝久 555-8502 大阪府大阪市西淀川区歌島4丁目6-5 664778352 北播(加健)第344-353 令和3年11月16日
000028 4000185148 アスティアかさい 675-2312 加西市北条町北条28-1 790426900 自動販売機（要届出のコップ式自動販売機及び要許可を除く） 自動販売機 江崎グリコ株式会社 代表取締役 江崎 勝久 555-8502 大阪府大阪市西淀川区歌島4丁目6-5 664778352 北播(加健)第344-356 令和3年11月17日
000028 4000185149 兵庫県立西脇高校 677-0054 西脇市野村町1794-60 795223566 自動販売機（要届出のコップ式自動販売機及び要許可を除く） 自動販売機 江崎グリコ株式会社 代表取締役 江崎 勝久 555-8502 大阪府大阪市西淀川区歌島4丁目6-5 664778352 北播(加健)第344-357 令和3年11月17日
000028 4000185153 １２３三木店（延田グループ） 673-0434 三木市別所町小林657-20 794898123 自動販売機（要届出のコップ式自動販売機及び要許可を除く） 自動販売機 江崎グリコ株式会社 代表取締役 江崎 勝久 555-8502 大阪府大阪市西淀川区歌島4丁目6-5 664778352 北播(加健)第344-358 令和3年11月17日
000028 4000185154 ミクちゃんアリーナ西脇店 677-0052 西脇市和田町784-1 795278778 自動販売機（要届出のコップ式自動販売機及び要許可を除く） 自動販売機 江崎グリコ株式会社 代表取締役 江崎 勝久 555-8502 大阪府大阪市西淀川区歌島4丁目6-5 664778352 北播(加健)第344-359 令和3年11月17日
000028 4000185156 あじさいフローラみき　ふれあいの館 673-0435 三木市別所町高木あじさいフローラみき 794861250 自動販売機（要届出のコップ式自動販売機及び要許可を除く） 自動販売機 江崎グリコ株式会社 代表取締役 江崎 勝久 555-8502 大阪府大阪市西淀川区歌島4丁目6-5 664778352 北播(加健)第344-360 令和3年11月17日
000028 4000185158 中国道加西ＳＡ上り 675-2365 加西市畑町字松尾谷2272-6 790424001 自動販売機（要届出のコップ式自動販売機及び要許可を除く） 自動販売機 江崎グリコ株式会社 代表取締役 江崎 勝久 555-8502 大阪府大阪市西淀川区歌島4丁目6-5 664778352 北播(加健)第344-361 令和3年11月17日
000028 4000185159 ネスタリゾート神戸　アスレチック場 673-0703 三木市細川町垂穂894-60 794835161 自動販売機（要届出のコップ式自動販売機及び要許可を除く） 自動販売機 江崎グリコ株式会社 代表取締役 江崎 勝久 555-8502 大阪府大阪市西淀川区歌島4丁目6-5 664778352 北播(加健)第344-362 令和3年11月17日
000028 4000185161 ネスタリゾート神戸　プール 673-0703 三木市細川町垂穂894-60 794835161 自動販売機（要届出のコップ式自動販売機及び要許可を除く） 自動販売機 江崎グリコ株式会社 代表取締役 江崎 勝久 555-8502 大阪府大阪市西淀川区歌島4丁目6-5 664778352 北播(加健)第344-363 令和3年11月17日
000028 4000185162 指定通所介護事業所もくれん 677-0016 西脇市高田井町253-19 795240260 集団給食（４）その他 集団給食 有限会社五蘊 椎木 雅信 677-0016 兵庫県西脇市高田井町２５３番地１９ 795240260 北播(加健)第344-355 令和3年11月19日
000028 4000185164 ネスタリゾート神戸　バギー場 673-0703 三木市細川町垂穂894-60 794835161 自動販売機（要届出のコップ式自動販売機及び要許可を除く） 自動販売機 江崎グリコ株式会社 代表取締役 江崎 勝久 555-8502 大阪府大阪市西淀川区歌島4丁目6-5 664778352 北播(加健)第344-364 令和3年11月17日
000028 4000185166 ネスタリゾート神戸　サンシャインホール 673-0703 三木市細川町垂穂894-60 794835161 自動販売機（要届出のコップ式自動販売機及び要許可を除く） 自動販売機 江崎グリコ株式会社 代表取締役 江崎 勝久 555-8502 大阪府大阪市西淀川区歌島4丁目6-5 664778352 北播(加健)第344-365 令和3年11月17日
000028 4000185204 畜産実習棟2階調理実習室 675-2321 加西市北条町東高室1236-1 790421050 その他の食料品製造・加工業 一般 兵庫県立播磨農業高等学校 校長 栗林 孝一 675-2321 兵庫県加西市北条町東高室1236-1 790421050 北播(加健)第344-366 令和3年11月18日
000028 4000185205 レ・ボ・プロバンス 677-0044 西脇市上野109-1 795252424 コーヒー（飲料を除く）製造・加工業 一般 株式会社パ・ドゥ・ドゥ 代表取締役 曽我 豊 677-0044 兵庫県西脇市上野109-1 795252424 北播(加健)第344-369 令和3年11月18日
000028 4000185210 善防こども園 675-2213 加西市西笠原町178-115 790483765 集団給食（４）その他 集団給食 社会福祉法人無量会 理事長 永井 秀世 675-2213 兵庫県加西市西笠原町178-115番地 790483765 北播(加健)第344-370 令和3年11月19日
000028 4000185229 Yショップ　関西国際大学三木キャンパス店 673-0521 三木市志染町青山1-18　水棹館1F 794843564 コンビニエンスストア 一般 有限会社ケイジェイシステム 代表取締役 迫田 康行 675-0012 兵庫県加古川市野口町野口687番地の57 794547070 北播(加健)第344-371 令和3年11月19日
000028 4000185231 Yショップ　関西国際大学三木キャンパス店 673-0521 三木市志染町青山1-18　水棹館1F 794843564 コップ式自動販売機（自動洗浄・屋内設置） 自動販売機 有限会社ケイジェイシステム 代表取締役 迫田 康行 675-0012 兵庫県加古川市野口町野口687番地の57 794547070 北播(加健)第344-372 令和3年11月19日
000028 4000185326 ダイニング庵 673-0445 三木市別所町西這田566-2天然温泉　湯庵内 794861126 その他の食料・飲料販売業 一般 株式会社セドナ 代表取締役 丸山 陽子 530-0002 大阪府大阪市北区曽根崎新地二丁目5番3号 661472151 北播(加健)第344-373 令和3年11月26日
000028 4000185329 アークよかわゴルフ倶楽部 673-1122 三木市吉川町西奥826 794730705 その他の食料・飲料販売業 一般 ＰＧＭプロパティーズ株式会社 代表取締役 田中 耕太郎 110-0015 東京都台東区東上野一丁目14番7号 357768800 北播(加健)第344-374 令和3年11月26日
000028 4000185352 セブン－イレブン社町社店 673-1431 加東市社1067-3 795427600 コンビニエンスストア 一般 塚前 孝恵 北播(加健)第344-375 令和3年11月26日
000028 4000185356 ケアハウス「しあわせ荘」 679-1111 多可郡多可町中区鍛冶屋763-15 795323330 集団給食（４）その他 集団給食 社会福祉法人きたはりま福祉会 大西 康徳 679-1111 兵庫県多可郡多可町中区鍛冶屋７６３番地の３ 795323330 北播(加健)第344-376 令和3年11月26日
000028 4000185357 ハーベストコート桜丘 679-0321 西脇市黒田庄町田高313-294　地域交流館くろだしょう 795285583 集団給食（４）その他 集団給食 株式会社新緑 大山 康子 658-0003 兵庫県神戸市東灘区本山北町６丁目１１番３号 795283240 北播(加健)第344-377 令和3年11月26日
000028 4000185358 ハーベストコート桜丘2号館 679-0321 西脇市黒田庄町田高313-173　ハーベストコート桜丘2号館 795285355 集団給食（４）その他 集団給食 株式会社新緑 大山 康子 658-0003 兵庫県神戸市東灘区本山北町６丁目１１番３号 795283240 北播(加健)第344-378 令和3年11月26日
000028 4000185377 有限会社　萩原化学 677-0004 西脇市市原町510-1 795228936 器具・容器包装の製造・加工業 一般 有限会社萩原化学 代表取締役 萩原 裕哲 677-0004 兵庫県西脇市市原町510番地の1 795228936 北播(加健)第344-383 令和3年11月24日
000028 4000185379 有限会社三虎化学 677-0005 西脇市野中町221-2 795236653 器具・容器包装の製造・加工業 一般 株式会社吉野工業所 代表取締役 吉野 祥一郎 136-8531 東京都江東区大島3丁目2-6 336821141 北播(加健)第344-384 令和3年11月24日
000028 4000185380 タイコーテープ株式会社　西脇工場 677-0052 西脇市和田町688 795223981 器具・容器包装の製造・加工業 一般 タイコーテープ株式会社 代表取締役 渡邊 隆幸 450-0002 愛知県名古屋市中村区名駅二丁目29番16号 525651212 北播(加健)第344-386 令和3年11月24日
000028 4000185382 藤原加工 679-0312 西脇市黒田庄町門柳588-10 器具・容器包装の製造・加工業 一般 藤原 敏明 北播(加健)第344-385 令和3年11月24日
000028 4000185383 ガスト加西店 675-2303 加西市北条町古坂6-67 790438085 その他の食料・飲料販売業 一般 株式会社すかいらーくレストランツ 代表取締役 大川原 利明 180-8580 東京都武蔵野市西久保一丁目25番8号 422375218 北播(加健)第344-382 令和3年11月26日
000028 4000185398 小野保育所 675-1371 小野市黒川町478-4 794622881 集団給食（４）その他 集団給食 社会福祉法人小野保育所 理事長 市嶋 久資 675-1371 兵庫県小野市黒川町478-4 794622881 北播(加健)第344-388 令和3年11月25日
000028 4000185400 特別養護老人ホーム　みずき 673-0402 三木市加佐58-1 794825050 集団給食（４）その他 集団給食 社会福祉法人きたはりま福祉会 理事長 大西 康徳 679-1111 兵庫県多可郡多可町中区鍛冶屋763番地の3 795323330 北播(加健)第344-387 令和3年11月25日
000028 4000185429 ケンタッキー・フライド・チキンイオンモール加西北条 675-2312 加西市北条町北条308-1ｲｵﾝﾓｰﾙ加西北条ｼｮｯﾋﾟﾝｸﾞｾﾝﾀｰ１Ｆ 790437155 その他の食料・飲料販売業 一般 日本ケンタッキー・フライド・チキン株式会社 代表取締役 判治 孝之 220-8586 神奈川県横浜市西区みなとみらい四丁目4番5号 453070700 北播(加健)第344-380 令和3年11月26日
000028 4000185461 特別養護老人ホームしゅうらく苑 673-0442 三木市別所町興治1588 乳類販売業 自動販売機 兵庫ヤクルト販売株式会社 阿部 恭大 651-2122 兵庫県神戸市西区玉津町高津橋１３７番地の１ 789128960 北播(加健)第344-389 令和3年11月26日
000028 4000185462 極東開発工業株式会社　三木工場 673-0443 三木市別所町巴2 乳類販売業 自動販売機 兵庫ヤクルト販売株式会社 阿部 恭大 651-2122 兵庫県神戸市西区玉津町高津橋１３７番地の１ 789128960 北播(加健)第344-390 令和3年11月26日
000028 4000185463 大開産業株式会社　右側 675-1313 小野市大開町100 乳類販売業 自動販売機 兵庫ヤクルト販売株式会社 阿部 恭大 651-2122 兵庫県神戸市西区玉津町高津橋１３７番地の１ 789128960 北播(加健)第344-391 令和3年11月26日
000028 4000185465 株式会社マルヤナギ小倉屋　大門工場 673-1445 加東市大門67 乳類販売業 自動販売機 兵庫ヤクルト販売株式会社 阿部 恭大 651-2122 兵庫県神戸市西区玉津町高津橋１３７番地の１ 789128960 北播(加健)第344-392 令和3年11月26日
000028 4000185466 三木市役所　みっきーホール 673-0432 三木市上の丸町10-30 乳類販売業 自動販売機 兵庫ヤクルト販売株式会社 阿部 恭大 651-2122 兵庫県神戸市西区玉津町高津橋１３７番地の１ 789128960 北播(加健)第344-393 令和3年11月26日
000028 4000185467 三木山総合公園プール 673-0433 三木市福井2474-5 乳類販売業 自動販売機 兵庫ヤクルト販売株式会社 阿部 恭大 651-2122 兵庫県神戸市西区玉津町高津橋１３７番地の１ 789128960 北播(加健)第344-394 令和3年11月26日
000028 4000185468 吉川カントリー倶楽部　キャディー室 673-1121 三木市吉川町米田701-3 乳類販売業 自動販売機 兵庫ヤクルト販売株式会社 阿部 恭大 651-2122 兵庫県神戸市西区玉津町高津橋１３７番地の１ 789128960 北播(加健)第344-395 令和3年11月26日
000028 4000185469 ＪＡみのり　上吉川支店 673-1105 三木市吉川町古川798 乳類販売業 自動販売機 兵庫ヤクルト販売株式会社 阿部 恭大 651-2122 兵庫県神戸市西区玉津町高津橋１３７番地の１ 789128960 北播(加健)第344-396 令和3年11月26日
000028 4000185470 加東市役所庁舎１Ｆロビー 673-1431 加東市社50 乳類販売業 自動販売機 兵庫ヤクルト販売株式会社 阿部 恭大 651-2122 兵庫県神戸市西区玉津町高津橋１３７番地の１ 789128960 北播(加健)第344-397 令和3年11月26日
000028 4000185471 ＪＡみのり　旧東吉川支店 673-1232 三木市吉川町金会431 乳類販売業 自動販売機 兵庫ヤクルト販売株式会社 阿部 恭大 651-2122 兵庫県神戸市西区玉津町高津橋１３７番地の１ 789128960 北播(加健)第344-398 令和3年11月26日
000028 4000185472 ジャパンイーエムソリューションズ株式会社 673-1447 加東市佐保35 乳類販売業 自動販売機 兵庫ヤクルト販売株式会社 阿部 恭大 651-2122 兵庫県神戸市西区玉津町高津橋１３７番地の１ 789128960 北播(加健)第344-399 令和3年11月26日
000028 4000185474 みのり農業協同組合 673-1431 加東市社1777-1 乳類販売業 自動販売機 兵庫ヤクルト販売株式会社 阿部 恭大 651-2122 兵庫県神戸市西区玉津町高津橋１３７番地の１ 789128960 北播(加健)第344-400 令和3年11月26日
000028 4000185475 阪和工材株式会社　吉川工場 673-1242 三木市吉川町奥谷275-1 乳類販売業 自動販売機 兵庫ヤクルト販売株式会社 阿部 恭大 651-2122 兵庫県神戸市西区玉津町高津橋１３７番地の１ 789128960 北播(加健)第344-401 令和3年11月26日
000028 4000185482 老人保健施設オパール 675-1352 小野市復井町916-1 乳類販売業 自動販売機 兵庫ヤクルト販売株式会社 阿部 恭大 651-2122 兵庫県神戸市西区玉津町高津橋１３７番地の１ 789128960 北播(加健)第344-402 令和3年11月26日
000028 4000185483 株式会社マルヤナギ小倉屋 673-1444 加東市沢部55 乳類販売業 自動販売機 兵庫ヤクルト販売株式会社 阿部 恭大 651-2122 兵庫県神戸市西区玉津町高津橋１３７番地の１ 789128960 北播(加健)第344-403 令和3年11月26日
000028 4000185486 ウニスガ印刷株式会社 677-0054 西脇市野村町471 乳類販売業 自動販売機 兵庫ヤクルト販売株式会社 阿部 恭大 651-2122 兵庫県神戸市西区玉津町高津橋１３７番地の１ 789128960 北播(加健)第344-404 令和3年11月26日
000028 4000185488 藤原染工業株式会社 677-0053 西脇市和布町187-4 乳類販売業 自動販売機 兵庫ヤクルト販売株式会社 阿部 恭大 651-2122 兵庫県神戸市西区玉津町高津橋１３７番地の１ 789128960 北播(加健)第344-405 令和3年11月26日
000028 4000185492 西脇カントリークラブ従業員食堂 677-0039 西脇市上比延町1424-2 乳類販売業 自動販売機 兵庫ヤクルト販売株式会社 阿部 恭大 651-2122 兵庫県神戸市西区玉津町高津橋１３７番地の１ 789128960 北播(加健)第344-406 令和3年11月26日
000028 4000185494 医療法人社団　いわたウィメンズクリニック 677-0039 西脇市上比延町432-49 乳類販売業 自動販売機 兵庫ヤクルト販売株式会社 阿部 恭大 651-2122 兵庫県神戸市西区玉津町高津橋１３７番地の１ 789128960 北播(加健)第344-407 令和3年11月26日
000028 4000185497 社会福祉法人養徳会　医療福祉センターきずな 675-2456 加西市若井町83-31 乳類販売業 自動販売機 兵庫ヤクルト販売株式会社 阿部 恭大 651-2122 兵庫県神戸市西区玉津町高津橋１３７番地の１ 789128960 北播(加健)第344-408 令和3年11月26日
000028 4000185498 福山通運　加西支店 675-2101 加西市繁昌町232 乳類販売業 自動販売機 兵庫ヤクルト販売株式会社 阿部 恭大 651-2122 兵庫県神戸市西区玉津町高津橋１３７番地の１ 789128960 北播(加健)第344-409 令和3年11月26日
000028 4000185499 救護施設　桃李園 679-0203 加東市稲尾383-40 乳類販売業 自動販売機 兵庫ヤクルト販売株式会社 阿部 恭大 651-2122 兵庫県神戸市西区玉津町高津橋１３７番地の１ 789128960 北播(加健)第344-410 令和3年11月26日
000028 4000185500 トクセン工業 675-1361 小野市住吉町1081 乳類販売業 自動販売機 兵庫ヤクルト販売株式会社 阿部 恭大 651-2122 兵庫県神戸市西区玉津町高津橋１３７番地の１ 789128960 北播(加健)第344-411 令和3年11月26日
000028 4000185503 粟生逢花苑 675-1358 小野市粟生町3610-1 乳類販売業 自動販売機 兵庫ヤクルト販売株式会社 阿部 恭大 651-2122 兵庫県神戸市西区玉津町高津橋１３７番地の１ 789128960 北播(加健)第344-412 令和3年11月26日
000028 4000185506 株式会社加西北条都市開発２階 675-2312 加西市北条町北条28-1 乳類販売業 自動販売機 兵庫ヤクルト販売株式会社 阿部 恭大 651-2122 兵庫県神戸市西区玉津町高津橋１３７番地の１ 789128960 北播(加健)第344-413 令和3年11月26日
000028 4000185508 株式会社加西北条都市開発３階 675-2312 加西市北条町北条28-1 乳類販売業 自動販売機 兵庫ヤクルト販売株式会社 阿部 恭大 651-2122 兵庫県神戸市西区玉津町高津橋１３７番地の１ 789128960 北播(加健)第344-414 令和3年11月26日
000028 4000185510 株式会社加西北条都市開発クリニックゾーン 675-2312 加西市北条町北条28-1 乳類販売業 自動販売機 兵庫ヤクルト販売株式会社 阿部 恭大 651-2122 兵庫県神戸市西区玉津町高津橋１３７番地の１ 789128960 北播(加健)第344-415 令和3年11月26日
000028 4000185513 株式会社田村組 675-1369 小野市高田町1756 乳類販売業 自動販売機 兵庫ヤクルト販売株式会社 阿部 恭大 651-2122 兵庫県神戸市西区玉津町高津橋１３７番地の１ 789128960 北播(加健)第344-416 令和3年11月26日
000028 4000185516 小野起生園 675-1355 小野市新部町1-1320 乳類販売業 自動販売機 兵庫ヤクルト販売株式会社 阿部 恭大 651-2122 兵庫県神戸市西区玉津町高津橋１３７番地の１ 789128960 北播(加健)第344-417 令和3年11月26日



000028 4000185520 加西病院１Ｆ外科待合室 675-2311 加西市北条町横尾1-13 乳類販売業 自動販売機 兵庫ヤクルト販売株式会社 阿部 恭大 651-2122 兵庫県神戸市西区玉津町高津橋１３７番地の１ 789128960 北播(加健)第344-418 令和3年11月26日
000028 4000185525 イオン加西北条店　１階休憩室 675-2312 加西市北条町北条308-1 乳類販売業 自動販売機 兵庫ヤクルト販売株式会社 阿部 恭大 651-2122 兵庫県神戸市西区玉津町高津橋１３７番地の１ 789128960 北播(加健)第344-419 令和3年11月26日
000028 4000185528 株式会社ＴＯＮＥＺ 675-2113 加西市網引町2001-58 乳類販売業 自動販売機 兵庫ヤクルト販売株式会社 阿部 恭大 651-2122 兵庫県神戸市西区玉津町高津橋１３７番地の１ 789128960 北播(加健)第344-420 令和3年11月26日
000028 4000185532 播磨機械工業株式会社 675-2103 加西市鶉野町80 乳類販売業 自動販売機 兵庫ヤクルト販売株式会社 阿部 恭大 651-2122 兵庫県神戸市西区玉津町高津橋１３７番地の１ 789128960 北播(加健)第344-421 令和3年11月26日
000028 4000185534 加西病院３Ｆ 675-2311 加西市北条町横尾1-13 乳類販売業 自動販売機 兵庫ヤクルト販売株式会社 阿部 恭大 651-2122 兵庫県神戸市西区玉津町高津橋１３７番地の１ 789128960 北播(加健)第344-422 令和3年11月26日
000028 4000185537 小野レディースクリニック 675-1375 小野市西本町538-3 乳類販売業 自動販売機 兵庫ヤクルト販売株式会社 阿部 恭大 651-2122 兵庫県神戸市西区玉津町高津橋１３７番地の１ 789128960 北播(加健)第344-423 令和3年11月26日
000028 4000185539 株式会社ナカハラ小野工場 675-1358 小野市粟生町1515-7 乳類販売業 自動販売機 兵庫ヤクルト販売株式会社 阿部 恭大 651-2122 兵庫県神戸市西区玉津町高津橋１３７番地の１ 789128960 北播(加健)第344-424 令和3年11月26日
000028 4000185540 介護老人保健施設シルバーランド 675-1377 小野市葉多町261 乳類販売業 自動販売機 兵庫ヤクルト販売株式会社 阿部 恭大 651-2122 兵庫県神戸市西区玉津町高津橋１３７番地の１ 789128960 北播(加健)第344-425 令和3年11月26日
000028 4000185544 ノウタイ工業 677-0044 西脇市上野420 器具・容器包装の製造・加工業 一般 梅川 昇 北播(加健)第344-426 令和3年11月26日
000028 4000185554 社会福祉法人栄宏福祉会　特別養護老人ホームなごみの杜 675-1316 小野市天神町973 794620753 集団給食（４）その他 集団給食 社会福祉法人栄宏福祉会 理事長 土井 直 675-1362 兵庫県小野市久保木町字出晴1561-24 794640155 北播(加健)第344-427 令和3年11月26日
000028 4000185579 ミスタードーナツイオンモール加西北条 675-2312 加西市北条町北条308-1イオンモール加西北条 790453738 その他の食料・飲料販売業 一般 株式会社ビービーエム 代表取締役 浅見 浩仁 562-0013 大阪府箕面市坊島1-2-16 727226689 北播(加健)第344-381 令和3年11月30日
000028 4000185582 ショップにじいろ加西 675-2332 加西市鎮岩町194-4 コンビニエンスストア 一般 パナソニックグループ労働組合連合会 代表者 福澤 邦治 571-0050 大阪府門真市大字門真1006 北播(加健)第344-379 令和3年11月30日
000028 4000185608 クボタストアー 675-1327 小野市市場町652-1 794633939 野菜果物販売業 一般 久保田 朋幸 北播(加健)第344-429 令和3年11月26日
000028 4000185612 ｂｉｒｉｃａ 673-0701 三木市細川町瑞穂3643 794607769 その他の食料品製造・加工業 一般 藤井 大輔 北播(加健)第344-431 令和3年11月26日
000028 4000185613 自由ヶ丘認定こども園 673-0552 三木市志染町中自由が丘3-99 794853650 集団給食（４）その他 集団給食 社会福祉法人自由ヶ丘福祉会 理事長 来住 哲州 673-0552 兵庫県三木市志染町中自由が丘3丁目99番地 794853650 北播(加健)第344-428 令和3年11月26日
000028 4000185618 フォレスト三木ゴルフ倶楽部 673-0712 三木市細川町桃津字東山鬼谷571-143 794828422 その他の食料・飲料販売業 一般 PGMプロパティーズ株式会社 田中 耕太郎 110-0015 東京都台東区東上野1丁目14番7号 北播(加健)第344-432 令和3年11月29日
000028 4000185627 加東市学校給食センター 673-1421 加東市山国2007-125 795420074 集団給食（１）学校 集団給食 加東市 市長 岩根 正 673-1493 兵庫県加東市社50番地 795420074 北播(加健)第344-433 令和3年11月29日
000028 4000185629 清心認定こども園 673-0533 三木市緑が丘町東2-5-1 794840811 集団給食（４）その他 集団給食 社会福祉法人正志会 理事長 北芝 美代子 673-0533 兵庫県三木市緑が丘町東2丁目5-1 794840811 北播(加健)第344-434 令和3年11月29日
000028 4000185630 清心緑が丘認定こども園 673-0531 三木市緑が丘町西1-10-9 794870888 集団給食（４）その他 集団給食 社会福祉法人正志会 理事長 北芝 美代子 673-0533 兵庫県三木市緑が丘町東2丁目5-1 794840811 北播(加健)第344-435 令和3年11月29日
000028 4000185642 ライオンズカントリー倶楽部 673-1101 三木市吉川町新田682-1 794721717 その他の食料・飲料販売業 一般 ＰＧＭプロパティーズ株式会社 代表取締役 田中 耕太郎 110-0015 東京都台東区東上野1丁目14番7号 364088800 北播(加健)第344-437 令和3年11月29日
000028 4000185647 加東みらいこども園 673-1421 加東市山国2001-1 795424150 集団給食（４）その他 集団給食 加東市 市長 安田 正義 673-1493 兵庫県加東市社50番地 795423301 北播(加健)第344-439 令和3年11月29日
000028 4000185653 幼保連携型認定こども園とみた 675-2364 加西市窪田町3 790421592 集団給食（４）その他 集団給食 社会福祉法人富田保育所 理事長 松本 興資 675-2364 兵庫県加西市窪田町3 790421592 北播(加健)第344-438 令和3年11月29日
000028 4000185657 西脇カントリークラブ 677-0039 西脇市上比延町字中山1424-2 795221251 集団給食（３）事業所 集団給食 ヨドコウ興発株式会社 代表取締役 岩﨑 博和 541-0059 大阪府大阪市中央区博労町四丁目2番15号 662458830 北播(加健)第344-436 令和3年11月29日
000028 4000185687 たきの愛児園 679-0211 加東市上滝野1170 795482090 集団給食（４）その他 集団給食 社会福祉法人天理滝野愛児園 理事長 丸山 義夫 679-0211 兵庫県加東市上滝野１１７０番地 795482090 北播(加健)第344-444 令和3年11月30日
000028 4000185688 シミックファーマサイエンス株式会社 677-0032 西脇市中畑町17-16 795235725 集団給食（３）事業所 集団給食 シミックファーマサイエンス株式会社 代表取締役 望月 誠一郎 408-0044 山梨県北杜市小淵沢町１０２２１番地 551362455 北播(加健)第344-443 令和3年11月30日
000028 4000185690 西脇さくら保育園 679-0321 西脇市黒田庄町田高326-1 795284197 集団給食（４）その他 集団給食 社会福祉法人正峰会 理事長 大山 正 677-0039 兵庫県西脇市上比延町１４２２番地１４ 795250050 北播(加健)第344-442 令和3年11月30日
000028 4000185693 もりもり７８ 677-0022 西脇市寺内517-1 795252370 魚介類販売業 露店 鈴木 由紀子 北播(加健)第344-440 令和3年11月30日
000028 4000185740 ドラッグコスモス西脇店 677-0016 西脇市高田井町46 795250520 百貨店、総合スーパー 一般 株式会社コスモス薬品 代表取締役 横山 英昭 812-0013 福岡県福岡市博多区博多駅東二丁目10番1号第一福岡ビルＳ館4階 092-433-0661 北播(加健)第344-456 令和3年11月30日
000028 4000185747 大臣 673-1472 加東市上三草1136-870 その他 一般 岩﨑 隆 北播(加健)第344-457 令和3年11月30日
000028 4000185752 グリーンみき 673-0713 三木市細川町豊地1219 794835633 米穀類販売業 一般 兵庫みらい農業協同組合 小紫 康正 679-0188 兵庫県加西市玉野町1156-1 790471283 北播(加健)第344-458 令和3年11月30日
000028 4000185759 ㈲藤本乳業 673-1311 加東市天神535 795470014 その他の食料・飲料販売業 一般 ㈲藤本乳業 代表取締役 藤本 正弘 673-1311 兵庫県加東市天神542 795470014 北播(加健)第374-241 令和3年6月1日
000028 4000185763 すき家　三木志染店 673-0541 三木市志染町広野1-263-1 その他の食料・飲料販売業 一般 株式会社すき家 代表取締役 笹川 直樹 108-0075 東京都港区港南2丁目18番1号 357838850 北播(加健)第344-461 令和3年11月30日
000028 4000185765 すき家　三木本町店 673-0431 三木市本町1-6-30 その他の食料・飲料販売業 一般 株式会社すき家 代表取締役 笹川 直樹 108-0075 東京都港区港南2丁目18番1号 357838850 北播(加健)第344-462 令和3年11月30日
000028 4000185767 すき家175号小野黒川店 675-1371 小野市黒川町1375 その他の食料・飲料販売業 一般 株式会社すき家 代表取締役 笹川 直樹 108-0075 東京都港区港南2丁目18番1号 357838850 北播(加健)第344-463 令和3年11月30日
000028 4000185781 すき家 西脇野村店 677-0054 西脇市野村町1795-192 その他の食料・飲料販売業 一般 株式会社すき家 代表取締役 笹川 直樹 108-0075 東京都港区港南2丁目18番1号 357838850 北播(加健)第344-464 令和3年11月30日
000028 4000185783 すき家　加西北条店 675-2311 加西市北条町横尾294-1 その他の食料・飲料販売業 一般 株式会社すき家 代表取締役 笹川 直樹 108-0075 東京都港区港南2丁目18番1号 357838850 北播(加健)第344-465 令和3年11月30日
000028 4000185791 認定愛の光こども園 675-2241 加西市段下町880-29 790482733 集団給食（４）その他 集団給食 学校法人キリスト教飯盛野学園 理事長 柏原 信也 675-2241 兵庫県加西市段下町880 790482733 北播(加健)第344-482 令和3年11月30日
000028 4000185792 ダイソー　イオン三木店 673-0404 三木市大村字砂163イオン三木店3階 その他の食料・飲料販売業 一般 株式会社大創産業 代表取締役 矢野 靖二 739-8501 広島県東広島市西条吉行東一丁目4番14号 824200100 北播(加健)第344-471 令和3年11月30日
000028 4000185796 大村総合病院 673-0404 三木市大村字北山200 自動販売機（要届出のコップ式自動販売機及び要許可を除く）自動販売機株式会社ロッテ 代表取締役 牛膓 栄一 160-0023 東京都新宿区西新宿3-20-1 353885645 北播(加健)第344-474 令和3年11月30日
000028 4000185800 ローソン加西満久町店 675-2432 加西市満久町字中野169-1 790450656 コンビニエンスストア 一般 有限会社Ａ＆Ｎ 代表取締役 髙橋 明 675-1331 兵庫県小野市神明町628番地の4 794628257 北播(加健)第344-484 令和3年12月2日
000028 4000185802 医療法人社団栄宏会　栄宏会小野病院 675-1316 小野市天神町973 794629900 集団給食（２）病院・診療所 集団給食 医療法人社団栄宏会 理事長 土井 直 675-1352 兵庫県小野市復井町字中ノ池１７２３番地の２ 794629900 北播(加健)第344-441 令和3年11月30日
000028 4000185803 サンウエーブ社製作所 673-1472 加東市上三草1131-6 自動販売機（要届出のコップ式自動販売機及び要許可を除く）自動販売機株式会社ロッテ 代表取締役 牛膓 栄一 160-0023 東京都新宿区西新宿3-20-1 353885645 北播(加健)第344-475 令和3年11月30日
000028 4000185804 しんてつ・みどりがおか保育園 673-0534 三木市緑が丘町本町1-6-1 794898551 集団給食（４）その他 集団給食 神戸電鉄株式会社 寺田 信彦 652-0811 兵庫県神戸市兵庫区新開地１丁目３番２４号 785768725 北播(加健)第344-445 令和3年11月30日
000028 4000185807 ハーベストコート桜丘３号館 679-0321 西脇市黒田庄町田高316　ハーベストコート桜丘3号館 795282212 集団給食（４）その他 集団給食 株式会社新緑 大山 康子 658-0003 兵庫県神戸市東灘区本山北町６丁目１１番３号 795283240 北播(加健)第344-446 令和3年11月30日
000028 4000185808 株式会社サイゼリヤ兵庫工場 675-1322 小野市匠台11-1 794639601 集団給食（３）事業所 集団給食 株式会社　サイゼリヤ 代表取締役会長 正垣 泰彦 342-0008 埼玉県吉川市旭2-5 489919611 北播(加健)第344-447 令和3年11月30日
000028 4000185809 ココカラファイン 西脇店 677-0054 西脇市野村町840-1 795232691 乳類販売業 一般 株式会社ココカラファインヘルスケア 代表取締役 塚本 厚志 222-0033 神奈川県横浜市港北区新横浜3丁目17番6号 455485996 北播(加健)第344-476 令和3年11月30日
000028 4000185810 ココカラファイン 西脇店 677-0054 西脇市野村町840-1 795232691 その他の食料・飲料販売業 一般 株式会社ココカラファインヘルスケア 代表取締役 塚本 厚志 222-0033 神奈川県横浜市港北区新横浜3丁目17番6号 455485996 北播(加健)第344-477 令和3年11月30日
000028 4000185814 株式会社サラダコスモ三木生産センター 673-0434 三木市別所町小林803 794867622 野菜果物販売業 一般 株式会社サラダコスモ 代表取締役 中田 智洋 509-9131 岐阜県中津川市千旦林1番地15 573665111 北播(加健)第344-478 令和3年11月30日
000028 4000185816 ﾄｸｾﾝ工業(株)売店 675-1361 小野市住吉町南山1081 自動販売機（要届出のコップ式自動販売機及び要許可を除く）自動販売機森永製菓株式会社 代表取締役 太田 栄二郎 108-8403 東京都港区芝5丁目33番1号 334560153 北播(加健)第344-479 令和3年11月30日
000028 4000185817 ｻｲｾﾞﾘﾔ兵庫工場 675-1322 小野市匠台11-1 自動販売機（要届出のコップ式自動販売機及び要許可を除く）自動販売機森永製菓株式会社 代表取締役 太田 栄二郎 108-8403 東京都港区芝5丁目33番1号 334560153 北播(加健)第344-480 令和3年11月30日
000028 4000185818 ﾌﾟﾚﾐｱﾑｷｯﾁﾝ関西工場 675-1322 小野市匠台19 自動販売機（要届出のコップ式自動販売機及び要許可を除く）自動販売機森永製菓株式会社 代表取締役 太田 栄二郎 108-8403 東京都港区芝5丁目33番1号 334560153 北播(加健)第344-481 令和3年11月30日
000028 4000185855 株式会社マルヤナギ小倉屋　小野工場 675-1362 小野市久保木町字尾先1553 794636150 精穀・製粉業 一般 株式会社　マルヤナギ小倉屋 代表取締役 柳本 勇治 658-0044 兵庫県神戸市東灘区御影塚町四丁目9番21号 788411456 北播(加健)第344-485 令和3年12月2日
000028 4000185885 道の駅北はりまエコミュージアム 677-0022 西脇市寺内天神池517-1 795252370 百貨店、総合スーパー 一般 特定非営利活動法人北はりま田園空間博物館 理事 藤原 孝三 677-0022 兵庫県西脇市寺内天神池517番地の1 795252370 北播(加健)第344-488 令和3年12月6日
000028 4000185989 幼保連携型　いずみ認定こども園 673-0755 三木市口吉川町大島854 794880811 集団給食（４）その他 集団給食 社会福祉法人　白水会 理事長 小紫 昭子 673-0755 兵庫県三木市口吉川町大島854番地 794880811 北播(加健)第344-487 令和3年12月2日
000028 4000186192 元気あっぷ加西デイサービスセンター 675-2311 加西市北条町横尾字大坪150-1 790438585 集団給食（４）その他 集団給食 医療法人社団栄宏会 理事長 土井 直 675-1352 兵庫県小野市復井町字中ノ池1723番地の2 北播(加健)第344-295 令和3年11月5日
000028 4000186196 百合農園 675-2222 加西市坂本町837 790202042 その他の食料品製造・加工業 一般 株式会社ノウデン 代表取締役 竹内 幹博 675-2222 兵庫県加西市坂本町837番地 790202042 北播(加健)第344-491 令和3年12月8日
000028 4000186278 ショップ８４６ 673-1447 加東市佐保5 コンビニエンスストア 一般 パナソニックグループ労働組合連合会 代表者 福澤 邦治 571-0050 大阪府門真市大字門真1006番地 669029620 北播(加健)第344-492 令和3年12月10日
000028 4000186279 サンロイヤルゴルフクラブ　レストラン 673-1414 加東市上久米字北山1763-90 795441945 その他の食料・飲料販売業 一般 株式会社フォーラム・イン 代表取締役 本條 和哉 530-0055 大阪府大阪市北区野崎町6-8トレックノース梅田ビル8階 663114886 北播(加健)第344-493 令和3年12月10日
000028 4000186282 ピザーラ　イオン小野店 675-1378 小野市王子町868-1イオン小野店内 794635511 その他の食料・飲料販売業 一般 株式会社フォーシーズ 代表取締役 浅野 秀則 107-0062 東京都港区南青山5-12-4全菓連ビル7F 334096000 北播(加健)第344-496 令和3年12月10日
000028 4000186291 はま寿司　加西店 675-2312 加西市北条町北条字溝川64-6 790438771 その他の食料・飲料販売業 一般 株式会社はま寿司 代表取締役 遠藤 哲郎 108-0075 東京都港区港南二丁目18番1号 368338032 北播(加健)第344-497 令和3年12月10日
000028 4000186310 ながしお農場 673-1234 三木市吉川町福吉349 794721490 その他の食料品製造・加工業 一般 株式会社ながしお農場 代表取締役 永塩 有 673-1234 兵庫県三木市吉川町福吉３４９番地 794721490 北播(加健)第344-498 令和3年12月13日
000028 4000186312 原田鮮魚株式会社 677-0054 西脇市野村町800-6 795224859 その他の食料・飲料販売業 一般 原田鮮魚株式会社 代表取締役 原田 眞年 677-0054 兵庫県西脇市野村町800番地の6 795224859 北播(加健)第344-499 令和3年12月13日
000028 4000186335 Herbal Basket 679-1101 多可郡多可町中区門前242-3 795207576 農産保存食料品製造・加工業 一般 藤本 由美子 北播(加健)第344-490 令和3年12月6日
000028 4000186336 Herbal Basket 679-1101 多可郡多可町中区門前242-3 795207576 製茶業 一般 藤本 由美子 北播(加健)第344-489 令和3年12月6日
000028 4000186352 ＴＨＡＩ　ＨＡ　ＱＵＡＮ　西脇店 677-0052 西脇市和田町454-1テナントムラカミ2号 魚介類販売業 一般 NGUYEN　THI THU HA 北播(加健)第344-500 令和3年12月15日
000028 4000186482 株式会社ハローズ　西脇店　イートインコーナー（CCBJI単受） 677-0043 西脇市下戸田60-1 コップ式自動販売機（自動洗浄・屋内設置） 自動販売機 株式会社アペックス西日本 代表取締役 森 吉平 550-0015 大阪府大阪市西区南堀江四丁目25番24号 794233522 北播(加健)第344-501 令和3年12月17日
000028 4000186484 株式会社ハローズ　西脇店　従業員食堂（CCBJI単受） 677-0043 西脇市下戸田60-1 コップ式自動販売機（自動洗浄・屋内設置） 自動販売機 株式会社アペックス西日本 代表取締役 森 吉平 550-0015 大阪府大阪市西区南堀江四丁目25番24号 794233522 北播(加健)第344-502 令和3年12月17日
000028 4000186493 カネマツ青果株式会社 677-0054 西脇市野村町800-1 795223707 野菜果物販売業 一般 カネマツ青果株式会社 代表取締役 黒崎 晃史 677-0054 兵庫県西脇市野村町800番地の1 795223707 北播(加健)第344-504 令和3年12月17日
000028 4000186605 王将 677-0044 西脇市上野字東谷83 795223340 その他の食料・飲料販売業 一般 株式会社関西ネットサービス 代表取締役 渡邊 時宗 677-0057 兵庫県西脇市野村町茜が丘6-2 795252217 北播(加健)第344-505 令和3年12月22日
000028 4000186630 神戸ライフスタイル株式会社 675-2211 加西市野田町526-3 785959805 野菜果物販売業 一般 神戸ライフスタイル株式会社 代表取締役 西村 賢治 675-2211 兵庫県加西市野田町526-3 785959805 北播(加健)第344-506 令和3年12月23日
000028 4000186670 イオンモール加西・催事場 675-2312 加西市北条町北条308-1 その他の食料・飲料販売業 一般 株式会社大阪洛翠 代表取締役 園田 祐介 563-0035 大阪府池田市豊島南2丁目244-2 北播(加健)第344-509 令和3年12月24日
000028 4000186699 平家茸 677-0121 多可郡多可町八千代区中野間844 795305105 農産保存食料品製造・加工業 一般 門脇 マリア 北播(加健)第344-510 令和3年12月24日
000028 4000186724 はちみっちゃん 679-0303 西脇市黒田庄町前坂14-2 795204497 その他の食料品製造・加工業 一般 坂本 頌太 北播(加健)第344-511 令和3年12月28日
000028 4000186731 東古瀬こども園 673-1423 加東市東古瀬634-2 795421078 集団給食（４）その他 集団給食 社会福祉法人正覚坊福祉会 理事長 片山 弘文 673-1446 兵庫県加東市上田842番地2 795422692 北播(加健)第344-508 令和3年12月24日
000028 4000186734 おうちごはん　Cafeそらまめ 673-0423 三木市宿原1263-199 794609300 農産保存食料品製造・加工業 一般 岡本 富恵 北播(加健)第344-513 令和3年12月28日
000028 4000186736 極東開発工業（株）工場2F 673-0443 三木市別所町巴2 794821121 コップ式自動販売機（自動洗浄・屋内設置） 自動販売機 サントリービバレッジソリューション株式会社 代表取締役 及川 剛 160-6111 東京都新宿区西新宿八丁目17番1号 363040501 北播(加健)第344-512 令和3年12月28日
000028 4000186777 ご当地スイーツ祭り 675-2312 加西市北条町北条308-1イオンモール加西北条 行商 行商 武内 美絵 北播(加健)第344-514 令和4年1月4日
000028 4000186798 山本和代 673-1414 加東市上久米545-1 その他の食料品製造・加工業 一般 山本 和代 北播(加健)第344-515 令和4年1月4日
000028 4000186869 岡田酒店 675-2413 加西市青野町170 790450128 その他の食料・飲料販売業 一般 岡田 哲也 北播(加健)第344-516 令和4年1月6日
000028 4000186873 幼保連携型市場こども園 675-1327 小野市市場町767 794622044 集団給食（４）その他 集団給食 社会福祉法人市場福祉会 理事長 永井 達郎 675-1327 兵庫県小野市市場町767番地 794622044 北播(加健)第344-517 令和4年1月6日
000028 4000186894 誉田成子 675-2425 加西市池上町184 790451289 農産保存食料品製造・加工業 一般 譽田 成子 北播(加健)第344-518 令和4年1月11日
000028 4000186916 薬膳茶家　ごえん 673-0551 三木市志染町西自由が丘1-444 製茶業 一般 山本 瑞穂 北播(加健)第344-519 令和4年1月12日
000028 4000186918 （福）あゆみ会三草こども園 673-1472 加東市上三草160 795420677 集団給食（４）その他 集団給食 社会福祉法人あゆみ会 理事長 小西 満廣 674-0091 兵庫県明石市二見町福里283番地の6 789491788 北播(加健)第344-520 令和4年1月12日
000028 4000186919 亀鶴保育所 675-1353 小野市河合中町726-1 794667808 集団給食（４）その他 集団給食 社会福祉法人亀鶴保育所 理事長 蓬莱 庄一郎 675-1353 兵庫県小野市河合中町726番地の1 794667808 北播(加健)第344-521 令和4年1月12日
000028 4000186920 藤本成彦 679-1112 多可郡多可町中区間子473 795321763 その他の食料品製造・加工業 一般 藤本 成彦 北播(加健)第344-522 令和4年1月12日
000028 4000186934 チェリーヒルズゴルフクラブ　レストラン 673-0714 三木市細川町細川中字道重1200-23 794862302 食肉販売業 一般 株式会社ダイナックパートナーズ 代表取締役 松井 正博 135-0091 東京都港区台場二丁目3番3号 333414216 北播(加健)第344-523 令和4年1月13日
000028 4000186963 手づくり工房　敏 677-0066 西脇市水尾町680-1 795270381 農産保存食料品製造・加工業 一般 増岡 敏美 北播(加健)第344-524 令和4年1月17日
000028 4000186976 フレッシュバザール小野王子店 675-1378 小野市王子町山ノ下37 794620310 コップ式自動販売機（自動洗浄・屋内設置） 自動販売機 株式会社さとう 代表取締役社長 佐藤 総二郎 620-0033 京都府福知山市字上紺屋15番地 773220001 北播(加健)第344-525 令和4年1月18日
000028 4000187016 サイゼリヤ食堂　汎用機 675-1322 小野市匠台11-1 794639601 自動販売機（要届出のコップ式自動販売機及び要許可を除く） 自動販売機 関西キリンビバレッジサービス株式会社 代表取締役 尾崎 靖幸 530-0011 大阪府大阪市北区大深町4番20号 677309206 北播(加健)第344-526 令和4年1月20日
000028 4000187050 秋津保育園 673-1302 加東市秋津940-4 795470745 集団給食（４）その他 集団給食 社会福祉法人東条保育福祉会 理事長 田中 稔浩 673-1323 兵庫県加東市岡本１５７２番地７ 795460415 北播(加健)第344-483 令和3年11月30日
000028 4000187056 ほっこり家 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く。)その他の食料品製造・加工業 自動車 桑野 亜紀子 北播(加健)第344-534 令和4年1月21日
000028 4000187057 株式会社ウリュウ 673-0722 三木市細川町脇川455-2 自動販売機（要届出のコップ式自動販売機及び要許可を除く） 自動販売機 株式会社ウリュウ 代表取締役 右柳 駘典 673-0023 兵庫県明石市西新町1-5-10 789282424 北播(加健)第344-527 令和4年1月21日
000028 4000187058 興殖化学 673-0434 三木市別所町小林158-1 乳類販売業 自動販売機 兵庫ヤクルト販売株式会社 阿部 恭大 651-2122 兵庫県神戸市西区玉津町高津橋１３７番地の１ 789128960 北播(加健)第344-528 令和4年1月21日
000028 4000187059 ＪＡみのり加東ケアセンター 673-1444 加東市沢部613 795438201 乳類販売業 自動販売機 兵庫ヤクルト販売株式会社 阿部 恭大 651-2122 兵庫県神戸市西区玉津町高津橋１３７番地の１ 789128960 北播(加健)第344-529 令和4年1月21日
000028 4000187060 ＪＡ兵庫みらい　小野南支店 675-1327 小野市市場町452-1 794631510 乳類販売業 自動販売機 兵庫ヤクルト販売株式会社 阿部 恭大 651-2122 兵庫県神戸市西区玉津町高津橋１３７番地の１ 789128960 北播(加健)第344-530 令和4年1月21日
000028 4000187061 ベルテクス株式会社　兵庫工場 679-0302 西脇市黒田庄町黒田1601-10 795284334 乳類販売業 自動販売機 兵庫ヤクルト販売株式会社 阿部 恭大 651-2122 兵庫県神戸市西区玉津町高津橋１３７番地の１ 789128960 北播(加健)第344-531 令和4年1月21日
000028 4000187062 西脇カントリークラブ 677-0039 西脇市上比延町1424-2 乳類販売業 自動販売機 兵庫ヤクルト販売株式会社 阿部 恭大 651-2122 兵庫県神戸市西区玉津町高津橋１３７番地の１ 789128960 北播(加健)第344-532 令和4年1月21日
000028 4000187063 やしろ鴨川の郷 673-1401 加東市上鴨川1061-100 795450111 乳類販売業 自動販売機 兵庫ヤクルト販売株式会社 阿部 恭大 651-2122 兵庫県神戸市西区玉津町高津橋１３７番地の１ 789128960 北播(加健)第344-533 令和4年1月21日



000028 4000187064 吉川総合公園 673-1122 三木市吉川町西奥260 794731155 乳類販売業 自動販売機 兵庫ヤクルト販売株式会社 阿部 恭大 651-2122 兵庫県神戸市西区玉津町高津橋１３７番地の１ 789128960 北播(加健)第344-535 令和4年1月21日
000028 4000187078 遊來 673-0403 三木市末広3-6-52 794827210 調味料製造・加工業 一般 長池 裕希 北播(加健)第344-537 令和4年1月24日
000028 4000187080 多聞こども園 675-2242 加西市尾崎町285 790482383 集団給食（４）その他 集団給食 社会福祉法人祝融会 理事長 金岡 浩隆 675-2242 兵庫県加西市尾崎町285番地 790482383 北播(加健)第344-539 令和4年1月24日
000028 4000187082 アルファ作業所 673-1431 加東市社482-1 795427947 その他の食料品製造・加工業 一般 特定非営利活動法人ポプラ 理事長 井上 八重美 673-1431 兵庫県加東市社482番地1 795427947 北播(加健)第344-538 令和4年1月24日
000028 4000187093 兵庫あおの病院　売店 675-1327 小野市市場町926-453 794621585 コンビニエンスストア 一般 株式会社馬渕商事 代表取締役 馬渕 祥正 152-0032 東京都目黒区平町1-16-24 332780010 北播(加健)第374-528 令和3年6月1日
000028 4000187094 白雲谷温泉　ゆぴか 675-1345 小野市黍田町1000-1 794700261 乳類販売業 自動販売機 株式会社共進舎牧農園 代表取締役社長 中尾 弘三 650-0016 兵庫県神戸市中央区橘通1-2-12 783711761 北播(加健)第374-503 令和3年6月1日
000028 4000187114 ゴールデンバレーゴルフ倶楽部レストラン 677-0033 西脇市鹿野町比延山1353-9 795235855 食肉販売業 一般 株式会社ダイナックパートナーズ 代表取締役 松井 正博 135-8631 東京都港区台場二丁目3番3号 北播(加健)第344-536 令和4年1月24日
000028 4000187119 ハーブ工房みきヴェルデ 673-0445 三木市別所町西這田1-397-1 794604025 製茶業 一般 株式会社みきヴェルデ 代表取締役 村上 裕重 673-0445 兵庫県三木市別所町西這田一丁目397番１ 794604025 北播(加健)第344-542 令和4年1月26日
000028 4000187121 生活介護じゃがいもの家 673-0743 三木市口吉川町桾原150 794880403 農産保存食料品製造・加工業 一般 特定非営利活動法人三木市手をつなぐ育成会 理事長 長田 幸恵 673-0743 兵庫県三木市口吉川町桾原１５０番地 794882330 北播(加健)第344-543 令和4年1月28日
000028 4000187124 金井商店 673-0431 三木市本町2-10-5 794820555 その他の食料・飲料販売業 一般 金井 清 北播(加健)第344-541 令和4年1月25日
000028 4000187127 ファミリーマート小野樫山店 675-1325 小野市樫山町530-1 794640105 コンビニエンスストア 一般 福島 孝二 北播(加健)第344-540 令和4年1月25日
000028 4000187131 末廣ファーム 675-2112 加西市栄町306-4 その他の食料品製造・加工業 一般 末廣 保 北播(加健)第344-544 令和4年1月27日
000028 4000187134 ファーム　マッサン 675-1306 小野市船木町592 794670389 その他の食料品製造・加工業 一般 増山 清 北播(加健)第344-546 令和4年1月27日
000028 4000187138 ちよのファーム 673-1334 加東市吉井730-5 795460379 その他の食料品製造・加工業 一般 長尾 ちよの 北播(加健)第344-547 令和4年1月27日
000028 4000187142 特定非営利活動法人ぷらっときすみの 675-1344 小野市下来住町484-2 794625116 野菜果物販売業 一般 特定非営利活動法人ぷらっときすみの 理事長 藤井 力雄 675-1344 兵庫県小野市下来住町484-2 794625116 北播(加健)第344-549 令和4年1月27日
000028 4000187144 林山ファーム 673-1421 加東市山国2019-47 795424444 その他の食料品製造・加工業 一般 林山 光良 北播(加健)第344-548 令和4年1月27日
000028 4000187149 いとうファーム 673-1414 加東市上久米50-2 795440482 農産保存食料品製造・加工業 一般 伊藤 定範 北播(加健)第344-550 令和4年1月28日
000028 4000187174 河合養蜂園 673-1402 加東市平木200 795450017 その他の食料品製造・加工業 一般 河合 進 北播(加健)第344-552 令和4年1月31日
000028 4000187177 Ｂｅａｎｓ　ｍａｍａ 673-0521 三木市志染町青山1-4-6 794855431 その他の食料品製造・加工業 一般 藤木 栄江 北播(加健)第344-551 令和4年1月28日
000028 4000187191 上島 675-1334 小野市大島町1633 農産保存食料品製造・加工業 一般 上島 喜代 北播(加健)第344-555 令和4年1月31日
000028 4000187194 届木商店 679-1103 多可郡多可町中区牧野586 795320378 農産保存食料品製造・加工業 一般 届木 保文 北播(加健)第344-556 令和4年1月31日
000028 4000187196 ＶＡＮＤＥＲＥＲ　ＣＯＦＦＥＥ 675-1316 小野市天神町1119-6 コーヒー（飲料を除く）製造・加工業 一般 小倉 啓太 北播(加健)第344-560 令和4年1月31日
000028 4000187198 ㈲食品衛生デザインオフィス 679-0103 加西市別府町甲2430 790470150 その他の食料品製造・加工業 一般 有限会社食品衛生デザインオフィス 代表取締役 西村 章 679-0103 兵庫県加西市別府町甲２４３０番地 790470150 北播(加健)第344-557 令和4年1月31日
000028 4000187200 富久錦株式会社 675-2223 加西市三口町1048 790482111 その他の食料品製造・加工業 一般 富久錦株式会社 代表取締役 稲岡 敬之 675-2223 兵庫県加西市三口町1048 790482111 北播(加健)第344-558 令和4年1月31日
000028 4000187202 ＭＫファーム 679-1102 多可郡多可町中区安楽田522 795321522 農産保存食料品製造・加工業 一般 中尾 眞理子 北播(加健)第344-561 令和4年1月31日
000028 4000187203 東洋薬化株式会社 677-0017 西脇市小坂町277-1 795235118 いわゆる健康食品の製造・加工業 一般 東洋薬化株式会社 宮脇 邦弘 677-0017 兵庫県西脇市小坂町２７７番地の１ 795235118 北播(加健)第344-559 令和4年1月31日
000028 4000187205 国依屋　大橋文夫 673-1442 加東市出水169-1 795420245 その他の食料品製造・加工業 一般 大橋 文夫 北播(加健)第344-553 令和4年1月31日
000028 4000187206 特定非営利活動法人北播磨ラベンダー 679-1324 多可郡多可町加美区轟799-127 795361616 製茶業 一般 特定非営利活動法人　北播磨ラベンダー 理事長 森本 寿文 679-1324 兵庫県多可郡多可町加美区轟799-127 795361616 北播(加健)第344-554 令和4年1月31日
000028 4000187216 ふみちゃんストアー 675-2351 加西市福居町1116-2 その他の食料品製造・加工業 一般 藤本 文俊 北播(加健)第344-563 令和4年2月1日
000028 4000187251 きすみの営農 675-1344 小野市下来住町1867番地 794638454 精穀・製粉業 一般 農事組合法人　きすみの営農 組合長 藤本 弘文 675-1344 兵庫県小野市下来住町1867番地 794638454 北播(加健)第344-562 令和4年2月1日
000028 4000187257 ウコン工房 673-0503 三木市志染町窟屋511-2 794857929 農産保存食料品製造・加工業 一般 米田 直樹 北播(加健)第344-564 令和4年2月3日
000028 4000187258 中村 675-2345 加西市西剣坂町242 790460135 農産保存食料品製造・加工業 一般 中村 米子 北播(加健)第344-565 令和4年2月3日
000028 4000187259 こはれ農園 679-0212 加東市下滝野4-130 その他の食料品製造・加工業 一般 村井 容子 北播(加健)第344-566 令和4年2月3日
000028 4000187260 ㈱松田養鶏場ＧＰセンター 673-0452 三木市別所町石野1050 794823155 卵選別包装業 一般 株式会社松田養鶏場 松田 耕治 673-0452 兵庫県三木市別所町石野１０５０番地 794823155 北播(加健)第344-117 令和3年7月27日
000028 4000187261 きりんファーム 673-1404 加東市馬瀬274番地 795202669 野菜果物販売業 一般 潟永 耕平 北播(加健)第344-111 令和3年7月20日
000028 4000187262 きりんファーム 673-1404 加東市馬瀬274番地 795202669 農産保存食料品製造・加工業 一般 潟永 耕平 北播(加健)第344-112 令和3年7月20日
000028 4000187264 きりんファーム 673-1404 加東市馬瀬274番地 795202669 製茶業 一般 潟永 耕平 北播(加健)第344-113 令和3年7月20日
000028 4000187265 株式会社フジタ精米人 675-1353 小野市河合中町蓬茉野83-12 794667321 米穀類販売業 一般 株式会社フジタ精米人 藤田 覚 675-1353 兵庫県小野市河合中町蓬茉野８３番地の１２ 794667321 北播(加健)第344-110 令和3年7月20日
000028 4000187266 富士小野ゴルフクラブ　一階　ロビー 675-1314 小野市長尾町835-15 コップ式自動販売機（自動洗浄・屋内設置） 自動販売機 株式会社アペックス西日本 森 吉平 550-0015 大阪府大阪市西区南堀江四丁目25番24号 794233522 北播(加健)第344-102 令和3年7月9日
000028 4000187281 ten 675-2354 加西市山下町2349-29 精穀・製粉業 一般 株式会社ten 代表取締役 名古屋 敦 675-2354 兵庫県加西市山下町2349-29 790206376 北播(加健)第344-567 令和4年2月4日
000028 4000187283 しょとうふぁーむ 673-0442 三木市別所町興治1359-2 794823923 その他の食料品製造・加工業 一般 小藤 義勝 北播(加健)第344-568 令和4年2月4日
000028 4000187298 天然温泉　湯庵（左脱衣室） 673-0445 三木市別所町西這田566-2 794861126 乳類販売業 自動販売機 株式会社　共進舎牧農園 代表取締役 中尾 弘三 650-0016 兵庫県神戸市中央区橘通1-2-12 783711761 北播(加健)第344-56 令和3年6月1日
000028 4000187330 サラダ館東条店ニューライフさのせ 673-1338 加東市厚利202 795460032 その他の食料・飲料販売業 一般 佐之瀬 泰嗣 北播(加健)第344-569 令和4年2月8日
000028 4000187346 炭火焼きダイニング　和灯 677-0016 西脇市高田井町105 795244567 調味料製造・加工業 一般 中村 和正 北播(加健)第344-573 令和4年2月9日
000028 4000187350 ひまわりの丘公園 675-1317 小野市浄谷町1545-321 794621147 農産保存食料品製造・加工業 一般 長谷川 笑子 北播(加健)第344-572 令和4年2月8日
000028 4000187356 洋光製麩合資会社 677-0053 西脇市和布町181 795223470 その他の食料品製造・加工業 一般 洋光製麩合資会社 代表取締役 吉田 敏也 677-0053 兵庫県西脇市和布町181番地 795223470 北播(加健)第344-571 令和4年2月8日
000028 4000187357 ベルデ・ヴェール 679-0304 西脇市黒田庄町船町515 795282228 その他の食料品製造・加工業 一般 有限会社ベルデ・ヴェール 代表取締役 松本 真也 679-0304 兵庫県西脇市黒田庄町船町612 795282228 北播(加健)第344-570 令和4年2月8日
000028 4000187374 果実のせいか 679-0322 西脇市黒田庄町石原1230 795283595 その他の食料品製造・加工業 一般 大隅 茂美 北播(加健)第344-578 令和4年2月9日
000028 4000187382 有限会社　珈集 673-0433 三木市福井字八幡谷2165-1 794826117 コーヒー（飲料を除く）製造・加工業 一般 有限会社　珈集 取締役 平野 薫大 673-0433 兵庫県三木市福井字八幡谷2165-1 794826117 北播(加健)第344-579 令和4年2月10日
000028 4000187401 株式会社がまかつ　本社西脇工場食堂 677-0014 西脇市郷瀬町417 795228867 自動販売機（要届出のコップ式自動販売機及び要許可を除く） 自動販売機 関西キリンビバレッジサービス株式会社 代表取締役 尾崎 靖幸 530-0011 大阪府大阪市北区大深町4番20号 677309206 北播(加健)第344-574 令和4年2月9日
000028 4000187402 株式会社神菱食堂 675-1322 小野市匠台6 79461800 自動販売機（要届出のコップ式自動販売機及び要許可を除く） 自動販売機 関西キリンビバレッジサービス株式会社 代表取締役 尾崎 靖幸 530-0011 大阪府大阪市北区大深町4番20号 677309206 北播(加健)第344-575 令和4年2月9日
000028 4000187403 ダイソー　ハローズ西脇モール店 677-0043 西脇市下戸田時ノ堂下64-1 その他の食料・飲料販売業 一般 株式会社大創産業 代表取締役 矢野 靖二 739-8501 広島県東広島市西条吉行東一丁目4番14号 824200100 北播(加健)第344-577 令和4年2月9日
000028 4000187417 華むらさき 679-1204 多可郡多可町加美区棚釜168-1 795351303 その他の食料品製造・加工業 一般 溝垣 和子 北播(加健)第344-580 令和4年2月14日
000028 4000187425 兵庫ヤクルト販売　吉川ステーション 673-1129 三木市吉川町渡瀬88-1 794766622 乳類販売業 一般 兵庫ヤクルト販売株式会社 代表取締役 阿部 泰久 651-2122 兵庫県神戸市西区玉津町高津橋137番地の1 789128960 北播(加健)第344-576 令和4年2月9日
000028 4000187455 林　孝 677-0066 西脇市水尾町566-2 795270413 農産保存食料品製造・加工業 一般 林 孝 北播(加健)第344-581 令和4年2月18日
000028 4000187458 スギナ同好会 675-2464 加西市下芥田町204-20 農産保存食料品製造・加工業 一般 黒田 広之 北播(加健)第344-582 令和4年2月16日
000028 4000187472 竹本義治 679-0203 加東市稲尾213 795483873 農産保存食料品製造・加工業 一般 竹本 義治 北播(加健)第344-584 令和4年2月17日
000028 4000187473 株式会社根日女グリーンファーム 675-2213 加西市西笠原町172-250 農産保存食料品製造・加工業 一般 株式会社根日女グリーンファーム 代表取締役 佐伯 武彦 675-2213 兵庫県加西市西笠原町172番地の250 790482439 北播(加健)第344-583 令和4年2月18日
000028 4000187477 北野　五一 679-0322 西脇市黒田庄町石原874 795284186 その他の食料品製造・加工業 一般 北野 五一 北播(加健)第344-585 令和4年2月18日
000028 4000187488 ㈱福徳食品　小野工場 675-1378 小野市王子町57 794633923 その他の食料品製造・加工業 一般 ㈱福徳食品 代表取締役 久語 真奈美 536-0011 大阪府大阪市城東区放出西1-1-13 669687463 北播(加健)第344-586 令和4年2月22日
000028 4000187518 あおい商店 673-1431 加東市社1220-3駒ビル1階 795200015 その他の食料・飲料販売業 一般 山口 愛 北播(加健)第344-588 令和4年2月21日
000028 4000187521 社パーキングエリア下りセブンイレブン専用自販機673-1416 加東市久米8-7社パーキングエリア下り 食肉販売業 自動販売機 江口 守 北播(加健)第344-590 令和4年2月21日
000028 4000187522 兵庫県消防学校　三木　１F食堂（CCBJI単受） 673-0516 三木市志染町御坂1-19 794233522 コップ式自動販売機（自動洗浄・屋内設置） 自動販売機 株式会社アペックス西日本 代表取締役 森 吉平 550-0015 大阪府大阪市西区南堀江四丁目25番24号 664455518 北播(加健)第344-589 令和4年2月21日
000028 4000187524 日本ハム関西プラント１Ｆ食堂　パン 675-1322 小野市匠台19 794638139 自動販売機（要届出のコップ式自動販売機及び要許可を除く） 自動販売機 関西キリンビバレッジサービス株式会社 代表取締役 尾崎 靖幸 530-0011 大阪府大阪市北区大深町4番20号 677309206 北播(加健)第344-591 令和4年2月21日
000028 4000187526 champ de fleur 677-0044 西脇市上野84 795234631 その他の食料・飲料販売業 一般 フルール株式会社 代表取締役 藤本 昌宏 677-0044 兵庫県西脇市上野84番地 795234631 北播(加健)第344-592 令和4年2月21日
000028 4000187528 株式会社目黒研究所　加西工場 675-2101 加西市繁昌町字小谷ノ上乙318-1 790492361 いわゆる健康食品の製造・加工業 一般 株式会社目黒研究所 井上 信之 541-0044 大阪府大阪市中央区伏見町2丁目6番4号 662231451 北播(加健)第344-593 令和4年2月21日
000028 4000187529 原始人会　土一七日屋台 675-2451 加西市上万願寺町120-1 790440150 その他の食料品製造・加工業 一般 国田 良一 北播(加健)第344-587 令和4年2月18日
000028 4000187548 株式会社加美鳥　ＧＰセンター 679-1211 多可郡多可町加美区寺内87-2 795351510 卵選別包装業 一般 株式会社加美鳥 代表取締役 石塚 竜司 679-1213 兵庫県多可郡多可町加美区山野部553番地 795351060 北播(加健)第344-595 令和4年2月24日
000028 4000187569 ココカラファイン　三木店 673-0405 三木市平田757 794828660 その他の食料・飲料販売業 一般 株式会社ココカラファインヘルスケア 代表取締役 塚本 厚志 222-0033 神奈川県横浜市港北区新横浜3-17-6 455485996 北播(加健)第344-597 令和4年2月25日
000028 4000187570 ドラッグストア　ライフォート　志染店 673-0551 三木市志染町西自由が丘1-348 794843700 その他の食料・飲料販売業 一般 株式会社ココカラファインヘルスケア 代表取締役 塚本 厚志 222-0033 神奈川県横浜市港北区新横浜3-17-6 455485996 北播(加健)第344-598 令和4年2月25日
000028 4000187571 ドラッグストアライフォート西脇北店 677-0043 西脇市下戸田486-2 795221141 その他の食料・飲料販売業 一般 株式会社ココカラファインヘルスケア 代表取締役 塚本 厚志 222-0033 神奈川県横浜市港北区新横浜3-17-6 455485996 北播(加健)第344-599 令和4年2月25日
000028 4000187575 ローソン加西北条西高室店 675-2322 加西市北条町西高室540-1 790433424 コンビニエンスストア 一般 有限会社川端商店 代表取締役 川端 芳文 675-1115 兵庫県加古郡稲美町国岡六丁目４８番地 794970670 北播(加健)第344-596 令和4年2月28日
000028 4000187578 西嶋や 673-1403 加東市下鴨川121 795450125 農産保存食料品製造・加工業 一般 西嶋 富代 北播(加健)第344-594 令和4年2月25日
000028 4000187601 株式会社長谷川養蜂園 679-1124 多可郡多可町中区森本175 795325535 その他の食料品製造・加工業 一般 株式会社長谷川養蜂園 代表取締役 長谷川 智子 679-1124 兵庫県多可郡多可町中区森本175 795325535 北播(加健)第344-600 令和4年2月28日
000028 4000187628 みき　日楽哩 673-0404 三木市大村1127 794839123 調味料製造・加工業 一般 内匠 博文 北播(加健)第344-601 令和4年3月1日
000028 4000187649 ゴールデンバレーゴルフ倶楽部レストラン 677-0033 西脇市鹿野町比延山1353-9 795235855 その他の食料・飲料販売業 一般 株式会社ダイナックパートナーズ 代表取締役 松井 正博 135-0091 東京都港区台場二丁目3番3号 北播(加健)第344-602 令和4年3月1日
000028 4000187650 ゴールデンバレーゴルフ倶楽部インコース 677-0033 西脇市鹿野町比延山1353-9 795235855 食肉販売業 一般 株式会社ダイナックパートナーズ 代表取締役 松井 正博 135-0091 東京都港区台場二丁目3番3号 北播(加健)第344-604 令和4年3月1日
000028 4000187651 ゴールデンバレーゴルフ倶楽部インコース 677-0033 西脇市鹿野町比延山1353-9 795235855 その他の食料・飲料販売業 一般 株式会社ダイナックパートナーズ 代表取締役 松井 正博 135-0091 東京都港区台場二丁目3番3号 北播(加健)第344-603 令和4年3月1日
000028 4000187652 ゴールデンバレーゴルフ倶楽部アウトコース 677-0033 西脇市鹿野町比延山1353-9 795235855 食肉販売業 一般 株式会社ダイナックパートナーズ 代表取締役 松井 正博 135-0091 東京都港区台場二丁目3番3号 北播(加健)第344-606 令和4年3月1日
000028 4000187653 ゴールデンバレーゴルフ倶楽部アウトコース 677-0033 西脇市鹿野町比延山1353-9 795235855 その他の食料・飲料販売業 一般 株式会社ダイナックパートナーズ 代表取締役 松井 正博 135-0091 東京都港区台場二丁目3番3号 北播(加健)第344-605 令和4年3月1日
000028 4000187654 小野東洋ゴルフ倶楽部　レストラン 675-1315 小野市日吉町570-1 794633747 その他の食料・飲料販売業 一般 株式会社ダイナックパートナーズ 代表取締役 松井 正博 135-0091 東京都港区台場二丁目3番3号 北播(加健)第344-607 令和4年3月3日
000028 4000187675 山波 675-1379 小野市上本町151-1 794637489 調味料製造・加工業 一般 呉島 京祐 北播(加健)第344-608 令和4年3月3日
000028 4000187679 チェリーヒルズゴルフクラブ  コース売店　クィーン 673-0714 三木市細川町細川中字道重1200-23 794862302 食肉販売業 一般 株式会社ダイナックパートナーズ 代表取締役 松井 正博 135-0091 東京都港区台場二丁目3番3号 333414216 北播(加健)第344-609 令和4年3月4日
000028 4000187680 チェリーヒルズゴルフクラブ  コース売店　キング 673-0714 三木市細川町細川中字道重1200-23 794862302 食肉販売業 一般 株式会社ダイナックパートナーズ 代表取締役 松井 正博 135-0091 東京都港区台場二丁目3番3号 333414216 北播(加健)第344-610 令和4年3月4日
000028 4000187681 チェリーヒルズゴルフクラブ  コース売店　プリンス 673-0714 三木市細川町細川中字道重1200-23 794862302 食肉販売業 一般 株式会社ダイナックパートナーズ 代表取締役 松井 正博 135-0091 東京都港区台場二丁目3番3号 333414216 北播(加健)第344-611 令和4年3月4日
000028 4000187734 株式会社 Mizkan 三木工場 673-1112 三木市吉川町畑枝395-1 794762311 調味料製造・加工業 一般 株式会社 Mizkan 代表取締役 石垣 浩司 475-0873 愛知県半田市中村町二丁目6番地 569213331 北播(加健)第344-613 令和4年3月4日
000028 4000187736 ドラッグストアライフォート　梶原店 673-1463 加東市梶原360-1 795422117 その他の食料・飲料販売業 一般 株式会社ココカラファインヘルスケア 代表取締役 塚本 厚志 222-0033 神奈川県横浜市港北区新横浜3丁目17番6号 455485996 北播(加健)第344-612 令和4年3月4日
000028 4000187737 河村久栄 673-1415 加東市下久米1227-605 795440268 農産保存食料品製造・加工業 一般 河村 久栄 北播(加健)第344-614 令和4年3月4日
000028 4000187739 ジャパン・イーエム・ソリューションズ株式会社  本社 2F食堂右（CCBJI受託）673-1447 加東市佐保35 コップ式自動販売機（自動洗浄・屋内設置）自動販売機株式会社アペックス西日本 代表取締役 森 吉平 550-0015 大阪府大阪市西区南堀江四丁目25番24号664455518 北播(加健)第344-615 令和4年3月4日
000028 4000187742 仕出し御料理　福扇 673-0735 三木市口吉川町西中346-4 794880536 農産保存食料品製造・加工業 一般 下内 このみ 北播(加健)第344-616 令和4年3月4日
000028 4000187750 キングスロードゴルフクラブ内レストラン 673-1103 三木市吉川町前田447-1 794732800 食肉販売業 一般 株式会社ダイナックパートナーズ 代表取締役 松井 正博 135-0091 東京都港区台場二丁目3番3号 北播(加健)第344-617 令和4年3月8日
000028 4000187752 株式会社サイゼリヤ兵庫工場 675-1322 小野市匠台11-1 794639601 調味料製造・加工業 一般 株式会社　サイゼリヤ 代表取締役会長 正垣 泰彦 342-0008 埼玉県吉川市旭2-5 489919611 北播(加健)第344-618 令和4年3月7日
000028 4000187791 株式会社カネミツ　三木工場  ６K3358 673-0443 三木市別所町巴48-1 794831388 コップ式自動販売機（自動洗浄・屋内設置） 自動販売機 サントリービバレッジソリューション株式会社 代表取締役 及川 剛 160-6111 東京都新宿区西新宿八丁目17番1号 363040501 北播(加健)第344-620 令和4年3月14日
000028 4000187794 キングスロードGCR 673-1103 三木市吉川町前田447-1 794732800 その他の食料・飲料販売業 一般 株式会社ダイナックパートナーズ 代表取締役 松井 正博 135-0091 東京都港区台場二丁目3番3号 北播(加健)第344-619 令和4年3月14日
000028 4000187802 足立醸造（株）店舗 679-1212 多可郡多可町加美区西脇81-1 795350031 百貨店、総合スーパー 一般 足立醸造株式会社 代表取締役 足立 裕 679-1212 兵庫県多可郡多可町加美区西脇112番地 795350031 北播(加健)第344-621 令和4年3月10日
000028 4000187851 ジョリーパスタ　三木店 673-0541 三木市志染町広野1-79-1 794876551 その他の食料・飲料販売業 一般 株式会社ジョリーパスタ 代表取締役 南 哲史 108-0075 東京都港区港南二丁目18番1号 368338833 北播(加健)第344-622 令和4年3月11日
000028 4000187856 ちいさな森～CAMP VILLAGE～ 673-1403 加東市下鴨川602-140 その他の食料・飲料販売業 一般 佐伯 𠮷治 北播(加健)第344-623 令和4年3月14日
000028 4000187882 田中農園 673-1411 加東市畑153 795440521 農産保存食料品製造・加工業 一般 田中 正幸 北播(加健)第344-624 令和4年3月14日



000028 4000187893 カフェバランタイン 673-0423 三木市宿原293-3 794825919 調味料製造・加工業 一般 株式会社カフェバランタイン 代表取締役 鳥居 志朗 673-0423 兵庫県三木市宿原２９３番地の３ 794825919 北播(加健)第344-625 令和4年3月16日
000028 4000187894 吉川カントリー倶楽部　レストラン 673-1121 三木市吉川町米田字平間701-3 794722410 その他の食料・飲料販売業 一般 株式会社ダイナックパートナーズ 代表取締役 松井 正博 135-0091 東京都港区台場二丁目3番3号 333414216 北播(加健)第344-626 令和4年3月16日
000028 4000187896 吉川カントリー倶楽部　レストラン 673-1121 三木市吉川町米田字平間701-3 794722410 食肉販売業 一般 株式会社ダイナックパートナーズ 代表取締役 松井 正博 135-0091 東京都港区台場二丁目3番3号 333414216 北播(加健)第344-627 令和4年3月16日
000028 4000187933 花元気 675-1311 小野市万勝寺町984-40 794671648 その他の食料品製造・加工業 一般 久保 髙重 北播(加健)第344-631 令和4年3月16日
000028 4000187938 株式会社ハローズ　小野店 675-1378 小野市王子町806-1 794638655 百貨店、総合スーパー 一般 株式会社ハローズ 代表取締役 佐藤 利行 721-0973 広島県福山市南蔵王町六丁目26番7号 864831011 北播(加健)第344-628 令和4年3月16日
000028 4000187939 株式会社ハローズ　小野店  イートインコーナー（CCBJI単受） 675-1378 小野市王子町806-1 コップ式自動販売機（自動洗浄・屋内設置） 自動販売機 株式会社アペックス西日本 代表取締役 森 吉平 550-0015 大阪府大阪市西区南堀江四丁目25番24号 794233522 北播(加健)第344-629 令和4年3月16日
000028 4000187940 株式会社ハローズ　小野店  食堂（CCBJI単受） 675-1378 小野市王子町806-1 コップ式自動販売機（自動洗浄・屋内設置） 自動販売機 株式会社アペックス西日本 代表取締役 森 吉平 550-0015 大阪府大阪市西区南堀江四丁目25番24号 794233522 北播(加健)第344-630 令和4年3月16日
000028 4000187945 05　FACTORY 677-0054 西脇市野村町1-2 コーヒー（飲料を除く）製造・加工業 一般 竹本 圭佑 北播(加健)第344-632 令和4年3月16日
000028 4000187950 吉川カントリー倶楽部　インコース売店 673-1121 三木市吉川町米田字平間701-3 794722410 その他の食料・飲料販売業 一般 株式会社ダイナックパートナーズ 代表取締役 松井 正博 135-0091 東京都港区台場二丁目3番3号 333414216 北播(加健)第344-633 令和4年3月17日
000028 4000187967 吉川カントリー倶楽部　アウトコース売店 673-1121 三木市吉川町米田字平間701-3 794722410 その他の食料・飲料販売業 一般 株式会社ダイナックパートナーズ 代表取締役 松井 正博 135-0091 東京都港区台場二丁目3番3号 333414216 北播(加健)第344-634 令和4年3月17日
000028 4000187995 スギドラッグ　西脇下戸田店 677-0043 西脇市下戸田時ノ堂下63-1 795278636 百貨店、総合スーパー 一般 株式会社スギ薬局 代表取締役 榊原 栄一 446-0056 愛知県安城市三河安城町一丁目8番地4 562452720 北播(加健)第344-635 令和4年3月17日
000028 4000188008 スギドラッグ　西脇下戸田店 677-0043 西脇市下戸田時ノ堂下63-1 795278636 自動販売機（要届出のコップ式自動販売機及び要許可を除く） 自動販売機 株式会社スギ薬局 代表取締役 榊原 栄一 446-0056 愛知県安城市三河安城町一丁目8番地4 562452720 北播(加健)第344-635-2 令和4年3月17日
000028 4000188011 医療法人社団しげはる会　上田医院 677-0054 西脇市野村町865-5 795223040 集団給食（４）その他 集団給食 医療法人社団しげはる会上田医院 理事長 上田 正生 677-0054 兵庫県西脇市野村町865番地の5 795223040 北播(加健)第344-636 令和4年3月18日
000028 4000188015 藤原　賀代美 675-1317 小野市浄谷町1782-32 その他の食料品製造・加工業 一般 藤原 賀代美 北播(加健)第344-637 令和4年3月22日
000028 4000188046 精肉舎　こさる 673-0433 三木市福井字三木山2474-29 794838881 調味料製造・加工業 一般 有限会社　こさる 代表取締役 鹿嶋 佑蘭 673-0433 兵庫県三木市福井1969-1 794838861 北播(加健)第344-638 令和4年3月22日
000028 4000188075 株式会社　新田商会 673-1101 三木市吉川町新田38-1 794721135 卵選別包装業 一般 株式会社　新田商会 代表取締役 岸本 寿郎 673-1101 兵庫県三木市吉川町新田38-1 794721135 北播(加健)第344-639 令和4年3月23日
000028 4000188104 にこにこグループ 679-0104 加西市常吉町363 農産保存食料品製造・加工業 一般 松尾 徳子 北播(加健)第344-640 令和4年3月25日
000028 4000188106 張家　CK 673-0404 三木市大村1-7-25 794888300 調味料製造・加工業 一般 有限会社　三木北京閣 代表取締役 中山 勇士 673-0404 兵庫県三木市大村1-3-3 794821843 北播(加健)第344-641 令和4年3月25日
000028 4000188110 阿佐美やほんわか店 677-0015 西脇市西脇972駐車場 野菜果物販売業 露店 原 光子 北播(加健)第344-642 令和4年3月25日
000028 4000188123 小西農園 673-1313 加東市永福66-1 その他の食料品製造・加工業 一般 小西 清志 北播(加健)第344-643 令和4年3月25日
000028 4000188146 グループホームたきの苑 679-0212 加東市下滝野508-1 795480726 集団給食（４）その他 集団給食 社会福祉法人　健睦会 理事長 細見 和代 679-0212 兵庫県加東市下滝野字高倉1283番地の37 795481726 北播(加健)第344-644 令和4年3月28日
000028 4000188148 株式会社日昌トレーディング　関西事業所 675-1322 小野市匠台18 794886166 その他の食料品製造・加工業 一般 株式会社日昌トレーディング 代表取締役 関 旭彩 104-0032 東京都中央区八丁堀3-11-12大基ビル5階 335530404 北播(加健)第344-645 令和4年3月28日
000028 4000188193 加西市地域活性化拠点施設　ｓoｒａかさい 675-2103 加西市鶉野町2274-11 790498100 百貨店、総合スーパー 一般 神姫バス株式会社 代表取締役 長尾 真 670-0913 兵庫県姫路市西駅前町1番地 792231280 北播(加健)第344-646 令和4年3月28日
000028 4000188300 にんにくふぁくとり～　ゆめふぁ～む 679-0203 加東市稲尾150 795420831 その他の食料品製造・加工業 一般 藤本 良三 北播(加健)第344-647 令和4年3月31日
000028 4000188307 北条東すみれこども園 675-2321 加西市北条町東高室915-2 790431654 集団給食（４）その他 集団給食 社会福祉法人無量会 理事長 永井 秀世 675-2213 兵庫県加西市西笠原町178-115 1790483765 北播(加健)第344-650 令和4年3月31日
000028 4000188309 株式会社いけうち西脇市堀工場 677-0042 西脇市堀町177 795233903 器具・容器包装の製造・加工業 一般 株式会社いけうち 代表取締役 松井 精朗 550-0011 大阪府大阪市西区阿波座1丁目15番15号第一協業ビル 665381075 北播(加健)第344-649 令和4年3月31日
000028 4000188310 北条鉄道応援隊　ぬくもり亭のだや 675-2231 加西市王子町154-4 野菜果物販売業 一般 森田 香織 北播(加健)第344-648 令和4年3月31日
000028 4000188311 おとと丸 673-0551 三木市志染町西自由が丘1-472 794877577 魚介類販売業 一般 株式会社デコレザプラス 代表取締役 三浦 修二 673-0551 兵庫県三木市志染町西自由が丘1丁目472 794877577 北播(加健)第344-651 令和4年3月31日
000028 4000188315 imo.dot 675-2241 加西市段下町60-1 野菜果物販売業 一般 森田 吉彦 北播(加健)第344-1 令和4年4月1日
000028 4000188316 荒木 677-0068 西脇市落方町573-3 農産保存食料品製造・加工業 一般 荒木 薫 北播(加健)第344-2 令和4年4月1日
000028 4000188358 地域活動支援センター庵ノ上 679-0105 加西市朝妻町1216-8 790472055 農産保存食料品製造・加工業 一般 NPO法人庵ノ上 理事長 初田 毅 679-0105 兵庫県加西市朝妻町157 790470316 北播(加健)第344-3 令和4年4月6日
000028 4000188408 松谷海苔株式会社　社工場 673-1421 加東市山国2013-97 795421267 海藻製造・加工業 一般 松谷海苔株式会社 代表取締役 松谷 晃 652-0847 兵庫県神戸市兵庫区切戸町6番20号 786511223 北播(加健)第344-4 令和4年4月8日
000028 4000188437 たにい農園 673-1236 三木市吉川町東田834 794720261 農産保存食料品製造・加工業 一般 谷井 啓人 北播(加健)第344-7 令和4年4月11日
000028 4000188450 99ｰQuQu- 675-1323 小野市榊町800 その他の食料・飲料販売業 一般 有限会社エクステリアート 山口 宏平 675-1378 兵庫県小野市王子町805番地の1 794631907 北播(加健)第344-8 令和4年4月13日
000028 4000188453 株式会社アライドマテリアル　播磨製作所　１F（CCBJI受託） 679-0221 加東市河高黒石1816-174 コップ式自動販売機（自動洗浄・屋内設置） 自動販売機 株式会社アペックス西日本 森 吉平 550-0015 大阪府大阪市西区南堀江四丁目25番24号 794233522 北播(加健)第344-6 令和4年4月13日
000028 4000188455 株式会社いけうち西脇市上比延工場 677-0039 西脇市上比延町385-7 器具・容器包装の製造・加工業 一般 株式会社いけうち 代表取締役 松井 精朗 550-0011 大阪府大阪市西区阿波座1丁目15番15号第一協業ビル 665381075 北播(加健)第344-5 令和4年4月8日
000028 4000188479 やしろ自然野菜工房 673-1462 加東市藤田1096 その他の食料品製造・加工業 一般 津田 博基 北播(加健)第344-9 令和4年4月12日
000028 4000188481 魚民 673-1464 加東市上中3-15 795423688 その他の食料・飲料販売業 一般 株式会社モンテローザフーズ 代表取締役 大神 輝博 160-0021 東京都新宿区歌舞伎町1-21-1 422368888 北播(加健)第344-10 令和4年4月12日
000028 4000188482 キタノイチバ 675-1367 小野市敷地町1502-11 794636188 その他の食料・飲料販売業 一般 株式会社モンテローザフーズ 代表取締役 大神 輝博 160-0021 東京都新宿区歌舞伎町一丁目21番1号 422368888 北播(加健)第344-11 令和4年4月12日
000028 4000188483 魚民 673-0541 三木市志染町広野1-73 794872988 その他の食料・飲料販売業 一般 株式会社　モンテローザフーズ 代表取締役 大神 輝博 160-0021 東京都新宿区歌舞伎町一丁目21番1号 422368888 北播(加健)第344-12 令和4年4月12日
000028 4000188562 ショウワグローブ株式会社　三木工場 673-0514 三木市志染町戸田1838-312 794876155 乳類販売業 自動販売機 兵庫ヤクルト販売株式会社 阿部 恭大 651-2122 兵庫県神戸市西区玉津町高津橋１３７番地の１ 789128960 北播(加健)第344-14 令和4年4月20日
000028 4000188563 特別養護老人ホーム　みずき 673-0402 三木市加佐58-1 794810787 乳類販売業 自動販売機 兵庫ヤクルト販売株式会社 阿部 恭大 651-2122 兵庫県神戸市西区玉津町高津橋１３７番地の１ 789128960 北播(加健)第344-15 令和4年4月20日
000028 4000188564 チェリーヒルズゴルフ倶楽部 673-0714 三木市細川町細川中1200-23 乳類販売業 自動販売機 兵庫ヤクルト販売株式会社 阿部 恭大 651-2122 兵庫県神戸市西区玉津町高津橋１３７番地の１ 789128960 北播(加健)第344-16 令和4年4月20日
000028 4000188565 医療法人社団和敬会　みきやまリハビリテーション病院 673-0413 三木市大塚1-5-89 乳類販売業 自動販売機 兵庫ヤクルト販売株式会社 阿部 恭大 651-2122 兵庫県神戸市西区玉津町高津橋１３７番地の１ 789128960 北播(加健)第344-17 令和4年4月20日
000028 4000188573 えぇもん王国 675-2311 加西市北条町横尾473-1 790421982 百貨店、総合スーパー 一般 株式会社シャルム 代表取締役 深田 美香 675-2311 兵庫県加西市北条町横尾473番地の1 790421982 北播(加健)第344-13 令和4年4月20日
000028 4000188581 ウエルシア小野天神店 675-1316 小野市天神町815ｰ1 794646030 コップ式自動販売機（自動洗浄・屋内設置） 自動販売機 ウエルシア薬局株式会社 松本 忠久 101-0021 東京都千代田区外神田二丁目2番15号 352095677 北播(加健)第344-18 令和4年4月21日
000028 4000188582 ウエルシア小野天神店 675-1316 小野市天神町815ｰ1 794646030 百貨店、総合スーパー 一般 ウエルシア薬局株式会社 松本 忠久 101-0021 東京都千代田区外神田二丁目2番15号 352095677 北播(加健)第344-18 令和4年4月21日
000028 4000188604 株式会社増本商店 677-0054 西脇市野村町622 795224831 農産保存食料品製造・加工業 一般 株式会社増本商店 代表取締役 増本 知之 677-0054 兵庫県西脇市野村町622番地 795224831 北播(加健)第344-21 令和4年4月21日
000028 4000188607 株式会社　小川農具製作所 675-2402 加西市田谷町676 790450006 乳類販売業 自動販売機 兵庫ヤクルト販売株式会社 阿部 恭大 651-2122 兵庫県神戸市西区玉津町高津橋137-1 789128960 北播(加健)第344-22 令和4年4月21日
000028 4000188608 加美サイジング株式会社 679-1201 多可郡多可町加美区豊部15 795351020 乳類販売業 自動販売機 兵庫ヤクルト販売株式会社 阿部 恭大 651-2122 兵庫県神戸市西区玉津町高津橋137-1 789128960 北播(加健)第344-23 令和4年4月21日
000028 4000188611 ヤクルト　多可ステーション 679-1202 多可郡多可町加美区熊野部788-2 795307711 乳類販売業 自動販売機 兵庫ヤクルト販売株式会社 阿部 恭大 651-2122 兵庫県神戸市西区玉津町高津橋137-1 789128960 北播(加健)第344-24 令和4年4月21日
000028 4000188616 兵庫ヤクルト販売株式会社　西脇ステーション 677-0052 西脇市和田町65 795233702 乳類販売業 自動販売機 兵庫ヤクルト販売株式会社 阿部 恭大 651-2122 兵庫県神戸市西区玉津町高津橋137-1 789128960 北播(加健)第344-20 令和4年4月21日
000028 4000188677 やしろ加工部会 673-1453 加東市貝原字町田292-1 795400050 農産保存食料品製造・加工業 一般 安田 ミツル 北播(加健)第344-25 令和4年4月26日
000028 4000188712 株式会社ハローズ　加西店 675-2321 加西市北条町東高室944-1 790438610 百貨店、総合スーパー 一般 株式会社ハローズ 代表取締役 佐藤 利行 721-0973 広島県福山市南蔵王町六丁目26番7号 864831011 北播(加健)第344-26 令和4年4月26日
000028 4000188713 ダイソー　エルズモール加西店 675-2321 加西市北条町東高室字四ツ池945 その他の食料・飲料販売業 一般 株式会社大創産業 代表取締役 矢野 靖二 739-8501 広島県東広島市西条吉行東一丁目4番14号 824200100 北播(加健)第344-27 令和4年4月26日
000028 4000188734 イオンモール加西北条店　カフェランテ 675-2312 加西市北条町北条308-1 790453500 百貨店、総合スーパー 一般 イオンリテール株式会社 代表取締役社長 井出 武美 261-0023 千葉県千葉市美浜区中瀬一丁目5番地1 432126500 北播(加健)第344-32 令和4年4月27日
000028 4000188739 酒匠・米匠　津田本店 673-0553 三木市志染町東自由が丘3-5 794857370 自動販売機（要届出のコップ式自動販売機及び要許可を除く） 自動販売機 株式会社正木牧場 代表取締役 正木 裕文 544-0031 大阪府大阪市生野区鶴橋3丁目5番46号 667156060 北播(加健)第344-34 令和4年4月28日
000028 4000188741 トミタテクノス株式会社 675-1334 小野市大島町1382 794632714 乳類販売業 自動販売機 兵庫ヤクルト販売株式会社 阿部 恭大 651-2122 兵庫県神戸市西区玉津町高津橋137-1 789128960 北播(加健)第344-28 令和4年5月6日
000028 4000188744 株式会社きんでん　社営業所 673-1431 加東市社1238-1 795425200 乳類販売業 自動販売機 兵庫ヤクルト販売株式会社 阿部 恭大 651-2122 兵庫県神戸市西区玉津町高津橋137-1 789128960 北播(加健)第344-29 令和4年5月6日
000028 4000188746 兵庫県立社高等学校 673-1461 加東市木梨1356-1 乳類販売業 自動販売機 兵庫ヤクルト販売株式会社 阿部 恭大 651-2122 兵庫県神戸市西区玉津町高津橋137-1 789128960 北播(加健)第344-30 令和4年5月6日
000028 4000188752 兵庫ヤクルト販売株式会社　北播支店 673-1465 加東市喜田1-1-2 795426011 乳類販売業 自動販売機 兵庫ヤクルト販売株式会社 阿部 恭大 651-2122 兵庫県神戸市西区玉津町高津橋137-1 789128960 北播(加健)第344-31 令和4年5月6日
000028 4000188786 イオンモール加西北条 675-2312 加西市北条町北条308-1 790453700 露店・仮設店舗等による飲食の提供のうち営業とみなされないもの 一般 株式会社ヒッツカンパニー 吉澤 卓郎 160-0022 東京都新宿区新宿2-19-1　ビッグス新宿ビル10Ｆ 353589203 北播(加健)第344-35 令和4年4月28日
000028 4000188800 サイゼリヤ イオン小野店 675-1378 小野市王子町868-1 794649750 その他の食料・飲料販売業 一般 株式会社サイゼリヤ 代表取締役 正垣 泰彦 342-0008 埼玉県吉川市旭2-5 489919611 北播(加健)第344-36 令和4年5月2日
000028 4000188805 株式会社ハローズ　加西店　イートイン（CCBJI単受） 675-2321 加西市北条町東高室873 コップ式自動販売機（自動洗浄・屋内設置） 自動販売機 株式会社アペックス西日本 代表取締役 森 吉平 550-0015 大阪府大阪市西区南堀江四丁目25番24号 794233522 北播(加健)第344-37 令和4年5月2日
000028 4000188814 株式会社ハローズ　加西店　従業員食堂（CCBJI単受） 675-2321 加西市北条町東高室873 コップ式自動販売機（自動洗浄・屋内設置） 自動販売機 株式会社アペックス西日本 森 吉平 550-0015 大阪府大阪市西区南堀江四丁目25番24号 794233522 北播(加健)第344-38 令和4年5月2日
000028 4000188816 山陽自動車道　三木ＳＡ(下）(ＳＨＤ）給茶機コーナーⅢ 673-0402 三木市加佐字湯谷1142 コップ式自動販売機（自動洗浄・屋内設置） 自動販売機 株式会社アペックス西日本 森 吉平 550-0015 大阪府大阪市西区南堀江四丁目25番24号 794233522 北播(加健)第344-39 令和4年5月2日
000028 4000188817 中国自動車道　加西ＳＡ(上）（ＳＨＤ）カップ自販機コーナーⅠ② 675-2365 加西市畑町字松尾谷2772-6 コップ式自動販売機（自動洗浄・屋内設置） 自動販売機 株式会社アペックス西日本 代表取締役 森 吉平 550-0015 大阪府大阪市西区南堀江四丁目25番24号 794233522 北播(加健)第344-40 令和4年5月2日
000028 4000188846 アオノゴルフコース　レストラン 675-2404 加西市油谷町639-3 790450992 その他の食料・飲料販売業 一般 株式会社ワンハート 代表取締役 岡元 茂則 665-0822 兵庫県宝塚市安倉中五丁目25番1号 663114886 北播(加健)第344-33 令和4年4月28日
000028 4000188907 株式会社岡田金属工業所　新工場２Ｆ 673-0404 三木市大村561 794831111 コップ式自動販売機（自動洗浄・屋内設置） 自動販売機 サントリービバレッジソリューション株式会社 代表取締役 及川 剛 160-6111 東京都新宿区西新宿八丁目17番1号 363040501 北播(加健)第344-49 令和4年5月10日
000028 4000188914 加西ＳＡ下り線ＩＮＦＯ 675-2365 加西市畑町字松尾谷2276-7 コップ式自動販売機（自動洗浄・屋内設置）自動販売機トーヨーベンディング株式会社 代表取締役 大久保 智司 452-0839 愛知県名古屋市西区見寄町１６７番地 525011771 北播(加健)第344--44 令和4年5月9日
000028 4000188915 加西ＳＡ上り線ＩＮＦＯ 675-2365 加西市畑町字松尾谷2272-6 コップ式自動販売機（自動洗浄・屋内設置）自動販売機トーヨーベンディング株式会社 代表取締役 大久保 智司 452-0839 愛知県名古屋市西区見寄町１６７番地 525011771 北播(加健)第344-45 令和4年5月9日
000028 4000188916 三木ＳＡ上り線 673-0404 三木市大村字大門1067-110 コップ式自動販売機（自動洗浄・屋内設置）自動販売機トーヨーベンディング株式会社 代表取締役 大久保 智司 452-0839 愛知県名古屋市西区見寄町１６７番地 525011771 北播(加健)第344-46 令和4年5月9日
000028 4000188917 道の駅　みき 673-0433 三木市福井2426番地先 794869500 自動販売機（要届出のコップ式自動販売機及び要許可を除く） 自動販売機 株式会社正木牧場 代表取締役 正木 裕文 544-0031 大阪府大阪市生野区鶴橋3丁目5番46号 667156060 北播(加健)第344-47 令和4年5月9日
000028 4000188920 東条湖カントリー倶楽部　東条ロビー（CCBIJ単受） 673-1412 加東市廻渕字北山31-52 コップ式自動販売機（自動洗浄・屋内設置） 自動販売機 株式会社アペックス西日本 代表取締役 森 吉平 550-0015 大阪府大阪市西区南堀江四丁目25番24号 794233522 北播(加健)第344-48 令和4年5月10日
000028 4000188930 フジワラポートリーファーム 673-0516 三木市志染町御坂442 794873707 卵選別包装業 一般 藤原 礼布 北播(加健)第344-41 令和4年5月11日
000028 4000189022 パナソニック株式会社　加東工場 673-1447 加東市佐保5番地 795427060 器具・容器包装の製造・加工業 一般 パナソニック株式会社 代表取締役 品田 正弘 571-8501 大阪府門真市大字門真1006番地 669081121 北播(加健)第344-51 令和4年5月13日
000028 4000189065 うれしのビーツ広め隊 673-1337 加東市松沢761-110 農産保存食料品製造・加工業 一般 福島 俊夫 北播(加健)第344-52 令和4年5月23日
000028 4000189072 なちゅらく膳 673-0436 三木市さつき台1-10-1 製茶業 一般 竹田 あや子 北播(加健)第344-53 令和4年5月23日
000028 4000189077 自家焙煎コーヒー　Ucafe 675-1345 小野市黍田町761-5 コーヒー（飲料を除く）製造・加工業一般 碓永 信一 北播(加健)第344-54 令和4年5月23日
000028 4000189114 十八羅かん 673-1411 加東市畑640-2 795441114 調味料製造・加工業 一般 株式会社　日輪 代表取締役 福井 良和 616-0016 京都府京都市西京区嵐山上海道町65番地20 758821004 北播(加健)第344-55 令和4年5月24日
000028 4000189133 フレッシュバザール加東上中店（コーヒー） 673-1464 加東市上中325 795438600 コップ式自動販売機（自動洗浄・屋内設置） 自動販売機 株式会社さとう 代表取締役社長 佐藤 総二郎 620-8503 京都府福知山市字上紺屋15 773220001 北播(加健)第344-59 令和4年5月24日
000028 4000189138 川崎　清美 677-0054 西脇市下戸田453-12 795226800 農産保存食料品製造・加工業 一般 川崎 清美 北播(加健)第344-58 令和4年5月25日
000028 4000189147 ブリヂストンフローテック株式会社 679-0105 加西市朝妻町1173 790471400 コップ式自動販売機（自動洗浄・屋内設置） 自動販売機 サントリービバレッジソリューション株式会社 代表取締役 及川 剛 160-6111 東京都新宿区西新宿八丁目17番1号 363040501 北播(加健)第344-60 令和4年5月25日
000028 4000189150 シャトレーゼ工場直売店西脇店 677-0044 西脇市上野231-1 795232482 その他の食料・飲料販売業 一般 有限会社サンワ 代表取締役 向山 昇 677-0015 兵庫県西脇市西脇656-58 795241712 北播(加健)第344-57 令和4年5月23日
000028 4000189151 シャトレーゼ　加西店 675-2312 加西市北条町北条90-1 790432233 その他の食料・飲料販売業 一般 小林 阿由美 北播(加健)第344-56 令和4年5月23日
000028 4000189171 JAみのり道の駅みき直売所 673-0433 三木市福井2426 794867010 食肉販売業 一般 みのり農業協同組合 代表理事組合長 神澤 友重 673-1431 兵庫県加東市社1777番地1 795425141 北播(加健)第344-61 令和4年5月26日
000028 4000189203 農園若づる 679-1121 多可郡多可町中区東安田555 米穀類販売業 一般 辻󠄀 朋子 北播(加健)第344-62 令和4年5月26日
000028 4000189204 農園若づる 679-1121 多可郡多可町中区東安田555 精穀・製粉業 一般 辻󠄀 朋子 北播(加健)第344-62 令和4年5月26日
000028 4000189255 ミクちゃんガイア　三木南店 673-0433 三木市福井字八幡谷2148-2 794867707 自動販売機（要届出のコップ式自動販売機及び要許可を除く） 自動販売機 江崎グリコ株式会社 代表取締役 江崎 勝久 555-8502 大阪府大阪市西淀川区歌島4丁目6-5 664778352 北播(加健)第344-67 令和4年5月31日
000028 4000189256 パシオ三木店 673-0434 三木市別所町小林476-4 794866071 コップ式自動販売機（自動洗浄・屋内設置） 自動販売機 アシード株式会社 代表取締役 久保 一史 721-0957 広島県福山市箕島町5725番地1 849828800 北播(加健)第344-68 令和4年5月31日
000028 4000189257 けやき焙煎所 675-1358 小野市粟生町1816-2 コーヒー（飲料を除く）製造・加工業一般 宗平 慎太郎 北播(加健)第344-69 令和4年5月31日
000028 4000189269 BAKU2COFFEE 673-1101 三木市吉川町新田782 コーヒー（飲料を除く）製造・加工業一般 荒牧 徳治 北播(加健)第344-70 令和4年6月1日
000028 4000189307 兵庫ヤクルト販売　加西ステーション 675-2302 加西市北条町栗田37-5 790430758 乳類販売業 一般 兵庫ヤクルト販売株式会社 代表取締役 阿部 泰久 651-2122 兵庫県神戸市西区玉津町高津橋137番地の1 789128960 北播(加健)第344-72 令和4年6月3日
000028 4000189396 茶坊紅福 675-2334 加西市福住町1087 製茶業 一般 合同会社河洛 代表社員 杉本 恭佑 675-2334 兵庫県加西市福住町1087番地 北播(加健)第344-73 令和4年6月10日
000028 4000189409 兵庫ダイハツ販売株式会社西脇店 677-0054 西脇市野村町430-1 795220800 コップ式自動販売機（自動洗浄・屋内設置） 自動販売機 サントリービバレッジソリューション株式会社 代表取締役 及川 剛 160-6111 東京都新宿区西新宿8丁目17番1号 363040501 北播(加健)第344-74 令和4年6月14日
000028 4000189410 兵庫ダイハツ販売株式会社三木店 673-0403 三木市末広3-14-6 794860708 コップ式自動販売機（自動洗浄・屋内設置） 自動販売機 サントリービバレッジソリューション株式会社 代表取締役 及川 剛 160-6111 東京都新宿区西新宿8丁目17番1号 363040501 北播(加健)第344-75 令和4年6月14日
000028 4000189412 株式会社カコテクノス小野工場　A2棟2F 675-1318 小野市北丘町355-16 794626411 コップ式自動販売機（自動洗浄・屋内設置） 自動販売機 サントリービバレッジソリューション株式会社 代表取締役 及川 剛 160-6111 東京都新宿区西新宿8丁目17番1号 363040501 北播(加健)第344-76 令和4年6月14日
000028 4000189447 株式会社ハローズ　西脇店 677-0043 西脇市下戸田60-1 795248686 百貨店、総合スーパー 一般 株式会社ハローズ 代表取締役 佐藤 利行 721-0973 広島県福山市南蔵王町六丁目26番7号 864831011 北播(加健)第344-78 令和4年6月13日



000028 4000189454 神菱　工場休憩所 675-1322 小野市匠台6番地 794631805 自動販売機（要届出のコップ式自動販売機及び要許可を除く） 自動販売機 関西キリンビバレッジサービス株式会社 代表取締役 尾崎 靖幸 530-0011 大阪府大阪市北区大深町4番20号 677309206 北播(加健)第344-79 令和4年6月14日
000028 4000189506 ローソン加美町役場前店 679-1201 多可郡多可町加美区豊部字井杉229-1 795351113 コンビニエンスストア 一般 藤本 勝造 北播(加健)第344-77 令和4年6月15日
000028 4000189580 滝野温泉　ぽかぽ 679-0212 加東市下滝野1283-1 795481126 乳類販売業 自動販売機 長谷川 豊 北播(加健)第344-82 令和4年6月24日
000028 4000189582 ＴＯＲＩ　ＭＡＲＣＨＥ　ＴＡＫＡＣＨＯ 679-1214 多可郡多可町加美区的場145-6 795351510 百貨店、総合スーパー 一般 株式会社加美鳥 代表取締役 石塚 竜司 679-1213 兵庫県多可郡多可町加美区山野部553番地 北播(加健)第344-80 令和4年6月23日
000028 4000189613 Ｈｏｎｅｙ　Ｐｌａｃｅ　鴨ノ里 675-2242 加西市尾崎町301-2 その他の食料品製造・加工業 一般 吉川 智恵美 北播(加健)第344-83 令和4年6月28日
000028 4000189625 てんぺ堂 679-0201 加東市曽我479 その他の食料品製造・加工業 一般 瀬川 通子 北播(加健)第344-84 令和4年6月28日
000028 4000189642 すき家　加東上中店 673-1464 加東市上中203-1 795388768 その他の食料・飲料販売業 一般 株式会社すき家 代表取締役 笹川 直樹 108-0075 東京都港区港南2丁目18番1号 357838802 北播(加健)第344-81 令和4年6月23日
000028 4000189669 VIETNAM　MARKET 679-0211 加東市上滝野786-6 795387277 魚介類販売業 一般 グエン　ゴック　ニャ 北播(加健)第344-85 令和4年7月4日
000028 4000189670 VIETNAM　MARKET 679-0211 加東市上滝野786-6 795387277 食肉販売業 一般 グエン　ゴック　ニャ 北播(加健)第344-85 令和4年7月4日
000028 4000189768 餃子の雪松　加東店 673-1463 加東市梶原372 その他の食料・飲料販売業 一般 株式会社YES 長谷川 保 185-0005 東京都国分寺市並木町二丁目23番地5美創空間 422077488 北播(加健)第344-88 令和4年7月12日
000028 4000189791 MARUMI_kitchen 000-0000 三木市一円 行商 自動車 株式会社office SASAYURI 代表取締役 山野 恵子 531-0072 大阪府大阪市北区豊崎2-8-11-801 北播(加健)第344-89 令和4年7月13日
000028 4000189795 エアレーベン八千代 677-0121 多可郡多可町八千代区中野間363-14 795372211 百貨店、総合スーパー 一般 小迫 悠香 北播(加健)第344-87 令和4年7月13日
000028 4000189804 LA　CÀ　MART 673-1431 加東市社1077-2-103 百貨店、総合スーパー 一般 ＤＵＹ　ＮＡＭ株式会社 代表取締役 ブイ・バオ・リン 673-1431 兵庫県加東市社1077番2-101号 北播(加健)第344-90 令和4年7月12日
000028 4000189812 あかまつ 673-0434 三木市別所町小林414-15 野菜果物販売業 一般 赤松 早苗 北播(加健)第344-91 令和4年7月13日
000028 4000189990 李記厨房 673-0404 三木市大村字砂163イオン三木店1階 弁当販売業 一般 李 玉軍 北播(加健)第344-93 令和4年7月26日
000028 4000190032 タナカパックファクトリー株式会社 679-0304 西脇市黒田庄町船町592-3 795282777 その他の食料品製造・加工業 一般 タナカパックファクトリー株式会社 代表取締役 田中 靖雄 530-0021 大阪府大阪市北区浮田一丁目3番10号 663715108 北播(加健)第344-92 令和4年7月27日
000028 4000190036 よみはな農園　WorkShop 675-1327 小野市市場町715 794738116 農産保存食料品製造・加工業 一般 一般社団法人エィビーエス 代表理事 臼井 英之 675-1327 兵庫県小野市市場町57-1 794631144 北播(加健)第344-94 令和4年7月27日
000028 4000190046 兵庫県立播磨農業高等学校 675-2321 加西市北条町東高室1236-1 790421050 食肉販売業 一般 兵庫県立播磨農業高等学校 校長 藤岡 文博 675-2321 兵庫県加西市北条町東高室1236-1 790421050 北播(加健)第344-95 令和4年7月29日
000028 4000190089 きみこのアイス店 679-0205 加東市北野652-4 795482629 その他の食料・飲料販売業 一般 吉田 公子 北播(加健)第344-97 令和4年8月1日
000028 4000190105 山本くだもの店 675-1378 小野市上新町749-1 794625856 野菜果物販売業 一般 山本 喜隆 北播(加健)第344-96 令和4年7月27日
000028 4000190146 協和製作所　古坂工場右 675-2303 加西市北条町古坂69-1 790425110 自動販売機（要届出のコップ式自動販売機及び要許可を除く） 自動販売機 関西キリンビバレッジサービス株式会社 代表取締役 尾崎 靖幸 530-0011 大阪府大阪市北区大深町4番20号 677309206 北播(加健)第344-98 令和4年8月4日
000028 4000190147 協和製作所　和泉工場　トイレ前 675-2445 加西市殿原町860 790440284 自動販売機（要届出のコップ式自動販売機及び要許可を除く） 自動販売機 関西キリンビバレッジサービス株式会社 代表取締役 尾崎 靖幸 530-0011 大阪府大阪市北区大深町4番20号 677309206 北播(加健)第344-99 令和4年8月4日
000028 4000190176 スギドラッグ　加西店 675-2321 加西市北条町東高室948 790339016 百貨店、総合スーパー 一般 株式会社スギ薬局 代表取締役 榊原 栄一 446-0056 愛知県安城市三河安城町一丁目8番地4 562452720 北播(加健)第344-100 令和4年8月5日
000028 4000190182 藤原　悟 679-0301 西脇市黒田庄町小苗293-1 795283750 その他の食料品製造・加工業 一般 藤原 悟 北播(加健)第344-101 令和4年8月5日
000028 4000190210 ザグザグハローズモール小野店 675-1378 小野市王子町806-1 794635539 その他の食料・飲料販売業 一般 株式会社ザグザグ 代表取締役 森 信 703-8243 岡山県岡山市中区清水369番地2 862076300 北播(加健)第344-102 令和4年8月9日
000028 4000190306 有限会社　農菓村塾 675-1352 小野市復井町1060 79661555 その他の食料品製造・加工業 一般 株式会社ダイツウ 代表取締役 大西 考弘 675-0104 兵庫県加古川市平岡町土山753番地の21 794228666 北播(加健)第344-104 令和4年8月16日
000028 4000190310 合名会社アリモト　加西工場 679-0104 加西市常吉町字東畑647-9 790472220 その他の食料品製造・加工業 一般 合名会社アリモト 代表社員 有元 誠次朗 671-0255 兵庫県姫路市花田町小川912番地 792533040 北播(加健)第344-103 令和4年8月10日
000028 4000190334 ファミリーマート滝野河高店 679-0221 加東市河高4130 795480345 コンビニエンスストア 一般 株式会社ファミリーマート 代表取締役 細見 研介 108-0023 東京都港区芝浦三丁目1番21号 364367600 北播(加健)第344-105 令和4年8月19日
000028 4000190335 (一財)防衛弘済会　ボエコス青野原食堂 675-1351 小野市桜台1 794665608 その他の食料・飲料販売業 一般 一般財団法人防衛弘済会 代表理事 田原 義信 162-0853 東京都新宿区北山伏町1番11号 359468701 北播(加健)第344-106 令和4年8月18日
000028 4000190351 富久錦（株） 675-2223 加西市三口町1048 790482111 食肉販売業 一般 富久錦株式会社 代表取締役 稲岡 敬之 675-2223 兵庫県加西市三口町1048 790482111 北播(加健)第344-107 令和4年8月22日
000028 4000190437 ウラエビス 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く。)その他の食料・飲料販売業 露店 鎌田 亮次 北播(加健)第344-108 令和4年8月29日
000028 4000190474 クワマサ 679-0205 加東市北野207-6 農産保存食料品製造・加工業 一般 桒田 正幸 北播(加健)第344-109 令和4年8月31日
000028 4000190521 せんたく工房　無有 675-2445 加西市殿原町373－2 790442616 農産保存食料品製造・加工業 一般 髙見 明美 北播(加健)第344-110 令和4年8月31日
000028 4000190531 加西の酒蔵（さけのかす屋） 675-2322 加西市北条町西高室594-5 790428890 その他の食料品製造・加工業 一般 東郷 昌俊 北播(加健)第344-111 令和4年9月1日
000028 4000190537 マスターズゴルフ倶楽部 673-0411 三木市久留美411 794833333 農産保存食料品製造・加工業 一般 株式会社延田エンタープライズ 代表取締役 延田 尚弘 542-0085 大阪府大阪市中央区心斎橋筋二丁目1番6号 662132401 北播(加健)第344-113 令和4年9月1日
000028 4000190538 わらび屋本舗 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く。) 行商 行商 合同会社フロンティア 代表社員 菅野 喜博 543-0032 大阪府大阪市天王寺区細工谷2丁目8番13号 北播(加健)第344-112 令和4年9月1日
000028 4000190549 キッチン＆カフェ ひまわり 673-0541 三木市志染町広野1-94 794738551 その他の食料・飲料販売業 一般 重松 秀範 北播(加健)第344-114 令和4年9月6日
000028 4000190559 トップマン　本社　4階通路 673-0404 三木市大村58-10 コップ式自動販売機（自動洗浄・屋内設置） 自動販売機 株式会社アペックス西日本 取締役 森 吉平 550-0015 大阪府大阪市西区南堀江四丁目25番24号 794233522 北播(加健)第344-115 令和4年9月6日
000028 4000190597 株式会社コタニ　厚生棟1F 675-2102 加西市中野町1665 790490360 コップ式自動販売機（自動洗浄・屋内設置） 自動販売機 サントリービバレッジソリューション株式会社 代表取締役 及川 剛 160-6111 東京都新宿区西新宿八丁目17番1号 363040501 北播(加健)第344-116 令和4年9月7日
000028 4000190598 株式会社コタニ　厚生棟2F 675-2102 加西市中野町1665 790490360 コップ式自動販売機（自動洗浄・屋内設置） 自動販売機 サントリービバレッジソリューション株式会社 代表取締役 及川 剛 160-6111 東京都新宿区西新宿八丁目17番1号 363040501 北播(加健)第344-117 令和4年9月7日
000028 4000190629 東条湖おもちゃ王国 673-1301 加東市黒谷1216 795470268 自動販売機（要届出のコップ式自動販売機及び要許可を除く） 自動販売機 江崎グリコ株式会社 江崎 勝久 555-0021 大阪府大阪市西淀川区歌島4丁目6-5 664778352 北播(加健)第344-118 令和4年9月9日
000028 4000190640 農園民宿　春名 679-1327 多可郡多可町加美区市原139-1 食肉販売業 一般 春名 みどり 北播(加健)第344-119 令和4年9月12日
000028 4000190765 CINEMA COFFEE ROASTERS 677-0044 西脇市上野428-2 795277049 コーヒー（飲料を除く）製造・加工業 一般 森 慶太 北播(加健)第344-120 令和4年9月26日
000028 4000190813 吉川温泉 よかたん 店内（CCBJI受託） 673-1114 三木市吉川町吉安222 コップ式自動販売機（自動洗浄・屋内設置） 自動販売機 株式会社アペックス西日本 代表取締役 森 吉平 550-0015 大阪府大阪市西区南堀江四丁目25番24号 783062130 北播(加健)第344-121 令和4年9月26日
000028 4000190896 三宅酒造株式会社 675-2102 加西市中野町917 790490003 その他の食料品製造・加工業 一般 三宅酒造株式会社 代表取締役 三宅 新一郎 675-2102 兵庫県加西市中野町917 790490749 北播(加健)第344-123 令和4年9月29日
000028 4000190903 サテライト阪神　場外車券場　1F自販機コーナー① 673-1114 三木市吉川町吉安字奥山877-442 コップ式自動販売機（自動洗浄・屋内設置） 自動販売機 株式会社アペックス西日本 代表取締役 森 吉平 550-0015 大阪府大阪市西区南堀江四丁目25番24号 783062130 北播(加健)第344-124 令和4年9月30日
000028 4000190904 サテライト阪神　場外車券場　1F自販機コーナー② 673-1114 三木市吉川町吉安字奥山877-442 コップ式自動販売機（自動洗浄・屋内設置） 自動販売機 株式会社アペックス西日本 代表取締役 森 吉平 550-0015 大阪府大阪市西区南堀江四丁目25番24号 783062130 北播(加健)第344-125 令和4年9月30日
000028 4000190906 けんしん亭 679-0316 西脇市黒田庄町大門75－1 795282557 食肉販売業 一般 有限会社ケンジコントラクトフードサービス 代表取締役 森脇 富成 679-0316 兵庫県西脇市黒田庄町大門75番地の1 795282557 北播(加健)第344-122 令和4年9月29日
000028 4000190990 寿寿 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く。)行商 自動車 花本 厚雄 北播(加健)第344-129 令和4年10月5日
000028 4000191038 森ノ本珈琲 679-0303 西脇市黒田庄町前坂1383-2 コーヒー（飲料を除く）製造・加工業 一般 株式会社東田商店 代表取締役 東田 新吾 679-0303 兵庫県西脇市黒田庄町前坂902番地の70 795284006 北播(加健)第344-130 令和4年10月12日
000028 4000191052 フレッシュバザール三木吉川店 673-1116 三木市吉川町大畑431-1 794765500 コップ式自動販売機（自動洗浄・屋内設置） 自動販売機 株式会社さとう 代表取締役 佐藤 総二郎 620-0033 京都府福知山市字上紺屋１５番地 773220001 北播(加健)第344-127 令和4年10月7日
000028 4000191053 フレッシュバザール三木吉川店 673-1116 三木市吉川町大畑431-1 794765500 百貨店、総合スーパー 一般 株式会社さとう 代表取締役 佐藤 総二郎 620-0033 京都府福知山市字上紺屋１５番地 773220001 北播(加健)第344-126 令和4年10月7日
000028 4000191054 フレッシュバザール三木吉川店 673-1116 三木市吉川町大畑431-1 794765500 自動販売機（要届出のコップ式自動販売機及び要許可を除く） 自動販売機 株式会社さとう 代表取締役 佐藤 総二郎 620-0033 京都府福知山市字上紺屋１５番地 773220001 北播(加健)第344-128 令和4年10月7日
000028 4000191116 大宮の郷 673-0514 三木市志染町戸田919 農産保存食料品製造・加工業 一般 小野 克子 北播(加健)第344-131 令和4年10月13日
000028 4000191225 ｅｇａｏｎ！ｎａａａｒｅ 679-1322 多可郡多可町加美区鳥羽226 795205434 その他の食料・飲料販売業 一般 太田工務店株式会社 代表取締役 太田 亨 679-1101 兵庫県多可郡多可町中区門前337番地1 795205434 北播(加健)第344-133 令和4年10月19日
000028 4000191246 ファミリーマート加東社店 673-1431 加東市社1504-1 795400776 コンビニエンスストア 一般 株式会社ファミリーマート 代表取締役 細見 研介 108-0023 東京都港区芝浦三丁目1番21号 364367600 北播(加健)第344-134 令和4年10月20日
000028 4000191247 藤原産業㈱ 675-1322 小野市匠台11-2 794640300 コップ式自動販売機（自動洗浄・屋内設置） 自動販売機 サントリービバレッジソリューション株式会社 代表取締役 及川 剛 160-6111 東京都新宿区西新宿8丁目17番1号 363040501 北播(加健)第344-135 令和4年10月21日
000028 4000191264 プライムプラネットエナジー＆ソリューション（株） 675-2332 加西市鎮岩町194-4 乳類販売業 自動販売機 兵庫ヤクルト販売株式会社 阿部 恭大 651-2122 兵庫県神戸市西区玉津町高津橋１３７番地の１ 789128960 北播(加健)第344-136 令和4年10月21日
000028 4000191287 labo.verde 679-0304 西脇市黒田庄町船町618-1 調味料製造・加工業 一般 株式会社labo.verde 代表取締役 松本 恵利 679-0304 兵庫県西脇市黒田庄町船町618番地1 北播(加健)第344-137 令和4年10月25日
000028 4000191303 ちいさいおやつ 675-2323 加西市北条町西南365-5 790422178 その他の食料・飲料販売業 一般 北村 陽子 北播(加健)第344-138 令和4年10月26日
000028 4000191321 山田農園 673-1313 加東市永福1490-1 農産保存食料品製造・加工業 一般 山田 貴一 北播(加健)第344-139 令和4年10月26日
000028 4000191383 クワムラ食品株式会社 679-1131 多可郡多可町中区曽我井893 795322003 調味料製造・加工業 一般 クワムラ食品株式会社 代表取締役 吉井 一彦 679-1131 兵庫県多可郡多可町中区曽我井893 795322003 北播(加健)第344-141 令和4年10月31日
000028 4000191426 玉丘有機農園 679-0109 加西市玉丘町113 790421875 米穀類販売業 一般 内藤 忠 北播(加健)第344-142 令和4年11月4日
000028 4000191437 小西農園 673-1313 加東市永福66-1 その他の食料品製造・加工業 一般 小西 清美 北播(加健)第344-143 令和4年11月7日
000028 4000191515 安富工業 677-0014 西脇市郷瀬町161-1 器具・容器包装の製造・加工業 一般 藤岡 和美 北播(加健)第344-144 令和4年11月7日
000028 4000191537 エフピコ関西工場 675-1326 小野市池尻町630-18 794707290 器具・容器包装の製造・加工業 一般 株式会社エフピコ 代表取締役 佐藤 守正 721-0952 広島県福山市曙町1-13-15 849532181 北播(加健)第344-146 令和4年11月9日
000028 4000191550 前川 677-0111 多可郡多可町八千代区門田93 農産保存食料品製造・加工業 一般 前川 紗衣美 北播(加健)第344-147 令和4年11月8日
000028 4000191643 炭火焼鳥　よりみち 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く。)弁当販売業 自動車 佐伯 美和 北播(加健)第344-149 令和4年11月14日
000028 4000191659 マルクパージュ　多幸 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く。) 弁当販売業 露店 株式会社ＭＡＲＱＵＥＰＡＧＥ 代表取締役 川畑 博之 675-1369 兵庫県小野市高田町1839番地の205 794689032 北播(加健)第344-148 令和4年11月14日
000028 4000191708 あかしや農園ＡＦ 679-0206 加東市穂積562 795483568 その他の食料品製造・加工業 一般 神戸 宣明 北播(加健)第344-152 令和4年11月24日
000028 4000191743 ファミリーマート西脇南本町店 677-0015 西脇市西脇1107 795245300 コンビニエンスストア 一般 株式会社ファミリーマート 代表取締役 細見 研介 108-0023 東京都港区芝浦三丁目1番21号 364367600 北播(加健)第344-150 令和4年11月17日
000028 4000191813 いもぶ 677-0024 西脇市嶋188-1 その他の食料品製造・加工業 一般 株式会社リーターズ 代表取締役 藤原 良 677-0024 兵庫県西脇市嶋188番地の1 795236010 北播(加健)第344-154 令和4年11月22日
000028 4000191830 cafe merry days 679-0302 西脇市黒田庄町黒田1351-2 その他の食料品製造・加工業 一般 宮川 明日香 北播(加健)第344-151 令和4年11月18日
000028 4000191832 白十字　三木店 673-0434 三木市別所町小林734-38 794708912 その他の食料・飲料販売業 一般 株式会社白十字 代表取締役 二木 正久 701-0221 岡山県岡山市南区藤田651番地の17 862967550 北播(加健)第344-155 令和4年11月28日
000028 4000191882 小麦の奴隷 三木店 673-0413 三木市大塚201-4 794886383 乳類販売業 一般 株式会社ユーバレー 代表取締役 上間 達也 673-0413 兵庫県三木市大塚２２８番地の４ローテローゼ大塚２０１号 794886383 北播(加健)第344-153 令和4年11月28日
000028 4000191911 野菜直売所 679-0313 西脇市黒田庄町岡489-3　岡あいあいセンター 野菜果物販売業 一般 岡井 義孝 北播(加健)第344-157 令和4年11月29日
000028 4000191935 Local kitchen かかし 000-0000 加東市、加西市、小野市、三木市、西脇市及び多可町一円。 弁当販売業 自動車 井上 けい子 北播(加健)第344-145 令和4年11月30日
000028 4000191938 NAKAGAWAFARM 675-1365 小野市広渡町381-1 その他の食料・飲料販売業 一般 中河 美重 北播(加健)第344-159 令和4年11月30日
000028 4000191940 肉料理　二月九日 673-1341 加東市南山4-4-18 調味料製造・加工業 一般 杉浦 竜馬 北播(加健)第344-160 令和4年11月30日
000028 4000191944 柾　清 673-1302 加東市秋津字口無谷2031-289 785928003 その他の食料品製造・加工業 一般 柾 清 北播(加健)第344-158 令和4年11月30日
000028 4000191961 利休プリン・さかい屋本舗 675-2312 加西市北条町北条308-1イオンモール加西北条 その他の食料・飲料販売業 一般 中森 克典 北播(加健)第344-161 令和4年12月2日
000028 4000191962 ヤクルト小野ステーション 675-1372 小野市本町598-7 794636060 乳類販売業 自動販売機 兵庫ヤクルト販売株式会社 阿部 恭大 651-2122 兵庫県神戸市西区玉津町高津橋137-1 789128960 北播(加健)第344-162 令和4年12月1日
000028 4000191964 株式会社リコー　やしろ工場　食堂（CCBJI受託） 673-1447 加東市佐保30-1 コップ式自動販売機（自動洗浄・屋内設置） 自動販売機 株式会社アペックス西日本 代表取締役 森 吉平 550-0015 大阪府大阪市西区南堀江四丁目25番24号 794233522 北播(加健)第344-163 令和4年12月1日
000028 4000191987 かとるーる 673-1431 加東市社1126-1 795427855 その他の食料・飲料販売業 一般 株式会社ＭＡＲＱＵＥＰＡＧＥ 代表取締役 川畑 博之 675-1369 兵庫県小野市高田町1839番地の205 794689032 北播(加健)第344-164 令和4年12月5日
000028 4000192063 石修堂 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く。)野菜果物販売業 露店 廣石 元 北播(加健)第344-165 令和4年12月14日
000028 4000192121 千石　新工場 675-2462 加西市別所町460 790441021 自動販売機（要届出のコップ式自動販売機及び要許可を除く） 自動販売機 関西キリンビバレッジサービス株式会社 代表取締役 尾崎 靖幸 530-0011 大阪府大阪市北区大深町4番20号 677309206 北播(加健)第344-166 令和4年12月15日
000028 4000192154 珈琲roastery ease 673-1128 三木市吉川町山上270-6 794605584 コーヒー（飲料を除く）製造・加工業 一般 北播(加健)第344-167 令和4年12月23日
000028 4000192157 ぜんカントリークラブ　レストラン 673-1402 加東市平木1310 795451171 食肉販売業 一般 株式会社ぜんカントリークラブ 代表取締役 吉田 明倫 673-1402 兵庫県加東市平木1310番地 795451171 北播(加健)第344-168 令和4年12月21日
000028 4000192158 ぜんカントリークラブ　レストラン 673-1402 加東市平木1310 795451171 その他の食料・飲料販売業 一般 株式会社ぜんカントリークラブ 代表取締役 吉田 明倫 673-1402 兵庫県加東市平木1310番地 795451171 北播(加健)第344-168 令和4年12月21日
000028 4000192196 ＢＩＮＧＯ　ＱＵＡＮ 675-1373 小野市東本町400-3 コンビニエンスストア 一般 ＮＴＨ　Ｓｔａｒ　合同会社 合同社員 DOAN TRONG THANH675-1373 兵庫県小野市東本町400-3 北播(加健)第344-171 令和4年12月23日
000028 4000192204 株式会社ヤマソロ 675-1344 小野市下来住町887 794631681 米穀類販売業 一般 株式会社ヤマソロ 代表取締役 山本 一郎 675-1344 兵庫県小野市下来住町887番地 794631681 北播(加健)第344-172 令和4年12月26日
000028 4000192207 三木よかわカントリークラブ 673-0753 三木市口吉川町槇字長尾谷487-68 794880236 魚介類販売業 一般 株式会社三木よかわカントリー 代表取締役 佐治 重仁 160-0023 東京都新宿区西新宿六丁目24番1号 794880236 北播(加健)第344-173 令和4年12月23日
000028 4000192208 三木よかわカントリークラブ 673-0753 三木市口吉川町槇字長尾谷487-68 794880236 食肉販売業 一般 株式会社三木よかわカントリー 代表取締役 佐治 重仁 160-0023 東京都新宿区西新宿六丁目24番1号 794880236 北播(加健)第344-173 令和4年12月23日
000028 4000192215 株式会社エムクライム 三木スズキ 1F店内(CCBJI受託) 673-0404 三木市大村1089 コップ式自動販売機（自動洗浄・屋内設置） 自動販売機 株式会社アペックス西日本 代表取締役 森 吉平 550-0015 大阪府大阪市西区南堀江四丁目25番24号 794233522 北播(加健)第344-175 令和4年12月27日
000028 4000192224 株式会社エフ・イ・イ　F.三木寮 673-0405 三木市平田29-2極東開発株式会社　フェスタル三木寮 794860133 コンビニエンスストア 一般 株式会社エフ・イ・イ 代表取締役 栗末 英行 541-0047 大阪府大阪市中央区淡路町二丁目5番11号 798661047 北播(加健)第344-176 令和4年12月27日
000028 4000192280 生活協同組合コープこうべ　コープ三木緑が丘 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く。) 794852345 その他の食料・飲料販売業 自動車 生活協同組合コープこうべ 代表理事 岩山 利久 658-8555 兵庫県神戸市東灘区住吉本町1丁目3番19号 788561003 北播(加健)第344-177 令和5年1月12日
000028 4000192319 味彩苑 673-0435 三木市福井字三木山　あじさいフローラみき内 794866680 野菜果物販売業 一般 東洋物産工業株式会社 代表取締役 東 孝次 673-0443 兵庫県三木市別所町巴21番1 794830007 北播(加健)第344-179 令和5年1月16日
000028 4000192321 ｃｏｆｆｅｅ　ｂｅａｎｓ　ｓｈｏｐ  Ｃｏｏｇｅｅ　ｃａｆｅ 673-0533 三木市緑が丘町東1-1-22 794871949 コーヒー（飲料を除く）製造・加工業 一般 古市 直美 北播(加健)第344-178 令和5年1月16日



000028 4000192326 移動販売　K-DANK 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く。)その他の食料・飲料販売業 自動車 小山 せりと 北播(加健)第344-180 令和5年1月18日
000028 4000192356 MIKI　MART 673-0402 三木市加佐341-3みのり荘A号室 百貨店、総合スーパー 一般 グェン　ティ　ハイ　イェン 北播(加健)第344-181 令和5年1月18日
000028 4000192362 株式会社カコテクノス 675-1318 小野市北丘町355-16 794626411 乳類販売業 自動販売機 兵庫ヤクルト販売株式会社 阿部 恭大 651-2122 兵庫県神戸市西区玉津町高津橋137-1 789128960 北播(加健)第344-182 令和5年1月19日
000028 4000192383 五呂木工房 673-1242 三木市吉川町奥谷965 その他の食料品製造・加工業 一般 冨田 清恵 北播(加健)第344-185 令和5年1月23日
000028 4000192408 有限会社ふえろう村塾 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く。)行商 露店 有限会社ふえろう村塾 代表取締役 三浦 弘行 675-1305 兵庫県小野市脇本町401 79467 北播(加健)第344-186 令和5年1月24日
000028 4000192409 山田萬作 673-1421 加東市山国796 795423864 農産保存食料品製造・加工業 一般 山田 萬作 北播(加健)第344-187 令和5年1月24日
000028 4000192423 戎屋菓子店 679-1113 多可郡多可町中区中村町104 795320261 その他の食料・飲料販売業 一般 有限会社戎屋菓子店 代表取締役 園崎 弘明 679-1113 兵庫県多可郡多可町中区中村町104番地 795320261 北播(加健)第344-184 令和5年1月23日
000028 4000192424 セブンイレブン多可町中央公民館前店 679-1134 多可郡多可町中区茂利28-3 795302066 コンビニエンスストア 一般 松本 章則 北播(加健)第344-183 令和5年1月23日
000028 4000192438 高橋啓子 677-0101 多可郡多可町八千代区大屋472 その他の食料品製造・加工業 一般 高橋 啓子 北播(加健)第344-189 令和5年1月27日
000028 4000192445 グッドライフ　トクセン工業売店 675-1361 小野市住吉町南山1081トクセン工業株式会社内 その他の食料・飲料販売業 一般 株式会社グッドライフ 代表取締役 荒田 栄作 251-0026 神奈川県藤沢市鵠沼東2番3号 466501060 北播(加健)第344-190 令和5年1月26日
000028 4000192448 兵庫ヤクルト　北播支店 673-1465 加東市喜田1-1-2 795426011 乳類販売業 自動販売機 兵庫ヤクルト販売株式会社 阿部 恭大 651-2122 兵庫県神戸市西区玉津町高津橋137-1 789128960 北播(加健)第344-191 令和5年1月26日
000028 4000192449 ドッグラン　グリーンドリーム 675-1325 小野市樫山町1475-57 乳類販売業 自動販売機 兵庫ヤクルト販売株式会社 阿部 恭大 651-2122 兵庫県神戸市西区玉津町高津橋137-1 789128960 北播(加健)第344-192 令和5年1月26日
000028 4000192462 兵庫ヤクルト　西脇ステーション 677-0052 西脇市和田町65 795233702 乳類販売業 自動販売機 兵庫ヤクルト販売株式会社 阿部 恭大 651-2122 兵庫県神戸市西区玉津町高津橋137-1 789128960 北播(加健)第344-193 令和5年1月27日
000028 4000192463 兵庫ヤクルト　多可ステーション 679-1211 多可郡多可町加美区寺内97-3 795307711 乳類販売業 自動販売機 兵庫ヤクルト販売株式会社 阿部 恭大 651-2122 兵庫県神戸市西区玉津町高津橋137-1 789128960 北播(加健)第344-194 令和5年1月27日
000028 4000192489 茶穀米研究所 679-1211 多可郡多可町加美区寺内2 その他の食料品製造・加工業 一般 清水 淳 北播(加健)第344-188 令和5年1月30日
000028 4000192521 丼丸鈴吉加東店 000-0000 加西市、加東市、小野市、三木市、西脇市、多可町 795205849 弁当販売業 自動車 合同会社鈴吉 代表社員 鈴木 浩司 675-1362 兵庫県小野市高山町1834番地の47 794624638 北播(加健)第344-196 令和5年2月1日
000028 4000192523 ｗｉｓｔａｒｉａ 677-0044 西脇市上野209 その他の食料・飲料販売業 一般 藤本 ひとみ 北播(加健)第344-195 令和5年1月31日
000028 4000192527 兵庫県立三木山森林公園　森の文化館 673-0433 三木市福井字三木山2465-1 794836100 その他の食料品製造・加工業 一般 公益社団法人ひょうご農林機構 理事長 寺尾 俊弘 650-0011 兵庫県神戸市中央区下山手通5丁目7番18号 783618114 北播(加健)第344-197 令和5年2月3日
000028 4000192530 椿山保育園 673-1421 加東市山国1559 795426001 集団給食（４）その他 集団給食 社会福祉法人椿山福祉会椿山保育園 理事長 金岡 美鶴 673-1421 兵庫県加東市山国1559番地 795426001 北播(加健)第344-199 令和5年2月1日
000028 4000192560 きずな家 673-0431 三木市本町2-5-10 弁当販売業 一般 藤原 一樹 北播(加健)第344-198 令和5年2月3日
000028 4000192602 つげの農園 673-0503 三木市志染町窟屋673 その他の食料品製造・加工業 一般 告野 浩通 北播(加健)第344-201 令和5年2月6日
000028 4000192606 ほっとはうす 673-0551 三木市志染町西自由が丘2-148 794605932 自動販売機（要届出のコップ式自動販売機及び要許可を除く） 自動販売機 平山 まゆみ 北播(加健)第344-200 令和5年2月7日
000028 4000192641 岩井商事㈱加西工場 675-2443 加西市笹倉町400 790440008 いわゆる健康食品の製造・加工業 一般 岩井商事株式会社 代表取締役 岩井 好朗 650-0003 兵庫県神戸市中央区山本通2丁目2番7号 782418585 北播(加健)第344-203 令和5年2月8日
000028 4000192654 セブン-イレブン小野本町店 675-1372 小野市本町638-1 794635022 コンビニエンスストア 一般 田渕 将範 北播(加健)第344-204 令和5年2月10日
000028 4000192659 ライフデリ 神戸西店 673-0404 三木市大村1132グリーンビレッジ6号 794708863 乳類販売業 一般 株式会社京蓮堂 代表取締役 矢野 京子 651-2212 兵庫県神戸市西区押部谷町押部727番地の172青葉会館 789393900 北播(加健)第344-205 令和5年2月9日
000028 4000192694 ひまわり好旬ショップ 675-1363 小野市古川町1165-1 794620831 その他の食料・飲料販売業 一般 ひまわり好旬ファーム株式会社 代表取締役 室谷 登猛子 675-1363 兵庫県小野市古川町1165番地の1 794620831 北播(加健)第344-207 令和5年2月15日
000028 4000192695 ひまわり好旬ショップ 675-1363 小野市古川町1165-1 794620831 農産保存食料品製造・加工業 一般 ひまわり好旬ファーム株式会社 代表取締役 室谷 登猛子 675-1363 兵庫県小野市古川町1165番地の1 794620831 北播(加健)第344-208 令和5年2月15日
000028 4000192696 ひまわり好旬ショップ 675-1362 小野市久保木町2351 794620831 その他の食料・飲料販売業 一般 ひまわり好旬ファーム株式会社 代表取締役 室谷 登猛子 675-1363 兵庫県小野市古川町1165番地の1 794620831 北播(加健)第344-209 令和5年2月15日
000028 4000192697 ひまわり好旬ショップ 675-1362 小野市久保木町2351 794620831 農産保存食料品製造・加工業 一般 ひまわり好旬ファーム株式会社 代表取締役 室谷 登猛子 675-1363 兵庫県小野市古川町1165番地の1 794620831 北播(加健)第344-210 令和5年2月15日
000028 4000192712 和食さと　エルズモール加西店 675-2321 加西市北条町東高室字四ツ池938 939 940 942 790359111 その他の食料・飲料販売業 一般 サトフードサービス株式会社 代表取締役 重里 政彦 541-0052 大阪府大阪市中央区安土町二丁目3番13号大阪国際ビルディング30階 672223104 北播(加健)第344-206 令和5年2月15日
000028 4000192718 プライムプラネットエナジー＆ソリューションズ株式会社 675-2332 加西市鎮岩町194-4 790430259 コップ式自動販売機（自動洗浄・屋内設置） 自動販売機 サントリービバレッジソリューション株式会社 代表取締役 及川 剛 160-6111 東京都新宿区西新宿八丁目17番1号 363040501 北播(加健)第344-212 令和5年2月15日
000028 4000192731 Ｉ＆Ｉ 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く。)その他の食料・飲料販売業 露店 小林 勇哉 北播(加健)第344-211 令和5年2月16日
000028 4000192911 いもやぷっぷ 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く。) 露店・仮設店舗等による飲食の提供のうち営業とみなされないもの 自動車 株式会社北本ファーム 代表取締役 北本 奇世司 675-2346 兵庫県加西市東剣坂町816－2 790460023 北播(加健)第344-214 令和5年2月28日
000028 4000192914 桑村繊維株式会社 679-1131 多可郡多可町中区曽我井695 795321180 乳類販売業 自動販売機 兵庫ヤクルト販売株式会社 阿部 恭大 651-2122 兵庫県神戸市西区玉津町高津橋137番地の1 789128960 北播(加健)第344-215 令和5年2月28日
000028 4000192915 ten 675-2354 加西市山下町2349-29 790206376 米穀類販売業 一般 株式会社ten 代表取締役 名古屋 敦 675-2354 兵庫県加西市山下町2349-29 790206376 北播(加健)第344-213 令和5年2月28日
000028 4000192940 福農縁 673-1341 加東市南山5-19-1 農産保存食料品製造・加工業 一般 西山 瞳 北播(加健)第344-216 令和5年3月2日
000028 4000192956 松義 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く。) その他の食料・飲料販売業 露店 株式会社ユニオン 代表取締役 井関 美和 651-0065 兵庫県神戸市中央区割塚通一丁目2番1-1402号 北播(加健)第344-217 令和5年3月2日
000028 4000193012 はた精肉店 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く。) 行商 自動車 畑 一矢 北播(加健)第344-218 令和5年3月6日
000028 4000193057 ㈱小西商店 673-0412 三木市岩宮字丁田207-2 794828211 野菜果物販売業 一般 株式会社小西商店 代表取締役 小西 康之 673-0412 兵庫県三木市岩宮字丁田207番地の2 794828211 北播(加健)第344-219 令和5年3月14日
000028 4000193058 ㈱小西商店 673-0412 三木市岩宮字丁田207-2 794828211 その他の食料・飲料販売業 一般 株式会社小西商店 代表取締役 小西 康之 673-0412 兵庫県三木市岩宮字丁田207番地の2 794828211 北播(加健)第344-221 令和5年3月14日
000028 4000193059 ㈱小西商店 673-0412 三木市岩宮字丁田207-2 794828211 農産保存食料品製造・加工業 一般 株式会社小西商店 代表取締役 小西 康之 673-0412 兵庫県三木市岩宮字丁田207番地の2 794828211 北播(加健)第344-220 令和5年3月14日
000028 4000193100 孫市 675-1331 小野市神明町213-15 794637133 調味料製造・加工業 一般 井上 和夫 北播(加健)第344-222 令和5年3月9日
000028 4000193121 ファミリーマート西脇上野店 677-0044 西脇市上野235 795250106 コンビニエンスストア 一般 株式会社フクハラ 代表取締役 原田 福信 679-2313 兵庫県神崎郡市川町西田中514番地の16 790262628 北播(加健)第344-223 令和5年3月13日
000028 4000193125 北野水上ゴルフ　加東  客用休憩所（CCBJI受託） 679-0206 加東市穂積字皿池760 コップ式自動販売機（自動洗浄・屋内設置） 自動販売機 株式会社アペックス西日本 代表取締役 森 吉平 550-0015 大阪府大阪市西区南堀江四丁目25番24号 794233522 北播(加健)第344-224 令和5年3月14日
000028 4000193127 株式会社ユタックス　本社　食堂（CCBJI受託） 677-0054 西脇市野村町201-1 コップ式自動販売機（自動洗浄・屋内設置） 自動販売機 株式会社アペックス西日本 代表取締役 森 吉平 550-0015 大阪府大阪市西区南堀江四丁目25番24号 794233522 北播(加健)第344-225 令和5年3月14日
000028 4000193128 郵政事業　加西支店 675-2311 加西市北条町横尾150-5 コップ式自動販売機（自動洗浄・屋内設置）自動販売機ナショナル・ベンディング株式会社代表取締役 藤山 雄一郎 141-0021 東京都品川区上大崎1丁目15-22 364594781 北播(加健)第344-226 令和5年3月14日
000028 4000193130 新明和工業播磨分工場 675-1322 小野市匠台30 コップ式自動販売機（自動洗浄・屋内設置）自動販売機ナショナル・ベンディング株式会社代表取締役 藤山 雄一郎 141-0021 東京都品川区上大崎1丁目15-22 364594781 北播(加健)第344-227 令和5年3月14日
000028 4000193131 ミナトパックス 673-0433 三木市福井2126 コップ式自動販売機（自動洗浄・屋内設置）自動販売機ナショナル・ベンディング株式会社代表取締役 藤山 雄一郎 141-0021 東京都品川区上大崎1丁目15-22 364594781 北播(加健)第344-228 令和5年3月14日
000028 4000193204 タツタ立井電線株式会社 679-0221 加東市河高黒原355-39 795485711 自動販売機（要届出のコップ式自動販売機及び要許可を除く） 自動販売機 関西キリンビバレッジサービス株式会社 代表取締役 尾崎 靖幸 530-0011 大阪府大阪市北区大深町4番20号 677309206 北播(加健)第344-230 令和5年3月16日
000028 4000193249 ラ・ムー三木西店 673-0404 三木市大村575 百貨店、総合スーパー 一般 大黒天物産株式会社 代表取締役 大賀 昭司 710-0841 岡山県倉敷市堀南704番地の5 864351100 北播(加健)第344-229 令和5年3月17日
000028 4000193315 ファーム都 679-0101 加西市都染町506 その他の食料品製造・加工業 一般 吉田 孝子 北播(加健)第344-231 令和5年3月20日
000028 4000193510 小野市うるおい交流館エクラ 675-1366 小野市中島町72 794638156 乳類販売業 自動販売機 兵庫ヤクルト販売株式会社 代表取締役 阿部 恭大 651-2122 兵庫県神戸市西区玉津町高津橋137番地の1 789128960 北播(加健)第344-232 令和5年3月30日
000028 4000193519 パン工房　kiki 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く。) 行商 行商 上田 雅男 北播(加健)第344-233 令和5年3月30日
000028 4000193645 ふわちゃん 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く。)その他の食料品製造・加工業 露店 岡 尚宏 北播(加健)第344-2 令和5年4月12日
000028 4000193659 マイスター工房八千代 677-0103 多可郡多可町八千代区中村46-1 795305516 その他の食料品製造・加工業 一般 藤原 隆子 北播(加健)第344-1 令和5年4月10日
000028 4000193684 株式会社コーワ　小野工場 675-1334 小野市大島町857-2 794630360 乳類販売業 自動販売機 兵庫ヤクルト販売株式会社 阿部 恭大 651-2122 兵庫県神戸市西区玉津町高津橋137番地の1 789128960 北播(加健)第344-4 令和5年4月14日
000028 4000193691 マクセル　小野工場 675-1322 小野市匠台5 コップ式自動販売機（自動洗浄・屋内設置）自動販売機ナショナル・ベンディング株式会社代表取締役 藤山 雄一郎 141-0021 東京都品川区上大崎１丁目１５－２２ 364594781 北播(加健)第344-5 令和5年4月18日
000028 4000193694 ジャパン・イーエム・ソリューションズ673-1447 加東市佐保35 コップ式自動販売機（自動洗浄・屋内設置）自動販売機ナショナル・ベンディング株式会社代表取締役 藤山 雄一郎 141-0021 東京都品川区上大崎１丁目１５－２２ 364594781 北播(加健)第344-6 令和5年4月18日
000028 4000193695 有限会社　新家青果　小野事業所 675-1311 小野市万勝寺町913-3 794609468 野菜果物販売業 一般 有限会社新家青果 代表 新家 春輝 656-1321 兵庫県洲本市五色町鮎原中邑1005番地 799320024 北播(加健)第344-7 令和5年4月14日
000028 4000193708 高階　1F喫煙室 673-0403 三木市末広1-5-35 コップ式自動販売機（自動洗浄・屋内設置）自動販売機ナショナル・ベンディング株式会社代表取締役 藤山 雄一郎 141-0021 東京都品川区上大崎1丁目15-22 364594781 北播(加健)第344-8 令和5年4月14日
000028 4000193726 バザールタウン西脇 677-0016 西脇市高田井町280 795234100 コップ式自動販売機（自動洗浄・屋内設置） 自動販売機 株式会社　さとう 代表取締役社長 佐藤 総二郎 620-8503 京都府福知山市上紺屋15番地 773220001 北播(加健)第344-3 令和5年4月14日
000028 4000193847 井上商店 675-1305 小野市脇本町274 794671180 農産保存食料品製造・加工業 一般 井上 秀樹 北播(加健)第344-9 令和5年4月19日
000028 4000193964 わくわくステーション 673-0552 三木市志染町中自由が丘2-372-13 794870989 野菜果物販売業 一般 特定非営利活動法人ぴかぴかクラブ 理事長 立石 豊子 673-0553 兵庫県三木市志染町東自由が丘二丁目356番地 794870989 北播(加健)第344-10 令和5年4月19日
000028 5000079427 植岡　朝一 679-2213 神崎郡福崎町馬田61-13 790225525 製茶業 一般 植岡 朝一 中播(中健)第86-18 令和3年7月19日
000028 5000132790 朴英淑 679-2333 神崎郡市川町神崎632 食品製造業 不要許可一般 朴 英淑 平成23年11月22日
000028 5000157780 ドラッグコスモス福崎店 679-2203 神崎郡福崎町南田原764-1 790245560 その他の食料・飲料販売業 一般 株式会社コスモス薬品 代表取締役 横山 英昭 812-0013 福岡県福岡市博多区博多駅東二丁目10番1号第一福岡ビルＳ館4階 924330660 中播(中健)第87-16 令和3年6月1日
000028 5000161228 仲井商店（養蜂） 679-2315 神崎郡市川町西川辺182-2 790260121 食品製造業 不要許可一般 仲井 伸三 平成29年3月17日
000028 5000166494 白岩女性部 679-2431 神崎郡神河町猪篠908-2 食品製造業 不要許可一般 藤原 扶美子 平成30年3月1日
000028 5000181188 ヤクルト福崎センター 679-2204 神崎郡福崎町西田原1429 790220025 その他の食料・飲料販売業 一般 姫路ヤクルト販売（株） 小倉 修 670-0061 兵庫県姫路市西今宿2-9-8 792928960 中播(中健)第90-1 令和3年6月1日
000028 5000181298 澤ブルーベリーファーム 679-2315 神崎郡市川町西川辺963 790260678 その他の食料品製造・加工業 一般 澤田 和之 中播(中健)第86-3 令和3年6月7日
000028 5000181303 五代目　やまや本舗 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く。)その他の食料・飲料販売業 自動車 山口 晋也 中播(中健)第86-5 令和3年6月14日
000028 5000181304 有限会社白井電機 679-2202 神崎郡福崎町八千種2025 790227117 器具・容器包装の製造・加工業 一般 有限会社白井電機 白井 剛 679-2202 兵庫県神崎郡福崎町八千種2025 790227117 中播(中健)第86-4 令和3年6月14日
000028 5000181444 トッパンプラスチック㈱　福崎工場 679-2216 神崎郡福崎町高橋字細谷290 790226311 器具・容器包装の製造・加工業 一般 トッパンプラスチック株式会社 代表取締役 寺内 裕介 110-0016 東京都台東区台東1－5－1 338356353 中播(中健)第86-7 令和3年6月23日
000028 5000181449 コープ姫路砥堀 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く。) 792646785 百貨店、総合スーパー 自動車 生活協同組合コープこうべ 代表理事 岩山　利久 658-0051 兵庫県神戸市東灘区住吉本町1-3-19 788561003 中播(中健)第86-2 令和3年6月7日
000028 5000181450 神崎サテライト 679-2415 神崎郡神河町福本767-18 790321755 器具・容器包装の製造・加工業 一般 東洋製罐株式会社 坂口 俊樹 141-8640 東京都品川区東五反田2-18-1 345142300 中播(中健)第86-6 令和3年6月22日
000028 5000181476 越知川名水の黒にんにく 679-2405 神崎郡神河町岩屋119 790330036 その他の食料品製造・加工業 一般 奥野 恵作 中播(中健)第86-8 令和3年6月22日
000028 5000181477 ウシオ精工株式会社 679-2203 神崎郡福崎町南田原2955 790226355 器具・容器包装の製造・加工業 一般 ウシオ精工株式会社 代表取締役 谷口 守男 679-2203 兵庫県神崎郡福崎町南田原696 790221089 中播(中健)第86-11 令和3年6月24日
000028 5000181478 農事組合法人高橋営農組合 679-2216 神崎郡福崎町高橋352 その他の食料品製造・加工業 一般 松本 廣幸 中播(中健)第86-9 令和3年6月22日
000028 5000181479 株式会社トッパンパッケージプロダクツ福崎工場 679-2216 神崎郡福崎町高橋290-29 790226600 器具・容器包装の製造・加工業 一般 株式会社トッパンパッケージプロダクツ 代表取締役 今泉 淳 679-2216 兵庫県神崎郡福崎町高橋290-29 790226600 中播(中健)第86-10 令和3年6月23日
000028 5000181596 大興化成株式会社　市川工場 679-2327 神崎郡市川町近平453 790262411 器具・容器包装の製造・加工業 一般 大興化成株式会社 代表取締役社長 勝村 健司 658-0041 兵庫県神戸市東灘区住吉南町1-12-3 788111331 中播(中健)第86-13 令和3年6月29日
000028 5000181632 天然かさがた温泉せせらぎの湯　AND sense FARM 679-2301 神崎郡市川町上牛尾半瀬2073-12 790271919 その他の食料品製造・加工業 一般 エーモン産業株式会社 代表取締役 川岸 浩二 679-2304 兵庫県神崎郡市川町下瀬加129番地 790271922 中播(中健)第86-12 令和3年6月29日
000028 5000181694 サンライズ工業（株）食堂 679-2325 神崎郡市川町奥603 コップ式自動販売機（自動洗浄・屋内設置）自動販売機サントリービバレッジソリューション株式会社代表取締役 及川 剛 160-0023 東京都新宿区西新宿8-17-1 353210701 中播(中健)第86-15 令和3年6月29日
000028 5000181735 ふれあいの店やちくさ 679-2202 神崎郡福崎町八千種3040 790221561 その他の食料・飲料販売業 一般 勇内 吉子 中播(中健)第87-27 令和3年6月1日
000028 5000181736 マエダストアー 679-2213 神崎郡福崎町馬田144番 790220231 その他の食料・飲料販売業 一般 前田 喜成 中播(中健)第87-26 令和3年6月1日
000028 5000181782 たかはしサポートセンター 679-2216 神崎郡福崎町高橋621 790359770 その他の食料品製造・加工業 一般 社会福祉法人　高岡の里福祉会 理事長 杉岡 進 679-2217 兵庫県神崎郡福崎町高岡74-1 790226881 中播(中健)第86-16 令和3年7月9日
000028 5000181783 アグリイノベーション神河加工研究施設 679-2413 神崎郡神河町中村126-3 790320850 精穀・製粉業 一般 アグリイノベーション神河株式会社 代表取締役 上田 秀文 679-2413 兵庫県神崎郡神河町中村126-3 790320850 中播(中健)第86-17 令和3年7月9日
000028 5000181821 マックスバリュ西日本株式会社　市川店 679-2315 神崎郡市川町西川辺479 790262158 百貨店、総合スーパー 一般 マックスバリュ西日本株式会社 代表取締役 平尾 健一 732-0814 広島県広島市南区段原南一丁目3番52号 825358513 中播(中健)第87-34 令和3年6月1日
000028 5000181838 セブン－イレブン 福崎高橋店 679-2216 神崎郡福崎町高橋619-1 790223352 コンビニエンスストア 一般 岡本 太一 中播(中健)第87-25 令和3年6月1日
000028 5000181855 ローソン福崎西治店 679-2215 神崎郡福崎町西治字北ノ岡1492-18 790231232 コンビニエンスストア 一般 株式会社Ｋ・Ｍ・Ｃ 代表取締役 森井 幸司 671-2201 兵庫県姫路市書写2454番地5 792660688 中播(中健)第87-32 令和3年6月1日
000028 5000181856 ローソン神崎粟賀店 679-2414 神崎郡神河町粟賀町483-1 790312077 コンビニエンスストア 一般 竹下 秀樹 中播(中健)第87-47 令和3年6月1日
000028 5000181861 ローソン神崎南インター店 679-2415 神崎郡神河町福本663-1 790323367 コンビニエンスストア 一般 竹下 秀樹 中播(中健)第87-50 令和3年6月1日
000028 5000181883 ライフ福崎店 679-2204 神崎郡福崎町西田原1706 790227731 乳類販売業 自動販売機 姫路ヤクルト販売株式会社 代表取締役 小倉 修 670-0061 兵庫県姫路市西今宿2丁目9番8号 792928960 中播(中健)第87-54 令和3年6月1日
000028 5000181884 福ふく温泉 679-2212 神崎郡福崎町福田118-3 790242926 乳類販売業 自動販売機 菅原乳業株式会社 代表取締役 菅原 州平 670-0837 兵庫県姫路市宮西町四丁目22番地 792884064 中播(中健)第87-56 令和3年6月1日
000028 5000182017 セブン－イレブン福崎東田原店 679-2205 神崎郡福崎町東田原579 790227705 コンビニエンスストア 一般 山中 広志 中播(中健)第87-10 令和3年6月1日
000028 5000182104 ローソン市川町西川辺店 679-2315 神崎郡市川町西川辺208番1 コンビニエンスストア 一般 笹倉 健史 中播(中健)第87-35 令和3年6月1日
000028 5000182105 マックスバリュ　神河店 679-2414 神崎郡神河町粟賀町363番地 790323122 百貨店、総合スーパー 一般 マックスバリュ西日本株式会社 代表取締役 平尾 健一 732-0814 広島県広島市南区段原南一丁目3番52号 825358513 中播(中健)第87-45 令和3年6月1日
000028 5000182112 ライフ福崎店 679-2204 神崎郡福崎町西田原1706 790227731 百貨店、総合スーパー 一般 株式会社ライフコ－ポレ－ション 代表取締役 岩崎 高治 103-0023 東京都中央区日本橋本町三丁目6番2号 661506175 中播(中健)第87-1 令和3年6月1日
000028 5000182114 セブン－イレブン 福崎井ノ口店 679-2204 神崎郡福崎町西田原223-1 コンビニエンスストア 一般 岡本 太一 中播(中健)第87-4 令和3年6月1日



000028 5000182115 ファミリーマート福崎辻川西店 679-2204 神崎郡福崎町西田原1295-1 790242017 コンビニエンスストア 一般 株式会社よし田 代表取締役 吉田 博之 675-2102 兵庫県加西市中野町57番地 790490321 中播(中健)第87-6 令和3年6月1日
000028 5000182116 ローソン福崎北店 679-2204 神崎郡福崎町西田原字村西1173-1 790222771 コンビニエンスストア 一般 有限会社エム・アイ・ディ 代表取締役 松本 小百合 672-8081 兵庫県姫路市飾磨区高町2丁目336番地1 792371781 中播(中健)第87-9 令和3年6月1日
000028 5000182120 ローソン福崎南田原店 679-2203 神崎郡福崎町南田原2217-1 790231515 コンビニエンスストア 一般 有限会社エム・アイ・ディ 代表取締役 松本 小百合 672-8081 兵庫県姫路市飾磨区高町二丁目336番地の1 中播(中健)第87-19 令和3年6月1日
000028 5000182125 福伸電機株式会社本社工場2Ｆ食堂 679-2212 神崎郡福崎町福田447-1 乳類販売業 自動販売機 コカ・コーラボトラーズジャパン株式会社 代表取締役 カリン・ ドラガン 107-0052 東京都港区赤坂９丁目７番１号 926418581 中播(中健)第87-57 令和3年6月1日
000028 5000182127 デービー精工　福崎工場 679-2215 神崎郡福崎町西治81 790224685 乳類販売業 自動販売機 ヤスダ産業株式会社 代表取締役 安田 喜昭 672-8023 兵庫県姫路市白浜町甲841-34 792453090 中播(中健)第87-60 令和3年6月1日
000028 5000182128 グローリー福崎ＰＰ 679-2215 神崎郡福崎町西治860-3 790231726 乳類販売業 自動販売機 コカ・コーラボトラーズジャパン株式会社 代表取締役 カリン・ ドラガン 107-0052 東京都港区赤坂９丁目７番１号 926418581 中播(中健)第87-62 令和3年6月1日
000028 5000182129 株式会社デービー精工　福崎工場 679-2215 神崎郡福崎町西治字排尾817-169 790226511 乳類販売業 自動販売機 姫路ヤクルト販売株式会社 代表取締役 小倉 修 670-0061 兵庫県姫路市西今宿2丁目9番8号 792928960 中播(中健)第87-63 令和3年6月1日
000028 5000182130 市川高等学校 679-2316 神崎郡市川町東川辺776-8 790260751 乳類販売業 自動販売機 益田 節子 中播(中健)第87-65 令和3年6月1日
000028 5000182131 三甲株式会社 679-2337 神崎郡市川町屋形1061 790281712 乳類販売業 自動販売機 姫路ヤクルト販売株式会社 代表取締役 小倉 修 670-0061 兵庫県姫路市西今宿2丁目9番8号 792928960 中播(中健)第87-64 令和3年6月1日
000028 5000182133 クスリ キリン堂 福崎店 679-2204 神崎郡福崎町西田原1379-1 790243611 その他の食料・飲料販売業 一般 株式会社キリン堂 代表取締役 寺西 豊彦 532-0003 大阪府大阪市淀川区宮原4丁目5-36 663940720 中播(中健)第87-5 令和3年6月1日
000028 5000182134 ゴダイドラッグ　福崎店 679-2204 神崎郡福崎町西田原1640番地 790224330 その他の食料・飲料販売業 一般 ゴダイ株式会社 代表取締役 浦上 晃之 670-0921 兵庫県姫路市綿町104番地　スクエアビル2Ｆ 792230303 中播(中健)第87-7 令和3年6月1日
000028 5000182135 ゴダイドラッグ神崎店 679-2415 神崎郡神河町福本75 790312866 その他の食料・飲料販売業 一般 ゴダイ株式会社 代表取締役 浦上 晃之 670-0921 兵庫県姫路市綿町104番地スクエアビル2F 792230303 中播(中健)第87-42 令和3年6月1日
000028 5000182136 ウエルシア福崎駅前店 679-2212 神崎郡福崎町福田299番6 790242107 その他の食料・飲料販売業 一般 ウエルシア薬局株式会社 代表取締役 松本 忠久 101-0021 東京都千代田区外神田二丁目2番15号 352095677 中播(中健)第87-31 令和3年6月1日
000028 5000182137 ラ・ムー福崎店 679-2203 神崎郡福崎町南田原2941 790245300 百貨店、総合スーパー 一般 大黒天物産株式会社 代表取締役 大賀 昭司 710-0841 岡山県倉敷市堀南704番地の5 864351100 中播(中健)第87-15 令和3年6月1日
000028 5000182138 ウエルシア神崎神河店 679-2414 神崎郡神河町粟賀町357番2 790313366 その他の食料・飲料販売業 一般 ウエルシア薬局株式会社 代表取締役 松本 忠久 101-0021 東京都千代田区外神田二丁目2番15号 352095677 中播(中健)第87-49 令和3年6月1日
000028 5000182139 フレッシュバザール福崎店 679-2203 神崎郡福崎町南田原2703-1 790231330 百貨店、総合スーパー 一般 株式会社　さとう 代表取締役社長 佐藤 総二郎 620-0033 京都府福知山市字上紺屋15 773220001 中播(中健)第87-14 令和3年6月1日
000028 5000182144 ボンマルシェ福崎店 679-2204 神崎郡福崎町西田原1394 790222511 百貨店、総合スーパー 一般 株式会社銀ビルストアー 代表取締役 大塚 兼史 670-0912 兵庫県姫路市南町31 792880001 中播(中健)第87-3 令和3年6月1日
000028 5000182146 マルアイ福崎店 679-2203 神崎郡福崎町南田原3060番地 790226280 百貨店、総合スーパー 一般 株式会社マルアイ 代表取締役 藤田 佳男 675-0003 兵庫県加古川市神野町神野225番地1 794305181 中播(中健)第87-20 令和3年6月1日
000028 5000182147 エーコープ粟賀店 679-2414 神崎郡神河町粟賀町321-1 790321933 百貨店、総合スーパー 一般 株式会社エーコープ近畿 代表取締役 正村 栄邦 569-0044 大阪府高槻市番田１丁目51番1号 726765670 中播(中健)第87-41 令和3年6月1日
000028 5000182153 イセダ屋　福崎店 679-2203 神崎郡福崎町南田原2965 790225119 百貨店、総合スーパー 一般 株式会社イセダ屋 代表取締役 伊勢田 大樹 672-8071 兵庫県姫路市飾磨区構四丁目55番地 792923168 中播(中健)第87-13 令和3年6月1日
000028 5000182177 村営ふれあいマーケット川上店 679-3104 神崎郡神河町川上529-3 790350240 百貨店、総合スーパー 一般 （株）長谷 代表取締役 藤原 幸夫 679-3103 兵庫県神崎郡神河町長谷1058 790350001 中播(中健)第87-43 令和3年6月1日
000028 5000182180 Ｙショップ村営ふれあいマーケット長谷店 679-3103 神崎郡神河町長谷1058 790350355 百貨店、総合スーパー 一般 株式会社　長谷 代表取締役 藤原 幸夫 679-3103 兵庫県神崎郡神河町長谷1058 790350355 中播(中健)第87-44 令和3年6月1日
000028 5000182182 寺前楽座「まちの灯り」 679-3112 神崎郡神河町鍛治140番地1 790341886 百貨店、総合スーパー 一般 株式会社寺前村振興公社 代表取締役 上野 英一 679-3112 兵庫県神崎郡神河町鍛治140番地1 790341886 中播(中健)第87-52 令和3年6月1日
000028 5000182208 森永牛乳市川販売所 679-2311 神崎郡市川町上田中41-1 790260143 乳類販売業 一般 上尾 千代子 中播(中健)第87-39 令和3年6月1日
000028 5000182209 福崎宅配センター　菅原乳業㈱ 679-2205 神崎郡福崎町東田原543-1 790240369 乳類販売業 一般 菅原乳業株式会社 代表取締役 菅原 州平 670-0837 兵庫県姫路市宮西町四丁目２２番地 792884064 中播(中健)第87-11 令和3年6月1日
000028 5000182210 内藤建設牛乳店 679-2201 神崎郡福崎町大貫62 790223540 乳類販売業 一般 内藤 正行 中播(中健)第87-28 令和3年6月1日
000028 5000182264 株式会社ウィザード　マクドナルド福崎店 679-2204 神崎郡福崎町西田原1418-3 790231780 乳類販売業 一般 株式会社ウィザード 代表取締役 河村 幸男 565-0853 大阪府吹田市春日2丁目6番2-1109 中播(中健)第87-8 令和3年6月1日
000028 5000182266 楠田商店 679-2211 神崎郡福崎町山崎704-1 790223126 その他の食料・飲料販売業 一般 楠田 栄司 中播(中健)第87-23 令和3年6月1日
000028 5000182267 サルビアショップ 679-2217 神崎郡福崎町高岡1966-5 790222620 乳類販売業 一般 学校法人都築学園 理事長 都築 仁子 815-8511 福岡県福岡市南区玉川町22-1 925410161 中播(中健)第87-24 令和3年6月1日
000028 5000182268 (株)福ふく 679-2212 神崎郡福崎町福田118-3 790242926 乳類販売業 一般 國光 栄子 中播(中健)第87-30 令和3年6月1日
000028 5000182269 上田食品 679-2414 神崎郡神河町粟賀町545 790320104 乳類販売業 一般 上田 秀稔 中播(中健)第87-48 令和3年6月1日
000028 5000182270 かさがた温泉　せせらぎの湯　ふところ館 679-2301 神崎郡市川町上牛尾2073-12 790271919 乳類販売業 一般 エーモン産業株式会社 代表取締役 川岸 浩二 679-2304 兵庫県神崎郡市川町下瀬加129番地 790271922 中播(中健)第87-40 令和3年6月1日
000028 5000182271 浅野商店 679-2337 神崎郡市川町屋形556 790280032 その他の食料・飲料販売業 一般 浅野 忠義 中播(中健)第87-37 令和3年6月1日
000028 5000182292 西大貫自治会 679-2201 神崎郡福崎町大貫2313 790221523 その他の食料品製造・加工業 一般 𠮷識 秋光 中播(中健)第86-19 令和3年7月30日
000028 5000182293 加門果樹園 679-3123 神崎郡神河町宮野中林94-5 790341044 その他の食料品製造・加工業 一般 加門 英樹 中播(中健)第86-20 令和3年7月30日
000028 5000182295 仙霊茶製造　辻井 679-2434 神崎郡神河町吉冨190 790320536 製茶業 一般 辻井 光明 中播(中健)第86-21 令和3年7月30日
000028 5000182296 手作り工房いちみや 679-2404 神崎郡神河町越知711 790330552 その他の食料品製造・加工業 一般 一宮 八千代 中播(中健)第86-23 令和3年8月2日
000028 5000182303 旬彩蔵　福崎 679-2214 神崎郡福崎町福崎新432 790241800 野菜果物販売業 一般 兵庫西農業協同組合 代表理事組合長 福本 博之 670-0940 兵庫県姫路市三左衛門堀西の町216 792815711 中播(中健)第86-22 令和3年7月30日
000028 5000182345 グローリー機器（株）福崎工場  ３F休憩所（CCBJI単受） 679-2215 神崎郡福崎町西治860-3 コップ式自動販売機（自動洗浄・屋内設置） 自動販売機 株式会社アペックス西日本 代表取締役 森 吉平 550-0015 大阪府大阪市西区南堀江4-25-24 794233522 中播(中健)第86-24 令和3年8月6日
000028 5000182347 （有）　ヘルスショップ 679-2414 神崎郡神河町粟賀町385 790322536 その他の食料・飲料販売業 一般 有限会社　ヘルスショップ 代表取締役 藤原 千昭 679-2414 兵庫県神崎郡神河町粟賀町385 790322536 中播(中健)第87-46 令和3年6月1日
000028 5000182348 有限会社田隅養鶏場 679-2332 神崎郡市川町田中54番地の1 食肉販売業 一般 有限会社田隅養鶏場 代表取締役 田隅 元康 679-2332 兵庫県神崎郡市川町田中54番地の1 790280215 中播(中健)第87-66 令和3年6月1日
000028 5000182350 リフレッシュパーク市川 679-2302 神崎郡市川町下牛尾2557-1 790270313 その他の食料・飲料販売業 一般 株式会社夢屋 代表取締役 安福 武美 669-5252 兵庫県朝来市和田山町竹田261の1 796742910 中播(中健)第87-69 令和3年6月1日
000028 5000182388 凸版印刷株式会社福崎工場売店 679-2216 神崎郡福崎町高橋290-29 乳類販売業 一般 マインフーズサービス株式会社 代表取締役 峯 林太郎 661-0024 兵庫県尼崎市三反田町2丁目20-9 664274633 中播(中健)第87-29 令和3年6月1日
000028 5000182389 ヤマザキショップ　甘地駅前店 679-2323 神崎郡市川町甘地812 790262416 その他の食料・飲料販売業 一般 森田 茂美 中播(中健)第87-38 令和3年6月1日
000028 5000182390 割烹　つぼ多 679-2414 神崎郡神河町粟賀町407 790320150 食肉販売業 一般 坪田 幹夫 中播(中健)第87-70 令和3年6月1日
000028 5000182391 藤本商店 679-2404 神崎郡神河町越知300-4 790330011 その他の食料・飲料販売業 一般 藤本 利和 中播(中健)第87-71 令和3年6月1日
000028 5000182441 西日本旅客鉄道株式会社　寺前派出所  １F休憩所（CCBJI単受） 679-3115 神崎郡神河町比延102-1 コップ式自動販売機（自動洗浄・屋内設置） 自動販売機 株式会社アペックス西日本 代表取締役 森 吉平 550-0015 大阪府大阪市西区南堀江4-25-24 794233522 中播(中健)第86-25 令和3年8月12日
000028 5000182445 餃子の王将　福崎インター店 679-2204 神崎郡福崎町西田原1689 790230778 その他の食料・飲料販売業 一般 ㈱王将フ－ドサ－ビス 代表取締役 渡邊 直人 607-8307 京都府京都市山科区西野山射庭ノ上町294-1 755921411 中播(中健)第86-26 令和3年8月12日
000028 5000182515 ユシロ化学工業株式会社 679-2215 神崎郡福崎町西治817-1 790224891 乳類販売業 自動販売機 コカ・コーラボトラーズジャパン株式会社 代表取締役社長 カリン・ドラガン 107-6211 東京都港区赤坂9丁目7番1号ミッドタウン・タワー 120866509 中播(中健)第86-27 令和3年8月18日
000028 5000182566 （有）　フジヤストア－ 679-2413 神崎郡神河町中村162 790321109 その他の食料・飲料販売業 一般 有限会社フジヤストア－ 代表取締役 藤田 潤 679-2413 兵庫県神崎郡神河町中村162 790321109 中播(中健)第87-72 令和3年6月1日
000028 5000182751 エーコープ粟賀店 679-2414 神崎郡神河町粟賀町321-1 790321933 自動販売機（要届出のコップ式自動販売機及び要許可を除く） 自動販売機 株式会社ゼコー 代表取締役 庄野 道彦 812-0893 福岡県福岡市博多区那珂６丁目１番２号 924612515 中播(中健)第87-87 令和3年8月30日
000028 5000183002 ディピカキッチン 679-2324 神崎郡市川町坂戸98-1 製茶業 一般 森田 名美子 中播(中健)第86-28 令和3年9月14日
000028 5000183075 石塚王子ペーパーパッケージング株式会社  福崎工場 679-2215 神崎郡福崎町西治498 790222681 器具・容器包装の製造・加工業 一般 石塚王子ペーパーパッケージング株式会社 取締役本部長 松田 美樹 679-2215 兵庫県神崎郡福崎町西治498 790222681 中播(中健)第86-29 令和3年9月21日
000028 5000183386 HOW姫路北病院店 679-2203 神崎郡福崎町南田原1134-2 790231160 コンビニエンスストア 一般 ワタキューセイモア株式会社 代表取締役社長 村田 清和 610-0301 京都府綴喜郡井手町大字多賀小字茶臼塚12-2 774825101 中播(中健)第86-31 令和3年9月28日
000028 5000183453 ＩＤＥＣ福崎事業所 679-2215 神崎郡福崎町西治字拝尾860-2 790226556 自動販売機（要届出のコップ式自動販売機及び要許可を除く） 自動販売機 関西キリンビバレッジサービス株式会社 代表取締役 尾崎 靖幸 530-0011 大阪府大阪市北区大深町4-20 677309206 中播(中健)第86-33 令和3年9月29日
000028 5000183576 ウシオ精工株式会社第３工場 679-2203 神崎郡福崎町南田原1754-3 790241122 乳類販売業 自動販売機 姫路ヤクルト販売（株） 代表取締役 小倉 修 670-0061 兵庫県姫路市西今宿2-9-8 792928960 中播(中健)第86-34 令和3年9月30日
000028 5000183577 八千種地区営農組合倉庫 679-2202 神崎郡福崎町八千種字平田4746 790221621 乳類販売業 自動販売機 姫路ヤクルト販売（株） 代表取締役 小倉 修 670-0061 兵庫県姫路市西今宿2-9-8 792928960 中播(中健)第86-35 令和3年9月30日
000028 5000183578 かみかわ倶楽部 679-2413 神崎郡神河町中村161 790322257 乳類販売業 自動販売機 姫路ヤクルト販売（株） 代表取締役 小倉 修 670-0061 兵庫県姫路市西今宿2-9-8 792928960 中播(中健)第86-36 令和3年9月30日
000028 5000183579 JR播但線福崎駅 679-2212 神崎郡福崎町福田字中溝302-11 792811858 乳類販売業 自動販売機 姫路ヤクルト販売（株） 代表取締役 小倉 修 670-0061 兵庫県姫路市西今宿2-9-8 792928960 中播(中健)第86-37 令和3年9月30日
000028 5000183580 ケーエスフーズ（株）福崎工場 679-2215 神崎郡福崎町西治1101-1 790358383 乳類販売業 自動販売機 姫路ヤクルト販売（株） 代表取締役 小倉 修 670-0061 兵庫県姫路市西今宿2-9-8 792928960 中播(中健)第86-38 令和3年9月30日
000028 5000183581 さくら介護センター 679-2434 神崎郡神河町吉冨1597-1 790323690 乳類販売業 自動販売機 姫路ヤクルト販売（株） 代表取締役 小倉 修 670-0061 兵庫県姫路市西今宿2-9-8 792928960 中播(中健)第86-39 令和3年9月30日
000028 5000183582 瀬尾高圧工業（株）市川工場 679-2333 神崎郡市川町神崎869-20 790280590 乳類販売業 自動販売機 姫路ヤクルト販売（株） 代表取締役 小倉 修 670-0061 兵庫県姫路市西今宿2-9-8 792928960 中播(中健)第86-40 令和3年9月30日
000028 5000183583 瀬尾高圧工業（株）市川工場２ 679-2333 神崎郡市川町神崎869-20 790280590 乳類販売業 自動販売機 姫路ヤクルト販売（株） 代表取締役 小倉 修 670-0061 兵庫県姫路市西今宿2-9-8 792928960 中播(中健)第86-41 令和3年9月30日
000028 5000183585 姫路ヤクルト福崎センター 679-2204 神崎郡福崎町西田原1429 790220025 乳類販売業 自動販売機 姫路ヤクルト販売（株） 代表取締役 小倉 修 670-0061 兵庫県姫路市西今宿2-9-8 792928960 中播(中健)第86-43 令和3年9月30日
000028 5000183586 ひまわり荘 679-2302 神崎郡市川町下牛尾680 790270800 乳類販売業 自動販売機 姫路ヤクルト販売（株） 代表取締役 小倉 修 670-0061 兵庫県姫路市西今宿2-9-8 792928960 中播(中健)第86-44 令和3年9月30日
000028 5000183587 うぐいす荘 679-2415 神崎郡神河町福本字中茶屋山1241-3 790322257 乳類販売業 自動販売機 姫路ヤクルト販売（株） 代表取締役 小倉 修 670-0061 兵庫県姫路市西今宿2-9-8 792928960 中播(中健)第86-45 令和3年9月30日
000028 5000183682 有限会社　上田商店　菓旬処彩 679-2413 神崎郡神河町中村77 790320039 その他の食料・飲料販売業 一般 有限会社上田商店 代表取締役 上田 義隆 679-2413 兵庫県神崎郡神河町中村77 790320039 中播(中健)第86-46 令和3年10月1日
000028 5000183683 松原菓子店 679-2413 神崎郡神河町中村181 790321170 その他の食料・飲料販売業 一般 松原 廣 中播(中健)第86-47 令和3年10月6日
000028 5000183904 サラダ館福崎店 679-2203 神崎郡福崎町南田原2969-3 790220074 その他の食料・飲料販売業 一般 ヒサヤ株式会社 代表取締役 前田 久子 679-2203 兵庫県神崎郡福崎町南田原2969-3 790220074 中播(中健)第86-48 令和3年10月11日
000028 5000183907 ダイソー　ボンマルシェ福崎店 679-2204 神崎郡福崎町西田原1394ボンマルシェ福崎店内2階 その他の食料・飲料販売業 一般 株式会社大創産業 代表取締役社長 矢野 靖二 739-8501 広島県東広島市西条吉行東1-4-14 824200100 中播(中健)第86-49 令和3年10月12日
000028 5000183909 ダイソー　マックスバリュ市川店 679-2315 神崎郡市川町西川辺479 その他の食料・飲料販売業 一般 株式会社大創産業 代表取締役社長 矢野 靖二 739-8501 広島県東広島市西条吉行東1-4-14 824200100 中播(中健)第86-50 令和3年10月12日
000028 5000183910 ダイソー　神河ＳＣ店 679-2414 神崎郡神河町粟賀町364 その他の食料・飲料販売業 一般 株式会社大創産業 代表取締役社長 矢野 靖二 739-8501 広島県東広島市西条吉行東1-4-14 824200100 中播(中健)第86-51 令和3年10月12日
000028 5000184020 オフィスグリコ冷凍冷蔵庫24854 679-2215 神崎郡福崎町西治860-2 その他の食料・飲料販売業 一般 グリコチャネルクリエイト株式会社 代表取締役 西村 浩一 555-8502 大阪府大阪市西淀川区歌島4-6-5 中播(中健)第86-52 令和3年10月15日
000028 5000184021 オフィスグリコ冷凍冷蔵庫24868 679-2215 神崎郡福崎町西治908-2 その他の食料・飲料販売業 一般 グリコチャネルクリエイト株式会社 代表取締役 西村 浩一 555-8502 大阪府大阪市西淀川区歌島4-6-5 中播(中健)第86-53 令和3年10月15日
000028 5000184023 オフィスグリコ冷凍冷蔵庫24869 679-2215 神崎郡福崎町西治908-1 その他の食料・飲料販売業 一般 グリコチャネルクリエイト株式会社 代表取締役 西村 浩一 555-8502 大阪府大阪市西淀川区歌島4-6-5 中播(中健)第86-54 令和3年10月15日
000028 5000184024 オフィスグリコ冷凍冷蔵庫91407 679-2215 神崎郡福崎町西治860-22 その他の食料・飲料販売業 一般 グリコチャネルクリエイト株式会社 代表取締役 西村 浩一 555-8502 大阪府大阪市西淀川区歌島4-6-5 中播(中健)第86-55 令和3年10月15日
000028 5000184025 オフィスグリコ冷凍冷蔵庫19521 679-2215 神崎郡福崎町西治1101-10 その他の食料・飲料販売業 一般 グリコチャネルクリエイト株式会社 代表取締役 西村 浩一 555-8502 大阪府大阪市西淀川区歌島4-6-5 中播(中健)第86-56 令和3年10月15日
000028 5000184026 オフィスグリコ冷凍冷蔵庫123813 679-2215 神崎郡福崎町西治767-6 その他の食料・飲料販売業 一般 グリコチャネルクリエイト株式会社 代表取締役 西村 浩一 555-8502 大阪府大阪市西淀川区歌島4-6-5 中播(中健)第86-57 令和3年10月15日
000028 5000184027 オフィスグリコ冷凍冷蔵庫24856 679-2215 神崎郡福崎町西治817-1 その他の食料・飲料販売業 一般 グリコチャネルクリエイト株式会社 代表取締役 西村 浩一 555-8502 大阪府大阪市西淀川区歌島4-6-5 中播(中健)第86-58 令和3年10月15日
000028 5000184028 オフィスグリコ冷凍冷蔵庫24853 679-2215 神崎郡福崎町西治498-27 その他の食料・飲料販売業 一般 グリコチャネルクリエイト株式会社 代表取締役 西村 浩一 555-8502 大阪府大阪市西淀川区歌島4-6-5 中播(中健)第86-59 令和3年10月15日
000028 5000184029 オフィスグリコ冷凍冷蔵庫24849 679-2203 神崎郡福崎町南田原757-1 その他の食料・飲料販売業 一般 グリコチャネルクリエイト株式会社 代表取締役 西村 浩一 555-8502 大阪府大阪市西淀川区歌島4-6-5 中播(中健)第86-60 令和3年10月15日
000028 5000184032 オフィスグリコ冷凍冷蔵庫158102 679-2203 神崎郡福崎町南田原2077-1 その他の食料・飲料販売業 一般 グリコチャネルクリエイト株式会社 代表取締役 西村 浩一 555-8502 大阪府大阪市西淀川区歌島4-6-5 中播(中健)第86-61 令和3年10月15日
000028 5000184033 オフィスグリコ冷凍冷蔵庫160997 679-2203 神崎郡福崎町南田原2906-1 その他の食料・飲料販売業 一般 グリコチャネルクリエイト株式会社 代表取締役 西村 浩一 555-8502 大阪府大阪市西淀川区歌島4-6-5 中播(中健)第86-62 令和3年10月15日
000028 5000184034 オフィスグリコ冷凍冷蔵庫160769 679-2203 神崎郡福崎町南田原字坂の下2178-1 その他の食料・飲料販売業 一般 グリコチャネルクリエイト株式会社 代表取締役 西村 浩一 555-8502 大阪府大阪市西淀川区歌島4-6-5 中播(中健)第86-63 令和3年10月15日
000028 5000184170 三甲株式会社　関西第１工場 679-2337 神崎郡市川町屋形1061-1 790281712 器具・容器包装の製造・加工業 一般 三甲株式会社 代表取締役社長 後藤 利彦 501-0294 岐阜県瑞穂市本田474-1 583273535 中播(中健)第86-30 令和3年9月17日
000028 5000184211 関西大王製紙パッケージ 679-2216 神崎郡福崎町高橋290-27 790227502 コップ式自動販売機（自動洗浄・屋内設置） 自動販売機 サントリービバレッジソリューション株式会社 代表取締役 及川 剛 160-0023 東京都新宿区西新宿8-17-1 353210701 中播(中健)第87-118 令和3年10月1日
000028 5000184212 IDEC㈱福崎事業所　食堂3F 679-2215 神崎郡福崎町西治860-2 コップ式自動販売機（自動洗浄・屋内設置）自動販売機サントリービバレッジソリューション株式会社代表取締役 及川 剛 160-0023 東京都新宿区西新宿8-17-1 353210701 中播(中健)第87-119 令和3年10月1日
000028 5000184213 福崎町役場 679-2203 神崎郡福崎町南田原3116-1 790220560 コップ式自動販売機（自動洗浄・屋内設置） 自動販売機 サントリービバレッジソリューション株式会社 代表取締役 及川 剛 160-0023 東京都新宿区西新宿8-17-1 353210701 中播(中健)第87-120 令和3年10月1日
000028 5000184230 千寿製薬　福崎工場 679-2215 神崎郡福崎町西治767-7 790222671 コップ式自動販売機（自動洗浄・屋内設置） 自動販売機 サントリービバレッジソリューション株式会社 代表取締役 及川 剛 160-0023 東京都新宿区西新宿8-17-1 353210701 中播(中健)第87-121 令和3年10月1日
000028 5000184231 グローリープロダクツ　福崎工場ロビー 679-2215 神崎郡福崎町西治860-3 790231726 コップ式自動販売機（自動洗浄・屋内設置） 自動販売機 サントリービバレッジソリューション株式会社 代表取締役 及川 剛 160-0023 東京都新宿区西新宿8-17-1 353210701 中播(中健)第87-122 令和3年10月1日
000028 5000184232 ㈱デービー精工福崎工場2F食堂 679-2215 神崎郡福崎町西治817 790226511 コップ式自動販売機（自動洗浄・屋内設置） 自動販売機 サントリービバレッジソリューション株式会社 代表取締役 及川 剛 160-0023 東京都新宿区西新宿8-17-1 353210701 中播(中健)第87-123 令和3年10月1日
000028 5000184233 エーモン工業㈱２Ｆ食堂 679-2203 神崎郡福崎町南田原2077-1 790226262 コップ式自動販売機（自動洗浄・屋内設置） 自動販売機 サントリービバレッジソリューション株式会社 代表取締役 及川 剛 160-0023 東京都新宿区西新宿8-17-1 353210701 中播(中健)第87-124 令和3年10月1日
000028 5000184235 ウシオライティング(株)Ｌ-1　2Ｆ通路 679-2215 神崎郡福崎町西治860-22 790226371 コップ式自動販売機（自動洗浄・屋内設置） 自動販売機 サントリービバレッジソリューション株式会社 代表取締役 及川 剛 160-0023 東京都新宿区西新宿8-17-1 353210701 中播(中健)第87-126 令和3年10月1日
000028 5000184236 ウシオライティング(株)Ｌ-2　1Ｆ通路 679-2215 神崎郡福崎町西治860-22 790226371 コップ式自動販売機（自動洗浄・屋内設置） 自動販売機 サントリービバレッジソリューション株式会社 代表取締役 及川 剛 160-0023 東京都新宿区西新宿8-17-1 353210701 中播(中健)第87-127 令和3年10月1日
000028 5000184237 ウシオライティング(株)Ｌ-4　2Ｆ食堂 679-2215 神崎郡福崎町西治860-22 790226371 コップ式自動販売機（自動洗浄・屋内設置） 自動販売機 サントリービバレッジソリューション株式会社 代表取締役 及川 剛 160-0023 東京都新宿区西新宿8-17-1 353210701 中播(中健)第87-128 令和3年10月1日
000028 5000184238 日本通運(株)福崎物流センター 679-2215 神崎郡福崎町西治1714-14 790232700 コップ式自動販売機（自動洗浄・屋内設置） 自動販売機 サントリービバレッジソリューション株式会社 代表取締役 及川 剛 160-0023 東京都新宿区西新宿8-17-1 353210701 中播(中健)第87-129 令和3年10月1日
000028 5000184239 (株)ゴードー関西工場 679-2333 神崎郡市川町神崎879-16 790282700 コップ式自動販売機（自動洗浄・屋内設置） 自動販売機 サントリービバレッジソリューション株式会社 代表取締役 及川 剛 160-0023 東京都新宿区西新宿8-17-1 353210701 中播(中健)第87-130 令和3年10月1日
000028 5000184261 有限会社タズミ商事 679-2316 神崎郡市川町東川辺930-3 790263778 その他の食料・飲料販売業 一般 有限会社タズミ商事 代表取締役 髙山 栄蔵 679-2316 兵庫県神崎郡市川町東川辺930-3 790263778 中播(中健)第86-32 令和3年9月29日



