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318215014 株式会社　グランパ 代表取締役　新城　直樹 安来グランパ
安来市安来町１０５８　和鋼
博物館２Ｆ

0854-23-2040 飲食店営業 1 一般食堂 仕出し屋 R1.12.1 R6.11.30

318210012 國須　信一 がまがえる 安来市安来町１０９２－２ 0854-22-3087 飲食店営業 2 一般食堂 仕出し屋 R1.6.1 R6.5.31

288210222 渡部　勇 停雲 安来市安来町１１０７ 22-2132 飲食店営業 2 料理店 仕出し屋 H28.6.1 R3.5.31

270210199 亀田　健一郎 セブン-イレブン　安来本町店
安来市安来町１１０９－１，１
１０９－６ １１１０－１，１１１０
－２

0854-22-3474 飲食店営業 3 そうざい H28.2.17 R3.5.31

28215660 有限会社　つだや 代表取締役　門脇　輝理 羅美 安来市安来町１１１８－７ 0854-23-0448 飲食店営業 1 一般食堂 R2.12.1 R8.11.30

288210223 渡部　恵二 家納喜 安来市安来町１１２４ 22-2404 飲食店営業 2 料理店 仕出し屋 H28.6.1 R3.5.31

308210001 福田　吉子 スナック銀の女 安来市安来町１１３８－６ 0854-22-2607 飲食店営業 1 一般食堂 H30.6.1 R5.5.31

308210006 株式会社　割烹　乃ぶ恵樓 代表取締役　松本　令子 割烹　乃ぶ恵樓 安来市安来町１１５３－１ 0854-22-2213 飲食店営業 1 料理店 仕出し屋 弁当屋 一般食堂 H30.6.1 R5.5.31

28215662
株式会社　日立金属安来製
作所

代表取締役　春　和彦 日立厚生館 安来市安来町１１６１ 0854-22-2014 飲食店営業 1 一般食堂 料理店 仕出し屋 R2.12.1 R7.11.30

298210244 京山　玉子 アサヒ 安来市安来町１１８６ 0854-22-2754 飲食店営業 1 一般食堂 H29.6.1 R4.5.31

270210230 木戸　康太 ダイニングＫＩＤＯ 安来市安来町１３４５－１０ 0854-22-2471 飲食店営業 2 仕出し屋 弁当屋 一般食堂 そうざい H28.3.28 R3.5.31

298210247 田部　由美 グレース 安来市安来町１３４７－２２ 0854-23-0724 飲食店営業 1 一般食堂 H29.6.1 R4.5.31

298210249 大田　智恵子 大田屋 安来市安来町１３５６ 0854-22-2123 飲食店営業 2 仕出し屋 そうざい H29.6.1 R4.5.31

298210250 木戸　昭美 社日茶屋 安来市安来町１３６４ 0854-23-2634 飲食店営業 2 料理店 H29.6.1 R4.5.31

298210321 野津　憲己 雲州 安来市安来町１３７２－５ 0854-22-5662 飲食店営業 2 仕出し屋 H29.6.1 R4.5.31

278215286 佐川　剛 宝来園 安来市安来町１６２２ 22-2489 飲食店営業 1 一般食堂 H27.12.1 R3.11.30

280210179 有限会社　やすぎ千軒 代表取締役　足立　三樹夫 やすぎ懐古館一風亭 安来市安来町１６３９－１ 0854-23-0007 飲食店営業 1 一般食堂 H29.1.26 R4.5.31

28215687 遠藤　理恵 Ｄｏｇｏｎ 安来市安来町１６４０ 飲食店営業 1 一般食堂 R2.12.1 R7.11.30

298215219 桑原　博志 くまのプーさん 安来市安来町１６５７－１ 0854-22-2162 飲食店営業 1 一般食堂 H29.12.1 R4.11.30

318210011 加藤　誠 淡水 安来市安来町１６９１－２ 0854-23-0933 飲食店営業 1 一般食堂 R1.6.1 R6.5.31

288210227 有限会社　山常楼 代表取締役　渡部　勝 有限会社　山常楼 安来市安来町１７０４ 22-2040 飲食店営業 2 料理店 仕出し屋 H28.6.1 R3.5.31

308215006 成　富子 味よし処　メトロ 安来市安来町１７３０ 飲食店営業 1 一般食堂 H30.12.1 R5.11.30

20210011 星　守紘 Ｓａｉ（サイ） 安来市安来町１８３９－２ 0854-21-9996 飲食店営業 1 一般食堂 旅館 R2.11.10 R7.11.30

288210228 野坂　保 野久 安来市安来町１８５３ 22-2058 飲食店営業 2 仕出し屋 弁当屋 H28.6.1 R3.5.31

288215309 岩﨑　由美子 すなっく　十六夜
安来市安来町１８６２－１　セ
ンタ－ビル１Ｆ

0854-23-1541 飲食店営業 1 一般食堂 H28.12.1 R3.11.30

318215003 飛田　博子 四季料理　燕雀
安来市安来町１８６２－１　セ
ンタ－ビル１Ｆ

0854-23-1405 飲食店営業 1 一般食堂 R1.12.1 R7.11.30

＜松江保健所（安来市）＞
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318215006 景平　みどり スナック　ながさき
安来市安来町１８６２－１　安
来センタ－ビル２Ｆ

0854-22-1313 飲食店営業 1 一般食堂 R1.12.1 R7.11.30

288215241 有限会社　しばらく 代表取締役　前田　誠 有限会社　しばらく 安来市安来町１８８７ 0854-22-2311 飲食店営業 1 一般食堂 H28.12.1 R3.11.30