000028 5000184277 キコーナ福崎 679-2203 神崎郡福崎町南田原字大塚2996-1 790241123 コップ式自動販売機（自動洗浄・屋内設置） 自動販売機 トーヨーベンディング株式会社 代表取締役 大久保 智司 452-0839 愛知県名古屋市西区見寄町167 525011771 中播(中健)第87-83 令和3年10月25日
000028 5000184318 凸版印刷福崎工場　社員食堂 679-2216 神崎郡福崎町高橋290-29 790226601 自動販売機（要届出のコップ式自動販売機及び要許可を除く） 自動販売機 江崎グリコ株式会社 代表取締役社長 江崎 勝久 555-8502 大阪府大阪市西淀川区歌島4-6-5 664778352 中播(中健)第86-64 令和3年10月26日
000028 5000184355 ヴィレッジによん 679-2323 神崎郡市川町甘地187-1 790263024 自動販売機（要届出のコップ式自動販売機及び要許可を除く） 自動販売機 株式会社アミューズ24 代表取締役 安積 進 679-2323 兵庫県神崎郡市川町甘地166-3 790263009 中播(中健)第87-81 令和3年10月25日
000028 5000184398 公立神崎総合病院　売店 通路 679-2414 神崎郡神河町粟賀町385 790321331 コップ式自動販売機（自動洗浄・屋内設置） 自動販売機 株式会社アペックス西日本 代表取締役 森 吉平 550-0015 大阪府大阪市西区南堀江4丁目25番24号 665359024 中播(中健)第87-91 令和3年10月1日
000028 5000184400 株式会社ライフコーポレーション福崎店　従食(CCBJI受託)679-2204 神崎郡福崎町西田原1706 コップ式自動販売機（自動洗浄・屋内設置）自動販売機株式会社アペックス西日本 代表取締役 森 吉平 550-0015 大阪府大阪市西区南堀江4丁目25番24号665359024 中播(中健)第87-92 令和3年10月1日
000028 5000184401 西日本高速道路㈱関西支社　福崎管理事務所ロビー(CCNJI受託）679-2204 神崎郡福崎町西田原2023 コップ式自動販売機（自動洗浄・屋内設置）自動販売機株式会社アペックス西日本 代表取締役 森 吉平 550-0015 大阪府大阪市西区南堀江4丁目25番24号665359024 中播(中健)第87-93 令和3年10月1日
000028 5000184402 ウシオ精工(株)第2工場休憩所（CCW受託）679-2203 神崎郡福崎町南田原2955 コップ式自動販売機（自動洗浄・屋内設置）自動販売機株式会社アペックス西日本 代表取締役 森 吉平 550-0015 大阪府大阪市西区南堀江4丁目25番24号665359024 中播(中健)第87-94 令和3年10月1日
000028 5000184403 マックスバリュ西日本(株)  マックスバリュ神河店イートインコーナー（CCBJI受託）679-2414 神崎郡神河町粟賀町363 コップ式自動販売機（自動洗浄・屋内設置）自動販売機株式会社アペックス西日本 代表取締役 森 吉平 550-0015 大阪府大阪市西区南堀江4丁目25番24号665359024 中播(中健)第87-95 令和3年10月1日
000028 5000184404 (株)三鷹倉庫福崎自販機コーナー（CCBJI受託）679-2203 神崎郡福崎町南田原2104-2 コップ式自動販売機（自動洗浄・屋内設置）自動販売機株式会社アペックス西日本 代表取締役 森 吉平 550-0015 大阪府大阪市西区南堀江4丁目25番24号665359024 中播(中健)第87-96 令和3年10月1日
000028 5000184405 ＩＰＩ㈱福崎工場　２Ｆ食堂(CCBJI受託）679-2215 神崎郡福崎町西治498 コップ式自動販売機（自動洗浄・屋内設置）自動販売機株式会社アペックス西日本 代表取締役 森 吉平 550-0015 大阪府大阪市西区南堀江4丁目25番24号665359024 中播(中健)第87-97 令和3年10月1日
000028 5000184406 神姫ｸﾞﾘｰﾝﾊﾞｽ(株)粟賀営業所休憩室（CCBJI受託）679-2413 神崎郡神河町中村39-1 コップ式自動販売機（自動洗浄・屋内設置）自動販売機株式会社アペックス西日本 代表取締役 森 吉平 550-0015 大阪府大阪市西区南堀江4丁目25番24号665359024 中播(中健)第87-98 令和3年10月1日
000028 5000184407 凸版印刷㈱福崎工場　カップ工場（CCBJI受託）679-2216 神崎郡福崎町高橋290 コップ式自動販売機（自動洗浄・屋内設置）自動販売機株式会社アペックス西日本 代表取締役 森 吉平 550-0015 大阪府大阪市西区南堀江4丁目25番24号665359024 中播(中健)第87-99 令和3年10月1日
000028 5000184408 凸版印刷㈱　福崎工場　チューブ工場(CCBJI受託）679-2216 神崎郡福崎町高橋290 コップ式自動販売機（自動洗浄・屋内設置）自動販売機株式会社アペックス西日本 代表取締役 森 吉平 550-0015 大阪府大阪市西区南堀江4丁目25番24号665359024 中播(中健)第87-100 令和3年10月1日
000028 5000184413 兵庫トヨタ自動車(株)　福崎店　店内（CCBJI協受） 679-2203 神崎郡福崎町南田原2181-1 790226147 コップ式自動販売機（自動洗浄・屋内設置） 自動販売機 株式会社アペックス西日本 代表取締役 森 吉平 550-0015 大阪府大阪市西区南堀江4丁目25番24号 665359024 中播(中健)第87-102 令和3年10月1日
000028 5000184414 姫路北病院　福崎　２Ｆ 679-2203 神崎郡福崎町南田原1134-2 コップ式自動販売機（自動洗浄・屋内設置）自動販売機株式会社アペックス西日本 代表取締役 森 吉平 550-0015 大阪府大阪市西区南堀江4丁目25番24号665359024 中播(中健)第87-103 令和3年10月1日
000028 5000184419 姫路北病院　福崎　３Ｆ 679-2203 神崎郡福崎町南田原1134-2 コップ式自動販売機（自動洗浄・屋内設置）自動販売機株式会社アペックス西日本 代表取締役 森 吉平 550-0015 大阪府大阪市西区南堀江4丁目25番24号665359024 中播(中健)第87-104 令和3年10月1日
000028 5000184420 福伸電機株式会社福崎工場CVM（CCBJI受託）679-2215 神崎郡福崎町西治833 コップ式自動販売機（自動洗浄・屋内設置）自動販売機株式会社アペックス西日本 代表取締役 森 吉平 550-0015 大阪府大阪市西区南堀江4丁目25番24号665359024 中播(中健)第87-105 令和3年10月1日
000028 5000184430 グローリー機器株式会社福崎工場1F休憩所（CCBJI受託）679-2215 神崎郡福崎町西治860-3 コップ式自動販売機（自動洗浄・屋内設置）自動販売機株式会社アペックス西日本 代表取締役 森 吉平 550-0015 大阪府大阪市西区南堀江4丁目25番24号665359024 中播(中健)第87-106 令和3年10月1日
000028 5000184434 ユシロ化学工業株式会社　兵庫工場 休憩所（CCBJI協受） 679-2215 神崎郡福崎町西治字拝尾817-1 790224891 コップ式自動販売機（自動洗浄・屋内設置） 自動販売機 株式会社アペックス西日本 代表取締役 森 吉平 550-0015 大阪府大阪市西区南堀江4丁目25番24号 665359024 中播(中健)第87-107 令和3年10月1日
000028 5000184441 山崎製パン株式会社　姫路営業所　食堂679-2215 神崎郡福崎町西治860-4 コップ式自動販売機（自動洗浄・屋内設置）自動販売機株式会社アペックス西日本 代表取締役 森 吉平 550-0015 大阪府大阪市西区南堀江4丁目25番24号665359024 中播(中健)第87-108 令和3年10月1日
000028 5000184443 凸版印刷株式会社　福崎工場　食堂（2台）679-2216 神崎郡福崎町高橋290-29 コップ式自動販売機（自動洗浄・屋内設置）自動販売機株式会社アペックス西日本 代表取締役 森 吉平 550-0015 大阪府大阪市西区南堀江4丁目25番24号665359024 中播(中健)第87-109 令和3年10月1日
000028 5000184445 エーモン産業株式会社　せせらぎの湯　門前物産館 679-2301 神崎郡市川町上牛尾半瀬2073-12 790270002 コップ式自動販売機（自動洗浄・屋内設置） 自動販売機 株式会社アペックス西日本 代表取締役 森 吉平 550-0015 大阪府大阪市西区南堀江4丁目25番24号 665359024 中播(中健)第87-110 令和3年10月1日
000028 5000184458 片山特殊工業㈱福崎２階食堂（CCBJI受託）679-2215 神崎郡福崎町西治35 コップ式自動販売機（自動洗浄・屋内設置）自動販売機株式会社アペックス西日本 代表取締役 森 吉平 550-0015 大阪府大阪市西区南堀江4丁目25番24号665359024 中播(中健)第87-111 令和3年10月1日
000028 5000184459 グローリーテック㈱市川　工場1F（CCBJI受託）679-2325 神崎郡市川町奥879 コップ式自動販売機（自動洗浄・屋内設置）自動販売機株式会社アペックス西日本 代表取締役 森 吉平 550-0015 大阪府大阪市西区南堀江4丁目25番24号665359024 中播(中健)第87-112 令和3年10月1日
000028 5000184460 グローリー機器(株)福崎工場　3Ｆ食堂(CCBJI受託)679-2215 神崎郡福崎町西治860番3 コップ式自動販売機（自動洗浄・屋内設置）自動販売機株式会社アペックス西日本 代表取締役 森 吉平 550-0015 大阪府大阪市西区南堀江4丁目25番24号665359024 中播(中健)第87-113 令和3年10月1日
000028 5000184466 トヨタカローラ姫路株式会社福崎店店内 679-2215 神崎郡福崎町西治25 790223031 コップ式自動販売機（自動洗浄・屋内設置） 自動販売機 株式会社アペックス西日本 代表取締役 森 吉平 550-0015 大阪府大阪市西区南堀江4丁目25番24号 665359024 中播(中健)第87-114 令和3年10月1日
000028 5000184467 福伸電機株式会社本社工場2F男子食堂（CCBJI受託)679-2212 神崎郡福崎町福田447-1 コップ式自動販売機（自動洗浄・屋内設置）自動販売機株式会社アペックス西日本 代表取締役 森 吉平 550-0015 大阪府大阪市西区南堀江4丁目25番24号665359024 中播(中健)第87-115 令和3年10月1日
000028 5000184589 凸版印刷(株)福崎工場 第２特印棟 中２Ｆ 679-2216 神崎郡福崎町高橋290-29 790226600 コップ式自動販売機（自動洗浄・屋内設置） 自動販売機 サントリービバレッジソリューション株式会社 代表取締役 及川 剛 160-0023 東京都新宿区西新宿8-17-1 353210701 中播(中健)第87-116 令和3年11月1日
000028 5000184590 幼保連携型認定こども園　福崎町立八千種幼児園 679-2202 神崎郡福崎町八千種276-2 790221207 集団給食（４）その他 集団給食 福崎町 町長 尾﨑 吉晴 679-2203 兵庫県神崎郡福崎町南田原3116-1 790220560 中播(中健)第86-65 令和3年10月26日
000028 5000184591 福崎町立田原幼児園 679-2204 神崎郡福崎町西田原1263-4 790221032 集団給食（４）その他 集団給食 福崎町 町長 尾﨑 吉晴 679-2203 兵庫県神崎郡福崎町南田原3116-1 790220560 中播(中健)第86-66 令和3年10月26日
000028 5000184592 福崎幼児園 679-2214 神崎郡福崎町福崎新448-3 790221091 集団給食（４）その他 集団給食 福崎町 町長 尾﨑 吉晴 679-2203 兵庫県神崎郡福崎町南田原3116-1 790220560 中播(中健)第86-67 令和3年10月26日
000028 5000184593 福崎町立高岡幼児園 679-2217 神崎郡福崎町高岡1956-33 790223960 集団給食（４）その他 集団給食 福崎町 町長 尾﨑 吉晴 679-2203 兵庫県神崎郡福崎町南田原3116-1 790220560 中播(中健)第86-68 令和3年10月26日
000028 5000184594 社会福祉法人サルビア会　サルビアこども園 679-2211 神崎郡福崎町山崎字清水617-7 790221313 集団給食（４）その他 集団給食 社会福祉法人サルビア会 理事長 藤後 正和 679-2211 兵庫県神崎郡福崎町山崎字清水617-7 790221313 中播(中健)第86-69 令和3年10月26日
000028 5000184613 もちの木園 679-2217 神崎郡福崎町高岡74-1 790226881 集団給食（４）その他 集団給食 社会福祉法人高岡の里福祉会 理事長 杉岡 進 679-2217 兵庫県神崎郡福崎町高岡74-1 790226881 中播(中健)第86-70 令和3年10月26日
000028 5000184627 デイサービスセンター歩歩市川 679-2332 神崎郡市川町田中227-1 790282018 集団給食（４）その他 集団給食 医療法人社団夢前会 理事長 村瀬 晃彦 671-2103 兵庫県姫路市夢前町前之庄2934-1 793360016 中播(中健)第86-71 令和3年10月26日
000028 5000184628 神崎福祉会立神崎保育園 679-2413 神崎郡神河町中村字向野33 790320284 集団給食（４）その他 集団給食 社会福祉法人神崎福祉会 理事長 中安 延哉 679-2413 兵庫県神崎郡神河町中村字向野33 790320284 中播(中健)第86-72 令和3年10月26日
000028 5000184629 特別養護老人ホームうぐいす荘 679-2415 神崎郡神河町福本字中茶屋山1241-3 790322257 集団給食（４）その他 集団給食 社会福祉法人宝寿会 理事長 小野田 元治 679-2415 兵庫県神崎郡神河町福本字中茶屋山1241-3 790322257 中播(中健)第86-73 令和3年10月26日
000028 5000184630 アキタケメディカル「さくら」介護センター 679-2434 神崎郡神河町吉冨1597-1 790323690 集団給食（４）その他 集団給食 有限会社アキタケメディカル 代表取締役 秋武 千賀子 679-2214 兵庫県神崎郡福崎町福崎新121-15 790225015 中播(中健)第86-74 令和3年10月26日
000028 5000184631 寺前保育所 679-3116 神崎郡神河町寺前396 790341538 集団給食（４）その他 集団給食 社会福祉法人豊富台福祉会 理事長 小野 榮 679-2122 兵庫県姫路市豊富町御蔭3278-57 792643277 中播(中健)第86-75 令和3年10月26日
000028 5000184632 屋形こども園 679-2337 神崎郡市川町屋形386-2 790281462 集団給食（４）その他 集団給食 社会福祉法人屋形保育所 理事長 柏原 英世 679-2337 兵庫県神崎郡市川町屋形386-2 790281462 中播(中健)第86-1 令和3年10月26日
000028 5000184713 ふくふくまる 000-0000 福崎町一円 790220231 百貨店、総合スーパー 自動車 前田 喜成 中播(中健)第86-77 令和3年11月10日
000028 5000184780 夢庵　兵庫福崎店 679-2203 神崎郡福崎町南田原2221-3 790232631 その他の食料・飲料販売業 一般 株式会社すかいらーくレストランツ 代表取締役 大川原 利明 180-8580 東京都武蔵野市西久保1-25-8 422375218 中播(中健)第86-78 令和3年11月10日
000028 5000184914 社会福祉法人福崎福祉会　姫学こども園 679-2203 神崎郡福崎町南田原2062 790225480 集団給食（４）その他 集団給食 社会福祉法人福崎福祉会 理事長 中農 一也 679-2203 兵庫県神崎郡福崎町南田原2062 790225480 中播(中健)第86-79 令和3年11月10日
000028 5000184915 公立神崎総合病院 679-2414 神崎郡神河町粟賀町385 790321331 集団給食（２）病院・診療所 集団給食 神河町 町長 山名 宗悟 679-3116 兵庫県神崎郡神河町寺前64 790340212 中播(中健)第86-80 令和3年11月10日
000028 5000184916 介護老人保健施設かみかわ 679-2414 神崎郡神河町粟賀町422 790313880 集団給食（４）その他 集団給食 医療法人伯鳳会 理事長 古城 資久 678-0241 兵庫県赤穂市惣門町52-6 791451111 中播(中健)第86-81 令和3年11月10日
000028 5000184918 (株)西兵庫 679-2215 神崎郡福崎町西治1101-42 790222232 海藻製造・加工業 一般 株式会社西兵庫 代表取締役 大西 智明 679-2215 兵庫県神崎郡福崎町西治1101-42 790222232 中播(中健)第86-82 令和3年11月15日
000028 5000185047 うかいや書店　福崎店 679-2204 神崎郡福崎町西田原字辻堂1369-1 790241600 自動販売機（要届出のコップ式自動販売機及び要許可を除く） 自動販売機 江崎グリコ株式会社 代表取締役 江崎 勝久 555-8502 大阪府大阪市西淀川区歌島4-6-5 664778352 中播(中健)第86-83 令和3年11月15日
000028 5000185048 ライフ福崎店１Ｆパブリックスペース 679-2204 神崎郡福崎町西田原1706 790227731 自動販売機（要届出のコップ式自動販売機及び要許可を除く） 自動販売機 江崎グリコ株式会社 代表取締役 江崎 勝久 555-8502 大阪府大阪市西淀川区歌島4-6-5 664778352 中播(中健)第86-84 令和3年11月15日
000028 5000185049 ＴＳＵＴＡＹＡ　ＷＡＹ福崎店 679-2204 神崎郡福崎町西田原1336-1 790244100 自動販売機（要届出のコップ式自動販売機及び要許可を除く） 自動販売機 江崎グリコ株式会社 代表取締役 江崎 勝久 555-8502 大阪府大阪市西淀川区歌島4-6-5 664778352 中播(中健)第86-85 令和3年11月16日
000028 5000185050 ＪＲ福崎駅 679-2212 神崎郡福崎町福田字中溝302-11 自動販売機（要届出のコップ式自動販売機及び要許可を除く）自動販売機江崎グリコ株式会社 代表取締役 江崎 勝久 555-8502 大阪府大阪市西淀川区歌島4-6-5 664778352 中播(中健)第86-86 令和3年11月16日
000028 5000185051 播但道市川ＳＡ上り 679-2337 神崎郡市川町屋形地内字大谷下1054-37 790280457 自動販売機（要届出のコップ式自動販売機及び要許可を除く） 自動販売機 江崎グリコ株式会社 代表取締役 江崎 勝久 555-8502 大阪府大阪市西淀川区歌島4-6-5 664778352 中播(中健)第86-87 令和3年11月16日
000028 5000185053 播但道市川ＳＡ下り 679-2337 神崎郡市川町屋形地内字大谷下1054-37 790281505 自動販売機（要届出のコップ式自動販売機及び要許可を除く） 自動販売機 江崎グリコ株式会社 代表取締役 江崎 勝久 555-8502 大阪府大阪市西淀川区歌島4-6-5 664778352 中播(中健)第86-88 令和3年11月16日
000028 5000185055 ＪＲ甘地駅 679-2323 神崎郡市川町甘地字萩原769-10 790260028 自動販売機（要届出のコップ式自動販売機及び要許可を除く） 自動販売機 江崎グリコ株式会社 代表取締役 江崎 勝久 555-8502 大阪府大阪市西淀川区歌島4-6-5 664778352 中播(中健)第86-89 令和3年11月16日
000028 5000185338 ミナミ整形外科内科 679-2203 神崎郡福崎町南田原2971-1 790230789 集団給食（２）病院・診療所 集団給食 医療法人社団慈眼会ミナミ整形外科 理事長 南 堰雄 679-2203 兵庫県神崎郡福崎町南田原2971-1 790230789 中播(中健)第86-90 令和3年11月24日
000028 5000185340 市川町立いちかわ西こども園 679-2323 神崎郡市川町甘地271-1 790260079 集団給食（４）その他 集団給食 市川町 町長 岩見 武三 679-2315 兵庫県神崎郡市川町西川辺165-3 790261010 中播(中健)第86-91 令和3年11月24日
000028 5000185341 市川町立いちかわ東こども園 679-2316 神崎郡市川町東川辺1216 790262060 集団給食（４）その他 集団給食 市川町 町長 岩見 武三 679-2315 兵庫県神崎郡市川町西川辺165-3 790261010 中播(中健)第86-92 令和3年11月24日
000028 5000185342 サンライズ工業(株)１F自販機コーナー679-2325 神崎郡市川町奥603 自動販売機（要届出のコップ式自動販売機及び要許可を除く）自動販売機森永製菓株式会社 代表取締役社長 太田 栄二郎 108-0014 東京都港区芝5-33-1 334560153 中播(中健)第86-93 令和3年11月24日
000028 5000185344 白十字　福崎店 679-2203 神崎郡福崎町南田原3145-1 790228911 その他の食料・飲料販売業 一般 株式会社白十字 代表取締役 二木 正久 701-0221 岡山県岡山市南区藤田651-17 862967550 中播(中健)第86-94 令和3年11月24日
000028 5000185360 ピジョンマニュファクチャリング兵庫株式会社 679-2413 神崎郡神河町中村1009-28 790312940 器具・容器包装の製造・加工業 一般 ピジョンマニュファクチャリング兵庫株式会社 代表取締役社長 藤代 昌彦 679-2413 兵庫県神崎郡神河町中村1009-28 790312940 中播(中健)第86-95 令和3年11月24日
000028 5000185552 神河町学校給食センター 679-2414 神崎郡神河町粟賀町661-1 790320257 集団給食（１）学校 集団給食 神河町 町長 山名 宗悟 679-3116 兵庫県神崎郡神河町寺前64 790340001 中播(中健)第86-97 令和3年11月25日
000028 5000185587 すき家　福崎店 679-2203 神崎郡福崎町南田原字ﾊﾂｸﾞﾛ2970-1 その他の食料・飲料販売業 一般 株式会社すき家 代表取締役 笹川 直樹 108-0075 東京都港区港南二丁目18番1号 357838850 中播(中健)第86-99 令和3年11月26日
000028 5000185589 カーミンの観光案内所 679-3112 神崎郡神河町鍛治142-47 790341001 その他の食料・飲料販売業 一般 一般社団法人神河町観光協会 生田 良昭 679-3112 兵庫県神崎郡神河町鍛治142-47 790341001 中播(中健)第86-98 令和3年11月26日
000028 5000185707 市川町学校給食共同調理所 679-2321 神崎郡市川町千原440-1 790260302 集団給食（１）学校 集団給食 市川町 町長 岩見 武三 679-2315 兵庫県神崎郡市川町西川辺165-3 790261010 中播(中健)第86-100 令和3年11月29日
000028 5000185708 JA兵庫西甘地介護センター 679-2323 神崎郡市川町甘地804-1 790263555 集団給食（４）その他 集団給食 兵庫西農業協同組合 代表理事組合長 福本 博之 670-0940 兵庫県姫路市三左衛門堀西の町216 792815730 中播(中健)第86-101 令和3年11月29日
000028 5000185709 神戸医療未来大学 679-2217 神崎郡福崎町高岡1966-5 790222620 集団給食（４）その他 集団給食 学校法人都築学園 理事長 都築 仁子 815-0037 福岡県福岡市南区玉川町22-1 925410161 中播(中健)第86-102 令和3年11月29日
000028 5000185710 姫路北病院 679-2203 神崎郡福崎町南田原1134-2 790220770 集団給食（２）病院・診療所 集団給食 医療法人内海慈仁会 理事長 内海 浩彦 663-8247 兵庫県西宮市津門稲荷町5-8 798363566 中播(中健)第86-103 令和3年11月30日
000028 5000185717 デービー精工福崎工場 679-2215 神崎郡福崎町西治81 790224685 コップ式自動販売機（自動洗浄・屋内設置） 自動販売機 ヤスダ産業株式会社 代表取締役 安田 喜昭 672-8023 兵庫県姫路市白浜町甲841-34 792453090 中播(中健)第87-85 令和3年11月29日
000028 5000186089 特産物加工施設 679-2411 神崎郡神河町根宇野1019-2 790321676 その他の食料品製造・加工業 一般 兵庫西農業協同組合 代表理事 福本 博之 670-0940 兵庫県姫路市三左衛門堀西の町216 792815021 中播(中健)第86-106 令和3年11月30日
000028 5000186090 兵庫西農業協同組合粟賀支店 679-2414 神崎郡神河町粟賀町321-1 その他 一般 兵庫西農業協同組合 代表理事組合長 福本 博之 670-0940 兵庫県姫路市三左衛門堀西の町216 792815021 中播(中健)第86-107 令和3年11月30日
000028 5000186302 福崎町辻川観光交流センター 679-2204 神崎郡福崎町西田原1470-1 790219053 その他の食料品製造・加工業 一般 株式会社ＰＡＧＥ 代表取締役 箸本 史朗 679-2204 兵庫県神崎郡福崎町西田原1506-1 中播(中健)第86-108 令和3年12月10日
000028 5000186338 cafe 衣都 679-3103 神崎郡神河町長谷1199 790350330 その他の食料品製造・加工業 一般 株式会社北垂 代表取締役 佐々木 文徳 679-3103 兵庫県神崎郡神河町長谷1199 790350330 中播(中健)第86-109 令和3年12月13日
000028 5000186378 仲井商店（養蜂） 679-2315 神崎郡市川町西川辺182-2 その他の食料品製造・加工業 一般 仲井 伸三 中播(中健)第86-110 令和3年12月14日
000028 5000186495 白岩女性部 679-2431 神崎郡神河町猪篠908-2 その他の食料品製造・加工業 一般 藤原 扶美子 中播(中健)第86-111 令和3年12月17日
000028 5000186530 文珠荘 679-2205 神崎郡福崎町東田原1891 790224051 その他の食料・飲料販売業 一般 メディカ・ジャパン株式会社 代表取締役 林 伸昭 651-0086 兵庫県神戸市中央区磯上通7-1-30フコク生命ビル6F 782418080 中播(中健)第86-112 令和3年12月20日
000028 5000186692 シャンデエルブ 679-2202 神崎郡福崎町八千種474 農産保存食料品製造・加工業 一般 田中 秀樹 中播(中健)第86-114 令和3年12月24日
000028 5000186765 ハチミツ加工所 679-3121 神崎郡神河町上岩87-1 その他の食料品製造・加工業 一般 神﨑 良三 中播(中健)第86-115 令和3年12月28日
000028 5000186885 レ・ボ・プロバンス 679-3112 神崎郡神河町鍛治315 その他の食料品製造・加工業 一般 松岡 美和 中播(中健)第86-116 令和4年1月4日
000028 5000186886 文珠荘 679-2205 神崎郡福崎町東田原1891 790224051 乳類販売業 自動販売機 林田乳業株式会社 代表取締役 眞島 一朗 679-4204 兵庫県姫路市林田町上構95-2 792612950 中播(中健)第86-117 令和4年1月7日
000028 5000186897 野菜好み焼き　みき 679-2433 神崎郡神河町杉617 790320878 その他の食料品製造・加工業 一般 中本 美喜子 中播(中健)第86-118 令和4年1月11日
000028 5000186953 古民家レストラン＆カントリー雑貨STICK 679-2431 神崎郡神河町猪篠2094番地 790358755 その他の食料品製造・加工業 一般 中田 早苗 中播(中健)第86-119 令和4年1月13日
000028 5000186954 道の駅銀の馬車道・神河「かんざき大黒茶屋」 679-2434 神崎郡神河町吉冨88-10 790322837 弁当販売業 一般 株式会社　神崎フ－ド 代表取締役 藤井 永司 679-2414 兵庫県神崎郡神河町粟賀町430 790312655 中播(中健)第86-120 令和4年1月13日
000028 5000186955 ぎゃらりー＆喫茶　やまだ 679-2402 神崎郡神河町作畑502 その他の食料品製造・加工業 一般 林 幹雄 中播(中健)第86-121 令和4年1月13日
000028 5000186995 オフィスグリコ冷凍冷蔵庫280411 679-2203 神崎郡福崎町南田原3029-1 Honda Cars山崎 福崎店・1F その他の食料・飲料販売業 一般 グリコチャネルクリエイト株式会社 代表取締役 西村 浩一 555-8502 大阪府大阪市西淀川区歌島4-6-5 中播(中健)第86-124 令和4年1月18日
000028 5000186996 株式会社　猪篠ファーム 679-2431 神崎郡神河町猪篠197 米穀類販売業 一般 株式会社猪篠ファーム 代表取締役 藤原 嘉朗 679-2431 兵庫県神崎郡神河町猪篠197 中播(中健)第86-122 令和4年1月18日
000028 5000186998 新鮮市場　おたふく 679-2415 神崎郡神河町福本4-5 790321501 米穀類販売業 一般 藤原 嘉朗 中播(中健)第86-123 令和4年1月18日
000028 5000187029 Berry's farm & garden 679-3103 神崎郡神河町長谷876-1 790350545 農産保存食料品製造・加工業 一般 大仲 智恵 中播(中健)第86-125 令和4年1月20日
000028 5000187090 牛尾農場 679-2301 神崎郡市川町上牛尾608-1 その他の食料品製造・加工業 一般 牛尾 真道 中播(中健)第86-126 令和4年1月21日
000028 5000187143 丸新精肉店 679-2421 神崎郡神河町加納350 790358829 その他の食料・飲料販売業 一般 前川 徹夫 中播(中健)第86-127 令和4年1月31日
000028 5000187418 ミートショップ松井 679-2204 神崎郡福崎町西田原1264-3 790220129 その他の食料・飲料販売業 一般 松井 隆 中播(中健)第86-128 令和4年2月7日
000028 5000187755 岩屋加工場 679-2405 神崎郡神河町岩屋662-13 その他の食料品製造・加工業 一般 植木 節 中播(中健)第86-129 令和4年3月8日
000028 5000187805 市川の里 千代 679-2314 神崎郡市川町北田中378-10 790260366 その他の食料・飲料販売業 一般 寺岡 惠子 中播(中健)第86-130 令和4年3月10日
000028 5000187960 新田ふるさと村 679-2401 神崎郡神河町新田340-1 790330870 その他の食料品製造・加工業 一般 株式会社ＭＥリゾート播磨 代表取締役 正垣 努 679-3125 兵庫県神崎郡神河町上小田881-146 790341516 中播(中健)第86-131 令和4年3月16日
000028 5000187961 焙煎工房ウエサカ 679-2203 神崎郡福崎町南田原1743-2 製茶業 一般 上阪 文昭 中播(中健)第86-132 令和4年3月16日
000028 5000188019 かみかわ桜の山　桜華園 679-2425 神崎郡神河町東柏尾140 790322299 その他の食料・飲料販売業 一般 坂田 義博 中播(中健)第86-133 令和4年3月18日
000028 5000188090 珈琲専菓sora 679-2317 神崎郡市川町浅野335-1 790280767 その他の食料品製造・加工業 一般 稲垣 直樹 中播(中健)第86-134 令和4年3月24日
000028 5000188353 華 679-2413 神崎郡神河町中村759 その他の食料品製造・加工業 一般 藤原 美穂 中播(中健)第65-1 令和4年4月1日
000028 5000188355 道の駅　銀の馬車道・神河　アンテナショップ679-2434 神崎郡神河町吉冨88-10 その他の食料品製造・加工業 一般 藤原 美穂 中播(中健)第65-2 令和4年4月1日
000028 5000188695 市川神姫レストラン 上り線 679-2337 神崎郡市川町屋形1054-37 播但道(上り線) 790249600 その他の食料・飲料販売業 一般 神姫フードサービス株式会社 代表取締役 伊藤 克也 670-0965 兵庫県姫路市東延末3丁目50姫路駅南マークビル１階 792883835 中播(中健)第65-4 令和4年4月22日



000028 5000188696 市川神姫レストラン 下り線 679-2337 神崎郡市川町屋形1054-37 播但道(下り線) 790249600 その他の食料・飲料販売業 一般 神姫フードサービス株式会社 代表取締役 伊藤 克也 670-0965 兵庫県姫路市東延末3丁目50姫路駅南マークビル１階 792883835 中播(中健)第65-5 令和4年4月22日
000028 5000188697 新日本製麺株式会社 679-2215 神崎郡福崎町西治1295 790224348 食肉販売業 一般 新日本製麺株式会社 代表取締役 牛尾 周平 679-2215 兵庫県神崎郡福崎町西治1295 790224348 中播(中健)第65-3 令和4年4月20日
000028 5000188768 お菓子のわらいや福崎店 679-2204 神崎郡福崎町西田原1837-1 790358838 その他の食料・飲料販売業 一般 播磨物産株式会社 代表取締役 河野 勇 679-4016 兵庫県たつの市揖西町南山1-11 791648511 中播(中健)第65-7 令和4年4月28日
000028 5000188839 兵庫植物工場事業協同組合 679-2303 神崎郡市川町上瀬加841番地 790270797 その他の食料品製造・加工業 一般 兵庫植物工場事業協同組合 代表理事 長郷 君也 650-0003 兵庫県神戸市中央区山本通1-7-23北野ヒルズ204号 788557191 中播(中健)第65-8 令和4年5月2日
000028 5000188943 喫茶アダン 679-2303 神崎郡市川町上瀬加1707-1 製茶業 一般 前田 栄美代 中播(中健)第65-9 令和4年5月13日
000028 5000189082 河内営農組合 679-2302 神崎郡市川町下牛尾2557-1 その他の食料品製造・加工業 一般 宝谷 昌信 中播(中健)第65-11 令和4年5月20日
000028 5000189088 BLANC　TERRASSE 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く。) その他の食料・飲料販売業 自動車 株式会社MASATO restaurant create 代表取締役 今西 政人 672-8071 兵庫県姫路市飾磨区構2丁目120 792876651 中播(中健)第65-10 令和4年5月20日
000028 5000189253 さとやま珈琲 679-2326 神崎郡市川町谷471 コーヒー（飲料を除く）製造・加工業 一般 岩城 里子 中播(中健)第65-12 令和4年5月31日
000028 5000189254 cafe hanul 679-3116 神崎郡神河町寺前207-7 790204065 その他の食料品製造・加工業 一般 尾田 美貴 中播(中健)第65-13 令和4年5月31日
000028 5000189344 ゴダイドラッグ市川店 679-2315 神崎郡市川町西川辺499 790246565 その他の食料・飲料販売業 一般 ゴダイ株式会社 代表取締役 浦上 晃之 670-0921 兵庫県姫路市綿町104番地スクエアビル2F 792230303 中播(中健)第65-14 令和4年6月7日
000028 5000189759 肥野屋 679-2214 神崎郡福崎町福崎新41 790221035 百貨店、総合スーパー 一般 肥野 眞行 中播(中健)第65-15 令和4年7月8日
000028 5000189844 食べ処　くろすけ 679-2204 神崎郡福崎町西田原1878-1 790231896 その他の食料品製造・加工業 一般 有限会社くろすけ 代表取締役 多田 栄司 679-2204 兵庫県神崎郡福崎町西田原1878-1 790231896 中播(中健)第65-16 令和4年7月14日
000028 5000190347 生活協同組合コープこうべ　協同購入センター姫路 679-2203 神崎郡福崎町南田原3053 790242230 通信販売・訪問販売による販売業 一般 生活協同組合コープこうべ 代表理事 岩山 利久 658-0051 兵庫県神戸市東灘区住吉本町1丁目3番19号 788561003 中播(中健)第65-17 令和4年8月19日
000028 5000190365 神河珈琲焙煎所 679-3112 神崎郡神河町鍛冶142-47 コーヒー（飲料を除く）製造・加工業一般 西本 裕貴 中播(中健)第65-18 令和4年8月19日
000028 5000190490 株式会社すずき食品研究所 679-2415 神崎郡神河町福本1122番 790339151 その他の食料品製造・加工業 一般 株式会社すずき食品研究所 代表取締役 鈴木 一功 679-2415 兵庫県神崎郡神河町福本1122番 790339151 中播(中健)第65-19 令和4年8月30日
000028 5000190630 (株)美建　神河飯森の水販売所 679-2403 神崎郡神河町大畑字尾之瀬223番地の1 790330227 自動販売機（要届出のコップ式自動販売機及び要許可を除く） 自動販売機 株式会社美建 代表取締役 髙橋 貴大 651-2255 兵庫県神戸市西区平野町慶明字久保田88番地の3 789611100 中播(中健)第65-21 令和4年9月9日
000028 5000190631 辻川山公園 679-2204 神崎郡福崎町西田原1082 790220560 自動販売機（要届出のコップ式自動販売機及び要許可を除く） 自動販売機 江崎グリコ株式会社 代表取締役 江崎 勝久 555-8502 大阪府大阪市西淀川区歌島4丁目6-5 664778352 中播(中健)第65-20 令和4年9月9日
000028 5000190744 ゆず加工場 679-2411 神崎郡神河町根宇野1019-28 790321676 その他の食料品製造・加工業 一般 株式会社神崎フード 代表取締役 藤井 永司 679-2414 兵庫県神崎郡神河町粟賀町430番地 790312655 中播(中健)第65-22 令和4年9月16日
000028 5000190745 ゆず加工場 679-2411 神崎郡神河町根宇野1019-28 790321676 その他 一般 株式会社神崎フード 代表取締役 藤井 永司 679-2414 兵庫県神崎郡神河町粟賀町430番地 790312655 中播(中健)第65-23 令和4年9月16日
000028 5000191156 森　貴紀 679-2318 神崎郡市川町小畑789-1 その他の食料品製造・加工業 一般 森 貴紀 中播(中健)第65-24 令和4年10月14日
000028 5000191366 一粒 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く。)その他の食料・飲料販売業 露店 浅田 文香 中播(中健)第65-25 令和4年10月28日
000028 5000192115 凉屋 679-2324 神崎郡市川町坂戸字中垣内449 その他の食料品製造・加工業 一般 凉笠 茂 中播(中健)第65-28 令和4年12月16日
000028 5000192134 株式会社山田営農 679-2412 神崎郡神河町山田30-1 790321796 精穀・製粉業 一般 株式会社山田営農 代表取締役 廣岡 典幸 679-2412 兵庫県神崎郡神河町山田30-1 790321796 中播(中健)第65-29 令和4年12月16日
000028 5000192174 Ｐｉｚｚａ Ｈｕｔ 福崎店 679-2203 神崎郡福崎町南田原3133-1 790339581 その他の食料・飲料販売業 一般 日本ピザハット株式会社 代表取締役 中村 昭一 220-0012 神奈川県横浜市西区みなとみらい4-4-5 453070690 中播(中健)第65-27 令和4年12月22日
000028 5000192277 文珠荘 679-2205 神崎郡福崎町東田原1891 790224051 魚介類販売業 一般 鈴木 由紀子 中播(中健)第65-30 令和5年1月11日
000028 5000192310 福崎町もち麦生産組合（生活科学センター） 679-2212 神崎郡福崎町福田176-1 790224977 その他 一般 福崎町 町長 尾﨑 吉晴 679-2203 兵庫県神崎郡福崎町南田原3116-1 790220560 中播(中健)第65-31 令和5年1月11日
000028 5000192311 福崎町もち麦生産組合（保健センター） 679-2204 神崎郡福崎町西田原1397-1 790220560 その他 一般 福崎町 町長 尾﨑 吉晴 679-2203 兵庫県神崎郡福崎町南田原3116-1 790220560 中播(中健)第65-32 令和5年1月11日
000028 5000192314 藤本商店 000-0000 神河町内一円 その他の食料・飲料販売業 自動車 藤本 利和 中播(中健)第65-33 令和5年1月11日
000028 5000192433 Bistro Jun 679-2212 神崎郡福崎町福田410 その他の食料品製造・加工業 一般 橋本 正彦 中播(中健)第65-34 令和5年1月23日
000028 5000192474 riguru 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く。)その他の食料・飲料販売業 露店 川上 奈利子 中播(中健)第65-35 令和5年1月27日
000028 5000192547 水車公園　こっとん亭 679-3121 神崎郡神河町上岩87の1 790341666 その他の食料・飲料販売業 一般 森本 恭平 中播(中健)第65-36 令和5年2月2日
000028 5000192750 かみかわ倶楽部　酒販店 679-2413 神崎郡神河町中村161 790320033 その他の食料・飲料販売業 一般 社会福祉法人　宝寿会 理事長 小野田 準子 679-2415 兵庫県神崎郡神河町福本中茶屋山1241-3 790322257 中播(中健)第65-38 令和5年2月16日
000028 5000192755 福井　鎭雄 679-2217 神崎郡福崎町高岡92 その他の食料品製造・加工業 一般 福井 鎭雄 中播(中健)第65-39 令和5年2月17日
000028 5000192782 かみかわ倶楽部　春夏秋冬 679-2413 神崎郡神河町中村161 790312111 その他の食料・飲料販売業 一般 社会福祉法人宝寿会 理事長 小野田 準子 679-2415 兵庫県神崎郡神河町福本字中茶屋山1241番地3 790322257 中播(中健)第65-37 令和5年2月16日
000028 5000192813 播州こうじや 679-3114 神崎郡神河町新野677 790340258 その他の食料品製造・加工業 一般 浦上 恭治 中播(中健)第65-40 令和5年2月20日
000028 5000192822 作業所はりまっ子福崎店 679-2204 神崎郡福崎町西田原1399-8 790232882 精穀・製粉業 一般 セルプはりま労働者協同組合 代表理事 本條 久美子 670-0814 兵庫県姫路市野里上野町1-1-6 中播(中健)第65-41 令和5年2月21日
000028 5000192842 グルメミートにしおか 679-2213 神崎郡福崎町馬田162-1 790221017 その他の食料・飲料販売業 一般 有限会社　にしおか 代表取締役 西岡 哲也 679-2213 兵庫県神崎郡福崎町馬田162-1 790221017 中播(中健)第65-42 令和5年2月21日
000028 5000193047 ファミリーマート福崎南インター店 679-2203 神崎郡福崎町南田原2184-1 790242377 コンビニエンスストア 一般 株式会社フクハラ 代表取締役 原田 福信 679-2313 兵庫県神崎郡市川町西田中514-16 790262628 中播(中健)第65-43 令和5年3月7日
000028 5000193105 天下一品　福崎店 679-2203 神崎郡福崎町南田原2994-1 790227553 その他の食料品製造・加工業 一般 リザルトデザイン株式会社 代表取締役 井上 顕滋 672-8048 兵庫県姫路市飾磨区三宅一丁目26番地 792315108 中播(中健)第65-44 令和5年3月13日
000028 5000193274 中塚養蜂 679-2302 神崎郡市川町下牛尾898 790270014 その他の食料品製造・加工業 一般 中塚 かすみ 中播(中健)第65-45 令和5年3月20日
000028 5000193288 福崎町もち麦生産組合（もちむぎのやかた） 679-2204 神崎郡福崎町西田原2022-4 790231500 その他 一般 福崎町 町長 尾﨑 吉晴 679-2203 兵庫県神崎郡福崎町南田原3116-1 790220560 中播(中健)第65-46 令和5年3月20日
000028 5000193368 一番食堂キッチンカー 679-2411 神崎郡神河町根宇野1019-13グリーンエコー笠形キャンプ場 その他の食料・飲料販売業 自動車 村瀬 博厚 中播(中健)第65-47 令和5年3月23日
000028 5000193394 株式会社神崎フード加工場 679-2411 神崎郡神河町根宇野1019-28 農産保存食料品製造・加工業 一般 株式会社神崎フード 代表取締役 藤井 永司 679-2414 兵庫県神崎郡神河町粟賀町430番地 790312655 中播(中健)第65-48 令和5年3月27日
000028 5000193627 こびとぱん　福崎店 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く。) その他の食料・飲料販売業 露店 ヒサヤ株式会社 代表取締役 前田 久子 679-2203 兵庫県神崎郡福崎町南田原2969-3 790220074 中播(中健)第65-1 令和5年4月10日
000028 5000193819 甘味処　鎌倉 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く。)その他の食料・飲料販売業 露店 松岡 正浩 中播(中健)第65-2 令和5年4月20日
000028 6000082744 マックスバリュ御津店 671-1321 たつの市御津町苅屋字大新田４４０－１ 793222596 乳類販売業 一般 マックスバリュ西日本株式会社 代表取締役 平尾 健一 732-0814 広島県広島市南区段原南一丁目３番５２号 825358500 西播(龍健)第150-7 令和3年6月1日
000028 6000082747 ファミリーショップイグチ 679-4326 たつの市新宮町船渡１５３－２ 791752344 乳類販売業 一般 井口 一義 西播(龍健)第150-34 令和3年6月1日
000028 6000082749 秦食品店 679-4313 たつの市新宮町新宮５８７－３ 791750034 乳類販売業 一般 秦 愼作 西播(龍健)第150-30 令和3年6月1日
000028 6000082757 片岡商店 679-4322 たつの市新宮町仙正１５４－３ 791752120 乳類販売業 一般 片岡 道子 西播(龍健)第150-33 令和3年6月1日
000028 6000082760 マックスバリュ新宮店 679-4315 たつの市新宮町井野原上向川原８８９ 791751851 乳類販売業 一般 マックスバリュ西日本株式会社 代表取締役 平尾 健一 732-0814 広島県広島市南区段原南一丁目３番５２号 825358500 西播(龍健)第150-20 令和3年6月1日
000028 6000082768 プチマルシェ新宮店 679-4300 たつの市新宮町新田山下８０－１２ 791753522 乳類販売業 一般 株式会社銀ビルストアー 代表取締役 大塚 英木 670-0912 兵庫県姫路市南町３１番地 792880001 西播(龍健)第150-32 令和3年6月1日
000028 6000082769 秋山牛乳店 679-4342 たつの市新宮町平野２６２－２ 乳類販売業 一般 秋山 英一 西播(龍健)第150-35 令和3年6月1日
000028 6000082785 太子牛乳 671-1561 揖保郡太子町鵤１３４８ 792760904 乳類販売業 一般 龍田 潔幸 西播(龍健)第150-280 令和3年6月1日
000028 6000082798 大山白バラ牛乳太子販売所 671-1561 揖保郡太子町鵤１２２－１ 792770227 乳類販売業 一般 有限会社森直商店 代表取締役 森澤 直樹 671-1561 兵庫県揖保郡太子町鵤１２２－１ 792770227 西播(龍健)第150-278 令和3年6月1日
000028 6000082800 マックスバリュ太子南店 671-1535 揖保郡太子町蓮常寺２８１－２ 792763990 乳類販売業 一般 マックスバリュ西日本株式会社 代表取締役 平尾 健一 732-0814 広島県広島市南区段原南一丁目３番５２号 825358500 西播(龍健)第150-274 令和3年6月1日
000028 6000082805 マルナカ太子店 671-1521 揖保郡太子町東出字藤社２３２－１ 792756111 乳類販売業 一般 マックスバリュ西日本株式会社 代表取締役 平尾 健一 732-0814 広島県広島市南区段原南１丁目３番５２号 825358500 西播(龍健)第150-265 令和3年6月1日
000028 6000082820 有限会社　中谷商店 671-1621 たつの市揖保川町正条３－７ 791722055 乳類販売業 一般 有限会社中谷商店 代表取締役 中嶋 康佳 671-1621 兵庫県たつの市揖保川町正条３－７ 791722055 西播(龍健)第150-62 令和3年6月1日
000028 6000082827 小西商店 679-4109 たつの市神岡町東觜崎２２１－７ 791650046 乳類販売業 一般 小西 良典 西播(龍健)第150-37 令和3年6月1日
000028 6000082836 明治牛乳竜野販売所 679-4003 たつの市揖西町芦原台７－３ 791633177 乳類販売業 一般 森脇 功 西播(龍健)第150-42 令和3年6月1日
000028 6000082840 協同購入センター西播磨 679-4017 たつの市揖西町土師１－１ 791662270 乳類販売業 一般 生活協同組合コープこうべ 代表理事 岩山 利久 658-0051 兵庫県神戸市東灘区住吉本町一丁目３番１９号 788561003 西播(龍健)第150-48 令和3年6月1日
000028 6000082842 小寺商店 679-4016 たつの市揖西町南山１－５９ 791660752 乳類販売業 一般 小寺 加津子 西播(龍健)第150-54 令和3年6月1日
000028 6000082850 ローソン龍野福田店 679-4132 たつの市誉田町福田２３１－３ 791632380 乳類販売業 一般 有限会社ハングリー 代表取締役 杉本 洋子 679-4132 兵庫県たつの市誉田町福田２３１－３ 791632380 西播(龍健)第150-73 令和3年6月1日
000028 6000082865 前田酒店 679-4169 たつの市龍野町大道１３５ 791621392 乳類販売業 一般 前田 たみ子 西播(龍健)第150-78 令和3年6月1日
000028 6000082866 株式会社  森永龍野販売 679-4167 たつの市龍野町富永６３３ 791620322 乳類販売業 一般 株式会社　森永龍野販売 代表取締役 土井 謙吾 679-4167 兵庫県たつの市龍野町富永６３３ 791620322 西播(龍健)第150-104 令和3年6月1日
000028 6000082868 イセダ屋龍野店 679-4167 たつの市龍野町富永６９０－１ 791630700 乳類販売業 一般 株式会社イセダ屋 代表取締役 伊勢田 大樹 672-8071 兵庫県姫路市飾磨区構４丁目５５番地 792334480 西播(龍健)第150-105 令和3年6月1日
000028 6000082869 ヒラキ龍野店 679-4169 たつの市龍野町大道字新開キ５７４ 791629234 乳類販売業 一般 ヒラキ株式会社 代表取締役 伊原 英二 654-0035 兵庫県神戸市須磨区中島町三丁目２番６号 787312051 西播(龍健)第150-79 令和3年6月1日
000028 6000082870 コープ龍野 679-4121 たつの市龍野町島田１０－１ 791620015 乳類販売業 一般 生活協同組合コープこうべ 代表理事 岩山 利久 658-0051 兵庫県神戸市東灘区住吉本町一丁目３番１９号 788561003 西播(龍健)第150-82 令和3年6月1日
000028 6000082872 カワベ竜野店 679-4167 たつの市龍野町富永字才ノ木５２０－１ 791634147 乳類販売業 一般 株式会社カワベ 代表取締役 川辺 大介 678-0052 兵庫県相生市大島町１番１２号 791233335 西播(龍健)第150-107 令和3年6月1日
000028 6000082874 こにーりお 679-4167 たつの市龍野町富永５４１－２ 791625051 乳類販売業 一般 徳永 佳世子 西播(龍健)第150-103 令和3年6月1日
000028 6000082968 岩見漁協貯氷庫 671-1331 たつの市御津町岩見１２９９－１４ 793220024 氷雪販売業 一般 岩見漁業協同組合 代表理事組合長 井上 仁 671-1331 兵庫県たつの市御津町岩見１３０８番地の５ 793220024 西播(龍健)第150-9 令和3年6月1日
000028 6000083031 たつの市立新宮こども園 679-4313 たつの市新宮町新宮４３０－１ 791754185 集団給食（４）その他 集団給食 たつの市 市長 山本 実 679-4167 兵庫県たつの市龍野町富永１００５番地１ 791643131 西播(龍健)第59-102 令和3年11月19日
000028 6000083037 太子町立 斑鳩保育所 671-1551 揖保郡太子町馬場２０－１ 792760942 集団給食（４）その他 集団給食 太子町 町長 服部 千秋 671-1561 兵庫県揖保郡太子町鵤２８０番地１ 792771010 西播(龍健)第59-99 令和3年11月19日
000028 6000083046 社会福祉法人　岩見保育所 671-1331 たつの市御津町岩見１４６２－１ 793223657 集団給食（４）その他 集団給食 社会福祉法人岩見保育所 理事長 有本 慎也 671-1331 兵庫県たつの市御津町岩見字南峠１４６２番地の１ 793223657 西播(龍健)第59-109 令和3年11月30日
000028 6000083047 龍野つくし園 679-4167 たつの市龍野町富永４５８－１ 791634980 集団給食（４）その他 集団給食 たつの市 市長 山本 実 679-4167 兵庫県たつの市龍野町富永１００５番地１ 791643131 西播(龍健)第59-103 令和3年11月19日
000028 6000083056 介護老人保健施設　ジュネスしんぐ 679-4315 たつの市新宮町井野原５３１－２ 791752821 集団給食（４）その他 集団給食 医療法人社団景珠会 理事長 八重垣 璟司 679-4315 兵庫県たつの市新宮町井野原５３１番地の２ 791752821 西播(龍健)第59-108 令和3年11月29日
000028 6000083062 サルビア園 671-1632 たつの市揖保川町黍田４３０－５９ 791726060 集団給食（４）その他 集団給食 社会福祉法人揖南福祉会 理事長 山口 宗男 671-1632 兵庫県たつの市揖保川町黍田４３０番地の５９ 791726060 西播(龍健)第59-116 令和3年12月6日
000028 6000083154 有限会社中口漬物 679-4113 たつの市神岡町田中1042-2 791650057 食品製造業 不要許可一般 有限会社中口漬物 代表取締役 中口 澄彦 679-4113 兵庫県たつの市神岡町田中1042-2 791650057 西播(龍健)第 平成9年5月27日
000028 6000083196 魚博 671-1341 たつの市御津町釜屋４７８ 793220126 食肉販売業 一般 市岡 久史 西播(龍健)第150-1 令和3年6月1日
000028 6000083358 ﾋｶﾞｼﾏﾙ醤油㈱第一工場 679-4167 たつの市龍野町富永２８８ 791634567 食品製造業 不要許可一般 ヒガシマル醬油株式会社 代表取締役 竹内 宏平 679-4167 兵庫県たつの市龍野町富永１００番地の３ 791634567 平成14年3月26日
000028 6000083493 長方商店 679-4013 たつの市揖西町北山387 その他の食料品製造・加工業 一般 長方 久美子 西播(龍健)第57-46 令和3年11月1日
000028 6000083504 イトメン株式会社 679-4003 たつの市揖西町小神８４１ 791631361 調味料製造・加工業 一般 イトメン株式会社 代表取締役 伊藤 充弘 679-4003 兵庫県たつの市揖西町小神８４１ 791631361 西播(龍健)第51-8 令和3年11月26日
000028 6000083553 日本丸天醤油㈱ 671-1601 たつの市揖保川町半田672 791723535 食品製造業 不要許可一般 日本丸天醤油株式会社 代表取締役 延賀 海輝 671-1601 兵庫県たつの市揖保川町半田672 791723535 平成14年3月27日
000028 6000083599 高圧ガス工業株式会社　播磨工場 671-1601 たつの市揖保川町半田字前田６１０ 791723431 添加物製造・加工業 一般 高圧ガス工業株式会社 代表取締役 黒木 幹也 530-0015 大阪府大阪市北区中崎西二丁目４番１２号 677112570 西播(龍健)第47-1 令和3年11月17日
000028 6000083666 ㈱山喜 679-4322 たつの市新宮町仙正９３ 791751111 食品製造業 不要許可一般 株式会社山喜 代表取締役 前田 大由 679-4322 兵庫県たつの市新宮町仙正９３ 791751111 平成14年3月27日
000028 6000083698 福島精肉店 679-4322 たつの市新宮町仙正42-5 791752040 その他の食料品製造・加工業 一般 伊藤 裕司 西播(龍健)第57-38 令和3年10月25日
000028 6000083925 関西食品工業（株） 679-4171 たつの市龍野町北龍野２３０ 791621045 その他の食料品製造・加工業 一般 関西食品工業（株） 代表取締役 松本 良三 679-4171 兵庫県たつの市龍野町北龍野２３０ 791621045 西播(龍健)第57-91 令和3年12月6日
000028 6000083926 ベストケミカルコーポレーション 679-4143 たつの市揖保町東用５５－３ 791649033 その他の食料品製造・加工業 一般 鈴木 智 西播(龍健)第57-80 令和3年11月30日
000028 6000083933 ｻﾙﾋﾞｱ園 671-1632 たつの市揖保川町黍田430-59 791726060 食品製造業 不要許可一般 社会福祉法人 揖南福祉会 理事長 三宅 保昌 671-1632 兵庫県たつの市揖保川町黍田430-59 791726060 平成9年3月5日
000028 6000083935 矢木醤油株式会社 679-4153 たつの市揖保町門前２０９ 791670037 食品製造業 不要許可一般 矢木醤油株式会社 代表取締役 矢木 正俊 679-4153 兵庫県たつの市揖保町門前２０９番地 791670037 平成7年12月20日
000028 6000083942 ﾋｶﾞｼﾏﾙ食品株式会社 679-4167 たつの市龍野町日飼188 食品製造業 不要許可一般 ﾋｶﾞｼﾏﾙ食品株式会社 代表取締役社長 淺井 昌信 679-4167 兵庫県たつの市龍野町富永100-3 791634567 平成13年10月30日
000028 6000083943 御津町農家高齢者創作館 671-1301 たつの市御津町黒崎1493 793223127 食品製造業 不要許可一般 御津町生活改善実行ｸﾞﾙｰﾌﾟむつみ会 代表 八木 佐代子 671-1321 兵庫県たつの市御津町苅屋746 793221389 平成8年4月24日
000028 6000083944 御津町農家高齢者創作館 671-1301 たつの市御津町黒崎1493 793223127 食品製造業 不要許可一般 増田 千恵子 平成12年3月29日
000028 6000083945 モモちゃんグループ 671-1631 たつの市揖保川町山津屋29-3 791722007 食品製造業 不要許可一般 ﾓﾓちゃんｸﾞﾙｰﾌﾟ 代表 竹田 睦子 671-1662 兵庫県たつの市揖保川町市場522 平成10年3月30日
000028 6000083946 芝田人参ｸﾞﾙｰﾌﾟ 679-4342 たつの市新宮町平野84-3 791750858 食品製造業 不要許可一般 芝田人参ｸﾞﾙｰﾌﾟ 代表 塩谷 絹恵 679-4342 兵庫県たつの市新宮町平野84-3 平成4年2月13日
000028 6000083947 株式会社井上養蜂場 679-4021 たつの市揖西町小犬丸２２２６－４ 791662644 その他の食料品製造・加工業 一般 株式会社井上養蜂場 中原 龍一 679-4021 兵庫県たつの市揖西町小犬丸２２２６番地４ 791662644 西播(龍健)第57-24 令和3年10月20日
000028 6000083950 ビーエイチエヌ株式会社  播磨生産開発センター 679-5165 たつの市新宮町光都１－４７２－４１ 791598282 いわゆる健康食品の製造・加工業 一般 ビーエイチエヌ株式会社 代表取締役 恩田 明広 101-0054 東京都千代田区神田錦町一丁目１６番地 352815661 西播(龍健)第48-2 令和3年11月19日
000028 6000083951 松本こんにゃく店 671-1341 たつの市御津町釜屋１６６－２ 793220047 その他の食料品製造・加工業 一般 松本 勲 西播(龍健)第57-81 令和3年11月30日
000028 6000083958 ㈱則種海産 671-1332 たつの市御津町室津699-5 793240079 食品製造業 不要許可一般 ㈱則種海産 ＊ ＊ 671-1332 兵庫県たつの市御津町室津699-5 793240079 平成14年3月27日



000028 6000084058 柏山商店 671-1332 たつの市御津町室津３６３ 793240040 魚介類販売業 一般 柏山 泰訓 西播(龍健)第150-13 令和3年6月1日
000028 6000084112 カワベ太子店 671-1561 揖保郡太子町鵤字中宮寺４９７－１ 792775555 乳類販売業 一般 株式会社カワベ 代表取締役 川辺 大介 678-0052 兵庫県相生市大島町１－１２ 791233335 西播(龍健)第150-289 令和3年6月1日
000028 6000084176 ローソン龍野東觜崎店 679-4109 たつの市神岡町東觜崎字丸町５５１－１ 791659285 乳類販売業 一般 有限会社トラスト 代表取締役 大谷 栄子 679-4313 兵庫県たつの市新宮町新宮４１２番地の４ 791762007 西播(龍健)第150-39 令和3年6月1日
000028 6000084182 塚本食料品店 679-4313 たつの市新宮町新宮５６３－２ 791750239 食肉販売業 一般 塚本 和子 西播(龍健)第150-29 令和3年6月1日
000028 6000084270 マルイ青果株式会社 679-4167 たつの市龍野町富永４８２－９ 791620020 野菜果物販売業 一般 マルイ青果株式会社 代表取締役 井原 博章 679-4167 兵庫県たつの市龍野町富永４８２番地の９ 791620020 西播(龍健)第40-8 令和3年11月10日
000028 6000084325 ＵＣＣ上島珈琲株式会社　兵庫工場 679-4155 たつの市揖保町揖保中２２０－１ 791670578 コーヒー（飲料を除く）製造・加工業 一般 ユーシーシー上島珈琲株式会社 代表取締役 朝田 文彦 650-0015 兵庫県神戸市中央区多聞通５－１－６ 783048888 西播(龍健)第49-2 令和3年11月22日
000028 6000084368 * 679-4345 たつの市新宮町福栖785 食品製造業 不要許可一般 佐々木 英樹 平成16年1月26日
000028 6000084379 橋爪美智子 671-1573 揖保郡太子町上太田968-4 食品製造業 不要許可一般 橋爪 美智子 平成16年2月2日
000028 6000084381 中村洋一 671-1511 揖保郡太子町太田1466 食品製造業 不要許可一般 中村 洋一 平成16年2月2日
000028 6000084382 村瀬照美 671-1556 揖保郡太子町常全179 食品製造業 不要許可一般 村瀬 照美 平成16年2月3日
000028 6000084456 ローソン龍野堂本中央店 679-4129 たつの市龍野町堂本字天神４２９－５ 791633176 乳類販売業 一般 丸山 敏男 西播(龍健)第150-93 令和3年6月1日
000028 6000084483 株式会社やぎ香山工場 679-4302 たつの市新宮町香山1188 791770711 食品製造業 不要許可一般 株式会社やぎ 代表取締役 八木 良之 679-4313 兵庫県たつの市新宮町新宮1020-65 791750057 平成16年5月17日
000028 6000084586 医療法人古橋会　揖保川病院 671-1601 たつの市揖保川町半田７０３－１ 791723050 集団給食（２）病院・診療所 集団給食 医療法人古橋会 理事長 古橋 淳夫 671-1601 兵庫県たつの市揖保川町半田７０３番地の１ 791723050 西播(龍健)第59-107 令和3年11月29日
000028 6000084597 村瀬卓三 671-1556 揖保郡太子町常全264 食品製造業 不要許可一般 村瀬 卓三 平成16年11月22日
000028 6000084616 ファミリーマート龍野門前西店 679-4153 たつの市揖保町門前１１１ 791649055 乳類販売業 一般 藤江 仁 西播(龍健)第150-67 令和3年6月1日
000028 6000084649 堀　早子 671-1301 たつの市御津町黒崎102 食品製造業 不要許可一般 堀 早子 平成17年2月2日
000028 6000084650 田中寿実子 671-1301 たつの市御津町黒崎79 食品製造業 不要許可一般 田中 壽實子 平成17年2月4日
000028 6000084651 黒田　操 671-1301 たつの市御津町黒崎200 食品製造業 不要許可一般 黒田 操 平成17年2月4日
000028 6000085015 坂本商店 679-5534 佐用郡佐用町西大畠４６７ 790860662 乳類販売業 一般 坂本 美左男 西播(龍健)第150-161 令和3年6月1日
000028 6000085028 メグミルク上月販売店 679-5523 佐用郡佐用町上月１０９７－５ 790860008 乳類販売業 一般 山本 敏介 西播(龍健)第150-159 令和3年6月1日
000028 6000085039 Ｙショップとしかげ店 679-5214 佐用郡佐用町西徳久７６０－２ 790780459 乳類販売業 一般 敏蔭 将弘 西播(龍健)第150-162 令和3年6月1日
000028 6000085048 雪印メグミルク白バラ牛乳佐用販売所 679-5301 佐用郡佐用町佐用２８５２－６４ 790822231 乳類販売業 一般 山本 敏信 西播(龍健)第150-145 令和3年6月1日
000028 6000085051 プチマルシェ徳久店 679-5212 佐用郡佐用町林崎６３６－１ 790781330 乳類販売業 一般 株式会社銀ビルストアー 代表取締役 大塚 英木 670-0912 兵庫県姫路市南町３１ 792880001 西播(龍健)第150-173 令和3年6月1日
000028 6000085053 木曽商店 679-5225 佐用郡佐用町上三河１３３－２ 790770012 乳類販売業 一般 木曽 敏樹 西播(龍健)第150-160 令和3年6月1日
000028 6000085055 赤佐統括部佐用営農生活センター 679-5307 佐用郡佐用町円応寺４５０ 790822731 乳類販売業 一般 兵庫西農業協同組合 代表理事 福本 博之 670-0000 兵庫県姫路市三左衛門堀西の町２１６番地 792815021 西播(龍健)第150-125 令和3年6月1日
000028 6000085056 明治牛乳佐用販売所 679-5319 佐用郡佐用町大畠５６０ 790840257 乳類販売業 一般 山口 昌宏 西播(龍健)第150-164 令和3年6月1日
000028 6000085060 久崎ストアー 679-5641 佐用郡佐用町久崎５４５－１ 790880033 乳類販売業 一般 高見 きよ子 西播(龍健)第150-134 令和3年6月1日
000028 6000085062 明治牛乳佐用販売所 679-5341 佐用郡佐用町横坂３１９－１ 790822274 乳類販売業 一般 山口 昌宏 西播(龍健)第150-129 令和3年6月1日
000028 6000085071 佐用中央病院内 679-5301 佐用郡佐用町佐用３５２９－３ 790822154 乳類販売業 自動販売機 早瀬 龍子 西播(龍健)第150-150 令和3年6月1日
000028 6000085183 若鮎荘 679-5211 佐用郡佐用町下徳久１０２６－２ 790780048 氷雪販売業 一般 船引 一夫 西播(龍健)第150-132 令和3年6月1日
000028 6000085224 古川商店 679-5133 佐用郡佐用町三日月５４７ 790792015 乳類販売業 一般 古川 三征 西播(龍健)第150-156 令和3年6月1日
000028 6000085446 ふれあいの里上月 679-5514 佐用郡佐用町福吉６７４－１ 790870008 食品製造業 不要許可一般 株式会社元気工房さよう 衣笠 俊博 679-5134 兵庫県佐用郡佐用町乃井野１２６６番地 790792521 平成14年3月19日
000028 6000085562 味わいの里三日月 679-5134 佐用郡佐用町乃井野１２６６ 792521 食品製造業 不要許可一般 株式会社元気工房さよう 衣笠 俊博 679-5134 兵庫県佐用郡佐用町乃井野１２６６番地 790792521 平成14年3月25日
000028 6000085669 光海株式会社 679-5654 佐用郡佐用町大酒７２５ 790880044 海藻製造・加工業 一般 光海株式会社 代表取締役 岡田 正春 679-5654 兵庫県佐用郡佐用町大酒７２５番地 790880044 西播(龍健)第55-1 令和3年11月26日
000028 6000085757 道の駅宿場町ひらふく 679-5331 佐用郡佐用町平福９８８－１ 790832373 乳類販売業 一般 株式会社道の駅平福 代表取締役 加藤 隆久 679-5331 兵庫県佐用郡佐用町平福９８８番地の１ 790832373 西播(龍健)第150-168 令和3年6月1日
000028 6000085767 マックスバリュ佐用店 679-5301 佐用郡佐用町佐用１０２２ 790824700 乳類販売業 一般 マックスバリュ西日本株式会社 代表取締役 平尾 健一 732-0814 広島県広島市南区段原南一丁目３番５２号 825358500 西播(龍健)第150-140 令和3年6月1日
000028 6000085791 三日月保育園 679-5133 佐用郡佐用町三日月１１０７ 790792221 集団給食（４）その他 集団給食 佐用町 町長 庵逧 典章 679-5301 兵庫県佐用郡佐用町佐用２６１１番地１ 790820661 西播(龍健)第59-115 令和3年11月30日
000028 6000085842 ファミリーマート佐用インター店 679-5341 佐用郡佐用町横坂４８０－１ 790823372 乳類販売業 一般 国広 好樹 西播(龍健)第150-130 令和3年6月1日
000028 6000085847 ファミリーマート佐用町店 679-5301 佐用郡佐用町佐用１４０９ 790823510 乳類販売業 一般 株式会社服部 代表取締役 服部 和裕 679-5301 兵庫県佐用郡佐用町佐用１４０９ 790820167 西播(龍健)第150-142 令和3年6月1日
000028 6000085893 プチマルシェ徳久店 679-5212 佐用郡佐用町林崎６３６－１ 790781330 自動販売機（要届出のコップ式自動販売機及び要許可を除く） 自動販売機 株式会社銀ビルストアー 代表取締役 大塚 英木 670-0912 兵庫県姫路市南町３１ 792880001 西播(龍健)第153-60 令和3年6月1日
000028 6000086317 道の駅　播磨いちのみや 671-4133 宍粟市一宮町須行名５１０－１ 790728666 乳類販売業 一般 播磨いちのみや株式会社 代表取締役 野﨑 美穂 671-4133 兵庫県宍粟市一宮町須行名５１０番地の１ 790728666 西播(龍健)第150-181 令和3年6月1日
000028 6000086319 橋本食料品店 671-4142 宍粟市一宮町能倉４９６ 790720572 乳類販売業 一般 橋本 修造 西播(龍健)第150-186 令和3年6月1日
000028 6000086326 マックスバリュ播磨一宮店 671-4131 宍粟市一宮町安積字曲里田１３６８－３ 790720215 乳類販売業 一般 マックスバリュ西日本株式会社 代表取締役 平尾 健一 732-0814 広島県広島市南区段原南一丁目３番５２号 825358500 西播(龍健)第150-177 令和3年6月1日
000028 6000086328 丸居商店 671-4133 宍粟市一宮町須行名４８０ 790721133 乳類販売業 一般 有限会社丸居商店 代表取締役 丸居 孝司 671-4133 兵庫県宍粟市一宮町須行名５９６ 790721133 西播(龍健)第150-180 令和3年6月1日
000028 6000086859 坂井商店 671-2501 宍粟市山崎町上ノ２５２９ 790650660 食肉販売業 一般 宮藤 広子 西播(龍健)第150-213 令和3年6月1日
000028 6000086870 宍粟郡生活必需品商業協同組合 671-2577 宍粟市山崎町山崎９２ 790620008 食肉販売業 一般 宍粟郡生活必需品商業協同組合 代表理事 庄 規男 671-2577 兵庫県宍粟市山崎町山崎９２ 790620008 西播(龍健)第150-206 令和3年6月1日
000028 6000086880 藤本商店 671-2528 宍粟市山崎町野々上５８７ 790627455 食肉販売業 一般 藤本 充利 西播(龍健)第150-236 令和3年6月1日
000028 6000086903 井口食料品店 671-2577 宍粟市山崎町山崎２６６ 790620925 乳類販売業 一般 井口 辰由 西播(龍健)第150-203 令和3年6月1日
000028 6000086905 明治牛乳山崎販売所 671-2533 宍粟市山崎町須賀沢４０６ 790623309 乳類販売業 一般 内海 弘勝 西播(龍健)第150-218 令和3年6月1日
000028 6000086909 イオンリテール株式会社　イオン山崎店 671-2545 宍粟市山崎町中井字城下１０ 790630505 乳類販売業 一般 イオンリテール株式会社 代表取締役 井出 武美 261-0023 千葉県千葉市美浜区中瀬１－５－１ 432126500 西播(龍健)第150-229 令和3年6月1日
000028 6000086913 カワベ 山崎店 671-2572 宍粟市山崎町三津２４０ 790629292 乳類販売業 一般 株式会社カワベ 代表取締役 川辺 大介 678-0052 兵庫県相生市大島町１－１２ 790233335 西播(龍健)第150-198 令和3年6月1日
000028 6000086917 桑田牛乳販売店 671-2576 宍粟市山崎町鹿沢９２－４ 790620878 乳類販売業 一般 桑田 真次 西播(龍健)第150-209 令和3年6月1日
000028 6000086922 コンビニ倶楽部８８　庄酒店 671-2565 宍粟市山崎町高下１４２０－２ 790621181 乳類販売業 一般 庄 規男 西播(龍健)第150-193 令和3年6月1日
000028 6000086929 671-2502 宍粟市山崎町中野８６５ 790650200 乳類販売業 一般 西播(龍健)第150-233 令和3年6月1日
000028 6000086933 公立宍粟総合病院　職員食堂 671-2576 宍粟市山崎町鹿沢９３ 790633607 乳類販売業 一般 ウオクニ株式会社 代表取締役 野々村 充教 657-0842 兵庫県神戸市灘区船寺通四丁目５番１６号 788019413 西播(龍健)第150-210 令和3年6月1日
000028 6000086954 たいこ弁当　山崎１号店 671-2544 宍粟市山崎町千本屋字裏田２８４－１ 790629164 乳類販売業 一般 株式会社 本陣 代表取締役 水田 裕康 675-2324 兵庫県加西市北条町東南２３５ 790421137 西播(龍健)第150-224 令和3年6月1日
000028 6000086978 中村商店 671-2577 宍粟市山崎町山崎３１６－４ 790622468 氷雪販売業 一般 有限会社中村商店 代表取締役 中村 泰二郎 671-2577 兵庫県宍粟市山崎町山崎３１６番地の４ 790622468 西播(龍健)第150-204 令和3年6月1日
000028 6000086979 ミウラ株式会社 671-2577 宍粟市山崎町山崎１４６ 790621626 氷雪販売業 一般 ミウラ株式会社 代表取締役 三浦 克幸 671-2577 兵庫県宍粟市山崎町山崎１４６番地 790621626 西播(龍健)第150-202 令和3年6月1日
000028 6000087122 ローソン千種黒土店 671-3202 宍粟市千種町黒土字河原田７６－１ 790763393 乳類販売業 一般 齋藤 省三 西播(龍健)第150-240 令和3年6月1日
000028 6000087124 鳥羽商店 671-3201 宍粟市千種町千草６９４－１ 790762101 乳類販売業 一般 鳥羽 彰佳 西播(龍健)第150-242 令和3年6月1日
000028 6000087993 波賀町農林水産物流通加工施設 671-4241 宍粟市波賀町安賀８－１ 753999 食品製造業 不要許可一般 宍粟メイプル株式会社 代表取締役 富田 健次 671-4241 兵庫県宍粟市波賀町安賀８番地の１ 790753999 平成14年3月20日
000028 6000088015 長田産業㈱ 671-2544 宍粟市山崎町千本屋２１５ 621177 食品製造業 不要許可一般 長田産業株式会社 代表取締役 長田 伊知朗 671-2544 兵庫県宍粟市山崎町千本屋２１５番地 790621177 平成14年3月22日
000028 6000088034 田渕　四郎 671-2573 宍粟市山崎町今宿140 食品製造業 不要許可一般 田渕 四郎 平成14年3月29日
000028 6000088036 栗山　堅太郎 671-2525 宍粟市山崎町神谷114 食品製造業 不要許可一般 栗山 堅太郎 平成14年3月29日
000028 6000088042 大部　満男 671-2515 宍粟市山崎町五十波195 790622812 食品製造業 不要許可一般 大部 満男 平成14年3月29日
000028 6000088046 是兼壬申 671-2501 宍粟市山崎町上ノ993 食品製造業 不要許可一般 是兼 壬申 平成14年3月29日
000028 6000088052 竹本　定義 671-2560 宍粟市山崎町塩山118-3 食品製造業 不要許可一般 竹本 定義 平成14年3月29日
000028 6000088054 立花　ｼｽﾞヱ 671-2525 宍粟市山崎町神谷91-2 食品製造業 不要許可一般 立花 シズヱ 平成14年3月29日
000028 6000088065 田口　ｻﾂｷ 671-2526 宍粟市山崎町矢原51 食品製造業 不要許可一般 田口 サツキ 平成14年3月29日
000028 6000088164 株式会社長田一宮 671-4102 宍粟市一宮町横山３８９－１ 790740205 その他の食料品製造・加工業 一般 株式会社長田一宮 代表取締役 長田 伊知朗 671-4102 兵庫県宍粟市一宮町横山３８９番地の１ 790740205 西播(龍健)第57-50 令和3年11月10日
000028 6000088181 有限会社溝口食品 671-4142 宍粟市一宮町能倉１８２－１ 790722510 その他の食料品製造・加工業 一般 有限会社溝口食品 代表取締役 溝口 宣行 671-4142 兵庫県宍粟市一宮町能倉１８２－１ 790722510 西播(龍健)第57-44 令和3年11月1日
000028 6000088262 Ｙショップ宍粟木梨 671-3201 宍粟市千種町千草８７－１ 790762056 乳類販売業 一般 木梨 順夫 西播(龍健)第150-245 令和3年6月1日
000028 6000088514 しずのや東店 000-0000 宍粟市内一円 食肉販売業 自動車 杉谷 昭十九 西播(龍健)第150-246 令和3年6月1日
000028 6000088584 サン工業株式会社 671-2534 宍粟市山崎町川戸１７９２－１ 790632166 精穀・製粉業 一般 サン工業株式会社 代表取締役 長田 利隆 671-2534 兵庫県宍粟市山崎町川戸１７９２番地１ 790632166 西播(龍健)第53-2 令和3年10月20日
000028 6000088585 福耳さん 671-2534 宍粟市山崎町川戸805 食品製造業 不要許可一般 田中 千津代 平成17年3月1日
000028 6000088591 中路 671-4134 宍粟市一宮町伊和559-2 食品製造業 不要許可一般 中路 和恵 平成17年3月3日
000028 6000088610 ローソン御津苅屋店 671-1321 たつの市御津町苅屋４７３－１ 793228088 魚介類販売業 一般 有限会社アクティブ・ライフ 代表取締役 中川 史郎 670-0973 兵庫県姫路市亀山２４４－２ 792351240 西播(龍健)第150-6 令和3年6月1日
000028 6000088638 ﾋｶﾞｼﾏﾙ醤油(株)揖保工場 679-4153 たつの市揖保町門前184 791670037 食品製造業 不要許可一般 ヒガシマル醬油株式会社 代表取締役 竹内 宏平 679-4167 兵庫県たつの市龍野町富永１００番地の３ 平成17年4月20日
000028 6000088651 渚商店 671-1332 たつの市御津町室津２１６－４ 793240038 乳類販売業 一般 渚 俊三 西播(龍健)第150-12 令和3年6月1日
000028 6000088676 にんにくや 671-1341 たつの市御津町釜屋625-1 食品製造業 不要許可一般 新濱 友珠香 平成17年5月20日
000028 6000088754 東山温泉メイプルプラザ 671-4221 宍粟市波賀町上野字上東山１７９９－６ 790752717 乳類販売業 一般 宍粟メイプル株式会社 代表取締役 富田 健次 671-4241 兵庫県宍粟市波賀町安賀８番地の１ 790752717 西播(龍健)第150-252 令和3年6月1日
000028 6000088772 たかいし商店 671-2513 宍粟市山崎町梯２１５－４ 790621315 その他の食料品製造・加工業 一般 髙石 寿美子 西播(龍健)第57-53 令和3年11月15日
000028 6000088807 しずのや食料品店 671-2577 宍粟市山崎町山崎１２６ 790620428 乳類販売業 一般 杉谷 隆昭 西播(龍健)第150-201 令和3年6月1日
000028 6000088812 岡本　冨佐恵 679-5314 佐用郡佐用町大木谷９２ 食品製造業 不要許可一般 岡本 冨佐恵 平成17年10月31日
000028 6000088813 繁延食品 679-5314 佐用郡佐用町大木谷８７－３ 790840515 その他の食料品製造・加工業 一般 繁延 義昭 西播(龍健)第57-86 令和3年12月1日
000028 6000088814 桑野茶部会 679-5334 佐用郡佐用町桑野186 食品製造業 不要許可一般 広畑 憲一 平成17年10月31日
000028 6000088820 田村漬物 679-5306 佐用郡佐用町本位田４１６－２ 食品製造業 不要許可一般 田村 サチ子 平成17年11月2日
000028 6000088866 あき工房 679-4027 たつの市揖西町長尾898 791660362 その他の食料品製造・加工業 一般 冨士田 明子 西播(龍健)第57-89 令和3年12月1日
000028 6000088901 ファミリーマートたつの松原口店 679-4138 たつの市誉田町下沖字三条河原２８－３ 791678885 乳類販売業 一般 株式会社まさや 代表取締役 宮崎 眞彰 672-8049 兵庫県姫路市佃町７０－１ 792511111 西播(龍健)第150-71 令和3年6月1日
000028 6000088921 関西支店　姫路営業所 太子売店 671-1561 揖保郡太子町鵤３００ 792768690 乳類販売業 一般 東芝ビジネスエキスパート株式会社 代表取締役 長谷川 直人 222-0035 神奈川県横浜市港北区鳥山町５５５番地 454758271 西播(龍健)第150-283 令和3年6月1日
000028 6000088968 勝原商店 679-4007 たつの市揖西町構２５０－１ 791660016 乳類販売業 一般 勝原 章博 西播(龍健)第150-43 令和3年6月1日
000028 6000088981 山下食料品店 671-4105 宍粟市一宮町上岸田94 790740080 乳類販売業 一般 山下 秀文 西播(龍健)第150-179 令和3年6月1日
000028 6000089013 三共食品 671-2544 宍粟市山崎町千本屋３８７－２ 790631394 調味料製造・加工業 一般 西山 一城 西播(龍健)第51-5 令和3年10月20日
000028 6000089024 マルイ青果１ 679-4167 たつの市龍野町富永４９９－１ 791633174 野菜果物販売業 一般 井原 國男 西播(龍健)第40-11 令和3年12月7日
000028 6000089125 井戸糀店 679-4177 たつの市龍野町下川原39-1 791620205 その他の食料品製造・加工業 一般 井戸 正文 西播(龍健)第57-76 令和3年11月30日
000028 6000089169 特別養護老人ホームはなみずき 679-5205 佐用郡佐用町安川４０１ 790788003 集団給食（４）その他 集団給食 社会福祉法人はなさきむら 理事長 岡本 泰子 679-5205 兵庫県佐用郡佐用町安川４０１番地 790788003 西播(龍健)第59-110 令和3年11月30日
000028 6000089195 安原商店 671-3201 宍粟市千種町千草５５－２ 790762116 乳類販売業 一般 安原 勝則 西播(龍健)第150-241 令和3年6月1日
000028 6000089200 森永牛乳宍粟販売浦川乳販 671-2571 宍粟市山崎町上寺１４０－４ 790627660 乳類販売業 一般 浦川 直裕 西播(龍健)第150-214 令和3年6月1日



000028 6000089230 セブン－イレブン兵庫太子佐用岡店 671-1575 揖保郡太子町佐用岡６５３－１ 792764733 乳類販売業 一般 平野 聡 西播(龍健)第150-254 令和3年6月1日
000028 6000089276 徳平集落特産加工いきいきグループ 679-5134 佐用郡佐用町乃井野１５ 790792454 その他の食料品製造・加工業 一般 小林 晴良 西播(龍健)第57-67 令和3年11月29日
000028 6000089286 ※ 671-4221 宍粟市波賀町上野945 食品製造業 不要許可一般 田中 廣子 平成18年11月28日
000028 6000089295 餅工房上田 671-1661 たつの市揖保川町袋尻２２７ その他の食料品製造・加工業 一般 上田 芳己 西播(龍健)第57-54 令和3年11月18日
000028 6000089308 兵庫県立佐用高等学校 679-5301 佐用郡佐用町佐用260 790822434 食品製造業 不要許可一般 兵庫県立佐用高等学校 校長 大塚 幹典 679-5301 兵庫県佐用郡佐用町佐用260 790822434 平成18年12月15日
000028 6000089311 妹尾農林 679-5531 佐用郡佐用町宇根762-1 790860856 食品製造業 不要許可一般 妹尾 孫一 平成18年12月20日
000028 6000089314 ふるさと工房 671-2517 宍粟市山崎町生谷２４６－３ 790632600 食品製造業 不要許可一般 有限会社伊沢の里 代表取締役 富田 健次 671-2517 兵庫県宍粟市山崎町生谷２１４番地１ 790631380 平成18年12月26日
000028 6000089325 仲田せつ子 679-5535 佐用郡佐用町小日山343 食品製造業 不要許可一般 仲田 せつ子 平成19年1月26日
000028 6000089335 石原鶏卵竜野営業所 671-1611 たつの市揖保川町新在家308-4 791724182 食品製造業 不要許可一般 株式会社石原鶏卵 代表取締役 石原 正 652-0804 兵庫県神戸市兵庫区塚本通5-31 平成19年2月8日
000028 6000089340 ㈱梶本商店 671-2557 宍粟市山崎町中比地127-6 790621253 食品製造業 不要許可一般 ㈱梶本商店 代表 梶本 勝彦 671-2557 兵庫県宍粟市山崎町中比地127-6 790621253 平成19年2月21日
000028 6000089383 姫路営業所 679-4127 たつの市龍野町宮脇２５８－１０ 791642911 食肉販売業 一般 伊藤ハムミート販売西株式会社 代表取締役 石原 幹也 663-8202 兵庫県西宮市高畑町４番２７号 798668641 西播(龍健)第150-75 令和3年6月1日
000028 6000089388 ※ 671-4232 宍粟市波賀町斉木2465 食品製造業 不要許可一般 栗林 節子 平成19年3月27日
000028 6000089442 あすなろ会 671-1321 たつの市御津町釜屋４７４ その他の食料品製造・加工業 一般 堀 初枝 西播(龍健)第57-20 令和3年10月21日
000028 6000089461 有限会社 伊沢の里 671-2517 宍粟市山崎町生谷２１４－１ 790631380 乳類販売業 自動販売機 姫路伯耆酪農商事株式会社 代表取締役 星長 彰 670-0834 兵庫県姫路市神和町７０ 792882121 西播(龍健)第150-221 令和3年6月1日
000028 6000089491 マックスバリュ山崎店 671-2572 宍粟市山崎町庄能３４１ 790625405 乳類販売業 一般 マックスバリュ西日本株式会社 代表取締役 平尾 健一 732-0814 広島県広島市南区段原南一丁目３番５２号 825358500 西播(龍健)第150-212 令和3年6月1日
000028 6000089509 農事組合法人黒崎梅園組合 671-1301 たつの市御津町黒崎１８４２－１－１ 793223551 農産保存食料品製造・加工業 一般 農事組合法人黒崎梅園組合 理事 永野 政幸 671-1301 兵庫県たつの市御津町黒崎１３９１番地の２ 793223551 西播(龍健)第50-19 令和4年1月14日
000028 6000089629 ローソン三日月末広店 679-5147 佐用郡佐用町末廣字南市ノ上１８２－２ 790798460 乳類販売業 一般 有限会社エス．エス．シー 代表取締役 坂本 勝一 670-0947 兵庫県姫路市北条２５２－１３グラジオ姫路駅南インペリアル５０３ 790798460 西播(龍健)第150-171 令和3年6月1日
000028 6000089642 上田静代 671-1301 たつの市御津町黒崎１７－３ 793220722 その他の食料品製造・加工業 一般 上田 静代 西播(龍健)第57-62 令和3年11月19日
000028 6000089643 丸田芳美 671-1301 たつの市御津町黒崎54-2 食品製造業 不要許可一般 丸田 芳美 平成19年12月7日
000028 6000089684 アメニティホーム光都学園 679-5165 たつの市新宮町光都１－６－１ 791581101 集団給食（４）その他 集団給食 社会福祉法人あいむ 理事長 671-1102 兵庫県姫路市広畑区蒲田３８３番地の３ 792381551 西播(龍健)第59-1 令和3年6月1日
000028 6000089746 株式会社マンエイ 679-5301 佐用郡佐用町佐用３５２９－３佐用中央病院内 790823649 乳類販売業 一般 株式会社マンエイ 代表取締役 林 万紀子 679-5301 兵庫県佐用郡佐用町佐用３５３２番地の１ 790823649 西播(龍健)第150-151 令和3年6月1日
000028 6000089757 旬彩館　山喜 679-4154 たつの市揖保町西構１４２－１ 791670594 乳類販売業 一般 株式会社山喜 代表取締役 前田 大由 679-4322 兵庫県たつの市新宮町仙正９３ 791751111 西播(龍健)第150-65 令和3年6月1日
000028 6000089765 株式会社エーコープ近畿やまさき店 671-2573 宍粟市山崎町今宿１００－４ 790622303 乳類販売業 一般 株式会社エーコープ近畿 代表取締役 正村 栄邦 569-0044 大阪府高槻市番田一丁目５１番１号 726763300 西播(龍健)第150-194 令和3年6月1日
000028 6000089832 栃尾商店 671-4221 宍粟市波賀町上野８５８ 790752013 乳類販売業 一般 栃尾 啓子 西播(龍健)第150-251 令和3年6月1日
000028 6000089934 マルイ青果２ 679-4167 たつの市龍野町富永４９９－１ 791633174 野菜果物販売業 一般 井原 啓茂 西播(龍健)第40-12 令和3年12月7日
000028 6000089942 マックスバリュ龍野店 679-4129 たつの市龍野町堂本５６－１ 791635811 乳類販売業 一般 マックスバリュ西日本株式会社 代表取締役 平尾 健一 732-0814 広島県広島市南区段原南一丁目３番５２号 825358500 西播(龍健)第150-89 令和3年6月1日
000028 6000089959 布亀株式会社マザーケア龍野デリバリーセンター 679-4129 たつの市龍野町堂本１ 791642201 乳類販売業 一般 布亀株式会社 代表取締役 布目 荘太 663-8228 兵庫県西宮市今津二葉町３－６ 798352121 西播(龍健)第150-86 令和3年6月1日
000028 6000089969 ローソン山崎加生店 671-2570 宍粟市山崎町加生１６４－１ 790630980 食肉販売業 一般 株式会社ｐｌａｔａｎｕｓ 代表取締役 天野 正和 671-2555 兵庫県宍粟市山崎町金谷３４８－５ 790626697 西播(龍健)第150-291 令和3年6月1日
000028 6000090089 かどづみ農園 671-4132 宍粟市一宮町東市場多目的研修集会ｾﾝﾀｰ（東市場公民館） 食品製造業 不要許可一般 門積 よう子 平成20年11月4日
000028 6000090107 姫路中央漬物株式会社　太子工場 671-1501 揖保郡太子町山田655-2 792777335 食品製造業 不要許可一般 姫路中央漬物株式会社 代表取締役 唐津　雅徳 670-0974 兵庫県姫路市飯田488 平成20年12月1日
000028 6000090136 マックスバリュ龍野西店 679-4161 たつの市龍野町日山６８－１ 791621203 乳類販売業 一般 マックスバリュ西日本株式会社 代表取締役 平尾 健一 732-0814 広島県広島市南区段原南一丁目３番５２号 825358500 西播(龍健)第150-95 令和3年6月1日
000028 6000090160 株式会社明商 679-4134 たつの市誉田町広山５０－５ 791632303 その他の食料品製造・加工業 一般 株式会社明商 代表取締役 平井 澄子 679-4134 兵庫県たつの市誉田町広山５０番地の５ 791632303 西播(龍健)第57-74 令和3年11月30日
000028 6000090169 セブン－イレブンたつの御津町釜屋店 671-1341 たつの市御津町釜屋東新田１２－１ 793222868 乳類販売業 一般 天野 正裕 西播(龍健)第150-2 令和3年6月1日
000028 6000090186 松阪　美智子 679-5221 佐用郡佐用町漆野２３９ 790770218 その他の食料品製造・加工業 一般 松阪 美智子 西播(龍健)第57-37 令和3年10月25日
000028 6000090261 マックスバリュイオンタウン太子店 671-1521 揖保郡太子町東出２６２－１ 乳類販売業 自動販売機サントリービバレッジソリューション株式会社代表取締役 及川 剛 160-6111 東京都新宿区西新宿八丁目１７番１号 363040501 西播(龍健)第150-262 令和3年6月1日
000028 6000090268 マックスバリュイオンタウン太子店 671-1521 揖保郡太子町東出２６２－１ 792773719 乳類販売業 一般 マックスバリュ西日本株式会社 代表取締役 平尾 健一 732-0814 広島県広島市南区段原南一丁目３番５２号 825358500 西播(龍健)第150-263 令和3年6月1日
000028 6000090306 よい温泉観光株式会社 671-2512 宍粟市山崎町与位６６－３ 790632615 乳類販売業 自動販売機 薮内 昭夫 西播(龍健)第150-237 令和3年6月1日
000028 6000090313 株式会社明商　第二工場 679-4134 たつの市誉田町広山７１２－１ 791624811 その他の食料品製造・加工業 一般 株式会社明商 代表取締役 平井 澄子 679-4134 兵庫県たつの市誉田町広山５０番地の５ 791632303 西播(龍健)第57-73 令和3年11月30日
000028 6000090340 セブン－イレブン宍粟山崎船元店 671-2542 宍粟市山崎町船元２１２ 790632678 乳類販売業 一般 西家 寿男 西播(龍健)第150-226 令和3年6月1日
000028 6000090343 ザグザグ太子店 671-1561 揖保郡太子町鵤１３１９－１ 792751581 コップ式自動販売機（自動洗浄・屋内設置） 自動販売機 株式会社ゼコー 代表取締役 庄野 道彦 816-0093 924612515 西播(龍健)第153-1 令和3年6月1日
000028 6000090418 佐用保育園 679-5305 佐用郡佐用町長尾９０５－９ 790822946 集団給食（４）その他 集団給食 佐用町 町長 庵逧 典章 679-5301 兵庫県佐用郡佐用町佐用２６１１番地１ 790820661 西播(龍健)第59-111 令和3年11月30日
000028 6000090426 一の宮牛乳販売店 671-4139 宍粟市一宮町杉田４６７－１ 790720237 乳類販売業 一般 四辻 香 西播(龍健)第150-182 令和3年6月1日
000028 6000090436 ＊ 679-5331 佐用郡佐用町平福北新町569-2 食品製造業 不要許可一般 原 勝 平成21年12月9日
000028 6000090447 野村製麺所 679-4124 たつの市龍野町中井４３３－１ 791621225 その他の食料品製造・加工業 一般 野村 隆夫 西播(龍健)第57-65 令和3年11月26日
000028 6000090474 大久保家 679-5137 佐用郡佐用町真宗713 食品製造業 不要許可一般 大久保 勝 平成22年2月1日
000028 6000090486 カワベ太子店 671-1561 揖保郡太子町鵤字中宮寺４９７－１ 792775555 コップ式自動販売機（自動洗浄・屋内設置） 自動販売機 株式会社カワベ 代表取締役 川辺 大介 678-0052 兵庫県相生市大島町１－１２ 791233335 西播(龍健)第153-2 令和3年6月1日
000028 6000090487 カワベ竜野店 679-4167 たつの市龍野町富永字才ノ木５２０－１ 791634147 自動販売機（要届出のコップ式自動販売機及び要許可を除く） 自動販売機 株式会社カワベ 代表取締役 川辺 大介 678-0052 兵庫県相生市大島町１番１２号 791233335 西播(龍健)第153-61 令和3年6月1日
000028 6000090511 香山園北山ファクトリー 679-4013 たつの市揖西町北山４３－１ 791662590 製茶業 一般 株式会社香山園 香山 裕 679-4168 兵庫県たつの市龍野町四箇３９番地５ 791632424 西播(龍健)第54-1 令和3年10月21日
000028 6000090532 八木紀久子 671-4135 宍粟市一宮町安黒３－２ 790722154 その他の食料品製造・加工業 一般 八木 紀久子 西播(龍健)第57-70 令和3年11月26日
000028 6000090550 セブン－イレブン宍粟山崎町御名店 671-2554 宍粟市山崎町御名１４４－２ 乳類販売業 一般 塚本 益生 西播(龍健)第150-191 令和3年6月1日
000028 6000090571 カフェ　ノルマンディー 671-1561 揖保郡太子町鵤３６５－５ 792770928 その他の食料品製造・加工業 一般 谷口 靖典 西播(龍健)第57-87 令和3年12月1日
000028 6000090572 珈琲　紫園 679-4167 たつの市龍野町富永９８８－１ 791623905 その他の食料品製造・加工業 一般 坂本 和視 西播(龍健)第57-17 令和3年10月21日
000028 6000090610 スポニックパーク一宮 671-4132 宍粟市一宮町東市場１０９０－３ 790721331 食肉販売業 一般 神姫トラストホープ株式会社 代表取締役 切原 慎治 671-0253 兵庫県姫路市花田町一本松字牛塚１番地の１ 792520399 西播(龍健)第150-183 令和3年6月1日
000028 6000090621 業務スーパー新たつの店 679-4121 たつの市龍野町島田字豆尻７２１－１ 791643710 乳類販売業 一般 株式会社Ｇ－７スーパーマート 代表取締役 関 大作 654-0161 兵庫県神戸市須磨区弥栄台４－８－１ 787943700 西播(龍健)第150-85 令和3年6月1日
000028 6000090625 * 679-4305 たつの市新宮町吉島718-1 791601338 食品製造業 不要許可一般 ㈱風土祁 田村 成旺 679-4305 兵庫県たつの市新宮町吉島718-1 平成22年7月27日
000028 6000090631 味わいの里三日月 679-5134 佐用郡佐用町乃井野１２６６ 790792521 食品製造業 不要許可一般 株式会社元気工房さよう 衣笠 俊博 679-5134 兵庫県佐用郡佐用町乃井野１２６６番地 790792521 平成22年7月9日
000028 6000090633 ローソン波賀安賀店 671-4241 宍粟市波賀町安賀字山根５０－１ 790753770 乳類販売業 一般 株式会社フランクリー 代表取締役 長井 晃一 671-4232 兵庫県宍粟市波賀町齋木８１１番地２ 790753615 西播(龍健)第150-249 令和3年6月1日
000028 6000090643 ハチミツ工房 671-2557 宍粟市山崎町中比地４８８－１ その他の食料品製造・加工業 一般 森本 実勇 西播(龍健)第57-90 令和3年12月1日
000028 6000090646 山崎商業開発(株)サキランド１Ｆ通路 671-2545 宍粟市山崎町中井７－４ 790630567 コップ式自動販売機（自動洗浄・屋内設置） 自動販売機 サントリービバレッジソリューション株式会社 代表取締役 及川 剛 160-6111 東京都新宿区西新宿八丁目１７番１号 363040501 西播(龍健)第153-20 令和3年6月1日
000028 6000090647 山崎商業開発（株）サキランド屋上 671-2545 宍粟市山崎町中井７－４ 790630567 コップ式自動販売機（自動洗浄・屋内設置） 自動販売機 サントリービバレッジソリューション株式会社 代表取締役 及川 剛 160-6111 東京都新宿区西新宿八丁目１７番１号 363040501 西播(龍健)第153-21 令和3年6月1日
000028 6000090648 山崎商業開発（株）サキランド２Ｆ  セントラルコート左右 671-2545 宍粟市山崎町中井７－４ 790630567 コップ式自動販売機（自動洗浄・屋内設置） 自動販売機 サントリービバレッジソリューション株式会社 代表取締役 及川 剛 160-6111 東京都新宿区西新宿八丁目１７番１号 363040501 西播(龍健)第153-22 令和3年6月1日
000028 6000090654 魚菜屋 671-1332 たつの市御津町室津８９６－２３ 793228500 食肉販売業 一般 株式会社清交倶楽部 代表取締役 西脇 康雄 670-0932 兵庫県姫路市下寺町４３　姫路商工会議所内 792816800 西播(龍健)第150-15 令和3年6月1日
000028 6000090663 ローソン宍粟一宮店 671-4131 宍粟市一宮町安積１３４０－４ 790721612 乳類販売業 一般 株式会社フランクリー 代表取締役 長井 晃一 671-4232 兵庫県宍粟市波賀町斉木８１１－２ 790753615 西播(龍健)第150-176 令和3年6月1日
000028 6000090676 江川有機農場 679-5312 佐用郡佐用町仁方666 食品製造業 不要許可一般 小林 孝郎 平成22年9月3日
000028 6000090698 やすらぎ加工所 679-4137 たつの市誉田町片吹73-2 791671122 食品製造業 不要許可一般 農事組合法人やすらぎ農業振興組合 前田 司 679-4016 兵庫県たつの市揖西町南山 平成22年10月20日
000028 6000090710 ファミリーマート揖保川原店 671-1641 たつの市揖保川町原字薮之内７８７－４ 791727585 乳類販売業 一般 鞍谷 精紀 西播(龍健)第150-58 令和3年6月1日
000028 6000090733 セブン－イレブンたつの富永店 679-4167 たつの市龍野町富永１００５－６ 791620053 乳類販売業 一般 森上 史朗 西播(龍健)第150-98 令和3年6月1日
000028 6000090771 ワークプラザすぎの木 671-2506 宍粟市山崎町宇野３１９ 790650170 その他の食料品製造・加工業 一般 特定非営利活動法人しさわ 理事長 赤松 茂毅 671-2506 兵庫県宍粟市山崎町宇野３１９番地 790650170 西播(龍健)第57-27 令和3年10月20日
000028 6000090773 ブンセン(株)西区食堂 679-4313 たつの市新宮町新宮３２８ 乳類販売業 自動販売機 大西 秀一 西播(龍健)第150-27 令和3年6月1日
000028 6000090797 ペルゴセンター 679-4155 たつの市揖保町揖保中３３５ その他の食料品製造・加工業 一般 株式会社ペルゴ 代表取締役 小林 康浩 670-0976 兵庫県姫路市中地１８８番地の１ 792934064 西播(龍健)第57-96 令和4年1月24日
000028 6000090799 有限会社小寺商店 000-0000 県下一円（ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く） 乳類販売業 自動車 有限会社小寺商店 代表取締役 小寺 文道 679-5641 兵庫県佐用郡佐用町久崎２１８番地の３ 790880028 西播(龍健)第150-121 令和3年6月1日
000028 6000129986 大久保 679-5137 佐用郡佐用町真宗６８２ 790793302 その他の食料品製造・加工業 一般 大久保 一郎 西播(龍健)第57-30 令和3年10月21日
000028 6000129990 ドラッグコスモス堂本店 679-4129 たつの市龍野町堂本３９９－１ 791644300 乳類販売業 一般 株式会社コスモス薬品 代表取締役 横山 英昭 812-0013 福岡県福岡市博多区博多駅東二丁目１０番１号第一福岡ビルＳ館４階 924330660 西播(龍健)第150-88 令和3年6月1日
000028 6000130328 兵庫県立西播磨総合リハビリテーションセンター 679-5165 たつの市新宮町光都１－７－１ 791581050 乳類販売業 一般 株式会社光都サービス 川上 加代子 679-5165 兵庫県たつの市新宮町光都１－２０－５ 791580422 西播(龍健)第150-23 令和3年6月1日
000028 6000130743 株式会社ホームセンターアグロ　龍野店 679-4167 たつの市龍野町富永字田井屋畑１００５－６４ 791633226 乳類販売業 一般 株式会社ホームセンターアグロ 代表取締役 安黒 嘉宣 671-2573 兵庫県宍粟市山崎町今宿１２９番地の１ 790629512 西播(龍健)第150-108 令和3年6月1日
000028 6000130909 ドラッグコスモス東出店 671-1521 揖保郡太子町東出９０－１ 792766681 乳類販売業 一般 株式会社コスモス薬品 代表取締役 横山 英昭 812-0013 福岡県福岡市博多区博多駅東二丁目１０番１号第一福岡ビルＳ館４階 924330660 西播(龍健)第150-264 令和3年6月1日
000028 6000131146 ぷりんのじかん 671-2514 宍粟市山崎町田井６３５－１７ 790626326 その他の食料品製造・加工業 一般 下川 千惠 西播(龍健)第57-32 令和3年10月21日
000028 6000131189 あすなろ工房 671-2563 宍粟市山崎町塩田２３６－３ 790625153 その他の食料品製造・加工業 一般 清瀬 佳子 西播(龍健)第57-43 令和3年11月1日
000028 6000131389 龍野中央病院　４Ｆ談話室 679-4121 たつの市龍野町島田６６７ 791621301 コップ式自動販売機（自動洗浄・屋内設置） 自動販売機 株式会社アペックス西日本 代表取締役 森 吉平 550-0015 大阪府大阪市西区南堀江四丁目２５番２４号 665359024 西播(龍健)第153-129 令和3年6月1日
000028 6000131792 （株）ハナテン　兵庫太子営業所 671-1502 揖保郡太子町原４８７－２ コップ式自動販売機（自動洗浄・屋内設置）自動販売機株式会社アペックス西日本 代表取締役 森 吉平 550-0015 大阪府大阪市西区南堀江四丁目２５番２４号665359024 西播(龍健)第153-55 令和3年6月1日
000028 6000131879 大国農場 マミー・マサ 671-2501 宍粟市山崎町上ノ1493-5 790650850 食肉販売業 一般 山口 晋吾 西播(龍健)第150-307 令和3年6月1日
000028 6000132372 しそう味工房 671-2572 宍粟市山崎町庄能１９９－１ 790659277 調味料製造・加工業 一般 櫻井 基史 西播(龍健)第51-6 令和3年10月20日
000028 6000133059 辻信子 679-4172 たつの市龍野町上川原５ その他の食料品製造・加工業 一般 辻 信子 西播(龍健)第57-56 令和3年11月18日
000028 6000133412 網干車輌所２Ｆ総合詰所食堂 671-1534 揖保郡太子町福地６２２ 792768050 乳類販売業 自動販売機 コカ・コーラボトラーズジャパン株式会社 代表取締役 カリン・ ドラガン 107-6211 東京都港区赤坂九丁目７番１号 120866509 西播(龍健)第150-268 令和3年6月1日
000028 6000133426 鳥羽　昭 679-5213 佐用郡佐用町東徳久１８１６－２ 790780857 その他の食料品製造・加工業 一般 鳥羽 昭 西播(龍健)第57-61 令和3年11月19日
000028 6000133436 セブン－イレブン兵庫太子東南店 671-1523 揖保郡太子町東南３７５－１ 792751577 乳類販売業 一般 加納 克典 西播(龍健)第150-266 令和3年6月1日
000028 6000133785 ザグザグ太子店 671-1561 揖保郡太子町鵤１３１９－１ 792751581 乳類販売業 一般 株式会社ザグザグ 代表取締役 森 信 703-8243 岡山県岡山市中区清水３６９－２ 862076300 西播(龍健)第150-279 令和3年6月1日
000028 6000134129 平谷製麺所 679-5301 佐用郡佐用町佐用２９０３－３ 790822158 調味料製造・加工業 一般 平谷 知美 西播(龍健)第51-9 令和4年1月20日
000028 6000134146 ゆっこちゃんのお漬物 679-4341 たつの市新宮町能地142-2 食品製造業 不要許可一般 大ヶ瀬 幸子 平成24年3月6日
000028 6000134201 島田作業場 679-4121 たつの市龍野町島田字北川原１７２、１７３ 791652177 食品製造業 不要許可一般 ヒガシマル醬油株式会社 代表取締役 竹内 宏平 679-4167 兵庫県たつの市龍野町富永１００番地の３ 平成24年3月12日
000028 6000134234 天空 671-1321 たつの市御津町苅屋67-1　O-BLDⅧ 793240701 食品製造業 不要許可一般 大西 純 平成24年3月15日
000028 6000134537 マルアイたつの店 679-4167 たつの市龍野町富永４０８－１ 791632470 乳類販売業 一般 株式会社マルアイ 代表取締役 藤田 佳男 675-0003 兵庫県加古川市神野町神野２２５番地１ 794305181 西播(龍健)第150-99 令和3年6月1日
000028 6000135055 セブン－イレブンたつの日飼店 679-4122 たつの市龍野町日飼５１－３ 791632056 乳類販売業 一般 藤井 雄二郎 西播(龍健)第150-97 令和3年6月1日
000028 6000135300 エースコック　兵庫工場 679-4109 たつの市神岡町東觜崎３０８ 791650245 コップ式自動販売機（自動洗浄・屋内設置） 自動販売機 サントリービバレッジソリューション株式会社 代表取締役 及川 剛 160-6111 東京都新宿区西新宿八丁目１７番１号 363040501 西播(龍健)第153-5 令和3年6月1日
000028 6000136279 えびす食堂 679-4129 たつの市龍野町堂本３０－６ 791621811 食品製造業 不要許可一般 特定非営利活動法人えびす 理事 志水 哲也 679-4129 兵庫県たつの市龍野町堂本３０番地６ 791621811 平成24年7月10日
000028 6000136315 パチンコ　ターザン 671-2544 宍粟市山崎町千本屋１８５－２ 790631277 コップ式自動販売機（自動洗浄・屋内設置） 自動販売機 株式会社関西コーヒー 代表取締役 平岡 創土 671-1136 兵庫県姫路市大津区恵美酒町２－５４ 792365800 西播(龍健)第153-40 令和3年6月1日
000028 6000136326 Ｙショップ　はぎとう 671-2564 宍粟市山崎町青木１８９－７ 790620630 乳類販売業 一般 萩藤 貴久 西播(龍健)第150-222 令和3年6月1日
000028 6000136612 東芝太子 ７トラ 671-1561 揖保郡太子町鵤３００ 乳類販売業 自動販売機サントリービバレッジソリューション株式会社代表取締役 及川 剛 160-6111 東京都新宿区西新宿八丁目１７番１号 363040501 西播(龍健)第150-284 令和3年6月1日



000028 6000136806 たつの市民病院１Ｆ 671-1311 たつの市御津町中島１６６６－１ 793221121 コップ式自動販売機（自動洗浄・屋内設置） 自動販売機 株式会社関西コーヒー 代表取締役 平岡 創土 671-1136 兵庫県姫路市大津区恵美酒町２－５４ 792365800 西播(龍健)第153-30 令和3年6月1日
000028 6000136959 三浦博之 679-4132 たつの市誉田町福田401 食品製造業 不要許可一般 三浦 博之 平成24年9月27日
000028 6000137203 公立宍粟総合病院二階 671-2576 宍粟市山崎町鹿沢９３ 790622410 乳類販売業 自動販売機 桑田 真次 西播(龍健)第150-211 令和3年6月1日
000028 6000137237 はやかわ商店 671-2508 宍粟市山崎町上牧谷９５２－３ 790650120 魚介類販売業 一般 早川 慶子 西播(龍健)第150-215 令和3年6月1日
000028 6000137273 福田農産加工 671-4141 宍粟市一宮町東河内９９３－１ その他の食料品製造・加工業 一般 福田 朝江 西播(龍健)第57-85 令和3年11月30日
000028 6000137445 日本ジャイアントタイヤ精錬 679-4124 たつの市龍野町中井３８８ 791630881 コップ式自動販売機（自動洗浄・屋内設置） 自動販売機 サントリービバレッジソリューション株式会社 代表取締役 及川 剛 160-6111 東京都新宿区西新宿八丁目１７番１号 363040501 西播(龍健)第153-13 令和3年6月1日
000028 6000137446 日本ジャイアントタイヤ成型２Ｆ 679-4124 たつの市龍野町中井３８８ 794630881 コップ式自動販売機（自動洗浄・屋内設置） 自動販売機 サントリービバレッジソリューション株式会社 代表取締役 及川 剛 160-6111 東京都新宿区西新宿八丁目１７番１号 363040501 西播(龍健)第153-14 令和3年6月1日
000028 6000137906 名村文雄 671-1662 たつの市揖保川町市場447 食品製造業 不要許可一般 名村 秀子 平成24年11月27日
000028 6000138720 東芝太子工場　１トラ 671-1561 揖保郡太子町鵤３００ コップ式自動販売機（自動洗浄・屋内設置） 自動販売機 ヤスダ産業株式会社 代表取締役 安田 喜昭 672-8023 兵庫県姫路市白浜町甲８４１－３４ 792453090 西播(龍健)第153-76 令和3年6月1日
000028 6000138726 東芝太子工場 ５トラ 671-1561 揖保郡太子町鵤３００ コップ式自動販売機（自動洗浄・屋内設置） 自動販売機 ヤスダ産業株式会社 代表取締役 安田 喜昭 672-8023 兵庫県姫路市白浜町甲８４１－３４ 792453090 西播(龍健)第153-77 令和3年6月1日
000028 6000138731 東芝太子工場　半企設２Ｆ 671-1561 揖保郡太子町鵤３００ コップ式自動販売機（自動洗浄・屋内設置） 自動販売機 ヤスダ産業株式会社 代表取締役 安田 喜昭 672-8023 兵庫県姫路市白浜町甲８４１－３４ 792453090 西播(龍健)第153-78 令和3年6月1日
000028 6000138733 東芝太子工場 ７００号建屋２Ｆ 671-1561 揖保郡太子町鵤３００ 乳類販売業 自動販売機 ヤスダ産業株式会社 代表取締役 安田 喜昭 672-8023 兵庫県姫路市白浜町甲８４１－３４ 792453090 西播(龍健)第150-286 令和3年6月1日
000028 6000138734 東芝太子工場 ５トラ 671-1561 揖保郡太子町鵤３００ 乳類販売業 自動販売機 ﾔｽﾀﾞ産業株式会社 代表取締役 安田 喜昭 672-8023 兵庫県姫路市白浜町甲８４１－３４ 792453090 西播(龍健)第150-285 令和3年6月1日
000028 6000138836 とくなが病院３Ｆ　ＰＰ 679-4109 たつの市神岡町東觜崎字鍵田４７３－５ 791652232 乳類販売業 自動販売機 コカ・コーラボトラーズジャパン株式会社 代表取締役 カリン・ ドラガン 107-6211 東京都港区赤坂九丁目７番１号 120866509 西播(龍健)第150-40 令和3年6月1日
000028 6000139187 ホームセンターアグロ２Ｆ 671-1553 揖保郡太子町老原３９ 792760018 コップ式自動販売機（自動洗浄・屋内設置） 自動販売機 サントリービバレッジソリューション株式会社 代表取締役 及川 剛 160-6111 東京都新宿区西新宿八丁目１７番１号 363040501 西播(龍健)第153-27 令和3年6月1日
000028 6000140080 ＊ 679-5215 佐用郡佐用町平松276-2 食品製造業 不要許可一般 若林 ﾔｽｴ 平成25年5月21日
000028 6000141054 ローソンたつの日山店 679-4161 たつの市龍野町日山字河原町３７７－７ 791630180 乳類販売業 一般 有限会社あまね 代表取締役 水原 周治 671-0232 兵庫県姫路市御国野町御着１０８５－１ 792637030 西播(龍健)第150-96 令和3年6月1日
000028 6000141315 長田産業㈱御名工場 671-2554 宍粟市山崎町御名335-1 790621177 食品製造業 不要許可一般 長田産業株式会社 代表取締役 長田 伊知朗 671-2544 兵庫県宍粟市山崎町千本屋215 790621177 平成25年8月1日
000028 6000142506 あっぷるデイサービス龍野 679-4167 たつの市龍野町富永５０５－１あっぷる龍野介護ステーション 791622199 集団給食（４）その他 集団給食 株式会社あっぷる 代表取締役 横田 稔 670-0936 兵庫県姫路市古二階町６３番地 792888999 西播(龍健)第59-104 令和3年11月26日
000028 6000142583 ウエルシア揖保太子南店 671-1535 揖保郡太子町蓮常寺字豆田２８１ 792776888 乳類販売業 一般 ウエルシア薬局株式会社 代表取締役 松本 忠久 101-0021 東京都千代田区外神田二丁目２番１５号 352095672 西播(龍健)第150-276 令和3年6月1日
000028 6000142628 * 679-5333 佐用郡佐用町庵539 食品製造業 不要許可一般 平田 みどり 平成25年11月5日
000028 6000142658 土万ブルーベリー園 671-2569 宍粟市山崎町土万１１６－１ 790670320 その他の食料品製造・加工業 一般 山本 正剛 西播(龍健)第57-49 令和3年11月10日
000028 6000142854 東芝太子工場７トラ２Ｆ 671-1561 揖保郡太子町鵤３００ コップ式自動販売機（自動洗浄・屋内設置） 自動販売機 株式会社関西コーヒー 代表取締役 平岡 創土 671-1136 兵庫県姫路市大津区恵美酒町２－５４ 792365800 西播(龍健)第153-50 令和3年6月1日
000028 6000142858 東芝太子工場７トラ３Ｆ 671-1561 揖保郡太子町鵤３００ コップ式自動販売機（自動洗浄・屋内設置） 自動販売機 株式会社関西コーヒー 代表取締役 平岡 創土 671-1136 兵庫県姫路市大津区恵美酒町２－５４ 792365800 西播(龍健)第153-51 令和3年6月1日
000028 6000142888 伊沢の里 671-2517 宍粟市山崎町生谷２１４－１ 790631380 乳類販売業 自動販売機 内海 弘勝 西播(龍健)第150-220 令和3年6月1日
000028 6000143249 あじさい会 671-2535 宍粟市山崎町宇原284 食品製造業 不要許可一般 寺西 千代子 平成25年12月17日
000028 6000143255 * 671-2515 宍粟市山崎町五十波834 食品製造業 不要許可一般 堀田 弘子 平成25年12月16日
000028 6000143377 ほほえみ工房 679-4146 たつの市揖保町今市455 食品製造業 不要許可一般 久保田 英子 平成25年12月25日
000028 6000143559 ローソンたつの富永店 679-4167 たつの市龍野町富永４５２－１ 791646436 乳類販売業 一般 株式会社Ｋ・Ｍ・Ｃ 代表取締役 森井 幸司 671-2201 兵庫県姫路市書写２４５４番地５ 792950026 西播(龍健)第150-100 令和3年6月1日
000028 6000143753 右田農園 679-5154 たつの市新宮町鍛冶屋７６０ 791780563 農産保存食料品製造・加工業 一般 右田 かすみ 西播(龍健)第50-14 令和3年11月29日
000028 6000143981 ﾌｼﾞ工房　新千農園 679-4346 たつの市新宮町千本719 食品製造業 不要許可一般 藤本 俊祥 平成26年2月18日
000028 6000144045 イオン竜野３ＦレストスペースＰＰ 679-4129 たつの市龍野町堂本２５０－１ 乳類販売業 自動販売機コカ・コーラボトラーズジャパン株式会社代表取締役 カリン・ ドラガン107-6211 東京都港区赤坂九丁目７番１号 120866509 西播(龍健)第150-87 令和3年6月1日
000028 6000144175 横治糀店 671-2571 宍粟市山崎町上寺１８５－６ 790622655 その他の食料品製造・加工業 一般 横治 雅則 西播(龍健)第57-35 令和3年10月27日
000028 6000144284 安原商店 671-3201 宍粟市千種町千草７２７　県立千種高等学校 790762033 乳類販売業 自動販売機 安原 勝則 西播(龍健)第150-244 令和3年6月1日
000028 6000144425 四季彩菜 679-5511 佐用郡佐用町福中799-1 食品製造業 不要許可一般 手嶋 佳凡 平成26年3月12日
000028 6000144581 (株)ささ営農バジル工場 679-4305 たつの市新宮町吉島７１８－１ 791771775 その他の食料品製造・加工業 一般 株式会社ささ営農 代表取締役 八木 正邦 679-4304 兵庫県たつの市新宮町下笹１０４９ 791770177 西播(龍健)第57-83 令和3年11月30日
000028 6000144841 姫路ヤクルト販売株式会社　西播磨ステーション 679-4016 たつの市揖西町南山１－３９ 791662850 乳類販売業 一般 姫路ヤクルト販売株式会社 代表取締役 小倉 修 670-0061 兵庫県姫路市西今宿２丁目９番８号 792928960 西播(龍健)第150-53 令和3年6月1日
000028 6000144843 稲田百合子 679-5511 佐用郡佐用町福中357 食品製造業 不要許可一般 稲田 百合子 平成26年4月1日
000028 6000144844 姫路ヤクルト販売株式会社　佐用センター 679-5301 佐用郡佐用町佐用駅前２８２８－１７ 790824178 乳類販売業 一般 姫路ヤクルト販売株式会社 代表取締役 小倉 修 670-0061 兵庫県姫路市西今宿２丁目９番８号 792928960 西播(龍健)第150-153 令和3年6月1日
000028 6000144845 株式会社　平福電機製作所 671-1534 揖保郡太子町福地７４５－１ 792774094 コップ式自動販売機（自動洗浄・屋内設置） 自動販売機 ヤスダ産業株式会社 代表取締役 安田 喜昭 672-8023 兵庫県姫路市白浜町甲８４１－３４ 792453090 西播(龍健)第153-75 令和3年6月1日
000028 6000144903 たつの市はつらつｾﾝﾀｰ 679-4167 たつの市龍野町富永410-2 790632112 食品製造業 不要許可一般 たつの市いずみ会龍野支部 支部長 山本 敦子 679-4129 兵庫県たつの市龍野町堂本220-4 平成26年4月3日
000028 6000144904 たつの市揖保川保健ｾﾝﾀｰ 671-1621 たつの市揖保川町正條279-1 791726336 食品製造業 不要許可一般 たつの市いずみ会揖保川支部 支部長 土井 良子 671-1613 兵庫県たつの市揖保川町二塚321-3 平成26年4月3日
000028 6000144906 たつの市御津保健ｾﾝﾀｰ 671-1341 たつの市御津町釜屋330 793223496 食品製造業 不要許可一般 たつの市いずみ会御津支部 支部長 中上 和美 671-1342 兵庫県たつの市御津町朝臣316 平成26年4月3日
000028 6000144907 たつの市新宮中央公民館 679-4313 たつの市新宮町新宮1060-1 食品製造業 不要許可一般たつの市いずみ会新宮支部 支部長 伊井 香代子 679-4342 兵庫県たつの市新宮町平野425 平成26年4月3日
000028 6000145111 パチンコターザン太子店 671-1522 揖保郡太子町矢田部字山本４８０－１４ 792765633 コップ式自動販売機（自動洗浄・屋内設置） 自動販売機 株式会社関西コーヒー 代表取締役 平岡 創土 671-1136 兵庫県姫路市大津区恵美酒町２丁目５４番地 792365800 西播(龍健)第153-49 令和3年6月1日
000028 6000145524 （株）ダイワ 679-4142 たつの市揖保町松原３０８ 791672020 コップ式自動販売機（自動洗浄・屋内設置） 自動販売機 ヤスダ産業株式会社 代表取締役 安田 喜昭 672-8023 兵庫県姫路市白浜町甲８４１－３４ 792453090 西播(龍健)第153-72 令和3年6月1日
000028 6000145569 利神保育園 679-5331 佐用郡佐用町平福１４０８ 790832225 集団給食（４）その他 集団給食 佐用町 町長 庵逧 典章 679-5301 兵庫県佐用郡佐用町佐用２６１１番地１ 790820661 西播(龍健)第59-112 令和3年11月30日
000028 6000145822 古川商店 679-5133 佐用郡佐用町三日月５４７ 790792015 乳類販売業 自動販売機 姫路ヤクルト販売株式会社 代表取締役 小倉 修 670-0061 兵庫県姫路市西今宿２丁目９番８号 792928960 西播(龍健)第150-157 令和3年6月1日
000028 6000145825 トップワン龍野店 679-4134 たつの市誉田町広山７４－４ 791637111 乳類販売業 自動販売機 姫路ヤクルト販売株式会社 代表取締役 小倉 修 670-0061 兵庫県姫路市西今宿２丁目９番８号 792928960 西播(龍健)第150-72 令和3年6月1日
000028 6000145831 日立物流イオン兵庫ＲＤＣ食堂 679-4027 たつの市揖西町長尾３００－２ 791648871 乳類販売業 自動販売機 姫路ヤクルト販売株式会社 代表取締役 小倉 修 670-0061 兵庫県姫路市西今宿２丁目９番８号 792928960 西播(龍健)第150-47 令和3年6月1日
000028 6000146066 社会福祉法人宍粟福祉会さつき園 671-2515 宍粟市山崎町五十波390-1 790626882 食品製造業 不要許可一般 社会福祉法人宍粟福祉会 理事長 森本 都規夫 671-2515 兵庫県宍粟市山崎町五十波３９０番地１ 790626882 平成26年6月16日
000028 6000146158 上月ＰＡ下り売店 679-5503 佐用郡佐用町本郷字下山４２－２ 790870210 乳類販売業 一般 岡山ルートサービス株式会社 代表取締役 福島 悌二 701-1152 岡山県岡山市北区津高６５１番地の２ 862141185 西播(龍健)第150-169 令和3年6月1日
000028 6000146653 上月ＰＡ下り売店 679-5503 佐用郡佐用町本郷字下山４２－２ 790870210 コップ式自動販売機（自動洗浄・屋内設置） 自動販売機 岡山ルートサービス株式会社 代表取締役 福島 悌二 701-1152 岡山県岡山市北区津高６５１番地の２ 862141185 西播(龍健)第153-59 令和3年6月1日
000028 6000147562 りぶうと 671-2532 宍粟市山崎町高所４２９ 790631326 食品製造業 不要許可一般 衣笠 正興 平成26年8月29日
000028 6000147714 株式会社イマヅ 679-4017 たつの市揖西町土師２－６８ 791729331 その他の食料品製造・加工業 一般 株式会社イマヅ 代表取締役 山本 賀津大 679-4017 兵庫県たつの市揖西町土師２丁目６８ 791729331 西播(龍健)第57-64 令和3年11月26日
000028 6000148132 株式会社ＪＳＰ 679-4304 たつの市新宮町下笹５１５ 791770213 コップ式自動販売機（自動洗浄・屋内設置） 自動販売機 株式会社アペックス西日本 代表取締役 森 吉平 550-0015 大阪府大阪市西区南堀江四丁目２５番２４号 665359024 西播(龍健)第153-83 令和3年6月1日
000028 6000148411 ファミリーマート今宿北店 671-2573 宍粟市山崎町今宿９８－９ 790642235 乳類販売業 一般 国広 好樹 西播(龍健)第150-196 令和3年6月1日
000028 6000148998 (株)ささ営農ささ工房 679-4305 たつの市新宮町吉島７１８－１ 791771440 その他の食料品製造・加工業 一般 株式会社ささ営農 代表取締役 八木 正邦 679-4304 兵庫県たつの市新宮町下笹１０４９ 791770177 西播(龍健)第57-2 令和3年6月1日
000028 6000149046 安田工業(株)佐用 休憩室（ＣＣＷ） 679-5341 佐用郡佐用町横坂平ノ上６２０－２ 790820495 コップ式自動販売機（自動洗浄・屋内設置） 自動販売機 株式会社アペックス西日本 代表取締役 森 吉平 550-0015 大阪府大阪市西区南堀江四丁目２５番２４号 665359024 西播(龍健)第153-63 令和3年6月1日
000028 6000149480 千種商店 679-5301 佐用郡佐用町佐用２７６８－６ 790822305 氷雪販売業 一般 株式会社千種商店 代表取締役 千種 美奈子 679-5301 兵庫県佐用郡佐用町佐用３０１８番地６ 790822305 西播(龍健)第150-144 令和3年6月1日
000028 6000149548 キラリ売店 679-5148 佐用郡佐用町光都１－１－１ 791582880 乳類販売業 一般 株式会社光都サービス 代表取締役 川上 加代子 679-5165 兵庫県たつの市新宮町光都１－２０－５ 791580422 西播(龍健)第150-138 令和3年6月1日
000028 6000149891 セブン－イレブン兵庫太子太田店 671-1511 揖保郡太子町太田２１５２－１ 792751778 乳類販売業 一般 佐々木 邦彦 西播(龍健)第150-259 令和3年6月1日
000028 6000150193 （株）ダイナム 679-4134 たつの市誉田町広山４１－１ 791643577 コップ式自動販売機（自動洗浄・屋内設置） 自動販売機 株式会社アペックス西日本 代表取締役 森 吉平 550-0015 大阪府大阪市西区南堀江四丁目２５番２４号 665359024 西播(龍健)第153-99 令和3年6月1日
000028 6000150379 佐用高等学校 679-5301 佐用郡佐用町佐用２６０ 790822434 乳類販売業 自動販売機 山本 敏信 西播(龍健)第150-143 令和3年6月1日
000028 6000150395 株式会社棚澤八光社　上月工場　第２工場２Ｆ 679-5651 佐用郡佐用町櫛田１８５４－６ 790880556 コップ式自動販売機（自動洗浄・屋内設置） 自動販売機 株式会社アペックス西日本 代表取締役 森 吉平 550-0015 大阪府大阪市西区南堀江四丁目２５番２４号 665359024 西播(龍健)第153-65 令和3年6月1日
000028 6000150407 株式会社棚澤八光社　上月工場　第１工場２Ｆ 679-5651 佐用郡佐用町櫛田１８５４－６ 790880861 コップ式自動販売機（自動洗浄・屋内設置） 自動販売機 株式会社アペックス西日本 代表取締役 森 吉平 550-0015 大阪府大阪市西区南堀江四丁目２５番２４号 665359024 西播(龍健)第153-66 令和3年6月1日
000028 6000150468 (株)ジャバラ 679-4016 たつの市揖西町南山３－８ 791648200 乳類販売業 自動販売機 姫路ヤクルト販売株式会社 代表取締役 小倉 修 670-0061 兵庫県姫路市西今宿２丁目９番８号 792928960 西播(龍健)第150-56 令和3年6月1日
000028 6000150469 神姫バス（株）山崎出張所　休憩室（ＣＣＷ受託） 671-2575 宍粟市山崎町山田７９ 790621720 コップ式自動販売機（自動洗浄・屋内設置） 自動販売機 株式会社アペックス西日本 代表取締役 森 吉平 550-0015 大阪府大阪市西区南堀江四丁目２５番２４号 665359024 西播(龍健)第153-111 令和3年6月1日
000028 6000150471 （株）日本アレフ兵庫工場　２Ｆ共用休憩室 671-2533 宍粟市山崎町須賀沢２３１ 790626201 コップ式自動販売機（自動洗浄・屋内設置） 自動販売機 株式会社アペックス西日本 代表取締役 森 吉平 550-0015 大阪府大阪市西区南堀江四丁目２５番２４号 665359024 西播(龍健)第153-114 令和3年6月1日
000028 6000150967 播磨山崎郵便局３Ｆ 671-2575 宍粟市山崎町山田２－１ 790620373 コップ式自動販売機（自動洗浄・屋内設置） 自動販売機 株式会社アペックス西日本 代表取締役 森 吉平 550-0015 大阪府大阪市西区南堀江四丁目２５番２４号 665359024 西播(龍健)第153-110 令和3年6月1日
000028 6000150970 しそう☆☆夢かな工房 671-2568 宍粟市山崎町葛根525 食品製造業 不要許可一般 春名 千代 平成27年4月24日
000028 6000151067 上月保育園 679-5523 佐用郡佐用町上月８８０ 790860103 集団給食（４）その他 集団給食 佐用町 町長 庵逧 典章 679-5301 兵庫県佐用郡佐用町佐用２６１１番地１ 790820661 西播(龍健)第59-113 令和3年11月30日
000028 6000151258 棚澤八光社　２号館２階 679-5651 佐用郡佐用町櫛田１９２９－２ 乳類販売業 自動販売機 山本 敏介 西播(龍健)第150-136 令和3年6月1日
000028 6000151881 イオン山崎店ＢＲＫ　２Ｆセントラルコート 671-2545 宍粟市山崎町中井字城下１０ 790630567 乳類販売業 自動販売機 サントリービバレッジソリューション株式会社 代表取締役 及川 剛 160-6111 東京都新宿区西新宿八丁目１７番１号 363040501 西播(龍健)第150-232 令和3年6月1日
000028 6000152086 西村製作所 679-4134 たつの市誉田町広山１７３ 791631971 コップ式自動販売機（自動洗浄・屋内設置） 自動販売機 サントリービバレッジソリューション株式会社 代表取締役 及川 剛 160-6111 東京都新宿区西新宿八丁目１７番１号 363040501 西播(龍健)第153-11 令和3年6月1日
000028 6000152241 ㈱上田建設 679-4141 たつの市揖保町栄85-1 食品製造業 不要許可一般 上田 智子 平成27年7月14日
000028 6000152368 セブン－イレブン兵庫太子糸井店 671-1532 揖保郡太子町糸井２９１－５ 792761762 乳類販売業 一般 乾 幸治 西播(龍健)第150-256 令和3年6月1日
000028 6000152375 パナソニックデバイスＳＵＮＸ竜野株式会社 679-4123 たつの市龍野町片山３００ 791630511 コップ式自動販売機（自動洗浄・屋内設置） 自動販売機 株式会社アペックス西日本 代表取締役 森 吉平 550-0015 大阪府大阪市西区南堀江四丁目２５番２４号 665359024 西播(龍健)第153-104 令和3年6月1日
000028 6000152440 津田ストアー 671-2533 宍粟市山崎町須賀沢２６９－６ 620709 乳類販売業 一般 津田 径明 西播(龍健)第150-217 令和3年6月1日
000028 6000152472 ローソンたつの土師二丁目店 679-4017 たつの市揖西町土師２丁目２７ 乳類販売業 一般 有限会社あまね 代表取締役 水原 周治 671-0232 兵庫県姫路市御国野町御着１０８５－１ 792534858 西播(龍健)第150-50 令和3年6月1日
000028 6000152502 パナソニックデバイスＳＵＮＸ竜野（株）  本社（ＣＣＷ受託） 679-4123 たつの市龍野町片山３００ 791630511 コップ式自動販売機（自動洗浄・屋内設置） 自動販売機 株式会社アペックス西日本 代表取締役 森 吉平 550-0015 大阪府大阪市西区南堀江四丁目２５番２４号 665359024 西播(龍健)第153-105 令和3年6月1日
000028 6000152876 フジライト工業（株）神岡工場休憩コーナー  （ＣＣＷ受託） 679-4112 たつの市神岡町追分１６４－１ 791650237 コップ式自動販売機（自動洗浄・屋内設置） 自動販売機 株式会社アペックス西日本 代表取締役 森 吉平 550-0015 大阪府大阪市西区南堀江四丁目２５番２４号 665359024 西播(龍健)第153-89 令和3年6月1日
000028 6000153525 兵庫トヨタ　新太子店 671-1561 揖保郡太子町鵤１３８５－１ 792775110 コップ式自動販売機（自動洗浄・屋内設置） 自動販売機 株式会社アペックス西日本 代表取締役 森 吉平 550-0015 大阪府大阪市西区南堀江四丁目２５番２４号 665359024 西播(龍健)第153-125 令和3年6月1日
000028 6000154352 セブン－イレブンＪＲ竜野駅前店 671-1643 たつの市揖保川町神戸北山１０５－１ 791727255 乳類販売業 一般 有限会社イガハラ 代表取締役 井河原 俊彦 671-1643 兵庫県たつの市揖保川町神戸北山１０５－１ 791727255 西播(龍健)第150-61 令和3年6月1日
000028 6000154434 神姫バス株式会社山崎出張所  バス停（ＣＣＷ受託）671-2576 宍粟市山崎町鹿沢６８－１ コップ式自動販売機（自動洗浄・屋内設置）自動販売機株式会社アペックス西日本 代表取締役 森 吉平 550-0015 大阪府大阪市西区南堀江四丁目２５番２４号665359024 西播(龍健)第153-112 令和3年6月1日
000028 6000155209 金治義博 679-4024 たつの市揖西町尾崎５２３ 791661620 その他の食料品製造・加工業 一般 金治 義博 西播(龍健)第57-36 令和3年10月25日
000028 6000155813 ドラッグコスモス山崎インター店 671-2541 宍粟市山崎町下広瀬１０４－１ 790643351 乳類販売業 一般 株式会社コスモス薬品 代表取締役 横山 英昭 812-0011 福岡県福岡市博多区博多駅東二丁目１０番１号第一福岡ビルＳ館４階 924330660 西播(龍健)第150-188 令和3年6月1日
000028 6000155845 ｐｌｕｓはる 671-1573 揖保郡太子町上太田９２３－１ 792766210 集団給食（４）その他 集団給食 社会福祉法人幸 理事長 金治 ゆかり 671-1133 兵庫県姫路市大津区吉美７８０番地 792747530 西播(龍健)第59-101 令和3年11月19日
000028 6000155886 龍野西サービスエリア（上り） 679-4016 たつの市揖西町南山字西の土井２８６ 791662647 乳類販売業 一般 株式会社ＫＲフードサービス 代表取締役 望月 進 530-0041 大阪府大阪市北区天神橋三丁目６番２６号 661701590 西播(龍健)第150-57 令和3年6月1日
000028 6000156181 株式会社おかだグループ サンワフーズ 679-4017 たつの市揖西町土師２－１２１ 791662202 その他の食料品製造・加工業 一般 株式会社おかだ 代表取締役 大西 賢一 678-0031 兵庫県相生市旭４丁目１０番２２号 791220951 西播(龍健)第57-63 令和3年11月22日
000028 6000156377 福知ふれあい加工部 671-4122 宍粟市一宮町福知１８０４－２ 790740606 その他の食料品製造・加工業 一般 箱崎 貴美子 西播(龍健)第57-28 令和3年10月20日
000028 6000156852 やばら山ブルーベリー園 679-5502 佐用郡佐用町才金９７ 790870284 その他の食料品製造・加工業 一般 谷口 勝昭 西播(龍健)第57-93 令和3年12月21日
000028 6000156893 ｶﾌｪ遊山 671-2577 宍粟市山崎町山崎403 食品製造業 不要許可一般 竹内 真史 平成28年5月23日
000028 6000156925 明治牛乳 太子販売所 671-1535 揖保郡太子町蓮常寺３０１－３ 792764750 乳類販売業 一般 上田 武史 西播(龍健)第150-275 令和3年6月1日
000028 6000157278 森下製パン 679-4167 たつの市龍野町富永４５８－４ 791642263 乳類販売業 一般 森下 智啓 西播(龍健)第150-101 令和3年6月1日
000028 6000157670 あこがれ千町の会作業施設いろりの里671-4108 宍粟市一宮町千町314-1 食品製造業 不要許可一般 藤原 拓美 平成28年7月5日
000028 6000157708 緒方鉄工所　６Ｗ１２８６ 679-4343 たつの市新宮町大屋７０５ 791752253 コップ式自動販売機（自動洗浄・屋内設置） 自動販売機 サントリービバレッジソリューション株式会社 代表取締役 及川 剛 160-6111 東京都新宿区西新宿八丁目１７番１号 363040501 西播(龍健)第153-130 令和3年6月1日
000028 6000157710 ホームセンターアグロ太子店１Ｆ　６Ｊ７０９８671-1553 揖保郡太子町老原３９ コップ式自動販売機（自動洗浄・屋内設置）自動販売機サントリービバレッジソリューション株式会社代表取締役 及川 剛 160-6111 東京都新宿区西新宿八丁目１７番１号 363040501 西播(龍健)第153-131 令和3年6月1日



000028 6000157880 ウエルシアたつの御津店 671-1321 たつの市御津町苅屋４３８－２ 793228028 コップ式自動販売機（自動洗浄・屋内設置） 自動販売機 ウエルシア薬局株式会社 代表取締役 松本 忠久 101-0021 東京都千代田区外神田二丁目２番１５号 352095672 西播(龍健)第153-132 令和3年6月1日
000028 6000157881 佐川急便㈱関西支社龍野店Ｕ９７１３５679-4017 たつの市揖西町土師６９ 乳類販売業 自動販売機サントリービバレッジソリューション株式会社代表取締役 及川 剛 160-6111 東京都新宿区西新宿八丁目１７番１号 363040501 西播(龍健)第150-51 令和3年6月1日
000028 6000158157 犲 671-4131 宍粟市一宮町安積１２３６ 790720006 食肉販売業 一般 大海 慎介 西播(龍健)第150-174 令和3年6月1日
000028 6000158296 ローソン太子太田店 671-1511 揖保郡太子町太田１６８５－４ 792750108 乳類販売業 一般 株式会社フランクリー 代表取締役 長井 晃一 671-4232 兵庫県宍粟市波賀町斉木８１１－２ 790753615 西播(龍健)第150-258 令和3年6月1日
000028 6000158438 衣畑農園 679-5505 佐用郡佐用町皆田13-3 食品製造業 不要許可一般 衣畑 勲 平成28年8月9日
000028 6000158463 特定非営利活動法人 さわやかの部屋 671-1561 揖保郡太子町鵤341-1 792776010 食品製造業 不要許可一般 特定非営利活動法人さわやかの部屋 理事 武内 冨美代 671-1561 兵庫県揖保郡太子町鵤字鎗ケ崎３４１番地１ 792776010 平成28年9月7日
000028 6000158518 有限会社山本自動車 671-1571 揖保郡太子町広坂６８３ 792775988 コップ式自動販売機（自動洗浄・屋内設置） 自動販売機 株式会社アペックス西日本 代表取締役 森 吉平 550-0015 大阪府大阪市西区南堀江四丁目２５番２４号 665359024 西播(龍健)第153-117 令和3年6月1日
000028 6000158798 （株）平福電機製作所たつの食堂（ＣＣＷ受託） 679-5165 たつの市新宮町光都１－４９０－６ 791619016 コップ式自動販売機（自動洗浄・屋内設置） 自動販売機 株式会社アペックス西日本 代表取締役 森 吉平 550-0015 大阪府大阪市西区南堀江四丁目２５番２４号 665359024 西播(龍健)第153-52 令和3年6月1日
000028 6000159330 日本ジャイアントタイヤ　食堂 679-4124 たつの市龍野町中井３８８ 791630881 乳類販売業 自動販売機 サントリービバレッジソリューション株式会社 代表取締役 及川 剛 160-6111 東京都新宿区西新宿八丁目１７番１号 363040501 西播(龍健)第150-81 令和3年6月1日
000028 6000159550 老人保健施設むつみ園　宍粟市  １Ｆホール（ＣＣＷ受託） 671-4215 宍粟市波賀町飯見３６－３０ 790752810 コップ式自動販売機（自動洗浄・屋内設置） 自動販売機 株式会社アペックス西日本 代表取締役 森 吉平 550-0015 大阪府大阪市西区南堀江四丁目２５番２４号 665359024 西播(龍健)第153-54 令和3年6月1日
000028 6000159623 （株）マルタニ事務所内（ＣＣＷ受託） 671-2533 宍粟市山崎町須賀沢１００８ 790621035 コップ式自動販売機（自動洗浄・屋内設置） 自動販売機 株式会社アペックス西日本 代表取締役 森 吉平 550-0015 大阪府大阪市西区南堀江四丁目２５番２４号 665359024 西播(龍健)第153-53 令和3年6月1日
000028 6000159642 ローソンたつの新在家店 671-1611 たつの市揖保川町新在家１５－９５ 791765115 乳類販売業 一般 有限会社アイズ 代表取締役 井上 生子 678-0025 兵庫県相生市古池本町９－１１ 791223404 西播(龍健)第150-60 令和3年6月1日
000028 6000159736 ゴダイ龍野北店 679-4121 たつの市龍野町島田６７１－１ 自動販売機（要届出のコップ式自動販売機及び要許可を除く） 自動販売機 株式会社竹内商店 代表取締役 竹内 伸吾 677-0015 兵庫県西脇市西脇１６３－１ 795222066 西播(龍健)第153-56 令和3年6月1日
000028 6000159869 ｲｻ兄 671-4111 宍粟市一宮町公文264-2 食品製造業 不要許可一般 藤原 勇雄 平成28年12月5日
000028 6000159912 株式会社播磨ライフ 679-4022 たつの市揖西町北沢１０２－１ 791789988 その他の食料品製造・加工業 一般 株式会社播磨ライフ 代表取締役 苗村 武大 679-4022 兵庫県たつの市揖西町北沢１０２番地１ 791789988 西播(龍健)第57-84 令和3年11月30日
000028 6000160018 郵便事業（株）たつの支店　２Ｆ食堂 679-4167 たつの市龍野町富永４５２－５ 791629215 コップ式自動販売機（自動洗浄・屋内設置） 自動販売機 株式会社アペックス西日本 代表取締役 森 吉平 550-0015 大阪府大阪市西区南堀江四丁目２５番２４号 665359024 西播(龍健)第153-103 令和3年6月1日
000028 6000160062 ドラッグコスモス太子いかるが店 671-1561 揖保郡太子町鵤１１４０－１ 792750556 乳類販売業 一般 株式会社コスモス薬品 代表取締役 横山 英昭 812-0013 福岡県福岡市博多区博多駅東二丁目１０番１号第一福岡ビルＳ館４階 924330660 西播(龍健)第150-277 令和3年6月1日
000028 6000160085 佐用中央病院　３Ｆ談話室（ＣＣＷ受託） 679-5301 佐用郡佐用町佐用３５２９－３ 790822154 コップ式自動販売機（自動洗浄・屋内設置） 自動販売機 株式会社アペックス西日本 代表取締役 森 吉平 550-0015 大阪府大阪市西区南堀江四丁目２５番２４号 665359024 西播(龍健)第153-71 令和3年6月1日
000028 6000160120 日立物流イオン兵庫　ＲＤＣ１Ｆ事務所前 679-4027 たつの市揖西町長尾３００－２ 791648871 乳類販売業 自動販売機 姫路ヤクルト販売株式会社 代表取締役 小倉 修 670-0061 兵庫県姫路市西今宿２丁目９番８号 792928960 西播(龍健)第150-46 令和3年6月1日
000028 6000160145 有限会社 丸八石油 671-1531 揖保郡太子町立岡８０－１ 792761203 氷雪販売業 一般 有限会社 丸八石油 代表取締役 西田 照明 671-1531 兵庫県揖保郡太子町立岡８０－１ 792761203 西播(龍健)第150-272 令和3年6月1日
000028 6000160204 ﾀｰﾔﾝの野菜 671-2507 宍粟市山崎町下牧谷475 食品製造業 不要許可一般 田谷 裕子 平成29年1月12日
000028 6000160283 パナソニックデバイスＳＵＮＸ竜野 ほっとルーム 679-4123 たつの市龍野町片山３００ 791630517 コップ式自動販売機（自動洗浄・屋内設置） 自動販売機 ヤスダ産業株式会社 代表取締役 安田 喜昭 672-8023 兵庫県姫路市白浜町甲８４１－３４ 792453090 西播(龍健)第153-73 令和3年6月1日
000028 6000160284 パナソニックデバイスＳＵＮＸ竜野 Ｃ棟２Ｆロビー 679-4123 たつの市龍野町片山３００ 791630517 コップ式自動販売機（自動洗浄・屋内設置） 自動販売機 ヤスダ産業株式会社 代表取締役 安田 喜昭 672-8023 兵庫県姫路市白浜町甲８４１－３４ 792453090 西播(龍健)第153-74 令和3年6月1日
000028 6000160317 野菜ｿﾑﾘｴの発酵工房 671-1331 たつの市御津町岩見36 食品製造業 不要許可一般 福田 いずみ 平成28年8月29日
000028 6000160357 セブン－イレブン龍野小宅北店 679-4128 たつの市龍野町小宅北３９－７ 791621386 乳類販売業 一般 森上 史朗 西播(龍健)第150-76 令和3年6月1日
000028 6000160439 株式会社ウィザード　マクドナルド山崎店 671-2573 宍粟市山崎町今宿１２９－４ 790643568 乳類販売業 一般 株式会社ウィザード 代表取締役 河村 幸男 565-0853 大阪府吹田市春日２－６－２－１１０９ 西播(龍健)第150-195 令和3年6月1日
000028 6000160613 道の駅ちくさ 671-3225 宍粟市千種町下河野７４５－５ 790763636 乳類販売業 一般 社会福祉法人はなさきむら 理事長 岡本 泰子 679-5205 兵庫県佐用郡佐用町安川４０１番地 790788003 西播(龍健)第150-238 令和3年6月1日
000028 6000160673 株式会社ﾌｧｲﾝ播磨先端製造技術ｾﾝﾀｰ 679-5165 たつの市新宮町光都1-11-1 791582655 食品製造業 不要許可一般 株式会社ﾌｧｲﾝ 代表取締役 佐々木 信綱 533-0021 大阪府大阪市東淀川区下新庄5-7-8 663790357 平成29年2月10日
000028 6000160701 （株）日立物流イオン兵庫ＲＤＣ２Ｆ食堂（ＣＣＷ） 679-4027 たつの市揖西町長尾３００－２ 791648871 コップ式自動販売機（自動洗浄・屋内設置） 自動販売機 株式会社アペックス西日本 代表取締役 森 吉平 550-0015 大阪府大阪市西区南堀江四丁目２５番２４号 665359024 西播(龍健)第153-90 令和3年6月1日
000028 6000160733 ローソン新宮井野原店 679-4315 たつの市新宮町井野原６１２－６ 791752826 乳類販売業 一般 株式会社　光明 代表取締役 碓井 光男 679-4315 兵庫県たつの市新宮町井野原６１２－６ 791752826 西播(龍健)第150-19 令和3年6月1日
000028 6000161039 クミアイ化学工業（株）フォーク詰所 679-4167 たつの市揖保町山下５５５ 791620865 コップ式自動販売機（自動洗浄・屋内設置） 自動販売機 サントリービバレッジソリューション株式会社 代表取締役 及川 剛 160-6111 東京都新宿区西新宿八丁目１７番１号 363040501 西播(龍健)第153-9 令和3年6月1日
000028 6000161174 イオン山崎店山崎商業開発（株）３Ｆ食堂671-2545 宍粟市山崎町中井７－４ コップ式自動販売機（自動洗浄・屋内設置）自動販売機サントリービバレッジソリューション株式会社代表取締役 及川 剛 160-6111 東京都新宿区西新宿八丁目１７番１号 363040501 西播(龍健)第153-23 令和3年6月1日
000028 6000161179 ファミリーマート西鹿沢店 671-2576 宍粟市山崎町鹿沢１３６－３ 790640132 乳類販売業 一般 合同会社サクセス 代表社員 平井 恵子 671-1253 兵庫県姫路市網干区垣内中町２４２－１ 792876715 西播(龍健)第150-208 令和3年6月1日
000028 6000161260 南光保育園 679-5212 佐用郡佐用町林崎９３５ 790780059 集団給食（４）その他 集団給食 佐用町 町長 庵逧 典章 679-5301 兵庫県佐用郡佐用町佐用２６１１番地１ 790820661 西播(龍健)第59-114 令和3年11月30日
000028 6000161698 じゅてーる 679-5133 佐用郡佐用町三日月１１５６－５ 790793339 乳類販売業 一般 名田 賢司 西播(龍健)第150-154 令和3年6月1日
000028 6000162307 富井医院 671-1575 揖保郡太子町佐用岡字前田２７－１ 792775777 乳類販売業 自動販売機 菅原乳業株式会社 代表取締役 菅原 州平 670-0837 兵庫県姫路市宮西町４－２２ 792884064 西播(龍健)第150-255 令和3年6月1日
000028 6000162351 ４１４号建屋 671-1561 揖保郡太子町鵤３００ 792741925 乳類販売業 自動販売機 コカ・コーラボトラーズジャパン株式会社 代表取締役 カリン・ ドラガン 107-6211 東京都港区赤坂九丁目７番１号 120866509 西播(龍健)第150-282 令和3年6月1日
000028 6000162360 セブン－イレブン龍野末政店 679-4125 たつの市龍野町末政８７－１ 791635037 乳類販売業 一般 坂本 毅 西播(龍健)第150-112 令和3年6月1日
000028 6000162459 株式会社ダイセル播磨工場　厚生棟１Ｆ 671-1665 たつの市揖保川町馬場８０５ 791725411 コップ式自動販売機（自動洗浄・屋内設置） 自動販売機 サントリービバレッジソリューション株式会社 代表取締役 及川 剛 160-6111 東京都新宿区西新宿八丁目１７番１号 363040501 西播(龍健)第153-8 令和3年6月1日
000028 6000162635 作本養蜂場 679-4342 たつの市新宮町平野４３０－１ 791603466 その他の食料品製造・加工業 一般 作本 敏博 西播(龍健)第57-78 令和3年11月30日
000028 6000162842 ヒガシマル醤油（株） 679-4167 たつの市龍野町富永１００－３ 791634567 コップ式自動販売機（自動洗浄・屋内設置） 自動販売機 株式会社関西コーヒー 代表取締役 平岡 創土 671-1136 兵庫県姫路市大津区恵美酒町２－５４ 792365800 西播(龍健)第153-35 令和3年6月1日
000028 6000162843 ヒガシマル醤油（株）島田工場 679-4121 たつの市龍野町島田１８０－１ コップ式自動販売機（自動洗浄・屋内設置） 自動販売機 株式会社関西コーヒー 代表取締役 平岡 創土 671-1136 兵庫県姫路市大津区恵美酒町２－５４ 792365800 西播(龍健)第153-34 令和3年6月1日
000028 6000162876 道の駅ひらふくＰＰ 679-5331 佐用郡佐用町平福９８８－１ 790832373 乳類販売業 自動販売機 コカ・コーラボトラーズジャパン株式会社 代表取締役 カリン・ ドラガン 107-6211 東京都港区赤坂九丁目７番１号 120866509 西播(龍健)第150-167 令和3年6月1日
000028 6000162877 佐用町役場２Ｆ総務課（ＣＣＷ） 679-5301 佐用郡佐用町佐用２６１１－１ 790822549 コップ式自動販売機（自動洗浄・屋内設置） 自動販売機 株式会社アペックス西日本 代表取締役 森 吉平 550-0015 大阪府大阪市西区南堀江四丁目２５番２４号 665359024 西播(龍健)第153-70 令和3年6月1日
000028 6000162997 SHISO PT 671-2576 宍粟市山崎町鹿沢237-4 790633146 食品製造業 不要許可一般 宗接 房子 平成29年6月30日
000028 6000163303 パチンコ　ターザン 671-2544 宍粟市山崎町千本屋１８５－２ 790631274 乳類販売業 自動販売機 ㈱関西コーヒー 代表取締役 平岡 創土 671-1136 兵庫県姫路市大津区恵美酒町２－５４ 792365800 西播(龍健)第150-223 令和3年6月1日
000028 6000163472 パパスアンドママス 671-1524 揖保郡太子町東保３４８－４ 792765223 その他の食料品製造・加工業 一般 有限会社モリタフーヅプランニング 代表取締役 森田 章裕 671-1524 兵庫県揖保郡太子町東保３４６番地の２ 792760598 西播(龍健)第57-92 令和3年12月8日
000028 6000163812 兵庫県立太子高等学校 671-1532 揖保郡太子町糸井字糸井池１９ 792760403 乳類販売業 自動販売機 山陽給食株式会社 代表取締役 德長 宏司 671-1134 兵庫県姫路市大津区真砂町２３ 792363811 西播(龍健)第150-257 令和3年6月1日
000028 6000163848 前田産業㈱ 679-4127 たつの市龍野町宮脇144 791630595 食品製造業 不要許可一般 前田産業㈱ 代表取締役 前田 俊克 679-4127 兵庫県たつの市龍野町宮脇144 791630595 平成29年8月30日
000028 6000164059 セブン－イレブン兵庫太子鵤店 671-1561 揖保郡太子町鵤１８－１ 792766533 乳類販売業 一般 乾 幸治 西播(龍健)第150-281 令和3年6月1日
000028 6000164145 Ｇ－ｓｔｙｌｅカントリー倶楽部ＯＵＴ茶店 679-5513 佐用郡佐用町金屋４３２ 790861123 食肉販売業 一般 佐用カントリーホテルアンドリゾート株式会社 代表取締役 小川 剛志 679-5513 兵庫県佐用郡佐用町金屋４３２ 790861123 西播(龍健)第150-135 令和3年6月1日
000028 6000164416 ハチ食品（株）宍粟工場２Ｆ休憩室 671-2502 宍粟市山崎町中野１３２０ 790624880 コップ式自動販売機（自動洗浄・屋内設置） 自動販売機 サントリービバレッジソリューション株式会社 代表取締役 及川 剛 160-6111 東京都新宿区西新宿八丁目１７番１号 363040501 西播(龍健)第153-24 令和3年6月1日
000028 6000164492 ファミリーマートたつの山津屋店 671-1631 たつの市揖保川町山津屋７０－１ 791765570 乳類販売業 一般 鞍谷 精紀 西播(龍健)第150-59 令和3年6月1日
000028 6000164808 ローソン新宮吉島店 679-4305 たつの市新宮町吉島字下河原５７４－１ 791771616 乳類販売業 一般 金澤 亘恭 西播(龍健)第150-21 令和3年6月1日
000028 6000164940 マックスバリュ揖保川店 671-1621 たつの市揖保川町正條字柿ヶ坪３６－１ 791724233 乳類販売業 一般 マックスバリュ西日本株式会社 代表取締役 平尾 健一 732-0814 広島県広島市南区段原南一丁目３番５２号 825358500 西播(龍健)第150-63 令和3年6月1日
000028 6000165029 Ｌｅ Ｐｒｏｕｓｔ 679-5301 佐用郡佐用町佐用3134 乳類販売業 一般 山田 文章 西播(龍健)第150-149 令和3年6月1日
000028 6000165207 兵庫県立佐用高等学校 679-5301 佐用郡佐用町佐用２６０ 790822434 食品製造業 不要許可一般 兵庫県立佐用高等学校 校長 大塚 幹典 679-5301 兵庫県佐用郡佐用町佐用２６０ 790822434 平成29年11月24日
000028 6000165233 末廣醤油株式会社 679-4173 たつの市龍野町門の外13 791620005 食品製造業 不要許可一般 末廣醤油株式会社 代表取締役 末廣 卓也 679-4173 兵庫県たつの市龍野町門の外13 791620005 平成29年12月7日
000028 6000165249 イオン山崎店１Ｆエスカレーター横６Ｗ０１２７671-2545 宍粟市山崎町中井７－４ 乳類販売業 自動販売機サントリービバレッジソリューション株式会社代表取締役 及川 剛 160-6111 東京都新宿区西新宿八丁目１７番１号 363040501 西播(龍健)第150-228 令和3年6月1日
000028 6000165339 ゆっこちゃんのおもち 679-4341 たつの市新宮町能地１４２－２ その他の食料品製造・加工業 一般 大ヶ瀬 幸子 西播(龍健)第57-60 令和3年11月19日
000028 6000165401 揖保乃糸資料館そうめんの里加工場 679-4101 たつの市神岡町奥村５６ 791659000 食品製造業 不要許可一般 兵庫県手延素麺協同組合 代表理事 井上 猛 679-4167 兵庫県たつの市龍野町富永２１９－２ 791620826 平成29年12月18日
000028 6000165518 うえの 679-5319 佐用郡佐用町大畠４９１ 790840306 その他の食料品製造・加工業 一般 上野 泰子 西播(龍健)第57-51 令和3年11月8日
000028 6000165753 セブン－イレブン龍野片山店 679-4123 たつの市龍野町片山２４１－１ 791635707 乳類販売業 一般 藤井 雄二郎 西播(龍健)第150-109 令和3年6月1日
000028 6000165948 尾崎商店 671-3202 宍粟市千種町黒土１３８－２ 790762128 魚介類販売業 一般 尾崎 履恵 西播(龍健)第150-239 令和3年6月1日
000028 6000166154 たかた菜園 679-4303 たつの市新宮町上笹233-1 791771217 食品製造業 不要許可一般 髙田 修也 平成30年2月9日
000028 6000166338 ちくさ高原　レストハウス 671-3233 宍粟市千種町西河内１１４１－２１８ 790763555 コップ式自動販売機（自動洗浄・屋内設置） 自動販売機 株式会社関西コーヒー 代表取締役 平岡 創土 671-1136 兵庫県姫路市大津区恵美酒町２－５４ 792365800 西播(龍健)第153-43 令和3年6月1日
000028 6000166339 株式会社日本エアテック千種工場 671-3201 宍粟市千種町千草８８６－１ 790763666 コップ式自動販売機（自動洗浄・屋内設置） 自動販売機 株式会社関西コーヒー 代表取締役 平岡 創土 671-1136 兵庫県姫路市大津区恵美酒町２－５４ 792365800 西播(龍健)第153-44 令和3年6月1日
000028 6000166487 株式会社たつの乳業 679-4017 たつの市揖西町土師１－１００ 791648700 乳類販売業 一般 株式会社たつの乳業 代表取締役 久保田 顕三 679-4017 兵庫県たつの市揖西町土師１－１００ 791648700 西播(龍健)第150-49 令和3年6月1日
000028 6000166520 （有）丸三商店 671-2577 宍粟市山崎町山崎３９８ 790620005 乳類販売業 一般 有限会社丸三商店 代表取締役 寺田 洋一郎 671-2577 兵庫県宍粟市山崎町山崎３９８ 790620005 西播(龍健)第150-205 令和3年6月1日
000028 6000166536 醸し菜 679-4177 たつの市龍野町下川原23-1 食品製造業 不要許可一般 松下 美幸 平成30年3月2日
000028 6000166567 ｶﾐ爺養蜂場 679-4151 たつの市揖保町山下712-12 食品製造業 不要許可一般 上大田 満 平成30年3月8日
000028 6000167005 かもしや 671-1321 たつの市御津町苅屋75-1 食品製造業 不要許可一般 花房 智香子 平成29年10月13日
000028 6000167102 フランス堂 679-4021 たつの市揖西町小犬丸２５－１ 791689041 乳類販売業 一般 上林 千恵 西播(龍健)第150-44 令和3年6月1日
000028 6000167104 ヒガシマル醤油（株）第１工場休憩室 679-4167 たつの市龍野町富永１００－３ 791634567 コップ式自動販売機（自動洗浄・屋内設置） 自動販売機 株式会社関西コーヒー 代表取締役 平岡 創土 671-1136 兵庫県姫路市大津区恵美酒町２－５４ 079-236-5800 西播(龍健)第153-36 令和3年6月1日
000028 6000167194 Ａ＆Ｆたなか屋 671-4141 宍粟市一宮町東河内１０８０－１ 農産保存食料品製造・加工業 一般 田中 利治 西播(龍健)第50-18 令和3年12月1日
000028 6000167590 三木食品 671-1321 たつの市御津町苅屋４５１－１０ 793221828 食肉販売業 一般 三木 大治 西播(龍健)第150-5 令和3年6月1日
000028 6000167660 岸沢屋精肉店 679-4172 たつの市龍野町上川原１０１ 791631050 食肉販売業 一般 岸本 英一 西播(龍健)第150-77 令和3年6月1日
000028 6000167715 ローソン本竜野店 679-4129 たつの市龍野町堂本５－８ 791622322 乳類販売業 一般 有限会社ﾄﾗｽﾄ 代表取締役 大谷 栄子 679-4313 兵庫県たつの市新宮町新宮４１２番地の４ 791762007 西播(龍健)第150-90 令和3年6月1日
000028 6000167753 山下農園 679-5316 佐用郡佐用町豊福２１３ 790840877 その他の食料品製造・加工業 一般 山下 昭 西播(龍健)第57-22 令和3年10月21日
000028 6000167754 ＴＯＭＩ企画 679-5214 佐用郡佐用町西徳久２４２ その他の食料品製造・加工業 一般 富島 忠昭 西播(龍健)第57-29 令和3年10月20日
000028 6000167905 内海醤油鶴亀本舗 679-4342 たつの市新宮町平野４９７－１ 791753823 その他の食料品製造・加工業 一般 内海 慶彦 西播(龍健)第57-48 令和3年11月8日
000028 6000168002 ちくさええとこｾﾝﾀｰ 671-3201 宍粟市千種町千草59-1 食品製造業 不要許可一般 金本 己世始 平成30年6月13日
000028 6000168110 有限会社大久保製作所 671-2543 宍粟市山崎町野３１８ 790620358 コップ式自動販売機（自動洗浄・屋内設置） 自動販売機 株式会社関西コーヒー 代表取締役 平岡 創土 671-1136 兵庫県姫路市大津区恵美酒町２－５４ 792365800 西播(龍健)第153-42 令和3年6月1日
000028 6000168301 ローソン佐用円応寺 679-5307 佐用郡佐用町円応寺１６０－６ 790823388 乳類販売業 一般 有限会社エス.エス.シー 代表取締役 坂本 勝一 670-0947 兵庫県姫路市北条２５２番地１３グラジオ姫路駅南インペリアル５０３号 792406027 西播(龍健)第150-124 令和3年6月1日
000028 6000168304 幸内　佐千子 679-4152 たつの市揖保町中臣320 食品製造業 不要許可一般 幸内 佐千子 平成30年7月2日
000028 6000168556 あべ鮮魚 679-5133 佐用郡佐用町三日月1222-7 790792320 乳類販売業 一般 阿部 幸弘 西播(龍健)第150-155 令和3年6月1日
000028 6000168803 イオン山崎店３Ｆ店内　６Ｊ００４３ 671-2545 宍粟市山崎町中井字城下１０ 790630567 乳類販売業 自動販売機 サントリービバレッジソリューション株式会社 代表取締役 及川 剛 160-6111 東京都新宿区西新宿八丁目１７番１号 363040501 西播(龍健)第150-231 令和3年6月1日
000028 6000168856 長田産業㈱川戸工場 671-2534 宍粟市山崎町川戸1121-10 790626515 食品製造業 不要許可一般 長田産業株式会社 代表取締役 長田 伊知朗 671-2544 兵庫県宍粟市山崎町千本屋215 790621177 平成30年8月9日
000028 6000168936 やまのいえ幕山 679-5503 佐用郡佐用町本郷586-1 790878260 食品製造業 不要許可一般 大西 茂 平成30年8月15日
000028 6000168972 セブン－イレブンたつの揖西南山店 679-4016 たつの市揖西町南山２－１３ 791663233 乳類販売業 一般 坂本 毅 西播(龍健)第150-55 令和3年6月1日
000028 6000169015 ふれあいのマルシェ たつの 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 乳類販売業 自動車 株式会社リージョナルアサヒ 代表取締役 二階堂 将義 679-4129 兵庫県たつの市龍野町堂本２３８－１ 791633550 西播(龍健)第150-117 令和3年6月1日
000028 6000169240 （株）帝国電機製作所 本社事務所１Ｆ 679-4342 たつの市新宮町平野６０ 791750411 コップ式自動販売機（自動洗浄・屋内設置） 自動販売機 サントリービバレッジソリューション株式会社 代表取締役 及川 剛 160-6111 東京都新宿区西新宿八丁目１７番１号 363040501 西播(龍健)第153-4 令和3年6月1日
000028 6000169304 自然菜園カフェ　遊楽里 671-3224 宍粟市千種町七野313-1 食品製造業 不要許可一般 酒井 早苗 平成30年7月25日
000028 6000169452 （株）タカハタ（ＣＣＷ協受） 671-2515 宍粟市山崎町五十波１７－１３ 790621770 コップ式自動販売機（自動洗浄・屋内設置） 自動販売機 株式会社アペックス西日本 代表取締役 森 吉平 550-0015 大阪府大阪市西区南堀江四丁目２５番２４号 665359024 西播(龍健)第153-108 令和3年6月1日
000028 6000169570 兵庫トヨタ自動車（株）西はりま店  店内（ＣＣＷ） 671-1651 たつの市揖保川町片島９６９－４ 791722561 コップ式自動販売機（自動洗浄・屋内設置） 自動販売機 株式会社アペックス西日本 代表取締役 森 吉平 550-0015 大阪府大阪市西区南堀江四丁目２５番２４号 665359024 西播(龍健)第153-96 令和3年6月1日
000028 6000169590 カタリモ 679-4165 たつの市龍野町本町７３ 乳類販売業 一般 間嶋 怜壮 西播(龍健)第150-111 令和3年6月1日
000028 6000169591 アイビス　太子店　店内（ＣＣＷ単受） 671-1511 揖保郡太子町太田２１４９ 792772320 コップ式自動販売機（自動洗浄・屋内設置） 自動販売機 株式会社アペックス西日本 代表取締役 森 吉平 550-0015 大阪府大阪市西区南堀江四丁目２５番２４号 665359024 西播(龍健)第153-119 令和3年6月1日
000028 6000169889 医療法人味木会　太子病院 671-1561 揖保郡太子町鵤３８７ 792771616 コップ式自動販売機（自動洗浄・屋内設置） 自動販売機 株式会社アペックス西日本 代表取締役 森 吉平 550-0015 大阪府大阪市西区南堀江四丁目２５番２４号 665359024 西播(龍健)第153-127 令和3年6月1日



000028 6000169954 イオンタウン太子店 671-1521 揖保郡太子町東出２６２－１ 792773719 乳類販売業 自動販売機 姫路ヤクルト販売株式会社 代表取締役 小倉 修 670-0061 兵庫県姫路市西今宿２丁目９番８号 792928960 西播(龍健)第150-261 令和3年6月1日
000028 6000170240 ウエルシア　たつの日山店 679-4161 たつの市龍野町日山４０－３ 791642036 乳類販売業 一般 ウエルシア薬局株式会社 代表取締役 松本 忠久 101-0021 東京都千代田区外神田二丁目２番１５号 661927026 西播(龍健)第150-94 令和3年6月1日
000028 6000170306 太子加工合同会社 671-1534 揖保郡太子町福地５４６－４ 農産保存食料品製造・加工業 一般 太子加工合同会社 代表社員 長谷川 壽子 671-1534 兵庫県揖保郡太子町福地５４６番地４ 西播(龍健)第50-15 令和3年11月29日
000028 6000170355 竜野コルク工業（株）休憩所 679-4121 たつの市龍野町島田３２１ 791631301 コップ式自動販売機（自動洗浄・屋内設置） 自動販売機 株式会社アペックス西日本 代表取締役 森 吉平 550-0015 大阪府大阪市西区南堀江四丁目２５番２４号 665359024 西播(龍健)第153-100 令和3年6月1日
000028 6000170358 こばとぱん 671-1331 たつの市御津町岩見620-1 乳類販売業 一般 山下 和久 西播(龍健)第150-10 令和3年6月1日
000028 6000170363 サンレモ 671-1522 揖保郡太子町矢田部３８７－５ 792775082 その他の食料品製造・加工業 一般 中田 幸次郎 西播(龍健)第57-71 令和3年11月29日
000028 6000170364 ウエルシア　たつの神岡店 679-4109 たつの市神岡町東觜崎５７８－１ 791647510 乳類販売業 一般 ウエルシア薬局株式会社 代表取締役 松本 忠久 101-0021 東京都千代田区外神田二丁目２番１５号 661927026 西播(龍健)第150-38 令和3年6月1日
000028 6000170365 ウエルシア　たつの神岡店 679-4109 たつの市神岡町東觜崎５７８－１ 791647510 自動販売機（要届出のコップ式自動販売機及び要許可を除く） 自動販売機 ウエルシア薬局株式会社 代表取締役 松本 忠久 101-0021 東京都千代田区外神田二丁目２番１５号 661927026 西播(龍健)第153-62 令和3年6月1日
000028 6000170430 友遊八重 671-2572 宍粟市山崎町庄能１８５－５ その他の食料品製造・加工業 一般 中津 八重子 西播(龍健)第57-16 令和3年10月21日
000028 6000170488 東芝太子工場　４０１号建屋－東 671-1561 揖保郡太子町鵤３００ 792772384 コップ式自動販売機（自動洗浄・屋内設置） 自動販売機 ヤスダ産業株式会社 代表取締役 安田 喜昭 672-8023 兵庫県姫路市白浜町甲８４１－３４ 792453090 西播(龍健)第153-79 令和3年6月1日
000028 6000170498 ほのぼのごはん 671-1651 たつの市揖保川町片島９０６－１２３ 791723320 その他の食料品製造・加工業 一般 前川 惠子 西播(龍健)第57-15 令和3年10月21日
000028 6000170585 公立宍粟総合病院 671-2576 宍粟市山崎町鹿沢９３ 790622410 コップ式自動販売機（自動洗浄・屋内設置） 自動販売機 株式会社アペックス西日本 代表取締役 森 吉平 550-0015 大阪府大阪市西区南堀江四丁目２５番２４号 665359024 西播(龍健)第153-113 令和3年6月1日
000028 6000170608 フジプレアム（株）光都工場２Ｆ食堂（ＣＣＷ受託） 679-5165 たつの市新宮町光都１－４９０－２１ 791598111 コップ式自動販売機（自動洗浄・屋内設置） 自動販売機 株式会社アペックス西日本 代表取締役 森 吉平 550-0015 大阪府大阪市西区南堀江四丁目２５番２４号 665359024 西播(龍健)第153-84 令和3年6月1日
000028 6000170617 道の駅　播磨いちのみや 671-4133 宍粟市一宮町須行名５１０－１ 790728666 その他の食料品製造・加工業 一般 播磨いちのみや株式会社 代表取締役 野﨑 美穂 671-4133 兵庫県宍粟市一宮町須行名５１０番地の１ 790728666 西播(龍健)第57-79 令和3年11月30日
000028 6000170748 老松酒造(有) 671-2577 宍粟市山崎町山崎１２ 790622345 その他の食料品製造・加工業 一般 老松酒造有限会社 代表取締役 前野 正晶 671-2577 兵庫県宍粟市山崎町山崎１２ 790622345 西播(龍健)第57-31 令和3年10月21日
000028 6000170879 ローソン龍野揖西町店 679-4002 たつの市揖西町中垣内２４９－１ 791660412 乳類販売業 一般 有限会社モリ 代表取締役 森 義之 679-4002 兵庫県たつの市揖西町中垣内甲１７１３ 791660045 西播(龍健)第150-45 令和3年6月1日
000028 6000170896 上月ＰＡ上り売店 679-5503 佐用郡佐用町本郷字登亀８１ 790870432 乳類販売業 一般 岡山ルートサービス株式会社 代表取締役 福島 悌二 701-1152 岡山県岡山市北区津高６５１番地の２ 862141185 西播(龍健)第150-170 令和3年6月1日
000028 6000171026 帰農塾加工ｸﾞﾙｰﾌﾟ　vege 679-5306 佐用郡佐用町本位田甲303-1 食品製造業 不要許可一般 横野 裕子 平成31年1月30日
000028 6000171102 株式会社ＪＳＰ関西工場 679-4304 たつの市新宮町下笹５１５ 791770213 コップ式自動販売機（自動洗浄・屋内設置） 自動販売機 株式会社関西コーヒー 代表取締役 平岡 創土 671-1136 兵庫県姫路市大津区恵美酒町２－５４ 792365800 西播(龍健)第153-31 令和3年6月1日
000028 6000171145 セブンイレブンたつの新宮町新宮店 679-4313 たつの市新宮町新宮１０４２－１ 791751711 乳類販売業 一般 西家 実奈 西播(龍健)第150-26 令和3年6月1日
000028 6000171337 株式会社ｺﾘﾝ 671-2533 宍粟市山崎町須賀沢1157 790739976 食品製造業 不要許可一般 株式会社ｺﾘﾝ 代表取締役 三輪 哲平 671-2533 兵庫県宍粟市山崎町須賀沢1157 790739976 平成31年2月22日
000028 6000171462 有限会社　龍野給食 679-4155 たつの市揖保町揖保中５００ 791678815 野菜果物販売業 一般 有限会社龍野給食 代表取締役 堀 剛三 679-4155 兵庫県たつの市揖保町揖保中５００番地 791678815 西播(龍健)第40-9 令和3年11月19日
000028 6000171479 三山きのこ園 679-5321 佐用郡佐用町下石井６９２ 農産保存食料品製造・加工業 一般 三山 清春 西播(龍健)第50-13 令和3年11月24日
000028 6000171555 唐じ朗 671-1632 たつの市揖保川町黍田３５－１８あ 食品製造業 不要許可一般 横家 昌也 平成31年3月12日
000028 6000171657 山里工房 671-4105 宍粟市一宮町上岸田４４６－１ その他の食料品製造・加工業 一般 秋武 浩代 西播(龍健)第57-42 令和3年11月1日
000028 6000171697 稲美電子（有）神岡工場２Ｆ休憩所（ＣＣＷ） 679-4108 たつの市神岡町大住寺１０３７－１ 791650091 コップ式自動販売機（自動洗浄・屋内設置） 自動販売機 株式会社アペックス西日本 代表取締役 森 吉平 550-0015 大阪府大阪市西区南堀江四丁目２５番２４号 665359024 西播(龍健)第153-88 令和3年6月1日
000028 6000171779 藤本商店 671-2554 宍粟市山崎町御名99-1 790620651 乳類販売業 一般 藤本 とし子 西播(龍健)第150-192 令和3年6月1日
000028 6000171804 山陽自動車道　龍野西Ｓ．Ａ下り　カップ自販機⑩ 679-4017 たつの市揖西町土師字東山９７４－２２ 791662605 コップ式自動販売機（自動洗浄・屋内設置） 自動販売機 株式会社アペックス西日本 代表取締役 森 吉平 550-0015 大阪府大阪市西区南堀江四丁目２５番２４号 665359024 西播(龍健)第153-92 令和3年6月1日
000028 6000171863 ローソン新宮栗町店 679-5155 たつの市新宮町栗町字廣芝２６９ 791780005 乳類販売業 一般 株式会社　光明 代表取締役 碓井 光男 679-4315 兵庫県たつの市新宮町井野原６１２－６ 791752826 西播(龍健)第150-22 令和3年6月1日
000028 6000171872 山椒ﾌｧｸﾄﾘｰ株式会社北区工場 679-4313 たつの市新宮町新宮468 791753401 食品製造業 不要許可一般 山椒ﾌｧｸﾄﾘｰ株式会社 代表取締役 田中 瑞樹 679-4313 兵庫県たつの市新宮町新宮327 791753401 平成31年3月27日
000028 6000171873 山椒ﾌｧｸﾄﾘｰ株式会社中区工場 679-4313 たつの市新宮町新宮４００ 791753401 食品製造業 不要許可一般 山椒ファクトリー株式会社 代表取締役 田中 瑞樹 679-4313 兵庫県たつの市新宮町新宮３２７番地 791753401 平成31年3月27日
000028 6000171948 株式会社　堀米商店 000-0000 たつの市、宍粟市、佐用町、太子町 魚介類販売業 自動車 株式会社堀米商店 代表取締役 堀 慎吾 679-4166 兵庫県たつの市龍野町川原町２１１番地 791621349 西播(龍健)第150-18 令和3年6月1日
000028 6000172008 リンテック(株)竜野工場８工棟１階 679-4109 たつの市神岡町東觜崎天神３８８ 791651051 乳類販売業 自動販売機 姫路ヤクルト販売株式会社 代表取締役 小倉 修 670-0061 兵庫県姫路市西今宿２丁目９番８号 792928960 西播(龍健)第150-41 令和3年6月1日
000028 6000172071 株式会社森崎鉄工 679-4105 たつの市神岡町西鳥井３－５ 791651790 コップ式自動販売機（自動洗浄・屋内設置） 自動販売機 株式会社関西コーヒー 代表取締役 平岡 創土 671-1136 兵庫県姫路市大津区恵美酒町２丁目５４番地 792365800 西播(龍健)第153-32 令和3年6月1日
000028 6000172075 龍野コルク工業(株) 679-4121 たつの市龍野町島田３２１ 791631301 乳類販売業 自動販売機 姫路ヤクルト販売株式会社 代表取締役 小倉 修 670-0061 兵庫県姫路市西今宿２丁目９番８号 792928960 西播(龍健)第150-83 令和3年6月1日
000028 6000172081 ＴＮＫ食品 671-2534 宍粟市山崎町川戸６６８－１ 790628224 食肉販売業 一般 田中 俊介 西播(龍健)第150-225 令和3年6月1日
000028 6000172189 タキロン（株）網干工場食堂 671-1321 たつの市御津町苅屋１４５５ 793223542 コップ式自動販売機（自動洗浄・屋内設置） 自動販売機 株式会社関西コーヒー 代表取締役 平岡 創土 671-1136 兵庫県姫路市大津区恵美酒町２丁目５４番地 792365800 西播(龍健)第153-29 令和3年6月1日
000028 6000172190 道の駅みつ 671-1332 たつの市御津町室津８９６－３ 793228500 乳類販売業 自動販売機 姫路ヤクルト販売株式会社 代表取締役 小倉 修 670-0061 兵庫県姫路市西今宿２丁目９番８号 792928960 西播(龍健)第150-16 令和3年6月1日
000028 6000172192 タキロンテック（株）食堂 671-1321 たつの市御津町苅屋１４５５ 793223542 乳類販売業 自動販売機 姫路ヤクルト販売株式会社 代表取締役 小倉 修 670-0061 兵庫県姫路市西今宿２丁目９番８号 792928960 西播(龍健)第150-3 令和3年6月1日
000028 6000172218 株式会社サキノダスキン兵庫西工場 679-4156 たつの市揖保町揖保上４３０ 791645999 乳類販売業 自動販売機 姫路ヤクルト販売株式会社 代表取締役 小倉 修 670-0061 兵庫県姫路市西今宿２丁目９番８号 792928960 西播(龍健)第150-70 令和3年6月1日
000028 6000172245 ドラッグコスモス山崎三津店 671-2516 宍粟市山崎町三津１２０ 乳類販売業 一般 株式会社コスモス薬品 代表取締役 横山 英昭 812-0011 福岡県福岡市博多区博多駅東二丁目１０番１号第一福岡ビルＳ館４階 924330660 西播(龍健)第150-197 令和3年6月1日
000028 6000172332 春江 679-5147 佐用郡佐用町末廣１４６６－１ 790793131 農産保存食料品製造・加工業 一般 春江 博明 西播(龍健)第50-10 令和3年10月25日
000028 6000172402 兵庫スバル自動車（株）太子店 671-1511 揖保郡太子町太田１６７６－１ 792770115 コップ式自動販売機（自動洗浄・屋内設置） 自動販売機 サントリービバレッジソリューション株式会社 代表取締役 及川 剛 160-6111 東京都新宿区西新宿八丁目１７番１号 363040501 西播(龍健)第153-26 令和3年6月1日
000028 6000172437 道の駅みなみ波賀　レストラン楓の里 671-4241 宍粟市波賀町安賀８－１ 790753999 乳類販売業 一般 宍粟メイプル株式会社 代表取締役 富田 健次 671-4241 兵庫県宍粟市波賀町安賀８番地の１ 790753999 西播(龍健)第150-248 令和3年6月1日
000028 6000172524 太子町庁舎　太子３Ｆラウンジ（ＣＣＷ） 671-1561 揖保郡太子町鵤２８０－１ 792771010 コップ式自動販売機（自動洗浄・屋内設置） 自動販売機 株式会社アペックス西日本 代表取締役 森 吉平 550-0015 大阪府大阪市西区南堀江四丁目２５番２４号 665359024 西播(龍健)第153-126 令和3年6月1日
000028 6000172612 フクシン金属工業（株） 671-2514 宍粟市山崎町田井４３５ 790621805 コップ式自動販売機（自動洗浄・屋内設置） 自動販売機 株式会社アペックス西日本 代表取締役 森 吉平 550-0015 大阪府大阪市西区南堀江四丁目２５番２４号 665359024 西播(龍健)第153-116 令和3年6月1日
000028 6000172765 三木商店 679-5202 佐用郡佐用町中島１１０２－１ 790780828 乳類販売業 一般 三木 学 西播(龍健)第150-165 令和3年6月1日
000028 6000172785 フクシン金属工業（株） 671-2514 宍粟市山崎町田井４３５ 790621805 コップ式自動販売機（自動洗浄・屋内設置） 自動販売機 株式会社関西コーヒー 代表取締役 平岡 創土 671-1136 兵庫県姫路市大津区恵美酒町二丁目５４番地 792365800 西播(龍健)第153-41 令和3年6月1日
000028 6000172792 稲谷農園 679-5205 佐用郡佐用町安川５１－１ 790780021 農産保存食料品製造・加工業 一般 稲谷 豊 西播(龍健)第50-16 令和3年11月30日
000028 6000173162 （株）日立物流西日本　兵庫営業所  本館２Ｆ食堂 679-4027 たつの市揖西町長尾３００－２ 791648871 コップ式自動販売機（自動洗浄・屋内設置） 自動販売機 株式会社関西コーヒー 代表取締役 平岡 創土 671-1136 兵庫県姫路市大津区恵美酒町２丁目５４番地 792365800 西播(龍健)第153-33 令和3年6月1日
000028 6000173182 松江農園 679-4315 たつの市新宮町井野原５４７－１ その他の食料品製造・加工業 一般 松江 一記 西播(龍健)第57-82 令和3年11月30日
000028 6000173316 イオン龍野店　１Ｆいこい広場 679-4129 たつの市龍野町堂本２５０－１ 791632332 コップ式自動販売機（自動洗浄・屋内設置） 自動販売機 株式会社アペックス西日本 代表取締役 森 吉平 550-0015 大阪府大阪市西区南堀江四丁目２５番２４号 665359024 西播(龍健)第153-101 令和3年6月1日
000028 6000173332 メガネの三城 たつの店 679-4167 たつの市龍野町富永５８１－３ 791623757 コップ式自動販売機（自動洗浄・屋内設置） 自動販売機 株式会社三城 代表取締役 澤田 将広 103-0022 東京都中央区日本橋室町二丁目４番３号 364320751 西播(龍健)第153-80 令和3年6月1日
000028 6000173341 姫路中央漬物株式会社 671-1501 揖保郡太子町山田６５５－２ 792777333 コップ式自動販売機（自動洗浄・屋内設置） 自動販売機 株式会社関西コーヒー 代表取締役 平岡 創土 671-1136 兵庫県姫路市大津区恵美酒町２丁目５４番地 792365800 西播(龍健)第153-45 令和3年6月1日
000028 6000173342 (株)棚澤八光社 上月工場 第一工場１Ｆ 679-5651 佐用郡佐用町櫛田１８５４－６ 790880861 コップ式自動販売機（自動洗浄・屋内設置） 自動販売機 株式会社アペックス西日本 代表取締役 森 吉平 550-0015 大阪府大阪市西区南堀江四丁目２５番２４号 665359024 西播(龍健)第153-68 令和3年6月1日
000028 6000173840 ローソン山崎三津店 671-2516 宍粟市山崎町三津字小牛芝９９－１ 790631088 乳類販売業 一般 株式会社ローソン 代表取締役 竹増 貞信 141-0032 東京都品川区大崎一丁目１１番２号 366353963 西播(龍健)第150-294 令和3年6月1日
000028 6000173942 南光ひまわりの会 679-5205 佐用郡佐用町安川２３９ 790780272 食品製造業 不要許可一般 鎌田 美佐江 令和1年9月5日
000028 6000174292 ローソン山崎三津店 671-2516 宍粟市山崎町三津字小牛芝９９－１ 790631088 乳類販売業 一般 株式会社フランクリー 代表取締役 長井 晃一 671-4232 兵庫県宍粟市波賀町齋木８１１番地２ 790753615 西播(龍健)第150-200 令和3年6月1日
000028 6000174306 ローソン山崎加生店 671-2570 宍粟市山崎町加生１６４－１ 790630980 乳類販売業 一般 株式会社ローソン 代表取締役 竹増 貞信 141-0032 東京都品川区大崎一丁目１１番２号 366353963 西播(龍健)第150-292 令和3年6月1日
000028 6000174322 にっこりハウス 671-2515 宍粟市山崎町五十波３９０－１ 790626882 食品製造業 不要許可一般 社会福祉法人宍粟福祉会 理事長 森本 都規夫 671-2515 兵庫県宍粟市山崎町五十波３９０番地１ 790626882 令和1年10月4日
000028 6000174468 ホンダカーズ西播　太子東店　店内 671-1511 揖保郡太子町太田２１３０ 792761825 コップ式自動販売機（自動洗浄・屋内設置） 自動販売機 株式会社アペックス西日本 代表取締役 森 吉平 550-0015 大阪府大阪市西区南堀江四丁目２５番２４号 665359024 西播(龍健)第153-118 令和3年6月1日
000028 6000174513 ドラッグコスモス佐用店 679-5301 佐用郡佐用町佐用８７ 790820058 乳類販売業 一般 株式会社コスモス薬品 代表取締役 横山 英昭 812-0013 福岡県福岡市博多区博多駅東二丁目１０番１号第一福岡ビルＳ館４階 924330660 西播(龍健)第150-152 令和3年6月1日
000028 6000174546 玉爺の道楽そば 671-1575 揖保郡太子町佐用岡３０２－５ その他の食料品製造・加工業 一般 玉田 晶久 西播(龍健)第57-75 令和3年11月30日
000028 6000174691 あかねの湯 679-4156 たつの市揖保町揖保上４２５ 791672683 乳類販売業 自動販売機 株式会社共進舎牧農園 代表取締役 中尾 弘三 650-0016 兵庫県神戸市中央区橘通一丁目２番１２号 783711761 西播(龍健)第150-68 令和3年6月1日
000028 6000174796 津田宇水産 671-1332 たつの市御津町室津８５０ 793240918 魚介類販売業 一般 津田宇水産株式会社 代表取締役 津田 侑典 671-1332 兵庫県たつの市御津町室津１３１６番地１ 793240907 西播(龍健)第150-14 令和3年6月1日
000028 6000174821 ＭＶ西日本（株）ＭＶイオンタウン太子店（ＣＣＷ） 671-1521 揖保郡太子町東出２６２－１ 792773719 コップ式自動販売機（自動洗浄・屋内設置） 自動販売機 株式会社アペックス西日本 代表取締役 森 吉平 550-0015 大阪府大阪市西区南堀江四丁目２５番２４号 665359024 西播(龍健)第153-120 令和3年6月1日
000028 6000174883 ｂｉｋｉｙａ 679-5142 佐用郡佐用町弦谷１８３－１ その他の食料品製造・加工業 一般 舟引 道之 西播(龍健)第57-26 令和3年10月20日
000028 6000174901 ローソン山崎加生店 671-2570 宍粟市山崎町加生１６４－１ 790630980 乳類販売業 一般 有限会社トラスト 代表取締役 大谷 栄子 679-4313 兵庫県たつの市新宮町新宮４１２番地の４ 791762007 西播(龍健)第150-190 令和3年6月1日
000028 6000174970 レストラン　トッポ・ジージヨ 671-2551 宍粟市山崎町春安３２ 790621889 その他の食料品製造・加工業 一般 有限会社トッポ・ジージヨ 代表取締役 植本 昇三 671-2551 兵庫県宍粟市山崎町春安３２番地 790621889 西播(龍健)第57-58 令和3年11月18日
000028 6000175020 新宮三相電機（株） 679-5155 たつの市新宮町栗町４１０－６ 791780100 コップ式自動販売機（自動洗浄・屋内設置） 自動販売機 サントリービバレッジソリューション株式会社 代表取締役 及川 剛 160-6111 東京都新宿区西新宿八丁目１７番１号 363040501 西播(龍健)第153-3 令和3年6月1日
000028 6000175023 ローソン山崎杉ケ瀬店 671-2522 宍粟市山崎町杉ケ瀬２５０ 790630105 乳類販売業 一般 株式会社フランクリー 代表取締役 長井 晃一 671-4232 兵庫県宍粟市波賀町齋木８１１番地２ 790753615 西播(龍健)第150-219 令和3年6月1日
000028 6000175061 Ｃｌｏｖｅｒ 671-1621 たつの市揖保川町正條１１０７ 791601594 その他の食料品製造・加工業 一般 釣 誠司 西播(龍健)第57-18 令和3年10月21日
000028 6000175071 モメンティブ・パフォーマンス・  マテリアルズ・ジャパン合同会社 679-5641 佐用郡佐用町久崎５８０－３９ 790881121 コップ式自動販売機（自動洗浄・屋内設置） 自動販売機 株式会社アペックス西日本 代表取締役 森 吉平 550-0015 大阪府大阪市西区南堀江四丁目２５番２４号 665359024 西播(龍健)第153-64 令和3年6月1日
000028 6000175077 かわおと菜園交流館 671-2534 宍粟市山崎町川戸１６０１ 農産保存食料品製造・加工業 一般 川戸自治会 自治会長 長田 茂伸 671-2534 兵庫県宍粟市山崎町川戸１５５０番地 790621643 西播(龍健)第50-12 令和3年11月10日
000028 6000175202 モナコ龍野　１Ｆフロアー 679-4134 たつの市誉田町広山３０－７ 791639833 コップ式自動販売機（自動洗浄・屋内設置） 自動販売機 株式会社アペックス西日本 代表取締役 森 吉平 550-0015 大阪府大阪市西区南堀江四丁目２５番２４号 665359024 西播(龍健)第153-98 令和3年6月1日
000028 6000175205 西日本旅客鉄道（株）網干車両区  ３Ｆ食堂（ＣＣＷ） 671-1534 揖保郡太子町福地６２２ 792768050 コップ式自動販売機（自動洗浄・屋内設置） 自動販売機 株式会社アペックス西日本 代表取締役 森 吉平 550-0015 大阪府大阪市西区南堀江四丁目２５番２４号 665359024 西播(龍健)第153-122 令和3年6月1日
000028 6000175295 森農園 671-4111 宍粟市一宮町公文７７２－１ 790741051 その他の食料品製造・加工業 一般 森 誠二郎 西播(龍健)第57-66 令和3年11月29日
000028 6000175456 マルセイ たつの工場 679-4017 たつの市揖西町土師４－１０２ いわゆる健康食品の製造・加工業 一般 株式会社マルセイ 代表取締役 木元 正均 672-8031 兵庫県姫路市飾磨区妻鹿９７９番地の１ 792870888 西播(龍健)第48-3 令和3年11月30日
000028 6000175539 Ｓａｄｏｙａ 671-2577 宍粟市山崎町山崎91 食品製造業 不要許可一般 坂口 あかり 令和1年12月26日
000028 6000175567 ふきのとう 671-4244 宍粟市波賀町谷６３７－１ 食品製造業 不要許可一般 西山 典子 令和2年1月8日
000028 6000175580 青山ゴルフクラブ第２練習場２Ｆ 671-1501 揖保郡太子町山田６６６－１３ 792663139 コップ式自動販売機（自動洗浄・屋内設置） 自動販売機 サントリービバレッジソリューション株式会社 代表取締役 及川 剛 160-6111 東京都新宿区西新宿八丁目１７番１号 363040501 西播(龍健)第153-25 令和3年6月1日
000028 6000175608 とくし丸アーリー 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く)乳類販売業 自動車 有年 昌春 西播(龍健)第150-115 令和3年6月1日
000028 6000175700 ふれあいのマルシェ 加古川店 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 乳類販売業 自動車 株式会社Ｄ・Ｓあさひ 代表取締役 東野 雅弘 670-0837 兵庫県姫路市宮西町三丁目１３番地 792822323 西播(龍健)第150-118 令和3年6月1日
000028 6000175718 土万ふれあいの館 671-2569 宍粟市山崎町土万１５１５－２ 790670359 食肉販売業 一般 鈴木 千秋 西播(龍健)第150-235 令和3年6月1日
000028 6000175796 土万ふれあいの館 671-2569 宍粟市山崎町土万１５１５－２ 790670359 食品製造業 不要許可一般 鈴木 千秋 令和2年1月27日
000028 6000176053 谷　村おこしの会 671-4244 宍粟市波賀町谷６７８ 790753336 農産保存食料品製造・加工業 一般 森本 都規夫 西播(龍健)第50-9 令和3年10月27日
000028 6000176102 セブン－イレブン宍粟市役所前店 671-2575 宍粟市山崎町山田２０９－１ 790632077 乳類販売業 一般 植川 昇 西播(龍健)第150-207 令和3年6月1日
000028 6000176117 日本マクドナルド株式会社　たつの店 679-4167 たつの市龍野町富永７９１－６ 791631816 乳類販売業 一般 日本マクドナルド株式会社 代表取締役 日色 保 163-1339 東京都新宿区西新宿六丁目５番１号 369115000 西播(龍健)第150-106 令和3年6月1日
000028 6000176341 認定こども園あそびの丘 679-4025 たつの市揖西町小畑５４１－１ 791728825 集団給食（４）その他 集団給食 社会福祉法人こどもの国 理事長 堀 良尚 671-1613 兵庫県たつの市揖保川町二塚３８５番地の１ 791724630 西播(龍健)第59-106 令和3年11月26日
000028 6000176676 ふれあいのマルシェ　姫路中央店 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 乳類販売業 自動車 株式会社Ｄ・Ｓあさひ 代表取締役 東野 雅弘 670-0837 兵庫県姫路市宮西町三丁目１３番地 792822323 西播(龍健)第150-119 令和3年6月1日
000028 6000176683 やぶ養蜂 671-1523 揖保郡太子町東南２２６－２ その他の食料品製造・加工業 一般 藪内 順子 西播(龍健)第57-68 令和3年11月29日
000028 6000176763 パチンコターザン太子店 671-1522 揖保郡太子町矢田部字山本４８０－１４ 792765633 乳類販売業 自動販売機 株式会社関西コーヒー 代表取締役 平岡 創土 671-1136 兵庫県姫路市大津区恵美酒町２丁目５４番地 792365800 西播(龍健)第150-271 令和3年6月1日
000028 6000176841 なまり家 671-4113 宍粟市一宮町三方町２８０－１ 790740026 乳類販売業 一般 太田 靖亮 西播(龍健)第150-178 令和3年6月1日
000028 6000177057 花実双美園アリヲカ 671-1543 揖保郡太子町沖代５７－２ 792770458 その他の食料品製造・加工業 一般 有岡 光夫 西播(龍健)第57-72 令和3年11月30日
000028 6000177141 森永・白バラ牛乳　一の宮販売店 671-4132 宍粟市一宮町東市場７７２－１ 790720237 乳類販売業 一般 片山 晴敬 西播(龍健)第150-185 令和3年6月1日
000028 6000177153 Ｙショップ　佐用共立病院店 679-5301 佐用郡佐用町佐用１１１１番地 790822321 乳類販売業 一般 医療法人社団一葉会 理事長 森 光樹 679-5301 兵庫県佐用郡佐用町佐用１１１１番地 790822321 西播(龍健)第150-141 令和3年6月1日
000028 6000177212 お持ち帰りの店　やっくん 679-4152 たつの市揖保町中臣２４１－１ 791672567 食肉販売業 一般 屋納 成人 西播(龍健)第150-66 令和3年6月1日
000028 6000177294 とくし丸３号車 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く)乳類販売業 自動車 松本 考弘 西播(龍健)第150-113 令和3年6月1日



000028 6000177357 てんとう虫 671-1522 揖保郡太子町矢田部８８ 792772955 食品製造業 不要許可一般 田中 孝一 令和2年6月10日
000028 6000177385 ＪＡ兵庫西　山崎経済センター  ロビー（ＣＣＷ単受） 671-2573 宍粟市山崎町今宿１０１－１ 790622300 コップ式自動販売機（自動洗浄・屋内設置） 自動販売機 株式会社アペックス西日本 代表取締役 森 吉平 550-0015 大阪府大阪市西区南堀江四丁目２５番２４号 665359024 西播(龍健)第153-109 令和3年6月1日
000028 6000177387 （株）新宮運送　本社　休憩所（ＣＣＷ単受） 679-4343 たつの市新宮町大屋６６８－１２ 791751212 コップ式自動販売機（自動洗浄・屋内設置） 自動販売機 株式会社アペックス西日本 代表取締役 森 吉平 550-0015 大阪府大阪市西区南堀江四丁目２５番２４号 665359024 西播(龍健)第153-87 令和3年6月1日
000028 6000177403 三木　久 679-4112 たつの市神岡町追分８１３ その他の食料品製造・加工業 一般 三木 久 西播(龍健)第57-19 令和3年10月21日
000028 6000177532 ネクストキャンドフーズ株式会社 671-1321 たつの市御津町苅屋１２９７ 793223072 食品製造業 不要許可一般 ネクストキャンドフーズ株式会社 代表取締役 十亀 秀光 671-1321 兵庫県たつの市御津町苅屋１２９７番地 793223072 令和2年6月25日
000028 6000177594 龍風 679-4165 たつの市龍野町本町７－１ 食肉販売業 一般 上田 龍弘 西播(龍健)第150-296 令和3年6月1日
000028 6000177653 斉藤鉄工所 679-5651 佐用郡佐用町櫛田１９２９－９ 790881110 乳類販売業 自動販売機 山本 敏介 西播(龍健)第150-137 令和3年6月1日
000028 6000177655 佐用共立病院 679-5301 佐用郡佐用町佐用１１１１佐用共立病院内 790822231 コップ式自動販売機（自動洗浄・屋内設置） 自動販売機 山本 敏信 西播(龍健)第153-57 令和3年6月1日
000028 6000177668 炭火焼肉酒家　牛角 671-1521 揖保郡太子町東出字藤社２２４－５ 792751629 食肉販売業 一般 株式会社エルアンドジー 代表取締役 湖中 正泰 675-0101 兵庫県加古川市平岡町新在家１１７ 794262555 西播(龍健)第150-260 令和3年6月1日
000028 6000177746 Ｓｅｖｅｎ　Ｃ’ｓ 671-1332 たつの市御津町室津１２６９－１ 食肉販売業 一般 渡邊 志保 西播(龍健)第150-11 令和3年6月1日
000028 6000177864 ローソン太子矢田部店 671-1522 揖保郡太子町矢田部３８２－３ 792777112 乳類販売業 一般 株式会社Ｖｉｖｒｅ 代表取締役 嵯峨山 達也 671-2401 兵庫県姫路市安富町安志８８２番地２ 790648016 西播(龍健)第150-269 令和3年6月1日
000028 6000177979 ローソン山崎須賀沢店 671-2533 宍粟市山崎町須賀沢１３４８ 790641447 乳類販売業 一般 株式会社Ｖｉｖｒｅ 代表取締役 嵯峨山 達也 671-2401 兵庫県姫路市安富町安志８８２番地２ 790648016 西播(龍健)第150-216 令和3年6月1日
000028 6000177983 ローソン太子町役場前店 671-1561 揖保郡太子町鵤３３８－１ 792776811 乳類販売業 一般 株式会社Ｖｉｖｒｅ 代表取締役 嵯峨山 達也 671-2401 兵庫県姫路市安富町安志８８２番地２ 790648016 西播(龍健)第150-287 令和3年6月1日
000028 6000178125 あかねの湯ロビーＰＰ 679-4156 たつの市揖保町揖保上４２５ 791672683 乳類販売業 自動販売機 コカ・コーラボトラーズジャパン株式会社 代表取締役 カリン・ ドラガン 107-6211 東京都港区赤坂九丁目７番１号 120866509 西播(龍健)第150-69 令和3年6月1日
000028 6000178148 太子郵便局 671-1561 揖保郡太子町鵤１３９０－１ 792766430 コップ式自動販売機（自動洗浄・屋内設置） 自動販売機 サントリービバレッジソリューション株式会社 代表取締役 及川 剛 160-6111 東京都新宿区西新宿八丁目１７番１号 363040501 西播(龍健)第153-28 令和3年6月1日
000028 6000178305 つけもの業 671-1662 たつの市揖保川町市場４７６－１ 食品製造業 不要許可一般 名村 健治 令和2年9月18日
000028 6000178321 とくし丸４号車 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く)乳類販売業 自動車 置塩 賢二 西播(龍健)第150-114 令和3年6月1日
000028 6000178348 中華そば麦右衛門 671-1561 揖保郡太子町鵤４９６－１ミナミ興産ビル１０７ その他の食料品製造・加工業 一般 宮本 和朗 西播(龍健)第57-41 令和3年11月1日
000028 6000178349 みみずく耕房 671-2544 宍粟市山崎町千本屋２１０－１ 790605781 その他の食料品製造・加工業 一般 一般社団法人みみずく耕房 代表理事 石田 初美 671-2553 兵庫県宍粟市山崎町鶴木１８４番地５ 790605781 西播(龍健)第57-39 令和3年10月25日
000028 6000178378 南光ひまわり館 679-5227 佐用郡佐用町船越２３２－１ 790770776 食肉販売業 一般 株式会社元気工房さよう 衣笠 俊博 679-5134 兵庫県佐用郡佐用町乃井野１２６６番地 790792521 西播(龍健)第150-163 令和3年6月1日
000028 6000178465 陸井　ルミ子 671-1523 揖保郡太子町東南５５ 食品製造業 不要許可一般 陸井 ルミ子 令和2年10月5日
000028 6000178542 ベジタブル・キッチン 671-4137 宍粟市一宮町閏賀５２０－２ 790721330 その他の食料品製造・加工業 一般 八木 利治 西播(龍健)第57-88 令和3年12月1日
000028 6000178568 ファミリーマートたつの富永店 679-4167 たつの市龍野町富永５２０ 791640677 乳類販売業 一般 前川 彰太 西播(龍健)第150-102 令和3年6月1日
000028 6000178578 ｂｉｋｉｙａ－青い家－ 671-2565 宍粟市山崎町高下１２１７ 790623431 その他の食料品製造・加工業 一般 特定非営利活動法人青い家 理事長 舟引 道之 671-2565 兵庫県宍粟市山崎町高下１２１７番地 790623431 西播(龍健)第57-25 令和3年10月20日
000028 6000178591 自宅 671-2513 宍粟市山崎町梯１０３ 790621317 農産保存食料品製造・加工業 一般 高井 勝弘 西播(龍健)第50-6 令和3年10月20日
000028 6000178624 末廣醤油株式会社カネヰ工場 679-4172 たつの市龍野町上川原８１ 791620005 食品製造業 不要許可一般 末廣醤油株式会社 代表取締役 末廣 卓也 679-4173 兵庫県たつの市龍野町門の外１３番地 791620005 令和2年10月22日
000028 6000178762 にこにこマート 671-4221 宍粟市波賀町上野２４３－１ 乳類販売業 一般 谷尻 博美 西播(龍健)第150-250 令和3年6月1日
000028 6000178992 青空魚菜 679-5301 佐用郡佐用町佐用３０３９－１ 790822044 乳類販売業 一般 萩原 奈生 西播(龍健)第150-297 令和3年6月1日
000028 6000179124 上林建設株式会社 671-2554 宍粟市山崎町御名３５６ 790622828 コップ式自動販売機（自動洗浄・屋内設置） 自動販売機 株式会社関西コーヒー 代表取締役 平岡 創土 671-1136 兵庫県姫路市大津区恵美酒町二丁目５４番地 792365800 西播(龍健)第153-39 令和3年6月1日
000028 6000179224 辻　潔美 679-4155 たつの市揖保町揖保中６９ その他の食料品製造・加工業 一般 辻 潔美 西播(龍健)第57-55 令和3年11月18日
000028 6000179293 藤生商店 679-5514 佐用郡佐用町福吉７６１ 790870016 乳類販売業 自動販売機 姫路ヤクルト販売株式会社 代表取締役 小倉 修 670-0061 兵庫県姫路市西今宿二丁目９番８号 792928960 西播(龍健)第150-166 令和3年6月1日
000028 6000179294 サンホームみかづき 679-5136 佐用郡佐用町志文５１５ 790793145 乳類販売業 自動販売機 姫路ヤクルト販売株式会社 代表取締役 小倉 修 670-0061 兵庫県姫路市西今宿二丁目９番８号 792928960 西播(龍健)第150-158 令和3年6月1日
000028 6000179455 ブンセン(株)ホール２階 679-4313 たつの市新宮町新宮３８７ 乳類販売業 自動販売機 大西 秀一 西播(龍健)第150-28 令和3年6月1日
000028 6000179540 一般社団法人　遊ファーム 671-2517 宍粟市山崎町生谷２４６－３ 790632600 その他の食料品製造・加工業 一般 一般社団法人遊ファーム 代表理事 平野 岩夫 671-2501 兵庫県宍粟市山崎町上ノ１６１６番地 790650626 西播(龍健)第57-69 令和3年11月29日
000028 6000179602 三河電機株式会社　本社工場 679-5225 佐用郡佐用町上三河３４－２ 790770131 コップ式自動販売機（自動洗浄・屋内設置） 自動販売機 株式会社関西コーヒー 代表取締役 平岡 創土 671-1136 兵庫県姫路市大津区恵美酒町二丁目５４番地 792365800 西播(龍健)第153-37 令和3年6月1日
000028 6000179608 青山ゴルフ練習場 671-1501 揖保郡太子町山田６６７－５ 792663139 コップ式自動販売機（自動洗浄・屋内設置） 自動販売機 株式会社関西コーヒー 代表取締役 平岡 創土 671-1136 兵庫県姫路市大津区恵美酒町二丁目５４番地 792365800 西播(龍健)第153-46 令和3年6月1日
000028 6000179609 青山ゴルフ練習場 671-1501 揖保郡太子町山田６６７－５ 792663139 コップ式自動販売機（自動洗浄・屋内設置） 自動販売機 株式会社関西コーヒー 代表取締役 平岡 創土 671-1136 兵庫県姫路市大津区恵美酒町二丁目５４番地 792365800 西播(龍健)第153-47 令和3年6月1日
000028 6000179701 カフェ　ぷちぷち 671-2519 宍粟市山崎町下町５７２ 農産保存食料品製造・加工業 一般 溝口 妙子 西播(龍健)第50-7 令和3年10月20日
000028 6000179853 平山ストアー 000-0000 宍粟市内一円 乳類販売業 自動車 平山 信夫 西播(龍健)第150-247 令和3年6月1日
000028 6000179896 株式会社ＸＥＮ　ＧＲＯＵＰ　兵庫工場 671-2515 宍粟市山崎町五十波１７ー１３ 790621770 食品製造業 不要許可一般 株式会社ＸＥＮ　ＧＲＯＵＰ 代表取締役 高畑 洋輔 761-0450 香川県高松市三谷町３２３４番地１０ 878885852 令和3年2月22日
000028 6000180261 株式会社フジ工房　食品加工場 679-4346 たつの市新宮町千本字椋井７１９ 791601424 農産保存食料品製造・加工業 一般 株式会社フジ工房 代表取締役 藤本 俊祥 679-4346 兵庫県たつの市新宮町千本７１７番地１ 791601424 西播(龍健)第50-17 令和3年11月30日
000028 6000180268 楓保育園　奏音のめばえ 671-1532 揖保郡太子町糸井１９１－２０ヴィラコート網干１階 792637817 集団給食（４）その他 集団給食 株式会社ベストスタッフ 代表取締役 赤松 裕貴 672-8080 兵庫県姫路市飾磨区英賀宮町二丁目１７６ 792803077 西播(龍健)第59-105 令和3年11月26日
000028 6000180324 笹ヶ丘荘 679-5642 佐用郡佐用町円光寺４２３－１１ 790880149 乳類販売業 自動販売機 山本 敏介 西播(龍健)第150-127 令和3年6月1日
000028 6000180433 ダイエー龍野店　従業員食堂(ＣＣＢＪＩ受託)679-4129 たつの市龍野町堂本２５０－１ コップ式自動販売機（自動洗浄・屋内設置）自動販売機株式会社アペックス西日本 代表取締役 森 吉平 550-0015 大阪府大阪市西区南堀江四丁目２５番２４号665359024 西播(龍健)第153-102 令和3年6月1日
000028 6000180495 マックスバリュ宍粟一宮店 671-4132 宍粟市一宮町東市場４０７－１ 790728733 乳類販売業 一般 マックスバリュ西日本株式会社 代表取締役 平尾 健一 732-0814 広島県広島市南区段原南一丁目３番５２号 825358500 西播(龍健)第150-184 令和3年6月1日
000028 6000180516 マックスバリュ宍粟一宮店 671-4132 宍粟市一宮町東市場４０７－１ 790728733 自動販売機（要届出のコップ式自動販売機及び要許可を除く） 自動販売機 マックスバリュ西日本株式会社 代表取締役 平尾 健一 732-0814 広島県広島市南区段原南一丁目３番５２号 825358500 西播(龍健)第153-81 令和3年6月1日
000028 6000180646 株式会社やぎ 679-4313 たつの市新宮町新宮１０２０－６５ 791750057 食品製造業 不要許可一般 株式会社やぎ 代表取締役 八木 良之 679-4313 兵庫県たつの市新宮町新宮１０２０－６５ 令和3年4月26日
000028 6000180914 マクドナルド姫路太子町店 671-1523 揖保郡太子町東南６４８－１ 792770164 乳類販売業 一般 日本マクドナルド株式会社 代表取締役 日色 保 163-1339 東京都新宿区西新宿六丁目５番１号 369115000 西播(龍健)第150-267 令和3年6月1日
000028 6000180915 サンスポーツクラブ太子 671-1511 揖保郡太子町太田１９８５ 792775550 コップ式自動販売機（自動洗浄・屋内設置） 自動販売機 株式会社関西コーヒー 代表取締役 平岡 創土 671-1136 兵庫県姫路市大津区恵美酒町二丁目５４番地 792365800 西播(龍健)第153-48 令和3年6月1日
000028 6000181331 ワタミ株式会社　ワタミの宅食　兵庫たつの営業所671-1643 たつの市揖保川町神戸北山１１５－３ 弁当販売業 一般 ワタミ株式会社 代表取締役社長 清水 邦晃 144-0043 東京都大田区羽田１丁目１番３号 357372700 西播(龍健)第39-1 令和3年6月16日
000028 6000181332 ワタミ株式会社　ワタミの宅食　兵庫たつの営業所671-1643 たつの市揖保川町神戸北山１１５－３ 魚介類販売業 一般 ワタミ株式会社 代表取締役社長 清水 邦晃 144-0043 東京都大田区羽田１丁目１番３号 357372700 西播(龍健)第39-1 令和3年6月16日
000028 6000181333 ワタミ株式会社　ワタミの宅食　兵庫たつの営業所671-1643 たつの市揖保川町神戸北山１１５－３ 食肉販売業 一般 ワタミ株式会社 代表取締役社長 清水 邦晃 144-0043 東京都大田区羽田１丁目１番３号 357372700 西播(龍健)第39-1 令和3年6月16日
000028 6000181334 ワタミ株式会社　ワタミの宅食　兵庫たつの営業所671-1643 たつの市揖保川町神戸北山１１５－３ 乳類販売業 一般 ワタミ株式会社 代表取締役社長 清水 邦晃 144-0043 東京都大田区羽田１丁目１番３号 357372700 西播(龍健)第39-1 令和3年6月16日
000028 6000181336 株式会社ファイン　播磨先端製造技術センター 679-5165 たつの市新宮町光都1-11-1 791582655 いわゆる健康食品の製造・加工業 一般 株式会社ﾌｧｲﾝ 代表取締役 佐々木 信綱 533-0021 大阪府大阪市東淀川区下新庄5-7-8 663790357 西播(龍健)第48-1 令和3年6月15日
000028 6000181341 旬彩蔵山崎 671-2573 宍粟市山崎町今宿１００－４ 790624209 野菜果物販売業 一般 兵庫西農業協同組合 代表理事 福本 博之 670-0940 兵庫県姫路市三左衛門堀西の町２１６番地 792815711 西播(龍健)第40-3 令和3年6月15日
000028 6000181368 有限会社小寺商店 679-5641 佐用郡佐用町久崎２１８－３ 790880028 百貨店、総合スーパー 一般 有限会社小寺商店 代表取締役 小寺 文道 679-5641 兵庫県佐用郡佐用町久崎２１８番地の３ 790880028 西播(龍健)第44-1 令和3年6月2日
000028 6000181379 旬彩蔵たつの 679-4129 たつの市龍野町堂本７０４ 791621011 野菜果物販売業 一般 兵庫西農業協同組合 代表理事 福本 博之 670-0940 兵庫県姫路市三左衛門堀西の町２１６番地 792815711 西播(龍健)第40-2 令和3年6月15日
000028 6000181388 ローソン新宮船渡店 679-4326 たつの市新宮町船渡６７－１ 791755750 コンビニエンスストア 一般 有限会社あまね 代表取締役 水原 周治 671-0232 兵庫県姫路市御国野町御着１０８５番地の１ 792637030 西播(龍健)第43-3 令和3年6月15日
000028 6000181447 さよう野菜市 679-5307 佐用郡佐用町円応寺４５０ 790823577 野菜果物販売業 一般 兵庫西農業協同組合 代表理事 福本 博之 670-0940 兵庫県姫路市三左衛門堀西の町２１６番地 792815711 西播(龍健)第40-4 令和3年6月24日
000028 6000181460 クスリキリン堂　揖保川店 671-1621 たつの市揖保川町正條２５ 791765261 食肉販売業 一般 株式会社キリン堂 代表取締役 寺西 豊彦 532-0003 大阪府大阪市淀川区宮原４丁目５番３６号 663940720 西播(龍健)第35-3 令和3年6月24日
000028 6000181461 クスリキリン堂　揖保川店 671-1621 たつの市揖保川町正條２５ 791765261 乳類販売業 一般 株式会社キリン堂 代表取締役 寺西 豊彦 532-0003 大阪府大阪市淀川区宮原４丁目５番３６号 663940720 西播(龍健)第35-3 令和3年6月24日
000028 6000181471 とくし丸　カワベ　５号車 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く。)通信販売・訪問販売による販売業自動車 松下 忍 西播(龍健)第42-1 令和3年6月25日
000028 6000181544 信原病院 679-4017 たつの市揖西町土師７２０ 791660981 集団給食（２）病院・診療所 集団給食 三森 岐栄 西播(龍健)第59-2 令和3年6月29日
000028 6000181557 帰農塾加工グループｖｅｇｅ 679-5306 佐用郡佐用町本位田甲３０３－１ 農産保存食料品製造・加工業 一般 横野 裕子 西播(龍健)第50-3 令和3年7月5日
000028 6000181597 ハチ食品株式会社　宍粟工場 671-2565 宍粟市山崎町中野１３２０ 790647001 調味料製造・加工業 一般 ハチ食品株式会社 代表取締役 高橋 慎一 555-0012 大阪府大阪市西淀川区御幣島二丁目１８番３１号 664713557 西播(龍健)第51-1 令和3年6月18日
000028 6000181600 クスリキリン堂　たつの店 679-4167 たつの市龍野町富永１００５－４５ 791646760 食肉販売業 一般 株式会社キリン堂 代表取締役 寺西 豊彦 532-0003 大阪府大阪市淀川区宮原４丁目５番３６号 663940720 西播(龍健)第35-4 令和3年7月5日
000028 6000181601 クスリキリン堂　たつの店 679-4167 たつの市龍野町富永１００５－４５ 791646760 乳類販売業 一般 株式会社キリン堂 代表取締役 寺西 豊彦 532-0003 大阪府大阪市淀川区宮原４丁目５番３６号 663940720 西播(龍健)第35-4 令和3年7月5日
000028 6000181606 クスリキリン堂　山崎店 671-2575 宍粟市山崎町山田２０６－１ 790640717 食肉販売業 一般 株式会社キリン堂 代表取締役 寺西 豊彦 532-0003 大阪府大阪市淀川区宮原４丁目５番３６号 663940720 西播(龍健)第35-5 令和3年7月5日
000028 6000181607 クスリキリン堂　山崎店 671-2575 宍粟市山崎町山田２０６－１ 790640717 乳類販売業 一般 株式会社キリン堂 代表取締役 寺西 豊彦 532-0003 大阪府大阪市淀川区宮原４丁目５番３６号 663940720 西播(龍健)第35-5 令和3年7月5日
000028 6000181610 認定こども園まことこども園 679-4116 たつの市神岡町沢田４６７ー１ 791651569 集団給食（４）その他 集団給食 社会福祉法人神岡福祉会 理事長 堀川 尚爾 679-4116 兵庫県たつの市神岡町沢田４６７番地の１ 791651569 西播(龍健)第59-3 令和3年7月5日
000028 6000181625 ポン菓子やさん 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く。)その他の食料品製造・加工業 露店 芦谷 あつ子 西播(龍健)第57-7 令和3年7月5日
000028 6000181630 たつの市立揖西東こども園 679-4005 たつの市揖西町清水３０－１ 791660270 集団給食（４）その他 集団給食 たつの市 市長 山本 実 679-4167 兵庫県たつの市龍野町富永１００５番地１ 791643131 西播(龍健)第59-4 令和3年7月5日
000028 6000181644 バンブーショッツ一宮工場 671-4132 宍粟市一宮町東市場７６７ 790721678 農産保存食料品製造・加工業 一般 有限会社バンブーショッツ 代表取締役 吉本 哲也 660-0815 兵庫県尼崎市杭瀬北新町３丁目２番４６号 664158707 西播(龍健)第50-4 令和3年6月29日
000028 6000181648 特別養護老人ホーム揖保の郷  揖保の郷通所介護事業 671-1665 たつの市揖保川町馬場７４７ 791722000 集団給食（４）その他 集団給食 社会福祉法人播磨西部福祉会 理事長 半田 佳彦 671-1665 兵庫県たつの市揖保川町馬場７４７番地 791722000 西播(龍健)第59-5 令和3年7月5日
000028 6000181652 贈物広場セノヲ山崎店 671-2545 宍粟市山崎町中井１４ 790620348 その他の食料・飲料販売業 一般 セノヲ株式会社 代表取締役 妹尾 浩志 671-2577 兵庫県宍粟市山崎町山崎１５６番地 790620348 西播(龍健)第46-7 令和3年7月5日
000028 6000181654 宍粟市立山崎学校給食センター 671-2519 宍粟市山崎町下町１ 790630081 集団給食（１）学校 集団給食 宍粟市 市長 福元 晶三 671-2574 兵庫県宍粟市山崎町中広瀬１３３番地６ 790633000 西播(龍健)第59-6 令和3年7月5日
000028 6000181655 宍粟市立ちくさ学校給食センター 671-3201 宍粟市千種町千草７２０－１ 790720345 集団給食（１）学校 集団給食 宍粟市 市長 福元 晶三 671-2574 兵庫県宍粟市山崎町中広瀬１３３番地６ 790633000 西播(龍健)第59-7 令和3年7月5日
000028 6000181658 社会福祉法人波賀福祉会　波賀みどり保育園 671-4241 宍粟市波賀町安賀５４－１ 790753641 集団給食（４）その他 集団給食 社会福祉法人波賀福祉会 理事長 小林 盛司 671-4241 兵庫県宍粟市波賀町安賀５４番地の１ 790753641 西播(龍健)第59-9 令和3年7月5日
000028 6000181661 龍野太陽保育園 679-4146 たつの市揖保町今市字三反長３３４－１ 791671351 集団給食（４）その他 集団給食 社会福祉法人龍野太陽福祉会 理事長 出田 敬一 679-4146 兵庫県たつの市揖保町今市字三反長３３４番１ 791671351 西播(龍健)第59-10 令和3年7月5日
000028 6000181683 宍粟市立一宮波賀学校給食センター 671-4137 宍粟市一宮町閏賀４ 790720345 集団給食（１）学校 集団給食 宍粟市 市長 福元 晶三 671-2574 兵庫県宍粟市山崎町中広瀬１３３番地６ 790633000 西播(龍健)第59-8 令和3年7月5日
000028 6000181713 特別養護老人ホームまどか園 671-4122 宍粟市一宮町福知１０３０－１ 790741622 集団給食（４）その他 集団給食 社会福祉法人正久福祉会 理事長 上田 芳史 671-4122 兵庫県宍粟市一宮町福知５７１番地 790741622 西播(龍健)第59-11 令和3年7月12日
000028 6000181714 有限会社　ののはな保育園 671-2517 宍粟市山崎町生谷149 790630170 集団給食（４）その他 集団給食 有限会社ののはな保育園 代表取締役 山田 和正 671-2517 兵庫県宍粟市山崎町生谷１４９番地 790630170 西播(龍健)第59-12 令和3年7月12日
000028 6000181715 はなさきむら作業所 679-5203 佐用郡佐用町米田字寺山３０４－２４ 790781350 集団給食（４）その他 集団給食 社会福祉法人はなさきむら 理事長 岡本 泰子 679-5205 兵庫県佐用郡佐用町安川４０１番地 790788003 西播(龍健)第59-13 令和3年7月12日
000028 6000181721 たつの市立神部こども園 671-1632 たつの市揖保川町黍田５－２ 791722487 集団給食（４）その他 集団給食 たつの市 市長 山本 実 679-4167 兵庫県たつの市龍野町富永１００５番地１ 791643131 西播(龍健)第59-14 令和3年7月15日
000028 6000181723 さつき園 671-2515 宍粟市山崎町五十波３９０－１ 790626882 集団給食（４）その他 集団給食 社会福祉法人宍粟福祉会 理事長 森本 都規夫 671-2515 兵庫県宍粟市山崎町五十波３９０番地１ 790626882 西播(龍健)第59-15 令和3年7月15日
000028 6000181724 兵庫県立播磨特別支援学校 679-4002 たつの市揖西町中垣内乙１３５－１ 791660091 集団給食（１）学校 集団給食 兵庫県立播磨特別支援学校 校長 下雅意 一之 679-4002 兵庫県たつの市揖西町中垣内乙１３５番地１ 791660091 西播(龍健)第59-16 令和3年7月15日
000028 6000181729 千種川リハビリテーションセンター  千種川ナーシングホーム 679-5331 佐用郡佐用町平福７８０ 790832001 集団給食（４）その他 集団給食 社会福祉法人聖風会 理事長 林 充 679-5331 兵庫県佐用郡佐用町平福７８０番地 790832001 西播(龍健)第59-17 令和3年7月15日
000028 6000181734 餃子の雪松　揖保店 671-1522 揖保郡太子町矢田部３４４－２ その他の食料・飲料販売業 一般 株式会社ＹＥＳ 長谷川 保 185-0005 東京都国分寺市並木町２丁目２３番地５美創空間422077488 西播(龍健)第46-8 令和3年7月15日
000028 6000181737 お菓子のわらいや 679-4016 たつの市揖西町南山１丁目１１ 791648518 その他の食料・飲料販売業 一般 播磨物産株式会社 代表取締役 河野 勇 679-4016 兵庫県たつの市揖西町南山一丁目１１番地 791648511 西播(龍健)第46-9 令和3年7月15日
000028 6000181743 株式会社ＪＳＰ関西工場 679-4304 たつの市新宮町下笹５１５株式会社ＪＳＰ関西工場 791770213 器具・容器包装の製造・加工業 一般 株式会社ジェイエスピー 代表取締役 大久保 知彦 100-0005 東京都千代田区丸の内３丁目４番２号 362126328 西播(龍健)第60-3 令和3年7月15日
000028 6000181745 障害者支援施設シャイン 679-5212 佐用郡佐用町林崎６６２－１０ 790781270 集団給食（４）その他 集団給食 社会福祉法人平成福祉会 理事長 大田 研治 679-5212 兵庫県佐用郡佐用町林崎６６２番３ 790780001 西播(龍健)第59-18 令和3年7月15日
000028 6000181750 幼保連携型認定こども園　みのりこども園 671-2565 宍粟市山崎町高下４０８－３ 790627739 集団給食（４）その他 集団給食 社会福祉法人やまさき福祉会 理事長 森下 實子 671-2565 兵庫県宍粟市山崎町高下字稲田４０８番地３ 790627739 西播(龍健)第59-19 令和3年7月15日
000028 6000181780 二葉保育園 671-1511 揖保郡太子町太田２０５２ 792770163 集団給食（４）その他 集団給食 社会福祉法人二葉保育園 理事長 都築 史典 671-1511 兵庫県揖保郡太子町太田字二ノ丸２０５２番地 792770163 西播(龍健)第59-20 令和3年7月14日
000028 6000181784 二葉にじいろこども園 671-1502 揖保郡太子町原５５１－１ 792767277 集団給食（４）その他 集団給食 社会福祉法人二葉保育園 理事長 都築 史典 671-1511 兵庫県揖保郡太子町太田字二ノ丸２０５２番地 792770163 西播(龍健)第59-21 令和3年7月14日
000028 6000181795 障がい者デイサービス　レインボー 679-4326 たつの市新宮町船渡６４－２ 791762022 集団給食（４）その他 集団給食 社会福祉法人円勝会 理事長 西川 光明 679-4132 兵庫県たつの市誉田町福田７８０－３番地 791632700 西播(龍健)第59-22 令和3年7月14日
000028 6000181799 カレナ認定こども園 671-1511 揖保郡太子町太田６６９－１ 792766601 集団給食（４）その他 集団給食 社会福祉法人太子福祉会 理事長 荒尾 潤 675-0104 兵庫県加古川市平岡町土山字川池４２３番地の９ 789416707 西播(龍健)第59-23 令和3年7月15日
000028 6000181800 障害者支援施設あすかの家 671-1511 揖保郡太子町太田２３３０ 792752281 集団給食（４）その他 集団給食 社会福祉法人あすか会 理事長 藤井 幸一 671-1511 兵庫県揖保郡太子町太田２３３０番地 792752281 西播(龍健)第59-24 令和3年7月15日
000028 6000181819 たつの市立小宅南こども園 679-4167 たつの市龍野町富永４０４ 791634640 集団給食（４）その他 集団給食 たつの市 市長 山本 実 679-4167 兵庫県たつの市龍野町富永１００５番地１ 791643131 西播(龍健)第59-25 令和3年7月19日



000028 6000181841 生活協同組合コープこうべ　コープ龍野 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く。) 通信販売・訪問販売による販売業 自動車 生活協同組合コープこうべ 代表理事 岩山 利久 658-0051 兵庫県神戸市東灘区住吉本町一丁目３番１９号 788561003 西播(龍健)第42-2 令和3年7月14日
000028 6000181954 医療法人聖医会介護老人保健施設浩陽園 679-5301 佐用郡佐用町佐用３５２９－３ 790820321 集団給食（４）その他 集団給食 医療法人聖医会 理事長 林 充 679-5301 兵庫県佐用郡佐用町佐用３５２９番地３ 790822154 西播(龍健)第59-33 令和3年7月19日
000028 6000182002 ながさわ山崎店 671-2521 宍粟市山崎町木ノ谷字山元５－１ 790628777 乳類販売業 一般 ナガサワ食品株式会社 代表取締役 長澤 正直 675-0103 兵庫県加古川市平岡町高畑４９０番地１ 794252200 西播(龍健)第36-9 令和3年7月21日
000028 6000182005 贈り物専門店イシザワ佐用店 679-5307 佐用郡佐用町円應寺９２－１ 790822200 その他の食料・飲料販売業 一般 株式会社イシザワ 代表取締役 石澤 孝之 671-2542 兵庫県宍粟市山崎町船元７９番地１ 790644577 西播(龍健)第46-10 令和3年7月19日
000028 6000182006 贈り物専門店　イシザワ山崎店 671-2542 宍粟市山崎町船元７９－１ 790644577 その他の食料・飲料販売業 一般 株式会社イシザワ 代表取締役 石澤 孝之 671-2542 兵庫県宍粟市山崎町船元７９番地１ 790644577 西播(龍健)第46-11 令和3年7月19日
000028 6000182009 長田産業株式会社 671-2544 宍粟市山崎町千本屋２１５ 790621177 その他の食料品製造・加工業 一般 長田産業株式会社 代表取締役 長田 伊知朗 671-2544 兵庫県宍粟市山崎町千本屋２１５番地 790621177 西播(龍健)第57-8 令和3年7月26日
000028 6000182010 長田産業株式会社　御名工場 671-2554 宍粟市山崎町御名３３５－１ 790621177 その他の食料品製造・加工業 一般 長田産業株式会社 代表取締役 長田 伊知朗 671-2544 兵庫県宍粟市山崎町千本屋２１５番地 790621177 西播(龍健)第57-9 令和3年7月26日
000028 6000182012 長田産業株式会社　川戸工場 671-2534 宍粟市山崎町川戸１１２１－１０ 790626515 その他の食料品製造・加工業 一般 長田産業株式会社 代表取締役 長田 伊知朗 671-2544 兵庫県宍粟市山崎町千本屋２１５番地 790621177 西播(龍健)第57-10 令和3年7月26日
000028 6000182017 たつの市立小宅北こども園 679-4123 たつの市龍野町片山６ 791630487 集団給食（４）その他 集団給食 たつの市 市長 山本 実 679-4167 兵庫県たつの市龍野町富永１００５番地１ 791643131 西播(龍健)第59-28 令和3年7月27日
000028 6000182019 たつの市立誉田こども園 679-4134 たつの市誉田町広山５０７－５ 791630816 集団給食（４）その他 集団給食 たつの市 市長 山本 実 679-4167 兵庫県たつの市龍野町富永１００５番地１ 791643131 西播(龍健)第59-29 令和3年7月27日
000028 6000182020 社会福祉法人心光福祉会 679-4322 たつの市新宮町仙正１８７－４ 791753318 集団給食（４）その他 集団給食 社会福祉法人心光福祉会 理事長 内海 裕子 679-4322 兵庫県たつの市新宮町仙正１８７番地の４ 791753318 西播(龍健)第59-27 令和3年7月27日
000028 6000182036 たつの市立神岡保育所 679-4113 たつの市神岡町田中６６８－２ 791651193 集団給食（４）その他 集団給食 たつの市長 市長 山本 実 679-4167 兵庫県たつの市龍野町富永１００５番地１ 791643131 西播(龍健)第59-30 令和3年7月28日
000028 6000182037 医療法人社団西はりまクリニック 679-4132 たつの市誉田町福田７８０－３７ 791622480 集団給食（２）病院・診療所 集団給食 医療法人社団西はりまクリニック 理事長 西川 光博 679-4132 兵庫県たつの市誉田町福田７８０番地の３７ 791622480 西播(龍健)第59-31 令和3年7月15日
000028 6000182055 幼保連携型認定こども園　安養保育園 671-1534 揖保郡太子町福地５７４－１ 792763680 集団給食（４）その他 集団給食 社会福祉法明和福祉会 理事長 松浦 暁了 671-1534 兵庫県揖保郡太子町福地４０８番地 792761266 西播(龍健)第59-32 令和3年7月30日
000028 6000182056 たつの市立御津南こども園 671-1331 たつの市御津町岩見３２０ 793222502 集団給食（４）その他 集団給食 たつの市 市長 山本 実 679-4167 兵庫県たつの市龍野町富永１００５番地１ 791643131 西播(龍健)第59-36 令和3年8月2日
000028 6000182062 医療法人古橋会 介護老人保健施設 シルバーケア揖保川 671-1601 たつの市揖保川町半田７０３－１ 791726260 集団給食（４）その他 集団給食 医療法人古橋会 理事長 古橋 淳夫 671-1601 兵庫県たつの市揖保川町半田７０３番地の１ 791726260 西播(龍健)第59-34 令和3年7月30日
000028 6000182063 社会福祉法人めぐみ会　認定こども園 第一仏光こども園 671-1631 たつの市揖保川町山津屋６７－２ 791723240 集団給食（４）その他 集団給食 社会福祉法人めぐみ会 理事長 堀 正昭 671-1631 兵庫県たつの市揖保川町山津屋６７番地の２ 791723240 西播(龍健)第59-35 令和3年8月2日
000028 6000182132 社会福祉法人　東栗栖社会福祉協会　東栗栖保育園 679-4341 たつの市新宮町能地３３８－２ 791750188 集団給食（４）その他 集団給食 社会福祉法人東栗栖社会福祉協会 理事長 中西 政信 679-4341 兵庫県たつの市新宮町能地３３８番地の２ 791750188 西播(龍健)第59-26 令和3年7月19日
000028 6000182174 佐用朝霧園 679-5212 佐用郡佐用町林崎６６２－８ 790788050 集団給食（４）その他 集団給食 社会福祉法人佐用町社会福祉協議会 会長 橋本 公六 679-5301 兵庫県佐用郡佐用町佐用東徳久１９４６番地 790781212 西播(龍健)第59-41 令和3年7月26日
000028 6000182223 社会福祉法人アルーラ福祉会 679-4346 たつの市新宮町千本２２９４－１ 791751562 集団給食（４）その他 集団給食 社会福祉法人アルーラ福祉会 理事長 村上 真之助 679-4346 兵庫県たつの市新宮町千本２２９４番地の１ 791751562 西播(龍健)第59-37 令和3年8月4日
000028 6000182227 認定こども園じょうせんこども園 671-1342 たつの市御津町朝臣１３０ 793221870 集団給食（４）その他 集団給食 社会福祉法人慈雲福祉会 理事長 小泉 智子 671-1342 兵庫県たつの市御津町朝臣１３０番地 793221870 西播(龍健)第59-38 令和3年8月4日
000028 6000182246 社会福祉法人栗栖の荘 香島保育園 679-4302 たつの市新宮町香山１４３０－１ 791771014 集団給食（４）その他 集団給食 社会福祉法人栗栖の荘 理事長 小林 多聞 679-4342 兵庫県たつの市新宮町平野荒神山６９２番地の３２ 791750385 西播(龍健)第59-39 令和3年8月4日
000028 6000182251 特別養護老人ホーム栗栖の荘 679-4342 たつの市新宮町平野７７８－５ 791753878 集団給食（４）その他 集団給食 社会福祉法人栗栖の荘 理事長 小林 多聞 679-4342 兵庫県たつの市新宮町平野荒神山６９２番地の３２ 791750385 西播(龍健)第59-40 令和3年8月4日
000028 6000182257 養護老人ホーム　栗栖の荘 679-4342 たつの市新宮町平野６９２－３２ 791750385 集団給食（４）その他 集団給食 社会福祉法人栗栖の荘 理事長 小林 多聞 679-4342 兵庫県たつの市新宮町平野荒神山６９２番地の３２ 791750385 西播(龍健)第59-42 令和3年8月4日
000028 6000182276 うさぎ家 679-5301 佐用郡佐用町佐用３０１５－２ 790820231 調味料製造・加工業 一般 長井 貴嗣 西播(龍健)第51-2 令和3年8月5日
000028 6000182312 株式会社わらいや 679-4016 たつの市揖西町南山１丁目１１ 791728536 通信販売・訪問販売による販売業 一般 株式会社わらいや 代表取締役 坂本 龍也 679-4016 兵庫県たつの市揖西町南山一丁目１１番地 791728536 西播(龍健)第42-3 令和3年8月6日
000028 6000182313 株式会社わらいや 679-4016 たつの市揖西町南山１丁目１１ 791728536 その他の食料・飲料販売業 一般 株式会社わらいや 代表取締役 坂本 龍也 679-4016 兵庫県たつの市揖西町南山一丁目１１番地 791728536 西播(龍健)第42-3 令和3年8月6日
000028 6000182317 株式会社ケイピー 679-4304 たつの市新宮町下笹５１５ 791770213 器具・容器包装の製造・加工業 一般 株式会社ケイピー 代表取締役 竹内 淳 322-0026 栃木県鹿沼市茂呂９０１番地 289763281 西播(龍健)第60-4 令和3年8月6日
000028 6000182337 社会福祉法人協同福祉会　みどり苑 671-4114 宍粟市一宮町福野１６２－１ 790741700 集団給食（４）その他 集団給食 社会福祉法人協同福祉会 理事長 上野 智也 671-4114 兵庫県宍粟市一宮町福野１６２番地の１ 790741700 西播(龍健)第59-43 令和3年8月11日
000028 6000182359 餃子の王将　たつの店 679-4167 たつの市龍野町富永510-1 791640880 その他の食料・飲料販売業 一般 株式会社満福 代表取締役 下多 満 679-4167 兵庫県たつの市龍野町富永５１０番地１ 791640880 西播(龍健)第46-13 令和3年8月11日
000028 6000182377 かっぱ寿司　太子店 671-1521 揖保郡太子町東出２５０－４ 792752245 その他の食料・飲料販売業 一般 カッパ・クリエイト株式会社 代表取締役 山角 豪 220-8112 神奈川県横浜市西区みなとみらい二丁目２番１号ランドマークタワー１２階 452247095 西播(龍健)第46-14 令和3年8月11日
000028 6000182378 佐用町学校給食センター 679-5213 佐用郡佐用町東徳久１９４６ 790788100 集団給食（１）学校 集団給食 佐用町 町長 庵逧 典章 679-5301 兵庫県佐用郡佐用町佐用２６１１番地１ 790822521 西播(龍健)第59-44 令和3年8月11日
000028 6000182380 山崎聖旨保育園 671-2576 宍粟市山崎町鹿沢１０１ 790621137 集団給食（４）その他 集団給食 宗教法人日本基督教団山崎協会 理事長 前野 富美子 671-2576 兵庫県宍粟市山崎町鹿沢１０１番地の１ 790621137 西播(龍健)第59-45 令和3年8月11日
000028 6000182392 特別養護老人ホームまほろばの里 671-1541 揖保郡太子町塚森１２５－１ 792751858 集団給食（４）その他 集団給食 社会福祉法人大和福祉会 理事長 森表 真愉美 671-1541 兵庫県揖保郡太子町塚森１２５番地の１ 792751858 西播(龍健)第59-46 令和3年8月12日
000028 6000182398 オフィスグリコ冷凍冷蔵庫２８１５０７ 671-1557 揖保郡太子町阿曽５９－１ その他の食料・飲料販売業 一般 グリコチャネルクリエイト株式会社 代表取締役 西村 浩一 555-8502 大阪府大阪市西淀川区歌島４丁目６番５号 西播(龍健)第46-15 令和3年8月12日
000028 6000182527 （株）マンエイ 679-5301 佐用郡佐用町佐用３５３２－１ 790823649 コップ式自動販売機（自動洗浄・屋内設置） 自動販売機 株式会社マンエイ 代表取締役 林 万紀子 679-5301 兵庫県佐用郡佐用町佐用３５３２番地の１ 790823649 西播(龍健)第38-10 令和3年8月19日
000028 6000182558 イオンタウン太子ショッピングセンター 671-1521 揖保郡太子町東出字柴田２６２－１ 792775228 その他の食料・飲料販売業 一般 株式会社御座候 代表取締役 山田 宗平 670-0944 兵庫県姫路市阿保甲６１１番地の１ 792822311 西播(龍健)第46-16 令和3年8月20日
000028 6000182564 マックスバリュイオンタウン太子店 671-1521 揖保郡太子町東出２６２－１ 792773719 乳類販売業 一般 マックスバリュ西日本株式会社 代表取締役 平尾 健一 732-0814 広島県広島市南区段原南一丁目３番５２号 825358500 西播(龍健)第36-10 令和3年8月24日
000028 6000182575 ヒラキ株式会社龍野店 679-4169 たつの市龍野町大道字新開キ５７４ 791629234 食肉販売業 一般 ヒラキ株式会社 代表取締役 伊原 英二 654-0035 兵庫県神戸市須磨区中島町三丁目２番６号 787312051 西播(龍健)第35-1 令和3年6月1日
000028 6000182576 ぶっちゃー本店 679-4322 たつの市新宮町仙正１９９－６ 乳類販売業 一般 ぶっちゃー株式会社 代表取締役 片岡 啓幸 679-4327 兵庫県たつの市新宮町中野庄２３３番地１ 791752207 西播(龍健)第36-1 令和3年6月1日
000028 6000182577 研究交流施設管理棟 679-5148 佐用郡佐用町光都１－１－１大型放射光施設内 791580933 乳類販売業 自動販売機 株式会社光都サービス 代表取締役 川上 加代子 679-5165 兵庫県たつの市新宮町光都一丁目２０番５号 791580422 西播(龍健)第36-2 令和3年6月1日
000028 6000182603 神岡ふれあい館 679-4106 たつの市神岡町横内２７６－１ 野菜果物販売業 一般 西播(龍健)第40-5 令和3年8月24日
000028 6000182604 神岡ふれあい館 679-4106 たつの市神岡町横内２７６－１ その他の食料・飲料販売業 一般 西播(龍健)第40-5 令和3年8月24日
000028 6000182606 株式会社誠心学園保育園 671-2579 宍粟市山崎町門前１８１ 790631389 集団給食（４）その他 集団給食 株式会社誠心学園保育園 代表取締役 吉本 厚子 671-2579 兵庫県宍粟市山崎町門前１８１番地 790631389 西播(龍健)第59-47 令和3年8月25日
000028 6000182655 ヒガシマル食品株式会社 679-4122 たつの市龍野町日飼１８８ 791621471 コップ式自動販売機（自動洗浄・屋内設置） 自動販売機 株式会社関西コーヒー 代表取締役 平岡 創土 671-1136 兵庫県姫路市大津区恵美酒町２丁目５４番地 792365800 西播(龍健)第38-9 令和3年7月30日
000028 6000182659 ダイナム兵庫たつの店 679-4134 たつの市誉田町広山４１－１ コップ式自動販売機（自動洗浄・屋内設置）自動販売機株式会社日本ヒュウマップ 川野 創平 116-0013 東京都荒川区西日暮里五丁目１５番７号338028141 西播(龍健)第38-11 令和3年8月26日
000028 6000182733 新宮町デイサービスセンターあすかの園 679-4342 たつの市新宮町平野６９２－２３ 791753648 集団給食（４）その他 集団給食 社会福祉法人栗栖の荘 理事長 小林 多聞 679-4342 兵庫県たつの市新宮町平野荒神山６９２番地の３２ 791750385 西播(龍健)第59-48 令和3年9月1日
000028 6000182738 ハチ食品株式会社　兵庫工場製造１・２課 671-2565 宍粟市山崎町高下１５５７ 790624880 調味料製造・加工業 一般 ハチ食品株式会社 代表取締役 高橋 慎一 555-0012 大阪府大阪市西淀川区御幣島二丁目１８番３１号 664713557 西播(龍健)第51-3 令和3年9月1日
000028 6000182748 ハチ食品株式会社　兵庫工場製造３・４課 671-2565 宍粟市山崎町高下字谷１６９０－５ 790627361 調味料製造・加工業 一般 ハチ食品株式会社 代表取締役 高橋 慎一 555-0012 大阪府大阪市西淀川区御幣島二丁目１８番３１号 664713557 西播(龍健)第51-4 令和3年9月1日
000028 6000182778 まぶち米穀店 671-1524 揖保郡太子町東保１１ 792772555 米穀類販売業 一般 眞渕 保 西播(龍健)第41-3 令和3年9月3日
000028 6000182818 橋本商会 671-1561 揖保郡太子町鵤４６－２ 792407238 器具・容器包装の製造・加工業 一般 橋本 茂 西播(龍健)第60-5 令和3年9月3日
000028 6000182825 田口乳業株式会社 679-4155 たつの市揖保町揖保中３００ 791678181 その他の食料・飲料販売業 一般 田口乳業株式会社 代表取締役 田口 晴喜 678-0001 兵庫県相生市山手１丁目６８番地 791678181 西播(龍健)第46-18 令和3年9月3日
000028 6000182857 たつの市立龍野小学校 679-4179 たつの市龍野町上霞城８６－２ 791631371 集団給食（１）学校 集団給食 たつの市 市長 山本 実 679-4192 兵庫県たつの市龍野町富永１００５番地１ 791728181 西播(龍健)第59-50 令和3年9月8日
000028 6000182858 たつの市立小宅小学校 679-4122 たつの市龍野町日飼１０５ 791630279 集団給食（１）学校 集団給食 たつの市 市長 山本 実 679-4192 兵庫県たつの市龍野町富永１００５番地１ 791728181 西播(龍健)第59-51 令和3年9月8日
000028 6000182859 たつの市立揖西東小学校 679-4023 たつの市揖西町清水新９ 791660020 集団給食（１）学校 集団給食 たつの市 市長 山本 実 679-4192 兵庫県たつの市龍野町富永１００５番地１ 791728181 西播(龍健)第59-52 令和3年9月8日
000028 6000182860 たつの市立揖西西小学校 679-4023 たつの市揖西町住吉１４２ 791660021 集団給食（１）学校 集団給食 たつの市 市長 山本 実 679-4192 兵庫県たつの市龍野町富永１００５番地１ 791728181 西播(龍健)第59-53 令和3年9月8日
000028 6000182863 たつの市立揖保小学校 679-4154 たつの市揖保町西構６７ 791678500 集団給食（１）学校 集団給食 たつの市 市長 山本 実 679-4192 兵庫県たつの市龍野町富永１００５番地１ 791728181 西播(龍健)第59-54 令和3年9月8日
000028 6000182864 たつの市立誉田小学校 679-4134 たつの市誉田町広山５８０－１ 791621529 集団給食（１）学校 集団給食 たつの市 市長 山本 実 679-4167 兵庫県たつの市龍野町富永１００５番地１ 791728181 西播(龍健)第59-55 令和3年9月8日
000028 6000182868 たつの市立半田小学校 671-1611 たつの市揖保川町新在家１６６－２ 791722281 集団給食（１）学校 集団給食 たつの市 市長 山本 実 679-4192 兵庫県たつの市龍野町富永１００５番地１ 791728181 西播(龍健)第59-56 令和3年9月8日
000028 6000182870 たつの市立神部小学校 671-1632 たつの市揖保川町黍田４３４ 791723021 集団給食（１）学校 集団給食 たつの市 市長 山本 実 671-1631 兵庫県たつの市龍野町富永１００５番地１ 791728181 西播(龍健)第59-57 令和3年9月8日
000028 6000182871 たつの市立河内小学校 671-1664 たつの市揖保川町金剛山６０４ 791722129 集団給食（１）学校 集団給食 たつの市 市長 山本 実 679-4192 兵庫県たつの市龍野町富永１００５番地１ 791728181 西播(龍健)第59-58 令和3年9月8日
000028 6000182877 たつの市御津学校給食センター 671-1341 たつの市御津町釜屋３３１－７ 793223301 集団給食（１）学校 集団給食 たつの市 市長 山本 実 679-4192 兵庫県たつの市龍野町富永１００５番地１ 791728181 西播(龍健)第59-59 令和3年9月8日
000028 6000182880 １１２９印 671-1534 揖保郡太子町福地２８２－２ 食肉販売業 一般 神應寺 美希 西播(龍健)第35-6 令和3年9月7日
000028 6000182890 ギフトパークコーヤマ 679-4168 たつの市龍野町四箇３９－５ 791632424 その他の食料・飲料販売業 一般 株式会社香山園 代表取締役 香山 裕 679-4168 兵庫県たつの市龍野町四箇３９番地５ 791632424 西播(龍健)第46-19 令和3年9月8日
000028 6000182906 餃子の王将　国道太子店 671-1521 揖保郡太子町東出１４９－１ その他の食料・飲料販売業 一般 株式会社ペルゴ 代表取締役 小林 康浩 670-0976 兵庫県姫路市中地１８８番地の１ 792934064 西播(龍健)第46-20 令和3年9月8日
000028 6000182912 末廣醤油株式会社 679-4173 たつの市龍野町門の外１３ 791620005 通信販売・訪問販売による販売業 一般 末廣醤油株式会社 代表取締役 末廣 卓也 679-4173 兵庫県たつの市龍野町門の外１３番地 791620005 西播(龍健)第42-4 令和3年9月9日
000028 6000182923 むれさきデイサービス新宮 679-4315 たつの市新宮町井野原４８１－１ 791762201 集団給食（４）その他 集団給食 社会福祉法人尚紫会 理事長 衣笠 寛 671-0247 兵庫県姫路市四郷町東阿保４４番地 792836861 西播(龍健)第59-61 令和3年9月10日
000028 6000182924 たつの市立西栗栖こども園 679-5154 たつの市新宮町鍛冶屋７７ 791780813 集団給食（４）その他 集団給食 たつの市 市長 山本 実 679-4167 兵庫県たつの市龍野町富永１００５番地１ 791643126 西播(龍健)第59-62 令和3年9月10日
000028 6000182925 社会福祉法人こどもの国　認定こども園まあや学園 671-1613 たつの市揖保川町二塚３８５－１ 791724630 集団給食（４）その他 集団給食 社会福祉法人こどもの国 理事長 堀 良尚 671-1613 兵庫県たつの市揖保川町二塚３８５番地の１ 791724630 西播(龍健)第59-63 令和3年9月10日
000028 6000182932 この春 679-4016 たつの市揖西町南山９４２－１ 791663003 その他の食料品製造・加工業 一般 塚本 奈津子 西播(龍健)第57-11 令和3年9月10日
000028 6000182948 ギョーザ中華そば　ねぎとにんにく 679-4315 たつの市新宮町井野原５５４－１ 791728355 自動販売機（要届出のコップ式自動販売機及び要許可を除く） 自動販売機 松江 一記 西播(龍健)第45-1 令和3年9月13日
000028 6000182995 公立宍粟総合病院 671-2576 宍粟市山崎町鹿沢９３ 790622410 集団給食（２）病院・診療所 集団給食 宍粟市 市長 福元 晶三 671-2574 兵庫県宍粟市山崎町中広瀬１３３－６ 790622410 西播(龍健)第59-64 令和3年9月14日
000028 6000183069 ｃａｆｅｉｅｒ 671-1524 揖保郡太子町東保１８－１まつだオアシスハウス１階Ａ号 コーヒー（飲料を除く）製造・加工業一般 田中 葉子 西播(龍健)第49-1 令和3年9月16日
000028 6000183127 たなか養蜂園 671-4131 宍粟市一宮町安積１０３４－１ その他の食料品製造・加工業 一般 田中 啓介 西播(龍健)第57-12 令和3年9月15日
000028 6000183165 トイボックス太子 671-1523 揖保郡太子町東南６１－１６ 792775255 集団給食（４）その他 集団給食 特定非営利活動法人おもちゃ箱 理事長 有本 惠美子 671-1523 兵庫県揖保郡太子町東南６１－１６ 792775255 西播(龍健)第59-65 令和3年9月17日
000028 6000183169 社会福祉法人一宮ひかり保育所 671-4131 宍粟市一宮町安積１３４３－１ 790721998 集団給食（４）その他 集団給食 社会福祉法人一宮福祉会 理事長 畑尾 清人 671-4142 兵庫県宍粟市一宮町安積１３４３番地の１ 790721998 西播(龍健)第59-66 令和3年9月21日
000028 6000183194 業務スーパー　山崎店 671-2553 宍粟市山崎町鶴木５７－２ 790627171 百貨店、総合スーパー 一般 株式会社はやしの 代表取締役 富田 俊治 671-0232 兵庫県姫路市御国野町御着３１５番地の１ 792525151 西播(龍健)第44-2 令和3年9月22日
000028 6000183197 業務スーパー　佐用店 679-5307 佐用郡佐用町円応寺８９ 790823003 百貨店、総合スーパー 一般 株式会社はやしの 代表取締役 富田 俊治 671-0232 兵庫県姫路市御国野町御着３１５番地の１ 792525151 西播(龍健)第44-3 令和3年9月22日
000028 6000183209 信原病院 679-4017 たつの市揖西町土師７２０ 791660981 自動販売機（要届出のコップ式自動販売機及び要許可を除く） 自動販売機 関西キリンビバレッジサービス株式会社 代表取締役 尾崎 靖幸 530-0011 大阪府大阪市北区大深町４番２０号 677309206 西播(龍健)第45-2 令和3年9月22日
000028 6000183219 社会福祉法人ひこばえ福祉会　段ちびっこえん 671-2552 宍粟市山崎町段３４３－４ 790626382 集団給食（４）その他 集団給食 社会福祉法人ひこばえ福祉会 理事長 西上 千津子 671-2552 兵庫県宍粟市山崎町段３４３番地の４ 790626382 西播(龍健)第59-67 令和3年9月21日
000028 6000183238 特別養護老人ホーム 祐あいホーム上月 679-5514 佐用郡佐用町福吉７２１ 790870011 集団給食（４）その他 集団給食 社会福祉法人聖風会 理事長 林 充 679-5331 兵庫県佐用郡佐用町平福７８０番地 790832001 西播(龍健)第59-68 令和3年9月24日
000028 6000183240 老人保健施設　ハイム・ゾンネ 679-5212 佐用郡佐用町林崎６６２－３ 790780001 集団給食（４）その他 集団給食 社会福祉法人平成福祉会 理事長 大田 研治 679-5212 兵庫県佐用郡佐用町林崎６６２番３ 790780001 西播(龍健)第59-69 令和3年9月24日
000028 6000183242 明治牛乳新宮販売所 679-4313 たつの市新宮町新宮１０２４－９ 791750168 乳類販売業 一般 大西 秀一 西播(龍健)第36-5 令和3年6月1日
000028 6000183258 兵庫県立西播磨総合リハビリテーションセンター 679-5165 たつの市新宮町光都１－７－１ 乳類販売業 自動販売機 株式会社光都サービス 代表取締役 川上 加代子 679-5165 兵庫県たつの市新宮町光都１－２０－５ 791580422 西播(龍健)第36-3 令和3年6月1日
000028 6000183263 ファミリーマートいかるが店 671-1561 揖保郡太子町鵤１３２３－３ 792777006 コンビニエンスストア 一般 朝見 智裕 西播(龍健)第43-1 令和3年6月1日
000028 6000183265 ローソン山崎城下店 671-2553 宍粟市山崎町鶴木４３－４ 790622770 コンビニエンスストア 一般 鎌田 哲 西播(龍健)第43-2 令和3年6月1日
000028 6000183266 株式会社谷笹化成工業所 671-2504 宍粟市山崎町東下野１３７－１ 790650157 器具・容器包装の製造・加工業 一般 株式会社大西コルク工業所 大西 洋輔 673-1451 兵庫県加東市家原５７５番地 西播(龍健)第60-1 令和3年6月1日
000028 6000183268 ハイパック龍野工場 679-4155 たつの市揖保町揖保中２５１－１ 791670682 器具・容器包装の製造・加工業 一般 ハイパック株式会社 山口 哲彦 105-0012 東京都港区芝大門１丁目１３番７号 西播(龍健)第60-2 令和3年6月1日
000028 6000183269 豊和産業株式会社 671-1331 たつの市御津町岩見９１７ 793221526 精穀・製粉業 一般 豊和産業株式会社 代表取締役 山下 啓 671-1331 兵庫県たつの市御津町岩見９１７ 793221526 西播(龍健)第53-1 令和3年6月1日
000028 6000183270 揖保乃糸資料館そうめんの里 679-4101 たつの市神岡町奥村５６ 791659000 その他の食料・飲料販売業 一般 兵庫県手延素麺協同組合 代表理事 井上 猛 679-4167 兵庫県たつの市龍野町富永２１９－２ 791620826 西播(龍健)第46-5 令和3年6月1日
000028 6000183275 三木食品 671-1321 たつの市御津町苅屋４５１－１０ 793221828 その他の食料・飲料販売業 一般 三木 大治 西播(龍健)第46-2 令和3年6月1日
000028 6000183276 めぐみの郷太子店 671-1535 揖保郡太子町蓮常寺字豆田２９４－１ 792772080 その他の食料・飲料販売業 一般 株式会社Ｇ７アグリジャパン 代表取締役 金田 達三 654-0161 兵庫県神戸市須磨区弥栄台三丁目１番地の６ 787924831 西播(龍健)第46-3 令和3年6月1日
000028 6000183278 橋本食料品店 671-4100 宍粟市一宮町 その他の食料・飲料販売業 自動車 橋本 修造 西播(龍健)第46-4 令和3年6月1日
000028 6000183279 味わいの里三日月 679-5134 佐用郡佐用町乃井野１２６６ 790792521 その他の食料・飲料販売業 一般 株式会社元気工房さよう 代表取締役 衣笠 俊博 679-5134 兵庫県佐用郡佐用町乃井野１２６６番地 790792521 西播(龍健)第57-4 令和3年6月1日
000028 6000183280 ふれあいの里上月特産物直売所 679-5523 佐用郡佐用町上月５２９－４ 790868005 その他の食料・飲料販売業 一般 株式会社元気工房さよう 代表取締役 衣笠 俊博 679-5134 兵庫県佐用郡佐用町乃井野１２６６番地 790792521 西播(龍健)第57-5 令和3年6月1日
000028 6000183284 自然菜園カフェ遊楽里 671-3224 宍粟市千種町七野３１３－１ 農産保存食料品製造・加工業 一般 酒井 早苗 西播(龍健)第50-1 令和3年6月1日
000028 6000183285 ふれあいの里上月 679-5514 佐用郡佐用町福吉６７４－１ 790710371 農産保存食料品製造・加工業 一般 株式会社元気工房さよう 代表取締役 衣笠 俊博 679-5134 兵庫県佐用郡佐用町乃井野１２６６番地 790792521 西播(龍健)第50-2 令和3年6月1日
000028 6000183288 ギョーザ中華そばねぎとにんにく 679-4315 たつの市新宮町井野原５５４－１ 791728355 その他の食料品製造・加工業 一般 松江 一記 西播(龍健)第57-3 令和3年6月1日



000028 6000183289 北條製餡株式会社 671-1522 揖保郡太子町矢田部４５６－１ その他の食料品製造・加工業 一般 北條製餡株式会社 北條 義幸 670-0992 兵庫県姫路市福沢町９３番地 西播(龍健)第57-6 令和3年6月1日
000028 6000183290 えびす食堂 679-4129 たつの市龍野町堂本３０－６ 791621811 その他の食料品製造・加工業 一般 特定非営利活動法人えびす 理事 志水 哲也 679-4129 兵庫県たつの市龍野町堂本３０番地６ 791621811 西播(龍健)第57-1 令和3年6月1日
000028 6000183291 株式会社ささ営農直売所 679-4302 たつの市新宮町香山１１６３－５ 791770070 野菜果物販売業 一般 株式会社ささ営農 代表取締役 八木 正邦 679-4304 兵庫県たつの市新宮町下笹１０４９ 791770177 西播(龍健)第40-1 令和3年6月1日
000028 6000183300 龍野県税事務所 679-4167 たつの市龍野町富永字田井屋畑1311-3 791635126 コップ式自動販売機（自動洗浄・屋内設置） 自動販売機 株式会社関西コーヒー 代表取締役 平岡 創土 671-1136 兵庫県姫路市大津区恵美酒町２丁目５４番地 792365800 西播(龍健)第38-1 令和3年6月1日
000028 6000183302 山陽自動車道龍野西Ｓ．Ａ上りカップ自販機コーナーⅠ 679-4016 たつの市揖西町南山字西の土井２８６ 794233522 コップ式自動販売機（自動洗浄・屋内設置） 自動販売機 株式会社アペックス西日本 森 吉平 550-0015 大阪府大阪市西区南堀江四丁目２５番２４号 794233522 西播(龍健)第38-2 令和3年6月1日
000028 6000183305 コープこうべ龍野店 679-4121 たつの市龍野町島田10-1 791620015 コップ式自動販売機（自動洗浄・屋内設置） 自動販売機 サントリービバレッジソリューション株式会社 代表取締役 及川 剛 160-6111 東京都新宿区西新宿八丁目１７番１号 363040501 西播(龍健)第38-4 令和3年6月1日
000028 6000183306 ナガセケムテックス株式会社食堂６Ｗ０６６５ 679-4124 たつの市龍野町中井236 791634561 コップ式自動販売機（自動洗浄・屋内設置） 自動販売機 サントリービバレッジソリューション株式会社 代表取締役 及川 剛 160-6111 東京都新宿区西新宿八丁目１７番１号 363040501 西播(龍健)第38-5 令和3年6月1日
000028 6000183307 龍野西サービスエリア下り線 679-4017 たつの市揖西町土師字東山974-22 791662647 コップ式自動販売機（自動洗浄・屋内設置） 自動販売機 トーヨーベンディング株式会社 代表取締役 大久保 智司 452-0839 愛知県名古屋市西区見寄町１６７番地 525011771 西播(龍健)第38-6 令和3年6月1日
000028 6000183308 龍野西サービスエリア上り線 679-4016 たつの市揖西町南山字西の土井２８６ 791662647 コップ式自動販売機（自動洗浄・屋内設置） 自動販売機 トーヨーベンディング株式会社 代表取締役 大久保 智司 452-0839 愛知県名古屋市西区見寄町１６７番地 525411771 西播(龍健)第38-7 令和3年6月1日
000028 6000183314 養護老人ホーム佐用朝霧園 679-5331 佐用郡佐用町平福１６９－５ 790832200 乳類販売業 自動販売機 姫路ヤクルト販売株式会社 代表取締役 小倉 修 670-0061 兵庫県姫路市西今宿二丁目９番８号 792928960 西播(龍健)第36-12 令和3年9月28日
000028 6000183315 千種川リハビリテーションセンター 679-5331 佐用郡佐用町平福７８０ 790832001 乳類販売業 自動販売機 姫路ヤクルト販売株式会社 代表取締役 小倉 修 670-0061 兵庫県姫路市西今宿二丁目９番８号 792928960 西播(龍健)第36-11 令和3年9月28日
000028 6000183343 株式会社ささ営農直売所 679-4302 たつの市新宮町香山１１６３－５ 791770070 米穀類販売業 一般 株式会社ささ営農 代表取締役 八木 正邦 679-4304 兵庫県たつの市新宮町下笹１０４９ 791770177 西播(龍健)第40-1 令和3年6月1日
000028 6000183344 株式会社ささ営農直売所 679-4302 たつの市新宮町香山１１６３－５ 791770070 その他の食料・飲料販売業 一般 株式会社ささ営農 代表取締役 八木 正邦 679-4304 兵庫県たつの市新宮町下笹１０４９ 791770177 西播(龍健)第40-1 令和3年6月1日
000028 6000183348 尾崎病院 679-5225 佐用郡佐用町上三河１４１－１ 790770221 乳類販売業 自動販売機 姫路ヤクルト販売株式会社 代表取締役 小倉 修 670-0061 兵庫県姫路市西今宿二丁目９番８号 792928960 西播(龍健)第36-13 令和3年9月28日
000028 6000183349 本多石油佐用インター 679-5341 佐用郡佐用町横坂５９８－２ 790822931 乳類販売業 自動販売機 姫路ヤクルト販売株式会社 代表取締役 小倉 修 670-0061 兵庫県姫路市西今宿二丁目９番８号 792928960 西播(龍健)第36-14 令和3年9月28日
000028 6000183351 白光株式会社 679-5651 佐用郡佐用町櫛田１－１ 790881140 乳類販売業 自動販売機 姫路ヤクルト販売株式会社 代表取締役 小倉 修 670-0061 兵庫県姫路市西今宿二丁目９番８号 792928960 西播(龍健)第36-15 令和3年9月28日
000028 6000183353 山田美貴恵邸 679-5523 佐用郡佐用町上月５２７－１０ 乳類販売業 自動販売機 姫路ヤクルト販売株式会社 代表取締役 小倉 修 670-0061 兵庫県姫路市西今宿二丁目９番８号 792928960 西播(龍健)第36-16 令和3年9月28日
000028 6000183371 土万ふれあいの館 671-2569 宍粟市山崎町土万１５１５－２ 790670359 その他の食料・飲料販売業 一般 西嶋 收一 西播(龍健)第46-21 令和3年9月28日
000028 6000183430 古川商店 679-5133 佐用郡佐用町三日月５４７ 790792015 乳類販売業 自動販売機 姫路ヤクルト販売株式会社 代表取締役 小倉 修 670-0061 兵庫県姫路市西今宿二丁目９番８号 792928960 西播(龍健)第36-17 令和3年10月4日
000028 6000183432 平井秀和作業場 679-5322 佐用郡佐用町上石井１０６１ 790822931 乳類販売業 自動販売機 姫路ヤクルト販売株式会社 代表取締役 小倉 修 670-0061 兵庫県姫路市西今宿二丁目９番８号 792928960 西播(龍健)第36-18 令和3年10月4日
000028 6000183433 姫路ヤクルト佐用センター 679-5301 佐用郡佐用町佐用駅前２８２８－１７ 790824178 乳類販売業 自動販売機 姫路ヤクルト販売株式会社 代表取締役 小倉 修 670-0061 兵庫県姫路市西今宿二丁目９番８号 792928960 西播(龍健)第36-19 令和3年10月4日
000028 6000183435 みなと銀行　網干駅支店 671-1532 揖保郡太子町糸井字前田１８８－６ 792766750 乳類販売業 自動販売機 姫路ヤクルト販売株式会社 代表取締役 小倉 修 670-0061 兵庫県姫路市西今宿二丁目９番８号 792928960 西播(龍健)第36-21 令和3年10月4日
000028 6000183436 リンテック株式会社１工棟二階 679-4109 たつの市神岡町東觜崎天神３８８ 791651051 乳類販売業 自動販売機 姫路ヤクルト販売株式会社 代表取締役 小倉 修 670-0061 兵庫県姫路市西今宿二丁目９番８号 792928960 西播(龍健)第36-22 令和3年10月4日
000028 6000183437 みなと銀行　龍野支店 679-4167 たつの市龍野町富永１５０ 791621361 乳類販売業 自動販売機 姫路ヤクルト販売株式会社 代表取締役 小倉 修 670-0061 兵庫県姫路市西今宿二丁目９番８号 792928960 西播(龍健)第36-20 令和3年10月4日
000028 6000183440 リンテック株式会社ＴＴ－１．３自販機 679-4109 たつの市神岡町東觜崎３８８ 791651051 乳類販売業 自動販売機 姫路ヤクルト販売株式会社 代表取締役 小倉 修 670-0061 兵庫県姫路市西今宿二丁目９番８号 792928960 西播(龍健)第36-23 令和3年10月4日
000028 6000183441 ナガセケムテックス(株)播磨事業所食堂１ 679-4124 たつの市龍野町中井２３６ 791632771 乳類販売業 自動販売機 姫路ヤクルト販売株式会社 代表取締役 小倉 修 670-0061 兵庫県姫路市西今宿二丁目９番８号 792928960 西播(龍健)第36-24 令和3年10月4日
000028 6000183442 たつの市空き家相談センター 679-4177 たつの市龍野町下川原８０ 791789220 乳類販売業 自動販売機 姫路ヤクルト販売株式会社 代表取締役 小倉 修 670-0061 兵庫県姫路市西今宿二丁目９番８号 792928960 西播(龍健)第36-25 令和3年10月4日
000028 6000183445 伏見屋砿油(株)竜野ＳＳ 679-4167 たつの市龍野町富永１４７－３ 791620971 乳類販売業 自動販売機 姫路ヤクルト販売株式会社 代表取締役 小倉 修 670-0061 兵庫県姫路市西今宿二丁目９番８号 792928960 西播(龍健)第36-27 令和3年10月4日
000028 6000183483 サササ 671-4105 宍粟市一宮町上岸田５７６（旧繁盛幼稚園） その他の食料品製造・加工業 一般 山口 洋介 西播(龍健)第57-13 令和3年9月30日
000028 6000183511 西播米穀株式会社龍野精米工場 679-4167 たつの市龍野町富永１４４０ 791630072 米穀類販売業 一般 西播米穀株式会社 松村 俊之 670-0056 兵庫県姫路市東今宿２丁目６番２１号 792987700 西播(龍健)第41-2 令和3年6月2日
000028 6000183517 モスバーガーたつの店 679-4129 たつの市龍野町堂本４９６－１ 791620086 その他の食料・飲料販売業 一般 株式会社フレックス 代表取締役 加藤 晴也 680-0941 鳥取県鳥取市湖山町北一丁目４５４番地５ 857313001 西播(龍健)第46-22 令和3年10月4日
000028 6000183531 リンテック㈱原材料倉庫南 679-4109 たつの市神岡町東觜崎天神３８８ 791651051 乳類販売業 自動販売機 姫路ヤクルト販売株式会社 代表取締役 小倉 修 670-0061 兵庫県姫路市西今宿二丁目９番８号 792928960 西播(龍健)第36-28 令和3年10月8日
000028 6000183603 スーパードラッグひまわり太子南店 671-1532 揖保郡太子町糸井８８－１ 792803731 その他の食料・飲料販売業 一般 株式会社ププレひまわり 代表取締役 梶原 聡一 721-0958 広島県福山市西新涯町二丁目１０番１１号 849572678 西播(龍健)第46-23 令和3年10月4日
000028 6000183641 ㈱三洋運輸 679-4015 たつの市揖西町龍子４２１－３１ 791662668 乳類販売業 自動販売機 姫路ヤクルト販売株式会社 代表取締役 小倉 修 670-0061 兵庫県姫路市西今宿二丁目９番８号 792928960 西播(龍健)第36-33 令和3年10月8日
000028 6000183642 姫路ヤクルト西播磨ステーション 679-4016 たつの市揖西町南山１丁目３９ 791662850 乳類販売業 自動販売機 姫路ヤクルト販売株式会社 代表取締役 小倉 修 670-0061 兵庫県姫路市西今宿二丁目９番８号 792928960 西播(龍健)第36-34 令和3年10月8日
000028 6000183643 日本丸天醤油株式会社 671-1601 たつの市揖保川町半田６７２ 791723535 乳類販売業 自動販売機 姫路ヤクルト販売株式会社 代表取締役 小倉 修 670-0061 兵庫県姫路市西今宿二丁目９番８号 792928960 西播(龍健)第36-35 令和3年10月8日
000028 6000183644 谷口重工株式会社 679-4021 たつの市揖西町小犬丸１４４５ 791661081 乳類販売業 自動販売機 姫路ヤクルト販売株式会社 代表取締役 小倉 修 670-0061 兵庫県姫路市西今宿二丁目９番８号 792928960 西播(龍健)第36-36 令和3年10月8日
000028 6000183645 楽水フィッシングセンター 671-2501 宍粟市山崎町上ノ１５０２ 790650811 乳類販売業 自動販売機 姫路ヤクルト販売株式会社 代表取締役 小倉 修 670-0061 兵庫県姫路市西今宿二丁目９番８号 792928960 西播(龍健)第36-37 令和3年10月8日
000028 6000183661 カネス製麺株式会社 679-4315 たつの市新宮町井野原２１２－４ 791750006 乳類販売業 自動販売機 姫路ヤクルト販売株式会社 代表取締役 小倉 修 670-0061 兵庫県姫路市西今宿二丁目９番８号 792928960 西播(龍健)第36-38 令和3年10月8日
000028 6000183662 ㈲森脇機工 671-2565 宍粟市山崎町高下３０２－６ 790626505 乳類販売業 自動販売機 姫路ヤクルト販売株式会社 代表取締役 小倉 修 670-0061 兵庫県姫路市西今宿二丁目９番８号 792928960 西播(龍健)第36-39 令和3年10月8日
000028 6000183665 しずのや東店 671-2573 宍粟市山崎町今宿２７５ 790623752 乳類販売業 自動販売機 姫路ヤクルト販売株式会社 代表取締役 小倉 修 670-0061 兵庫県姫路市西今宿二丁目９番８号 792928960 西播(龍健)第36-40 令和3年10月8日
000028 6000183666 山崎白寿園 671-2551 宍粟市山崎町春安１１１－１ 790628833 乳類販売業 自動販売機 姫路ヤクルト販売株式会社 代表取締役 小倉 修 670-0061 兵庫県姫路市西今宿二丁目９番８号 792928960 西播(龍健)第36-41 令和3年10月8日
000028 6000183699 末広醤油株式会社 679-4172 たつの市龍野町上川原８１ 791620021 乳類販売業 自動販売機 姫路ヤクルト販売株式会社 代表取締役 小倉 修 670-0061 兵庫県姫路市西今宿二丁目９番８号 792928960 西播(龍健)第36-42 令和3年10月8日
000028 6000183700 小林　利裕 679-4109 たつの市神岡町東觜崎４８７－３ 乳類販売業 自動販売機 姫路ヤクルト販売株式会社 代表取締役 小倉 修 670-0061 兵庫県姫路市西今宿二丁目９番８号 792928960 西播(龍健)第36-43 令和3年10月8日
000028 6000183705 山崎文化会館 671-2576 宍粟市山崎町鹿沢８８－１ 790625300 乳類販売業 自動販売機 姫路ヤクルト販売株式会社 代表取締役 小倉 修 670-0061 兵庫県姫路市西今宿二丁目９番８号 792928960 西播(龍健)第36-45 令和3年10月8日
000028 6000183708 リンテック㈱東觜崎寮 679-4109 たつの市神岡町東觜崎７２２ 791651051 乳類販売業 自動販売機 姫路ヤクルト販売株式会社 代表取締役 小倉 修 670-0061 兵庫県姫路市西今宿二丁目９番８号 792928960 西播(龍健)第36-46 令和3年10月8日
000028 6000183709 マエダファーム 679-4323 たつの市新宮町北村１６２ 791754080 乳類販売業 自動販売機 姫路ヤクルト販売株式会社 代表取締役 小倉 修 670-0061 兵庫県姫路市西今宿二丁目９番８号 792928960 西播(龍健)第36-47 令和3年10月8日
000028 6000183711 伏見屋鉱油㈱新宮給油所 679-4326 たつの市新宮町船渡９３－１ 791754800 乳類販売業 自動販売機 姫路ヤクルト販売株式会社 代表取締役 小倉 修 670-0061 兵庫県姫路市西今宿二丁目９番８号 792928960 西播(龍健)第36-48 令和3年10月8日
000028 6000183714 井口製粉㈱ 679-4305 たつの市新宮町吉島１５１－１ 791770251 乳類販売業 自動販売機 姫路ヤクルト販売株式会社 代表取締役 小倉 修 670-0061 兵庫県姫路市西今宿二丁目９番８号 792928960 西播(龍健)第36-51 令和3年10月8日
000028 6000183715 姫路ヤクルト山崎センター 671-2555 宍粟市山崎町金谷１２３－２０ 790620562 乳類販売業 自動販売機 姫路ヤクルト販売株式会社 代表取締役 小倉 修 670-0061 兵庫県姫路市西今宿二丁目９番８号 792928960 西播(龍健)第36-52 令和3年10月8日
000028 6000183750 特別養護老人ホームいぼがわ荘 671-1601 たつの市揖保川町半田６０８－１ 791726600 集団給食（４）その他 集団給食 社会福祉法人いぼがわ福祉センター 理事長 古橋 淳夫 671-1601 兵庫県たつの市揖保川町半田６０８番地の１ 791726600 西播(龍健)第59-70 令和3年10月8日
000028 6000183761 特別養護老人ホームちくさの郷 671-3231 宍粟市千種町河呂１８９－４ 790762500 集団給食（４）その他 集団給食 社会福祉法人千種会 理事長 岸本 多佳子 658-0014 兵庫県神戸市東灘区北青木１丁目１番３号 784310001 西播(龍健)第59-71 令和3年10月8日
000028 6000183800 エイチビィアイ株式会社　本社工場 671-2558 宍粟市山崎町上比地６５０－１ 790641201 その他の食料品製造・加工業 一般 エイチビィアイ株式会社 代表取締役 長田 博 671-2558 兵庫県宍粟市山崎町上比地６５０番地１ 790641201 西播(龍健)第57-14 令和3年10月11日
000028 6000183801 （株）カネックス 671-1611 たつの市揖保川町新在家２５５－１ 791723511 乳類販売業 自動販売機 姫路ヤクルト販売株式会社 代表取締役 小倉 修 670-0061 兵庫県姫路市西今宿二丁目９番８号 792928960 西播(龍健)第36-53 令和3年10月8日
000028 6000183818 タマゴサンド製作所 671-1575 揖保郡太子町佐用岡６５１－１ 弁当販売業 一般 飯田 晃祐 西播(龍健)第39-2 令和3年10月8日
000028 6000183821 茨木塗料㈱ 679-4305 たつの市新宮町吉島２６５ 791771011 乳類販売業 自動販売機 姫路ヤクルト販売株式会社 代表取締役 小倉 修 670-0061 兵庫県姫路市西今宿二丁目９番８号 792928960 西播(龍健)第36-54 令和3年10月11日
000028 6000183862 網元　桝政 671-1332 たつの市御津町室津８３４－１ 793240258 魚介類販売業 一般 有限会社桝政 代表取締役 桝本 雅之 671-1332 兵庫県たつの市御津町室津５５５番地１ 793240258 西播(龍健)第34-2 令和3年10月11日
000028 6000183874 南光ひまわりの会 679-5205 佐用郡佐用町安川２３９ 790780272 農産保存食料品製造・加工業 一般 鎌田 美佐江 西播(龍健)第50-5 令和3年10月11日
000028 6000183884 クスリキリン堂　太子店 671-1531 揖保郡太子町立岡９１－１ 792766570 その他の食料・飲料販売業 一般 株式会社キリン堂 代表取締役 寺西 豊彦 532-0003 大阪府大阪市淀川区宮原四丁目５番３６号 663940720 西播(龍健)第46-27 令和3年10月14日
000028 6000183897 ダイソー　太子店 671-1522 揖保郡太子町矢田部１２０ その他の食料・飲料販売業 一般 株式会社大創産業 代表取締役 矢野 靖二 739-0008 広島県東広島市西条吉行東一丁目４番１４号 824200100 西播(龍健)第46-24 令和3年10月14日
000028 6000183898 ダイソー　龍野北店 679-4121 たつの市龍野町島田７８８ その他の食料・飲料販売業 一般 株式会社大創産業 代表取締役 矢野 靖二 739-0008 広島県東広島市西条吉行東一丁目４番１４号 824200100 西播(龍健)第46-25 令和3年10月14日
000028 6000183899 ダイソー　たつの南店 679-4129 たつの市龍野町堂本４０７－１ その他の食料・飲料販売業 一般 株式会社大創産業 代表取締役 矢野 靖二 739-0008 広島県東広島市西条吉行東一丁目４番１４号 824200100 西播(龍健)第46-26 令和3年10月14日
000028 6000183933 ダイソー　イオン佐用ＳＣ店 679-5301 佐用郡佐用町佐用字大成１０６８ その他の食料・飲料販売業 一般 株式会社大創産業 代表取締役 矢野 靖二 739-0008 広島県東広島市西条吉行東一丁目４番１４号 824200100 西播(龍健)第46-28 令和3年10月14日
000028 6000183934 ダイソー　イオンタウン太子ＳＣ店 671-1521 揖保郡太子町東出２６２－１イオンタウン太子ＳＣ内 その他の食料・飲料販売業 一般 株式会社大創産業 代表取締役 矢野 靖二 739-0008 広島県東広島市西条吉行東一丁目４番１４号 824200100 西播(龍健)第46-29 令和3年10月14日
000028 6000183942 オフィスグリコ冷凍冷蔵庫144980 671-1311 たつの市御津町中島１６６６－１ その他の食料・飲料販売業 一般 グリコチャネルクリエイト株式会社 代表取締役 西村 浩一 555-8502 大阪府大阪市西淀川区歌島４丁目６番５号 西播(龍健)第46-30 令和3年10月15日
000028 6000183943 オフィスグリコ冷凍冷蔵庫158160 679-4124 たつの市龍野町中井３３８ その他の食料・飲料販売業 一般 グリコチャネルクリエイト株式会社 代表取締役 西村 浩一 555-8502 大阪府大阪市西淀川区歌島４丁目６番５号 西播(龍健)第46-31 令和3年10月15日
000028 6000184040 オフィスグリコ冷凍冷蔵庫158458 671-1557 揖保郡太子町阿曽１１１－１ その他の食料・飲料販売業 一般 グリコチャネルクリエイト株式会社 代表取締役 西村 浩一 555-8502 大阪府大阪市西淀川区歌島４丁目６番５号 西播(龍健)第46-32 令和3年10月20日
000028 6000184041 オフィスグリコ冷凍冷蔵庫158361 671-1557 揖保郡太子町阿曽１０２ その他の食料・飲料販売業 一般 グリコチャネルクリエイト株式会社 代表取締役 西村 浩一 555-8502 大阪府大阪市西淀川区歌島４丁目６番５号 西播(龍健)第46-33 令和3年10月20日
000028 6000184043 オフィスグリコ冷凍冷蔵庫92454 671-1557 揖保郡太子町阿曽堺田１ その他の食料・飲料販売業 一般 グリコチャネルクリエイト株式会社 代表取締役 西村 浩一 555-8502 大阪府大阪市西淀川区歌島４丁目６番５号 西播(龍健)第46-34 令和3年10月20日
000028 6000184044 オフィスグリコ冷凍冷蔵庫131612 671-1543 揖保郡太子町沖代１９０ その他の食料・飲料販売業 一般 グリコチャネルクリエイト株式会社 代表取締役 西村 浩一 555-8502 大阪府大阪市西淀川区歌島４丁目６番５号 西播(龍健)第46-35 令和3年10月20日
000028 6000184046 オフィスグリコ冷凍冷蔵庫94132 671-1502 揖保郡太子町原３０ その他の食料・飲料販売業 一般 グリコチャネルクリエイト株式会社 代表取締役 西村 浩一 555-8502 大阪府大阪市西淀川区歌島４丁目６番５号 西播(龍健)第46-36 令和3年10月20日
000028 6000184047 オフィスグリコ冷凍冷蔵庫132108 671-1502 揖保郡太子町原４８７－２ その他の食料・飲料販売業 一般 グリコチャネルクリエイト株式会社 代表取締役 西村 浩一 555-8502 大阪府大阪市西淀川区歌島４丁目６番５号 西播(龍健)第46-37 令和3年10月20日
000028 6000184049 オフィスグリコ冷凍冷蔵庫94140 671-1511 揖保郡太子町太田１６７６ その他の食料・飲料販売業 一般 グリコチャネルクリエイト株式会社 代表取締役 西村 浩一 555-8502 大阪府大阪市西淀川区歌島４丁目６番５号 西播(龍健)第46-38 令和3年10月20日
000028 6000184051 オフィスグリコ冷凍冷蔵庫94133 671-1511 揖保郡太子町太田１６８０－１ その他の食料・飲料販売業 一般 グリコチャネルクリエイト株式会社 代表取締役 西村 浩一 555-8502 大阪府大阪市西淀川区歌島４丁目６番５号 西播(龍健)第46-39 令和3年10月20日
000028 6000184052 オフィスグリコ冷凍冷蔵庫132106 671-1511 揖保郡太子町太田２１４８－１ その他の食料・飲料販売業 一般 グリコチャネルクリエイト株式会社 代表取締役 西村 浩一 555-8502 大阪府大阪市西淀川区歌島４丁目６番５号 西播(龍健)第46-40 令和3年10月20日
000028 6000184055 オフィスグリコ冷凍冷蔵庫94134 671-1511 揖保郡太子町太田１１５１ その他の食料・飲料販売業 一般 グリコチャネルクリエイト株式会社 代表取締役 西村 浩一 555-8502 大阪府大阪市西淀川区歌島４丁目６番５号 西播(龍健)第46-41 令和3年10月20日
000028 6000184056 オフィスグリコ冷凍冷蔵庫131628 671-1541 揖保郡太子町塚森１２５－１ その他の食料・飲料販売業 一般 グリコチャネルクリエイト株式会社 代表取締役 西村 浩一 555-8502 大阪府大阪市西淀川区歌島４丁目６番５号 西播(龍健)第46-42 令和3年10月20日
000028 6000184057 オフィスグリコ冷凍冷蔵庫94139 671-1521 揖保郡太子町東出２１６－５ その他の食料・飲料販売業 一般 グリコチャネルクリエイト株式会社 代表取締役 西村 浩一 555-8502 大阪府大阪市西淀川区歌島４丁目６番５号 西播(龍健)第46-43 令和3年10月20日
000028 6000184058 オフィスグリコ冷凍冷蔵庫158686 671-1521 揖保郡太子町東出１６２－１ その他の食料・飲料販売業 一般 グリコチャネルクリエイト株式会社 代表取締役 西村 浩一 555-8502 大阪府大阪市西淀川区歌島４丁目６番５号 西播(龍健)第46-44 令和3年10月20日
000028 6000184059 オフィスグリコ冷凍冷蔵庫131774 671-1521 揖保郡太子町東出１０３ その他の食料・飲料販売業 一般 グリコチャネルクリエイト株式会社 代表取締役 西村 浩一 555-8502 大阪府大阪市西淀川区歌島４丁目６番５号 西播(龍健)第46-45 令和3年10月20日
000028 6000184060 オフィスグリコ冷凍冷蔵庫94143 671-1523 揖保郡太子町東南６４８－１ その他の食料・飲料販売業 一般 グリコチャネルクリエイト株式会社 代表取締役 西村 浩一 555-8502 大阪府大阪市西淀川区歌島４丁目６番５号 西播(龍健)第46-46 令和3年10月20日
000028 6000184061 オフィスグリコ冷凍冷蔵庫94144 671-1523 揖保郡太子町東南５９８－１ その他の食料・飲料販売業 一般 グリコチャネルクリエイト株式会社 代表取締役 西村 浩一 555-8502 大阪府大阪市西淀川区歌島４丁目６番５号 西播(龍健)第46-47 令和3年10月20日
000028 6000184063 オフィスグリコ冷凍冷蔵庫94141 671-1523 揖保郡太子町東南６５５－１ その他の食料・飲料販売業 一般 グリコチャネルクリエイト株式会社 代表取締役 西村 浩一 555-8502 大阪府大阪市西淀川区歌島４丁目６番５号 西播(龍健)第46-48 令和3年10月20日
000028 6000184064 オフィスグリコ冷凍冷蔵庫131767 671-1524 揖保郡太子町東保１５８－１ その他の食料・飲料販売業 一般 グリコチャネルクリエイト株式会社 代表取締役 西村 浩一 555-8502 大阪府大阪市西淀川区歌島４丁目６番５号 西播(龍健)第46-49 令和3年10月20日
000028 6000184065 オフィスグリコ冷凍冷蔵庫131770 671-1524 揖保郡太子町東保３４６－２ その他の食料・飲料販売業 一般 グリコチャネルクリエイト株式会社 代表取締役 西村 浩一 555-8502 大阪府大阪市西淀川区歌島４丁目６番５号 西播(龍健)第46-50 令和3年10月20日
000028 6000184066 オフィスグリコ冷凍冷蔵庫131765 671-1524 揖保郡太子町東保１４－１ その他の食料・飲料販売業 一般 グリコチャネルクリエイト株式会社 代表取締役 西村 浩一 555-8502 大阪府大阪市西淀川区歌島４丁目６番５号 西播(龍健)第46-51 令和3年10月20日
000028 6000184067 オフィスグリコ冷凍冷蔵庫131608 671-1522 揖保郡太子町矢田部７２－１ その他の食料・飲料販売業 一般 グリコチャネルクリエイト株式会社 代表取締役 西村 浩一 555-8502 大阪府大阪市西淀川区歌島４丁目６番５号 西播(龍健)第46-52 令和3年10月20日
000028 6000184068 オフィスグリコ冷凍冷蔵庫92461 671-1522 揖保郡太子町矢田部３１５－３ その他の食料・飲料販売業 一般 グリコチャネルクリエイト株式会社 代表取締役 西村 浩一 555-8502 大阪府大阪市西淀川区歌島４丁目６番５号 西播(龍健)第46-53 令和3年10月20日
000028 6000184069 オフィスグリコ冷凍冷蔵庫158687 671-1553 揖保郡太子町老原４２４－１ その他の食料・飲料販売業 一般 グリコチャネルクリエイト株式会社 代表取締役 西村 浩一 555-8502 大阪府大阪市西淀川区歌島４丁目６番５号 西播(龍健)第46-54 令和3年10月20日
000028 6000184070 オフィスグリコ冷凍冷蔵庫92455 671-1561 揖保郡太子町鵤１４０９－１ その他の食料・飲料販売業 一般 グリコチャネルクリエイト株式会社 代表取締役 西村 浩一 555-8502 大阪府大阪市西淀川区歌島４丁目６番５号 西播(龍健)第46-55 令和3年10月20日
000028 6000184071 オフィスグリコ冷凍冷蔵庫149414 671-1561 揖保郡太子町鵤１３８５－１ その他の食料・飲料販売業 一般 グリコチャネルクリエイト株式会社 代表取締役 西村 浩一 555-8502 大阪府大阪市西淀川区歌島４丁目６番５号 西播(龍健)第46-56 令和3年10月20日
000028 6000184072 オフィスグリコ冷凍冷蔵庫158459 671-1561 揖保郡太子町鵤４１５－１ その他の食料・飲料販売業 一般 グリコチャネルクリエイト株式会社 代表取締役 西村 浩一 555-8502 大阪府大阪市西淀川区歌島４丁目６番５号 西播(龍健)第46-57 令和3年10月20日
000028 6000184090 マックスバリュ佐用店 679-5301 佐用郡佐用町佐用１０２２ 790824700 自動販売機（要届出のコップ式自動販売機及び要許可を除く） 自動販売機 マックスバリュ西日本株式会社 代表取締役 平尾 健一 732-0814 広島県広島市南区段原南一丁目３番５２号 825358500 西播(龍健)第45-3 令和3年10月20日
000028 6000184099 たつの市立龍野こども園 679-4179 たつの市龍野町上霞城１３０ 791620392 集団給食（４）その他 集団給食 たつの市 市長 山本 実 679-4167 兵庫県たつの市龍野町富永１００５番地１ 791643222 西播(龍健)第59-72 令和3年10月20日
000028 6000184163 竹田農場 671-1662 たつの市揖保川町市場４１０－１ 791725057 野菜果物販売業 一般 竹田 陽一郎 西播(龍健)第40-6 令和3年10月25日
000028 6000184175 さんぽう穀ｅｒｙ 671-2512 宍粟市山崎町与位６６－２０６ 790631527 その他の食料品製造・加工業 一般 渡部 桂輔 西播(龍健)第57-33 令和3年10月26日
000028 6000184176 さんぽう穀ｅｒｙ 671-2512 宍粟市山崎町与位６６－２０６ 790631527 その他の食料・飲料販売業 一般 渡部 桂輔 西播(龍健)第57-33 令和3年10月26日
000028 6000184177 さんぽう穀ｅｒｙ 671-2512 宍粟市山崎町与位６６－２０６ 790631527 その他の食料・飲料販売業 一般 渡部 桂輔 西播(龍健)第57-33 令和3年10月26日



000028 6000184251 はるちゃん 679-5315 佐用郡佐用町淀９５ 農産保存食料品製造・加工業 一般 蔭山 嘉巳 西播(龍健)第50-8 令和3年10月27日
000028 6000184259 ふきのとう 671-4244 宍粟市波賀町谷６３７－１ 790753173 農産保存食料品製造・加工業 一般 西山 典子 西播(龍健)第50-11 令和3年10月27日
000028 6000184269 やましげ食品 679-4321 たつの市新宮町中野庄２２４－５ 791750728 その他の食料品製造・加工業 一般 前田 雄二 西播(龍健)第57-40 令和3年10月27日
000028 6000184321 特定非営利活動法人 さわやかの部屋 671-1561 揖保郡太子町鵤３４１－１ 792776010 その他の食料品製造・加工業 一般 特定非営利活動法人さわやかの部屋 理事 武内 冨美代 671-1561 兵庫県揖保郡太子町鵤字鎗ケ崎３４１番地１ 792776010 西播(龍健)第57-34 令和3年10月21日
000028 6000184361 ガスト　兵庫山崎店 671-2516 宍粟市山崎町三津３２０ 790643595 その他の食料・飲料販売業 一般 株式会社すかいらーくレストランツ 代表取締役 大川原 利明 180-0013 東京都武蔵野市西久保一丁目２５番８号 422375218 西播(龍健)第46-59 令和3年10月27日
000028 6000184363 オフィスグリコ冷凍冷蔵庫266644 671-1534 揖保郡太子町福地５７４－１ その他の食料・飲料販売業 一般 グリコチャネルクリエイト株式会社 代表取締役 西村 浩一 555-8502 大阪府大阪市西淀川区歌島４丁目６番５号 西播(龍健)第46-60 令和3年10月27日
000028 6000184423 たつの市立御津北こども園 671-1311 たつの市御津町中島９８０ 793222278 集団給食（４）その他 集団給食 たつの市 市長 山本 実 679-4167 兵庫県たつの市龍野町富永１００５－１ 791643131 西播(龍健)第59-73 令和3年11月1日
000028 6000184432 ザグザグ太子店 671-1561 揖保郡太子町鵤１３１９－１ 792751581 その他の食料・飲料販売業 一般 株式会社ザグザグ 代表取締役 森 信 703-8243 岡山県岡山市中区清水３６９番地２ 862076300 西播(龍健)第46-61 令和3年10月29日
000028 6000184437 老人保健施設　むつみ園 671-4215 宍粟市波賀町飯見３６－３０ 790752810 集団給食（４）その他 集団給食 医療法人社団翠輝会 理事長 山岸 洋之 671-4221 兵庫県宍粟市波賀町上野２１５番地の１ 790752011 西播(龍健)第59-74 令和3年11月1日
000028 6000184449 宍粟市立城東保育所 671-2543 宍粟市山崎町野３００ 790626881 集団給食（４）その他 集団給食 宍粟市 市長 福元 晶三 671-2574 兵庫県宍粟市山崎町中広瀬１３３番地６ 790633000 西播(龍健)第59-75 令和3年11月1日
000028 6000184450 宍粟市立かしわの保育所 671-2570 宍粟市山崎町加生８７－４ 790627488 集団給食（４）その他 集団給食 宍粟市 市長 福元 晶三 671-2574 兵庫県宍粟市山崎町中広瀬１３３番地６ 790633000 西播(龍健)第59-76 令和3年11月1日
000028 6000184451 宍粟市立戸原こども園 671-2535 宍粟市山崎町宇原１７０４－２ 790621576 集団給食（４）その他 集団給食 宍粟市 市長 福元 昌三 671-2574 兵庫県宍粟市山崎町中広瀬１３３番地６ 790633000 西播(龍健)第59-77 令和3年11月1日
000028 6000184454 宍粟市立はりま一宮こども園 671-4132 宍粟市一宮町東市場８０９－１ 790721987 集団給食（４）その他 集団給食 宍粟市 市長 福元 晶三 671-2574 兵庫県宍粟市山崎町中広瀬１３３番地６ 790633000 西播(龍健)第59-78 令和3年11月2日
000028 6000184455 宍粟市立一宮北こども園 671-4113 宍粟市一宮町三方町２８７－１ 790741628 集団給食（４）その他 集団給食 宍粟市 市長 福元 晶三 671-2574 兵庫県宍粟市山崎町中広瀬１３３番地６ 790633000 西播(龍健)第59-79 令和3年11月2日
000028 6000184480 ケンタッキーフライドチキン太子店 671-1521 揖保郡太子町東出１４４－３ 792752138 その他の食料・飲料販売業 一般 株式会社アクシーズフーズ 代表取締役 伊地知 洋正 113-0023 東京都文京区向丘一丁目１２番２号 338161536 西播(龍健)第46-63 令和3年11月1日
000028 6000184500 モスバーガー山崎咲ランド店 671-2545 宍粟市山崎町中井字城下１０ 790630544 その他の食料・飲料販売業 一般 株式会社ジョイサービス 代表取締役 横野 篤 671-2401 兵庫県姫路市安富町安志６００番地６０ 790630544 西播(龍健)第46-62 令和3年11月1日
000028 6000184504 株式会社ロイヤルミートコントロール 679-4116 たつの市神岡町沢田１１２１－１ 791633800 その他の食料品製造・加工業 一般 株式会社ロイヤルミートコントロール 代表取締役 松山 順次 679-4116 兵庫県たつの市神岡町沢田１１２１－１番地 791633800 西播(龍健)第57-47 令和3年11月1日
000028 6000184507 幼保連携型認定こども園すみれこども園 679-4154 たつの市揖保町西構４６－１ 791670337 集団給食（４）その他 集団給食 社会福祉法人松原福祉会 理事長 德永 耕造 679-4154 兵庫県たつの市揖保町西構４６番地１ 791670337 西播(龍健)第59-81 令和3年11月2日
000028 6000184514 ホテルサンシャイン青山４Ｆ 671-1501 揖保郡太子町山田字坂裏山６６１－１ 792761181 乳類販売業 自動販売機 姫路ヤクルト販売株式会社 代表取締役 小倉 修 670-0061 兵庫県姫路市西今宿二丁目９番８号 792928960 西播(龍健)第36-55 令和3年11月1日
000028 6000184517 ホテルサンシャイン青山通用口 671-1501 揖保郡太子町山田字坂裏山６６１－１ 792761181 乳類販売業 自動販売機 姫路ヤクルト販売株式会社 代表取締役 小倉 修 670-0061 兵庫県姫路市西今宿二丁目９番８号 792928960 西播(龍健)第36-56 令和3年11月1日
000028 6000184544 介護付有料老人ホームアムール新宮 679-4100 たつの市新宮町新宮５５５ 792755558 集団給食（４）その他 集団給食 株式会社トーアコーポレーション 代表取締役 黒田 秀規 671-1545 兵庫県揖保郡太子町岩見構５８５番地の１ 792772252 西播(龍健)第59-82 令和3年11月2日
000028 6000184549 医療法人社団 景珠会　八重垣病院 679-4315 たつの市新宮町井野原５３１－２ 791751222 集団給食（２）病院・診療所 集団給食 医療法人社団景珠会 理事長 八重垣 璟司 679-4315 兵庫県たつの市新宮町井野原５３１番地の２ 791751222 西播(龍健)第59-83 令和3年11月2日
000028 6000184566 医療法人聖医会 佐用中央病院 679-5301 佐用郡佐用町佐用３５２９－３ 790822154 集団給食（２）病院・診療所 集団給食 医療法人聖医会 理事長 林 充 679-5301 兵庫県佐用郡佐用町佐用３５２９番地３ 790822154 西播(龍健)第59-80 令和3年11月2日
000028 6000184580 業務スーパー新たつの店 679-4121 たつの市龍野町島田７２１－１ 791643710 百貨店、総合スーパー 一般 株式会社Ｇ－７スーパーマート 代表取締役 関 大作 654-0161 兵庫県神戸市須磨区弥栄台４丁目８番地の１ 787943700 西播(龍健)第44-5 令和3年11月4日
000028 6000184612 四季 671-2522 宍粟市山崎町杉ケ瀬１０３ 魚介類販売業 露店 鈴木 由紀子 西播(龍健)第34-3 令和3年11月10日
000028 6000184618 夢庵 龍野店 679-4167 たつの市龍野町富永３７９－１ 791624021 その他の食料・飲料販売業 一般 株式会社すかいらーくレストランツ 代表取締役 大川原 利明 180-0013 東京都武蔵野市西久保一丁目２５番８号 422375218 西播(龍健)第46-64 令和3年11月15日
000028 6000184652 西楽保育園 679-4109 たつの市神岡町東觜崎９２－２ 791651860 集団給食（４）その他 集団給食 社会福祉法人紫雲福祉会 理事 桑門 和子 679-4109 兵庫県たつの市神岡町東觜崎９２番地の２ 791651860 西播(龍健)第59-84 令和3年11月10日
000028 6000184661 マックスバリュ西日本  マックスバリュ佐用店移動販売 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く。) 790824700 通信販売・訪問販売による販売業 自動車 マックスバリュ西日本株式会社 代表取締役 平尾 健一 732-0814 広島県広島市南区段原南一丁目３番５２号 825358500 西播(龍健)第42-5 令和3年11月8日
000028 6000184663 業務スーパー　たつの店 679-4121 たつの市龍野町島田７２１－１ 791630569 野菜果物販売業 一般 株式会社佐野商店 佐野 真士 675-0027 兵庫県加古川市尾上町今福５８８－２ 794216001 西播(龍健)第40-7 令和3年11月8日
000028 6000184688 揖保みどり保育園 679-4155 たつの市揖保町揖保中９７－３ 791678055 集団給食（４）その他 集団給食 社会福祉法人揖保福祉会 理事長 出田 敬介 679-4155 兵庫県たつの市揖保町揖保中９７番地の３ 791678055 西播(龍健)第59-85 令和3年11月10日
000028 6000184690 やすらぎ介護センタ－ 671-4137 宍粟市一宮町閏賀３００ 790722212 集団給食（４）その他 集団給食 社会福祉法人宍粟市社会福祉協議会 会長 秋武 賢是 671-4137 兵庫県宍粟市一宮町閏賀３００番地 790728787 西播(龍健)第59-86 令和3年11月10日
000028 6000184692 ガスト龍野店 679-4128 たつの市龍野町小宅北字大町６４－１ 791642077 その他の食料・飲料販売業 一般 株式会社すかいらーくレストランツ 代表取締役 大川原 利明 180-0013 東京都武蔵野市西久保一丁目２５番８号 422375218 西播(龍健)第46-65 令和3年11月10日
000028 6000184694 医療法人社団 緑風会 龍野中央病院 679-4121 たつの市龍野町島田６６７ 791621301 集団給食（２）病院・診療所 集団給食 医療法人社団緑風会 理事長 井上 喜通 679-4167 兵庫県たつの市龍野町富永２９２番地 791621301 西播(龍健)第59-87 令和3年11月10日
000028 6000184695 (株)福盛ミートセンター 679-5301 佐用郡佐用町佐用２８４８ 790823981 その他の食料・飲料販売業 一般 株式会社福盛ミートセンター 代表取締役 福盛 孝人 679-5301 兵庫県佐用郡佐用町佐用２８４８番地 790823981 西播(龍健)第46-66 令和3年11月10日
000028 6000184715 しゃぶ葉　太子町店 671-1523 揖保郡太子町東南３５９－１ 792758010 その他の食料・飲料販売業 一般 株式会社すかいらーくレストランツ 代表取締役 大川原 利明 180-0013 東京都武蔵野市西久保一丁目２５番８号 422375218 西播(龍健)第46-67 令和3年11月10日
000028 6000184761 くりのみ学童クラブ 671-2552 宍粟市山崎町段５６５－２ 790632757 集団給食（４）その他 集団給食 社会福祉法人晋和福祉会 理事長 川本 鈴子 671-2552 兵庫県宍粟市山崎町段字志水ノ元４３番地 790625740 西播(龍健)第59-89 令和3年11月10日
000028 6000184764 くりのみ保育園 671-2552 宍粟市山崎町段４３ 790627540 集団給食（４）その他 集団給食 社会福祉法人晋和福祉会 理事長 川本 鈴子 671-2552 兵庫県宍粟市山崎町段字志水ノ元４３番地 790625740 西播(龍健)第59-88 令和3年11月11日
000028 6000184804 社会福祉法人明和福祉会  認定こども園　石海保育園 671-1534 揖保郡太子町福地６８０－１ 792772600 集団給食（４）その他 集団給食 社会福祉法人明和福祉会 理事長 松浦 暁了 671-1534 兵庫県揖保郡太子町福地４０８番地 792761266 西播(龍健)第59-90 令和3年11月15日
000028 6000184865 ウエルシアたつの日山店 679-4161 たつの市龍野町日山４０－３ 791642036 百貨店、総合スーパー 一般 ウエルシア薬局株式会社 代表取締役 松本 忠久 101-0021 東京都千代田区外神田二丁目２番１５号 352095677 西播(龍健)第44-6 令和3年11月15日
000028 6000184866 ウエルシアたつの日山店 679-4161 たつの市龍野町日山４０－３ 791642036 自動販売機（要届出のコップ式自動販売機及び要許可を除く） 自動販売機 ウエルシア薬局株式会社 代表取締役 松本 忠久 101-0021 東京都千代田区外神田二丁目２番１５号 352095677 西播(龍健)第44-6 令和3年11月15日
000028 6000184889 社会福祉法人くすのき会播磨園 679-5201 佐用郡佐用町多賀字野田２２６８ 790780168 集団給食（４）その他 集団給食 社会福祉法人くすのき会 理事長 中西 光政 651-1104 兵庫県神戸市北区山田町藍那字瀬戸２番地の４ 785918491 西播(龍健)第59-96 令和3年11月18日
000028 6000184891 とみのおか保育園 671-1532 揖保郡太子町糸井２８４－２ 792771766 集団給食（４）その他 集団給食 冨岡 悦子 西播(龍健)第59-95 令和3年11月18日
000028 6000184892 ちくさ杉の子こども園 671-3201 宍粟市千種町千草１－１ 790763777 集団給食（４）その他 集団給食 社会福祉法人千種杉の子会 理事長 高山 政信 671-3201 兵庫県宍粟市千種町千草１番地１ 790763777 西播(龍健)第59-94 令和3年11月18日
000028 6000184896 たんぽぽ保育園 679-4127 たつの市龍野町宮脇１０－４ 791632777 集団給食（４）その他 集団給食 社会福祉法人たんぽぽ福祉会 理事長 塩谷 義明 679-4127 兵庫県たつの市龍野町宮脇字百合本１０番地の４ 791632777 西播(龍健)第59-91 令和3年11月18日
000028 6000184897 はりま自立の家 671-4134 宍粟市一宮町伊和８７２－４８ 790722135 集団給食（４）その他 集団給食 社会福祉法人ひょうご障害福祉事業協会 理事長 片岡 實 665-0042 兵庫県宝塚市美幸町１１番１６号 797737213 西播(龍健)第59-92 令和3年11月18日
000028 6000184899 認定こども園　旭こども園 679-4167 たつの市龍野町富永１６ 791631848 集団給食（４）その他 集団給食 社会福祉法人旭福祉会 理事長 淺井 昌信 679-4167 兵庫県たつの市龍野町富永１６番地 791631848 西播(龍健)第59-93 令和3年11月18日
000028 6000184900 から好し 太子町店 671-1521 揖保郡太子町東出８２－１ 792776655 その他の食料・飲料販売業 一般 株式会社すかいらーくレストランツ 代表取締役 大川原 利明 180-0013 東京都武蔵野市西久保一丁目２５番８号 422375218 西播(龍健)第46-68 令和3年11月16日
000028 6000184901 ドラッグコスモス堂本店 679-4129 たつの市龍野町堂本３９９－１ 791644300 百貨店、総合スーパー 一般 株式会社コスモス薬品 代表取締役 横山 英昭 812-0013 福岡県福岡市博多区博多駅東二丁目１０番１号第一福岡ビルＳ館４階 924330660 西播(龍健)第44-7 令和3年11月18日
000028 6000184902 ドラッグコスモス太子いかるが店 671-1561 揖保郡太子町鵤１１４０－１ 792750556 百貨店、総合スーパー 一般 株式会社コスモス薬品 代表取締役 横山 英昭 812-0013 福岡県福岡市博多区博多駅東二丁目１０番１号第一福岡ビルＳ館４階 924330660 西播(龍健)第44-8 令和3年11月18日
000028 6000184905 ドラッグコスモス山崎三津店 671-2516 宍粟市山崎町三津１２０ 790640810 百貨店、総合スーパー 一般 株式会社コスモス薬品 代表取締役 横山 英昭 812-0011 福岡県福岡市博多区博多駅東二丁目１０番１号第一福岡ビルＳ館４階 924330660 西播(龍健)第44-9 令和3年11月18日
000028 6000184906 ドラッグコスモス佐用店 679-5301 佐用郡佐用町佐用８７ 790820058 百貨店、総合スーパー 一般 株式会社コスモス薬品 代表取締役 横山 英昭 812-0013 福岡県福岡市博多区博多駅東二丁目１０番１号第一福岡ビルＳ館４階 924330660 西播(龍健)第44-10 令和3年11月18日
000028 6000184907 ドラッグコスモス山崎インター店 671-2541 宍粟市山崎町下広瀬１０４－１ 790643351 百貨店、総合スーパー 一般 株式会社コスモス薬品 代表取締役 横山 英昭 812-0011 福岡県福岡市博多区博多駅東二丁目１０番１号第一福岡ビルＳ館４階 924330660 西播(龍健)第44-11 令和3年11月18日
000028 6000184908 ドラッグコスモス東出店 671-1521 揖保郡太子町東出９０－１ 792766681 百貨店、総合スーパー 一般 株式会社コスモス薬品 代表取締役 横山 英昭 812-0013 福岡県福岡市博多区博多駅東二丁目１０番１号第一福岡ビルＳ館４階 924330660 西播(龍健)第44-12 令和3年11月18日
000028 6000184913 読売センター播磨新宮 679-4313 たつの市新宮町新宮５３３－１ 791755123 その他の食料・飲料販売業 自動販売機 株式会社ヨミテック 代表取締役 寺田 顕久 671-2533 兵庫県宍粟市山崎町須賀沢１３５１ 790630338 西播(龍健)第46-69 令和3年11月18日
000028 6000184922 読売センター播磨新宮 679-4313 たつの市新宮町新宮５３３－１ 791755123 その他の食料・飲料販売業 自動販売機 株式会社ヨミテック 代表取締役 寺田 顕久 671-2533 兵庫県宍粟市山崎町須賀沢１３５１ 790630338 西播(龍健)第46-70 令和3年11月18日
000028 6000184925 福岡製麩所 671-2564 宍粟市山崎町青木２１４１－２ 790623228 その他の食料品製造・加工業 一般 福岡 政男 西播(龍健)第57-59 令和3年11月18日
000028 6000184926 ＪＡ兵庫西高齢者生きがい発揮生活支援センター 671-2517 宍粟市山崎町生谷１９１－１ 790640600 集団給食（４）その他 集団給食 兵庫西農業協同組合 代表理事 福本 博之 670-0000 兵庫県姫路市三左衛門堀西の町２１６番地 792815730 西播(龍健)第59-98 令和3年11月18日
000028 6000184927 たつの市立揖西中こども園 679-4007 たつの市揖西町構４７－１ 791662405 集団給食（４）その他 集団給食 たつの市 市長 山本 実 679-4167 兵庫県たつの市龍野町富永１００５－１ 791643222 西播(龍健)第59-97 令和3年11月18日
000028 6000184961 うかいや書店  太子南店 671-1535 揖保郡太子町蓮常寺２８１ 792775900 自動販売機（要届出のコップ式自動販売機及び要許可を除く） 自動販売機 江崎グリコ株式会社 代表取締役 江崎 勝久 555-0021 大阪府大阪市西淀川区歌島４丁目６番５号 664778352 西播(龍健)第45-6 令和3年11月18日
000028 6000184962 たつの市新宮温水プール１Ｆ 679-4342 たつの市新宮町平野１１８－１ 791755151 自動販売機（要届出のコップ式自動販売機及び要許可を除く） 自動販売機 江崎グリコ株式会社 代表取締役 江崎 勝久 555-0021 大阪府大阪市西淀川区歌島４丁目６番５号 664778352 西播(龍健)第45-7 令和3年11月18日
000028 6000184964 ゲームアイビス太子店　１Ｆ 671-1511 揖保郡太子町太田２１４８ 792772320 自動販売機（要届出のコップ式自動販売機及び要許可を除く） 自動販売機 江崎グリコ株式会社 代表取締役 江崎 勝久 555-0021 大阪府大阪市西淀川区歌島４丁目６番５号 664778352 西播(龍健)第45-8 令和3年11月18日
000028 6000184966 道の駅  はりま一宮 671-4133 宍粟市一宮町須行名５１０－１ 790728666 自動販売機（要届出のコップ式自動販売機及び要許可を除く） 自動販売機 江崎グリコ株式会社 代表取締役 江崎 勝久 555-0021 大阪府大阪市西淀川区歌島４丁目６番５号 664778352 西播(龍健)第45-9 令和3年11月18日
000028 6000184968 いない竜野店ホームセンター１Ｆ 679-4155 たつの市揖保町揖保中１３０－１ 791649171 自動販売機（要届出のコップ式自動販売機及び要許可を除く） 自動販売機 江崎グリコ株式会社 代表取締役 江崎 勝久 555-0021 大阪府大阪市西淀川区歌島４丁目６番５号 664778352 西播(龍健)第45-10 令和3年11月18日
000028 6000184970 エーガイヤちくさ（温浴施設）  （保険福祉センター 671-3223 宍粟市千種町室１０６０－１ 790768600 自動販売機（要届出のコップ式自動販売機及び要許可を除く） 自動販売機 江崎グリコ株式会社 代表取締役 江崎 勝久 555-0021 大阪府大阪市西淀川区歌島４丁目６番５号 664778352 西播(龍健)第45-11 令和3年11月18日
000028 6000184971 あかねの湯  たつの店 679-4156 たつの市揖保町揖保上４２５ 791672683 自動販売機（要届出のコップ式自動販売機及び要許可を除く） 自動販売機 江崎グリコ株式会社 代表取締役 江崎 勝久 555-0021 大阪府大阪市西淀川区歌島４丁目６番５号 664778352 西播(龍健)第45-12 令和3年11月18日
000028 6000184973 うかいや書店  島田店 679-4121 たつの市龍野町島田８０１－１ 791639488 自動販売機（要届出のコップ式自動販売機及び要許可を除く） 自動販売機 江崎グリコ株式会社 代表取締役 江崎 勝久 555-0021 大阪府大阪市西淀川区歌島４丁目６番５号 664778352 西播(龍健)第45-13 令和3年11月18日
000028 6000184974 たつの市立体育館 679-4167 たつの市龍野町富永１００５－１ 791632261 自動販売機（要届出のコップ式自動販売機及び要許可を除く） 自動販売機 江崎グリコ株式会社 代表取締役 江崎 勝久 555-0021 大阪府大阪市西淀川区歌島４丁目６番５号 664778352 西播(龍健)第45-14 令和3年11月18日
000028 6000184977 イオン山崎サキランド　２Ｆ広場 671-2545 宍粟市山崎町中井７－４ 790620697 自動販売機（要届出のコップ式自動販売機及び要許可を除く） 自動販売機 江崎グリコ株式会社 代表取締役 江崎 勝久 555-0021 大阪府大阪市西淀川区歌島４丁目６番５号 664778352 西播(龍健)第45-15 令和3年11月18日
000028 6000184979 モーリーファンタジーイオン山崎店 671-2545 宍粟市山崎町中井字城下１０イオン山崎店３階 790620697 自動販売機（要届出のコップ式自動販売機及び要許可を除く） 自動販売機 江崎グリコ株式会社 代表取締役 江崎 勝久 555-0021 大阪府大阪市西淀川区歌島４丁目６番５号 664778352 西播(龍健)第45-16 令和3年11月18日
000028 6000184980 イオン山崎　サキランド４Ｆ立体駐車場 671-2545 宍粟市山崎町中井７－４ 790620697 自動販売機（要届出のコップ式自動販売機及び要許可を除く） 自動販売機 江崎グリコ株式会社 代表取締役 江崎 勝久 555-0021 大阪府大阪市西淀川区歌島４丁目６番５号 664778352 西播(龍健)第45-17 令和3年11月18日
000028 6000184983 サンスポーツクラブ太子校  （サンスイミング）３Ｆ 671-1511 揖保郡太子町太田１９８５ 792775550 自動販売機（要届出のコップ式自動販売機及び要許可を除く） 自動販売機 江崎グリコ株式会社 代表取締役 江崎 勝久 555-0021 大阪府大阪市西淀川区歌島４丁目６番５号 664778352 西播(龍健)第45-18 令和3年11月18日
000028 6000185020 ショップ竜野 679-4123 たつの市龍野町片山３００ 791631503 コンビニエンスストア 一般 パナソニックグループ労働組合連合会 代表者 福澤 邦治 571-0050 大阪府門真市大字門真１００６番地 669029620 西播(龍健)第43-5 令和3年11月18日
000028 6000185143 ゲームアイビス太子店　３Ｆ 671-1511 揖保郡太子町太田２１４８ 792772320 自動販売機（要届出のコップ式自動販売機及び要許可を除く） 自動販売機 江崎グリコ株式会社 代表取締役 江崎 勝久 555-0021 大阪府大阪市西淀川区歌島４丁目６番５号 664778352 西播(龍健)第45-19 令和3年11月19日
000028 6000185145 ＪＲ本竜野駅 679-4126 たつの市龍野町中村３３ 自動販売機（要届出のコップ式自動販売機及び要許可を除く）自動販売機江崎グリコ株式会社 代表取締役 江崎 勝久 555-0021 大阪府大阪市西淀川区歌島４丁目６番５号664778352 西播(龍健)第45-20 令和3年11月19日
000028 6000185147 道の駅  みつ（魚菜屋） 671-1332 たつの市御津町室津８９６－２３ 793228500 自動販売機（要届出のコップ式自動販売機及び要許可を除く） 自動販売機 江崎グリコ株式会社 代表取締役 江崎 勝久 555-0021 大阪府大阪市西淀川区歌島４丁目６番５号 664778352 西播(龍健)第45-21 令和3年11月19日
000028 6000185151 スポニックパーク一宮 671-4132 宍粟市一宮町東市場１０９０－３ 790721331 自動販売機（要届出のコップ式自動販売機及び要許可を除く） 自動販売機 江崎グリコ株式会社 代表取締役 江崎 勝久 555-0021 大阪府大阪市西淀川区歌島４丁目６番５号 664778352 西播(龍健)第45-22 令和3年11月19日
000028 6000185155 ゲームアイビス太子店　２Ｆ 671-1511 揖保郡太子町太田２１４８ 792772320 自動販売機（要届出のコップ式自動販売機及び要許可を除く） 自動販売機 江崎グリコ株式会社 代表取締役 江崎 勝久 555-0021 大阪府大阪市西淀川区歌島４丁目６番５号 664778352 西播(龍健)第45-23 令和3年11月19日
000028 6000185157 （株）ダイセル播磨工場　厚生棟　屋外 671-1665 たつの市揖保川町馬場８０５ 791725411 自動販売機（要届出のコップ式自動販売機及び要許可を除く） 自動販売機 江崎グリコ株式会社 代表取締役 江崎 勝久 555-0021 大阪府大阪市西淀川区歌島４丁目６番５号 664778352 西播(龍健)第45-24 令和3年11月19日
000028 6000185163 揖保川文化センター 671-1632 たつの市揖保川町黍田４２７－２５ 791725566 自動販売機（要届出のコップ式自動販売機及び要許可を除く） 自動販売機 江崎グリコ株式会社 代表取締役 江崎 勝久 555-0021 大阪府大阪市西淀川区歌島４丁目６番５号 664778352 西播(龍健)第45-26 令和3年11月19日
000028 6000185167 トップワンたつの店 679-4134 たつの市誉田町広山字早風７７－２ 791637111 自動販売機（要届出のコップ式自動販売機及び要許可を除く） 自動販売機 江崎グリコ株式会社 代表取締役 江崎 勝久 555-0021 大阪府大阪市西淀川区歌島４丁目６番５号 664778352 西播(龍健)第45-27 令和3年11月19日
000028 6000185169 日本丸天醤油株式会社 671-1601 たつの市揖保川町半田672 791723535 その他の食料品製造・加工業 一般 日本丸天醤油株式会社 代表取締役 延賀 海輝 671-1601 兵庫県たつの市揖保川町半田672 791723535 西播(龍健)第57-57 令和3年11月19日
000028 6000185170 ダイナム兵庫たつの店 679-4134 たつの市誉田町広山４１－１ 791643580 自動販売機（要届出のコップ式自動販売機及び要許可を除く） 自動販売機 江崎グリコ株式会社 代表取締役 江崎 勝久 555-0021 大阪府大阪市西淀川区歌島４丁目６番５号 664778352 西播(龍健)第45-29 令和3年11月19日
000028 6000185171 新舞子ガーデンホテル 671-1301 たつの市御津町黒崎１７１０ 793222231 自動販売機（要届出のコップ式自動販売機及び要許可を除く） 自動販売機 江崎グリコ株式会社 代表取締役 江崎 勝久 555-0021 大阪府大阪市西淀川区歌島４丁目６番５号 664778352 西播(龍健)第45-30 令和3年11月19日
000028 6000185173 ５カラット太子店（パチンコ店） 671-1522 揖保郡太子町矢田部字大谷口４６４ 792760481 自動販売機（要届出のコップ式自動販売機及び要許可を除く） 自動販売機 江崎グリコ株式会社 代表取締役 江崎 勝久 555-0021 大阪府大阪市西淀川区歌島４丁目６番５号 664778352 西播(龍健)第45-31 令和3年11月19日
000028 6000185174 宍粟市千種Ｂ＆Ｇ海洋センター 671-3201 宍粟市千種町千草１７－１ 790763581 自動販売機（要届出のコップ式自動販売機及び要許可を除く） 自動販売機 江崎グリコ株式会社 代表取締役 江崎 勝久 555-0021 大阪府大阪市西淀川区歌島４丁目６番５号 664778352 西播(龍健)第45-32 令和3年11月19日
000028 6000185175 よい温泉 671-2512 宍粟市山崎町与位６６－３ 790632615 自動販売機（要届出のコップ式自動販売機及び要許可を除く） 自動販売機 江崎グリコ株式会社 代表取締役 江崎 勝久 555-0021 大阪府大阪市西淀川区歌島４丁目６番５号 664778352 西播(龍健)第45-33 令和3年11月19日
000028 6000185177 モナコ龍野店 679-4134 たつの市誉田町広山３０－７ 791639833 自動販売機（要届出のコップ式自動販売機及び要許可を除く） 自動販売機 江崎グリコ株式会社 代表取締役 江崎 勝久 555-0021 大阪府大阪市西淀川区歌島４丁目６番５号 664778352 西播(龍健)第45-34 令和3年11月19日
000028 6000185178 ＨＩＮＡスケートパーク 671-2545 宍粟市山崎町中井９０ 自動販売機（要届出のコップ式自動販売機及び要許可を除く）自動販売機江崎グリコ株式会社 代表取締役 江崎 勝久 555-0021 大阪府大阪市西淀川区歌島４丁目６番５号664778352 西播(龍健)第45-35 令和3年11月19日
000028 6000185181 ヒガシマル食品株式会社 679-4167 たつの市龍野町日飼188 791621471 調味料製造・加工業 一般 ﾋｶﾞｼﾏﾙ食品株式会社 代表取締役社長 淺井 昌信 679-4167 兵庫県たつの市龍野町富永100-3 791634567 西播(龍健)第51-7 令和3年11月19日
000028 6000185363 白十字  太子町店 671-1553 揖保郡太子町老原５－４ 792756000 その他の食料・飲料販売業 一般 株式会社白十字 代表取締役 二木 正久 701-0221 岡山県岡山市南区藤田６５１番地の１７ 862967550 西播(龍健)第46-72 令和3年11月26日
000028 6000185367 タキロン(株)網干工場 671-1321 たつの市御津町苅屋１４５５ 自動販売機（要届出のコップ式自動販売機及び要許可を除く）自動販売機森永製菓株式会社 代表取締役 太田 栄二郎 108-0014 東京都港区芝５丁目３３番１号 334560153 西播(龍健)第45-36 令和3年11月26日
000028 6000185368 ＪＳＰ関西工場正門前 679-4304 たつの市新宮町下笹５１５ 自動販売機（要届出のコップ式自動販売機及び要許可を除く）自動販売機森永製菓株式会社 代表取締役 太田 栄二郎 108-0014 東京都港区芝５丁目３３番１号 334560153 西播(龍健)第45-37 令和3年11月26日
000028 6000185517 ゴダイドラッグ龍野北店 679-4121 たつの市龍野町島田６７１－１ 791639276 百貨店、総合スーパー 一般 ゴダイ株式会社 代表取締役 浦上 晃之 670-0927 兵庫県姫路市綿町１０４番地スクエアビル２Ｆ 792230303 西播(龍健)第44-13 令和3年11月26日
000028 6000185530 ゴダイドラッグ山崎店 671-2516 宍粟市山崎町三津２４０ 790644180 百貨店、総合スーパー 一般 ゴダイ株式会社 代表取締役 浦上 晃之 670-0927 兵庫県姫路市綿町１０４番地スクエアビル２Ｆ 792230303 西播(龍健)第44-14 令和3年11月26日
000028 6000185538 ゴダイドラッグ新宮店 679-4313 たつの市新宮町新宮８０－１５ 791760101 百貨店、総合スーパー 一般 ゴダイ株式会社 代表取締役 浦上 晃之 670-0927 兵庫県姫路市綿町１０４番地スクエアビル２Ｆ 792230303 西播(龍健)第44-15 令和3年11月26日
000028 6000185545 ゴダイドラッグ御津店 671-1321 たつの市御津町苅屋字裏ノ田２００－１ 793229000 百貨店、総合スーパー 一般 ゴダイ株式会社 代表取締役 浦上 晃之 670-0921 兵庫県姫路市綿町１０４番地スクエアビル２Ｆ 792230303 西播(龍健)第44-16 令和3年11月26日
000028 6000185547 ゴダイドラッグ　山崎南店 671-2545 宍粟市山崎町中井１８５ 790631001 百貨店、総合スーパー 一般 ゴダイ株式会社 代表取締役 浦上 晃之 670-0921 兵庫県姫路市綿町１０４番地スクエアビル２Ｆ 792230303 西播(龍健)第44-17 令和3年11月26日
000028 6000185553 イトメン株式会社 679-4003 たつの市揖西町小神８４１ 791631361 精穀・製粉業 一般 イトメン株式会社 代表取締役 伊藤 充弘 679-4003 兵庫県たつの市揖西町小神８４１ 791631361 西播(龍健)第53-3 令和3年11月25日



000028 6000185578 すき家　龍野店 679-4167 たつの市龍野町富永３８３－１ その他の食料・飲料販売業 一般 株式会社すき家 笹川 直樹 108-0075 東京都港区港南二丁目１８番１号 357838850 西播(龍健)第46-73 令和3年11月29日
000028 6000185581 すき家　イオンタウン太子店 671-1521 揖保郡太子町東出２６２－１ その他の食料・飲料販売業 一般 株式会社すき家 笹川 直樹 108-0075 東京都港区港南二丁目１８番１号 357838850 西播(龍健)第46-74 令和3年11月29日
000028 6000185583 すき家　２９号宍粟店 671-2573 宍粟市山崎町今宿字中筋９８－１４ その他の食料・飲料販売業 一般 株式会社すき家 笹川 直樹 108-0075 東京都港区港南二丁目１８番１号 357838850 西播(龍健)第46-75 令和3年11月29日
000028 6000185645 スシローたつの店 679-4167 たつの市龍野町富永字小川原１６１－２ 791636660 魚介類販売業 一般 株式会社あきんどスシロー 代表取締役 新居 耕平 564-0063 大阪府吹田市江坂町一丁目２２番２号 663681001 西播(龍健)第34-4 令和3年11月30日
000028 6000185674 （株）玉田商店 679-4026 たつの市揖西町竹原６５１－６ 791662988 米穀類販売業 一般 （株）玉田商店 玉田 太一 679-4026 兵庫県たつの市揖西町竹原６５１－６ 791662988 西播(龍健)第41-5 令和3年11月30日
000028 6000185675 玉田商店 679-4026 たつの市揖西町竹原６５１－６ 791662988 米穀類販売業 一般 玉田 伸造 西播(龍健)第41-4 令和3年11月30日
000028 6000185739 マックスバリュ山崎店 671-2572 宍粟市山崎町庄能３４１ 790625405 自動販売機（要届出のコップ式自動販売機及び要許可を除く） 自動販売機 マックスバリュ西日本株式会社 代表取締役 平尾 健一 732-0814 広島県広島市南区段原南一丁目３番５２号 825358500 西播(龍健)第153-82 令和3年6月1日
000028 6000185839 フードストアーおくだ 671-3201 宍粟市千種町千草７０９－３ 790762112 百貨店、総合スーパー 一般 奥田 慎一 西播(龍健)第46-71 令和3年11月22日
000028 6000185841 ナンバホームセンター山崎店 671-2545 宍粟市山崎町中井１７３－１ 790632100 野菜果物販売業 一般 株式会社ナンバホームセンター 代表取締役 難波 賢治 708-0031 岡山県津山市材木町１３２８番地２５ 868230205 西播(龍健)第40-10 令和3年12月2日
000028 6000185842 ナンバホームセンター山崎店 671-2545 宍粟市山崎町中井１７３－１ 790632100 米穀類販売業 一般 株式会社ナンバホームセンター 代表取締役 難波 賢治 708-0031 岡山県津山市材木町１３２８番地２５ 868230205 西播(龍健)第40-10 令和3年12月2日
000028 6000185847 株式会社高田商店　島田工場 679-4121 たつの市龍野町島田１８０－１ 791621082 その他の食料品製造・加工業 一般 株式会社高田商店 代表取締役 高田 真也 679-4129 兵庫県たつの市龍野町堂本５０番地 791621082 西播(龍健)第57-77 令和3年11月30日
000028 6000185853 自家焙煎コーヒー　ほっとひと息 679-4123 たつの市龍野町片山７０９－１ 791624315 コーヒー（飲料を除く）製造・加工業 一般 土肥原 隆文 西播(龍健)第49-3 令和3年11月25日
000028 6000185857 （株）道の駅　平福　佐用休憩所 679-5331 佐用郡佐用町平福９８８－１ 790832378 コップ式自動販売機（自動洗浄・屋内設置） 自動販売機 株式会社アペックス西日本 代表取締役 森 吉平 550-0015 大阪府大阪市西区南堀江４丁目２５番２４号 665359024 西播(龍健)第38-13 令和3年11月26日
000028 6000185867 （株）岸本鉄工所 食堂（ＣＣＷ受託） 679-5654 佐用郡佐用町大酒７６３ 790880192 コップ式自動販売機（自動洗浄・屋内設置） 自動販売機 株式会社アペックス西日本 代表取締役 森 吉平 550-0015 大阪府大阪市西区南堀江４丁目２５番２４号 665359024 西播(龍健)第38-12 令和3年11月26日
000028 6000185903 パチンコアイゼン　たつの店　店内 671-1611 たつの市揖保川町新在家２０７－７ コップ式自動販売機（自動洗浄・屋内設置）自動販売機株式会社アペックス西日本 代表取締役 森 吉平 550-0015 大阪府大阪市西区南堀江四丁目２５番２４号665359024 西播(龍健)第38-14 令和3年11月30日
000028 6000185904 信原病院　たつの　ロビー（ＣＣＢＪＩ受託）679-4017 たつの市揖西町土師７２０ コップ式自動販売機（自動洗浄・屋内設置）自動販売機株式会社アペックス西日本 代表取締役 森 吉平 550-0015 大阪府大阪市西区南堀江四丁目２５番２４号665359024 西播(龍健)第38-15 令和3年11月30日
000028 6000185928 道の駅　はが 671-4213 宍粟市波賀町原１４９ 790753711 その他の食料・飲料販売業 一般 宍粟メイプル株式会社 代表取締役 富田 健次 671-4241 兵庫県宍粟市波賀町安賀８番地の１ 790753999 西播(龍健)第46-76 令和3年11月30日
000028 6000185969 岡本医院（ディケアセンターなごみ） 679-5652 佐用郡佐用町家内４２ 790881041 集団給食（４）その他 集団給食 医療法人社団岡本医院 理事長 岡本 泰子 679-5652 兵庫県佐用郡佐用町家内４２番地 790881041 西播(龍健)第59-49 令和3年9月6日
000028 6000186341 はま寿司 １７９号太子店 671-1521 揖保郡太子町東出９５ 792767177 その他の食料・飲料販売業 一般 株式会社はま寿司 代表取締役 遠藤 哲郎 108-0075 東京都港区港南二丁目１８番１号 368338032 西播(龍健)第46-79 令和3年12月14日
000028 6000186419 旬彩蔵山崎 671-2573 宍粟市山崎町今宿１００－４ 790624209 魚介類販売業 一般 兵庫西農業協同組合 代表理事 福本 博之 670-0940 兵庫県姫路市三左衛門堀西の町２１６番地 792815711 西播(龍健)第34-5 令和3年12月15日
000028 6000186500 ウエルシア揖保太子南店 671-1535 揖保郡太子町蓮常寺字豆田２８１ 792776888 百貨店、総合スーパー 一般 ウエルシア薬局株式会社 代表取締役 松本 忠久 101-0021 東京都千代田区外神田二丁目２番１５号 352095677 西播(龍健)第44-18 令和3年12月20日
000028 6000186503 万壽本　成子 000-0000 たつの市御津町内 行商 行商 万壽本 成子 西播(龍健)第58-1 令和3年6月1日
000028 6000186504 ヤクルト山崎センター 671-2555 宍粟市山崎町金谷１２３－２０ 790620562 乳類販売業 一般 姫路ヤクルト販売株式会社 代表取締役 小倉 修 670-0061 兵庫県姫路市西今宿二丁目９番８号 792928960 西播(龍健)第36-57 令和3年6月1日
000028 6000186505 三日月カントリークラブ 679-5132 佐用郡佐用町下本郷字杉谷574-33 790793388 魚介類販売業 一般 ＰＧＭプロパティーズ株式会社 代表取締役 田中 耕太郎 110-0015 東京都台東区東上野一丁目１４番７号 344138800 西播(龍健)第34-1 令和3年6月1日
000028 6000186506 三日月カントリークラブ 679-5132 佐用郡佐用町下本郷字杉谷574-33 790793388 食肉販売業 一般 ＰＧＭプロパティーズ株式会社 代表取締役 田中 耕太郎 110-0015 東京都台東区東上野一丁目１４番７号 344138800 西播(龍健)第34-1 令和3年6月1日
000028 6000186507 三日月カントリークラブ 679-5132 佐用郡佐用町下本郷字杉谷574-33 790793388 その他の食料・飲料販売業 一般 ＰＧＭプロパティーズ株式会社 代表取締役 田中 耕太郎 110-0015 東京都台東区東上野一丁目１４番７号 344138800 西播(龍健)第34-1 令和3年6月1日
000028 6000186508 各務麹店 679-5133 佐用郡佐用町三日月４７０ その他の食料品製造・加工業 一般 各務 八重子 西播(龍健)第57-94 令和3年6月1日
000028 6000186517 甘衞門 679-4017 たつの市揖西町土師９６８－２ その他の食料品製造・加工業 露店 田中 英樹 西播(龍健)第57-95 令和3年12月21日
000028 6000187051 オフィスグリコ冷凍冷蔵庫275593 671-1521 揖保郡太子町東出２５０－５TSUTAYA太子店　1F その他の食料・飲料販売業 一般 グリコチャネルクリエイト株式会社 代表取締役 西村 浩一 555-8502 大阪府大阪市西淀川区歌島４丁目６番５号 西播(龍健)第46-80 令和4年1月21日
000028 6000187122 ファミリーマート新宮平野店 679-4342 たつの市新宮町平野９９－１０８ 791762902 コンビニエンスストア 一般 上田 みちる 西播(龍健)第43-6 令和4年2月15日
000028 6000187158 ＮＯＭＡＲＳ　ＣＯＦＦＥＥ　ＲＯＡＳＴＥＲＳ679-4129 たつの市龍野町堂本６２７ コーヒー（飲料を除く）製造・加工業一般 野間 麻央 西播(龍健)第49-6 令和4年1月28日
000028 6000187181 武内食品株式会社No.1 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く。) 行商 自動車 武内食品株式会社 代表取締役 武内 秀策 671-1641 兵庫県たつの市揖保川町原４５７番地の３ 791722587 西播(龍健)第58-2 令和4年2月3日
000028 6000187184 武内食品株式会社No.2 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く。) 行商 自動車 武内食品株式会社 代表取締役 武内 秀策 671-1641 兵庫県たつの市揖保川町原４５７番地の３ 791722587 西播(龍健)第58-3 令和4年2月3日
000028 6000187187 武内食品株式会社No.3 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く。) 行商 自動車 武内食品株式会社 代表取締役 武内 秀策 671-1641 兵庫県たつの市揖保川町原４５７番地の３ 791722587 西播(龍健)第58-4 令和4年2月3日
000028 6000187188 武内食品株式会社No.4 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く。) 行商 自動車 武内食品株式会社 代表取締役 武内 秀策 671-1641 兵庫県たつの市揖保川町原４５７番地の３ 791722587 西播(龍健)第58-5 令和4年2月3日
000028 6000187189 武内食品株式会社No.5 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く。) 行商 自動車 武内食品株式会社 代表取締役 武内 秀策 671-1641 兵庫県たつの市揖保川町原４５７番地の３ 791722587 西播(龍健)第58-6 令和4年2月3日
000028 6000187328 マルアイいかるが店 671-1561 揖保郡太子町鵤４４４－２ 792753210 百貨店、総合スーパー 一般 株式会社マルアイ 代表取締役 藤田 佳男 675-0003 兵庫県加古川市神野町神野２２５番地１ 794305181 西播(龍健)第44-19 令和4年2月9日
000028 6000187376 すがい 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く。)その他の食料品製造・加工業 自動車 須貝 日出良 西播(龍健)第57-97 令和4年2月15日
000028 6000187405 さよう野菜市 679-5307 佐用郡佐用町円応寺４５０ 790823577 魚介類販売業 一般 兵庫西農業協同組合 代表理事 福本 博之 670-0940 兵庫県姫路市三左衛門堀西の町２１６番地 792815711 西播(龍健)第34-6 令和4年2月15日
000028 6000187423 龍野西やさい村 679-4016 たつの市揖西町南山字西の土井２８６ 791662647 野菜果物販売業 一般 西日本高速道路サービス・ホールディングス株式会社 中根 正治 530-0003 大阪府大阪市北区堂島１丁目６番２０号 671758100 西播(龍健)第40-13 令和4年2月15日
000028 6000187424 小林食品 679-5316 佐用郡佐用町豊福１１７０－１ その他の食料品製造・加工業 一般 小林 辰夫 西播(龍健)第57-98 令和4年2月15日
000028 6000187449 株式会社藤橋商店 679-4315 たつの市新宮町井野原１４３ 791752651 その他の食料・飲料販売業 一般 株式会社藤橋商店 代表取締役 藤橋 拓志 671-1261 兵庫県姫路市余部区下余部６４３番地 791752651 西播(龍健)第46-81 令和4年2月15日
000028 6000187459 道の駅宿場町ひらふく 679-5331 佐用郡佐用町平福９８８－１ 790832373 その他の食料品製造・加工業 一般 株式会社道の駅平福 代表取締役 加藤 隆久 679-5331 兵庫県佐用郡佐用町平福９８８番地の１ 790832373 西播(龍健)第57-99 令和4年2月17日
000028 6000187583 ナカジマ米穀 671-1311 たつの市御津町中島１１６２－１ 米穀類販売業 一般 表 信義 西播(龍健)第41-7 令和4年2月25日
000028 6000187665 佐用営農生活センター 679-5307 佐用郡佐用町円応寺８ その他の食料・飲料販売業 一般 楢原 誠 西播(龍健)第46-82 令和4年3月2日
000028 6000187691 俺のパチンコ 671-4131 宍粟市一宮町安積２６７－７ 790728585 その他の食料・飲料販売業 一般 株式会社アップル 代表取締役 薪浦 英稔 672-8045 兵庫県姫路市飾磨区中野田１丁目７番地 792342567 西播(龍健)第46-84 令和4年3月4日
000028 6000187702 ｐｒｏｂｅ 679-4122 たつの市龍野町日飼３８４－４ その他の食料・飲料販売業 一般 平田 香織 西播(龍健)第46-83 令和4年3月4日
000028 6000187720 Papa's＆Mama's 671-1524 揖保郡太子町東保３４８－４ 792765223 自動販売機（要届出のコップ式自動販売機及び要許可を除く） 自動販売機 有限会社モリタフーヅプランニング 代表取締役 森田 章裕 671-1524 兵庫県揖保郡太子町東保３４６番地の２ 792760598 西播(龍健)第45-38 令和4年3月4日
000028 6000187765 自家焙煎珈房　和 671-2555 宍粟市山崎町金谷８２２－５ コーヒー（飲料を除く）製造・加工業一般 光岡 和人 西播(龍健)第49-6 令和4年3月3日
000028 6000187793 かもしや 671-1321 たつの市御津町苅屋７５－１ その他の食料品製造・加工業 一般 花房 智香子 西播(龍健)第57-101 令和4年3月14日
000028 6000188059 ローソン佐用インター南店 679-5341 佐用郡佐用町横坂５９４－２ 790822780 コンビニエンスストア 一般 加藤 翔一 西播(龍健)第43-7 令和4年3月23日
000028 6000188096 ｐｆｌａｎｚｅｔｉａｄｅ 671-2544 宍粟市山崎町千本屋２３２－１山崎テナントＢ その他の食料・飲料販売業 一般 梶本 美和 西播(龍健)第46-85 令和4年3月24日
000028 6000188109 日本丸天醬油株式会社 6711680 たつの市揖保川町半田６７２ 791726816 調味料製造・加工業 一般 日本丸天醬油株式会社 代表取締役 延賀 海輝 671-1601 兵庫県たつの市揖保川町半田６７２番地 791726816 西播(龍健)第51-10 令和4年3月28日
000028 6000188125 トヨタカローラ姫路株式会社 太子店 671-1521 揖保郡太子町東出１０３ コップ式自動販売機（自動洗浄・屋内設置） 自動販売機 株式会社アペックス西日本 代表取締役 森 吉平 550-0015 大阪府大阪市西区南堀江四丁目２５番２４号 794233522 西播(龍健)第38-16 令和4年3月28日
000028 6000188192 株式会社龍の桜 679-4125 たつの市龍野町末政８６－１ その他の食料・飲料販売業 一般 株式会社龍の桜 代表取締役 湯本 明 679-4125 兵庫県たつの市龍野町末政８６番地１ 791630588 西播(龍健)第46-87 令和4年3月30日
000028 6000188237 まほろばの湯　お食事処　ささゆり 671-4113 宍粟市一宮町三方町６２４－１（家原遺跡公園内） 790741000 その他の食料品製造・加工業 一般 株式会社ビーバーレコード 代表取締役 春田 幸裕 532-0011 大阪府大阪市淀川区西中島三丁目２３番９号 663047711 西播(龍健)第57-102 令和4年3月28日
000028 6000188266 山陽自動車道　龍野西サービスエリア下り線 679-4017 たつの市揖西町土師字東山９７４－２２ 791662605 その他の食料・飲料販売業 一般 株式会社フードサービス 代表取締役 望月 進 530-0041 大阪府大阪市北区天神橋三丁目６番２６号 668092143 西播(龍健)第46-86 令和4年3月30日
000028 6000188369 株式会社タマダ自動車　太子　店内(CCBJI単受） 671-1575 揖保郡太子町佐用岡４９８－1 コップ式自動販売機（自動洗浄・屋内設置） 自動販売機 株式会社アペックス西日本 森 吉平 550-0015 大阪府大阪市西区南堀江４丁目２５番２４号 794233522 西播(龍健)第38-17 令和4年4月5日
000028 6000188372 タマゴサンド製作所 671-1575 揖保郡太子町佐用岡６５１－1 自動販売機（要届出のコップ式自動販売機及び要許可を除く） 自動販売機 株式会社ナルト 成戸 真司 643-0034 和歌山県有田郡有田川町大字小島２８８番地 737532461 西播(龍健)第45-39 令和4年4月5日
000028 6000188424 ヒノアタルマルシェ 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く。)その他の食料・飲料販売業 露店 馬場 奈緒美 西播(龍健)第46-2 令和4年4月12日
000028 6000188451 カモのタルト屋さん 000-0000 太子町一円 その他の食料・飲料販売業 自動車 鴨谷 美治 西播(龍健)第46-3 令和4年4月12日
000028 6000188542 ぱんぱかぱーん 671-4142 宍粟市一宮町能倉７６７－３ 製茶業 一般 石飛 池悠 西播(龍健)第54-1 令和4年4月19日
000028 6000188558 ＴＡｉＳＨｉ　ｆａｒｍ 671-1571 揖保郡太子町広坂３４７－１ その他の食料・飲料販売業 一般 栗岡 弘明 西播(龍健)第46-4 令和4年4月19日
000028 6000188559 ＴＡｉＳＨｉ　ｆａｒｍ 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く。) その他の食料・飲料販売業 露店 栗岡 弘明 西播(龍健)第46-5 令和4年4月19日
000028 6000188567 マルアイ太子店 671-1522 揖保郡太子町矢田部８２－１ 792768010 百貨店、総合スーパー 一般 株式会社マルアイ 代表取締役 藤田 佳男 675-0003 兵庫県加古川市神野町神野２２５番地１ 794305181 西播(龍健)第44-1 令和4年4月21日
000028 6000188568 マルアイ山崎店 671-2541 宍粟市山崎町下広瀬９９－１ 790625210 百貨店、総合スーパー 一般 株式会社マルアイ 代表取締役 藤田 佳男 675-0003 兵庫県加古川市神野町神野２２５番地１ 794305181 西播(龍健)第44-2 令和4年4月21日
000028 6000188637 Ｂｕｔｔｅｒ 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く。)その他の食料・飲料販売業 露店 河原 愛海 西播(龍健)第46-6 令和4年4月22日
000028 6000188693 ポコちゃんのポン菓子 671-2570 宍粟市山崎町加生１４０－２ その他の食料品製造・加工業 一般 嶋津 萌衣 西播(龍健)第57-1 令和4年4月26日
000028 6000188759 ます☆ぱん 679-4129 たつの市龍野町堂本２６０－　１ 791631465 その他の食料・飲料販売業 露店 菊池 里絵 西播(龍健)第46-7 令和4年4月28日
000028 6000188769 たい焼専門店　やまや本舗　たつの店 679-4129 たつの市龍野町堂本２６０－１赤とんぼ広場 791620170 その他の食料・飲料販売業 露店 山口 憲也 西播(龍健)第46-8 令和4年5月2日
000028 6000188791 サイゼリヤ太子町店 671-1511 揖保郡太子町太田２１５０ 792776715 その他の食料・飲料販売業 一般 株式会社サイゼリヤ 代表取締役 正垣 泰彦 342-0008 埼玉県吉川市旭２番地５ 489919611 西播(龍健)第46-9 令和4年5月9日
000028 6000188815 ＢＡＭＢＯＯ　ＣＯＦＦＥＥ 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く。)その他の食料・飲料販売業 露店 小野 正敏 西播(龍健)第46-10 令和4年5月9日
000028 6000188844 山陽自動車道　龍野西ＳＡ（下）（ＳＨＤ）  給茶機コーナーⅢ 679-4017 たつの市揖西町土師字東山９７４－２２ コップ式自動販売機（自動洗浄・屋内設置） 自動販売機 株式会社アペックス西日本 森 吉平 550-0015 大阪府大阪市西区南堀江四丁目２５番２４号 794233522 西播(龍健)第38-1 令和4年5月6日
000028 6000188873 あひるの森 679-5343 佐用郡佐用町口長谷８９８－１ コーヒー（飲料を除く）製造・加工業 一般 阿比留 憲司 西播(龍健)第49-1 令和4年5月9日
000028 6000188910 龍野西ＳＡ上り線ＩＮＦＯ 679-4016 たつの市揖西町南山字西の土井２８６ コップ式自動販売機（自動洗浄・屋内設置）自動販売機トーヨーベンディング株式会社 代表取締役 大久保 智司 452-0839 愛知県名古屋市西区見寄町１６７番地 525011771 西播(龍健)第38-2 令和4年5月11日
000028 6000188911 龍野西ＳＡ上り線 679-4016 たつの市揖西町南山字西の土井２８６ コップ式自動販売機（自動洗浄・屋内設置）自動販売機トーヨーベンディング株式会社 代表取締役 大久保 智司 452-0839 愛知県名古屋市西区見寄町１６７番地 525011771 西播(龍健)第38-3 令和4年5月11日
000028 6000188912 株式会社ａｌｂｅｒｏ３９ 679-4116 たつの市神岡町沢田９１５－５ その他の食料・飲料販売業 一般 株式会社ａｌｂｅｒｏ３９ 岩谷 哲英 679-4116 兵庫県たつの市神岡町沢田９１５番地５ 西播(龍健)第46-11 令和4年5月11日
000028 6000188922 わらび餅蔵　祇音 679-4129 たつの市龍野町堂本２６０－１ 791631465 その他の食料・飲料販売業 露店 川上 郁也 西播(龍健)第46-12 令和4年5月11日
000028 6000188974 片岡食料品店 679-4322 たつの市新宮町仙正１５４－３ 791752120 その他の食料・飲料販売業 一般 片岡 道子 西播(龍健)第46-13 令和4年5月13日
000028 6000189014 ローソン山崎城下店 671-2553 宍粟市山崎町鶴木４３－４ 790622772 コンビニエンスストア 一般 𠮷田 慎太朗 西播(龍健)第43-1 令和4年5月18日
000028 6000189057 ウエルシア　たつの神岡店 679-4109 たつの市神岡町東觜崎５７８－１ 791647510 百貨店、総合スーパー 一般 ウエルシア薬局株式会社 代表取締役 松本 忠久 101-0021 東京都千代田区外神田二丁目２番１５号 352095672 西播(龍健)第44-3 令和4年5月20日
000028 6000189083 太子加工グループ（太子ふれあい市）671-1561 揖保郡太子町鵤２８０－１ 弁当販売業 一般 太子加工合同会社 代表社員 長谷川 壽子 671-1534 兵庫県揖保郡太子町福地５４６番地４ 西播(龍健)第39-2 令和4年5月23日
000028 6000189104 竹炭まんじゅう平井 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く。)その他の食料・飲料販売業 露店 平井 文代 西播(龍健)第46-14 令和4年5月25日
000028 6000189169 兵庫ダイハツ販売太子店 671-1561 揖保郡太子町鵤１４０９－１ 792770800 コップ式自動販売機（自動洗浄・屋内設置） 自動販売機 サントリービバレッジソリューション株式会社 代表取締役 及川 剛 160-0023 東京都新宿区西新宿８丁目１７番１号 363040501 西播(龍健)第38-4 令和4年5月27日
000028 6000189266 ゴダイドラッグ本竜野駅前店 679-4126 たつの市龍野町中村１５－２ 791625070 百貨店、総合スーパー 一般 ゴダイ株式会社 代表取締役 浦上 晃之 670-0921 兵庫県姫路市綿町１０４番地スクエアビル２Ｆ 792230303 西播(龍健)第44-4 令和4年6月1日
000028 6000189376 まりえ　ｋｉｔｃｈｅｎ 671-1543 揖保郡太子町沖代２１３－５ 農産保存食料品製造・加工業 一般 三本 まり子 西播(龍健)第50-1 令和4年6月9日
000028 6000189431 ゴダイドラッグ山崎西店 671-2570 宍粟市山崎町加生１１０－２ 790641400 百貨店、総合スーパー 一般 ゴダイ株式会社 代表取締役 浦上 晃之 670-0921 兵庫県姫路市綿町１０４番地スクエアビル２Ｆ 792230303 西播(龍健)第44-5 令和4年6月14日
000028 6000189434 ＫＵＲＩＳＵ　ｃｈｅｓｔｎｕｔ 669-2402 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く。) 791603265 その他の食料・飲料販売業 露店 冨田 朋子 西播(龍健)第46-15 令和4年6月13日
000028 6000189453 ヒコノ丸 669-2402 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く。)その他の食料・飲料販売業 自動車 桂 のぞみ 西播(龍健)第46-16 令和4年6月14日
000028 6000189603 染河内　森のようちえん 671-4142 宍粟市一宮町能倉８６４ その他の食料・飲料販売業 一般 都留 万里代 西播(龍健)第46-17 令和4年6月28日
000028 6000189616 アルペンローゼ 679-4002 たつの市揖西町中垣内３２－１ 791661533 食肉販売業 一般 小林 晴美 西播(龍健)第35-1 令和4年6月29日
000028 6000189639 陽だまり 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く。)弁当販売業 露店 夏原 綾子 西播(龍健)第39-3 令和4年6月29日
000028 6000189748 株式会社ＪＯＹＸゴルフ倶楽部 679-5644 佐用郡佐用町上秋里１０６４－４ 790861156 その他の食料・飲料販売業 露店 株式会社クリエイト・レストランツ 代表取締役 飯沼 辰朗 141-0022 東京都品川区東五反田五丁目１０番１８号 354888002 西播(龍健)第46-18 令和4年7月11日
000028 6000189883 勤労者・バリアサービス 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く。) その他の食料・飲料販売業 自動車 竹一 稔弘 西播(龍健)第46-19 令和4年7月19日
000028 6000189935 佐用食糧 679-5301 佐用郡佐用町佐用２８３２－９ 790822441 米穀類販売業 一般 森本 和生 西播(龍健)第41-1 令和4年7月21日
000028 6000189940 ＪＡ兵庫西佐用支店精米所 679-5307 佐用郡佐用町円応寺４５０ 790822728 米穀類販売業 一般 衣本 貴浩 西播(龍健)第41-2 令和4年7月22日
000028 6000189954 ニュートラル 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く。)その他の食料・飲料販売業 露店 石橋 雄一郎 西播(龍健)第46-20 令和4年7月25日
000028 6000190002 横尾 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く。)その他の食料・飲料販売業 自動車 横尾 昌克 西播(龍健)第46-21 令和4年7月26日



000028 6000190004 福地商店 679-5307 佐用郡佐用町円応寺２２２ 米穀類販売業 一般 福地 信世 西播(龍健)第41-3 令和4年7月26日
000028 6000190025 オフィスグリコ冷凍冷蔵庫２８４９８５ 671-1561 揖保郡太子町鵤２７－１西兵庫信用金庫太子支店１Ｆ その他の食料・飲料販売業 一般 グリコチャネルクリエイト株式会社 代表取締役 西村 浩一 555-8502 大阪府大阪市西淀川区歌島４丁目６番５号 西播(龍健)第46-22 令和4年7月28日
000028 6000190126 野村製麺所 679-4172 たつの市龍野町上川原７９ 791620091 その他の食料・飲料販売業 露店 野村 隆夫 西播(龍健)第46-23 令和4年8月4日
000028 6000190183 南国の郷加工グループ 671-1331 たつの市御津町岩見１３１８ 農産保存食料品製造・加工業 一般 柴田 政子 西播(龍健)第50-2 令和4年8月8日
000028 6000190221 馬立農園直売ｾﾝﾀｰ 679-4332 たつの市新宮町馬立１４７－１ 791754015 その他の食料品製造・加工業 一般 福井 智春 西播(龍健)第57-2 令和4年8月10日
000028 6000190275 豆富は白い　白いはうさぎ 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く。)その他の食料・飲料販売業 露店 飯田 晃祐 西播(龍健)第46-25 令和4年8月12日
000028 6000190282 ＲＡＫＵＧＡＫＩ　ＦＯＯＤ　ＴＲＵＣＫ000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く。)その他の食料・飲料販売業 自動車 堂込 勝之 西播(龍健)第46-24 令和4年8月12日
000028 6000190317 森田山椒農園 671-1524 揖保郡太子町東保４６６－１ 農産保存食料品製造・加工業 一般 森田 孝一 西播(龍健)第50-3 令和4年8月17日
000028 6000190363 ローソン龍野片山店 679-4123 たつの市龍野町片山字柴添４３６－１ 791620271 コンビニエンスストア 一般 株式会社Ｋ・Ｍ・Ｃ 代表取締役 森井 幸司 671-2201 兵庫県姫路市書写２４５４番地５ 792660688 西播(龍健)第43-2 令和4年8月22日
000028 6000190395 江川ふれあいホール　江川農業倉庫 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く。)、明石市及び西宮市を除く。)その他の食料品製造・加工業 露店 春名 孝男 西播(龍健)第57-4 令和4年8月24日
000028 6000190396 ＴＨＲＥＥ　ＡＮＧＥＬＳ株式会社 679-5155 たつの市新宮町栗町５４８ その他の食料品製造・加工業 一般 小出 純子 西播(龍健)第57-3 令和4年8月29日
000028 6000190409 カフェ　ａｎｄ　キッチン　ｅｌｌｅ671-1511 揖保郡太子町太田２１３３ 卵選別包装業 一般 大谷 多江子 西播(龍健)第56-1 令和4年8月24日
000028 6000190470 ゆらゆら 679-4175 たつの市龍野町旭町かどめ公園 露店・仮設店舗等による飲食の提供のうち営業とみなされないもの 露店 杉尾 智香子 西播(龍健)第61-5 令和4年8月30日
000028 6000190491 久崎ストアー 679-5641 佐用郡佐用町久崎５４５－１ 790880033 野菜果物販売業 一般 高見 きよ子 西播(龍健)第40-1 令和4年8月30日
000028 6000190493 ko.no.mi 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く。) その他の食料・飲料販売業 露店 後藤 宏一郎 西播(龍健)第46-26 令和4年8月31日
000028 6000190527 播磨物産わらいや 679-4016 たつの市揖西町南山１－１１ 791648511 自動販売機（要届出のコップ式自動販売機及び要許可を除く） 自動販売機 江崎グリコ株式会社 代表取締役 江崎 勝久 555-0021 大阪府大阪市西淀川区歌島４丁目６番５号 664778352 西播(龍健)第45-1 令和4年9月1日
000028 6000190579 尾崎弘一 671-2565 宍粟市山崎町高下６３８ 食肉販売業 一般 尾崎 弘一 西播(龍健)第35-2 令和4年9月7日
000028 6000190714 yuica 679-4106 たつの市神岡町横内１ 農産保存食料品製造・加工業 一般 影山 裕一 西播(龍健)第50-4 令和4年9月20日
000028 6000190733 株式会社　山吹 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く。) 弁当販売業 露店 株式会社山吹 代表取締役 大谷 浩一 679-4167 兵庫県たつの市龍野町富永５１８－４ 791631350 西播(龍健)第39-4 令和4年9月26日
000028 6000190770 廻鮮寿司　たいの鯛 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く。) 弁当販売業 露店 株式会社ティーエーアイ 代表取締役 山本 圭一 679-4134 兵庫県たつの市誉田町広山２４番地１ 791631488 西播(龍健)第39-7 令和4年9月26日
000028 6000190776 ﾀﾞｲﾆﾝｸﾞ・是福 000-0000 たつの市内 弁当販売業 露店 福島 正孝 西播(龍健)第39-6 令和4年9月26日
000028 6000190788 すし官太　たつの店 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く。) 弁当販売業 露店 株式会社ｶﾈﾐﾂ食品 代表取締役 清水 明 670-0802 兵庫県姫路市砥堀297-4 792645188 西播(龍健)第39-8 令和4年9月26日
000028 6000190802 くすりのレデイ　堂本店 679-4129 たつの市龍野町堂本２８２番地 791728465 その他の食料・飲料販売業 一般 株式会社レデイ薬局 白石 明生 790-0062 愛媛県松山市南江戸４丁目３番３７号 899275000 西播(龍健)第46-27 令和4年9月26日
000028 6000190808 sushi＆vegetable　心 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く。)弁当販売業 露店 藤原 良一 西播(龍健)第39-5 令和4年9月26日
000028 6000190809 ｎｉｊｉｉｒｏ　ｃａｆｅ 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く。)その他の食料・飲料販売業 露店 前田 耕治 西播(龍健)第46-28 令和4年9月26日
000028 6000190822 愛山 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く。)弁当販売業 露店 岩本 純一 西播(龍健)第39-9 令和4年9月27日
000028 6000190832 ジビエ創作料理かのね 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く。)その他の食料・飲料販売業 露店 北村 広樹 西播(龍健)第46-30 令和4年9月27日
000028 6000190833 米粉シフォンケーキ専門店　えんむすび000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く。)その他の食料・飲料販売業 露店 藤本 愛子 西播(龍健)第46-29 令和4年9月27日
000028 6000190846 藤井写真館車庫前 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く。)弁当販売業 露店 藤岡 昇三 西播(龍健)第39-10 令和4年9月28日
000028 6000190848 藤木農園 671-2558 宍粟市山崎町上比地181-2 農産保存食料品製造・加工業 一般 藤木 茂 西播(龍健)第50-5 令和4年9月27日
000028 6000190862 マックスバリュ宍粟一宮店移動販売ひまわり号 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く。) 通信販売・訪問販売による販売業 自動車 マックスバリュ西日本株式会社 代表取締役 平尾 健一 732-0814 広島県広島市南区段原南一丁目３番５２号 825358500 西播(龍健)第42-1 令和4年9月28日
000028 6000190863 マックスバリュ宍粟一宮店移動販売みかた号 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く。) 通信販売・訪問販売による販売業 自動車 マックスバリュ西日本株式会社 代表取締役 平尾 健一 732-0814 広島県広島市南区段原南一丁目３番５２号 825358500 西播(龍健)第42-2 令和4年9月28日
000028 6000190885 マックスバリュ宍粟一宮店移動販売個別配送号 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く。) 通信販売・訪問販売による販売業 自動車 マックスバリュ西日本株式会社 代表取締役 平尾 健一 732-0814 広島県広島市南区段原南一丁目３番５２号 825358500 西播(龍健)第42-3 令和4年9月30日
000028 6000190886 オフィスグリコ冷凍冷蔵庫２８４６２４ 679-4123 たつの市龍野町片山３００パナソニックデバイスＳＵＮＸ竜野３Ｆ その他の食料・飲料販売業 一般 グリコチャネルクリエイト株式会社 代表取締役 西村 浩一 555-8502 大阪府大阪市西淀川区歌島４丁目６番５号 西播(龍健)第46-31 令和4年9月29日
000028 6000190887 オフィスグリコ冷凍冷蔵庫２８７７１７ 671-1557 揖保郡太子町阿曽字五反田１０９－１アルインコ１Ｆ その他の食料・飲料販売業 一般 グリコチャネルクリエイト株式会社 代表取締役 西村 浩一 555-8502 大阪府大阪市西淀川区歌島４丁目６番５号 西播(龍健)第46-32 令和4年9月30日
000028 6000190909 ウッドデザインパークＷＥＳＴ 671-2512 宍粟市山崎町与位６６－２０１ 790640170 野菜果物販売業 一般 ニッカホーム西日本株式会社 代表取締役 大隅 直哉 578-0982 大阪府東大阪市吉田本町一丁目１番３０号 729600316 西播(龍健)第40-2 令和4年9月30日
000028 6000190911 エデンの東 000-0000 たつの市内 弁当販売業 露店 丸尾 功二 西播(龍健)第39-11 令和4年9月30日
000028 6000190920 トロワフレッシュ 669-2402 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く。)その他の食料・飲料販売業 露店 西平 誠 西播(龍健)第46-34 令和4年10月3日
000028 6000190921 栄福堂 669-2402 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く。) 792820424 その他の食料・飲料販売業 露店 株式会社栄福堂 代表取締役 宮本 明宏 670-0834 兵庫県姫路市神和町１４６ 792820424 西播(龍健)第46-33 令和4年10月3日
000028 6000190966 藤木正弘 679-5155 たつの市新宮町栗町８１６ その他の食料品製造・加工業 一般 藤木 正弘 西播(龍健)第57-5 令和4年10月6日
000028 6000190967 有限会社　魚源 000-0000 たつの市内 魚介類販売業 露店 有限会社魚源 代表取締役 坂上 剛生 679-4129 兵庫県たつの市龍野町堂本１５－６ 西播(龍健)第34-1 令和4年10月6日
000028 6000191041 龍野旬菜市 000-0000 たつの市内 野菜果物販売業 露店 小河 治代 西播(龍健)第40-3 令和4年10月7日
000028 6000191079 フランス堂 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く。)その他の食料・飲料販売業 露店 上林 千恵 西播(龍健)第46-35 令和4年10月12日
000028 6000191081 すし次朗 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く。)弁当販売業 露店 井原 二郎 西播(龍健)第39-12 令和4年10月12日
000028 6000191086 scone shop nico 679-4167 たつの市、その他県下一円（ただし、神戸市、姫路市、尼崎市及び西宮市を除く。）その他の食料・飲料販売業 露店 多原 未笑 西播(龍健)第46-36 令和4年10月13日
000028 6000191114 ウエルシアたつの御津店 671-1321 たつの市御津町苅屋４３８－２ 793228028 百貨店、総合スーパー 一般 ウエルシア薬局株式会社 代表取締役 松本 忠久 101-0021 東京都千代田区外神田二丁目２番１５号 352095672 西播(龍健)第44-6 令和4年10月14日
000028 6000191128 御菓子処 いぼの里 000-0000 たつの市内一円 その他の食料・飲料販売業 露店 山元 利夫 西播(龍健)第46-37 令和4年10月14日
000028 6000191176 マックスバリュ佐用店移動販売車 000-0000 たつの市、その他県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く。) 790824700 通信販売・訪問販売による販売業 自動車 マックスバリュ西日本株式会社 代表取締役 平尾 健一 732-0814 広島県広島市南区段原南一丁目３番５２号ML_nonstore_idou@aeonpeople.biz 825358500 西播(龍健)第42-4 令和4年10月17日
000028 6000191211 菓子工房メイプル 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く。) 791752544 その他の食料・飲料販売業 露店 社会福祉法人もみじ会 理事長 山口 竜也 679-4341 兵庫県たつの市新宮町能地２７４番地の６９ 791752905 西播(龍健)第46-38 令和4年10月19日
000028 6000191230 牛すじハッピー 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く。)その他の食料・飲料販売業 露店 小林 素子 西播(龍健)第46-39 令和4年10月19日
000028 6000191252 元気工房さよう 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く。) 弁当販売業 露店 株式会社元気工房さよう 衣笠 俊博 679-5134 兵庫県佐用郡佐用町乃井野１２６６番地 790792521 西播(龍健)第39-13 令和4年10月21日
000028 6000191253 とろり天使のわらびもち 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く。)その他の食料・飲料販売業 露店 株式会社ＧＲＯＷ　ＵＰ 代表取締役 中村 哲徳 553-0006 大阪府大阪市福島区吉野２丁目１３番１０号644099748 西播(龍健)第46-40 令和4年10月20日
000028 6000191297 第２９回たつの市皮革まつり 679-4167 たつの市龍野町富永地先たつの市総合文化会館 791631888 その他の食料品製造・加工業 露店 苗村 武大 西播(龍健)第57-6 令和4年10月25日
000028 6000191302 ｎａｐｅｐａｎ 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く。)その他の食料・飲料販売業 露店 渡辺 志保 西播(龍健)第46-41 令和4年10月26日
000028 6000191326 森のあかり 679-4161 たつの市龍野町日山６５４ その他の食料品製造・加工業 一般 岡本 忠彦 西播(龍健)第57-7 令和4年10月28日
000028 6000191327 森蔵 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く。)その他の食料・飲料販売業 露店 中村 哲治 西播(龍健)第46-42 令和4年10月28日
000028 6000191367 タルトとおやつ　巣箱 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く。) その他の食料・飲料販売業 露店 藤本 七奈江 西播(龍健)第46-43 令和4年10月31日
000028 6000191369 Ｓａｄｏｙａ 671-2577 宍粟市山崎町山崎９１ その他の食料品製造・加工業 一般 坂口 あかり 西播(龍健)第57-8 令和4年10月31日
000028 6000191395 有限会社竜野養鶏センター 679-4112 たつの市神岡町追分字大谷口１２番地 卵選別包装業 一般 有限会社竜野養鶏センター 代表取締役 中山 晋吾 679-4112 兵庫県たつの市神岡町追分字大谷口１２番地 791650090 西播(龍健)第56-2 令和4年10月31日
000028 6000191427 美しい村づくり交流館 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く。)その他の食料・飲料販売業 露店 赤松 美知子 西播(龍健)第46-44 令和4年11月4日
000028 6000191428 マイドリーム山崎店 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く。) その他の食料・飲料販売業 露店 ひょうご障害者福祉協同組合 代表理事 本條 義和 670-0814 兵庫県姫路市野里上野町一丁目１番６号中津ビル１０１ 792871577 西播(龍健)第46-45 令和4年11月7日
000028 6000191444 愛ランド 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く。) その他の食料・飲料販売業 露店 特定非営利活動法人愛ランド 理事長 武内 美佳 679-4327 兵庫県たつの市新宮町中野庄８０番地 791762686 西播(龍健)第46-46 令和4年11月4日
000028 6000191447 タムタム 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く。)その他の食料・飲料販売業 露店 田村 吉識 西播(龍健)第46-47 令和4年11月7日
000028 6000191457 おかめ工房 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く。)その他の食料・飲料販売業 露店 岩口 紀代美 西播(龍健)第46-48 令和4年11月7日
000028 6000191458 Ｐａｄａｒｉａ　Ｈｉｒａｆｕｋｕ 679-5331 佐用郡佐用町平福６７８ 乳類販売業 一般 マリニ ロベルトヒデオ 西播(龍健)第36-1 令和4年11月7日
000028 6000191490 カフェ　ぷちぷち 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く。)その他の食料・飲料販売業 露店 溝口 妙子 西播(龍健)第46-49 令和4年11月7日
000028 6000191498 ａｕショップ　播磨太子店　店内（ＣＣＢＪＩ受託） 671-1531 揖保郡太子町立岡８０－４ 792775704 コップ式自動販売機（自動洗浄・屋内設置） 一般 株式会社アペックス西日本 代表取締役 森 吉平 550-0015 大阪府大阪市西区南堀江四丁目２５番２４号 665359024 西播(龍健)第38-5 令和4年11月7日
000028 6000191499 昭和電工株式会社 龍野事業所 エマルジョン開発課 679-4155 たつの市揖保町揖保中２５１－１ 791671111 コップ式自動販売機（自動洗浄・屋内設置） 一般 株式会社アペックス西日本 代表取締役 森 吉平 550-0015 大阪府大阪市西区南堀江四丁目２５番２４号 664455518 西播(龍健)第38-6 令和4年11月7日
000028 6000191500 八重垣病院　たつの１Ｆロビー（ＣＣＢＪＩ受託） 679-4313 たつの市新宮町新宮５３１－２ 791751222 コップ式自動販売機（自動洗浄・屋内設置） 一般 株式会社アペックス西日本 代表取締役 森 吉平 550-0015 大阪府大阪市西区南堀江四丁目２５番２４号 665359024 西播(龍健)第38-7 令和4年11月7日
000028 6000191503 ダイセル播磨　イノベーションセンター播磨 671-1665 たつの市揖保川町馬場８０５ 791725411 コップ式自動販売機（自動洗浄・屋内設置） 自動販売機 サントリービバレッジソリューション株式会社 代表取締役 及川 剛 160-6111 東京都新宿区西新宿八丁目１７番１号 353210701 西播(龍健)第38-8 令和4年11月8日
000028 6000191542 社会福祉法人あすか会　就労継続支援B型事業所あすか 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く。) その他の食料・飲料販売業 露店 社会福祉法人あすか会 理事長 藤井 幸一 671-1511 兵庫県揖保郡太子町太田２３３０ 792752281 西播(龍健)第46-50 令和4年11月9日
000028 6000191544 ただまき農園 679-4346 たつの市新宮町千本１８３５－２ 食肉販売業 一般 市原 真貴子 西播(龍健)第35-3 令和4年11月9日
000028 6000191545 おそうざい　リトル・キッチン 679-4154 たつの市揖保町西構８８－３ 791682538 野菜果物販売業 一般 藤田 卓郎 西播(龍健)第40-4 令和4年11月9日
000028 6000191574 おふくろ工房　波賀・のはら 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く。)その他の食料・飲料販売業 露店 植田 美代子 西播(龍健)第46-51 令和4年11月10日
000028 6000191587 じゅてーる 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く。)その他の食料・飲料販売業 露店 名田 賢司 西播(龍健)第46-53 令和4年11月14日
000028 6000191588 (株)元気工房さよう　味わいの里三日月679-5133 佐用郡佐用町乃井野１２６６ その他の食料・飲料販売業 一般 名田 賢司 西播(龍健)第46-52 令和4年11月14日
000028 6000191594 かふぇこまち 679-4109 たつの市神岡町東觜崎４７３－５ 弁当販売業 一般 有限会社太陽 代表取締役 矢野 等 679-4167 兵庫県たつの市龍野町富永７１３－６　４Ｆ 791632121 西播(龍健)第39-14 令和4年11月14日
000028 6000191595 かふぇこまち 679-4003 たつの市揖西町小神１５５１ 弁当販売業 一般 有限会社太陽 代表取締役 矢野 等 679-4167 兵庫県たつの市龍野町富永７１３－６　４Ｆ 791632121 西播(龍健)第39-15 令和4年11月14日
000028 6000191598 山里工房 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く。)その他の食料・飲料販売業 露店 秋武 浩代 西播(龍健)第46-54 令和4年11月14日
000028 6000191634 ヘレン・ケラー 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く。)その他の食料・飲料販売業 露店 中尾 富子 西播(龍健)第46-56 令和4年11月14日
000028 6000191635 セレクトショップアンドバー　ジャーニー000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く。)その他の食料・飲料販売業 露店 飯塚 正浩 西播(龍健)第46-55 令和4年11月14日
000028 6000191641 Ｂａ－ｂａのおかず 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く。) 790753497 その他の食料・飲料販売業 自動車 植田 京子 西播(龍健)第46-57 令和4年11月14日
000028 6000191653 ちょっと商店 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く。)その他の食料品製造・加工業 露店 阿曽 知世巳 西播(龍健)第57-9 令和4年11月21日
000028 6000191715 はなさきむら作業所 679-5204 佐用郡佐用町小山１８８番地 農産保存食料品製造・加工業 一般 社会福祉法人はなさきむら 理事長 岡本 泰子 679-5205 兵庫県佐用郡佐用町安川４０１番地 790781350 西播(龍健)第50-6 令和4年11月17日
000028 6000191767 合同会社ひらふくファーム 679-5331 佐用郡佐用町平福７４０番地２ 790710082 その他の食料・飲料販売業 一般 合同会社ひらふくファーム 原田 健吾 679-5331 兵庫県佐用郡佐用町平福７４０番地２ 790710082 西播(龍健)第46-58 令和4年11月21日
000028 6000191773 たつの市営駐車場（下川原） 679-4177 たつの市龍野町下川原１４４番地 自動販売機（要届出のコップ式自動販売機及び要許可を除く）自動販売機 井戸 正文 西播(龍健)第45-2 令和4年11月18日
000028 6000191800 マックスバリュ山崎店移動販売車 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く。) 790625405 通信販売・訪問販売による販売業 自動車 マックスバリュ西日本株式会社 代表取締役 平尾 健一 732-0814 広島県広島市南区段原南一丁目３番５２号 825358500 西播(龍健)第42-5 令和4年11月21日
000028 6000191814 西日本旅客鉄道　網干電車区２Ｆ総合詰所①②(ＣＣＢＪＩ受託） 671-1534 揖保郡太子町福地６２２ コップ式自動販売機（自動洗浄・屋内設置） 自動販売機 株式会社アペックス西日本 代表取締役 森 吉平 550-0015 大阪府大阪市西区南堀江四丁目２５番２４号 079-423-3522 西播(龍健)第38-9 令和4年11月24日
000028 6000191821 業務スーパー　太子店 671-1553 揖保郡太子町老原１３－１ 792637990 百貨店、総合スーパー 一般 株式会社はやしの 代表取締役 富田 俊治 671-0232 兵庫県姫路市御国野町御着３１５番地の１ 792525151 西播(龍健)第44-7 令和4年11月22日
000028 6000191849 ナチュラルファーム　ピーノプラート000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く。)その他の食料品製造・加工業 露店 松原 照正 西播(龍健)第57-10 令和4年11月24日
000028 6000191909 ｓｌｏｔｈ 671-4144 宍粟市一宮町下野田４３９－１ 790721337 農産保存食料品製造・加工業 一般 栗山 直美 西播(龍健)第50-7 令和4年11月29日
000028 6000191932 板垣救急クリニック　たつの　１Ｆ待合室(ＣＣＢＪＩ単受） 679-4016 たつの市揖西町南山２丁目１１１ コップ式自動販売機（自動洗浄・屋内設置） 自動販売機 株式会社アペックス西日本 森 吉平 550-0015 大阪府大阪市西区南堀江四丁目２５番２４号 794233522 西播(龍健)第38-11 令和4年11月29日
000028 6000191959 Ｒｉｎｇ　Ｂｅｌｌ 671-1501 揖保郡太子町山田字坂浦山６６６－１３第２青山ゴルフ練習場２Ｆ 792607778 その他の食料・飲料販売業 一般 株式会社三鈴 勝田 陽介 672-8035 兵庫県姫路市飾磨区中島２０７１番地 792409171 西播(龍健)第46-59 令和4年12月2日
000028 6000191980 合同会社ひらふくファーム 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く。) 790710082 その他の食料・飲料販売業 露店 合同会社ひらふくファーム 原田 健吾 679-5331 兵庫県佐用郡佐用町平福７４０番地２ 790710082 西播(龍健)第46-60 令和4年12月2日
000028 6000191997 （株）コメリ佐用店　従業員休憩所（ＣＣＢＪＩ）671-4221 佐用郡佐用町佐用１０６０ コップ式自動販売機（自動洗浄・屋内設置）自動販売機株式会社アペックス西日本 代表取締役 森 吉平 550-0015 大阪府大阪市西区南堀江四丁目２５番２４号665359024 西播(龍健)第38-10 令和4年12月5日
000028 6000192052 ファミリーマート　いかるが店 671-1561 揖保郡太子町鵤１３２３番地１ 792777006 コンビニエンスストア 一般 株式会社ファミリーマート 代表取締役 細見 研介 671-1532 東京都港区芝浦三丁目１番２１号 364367717 西播(龍健)第43-3 令和4年12月9日
000028 6000192057 焼き芋　どい 671-1545 揖保郡太子町岩見構５７９－１８ 792774161 その他の食料品製造・加工業 一般 土井 由幸 西播(龍健)第57-11 令和4年12月12日
000028 6000192119 株式会社かね正 671-1331 たつの市御津町岩見１１２３ 792742268 魚介類販売業 一般 株式会社かね正 代表取締役 神頭 士郎 671-1331 兵庫県たつの市御津町岩見１１２３ 792742268 西播(龍健)第34-2 令和4年12月16日



000028 6000192156 花 671-1663 たつの市揖保川町浦部２０９ー３、２０９－４ その他の食料・飲料販売業 一般 花園 裕之 西播(龍健)第46-61 令和4年12月2日
000028 6000192242 河部商事 679-5331 佐用郡佐用町平福９８８－１ 790832373 魚介類販売業 露店 河部 元一 西播(龍健)第34-3 令和4年12月28日
000028 6000192271 蕾おとり店 671-2521 宍粟市山崎町木ノ谷６ 790659715 魚介類販売業 一般 伊野 勝也 西播(龍健)第34-4 令和5年1月10日
000028 6000192275 しそう自立の家 671-2512 宍粟市山崎町与位６９６－７ 790626133 集団給食（４）その他 集団給食 社会福祉法人ひようご障害福祉事業協会 理事長 片岡 實 665-0042 兵庫県宝塚市美幸町１１番１６号 797737213 西播(龍健)第59-1 令和5年1月10日
000028 6000192333 ダイセル播磨　ＩＣＨ４Ｆ 671-1665 たつの市揖保川町馬場８０５ 791725411 コップ式自動販売機（自動洗浄・屋内設置） 自動販売機 サントリービバレッジソリューション株式会社 代表取締役 及川 剛 160-6111 東京都新宿区西新宿八丁目１７番１号 353210701 西播(龍健)第38-12 令和5年1月17日
000028 6000192350 （株）わらいや 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く。) その他の食料・飲料販売業 露店 株式会社わらいや 代表取締役 坂本 龍也 679-4016 兵庫県たつの市揖西町南山一丁目１１番地 791728536 西播(龍健)第46-62 令和5年1月17日
000028 6000192352 ディグホール太子北店 671-1575 揖保郡太子町佐用岡４６０－５ 792765521 コーヒー（飲料を除く）製造・加工業 一般 新居 由徳 西播(龍健)第49-2 令和5年1月17日
000028 6000192367 壷焼芋　cafe和幸 679-5214 佐用郡佐用町西徳久５８－１ その他の食料品製造・加工業 一般 平石 隆 西播(龍健)第57-12 令和5年1月18日
000028 6000192410 わのわ自家焙煎珈琲 679-4161 たつの市龍野町日山２９１ コーヒー（飲料を除く）製造・加工業一般 高田 欣弘 西播(龍健)第49-3 令和5年1月23日
000028 6000192512 楽農舎 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く。)その他の食料品製造・加工業 露店 丸林 利光 西播(龍健)第57-14 令和5年2月1日
000028 6000192514 楽農舎 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く。)その他の食料品製造・加工業 自動車 丸林 利光 西播(龍健)第57-13 令和5年2月1日
000028 6000192518 qgi２ 669-2402 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く。)その他の食料・飲料販売業 露店 和田 愛 西播(龍健)第46-63 令和5年1月31日
000028 6000192552 牡蛎処　桝政　室津本店 671-1332 たつの市御津町室津５５５－１ 793240550 魚介類販売業 一般 株式会社ﾕｰｱｲｻｰﾋﾞｽ 代表取締役 井藤 貴司 675-0062 兵庫県加古川市加古川町美乃利１１３番地の１６ 西播(龍健)第34-6 令和5年2月3日
000028 6000192556 （株）日本アレフ兵庫工場　２Ｆ女子休憩所 671-2533 宍粟市山崎町須賀沢２３１ 790626201 コップ式自動販売機（自動洗浄・屋内設置） 自動販売機 株式会社アペックス西日本 代表取締役 森 吉平 550-0015 大阪府大阪市西区南堀江四丁目２５番２４号 794233522 西播(龍健)第38-13 令和5年2月3日
000028 6000192557 ダイセル化学工業株式会社  播磨工場第２工場　休憩室 671-1665 たつの市揖保川町馬場８０５ 791725411 コップ式自動販売機（自動洗浄・屋内設置） 自動販売機 株式会社アペックス西日本 代表取締役 森 吉平 550-0015 大阪府大阪市西区南堀江四丁目２５番２４号 794233522 西播(龍健)第38-14 令和5年2月3日
000028 6000192558 ダイセル化学工業（株）  ＤＳＳ　第一工場食堂 671-1665 たつの市揖保川町馬場８０５ 791725411 コップ式自動販売機（自動洗浄・屋内設置） 自動販売機 株式会社アペックス西日本 代表取締役 森 吉平 550-0015 大阪府大阪市西区南堀江四丁目２５番２４号 794233522 西播(龍健)第38-15 令和5年2月3日
000028 6000192563 株式会社ヤマリュウ 679-4124 たつの市龍野町中井２２０－１ 791630636 その他の食料品製造・加工業 一般 株式会社ヤマリュウ 代表取締役 冨永 龍平 679-4124 兵庫県たつの市龍野町中井２２０番地の１ 791630636 西播(龍健)第57-15 令和5年2月3日
000028 6000192577 神尾青果株式会社 679-4115 たつの市神岡町入野７９９ その他の食料品製造・加工業 一般 神尾青果株式会社 神尾 征典 679-4115 兵庫県たつの市神岡町入野７９９ 西播(龍健)第57-16 令和5年2月6日
000028 6000192610 ブンセン（株）本社　食堂①② 679-4313 たつの市新宮町新宮３２８ 791751151 コップ式自動販売機（自動洗浄・屋内設置） 自動販売機 株式会社アペックス西日本 代表取締役 森 吉平 550-0015 大阪府大阪市西区南堀江四丁目２５番２４号 794233522 西播(龍健)第38-16 令和5年2月9日
000028 6000192628 財団法人高輝度光科学研究センター  中央管理棟１Ｆ（ＣＣＢＪＩ受託） 679-5148 佐用郡佐用町光都１－１－１ 791580874 コップ式自動販売機（自動洗浄・屋内設置） 自動販売機 株式会社アペックス西日本 代表取締役 森 吉平 550-0015 大阪府大阪市西区南堀江四丁目２５番２４号 794233522 西播(龍健)第38-17 令和5年2月9日
000028 6000192634 おにぎりmii 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く。)弁当販売業 露店 山下 美由紀 西播(龍健)第39-16 令和5年2月8日
000028 6000192729 麺屋　天垣内 671-4221 宍粟市波賀町上野７４０-１ 調味料製造・加工業 一般 垣内 秀治 西播(龍健)第51-1 令和5年2月16日
000028 6000192736 福本加工場 679-5211 佐用郡佐用町下徳久７１６－１ その他の食料品製造・加工業 一般 福本 和彰 西播(龍健)第57-17 令和5年2月16日
000028 6000192743 工房，里の味ちくさ 671-3223 宍粟市千種町室245 農産保存食料品製造・加工業 一般 田口 すみ子 西播(龍健)第50-8 令和5年2月16日
000028 6000192776 楽農工房「あぐり」 000-0000 佐用町、宍粟市 790792194 弁当販売業 露店 古川 由美 西播(龍健)第39-17 令和5年2月20日
000028 6000192778 海幸 000-0000 たつの市内一円 弁当販売業 露店 丸新水産株式会社 代表取締役 井上 忠行 671-1241 兵庫県姫路市網干区興浜２０９３－１３３ 西播(龍健)第39-18 令和5年2月20日
000028 6000192791 町のイスキア 679-4172 たつの市龍野町上川原６３ コーヒー（飲料を除く）製造・加工業 一般 長谷川 眞弓 西播(龍健)第49-4 令和5年2月20日
000028 6000192877 ぷりんのじかん 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く。) 790626326 その他の食料・飲料販売業 露店 下川 千惠 西播(龍健)第46-64 令和5年2月27日
000028 6000192900 寿水産 669-2402 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く。)魚介類販売業 露店 竹田 和樹 西播(龍健)第34-7 令和5年2月27日
000028 6000192917 縁 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く。)その他の食料品製造・加工業 露店 三木 研二 西播(龍健)第57-18 令和5年2月28日
000028 6000192953 壺焼き芋畑 669-2402 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く。)その他の食料品製造・加工業 露店 川口 悟 西播(龍健)第57-19 令和5年3月2日
000028 6000192991 株式会社　いなば不動産 679-4167 たつの市龍野町富永７２８番地３ 791789666 卵選別包装業 一般 株式会社いなば不動産 代表取締役 稻葉 達也 679-4167 兵庫県たつの市龍野町富永７２８番地３ 791789666 西播(龍健)第56-3 令和5年3月6日
000028 6000193238 新鮮組こだわり隊 671-1663 たつの市揖保川町浦部７６９－１ 野菜果物販売業 一般 宮本 典幸 西播(龍健)第40-5 令和5年3月17日
000028 6000193245 神戸肉の兵庫屋 679-5301 佐用郡佐用町佐用２２１－１ 790823228 その他の食料・飲料販売業 自動販売機 盛﨑 正章 西播(龍健)第46-65 令和5年3月17日
000028 6000193355 津田宇水産 671-1332 たつの市御津町室津８５０ 793240918 海藻製造・加工業 一般 津田宇水産株式会社 代表取締役 津田 侑典 671-1332 兵庫県たつの市御津町室津１３１６番地１ 793240907 西播(龍健)第55-1 令和5年3月24日
000028 6000193412 ｐｉｐｉｐａｎ 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く。)その他の食料・飲料販売業 露店 垣谷 智佳 西播(龍健)第46-66 令和5年3月28日
000028 6000193467 天垣内ラーメン　星と月 671-4241 宍粟市波賀町安賀５３９－５ その他の食料・飲料販売業 一般 原田 康嗣 西播(龍健)第46-67 令和5年3月28日
000028 6000193473 Ｒｉｋｅｋｏｒｉ 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く。)その他の食料・飲料販売業 露店 潮海 慶子 西播(龍健)第46-68 令和5年3月29日
000028 6000193497 宍粟わかば 671-2572 宍粟市山崎町庄能４２６ 790623913 集団給食（４）その他 集団給食 社会福祉法人山崎若葉保育園 理事長 中川 千代美 671-2571 兵庫県宍粟市山崎町上寺中垣内２４４番地 790623913 西播(龍健)第59-2 令和5年3月30日
000028 6000193516 発酵ＬａｂＣｏｏ 679-4177 たつの市龍野町下川原２２－２ その他の食料品製造・加工業 一般 松下 裕昭 西播(龍健)第57-20 令和5年3月30日
000028 6000193545 にちこれペストリー 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く。)その他の食料・飲料販売業 露店 西川 美咲 西播(龍健)第46-69 令和5年3月31日
000028 6000193615 ハリカツキッチンカー 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く。) その他の食料・飲料販売業 自動車 株式会社はるかな 代表取締役 釣 元樹 671-1214 兵庫県姫路市勝原区山戸３５６番地３ 792277978 西播(龍健)第46-1 令和5年4月7日
000028 6000193657 うまかもんや 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く。)弁当販売業 露店 田路 友美 西播(龍健)第39-1 令和5年4月11日
000028 6000193702 宍粟市立　河東幼稚園 671-2524 宍粟市山崎町三谷５７－６ 790621563 集団給食（４）その他 集団給食 宍粟市 市長 福元 晶三 671-2574 兵庫県宍粟市山崎町中広瀬１３３番地６ 790633000 西播(龍健)第59-1 令和5年4月14日
000028 6000193716 （有）クレセル　グラフミューラー 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く。)その他の食料・飲料販売業 自動車 今井 千博 西播(龍健)第46-2 令和5年4月14日
000028 6000193763 英国屋　たつの店 679-4167 たつの市龍野町富永７５９ 791629338 コップ式自動販売機（自動洗浄・屋内設置） 自動販売機 株式会社関西コーヒー 代表取締役 平岡 創土 671-1136 兵庫県姫路市大津区恵美酒町２丁目５４番地 792365800 西播(龍健)第38-1 令和5年4月19日
000028 6000193799 よいまちプロジェクト 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く。)弁当販売業 露店 三浦 克幸 西播(龍健)第46-4 令和5年4月20日
000028 6000193854 Ｍ’ｓ　ｃａｆｅ 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く。) 792807705 その他の食料・飲料販売業 露店 丸尾 幸司 西播(龍健)第46-5 令和5年4月24日
000028 6000193878 南光ひまわりの会 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く。)その他の食料・飲料販売業 露店 鎌田 美佐江 西播(龍健)第46-6 令和5年4月25日
000028 6000193977 ＪＡハリマ宍粟　しらぎく会館（ＣＣＢＪＩ受託） 671-4139 宍粟市一宮町杉田４９８ 790728800 コップ式自動販売機（自動洗浄・屋内設置） 自動販売機 株式会社アペックス西日本 代表取締役 森 吉平 550-0015 大阪府大阪市西区南堀江四丁目２５番２４号 794233522 西播(龍健)第38-2 令和5年4月28日
000028 6000194002 イモライダー 671-1643 たつの市揖保川町神戸北山１１０－４ その他の食料品製造・加工業 露店 大西 美紀 西播(龍健)第57-1 令和5年4月28日
000028 6100091778 あこうパン 678-0233 赤穂市加里屋中洲6-24 791423565 乳類販売業 一般 播州製菓株式会社 代表取締役 鈴木 誠 678-0233 兵庫県赤穂市加里屋中洲6-24 791423565 西播(赤健)第149-57 令和3年6月1日
000028 6100091786 ブレッドハウス サンセール 678-0233 赤穂市加里屋中洲5-30 791438678 乳類販売業 一般 中﨑 利夫 西播(赤健)第149-84 令和3年6月1日
000028 6100091788 (株)赤穂市場 赤穂ﾊﾞｻﾞｰﾙ 678-0239 赤穂市加里屋42-7 791432345 その他の食料・飲料販売業 一般 株式会社 赤穂市場 代表取締役 田中 秀幸 678-0239 兵庫県赤穂市加里屋42-7 791432345 西播(赤健)第149-21 令和3年6月1日
000028 6100091822 主婦の店 塩屋店 678-0247 赤穂市平成町88 791432055 百貨店、総合スーパー 一般 株式会社 主婦の店 赤穂店 代表取締役 黒金 伸夫 678-0239 兵庫県赤穂市加里屋46-2 791425678 西播(赤健)第149-19 令和3年6月1日
000028 6100091842 ローソン赤穂西有年店 678-1186 赤穂市西有年88-3 791493770 コンビニエンスストア 一般 株式会社ターン 代表取締役 黒田 基仁 671-0253 兵庫県姫路市花田町一本松172-3 792532175 西播(赤健)第149-36 令和3年6月1日
000028 6100091856 サービスステーションＨＯＷ仁泉店 678-0173 赤穂市浜市408赤穂仁泉病院内 791487046 その他の食料・飲料販売業 一般 ワタキューセイモア株式会社 代表取締役 村田 清和 610-0301 京都府綴喜郡井手町多賀12-2 774825101 西播(赤健)第70-2 令和3年6月1日
000028 6100091898 イオン赤穂店 678-0232 赤穂市中広字別所55-3 791436911 百貨店、総合スーパー 一般 イオンリテール株式会社 代表取締役 井出 武美 261-0023 千葉県千葉市美浜区中瀬1丁目5番地1 432126110 西播(赤健)第149-9 令和3年6月1日
000028 6100091916 有限会社内波牧場 678-1231 赤穂郡上郡町上郡812 791520241 乳類販売業 一般 有限会社内波牧場 代表取締役 内波 安道 678-1231 兵庫県赤穂郡上郡町上郡812 791520241 西播(赤健)第149-66 令和3年6月1日
000028 6100091923 宮崎総合食品 678-1251 赤穂郡上郡町井上190-2 791522031 その他の食料・飲料販売業 一般 宮崎 里江 西播(赤健)第149-98 令和3年6月1日
000028 6100091926 兵庫県立大学生活協同組合  播磨理学キャンパス店 678-1205 赤穂郡上郡町光都3-2-1 791580007 その他の食料・飲料販売業 一般 兵庫県立大学生活協同組合 代表理事 末松 泰信 651-2103 兵庫県神戸市西区学園西町8-2-1 787950939 西播(赤健)第149-59 令和3年6月1日
000028 6100091938 生活協同組合コープこうべコープ上郡店 678-1241 赤穂郡上郡町山野里2281-2 791521214 百貨店、総合スーパー 一般 生活協同組合コープこうべ 代表理事 岩山 利久 658-0051 兵庫県神戸市東灘区住吉本町1-3-19 788561003 西播(赤健)第149-1 令和3年6月1日
000028 6100091940 生協コープこうべ　コープミニテクノポリス 678-1205 赤穂郡上郡町光都2-23-1 791581271 その他の食料・飲料販売業 一般 生活協同組合コープこうべ 代表理事 岩山 利久 658-0051 兵庫県神戸市東灘区住吉本町1-3-19 794673797 西播(赤健)第149-49 令和3年6月1日
000028 6100091941 兵庫県立大学附属高等学校 678-1205 赤穂郡上郡町光都3-11-1 791580336 その他の食料・飲料販売業 一般 兵庫県立大学生活協同組合 代表理事 藤井 貴浩 651-2103 兵庫県神戸市西区学園西町8-2-1 787950939 西播(赤健)第149-60 令和3年6月1日
000028 6100092125 赤穂市立学校給食センター 678-0173 赤穂市浜市627-1 791487151 集団給食（１）学校 集団給食 赤穂市教育委員会 教育長 尾上 慶昌 678-0239 兵庫県赤穂市加里屋81 西播(赤健)第70-69 令和3年7月26日
000028 6100092128 赤穂記念病院 678-0201 赤穂市塩屋3450-5 432715 集団給食（２）病院・診療所 集団給食 医療法人櫻仁会 理事長 花房 龍生 678-0201 兵庫県赤穂市塩屋3450-5 791432715 西播(赤健)第70-66 令和3年7月14日
000028 6100092130 赤穂中央病院介護老人保健施設伯鳳会プラザ 678-0201 赤穂市片浜町232 791450015 集団給食（２）病院・診療所 集団給食 医療法人伯鳳会 理事長 古城 資久 678-0241 兵庫県赤穂市惣門町52-6 791451111 西播(赤健)第70-91 令和3年9月1日
000028 6100092131 医療法人伯鳳会赤穂中央病院 678-0241 赤穂市惣門町52-6 791451134 集団給食（２）病院・診療所 集団給食 医療法人伯鳳会 理事長 古城 資久 678-0241 兵庫県赤穂市惣門町52-6 791451111 西播(赤健)第70-30 令和3年6月21日
000028 6100092156 赤穂市立有年保育所 678-1185 赤穂市東有年33-2 791492297 集団給食（４）その他 集団給食 赤穂市 市長 ＊ ＊ 678-0239 兵庫県赤穂市加里屋81 791437065 西播(赤健)第70-35 令和3年6月23日
000028 6100092158 赤穂市立坂越保育所 678-0172 赤穂市坂越1664-2 791488458 集団給食（４）その他 集団給食 赤穂市 市長 ＊ ＊ 678-0239 兵庫県赤穂市加里屋81 791437065 西播(赤健)第70-62 令和3年7月8日
000028 6100092160 赤穂市立尾崎保育所 678-0212 赤穂市清水町4-1 791422297 集団給食（４）その他 集団給食 赤穂市 市長 ＊ ＊ 678-0239 兵庫県赤穂市加里屋81 791437065 西播(赤健)第70-61 令和3年7月6日
000028 6100092162 赤穂市立赤穂保育所 678-0232 赤穂市中広267 791423368 集団給食（４）その他 集団給食 赤穂市 市長 ＊ ＊ 678-0239 兵庫県赤穂市加里屋81 791437065 西播(赤健)第70-75 令和3年8月11日
000028 6100092163 特別養護老人ホーム桜谷荘 678-0201 赤穂市塩屋3450-38 791451820 集団給食（４）その他 集団給食 社会福祉法人桜谷福祉会 理事長 花房 八重美 678-0255 兵庫県赤穂市新田1444 791460331 西播(赤健)第70-121 令和3年9月28日
000028 6100092164 赤穂市立御崎保育所 678-0214 赤穂市朝日町3-2 791423338 集団給食（４）その他 集団給食 赤穂市 市長 ＊ ＊ 678-0239 兵庫県赤穂市加里屋81 791437065 西播(赤健)第70-60 令和3年7月6日
000028 6100092168 上郡町ディサービスセンター 678-1241 赤穂郡上郡町山野里字飯坂2749-48 791524614 集団給食（４）その他 集団給食 社会福祉法人愛心福祉会 理事 福田 和臣 678-1241 兵庫県赤穂郡上郡町山野里字飯坂2749-35 西播(赤健)第70-98 令和3年9月7日
000028 6100092171 赤穂市立さくら園 678-0252 赤穂市大津1327-56 791423349 集団給食（４）その他 集団給食 赤穂市 市長 ＊ ＊ 678-0239 兵庫県赤穂市加里屋81 791433201 西播(赤健)第70-108 令和3年9月16日
000028 6100092172 赤穂市立塩屋保育所 678-0201 赤穂市古浜町61 791420323 集団給食（４）その他 集団給食 赤穂市 市長 ＊ ＊ 678-0239 兵庫県赤穂市加里屋81 791437065 西播(赤健)第70-45 令和3年6月25日
000028 6100092174 デイサービスセンターやすらぎ 678-0258 赤穂市古浜町57 791439700 集団給食（４）その他 集団給食 社会福祉法人桜谷福祉会 理事長 花房 八重美 678-0201 兵庫県赤穂市新田1444 791460331 西播(赤健)第70-119 令和3年9月28日
000028 6100092177 赤穂市立赤穂東地区デイサービスセンター  しおさいセンター 678-0224 赤穂市元沖町132 791420518 集団給食（４）その他 集団給食 社会福祉法人なごみ 理事長 川島 美智子 678-0221 兵庫県赤穂市尾崎字向山2470-469 791488113 西播(赤健)第70-83 令和3年8月25日
000028 6100092578 出水商店 678-0052 相生市大島町2-29 791220997 その他の食料・飲料販売業 一般 出水 憲爾 西播(赤健)第149-101 令和3年6月1日
000028 6100092589 マックスバリュエクスプレス相生店 678-0023 相生市向陽台5-9 791225002 百貨店、総合スーパー 一般 マックスバリュ西日本株式会社 代表取締役 平尾 健一 732-0814 広島県広島市南区段原南1-3-52 825358500 西播(赤健)第149-12 令和3年6月1日
000028 6100092593 中田商店 678-0091 相生市矢野町瓜生509 791290020 その他の食料・飲料販売業 一般 中田 敏行 西播(赤健)第149-103 令和3年6月1日
000028 6100092601 コープミニ相生東 678-0021 相生市赤坂1-4-32 791221920 その他の食料・飲料販売業 一般 生活協同組合コープこうべ 代表理事 岩山 利久 658-0051 兵庫県神戸市東灘区住吉本町1-3-19 794873694 西播(赤健)第149-50 令和3年6月1日
000028 6100092603 コープデイズ相生 678-0031 相生市旭3-7-6 791225235 百貨店、総合スーパー 一般 生活協同組合コープこうべ 代表理事 岩山 利久 658-0051 兵庫県神戸市東灘区住吉本町1-3-19 788561003 西播(赤健)第149-51 令和3年6月1日
000028 6100092752 相生市立若狭野小学校 678-0082 相生市若狭野町八洞185 791280152 集団給食（１）学校 集団給食 相生市教育委員会 教育長 浅井 昌平 678-0031 兵庫県相生市旭1-3-18 791237143 西播(赤健)第70-95 令和3年9月6日
000028 6100092755 相生市立青葉台小学校 678-0064 相生市青葉台1-1 791237158 集団給食（１）学校 集団給食 相生市教育委員会 教育長 浅井 昌平 678-0031 兵庫県相生市旭1-3-18 791237143 西播(赤健)第70-94 令和3年9月6日
000028 6100092756 相生市立中央小学校 678-0031 相生市旭5-16-67 791227158 集団給食（１）学校 集団給食 相生市教育委員会 教育長 浅井 昌平 678-0031 兵庫県相生市旭1-3-18 791237143 西播(赤健)第70-93 令和3年9月6日
000028 6100092757 相生市立双葉小学校 678-0023 相生市向陽台23-1 791227148 集団給食（１）学校 集団給食 相生市教育委員会 教育長 浅井 昌平 678-0031 兵庫県相生市旭1-3-18 791237143 西播(赤健)第70-96 令和3年9月6日
000028 6100092758 相生市立相生小学校 678-0042 相生市川原町31-1 791227146 集団給食（１）学校 集団給食 相生市教育委員会 教育長 浅井 昌平 678-0031 兵庫県相生市旭1-3-18 791237143 西播(赤健)第70-97 令和3年9月6日
000028 6100092763 栗尾整形外科 678-0066 相生市山崎町227-1 79123666 集団給食（２）病院・診療所 集団給食 栗尾 重徳 西播(赤健)第70-67 令和3年7月16日
000028 6100092764 老人保健施設アルテハイムやまて 678-0001 相生市山手2-221 799220755 集団給食（２）病院・診療所 集団給食 医療法人社団博友会 理事長 半田 齊 678-0001 兵庫県相生市山手2-221 791220068 西播(赤健)第70-76 令和3年8月11日
000028 6100092777 特別養護老人ホーム若狭野の里 678-0081 相生市若狭野町若狭野234-15 791281567 集団給食（４）その他 集団給食 社会福祉法人清照会 理事長 岸本 瑞穂 678-0081 兵庫県相生市若狭野町若狭野234-15 281567 西播(赤健)第70-100 令和3年9月10日
000028 6100092778 相生市立障害者支援施設野の草園 678-0011 相生市那波野1-6-15 236450 集団給食（４）その他 集団給食 社会福祉法人相生市社会福祉事業団 理事長 髙田 雅仁 678-0091 兵庫県相生市矢野町真広397番地1 791291208 西播(赤健)第70-84 令和3年8月25日
000028 6100092779 障害者支援施設みどり荘 678-0081 相生市若狭野町雨内800-141 791281613 集団給食（４）その他 集団給食 社会福祉法人みどり福祉会 理事長 魚橋 哲夫 678-0081 兵庫県相生市若狭野町雨内800-141 791539019 西播(赤健)第70-105 令和3年9月13日
000028 6100092780 相生市立平芝保育所 678-0011 相生市那波野1-6-13 791227137 集団給食（４）その他 集団給食 社会福祉法人相生市社会福祉事業団 理事長 髙田 雅仁 678-0091 兵庫県相生市矢野町真広397-1 791291208 西播(赤健)第70-27 令和3年6月17日
000028 6100092783 特別養護老人ホーム　グリーンハウス 678-0081 相生市若狭野町雨内800-146 791281756 集団給食（４）その他 集団給食 社会福祉法人みどり福祉会 理事長 魚橋 哲夫 678-0081 兵庫県相生市若狭野町雨内800-141 281756 西播(赤健)第70-14 令和3年6月1日
000028 6100092784 こすもす倶楽部デイサービスセンター 678-0044 相生市野瀬1375-1 791240500 集団給食（４）その他 集団給食 社会福祉法人あいおい福祉会 理事長 南條 登 678-0044 兵庫県相生市野瀬1356 791240600 西播(赤健)第70-42 令和3年6月25日
000028 6100092832 ファミリーマート赤穂加里屋中洲店 678-0233 赤穂市加里屋中洲4-35 791464656 コンビニエンスストア 一般 鞍谷 精紀 西播(赤健)第149-3 令和3年6月1日