28215685 待合　敏治 Ｚｏｏ　＆　Ｚｏｏ
安来市安来町１９０３　青木ビ
ル１Ｆ

0854-23-2005 飲食店営業 1 一般食堂 R2.12.1 R7.11.30

318210017 小川　雅子 Ｎｅｗウイング
安来市安来町１９０３　青木ビ
ル２Ｆ

0854-22-5913 飲食店営業 1 一般食堂 R1.6.1 R7.5.31

310210024 原　愼之介
パン工房アルムリーノ（小さい
麦）

安来市安来町１９０３－５　井
戸町ビル１Ｆ

0854‐34‐0012 飲食店営業 1 一般食堂 R1.12.27 R7.5.31

20210006 杉井　孝司 アクア
安来市安来町１９０３－５ 井
戸町ビル１番館２Ｆ２０１号

飲食店営業 1 一般食堂 R2.8.5 R7.11.30

310210020 塩見　智美 スナック　バナナ
安来市安来町１９０３－５　井
戸町ビル２Ｆ

0854-22-0337 飲食店営業 1 一般食堂 R1.12.2 R7.5.31

310210021 手塚　妙 ＳＥＡＳＯＮ（シーズン）
安来市安来町１９０３－５　井
戸町ビル２Ｆ

飲食店営業 1 一般食堂 R1.12.4 R7.5.31

310210025 足立　桂子 扇
安来市安来町１９０３－５　井
戸町ビル２Ｆ

0854‐23‐0750 飲食店営業 1 一般食堂 R1.12.27 R7.5.31

28210679 土屋　仁美 スナック　瞳 安来市安来町１９０５ 0854-22-2292 飲食店営業 1 一般食堂 R2.6.1 R7.5.31

20210008 十阿彌　恵美子 パブスナック　天使のらくがき
安来市安来町１９０６－２ 井
戸町ビル２番館２Ｆ

0854-23-2251 飲食店営業 1 一般食堂 R2.9.29 R7.11.30

28210683 坂田　加代子 坂田
安来市安来町１９０６－２　足
立ビル２Ｆ

0854-23-0446 飲食店営業 1 一般食堂 R2.6.1 R8.5.31

318210015 橋根　澄子 スナック　とまと
安来市安来町１９０６－２　第
２足立ビル

0854-23-1128 飲食店営業 1 一般食堂 R1.6.1 R7.5.31

318210009 山本　治城 酒蔵　やまきち 安来市安来町１９０９ 0854-22-5881 飲食店営業 1 一般食堂 R1.6.1 R6.5.31

298215221 細田　洋子 すなっく　ようこ 安来市安来町１９０９－１ 0854-23-8268 飲食店営業 1 一般食堂 H29.12.1 R4.11.30

298210253 近藤　美記恵 酒房　美記 安来市安来町１９１６ 0854-23-0437 飲食店営業 1 一般食堂 H29.6.1 R4.5.31

318210005 門脇　由紀子 サルビア珈琲 安来市安来町１９１８ 0854-22-2088 飲食店営業 1 一般食堂 R1.6.1 R6.5.31

290211005 堀口　伸也 焼肉ホルモン　さんとくてん 安来市安来町１９３７ 0854-22-2770 飲食店営業 1 一般食堂 H29.6.9 R4.11.30

308210010 山口　正夫 おうか 安来市安来町１９４４ 0854-22-5677 飲食店営業 1 一般食堂 H30.6.1 R5.5.31

28215691 山中　武 我風
安来市安来町１９４９－１　あ
たごビル１Ｆ

0854-22-1333 飲食店営業 1 一般食堂 R2.12.1 R7.11.30

300210021 三澤　ミヨ子 星の沙
安来市安来町１９４９－１　あ
たごビル１Ｆ　ＮＯ３

0854-23-2525 飲食店営業 1 一般食堂 H31.3.5 R6.5.31

300210020 日野　貴美 スナック桜
安来市安来町１９４９－１　あ
たごビル２F

0854-22-0758 飲食店営業 1 一般食堂 H31.3.1 R6.5.31

310210026 柳谷　明日美 ふう
安来市安来町１９４９－１　愛
宕ビル５

0854-27-7210 飲食店営業 1 一般食堂 R2.2.10 R7.5.31

308210003 佐伯　博子 スナック　雅 安来市安来町１９６１－１４ 0854-23-0768 飲食店営業 1 一般食堂 H30.6.1 R5.5.31

288210230 飛田　千代子 日野旅館 安来市安来町１９６６ 0854-22-2477 飲食店営業 1 旅館 H28.6.1 R3.5.31

20210001 松尾　絵美 ゆずり葉 安来市安来町１９６６－３ 飲食店営業 3 特記事項なし R2.4.14 R7.5.31

300210002 細田　春樹 ニーナ（ＮＩＮＡ）
安来市安来町１９６８－１ 華
はうすビル　２Ｆ

0854-22-0018 飲食店営業 1 一般食堂 H30.5.18 R5.5.31
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280210034 青木　尚子 ヴェルドール
安来市安来町１９６８－１　華
はうすビル　２Ｆ

飲食店営業 1 一般食堂 H28.6.3 R3.11.30

318210006 松田　佳奈 華はうす
安来市安来町１９６８－１　華
はうすビル１Ｆ

0854-23-1118 飲食店営業 1 一般食堂 R1.6.1 R7.5.31

310210006 森本　充俊 居酒屋　竹る
安来市安来町１９６８－１　華
はうすビル１Ｆ

0854‐26‐4500 飲食店営業 1 一般食堂 R1.5.27 R6.5.31

20210007 横山　睦子 睦ん家（ぼくんち）
安来市安来町１９６８－１　華
はうすビル３F

飲食店営業 1 一般食堂 R2.8.27 R7.11.30

300210006 細田　春樹 ＤＯＴ．
安来市安来町１９６８－１ 華
はうすビル３F

0854‐22‐6662 飲食店営業 1 一般食堂 H30.7.19 R5.11.30

318210007 加納　里可 エレガンス　姫
安来市安来町１９６８－１　華
はうすビル５Ｆ

0854-23-2842 飲食店営業 1 一般食堂 R1.6.1 R7.5.31

318215013 山口　正夫 ｒａｉｚ
安来市安来町１９６８－１ 華
はうすビル５Ｆ

0854-23-2855 飲食店営業 1 一般食堂 R1.12.1 R6.11.30

310210015 松本　広子 いまよう
安来市安来町１９６８－１　華
はうすビル５Ｆ

0854-22-1755 飲食店営業 1 一般食堂 R1.9.25 R6.11.30

28215663 植田　純子 スナック　Ｊｕｎ（ジュン）
安来市安来町１９６８―１　華
はうすビル２Ｆ

0854-23-0769 飲食店営業 1 一般食堂 R2.12.1 R8.11.30

28210660 川津　由美子 朝日館 安来市安来町１９７０ 0854-22-2348 飲食店営業 2 旅館 R2.6.1 R8.5.31

28215666 須山　ゆかり
ＣＬＵＢ　Ｌ＆Ｇ　Ｌｅａｐｓ＆Ｇｒｏ
ｗｔｈ

安来市安来町１９７０－１　ひ
めざきビル１Ｆ

0854-22-6768 飲食店営業 1 一般食堂 R2.12.1 R8.11.30

28215694 佐野　節子 花咲
安来市安来町１９７０－１　姫
崎ビル２Ｆ

0854-22-4510 飲食店営業 1 一般食堂 R2.12.1 R7.11.30

290211016 金光　鉄中 くいものや膳 安来市安来町１９７５－１６ 0854-23-1119 飲食店営業 2 一般食堂 仕出し屋 H29.11.1 R4.11.30