000028 6100092872 ディサービスセンター　いきしま 678-0172 赤穂市坂越2351-6 791468181 集団給食（４）その他 集団給食 医療法人　伯鳳会 理事長 古城 資久 678-0241 兵庫県赤穂市惣門町52-6 791451111 西播(赤健)第70-102 令和3年9月10日
000028 6100092914 旬鮮食彩館　パオーネ 678-0201 赤穂市塩屋字寺田275-1 791420503 百貨店、総合スーパー 一般 株式会社ヒナセショッピングセンター 代表取締役 磯野 幸則 701-3204 岡山県備前市日生町日生2302-1 862723446 西播(赤健)第149-37 令和3年6月1日
000028 6100093100 赤穂化成株式会社 678-0172 赤穂市坂越329 791481111 調味料製造・加工業 一般 赤穂化成株式会社 代表取締役社長 池上 良成 678-0172 兵庫県赤穂市坂越329 791481111 西播(赤健)第70-118 令和3年9月30日
000028 6100093110 株式会社パルシーズン 678-0171 赤穂市高野1-17 791487875 調味料製造・加工業 一般 株式会社パルシーズン 代表取締役 金谷 義秀 678-0171 兵庫県赤穂市高野1-17 791487875 西播(赤健)第70-194 令和3年11月25日
000028 6100093188 株式会社ﾌｧｲﾝ　上郡工場 678-1219 赤穂郡上郡町奥甲931 791521776 いわゆる健康食品の製造・加工業 一般 株式会社ファイン 代表取締役 佐々木 信綱 533-0021 大阪府大阪市東淀川区下新庄5-7-8 663790357 西播(赤健)第70-23 令和3年6月16日
000028 6100093248 ㈱日本海水　赤穂工場 678-0239 赤穂市加里屋字加藤974 791437651 調味料製造・加工業 一般 株式会社日本海水 代表取締役 西田 直裕 101-0062 東京都千代田区神田駿河台4-2-5 332568311 西播(赤健)第70-53 令和3年6月30日
000028 6100093274 潮彩きらら　祥吉 678-0215 赤穂市御崎2-8 791437600 その他の食料・飲料販売業 一般 有限会社三晃商事 代表取締役 吉井 啓二 530-0016 大阪府大阪市北区中崎1-5-28 663717036 西播(赤健)第70-158 令和3年10月18日
000028 6100093277 茶舗わかさ 678-0239 赤穂市加里屋56-3 791437324 その他の食料・飲料販売業 一般 若狹 恒樹 西播(赤健)第70-168 令和3年10月19日
000028 6100093279 元禄茶屋 678-0237 赤穂市上仮屋字東組131-7 791422054 その他の食料・飲料販売業 一般 赤穂大石神社 宮司 飯尾 義明 678-0237 兵庫県赤穂市上仮屋字東組131-7 791422054 西播(赤健)第70-159 令和3年10月18日
000028 6100093285 文楽赤穂店 678-0214 赤穂市朝日町16-3 791420505 その他の食料・飲料販売業 一般 株式会社　ファイセンスファクトリー 代表取締役 國光 裕 530-0051 大阪府大阪市北区太融寺町8-2 エーワンビルディング 647927371 西播(赤健)第70-160 令和3年10月18日
000028 6100093286 ガスト赤穂店 678-0259 赤穂市黒崎町191 791464335 その他の食料・飲料販売業 一般 株式会社すかいらーくレストランツ 代表取締役 中島 尚志 180-8580 東京都武蔵野市西久保1-25-8 422375218 西播(赤健)第70-177 令和3年11月8日
000028 6100093304 (有)大黒屋 678-0239 赤穂市加里屋2156 791422455 その他の食料・飲料販売業 一般 有限会社 大黒屋 取締役 姫野 英美 678-0239 兵庫県赤穂市加里屋2156 791422455 西播(赤健)第70-164 令和3年10月18日
000028 6100093316 巴屋 678-0235 赤穂市上仮屋南2-13 791425318 その他の食料・飲料販売業 一般 有限会社巴屋 代表取締役 齋藤 晴久 678-0236 兵庫県赤穂市上仮屋南2-13 791422470 西播(赤健)第70-161 令和3年10月18日
000028 6100093322 総本家かん川　新田店 678-0200 赤穂市新田812-2 791457333 その他の食料・飲料販売業 一般 株式会社総本家かん川 代表取締役 目木 敏彦 678-0258 兵庫県赤穂市古浜町201 791452222 西播(赤健)第70-189 令和3年11月25日
000028 6100093328 かふぇ・ど・くら 678-0233 赤穂市加里屋中洲5-1-7 791421945 その他の食料・飲料販売業 一般 枝川 昭典 西播(赤健)第70-196 令和3年11月26日
000028 6100093329 タテホわくわくランドサービスセンター 678-0215 赤穂市御崎1857-5 791450800 その他の食料・飲料販売業 一般 公益財団法人　兵庫県園芸・公園協会 代表理事 石井 孝一 673-0847 兵庫県明石市明石公園1-27 789127600 西播(赤健)第70-169 令和3年10月21日
000028 6100093347 赤穂ロイヤルホテル 678-0233 赤穂市加里屋中洲3250-1 791421001 その他の食料・飲料販売業 一般 株式会社 オオキコーポレーション 代表取締役 大木 慶生 678-0175 兵庫県赤穂市北野中11 791481000 西播(赤健)第70-155 令和3年10月11日
000028 6100093353 はくほう 678-0241 赤穂市惣門町52-6赤穂中央病院南館 791451111 その他の食料・飲料販売業 一般 有限会社ｾﾝﾄﾗﾙ･ﾒﾃﾞｨｶﾙ･ｻｰﾋﾞｽ 取締役 柳田 良之 678-0243 兵庫県赤穂市加里屋字新町98-16 791429295 西播(赤健)第70-180 令和3年11月10日
000028 6100093375 宮崎食料品店 678-0041 相生市相生3-1-14 791220209 その他の食料・飲料販売業 一般 宮崎 敏弘 西播(赤健)第70-151 令和3年10月7日
000028 6100093399 有限会社ハリマ食通 678-0031 相生市旭4-7-3 調味料製造・加工業 一般 ㈲ハリマ食通 大西 ＊ 678-0031 兵庫県相生市旭4-7-3 西播(赤健)第70-88 令和3年9月2日
000028 6100093474 安原商店 678-0024 相生市双葉2-1-47 791221608 その他の食料・飲料販売業 一般 安原 賢二 西播(赤健)第70-163 令和3年10月15日
000028 6100093573 はま勝矢野店 678-0091 相生市矢野町上152-3 791290100 その他の食料・飲料販売業 一般 株式会社はま勝 代表取締役 破魔 勝朗 678-0041 兵庫県相生市相生3-2-22 791225151 西播(赤健)第70-182 令和3年11月16日
000028 6100093590 白バラ牛乳相生販売所 678-0071 相生市緑ケ丘2-1-7 791236114 乳類販売業 一般 井上 貞幸 西播(赤健)第149-105 令和3年6月1日
000028 6100093603 マックスバリュ相生南店 678-0053 相生市那波南本町8-8 791235245 百貨店、総合スーパー 一般 マックスバリュ西日本株式会社 代表取締役 平尾 健一 732-0814 広島県広島市南区段原南1-3-52 825358500 西播(赤健)第149-13 令和3年6月1日
000028 6100093653 介護老人保健施設 高嶺の郷 678-1241 赤穂郡上郡町山野里2305-1 791573250 集団給食（２）病院・診療所 集団給食 医療法人社団　豊寿会 理事長 菅原 暁 678-1233 兵庫県赤穂郡上郡町大持202-2 791526369 西播(赤健)第70-90 令和3年8月31日
000028 6100093673 菅原宅配センター菅原乳業㈱相生営業所 678-0024 相生市双葉2-48 791230369 乳類販売業 一般 菅原乳業株式会社 代表取締役 菅原 州平 670-0837 兵庫県姫路市宮西町4-22 792884064 西播(赤健)第149-47 令和3年6月1日
000028 6100093682 道の駅あいおい白龍城 678-0053 相生市那波南本町8-55 791231919 その他の食料・飲料販売業 一般 株式会社 あいおいアクアポリス 代表取締役社長 田口 晴喜 678-0053 兵庫県相生市那波南本町8番55号 791235995 西播(赤健)第149-244 令和3年6月1日
000028 6100093742 竜中 678-1233 赤穂郡上郡町駅前88 791520139 その他の食料・飲料販売業 一般 竜中 晃 西播(赤健)第70-1 令和3年6月1日
000028 6100093828 赤穂はくほう会病院 678-0239 赤穂市加里屋新町99 791451134 集団給食（２）病院・診療所 集団給食 医療法人伯鳳会 理事長 古城 資久 678-0241 兵庫県赤穂市惣門町52-6 791451111 西播(赤健)第70-32 令和3年6月21日
000028 6100093849 ローソン関西福祉大学前店 678-0259 赤穂市黒崎町186 791452460 コンビニエンスストア 一般 有限会社　柴田商店 代表取締役 柴田 健作 678-0221 兵庫県赤穂市尾崎3109-105 791451476 西播(赤健)第149-61 令和3年6月1日
000028 6100093865 はくほう会ディサービスセンター 678-0239 赤穂市加里屋字岩290-28 集団給食（４）その他 集団給食 医療法人伯鳳会 理事長 古城 資久 678-0241 兵庫県赤穂市惣門町52-6 791451111 西播(赤健)第70-54 令和3年7月2日
000028 6100093866 株式会社 大宗 678-0232 赤穂市中広字島田164 791425062 調味料製造・加工業 一般 株式会社 大宗 代表取締役 土谷 裕彦 678-0232 兵庫県赤穂市中広字島田164 791425062 西播(赤健)第70-115 令和3年9月27日
000028 6100093879 セブンイレブン赤穂新田七軒家 678-0255 赤穂市新田1132-1 791437026 コンビニエンスストア 一般 岩﨑 和也 西播(赤健)第149-71 令和3年6月1日
000028 6100093892 菅原乳業㈱赤穂宅配センター 678-0233 赤穂市加里屋中洲2-5 791436301 乳類販売業 一般 菅原乳業株式会社 代表取締役 菅原 州平 670-0837 兵庫県姫路市宮西町4-22 792884064 西播(赤健)第149-48 令和3年6月1日
000028 6100093920 上郡町観光案内所 678-1233 赤穂郡上郡町駅前222 791526959 その他の食料・飲料販売業 一般 上郡町 町長 梅田 修作 678-1292 兵庫県赤穂郡上郡町大持278 791521116 西播(赤健)第70-174 令和3年11月1日
000028 6100093931 メグミルク有年販売所 678-1184 赤穂市有年横尾395-40 791492449 乳類販売業 一般 池田 雅哉 西播(赤健)第149-86 令和3年6月1日
000028 6100093935 フォーティセブンリカーズ業務スーパー赤穂 678-0232 赤穂市中広2 791453330 百貨店、総合スーパー 一般 有限会社フォーティセブンリカーズ 代表取締役 寒川 真吾 678-0232 兵庫県赤穂市中広2 791453330 西播(赤健)第149-65 令和3年6月1日
000028 6100093996 長安商店 678-0254 赤穂市折方1428 791422318 その他の食料・飲料販売業 一般 長安 利之 西播(赤健)第149-104 令和3年6月1日
000028 6100094101 特別養護老人ホームこすもす倶楽部 678-0044 相生市野瀬1356 791240600 集団給食（４）その他 集団給食 社会福祉法人あいおい福祉会 理事長 南條 登 678-0044 兵庫県相生市野瀬1356 791240600 西播(赤健)第70-43 令和3年6月25日
000028 6100094231 あずま屋 678-0257 赤穂市福浦1491 791429681 食品製造業 不要許可一般 東 優貴夫 平成16年12月24日
000028 6100094242 株式会社 カワベ 相生本店 678-0052 相生市大島町1-12 791233335 百貨店、総合スーパー 一般 株式会社 カワベ 代表取締役 川辺 大介 678-0052 兵庫県相生市大島町1-12 791233335 西播(赤健)第149-18 令和3年6月1日
000028 6100094300 うつみ屋 678-0005 相生市大石町2-1 791224496 食肉販売業 一般 内海 弘代 西播(赤健)第149-243 令和3年6月1日
000028 6100094346 株式会社デイリーエッグ 678-1185 赤穂市東有年1650 791492858 卵選別包装業 一般 株式会社デイリーエッグ 代表取締役 伊奈 聡 678-1185 兵庫県赤穂市東有年1650 791492858 西播(赤健)第70-116 令和3年9月30日
000028 6100094352 主婦の店赤穂店 678-0233 赤穂市加里屋中洲3-57-3 791425676 百貨店、総合スーパー 一般 株式会社主婦の店赤穂店 代表取締役 黒金 伸夫 678-0239 兵庫県赤穂市加里屋46-2 791425678 西播(赤健)第149-42 令和3年6月1日
000028 6100094355 特別養護老人ホーム　玄武会ヒルズ 678-0249 赤穂市片浜町227 791451113 集団給食（４）その他 集団給食 社会福祉法人玄武会 理事長 古城 尚子 678-0249 兵庫県赤穂市片浜町227 791451113 西播(赤健)第70-72 令和3年7月28日
000028 6100094364 特別養護老人ホーム瀬戸内ホーム 678-0221 赤穂市尾崎字向山2470-469 791488113 集団給食（４）その他 集団給食 社会福祉法人なごみ 理事長 川島 美智子 678-0221 兵庫県赤穂市尾崎字向山2470-469 791488113 西播(赤健)第70-82 令和3年8月25日
000028 6100094407 森田美枝子 678-1216 赤穂郡上郡町中野927 791522469 その他の食料品製造・加工業 一般 森田 美枝子 西播(赤健)第70-52 令和3年6月30日
000028 6100094434 マックスバリュ上郡南店 678-1232 赤穂郡上郡町竹万2347 791526310 百貨店、総合スーパー 一般 マックスバリュ西日本株式会社 代表取締役 平尾 健一 732-0814 広島県広島市南区段原南1-3-52 825358500 西播(赤健)第149-14 令和3年6月1日
000028 6100094446 山下 678-0166 赤穂市真殿38-3 791457581 食品製造業 不要許可一般 山下 智秋 平成18年1月5日
000028 6100094466 三菱電機ライフサービス株式会社赤穂支店 678-0256 赤穂市鷆和651(三菱電機内) 791436564 その他の食料・飲料販売業 一般 三菱電機ライフサービス株式会社 代表取締役 舩尾 英司 105-0011 東京都港区芝公園2-4-1 364026001 西播(赤健)第149-45 令和3年6月1日
000028 6100094496 赤穂市立野外活動センター 678-0215 赤穂市御崎708-1 791451067 その他の食料・飲料販売業 一般 神姫トラストホープ株式会社 代表取締役 切原 慎治 671-0253 兵庫県姫路市花田町一本松字牛塚1-1 792520399 西播(赤健)第149-2 令和3年6月1日
000028 6100094504 坂本更生園 678-1262 赤穂郡上郡町岩木丙436-1 791521715 食品製造業 不要許可一般 坂本 ひとみ 西播(赤健)第第49-1 平成18年4月27日
000028 6100094594 ＩＨＩ構内店前ＰＰ 678-0061 相生市桜ケ丘町5292 791242557 乳類販売業 自動販売機 コカ・コーラボトラーズジャパン株式会社 代表取締役 カリン ドラガン 107-6211 東京都港区赤坂9-7-1 120866509 西播(赤健)第149-205 令和3年6月1日
000028 6100094613 主婦の店 尾崎店 678-0221 赤穂市尾崎明神木3158-5 791437412 百貨店、総合スーパー 一般 株式会社 主婦の店赤穂店 代表取締役 黒金 伸夫 678-0239 兵庫県赤穂市加里屋46-2 791425678 西播(赤健)第149-20 令和3年6月1日
000028 6100094654 工房　あか穂の実り 678-1183 赤穂市有年牟礼563 791493582 その他の食料品製造・加工業 一般 松田 静 西播(赤健)第70-184 令和3年11月18日
000028 6100094662 大長農産ポン菓子工房 678-1218 赤穂郡上郡町宇治山389 791522650 その他の食料品製造・加工業 一般 大長 眞佐美 西播(赤健)第70-202 令和3年11月30日
000028 6100094699 ＩＨＩ関西メンテ3F PP 678-0061 相生市桜ケ丘町5292 791242557 乳類販売業 自動販売機 コカ・コーラボトラーズジャパン株式会社 代表取締役 カリン ドラガン 107-6211 東京都港区赤坂9-7-1 120866509 西播(赤健)第149-206 令和3年6月1日
000028 6100094727 酒三木 678-0172 赤穂市坂越1330 791488123 その他の食料・飲料販売業 一般 三木 忠 西播(赤健)第70-37 令和3年6月24日
000028 6100094810 ﾊﾟﾁﾝｺｺﾞｰﾙﾄﾞｷﾝｸﾞ 678-1231 赤穂郡上郡町上郡210 791521828 コップ式自動販売機（自動洗浄・屋内設置） 自動販売機 株式会社関西コーヒー 代表取締役 平岡 創土 671-1136 兵庫県姫路市大津区恵美酒町2-54 792365800 西播(赤健)第149-121 令和3年6月1日
000028 6100094858 兵庫県立上郡高等学校 678-1233 赤穂郡上郡町大持207-1 791520069 農産保存食料品製造・加工業 一般 兵庫県立上郡高等学校 学校長 塚本 師仁 678-1233 兵庫県赤穂郡上郡町大持207-1 791520069 西播(赤健)第70-85 令和3年8月26日
000028 6100094882 医療法人ＩＨＩ播磨病院 678-0031 相生市旭3-5-15 791220380 集団給食（２）病院・診療所 集団給食 医療法人ＩＨＩ播磨病院 院長 西川 梅雄 678-0031 兵庫県相生市旭3-5-15 791220380 西播(赤健)第70-38 令和3年6月24日
000028 6100094883 魚橋病院　精神科ディケア 678-0081 相生市若狭野町若狭野235-26 791281395 集団給食（４）その他 集団給食 医療法人社団魚橋会 理事長 魚橋 哲夫 678-0081 兵庫県相生市若狭野町若狭野235-26 791281395 西播(赤健)第70-150 令和3年10月1日
000028 6100094890 やはたの宮観光農園 678-1185 赤穂市東有年727-1 791492475 その他の食料品製造・加工業 一般 宮下 憲章 西播(赤健)第70-185 令和3年11月18日
000028 6100094893 ｾﾌﾞﾝｲﾚﾌﾞﾝ上郡竹万店 678-1232 赤穂郡上郡町竹万2300 791523400 コンビニエンスストア 一般 岸根 寿 西播(赤健)第149-69 令和3年6月1日
000028 6100094918 ボンマルシェ上郡店 678-1241 赤穂郡上郡町山野里字下神田2338-1 791524666 百貨店、総合スーパー 一般 株式会社銀ビルストアー 代表取締役 大塚 兼史 670-0912 兵庫県姫路市南町31 792880001 西播(赤健)第149-39 令和3年6月1日
000028 6100094932 医療法人社団天馬会半田中央病院 678-0031 相生市旭3-2-18　半田中央病院西館 791220656 コップ式自動販売機（自動洗浄・屋内設置） 自動販売機 株式会社関西コーヒー 代表取締役 平岡 創土 671-1136 兵庫県姫路市大津区恵美酒町2-54 792365800 西播(赤健)第149-122 令和3年6月1日
000028 6100094984 関電相生発電所1F休憩室 678-0141 相生市相生柳山5315 791223434 乳類販売業 自動販売機 コカ・コーラボトラーズジャパン株式会社 代表取締役 カリン ドラガン 107-6211 東京都港区赤坂9-7-1 120866509 西播(赤健)第149-207 令和3年6月1日
000028 6100095047 イオン赤穂店　2Fｴｽｶﾚｰﾀｰ 678-0232 赤穂市中広字別所55-3 791436911 乳類販売業 自動販売機 サントリービバレッジソリューション株式会社 代表取締役 及川 剛 160-6111 東京都新宿区西新宿8-17-1 353210400 西播(赤健)第149-219 令和3年6月1日
000028 6100095087 認定こども園どんぐりの家 678-0024 相生市双葉1-4-3 791220708 集団給食（４）その他 集団給食 社会福祉法人　後楽園 理事長 荻原 隆浩 678-0024 兵庫県相生市双葉1-4-3 791220708 西播(赤健)第70-17 令和3年6月4日
000028 6100095095 ラ･ムー赤穂店 678-0232 赤穂市中広1346 791465005 百貨店、総合スーパー 一般 大黒天物産株式会社 代表取締役 大賀 昭司 710-0841 岡山県倉敷市堀南704-5 864351100 西播(赤健)第149-53 令和3年6月1日
000028 6100095113 社会福祉法人泉心学園 678-1203 赤穂郡上郡町尾長谷536 791520168 集団給食（４）その他 集団給食 社会福祉法人　泉心学園 理事長 小林 浄伸 678-1203 兵庫県赤穂郡上郡町尾長谷536 791520168 西播(赤健)第70-103 令和3年9月10日
000028 6100095209 ﾏｸﾄﾞﾅﾙﾄﾞﾊﾝﾊﾞｰｶﾞｰ相生マックスバリュ店 678-0053 相生市那波南本町8-15 791243127 乳類販売業 一般 日本マクドナルド株式会社 代表取締役 日色 保 163-1336 東京都新宿区西新宿6丁目5番1号 333446645 西播(赤健)第149-55 令和3年6月1日
000028 6100095227 ｱｲ･ﾒｲﾂ病院売店 678-0031 相生市旭3-5-15 791235289 その他の食料・飲料販売業 一般 株式会社ＩＨＩビジネスサポート 代表取締役 馬場 正 100-0005 東京都千代田区丸の内3丁目4番1号 332137800 西播(赤健)第149-16 令和3年6月1日
000028 6100095255 対鴎館 678-0215 赤穂市御崎2-4 791422681 その他の食料・飲料販売業 一般 株式会社 対鴎館 代表取締役 山本 春彦 678-0215 兵庫県赤穂市御崎2-4 791422681 西播(赤健)第70-173 令和3年11月1日
000028 6100095283 ゴダイドラッグ赤穂中央店 678-0233 赤穂市加里屋中洲3-57-1 791463080 その他の食料・飲料販売業 一般 ゴダイ株式会社 代表取締役 浦上 晃之 670-0921 兵庫県姫路市綿町104番地スクエアビル２Ｆ 792230303 西播(赤健)第149-11 令和3年6月1日
000028 6100095303 児童養護施設　さくらこども学園 678-0255 赤穂市新田1444 791460331 集団給食（４）その他 集団給食 社会福祉法人　桜谷福祉会 理事長 花房 八重美 678-0201 兵庫県赤穂市新田1444 791460331 西播(赤健)第70-120 令和3年9月28日
000028 6100095308 特定医療法人千水会赤穂仁泉病院 678-0173 赤穂市浜市408 791488087 集団給食（２）病院・診療所 集団給食 特定医療法人千水会　赤穂仁泉病院 理事長 深井 光浩 678-0173 兵庫県赤穂市浜市408 791488271 西播(赤健)第70-73 令和3年7月30日
000028 6100095358 イオン赤穂店  2F従業員食堂 678-0232 赤穂市中広字別所55-3 791436911 コップ式自動販売機（自動洗浄・屋内設置） 自動販売機 サントリービバレッジソリューション株式会社 代表取締役 及川 剛 160-6111 東京都新宿区西新宿8-17-1 353210400 西播(赤健)第149-123 令和3年6月1日
000028 6100095364 特定非営利活動法人　ほっと・みのり 678-1233 赤穂郡上郡町大持250-7 791522055 食品製造業 不要許可一般 特定非営利活動法人　ほっと・みのり 理事長 吉田 たみ子 678-1233 兵庫県赤穂郡上郡町大持276-16 791522055 平成22年8月20日
000028 6100095367 マックスバリュ西日本㈱上郡南店  1Ｆイートインコーナー 678-1232 赤穂郡上郡町竹万533 791526310 コップ式自動販売機（自動洗浄・屋内設置） 自動販売機 サントリービバレッジソリューション株式会社 代表取締役 及川 剛 160-6111 東京都新宿区西新宿8-17-1 353210400 西播(赤健)第149-124 令和3年6月1日
000028 6100095368 マックスバリュ西日本㈱相生南店  1Fイートインコーナー678-0053 相生市那波南本町8-8 コップ式自動販売機（自動洗浄・屋内設置）自動販売機サントリービバレッジソリューション株式会社代表取締役 及川 剛 160-6111 東京都新宿区西新宿8-17-1 353210400 西播(赤健)第149-125 令和3年6月1日
000028 6100095376 清文堂福祉大学店 678-0255 赤穂市新田380-3 791462511 その他の食料・飲料販売業 一般 有限会社　清文堂書店 代表取締役 鞍谷 精紀 678-0233 兵庫県赤穂市加里屋中洲4-42 791453450 西播(赤健)第149-62 令和3年6月1日
000028 6100095384 ペーロン温泉 678-0053 相生市那波南本町8-55 791231919 その他の食料・飲料販売業 一般 株式会社 あいおいアクアポリス 代表取締役社長 田口 晴喜 678-0053 兵庫県相生市那波南本町8番55号 791235995 西播(赤健)第149-17 令和3年6月1日
000028 6100095406 関電相生発電所３Ｆ 678-0041 相生市相生字柳山5315-46 791223434 乳類販売業 自動販売機 コカ・コーラボトラーズジャパン株式会社 代表取締役 カリン ドラガン 107-6211 東京都港区赤坂9-7-1 120866509 西播(赤健)第149-208 令和3年6月1日
000028 6100095416 漬右衛門 678-0252 赤穂市大津1327　赤穂精華園 やまびこ寮 791432091 食品製造業 不要許可一般 社会福祉法人兵庫県社会福祉事業団 理事長 藪本 訓弘 651-2134 兵庫県神戸市西区曙町1070 789295655 平成23年1月11日
000028 6100095420 高周波熱錬㈱赤穂工場 678-1185 赤穂市東有年1586-1 コップ式自動販売機（自動洗浄・屋内設置）自動販売機サントリービバレッジソリューション株式会社代表取締役 及川 剛 160-6111 東京都新宿区西新宿8-17-1 353210400 西播(赤健)第149-192 令和3年6月1日
000028 6100095428 ＩＨＩ　ＤＵハウス　ＰＰ 678-0061 相生市桜ケ丘町5292 791242557 乳類販売業 自動販売機 コカ・コーラボトラーズジャパン株式会社 代表取締役 カリン ドラガン 107-6211 東京都港区赤坂9-7-1 120866509 西播(赤健)第149-209 令和3年6月1日
000028 6100095432 八幡保育所 678-0055 相生市那波本町17-30 791221525 集団給食（４）その他 集団給食 社会福祉法人八幡保育所 理事長 穂積 由子 678-0055 兵庫県相生市那波本町17-30 791221525 西播(赤健)第70-20 令和3年6月10日
000028 6100130001 老人保健施設ハイマート 678-0081 相生市若狭野町若狭野235-24 791281735 集団給食（２）病院・診療所 集団給食 社会福祉法人みどり福祉会 理事長 魚橋 哲夫 678-0081 兵庫県相生市若狭野町雨内800-141 791281735 西播(赤健)第70-78 令和3年8月16日
000028 6100130065 ＩＨＩ　ＤＵ総合事務所前 678-0061 相生市桜ケ丘町5292 791220670 乳類販売業 自動販売機 コカ・コーラボトラーズジャパン株式会社 代表取締役 カリン ドラガン 107-6211 東京都港区赤坂9-7-1 120866509 西播(赤健)第70-12 令和3年6月1日
000028 6100130705 ドラッグコスモス赤穂店 678-0231 赤穂市細野町35-1 791460566 その他の食料・飲料販売業 一般 株式会社コスモス薬品 代表取締役 横山 英昭 812-0013 福岡県福岡市博多区博多駅東2-10-1　第一福岡ビルS館4階 924330660 西播(赤健)第149-28 令和3年6月1日
000028 6100131400 セブンーイレブン上郡町上郡店 678-1231 赤穂郡上郡町上郡1466-1 791520785 コンビニエンスストア 一般 鵜川 弥寿彦 西播(赤健)第149-78 令和3年6月1日
000028 6100131434 横山農園 678-1276 赤穂郡上郡町大枝新386 791572156 農産保存食料品製造・加工業 一般 横山 孝 西播(赤健)第70-117 令和3年9月30日
000028 6100131549 メグミルクステーション西播磨 678-0081 相生市若狭野町入野1119-2 791251537 乳類販売業 一般 明石 義浩 西播(赤健)第149-85 令和3年6月1日
000028 6100131678 ザグザグ赤穂中広店 678-0232 赤穂市中広2-8 791464888 その他の食料・飲料販売業 一般 株式会社ザグザグ 代表取締役 森 信 703-8243 岡山県岡山市中区清水369-2 862076300 西播(赤健)第149-31 令和3年6月1日
000028 6100132130 タマキ 000-0000 赤穂市内 魚介類販売業 自動車 玉木 正泰 西播(赤健)第149-108 令和3年6月1日
000028 6100132791 就労継続支援事業所グリーン 678-0081 相生市若狭野町入野554-1 791280085 集団給食（４）その他 集団給食 社会福祉法人みどり福祉会 理事長 魚橋 哲夫 678-0081 兵庫県相生市若狭野町雨内800-141 791281614 西播(赤健)第70-24 令和3年6月14日
000028 6100132914 高雄女性会有志 678-0166 赤穂市真殿1120-6 農産保存食料品製造・加工業 一般 磯野 久子 西播(赤健)第70-122 令和3年9月30日



000028 6100133066 ジオマテック㈱赤穂第2工場　工場内  （CCW受託） 678-0165 赤穂市木津字稲荷山1325-80 791481417 コップ式自動販売機（自動洗浄・屋内設置） 自動販売機 株式会社アペックス西日本 代表取締役 森 吉平 550-0015 大阪府大阪市西区南堀江四丁目２５番２４号 665359024 西播(赤健)第149-127 令和3年6月1日
000028 6100133131 鹿久居荘 赤穂 678-0226 赤穂市さつき町35-5 791421130 その他の食料・飲料販売業 一般 有限会社 鹿久居荘 代表取締役 春本 新二 701-3204 岡山県備前市日生町日生639-34 869720345 西播(赤健)第149-113 令和3年6月1日
000028 6100133154 岡田整形外科 678-1225 赤穂郡上郡町与井字中垣内39-1 791525600 集団給食（２）病院・診療所 集団給食 医療法人社団清音会 理事長 岡田 雄二 678-1225 兵庫県赤穂郡上郡町与井字中垣内39-1 791525600 西播(赤健)第70-110 令和3年9月17日
000028 6100133174 土井　幸雄 678-0232 赤穂市中広1096-3 791433783 農産保存食料品製造・加工業 一般 土井 幸雄 西播(赤健)第70-186 令和3年11月18日
000028 6100133915 ザグザグ赤穂尾崎店 678-0221 赤穂市尾崎3158-8 791460525 その他の食料・飲料販売業 一般 株式会社ザグザグ 代表取締役 森 信 703-8243 岡山県岡山市中区清水369-2 862076300 西播(赤健)第149-32 令和3年6月1日
000028 6100135440 ＩＨＩパネル１Ｆ ＰＰ 678-0061 相生市桜ケ丘町5292 791242557 乳類販売業 自動販売機 コカ・コーラボトラーズジャパン株式会社 代表取締役 カリン ドラガン 107-6211 東京都港区赤坂9-7-1 120866509 西播(赤健)第149-210 令和3年6月1日
000028 6100135455 ＩＨＩアムテック４Ｆ ＰＰ 678-0061 相生市桜ケ丘町5292アムテック４Ｆ 791242557 乳類販売業 自動販売機 コカ・コーラボトラーズジャパン株式会社 代表取締役 カリン ドラガン 107-6211 東京都港区赤坂9-7-1 120866509 西播(赤健)第149-211 令和3年6月1日
000028 6100136063 ケアハウスビレッジ有年 678-1185 赤穂市東有年1442-8 791492789 集団給食（４）その他 集団給食 社会福祉法人 青空福祉会 理事長 延原 祥公 555-0041 大阪府大阪市西淀川区中島1-14-5 664775933 西播(赤健)第70-107 令和3年9月16日
000028 6100136263 ローソン赤穂市民病院店 678-0232 赤穂市中広字東沖1090番赤穂市民病院内 791431807 コンビニエンスストア 一般 後藤 和子 西播(赤健)第149-91 令和3年6月1日
000028 6100136290 プラット赤穂 678-0239 赤穂市加里屋2990-10 791457400 乳類販売業 自動販売機 姫路ヤクルト販売株式会社 代表取締役 小倉 修 670-0061 兵庫県姫路市西今宿2-9-8 792928960 西播(赤健)第149-228 令和3年6月1日
000028 6100136448 竹田重工所㈱相生西工場 678-0011 相生市那波野688-1 791231866 乳類販売業 自動販売機 姫路ヤクルト販売株式会社 代表取締役 小倉 修 670-0061 兵庫県姫路市西今宿2-9-8 792928960 西播(赤健)第149-229 令和3年6月1日
000028 6100136454 セブンーイレブン 相生西谷町店 678-0065 相生市西谷町1961-1 791226780 コンビニエンスストア 一般 坂本 毅 西播(赤健)第149-77 令和3年6月1日
000028 6100137491 ＪＲ播州赤穂駅 678-0239 赤穂市加里屋328 570002486 乳類販売業 自動販売機 姫路ヤクルト販売株式会社 代表取締役 小倉 修 670-0061 兵庫県姫路市西今宿2-9-8 792928960 西播(赤健)第149-230 令和3年6月1日
000028 6100137535 相生漁業協同組合 678-0041 相生市相生3-4-22 791220344 魚介類販売業 一般 相生漁業協同組合 代表理事 川端 浩司 678-0041 兵庫県相生市相生3-4-22 791220344 西播(赤健)第149-114 令和3年6月1日
000028 6100137651 ファミリーマート赤穂警察署前店 678-0233 赤穂市加里屋中洲1-11 791461555 コンビニエンスストア 一般 鞍谷 精紀 西播(赤健)第149-81 令和3年6月1日
000028 6100138034 山下　智秋 678-0166 赤穂市真殿38-3 791457581 農産保存食料品製造・加工業 一般 山下 智秋 西播(赤健)第70-113 令和3年9月27日
000028 6100138265 ザグザグ上郡店 678-1233 赤穂郡上郡町大持189 791573939 その他の食料・飲料販売業 一般 株式会社ザグザグ 代表取締役 森 信 703-8243 岡山県岡山市中区清水369番地2 862076300 西播(赤健)第149-33 令和3年6月1日
000028 6100138793 オハヨーあさひ宅配サービス 678-0239 赤穂市加里屋25-4 791422677 乳類販売業 一般 向浜 加津行 西播(赤健)第149-68 令和3年6月1日
000028 6100138850 IHIボイラーPP 678-0061 相生市桜ケ丘町5292 791242557 乳類販売業 自動販売機 コカ・コーラボトラーズジャパン株式会社 代表取締役 カリン ドラガン 107-6211 東京都港区赤坂9-7-1 120866509 西播(赤健)第149-212 令和3年6月1日
000028 6100138999 介護老人福祉施設　櫂の家 678-0173 赤穂市浜市556-1 791468282 集団給食（４）その他 集団給食 社会福祉法人玄武会 理事長 古城 尚子 678-0249 兵庫県赤穂市片浜町227 791451113 西播(赤健)第70-51 令和3年6月29日
000028 6100140126 江見屋 678-0008 相生市栄町16-3 その他の食料・飲料販売業 一般 深井 英光 西播(赤健)第149-100 令和3年6月1日
000028 6100141447 マクドナルド赤穂フレスポ店 678-0232 赤穂市中広2 791434558 乳類販売業 一般 株式会社甲輝 代表取締役 櫛田 浩治 678-0232 兵庫県赤穂市中広2 791434558 西播(赤健)第149-41 令和3年6月1日
000028 6100141544 医療法人伯鳳会 赤穂中央病院 たんぽぽ保育園 678-0205 赤穂市大町3-5 791435835 集団給食（４）その他 集団給食 医療法人伯鳳会 理事長 古城 資久 678-0241 兵庫県赤穂市惣門町52-6 791451111 西播(赤健)第70-33 令和3年6月21日
000028 6100141853 イオン赤穂店2F　レストラン前 678-0232 赤穂市中広字別所55-3 791436911 コップ式自動販売機（自動洗浄・屋内設置） 自動販売機 サントリービバレッジソリューション株式会社 代表取締役 及川 剛 160-6111 東京都新宿区西新宿8-17-1 353210400 西播(赤健)第149-130 令和3年6月1日
000028 6100142773 ＪＲ西日本西相生駅 678-0062 相生市千尋町22 570002486 乳類販売業 自動販売機 姫路ヤクルト販売株式会社 代表取締役 小倉 修 670-0061 兵庫県姫路市西今宿2-9-8 792928960 西播(赤健)第149-231 令和3年6月1日
000028 6100142774 ＪＲ坂越駅 678-0173 赤穂市浜市350 570002486 乳類販売業 自動販売機 姫路ヤクルト販売株式会社 代表取締役 小倉 修 670-0061 兵庫県姫路市西今宿2-9-8 792928960 西播(赤健)第149-232 令和3年6月1日
000028 6100142985 小河ゆず栽培組合加工部 678-0092 相生市矢野町小河364-1 791290052 その他の食料品製造・加工業 一般 勝谷 公美子 西播(赤健)第70-123 令和3年9月30日
000028 6100143883 ファミリーマート赤穂中広店 678-0233 赤穂市加里屋中洲6-5-1 791465033 コンビニエンスストア 一般 井上 雅清 西播(赤健)第149-82 令和3年6月1日
000028 6100144049 有限会社　内波牧場 678-1231 赤穂郡上郡町上郡812 791520241 乳類販売業 自動販売機 有限会社　内波牧場 代表取締役 内波 安通 678-1231 兵庫県赤穂郡上郡町上郡812 791520241 西播(赤健)第149-241 令和3年6月1日
000028 6100144394 大西商店 678-0081 相生市若狭野町雨内745 791280156 その他の食料品製造・加工業 一般 大西 英之 西播(赤健)第70-124 令和3年9月30日
000028 6100144491 丸大フード㈱MF明石営業所相生出張所 678-0072 相生市竜泉町273-1 791232239 その他の食料・飲料販売業 一般 丸大フード株式会社 代表取締役 藤本 要 557-0063 大阪府大阪市西成区南津守2-1-10 666572911 西播(赤健)第149-115 令和3年6月1日
000028 6100145184 赤穂海浜公園 管理事務所 (CCW) 678-0215 赤穂市御崎1857-5 791450800 コップ式自動販売機（自動洗浄・屋内設置） 自動販売機 株式会社アペックス西日本 代表取締役 森 吉平 550-0015 大阪府大阪市西区南堀江四丁目２５番２４号 665359024 西播(赤健)第149-132 令和3年6月1日
000028 6100145762 678-0232 赤穂市中広1576-51 791436313 その他の食料・飲料販売業 一般 西播(赤健)第149-119 令和3年6月1日
000028 6100146135 JR上郡駅 678-1233 赤穂郡上郡町大持170-1 570002486 乳類販売業 自動販売機 姫路ヤクルト販売株式会社 代表取締役 小倉 修 670-0061 兵庫県姫路市西今宿2-9-8 792928960 西播(赤健)第149-233 令和3年6月1日
000028 6100146437 プチファーム 678-0239 赤穂市加里屋290-10プラット赤穂 791457411 乳類販売業 一般 姫路ヤクルト販売株式会社 代表取締役 小倉 修 670-0061 兵庫県姫路市西今宿2-9-8 792928960 西播(赤健)第149-58 令和3年6月1日
000028 6100146513 JR相生駅 678-0006 相生市本郷町1-10 570002486 乳類販売業 自動販売機 姫路ヤクルト販売株式会社 代表取締役 小倉 修 670-0061 兵庫県姫路市西今宿2-9-8 792928960 西播(赤健)第149-234 令和3年6月1日
000028 6100146514 姫路相生カントリークラブ 従業員室 678-0091 相生市矢野町真広814-4 791290321 乳類販売業 自動販売機 姫路ヤクルト販売株式会社 代表取締役 小倉 修 670-0061 兵庫県姫路市西今宿2-9-8 792928960 西播(赤健)第149-235 令和3年6月1日
000028 6100147043 特別養護老人ホームほうらいの里 678-1216 赤穂郡上郡町中野1118-1 791525900 集団給食（４）その他 集団給食 社会福祉法人勝心会 理事長 岡田 雄二 678-1216 兵庫県赤穂郡上郡町中野1118-1 791525900 西播(赤健)第70-34 令和3年6月21日
000028 6100147602 加藤産業株式会社上郡工場 678-1274 赤穂郡上郡町柏野328番地の6 791520520 農産保存食料品製造・加工業 一般 加藤産業株式会社 代表取締役 加藤 和弥 662-0912 兵庫県西宮市松原町9-20 798337650 西播(赤健)第70-175 令和3年11月1日
000028 6100147732 セブン－イレブン相生竜泉店 678-0072 相生市竜泉町177-6 791224712 コンビニエンスストア 一般 宮川 太郎 西播(赤健)第149-75 令和3年6月1日
000028 6100147792 かなじ屋 678-1201 赤穂郡上郡町金出地1980 791577017 農産保存食料品製造・加工業 一般 河本 實 西播(赤健)第70-64 令和3年7月13日
000028 6100147984 浮田みかん園　MaMaRe工房 678-0255 赤穂市新田4 791451616 農産保存食料品製造・加工業 一般 浮田 和子 西播(赤健)第70-48 令和3年6月28日
000028 6100148397 モナコ相生 678-0011 相生市那波野316 791233747 乳類販売業 自動販売機 ヤスダ産業株式会社 代表取締役 安田 喜昭 672-8023 兵庫県姫路市白浜町甲841-34 792453090 西播(赤健)第149-218 令和3年6月1日
000028 6100148562 株式会社シロウチフーズ 678-0031 相生市旭2-7-10 791236778 その他の食料・飲料販売業 一般 株式会社シロウチフーズ 代表取締役 城内 正和 678-0031 兵庫県相生市旭2-7-10 791236778 西播(赤健)第149-35 令和3年6月1日
000028 6100148612 グラン　カフェ 678-0233 赤穂市加里屋中洲6-46 791435490 魚介類販売業 一般 佐野 好平 西播(赤健)第149-116 令和3年6月1日
000028 6100148644 赤穂郵便局 678-0239 赤穂市加里屋駅前町64-1 791450540 コップ式自動販売機（自動洗浄・屋内設置） 自動販売機 株式会社アペックス西日本 代表取締役 森 吉平 550-0015 大阪府大阪市西区南堀江四丁目２５番２４号 665359024 西播(赤健)第149-133 令和3年6月1日
000028 6100149150 やな工房 678-0165 赤穂市木津1016-2 791487568 農産保存食料品製造・加工業 一般 柳口 弘子 西播(赤健)第70-77 令和3年8月13日
000028 6100149202 岩﨑農園 678-0252 赤穂市大津488-1 791432695 農産保存食料品製造・加工業 一般 岩﨑 友洋 西播(赤健)第70-50 令和3年6月28日
000028 6100149255 郵便事業㈱相生支店通路 678-0022 相生市垣内町2-4 791220884 コップ式自動販売機（自動洗浄・屋内設置） 自動販売機 株式会社アペックス西日本 代表取締役 森 吉平 550-0015 大阪府大阪市西区南堀江四丁目２５番２４号 665359024 西播(赤健)第149-135 令和3年6月1日
000028 6100149801 ドラッグコスモス上郡店 678-1232 赤穂郡上郡町竹万2281 791572020 その他の食料・飲料販売業 一般 株式会社コスモス薬品 代表取締役 横山 英昭 812-0013 福岡県福岡市博多区博多駅東2-10-1第一福岡ビルS館4階 924330660 西播(赤健)第149-29 令和3年6月1日
000028 6100150312 保育園ゆりかごの家 678-0052 相生市大島町12-8 791220333 集団給食（４）その他 集団給食 社会福祉法人　後楽園 理事長 荻原 隆浩 678-0024 兵庫県相生市双葉1-4-3 791220708 西播(赤健)第70-18 令和3年6月4日
000028 6100151776 ローソン上郡神明寺店 678-1221 赤穂郡上郡町神明寺腰前275-1 791525372 コンビニエンスストア 一般 茶谷 晋輔 西播(赤健)第149-88 令和3年6月1日
000028 6100151865 兵庫県立大学播磨理学キャンパス 678-1205 赤穂郡上郡町光都3-2-1 791580007 コップ式自動販売機（自動洗浄・屋内設置） 自動販売機 サントリービバレッジソリューション株式会社 代表取締役 及川 剛 160-6111 東京都新宿区西新宿8-17-1 353210701 西播(赤健)第149-136 令和3年6月1日
000028 6100151994 播州ファーム 678-1275 赤穂郡上郡町大枝638 791526737 その他の食料品製造・加工業 一般 三木 雅博 西播(赤健)第70-109 令和3年9月21日
000028 6100152559 ファミリー福本 678-0217 赤穂市本水尾町4-2 791431365 乳類販売業 一般 南 陽介 西播(赤健)第149-83 令和3年6月1日
000028 6100152691 イオン赤穂店 1Fセントラルコート 678-0232 赤穂市中広字別所55-3 791436911 コップ式自動販売機（自動洗浄・屋内設置） 自動販売機 サントリービバレッジソリューション株式会社 代表取締役 及川 剛 160-6111 東京都新宿区西新宿8-17-1 353210701 西播(赤健)第149-137 令和3年6月1日
000028 6100152734 イオン赤穂店 ２Ｆ ＢＲＫ 678-0232 赤穂市中広字別所55-3 791436911 乳類販売業 自動販売機 サントリービバレッジソリューション株式会社 代表取締役 及川 剛 160-6111 東京都新宿区西新宿8-17-1 353210701 西播(赤健)第149-220 令和3年6月1日
000028 6100152767 エム・オー・エー商事　相生店 678-0052 相生市大島町1-7 791231820 その他の食料・飲料販売業 一般 株式会社エム・オー・エー商事 代表取締役 福田 研作 413-0011 静岡県熱海市田原本町9番1号 557842611 西播(赤健)第149-26 令和3年6月1日
000028 6100152999 株式会社　しおみ 678-0051 相生市那波大浜町16-12 791230933 農産保存食料品製造・加工業 一般 株式会社　しおみ 潮見 保範 678-0051 兵庫県相生市那波大浜町16-12 791230933 西播(赤健)第70-112 令和3年9月24日
000028 6100153445 ローソン赤穂中広店 678-0232 赤穂市中広字別所78-1 791461010 コンビニエンスストア 一般 田路 昌司 西播(赤健)第149-89 令和3年6月1日
000028 6100153455 別所　つるゑ 678-1278 赤穂郡上郡町河野原204-1 791522737 その他の食料品製造・加工業 一般 別所 つるゑ 西播(赤健)第70-56 令和3年7月5日
000028 6100153671 赤穂駅周辺整備(株) １Ｆエスカレーター横 678-0239 赤穂市加里屋290-10 791457400 乳類販売業 自動販売機 サントリービバレッジソリューション株式会社 代表取締役 及川 剛 160-6111 東京都新宿区西新宿8-17-1 353210701 西播(赤健)第149-221 令和3年6月1日
000028 6100153672 赤穂駅周辺整備(株) ２Ｆ自販機コーナー 678-0239 赤穂市加里屋290-10 791457400 乳類販売業 自動販売機 サントリービバレッジソリューション株式会社 代表取締役 及川 剛 160-6111 東京都新宿区西新宿8-17-1 353210701 西播(赤健)第149-222 令和3年6月1日
000028 6100153965 赤穂ハイツ 678-0221 赤穂市尾崎2470-64 791488935 乳類販売業 自動販売機 向浜 加津行 西播(赤健)第149-242 令和3年6月1日
000028 6100154046 パチンコアビック赤穂店内(CCW受託) 678-0231 赤穂市細野町553 791420812 コップ式自動販売機（自動洗浄・屋内設置） 自動販売機 株式会社アペックス西日本 代表取締役 森 吉平 550-0015 大阪府大阪市西区南堀江四丁目２５番２４号 665359024 西播(赤健)第149-138 令和3年6月1日
000028 6100154047 アビック赤穂店 678-0231 赤穂市細野町553 791420812 乳類販売業 自動販売機 コカ・コーラボトラーズジャパン株式会社 代表取締役 カリン ドラガン 107-6211 東京都港区赤坂9-7-1 120866509 西播(赤健)第149-213 令和3年6月1日
000028 6100154131 クスリキリン堂 相生店 678-0052 相生市大島町1-12 791247120 その他の食料・飲料販売業 一般 株式会社キリン堂 代表取締役 寺西 豊彦 532-0003 大阪府大阪市淀川区宮原4-5-36 663940720 西播(赤健)第149-27 令和3年6月1日
000028 6100154317 パチンコマルハン赤穂店 678-0232 赤穂市中広2-8 コップ式自動販売機（自動洗浄・屋内設置）自動販売機株式会社アペックス西日本 代表取締役 森 吉平 550-0015 大阪府大阪市西区南堀江四丁目２５番２４号665359024 西播(赤健)第149-193 令和3年6月1日
000028 6100154336 マルハン 赤穂店 678-0232 赤穂市中広2-8 コップ式自動販売機（自動洗浄・屋内設置）自動販売機サントリービバレッジソリューション株式会社代表取締役 及川 剛 160-6111 東京都新宿区西新宿8-17-1 353210701 西播(赤健)第149-194 令和3年6月1日
000028 6100154828 医療法人社団魚橋会　魚橋病院 678-0081 相生市若狭野町若狭野235-26 791281395 集団給食（２）病院・診療所 集団給食 医療法人社団 魚橋会 理事長 魚橋 哲夫 678-0081 兵庫県相生市若狭野町若狭野235-26 791281395 西播(赤健)第70-39 令和3年6月24日
000028 6100155036 有限会社米口グリーンナーセリー 678-0165 赤穂市木津334 791480786 農産保存食料品製造・加工業 一般 有限会社米口グリーンナーセリー 代表取締役 米口 彰 678-0165 兵庫県赤穂市木津334 791480786 西播(赤健)第70-154 令和3年10月11日
000028 6100155705 セブン－イレブン相生山手店 678-0001 相生市山手1-150 791226300 コンビニエンスストア 一般 垣谷 和彦 西播(赤健)第70-13 令和3年6月1日
000028 6100155754 ダイレックス赤穂店 678-0176 赤穂市南野中784 791566512 百貨店、総合スーパー 一般 ダイレックス株式会社 代表取締役 多田 高志 849-0917 佐賀県佐賀市高木瀬町大字長瀬９３０番地 952326511 西播(赤健)第70-9 令和3年6月1日
000028 6100155802 あおぞら保育園 678-0232 赤穂市中広1709-3 791450739 集団給食（４）その他 集団給食 社会福祉法人 赤穂あおぞら会 理事長 北野 勝子 678-0232 兵庫県赤穂市中広1709-3 791450739 西播(赤健)第70-89 令和3年8月31日
000028 6100155856 認定こども園 プレスクールかみごおり 678-1241 赤穂郡上郡町山野里2331-1 791573231 集団給食（４）その他 集団給食 社会福祉法人 郡光福祉会 理事長 六田 伸彦 678-1241 兵庫県赤穂郡上郡町山野里2331-1 791573231 西播(赤健)第70-16 令和3年6月3日
000028 6100156249 タテホ化学工業（株） 678-0239 赤穂市加里屋字加藤974 791425041 コップ式自動販売機（自動洗浄・屋内設置） 自動販売機 サントリービバレッジソリューション株式会社 代表取締役 及川 剛 160-6111 東京都新宿区西新宿8-17-1 353210701 西播(赤健)第70-3 令和3年6月1日
000028 6100156502 株式会社ナムコ イオン赤穂ファミリーランド 678-0232 赤穂市中広字別所55-3イオン赤穂店2F 791436910 乳類販売業 自動販売機 サントリービバレッジソリューション株式会社 代表取締役 及川 剛 160-6111 東京都新宿区西新宿8-17-1 353210701 西播(赤健)第70-7 令和3年6月1日
000028 6100156747 柏木 678-1183 赤穂市有年牟礼396 791493188 農産保存食料品製造・加工業 一般 柏木 イツエ 西播(赤健)第70-99 令和3年9月13日
000028 6100156843 沖　芳子 678-0254 赤穂市折方243 791425271 農産保存食料品製造・加工業 一般 沖 芳子 西播(赤健)第70-114 令和3年9月27日
000028 6100158099 セブン－イレブンキヨスク  ＪＲ相生駅改札口店 678-0006 相生市本郷町1-10 791241639 コンビニエンスストア 一般 株式会社ジェイアール西日本デイリーサービスネット 代表取締役 中西 豊 661-0976 兵庫県尼崎市潮江1丁目2番12号 649609100 西播(赤健)第149-34 令和3年6月1日
000028 6100158125 やさしえ上郡山野里 678-1241 赤穂郡上郡町山野里557-14 791573555 集団給食（４）その他 集団給食 株式会社やさしい手 代表取締役 香取 幹 153-0044 東京都目黒区大橋2-24-3中村ビル4階 354335535 西播(赤健)第70-149 令和3年10月1日
000028 6100158302 ファミリーマート相生文化会館前店 678-0041 相生市相生6-1-3 791241177 コンビニエンスストア 一般 合同会社サクセス 代表社員 平井 恵子 671-1253 兵庫県姫路市網干区垣内中町242-1 792876715 西播(赤健)第149-43 令和3年6月1日
000028 6100158599 （株）吉野工業所赤穂工場１Ｆ食堂  （ＣＣＷ受託） 678-0207 赤穂市西浜北町633-1 791421131 コップ式自動販売機（自動洗浄・屋内設置） 自動販売機 株式会社アペックス西日本 代表取締役 森 吉平 550-0015 大阪府大阪市西区南堀江四丁目２５番２４号 665359024 西播(赤健)第149-139 令和3年6月1日
000028 6100158669 デイサービスセンター　惣門の家 678-0241 赤穂市惣門町24 791453551 集団給食（４）その他 集団給食 医療法人　伯鳳会 理事長 古城 資久 678-0241 兵庫県赤穂市惣門町52-6 791451111 西播(赤健)第70-21 令和3年6月10日
000028 6100158832 ㈱ﾄｯﾊﾟﾝﾊﾘﾏﾌﾟﾛﾀﾞｸﾂ  本社休憩所(CCW受託) 678-1205 赤穂郡上郡町光都3-13-1 791598180 コップ式自動販売機（自動洗浄・屋内設置） 自動販売機 株式会社アペックス西日本 代表取締役 森 吉平 550-0015 大阪府大阪市西区南堀江四丁目２５番２４号 665359024 西播(赤健)第149-140 令和3年6月1日
000028 6100158845 ラ･ムー相生駅前店 678-0006 相生市本郷町8-8 791247500 百貨店、総合スーパー 一般 大黒天物産株式会社 代表取締役 大賀 昭司 710-0841 岡山県倉敷市堀南704-5 864351100 西播(赤健)第149-54 令和3年6月1日
000028 6100159053 イオン赤穂店 ベビールーム 678-0232 赤穂市中広字別所55-3 791436911 乳類販売業 自動販売機 サントリービバレッジソリューション株式会社 代表取締役 及川 剛 160-6111 東京都新宿区西新宿8-17-1 353210701 西播(赤健)第149-223 令和3年6月1日
000028 6100159289 ヤマザキショップ 魚橋病院店 678-0081 相生市若狭野町若狭野235-26 791281401 コンビニエンスストア 一般 ワタキューセイモア株式会社 代表取締役 村田 清和 610-0301 京都府綴喜郡井手町大字多賀小字茶臼塚12-2 774825101 西播(赤健)第149-15 令和3年6月1日
000028 6100159507 ㈱ＩＨＩビジネスサポート  パネル１Ｆ (CCW受託） 678-0061 相生市桜ケ丘町5292 791242557 コップ式自動販売機（自動洗浄・屋内設置） 自動販売機 株式会社アペックス西日本 代表取締役 森 吉平 550-0015 大阪府大阪市西区南堀江四丁目２５番２４号 665359024 西播(赤健)第149-141 令和3年6月1日
000028 6100159772 平山安博 678-1221 赤穂郡上郡町神明寺714 791524883 農産保存食料品製造・加工業 一般 平山 安博 西播(赤健)第70-80 令和3年8月20日
000028 6100159841 イオン赤穂店　２Ｆ社員食堂 678-0232 赤穂市中広字別所55-3 791436911 乳類販売業 自動販売機 サントリービバレッジソリューション株式会社 代表取締役 及川 剛 160-6111 東京都新宿区西新宿8-17-1 353210400 西播(赤健)第149-224 令和3年6月1日
000028 6100159843 ファミリーマート赤穂さくら通店 678-0232 赤穂市中広142-20 791463007 コンビニエンスストア 一般 鞍谷 精紀 西播(赤健)第149-79 令和3年6月1日
000028 6100160001 天馬の郷 678-0031 相生市旭1-11-11 791222121 集団給食（４）その他 集団給食 社会福祉法人播磨西部福祉会 理事長 半田 佳彦 671-1665 兵庫県たつの市揖保川町馬場字河原747 791722000 西播(赤健)第70-68 令和3年7月20日
000028 6100160040 ＪＲ播州赤穂駅２番３番ホーム 678-0239 赤穂市加里屋328 791422613 乳類販売業 自動販売機 姫路ヤクルト販売株式会社 代表取締役 小倉 修 670-0061 兵庫県姫路市西今宿2-9-8 792928960 西播(赤健)第149-236 令和3年6月1日
000028 6100160064 小林 綾子 678-1244 赤穂郡上郡町梨ケ原278 791550142 農産保存食料品製造・加工業 一般 小林 綾子 西播(赤健)第70-46 令和3年6月25日
000028 6100160262 相生学院高等学校 678-0044 相生市野瀬700 791240100 集団給食（１）学校 集団給食 富士コンピュータ株式会社 代表取締役 森 和明 675-0034 兵庫県加古川市加古川町稲屋790-1 794271111 西播(赤健)第70-19 令和3年6月4日
000028 6100160324 就労継続支援A型 フロンティア 678-0239 赤穂市加里屋1096-28 791432255 その他の食料・飲料販売業 一般 特定非営利活動法人フロンティア 理事長 井上 育俊 678-0239 兵庫県赤穂市加里屋1096-28 791432255 西播(赤健)第70-197 令和3年11月26日
000028 6100160645 ツクイ赤穂 678-0226 赤穂市さつき町34-7 791460002 集団給食（４）その他 集団給食 株式会社ツクイ 代表取締役 高畠 毅 233-0002 神奈川県横浜市港南区上大岡西1-6-1 458424115 西播(赤健)第70-106 令和3年9月15日



000028 6100160658 ローソン上郡山野里 678-1241 赤穂郡上郡町山野里2340 791520370 コンビニエンスストア 一般 茶谷 晋輔 西播(赤健)第149-87 令和3年6月1日
000028 6100160666 ローソン赤穂惣門町店 678-0241 赤穂市惣門町54-3 791423495 コンビニエンスストア 一般 久田 茂雄 西播(赤健)第149-92 令和3年6月1日
000028 6100161092 ＴＯＴＯバスクリエイト㈱赤穂工場  第一休憩所 678-0208 赤穂市西浜町997-7 791435665 コップ式自動販売機（自動洗浄・屋内設置） 自動販売機 株式会社アペックス西日本 代表取締役 森 吉平 550-0015 大阪府大阪市西区南堀江四丁目２５番２４号 665359024 西播(赤健)第149-146 令和3年6月1日
000028 6100161154 相生市総合福祉会館 相生  1Fﾌﾛｱｰ (CCW受託) 678-0031 相生市旭1-6-28 791227125 コップ式自動販売機（自動洗浄・屋内設置） 自動販売機 株式会社アペックス西日本 代表取締役 森 吉平 550-0015 大阪府大阪市西区南堀江四丁目２５番２４号 665359024 西播(赤健)第149-147 令和3年6月1日
000028 6100161165 ファミリーマート相生向陽台店 678-0023 相生市向陽台2-2 791247880 コンビニエンスストア 一般 合同会社サクセス 代表社員 平井 恵子 671-1253 兵庫県姫路市網干区垣内中町242-1 792876715 西播(赤健)第149-44 令和3年6月1日
000028 6100162364 ㈱ＩＨＩビジネスサポート  アムテック3F 左右 (CCW) 678-0061 相生市桜ケ丘町5292 791242557 コップ式自動販売機（自動洗浄・屋内設置） 自動販売機 株式会社アペックス西日本 代表取締役 森 吉平 550-0015 大阪府大阪市西区南堀江四丁目２５番２４号 665359024 西播(赤健)第149-148 令和3年6月1日
000028 6100162440 光都プラザ 赤穂 休憩所(CCW受託) 678-1205 赤穂郡上郡町光都3-2-1 コップ式自動販売機（自動洗浄・屋内設置）自動販売機株式会社アペックス西日本 代表取締役 森 吉平 550-0015 大阪府大阪市西区南堀江四丁目２５番２４号665359024 西播(赤健)第149-150 令和3年6月1日
000028 6100162441 ㈱ウエスト神姫 本社 新棟(CCW受託) 678-0072 相生市竜泉町394-1 791225180 コップ式自動販売機（自動洗浄・屋内設置） 自動販売機 株式会社アペックス西日本 代表取締役 森 吉平 550-0015 大阪府大阪市西区南堀江四丁目２５番２４号 665359024 西播(赤健)第149-151 令和3年6月1日
000028 6100162463 ジオマテック㈱ 赤穂工場　2F食堂 678-0165 赤穂市木津字稲荷山1325-80 791481417 コップ式自動販売機（自動洗浄・屋内設置） 自動販売機 株式会社アペックス西日本 代表取締役 森 吉平 550-0015 大阪府大阪市西区南堀江四丁目２５番２４号 665359024 西播(赤健)第149-152 令和3年6月1日
000028 6100162464 三菱電機㈱　赤穂製作所　板金右 678-0256 赤穂市鷆和651 791436564 コップ式自動販売機（自動洗浄・屋内設置） 自動販売機 株式会社アペックス西日本 代表取締役 森 吉平 550-0015 大阪府大阪市西区南堀江四丁目２５番２４号 665359024 西播(赤健)第149-153 令和3年6月1日
000028 6100162701 千代美工房 678-1201 赤穂郡上郡町金出地1673-1 791540325 その他の食料品製造・加工業 一般 水谷 千代美 西播(赤健)第70-59 令和3年7月6日
000028 6100163032 ロザイ工業株式会社 678-0256 赤穂市鷆和77 791432588 コップ式自動販売機（自動洗浄・屋内設置） 自動販売機 株式会社関西コーヒー 代表取締役 平岡 創土 671-1136 兵庫県姫路市大津区恵美酒町2-54 西播(赤健)第149-154 令和3年6月1日
000028 6100163197 かんぽの宿 678-0215 赤穂市御崎883-1 791437501 乳類販売業 自動販売機 菅原乳業株式会社 代表取締役 菅原 州平 670-0837 兵庫県姫路市宮西町4-22 792884064 西播(赤健)第149-227 令和3年6月1日
000028 6100163485 青木鉄工(株)本社食堂(CCW受託) 678-0041 相生市相生4-15-21 791222161 コップ式自動販売機（自動洗浄・屋内設置） 自動販売機 株式会社アペックス西日本 代表取締役 森 吉平 550-0015 大阪府大阪市西区南堀江四丁目２５番２４号 665359024 西播(赤健)第149-156 令和3年6月1日
000028 6100163542 ほうらいの里 678-1216 赤穂郡上郡町中野1118-1 791525900 乳類販売業 自動販売機 姫路ヤクルト販売株式会社 代表取締役 小倉 修 670-0061 兵庫県姫路市西今宿2-9-8 792928960 西播(赤健)第149-237 令和3年6月1日
000028 6100163604 プラット赤穂 ２Ｆ 678-0239 赤穂市加里屋290-10 コップ式自動販売機（自動洗浄・屋内設置）自動販売機サントリービバレッジソリューション株式会社代表取締役 及川 剛 160-6111 東京都新宿区西新宿8-17-1 353210701 西播(赤健)第149-157 令和3年6月1日
000028 6100163637 兵庫県立大学附属高等学校 678-1205 赤穂郡上郡町光都3-11-1 乳類販売業 自動販売機サントリービバレッジソリューション株式会社代表取締役 及川 剛 160-6111 東京都新宿区西新宿8-17-1 353210701 西播(赤健)第149-225 令和3年6月1日
000028 6100163641 セブン－イレブン播州赤穂駅前店 678-0239 赤穂市加里屋駅前町31-10 791435711 コンビニエンスストア 一般 杉田 伸博 西播(赤健)第149-76 令和3年6月1日
000028 6100164170 宅配クック１２３　相生赤穂店 678-0031 相生市旭2-2-50306 791559222 乳類販売業 一般 有限会社サンミ企画 代表取締役 北村 泰亨 567-0048 大阪府茨木市北春日丘2-2-5 726270694 西播(赤健)第149-63 令和3年6月1日
000028 6100164386 赤穂市総合福祉会館 678-0232 赤穂市中広267 791423376 コップ式自動販売機（自動洗浄・屋内設置） 自動販売機 株式会社関西コーヒー 代表取締役 平岡 創土 671-1136 兵庫県姫路市大津区恵美酒町2-54 792365800 西播(赤健)第149-159 令和3年6月1日
000028 6100164387 ㈱関電ﾊﾟﾜｰﾃｯｸ協力会社内食堂 678-0239 赤穂市加里屋字東沖手1062 791420955 コップ式自動販売機（自動洗浄・屋内設置） 自動販売機 株式会社関西コーヒー 代表取締役 平岡 創土 671-1136 兵庫県姫路市大津区恵美酒町2-54 792365800 西播(赤健)第149-160 令和3年6月1日
000028 6100164718 林一二(株)　播磨工場 678-1205 赤穂郡上郡町光都3-18-2 791580070 コップ式自動販売機（自動洗浄・屋内設置） 自動販売機 サントリービバレッジソリューション株式会社 代表取締役 及川 剛 160-6111 東京都新宿区西新宿8-17-1 353210701 西播(赤健)第149-163 令和3年6月1日
000028 6100165106 赤穂あらなみ塩株式会社 678-0239 赤穂市加里屋822-5 791450312 調味料製造・加工業 一般 赤穂あらなみ塩株式会社 代表取締役 大橋 伸夫 678-0239 兵庫県赤穂市加里屋822-5 791450312 西播(赤健)第70-55 令和3年7月2日
000028 6100165456 旬彩蔵赤穂 678-0203 赤穂市元町4-7 791435150 野菜果物販売業 一般 兵庫西農業協同組合 代表理事組合長 福本 博之 670-0940 兵庫県姫路市三左衛門堀西の町216 792815711 西播(赤健)第70-41 令和3年6月1日
000028 6100165466 社会福祉法人玄武会 マスターズ倶楽部 678-0239 赤穂市加里屋45-1 791421600 集団給食（４）その他 集団給食 社会福祉法人　玄武会 理事長 古城 尚子 678-0249 兵庫県赤穂市片浜町227 791451113 西播(赤健)第70-70 令和3年7月26日
000028 6100165954 県立相生高等学校食堂 678-0001 相生市山手町1-722-10 791230575 その他の食料・飲料販売業 一般 アールシー食品株式会社 代表取締役 南 裕文 671-2221 兵庫県姫路市青山北2-14-22 792668522 西播(赤健)第149-8 令和3年6月1日
000028 6100166750 久宝菜菓 678-1241 赤穂郡上郡町山野里1484-3 791565120 その他の食料品製造・加工業 一般 久宝 晋輔 西播(赤健)第70-195 令和3年11月26日
000028 6100167013 ローソン相生市役所前店 678-0052 相生市大島町939-39 791236926 コンビニエンスストア 一般 山田 健輔 西播(赤健)第149-95 令和3年6月1日
000028 6100167110 あいおい情報ラウンジ 678-0006 相生市本郷町1-9 791237113 コップ式自動販売機（自動洗浄・屋内設置） 自動販売機 サントリービバレッジソリューション株式会社 代表取締役 及川 剛 160-6111 東京都新宿区西新宿8-17-1 353210701 西播(赤健)第149-168 令和3年6月1日
000028 6100167557 関西電力㈱相生営業所1F 678-0031 相生市旭1-12-1 791220730 コップ式自動販売機（自動洗浄・屋内設置） 自動販売機 サントリービバレッジソリューション株式会社 代表取締役 及川 剛 160-6111 東京都新宿区西新宿8-17-1 353210400 西播(赤健)第149-169 令和3年6月1日
000028 6100167599 タマキ 000-0000 赤穂市内 魚介類販売業 自動車 玉木 正泰 西播(赤健)第149-109 令和3年6月1日
000028 6100167762 兵庫県西播磨県民局赤穂1Fフロアー(CCW) 678-1205 赤穂郡上郡町光都3-5-1 791582100 コップ式自動販売機（自動洗浄・屋内設置） 自動販売機 株式会社アペックス西日本 代表取締役 森 吉平 550-0015 大阪府大阪市西区南堀江四丁目２５番２４号 665359024 西播(赤健)第149-170 令和3年6月1日
000028 6100168681 JR相生駅2階コンコース改札前 678-0006 相生市本郷町1-10 570002486 乳類販売業 自動販売機 姫路ヤクルト販売株式会社 代表取締役 小倉 修 670-0061 兵庫県姫路市西今宿2-9-8 792928960 西播(赤健)第149-238 令和3年6月1日
000028 6100168696 赤穂記念病院2階休憩室 678-0201 赤穂市塩屋3450-5 791432715 乳類販売業 自動販売機 姫路ヤクルト販売株式会社 代表取締役 小倉 修 670-0052 兵庫県姫路市今宿2-9-8 792928960 西播(赤健)第149-239 令和3年6月1日
000028 6100168697 身体障害者療護施設みどり荘 678-0081 相生市若狭野町雨内800-141 791281613 乳類販売業 自動販売機 姫路ﾔｸﾙﾄ販売株式会社 代表取締役 小倉 修 670-0061 兵庫県姫路市西今宿2-9-8 792928960 西播(赤健)第149-240 令和3年6月1日
000028 6100169040 ウエルシア相生赤坂店 678-0021 相生市赤坂1-3-5 791243170 その他の食料・飲料販売業 一般 ウエルシア薬局株式会社 代表取締役 松本 忠久 101-0021 東京都千代田区外神田2丁目2番15号 352095672 西播(赤健)第149-10 令和3年6月1日
000028 6100169158 前川農産もち加工部門 678-0171 赤穂市高野1208-1 791487435 農産保存食料品製造・加工業 一般 前川 勇人 西播(赤健)第70-25 令和3年6月16日
000028 6100169283 陽光こども園 678-1222 赤穂郡上郡町西野山字岩ノ元289-48 791523775 集団給食（４）その他 集団給食 社会福祉法人 上郡福祉会 理事長 布埜 加世 678-1222 兵庫県赤穂郡上郡町西野山字岩ノ元289-48 791523775 西播(赤健)第70-101 令和3年9月10日
000028 6100169702 ㈱ＩＨＩビジネスサポート相生  総合事務所2F 678-0061 相生市桜ヶ丘5292 791220670 コップ式自動販売機（自動洗浄・屋内設置） 自動販売機 株式会社アペックス西日本 代表取締役 森 吉平 550-0015 大阪府大阪市西区南堀江四丁目２５番２４号 665359024 西播(赤健)第149-171 令和3年6月1日
000028 6100169703 (株)ＩＨＩビジネスサポート  相生パネル２Ｆ(ccw) 678-0061 相生市桜ケ丘町5292 791242557 コップ式自動販売機（自動洗浄・屋内設置） 自動販売機 株式会社アペックス西日本 代表取締役 森 吉平 550-0015 大阪府大阪市西区南堀江四丁目２５番２４号 665359024 西播(赤健)第149-172 令和3年6月1日
000028 6100169705 岡上　達也 678-1243 赤穂郡上郡町落地527 791550075 食品製造業 不要許可一般 岡上 達也 平成30年10月12日
000028 6100169818 セブン-イレブン相生垣内店 678-0022 相生市垣内町1-7 791235771 コンビニエンスストア 一般 小西 弘人 西播(赤健)第149-74 令和3年6月1日
000028 6100170238 魚橋病院 678-0081 相生市若狭野町若狭野235-26 791281395 コップ式自動販売機（自動洗浄・屋内設置） 自動販売機 サントリービバレッジソリューション株式会社 代表取締役 及川 剛 160-6111 東京都新宿区西新宿8-17-1 353210701 西播(赤健)第149-173 令和3年6月1日
000028 6100170450 ローソン相生那波南本町店 678-0053 相生市那波南本町3-21 791230033 コンビニエンスストア 一般 竹内 玲子 西播(赤健)第149-96 令和3年6月1日
000028 6100171276 上郡町役場　上郡  1F休憩所(CCW受託) 678-1233 赤穂郡上郡町大持278 791521111 コップ式自動販売機（自動洗浄・屋内設置） 自動販売機 株式会社アペックス西日本 代表取締役 森 吉平 550-0015 大阪府大阪市西区南堀江四丁目２５番２４号 665359024 西播(赤健)第149-175 令和3年6月1日
000028 6100171377 マルハン赤穂店 678-0232 赤穂市中広2-8 791462777 乳類販売業 自動販売機 コカ・コーラボトラーズジャパン株式会社 代表取締役 カリン ドラガン 107-6211 東京都港区赤坂9-7-1 120866509 西播(赤健)第149-214 令和3年6月1日
000028 6100171514 シーダム(株)上郡工場 678-1241 赤穂郡上郡町山野里357 791572511 コップ式自動販売機（自動洗浄・屋内設置） 自動販売機 株式会社アペックス西日本 代表取締役 森 吉平 550-0015 大阪府大阪市西区南堀江四丁目２５番２４号 665359024 西播(赤健)第149-176 令和3年6月1日
000028 6100171515 ダイプラ㈱　赤穂工場　2F食堂 678-0207 赤穂市西浜北町1074-14 791430950 コップ式自動販売機（自動洗浄・屋内設置） 自動販売機 株式会社アペックス西日本 代表取締役 森 吉平 550-0015 大阪府大阪市西区南堀江四丁目２５番２４号 665359024 西播(赤健)第149-177 令和3年6月1日
000028 6100171650 相生園芸センター 678-0005 相生市大石町11－11 791222957 コップ式自動販売機（自動洗浄・屋内設置） 自動販売機 株式会社関西コーヒー 代表取締役 平岡 創土 671-1136 兵庫県姫路市大津区恵美酒町2丁目54番地 792365800 西播(赤健)第149-178 令和3年6月1日
000028 6100171671 ファミリーマート　光都テクノポリス店 678-1205 赤穂郡上郡町光都2-22-2 791598850 コンビニエンスストア 一般 株式会社光都サービス 代表取締役 川上 加代子 679-5165 兵庫県たつの市新宮町光都1-20-5 791580422 西播(赤健)第149-40 令和3年6月1日
000028 6100171890 株式会社コジマヤ本社工場 678-0221 赤穂市尾崎3161-13 791453777 その他の食料品製造・加工業 一般 株式会社コジマヤ 代表取締役 児島 史忠 678-0221 兵庫県赤穂市尾崎3161-13 791453777 西播(赤健)第70-183 令和3年11月16日
000028 6100172005 はくほう 678-0241 赤穂市惣門町52-6 791429295 その他の食料・飲料販売業 一般 有限会社セントラル・メディカル・サービス 取締役 柳田 良之 678-0243 兵庫県赤穂市加里屋字新町98-14 791429295 西播(赤健)第149-64 令和3年6月1日
000028 6100172130 ローソン相生コスモス店 678-0052 相生市赤坂1-308 791236464 コンビニエンスストア 一般 山田 健輔 西播(赤健)第149-94 令和3年6月1日
000028 6100172414 株式会社西日本宇佐美山陽支店  ２号相生国道 678-0011 相生市那波野字下土穴390-1 791231651 コップ式自動販売機（自動洗浄・屋内設置） 自動販売機 株式会社西日本宇佐美 代表取締役 佐藤 幸三 496-0031 愛知県津島市埋田町1-8 西播(赤健)第149-179 令和3年6月1日
000028 6100172512 IHI12岸壁北PP 678-0061 相生市桜ケ丘町5292 791242557 乳類販売業 自動販売機 コカ・コーラボトラーズジャパン株式会社 代表取締役 カリン ドラガン 107-6211 東京都港区赤坂9-7-1 120866509 西播(赤健)第149-215 令和3年6月1日
000028 6100172598 ファミリーマート赤穂東浜店 678-0222 赤穂市東浜町109-2 791462900 コンビニエンスストア 一般 株式会社エクスプローラー 代表取締役 小林 豊 678-0222 兵庫県赤穂市東浜町109-2 791462900 西播(赤健)第149-23 令和3年6月1日
000028 6100172602 ファミリーマート赤穂新田店 678-0259 赤穂市黒崎町212 791465185 コンビニエンスストア 一般 株式会社エクスプローラー 代表取締役 小林 豊 678-0222 兵庫県赤穂市東浜町109-2 791462900 西播(赤健)第149-24 令和3年6月1日
000028 6100172606 ファミリーマート相生若狭野店 678-0081 相生市若狭野町若狭野66-1 791248565 コンビニエンスストア 一般 株式会社エクスプローラー 代表取締役 小林 豊 678-0222 兵庫県赤穂市東浜町109-2 791462900 西播(赤健)第149-25 令和3年6月1日
000028 6100172709 ドラッグコスモス東浜店 678-0222 赤穂市東浜町93 その他の食料・飲料販売業 一般 株式会社コスモス薬品 代表取締役 横山 英昭 812-0013 福岡県福岡市博多区博多駅東2-10-1第一福岡ビルS館4階 924330660 西播(赤健)第149-30 令和3年6月1日
000028 6100172907 旬彩蔵上郡 678-1232 赤穂郡上郡町竹万2311 791526800 野菜果物販売業 一般 兵庫西農業協同組合 福本 博之 670-0940 兵庫県姫路市三左衛門堀西の町216 792815711 西播(赤健)第70-40 令和3年6月24日
000028 6100173866 光都ファーマーズストア 678-1205 赤穂郡上郡町光都2-23-1 食品製造業 不要許可一般 花田 充宏 令和1年8月26日
000028 6100173866 光都ファーマーズストア 678-1205 赤穂郡上郡町光都2-23-1 野菜果物販売業 一般 花田 充宏 西播(赤健)第70-152 令和3年10月7日
000028 6100173915 光菱電機（株） 678-1252 赤穂郡上郡町船坂640番地 791550121 コップ式自動販売機（自動洗浄・屋内設置） 自動販売機 サントリービバレッジソリューション株式会社 代表取締役 及川 剛 160-6111 東京都新宿区西新宿8-17-1 353210701 西播(赤健)第149-180 令和3年6月1日
000028 6100174519 杉尾食料品店 678-0063 相生市佐方2-11-1 791220648 その他の食料・飲料販売業 一般 杉尾 清美 西播(赤健)第149-102 令和3年6月1日
000028 6100174618 ボートレースチケットショップ相生 678-0072 相生市竜泉町242-10 コップ式自動販売機（自動洗浄・屋内設置） 自動販売機 ヤスダ産業株式会社 代表取締役 安田 喜昭 672-8023 兵庫県姫路市白浜町甲841-34 792453090 西播(赤健)第149-181 令和3年6月1日
000028 6100174627 赤穂駅周辺整備㈱ ２Ｆ 678-0239 赤穂市加里屋290-10 791457400 乳類販売業 自動販売機 サントリービバレッジソリューション株式会社 代表取締役 及川 剛 160-6111 東京都新宿区西新宿8-17-1 353210701 西播(赤健)第149-226 令和3年6月1日
000028 6100174671 くろだ丸 000-0000 赤穂市、相生市、赤穂郡上郡町 その他の食料・飲料販売業 自動車 黒田 元幸 西播(赤健)第149-4 令和3年6月1日
000028 6100174792 マックスバリュー西日本㈱  MV相生南店 従食(CCW) 678-0053 相生市那波南本町8-8 791235245 コップ式自動販売機（自動洗浄・屋内設置） 自動販売機 株式会社アペックス西日本 代表取締役 森 吉平 550-0015 大阪府大阪市西区南堀江四丁目２５番２４号 665359024 西播(赤健)第149-183 令和3年6月1日
000028 6100174871 ㈱ＩＨＩビジネスサポート  相生　関西メンテ（ＣＣＷ） 678-0061 相生市桜ケ丘町5292 791242557 コップ式自動販売機（自動洗浄・屋内設置） 自動販売機 株式会社アペックス西日本 代表取締役 森 吉平 550-0015 大阪府大阪市西区南堀江四丁目２５番２４号 665359024 西播(赤健)第149-184 令和3年6月1日
000028 6100174898 品川リフラクトリーズ（株）  赤穂第一工場 第一食堂 678-0232 赤穂市中広東沖1576-2 791452700 コップ式自動販売機（自動洗浄・屋内設置） 自動販売機 株式会社アペックス西日本 代表取締役 森 吉平 550-0015 大阪府大阪市西区南堀江四丁目２５番２４号 665359024 西播(赤健)第149-185 令和3年6月1日
000028 6100175209 (株)うかいや　西有年トラックステーション  休憩所（ＣＣＷ単受） 678-1186 赤穂市西有年1041-1 791493617 コップ式自動販売機（自動洗浄・屋内設置） 自動販売機 株式会社アペックス西日本 代表取締役 森 吉平 550-0015 大阪府大阪市西区南堀江四丁目２５番２４号 665359024 西播(赤健)第149-186 令和3年6月1日
000028 6100175661 とくし丸　パオーネ２号 000-0000 赤穂市、相生市、上郡町一円 その他の食料・飲料販売業 自動車 戸川 喜信 西播(赤健)第149-6 令和3年6月1日
000028 6100175847 株式会社サンライテック 678-0091 相生市矢野町上224-1 791290313 コップ式自動販売機（自動洗浄・屋内設置） 自動販売機 株式会社関西コーヒー 代表取締役 平岡 創土 671-1136 兵庫県姫路市大津区恵美酒町2-54 792365800 西播(赤健)第149-187 令和3年6月1日
000028 6100175893 ふるさと館 678-0172 赤穂市坂越1327-1地先 魚介類販売業 一般 酒井 増二 西播(赤健)第149-117 令和3年6月1日
000028 6100175966 シーサイドゴルフガーデン 678-0232 赤穂市中広1576 791438515 コップ式自動販売機（自動洗浄・屋内設置） 自動販売機 株式会社関西コーヒー 代表取締役 平岡 創土 671-1136 兵庫県姫路市大津区恵美酒町2-54 792365800 西播(赤健)第149-188 令和3年6月1日
000028 6100175984 セブン‐イレブン赤穂大橋西詰店 678-0232 赤穂市中広462-1 コンビニエンスストア 一般 小野尾 重幸 西播(赤健)第149-72 令和3年6月1日
000028 6100176211 カワベとくし丸２号車 000-0000 相生市内一円 その他の食料・飲料販売業 自動車 大塚 英仁 西播(赤健)第149-7 令和3年6月1日
000028 6100176265 ワールドプラスジム赤穂 678-0259 赤穂市黒崎町145 コップ式自動販売機（自動洗浄・屋内設置） 自動販売機 株式会社スイソサム 代表取締役 中尾 圭吾 849-0918 佐賀県佐賀市兵庫南3-16-38 952978684 西播(赤健)第149-106 令和3年6月1日
000028 6100176584 赤穂市役所互助会　本館　B1F食堂前 678-0239 赤穂市加里屋81 791436863 コップ式自動販売機（自動洗浄・屋内設置） 自動販売機 株式会社アペックス西日本 代表取締役 森 吉平 550-0015 大阪府大阪市西区南堀江四丁目２５番２４号 665359024 西播(赤健)第149-189 令和3年6月1日
000028 6100176694 ナニワフード株式会社第2工場 678-1262 赤穂郡上郡町岩木甲705-122 791520362 その他の食料品製造・加工業 一般 ナニワフード株式会社 代表取締役 吉田 宗平 651-1401 兵庫県神戸市北区有馬町1658-3 西播(赤健)第70-192 令和3年11月25日
000028 6100177087 ＩＨＩアムテック３ＦＰＰ 678-0061 相生市桜ケ丘町5292 乳類販売業 自動販売機コカ・コーラボトラーズジャパン株式会社代表取締役 カリン ドラガン107-6211 東京都港区赤坂9-7-1 120866509 西播(赤健)第149-216 令和3年6月1日
000028 6100177105 ローソン赤穂元町店 678-0203 赤穂市元町6-2 791464466 コンビニエンスストア 一般 久田 茂雄 西播(赤健)第149-90 令和3年6月1日
000028 6100177201 なべしまファーム 678-0255 赤穂市新田3 農産保存食料品製造・加工業 一般 鍋島 晴美 西播(赤健)第70-58 令和3年7月5日
000028 6100178039 兵庫の里 678-0221 赤穂市尾崎3917 食肉販売業 一般 大村 忠 西播(赤健)第149-120 令和3年6月1日
000028 6100178242 セブン－イレブン赤穂尾崎店 678-0221 赤穂市尾崎3154-1 791457554 コンビニエンスストア 一般 三木 忠 西播(赤健)第149-73 令和3年6月1日
000028 6100179135 株式会社千種川ファーム 678-1225 赤穂郡上郡町與井字馬場東548-1 791256506 農産保存食料品製造・加工業 一般 株式会社千種川ファーム 藤井 正隆 678-1231 兵庫県赤穂郡上郡町上郡158-5 791523211 西播(赤健)第70-49 令和3年6月28日
000028 6100179249 Ｐａｒｓｌｅｙ＆ 678-1219 赤穂郡上郡町奥甲886 その他の食料・飲料販売業 一般 大年 欽子 西播(赤健)第70-86 令和3年8月25日
000028 6100179278 刺身処　魚彩 678-0022 相生市垣内町6-3 食品製造業 不要許可一般 髙木 久榮 令和2年12月24日
000028 6100179335 シーサイドゴルフガーデン 678-0232 赤穂市中広1576-4 791438515 コップ式自動販売機（自動洗浄・屋内設置） 自動販売機 株式会社関西コーヒー 代表取締役 平岡 創土 671-1136 兵庫県姫路市大津区恵美酒町2-54 792365800 西播(赤健)第149-196 令和3年6月1日
000028 6100179495 スーパー虎王 678-0232 赤穂市中広字島田149-1 791453399 コップ式自動販売機（自動洗浄・屋内設置） 自動販売機 株式会社太陽産業 代表取締役 三山 哲緒 668-0033 兵庫県豊岡市中央町4-12 796346112 西播(赤健)第149-107 令和3年6月1日
000028 6100179590 Ｙショップ相生駅前店 678-0006 相生市本郷町2-20 791220711 コンビニエンスストア 一般 米田 末雄 西播(赤健)第149-67 令和3年6月1日
000028 6100179872 光菱電機（株）相生工場  食堂（ＣＣＢＪＩ） 678-0003 相生市陸4-12 791565144 コップ式自動販売機（自動洗浄・屋内設置） 自動販売機 株式会社アペックス西日本 代表取締役 森 吉平 550-0015 大阪府大阪市西区南堀江四丁目２５番２４号 665359024 西播(赤健)第149-197 令和3年6月1日
000028 6100180033 ナニワフード株式会社第1工場 678-1262 赤穂郡上郡町岩木甲139-18 791520362 その他の食料品製造・加工業 一般 ナニワフード株式会社 代表取締役 吉田 宗平 651-1401 兵庫県神戸市北区有馬町1658-3 西播(赤健)第70-191 令和3年11月25日
000028 6100180041 株式会社ＩＨＩビジネスサポート  アイメイツ 678-0041 相生市相生5292 791242557 コップ式自動販売機（自動洗浄・屋内設置） 自動販売機 株式会社ＩＨＩビジネスサポート 代表取締役 馬場 正 100-0005 東京都千代田区丸の内3丁目4番1号 332137800 西播(赤健)第149-112 令和3年6月1日
000028 6100180082 ＩＨＩ総合事務所パック 678-0061 相生市相生5292 791242557 乳類販売業 自動販売機 コカ・コーラボトラーズジャパン株式会社 代表取締役 カリン ドラガン 107-6211 東京都港区赤坂9-7-1 120866509 西播(赤健)第149-217 令和3年6月1日
000028 6100180141 松本青果（株） 678-0031 相生市旭1-7-26 791220523 乳類販売業 一般 松本青果株式会社 代表取締役 松本 宣之 678-0031 兵庫県相生市旭1-7-26 791220523 西播(赤健)第149-46 令和3年6月1日
000028 6100180142 喜多商店 678-0031 相生市旭3-12-5 791220046 その他の食料・飲料販売業 一般 佐用 哲至 西播(赤健)第149-97 令和3年6月1日
000028 6100180499 ＡＭＡＳＨＩＯ　ＳＴＯＲＥ 678-0172 赤穂市坂越329 791481111 コンビニエンスストア 一般 赤穂化成株式会社 代表取締役 池上 良成 678-0172 兵庫県赤穂市坂越329 791481111 西播(赤健)第70-10 令和3年6月1日



000028 6100180559 赤穂中央病院　赤穂　本館１F救急入り口  カップ（CCBJI単受）678-0241 赤穂市惣門町５２－６ コップ式自動販売機（自動洗浄・屋内設置）自動販売機株式会社アペックス西日本 代表取締役 森 吉平 550-0015 大阪府大阪市西区南堀江四丁目２５番２４号665359024 西播(赤健)第149-198 令和3年6月1日
000028 6100180560 赤穂中央病院　赤穂　本館２F資材室前（CCBJI単受）678-0241 赤穂市惣門町５２－６ コップ式自動販売機（自動洗浄・屋内設置）自動販売機株式会社アペックス西日本 代表取締役 森 吉平 550-0015 大阪府大阪市西区南堀江四丁目２５番２４号665359024 西播(赤健)第149-199 令和3年6月1日
000028 6100180561 赤穂中央病院　赤穂　南館１Fエレベーター前（CCBJI単受）678-0241 赤穂市惣門町５２－６ コップ式自動販売機（自動洗浄・屋内設置）自動販売機株式会社アペックス西日本 代表取締役 森 吉平 550-0015 大阪府大阪市西区南堀江四丁目２５番２４号665359024 西播(赤健)第149-200 令和3年6月1日
000028 6100180653 赤穂中央病院　赤穂　はくほう会病院1F  （CCBJI単受）678-0241 赤穂市惣門町５２－６ コップ式自動販売機（自動洗浄・屋内設置）自動販売機株式会社アペックス西日本 代表取締役 森 吉平 550-0015 大阪府大阪市西区南堀江四丁目２５番２４号665359024 西播(赤健)第149-201 令和3年6月1日
000028 6100180761 赤穂中央病院　赤穂　本館７F医局（CCBJI単受）678-0241 赤穂市惣門町５２ー６ コップ式自動販売機（自動洗浄・屋内設置）自動販売機株式会社アペックス西日本 代表取締役 森 吉平 550-0015 大阪府大阪市西区南堀江四丁目２５番２４号665359024 西播(赤健)第149-202 令和3年6月1日
000028 6100180763 赤穂中央病院　赤穂　本館３F職員食堂（CCBJI単受）678-0241 赤穂市惣門町５２－６ コップ式自動販売機（自動洗浄・屋内設置）自動販売機株式会社アペックス西日本 代表取締役 森 吉平 550-0015 大阪府大阪市西区南堀江四丁目２５番２４号665359024 西播(赤健)第149-203 令和3年6月1日
000028 6100180767 赤穂中央病院　赤穂　南館2F職員食堂（CCBJI単受）678-0241 赤穂市惣門町５２－６ コップ式自動販売機（自動洗浄・屋内設置）自動販売機株式会社アペックス西日本 代表取締役 森 吉平 550-0015 大阪府大阪市西区南堀江四丁目２５番２４号665359024 西播(赤健)第149-204 令和3年6月1日
000028 6100180822 相生市立矢野川保育所 678-0002 相生市汐見台2-2 791257122 集団給食（４）その他 集団給食 社会福祉法人相生市社会福祉事業団 理事長 髙田 雅仁 678-0091 兵庫県相生市矢野町真広397-1 791291208 西播(赤健)第70-28 令和3年6月17日
000028 6100180831 相生市立相生保育所 678-0002 相生市汐見台2-2 791227135 集団給食（４）その他 集団給食 社会福祉法人相生市社会福祉事業団 理事長 髙田 雅仁 678-0091 兵庫県相生市矢野町真広397-1 791291208 西播(赤健)第70-26 令和3年6月17日
000028 6100181138 赤穂パークホテル 678-0226 赤穂市さつき町36-12 791438000 その他の食料・飲料販売業 一般 赤穂リゾート開発株式会社 代表取締役 田淵 新悟 678-0226 兵庫県赤穂市さつき町36-12 791438000 西播(赤健)第70-15 令和3年6月1日
000028 6100181140 青果雅屋赤穂店 678-0232 赤穂市中広2 791566998 野菜果物販売業 一般 有限会社ダイコウ青果 取締役 大地 孝治 571-0016 大阪府門真市島頭4-11-14 728822778 西播(赤健)第70-8 令和3年6月1日
000028 6100181267 株式会社ファイン　上郡テクノ工場 678-1202 赤穂郡上郡町野桑700-3 791577030 いわゆる健康食品の製造・加工業 一般 株式会社ファイン 代表取締役 佐々木 信綱 533-0021 大阪府大阪市東淀川区下新庄5-7ｰ8 663790357 西播(赤健)第70-22 令和3年6月14日
000028 6100181288 ヤクルト赤穂センター 678-0233 赤穂市加里屋中洲6-33 791422421 その他の食料・飲料販売業 一般 姫路ヤクルト販売（株） 小倉 修 670-0061 兵庫県姫路市西今宿2-9-8 792928960 西播(赤健)第150-2 令和3年6月1日
000028 6100181290 ヤクルト上郡ポート 678-1231 赤穂郡上郡町上郡860-5 791523900 その他の食料・飲料販売業 一般 姫路ヤクルト販売（株） 小倉 修 670-0061 兵庫県姫路市西今宿2－9－8 792928960 西播(赤健)第150-1 令和3年6月1日
000028 6100181407 ワタミ株式会社　ワタミの宅食　兵庫赤穂営業所 678-0259 赤穂市黒崎町75 弁当販売業 一般 ワタミ株式会社 代表取締役 清水 邦晃 144-0043 東京都大田区羽田1-1-3 357372700 西播(赤健)第70-29 令和3年6月18日
000028 6100181441 移動スーパーあましお屋 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 791481111 その他の食料・飲料販売業 自動車 赤穂化成株式会社 代表取締役社長 池上 良成 678-0172 兵庫県赤穂市坂越329 791481111 西播(赤健)第70-11 令和3年6月1日
000028 6100181521 ジョイフル赤穂野中店 678-0176 赤穂市南野中330 791463100 食肉販売業 一般 株式会社ジョイフル関西 代表取締役社長 松元 隆彰 870-0141 大分県大分市三川新町1-1-45 975517131 西播(赤健)第70-47 令和3年6月28日
000028 6100181707 株式会社 正真水産 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く。) 791488940 魚介類販売業 自動車 株式会社 正真水産 代表取締役 水漏 正義 678-0221 兵庫県赤穂市尾崎2121-31 西播(赤健)第70-57 令和3年7月6日
000028 6100181802 義士ふるさと館 678-0239 赤穂市加里屋90-4 791451700 その他の食料・飲料販売業 一般 妻井 昭二 西播(赤健)第70-63 令和3年7月13日
000028 6100181868 赤穂食糧株式会社 678-0232 赤穂市中広1365-1 791433229 米穀類販売業 一般 赤穂食糧株式会社 代表取締役 山口 一郎 678-0232 兵庫県赤穂市中広1365-1 791433229 西播(赤健)第70-65 令和3年7月14日
000028 6100182383 上郡町立上郡こども園 678-1251 赤穂郡上郡町井上186-1 791520150 集団給食（４）その他 集団給食 上郡町 町長 梅田 修作 678-1233 兵庫県赤穂郡上郡町大持278 791521111 西播(赤健)第70-74 令和3年8月11日
000028 6100182591 ファミリーマート赤穂ちくさ川店 678-1182 赤穂市有年原289-11 791492313 コンビニエンスストア 一般 重松 文子 西播(赤健)第70-79 令和3年8月24日
000028 6100182649 株式会社吉野工業所　赤穂工場 678-0207 赤穂市西浜北町633-1 791421131 器具・容器包装の製造・加工業 一般 株式会社吉野工業所 吉野 祥一郎 136-0072 東京都江東区大島3-2-6 336821141 西播(赤健)第70-87 令和3年8月26日
000028 6100182657 生活協同組合コープこうべ  コープデイズ相生 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) その他の食料・飲料販売業 自動車 生活協同組合コープこうべ 代表理事 岩山 利久 658-0051 兵庫県神戸市東灘区住吉本町1-3-19 788561003 西播(赤健)第70-81 令和3年8月26日
000028 6100182887 株式会社ＩＨＩビジネスサポート  アイメイツ 678-0041 相生市相生5292 791242557 その他の食料・飲料販売業 一般 株式会社ＩＨＩビジネスサポート 代表取締役 馬場 正 100-0005 東京都千代田区丸の内3丁目4番1号 332137800 西播(赤健)第70-92 令和3年9月1日
000028 6100183525 グリーンハウス 678-0081 相生市若狭野町雨内800-146 791281756 乳類販売業 自動販売機 姫路ヤクルト販売株式会社 代表取締役 小倉 修 670-0061 兵庫県姫路市西今宿2-9-8 792928960 西播(赤健)第70-126 令和3年10月5日
000028 6100183540 大岩診療所 678-1231 赤穂郡上郡町上郡1645-5 791525000 乳類販売業 自動販売機 姫路ヤクルト販売（株） 小倉 修 670-0061 兵庫県姫路市西今宿2-9-8 792928960 西播(赤健)第70-142 令和3年10月5日
000028 6100183544 赤穂海浜スポーツセンター 678-0225 赤穂市海浜町141 791565137 乳類販売業 自動販売機 姫路ヤクルト販売（株） 小倉 修 670-0061 兵庫県姫路市西今宿2-9-8 792928960 西播(赤健)第70-147 令和3年10月5日
000028 6100183545 和光純薬工業(株)播磨工場 678-0254 赤穂市折方1543 791432137 乳類販売業 自動販売機 姫路ヤクルト販売（株） 小倉 修 670-0061 兵庫県姫路市西今宿2-9-8 792928960 西播(赤健)第70-146 令和3年10月5日
000028 6100183547 ダイネン(株)赤穂営業所 678-0233 赤穂市加里屋中洲6-33 791431119 乳類販売業 自動販売機 姫路ヤクルト販売（株） 小倉 修 670-0061 兵庫県姫路市西今宿2-9-8 792928960 西播(赤健)第70-144 令和3年10月5日
000028 6100183548 赤穂市文化会館ﾊｰﾓﾆｰﾎｰﾙ 678-0232 赤穂市中広846 791435111 乳類販売業 自動販売機 姫路ヤクルト販売（株） 小倉 修 670-0061 兵庫県姫路市西今宿2-9-8 792928960 西播(赤健)第70-143 令和3年10月5日
000028 6100183549 対鴎館 678-0215 赤穂市御崎2-4 791422681 乳類販売業 自動販売機 姫路ヤクルト販売株式会社 代表取締役 小倉 修 670-0061 兵庫県姫路市西今宿2-9-8 792928960 西播(赤健)第70-139 令和3年10月5日
000028 6100183556 香山食料品店 678-1217 赤穂郡上郡町宿173-1 791521520 乳類販売業 自動販売機 姫路ヤクルト販売（株） 小倉 修 670-0061 兵庫県姫路市西今宿2-9-8 792928960 西播(赤健)第70-141 令和3年10月5日
000028 6100183557 特別養護老人ホーム千種の苑 678-1185 赤穂市東有年片山664 791492887 乳類販売業 自動販売機 姫路ヤクルト販売（株） 小倉 修 670-0061 兵庫県姫路市西今宿2-9-8 792928960 西播(赤健)第70-140 令和3年10月5日
000028 6100183560 ジョイ双葉 678-0024 相生市双葉2-21-6 791281395 乳類販売業 自動販売機 姫路ヤクルト販売株式会社 代表取締役 小倉 修 670-0061 兵庫県姫路市西今宿2-9-8 792928960 西播(赤健)第70-127 令和3年10月5日
000028 6100183562 富士海事工業寮 678-0062 相生市千尋町27-11 791233878 乳類販売業 自動販売機 姫路ヤクルト販売株式会社 代表取締役 小倉 修 670-0061 兵庫県姫路市西今宿2-9-8 792928960 西播(赤健)第70-129 令和3年10月5日
000028 6100183563 関西マテック(株)相生工場 678-0041 相生市相生5308-17 791242911 乳類販売業 自動販売機 姫路ヤクルト販売株式会社 代表取締役 小倉 修 670-0061 兵庫県姫路市西今宿2-9-8 792928960 西播(赤健)第70-130 令和3年10月5日
000028 6100183564 みなと銀行　上郡支店 678-1231 赤穂郡上郡町上郡110-6 791521770 乳類販売業 自動販売機 姫路ヤクルト販売株式会社 代表取締役 小倉 修 670-0061 兵庫県姫路市西今宿2-9-8 792928960 西播(赤健)第70-131 令和3年10月5日
000028 6100183565 太陽鉱工(株) 678-0232 赤穂市中広字東沖1603-1 791432250 乳類販売業 自動販売機 姫路ヤクルト販売株式会社 代表取締役 小倉 修 670-0061 兵庫県姫路市西今宿2-9-8 792928960 西播(赤健)第70-132 令和3年10月5日
000028 6100183574 姫路相生カントリークラブ管理棟 678-0091 相生市矢野町真広814-4 791290321 乳類販売業 自動販売機 姫路ヤクルト販売株式会社 代表取締役 小倉 修 670-0061 兵庫県姫路市西今宿2-9-8 792928960 西播(赤健)第70-135 令和3年10月5日
000028 6100183625 姫路相生カントリークラブクラブハウス 678-0091 相生市矢野町真広814-4 791290321 乳類販売業 自動販売機 姫路ヤクルト販売株式会社 代表取締役 小倉 修 670-0061 兵庫県姫路市西今宿2-9-8 792928960 西播(赤健)第70-136 令和3年10月5日
000028 6100183627 姫路相生カントリークラブクラブ茶屋1 678-0091 相生市矢野町真広814-4 791290321 乳類販売業 自動販売機 姫路ヤクルト販売株式会社 代表取締役 小倉 修 670-0061 兵庫県姫路市西今宿2-9-8 792928960 西播(赤健)第70-137 令和3年10月5日
000028 6100183630 姫路相生カントリークラブクラブ茶屋2 678-0091 相生市矢野町真広814-4 791290321 乳類販売業 自動販売機 姫路ヤクルト販売株式会社 代表取締役 小倉 修 670-0061 兵庫県姫路市西今宿2-9-8 792928960 西播(赤健)第70-138 令和3年10月5日
000028 6100183744 不二家 イオン赤穂店 678-0232 赤穂市中広字別所55-3 791436905 その他の食料・飲料販売業 一般 西中 真一 西播(赤健)第70-153 令和3年10月7日
000028 6100183793 ダイソー　赤穂店 678-0201 赤穂市塩屋字寺田285 その他の食料・飲料販売業 一般 株式会社大創産業 代表取締役 矢野 靖二 739-8501 広島県東広島市西条吉行東1-4-14 824200100 西播(赤健)第70-156 令和3年10月11日
000028 6100183827 ダイソー　イオン上郡ショッピングセンター店 678-1232 赤穂郡上郡町竹万533イオン上郡ショッピングセンター内 その他の食料・飲料販売業 一般 株式会社大創産業 代表取締役 矢野 靖二 739-8501 広島県東広島市西条吉行東1-4-14 824200100 西播(赤健)第70-157 令和3年10月18日
000028 6100183932 田口食品株式会社 相生デザート工場 678-0003 相生市陸東汐見塚10-5 791225515 その他の食料・飲料販売業 一般 田口食品株式会社 代表取締役 田口 晴喜 678-0003 兵庫県相生市陸東汐見塚10-5 791225515 西播(赤健)第70-162 令和3年10月15日
000028 6100184076 オフィスグリコ冷凍冷蔵庫159303 678-1205 赤穂郡上郡町光都3-13-1 その他の食料・飲料販売業 一般 グリコチャネルクリエイト株式会社 代表取締役 西村 浩一 550-8502 大阪府大阪市西淀川区歌島4-6-5 西播(赤健)第70-165 令和3年10月19日
000028 6100184079 餃子の雪松　赤穂店 678-0205 赤穂市大町10-16 その他の食料・飲料販売業 一般 株式会社YES 代表取締役 長谷川 保 185-0005 東京都国分寺市並木町2-23-5美創空間 422077488 西播(赤健)第70-166 令和3年10月19日
000028 6100184083 KONOKA 678-0233 赤穂市加里屋中洲4-39 791462030 その他の食料・飲料販売業 一般 株式会社桜建築工房 池田 忠治 678-0233 兵庫県赤穂市加里屋中州4-39 791462030 西播(赤健)第70-167 令和3年10月19日
000028 6100184114 ﾓｽﾊﾞｰｶﾞｰ赤穂店 678-0239 赤穂市加里屋97-7 791465677 その他の食料・飲料販売業 一般 株式会社フレックス 代表取締役 加藤 晴也 680-0941 鳥取県鳥取市湖山町北1-454-5 857313001 西播(赤健)第70-125 令和3年10月21日
000028 6100184257 宮本商店 678-0252 赤穂市大津1101-1 791422195 その他の食料・飲料販売業 自動販売機 宮本 百合子 西播(赤健)第70-170 令和3年10月26日
000028 6100184320 ローソン相生真広店 678-0091 相生市矢野町真広1030-1 791290887 コンビニエンスストア 一般 竹田 律子 西播(赤健)第70-172 令和3年10月29日
000028 6100184610 赤穂野菜と地魚の店　五月 678-0239 赤穂市加里屋40-6赤穂ﾌﾟﾗｻﾞﾊｲﾂ101 その他の食料品製造・加工業 一般 児島 正典 西播(赤健)第70-176 令和3年11月8日
000028 6100184666 ｹﾝﾀｯｷｰﾌﾗｲﾄﾞﾁｷﾝ　ｲｵﾝ赤穂店 678-0232 赤穂市中広字別所55-3 791464165 その他の食料・飲料販売業 一般 株式会社アクシーズフーズ 代表取締役 伊地知 洋正 113-0023 東京都文京区向丘1-12-2 338161536 西播(赤健)第70-179 令和3年11月8日
000028 6100184724 東川農園 678-1216 赤穂郡上郡町中野918 791520577 農産保存食料品製造・加工業 一般 東川 民子 西播(赤健)第70-178 令和3年11月15日
000028 6100184736 公益社団法人赤穂市シルバー人材センター 678-0239 赤穂市加里屋822-2 791437200 野菜果物販売業 一般 公益社団法人赤穂市シルバー人材センター 理事長 吉備 徳治 678-0239 兵庫県赤穂市加里屋822-2 791437200 西播(赤健)第70-181 令和3年11月15日
000028 6100185265 菜ちゃんファーム 678-1254 赤穂郡上郡町高山72 農産保存食料品製造・加工業 一般 杉野 享子 西播(赤健)第70-187 令和3年11月22日
000028 6100185279 総本家かん川駅前店 678-0239 赤穂市加里屋65-1 791451212 その他の食料・飲料販売業 一般 株式会社総本家かん川 代表取締役 目木 敏彦 678-0258 兵庫県赤穂市古浜町201 791432555 西播(赤健)第70-190 令和3年11月25日
000028 6100185287 齋藤商店 678-1202 赤穂郡上郡町野桑８１１ 791540008 その他の食料・飲料販売業 一般 斎藤 隆 西播(赤健)第70-188 令和3年11月25日
000028 6100185636 岩﨑農園 678-0256 赤穂市鷏和80-1 精穀・製粉業 一般 岩﨑 友洋 西播(赤健)第70-198 令和3年11月29日
000028 6100185637 息継ぎ広場（さんもく楽市） 678-0239 赤穂市加里屋息継ぎ広場 野菜果物販売業 一般 公益社団法人赤穂市シルバー人材センター 理事長 吉備 徳治 678-0239 兵庫県赤穂市加里屋822-2 791437200 西播(赤健)第70-199 令和3年11月29日
000028 6100185639 すき家２５０号赤穂駅前店 678-0239 赤穂市加里屋69-6 その他の食料・飲料販売業 一般 株式会社すき家 代表取締役 笹川 直樹 108-0075 東京都港区港南2-18-1 357838850 西播(赤健)第70-200 令和3年11月29日
000028 6100185641 すき家相生垣内店 678-0022 相生市垣内町1310-7 その他の食料・飲料販売業 一般 株式会社すき家 代表取締役 笹川 直樹 108-0075 東京都港区港南2-18-1 357838850 西播(赤健)第70-201 令和3年11月29日
000028 6100185706 向浜商店 678-0239 赤穂市加里屋58-6 791451390 その他の食料・飲料販売業 一般 株式会社向浜商店 代表取締役 向浜 久能 678-0239 兵庫県赤穂市加里屋58-6 791451390 西播(赤健)第70-203 令和3年11月30日
000028 6100185846 暖木畑 678-0166 赤穂市真殿1120-6 農産保存食料品製造・加工業 一般 釜谷 ゆき子 西播(赤健)第70-204 令和3年12月3日
000028 6100186559 旭工業所　１ 678-0091 相生市矢野町菅谷214-1 791290211 自動販売機（要届出のコップ式自動販売機及び要許可を除く） 自動販売機 関西キリンビバレッジサービス株式会社 代表取締役 尾崎 靖幸 530-0011 大阪府大阪市北区大深町4番20号 677309206 西播(赤健)第70-206 令和3年12月23日
000028 6100186615 伝馬船 678-0172 赤穂市坂越2175 791566628 その他の食料・飲料販売業 一般 永石 和泉 西播(赤健)第70-205 令和3年12月23日
000028 6100186944 AMAMI TERRACE 678-0215 赤穂市御崎2-1 調味料製造・加工業 一般 赤穂化成株式会社 代表取締役 池上 良成 678-0172 兵庫県赤穂市坂越329番地 791481721 西播(赤健)第70-207 令和4年1月14日
000028 6100187054 アトリエ日日屋 678-0255 赤穂市新田597-6 農産保存食料品製造・加工業 一般 館 寛子 西播(赤健)第70-208 令和4年1月21日
000028 6100187230 味一番餃子 678-1226 赤穂郡上郡町高田台4-10-19 その他の食料・飲料販売業 一般 小西 和人 西播(赤健)第70-209 令和4年2月3日
000028 6100187313 上郡町薬草部会 678-1203 赤穂郡上郡町尾長谷1337-1 その他の食料品製造・加工業 一般 真野 清幸 西播(赤健)第70-211 令和4年2月9日
000028 6100187314 周世ふれあい市場企業組合 678-0162 赤穂市周世705 野菜果物販売業 一般 周世ふれあい市場企業組合 代表理事 柴田 亮子 678-0162 兵庫県赤穂市周世705番地 西播(赤健)第70-210 令和4年2月9日
000028 6100187883 魚民 678-0239 赤穂市加里屋290-10プラット赤穂1階 0791-45-1588 その他の食料・飲料販売業 一般 株式会社モンテローザフーズ 代表取締役 大神 輝博 160-0021 東京都新宿区歌舞伎町1丁目21番1号 422368888 西播(赤健)第70-212 令和4年3月14日
000028 6100187920 ウエルシア相生旭店 678-0021 相生市旭3-4-5 791240010 その他の食料・飲料販売業 一般 ウエルシア薬局株式会社 代表取締役 松本 忠久 101-0021 東京都千代田区外神田2丁目2番15号 352095677 西播(赤健)第70-213 令和4年3月17日
000028 6100187991 分析技術者養成支援センターAETS 678-0031 相生市旭5-7-2 その他の食料・飲料販売業 一般 西崎 亮平 西播(赤健)第70-214 令和4年3月17日
000028 6100188061 ひがし蔵 678-1231 赤穂郡上郡町上郡825 791526502 その他の食料・飲料販売業 一般 株式会社MOTO 代表取締役 田中 愛 678-1272 兵庫県赤穂郡上郡町細野51 791559508 西播(赤健)第70-215 令和4年3月24日
000028 6100188131 亀の井ホテル赤穂 678-0215 赤穂市御崎883-1 791437501 その他の食料・飲料販売業 一般 株式会社マイステイズ・ホテル・マネジメント 代表取締役 代田 量一 106-0032 東京都港区六本木6丁目2番31号 368664347 西播(赤健)第70-216 令和4年3月25日
000028 6100188241 イオン赤穂店　東出口 678-0232 赤穂市中広55-3 791436911 自動販売機（要届出のコップ式自動販売機及び要許可を除く） 自動販売機 江崎グリコ株式会社 代表取締役 江崎 勝久 555-8502 大阪府大阪市東淀川区歌島4-6-5 664778352 西播(赤健)第70-217 令和4年3月31日
000028 6100188242 ペーロン温泉（白龍城）2F 678-0053 相生市那波南本町8-55 791231919 自動販売機（要届出のコップ式自動販売機及び要許可を除く） 自動販売機 江崎グリコ株式会社 代表取締役 江崎 勝久 555-8502 大阪府大阪市西淀川区歌島4-6-5 664778352 西播(赤健)第70-238 令和4年3月31日
000028 6100188243 赤穂海浜公園　オートキャンプ場 678-0221 赤穂市尾崎3260-2 791450811 自動販売機（要届出のコップ式自動販売機及び要許可を除く） 自動販売機 江崎グリコ株式会社 代表取締役 江崎 勝久 555-8502 大阪府大阪市西淀川区歌島4-6-5 664778352 西播(赤健)第70-218 令和4年3月31日
000028 6100188244 プラット赤穂　2F（赤穂駅周辺整備（株））678-0239 赤穂市加里屋290-10 自動販売機（要届出のコップ式自動販売機及び要許可を除く）自動販売機江崎グリコ株式会社 代表取締役 江崎 勝久 555-8502 大阪府大阪市西淀川区歌島4-6-5 664778352 西播(赤健)第70-219 令和4年3月31日
000028 6100188245 道の駅　相生ペーロン城 678-0067 相生市那波南本町8-55 791231919 自動販売機（要届出のコップ式自動販売機及び要許可を除く） 自動販売機 江崎グリコ株式会社 代表取締役 江崎 勝久 555-8502 大阪府大阪市西淀川区歌島4-6-5 664778352 西播(赤健)第70-220 令和4年3月31日
000028 6100188247 赤穂海浜公園　パターゴルフ 678-0215 赤穂市御崎1857-5 791450800 自動販売機（要届出のコップ式自動販売機及び要許可を除く） 自動販売機 江崎グリコ株式会社 代表取締役 江崎 勝久 555-8502 大阪府大阪市西淀川区歌島4-6-5 664778352 西播(赤健)第70-221 令和4年3月31日
000028 6100188248 上郡町立スポーツセンターB＆G 678-1232 赤穂郡上郡町竹万29 791525808 自動販売機（要届出のコップ式自動販売機及び要許可を除く） 自動販売機 江崎グリコ株式会社 代表取締役 江崎 勝久 555-8502 大阪府大阪市西淀川区歌島4-6-5 664778352 西播(赤健)第70-222 令和4年3月31日
000028 6100188249 相生市民温水プール　1F喫茶コスモス 678-0024 相生市双葉1-4-26 791237180 自動販売機（要届出のコップ式自動販売機及び要許可を除く） 自動販売機 江崎グリコ株式会社 代表取締役 江崎 勝久 555-8502 大阪府大阪市西淀川区歌島4-6-5 664778352 西播(赤健)第70-223 令和4年3月31日
000028 6100188251 プラット赤穂　1F（赤穂駅周辺整備（株）） 678-0239 赤穂市加里屋290-10 791457400 自動販売機（要届出のコップ式自動販売機及び要許可を除く） 自動販売機 江崎グリコ株式会社 代表取締役 江崎 勝久 555-8502 大阪府大阪市西淀川区歌島4-6-5 664778352 西播(赤健)第70-224 令和4年3月31日
000028 6100188252 IHIアムテック（石川島播磨重工業アイメイツ） 678-0041 相生市相生5292 791242404 自動販売機（要届出のコップ式自動販売機及び要許可を除く） 自動販売機 江崎グリコ株式会社 代表取締役 江崎 勝久 555-8502 大阪府大阪市西淀川区歌島4-6-5 664778352 西播(赤健)第70-225 令和4年3月31日
000028 6100188253 フレスポ赤穂 678-0232 赤穂市中広902-1 自動販売機（要届出のコップ式自動販売機及び要許可を除く）自動販売機江崎グリコ株式会社 代表取締役 江崎 勝久 555-8502 大阪府大阪市西淀川区歌島4-6-5 664778352 西播(赤健)第70-226 令和4年3月31日
000028 6100188256 播磨光都サッカー場 678-1205 赤穂郡上郡町光都3-9-3 791581616 自動販売機（要届出のコップ式自動販売機及び要許可を除く） 自動販売機 江崎グリコ株式会社 代表取締役 江崎 勝久 555-8502 大阪府大阪市西淀川区歌島4-6-5 664778352 西播(赤健)第70-227 令和4年3月31日
000028 6100188257 関西電力相生発電所 678-8543 相生市相生字柳山5315-46 791235063 自動販売機（要届出のコップ式自動販売機及び要許可を除く） 自動販売機 江崎グリコ株式会社 代表取締役 江崎 勝久 558-8502 大阪府大阪市西淀川区歌島4-6-5 664778352 西播(赤健)第70-228 令和4年3月31日
000028 6100188259 赤穂市民総合体育館（コナミS） 678-0239 赤穂市加里屋1278 791452091 自動販売機（要届出のコップ式自動販売機及び要許可を除く） 自動販売機 江崎グリコ株式会社 代表取締役 江崎 勝久 555-8502 大阪府大阪市西淀川区歌島4-6-5 664778352 西播(赤健)第70-229 令和4年3月31日
000028 6100188262 赤穂海浜公園　風の門自販機コーナー 678-0215 赤穂市御崎1857-5 791450800 自動販売機（要届出のコップ式自動販売機及び要許可を除く） 自動販売機 江崎グリコ株式会社 代表取締役 江崎 勝久 555-8502 大阪府大阪市西淀川区歌島4-6-5 664778352 西播(赤健)第70-230 令和4年3月31日
000028 6100188263 イオン赤穂店　1F東北入口前  東-1番駐車場前 678-0232 赤穂市中広字別所55-3 791436289 自動販売機（要届出のコップ式自動販売機及び要許可を除く） 自動販売機 江崎グリコ株式会社 代表取締役 江崎 勝久 555-8502 大阪府大阪市西淀川区歌島4-6-5 664778352 西播(赤健)第70-231 令和4年3月31日
000028 6100188268 イオン赤穂店　1F屋内センターコート 678-0232 赤穂市中広字別所55-3 791436289 自動販売機（要届出のコップ式自動販売機及び要許可を除く） 自動販売機 江崎グリコ株式会社 代表取締役 江崎 勝久 555-8502 大阪府大阪市西淀川区歌島4-6-5 664778352 西播(赤健)第70-232 令和4年3月31日
000028 6100188269 相生市文化会館　扶桑電通なぎさホール678-0041 相生市相生6-1 自動販売機（要届出のコップ式自動販売機及び要許可を除く）自動販売機江崎グリコ株式会社 代表取締役 江崎 勝久 555-8502 大阪府大阪市西淀川区歌島4-6-5 664778352 西播(赤健)第70-233 令和4年3月31日
000028 6100188271 モナコ相生店 678-0011 相生市那波野土穴316 791233747 自動販売機（要届出のコップ式自動販売機及び要許可を除く） 自動販売機 江崎グリコ株式会社 代表取締役 江崎 勝久 555-8502 大阪府大阪市西淀川区歌島4-6-5 664778352 西播(赤健)第70-234 令和4年3月31日
000028 6100188273 ゲオ赤穂店 678-0232 赤穂市中広179 791465388 自動販売機（要届出のコップ式自動販売機及び要許可を除く） 自動販売機 江崎グリコ株式会社 代表取締役 江崎 勝久 555-8502 大阪府大阪市西淀川区歌島4-6-5 664778352 西播(赤健)第70-235 令和4年3月31日



000028 6100188274 赤穂市立野外活動センター 678-0215 赤穂市御崎708-1 791451067 自動販売機（要届出のコップ式自動販売機及び要許可を除く） 自動販売機 江崎グリコ株式会社 代表取締役 江崎 勝久 555-8502 大阪府大阪市西淀川区歌島4-6-5 664778352 西播(赤健)第70-236 令和4年3月31日
000028 6100188275 赤穂中央病院本館 678-0241 赤穂市惣門町52-6 791457295 自動販売機（要届出のコップ式自動販売機及び要許可を除く） 自動販売機 江崎グリコ株式会社 代表取締役 江崎 勝久 555-8502 大阪府大阪市西淀川区歌島4-6-5 664778352 西播(赤健)第70-237 令和4年3月31日
000028 6100188276 JR相生駅 678-0006 相生市本郷町1 自動販売機（要届出のコップ式自動販売機及び要許可を除く）自動販売機株式会社ロッテ 代表取締役 牛膓 栄一 160-0023 東京都新宿区西新宿3-20-1 353885645 西播(赤健)第70-239 令和4年3月31日
000028 6100188277 マルハン赤穂 678-0232 赤穂市中広2-8フレスポ赤穂内 自動販売機（要届出のコップ式自動販売機及び要許可を除く）自動販売機株式会社ロッテ 代表取締役 牛膓 栄一 160-0023 東京都新宿区西新宿3-20-1 353885645 西播(赤健)第70-240 令和4年3月31日
000028 6100188278 かんぽの宿赤穂 678-0215 赤穂市御崎883-1 自動販売機（要届出のコップ式自動販売機及び要許可を除く）自動販売機株式会社ロッテ 代表取締役 牛膓 栄一 160-0023 東京都新宿区西新宿3-20-1 353885645 西播(赤健)第70-241 令和4年3月31日
000028 6100188279 銀波荘 678-0215 赤穂市御崎2-8 自動販売機（要届出のコップ式自動販売機及び要許可を除く）自動販売機株式会社ロッテ 代表取締役 牛膓 栄一 160-0023 東京都新宿区西新宿3-20-1 353885645 西播(赤健)第70-242 令和4年3月31日
000028 6100188301 樫本ぶどう園 678-1252 赤穂郡上郡町船坂335 791550359 その他の食料・飲料販売業 一般 樫本 裕一 西播(赤健)第70-243 令和4年3月31日
000028 6100188396 藤本 678-1271 赤穂郡上郡町楠135-1 791521063 その他の食料品製造・加工業 一般 藤本 栄一 西播(赤健)第69-1 令和4年4月11日
000028 6100188405 深山農園株式会社 678-0092 相生市矢野町小河854 その他の食料品製造・加工業 一般 深山農園株式会社 代表取締役 深山 陽一朗 678-0092 兵庫県相生市矢野町小河854番地 791290013 西播(赤健)第69-3 令和4年4月7日
000028 6100188407 深山農園株式会社 678-0092 相生市矢野町上土井705 その他の食料品製造・加工業 一般 深山農園株式会社 代表取締役 深山 陽一朗 678-0092 兵庫県相生市矢野町小河854番地 791290013 西播(赤健)第69-2 令和4年4月11日
000028 6100188511 honoka号 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く。) 791432091 その他の食料・飲料販売業 自動車 社会福祉法人兵庫県社会福祉事業団 理事長 藪本 訓弘 651-2134 兵庫県神戸市西区曙町1070番地 789295655 西播(赤健)第69-4 令和4年4月18日
000028 6100188599 MOMO　CAFE 678-0237 赤穂市上仮屋北4-4 791566517 コーヒー（飲料を除く）製造・加工業 一般 濱尾 萌夏 西播(赤健)第69-5 令和4年4月25日
000028 6100188892 肉のおかだ 678-0031 相生市旭4-10-22 791220951 その他の食料・飲料販売業 一般 株式会社おかだ 代表取締役 大西 賢一 678-0031 兵庫県相生市旭4丁目10番22号 791220951 西播(赤健)第69-6 令和4年5月9日
000028 6100188936 野菜選果場 678-0082 相生市若狭野町野々764-56 791280574 野菜果物販売業 一般 兵庫西農業協同組合 代表理事 福本 博之 670-0940 兵庫県姫路市三左衛門堀西の町216番地 792815711 西播(赤健)第69-7 令和4年5月9日
000028 6100189026 夢咲喜食堂 678-0006 相生市本郷町4-17ＡＩＯＩ壱番館102 その他の食料品製造・加工業 一般 爲則 新一郎 西播(赤健)第69-8 令和4年5月17日
000028 6100189303 ドラッグコスモス相生店 678-0052 相生市大島町2-27 791243500 その他の食料・飲料販売業 一般 株式会社コスモス薬品 代表取締役 横山 英昭 812-0013 福岡県福岡市博多区博多駅東2丁目10番1号第一福岡ビルS館4階 924330660 西播(赤健)第69-9 令和4年6月3日
000028 6100189345 コーヒーハウス　くりの木 678-0056 相生市那波東本町6-47 791222341 コーヒー（飲料を除く）製造・加工業 一般 寺本 正幸 西播(赤健)第69-10 令和4年6月9日
000028 6100189435 ゴダイドラッグ赤穂上町店 678-0239 赤穂市加里屋上町76 791460510 その他の食料・飲料販売業 一般 ゴダイ株式会社 代表取締役 浦上 晃之 670-0921 兵庫県姫路市綿町104番地スクエアビル2F 792230303 西播(赤健)第69-11 令和4年6月13日
000028 6100189438 太田幸子 678-1241 赤穂郡上郡町山野里913 その他の食料品製造・加工業 一般 太田 幸子 西播(赤健)第69-12 令和4年6月13日
000028 6100189478 上郡町学校給食センター 678-1232 赤穂郡上郡町竹万２３１８ 791573633 その他 集団給食 上郡町 町長 梅田 修作 678-1233 兵庫県赤穂郡上郡町大持２７８ 791521111 西播(赤健)第69-13 令和4年6月14日
000028 6100189533 ｓｗｅｅｔｓ　Ｓ★ｔａｂＡ・Ｋ・Ｏ 678-0233 赤穂市加里屋中洲5-46 791422978 農産保存食料品製造・加工業 一般 田淵 園子 西播(赤健)第69-14 令和4年6月21日
000028 6100189668 ｔａｔａ　Ｍｉkｉ 678-0022 相生市垣内町10-35 その他の食料品製造・加工業 一般 中谷 美希子 西播(赤健)第69-15 令和4年6月30日
000028 6100189702 ひがし蔵 678-1231 赤穂郡上郡町上郡825番地 791526502 その他の食料・飲料販売業 一般 特定非営利活動法人上郡ひがし蔵ｎｅｔ 理事 小河 浩美 678-1231 兵庫県赤穂郡上郡町上郡825番地 791526502 西播(赤健)第69-16 令和4年7月5日
000028 6100190045 兵庫西農業協同組合　西播磨営農生活センター 678-1232 赤穂郡上郡町竹万２３１４ 791522224 その他 一般 兵庫西農業協同組合 代表理事 福本 博之 670-0940 兵庫県姫路市三左衛門堀西の町２１６番地 792815021 西播(赤健)第69-17 令和4年7月25日
000028 6100190149 Ｍｏｏｍｉｎ 678-0031 相生市旭1-8-12ハーバーライトビル1F その他 一般 柴田 美紀 西播(赤健)第69-18 令和4年8月3日
000028 6100190215 白十字　赤穂店 678-0233 赤穂市加里屋中洲2丁目53-2 791458912 その他の食料・飲料販売業 一般 株式会社白十字 代表取締役 二木 正久 701-0221 岡山県岡山市南区藤田651番地の17 862967550 西播(赤健)第69-19 令和4年8月9日
000028 6100190346 ホルモン秀吉 678-0259 赤穂市黒崎町193 791429005 食肉販売業 一般 大丸食品株式会社 代表取締役 東野 雅弘 702-8048 岡山県岡山市南区福吉町15番3号 862646511 西播(赤健)第69-20 令和4年8月19日
000028 6100190455 社会福祉法人みのり 678-0202 赤穂市山手町10-1 791450988 調味料製造・加工業 一般 社会福祉法人みのり 理事長 中村 喜則 678-0202 兵庫県赤穂市山手町10番地1 791436059 西播(赤健)第69-21 令和4年8月26日
000028 6100190487 西日本食品 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く。)魚介類販売業 自動車 大坪 義和 西播(赤健)第69-22 令和4年8月30日
000028 6100190607 やきいも　ふぅふぅ 000-0000 赤穂市内一円 その他の食料品製造・加工業 行商 山崎 美菜子 西播(赤健)第69-23 令和4年9月9日
000028 6100190623 大城農園 678-1226 赤穂郡上郡町高田台2-5-16 野菜果物販売業 一般 大城 泰斗 西播(赤健)第69-24 令和4年9月8日
000028 6100190781 パン工房　ＮＡＤＡ 678-1226 赤穂郡上郡町高田台3-6-4 791524197 その他の食料・飲料販売業 一般 肥岡 紀子 西播(赤健)第69-25 令和4年9月22日
000028 6100191074 就労継続支援Ａ型施設げんぶ 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く。) その他の食料・飲料販売業 一般 社会福祉法人玄武会 理事長 古城 尚子 678-0249 兵庫県赤穂市片浜町227番地 791451113 西播(赤健)第69-26 令和4年10月11日
000028 6100191376 ＤＣＭ相生店 678-0053 相生市那波南本町7-22 791243031 その他の食料・飲料販売業 一般 ＤＣＭ株式会社 代表取締役 石黒 靖規 140-0013 東京都品川区南大井6丁目22番7号 357645211 西播(赤健)第69-27 令和4年10月27日
000028 6100191377 赤穂化成株式会社 678-0193 赤穂市坂越329 791481721 その他の食料品製造・加工業 一般 赤穂化成株式会社 代表取締役 池上 良成 678-0193 兵庫県赤穂市坂越329番地 791481721 西播(赤健)第69-28 令和4年10月28日
000028 6100191412 みのり大地 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く。) 行商 行商 社会福祉法人みのり 理事長 中村 喜則 678-0202 兵庫県赤穂市山手町10番地1 791450988 西播(赤健)第69-30 令和4年11月2日
000028 6100191484 株式会社アコール 678-0172 赤穂市坂越333 791468010 精穀・製粉業 一般 株式会社アコール 代表取締役 池上 幸志 678-0172 兵庫県赤穂市坂越333番地 791468010 西播(赤健)第69-33 令和4年11月4日
000028 6100191486 海の駅　しおさい市場　休憩所  （ＣＣＢＪＩ単受） 678-0172 赤穂市坂越290-7 コップ式自動販売機（自動洗浄・屋内設置） 自動販売機 株式会社アペックス西日本 代表取締役 森 吉平 550-0015 大阪府大阪市西区南堀江四丁目２５番２４号 794233522 西播(赤健)第69-29 令和4年11月1日
000028 6100191488 シーダム株式会社　上郡工場　２Ｆ食堂  （ＣＣＢＪＩ受託） 678-1241 赤穂郡上郡町山野里357 791572511 コップ式自動販売機（自動洗浄・屋内設置） 自動販売機 株式会社アペックス西日本 代表取締役 森 吉平 550-0015 大阪府大阪市西区南堀江四丁目２５番２４号 794233522 西播(赤健)第69-31 令和4年11月1日
000028 6100191489 パチンコモナコ　相生店　自販機コーナー 678-0011 相生市那波野上土穴316 コップ式自動販売機（自動洗浄・屋内設置） 自動販売機 株式会社アペックス西日本 代表取締役 森 吉平 550-0015 大阪府大阪市西区南堀江四丁目２５番２４号 794233522 西播(赤健)第69-32 令和4年11月1日
000028 6100191571 ラ・ファランドール 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く。) その他の食料・飲料販売業 行商 特定非営利活動法人ワーキングｎｅｔにしはりま 理事長 小谷 道夫 678-0236 兵庫県赤穂市上仮屋南１７－１２ 791254393 西播(赤健)第69-34 令和4年11月9日
000028 6100191820 太田ファーム 678-1241 赤穂郡上郡町山野里802-1 農産保存食料品製造・加工業 一般 太田 和男 西播(赤健)第69-35 令和4年11月22日
000028 6100191831 Ｂｏｎ－Ｍａｒｋ 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く。)行商 露店 喜多 真理子 西播(赤健)第69-36 令和4年11月22日
000028 6100191894 珈琲所コメダ珈琲店イオン赤穂店 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く。) 791565569 行商 露店 株式会社Ｓ＆Ｋ 代表取締役 鈴木 剛 678-0202 兵庫県赤穂市山手町４番地１ 791451157 西播(赤健)第69-37 令和4年11月28日
000028 6100191943 松本愛 678-0165 赤穂市木津1016-7 その他の食料品製造・加工業 一般 松本 愛 西播(赤健)第69-38 令和4年11月29日
000028 6100192175 八百八 000-0000 赤穂市内 野菜果物販売業 露店 金子 美里 西播(赤健)第69-39 令和4年12月20日
000028 6100192188 春日井製菓株式会社　相生第一工場 678-0041 相生市相生5377-12 791236101 いわゆる健康食品の製造・加工業 一般 春日井製菓株式会社 代表取締役 春日井 大介 451-0062 愛知県名古屋市西区花の木一丁目３番１４号 525311677 西播(赤健)第69-40 令和4年12月22日
000028 6100192189 ボートレースチケットショップ相生 678-0072 相生市竜泉町242-10 791559720 コップ式自動販売機（自動洗浄・屋内設置） 自動販売機 ヤスダ産業株式会社 代表取締役 安田 喜昭 672-8023 兵庫県姫路市白浜町甲841番地の34 792453090 西播(赤健)第69-41 令和4年12月22日
000028 6100192407 ウエルシア相生赤坂店 678-0021 相生市赤坂1-3-5 791243170 自動販売機（要届出のコップ式自動販売機及び要許可を除く） 自動販売機 ウエルシア薬局株式会社 代表取締役 松本 忠久 101-0021 東京都千代田区外神田2丁目2番15号 352095672 西播(赤健)第62-1 令和5年1月20日
000028 6100192421 スーパーセンタートライアル赤穂店 678-0231 赤穂市細野町28-1 791565879 百貨店、総合スーパー 一般 株式会社トライアルカンパニー 代表取締役 石橋 亮太 813-0034 福岡県福岡市東区多の津1丁目12番2号 926265550 西播(赤健)第69-42 令和5年1月23日
000028 6100192422 株式会社トライアルカンパニー  スーパーセンタートライアル　赤穂店休憩所（ＣＣＢＪＩ受託） 678-0231 赤穂市細野町28-1 791481417 コップ式自動販売機（自動洗浄・屋内設置） 一般 株式会社アペックス西日本 代表取締役 森 吉平 550-0015 大阪府大阪市西区南堀江四丁目２５番２４号 665359024 西播(赤健)第69-43 令和5年1月23日
000028 6100192516 小河ゆず栽培組合加工部 678-0092 相生市矢野町小河364-1 791290052 農産保存食料品製造・加工業 一般 勝谷 公美子 西播(赤健)第62-2 令和5年1月27日
000028 6100192579 セブン－イレブン　赤穂若草町店 678-0243 赤穂市若草町21 791431085 コンビニエンスストア 一般 三木 忠 西播(赤健)第69-44 令和5年2月3日
000028 6100192581 鎌倉商店 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く。)その他の食料品製造・加工業 自動車 鎌倉 健治 西播(赤健)第69-45 令和5年2月3日
000028 6100192626 生活協同組合コープこうべ　コープデイズ相生店  １Ｆ西（ＣＣＢＪＩ受託） 678-0031 相生市旭3-7-2 コップ式自動販売機（自動洗浄・屋内設置） 自動販売機 株式会社アペックス西日本 代表取締役 森 吉平 550-0015 大阪府大阪市西区南堀江四丁目２５番２４号 794233522 西播(赤健)第69-47 令和5年2月7日
000028 6100192627 トヨタカローラ姫路　赤穂店　店内  （ＣＣＢＪＩ受託） 678-0233 赤穂市加里屋25-1 コップ式自動販売機（自動洗浄・屋内設置） 自動販売機 株式会社アペックス西日本 代表取締役 森 吉平 550-0015 大阪府大阪市西区南堀江四丁目２５番２４号 794233522 西播(赤健)第69-46 令和5年2月7日
000028 6100192645 ロザイ工業（株）　赤穂工場　食堂 678-0256 赤穂市鷆和77 コップ式自動販売機（自動洗浄・屋内設置） 自動販売機 株式会社アペックス西日本 代表取締役 森 吉平 550-0015 大阪府大阪市西区南堀江四丁目２５番２４号 794233522 西播(赤健)第69-48 令和5年2月8日
000028 6100192646 （株）主婦の店　赤穂店　店頭  （ＣＣＢＪＩ受託） 678-0233 赤穂市加里屋中洲3-57-3 コップ式自動販売機（自動洗浄・屋内設置） 自動販売機 株式会社アペックス西日本 代表取締役 森 吉平 550-0015 大阪府大阪市西区南堀江四丁目２５番２４号 794233522 西播(赤健)第69-49 令和5年2月8日
000028 6100192647 （株）主婦の店　尾崎店　休憩コーナー  （ＣＣＢＪＩ受託） 678-0221 赤穂市尾崎字明神木3158-5 コップ式自動販売機（自動洗浄・屋内設置） 自動販売機 株式会社アペックス西日本 代表取締役 森 吉平 550-0015 大阪府大阪市西区南堀江四丁目２５番２４号 794233522 西播(赤健)第69-50 令和5年2月8日
000028 6100192678 ＨｏｎｅｙＢｅｅ　Ｆａｒｍ　誠 678-0256 赤穂市鷆和1085 その他の食料品製造・加工業 一般 竹下 誠次朗 西播(赤健)第69-51 令和5年2月10日
000028 6100192786 社会福祉法人　緑樹福祉会　わかば園 678-0252 赤穂市大津1041 791452240 農産保存食料品製造・加工業 一般 社会福祉法人緑樹福祉会 理事長 三村 佳壽子 678-0252 兵庫県赤穂市大津1041 791452240 西播(赤健)第69-52 令和5年2月17日
000028 6100193661 酒三木 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く。)行商 露店 三木 学 西播(赤健)第575-1 令和5年4月11日
000028 6100193665 餃子屋 678-0256 赤穂市鷆和1120 791450064 自動販売機（要届出のコップ式自動販売機及び要許可を除く） 自動販売機 有限会社大河テント商会 代表取締役 大河 誠 678-0256 兵庫県赤穂市鷆和１１２３番地 791430607 西播(赤健)第562-1 令和5年4月12日
000028 6100193769 AMAMI TERRACE 678-0215 赤穂市御崎2-1 その他の食料・飲料販売業 一般 赤穂化成株式会社 代表取締役 池上 良成 678-0172 兵庫県赤穂市坂越329番地 791481721 西播(赤健)第580-1 令和5年4月18日
000028 6100193886 ファミリーキッチン　スピカ 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く。) 弁当販売業 自動車 株式会社ライブラ 代表取締役 高本 大地 678-1185 兵庫県赤穂市東有年１４４１番地５９ 西播(赤健)第556-1 令和5年4月24日
000028 6100193974 ザグザグ相生栄町店 678-0008 相生市栄町10-41 791222539 その他の食料・飲料販売業 一般 株式会社ザグザグ 代表取締役 森 信 703-8243 岡山県岡山市中区清水369番地2 862076300 西播(赤健)第563-1 令和5年4月26日
000028 6100194000 ウエルシア相生旭店 678-0021 相生市旭3-4-5 791240010 自動販売機（要届出のコップ式自動販売機及び要許可を除く） 自動販売機 ウエルシア薬局株式会社 代表取締役 松本 忠久 101-0021 東京都千代田区外神田2丁目2番15号 352095677 西播(赤健)第580-2 令和5年4月27日
000028 7000095646 大永商店 668-0074 豊岡市野垣２４８ 796223884 乳類販売業 一般 大永 正信 但馬(豊健)第182-237 令和3年6月1日
000028 7000095647 森垣商店 668-0032 豊岡市千代田町３－６ 796225724 乳類販売業 一般 森垣 日出盈 但馬(豊健)第182-231 令和3年6月1日
000028 7000095653 堀名ストアー 668-0852 豊岡市江本２９－２ 796231176 その他の食料・飲料販売業 一般 堀名 賢一 但馬(豊健)第182-229 令和3年6月1日
000028 7000095664 鈴木食料品店 668-0026 豊岡市元町１－５ 796223355 百貨店、総合スーパー 一般 鈴木 一正 但馬(豊健)第186-11 令和3年6月1日
000028 7000095667 フードショップ谷口 668-0012 豊岡市下陰４４０－５８ 796235858 野菜果物販売業 一般 谷口 幹男 但馬(豊健)第182-60 令和3年6月1日
000028 7000095707 豊岡水産物地方卸売市場 668-0084 豊岡市福田１２１－１ 796244114 食肉販売業 一般 但馬魚市場株式会社 代表取締役社長 竹中 宗明 668-0084 兵庫県豊岡市福田１２１－１ 796244114 但馬(豊健)第186-31 令和3年6月1日
000028 7000095714 豊岡中央青果株式会社 668-0084 豊岡市福田１２１－１ 796231166 その他の食料・飲料販売業 一般 豊岡中央青果株式会社 代表取締役 鈴木 政宏 668-0084 兵庫県豊岡市福田１２１－１ 796231166 但馬(豊健)第182-236 令和3年6月1日
000028 7000095768 まるたに商店 668-0021 豊岡市泉町１５－３６ 796244422 その他の食料・飲料販売業 一般 井谷 俊二 但馬(豊健)第182-240 令和3年6月1日
000028 7000095837 ㈱但馬森永乳販 668-0025 豊岡市幸町６－３５ 796245100 乳類販売業 一般 株式会社但馬森永乳販 代表取締役 橋本 雄策 668-0025 兵庫県豊岡市幸町６－３５ 796245100 但馬(豊健)第182-223 令和3年6月1日
000028 7000095892 株式会社キタムラ 668-0014 豊岡市野田１５ 796231606 食肉販売業 一般 株式会社キタムラ 代表取締役 北村 謙一 668-0014 兵庫県豊岡市野田１５ 796231606 但馬(豊健)第182-262 令和3年6月1日
000028 7000095898 ポア－ル 668-0032 豊岡市千代田町７－５ 796221101 乳類販売業 一般 内藤 正裕 但馬(豊健)第182-233 令和3年6月1日
000028 7000095919 ミニフレッシュ豊岡下陰店 668-0012 豊岡市下陰１４－２ 796244488 百貨店、総合スーパー 一般 株式会社さとうフレッシュフロンティア 代表取締役 佐藤 総二郎 668-0063 兵庫県豊岡市正法寺１０５番地 796230333 但馬(豊健)第182-220 令和3年6月1日
000028 7000096003 株式会社志方ミートセンター 668-0875 豊岡市百合地字家下１０３６－７ 796226148 食肉販売業 一般 株式会社志方ミートセンター 代表取締役 前西 貴哉 675-0314 兵庫県加古川市志方町４４５ 794523673 但馬(豊健)第182-256 令和3年6月1日
000028 7000096039 小林商店 668-0064 豊岡市高屋８９８ 796225018 コンビニエンスストア 一般 大和 ひろ美 但馬(豊健)第182-145 令和3年6月1日
000028 7000096221 集出荷場 668-0864 豊岡市木内字戸細２１７ 796242202 食肉販売業 一般 たじま農業協同組合 代表理事組合長 太田垣 哲男 668-0051 兵庫県豊岡市九日市上町５５０－１ 796246672 但馬(豊健)第182-257 令和3年6月1日
000028 7000096274 さとう豊岡店 668-0031 豊岡市大手町４－５ 796220001 百貨店、総合スーパー 一般 株式会社さとう 代表取締役 佐藤 総二郎 620-8503 京都府福知山市字上紺屋１５ 773220001 但馬(豊健)第186-97 令和3年6月25日
000028 7000096404 ユーシーシーコーヒープロフェッショナル株式会社  豊岡支店 668-0031 豊岡市大手町２－１８ 796233655 乳類販売業 一般 ユーシーシーコーヒープロフェッショナル株式会社 代表取締役 川久保 則志 650-0015 兵庫県神戸市中央区多聞通５－１－６ 783048808 但馬(豊健)第182-234 令和3年6月1日
000028 7000096467 明治乳業豊岡南販売所 668-0043 豊岡市桜町１９－２ 796230384 乳類販売業 一般 大伴 清美 但馬(豊健)第182-230 令和3年6月1日
000028 7000096474 森永牛乳豊岡南販売所 668-0055 豊岡市昭和町１－１１ 796236936 乳類販売業 一般 川岸 寅雄 但馬(豊健)第182-232 令和3年6月1日
000028 7000096534 株式会社小谷商店 668-0013 豊岡市中陰３４３－１ 796223177 その他の食料・飲料販売業 一般 株式会社　小谷商店 代表取締役 小谷 昌生 668-0013 兵庫県豊岡市中陰３４３－１ 796223177 但馬(豊健)第182-249 令和3年6月1日
000028 7000096672 但馬漁業協同組合津居山支所製氷冷蔵工場 669-6123 豊岡市小島地先 796282191 その他 一般 但馬漁業協同組合 代表理事組合長 村瀬 晴好 669-6543 兵庫県美方郡香美町香住区若松７４７ 796361331 但馬(豊健)第182-110 令和3年6月1日
000028 7000096782 ザグランリゾート城崎 669-6123 豊岡市小島１１８８－５ 796283205 魚介類販売業 一般 株式会社大倉 代表取締役 清瀧 静男 530-0041 大阪府大阪市北区天神橋２丁目北２－１１ 663531955 但馬(豊健)第182-111 令和3年6月1日
000028 7000097642 但馬漁業協同組合　柴山支所 669-6433 美方郡香美町香住区沖浦９１１－８ 796370301 その他 一般 但馬漁業協同組合 代表理事組合長 村瀬 晴好 669-6543 兵庫県美方郡香美町香住区若松７４７ 796361331 但馬(豊健)第182-102 令和3年6月1日
000028 7000097672 岡見商店 669-6542 美方郡香美町香住区一日市３２５ 796360078 その他の食料・飲料販売業 一般 駒居 博之 但馬(豊健)第182-116 令和3年6月1日
000028 7000097673 フ－ドセンタ－ともだ 669-6433 美方郡香美町香住区沖浦１０５４ 796370005 その他の食料・飲料販売業 一般 友田 隆夫 但馬(豊健)第182-118 令和3年6月1日
000028 7000097674 さとう商店 669-6545 美方郡香美町香住区森３０７－１ 796360436 乳類販売業 その他 佐藤 守 但馬(豊健)第182-127 令和3年6月1日
000028 7000097678 山伝商店 669-6433 美方郡香美町香住区沖浦１０６４ 796370300 その他の食料・飲料販売業 一般 山本 晃明 但馬(豊健)第182-119 令和3年6月1日
000028 7000097729 中川商店 669-6401 美方郡香美町香住区無南垣１９４－５ 796380031 その他の食料・飲料販売業 一般 中川 久夫 但馬(豊健)第182-128 令和3年6月1日
000028 7000097962 松岡食料品店 669-6542 美方郡香美町香住区一日市３６６ 796360338 その他の食料・飲料販売業 一般 松岡 佳伸 但馬(豊健)第182-117 令和3年6月1日
000028 7000098048 あらかわ 669-6544 美方郡香美町香住区香住１６２２－９ 796360808 百貨店、総合スーパー 一般 荒川 博之 但馬(豊健)第182-17 令和3年6月1日
000028 7000098121 山本自転車店 669-6432 美方郡香美町香住区上計１１５７－２ 796370377 乳類販売業 その他 山本 敏彦 但馬(豊健)第182-126 令和3年6月1日



000028 7000098196 フレッシュバザール香住パーク店 669-6544 美方郡香美町香住区香住字眞新場８８２－１ 796391122 百貨店、総合スーパー 一般 株式会社さとうフレッシュフロンティア 代表取締役 佐藤 総二郎 668-0063 兵庫県豊岡市正法寺１０５番地 796230333 但馬(豊健)第182-123 令和3年6月1日
000028 7000099229 兵庫県立但馬技術大学校寄宿舎 668-0062 豊岡市佐野２４１－１ 796233596 集団給食（４）その他 集団給食 兵庫県立但馬技術大学校 校長 奥田 孝一 668-0051 兵庫県豊岡市九日市上町６６０番地の５ 796242233 但馬(豊健)第186-162号 令和3年9月28日
000028 7000099247 豊岡市社会福祉協議会  竹野デイサービスセンター 669-6221 豊岡市竹野町須谷字小野鳴４８０－４ 796472010 集団給食（４）その他 集団給食 社会福祉法人豊岡市社会福祉協議会 理事長 中川 茂 668-0045 兵庫県豊岡市城南町２３番６号 796431333 但馬(豊健)第186-169 令和3年10月14日
000028 7000099248 特別養護老人ホームはまなす苑 669-6221 豊岡市竹野町須谷４３３番地 796472200 集団給食（４）その他 集団給食 社会福祉法人あそう 理事長 南光 三郎 669-5123 兵庫県朝来市山東町一品４２４番地 796765260 但馬(豊健)第186-280 令和3年11月30日
000028 7000099252 香美町立柴山保育所 669-6432 美方郡香美町香住区上計２番地４ 796370352 集団給食（４）その他 集団給食 香美町 町長 浜上 勇人 669-6544 兵庫県美方郡香美町香住区香住８７０－１ 796361111 但馬(豊健)第186-147 令和3年9月14日
000028 7000099254 特別養護老人ホームしいの木荘 669-6545 美方郡香美町香住区森６１番地１ 796363833 集団給食（４）その他 集団給食 社会福祉法人香寿会 理事長 里村 克 669-6545 兵庫県美方郡香美町香住区森６１番地１ 796363833 但馬(豊健)第186-184 令和3年10月12日
000028 7000099257 静修保育園 669-5344 豊岡市日高町夏栗４８０の１ 796421056 集団給食（４）その他 集団給食 社会福祉法人蓼川福祉会 理事長 井上 正治 669-5341 兵庫県豊岡市日高町祢布１００１－２ 796421069 但馬(豊健)第186-131 令和3年8月12日
000028 7000099269 蓼川保育園 669-5305 豊岡市日高町祢布１００１－２ 796420169 集団給食（４）その他 集団給食 社会福祉法人蓼川福祉会 理事長 井上 正治 669-5305 兵庫県豊岡市日高町祢布１００１－２ 796420169 但馬(豊健)第186-129 令和3年8月12日
000028 7000099271 豊岡市社会福祉協議会  日高西デイサービスセンター 669-5366 豊岡市日高町頃垣４０番地 796441700 集団給食（４）その他 集団給食 社会福祉法人豊岡市社会福祉協議会 理事長 中川 茂 668-0045 兵庫県豊岡市城南町２３番６号 796420100 但馬(豊健)第186-170 令和3年10月14日
000028 7000099285 豊岡市立高橋認定こども園 668-0373 豊岡市但東町久畑９１０ 796550405 集団給食（４）その他 集団給食 豊岡市 市長 関貫 久仁郎 668-0033 兵庫県豊岡市中央町２－４ 796231111 但馬(豊健)第186-80 令和3年6月4日
000028 7000099499 豊岡市社会福祉協議会  豊岡港デイサービスセンター 669-6124 豊岡市気比２４３５ 796283711 集団給食（４）その他 集団給食 社会福祉法人豊岡市社会福祉協議会 理事長 中川 茂 668-0045 兵庫県豊岡市城南町２３番６号 796431333 但馬(豊健)第186-168 令和3年10月14日
000028 7000099876 豊岡水産物地方卸売市場 668-0084 豊岡市福田１２１－１ 796244114 その他の食料・飲料販売業 一般 但馬魚市場株式会社 代表取締役社長 竹中 宗明 668-0084 兵庫県豊岡市福田１２１－１ 796244114 但馬(豊健)第186-31-2 令和3年6月1日
000028 7000100764 ㈲鎌清商店　境工場 669-6541 美方郡香美町香住区境浜頭１１２２－４ 796361642 食品製造業 不要許可一般 有限会社鎌清商店 代表取締役 鎌田 保志 669-6546 兵庫県美方郡香美町香住区七日市３０２ 796361642 平成14年3月6日
000028 7000101239 業務スーパー　豊岡店 668-0013 豊岡市中陰字野田６６０－１ 796290075 百貨店、総合スーパー 一般 株式会社　マツムラ 代表取締役 松村 竹治 627-0006 京都府京丹後市峰山町赤坂５５５ 772623111 但馬(豊健)第182-30 令和3年6月1日
000028 7000101364 豊岡市社会福祉協議会  但東デイサービスセンター 668-0311 豊岡市但東町出合４３３－１ 796534111 集団給食（４）その他 集団給食 社会福祉法人豊岡市社会福祉協議会 理事長 中川 茂 668-0045 兵庫県豊岡市城南町２３番６号 796540181 但馬(豊健)第186-172 令和3年10月14日
000028 7000101464 北前館特産品店 669-6201 豊岡市竹野町竹野５０－１２ 796472020 魚介類販売業 一般 株式会社　北前館 代表取締役 太田垣 健作 669-6201 兵庫県豊岡市竹野町竹野５０－１２ 796472020 但馬(豊健)第182-25 令和3年6月1日
000028 7000101511 有限会社　エムアンドエムフーズ 668-0043 豊岡市桜町１１－１７ 796249651 魚介類販売業 一般 有限会社　エムアンドエムフーズ 代表取締役 森垣 正男 668-0043 兵庫県豊岡市桜町１１－１７ 796249651 但馬(豊健)第186-17 令和3年6月1日
000028 7000101512 有限会社　エムアンドエムフーズ 668-0043 豊岡市桜町１１－１７ 796249651 食肉販売業 一般 有限会社　エムアンドエムフーズ 代表取締役 森垣 正男 668-0043 兵庫県豊岡市桜町１１－１７ 796249651 但馬(豊健)第186-17-2 令和3年6月1日
000028 7000101841 県立香住高校食堂 669-6563 美方郡香美町香住区矢田４０－１ 796361181 乳類販売業 一般 仕名野 卓也 但馬(豊健)第182-28 令和3年6月1日
000028 7000101887 ローソン豊岡城南町店 668-0045 豊岡市城南町１３－１３ 796220118 コンビニエンスストア 一般 西田 泰代 但馬(豊健)第182-144 令和3年6月1日
000028 7000102033 ドラッグジャパン豊岡店 668-0047 豊岡市三坂町１６０ 796244848 百貨店、総合スーパー 一般 株式会社スギ薬局 代表取締役 榊原 栄一 446-0056 愛知県安城市三河安城町一丁目８番地４ 562452701 但馬(豊健)第182-103 令和3年6月1日
000028 7000102042 介護老人保健施設　豊岡シルバーステイ 668-0065 豊岡市戸牧１１３２－２ 796268686 集団給食（４）その他 集団給食 医療法人敬愛会 理事長 大塚 久喜 669-1333 兵庫県三田市下内神５２５－１ 795675107 但馬(豊健)第186-187 令和3年10月12日
000028 7000102091 本田商店 667-1302 美方郡香美町村岡区山田１６４７ 796951240 その他の食料・飲料販売業 一般 本田 力松 但馬(豊健)第182-263 令和3年6月1日
000028 7000102110 のんきや入江店 667-1368 美方郡香美町村岡区入江１１５３ 796950964 その他の食料・飲料販売業 一般 有限会社田中商店 代表取締役 田中 清司 669-6822 兵庫県美方郡新温泉町細田４９３－７ 796920134 但馬(豊健)第182-137 令和3年6月1日
000028 7000102224 松田食料品店 669-6702 美方郡新温泉町浜坂１９２８－３ 796821114 百貨店、総合スーパー 一般 松田 千恵子 但馬(豊健)第182-100 令和3年6月1日
000028 7000102337 川夏酒店 669-6702 美方郡新温泉町浜坂１５１６ 796821265 百貨店、総合スーパー 一般 川夏 洋子 但馬(豊健)第182-99 令和3年6月1日
000028 7000102343 ビーンズキッチンおかもと 669-6702 美方郡新温泉町浜坂９３１ 796821212 乳類販売業 一般 岡本 豊美 但馬(豊健)第182-101 令和3年6月1日
000028 7000102373 フレッシュフードうらき 669-6753 美方郡新温泉町諸寄６６８ 796821559 百貨店、総合スーパー 一般 浦木 博 但馬(豊健)第182-89 令和3年6月1日
000028 7000102393 けんちょう 669-6751 美方郡新温泉町居組２７４ 796824029 百貨店、総合スーパー 一般 西垣 音秀 但馬(豊健)第186-16 令和3年6月1日
000028 7000102447 デイリーストアーステップ 669-6731 美方郡新温泉町二日市７４９－１ 796820439 百貨店、総合スーパー 一般 宮谷 修次 但馬(豊健)第186-70 令和3年6月1日
000028 7000102514 丸善商店 669-6821 美方郡新温泉町湯１３２４－１ 796920283 乳類販売業 一般 野田 浩助 但馬(豊健)第182-90 令和3年6月1日
000028 7000102556 ファミリーマートマツモト湯村店 669-6801 美方郡新温泉町井土８４０－１ 796922016 コンビニエンスストア 一般 株式会社松元商店 代表取締役 松元 襄司 669-6801 兵庫県美方郡新温泉町井土９５２－２ 796920016 但馬(豊健)第182-68 令和3年6月1日
000028 7000102621 レストランふるさと 669-6813 美方郡新温泉町丹土１０３３ 796921005 その他の食料・飲料販売業 一般 株式会社湯村温泉愛宕山観光 代表取締役 西坂 修 669-6813 兵庫県美方郡新温泉町丹土１０３３ 796921005 但馬(豊健)第182-251 令和3年6月1日
000028 7000102708 フードショップまとば 667-1503 美方郡香美町小代区大谷２１４ 796972051 その他の食料・飲料販売業 一般 間戸場 千佳嗣 但馬(豊健)第182-130 令和3年6月1日
000028 7000102709 チコマート美方店 667-1503 美方郡香美町小代区大谷５１ 796972013 その他の食料・飲料販売業 一般 吉田 勇 但馬(豊健)第182-131 令和3年6月1日
000028 7000102885 きくや商店 667-1344 美方郡香美町村岡区大笹１０１－２ 796960733 その他の食料・飲料販売業 一般 田邊 直美 但馬(豊健)第182-138 令和3年6月1日
000028 7000102932 新温泉町学校給食センター 669-6702 美方郡新温泉町浜坂７７－１８５ 796821397 集団給食（１）学校 集団給食 新温泉町 町長 西村 銀三 669-6702 兵庫県美方郡新温泉町浜坂２６７３－１ 796823111 但馬(豊健)第186-284 令和3年11月30日
000028 7000102953 特別養護老人ホームゆむら 669-6808 美方郡新温泉町歌長字熊田６００番地 796922520 集団給食（４）その他 集団給食 社会福祉法人春来福祉会 理事長 馬場 雅人 669-6808 兵庫県美方郡新温泉町歌長字熊田６００番地 796922520 但馬(豊健)第186-279 令和3年11月30日
000028 7000103150 ヒュッテブルンネン 667-1347 美方郡香美町村岡区和池字大澤７０９ 796961187 その他の食料・飲料販売業 一般 株式会社むらおか振興公社 代表取締役 西村 学 667-1347 兵庫県美方郡香美町村岡区和池字大澤７０９ 796981129 但馬(豊健)第182-54 令和3年6月1日
000028 7000103561 ㈱マルワ渡辺水産 669-6714 美方郡新温泉町芦屋３６５ 796823375 食品製造業 不要許可一般 ㈱マルワ渡辺水産 代表取締役 渡辺 隆一 669-6714 兵庫県美方郡新温泉町芦屋３６５ 796825005 平成14年3月6日
000028 7000103563 川丈 669-6753 美方郡新温泉町諸寄２７４－１５ 796821156 食品製造業 不要許可一般 有限会社川丈 代表取締役 安本 弘 669-6753 兵庫県美方郡新温泉町諸寄２７４－１５ 796821156 平成14年3月6日
000028 7000103595 Ｙショップナカムラ 667-1325 美方郡香美町村岡区高井５５０番地の１２ 796940515 乳類販売業 一般 中村 正 但馬(豊健)第182-133 令和3年6月1日
000028 7000103611 にしたに 669-6751 美方郡新温泉町居組４３５ 796824003 百貨店、総合スーパー 一般 西谷 恵吏子 但馬(豊健)第182-70 令和3年6月1日
000028 7000103644 村岡病院 667-1311 美方郡香美町村岡区村岡３０３６－１ 796940111 乳類販売業 自動販売機 コカ・コーラボトラーズジャパン株式会社 代表取締役 カリン ドラガン 107-6211 東京都港区赤坂九丁目７番１号 926418581 但馬(豊健)第182-134 令和3年6月1日
000028 7000103700 豊岡市社会福祉協議会  日高東デイサービスセンター 669-5325 豊岡市日高町堀８０９ 796432700 集団給食（４）その他 集団給食 社会福祉法人豊岡市社会福祉協議会 理事長 中川 茂 668-0045 兵庫県豊岡市城南町２３番６号 796431333 但馬(豊健)第186-171 令和3年10月14日
000028 7000103751 白バラ牛乳森田販売店 669-6831 美方郡新温泉町竹田290 796920392 乳類販売業 一般 森田 政美 但馬(豊健)第186-27 令和3年6月1日
000028 7000103761 公立香住病院 669-6543 美方郡香美町香住区若松５４０ 796360230 乳類販売業 自動販売機 コカ・コーラボトラーズジャパン株式会社 代表取締役 カリン ドラガン 107-6211 東京都港区赤坂九丁目７番１号 926418581 但馬(豊健)第182-125 令和3年6月1日
000028 7000103781 フレッシュバザール豊岡九日市店 668-0051 豊岡市九日市上町８１－１ 796220005 百貨店、総合スーパー 一般 株式会社　さとう 代表取締役 佐藤 総二郎 620-0033 京都府福知山市字上紺屋１５ 773220001 但馬(豊健)第182-225 令和3年6月1日
000028 7000103819 フレッシュバザール浜坂店 669-6747 美方郡新温泉町三谷大亀田３７５－１ 796831010 百貨店、総合スーパー 一般 株式会社さとうフレッシュフロンティア 代表取締役 佐藤 総二郎 668-0063 兵庫県豊岡市正法寺１０５番地 796230333 但馬(豊健)第182-87 令和3年6月1日
000028 7000103829 フレッシュバザール豊岡正法寺パーク店 668-0063 豊岡市正法寺１１２ 796293377 百貨店、総合スーパー 一般 株式会社さとうフレッシュフロンティア 代表取締役 佐藤 総二郎 668-0063 兵庫県豊岡市正法寺１０５番地 796230333 但馬(豊健)第182-221 令和3年6月1日
000028 7000103901 山陰食品 668-0084 豊岡市福田６４４ 乳類販売業 一般 有限会社　山陰食品 代表取締役 田中 節夫 668-0084 兵庫県豊岡市福田６４４ 796242529 但馬(豊健)第182-151 令和3年6月1日
000028 7000103941 フードショップ　日足 668-0233 豊岡市出石町田結庄６－１ 796523215 百貨店、総合スーパー 一般 有限会社　日足 代表取締役 日足 勝己 668-0233 兵庫県豊岡市出石町田結庄６－１ 796523215 但馬(豊健)第182-55 令和3年6月1日
000028 7000104024 Ｙショップカドミセ 669-6821 美方郡新温泉町湯１２３３番地 796920062 コンビニエンスストア 一般 株式会社カドミセ 代表取締役 丸上 晋作 669-6821 兵庫県美方郡新温泉町湯１２３３番地－１ 796920062 但馬(豊健)第182-56 令和3年6月1日
000028 7000104221 ローソン新温泉七釜店 669-6741 美方郡新温泉町七釜４８ 796831555 コンビニエンスストア 一般 中道 良一 但馬(豊健)第182-36 令和3年6月1日
000028 7000104224 パチンコ村 668-0024 豊岡市寿町４－８ 796243378 乳類販売業 自動販売機 コカ・コーラボトラーズジャパン株式会社 代表取締役 カリン ドラガン 107-6211 東京都港区赤坂九丁目７番１号 926418581 但馬(豊健)第182-59 令和3年6月1日
000028 7000104270 ローソン豊岡大手町店 668-0031 豊岡市大手町２２番、２２４番 796293005 コンビニエンスストア 一般 増田 久男 但馬(豊健)第182-222 令和3年6月1日
000028 7000104356 ミニストップ豊岡戸牧店 668-0065 豊岡市戸牧２１３番地の７ 796243336 コンビニエンスストア 一般 中村 明文 但馬(豊健)第182-3 令和3年6月1日
000028 7000104402 ＵＦＯ豊岡 668-0061 豊岡市上佐野１４１７ 796228500 乳類販売業 自動販売機 株式会社　但馬森永乳販 代表取締役 橋本 雄策 668-0025 兵庫県豊岡市幸町６－３５ 796225125 但馬(豊健)第182-224 令和3年6月1日
000028 7000104441 山源商店 667-1311 美方郡香美町村岡区村岡３０６ 796940426 その他の食料・飲料販売業 一般 山田 桂司 但馬(豊健)第182-139 令和3年6月1日
000028 7000104452 豊岡高校食堂 668-0042 豊岡市京町１２－９１ 796222111 乳類販売業 自動販売機 コカ・コーラボトラーズジャパン株式会社 代表取締役 カリン ドラガン 107-6211 東京都港区赤坂九丁目７番１号 926418581 但馬(豊健)第182-72 令和3年6月1日
000028 7000104478 豊岡総合高等学校食堂前 668-0023 豊岡市加広町６ 796227177 乳類販売業 自動販売機 コカ・コーラボトラーズジャパン株式会社 代表取締役 カリン ドラガン 107-6211 東京都港区赤坂九丁目７番１号 926418581 但馬(豊健)第182-73 令和3年6月1日
000028 7000104527 ツタヤＡＶＩＸキタムラ豊岡パック 668-0031 豊岡市大手町７－３０ 796241122 乳類販売業 自動販売機 コカ・コーラボトラーズジャパン株式会社 代表取締役 カリン ドラガン 107-6211 東京都港区赤坂九丁目７番１号 926418581 但馬(豊健)第182-74 令和3年6月1日
000028 7000104536 特別養護老人ホーム　とよおかの里 668-0862 豊岡市香住１２７２ 796295533 乳類販売業 自動販売機 コカ・コーラボトラーズジャパン株式会社 代表取締役 カリン ドラガン 107-6211 東京都港区赤坂九丁目７番１号 926418581 但馬(豊健)第182-75 令和3年6月1日
000028 7000104547 焼肉　丸善 668-0052 豊岡市九日市下町字下荒原１７４番地６ 796243345 食肉販売業 一般 株式会社丸善チェーン 代表取締役 東 昇志 668-0052 兵庫県豊岡市九日市下町字下荒原１７４番地６ 796243345 但馬(豊健)第182-261 令和3年6月1日
000028 7000104569 ファミリーマート豊岡若松町店 668-0027 豊岡市若松町７５－５ 796293373 コンビニエンスストア 一般 株式会社　髙倉商店 代表取締役 髙倉 由吏 670-0871 兵庫県姫路市伊伝居３７番地の４ 792233333 但馬(豊健)第182-149 令和3年6月1日
000028 7000104590 にしがき豊岡若松町デイサービスセンター 668-0027 豊岡市若松町１１－３ 796248080 集団給食（４）その他 集団給食 株式会社にしがき 代表取締役 西垣 俊平 629-2501 京都府京丹後市大宮町口大野８８番地 772680008 但馬(豊健)第186-292 令和3年12月16日
000028 7000104618 山川商店 669-6731 美方郡新温泉町二日市７５１－１ 796821357 百貨店、総合スーパー 一般 山川 勝弘 但馬(豊健)第182-98 令和3年6月1日
000028 7000104810 株式会社　浜美屋ＦＰ　城崎支店 669-6124 豊岡市気比３６４６－２ 796283445 食肉販売業 一般 株式会社　浜美屋ＦＰ 代表取締役 山本 達也 669-6701 兵庫県美方郡新温泉町芦屋４４８番地１ 796823015 但馬(豊健)第182-247 令和3年6月1日
000028 7000104820 ケアハウス　たいよう 668-0345 豊岡市但東町中山６７９－１ 796535566 集団給食（４）その他 集団給食 医療法人社団創生会 理事長 大山 眞一郎 658-0021 兵庫県神戸市東灘区深江本町３－８－２２－２Ｆ 784417001 但馬(豊健)第186-285 令和3年11月30日
000028 7000104823 マルワプロマート浜坂店 669-6747 美方郡新温泉町三谷３６４－１ 796831177 百貨店、総合スーパー 一般 株式会社マルワ渡辺水産 渡辺 隆一 669-6701 兵庫県美方郡新温泉町芦屋３６５番地 796825005 但馬(豊健)第182-86 令和3年6月1日
000028 7000104863 日和山観光株式会社　販売本店 669-6122 豊岡市瀬戸１０５０ 796282500 その他の食料・飲料販売業 一般 日和山観光株式会社 代表取締役 西松 伸二 669-6122 兵庫県豊岡市瀬戸１０９０ 796282500 但馬(豊健)第182-253 令和3年6月1日
000028 7000104864 日和山観光株式会社　販売金波楼店 669-6122 豊岡市瀬戸１０９０－１ 796282500 食肉販売業 一般 日和山観光株式会社 代表取締役 西松 伸二 669-6122 兵庫県豊岡市瀬戸１０９０ 796282500 但馬(豊健)第182-254 令和3年6月1日
000028 7000104992 ＵＦＯ豊岡 668-0061 豊岡市上佐野１４１７ 796228500 自動販売機（要届出のコップ式自動販売機及び要許可を除く） 自動販売機 株式会社三洋商事 代表取締役 玉川 政一 680-0912 鳥取県鳥取市商栄町２５１－８ 857390700 但馬(豊健)第182-318 令和3年6月1日
000028 7000104993 業務スーパー　日高店 669-5305 豊岡市日高町祢布８４７－１番地 796431330 百貨店、総合スーパー 一般 株式会社　マツムラ 代表取締役 松村 竹治 627-0006 京都府京丹後市峰山町赤坂５５５番地 772623111 但馬(豊健)第182-29 令和3年6月1日
000028 7000105065 ラ・シゴーニュ 668-0065 豊岡市戸牧３７番地１０ 796238666 乳類販売業 一般 有限会社シゴーニュアイ・エス・エム 代表取締役 森脇 将人 668-0065 兵庫県豊岡市戸牧３７番地１０ 796238666 但馬(豊健)第182-150 令和3年6月1日
000028 7000105136 株式会社ふれあい　おじろんパック 667-1503 美方郡香美町小代区大谷５１０－１ 796973232 乳類販売業 自動販売機 コカ・コーラボトラーズジャパン株式会社 代表取締役 カリン ドラガン 107-6211 東京都港区赤坂九丁目７番１号 926418581 但馬(豊健)第182-132 令和3年6月1日
000028 7000105251 オレンジショップとこせん 669-6122 豊岡市瀬戸１２１ 796296401 百貨店、総合スーパー 一般 大江 貴樹 但馬(豊健)第182-37 令和3年6月1日
000028 7000105255 株式会社　上田畜産直売所 667-1336 美方郡香美町村岡区宿６７ 796960950 食肉販売業 一般 株式会社　上田畜産 代表取締役 上田 伸也 667-1511 兵庫県美方郡香美町小代区神水７３８番地 796961173 但馬(豊健)第182-250 令和3年6月1日
000028 7000105289 コインスナックふじ 667-1352 美方郡香美町村岡区長板１０６９－２ 796950120 乳類販売業 自動販売機 コカ・コーラボトラーズジャパン株式会社 代表取締役 カリン ドラガン 107-6211 東京都港区赤坂九丁目７番１号 926418581 但馬(豊健)第182-135 令和3年6月1日
000028 7000105306 マロニエ 667-1311 美方郡香美町村岡区村岡２７６９ 796940965 乳類販売業 一般 松岡 昌弘 但馬(豊健)第186-71 令和3年6月1日
000028 7000105374 スシロー豊岡店 668-0013 豊岡市中陰字大工６１７　１Ｆ 796291771 魚介類販売業 一般 株式会社あきんどスシロー 代表取締役 新居 耕平 564-0063 大阪府吹田市江坂町１－２２ー２ 663681001 但馬(豊健)第186-245 令和3年11月30日
000028 7000105453 ウェルストーク豊岡 668-0046 豊岡市立野町６－３０ 乳類販売業 自動販売機 有限会社山陰食品 取締役 田中 節夫 668-0084 兵庫県豊岡市福田６４４番地 796242529 但馬(豊健)第182-152 令和3年6月1日
000028 7000105515 郵便事業株式会社豊岡支店 食堂 668-0021 豊岡市泉町３－２７ 796230265 コップ式自動販売機（自動洗浄・屋内設置） 自動販売機 株式会社アペックス西日本 代表取締役 森 吉平 550-0015 大阪府大阪市西区南堀江４丁目２５番２４号 665359024 但馬(豊健)第182-297 令和3年6月1日
000028 7000105534 カバンストリート保育園 668-0033 豊岡市中央町１８番８号 796378870 集団給食（４）その他 集団給食 モリ・プランズ株式会社 代表取締役 吉盛 文彦 668-0033 兵庫県豊岡市中央町１８番８号 796378870 但馬(豊健)第186-146 令和3年9月10日
000028 7000105556 ゆめ春来 669-6821 美方郡新温泉町湯１５６９－６ 796992211 乳類販売業 自動販売機 白バラ商事株式会社 代表取締役 平野 佳延 683-0005 鳥取県米子市中島１丁目１番５号 859337221 但馬(豊健)第182-92 令和3年6月1日
000028 7000105575 株式会社魚飯菜（サマンサ） 668-0033 豊岡市中央町１２番２３号 796223171 乳類販売業 一般 株式会社魚飯菜 代表取締役 脇 稔 668-0033 兵庫県豊岡市中央町１２番２３号 796223171 但馬(豊健)第182-235 令和3年6月1日
000028 7000105577 株式会社　鹿野 669-6102 豊岡市城崎町桃島８０番地の５ 796323332 その他の食料・飲料販売業 一般 株式会社鹿野 代表取締役 鹿野 勇作 669-6102 兵庫県豊岡市城崎町桃島８０番地の５ 796323332 但馬(豊健)第182-248 令和3年6月1日
000028 7000105690 株式会社ミートリサーチ 668-0851 豊岡市今森４９７－１ 796346655 食肉販売業 一般 株式会社ミートリサーチ 代表取締役 桝田 竜也 668-0851 兵庫県豊岡市今森４９７－１ 796346655 但馬(豊健)第182-264 令和3年6月1日
000028 7000105752 城崎保養所　玄武 669-6101 豊岡市城崎町湯島７５ 796322631 食品製造業 不要許可一般 国家公務員共済組合（連） 理事長 松元 崇 102-0074 東京都千代田区九段南１－１－１０九段合同庁舎 332221841 平成23年3月14日
000028 7000105762 近畿大学内食堂 668-0065 豊岡市戸牧１６０ 796233924 乳類販売業 一般 株式会社丸中商事 代表取締役 542-0073 大阪府大阪市中央区日本橋一丁目１７－２０ 666361138 但馬(豊健)第182-228 令和3年6月1日
000028 7000105776 バザールタウン豊岡 メガ・フレッシュ館 668-0016 豊岡市宮島字上柳２６１番地１ 796220010 百貨店、総合スーパー 一般 株式会社さとう 代表取締役 佐藤 総二郎 620-0033 京都府福知山市上紺屋１５番地 773220001 但馬(豊健)第182-62 令和3年6月1日
000028 7000105810 木下商店 667-1354 美方郡香美町村岡区柤岡５４５ 796950279 食肉販売業 一般 木下 成子 但馬(豊健)第186-30 令和3年6月1日
000028 7000131222 とちせん 669-6821 美方郡新温泉町湯１２５０ 796920331 乳類販売業 一般 株式会社ニシムラ百貨店 代表取締役 西村 安代 669-6821 兵庫県美方郡新温泉町井土１６番地の１ 796921024 但馬(豊健)第182-67 令和3年6月1日
000028 7000131622 パーラートマト共有部 668-0013 豊岡市中陰６２１－１ 796245777 乳類販売業 自動販売機 コカ・コーラボトラーズジャパン株式会社 代表取締役 カリン ドラガン 107-6211 東京都港区赤坂九丁目７番１号 926418581 但馬(豊健)第182-58 令和3年6月1日
000028 7000132261 ファミリーマート日高町岩中店 669-5302 豊岡市日高町岩中６６９－１ 796432678 コンビニエンスストア 一般 西田 英男 但馬(豊健)第182-65 令和3年6月1日
000028 7000133052 浜坂温泉保養荘２階 669-6702 美方郡新温泉町浜坂小浜谷７７５ 796823645 乳類販売業 自動販売機 アシード株式会社 代表取締役 久保 一史 721-0957 広島県福山市箕島町５７２５－１ 849413311 但馬(豊健)第182-7 令和3年6月1日
000028 7000133766 こくふこども園 669-5327 豊岡市日高町野々庄９２９番地 796421717 集団給食（４）その他 集団給食 社会福祉法人こくふ保育園 理事長 溝尻 隆 669-5327 兵庫県豊岡市日高町野々庄９２９番地 796421717 但馬(豊健)第186-158 令和3年9月29日
000028 7000133796 メガ・ストック豊岡店　従業員食堂 668-0805 豊岡市船町３１８ コップ式自動販売機（自動洗浄・屋内設置）自動販売機株式会社アペックス西日本 代表取締役 森 吉平 550-0015 大阪府大阪市西区南堀江４丁目２５番２４号665359024 但馬(豊健)第186-342 令和4年2月28日



000028 7000133998 豊岡の風ショートステイ　ゆめゆめらいふ 668-0027 豊岡市若松町７番２５号 796221300 集団給食（４）その他 集団給食 社会福祉法人豊岡平聖福祉会 理事長 西垣 俊平 668-0027 兵庫県豊岡市若松町７番２５号 796221300 但馬(豊健)第186-159 令和3年9月29日
000028 7000134214 城崎こども園 669-6101 豊岡市城崎町湯島８０２－１ 796322269 集団給食（４）その他 集団給食 社会福祉法人城崎こども園 理事長 西垣 義弘 669-6101 兵庫県豊岡市城崎町湯島８０２－１ 796322269 但馬(豊健)第186-237 令和3年11月30日
000028 7000134421 湯快ﾘｿﾞｰﾄ株式会社湯村温泉三好屋１Ｆ 669-6821 美方郡新温泉町湯1671-3 796921212 乳類販売業 自動販売機 株式会社戸信 代表取締役 戸田 暖久 680-0915 鳥取県鳥取市緑ケ丘2丁目667-14 857245872 但馬(豊健)第182-94 令和3年6月1日
000028 7000134923 西日本旅客鉄道(株)　豊岡駅待合室 668-0031 豊岡市大手町３－２ コップ式自動販売機（自動洗浄・屋内設置）自動販売機株式会社アペックス西日本 代表取締役 森 吉平 550-0015 大阪府大阪市西区南堀江４丁目２５番２４号665359024 但馬(豊健)第182-299 令和3年6月1日
000028 7000135195 社会福祉法人北但社会福祉事業会 668-0054 豊岡市塩津町２番３７号 796244014 集団給食（４）その他 集団給食 社会福祉法人北但社会福祉事業会 理事長 関貫 久仁郎 668-0054 兵庫県豊岡市塩津町２番３７号 796244014 但馬(豊健)第186-148 令和3年9月13日
000028 7000135253 北前館　２Ｆロビー 669-6201 豊岡市竹野町竹野５０－２０ コップ式自動販売機（自動洗浄・屋内設置）自動販売機株式会社アペックス西日本 代表取締役 森 吉平 550-0015 大阪府大阪市西区南堀江４丁目２５番２４号665359024 但馬(豊健)第182-306 令和3年6月1日
000028 7000136124 道の駅「神鍋高原」 669-5372 豊岡市日高町栗栖野５９－１３ 796451331 百貨店、総合スーパー 一般 株式会社　日高振興公社 代表取締役 岡森 且哉 669-5372 兵庫県豊岡市日高町栗栖野５９－１３ 796451331 但馬(豊健)第186-18 令和3年6月1日
000028 7000136210 ﾊﾟﾅｿﾆｯｸｴﾚｸﾄﾛﾆｯｸﾃﾞﾊﾞｲｽ但馬㈱  新棟２Ｆ禁煙室668-0209 豊岡市出石町田多地１ コップ式自動販売機（自動洗浄・屋内設置）自動販売機株式会社アペックス西日本 代表取締役 森 吉平 550-0015 大阪府大阪市西区南堀江４丁目２５番２４号665359024 但馬(豊健)第186-60 令和4年8月25日
000028 7000136292 西脇一心堂 669-6943 美方郡新温泉町千谷１８０ 796930010 その他の食料・飲料販売業 一般 西脇 太仁 但馬(豊健)第182-255 令和3年6月1日
000028 7000136342 リフレッシュパークゆむら 669-6821 美方郡新温泉町湯１３７１ 796922002 乳類販売業 一般 株式会社　温泉町夢公社 代表取締役 猪坂 悦司 669-6821 兵庫県美方郡新温泉町湯１３７１番地 796922002 但馬(豊健)第182-91 令和3年6月1日
000028 7000137274 西浦政則 668-0841 豊岡市加陽１０９０ 796234036 食品製造業 不要許可一般 西浦 政則 平成24年10月23日
000028 7000137452 マクドナルド１７８豊岡店 668-0805 豊岡市船町３３２－１ 796245152 乳類販売業 一般 株式会社リ・クリエイト 代表取締役 青木 敏之 560-0085 大阪府豊中市上新田４丁目２６番１－２０５号 648637464 但馬(豊健)第182-238 令和3年6月1日
000028 7000138666 トマトデトマト 668-0013 豊岡市中陰６２１－１ 796245777 乳類販売業 自動販売機 コカ・コーラボトラーズジャパン株式会社 代表取締役 カリン ドラガン 107-6211 東京都港区赤坂九丁目７番１号 926418581 但馬(豊健)第182-76 令和3年6月1日
000028 7000138740 ストック豊岡店 668-0805 豊岡市船町３１８ 796240001 乳類販売業 自動販売機 コカ・コーラボトラーズジャパン株式会社 代表取締役 カリン ドラガン 107-6211 東京都港区赤坂九丁目７番１号 926418581 但馬(豊健)第182-77 令和3年6月1日
000028 7000138882 ほのぼの秋岡店 667-1533 美方郡香美町小代区秋岡１３４９ 796972847 その他の食料・飲料販売業 一般 出﨑 眞由美 但馬(豊健)第182-129 令和3年6月1日
000028 7000138894 ワールドカップ豊岡Ⅰ 668-0844 豊岡市土渕西野々１２０６ コップ式自動販売機（自動洗浄・屋内設置） 自動販売機 アシード株式会社 代表取締役 久保 一史 721-8577 広島県福山市箕島町５７２５－１ 857211211 但馬(豊健)第182-8 令和3年6月1日
000028 7000140362 マルヨシ商店 000-0000 豊岡市、香美町 野菜果物販売業 自動車 安田 与和 但馬(豊健)第186-324 令和4年1月27日
000028 7000141209 日和山観光株式会社　社員食堂 669-6122 豊岡市瀬戸１０９０ 796282500 集団給食（３）事業所 集団給食 日和山観光株式会社 代表取締役 西松 伸二 669-6122 兵庫県豊岡市瀬戸１０９０ 796282500 但馬(豊健)第186-198 令和3年10月20日
000028 7000142913 ファミリーマート　豊岡庄境店 668-0873 豊岡市庄境１１０２－１ 796268031 コンビニエンスストア 一般 中野 康夫 但馬(豊健)第182-146 令和3年6月1日
000028 7000143121 ＪＡたじま　肉の店　本店 669-6822 美方郡新温泉町細田１６０－１ 796922538 乳類販売業 一般 たじま農業協同組合 代表理事組合長 太田垣 哲男 668-0051 兵庫県豊岡市九日市上町５５０－１ 796246672 但馬(豊健)第182-71 令和3年6月1日
000028 7000143792 海鮮マーケット海の蔵 669-6546 美方郡香美町香住区七日市１３６－１ 796364601 その他の食料・飲料販売業 一般 株式会社蔵平水産 代表取締役 蔵野 恵三 669-6546 兵庫県美方郡香美町香住区七日市２１８ 796361235 但馬(豊健)第186-334 令和4年2月10日
000028 7000144622 JAたじま七釜デイサービスセンター 669-6741 美方郡新温泉町七釜６７８－２ 796826001 集団給食（４）その他 集団給食 たじま農業協同組合 代表理事組合長 太田垣 哲男 668-0051 兵庫県豊岡市九日市上町５５０－１ 796246001 但馬(豊健)第186-234 令和3年11月30日
000028 7000145063 神鍋温泉　ゆとろぎ 669-5372 豊岡市日高町栗栖野５９－１３ 796451515 乳類販売業 一般 株式会社日高振興公社 代表取締役 岡森 且哉 669-5372 兵庫県豊岡市日高町栗栖野５９－１３ 796451331 但馬(豊健)第186-19 令和3年6月1日
000028 7000146344 医療法人杏風会　浜坂七釜温泉病院 669-6741 美方郡新温泉町七釜９０４ 796821398 集団給食（２）病院・診療所 集団給食 医療法人杏風会 理事長 阪本 重之 669-6741 兵庫県美方郡新温泉町七釜９０４ 796821398 但馬(豊健)第186-160 令和3年9月29日
000028 7000146743 きよたき認定こども園 669-5368 豊岡市日高町山宮１３７４－５ 796450450 集団給食（４）その他 集団給食 社会福祉法人蓼川福祉会 理事長 井上 正治 669-5305 兵庫県豊岡市日高町祢布１００１－２ 796420169 但馬(豊健)第186-132 令和3年8月12日
000028 7000146807 四季の里とよおか 668-0013 豊岡市中陰３７６－６ 796268200 集団給食（４）その他 集団給食 株式会社　ケーエスケー・スマイルケア 代表取締役 余田 武則 668-0013 兵庫県豊岡市中陰３７６－６ 796268200 但馬(豊健)第186-139 令和3年9月7日
000028 7000148360 ドラッグジャパン豊岡船町店 668-0805 豊岡市船町３０２－１ 796346612 百貨店、総合スーパー 一般 株式会社スギ薬局 代表取締役 榊原 栄一 446-0056 愛知県安城市三河安城町１－８－４ 566736300 但馬(豊健)第182-104 令和3年6月1日
000028 7000149154 公立浜坂病院 669-6731 美方郡新温泉町二日市１８４－１ 796821611 乳類販売業 自動販売機 株式会社戸信 代表取締役 戸田 暖久 680-0915 鳥取県鳥取市緑ケ丘２丁目６６７番地１４ 857245872 但馬(豊健)第182-97 令和3年6月1日
000028 7000149422 ファミリーマート豊岡江本店 668-0854 豊岡市八社宮４３３－１ 796291247 コンビニエンスストア 一般 中野 康夫 但馬(豊健)第182-147 令和3年6月1日
000028 7000150189 豊岡シルバーステイ売店 668-0065 豊岡市戸牧１１３２－２豊岡シルバーステイ内 796293111 乳類販売業 一般 株式会社ニューライフ 代表取締役 大塚 由紀 669-1345 兵庫県三田市下相野３９４番地の１ 795684482 但馬(豊健)第182-227 令和3年6月1日
000028 7000150569 おもしろたのし　みえこども園 668-0811 豊岡市鎌田１１６番地 796240462 集団給食（４）その他 集団給食 社会福祉法人みえ福祉会 理事長 田口 廸生 668-0811 兵庫県豊岡市鎌田１１６番地 796240462 但馬(豊健)第186-91 令和3年6月17日
000028 7000150917 中家牛乳販売店 669-6702 美方郡新温泉町浜坂２３４０ 796820182 乳類販売業 一般 中家 和彦 但馬(豊健)第186-15 令和3年6月1日
000028 7000152879 産地冷蔵庫 669-6543 美方郡香美町香住区若松７５０ 796361812 その他 一般 但馬漁業協同組合 代表理事組合長 村瀬 晴好 669-6543 兵庫県美方郡香美町香住区若松７４７ 796361331 但馬(豊健)第182-23 令和3年6月1日
000028 7000153930 蓼川第二保育園 669-5313 豊岡市日高町鶴岡４５２－４ 796421122 集団給食（４）その他 集団給食 社会福祉法人蓼川福祉会 理事長 井上 正治 669-5341 兵庫県豊岡市日高町祢布１００１－２ 796420169 但馬(豊健)第186-130 令和3年8月12日
000028 7000154553 ローソン豊岡九日市店 668-0052 豊岡市九日市下町１６７ 796247177 コンビニエンスストア 一般 西田 泰代 但馬(豊健)第182-143 令和3年6月1日
000028 7000155057 カネカソーラーテック㈱第２工場  ２Ｆ食堂 668-0831 豊岡市神美台１５７－７４ 796295500 コップ式自動販売機（自動洗浄・屋内設置） 自動販売機 株式会社アペックス西日本 代表取締役 森 吉平 550-0015 大阪府大阪市西区南堀江４丁目２５番２４号 665359024 但馬(豊健)第182-294 令和3年6月1日
000028 7000155142 関西電力(株)豊岡営業所　３Ｆ休憩室 668-0044 豊岡市山王町７－３７ コップ式自動販売機（自動洗浄・屋内設置） 自動販売機 株式会社アペックス西日本 代表取締役 森 吉平 550-0015 大阪府大阪市西区南堀江４丁目２５番２４号 665359024 但馬(豊健)第182-275 令和3年6月1日
000028 7000155190 ミニストップ　豊岡木内店 668-0864 豊岡市木内５２ 796241556 コンビニエンスストア 一般 小田根 恵美 但馬(豊健)第182-105 令和3年6月1日
000028 7000155936 湯村温泉会館薬師湯の館内 669-6821 美方郡新温泉町湯１６０４ 796921081 乳類販売業 自動販売機 森田 政美 但馬(豊健)第186-26 令和3年6月1日
000028 7000157589 ファミリーマート城崎湯島店 669-6101 豊岡市城崎町湯島３７２－２ 796294123 コンビニエンスストア 一般 株式会社Ａｓｓｅｔｓ 代表取締役 岡 隆幸 669-6101 兵庫県豊岡市城崎町湯島３７２番地２ 796294123 但馬(豊健)第182-38 令和3年6月1日
000028 7000157999 チコマート　佐津店 669-6401 美方郡香美町香住区無南垣２８４－３ 796380864 コンビニエンスストア 一般 有限会社ハセナカ 代表取締役 中村 治 669-6401 兵庫県美方郡香美町香住区無南垣２８４ 796380864 但馬(豊健)第182-18 令和3年6月1日
000028 7000158230 村岡温泉　かいと 667-1316 美方郡香美町村岡区鹿田５１ 796981512 乳類販売業 自動販売機 中村 達男 但馬(豊健)第182-16 令和3年6月1日
000028 7000158805 但馬漁協ショッピングセンター 669-6543 美方郡香美町香住区若松７４８ 796361813 乳類販売業 一般 但馬漁業協同組合 代表理事組合長 村瀬 晴好 669-6543 兵庫県美方郡香美町香住区若松７４７ 796361331 但馬(豊健)第182-24 令和3年6月1日
000028 7000158934 コープデイズ豊岡２Ｆ休憩所 668-0023 豊岡市加広町７－３２ 乳類販売業 自動販売機 コカ・コーラボトラーズジャパン株式会社 代表取締役 カリン ドラガン 107-6211 東京都港区赤坂九丁目７番１号 926418581 但馬(豊健)第182-78 令和3年6月1日
000028 7000159186 グビガブ　スモーク 669-6115 豊岡市城崎町来日１２８ 796201888 食品製造業 不要許可一般 有限会社山本屋 代表取締役 高宮 浩之 669-6101 兵庫県豊岡市城崎町湯島６４３ 796322114 平成28年10月25日
000028 7000160396 但馬漁業協同組合 669-6201 豊岡市竹野町竹野４９－１６ 796471188 氷雪販売業 一般 但馬漁業協同組合 代表理事組合長 村瀬 晴好 669-6543 兵庫県美方郡香美町香住区若松７４７ 796361331 但馬(豊健)第182-266 令和3年6月1日
000028 7000160491 岡田商店 668-0012 豊岡市下陰６８１－１ 796220292 乳類販売業 一般 岡田 透 但馬(豊健)第182-226 令和3年6月1日
000028 7000160525 海の音 669-6201 豊岡市竹野町竹野３３９６－１ 796436888 食肉販売業 一般 株式会社Ｍｏｔｈｅｒ　Ｅａｒｔｈ 宮崎 秀平 669-6201 兵庫県豊岡市竹野町竹野３３９６－１ 796436888 但馬(豊健)第182-243 令和3年6月1日
000028 7000160696 山米 669-6747 美方郡新温泉町三谷字フシ上２２４－１ 796825028 その他の食料・飲料販売業 一般 有限会社山米鮮魚 代表取締役 山本 静夫 669-6702 兵庫県美方郡新温泉町浜坂９２９ 796825028 但馬(豊健)第182-246 令和3年6月1日
000028 7000160814 ローソン豊岡新堂店 668-0004 豊岡市新堂字坪井４７０番地の１ 796223460 コンビニエンスストア 一般 西田 泰代 但馬(豊健)第182-142 令和3年6月1日
000028 7000161073 ローソン豊岡下陰店 668-0012 豊岡市下陰６７５－１ 796245757 コンビニエンスストア 一般 西田 依里 但馬(豊健)第182-140 令和3年6月1日
000028 7000161150 マルワ豊岡加広店 668-0023 豊岡市加広町６－１３ 796232200 百貨店、総合スーパー 一般 株式会社マルワ渡辺水産 代表取締役 渡辺 隆一 669-6701 兵庫県美方郡新温泉町芦屋３６５番地 796825005 但馬(豊健)第182-108 令和3年6月1日
000028 7000161195 谷口正子 669-6725 美方郡新温泉町藤尾１３６－２ 796822879 食品製造業 不要許可一般 谷口 正子 平成29年3月14日
000028 7000162100 西村屋旅館　従業員休憩室 669-6101 豊岡市城崎町湯島４６９ コップ式自動販売機（自動洗浄・屋内設置）自動販売機株式会社アペックス西日本 代表取締役 森 吉平 550-0015 大阪府大阪市西区南堀江４丁目２５番２４号665359024 但馬(豊健)第182-289 令和3年6月1日
000028 7000162146 パナソニックエレクトロニックデバイス但馬(株)  ２Ｆ食堂 668-0209 豊岡市出石町田多地１ 796523181 コップ式自動販売機（自動洗浄・屋内設置） 自動販売機 株式会社アペックス西日本 代表取締役 森 吉平 550-0015 大阪府大阪市西区南堀江４丁目２５番２４号 665359024 但馬(豊健)第182-281 令和3年6月1日
000028 7000162164 アイティ管理組合法人１Ｆバックヤード 668-0031 豊岡市大手町４－５ 796220001 コップ式自動販売機（自動洗浄・屋内設置） 自動販売機 株式会社アペックス西日本 代表取締役 森 吉平 550-0015 大阪府大阪市西区南堀江４丁目２５番２４号 665359024 但馬(豊健)第182-300 令和3年6月1日
000028 7000162186 アイティ管理組合法人　２Ｆ広場 668-0031 豊岡市大手町４－５ 796242768 コップ式自動販売機（自動洗浄・屋内設置） 自動販売機 株式会社アペックス西日本 代表取締役 森 吉平 550-0015 大阪府大阪市西区南堀江４丁目２５番２４号 665359024 但馬(豊健)第182-301 令和3年6月1日
000028 7000162367 アイティ２Ｆ　広場ＰＰ 668-0031 豊岡市大手町４－５ 796221880 乳類販売業 自動販売機 コカ・コーラボトラーズジャパン株式会社 代表取締役 カリン ドラガン 107-6211 東京都港区赤坂九丁目７番１号 926418581 但馬(豊健)第182-79 令和3年6月1日
000028 7000163935 道の駅山陰海岸ジオパーク浜坂の郷 669-6745 美方郡新温泉町栃谷５７番地 796809010 百貨店、総合スーパー 一般 特産しんおんせん株式会社 代表取締役 中村 壽弘 669-6745 兵庫県美方郡新温泉町栃谷５７番地 796809010 但馬(豊健)第182-96 令和3年6月1日
000028 7000163958 出石精和園　第二成人寮・第三成人寮 668-0204 豊岡市出石町宮内１０３１番地 796523438 集団給食（４）その他 集団給食 社会福祉法人　兵庫県社会福祉事業団 理事長 藪本 訓弘 651-2134 兵庫県神戸市西区曙町１０７０番地 789295655 但馬(豊健)第186-88 令和3年6月16日
000028 7000164312 キコーナ豊岡店 668-0055 豊岡市昭和町６－１０ 796290777 乳類販売業 自動販売機 コカ・コーラボトラーズジャパン株式会社 代表取締役 カリン ドラガン 107-6211 東京都港区赤坂九丁目７番１号 926418581 但馬(豊健)第182-80 令和3年6月1日
000028 7000164826 (株)さとう豊岡従業員食堂 668-0031 豊岡市大手町４－５ 796220001 コップ式自動販売機（自動洗浄・屋内設置） 自動販売機 株式会社アペックス西日本 代表取締役 森 吉平 550-0015 大阪府大阪市西区南堀江４丁目２５番２４号 665359024 但馬(豊健)第182-302 令和3年6月1日
000028 7000164827 メルコパワーデバイス株式会社　豊岡工場食堂668-0831 豊岡市神美台７ コップ式自動販売機（自動洗浄・屋内設置）自動販売機株式会社アペックス西日本 代表取締役 森 吉平 550-0015 大阪府大阪市西区南堀江４丁目２５番２４号665359024 但馬(豊健)第186-86 令和4年11月18日
000028 7000164828 株式会社北星社２Ｆ 668-0061 豊岡市上佐野１６２０ コップ式自動販売機（自動洗浄・屋内設置）自動販売機株式会社アペックス西日本 代表取締役 森 吉平 550-0015 大阪府大阪市西区南堀江４丁目２５番２４号665359024 但馬(豊健)第186-87 令和4年11月18日
000028 7000164829 株式会社北星社３Ｆ 668-0061 豊岡市上佐野１６２０ コップ式自動販売機（自動洗浄・屋内設置）自動販売機株式会社アペックス西日本 代表取締役 森 吉平 550-0015 大阪府大阪市西区南堀江４丁目２５番２４号665359024 但馬(豊健)第186-88 令和4年11月18日
000028 7000165941 矢田川温泉 669-6553 美方郡香美町香住区三谷７５４ 796371126 乳類販売業 自動販売機 佐藤 守 但馬(豊健)第182-124 令和3年6月1日
000028 7000166007 ゆ～らく館 669-6741 美方郡新温泉町七釜５２４ 796831526 乳類販売業 自動販売機 佐藤 守 但馬(豊健)第182-88 令和3年6月1日
000028 7000166103 フレッシュ・ゴー 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市明石市及び西宮市を除く) その他の食料・飲料販売業 自動車 株式会社さとうフレッシュフロンティア 代表取締役 佐藤 総二郎 668-0063 兵庫県豊岡市正法寺１０５番地 796230333 但馬(豊健)第182-115 令和3年6月1日
000028 7000166166 西村屋招月庭 669-6101 豊岡市城崎町湯島１０１６－２ コップ式自動販売機（自動洗浄・屋内設置）自動販売機株式会社アペックス西日本 代表取締役 森 吉平 550-0015 大阪府大阪市西区南堀江４丁目２５番２４号665359024 但馬(豊健)第186-103 令和5年2月20日
000028 7000166169 パーラートマト　パート１　ホール 668-0013 豊岡市中陰６２１－１ コップ式自動販売機（自動洗浄・屋内設置）自動販売機株式会社アペックス西日本 代表取締役 森 吉平 550-0015 大阪府大阪市西区南堀江４丁目２５番２４号665359024 但馬(豊健)第186-104 令和5年2月20日
000028 7000166948 コープデイズ豊岡1Fコミュニケーションスペース668-0023 豊岡市加広町７－３２ コップ式自動販売機（自動洗浄・屋内設置）自動販売機株式会社アペックス西日本 代表取締役 森 吉平 550-0015 大阪府大阪市西区南堀江四丁目２５番２４号665359024 但馬(豊健)第182-267 令和3年6月1日
000028 7000166949 コープデイズ豊岡　２Ｆ 668-0023 豊岡市加広町７－３２ コップ式自動販売機（自動洗浄・屋内設置）自動販売機株式会社アペックス西日本 代表取締役 森 吉平 550-0015 大阪府大阪市西区南堀江４丁目２５番２４号665359024 但馬(豊健)第182-268 令和3年6月1日
000028 7000167189 兵庫トヨタ自動車株式会社　豊岡店 668-0052 豊岡市九日市下町９５－１ コップ式自動販売機（自動洗浄・屋内設置）自動販売機株式会社アペックス西日本 代表取締役 森 吉平 550-0015 大阪府大阪市西区南堀江四丁目２５番２４号665359024 但馬(豊健)第182-273 令和3年6月1日
000028 7000167561 八塩 669-6201 豊岡市竹野町竹野７３５ 796204256 食肉販売業 一般 塩見 達生 但馬(豊健)第182-241 令和3年6月1日
000028 7000167622 コープデイズ豊岡従食 668-0023 豊岡市加広町７－３２ コップ式自動販売機（自動洗浄・屋内設置）自動販売機株式会社アペックス西日本 代表取締役 森 吉平 550-0015 大阪府大阪市西区南堀江４丁目２５番２４号665359024 但馬(豊健)第182-269 令和3年6月1日
000028 7000167627 豊岡南警察署 668-0055 豊岡市昭和町７－５ コップ式自動販売機（自動洗浄・屋内設置）自動販売機株式会社アペックス西日本 代表取締役 森 吉平 550-0015 大阪府大阪市西区南堀江４丁目２５番２４号665359024 但馬(豊健)第182-285 令和3年6月1日
000028 7000167629 コープデイズ豊岡　１Ｆ 668-0023 豊岡市加広町７－３２ コップ式自動販売機（自動洗浄・屋内設置）自動販売機株式会社アペックス西日本 代表取締役 森 吉平 550-0015 大阪府大阪市西区南堀江４丁目２５番２４号665359024 但馬(豊健)第182-270 令和3年6月1日
000028 7000168352 道の駅　村岡ファームガーデン 667-1321 美方郡香美町村岡区大糠３２－１ 796981130 その他の食料・飲料販売業 一般 株式会社むらおか振興公社 代表取締役 西村 学 667-1347 兵庫県美方郡香美町村岡区和池字大澤７０９ 796961187 但馬(豊健)第182-53 令和3年6月1日
000028 7000168615 よどや旅館 669-6216 豊岡市竹野町切浜６２１－２ 796471434 食肉販売業 一般 株式会社よどや 代表取締役 宮崎 卓二 669-6216 兵庫県豊岡市竹野町切浜６２１－２ 796471434 但馬(豊健)第182-244 令和3年6月1日
000028 7000168714 株式会社ハマダセイ 669-6541 美方郡香美町香住区境１１２４－７ 796208760 食肉販売業 一般 株式会社ハマダセイ 代表取締役 島﨑 誠 669-6541 兵庫県美方郡香美町香住区境１１２４番地 796360668 但馬(豊健)第182-260 令和3年6月1日
000028 7000168917 たんたん温泉 668-0334 豊岡市但東町坂野４７０ コップ式自動販売機（自動洗浄・屋内設置）自動販売機株式会社アペックス西日本 代表取締役 森 吉平 550-0015 大阪府大阪市西区南堀江４丁目２５番２４号665359024 但馬(豊健)第182-305 令和3年6月1日
000028 7000168931 日産但馬販売(株)豊岡店 668-0052 豊岡市九日市下町１６９－５ コップ式自動販売機（自動洗浄・屋内設置）自動販売機株式会社アペックス西日本 代表取締役 森 吉平 550-0015 大阪府大阪市西区南堀江四丁目２５番２４号665359024 但馬(豊健)第182-272 令和3年6月1日
000028 7000169280 兵庫県立香住高等学校　寄宿舎 669-6563 美方郡香美町香住区矢田１９－５ 796362921 集団給食（４）その他 集団給食 兵庫県立香住高等学校 校長 田中 一範 669-6563 兵庫県美方郡香美町香住区矢田４０－１ 796361181 但馬(豊健)第186-204 令和3年11月9日
000028 7000169843 深山楽亭 669-6101 豊岡市城崎町湯島１０１１ 796322855 コップ式自動販売機（自動洗浄・屋内設置） 自動販売機 株式会社コーシン 代表取締役 谷内 篤 921-8802 石川県野々市市押野２丁目２１６番地 762943700 但馬(豊健)第182-317 令和3年6月1日
000028 7000170072 豊岡市役所　２Ｆリフレッシュコーナー 668-0033 豊岡市中央町２番４号 796231116 コップ式自動販売機（自動洗浄・屋内設置） 自動販売機 株式会社アペックス西日本 代表取締役 森 吉平 550-0015 大阪府大阪市西区南堀江４丁目２５番２４号 665359024 但馬(豊健)第182-307 令和3年6月1日
000028 7000170073 豊岡市役所　４Ｆリフレッシュコーナー 668-0033 豊岡市中央町２番４号 796231116 コップ式自動販売機（自動洗浄・屋内設置） 自動販売機 株式会社アペックス西日本 代表取締役 森 吉平 550-0015 大阪府大阪市西区南堀江４丁目２５番２４号 665359024 但馬(豊健)第182-308 令和3年6月1日
000028 7000170074 豊岡市役所　６Ｆリフレッシュコーナー 668-0033 豊岡市中央町２番４号 796231116 コップ式自動販売機（自動洗浄・屋内設置） 自動販売機 株式会社アペックス西日本 代表取締役 森 吉平 550-0015 大阪府大阪市西区南堀江４丁目２５番２４号 665359024 但馬(豊健)第182-309 令和3年6月1日
000028 7000170075 アイティ２Ｆ休憩所 668-0031 豊岡市大手町４－５ 796220001 コップ式自動販売機（自動洗浄・屋内設置） 自動販売機 株式会社アペックス西日本 代表取締役 森 吉平 550-0015 大阪府大阪市西区南堀江４丁目２５番２４号 665359024 但馬(豊健)第182-303 令和3年6月1日
000028 7000170590 みなと保育園 669-6542 美方郡香美町香住区一日市１５６ー１ 796361053 集団給食（４）その他 集団給食 社会福祉法人光明福祉会 理事長 伊藤 無學 669-6542 兵庫県美方郡香美町香住区一日市１５６ー１ 796361053 但馬(豊健)第186-236 令和3年11月30日
000028 7000170767 ＵＦＯ豊岡店 668-0061 豊岡市上佐野１４１７ 796228500 コップ式自動販売機（自動洗浄・屋内設置） 自動販売機 アシード株式会社 代表取締役 久保 一史 721-0957 広島県福山市箕島町５７２５－１ 857211211 但馬(豊健)第182-9 令和3年6月1日
000028 7000172277 社会福祉法人宝樹福祉会　宝樹保育園 667-1311 美方郡香美町村岡区村岡３０３０－１ 796809013 集団給食（４）その他 集団給食 社会福祉法人　宝樹福祉会 理事長 西村 蓮希 667-1311 兵庫県美方郡香美町村岡区村岡３０３０－１ 796809013 但馬(豊健)第186-161 令和3年9月29日
000028 7000172379 香美町庁舎 669-6544 美方郡香美町香住区香住８７０－１ 796361111 コップ式自動販売機（自動洗浄・屋内設置） 自動販売機 株式会社コーシン 代表取締役 谷内 篤 921-8802 石川県野々市市押野２丁目２１６番地 762943700 但馬(豊健)第182-316 令和3年6月1日
000028 7000172398 株式会社　豊岡紙器 668-0831 豊岡市神美台１２番 796260101 コップ式自動販売機（自動洗浄・屋内設置） 自動販売機 株式会社アペックス西日本 代表取締役 森 吉平 550-0015 大阪府大阪市西区南堀江４丁目２５番２４号 665359024 但馬(豊健)第182-292 令和3年6月1日
000028 7000172491 ネクサス化成株式会社 668-0241 豊岡市出石町寺坂１０００ 796525681 コップ式自動販売機（自動洗浄・屋内設置） 自動販売機 株式会社アペックス西日本 代表取締役 森 吉平 550-0015 大阪府大阪市西区南堀江４丁目２５番２４号 665359024 但馬(豊健)第182-278 令和3年6月1日
000028 7000172492 但馬ＴＳＫ㈱　手前（ホーマーⅡ工場） 668-0242 豊岡市出石町桐野１１５０ 796522339 コップ式自動販売機（自動洗浄・屋内設置） 自動販売機 株式会社アペックス西日本 代表取締役 森 吉平 550-0015 大阪府大阪市西区南堀江４丁目２５番２４号 665359024 但馬(豊健)第182-277 令和3年6月1日
000028 7000172497 株式会社　川見建設 668-0221 豊岡市出石町町分２５２ 796523500 コップ式自動販売機（自動洗浄・屋内設置） 自動販売機 株式会社アペックス西日本 代表取締役 森 吉平 550-0015 大阪府大阪市西区南堀江４丁目２５番２４号 665359024 但馬(豊健)第182-279 令和3年6月1日
000028 7000172944 ローソン豊岡福田店 668-0084 豊岡市福田１５２１－１ 796230390 コンビニエンスストア 一般 西田 依里 但馬(豊健)第182-141 令和3年6月1日
000028 7000173664 アイティ　１Ｆ休憩所（東玄関） 668-0031 豊岡市大手町４－５ 796242768 コップ式自動販売機（自動洗浄・屋内設置） 自動販売機 株式会社アペックス西日本 代表取締役 森 吉平 550-0015 大阪府大阪市西区南堀江４丁目２５番２４号 665359024 但馬(豊健)第182-304 令和3年6月1日



000028 7000174023 豊岡市役所本庁舎１階 668-0033 豊岡市中央町２番４号 796231116 コップ式自動販売機（自動洗浄・屋内設置） 自動販売機 株式会社アペックス西日本 代表取締役 森 吉平 550-0015 大阪府大阪市西区南堀江４丁目２５番２４号 665359024 但馬(豊健)第182-310 令和3年6月1日
000028 7000174176 ティ・ケィフーズサービス（株） 669-5326 豊岡市日高町池上１０５－１ 796420501 コップ式自動販売機（自動洗浄・屋内設置） 自動販売機 株式会社アペックス西日本 代表取締役 森 吉平 550-0015 大阪府大阪市西区南堀江４丁目２５番２４号 665359024 但馬(豊健)第182-311 令和3年6月1日
000028 7000174869 生活共同組合コープこうべ  コープデイズ豊岡荷受 668-0023 豊岡市加広町７－３２ 796235000 コップ式自動販売機（自動洗浄・屋内設置） 自動販売機 株式会社アペックス西日本 代表取締役 森 吉平 550-0015 大阪府大阪市西区南堀江４丁目２５番２４号 665359024 但馬(豊健)第182-271 令和3年6月1日
000028 7000174881 四季の旅 669-6115 豊岡市城崎町来日２０５－１ 食肉販売業 一般 岡原 淳 但馬(豊健)第182-242 令和3年6月1日
000028 7000175341 ローソン香美町香住店 669-6544 美方郡香美町香住区香住１１７７－１ 796365500 コンビニエンスストア 一般 佐藤 一路 但馬(豊健)第182-120 令和3年6月1日
000028 7000175633 ＊ 668-0012 豊岡市下陰２５４－３ 796221340 食品製造業 不要許可一般 後藤 政雄 令和2年1月20日
000028 7000175745 Senco-ya（仙古屋） 669-6544 美方郡香美町香住区香住１６１２ その他の食料品製造・加工業 一般 北村 栄三郎 但馬(豊健)第186-31 令和4年5月31日
000028 7000175895 香住鉱泉 669-6544 美方郡香美町香住区香住８６１－３ 796360272 乳類販売業 その他 國冨 俊志 但馬(豊健)第182-121 令和3年6月1日
000028 7000175980 株式会社ダイナム信頼の森兵庫豊岡店 668-0815 豊岡市日撫字ナンゴ２８６番地の２ 796293271 コップ式自動販売機（自動洗浄・屋内設置） 自動販売機 株式会社アペックス西日本 代表取締役 森 吉平 550-0015 大阪府大阪市西区南堀江４丁目２５番２４号 665359024 但馬(豊健)第182-313 令和3年6月1日
000028 7000176074 ローソン湯村温泉店 669-6821 美方郡新温泉町湯１０２４番地の１ コンビニエンスストア 一般 株式会社　ローソン 代表取締役 竹増 貞信 141-0032 東京都品川区大崎1丁目11番2号 366353963 但馬(豊健)第182-69 令和3年6月1日
000028 7000176214 ローソン香住バイパス店 669-6544 美方郡香美町香住区香住字五反田９０４－１ 796391717 コンビニエンスストア 一般 佐藤 一路 但馬(豊健)第182-122 令和3年6月1日
000028 7000176326 ローソン香美町和田店 667-1367 美方郡香美町村岡区和田２６９ コンビニエンスストア 一般 中田 幸一 但馬(豊健)第182-136 令和3年6月1日
000028 7000176386 湯快リゾート株式会社湯村温泉三好屋７Ｆ 669-6821 美方郡新温泉町湯１６７１－３ 796921212 乳類販売業 自動販売機 株式会社戸信 戸田 暖久 680-0915 鳥取県鳥取市緑ケ丘２丁目６６７－１４ 857245872 但馬(豊健)第182-95 令和3年6月1日
000028 7000176669 こうのとりの森保育園 668-0046 豊岡市立野町１４－１０ 796378440 集団給食（４）その他 集団給食 モリ・プランズ株式会社 代表取締役 吉盛 文彦 668-0033 兵庫県豊岡市中央町１８番８号 796378870 但馬(豊健)第186-144 令和3年9月14日
000028 7000177034 こうのとり風土セントラルファーム 668-0085 豊岡市宮井１２３０ 796290808 食肉販売業 一般 こうのとり風土合同会社 代表社員 綿田 謙 668-0085 兵庫県豊岡市宮井１３８ 796290808 但馬(豊健)第182-265 令和3年6月1日
000028 7000177050 城崎温泉旅館協同組合 669-6101 豊岡市城崎町湯島７８ 796324141 コップ式自動販売機（自動洗浄・屋内設置） 自動販売機 株式会社アペックス西日本 代表取締役 森 吉平 550-0015 大阪府大阪市西区南堀江四丁目25番24番 665359024 但馬(豊健)第182-290 令和3年6月1日
000028 7000177086 こすもホール日高 669-5313 豊岡市日高町鶴岡398-1 796425909 コップ式自動販売機（自動洗浄・屋内設置） 自動販売機 株式会社アペックス西日本 代表取締役 森 吉平 550-0015 大阪府大阪市西区南堀江四丁目25番24号 665359024 但馬(豊健)第182-312 令和3年6月1日
000028 7000177094 兵庫県立出石高等学校 668-0211 豊岡市出石町下谷３５－１ 796523131 コップ式自動販売機（自動洗浄・屋内設置） 自動販売機 株式会社アペックス西日本 代表取締役 森 吉平 550-0015 大阪府大阪市西区南堀江四丁目２５番２４号 665359024 但馬(豊健)第182-276 令和3年6月1日
000028 7000177193 出石精和園　成人寮 668-0261 豊岡市出石町荒木１３００番地 796524811 集団給食（４）その他 集団給食 社会福祉法人兵庫県社会福祉事業団 理事長 藪本 訓弘 651-2134 兵庫県神戸市西区曙町１０７０ 789295655 但馬(豊健)第186-89 令和3年6月16日
000028 7000177696 山米 669-6747 美方郡新温泉町三谷字フシ上２２４－１ 796825028 食品製造業 不要許可一般 有限会社山米鮮魚 代表取締役 山本 静夫 669-6702 兵庫県美方郡新温泉町浜坂９２９ 796825028 令和2年7月14日
000028 7000177815 山本　勇 669-6745 美方郡新温泉町栃谷６８２ 769822634 食品製造業 不要許可一般 山本 勇 令和2年7月28日
000028 7000177985 川口屋リバーサイドホテル 669-6101 豊岡市城崎町湯島８８０－１ 796322611 コップ式自動販売機（自動洗浄・屋内設置） 自動販売機 株式会社アペックス西日本 代表取締役 森 吉平 550-0015 大阪府大阪市西区南堀江４丁目２５番２４号 665359024 但馬(豊健)第182-291 令和3年6月1日
000028 7000177998 フレッシュ・ゴー　８号車 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) その他の食料・飲料販売業 自動車 株式会社さとう 代表取締役社長 佐藤 総二郎 620-8503 京都府福知山市字上紺屋１５番地 773220001 但馬(豊健)第182-113 令和3年6月1日
000028 7000178707 ワールドカップ豊岡Ⅱ 668-0844 豊岡市土渕１２０６ 796233408 コップ式自動販売機（自動洗浄・屋内設置） 自動販売機 アシード株式会社 代表取締役 久保 一史 721-0957 広島県福山市箕島町５７２５－１ 849828800 但馬(豊健)第182-10 令和3年6月1日
000028 7000178940 西山畜産 667-1363 美方郡香美町村岡区味取１００３ 食肉販売業 一般 西山 秀二 但馬(豊健)第182-252 令和3年6月1日
000028 7000178953 パナソニック但馬２Ｆ食堂 668-0209 豊岡市出石町田多地１ 796523181 コップ式自動販売機（自動洗浄・屋内設置） 自動販売機 株式会社アペックス西日本 代表取締役 森 吉平 550-0015 大阪府大阪市西区南堀江４丁目２５番２４号 665359024 但馬(豊健)第182-282 令和3年6月1日
000028 7000179106 エフ　カフェ 669-6122 豊岡市瀬戸２０２－５ 食肉販売業 一般 有限会社　ワイズエンタープライズ 取締役 中道 陽子 668-0861 兵庫県豊岡市大篠岡７１２－８ 796249614 但馬(豊健)第182-259 令和3年6月1日
000028 7000179108 ミニストップ豊岡正法寺店 668-0063 豊岡市正法寺５９９－１ 796245117 コンビニエンスストア 一般 小田根 恵美 但馬(豊健)第182-106 令和3年6月1日
000028 7000179139 湯村温泉　魚と屋 669-6821 美方郡新温泉町湯１５９９－１ 796920155 乳類販売業 自動販売機 白バラ商事株式会社 代表取締役 平野 佳延 683-0005 鳥取県米子市中島１丁目１番５号 859337221 但馬(豊健)第182-93 令和3年6月1日
000028 7000179333 デイサービス　ハートの木 668-0033 豊岡市中央町７－１１ 796223366 集団給食（４）その他 集団給食 株式会社ＳＡＧＡＷＡ 代表取締役 佐川 雅彦 668-0033 兵庫県豊岡市中央町２４ 796223366 但馬(豊健)第186-157 令和3年9月28日
000028 7000179378 さとう豊岡店 668-0031 豊岡市大手町４－５ 796220001 自動販売機（要届出のコップ式自動販売機及び要許可を除く） 自動販売機 株式会社さとう 代表取締役 佐藤 総二郎 620-8503 京都府福知山市字上紺屋１５ 773220001 但馬(豊健)第186-97-2 令和3年6月25日
000028 7000179392 ＊ 669-6701 美方郡新温泉町芦屋 食品製造業 不要許可一般 松岡 忠雄 令和3年1月12日
000028 7000179696 カネカソーラーテック㈱第１工場  ２Ｆ食堂 668-0831 豊岡市神美台１５７－７４ 796295500 コップ式自動販売機（自動洗浄・屋内設置） 自動販売機 株式会社アペックス西日本 代表取締役 森 吉平 550-0015 大阪府大阪市西区南堀江４丁目２５番２４号 665359024 但馬(豊健)第182-295 令和3年6月1日
000028 7000179697 近畿大学豊岡短期大学　食堂Ｎｏ.２ 668-0065 豊岡市戸牧１６０ 796226361 コップ式自動販売機（自動洗浄・屋内設置） 自動販売機 株式会社アペックス西日本 代表取締役 森 吉平 550-0015 大阪府大阪市西区南堀江４丁目２５番２４号 665359024 但馬(豊健)第182-274 令和3年6月1日
000028 7000179713 (株)誠工社　神美事業所  組立工場自販機コーナー 668-0831 豊岡市神美台１５７－３５ 796228888 コップ式自動販売機（自動洗浄・屋内設置） 自動販売機 株式会社アペックス西日本 代表取締役 森 吉平 550-0015 大阪府大阪市西区南堀江４丁目２５番２４号 665359024 但馬(豊健)第182-293 令和3年6月1日
000028 7000179743 ﾊﾟﾅｿﾆｯｸｴﾚｸﾄﾛﾆｯｸﾃﾞﾊﾞｲｽｼﾞｬﾊﾟﾝ㈱  旧棟２Ｆ禁煙休憩室 668-0209 豊岡市出石町田多地１番地 796523181 コップ式自動販売機（自動洗浄・屋内設置） 自動販売機 株式会社アペックス西日本 代表取締役 森 吉平 550-0015 大阪府大阪市西区南堀江４丁目２５番２４号 665359024 但馬(豊健)第182-284 令和3年6月1日
000028 7000180278 但馬魚市場株式会社　通路 668-0052 豊岡市福田１２１ 796244114 コップ式自動販売機（自動洗浄・屋内設置） 自動販売機 株式会社アペックス西日本 代表取締役 森 吉平 550-0015 大阪府大阪市西区南堀江４丁目２５番２４号 665359024 但馬(豊健)第182-314 令和3年6月1日
000028 7000180366 小代認定こども園 667-1522 美方郡香美町小代区実山６８ 796972039 集団給食（４）その他 集団給食 香美町 町長 浜上 勇人 669-6544 兵庫県美方郡香美町香住区香住８７０－１ 796940101 但馬(豊健)第186-2 令和3年6月1日
000028 7000180374 トヨオカ自動車工業株式会社 668-0057 豊岡市弥栄町１－５１ 120239246 コップ式自動販売機（自動洗浄・屋内設置） 自動販売機 株式会社アペックス西日本 代表取締役 森 吉平 550-0015 大阪府大阪市西区南堀江４丁目２５番２４号 665359024 但馬(豊健)第182-315 令和3年6月1日
000028 7000180734 メイワパックス２Ｆ 668-0272 豊岡市出石町鳥居１０７７ コップ式自動販売機（自動洗浄・屋内設置） 自動販売機 株式会社アペックス西日本 代表取締役 森 吉平 550-0015 大阪府大阪市西区南堀江４丁目２５番２４号 665359024 但馬(豊健)第182-280 令和3年6月1日
000028 7000181279 小出商店 669-6541 美方郡香美町香住区境１０２７ 796360312 魚介類販売業 一般 小出 順子 但馬(豊健)第186-82 令和3年6月17日
000028 7000181280 小出商店 669-6541 美方郡香美町香住区境１０２７ 796360312 食肉販売業 一般 小出 順子 但馬(豊健)第186-82 令和3年6月17日
000028 7000181281 小出商店 669-6541 美方郡香美町香住区境１０２７ 796360312 乳類販売業 一般 小出 順子 但馬(豊健)第186-82 令和3年6月17日
000028 7000181285 いぐち 667-1503 美方郡香美町小代区大谷１２３－１ 796972055 食肉販売業 一般 向谷 まつみ 但馬(豊健)第186-83 令和3年6月17日
000028 7000181286 いぐち 667-1503 美方郡香美町小代区大谷１２３－１ 796972055 乳類販売業 一般 向谷 まつみ 但馬(豊健)第186-83 令和3年6月17日
000028 7000181289 浜坂漁業協同組合 諸寄支所　貯氷庫 669-6753 美方郡新温泉町諸寄３２２８ 796821140 氷雪販売業 一般 浜坂漁業協同組合 代表理事 川越 一男 669-6701 兵庫県美方郡新温泉町芦屋６６３－１ 796823020 但馬(豊健)第186-81-1 令和3年6月17日
000028 7000181291 浜坂漁業協同組合　居組貯氷庫 669-6751 美方郡新温泉町居組３２１－２ 796823851 氷雪販売業 一般 浜坂漁業協同組合 代表理事組合長 川越 一男 669-6701 兵庫県美方郡新温泉町芦屋６６３番地の１ 796823020 但馬(豊健)第186-81-2 令和3年6月17日
000028 7000181293 浜坂漁業協同組合　三尾貯氷庫 669-6715 美方郡新温泉町三尾２９６ 796823020 氷雪販売業 一般 浜坂漁業協同組合 代表理事組合長 川越 一男 669-6701 兵庫県美方郡新温泉町芦屋６６３番地の１ 796823020 但馬(豊健)第186-81-3 令和3年6月17日
000028 7000181558 但馬東洋珈琲 669-5302 豊岡市日高町岩中２１３－１５ 796421481 コーヒー（飲料を除く）製造・加工業 一般 北村 慎 但馬(豊健)第186-3 令和3年6月1日
000028 7000181559 大森弘　　自宅 669-6725 美方郡新温泉町藤尾１２９－１ 796822876 その他の食料品製造・加工業 一般 大森 弘 但馬(豊健)第186-10 令和3年6月1日
000028 7000181576 きのいえ 669-6101 豊岡市城崎町湯島１６６ 796322112 魚介類販売業 一般 進藤 大資 但馬(豊健)第186-86 令和3年6月15日
000028 7000181588 湯村温泉とみや 669-6821 美方郡新温泉町湯２０６－１ 796939999 乳類販売業 自動販売機 株式会社マルワ渡辺水産 代表取締役 渡辺 隆一 669-6714 兵庫県美方郡新温泉町芦屋３６５ 796825005 但馬(豊健)第186-101 令和3年6月30日
000028 7000181598 有限会社　井戸養蜂場 668-0842 豊岡市中郷１６３０ 796225578 その他の食料品製造・加工業 一般 有限会社　井戸養蜂場 代表取締役 井戸 博之 668-0842 兵庫県豊岡市中郷１６３０ 796225578 但馬(豊健)第181-1 令和3年6月1日
000028 7000181603 岸本養蜂場 669-6716 美方郡新温泉町和田５３０ 796822113 その他の食料品製造・加工業 一般 岸本 康則 但馬(豊健)第181-2 令和3年6月1日
000028 7000181604 山本ナリ子 000-0000 豊岡市 行商 一般 山本 ナリ子 但馬(豊健)第181-3 令和3年6月1日
000028 7000181608 伊藤美鈴 000-0000 豊岡市、朝来市 行商 一般 伊藤 美鈴 但馬(豊健)第181-4 令和3年6月1日
000028 7000181616 有限会社　川丈 669-6753 美方郡新温泉町諸寄２７４－１５ 796821156 海藻製造・加工業 一般 有限会社　川丈 安本 弘 669-6753 兵庫県美方郡新温泉町諸寄２７４－１５ 796821156 但馬(豊健)第186-39 令和3年6月1日
000028 7000181619 塚本和男 668-0816 豊岡市法花寺８６７ その他の食料品製造・加工業 一般 塚本 和男 但馬(豊健)第186-90 令和3年6月16日
000028 7000181796 うづかの森 668-0225 豊岡市出石町八木９０－１ その他の食料・飲料販売業 一般 株式会社西村工務店 代表取締役 西村 昌樹 667-1341 兵庫県美方郡香美町村岡区森脇４００ 但馬(豊健)第186-102 令和3年7月15日
000028 7000181943 株式会社　森昌食品 669-6722 美方郡新温泉町高末字要ヶ池７－２４ 796821425 その他の食料品製造・加工業 一般 株式会社　森昌食品 代表取締役 中井 修 669-6702 兵庫県美方郡新温泉町浜坂２１０１－９ 796824466 但馬(豊健)第186-113 令和3年7月20日
000028 7000181960 いろりダイニング三國 669-6101 豊岡市城崎町湯島２１９ 796324870 食肉販売業 一般 株式会社イースリー 代表取締役 田岡 聖司 669-6101 兵庫県豊岡市城崎町湯島２１９ 796324870 但馬(豊健)第182-1 令和3年6月1日
000028 7000181966 株式会社但馬ヘビック 669-6821 美方郡新温泉町湯１１４１番地 食肉販売業 一般 株式会社但馬へビック 代表取締役 朝野 浩昌 669-6821 兵庫県美方郡新温泉町湯１１５３番地 但馬(豊健)第186-111 令和3年7月26日
000028 7000181996 チャイルドハウスこども園 668-0012 豊岡市下陰字西浅黒５番地 796293900 集団給食（４）その他 集団給食 社会福祉法人豊友会 理事長 大岡 豊 668-0012 兵庫県豊岡市下陰字西浅黒５番地 796220755 但馬(豊健)第186-114 令和3年7月29日
000028 7000182043 太田　和子 668-0331 豊岡市但東町木村２７４ 796560022 その他の食料品製造・加工業 一般 太田 和子 但馬(豊健)第186-119 令和3年7月29日
000028 7000182066 アートチャイルドケア豊岡こうのとり保育園 668-0852 豊岡市江本３５-７ 796223550 集団給食（４）その他 集団給食 アートチャイルドケア株式会社 代表取締役 村田 省三 140-0002 東京都品川区東品川１－３－１０ 354610123 但馬(豊健)第186-120 令和3年7月30日
000028 7000182078 ヒグラシ珈琲 668-0032 豊岡市千代田町１－５ コーヒー（飲料を除く）製造・加工業 一般 株式会社ヒグラシ珈琲 代表取締役 山根 知也 668-0032 兵庫県豊岡市千代田町１－５ 796222955 但馬(豊健)第181-6 令和3年6月1日
000028 7000182145 株式会社タニー・パック 669-5341 豊岡市日高町国分寺３７８－１ 796421245 器具・容器包装の製造・加工業 一般 株式会社タニー・パック 代表取締役 谷本 大地 669-5341 兵庫県豊岡市日高町国分寺３７８－１ 796421245 但馬(豊健)第186-60 令和3年6月1日
000028 7000182148 ＴＯＴＯＭＡ 668-0006 豊岡市森津７６３ 796265510 魚介類販売業 一般 有限会社　森廣 代表取締役 森 久明 669-6544 兵庫県美方郡香美町香住区香住１番地 796360758 但馬(豊健)第186-73 令和3年6月1日
000028 7000182149 有限会社森廣（ＴＯＴＯＭＡ） 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 魚介類販売業 自動車 有限会社　森廣 代表取締役 森 久明 669-6544 兵庫県美方郡香美町香住区香住１ 796360758 但馬(豊健)第186-72 令和3年6月1日
000028 7000182150 有限会社　森廣 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 魚介類販売業 自動車 有限会社　森廣 代表取締役 森 久明 669-6544 兵庫県美方郡香美町香住区香住１ 796360758 但馬(豊健)第186-75 令和3年6月1日
000028 7000182151 有限会社　森廣 669-6544 美方郡香美町香住区香住１番地 796360758 その他 一般 有限会社　森廣 代表取締役 森 久明 669-6544 兵庫県美方郡香美町香住区香住１番地 796360758 但馬(豊健)第186-74 令和3年6月1日
000028 7000182213 特別養護老人ホーム出石荘 668-0263 豊岡市出石町福住字赤坂１３０１ 796526611 集団給食（４）その他 集団給食 社会福祉法人但馬福祉園 理事長 山本 禮子 667-0032 兵庫県養父市八鹿町小山字西家ノ上３０７番地の１ 796627700 但馬(豊健)第186-118 令和3年7月30日
000028 7000182216 ローソン豊岡下宮店 668-0813 豊岡市下宮８６０－１ 796293113 コンビニエンスストア 一般 西田 泰代 但馬(豊健)第182-4 令和3年6月1日
000028 7000182217 植村食品 668-0236 豊岡市出石町松枝８３ 796522175 その他の食料品製造・加工業 一般 植村 元 但馬(豊健)第186-123 令和3年7月30日
000028 7000182244 ＪＡたじま　ファーマーズマーケット  たじまんま 668-0854 豊岡市八社宮４９０ 796220300 野菜果物販売業 一般 たじま農業協同組合 代表理事組合長 太田垣 哲男 668-0051 兵庫県豊岡市九日市上町５５０－１ 796246672 但馬(豊健)第182-2 令和3年6月1日
000028 7000182245 コープデイズ豊岡 668-0023 豊岡市加広町７－３２ 796235000 百貨店、総合スーパー 一般 生活協同組合コープこうべ 代表理事 岩山 利久 658-0052 兵庫県神戸市東灘区住吉本町１－３－１９ 788561121 但馬(豊健)第182-5 令和3年6月1日
000028 7000182256 特定非営利活動法人たけのかぞく 669-6201 豊岡市竹野町竹野５０５－６ 海藻製造・加工業 一般 特定非営利活動法人たけのかぞく 丹下 芙蓉 669-6201 兵庫県豊岡市竹野町竹野３０２５ 但馬(豊健)第186-100 令和3年6月25日
000028 7000182280 フジッコ株式会社　浜坂工場 669-6732 美方郡新温泉町福富字定利１７８ 796823181 海藻製造・加工業 一般 フジッコ株式会社 代表取締役 福井 正一 650-0046 兵庫県神戸市中央区港島中町６丁目１３－４ 783035911 但馬(豊健)第186-124 令和3年8月5日
000028 7000182310 西浦商店 668-0841 豊岡市加陽１１１４ 796231913 百貨店、総合スーパー 一般 藤原 那智 但馬(豊健)第182-11 令和3年6月1日
000028 7000182335 フレッシュバザール豊岡江本店 668-0851 豊岡市今森４７２ 796249101 百貨店、総合スーパー 一般 株式会社さとうフレッシュフロンティア 代表取締役 佐藤 総二郎 668-0063 兵庫県豊岡市正法寺１０５番地 796230333 但馬(豊健)第182-12 令和3年6月1日
000028 7000182341 丸萬中源株式会社 668-0061 豊岡市上佐野字向野１７９１番地 796237222 食肉販売業 一般 丸萬中源株式会社 代表取締役 村瀬 敏洋 668-0061 兵庫県豊岡市上佐野字向野１７９１番地 796237222 但馬(豊健)第182-6 令和3年6月1日
000028 7000182344 ファミリーマート豊岡千代田町店 668-0032 豊岡市千代田町１０－１８ 796265311 コンビニエンスストア 一般 畠中 和弥 但馬(豊健)第182-14 令和3年6月1日
000028 7000182364 休暇村竹野海岸 669-6201 豊岡市竹野町竹野１０４７ 796471511 食肉販売業 一般 一般財団法人休暇村協会 代表理事 小野寺 聡 110-0015 東京都台東区東上野５－１－５ 338458651 但馬(豊健)第182-15 令和3年6月1日
000028 7000182376 餃子の王将　香住店 669-6544 美方郡香美町香住区香住８８１－１ 796391155 その他の食料・飲料販売業 一般 Ｒ＆Ｈフード株式会社 代表取締役 藤貞 竜治 668-0003 兵庫県豊岡市江野１６２４ 796391155 但馬(豊健)第186-128 令和3年8月17日
000028 7000182436 アイガモの谷口 669-6728 美方郡新温泉町対田４０９ 796824660 精穀・製粉業 一般 農事法人組合アイガモの谷口 谷口 正友 669-6728 兵庫県美方郡新温泉町対田４０９ 796824660 但馬(豊健)第186-78 令和3年6月2日
000028 7000182491 ローソン豊岡竹野町店 669-6201 豊岡市竹野町竹野２５１６－３ 796436300 コンビニエンスストア 一般 大森 由梨香 但馬(豊健)第186-133 令和3年8月30日
000028 7000182595 カドヤ食品株式会社 668-0013 豊岡市中陰３４３ 796225197 食肉販売業 一般 カドヤ食品株式会社 代表取締役 角谷 英樹 668-0013 兵庫県豊岡市中陰３４３ 796225197 但馬(豊健)第182-32 令和3年6月1日
000028 7000182596 ローソン城崎湯島店 669-6101 豊岡市城崎町湯島字大谷９０１－１ 796322075 コンビニエンスストア 一般 増田 久男 但馬(豊健)第182-33 令和3年6月1日
000028 7000182614 旬菜まんぷく市場 669-6751 美方郡新温泉町居組４０６－１ 野菜果物販売業 一般 三保谷 徹 但馬(豊健)第186-79 令和3年6月2日
000028 7000182656 豊岡拘置支所 668-0042 豊岡市京町１２－９０ 集団給食（４）その他 集団給食 豊岡拘置支所 支所長 岡田 広志 668-0042 兵庫県豊岡市京町１２－９０ 796222219 但馬(豊健)第186-59 令和3年6月1日
000028 7000182670 マルヨ食品株式会社 669-6544 美方郡香美町香住区香住１２３４ 796360215 海藻製造・加工業 一般 マルヨ食品株式会社 代表取締役 中村 善則 669-6544 兵庫県美方郡香美町香住区香住１２３４ 796360215 但馬(豊健)第186-136 令和3年8月30日
000028 7000182695 エイワ電気株式会社 667-1311 美方郡香美町村岡区村岡１８４ コップ式自動販売機（自動洗浄・屋内設置）自動販売機株式会社アペックス西日本 代表取締役 森 吉平 550-0015 大阪府大阪市西区南堀江４丁目２５番２４号665359024 但馬(豊健)第186-82 令和4年11月18日
000028 7000182696 コインスナックふじ　自販機コーナー667-1352 美方郡香美町村岡区長板１０６９－２ コップ式自動販売機（自動洗浄・屋内設置）自動販売機株式会社アペックス西日本 代表取締役 森 吉平 550-0015 大阪府大阪市西区南堀江４丁目２５番２４号665359024 但馬(豊健)第186-85 令和4年11月18日
000028 7000182698 田中加工場 669-6753 美方郡新温泉町諸寄２３７９ 796820685 精穀・製粉業 一般 田中 良明 但馬(豊健)第186-87 令和3年6月11日
000028 7000182699 デサントアパレル株式会社　村岡工場 667-1325 美方郡香美町村岡区高井５９６ 796981211 コップ式自動販売機（自動洗浄・屋内設置） 自動販売機 株式会社アペックス西日本 代表取締役 森 吉平 550-0015 大阪府大阪市西区南堀江４丁目２５番２４号 665359024 但馬(豊健)第186-18 令和4年5月18日
000028 7000182700 井筒屋　従業員食堂 669-6821 美方郡新温泉町湯１５３５ コップ式自動販売機（自動洗浄・屋内設置）自動販売機株式会社アペックス西日本 代表取締役 森 吉平 550-0015 大阪府大阪市西区南堀江４丁目２５番２４号665359024 但馬(豊健)第186-81 令和4年11月18日
000028 7000182701 寿製菓株式会社　但馬工場 669-6822 美方郡新温泉町細田６－６ コップ式自動販売機（自動洗浄・屋内設置）自動販売機株式会社アペックス西日本 代表取締役 森 吉平 550-0015 大阪府大阪市西区南堀江四丁目２５番２４号665359024 但馬(豊健)第186-56 令和4年8月12日
000028 7000182702 新温泉町役場　１F通路 669-6702 美方郡新温泉町浜坂２６７３－１ コップ式自動販売機（自動洗浄・屋内設置）自動販売機株式会社アペックス西日本 代表取締役 森 吉平 550-0015 大阪府大阪市西区南堀江４丁目２５番２４号665359024 但馬(豊健)第186-83 令和4年11月18日



000028 7000182705 但馬漁業協同組合　休憩所 669-6543 美方郡香美町香住区若松７４７ コップ式自動販売機（自動洗浄・屋内設置）自動販売機株式会社アペックス西日本 代表取締役 森 吉平 550-0015 大阪府大阪市西区南堀江４丁目２５番２４号665359024 但馬(豊健)第186-84 令和4年11月18日
000028 7000182710 旬の里のぼりお 668-0372 豊岡市但東町大河内８９５－１ 796550777 その他の食料品製造・加工業 一般 玉井 敏雄 但馬(豊健)第186-135 令和3年8月30日
000028 7000182716 パーラートマトパート１　南側ロビー 668-0831 豊岡市中陰６２１－１ 796240714 コップ式自動販売機（自動洗浄・屋内設置） 自動販売機 株式会社アペックス西日本 代表取締役 森 吉平 550-0015 大阪府大阪市西区南堀江４丁目２５番２４号 665359024 但馬(豊健)第182-48 令和3年6月1日
000028 7000182718 パチンコキコーナタウン豊岡店自販機コーナー 668-0055 豊岡市昭和町６番１０号 796290777 コップ式自動販売機（自動洗浄・屋内設置） 自動販売機 株式会社アペックス西日本 代表取締役 森 吉平 550-0015 大阪府大阪市西区南堀江４丁目２５番２４号 665359024 但馬(豊健)第182-49 令和3年6月1日
000028 7000182720 シルク温泉やまびこ　受付ロビー 668-0361 豊岡市但東町正法寺１６５ 796540141 コップ式自動販売機（自動洗浄・屋内設置） 自動販売機 株式会社アペックス西日本 代表取締役 森 吉平 550-0015 大阪府大阪市西区南堀江４丁目２５番２４号 665359024 但馬(豊健)第182-50 令和3年6月1日
000028 7000182725 ジャンボ西村 669-6801 美方郡新温泉町井土１６－１ 796921024 百貨店、総合スーパー 一般 株式会社ニシムラ百貨店 代表取締役 西村 安代 669-6821 兵庫県美方郡新温泉町井土１６－１ 796921024 但馬(豊健)第182-52 令和3年6月1日
000028 7000182726 ミニフレッシュ城崎店 669-6101 豊岡市城崎町湯島弁天１７９ 796323001 百貨店、総合スーパー 一般 株式会社さとうフレッシュフロンティア 代表取締役 佐藤 総二郎 668-0063 兵庫県豊岡市正法寺１０５番地 796230333 但馬(豊健)第182-51 令和3年6月1日
000028 7000182728 田中加工場 669-6753 美方郡新温泉町諸寄２３７９ 796820685 その他の食料品製造・加工業 一般 田中 良明 但馬(豊健)第186-87 令和3年6月11日
000028 7000182739 上山茂　うえちゃん農園 668-0084 豊岡市福田１８９２ 796222991 精穀・製粉業 一般 上山 茂 但馬(豊健)第186-1 令和3年6月1日
000028 7000182772 兵庫化学工業株式会社 669-5351 豊岡市日高町佐田２８４番地の３ 796441281 器具・容器包装の製造・加工業 一般 兵庫化学工業株式会社 代表取締役 上杉 文行 669-5351 兵庫県豊岡市日高町佐田２８４番地の３ 796441281 但馬(豊健)第186-137 令和3年8月31日
000028 7000182784 大同工業 669-5328 豊岡市日高町東芝松ヶ坂３９５ 乳類販売業 自動販売機 柴田 信之 但馬(豊健)第186-4 令和3年6月1日
000028 7000182786 タジマ食品 669-5328 豊岡市日高町東芝４３５ 乳類販売業 自動販売機 柴田 信之 但馬(豊健)第186-5 令和3年6月1日
000028 7000182788 主婦の店おかずや 668-0221 豊岡市出石町町分５５－１ 796522200 野菜果物販売業 一般 西田 勝秋 但馬(豊健)第186-6 令和3年6月1日
000028 7000182791 ナカケー白川店 669-6702 美方郡新温泉町浜坂字白川７３８ 796822500 百貨店、総合スーパー 一般 株式会社ナカケー 代表取締役 仲山 茂生 669-6747 兵庫県美方郡新温泉町浜坂７３８ 796822500 但馬(豊健)第186-12 令和3年6月1日
000028 7000182792 ナカケー湯村店 669-6831 美方郡新温泉町竹田８５ 796922700 百貨店、総合スーパー 一般 株式会社ナカケー 代表取締役 仲山 茂生 669-6702 兵庫県美方郡新温泉町浜坂７３８ 796922700 但馬(豊健)第186-13 令和3年6月1日
000028 7000182793 大坪商店 669-6124 豊岡市気比３２３２ 796282154 百貨店、総合スーパー 一般 大坪 秀雄 但馬(豊健)第186-7 令和3年6月1日
000028 7000182796 ナカケー村岡店 667-1321 美方郡香美町村岡区大糠２３０ 796981600 百貨店、総合スーパー 一般 株式会社ナカケー 代表取締役 仲山 茂生 669-6747 兵庫県美方郡新温泉町浜坂７３８ 796822500 但馬(豊健)第186-14 令和3年6月1日
000028 7000182797 一力商店 669-5311 豊岡市日高町日置４４－８ 796420176 百貨店、総合スーパー 一般 北村 義行 但馬(豊健)第186-8 令和3年6月1日
000028 7000182813 株式会社うさみ 668-0042 豊岡市京町５番１５号 796230703 その他の食料・飲料販売業 一般 株式会社うさみ 代表取締役 青木 直子 668-0042 兵庫県豊岡市京町５番１５号 796230703 但馬(豊健)第186-140 令和3年9月7日
000028 7000182815 株式会社日豊 669-5302 豊岡市日高町岩中３０８ 796421512 器具・容器包装の製造・加工業 一般 株式会社日豊 代表取締役 篠岡 大起 669-5302 兵庫県豊岡市日高町岩中３０８ 796421512 但馬(豊健)第186-141 令和3年9月7日
000028 7000182881 新温泉町立大庭認定こども園 669-6731 美方郡新温泉町二日市７５３－１ 796821239 集団給食（４）その他 集団給食 新温泉町 町長 西村 銀三 669-6702 兵庫県美方郡新温泉町浜坂２６７３－１ 796823111 但馬(豊健)第186-142 令和3年9月8日
000028 7000182882 新温泉町立浜坂認定こども園 669-6702 美方郡新温泉町浜坂８３４の１ 796821360 集団給食（４）その他 集団給食 新温泉町 町長 西村 銀三 669-6702 兵庫県美方郡新温泉町浜坂２６７３－１ 796823111 但馬(豊健)第186-143 令和3年9月8日
000028 7000182909 新温泉町立ゆめっこ認定こども園 669-6821 美方郡新温泉町湯１６８５－１３７ 796921095 集団給食（４）その他 集団給食 新温泉町 町長 西村 銀三 669-6702 兵庫県美方郡新温泉町浜坂２６７３－１ 796823111 但馬(豊健)第186-138 令和3年9月10日
000028 7000182953 移動スーパー結ゆい 000-0000 豊岡市内 その他の食料・飲料販売業 自動車 河部 司 但馬(豊健)第186-145 令和3年9月13日
000028 7000183003 青葉保育園 669-6564 美方郡香美町香住区下浜５９５ 796363135 集団給食（４）その他 一般 社会福祉法人青葉福祉会 理事長 横田 慈正 669-6564 兵庫県美方郡香美町香住区下浜５９５ 796363135 但馬(豊健)第186-149 令和3年9月14日
000028 7000183042 松本化学工業所 668-0804 豊岡市野上１１４０ 796224879 器具・容器包装の製造・加工業 一般 松本 秀雄 但馬(豊健)第186-152 令和3年9月24日
000028 7000183059 ミニフレッシュ香住店 669-6544 美方郡香美町香住区香住２－１ 796360521 百貨店、総合スーパー 一般 株式会社さとうフレッシュフロンティア 代表取締役社長 佐藤 総二郎 668-0063 兵庫県豊岡市正法寺１０５番地 796230333 但馬(豊健)第182-63 令和3年6月1日
000028 7000183072 シルク温泉やまびこ 668-0361 豊岡市但東町正法寺１６５ 796540141 乳類販売業 自動販売機 神戸ヤクルト販売株式会社 代表取締役 谷川 清十郎 651-0056 兵庫県神戸市中央区熊内町５丁目３番８号 782418960 但馬(豊健)第186-56 令和3年6月1日
000028 7000183133 テラスハウス保育園 668-0013 豊岡市中陰字大海４０４ 796237799 集団給食（４）その他 集団給食 社会福祉法人豊友会 理事長 大岡 豊 668-0012 兵庫県豊岡市下陰字西浅黒５番地 796220755 但馬(豊健)第186-115 令和3年7月29日
000028 7000183134 スマイリーハウス保育園 668-0065 豊岡市戸牧５００ 796261888 集団給食（４）その他 集団給食 社会福祉法人豊友会 理事長 大岡 豊 668-0012 兵庫県豊岡市下陰字西浅黒５番地 796220755 但馬(豊健)第186-116 令和3年7月29日
000028 7000183135 スプリングハウス保育園 668-0021 豊岡市泉町１７－２５ 796225888 集団給食（４）その他 集団給食 社会福祉法人豊友会 理事長 大岡 豊 668-0012 兵庫県豊岡市下陰字西浅黒５番地 796220755 但馬(豊健)第186-117 令和3年7月29日
000028 7000183142 香美町立香住学校給食センター 669-6544 美方郡香美町香住区香住８６４－１ 796360686 集団給食（１）学校 集団給食 香美町 町長 浜上 勇人 669-6544 兵庫県美方郡香美町香住区香住８７０－１ 796361111 但馬(豊健)第186-154 令和3年9月21日
000028 7000183160 城崎米穀有限会社 669-6101 豊岡市城崎町湯島９１７ 796322931 米穀類販売業 一般 城崎米穀有限会社 代表取締役 成田 良平 669-6101 兵庫県豊岡市城崎町湯島９１７ 796322931 但馬(豊健)第186-156 令和3年9月17日
000028 7000183173 香美町立村岡学校給食センター 667-1368 美方郡香美町村岡区入江７１３－１ 796995050 集団給食（１）学校 集団給食 香美町 町長 浜上 勇人 669-6544 兵庫県美方郡香美町香住区香住８７０－１ 796361111 但馬(豊健)第186-155 令和3年9月21日
000028 7000183249 バザールタウン豊岡 メガ・フレッシュ館 668-0016 豊岡市宮島字上柳２６１番地１ 796220010 自動販売機（要届出のコップ式自動販売機及び要許可を除く） 自動販売機 株式会社さとう 代表取締役 佐藤 総二郎 620-0033 京都府福知山市上紺屋１５番地 773220001 但馬(豊健)第186-21 令和3年6月1日
000028 7000183257 珈琲東屋 668-0852 豊岡市江本３１－６ コーヒー（飲料を除く）製造・加工業 一般 田口 恭平 但馬(豊健)第186-153 令和3年9月24日
000028 7000183521 八代保育園 669-5377 豊岡市日高町中３３１の１ 796421731 集団給食（４）その他 集団給食 社会福祉法人八代保育園 理事長 藤本 利幸 669-5377 兵庫県豊岡市日高町中３３１の１ 796421731 但馬(豊健)第186-163 令和3年9月30日
000028 7000183541 公立豊岡病院組合立豊岡病院出石医療センター 668-0263 豊岡市出石町福住１３００ 796522555 集団給食（２）病院・診療所 集団給食 公立豊岡病院組合 管理者 八木 聰 668-0065 兵庫県豊岡市戸牧１０９４番地 796226111 但馬(豊健)第186-164 令和3年9月30日
000028 7000183546 公立豊岡病院組合立  豊岡病院日高医療センター 669-5302 豊岡市日高町岩中８１ 796421611 集団給食（２）病院・診療所 集団給食 公立豊岡病院組合 管理者 八木 聰 668-0065 兵庫県豊岡市戸牧１０９４番地 796226111 但馬(豊健)第186-165 令和3年9月30日
000028 7000183554 兵庫県立豊岡聴覚特別支援学校 668-0047 豊岡市三坂町２番９号 796222114 集団給食（１）学校 集団給食 兵庫県立豊岡聴覚特別支援学校 学校長 横田 滋 668-0047 兵庫県豊岡市三坂町２番９号 796222114 但馬(豊健)第186-166 令和3年9月30日
000028 7000183558 ハミルトン　ルイ 668-0044 豊岡市山王町２ー１１　Ｂ２０２ 野菜果物販売業 一般 ハミルトン ルイ 但馬(豊健)第186-167 令和3年10月5日
000028 7000183649 秋山牛乳店 668-0237 豊岡市出石町馬場３３ 796522116 乳類販売業 一般 秋山 六男 但馬(豊健)第186-22 令和3年6月1日
000028 7000183654 ㈲ふたばや 668-0345 豊岡市但東町中山８０５ 796560335 百貨店、総合スーパー 一般 有限会社ふたばや 代表取締役 福田 俊文 668-0345 兵庫県豊岡市但東町中山８０５ 796560335 但馬(豊健)第186-20 令和3年6月1日
000028 7000183658 ダイナム　信頼の森　兵庫豊岡店 668-0815 豊岡市日撫字ナンゴ２８６番地２ 796293271 コップ式自動販売機（自動洗浄・屋内設置） 自動販売機 株式会社日本ヒュウマップ 川野 創平 116-0013 東京都荒川区西日暮里５－１５－７ 338028141 但馬(豊健)第182-114 令和3年6月1日
000028 7000183670 香美町社会福祉協議会村岡通所介護事業所 667-1311 美方郡香美町村岡区村岡３０５－１ 796981000 集団給食（４）その他 集団給食 社会福祉法人香美町社会福祉協議会 会長 太田 培男 669-6545 兵庫県美方郡香美町香住区森３１－１ 796392050 但馬(豊健)第186-183 令和3年10月13日
000028 7000183732 社会福祉法人　あまのほ 669-6111 豊岡市城崎町楽々浦字深原４１９番１ 796320160 乳類販売業 自動販売機 橋本 昌孝 但馬(豊健)第182-109 令和3年6月1日
000028 7000183739 おみやげ百選城崎 669-6101 豊岡市城崎町湯島１２３ その他の食料・飲料販売業 一般 ストーク株式会社 代表取締役 濱名 幸喜 669-6116 兵庫県豊岡市城崎町上山１４００－５ 但馬(豊健)第186-24 令和3年6月1日
000028 7000183743 百果園 668-0065 豊岡市戸牧２１３－２ 796236634 野菜果物販売業 一般 株式会社　百果園 代表取締役 迫田 茂夫 668-0065 兵庫県豊岡市戸牧２１３－２ 796236634 但馬(豊健)第186-28 令和3年6月1日
000028 7000183748 本陣　太鼓楼店 668-0225 豊岡市出石町八木６６－２ 796524440 その他の食料・飲料販売業 一般 株式会社　本陣 代表取締役 中川 政野 668-0246 兵庫県豊岡市出石町日野辺字蔵持７７６－６ 796524459 但馬(豊健)第186-32 令和3年6月1日
000028 7000183751 城崎スイーツ本店 669-6101 豊岡市城崎町湯島５２７ 796324040 乳類販売業 一般 有限会社ティーアンドエムズ 代表取締役 谷口 忠弘 668-0012 兵庫県豊岡市下陰１８－４ 但馬(豊健)第186-33 令和3年6月1日
000028 7000183753 有限会社　ティーアンドエムズ 668-0012 豊岡市下陰１８－４ 796243099 乳類販売業 一般 有限会社ティーアンドエムズ 代表取締役 谷口 忠弘 668-0012 兵庫県豊岡市下陰１８－４ 但馬(豊健)第186-34 令和3年6月1日
000028 7000183754 chaya 669-6101 豊岡市城崎町湯島８５７ 796294858 乳類販売業 一般 有限会社ティーアンドエムズ 代表取締役 谷口 忠弘 668-0012 兵庫県豊岡市下陰１８－４ 但馬(豊健)第186-35 令和3年6月1日
000028 7000183755 ジョイフル但馬豊岡 668-0053 豊岡市九日市中町字権現１３２ 食肉販売業 一般 株式会社ジョイフル関西 代表取締役 松元 隆彰 870-0141 大分県大分市三川新町１－１－４５ 975517131 但馬(豊健)第186-36 令和3年6月1日
000028 7000183756 兵庫工場 668-0272 豊岡市出石町鳥居１０７７ 器具・容器包装の製造・加工業 一般 株式会社メイワパックス 代表取締役 増田 淳 582-0027 大阪府柏原市円明町８８８－１ 但馬(豊健)第186-37 令和3年6月1日
000028 7000183758 豊岡工場 668-0831 豊岡市神美台１２－１ 器具・容器包装の製造・加工業 一般 明和産商株式会社 代表取締役 増田 淳 543-0021 大阪府大阪市天王寺区東高津町３－２ 但馬(豊健)第186-38 令和3年6月1日
000028 7000183760 有限会社　ティーアンドエムズ 668-0012 豊岡市下陰１８－４ コーヒー（飲料を除く）製造・加工業一般 有限会社ティーアンドエムズ 代表取締役 谷口 忠弘 668-0012 兵庫県豊岡市下陰１８－４ 但馬(豊健)第186-57 令和3年6月1日
000028 7000183762 幸岡石油株式会社 668-0027 豊岡市若松町３－６ 796224396 乳類販売業 自動販売機 神戸ヤクルト販売株式会社 代表取締役 谷川 清十郎 651-0056 兵庫県神戸市中央区熊内町５－３－８ 782418960 但馬(豊健)第186-41 令和3年6月1日
000028 7000183763 株式会社カネヒ 669-6433 美方郡香美町香住区沖浦１０１１ 796370178 魚介類販売業 一般 株式会社カネヒ 代表取締役 平林 知士 669-6433 兵庫県美方郡香美町香住区沖浦１０１１ 796370178 但馬(豊健)第186-191 令和3年10月12日
000028 7000183764 株式会社朝野家 669-6821 美方郡新温泉町湯１２６９ 796921000 乳類販売業 自動販売機 神戸ヤクルト販売株式会社 代表取締役 谷川 清十郎 651-0056 兵庫県神戸市中央区熊内町５－３－８ 782418960 但馬(豊健)第186-42 令和3年6月1日
000028 7000183765 株式会社北星社 668-0061 豊岡市上佐野１６２０ 796224141 乳類販売業 自動販売機 神戸ヤクルト販売株式会社 代表取締役 谷川 清十郎 651-0056 兵庫県神戸市中央区熊内町５－３－８ 782418960 但馬(豊健)第186-43 令和3年6月1日
000028 7000183766 社会福祉法人あそう　はまなす苑 669-6221 豊岡市竹野町須谷４３３ 796472200 乳類販売業 自動販売機 神戸ヤクルト販売株式会社 代表取締役 谷川 清十郎 651-0056 兵庫県神戸市中央区熊内町５－３－８ 782418960 但馬(豊健)第186-44 令和3年6月1日
000028 7000183768 コープこうべ　コープデイズ豊岡店 668-0023 豊岡市加広町７－３２ 796235000 乳類販売業 自動販売機 神戸ヤクルト販売株式会社 代表取締役 谷川 清十郎 651-0056 兵庫県神戸市中央区熊内町５－３－８ 782418960 但馬(豊健)第186-45 令和3年6月1日
000028 7000183769 神鍋グリーンホテル 669-5341 豊岡市日高町国分寺４００－１７ 796423132 乳類販売業 自動販売機 神戸ヤクルト販売株式会社 代表取締役 谷川 清十郎 651-0056 兵庫県神戸市中央区熊内町５－３－８ 782418960 但馬(豊健)第186-46 令和3年6月1日
000028 7000183770 じばさんTAJIMA（但馬地域地場産業振興センター） 668-0041 豊岡市大磯町１－７９ 796245551 乳類販売業 自動販売機 神戸ヤクルト販売株式会社 代表取締役 谷川 清十郎 651-0056 兵庫県神戸市中央区熊内町５－３－８ 782418960 但馬(豊健)第186-47 令和3年6月1日
000028 7000183772 公立村岡病院 667-1311 美方郡香美町村岡区村岡３０３６－１ 796940111 乳類販売業 自動販売機 神戸ヤクルト販売株式会社 代表取締役 谷川 清十郎 651-0056 兵庫県神戸市中央区熊内町５－３－８ 782418960 但馬(豊健)第186-48 令和3年6月1日
000028 7000183773 道の駅　神鍋高原 669-5372 豊岡市日高町栗栖野６０－１ 796451515 乳類販売業 自動販売機 神戸ヤクルト販売株式会社 代表取締役 谷川 清十郎 651-0056 兵庫県神戸市中央区熊内町５－３－８ 782418960 但馬(豊健)第186-49 令和3年6月1日
000028 7000183774 特別養護老人ホーム　やすらぎの里 669-6821 美方郡新温泉町湯３２２ 796920351 集団給食（４）その他 集団給食 社会福祉法人徳和会 理事長 砂子 菊子 669-6821 兵庫県美方郡新温泉町湯３２２ 796920351 但馬(豊健)第186-180 令和3年10月13日
000028 7000183778 川口屋城崎リバーサイドホテル 669-6101 豊岡市城崎町湯島８８０－１ 796322611 乳類販売業 自動販売機 神戸ヤクルト販売株式会社 代表取締役 谷川 清十郎 651-0056 兵庫県神戸市中央区熊内町５－３－８ 782418960 但馬(豊健)第186-50 令和3年6月1日
000028 7000183779 公立豊岡病院組合立　豊岡病院日高医療センター 669-5302 豊岡市日高町岩中８１ 796421611 乳類販売業 自動販売機 神戸ヤクルト販売株式会社 代表取締役 谷川 清十郎 651-0056 兵庫県神戸市中央区熊内町５－３－８ 782418960 但馬(豊健)第186-51 令和3年6月1日
000028 7000183781 公立豊岡病院組合立　豊岡病院日高医療センター 669-5302 豊岡市日高町岩中８１ 796421611 乳類販売業 自動販売機 神戸ヤクルト販売株式会社 代表取締役 谷川 清十郎 651-0056 兵庫県神戸市中央区熊内町５－３－８ 782418960 但馬(豊健)第186-52 令和3年6月1日
000028 7000183786 ユートピア浜坂 669-6702 美方郡新温泉町浜坂１３５２－１ 796825080 乳類販売業 自動販売機 神戸ヤクルト販売株式会社 代表取締役 谷川 清十郎 651-0056 兵庫県神戸市中央区熊内町５－３－８ 782418960 但馬(豊健)第186-53 令和3年6月1日
000028 7000183787 JR西日本　竹野駅 669-6215 豊岡市竹野町草飼５５７－３ 796470007 乳類販売業 自動販売機 神戸ヤクルト販売株式会社 代表取締役 谷川 清十郎 651-0056 兵庫県神戸市中央区熊内町５－３－８ 782418960 但馬(豊健)第186-54 令和3年6月1日
000028 7000183788 パナソニック株式会社　但馬　新棟１F工場休憩室 668-0209 豊岡市出石町田多地１ 796526714 乳類販売業 自動販売機 神戸ヤクルト販売株式会社 代表取締役 谷川 清十郎 651-0056 兵庫県神戸市中央区熊内町５－３－８ 782418960 但馬(豊健)第186-55 令和3年6月1日
000028 7000183789 神戸ヤクルト販売株式会社　豊岡センター 668-0011 豊岡市上陰字大町１５５ 796230022 乳類販売業 一般 神戸ヤクルト販売株式会社 代表取締役 谷川 清十郎 651-0056 兵庫県神戸市中央区熊内町５－３－８ 782418960 但馬(豊健)第186-104 令和3年6月1日
000028 7000183791 神戸ヤクルト販売株式会社　浜坂センター 669-6702 美方郡新温泉町浜坂４４６－１ 796821060 乳類販売業 一般 神戸ヤクルト販売株式会社 代表取締役 谷川 清十郎 651-0056 兵庫県神戸市中央区熊内町５－３－８ 782418960 但馬(豊健)第186-105 令和3年6月1日
000028 7000183792 柴田牛乳店 669-5327 豊岡市日高町野々庄８８７－２ 796424056 乳類販売業 自動販売機 柴田 信之 但馬(豊健)第186-61 令和3年6月1日
000028 7000183807 ＊ 669-6344 豊岡市竹野町椒５８９ その他の食料・飲料販売業 一般 掘田 善子 但馬(豊健)第186-67 令和3年6月1日
000028 7000183812 杉養蜂園　城崎温泉店 669-6101 豊岡市城崎町湯島４４３ 796323938 その他の食料・飲料販売業 一般 株式会社杉養蜂園 代表取締役 米田 弘一 861-5535 熊本県熊本市北区貢町５７１－１５ 962455538 但馬(豊健)第186-150 令和3年9月14日
000028 7000183817 港米穀有限会社 669-6122 豊岡市瀬戸１１８－３９ 796282039 米穀類販売業 一般 港米穀有限会社 嶋﨑 宏之 669-6122 兵庫県豊岡市瀬戸１１８－３９ 796282039 但馬(豊健)第186-151 令和3年9月15日
000028 7000183819 おさかおの　こども園 668-0272 豊岡市出石町鳥居１０１６－１ 796532700 集団給食（４）その他 集団給食 社会福祉法人愛育会 理事長 山下 康雄 668-0221 兵庫県豊岡市出石町町分５５９－１ 796522137 但馬(豊健)第186-181 令和3年10月13日
000028 7000183820 みかたの森こども園 669-5361 豊岡市日高町栗山９０１－２ 796440610 集団給食（４）その他 集団給食 社会福祉法人三方 理事長 稲田 利夫 669-5361 兵庫県豊岡市日高町栗山９０１－２ 796440610 但馬(豊健)第186-182 令和3年10月13日
000028 7000183838 出石米穀有限会社 668-0233 豊岡市出石町田結庄５６ 796522146 精穀・製粉業 一般 出石米穀有限会社 代表取締役 川見 善明 668-0233 兵庫県豊岡市出石町田結庄５６ 796522146 但馬(豊健)第186-192 令和3年10月14日
000028 7000183843 かわぐち翠玉園 668-0026 豊岡市元町１－７ 796222390 その他の食料・飲料販売業 一般 川口 徹 但馬(豊健)第186-193 令和3年10月13日
000028 7000183926 短編喫茶Ｕｎ 669-6101 豊岡市城崎町湯島１２７番地 796324677 その他の食料・飲料販売業 一般 株式会社ライフ西村屋 代表取締役 西村 肇 669-6101 兵庫県豊岡市城崎町湯島４６９番地 796323535 但馬(豊健)第186-197 令和3年10月14日
000028 7000183954 株式会社出石まちづくり公社　和みカフェ 668-0214 豊岡市出石町内町１０４－７ 796523223 その他の食料・飲料販売業 一般 株式会社出石まちづくり公社 代表取締役 大橋 直人 668-0214 兵庫県豊岡市出石町内町１０４－７ 796526045 但馬(豊健)第186-76 令和3年6月1日
000028 7000183955 柴田牛乳店 669-5304 豊岡市日高町宵田１１９ 796421867 乳類販売業 一般 柴田 信之 但馬(豊健)第186-65 令和3年6月1日
000028 7000183956 湯の原温泉オートキャンプ場 669-5359 豊岡市日高町羽尻１５１０ 796440001 乳類販売業 自動販売機 柴田 信之 但馬(豊健)第186-64 令和3年6月1日
000028 7000183957 フジテック（株） 669-5304 豊岡市日高町宵田１８０ 796424111 乳類販売業 自動販売機 柴田 信之 但馬(豊健)第186-63 令和3年6月1日
000028 7000183958 シルク温泉館 668-0361 豊岡市但東町正法寺１６５ 796540880 乳類販売業 自動販売機 柴田 信之 但馬(豊健)第186-62 令和3年6月1日
000028 7000184088 コウノトリ本舗 668-0814 豊岡市祥雲寺１４－２ 796378222 乳類販売業 一般 コウノトリ羽ばたく会株式会社 理事長 坂本 裕 668-0814 兵庫県豊岡市祥雲寺１４－２ 796378222 但馬(豊健)第186-99 令和3年6月25日
000028 7000184141 まつもと商店 000-0000 豊岡市内 その他の食料・飲料販売業 自動車 松本 文伯 但馬(豊健)第186-199 令和3年10月22日
000028 7000184161 ハッピーベジタブル 668-0083 豊岡市栃江１０１４－１ 野菜果物販売業 一般 留田 幸大 但馬(豊健)第186-96 令和3年6月23日
000028 7000184185 餃子の王将　正法寺店 668-0063 豊岡市正法寺１０８ 796221585 その他の食料・飲料販売業 一般 株式会社　スタミナフードサービス 森山 崇 668-0013 兵庫県豊岡市中陰６３３－１ 796235741 但馬(豊健)第186-188 令和3年10月21日
000028 7000184186 餃子の王将　豊岡店 668-0013 豊岡市中陰６３３－１ 796240305 その他の食料・飲料販売業 一般 株式会社スタミナフードサービス 代表取締役 森山 崇 668-0013 兵庫県豊岡市中陰６３３－１ 796235741 但馬(豊健)第186-189 令和3年10月21日
000028 7000184193 たじま聴覚障害者センター 668-0045 豊岡市城南町２３－６ 796248008 集団給食（４）その他 集団給食 公益社団法人　兵庫県聴覚障害者協会 理事長 本郷 善通 650-8691 兵庫県神戸市中央区元町通６丁目１番１号栄ビル 783715613 但馬(豊健)第186-194 令和3年10月21日
000028 7000184224 サービスステーションＨＯＷ  日高医療センター店 669-5302 豊岡市日高町岩中８１ 796431070 コンビニエンスストア 一般 ワタキューセイモア株式会社 代表取締役 村田 清和 610-0301 京都府綴喜郡井手町大字多賀小字茶臼塚１２番地の２ 774825101 但馬(豊健)第186-190 令和3年10月21日
000028 7000184226 神戸ヤクルト販売株式会社　出石センター 668-0204 豊岡市出石町宮内６６２ 乳類販売業 一般 神戸ヤクルト販売株式会社 代表取締役 谷川 清十郎 651-0056 兵庫県神戸市中央区熊内町５－３－８ 782418960 但馬(豊健)第186-195 令和3年10月21日
000028 7000184227 神戸ヤクルト販売株式会社　日高センター 669-5315 豊岡市日高町浅倉２５－１ 乳類販売業 一般 神戸ヤクルト販売株式会社 代表取締役 谷川 清十郎 651-0056 兵庫県神戸市中央区熊内町５－３－８ 782418960 但馬(豊健)第186-196 令和3年10月21日



000028 7000184278 フレッシュバザール出石店 668-0221 豊岡市出石町町分３９１－２４ 796532501 百貨店、総合スーパー 一般 株式会社さとうフレッシュフロンティア 代表取締役 佐藤 総二郎 668-0063 兵庫県豊岡市正法寺１０５番地 796230333 但馬(豊健)第186-68 令和3年6月1日
000028 7000184279 燻製工房　煙神 669-5372 豊岡市日高町栗栖野６０番地の１ 796209845 野菜果物販売業 一般 株式会社神鍋ヴィラージュ 代表取締役 井上 大作 669-5372 兵庫県豊岡市日高町栗栖野６０番地の１ 796209845 但馬(豊健)第186-66 令和3年6月1日
000028 7000184280 にしがき元町店 668-0026 豊岡市元町１１番１０号 796244477 乳類販売業 一般 株式会社にしがき 代表取締役 西垣 俊平 629-2501 京都府京丹後市大宮町口大野８８ 772680008 但馬(豊健)第186-107 令和3年7月13日
000028 7000184281 にしがき豊岡店 668-0047 豊岡市三坂町４－５０ 796226633 乳類販売業 一般 株式会社にしがき 代表取締役 西垣 俊平 629-2501 京都府京丹後市大宮町口大野８８番地 772680008 但馬(豊健)第186-108 令和3年7月13日
000028 7000184282 ブルーリッジホテル 669-5372 豊岡市日高町栗栖野５５ 796451200 乳類販売業 一般 株式会社ＭＥリゾート神鍋 代表取締役 一ノ本 智毅 669-5372 兵庫県豊岡市日高町栗栖野５５ 796451200 但馬(豊健)第186-127 令和3年8月6日
000028 7000184293 株式会社　朝野家　売店花かんざし 669-6821 美方郡新温泉町湯１２６９ 796921000 乳類販売業 一般 株式会社　朝野家 代表取締役 朝野 泰昌 669-6821 兵庫県美方郡新温泉町湯１２６９ 796921000 但馬(豊健)第186-106 令和3年7月13日
000028 7000184294 中竹野地区コミュニティこんにゃくプロジェクト669-6225 豊岡市竹野町轟２－１豊岡市立多目的研修施設 その他の食料品製造・加工業 一般 田中 博文 但馬(豊健)第186-110 令和3年7月13日
000028 7000184296 サラダ館村岡店 667-1311 美方郡香美町村岡区村岡２４２５ 796940704 その他の食料・飲料販売業 一般 伊藤 栄作 但馬(豊健)第186-112 令和3年7月28日
000028 7000184297 Ｃａｆｅｒｅｓｔ　Ｂｏｙ 669-6124 豊岡市気比４５２８ 796283394 調味料製造・加工業 一般 山本 和広 但馬(豊健)第186-121 令和3年7月28日
000028 7000184298 有限会社マツエイ 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く。) 796370630 魚介類販売業 一般 有限会社マツエイ 代表取締役 寺川 明秀 669-6432 兵庫県美方郡香美町香住区上計１１５２ 796370630 但馬(豊健)第186-122 令和3年7月29日
000028 7000184300 かっぱ寿司　豊岡店 668-0052 豊岡市九日市下町字下荒原１６３－１ 796265110 その他の食料・飲料販売業 一般 カッパ・クリエイト株式会社 代表取締役 山角 豪 220-8112 神奈川県横浜市西区みなとみらい二丁目２番１号ランドマークタワー１２階 452247095 但馬(豊健)第186-125 令和3年8月6日
000028 7000184303 合同会社からふるパウダー 669-6543 美方郡香美町香住区若松６１４－４ 農産保存食料品製造・加工業 一般 合同会社からふるパウダー 代表取締役 吉川 康治 669-6564 兵庫県美方郡香美町香住区下浜９４３ 但馬(豊健)第186-126 令和3年8月6日
000028 7000184323 さとの湯 669-6103 豊岡市城崎町今津２９０－３６ 796320111 乳類販売業 一般 橋本 潤 但馬(豊健)第182-153 令和3年6月1日
000028 7000184325 さとの湯 669-6103 豊岡市城崎町今津２９０－３６ 796320111 乳類販売業 一般 有限会社　山陰食品 取締役 田中 節夫 668-0084 兵庫県豊岡市福田６４４ 796242529 但馬(豊健)第182-154 令和3年6月1日
000028 7000184326 おみやげ街道城崎温泉 669-6103 豊岡市城崎町今津字稗田２８３－１ 796294307 乳類販売業 一般 株式会社ジェイアール西日本デイリーサービスネット 代表取締役社長 中西 豊 661-0976 兵庫県尼崎市潮江一丁目２番１２号 649609619 但馬(豊健)第182-155 令和3年6月1日
000028 7000184327 城崎温泉大江戸温泉物語きのさき 669-6102 豊岡市城崎町桃島 乳類販売業 一般 大伴 清美 但馬(豊健)第182-156 令和3年6月1日
000028 7000184329 大江戸温泉物語きのさき 669-6102 豊岡市城崎町桃島１２３２ 570041263 乳類販売業 一般 橋本 昌孝 但馬(豊健)第182-157 令和3年6月1日
000028 7000184337 株式会社Ａ'ｐｅｉｒｏｎ 668-0263 豊岡市出石町福住１２３０－３ 796204344 その他の食料・飲料販売業 一般 株式会社Ａ'ｐｅｉｒｏｎ 代表取締役 太田 義道 668-0263 兵庫県豊岡市出石町福住１２３０番地３ 796204344 但馬(豊健)第186-84 令和3年6月11日
000028 7000184338 フジテック㈱ビッグステップ製作所工場内 669-5304 豊岡市日高町宵田１８０ コップ式自動販売機（自動洗浄・屋内設置） 自動販売機 株式会社コーシン 代表取締役 谷内 篤 921-8802 石川県野々市市押野２丁目２１６番地 762943700 但馬(豊健)第186-92 令和3年7月21日
000028 7000184339 ㈱ランチャーム出石 668-0254 豊岡市出石町中村２３６－１ 796523836 器具・容器包装の製造・加工業 一般 株式会社ランチャーム出石 代表取締役 田渕 慎一 668-0254 兵庫県豊岡市出石町中村６４５番地 796523836 但馬(豊健)第186-103 令和3年7月13日
000028 7000184340 有限会社　出石プラ成型 668-0255 豊岡市出石町上村２６９ 796525214 器具・容器包装の製造・加工業 一般 有限会社出石プラ成型 代表取締役 中島 孝浩 668-0255 兵庫県豊岡市出石町上村２６９ 796525214 但馬(豊健)第186-77 令和3年6月2日
000028 7000184341 豊岡市立合橋認定こども園 668-0313 豊岡市但東町出合市場４１６－１ 796540105 集団給食（４）その他 集団給食 豊岡市 市長 関貫 久仁郎 668-0033 兵庫県豊岡市中央町２番４号 796290053 但馬(豊健)第186-174 令和3年10月5日
000028 7000184342 豊岡市立港認定こども園 669-6124 豊岡市気比３２９１－２３５ 796282107 集団給食（４）その他 集団給食 豊岡市 市長 関貫 久仁郎 668-0033 兵庫県豊岡市中央町２番４号 796290053 但馬(豊健)第186-175 令和3年10月5日
000028 7000184343 豊岡市立竹野認定こども園 669-6221 豊岡市竹野町須谷１４７０－１ 796470153 集団給食（４）その他 集団給食 豊岡市 市長 関貫 久仁郎 668-0033 兵庫県豊岡市中央町２番４号 796290053 但馬(豊健)第186-176 令和3年10月5日
000028 7000184344 豊岡市立八条認定こども園 668-0057 豊岡市弥栄町５－９ 796223960 集団給食（４）その他 集団給食 豊岡市 市長 関貫 久仁郎 668-0033 兵庫県豊岡市中央町２番４号 796290053 但馬(豊健)第186-177 令和3年10月5日
000028 7000184346 豊岡市立西保育園 668-0063 豊岡市正法寺３８－１ 796230018 集団給食（４）その他 集団給食 豊岡市 市長 関貫 久仁郎 668-0063 兵庫県豊岡市中央町２番４号 796290053 但馬(豊健)第186-178 令和3年10月5日
000028 7000184347 豊岡市立資母認定こども園 668-0345 豊岡市但東町中山７５７－１ 796560245 集団給食（４）その他 集団給食 豊岡市 市長 関貫 久仁郎 668-0033 兵庫県豊岡市中央町２番４号 796290053 但馬(豊健)第186-179 令和3年10月5日
000028 7000184352 こ・マート　ほんだ 668-0203 豊岡市出石町袴狭１３８７－２ 796532527 コンビニエンスストア 一般 本田 一恵 但馬(豊健)第182-171 令和3年6月1日
000028 7000184362 ファミリーマート城崎温泉店 669-6101 豊岡市城崎町湯島２０６番地 796294540 コンビニエンスストア 一般 株式会社　Ａｓｓｅｔｓ 代表取締役 岡 隆幸 669-6101 兵庫県豊岡市城崎町湯島３７２番地２ 796294123 但馬(豊健)第182-159 令和3年6月1日
000028 7000184371 Ｌｅｔ’ｓマートみずしま 668-0206 豊岡市出石町福居３９９－１ 796522061 百貨店、総合スーパー 一般 水嶋 義之 但馬(豊健)第182-174 令和3年6月1日
000028 7000184373 まるさん物産店 669-6101 豊岡市城崎町湯島４０６ 0796-32-2352 乳類販売業 一般 脇坂 一雄 但馬(豊健)第182-161 令和3年6月1日
000028 7000184374 花兆庵 669-6101 豊岡市城崎町湯島４１０ 796323811 乳類販売業 一般 株式会社　花兆庵 代表取締役 森貞 淳一 669-6101 兵庫県豊岡市城崎町湯島４１１ 796323811 但馬(豊健)第182-162 令和3年6月1日
000028 7000184375 花兆庵 669-6101 豊岡市城崎町湯島４１１ 796323811 乳類販売業 一般 株式会社　花兆庵 代表取締役 森貞 淳一 669-6101 兵庫県豊岡市城崎町湯島４１１ 796323811 但馬(豊健)第182-163 令和3年6月1日
000028 7000184376 一の湯 669-6101 豊岡市城崎町湯島４１５ 796322229 乳類販売業 一般 橋本 昌孝 但馬(豊健)第182-164 令和3年6月1日
000028 7000184378 御所の湯 669-6101 豊岡市城崎町湯島４４８ 796322230 乳類販売業 一般 橋本 潤 但馬(豊健)第182-165 令和3年6月1日
000028 7000184379 河原食料品店 669-6101 豊岡市城崎町湯島５９８ 796322079 その他の食料・飲料販売業 一般 河原 智恵子 但馬(豊健)第182-166 令和3年6月1日
000028 7000184380 こうの湯 669-6101 豊岡市城崎町湯島６１０ 796322195 乳類販売業 一般 橋本 昌孝 但馬(豊健)第182-167 令和3年6月1日
000028 7000184383 橋本牛乳店 669-6101 豊岡市城崎町湯島６６ 796323002 乳類販売業 一般 橋本 潤 但馬(豊健)第182-168 令和3年6月1日
000028 7000184384 国家公務員共済組合連合会城崎保養所 669-6101 豊岡市城崎町湯島７５ 796322631 乳類販売業 一般 国家公務員共済組合（連） 理事長 松元 崇 102-0074 東京都千代田区九段南１－１－１０九段合同庁舎 332221841 但馬(豊健)第182-169 令和3年6月1日
000028 7000184385 地蔵湯 669-6101 豊岡市城崎町湯島７６８ 796323002 乳類販売業 一般 橋本 昌孝 但馬(豊健)第182-170 令和3年6月1日
000028 7000184388 多機能型事業所ＲａＫｕＲａＫｕ  (らくらくベーカリー） 668-0221 豊岡市出石町町分２１－３ 796524106 乳類販売業 一般 社会福祉法人　兵庫県社会福祉事業団 理事長 藪本 訓弘 651-2134 兵庫県神戸市西区曙町１０７０ 789295655 但馬(豊健)第182-175 令和3年6月1日
000028 7000184389 ファミリーマート城崎来日店 669-6115 豊岡市城崎町来日字小島２２１番地 796294330 コンビニエンスストア 一般 株式会社髙倉商店 代表取締役 髙倉 由吏 670-0871 兵庫県姫路市伊伝居３７－４ 792233333 但馬(豊健)第182-181 令和3年6月1日
000028 7000184392 百合牧場 668-0045 豊岡市城南町１８－１７ 796222726 乳類販売業 一般 百合 清智 但馬(豊健)第182-182 令和3年6月1日
000028 7000184394 日和山観光株式会社  日和山第一駐車場ＰＰ 669-6122 豊岡市瀬戸１０９０ 乳類販売業 一般 コカ・コーラボトラーズジャパン株式会社 代表取締役 カリン ドラガン 107-6211 東京都港区赤坂九丁目７番１号 926418581 但馬(豊健)第182-184 令和3年6月1日
000028 7000184395 日和山観光株式会社  日和山第二駐車場ＰＰ 669-6122 豊岡市瀬戸１０９０ 乳類販売業 一般 コカ・コーラボトラーズジャパン株式会社 代表取締役 カリン ドラガン 107-6211 東京都港区赤坂九丁目７番１号 926418581 但馬(豊健)第182-185 令和3年6月1日
000028 7000184396 日和山観光株式会社  日和山売店前ＰＰ 669-6122 豊岡市瀬戸１０９０ 乳類販売業 一般 コカ・コーラボトラーズジャパン株式会社 代表取締役 カリン ドラガン 107-6211 東京都港区赤坂九丁目７番１号 926418581 但馬(豊健)第182-186 令和3年6月1日
000028 7000184397 ぶりぜん 669-6201 豊岡市竹野町竹野４１４ 796470862 百貨店、総合スーパー 一般 有限会社ぶりぜん 代表取締役 小林 豊彦 669-6201 兵庫県豊岡市竹野町竹野３９２ 796470862 但馬(豊健)第182-187 令和3年6月1日
000028 7000184399 北前館 669-6201 豊岡市竹野町竹野５０ー１２ 796472020 乳類販売業 一般 有限会社　山陰食品 田中 節夫 668-0084 兵庫県豊岡市福田６４４ 796242529 但馬(豊健)第182-188 令和3年6月1日
000028 7000184409 ファミリーマート　出石川原店 668-0221 豊岡市出石町町分３９２番１ 796532170 コンビニエンスストア 一般 門間 加代 但馬(豊健)第182-176 令和3年6月1日
000028 7000184411 ファミリーマート出石長砂店 668-0275 豊岡市出石町長砂４１５－１ 796531217 コンビニエンスストア 一般 門間 加代 但馬(豊健)第182-177 令和3年6月1日
000028 7000184416 ファミリーマート豊岡城南町店 668-0045 豊岡市城南町４－３２ 796263077 コンビニエンスストア 一般 畠中 和弥 但馬(豊健)第182-183 令和3年6月1日
000028 7000184473 ローソン出石町寺坂店 668-0246 豊岡市出石町日野辺４－３ 796522044 コンビニエンスストア 一般 河関 裕 但馬(豊健)第182-179 令和3年6月1日
000028 7000184475 農産物直売所「百笑館」 668-0363 豊岡市但東町栗尾９１７ 796550801 その他の食料・飲料販売業 一般 西垣 源正 但馬(豊健)第182-180 令和3年6月1日
000028 7000184477 シルク温泉やまびこ 668-0361 豊岡市但東町正法寺１６５番地 796540141 乳類販売業 一般 平林乳業株式会社 代表取締役 平林 卓也 629-3442 京都府京丹後市久美浜町甲山７１５番地 772830368 但馬(豊健)第182-190 令和3年6月1日
000028 7000184479 森永牛乳江原販売店 669-5346 豊岡市日高町伊府４５５－１８ 796441220 乳類販売業 一般 高階 幸子 但馬(豊健)第182-192 令和3年6月1日
000028 7000184483 日高病院２Ｆロビー 669-5302 豊岡市日高町岩中８１ 796420796 乳類販売業 自動販売機 コカ・コーラボトラーズジャパン株式会社 代表取締役 カリン ドラガン 107-6211 東京都港区赤坂九丁目７番１号 926418581 但馬(豊健)第182-194 令和3年6月1日
000028 7000184484 ミニストップ日高久田谷店 669-5345 豊岡市日高町久田谷５８番 796432177 コンビニエンスストア 一般 小田根 恵美 但馬(豊健)第182-195 令和3年6月1日
000028 7000184485 ガンピー穀物倉庫 669-5341 豊岡市日高町国分寺２２８－１ 796425195 百貨店、総合スーパー 一般 株式会社　ガンピー 代表取締役社長 田中 喜久雄 669-5341 兵庫県豊岡市日高町国分寺字薮の内２１３番地 796425540 但馬(豊健)第182-196 令和3年6月1日
000028 7000184493 quality market wada-ya 669-6101 豊岡市城崎町湯島２０６ 796322661 その他の食料・飲料販売業 一般 株式会社和田屋 代表取締役 和田 一文 669-6101 兵庫県豊岡市城崎町湯島２０６ 796322661 但馬(豊健)第182-158 令和3年6月1日
000028 7000184497 魚庄 668-0236 豊岡市出石町松枝１０３ 796522077 その他の食料・飲料販売業 一般 小畑 耕作 但馬(豊健)第182-172 令和3年6月1日
000028 7000184499 ㈱河本商店 669-6101 豊岡市城崎町湯島２３５ 796322003 その他の食料・飲料販売業 一般 株式会社河本商店 代表取締役 河本 正行 669-6101 兵庫県豊岡市城崎町湯島２３５ 796322003 但馬(豊健)第182-160 令和3年6月1日
000028 7000184501 ダイソー　豊岡日高店 669-5341 豊岡市日高町国分寺２１１－１ その他の食料・飲料販売業 一般 株式会社大創産業 代表取締役 矢野 靖二 739-8501 広島県東広島市西条吉行東一丁目４番１４号 824200100 但馬(豊健)第186-85 令和3年9月9日
000028 7000184509 タジマ食品工業株式会社 669-5300 豊岡市日高町東芝４３５ 796421095 添加物製造・加工業 一般 タジマ食品工業株式会社 代表取締役 田村 幸一 669-5300 兵庫県豊岡市日高町東芝４３５ 796421095 但馬(豊健)第186-98 令和3年6月25日
000028 7000184513 フジテック㈱ビッグステップ製作所２Ｆ休憩所 669-5304 豊岡市日高町宵田１８０ コップ式自動販売機（自動洗浄・屋内設置） 自動販売機 株式会社コーシン 代表取締役 谷内 篤 921-8802 石川県野々市市押野２丁目２１６番地 762943700 但馬(豊健)第186-94 令和3年7月21日
000028 7000184515 フジテック㈱ビッグステップ製作所１Ｆトイレ前 669-5304 豊岡市日高町宵田１８０ コップ式自動販売機（自動洗浄・屋内設置） 自動販売機 株式会社コーシン 代表取締役 谷内 篤 921-8802 石川県野々市市押野２丁目２１６番地 762943700 但馬(豊健)第186-95 令和3年7月21日
000028 7000184516 フジテック㈱ビッグステップ製作所３Ｆ食堂 669-5304 豊岡市日高町宵田１８０ コップ式自動販売機（自動洗浄・屋内設置） 自動販売機 株式会社コーシン 代表取締役 谷内 篤 921-8802 石川県野々市市押野２丁目２１６番地 762943700 但馬(豊健)第186-93 令和3年7月21日
000028 7000184521 ヒラキ株式会社　日高店 669-5315 豊岡市日高町浅倉字尾川１－１ 796420796 百貨店、総合スーパー 一般 ヒラキ株式会社 代表取締役 伊原 英二 654-0035 兵庫県神戸市須磨区中島町３丁目２番６号 787312310 但馬(豊健)第182-199 令和3年6月1日
000028 7000184526 ヒラキ日高店 669-5315 豊岡市日高町浅倉字尾川１－１ 796421611 乳類販売業 自動販売機 コカ・コーラボトラーズジャパン株式会社 代表取締役 カリン ドラガン 107-6211 東京都港区赤坂九丁目７番１号 926418581 但馬(豊健)第182-200 令和3年6月1日
000028 7000184527 ファミリーマート　日高町鶴岡店 669-5313 豊岡市日高町鶴岡２７３－２ 796432322 コンビニエンスストア 一般 西田 英男 但馬(豊健)第182-201 令和3年6月1日
000028 7000184529 ローソン豊岡日高祢布店 669-5305 豊岡市日高町祢布７９２－１ 796423377 コンビニエンスストア 一般 藤本 尚基 但馬(豊健)第182-203 令和3年6月1日
000028 7000184530 ベーカリーカンパーニュ 669-5305 豊岡市日高町祢布８３６－１ 796420785 乳類販売業 一般 松瀬 憲正 但馬(豊健)第182-204 令和3年6月1日
000028 7000184538 マックスバリュ日高店 669-5321 豊岡市日高町土居字野田３６７ 796425551 百貨店、総合スーパー 一般 マックスバリュ西日本株式会社 代表取締役 平尾 健一 732-0814 広島県広島市南区段原南一丁目３番５２号 825358500 但馬(豊健)第182-202 令和3年6月1日
000028 7000184561 株式会社Ｍ＆Ｒ食品 668-0851 豊岡市今森４９７－１ 796346655 食肉販売業 一般 株式会社Ｍ＆Ｒ食品 代表取締役 桝田 いさ子 668-0851 兵庫県豊岡市今森４９７－１ 796346655 但馬(豊健)第186-200 令和3年10月29日
000028 7000184562 橋本屋 668-0321 豊岡市但東町唐川７３５－３ 796540512 その他の食料・飲料販売業 一般 渋谷 厚志 但馬(豊健)第182-191 令和3年6月1日
000028 7000184563 ミニストップ日高西芝店 669-5328 豊岡市日高町西芝２２４－１ 796425570 コンビニエンスストア 一般 小田根 恵美 但馬(豊健)第182-197 令和3年6月1日
000028 7000184567 旅籠　西田屋 668-0233 豊岡市出石町田結庄４番地 796526081 食肉販売業 一般 株式会社出石まちづくり公社 榮木 健二 668-0214 兵庫県豊岡市出石町内町１０４－７ 796526045 但馬(豊健)第186-185 令和3年10月14日
000028 7000184575 安国寺 668-0324 豊岡市但東町相田３２７ その他の食料・飲料販売業 一般 関口 竜也 但馬(豊健)第186-202 令和3年11月4日
000028 7000184576 辻井養蜂場 669-5315 豊岡市日高町浅倉２４８－１番地 796422329 その他の食料品製造・加工業 一般 辻井 健一 但馬(豊健)第186-203 令和3年11月4日
000028 7000184671 フレッシュバザール日高パーク店 669-5305 豊岡市日高町祢布９８８ 796424522 百貨店、総合スーパー 一般 株式会社さとうフレッシュフロンティア 代表取締役 佐藤 総二郎 668-0063 兵庫県豊岡市正法寺１０５番地 796230333 但馬(豊健)第182-205 令和3年6月1日
000028 7000184672 特別養護老人ホームこぶし園 667-1511 美方郡香美町小代区神水６３８ 796972725 集団給食（４）その他 集団給食 社会福祉法人みかたこぶしの里 理事長 邊見 豊 667-1511 兵庫県美方郡香美町小代区神水６３８ 796972725 但馬(豊健)第186-205 令和3年11月9日
000028 7000184673 ローソン豊岡神鍋高原店 669-5379 豊岡市日高町名色１１６９－１ 796451888 コンビニエンスストア 一般 藤本 尚基 但馬(豊健)第182-206 令和3年6月1日
000028 7000184677 株式会社さんれいフーズ豊岡営業所 669-5363 豊岡市日高町野６５１番地 796441450 その他の食料・飲料販売業 一般 株式会社さんれいフーズ 代表取締役 並河 元 683-0845 鳥取県米子市旗ケ崎２１４７番地 859336165 但馬(豊健)第182-208 令和3年6月1日
000028 7000184689 道しるべ 668-0233 豊岡市出石町田結庄１０７ 796532323 その他の食料・飲料販売業 一般 有限会社　アシスト産業 取締役 坂本 智子 668-0204 兵庫県豊岡市出石町宮内２６５－３ 796522533 但馬(豊健)第182-209 令和3年6月1日
000028 7000184691 いこいの杜 668-0373 豊岡市但東町久畑９５４－１ 食肉販売業 一般 野末 八千代 但馬(豊健)第182-210 令和3年6月1日
000028 7000184696 たんたんマルシェ 668-0345 豊岡市但東町中山７１１ 796217771 食肉販売業 一般 今井 慶 但馬(豊健)第182-211 令和3年6月1日
000028 7000184697 あさまる生活応援隊合同会社 669-5311 豊岡市日高町日置１１５番地の６ 796420240 食肉販売業 一般 あさまる生活応援隊合同会社 代表社員 西村 英治 669-5311 兵庫県豊岡市日高町日置１１５番地の６ 796423260 但馬(豊健)第182-212 令和3年6月1日
000028 7000184698 ティケィフーズサービス 669-5326 豊岡市日高町池上１０５－１ 796420501 食肉販売業 一般 ティケィフーズサービス株式会社 代表取締役 田中 一成 669-5326 兵庫県豊岡市日高町池上１０５－１ 796420501 但馬(豊健)第182-213 令和3年6月1日
000028 7000184701 株式会社Ｔｅａｍｓ 669-5372 豊岡市日高町栗栖野１ 796451115 食肉販売業 一般 株式会社Ｔｅａｍｓ 代表取締役 新免 将 669-5311 兵庫県豊岡市日高町日置２３番地の１８ 796422244 但馬(豊健)第182-214 令和3年6月1日
000028 7000184710 ㈱ハマダセイ 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く。) その他の食料・飲料販売業 露店 株式会社ハマダセイ 代表取締役 島﨑 誠 669-6541 兵庫県美方郡香美町香住区境１１２４ 796360668 但馬(豊健)第186-206 令和3年11月10日
000028 7000184712 ショップ但馬 668-0209 豊岡市出石町田多地１ コンビニエンスストア 一般 パナソニックグループ労働組合連合会 代表者 福澤 邦治 571-0050 大阪府門真市大字門真１００６番地 669029630 但馬(豊健)第186-207 令和3年11月10日
000028 7000184723 株式会社トキワ 669-6553 美方郡香美町香住区三谷７３５ 796364001 調味料製造・加工業 一般 株式会社トキワ 代表取締役 柴崎 明郎 669-6553 兵庫県美方郡香美町香住区三谷７３５ 796364001 但馬(豊健)第186-208 令和3年11月10日
000028 7000184748 株式会社ミルクマン 669-5363 豊岡市日高町野１３１－８ 796440117 乳類販売業 一般 株式会社ミルクマン 代表取締役 久保田 浩哲 669-5363 兵庫県豊岡市日高町野１３１－８ 796440117 但馬(豊健)第182-207 令和3年6月1日
000028 7000184797 公立豊岡病院組合立　豊岡病院 668-0065 豊岡市戸牧１０９４番 796226111 集団給食（２）病院・診療所 集団給食 公立豊岡病院組合 管理者 八木 聰 668-0065 兵庫県豊岡市戸牧１０９４番 796226111 但馬(豊健)第186-210 令和3年11月15日
000028 7000184798 でいさーびす豊岡げんき村 668-0063 豊岡市正法寺６１１－３ 796228123 集団給食（４）その他 集団給食 株式会社豊岡げんき村 代表取締役 吉盛 文彦 668-0063 兵庫県豊岡市正法寺６１１－３ 796228123 但馬(豊健)第186-211 令和3年11月15日
000028 7000184800 特別養護老人ホームやすらぎの里ひだか 669-5346 豊岡市日高町伊府７０７ 796434550 集団給食（４）その他 集団給食 社会福祉法人徳和会 理事長 砂子 菊子 669-6821 兵庫県美方郡新温泉町湯３２２ 796920351 但馬(豊健)第186-212 令和3年11月15日
000028 7000184802 特別養護老人ホームはまさかの里 669-6746 美方郡新温泉町戸田１７５－１ 796825533 集団給食（４）その他 集団給食 社会福祉法人尚徳会 理事長 大澤 和弘 668-0862 兵庫県豊岡市香住１２７２番地 796295533 但馬(豊健)第186-213 令和3年11月15日
000028 7000184806 西村 669-6700 美方郡新温泉町 行商 行商 西村 千代美 但馬(豊健)第186-209 令和3年11月15日
000028 7000184807 特別養護老人ホームむらおかこぶし園 667-1311 美方郡香美町村岡区村岡２２０５ 796940051 集団給食（４）その他 集団給食 社会福祉法人みかたこぶしの里 理事長 邊見 豊 667-1511 兵庫県美方郡香美町小代区神水６３８ 796972725 但馬(豊健)第186-214 令和3年11月15日



000028 7000184809 県立日高高等学校進美寮 669-5305 豊岡市日高町祢布９５１ 796420547 集団給食（４）その他 集団給食 兵庫県立日高高等学校 学校長 岡田 厚志 669-5302 兵庫県豊岡市日高町岩中１番地 796421133 但馬(豊健)第186-215 令和3年11月15日
000028 7000184839 まるちゃんの焼芋 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く。) 796950963 その他の食料品製造・加工業 露店 丸山 満行 但馬(豊健)第186-217 令和3年11月15日
000028 7000184855 香美町小代高齢者生活支援センター  「いこいの里」 667-1543 美方郡香美町小代区忠宮２８７ 796972202 集団給食（４）その他 集団給食 社会福祉法人香美町社会福祉協議会 会長 太田 培男 669-6545 兵庫県美方郡香美町香住区森３１ー１ 796392050 但馬(豊健)第186-219 令和3年11月16日
000028 7000184858 社会福祉法人豊陵保育園 668-0033 豊岡市中央町５番２９号 796232772 集団給食（４）その他 集団給食 社会福祉法人豊陵保育園 理事長 田中 千春 668-0033 兵庫県豊岡市中央町５番２９号 796232772 但馬(豊健)第186-218 令和3年11月16日
000028 7000184953 ｔａｋｅ　ｏｎｅ 669-6201 豊岡市竹野町竹野１５７－３ 食肉販売業 一般 権 夏鈴 但馬(豊健)第186-220 令和3年11月17日
000028 7000184986 杉本清美 669-6341 豊岡市竹野町小城５７８ 796480046 その他の食料品製造・加工業 一般 杉本 清美 但馬(豊健)第186-221 令和3年11月17日
000028 7000184988 佳泉郷　井づつや 669-6821 美方郡新温泉町湯１５３５番地 796921111 集団給食（３）事業所 集団給食 株式会社井筒屋 代表取締役 丸上 宗慈 669-6821 兵庫県美方郡新温泉町湯１５３５番地 796921111 但馬(豊健)第186-222 令和3年11月17日
000028 7000185263 大江戸温泉物語　きのさき 669-6102 豊岡市城崎町桃島１２３２ 796323148 その他の食料・飲料販売業 一般 大江戸温泉物語ホテルズ＆リゾーツ株式会社 代表取締役 森田 満昌 104-0061 東京都中央区銀座7丁目16番21号 332741130 但馬(豊健)第186-223 令和3年11月25日
000028 7000185277 香美町社会福祉協議会香住ふれ愛介護センター  通所介護事業所ほほえみ 669-6401 美方郡香美町香住区無南垣９７ 796381515 集団給食（４）その他 集団給食 社会福祉法人香美町社会福祉協議会 会長 太田 培男 669-6545 兵庫県美方郡香美町香住区森３１番地の１ 796392050 但馬(豊健)第186-225 令和3年11月26日
000028 7000185278 出石　まめいも屋 668-0224 豊岡市出石町本町２８ 796522051 野菜果物販売業 一般 島﨑 豊 但馬(豊健)第186-224 令和3年11月26日
000028 7000185284 出石愛育園 668-0221 豊岡市出石町町分５５９番地の１ 796522137 集団給食（４）その他 集団給食 社会福祉法人愛育会 理事長 山下 康雄 668-0221 兵庫県豊岡市出石町町分５５９番地の１ 796522137 但馬(豊健)第186-226 令和3年11月26日
000028 7000185353 ５８Ｎ musubu 668-0023 豊岡市加広町５－２３ 796235378 その他の食料・飲料販売業 一般 沖中 知香 但馬(豊健)第186-227 令和3年11月25日
000028 7000185354 加藤一恵 669-6344 豊岡市竹野町椒８２３ 796480414 その他の食料・飲料販売業 一般 加藤 一恵 但馬(豊健)第186-228 令和3年11月25日
000028 7000185370 いずし堂本店 668-0256 豊岡市出石町小人１３５－１ 796522600 その他の食料・飲料販売業 一般 アシタ日和山株式会社 代表取締役 西松 伸二 669-6122 兵庫県豊岡市瀬戸１０９０ 796282500 但馬(豊健)第186-229 令和3年11月25日
000028 7000185425 社会福祉法人さいか　楓の杜 669-6227 豊岡市竹野町林６００番地 796480101 集団給食（４）その他 集団給食 社会福祉法人さいか 理事長 松尾 雅之 669-6227 兵庫県豊岡市竹野町林６００番地 796480101 但馬(豊健)第186-230 令和3年11月26日
000028 7000185426 こうのとり認定こども園 668-0065 豊岡市戸牧１６０番地３ 796226360 集団給食（４）その他 集団給食 学校法人弘徳学園 理事長 上田 正一 671-0101 兵庫県姫路市大塩町２０４２番２ 792477301 但馬(豊健)第186-231 令和3年11月26日
000028 7000185625 明星認定こども園 669-6753 美方郡新温泉町諸寄３５６ 796824831 集団給食（４）その他 集団給食 一般財団法人明星保育園 理事長 梅垣 裕之 669-6753 兵庫県美方郡新温泉町諸寄３５６ 796824831 但馬(豊健)第186-232 令和3年11月30日
000028 7000185626 いなほの里　（JAたじま豊岡ショートステイ）  （豊岡東デイサービスセンター） 668-0861 豊岡市大篠岡９６２－２ 796265001 集団給食（４）その他 集団給食 たじま農業協同組合 代表理事組合長 太田垣 哲男 668-0051 兵庫県豊岡市九日市上町５５０－１ 796246001 但馬(豊健)第186-233 令和3年11月30日
000028 7000185673 しばの文具店 668-0033 豊岡市中央町１０－２ 796222745 野菜果物販売業 一般 芝野 勝美 但馬(豊健)第186-238 令和3年11月30日
000028 7000185723 デイホームはなえ 668-0254 豊岡市出石町中村９５４番地の１ 796531015 集団給食（４）その他 集団給食 有限会社創和社 代表取締役 徳網 進 668-0254 兵庫県豊岡市出石町中村９５４番地の１ 796531015 但馬(豊健)第186-235 令和3年11月30日
000028 7000185833 ｆｌｕｆｆｙ（フラッフィー） 669-6101 豊岡市城崎町湯島２５６ 796201416 その他の食料・飲料販売業 一般 伊東 満 但馬(豊健)第186-286 令和3年12月6日
000028 7000185897 上山高原ふるさと館 669-6953 美方郡新温泉町石橋７５７－１ 796994600 その他の食料品製造・加工業 一般 特定非営利活動法人　上山高原エコミュージアム 代表理事 中村 幸夫 669-6953 兵庫県美方郡新温泉町石橋７５７－１ 796994600 但馬(豊健)第186-287 令和3年12月7日
000028 7000185899 丸半農芸 667-1312 美方郡香美町村岡区相田３３７－１ 796940504 その他の食料品製造・加工業 一般 徳山 敏行 但馬(豊健)第186-288 令和3年12月7日
000028 7000185902 お元気ですか～。 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 796425195 その他の食料・飲料販売業 自動車 株式会社　ガンピー 代表取締役社長 田中 喜久雄 669-5341 兵庫県豊岡市日高町国分寺字薮の内２１３番地 796425540 但馬(豊健)第186-289 令和3年12月7日
000028 7000185908 ケンタッキーフライドチキン　豊岡店 668-0805 豊岡市船町３４６－１ 796292320 その他の食料・飲料販売業 一般 株式会社アクシーズフーズ 代表取締役社長 伊地知 洋正 113-0023 東京都文京区向丘１ー１２ー２ 338161536 但馬(豊健)第186-239 令和3年11月30日
000028 7000185909 ダイソー　アルコム豊岡店 668-0013 豊岡市中陰６５０ その他の食料・飲料販売業 一般 株式会社大創産業 代表取締役 矢野 靖二 739-8501 広島県東広島市西条吉行東一丁目４番１４号 824200100 但馬(豊健)第186-240 令和3年11月30日
000028 7000185911 有限会社　グリーンいずし 668-0207 豊岡市出石町伊豆字中道６９６ 796526823 米穀類販売業 一般 有限会社　グリーンいずし 狩野 誠一 668-0207 兵庫県豊岡市出石町伊豆字中道６９６ 796526823 但馬(豊健)第186-241 令和3年11月30日
000028 7000185913 グリーンいずし出石店 668-0225 豊岡市出石町八木３７ 796522310 米穀類販売業 一般 有限会社グリーンいずし 代表取締役 狩野 誠一 668-0207 兵庫県豊岡市出石町伊豆字中道６９６ 796526823 但馬(豊健)第186-242 令和3年11月30日
000028 7000185915 株式会社但馬寿 669-6801 美方郡新温泉町井土４０－１ 796858010 通信販売・訪問販売による販売業 一般 壽製菓株式会社 代表取締役 城内 正行 683-0845 鳥取県米子市旗ケ崎２０２８ 859227456 但馬(豊健)第186-243 令和3年11月30日
000028 7000185926 株式会社但馬寿 669-6801 美方郡新温泉町井土４０－１ 796858010 通信販売・訪問販売による販売業 一般 株式会社但馬寿 城内 正行 669-6801 兵庫県美方郡新温泉町井土４０－１ 796858010 但馬(豊健)第186-244 令和3年11月30日
000028 7000185930 Ｄ－ＲＩＤＥ 669-6821 美方郡新温泉町湯６９－１ コンビニエンスストア 一般 西村 英作 但馬(豊健)第186-246 令和3年11月30日
000028 7000185933 ガスト豊岡店 668-0014 豊岡市野田１７３－４ 796290678 その他の食料・飲料販売業 一般 株式会社すかいらーくレストランツ 代表取締役 中島 尚志 180-0013 東京都武蔵野市西久保１丁目２５番８号 422375206 但馬(豊健)第186-247 令和3年11月30日
000028 7000185935 すき家　豊岡野田店 668-0014 豊岡市野田９５－１ その他の食料・飲料販売業 一般 株式会社すき家 代表取締役 笹川 直樹 108-0075 東京都港区港南二丁目１８番１号 357838850 但馬(豊健)第186-248 令和3年11月30日
000028 7000185937 山本利蔵 669-6413 美方郡香美町香住区下岡１７－３ 796380238 その他の食料品製造・加工業 一般 山本 利蔵 但馬(豊健)第186-249 令和3年11月30日
000028 7000185944 湯快リゾート三好屋７Ｆ 669-6821 美方郡新温泉町湯１６７１－３ 自動販売機（要届出のコップ式自動販売機及び要許可を除く）自動販売機森永製菓株式会社 太田 栄二郎 108-0014 東京都港区芝５丁目３３番地１号 334560153 但馬(豊健)第186-250 令和3年11月30日
000028 7000185974 マルワ渡辺水産（カニ市場）１Ｆ 669-6701 美方郡新温泉町芦屋３６５ 796825001 自動販売機（要届出のコップ式自動販売機及び要許可を除く） 自動販売機 江崎グリコ株式会社 江崎 勝久 555-0021 大阪府大阪市西淀川区歌島４丁目６－５ 664778352 但馬(豊健)第186-252 令和3年11月30日
000028 7000185977 湯村温泉薬師の湯 669-6821 美方郡新温泉町湯１６０４ 796921081 自動販売機（要届出のコップ式自動販売機及び要許可を除く） 自動販売機 江崎グリコ株式会社 江崎 勝久 555-0021 大阪府大阪市西淀川区歌島４丁目６－５ 664778352 但馬(豊健)第186-253 令和3年11月30日
000028 7000185979 ＪＲ浜坂駅 669-6702 美方郡新温泉町浜坂２３３０－１ 796227291 自動販売機（要届出のコップ式自動販売機及び要許可を除く） 自動販売機 江崎グリコ株式会社 江崎 勝久 555-0021 大阪府大阪市西淀川区歌島４丁目６－５ 664778352 但馬(豊健)第186-251 令和3年11月30日
000028 7000185983 ＪＲ竹野駅 669-6215 豊岡市竹野町草飼字釜藤５５７番地３ 796471771 自動販売機（要届出のコップ式自動販売機及び要許可を除く） 自動販売機 江崎グリコ株式会社 江崎 勝久 555-0021 大阪府大阪市西淀川区歌島４丁目６－５ 664778352 但馬(豊健)第186-254 令和3年11月30日
000028 7000185986 シマダフードピットイン但東 668-0313 豊岡市但東町出合市場２３４ 772680500 自動販売機（要届出のコップ式自動販売機及び要許可を除く） 自動販売機 江崎グリコ株式会社 江崎 勝久 555-0021 大阪府大阪市西淀川区歌島４丁目６－５ 664778352 但馬(豊健)第186-255 令和3年11月30日
000028 7000186003 ストック豊岡店ホームセンター 668-0805 豊岡市船町３１８ 796240001 自動販売機（要届出のコップ式自動販売機及び要許可を除く） 自動販売機 江崎グリコ株式会社 江崎 勝久 555-0021 大阪府大阪市西淀川区歌島４丁目６－５ 664778352 但馬(豊健)第186-256 令和3年11月30日
000028 7000186004 達富ファーム 669-6334 豊岡市竹野町河内９３０ 796480178 自動販売機（要届出のコップ式自動販売機及び要許可を除く） 自動販売機 江崎グリコ株式会社 江崎 勝久 555-0021 大阪府大阪市西淀川区歌島４丁目６－５ 664778352 但馬(豊健)第186-257 令和3年11月30日
000028 7000186006 道の駅　かんなべ　マロニエ 669-5372 豊岡市日高町栗栖野５９－１３ 796451515 自動販売機（要届出のコップ式自動販売機及び要許可を除く） 自動販売機 江崎グリコ株式会社 江崎 勝久 555-0021 大阪府大阪市西淀川区歌島４丁目６－５ 664778352 但馬(豊健)第186-258 令和3年11月30日
000028 7000186008 ＮＳＩ豊岡スイミング 668-0047 豊岡市三坂町４－１５ 796242030 自動販売機（要届出のコップ式自動販売機及び要許可を除く） 自動販売機 江崎グリコ株式会社 江崎 勝久 555-0021 大阪府大阪市西淀川区歌島４丁目６－５ 664778352 但馬(豊健)第186-259 令和3年11月30日
000028 7000186046 アイティ豊岡店　２Ｆ 668-0031 豊岡市大手町４－５ 796242768 自動販売機（要届出のコップ式自動販売機及び要許可を除く） 自動販売機 江崎グリコ株式会社 江崎 勝久 555-0021 大阪府大阪市西淀川区歌島４丁目６－５ 664778352 但馬(豊健)第186-261 令和3年11月30日
000028 7000186053 ジョイプラザ豊岡（コープデイズ豊岡店２Ｆ） 668-0023 豊岡市加広町７－３２コープデイズ豊岡店内 796290102 自動販売機（要届出のコップ式自動販売機及び要許可を除く） 自動販売機 江崎グリコ株式会社 江崎 勝久 555-0021 大阪府大阪市西淀川区歌島４丁目６－５ 664778352 但馬(豊健)第186-262 令和3年11月30日
000028 7000186060 北前館　風呂場前 669-6201 豊岡市竹野町竹野５０－１２ 796472020 自動販売機（要届出のコップ式自動販売機及び要許可を除く） 自動販売機 江崎グリコ株式会社 江崎 勝久 555-0021 大阪府大阪市西淀川区歌島４丁目６－５ 664778352 但馬(豊健)第186-263 令和3年11月30日
000028 7000186071 日和山観光　城崎マリンワールド　駐車場前 669-6122 豊岡市瀬戸１０９０ 796282500 自動販売機（要届出のコップ式自動販売機及び要許可を除く） 自動販売機 江崎グリコ株式会社 江崎 勝久 555-0021 大阪府大阪市西淀川区歌島４丁目６－５ 664778352 但馬(豊健)第186-264 令和3年11月30日
000028 7000186074 日和山観光　城崎マリンワールド　売店前 669-6122 豊岡市瀬戸１０９０ 796282500 自動販売機（要届出のコップ式自動販売機及び要許可を除く） 自動販売機 江崎グリコ株式会社 江崎 勝久 555-0021 大阪府大阪市西淀川区歌島４丁目６－５ 664778352 但馬(豊健)第186-265 令和3年11月30日
000028 7000186084 日和山観光　ホテル金波楼　マリンワールド 669-6122 豊岡市瀬戸１０９０ 796282111 自動販売機（要届出のコップ式自動販売機及び要許可を除く） 自動販売機 江崎グリコ株式会社 江崎 勝久 555-0021 大阪府大阪市西淀川区歌島４丁目６－５ 664778352 但馬(豊健)第186-266 令和3年11月30日
000028 7000186184 神鍋温泉　ゆとろぎ 669-5372 豊岡市日高町栗栖野５９－１３ 796451515 自動販売機（要届出のコップ式自動販売機及び要許可を除く） 自動販売機 江崎グリコ株式会社 江崎 勝久 555-0021 大阪府大阪市西淀川区歌島４丁目６－５ 664778352 但馬(豊健)第186-268 令和3年11月30日
000028 7000186186 ＪＲ豊岡駅 668-0031 豊岡市大手町３－２ 796222600 自動販売機（要届出のコップ式自動販売機及び要許可を除く） 自動販売機 江崎グリコ株式会社 江崎 勝久 555-0021 大阪府大阪市西淀川区歌島４丁目６－５ 664778352 但馬(豊健)第186-269 令和3年11月30日
000028 7000186187 ＵＦＯ豊岡（パチンコ店） 668-0061 豊岡市上佐野１４１７ 796228700 自動販売機（要届出のコップ式自動販売機及び要許可を除く） 自動販売機 江崎グリコ株式会社 江崎 勝久 555-0021 大阪府大阪市西淀川区歌島４丁目６－５ 664778352 但馬(豊健)第186-270 令和3年11月30日
000028 7000186200 城崎温泉　一の湯 669-6101 豊岡市城崎町湯島４１５－１ 796323229 自動販売機（要届出のコップ式自動販売機及び要許可を除く） 自動販売機 江崎グリコ株式会社 江崎 勝久 555-0021 大阪府大阪市西淀川区歌島４丁目６－５ 664778352 但馬(豊健)第186-271 令和3年11月30日
000028 7000186203 城崎温泉　さとの湯 669-6103 豊岡市城崎町今津２９０－３６ 796320111 自動販売機（要届出のコップ式自動販売機及び要許可を除く） 自動販売機 江崎グリコ株式会社 江崎 勝久 555-0021 大阪府大阪市西淀川区歌島４丁目６－５ 664778352 但馬(豊健)第186-272 令和3年11月30日
000028 7000186206 城崎温泉　鴻の湯 669-6101 豊岡市城崎町湯島６１０ 796322195 自動販売機（要届出のコップ式自動販売機及び要許可を除く） 自動販売機 江崎グリコ株式会社 江崎 勝久 555-0021 大阪府大阪市西淀川区歌島４丁目６－５ 664778352 但馬(豊健)第186-273 令和3年11月30日
000028 7000186208 城崎温泉　御所の湯 669-6101 豊岡市城崎町湯島４４８－１ 796322230 自動販売機（要届出のコップ式自動販売機及び要許可を除く） 自動販売機 江崎グリコ株式会社 江崎 勝久 555-0021 大阪府大阪市西淀川区歌島４丁目６－５ 664778352 但馬(豊健)第186-274 令和3年11月30日
000028 7000186209 深山楽亭ホテル 669-6101 豊岡市城崎町湯島１０１１ 796322855 自動販売機（要届出のコップ式自動販売機及び要許可を除く） 自動販売機 江崎グリコ株式会社 江崎 勝久 555-0021 大阪府大阪市西淀川区歌島４丁目６－５ 664778352 但馬(豊健)第186-275 令和3年11月30日
000028 7000186210 ＴＳＵＴＡＹＡ　ＡＶＩＸ豊岡店 668-0031 豊岡市大手町７－３０ 796241122 自動販売機（要届出のコップ式自動販売機及び要許可を除く） 自動販売機 江崎グリコ株式会社 江崎 勝久 555-0021 大阪府大阪市西淀川区歌島４丁目６－５ 664778352 但馬(豊健)第186-276 令和3年11月30日
000028 7000186211 キコーナ豊岡店 668-0055 豊岡市昭和町６－１０ 796290777 自動販売機（要届出のコップ式自動販売機及び要許可を除く） 自動販売機 江崎グリコ株式会社 江崎 勝久 555-0021 大阪府大阪市西淀川区歌島４丁目６－５ 664778352 但馬(豊健)第186-277 令和3年11月30日
000028 7000186270 長瀬和子 669-5358 豊岡市日高町広井１９－１ 796440602 その他の食料品製造・加工業 一般 長瀬 和子 但馬(豊健)第186-290 令和3年12月10日
000028 7000186306 ラーメン太郎 668-0012 豊岡市下陰２２８－２第２サンハイツ３０１ その他 一般 佐﨑 信也 但馬(豊健)第186-291 令和3年12月14日
000028 7000186392 ドラッグコスモス但馬日高店 669-5307 豊岡市日高町松岡８８ 796431050 百貨店、総合スーパー 一般 株式会社コスモス薬品 代表取締役 横山 英昭 812-0013 福岡県福岡市博多区博多駅東２丁目１０番１号第一福岡ビルS館４階 924330660 但馬(豊健)第186-293 令和3年12月16日
000028 7000186393 ドラッグコスモス中陰店 668-0013 豊岡市中陰６４４ 796265501 百貨店、総合スーパー 一般 株式会社コスモス薬品 代表取締役 横山 英昭 812-0013 福岡県福岡市博多区博多駅東２丁目１０番１号第一福岡ビルS館４階 924330660 但馬(豊健)第186-294 令和3年12月16日
000028 7000186396 そば処　春来てっぺん 669-6807 美方郡新温泉町春来１３１８ 796922770 その他の食料品製造・加工業 一般 株式会社　春来てっぺん 代表取締役 浅見 雅之 669-6807 兵庫県美方郡新温泉町春来１３１８ 796922770 但馬(豊健)第186-295 令和3年12月16日
000028 7000186402 ゴダイドラッグ豊岡店 668-0014 豊岡市野田１６４ 796291856 百貨店、総合スーパー 一般 ゴダイ株式会社 代表取締役 浦上 晃之 670-0921 兵庫県姫路市綿町１０４番地スクエアビル２Ｆ 792230303 但馬(豊健)第186-296 令和3年12月16日
000028 7000186403 ゴダイドラッグ豊岡戸牧店 668-0065 豊岡市戸牧１０－５ 796290600 百貨店、総合スーパー 一般 ゴダイ株式会社 代表取締役 浦上 晃之 670-0921 兵庫県姫路市綿町１０４番地スクエアビル２Ｆ 792230303 但馬(豊健)第186-298 令和3年12月16日
000028 7000186404 ゴダイドラッグ浜坂店 669-6746 美方郡新温泉町戸田４６４－１ 796831820 百貨店、総合スーパー 一般 ゴダイ株式会社 代表取締役 浦上 晃之 670-0921 兵庫県姫路市綿町１０４番地スクエアビル２Ｆ 792230303 但馬(豊健)第186-297 令和3年12月16日
000028 7000186405 ゴダイドラッグ出石店 668-0221 豊岡市出石町町分１２７－１ 796531220 百貨店、総合スーパー 一般 ゴダイ株式会社 浦上 晃之 670-0921 兵庫県姫路市綿町１０４番地　スクエアビル２Ｆ 792230303 但馬(豊健)第186-299 令和3年12月16日
000028 7000186410 ゴダイドラッグ豊岡昭和町店 668-0055 豊岡市昭和町２１０－１ 796268855 百貨店、総合スーパー 一般 ゴダイ株式会社 代表取締役 浦上 晃之 670-0921 兵庫県姫路市綿町１０４番地スクエアビル２Ｆ 792230303 但馬(豊健)第186-300 令和3年12月16日
000028 7000186425 ドラッグストアーasB宮島店 668-0016 豊岡市宮島２７０ 796265151 百貨店、総合スーパー 一般 ゴダイ株式会社 代表取締役 浦上 晃之 670-0921 兵庫県姫路市綿町１０４番地スクエアビル２Ｆ 792230303 但馬(豊健)第186-301 令和3年12月16日
000028 7000186427 ゴダイドラッグ湯村店 669-6801 美方郡新温泉町井土２９ 796992565 百貨店、総合スーパー 一般 ゴダイ株式会社 代表取締役 浦上 晃之 670-0921 兵庫県姫路市綿町１０４番地スクエアビル２Ｆ 792230303 但馬(豊健)第186-302 令和3年12月16日
000028 7000186433 ゴダイドラッグ江本店 668-0852 豊岡市江本４９７－１ 796241800 百貨店、総合スーパー 一般 ゴダイ株式会社 代表取締役 浦上 晃之 670-0921 兵庫県姫路市綿町１０４番地スクエアビル２Ｆ 792230303 但馬(豊健)第186-303 令和3年12月16日
000028 7000186434 ゴダイドラッグ村岡店 667-1321 美方郡香美町村岡区大糠４５－１ 796981706 百貨店、総合スーパー 一般 ゴダイ株式会社 代表取締役 浦上 晃之 670-0921 兵庫県姫路市綿町１０４番地スクエアビル２Ｆ 792230303 但馬(豊健)第186-304 令和3年12月16日
000028 7000186436 西川農産 669-6954 美方郡新温泉町岸田１２８７ 796930184 農産保存食料品製造・加工業 一般 西川 敏雄 但馬(豊健)第186-305 令和3年12月16日
000028 7000186454 エム・オー・エー商事　豊岡店 668-0024 豊岡市寿町２－１６ 796227699 その他の食料・飲料販売業 一般 株式会社エム・オー・エー商事 代表取締役 福田 研作 413-0011 静岡県熱海市田原本町９番１号 557842611 但馬(豊健)第186-306 令和3年12月17日
000028 7000186462 移動販売まる髭 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く。) 90567864158 野菜果物販売業 自動車 合同会社ローカルクリエイション 𠮷川 明成 669-6564 兵庫県美方郡香美町香住区下浜９４３番地 但馬(豊健)第186-308 令和3年12月17日
000028 7000186472 神鋼アクテック株式会社日高工場 669-5302 豊岡市日高町岩中６８２ コップ式自動販売機（自動洗浄・屋内設置） 自動販売機 株式会社コーシン 代表取締役 谷内 篤 921-8802 石川県野々市市押野２丁目２１６番地 762943700 但馬(豊健)第186-307 令和3年12月17日
000028 7000186616 朝日軒 668-0045 豊岡市城南町４－２６ その他の食料・飲料販売業 一般 山根 正也 但馬(豊健)第186-309 令和3年12月23日
000028 7000186738 ユートピア浜坂 669-6702 美方郡新温泉町浜坂１３５２－１ 自動販売機（要届出のコップ式自動販売機及び要許可を除く）自動販売機株式会社ロッテ 牛膓 栄一 160-0023 東京都新宿区西新宿３－２０－１ 353885645 但馬(豊健)第186-310 令和3年12月28日
000028 7000186740 七釜温泉　ゆーらく館 669-6741 美方郡新温泉町七釜５２４ 自動販売機（要届出のコップ式自動販売機及び要許可を除く）自動販売機株式会社ロッテ 牛膓 栄一 160-0023 東京都新宿区西新宿３－２０－１ 353885643 但馬(豊健)第186-311 令和3年12月28日
000028 7000186741 豊岡ロードサイト 669-6421 美方郡香美町香住区本見塚下岡字畑佃１２８０－１ 自動販売機（要届出のコップ式自動販売機及び要許可を除く）自動販売機株式会社ロッテ 牛膓 栄一 160-0023 東京都新宿区西新宿３－２０－１ 353885645 但馬(豊健)第186-312 令和3年12月28日
000028 7000186742 リフレッシュパークゆむら 669-6821 美方郡新温泉町湯１３７１ 自動販売機（要届出のコップ式自動販売機及び要許可を除く）自動販売機株式会社ロッテ 牛膓 栄一 160-0023 東京都新宿区西新宿３－２０－１ 353885645 但馬(豊健)第186-313 令和3年12月28日
000028 7000186745 あさぎり荘 669-6101 豊岡市城崎町湯島８７６ 自動販売機（要届出のコップ式自動販売機及び要許可を除く）自動販売機株式会社ロッテ 牛膓 栄一 160-0023 東京都新宿区西新宿３－２０－１ 353885645 但馬(豊健)第186-314 令和3年12月28日
000028 7000186878 但馬米穀株式会社 668-0013 豊岡市中陰３１８番地３ 796222131 米穀類販売業 一般 但馬米穀株式会社 代表取締役 木村 嘉男 668-0013 兵庫県豊岡市中陰３１８番地３ 796222131 但馬(豊健)第186-315 令和4年1月12日
000028 7000186895 はれるや 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く。) その他の食料・飲料販売業 自動車 高井 靖史 但馬(豊健)第186-316 令和4年1月12日
000028 7000186902 株式会社ミルクマン 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く。) 露店・仮設店舗等による飲食の提供のうち営業とみなされないもの 露店 株式会社ミルクマン 代表取締役 久保田 浩哲 669-5363 兵庫県豊岡市日高町野１３１－８ 796440117 但馬(豊健)第186-317 令和4年1月12日
000028 7000186914 城崎街道海の駅 669-6116 豊岡市城崎町上山字粟津１４００－５ その他の食料・飲料販売業 一般 スト－ク株式会社 代表取締役 濱名 幸喜 669-6116 兵庫県豊岡市城崎町上山１４００－５ 796320050 但馬(豊健)第186-318 令和4年1月14日
000028 7000186930 Ｍａｎｇｉａｒｅ 668-0832 豊岡市倉見４４０ 農産保存食料品製造・加工業 一般 安田 宏子 但馬(豊健)第186-319 令和4年1月14日
000028 7000186973 いけなりファーム 669-6951 美方郡新温泉町前３４８ 796930605 農産保存食料品製造・加工業 一般 池成 昇 但馬(豊健)第186-320 令和4年1月18日
000028 7000186980 おひさまキッチン 668-0065 豊岡市戸牧１０９４ その他の食料・飲料販売業 一般 天野 めぐみ 但馬(豊健)第186-321 令和4年1月18日
000028 7000186987 スギドラッグ 出石店 668-0221 豊岡市出石町町分１６２番地の１ 796346461 百貨店、総合スーパー 一般 株式会社スギ薬局 代表取締役 榊原 栄一 446-0056 愛知県安城市三河安城町一丁目８番地４ 562452720 但馬(豊健)第186-322 令和4年1月19日
000028 7000187049 あるもんｄｅ鳥居 668-0272 豊岡市出石町鳥居９５ 796525553 農産保存食料品製造・加工業 一般 一般社団法人暮らしの学校農楽 代表理事 木村 尚子 668-0272 兵庫県豊岡市出石町鳥居７８５番地 796201295 但馬(豊健)第186-323 令和4年1月24日
000028 7000187113 間宮　節子 668-0321 豊岡市但東町唐川３８７ 796540782 農産保存食料品製造・加工業 一般 間宮 節子 但馬(豊健)第186-325 令和4年1月27日
000028 7000187132 田結庄釣具店駐車場４６７－１向側 669-5322 豊岡市日高町府市場 野菜果物販売業 一般 田結庄 強 但馬(豊健)第186-326 令和4年1月27日
000028 7000187145 三原　米麦豆 669-6355 豊岡市竹野町三原８７３－１ 精穀・製粉業 一般 田中 長太郎 但馬(豊健)第186-327 令和4年1月31日
000028 7000187155 株式会社文太郎 669-6744 美方郡新温泉町用土２４５ 796802830 その他の食料品製造・加工業 一般 株式会社文太郎 代表取締役 岡本 英樹 669-6744 兵庫県美方郡新温泉町用土２４５ 796802830 但馬(豊健)第186-328 令和4年1月31日
000028 7000187170 kajukasi 668-0023 豊岡市加広町７－３２ その他の食料・飲料販売業 露店 岩本 直子 但馬(豊健)第186-329 令和4年1月31日



000028 7000187172 かに楽座　甲羅戯 669-6431 美方郡香美町香住区浦上３１２－１ 796370345 魚介類販売業 一般 有限会社三吉 代表取締役 藤原 淳男 669-6431 兵庫県美方郡香美町香住区浦上１２０４ 796370345 但馬(豊健)第186-330 令和4年1月31日
000028 7000187243 古元屋 668-0224 豊岡市出石町本町２５ 796522277 野菜果物販売業 一般 古元 博 但馬(豊健)第186-331 令和4年2月3日
000028 7000187301 HONEST BODY LIFE CONDITIONING GYM 669-6546 美方郡香美町香住区七日市１７６－８ 796201325 その他の食料・飲料販売業 一般 田淵 健大 但馬(豊健)第186-333 令和4年2月9日
000028 7000187329 平尾商店 669-5364 豊岡市日高町庄境３９８－１ 796440184 その他の食料・飲料販売業 一般 平尾 健一 但馬(豊健)第186-332 令和4年2月9日
000028 7000187399 Ys　菓子香房 669-6564 美方郡香美町香住区下浜９４８ その他の食料・飲料販売業 自動販売機 川端 由貴 但馬(豊健)第186-338 令和4年2月15日
000028 7000187439 田中　昭 669-6701 美方郡新温泉町芦屋３０５－１ その他の食料品製造・加工業 一般 田村 昭 但馬(豊健)第186-337 令和4年2月17日
000028 7000187440 西村　政治 669-6745 美方郡新温泉町栃谷８９７－１ その他の食料品製造・加工業 一般 西村 政治 但馬(豊健)第186-336 令和4年2月17日
000028 7000187441 西村　千鶴 669-6745 美方郡新温泉町栃谷８９７－１ 0796-82-2636 その他の食料品製造・加工業 一般 西村 千鶴 但馬(豊健)第186-335 令和4年2月17日
000028 7000187452 タジマ食品工業株式会社 669-5300 豊岡市日高町東芝４３５ 796421095 いわゆる健康食品の製造・加工業 一般 タジマ食品工業株式会社 代表取締役 田村 幸一 669-5300 兵庫県豊岡市日高町東芝４３５ 796421095 但馬(豊健)第186-98-2 令和3年6月25日
000028 7000187471 シャトレーゼ豊岡店 668-0065 豊岡市戸牧１１－３ 796267701 その他の食料・飲料販売業 一般 株式会社ＧＲＯＷ　ＵＰ 代表取締役 柴原 史則 680-0911 鳥取県鳥取市千代水二丁目８８番地 857301212 但馬(豊健)第186-339 令和4年2月21日
000028 7000187495 特定非営利活動法人ダーナ 668-0208 豊岡市出石町安良３－１０ 796532800 集団給食（４）その他 集団給食 特定非営利活動法人ダーナ 理事長 西池 匡 668-0208 兵庫県豊岡市出石町安良３－１０ 796532800 但馬(豊健)第186-186 令和3年10月12日
000028 7000187516 西村製粉所 669-5342 豊岡市日高町久斗４９９ 796421455 その他の食料品製造・加工業 一般 西村 勲 但馬(豊健)第186-340 令和4年2月22日
000028 7000187519 じんファーム 669-5376 豊岡市日高町万劫３９１－１ 796451129 その他の食料・飲料販売業 一般 田原 宏二 但馬(豊健)第186-341 令和4年2月22日
000028 7000187638 やまやファーム 669-5361 豊岡市日高町栗山７７７番地 その他の食料品製造・加工業 一般 山口 安行 但馬(豊健)第186-343 令和4年3月3日
000028 7000187676 まるいち衣料 669-6122 豊岡市瀬戸１１０－１ その他の食料・飲料販売業 一般 貝嶋 賢治 但馬(豊健)第186-344 令和4年3月7日
000028 7000187768 石焼きいも５５ 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く。)その他 自動車 渡辺 浩一 但馬(豊健)第186-345 令和4年3月10日
000028 7000187776 さわやかグループ 669-6801 美方郡新温泉町井土９５９－７ 796921964 その他の食料品製造・加工業 一般 松元 けい子 但馬(豊健)第186-346 令和4年3月10日
000028 7000187862 魚民 668-0031 豊岡市大手町４番５号アイティ豊岡１階 796238288 その他の食料・飲料販売業 一般 株式会社モンテローザフーズ 代表取締役 大神 輝博 160-0021 東京都新宿区歌舞伎町１丁目２１番１号 422368888 但馬(豊健)第186-347 令和4年3月14日
000028 7000188111 豊岡市立農産物加工場 668-0206 豊岡市出石町福居９４８ 796526200 その他の食料品製造・加工業 一般 中嶋 弘幸 但馬(豊健)第186-348 令和4年3月25日
000028 7000188144 岡養鶏場 668-0841 豊岡市加陽字川田１８００番地 796522859 卵選別包装業 一般 岡 隆志 但馬(豊健)第186-349 令和4年3月28日
000028 7000188499 社会福祉法人ぶどうの枝福祉会　特別養護老人ホーム出石愛の園 668-0263 豊岡市出石町福住１３３２ 796531300 集団給食（４）その他 集団給食 社会福祉法人ぶどうの枝福祉会 理事長 信川 るり子 654-0121 兵庫県神戸市須磨区妙法寺字野路山１０５３ 787418750 但馬(豊健)第186-1 令和4年4月15日
000028 7000188557 ＤＡＲＬＨＥＮＧ　ＳＴＯＲＥ 668-0032 豊岡市千代田町９－９ その他の食料・飲料販売業 一般 秋田　アナリン　ガルシア 但馬(豊健)第186-2 令和4年4月20日
000028 7000188617 Bar　Re;plus＋／酒楽Bar　呑米 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く。)その他の食料・飲料販売業 露店 奥山 仁美 但馬(豊健)第186-5 令和4年4月21日
000028 7000188619 HIGE　BOOKS　COFFEE 668-0053 豊岡市九日市中町２２５－４ソレアードⅠ１０２ コーヒー（飲料を除く）製造・加工業一般 瀬崎 三千夫 但馬(豊健)第186-6 令和4年4月22日
000028 7000188624 咲々 668-0084 豊岡市福田１２１－１ 796346878 その他の食料・飲料販売業 一般 山田 雅 但馬(豊健)第186-7 令和4年4月26日
000028 7000188626 ファミリーマート公立豊岡病院店 668-0065 豊岡市戸牧１０９４番地 796292020 コンビニエンスストア 一般 エア・ウォーター・メディエイチ株式会社 代表取締役 田沼 俊一郎 141-0031 東京都品川区西五反田２丁目１２番３号 354375951 但馬(豊健)第186-4 令和4年4月25日
000028 7000188643 Airport　Campsite　in　TAJIMA 668-0081 豊岡市岩井字河谷１５９８－３４ 食肉販売業 一般 但馬東洋珈琲株式会社 樋口 正輝 669-5302 兵庫県豊岡市日高町岩中２１３－１５ 796421481 但馬(豊健)第186-8 令和4年4月26日
000028 7000188731 岸田水車小屋 669-6954 美方郡新温泉町岸田２０８ その他の食料品製造・加工業 一般 馬場 正男 但馬(豊健)第186-9 令和4年4月27日
000028 7000188733 Boulangerie　ムギノタビ 668-0065 豊岡市戸牧７４７－１－３０２ その他の食料・飲料販売業 一般 ハミルトン 智美 但馬(豊健)第186-10 令和4年4月27日
000028 7000188774 Bloom cake 669-6101 豊岡市城崎町湯島４５０ その他の食料・飲料販売業 自動販売機 山下 耕平 但馬(豊健)第186-11 令和4年4月28日
000028 7000188876 la comedie 668-0027 豊岡市若松町9-7-303 その他 一般 竹内 峻 但馬(豊健)第186-12 令和4年5月9日
000028 7000188893 株式会社アルカディア 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く。) 野菜果物販売業 露店 株式会社アルカディア 代表取締役 坂野 由明 485-0073 愛知県小牧市大字舟津９８－１－１０１ 但馬(豊健)第186-13 令和4年5月10日
000028 7000188906 木戸栄一郎自宅 669-6101 豊岡市城崎町湯島６２４－２ 796323138 野菜果物販売業 露店 木戸 栄一郎 但馬(豊健)第186-14 令和4年5月10日
000028 7000188934 Ｋａｎｉｃｈｉ 669-6546 美方郡香美町香住区七日市字大縄地３０８－１ 796391147 その他の食料・飲料販売業 一般 有限会社Ｓａｉｋａ 代表取締役 松下 弘行 669-6564 兵庫県美方郡香美町香住区下浜６３４ 796360772 但馬(豊健)第186-15 令和4年5月12日
000028 7000188985 あつみ 669-6711 美方郡新温泉町清富６１ その他の食料品製造・加工業 一般 仲山 厚美 但馬(豊健)第186-16 令和4年5月16日
000028 7000189015 西村屋本店前 668-0024 豊岡市寿町１０番４号 796225311 自動販売機（要届出のコップ式自動販売機及び要許可を除く） 自動販売機 江崎グリコ株式会社 江崎 勝久 555-0021 大阪府大阪市西淀川区歌島４丁目６－５ 664778352 但馬(豊健)第186-17 令和4年5月18日
000028 7000189095 ＳＴＲＥＡＭ　ＫＩＴＣＨＥＮ 668-0015 豊岡市一日市１３８８ 魚介類販売業 一般 株式会社アヅミエンジニア 代表取締役 安積 英樹 550-0014 大阪府大阪市西区北堀江３－１０－４ 677102555 但馬(豊健)第186-19 令和4年5月24日
000028 7000189096 ＳＴＲＥＡＭ　ＫＩＴＣＨＥＮ 668-0015 豊岡市一日市１３８８ 食肉販売業 一般 株式会社アヅミエンジニア 代表取締役 安積 英樹 550-0014 大阪府大阪市西区北堀江３－１０－４ 677102555 但馬(豊健)第186-19 令和4年5月24日
000028 7000189126 道の駅　ハチ北 667-1334 美方郡香美町村岡区福岡６０８－１ 796961600 その他の食料・飲料販売業 一般 鳥井 美加 但馬(豊健)第186-22 令和4年5月26日
000028 7000189144 湯ったり朝市 669-2402 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く。)その他の食料・飲料販売業 露店 宮下 隆司 但馬(豊健)第186-23 令和4年5月30日
000028 7000189230 株式会社播磨屋本店　豊の岡公園 668-0831 豊岡市神美台１－１ 0796-26-0002 コーヒー（飲料を除く）製造・加工業 一般 株式会社播磨屋本店 代表取締役 阿野 拓夫 679-3302 兵庫県朝来市生野町円山３０番地 079-674-1100 但馬(豊健)第186-30 令和4年5月31日
000028 7000189231 株式会社播磨屋本店　豊の岡公園 668-0831 豊岡市神美台１－１ 0796-26-0002 その他の食料品製造・加工業 一般 株式会社播磨屋本店 代表取締役 阿野 拓夫 679-3302 兵庫県朝来市生野町円山３０番地 079-674-1100 但馬(豊健)第186-30 令和4年5月31日
000028 7000189234 井上 669-6127 豊岡市畑上９２０ その他の食料品製造・加工業 一般 井上 正一 但馬(豊健)第186-24 令和4年5月31日
000028 7000189235 宮下 669-6115 豊岡市城崎町来日５８５ その他の食料品製造・加工業 一般 宮下 恵美子 但馬(豊健)第186-25 令和4年5月31日
000028 7000189236 中田 669-6112 豊岡市城崎町飯谷１３９－１ その他の食料品製造・加工業 一般 中田 貴久枝 但馬(豊健)第186-26 令和4年5月31日
000028 7000189237 加田 669-6112 豊岡市城崎町飯谷１１２ その他の食料品製造・加工業 一般 加田 徳明 但馬(豊健)第186-28 令和4年5月31日
000028 7000189238 横田 669-6114 豊岡市城崎町戸島４０２ その他の食料品製造・加工業 一般 横田 登代子 但馬(豊健)第186-29 令和4年5月31日
000028 7000189243 収穫体験畑　いまいファーム 669-6116 豊岡市城崎町上山１３１８－２ その他の食料品製造・加工業 一般 今井 大介 但馬(豊健)第186-27 令和4年5月31日
000028 7000189260 谷垣 669-6115 豊岡市城崎町来日６０４ その他の食料品製造・加工業 一般 谷垣 和男 但馬(豊健)第186-32 令和4年5月31日
000028 7000189261 垣谷 669-6114 豊岡市城崎町戸島４５２ その他の食料品製造・加工業 一般 垣谷 愛子 但馬(豊健)第186-33 令和4年5月31日
000028 7000189386 二方蒲鉾株式会社 000-0000 但馬一円 796283121 その他の食料・飲料販売業 露店 二方蒲鉾株式会社 代表取締役 二方 道正 669-6122 兵庫県豊岡市瀬戸７５７－１ 796283121 但馬(豊健)第186-35 令和4年6月10日
000028 7000189388 Flowing lab 668-0076 豊岡市船谷３５５－２ その他の食料・飲料販売業 一般 福嶋 里美 但馬(豊健)第186-34 令和4年6月10日
000028 7000189389 Flowing lab 668-0076 豊岡市船谷３５５－２ 製茶業 一般 福嶋 里美 但馬(豊健)第186-34 令和4年6月10日
000028 7000189471 岡本 669-6725 美方郡新温泉町藤尾４９３ その他の食料品製造・加工業 一般 岡本 善彦 但馬(豊健)第186-36 令和4年6月16日
000028 7000189477 パーソナルトレーニングジムＣＲＥＶＡＳ668-0204 豊岡市出石町宮内１１５０ 乳類販売業 自動販売機 柴田 信之 但馬(豊健)第186-37 令和4年6月16日
000028 7000189486 和田友秋 668-0042 豊岡市京町８－３ その他 一般 和田 友秋 但馬(豊健)第186-38 令和4年6月21日
000028 7000189488 cafe dailyship 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く。)その他の食料・飲料販売業 露店 和田 友秋 但馬(豊健)第186-39 令和4年6月21日
000028 7000189516 コウノトリ本舗 000-0000 豊岡市内「豊岡駅」 796378222 乳類販売業 その他 コウノトリ羽ばたく会株式会社 代表取締役 坂本 裕 668-0814 兵庫県豊岡市祥雲寺１４－２ 796378222 但馬(豊健)第186-40 令和4年6月22日
000028 7000189517 ＡＶＩＡＮ　ＴＯＴ 668-0813 豊岡市下宮６８０ 796242052 コーヒー（飲料を除く）製造・加工業 一般 池内 多智子 但馬(豊健)第186-41 令和4年6月22日
000028 7000189518 合同会社麒麟トラベラー 669-6753 美方郡新温泉町諸寄４７１－１ 野菜果物販売業 一般 合同会社麒麟トラベラー 代表社員 中村 信人 669-6753 兵庫県美方郡新温泉町諸寄３２１０－７ 但馬(豊健)第186-42 令和4年6月22日
000028 7000189519 合同会社麒麟トラベラー 669-6753 美方郡新温泉町諸寄４７１－１ その他の食料・飲料販売業 一般 合同会社麒麟トラベラー 代表社員 中村 信人 669-6753 兵庫県美方郡新温泉町諸寄３２１０－７ 但馬(豊健)第186-42 令和4年6月22日
000028 7000189606 Ａ ｒｏｓｅｓ 668-0011 豊岡市上陰４０１ その他の食料品製造・加工業 一般 森田 亜沙美 但馬(豊健)第186-43 令和4年6月28日
000028 7000189758 平木 668-0864 豊岡市木内８４２ 農産保存食料品製造・加工業 一般 平木 恵子 但馬(豊健)第186-44 令和4年7月11日
000028 7000189761 奥城崎シーサイドホテル 669-6201 豊岡市竹野町竹野４ 796470666 その他の食料・飲料販売業 一般 株式会社奥城崎シーサイドホテル 代表取締役 岩井 祐介 669-6201 兵庫県豊岡市竹野町竹野字賀嶋４番地 796470666 但馬(豊健)第186-45 令和4年7月13日
000028 7000189876 マルワ渡辺水産　出石店 668-0234 豊岡市出石町柳４ 796532277 魚介類販売業 一般 株式会社マルワ渡辺水産 代表取締役 渡辺 隆一 669-6714 兵庫県美方郡新温泉町芦屋３６５ 796825005 但馬(豊健)第186-48 令和4年7月20日
000028 7000189902 山根 668-0242 豊岡市出石町桐野１４９４－２ 796524773 農産保存食料品製造・加工業 一般 山根 健 但馬(豊健)第186-49 令和4年7月21日
000028 7000189970 暮らしの学校農楽 668-0272 豊岡市出石町鳥居７８５ 796201295 農産保存食料品製造・加工業 一般 一般社団法人暮らしの学校農楽 代表理事 木村 尚子 668-0272 兵庫県豊岡市出石町鳥居７８５ 796201295 但馬(豊健)第186-50 令和4年7月27日
000028 7000189984 平谷芳文 668-0822 豊岡市奥野６９１ 796270393 その他の食料品製造・加工業 一般 平谷 道子 但馬(豊健)第186-51 令和4年7月27日
000028 7000190072 但東農園 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く。)野菜果物販売業 露店 山本 勧 但馬(豊健)第186-52 令和4年7月29日
000028 7000190141 森垣朋子 668-0844 豊岡市土渕７５４ 農産保存食料品製造・加工業 一般 森垣 朋子 但馬(豊健)第186-54 令和4年8月4日
000028 7000190142 ファミリーマート豊岡駅西口店 668-0064 豊岡市高屋９８９番地の８ 796268030 コンビニエンスストア 一般 井関 千恵子 但馬(豊健)第186-53 令和4年8月4日
000028 7000190255 田中 669-6753 美方郡新温泉町諸寄２５１１ 796824513 その他の食料品製造・加工業 一般 田中 祥子 但馬(豊健)第186-55 令和4年8月12日
000028 7000190291 豊嶋農場 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く。)野菜果物販売業 露店 豊嶋 良和 但馬(豊健)第186-57 令和4年8月16日
000028 7000190292 豊嶋農場 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く。)その他の食料・飲料販売業 露店 豊嶋 良和 但馬(豊健)第186-57 令和4年8月16日
000028 7000190293 豊嶋農場 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く。)その他の食料・飲料販売業 露店 豊嶋 良和 但馬(豊健)第186-57 令和4年8月16日
000028 7000190350 城崎珈琲みはらしテラスカフェ 669-6101 豊岡市城崎町湯島806-1 796323365 コーヒー（飲料を除く）製造・加工業 一般 株式会社城崎珈琲焙煎所 代表取締役 谷口 忠弘 668-0012 兵庫県豊岡市下陰１８番地の４ 769243099 但馬(豊健)第186-58 令和4年8月23日
000028 7000190359 ２４ｈ無人ホルモン直売所 668-0032 豊岡市千代田町２－１８ 食肉販売業 一般 清水 厚志 但馬(豊健)第186-59 令和4年8月25日
000028 7000190379 焼き菓子と珈琲のお店　時と 669-6671 美方郡香美町香住区余部１５４２ 796201349 その他の食料・飲料販売業 一般 山西 香奈子 但馬(豊健)第186-61 令和4年8月25日
000028 7000190403 (株)城崎珈琲焙煎所 668-0012 豊岡市下陰１８－４ コーヒー（飲料を除く）製造・加工業 一般 株式会社城崎珈琲焙煎所 代表取締役 谷口 忠弘 668-0012 兵庫県豊岡市下陰１８－４ 769243099 但馬(豊健)第186-62 令和4年8月29日
000028 7000190417 丸正 669-5365 豊岡市日高町十戸２８５ 796440041 野菜果物販売業 一般 尾藤 守 但馬(豊健)第186-63 令和4年8月25日
000028 7000190501 兵庫ダイハツ販売株式会社　日高店 669-5325 豊岡市日高町堀２２２ コップ式自動販売機（自動洗浄・屋内設置）自動販売機株式会社アペックス西日本 代表取締役 森 吉平 550-0015 大阪府大阪市西区南堀江４丁目２５番２４号665359024 但馬(豊健)第186-64 令和4年8月31日
000028 7000190528 本巣ヱ 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く。) その他の食料・飲料販売業 露店 株式会社炭平旅館 代表取締役 中江 幹夫 627-0201 京都府京丹後市丹後町間人３７１８ 772750005 但馬(豊健)第186-65 令和4年8月31日
000028 7000190563 えんとつ町のプペル保育園  とよおか～ザ・ガーデン～ 668-0815 豊岡市日撫３４５－４ 796378047 集団給食（４）その他 集団給食 株式会社　太陽ライフサポート 三山 哲緒 668-0033 兵庫県豊岡市中央町４－１２ 796378047 但馬(豊健)第186-66 令和4年9月6日
000028 7000190650 松岡好美 668-0314 豊岡市但東町日殿９４ 野菜果物販売業 一般 松岡 好美 但馬(豊健)第186-67 令和4年9月15日
000028 7000190651 松岡好美 668-0314 豊岡市但東町日殿９４ 米穀類販売業 一般 松岡 好美 但馬(豊健)第186-67 令和4年9月15日
000028 7000190706 片島成好堂 669-6101 豊岡市城崎町湯島３９１木屋町小路1F 796322055 その他の食料・飲料販売業 自動販売機 カタシマ株式会社 廣氏 良致 667-0114 兵庫県養父市小城568番地 796642457 但馬(豊健)第186-68 令和4年9月16日
000028 7000190834 しゃんらん 668-0241 豊岡市出石町寺坂１１１７ その他の食料品製造・加工業 一般 西田 幸弘 但馬(豊健)第186-69 令和4年9月29日
000028 7000190876 ミニフレッシュ但東店 668-0312 豊岡市但東町南尾字和田１１３－１ 796540584 百貨店、総合スーパー 一般 株式会社さとうフレッシュフロンティア 代表取締役 佐藤 総二郎 668-0063 兵庫県豊岡市正法寺105番地 796230333 但馬(豊健)第186-70 令和4年9月29日
000028 7000190913 Ｖｅｇｇｉｅ　ｄｅ　＋ 668-0012 豊岡市下陰１８１－１ケンズスクエア３０３ その他 一般 小川 恭弘 但馬(豊健)第186-71 令和4年9月30日
000028 7000190963 メモリアルホールてんれい戸牧ホール668-0065 豊岡市戸牧５３０－１ 自動販売機（要届出のコップ式自動販売機及び要許可を除く）自動販売機江崎グリコ株式会社 江崎 勝久 555-0021 大阪府大阪市西淀川区歌島４丁目６－５664778352 但馬(豊健)第186-72 令和4年10月6日
000028 7000191190 Ethical　Village 000-0000 県下一円(ただし神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く)その他の食料・飲料販売業 露店 岡本 幸恵 但馬(豊健)第186-73 令和4年10月19日
000028 7000191215 ファミリーマート豊岡昭和町店 668-0055 豊岡市昭和町６－２１ 796268211 コンビニエンスストア 一般 株式会社　大行組 代表取締役 水口 克彦 629-3104 京都府京丹後市網野町浅茂川２１３７－４ 772724014 但馬(豊健)第186-74 令和4年10月19日
000028 7000191241 ビトウ農産工房 669-5322 豊岡市日高町府市場６５１ その他の食料品製造・加工業 一般 尾藤 光 但馬(豊健)第186-75 令和4年10月21日
000028 7000191328 フェアフィールド・バイ・  マリオット・兵庫神鍋高原 669-5372 豊岡市日高町栗栖野５９番３０ 796450200 乳類販売業 一般 トリップベースホテルマネジメント株式会社 代表取締役 田森 直紀 531-0076 大阪府大阪市北区大淀中一丁目１番８８号 667434580 但馬(豊健)第186-76 令和4年10月31日
000028 7000191358 たむら　あきら 669-6701 美方郡新温泉町芦屋３０５－１ 農産保存食料品製造・加工業 一般 田村 浩雄 但馬(豊健)第186-77 令和4年10月31日
000028 7000191563 ジャンボ西村 000-0000 美方郡内 その他の食料・飲料販売業 自動車 株式会社ニシムラ百貨店 代表取締役 西村 安代 669-6821 兵庫県美方郡新温泉町井土１６－１ 796921024 但馬(豊健)第186-79 令和4年11月9日
000028 7000191724 ど冷えもん 668-0871 豊岡市梶原３５５番地１ミクちゃんアリーナ豊岡店 796242988 自動販売機（要届出のコップ式自動販売機及び要許可を除く） 自動販売機 株式会社タツミコーポレーション 李煥辰 673-0016 兵庫県明石市松の内２丁目３－９ 789212222 但馬(豊健)第186-80 令和4年11月18日
000028 7000191759 長谷川農園 669-5335 豊岡市日高町奈佐路１６１ 796424772 農産保存食料品製造・加工業 一般 長谷川 直大 但馬(豊健)第186-89 令和4年11月22日



000028 7000191760 株式会社　株本産業 669-6721 美方郡新温泉町久谷８００－１ その他の食料品製造・加工業 一般 株式会社株本産業 代表取締役 株本 寛 669-6701 兵庫県美方郡新温泉町芦屋３３８－１ 796821448 但馬(豊健)第186-90 令和4年11月22日
000028 7000191860 げんぶ堂 668-0013 豊岡市中陰376-3 796235555 その他の食料品製造・加工業 一般 株式会社げんぶ堂 代表取締役 丸山 里美 668-0013 兵庫県豊岡市中陰３７６番地の３ 796235555 但馬(豊健)第186-91 令和4年11月28日
000028 7000192099 うきカフェ 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く。)コーヒー（飲料を除く）製造・加工業露店 太田 昭宏 但馬(豊健)第186-92 令和4年12月15日
000028 7000192130 おかんの台所 669-5345 豊岡市日高町久田谷８６１ その他 一般 渋谷 立子 但馬(豊健)第186-93 令和4年12月20日
000028 7000192132 ＢＩＴＯ　ＦＡＲＭ 668-0834 豊岡市長谷８３０－３ 796270143 その他の食料品製造・加工業 一般 美籐 晴仁 但馬(豊健)第186-94 令和4年12月20日
000028 7000192178 コーヒー好き 000-0000 県下一円(ただし神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く)コーヒー（飲料を除く）製造・加工業自動車 内田 好員 但馬(豊健)第186-95 令和4年12月22日
000028 7000192199 咲く楽 668-0202 豊岡市出石町口小野６８１ 農産保存食料品製造・加工業 一般 松居 咲子 但馬(豊健)第186-96 令和4年12月23日
000028 7000192300 竜神の杜　曙光亭 000-0000 但馬一円 その他の食料・飲料販売業 自動車 株式会社吉田 代表取締役 吉田 美智則 668-0063 兵庫県豊岡市正法寺１５０ 796223532 但馬(豊健)第186-97 令和5年1月16日
000028 7000192377 柴田 669-6555 美方郡香美町香住区大野３８３ 796363018 その他の食料品製造・加工業 一般 柴田 好子 但馬(豊健)第186-98 令和5年1月20日
000028 7000192414 香美町小代地域局 667-1503 美方郡香美町小代区大谷５６３－１香美町小代地域局 796973111 農産保存食料品製造・加工業 一般 田渕 和正 但馬(豊健)第186-99 令和5年1月24日
000028 7000192544 よもぎの森 668-0361 豊岡市但東町正法寺２４９ 796540327 農産保存食料品製造・加工業 一般 数森 美智子 但馬(豊健)第186-100 令和5年2月6日
000028 7000192550 和田垣文子 668-0804 豊岡市野上１２９ 農産保存食料品製造・加工業 一般 和田垣 文子 但馬(豊健)第186-101 令和5年2月7日
000028 7000192613 太田 668-0321 豊岡市但東町唐川８５１－２ 農産保存食料品製造・加工業 一般 太田 義春 但馬(豊健)第186-102 令和5年2月9日
000028 7000193038 移動スーパー　１２３ 668-0000 豊岡市 その他の食料・飲料販売業 自動車 谷川 いづみ 但馬(豊健)第186-105 令和5年3月8日
000028 7000193060 せきおか 668-0823 豊岡市三宅４５６－２ 796270070 農産保存食料品製造・加工業 一般 関岡 朋子 但馬(豊健)第186-106 令和5年3月9日
000028 7000193094 ミニフレッシュ竹野店 669-6201 豊岡市竹野町竹野１４３９－１ 796471468 百貨店、総合スーパー 一般 株式会社さとうフレッシュフロンティア 代表取締役 佐藤 総二郎 668-0063 兵庫県豊岡市正法寺１０５番地 796230333 但馬(豊健)第186-107 令和5年3月15日
000028 7000193220 みかた設備 667-1322 美方郡香美町村岡区寺河内６－１ その他の食料・飲料販売業 一般 渡辺 明日香 但馬(豊健)第186-108 令和5年3月16日
000028 7000193424 たんたん温泉　福寿の湯 668-0334 豊岡市但東町坂野４７０ 796561511 その他の食料・飲料販売業 一般 岡田 正人 但馬(豊健)第186-109 令和5年3月30日
000028 7000193554 ミッキーハウスＰ２ 669-2402 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く。)その他の食料品製造・加工業 露店 稲田 恵 但馬(豊健)第186-1 令和5年4月4日
000028 7000193555 有限会社増田商店 669-6201 豊岡市竹野町竹野字西道２５５１ 796470709 その他の食料・飲料販売業 一般 有限会社増田商店 代表取締役 増田 洋一 669-6201 兵庫県豊岡市竹野町竹野字西道２５５１ 796470709 但馬(豊健)第186-2 令和5年4月4日
000028 7000193666 浜坂漁業協同組合　貯氷所 669-6701 美方郡新温泉町芦屋６６３番地の１ 796823020 氷雪販売業 一般 浜坂漁業協同組合 代表理事 川越 一男 669-6701 兵庫県美方郡新温泉町芦屋６６３－１ 796823020 但馬(豊健)第186-3 令和5年4月13日
000028 7000193667 浜坂漁協冷蔵庫 669-6701 美方郡新温泉町芦屋６６２番地先 その他 一般 浜坂漁業協同組合 代表理事組合長 川越 一男 669-6701 兵庫県美方郡新温泉町芦屋６６３－１ 796823020 但馬(豊健)第186-4 令和5年4月13日
000028 7000193703 出石城山ガーデン 668-0214 豊岡市出石町内町８３ 796527530 その他の食料・飲料販売業 一般 出石城山ビール株式会社 代表取締役 奥村 忠俊 668-0214 兵庫県豊岡市出石町内町８３ 796527530 但馬(豊健)第186-5 令和5年4月13日
000028 7200110557 有限会社ふるさと但馬ビーフ本店 669-5221 朝来市和田山町秋葉台2-106 796703323 食肉販売業 一般 有限会社ふるさと但馬ビーフ本店 代表取締役 川見 和秀 669-5221 兵庫県朝来市和田山町秋葉台2-106 796703323 但馬(朝健)第但馬(朝健)第112-17 令和4年9月1日
000028 7200181160 八鹿鉱泉株式会社 667-0021 養父市八鹿町八鹿1591-3 796622003 乳類販売業 一般 八鹿鉱泉株式会社 代表取締役 沖田 好弘 667-0021 兵庫県養父市八鹿町八鹿1591-3 796622003 但馬(朝健)第164-2 令和3年6月1日
000028 7200181380 有限会社田中保夫商店 667-0021 養父市八鹿町八鹿65番地の3 その他の食料品製造・加工業 一般 有限会社田中保夫商店 田中 正司 667-0021 兵庫県養父市八鹿町八鹿65番地の3 但馬(朝健)第164-1 令和3年6月1日
000028 7200181390 有限会社田中保夫商店 000-0000 但馬内 796626265 その他の食料品製造・加工業 自動車 有限会社田中保夫商店 代表取締役 田中 正司 667-0021 兵庫県養父市八鹿町八鹿65番地の3 但馬(朝健)第164-2 令和3年6月1日
000028 7200181553 琴弾の丘 667-0306 養父市大屋町宮垣224-67 796638510 集団給食（４）その他 集団給食 社会福祉法人さつき福祉会 理事長 和田 金男 667-0306 兵庫県養父市大屋町宮垣224-67 796638510 但馬(朝健)第164-1 令和3年6月1日
000028 7200182648 ローソン朝来多々良木店 679-3423 朝来市多々良木217-1 796780269 食肉販売業 一般 中川 裕彰 但馬(朝健)第164-6 令和3年6月1日
000028 7200182650 めぐみの郷和田山店 669-5213 朝来市和田山町玉置８６０－１ 796703077 魚介類販売業 一般 株式会社Ｇ７アグリジャパン 代表取締役 中藤 務 654-0161 兵庫県神戸市須磨区弥栄台３－１－６ 787924831 但馬(朝健)第164-7 令和3年6月1日
000028 7200182651 めぐみの郷和田山店 669-5213 朝来市和田山町玉置８６０－１ 796703077 乳類販売業 一般 株式会社Ｇ７アグリジャパン 代表取締役 中藤 務 654-0161 兵庫県神戸市須磨区弥栄台３－１－６ 787924831 但馬(朝健)第164-7 令和3年6月1日
000028 7200182652 ㈱泉平　北近畿魚吉営業所 669-5201 朝来市和田山町和田山２４８ 796723388 食肉販売業 一般 株式会社　泉平 泉 周作 672-8023 兵庫県姫路市白浜町甲841-47 792241212 但馬(朝健)第164-8 令和3年6月1日
000028 7200182653 ジョイフル朝来和田山店 669-5215 朝来市和田山町枚田岡１０４－１ 796702988 食肉販売業 一般 株式会社ジョイフル関西 代表取締役 松本 隆彰 870-0141 大分県大分市三川新町1丁目1番45号 975517131 但馬(朝健)第164-9 令和3年6月1日
000028 7200182936 めばえのにわ保育園 669-5211 朝来市和田山町平野548 796702236 集団給食（４）その他 集団給食 社会福祉法人恵心福祉会 理事長 小林 俊光 669-5261 兵庫県朝来市和田山町枚田1649 796725504 但馬(朝健)第164-10 令和3年6月1日
000028 7200182937 才木商店 667-0311 養父市大屋町大屋市場194 796690025 乳類販売業 一般 才木 健三郎 但馬(朝健)第164-11 令和3年6月1日
000028 7200182938 株式会社　三大 669-5229 朝来市和田山町宮633-1 796702058 その他の食料品製造・加工業 一般 株式会社三大 代表取締役 𠮷井 忠大 667-0021 兵庫県養父市八鹿町八鹿1847-1 796702058 但馬(朝健)第164-12 令和3年6月1日
000028 7200182939 公立八鹿病院 667-0021 養父市八鹿町八鹿1818-1 796623135 乳類販売業 自動販売機 神戸ヤクルト販売株式会社 代表取締役 谷川 清十郎 651-0056 兵庫県神戸市中央区熊内町5丁目3番8号 782418960 但馬(朝健)第164-13 令和3年6月1日
000028 7200182940 医療法人絹和会　但馬病院 667-0023 養父市八鹿町上網場155 796622631 乳類販売業 自動販売機 神戸ヤクルト販売株式会社 代表取締役 谷川 清十郎 651-0056 兵庫県神戸市中央区熊内町5丁目3番8号 782418960 但馬(朝健)第164-14 令和3年6月1日
000028 7200182941 JR八鹿駅 667-0021 養父市八鹿町八鹿100-2 796622007 乳類販売業 自動販売機 神戸ヤクルト販売株式会社 代表取締役 谷川 清十郎 651-0056 兵庫県神戸市中央区熊内町5丁目3番8号 782418960 但馬(朝健)第164-15 令和3年6月1日
000028 7200182942 JR西日本　山陰線和田山駅 669-5202 朝来市和田山町東谷184-5 796723140 乳類販売業 自動販売機 神戸ヤクルト販売株式会社 代表取締役 谷川 清十郎 651-0056 兵庫県神戸市中央区熊内町5丁目3番8号 782418960 但馬(朝健)第164-16 令和3年6月1日
000028 7200182943 佐藤食品流通株式会社 667-0142 養父市建屋583番地2養父市6次産業化支援センター202号 796660282 食肉販売業 一般 佐藤食品流通株式会社 代表取締役 佐藤 光明 667-0142 兵庫県養父市建屋583番地2 796660282 但馬(朝健)第164-17 令和3年6月1日
000028 7200182944 公立豊岡病院組合　朝来医療センター  1Ｆ自販機コーナー 669-5267 朝来市和田山町法興寺392 796723999 コップ式自動販売機（自動洗浄・屋内設置） 自動販売機 株式会社アペックス西日本 代表取締役 森 吉平 550-0015 大阪府大阪市西区南堀江四丁目25番24号 665359024 但馬(朝健)第164-18 令和3年6月1日
000028 7200182945 佐藤食品流通株式会社 667-0142 養父市建屋428 魚介類販売業 一般 佐藤食品流通株式会社 代表取締役 佐藤 光明 667-0142 兵庫県養父市建屋583番地2 796660282 但馬(朝健)第164-19 令和3年6月1日
000028 7200183015 山中製麩所 667-0031 養父市八鹿町九鹿135-2 796622316 その他の食料品製造・加工業 一般 山中 一夫 但馬(朝健)第164-30 令和3年6月14日
000028 7200183023 レストハウス「プレコグロス」 667-0315 養父市大屋町加保582 その他の食料品製造・加工業 一般 公益社団法人養父市シルバー人材センター 代表理事 久保田 文彦 667-0022 兵庫県養父市八鹿町下網場610番地5 796626093 但馬(朝健)第164-20 令和3年6月1日
000028 7200183024 生野こども園 679-3301 朝来市生野町口銀谷546 796793602 集団給食（４）その他 集団給食 朝来市 市長 藤岡 勇 669-5202 兵庫県朝来市和田山町東谷213-1 796723301 但馬(朝健)第164-21 令和3年6月1日
000028 7200183025 大蔵こども園 669-5242 朝来市和田山町宮田196 796732281 集団給食（４）その他 集団給食 朝来市 市長 藤岡 勇 669-5202 兵庫県朝来市和田山町東谷213-1 796723301 但馬(朝健)第164-22 令和3年6月1日
000028 7200183026 東河こども園 669-5226 朝来市和田山町中380 796723257 集団給食（４）その他 集団給食 朝来市 市長 藤岡 勇 669-5202 兵庫県朝来市和田山町東谷213-1 796723301 但馬(朝健)第164-23 令和3年6月1日
000028 7200183027 糸井こども園 669-5232 朝来市和田山町寺内565-1 796752644 集団給食（４）その他 集団給食 朝来市 市長 藤岡 勇 669-5202 兵庫県朝来市和田山町東谷213-1 796723301 但馬(朝健)第164-24 令和3年6月1日
000028 7200183028 竹田こども園 669-5252 朝来市和田山町竹田592-1 796740014 集団給食（４）その他 集団給食 朝来市 市長 藤岡 勇 669-5202 兵庫県朝来市和田山町東谷213-1 796723301 但馬(朝健)第164-25 令和3年6月1日
000028 7200183029 山口こども園 679-3441 朝来市羽渕538 796770140 集団給食（４）その他 集団給食 朝来市 市長 藤岡 勇 669-5202 兵庫県朝来市和田山町東谷213-1 796723301 但馬(朝健)第164-26 令和3年6月1日
000028 7200183030 中川こども園 679-3402 朝来市桑市99 796780077 集団給食（４）その他 集団給食 朝来市 市長 藤岡 勇 669-5202 兵庫県朝来市和田山町東谷213-1 796723301 但馬(朝健)第164-27 令和3年6月1日
000028 7200183074 通所リハビリテーション　日々青々 669-5202 朝来市和田山町東谷160-1 796703321 集団給食（４）その他 集団給食 医療法人社団日々青々 理事長 中島 拓也 669-5202 兵庫県朝来市和田山町東谷160-2 796753033 但馬(朝健)第164-28 令和3年6月10日
000028 7200183104 遠坂きのこ農園株式会社 669-5124 朝来市山東町柴字日向山165 796763010 農産保存食料品製造・加工業 一般 遠坂きのこ農園株式会社 代表取締役 木下 幸一 669-5124 兵庫県朝来市山東町柴字日向山165 796763010 但馬(朝健)第164-29 令和3年6月11日
000028 7200183105 ミニボートピア朝来 669-5214 朝来市和田山町桑原字砂子田190-1 コップ式自動販売機（自動洗浄・屋内設置）自動販売機株式会社アペックス西日本 代表取締役 森 吉平 550-0015 大阪府大阪市西区南堀江4丁目25番24号665359024 但馬(朝健)第164-31 令和3年6月25日
000028 7200183117 株式会社 和田山農産 669-5265 朝来市和田山町筒江字中山165-1 796711060 農産保存食料品製造・加工業 一般 株式会社和田山農産 代表取締役 佐藤 栄次 669-5265 兵庫県朝来市和田山町筒江字中山165-1 796721060 但馬(朝健)第164-56 令和3年9月16日
000028 7200183118 株式会社 和田山農産 669-5265 朝来市和田山町筒江字中山165-1 796711060 その他の食料品製造・加工業 一般 株式会社和田山農産 代表取締役 佐藤 栄次 669-5265 兵庫県朝来市和田山町筒江字中山165-1 796721060 但馬(朝健)第164-56 令和3年9月16日
000028 7200183123 サラダ館　和田山店 669-5203 朝来市和田山町寺谷338-1 796724031 その他の食料・飲料販売業 一般 有限会社いけがわ 代表取締役 片山 剛伸 669-5203 兵庫県朝来市和田山町寺谷338-1 796724031 但馬(朝健)第164-32 令和3年6月28日
000028 7200183130 とくし丸 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市及び西宮市を除く) 魚介類販売業 自動車 有限会社こめやストアー 代表取締役 習田 純平 669-5132 兵庫県朝来市山東町溝黒393-1 796763898 但馬(朝健)第164-4 令和3年6月1日
000028 7200183131 とくし丸 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市及び西宮市を除く) 乳類販売業 自動車 有限会社こめやストアー 代表取締役 習田 純平 669-5132 兵庫県朝来市山東町溝黒393-1 796763898 但馬(朝健)第164-4 令和3年6月1日
000028 7200183166 但馬病院 667-0023 養父市八鹿町上網場155 796622631 集団給食（２）病院・診療所 集団給食 医療法人社団　絹和会 理事長 井上 雄一 151-0053 東京都渋谷区代々木五丁目10番10号SYﾋﾞﾙ 但馬(朝健)第164-34 令和3年7月2日
000028 7200183178 にしがき八鹿店 667-0021 養父市八鹿町八鹿1313 796620700 乳類販売業 一般 株式会社にしがき 代表取締役 西垣 俊平 629-2501 京都府京丹後市大宮町口大野88 772680008 但馬(朝健)第164-35 令和3年7月8日
000028 7200183179 にしがき八鹿店 667-0021 養父市八鹿町八鹿1313 796620700 自動販売機（要届出のコップ式自動販売機及び要許可を除く） 自動販売機 株式会社にしがき 代表取締役 西垣 俊平 629-2501 京都府京丹後市大宮町口大野88 772680008 但馬(朝健)第164-35 令和3年7月8日
000028 7200183180 にしがき八鹿店 667-0021 養父市八鹿町八鹿1313 796620700 自動販売機（要届出のコップ式自動販売機及び要許可を除く） 自動販売機 株式会社にしがき 代表取締役 西垣 俊平 629-2501 京都府京丹後市大宮町口大野88 772680008 但馬(朝健)第164-35 令和3年7月8日
000028 7200183183 お肉畑 667-0432 養父市大屋町宮本141 796601325 その他 一般 湯浅 利彦 但馬(朝健)第164-36 令和3年7月13日
000028 7200183186 お肉畑 000-0000 朝来市その他県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く。) 796601325 食肉販売業 自動車 湯浅 利彦 但馬(朝健)第164-37 令和3年7月13日
000028 7200183191 株式会社関西ポートリー第二成鶏農場GPセンター 669-5238 朝来市和田山町朝日114－1 796752255 卵選別包装業 一般 株式会社関西ポートリー 代表取締役 栗木 貢男 679-2121 兵庫県姫路市豊富町神谷2279 792642835 但馬(朝健)第164-38 令和3年7月15日
000028 7200183205 マルコキッチン 000-0000 朝来市、養父市 魚介類販売業 自動車 有限会社フードショップマルコ 代表取締役 小柴 勝彦 667-0101 兵庫県養父市広谷57 796640038 但馬(朝健)第164-33 令和3年7月2日
000028 7200183206 マルコキッチン 000-0000 朝来市、養父市 食肉販売業 自動車 有限会社フードショップマルコ 代表取締役 小柴 勝彦 667-0101 兵庫県養父市広谷57 796640038 但馬(朝健)第164-33 令和3年7月2日
000028 7200183207 マルコキッチン 000-0000 朝来市、養父市 乳類販売業 自動車 有限会社フードショップマルコ 代表取締役 小柴 勝彦 667-0101 兵庫県養父市広谷57 796640038 但馬(朝健)第164-33 令和3年7月2日
000028 7200183212 伊佐こども園 667-0011 養父市八鹿町浅間1256-5 796622528 集団給食（４）その他 集団給食 養父市 市長 広瀬 栄 667-0021 兵庫県養父市八鹿町八鹿1675 796640315 但馬(朝健)第164-39 令和3年7月19日
000028 7200183215 三谷こども園 667-0136 養父市三谷35-1 796660403 集団給食（４）その他 集団給食 養父市 市長 広瀬 栄 667-0021 兵庫県養父市八鹿町八鹿1675 796640315 但馬(朝健)第164-40 令和3年7月19日
000028 7200183218 大屋こども園 667-0305 養父市大屋町夏梅351 796691103 集団給食（４）その他 集団給食 養父市 市長 広瀬 栄 667-0021 兵庫県養父市八鹿町八鹿1675 796640315 但馬(朝健)第164-41 令和3年7月19日
000028 7200183220 関宮こども園 667-1111 養父市吉井269 796672184 集団給食（４）その他 集団給食 養父市 市長 広瀬 栄 667-0021 兵庫県養父市八鹿町八鹿1675 796640315 但馬(朝健)第164-42 令和3年7月19日
000028 7200183221 養父こども園 667-0112 養父市養父市場650-1 796620365 集団給食（４）その他 集団給食 養父市 市長 広瀬 栄 667-0021 兵庫県養父市八鹿町八鹿1675 796640315 但馬(朝健)第164-43 令和3年7月19日
000028 7200183222 広谷こども園 667-0101 養父市広谷284-1 796640706 集団給食（４）その他 集団給食 養父市 市長 広瀬 栄 667-0021 兵庫県養父市八鹿町八鹿1675 796640315 但馬(朝健)第164-44 令和3年7月19日
000028 7200183225 道の駅但馬のまほろば　売店入口　風除室669-5153 朝来市山東町大月92-6 コップ式自動販売機（自動洗浄・屋内設置）自動販売機株式会社アペックス西日本 代表取締役 森 吉平 550-0015 大阪府大阪市西区南堀江四丁目25番24号665359024 但馬(朝健)第164-48 令和3年8月20日
000028 7200183233 (株)オーシスマップ青渓技術センター667-0003 養父市八鹿町宿南2589-1 コップ式自動販売機（自動洗浄・屋内設置）自動販売機株式会社アペックス西日本 代表取締役 森 吉平 550-0015 大阪府大阪市西区南堀江四丁目25番24号665359024 但馬(朝健)第164-49 令和3年8月20日
000028 7200183241 公益社団法人養父市シルバー人材センター 667-0022 養父市八鹿町下網場610番地5 796626093 その他の食料品製造・加工業 一般 公益社団法人養父市シルバー人材センター 理事長 久保田 文彦 667-0022 兵庫県養父市八鹿町下網場610番地5 796626093 但馬(朝健)第164-52 令和3年9月6日
000028 7200183243 株式会社泉平　北近畿魚吉営業所 669-5201 朝来市和田山町和田山２４８ 796723388 魚介類販売業 一般 株式会社　泉平 泉 周作 672-8023 兵庫県姫路市白浜町甲841-47 792241212 但馬(朝健)第164-45 令和3年7月30日
000028 7200183244 株式会社泉平　北近畿魚吉営業所 669-5201 朝来市和田山町和田山２４８ 796723388 乳類販売業 一般 株式会社　泉平 泉 周作 672-8023 兵庫県姫路市白浜町甲841-47 792241212 但馬(朝健)第164-45 令和3年7月30日
000028 7200183246 特別養護老人ホーム緑風の郷 669-5123 朝来市山東町一品424番地 796763411 集団給食（４）その他 集団給食 社会福祉法人あそう 理事長 南光 三郎 669-5123 兵庫県朝来市山東町一品424番地 796765260 但馬(朝健)第164-50 令和3年9月1日
000028 7200183253 協同購入センター　但馬 667-0032 養父市八鹿町小山12-1 796628515 通信販売・訪問販売による販売業 一般 生活協同組合コープこうべ 代表理事 岩山 利久 658-0042 兵庫県神戸市東灘区住吉本町1-3-19 788561003 但馬(朝健)第164-46 令和3年6月1日
000028 7200183254 社会福祉法人日光学園 日光認定こども園 667-0022 養父市八鹿町下網場451 796622807 集団給食（４）その他 集団給食 社会福祉法人日光学園 理事長 森田 悦子 667-0022 兵庫県養父市八鹿町下網場451 796622807 但馬(朝健)第164-51 令和3年9月2日
000028 7200183256 特別養護老人ホームおおやの郷 667-0313 養父市大屋町笠谷41 796692100 集団給食（４）その他 集団給食 社会福祉法人あそう 理事長 南光 三郎 669-5123 兵庫県朝来市山東町一品424 796765260 但馬(朝健)第164-47 令和3年8月18日
000028 7200183372 ウエルシア　朝来医療センター前店 669-5261 朝来市和田山町枚田765番2 796700306 百貨店、総合スーパー 一般 ウエルシア薬局株式会社 代表取締役 松本 忠久 101-0021 東京都千代田区外神田二丁目2番15号 661927026 但馬(朝健)第164-53 令和3年9月6日
000028 7200183373 ウエルシア　朝来医療センター前店 669-5261 朝来市和田山町枚田765番2 796700306 自動販売機（要届出のコップ式自動販売機及び要許可を除く） 自動販売機 ウエルシア薬局株式会社 代表取締役 松本 忠久 101-0021 東京都千代田区外神田二丁目2番15号 661927026 但馬(朝健)第164-53 令和3年9月6日
000028 7200183374 コーナン和田山一本柳店 669-5215 朝来市和田山町枚田岡190番地1 796721011 百貨店、総合スーパー 一般 コーナン商事株式会社 代表取締役 疋田 直太郎 593-8324 大阪府堺市西区鳳東町4丁401番地1 663971621 但馬(朝健)第164-54 令和3年9月13日
000028 7200183375 コーナン養父店 667-0115 養父市上箇スワ田153番地1 796634668 百貨店、総合スーパー 一般 コーナン商事株式会社 代表取締役 疋田 直太郎 593-8324 大阪府堺市西区鳳東町4丁401番地1 663971621 但馬(朝健)第164-55 令和3年9月13日
000028 7200183394 シーレックス株式会社　兵庫工場 669-5265 朝来市和田山町筒江165-1 796740285 器具・容器包装の製造・加工業 一般 シーレックス株式会社 代表取締役 栗原 敦 111-0052 東京都台東区柳橋1-19-6 338627251 但馬(朝健)第164-57 令和3年9月17日
000028 7200183395 ウエルシア　養父上箇店 667-0115 養父市上箇66番 796642535 百貨店、総合スーパー 一般 ウエルシア薬局株式会社 代表取締役 松本 忠久 101-0021 東京都千代田区外神田二丁目2番15号 352095677 但馬(朝健)第164-58 令和3年9月27日
000028 7200183396 ウエルシア　養父上箇店 667-0115 養父市上箇66番 796642535 自動販売機（要届出のコップ式自動販売機及び要許可を除く） 自動販売機 ウエルシア薬局株式会社 代表取締役 松本 忠久 101-0021 東京都千代田区外神田二丁目2番15号 352095677 但馬(朝健)第164-58 令和3年9月27日
000028 7200183409 宿南こども園 667-0003 養父市八鹿町宿南1287 796625110 集団給食（４）その他 集団給食 養父市 市長 広瀬 栄 667-0021 兵庫県養父市八鹿町八鹿1675 796640315 但馬(朝健)第164-59 令和3年9月29日
000028 7200183410 公立八鹿病院12階ｺｲﾝﾗﾝﾄﾞﾘｰ 667-0021 養父市八鹿町八鹿1878-1 乳類販売業 自動販売機 八鹿鉱泉株式会社 代表取締役 沖田 好弘 667-0021 兵庫県養父市八鹿町八鹿1591-3 796622003 但馬(朝健)第155-1 令和3年6月1日
000028 7200183413 公立八鹿病院3階手術室前 667-0021 養父市八鹿町八鹿1878-1 796623135 乳類販売業 自動販売機 八鹿鉱泉株式会社 代表取締役 沖田 好弘 667-0021 兵庫県養父市八鹿町八鹿1591－3 但馬(朝健)第155-2 令和3年6月1日
000028 7200183414 公立八鹿病院自動販売機コーナー 667-0021 養父市八鹿町八鹿1878-1 796623135 乳類販売業 自動販売機 八鹿鉱泉株式会社 代表取締役 沖田 好弘 667-0021 兵庫県養父市八鹿町八鹿1591番地の3 796622003 但馬(朝健)第155-3 令和3年6月1日
000028 7200183415 冨士発條本社第二工場 669-5265 朝来市和田山町筒江165-3 796741666 乳類販売業 自動販売機 コカ・コーラボトラーズジャパン株式会社 代表取締役 カリン ドラガン 107-0052 東京都港区赤坂九丁目7番1号 368963859 但馬(朝健)第155-4 令和3年6月1日
000028 7200183416 667-0043 養父市八鹿町高柳241-1 796623200 乳類販売業 自動販売機 コカ・コーラボトラーズジャパン株式会社 代表取締役 カリン ドラガン 107-0052 東京都港区赤坂九丁目7番1号 368963859 但馬(朝健)第155-5 令和3年6月1日