290211004 吉廻　博光 鶏吉（とりよし） 安来市安来町１９７５－６ 0854-22-2000 飲食店営業 1 一般食堂 H29.6.8 R4.11.30

310210013 池田　絢子 パティスリーダリア　工房 安来市安来町１９７５－９ 飲食店営業 1 一般食堂 R1.8.2 R6.11.30

310210019 角田　ふみ子 軽食・喫茶　茶々
安来市安来町１９７６－１　金
森ビル１Ｆ

0854-22-1648 飲食店営業 1 一般食堂 R1.11.27 R6.11.30

20210004 角　祐麻 ＤＥＬＩ＆ＫＩＴＣＨＥＮ　ｈａｌｏ 安来市安来町２０９３－３ 飲食店営業 1 一般食堂 弁当屋 仕出し屋 そうざい R2.6.3 R7.11.30

298215290
かばはうすホールディングス
株式会社

代表取締役　松田　幸紀 炉端かば　安来店 安来市安来町２０９３－４ 0854-23-1113 飲食店営業 2 一般食堂 仕出し屋 H29.12.1 R4.11.30

28215677
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
ワイエスエスサービス　シダッ
クス店

安来市安来町２１０７－２ 0854-22-4739 飲食店営業 2 仕出し屋 弁当屋 R2.12.1 R8.11.30

288215243 渡部　恵二
家納喜日立金属株式会社安
来工場山手工場

安来市安来町２１０７－２ 飲食店営業 1 一般食堂 H28.12.1 R3.11.30

298215224 野坂　大介 レストラン　トリム 安来市安来町２１６２－７ 0854-23-0438 飲食店営業 2 一般食堂 弁当屋 仕出し屋 そうざい H29.12.1 R4.11.30

310210030 丸山　征司 咲良寮 安来市安来町２１６５－９ 0854-22-2374 飲食店営業 1 一般食堂 R2.4.3 R7.5.31

310210003 株式会社　加藤商事 代表取締役　加藤　隆志 ホテル　ひさご家 安来市安来町２４０３ 0854-22-2127 飲食店営業 2 旅館 一般食堂 仕出し屋 H31.4.26 R6.5.31

310210004 株式会社　加藤商事 代表取締役　加藤　隆志 割烹　ひさご家 安来市安来町２４０３ 0854-22-2127 飲食店営業 2 料理店 H31.4.26 R6.5.31

298210255 有限会社　三島製麺 取締役社長　三島　吉司 有限会社　三島製麺 安来市安来町２４４２－１ 0854-22-1028 飲食店営業 2 弁当屋 H29.6.1 R4.5.31

308215001 平木　巻子 味処きた川 安来市安来町４３８－１ 0854-23-0447 飲食店営業 1 一般食堂 仕出し屋 H30.12.1 R5.11.30

318210018 野坂　泰史 フレッシュフーズのざか 安来市安来町５０３ 0854-22-2662 飲食店営業 3 そうざい R1.6.1 R6.5.31
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298215225 箱崎　祐治 ローソン　安来南城谷町店 安来市安来町５９８－１ 0854-22-5772 飲食店営業 3 そうざい 弁当屋 H29.12.1 R5.11.30

28210667 飯橋　ミチ子 ランチハウス　クックロード 安来市安来町６０７－２ 0854-22-6575 飲食店営業 2 弁当屋 仕出し屋 R2.6.1 R8.5.31

278215293 松田　美久 らーめん　松喜 安来市安来町６０８－５ 0854-23-1783 飲食店営業 1 一般食堂 H27.12.1 R3.11.30

310210016 株式会社　リテールヤチヨ 代表取締役　箱崎　祐治 ローソン　安来インター店 安来市安来町６２３番地１ 0854-23-0177 飲食店営業 3 そうざい R1.10.10 R6.11.30

290211003 城市　裕明 ほっかほっか亭　安来神田店 安来市安来町７５３－１ 0854-22-3003 飲食店営業 2 そうざい H29.6.1 R4.5.31

28215681
株式会社 フーズマーケット
ホック

代表取締役　長谷川　徹
(株)フーズマーケットホックプ
ラーナ店 寿司

安来市安来町７６１－４ 0854-23-2811 飲食店営業 2 弁当屋 R2.12.1 R8.11.30

28215682
株式会社 フーズマーケット
ホック

代表取締役　長谷川　徹
(株)フーズマーケットホックプ
ラーナ店 惣菜

安来市安来町７６１－４ 0854-23-2811 飲食店営業 2 弁当屋 そうざい R2.12.1 R8.11.30

28215683
株式会社 フーズマーケット
ホック

代表取締役　長谷川　徹
(株)フーズマーケットホックプ
ラーナ店 サンドイッチ

安来市安来町７６１－４ 0854-23-2811 飲食店営業 2 弁当屋 R2.12.1 R8.11.30

318215010
株式会社 フーズマーケット
ホック

代表取締役　長谷川　徹
(株)フーズマーケットホックプ
ラーナ店 イートイン

安来市安来町７６１－４ 0854-23-2811 飲食店営業 1 一般食堂 R1.12.1 R7.11.30

28215684 小西　民修 プラーナ　キッチン 安来市安来町７６１－４ 飲食店営業 1 一般食堂 R2.12.1 R7.11.30

318215011 山崎　理恵 くれーぷ
安来市安来町７６１－４　プラ
－ナ１Ｆ

0854-23-0929 飲食店営業 1 一般食堂 R1.12.1 R6.11.30

290211020 山中　武 ピザアンドパスタハジッコ 安来市安来町７６５－６ 0858-22-5844 飲食店営業 1 一般食堂 H29.12.15 R5.5.31