000028 7200183418 ㈱多田スミス 669-5263 朝来市和田山町久留引84-10 796742321 乳類販売業 自動販売機 コカ・コーラボトラーズジャパン株式会社 代表取締役 カリン ドラガン 107-0052 東京都港区赤坂九丁目7番1号 368963859 但馬(朝健)第155-6 令和3年6月1日
000028 7200183419 小佐保育所 667-0053 養父市八鹿町小佐885-1 796623915 集団給食（４）その他 集団給食 養父市 市長 広瀬 栄 667-0021 兵庫県養父市八鹿町八鹿1675 796640315 但馬(朝健)第164-60 令和3年9月29日
000028 7200183420 和田山ｼｮｯﾋﾟﾝｸﾞｾﾝﾀｰ（和田山SS１F店内） 669-5215 朝来市和田山町枚田岡774 796724700 乳類販売業 自動販売機 コカ・コーラボトラーズジャパン株式会社 代表取締役 カリン ドラガン 107-0052 東京都港区赤坂九丁目7番1号 368963859 但馬(朝健)第155-7 令和3年6月1日
000028 7200183421 グンゼ梁瀬工場　休憩室 669-5152 朝来市山東町楽音寺186 796763005 乳類販売業 自動販売機 コカ・コーラボトラーズジャパン株式会社 代表取締役 カリン ドラガン 107-0052 東京都港区赤坂九丁目7番1号 368963859 但馬(朝健)第155-8 令和3年6月1日
000028 7200183422 株式会社多田スミス 669-5263 朝来市和田山町久留引184-10 796742321 乳類販売業 自動販売機 コカ・コーラボトラーズジャパン株式会社 代表取締役 カリン ドラガン 107-0052 東京都港区赤坂九丁目7番1号 368963859 但馬(朝健)第155-9 令和3年6月1日
000028 7200183423 冨士発條(株)本社工場 669-5265 朝来市和田山町筒江165-51 796741600 乳類販売業 自動販売機 コカ・コーラボトラーズジャパン株式会社 代表取締役 カリン ドラガン 107-0052 東京都港区赤坂九丁目7番1号 368963859 但馬(朝健)第155-10 令和3年6月1日
000028 7200183466 枚田クリニック 667-0131 養父市上野1168 乳類販売業 自動販売機コカ・コーラボトラーズジャパン株式会社代表取締役 カリン ドラガン107-0052 東京都港区赤坂九丁目7番1号 368963859 但馬(朝健)第155-11 令和3年6月1日
000028 7200183467 冨士発條(株)新本社工場2Ｆ食堂 669-5265 朝来市和田山町筒江165-51 乳類販売業 自動販売機コカ・コーラボトラーズジャパン株式会社代表取締役 カリン ドラガン107-0052 東京都港区赤坂九丁目7番1号 368963859 但馬(朝健)第155-12 令和3年6月1日
000028 7200183468 黒川温泉　1Fロビー 679-3341 朝来市生野町黒川457-1 796792067 乳類販売業 自動販売機 コカ・コーラボトラーズジャパン株式会社 代表取締役 カリン ドラガン 107-0052 東京都港区赤坂九丁目7番1号 368963859 但馬(朝健)第155-13 令和3年6月1日
000028 7200183469 冨士発條（第３工場）株式会社 669-5143 朝来市山東町柿坪83-8 乳類販売業 自動販売機コカ・コーラボトラーズジャパン株式会社代表取締役 カリン ドラガン107-0052 東京都港区赤坂九丁目7番1号 368963859 但馬(朝健)第155-14 令和3年6月1日
000028 7200183470 よふど温泉 669-5135 朝来市山東町森108 796707070 乳類販売業 自動販売機 コカ・コーラボトラーズジャパン株式会社 代表取締役 カリン ドラガン 107-0052 東京都港区赤坂九丁目7番1号 368963859 但馬(朝健)第155-15 令和3年6月1日
000028 7200183473 とがやま温泉 667-0043 養父市八鹿町高柳488-1 乳類販売業 自動販売機株式会社足立商事 代表取締役 足立 博幸 667-0131 兵庫県養父市上野1457 但馬(朝健)第155-18 令和3年6月1日
000028 7200183474 よふど温泉 669-5135 朝来市山東町森字極楽108番地 796707070 乳類販売業 自動販売機 習田 洋生 但馬(朝健)第155-19 令和3年6月1日
000028 7200183475 但馬楽座 667-0131 養父市上野299番地 796641000 乳類販売業 自動販売機 株式会社やぶ温泉 代表取締役 東元 眞一 667-0131 兵庫県養父市上野299番地 796641000 但馬(朝健)第155-20 令和3年6月1日
000028 7200183476 高松屋商店 667-0003 養父市八鹿町宿南1196 796622845 その他の食料・飲料販売業 一般 西村 良哉 但馬(朝健)第155-21 令和3年6月1日
000028 7200183477 ミニフレッシュ　大屋店 667-0305 養父市大屋町夏梅341-1 796692515 百貨店、総合スーパー 一般 株式会社さとうフレッシュフロンティア 代表取締役 佐藤 総二郎 668-0063 兵庫県豊岡市正法寺１０５番地 796230333 但馬(朝健)第155-22 令和3年6月1日
000028 7200183478 ミニフレッシュ生野店 679-3301 朝来市生野町口銀谷317-67 796794572 百貨店、総合スーパー 一般 株式会社さとうフレッシュフロンティア 代表取締役 佐藤 総二郎 668-0063 兵庫県豊岡市正法寺１０５番地 796230333 但馬(朝健)第155-23 令和3年6月1日
000028 7200183479 山下商店 669-5229 朝来市和田山町宮15 796724221 その他の食料・飲料販売業 一般 山下 孝一 但馬(朝健)第155-24 令和3年6月1日
000028 7200183480 ミニフレッシュ　山東店 669-5103 朝来市山東町矢名瀬町916ｰ1 796762791 百貨店、総合スーパー 一般 株式会社さとうフレッシュフロンティア 代表取締役 佐藤 総二郎 668-0063 兵庫県豊岡市正法寺１０５番地 796230333 但馬(朝健)第155-25 令和3年6月1日
000028 7200183484 フレッシュバザール　朝来アルバ店 679-3431 朝来市新井128 796770796 百貨店、総合スーパー 一般 株式会社さとうフレッシュフロンティア 代表取締役 佐藤 総二郎 668-0063 兵庫県豊岡市正法寺１０５番地 796230333 但馬(朝健)第155-28 令和3年6月1日
000028 7200183485 魚三商店 669-5103 朝来市山東町矢名瀬町526 796762030 その他の食料・飲料販売業 一般 大橋 完治 但馬(朝健)第155-26 令和3年6月1日
000028 7200183486 道の駅フレッシュあさご 679-3433 朝来市岩津96番地 796704120 その他の食料・飲料販売業 一般 株式会社フレッシュあさご 代表取締役 池野 雅視 679-3433 兵庫県朝来市岩津96 796704120 但馬(朝健)第155-29 令和3年6月1日
000028 7200183487 マルコ味彩工房 667-0101 養父市広谷57 796640038 その他の食料・飲料販売業 一般 有限会社フードショップマルコ 代表取締役 小柴 勝彦 667-0101 兵庫県養父市広谷57 796640038 但馬(朝健)第155-30 令和3年6月1日
000028 7200183488 ミニフレッシュ関宮店 667-1111 養父市吉井197-2 796635500 百貨店、総合スーパー 一般 株式会社さとうフレッシュフロンティア 代表取締役 佐藤 総二郎 668-0063 兵庫県豊岡市正法寺１０５番地 796230333 但馬(朝健)第155-31 令和3年6月1日
000028 7200183489 ミニフレッシュ和田山宮田店 669-5242 朝来市和田山町宮田969 796703125 百貨店、総合スーパー 一般 株式会社さとうフレッシュフロンティア 代表取締役 佐藤 総二郎 668-0063 兵庫県豊岡市正法寺１０５番地 796230333 但馬(朝健)第155-32 令和3年6月1日
000028 7200183490 池田商店 667-0003 養父市八鹿町宿南1165 796622841 その他の食料・飲料販売業 一般 池田 香 但馬(朝健)第155-33 令和3年6月1日
000028 7200183491 道の駅　但馬のまほろば 669-5153 朝来市山東町大月92-6 796765121 その他の食料・飲料販売業 一般 株式会社グリーンウィンド 代表取締役 田路 淳三 669-5153 兵庫県朝来市山東町大月92-6 796765121 但馬(朝健)第155-34 令和3年6月1日
000028 7200183492 業務スーパー和田山店 669-5264 朝来市和田山町加都88-6 百貨店、総合スーパー 一般 株式会社　野々口商店 代表取締役 野々口 賢三 669-2441 兵庫県丹波篠山市日置398 795563705 但馬(朝健)第155-35 令和3年6月1日
000028 7200183493 ファミリーマート八鹿高柳店 667-0043 養父市八鹿町高柳字野原263-2 796657020 コンビニエンスストア 一般 株式会社　オクヤマ 代表取締役 奥山 武明 667-0041 兵庫県養父市八鹿町八木1132 796623254 但馬(朝健)第155-36 令和3年6月1日
000028 7200183494 ファミリーマート　山東町店 669-5101 朝来市山東町滝田86-1 796707087 コンビニエンスストア 一般 有限会社　わしお 取締役 宮崎 芳通 671-0232 兵庫県姫路市御国野町御着372-1 但馬(朝健)第155-37 令和3年6月1日
000028 7200183498 ファミリーマート八鹿店 667-0021 養父市八鹿町八鹿字沖田1300-1 796633050 コンビニエンスストア 一般 株式会社　オクヤマ 代表取締役 奥山 武明 667-0041 兵庫県養父市八鹿町八木1132 796623254 但馬(朝健)第155-38 令和3年6月1日
000028 7200183499 ローソン和田山土田店 669-5241 朝来市和田山町土田425-1 796702880 コンビニエンスストア 一般 山田 繁 但馬(朝健)第155-39 令和3年6月1日
000028 7200183500 ミニストップ養父上野店 667-0131 養父市上野1000 796642555 コンビニエンスストア 一般 吉谷 耕平 但馬(朝健)第155-40 令和3年6月1日
000028 7200183503 フレッシュバザール和田山玉置店 669-5213 朝来市和田山町玉置524-1 796725700 百貨店、総合スーパー 一般 株式会社さとう 代表取締役 佐藤 総二郎 620-0033 京都府福知山市字上紺屋15 773220001 但馬(朝健)第155-50 令和3年6月1日
000028 7200183509 福美屋 667-0311 養父市大屋町大屋市場190 796690282 その他の食料・飲料販売業 一般 田村 晋也 但馬(朝健)第155-52 令和3年6月1日
000028 7200183513 ローソン養父万久里店 667-1103 養父市万久里140-1 796635275 コンビニエンスストア 一般 大木本 隆康 但馬(朝健)第155-53 令和3年6月1日
000028 7200183514 松田商店 679-3301 朝来市生野町口銀谷478 796792117 その他の食料・飲料販売業 一般 有限会社松田商店 代表取締役 松田 健吾 679-3301 兵庫県朝来市生野町口銀谷478 796792117 但馬(朝健)第155-54 令和3年6月1日
000028 7200183515 ローソン養父八鹿店 667-0021 養父市八鹿町八鹿1587-1 796620595 コンビニエンスストア 一般 河関 裕 但馬(朝健)第155-55 令和3年6月1日
000028 7200183516 ローソン生野インター店 679-3301 朝来市生野町口銀谷2254 796792220 コンビニエンスストア 一般 後藤 眞知子 但馬(朝健)第155-56 令和3年6月1日
000028 7200183518 道の駅但馬楽座　ヤマザキショップ 667-0131 養父市上野299番地 796641000 コンビニエンスストア 一般 株式会社やぶ温泉 代表取締役 東元 眞一 667-0131 兵庫県養父市上野299番地 796641000 但馬(朝健)第155-57 令和3年6月1日
000028 7200183520 株式会社足立商事 667-0131 養父市上野字梅ｹ谷1457 796641005 その他の食料・飲料販売業 一般 株式会社足立商事 代表取締役 足立 博幸 667-0131 兵庫県養父市上野1457 796641005 但馬(朝健)第155-58 令和3年6月1日
000028 7200183522 株式会社　藤澤 667-0115 養父市上箇40-1 796641711 その他の食料・飲料販売業 一般 株式会社藤澤 代表取締役 藤澤 康雄 667-0115 兵庫県養父市上箇40-1 796641711 但馬(朝健)第155-59 令和3年6月1日
000028 7200183523 仁久屋 667-0315 養父市大屋町加保679-6 796690651 その他の食料・飲料販売業 一般 有限会社仁久屋 代表取締役 栃尾 浩司 667-0315 兵庫県養父市大屋町加保679-6 796690651 但馬(朝健)第155-60 令和3年6月1日
000028 7200183524 青田商店 679-3301 朝来市生野町口銀谷694 796792124 その他の食料・飲料販売業 一般 青田 晴信 但馬(朝健)第155-61 令和3年6月1日
000028 7200183526 コンセルボ　和田山店 669-5203 朝来市和田山町寺谷720-4 796722176 その他の食料・飲料販売業 一般 正垣 治代 但馬(朝健)第155-62 令和3年6月1日
000028 7200183527 足立食品 669-5213 朝来市和田山町玉置542-7 796721222 乳類販売業 一般 足立 俊勝 但馬(朝健)第155-63 令和3年6月1日
000028 7200183528 イオンリテール株式会社　イオン和田山店 669-5215 朝来市和田山町枚田岡774 796702600 百貨店、総合スーパー 一般 イオンリテール株式会社 代表取締役社長 井出 武美 261-0023 千葉県千葉市美浜区中瀬1-5-1 432126500 但馬(朝健)第155-64 令和3年6月1日
000028 7200183533 農協牛乳朝来販売所 679-3403 朝来市立脇326ｰ2 796780626 乳類販売業 一般 佐野 裕俊 但馬(朝健)第155-66 令和3年6月1日
000028 7200183534 ミルク宅配センター 669-5153 朝来市山東町大月947 796764097 乳類販売業 一般 小山 里志 但馬(朝健)第155-67 令和3年6月1日
000028 7200183536 マックスバリュ養父店 667-0115 養父市上箇153-1 796641721 百貨店、総合スーパー 一般 マックスバリュ西日本株式会社 代表取締役 平尾 健一 732-0814 広島県広島市南区段原南1丁目3番52号 825358500 但馬(朝健)第155-68 令和3年6月1日
000028 7200183539 ミニストップ八鹿大森店 667-0021 養父市八鹿町八鹿174-1 796620755 コンビニエンスストア 一般 片岡 伸也 但馬(朝健)第155-69 令和3年6月1日
000028 7200183542 Ｐａｎｃａ 679-3301 朝来市生野町口銀谷2028 796792607 その他の食料・飲料販売業 一般 金森 裕美 但馬(朝健)第155-70 令和3年6月1日
000028 7200183543 みやもとや 667-0101 養父市広谷105 796640006 その他の食料・飲料販売業 一般 村上 賢二 但馬(朝健)第155-71 令和3年6月1日
000028 7200183550 有限会社岡商店 667-1128 養父市別宮字アレタ287 796677033 乳類販売業 一般 有限会社岡商店 代表 岡 清弘 667-1128 兵庫県養父市別宮字アレタ287 796677033 但馬(朝健)第155-72 令和3年6月1日
000028 7200183551 中山菓子舗 669-5201 朝来市和田山町和田山242-2 796722010 その他の食料・飲料販売業 一般 中山 雅之 但馬(朝健)第155-73 令和3年6月1日
000028 7200183553 ㈲こめやストアーヤナセ店 669-5104 朝来市山東町末歳650 796764189 百貨店、総合スーパー 一般 有限会社こめやストアー 代表取締役 習田 純平 669-5132 兵庫県朝来市山東町末歳650番地 796764189 但馬(朝健)第155-74 令和3年6月1日
000028 7200183555 BONPAIN　VentCielMer 669-5242 朝来市和田山町宮田247-1 796702560 その他の食料・飲料販売業 一般 小谷 正明 但馬(朝健)第155-75 令和3年6月1日
000028 7200183559 フレッシュバザール八鹿店 667-0021 養父市八鹿町八鹿字篭の口1467番の１ 796633100 百貨店、総合スーパー 一般 株式会社さとうフレッシュフロンティア 代表取締役 佐藤 総二郎 668-0063 兵庫県豊岡市正法寺１０５番地 0796-23-0333 但馬(朝健)第155-76 令和3年6月1日
000028 7200183561 農協牛乳竹田販売所 669-5252 朝来市和田山町竹田206 乳類販売業 一般 松本 広志 但馬(朝健)第155-77 令和3年6月1日
000028 7200183566 売店「グリーンリーブスモール」 667-0021 養父市八鹿町八鹿1878-1 796628801 その他の食料・飲料販売業 一般 株式会社光洋 高木 孝昌 236-0004 神奈川県横浜市金沢区福浦1-5-1 457012210 但馬(朝健)第155-80 令和3年6月1日
000028 7200183567 ヤマザキＹショップ　朝来医療センター店 669-5267 朝来市和田山町法興寺392朝来医療センター内 コンビニエンスストア 一般 ワタキューセイモア株式会社 代表取締役 村田 清和 610-0301 京都府綴喜郡井手町大字多賀小字茶臼塚12-2 774825101 但馬(朝健)第155-81 令和3年6月1日
000028 7200183568 JAファーマーズ・たじまんま和田山 669-5261 朝来市和田山町枚田字キシノ下922-1 796721471 百貨店、総合スーパー 一般 株式会社エーコープ近畿 代表取締役 正村 栄邦 569-0044 大阪府高槻市番田一丁目51番1号 726763300 但馬(朝健)第155-82 令和3年6月1日
000028 7200183569 スーパーセンタートライアル養父店 667-0024 養父市八鹿町朝倉字上台1265-1 百貨店、総合スーパー 一般 株式会社トライアルカンパニー 代表取締役 石橋 亮太 813-0034 福岡県福岡市東区多の津一丁目12-2 926265550 但馬(朝健)第155-83 令和3年6月1日
000028 7200183571 ミニコンビニ　まーち 669-5202 朝来市和田山町東谷213の27 コンビニエンスストア 一般 細見 年美 但馬(朝健)第155-84 令和3年6月1日
000028 7200183572 白バラ牛乳販売店 667-0021 養父市八鹿町八鹿1219-23 796668681 乳類販売業 一般 上田 秀稔 但馬(朝健)第155-85 令和3年6月1日
000028 7200183647 やなせこども園 669-5103 朝来市山東町矢名瀬町772番地 796762344 集団給食（４）その他 集団給食 社会福祉法人梁瀬福祉会 理事長 中塚 修二朗 669-5103 兵庫県朝来市山東町矢名瀬町772番地 796762344 但馬(朝健)第164-61 令和3年10月5日
000028 7200183656 デイサービスセンターなごみの郷 669-5231 朝来市和田山町林垣80-2 796753770 集団給食（４）その他 集団給食 医療法人社団俊葉会 理事長 馬庭 幸二 669-5242 兵庫県朝来市和田山町宮田216番地 796732811 但馬(朝健)第164-62 令和3年10月5日
000028 7200183675 ドラッグコスモス和田山店 669-5214 朝来市和田山町桑原556 796702111 百貨店、総合スーパー 一般 株式会社コスモス薬品 代表取締役 横山 英昭 812-0013 福岡県福岡市博多区博多駅東2丁目10番1号第一福岡ビルＳ館4階 924330660 但馬(朝健)第155-78 令和3年6月1日
000028 7200183677 ローソン朝来多々良木店 679-3423 朝来市多々良木217-1 796780269 コンビニエンスストア 一般 中川 裕彰 但馬(朝健)第155-79 令和3年6月1日
000028 7200183695 ゴダイドラッグ和田山土田店 669-5241 朝来市和田山町土田３６８-４ 792230303 百貨店、総合スーパー 一般 ゴダイ株式会社 代表取締役 浦上 晃之 670-0921 兵庫県姫路市綿町104　スクエアビル2F 792230303 但馬(朝健)第155-41 令和3年6月1日
000028 7200183696 株式会社　南但魚菜 667-0131 養父市上野1000 796640099 その他の食料・飲料販売業 一般 株式会社　南但魚菜 代表取締役社長 三方 要 667-0131 兵庫県養父市上野1000 796640099 但馬(朝健)第155-42 令和3年6月1日
000028 7200183697 ゴダイドラッグ八鹿店 667-0022 養父市八鹿町下網場字中野３６７－１ 796657080 百貨店、総合スーパー 一般 ゴダイ株式会社 代表取締役 浦上 晃之 670-0921 兵庫県姫路市綿町104番地スクエアビル２Ｆ 792230303 但馬(朝健)第155-43 令和3年6月1日
000028 7200183698 ファミリーマート和田山林垣店 669-5231 朝来市和田山町林垣227-1 796726301 コンビニエンスストア 一般 伸和青果食品株式会社 代表取締役 細見 勝 669-5262 兵庫県朝来市和田山町市御堂98-1 796722977 但馬(朝健)第155-45 令和3年6月1日
000028 7200183703 ドラッグコスモス八鹿店 667-0021 養父市八鹿町八鹿1927 796631161 百貨店、総合スーパー 一般 株式会社コスモス薬品 代表取締役 横山 英昭 812-0013 福岡県福岡市博多区博多駅東2丁目10番1号第一福岡ビルＳ館4階 924330660 但馬(朝健)第155-46 令和3年6月1日
000028 7200183704 ミニストップ和田山寺谷店 669-5203 朝来市和田山町寺谷340-1 796700560 コンビニエンスストア 一般 小田根 恵美 但馬(朝健)第155-47 令和3年6月1日
000028 7200183706 ローソン和田山久世田店 669-5253 朝来市和田山町久世田字中川原44-1 796740666 コンビニエンスストア 一般 佐藤 一路 但馬(朝健)第155-48 令和3年6月1日
000028 7200183707 山田屋酒店 667-0102 養父市十二所981-2 796640008 その他の食料・飲料販売業 一般 山田 和弘 但馬(朝健)第155-49 令和3年6月1日
000028 7200183716 マルコキッチン 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) その他の食料・飲料販売業 自動車 有限会社フードショップマルコ 代表取締役 小柴 勝彦 667-0101 兵庫県養父市広谷57 796640038 但馬(朝健)第155-86 令和3年6月1日
000028 7200183861 餃子の王将和田山店 669-5215 朝来市和田山町枚田岡224-1 796726161 その他の食料・飲料販売業 一般 株式会社スタミナフードサービス 代表取締役 森山 良実 668-0013 兵庫県豊岡市中陰633-1 796235741 但馬(朝健)第164-65 令和3年10月8日
000028 7200183868 あわが保育園 669-5122 朝来市山東町早田222 796763329 集団給食（４）その他 集団給食 社会福祉法人与布土福祉会 理事長 石田 保孝 669-5122 兵庫県朝来市山東町溝黒123番地1 796762437 但馬(朝健)第164-63 令和3年10月7日
000028 7200183870 照福こども園 669-5132 朝来市山東町溝黒123-1 796762347 集団給食（４）その他 集団給食 社会福祉法人　与布土福祉会 理事長 石田 保孝 669-5132 兵庫県朝来市山東町溝黒123-1 796762347 但馬(朝健)第164-64 令和3年10月7日
000028 7200183871 神戸ヤクルト販売株式会社　和田山センター 669-5268 朝来市和田山町立ノ原1番地 乳類販売業 一般 神戸ヤクルト販売株式会社 代表取締役 谷川 清十郎 651-0056 兵庫県神戸市中央区熊内町5丁目3番8号 782418960 但馬(朝健)第164-66 令和3年10月8日
000028 7200183894 ダイソー　養父店 667-0115 養父市上箇字下河原69番地 その他の食料・飲料販売業 一般 株式会社大創産業 代表取締役 矢野 靖二 739-0002 広島県東広島市西条吉行東一丁目4番14号 824200100 但馬(朝健)第164-68 令和3年10月12日
000028 7200183901 ダイソー　朝来店 669-5214 朝来市和田山町桑原字中井田395 その他の食料・飲料販売業 一般 株式会社大創産業 代表取締役 矢野 靖二 739-0002 広島県東広島市西条町吉行東一丁目4番14号 824200100 但馬(朝健)第164-67 令和3年10月12日
000028 7200183903 高松屋商店 667-0003 養父市八鹿町宿南1196 796622845 魚介類販売業 一般 西村 良哉 但馬(朝健)第164-69 令和3年10月12日
000028 7200184142 公立八鹿病院 667-0021 養父市八鹿町八鹿1878番地1 796625555 集団給食（２）病院・診療所 集団給食 公立八鹿病院組合 管理者 富 勝治 667-0021 兵庫県養父市八鹿町八鹿1878番地1 但馬(朝健)第164-70 令和3年10月18日
000028 7200184145 野々口禎人 669-5263 朝来市和田山町久留引278-1 野菜果物販売業 一般 野々口 禎人 但馬(朝健)第164-71 令和3年10月18日
000028 7200184148 藤の華　和田山 669-5264 朝来市和田山町加都88-6 796742656 野菜果物販売業 一般 株式会社藤澤 藤澤 康雄 667-0115 兵庫県養父市上箇40番地の1 796641711 但馬(朝健)第164-72 令和3年10月20日
000028 7200184241 スシロー和田山店 669-5215 朝来市和田山町枚田岡182-1 796701800 魚介類販売業 一般 株式会社あきんどスシロー 代表取締役 新居 耕平 564-0063 大阪府吹田市江坂町1丁目22-2 663681001 但馬(朝健)第164-73 令和3年10月25日
000028 7200184244 社会福祉法人南但愛育会児童養護施設 若草寮 669-5112 朝来市山東町大内547-1 796762123 集団給食（４）その他 集団給食 社会福祉法人南但愛育会 理事長 太田 浩之 669-5112 兵庫県朝来市山東町大内522-1 796668008 但馬(朝健)第164-74 令和3年10月25日
000028 7200184271 八鹿浅黄みそ直売所 667-0043 養父市八鹿町高柳259-1 その他の食料・飲料販売業 一般 一般社団法人 田舎暮らし倶楽部 代表理事 西垣 憲志 667-0043 兵庫県養父市八鹿町高柳259-1 但馬(朝健)第164-75 令和3年10月25日
000028 7200184524 ひだまりの郷 669-5242 朝来市和田山町宮田241 796700055 集団給食（４）その他 集団給食 医療法人社団俊葉会 馬庭 幸二 669-5242 兵庫県朝来市和田山町宮田216 796732811 但馬(朝健)第164-78 令和3年11月1日
000028 7200184560 フジッコ株式会社　和田山工場 669-5212 朝来市和田山町柳原68 796723461 集団給食（３）事業所 集団給食 フジッコ株式会社 代表取締役 福井 正一 650-0046 兵庫県神戸市中央区港島中町6丁目13-4 783035911 但馬(朝健)第164-76 令和3年10月28日
000028 7200184577 やまもと農園 669-5143 朝来市山東町柿坪421 その他の食料品製造・加工業 一般 山本 真理子 但馬(朝健)第164-79 令和3年11月2日
000028 7200184667 大植病院 679-3423 朝来市多々良木字塚原１５１４ 796781231 集団給食（２）病院・診療所 集団給食 医療法人社団俊仁会 理事長 松田 年司 679-3423 兵庫県朝来市多々良木字塚原１５１４ 796781231 但馬(朝健)第164-80 令和3年11月9日
000028 7200184669 幼保連携型認定子ども園　枚田みのり保育園 669-5261 朝来市和田山町枚田1622番地 796725504 集団給食（４）その他 集団給食 社会福祉法人　恵心福祉会 理事長 小林 俊光 669-5261 兵庫県朝来市和田山町枚田1649番地 796725504 但馬(朝健)第164-81 令和3年11月5日
000028 7200184670 株式会社　多田スミス 669-5263 朝来市和田山町久留引84-10 796742321 器具・容器包装の製造・加工業 一般 株式会社多田スミス 代表取締役 長尾 英也 669-5263 兵庫県朝来市和田山町久留引84-10 796742321 但馬(朝健)第164-82 令和3年11月5日
000028 7200184738 Ｍｒ．　Ｍａｓａ　ＣＯＦＦＥＥ 669-5202 朝来市、その他県下一円（ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く） 796707166 その他の食料・飲料販売業 露店 安達 耕三 但馬(朝健)第164-83 令和3年11月11日



000028 7200184751 デイサービスセンター「ふれあい」 667-0311 養父市大屋町大屋市場948 796692013 集団給食（４）その他 集団給食 社会福祉法人養父市社会福祉協議会 会長 政次 悟 667-0022 兵庫県養父市八鹿町下網場320 796620160 但馬(朝健)第164-84 令和3年11月10日
000028 7200184753 関宮通所介護事業所 667-1105 養父市関宮193 796673248 集団給食（４）その他 集団給食 社会福祉法人養父市社会福祉協議会 会長 政次 悟 667-0022 兵庫県養父市八鹿町下網場320 796620160 但馬(朝健)第164-85 令和3年11月10日
000028 7200184782 兵庫県立和田山特別支援学校 669-5252 朝来市和田山町竹田1987-1 796740214 集団給食（１）学校 集団給食 兵庫県立和田山特別支援学校 校長 村井 和幸 669-5252 兵庫県朝来市和田山町竹田1987-1 796740214 但馬(朝健)第164-86 令和3年11月11日
000028 7200185004 イオン和田山店　３Ｆ 669-5261 朝来市和田山町枚田岡774 796702600 自動販売機（要届出のコップ式自動販売機及び要許可を除く） 自動販売機 江崎グリコ株式会社 代表取締役 江崎 勝久 555-0021 大阪府大阪市西淀川区歌島4丁目6-5 664778352 但馬(朝健)第164-87 令和3年11月15日
000028 7200185006 モーリーファンタジーイオン和田山店669-5215 朝来市和田山町枚田岡774　イオン和田山店２階 自動販売機（要届出のコップ式自動販売機及び要許可を除く）自動販売機江崎グリコ株式会社 代表取締役 江崎 勝久 555-0021 大阪府大阪市西淀川区歌島4丁目6-5 664778352 但馬(朝健)第164-88 令和3年11月15日
000028 7200185008 ブックセンターすばるTSUTAYA　和田山店 669-5213 朝来市和田山町玉置659-1 796721277 自動販売機（要届出のコップ式自動販売機及び要許可を除く） 自動販売機 江崎グリコ株式会社 代表取締役 江崎 勝久 555-0021 大阪府大阪市西淀川区歌島4丁目6-5 664778352 但馬(朝健)第164-89 令和3年11月15日
000028 7200185034 岡商店　鉢伏高原スキー場休憩コーナー 667-1128 養父市別宮476 796677033 自動販売機（要届出のコップ式自動販売機及び要許可を除く） 自動販売機 江崎グリコ株式会社 代表取締役 江崎 勝久 555-0021 大阪府大阪市西淀川区歌島4丁目6-5 664778352 但馬(朝健)第164-90 令和3年11月15日
000028 7200185035 認定こども園　童和こども園 667-0041 養父市八鹿町八木1482 796625511 集団給食（４）その他 集団給食 社会福祉法人童和福祉会 理事長 西本 厚文 667-0041 兵庫県養父市八鹿町八木1482 796625511 但馬(朝健)第164-91 令和3年11月16日
000028 7200185083 海鮮せんべい但馬 669-5262 朝来市和田山町市御堂19-2 796726767 自動販売機（要届出のコップ式自動販売機及び要許可を除く） 自動販売機 江崎グリコ株式会社 代表取締役 江崎 勝久 555-0021 大阪府大阪市西淀川区歌島4丁目6-5 664778352 但馬(朝健)第164-92 令和3年11月16日
000028 7200185085 フレッシュあさご（播但連絡道路朝来SA） 679-3433 朝来市岩津96番地 796704120 自動販売機（要届出のコップ式自動販売機及び要許可を除く） 自動販売機 江崎グリコ株式会社 代表取締役 江崎 勝久 555-0021 大阪府大阪市西淀川区歌島4丁目6-5 664778352 但馬(朝健)第164-93 令和3年11月16日
000028 7200185087 あさごふれあいプールくじら 679-3431 朝来市新井172 796704700 自動販売機（要届出のコップ式自動販売機及び要許可を除く） 自動販売機 江崎グリコ株式会社 代表取締役 江崎 勝久 555-0021 大阪府大阪市西淀川区歌島4丁目6-5 664778352 但馬(朝健)第164-94 令和3年11月16日
000028 7200185090 道の駅　但馬のまほろば 669-5153 朝来市山東町大月92-6 796765121 自動販売機（要届出のコップ式自動販売機及び要許可を除く） 自動販売機 江崎グリコ株式会社 代表取締役 江崎 勝久 555-0021 大阪府大阪市西淀川区歌島4丁目6-5 664778352 但馬(朝健)第164-95 令和3年11月16日
000028 7200185094 テンイチマックス　和田山 669-5241 朝来市和田山町土田448-5 796720801 自動販売機（要届出のコップ式自動販売機及び要許可を除く） 自動販売機 江崎グリコ株式会社 代表取締役 江崎 勝久 555-0021 大阪府大阪市西淀川区歌島4丁目6-5 664778352 但馬(朝健)第164-96 令和3年11月16日
000028 7200185117 奥香の湯（おうかのゆ）　２Ｆ 669-5213 朝来市和田山町玉置1087-1 796721126 自動販売機（要届出のコップ式自動販売機及び要許可を除く） 自動販売機 江崎グリコ株式会社 代表取締役 江崎 勝久 555-0021 大阪府大阪市西淀川区歌島4丁目6-5 664778352 但馬(朝健)第164-97 令和3年11月16日
000028 7200185195 ミニボートピア朝来　１Ｆ 669-5214 朝来市和田山町桑原190-1 自動販売機（要届出のコップ式自動販売機及び要許可を除く）自動販売機江崎グリコ株式会社 代表取締役 江崎 勝久 555-0021 大阪府大阪市西淀川区歌島4丁目6-5 664778352 但馬(朝健)第164-98 令和3年11月16日
000028 7200185216 朝来市学校給食センター 669-5261 朝来市和田山町枚田649-1 796722801 集団給食（１）学校 集団給食 朝来市 市長 藤岡 勇 669-5202 兵庫県朝来市和田山町東谷213-1 796723301 但馬(朝健)第164-105 令和3年11月19日
000028 7200185345 ダイナム兵庫和田山店 669-5261 朝来市和田山町枚田字大川除583番地2 796726656 自動販売機（要届出のコップ式自動販売機及び要許可を除く） 自動販売機 江崎グリコ株式会社 代表取締役 江崎 勝久 555-0021 大阪府大阪市西淀川区歌島4丁目6-5 664778352 但馬(朝健)第164-99 令和3年11月16日
000028 7200185346 ＪＲ八鹿駅 667-0021 養父市八鹿町八鹿字大森100-2 796622007 自動販売機（要届出のコップ式自動販売機及び要許可を除く） 自動販売機 江崎グリコ株式会社 代表取締役 江崎 勝久 555-0021 大阪府大阪市西淀川区歌島4丁目6-5 664778352 但馬(朝健)第164-100 令和3年11月16日
000028 7200185347 ＪＲ竹田駅 669-5252 朝来市和田山町竹田字中町西側241番地 796746933 自動販売機（要届出のコップ式自動販売機及び要許可を除く） 自動販売機 江崎グリコ株式会社 代表取締役 江崎 勝久 555-0021 大阪府大阪市西淀川区歌島4丁目6-5 664778352 但馬(朝健)第164-101 令和3年11月16日
000028 7200185348 ＪＲ和田山駅 669-5200 朝来市和田山町東谷字藤原184-5 自動販売機（要届出のコップ式自動販売機及び要許可を除く）自動販売機江崎グリコ株式会社 代表取締役 江崎 勝久 555-0021 大阪府大阪市西淀川区歌島4丁目6-5 664778352 但馬(朝健)第164-102 令和3年11月16日
000028 7200185349 ケンタッキー・フライド・チキン　イオン和田山店 669-5215 朝来市和田山町枚田岡774 796702705 その他の食料・飲料販売業 一般 日本ケンタッキー・フライド・チキン株式会社 代表取締役 判治 孝之 220-0012 神奈川県横浜市西区みなとみらい４丁目４番５号 337190231 但馬(朝健)第164-103 令和3年11月17日
000028 7200185364 ジャパンパウダー塗料製造株式会社 679-3311 朝来市生野町真弓373番地98 796794163 集団給食（３）事業所 集団給食 ジャパンパウダー塗料製造株式会社 代表取締役 藤原 明 485-0075 愛知県小牧市三ツ渕字西之門878 796794163 但馬(朝健)第164-104 令和3年11月19日
000028 7200185366 冨士発條株式会社　本社工場　２Ｆ食堂右669-5265 朝来市和田山町筒江165-3 コップ式自動販売機（自動洗浄・屋内設置）自動販売機株式会社アペックス西日本 代表取締役 森 吉平 550-0015 大阪府大阪市西区南堀江四丁目25番24号665359024 但馬(朝健)第164-107 令和3年11月24日
000028 7200185371 養父市学校給食センター 667-0114 養父市小城597番地1 796641801 集団給食（１）学校 集団給食 養父市 市長 広瀬 栄 667-0021 兵庫県養父市八鹿町八鹿1675 796623161 但馬(朝健)第164-109 令和3年11月24日
000028 7200185374 ナカバヤシ株式会社　兵庫工場 667-0313 養父市大屋町笠谷111番地 796690227 農産保存食料品製造・加工業 一般 ナカバヤシ株式会社 代表取締役 湯本 秀昭 540-0031 大阪府大阪市中央区北浜東1番20号 669435555 但馬(朝健)第164-106 令和3年11月24日
000028 7200185375 やまもと農園 669-5202 朝来市、その他県下一円（ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く） その他の食料品製造・加工業 露店 山本 真理子 但馬(朝健)第164-110 令和3年11月24日
000028 7200185378 脳神経外科　枚田クリニック 667-0131 養父市上野1168 796640199 集団給食（２）病院・診療所 集団給食 枚田 一広 但馬(朝健)第164-111 令和3年11月24日
000028 7200185427 学校法人生野学園 679-3331 朝来市生野町栃原字桝渕28-2 796793451 集団給食（１）学校 集団給食 学校法人生野学園 理事長 宇都宮 誠 679-3331 兵庫県朝来市生野町栃原字桝渕28-2 796793451 但馬(朝健)第164-113 令和3年11月25日
000028 7200185561 ひまわりこども園 669-5201 朝来市和田山町和田山372番地1 796725184 集団給食（４）その他 集団給食 社会福祉法人明照福祉会 理事長 田村 善隆 669-5201 兵庫県朝来市和田山町和田山308番地 796725184 但馬(朝健)第164-114 令和3年11月26日
000028 7200185624 たいようこども園 667-0024 養父市八鹿町朝倉1261番地1 796624835 集団給食（４）その他 集団給食 社会福祉法人太陽福祉会 理事長 宇和野 修介 667-0024 兵庫県養父市八鹿町朝倉1261番地1 796624835 但馬(朝健)第164-115 令和3年11月26日
000028 7200185628 たいようこども園（乳児センター） 667-0024 養父市八鹿町朝倉1258-1 796624835 集団給食（４）その他 集団給食 社会福祉法人太陽福祉会 理事長 宇和野 修介 667-0024 兵庫県養父市八鹿町朝倉126番地1 796624835 但馬(朝健)第164-116 令和3年11月26日
000028 7200185811 障害者支援施設 真生園 669-5252 朝来市和田山町竹田1958 796740131 集団給食（４）その他 集団給食 社会福祉法人神戸聖隷福祉事業団 理事長 水野 雄二 654-0142 兵庫県神戸市須磨区友が丘1-1 787927555 但馬(朝健)第164-121 令和3年12月1日
000028 7200185851 特定非営利活動法人ふるさと 679-3411 朝来市澤181 796771030 集団給食（４）その他 集団給食 特定非営利活動法人ふるさと 理事長 丸尾 行子 679-3411 兵庫県朝来市澤181 796771030 但馬(朝健)第164-118 令和3年11月30日
000028 7200185859 すき家　312号和田山IC店 669-5261 朝来市和田山町枚田592-1 その他の食料・飲料販売業 一般 株式会社すき家 代表取締役 笹川 直樹 108-0075 東京都港区港南二丁目18番1号 357838850 但馬(朝健)第164-117 令和3年11月25日
000028 7200185861 社会福祉法人かるべの郷福祉会 667-0102 養父市十二所871番地 796641875 集団給食（４）その他 集団給食 社会福祉法人かるべの郷福祉会 理事長 進藤 龍善 667-0102 兵庫県養父市十二所871番地 但馬(朝健)第164-119 令和3年11月30日
000028 7200185862 さくらの苑 669-5252 朝来市和田山町竹田2486-10 796740264 集団給食（４）その他 集団給食 社会福祉法人聖隷福祉事業団 理事長 水野 雄二 654-0142 兵庫県神戸市須磨区友が丘1丁目1番地 787927555 但馬(朝健)第164-123 令和3年12月2日
000028 7200185865 医療法人社団井上医院デイケアセンターCasa 667-0103 養父市浅野378 796640124 集団給食（４）その他 集団給食 医療法人社団井上医院 理事長 井上 正司 667-0103 兵庫県養父市浅野378 796640124 但馬(朝健)第164-120 令和3年11月30日
000028 7200186275 株式会社　ヒノマル　但馬支店　配送センター 667-0003 養父市八鹿町宿南2315 796633302 その他の食料・飲料販売業 一般 株式会社ヒノマル 代表取締役 田村 隆博 612-8235 京都府京都市伏見区横大路下三栖里ノ内124-4 756017700 但馬(朝健)第164-122 令和3年12月3日
000028 7200186311 みなとや 667-0021 養父市八鹿町八鹿1648 796622354 その他の食料・飲料販売業 一般 神代 喜一郎 但馬(朝健)第155-89 令和3年6月1日
000028 7200186313 服部商店 667-0111 養父市大薮390-1 796650815 その他の食料・飲料販売業 一般 服部 美智代 但馬(朝健)第155-90 令和3年6月1日
000028 7200186314 才木食料品店 667-0311 養父市大屋町大屋市場194 796690025 その他の食料・飲料販売業 一般 才木 健三郎 但馬(朝健)第155-91 令和3年6月1日
000028 7200186315 堂本商店 667-1105 養父市関宮745-1 796672039 その他の食料・飲料販売業 一般 田村 典雄 但馬(朝健)第155-92 令和3年6月1日
000028 7200186316 綾部食料品店 679-3301 朝来市生野町口銀谷2091 796792127 食肉販売業 一般 綾部 幸一 但馬(朝健)第155-93 令和3年6月1日
000028 7200186317 朝来町物産流通事業（株） 679-3423 朝来市多々良木213ｰ1 796780808 その他の食料・飲料販売業 一般 朝来町物産流通事業株式会社 代表取締役 羽渕 敏明 679-3423 兵庫県朝来市多々良木213ｰ1 796780808 但馬(朝健)第155-94 令和3年6月1日
000028 7200186318 大徳醤油株式会社 667-0102 養父市十二所930-3 796634008 食肉販売業 一般 大徳醤油株式会社 浄慶 拓志 667-0102 兵庫県養父市十二所930-3 796634008 但馬(朝健)第155-95 令和3年6月1日
000028 7200186319 ゆば甚　有限会社松田甚兵衛商店 667-0114 養父市小城597 食肉販売業 一般 有限会社　松田甚兵衛商店 代表取締役 松田 正司 667-0114 兵庫県養父市小城597 796640258 但馬(朝健)第155-96 令和3年6月1日
000028 7200186320 めぐみの郷和田山店 669-5213 朝来市和田山町玉置８６０－１ 796703077 食肉販売業 一般 株式会社Ｇ７アグリジャパン 代表取締役 中藤 務 654-0161 兵庫県神戸市須磨区弥栄台３－１－６ 787924831 但馬(朝健)第155-97 令和3年6月1日
000028 7200186321 道の駅ようか但馬蔵 667-0043 養父市八鹿町高柳241-1 079-662-3200 その他の食料・飲料販売業 一般 アシタ日和山株式会社 西松 伸二 669-6122 兵庫県豊岡市瀬戸1090 796623200 但馬(朝健)第155-98 令和3年6月1日
000028 7200186323 福美屋 667-0311 養父市大屋町大屋市場190 796690282 食肉販売業 一般 田村 晋也 但馬(朝健)第155-99 令和3年6月1日
000028 7200186324 但馬物産　小田垣商店 667-0043 養父市八鹿町高柳651-1 796622868 食肉販売業 一般 小田垣 彰 但馬(朝健)第155-100 令和3年6月1日
000028 7200186325 若杉高原おおやスキー場・キャンプ場 667-0323 養父市大屋町若杉字奥山99-2 796691576 食肉販売業 一般 若杉高原開発企業組合 代表理事 辻 隆 667-0323 兵庫県養父市大屋町若杉字奥山99-2 796691576 但馬(朝健)第155-101 令和3年6月1日
000028 7200186327 生野高原カントリークラブ 679-3331 朝来市生野町栃原1784-29 796792335 食肉販売業 一般 生野高原開発株式会社 代表取締役 谷口 守男 679-3331 兵庫県朝来市生野町栃原1784番地の29 796792335 但馬(朝健)第155-103 令和3年6月1日
000028 7200186328 伸和青果食品株式会社 669-5262 朝来市和田山町市御堂98番地の1 796722977 食肉販売業 一般 伸和青果食品株式会社 細見 勝 669-5262 兵庫県朝来市和田山町市御堂98番地の1 796722977 但馬(朝健)第155-104 令和3年6月1日
000028 7200186329 THE　但馬GYU牛　靖ちゃんちの肉 669-5226 朝来市和田山町中258-1 796732711 食肉販売業 一般 宮田 靖仁 但馬(朝健)第155-105 令和3年6月1日
000028 7200186511 小田垣商店 667-1111 養父市吉井680 796672476 その他の食料・飲料販売業 一般 小田垣 秀男 但馬(朝健)第155-106 令和3年6月1日
000028 7200186512 兵庫県立但馬農業高等学校 667-0043 養父市八鹿町高柳字奥山田300-1 食肉販売業 一般 兵庫県立但馬農業高等学校 校長 岸本 良紀 667-0043 兵庫県養父市八鹿町高柳字奥山田300-1 796626107 但馬(朝健)第155-107 令和3年6月1日
000028 7200186513 魚完商店八鹿店 667-0041 養父市八鹿町八木1109-1 796626038 食肉販売業 一般 麻谷 吉春 但馬(朝健)第155-108 令和3年6月1日
000028 7200186722 合格の湯　天然温泉まんどの湯 667-1101 養父市三宅821 自動販売機（要届出のコップ式自動販売機及び要許可を除く）自動販売機株式会社ロッテ 代表取締役 牛膓 栄一 160-0023 東京都新宿区西新宿3-20-1 353885645 但馬(朝健)第164-124 令和3年12月23日
000028 7200186766 グリーンホテルやまなみ（カフェテリアシーズ）667-1127 養父市大久保1579-3 自動販売機（要届出のコップ式自動販売機及び要許可を除く）自動販売機株式会社ロッテ 代表取締役 牛膓 栄一 160-0023 東京都新宿区西新宿3-20-1 353885645 但馬(朝健)第164-125 令和3年12月28日
000028 7200186905 ローソン和田山インター店 669-5262 朝来市和田山町市御堂25-1 コンビニエンスストア 一般 代表取締役 佐藤 一路 但馬(朝健)第164-126 令和4年1月12日
000028 7200186925 生野高原カッセル 679-3331 朝来市生野町栃原1784ｰ302 796794288 食肉販売業 一般 株式会社タクミナ 代表取締役 山田 信彦 541-0047 大阪府大阪市中央区淡路町2丁目2番14号 796794288 但馬(朝健)第164-127 令和4年1月11日
000028 7200186978 竹田街道の駅 669-5262 朝来市和田山町市御堂12-3 796700515 魚介類販売業 一般 ストーク株式会社 代表取締役 濱名 幸喜 669-6116 兵庫県豊岡市城崎町上山1400-5 796320500 但馬(朝健)第164-128 令和4年1月18日
000028 7200186979 ファミリーマート和田山林垣店 669-5231 朝来市和田山町林垣227-1 796726301 魚介類販売業 一般 伸和青果食品株式会社 代表取締役 細見 勝 669-5262 兵庫県朝来市和田山町市御堂98-1 796722977 但馬(朝健)第164-129 令和4年1月18日
000028 7200187088 道の駅　但馬のまほろば 669-5153 朝来市山東町大月92-6 796765121 魚介類販売業 一般 株式会社グリーンウィンド 代表取締役 田路 淳三 669-5153 兵庫県朝来市山東町大月92-6 796765121 但馬(朝健)第164-130 令和4年1月24日
000028 7200187089 秋山洋子 667-0102 養父市十二所 796640567 その他の食料品製造・加工業 一般 秋山 洋子 但馬(朝健)第164-131 令和4年1月25日
000028 7200187126 (株)多田スミス　朝来　食堂内 669-5263 朝来市和田山町久留引84-10 コップ式自動販売機（自動洗浄・屋内設置）自動販売機株式会社アペックス西日本 代表取締役 森 吉平 550-0015 大阪府大阪市西区南堀江4丁目25番24号665359024 但馬(朝健)第164-133 令和4年1月27日
000028 7200187161 町野食品 669-5200 朝来市、西脇市、多可郡 魚介類販売業 自動車 町野 勉 但馬(朝健)第164-134 令和4年1月28日
000028 7200187162 町野食品 669-5200 朝来市、西脇市、多可郡 その他の食料・飲料販売業 自動車 町野 勉 但馬(朝健)第164-134 令和4年1月28日
000028 7200187463 はなや 669-5267 朝来市和田山町法興寺360-1 その他の食料・飲料販売業 一般 尾花 秀規 但馬(朝健)第164-135 令和4年2月16日
000028 7200187618 わはは牧場 667-0321 養父市大屋町蔵垣393 796691434 食肉販売業 一般 上垣 康成 但馬(朝健)第164-136 令和4年2月28日
000028 7200188053 但馬物産 000-0000 養父市内 食肉販売業 自動車 小田垣 康男 但馬(朝健)第155-109 令和3年6月1日
000028 7200188314 株式会社Amnak 667-0142 養父市建屋463番地1 796660227 その他の食料品製造・加工業 一般 株式会社Amnak 代表取締役 藤田 彰 667-0143 兵庫県養父市能座100番地 796660227 但馬(朝健)第164-137 令和4年3月31日
000028 7200188411 伸和青果食品株式会社 669-5262 朝来市和田山町市御堂98番地の1 796722977 卵選別包装業 一般 伸和青果食品株式会社 細見 勝 669-5262 兵庫県朝来市和田山町市御堂98番地の1 796722977 但馬(朝健)第164-1 令和4年4月11日
000028 7200188512 おおや村アートＢＩＧＬＡＢＯ 667-0315 養父市大屋町加保7 その他の食料品製造・加工業 露店 迫 風歌 但馬(朝健)第164-2 令和4年4月20日
000028 7200188544 ＊＊ 667-0315 養父市大屋町加保２９１ 796690074 その他の食料品製造・加工業 一般 栃尾 𠮷輝 但馬(朝健)第164-3 令和4年4月20日
000028 7200188586 黒坂　美智也 667-1102 養父市大谷588 796603078 その他の食料品製造・加工業 一般 黒坂 美智也 但馬(朝健)第164-4 令和4年4月22日
000028 7200188627 JUANA 669-5131 朝来市山東町柊木220 796762820 その他の食料品製造・加工業 一般 町田 奈緒子 但馬(朝健)第164-5 令和4年4月25日
000028 7200188631 つぶつぶ豆工房　casetta 667-0021 養父市八鹿町八鹿825－3 その他の食料品製造・加工業 一般 佐藤 達士 但馬(朝健)第164-6 令和4年4月25日
000028 7200188652 藤岡　法之 669-5266 朝来市和田山町比治373 その他の食料品製造・加工業 一般 藤岡 法之 但馬(朝健)第164-7 令和4年4月25日
000028 7200188667 宇賀農苑 667-0126 養父市堀畑444 その他の食料品製造・加工業 一般 宇賀 淑子 但馬(朝健)第164-8 令和4年4月26日
000028 7200188704 ＊ 667-0043 養父市八鹿町高柳605 796624750 その他の食料品製造・加工業 一般 勝地 信枝 但馬(朝健)第164-9 令和4年4月26日
000028 7200188724 藤岡　とき子 669-5255 朝来市和田山町殿159-1 796742993 農産保存食料品製造・加工業 一般 藤岡 とき子 但馬(朝健)第164-10 令和4年4月27日
000028 7200188909 蔵垣かいこの里の会 667-0321 養父市大屋町蔵垣246-2 796691580 製茶業 一般 熊本 有紗 但馬(朝健)第164-12 令和4年5月11日
000028 7200188913 黒川温泉 679-3341 朝来市生野町黒川字寺谷456 796792067 調味料製造・加工業 一般 生野町温泉開発株式会社 代表取締役 奥藤 博司 679-3341 兵庫県朝来市生野町黒川寺谷457-1 796792067 但馬(朝健)第164-13 令和4年5月10日
000028 7200188945 谷元ファーム 679-3452 朝来市八代369 796770680 農産保存食料品製造・加工業 一般 谷元 誠 但馬(朝健)第164-14 令和4年5月13日
000028 7200188946 谷元ファーム 679-3452 朝来市八代369 796770680 精穀・製粉業 一般 谷元 誠 但馬(朝健)第164-14 令和4年5月13日
000028 7200188980 たんぽぽワーク 667-0021 養父市八鹿町八鹿1441 796620033 その他の食料品製造・加工業 一般 社会福祉法人さつき福祉会 理事長 和田 金男 667-0306 兵庫県養父市大屋町宮垣224番地67 796638510 但馬(朝健)第164-15 令和4年5月16日
000028 7200188995 日の出ホールディングス株式会社  食品カンパニー　但馬醸造所 667-0322 養父市大屋町筏288-1 796691100 調味料製造・加工業 一般 日の出ホールディングス株式会社 代表取締役 大西 浩介 675-1116 兵庫県加古郡稲美町蛸草323-1 794955024 但馬(朝健)第164-11 令和4年4月28日
000028 7200189056 障害者支援施設　琴弾の丘 667-0306 養父市大屋町宮垣224-67 796638510 農産保存食料品製造・加工業 一般 社会福祉法人さつき福祉会 理事長 和田 金男 667-0306 兵庫県養父市大屋町宮垣224-67 796638510 但馬(朝健)第164-16 令和4年5月20日
000028 7200189097 藤井森林農園 669-5263 朝来市和田山町久留引189 796742563 農産保存食料品製造・加工業 一般 藤井 太郎 但馬(朝健)第164-17 令和4年5月25日
000028 7200189099 内山いちごの国 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く。) その他の食料・飲料販売業 露店 有限会社内山いちごの国 荒木 奈見 667-0145 兵庫県養父市長野1297 796660309 但馬(朝健)第164-18 令和4年5月25日
000028 7200189279 ＊ 669-5261 朝来市和田山町枚田1438 その他の食料品製造・加工業 一般 中村 敏明 但馬(朝健)第164-19 令和4年5月27日
000028 7200189541 ＊ 669-5204 朝来市和田山町駅北13-4 その他の食料品製造・加工業 露店 石田 寿美代 但馬(朝健)第164-20 令和4年6月15日
000028 7200189770 合同会社やぶアクア 667-0115 養父市上箇366 農産保存食料品製造・加工業 一般 合同会社やぶアクア 代表取締役 三木 麻琴 667-0115 兵庫県養父市上箇366番地 796642331 但馬(朝健)第164-22 令和4年7月13日
000028 7200189771 マックスバリュ養父店 667-0115 養父市上箇153-1 796641721 自動販売機（要届出のコップ式自動販売機及び要許可を除く） 自動販売機 マックスバリュ西日本株式会社 代表取締役 平尾 健一 732-0814 広島県広島市南区段原南1丁目3番52号 825358500 但馬(朝健)第164-23 令和4年7月14日
000028 7200189969 ベリッタ 667-0012 養父市八鹿町伊佐61-1 796668389 魚介類販売業 一般 株式会社Tetsuya 代表取締役 上村 哲也 667-0012 兵庫県養父市八鹿町伊佐61-1 796668389 但馬(朝健)第164-24 令和4年7月20日
000028 7200189989 伊藤商店 679-3423 朝来市多々良木263ｰ3 796780306 その他の食料・飲料販売業 一般 伊藤 愛子 但馬(朝健)第164-25 令和4年7月26日
000028 7200190213 お箸紫 667-0043 養父市八鹿町高柳250-2 796601991 その他の食料・飲料販売業 一般 堂垣 旭 但馬(朝健)第164-26 令和4年8月9日



000028 7200190697 兵庫ダイハツ株式会社　和田山店 669-5242 朝来市和田山町宮田603-1 コップ式自動販売機（自動洗浄・屋内設置）自動販売機株式会社アペックス西日本 代表取締役 森 吉平 550-0015 大阪府大阪市西区南堀江4丁目25番24号665359024 但馬(朝健)第164-27 令和4年8月31日
000028 7200190698 はさまじ里山の森 667-0131 養父市上野1713 自動販売機（要届出のコップ式自動販売機及び要許可を除く）自動販売機江崎グリコ株式会社 代表取締役 江崎 勝久 555-0021 大阪府大阪市西淀川区歌島4丁目6-5 664778352 但馬(朝健)第164-28 令和4年9月9日
000028 7200190700 朝来茶園 679-3403 朝来市立脇664-9 製茶業 一般 池本 晃市 但馬(朝健)第164-30 令和4年9月13日
000028 7200190713 24時間無人ホルモン直売所 669-5231 朝来市和田山町林垣244-1 食肉販売業 一般 清水 厚志 但馬(朝健)第164-31 令和4年9月20日
000028 7200190779 ミニフレッシュ関宮店 667-1111 養父市吉井197-2 796635500 コップ式自動販売機（自動洗浄・屋内設置） 自動販売機 株式会社さとうフレッシュフロンティア 代表取締役 佐藤 総二郎 668-0063 兵庫県豊岡市正法寺１０５番地 796230333 但馬(朝健)第164-32 令和4年9月26日
000028 7200190780 ファームくだわ　金浦工場 669-5115 朝来市山東町金浦3106-1 その他の食料品製造・加工業 一般 農事組合法人ファームくだわ 代表理事 清田 正巳 669-5228 兵庫県朝来市和田山町久田和658番地2 796702817 但馬(朝健)第164-33 令和4年9月26日
000028 7200190824 ナカバヤシ株式会社関宮工場 667-1102 養父市大谷88 器具・容器包装の製造・加工業 一般 ナカバヤシ株式会社 代表取締役 湯本 秀明 540-0031 大阪府大阪市中央区北浜東１番20号 669435555 但馬(朝健)第164-34 令和4年9月27日
000028 7200190901 salon ベネフロンティア 669-5121 朝来市山東町和賀598-1 その他の食料・飲料販売業 一般 飯尾 佳代子 但馬(朝健)第164-35 令和4年9月30日
000028 7200190928 よふど温泉 669-5135 朝来市山東町森108 796707070 自動販売機（要届出のコップ式自動販売機及び要許可を除く） 自動販売機 江崎グリコ株式会社 代表取締役 江崎 勝久 555-0021 大阪府大阪市西淀川区歌島4丁目6-5 664778352 但馬(朝健)第156-36 令和4年10月5日
000028 7200191200 ジュース＆ドーナツ　だんだん 667-0021 養父市八鹿町八鹿1219-11 796603446 野菜果物販売業 一般 特定非営利活動法人がっせぇアート 理事長 茨木 やよい 667-0032 兵庫県養父市八鹿町小山356番地29 796627390 但馬(朝健)第164-37 令和4年10月19日
000028 7200191202 小山　博司 669-5153 朝来市山東町大月1815 796762547 その他の食料品製造・加工業 一般 小山 博司 但馬(朝健)第164-38 令和4年10月19日
000028 7200191214 農価キッチン 669-5142 朝来市山東町越田137 精穀・製粉業 一般 合同会社農価本店 代表社員 木村 義昭 669-5142 兵庫県朝来市山東町越田137 但馬(朝健)第164-39 令和4年10月21日
000028 7200191364 佐竹　鑑 669-5141 朝来市山東町三保639 農産保存食料品製造・加工業 一般 佐竹 鑑 但馬(朝健)第164-40 令和4年10月31日
000028 7200191419 あさごふれ愛の郷あおぞら 679-3431 朝来市新井1番地1 796772701 その他の食料品製造・加工業 一般 社会福祉法人朝来市社会福祉協議会 理事長 伊藤 宣廣 679-3431 兵庫県朝来市新井73番地1 796772701 但馬(朝健)第164-41 令和4年10月31日
000028 7200191535 小山 669-5153 朝来市山東町大月816-1 796763291 農産保存食料品製造・加工業 一般 小山 弘人 但馬(朝健)第164-42 令和4年11月7日
000028 7200191536 Sun Peace Farm 000-0000 朝来市内 その他の食料品製造・加工業 一般 古川 陽平 但馬(朝健)第164-43 令和4年11月9日
000028 7200191554 wataya farm 667-0043 養父市八鹿町高柳2056-1 その他の食料品製造・加工業 一般 青木 幸 但馬(朝健)第164-44 令和4年11月10日
000028 7200191556 Segue 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く。) その他の食料・飲料販売業 露店 青木 寛峰 但馬(朝健)第164-45 令和4年11月10日
000028 7200191559 農天氣 669-5238 朝来市和田山町朝日４３０ 796009002 農産保存食料品製造・加工業 一般 米田 育子 但馬(朝健)第164-46 令和4年11月10日
000028 7200191682 Ａｚちゃん 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く。)野菜果物販売業 露店 東 直樹 但馬(朝健)第164-21 令和4年6月17日
000028 7200191751 株式会社NEOMAX近畿　第3工場① 667-0111 養父市大薮1062 コップ式自動販売機（自動洗浄・屋内設置）自動販売機株式会社アペックス西日本 代表取締役 森 吉平 550-0015 大阪府大阪市西区南堀江四丁目25番24号665359024 但馬(朝健)第164-47 令和4年11月18日
000028 7200191752 日本郵便八鹿支店　2F休憩室 667-0021 養父市八鹿町八鹿1809-2 コップ式自動販売機（自動洗浄・屋内設置）自動販売機株式会社アペックス西日本 代表取締役 森 吉平 550-0015 大阪府大阪市西区南堀江四丁目25番24号665359024 但馬(朝健)第164-48 令和4年11月18日
000028 7200191844 佐藤　三智男 669-5141 朝来市山東町三保632 796763510 その他の食料品製造・加工業 一般 佐藤 三智男 但馬(朝健)第164-49 令和4年11月25日
000028 7200192069 T's Labo 667-0021 養父市八鹿町八鹿319 カーサD4号室 その他の食料品製造・加工業 一般 梅谷 友美 但馬(朝健)第164-50 令和4年12月12日
000028 7200192316 フェアフィールド・バイ・マリオット・兵庫但馬やぶ 667-0043 養父市八鹿町高柳168番1 796668645 乳類販売業 一般 トリップベースホテルマネジメント株式会社 代表取締役 田森 直紀 531-0076 大阪府大阪市北区大淀中一丁目1番88号 但馬(朝健)第164-51 令和5年1月16日
000028 7200192317 フェアフィールド・バイ・マリオット・兵庫但馬やぶ 667-0043 養父市八鹿町高柳168番1 796668645 弁当販売業 一般 トリップベースホテルマネジメント株式会社 代表取締役 田森 直紀 531-0076 大阪府大阪市北区大淀中一丁目1番88号 但馬(朝健)第164-51 令和5年1月16日
000028 7200192318 フェアフィールド・バイ・マリオット・兵庫但馬やぶ 667-0043 養父市八鹿町高柳168番1 796668645 その他の食料・飲料販売業 一般 トリップベースホテルマネジメント株式会社 代表取締役 田森 直紀 531-0076 大阪府大阪市北区大淀中一丁目1番88号 但馬(朝健)第164-51 令和5年1月16日
000028 7200192405 木村　義昭 669-5142 朝来市山東町越田137 精穀・製粉業 一般 代表社員 木村 義昭 但馬(朝健)第164-52 令和5年1月23日
000028 7200192517 （株）多田スミス　食堂 669-5263 朝来市和田山町久留引84-10 コップ式自動販売機（自動洗浄・屋内設置）自動販売機株式会社コーシン 代表取締役 谷内 篤 921-8802 石川県野々市市押野2丁目216番地 但馬(朝健)第164-53 令和5年1月30日
000028 7200192619 F.O.L　farm 669-5266 朝来市和田山町比治411-4 製茶業 一般 水野 愛子 但馬(朝健)第164-54 令和5年2月3日
000028 7200192620 屋台　ニシカラ 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く。)その他の食料・飲料販売業 露店 西山 達志 但馬(朝健)第164-55 令和5年2月3日
000028 7200193538 清水製茶園 679-3452 朝来市八代９１番地１ 796771202 製茶業 一般 清水 信雄 但馬(朝健)第164-56 令和5年3月24日
000028 7200193548 ローソン和田山下田店 669-5241 朝来市和田山町土田字下田3-1 796726789 コンビニエンスストア 一般 佐藤 一路 但馬(朝健)第164-1 令和5年4月3日
000028 7200193958 情報館　天空の城 669-5252 朝来市和田山町竹田363番地 796742120 その他の食料・飲料販売業 一般 一般社団法人朝来市観光協会 代表理事 桐山 徹郎 669-5202 兵庫県朝来市和田山町東谷213番地1 796689177 但馬(朝健)第164-2 令和5年4月28日
000028 8000110797 竹田食料品店 669-3157 丹波市山南町和田289-2 795761616 その他の食料・飲料販売業 一般 竹田 正人 丹波(丹健)第83-197 令和3年6月1日
000028 8000110799 石垣商店 669-3167 丹波市山南町小畑125 795760378 その他の食料・飲料販売業 一般 石垣 孝幸 丹波(丹健)第83-131 令和3年6月1日
000028 8000110803 友井商店 669-3101 丹波市山南町上滝235-2 795780343 その他の食料・飲料販売業 一般 友井 弘子 丹波(丹健)第83-116 令和3年6月1日
000028 8000110808 有限会社中川食料品店 669-3131 丹波市山南町谷川2030 795770010 その他の食料・飲料販売業 一般 有限会社中川食料品店 代表取締役 中川 健 669-3131 兵庫県丹波市山南町谷川2030 795770010 丹波(丹健)第83-122 令和3年6月1日
000028 8000110810 株式会社ささくら 669-3131 丹波市山南町谷川2151 795770030 その他の食料・飲料販売業 一般 株式会社ささくら 代表取締役 篠倉 元治 669-3131 兵庫県丹波市山南町谷川2151 795770030 丹波(丹健)第25-6 令和3年6月1日
000028 8000110958 小谷製菓 669-4317 丹波市市島町上牧663-1 795850678 その他の食料・飲料販売業 一般 小谷 哲也 丹波(丹健)第83-147 令和3年6月1日
000028 8000110968 有限会社 滝本食料品店 669-4324 丹波市市島町市島354-2 795850031 その他の食料・飲料販売業 一般 有限会社滝本食料品店 代表取締役 滝本 信寿 669-4324 兵庫県丹波市市島町市島354 795850031 丹波(丹健)第83-27 令和3年6月1日
000028 8000111269 ローソン青垣町小倉店 669-3812 丹波市青垣町小倉854 795805820 コンビニエンスストア 一般 足立 宣昭 丹波(丹健)第83-163 令和3年6月1日
000028 8000111576 （資）氷上牛乳社 669-3309 丹波市柏原町柏原3385 795720132 乳類販売業 一般 合資会社氷上牛乳社 代表社員 山内 修一 669-3309 兵庫県丹波市柏原町柏原3385 795720132 丹波(丹健)第83-66 令和3年6月1日
000028 8000111584 コープ柏原 669-3311 丹波市柏原町母坪335-1 795725436 百貨店、総合スーパー 一般 生活協同組合コープこうべ 代表理事 岩山 利久 658-0051 兵庫県神戸市東灘区住吉本町1-3-19 788561003 丹波(丹健)第83-30 令和3年6月1日
000028 8000111883 丹波ひかみ農業協同組合本店 669-3461 丹波市氷上町市辺440 795820170 魚介類販売業 一般 丹波ひかみ農業協同組合 代表理事組合長 藤原 昌和 669-3461 兵庫県丹波市氷上町市辺440 795820170 丹波(丹健)第83-219 令和3年6月1日
000028 8000111946 ローソン氷上町市辺店 669-3461 丹波市氷上町市辺118-6 795828508 コンビニエンスストア 一般 有限会社ジェイプラム 代表取締役 梅田 雄介 669-3601 兵庫県丹波市氷上町成松241-6 795820361 丹波(丹健)第83-85 令和3年6月1日
000028 8000111957 ゆめタウン丹波 669-3467 丹波市氷上町本郷300 795828500 百貨店、総合スーパー 一般 株式会社イズミ 代表取締役 山西 泰明 732-0057 広島県広島市東区二葉の里3-3-1 822643211 丹波(丹健)第83-89 令和3年6月1日
000028 8000111962 フレッシュ堀かわ 669-3572 丹波市氷上町谷村1512 795820049 その他の食料・飲料販売業 一般 大柚利 章三 丹波(丹健)第83-276 令和3年6月1日
000028 8000111971 氷上冷菓食品株式会社 669-3602 丹波市氷上町常楽439 795821463 乳類販売業 一般 氷上冷菓食品株式会社 代表取締役 籔内 光浩 669-3602 兵庫県丹波市氷上町常楽439 795821463 丹波(丹健)第83-90 令和3年6月1日
000028 8000111980 ローソン氷上北店 669-3651 丹波市氷上町氷上11-2 795828818 コンビニエンスストア 一般 有限会社ジェイプラム 代表取締役 梅田 雄介 669-3601 兵庫県丹波市氷上町成松241-6 795820361 丹波(丹健)第83-104 令和3年6月1日
000028 8000111991 障害者支援施設　みつみ学苑 669-3141 丹波市山南町岩屋2004 795770094 集団給食（４）その他 集団給食 社会福祉法人みつみ福祉会 理事長 吉見 直人 669-4132 兵庫県丹波市春日町野村65-1 795750314 丹波(丹健)第82-103 令和3年9月7日
000028 8000111995 社会福祉法人五輪福祉会　五輪荘 669-3145 丹波市山南町野坂209 795770766 集団給食（４）その他 集団給食 社会福祉法人五輪福祉会 理事長 中岡 孝三 669-3145 兵庫県丹波市山南町野坂209 795770766 丹波(丹健)第82-155 令和3年11月17日
000028 8000111997 株式会社新日本電気化学工業所 兵庫工場 食堂 669-3154 丹波市山南町きらら通30 795772346 集団給食（３）事業所 集団給食 株式会社新日本電気化学工業所 代表取締役 倉智 春吉 669-3154 兵庫県丹波市山南町きらら通30 795772346 丹波(丹健)第82-125 令和3年10月18日
000028 8000112000 老人保健施設さんなん桜の里 669-3157 丹波市山南町野坂211-5 795705700 集団給食（４）その他 集団給食 社会医療法人社団正峰会 理事長 大山 正 679-0321 兵庫県西脇市黒田庄町田高313 795250050 丹波(丹健)第82-159 令和3年11月18日
000028 8000112017 特別養護老人ホーム松寿園 669-3571 丹波市氷上町新郷1705 795824766 集団給食（４）その他 集団給食 社会福祉法人青葉福祉会 施設長 山口 和也 669-3571 兵庫県丹波市氷上町新郷1705 795824766 丹波(丹健)第82-137 令和3年10月28日
000028 8000112018 養護老人ホーム青葉荘 669-3571 丹波市氷上町新郷1837 795820040 集団給食（４）その他 集団給食 社会福祉法人青葉福祉会 細谷 琢郎 669-3571 兵庫県丹波市氷上町新郷1705 795820040 丹波(丹健)第82-55 令和3年6月30日
000028 8000112031 医療法人社団清風会　香良病院 669-3642 丹波市氷上町香良107 795827121 集団給食（２）病院・診療所 集団給食 医療法人社団清風会 理事長 石井 敏樹 669-3642 兵庫県丹波市氷上町香良107 795827121 丹波(丹健)第82-165 令和3年11月18日
000028 8000112042 兵庫県立氷上高等学校　寄宿舎 669-4141 丹波市春日町黒井2-3 795742973 集団給食（４）その他 集団給食 兵庫県立氷上高等学校 校長 足立 均 669-4141 兵庫県丹波市春日町黒井77 795740104 丹波(丹健)第82-141 令和3年11月4日
000028 8000112056 ヤマザキショップおぎの 669-4265 丹波市春日町中山511-1 795750322 コンビニエンスストア 一般 荻野 幸一朗 丹波(丹健)第83-159 令和3年6月1日
000028 8000112139 特別養護老人ホーム柏原けやき苑 669-3313 丹波市柏原町北山289-1 795731185 集団給食（４）その他 集団給食 社会福祉法人丹波柏原福祉会 理事長 上山 一雄 669-3313 兵庫県丹波市柏原町北山289-1 795731185 丹波(丹健)第82-138 令和3年10月28日
000028 8000112261 レストラン山の駅 669-3309 丹波市柏原町柏原1146-1ＪＲ柏原駅構内 795724402 通信販売・訪問販売による販売業 一般 奥畑 治信 丹波(丹健)第82-49 令和3年6月18日
000028 8000112319 ㈱東兵庫魚菜 669-3464 丹波市氷上町石生2077-1 795823261 野菜果物販売業 一般 株式会社東兵庫魚菜 代表取締役 久下 聖太 669-3464 兵庫県丹波市氷上町石生2077-1 795823261 丹波(丹健)第82-71 令和3年7月19日
000028 8000112375 株式会社　おいでな青垣 669-3803 丹波市青垣町西芦田541 795872300 その他の食料・飲料販売業 一般 株式会社おいでな青垣 代表取締役 大谷 𠮷春 669-3803 兵庫県丹波市青垣町西芦田541 795872300 丹波(丹健)第82-79 令和3年7月30日
000028 8000112785 三基食品株式会社山南工場 669-3157 丹波市山南町きらら通18 いわゆる健康食品の製造・加工業 一般 三基食品株式会社 代表取締役社長 門田 淳 663-8142 兵庫県西宮市鳴尾浜3-12-4 798430233 丹波(丹健)第82-62 令和3年7月12日
000028 8000112787 芦田こんにゃく店 669-4301 丹波市市島町下竹田2930-1 795860026 その他の食料品製造・加工業 一般 芦田 伊佐雄 丹波(丹健)第81-23 令和3年8月19日
000028 8000112792 株式会社栃本天海堂　柏原工場 669-3315 丹波市柏原町大新屋91新井工業団地 その他の食料品製造・加工業 一般 株式会社栃本天海堂 栃本 和男 553-0003 大阪府大阪市福島区福島5-10-3 丹波(丹健)第82-42 令和3年6月17日
000028 8000112915 フレッシュバザール氷上町店 669-3602 丹波市氷上町常楽555 795825111 百貨店、総合スーパー 一般 株式会社さとう 代表取締役社長 佐藤 総二郎 620-0033 京都府福知山市上紺屋15 773220001 丹波(丹健)第83-275 令和3年6月1日
000028 8000112993 合資会社　谷垣商店 669-3601 丹波市氷上町成松48 795821037 その他の食料・飲料販売業 一般 合資会社谷垣商店 代表社員 谷垣 慎一郎 669-3601 兵庫県丹波市氷上町成松48 795821037 丹波(丹健)第83-101 令和3年6月1日
000028 8000113013 ㈱ダンロップスポーツ市島工場食堂 669-4323 丹波市市島町梶原5 795852088 乳類販売業 自動販売機 コカ・コーラボトラーズジャパン株式会社 代表取締役社長 カリン・ ドラガン 107-6211 東京都港区赤坂9-7-1 926418581 丹波(丹健)第83-127 令和3年6月1日
000028 8000113048 フレッシュバザール春日店 669-4141 丹波市春日町黒井2248 795743951 百貨店、総合スーパー 一般 株式会社　さとう 代表取締役社長 佐藤 総二郎 620-0033 京都府福知山市字上紺屋15 773220001 丹波(丹健)第83-151 令和3年6月1日
000028 8000113055 いちじま丹波太郎 669-4321 丹波市市島町上垣25-3 795803750 その他の食料・飲料販売業 一般 特定非営利活動法人いちじま丹波太郎 代表理事 荒木 武夫 669-4321 兵庫県丹波市市島町上垣25-3 795803750 丹波(丹健)第83-204 令和3年6月1日
000028 8000113056 ドラッグジャパン　氷上店 669-3466 丹波市氷上町稲継堂ノ坪250-1 795825151 百貨店、総合スーパー 一般 株式会社スギ薬局 代表取締役 榊原 栄一 446-0056 愛知県安城市三河安城町1-8-4 566736357 丹波(丹健)第83-81 令和3年6月1日
000028 8000113057 ドラッグジャパン　市島店 669-4325 丹波市市島町北岡本199-1 795852255 百貨店、総合スーパー 一般 株式会社スギ薬局 代表取締役 榊原 栄一 446-0056 愛知県安城市三河安城町1-8-4 566736357 丹波(丹健)第83-148 令和3年6月1日
000028 8000113058 やまひで猪肉店 669-4262 丹波市春日町栢野1250-1 795751773 農産保存食料品製造・加工業 一般 山内 秀樹 丹波(丹健)第82-140 令和3年10月12日
000028 8000113135 丹波フレッシュチキン 669-4131 丹波市春日町七日市75 795740451 食肉販売業 一般 株式会社丹波フレッシュチキン 代表取締役 瀧下 正和 669-4131 兵庫県丹波市春日町七日市75 795740451 丹波(丹健)第83-205 令和3年6月1日
000028 8000113238 山忠商事株式会社 669-4265 丹波市春日町中山1240 795751082 通信販売・訪問販売による販売業 一般 山忠商事株式会社 代表取締役 山本 忠弘 669-3301 兵庫県丹波市柏原町南多田478-1 795802001 丹波(丹健)第83-158 令和3年6月1日
000028 8000113303 ミルクマン 669-4141 丹波市春日町黒井693-2 795703500 乳類販売業 一般 久保田 浩哲 丹波(丹健)第83-152 令和3年6月1日
000028 8000113339 フードファクトリー　ココモ春日店 669-4131 丹波市春日町七日市648 795743271 百貨店、総合スーパー 一般 株式会社ベルマート いいだ 代表取締役 飯田 充寬 625-0083 京都府舞鶴市余部上514 773625322 丹波(丹健)第83-156 令和3年6月1日
000028 8000113361 フレッシュバザール 柏原店 669-3309 丹波市柏原町柏原1477-5 795723100 百貨店、総合スーパー 一般 株式会社さとう 代表取締役社長 佐藤 総二郎 620-0033 京都府福知山市字上紺屋15 773220001 丹波(丹健)第83-43 令和3年6月1日
000028 8000113374 芦田文兵衛商店 669-3645 丹波市氷上町鴨内531 795827005 食品製造業 不要許可一般 芦田 昌一郎 平成16年8月27日
000028 8000113442 特別養護老人ホーム｢おかの花｣ 669-3401 丹波市春日町山田170 795741700 集団給食（４）その他 集団給食 社会福祉法人三相園福祉会 理事長 竹村 義法 669-4141 兵庫県丹波市春日町山田170 795741700 丹波(丹健)第82-134 令和3年10月27日
000028 8000113450 青垣学校給食センター 669-3841 丹波市青垣町口塩久648-18 795874430 集団給食（１）学校 集団給食 丹波市 市長 林 時彦 669-3601 兵庫県丹波市氷上町成松1 丹波(丹健)第82-63 令和3年7月9日
000028 8000113451 丹波市社会福祉協議会　西部デイサービスセンター 669-3602 丹波市氷上町常楽209-1 795824762 集団給食（４）その他 集団給食 社会福祉法人丹波市社会福祉協議会 会長 田口 勝彦 669-3602 兵庫県丹波市柏原町柏原2715 795867171 丹波(丹健)第82-172 令和3年11月29日
000028 8000113468 フードショップたにがわ 669-2132 丹波篠山市今田町上小野原393 795972592 その他の食料・飲料販売業 一般 谷川 隆司 丹波(丹健)第83-206 令和3年6月1日
000028 8000113502 千足食料品店 669-2145 丹波篠山市今田町木津728-4 795972357 その他の食料・飲料販売業 一般 千足 光子 丹波(丹健)第83-207 令和3年6月1日
000028 8000113527 七星ソース株式会社　丹波工場 669-2163 丹波篠山市今田町本荘2-1 795973233 調味料製造・加工業 一般 七星ソース株式会社 代表取締役 栗田 公子 664-0028 兵庫県伊丹市西野7-83 795973233 丹波(丹健)第83-26 令和3年6月1日
000028 8000113558 フレッシュバザール篠山店 669-2321 丹波篠山市黒岡294-1 795527310 百貨店、総合スーパー 一般 株式会社さとう 代表取締役 佐藤 総二郎 620-0033 京都府福知山市字上紺屋15 773220001 丹波(丹健)第83-33 令和3年6月1日
000028 8000113570 特産館ささやま 669-2321 丹波篠山市黒岡70-1 795523386 その他の食料・飲料販売業 一般 丹波ささやま農業協同組合 代表理事組合長 澤本 辰夫 669-2212 兵庫県丹波篠山市大沢438-1 795941121 丹波(丹健)第83-208 令和3年6月1日
000028 8000113598 アインコルン 669-2322 丹波篠山市呉服町44-1 795523377 乳類販売業 一般 有限会社図南 取締役 山内 康宏 669-2322 兵庫県丹波篠山市呉服町44-1 795520413 丹波(丹健)第83-39 令和3年6月1日
000028 8000113700 西八分店 669-2331 丹波篠山市二階町65-3 795522392 その他の食料・飲料販売業 一般 長澤 昌治 丹波(丹健)第83-170 令和3年6月1日
000028 8000113893 （有）喜多商店 669-2352 丹波篠山市西浜谷555-1 795525504 乳類販売業 一般 有限会社喜多商店 取締役 大久保 朝之 669-2352 兵庫県丹波篠山市西浜谷555-1 795525504 丹波(丹健)第83-98 令和3年6月1日
000028 8000113998 （株）野々口商店 669-2441 丹波篠山市日置37 795563705 百貨店、総合スーパー 一般 株式会社野々口商店 代表取締役 野々口 賢三 669-2441 兵庫県丹波篠山市日置398 795562267 丹波(丹健)第83-171 令和3年6月1日
000028 8000114039 フードショップ小畠 669-2513 丹波篠山市福住1455-5 795570041 その他の食料・飲料販売業 一般 有限会社フードショップ小畠 代表取締役 小畠 功 669-2513 兵庫県丹波篠山市福住1455-5 795570041 丹波(丹健)第83-177 令和3年6月1日
000028 8000114058 Ａコープハートピア 669-2542 丹波篠山市細工所121 795571555 その他の食料・飲料販売業 一般 丹波ささやま農業協同組合 代表理事組合長 澤本 辰夫 669-2212 兵庫県丹波篠山市大沢438-1 795941121 丹波(丹健)第83-57 令和3年6月1日
000028 8000114094 ショップヤマヒョウ 669-2702 丹波篠山市本郷116-4 795907200 その他の食料・飲料販売業 一般 山内 平三 丹波(丹健)第83-178 令和3年6月1日
000028 8000114109 草山 669-2704 丹波篠山市遠方6-7 795920151 食肉販売業 一般 松本 崇三郎 丹波(丹健)第83-209 令和3年6月1日
000028 8000114157 FOOD SHOP いじり 669-2733 丹波篠山市下板井437 795930003 その他の食料・飲料販売業 一般 井尻 克哉 丹波(丹健)第83-109 令和3年6月1日
000028 8000114163 ベルハウス　ウオショウ 669-2734 丹波篠山市宮田438 795930022 その他の食料・飲料販売業 一般 株式会社ウッドベルハウス 代表取締役 堀口 真吾 671-2576 兵庫県宍粟市山崎町鹿沢232 790628631 丹波(丹健)第83-111 令和3年6月1日



000028 8000114200 バラエティミート西紀　古市店 669-2103 丹波篠山市波賀野906 795951281 弁当販売業 一般 株式会社多紀ミート 代表取締役 酒井 正徳 669-2723 兵庫県丹波篠山市口阪本375-1 795931223 丹波(丹健)第83-173 令和3年6月1日
000028 8000114205 ひわだ商店 669-2103 丹波篠山市波賀野670 795950031 その他の食料・飲料販売業 一般 檜田 昌秀 丹波(丹健)第83-172 令和3年6月1日
000028 8000114221 開生堂 669-2122 丹波篠山市波賀野新田113-13 795950678 その他の食料・飲料販売業 一般 酒井 美也子 丹波(丹健)第83-174 令和3年6月1日
000028 8000114316 バザールタウン篠山 669-2204 丹波篠山市杉265 795943000 百貨店、総合スーパー 一般 株式会社さとう 代表取締役 佐藤 総二郎 620-0045 京都府福知山市字上紺屋15 773220001 丹波(丹健)第83-94 令和3年6月1日
000028 8000114593 丹波篠山市立東部学校給食センター 669-2441 丹波篠山市日置121 795562901 集団給食（１）学校 集団給食 丹波篠山市 市長 酒井 隆明 669-2332 兵庫県丹波篠山市北新町41 795521111 丹波(丹健)第82-171 令和3年11月29日
000028 8000114597 山鳥病院 669-2513 丹波篠山市福住399 795570005 集団給食（２）病院・診療所 集団給食 医療法人社団山ゆり会山鳥病院 理事長 山鳥 嘉彦 669-2513 兵庫県丹波篠山市福住399 795570005 丹波(丹健)第82-124 令和3年10月15日
000028 8000114601 ささやま通園センター 669-2300 丹波篠山市沢田120-3 795522909 集団給食（４）その他 集団給食 社会福祉法人わかたけ福祉会 理事長 明山 重則 669-2300 兵庫県丹波篠山市沢田120-3 795522909 丹波(丹健)第82-116 令和3年10月11日
000028 8000114609 丹波篠山市立今田保育園 669-2133 丹波篠山市今田町下小野原72-1 795972200 集団給食（４）その他 集団給食 丹波篠山市 市長 酒井 隆明 669-2332 兵庫県丹波篠山市北新町41 795521111 丹波(丹健)第82-89 令和3年8月10日
000028 8000114612 丹波篠山市立城東保育園 669-2441 丹波篠山市日置445-1 795562300 集団給食（４）その他 集団給食 丹波篠山市 市長 酒井 隆明 669-2332 兵庫県丹波篠山市北新町41 795521111 丹波(丹健)第82-166 令和3年11月19日
000028 8000114614 認定こども園ささやまこども園 669-2324 丹波篠山市東新町2 795525231 集団給食（４）その他 集団給食 社会福祉法人篠山福祉会 理事長 藤本 善一 669-2324 兵庫県丹波篠山市東新町2 795525231 丹波(丹健)第82-90 令和3年8月11日
000028 8000114616 丹波篠山市立たかしろ保育園 669-2437 丹波篠山市糯ケ坪甲108-1 795522402 集団給食（４）その他 集団給食 丹波篠山市 市長 酒井 隆明 669-2332 兵庫県丹波篠山市北新町41 丹波(丹健)第82-93 令和3年8月19日
000028 8000114617 幼保連携認定こども園　富山こども園　１号棟 669-2345 丹波篠山市東岡屋708-2 795522349 集団給食（４）その他 集団給食 社会福祉法人富山福祉会 理事長 三重野 宗隆 669-2345 兵庫県丹波篠山市東岡屋708-2 795522349 丹波(丹健)第82-142 令和3年11月4日
000028 8000114621 丹波篠山市立にしき保育園 669-2716 丹波篠山市乗竹729-1 795930144 集団給食（４）その他 集団給食 丹波篠山市 市長 酒井 隆明 669-2332 兵庫県丹波篠山市北新町41 丹波(丹健)第82-117 令和3年10月11日
000028 8000114622 特別養護老人ホーム　やすらぎ園 669-2223 丹波篠山市味間奥833-3 795943333 集団給食（４）その他 集団給食 社会福祉法人丹南厚生会 理事長 芝 拓哉 669-2223 兵庫県丹波篠山市味間奥833-3 795943333 丹波(丹健)第83-129 令和3年10月21日
000028 8000114624 ケアハウス丹波の郷 669-2222 丹波篠山市味間南575-1 795944644 集団給食（４）その他 集団給食 社会福祉法人守幸会 理事長 平野 教子 669-2222 兵庫県丹波篠山市味間南575-1 795944644 丹波(丹健)第82-120 令和3年10月13日
000028 8000114628 特別養護老人ホーム　篠山すみれ園 669-2143 丹波篠山市今田町釜屋35 795903111 集団給食（４）その他 集団給食 社会福祉法人すみれ福祉会 理事長 前田 章 673-0861 兵庫県明石市松が丘北町1074-1 789150027 丹波(丹健)第82-91 令和3年8月12日
000028 8000114792 ふれあいセンター 669-2314 丹波篠山市東沢田240-1 795541566 集団給食（４）その他 集団給食 社会福祉法人わかたけ福祉会 理事長 明山 重則 669-2316 兵庫県丹波篠山市沢田120-3 795522909 丹波(丹健)第82-168 令和3年11月25日
000028 8000114797 王地山公園ささやま荘 669-2325 丹波篠山市河原町474 795521127 乳類販売業 自動販売機 有限会社喜多商店 代表取締役 大久保 朝之 669-2352 兵庫県丹波篠山市西浜谷555-1 795525504 丹波(丹健)第83-110 令和3年6月1日
000028 8000114831 佐野食料品店 669-2335 丹波篠山市乾新町65-3 795520178 その他の食料・飲料販売業 一般 佐野 光 丹波(丹健)第82-6 令和3年6月1日
000028 8000114854 八上屋 669-2325 丹波篠山市河原町48-1 795520312 食品製造業 不要許可一般 （株）八上屋　城垣醤油店 代表取締役 城垣 富朗 669-2325 兵庫県丹波篠山市河原町48-1 795520312 平成14年3月28日
000028 8000114929 （株）清明堂 669-2331 丹波篠山市二階町59 795520159 その他の食料・飲料販売業 一般 株式会社　清明堂 藤本 寿郎 669-2331 兵庫県丹波篠山市二階町59 795520159 丹波(丹健)第82-81 令和3年8月6日
000028 8000114968 いわや 669-2301 丹波篠山市火打岩495-1 795520702 その他の食料・飲料販売業 一般 株式会社いわや 代表取締役 岩本 政子 669-2301 兵庫県丹波篠山市火打岩495-1 795520702 丹波(丹健)第82-9 令和3年6月1日
000028 8000115070 ドライブイン茶屋峠 669-2522 丹波篠山市小野奥谷302 795571172 食品製造業 不要許可一般 中森 喜久 平成14年3月28日
000028 8000115071 ドライブイン茶屋峠 669-2522 丹波篠山市小野奥谷302 795571172 その他の食料・飲料販売業 一般 中森 喜久 丹波(丹健)第82-52 令和3年6月23日
000028 8000115205 生活協同組合コープこうべ  協同購入センター丹波 669-2203 丹波篠山市吹新95 795943682 通信販売・訪問販売による販売業 一般 生活協同組合コープこうべ 代表理事 岩山 利久 658-0051 兵庫県神戸市東灘区住吉本町1-3-19 788561003 丹波(丹健)第81-27 令和3年9月21日
000028 8000115451 * 669-2214 丹波篠山市味間新133-1 795945411 食品製造業 不要許可一般 野田 加代子 平成15年3月19日
000028 8000115453 杉原　和恵 669-2125 丹波篠山市住山19-1 795950092 食品製造業 不要許可一般 杉原 和枝 平成15年3月27日
000028 8000115470 西紀農産加工組合 669-2732 丹波篠山市上板井780 795931254 食品製造業 不要許可一般 農事組合法人　西紀農産加工組合 川崎 計弘 669-2732 兵庫県丹波篠山市上板井780 795931254 平成15年5月16日
000028 8000115510 ローソン篠山南矢代店 669-2102 丹波篠山市南矢代496-2 795951317 コンビニエンスストア 一般 土井 行雄 丹波(丹健)第83-2 令和3年6月1日
000028 8000115568 山本　典子 669-2151 丹波篠山市今田町今田112 食品製造業 不要許可一般 山本 典子 平成16年1月20日
000028 8000115571 今田販売店　おおうち 669-2163 丹波篠山市今田町本荘551 795972165 乳類販売業 一般 大内 仙夫 丹波(丹健)第83-56 令和3年6月1日
000028 8000115572 板谷農場 669-2132 丹波篠山市今田町上小野原162 795972059 農産保存食料品製造・加工業 一般 板谷 とき子 丹波(丹健)第82-157 令和3年11月17日
000028 8000115574 前川　ふさ子 669-2153 丹波篠山市今田町今田新田172-1 食品製造業 不要許可一般 前川 ふさ子 平成16年1月27日
000028 8000115577 田中　幸子 669-2132 丹波篠山市今田町上小野原145-2 食品製造業 不要許可一般 田中 幸子 平成16年2月3日
000028 8000115578 * 669-2132 丹波篠山市今田町上小野原586 食品製造業 不要許可一般 田中 雪乃 平成16年2月3日
000028 8000115644 ユニトピアささやま 669-2356 丹波篠山市矢代231-1 795525222 その他の食料・飲料販売業 その他 パナソニックグループ労働組合連合会 福澤 邦治 571-0050 大阪府門真市大字門真1006 669029620 丹波(丹健)第82-30 令和3年6月3日
000028 8000115681 スロットスタジアムＧ・Ｒ 669-2203 丹波篠山市吹新20-2 795944422 乳類販売業 自動販売機 コカ・コーラボトラーズジャパン株式会社 代表取締役社長 カリン・ ドラガン 107-6211 東京都港区赤坂9-7-1 120866509 丹波(丹健)第83-91 令和3年6月1日
000028 8000115683 スロットスタジアムＧ・Ｒ 669-2203 丹波篠山市吹新20-2 795944422 乳類販売業 自動販売機 コカ・コーラボトラーズジャパン株式会社 代表取締役社長 カリン・ ドラガン 107-6211 東京都港区赤坂9-7-1 120866509 丹波(丹健)第83-92 令和3年6月1日
000028 8000115792 くらしの百貨おくも 669-2603 丹波篠山市福井31-1 795580031 その他の食料・飲料販売業 一般 有限会社おくも百貨店 代表取締役 山本 忠彦 669-2603 兵庫県丹波篠山市福井35 795580031 丹波(丹健)第83-176 令和3年6月1日
000028 8000115859 ローソン春日インター店 669-4132 丹波市春日町野村2109-1 795740800 コンビニエンスストア 一般 有限会社ワイズコーポレーション 代表取締役 薮野 義昌 669-3603 兵庫県丹波市氷上町西中81-1 795821458 丹波(丹健)第83-161 令和3年6月1日
000028 8000115968 ファミリーマート　柏原南多田店 669-3309 丹波市柏原町柏原2672-1 795702232 コンビニエンスストア 一般 河津 俊男 丹波(丹健)第83-45 令和3年6月1日
000028 8000116026 道の駅｢丹波おばあちゃんの里｣ 669-4131 丹波市春日町七日市710 795703001 その他の食料・飲料販売業 一般 丹波ふるさと振興株式会社 代表取締役 柳川 拓三 669-4131 兵庫県丹波市春日町七日市710 795703001 丹波(丹健)第83-164 令和3年6月1日
000028 8000116065 クスリキリン堂　春日店 669-4141 丹波市春日町黒井2222 795703125 その他の食料・飲料販売業 一般 株式会社キリン堂 代表取締役 寺西 豊彦 532-0003 大阪府大阪市淀川区宮原4-5-36 663940720 丹波(丹健)第83-150 令和3年6月1日
000028 8000116153 丹波ささやま農業協同組合　味土里館 669-2202 丹波篠山市東吹942-1 795901185 その他の食料・飲料販売業 一般 丹波ささやま農業協同組合 代表理事組合長 澤本 辰夫 669-2212 兵庫県丹波篠山市大沢438-1 795941121 丹波(丹健)第83-167 令和3年6月1日
000028 8000116170 ゴダイドラッグ篠山店 669-2202 丹波篠山市東吹410-1 795902305 百貨店、総合スーパー 一般 ゴダイ株式会社 代表取締役 浦上 晃之 670-0921 兵庫県姫路市綿町104スクエアビル2Ｆ 792230303 丹波(丹健)第83-166 令和3年6月1日
000028 8000116210 株式会社　夢こんだ 669-2153 丹波篠山市今田町今田新田21-10 795903377 その他の食料・飲料販売業 一般 株式会社夢こんだ 代表取締役社長 杉尾 吉弘 669-2153 兵庫県丹波篠山市今田町今田新田21-10 795903377 丹波(丹健)第83-211 令和3年6月1日
000028 8000116240 ローソン市島上田店 669-4322 丹波市市島町上田988 795852792 コンビニエンスストア 一般 有限会社ワイズコーポレーション 代表取締役 藪野 義昌 669-3603 兵庫県丹波市氷上町西中81-1 795821458 丹波(丹健)第83-130 令和3年6月1日
000028 8000116270 丹波篠山市立西部学校給食センター 669-2727 丹波篠山市高屋333 795931751 集団給食（１）学校 集団給食 丹波篠山市 市長 酒井 隆明 669-2332 兵庫県丹波篠山市北新町41 795521111 丹波(丹健)第82-173 令和3年11月30日
000028 8000116302 大塚病院売店 669-3641 丹波市氷上町絹山513 795802236 乳類販売業 一般 株式会社ニューライフ 代表取締役 大塚 由紀 669-1345 兵庫県三田市下相野394-1 795684482 丹波(丹健)第83-84 令和3年6月1日
000028 8000116426 ローソン丹波市柏原町店 669-3309 丹波市柏原町柏原2886-1 795731921 コンビニエンスストア 一般 中原 岩夫 丹波(丹健)第83-53 令和3年6月1日
000028 8000116458 生鮮＆業務スーパー氷上店 669-3466 丹波市氷上町稲継220 795804858 百貨店、総合スーパー 一般 株式会社三ツ丸ストア 代表取締役 足立 康幸 620-0055 京都府福知山市篠尾新町3-116-1 773234123 丹波(丹健)第83-69 令和3年6月1日
000028 8000116502 業務スーパー　篠山インター店 669-2205 丹波篠山市網掛407-1 795902626 百貨店、総合スーパー 一般 株式会社野々口商店 代表取締役 野々口 賢三 669-2441 兵庫県丹波篠山市日置398 795562267 丹波(丹健)第83-179 令和3年6月1日
000028 8000116524 有限会社やまがみ 669-2324 丹波篠山市東新町85 その他の食料・飲料販売業 一般 有限会社やまがみ 代表取締役 山上 一夫 669-2323 兵庫県丹波篠山市立町57-1 795520287 丹波(丹健)第83-143 令和3年6月1日
000028 8000116557 認定こども園みつみ 669-3131 丹波市山南町谷川1124 795770091 集団給食（４）その他 集団給食 社会福祉法人みつみ福祉会 理事長 吉見 直人 669-4132 兵庫県丹波市春日町野村65-1 795750314 丹波(丹健)第82-127 令和3年10月21日
000028 8000116660 芦田青果店 669-3601 丹波市氷上町成松394 795821246 その他の食料・飲料販売業 一般 芦田 節男 丹波(丹健)第83-96 令和3年6月1日
000028 8000116789 日本チバガイギー㈱篠山工場　6K0120 669-2441 丹波篠山市日置25-1 795564025 コップ式自動販売機（自動洗浄・屋内設置） 自動販売機 サントリービバレッジソリューション株式会社 代表取締役 及川 剛 160-6111 東京都新宿区西新宿8-17-1 363040501 丹波(丹健)第83-224 令和3年6月1日
000028 8000116834 JA丹波ささやま通所介護施設ほほえみ 669-2324 丹波篠山市東新町214-6 795542515 集団給食（４）その他 集団給食 丹波ささやま農業協同組合 代表理事組合長 澤本 辰夫 669-2212 兵庫県丹波篠山市大沢438-1 795941121 丹波(丹健)第82-115 令和3年10月11日
000028 8000116840 医療法人社団紀洋会岡本病院　職員食堂 669-2202 丹波篠山市東吹1015-1 795941616 集団給食（３）事業所 集団給食 医療法人社団紀洋会 理事長 岡本 のぶ子 669-2202 兵庫県丹波篠山市東吹1015-1 795941616 丹波(丹健)第丹波(丹健)第40-2 令和3年11月18日
000028 8000116883 ローソン篠山八上下店 669-2431 丹波篠山市八上下113 795542123 コンビニエンスストア 一般 宮下 正彦 丹波(丹健)第83-3 令和3年6月1日
000028 8000116940 ローソン篠山インター店 669-2204 丹波篠山市杉166 795901588 コンビニエンスストア 一般 有限会社ジェイプラム 代表取締役 梅田 雄介 669-3601 兵庫県丹波市氷上町成松241-6 795820361 丹波(丹健)第83-1 令和3年6月1日
000028 8000116943 ファミリーマート丹波氷上香良店 669-3642 丹波市氷上町香良40-2 795801064 コンビニエンスストア 一般 足立 庸匡 丹波(丹健)第83-32 令和3年6月1日
000028 8000116963 大正ロマン館ろまんてい 669-2332 丹波篠山市北新町97 795523380 その他の食料・飲料販売業 一般 株式会社アクト篠山 代表取締役 圓増 亮介 669-2332 兵庫県丹波篠山市北新町97 795526668 丹波(丹健)第83-5 令和3年6月1日
000028 8000116986 ミート西紀 669-2723 丹波篠山市口阪本375-1 795931223 その他の食料・飲料販売業 一般 株式会社多紀ミート 代表取締役 酒井 正徳 669-2723 兵庫県丹波篠山市口阪本375-1 795931223 丹波(丹健)第82-10 令和3年6月1日
000028 8000117015 フレッシュバザール青垣店 669-3811 丹波市青垣町佐治1-1 795805700 百貨店、総合スーパー 一般 株式会社さとうフレッシュフロンティア 代表取締役 佐藤 総二郎 668-0873 兵庫県豊岡市正法寺105 796230333 丹波(丹健)第83-162 令和3年6月1日
000028 8000117103 スシロー氷上店 669-3467 丹波市氷上町本郷485-1 795889705 魚介類販売業 一般 株式会社あきんどスシロー 新居 耕平 564-0063 大阪府吹田市江坂町1-22-2 663681001 丹波(丹健)第83-220 令和3年6月1日
000028 8000117104 認定こども園さちよ 669-3652 丹波市氷上町桟敷386-1 795827227 集団給食（４）その他 集団給食 社会福祉法人氷上町福祉会 理事長 上村 行男 669-3601 兵庫県丹波市氷上町成松146-1 795804760 丹波(丹健)第82-57 令和3年7月5日
000028 8000117139 ローソン篠山野中店 669-2452 丹波篠山市野中330-7 795945108 コンビニエンスストア 一般 有限会社ジェイプラム 代表取締役 梅田 雄介 669-3601 兵庫県丹波市氷上町成松241-6 795820361 丹波(丹健)第83-180 令和3年6月1日
000028 8000117239 株式会社ＥＮＥＯＳジェイクエスト　氷上店 669-3465 丹波市氷上町横田134-8 795804751 その他の食料・飲料販売業 一般 株式会社ＥＮＥＯＳジェイクエスト 代表取締役 山下 正浩 104-0033 東京都中央区新川1-10-14 368651222 丹波(丹健)第83-28 令和3年6月1日
000028 8000117240 株式会社ＥＮＥＯＳジェイクエスト　篠山店 669-2203 丹波篠山市吹新60-1 795902471 その他の食料・飲料販売業 一般 株式会社ＥＮＥＯＳジェイクエスト 代表取締役 山下 正浩 104-0033 東京都中央区新川1-10-14 368554014 丹波(丹健)第83-93 令和3年6月1日
000028 8000117243 売店「グリーンリーブスモール」 669-2321 丹波篠山市黒岡5兵庫医科大学篠山医療センター内１Ｆ 795541277 その他の食料・飲料販売業 一般 株式会社光洋ショップ－プラス 代表取締役社長 高木 孝昌 236-0004 神奈川県横浜市金沢区福浦1-5-1 457012203 丹波(丹健)第83-52 令和3年6月1日
000028 8000117279 丹波篠山百景館 669-2331 丹波篠山市二階町58 795525555 その他の食料・飲料販売業 一般 株式会社アクト篠山 代表取締役 圓増 亮介 669-2332 兵庫県丹波篠山市北新町97 795526668 丹波(丹健)第83-169 令和3年6月1日
000028 8000117391 丹波市立薬草薬樹公園リフレッシュ館 669-3157 丹波市山南町和田338-1 795762121 その他の食料・飲料販売業 一般 株式会社ウエルネスサプライ 代表取締役 薄井 修司 550-0014 大阪府大阪市西区北堀江2-1-11久我ビル北館5階 665438010 丹波(丹健)第83-125 令和3年6月1日
000028 8000117429 サンシティなかがわ 669-3812 丹波市青垣町小倉886-1 795870023 その他の食料・飲料販売業 一般 中川 重之 丹波(丹健)第82-4 令和3年6月1日
000028 8000117446 ラ・ムー篠山店 669-2345 丹波篠山市東岡屋383 795527403 百貨店、総合スーパー 一般 大黒天物産株式会社 代表取締役 大賀 昭司 710-0841 岡山県倉敷市堀南704-5 864351100 丹波(丹健)第83-34 令和3年6月1日
000028 8000117493 認定こども園あおがき 669-3842 丹波市青垣町沢野70-1 795871020 集団給食（４）その他 集団給食 社会福祉法人青垣福祉会 理事長 足立 光藏 669-3842 兵庫県丹波市青垣町沢野70-1 795871020 丹波(丹健)第82-132 令和3年10月25日
000028 8000130635 多利南営農組合 669-4123 丹波市春日町多利2020-4 食品製造業 不要許可一般 三井 淳男 平成23年6月20日
000028 8000130856 ゴダイドラッグ山南店 669-3144 丹波市山南町奥193-1 795700530 百貨店、総合スーパー 一般 ゴダイ株式会社 代表取締役 浦上 晃之 670-0921 兵庫県姫路市綿町104スクエアビル2Ｆ 792230303 丹波(丹健)第83-115 令和3年6月1日
000028 8000131354 パナソニックライティングシステムズ㈱  春日工場A11棟1F 669-4141 丹波市春日町黒井908 795741070 コップ式自動販売機（自動洗浄・屋内設置） 自動販売機 サントリービバレッジソリューション株式会社 代表取締役 及川 剛 160-6111 東京都新宿区西新宿8-17-1 363040501 丹波(丹健)第83-112 令和3年6月1日
000028 8000132102 パナソニックライティングシステムズ㈱  春日工場　食堂 669-4141 丹波市春日町黒井908 795741070 コップ式自動販売機（自動洗浄・屋内設置） 自動販売機 サントリービバレッジソリューション株式会社 代表取締役 及川 剛 160-6111 東京都新宿区西新宿8-17-1 363040501 丹波(丹健)第83-225 令和3年6月1日
000028 8000132169 こやま園　第一加工場 669-4141 丹波市春日町黒井1972 795742152 製茶業 一般 有限会社こやま園 代表取締役 小山 伸洋 669-4141 兵庫県丹波市春日町黒井1972 795742152 丹波(丹健)第82-35 令和3年6月9日
000028 8000133283 ファミリーマート篠山丹南店 669-2202 丹波篠山市東吹330-3 795902727 コンビニエンスストア 一般 株式会社マーチ 代表取締役 木戸 爾 669-2345 兵庫県丹波篠山市東岡屋778-2 795525377 丹波(丹健)第83-144 令和3年6月1日
000028 8000133815 日本紙器㈱本社第一工場  ２Ｆ通路 669-4133 丹波市春日町平松81 795741151 コップ式自動販売機（自動洗浄・屋内設置） 自動販売機 株式会社アペックス西日本 代表取締役 森 吉平 550-0015 大阪府大阪市西区南堀江4-25-24 665349024 丹波(丹健)第83-64 令和3年6月1日
000028 8000133816 ㈱タンバンベルグゆめタウン  セントラルコート 669-3467 丹波市氷上町本郷300 795828600 コップ式自動販売機（自動洗浄・屋内設置） 自動販売機 株式会社アペックス西日本 代表取締役 森 吉平 550-0015 大阪府大阪市西区南堀江4-25-24 665349024 丹波(丹健)第83-191 令和3年6月1日
000028 8000135820 株式会社西山酒造場 669-4302 丹波市市島町中竹田1171 795860331 調味料製造・加工業 一般 株式会社西山酒造場 代表取締役 西山 周三 669-4302 兵庫県丹波市市島町中竹田1171 795860331 丹波(丹健)第82-14 令和3年6月1日
000028 8000136879 メルコパワーデバイス(株)　本社　２F食堂 669-3652 丹波市氷上町桟敷216 795826855 コップ式自動販売機（自動洗浄・屋内設置） 自動販売機 株式会社アペックス西日本 代表取締役 森 吉平 550-0015 大阪府大阪市西区南堀江4-25-24 665349024 丹波(丹健)第83-194 令和3年6月1日
000028 8000137034 蓬来の郷 669-3582 丹波市氷上町佐野1402 795828827 その他の食料・飲料販売業 一般 海老原 千代美 丹波(丹健)第83-213 令和3年6月1日
000028 8000137081 ザ・ビッグエクストラ氷上店 669-3464 丹波市氷上町石生1783-6 795886500 百貨店、総合スーパー 一般 マックスバリュ西日本株式会社 代表取締役 平尾 健一 732-0814 広島県広島市南区段原南1-3-52 825358500 丹波(丹健)第83-102 令和3年6月1日
000028 8000137247 ひょうたん農場 669-4301 丹波市市島町下竹田29-1 795860180 食品製造業 不要許可一般 須原 隆一 平成24年10月19日
000028 8000137284 ザ・サイプレスゴルフクラブ 669-3622 丹波市氷上町三原60-1 795827711 集団給食（３）事業所 集団給食 株式会社サイプレスクラブ 代表取締役 段 康滋 669-3622 兵庫県丹波市氷上町三原229 795827711 丹波(丹健)第82-154 令和3年11月15日
000028 8000138374 井上農園 669-3645 丹波市氷上町鴨内150 795820310 食品製造業 不要許可一般 井上 絢子 平成25年1月22日
000028 8000138821 ダイヤ製薬株式会社  兵庫工場6K0038 669-3315 丹波市柏原町大新屋60-1 795701100 コップ式自動販売機（自動洗浄・屋内設置） 自動販売機 サントリービバレッジソリューション株式会社 代表取締役 及川 剛 160-6111 東京都新宿区西新宿8-17-1 363040501 丹波(丹健)第83-228 令和3年6月1日
000028 8000138933 フレッシュバザール山南店 669-3144 丹波市山南町奥183 795772740 百貨店、総合スーパー 一般 株式会社さとう 代表取締役社長 佐藤 総二郎 620-0033 京都府福知山市字上紺屋15 773220001 丹波(丹健)第83-114 令和3年6月1日
000028 8000138986 睦の家 669-3826 丹波市青垣町文室204-2 795875815 集団給食（４）その他 集団給食 社会福祉法人南但愛育会 理事長 太田 浩之 669-5112 兵庫県朝来市山東町大内522-1 796668008 丹波(丹健)第82-130 令和3年10月22日
000028 8000139604 ユニトピアささやま　レイクプラザ1Ｆ 669-2356 丹波篠山市矢代231-1　　ユニトピアささやま 乳類販売業 自動販売機 有限会社喜多商店 取締役 大久保 朝之 669-2352 兵庫県丹波篠山市西浜谷555-1 795525504 丹波(丹健)第83-165 令和3年6月1日
000028 8000139606 篠山チルドレンズミュージアム 669-2545 丹波篠山市小田中572 795546000 乳類販売業 自動販売機 有限会社喜多商店 取締役 大久保 朝之 669-2352 兵庫県丹波篠山市西浜谷555-1 795525504 丹波(丹健)第83-59 令和3年6月1日
000028 8000140101 株式会社大地農園　社員食堂 669-3148 丹波市山南町きらら通3 795772314 集団給食（３）事業所 集団給食 株式会社大地農園 代表取締役 大地 伹 669-3166 兵庫県丹波市山南町小野尻267 795772314 丹波(丹健)第82-119 令和3年10月12日
000028 8000140136 舞鶴若狭自動車道西紀サービスエリア下り線 669-2737 丹波篠山市東木之部1 795931133 その他の食料・飲料販売業 一般 光明興業株式会社 代表取締役 段 正峰 542-0076 大阪府大阪市中央区難波4-2-1 666318055 丹波(丹健)第83-168 令和3年6月1日
000028 8000140658 グリーンウェーブ 669-2411 丹波篠山市辻958 調味料製造・加工業 一般 家澤 美智代 丹波(丹健)第82-210 令和4年1月21日



000028 8000141740 ゴダイドラッグ氷上本郷店 669-3467 丹波市氷上町本郷322-5 795886111 百貨店、総合スーパー 一般 ゴダイ株式会社 代表取締役 浦上 晃之 670-0921 兵庫県姫路市綿町104スクエアビル2F 792230303 丹波(丹健)第83-106 令和3年6月1日
000028 8000141765 フードショップ　スギ 669-2345 丹波篠山市東岡屋688-4 795520554 その他の食料・飲料販売業 一般 杉本 正昭 丹波(丹健)第83-142 令和3年6月1日
000028 8000142853 三菱電機社会インフラ機器株式会社  氷上工場　2F食堂669-3465 丹波市氷上町横田858 コップ式自動販売機（自動洗浄・屋内設置）自動販売機株式会社アペックス西日本 代表取締役 森 吉平 550-0015 大阪府大阪市西区南堀江4-25-24 665359024 丹波(丹健)第83-186 令和3年6月1日
000028 8000143186 農家体感施設○ 669-4132 丹波市春日町野村212-2 795740820 精穀・製粉業 一般 婦木 克則 丹波(丹健)第82-64 令和3年7月12日
000028 8000143627 ファミリーマート柏原下小倉店 669-3305 丹波市柏原町下小倉275 795733100 コンビニエンスストア 一般 有限会社わしお 代表取締役 宮﨑 芳通 671-0232 兵庫県姫路市御国野町御着372-1 792511111 丹波(丹健)第83-37 令和3年6月1日
000028 8000143752 ローソン篠山東岡屋店 669-2345 丹波篠山市東岡屋687 795525568 コンビニエンスストア 一般 有限会社ジェイプラム 代表取締役 梅田 雄介 669-3601 兵庫県丹波市氷上町成松241-6 丹波(丹健)第83-141 令和3年6月1日
000028 8000143910 ブルーベリーのやすい 669-2203 丹波篠山市吹新108 795941341 食品製造業 不要許可一般 安井 良太郎 平成26年2月14日
000028 8000143972 デイ・サービスセンター　さくらんぼ 669-2416 丹波篠山市井ノ上167-3 集団給食（４）その他 集団給食 医療法人社団紀洋会 理事長 岡本 のぶ子 669-2202 兵庫県丹波篠山市東吹1015-1 795941616 丹波(丹健)第82-162 令和3年11月18日
000028 8000143980 丹波篠山市西紀デイサービスセンター 669-2734 丹波篠山市宮田216 集団給食（４）その他 集団給食 医療法人社団紀洋会 理事長 岡本 のぶ子 669-2202 兵庫県丹波篠山市東吹1015-1 795941616 丹波(丹健)第82-121 令和3年10月13日
000028 8000144085 認定こども園いちじまこども園 669-4321 丹波市市島町上垣138-1 795852330 集団給食（４）その他 集団給食 社会福祉法人市島福祉会 理事長 永井 正伸 669-4321 兵庫県丹波市市島町上垣138-1 795852330 丹波(丹健)第82-85 令和3年8月5日
000028 8000144122 篠山東デイサービスセンター 669-2545 丹波篠山市小田中172-1 795580080 集団給食（４）その他 集団給食 医療法人社団紀洋会 理事長 岡本 のぶ子 669-2202 兵庫県丹波篠山市東吹1015-1 795941616 丹波(丹健)第82-161 令和3年11月18日
000028 8000144466 幼保連携型認定こども園　わだ 669-3157 丹波市山南町和田372-1 795760224 集団給食（４）その他 集団給食 社会福祉法人和田福祉会 理事長 藤井 敏弘 669-3157 兵庫県丹波市山南町和田372-1 795760224 丹波(丹健)第82-118 令和3年10月12日
000028 8000144857 認定こども園あいいくの丘 669-4302 丹波市市島町中竹田3733-6 795860011 集団給食（４）その他 集団給食 社会福祉法人竹山愛育会 理事長 田淵 慎 669-4302 兵庫県丹波市市島町中竹田3733-6 795860011 丹波(丹健)第82-84 令和3年8月5日
000028 8000145112 特別養護老人ホーム　おがわの里 669-3141 丹波市山南町岩屋637 795700020 集団給食（４）その他 集団給食 社会福祉法人みつみ福祉会 理事長 吉見 直人 669-4132 兵庫県丹波市春日町野村65-1 795750314 丹波(丹健)第82-101 令和3年9月2日
000028 8000145239 ザ ビッグ篠山店　従食 669-2345 丹波篠山市東岡屋141 コップ式自動販売機（自動洗浄・屋内設置）自動販売機株式会社アペックス西日本 代表取締役 森 吉平 550-0015 大阪府大阪市西区南堀江4-25-24 665359024 丹波(丹健)第83-200 令和3年6月1日
000028 8000146022 ファミリーマート春日インター店 669-4131 丹波市春日町七日市611-1 795741701 コンビニエンスストア 一般 有限会社わしお 代表取締役 宮﨑 芳通 671-0232 兵庫県姫路市御国野町御着372-1 792511111 丹波(丹健)第83-154 令和3年6月1日
000028 8000146301 ザ・ビッグ篠山店 669-2345 丹波篠山市東岡屋141 795541600 百貨店、総合スーパー 一般 マックスバリュ西日本株式会社 代表取締役 平尾 健一 732-0814 広島県広島市南区段原南1-3-52 825358500 丹波(丹健)第83-35 令和3年6月1日
000028 8000146911 ファミリーマート氷上町常楽店 669-3602 丹波市氷上町常楽1116-1 795821176 コンビニエンスストア 一般 椎葉 慎 丹波(丹健)第83-87 令和3年6月1日
000028 8000148530 ダイヤ製薬(株)兵庫第二工場 669-3315 丹波市柏原町大新屋60-1 795701100 コップ式自動販売機（自動洗浄・屋内設置） 自動販売機 サントリービバレッジソリューション株式会社 代表取締役 及川 剛 160-6111 東京都新宿区西新宿8-17-1 363040501 丹波(丹健)第83-232 令和3年6月1日
000028 8000148755 東洋電機株式会社　成松工場　工場1Ｆ休憩所 669-3601 丹波市氷上町成松151 795822220 コップ式自動販売機（自動洗浄・屋内設置） 自動販売機 株式会社アペックス西日本 代表取締役 森 吉平 550-0015 大阪府大阪市西区南堀江4-25-24 665359024 丹波(丹健)第83-184 令和3年6月1日
000028 8000148845 マコトヤ 669-3157 丹波市山南町和田259-1 795760012 その他の食料・飲料販売業 一般 横谷 小百合 丹波(丹健)第83-124 令和3年6月1日
000028 8000148880 明山政子 669-2732 丹波篠山市上板井724 795930511 食品製造業 不要許可一般 明山 政子 平成26年12月4日
000028 8000149537 企業組合　元気村かみくげ 669-3101 丹波市山南町上滝1913-1 795780003 食品製造業 不要許可一般 企業組合元気村かみくげ 代表理事 村上 正昭 669-3102 兵庫県丹波市山南町下滝205 795770304 平成27年2月5日
000028 8000149593 (株)ﾊｲﾚｯｸｽｺｰﾎﾟﾚｰｼｮﾝ柏原工場食堂 669-3309 丹波市柏原町柏原1700 795722130 コップ式自動販売機（自動洗浄・屋内設置） 自動販売機 株式会社アペックス西日本 代表取締役 森 吉平 550-0015 大阪府大阪市西区南堀江4-25-24 665359024 丹波(丹健)第83-78 令和3年6月1日
000028 8000149595 東洋電機(株)成松工場03Aリフレッシュルーム 669-3606 丹波市氷上町成松151 795822220 コップ式自動販売機（自動洗浄・屋内設置） 自動販売機 株式会社アペックス西日本 代表取締役 森 吉平 550-0015 大阪府大阪市西区南堀江4-25-24 665359024 丹波(丹健)第83-187 令和3年6月1日
000028 8000149761 ローソン丹波市山南町奥店 669-3144 丹波市山南町奥172-1 795773004 コンビニエンスストア 一般 有限会社ジェイプラム 代表取締役 梅田 雄介 669-3601 兵庫県丹波市氷上町成松241-6 795820361 丹波(丹健)第83-113 令和3年6月1日
000028 8000150441 認定こども園かすが森の子園 669-4273 丹波市春日町国領865 795750055 集団給食（４）その他 集団給食 社会福祉法人春日福祉会 理事長 高見 謙二 669-4273 兵庫県丹波市春日町国領865 795750055 丹波(丹健)第82-96 令和3年8月30日
000028 8000150556 認定こども園ふたば 669-3602 丹波市氷上町常楽473-1 795821010 集団給食（４）その他 集団給食 社会福祉法人氷上町福祉会 理事長 上村 行男 669-3601 兵庫県丹波市氷上町成松146-1 795804760 丹波(丹健)第82-58 令和3年7月5日
000028 8000150761 アトリエはぁもにぃ・デイサービスいっぽ 669-2353 丹波篠山市野尻309 795521388 集団給食（４）その他 集団給食 株式会社酒井工務店 代表取締役 酒井 裕 669-2355 兵庫県丹波篠山市大野281 795520710 丹波(丹健)第82-7 令和3年6月1日
000028 8000150897 丹波乳業株式会社 669-3464 丹波市氷上町石生桧ノ前162 795826324 乳類販売業 一般 丹波乳業株式会社 代表取締役 吉田 拓洋 669-3464 兵庫県丹波市氷上町石生桧ノ前162 795826324 丹波(丹健)第82-26 令和3年6月1日
000028 8000151165 工房みのり 669-3821 丹波市青垣町桧倉414-10 795875400 その他の食料品製造・加工業 一般 星見 美乃里 丹波(丹健)第82-38 令和3年6月11日
000028 8000151213 西山酒造場 669-4302 丹波市市島町中竹田1171 795860331 集団給食（３）事業所 集団給食 株式会社西山酒造場 代表取締役 西山 周三 669-4302 兵庫県丹波市市島町中竹田1171 795860331 丹波(丹健)第82-61 令和3年7月8日
000028 8000151278 セブン-イレブン篠山大沢店 669-2212 丹波篠山市大沢2-5-1 795941257 コンビニエンスストア 一般 中野 広道 丹波(丹健)第82-5 令和3年6月1日
000028 8000151766 幼保連携認定こども園　富山こども園　２号棟 669-2345 丹波篠山市東岡屋708-2 795522349 集団給食（４）その他 集団給食 社会福祉法人富山福祉会 理事長 三重野 宗隆 669-2345 兵庫県丹波篠山市東岡屋708-2 795522349 丹波(丹健)第82-143 令和3年11月4日
000028 8000151820 ドラッグコスモス東吹店 669-2202 丹波篠山市東吹1122 795901161 百貨店、総合スーパー 一般 株式会社コスモス薬品 代表取締役 横山 英昭 812-0013 福岡県福岡市博多区博多駅東2-10-1第一福岡ビルＳ館４階 924330660 丹波(丹健)第83-6 令和3年6月1日
000028 8000152034 認定こども園かすが花の子園 669-4141 丹波市春日町黒井469 795741159 集団給食（４）その他 集団給食 社会福祉法人春日福祉会 理事長 高見 謙二 669-4273 兵庫県丹波市春日町国領865 795750055 丹波(丹健)第82-95 令和3年8月26日
000028 8000152231 ネッツトヨタ神戸　ネッツテラス篠山店 669-2212 丹波篠山市大沢2-1-5 795902515 コップ式自動販売機（自動洗浄・屋内設置） 自動販売機 株式会社アペックス西日本 代表取締役 森 吉平 550-0015 大阪府大阪市西区南堀江4-25-24 665349024 丹波(丹健)第83-14 令和3年6月1日
000028 8000152969 株式会社ＥＮＥＯＳジェイクエスト　氷上店 669-3465 丹波市氷上町横田134-8 795804751 コップ式自動販売機（自動洗浄・屋内設置） 自動販売機 株式会社ＥＮＥＯＳジェイクエスト 代表取締役 山下 正浩 104-0033 東京都中央区新川1-10-14 368651222 丹波(丹健)第83-29 令和3年6月1日
000028 8000153159 篠山里山本舗 669-2726 丹波篠山市黒田486 その他の食料品製造・加工業 一般 中山 史夫 丹波(丹健)第82-133 令和3年10月27日
000028 8000153880 JA丹波ひかみとれたて野菜直売所 669-3461 丹波市氷上町市辺440 795825130 その他の食料・飲料販売業 一般 丹波ひかみ農業協同組合 代表理事組合長 藤原 昌和 669-3461 兵庫県丹波市氷上町市辺440 795820170 丹波(丹健)第83-41 令和3年6月1日
000028 8000154343 菓子工房ｓａｎｎａｎ 669-3144 丹波市山南町奥175-21 食品製造業 不要許可一般 小村 敦美 平成27年12月8日
000028 8000154791 株式会社ツトムファーム（加工場） 669-2715 丹波篠山市打坂441 食品製造業 不要許可一般 株式会社ツトムファーム 代表取締役 大前 利造 669-2821 兵庫県丹波篠山市東河地76-1 795960551 平成28年1月21日
000028 8000155137 前山ふるさと農園 669-4345 丹波市市島町徳尾118-1 795852326 食品製造業 不要許可一般 余田 義信 平成28年2月16日
000028 8000155741 ウェルワークたんば 669-3574 丹波市氷上町朝阪714 795789656 集団給食（４）その他 集団給食 株式会社ネクステ 代表取締役 大槻 真也 669-3465 兵庫県丹波市氷上町横田460-1 795802251 丹波(丹健)第82-144 令和3年11月5日
000028 8000155953 社会福祉法人恩鳥福祉会　ポプラの家 669-3309 丹波市柏原町柏原4283-4 795730501 食品製造業 不要許可一般 社会福祉法人恩鳥福祉会 理事長 足立 正 669-3309 兵庫県丹波市柏原町柏原4283-36 795730501 平成28年3月28日
000028 8000156670 養護老人ホーム三相園 669-3401 丹波市春日町山田1210 795740109 集団給食（４）その他 集団給食 社会福祉法人三相園福祉会 理事長 竹村 義法 669-3401 兵庫県丹波市春日町山田170 795741700 丹波(丹健)第82-135 令和3年10月27日
000028 8000157000 奥丹波里山農園・工房 669-4312 丹波市市島町北奥547-1 795868472 精穀・製粉業 一般 岸下 正純 丹波(丹健)第82-50 令和3年6月18日
000028 8000157268 マルハン氷上店 669-3465 丹波市氷上町横田500 795827700 乳類販売業 自動販売機 コカ・コーラボトラーズジャパン株式会社 代表取締役社長 カリン・ ドラガン 107-6211 東京都港区赤坂9-7-1 926418581 丹波(丹健)第83-83 令和3年6月1日
000028 8000157347 移動スーパーとくし丸 000-0000 丹波市内 その他の食料・飲料販売業 自動車 吉見 勝 丹波(丹健)第83-7 令和3年6月1日
000028 8000157887 ローソン篠山古市店 669-2123 丹波篠山市古市168-1 795905988 コンビニエンスストア 一般 後藤 浩喜 丹波(丹健)第83-38 令和3年6月1日
000028 8000157924 Ⅴegebre 669-4133 丹波市春日町平松55 795742116 その他の食料・飲料販売業 一般 太田 昌孝 丹波(丹健)第83-157 令和3年6月1日
000028 8000157962 丹波篠山市立味間認定こども園 669-2206 丹波篠山市西吹75-1 795940181 集団給食（４）その他 集団給食 丹波篠山市 市長 酒井 隆明 669-2332 兵庫県丹波篠山市北新町41 795521111 丹波(丹健)第82-126 令和3年10月19日
000028 8000157987 ダイナム兵庫篠山店 669-2455 丹波篠山市宇土406 コップ式自動販売機（自動洗浄・屋内設置） 自動販売機 株式会社日本ヒュウマップ 代表取締役 磯田 隆弘 116-0013 東京都荒川区西日暮里5-15-7 338028141 丹波(丹健)第83-88 令和3年6月1日
000028 8000158080 日本紙器㈱第二工場2F食堂 669-3415 丹波市春日町坂31-1 コップ式自動販売機（自動洗浄・屋内設置）自動販売機株式会社アペックス西日本 代表取締役 森 吉平 550-0015 大阪府大阪市西区南堀江4-25-24 665349024 丹波(丹健)第83-138 令和3年6月1日
000028 8000158375 丹波ブルーベリー研究会 669-3571 丹波市氷上町新郷762 795820959 食品製造業 不要許可一般 山本 一 平成28年8月30日
000028 8000158424 ささき商事 669-3411 丹波市春日町朝日1050 795740159 食品製造業 不要許可一般 佐々木 妙子 平成28年8月25日
000028 8000158497 丹波の農園ひとたね 669-3581 丹波市氷上町稲畑1116 795714105 食品製造業 不要許可一般 山本 香奈子 平成28年9月8日
000028 8000158855 特別養護老人ホーム和寿園 669-2727 丹波篠山市高屋19-2 795930069 集団給食（４）その他 集団給食 社会福祉法人和寿園 理事長 山本 喜代治 669-2727 兵庫県丹波篠山市高屋24 795930069 丹波(丹健)第82-156 令和3年11月17日
000028 8000159002 杉尾農園 669-2455 丹波篠山市宇土522 795941216 食品製造業 不要許可一般 杉尾 誠 平成28年10月17日
000028 8000159207 うむ農園 669-4312 丹波市市島町北奥547-1 795789871 製茶業 一般 高橋 麻美 丹波(丹健)第82-31 令和3年6月4日
000028 8000159363 医療法人敬愛会大塚病院 669-3641 丹波市氷上町絹山513 795827534 集団給食（２）病院・診療所 集団給食 医療法人敬愛会 理事長 大塚 久喜 669-1333 兵庫県三田市下内神525-1 795675107 丹波(丹健)第82-158 令和3年11月18日
000028 8000159492 兵庫トヨタ自動車株式会社　柏原店 669-2203 丹波市柏原町下小倉344-1 コップ式自動販売機（自動洗浄・屋内設置）自動販売機株式会社アペックス西日本 代表取締役 森 吉平 550-0015 大阪府大阪市西区南堀江4-25-24 665349024 丹波(丹健)第83-24 令和3年6月1日
000028 8000159496 ㈱タンバンベルグ ゆめタウン 従業員食堂669-3467 丹波市氷上町本郷300 コップ式自動販売機（自動洗浄・屋内設置）自動販売機株式会社アペックス西日本 代表取締役 森 吉平 550-0015 大阪府大阪市西区南堀江4-25-24 665349024 丹波(丹健)第83-192 令和3年6月1日
000028 8000159696 日本チバガイギー㈱篠山工場 669-2441 丹波篠山市日置25-1 795564000 コップ式自動販売機（自動洗浄・屋内設置） 自動販売機 サントリービバレッジソリューション株式会社 代表取締役 及川 剛 160-6111 東京都新宿区西新宿8-17-1 363040501 丹波(丹健)第83-253 令和3年6月1日
000028 8000159699 パナソニックライティングシステムズ㈱  春日工場食堂 669-4141 丹波市春日町黒井908 795741070 乳類販売業 自動販売機 サントリービバレッジソリューション株式会社 代表取締役 及川 剛 160-6111 東京都新宿区西新宿8-17-1 363040501 丹波(丹健)第83-153 令和3年6月1日
000028 8000160389 ミニストップ山南町村森店 669-3142 丹波市山南町村森700-1 795770275 コンビニエンスストア 一般 児嶋 マリ 丹波(丹健)第25-34 令和3年6月1日
000028 8000160599 こんだ薬師温泉売店 669-2153 丹波篠山市今田町今田新田21-10 795903377 食肉販売業 一般 株式会社夢こんだ 代表取締役社長 杉尾 吉弘 669-2153 兵庫県丹波篠山市今田町今田新田21-10 795903377 丹波(丹健)第83-212 令和3年6月1日
000028 8000160605 ㈱氷上製作所  １F休憩所 669-3464 丹波市氷上町石生1767-1 795823431 コップ式自動販売機（自動洗浄・屋内設置） 自動販売機 株式会社アペックス西日本 代表取締役 森 吉平 550-0015 大阪府大阪市西区南堀江4-25-24 665349024 丹波(丹健)第83-49 令和3年6月1日
000028 8000160606 舞鶴若狭自動車道　西紀ｻｰﾋﾞｽｴﾘｱ下り線  給茶コーナー 669-2737 丹波篠山市東木之部1 795931133 コップ式自動販売機（自動洗浄・屋内設置） 自動販売機 株式会社アペックス西日本 代表取締役 森 吉平 550-0015 大阪府大阪市西区南堀江4-25-24 665349024 丹波(丹健)第83-13 令和3年6月1日
000028 8000160607 舞鶴若狭自動車道　西紀ｻｰﾋﾞｽｴﾘｱ上り線  給茶コーナー 669-2736 丹波篠山市西木之部字江の田の坪 795931291 コップ式自動販売機（自動洗浄・屋内設置） 自動販売機 株式会社アペックス西日本 代表取締役 森 吉平 550-0015 大阪府大阪市西区南堀江4-25-24 665349024 丹波(丹健)第83-12 令和3年6月1日
000028 8000160871 セブン・イレブン丹波春日黒井店 669-4141 丹波市春日町黒井2215 795743011 コンビニエンスストア 一般 古村 章 丹波(丹健)第83-149 令和3年6月1日
000028 8000161552 ドラッグコスモス氷上店 669-3461 丹波市氷上町市辺52-1 795820066 百貨店、総合スーパー 一般 株式会社コスモス薬品 代表取締役 横山 英昭 812-0013 福岡県福岡市博多区博多駅東2-10-1第一福岡ビルS館4階 924330660 丹波(丹健)第83-86 令和3年6月1日
000028 8000161913 前田建設㈱　キノコの小屋 669-3606 丹波市氷上町成松337 795820010 農産保存食料品製造・加工業 一般 前田建設株式会社 代表取締役 前田 忠 669-3125 兵庫県丹波市山南町池谷108 795770168 丹波(丹健)第82-13 令和3年6月1日
000028 8000162131 フレッシュバザール春日店 669-4141 丹波市春日町黒井2248 795743951 コップ式自動販売機（自動洗浄・屋内設置） 自動販売機 株式会社　さとう 代表取締役社長 佐藤 総二郎 620-0033 京都府福知山市字上紺屋15 773220001 丹波(丹健)第2-4 令和3年6月1日
000028 8000162316 ジュンテンドー柏原店 669-3312 丹波市柏原町田路123-1 コップ式自動販売機（自動洗浄・屋内設置）自動販売機株式会社アペックス西日本 代表取締役 森 吉平 550-0015 大阪府大阪市西区南堀江4-25-24 665349024 丹波(丹健)第83-75 令和3年6月1日
000028 8000162317 ㈱ニューライフ商事大塚病院1F 669-3641 丹波市氷上町絹山513 コップ式自動販売機（自動洗浄・屋内設置）自動販売機株式会社アペックス西日本 代表取締役 森 吉平 550-0015 大阪府大阪市西区南堀江4-25-24 665349024 丹波(丹健)第83-72 令和3年6月1日
000028 8000162586 あすか農房 669-2727 丹波篠山市高屋253-3 食品製造業 不要許可一般 五十嵐 房代 平成29年6月8日
000028 8000163154 篠山市立福住小学校 669-2513 丹波篠山市福住342 食品製造業 不要許可一般 兵庫県立篠山東雲高等学校 校長 岸部 健司 669-2513 兵庫県丹波篠山市福住1260 795570039 平成29年7月10日
000028 8000163563 ファミリーマート氷上町稲継店 669-3466 丹波市氷上町稲継229-4 795828501 コンビニエンスストア 一般 足立 庸匡 丹波(丹健)第83-70 令和3年6月1日
000028 8000163580 銀の珠玉 669-2302 丹波篠山市奥畑486-1 食品製造業 不要許可一般 中村 相石 平成29年8月10日
000028 8000163645 ㈱日本電気化学工業所　現場休憩所 669-3148 丹波市山南町きらら通30 コップ式自動販売機（自動洗浄・屋内設置）自動販売機株式会社アペックス西日本 代表取締役 森 吉平 550-0015 大阪府大阪市西区南堀江4-25-24 665349024 丹波(丹健)第83-71 令和3年6月1日
000028 8000163647 ｱｲﾗﾝﾄﾞﾌｭｰﾁｬｰｺｰﾎﾟﾚｰｼｮﾝ㈱　西紀事業所 669-2736 丹波篠山市西木之部字江ノ田ノ坪 795931291 コップ式自動販売機（自動洗浄・屋内設置） 自動販売機 株式会社アペックス西日本 代表取締役 森 吉平 550-0015 大阪府大阪市西区南堀江4-25-24 665349024 丹波(丹健)第83-201 令和3年6月1日
000028 8000163692 なかゆくい 669-2604 丹波篠山市小原644-1 食品製造業 不要許可一般 大阪 麻里子 平成29年8月22日
000028 8000163801 セブン-イレブン丹波市島町店 669-4322 丹波市市島町上田272-1 795850772 コンビニエンスストア 一般 西垣 桂子 丹波(丹健)第83-129 令和3年6月1日
000028 8000163919 丹波市立障害者地域活動支援センター 669-3309 丹波市柏原町柏原1018-1 795731600 集団給食（３）事業所 集団給食 特定非営利活動法人かたくり 代表理事 亀井 賢一 669-3309 兵庫県丹波市柏原町柏原1018-1 795730234 丹波(丹健)第82-65 令和3年7月13日
000028 8000164168 農事組合　丹波いちじまふぁーむ 669-4312 丹波市市島町北奥160 795850448 食品製造業 不要許可一般 荻野 尚登 平成29年9月7日
000028 8000164182 669-3315 丹波市柏原町大新屋18 795722166 乳類販売業 自動販売機 コカ・コーラボトラーズジャパン株式会社 代表取締役社長 カリン・ ドラガン 107-6211 東京都港区赤坂9-7-1 926418581 丹波(丹健)第83-40 令和3年6月1日
000028 8000164200 企業組合　氷上つたの会 669-3613 丹波市氷上町上新庄1-6 795824839 食品製造業 不要許可一般 企業組合　氷上つたの会 代表理事 秋山 佐登子 669-3464 兵庫県丹波市氷上町上新庄1-6 795824839 平成29年9月26日
000028 8000164224 三井化学エムシー㈱柏原工場休憩所 669-3315 丹波市柏原町大新屋18 795722166 コップ式自動販売機（自動洗浄・屋内設置） 自動販売機 株式会社アペックス西日本 代表取締役 森 吉平 550-0015 大阪府大阪市西区南堀江4-25-24 665349024 丹波(丹健)第83-23 令和3年6月1日
000028 8000164275 Ａコープハートピア後川店 669-2422 丹波篠山市後川上582-1 795563806 百貨店、総合スーパー 一般 丹波ささやま農業協同組合 代表理事組合長 澤本 辰夫 669-2212 兵庫県丹波篠山市大沢438-1 795941121 丹波(丹健)第83-42 令和3年6月1日
000028 8000164298 ケンミン食品株式会社　篠山工場 669-2406 丹波篠山市泉2-7 795563195 その他の食料品製造・加工業 一般 ケンミン食品株式会社 代表取締役 高村 祐輝 650-0024 兵庫県神戸市中央区海岸通5-1-1 783663000 丹波(丹健)第81-26 令和3年9月2日
000028 8000164315 えんた～ていめんと篠山でるで 669-2343 丹波篠山市風深225 795527777 コップ式自動販売機（自動洗浄・屋内設置） 自動販売機 ヨシムラコーヒー株式会社 代表取締役 吉村 昌義 658-0082 兵庫県神戸市東灘区魚崎北町1-8-29 784517081 丹波(丹健)第83-271 令和3年6月1日
000028 8000164382 ドラッグコスモス丹波春日店 669-4131 丹波市春日町七日市623-1 795740611 百貨店、総合スーパー 一般 株式会社コスモス薬品 代表取締役 横山 英昭 812-0013 福岡県福岡市博多区博多駅東2-10-1第一福岡ビルＳ館４階 924330660 丹波(丹健)第83-155 令和3年6月1日
000028 8000164842 ヴィラ　エッセ 669-2704 丹波篠山市遠方126-1 食品製造業 不要許可一般 山口 和江 平成29年11月14日
000028 8000165008 宮東農園 669-4123 丹波市春日町多利1563 795885822 農産保存食料品製造・加工業 一般 宮東 佳子 丹波(丹健)第82-77 令和3年7月30日
000028 8000165114 メルコパワーデバイス㈱本社工場Ｖ70066 669-3652 丹波市氷上町桟敷216 795826855 コップ式自動販売機（自動洗浄・屋内設置） 自動販売機 サントリービバレッジソリューション株式会社 代表取締役 及川 剛 160-6111 東京都新宿区西新宿8-17-1 363040501 丹波(丹健)第83-235 令和3年6月1日
000028 8000165117 日本郵便株式会社丹波支店 669-3301 丹波市柏原町南多田660 795720050 コップ式自動販売機（自動洗浄・屋内設置） 自動販売機 サントリービバレッジソリューション株式会社 代表取締役 及川 剛 160-6111 東京都新宿区西新宿8-17-1 363040501 丹波(丹健)第83-236 令和3年6月1日
000028 8000165208 小前　達子 669-2222 丹波篠山市味間南809-1 795941362 食品製造業 不要許可一般 小前 達子 平成29年12月5日



000028 8000165357 黒豆の館6Ｋ3632 669-2733 丹波篠山市下板井511-2 795908077 コップ式自動販売機（自動洗浄・屋内設置） 自動販売機 サントリービバレッジソリューション株式会社 代表取締役 及川 剛 160-6111 東京都新宿区西新宿8-17-1 363040501 丹波(丹健)第83-239 令和3年6月1日
000028 8000165358 ジェクス株式会社篠山工場6Ｋ3611 669-2324 丹波篠山市東新町122-1 795522121 コップ式自動販売機（自動洗浄・屋内設置） 自動販売機 サントリービバレッジソリューション株式会社 代表取締役 及川 剛 160-6111 東京都新宿区西新宿8-17-1 363040501 丹波(丹健)第83-259 令和3年6月1日
000028 8000165796 セブンイレブン丹波氷上町店 669-3311 丹波市柏原町母坪423-1 795733778 コンビニエンスストア 一般 吉田 栄次 丹波(丹健)第83-68 令和3年6月1日
000028 8000166513 しんぺ～農園 669-4122 丹波市春日町小多利348 食品製造業 不要許可一般 渡部 真平 平成30年3月5日
000028 8000166827 ローソン山南町草部店 669-3151 丹波市山南町草部247-1 795708058 コンビニエンスストア 一般 有限会社ジェイプラム 代表取締役 梅田 雄介 669-3601 兵庫県丹波市氷上町成松241-6 795820361 丹波(丹健)第83-117 令和3年6月1日
000028 8000166925 認定こども園ぬぬぎ 669-3582 丹波市氷上町佐野530 集団給食（４）その他 集団給食 社会福祉法人氷上町福祉会 理事長 上村 行男 669-3601 兵庫県丹波市氷上町成松146-1 795804760 丹波(丹健)第82-59 令和3年7月5日
000028 8000167001 丹波の森　ショッピングタウン 669-3311 丹波市柏原町母坪335-1 コップ式自動販売機（自動洗浄・屋内設置）自動販売機株式会社アペックス西日本 代表取締役 森 吉平 550-0015 大阪府大阪市西区南堀江4-25-24 665359024 丹波(丹健)第83-77 令和3年6月1日
000028 8000167103 栗きん豚吉吉 669-4122 丹波市春日町小多利71-2 食肉販売業 一般 吉見 憲明 丹波(丹健)第83-214 令和3年6月1日
000028 8000167499 ローソン篠山西紀店 669-2721 丹波篠山市西谷286-1 795908705 コンビニエンスストア 一般 宮下 正彦 丹波(丹健)第83-97 令和3年6月1日
000028 8000167504 東洋電機㈱ 香良工場  2階事務所 669-3642 丹波市氷上町香良1158 コップ式自動販売機（自動洗浄・屋内設置）自動販売機株式会社アペックス西日本 代表取締役 森 吉平 550-0015 大阪府大阪市西区南堀江4-25-24 665349024 丹波(丹健)第83-181 令和3年6月1日
000028 8000167505 東洋電機㈱香良工場  食堂 669-3642 丹波市氷上町香良1158 コップ式自動販売機（自動洗浄・屋内設置）自動販売機株式会社アペックス西日本 代表取締役 森 吉平 550-0015 大阪府大阪市西区南堀江4-25-24 665349024 丹波(丹健)第83-182 令和3年6月1日
000028 8000167727 和み工房 669-2724 丹波篠山市川北503 795930235 食品製造業 不要許可一般 山本 季代子 平成30年5月24日
000028 8000167842 舞鶴若狭自動車道　西紀サービスエリア  下り線自販機コーナー669-2737 丹波篠山市東木之部1 コップ式自動販売機（自動洗浄・屋内設置）自動販売機株式会社アペックス西日本 代表取締役 森 吉平 550-0015 大阪府大阪市西区南堀江4-25-24 665359024 丹波(丹健)第83-15 令和3年6月1日
000028 8000167843 西紀サービスエリア下り線 669-2737 丹波篠山市東木之部1 795931133 コップ式自動販売機（自動洗浄・屋内設置） 自動販売機 トーヨーベンディング株式会社 代表取締役 大久保 智司 452-0839 愛知県名古屋市西区見寄町167 525011771 丹波(丹健)第83-269 令和3年6月1日
000028 8000167947 生活協同組合コープこうべ  コープ柏原 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) その他の食料・飲料販売業 自動車 生活協同組合コープこうべ 代表理事 岩山 利久 658-0051 兵庫県神戸市東灘区住吉本町1-3-19 788561003 丹波(丹健)第83-31 令和3年6月1日
000028 8000167987 三菱電機社会インフラ機器（株）6Ｋ3774 669-3601 丹波市氷上町成松151 795822220 コップ式自動販売機（自動洗浄・屋内設置） 自動販売機 サントリービバレッジソリューション株式会社 代表取締役 及川 剛 160-6111 東京都新宿区西新宿8-17-1 363040501 丹波(丹健)第83-136 令和3年6月1日
000028 8000167988 三菱電機社会インフラ機器（株）6Ｋ3775 669-3601 丹波市氷上町成松151 795822220 コップ式自動販売機（自動洗浄・屋内設置） 自動販売機 サントリービバレッジソリューション株式会社 代表取締役 及川 剛 160-6111 東京都新宿区西新宿8-17-1 363040501 丹波(丹健)第83-133 令和3年6月1日
000028 8000167989 三菱電機社会インフラ機器（株）6Ｋ3773 669-3601 丹波市氷上町成松151 795822220 コップ式自動販売機（自動洗浄・屋内設置） 自動販売機 サントリービバレッジソリューション株式会社 代表取締役 及川 剛 160-6111 東京都新宿区西新宿8-17-1 363040501 丹波(丹健)第83-134 令和3年6月1日
000028 8000168057 バザールタウン篠山 669-2204 丹波篠山市杉265 795943000 コップ式自動販売機（自動洗浄・屋内設置） 自動販売機 株式会社さとう 代表取締役 佐藤 総二郎 620-0045 京都府福知山市字上紺屋15 773220001 丹波(丹健)第83-137 令和3年6月1日
000028 8000168462 ファミリーマート丹波青垣店 669-3842 丹波市青垣町沢野111-1 795874821 コンビニエンスストア 一般 足立 庸匡 丹波(丹健)第83-36 令和3年6月1日
000028 8000168732 メルコパワーデバイス㈱ 669-3652 丹波市氷上町桟敷216 795826855 コップ式自動販売機（自動洗浄・屋内設置） 自動販売機 サントリービバレッジソリューション株式会社 代表取締役 及川 剛 160-6111 東京都新宿区西新宿8-17-1 363040501 丹波(丹健)第83-243 令和3年6月1日
000028 8000168816 ローソン篠山安田店 669-2551 丹波篠山市安田392-1 795571700 コンビニエンスストア 一般 株式会社ＣＶＳ内田 代表取締役 内田 伸二 669-1337 兵庫県三田市学園6-5-13 795658250 丹波(丹健)第83-108 令和3年6月1日
000028 8000168828 認定こども園いくさと 669-3464 丹波市氷上町石生619-3 795824380 集団給食（４）その他 集団給食 社会福祉法人氷上町福祉会 理事長 上村 行男 669-3601 兵庫県丹波市氷上町成松146-1 795804760 丹波(丹健)第82-60 令和3年7月5日
000028 8000168846 マルハン氷上店  カウンター横 669-3465 丹波市氷上町横田500 コップ式自動販売機（自動洗浄・屋内設置）自動販売機株式会社アペックス西日本 代表取締役 森 吉平 550-0015 大阪府大阪市西区南堀江4-25-24 665359024 丹波(丹健)第83-79 令和3年6月1日
000028 8000168849 マルハン氷上店  W.C.前自販機コーナー669-3465 丹波市氷上町横田500 コップ式自動販売機（自動洗浄・屋内設置）自動販売機株式会社アペックス西日本 代表取締役 森 吉平 550-0015 大阪府大阪市西区南堀江4-25-24 665359024 丹波(丹健)第83-118 令和3年6月1日
000028 8000168850 JA丹波ささやま味土里館 669-2202 丹波篠山市東吹942-1 コップ式自動販売機（自動洗浄・屋内設置）自動販売機株式会社アペックス西日本 代表取締役 森 吉平 550-0015 大阪府大阪市西区南堀江4-25-24 665359024 丹波(丹健)第83-8 令和3年6月1日
000028 8000168897 篠山観光ホテル・如月庵 669-2332 丹波篠山市北新町123 795525200 調味料製造・加工業 一般 篠山観光ホテル株式会社 代表取締役 田村 政子 669-2331 兵庫県丹波篠山市二階町58-8 795524429 丹波(丹健)第82-40 令和3年6月15日
000028 8000168927 ピュアスポーツ柏原 669-3315 丹波市柏原町大新屋449 795730102 コップ式自動販売機（自動洗浄・屋内設置） 自動販売機 サントリービバレッジソリューション株式会社 代表取締役 及川 剛 160-6111 東京都新宿区西新宿8-17-1 363040501 丹波(丹健)第83-255 令和3年6月1日
000028 8000169422 三菱電機社会インフラ機器（株）6K3850 669-3601 丹波市氷上町成松151 795821036 コップ式自動販売機（自動洗浄・屋内設置） 自動販売機 サントリービバレッジソリューション株式会社 代表取締役 及川 剛 160-6111 東京都新宿区西新宿8-17-1 363040501 丹波(丹健)第83-135 令和3年6月1日
000028 8000169816 ゆめタウン 669-3467 丹波市氷上町本郷300 乳類販売業 自動販売機サントリービバレッジソリューション株式会社代表取締役 及川 剛 160-6111 東京都新宿区西新宿8-17-1 363040501 丹波(丹健)第83-105 令和3年6月1日
000028 8000169899 マクドナルド篠山ファーカス店 669-2202 丹波篠山市東吹330-3 795902672 乳類販売業 一般 株式会社ベルエポック 代表取締役 佐藤 明 560-0003 大阪府豊中市東豊中町1-32-40 668526517 丹波(丹健)第83-145 令和3年6月1日
000028 8000170051 合資会社アサヒテクニカ丹波営業所 669-3157 丹波市山南町和田191-1 773784477 いわゆる健康食品の製造・加工業 一般 合資会社アサヒテクニカ 代表社員 岩間 寿仁 624-0914 京都府舞鶴市下安久543-10 773784477 丹波(丹健)第82-76 令和3年7月21日
000028 8000170108 三立製菓(株)兵庫工場　食堂 669-3315 丹波市柏原町大新屋75 コップ式自動販売機（自動洗浄・屋内設置）自動販売機株式会社アペックス西日本 代表取締役 森 吉平 550-0015 大阪府大阪市西区南堀江4-25-24 665359024 丹波(丹健)第83-76 令和3年6月1日
000028 8000170109 パチンコ　F-1 669-3466 丹波市氷上町稲継62-1 コップ式自動販売機（自動洗浄・屋内設置）自動販売機株式会社アペックス西日本 代表取締役 森 吉平 550-0015 大阪府大阪市西区南堀江4-25-24 665359024 丹波(丹健)第83-22 令和3年6月1日
000028 8000170141 パチンコF-1氷上店 風除室 669-3466 丹波市氷上町稲継62-1 795828808 コップ式自動販売機（自動洗浄・屋内設置） 自動販売機 株式会社アペックス西日本 代表取締役 森 吉平 550-0015 大阪府大阪市西区南堀江4-25-24 665359024 丹波(丹健)第83-21 令和3年6月1日
000028 8000170142 パチンコF-1氷上店 休憩室 669-3466 丹波市氷上町稲継62-1 795828808 コップ式自動販売機（自動洗浄・屋内設置） 自動販売機 株式会社アペックス西日本 代表取締役 森 吉平 550-0015 大阪府大阪市西区南堀江4-25-24 665359024 丹波(丹健)第83-20 令和3年6月1日
000028 8000170574 ペッパーまきの 669-3306 丹波市柏原町北中473 795721669 食品製造業 不要許可一般 西野 裕子 平成30年12月17日
000028 8000170671 氷上観光(有)　6K1838 669-3651 丹波市氷上町氷上339 コップ式自動販売機（自動洗浄・屋内設置）自動販売機サントリービバレッジソリューション株式会社代表取締役 及川 剛 160-6111 東京都新宿区西新宿8-17-1 363040501 丹波(丹健)第83-256 令和3年6月1日
000028 8000170766 合資会社氷上牛乳社（柏原庁舎） 669-3309 丹波市柏原町柏原688 乳類販売業 自動販売機 合資会社氷上牛乳社 代表社員 山内 修一 669-3309 兵庫県丹波市柏原町柏原3385 795720132 丹波(丹健)第83-67 令和3年6月1日
000028 8000170976 田中醤油店 669-2311 丹波篠山市新荘432-1 795520247 食品製造業 不要許可一般 田中 弘毅 平成31年1月30日
000028 8000171005 ぬくもりの湯 669-2153 丹波篠山市今田町今田新田21-10 795903377 乳類販売業 自動販売機 有限会社喜多商店 取締役 大久保 朝之 669-2352 兵庫県丹波篠山市西浜谷555-1 795525504 丹波(丹健)第83-54 令和3年6月1日
000028 8000171151 今田　ぬくもりの郷 669-2153 丹波篠山市今田町今田新田21-10 795903377 乳類販売業 自動販売機 大内 仙夫 丹波(丹健)第83-55 令和3年6月1日
000028 8000171274 株式会社resola　6k3925 669-3311 丹波市柏原町母坪356-1 795731166 コップ式自動販売機（自動洗浄・屋内設置） 自動販売機 サントリービバレッジソリューション株式会社 代表取締役 及川 剛 160-6111 東京都新宿区西新宿8-17-1 363040501 丹波(丹健)第83-257 令和3年6月1日
000028 8000171319 futaba cafe 669-2432 丹波篠山市八上内甲85-1 795061573 食品製造業 不要許可一般 西田 博一 平成31年2月22日
000028 8000171639 合資会社ひかみや 669-3311 丹波市柏原町母坪345 その他の食料・飲料販売業 一般 合資会社ひかみや 代表社員 谷垣 裕二郎 669-3311 兵庫県丹波市柏原町母坪345 795730968 丹波(丹健)第83-221 令和3年6月1日
000028 8000171764 兵庫県丹波篠山市立たき認定こども園 669-2544 丹波篠山市草ノ上109-1 集団給食（４）その他 集団給食 丹波篠山市 市長 酒井 隆明 669-2332 兵庫県丹波篠山市北新町41 795521111 丹波(丹健)第82-145 令和3年11月5日
000028 8000171773 フレッシュバザール氷上町店 669-3602 丹波市氷上町常楽555 795825111 コップ式自動販売機（自動洗浄・屋内設置） 自動販売機 株式会社さとう 代表取締役社長 佐藤 総二郎 620-0033 京都府福知山市上紺屋15 773220001 丹波(丹健)第83-273 令和3年6月1日
000028 8000171803 (株)ジョイランド 669-3462 丹波市氷上町大崎164 795829611 コップ式自動販売機（自動洗浄・屋内設置） 自動販売機 サントリービバレッジソリューション株式会社 代表取締役 及川 剛 160-6111 東京都新宿区西新宿8-17-1 363040501 丹波(丹健)第83-246 令和3年6月1日
000028 8000171806 認定こども園ミライズにじ 669-3309 丹波市柏原町柏原4583-1 795720442 集団給食（４）その他 集団給食 社会福祉法人柏翔会 理事長 大野 亮祐 669-3309 兵庫県丹波市柏原町柏原4583-1 795722220 丹波(丹健)第82-88 令和3年8月6日
000028 8000171809 認定こども園ミライズそら 669-3316 丹波市柏原町鴨野316 795722555 集団給食（４）その他 集団給食 社会福祉法人柏翔会 理事長 大野 亮祐 669-3309 兵庫県丹波市柏原町柏原4583-1 795722220 丹波(丹健)第82-87 令和3年8月6日
000028 8000172251 あしだメディケアホームズ ハルモニア 6K3969 669-3311 丹波市柏原町母坪327-1 795731800 コップ式自動販売機（自動洗浄・屋内設置） 自動販売機 サントリービバレッジソリューション株式会社 代表取締役 及川 剛 160-6111 東京都新宿区西新宿8-17-1 363040501 丹波(丹健)第83-261 令和3年6月1日
000028 8000172569 ケンミン食品株式会社篠山工場　6K3985 669-2406 丹波篠山市泉2-7 795563195 コップ式自動販売機（自動洗浄・屋内設置） 自動販売機 サントリービバレッジソリューション株式会社 代表取締役 及川 剛 160-6111 東京都新宿区西新宿8-17-1 363040501 丹波(丹健)第83-263 令和3年6月1日
000028 8000172571 協和株式会社 669-2406 丹波篠山市泉1284 コップ式自動販売機（自動洗浄・屋内設置）自動販売機株式会社アペックス西日本 代表取締役 森 吉平 550-0015 大阪府大阪市西区南堀江4-25-24 665359024 丹波(丹健)第83-9 令和3年6月1日
000028 8000172572 株式会社ヤノテック 669-2416 丹波篠山市井ノ上405 コップ式自動販売機（自動洗浄・屋内設置）自動販売機株式会社アペックス西日本 代表取締役 森 吉平 550-0015 大阪府大阪市西区南堀江4-25-24 665359024 丹波(丹健)第83-16 令和3年6月1日
000028 8000172573 有限会社柏原ゴルフ練習場 669-3309 丹波市柏原町柏原2120-1 コップ式自動販売機（自動洗浄・屋内設置）自動販売機株式会社アペックス西日本 代表取締役 森 吉平 550-0015 大阪府大阪市西区南堀江4-25-24 665349024 丹波(丹健)第83-196 令和3年6月1日
000028 8000172851 ノームフィールズ 669-3626 丹波市氷上町清住186-2 795711002 食品製造業 不要許可一般 平松 由香子 令和1年6月6日
000028 8000173066 ヤマザキYショップ丹波医療センター店669-3464 丹波市氷上町石生2002-7丹波医療センター内1F コンビニエンスストア 一般 荻野 幸一朗 丹波(丹健)第83-103 令和3年6月1日
000028 8000173191 園田商店 669-2823 丹波篠山市大山下448-1 795960508 その他の食料・飲料販売業 一般 園田 雅宏 丹波(丹健)第83-100 令和3年6月1日
000028 8000173356 Luma 669-2331 丹波篠山市二階町12-2 795556850 農産保存食料品製造・加工業 一般 中島 武史 丹波(丹健)第82-78 令和3年7月30日
000028 8000173578 株式会社円応社  本部ラウンジ前 669-3142 丹波市山南町村森1-1 795772223 コップ式自動販売機（自動洗浄・屋内設置） 自動販売機 サントリービバレッジソリューション株式会社 代表取締役 及川 剛 160-6111 東京都新宿区西新宿8-17-1 363040501 丹波(丹健)第83-247 令和3年6月1日
000028 8000173639 SHUKUBA福住 daidocolab. 669-2513 丹波篠山市福住342 食品製造業 不要許可一般 NPO法人SHUKUBA 理事 佐々木 幹夫 669-2513 兵庫県丹波篠山市福住342 令和1年8月9日
000028 8000173727 丹波市役所　青垣支所 669-3811 丹波市青垣町佐治114 コップ式自動販売機（自動洗浄・屋内設置）自動販売機株式会社アペックス西日本 代表取締役 森 吉平 550-0015 大阪府大阪市西区南堀江4-25-24 665349024 丹波(丹健)第83-199 令和3年6月1日
000028 8000173735 ふじもと運送 669-3142 丹波市山南町村森657-1 コップ式自動販売機（自動洗浄・屋内設置）自動販売機株式会社アペックス西日本 代表取締役 森 吉平 550-0015 大阪府大阪市西区南堀江4-25-24 665359024 丹波(丹健)第83-48 令和3年6月1日
000028 8000173781 東洋電機(株)　氷上工場　1F休憩室 669-3465 丹波市氷上町横田858 コップ式自動販売機（自動洗浄・屋内設置）自動販売機株式会社アペックス西日本 代表取締役 森 吉平 550-0015 大阪府大阪市西区南堀江4-25-24 665359024 丹波(丹健)第83-183 令和3年6月1日
000028 8000173880 ユニトピアささやま 669-2356 丹波篠山市矢代231-1 795525222 コップ式自動販売機（自動洗浄・屋内設置） 自動販売機 株式会社ユニマットライフ 代表取締役 菅田 貴人 107-0062 東京都港区南青山2-12-14 357701661 丹波(丹健)第83-274 令和3年6月1日
000028 8000173955 ドラッグコスモス柏原店 669-3309 丹波市柏原町柏原2871-1 百貨店、総合スーパー 一般 株式会社コスモス薬品 代表取締役 横山 英昭 812-0013 福岡県福岡市博多区博多駅東2-10-1第一福岡ビルS館4階 924330660 丹波(丹健)第83-222 令和3年6月1日
000028 8000173988 Colorful Kitchen（カラフル キッチン） 669-2531 丹波篠山市垂水421-2 795505002 食品製造業 不要許可一般 一般社団法人Ｃｏｌｏｒｆｕｌ　Ｂｅａｎｓ 代表理事 西村 源 669-2531 兵庫県丹波篠山市垂水421-2 795505002 令和1年9月11日
000028 8000174429 創作イタリア料理　ＤＥＮ 669-3466 丹波市氷上町稲継67-1 795825571 調味料製造・加工業 一般 土田 浩一 丹波(丹健)第82-80 令和3年8月2日
000028 8000174496 フレッシュバザール市島店 669-4322 丹波市市島町上田501-6 795853100 百貨店、総合スーパー 一般 株式会社さとう 代表取締役 佐藤 総二郎 620-0033 京都府福知山市字上紺屋15 773220001 丹波(丹健)第83-146 令和3年6月1日
000028 8000174499 フレッシュバザール市島店 669-4322 丹波市市島町上田501-6 795853100 コップ式自動販売機（自動洗浄・屋内設置） 自動販売機 株式会社さとう 代表取締役 佐藤 総二郎 620-0033 京都府福知山市字上紺屋15 773220001 丹波(丹健)第83-202 令和3年6月1日
000028 8000174778 ら・ぱん工房　来古里 669-4317 丹波市市島町上牧708 795853800 食品製造業 不要許可一般 一般社団法人One Three 代表理事 髙見 忠寿 669-4317 兵庫県丹波市市島町上牧703 795868177 令和1年11月12日
000028 8000174911 株式会社　双葉 669-3572 丹波市氷上町谷村897-1 795820036 コップ式自動販売機（自動洗浄・屋内設置） 自動販売機 株式会社アペックス西日本 代表取締役 森 吉平 550-0015 大阪府大阪市西区南堀江4-25-24 665359024 丹波(丹健)第83-50 令和3年6月1日
000028 8000175146 もちもち工房 669-2435 丹波篠山市小多田121 農産保存食料品製造・加工業 一般 塚本　洋子 丹波(丹健)第82-100 令和3年9月1日
000028 8000175195 めぶき農房 669-2451 丹波篠山市北163 795064274 その他の食料品製造・加工業 一般 株式会社めぶき農房 代表取締役 明松 ひろみ 669-2451 兵庫県丹波篠山市北163 795064274 丹波(丹健)第82-104 令和3年9月14日
000028 8000175445 丹波篠山 ファームMaegawa 669-2105 丹波篠山市犬飼258-2 食品製造業 不要許可一般 前川 康幸 令和1年12月23日
000028 8000175560 れもんたいむ 669-2433 丹波篠山市西八上378 調味料製造・加工業 一般 酒井 雅子 丹波(丹健)第82-21 令和3年6月1日
000028 8000176047 春日自動車教習所 669-4141 丹波市春日町黒井921 795740401 コップ式自動販売機（自動洗浄・屋内設置） 自動販売機 サントリービバレッジソリューション株式会社 代表取締役 及川 剛 160-6111 東京都新宿区西新宿8-17-1 363040501 丹波(丹健)第83-266 令和3年6月1日
000028 8000176098 パナソニックライティングシステムズ㈱  春日工場Ｂ11棟2Ｆ 669-4141 丹波市春日町黒井908 795741070 コップ式自動販売機（自動洗浄・屋内設置） 自動販売機 サントリービバレッジソリューション株式会社 代表取締役 及川 剛 160-6111 東京都新宿区西新宿8-17-1 363040501 丹波(丹健)第83-248 令和3年6月1日
000028 8000176148 東洋電機(株)成松工場12B工場内入口 669-3601 丹波市氷上町成松151 795822220 コップ式自動販売機（自動洗浄・屋内設置） 自動販売機 株式会社アペックス西日本 代表取締役 森 吉平 550-0015 大阪府大阪市西区南堀江4-25-24 665359024 丹波(丹健)第83-185 令和3年6月1日
000028 8000176149 東洋電機(株)成松工場10A2F休憩所 669-3601 丹波市氷上町成松151 795822220 コップ式自動販売機（自動洗浄・屋内設置） 自動販売機 株式会社アペックス西日本 代表取締役 森 吉平 550-0015 大阪府大阪市西区南堀江4-25-24 665359024 丹波(丹健)第83-188 令和3年6月1日
000028 8000176151 宮本建設(株)柏原休憩所 669-3309 丹波市柏原町柏原2262-1 795721857 コップ式自動販売機（自動洗浄・屋内設置） 自動販売機 株式会社アペックス西日本 代表取締役 森 吉平 550-0015 大阪府大阪市西区南堀江4-25-24 665359024 丹波(丹健)第83-47 令和3年6月1日
000028 8000176152 ダイナム兵庫篠山店 669-2455 丹波篠山市宇土406 795902677 コップ式自動販売機（自動洗浄・屋内設置） 自動販売機 株式会社アペックス西日本 代表取締役 森 吉平 550-0015 大阪府大阪市西区南堀江4-25-24 665359024 丹波(丹健)第83-11 令和3年6月1日
000028 8000176207 ＳＡＮ　ＰＨＡＭ　ＶＩＥＴ　ＳＡＳＡＹＡＭＡ 669-2211 丹波篠山市大沢新71-13 その他の食料・飲料販売業 一般 ＮＧＵＹＥＮ ＴＡＩ 丹波(丹健)第83-140 令和3年6月1日
000028 8000176221 農事組合法人 楽らく農園 669-2432 丹波篠山市八上内92-6 795525194 食品製造業 不要許可一般 農事組合法人楽らく農園 代表理事 宮城 京子 669-2432 兵庫県丹波篠山市八上内92-6 795525194 令和2年3月3日
000028 8000176436 農産加工所　こばやし 669-2162 丹波篠山市今田町黒石165-25 795972404 農産保存食料品製造・加工業 一般 小林 悦子 丹波(丹健)第82-11 令和3年6月1日
000028 8000176515 ミニストップ篠山細工所店 669-2542 丹波篠山市細工所37-1 795571288 コンビニエンスストア 一般 中井 馨 丹波(丹健)第83-58 令和3年6月1日
000028 8000176667 無鹿リゾート 669-4252 丹波市春日町下三井庄1017-1 795885252 農産保存食料品製造・加工業 一般 株式会社　葉山 代表取締役 鴻谷 佳彦 669-3841 兵庫県丹波市青垣町口塩久447-1 795870038 丹波(丹健)第82-19 令和3年6月1日
000028 8000177083 槙原商店 669-2524 丹波篠山市箱谷232 795571100 食品製造業 不要許可一般 槙原 克利 令和2年5月18日
000028 8000177084 農家れすとらん福住 669-2551 丹波篠山市安田字上の山450 食品製造業 不要許可一般 槙原 克利 令和2年5月18日
000028 8000177110 ミルクライフ 669-2203 丹波篠山市吹新113-103 795940799 乳類販売業 一般 高瀬 亮輔 丹波(丹健)第83-60 令和3年6月1日
000028 8000177205 アグリネット丹波 669-3411 丹波市春日町朝日861-4 食品製造業 不要許可一般 南 信江 令和2年6月2日
000028 8000177331 きみちゃん 669-2125 丹波篠山市住山417 795950334 食品製造業 不要許可一般 松木 貴美子 令和2年6月5日
000028 8000177451 後藤農園 669-2446 丹波篠山市八上上246 795562788 乳類販売業 一般 後藤 透 丹波(丹健)第83-175 令和3年6月1日
000028 8000177674 薬草薬樹公園 669-3157 丹波市山南町和田338-1 795762121 コップ式自動販売機（自動洗浄・屋内設置） 自動販売機 サントリービバレッジソリューション株式会社 代表取締役 及川 剛 160-6111 東京都新宿区西新宿8-17-1 363040501 丹波(丹健)第83-267 令和3年6月1日
000028 8000177817 珈琲屋　無為 669-2352 丹波篠山市西浜谷154 コーヒー（飲料を除く）製造・加工業一般 岸 哲生 丹波(丹健)第38-14 44715
000028 8000177912 柳瀬株式会社　本社食堂 669-3131 丹波市山南町谷川1385 795772151 コップ式自動販売機（自動洗浄・屋内設置） 自動販売機 株式会社アペックス西日本 代表取締役 森 吉平 550-0015 大阪府大阪市西区南堀江4-25-24 665359024 丹波(丹健)第83-19 令和3年6月1日
000028 8000177913 神崎紙器工業(株) 669-3571 丹波市氷上町新郷179-1 コップ式自動販売機（自動洗浄・屋内設置）自動販売機株式会社アペックス西日本 代表取締役 森 吉平 550-0015 大阪府大阪市西区南堀江4-25-24 665349024 丹波(丹健)第83-193 令和3年6月1日
000028 8000177914 ネッツトヨタ神戸株式会社　ネッツテラス丹波 669-2203 丹波市氷上町本郷319-7 795826311 コップ式自動販売機（自動洗浄・屋内設置） 自動販売機 株式会社アペックス西日本 代表取締役 森 吉平 550-0015 大阪府大阪市西区南堀江4-25-24 665349024 丹波(丹健)第83-73 令和3年6月1日



000028 8000177928 パチンコ春日 669-4141 丹波市春日町黒井1403-1 795742777 コップ式自動販売機（自動洗浄・屋内設置） 自動販売機 株式会社アペックス西日本 代表取締役 森 吉平 550-0015 大阪府大阪市西区南堀江4-25-24 665349024 丹波(丹健)第83-63 令和3年6月1日
000028 8000177929 P-WORLD　バルバロ 669-3309 丹波市柏原町柏原2622-6 795720797 コップ式自動販売機（自動洗浄・屋内設置） 自動販売機 株式会社アペックス西日本 代表取締役 森 吉平 550-0015 大阪府大阪市西区南堀江4-25-24 665349024 丹波(丹健)第83-46 令和3年6月1日
000028 8000177940 古民家カフェ　まめっこ 669-2716 丹波篠山市乗竹214-1 795066512 農産保存食料品製造・加工業 一般 山本 ひさこ 丹波(丹健)第82-147 令和3年11月5日
000028 8000178024 三菱電機社会インフラ機器株式会社  成松工場　新棟２Ｆ 669-3601 丹波市氷上町成松151 795826964 コップ式自動販売機（自動洗浄・屋内設置） 自動販売機 株式会社アペックス西日本 代表取締役 森 吉平 550-0015 大阪府大阪市西区南堀江4-25-24 665359024 丹波(丹健)第83-120 令和3年6月1日
000028 8000178037 介護老人福祉施設　やまゆりの里 669-2513 丹波篠山市福住657-2 795571158 集団給食（４）その他 集団給食 社会福祉法人福住山ゆりの里 理事長 山鳥 嘉彦 669-2513 兵庫県丹波篠山市福住657-2 795571158 丹波(丹健)第82-123 令和3年10月15日
000028 8000178530 株式会社 京都庵  篠山工場 669-2827 丹波篠山市大山新34 795906030 食肉販売業 一般 株式会社京都庵 代表取締役 松田 清克 620-1313 京都府福知山市三和町下川合37-4 773583366 丹波(丹健)第83-216 令和3年6月1日
000028 8000178896 ワタミ株式会社　兵庫丹波営業所 669-4133 丹波市春日町平松390-1 通信販売・訪問販売による販売業 一般 ワタミ株式会社 代表取締役 清水 邦晃 144-0043 東京都大田区羽田1-1-3 357372809 丹波(丹健)第83-160 令和3年6月1日
000028 8000178901 山のごちそう 669-2704 丹波篠山市遠方41-1 食品製造業 不要許可一般 株式会社大谷開発 代表取締役 669-2704 兵庫県丹波篠山市遠方119-1 795920331 令和2年11月17日
000028 8000178961 ヒロちゃん栗園 669-3574 丹波市氷上町朝阪273-5 795868133 その他の食料・飲料販売業 一般 山本 浩子 丹波(丹健)第83-217 令和3年6月1日
000028 8000179127 鶴原製薬株式会社 669-3465 丹波市氷上町横田848-11 795823479 コップ式自動販売機（自動洗浄・屋内設置） 自動販売機 サントリービバレッジソリューション株式会社 代表取締役 及川 剛 160-6111 東京都新宿区西新宿8-17-1 363040501 丹波(丹健)第83-249 令和3年6月1日
000028 8000179151 食任 669-3613 丹波市氷上町上新庄1076 食品製造業 不要許可一般 足立 春子 令和2年12月10日
000028 8000179158 丹波ささやま「村の駅真南条」 669-2462 丹波篠山市真南条上800-1 その他の食料品製造・加工業 一般 農事組合法人真南条営農組合 代表理事 堀井 聡 669-2462 兵庫県丹波篠山市真南条上167-1 795950719 丹波(丹健)第82-108 令和3年9月27日
000028 8000179159 そのだや 669-2825 丹波篠山市北野新田113-2 795960011 その他の食料・飲料販売業 一般 園田 守 丹波(丹健)第83-218 令和3年6月1日
000028 8000179174 (株)ＧＯＯＤ　春日店 669-4132 丹波市春日町野村2569 コップ式自動販売機（自動洗浄・屋内設置）自動販売機株式会社アペックス西日本 代表取締役 森 吉平 550-0015 大阪府大阪市西区南堀江4-25-24 665359024 丹波(丹健)第83-17 令和3年6月1日
000028 8000179218 兵庫パルプ工業株式会社  パルプ会館　通路　1F 669-3131 丹波市山南町谷川858 795771081 コップ式自動販売機（自動洗浄・屋内設置） 自動販売機 サントリービバレッジソリューション株式会社 代表取締役 及川 剛 160-6111 東京都新宿区西新宿8-17-1 363040501 丹波(丹健)第83-250 令和3年6月1日
000028 8000179569 トヨタカローラ神戸株式会社  丹波篠山マイカーセンター669-2214 丹波篠山市味間新571-1 コップ式自動販売機（自動洗浄・屋内設置）自動販売機サントリービバレッジソリューション株式会社代表取締役 及川 剛 160-6111 東京都新宿区西新宿8-17-1 363040501 丹波(丹健)第83-251 令和3年6月1日
000028 8000179570 トヨタカローラ神戸株式会社  丹波篠山店669-2214 丹波篠山市味間新571-1 コップ式自動販売機（自動洗浄・屋内設置）自動販売機サントリービバレッジソリューション株式会社代表取締役 及川 剛 160-6111 東京都新宿区西新宿8-17-1 363040501 丹波(丹健)第83-252 令和3年6月1日
000028 8000179586 ル･アンジュ 669-3801 丹波市青垣町東芦田2138 795871859 食品製造業 不要許可一般 前川 大和 令和3年1月29日
000028 8000179717 神田農園 669-2145 丹波篠山市今田町木津986-1 食品製造業 不要許可一般 神田 里美 令和3年2月10日
000028 8000179749 バザールタウン篠山ＮＥＷＳ館 669-2204 丹波篠山市杉265 795943000 コップ式自動販売機（自動洗浄・屋内設置） 自動販売機 サントリービバレッジソリューション株式会社 代表取締役 及川 剛 160-6111 東京都新宿区西新宿8-17-1 363040501 丹波(丹健)第83-260 令和3年6月1日
000028 8000179761 パナレーサー(株)丹波工場休憩所 669-3464 丹波市氷上町石生250 コップ式自動販売機（自動洗浄・屋内設置）自動販売機株式会社アペックス西日本 代表取締役 森 吉平 550-0015 大阪府大阪市西区南堀江4-25-24 665359024 丹波(丹健)第83-65 令和3年6月1日
000028 8000179762 パナソニックライティングシステムズ㈱  ３階事務所前669-4141 丹波市春日町黒井908 コップ式自動販売機（自動洗浄・屋内設置）自動販売機株式会社アペックス西日本 代表取締役 森 吉平 550-0015 大阪府大阪市西区南堀江4-25-24 665359024 丹波(丹健)第83-119 令和3年6月1日
000028 8000179763 パナソニックライティングシステムズ㈱  春日工場Ｂ棟669-4141 丹波市春日町黒井908 コップ式自動販売機（自動洗浄・屋内設置）自動販売機株式会社アペックス西日本 代表取締役 森 吉平 550-0015 大阪府大阪市西区南堀江4-25-24 665359024 丹波(丹健)第83-18 令和3年6月1日
000028 8000179764 兵庫日産自動車(株)柏原北店内 669-3309 丹波市柏原町柏原2932-1 コップ式自動販売機（自動洗浄・屋内設置）自動販売機株式会社アペックス西日本 代表取締役 森 吉平 550-0015 大阪府大阪市西区南堀江4-25-24 665359024 丹波(丹健)第83-25 令和3年6月1日
000028 8000179768 明興プラメック㈱氷上工場 669-3571 丹波市氷上町新郷1228 コップ式自動販売機（自動洗浄・屋内設置）自動販売機株式会社アペックス西日本 代表取締役 森 吉平 550-0015 大阪府大阪市西区南堀江4-25-24 665359024 丹波(丹健)第83-80 令和3年6月1日
000028 8000179770 (株)さとう篠山店　食堂 669-2203 丹波篠山市杉265 コップ式自動販売機（自動洗浄・屋内設置）自動販売機株式会社アペックス西日本 代表取締役 森 吉平 550-0015 大阪府大阪市西区南堀江4-25-24 665359024 丹波(丹健)第83-62 令和3年6月1日
000028 8000179771 (株)さとう篠山店１階 669-2203 丹波篠山市杉265 コップ式自動販売機（自動洗浄・屋内設置）自動販売機株式会社アペックス西日本 代表取締役 森 吉平 550-0015 大阪府大阪市西区南堀江4-25-24 665359024 丹波(丹健)第83-61 令和3年6月1日
000028 8000180107 舞鶴若狭自動車道　西紀サービスエリア上り線 669-2736 丹波篠山市西木之部字江ノ田ノ坪 795931291 その他の食料・飲料販売業 一般 光明興業株式会社 代表取締役 段 正峰 542-0076 大阪府大阪市中央区難波4-2-1 666318055 丹波(丹健)第83-99 令和3年6月1日
000028 8000180603 パナソニックライティングシステムズ㈱  春日工場Ａ棟669-4141 丹波市春日町黒井908 コップ式自動販売機（自動洗浄・屋内設置）自動販売機株式会社アペックス西日本 代表取締役 森 吉平 550-0015 大阪府大阪市西区南堀江4-25-24 665359024 丹波(丹健)第83-198 令和3年6月1日
000028 8000180857 丹波篠山ひなたファーム 669-2131 丹波篠山市今田町辰巳14-5 食品製造業 不要許可一般 杉尾 行紀 令和3年5月17日
000028 8000180902 フレッシュバザール氷上インター店 669-3465 丹波市氷上町横田287-2 795801600 コップ式自動販売機（自動洗浄・屋内設置） 自動販売機 株式会社さとう 代表取締役社長 佐藤 総二郎 620-0033 京都府福知山市上紺屋15 773220001 丹波(丹健)第83-215 令和3年6月1日
000028 8000181307 高橋 669-2526 丹波篠山市向井317 795570202 精穀・製粉業 一般 高橋 栄子 丹波(丹健)第82-2 令和3年6月1日
000028 8000181328 いずみ屋 669-2352 丹波篠山市西浜谷141-2 農産保存食料品製造・加工業 一般 大原 佳代 丹波(丹健)第82-29 令和3年6月2日
000028 8000181335 丹波篠山ひなたファーム 669-2131 丹波篠山市今田町辰巳14-5 農産保存食料品製造・加工業 一般 杉尾 行紀 丹波(丹健)第82-1 令和3年6月1日
000028 8000181337 丹波篠山ファームMaegawa 669-2105 丹波篠山市犬飼258-2 通信販売・訪問販売による販売業 一般 前川 康幸 丹波(丹健)第82-3 令和3年6月1日
000028 8000181354 スロットスタジアムGR 669-2203 丹波篠山市吹新20-2 コップ式自動販売機（自動洗浄・屋内設置）自動販売機サントリービバレッジソリューション株式会社代表取締役 及川 剛 160-6111 東京都新宿区西新宿8-17-1 363040501 丹波(丹健)第82-33 令和3年6月7日
000028 8000181357 西嶋輝一 669-2145 丹波篠山市今田町木津1415 農産保存食料品製造・加工業 一般 西嶋 輝一 丹波(丹健)第82-34 令和3年6月7日
000028 8000181373 おかしなこうじや 669-4341 丹波市市島町上竹田272 調味料製造・加工業 一般 野口 速 丹波(丹健)第82-32 令和3年6月4日
000028 8000181374 ルートビート 669-2204 丹波篠山市杉82-5 コーヒー（飲料を除く）製造・加工業一般 岡嵜 努 丹波(丹健)第82-37 令和3年6月10日
000028 8000181384 協和株式会社　篠山工場 669-2406 丹波篠山市泉1284 795563161 器具・容器包装の製造・加工業 一般 協和株式会社 代表取締役 野澤 重晴 569-0062 大阪府高槻市下田部町1-1-5 726741151 丹波(丹健)第82-41 令和3年6月16日
000028 8000181387 平野 669-2717 丹波篠山市高坂405 795931054 農産保存食料品製造・加工業 一般 平野 明子 丹波(丹健)第82-15 令和3年6月1日
000028 8000181391 林養蜂店 669-2341 丹波篠山市郡家580-8 その他の食料品製造・加工業 一般 林 義章 丹波(丹健)第82-22 令和3年6月1日
000028 8000181393 コスモ 669-3654 丹波市氷上町南油良206-2 その他の食料品製造・加工業 一般 西坂 直也 丹波(丹健)第82-18 令和3年6月1日
000028 8000181394 前川 669-2105 丹波篠山市犬飼225 795940725 その他の食料品製造・加工業 一般 前川 勝男 丹波(丹健)第82-23 令和3年6月1日
000028 8000181395 N.Ground 669-4302 丹波市市島町中竹田2867 795867068 農産保存食料品製造・加工業 一般 西山 尚子 丹波(丹健)第82-43 令和3年6月17日
000028 8000181399 株式会社コムズジャパン 669-2223 丹波篠山市味間奥699-1 795940665 米穀類販売業 一般 株式会社コムズジャパン 代表取締役 岡澤 和俊 669-2223 兵庫県丹波篠山市味間奥699-1 795940665 丹波(丹健)第82-39 令和3年6月11日
000028 8000181422 打田商店 669-3305 丹波市柏原町下小倉362 795721016 乳類販売業 一般 打田 かなめ 丹波(丹健)第82-36 令和3年6月10日
000028 8000181491 ｅｖｅｒＨｅｒｂ 669-2105 丹波篠山市犬飼147 その他の食料品製造・加工業 一般 林 尚司 丹波(丹健)第82-51 令和3年6月24日
000028 8000181523 まるきん農林　ライスセンター 669-3834 丹波市青垣町中佐治735-1 795880230 精穀・製粉業 一般 有限会社まるきん農林 代表取締役 堀 謙吾 669-3834 兵庫県丹波市青垣町中佐治690-2 795880230 丹波(丹健)第82-53 令和3年6月25日
000028 8000181552 ＣａｍａｔｏＱｕｗａ 669-2714 丹波篠山市垣屋81 調味料製造・加工業 一般 山田 誠二 丹波(丹健)第82-163 令和3年11月18日
000028 8000181635 あぐる農園 669-2231 丹波篠山市住吉台33-3 079-506-6513 製茶業 一般 和田 希代子 丹波(丹健)第82-54 令和3年7月5日
000028 8000181637 ニッポリエンジニアリング株式会社青垣工場 669-3824 丹波市青垣町小稗字向島209 0795-87-5136 器具・容器包装の製造・加工業 一般 ニッポリエンジニアリング株式会社 代表取締役 鈴木 宣夫 550-0014 大阪府大阪市西区北堀江3-7-11すえひろビル 06-6534-5815 丹波(丹健)第82-56 令和3年7月5日
000028 8000181935 セブン-イレブン篠山黒岡店 669-2321 丹波篠山市黒岡504-1 795527002 コンビニエンスストア 一般 合同会社Ｆｏｕｒ　Ｗｅａｌｔｈｙ 代表社員 西ケ開 護 669-2321 兵庫県丹波篠山市黒岡504-1 795527002 丹波(丹健)第82-70 令和3年7月20日
000028 8000182000 セブン-イレブン丹波市辺南店 669-3461 丹波市氷上町市辺200-4 795527002 コンビニエンスストア 一般 合同会社Ｆｏｕｒ　Ｗｅａｌｔｈｙ 代表社員 西ケ開 護 669-2321 兵庫県丹波篠山市黒岡504-1 795527002 丹波(丹健)第82-72 令和3年7月26日
000028 8000182057 キビタキ農園 669-2552 丹波篠山市藤之木358 製茶業 一般 細見 和子 丹波(丹健)第82-69 令和3年7月15日
000028 8000182172 (有)カンナンファーム　ＧＰセンター 669-4262 丹波市春日町栢野17 795750933 卵選別包装業 一般 有限会社カンナンファーム 代表取締役 河南 一夫 669-4262 兵庫県丹波市春日町栢野701-1 795750933 丹波(丹健)第82-74 令和3年7月20日
000028 8000182285 ごきげんキッチン 669-3601 丹波市氷上町成松366 その他の食料品製造・加工業 一般 一般社団法人ａｍ・ａｍ 代表理事 八尾 由江 669-3602 兵庫県丹波市氷上町常楽1137-5 795885701 丹波(丹健)第82-82 令和3年8月5日
000028 8000182290 キャロットガレージ 669-4341 丹波市市島町上竹田1028-2 795853445 農産保存食料品製造・加工業 一般 西尾 展司 丹波(丹健)第82-83 令和3年8月6日
000028 8000182311 橋本創房 669-2704 丹波篠山市遠方610 精穀・製粉業 一般 橋本 豊彦 丹波(丹健)第82-86 令和3年8月5日
000028 8000182464 auショップ氷上柏原店 669-3301 丹波市柏原町南多田214-1 コップ式自動販売機（自動洗浄・屋内設置）自動販売機株式会社アペックス西日本 代表取締役 森 吉平 550-0015 大阪府大阪市西区南堀江4-25-24 665349024 丹波(丹健)第83-74 令和3年6月1日
000028 8000182500 株式会社村上養鶏場 669-4271 丹波市春日町柚津175 795750642 卵選別包装業 一般 株式会社村上養鶏場 代表取締役 村上 康充 669-4271 兵庫県丹波市春日町柚津175 795750642 丹波(丹健)第82-66 令和3年7月13日
000028 8000182501 並河商店 669-2734 丹波篠山市宮田77 795930021 米穀類販売業 一般 並河 達也 丹波(丹健)第82-67 令和3年7月13日
000028 8000182547 株式会社丹波健食 669-3402 丹波市春日町新才505 795716456 農産保存食料品製造・加工業 一般 株式会社丹波健食 代表取締役 山本 善紀 669-3402 兵庫県丹波市春日町新才505 795716456 丹波(丹健)第82-92 令和3年8月19日
000028 8000182665 小野商店 669-2435 丹波篠山市小多田1010 795521689 その他の食料品製造・加工業 一般 小野 悦子 丹波(丹健)第82-94 令和3年8月30日
000028 8000182746 ㈱丹波篠山 669-2441 丹波篠山市日置433-1 その他の食料・飲料販売業 その他 田邉 賢一 丹波(丹健)第82-98 令和3年9月2日
000028 8000182752 小野 669-2435 丹波篠山市小多田1014 795521789 農産保存食料品製造・加工業 一般 小野 美智夫 丹波(丹健)第82-99 令和3年8月31日
000028 8000182794 丹波婦木農場 669-4132 丹波市春日町野村83 795740820 卵選別包装業 一般 株式会社丹波婦木農場 代表取締役 婦木 克則 669-4132 兵庫県丹波市春日町野村83 795740820 丹波(丹健)第82-97 令和3年8月30日
000028 8000182853 株式会社アグリヘルシーファーム 669-2223 丹波篠山市味間奥1313 795062794 精穀・製粉業 一般 株式会社アグリヘルシーファーム 代表取締役 原 智宏 669-2223 兵庫県丹波篠山市味間奥1313 795062794 丹波(丹健)第82-102 令和3年9月6日
000028 8000183365 西紀サービスエリア上り線 669-2736 丹波篠山市西木之部字江の田の坪 727736560 コップ式自動販売機（自動洗浄・屋内設置） 自動販売機 トーヨーベンディング株式会社 代表取締役 大久保 智司 452-0839 愛知県名古屋市西区見寄町167 525011771 丹波(丹健)第82-24 令和3年6月1日
000028 8000183390 舞鶴若狭自動車道　西紀上り  店内自販機コーナー669-2736 丹波篠山市西木之部字江の田の坪 コップ式自動販売機（自動洗浄・屋内設置）自動販売機株式会社アペックス西日本 代表取締役 森 吉平 550-0015 大阪府大阪市西区南堀江4-25-24 665359024 丹波(丹健)第81-1 令和3年6月1日
000028 8000183391 パチンコでるで 669-2343 丹波篠山市風深字荒句ノ坪225 コップ式自動販売機（自動洗浄・屋内設置）自動販売機株式会社アペックス西日本 代表取締役 森 吉平 550-0015 大阪府大阪市西区南堀江4-25-24 665359024 丹波(丹健)第81-2 令和3年6月1日
000028 8000183392 コープ柏原　従食 669-3311 丹波市柏原町母坪335-1 795725436 コップ式自動販売機（自動洗浄・屋内設置） 自動販売機 株式会社アペックス西日本 代表取締役 森 吉平 550-0015 大阪府大阪市西区南堀江4-25-24 665359024 丹波(丹健)第81-3 令和3年6月1日
000028 8000183393 丹波市役所　山南支所 669-3131 丹波市山南町谷川1110 795770240 コップ式自動販売機（自動洗浄・屋内設置） 自動販売機 株式会社アペックス西日本 代表取締役 森 吉平 550-0015 大阪府大阪市西区南堀江4-25-24 665359024 丹波(丹健)第81-4 令和3年6月1日
000028 8000183426 株式会社　東兵庫魚菜 669-3464 丹波市氷上町石生2077-1 795823261 食肉販売業 一般 株式会社　東兵庫魚菜 代表取締役 久下 聖太 669-3464 兵庫県丹波市氷上町石生2077-1 795823261 丹波(丹健)第82-109 令和3年9月28日
000028 8000183428 里山レストラン 669-3131 丹波市山南町谷川2787-1 農産保存食料品製造・加工業 一般 株式会社竹岡農園 代表取締役 竹岡 正行 669-3131 兵庫県丹波市山南町谷川2787-1 丹波(丹健)第82-110 令和3年9月30日
000028 8000183610 ㈱新ナンポー化学工業所 669-4265 丹波市春日町中山1535 795750114 器具・容器包装の製造・加工業 一般 ㈱新ナンポー化学工業所 代表者 南原 秀樹 669-4265 兵庫県丹波市春日町中山1535 795750114 丹波(丹健)第81-20 令和3年6月9日
000028 8000183611 特別養護老人ホーム　松寿園 669-3571 丹波市氷上町新郷1705 782418960 乳類販売業 自動販売機 神戸ヤクルト販売株式会社 谷川 清十郎 651-0056 兵庫県神戸市中央区熊内町5-3-8 782418960 丹波(丹健)第81-6 令和3年6月1日
000028 8000183613 株式会社　氷上製作所 669-3464 丹波市氷上町石生1767-7 795823431 乳類販売業 自動販売機 神戸ヤクルト販売株式会社 代表者 谷川 清十郎 651-0056 兵庫県神戸市中央区熊内町5-3-8 782418960 丹波(丹健)第81-7 令和3年6月1日
000028 8000183614 株式会社　福電　柏原工場 669-3651 丹波市氷上町氷上18 795824041 乳類販売業 自動販売機 神戸ヤクルト販売株式会社 代表者 谷川 清十郎 651-0056 兵庫県神戸市中央区熊内町5-3-8 782418960 丹波(丹健)第81-8 令和3年6月1日
000028 8000183616 医療法人敬愛会　大塚病院 669-3641 丹波市氷上町絹山613 795827534 乳類販売業 自動販売機 神戸ヤクルト販売株式会社 代表者 谷川 清十郎 651-0056 兵庫県神戸市中央区熊内町5-3-8 782418960 丹波(丹健)第81-9 令和3年6月1日
000028 8000183617 薬草薬草公園　リフレッシュ館　ロビー 669-3157 丹波市山南町和田338-1 795762121 乳類販売業 自動販売機 神戸ヤクルト販売株式会社 代表者 谷川 清十郎 651-0056 兵庫県神戸市中央区熊内町5-3-8 782418960 丹波(丹健)第81-10 令和3年6月1日
000028 8000183618 薬草薬草公園　リフレッシュ館　浴場前 669-3157 丹波市山南町和田338-1 795762121 乳類販売業 自動販売機 神戸ヤクルト販売株式会社 代表者 谷川 清十郎 651-0056 兵庫県神戸市中央区熊内町5-3-8 782418960 丹波(丹健)第81-11 令和3年6月1日
000028 8000183619 JR　柏原駅待合所 669-3309 丹波市柏原町柏原字松ヶ端1172-1 乳類販売業 自動販売機 神戸ヤクルト販売株式会社 代表者 谷川 清十郎 651-0056 兵庫県神戸市中央区熊内町5-3-8 782418960 丹波(丹健)第81-12 令和3年6月1日
000028 8000183620 ケンミン食品(株)篠山工場 669-2406 丹波篠山市泉2-7 795563195 乳類販売業 自動販売機 神戸ヤクルト販売株式会社 代表者 谷川 清十郎 651-0056 兵庫県神戸市中央区熊内町5-3-8 782418960 丹波(丹健)第81-13 令和3年6月1日
000028 8000183622 介護老人保健施設　咲楽荘 669-2202 丹波篠山市東吹976-1 乳類販売業 自動販売機 神戸ヤクルト販売株式会社 代表者 谷川 清十郎 651-0056 兵庫県神戸市中央区熊内町5-3-8 782418960 丹波(丹健)第81-14 令和3年6月1日
000028 8000183626 西紀クリニック 669-2721 丹波篠山市西谷575-1 795931352 乳類販売業 自動販売機 神戸ヤクルト販売株式会社 代表者 谷川 清十郎 651-0056 兵庫県神戸市中央区熊内町5-3-8 782418960 丹波(丹健)第81-15 令和3年6月1日
000028 8000183629 丹波並木道中央公園　管理棟 669-2221 丹波篠山市西古佐90 795940990 乳類販売業 自動販売機 神戸ヤクルト販売株式会社 代表者 谷川 清十郎 651-0056 兵庫県神戸市中央区熊内町5-3-8 782418960 丹波(丹健)第81-16 令和3年6月1日
000028 8000183631 協伸化成工業株式会社 669-4125 丹波市春日町多田679-2 795740586 器具・容器包装の製造・加工業 一般 株式会社大西コルク工業所 代表者 大西 洋輔 669-2221 兵庫県加東市家原575 丹波(丹健)第81-17 令和3年6月1日
000028 8000183633 オザワ化成工業株式会社 669-2156 丹波篠山市今田町佐曽良新田81-1 795972237 器具・容器包装の製造・加工業 一般 オザワ化成工業株式会社 代表者 後藤 淳史 669-2156 兵庫県丹波篠山市今田町佐曽良新田81-1 丹波(丹健)第81-18 令和3年6月1日
000028 8000183653 ジェクス株式会社 669-2324 丹波篠山市東新町122-1 795526476 器具・容器包装の製造・加工業 一般 ジェクス株式会社 代表者 梶川 裕次郎 540-0012 大阪府大阪市中央区谷町2-3-12 669420551 丹波(丹健)第81-19 令和3年6月9日
000028 8000183691 三原 669-2365 丹波篠山市佐倉220 795521732 その他の食料品製造・加工業 一般 三原 隆治 丹波(丹健)第82-113 令和3年10月6日
000028 8000183730 フレッシュバザール氷上インター店 669-3465 丹波市氷上町横田287-2 795801600 百貨店、総合スーパー 一般 株式会社さとう 代表取締役社長 佐藤 総二郎 620-0033 京都府福知山市上紺屋15 773220001 丹波(丹健)第82-28 令和3年6月1日
000028 8000183775 ローソン篠山長安寺店 669-2814 丹波篠山市長安寺4-3 795906911 コンビニエンスストア 一般 足立 秀之 丹波(丹健)第82-44 令和3年6月17日
000028 8000183831 ローソン篠山西古佐店 669-2221 丹波篠山市西古佐265 795945216 コンビニエンスストア 一般 足立 秀之 丹波(丹健)第82-27 令和3年6月1日
000028 8000183858 餃子の王将　篠山店 669-2202 丹波篠山市東吹1139 795943339 その他の食料・飲料販売業 一般 株式会社スタミナフードサービス 代表取締役 森山 良実 668-0013 兵庫県豊岡市中陰633-1 796235741 丹波(丹健)第82-114 令和3年10月11日
000028 8000183887 ローソン氷上町石生店 669-3464 丹波市氷上町石生55 795822522 コンビニエンスストア 一般 足立 秀之 丹波(丹健)第82-45 令和3年6月17日
000028 8000183937 ローソン丹波市南多田店 669-3301 丹波市柏原町南多田134-1 795720207 コンビニエンスストア 一般 足立 秀之 丹波(丹健)第82-46 令和3年6月17日
000028 8000184037 新中野工業株式会社兵庫精米所 669-2603 丹波篠山市福井1381番地1 795581002 精穀・製粉業 一般 新中野工業株式会社 代表取締役 飯田 豊彦 704-8122 岡山県岡山市東区西大寺新地145番地2 869447100 丹波(丹健)第82-73 令和3年7月20日



000028 8000184038 足立政敏 669-3309 丹波市柏原町柏原2342-2 農産保存食料品製造・加工業 一般 足立 政敏 丹波(丹健)第82-75 令和3年7月21日
000028 8000184039 小田垣豆堂 669-2323 丹波篠山市立町19 795522369 コーヒー（飲料を除く）製造・加工業 一般 株式会社小田垣商店 代表取締役 小田垣 昇 669-2323 兵庫県丹波篠山市立町9 795522369 丹波(丹健)第82-106 令和3年9月17日
000028 8000184042 合資会社氷上牛乳社　丹波蜜 669-3309 丹波市柏原町柏原3385 795720132 その他の食料品製造・加工業 一般 合資会社氷上牛乳社 代表社員 山内 修一 669-3309 兵庫県丹波市柏原町柏原3385 795720132 丹波(丹健)第82-107 令和3年9月22日
000028 8000184062 うすいくに 669-2331 丹波篠山市二階町100 コーヒー（飲料を除く）製造・加工業 一般 合同会社うすいくに 代表社員 酒井 欣吾 669-2331 兵庫県丹波篠山市二階町100 丹波(丹健)第82-122 令和3年10月13日
000028 8000184156 丹波ささやま農業協同組合　生産総合センター 669-2446 丹波篠山市八上上700 795562288 農産保存食料品製造・加工業 一般 丹波ささやま農業協同組合 代表理事組合長 澤本 辰夫 669-2212 兵庫県丹波篠山市大沢438-1 795941121 丹波(丹健)第82-128 令和3年10月21日
000028 8000184216 西紀サービスエリア上り線 669-2736 丹波篠山市西木之部字江の田の坪 727736560 コップ式自動販売機（自動洗浄・屋内設置） 自動販売機 トーヨーベンディング株式会社 代表取締役 大久保 智司 452-0839 愛知県名古屋市西区見寄町167 525011771 丹波(丹健)第82-131 令和3年10月26日
000028 8000184510 ソース巧房　丹・たん 669-3602 丹波市氷上町常楽891 795821577 調味料製造・加工業 一般 佐野 丹山 丹波(丹健)第82-136 令和3年10月28日
000028 8000184551 ささやまビーファーム本店 669-2332 丹波篠山市北新町112 795064163 農産保存食料品製造・加工業 一般 株式会社ささやまビーファーム 松村 まな 669-2133 兵庫県丹波篠山市今田町下小野原301-2 795064163 丹波(丹健)第82-139 令和3年10月28日
000028 8000184659 土の子ふぁーむ 669-4312 丹波市市島町北奥947-1 農産保存食料品製造・加工業 一般 宮崎 陽子 丹波(丹健)第82-146 令和3年11月5日
000028 8000184879 やさい畑さかい 669-2103 丹波篠山市波賀野792 795950606 農産保存食料品製造・加工業 一般 酒井 正美 丹波(丹健)第82-152 令和3年11月15日
000028 8000185126 丹波篠山市場 669-2341 丹波篠山市郡家388 野菜果物販売業 一般 一般社団法人丹波篠山市場 代表 平田 俊彦 669-2341 兵庫県丹波篠山市郡家388 丹波(丹健)第82-153 令和3年11月15日
000028 8000185134 ＣａｍａｔｏＱｕｗａ 669-2714 丹波篠山市垣屋81 露店・仮設店舗等による飲食の提供のうち営業とみなされないもの 露店 山田 博子 丹波(丹健)第82-164 令和3年11月18日
000028 8000185202 こだわり野菜工房 669-4122 丹波市春日町小多利626 米穀類販売業 一般 善積 良至 丹波(丹健)第82-150 令和3年11月17日
000028 8000185203 こだわり野菜工房 669-4122 丹波市春日町小多利626 農産保存食料品製造・加工業 一般 善積 良至 丹波(丹健)第82-150 令和3年11月17日
000028 8000185362 Tellus　大地の女神 669-3166 丹波市山南町小野尻1024 農産保存食料品製造・加工業 一般 大地 由美 丹波(丹健)第82-167 令和3年11月24日
000028 8000185402 西紀農産加工組合 669-2732 丹波篠山市上板井780 795931254 精穀・製粉業 一般 農事組合法人　西紀農産加工組合 代表理事 川﨑 剛 669-2732 兵庫県丹波篠山市上板井780 795931254 丹波(丹健)第82-20 令和3年6月1日
000028 8000185407 のむら農園 669-2524 丹波篠山市箱谷335-2 795570638 農産保存食料品製造・加工業 一般 野村 光治 丹波(丹健)第82-111 令和3年10月1日
000028 8000185546 キクヤ株式会社氷上店 669-3467 丹波市氷上町本郷488-1 795825335 その他の食料・飲料販売業 一般 キクヤ株式会社 代表取締役 遠山 雅治 669-2205 兵庫県丹波篠山市網掛391-1 795942535 丹波(丹健)第82-169 令和3年11月26日
000028 8000185550 キクヤ株式会社丹南店 669-2204 丹波篠山市杉203-1 795941005 その他の食料・飲料販売業 一般 キクヤ株式会社 代表取締役 遠山 雅治 669-2205 兵庫県丹波篠山市網掛391-1 795942535 丹波(丹健)第82-170 令和3年11月26日
000028 8000185834 ノームフィールズ 669-3626 丹波市氷上町清住186-2 795711002 農産保存食料品製造・加工業 一般 平松 由香子 丹波(丹健)第82-174 令和3年12月1日
000028 8000185890 Earth Color Garden 669-2434 丹波篠山市殿町470 農産保存食料品製造・加工業 一般 株式会社やがて 代表取締役 黒瀬 啓介 669-2332 兵庫県丹波篠山市北新町39-13 901391908 丹波(丹健)第82-175 令和3年12月1日
000028 8000185892 ninmari marche 669-2434 丹波篠山市殿町470 調味料製造・加工業 一般 黒瀬 まり 丹波(丹健)第82-176 令和3年12月1日
000028 8000186214 廣瀬農園 669-3467 丹波市氷上町本郷545-1 795828345 その他の食料品製造・加工業 一般 廣瀬 康行 丹波(丹健)第82-177 令和3年12月7日
000028 8000186226 中山公民館 669-4265 丹波市春日町中山166 露店・仮設店舗等による飲食の提供のうち営業とみなされないもの 一般 一般社団法人みつおおじ 代表理事 田村 庄一 669-4264 兵庫県丹波市春日町松森908 795751777 丹波(丹健)第82-178 令和3年12月8日
000028 8000186228 広瀬自治会館 669-4263 丹波市春日町広瀬299 露店・仮設店舗等による飲食の提供のうち営業とみなされないもの 一般 一般社団法人みつおおじ 代表理事 田村 庄一 669-4264 兵庫県丹波市春日町松森908 795751777 丹波(丹健)第82-179 令和3年12月8日
000028 8000186366 アグリステーション丹波ささやま 669-2461 丹波篠山市小枕93 795565997 その他の食料品製造・加工業 一般 一般社団法人アグリステーション丹波ささやま 代表理事 西尾 雅子 669-2461 兵庫県丹波篠山市小枕93 795565997 丹波(丹健)第82-183 令和3年12月14日
000028 8000186379 寺本農園 669-2721 丹波篠山市西谷56-1 795930554 農産保存食料品製造・加工業 一般 寺本 勤二 丹波(丹健)第82-182 令和3年12月13日
000028 8000186381 珈琲店ＥＱＵＡＴＯＲ 669-2325 丹波篠山市河原町403 コーヒー（飲料を除く）製造・加工業 一般 河野 遼太 丹波(丹健)第82-181 令和3年12月13日
000028 8000186470 ヒロちゃん栗園 669-3574 丹波市氷上町朝阪273-5 795868133 農産保存食料品製造・加工業 一般 山本 浩子 丹波(丹健)第82-185 令和3年12月16日
000028 8000186510 TAMBA MAGOKORO 669-2213 丹波篠山市中野38-4　グループホームだいち1F 795902234 農産保存食料品製造・加工業 一般 社会福祉法人兵庫県社会福祉事業団 理事長 藪本 訓弘 651-2134 兵庫県神戸市西区曙町1070 789295655 丹波(丹健)第82-180 令和3年12月9日
000028 8000186668 篠山工場 669-2202 丹波篠山市東吹366-1 その他の食料品製造・加工業 一般 Ermioni Japan有限会社 取締役 久保 佳代 658-0053 兵庫県神戸市東灘区住吉宮町3-14-15 079-558-8135 丹波(丹健)第82-188 令和3年12月24日
000028 8000186673 篠山ハム株式会社 669-2452 丹波篠山市野中521 795902200 調味料製造・加工業 一般 篠山ハム株式会社 代表取締役 岡邉 真樹 669-2452 兵庫県丹波篠山市野中521 795902200 丹波(丹健)第82-189 令和3年12月24日
000028 8000186679 岩崎珈琲 669-2454 丹波篠山市岩崎377-5 795941985 コーヒー（飲料を除く）製造・加工業 一般 内田 宏 丹波(丹健)第82-190 令和3年12月24日
000028 8000186689 株式会社本家熊野園・石聚庵 669-2223 丹波篠山市味間奥456 795940162 製茶業 一般 株式会社　本家熊野園 代表取締役 田中 秀樹 669-2223 兵庫県丹波篠山市味間奥447 795940162 丹波(丹健)第82-191 令和3年12月24日
000028 8000186697 前畑農産 669-3152 丹波市山南町北和田1054 795760219 その他の食料品製造・加工業 一般 藤原 隆男 丹波(丹健)第82-192 令和3年12月24日
000028 8000186698 あれっと 669-3811 丹波市青垣町佐治156-1 795872000 調味料製造・加工業 一般 鈴木 明日香 丹波(丹健)第82-186 令和3年12月21日
000028 8000186701 上山義信 669-3803 丹波市青垣町西芦田1034 その他の食料品製造・加工業 一般 上山 義信 丹波(丹健)第82-187 令和3年12月23日
000028 8000186735 神戸ヤクルト販売株式会社　氷上センター 669-3461 丹波市氷上町市辺657-7 795823910 乳類販売業 一般 神戸ヤクルト販売株式会社 谷川 清十郎 651-0056 兵庫県神戸市中央区熊内町5-3-8 782418960 丹波(丹健)第81-21 令和3年7月7日
000028 8000186737 神戸ヤクルト販売株式会社　篠山センター 669-2352 丹波篠山市西浜谷393-1 795541688 乳類販売業 一般 神戸ヤクルト販売株式会社 谷川 清十郎 651-0056 兵庫県神戸市中央区熊内町5-3-8 782418960 丹波(丹健)第81-22 令和3年7月7日
000028 8000186743 餃子の王将　氷上店 669-3466 丹波市氷上町稲継257-1 795829031 その他の食料・飲料販売業 一般 株式会社王将フードサービス 代表取締役社長 渡邊 直人 607-8307 京都府京都市山科区西野山射庭ノ上町294-1 755921411 丹波(丹健)第81-24 令和3年8月23日
000028 8000186747 田中醤油店 669-2311 丹波篠山市新荘432-1 795520247 農産保存食料品製造・加工業 一般 田中 弘毅 丹波(丹健)第82-193 令和4年1月4日
000028 8000186749 余田商店 669-4337 丹波市市島町酒梨200-1 795850150 その他の食料・飲料販売業 一般 余田 とみ子 丹波(丹健)第81-25 令和3年8月26日
000028 8000186754 三菱社会2F食堂UT機 669-3601 丹波市氷上町成松151 795821269 自動販売機（要届出のコップ式自動販売機及び要許可を除く） 自動販売機 関西キリンビバレッジサービス株式会社 代表取締役 尾崎 靖幸 530-0011 大阪府大阪市北区大深町4-20 677309206 丹波(丹健)第81-28 令和3年10月1日
000028 8000186755 モスバーガー丹波ゆめタウン店 669-3467 丹波市氷上町本郷300 その他の食料・飲料販売業 一般 株式会社フレックス 加藤 晴也 680-0941 鳥取県鳥取市湖山町北1-454-5 857313001 丹波(丹健)第81-29 令和3年10月1日
000028 8000186756 農家八百よろず 669-2435 丹波篠山市小多田1429 食肉販売業 一般 神谷 圭治 丹波(丹健)第82-194 令和4年1月4日
000028 8000186757 農家八百よろず 669-2435 丹波篠山市小多田1429 農産保存食料品製造・加工業 一般 神谷 圭治 丹波(丹健)第82-194 令和4年1月4日
000028 8000186758 農家八百よろず 669-2435 丹波篠山市小多田1429 製茶業 一般 神谷 圭治 丹波(丹健)第82-194 令和4年1月4日
000028 8000186759 アーキペラゴ 669-2123 丹波篠山市古市193-1 795951071 コーヒー（飲料を除く）製造・加工業 一般 小菅 庸喜 丹波(丹健)第81-30 令和3年10月1日
000028 8000186760 コーナン丹波ゆめタウン店 669-3467 丹波市氷上町本郷300 795804144 百貨店、総合スーパー 一般 コーナン商事株式会社 疋田 直太朗 593-8324 大阪府堺市西区鳳東町4-401-1 663971621 丹波(丹健)第81-31 令和3年10月7日
000028 8000186778 ガスト　氷上柏原店 669-3466 丹波市氷上町稲継249-1 795889710 その他の食料・飲料販売業 一般 株式会社すかいらーくレストランツ 代表取締役 大川原 利明 180-0013 東京都武蔵野市西久保1-25-8 422375218 丹波(丹健)第81-40 令和3年12月13日
000028 8000186779 コーナン篠山店 669-2436 丹波篠山市池上421 百貨店、総合スーパー 一般 コーナン商事株式会社 疋田 直太朗 593-8324 大阪府堺市西区鳳東町4-401-1 663971621 丹波(丹健)第81-32 令和3年10月12日
000028 8000186780 株式会社クレハ　樹脂加工事業所 669-3306 丹波市柏原町北中150 795721126 器具・容器包装の製造・加工業 一般 株式会社クレハ 小林 豊 103-0007 東京都中央区日本橋浜町3-3-2 332494666 丹波(丹健)第81-33 令和3年10月12日
000028 8000186784 ダイソー　ゆめタウン丹波店 669-3467 丹波市氷上町本郷300ゆめタウン丹波店２階 その他の食料・飲料販売業 一般 株式会社大創産業 矢野 靖二 739-0008 広島県東広島市西条吉行東1-4-14 824200100 丹波(丹健)第81-36 令和3年11月2日
000028 8000186791 ユニトピア篠山ホテル　レイクプラザ 669-2356 丹波篠山市矢代231-1 664778352 自動販売機（要届出のコップ式自動販売機及び要許可を除く） 自動販売機 江崎グリコ株式会社 江崎 勝久 555-0021 大阪府大阪市西淀川区歌島4-6-5 664778352 丹波(丹健)第81-45 令和3年12月13日
000028 8000186795 ダイソー　丹波篠山店 669-2345 丹波篠山市東岡屋字桑ノ木ノ坪175-4 その他の食料・飲料販売業 一般 株式会社大創産業 矢野 靖二 739-0008 広島県東広島市西条吉行東1-4-14 824200100 丹波(丹健)第81-37 令和3年11月2日
000028 8000186802 JR篠山口CO1号機改札外 669-2212 丹波篠山市大沢165-3 乳類販売業 自動販売機 神戸ヤクルト販売株式会社 谷川 清十郎 651-0056 兵庫県神戸市中央区熊内町5-3-8 782418960 丹波(丹健)第81-38 令和3年11月2日
000028 8000186807 そば処　大名草庵 669-3822 丹波市青垣町大名草1003 795875205 その他の食料品製造・加工業 一般 木村 良恵 丹波(丹健)第82-195 令和4年1月4日
000028 8000186821 総合運動公園温水プール　グリーンベル青垣 669-3804 丹波市青垣町田井縄782 795872200 自動販売機（要届出のコップ式自動販売機及び要許可を除く） 自動販売機 江崎グリコ株式会社 江崎 勝久 555-0021 大阪府大阪市西淀川区歌島4-6-5 664778352 丹波(丹健)第81-46 令和3年12月13日
000028 8000186822 コモーレ丹波の森1F 669-3311 丹波市柏原町母坪335-1エディオン・コープ神戸　複合施設 795722510 自動販売機（要届出のコップ式自動販売機及び要許可を除く） 自動販売機 江崎グリコ株式会社 江崎 勝久 555-0021 大阪府大阪市西淀川区歌島4-6-5 664778352 丹波(丹健)第81-47 令和3年12月13日
000028 8000186823 ユニトピア篠山　アスレチック 669-2356 丹波篠山市矢代231-1 795525222 自動販売機（要届出のコップ式自動販売機及び要許可を除く） 自動販売機 江崎グリコ株式会社 江崎 勝久 555-0021 大阪府大阪市西淀川区歌島4-6-5 664778352 丹波(丹健)第81-48 令和3年12月13日
000028 8000186826 ピュアスポーツ柏原　1F 669-3315 丹波市柏原町大新屋449 795730102 自動販売機（要届出のコップ式自動販売機及び要許可を除く） 自動販売機 江崎グリコ株式会社 江崎 勝久 555-0021 大阪府大阪市西淀川区歌島4-6-5 664778352 丹波(丹健)第81-50 令和3年12月13日
000028 8000186828 アスコ.ザ.パークTANBA　クラブハウス 669-4335 丹波市市島町与戸字長者ヶ丘3114 782652366 自動販売機（要届出のコップ式自動販売機及び要許可を除く） 自動販売機 江崎グリコ株式会社 江崎 勝久 555-0021 大阪府大阪市西淀川区歌島4-6-5 664778352 丹波(丹健)第81-51 令和3年12月13日
000028 8000186830 ホームセンターコーナン篠山店（店頭） 669-2436 丹波篠山市池上421 795543520 自動販売機（要届出のコップ式自動販売機及び要許可を除く） 自動販売機 江崎グリコ株式会社 江崎 勝久 555-0021 大阪府大阪市西淀川区歌島4-6-5 664778352 丹波(丹健)第81-52 令和3年12月13日
000028 8000186834 篠山市西紀運動公園　温水プール 669-2721 丹波篠山市西谷602 795908118 自動販売機（要届出のコップ式自動販売機及び要許可を除く） 自動販売機 江崎グリコ株式会社 江崎 勝久 555-0021 大阪府大阪市西淀川区歌島4-6-5 664778352 丹波(丹健)第81-56 令和3年12月14日
000028 8000186836 JR柏原駅 669-3309 丹波市柏原町柏原字松ヶ端1172-1 自動販売機（要届出のコップ式自動販売機及び要許可を除く）自動販売機江崎グリコ株式会社 江崎 勝久 555-0021 大阪府大阪市西淀川区歌島4-6-5 664778352 丹波(丹健)第81-57 令和3年12月14日
000028 8000186837 篠山総合スポーツセンター（体育館） 669-2341 丹波篠山市郡家451-4 795528681 自動販売機（要届出のコップ式自動販売機及び要許可を除く） 自動販売機 江崎グリコ株式会社 江崎 勝久 555-0021 大阪府大阪市西淀川区歌島4-6-5 664778352 丹波(丹健)第81-58 令和3年12月14日
000028 8000186838 キャンプリゾート　森のひととき　温浴棟 669-4335 丹波市市島町与戸字長尾52-1 795789111 自動販売機（要届出のコップ式自動販売機及び要許可を除く） 自動販売機 江崎グリコ株式会社 江崎 勝久 555-0021 大阪府大阪市西淀川区歌島4-6-5 664778352 丹波(丹健)第81-59 令和3年12月14日
000028 8000186845 JR篠山口駅　改札外 669-2212 丹波篠山市大沢 自動販売機（要届出のコップ式自動販売機及び要許可を除く）自動販売機江崎グリコ株式会社 江崎 勝久 555-0021 大阪府大阪市西淀川区歌島4-6-5 664778352 丹波(丹健)第81-62 令和3年12月15日
000028 8000186846 JR谷川駅 669-3125 丹波市山南町池谷字中道坪129-1 自動販売機（要届出のコップ式自動販売機及び要許可を除く）自動販売機江崎グリコ株式会社 江崎 勝久 555-0021 大阪府大阪市西淀川区歌島4-6-5 664778352 丹波(丹健)第81-60 令和3年12月15日
000028 8000186847 マルハン氷上店 669-3465 丹波市氷上町横田字きろめき500 795827700 自動販売機（要届出のコップ式自動販売機及び要許可を除く） 自動販売機 江崎グリコ株式会社 江崎 勝久 555-0021 大阪府大阪市西淀川区歌島4-6-5 664778352 丹波(丹健)第81-61 令和3年12月15日
000028 8000186850 すき家 丹南篠山口ＩＣ店 669-2205 丹波篠山市網掛403-1 その他の食料・飲料販売業 一般 株式会社すき家 代表取締役 笹川 直樹 108-0075 東京都港区港南2-18-1 357838850 丹波(丹健)第81-64 令和3年12月15日
000028 8000186851 すき家氷上町店 669-3466 丹波市氷上町稲継68-6 その他の食料・飲料販売業 一般 株式会社すき家 代表取締役 笹川 直樹 108-0075 東京都港区港南2-18-1 357838850 丹波(丹健)第81-63 令和3年12月15日
000028 8000186853 (株)ヒカミ化成 669-4141 丹波市春日町黒井143 795741953 器具・容器包装の製造・加工業 一般 株式会社ヒカミ化成 上羽 和樹 669-4141 兵庫県丹波市春日町黒井143 795741953 丹波(丹健)第81-67 令和3年12月15日
000028 8000186854 青山台ゴルフ倶楽部レストラン 669-2308 丹波篠山市和田32-1 795588705 その他の食料・飲料販売業 一般 株式会社フォーラム・イン 代表取締役 本條 和哉 530-0055 大阪府大阪市北区野崎町6-8トレックノース梅田ビル8F 663054886 丹波(丹健)第81-68 令和3年12月15日
000028 8000186856 細見化成株式会社 669-4251 丹波市春日町上三井庄807-1 795750805 器具・容器包装の製造・加工業 一般 細見化成株式会社 細見 勝代 669-4251 兵庫県丹波市春日町上三井庄807-1 795750805 丹波(丹健)第81-69 令和3年12月15日
000028 8000186858 １１０ ｃｏｆｆｅｅ 669-3309 丹波市柏原町柏原1886-7 コーヒー（飲料を除く）製造・加工業 一般 塩尻 有香 丹波(丹健)第81-70 令和3年12月15日
000028 8000186859 base ajito 669-2222 丹波篠山市味間南898 コーヒー（飲料を除く）製造・加工業一般 日根野 豪 丹波(丹健)第82-196 令和4年1月5日
000028 8000186865 わかさや商店 669-3309 丹波市柏原町柏原214 795720133 その他の食料品製造・加工業 一般 合資会社わかさや商店 代表社員 西山 輝彦 669-3309 兵庫県丹波市柏原町柏原214 795720133 丹波(丹健)第82-197 令和4年1月6日
000028 8000186866 田園ファーム 669-2438 丹波篠山市京町1350-1 その他の食料品製造・加工業 一般 三角 末義 丹波(丹健)第82-198 令和4年1月6日
000028 8000186867 ケンミン食品株式会社　篠山工場 669-2406 丹波篠山市泉2-9 自動販売機（要届出のコップ式自動販売機及び要許可を除く） 自動販売機 ケンミン食品株式会社 代表取締役 高村 祐輝 650-0024 兵庫県神戸市中央区海岸通5-1-1 783663000 丹波(丹健)第81-35 令和3年10月18日
000028 8000186871 ＰＧＵ移動販売 669-3464 丹波市氷上町石生250 795826563 行商 自動車 パナソニックグループ労働組合連合会 福澤 邦治 571-0050 大阪府門真市門真1006 669029620 丹波(丹健)第81-72 令和4年1月5日
000028 8000186888 丹波ささやま地鶏 669-2201 丹波篠山市東古佐95 795067700 食肉販売業 一般 河南 英昭 丹波(丹健)第82-199 令和4年1月7日
000028 8000186898 株式会社丹波篠山かまい農場 669-2145 丹波篠山市今田町木津159 079-597-2978 精穀・製粉業 一般 株式会社丹波篠山かまい農場 代表取締役 構井 友洋 669-2145 兵庫県丹波篠山市今田町木津159 079-597-2978 丹波(丹健)第82-200 令和4年1月12日
000028 8000186899 喫茶　美貴 669-2341 丹波篠山市郡家846 795523480 コーヒー（飲料を除く）製造・加工業 一般 合資会社畑休商事 代表社員 畑 貴之 669-2324 兵庫県丹波篠山市東新町81 795520370 丹波(丹健)第82-201 令和4年1月12日
000028 8000186909 カネマル 669-3634 丹波市氷上町沼123-7 795827044 その他の食料品製造・加工業 一般 有限会社芦田食品 代表取締役 芦田 喜良 669-3634 兵庫県丹波市氷上町沼123-7 795827044 丹波(丹健)第82-203 令和4年1月11日
000028 8000186910 井上養蜂場 669-3465 丹波市氷上町横田254-1 795823435 その他の食料品製造・加工業 一般 井上 志保子 丹波(丹健)第82-202 令和4年1月11日
000028 8000186923 丹波旬の市販売協議会 669-2203 丹波篠山市吹新117-4 野菜果物販売業 一般 丹波旬の市販売協議会 畑中 源文 669-2203 兵庫県丹波篠山市吹新117-4 丹波(丹健)第82-204 令和4年1月12日
000028 8000186924 手づくり工房　食・農・宿　おかだ 669-3571 丹波市氷上町新郷1339 795825058 農産保存食料品製造・加工業 一般 岡田 かよ子 丹波(丹健)第82-205 令和4年1月12日
000028 8000186927 ハートパック株式会社Ｂ棟 669-3144 丹波市山南町奥163 795772901 その他の食料品製造・加工業 一般 ハートパック株式会社 代表取締役 笹倉 一真 669-3144 兵庫県丹波市山南町奥163 795772901 丹波(丹健)第82-206 令和4年1月12日
000028 8000186928 森のキッチン 669-3315 丹波市柏原町大新屋1153-2 795723285 農産保存食料品製造・加工業 一般 株式会社丹波悠遊の森協会 代表取締役 山口 嘉幸 669-3315 兵庫県丹波市柏原町大新屋1114 795723285 丹波(丹健)第81-73 令和4年1月12日
000028 8000186947 黒豆の館 669-2733 丹波篠山市下板井511-2 795908077 野菜果物販売業 一般 株式会社黒豆の館 代表取締役 能勢 震次 669-2733 兵庫県丹波篠山市下板井511-2 795908077 丹波(丹健)第82-207 令和4年1月13日
000028 8000186961 まめ黒工房 669-2724 丹波篠山市川北218 795930767 農産保存食料品製造・加工業 一般 北川 和代 丹波(丹健)第82-208 令和4年1月17日
000028 8000187026 マクドナルド氷上店 669-3465 丹波市氷上町横田136-4 795824110 乳類販売業 一般 株式会社ＺＥＮ 代表取締役 善光 晋 669-3465 兵庫県丹波市氷上町横田136-4 795824110 丹波(丹健)第82-209 令和4年1月19日
000028 8000187107 ビーズ兵庫医大ささやま医療センター店 669-2321 丹波篠山市黒岡5 795523125 コンビニエンスストア 一般 株式会社文教 中村 健二 101-0051 東京都千代田区神田神保町1-13CONVEX神保町4階 352809581 丹波(丹健)第81-74 令和4年1月25日
000028 8000187195 tiny twig 669-3645 丹波市氷上町鴨内226 調味料製造・加工業 一般 本庄 朱佳音 丹波(丹健)第82-211 令和4年1月31日
000028 8000187199 農事組合法人 楽らく農園 669-2432 丹波篠山市八上内92-6 農産保存食料品製造・加工業 一般 農事組合法人楽らく農園 代表理事 宮城 京子 669-2432 兵庫県丹波篠山市八上内92-6 795525194 丹波(丹健)第82-214 令和4年1月27日
000028 8000187224 black beans 669-2726 丹波篠山市黒田852-1 調味料製造・加工業 一般 株式会社ＡＧＲＩ　ＳＴＲＥＥＴ 代表取締役 大坂 宇津実 669-2726 兵庫県丹波篠山市黒田59-1 丹波(丹健)第82-212 令和4年2月2日
000028 8000187247 こんだ薬師温泉ぬくもりの郷 669-2153 丹波篠山市今田町今田新田21-10 795903377 野菜果物販売業 一般 株式会社夢こんだ 代表取締役 杉尾 吉弘 669-2153 兵庫県丹波篠山市今田町今田新田21-10 795903377 丹波(丹健)第82-213 令和4年2月2日



000028 8000187271 愛菜館おなざ 669-3822 丹波市青垣町大名草759-1 795875240 野菜果物販売業 一般 谷口 多加司 丹波(丹健)第82-215 令和4年2月3日
000028 8000187285 ＨＬＡＦＤＩＧＥ 669-2703 丹波篠山市桑原1236 795505898 その他の食料品製造・加工業 一般 伊藤 真美 丹波(丹健)第82-216 令和4年2月4日
000028 8000187292 マルハン氷上店 669-3465 丹波市氷上町横田きろめき500 795827700 自動販売機（要届出のコップ式自動販売機及び要許可を除く） 自動販売機 関西キリンビバレッジサービス株式会社 代表取締役 尾崎 靖幸 530-0011 大阪府大阪市北区大深町4-20 677309206 丹波(丹健)第81-75 令和4年2月7日
000028 8000187296 (株)大塚工場 669-4322 丹波市市島町上田3-9 795850555 自動販売機（要届出のコップ式自動販売機及び要許可を除く） 自動販売機 関西キリンビバレッジサービス株式会社 代表取締役 尾崎 靖幸 530-0011 大阪府大阪市北区大深町4-20 677309206 丹波(丹健)第81-76 令和4年2月7日
000028 8000187303 里山工房　くもべ 669-2404 丹波篠山市西本荘西ノ山2-1 795562570 農産保存食料品製造・加工業 一般 合同会社里山工房くもべ 代表社員 丸井 一正 669-2404 兵庫県丹波篠山市西本荘西ノ山2-1 795562570 丹波(丹健)第82-218 令和4年2月7日
000028 8000187315 ステーキハウス松葉 669-3461 丹波市氷上町市辺589-3 795823755 調味料製造・加工業 一般 松場 かおり 丹波(丹健)第82-217 令和4年2月10日
000028 8000187381 旨辛Lab.美膳香坊 669-2222 丹波篠山市味間南1007-1 調味料製造・加工業 一般 株式会社かつの縁 代表取締役 竹内 章 660-0884 兵庫県尼崎市神田中通2-28 664119297 丹波(丹健)第82-219 令和4年2月10日
000028 8000187498 芦田ポートリー 669-3645 丹波市氷上町鴨内967 795889800 食肉販売業 一般 株式会社芦田ポートリー 代表取締役 芦田 昭也 669-3645 兵庫県丹波市氷上町鴨内967 795889800 丹波(丹健)第82-221 令和4年2月18日
000028 8000187511 株式会社小田垣商店 669-2323 丹波篠山市立町9 795522369 その他の食料品製造・加工業 一般 株式会社小田垣商店 代表取締役 小田垣 昇 669-2323 兵庫県丹波篠山市立町9 795522369 丹波(丹健)第82-222 令和4年2月21日
000028 8000187527 丹波旬の市南部店 669-2114 丹波篠山市油井669 079-595-0383 農産保存食料品製造・加工業 一般 酒井 利孝 丹波(丹健)第82-223 令和4年2月24日
000028 8000187532 丹波旬の市南部店 669-2112 丹波篠山市古森168 079-595-0417 農産保存食料品製造・加工業 一般 森口 昌 丹波(丹健)第82-225 令和4年2月24日
000028 8000187533 丹波旬の市南部店 669-2114 丹波篠山市油井690-1 079-595-0452 農産保存食料品製造・加工業 一般 垣内 嘉一 丹波(丹健)第82-224 令和4年2月24日
000028 8000187539 夢の塾 669-4335 丹波市市島町与戸1054 795856040 農産保存食料品製造・加工業 一般 川浦 弘貴 丹波(丹健)第82-220 令和4年2月16日
000028 8000187657 丹波焼　つぼ焼きいも　まるまつ 669-2141 丹波篠山市今田町下立杭220 795972154 その他の食料品製造・加工業 一般 松本 格 丹波(丹健)第82-226 令和4年3月2日
000028 8000187729 she′s NUNU 669-3572 丹波市氷上町谷村13 農産保存食料品製造・加工業 一般 鶴井 紗恵 丹波(丹健)第82-227 令和4年3月3日
000028 8000187751 道の駅丹波おばあちゃんの里春日レストラン内ドリンクコーナー669-4131 丹波市春日町七日市710 コップ式自動販売機（自動洗浄・屋内設置）自動販売機株式会社アペックス西日本 代表取締役 森 吉平 550-0015 大阪府大阪市西区南堀江4-25-24 665359024 丹波(丹健)第81-77 令和4年3月7日
000028 8000187812 オータニにしきカントリークラブ内レストラン  （株）ダイナックパートナーズ 669-2704 丹波篠山市遠方119-1 食肉販売業 一般 株式会社ダイナックパートナーズ 代表取締役 松井 正博 135-0091 東京都港区台場2-3-3 丹波(丹健)第82-228 令和4年3月14日
000028 8000187850 自然楽社 669-2513 丹波篠山市福住342SHUKUBA(旧福住小学校)　3F その他の食料品製造・加工業 一般 株式会社自然楽社 代表取締役 横関 進 669-2231 兵庫県丹波篠山市住吉台25-17 丹波(丹健)第82-229 令和4年3月11日
000028 8000187855 アグリ工房うえまき 669-4317 丹波市市島町上牧108 その他の食料品製造・加工業 一般 高見 豊 丹波(丹健)第82-230 令和4年3月11日
000028 8000187859 魚民 669-2212 丹波篠山市大沢2-9-6前川店舗　1階 795941588 その他の食料・飲料販売業 一般 株式会社モンテローザフーズ 代表取締役 大神 輝博 160-0021 東京都新宿区歌舞伎町1-21-1 422368888 丹波(丹健)第82-231 令和4年3月14日
000028 8000187952 株式会社グリーンファーム 669-2452 丹波篠山市野中868 795068427 農産保存食料品製造・加工業 一般 株式会社グリーンファーム 代表取締役 上山 利広 669-2452 兵庫県丹波篠山市野中868 795068427 丹波(丹健)第82-233 令和4年3月16日
000028 8000187970 ﾍﾞﾙｸﾞﾘｰﾝｶﾝﾄﾘｰｸﾗﾌﾞ ﾚｽﾄﾗﾝ 669-2511 丹波篠山市本明谷65-3 795580485 食肉販売業 一般 株式会社ダイナックパートナーズ 代表取締役 松井 正博 135-0091 東京都港区台場2-3-3 335293621 丹波(丹健)第82-235 令和4年3月17日
000028 8000187976 鳳鳴カントリークラブレストラン 669-2612 丹波篠山市立金55-2 795580965 食肉販売業 一般 株式会社ダイナックパートナーズ 代表取締役 松井 正博 135-0091 東京都港区台場2-3-3 335293621 丹波(丹健)第82-234 令和4年3月17日
000028 8000187981 株式会社やながわ　製茶工場 669-4124 丹波市春日町野上野209-1 795740010 製茶業 一般 株式会社やながわ 代表取締役 柳川 拓三 669-4124 兵庫県丹波市春日町野上野209-1 795740010 丹波(丹健)第82-236 令和4年3月17日
000028 8000188003 荒木食品株式会社 669-4323 丹波市市島町梶原871 795850388 農産保存食料品製造・加工業 一般 荒木食品株式会社 代表取締役 荒木 洋二 669-4323 兵庫県丹波市市島町梶原871 795850388 丹波(丹健)第82-237 令和4年3月18日
000028 8000188023 丹波春日の里　赤山ケール 669-4124 丹波市春日町野上野1828 795740237 農産保存食料品製造・加工業 一般 秋山 浩紀 丹波(丹健)第82-238 令和4年3月18日
000028 8000188025 ジコモFarm 669-2344 丹波篠山市吹上62-3-2 農産保存食料品製造・加工業 一般 杉田 かなえ 丹波(丹健)第82-239 令和4年3月22日
000028 8000188048 スサの邑 669-2346 丹波篠山市西岡屋491 795062892 その他の食料品製造・加工業 一般 合同会社スサの邑 代表社員 飯沼 正晴 669-2346 兵庫県丹波篠山市西岡屋491 795062892 丹波(丹健)第82-240 令和4年3月22日
000028 8000188050 いっぷく農園 669-2163 丹波篠山市今田町本荘757 農産保存食料品製造・加工業 一般 廣畑 昌江 丹波(丹健)第82-232 令和4年3月15日
000028 8000188060 丹波養生農園 669-3166 丹波市山南町小野尻667 795789920 農産保存食料品製造・加工業 一般 上田 寿春 丹波(丹健)第82-241 令和4年3月23日
000028 8000188063 合同会社　兵庫アグリ 669-3466 丹波市氷上町稲継273 795825699 農産保存食料品製造・加工業 一般 合同会社　兵庫アグリ 代表 津田 和明 669-3466 兵庫県丹波市氷上町稲継273 795825699 丹波(丹健)第82-242 令和4年3月23日
000028 8000188070 福住 daidocolab. 669-2513 丹波篠山市福住342 農産保存食料品製造・加工業 一般 NPO法人SHUKUBA 理事 佐々木 幹夫 669-2513 兵庫県丹波篠山市福住342 丹波(丹健)第82-243 令和4年3月24日
000028 8000188114 レストラン・ローベルジュ 669-3142 丹波市山南町村森8-3 農産保存食料品製造・加工業 一般 黒田 家正 丹波(丹健)第82-245 令和4年3月23日
000028 8000188142 櫻酒造株式会社 669-2416 丹波篠山市井ノ上182-1 795563158 その他の食料品製造・加工業 一般 櫻酒造株式会社 代表取締役社長 嘉納 健二 669-2416 兵庫県丹波篠山市井ノ上182-1 795563158 丹波(丹健)第82-246 令和4年3月25日
000028 8000188147 アグリネット丹波 669-3411 丹波市春日町朝日861-4 農産保存食料品製造・加工業 一般 南 信江 丹波(丹健)第82-244 令和4年3月23日
000028 8000188238 湯あみ里山公園　pucapuca　commune 669-2704 丹波篠山市遠方41-1 795920211 その他の食料・飲料販売業 一般 公益財団法人大谷教育文化振興財団 代表理事 大谷 壽一 662-0951 兵庫県西宮市川西町13-10 798372103 丹波(丹健)第82-247 令和4年3月29日
000028 8000188239 湯あみ里山公園　pucapuca　commune 669-2704 丹波篠山市遠方41-1 795920211 その他の食料品製造・加工業 一般 公益財団法人大谷教育文化振興財団 代表理事 大谷 壽一 662-0951 兵庫県西宮市川西町13-10 798372103 丹波(丹健)第82-247 令和4年3月29日
000028 8000188348 たまて箱 669-2415 丹波篠山市上宿149 795563357 農産保存食料品製造・加工業 一般 井上 由喜宏 丹波(丹健)第38-1 令和4年4月1日
000028 8000188351 ＢＬＵＥ　ＩＣＥ 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く。)行商 行商 ミヤケ　ミシエレ クリスチアネ 丹波(丹健)第38-2 令和4年4月4日
000028 8000188416 丹波ささやま　和家 669-2154 丹波篠山市今田町市原255 795972016 農産保存食料品製造・加工業 一般 大西 和夫 丹波(丹健)第38-4 令和4年4月6日
000028 8000188504 ㈱喜作 669-3309 丹波市柏原町柏原77-1 795721044 調味料製造・加工業 一般 株式会社喜作 代表取締役 足立 陽次 669-3309 兵庫県丹波市柏原町柏原77-1 795721044 丹波(丹健)第38-5 令和4年4月15日
000028 8000188513 uberbees8 669-2726 丹波篠山市黒田745-2 農産保存食料品製造・加工業 一般 五十川 さち子 丹波(丹健)第38-6 令和4年4月18日
000028 8000188519 Colorful Kitchen 669-2531 丹波篠山市垂水421-2 農産保存食料品製造・加工業 一般 一般社団法人Ｃｏｌｏｒｆｕｌ　Ｂｅａｎｓ 代表理事 西村 源 669-2531 兵庫県丹波篠山市垂水421-2 丹波(丹健)第38-7 令和4年4月18日
000028 8000188620 お菓子の里丹波 669-2202 丹波篠山市東吹411 795902133 農産保存食料品製造・加工業 一般 原田 太七郎 丹波(丹健)第38-8 令和4年4月18日
000028 8000188762 清住村おこし実行委員会 669-3626 丹波市氷上町清住地内 露店・仮設店舗等による飲食の提供のうち営業とみなされないもの露店 長澤 昭彦 丹波(丹健)第38-9 令和4年4月28日
000028 8000188845 フレッシュバザール篠山店 669-2321 丹波篠山市黒岡294-1 795527310 コップ式自動販売機（自動洗浄・屋内設置） 自動販売機 株式会社　さとう 代表取締役 佐藤 総二郎 620-0033 京都府福知山市字上紺屋15 773220001 丹波(丹健)第38-10 令和4年5月9日
000028 8000188918 西紀SA下り線　トイレ側 669-2737 丹波篠山市東木之部1 コップ式自動販売機（自動洗浄・屋内設置）自動販売機トーヨーベンディング株式会社 代表取締役 大久保 智司 452-0839 愛知県名古屋市西区見寄町167 525011771 丹波(丹健)第37-1 令和4年5月10日
000028 8000188919 西紀SA上り線INFO 669-2736 丹波篠山市西木之部１ コップ式自動販売機（自動洗浄・屋内設置）自動販売機トーヨーベンディング株式会社 代表取締役 大久保 智司 452-0839 愛知県名古屋市西区見寄町167 525011771 丹波(丹健)第37-2 令和4年5月10日
000028 8000188926 西紀SA下り線INFO 669-2737 丹波篠山市東木之部1 コップ式自動販売機（自動洗浄・屋内設置）自動販売機トーヨーベンディング株式会社 代表取締役 大久保 智司 452-0839 愛知県名古屋市西区見寄町167 525011771 丹波(丹健)第37-3 令和4年5月10日
000028 8000188997 氷上パーキングエリア 669-3467 丹波市氷上町本郷62-1 664778352 自動販売機（要届出のコップ式自動販売機及び要許可を除く） 自動販売機 江崎グリコ株式会社 江崎 勝久 555-0021 大阪府大阪市西淀川区歌島4-6-5 664778352 丹波(丹健)第37-4 令和4年5月16日
000028 8000188998 道の駅　おばあちゃんの里 669-4131 丹波市春日町七日市710 664778352 自動販売機（要届出のコップ式自動販売機及び要許可を除く） 自動販売機 江崎グリコ株式会社 江崎 勝久 555-0021 大阪府大阪市西淀川区歌島4-6-5 664778352 丹波(丹健)第37-5 令和4年5月16日
000028 8000189105 溝畑哲男 669-2437 丹波篠山市糯ヶ坪甲76 農産保存食料品製造・加工業 一般 溝畑 哲男 丹波(丹健)第38-11 44704
000028 8000189141 株式会社丹波篠山岸本農場 669-2143 丹波篠山市今田町釜屋414 農産保存食料品製造・加工業 一般 株式会社丹波篠山岸本農場 代表取締役 岸本 一朗 669-2143 兵庫県丹波篠山市今田町釜屋414 795972025 丹波(丹健)第38-12 令和4年5月23日
000028 8000189173 足立米穀店 669-3651 丹波市氷上町氷上36-6 795821355 精穀・製粉業 一般 足立 正己 丹波(丹健)第38-13 令和4年5月26日
000028 8000189377 株式会社ゴールデンツリー 669-2343 丹波篠山市風深95-1 795523285 その他の食料・飲料販売業 一般 株式会社ゴールデンツリー 前田 智章 669-2343 兵庫県丹波篠山市風深95-1 795523285 丹波(丹健)第37-6 令和4年6月8日
000028 8000189394 株式会社やながわ　特産加工場 669-4124 丹波市春日町野上野889-1 795740010 農産保存食料品製造・加工業 一般 株式会社やながわ 代表取締役 柳川 拓三 669-4124 兵庫県丹波市春日町野上野209-1 795740010 丹波(丹健)第38-15 令和4年6月9日
000028 8000189463 オアシス　清水 669-2522 丹波篠山市小野奥谷曽都井321 その他の食料・飲料販売業 一般 若本 昭美 丹波(丹健)第38-16 44726
000028 8000189588 丹波パスタスタイル 669-3312 丹波市柏原町田路114-5柏原バイパスタウン 795702577 その他の食料・飲料販売業 一般 藤原 啓史 丹波(丹健)第38-17 令和4年6月23日
000028 8000189701 にゃんにゃんにゃん 669-2202 丹波篠山市東吹1420 農産保存食料品製造・加工業 一般 稲山 恭子 丹波(丹健)第38-18 44747
000028 8000189704 ボーシュマン 669-2532 丹波篠山市小立299 795062358 その他の食料品製造・加工業 一般 堀江 敬貴 丹波(丹健)第38-19 令和4年7月5日
000028 8000189862 ひなたぼっこカフェ 669-4344 丹波市市島町上鴨阪853-2 795789610 農産保存食料品製造・加工業 一般 今井 貞夫 丹波(丹健)第38-21 令和4年7月14日
000028 8000189886 Hiokitchen 669-2441 丹波篠山市日置144 その他の食料品製造・加工業 一般 黒川 昌子 丹波(丹健)第38-20 44756
000028 8000190042 ダイナム兵庫篠山店 669-2455 丹波篠山市宇土406 795902677 自動販売機（要届出のコップ式自動販売機及び要許可を除く） 自動販売機 江崎グリコ株式会社 江崎 勝久 555-0021 大阪府大阪市西淀川区歌島4-6-5 664778352 丹波(丹健)第37-7 令和4年7月27日
000028 8000190195 肉の東門 669-2334 丹波篠山市西新町182-1 795522914 食肉販売業 自動販売機 肉の東門株式会社 代表取締役 東門 昭喜 669-2300 兵庫県丹波篠山市西新町182-1 795522914 丹波(丹健)第38-22 令和4年8月4日
000028 8000190200 レジリ合同会社 669-4252 丹波市春日町下三井庄861-1 795789582 精穀・製粉業 一般 小橋 季敏 丹波(丹健)第38-23 令和4年8月8日
000028 8000190300 タンバコバヤシヤ  丹波小林屋 669-3614 丹波市氷上町下新庄1338-1 795711201 製茶業 一般 小林 友美 丹波(丹健)第37-8 令和4年8月15日
000028 8000190325 一般社団法人峰松農園 669-3312 丹波市柏原町田路4-3 795725100 その他の食料品製造・加工業 一般 一般社団法人峰松農園 峰松 眞 662-0011 兵庫県西宮市甲陽園目神山町11-18 798707753 丹波(丹健)第38-24 令和4年8月17日
000028 8000190444 栗きん豚吉吉 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く。)、明石市及び西宮市を除く。)行商 行商 吉見 憲明 丹波(丹健)第38-25 44798
000028 8000190445 巻次のくり直売所 669-2334 丹波篠山市西新町50 その他の食料・飲料販売業 一般 株式会社ゴールデンツリー 前田 智章 669-2343 兵庫県丹波篠山市風深95-1 795523285 丹波(丹健)第37-9 令和4年8月18日
000028 8000190484 ペッパーまきの 669-3306 丹波市柏原町北中473 その他の食料品製造・加工業 一般 西野 裕子 丹波(丹健)第38-27 44803
000028 8000190492 丹波小林屋 669-3614 丹波市氷上町下新庄1338-1 795711201 その他の食料品製造・加工業 一般 小林 友美 丹波(丹健)第38-26 令和4年8月26日
000028 8000190622 高山茶園 669-3131 丹波市山南町谷川1421 製茶業 一般 高山 茂樹 丹波(丹健)第38-28 44811
000028 8000190624 関西池田記念墓地公園 669-3612 丹波市氷上町長野296-1 795827001 自動販売機（要届出のコップ式自動販売機及び要許可を除く） 自動販売機 江崎グリコ株式会社 江崎 勝久 555-0021 大阪府大阪市西淀川区歌島4-6-5 664778352 丹波(丹健)第37-10 令和4年9月9日
000028 8000190632 株式会社　前川農場 669-2163 丹波篠山市今田町本荘354-2 農産保存食料品製造・加工業 一般 株式会社前川農場 代表取締役 前川 直和 669-2163 兵庫県丹波篠山市今田町本荘354-2 795972777 丹波(丹健)第38-29 令和4年9月9日
000028 8000190707 ＭＡＧＮＵＭ　ＣＯＦＦＥＥ 669-2513 丹波篠山市福住317 コーヒー（飲料を除く）製造・加工業 一般 株式会社香 代表取締役 古荘 かをり 669-2434 兵庫県丹波篠山市殿町166 795090217 丹波(丹健)第38-30 令和4年9月15日
000028 8000190710 吉泰 669-4317 丹波市市島町上牧728 農産保存食料品製造・加工業 一般 吉見 泰子 丹波(丹健)第38-31 44819
000028 8000190850 ささやまジャーキー工房 669-2145 丹波篠山市今田町木津326-99 農産保存食料品製造・加工業 一般 森重 希美 丹波(丹健)第37-11 令和4年9月27日
000028 8000190924 まるみ農園 669-3131 丹波市山南町谷川1753 その他の食料品製造・加工業 一般 藤本 美香 丹波(丹健)第38-32 44837
000028 8000190936 神戸餃子房まんてん。丹波氷上店 669-3312 丹波市柏原町田路28-1 その他の食料・飲料販売業 一般 株式会社セラヴィホールディングス 代表取締役 岸本 朋子 651-1302 兵庫県神戸市北区藤原台中町2-10-10 785976830 丹波(丹健)第37-12 令和4年10月3日
000028 8000190964 Gluten Free Bakery369 669-3632 丹波市氷上町井中515-1 農産保存食料品製造・加工業 一般 メンデスカワハラ 見尚子 丹波(丹健)第38-33 44839
000028 8000191148 はしもと菜園 669-3603 丹波市氷上町西中104 調味料製造・加工業 一般 グリーンブレスラボ合同会社 橋本 孝章 669-3314 兵庫県丹波市柏原町挙田138-1-405 丹波(丹健)第38-34 令和4年10月14日
000028 8000191184 ソウルプロダクツ 669-4302 丹波市市島町中竹田3117-1 その他の食料・飲料販売業 一般 中野 貴史 丹波(丹健)第38-35 44851
000028 8000191188 早草総業 669-3113 丹波市山南町太田737 農産保存食料品製造・加工業 一般 早草 昭紀 丹波(丹健)第38-36 44851
000028 8000191284 楽笑農園 669-3102 丹波市山南町下滝191-1 農産保存食料品製造・加工業 一般 水田 美惠子 丹波(丹健)第38-37 44858
000028 8000191340 珈琲豆誠 669-2342 丹波篠山市西町1 コーヒー（飲料を除く）製造・加工業 一般 佐藤 誠一 丹波(丹健)第38-38 令和4年10月27日
000028 8000191487 バックドロップコーヒー 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く。)コーヒー（飲料を除く）製造・加工業行商 河口 英樹 丹波(丹健)第38-39 44866
000028 8000191514 兵庫県立篠山東雲高等学校 669-2513 丹波篠山市福住1260 795570039 その他の食料品製造・加工業 一般 兵庫県立篠山東雲高等学校 校長 臼井 和彦 669-2513 兵庫県丹波篠山市福住1260 795570039 丹波(丹健)第38-40 令和4年11月7日
000028 8000191591 ８７ｃｏｆｆｅｅ 669-4253 丹波市春日町鹿場323-4 コーヒー（飲料を除く）製造・加工業一般 山脇 未希 丹波(丹健)第38-41 44875
000028 8000191810 自家焙煎珈琲　福寿庵 669-3166 丹波市山南町小野尻166 コーヒー（飲料を除く）製造・加工業一般 藤井 紀人 丹波(丹健)第38-42 44886
000028 8000191822 株式会社丹波の里あかり農園 669-2812 丹波篠山市高倉459 795064826 農産保存食料品製造・加工業 一般 株式会社丹波の里あかり農園 代表取締役 呉田 まどか 669-2812 兵庫県丹波篠山市高倉459 795064826 丹波(丹健)第38-43 令和4年11月21日
000028 8000191824 黒豆の郷 669-2203 丹波篠山市吹新131 その他の食料・飲料販売業 一般 株式会社丹波篠山食品 代表取締役 中西 幸治 669-2437 兵庫県丹波篠山市糯ケ坪甲38-5 795944470 丹波(丹健)第38-44 令和4年11月22日
000028 8000191833 丹波五大山養蜂 669-4334 丹波市市島町白毫寺616 農産保存食料品製造・加工業 一般 荻野 賢志 丹波(丹健)第38-46 44887
000028 8000191841 西田加工所 669-2112 丹波篠山市古森183 農産保存食料品製造・加工業 一般 西田 保子 丹波(丹健)第38-45 44887
000028 8000191885 丹波ファーム・たかはし 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く。)農産保存食料品製造・加工業 行商 高橋 信貴 丹波(丹健)第38-47 44893
000028 8000191951 パンの蔵　穂音 669-3309 丹波市柏原町柏原46センタープール1階 795789460 自動販売機（要届出のコップ式自動販売機及び要許可を除く） 自動販売機 齋藤 嘉猛 丹波(丹健)第37-13 令和4年12月1日
000028 8000192032 ＬｉＮＫ　３３６ 669-2325 丹波篠山市河原町8 その他の食料品製造・加工業 一般 荒木 彰 丹波(丹健)第38-48 44901
000028 8000192112 三菱社会インフラ組立 669-3601 丹波市氷上町成松151 795822220 自動販売機（要届出のコップ式自動販売機及び要許可を除く） 自動販売機 関西キリンビバレッジサービス株式会社 代表取締役 尾崎 靖幸 530-0011 大阪府大阪市北区大深町4-20 677309206 丹波(丹健)第37-14 令和4年12月15日
000028 8000192232 中森農園 669-2553 丹波篠山市幡路109 795570161 野菜果物販売業 一般 中森 喜久 丹波(丹健)第37-15 令和4年12月28日



000028 8000192239 ablabo. 669-3573 丹波市氷上町油利272 その他の食料・飲料販売業 一般 蔦木 由佳 丹波(丹健)第38-49 44923
000028 8000192279 なんでもや 669-3645 丹波市氷上町鴨内603 その他の食料・飲料販売業 一般 芦田 一平 丹波(丹健)第38-50 44937
000028 8000192301 篠山ゴルフ倶楽部　ロビー 669-2616 丹波篠山市奥山是次45-1 コップ式自動販売機（自動洗浄・屋内設置） 自動販売機 株式会社アペックス西日本 代表取締役 森 吉平 550-0015 大阪府大阪市西区南堀江4-25-24 06-6535-9024 丹波(丹健)第37-16 令和5年1月12日
000028 8000192479 フォレストドア－旧神楽小学校－ 669-3826 丹波市青垣町文室244 795875511 その他の食料・飲料販売業 一般 株式会社フォレスト・ドア 代表取締役 足立 龍男 669-3826 兵庫県丹波市青垣町文室244 795875511 丹波(丹健)第38-51 令和5年1月27日
000028 8000192588 猟師小屋 669-4341 丹波市市島町上竹田990 795850796 その他の食料品製造・加工業 一般 近藤 善紀 丹波(丹健)第38-52 令和5年2月6日
000028 8000192593 しんぺ～農園 669-4122 丹波市春日町小多利348 農産保存食料品製造・加工業 一般 渡部 真平 丹波(丹健)第38-53 44963
000028 8000192737 株式会社丹波たぶち農場 669-2723 丹波篠山市口阪本158 795930545 農産保存食料品製造・加工業 一般 株式会社丹波たぶち農場 代表取締役 田渕 真也 669-2723 兵庫県丹波篠山市口阪本158 795930545 丹波(丹健)第38-54 令和5年2月13日
000028 8000192773 おやまの食堂　ぎんもくせい 669-2162 丹波篠山市今田町黒石203-11 農産保存食料品製造・加工業 一般 中園 千夏 丹波(丹健)第38-55 44973
000028 8000192826 （株）おゝみや本社工場 669-2335 丹波篠山市乾新町40 795520352 その他の食料・飲料販売業 一般 株式会社おゝみや 代表取締役 大見 春樹 669-2335 兵庫県丹波篠山市乾新町40 795520352 丹波(丹健)第38-56 令和5年2月21日
000028 8000192893 パンチィーファーム 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く。)野菜果物販売業 行商 山内 延浩 丹波(丹健)第38-57 44984
000028 8000192942 ko.cho 669-3127 丹波市山南町岡本241 農産保存食料品製造・加工業 一般 近藤 梨恵 丹波(丹健)第38-58 44986
000028 8000192962 シャトレーゼ氷上店 669-3466 丹波市氷上町稲継74-1 795885857 その他の食料・飲料販売業 一般 株式会社Ｇ－７・オート・サービス 代表取締役 野口 真一 654-0161 兵庫県神戸市須磨区弥栄台2-1-3 787977701 丹波(丹健)第38-59 令和5年3月2日
000028 8000193036 ＳＯＬＡＲＣ 669-2346 丹波篠山市西岡屋1-1 米穀類販売業 一般 難波 聖良 丹波(丹健)第37-17 44992
000028 8000193037 mani e 669-2411 丹波篠山市辻594 795064548 農産保存食料品製造・加工業 一般 森田 耕司 丹波(丹健)第38-60 令和5年3月7日
000028 8000193041 山内農産 669-4262 丹波市春日町栢野469 農産保存食料品製造・加工業 一般 山内 宏之 丹波(丹健)第38-61 44991
000028 8000193108 TASTE HOUSE ZEN 669-2303 丹波篠山市瀬利594-1 その他の食料・飲料販売業 一般 佐伯 𠮷治 丹波(丹健)第38-62 44995
000028 8000193167 野菜しい餃子助丸　丹波本店 669-3144 丹波市山南町奥190-5 795700831 その他の食料・飲料販売業 一般 丹波リーフ株式会社 代表取締役 堂本 憲造 669-3157 兵庫県丹波市山南町和田1058 795761188 丹波(丹健)第38-63 令和5年3月14日
000028 8000193212 国領ふるさと館 669-4273 丹波市春日町国領907-1 795751977 露店・仮設店舗等による飲食の提供のうち営業とみなされないもの 一般 山本 一幸 丹波(丹健)第38-64 令和5年3月15日
000028 8000193294 まえ川 669-2323 丹波篠山市立町93-1 調味料製造・加工業 一般 前川 友章 丹波(丹健)第38-65 令和5年3月17日
000028 8000193459 ダイヤ製薬株式会社　兵庫工場 669-3315 丹波市柏原町大新屋60-1 795701100 いわゆる健康食品の製造・加工業 一般 ダイヤ製薬株式会社 代表取締役 守金 大蔵 634-0835 奈良県橿原市東坊城町503 744215577 丹波(丹健)第38-66 令和5年3月28日
000028 8000193611 めぐり農場 669-4121 丹波市春日町池尾49-1 農産保存食料品製造・加工業 一般 末利 公一 丹波(丹健)第38-1 45023
000028 8000193619 ａｊｕｎ　ｃｏｆｆｅｅ＆ｙｕｍｓ 669-3811 丹波市青垣町佐治276-4 コーヒー（飲料を除く）製造・加工業一般 門野 亜純 丹波(丹健)第38-2 45023
000028 8000193698 タンバオーガニックパラダイス 669-4265 丹波市春日町中山226 調味料製造・加工業 一般 都倉 愛子 丹波(丹健)第38-3 45033
000028 8000193710 ケンミン食品株式会社　篠山工場 669-2406 丹波篠山市泉2-9 自動販売機（要届出のコップ式自動販売機及び要許可を除く） 自動販売機 ケンミン食品株式会社 代表取締役 高村 祐輝 650-0024 兵庫県神戸市中央区海岸通5-1-1 783663000 丹波(丹健)第37-1 令和5年4月14日
000028 8000193736 ヤキイモマン 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く。)その他の食料品製造・加工業 行商 吉良 大介 丹波(丹健)第38-4 45033
000028 8000194020 山忠商事(株)　氷上支店 669-3464 丹波市氷上町石生1-4 795802001 その他の食料・飲料販売業 一般 山忠商事株式会社 代表取締役 山本 忠弘 669-3301 兵庫県丹波市柏原町南多田478-1 795722001 丹波(丹健)第38-6 令和5年4月28日
000028 8000194050 ローソン篠山安田店 669-2551 丹波篠山市安田392-1 795571700 コンビニエンスストア 一般 有限会社アカマツ 代表取締役 赤松 伸一 620-0333 京都府福知山市大江町二箇1781-1 773333663 丹波(丹健)第38-7 令和5年4月28日
000028 9000118536 サナあわじ洲本店 656-0025 洲本市本町7丁目4-39 799233788 その他の食料・飲料販売業 一般 サナあわじ株式会社 代表取締役 坂本 悟朗 656-2543 兵庫県洲本市由良町由良514-10 799253739 淡路(洲健)第52-89 令和3年6月1日
000028 9000118609 政岡商店 656-2121 洲本市安乎町平安浦485-2 799280501 その他の食料・飲料販売業 一般 政岡 みち子 淡路(洲健)第52-10 令和3年6月1日
000028 9000118632 トダ食料品店 656-0026 洲本市栄町4丁目2-43 799220797 その他の食料・飲料販売業 一般 有限会社トダ食料品店 戸田 拓司 656-0026 兵庫県洲本市栄町4-2-43 799220797 淡路(洲健)第52-15 令和3年6月1日
000028 9000118634 イオンリテール株式会社イオンスタイル洲本 656-0021 洲本市塩屋1丁目1番8号 799232150 百貨店、総合スーパー 一般 イオンリテール株式会社 代表取締役 井出 武美 261-8515 千葉県千葉市美浜区中瀬1丁目5番地1 432126500 淡路(洲健)第52-19 令和3年6月1日
000028 9000118645 ベーカリーぴいたあパン 656-0013 洲本市下加茂1丁目7-3 799220656 その他の食料・飲料販売業 一般 （有）ぴいたあパン 代表取締役 玉置 秀憲 656-0013 兵庫県洲本市下加茂1-7-3 799220656 淡路(洲健)第52-26 令和3年6月1日
000028 9000118674 安倍食料品店 656-0015 洲本市上加茂120-1 799227046 その他の食料・飲料販売業 一般 安倍 眞壽美 淡路(洲健)第52-61 令和3年6月1日
000028 9000118686 全日食チェーン しんむら店 イダカ 656-0041 洲本市新村104-1 799221532 百貨店、総合スーパー 一般 有限会社　井高商事 取締役 井高 敬次 656-0041 兵庫県洲本市新村104-1 799227625 淡路(洲健)第52-68 令和3年6月1日
000028 9000118698 マイマルシェ　洲本とれたて市場 656-0101 洲本市納85-1 799260080 百貨店、総合スーパー 一般 株式会社　マイ・マート 代表取締役 656-0101 兵庫県洲本市納85-1 799260080 淡路(洲健)第52-74 令和3年6月1日
000028 9000118708 カワサキパン 656-0051 洲本市物部3丁目6-15 799241338 その他の食料・飲料販売業 一般 川崎 照雄 淡路(洲健)第52-81 令和3年6月1日
000028 9000118716 鮎原物産（株） 656-0025 洲本市本町3丁目1-8 799222977 その他の食料・飲料販売業 一般 鮎原物産株式会社 代表取締役 山口 晃正 656-1325 兵庫県洲本市五色町鮎原南谷429番地 799320536 淡路(洲健)第52-85 令和3年6月1日
000028 9000118726 ロンドン洲本店 656-0025 洲本市本町6丁目2-30 799242921 乳類販売業 一般 小村 益啓 淡路(洲健)第52-87 令和3年6月1日
000028 9000118736 ライフ由良南店 656-2541 洲本市由良1丁目20-37 799270346 その他の食料・飲料販売業 一般 株式会社伊富貴製作所 代表取締役 伊富貴 幸廣 656-2543 兵庫県洲本市由良町由良2461-5 799270074 淡路(洲健)第52-91 令和3年6月1日
000028 9000118741 ＊（島瀬牛乳店） 656-2541 洲本市由良3丁目10-24 799270279 乳類販売業 一般 島瀬 和彦 淡路(洲健)第52-94 令和3年6月1日
000028 9000118752 明治牛乳洲本中央販売所 656-0011 洲本市炬口2丁目10-4 799222805 乳類販売業 一般 毛利 明治 淡路(洲健)第52-96 令和3年6月1日
000028 9000118814 兵庫県立あわじ特別支援学校 656-0053 洲本市上物部2丁目1番17号 799221766 集団給食（１）学校 集団給食 兵庫県立あわじ特別支援学校 校長 加藤 佳子 656-0053 兵庫県洲本市上物部2丁目1番17号 799221766 淡路(洲健)第41-198 令和3年11月1日
000028 9000118823 医療法人社団鈴木整形外科 656-0101 洲本市納231 799243533 集団給食（２）病院・診療所 集団給食 医療法人社団鈴木整形外科 理事長 鈴木 剛 656-0101 兵庫県洲本市納231番地 799243533 淡路(洲健)第41-212 令和3年11月4日
000028 9000118839 大野保育所 656-0055 洲本市大野740-1 799244750 集団給食（４）その他 集団給食 社会福祉法人大野福祉会 理事長 上谷 幸子 656-0055 兵庫県洲本市大野740-1 799244750 淡路(洲健)第41-191 令和3年11月1日
000028 9000118840 千草こども園 656-0031 洲本市千草己25番地 799226600 集団給食（４）その他 集団給食 社会福祉法人千草福祉会 理事長 富本 節子 656-0031 兵庫県洲本市千草己25番地 799226600 淡路(洲健)第41-190 令和3年11月1日
000028 9000118842 洲本市立由良保育所 656-2541 洲本市由良2丁目5番24号 799270079 集団給食（４）その他 集団給食 洲本市 洲本市長 竹内 通弘 656-0025 兵庫県洲本市本町3丁目4番10号 799221333 淡路(洲健)第41-181 令和3年11月1日
000028 9000118850 由良総合福祉センター 656-2541 洲本市由良1丁目6番7号 799270146 集団給食（４）その他 集団給食 社会福祉法人洲本たちばな福祉会 理事長 伊富貴 幸廣 656-2541 兵庫県洲本市由良1丁目6番7号 799270146 淡路(洲健)第41-239 令和3年11月15日
000028 9000118965 洲本市立中川原保育所 656-0002 洲本市中川原町中川原970番地 799280120 集団給食（４）その他 集団給食 洲本市 洲本市長 竹内 通弘 656-0002 兵庫県洲本市本町3丁目4番10号 799221333 淡路(洲健)第41-179 令和3年11月1日
000028 9000118969 The　Classic 656-0025 洲本市本町4丁目3-23 799255060 コップ式自動販売機（自動洗浄・屋内設置） 自動販売機 サントリービバレッジソリューション株式会社 代表取締役 及川 剛 160-0023 東京都新宿区西新宿八丁目17番１号 353210400 淡路(洲健)第52-335 令和3年6月1日
000028 9000119830 ローソン洲本インター店 656-0101 洲本市納116-1 799223325 コンビニエンスストア 一般 有限会社　清水商店 代表取締役 清水 比呂史 656-0046 兵庫県洲本市金屋1180-26 799452415 淡路(洲健)第52-72 令和3年6月1日
000028 9000119846 奥田製作所 656-0002 洲本市中川原町中川原1385-4 その他の食料品製造・加工業 不要許可一般 奥田 守正 淡路(洲健)第41-350 令和4年1月21日
000028 9000119910 ちくば水産 656-0011 洲本市炬口1丁目1-71 799255282 食品製造業 不要許可一般 竹岡 千尋 平成15年3月13日
000028 9000119926 フローラすもと 656-0111 洲本市鮎屋字久シ原636 799225444 集団給食（４）その他 集団給食 社会福祉法人淡鳳会 理事長 美摩 ひろ 656-1724 兵庫県淡路市野島貴船246-1 799823251 淡路(洲健)第41-281 令和3年12月2日
000028 9000120023 伊勢食料品店 656-2541 洲本市由良3丁目10-18 799270174 その他の食料・飲料販売業 一般 伊勢 肇 淡路(洲健)第52-93 令和3年6月1日
000028 9000120129 東浦平成病院 656-2311 淡路市久留麻1867番地 799740503 集団給食（４）その他 集団給食 医療法人社団　淡路平成会 理事長 武久 洋三 656-0442 兵庫県南あわじ市八木養宜中173 799425335 淡路(洲健)第41-129 令和3年9月29日
000028 9000120139 社会福祉法人　佐野保育園 656-2212 淡路市佐野1327 799650044 集団給食（４）その他 集団給食 社会福祉法人　佐野保育園 理事長 菅 知世子 656-2212 兵庫県淡路市佐野1327 799650044 淡路(洲健)第41-206 令和3年11月1日
000028 9000120141 淡路市立大町保育所 656-2155 淡路市大町上437 799622665 集団給食（４）その他 集団給食 淡路市 淡路市長 門 康彦 656-2292 兵庫県淡路市生穂新島8 799642134 淡路(洲健)第41-168 令和3年11月1日
000028 9000120142 淡路市立生穂認定こども園 656-2223 淡路市生穂2320 799641348 集団給食（４）その他 集団給食 淡路市 淡路市長 門 康彦 656-2292 兵庫県淡路市生穂新島8 799642134 淡路(洲健)第41-169 令和3年11月1日
000028 9000120143 淡路市立中田保育園 656-2163 淡路市中田445 799622269 集団給食（４）その他 集団給食 淡路市 淡路市長 門 康彦 656-2292 兵庫県淡路市生穂新島8 799642134 淡路(洲健)第41-167 令和3年11月1日
000028 9000120144 淡路市立塩田保育園 656-2144 淡路市下司1177-1 799621002 集団給食（４）その他 集団給食 淡路市 淡路市長 門 康彦 656-2292 兵庫県淡路市生穂新島8 799642134 淡路(洲健)第41-166 令和3年11月1日
000028 9000120145 淡路市立浦保育所 656-2305 淡路市浦632 799744117 集団給食（４）その他 集団給食 淡路市 淡路市長 門 康彦 656-2292 兵庫県淡路市生穂新島8 799642134 淡路(洲健)第41-173 令和3年11月1日
000028 9000120156 淡路市立多賀保育所 656-1522 淡路市下河合50 799850800 集団給食（４）その他 集団給食 淡路市 淡路市長 門 康彦 656-2292 兵庫県淡路市生穂新島8 799642134 淡路(洲健)第41-172 令和3年11月1日
000028 9000120164 洲本市立都志保育園 656-1304 洲本市五色町都志万歳388-1 799330345 集団給食（４）その他 集団給食 洲本市 洲本市長 竹内 通弘 656-0025 兵庫県洲本市本町3-4-10 799221333 淡路(洲健)第41-182 令和3年11月1日
000028 9000120166 淡路市立釜口保育所 656-2334 淡路市釜口1303 799744466 集団給食（４）その他 集団給食 淡路市 淡路市長 門 康彦 656-2292 兵庫県淡路市生穂新島8 799642134 淡路(洲健)第41-175 令和3年11月1日
000028 9000120167 洲本市立鮎原保育園 656-1313 洲本市五色町鮎原西142-4 799320037 集団給食（４）その他 集団給食 洲本市 洲本市長 竹内 通弘 656-0025 兵庫県洲本市本町3-4-10 799221333 淡路(洲健)第41-183 令和3年11月1日
000028 9000120168 社会福祉法人椎の木会　志筑保育園 656-2131 淡路市志筑1542-1 799620222 集団給食（４）その他 集団給食 社会福祉法人　椎の木会 理事長 三浦 義昭 656-2131 兵庫県淡路市志筑1542-1 799620222 淡路(洲健)第41-326 令和4年1月11日
000028 9000120178 特別養護老人ホーム　かおりの丘 656-1551 淡路市高山430-3 799860668 集団給食（４）その他 集団給食 社会福祉法人　幸仁会 理事長 武久 洋三 656-1551 兵庫県淡路市高山430-3 799860668 淡路(洲健)第41-105 令和3年9月7日
000028 9000121698 川添食料品店 656-2212 淡路市佐野1389-2 799650602 その他の食料・飲料販売業 一般 川添 健司 淡路(洲健)第52-145 令和3年6月1日
000028 9000121748 金宝丸冷蔵(株) 656-1602 淡路市育波571 799840316 その他 一般 金宝丸冷蔵(株) 代表取締役 浜田 勲 656-1602 兵庫県淡路市育波571 799841234 淡路(洲健)第52-425 令和3年6月1日
000028 9000121780 水名口商店 656-1531 淡路市江井3235-5 799860335 その他の食料・飲料販売業 一般 水名口 勝代 淡路(洲健)第52-144 令和3年6月1日
000028 9000121781 浜田商店 656-1531 淡路市江井2837 799860209 その他の食料・飲料販売業 一般 (有)浜田商店 代表取締役 濵田 和一 656-1531 兵庫県淡路市江井2837 799860209 淡路(洲健)第52-142 令和3年6月1日
000028 9000121782 藪内牛乳店 656-1523 淡路市上河合75 799851107 乳類販売業 一般 藪内 國男 淡路(洲健)第52-171 令和3年6月1日
000028 9000121784 寺神商店 656-1557 淡路市明神615-1 799861239 その他の食料・飲料販売業 一般 寺神 憲司 淡路(洲健)第52-202 令和3年6月1日
000028 9000121786 ファミリーショップ　マツモト 656-1511 淡路市郡家363 799851054 その他の食料・飲料販売業 一般 (有)松本商店 代表取締役 松本 敏博 656-1511 兵庫県淡路市郡家363 799850214 淡路(洲健)第52-140 令和3年6月1日
000028 9000121794 髙谷食料品店 656-1511 淡路市郡家242-8 799850446 その他の食料・飲料販売業 一般 髙谷 耕吉 淡路(洲健)第52-139 令和3年6月1日
000028 9000121796 ローソン一宮町郡家店 656-1511 淡路市郡家413 799852889 コンビニエンスストア 一般 成瀬 英樹 淡路(洲健)第52-141 令和3年6月1日
000028 9000121800 羽原牛乳店 656-1301 洲本市五色町都志111 799330178 乳類販売業 一般 羽原 正 淡路(洲健)第52-48 令和3年6月1日
000028 9000121807 大浜商店 656-1344 洲本市五色町鳥飼浦2000-1 799340057 その他の食料・飲料販売業 一般 大浜 重樹 淡路(洲健)第52-43 令和3年6月1日
000028 9000121812 マーケットとくだ 656-1334 洲本市五色町広石中95-2 799350023 百貨店、総合スーパー 一般 徳田 享治 淡路(洲健)第52-41 令和3年6月1日
000028 9000121813 有限会社　なかの 656-1344 洲本市五色町鳥飼浦408 799340500 百貨店、総合スーパー 一般 有限会社　なかの 代表取締役 中野 寿紀 656-1344 兵庫県洲本市五色町鳥飼浦408番地 799340500 淡路(洲健)第52-44 令和3年6月1日
000028 9000121814 土井好 656-1304 洲本市五色町都志万歳403 799330126 その他の食料・飲料販売業 一般 土井 辰男 淡路(洲健)第52-54 令和3年6月1日
000028 9000121822 ＦＯＯＤＳＨＯＰスナガワ 656-1325 洲本市五色町鮎原南谷77-2 799320120 百貨店、総合スーパー 一般 西岡 睦子 淡路(洲健)第52-39 令和3年6月1日
000028 9000121832 森永牛乳岩屋販売店 656-2401 淡路市岩屋432-2 799722076 乳類販売業 一般 平 輝雄 淡路(洲健)第52-129 令和3年6月1日
000028 9000121833 ＭＥＧＭＩＬＫ岩屋販売所 656-2401 淡路市岩屋422-4 799722140 乳類販売業 一般 高嶋 磐 淡路(洲健)第52-128 令和3年6月1日
000028 9000121838 モンマート中村 656-2401 淡路市岩屋1414-17 799722167 その他の食料・飲料販売業 一般 中村 恵 淡路(洲健)第52-115 令和3年6月1日
000028 9000121845 淡路S.A.下り売店 656-2401 淡路市岩屋2568淡路Ｓ．Ａ．下り 799724667 その他の食料・飲料販売業 一般 淡路ルートサービス株式会社 代表取締役 井植 貞雄 656-2401 兵庫県淡路市岩屋2568番地 799732000 淡路(洲健)第52-120 令和3年6月1日
000028 9000121846 ロイヤル淡路Ｓ．Ａ．上り 656-2401 淡路市岩屋3118-1淡路Ｓ．Ａ．上り 799732037 その他の食料・飲料販売業 一般 淡路ルートサービス株式会社 代表取締役 井植 貞雄 656-2401 兵庫県淡路市岩屋2568 799732000 淡路(洲健)第52-126 令和3年6月1日
000028 9000121862 杉山青果 656-2131 淡路市志筑3465-2 799621708 その他の食料・飲料販売業 一般 杉山 隆 淡路(洲健)第52-152 令和3年6月1日
000028 9000121881 イオンリテール(株)イオン淡路店 656-2132 淡路市志筑新島10-2 799626300 百貨店、総合スーパー 一般 イオンリテール株式会社 代表取締役 井出 武美 261-0023 千葉県千葉市美浜区中瀬1-5-1 432116110 淡路(洲健)第52-154 令和3年6月1日
000028 9000121886 浅川食料品店 656-2131 淡路市志筑1686-1 799620471 その他の食料・飲料販売業 一般 (有)浅川食料品店 代表取締役 浅川 忠晴 656-2131 兵庫県淡路市志筑1686-1 799620471 淡路(洲健)第52-148 令和3年6月1日
000028 9000121894 志筑牛乳店 656-2131 淡路市志筑1880-7 799620004 乳類販売業 一般 土井 十四郎 淡路(洲健)第52-149 令和3年6月1日
000028 9000121930 五条牛乳店 656-2334 淡路市釜口2230 799742369 乳類販売業 一般 五条 勉 淡路(洲健)第52-112 令和3年6月1日
000028 9000121939 ローソン東浦町浦店 656-2305 淡路市浦108-7 799740456 コンビニエンスストア 一般 有限会社長野 代表取締役 長野 彌生 656-2311 兵庫県淡路市久留麻2662番地4 799701120 淡路(洲健)第52-104 令和3年6月1日
000028 9000121944 トムズスタジオ淡路夢舞台店 656-2306 淡路市夢舞台6展望テラス2Ｆ 799752588 その他の食料・飲料販売業 一般 株式会社トーマス 代表取締役 政次 裕也 652-0815 兵庫県神戸市兵庫区三川口町3-3-3 785311160 淡路(洲健)第52-201 令和3年6月1日
000028 9000121945 鳴門千鳥 656-2306 淡路市夢舞台6展望テラス1Ｆ 799741234 その他の食料・飲料販売業 一般 株式会社鳴門千鳥本舗 代表取締役 浅井 泰志 656-0141 兵庫県南あわじ市中条広田1360 799450019 淡路(洲健)第52-200 令和3年6月1日
000028 9000121984 ローソン北淡町育波店 656-1602 淡路市育波406-2 799842166 コンビニエンスストア 一般 中谷 裕幸 淡路(洲健)第52-99 令和3年6月1日
000028 9000121989 植野商店 656-2331 淡路市仮屋138 799742048 氷雪販売業 一般 植野 正子 淡路(洲健)第52-323 令和3年6月1日
000028 9000121992 一宮町漁協尾崎支所 656-1501 淡路市尾崎地先 799850073 氷雪販売業 一般 一宮町漁業協同組合 代表理事 社領 弘 656-1511 兵庫県淡路市郡家1355番地 799850002 淡路(洲健)第52-324 令和3年6月1日



000028 9000121996 一宮町漁協江井支所 656-1531 淡路市江井3158-1 799860076 氷雪販売業 一般 一宮町漁業協同組合 代表理事組合長 社領 弘 656-1511 兵庫県淡路市郡家1355 799850002 淡路(洲健)第52-325 令和3年6月1日
000028 9000121997 一宮町漁協 656-1511 淡路市郡家1355 799850002 氷雪販売業 一般 一宮町漁業協同組合 代表理事組合長 社領 弘 656-1511 兵庫県淡路市郡家1355 799850002 淡路(洲健)第52-326 令和3年6月1日
000028 9000121999 仮屋漁業協同組合 656-2331 淡路市仮屋425地先 氷雪販売業 一般 仮屋漁業協同組合 代表理事組合長 岡田 光司 656-2331 兵庫県淡路市仮屋112-1 799742057 淡路(洲健)第52-327 令和3年6月1日
000028 9000122070 フローラほくだん 656-1727 淡路市野島貴船246-1 799825251 集団給食（４）その他 集団給食 社会福祉法人淡鳳会 理事長 美摩 みろ 656-1727 兵庫県淡路市野島貴船246-1 799823251 淡路(洲健)第41-282 令和3年12月2日
000028 9000122072 社会福祉法人恵泉保育園 656-2131 淡路市志筑2948-1 799621005 集団給食（４）その他 集団給食 社会福祉法人恵泉保育園 理事長 堂山 興治 656-2131 兵庫県淡路市志筑2948-1 799621005 淡路(洲健)第41-262 令和3年11月24日
000028 9000122101 洲本市立広石保育園 656-1334 洲本市五色町広石中1446-1 799350300 集団給食（４）その他 集団給食 洲本市 洲本市長 竹内 通弘 656-0025 兵庫県洲本市本町3-4-10 799221333 淡路(洲健)第41-184 令和3年11月1日
000028 9000122145 乙女草株式会社　淡路工場 656-1336 洲本市五色町上堺943-5 799350335 海藻製造・加工業 一般 乙女草株式会社 代表取締役 松田 悠介 662-0934 兵庫県西宮市西宮浜１丁目36番地 798231112 淡路(洲健)第41-92 令和3年8月25日
000028 9000122151 淡路市立仮屋保育所 656-2311 淡路市久留麻1982-3 799744116 集団給食（４）その他 集団給食 淡路市 淡路市長 門 康彦 656-2292 兵庫県淡路市生穂新島8 799642134 淡路(洲健)第41-174 令和3年11月1日
000028 9000123080 岡水産 656-2212 淡路市佐野484 799650852 食品製造業 不要許可一般 岡 政夫 平成14年3月26日
000028 9000123081 坂口水産 656-2212 淡路市佐野2821 799650915 食品製造業 不要許可一般 仲野 右門 平成14年3月26日
000028 9000123082 髙田水産 656-2212 淡路市佐野2190-1 799650038 食品製造業 不要許可一般 髙田 清 平成14年3月26日
000028 9000123083 田中水産 656-2212 淡路市佐野2571 799650463 食品製造業 不要許可一般 田中 博明 平成14年3月26日
000028 9000123091 内田水産 656-2401 淡路市岩屋1768-12 799722452 食品製造業 不要許可一般 内田 修史 平成14年3月26日
000028 9000123092 岡野水産株式会社 656-2401 淡路市岩屋1845 799722417 食品製造業 不要許可一般 岡野水産(株) 代表取締役 岡野 好克 656-2401 兵庫県淡路市岩屋1845 799722417 平成14年3月26日
000028 9000123093 金寅水産 656-2401 淡路市岩屋3608-4 799724565 食品製造業 不要許可一般 松尾 裕子 平成14年3月26日
000028 9000123094 ○光水産 656-2401 淡路市岩屋3607-23 799723211 食品製造業 不要許可一般 神戸隆典 ＊ 平成14年3月26日
000028 9000123095 ト七水産 656-2401 淡路市岩屋3606-9 799724132 食品製造業 不要許可一般 松尾 清深 平成14年3月26日
000028 9000123098 西山水産 656-2401 淡路市岩屋1859 799725263 食品製造業 不要許可一般 西山 泰司 平成14年3月26日
000028 9000123099 拝原水産 656-2401 淡路市岩屋1840 799723714 食品製造業 不要許可一般 拝原建 ＊ 平成14年3月26日
000028 9000123100 松川水産 656-2401 淡路市岩屋1846-3 799722401 食品製造業 不要許可一般 松川 敏雄 平成14年3月26日
000028 9000123101 (株)丸松水産 656-2401 淡路市岩屋1875-4 799723260 食品製造業 不要許可一般 (株)丸松水産 代表取締役 松下 温子 656-2401 兵庫県淡路市岩屋1754 799723260 平成14年3月26日
000028 9000123103 株式会社　幸勇水産 656-1724 淡路市野島平林2-2 799820634 食品製造業 不要許可一般 (株)幸勇水産 代表取締役 濵田 忠男 656-1724 兵庫県淡路市野島平林2-2 799820634 平成14年3月26日
000028 9000123105 山口水産株式会社 656-1721 淡路市野島蟇浦784 799820636 食品製造業 不要許可一般 山口水産(株) 代表取締役 山口 文詞 656-1724 兵庫県淡路市野島平林24 799820636 平成14年3月26日
000028 9000123106 高栄水産(株)加工場 656-1602 淡路市育波334-1 799840396 食品製造業 不要許可一般 高栄水産(株) 代表取締役 高田宏恒 ＊ 656-1602 兵庫県淡路市育波334-1 799840396 平成14年3月26日
000028 9000123107 ○七西濱水産 656-1602 淡路市育波376-1 799840398 食品製造業 不要許可一般 西濱 忠益 平成14年3月26日
000028 9000123109 丸一水産 656-1602 淡路市育波570-1 799840324 食品製造業 不要許可一般 丸一 章 平成14年3月26日
000028 9000123110 藤本水産株式会社 656-1602 淡路市育波387 799841126 その他の食料品製造・加工業 一般 藤本水産株式会社 代表取締役 藤本 充茂 656-1602 兵庫県淡路市育波字四斗里387番地 799841126 淡路(洲健)第41-252 令和3年11月16日
000028 9000123111 (有)近藤水産 656-1602 淡路市育波68-2 799841159 食品製造業 不要許可一般 有限会社近藤水産 代表取締役 近藤 敏延 656-1602 兵庫県淡路市育波53-2 799840167 平成14年3月26日
000028 9000123112 （施設名なし） 656-2212 淡路市佐野2658-1 799650080 海藻製造・加工業 不要許可一般 大洋物産株式会社 代表取締役 生村 嘉章 656-2212 兵庫県淡路市佐野2658-1 799650080 淡路(洲健)第41-345 令和4年1月17日
000028 9000123113 松田水産 656-2224 淡路市大谷56-1 799641293 食品製造業 不要許可一般 松田 勝之 平成14年3月27日
000028 9000123114 宮本水産 656-2223 淡路市生穂1465 799640017 食品製造業 不要許可一般 宮本 福松 平成14年3月27日
000028 9000123115 仲新水産 656-2212 淡路市佐野2060 799650053 食品製造業 不要許可一般 仲野 正輝 平成14年3月27日
000028 9000123116 大濃水産 656-2401 淡路市岩屋1846-1 799723937 食品製造業 不要許可一般 大濃 佳之 平成14年3月27日
000028 9000123117 平田水産 656-2401 淡路市岩屋1846-1 799723500 食品製造業 不要許可一般 平田 まさゑ 平成14年3月27日
000028 9000123118 北淡水産 656-1724 淡路市野島平林14-1 799841415 食品製造業 不要許可一般 柿本 宣朗 平成14年3月27日
000028 9000123120 小溝水産 656-1602 淡路市育波47 799840336 食品製造業 不要許可一般 小溝 政義 平成14年3月27日
000028 9000123121 浜西水産 656-1602 淡路市育波321 799840420 食品製造業 不要許可一般 浜西 栄一 平成14年3月27日
000028 9000123126 小川水産 656-2401 淡路市岩屋1799-13 799725091 食品製造業 不要許可一般 (有)小川水産 代表取締役 小川 勝明 656-2401 兵庫県淡路市岩屋1799-13 799725201 平成14年3月27日
000028 9000123127 東屋水産 656-2401 淡路市岩屋1842-3 799722247 食品製造業 不要許可一般 坂上 加寿子 平成14年3月27日
000028 9000123128 大喜水産 656-2212 淡路市佐野2081 799650021 食品製造業 不要許可一般 ＊ ＊ 平成14年3月27日
000028 9000123129 ヤマニ西田水産 656-2401 淡路市岩屋2910-56 799722336 食品製造業 不要許可一般 (株)ヤマニ西田水産 代表取締役 西田 典幸 656-2401 兵庫県淡路市岩屋2910-102 799722336 平成14年3月27日
000028 9000123130 ﾔﾏﾀ水産 656-2401 淡路市岩屋2910-143 799724706 食品製造業 不要許可一般 ヤマタ水産(有) 代表取締役 小川 直之 656-2401 兵庫県淡路市岩屋1414-20 799722394 平成14年3月27日
000028 9000123131 ○五水産 656-2401 淡路市岩屋3611-16 799722890 食品製造業 不要許可一般 平成14年3月27日
000028 9000123132 西浦水産(株)一宮工場 656-1511 淡路市郡家1087-1 799851515 食品製造業 不要許可一般 西浦水産(株) 石田 三千夫 656-1511 兵庫県淡路市郡家1087-1 799851515 平成14年3月27日
000028 9000123138 浅野浦漁業協同組合 656-1743 淡路市斗ノ内253 799820064 食品製造業 不要許可一般 浅野浦漁業協同組合 組合長理事 森 侑 656-1743 兵庫県淡路市斗ノ内253 799820064 平成14年3月27日
000028 9000123223 ケアハウス東浦エルベ 656-2311 淡路市久留麻1877 799752275 集団給食（４）その他 集団給食 社会福祉法人　平成記念会 理事長 武久 洋三 770-8023 徳島県徳島市勝占町松成46 886692228 淡路(洲健)第41-103 令和3年9月7日
000028 9000123684 森下食料品店 656-2223 淡路市生穂1562 799641709 その他の食料・飲料販売業 一般 森下 善平 淡路(洲健)第52-175 令和3年6月1日
000028 9000123728 大正あん 656-2132 淡路市志筑新島10-3アルクリオ 799626506 その他の食料・飲料販売業 一般 (有)大正あん 代表取締役 梅原 永治 656-2132 兵庫県淡路市志筑新島10-3 799626506 淡路(洲健)第52-159 令和3年6月1日
000028 9000123835 フードショップ　わたなべ 656-1304 洲本市五色町都志万歳398 799330023 その他の食料・飲料販売業 一般 渡邊 淳臣 淡路(洲健)第52-53 令和3年6月1日
000028 9000123839 なし 656-2305 淡路市浦1742-2 799743608 食品製造業 不要許可一般 金崎 とよ子 平成15年3月11日
000028 9000123857 なし 656-2163 淡路市中田44-1 799621789 食品製造業 不要許可一般 坂口 澄子 平成14年12月10日
000028 9000123859 なし 656-2301 淡路市楠本 799742265 食品製造業 不要許可一般 大坪 玉美 平成15年1月28日
000028 9000123863 * 656-2301 淡路市楠本762-5 799740095 食品製造業 不要許可一般 冨田 昌熙 平成15年4月9日
000028 9000123897 小田　美恵子 656-2305 淡路市浦1869-1 799743770 食品製造業 不要許可一般 小田 美恵子 平成15年6月2日
000028 9000123898 岩本　和代 656-2301 淡路市楠本754-3 799744355 食品製造業 不要許可一般 岩本 和代 平成15年6月2日
000028 9000123937 宗和食料品店 656-1711 淡路市富島1527 799820103 その他の食料・飲料販売業 一般 宗和 啓輔 淡路(洲健)第52-195 令和3年6月1日
000028 9000123938 花ひろば 656-2163 淡路市中田4139-4赤井屋根 799602280 野菜果物販売業 一般 有限会社ナガオビルメン 取締役 長尾 のぶ子 656-0031 兵庫県洲本市千草甲4番地8 799225655 淡路(洲健)第41-331 令和4年1月13日
000028 9000123942 株式会社島村（島村兄弟） 656-2163 淡路市中田4139-4 799602241 野菜果物販売業 一般 株式会社島村 代表取締役 角村 憲一 656-2163 兵庫県淡路市中田4139-4 799602241 淡路(洲健)第41-344 令和4年1月17日
000028 9000123982 高栄水産株式会社ちりめん第2工場 656-1602 淡路市育波334-2 799840396 食品製造業 不要許可一般 高栄水産株式会社 代表取締役 高田 宏恒 656-1602 兵庫県淡路市育波334-1 799840396 平成15年11月10日
000028 9000124007 惣林坊 656-2223 淡路市生穂1134-2 79641390 食品製造業 不要許可一般 惣林坊 秋子 平成16年2月4日
000028 9000124015 (有)浜口商店 656-2401 淡路市岩屋1842-9 799722123 食品製造業 不要許可一般 (有)浜口商店 代表取締役 浜口 昌克 656-2401 兵庫県淡路市岩屋1842-9 799722123 平成16年2月13日
000028 9000124062 砂川食料品店 656-2333 淡路市下田102 799742023 その他の食料・飲料販売業 一般 砂川 守 淡路(洲健)第52-111 令和3年6月1日
000028 9000124107 淡路産直コスモス 656-2163 淡路市中田4162 799626852 食品製造業 不要許可一般 寺鼻 進 平成16年11月22日
000028 9000124115 山田農園 656-1502 淡路市新村227 799852198 食品製造業 不要許可一般 山田 充男 平成16年12月10日
000028 9000124138 なし 656-2221 淡路市長沢1548-1 799641050 食品製造業 不要許可一般 藤田 進 平成17年2月15日
000028 9000124139 なし 656-2221 淡路市長沢2158-2 799641452 食品製造業 不要許可一般 長尾 昇 平成17年2月15日
000028 9000124150 奈良漬工場 656-1502 淡路市新村437-3 799851558 食品製造業 不要許可一般 清木 初男 平成17年3月7日
000028 9000124157 洲本市立堺保育園 656-1336 洲本市五色町上堺33-2 799350130 集団給食（４）その他 集団給食 洲本市 洲本市長 竹内 通弘 656-0025 兵庫県洲本市本町3-4-10 799221333 淡路(洲健)第41-186 令和3年11月1日
000028 9000125004 福良漁業組合直販店 656-0501 南あわじ市福良甲1528-4地先うずしおドームなないろ館内 799522348 その他の食料・飲料販売業 一般 福良漁業協同組合 代表理事 前田 若男 656-0503 兵庫県南あわじ市福良丙28 799520064 淡路(洲健)第52-301 令和3年6月1日
000028 9000125043 南あわじ漁業協同組合 656-0661 南あわじ市阿那賀1463-6 799390005 その他 一般 南あわじ漁業協同組合 代表理事組合長 小磯 富男 656-0661 兵庫県南あわじ市阿那賀1463-6 799390005 淡路(洲健)第52-329 令和3年6月1日
000028 9000125044 昭和冷蔵㈱ 656-0425 南あわじ市榎列小榎列597 799422345 その他 一般 昭和冷蔵㈱ 代表取締役 富永 利光 656-0425 兵庫県南あわじ市榎列小榎列597 799422215 淡路(洲健)第52-426 令和3年6月1日
000028 9000125049 ㈲立石冷蔵 656-0435 南あわじ市八木立石186-1 799422810 その他 一般 ㈲立石冷蔵 代表取締役 小林 克章 654-0103 兵庫県神戸市須磨区白川台1丁目28-1 787929154 淡路(洲健)第52-427 令和3年6月1日
000028 9000125050 淡路中央冷蔵㈱ 656-0461 南あわじ市市円行寺517ｰ14 799420098 その他 一般 淡路中央冷蔵㈱ 代表取締役 村上 安弘 656-0461 兵庫県南あわじ市市円行寺517ｰ14 799420098 淡路(洲健)第52-428 令和3年6月1日
000028 9000125052 東洋冷蔵(株) 656-0477 南あわじ市市徳長684-1 799421212 その他 一般 東洋冷蔵(株) 代表取締役 新納 卓司 656-0477 兵庫県南あわじ市市徳長684-1 799421212 淡路(洲健)第52-429 令和3年6月1日
000028 9000125057 朝日物産㈱ 656-0456 南あわじ市神代地頭方1550-1 799420524 その他 一般 朝日物産㈱ 代表取締役 阿部 透 656-0456 兵庫県南あわじ市神代地頭方1550-1 799420524 淡路(洲健)第52-430 令和3年6月1日
000028 9000125058 久井物産 656-0455 南あわじ市神代國衙1641 799421038 その他 一般 久井 輝洋 淡路(洲健)第52-431 令和3年6月1日
000028 9000125059 別所冷蔵 656-0483 南あわじ市志知中島662 799423770 その他 一般 別所冷蔵㈱ 代表取締役 別所 敬二 656-0483 兵庫県南あわじ市志知中島662 799423770 淡路(洲健)第52-432 令和3年6月1日
000028 9000125065 竹原物産㈱福井工場 656-0516 南あわじ市賀集福井1640-1 799540857 野菜果物販売業 一般 竹原物産株式会社 代表取締役 竹原 正記 656-0516 兵庫県南あわじ市賀集福井975 799540031 淡路(洲健)第52-164 令和3年6月1日
000028 9000125066 南洋冷蔵㈲ 656-0512 南あわじ市賀集立川瀬351-1 799531344 その他 一般 南洋冷蔵㈲ 代表取締役 村上 雅信 656-0512 兵庫県南あわじ市賀集立川瀬351-1 799531344 淡路(洲健)第52-433 令和3年6月1日
000028 9000125203 UCCコーヒープロフェッショナル(株)淡路支店 656-0143 南あわじ市中条中筋1360 799450588 その他の食料・飲料販売業 一般 ユーシーシーコーヒープロフェッショナル株式会社 代表取締役 川久保 則志 650-0015 兵庫県神戸市中央区多聞通5-1-6 354005678 淡路(洲健)第52-276 令和3年6月1日
000028 9000125210 嶋本食料品店 656-0313 南あわじ市松帆志知川561-1 799362247 その他の食料・飲料販売業 一般 嶋本 當子 淡路(洲健)第52-263 令和3年6月1日
000028 9000125217 吉田 656-0312 南あわじ市松帆脇田791-1 799362734 乳類販売業 一般 吉田 澄子 淡路(洲健)第52-265 令和3年6月1日
000028 9000125218 三原酒店 656-0304 南あわじ市松帆古津路196ｰ2 799362573 その他の食料・飲料販売業 一般 三原 衛 淡路(洲健)第52-259 令和3年6月1日
000028 9000125222 中村食料品店 656-0332 南あわじ市湊1093 799363227 その他の食料・飲料販売業 一般 中村 加代子 淡路(洲健)第52-316 令和3年6月1日
000028 9000125224 済藤商店 656-0341 南あわじ市津井1070 799380951 その他の食料・飲料販売業 一般 済藤 勝弘 淡路(洲健)第52-279 令和3年6月1日
000028 9000125230 馬野牛乳店 656-0651 南あわじ市伊加利1605-1 799390817 乳類販売業 一般 馬野 君江 淡路(洲健)第52-219 令和3年6月1日
000028 9000125237 生活協同組合コープこうべ  協同購入センター淡路 656-0422 南あわじ市榎列上幡多1379-1 799427676 通信販売・訪問販売による販売業 一般 生活協同組合コープこうべ 代表理事 岩山 利久 658-0051 兵庫県神戸市東灘区住吉本町1丁目3-19 788561003 淡路(洲健)第52-225 令和3年6月1日
000028 9000125256 フレッシュふじおか 656-0478 南あわじ市市福永420-3 799420031 その他の食料・飲料販売業 一般 藤岡 義博 淡路(洲健)第52-253 令和3年6月1日
000028 9000125260 榎本牛乳店 656-0456 南あわじ市神代地頭方1331-1 799423993 乳類販売業 一般 榎本 幸代 淡路(洲健)第52-273 令和3年6月1日
000028 9000125266 ムラカミ食品 656-0456 南あわじ市神代地頭方1426-3 799425632 その他の食料・飲料販売業 一般 村上 雅保 淡路(洲健)第52-274 令和3年6月1日
000028 9000125270 スーパーマエダ 656-0484 南あわじ市志知佐礼尾283 799423140 百貨店、総合スーパー 一般 前田 鉄夫 淡路(洲健)第52-256 令和3年6月1日
000028 9000125271 明治牛乳福良販売所 656-0501 南あわじ市福良甲253-2 799523304 乳類販売業 一般 榎本 敬子 淡路(洲健)第52-306 令和3年6月1日
000028 9000125272 小林商店 656-0503 南あわじ市福良丙28-21 799521045 その他の食料・飲料販売業 一般 小林 新治 淡路(洲健)第52-308 令和3年6月1日
000028 9000125273 日本コミュニティーメグミルク福良販売所 656-0502 南あわじ市福良乙934-14 799521206 乳類販売業 一般 坂本 拓哉 淡路(洲健)第52-299 令和3年6月1日
000028 9000125288 イオンリテール㈱イオン南淡路店 656-0511 南あわじ市賀集八幡北378-1 799502050 百貨店、総合スーパー 一般 イオンリテール㈱ 代表取締役 井出 武美 261-0023 千葉県千葉市美浜区中瀬1-5-1 432126500 淡路(洲健)第52-233 令和3年6月1日
000028 9000125297 西田商店 656-0551 南あわじ市灘土生110 799560012 その他の食料・飲料販売業 一般 西田 英明 淡路(洲健)第52-281 令和3年6月1日
000028 9000125299 増本商店 656-0551 南あわじ市灘土生199 799560009 その他の食料・飲料販売業 一般 増本 孝司 淡路(洲健)第52-282 令和3年6月1日
000028 9000125305 えのもとストアー 656-0545 南あわじ市阿万西町286-2 799552576 百貨店、総合スーパー 一般 榎本 秀史 淡路(洲健)第52-218 令和3年6月1日



000028 9000125318 ローリーポップ 656-0521 南あわじ市潮美台2丁目6-6 799522183 その他の食料・飲料販売業 一般 奥野 哲也 淡路(洲健)第52-278 令和3年6月1日
000028 9000125321 橋本商店 656-0961 南あわじ市沼島2281-1 799570026 その他の食料・飲料販売業 一般 有限会社橋本商店 代表取締役 橋本 栄二 656-0961 兵庫県南あわじ市沼島2281-1 799570026 淡路(洲健)第52-267 令和3年6月1日
000028 9000125442 倉本酒店 656-0307 南あわじ市松帆檪田114 799362207 その他の食料・飲料販売業 一般 倉本 敏和 淡路(洲健)第52-266 令和3年6月1日
000028 9000125476 平岡酒店 656-0502 南あわじ市福良乙514 799520089 その他の食料・飲料販売業 一般 平岡 和夫 淡路(洲健)第52-298 令和3年6月1日
000028 9000125581 井伊食品 656-0304 南あわじ市松帆古津路654-1 799362325 氷雪販売業 一般 井伊 康浩 淡路(洲健)第52-328 令和3年6月1日
000028 9000125586 福良漁業協同組合 656-0503 南あわじ市福良丙28 799521201 氷雪販売業 一般 福良漁業協同組合 代表理事組合長 前田 若男 656-0503 兵庫県南あわじ市福良丙28 799520064 淡路(洲健)第52-330 令和3年6月1日
000028 9000125595 平成病院 656-0442 南あわじ市八木養宜中１７３ 799425335 集団給食（２）病院・診療所 集団給食 医療法人社団淡路平成会 理事長 武久 洋三 656-0442 兵庫県南あわじ市八木養宜中173 799425335 淡路(洲健)第41-274 令和3年11月29日
000028 9000125607 南あわじ市 北阿万保育所 656-0533 南あわじ市北阿万新田中57-1 799550075 集団給食（４）その他 集団給食 南あわじ市 市長 守本 憲弘 656-0472 兵庫県南あわじ市市善光寺22番地1 799435219 淡路(洲健)第41-202 令和3年11月1日
000028 9000125608 南あわじ市立榎列保育所 656-0423 南あわじ市榎列下幡多432 799422392 集団給食（４）その他 集団給食 南あわじ市 市長 守本 憲弘 656-0472 兵庫県南あわじ市市善光寺22-1 799435219 淡路(洲健)第41-196 令和3年11月1日
000028 9000125609 南あわじ市立志知保育所 656-0484 南あわじ市志知佐礼尾363 799423101 集団給食（４）その他 集団給食 南あわじ市 市長 守本 憲弘 656-0472 兵庫県南あわじ市市善光寺22-1 799435219 淡路(洲健)第41-200 令和3年11月1日
000028 9000125613 南あわじ市立 賀集保育所 656-0514 南あわじ市賀集1028 799540458 集団給食（４）その他 集団給食 南あわじ市 市長 守本 憲弘 656-0472 兵庫県南あわじ市市善光寺22-1 799435219 淡路(洲健)第41-201 令和3年11月1日
000028 9000125618 南あわじ市立 阿万保育所 656-0544 南あわじ市阿万下町41 799550133 集団給食（４）その他 集団給食 南あわじ市 市長 守本 憲弘 656-0472 兵庫県南あわじ市市善光寺22-1 799435219 淡路(洲健)第41-203 令和3年11月1日
000028 9000125619 南あわじ市立神代保育所 656-0456 南あわじ市神代地頭方1496-1 799421252 集団給食（４）その他 集団給食 南あわじ市 市長 守本 憲弘 656-0472 兵庫県南あわじ市市善光寺22-1 799435219 淡路(洲健)第41-199 令和3年11月1日
000028 9000125621 南あわじ市立八木保育所 656-0433 南あわじ市八木鳥井427 799420559 集団給食（４）その他 集団給食 南あわじ市 市長 守本 憲弘 656-0472 兵庫県南あわじ市市善光寺22-1 799435219 淡路(洲健)第41-197 令和3年11月1日
000028 9000125639 農畜産物処理加工施設 656-0443 南あわじ市八木養宜上1401 799432626 その他の食料・飲料販売業 一般 南淡路農業公園株式会社 代表取締役 馬部 総一郎 656-0443 兵庫県南あわじ市八木養宜上1401番地 799432626 淡路(洲健)第52-288 令和3年6月1日
000028 9000125714 全日食チェーン　福良店 656-0502 南あわじ市福良乙394 799523637 百貨店、総合スーパー 一般 有限会社　浜田商店 代表取締役 濵田 和一 656-1531 兵庫県淡路市江井2837 799860209 淡路(洲健)第52-296 令和3年6月1日
000028 9000125715 南あわじ市沼島学校給食センター 656-0961 南あわじ市沼島995 799570101 集団給食（１）学校 集団給食 南あわじ市 市長 守本 憲久 656-0472 兵庫県南あわじ市市善光寺22番地の1 799435001 淡路(洲健)第41-165 令和3年11月1日
000028 9000125750 南あわじ市学校給食センター 656-0456 南あわじ市神代地頭方31 799424407 集団給食（１）学校 集団給食 南あわじ市 市長 守本 憲弘 656-0472 兵庫県南あわじ市市善光寺22番地1 799435001 淡路(洲健)第41-323 令和4年1月6日
000028 9000125755 ローソン緑町広田店 656-0122 南あわじ市広田広田851-9 799452415 コンビニエンスストア 一般 有限会社　清水商店 代表取締役 清水 比呂史 656-0046 兵庫県洲本市金屋1180-26 799452415 淡路(洲健)第52-241 令和3年6月1日
000028 9000125766 南あわじ市立広田保育園 656-0131 南あわじ市広田中筋195-1 799450040 集団給食（４）その他 集団給食 南あわじ市 市長 守本 憲弘 656-0472 兵庫県南あわじ市市善光寺22番地1 799435219 淡路(洲健)第41-195 令和3年11月1日
000028 9000125767 南あわじ市立倭文保育園 656-0153 南あわじ市倭文庄田275 799460654 集団給食（４）その他 集団給食 南あわじ市 市長 守本 憲弘 656-0472 兵庫県南あわじ市市善光寺22番地1 799435219 淡路(洲健)第41-194 令和3年11月1日
000028 9000125817 岸弘水産 656-0502 南あわじ市福良乙204 食品製造業 不要許可一般 岸 弘 平成14年3月25日
000028 9000125818 小林水産 656-0502 南あわじ市福良乙1653-2 食品製造業 不要許可一般 小林 新治 平成14年3月25日
000028 9000125819 (株)橋詰鮮魚 656-0503 南あわじ市福良丙1ｰ21地先 799522587 その他の食料品製造・加工業 不要許可一般 株式会社橋詰鮮魚 代表取締役 片岡 永幸 656-0503 兵庫県南あわじ市福良丙1番地の21 799522587 淡路(洲健)第41-160 令和3年10月27日
000028 9000125820 松浅水産 656-0502 南あわじ市福良乙338-2 799520755 食品製造業 不要許可一般 松浦 斉 平成14年3月25日
000028 9000125823 柏木水産 656-0502 南あわじ市福良乙271 食品製造業 不要許可一般 柏木 松一 平成14年3月25日
000028 9000125991 理研化学工業㈱淡路工場 656-0513 南あわじ市賀集野田460-1 799531234 その他の食料品製造・加工業 不要許可一般 理研化学工業株式会社 小湊 直樹 606-0832 京都府京都市左京区下鴨萩ケ垣内町15番地 756415306 淡路(洲健)第41-116 令和3年9月16日
000028 9000126276 淡路水産 656-0332 南あわじ市湊1129 799362134 食品製造業 不要許可一般 淡路水産株式会社 代表取締役 杉谷 孝三 656-0332 兵庫県南あわじ市湊1129 799362134 平成14年3月27日
000028 9000126277 品川水産 656-0332 南あわじ市湊1129 799362117 食品製造業 不要許可一般 品川水産㈱ 代表取締役 品川 佳之 656-0332 兵庫県南あわじ市湊1129 799362117 平成14年3月27日
000028 9000127070 老人デイサービスセンター「ケアセンター太陽の家」 656-0443 南あわじ市八木養宜上字中山1018番 799433100 集団給食（４）その他 集団給食 社会福祉法人　みはら福祉会 理事長 井上 正人 656-0443 兵庫県南あわじ市八木養宜上字中山1018番 799433100 淡路(洲健)第41-72 令和3年8月5日
000028 9000127194 フレッシュベーカリー麦畑 656-0461 南あわじ市市円行寺298-6 799433911 その他の食料・飲料販売業 一般 竹岡 正治 淡路(洲健)第52-247 令和3年6月1日
000028 9000127203 Hotel & Resorts MINAMIAWAJI 656-0503 南あわじ市福良丙317 799523011 集団給食（３）事業所 不要許可一般 大和リゾート株式会社 代表取締役 柴山 良成 100-0005 東京都千代田区丸の内1丁目8番1号 364571551 淡路(洲健)第41-348 令和4年1月19日
000028 9000127266 柏木商店 656-0502 南あわじ市福良乙1665-4 799520071 食品製造業 不要許可一般 柏木 勝郎 平成15年6月6日
000028 9000127267 ㈱多田フィロソフィ 656-0425 南あわじ市榎列小榎列271-1 799422231 調味料製造・加工業 一般 ㈱多田フィロソフィ 代表取締役 多田 佳嗣 656-0425 兵庫県南あわじ市榎列小榎列271-1 799422231 淡路(洲健)第41-298 令和3年12月10日
000028 9000127312 ケアハウス淡路エルベ 656-0442 南あわじ市八木養宜中172-13 799426822 集団給食（４）その他 集団給食 社会福祉法人平成記念会 理事長 武久 洋三 656-0442 兵庫県南あわじ市八木養宜中172-13 799426822 淡路(洲健)第41-107 令和3年9月9日
000028 9000127321 赤穂牛乳店 656-0474 南あわじ市市市171 799421755 乳類販売業 一般 赤穂 政男 淡路(洲健)第52-249 令和3年6月1日
000028 9000127325 村上食酢醸造所 656-0426 南あわじ市榎列大榎列738 799421098 調味料製造・加工業 不要許可一般 村上 秀男 淡路(洲健)第41-133 令和3年9月29日
000028 9000127346 株式会社タツミ　水産部 656-0341 南あわじ市津井976 799380348 海藻製造・加工業 一般 株式会社タツミ 代表取締役 興津 祐扶 656-0341 兵庫県南あわじ市津井976 799380309 淡路(洲健)第41-309 令和3年12月21日
000028 9000127350 株式会社ヤマイチ 656-0332 南あわじ市湊1350-1 799365366 卵選別包装業 不要許可一般 株式会社ヤマイチ 代表取締役 山﨑 晥司 656-0332 兵庫県南あわじ市湊1350-1 799365366 淡路(洲健)第41-364 令和4年2月8日
000028 9000127362 淡路島南パーキングエリア下り線 656-0661 南あわじ市阿那賀字柿ｹ原608-8 799391150 その他の食料・飲料販売業 一般 淡路ルートサービス株式会社 代表取締役 井植 貞雄 656-2401 兵庫県淡路市岩屋2568 799732000 淡路(洲健)第52-211 令和3年6月1日
000028 9000127364 ファミリーマート淡路ファームパーク前店 656-0443 南あわじ市八木養宜上246 799433522 コンビニエンスストア 一般 斉藤 文也 淡路(洲健)第52-292 令和3年6月1日
000028 9000127495 マートキクカワ 656-0533 南あわじ市北阿万新田中43-1 799552006 百貨店、総合スーパー 一般 マートキクカワ㈲ 代表取締役 菊川 尚志 656-0533 兵庫県南あわじ市北阿万新田中43-1 799552006 淡路(洲健)第52-312 令和3年6月1日
000028 9000127500 淡路マルマサ･フード(株) 656-0531 南あわじ市北阿万伊賀野473-1 799551777 野菜果物販売業 一般 淡路マルマサ･フード株式会社 代表取締役 高川 元太郎 656-0531 兵庫県南あわじ市北阿万伊賀野473-1 799551777 淡路(洲健)第41-302 令和3年12月13日
000028 9000127524 介護老人保健施設 ケアホーム南淡路 656-0516 南あわじ市賀集福井564-7 799531653 集団給食（４）その他 集団給食 医療法人社団 南淡千遙会 理事長 武久 洋三 656-0516 兵庫県南あわじ市賀集福井560 799531553 淡路(洲健)第41-109 令和3年9月13日
000028 9000127565 介護老人保健施設ケアホーム東浦 656-2311 淡路市久留麻1869 799740504 集団給食（４）その他 集団給食 医療法人社団淡路平成会 理事長 武久 洋三 656-0442 兵庫県南あわじ市八木養宜中173 799425335 淡路(洲健)第41-130 令和3年9月29日
000028 9000127642 休暇村南淡路 656-0503 南あわじ市福良丙870-1 799520291 集団給食（３）事業所 集団給食 一般財団法人休暇村協会 代表理事 小野寺 聡 110-0015 東京都台東区東上野5丁目1-5 338458651 淡路(洲健)第41-217 令和3年11月8日
000028 9000127654 あわじ島農業協同組合　広田・倭文センター 656-0122 南あわじ市広田広田コヤノ谷1271-1 799451221 その他 一般 あわじ島農業協同組合 代表理事 原口 和幸 656-0462 兵庫県南あわじ市市青木18番地の1 799425200 淡路(洲健)第52-434 令和3年6月1日
000028 9000127675 ホワイトハウス津名店 656-1524 淡路市竹谷6-1 乳類販売業 自動販売機 コカ・コーラボトラーズジャパン株式会社 代表取締役 カリン ドラガン 105-0000 東京都港区赤坂九丁目7番1号 926418581 淡路(洲健)第52-185 令和3年6月1日
000028 9000127755 淡路菊水ファーム 656-1731 淡路市仁井587-4 799821605 食肉販売業 一般 清水 宏康 淡路(洲健)第52-172 令和3年6月1日
000028 9000127895 ホテルニューアワジ別亭　淡路夢泉景 656-0023 洲本市小路谷1052-2 799220035 その他の食料・飲料販売業 一般 株式会社ホテルニューアワジ 代表取締役 木下 紘一 656-0023 兵庫県洲本市小路谷20番地 799232200 淡路(洲健)第52-56 令和3年6月1日
000028 9000127921 洲本市立鳥飼保育園 656-1343 洲本市五色町鳥飼中317-2 799340404 集団給食（４）その他 集団給食 洲本市 洲本市長 竹内 通弘 656-0025 兵庫県洲本市本町３丁目4-10 799221333 淡路(洲健)第41-185 令和3年11月1日
000028 9000127955 休暇村 南淡路 656-0503 南あわじ市福良丙870-1 799520291 その他の食料・飲料販売業 一般 一般財団法人休暇村協会 代表理事 小野寺 聡 110-8601 東京都台東区東上野5丁目1-5日新上野ビル5階 338458651 淡路(洲健)第52-310 令和3年6月1日
000028 9000127956 中原水産（加工場） 656-0011 洲本市炬口1丁目１-41 799221405 食品製造業 不要許可一般 中原水産有限会社 中原 章晴 656-0011 兵庫県洲本市炬口1丁目１-41 799221405 平成18年4月17日
000028 9000127958 中原水産（包装場） 656-0011 洲本市炬口1丁目1-44 799221406 食品製造業 不要許可一般 中原水産有限会社 中原 章晴 656-0011 兵庫県洲本市炬口1丁目1-41 799221406 平成18年4月17日
000028 9000127962 松幸丸水産株式会社 656-1602 淡路市育波363 799840377 魚介類販売業 一般 松幸丸水産(株) 代表取締役 松浪 達也 656-1602 兵庫県淡路市育波363 799840377 淡路(洲健)第52-98 令和3年6月1日
000028 9000127971 北坂養鶏場ＧＰセンター 656-1602 淡路市育波2442 799840510 卵選別包装業 不要許可一般 北坂 勝 淡路(洲健)第41-163 令和3年10月29日
000028 9000128038 業務スーパー　洲本店 656-0014 洲本市桑間681番地 799253361 百貨店、総合スーパー 一般 株式会社　庄司酒店 代表取締役 庄司 健志 772-0002 徳島県鳴門市撫養町斎田字岩崎16-1 886863637 淡路(洲健)第52-34 令和3年6月1日
000028 9000128089 五色町ふれあい交流施設ゆ～ゆ～ファイブ 656-1301 洲本市五色町都志1130 799331601 乳類販売業 一般 一般財団法人五色ふるさと振興公社 理事長 浜辺 学 656-1301 兵庫県洲本市五色町都志1087 799331600 淡路(洲健)第52-49 令和3年6月1日
000028 9000128176 三洋エナジー東浦(株) 656-2303 淡路市小磯1-1 799740331 乳類販売業 自動販売機 コカ・コーラボトラーズジャパン株式会社 代表取締役 カリン ドラガン 105-0000 東京都港区赤坂九丁目7番1号 926418581 淡路(洲健)第52-169 令和3年6月1日
000028 9000128217 マルナカ南あわじ店 656-0321 南あわじ市志知143 799373205 百貨店、総合スーパー 一般 マックスバリュ西日本株式会社 代表取締役 平尾 健一 732-0814 広島県広島市南区段原南1丁目3番52号 825358500 淡路(洲健)第52-255 令和3年6月1日
000028 9000128219 坂口漬物加工場 656-1501 淡路市尾崎3669-1 799850740 食品製造業 不要許可一般 坂口 美三子 平成18年12月6日
000028 9000128246 マルイ食品有限会社 656-0025 洲本市本町1丁目4-4 799221152 その他の食料品製造・加工業 不要許可一般 マルイ食品有限会社 代表取締役 池田 慈仁 656-0025 兵庫県洲本市本町1丁目4-4 799221152 淡路(洲健)第41-397 令和4年3月24日
000028 9000128249 ＊ 656-2301 淡路市楠本115-4 799743896 食品製造業 不要許可一般 違口 明男 平成19年1月15日
000028 9000128269 梶原 656-2542 洲本市由良町内田557-1 食品製造業 不要許可一般 梶原 * 平成19年1月31日
000028 9000128273 ファミリーマート洲本上物部店 656-0053 洲本市上物部２丁目２－７４ 799244173 コンビニエンスストア 一般 株式会社　尋 代表取締役 沖田 浩史 656-0023 兵庫県洲本市小路谷1281-5 799244155 淡路(洲健)第52-67 令和3年6月1日
000028 9000128332 特別養護老人ホームゆうらぎ  養護老人ホーム北淡荘 656-1602 淡路市育波558-2 799841717 集団給食（４）その他 集団給食 社会福祉法人　千鳥会 理事長 吉村 秀樹 656-2151 兵庫県淡路市大町畑字丈尺597-4 799625100 淡路(洲健)第41-273 令和3年11月29日
000028 9000128353 ﾌﾛｰﾗﾙ（農産物直売所） 656-2305 淡路市浦623 799752387 食品製造業 不要許可一般 松下 靖仁 平成19年4月16日
000028 9000128375 社会福祉法人千鳥会 656-1602 淡路市育波558－2 799841717 乳類販売業 自動販売機 コカ・コーラボトラーズジャパン株式会社 代表取締役 カリン ドラガン 105-0000 東京都港区赤坂九丁目7番1号 926418581 淡路(洲健)第52-103 令和3年6月1日
000028 9000128392 (株)淡路島フルーツ農園　果の実 656-1523 淡路市上河合674 799852696 農産保存食料品製造・加工業 一般 株式会社淡路島フルーツ農園 代表取締役 中谷 學 656-1523 兵庫県淡路市上河合173 799852696 淡路(洲健)第41-304 令和3年12月15日
000028 9000128501 スーパーキンキ　志筑本店 656-2131 淡路市志筑1381-3 799621535 百貨店、総合スーパー 一般 株式会社　津名ショッピングセンター 五十嵐 雅裕 656-2131 兵庫県淡路市志筑1381-3 799621535 淡路(洲健)第52-147 令和3年6月1日
000028 9000128517 翠鳳第一病院 656-0122 南あわじ市広田広田字畑田134-1 799450099 集団給食（２）病院・診療所 集団給食 医療法人社団　翠鳳会 理事長 美摩 ひろ 656-0122 兵庫県南あわじ市広田広田字畑田134-1 799450099 淡路(洲健)第41-207 令和3年11月1日
000028 9000128573 郡家丸 656-1511 淡路市郡家72-2 799852357 食品製造業 不要許可一般 森田 幸三 平成19年12月28日
000028 9000128659 特別養護老人ホーム 淡路ふくろうの郷 656-0002 洲本市中川原町中川原字東山28番地１ 799258550 集団給食（４）その他 集団給食 社会福祉法人ひょうご聴覚障害者福祉事業協会 理事長 大矢 暹 656-0002 兵庫県洲本市中川原町中川原字東山28番地１ 799258550 淡路(洲健)第41-268 令和3年11月26日
000028 9000128662 ココカラファイン　東浦店 656-2305 淡路市浦697番地 799745589 その他の食料・飲料販売業 一般 株式会社ココカラファインヘルスケア 塚本 厚志 222-0033 神奈川県横浜市港北区新横浜三丁目17番6号 455485996 淡路(洲健)第52-107 令和3年6月1日
000028 9000128676 社会福祉法人育成会 656-0141 南あわじ市広田広田637 799450412 集団給食（４）その他 集団給食 社会福祉法人育世会 理事長 鎌田 聖子 656-0141 兵庫県南あわじ市広田広田637 799450412 淡路(洲健)第41-128 令和3年9月28日
000028 9000128732 坂口商店 656-1341 洲本市五色町都志角川1010－1 799330029 その他の食料・飲料販売業 一般 坂口 好美 淡路(洲健)第52-51 令和3年6月1日
000028 9000128739 ミツ精機㈱　（多賀工場） 656-1522 淡路市下河合301 799851133 コップ式自動販売機（自動洗浄・屋内設置） 自動販売機 サントリービバレッジソリューション株式会社 代表取締役 及川 剛 160-0023 東京都新宿区西新宿八丁目17番１号 353210400 淡路(洲健)第52-336 令和3年6月1日
000028 9000128753 三洋エナジー南淡三原工場Ｂ棟  １Ｆパック 656-0422 南あわじ市榎列上幡多1441-1 799427780 乳類販売業 自動販売機 コカ・コーラボトラーズジャパン株式会社 代表取締役 カリン ドラガン 105-0000 東京都港区赤坂九丁目7番1号 926418581 淡路(洲健)第52-226 令和3年6月1日
000028 9000128765 三洋電機多目的ホール１Ｆ 656-0017 洲本市上内膳222－1 799244111 乳類販売業 自動販売機 コカ・コーラボトラーズジャパン株式会社 代表取締役 カリン ドラガン 105-0000 東京都港区赤坂九丁目7番1号 926418581 淡路(洲健)第52-63 令和3年6月1日
000028 9000128769 南あわじリフレッシュ交流ハウス　ゆーぷる656-0534 南あわじ市北阿万筒井1509の1 乳類販売業 自動販売機 榎本 敬子 淡路(洲健)第52-314 令和3年6月1日
000028 9000128783 淡路島ブルーベリー園 656-1325 洲本市五色町鮎原南谷484 799320415 食品製造業 不要許可一般 板東 浩 平成20年5月22日
000028 9000128798 洲本実業高校　購買部 656-0012 洲本市宇山２丁目８番６５号 799243966 乳類販売業 自動販売機 コカ・コーラボトラーズジャパン株式会社 代表取締役 カリン ドラガン 105-0000 東京都港区赤坂九丁目7番1号 926418581 淡路(洲健)第52-13 令和3年6月1日
000028 9000128864 ローソン洲本安乎店 656-2121 洲本市安乎町平安浦1896番地1 799281733 コンビニエンスストア 一般 坂本 和彦 淡路(洲健)第52-7 令和3年6月1日
000028 9000129011 マルナカ東浦店 656-2311 淡路市久留麻27-2 799752235 百貨店、総合スーパー 一般 マックスバリュ西日本株式会社 代表取締役 平尾 健一 732-0814 広島県広島市南区1丁目3番52号 878868686 淡路(洲健)第52-136 令和3年6月1日
000028 9000129078 三洋エナジーロジスティクス株式会社 656-2303 淡路市小磯1-1 799740331 コップ式自動販売機（自動洗浄・屋内設置） 自動販売機 サントリービバレッジソリューション株式会社 代表取締役 及川 剛 160-0023 東京都新宿区西新宿八丁目17番１号 353210400 淡路(洲健)第52-337 令和3年6月1日
000028 9000129093 マルハ物産（株） 656-0016 洲本市下内膳510 799224407 その他の食料・飲料販売業 一般 マルハ物産（株） 代表取締役 島野 和広 656-0016 兵庫県洲本市下内膳510番地 799224407 淡路(洲健)第52-29 令和3年6月1日
000028 9000129123 洲本こども園 656-0025 洲本市本町7丁目4-25 799220897 集団給食（４）その他 集団給食 社会福祉法人　三愛会 理事長 三倉 めぐみ 656-0025 兵庫県洲本市本町7丁目4-25 799220897 淡路(洲健)第41-192 令和3年11月1日
000028 9000129125 大畑麗子 656-1606 淡路市室津93-2 799840075 食品製造業 不要許可一般 大畑 麗子 平成21年3月16日
000028 9000129133 原田倉庫（Ｈ＆Ｓ） 656-2323 淡路市河内694 799743791 食品製造業 不要許可一般 原田 絹子 平成21年3月19日
000028 9000129137 三洋エナジー南淡三原工場（食堂）パック 656-0422 南あわじ市榎列上幡多1370 乳類販売業 自動販売機 コカ・コーラボトラーズジャパン株式会社 代表取締役 カリン ドラガン 105-0000 東京都港区赤坂九丁目7番1号 926418581 淡路(洲健)第52-222 令和3年6月1日
000028 9000129139 三洋エナジー南淡三原工場(中央公園)  森永パック 656-0422 南あわじ市榎列上幡多1370 乳類販売業 自動販売機 コカ・コーラボトラーズジャパン株式会社 代表取締役 カリン ドラガン 105-0000 東京都港区赤坂九丁目7番1号 926418581 淡路(洲健)第52-223 令和3年6月1日
000028 9000129141 三洋エナジー南淡三原工場(Ｎ公園)明治ﾊﾟｯｸ 656-0422 南あわじ市榎列上幡多1370 乳類販売業 自動販売機 コカ・コーラボトラーズジャパン株式会社 代表取締役 カリン ドラガン 105-0000 東京都港区赤坂九丁目7番1号 926418581 淡路(洲健)第52-224 令和3年6月1日
000028 9000129192 マイマルシェ　あわ津名市場 656-2163 淡路市中田井ノ尻299-6 799625561 百貨店、総合スーパー 不要許可一般 株式会社　マイ・マート 代表取締役 橋本 琢万 656-0101 兵庫県洲本市納85-1 799262866 淡路(洲健)第41-358 令和4年1月25日
000028 9000129212 コーナンホームストック淡路東浦店 656-2311 淡路市久留麻2068-1 799752470 百貨店、総合スーパー 一般 コーナン商事株式会社 代表取締役 疋田 直太郎 593-8324 大阪府堺市西区鳳東町4丁401番地１ 663971621 淡路(洲健)第41-142 令和3年10月18日
000028 9000129295 大谷商店 656-0661 南あわじ市阿那賀60 799390512 その他の食料・飲料販売業 一般 大谷 清 淡路(洲健)第52-209 令和3年6月1日
000028 9000129299 養護盲老人ホーム　五色園 656-1344 洲本市五色町鳥飼浦2277-3 799340550 集団給食（４）その他 集団給食 社会福祉法人壷阪寺聚徳会 理事長 常盤 勝範 635-0102 奈良県高市郡高取町壷阪3番地 744523688 淡路(洲健)第41-176 令和3年11月1日
000028 9000129303 日本香堂 656-1503 淡路市遠田2735-1 799850476 コップ式自動販売機（自動洗浄・屋内設置） 自動販売機 サントリービバレッジソリューション株式会社 代表取締役 及川 剛 160-0023 東京都新宿区西新宿八丁目17番１号 353210400 淡路(洲健)第52-338 令和3年6月1日
000028 9000129318 紋六 656-2401 淡路市岩屋1335 799723825 乳類販売業 一般 松林 陽子 淡路(洲健)第52-114 令和3年6月1日



000028 9000129375 奥谷氷販売店 656-0053 洲本市上物部2丁目1-34 799221615 氷雪販売業 一般 井上 正弘 淡路(洲健)第52-331 令和3年6月1日
000028 9000129408 東浦物産館　ゆめの浜 656-2305 淡路市浦657東浦物産館1Ｆ 799752268 その他の食料・飲料販売業 一般 藤村 良男 淡路(洲健)第52-106 令和3年6月1日
000028 9000129418 C-RIZE28　パック 656-0511 南あわじ市賀集八幡21-1 乳類販売業 自動販売機 コカ・コーラボトラーズジャパン株式会社 代表取締役 カリン ドラガン 105-0000 東京都港区赤坂九丁目7番1号 926418581 淡路(洲健)第52-227 令和3年6月1日
000028 9000129456 洲本市立安乎保育所 656-2122 洲本市安乎町中田9番地1 799280173 集団給食（４）その他 集団給食 洲本市 洲本市長 竹内 通弘 656-0025 兵庫県洲本市本町3丁目4番10号 799221333 淡路(洲健)第41-180 令和3年11月1日
000028 9000129474 鈴木商店 656-1602 淡路市育波307 799840163 その他の食料・飲料販売業 一般 鈴木 美沙子 淡路(洲健)第52-97 令和3年6月1日
000028 9000129507 淡路市立北淡認定こども園 656-1742 淡路市浅野神田116 799820555 集団給食（４）その他 集団給食 淡路市 淡路市長 門 康彦 656-2225 兵庫県淡路市生穂新島8 799642134 淡路(洲健)第41-170 令和3年11月1日
000028 9000129550 淡路市立給食センター 656-2225 淡路市生穂新島8-6 799642131 集団給食（１）学校 不要許可一般 淡路市 淡路市長 門 康彦 656-2225 兵庫県淡路市生穂新島8 799640001 淡路(洲健)第41-334 令和4年1月14日
000028 9000129585 喜田喜酒店 656-0478 南あわじ市市福永550-2-1 799420026 その他の食料・飲料販売業 一般 喜田 裕之 淡路(洲健)第52-332 令和3年6月1日
000028 9000129599 株式会社山田海産物 656-0503 南あわじ市福良丙28-18 799520194 食品製造業 不要許可一般 株式会社山田海産物 代表取締役 山田 洋 656-0503 兵庫県南あわじ市福良丙28-18 799520194 平成22年4月30日
000028 9000129636 ローソン津名一宮インター店 656-2163 淡路市中田2979-5 799625858 コンビニエンスストア 一般 成瀬 英樹 淡路(洲健)第52-189 令和3年6月1日
000028 9000129676 ファミリーマート洲本海岸通店 656-0026 洲本市栄町1-1-22 799252577 コンビニエンスストア 一般 株式会社　尋 代表取締役 沖田 浩史 656-0023 兵庫県洲本市小路谷1281-5 799244155 淡路(洲健)第52-14 令和3年6月1日
000028 9000129683 イオン洲本店南正面入り口  エスカレーター下 656-0021 洲本市塩屋1-1-8 799232150 コップ式自動販売機（自動洗浄・屋内設置） 自動販売機 サントリービバレッジソリューション株式会社 代表取締役 及川 剛 160-0023 東京都新宿区西新宿八丁目17番１号 353210400 淡路(洲健)第52-339 令和3年6月1日
000028 9000129684 イオン洲本店１ＦＳＳＭ側エスカ下 656-0021 洲本市塩屋1-1-8 799232150 コップ式自動販売機（自動洗浄・屋内設置） 自動販売機 サントリービバレッジソリューション株式会社 代表取締役 及川 剛 160-0023 東京都新宿区西新宿八丁目17番１号 353210400 淡路(洲健)第52-340 令和3年6月1日
000028 9000129686 イオン洲本店２F従業員食堂 656-0021 洲本市塩屋1-1-8 799232150 コップ式自動販売機（自動洗浄・屋内設置） 自動販売機 サントリービバレッジソリューション株式会社 代表取締役 及川 剛 160-0023 東京都新宿区西新宿八丁目17番１号 353210400 淡路(洲健)第52-341 令和3年6月1日
000028 9000129693 ウエルシア南あわじ三原店 656-0477 南あわじ市市徳長674-2 799423715 百貨店、総合スーパー 一般 ウエルシア薬局株式会社 代表取締役 松本 忠久 101-0021 東京都千代田区外神田二丁目2番15号 352095677 淡路(洲健)第41-114 令和3年9月14日
000028 9000129750 関西リハビリテーション専門学校 656-2132 淡路市志筑新島7-4 799603600 乳類販売業 自動販売機 コカ・コーラボトラーズジャパン株式会社 代表取締役 カリン ドラガン 105-0000 東京都港区赤坂九丁目7番1号 926418581 淡路(洲健)第52-160 令和3年6月1日
000028 9000129753 医療法人　新淡路病院 656-0015 洲本市上加茂43番 799221534 集団給食（２）病院・診療所 集団給食 医療法人　新淡路病院 理事長 金藤 公人 656-0015 兵庫県洲本市上加茂43番 799221534 淡路(洲健)第41-187 令和3年11月1日
000028 9000129764 ウエルシア津名一宮インター店 656-2163 淡路市中田2994-1 799647755 百貨店、総合スーパー 一般 ウエルシア薬局株式会社 代表取締役 松本 忠久 101-0021 東京都千代田区外神田二丁目2番15号 352095677 淡路(洲健)第41-125 令和3年9月22日
000028 9000129791 沖物産(株)福良工場 656-0501 南あわじ市福良甲135-14 799520180 その他 一般 沖物産株式会社 代表取締役 村上 俊二 656-2131 兵庫県淡路市志筑3112-10 799626060 淡路(洲健)第52-435 令和3年6月1日
000028 9000129828 マクドナルドイオン淡路店 656-2132 淡路市志筑新島10-2 799602057 乳類販売業 一般 (株)ヌバ 代表取締役 坂本 真 656-0021 兵庫県洲本市塩屋300-4 799241868 淡路(洲健)第52-155 令和3年6月1日
000028 9000129829 マクドナルドイオン洲本店 656-0021 洲本市塩屋1丁目1-8 799252272 乳類販売業 一般 株式会社ヌバ 代表取締役 坂本 真 656-0021 兵庫県洲本市塩屋300番地の4 799241868 淡路(洲健)第52-16 令和3年6月1日
000028 9000129830 マクドナルド洲本インター店 656-0101 洲本市納字横竹311-1 799230022 乳類販売業 一般 （株）ヌバ 代表取締役 坂本 真 656-0021 兵庫県洲本市塩屋300-4 799241868 淡路(洲健)第52-77 令和3年6月1日
000028 9000129841 大洋冷蔵 656-0477 南あわじ市市徳長688 799421207 その他 一般 ㈱多田フィロソフィ 代表取締役 多田 佳嗣 656-0425 兵庫県南あわじ市榎列小榎列271-1 799422231 淡路(洲健)第52-436 令和3年6月1日
000028 9000129892 株式会社　住吉屋　営業本部　加工センター 656-0483 南あわじ市志知中島1004-1 799427224 その他の食料・飲料販売業 一般 株式会社　住吉屋 代表取締役 住山 勝也 656-0332 兵庫県南あわじ市湊295 799427224 淡路(洲健)第52-257 令和3年6月1日
000028 9000129901 橋詰水産 656-0502 南あわじ市福良乙146 799520213 海藻製造・加工業 不要許可一般 橋詰 久 淡路(洲健)第41-361 令和4年2月2日
000028 9000130086 海月館 656-0022 洲本市海岸通1丁目3-11 799221100 その他の食料・飲料販売業 一般 株式会社かいげつ 代表取締役 齋藤 敦夫 656-0022 兵庫県洲本市海岸通一丁目3番11号 799221100 淡路(洲健)第52-30 令和3年6月1日
000028 9000130142 マイ・マート北淡店 656-1741 淡路市浅野南98-1 799823066 百貨店、総合スーパー 一般 株式会社　マイ・マート 代表取締役 656-0101 兵庫県洲本市納85-1 799260080 淡路(洲健)第52-177 令和3年6月1日
000028 9000131475 株式会社　フローラルアイランド 656-2305 淡路市浦642-1 799752387 その他の食料・飲料販売業 一般 株式会社　フローラルアイランド 代表取締役 大木 章男 656-2305 兵庫県淡路市浦642-1 799752387 淡路(洲健)第52-105 令和3年6月1日
000028 9000132228 三洋エナジー南淡（裏門休憩コーナー） 656-0513 南あわじ市賀集野田407 799531121 乳類販売業 自動販売機 コカ・コーラボトラーズジャパン株式会社 代表取締役 カリン ドラガン 105-0000 東京都港区赤坂九丁目7番1号 926418581 淡路(洲健)第52-236 令和3年6月1日
000028 9000132229 三洋エナジー南淡（厚生棟下休憩所） 656-0513 南あわじ市賀集野田407 乳類販売業 自動販売機 コカ・コーラボトラーズジャパン株式会社 代表取締役 カリン ドラガン 105-0000 東京都港区赤坂九丁目7番1号 926418581 淡路(洲健)第52-237 令和3年6月1日
000028 9000132864 魚増水産(株)冷蔵庫 656-1711 淡路市富島1994 799820609 その他 一般 魚増水産(株) 代表取締役 宗和 文弘 656-1711 兵庫県淡路市富島1190 799822812 淡路(洲健)第52-437 令和3年6月1日
000028 9000133535 地域密着型老人ホームほほえみ 656-2311 淡路市久留麻28-41 799743330 集団給食（４）その他 集団給食 社会福祉法人　千鳥会 理事長 吉村 秀樹 656-2151 兵庫県淡路市大町畑字丈尺597-4 799640800 淡路(洲健)第41-75 令和3年8月6日
000028 9000133711 株式会社ニコマート 656-1602 淡路市育波460-8 799804255 百貨店、総合スーパー 一般 株式会社ニコマート 代表取締役 石岡 美智子 656-2305 兵庫県淡路市浦717-8 799804255 淡路(洲健)第52-100 令和3年6月1日
000028 9000133807 仲田青果 656-0474 南あわじ市市市350-1･350-2 799420418 その他 一般 仲田 薫 淡路(洲健)第52-439 令和3年6月1日
000028 9000134106 株式会社トマリ 656-0501 南あわじ市福良甲525-3 799520032 精穀・製粉業 一般 株式会社トマリ 代表取締役 泊 泰秀 656-0501 兵庫県南あわじ市福良甲525-3 799520032 淡路(洲健)第41-81 令和3年8月16日
000028 9000134110 美湯 松帆の郷 656-2401 淡路市岩屋3570-77 799732333 その他の食料・飲料販売業 一般 (株)キャトルセゾン松帆 代表取締役 岸本 保 656-2401 兵庫県淡路市岩屋3570-4 799732333 淡路(洲健)第52-127 令和3年6月1日
000028 9000134375 洲本たちばなプラス 656-0054 洲本市宇原358-5 799253601 集団給食（４）その他 集団給食 社会福祉法人　洲本たちばな福祉会 理事長 伊富貴 幸廣 656-2541 兵庫県洲本市由良1丁目6-7 799270146 淡路(洲健)第41-240 令和3年11月15日
000028 9000134500 南淡郵便局 656-0501 南あわじ市福良甲512-54 799522050 コップ式自動販売機（自動洗浄・屋内設置） 自動販売機 サントリービバレッジソリューション株式会社 代表取締役 及川 剛 160-0023 東京都新宿区西新宿八丁目17番１号 356771750 淡路(洲健)第52-342 令和3年6月1日
000028 9000134740 The　Classic 656-0025 洲本市本町4丁目3-23 799255060 乳類販売業 自動販売機 サントリービバレッジソリューション株式会社 代表取締役 及川 剛 160-0023 東京都新宿区西新宿八丁目17番１号 353210400 淡路(洲健)第52-86 令和3年6月1日
000028 9000134783 株式会社ショーゼン 656-2154 淡路市木曽下162-3 799626888 その他 一般 株式会社ショーゼン 代表取締役 五反田 哲男 656-2154 兵庫県淡路市木曽下162-3 799626888 淡路(洲健)第52-438 令和3年6月1日
000028 9000135633 マクドナルド28号南淡路店 656-0511 南あわじ市賀集八幡394 799503302 乳類販売業 一般 株式会社ヌバ 代表取締役 坂本 真 656-0021 兵庫県洲本市塩屋300-4 799241868 淡路(洲健)第52-229 令和3年6月1日
000028 9000136159 株式会社いづも庵 656-2131 淡路市志筑65-1 799620839 氷雪販売業 一般 株式会社いづも庵 代表取締役 出雲 文人 656-2131 兵庫県淡路市志筑1569-9 799620839 淡路(洲健)第52-333 令和3年6月1日
000028 9000136495 ファミリーマート賀集八幡店 656-0511 南あわじ市賀集八幡414-1 799530301 コンビニエンスストア 一般 真浦 一也 淡路(洲健)第52-230 令和3年6月1日
000028 9000136609 児童養護施設聖智学園 656-2131 淡路市志筑1542-1 799624491 集団給食（４）その他 集団給食 社会福祉法人　椎の木会 理事長 三浦 義昭 656-2131 兵庫県淡路市志筑1542番地1 799624491 淡路(洲健)第41-117 令和3年9月16日
000028 9000136837 三洋エナジー南淡2Fラウンジ 656-0513 南あわじ市賀集野田407 799531121 乳類販売業 自動販売機 コカ・コーラボトラーズジャパン株式会社 代表取締役 カリン ドラガン 105-0000 東京都港区赤坂九丁目7番1号 926418581 淡路(洲健)第52-238 令和3年6月1日
000028 9000136978 みどりの家 656-0122 南あわじ市広田広田424-1 799451124 集団給食（４）その他 不要許可一般 社会福祉法人　緑風会 理事長 清川 とし子 656-0131 兵庫県南あわじ市広田中筋1025-19 799451718 淡路(洲健)第41-337 令和4年1月14日
000028 9000136987 コンパスグループ・ジャパン株式会社 656-0543 南あわじ市阿万塩屋町757-39国立淡路青少年交流の家内 799550085 その他の食料・飲料販売業 一般 コンパスグループ・ジャパン株式会社 代表取締役 石田 隆嗣 104-0045 東京都中央区築地五丁目５番12号 335440351 淡路(洲健)第52-214 令和3年6月1日
000028 9000137038 小規模多機能施設　風らん 656-0511 南あわじ市賀集八幡字中山541-7 799501051 集団給食（４）その他 集団給食 社会福祉法人　淡路島福祉会 理事長 八木 康公 656-0446 兵庫県南あわじ市八木寺内字池尻373番地の1 799425899 淡路(洲健)第41-327 令和4年1月11日
000028 9000137635 第五住吉丸 656-1531 淡路市江井3263-1 799861679 食品製造業 不要許可一般 山下 孝清 平成24年11月15日
000028 9000137822 のじまスコーラマルシェ 656-1721 淡路市野島蟇浦841-5 799821820 その他の食料・飲料販売業 一般 株式会社パソナふるさとインキュベーション 代表取締役 瀬川 康弘 656-1721 兵庫県淡路市野島蟇浦841-5 799824838 淡路(洲健)第52-205 令和3年6月1日
000028 9000137982 洲本市五色地域福祉センター 656-1334 洲本市五色町広石中90番地の5 799351166 集団給食（４）その他 集団給食 社会福祉法人　洲本市社会福祉協議会 会長 廣地 タマヘ 656-0024 兵庫県洲本市山手二丁目2番26号 799260022 淡路(洲健)第41-164 令和3年10月29日
000028 9000138365 チューリップハウス農園 656-1317 洲本市五色町鮎原小山田89 799302260 食品製造業 不要許可一般 農業生産法人　株式会社チューリップハウス農園 代表 藤本 映子 656-1317 兵庫県洲本市五色町鮎原小山田89 平成25年1月18日
000028 9000138443 ファミリーマート都志店 656-1301 洲本市五色町都志247番地 799303370 コンビニエンスストア 一般 西 徹也 淡路(洲健)第52-50 令和3年6月1日
000028 9000138801 産直市場　おのころ畑 656-2142 淡路市塩田新島8番地5 799621192 その他の食料・飲料販売業 一般 株式会社ＯＮＯＫＯＲＯ 代表取締役 津田 豊 656-2142 兵庫県淡路市塩田新島8番地5 799621192 淡路(洲健)第52-109 令和3年6月1日
000028 9000138819 ええもんうまいもん本舗 656-2142 淡路市塩田新島8番地5 799621192 その他の食料・飲料販売業 一般 株式会社ＯＮＯＫＯＲＯ 代表取締役 津田 豊 656-2142 兵庫県淡路市塩田新島8番地5 799621192 淡路(洲健)第52-110 令和3年6月1日
000028 9000138946 KUSAKA HOUSE 656-1521 淡路市多賀1197-1 799704563 農産保存食料品製造・加工業 一般 名手 けい子 淡路(洲健)第41-211 令和3年11月2日
000028 9000138968 沼島総合観光案内所　よしじん 656-0961 南あわじ市沼島2400 799536665 その他の食料・飲料販売業 一般 磯﨑 剛 淡路(洲健)第52-268 令和3年6月1日
000028 9000139595 さんゆ～館 656-0451 南あわじ市神代社家2332 799433939 乳類販売業 自動販売機 榎本 敬子 淡路(洲健)第52-270 令和3年6月1日
000028 9000139654 売店「グリーンリーブスモール」 656-0021 洲本市塩屋1丁目1番137号淡路医療センター内1F 799221200 その他の食料・飲料販売業 一般 株式会社光洋 代表取締役 高木 孝昌 236-0004 神奈川県横浜市金沢区福浦一丁目5番1号 457012203 淡路(洲健)第52-18 令和3年6月1日
000028 9000139816 新生食品㈱ 656-0477 南あわじ市市徳長670 799424045 その他の食料品製造・加工業 一般 新生食品株式会社 代表取締役 堀川 明広 656-0477 兵庫県南あわじ市市徳長670 799424045 淡路(洲健)第41-301 令和3年12月13日
000028 9000140220 イオン南淡路店 656-0511 南あわじ市賀集八幡北378-1 799502050 自動販売機（要届出のコップ式自動販売機及び要許可を除く） 自動販売機 株式会社　ゼコー 代表取締役 庄野 道彦 816-0093 福岡県福岡市博多区那珂6-1-2 924612515 淡路(洲健)第52-359 令和3年6月1日
000028 9000141300 デイサービスセンター　元気の家 656-0122 南あわじ市広田広田460-1 799443335 集団給食（４）その他 集団給食 D.DREAMS合同会社 代表社員 伊達 弘泰 656-0122 兵庫県南あわじ市広田広田464-1 799452433 淡路(洲健)第41-313 令和3年12月22日
000028 9000141358 ファミリーマート志筑店 656-2131 淡路市志筑3111-13 799600103 コンビニエンスストア 一般 株式会社　尋 代表取締役 沖田 浩史 656-0023 兵庫県洲本市小路谷1281-5 799244155 淡路(洲健)第52-151 令和3年6月1日
000028 9000141457 ドラッグコスモス洲本インター店 656-0055 洲本市大野1855 799252622 その他の食料・飲料販売業 一般 株式会社コスモス薬品 代表取締役 横山 英昭 812-0013 福岡県福岡市博多区博多駅東2丁目10番1号第一福岡ビルＳ館４階 924330660 淡路(洲健)第52-69 令和3年6月1日
000028 9000141491 ＪＡ淡路日の出　洲本支店 656-0051 洲本市物部3-5-27 799221120 食肉販売業 一般 鮎原物産株式会社 代表取締役 山口 晃正 656-1325 兵庫県洲本市五色町鮎原南谷429 799222977 淡路(洲健)第52-79 令和3年6月1日
000028 9000141699 ファミリーマート　淡路かもり店 656-0427 南あわじ市榎列松田字西ノ内706-6 799435131 コンビニエンスストア 一般 斉藤 文也 淡路(洲健)第52-121 令和3年6月1日
000028 9000141894 Hotel & Resorts MINAMIAWAJI  ショッピングプラザ 656-0503 南あわじ市福良丙317 799523011 その他の食料・飲料販売業 一般 大和リゾ－ト株式会社 代表取締役 柴山 良成 100-0005 東京都千代田区丸の内1丁目8番1号 364571551 淡路(洲健)第52-309 令和3年6月1日
000028 9000142606 Ｙマート・ヤマナカ 656-2541 洲本市由良2丁目3-13 799270170 その他の食料・飲料販売業 一般 山中 美加 淡路(洲健)第52-92 令和3年6月1日
000028 9000143151 ファミリーマート 洲本バイパス店 656-0055 洲本市大野字平成1865番他1筆(1866番) 799252025 コンビニエンスストア 一般 株式会社 尋 代表取締役 沖田 浩史 656-0023 兵庫県洲本市小路谷1281-5 799244155 淡路(洲健)第52-71 令和3年6月1日
000028 9000143986 あっとホーム　くにうみ 656-0446 南あわじ市八木寺内1123-1 799433000 集団給食（４）その他 不要許可一般 医療法人社団　うしお会 理事長 八木 康公 656-0446 兵庫県南あわじ市八木寺内1147 799426188 淡路(洲健)第41-336 令和4年1月14日
000028 9000144404 キクカワストアー(有) 656-0501 南あわじ市福良甲1530-16 799531323 百貨店、総合スーパー 一般 キクカワストアー有限会社 代表取締役 菊川 仁司 656-0501 兵庫県南あわじ市福良甲1530-16 799531323 淡路(洲健)第52-302 令和3年6月1日
000028 9000144584 福良マルシェ 656-0501 南あわじ市福良甲1530-2 799521244 その他の食料・飲料販売業 一般 ジョイポート南淡路株式会社 代表取締役 鎌田 勝義 656-0501 兵庫県南あわじ市福良甲1528番地4地先 799520054 淡路(洲健)第52-303 令和3年6月1日
000028 9000145006 いづかしの杜　なんでも屋 656-1731 淡路市仁井65-3 799802678 その他の食料・飲料販売業 一般 社会福祉法人　淡路市社会福祉協議会 理事長 小南 廣之 656-2131 兵庫県淡路市志筑3119-1 799625215 淡路(洲健)第52-173 令和3年6月1日
000028 9000145086 ローソン　南あわじ市青木店 656-0462 南あわじ市市青木142-1 799426150 コンビニエンスストア 一般 株式会社　ベクトル 代表取締役 喜田 修司 656-0517 兵庫県南あわじ市賀集生子355-2 799531382 淡路(洲健)第52-250 令和3年6月1日
000028 9000145326 宅配クック１２３　南あわじ店 656-0332 南あわじ市湊1126-9 799373224 乳類販売業 一般 有限会社イチイ 代表取締役 井神 一博 656-0332 兵庫県南あわじ市湊1126-9 799372063 淡路(洲健)第52-318 令和3年6月1日
000028 9000145343 熊橋商店 656-0331 南あわじ市湊里1390-2 799363157 その他の食料・飲料販売業 一般 熊橋 耕治 淡路(洲健)第52-320 令和3年6月1日
000028 9000145757 三洋電機食堂 656-0017 洲本市上内膳222-1 799232803 乳類販売業 自動販売機 コカ・コーラボトラーズジャパン株式会社 代表取締役 カリン ドラガン 105-0000 東京都港区赤坂九丁目7番1号 926418581 淡路(洲健)第52-64 令和3年6月1日
000028 9000145881 道の駅あわじ 656-2401 淡路市岩屋1873-1 799720201 その他の食料・飲料販売業 一般 株式会社淡路観光開発公社 代表取締役 西田 利行 656-2401 兵庫県淡路市岩屋1187-1 799720201 淡路(洲健)第41-267 令和3年11月26日
000028 9000146643 セブン－イレブン 淡路中田 店 656-2163 淡路市中田2957-3 799620601 コンビニエンスストア 一般 吉田 富喜 淡路(洲健)第52-188 令和3年6月1日
000028 9000146868 セブン―イレブン洲本小路谷 店 656-0023 洲本市小路谷196-1 799227017 コンビニエンスストア 一般 髙田 千年 淡路(洲健)第52-60 令和3年6月1日
000028 9000147493 セブン－イレブン南あわじ賀集野田 店 656-0513 南あわじ市賀集野田220 799540511 コンビニエンスストア 一般 加藤 沙弥香 淡路(洲健)第52-235 令和3年6月1日
000028 9000147694 SUPER　CENTER　PLANT　淡路店 656-2132 淡路市志筑新島9-7 799601270 百貨店、総合スーパー 一般 株式会社　PLANT 代表取締役 三ツ田 佳史 919-0521 福井県坂井市坂井町下新庄15-8-1 776720300 淡路(洲健)第52-161 令和3年6月1日
000028 9000147790 ＭＡＳＵＩ（マスイ） 656-0516 南あわじ市賀集福井550-2 799531039 その他の食料・飲料販売業 一般 増井 明子 淡路(洲健)第52-234 令和3年6月1日
000028 9000147881 ローソン淡路志筑天神店 656-2131 淡路市志筑天神1188-1 799627048 コンビニエンスストア 一般 成瀬 英樹 淡路(洲健)第52-162 令和3年6月1日
000028 9000148093 島田商店 656-0542 南あわじ市阿万吹上町29 799550535 その他の食料・飲料販売業 一般 島田 貞子 淡路(洲健)第52-216 令和3年6月1日
000028 9000148226 ローソン南あわじ福良口店 656-0501 南あわじ市福良甲855-1 799502033 コンビニエンスストア 一般 友地 義 淡路(洲健)第52-307 令和3年6月1日
000028 9000148331 淡路市立一宮認定こども園 656-1511 淡路市郡家392-1 799805678 集団給食（４）その他 集団給食 淡路市 淡路市長 門 康彦 656-2292 兵庫県淡路市生穂新島8 799642134 淡路(洲健)第41-171 令和3年11月1日
000028 9000148413 南淡路ロイヤルホテル 656-0503 南あわじ市福良丙317 799523011 コップ式自動販売機（自動洗浄・屋内設置） 自動販売機 サントリービバレッジソリューション株式会社 代表取締役 及川 剛 160-0023 東京都新宿区西新宿八丁目17番１号 353210701 淡路(洲健)第52-344 令和3年6月1日
000028 9000148425 イオン洲本店  イートインスペース 656-0021 洲本市塩屋1-1-8 799232150 自動販売機（要届出のコップ式自動販売機及び要許可を除く） 自動販売機 サントリービバレッジソリューション株式会社 代表取締役 及川 剛 160-0023 東京都新宿区西新宿八丁目17番１号 353210701 淡路(洲健)第52-345 令和3年6月1日
000028 9000149032 マルナカ淡路一宮店 656-1511 淡路市郡家140 799851777 百貨店、総合スーパー 一般 マックスバリュ西日本株式会社 代表取締役 平尾 健一 732-0814 広島県広島市南区段原南1丁目3番52号 825358500 淡路(洲健)第52-138 令和3年6月1日
000028 9000149036 マルナカ三原店 656-0461 南あわじ市市円行寺145 百貨店、総合スーパー 一般 マックスバリュ西日本株式会社 代表取締役 平尾 健一 732-0814 広島県広島市南区段原南1丁目3番52号 825358500 淡路(洲健)第52-244 令和3年6月1日
000028 9000149042 マルナカ物部店 656-0051 洲本市物部3-2-72 799256003 百貨店、総合スーパー 一般 マックスバリュ西日本株式会社 代表取締役 平尾 健一 732-0814 広島県広島市南区段原南1丁目3番52号 825358500 淡路(洲健)第52-78 令和3年6月1日
000028 9000149146 おかめグループ 656-0475 南あわじ市市三條598 食品製造業 不要許可一般 福永 英美 平成26年12月25日
000028 9000149208 民宿　厚浜 656-0001 洲本市中川原町厚浜1117-1 799280150 食品製造業 不要許可一般 船越 雅雄 平成27年1月5日
000028 9000149278 和楽風加工場 656-2221 淡路市長沢996 食品製造業 不要許可一般 大村 太一 平成27年1月14日
000028 9000149322 ファミリーマート　サントピアマリーナ店 656-0023 洲本市小路谷1281-1 799244155 コンビニエンスストア 一般 株式会社　尋 代表取締役 沖田 浩史 656-0023 兵庫県洲本市小路谷1281-5 799244155 淡路(洲健)第52-59 令和3年6月1日
000028 9000149624 ファミリーマート東浦久留麻店 656-2311 淡路市久留麻2047-1 コンビニエンスストア 一般 株式会社　尋 代表取締役 沖田 浩史 656-0023 兵庫県洲本市小路谷1281-5 799244155 淡路(洲健)第52-133 令和3年6月1日
000028 9000149754 セブン－イレブン　南あわじ市福永店 656-0478 南あわじ市市福永573番5 799427736 コンビニエンスストア 一般 辻 久信 淡路(洲健)第52-254 令和3年6月1日



000028 9000149814 ファミリーマート一宮竹谷店 656-1524 淡路市竹谷501-6 799805230 コンビニエンスストア 一般 合同会社KKS 代表社員 近藤 健司 656-1526 兵庫県淡路市中村59-1 799805230 淡路(洲健)第52-184 令和3年6月1日
000028 9000150166 神代 656-0483 南あわじ市志知中島277 799423389 食品製造業 不要許可一般 神代 さとみ 平成27年3月12日
000028 9000150329 ＊＊ 656-0456 南あわじ市神代地頭方1351 799424017 その他の食料品製造・加工業 一般 榎本 光子 淡路(洲健)第41-289 令和3年12月9日
000028 9000150339 さいとう 656-1315 洲本市五色町鮎原宇谷584-3 799320791 食品製造業 不要許可一般 濟籐 孝信 平成27年3月20日
000028 9000150621 南あわじ市役所 656-0472 南あわじ市市善光寺22-1 コップ式自動販売機（自動洗浄・屋内設置）自動販売機サントリービバレッジソリューション株式会社代表取締役 及川 剛 160-0023 東京都新宿区西新宿八丁目17番１号 353210701 淡路(洲健)第52-346 令和3年6月1日
000028 9000150839 花岡農恵園 656-1324 洲本市五色町鮎原三野畑577-4 0799-32-0601 食肉販売業 一般 花岡 明宏 淡路(洲健)第52-36 令和3年6月1日
000028 9000150915 ローソン淡路浦平松店 656-2305 淡路市浦平松895 799752030 コンビニエンスストア 一般 株式会社わあぷ 代表取締役 畠田 浩司 656-0016 兵庫県洲本市下内膳158-1 799225331 淡路(洲健)第52-108 令和3年6月1日
000028 9000151032 淡陽自動車教習所 656-0051 洲本市物部1-17-52 799222447 コップ式自動販売機（自動洗浄・屋内設置） 自動販売機 サントリービバレッジソリューション株式会社 代表取締役 及川 剛 160-0023 東京都新宿区西新宿八丁目17番１号 353210701 淡路(洲健)第52-347 令和3年6月1日
000028 9000151048 民宿西田荘“癒やし庵” 656-1344 洲本市五色町鳥飼浦712-18 799340532 食肉販売業 一般 西田 江理 淡路(洲健)第52-45 令和3年6月1日
000028 9000151170 太陽の家ウエスト 656-0455 南あわじ市神代國衙1259番地 799432700 集団給食（４）その他 集団給食 社会福祉法人　みはら福祉会 理事長 井上 正人 656-0443 兵庫県南あわじ市八木養宜上字中山1018番地 799433100 淡路(洲健)第41-73 令和3年8月5日
000028 9000151251 アイ・エス・フーズ株式会社 656-0314 南あわじ市松帆西路字亀ヶ原1291 799373301 野菜果物販売業 一般 アイ・エス・フーズ株式会社 代表取締役 山本 琢也 656-0327 兵庫県南あわじ市志知北229 799373301 淡路(洲健)第41-296 令和3年12月9日
000028 9000152278 ローソン三原町八木店 656-0436 南あわじ市八木新庄4-4 コンビニエンスストア 一般 株式会社ベクトル 代表取締役 喜田 修司 656-0517 兵庫県南あわじ市賀集生子355番地2 799531382 淡路(洲健)第52-284 令和3年6月1日
000028 9000152397 マイ・マート北淡インター店 656-1602 淡路市育波490 799841122 百貨店、総合スーパー 一般 株式会社　マイ・マート 代表取締役 656-0101 兵庫県洲本市納85-1 799260416 淡路(洲健)第52-101 令和3年6月1日
000028 9000152446 真野食料品店 656-0502 南あわじ市福良乙370 799520309 その他の食料・飲料販売業 一般 真野 陽子 淡路(洲健)第52-295 令和3年6月1日
000028 9000152661 しぜん工房 美味輪（ｼｾﾞﾝｺｳﾎﾞｳ ｵｲｼｲﾜ） 656-0545 南あわじ市阿万西町340-2 農産保存食料品製造・加工業 一般 原 時子 淡路(洲健)第41-79 令和3年8月12日
000028 9000152908 マイマート岩屋店 656-2401 淡路市岩屋1060-1 799725505 百貨店、総合スーパー 一般 株式会社　マイ・マート 代表取締役 656-0101 兵庫県洲本市納85-1 799260080 淡路(洲健)第52-113 令和3年6月1日
000028 9000153000 淡路ごちそう館御食国 656-0021 洲本市塩屋1丁目1-8 799261133 その他の食料・飲料販売業 一般 株式会社淡路島第一次産業振興公社 代表取締役 上崎 勝規 656-0021 兵庫県洲本市塩屋1-1-8 799261133 淡路(洲健)第52-17 令和3年6月1日
000028 9000153011 イオン南淡路店　1Ｆお客様休憩スペース 656-0511 南あわじ市賀集八幡北字東内378-1 799502050 コップ式自動販売機（自動洗浄・屋内設置） 自動販売機 サントリービバレッジソリューション株式会社 代表取締役 及川 剛 160-0023 東京都新宿区西新宿八丁目17番１号 353210701 淡路(洲健)第52-348 令和3年6月1日
000028 9000153473 山本農園 656-0031 洲本市千草丁219 799228127 食品製造業 不要許可一般 山本 志織 平成27年10月8日
000028 9000153637 ローソン淡路久留麻店 656-2311 淡路市久留麻1909-1 コンビニエンスストア 一般 (有)長野 代表取締役 長野 彌生 656-2311 兵庫県淡路市久留麻2662番地4 799701120 淡路(洲健)第52-131 令和3年6月1日
000028 9000153664 ヘルパーステーションほほえみ 656-2131 淡路市志筑1433-3 799601107 集団給食（４）その他 集団給食 有限会社豊生ケアサービス 代表取締役 原田 高行 656-0025 兵庫県洲本市本町7-4-40 799255316 淡路(洲健)第41-177 令和3年11月1日
000028 9000153746 森永乳業東浦販売店 656-2311 淡路市久留麻424 799744892 乳類販売業 一般 宮田 武典 淡路(洲健)第52-137 令和3年6月1日
000028 9000154140 関西看護医療大学 656-2131 淡路市志筑1456-4 799601200 コップ式自動販売機（自動洗浄・屋内設置） 自動販売機 サントリービバレッジソリューション株式会社 代表取締役 及川 剛 160-0023 東京都新宿区西新宿八丁目17番１号 353210701 淡路(洲健)第52-349 令和3年6月1日
000028 9000154286 (有)フルール　ブランジェリーフルール 656-2311 淡路市久留麻1893-8 799743993 その他の食料・飲料販売業 一般 有限会社フルール 代表取締役 久野 弘喜 656-2311 兵庫県淡路市久留麻1893-8 799743993 淡路(洲健)第52-130 令和3年6月1日
000028 9000154288 イオン淡路店（1Ｆ店内休憩所） 656-2132 淡路市志筑新島10-2 799626300 コップ式自動販売機（自動洗浄・屋内設置） 自動販売機 サントリービバレッジソリューション株式会社 代表取締役 及川 剛 160-0023 東京都新宿区西新宿八丁目17番１号 353210400 淡路(洲健)第52-350 令和3年6月1日
000028 9000154499 地域生活多機能拠点　いづかしの杜 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) その他の食料・飲料販売業 自動車 社会福祉法人　淡路市社会福祉協議会 理事長 小南 廣之 656-2131 兵庫県淡路市志筑3119-1 799625214 淡路(洲健)第52-1 令和3年6月1日
000028 9000154850 くすりのレデイ洲本店 656-0013 洲本市下加茂1丁目1番14号 799254343 その他の食料・飲料販売業 一般 株式会社レデイ薬局 代表取締役 白石 明生 790-0062 愛媛県松山市南江戸4丁目3番37号 899178000 淡路(洲健)第52-23 令和3年6月1日
000028 9000154881 イオン淡路店3Fゲームコーナー 656-2132 淡路市志筑新島10-2 乳類販売業 自動販売機 コカ・コーラボトラーズジャパン株式会社 代表取締役 カリン ドラガン 105-0000 東京都港区赤坂九丁目7番1号 926418581 淡路(洲健)第52-156 令和3年6月1日
000028 9000154951 中野食料品店 656-0502 南あわじ市福良乙43 799520410 その他の食料・飲料販売業 一般 中野 恵美子 淡路(洲健)第52-297 令和3年6月1日
000028 9000155051 浜千鳥売店 656-1301 洲本市五色町都志1087 799331600 その他の食料・飲料販売業 一般 一般財団法人　五色ふるさと振興公社 理事長 浜辺 学 656-1301 兵庫県洲本市五色町都志1087 799331600 淡路(洲健)第52-47 令和3年6月1日
000028 9000155172 （名称なし） 656-0017 洲本市上内膳634 799228088 その他の食料品製造・加工業 不要許可一般 新居 英子 淡路(洲健)第41-349 令和4年1月20日
000028 9000155181 ゆず季工房 656-2531 洲本市相川組150番地 799290325 食品製造業 不要許可一般 平上 秀典 平成28年2月16日
000028 9000155359 セブンーイレブン淡路志筑店 656-2131 淡路市志筑65-1 799620739 コンビニエンスストア 一般 坂本 暢哉 淡路(洲健)第52-153 令和3年6月1日
000028 9000155362 岡村酒店 656-2212 淡路市佐野809-15 799650017 その他の食料・飲料販売業 一般 岡村 健司 淡路(洲健)第52-146 令和3年6月1日
000028 9000155692 (株)Ａ＆Ｈ 656-0411 南あわじ市倭文高337 799432323 野菜果物販売業 一般 株式会社Ａ＆Ｈ 代表取締役 菱池 明信 656-0411 兵庫県南あわじ市倭文高337 799432323 淡路(洲健)第41-293 令和3年12月9日
000028 9000155877 ローソン南あわじ山添店 656-0121 南あわじ市山添164-5 799452313 コンビニエンスストア 一般 株式会社ベクトル 代表取締役 喜田 修司 656-0517 兵庫県南あわじ市賀集生子355-2 799531382 淡路(洲健)第52-242 令和3年6月1日
000028 9000156051 淡路島牧場株式会社 656-0443 南あわじ市八木養宜上1-1 799422066 その他の食料・飲料販売業 一般 淡路島牧場株式会社 代表取締役 鳥井 俊廣 656-0443 兵庫県南あわじ市八木養宜上1-1 799422066 淡路(洲健)第52-287 令和3年6月1日
000028 9000156242 星の果実園 656-2143 淡路市里601-162 食品製造業 不要許可一般 宮本 典子 平成28年4月12日
000028 9000156346 南あわじ市立伊加利こども園 656-0651 南あわじ市伊加利614-2 799390026 集団給食（４）その他 集団給食 南あわじ市 市長 守本 憲弘 656-0472 兵庫県南あわじ市市善光寺22番地1 799435219 淡路(洲健)第41-205 令和3年11月1日
000028 9000156387 東光湯 656-0025 洲本市本町7丁目1-43 799224120 乳類販売業 一般 岸原 澄忠 淡路(洲健)第52-88 令和3年6月1日
000028 9000156400 平山ファーム 656-2121 洲本市安乎町平安浦1903-1 799280550 その他の食料品製造・加工業 不要許可一般 平山 真由美 淡路(洲健)第41-354 令和4年1月24日
000028 9000156770 やま髙 656-2305 淡路市浦658 799742707 その他の食料品製造・加工業 一般 株式会社髙田屋 髙田 佐登美 656-1606 兵庫県淡路市室津2428 799840078 淡路(洲健)第41-286 令和3年12月8日
000028 9000157220 il mare(イル　マーレ） 656-2121 洲本市安乎町平安浦40-6 799258058 食肉販売業 一般 大高 慶太 淡路(洲健)第52-8 令和3年6月1日
000028 9000157539 淡路ハイウエイオアシス　 656-2401 淡路市岩屋2674-3淡路ハイウエイオアシス 799720220 その他の食料・飲料販売業 一般 ユーアールエー株式会社 代表取締役 井植 敏彰 656-2302 兵庫県淡路市大磯6番地 799743257 淡路(洲健)第52-123 令和3年6月1日
000028 9000157676 賀集繁功園 656-0457 南あわじ市神代富田108の1 食品製造業 不要許可一般 賀集 佐代 平成28年7月14日
000028 9000157855 クラフトサーカス 656-1724 淡路市野島平林2-2 799821855 食肉販売業 一般 株式会社パソナふるさとインキュベーション 代表取締役 瀬川 康弘 656-1721 兵庫県淡路市野島蟇浦841-5 799732280 淡路(洲健)第52-203 令和3年6月1日
000028 9000158106 ファミリーマート　洲本宇原店 656-0054 洲本市宇原581-1 799253351 コンビニエンスストア 一般 株式会社　尋 代表取締役 沖田 浩史 656-0023 兵庫県洲本市小路谷1281-5 799244155 淡路(洲健)第52-12 令和3年6月1日
000028 9000158166 ジャム工房　幸 656-0312 南あわじ市松帆脇田169 食品製造業 不要許可一般 柏木 幸子 平成28年8月17日
000028 9000158452 MALLOW（ﾏﾛｳ） 656-0026 洲本市栄町1丁目3-6　建材ビル 799260678 その他の食料品製造・加工業 一般 藤江 奈央 淡路(洲健)第41-271 令和3年11月26日
000028 9000158573 カーセブン南あわじ店 656-0122 南あわじ市広田広田34-1 799442570 コップ式自動販売機（自動洗浄・屋内設置） 自動販売機 株式会社　サンマック 代表取締役 久岡 征司 771-0137 徳島県徳島市川内町平石若宮187番地 886652790 淡路(洲健)第52-358 令和3年6月1日
000028 9000158682 みけ家工房 656-2302 淡路市大磯6 799742696 通信販売・訪問販売による販売業 一般 ユーアールエー株式会社 代表取締役 井植 敏彰 656-2302 兵庫県淡路市大磯6 799743257 淡路(洲健)第52-179 令和3年6月1日
000028 9000158708 スズキアリーナ淡路 656-0122 南あわじ市広田広田39 799450521 コップ式自動販売機（自動洗浄・屋内設置） 自動販売機 サントリービバレッジソリューション株式会社 代表取締役 及川 剛 160-0023 東京都新宿区西新宿八丁目17番１号 353210400 淡路(洲健)第52-351 令和3年6月1日
000028 9000158721 有限会社くろだ 656-0004 洲本市中川原町安坂762 食品製造業 不要許可一般 有限会社くろだ 代表取締役 黒田 拓哉 656-0004 兵庫県洲本市中川原町安坂762 799281999 平成28年9月27日
000028 9000158908 つるでん株式会社 656-2132 淡路市志筑新島10-5 799620065 コップ式自動販売機（自動洗浄・屋内設置） 自動販売機 サントリービバレッジソリューション株式会社 代表取締役 及川 剛 160-0023 東京都新宿区西新宿八丁目17番１号 353210701 淡路(洲健)第52-352 令和3年6月1日
000028 9000159199 スーパーマーケットキンキ東浦店 656-2311 淡路市久留麻1976-3 799743250 百貨店、総合スーパー 一般 (株)津名ショッピングセンター 代表取締役 五十嵐 雅裕 656-2131 兵庫県淡路市志筑1381-3 799621535 淡路(洲健)第52-132 令和3年6月1日
000028 9000159491 エクシブ淡路島 656-0023 洲本市小路谷1275-3 799233300 その他の食料・飲料販売業 一般 リゾートトラスト株式会社 代表取締役 伏見 有貴 460-0005 愛知県名古屋市中区東桜二丁目１８－３１ 529336000 淡路(洲健)第52-57 令和3年6月1日
000028 9000159797 くすりのレデイ　淡路えなみ店 656-0425 南あわじ市榎列小榎列18番地 799435570 その他の食料・飲料販売業 一般 株式会社レデイ薬局 代表取締役 白石 明生 790-0062 愛媛県松山市南江戸4丁目3番37号 899178000 淡路(洲健)第52-220 令和3年6月1日
000028 9000159895 マルナカ 洲本内膳店 656-0017 洲本市上内膳418番1 799228601 百貨店、総合スーパー 一般 マックスバリュ西日本株式会社 代表取締役 平尾 健一 732-0814 広島県広島市南区段原南1丁目3番52号 825358500 淡路(洲健)第52-65 令和3年6月1日
000028 9000159940 産直かかし 656-0443 南あわじ市八木養宜上961-1 799422896 野菜果物販売業 一般 藤江 唯覗 淡路(洲健)第41-294 令和3年12月9日
000028 9000159951 マルナカ 洲本内膳店 656-0017 洲本市上内膳418番1 799228601 コップ式自動販売機（自動洗浄・屋内設置） 自動販売機 サントリービバレッジソリューション株式会社 代表取締役 及川 剛 160-0023 東京都新宿区西新宿八丁目17番１号 353210400 淡路(洲健)第52-353 令和3年6月1日
000028 9000160053 きみちゃん工房 656-0111 洲本市鮎屋302 799226837 その他の食料品製造・加工業 不要許可一般 滝本 公恵 淡路(洲健)第41-355 令和4年1月24日
000028 9000160366 ホワイトハウス南淡店 656-0511 南あわじ市賀集八幡441 乳類販売業 自動販売機 コカ・コーラボトラーズジャパン株式会社 代表取締役 カリン ドラガン 105-0000 東京都港区赤坂九丁目7番1号 926418581 淡路(洲健)第52-231 令和3年6月1日
000028 9000160367 ミリオン 656-0443 南あわじ市八木養宜上1029 799425665 乳類販売業 自動販売機 コカ・コーラボトラーズジャパン株式会社 代表取締役 カリン ドラガン 105-0000 東京都港区赤坂九丁目7番1号 926418581 淡路(洲健)第52-285 令和3年6月1日
000028 9000160584 towa　towa　to 656-2221 淡路市長沢727 食品製造業 不要許可一般 大庭 佐知子 平成29年2月8日
000028 9000160719 セブン‐イレブン淡路インター前　店 656-2401 淡路市岩屋2942-4 799724577 コンビニエンスストア 一般 岩本 雅之 淡路(洲健)第52-125 令和3年6月1日
000028 9000160933 (株)デミック関西洲本店 656-0101 洲本市納648-1 799256660 乳類販売業 一般 株式会社デミック関西 代表取締役 松山 忍 652-0815 兵庫県神戸市兵庫区三川口町1丁目1-25 淡路(洲健)第52-73 令和3年6月1日
000028 9000160953 移動スーパーとくし丸　１号車  神戸880あ4059 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く。)及び西宮市を除く) その他の食料・飲料販売業 自動車 株式会社マイ・マート 代表取締役 橋本 琢万 656-0101 兵庫県洲本市納85-1 799260416 淡路(洲健)第52-5 令和3年6月1日
000028 9000161127 淡路島ビオ畑食品加工場 656-2154 淡路市木曽下1324-2 食品製造業 不要許可一般 児島 光宏 平成29年3月13日
000028 9000161128 樂農倶楽部（林文明） 656-1712 淡路市石田463-2 食品製造業 不要許可一般 児島 良和 平成29年3月13日
000028 9000161210 小川 656-0661 南あわじ市阿那賀1586-7 799390438 食品製造業 不要許可一般 小川 益美 平成29年3月15日
000028 9000161523 ドラッグコスモス三原店 656-0472 南あわじ市市善光寺26-25 その他の食料・飲料販売業 一般 株式会社コスモス薬品 代表取締役 横山 英昭 812-0013 福岡県福岡市博多区博多駅東2丁目10番1号第一福岡ビルＳ館４階 924330660 淡路(洲健)第52-252 令和3年6月1日
000028 9000161775 Jardin d'Alice(ｼﾞｬﾙﾀﾞﾝｱﾘｽ） 656-0051 洲本市物部1-15-7 799265177 食品製造業 不要許可一般 上原 勝也 平成29年4月19日
000028 9000161776 やきとり珠鈴 656-0025 洲本市本町4丁目5-15パピロビル 食品製造業 不要許可一般 鈴木 光尊 平成29年4月20日
000028 9000161920 ローソン洲本物部三丁目 656-0051 洲本市物部三丁目2-56 799262323 コンビニエンスストア 一般 有限会社　清水商店 代表取締役 清水 比呂史 656-0046 兵庫県洲本市金屋1180番地26 799452415 淡路(洲健)第52-82 令和3年6月1日
000028 9000162070 おのころの郷百姓塾 656-2163 淡路市中田寺谷4011-8 その他の食料品製造・加工業 一般 下野 修嗣 淡路(洲健)第41-316 令和3年12月23日
000028 9000162071 ファミリーマート淡路西海岸室津店 656-1606 淡路市室津字蓮の脇16番地2他1筆 799840120 コンビニエンスストア 一般 合同会社ＫＫＳ 代表 近藤 健司 656-1526 兵庫県淡路市中村59番地の1 799805230 淡路(洲健)第52-168 令和3年6月1日
000028 9000162082 ワールド(株)社内 656-1304 洲本市五色町都志万歳1052-1 799331331 乳類販売業 自動販売機 淡路島牛乳株式会社 代表取締役 鳥井 俊廣 656-0472 兵庫県南あわじ市市善光寺26番地1 799425013 淡路(洲健)第52-52 令和3年6月1日
000028 9000162443 灘公民館加工グループ 656-0551 南あわじ市灘黒岩359-1灘いきがい創造センター内 農産保存食料品製造・加工業 一般 松上 俶久 淡路(洲健)第41-297 令和3年12月9日
000028 9000162543 島と暮らす(ＤＭ部) 656-2302 淡路市大磯6番地 799743257 通信販売・訪問販売による販売業 一般 ﾕｰｱｰﾙｴｰ(株) 代表取締役 井植 敏彰 656-2302 兵庫県淡路市大磯6番地 799743257 淡路(洲健)第52-180 令和3年6月1日
000028 9000162691 (株)三和製作所　碁石山工場 656-2131 淡路市志筑2570-2 799621201 コップ式自動販売機（自動洗浄・屋内設置） 自動販売機 サントリービバレッジソリューション株式会社 代表取締役 及川 剛 160-0023 東京都新宿区西新宿八丁目17番１号 353210701 淡路(洲健)第52-354 令和3年6月1日
000028 9000162853 三原開発(株) 656-0514 南あわじ市賀集856-1 799540231 コップ式自動販売機（自動洗浄・屋内設置） 自動販売機 サントリービバレッジソリューション株式会社 代表取締役 及川 剛 160-0023 東京都新宿区西新宿八丁目17番１号 353210701 淡路(洲健)第52-355 令和3年6月1日
000028 9000163077 長尾峰子 656-0143 南あわじ市中条中筋461-2 食品製造業 不要許可一般 長尾 峰子 平成29年7月6日
000028 9000163151 山岡食料品店 656-0545 南あわじ市阿万西町285-3 その他の食料・飲料販売業 一般 山岡 晃 淡路(洲健)第52-217 令和3年6月1日
000028 9000163271 新家百貨店 656-1325 洲本市五色町鮎原南谷78 799320002 その他の食料・飲料販売業 一般 新家 好美 淡路(洲健)第52-40 令和3年6月1日
000028 9000163450 マイマート洲本店 656-0101 洲本市納85-1 799260080 乳類販売業 自動販売機 コカ・コーラボトラーズジャパン株式会社 代表取締役 カリン ドラガン 105-0000 東京都港区赤坂九丁目7番1号 926418581 淡路(洲健)第52-75 令和3年6月1日
000028 9000163626 淡路サティ1Ｆ休憩コーナー 656-2132 淡路市志筑新島10-2　イオン淡路店 799626300 乳類販売業 自動販売機 コカ・コーラボトラーズジャパン株式会社 代表取締役 カリン ドラガン 105-0000 東京都港区赤坂九丁目7番1号 926418581 淡路(洲健)第52-158 令和3年6月1日
000028 9000163786 八木病院 656-0446 南あわじ市八木寺内1147 799426188 乳類販売業 自動販売機 淡路島牛乳株式会社 代表取締役 鳥井 俊廣 656-0472 兵庫県南あわじ市市善光寺26-1 799425013 淡路(洲健)第52-283 令和3年6月1日
000028 9000164221 山口農園 656-2223 淡路市生穂2601 食品製造業 不要許可一般 山口 幸二 平成29年6月8日
000028 9000164272 ファミリーマート南淡北阿万店 656-0534 南あわじ市北阿万筒井1719-2 799505071 コンビニエンスストア 一般 真浦 一也 淡路(洲健)第52-315 令和3年6月1日
000028 9000164311 移動スーパーとくし丸　２号車 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く。)及び西宮市を除く)その他の食料・飲料販売業 自動車 工藤 浩敏 淡路(洲健)第52-6 令和3年6月1日
000028 9000164458 洲本オリーブ保育園 656-0025 洲本市本町1丁目1-5 799386605 集団給食（４）その他 集団給食 株式会社　ＦＵＴＵＲＯ 代表取締役 君島 優香 650-0003 兵庫県神戸市中央区山本通1-7-11ドゥマンビル5F 782308955 淡路(洲健)第41-137 令和3年10月4日
000028 9000164655 ローソン南あわじ志知店 656-0322 南あわじ市志知鈩107-1 799372722 コンビニエンスストア 一般 株式会社ベクトル 代表取締役 喜田 修司 656-0517 兵庫県南あわじ市賀集生子355-2 淡路(洲健)第52-258 令和3年6月1日
000028 9000165068 ＧＥＬＡＴＯ　ＰＩＣＣＯＬＯＴＴＯ  (ジェラート ピッコロット) 656-0025 洲本市本町5丁目4-13 農産保存食料品製造・加工業 不要許可一般 藤原 紗央里 淡路(洲健)第41-390 令和4年3月15日
000028 9000165147 ファミリーショップ城地 656-2223 淡路市生穂1443-2 799641284 その他の食料・飲料販売業 一般 城地 清子 淡路(洲健)第52-174 令和3年6月1日
000028 9000165183 岨 656-1531 淡路市江井2198-1 799860560 食品製造業 不要許可一般 岨 良幸 平成29年11月15日
000028 9000165185 あわじ島農業協同組合　購買課 656-0462 南あわじ市市青木18-1 799425200 食肉販売業 一般 あわじ島まるごと株式会社 代表取締役 原口 和幸 656-0443 兵庫県南あわじ市八木養宜上1408 799433751 淡路(洲健)第52-251 令和3年6月1日
000028 9000165190 ファミリーマート　洲本鮎原店 656-1313 洲本市五色町鮎原西144-1 799302323 コンビニエンスストア 一般 西 徹也 淡路(洲健)第52-37 令和3年6月1日
000028 9000165337 ＊ 656-0443 南あわじ市八木養宜上357-1 799423029 その他の食料品製造・加工業 一般 森 明司 淡路(洲健)第41-291 令和3年12月9日