300210017 山中　武 ピザアンドパスタハジッコ
安来市安来町７６５－６（県下
一円）

0854-22-5844 飲食店営業 特記事項なし H30.11.6 R5.11.30

310210007 株式会社　カンシャス 代表取締役　仙石　光寿 ローソン・ポプラ　安来神田店 安来市安来町７６７－１ 0854-23-7088 飲食店営業 3 弁当屋 そうざい R1.6.4 R6.11.30

288215245 株式会社　丸合 代表取締役　梅林　裕暁 丸合　安来店 安来市安来町８６５－１ 飲食店営業 特記事項なし H28.12.1 R3.11.30

298210257 國本　正道 やきとり大吉　安来店 安来市安来町８８６－９ 0854-22-1822 飲食店営業 1 一般食堂 H29.6.1 R4.5.31

300210024 社会医療法人　昌林会 理事長　杉原　建 カフェレスト　りんりん
安来市安来町８９９－１　安
来第一病院東館１F

0854-22-3411 飲食店営業 1 一般食堂 H31.3.28 R6.5.31

298210258 社会福祉法人　せんだん会 理事長　杉原　建 ワークセンター　やすぎ 安来市安来町９５４－１ 0854-23-0909 飲食店営業 2 弁当屋 一般食堂 仕出し屋 H29.6.1 R5.5.31

310210029 株式会社　葬仙 代表取締役　宮永　誠治 葬仙　安来ホール 安来市安来町９７７ 0854-23-8282 飲食店営業 4 特記事項なし R2.3.30 R7.5.31

300210010 株式会社　丸合 代表取締役　梅林　裕暁 丸合　安来店 安来市安来町外浜８６５－１ 0854-23-1551 飲食店営業 3 弁当屋 そうざい H30.10.24 R5.11.30

300210011 株式会社　丸合 代表取締役　梅林　裕暁 丸合　安来店　米飯 安来市安来町外浜８６５－１ 飲食店営業 3 弁当屋 すし屋 そうざい H30.10.24 R5.11.30

300210012 株式会社　丸合 代表取締役　梅林　裕暁 丸合　安来店　ベーカリー 安来市安来町外浜８６５－１ 0854-23-1551 飲食店営業 3 弁当屋 H30.10.24 R5.11.30

300210013 株式会社　丸合 代表取締役　梅林　裕暁 丸合　安来店　食肉惣菜 安来市安来町外浜８６５－１ 0854-23-1551 飲食店営業 3 弁当屋 そうざい H30.10.24 R5.11.30

290211014 足立　桂子 扇
安来市安来町姫崎町１９７０
－１

0854-23-0750 飲食店営業 1 一般食堂 H29.10.5 R4.11.30

20210010 西村　眞知子 眞知子農園 安来市宇賀荘町２４ 飲食店営業 1 一般食堂 弁当屋 R2.10.5 R7.11.30

298210261 山本　忠夫 安来養鰻 安来市下坂田町１００８－１ 22-3816 飲食店営業 3 そうざい H29.6.1 R4.5.31

300210005 島根県農業協同組合 代表理事　石川　寿樹 ＪＡしまね　やすぎ地区本部
安来市下坂田町１０７５－１
（県下一円）

0854-28-7800 飲食店営業 特記事項なし H30.7.19 R5.11.30
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28215665 島根県農業協同組合 代表理事　石川　寿樹 ＪＡしまね　やすぎ地区本部
安来市下坂田町１０７５－１
（県下一円）

0854-28-7200 飲食店営業 特記事項なし R2.12.1 R7.11.30

308210005 アトム　カンパニー　株式会社 代表取締役　吉村　あとむ ビラ柿谷 安来市柿谷町４７１－１ 0854-27-9013 飲食店営業 1 一般食堂 H30.6.1 R5.5.31

28210661 大櫃　繁充 ローソン　安来吉佐店 安来市吉佐町１０１７－１ 0854-23-7702 飲食店営業 3 そうざい R2.6.1 R8.5.31

308210011 藤崎　富義 アイリス 安来市吉佐町１０２８ 0859-33-0626 飲食店営業 1 一般食堂 H30.6.1 R5.5.31

308215010 株式会社　日本ヒュウマップ 代表取締役　磯田　隆弘 お江戸めん太郎　安来店
安来市吉佐町１０４９－２ パ
チンコ・ダイナム安来店内

飲食店営業 1 一般食堂 H30.12.1 R5.11.30

28210682 新井　英樹 一刻 安来市吉佐町１０５２－８ 0854-27-7444 飲食店営業 1 一般食堂 R2.6.1 R7.5.31

308215003 松谷　律江 泉水苑 安来市吉佐町１０５４－２９ 0854-23-0717 飲食店営業 1 一般食堂 H30.12.1 R5.11.30

290211017 高橋　篤 高橋直売センター 安来市吉佐町３９７ 0854-22-4775 飲食店営業 3 弁当屋 H29.11.2 R4.11.30

310210008 有田　秀彰
Ｂｉｌｌｉａｒｄｓ　＆　Ｃａｆｅ　ＡＲＩＴＴ
Ｏ （ビリヤード　アンド　カフェ
アリット）

安来市吉佐町字神田１０５４
－１　１階

飲食店営業 1 一般食堂 R1.6.24 R6.11.30

278210179
シダックスフードサービス株式
会社

代表取締役　白田　豊彦 養護老人ホーム　鴨来荘 安来市月坂町５６３ 0854-22-2877 飲食店営業 2 一般食堂 H27.6.1 R3.5.31

278210186 公益財団法人　足立美術館 代表理事　足立　隆則 足立美術館喫茶室大観 安来市古川町３２０ 0854-28-7111 飲食店営業 1 一般食堂 H27.6.1 R3.5.31

288210240 有限会社　竹葉 代表取締役　小幡　浩三 竹葉 安来市古川町４３８ 28-6231 飲食店営業 2 旅館 一般食堂 仕出し屋 そうざい 弁当屋 H28.6.1 R3.5.31

288210241 近藤　芳美 御食事処　藤芳 安来市古川町４４２－１ 28-7473 飲食店営業 1 一般食堂 H28.6.1 R3.5.31

308215007 株式会社　清松庵 代表取締役　川上　正 清松庵 安来市古川町４４５－１ 0854-28-7623 飲食店営業 3 特記事項なし H30.12.1 R5.11.30

298215240 株式会社　安來苑 代表取締役　安藤　宗久 安来苑 安来市古川町４７８ 0854-28-6262 飲食店営業 2 旅館 料理店 H29.12.1 R4.11.30

308210013 株式会社　鷺の湯荘 代表取締役　田辺　大輔 鷺の湯荘 安来市古川町４７８－１ 0854-28-6211 飲食店営業 2 旅館 料理店 H30.6.1 R5.5.31

280210088 株式会社　鷺の湯荘 代表取締役　田辺　大輔
別邸　鷺泉（べってい　ろせ
ん）

安来市古川町４８９ 0854-28-6211 飲食店営業 2 一般食堂 料理店 旅館 H28.8.29 R3.11.30

290211023
シダックス大新東ヒューマン
サービス株式会社

代表取締役　関口　昌太朗
安来節演芸館　お食事処「ど
じょう亭」

安来市古川町５３４ 0854-28-9500 飲食店営業 2 一般食堂 仕出し屋 弁当屋 H30.4.1 R5.5.31

298210277
シダックスフードサービス株式
会社

代表取締役　白田　豊彦 しらさぎ苑　シダックス事業所 安来市古川町８２９－１ 0854-28-6827 飲食店営業 2 仕出し屋 一般食堂 H29.6.1 R5.5.31

28210684
一般財団法人　 夢ランドしら
さぎ振興事業団

理事長　内藤　修治 夢ランドしらさぎ 安来市古川町８３５ 0854-28-6300 飲食店営業 2 一般食堂 仕出し屋 R2.6.1 R7.5.31

318210016 田柄　篤子 夢ランド喫茶コーナー 安来市古川町８３５ 0854-28-6300 飲食店営業 1 一般食堂 R1.6.1 R6.5.31

290211019 細田　芳政 たこやき　よっちゃん
安来市広瀬町宇波１２５７（県
内一円）

0854-36-0507 飲食店営業 特記事項なし H29.12.8 R5.5.31

20210005 品野　実穂 ＡＲＣ　ＴＡＲＡ（アークターラ） 安来市広瀬町奥田原５２２ 飲食店営業 1 一般食堂 R2.7.14 R7.11.30

298210293 日清医療食品　株式会社 代表取締役　菅井　正一 尼子苑 安来市広瀬町下山佐３３０ 0854-32-9071 飲食店営業 2 一般食堂 仕出し屋 H29.6.1 R5.5.31