000028 9000165887 ローソン南あわじ国衙店 656-0455 南あわじ市神代国衙1073-1 799427460 コンビニエンスストア 一般 株式会社ベクトル 代表取締役 喜田 修司 656-0517 兵庫県南あわじ市賀集生子355-2 淡路(洲健)第52-269 令和3年6月1日
000028 9000165961 やまだ村　たなか農園 656-1553 淡路市山田甲753 799861286 食品製造業 不要許可一般 田中 一光 平成30年1月19日
000028 9000166333 あわじ島まるごと株式会社　美菜恋来屋 656-0443 南あわじ市八木養宜上1408番地 799433751 その他の食料・飲料販売業 一般 あわじ島まるごと株式会社 代表取締役 原口 和幸 656-0443 兵庫県南あわじ市八木養宜上1408番地 799433751 淡路(洲健)第52-291 令和3年6月1日
000028 9000166608 物産館ほくだん 656-1736 淡路市小倉177番地 799823400 その他の食料・飲料販売業 一般 ユーアールエー株式会社 代表取締役 井植 敏彰 656-2302 兵庫県淡路市大磯6番地 799743257 淡路(洲健)第52-170 令和3年6月1日
000028 9000166644 クミーズ　キッチン 656-2401 淡路市岩屋11-23 食品製造業 不要許可一般 石伏 久美子 平成30年3月15日
000028 9000166645 アミアミ＋ｉ 656-0021 洲本市塩屋２－４－５ 食品製造業 不要許可一般 特定非営利活動法人淡路障害者連絡会 理事 大島 清司 656-0025 兵庫県洲本市本町七丁目３番２６号 799230225 平成30年3月15日
000028 9000166648 平本農園 656-1334 洲本市五色町広石中351-2 799350018 食品製造業 不要許可一般 平本 ふみ子 平成30年3月15日
000028 9000166728 宮尾農園 656-2152 淡路市木曽上1394 799621687 食品製造業 不要許可一般 宮尾 慶子 平成30年3月20日
000028 9000166811 淡路島南パーキングエリア上り線 656-0661 南あわじ市阿那賀731-8 799391117 その他の食料・飲料販売業 一般 淡路ルートサービス株式会社 代表取締役 井植 貞雄 656-2401 兵庫県淡路市岩屋2568 799732000 淡路(洲健)第52-210 令和3年6月1日
000028 9000166911 ウエルシア淡路東浦店 656-2311 淡路市久留麻2015-1 799740170 百貨店、総合スーパー 一般 ウエルシア薬局株式会社 代表取締役 松本 忠久 101-0021 東京都千代田区外神田二丁目2番15号 352095677 淡路(洲健)第41-122 令和3年9月21日
000028 9000166961 国本さんの家ふみおさん 656-2322 淡路市白山457 食品製造業 不要許可一般 大庭 佐知子 平成30年3月29日
000028 9000166962 木村養蜂場 656-2332 淡路市谷21番地 その他の食料品製造・加工業 不要許可一般 木村 正明 淡路(洲健)第41-343 令和4年1月17日
000028 9000166965 フードコート　ぽかぽカフェ 656-2311 淡路市久留麻2712-2 799740101 乳類販売業 一般 株式会社　かいげつ 代表取締役 齋藤 敦夫 656-0022 兵庫県洲本市海岸通1-3-11 799221100 淡路(洲健)第52-135 令和3年6月1日
000028 9000166968 御食菜采館　洲本店 656-0025 洲本市本町2丁目524-1 799231129 その他の食料・飲料販売業 一般 淡路日の出農業協同組合 代表理事 相坂 有俊 656-2131 兵庫県淡路市志筑3112番地の14 799626200 淡路(洲健)第52-84 令和3年6月1日
000028 9000167191 翠鳳第一病院 656-0122 南あわじ市広田広田134-1 799450099 乳類販売業 自動販売機 淡路島牛乳株式会社 代表取締役 鳥井 俊廣 656-0472 兵庫県南あわじ市市善光寺26-1 799425013 淡路(洲健)第52-239 令和3年6月1日
000028 9000167204 じゃのひれBBQガーデン 656-0543 南あわじ市阿万塩屋町2660 799521234 食肉販売業 一般 山形屋水産株式会社 代表取締役 山形 収司 656-0501 兵庫県南あわじ市福良甲1528-32 799521234 淡路(洲健)第52-212 令和3年6月1日
000028 9000167288 カフェ　水品堂 656-1711 淡路市富島967大成ビル1F 799823347 その他の食料品製造・加工業 一般 上原 裕一 淡路(洲健)第41-319 令和3年12月28日
000028 9000167452 あ･うん酵房 656-2334 淡路市釜口739 食品製造業 不要許可一般 古賀 洋太郎 平成30年5月2日
000028 9000167526 ゆーぷる 656-0534 南あわじ市北阿万筒井1509-1 799505126 その他の食料・飲料販売業 一般 株式会社かいげつ 代表取締役 齋藤 敦夫 656-0022 兵庫県洲本市海岸通1-3-11 799221100 淡路(洲健)第52-313 令和3年6月1日
000028 9000167584 南あわじクア施設　さんゆ～館 656-0451 南あわじ市神代社家2332 799433939 その他の食料・飲料販売業 一般 株式会社　かいげつ 代表取締役 齋藤 敦夫 656-0022 兵庫県洲本市海岸通1-3-11 799221100 淡路(洲健)第52-272 令和3年6月1日
000028 9000167669 きいろｃａｆｅ 656-2212 淡路市佐野404番地2 食品製造業 不要許可一般 特定非営利活動法人島くらし淡路 理事 松田 恭直 656-2212 兵庫県淡路市佐野404番地2 平成30年5月22日
000028 9000167867 しぶれっと　エレブ　アロマティーク 656-1521 淡路市多賀197ふるさとセンター その他の食料品製造・加工業 不要許可一般 川田 好惠 淡路(洲健)第41-131 令和3年9月29日
000028 9000167925 都倉　真弓 656-2223 淡路市生穂6 799641433 食品製造業 不要許可一般 都倉 真弓 平成30年6月7日
000028 9000168103 レスプリ・ド・グリシーヌ 656-0051 洲本市物部1丁目12-73 799201196 農産保存食料品製造・加工業 不要許可一般 佐藤 玲亥 淡路(洲健)第41-366 令和4年2月10日
000028 9000168340 新田農園 656-1501 淡路市尾崎1389-1 799850759 その他の食料品製造・加工業 一般 新田 利弘 淡路(洲健)第41-269 令和3年11月26日
000028 9000168356 ローソン慶野松原 656-0304 南あわじ市松帆古津路987-2 799360059 コンビニエンスストア 一般 有限会社清水商店 代表取締役 清水 比呂史 656-0046 兵庫県洲本市金屋1180番地26 799452415 淡路(洲健)第52-261 令和3年6月1日
000028 9000168760 PICCOLOTTO&GREEN　HOUSE　cafe  (ﾋﾟｯｺﾛｯﾄ&ｸﾞﾘｰﾝﾊｳｽｶﾌｪ) 656-0026 洲本市栄町2丁目1-16 農産保存食料品製造・加工業 不要許可一般 藤原 紗央里 淡路(洲健)第41-389 令和4年3月15日
000028 9000169336 曽輪 656-2144 淡路市下司103 食品製造業 不要許可一般 曽輪 守 平成30年9月19日
000028 9000169409 （名称なし） 656-2213 淡路市佐野新島4-1 海藻製造・加工業 不要許可一般 大洋物産株式会社 代表取締役 生村 嘉章 656-2212 兵庫県淡路市佐野2658-1 799650080 淡路(洲健)第41-346 令和4年1月17日
000028 9000169583 田村風月堂 656-1343 洲本市五色町鳥飼中326-1 799340010 その他の食料・飲料販売業 一般 有限会社　田村風月堂 代表取締役 田村 忠康 656-1343 兵庫県洲本市五色町鳥飼中326-1 799340010 淡路(洲健)第52-46 令和3年6月1日
000028 9000169585 株式会社キド 656-0101 洲本市納201 799227275 コップ式自動販売機（自動洗浄・屋内設置） 自動販売機 サントリービバレッジソリューション株式会社 代表取締役 及川 剛 160-0023 東京都新宿区西新宿八丁目17番１号 353210701 淡路(洲健)第52-356 令和3年6月1日
000028 9000169606 若男水産株式会社 656-0501 南あわじ市福良甲21-31 799523561 その他の食料・飲料販売業 一般 若男水産株式会社 代表取締役 前田 若男 656-0502 兵庫県南あわじ市福良乙245 799523561 淡路(洲健)第52-305 令和3年6月1日
000028 9000169671 ウエルシア洲本宇原店 656-0054 洲本市宇原2295 799251750 百貨店、総合スーパー 一般 ウエルシア薬局株式会社 代表取締役 松本 忠久 101-0021 東京都千代田区外神田2丁目2-15 352095677 淡路(洲健)第41-99 令和3年9月6日
000028 9000169726 くすりのレデイ　賀集八幡店 656-0511 南あわじ市賀集八幡378-1 799384565 その他の食料・飲料販売業 一般 株式会社レデイ薬局 代表取締役 白石 明生 790-0062 愛媛県松山市南江戸4-3-37 899178000 淡路(洲健)第52-228 令和3年6月1日
000028 9000169967 福良こども園 656-0502 南あわじ市福良乙1198-1 799520252 集団給食（４）その他 集団給食 社会福祉法人　むつみ福祉会 理事長 島田 則恵 656-0502 兵庫県南あわじ市福良乙1198-1 799520252 淡路(洲健)第41-188 令和3年11月1日
000028 9000170493 やさしや 656-0445 南あわじ市八木馬回111 農産保存食料品製造・加工業 一般 厚美 美枝 淡路(洲健)第41-94 令和3年8月30日
000028 9000170537 愛丸水産株式会社 656-0502 南あわじ市福良乙339-5 799523360 食品製造業 不要許可一般 愛丸水産株式会社 藪 愛幸 656-0502 兵庫県南あわじ市福良乙339-5 799523360 平成30年12月10日
000028 9000170588 北淡路オリーヴ園　Ａｒａｙａ 656-2334 淡路市釜口464-2 799742090 その他の食料品製造・加工業 一般 顕谷 恭年 淡路(洲健)第41-229 令和3年11月12日
000028 9000170651 ハーブ・フローラル 656-0521 南あわじ市潮美台1丁目16-10 799501057 その他の食料品製造・加工業 一般 大原 美恵子 淡路(洲健)第41-295 令和3年12月9日
000028 9000170990 マーケットとくだ 656-1334 洲本市五色町広石中95-2 799350023 百貨店、総合スーパー 一般 菅 泰良 淡路(洲健)第52-42 令和3年6月1日
000028 9000171070 ローソン洲本下内膳店 656-0016 洲本市下内膳158-1 799225331 コンビニエンスストア 一般 有限会社清水商店 代表取締役 清水 比呂史 656-0046 兵庫県洲本市金屋1180-26 799452415 淡路(洲健)第52-27 令和3年6月1日
000028 9000171096 橋野水産 656-0663 南あわじ市阿那賀西路23 海藻製造・加工業 一般 橋野 吉徳 淡路(洲健)第41-292 令和3年12月9日
000028 9000171124 森﨑冷蔵 656-0474 南あわじ市市市110-1 799420285 その他 一般 森﨑 真介 淡路(洲健)第52-440 令和3年6月1日
000028 9000171218 ファミリーマート　室津ＰＡ上り店 656-1606 淡路市室津2223 799841119 コンビニエンスストア 一般 株式会社　マイ・マート 代表取締役 656-0101 兵庫県洲本市納85番地の1 799260416 淡路(洲健)第52-102 令和3年6月1日
000028 9000171367 ローソン　淡路生穂店 656-2223 淡路市生穂字近江ヶ原1992-1 799640880 コンビニエンスストア 一般 中谷 圭佑 淡路(洲健)第52-176 令和3年6月1日
000028 9000171496 ファミリーマート　室津ＰＡ下り店 656-1606 淡路市室津2154-2 799841129 コンビニエンスストア 一般 株式会社　マイ・マート 代表取締役 656-0101 兵庫県洲本市納85番地の1 799260416 淡路(洲健)第52-165 令和3年6月1日
000028 9000171856 ローソン洲本下加茂 656-0013 洲本市下加茂1丁目1-12 799239320 コンビニエンスストア 一般 有限会社　清水商店 代表取締役 清水 比呂史 656-0046 兵庫県洲本市金屋1180-26 799452415 淡路(洲健)第52-21 令和3年6月1日
000028 9000171932 移動スーパーとくし丸　3号車 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く)その他の食料・飲料販売業 自動車 品川 昭司 淡路(洲健)第52-2 令和3年6月1日
000028 9000172067 島のＢＢＱ 656-1323 洲本市五色町鮎原塔下771-2 食肉販売業 一般 増田 有真 淡路(洲健)第52-38 令和3年6月1日
000028 9000172181 洲本市立なのはなこども園 656-0013 洲本市下加茂1-6-65 799247087 集団給食（４）その他 集団給食 洲本市 市長 竹内 通弘 656-0025 兵庫県洲本市本町3-4-10 799221333 淡路(洲健)第41-178 令和3年11月1日
000028 9000172363 セブンイレブン洲本下加茂店 656-0013 洲本市下加茂1丁目626 799247518 コンビニエンスストア 一般 加田 辰次 淡路(洲健)第52-25 令和3年6月1日
000028 9000172714 とくし丸　４号車 000-0000 淡路島島内一円 その他の食料・飲料販売業 一般 小東 政夫 淡路(洲健)第52-206 令和3年6月1日
000028 9000172754 ローソン南淡町福良店 656-0501 南あわじ市福良甲1528-4 799520745 コンビニエンスストア 一般 友地 義 淡路(洲健)第52-300 令和3年6月1日
000028 9000172811 ヴィラモンタン淡路 656-2301 淡路市楠本374-1 食肉販売業 一般 株式会社　グッディ 代表取締役 笹倉 絹枝 547-0031 大阪府大阪市平野区平野南1丁目5番7号 667008835 淡路(洲健)第52-193 令和3年6月1日
000028 9000173279 フローラせいだん 656-0341 南あわじ市津井1804番地2 799209015 集団給食（４）その他 不要許可一般 社会福祉法人淡鳳会 理事長 美摩 ひろ 656-1727 兵庫県淡路市野島貴船246番地1 799823251 淡路(洲健)第41-332 令和4年1月13日
000028 9000173400 ルッソリゾート 656-1606 淡路市室津字小川2289-2 799706632 食肉販売業 一般 谷池 一真 淡路(洲健)第52-166 令和3年6月1日
000028 9000173457 パーラーホワイトハウス 656-0511 南あわじ市賀集八幡441 799540111 乳類販売業 自動販売機 株式会社　タイガー 代表取締役 東 誠 651-2129 兵庫県神戸市西区白水2-4-6 789747682 淡路(洲健)第52-232 令和3年6月1日
000028 9000173628 嶋本食品 656-0313 南あわじ市松帆志知川154 799362089 食肉販売業 一般 株式会社嶋本食品 代表取締役 嶋本 育史 656-0313 兵庫県南あわじ市松帆志知川154 799362089 淡路(洲健)第52-262 令和3年6月1日
000028 9000173703 淡路島YASAIBA 656-0412 南あわじ市倭文委文447 その他の食料品製造・加工業 不要許可一般 大田 志穂 淡路(洲健)第41-330 令和4年1月12日
000028 9000173849 (株)ワインショップ西村 656-0025 洲本市本町8-9-23 799220396 その他の食料・飲料販売業 一般 山口 悠介 淡路(洲健)第52-90 令和3年6月1日
000028 9000173892 洲本伊月病院 656-0014 洲本市桑間428 799260770 乳類販売業 自動販売機 コカ・コーラボトラーズジャパン株式会社 代表取締役 カリン ドラガン 107-0052 東京都港区赤坂九丁目7番1号 淡路(洲健)第52-32 令和3年6月1日
000028 9000173920 AMI-IDA　イオン洲本店 656-0021 洲本市塩屋1-1-8イオン洲本店2階 799384123 自動販売機（要届出のコップ式自動販売機及び要許可を除く） 自動販売機 株式会社ドクターズ・マン 代表取締役 橋本 聡 225-0002 神奈川県横浜市青葉区美しが丘二丁目14番5 459052330 淡路(洲健)第52-360 令和3年6月1日
000028 9000173941 吉田商事株式会社 656-0451 南あわじ市神代社家839 799421740 農産保存食料品製造・加工業 不要許可一般 吉田商事株式会社 代表取締役 吉田 圭吾 656-0451 兵庫県南あわじ市神代社家839 799421740 淡路(洲健)第41-135 令和3年10月1日
000028 9000174353 セブン‐イレブン淡路インター前店 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く)その他の食料・飲料販売業 自動車 岩本 祐児 淡路(洲健)第52-4 令和3年6月1日
000028 9000174601 ＴＯＴＯシーウィンド淡路 656-2143 淡路市里573-14 799627105 コップ式自動販売機（自動洗浄・屋内設置） 自動販売機 株式会社リロバケーションズ 代表取締役 田村 佳克 160-0022 東京都新宿区新宿4-3-23 353128520 淡路(洲健)第52-361 令和3年6月1日
000028 9000174817 レストラン夢蔵 656-1317 洲本市五色町鮎原小山田89 799302260 食品製造業 不要許可一般 株式会社チューリップハウス農園 代表取締役 髙詰 雅秀 656-1317 兵庫県洲本市五色町鮎原小山田89 799302260 令和1年11月19日
000028 9000174934 ウエルシア南あわじ広田店 656-0122 南あわじ市広田広田525番地1 799452690 百貨店、総合スーパー 一般 ウエルシア薬局株式会社 代表取締役 松本 忠久 101-0021 東京都千代田区外神田二丁目2番15号 352095677 淡路(洲健)第41-120 令和3年9月17日
000028 9000174962 和菓子処　だるま堂 656-1711 淡路市富島1970 799820118 その他の食料・飲料販売業 一般 高田 賢哉 淡路(洲健)第52-196 令和3年6月1日
000028 9000175186 はるひ 656-0456 南あわじ市神代地頭方1437番地101号室 799427310 食品製造業 不要許可一般 近藤 ゆきみ 令和1年12月12日
000028 9000175583 淡路ビーフ　とうげ 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) その他の食料・飲料販売業 自動車 有限会社とうげ 代表取締役 原田 純嗣 656-1511 兵庫県淡路市郡家80-6 799850047 淡路(洲健)第52-424 令和3年6月1日
000028 9000175658 (有)上田商店 656-0053 洲本市上物部2丁目10-2 799220962 食品製造業 不要許可一般 有限会社上田商店 代表取締役 上田 正 656-0053 兵庫県洲本市上物部2-10-2 799220962 令和2年1月22日
000028 9000175747 淡路島の恵み 656-0021 洲本市本町1-1-38 799539033 通信販売・訪問販売による販売業 一般 北島 英志 淡路(洲健)第52-83 令和3年6月1日
000028 9000175762 ファミリーマート淡路こえなみ店 656-0425 南あわじ市榎列小榎列408番1 コンビニエンスストア 一般 西 徹也 淡路(洲健)第52-221 令和3年6月1日
000028 9000175875 kurukuroom 656-1304 洲本市五色町都志万歳233 食品製造業 不要許可一般 柴山 厚志 令和2年2月7日
000028 9000175906 ありがとう村 656-1503 淡路市遠田3103 食品製造業 不要許可一般 木村 さゆみ 令和2年2月10日
000028 9000175956 松下食品 656-0306 南あわじ市松帆慶野104 野菜果物販売業 一般 松下 伸二 淡路(洲健)第41-290 令和3年12月9日
000028 9000176095 株式会社廣田商店 656-2301 淡路市楠本24 799743025 その他の食料・飲料販売業 一般 株式会社廣田商店 代表取締役 廣田 儀直 656-2301 兵庫県淡路市楠本24 799743025 淡路(洲健)第52-191 令和3年6月1日
000028 9000176225 兵庫県立淡路三原高等学校食堂 656-0461 南あわじ市市円行寺345-1 799420048 乳類販売業 自動販売機 中井 伸二 淡路(洲健)第52-248 令和3年6月1日
000028 9000176377 あわじ花さじき産地直売所 656-2301 淡路市楠本2805-7 799746428 その他の食料・飲料販売業 一般 淡路日の出農業協同組合 代表理事組合長 相坂 有俊 656-2131 兵庫県淡路市志筑3112-14 799626200 淡路(洲健)第52-192 令和3年6月1日
000028 9000176426 ファミリーマート　南あわじ国衙店 656-0455 南あわじ市神代國衙1294-1 799433310 コンビニエンスストア 一般 株式会社　ファミリーマート 代表取締役 細見 研介 108-0023 東京都港区芝浦三丁目1番21号 淡路(洲健)第52-275 令和3年6月1日
000028 9000176571 一般社団法人　淡路島観光協会  洲本観光案内所 656-0027 洲本市港2番43号洲本バスセンター内 799255820 その他の食料・飲料販売業 一般 一般社団法人　淡路島観光協会 代表理事 木下 学 656-0027 兵庫県洲本市港2番43号洲本バスセンター内 799255820 淡路(洲健)第52-55 令和3年6月1日
000028 9000176665 市こども園 656-0475 南あわじ市市三條886番地 799420215 集団給食（４）その他 集団給食 南あわじ市 市長 守本 憲弘 656-0472 兵庫県南あわじ市市善光寺22番地1 799435219 淡路(洲健)第41-204 令和3年11月1日
000028 9000176674 Ryoko　Okumura 656-2311 淡路市久留麻183-1 その他の食料品製造・加工業 不要許可一般 奥村 良子 淡路(洲健)第41-347 令和4年1月19日
000028 9000176692 淡路ごちそう館　御食国 656-0021 洲本市塩屋1丁目1番8号 899261133 食品製造業 不要許可一般 株式会社　淡路島第一次産業振興公社 代表取締役 上崎 勝規 656-0021 兵庫県洲本市塩屋1丁目1番8号 令和2年4月10日
000028 9000176693 大坪加工直売施設 656-1603 淡路市生田大坪字中島297-1 799705229 農産保存食料品製造・加工業 一般 株式会社大坪営農 代表取締役 岡田 昭男 656-1603 兵庫県淡路市生田大坪139-1 799705229 淡路(洲健)第41-270 令和3年11月26日
000028 9000176705 菜音カフェ 656-2162 淡路市王子1430 799622828 その他の食料品製造・加工業 一般 菅原 伸悟 淡路(洲健)第41-305 令和3年12月15日
000028 9000176899 国立淡路青少年交流の家 656-0543 南あわじ市阿万塩屋町757-39 乳類販売業 自動販売機 コカ・コーラボトラーズジャパン株式会社 代表取締役 カリン ドラガン 105-0000 東京都港区赤坂九丁目7番1号 926418581 淡路(洲健)第52-213 令和3年6月1日
000028 9000177016 KOREAN CUISINE&BAR　ｎａｍｕ 656-0025 洲本市本町4丁目2-9 799256776 食品製造業 不要許可一般 石田 延之 令和2年5月1日
000028 9000177091 島と暮らす 656-2302 淡路市大磯23-19 799647560 通信販売・訪問販売による販売業 一般 株式会社島と暮らす 代表取締役 藤田 明久 656-2302 兵庫県淡路市大磯23-19 799647560 淡路(洲健)第52-178 令和3年6月1日
000028 9000177172 津名病院 656-2156 淡路市大町下66-1 799627501 乳類販売業 自動販売機 コカ・コーラボトラーズジャパン株式会社 代表取締役 カリン ドラガン 105-0000 東京都港区赤坂九丁目7番1号 淡路(洲健)第52-183 令和3年6月1日
000028 9000177325 lilla 656-2311 淡路市久留麻2587-3 799707258 その他の食料・飲料販売業 不要許可一般 株式会社carino 代表取締役 辻本 まり 659-0012 兵庫県芦屋市朝日ケ丘町15番10-334号 797807755 淡路(洲健)第41-353 令和4年1月24日
000028 9000177391 百花蜜と季節のジャム 656-1316 洲本市五色町鮎原栢野193 食品製造業 不要許可一般 平岡 保治 令和2年6月9日
000028 9000177491 BUCHI 656-2401 淡路市岩屋1871番地　MOONJELLY　AWAJI内 799720034 食肉販売業 一般 株式会社セレクトビューティー 代表取締役 104-0061 東京都中央区銀座二丁目12番3号 362263393 淡路(洲健)第52-119 令和3年6月1日
000028 9000177511 松風館 656-0022 洲本市海岸通2丁目4番36号 799225580 集団給食（４）その他 集団給食 学校法人　柳学園 理事長 柳 弘一郎 656-0013 兵庫県洲本市下加茂1丁目9番48号柳学園内 799242957 淡路(洲健)第41-189 令和3年11月1日
000028 9000177639 湯浅　務 656-0502 南あわじ市福良乙1312-6（井上英司方） 食品製造業 不要許可一般 湯浅 務 令和2年7月9日
000028 9000177926 ウエルシア北淡インター店 656-1602 淡路市育波490番地 799841616 百貨店、総合スーパー 一般 ウエルシア薬局株式会社 代表取締役 松本 忠久 101-0021 東京都千代田区外神田二丁目2番15号 352095677 淡路(洲健)第41-95 令和3年8月31日
000028 9000177945 淡路島の手作りジャム専門店とらかめ舎 656-0024 洲本市山手1丁目3－11ハイメゾン洲本202号 食品製造業 不要許可一般 杉谷 真澄 令和2年8月4日
000028 9000178028 イオン南淡路店 656-0511 南あわじ市賀集八幡北378-1 799502050 コップ式自動販売機（自動洗浄・屋内設置） 自動販売機 サントリービバレッジソリューション株式会社 代表取締役 及川 剛 160-0023 東京都新宿区西新宿八丁目17番１号 353210400 淡路(洲健)第52-357 令和3年6月1日



000028 9000178032 高級芋菓子しみず淡路店 656-2121 洲本市安乎町平安浦40番地6 食肉販売業 一般 株式会社かいげつ 代表取締役 齋藤 敦夫 656-0022 兵庫県洲本市海岸通1丁目3番11号 799221100 淡路(洲健)第52-9 令和3年6月1日
000028 9000178075 イオン淡路店　２Ｆ  (アルクリオ・ゲームコーナー) 656-2132 淡路市志筑新島10-2 乳類販売業 自動販売機 コカ・コーラボトラーズジャパン株式会社 代表取締役 カリン ドラガン 105-0000 東京都港区赤坂九丁目7番1号 926418581 淡路(洲健)第52-157 令和3年6月1日
000028 9000178181 竹中水産(株) 656-0661 南あわじ市阿那賀1647-22 799390155 海藻製造・加工業 一般 竹中水産株式会社 代表取締役 竹中 典男 656-0661 兵庫県南あわじ市阿那賀1416-2 799390155 淡路(洲健)第41-288 令和3年12月9日
000028 9000178182 中尾水産 656-0661 南あわじ市阿那賀1647-14 799390389 海藻製造・加工業 一般 中尾 満男 淡路(洲健)第41-308 令和3年12月21日
000028 9000178304 ぬか酵素　Sun燦 656-0131 南あわじ市広田中筋296-1 799207801 その他の食料品製造・加工業 一般 Ｄ．ＤＲＥＡＭＳ合同会社 代表社員 伊達 弘泰 656-0122 兵庫県南あわじ市広田広田464番地1 799452433 淡路(洲健)第41-100 令和3年9月6日
000028 9000178447 ローソン南あわじ養宜上店 656-0443 南あわじ市八木養宜上1029-5 799420390 コンビニエンスストア 一般 株式会社ベクトル 代表取締役 喜田 修司 656-0517 兵庫県南あわじ市賀集生子355-2 799531382 淡路(洲健)第52-286 令和3年6月1日
000028 9000178527 有限会社　光輝 656-0121 南あわじ市山添66-1 799443567 調味料製造・加工業 不要許可一般 有限会社　光輝 代表取締役 田中 宏明 656-0142 兵庫県南あわじ市中条徳原54番地 799443567 淡路(洲健)第41-329 令和4年1月12日
000028 9000178794 まほろば　淡路島店 656-1721 淡路市野島蟇浦168-1 799820829 食肉販売業 一般 株式会社アンカー 代表取締役 横山 伯 542-0083 大阪府大阪市中央区東心斎橋二丁目8番4号 647086699 淡路(洲健)第52-240 令和3年6月1日
000028 9000178929 物産館 656-2401 淡路市岩屋2674-3淡路ハイウェイオアシス その他の食料・飲料販売業 一般 ユーアールエー株式会社 代表取締役 井植 敏彰 656-2302 兵庫県淡路市大磯6 799743257 淡路(洲健)第52-122 令和3年6月1日
000028 9000179001 中田村 656-2163 淡路市中田4158-1 799626766 その他の食料・飲料販売業 一般 寺鼻 一之 淡路(洲健)第52-190 令和3年6月1日
000028 9000179089 トムズスタジオ淡路夢舞台 656-2306 淡路市夢舞台2番地 799752588 その他の食料品製造・加工業 一般 株式会社トーマス 代表取締役 政次 裕也 652-0815 兵庫県神戸市兵庫区三川口町3-3-3 785311160 淡路(洲健)第41-101 令和3年9月6日
000028 9000179240 ワタミの宅食　兵庫南あわじ営業所 656-0152 南あわじ市倭文長田字中山8 通信販売・訪問販売による販売業 一般 ワタミ株式会社 代表取締役 清水 邦晃 144-0043 東京都大田区羽田1-1-3 357372288 淡路(洲健)第52-322 令和3年6月1日
000028 9000179287 チャレンジレストラン福助亭 656-0025 洲本市本町5丁目4-8 食品製造業 不要許可一般 橋本 裕美 令和2年11月27日
000028 9000179292 打越米穀店 656-2131 淡路市志筑1599-1 799620437 米穀類販売業 一般 打越 きよ子 淡路(洲健)第41-264 令和3年11月25日
000028 9000179297 The　Kitchen　buono buono 656-0025 洲本市本町5丁目4-26 799242300 食品製造業 不要許可一般 佐藤 充 令和2年11月27日
000028 9000179338 EPiSPa 656-0025 洲本市本町4丁目5番3号洲本商工会議所1階大ホールB 食品製造業 不要許可一般 鷲田 晃大 令和3年1月6日
000028 9000179449 KOKAGE食堂 656-2223 淡路市生穂1495 その他の食料品製造・加工業 一般 宝示 悦子 淡路(洲健)第41-299 令和3年12月10日
000028 9000179494 まほろばの家 656-1541 淡路市柳澤甲546 799707273 卵選別包装業 一般 辻川 美佐子 淡路(洲健)第41-110 令和3年9月13日
000028 9000179600 ミツテック(株)内 656-1526 淡路市中村134-1 乳類販売業 自動販売機 淡路島牛乳株式会社 代表取締役 鳥井 俊廣 656-0472 兵庫県南あわじ市市善光寺26-1 799425013 淡路(洲健)第52-187 令和3年6月1日
000028 9000179670 株式会社ツカサ 656-0436 南あわじ市八木新庄441-1 799422345 その他 一般 株式会社ツカサ 代表取締役 富永 浩司 650-0045 兵庫県神戸市中央区港島3丁目6番5号 783020115 淡路(洲健)第52-425 令和3年6月1日
000028 9000179674 浜田商店 656-0551 南あわじ市灘吉野513 799560447 その他の食料・飲料販売業 一般 浜田 文代 淡路(洲健)第52-280 令和3年6月1日
000028 9000179680 ｉ・ｆａｒｍ（あいふぁーむ） 656-2222 淡路市野田尾693-3 農産保存食料品製造・加工業 一般 佐々木 和彦 淡路(洲健)第41-307 令和3年12月20日
000028 9000179929 焼肉平松 656-0331 南あわじ市湊里159 799363015 食肉販売業 一般 平山 秀樹 淡路(洲健)第52-321 令和3年6月1日
000028 9000179936 awatsumugi 656-1322 洲本市五色町鮎原上664-5 食品製造業 不要許可一般 坂本 祐美子 令和3年2月3日
000028 9000179976 おのころさん 656-1721 淡路市野島蟇浦168-1 799821170 食肉販売業 一般 株式会社おのころ開発 代表取締役 辻本 英一 656-1721 兵庫県淡路市野島蟇浦168-1 799821170 淡路(洲健)第52-204 令和3年6月1日
000028 9000180015 森果樹園 656-1313 洲本市五色町鮎原西368 799320909 農産保存食料品製造・加工業 不要許可一般 森 知宏 淡路(洲健)第41-392 令和4年3月17日
000028 9000180074 KUMI'S　KITCHEN 656-2305 淡路市浦164-1 農産保存食料品製造・加工業 不要許可一般 淡路島ぐるめ屋株式会社 代表取締役 三谷 久美子 656-2401 兵庫県淡路市岩屋1901-5 淡路(洲健)第41-119 令和3年9月17日
000028 9000180094 牛福　洲本店 656-0101 洲本市納字エイ田118-2 799252468 食肉販売業 一般 （株）ふじや 代表取締役 木内 善信 779-3117 徳島県徳島市国府町日開字東456-2 886420050 淡路(洲健)第52-76 令和3年6月1日
000028 9000180287 ファミリーマート淡路岩屋店 656-2401 淡路市岩屋1730-3 799732307 コンビニエンスストア 一般 株式会社ファミリーマート 代表取締役 細見 研介 108-0023 東京都港区芝浦三丁目1番21号 339896600 淡路(洲健)第52-118 令和3年6月1日
000028 9000180304 淡路島海上ホテル 656-0501 南あわじ市福良甲21-1 799521175 その他の食料・飲料販売業 一般 南淡路観光開発株式会社 代表取締役 滝川 加恵子 656-0501 兵庫県南あわじ市福良甲21-1 799521175 淡路(洲健)第52-304 令和3年6月1日
000028 9000180350 Kurukuroom 656-0475 南あわじ市市三篠７６８－３ 食品製造業 不要許可一般 柴山 厚志 令和3年4月5日
000028 9000180421 ホテルアナガ　日本料理　阿那賀 656-0661 南あわじ市阿那賀1109 799391111 その他の食料・飲料販売業 一般 塩屋土地株式会社 代表取締役 井植 貞雄 655-0873 兵庫県神戸市垂水区青山台一丁目22番１号 787511121 淡路(洲健)第52-207 令和3年6月1日
000028 9000180595 うずの丘　スカイテラス工房 656-0503 南あわじ市福良丙936-3 799522888 食品製造業 不要許可一般 株式会社うずのくに南あわじ 代表取締役 飛田 俊紀 656-0503 兵庫県南あわじ市福良字鳥取丙947番地の22 799521157 令和3年4月20日
000028 9000180737 ニコニコBEACH 656-1606 淡路市室津字小川2289-2 食肉販売業 一般 福田 優作 淡路(洲健)第52-167 令和3年6月1日
000028 9000181356 株式会社キド 656-0101 洲本市納201 799227275 器具・容器包装の製造・加工業 一般 株式会社キド 木戸 清隆 656-0101 兵庫県洲本市納201 799227275 淡路(洲健)第41-1 令和3年6月1日
000028 9000181412 トーホー工業　淡路工場 656-0152 南あわじ市倭文長田737 799446050 器具・容器包装の製造・加工業 一般 トーホー工業株式会社 近藤 大輔 541-0054 大阪府大阪市中央区南本町2-2ｰ9 662655500 淡路(洲健)第41-2 令和3年6月1日
000028 9000181413 株式会社中尾久吉商店 656-2131 淡路市志筑1790番地の1 799620032 その他の食料品製造・加工業 一般 株式会社中尾久吉商店 代表取締役 中尾 多津美 656-2131 兵庫県淡路市志筑1790番地の1 799620032 淡路(洲健)第41-3 令和3年6月1日
000028 9000181428 ドラッグコスモス南淡店 656-0511 南あわじ市賀集八幡182-1 799531012 その他の食料・飲料販売業 一般 株式会社コスモス薬品 代表取締役 横山 英昭 812-0013 福岡県福岡市博多区博多駅東二丁目10番1号第一福岡ビルＳ館４階 924330660 淡路(洲健)第41-6 令和3年6月1日
000028 9000181429 フードショップわたなべ 656-1304 洲本市五色町都志万歳398 799330023 乳類販売業 一般 渡邊 淳臣 淡路(洲健)第41-7 令和3年6月1日
000028 9000181442 業務スーパー　洲本店 656-0014 洲本市桑間681番地 799253361 百貨店、総合スーパー 一般 株式会社庄司酒店 代表取締役 庄司 健志 772-0002 徳島県鳴門市撫養町斎田字岩崎16番地1 886863637 淡路(洲健)第41-4 令和3年6月1日
000028 9000181443 浜田化学株式会社　洲本事業所 656-1337 洲本市五色町下堺1062-2 野菜果物販売業 一般 浜田化学株式会社 岡野 嘉市 660-0843 兵庫県尼崎市東海岸町1番地の4 淡路(洲健)第41-5 令和3年6月1日
000028 9000181499 うずの丘　スカイテラス工房 656-0503 南あわじ市福良丙936-3 799522888 農産保存食料品製造・加工業 一般 株式会社うずのくに南あわじ 代表取締役 飛田 俊紀 656-0503 兵庫県南あわじ市福良丙947-22 799521157 淡路(洲健)第41-10 令和3年6月1日
000028 9000181500 淡路島の手作りジャム　とらかめ舎 656-0024 洲本市山手1丁目3-11ハイメゾン102号 799253085 農産保存食料品製造・加工業 一般 杉谷 真澄 淡路(洲健)第41-11 令和3年6月1日
000028 9000181502 ファミリーマート西淡湊店 656-0332 南あわじ市湊261-1 799373230 コンビニエンスストア 一般 真浦 一也 淡路(洲健)第41-12 令和3年6月1日
000028 9000181505 ローソン南あわじ市青木店 656-0462 南あわじ市市青木142-1 799426150 コンビニエンスストア 一般 株式会社ベクトル 代表取締役 喜田 修司 656-0517 兵庫県南あわじ市賀集生子355番地2 799531382 淡路(洲健)第41-13 令和3年6月1日
000028 9000181560 （有）大江海苔 656-0425 南あわじ市榎並小榎並189-4 799433355 海藻製造・加工業 一般 有限会社大江海苔 大江 康洋 656-0425 兵庫県南あわじ市榎並小榎並189-4 799433355 淡路(洲健)第41-14 令和3年6月1日
000028 9000181562 名称なし 656-0000 洲本市以下に掲載がない場合 行商 行商 西谷 忠 淡路(洲健)第41-15 令和3年6月1日
000028 9000181564 名称なし 656-1344 洲本市五色町 行商 行商 山岡 三和子 淡路(洲健)第41-16 令和3年6月1日
000028 9000181566 名称なし 656-1301 洲本市五色町都志 行商 行商 大西 とよ子 淡路(洲健)第41-17 令和3年6月1日
000028 9000181567 名称なし 656-1304 洲本市五色町都志万歳 行商 行商 網代 昌子 淡路(洲健)第41-18 令和3年6月1日
000028 9000181568 名称なし 656-1301 洲本市五色町都志362-1 799330841 行商 行商 瀬戸 孝夫 淡路(洲健)第41-19 令和3年6月1日
000028 9000181570 名称なし 656-2100 淡路市以下に掲載がない場合 行商 行商 網城 日出子 淡路(洲健)第41-20 令和3年6月1日
000028 9000181572 名称なし 656-2100 淡路市以下に掲載がない場合 行商 行商 網城 こはる 淡路(洲健)第41-21 令和3年6月1日
000028 9000181580 立花組 656-2212 淡路市佐野 行商 行商 立花 正昭 淡路(洲健)第41-22 令和3年6月1日
000028 9000181581 名称なし 656-1711 淡路市富島 799820758 行商 行商 田中 眞知子 淡路(洲健)第41-23 令和3年6月1日
000028 9000181582 名称なし 656-2401 淡路市岩屋 行商 行商 長野 ケイ子 淡路(洲健)第41-24 令和3年6月1日
000028 9000181584 名称なし 656-2401 淡路市岩屋 行商 行商 大平 百合子 淡路(洲健)第41-25 令和3年6月1日
000028 9000181585 名称なし 656-2401 淡路市岩屋 行商 行商 大上 静 淡路(洲健)第41-26 令和3年6月1日
000028 9000181586 名称なし 656-2401 淡路市岩屋 行商 行商 小濃 美登里 淡路(洲健)第41-27 令和3年6月1日
000028 9000181587 西民 656-2401 淡路市岩屋 行商 行商 西田 民尾 淡路(洲健)第41-28 令和3年6月1日
000028 9000181590 新正 656-2100 淡路市以下に掲載がない場合 799724088 行商 行商 新居 朝香 淡路(洲健)第41-29 令和3年6月1日
000028 9000181591 名称なし 656-1606 淡路市室津 行商 行商 春藤 幸子 淡路(洲健)第41-30 令和3年6月1日
000028 9000181592 名称なし 656-0400 南あわじ市以下に掲載がない場合 799364045 行商 行商 平石 京子 淡路(洲健)第41-31 令和3年6月1日
000028 9000181593 簑田米穀店 656-2131 淡路市志築1700-5 799620029 米穀類販売業 一般 簑田 泰宏 淡路(洲健)第41-32 令和3年6月2日
000028 9000181595 三洋エナジー南淡(株)津名工場 2F休憩所  （CCBJI受託） 656-2131 淡路市志筑945 コップ式自動販売機（自動洗浄・屋内設置） 自動販売機 株式会社アペックス西日本 森 吉平 550-0015 大阪府大阪市西区南堀江4丁目25番24号 783062130 淡路(洲健)第41-33 令和3年6月2日
000028 9000181836 淡路米穀株式会社 656-1322 洲本市五色町鮎原上832番地の1 799321205 米穀類販売業 一般 淡路米穀株式会社 代表取締役 責谷 佳宏 656-1322 兵庫県洲本市五色町鮎原上832番地の1 799321205 淡路(洲健)第41-35 令和3年6月7日
000028 9000181839 Workation　Hub　紺屋町 656-0025 洲本市本町7丁目1-32 食肉販売業 一般 株式会社シマトワークス 代表取締役 富田 祐介 656-0012 兵庫県洲本市宇山1丁目2-45 淡路(洲健)第41-37 令和3年6月11日
000028 9000181843 美薬膳堂 656-0341 南あわじ市津井2011 その他 一般 寺山 喜博 淡路(洲健)第41-38 令和3年6月15日
000028 9000181844 おうちカフェ　わ 656-2401 淡路市岩屋1134-2 その他の食料品製造・加工業 一般 幹田 都 淡路(洲健)第41-39 令和3年6月15日
000028 9000181845 ブタとコジカの農楽園 656-1521 淡路市多賀1197-1 799851207 農産保存食料品製造・加工業 一般 田中 孝樹 淡路(洲健)第41-40 令和3年6月15日
000028 9000181848 心に風 656-1336 洲本市五色町上堺2460 農産保存食料品製造・加工業 一般 株式会社心に風 代表取締役 加藤 賢一 656-1336 兵庫県洲本市五色町上堺1758 799350052 淡路(洲健)第41-41 令和3年6月16日
000028 9000181849 淡路島珈琲１５７ 656-1734 淡路市舟木557-28 コーヒー（飲料を除く）製造・加工業 一般 松井 千津佳 淡路(洲健)第41-42 令和3年6月17日
000028 9000181851 ㈱東海近畿クボタ淡路事務所 656-0473 南あわじ市市小井446-4 799420134 米穀類販売業 一般 株式会社東海近畿クボタ 代表取締役 森藤 雅隆 661-0967 兵庫県尼崎市浜1丁目1番1号 664916633 淡路(洲健)第41-43 令和3年6月18日
000028 9000181857 里深商店 656-0421 南あわじ市榎列山所1039-2 799423098 米穀類販売業 一般 中瀬 美由紀 淡路(洲健)第41-46 令和3年6月23日
000028 9000181860 Ｋｕｒｕｋｕｒｏｏｍ 656-0475 南あわじ市市三條768-3 799204072 その他の食料・飲料販売業 一般 柴山 厚志 淡路(洲健)第41-49 令和3年7月1日
000028 9000181873 淡路インターナショナルホテル　ザ・サンプラザ 656-0023 洲本市小路谷1279-13 799231212 魚介類販売業 一般 株式会社観光ホテル淡州 樫本 文昭 656-0022 兵庫県洲本市海岸通1丁目7番2号 799231212 淡路(洲健)第41-52 令和3年7月2日
000028 9000181874 にんにくや 656-0031 洲本市千草庚24-2 799226178 農産保存食料品製造・加工業 一般 真浦 名見子 淡路(洲健)第41-53 令和3年7月8日
000028 9000181877 先田　正一 656-2121 洲本市安乎町平安浦1899 その他の食料品製造・加工業 一般 先田 正一 淡路(洲健)第41-55 令和3年7月9日
000028 9000181879 エクシブ淡路島 656-0023 洲本市小路谷字古城江1275-3 799233300 その他の食料・飲料販売業 一般 リゾートトラスト株式会社 伏見 有貴 460-0005 愛知県名古屋市中区東桜2丁目18-31 529336000 淡路(洲健)第41-56 令和3年7月9日
000028 9000181881 マイマート三原店 656-0425 南あわじ市榎列小榎列192 799422881 百貨店、総合スーパー 一般 株式会社マイ・マート 橋本 琢万 656-0101 兵庫県洲本市納85-1 799262866 淡路(洲健)第41-57 令和3年7月9日
000028 9000181882 Bourangerie　RURAL 656-2224 淡路市大谷1467-4 乳類販売業 一般 岡本 健一 淡路(洲健)第41-58 令和3年7月9日
000028 9000181886 レストラン　アメリカ 656-2334 淡路市釜口2007-1 799744540 その他の食料品製造・加工業 一般 庄司 功 淡路(洲健)第41-62 令和3年7月14日
000028 9000181887 AWAJIC　HORROR　GARDEN 656-0428 南あわじ市榎列掃守222 野菜果物販売業 一般 安部 美智子 淡路(洲健)第41-63 令和3年7月15日
000028 9000181909 Hotel＆Resorts　MINAMIAWAJI　ショッピングプラザ 656-0503 南あわじ市福良丙317 799523011 その他の食料・飲料販売業 一般 大和リゾート株式会社 代表取締役 柴山 良成 100-0005 東京都千代田区丸の内一丁目8番1号 799523011 淡路(洲健)第41-44 令和3年6月22日
000028 9000181911 山口農園 656-2223 淡路市生穂2601 農産保存食料品製造・加工業 一般 山口 幸二 淡路(洲健)第41-47 令和3年6月28日
000028 9000181912 チャレンジレストラン　福助亭 656-0025 洲本市本町5-4-8 農産保存食料品製造・加工業 一般 橋本 裕美 淡路(洲健)第41-48 令和3年7月1日
000028 9000181914 ボンブランシュ 656-2131 淡路市志筑2318-3 農産保存食料品製造・加工業 一般 髙田 佳枝 淡路(洲健)第41-51 令和3年7月2日
000028 9000181915 浜崎米穀 656-0545 南あわじ市阿万西町372-2 799550101 米穀類販売業 一般 濵﨑 達 淡路(洲健)第41-54 令和3年7月8日
000028 9000181916 ポートターミナルビル　農社 656-0022 洲本市海岸通一丁目11番1号 その他の食料・飲料販売業 一般 株式会社農社 奥野 竜平 656-0022 兵庫県洲本市海岸通一丁目11番1号 淡路(洲健)第41-60 令和3年7月13日
000028 9000181962 Ｌａｚｙ　Ｉｎｎ． 656-1511 淡路市郡家字大谷998-1 799709069 食肉販売業 一般 株式会社WonderWanderers 代表取締役 須藤 玲央奈 164-0001 東京都中野区中野2-16-22 363826545 淡路(洲健)第41-64 令和3年7月19日
000028 9000182119 あわじのいえ 656-0551 南あわじ市灘白崎145 食肉販売業 一般 合同会社ばとん 小菅 晃樹 330-0072 埼玉県さいたま市浦和区領家4丁目4番10号 淡路(洲健)第41-36 令和3年6月8日
000028 9000182121 ファミリーマート　新世薬局夢舞台店 656-2306 淡路市夢舞台1-34 799732077 コンビニエンスストア 一般 ファーマライズ株式会社 松浦 惠子 164-0011 東京都中野区中央一丁目38番1号 333627130 淡路(洲健)第41-45 令和3年6月22日
000028 9000182122 海風テラス 656-2401 淡路市岩屋207-1 799736338 食肉販売業 一般 大生開発株式会社 友川 健夫 656-2401 兵庫県淡路市岩屋1783-2 799736338 淡路(洲健)第41-50 令和3年7月1日
000028 9000182124 大橋水産 656-1344 洲本市五色町鳥飼浦22 799340729 海藻製造・加工業 一般 大橋 宏樹 淡路(洲健)第41-59 令和3年7月13日
000028 9000182126 ウエルシア洲本下加茂店 656-0013 洲本市下加茂一丁目1番58号 799242624 百貨店、総合スーパー 一般 ウエルシア薬局株式会社 代表取締役 松本 忠久 101-0021 東京都千代田区外神田2-2-15 352095677 淡路(洲健)第41-61 令和3年7月14日
000028 9000182161 とくし丸５号車 000-0000 島内一円 その他の食料・飲料販売業 自動車 野崎 敏郎 淡路(洲健)第41-65 令和3年7月19日
000028 9000182163 大谷山荘ロースタリー 656-2224 淡路市大谷1700 799704272 コーヒー（飲料を除く）製造・加工業 一般 株式会社ＳＬｍ 代表取締役 中川 裕之 656-2224 兵庫県淡路市大谷1700 799704272 淡路(洲健)第41-66 令和3年7月20日
000028 9000182166 マルセ(株)カットわかめ選別工場 656-0661 南あわじ市阿那賀字深萱1630-12 799390003 海藻製造・加工業 一般 マルセ株式会社 中尾 博満 772-0021 徳島県鳴門市里浦町里浦字花面309番地1 886845633 淡路(洲健)第41-67 令和3年7月26日



000028 9000182179 餃子の王将　淡路島三原店 656-0436 南あわじ市八木新庄311-1 799424405 その他の食料・飲料販売業 一般 株式会社王将フードサービス 代表取締役 渡邊 直人 607-8307 京都府京都市山科区西野山射庭ノ上町294番地の1 755921411 淡路(洲健)第41-68 令和3年7月26日
000028 9000182181 針木米穀店 656-2401 淡路市岩屋962番地7 799722049 米穀類販売業 一般 針木 多津子 淡路(洲健)第41-69 令和3年7月27日
000028 9000182231 ファミリーマート　淡路岩屋 656-2401 淡路市岩屋字松帆1730-3 799722577 コンビニエンスストア 一般 株式会社ファミリーマート 代表取締役 細見 研介 108-0023 東京都港区芝浦三丁目1番21号 364367652 淡路(洲健)第41-70 令和3年7月29日
000028 9000183049 グランドニッコー淡路ホテルショップ 656-2306 淡路市夢舞台2番地 799741151 コップ式自動販売機（自動洗浄・屋内設置） 自動販売機 株式会社夢舞台 代表取締役 水埜 浩 656-2306 兵庫県淡路市夢舞台1番地 799741000 淡路(洲健)第41-71 令和3年8月4日
000028 9000183081 有限会社うめ丸 656-0661 南あわじ市阿那賀1137-1 799390206 その他の食料・飲料販売業 一般 有限会社うめ丸 代表取締役 藤川 啓治郎 656-0662 兵庫県南あわじ市阿那賀志知川14-1 799390206 淡路(洲健)第41-74 令和3年8月6日
000028 9000183087 株式会社野添農園 656-2143 淡路市里296番地 799622922 米穀類販売業 一般 株式会社野添農園 野添 丈典 656-2143 兵庫県淡路市里296番地 799622922 淡路(洲健)第41-77 令和3年8月11日
000028 9000183088 株式会社アクアヴェルデＡＷＡＪＩ 656-0475 南あわじ市市三條1405 野菜果物販売業 一般 株式会社アクアヴェルデＡＷＡＪＩ 代表取締役 豊田 公隆 656-0475 兵庫県南あわじ市市三條626 淡路(洲健)第41-78 令和3年8月12日
000028 9000183090 タワーコーヒー 656-0012 洲本市宇山3-8-52 農産保存食料品製造・加工業 一般 平野 比呂志 淡路(洲健)第41-80 令和3年8月16日
000028 9000183096 かっぱ寿司淡路志筑店 656-2131 淡路市志筑3102-2 799647771 その他の食料・飲料販売業 一般 カッパ・クリエイト株式会社 代表取締役 山角 豪 220-8112 神奈川県横浜市西区みなとみらい2-2-1ランドマークタワー（１２階） 452247405 淡路(洲健)第41-82 令和3年8月16日
000028 9000183098 かっぱ寿司　洲本店 656-0013 洲本市下加茂1丁目4-32 799384822 その他の食料・飲料販売業 一般 カッパ・クリエイト株式会社 代表取締役 山角 豪 220-8112 神奈川県横浜市西区みなとみらい2-2-1ランドマークタワー（１２階） 452247405 淡路(洲健)第41-83 令和3年8月16日
000028 9000183100 サラダ館　津名東店 656-2224 淡路市大谷949-1 799641888 その他の食料・飲料販売業 一般 有限会社ビッグバン 一貫田 剛由 656-2224 兵庫県淡路市大谷949-1 799641888 淡路(洲健)第41-84 令和3年8月19日
000028 9000183101 ミタケ水産株式会社 656-2542 洲本市由良内田407-1 799270108 魚介類販売業 一般 ミタケ水産株式会社 伊奈 正隆 656-2541 兵庫県洲本市由良3丁目15-17 799270108 淡路(洲健)第41-85 令和3年8月19日
000028 9000183102 大学売店 656-2131 淡路市志筑1456-4 799601200 百貨店、総合スーパー 一般 学校法人関西看護医療大学 理事長 栗原 英治 656-2131 兵庫県淡路市志筑1456-4 799601200 淡路(洲健)第41-86 令和3年8月19日
000028 9000183103 株式会社Ｃｏｍｉｑｕｅ 656-0005 洲本市中川原町市原560 その他の食料品製造・加工業 一般 株式会社Ｃｏｍｉｑｕｅ 園田 薫 651-2141 兵庫県神戸市西区天が岡34-2 淡路(洲健)第41-87 令和3年8月19日
000028 9000183107 Ａｒｔｅｍｉｓ株式会社 656-1606 淡路市室津1190-2 農産保存食料品製造・加工業 一般 Ａｒｔｅｍｉｓ株式会社 代表取締役 笹山 慧 656-1606 兵庫県淡路市室津1190-2 淡路(洲健)第41-88 令和3年8月23日
000028 9000183108 夢淡路 656-1526 淡路市中村27 799851210 農産保存食料品製造・加工業 一般 粟田 和美 淡路(洲健)第41-89 令和3年8月23日
000028 9000183110 サラダ館下加茂店 656-0013 洲本市下加茂1丁目1-58 799255356 その他の食料・飲料販売業 一般 ワタナベ商事有限会社 代表取締役 渡邉 裕宣 656-2541 兵庫県洲本市由良4-1-11 799270030 淡路(洲健)第41-90 令和3年8月23日
000028 9000183113 遊楽食房 656-0101 洲本市納239-1 その他の食料品製造・加工業 一般 対馬 美智子 淡路(洲健)第41-91 令和3年8月25日
000028 9000183116 たけとも　すいさん 656-2543 洲本市由良町由良514-7 799257077 魚介類販売業 一般 竹田 知也 淡路(洲健)第41-93 令和3年8月30日
000028 9000183120 野島加工所 656-1721 淡路市野島蟇浦843 799802240 農産保存食料品製造・加工業 一般 株式会社パソナ農援隊 代表取締役 田中 康輔 100-0004 東京都千代田区大手町2-6-2 367341260 淡路(洲健)第41-96 令和3年8月31日
000028 9000183122 わらびもちの川西 656-0014 洲本市桑間1-1-41 その他の食料品製造・加工業 一般 川西 惠 淡路(洲健)第41-97 令和3年8月31日
000028 9000183124 Container　Base　A-jan 656-1501 淡路市尾崎4366-1 799708601 食肉販売業 一般 合同会社Ａ－ｊａｎ 山下 泰助 656-2311 兵庫県淡路市久留麻1907　2F 799708601 淡路(洲健)第41-98 令和3年9月2日
000028 9000183132 TOMMY COFFEE STAND 656-0025 洲本市本町5丁目3番地4号 コーヒー（飲料を除く）製造・加工業 一般 富田 夢子 淡路(洲健)第41-102 令和3年9月6日
000028 9000183136 地域密着型介護老人福祉施設ヴィラ一宮 656-1551 淡路市高山432-3 集団給食（４）その他 集団給食 社会福祉法人幸仁会 理事長 武久 洋三 656-1551 兵庫県淡路市高山430-3 799860668 淡路(洲健)第41-104 令和3年9月7日
000028 9000183140 メディス　ココロネ淡路 656-1736 淡路市小倉字新小倉153 799820012 その他の食料・飲料販売業 一般 株式会社メディス 代表取締役 小谷 みゆき 654-0161 兵庫県神戸市須磨区弥栄台3-15-1 787948822 淡路(洲健)第41-106 令和3年9月8日
000028 9000183141 コーナン洲本インター店 656-0017 洲本市上内膳417番地1 799245750 百貨店、総合スーパー 一般 コーナン商事株式会社 疋田 直太郎 593-8324 大阪府堺市西区鳳東町4丁401番地1 663971621 淡路(洲健)第41-108 令和3年9月10日
000028 9000183143 アロマピア 656-0661 南あわじ市阿那賀1603-342 799536889 その他 一般 兵庫 つげ子 淡路(洲健)第41-111 令和3年9月14日
000028 9000183144 KMS　FARM 656-0031 洲本市千草甲109-2 799244153 その他 一般 石谷 督 淡路(洲健)第41-112 令和3年9月14日
000028 9000183185 淡路島グランピングビーチヴィラ漣 656-2401 淡路市岩屋1871番地　屋上 662103117 氷雪販売業 自動販売機 アンドネクスト株式会社 代表取締役 野中 俊宏 106-0032 東京都港区六本木7丁目7番7号8階 366293998 淡路(洲健)第41-76 令和3年8月10日
000028 9000183310 ブーランジェリー　Ｃｉｅｌ 656-2311 淡路市久留麻185-1ラ・プルミエール久留麻1F 799753545 乳類販売業 一般 中山 英二 淡路(洲健)第41-113 令和3年9月14日
000028 9000183311 グランマーレ淡路 656-2334 淡路市釜口字津田2013番1　外4筆 食肉販売業 一般 株式会社グランシーズ 代表取締役 小川 慶大 530-0001 大阪府大阪市北区梅田2-6-20 661475483 淡路(洲健)第41-115 令和3年9月16日
000028 9000183318 KUMI'S　KITCHEN 656-2401 淡路市岩屋11-23 農産保存食料品製造・加工業 一般 淡路島ぐるめ屋株式会社 代表取締役 三谷 久美子 656-2401 兵庫県淡路市岩屋1901-5 淡路(洲健)第41-118 令和3年9月17日
000028 9000183326 スターバックスコーヒー  淡路サービスエリア(下り線)店 656-2401 淡路市岩屋2568 799732051 その他の食料・飲料販売業 一般 スターバックスコーヒージャパン株式会社 代表取締役 水口 貴文 141-0021 東京都品川区上大崎2丁目25番2号 357455886 淡路(洲健)第41-121 令和3年9月17日
000028 9000183333 ハーベストファーム淡路オリーブファクトリー 656-2301 淡路市楠本字中山2945-9 農産保存食料品製造・加工業 一般 株式会社ハーベストファーム 代表取締役 高山 大 528-0074 滋賀県甲賀市水口町松尾1281-1 748626615 淡路(洲健)第41-123 令和3年9月22日
000028 9000183334 sumheart 656-0025 洲本市本町4丁目5番3号洲本市経済交流センター大ホールB 乳類販売業 一般 森下 暢己 淡路(洲健)第41-124 令和3年9月22日
000028 9000183336 星の杜人 656-1524 淡路市竹谷459-1-4 その他の食料品製造・加工業 一般 上田 洋平 淡路(洲健)第41-126 令和3年9月24日
000028 9000183686 南陽トレーディング株式会社　南あわじ事業所 656-0426 南あわじ市榎列大榎列1573-28 農産保存食料品製造・加工業 一般 南陽トレーディング株式会社 里深 陽子 559-0013 大阪府大阪市住之江区御崎3丁目4番18号 淡路(洲健)第41-134 令和3年9月30日
000028 9000183688 Ｇａｍｙ'ｓ　Ｐｏｒｔ 000-0000 淡路島内一円 その他の食料・飲料販売業 一般 池上 隼人 淡路(洲健)第41-136 令和3年10月4日
000028 9000184108 株式会社赤穂商店 656-0455 南あわじ市神代國衙1077-1 799425510 野菜果物販売業 一般 株式会社赤穂商店 代表取締役 赤穂 秀樹 656-0455 兵庫県南あわじ市神代國衙1077-1 799425510 淡路(洲健)第41-145 令和3年10月18日
000028 9000184111 サンライズ淡路 656-0122 南あわじ市広田広田1466-1 799451411 その他の食料・飲料販売業 一般 株式会社かいげつ 代表取締役 齋藤 敦夫 656-0022 兵庫県洲本市海岸通1-3-11 799221100 淡路(洲健)第41-138 令和3年10月11日
000028 9000184112 サンライズ淡路 656-0122 南あわじ市広田広田1466-1 799451411 その他の食料・飲料販売業 一般 株式会社かいげつ 代表取締役 齋藤 敦夫 656-0022 兵庫県洲本市海岸通1-3-11 799221100 淡路(洲健)第41-139 令和3年10月11日
000028 9000184116 ダイソー　イオン南淡路店 656-0511 南あわじ市賀集八幡北378-1イオン南淡路店内 その他の食料・飲料販売業 一般 株式会社大創産業 矢野 靖二 739-0002 広島県東広島市西条吉行東一丁目4番14号 824200100 淡路(洲健)第41-140 令和3年10月11日
000028 9000184117 合同会社吉田精肉店　本店 656-0502 南あわじ市福良乙87 799520133 野菜果物販売業 一般 合同会社吉田精肉店 代表社員 吉田 憲三 656-0502 兵庫県南あわじ市福良乙87 799520133 淡路(洲健)第41-141 令和3年10月12日
000028 9000184122 ＤＣＭ北淡店 656-1602 淡路市育波408-1 799840030 米穀類販売業 一般 ＤＣＭ株式会社 代表取締役 石黒 靖規 140-0013 東京都品川区南大井6丁目22番7号大森ベルポートＥ館 357645211 淡路(洲健)第41-144 令和3年10月18日
000028 9000184123 ＢＡＳＥ　ＣＯＦＦＥＥ 656-0152 南あわじ市倭文長田224 799536170 コーヒー（飲料を除く）製造・加工業 一般 株式会社ＢＡＳＥ　ＣＯＦＦＥＥ 代表取締役 樫本 善嗣 656-0152 兵庫県南あわじ市倭文長田224番地 799536170 淡路(洲健)第41-146 令和3年10月18日
000028 9000184124 食材環境 656-0341 南あわじ市津井2281-6 その他の食料品製造・加工業 一般 馬崎 泰成 淡路(洲健)第41-147 令和3年10月18日
000028 9000184125 餃子の香月　津名店 656-2131 淡路市志筑1867-2 799647277 その他の食料・飲料販売業 一般 株式会社ふじや 代表取締役 木内 善信 779-3117 徳島県徳島市国府町日開字東456番地2 886420050 淡路(洲健)第41-148 令和3年10月19日
000028 9000184258 アテーナ海月 656-2224 淡路市大谷915-4 799641243 その他の食料・飲料販売業 一般 株式会社アテーナ海月 代表取締役 齋藤 敦夫 656-2224 兵庫県淡路市大谷915-4 799641243 淡路(洲健)第41-149 令和3年10月20日
000028 9000184260 ＤＣＭ淡路南店 656-0473 南あわじ市市小井80-1 799427210 米穀類販売業 一般 ＤＣＭ株式会社 代表取締役 石黒 靖規 140-0013 東京都品川区南大井6丁目22番7号大森ベルポートＥ館 357645211 淡路(洲健)第41-150 令和3年10月21日
000028 9000184262 ホテルニュー淡路別亭　淡路夢泉景 656-0023 洲本市小路谷1052-2 自動販売機（要届出のコップ式自動販売機及び要許可を除く）自動販売機株式会社ロッテ 代表取締役 牛膓 栄一 160-0023 東京都新宿区西新宿3-20-1 353885645 淡路(洲健)第41-151 令和3年10月21日
000028 9000184263 淡路島観光ホテル 656-0023 洲本市小路谷1053-17 自動販売機（要届出のコップ式自動販売機及び要許可を除く）自動販売機株式会社ロッテ 代表取締役 牛膓 栄一 160-0023 東京都新宿区西新宿3-20-1 353885645 淡路(洲健)第41-152 令和3年10月21日
000028 9000184264 うめ丸 656-0661 南あわじ市阿那賀1137-9 自動販売機（要届出のコップ式自動販売機及び要許可を除く）自動販売機株式会社ロッテ 代表取締役 牛膓 栄一 160-0023 東京都新宿区西新宿3-20-1 353885645 淡路(洲健)第41-153 令和3年10月21日
000028 9000184265 ホテルニューアワジプラザ淡路島 656-0542 南あわじ市阿万吹上町1433-2 自動販売機（要届出のコップ式自動販売機及び要許可を除く）自動販売機株式会社ロッテ 代表取締役 牛膓 栄一 160-0023 東京都新宿区西新宿3-20-1 353885645 淡路(洲健)第41-154 令和3年10月21日
000028 9000184266 ホテル＆リゾート南淡路　旧：南淡路ロイヤルホテル656-0503 南あわじ市福良丙317 自動販売機（要届出のコップ式自動販売機及び要許可を除く）自動販売機株式会社ロッテ 代表取締役 牛膓 栄一 160-0023 東京都新宿区西新宿3-20-1 353885645 淡路(洲健)第41-155 令和3年10月21日
000028 9000184267 海月館 656-0022 洲本市海岸通1-3-11 自動販売機（要届出のコップ式自動販売機及び要許可を除く）自動販売機株式会社ロッテ 代表取締役 牛膓 栄一 160-0023 東京都新宿区西新宿3-20-1 353885645 淡路(洲健)第41-156 令和3年10月21日
000028 9000184268 イオン南淡路 656-0511 南あわじ市賀集八幡北378-1 自動販売機（要届出のコップ式自動販売機及び要許可を除く）自動販売機株式会社ロッテ 代表取締役 牛膓 栄一 160-0023 東京都新宿区西新宿3-20-1 353885645 淡路(洲健)第41-157 令和3年10月21日
000028 9000184272 ダイソー　イオン淡路ショッピングセンター店 656-2132 淡路市志筑新島10-2イオン淡路店３階 その他の食料・飲料販売業 一般 株式会社大創産業 矢野 靖二 739-0002 広島県東広島市西条吉行東一丁目4番14号 824200100 淡路(洲健)第41-158 令和3年10月25日
000028 9000184301 山路ミート販売株式会社 656-0521 南あわじ市潮美台1丁目11-6 799520697 食肉販売業 一般 山路ミート販売株式会社 代表取締役 片山 理之 656-0513 兵庫県南あわじ市賀集野田36番地14 799520697 淡路(洲健)第41-159 令和3年10月25日
000028 9000184448 納果実園 656-0154 南あわじ市倭文神道110 農産保存食料品製造・加工業 一般 納 伊津味 淡路(洲健)第41-161 令和3年10月28日
000028 9000184487 芝　重夫 656-0456 南あわじ市神代地頭方1360-11 799425717 その他の食料品製造・加工業 一般 芝 重夫 淡路(洲健)第41-162 令和3年10月28日
000028 9000186568 株式会社米喜 656-0026 洲本市栄町1丁目1番1号 799224532 米穀類販売業 一般 株式会社米喜 代表取締役 喜田 智之 656-0026 兵庫県洲本市栄町1丁目1番1号 799224532 淡路(洲健)第41-208 令和3年11月1日
000028 9000186569 ショップすもと 656-0017 洲本市上内膳222-1 799232908 コンビニエンスストア 一般 パナソニックグループ労働組合連合会 会長 福澤 邦治 571-0000 大阪府門真市大字門真1006番地 669029620 淡路(洲健)第41-209 令和3年11月1日
000028 9000186636 KUSAKA　HOUSE 656-1554 淡路市深草949-3 799704563 農産保存食料品製造・加工業 一般 名手 けい子 淡路(洲健)第41-210 令和3年11月2日
000028 9000186637 ジロデアワジ 656-0501 南あわじ市福良甲1529－3 799502411 コーヒー（飲料を除く）製造・加工業 一般 株式会社FPJ淡路 代表取締役 原 拓生 656-0501 兵庫県南あわじ市福良甲1529－3 799207822 淡路(洲健)第41-214 令和3年11月5日
000028 9000186638 ダイレックス洲本店 656-0014 洲本市桑間681 799252733 百貨店、総合スーパー 一般 ダイレックス株式会社 代表取締役 多田 高志 849-0917 佐賀県佐賀市高木瀬町大字長瀬930 952326511 淡路(洲健)第41-215 令和3年11月5日
000028 9000186639 ダイレックス三原ショッピングプラザ店 656-0461 南あわじ市市円行寺150 799384531 百貨店、総合スーパー 一般 ダイレックス株式会社 代表取締役 多田 高志 849-0917 佐賀県佐賀市高木瀬町長瀬930番地 952326511 淡路(洲健)第41-216 令和3年11月5日
000028 9000186640 Book&Coffee coyomi 656-1344 洲本市五色町鳥飼浦2160 コーヒー（飲料を除く）製造・加工業一般 竹村 琢 淡路(洲健)第41-218 令和3年11月8日
000028 9000186641 津名ハイツ 656-2131 淡路市志筑162 自動販売機（要届出のコップ式自動販売機及び要許可を除く）自動販売機森永製菓株式会社 代表取締役 太田 栄二郎 108-0014 東京都港区芝5丁目33番1号 334560153 淡路(洲健)第41-219 令和3年11月10日
000028 9000186646 津名高校食堂横 656-2131 淡路市志筑249-1 自動販売機（要届出のコップ式自動販売機及び要許可を除く）自動販売機森永製菓株式会社 代表取締役 太田 栄二郎 108-0014 東京都港区芝5丁目33番1号 334560153 淡路(洲健)第41-220 令和3年11月10日
000028 9000186647 国立淡路青少年交流の家 656-0543 南あわじ市阿万塩屋町757-39 自動販売機（要届出のコップ式自動販売機及び要許可を除く）自動販売機森永製菓株式会社 代表取締役 太田 栄二郎 108-0014 東京都港区芝5丁目33番1号 334560153 淡路(洲健)第41-221 令和3年11月10日
000028 9000186648 ゆとりっく 656-0332 南あわじ市湊77 自動販売機（要届出のコップ式自動販売機及び要許可を除く）自動販売機森永製菓株式会社 代表取締役 太田 栄二郎 108-0014 東京都港区芝5丁目33番1号 334560153 淡路(洲健)第41-222 令和3年11月10日
000028 9000186649 淡路ヤクルト販売株式会社 656-0131 南あわじ市広田中筋322番地の1 799451234 乳類販売業 一般 淡路ヤクルト販売株式会社 代表取締役 山林 正育 656-0131 兵庫県南あわじ市広田中筋322番地の1 799451234 淡路(洲健)第41-223 令和3年11月10日
000028 9000186650 ドラッグコスモス三原店 656-0472 南あわじ市市善光寺26-25 799424300 百貨店、総合スーパー 一般 株式会社コスモス薬品 代表取締役 横山 英昭 812-0013 福岡県福岡市博多区博多駅東2丁目10番1号第一福岡ビルＳ館４階 924330660 淡路(洲健)第41-224 令和3年11月11日
000028 9000186652 ドラッグコスモス洲本インター店 656-0055 洲本市大野1855 799252622 百貨店、総合スーパー 一般 株式会社コスモス薬品 代表取締役 横山 英昭 812-0013 福岡県福岡市博多区博多駅東2丁目10番1号第一福岡ビルＳ館４階 924330660 淡路(洲健)第41-225 令和3年11月11日
000028 9000186653 ドラッグコスモス志筑店 656-2131 淡路市志筑天神1359-1 799620081 百貨店、総合スーパー 一般 株式会社コスモス薬品 代表取締役 横山 英昭 812-0013 福岡県福岡市博多区博多駅東2丁目10番1号第一福岡ビルＳ館４階 924330660 淡路(洲健)第41-226 令和3年11月11日
000028 9000186654 ドラッグコスモス南淡店 656-0511 南あわじ市賀集八幡182-1 799531012 百貨店、総合スーパー 一般 株式会社コスモス薬品 代表取締役 横山 英昭 812-0013 福岡県福岡市博多区博多駅東二丁目10番1号第一福岡ビルＳ館４階 924330660 淡路(洲健)第41-227 令和3年11月11日
000028 9000186655 ガスト洲本店 656-0014 洲本市桑間ナカマチ681 799250595 その他の食料・飲料販売業 一般 株式会社すかいらーくレストランツ 代表取締役 大川原 利明 180-0013 東京都武蔵野市西久保1丁目25番8号 422375218 淡路(洲健)第41-228 令和3年11月12日
000028 9000186656 淡路ＳＡ上り売店（神戸淡路鳴門自動車道）①656-2401 淡路市岩屋3118-1 自動販売機（要届出のコップ式自動販売機及び要許可を除く）自動販売機江崎グリコ株式会社 代表取締役 江崎 勝久 555-0021 大阪府大阪市西淀川区歌島4丁目6-5 664778352 淡路(洲健)第41-230 令和3年11月15日
000028 9000186658 イオン洲本店１Ｆ 656-0021 洲本市塩屋1-1-8 799232150 自動販売機（要届出のコップ式自動販売機及び要許可を除く） 自動販売機 江崎グリコ株式会社 代表取締役 江崎 勝久 555-0021 大阪府大阪市西淀川区歌島4丁目6-5 664778352 淡路(洲健)第41-231 令和3年11月15日
000028 9000186660 淡路市立津名温水プール（かっぱ天国） 656-2224 淡路市大谷169番地 799642269 自動販売機（要届出のコップ式自動販売機及び要許可を除く） 自動販売機 江崎グリコ株式会社 代表取締役 江崎 勝久 555-0021 大阪府大阪市西淀川区歌島4丁目6-5 664778352 淡路(洲健)第41-232 令和3年11月15日
000028 9000186661 ゆーゆーファイブ 656-1301 洲本市五色町都志1087ウェルネスパーク五色 799331600 自動販売機（要届出のコップ式自動販売機及び要許可を除く） 自動販売機 江崎グリコ株式会社 代表取締役 江崎 勝久 555-0021 大阪府大阪市西淀川区歌島4丁目6-5 664778352 淡路(洲健)第41-233 令和3年11月15日
000028 9000186663 ＮＳＩ南あわじ市温水プール 656-0446 南あわじ市八木寺内1612 799424994 自動販売機（要届出のコップ式自動販売機及び要許可を除く） 自動販売機 江崎グリコ株式会社 代表取締役 江崎 勝久 555-0021 大阪府大阪市西淀川区歌島4丁目6-5 664778352 淡路(洲健)第41-234 令和3年11月15日
000028 9000186664 イオン淡路店サティ１Ｆ 656-2132 淡路市志筑新島10-2 799626300 自動販売機（要届出のコップ式自動販売機及び要許可を除く） 自動販売機 江崎グリコ株式会社 代表取締役 江崎 勝久 555-0021 大阪府大阪市西淀川区歌島4丁目6-5 664778352 淡路(洲健)第41-235 令和3年11月15日
000028 9000186665 モーリーファンタジー　イオン洲本店 656-0021 洲本市塩屋1-1-8イオン洲本店２階 799255226 自動販売機（要届出のコップ式自動販売機及び要許可を除く） 自動販売機 江崎グリコ株式会社 代表取締役 江崎 勝久 555-0021 大阪府大阪市西淀川区歌島4丁目6-5 664778352 淡路(洲健)第41-236 令和3年11月15日
000028 9000186666 国営明石海峡公園①（お土産屋鳴門千鳥）ＵＲＡ 656-2301 淡路市楠本2131-3 799725002 自動販売機（要届出のコップ式自動販売機及び要許可を除く） 自動販売機 江崎グリコ株式会社 代表取締役 江崎 勝久 555-0021 大阪府大阪市西淀川区歌島4丁目6-5 664778352 淡路(洲健)第41-237 令和3年11月15日
000028 9000186667 Ｌｉｎｋ　Ｐｏｉｎｔ　ＳＡＩＲＡＩ000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く。)その他の食料・飲料販売業 一般 藤澤 典行 淡路(洲健)第41-238 令和3年11月15日
000028 9000186669 淡路島公園　アトラクション前 656-2301 淡路市楠本2425-2 799725377 自動販売機（要届出のコップ式自動販売機及び要許可を除く） 自動販売機 江崎グリコ株式会社 代表取締役 江崎 勝久 555-0021 大阪府大阪市西淀川区歌島4丁目6-5 664778352 淡路(洲健)第41-241 令和3年11月16日
000028 9000186672 春藤珈琲焙煎所 656-2311 淡路市久留麻11番　来田ビル1F-B 799647500 コーヒー（飲料を除く）製造・加工業 一般 春藤 貴美江 淡路(洲健)第41-243 令和3年11月16日
000028 9000186674 エディオン洲本店２Ｆ 656-0021 洲本市塩屋1-1-17 799256650 自動販売機（要届出のコップ式自動販売機及び要許可を除く） 自動販売機 江崎グリコ株式会社 代表取締役 江崎 勝久 555-0021 大阪府大阪市西淀川区歌島4丁目6-5 664778352 淡路(洲健)第41-244 令和3年11月16日
000028 9000186675 淡路ＳＡ下り線　メイン側駐車場向き 656-2401 淡路市岩屋2568 799732250 自動販売機（要届出のコップ式自動販売機及び要許可を除く） 自動販売機 江崎グリコ株式会社 代表取締役 江崎 勝久 555-0021 大阪府大阪市西淀川区歌島4丁目6-5 664778352 淡路(洲健)第41-245 令和3年11月16日
000028 9000186676 さんゆ～館　１Ｆ休憩所 656-0451 南あわじ市神代社家2332番地 799433939 自動販売機（要届出のコップ式自動販売機及び要許可を除く） 自動販売機 江崎グリコ株式会社 代表取締役 江崎 勝久 555-0021 大阪府大阪市西淀川区歌島4丁目6-5 664778352 淡路(洲健)第41-246 令和3年11月16日
000028 9000186678 淡路島公園　水の遊び場 656-2301 淡路市楠本2425番2号 799725377 自動販売機（要届出のコップ式自動販売機及び要許可を除く） 自動販売機 江崎グリコ株式会社 代表取締役 江崎 勝久 555-0021 大阪府大阪市西淀川区歌島4丁目6-5 664778352 淡路(洲健)第41-248 令和3年11月16日
000028 9000186680 イオン洲本店　３Ｆエスカレーターホール 656-0021 洲本市塩屋1-1-8 799232150 自動販売機（要届出のコップ式自動販売機及び要許可を除く） 自動販売機 江崎グリコ株式会社 代表取締役 江崎 勝久 555-0021 大阪府大阪市西淀川区歌島4丁目6-5 664778352 淡路(洲健)第41-249 令和3年11月16日
000028 9000186681 ミニボートピア洲本 656-0022 洲本市海岸通1-11-1 799224300 自動販売機（要届出のコップ式自動販売機及び要許可を除く） 自動販売機 江崎グリコ株式会社 代表取締役 江崎 勝久 555-0021 大阪府大阪市西淀川区歌島4丁目6-5 664778352 淡路(洲健)第41-250 令和3年11月16日
000028 9000186682 国営明石海峡公園　芝生広場前 656-2301 淡路市楠本2131-3 799743257 自動販売機（要届出のコップ式自動販売機及び要許可を除く） 自動販売機 江崎グリコ株式会社 代表取締役 江崎 勝久 555-0021 大阪府大阪市西淀川区歌島4丁目6-5 664778352 淡路(洲健)第41-251 令和3年11月16日
000028 9000186683 牛八 656-2163 淡路市中田4163 799622951 その他の食料品製造・加工業 一般 寺鼻 一之 淡路(洲健)第41-253 令和3年11月16日
000028 9000186684 淡路島南ＰＡ 656-0661 南あわじ市阿那賀大字鳴石731-8 799391150 自動販売機（要届出のコップ式自動販売機及び要許可を除く） 自動販売機 江崎グリコ株式会社 代表取締役 江崎 勝久 555-0021 大阪府大阪市西淀川区歌島4丁目6-5 664778352 淡路(洲健)第41-254 令和3年11月17日
000028 9000186685 ホープスコープ 656-2131 淡路市志筑507 コーヒー（飲料を除く）製造・加工業 一般 細川 望 淡路(洲健)第41-255 令和3年11月17日



000028 9000186688 マルヨシセンター 西淡店 656-0332 南あわじ市湊110 799360182 百貨店、総合スーパー 一般 株式会社マルヨシセンター 代表取締役 佐竹 克彦 769-0102 香川県高松市国分寺町国分367番地1 878745511 淡路(洲健)第41-256 令和3年11月18日
000028 9000186690 マルヨシセンター洲本店 656-0013 洲本市下加茂1丁目1-58 799233555 百貨店、総合スーパー 一般 株式会社マルヨシセンター 代表取締役 佐竹 克彦 769-0102 香川県高松市国分寺町国分367番地1 878745511 淡路(洲健)第41-257 令和3年11月18日
000028 9000186691 山崎養蜂園 656-0455 南あわじ市神代國衙612 799424043 その他の食料品製造・加工業 一般 山崎 恭平 淡路(洲健)第41-258 令和3年11月18日
000028 9000186693 ミスタードーナツ淡路Ｓ．Ａ．下り 656-2401 淡路市岩屋2568 799732045 その他の食料・飲料販売業 一般 ユーアールエー株式会社 代表取締役 井植 敏彰 656-2302 兵庫県淡路市大磯6 799743257 淡路(洲健)第41-259 令和3年11月19日
000028 9000186694 障がい者地域生活拠点『ぽれぽれ』 656-1741 淡路市浅野南2-40 799820922 農産保存食料品製造・加工業 一般 社会福祉法人　淡路市社会福祉協議会 理事長 小南 廣之 656-2131 兵庫県淡路市志筑3119-1 799625214 淡路(洲健)第41-260 令和3年11月19日
000028 9000186695 乃が美はなれ　淡路島店 656-0026 洲本市栄町2丁目3-30栄町サンプラザ103 799386755 その他の食料・飲料販売業 一般 株式会社レーベンサクセス 代表取締役 中田 久雄 666-0011 兵庫県川西市出在家町7-18 727646868 淡路(洲健)第41-261 令和3年11月22日
000028 9000186700 すき家　洲本桑間店 656-0014 洲本市桑間400 その他の食料・飲料販売業 一般 株式会社すき家 代表取締役 笹川 直樹 108-0075 東京都港区港南2丁目18番1号 357838850 淡路(洲健)第41-263 令和3年11月25日
000028 9000186704 isola villa awaji 656-1511 淡路市郡家大谷ノ下1112-9 食肉販売業 一般 有限会社トリプルアローズ 代表取締役 殿山 新太郎 658-0013 兵庫県神戸市東灘区深江北町1-10-10 784135055 淡路(洲健)第41-265 令和3年11月25日
000028 9000186705 淡路島　山田屋 656-2331 淡路市仮屋91 799704022 農産保存食料品製造・加工業 一般 山田 優子 淡路(洲健)第41-266 令和3年11月25日
000028 9000186707 肉の小畑 656-0025 洲本市本町4丁目5番19号 799220183 その他の食料・飲料販売業 一般 有限会社淡路小畑 代表取締役 小畑 義文 656-0054 兵庫県洲本市宇原1344番地 799242929 淡路(洲健)第41-272 令和3年11月29日
000028 9000186708 松帆食品加工場 656-2401 淡路市岩屋1849-3 その他の食料品製造・加工業 一般 株式会社淡路観光開発公社 代表取締役 西田 利行 656-2401 兵庫県淡路市岩屋1187番地の1 799720201 淡路(洲健)第41-275 令和3年11月30日
000028 9000186709 ふれあいショップ 656-0428 南あわじ市榎列掃守1076-4 その他の食料・飲料販売業 一般 小島 美知子 淡路(洲健)第41-276 令和3年11月30日
000028 9000186710 淡路ミツバチの郷 656-1721 淡路市野島蟇浦714 その他の食料品製造・加工業 一般 大畑 學 淡路(洲健)第41-277 令和3年11月30日
000028 9000186711 タカムラ淡路島ロースタリー＆カフェ 656-2225 淡路市生穂新島5番1.2.3.8.9 799640282 コーヒー（飲料を除く）製造・加工業 一般 タカムラ株式会社 代表取締役 松 誠 550-0002 大阪府大阪市西区江戸堀2丁目2番18号 664430092 淡路(洲健)第41-278 令和3年11月30日
000028 9000186713 長尾水産 656-0502 南あわじ市福良乙1653-21 海藻製造・加工業 一般 長尾 雅弘 淡路(洲健)第41-311 令和3年12月22日
000028 9000186715 直売所 656-2302 淡路市大磯6 799743356 野菜果物販売業 一般 ユーアールエー株式会社 代表取締役 井植 敏彰 656-2302 兵庫県淡路市大磯6 799743257 淡路(洲健)第41-279 令和3年12月2日
000028 9000186716 魚彩館 656-0661 南あわじ市阿那賀1506-2 799390237 その他の食料・飲料販売業 一般 南あわじ漁業協同組合 代表理事組合長 小磯 富男 656-0661 兵庫県南あわじ市阿那賀1463-6 799390005 淡路(洲健)第41-280 令和3年12月2日
000028 9000186717 日月長 656-1521 淡路市多賀485-5 コーヒー（飲料を除く）製造・加工業 一般 大前 夏子 淡路(洲健)第41-283 令和3年12月3日
000028 9000186718 森本はちみつ 656-2401 淡路市岩屋3329番地8 その他の食料品製造・加工業 一般 森本 盛正 淡路(洲健)第41-284 令和3年12月6日
000028 9000186720 株式会社特産野菜ネット 656-0451 南あわじ市神代社家838 799432233 農産保存食料品製造・加工業 一般 株式会社特産野菜ネット 代表取締役 吉田 武稔 656-0451 兵庫県南あわじ市神代社家838 799432233 淡路(洲健)第41-285 令和3年12月8日
000028 9000186721 ＧＲＥＥＮＡＲＩＵＭ　ＡＷＡＪＩＳＨＩＭＡ 656-1726 淡路市野島常盤1550-10 799705116 農産保存食料品製造・加工業 一般 株式会社淡路の島菜園 代表取締役 大森 一輝 656-1726 兵庫県淡路市野島常盤1550番地10 799706463 淡路(洲健)第41-287 令和3年12月8日
000028 9000186725 株式会社三松水産 656-0661 南あわじ市阿那賀1647-12 799391041 海藻製造・加工業 一般 株式会社三松水産 代表取締役 本山 光彦 656-0661 兵庫県南あわじ市阿那賀1647-12 799391041 淡路(洲健)第41-300 令和3年12月10日
000028 9000186727 はま寿司洲本店 656-0014 洲本市桑間684番地 570020253 その他の食料・飲料販売業 一般 株式会社 はま寿司 代表取締役 遠藤 哲郎 108-0075 東京都港区港南2丁目18-1 368338032 淡路(洲健)第41-303 令和3年12月14日
000028 9000186729 ティ＆コーヒミハラ 656-0442 南あわじ市八木養宜中173 799425335 乳類販売業 一般 株式会社メディス 代表取締役 小谷 みゆき 654-0161 兵庫県神戸市須磨区弥栄台3丁目15番地１ 787948822 淡路(洲健)第41-306 令和3年12月16日
000028 9000186730 武田水産 656-1501 淡路市尾崎1652-2 魚介類販売業 一般 武田 康裕 淡路(洲健)第41-310 令和3年12月21日
000028 9000186732 北岡商店 656-0481 南あわじ市志知松本408-2 799423261 魚介類販売業 一般 北岡 豊 淡路(洲健)第41-213 令和3年11月5日
000028 9000186761 松帆食品加工場 656-2401 淡路市岩屋松帆3606-10 その他の食料品製造・加工業 一般 株式会社淡路観光開発公社 代表取締役 西田 利行 656-2401 兵庫県淡路市岩屋1187番地の1 799720201 淡路(洲健)第41-312 令和3年12月22日
000028 9000186762 ウエルシア 南あわじ上八木店 656-0443 南あわじ市八木養宜上548-1 799435021 百貨店、総合スーパー 一般 ウエルシア薬局株式会社 代表取締役 松本 忠久 101-0021 東京都千代田区外神田2-2-15 352095677 淡路(洲健)第41-314 令和3年12月22日
000028 9000186763 ウエルシア 南あわじ上八木店 656-0443 南あわじ市八木養宜上548-1 799435021 自動販売機（要届出のコップ式自動販売機及び要許可を除く） 自動販売機 ウエルシア薬局株式会社 代表取締役 松本 忠久 101-0021 東京都千代田区外神田2-2-15 352095677 淡路(洲健)第41-314 令和3年12月22日
000028 9000186764 淡路ヤクルト販売株式会社　洲本センター 656-0026 洲本市栄町1丁目3-10洲本中央ビル１Ｆ 799228903 乳類販売業 一般 淡路ヤクルト販売株式会社 代表取締役 山林 正育 656-0131 兵庫県南あわじ市広田中筋322-1 799451234 淡路(洲健)第41-315 令和3年12月22日
000028 9000186767 木村農園 656-0121 南あわじ市山添748-1 農産保存食料品製造・加工業 一般 東 美鈴 淡路(洲健)第41-317 令和3年12月24日
000028 9000186768 心に風ファクトリー 656-1336 洲本市五色町上堺555 農産保存食料品製造・加工業 一般 株式会社　心に風 代表取締役 加藤 賢一 656-1336 兵庫県洲本市五色町上堺1758番地 淡路(洲健)第41-318 令和3年12月27日
000028 9000186775 株式会社スズキ自販兵庫　アリーナ淡路　店舗 656-0122 南あわじ市広田広田39 自動販売機（要届出のコップ式自動販売機及び要許可を除く） 自動販売機 株式会社アペックス西日本 代表取締役 森 吉平 550-0015 大阪府大阪市西区南堀江4丁目25番24号 783062130 淡路(洲健)第41-320 令和3年12月28日
000028 9000186818 百姓市場株式会社 656-0516 南あわじ市賀集福井1613-1 799536668 野菜果物販売業 一般 百姓市場株式会社 代表取締役 高川 力 656-0516 兵庫県南あわじ市賀集福井1648-5 799502278 淡路(洲健)第41-321 令和4年1月4日
000028 9000186819 ローソン　津名町　志筑店 656-2131 淡路市志筑3042 799624755 コンビニエンスストア 一般 有限会社清水商店 代表取締役 清水 比呂史 656-0046 兵庫県洲本市金屋1180番地26 799262323 淡路(洲健)第41-322 令和4年1月5日
000028 9000186880 餃子の雪松　南あわじ店 656-0456 南あわじ市神代地頭方1360 その他の食料・飲料販売業 一般 株式会社ＹＥＳ 代表取締役 長谷川 保 185-0005 東京都国分寺市並木町二丁目23番地5美創空間 422077488 淡路(洲健)第41-324 令和4年1月7日
000028 9000186958 656-0013 洲本市下加茂47 799224633 農産保存食料品製造・加工業 一般 淡路(洲健)第41-325 令和4年1月11日
000028 9000186962 淡路島　風の菜園 656-0044 洲本市前平59-1 農産保存食料品製造・加工業 一般 林 義人 淡路(洲健)第41-328 令和4年1月12日
000028 9000186965 淡路島日本蜜蜂研究会 656-0053 洲本市上物部423-10 その他の食料品製造・加工業 一般 藤井 健男 淡路(洲健)第41-333 令和4年1月14日
000028 9000186966 森永牛乳洲本販売店 656-0051 洲本市物部3丁目6-16 799221907 乳類販売業 一般 赤井 久仁 淡路(洲健)第41-335 令和4年1月14日
000028 9000186967 天使の焼き芋 656-2224 淡路市大谷126-3 その他の食料品製造・加工業 一般 森下 尚紀 淡路(洲健)第41-338 令和4年1月14日
000028 9000186968 サスライフ 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く。) その他の食料品製造・加工業 自動車 森下 尚紀 淡路(洲健)第41-339 令和4年1月14日
000028 9000186970 博多キムチ家 656-0021 洲本市塩屋1-1-8イオンスタイル洲本 その他の食料・飲料販売業 一般 森川 誠志 淡路(洲健)第41-340 令和4年1月14日
000028 9000186971 博多キムチ家 656-2132 淡路市志筑新島10-2イオン淡路 その他の食料・飲料販売業 一般 森川 誠志 淡路(洲健)第41-341 令和4年1月14日
000028 9000186972 博多キムチ家 656-0511 南あわじ市賀集八幡378-1イオン南淡路 その他の食料・飲料販売業 一般 森川 誠志 淡路(洲健)第41-342 令和4年1月14日
000028 9000187071 奥田製作所 656-0002 洲本市中川原町中川原1385-4 799280338 その他の食料品製造・加工業 一般 奥田 宏子 淡路(洲健)第41-351 令和4年1月21日
000028 9000187072 トシマダイマル　サラダ館北淡店 656-1741 淡路市浅野南100 799820010 その他の食料・飲料販売業 一般 株式会社大丸 代表取締役 裏井 宏 656-1711 兵庫県淡路市富島2071番地 799820010 淡路(洲健)第41-352 令和4年1月23日
000028 9000187118 しらす 656-2334 淡路市釜口1871-1 799704028 その他の食料品製造・加工業 一般 蓬莱 奈美 淡路(洲健)第41-356 令和4年1月25日
000028 9000187207 ファミリーマート淡路市役所通店 656-2224 淡路市大谷934-4 799604388 コンビニエンスストア 一般 富山 真孝 淡路(洲健)第41-359 令和4年1月27日
000028 9000187208 丸山工務店南あわじ作業所 656-0143 南あわじ市中条中筋132 その他の食料品製造・加工業 一般 丸山工務店株式会社 丸山 生朗 655-0852 兵庫県神戸市垂水区名谷町2267-1 787548920 淡路(洲健)第41-360 令和4年1月31日
000028 9000187287 ここや 656-0054 洲本市宇原82-12 野菜果物販売業 一般 井戸 良行 淡路(洲健)第41-362 令和4年2月2日
000028 9000187344 淡路島慶栄丸商店 656-2542 洲本市由良町内田555-2 魚介類販売業 一般 船越 勇佑 淡路(洲健)第41-363 令和4年2月8日
000028 9000187415 ＡＷＡＪＩ　ＩＳＬＡＮＤ　ＲＯＡＳＴＥＲＳ 656-1501 淡路市尾崎1800 コーヒー（飲料を除く）製造・加工業 一般 株式会社ガーデンバール＆コーヒージャパン 代表取締役 山﨑 紀文 542-0086 大阪府大阪市中央区西心斎橋1丁目10番1号 665325450 淡路(洲健)第41-365 令和4年2月10日
000028 9000187416 (株)淡路ドリーム　淡路ドリーム焙煎珈琲 656-2151 淡路市大町畑1598-3 コーヒー（飲料を除く）製造・加工業 一般 株式会社淡路ドリーム 中尾 久美子 656-2151 兵庫県淡路市大町畑1598-3 淡路(洲健)第41-367 令和4年2月14日
000028 9000187428 ﾄﾞﾗｯｸﾞｽﾄｱ　ﾗｲﾌｫｰﾄ　津名店 656-2224 淡路市大谷948番地の32 799604224 その他の食料・飲料販売業 一般 株式会社ココカラファインヘルスケア 代表取締役 塚本 厚志 222-0033 神奈川県横浜市港北区新横浜三丁目17番6号 455485996 淡路(洲健)第41-368 令和4年2月14日
000028 9000187481 浜田食料品店 656-0011 洲本市炬口1丁目8-24 799224861 その他の食料・飲料販売業 一般 濱田 幸子 淡路(洲健)第41-369 令和4年2月15日
000028 9000187482 ココカラファイン　東浦店 656-2305 淡路市浦697番地 799745589 その他の食料・飲料販売業 一般 株式会社ココカラファインヘルスケア 塚本 厚志 222-0033 神奈川県横浜市港北区新横浜三丁目17番6号 455485996 淡路(洲健)第41-370 令和4年2月15日
000028 9000187507 直売所　３７３ 656-0332 南あわじ市湊1433 799204491 野菜果物販売業 一般 有限会社三野青果 三野 光弘 656-0332 兵庫県南あわじ市湊1433 799204491 淡路(洲健)第41-371 令和4年2月18日
000028 9000187508 山下佳宏 656-0015 洲本市上加茂612 その他の食料品製造・加工業 一般 山下 佳宏 淡路(洲健)第41-372 令和4年2月18日
000028 9000187590 Blossom　St... 656-1344 洲本市五色町鳥飼浦2599-72 その他の食料・飲料販売業 一般 Blossom St株式会社 代表取締役 西川 みどり 656-1344 兵庫県洲本市五色町鳥飼浦2599-72 淡路(洲健)第41-373 令和4年2月24日
000028 9000187591 Permeate　Coffee 656-0055 洲本市大野1010-4 コーヒー（飲料を除く）製造・加工業 一般 織田 哲矢 淡路(洲健)第41-374 令和4年2月25日
000028 9000187713 あのらぼ 656-1336 洲本市五色町上堺1877-2 野菜果物販売業 一般 吉田 あゆみ 淡路(洲健)第41-375 令和4年3月1日
000028 9000187714 ちょうけいじ農園 656-2332 淡路市谷456-11 その他の食料品製造・加工業 一般 長慶寺 健太郎 淡路(洲健)第41-376 令和4年3月2日
000028 9000187811 ミネラル農縁 656-0542 南あわじ市阿万吹上町66-1 799550877 その他の食料品製造・加工業 一般 阿部 摩利子 淡路(洲健)第41-377 令和4年3月4日
000028 9000187814 中谷佳史 656-1316 洲本市五色町鮎原栢野172-3 米穀類販売業 一般 中谷 佳史 淡路(洲健)第41-379 令和4年3月7日
000028 9000187815 マックスバリュ西日本マルナカ  南あわじ店移動販売 656-0021 洲本市、淡路島内一円 799373205 百貨店、総合スーパー 一般 マックスバリュ西日本株式会社 代表取締役 平尾 健一 732-0814 広島県広島市南区段原南1丁目3-52 825358500 淡路(洲健)第41-380 令和4年3月7日
000028 9000187819 山田屋＋はなゑみコーヒー 656-2331 淡路市仮屋91 799704022 農産保存食料品製造・加工業 一般 合同会社ヤマタムラ 田村 茂 656-2331 兵庫県淡路市仮屋91 799704022 淡路(洲健)第41-381 令和4年3月10日
000028 9000187822 淡路島オニオンクラブ 656-0111 洲本市鮎屋594 799227326 野菜果物販売業 一般 成井 修司 淡路(洲健)第41-382 令和4年3月10日
000028 9000187874 亀の井ホテル淡路島 656-1711 淡路市富島824 799821073 その他の食料・飲料販売業 一般 株式会社マイステイズ・ホテル・マネジメント 代表取締役 代田 量一 106-0032 東京都港区六本木六丁目2番31号 368664347 淡路(洲健)第41-383 令和4年3月10日
000028 9000187876 柴宇淡路食彩株式会社 656-2212 淡路市佐野928 799642066 海藻製造・加工業 一般 柴宇淡路食彩株式会社 代表取締役 柴田 浩典 656-2212 兵庫県淡路市佐野928番地 799642066 淡路(洲健)第41-384 令和4年3月11日
000028 9000187877 魚民 656-0026 洲本市栄町一丁目3-30 1階 799223188 その他の食料・飲料販売業 一般 株式会社モンテローザフーズ 代表取締役 大神 輝博 160-0021 東京都新宿区歌舞伎町一丁目21番1号 422368888 淡路(洲健)第41-385 令和4年3月14日
000028 9000187888 もぐもぐファーム 656-1325 洲本市五色町鮎原南谷457-1 その他の食料品製造・加工業 一般 山脇 慎也 淡路(洲健)第41-387 令和4年3月14日
000028 9000187889 リフレッシュ交流ハウスゆーぷる 656-0534 南あわじ市北阿万筒井1509-1 乳類販売業 自動販売機 淡路ヤクルト販売株式会社 代表取締役 山林 正育 656-0131 兵庫県南あわじ市広田中筋322-1 799451234 淡路(洲健)第41-386 令和4年3月14日
000028 9000188072 たまゆら 656-1341 洲本市五色町都志角川117－2 農産保存食料品製造・加工業 一般 山本 玲子 淡路(洲健)第41-388 令和4年3月14日
000028 9000188073 ハチミツ太田 656-0501 南あわじ市福良甲841の2 799522702 その他の食料品製造・加工業 一般 太田 重和 淡路(洲健)第41-391 令和4年3月17日
000028 9000188076 株式会社スピラル 656-0512 南あわじ市賀集立川瀬351-1 799531344 その他の食料品製造・加工業 一般 株式会社スピラル 代表取締役 村上 公二信 656-0512 兵庫県南あわじ市賀集立川瀬351-1 799531344 淡路(洲健)第41-393 令和4年3月22日
000028 9000188103 合同会社ＮＩＣＯＮＩＣＯＹＡＳＡＩ 656-0531 南あわじ市北阿万伊賀野473-1淡路マルマサフード内 799551777 その他の食料品製造・加工業 一般 合同会社ＮＩＣＯＮＩＣＯＹＡＳＡＩ 代表社員 塩川 実 656-0478 兵庫県南あわじ市市福永539-2 淡路(洲健)第41-394 令和4年3月23日
000028 9000188105 五色水産 656-1344 洲本市五色町鳥飼浦852-4 799340216 その他の食料品製造・加工業 一般 松下 成美 淡路(洲健)第41-395 令和4年3月23日
000028 9000188107 蒼花寮 656-0013 洲本市下加茂1丁目8番39号 集団給食（１）学校 集団給食 学校法人柳学園 理事長 柳 弘一郎 656-0013 兵庫県洲本市下加茂1丁目9の48 799222552 淡路(洲健)第41-396 令和4年3月24日
000028 9000188198 幡多の青空市 656-0422 南あわじ市榎列上幡多1911 野菜果物販売業 一般 武田 己三子 淡路(洲健)第41-398 令和4年3月25日
000028 9000188199 南あわじクア施設さんゆ～館 656-0451 南あわじ市神代社家2332 乳類販売業 自動販売機 淡路ヤクルト販売株式会社 代表取締役 山林 正育 656-0131 兵庫県南あわじ市広田中筋322番地の1 799451234 淡路(洲健)第41-399 令和4年3月26日
000028 9000188200 養護老人ホームさくら苑 656-0503 南あわじ市福良丙22-4 乳類販売業 自動販売機 淡路ヤクルト販売株式会社 代表取締役 山林 正育 656-0131 兵庫県南あわじ市広田中筋322番地の1 799451234 淡路(洲健)第41-400 令和4年3月26日
000028 9000188201 覚住寺 656-0451 南あわじ市神代社家343 乳類販売業 自動販売機 淡路ヤクルト販売株式会社 代表取締役 山林 正育 656-0131 兵庫県南あわじ市広田中筋322番地の1 799451234 淡路(洲健)第41-401 令和4年3月26日
000028 9000188202 医療法人社団　中正会　中林病院 656-0455 南あわじ市神代國衙1680-1 乳類販売業 自動販売機 淡路ヤクルト販売株式会社 代表取締役 山林 正育 656-0131 兵庫県南あわじ市広田中筋322番地の1 799451234 淡路(洲健)第41-402 令和4年3月26日
000028 9000188203 サンライズ淡路 656-0122 南あわじ市広田広田1466-1 乳類販売業 自動販売機 淡路ヤクルト販売株式会社 代表取締役 山林 正育 656-0131 兵庫県南あわじ市広田中筋322番地の1 799451234 淡路(洲健)第41-403 令和4年3月26日
000028 9000188204 ホテルニューアワジ 656-0023 洲本市小路谷20番地 乳類販売業 自動販売機 淡路ヤクルト販売株式会社 代表取締役 山林 正育 656-0131 兵庫県南あわじ市広田中筋322番地の1 799451234 淡路(洲健)第41-404 令和4年3月26日
000028 9000188205 東浦バスターミナル 656-2305 淡路市浦648 乳類販売業 自動販売機 淡路ヤクルト販売株式会社 代表取締役 山林 正育 656-0131 兵庫県南あわじ市広田中筋322番地の1 799451234 淡路(洲健)第41-405 令和4年3月26日
000028 9000188206 社団医療法人社団　順心会　順心淡路病院 656-2156 淡路市大町下66-1 乳類販売業 自動販売機 淡路ヤクルト販売株式会社 代表取締役 山林 正育 656-0131 兵庫県南あわじ市広田中筋322番地の1 799451234 淡路(洲健)第41-406 令和4年3月26日
000028 9000188207 鈴木 656-1741 淡路市浅野南148-1 乳類販売業 自動販売機 淡路ヤクルト販売株式会社 代表取締役 山林 正育 656-0131 兵庫県南あわじ市広田中筋322番地の1 799451234 淡路(洲健)第41-407 令和4年3月26日
000028 9000188208 洲本市立診療所国民健康保険五色診療所 656-1331 洲本市五色町都志大日707 乳類販売業 自動販売機 淡路ヤクルト販売株式会社 代表取締役 山林 正育 656-0131 兵庫県南あわじ市広田中筋322番地の1 799451234 淡路(洲健)第41-408 令和4年3月26日
000028 9000188209 うずしお温泉　うめ丸 656-0661 南あわじ市阿那賀1137-9 乳類販売業 自動販売機 淡路ヤクルト販売株式会社 代表取締役 山林 正育 656-0131 兵庫県南あわじ市広田中筋322番地の1 799451234 淡路(洲健)第41-409 令和4年3月26日
000028 9000188210 淡路夢泉景 656-0023 洲本市小路谷1052-2 乳類販売業 自動販売機 淡路ヤクルト販売株式会社 代表取締役 山林 正育 656-0131 兵庫県南あわじ市広田中筋322番地の1 799451234 淡路(洲健)第41-410 令和4年3月26日
000028 9000188211 関西電力送配電(株)　淡路配電営業所 656-0024 洲本市山手2丁目3-28 乳類販売業 自動販売機 淡路ヤクルト販売株式会社 代表取締役 山林 正育 656-0131 兵庫県南あわじ市広田中筋322番地の1 799451234 淡路(洲健)第41-411 令和4年3月26日
000028 9000188212 高田医院 656-0461 南あわじ市市円行寺136-1 乳類販売業 自動販売機 淡路ヤクルト販売株式会社 代表取締役 山林 正育 656-0131 兵庫県南あわじ市広田中筋322番地の1 799451234 淡路(洲健)第41-412 令和4年3月26日
000028 9000188213 淡路ワールドパークＯＮＯＫＯＲＯ 656-2142 淡路市塩田新島8-5 乳類販売業 自動販売機 淡路ヤクルト販売株式会社 代表取締役 山林 正育 656-0131 兵庫県南あわじ市広田中筋322番地の1 799451234 淡路(洲健)第41-413 令和4年3月26日
000028 9000188214 みなと観光バス株式会社 656-0326 南あわじ市志知南9-1 乳類販売業 自動販売機 淡路ヤクルト販売株式会社 代表取締役 山林 正育 656-0131 兵庫県南あわじ市広田中筋322番地の1 799451234 淡路(洲健)第41-414 令和4年3月26日
000028 9000188215 久米石油株式会社 656-0014 洲本市桑間272 乳類販売業 自動販売機 淡路ヤクルト販売株式会社 代表取締役 山林 正育 656-0131 兵庫県南あわじ市広田中筋322番地の1 799451234 淡路(洲健)第41-415 令和4年3月26日
000028 9000188216 洲本市・南あわじ市衛生事務組合 656-0122 南あわじ市広田広田1174 乳類販売業 自動販売機 淡路ヤクルト販売株式会社 代表取締役 山林 正育 656-0131 兵庫県南あわじ市広田中筋322番地の1 799451234 淡路(洲健)第41-416 令和4年3月26日



000028 9000188217 稲田運送株式会社 656-0461 南あわじ市市円行寺517-3 乳類販売業 自動販売機 淡路ヤクルト販売株式会社 代表取締役 山林 正育 656-0131 兵庫県南あわじ市広田中筋322番地の1 799451234 淡路(洲健)第41-417 令和4年3月26日
000028 9000188218 河上整形外科 656-2132 淡路市志筑新島6-27 乳類販売業 自動販売機 淡路ヤクルト販売株式会社 代表取締役 山林 正育 656-0131 兵庫県南あわじ市広田中筋322番地の1 799451234 淡路(洲健)第41-418 令和4年3月26日
000028 9000188219 医療法人社団　南淡千遥会　南淡路病院 656-0516 南あわじ市賀集福井560番地 乳類販売業 自動販売機 淡路ヤクルト販売株式会社 代表取締役 山林 正育 656-0131 兵庫県南あわじ市広田中筋322番地の1 799451234 淡路(洲健)第41-419 令和4年3月26日
000028 9000188220 千東造船所 656-2543 洲本市由良町由良2434-1 乳類販売業 自動販売機 淡路ヤクルト販売株式会社 代表取締役 山林 正育 656-0131 兵庫県南あわじ市広田中筋322番地の1 799451234 淡路(洲健)第41-420 令和4年3月26日
000028 9000188221 淡路白寿苑 656-2151 淡路市大町畑584-6 乳類販売業 自動販売機 淡路ヤクルト販売株式会社 代表取締役 山林 正育 656-0131 兵庫県南あわじ市広田中筋322番地の1 799451234 淡路(洲健)第41-421 令和4年3月26日
000028 9000188222 淡路広域消防事務組合 656-0021 洲本市塩屋1丁目2-32 乳類販売業 自動販売機 淡路ヤクルト販売株式会社 代表取締役 山林 正育 656-0131 兵庫県南あわじ市広田中筋322番地の1 799451234 淡路(洲健)第41-422 令和4年3月26日
000028 9000188223 (株)ワールドインダストリーファブリック 656-1304 洲本市五色町都志万歳1052-1 乳類販売業 自動販売機 淡路ヤクルト販売株式会社 代表取締役 山林 正育 656-0131 兵庫県南あわじ市広田中筋322番地の1 799451234 淡路(洲健)第41-423 令和4年3月26日
000028 9000188224 神戸国際ステージサービス株式会社 656-2305 淡路市浦148-1 乳類販売業 自動販売機 淡路ヤクルト販売株式会社 代表取締役 山林 正育 656-0131 兵庫県南あわじ市広田中筋322番地の1 799451234 淡路(洲健)第41-424 令和4年3月26日
000028 9000188225 福良漁業協同組合 656-0503 南あわじ市福良丙28 乳類販売業 自動販売機 淡路ヤクルト販売株式会社 代表取締役 山林 正育 656-0131 兵庫県南あわじ市広田中筋322番地の1 799451234 淡路(洲健)第41-425 令和4年3月26日
000028 9000188226 吹き戻しの里 656-2323 淡路市河内333番地の1 乳類販売業 自動販売機 淡路ヤクルト販売株式会社 代表取締役 山林 正育 656-0131 兵庫県南あわじ市広田中筋322番地の1 799451234 淡路(洲健)第41-426 令和4年3月26日
000028 9000188227 淡路土建株式会社 656-0014 洲本市桑間706 乳類販売業 自動販売機 淡路ヤクルト販売株式会社 代表取締役 山林 正育 656-0131 兵庫県南あわじ市広田中筋322番地の1 799451234 淡路(洲健)第41-427 令和4年3月26日
000028 9000188228 三洋エナジー東浦株式会社 656-2303 淡路市小磯1-1 乳類販売業 自動販売機 淡路ヤクルト販売株式会社 代表取締役 山林 正育 656-0131 兵庫県南あわじ市広田中筋322番地の1 799451234 淡路(洲健)第41-428 令和4年3月26日
000028 9000188229 洲本市文化体育館 656-0021 洲本市塩屋1丁目1-17 乳類販売業 自動販売機 淡路ヤクルト販売株式会社 代表取締役 山林 正育 656-0131 兵庫県南あわじ市広田中筋322番地の1 799451234 淡路(洲健)第41-429 令和4年3月26日
000028 9000188230 はねっこ 656-0016 洲本市下内膳509 乳類販売業 自動販売機 淡路ヤクルト販売株式会社 代表取締役 山林 正育 656-0131 兵庫県南あわじ市広田中筋322番地の1 799451234 淡路(洲健)第41-430 令和4年3月26日
000028 9000188231 株式会社出雲建設 656-2163 淡路市中田402 乳類販売業 自動販売機 淡路ヤクルト販売株式会社 代表取締役 山林 正育 656-0131 兵庫県南あわじ市広田中筋322番地の1 799451234 淡路(洲健)第41-431 令和4年3月26日
000028 9000188232 南あわじ市温水プール 656-0446 南あわじ市八木寺内1612番地 乳類販売業 自動販売機 淡路ヤクルト販売株式会社 代表取締役 山林 正育 656-0131 兵庫県南あわじ市広田中筋322番地の1 799451234 淡路(洲健)第41-432 令和4年3月26日
000028 9000188233 ＪＡあわじ島　広田給油所 656-0122 南あわじ市広田広田97-5 乳類販売業 自動販売機 淡路ヤクルト販売株式会社 代表取締役 山林 正育 656-0131 兵庫県南あわじ市広田中筋322番地の1 799451234 淡路(洲健)第41-433 令和4年3月26日
000028 9000188234 サンセットビューホテルけひの海 656-0304 南あわじ市松帆古津路970-76 乳類販売業 自動販売機 淡路ヤクルト販売株式会社 代表取締役 山林 正育 656-0131 兵庫県南あわじ市広田中筋322番地の1 799451234 淡路(洲健)第41-434 令和4年3月26日
000028 9000188235 あわじちゃんカフェ 656-0443 南あわじ市八木養宜上1408 乳類販売業 一般 木曽 弘美 淡路(洲健)第41-435 令和4年3月29日
000028 9000188240 とくし丸　６号車 000-0000 淡路島内一円 その他の食料・飲料販売業 自動車 森下 哲嗣 淡路(洲健)第41-436 令和4年3月29日
000028 9000188305 (株)今井ファーム 656-2311 淡路市久留麻784-2 799707011 野菜果物販売業 一般 株式会社今井ファーム 今井 一男 656-2311 兵庫県淡路市久留麻784-2 799707011 淡路(洲健)第41-437 令和4年3月31日
000028 9000188306 (株)今井ファーム　洲本工場 656-0014 洲本市桑間572-1 野菜果物販売業 一般 株式会社今井ファーム 今井 一男 656-2311 兵庫県淡路市久留麻784-2 799707011 淡路(洲健)第41-438 令和4年3月31日
000028 9000188318 森の木ファーム株式会社 656-0511 南あわじ市賀集八幡48 乳類販売業 自動販売機 淡路ヤクルト販売株式会社 代表取締役 山林 正育 656-0131 兵庫県南あわじ市広田中筋322番地の1 799451234 淡路(洲健)第41-440 令和4年3月31日
000028 9000188319 ミサキ電機株式会社 656-1313 洲本市五色町鮎原西110番地 乳類販売業 自動販売機 淡路ヤクルト販売株式会社 代表取締役 山林 正育 656-0131 兵庫県南あわじ市広田中筋322番地の1 799451234 淡路(洲健)第41-439 令和4年3月31日
000028 9000188320 オリエンタル製靴(株)淡路夢舞台工場 656-2306 淡路市夢舞台1-45 乳類販売業 自動販売機 淡路ヤクルト販売株式会社 代表取締役 山林 正育 656-0131 兵庫県南あわじ市広田中筋322番地の1 799451234 淡路(洲健)第41-441 令和4年3月31日
000028 9000188321 株式会社谷電気 656-0031 洲本市千草乙147 乳類販売業 自動販売機 淡路ヤクルト販売株式会社 代表取締役 山林 正育 656-0131 兵庫県南あわじ市広田中筋322番地の1 799451234 淡路(洲健)第41-442 令和4年3月31日
000028 9000188322 薫寿堂 656-1521 淡路市多賀1255-1 乳類販売業 自動販売機 淡路ヤクルト販売株式会社 代表取締役 山林 正育 656-0131 兵庫県南あわじ市広田中筋322番地の1 799451234 淡路(洲健)第41-443 令和4年3月31日
000028 9000188323 介護老人福祉施設ヴィラ一宮 656-1551 淡路市高山甲432-3 乳類販売業 自動販売機 淡路ヤクルト販売株式会社 代表取締役 山林 正育 656-0131 兵庫県南あわじ市広田中筋322番地の1 799451234 淡路(洲健)第41-444 令和4年3月31日
000028 9000188324 株式会社みなと銀行　洲本支店 656-0021 洲本市塩屋1丁目1-9 乳類販売業 自動販売機 淡路ヤクルト販売株式会社 代表取締役 山林 正育 656-0131 兵庫県南あわじ市広田中筋322番地の1 799451234 淡路(洲健)第41-445 令和4年3月31日
000028 9000188325 株式会社中央電機 656-0043 洲本市池田66-2 乳類販売業 自動販売機 淡路ヤクルト販売株式会社 代表取締役 山林 正育 656-0131 兵庫県南あわじ市広田中筋322番地の1 799451234 淡路(洲健)第41-446 令和4年3月31日
000028 9000188326 ヒラスイミングスクール 656-0101 洲本市納95-2 乳類販売業 自動販売機 淡路ヤクルト販売株式会社 代表取締役 山林 正育 656-0131 兵庫県南あわじ市広田中筋322番地の1 799451234 淡路(洲健)第41-447 令和4年3月31日
000028 9000188327 医療法人社団うしお会　八木病院 656-0446 南あわじ市八木寺内1147 乳類販売業 自動販売機 淡路ヤクルト販売株式会社 代表取締役 山林 正育 656-0131 兵庫県南あわじ市広田中筋322番地の1 799451234 淡路(洲健)第41-448 令和4年3月31日
000028 9000188328 株式会社みなと銀行　福良出張所 656-0501 南あわじ市福良甲512-47 乳類販売業 自動販売機 淡路ヤクルト販売株式会社 代表取締役 山林 正育 656-0131 兵庫県南あわじ市広田中筋322番地の1 799451234 淡路(洲健)第41-449 令和4年3月31日
000028 9000188329 アワジエネルギー 656-0017 洲本市上内膳436番地2 乳類販売業 自動販売機 淡路ヤクルト販売株式会社 代表取締役 山林 正育 656-0131 兵庫県南あわじ市広田中筋322番地の1 799451234 淡路(洲健)第41-450 令和4年3月31日
000028 9000188330 前拓水産株式会社 656-0502 南あわじ市福良乙1665-6 乳類販売業 自動販売機 淡路ヤクルト販売株式会社 代表取締役 山林 正育 656-0131 兵庫県南あわじ市広田中筋322番地の1 799451234 淡路(洲健)第41-451 令和4年3月31日
000028 9000188331 淡路共正陸運株式会社 656-0101 洲本市納319 乳類販売業 自動販売機 淡路ヤクルト販売株式会社 代表取締役 山林 正育 656-0131 兵庫県南あわじ市広田中筋322番地の1 799451234 淡路(洲健)第41-452 令和4年3月31日
000028 9000188332 太田土建株式会社 656-0483 南あわじ市志知中島903番地の2 乳類販売業 自動販売機 淡路ヤクルト販売株式会社 代表取締役 山林 正育 656-0131 兵庫県南あわじ市広田中筋322番地の1 799451234 淡路(洲健)第41-453 令和4年3月31日
000028 9000188333 淡路佐野運動公園 656-2213 淡路市佐野新島9-6 乳類販売業 自動販売機 淡路ヤクルト販売株式会社 代表取締役 山林 正育 656-0131 兵庫県南あわじ市広田中筋322番地の1 799451234 淡路(洲健)第41-454 令和4年3月31日
000028 9000188334 関西太平洋鉱産株式会社 656-2542 洲本市由良町内田989-2 乳類販売業 自動販売機 淡路ヤクルト販売株式会社 代表取締役 山林 正育 656-0131 兵庫県南あわじ市広田中筋322番地の1 799451234 淡路(洲健)第41-455 令和4年3月31日
000028 9000188335 洲本市五色健康福祉総合センター 656-1331 洲本市五色町都志大日707 乳類販売業 自動販売機 淡路ヤクルト販売株式会社 代表取締役 山林 正育 656-0131 兵庫県南あわじ市広田中筋322番地の1 799451234 淡路(洲健)第41-456 令和4年3月31日
000028 9000188336 株式会社みなと銀行　岩屋支店 656-2401 淡路市岩屋1351-1 乳類販売業 自動販売機 淡路ヤクルト販売株式会社 代表取締役 山林 正育 656-0131 兵庫県南あわじ市広田中筋322番地の1 799451234 淡路(洲健)第41-457 令和4年3月31日
000028 9000188337 淡路農産食品株式会社 656-0512 南あわじ市賀集立川瀬349 乳類販売業 自動販売機 淡路ヤクルト販売株式会社 代表取締役 山林 正育 656-0131 兵庫県南あわじ市広田中筋322番地の1 799451234 淡路(洲健)第41-458 令和4年3月31日
000028 9000188338 洲本商工会議所 656-0025 洲本市本町4丁目5-3 乳類販売業 自動販売機 淡路ヤクルト販売株式会社 代表取締役 山林 正育 656-0131 兵庫県南あわじ市広田中筋322番地の1 799451234 淡路(洲健)第41-459 令和4年3月31日
000028 9000188339 洲本ゴルフ倶楽部 656-0042 洲本市池内1262 乳類販売業 自動販売機 淡路ヤクルト販売株式会社 代表取締役 山林 正育 656-0131 兵庫県南あわじ市広田中筋322番地の1 799451234 淡路(洲健)第41-460 令和4年3月31日
000028 9000188340 小谷酒販株式会社 656-0025 洲本市本町1丁目4-8 乳類販売業 自動販売機 淡路ヤクルト販売株式会社 代表取締役 山林 正育 656-0131 兵庫県南あわじ市広田中筋322番地の1 799451234 淡路(洲健)第41-461 令和4年3月31日
000028 9000188341 医療法人社団　こだまクリニック 656-0101 洲本市納215-1 乳類販売業 自動販売機 淡路ヤクルト販売株式会社 代表取締役 山林 正育 656-0131 兵庫県南あわじ市広田中筋322番地の1 799451234 淡路(洲健)第41-462 令和4年3月31日
000028 9000188343 小川塗装株式会社 656-0014 洲本市桑間794-1 乳類販売業 自動販売機 淡路ヤクルト販売株式会社 代表取締役 山林 正育 656-0131 兵庫県南あわじ市広田中筋322番地の1 799451234 淡路(洲健)第41-463 令和4年3月31日
000028 9000188344 医療法人社団　淡路平成会　東浦平成病院 656-2311 淡路市久留麻1867 乳類販売業 自動販売機 淡路ヤクルト販売株式会社 代表取締役 山林 正育 656-0131 兵庫県南あわじ市広田中筋322番地の1 799451234 淡路(洲健)第41-464 令和4年3月31日
000028 9000188345 ライブマンション 656-0051 洲本市物部2丁目1-6 乳類販売業 自動販売機 淡路ヤクルト販売株式会社 代表取締役 山林 正育 656-0131 兵庫県南あわじ市広田中筋322番地の1 799451234 淡路(洲健)第41-465 令和4年3月31日
000028 9000188346 つるでん 656-2131 淡路市志筑3112-39 乳類販売業 自動販売機 淡路ヤクルト販売株式会社 代表取締役 山林 正育 656-0131 兵庫県南あわじ市広田中筋322番地の1 799451234 淡路(洲健)第41-466 令和4年3月31日
000028 9000188365 神戸・長田　お好み焼　まぁちゃん 656-1734 淡路市舟木433 食肉販売業 一般 春日 柾紀 淡路(洲健)第35-1 令和4年4月1日
000028 9000188367 新淡路病院　売店 656-0015 洲本市上加茂43新淡路病院内 799221534 乳類販売業 一般 特定非営利活動法人　しらゆり会 理事 鏡石 智弘 656-0051 兵庫県洲本市物部1丁目12-53 淡路(洲健)第35-2 令和4年4月1日
000028 9000188425 有限会社東中青果 656-0543 南あわじ市阿万塩屋町68 799550776 野菜果物販売業 一般 有限会社東中青果 代表取締役 東中 秀幸 656-0543 兵庫県南あわじ市阿万塩屋町68 799550776 淡路(洲健)第35-3 令和4年4月6日
000028 9000188426 上野成久 656-0501 南あわじ市福良甲887-7 野菜果物販売業 一般 上野 成久 淡路(洲健)第35-4 令和4年4月8日
000028 9000188428 ＫＵＮ　ＣＡＦＥ 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市明石市及び西宮市を除く)弁当販売業 一般 別所 薫 淡路(洲健)第35-5 令和4年4月11日
000028 9000188516 株式会社ショーゼンファーム 656-2154 淡路市木曽下177-1 799649222 その他の食料品製造・加工業 一般 株式会社ショーゼンファーム 代表取締役 五反田 哲男 656-2154 兵庫県淡路市木曽下162番地3 799649222 淡路(洲健)第35-6 令和4年4月14日
000028 9000188517 しまこや珈琲 656-0503 南あわじ市福良丙356-31 コーヒー（飲料を除く）製造・加工業一般 長田 光平 淡路(洲健)第35-7 令和4年4月15日
000028 9000188795 ＨＡＴＣＨ 656-2212 淡路市佐野830 乳類販売業 一般 小山 真美 淡路(洲健)第35-8 令和4年4月18日
000028 9000188796 中尾水産 656-0661 南あわじ市阿那賀1647-4 799391019 海藻製造・加工業 一般 中尾 誉 淡路(洲健)第35-9 令和4年4月19日
000028 9000188797 ママン 656-0501 南あわじ市福良甲1529-4 799520020 その他の食料品製造・加工業 一般 萩原 宏亮 淡路(洲健)第35-10 令和4年4月21日
000028 9000188798 福若水産　島崎商店 656-0501 南あわじ市福良甲1528-4 799520084 その他の食料・飲料販売業 一般 島崎 喜美代 淡路(洲健)第35-11 令和4年4月21日
000028 9000188799 成井さんちの完熟たまねぎ直売所 656-0121 南あわじ市山添165　井上ビル１Ｆ 野菜果物販売業 一般 成井 修司 淡路(洲健)第35-12 44673
000028 9000188801 南あわじ市老人福祉センター　湯の川荘656-0651 南あわじ市伊加利1181-1 野菜果物販売業 一般 清水 とも子 淡路(洲健)第35-13 44676
000028 9000188803 spice　kitchen　cotocoto 656-2131 淡路市志筑2809-1 その他の食料品製造・加工業 一般 橋本 敬子 淡路(洲健)第35-14 44676
000028 9000188804 (株)浜田屋本店 656-2121 洲本市安乎町平安浦1864-8 799280330 農産保存食料品製造・加工業 一般 株式会社 浜田屋本店 代表取締役 濱田 昌宏 656-2121 兵庫県洲本市安乎町平安浦1864-8 799280330 淡路(洲健)第35-15 令和4年4月26日
000028 9000188806 Ponte　Casa 656-2401 淡路市岩屋1849-4 食肉販売業 一般 岡 美沙 淡路(洲健)第35-16 44677
000028 9000188808 坂本さん家の玉葱ドレッシング工房 656-2131 淡路市志筑779-25 その他の食料品製造・加工業 一般 坂本 秀樹 淡路(洲健)第35-17 44678
000028 9000188811 神戸淡路鳴門自動車道　淡路SA上り　メインM-1656-2401 淡路市岩屋3118-1 コップ式自動販売機（自動洗浄・屋内設置）自動販売機株式会社アペックス西日本 代表取締役 森 吉平 550-0015 大阪府大阪市西区南堀江四丁目25番24号665359024 淡路(洲健)第35-18 令和4年4月27日
000028 9000188812 神戸淡路鳴門自動車道　淡路SA上り　メインM-2656-2401 淡路市岩屋3118-1 コップ式自動販売機（自動洗浄・屋内設置）自動販売機株式会社アペックス西日本 代表取締役 森 吉平 550-0015 大阪府大阪市西区南堀江四丁目25番24号665359024 淡路(洲健)第35-19 令和4年4月27日
000028 9000188813 クラフトサーカス 656-1724 淡路市野島平林2-2 799821855 野菜果物販売業 一般 株式会社パソナふるさとインキュベーション 代表取締役 瀬川 康弘 656-1721 兵庫県淡路市野島蟇浦841-5 799821820 淡路(洲健)第35-20 令和4年4月27日
000028 9000188855 デイサービスセンターほほえみ 656-1314 洲本市五色町鮎原鮎の郷405-9 799320130 コーヒー（飲料を除く）製造・加工業 一般 有限会社豊生ケアサービス 代表取締役 原田 高行 656-0025 兵庫県洲本市本町7丁目4番40号 799255316 淡路(洲健)第35-21 令和4年5月2日
000028 9000188962 島村兄弟 656-2163 淡路市中田4139-4 799602241 魚介類販売業 一般 株式会社島村 代表取締役 角村 憲一 656-2163 兵庫県淡路市中田4139-4 799602241 淡路(洲健)第35-22 令和4年5月2日
000028 9000188963 岩屋ポートビル　淡路　自販機コーナー  （ＣＣＢＪＩ単受）656-2401 淡路市岩屋925-21 コップ式自動販売機（自動洗浄・屋内設置）自動販売機株式会社アペックス西日本 代表取締役 森 吉平 550-0015 大阪府大阪市西区南堀江四丁目25番24号665359024 淡路(洲健)第35-23 令和4年5月6日
000028 9000188965 ユーアールエー(株)淡路ハイウエイオアシス  乗務員休憩室(CCBJI単受)656-2401 淡路市岩屋2674-3 コップ式自動販売機（自動洗浄・屋内設置）自動販売機株式会社アペックス西日本 代表取締役 森 吉平 550-0015 大阪府大阪市西区南堀江四丁目25番24号665359024 淡路(洲健)第35-24 令和4年5月12日
000028 9000188967 パチンコ　ミリオン　南あわじホール内  休憩所（CCBJI受託）656-0443 南あわじ市八木養宜上1029 コップ式自動販売機（自動洗浄・屋内設置）自動販売機株式会社アペックス西日本 代表取締役 森 吉平 550-0015 大阪府大阪市西区南堀江四丁目25番24号665359024 淡路(洲健)第35-25 令和4年5月12日
000028 9000188968 ミサキ電機株式会社　洲本新工場（CCBJI受託）656-1313 洲本市五色町鮎原西110 コップ式自動販売機（自動洗浄・屋内設置）自動販売機株式会社アペックス西日本 代表取締役 森 吉平 550-0015 大阪府大阪市西区南堀江四丁目25番24号665359024 淡路(洲健)第35-26 令和4年5月12日
000028 9000188969 ミサキ電機株式会社 五色　１Ｆ(CCBJI受託)656-1313 洲本市五色町鮎原西110 コップ式自動販売機（自動洗浄・屋内設置）自動販売機株式会社アペックス西日本 代表取締役 森 吉平 550-0015 大阪府大阪市西区南堀江四丁目25番24号664455518 淡路(洲健)第35-27 令和4年5月12日
000028 9000188970 ミツ精機　郡家　中央休憩所①　（CCBJI受託）656-1511 淡路市郡家97 コップ式自動販売機（自動洗浄・屋内設置）自動販売機株式会社アペックス西日本 代表取締役 森 吉平 550-0015 大阪府大阪市西区南堀江四丁目25番24号665359024 淡路(洲健)第35-28 令和4年5月12日
000028 9000188971 ミツ精機株式会社　多賀工場  休憩所（CCBJI受託）656-1522 淡路市下河合301 コップ式自動販売機（自動洗浄・屋内設置）自動販売機株式会社アペックス西日本 代表取締役 森 吉平 550-0015 大阪府大阪市西区南堀江四丁目25番24号665359024 淡路(洲健)第35-29 令和4年5月12日
000028 9000188972 品川水産(株) 000-0000 淡路島内一円 魚介類販売業 自動車 品川水産株式会社 代表取締役 品川 佳之 656-0332 兵庫県南あわじ市湊1129 799362117 淡路(洲健)第35-30 令和4年5月12日
000028 9000188973 株式会社イズミフードマシナリ　淡路工場 656-0122 南あわじ市広田広田552-1 799451121 器具・容器包装の製造・加工業 一般 株式会社イズミフードマシナリ 取締役 吉本 圭司 661-0976 兵庫県尼崎市潮江四丁目2番30号 667186150 淡路(洲健)第35-31 令和4年5月13日
000028 9000189152 石井水産 656-1344 洲本市五色町鳥飼浦42-2 799340304 海藻製造・加工業 一般 石井 香江子 淡路(洲健)第35-32 令和4年5月13日
000028 9000189153 洲本市立大野公民館  洲本　１Ｆロビー（CCBJI単受）656-0055 洲本市大野1404 コップ式自動販売機（自動洗浄・屋内設置）自動販売機株式会社アペックス西日本 代表取締役 森 吉平 550-0015 大阪府大阪市西区南堀江四丁目25番24号664455518 淡路(洲健)第35-33 令和4年5月13日
000028 9000189154 休暇村南淡路 656-0503 南あわじ市福良丙870-1 799520291 自動販売機（要届出のコップ式自動販売機及び要許可を除く） 自動販売機 江崎グリコ株式会社 代表取締役 江崎 勝久 555-0021 大阪府大阪市西淀川区歌島4丁目6-5 664778352 淡路(洲健)第35-34 令和4年5月16日
000028 9000189155 じゃのひれアウトドアリゾート 656-0543 南あわじ市阿万塩屋町2660 799521487 自動販売機（要届出のコップ式自動販売機及び要許可を除く） 自動販売機 江崎グリコ株式会社 代表取締役 江崎 勝久 555-0021 大阪府大阪市西淀川区歌島4丁目6-5 664778352 淡路(洲健)第35-35 令和4年5月16日
000028 9000189159 Ｃ－ＲＩＺＥ一宮店　スロット（CCBJI単受）656-1524 淡路市竹谷6-1 コップ式自動販売機（自動洗浄・屋内設置）自動販売機株式会社アペックス西日本 代表取締役 森 吉平 550-0015 大阪府大阪市西区南堀江四丁目25番24号665359022 淡路(洲健)第35-37 令和4年5月17日
000028 9000189160 セレモニーホールあおい　淡路　東浦（CCBJI単受）656-2311 淡路市久留麻2041-1 コップ式自動販売機（自動洗浄・屋内設置）自動販売機株式会社アペックス西日本 代表取締役 森 吉平 550-0015 大阪府大阪市西区南堀江四丁目25番24号665359024 淡路(洲健)第35-38 令和4年5月18日
000028 9000189161 神戸淡路鳴門自動車道　淡路島南ＰＡ上り  ２階乗務員休憩室656-0661 南あわじ市阿那賀731-8 コップ式自動販売機（自動洗浄・屋内設置）自動販売機株式会社アペックス西日本 代表取締役 森 吉平 550-0015 大阪府大阪市西区南堀江四丁目25番24号665359024 淡路(洲健)第35-39 令和4年5月18日
000028 9000189162 タワーコーヒー 656-0013 洲本市下加茂1-2-21 799263715 コーヒー（飲料を除く）製造・加工業 一般 平野 比呂志 淡路(洲健)第35-40 令和4年5月19日
000028 9000189164 セレモニーホールあおい　淡路　岩屋  （CCBJI単受）656-2401 淡路市岩屋695-2 コップ式自動販売機（自動洗浄・屋内設置）自動販売機株式会社アペックス西日本 代表取締役 森 吉平 550-0015 大阪府大阪市西区南堀江四丁目25番24号665359024 淡路(洲健)第35-41 令和4年5月24日
000028 9000189167 廣島眞美 656-0053 洲本市上物部2丁目6番4号 799207910 その他の食料品製造・加工業 一般 廣島 眞美 淡路(洲健)第35-42 令和4年5月24日
000028 9000189168 株式会社日本未来 656-0326 南あわじ市志知南68-1 120060373 その他の食料品製造・加工業 一般 株式会社日本未来 代表取締役 池尻 明人 656-0326 兵庫県南あわじ市志知南68-1 120060373 淡路(洲健)第35-43 令和4年5月24日
000028 9000189170 こむぎ 656-0121 南あわじ市山添168-1 799442751 その他の食料・飲料販売業 一般 株式会社大和 代表取締役 大上 和男 656-2163 兵庫県淡路市中田548-2-101 799627451 淡路(洲健)第35-44 令和4年5月25日
000028 9000189172 淡路ワールドパークＯＮＯＫＯＲＯ 656-2142 淡路市塩田新島8-5 799621192 自動販売機（要届出のコップ式自動販売機及び要許可を除く） 自動販売機 江崎グリコ株式会社 代表取締役 江崎 勝久 555-0021 大阪府大阪市西淀川区歌島4丁目6-5 664778352 淡路(洲健)第35-36 令和4年5月16日
000028 9000189214 五色町農林漁業体験実習館（浜千鳥） 656-1301 洲本市五色町都志1158番地 799331600 食肉販売業 一般 一般財団法人五色ふるさと振興公社 理事長 浜辺 学 656-1301 兵庫県洲本市五色町都志1087番地 799331600 淡路(洲健)第35-45 令和4年5月26日
000028 9000189218 淡路島ファーム(株) 656-0473 南あわじ市市小井123 799426596 野菜果物販売業 一般 淡路島ファーム株式会社 代表取締役 松本 康宏 656-0473 兵庫県南あわじ市市小井123 799426596 淡路(洲健)第35-46 令和4年5月27日
000028 9000189247 リプラス 656-0436 南あわじ市八木新庄447-1 農産保存食料品製造・加工業 一般 松岡 優司 淡路(洲健)第35-47 44711
000028 9000189380 菓　ｈｉｎａ･ｒｉ　ひなり 656-2143 淡路市里865番地54 799706707 農産保存食料品製造・加工業 一般 合同会社Ｏｌｉｖｅ　Ｇａｒｄｅｎ 代表社員 楠 聡 656-2143 兵庫県淡路市里865番地54 799706707 淡路(洲健)第35-48 令和4年6月9日



000028 9000189402 情報センターバード 656-2401 淡路市岩屋925-27 799724528 海藻製造・加工業 一般 東根 靖明 淡路(洲健)第35-49 令和4年6月9日
000028 9000189414 兵庫県立淡路医療センター　2F自販機コーナー656-0021 洲本市塩屋1丁目1-137 コップ式自動販売機（自動洗浄・屋内設置）自動販売機株式会社アペックス西日本 代表取締役 森 吉平 550-0015 大阪府大阪市西区南堀江四丁目25番24号665359022 淡路(洲健)第35-50 令和4年6月10日
000028 9000189416 株式会社PLANT　淡路店　従業員食堂656-2132 淡路市志筑新島9-7 コップ式自動販売機（自動洗浄・屋内設置）自動販売機株式会社アペックス西日本 代表取締役 森 吉平 550-0015 大阪府大阪市西区南堀江四丁目25番24号665359022 淡路(洲健)第35-52 令和4年6月10日
000028 9000189417 株式会社ＰＬＡＮＴ　淡路店　店内レジ横656-2132 淡路市志筑新島9-7 コップ式自動販売機（自動洗浄・屋内設置）自動販売機株式会社アペックス西日本 代表取締役 森 吉平 550-0015 大阪府大阪市西区南堀江四丁目25番24号665359022 淡路(洲健)第35-53 令和4年6月10日
000028 9000189419 日本郵便株式会社  洲本支店　２Ｆ食堂656-0025 洲本市本町3-1-34 コップ式自動販売機（自動洗浄・屋内設置）自動販売機株式会社アペックス西日本 代表取締役 森 吉平 550-0015 大阪府大阪市西区南堀江四丁目25番24号665359022 淡路(洲健)第35-54 令和4年6月10日
000028 9000189420 淡路市役所　1F自販機ｺｰﾅｰ 656-2225 淡路市生穂新島8 コップ式自動販売機（自動洗浄・屋内設置）自動販売機株式会社アペックス西日本 代表取締役 森 吉平 550-0015 大阪府大阪市西区南堀江四丁目25番24号665359022 淡路(洲健)第35-55 令和4年6月10日
000028 9000189421 ミニボートピア洲本　場外発券所  一般席ホール（西出入口）656-0022 洲本市海岸通1丁目11-1 コップ式自動販売機（自動洗浄・屋内設置）自動販売機株式会社アペックス西日本 代表取締役 森 吉平 550-0015 大阪府大阪市西区南堀江四丁目25番24号665359022 淡路(洲健)第35-56 令和4年6月10日
000028 9000189422 ミニボートピア洲本　場外発券所  一般席ホール（券売機前）656-0022 洲本市海岸通1丁目11-1 コップ式自動販売機（自動洗浄・屋内設置）自動販売機株式会社アペックス西日本 代表取締役 森 吉平 550-0015 大阪府大阪市西区南堀江四丁目25番24号665359022 淡路(洲健)第35-57 令和4年6月10日
000028 9000189468 ミニボートピア洲本  場外発券所　有料席656-0022 洲本市海岸通1丁目11-1 コップ式自動販売機（自動洗浄・屋内設置）自動販売機株式会社アペックス西日本 代表取締役 森 吉平 550-0015 大阪府大阪市西区南堀江四丁目25番24号665359022 淡路(洲健)第35-58 令和4年6月10日
000028 9000189469 出口商店 656-0025 洲本市本町5丁目2-18 799220979 その他の食料・飲料販売業 一般 出口 雅也 淡路(洲健)第35-59 令和4年6月13日
000028 9000189489 京菓庵 000-0000 淡路市内一円 その他の食料品製造・加工業 一般 椋平 祥暉 淡路(洲健)第35-60 44727
000028 9000189490 （名称なし） 656-2212 淡路市佐野2473-1 799701457 農産保存食料品製造・加工業 一般 阿津 美希奈 淡路(洲健)第35-61 令和4年6月16日
000028 9000189498 Awaji-shima　Marine　View 656-0502 南あわじ市福良乙1502番90 魚介類販売業 一般 長尾 浩史 淡路(洲健)第35-62 令和4年6月17日
000028 9000189577 神戸淡路鳴門自動車道 淡路SA上り 乗務員休憩室  （CCBJI受託）656-2401 淡路市岩屋3118-1 コップ式自動販売機（自動洗浄・屋内設置）自動販売機株式会社アペックス西日本 代表取締役 森 吉平 550-0015 大阪府大阪市西区南堀江四丁目25番24号665359024 淡路(洲健)第35-63 令和4年6月21日
000028 9000189578 神戸淡路鳴門自動車道 淡路ＳＡ下り  乗務員休憩室（CCBJI受託）656-2401 淡路市岩屋2568 コップ式自動販売機（自動洗浄・屋内設置）自動販売機株式会社アペックス西日本 代表取締役 森 吉平 550-0015 大阪府大阪市西区南堀江四丁目25番24号665359024 淡路(洲健)第35-64 令和4年6月21日
000028 9000189649 ホームラン 656-0472 南あわじ市市善光寺25番地10-103号 799206094 乳類販売業 一般 山田 全美 淡路(洲健)第35-65 令和4年6月27日
000028 9000189652 中本商店 656-1531 淡路市江井3191 799860073 調味料製造・加工業 一般 中本 千博 淡路(洲健)第35-66 令和4年6月29日
000028 9000189671 山隆 000-0000 洲本市 行商 行商 山本 隆幸 淡路(洲健)第35-67 44742
000028 9000189734 繋がり 656-1301 洲本市五色町都志526－1 魚介類販売業 一般 船越 勇佑 淡路(洲健)第35-68 44747
000028 9000189766 ホテル　アナガ　従業員食堂 656-0661 南あわじ市阿那賀1109 799391161 集団給食（３）事業所 集団給食 塩屋土地株式会社 代表取締役 井植 貞雄 655-0873 兵庫県神戸市垂水区青山台一丁目22番１号 787511121 淡路(洲健)第35-69 令和4年7月5日
000028 9000189769 パルシェ・香りの湯　淡路  休憩所（CCBJI受託）656-1501 淡路市尾崎3025-1 コップ式自動販売機（自動洗浄・屋内設置）自動販売機株式会社アペックス西日本 代表取締役 森 吉平 550-0015 大阪府大阪市西区南堀江四丁目25番24号665359024 淡路(洲健)第35-70 令和4年7月7日
000028 9000189772 西淡まちづくり（株）南あわじ  シーパ店内（CCBJI協受）656-0332 南あわじ市湊110 コップ式自動販売機（自動洗浄・屋内設置）自動販売機株式会社アペックス西日本 代表取締役 森 吉平 550-0015 大阪府大阪市西区南堀江四丁目25番24号665359024 淡路(洲健)第35-71 令和4年7月7日
000028 9000189773 ㈱山陽マルナカ南あわじ店2階  従業員食堂（CCBJI受託）656-0321 南あわじ市志知143 コップ式自動販売機（自動洗浄・屋内設置）自動販売機株式会社アペックス西日本 代表取締役 森 吉平 550-0015 大阪府大阪市西区南堀江四丁目25番24号665359024 淡路(洲健)第35-72 令和4年7月7日
000028 9000189774 (株)協同物産やすらぎホール一宮ロビー(CCBJI受託)656-1511 淡路市郡家108 コップ式自動販売機（自動洗浄・屋内設置）自動販売機株式会社アペックス西日本 代表取締役 森 吉平 550-0015 大阪府大阪市西区南堀江四丁目25番24号665359024 淡路(洲健)第35-73 令和4年7月7日
000028 9000189775 (株)協同物産やすらぎホール津名ロビー  (CCBJI受託）656-2132 淡路市志筑新島8-1 コップ式自動販売機（自動洗浄・屋内設置）自動販売機株式会社アペックス西日本 代表取締役 森 吉平 550-0015 大阪府大阪市西区南堀江四丁目25番24号665359024 淡路(洲健)第35-74 令和4年7月7日
000028 9000189777 淡路交通株式会社　福良営業所  労働組合　休憩所（CCBJI受託）656-0501 南あわじ市福良甲1528-7 コップ式自動販売機（自動洗浄・屋内設置）自動販売機株式会社アペックス西日本 代表取締役 森 吉平 550-0015 大阪府大阪市西区南堀江四丁目25番24号665359024 淡路(洲健)第35-75 令和4年7月7日
000028 9000189778 淡路交通株式会社　洲本　新社屋  (CCBJI受託）656-0012 洲本市宇山1丁目4番39号 コップ式自動販売機（自動洗浄・屋内設置）自動販売機株式会社アペックス西日本 代表取締役 森 吉平 550-0015 大阪府大阪市西区南堀江四丁目25番24号665359024 淡路(洲健)第35-76 令和4年7月7日
000028 9000189779 津名港ターミナル淡路待合所（CCBJI受託)656-2131 淡路市志筑3518 コップ式自動販売機（自動洗浄・屋内設置）自動販売機株式会社アペックス西日本 代表取締役 森 吉平 550-0015 大阪府大阪市西区南堀江四丁目25番24号665359024 淡路(洲健)第35-77 令和4年7月7日
000028 9000189781 C-RIZE東浦店　自販機コーナー(CCBJI受託)656-2311 淡路市久留麻156 コップ式自動販売機（自動洗浄・屋内設置）自動販売機株式会社アペックス西日本 代表取締役 森 吉平 550-0015 大阪府大阪市西区南堀江四丁目25番24号665359024 淡路(洲健)第35-78 令和4年7月7日
000028 9000189782 Ｃ－ＲＩＺＥ　津名店  店内自販機コーナー（CCBJI受託）656-2224 淡路市大谷863-1 コップ式自動販売機（自動洗浄・屋内設置）自動販売機株式会社アペックス西日本 代表取締役 森 吉平 550-0015 大阪府大阪市西区南堀江四丁目25番24号665359024 淡路(洲健)第35-79 令和4年7月7日
000028 9000189783 パチンコ南淡ホワイトハウス　南あわじホール  （CCBJI受託）656-0511 南あわじ市賀集八幡441 コップ式自動販売機（自動洗浄・屋内設置）自動販売機株式会社アペックス西日本 代表取締役 森 吉平 550-0015 大阪府大阪市西区南堀江四丁目25番24号665359024 淡路(洲健)第35-80 令和4年7月7日
000028 9000189784 まくーる亭　洲本ポートターミナル店頭  (CCBJI受託)656-0022 洲本市海岸通1-11-1 コップ式自動販売機（自動洗浄・屋内設置）自動販売機株式会社アペックス 代表取締役 森 吉平 550-0015 大阪府大阪市西区南堀江4丁目25-24 665359024 淡路(洲健)第35-81 令和4年7月7日
000028 9000189785 灘ターミナルセンター南淡路 店内（CCBJI受託）656-0551 南あわじ市灘土生45 コップ式自動販売機（自動洗浄・屋内設置）自動販売機株式会社　アペックス西日本 代表取締役 森 吉平 550-0015 大阪府大阪市西区南堀江四丁目25番24号665359024 淡路(洲健)第35-82 令和4年7月7日
000028 9000189788 (株)山陽マルナカ洲本店  店内休憩コーナー（CCBJI受託） 656-0027 洲本市港2-2 コップ式自動販売機（自動洗浄・屋内設置） 自動販売機 株式会社　アペックス西日本 代表取締役 森 吉平 550-0015 大阪府大阪市西区南堀江四丁目25番24号 淡路(洲健)第35-83 令和4年7月7日
000028 9000189789 淡路島和牛の卸し直売所おのころさん本店656-1721 淡路市野島蟇浦168-1 野菜果物販売業 一般 株式会社おのころ農園 代表取締役 辻本 英一 656-1721 兵庫県淡路市野島蟇浦168番地1 淡路(洲健)第35-84 44750
000028 9000189792 淡路島たぬき食堂 656-1725 淡路市野島江崎326-3 799705250 その他の食料品製造・加工業 一般 大道 慎吾 淡路(洲健)第35-85 令和4年7月8日
000028 9000189873 兵庫県立淡路医療センター　1F自販機コーナー656-0021 洲本市塩屋1丁目1-137 コップ式自動販売機（自動洗浄・屋内設置）自動販売機株式会社アペックス西日本 代表取締役 森 吉平 550-0015 大阪府大阪市西区南堀江四丁目25番24号665359022 淡路(洲健)第35-86 令和4年7月13日
000028 9000189874 アクアイグニス淡路島　伊弉諾の湯　カフェ 656-2306 淡路市夢舞台2番地28 799736602 その他の食料・飲料販売業 一般 株式会社アクアイグニス淡路島 代表取締役 古市 尚 656-2306 兵庫県淡路市夢舞台2番地28 799736602 淡路(洲健)第35-87 令和4年7月13日
000028 9000189888 熊橋商店 656-0331 南あわじ市湊里1390-2 799363157 野菜果物販売業 一般 熊橋 耕治 淡路(洲健)第35-88 令和4年7月14日
000028 9000189889 サクラ青果ファクトリー 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く。) 799647277 その他の食料・飲料販売業 自動車 株式会社ふじや 代表取締役 木内 善信 779-3117 徳島県徳島市国府町日開字東456番地2 886420050 淡路(洲健)第35-89 令和4年7月15日
000028 9000189994 幸せのパンケーキ　淡路島リゾートカフェ＆レストラン 656-1501 淡路市尾崎字小丸81-3 799851119 その他の食料・飲料販売業 一般 株式会社エーステクノロジー 代表取締役 木色 久美子 651-0096 兵庫県神戸市中央区雲井通四丁目2番2号 782723000 淡路(洲健)第35-91 令和4年7月22日
000028 9000189995 幸せのパンケーキ　淡路島テラス店 656-1501 淡路市尾崎42-1 799851111 その他の食料・飲料販売業 一般 株式会社エーステクノロジー 代表取締役 木色 久美子 651-0096 兵庫県神戸市中央区雲井通四丁目2番2号 782723000 淡路(洲健)第35-92 令和4年7月22日
000028 9000189997 幸せのパンケーキ　淡路島カフェ 656-1501 淡路市尾崎43-5 799851111 その他の食料・飲料販売業 一般 株式会社エーステクノロジー 代表取締役 木色 久美子 651-0096 兵庫県神戸市中央区雲井通四丁目2番2号 782723000 淡路(洲健)第35-93 令和4年7月22日
000028 9000189998 朝まで待てない 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く。) その他の食料・飲料販売業 露店 株式会社大和 代表取締役 大上 和男 656-2163 兵庫県淡路市中田548-2-101 799625665 淡路(洲健)第35-90 令和4年7月22日
000028 9000190011 有限会社セレモニーホール千博　あわじホール  (CCBJI受託)656-0512 南あわじ市賀集立川瀬727-1 コップ式自動販売機（自動洗浄・屋内設置）自動販売機株式会社アペックス西日本 代表取締役 森 吉平 550-0015 大阪府大阪市西区南堀江四丁目25番24号665359024 淡路(洲健)第35-94 令和4年7月25日
000028 9000190122 MUKU　Marche 656-2401 淡路市岩屋字鵜崎2951-5 その他の食料・飲料販売業 一般 特定非営利活動法人ＭＵＫＵ 理事 福井　宏昌 547-0032 大阪府大阪市平野区流町一丁目7番7号301 799705218 淡路(洲健)第35-95 令和4年7月27日
000028 9000190123 淡路島しふぉんの店　fortune 656-0501 南あわじ市福良甲1530-2 799523607 農産保存食料品製造・加工業 一般 天野 さつき 淡路(洲健)第35-96 令和4年7月29日
000028 9000190124 名手農園 656-1556 淡路市草香280-1 799860828 野菜果物販売業 一般 名手 稔博 淡路(洲健)第35-97 令和4年8月2日
000028 9000190217 島ぎょうざ　はるちゃん 656-1511 淡路市郡家76付近 その他の食料・飲料販売業 一般 森田 純多 淡路(洲健)第35-98 令和4年8月3日
000028 9000190218 鳴門千鳥本舗 656-0141 南あわじ市中条広田2078-1 製茶業 一般 株式会社鳴門千鳥本舗 代表取締役 浅井 泰志 656-0141 兵庫県南あわじ市中条広田1360 799450019 淡路(洲健)第35-99 令和4年8月4日
000028 9000190331 ヤマシタ 656-2334 淡路市釜口小井304外周 調味料製造・加工業 一般 山下 勤也 淡路(洲健)第35-100 44782
000028 9000190475 株式会社ａｗａｊｉａｎ 656-0306 南あわじ市松帆慶野518 799206104 野菜果物販売業 一般 株式会社ａｗａｊｉａｎ 代表取締役 赤穂 克也 656-0306 兵庫県南あわじ市松帆慶野518 799206104 淡路(洲健)第35-101 令和4年8月22日
000028 9000190476 ＣＯＣＯＵＳ 656-1732 淡路市小田904 799704268 その他の食料品製造・加工業 一般 長井 桃香 淡路(洲健)第35-102 令和4年8月25日
000028 9000190477 ＭＫＫ農園 656-2162 淡路市王子300 野菜果物販売業 一般 稲本 見嘉子 淡路(洲健)第35-103 44799
000028 9000190510 (株)嶋本食品 本社 2F休憩室 (CCBJI受託)656-0313 南あわじ市松帆志知川154 コップ式自動販売機（自動洗浄・屋内設置）自動販売機株式会社アペックス西日本 代表取締役 森 吉平 550-0015 大阪府大阪市西区南堀江四丁目25番24号665359024 淡路(洲健)第35-104 令和4年8月30日
000028 9000190511 淡路お菓子館　志筑新島　乗務員休憩室  （CCBJI受託)656-2132 淡路市志筑新島8-10 コップ式自動販売機（自動洗浄・屋内設置）自動販売機株式会社アペックス西日本 代表取締役 森 吉平 550-0015 大阪府大阪市西区南堀江四丁目25番24号665359024 淡路(洲健)第35-105 令和4年8月30日
000028 9000190512 稲田運送株式会社  南淡路事務所（CCBJI受託）656-0461 南あわじ市市円行寺517 コップ式自動販売機（自動洗浄・屋内設置）自動販売機株式会社アペックス西日本 代表取締役 森 吉平 550-0015 大阪府大阪市西区南堀江四丁目25番24号665359024 淡路(洲健)第35-106 令和4年8月30日
000028 9000190514 (株)神戸マツダ 洲本店　店内  （CCBJI受託）656-0014 洲本市桑間344-1 コップ式自動販売機（自動洗浄・屋内設置）自動販売機株式会社　アペックス西日本 代表取締役 森 吉平 550-0015 大阪府大阪市西区南堀江四丁目25番24号665359024 淡路(洲健)第35-108 令和4年8月30日
000028 9000190515 (株)ザッピー西淡 南淡路  サウナ＆風呂（CCBJI受託）656-0332 南あわじ市湊56-2 コップ式自動販売機（自動洗浄・屋内設置）自動販売機株式会社　アペックス西日本 代表取締役 森 吉平 550-0015 大阪府大阪市西区南堀江四丁目25番24号665359024 淡路(洲健)第35-109 令和4年8月30日
000028 9000190516 JAあわじ島農協 農機自動車ｾﾝﾀｰ 休憩所  （CCBJI受託）656-0456 南あわじ市神代地頭方1544-3 コップ式自動販売機（自動洗浄・屋内設置）自動販売機株式会社アペックス西日本 代表取締役 森 吉平 550-0015 大阪府大阪市西区南堀江四丁目25番24号665359024 淡路(洲健)第35-110 令和4年8月30日
000028 9000190518 高田屋嘉兵衛公園　五色温泉  ゆーゆーファイブ(CCBJI受託)656-1301 洲本市五色町都志1087番地 コップ式自動販売機（自動洗浄・屋内設置）自動販売機株式会社アペックス西日本 代表取締役 森 吉平 550-0015 大阪府大阪市西区南堀江四丁目25番24号665359024 淡路(洲健)第35-111 令和4年8月30日
000028 9000190523 医療法人社団順心会　津名病院　淡路  1F自販機Ｃ（CCBJI受託） 656-2156 淡路市大町下66-1 799627501 コップ式自動販売機（自動洗浄・屋内設置） 自動販売機 株式会社アペックス西日本 代表取締役 森 吉平 550-0015 大阪府大阪市西区南堀江四丁目25番24号 665359024 淡路(洲健)第35-113 令和4年8月30日
000028 9000190524 南あわじ市役所　3Ｆ　厚生室（CCBJI協受）656-0472 南あわじ市市善光寺22-1 コップ式自動販売機（自動洗浄・屋内設置）自動販売機株式会社アペックス西日本 代表取締役 森 吉平 550-0015 大阪府大阪市西区南堀江四丁目25番24号665359024 淡路(洲健)第35-114 令和4年8月30日
000028 9000190525 淡路島公園　クレヨンしんちゃんエリア656-2301 淡路市楠本2425-2 自動販売機（要届出のコップ式自動販売機及び要許可を除く）自動販売機江崎グリコ株式会社 代表取締役 江崎 勝久 555-0021 大阪府大阪市西淀川区歌島4丁目6-5 664778352 淡路(洲健)第35-115 令和4年8月31日
000028 9000190535 エーシーティー(株)淡路　休憩所(CCBJI受託)656-2151 淡路市大町畑584-1 コップ式自動販売機（自動洗浄・屋内設置）自動販売機株式会社アペックス西日本 代表取締役 森 吉平 550-0015 大阪府大阪市西区南堀江四丁目25番24号665359024 淡路(洲健)第35-112 令和4年8月30日
000028 9000190554 兵庫ダイハツ販売株式会社　淡路店　店内656-0101 洲本市納字横竹308-1 コップ式自動販売機（自動洗浄・屋内設置）自動販売機株式会社アペックス西日本 代表取締役 森 吉平 550-0015 大阪府大阪市西区南堀江四丁目25番24号665359024 淡路(洲健)第35-116 令和4年9月1日
000028 9000190656 SEA SIDE BASE 656-0332 南あわじ市湊1224-3 その他の食料・飲料販売業 一般 田中 麗 淡路(洲健)第35-117 44816
000028 9000190708 カフェ613 656-2224 淡路市大谷444-2 その他の食料品製造・加工業 一般 堀川 美智留 淡路(洲健)第35-118 44819
000028 9000190736 チャレンジファーム 656-1726 淡路市野島常盤1510-4 799709082 卵選別包装業 一般 株式会社パソナ農援隊 代表取締役 田中 康輔 100-0004 東京都千代田区大手町二丁目６番２号 367341260 淡路(洲健)第35-119 令和4年9月16日
000028 9000190791 Awaji-shima　C-Side　Dual　View 656-0502 南あわじ市福良乙1616-15 魚介類販売業 一般 株式会社リブレ 代表取締役 中山 きよみ 656-0501 兵庫県南あわじ市福良甲1533-3 799520497 淡路(洲健)第35-120 令和4年9月21日
000028 9000190793 Awaji-shima　C-Side　Marin　Terrace 656-0502 南あわじ市福良乙1502-86 魚介類販売業 一般 株式会社リブレ 代表取締役 中山 きよみ 656-0501 兵庫県南あわじ市福良甲1533-3 799520497 淡路(洲健)第35-121 令和4年9月21日
000028 9000190795 Awaji-shima　C-Side　Sky　Area 656-0502 南あわじ市福良乙1501-49 魚介類販売業 一般 株式会社リブレ 代表取締役 中山 きよみ 656-0501 兵庫県南あわじ市福良甲1533-3 799520497 淡路(洲健)第35-122 令和4年9月21日
000028 9000190796 Awaji-shima　C-Side　Tall　up 656-0502 南あわじ市福良乙1501-31 魚介類販売業 一般 株式会社リブレ 代表取締役 中山 きよみ 656-0501 兵庫県南あわじ市福良甲1533-3 799520497 淡路(洲健)第35-123 令和4年9月21日
000028 9000190799 淡路産直　コスモス 656-2163 淡路市中田4158 799626852 その他の食料・飲料販売業 一般 アワヂカラ合同会社 代表社員 石間 敬啓 656-2163 兵庫県淡路市中田2975 799626852 淡路(洲健)第35-124 令和4年9月22日
000028 9000190974 自家焙煎珈琲＆ハンドメイド雑貨　かぷとゆめ656-1314 洲本市五色町鮎原鮎の郷452-57 コーヒー（飲料を除く）製造・加工業一般 藤原 大志 淡路(洲健)第35-126 44831
000028 9000190975 谷口史朗 656-0101 洲本市納736-3 その他の食料品製造・加工業 一般 谷口 史朗 淡路(洲健)第35-127 44832
000028 9000190977 ホテルニューアワジ駐車場 656-0024 洲本市山手2丁目59 乳類販売業 自動販売機 淡路ヤクルト販売株式会社 代表取締役 山林 正育 656-0131 兵庫県南あわじ市広田中筋322番地の1 799451234 淡路(洲健)第35-129 令和4年9月30日
000028 9000190981 村上工務店　五色不二精工(株)洲本工場 656-1321 洲本市五色町鮎原中邑字福家山502-1 乳類販売業 自動販売機 淡路ヤクルト販売株式会社 代表取締役 山林 正育 656-0131 兵庫県南あわじ市広田中筋322番地の1 799451234 淡路(洲健)第35-132 令和4年9月30日
000028 9000190982 平野恵美 656-0002 洲本市中川原町中川原182 乳類販売業 一般 淡路ヤクルト販売株式会社 代表取締役 山林 正育 656-0131 兵庫県南あわじ市広田中筋322番地の1 799451234 淡路(洲健)第35-133 令和4年9月30日
000028 9000190983 積水ハウス(株)久留麻パソナ宿舎工事現場 656-2311 淡路市久留麻2317番地 乳類販売業 自動販売機 淡路ヤクルト販売株式会社 代表取締役 山林 正育 656-0131 兵庫県南あわじ市広田中筋322番地の1 799451234 淡路(洲健)第35-134 令和4年9月30日
000028 9000190984 イズミフードマシナリ 656-0122 南あわじ市広田広田552-1 乳類販売業 自動販売機 淡路ヤクルト販売株式会社 代表取締役 山林 正育 656-0131 兵庫県南あわじ市広田中筋322番地の1 799451234 淡路(洲健)第35-135 令和4年9月30日
000028 9000190985 稲本千代美 656-0122 南あわじ市広田広田925-1 乳類販売業 一般 淡路ヤクルト販売株式会社 代表取締役 山林 正育 656-0131 兵庫県南あわじ市広田中筋322番地の1 799451234 淡路(洲健)第35-136 令和4年9月30日
000028 9000190986 髙田やす子 656-1711 淡路市富島906-10 乳類販売業 一般 淡路ヤクルト販売株式会社 代表取締役 山林 正育 656-0131 兵庫県南あわじ市広田中筋322番地の1 799451234 淡路(洲健)第35-137 令和4年9月30日
000028 9000190987 金坂　興治 656-1325 洲本市五色町鮎原南谷671 乳類販売業 一般 淡路ヤクルト販売株式会社 代表取締役 山林 正育 656-0131 兵庫県南あわじ市広田中筋322番地の1 799451234 淡路(洲健)第35-138 令和4年9月30日
000028 9000190989 遠藤直子 656-0961 南あわじ市沼島2607 乳類販売業 一般 淡路ヤクルト販売株式会社 代表取締役 山林 正育 656-0131 兵庫県南あわじ市広田中筋322番地の1 799451234 淡路(洲健)第35-139 令和4年9月30日
000028 9000190993 寺神　ミエ子 656-1557 淡路市明神620 乳類販売業 一般 淡路ヤクルト販売株式会社 代表取締役 山林 正育 656-0131 兵庫県南あわじ市広田中筋322番地の1 799451234 淡路(洲健)第35-140 令和4年9月30日
000028 9000190994 粂　よし子 656-1344 洲本市五色町鳥飼浦1882-1 乳類販売業 一般 淡路ヤクルト販売株式会社 代表取締役 山林 正育 656-0131 兵庫県南あわじ市広田中筋322番地の1 799451234 淡路(洲健)第35-141 令和4年9月30日
000028 9000190995 北野千登美 656-0521 南あわじ市潮美台2-19-4 乳類販売業 一般 淡路ヤクルト販売株式会社 代表取締役 山林 正育 656-0131 兵庫県南あわじ市広田中筋322番地の1 799451234 淡路(洲健)第35-142 令和4年9月30日
000028 9000190996 西向　ひさ子 656-1531 淡路市江井3212-1 乳類販売業 一般 淡路ヤクルト販売株式会社 代表取締役 山林 正育 656-0131 兵庫県南あわじ市広田中筋322番地の1 799451234 淡路(洲健)第35-143 令和4年9月30日
000028 9000190997 福岡　秀美 656-1344 洲本市五色町鳥飼浦436 乳類販売業 一般 淡路ヤクルト販売株式会社 代表取締役 山林 正育 656-0131 兵庫県南あわじ市広田中筋322番地の1 799451234 淡路(洲健)第35-144 令和4年9月30日
000028 9000190998 田村亜利香 656-0427 南あわじ市榎列松田624-1 乳類販売業 一般 淡路ヤクルト販売株式会社 代表取締役 山林 正育 656-0131 兵庫県南あわじ市広田中筋322番地の1 799451234 淡路(洲健)第35-145 令和4年9月30日
000028 9000190999 林　さゆり 656-2224 淡路市大谷1080-2 乳類販売業 一般 淡路ヤクルト販売株式会社 代表取締役 山林 正育 656-0131 兵庫県南あわじ市広田中筋322番地の1 799451234 淡路(洲健)第35-146 令和4年9月30日
000028 9000191000 増本　ひさ 656-0551 南あわじ市灘199 乳類販売業 一般 淡路ヤクルト販売株式会社 代表取締役 山林 正育 656-0131 兵庫県南あわじ市広田中筋322番地の1 799451234 淡路(洲健)第35-147 令和4年9月30日
000028 9000191001 加茂　孝美 656-1521 淡路市多賀1837-1 乳類販売業 一般 淡路ヤクルト販売株式会社 代表取締役 山林 正育 656-0131 兵庫県南あわじ市広田中筋322番地の1 799451234 淡路(洲健)第35-148 令和4年9月30日
000028 9000191002 服部晃弘 656-0476 南あわじ市市新265-1 乳類販売業 一般 淡路ヤクルト販売株式会社 代表取締役 山林 正育 656-0131 兵庫県南あわじ市広田中筋322番地の1 799451234 淡路(洲健)第35-149 令和4年9月30日
000028 9000191003 浜田　京子 656-0042 洲本市池内555-6 乳類販売業 一般 淡路ヤクルト販売株式会社 代表取締役 山林 正育 656-0131 兵庫県南あわじ市広田中筋322番地の1 799451234 淡路(洲健)第35-150 令和4年9月30日
000028 9000191004 髙松千有希 656-0502 南あわじ市福良乙862-3 乳類販売業 一般 淡路ヤクルト販売株式会社 代表取締役 山林 正育 656-0131 兵庫県南あわじ市広田中筋322番地の1 799451234 淡路(洲健)第35-151 令和4年9月30日
000028 9000191005 中島　睦実 656-0532 南あわじ市北阿万稲田南584-1 乳類販売業 一般 淡路ヤクルト販売株式会社 代表取締役 山林 正育 656-0131 兵庫県南あわじ市広田中筋322番地の1 799451234 淡路(洲健)第35-152 令和4年9月30日



000028 9000191006 松下浩美 656-0427 南あわじ市榎列松田748-1 乳類販売業 一般 淡路ヤクルト販売株式会社 代表取締役 山林 正育 656-0131 兵庫県南あわじ市広田中筋322番地の1 799451234 淡路(洲健)第35-153 令和4年9月30日
000028 9000191007 処谷　ゆかり 656-1327 洲本市五色町鮎原田処20-3 乳類販売業 一般 淡路ヤクルト販売株式会社 代表取締役 山林 正育 656-0131 兵庫県南あわじ市広田中筋322番地の1 799451234 淡路(洲健)第35-154 令和4年9月30日
000028 9000191008 岡田　美千代 656-2401 淡路市岩屋474-13 乳類販売業 一般 淡路ヤクルト販売株式会社 代表取締役 山林 正育 656-0131 兵庫県南あわじ市広田中筋322番地の1 799451234 淡路(洲健)第35-155 令和4年9月30日
000028 9000191009 原　みち子 656-0341 南あわじ市津井2354-1 乳類販売業 一般 淡路ヤクルト販売株式会社 代表取締役 山林 正育 656-0131 兵庫県南あわじ市広田中筋322番地の1 799451234 淡路(洲健)第35-156 令和4年9月30日
000028 9000191010 岡野　真実 656-2141 淡路市塩尾519番地61ガーデンみなみ101号室 乳類販売業 一般 淡路ヤクルト販売株式会社 代表取締役 山林 正育 656-0131 兵庫県南あわじ市広田中筋322番地の1 799451234 淡路(洲健)第35-157 令和4年9月30日
000028 9000191011 曽輪　幸代 656-2144 淡路市下司176 乳類販売業 一般 淡路ヤクルト販売株式会社 代表取締役 山林 正育 656-0131 兵庫県南あわじ市広田中筋322番地の1 799451234 淡路(洲健)第35-158 令和4年9月30日
000028 9000191013 中嶋　美根子 656-0332 南あわじ市湊1108-8 乳類販売業 一般 淡路ヤクルト販売株式会社 代表取締役 山林 正育 656-0131 兵庫県南あわじ市広田中筋322番地の1 799451234 淡路(洲健)第35-159 令和4年9月30日
000028 9000191014 奥野　吉子 656-2541 洲本市由良4丁目2-24 乳類販売業 一般 淡路ヤクルト販売株式会社 代表取締役 山林 正育 656-0131 兵庫県南あわじ市広田中筋322番地の1 799451234 淡路(洲健)第35-160 令和4年9月30日
000028 9000191016 藤井　あゆみ 656-1741 淡路市浅野南2-125 乳類販売業 一般 淡路ヤクルト販売株式会社 代表取締役 山林 正育 656-0131 兵庫県南あわじ市広田中筋322番地の1 799451234 淡路(洲健)第35-161 令和4年9月30日
000028 9000191017 榎本　美佐 656-0455 南あわじ市神代國衙719-8 乳類販売業 一般 淡路ヤクルト販売株式会社 代表取締役 山林 正育 656-0131 兵庫県南あわじ市広田中筋322番地の1 799451234 淡路(洲健)第35-162 令和4年9月30日
000028 9000191018 木戸　知世 656-1743 淡路市斗ノ内73-1 乳類販売業 一般 淡路ヤクルト販売株式会社 代表取締役 山林 正育 656-0131 兵庫県南あわじ市広田中筋322番地の1 799451234 淡路(洲健)第35-163 令和4年9月30日
000028 9000191019 渡辺 656-1304 洲本市五色町都志万歳398 乳類販売業 一般 淡路ヤクルト販売株式会社 代表取締役 山林 正育 656-0131 兵庫県南あわじ市広田中筋322番地の1 799451234 淡路(洲健)第35-164 令和4年9月30日
000028 9000191022 三洋エナジー南淡(株)津名　事務所  (CCBJI受託)656-2131 淡路市志筑945 コップ式自動販売機（自動洗浄・屋内設置）自動販売機株式会社アペックス西日本 代表取締役 森 吉平 550-0015 大阪府大阪市西区南堀江四丁目25番24号665359024 淡路(洲健)第35-165 令和4年9月30日
000028 9000191023 三洋エナジー南淡(株)津名工場  ２Ｆ北(CCBJI受託)656-2131 淡路市志筑945 コップ式自動販売機（自動洗浄・屋内設置）自動販売機株式会社アペックス西日本 代表取締役 森 吉平 550-0015 大阪府大阪市西区南堀江四丁目25番24号665359024 淡路(洲健)第35-166 令和4年9月30日
000028 9000191024 三洋エナジー南淡(株)三原Ａ棟 食堂 （CCBJI受託）656-0422 南あわじ市榎列上幡多1370 コップ式自動販売機（自動洗浄・屋内設置）自動販売機株式会社　アペックス西日本 代表取締役 森 吉平 550-0015 大阪府大阪市西区南堀江四丁目25番24号665359024 淡路(洲健)第35-168 令和4年9月30日
000028 9000191025 三洋クリエイティブサービス  洲本本部　第４工場３Ｆ（CCBJI受託）656-0017 洲本市上内膳221-1 コップ式自動販売機（自動洗浄・屋内設置）自動販売機株式会社アペックス西日本 代表取締役 森 吉平 550-0015 大阪府大阪市西区南堀江四丁目25番24号665359024 淡路(洲健)第35-169 令和4年9月30日
000028 9000191026 三洋クリエイティブサービス洲本本部  第１工場２Ｆ中央渡り廊下（CCBJI受託）656-0017 洲本市上内膳221-1 コップ式自動販売機（自動洗浄・屋内設置）自動販売機株式会社アペックス西日本 代表取締役 森 吉平 550-0015 大阪府大阪市西区南堀江4丁目25-24 665359024 淡路(洲健)第35-170 令和4年9月30日
000028 9000191027 三洋ｸﾘｴｲﾃｨﾌﾞｻｰﾋﾞｽ洲本本部  第2工場2F食堂（CCBJI受託）656-0017 洲本市上内膳221-1 コップ式自動販売機（自動洗浄・屋内設置）自動販売機株式会社アペックス西日本 代表取締役 森 吉平 550-0015 大阪府大阪市西区南堀江四丁目25番24号665359024 淡路(洲健)第35-171 令和4年9月30日
000028 9000191030 三洋エナジー南淡(株)本社工場　ラウンジ  （CCBJI受託）656-0513 南あわじ市賀集野田407 コップ式自動販売機（自動洗浄・屋内設置）自動販売機株式会社アペックス西日本 代表取締役 森 吉平 550-0015 大阪府大阪市西区南堀江四丁目25番24号665359024 淡路(洲健)第35-173 令和4年9月30日
000028 9000191031 三洋エナジー南淡(株)本社工場　食堂  （CCBJI受託） 656-0513 南あわじ市賀集野田407 799531121 コップ式自動販売機（自動洗浄・屋内設置） 自動販売機 株式会社アペックス西日本 代表取締役 森 吉平 550-0015 大阪府大阪市西区南堀江四丁目25番24号 665359024 淡路(洲健)第35-174 令和4年9月30日
000028 9000191033 上野農園 656-1733 淡路市長畠207 799820551 農産保存食料品製造・加工業 一般 上野 和洋 淡路(洲健)第35-175 令和4年10月3日
000028 9000191034 釣りのお宿陽恵丸 656-2212 淡路市佐野2048 799650777 農産保存食料品製造・加工業 一般 畠田 茂嗣 淡路(洲健)第35-176 令和4年10月5日
000028 9000191043 三洋エナジー南淡(株)三原B棟 食堂 （CCBJI受託）656-0422 南あわじ市榎列上幡多1441-1 コップ式自動販売機（自動洗浄・屋内設置）自動販売機株式会社　アペックス西日本 代表取締役 森 吉平 550-0015 大阪府大阪市西区南堀江四丁目25番24号665359024 淡路(洲健)第35-167 令和4年9月30日
000028 9000191057 ＫＲ． 656-0513 南あわじ市賀集野田15-1 野菜果物販売業 一般 桐原 将輝 淡路(洲健)第35-177 44840
000028 9000191058 肉の無人 656-0478 南あわじ市市福永690-1 799427199 食肉販売業 自動販売機 有限会社四国レジャー企画 代表取締役 北島 英志 656-0478 兵庫県南あわじ市市福永690番地1 799427199 淡路(洲健)第35-128 令和4年9月28日
000028 9000191060 木戸敏代 656-0031 洲本市千草乙431 乳類販売業 一般 淡路ヤクルト販売株式会社 代表取締役 山林 正育 656-0131 兵庫県南あわじ市広田中筋322番地の1 799451234 淡路(洲健)第35-130 令和4年9月30日
000028 9000191061 神田美喜代 656-0012 洲本市宇山3丁目12-25 乳類販売業 一般 淡路ヤクルト販売株式会社 代表取締役 山林 正育 656-0131 兵庫県南あわじ市広田中筋322番地の1 799451234 淡路(洲健)第35-131 令和4年9月30日
000028 9000191163 AGAL Beach Club ＆ Villa 淡路 656-2542 洲本市由良町内田392-2 その他の食料・飲料販売業 一般 株式会社ユービーライフ 代表取締役 川崎 友行 720-2419 広島県福山市加茂町上加茂大字119 849663531 淡路(洲健)第35-178 令和4年10月11日
000028 9000191164 あわじ探偵事務所 656-2212 淡路市佐野2173番地1 その他の食料品製造・加工業 一般 大須賀 政康 淡路(洲健)第35-179 44846
000028 9000191165 有限会社新家青果 656-1321 洲本市五色町鮎原中邑1005番地 799320024 野菜果物販売業 一般 有限会社新家青果 代表取締役 新家 春輝 656-1321 兵庫県洲本市五色町鮎原中邑1005番地 799320024 淡路(洲健)第35-180 令和4年10月12日
000028 9000191166 関西電力株式会社　労働組合淡路支部  1階通路(CCBJI受託）656-0024 洲本市山手2丁目3-28 コップ式自動販売機（自動洗浄・屋内設置）自動販売機株式会社アペックス西日本 代表取締役 森 吉平 550-0015 大阪府大阪市西区南堀江四丁目25番24号665359024 淡路(洲健)第35-181 令和4年10月13日
000028 9000191168 イオンリテール株式会社イオン淡路店  ３Ｆ談話室（CCBJI受託）656-2132 淡路市志筑新島10-2 コップ式自動販売機（自動洗浄・屋内設置）自動販売機株式会社アペックス西日本 代表取締役 森 吉平 550-0015 大阪府大阪市西区南堀江四丁目25番24号665359024 淡路(洲健)第35-182 令和4年10月13日
000028 9000191173 プライミクス(株)本社工場  乳化分散技術研究所　構内休憩所（CCBJI受託）656-2306 淡路市夢舞台1-38 コップ式自動販売機（自動洗浄・屋内設置）自動販売機株式会社アペックス西日本 代表取締役 森 吉平 550-0015 大阪府大阪市西区南堀江四丁目25番24号665359024 淡路(洲健)第35-183 令和4年10月13日
000028 9000191174 南あわじリフレッシュ交流ハウス　ゆーぷる  （CCBJI受託）656-0534 南あわじ市北阿万筒井1509－1 コップ式自動販売機（自動洗浄・屋内設置）自動販売機株式会社アペックス西日本 代表取締役 森 吉平 550-0015 大阪府大阪市西区南堀江4丁目25番24号665359024 淡路(洲健)第35-184 令和4年10月13日
000028 9000191175 パチンコバルセロナ　淡路　ロビー 656-2131 淡路市志筑116-2 コップ式自動販売機（自動洗浄・屋内設置）自動販売機株式会社アペックス西日本 代表取締役 森 吉平 550-0015 大阪府大阪市西区南堀江四丁目25番24号665359024 淡路(洲健)第35-185 令和4年10月13日
000028 9000191177 自家焙煎珈琲＆ハンドメイド雑貨　かぷとゆめ656-1314 洲本市五色町鮎原鮎の郷452-57 通信販売・訪問販売による販売業一般 藤原 大志 淡路(洲健)第35-186 44847
000028 9000191213 餃子香月 656-0013 洲本市下加茂1丁目1-58 その他の食料・飲料販売業 一般 上田 卓也 淡路(洲健)第35-187 44852
000028 9000191462 松寿庵 656-0012 洲本市宇山3-6-1 製茶業 一般 藤原 恵子 淡路(洲健)第35-196 44866
000028 9000191466 杉野商店 656-0054 洲本市宇原1344 食肉販売業 一般 杉野 章 淡路(洲健)第35-188 44853
000028 9000191468 杉野商店 656-0446 南あわじ市八木寺内327 食肉販売業 一般 杉野 章 淡路(洲健)第35-189 44853
000028 9000191469 ＤＣＭ北淡店 656-1602 淡路市育波408-1 799840030 その他の食料・飲料販売業 一般 ＤＣＭ株式会社 代表取締役 石黒 靖規 140-0013 東京都品川区南大井六丁目22番7号 357645211 淡路(洲健)第35-190 令和4年10月20日
000028 9000191470 ＤＣＭ淡路南店 656-0473 南あわじ市市小井80-1 799427210 その他の食料・飲料販売業 一般 ＤＣＭ株式会社 代表取締役 石黒 靖規 140-0013 東京都品川区南大井六丁目22番7号 357645211 淡路(洲健)第35-191 令和4年10月20日
000028 9000191473 森徳のり 656-2311 淡路市久留麻2113 799742612 海藻製造・加工業 一般 森 正徳 淡路(洲健)第35-192 令和4年10月25日
000028 9000191502 AWAJI ISLAND ROASTERS  （淡路　アイランド　ロースターズ） 656-1501 淡路市尾崎1798番地3 799709077 コーヒー（飲料を除く）製造・加工業 一般 株式会社バルニバービ 代表取締役 佐藤 裕久 542-0081 大阪府大阪市中央区南船場四丁目12番21号 643906544 淡路(洲健)第35-193 令和4年10月28日
000028 9000191504 フローラルアイランド 656-2305 淡路市浦642-1 799752387 野菜果物販売業 一般 株式会社フローラルアイランド 代表取締役 大木 章男 656-2305 兵庫県淡路市浦642-1 799752387 淡路(洲健)第35-194 令和4年10月28日
000028 9000191505 株式会社梶商店　淡路島工場 656-2213 淡路市佐野新島3-5 799709103 その他の食料品製造・加工業 一般 株式会社梶商店 代表取締役 梶 清則 578-0905 大阪府東大阪市川田2丁目23番地18号 729635533 淡路(洲健)第35-195 令和4年10月31日
000028 9000191685 しまぞろえ 656-0021 洲本市塩屋1丁目1-8 食肉販売業 一般 株式会社しまぞろえ 代表取締役 松岡 優司 656-1602 兵庫県淡路市育波459-1 淡路(洲健)第35-197 44874
000028 9000191699 エンゼル農園 656-0456 南あわじ市神代地頭方1493-1 野菜果物販売業 一般 賀集 亮介 淡路(洲健)第35-199 令和4年11月15日
000028 9000191700 全日食阿万店 656-0544 南あわじ市阿万下町260-1 799552651 百貨店、総合スーパー 一般 野川 善正 淡路(洲健)第35-200 令和4年11月15日
000028 9000191702 道の駅BBQステーキガーデン　まほろば000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く。)食肉販売業 自動車 曽我 雅人 淡路(洲健)第35-198 44879
000028 9000191728 株式会社朝日丸ｔｈｒｅｅ　ａｒｒｏｗｓ 656-0054 洲本市宇原77-1 799204721 食肉販売業 一般 株式会社朝日丸ｔｈｒｅｅ　ａｒｒｏｗｓ 代表取締役 花野 博 656-0025 兵庫県洲本市本町四丁目3番8号 799232377 淡路(洲健)第35-201 令和4年11月16日
000028 9000191852 株式会社味きっこう 656-2542 洲本市由良町内田33-1 799270867 その他の食料品製造・加工業 一般 株式会社味きっこう 代表取締役 魚谷 佳代 656-2541 兵庫県洲本市由良一丁目11番7号 799270867 淡路(洲健)第35-125 令和4年9月22日
000028 9000191912 マルナカ洲本店 656-0027 洲本市港2-2 799253200 百貨店、総合スーパー 一般 マックスバリュ西日本株式会社 代表取締役 平尾 健一 732-0814 広島県広島市南区段原南一丁目3番52号 825358500 淡路(洲健)第35-202 令和4年11月25日
000028 9000191914 シャトードゥソレイユ 656-2311 淡路市久留麻2311番地1 乳類販売業 一般 株式会社パソナグループ 代表取締役 南部 靖之 100-0005 東京都千代田区丸の内1-5-1 淡路(洲健)第35-203 44890
000028 9000191915 チャレンジファーム 656-1726 淡路市野島常盤字源八1510番地4 799709082 卵選別包装業 一般 株式会社Awaji Nature Farm 代表取締役 田中 康輔 656-1726 兵庫県淡路市野島常盤字源八1510番地4 799709082 淡路(洲健)第35-204 令和4年11月28日
000028 9000191922 コンテのベジガーデン 656-1531 淡路市江井2570 製茶業 一般 難波 衣紅美 淡路(洲健)第35-205 44894
000028 9000191973 ビーツ　ストック　ヤード　Ⅱ 656-0307 南あわじ市松帆檪田20-4 その他の食料・飲料販売業 一般 株式会社ビーツ 代表取締役 野崎 一 564-0082 大阪府吹田市片山町3-1-6 663884808 淡路(洲健)第35-206 令和4年11月30日
000028 9000191974 ファーム　グリーンバレー 656-1501 淡路市尾崎410番地 799850313 精穀・製粉業 一般 伊名岡 昌彦 淡路(洲健)第35-207 令和4年11月30日
000028 9000191995 淡路ホンダ販売株式会社　桑間店　1Fショールーム内  （CCBJI単受）656-0014 洲本市桑間534-1 コップ式自動販売機（自動洗浄・屋内設置）自動販売機株式会社　アペックス西日本 代表取締役 森 吉平 550-0015 大阪府大阪市西区南堀江四丁目25番24号665359022 淡路(洲健)第35-208 令和4年12月2日
000028 9000192072 (有)上田商店 656-0053 洲本市上物部2丁目10-2 799220962 農産保存食料品製造・加工業 一般 有限会社上田商店 代表取締役 上田 正 656-0053 兵庫県洲本市上物部2-10-2 799220962 淡路(洲健)第35-209 令和4年12月9日
000028 9000192074 フェアフィールド・バイ・マリオット・兵庫淡路島福良 656-0501 南あわじ市福良甲512番154 799386625 乳類販売業 一般 トリップベースホテルマネジメント株式会社 代表取締役 田森 直紀 531-0076 大阪府大阪市北区大淀中一丁目1番88号 667434580 淡路(洲健)第35-210 令和4年12月9日
000028 9000192076 フェアフィールド・バイ・マリオット・兵庫淡路島福良 656-0501 南あわじ市福良甲512番154 799386625 その他の食料・飲料販売業 一般 トリップベースホテルマネジメント株式会社 代表取締役 田森 直紀 531-0076 大阪府大阪市北区大淀中一丁目1番88号 667434580 淡路(洲健)第35-211 令和4年12月9日
000028 9000192163 兵庫トヨタ自動車(株)新洲本店　店内  (CCBJI受託)656-0014 洲本市納175-1 コップ式自動販売機（自動洗浄・屋内設置）自動販売機株式会社アペックス西日本 代表取締役 森 吉平 550-0015 大阪府大阪市西区南堀江四丁目25番24号665359024 淡路(洲健)第35-212 令和4年12月19日
000028 9000192164 三和製作所　淡路　１F通路（CCBJI単受）656-2131 淡路市志筑2570-2 コップ式自動販売機（自動洗浄・屋内設置）自動販売機株式会社アペックス西日本 代表取締役 森 吉平 550-0015 大阪府大阪市西区南堀江四丁目25番24号665359024 淡路(洲健)第35-213 令和4年12月19日
000028 9000192165 小規模多機能型居宅介護事業所ぬくもり 656-2131 淡路市志筑818-1 799625055 集団給食（４）その他 集団給食 社会福祉法人千鳥会 理事長 吉村 秀樹 656-2151 兵庫県淡路市大町畑597番地4 799640800 淡路(洲健)第35-214 令和4年12月20日
000028 9000192241 simanoyadoya 656-2321 淡路市中持字岡531-3 食肉販売業 一般 山本 晴奈 淡路(洲健)第35-215 44922
000028 9000192285 株式会社淡路島パルシェ 656-1501 淡路市尾崎3025-1 799851126 その他の食料品製造・加工業 一般 株式会社淡路島パルシェ 代表取締役 石井 廣志 656-1501 兵庫県淡路市尾崎3025-1 799851162 淡路(洲健)第35-216 令和5年1月6日
000028 9000192304 セブン－イレブン　南あわじ賀集野田店 656-0513 南あわじ市賀集野田220 799540511 コンビニエンスストア 一般 辻 久信 淡路(洲健)第35-217 令和5年1月11日
000028 9000192305 カフェレストラン　海 656-2212 淡路市佐野634-1 799701353 その他の食料品製造・加工業 一般 森 英志 淡路(洲健)第35-218 令和5年1月11日
000028 9000192307 淡路島ソーラーファーム 656-1302 洲本市五色町都志米山461 その他の食料品製造・加工業 一般 岡本 賢三 淡路(洲健)第35-219 44938
000028 9000192315 マルハ物産株式会社 656-0016 洲本市下内膳510 799224407 魚介類販売業 一般 マルハ物産株式会社 代表取締役 島野 和広 656-0016 兵庫県洲本市下内膳510番地 799224407 淡路(洲健)第35-220 令和5年1月12日
000028 9000192344 中島農園 656-1501 淡路市尾崎2028-1 農産保存食料品製造・加工業 一般 中島 祥子 淡路(洲健)第35-221 44942
000028 9000192427 淡路島タコステ 656-2401 淡路市岩屋1414-27 799647551 その他の食料・飲料販売業 一般 株式会社淡路観光開発公社 代表取締役 西田 利行 656-2401 兵庫県淡路市岩屋1187番地の1 799720201 淡路(洲健)第35-222 令和5年1月18日
000028 9000192428 Ayashroom 656-0055 洲本市大野163-1 農産保存食料品製造・加工業 一般 山本 綾 淡路(洲健)第35-223 44946
000028 9000192494 ＡＪ　Ｆａｒｍ 656-2143 淡路市里865-40 調味料製造・加工業 一般 小森 咲代子 淡路(洲健)第35-224 44950
000028 9000192495 KITOW 656-1522 淡路市下河合字柿ノ木谷405-2 798232131 食肉販売業 一般 株式会社ジーホワイト 代表取締役 五味岡 龍 663-8232 兵庫県西宮市津門宝津町5-1 798232131 淡路(洲健)第35-225 令和5年1月26日
000028 9000192496 株式会社サンデサン 656-2131 淡路市志筑91-3 799600025 その他の食料品製造・加工業 一般 株式会社サンデサン 代表取締役 増田 誠子 656-2132 兵庫県淡路市志筑新島3111-32 799600025 淡路(洲健)第35-226 令和5年1月26日
000028 9000192497 ガリバー洲本インター店　店内  （CCBJI単受）656-0055 洲本市大野1845 コップ式自動販売機（自動洗浄・屋内設置）自動販売機株式会社アペックス西日本 代表取締役 森 吉平 550-0015 大阪府大阪市西区南堀江四丁目25番24号665359024 淡路(洲健)第35-227 令和5年1月26日
000028 9000192500 ロイドコーヒー 656-2162 淡路市王子1179 コーヒー（飲料を除く）製造・加工業一般 中山 千秋 淡路(洲健)第35-228 44956
000028 9000192548 株式会社海洋化学　淡路工場 656-0663 南あわじ市阿那賀西路2番地1 799386922 いわゆる健康食品の製造・加工業 一般 株式会社海洋化学 代表取締役 西田 みどり 106-0047 東京都港区南麻布3-11-4 334454451 淡路(洲健)第35-229 令和5年2月2日
000028 9000192590 夢舞台オフィス社員食堂 656-2306 淡路市夢舞台2　展望テラス2F 集団給食（３）事業所 集団給食 株式会社パソナグループ 代表取締役 南部 靖之 100-0005 東京都千代田区丸の内1-5-1 淡路(洲健)第35-230 44960
000028 9000192591 Awaji369　labo 656-1304 洲本市五色町都志万歳395 農産保存食料品製造・加工業 一般 安達 友麻 淡路(洲健)第35-231 44960
000028 9000192592 Mel　百花店 656-1334 洲本市五色町広石中1414-6 農産保存食料品製造・加工業 一般 松下 翔 淡路(洲健)第35-232 44960
000028 9000192638 vivi-D Factory 656-0478 南あわじ市市福永548-6 その他の食料・飲料販売業 自動販売機 村上 大輔 淡路(洲健)第35-233 44965
000028 9000192706 Ｊ・Ｆａｃｔｏｒｙ淡路屋 656-2311 淡路市久留麻1799-11 799736077 その他の食料・飲料販売業 一般 原 真美 淡路(洲健)第35-234 令和5年2月10日
000028 9000192796 淡路わ古 656-2212 淡路市佐野2061 海藻製造・加工業 一般 宮本 和子 淡路(洲健)第35-235 44971
000028 9000192797 淡路サービスエリア　上り線 656-2401 淡路市岩屋3118-1 799725531 その他の食料・飲料販売業 一般 淡路ルートサービス株式会社 代表取締役 井植 貞雄 656-2401 兵庫県淡路市岩屋2568 799732250 淡路(洲健)第35-236 令和5年2月14日
000028 9000192798 淡路サービスエリア　下り線 656-2401 淡路市岩屋2568 799725571 その他の食料・飲料販売業 自動販売機 淡路ルートサービス株式会社 代表取締役 井植 貞雄 656-2401 兵庫県淡路市岩屋2568番地 799732250 淡路(洲健)第35-237 令和5年2月14日
000028 9000192799 ＮＡＫＡＨＩＲＡ　ＦＡＲＭ 656-2144 淡路市下司1521-20 農産保存食料品製造・加工業 一般 中平 有里 淡路(洲健)第35-238 44972
000028 9000192802 淡路島たまねぎ専門店 656-2302 淡路市大磯7-2 野菜果物販売業 一般 ユーアールエー株式会社 代表取締役 井植 敏彰 656-2302 兵庫県淡路市大磯6番地 799743257 淡路(洲健)第35-239 令和5年2月15日
000028 9000192806 肉の無人　安乎店 656-2121 洲本市安乎町平安浦1970-3 食肉販売業 一般 有限会社四国レジャー企画 代表取締役 北島 英志 656-0478 兵庫県南あわじ市市福永690-1 799427199 淡路(洲健)第35-240 令和5年2月20日
000028 9000192816 トライアングル・ゴー・ウェイ 656-2131 淡路市志筑1658-2 調味料製造・加工業 一般 川越 渉 淡路(洲健)第35-241 44977
000028 9000192924 マクドナルド28号淡路しづき店 656-2131 淡路市志筑3111-89 799602057 乳類販売業 一般 株式会社ヌバ 代表取締役 坂本 真 656-0021 兵庫県洲本市塩屋300番地の４ 799252272 淡路(洲健)第35-242 令和5年2月27日
000028 9000192937 園田　薫 656-0005 洲本市中川原町市原560 その他の食料・飲料販売業 一般 園田 薫 淡路(洲健)第35-243 44986
000028 9000193158 ファミリーマート志筑大蔵店 656-2131 淡路市志筑1867-1 799736353 コンビニエンスストア 一般 株式会社尋 代表取締役 沖田 浩史 656-0023 兵庫県洲本市小路谷1281-5 799244155 淡路(洲健)第35-244 令和5年3月2日
000028 9000193159 安田精肉店 656-0541 南あわじ市阿万上町350 799550118 その他の食料・飲料販売業 一般 安田 俊子 淡路(洲健)第35-245 令和5年3月9日
000028 9000193160 芋屋ヤマキ 656-0021 洲本市、その他淡路市一円 その他の食料品製造・加工業 自動車 林 由唯 淡路(洲健)第35-246 44998
000028 9000193256 ハイーニャ　ザ　ハーブ 656-0304 南あわじ市松帆古津路567-3エステートサノ105 製茶業 一般 吉岡 路留 淡路(洲健)第35-247 45001



000028 9000193381 D.D.BAKERY 656-1725 淡路市野島江崎611 799706872 コーヒー（飲料を除く）製造・加工業 一般 株式会社マッシュデザインオフィス 代表取締役 菱川 高宏 540-0013 大阪府大阪市中央区内久宝寺町四丁目1番19号リンクスタイル中央ビル6階 668091128 淡路(洲健)第35-248 令和5年3月23日
000028 9000193383 （名称なし） 656-1602 淡路市育波61 魚介類販売業 一般 桑名 金太郎 淡路(洲健)第35-249 45009
000028 9000193446 エトワール生石 656-2543 洲本市由良町由良2605-1 799257033 食肉販売業 一般 株式会社かいげつ 代表取締役 齋藤 敦夫 656-0022 兵庫県洲本市海岸通一丁目3番11号 淡路(洲健)第35-250 令和5年3月27日
000028 9000193487 明愛 656-2401 淡路市岩屋1519 通信販売・訪問販売による販売業その他 西田 一明 淡路(洲健)第35-251 45013
000028 9000193543 Fomalhaut（フォーマルハウト） 656-1558 淡路市草香北523-54 製茶業 一般 池上 陽子 淡路(洲健)第35-252 45016
000028 9000193598 生活改善　淡路ジャンボニンニクの会656-0045 洲本市木戸350番地 その他の食料品製造・加工業 一般 佐野 道代 淡路(洲健)第35-1 45022
000028 9000193767 トラスcoffee 656-0306 南あわじ市松帆慶野121-8 コーヒー（飲料を除く）製造・加工業一般 山岡 洋子 淡路(洲健)第35-2 45033
000028 9000193849 育波浦漁業協同組合 656-1602 淡路市育波字更豊2575 799840031 魚介類販売業 一般 一宮町漁業協同組合 代表理事 社領 弘 656-1511 兵庫県淡路市郡家1355 799850002 淡路(洲健)第35-3 令和5年4月21日
000028 9000193875 さの小テラス産直売場 656-2212 淡路市佐野900番地 その他の食料・飲料販売業 一般 株式会社さの小 代表取締役 柴田 浩典 656-2212 兵庫県淡路市佐野900番地 799709113 淡路(洲健)第35-4 令和5年4月21日
000028 9000193876 淡路島菓子工房野うさぎ 656-2334 淡路市釜口530 農産保存食料品製造・加工業 一般 竜田 泰行 淡路(洲健)第35-5 45037
000028 9000193877 きるかか／イレギュラーガレージ 656-1511 淡路市郡家字砂田1037-2 799709118 その他の食料・飲料販売業 一般 バルニバービ・スピリッツ＆カンパニー株式会社 代表取締役 中山 大介 550-0015 大阪府大阪市西区南堀江一丁目14番26号 淡路(洲健)第35-6 令和5年4月21日
000028 9000194078 収穫祭 656-0443 南あわじ市八木養宜上1408 799433751 その他の食料・飲料販売業 一般 池尻 能久 淡路(洲健)第35-7 令和5年4月26日
000028 9000194080 島のめぐみ　マルシェ 656-1602 淡路市育波460-8 食肉販売業 一般 石岡 慎平 淡路(洲健)第35-9 45043
000028 9000194134 HOTEL　THE　COMPACT 656-1511 淡路市郡家1019-1 799709118 その他の食料・飲料販売業 一般 ﾊﾞﾙﾆﾊﾞｰﾋﾞ・ｽﾋﾟﾘｯﾂ＆ｶﾝﾊﾟﾆｰ株式会社 代表取締役 中山 大介 550-0015 大阪府大阪市西区南堀江一丁目14番26号 643906544 淡路(洲健)第35-8 令和5年4月26日