288210259 村本　博志
爺ちゃん婆ちゃん 元気屋台
倶楽部

安来市広瀬町下山佐須谷
（県下一円）

飲食店営業 特記事項なし H28.6.1 R3.5.31

318215008 足達　百合子 こまんば市
安来市広瀬町梶福留１０７
（県下一円）

0854-34-0522 飲食店営業 特記事項なし R1.12.1 R6.11.30

20210003
えーひだカンパニー　株式会
社

代表取締役　川上　義則 え～ひだたこ焼き
安来市広瀬町梶福留１２６８
（県内一円）

0854-34-9555 飲食店営業 特記事項なし R2.5.7 R7.5.31

5 / 26 ページ



許可番号 申請者 代表者 屋号 所在地 所在地の電話番号 業種 種別 主な種目
その他の種
目１

その他の種
目２

その他の種
目３

その他の種
目４

有効期限開始 有効期限終了

288215263 吉野　由美子 荒島屋 安来市広瀬町広瀬１０３２ 32-2120 飲食店営業 2 料理店 仕出し屋 H28.12.1 R3.11.30

298210288 有限会社　広瀬主婦の店 代表取締役　池田　君代 広瀬主婦の店　石井商店
安来市広瀬町広瀬１１５６－
９

0854-32-2635 飲食店営業 3 そうざい H29.6.1 R4.5.31

318210013 花谷　二三子 花谷鮮魚店
安来市広瀬町広瀬１２４－２
０

0854-32-2737 飲食店営業 3 特記事項なし R1.6.1 R6.5.31

28210678 田辺　洋子 スナック　洋子
安来市広瀬町広瀬１２４９－
２

0854-32-2340 飲食店営業 1 一般食堂 R2.6.1 R7.5.31

308215005 中村　厚子 小料理　ひまわり
安来市広瀬町広瀬１５００－
１

0854-32-3824 飲食店営業 1 一般食堂 料理店 仕出し屋 H30.12.1 R5.11.30

298215242 柴田　文代 ふみ 安来市広瀬町広瀬１５２４ 飲食店営業 1 一般食堂 H29.12.1 R4.11.30

290211012
有限会社　長谷川臺次郎商
店

代表取締役　長谷川　勝久 ファミリーマート　安来広瀬店
安来市広瀬町広瀬１７９５－
１

0854-32-9030 飲食店営業 3 そうざい H29.9.26 R4.11.30

280210076 塩谷　誠也 三日月商店
安来市広瀬町広瀬１７９５－
１　ピュアレＣ棟

飲食店営業 1 一般食堂 H28.7.26 R3.11.30

298210290 上水口　栄美 まーるい
安来市広瀬町広瀬１８１０－
１

0854-32-2442 飲食店営業 1 一般食堂 弁当屋 H29.6.1 R4.5.31

308210017
株式会社 フーズマーケット
ホック

代表取締役　長谷川　徹
㈱フーズマーケットホック　広
瀬店

安来市広瀬町広瀬１８１８ 0854-32-2351 飲食店営業 3 そうざい H30.6.1 R6.5.31

310210014 岩田　雅勇 川西屋
安来市広瀬町広瀬１８１８ 協
同組合ひろせショッピングセ
ンター内　１F

0854-32-2039 飲食店営業 2 一般食堂 仕出し屋 弁当屋 そうざい R1.9.2 R6.11.30

308215009
株式会社 フーズマーケット
ホック

代表取締役　長谷川　徹
㈱フーズマーケットホック　広
瀬店

安来市広瀬町広瀬１８１８（県
下一円）

0854-32-2351 飲食店営業 特記事項なし H30.12.1 R5.11.30

278210193 有限会社　ウィズ 代表取締役　實重　喜六 有限会社　ウィズ
安来市広瀬町広瀬１８７５－
１

0854-32-2679 飲食店営業 3 そうざい H27.6.1 R3.5.31

278210196
シダックスフードサービス株式
会社

代表取締役　白田　豊彦
安来市立病院　シダックス事
業所

安来市広瀬町広瀬１９３１
安来市立病院内１Ｆ

0854-32-2553 飲食店営業 3 特記事項なし H27.6.1 R3.5.31

298210291 山本　惠美子 三日月公園　ふれあい館　櫻
安来市広瀬町広瀬２２０７－
１　三日月公園ふれあい館

飲食店営業 1 一般食堂 H29.6.1 R4.5.31

318215004 川井　基義 久保屋 安来市広瀬町広瀬９８３ 0854-32-2501 飲食店営業 2 一般食堂 料理店 仕出し屋 R1.12.1 R6.11.30

298210294 福間　勝巳 やまびこ荘
安来市広瀬町上山佐１３９７
－２

0854-35-0330 飲食店営業 1 一般食堂 H29.6.1 R4.5.31

278215333 長谷川製パン　有限会社 代表取締役　長谷川　豊
長谷川製パン(有)　長谷川照
月堂

安来市広瀬町菅原１０５０－
７

0854-32-2547 飲食店営業 2 弁当屋 H27.12.1 R3.11.30

280210093 濱田　順子 安小屋（あんこや）カフェ 安来市広瀬町菅原１９５－１ 0854-32-3907 飲食店営業 1 一般食堂 H28.8.30 R3.11.30

28210664 岩田　養治 梅の里菅原農産加工所 安来市広瀬町菅原６０４ 0854-26-4080 飲食店営業 2 仕出し屋 弁当屋 R2.6.1 R7.5.31

290211001 岩田　勇夫 味工房　あかつき
安来市広瀬町西谷３７６－６
（西谷交流センタ－内）

0854-36-0376 飲食店営業 2 仕出し屋 弁当屋 H29.4.5 R4.5.31

310210001 上廻　芳和 いきいき比田の里　加工部会 安来市広瀬町西比田１６３６ 0854-34-0999 飲食店営業 2 仕出し屋 弁当屋 H31.4.23 R6.5.31

310210002 上廻　芳和 いきいき比田の里　加工部会 安来市広瀬町西比田１６３６ 0854-34-0999 飲食店営業 特記事項なし H31.4.23 R6.5.31

290211018 有限会社　興南堂 代表取締役　川上　義則 ふるさと 丼々
安来市広瀬町西比田１６４４
－１

0854-34-0027 飲食店営業 2 仕出し屋 一般食堂 そうざい H29.12.6 R5.5.31

298210280 箱崎　祐治 ローソン　安来広瀬店 安来市広瀬町石原９－１ 0854-32-3063 飲食店営業 3 そうざい 弁当屋 H29.6.1 R5.5.31

308210014 宇山　保夫 ＡＭｉ（アミ） 安来市広瀬町町帳３３４－２ 0854-32-4080 飲食店営業 1 一般食堂 H30.6.1 R5.5.31

300210008 渡辺　健治 そば・うどん処　尼子 安来市広瀬町町帳７７５－１ 0854-32-2238 飲食店営業 1 一般食堂 H30.9.6 R5.11.30
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298210296
一般財団法人　 夢ランドしら
さぎ振興事業団

理事長　内藤　修治 比田温泉　湯田山荘 安来市広瀬町東比田１３７３ 0854-34-0240 飲食店営業 2 旅館 仕出し屋 一般食堂 H29.6.1 R4.5.31

280210117 原　愼之介 ｃａｆｅ　小さい麦
安来市広瀬町東比田２５４－
８

0854-34-0012 飲食店営業 1 一般食堂 H28.10.4 R3.11.30

308210015
一般財団法人　 夢ランドしら
さぎ振興事業団

理事長　内藤　修治 富田山荘 安来市広瀬町富田２６５６ 0854-32-2271 飲食店営業 2 旅館 仕出し屋 一般食堂 H30.6.1 R6.5.31

298210329 有限会社　弁天 取締役　足立　文彦 （有）弁天　布部マーケット 安来市広瀬町布部２３０－３ 0854-36-0107 飲食店営業 2 仕出し屋 そうざい 弁当屋 H29.6.1 R4.5.31

288210261 安来市
白椿ハウス （野だたらと椿の
里休憩所）

安来市広瀬町布部２８４５－
１

32-2476 飲食店営業 1 一般食堂 H28.6.1 R3.5.31

28215674 加納　二郎 加納山佐屋 安来市広瀬町布部３１９ 0854-36-0880 飲食店営業 2 一般食堂 仕出し屋 R2.12.1 R8.11.30

310210022 宮嶋　かおり 中華料理　金龍 安来市荒島町１１８５－１ 0854-28-6055 飲食店営業 1 一般食堂 R1.12.19 R7.5.31

28215672 山根　悠利 ＥＡＳＴＥＲＮ 安来市荒島町１６７６－２ 飲食店営業 1 一般食堂 R2.12.1 R7.11.30

310210010 明石屋　株式会社 代表取締役　明石　雅之 ひまわり
安来市荒島町１６８３－７（県
内一円）

0854-28-8786 飲食店営業 特記事項なし R1.7.12 R6.11.30

20210002 株式会社　中海葬儀社 代表取締役　高梨　健作 安来メモリアルホール 安来市荒島町１６９０－１ 0854-22-0983 飲食店営業 4 特記事項なし R2.4.16 R7.5.31

298210241
シダックスフードサービス株式
会社

代表取締役　白田　豊彦 しらさぎ苑　シダックス事業所 安来市荒島町１７３４ 0854-28-8518 飲食店営業 1 一般食堂 H29.6.1 R5.5.31

300210004 大塚　宗司 そば処大塚 安来市荒島町１７７４－２ 0854-28-6755 飲食店営業 1 一般食堂 そば屋 H30.7.13 R5.11.30

298215216 有限会社　つだや 代表取締役　門脇　輝理 つだや 安来市荒島町２３５１－１ 0854-28-8002 飲食店営業 1 仕出し屋 H29.12.1 R4.11.30

308215004 野田　隆二 十神ラーメン 安来市黒井田町２００－７７ 0854-22-2572 飲食店営業 1 一般食堂 H30.12.1 R5.11.30

300210016 株式会社　ＦＡＮｅｅｄｓ 代表取締役　窪田　敏和 ローソン　安来黒井田町店 安来市黒井田町２３２－１ 0854-23-7198 飲食店営業 3 そうざい 弁当屋 H30.11.6 R5.11.30

298210263
株式会社　ハウジングランド
丸永

代表取締役　永島　隆哉 ＬＯＡＣＨ 安来市黒井田町３２７－５ 0854-22-4334 飲食店営業 1 一般食堂 H29.6.1 R4.5.31

28215686 野田　隆二 十神ラーメン　和田店 安来市黒井田町３５６－１ 0854-22-5912 飲食店営業 1 一般食堂 R2.12.1 R7.11.30

318215005 有限会社　杉本パン店 代表取締役　杉本　太 （有）杉本パン店 安来市黒井田町４２９－２０ 0854-22-2415 飲食店営業 2 弁当屋 R1.12.1 R6.11.30

298215212 株式会社　すき家 代表取締役　小川　一政 すき家　９号安来店 安来市黒井田町４５２－１７ 0854-27-7103 飲食店営業 1 一般食堂 H29.12.1 R5.11.30

288210237 田中　嘉雄 中国料理龍園 安来市黒井田町７３８ 飲食店営業 1 一般食堂 H28.6.1 R3.5.31

300210001 カネックス株式会社 代表取締役　金田　孝成
ファミリーマート　安来黒井田
店

安来市黒井田町砂田３７７ 0854-23-3501 飲食店営業 3 そうざい H30.4.24 R5.5.31

290211008 加藤　慎哉
ファミリーマート安来鉄工セン
ター店

安来市黒井田町字前灘２０５
５－１

0854-23-7025 飲食店営業 3 そうざい H29.7.21 R4.11.30

28215693 細田　博道 あたらしや 安来市今津町４８７－１ 0854-22-2763 飲食店営業 1 一般食堂 R2.12.1 R7.11.30

28210666 株式会社　ジョイフル中国 代表取締役　税所　眞一
株式会社ジョイフル　安来今
津店

安来市今津町６２７－１ 0854-23-7370 飲食店営業 1 一般食堂 R2.6.1 R7.5.31

280210008 株式会社　ＦＡＮｅｅｄｓ 代表取締役　窪田　敏和 ローソン　安来今津町店 安来市今津町６３７－１ 0854-23-2177 飲食店営業 3 弁当屋 そうざい H28.4.13 R3.5.31

28210677 渡部　恵二 家納喜
安来市佐久保町１１５安来高
校内

0854-22-0262 飲食店営業 1 一般食堂 R2.6.1 R8.5.31

300210003
株式会社　フローインターナ
ショナル

代表取締役　近藤　隆治 ｉｎｄｉｇｏ　ｃｏｆｆｅｅ 安来市汐手が丘１３－１８ 0854-27-7817 飲食店営業 1 一般食堂 H30.6.26 R5.11.30
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280210009 公益財団法人　足立美術館 代表理事　足立　隆則 両國鮨 安来市植田町１０７２－１ 0854-28-9015 飲食店営業 2 一般食堂 弁当屋 H28.4.15 R3.5.31

318215002 社会福祉法人　真和会 理事長　永島　載ゆき 櫻苑 安来市植田町２２６－１０ 0854-28-8778 飲食店営業 1 一般食堂 R1.12.1 R6.11.30

28215667 藍　株式会社 代表取締役　矢吹　えり子 食事処．仕出し　藍　川田店 安来市植田町２９５－２ 0854-28-6855 飲食店営業 2 仕出し屋 一般食堂 R2.12.1 R7.11.30

288215257 森井　勝己 ゆう心 安来市清水町１０－７ 23-1100 飲食店営業 1 料理店 一般食堂 仕出し屋 H28.12.1 R3.11.30

308210004 青山　欣司 松琴舘 安来市清水町５２７ 0854-22-2002 飲食店営業 2 旅館 料理店 仕出し屋 H30.6.1 R5.5.31

318210008 有限会社　紅葉館 代表取締役　青砥　洋 紅葉館 安来市清水町５２８ 0854-22-2530 飲食店営業 2 旅館 料理店 仕出し屋 R1.6.1 R6.5.31

288210238 若原　美也子 喫茶　麻世 安来市清水町５４２ 0854-22-5309 飲食店営業 1 一般食堂 H28.6.1 R3.5.31

280210132 株式会社　ＦＡＮｅｅｄｓ 代表取締役　窪田　敏和 ローソン・ポプラ　安来中海店 安来市西荒島町１８２－１ 0854-28-7900 飲食店営業 3 特記事項なし H28.11.7 R3.11.30

298215215 平井　清志 大韓家 安来市西荒島町３３ 0854-28-7642 飲食店営業 1 一般食堂 H29.12.1 R5.11.30

28215671 仙田　拓也 どぜう屋
安来市西松井町１１２－１(島
根県内一円)

0854-28-7521 飲食店営業 特記事項なし R2.12.1 R7.11.30

298215214 新田　和夫 喫茶レスカ 安来市西赤江町７４５－３ 0854-28-6325 飲食店営業 1 一般食堂 H29.12.1 R4.11.30

310210017 有限会社　ヤマサキ企画 代表取締役　山崎　徹
ジェイエイやすぎ　ライフサー
ビス　ファミリーホール

安来市西赤江町７６３－３ 0854-28-8111 飲食店営業 4 特記事項なし R1.11.27 R6.11.30

310210018 有限会社　ヤマサキ企画 代表取締役　山崎　徹
ジェイエイやすぎ　ライフサー
ビス　住宅型セレモニーホー
ル

安来市西赤江町７６３－３ 0854-28-8111 飲食店営業 4 特記事項なし R1.11.27 R6.11.30

28215679 有限会社　ヤマサキ企画 代表取締役　山崎　徹
ジェイエイやすぎ　ライフサー
ビス　あらしま会館

安来市西赤江町７６３－３ 0854-28-8111 飲食店営業 4 特記事項なし R2.12.1 R7.11.30

318215009 有限会社　ジョイフルライフ 代表取締役　金田　孝成 ファミリーマート安来西赤江店 安来市西赤江町７６９－１ 0854-28-9005 飲食店営業 3 そうざい R1.12.1 R6.11.30

28215678
株式会社 フーズマーケット
ホック

代表取締役　長谷川　徹 ホックプラーナ店　焼魚
安来市赤江町１４４８－１（県
下一円）

0854-23-2811 飲食店営業 特記事項なし R2.12.1 R7.11.30

28215668
株式会社 フーズマーケット
ホック

代表取締役　長谷川　徹 ホック乃木店　焼魚
安来市赤江町１４４８－１（県
下一円）

0852-27-6957 飲食店営業 特記事項なし R2.12.1 R7.11.30

28215680
株式会社 フーズマーケット
ホック

代表取締役　長谷川　徹
フーズマーケットホック　山代
店

安来市赤江町１４４８－１（県
下一円）

0852-24-2800 飲食店営業 特記事項なし R2.12.1 R7.11.30

288215229 山根　剛 中華・喫茶　桂林 安来市赤江町２０９ 28-6815 飲食店営業 1 一般食堂 H28.12.1 R3.11.30

288210218 松本　重雄 そら 安来市赤江町２７－１ 0854-28-8895 飲食店営業 1 一般食堂 H28.6.1 R3.5.31

288215230 有限会社　梶谷 代表取締役　梶谷　武美 さつまラーメン　ルート９ 安来市赤江町３７７－１ 28-8521 飲食店営業 1 一般食堂 H28.12.1 R3.11.30

298215213 有限会社　松浦製粉所 代表取締役　松浦　潤一 そば処　まつうら 安来市赤江町３８８－１ 0854-28-7844 飲食店営業 1 一般食堂 H29.12.1 R4.11.30

308210009 永田　三知子 しふぉん　ながた 安来市赤江町６５５ 0854-28-7654 飲食店営業 2 弁当屋 H30.6.1 R5.5.31

310210028 池田　佳奈 苺や　ｋｉｒｉｔｏ 安来市赤江町７６２ 飲食店営業 1 一般食堂 R2.3.23 R7.5.31

300210014 株式会社　ＦＡＮｅｅｄｓ 代表取締役　窪田　敏和 ローソン　安来折坂町店
安来市折坂町字新開３４－１
３

0854-22-3660 飲食店営業 3 そうざい H30.11.6 R5.11.30

308210016 増田　富隆 増田商店 安来市早田町１２０－１ 0854-22-2691 飲食店営業 1 仕出し屋 H30.6.1 R5.5.31

298215238 原　勝宣 安田屋 安来市大塚町３１７ 0854-27-0730 飲食店営業 1 料理店 仕出し屋 H29.12.1 R4.11.30
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310210012 株式会社　Ｂｒａｖｏ 代表取締役　坂本　裕喜 Ｓｈｅｒｉｅ　ｃａｆｅ
安来市大塚町３２３－１（県内
一円）

飲食店営業 特記事項なし R1.7.17 R6.11.30

28215664 福井　律子 ふだば寿司 安来市大塚町３３３ 27-0534 飲食店営業 2 一般食堂 仕出し屋 R2.12.1 R7.11.30

298210270 有限会社　ウィズ 代表取締役　實重　喜六
スーパーウィズ　マイショップ
店

安来市大塚町４０１ 0854-27-0225 飲食店営業 3 そうざい H29.6.1 R4.5.31

288210245 遠藤　孝 駅中屋台 安来市中海町１１８－１ 0854-23-2510 飲食店営業 3 特記事項なし H28.6.1 R3.5.31

28215673 有限会社　マルコウ 代表取締役　田中　宏明 やすぎ魚々市 安来市中海町１１８－１ 0854-21-1334 飲食店営業 3 そうざい 弁当屋 R2.12.1 R7.11.30

288210251 有限会社　舶来フード 代表取締役　門脇　俊伸 中海の郷 安来市中海町１２８－１ 0854-23-2501 飲食店営業 2 一般食堂 仕出し屋 弁当屋 H28.6.1 R4.5.31

300210015 株式会社　ＦＡＮｅｅｄｓ 代表取締役　窪田　敏和 ローソン　安来田頼店
安来市田頼町字本郷２８４－
１

0854-28-8126 飲食店営業 3 そうざい 弁当屋 H30.11.6 R5.11.30

28215670 峯山　浩介 みね屋 安来市島田町２５４７ 0854-22-0839 飲食店営業 1 一般食堂 R2.12.1 R7.11.30

288215319 株式会社　とのや 代表取締役　岩﨑　昭子 とのや 安来市島田町２５５－３ 0854-23-0021 飲食店営業 1 一般食堂 仕出し屋 H28.12.1 R3.11.30

278210182 上山　和充 ときわ 安来市島田町４１６－４ 0854-23-0298 飲食店営業 1 一般食堂 H27.6.1 R3.5.31

28210668 有限会社　舶来フード 代表取締役　門脇　俊伸 グルメ＆コーヒー舶来屋 安来市島田町４２７－１ 0854-22-3847 飲食店営業 1 一般食堂 R2.6.1 R8.5.31

290211010 永島　辰徳 永島商店
安来市島田町９６０（県下一
円）

飲食店営業 特記事項なし H29.8.15 R4.11.30

290211002 齊藤　勲 セブン-イレブン　安来清水店
安来市島田町字番ノ木４３４
－２

0854-23-0733 飲食店営業 3 そうざい H29.5.10 R4.5.31

28210681 池田　美恵 男の暖簾 安来市南十神町１１　１Ｆ 飲食店営業 1 一般食堂 R2.6.1 R7.5.31

28210685 山本　達也 タイムトンネルⅢ 安来市南十神町２ 0854-23-2274 飲食店営業 1 一般食堂 R2.6.1 R8.5.31

298215233 池田　幸枝 定九郎 安来市南十神町２２－８ 0854-22-1526 飲食店営業 1 一般食堂 仕出し屋 H29.12.1 R4.11.30

310210023 有限会社　ヤマサキ企画 代表取締役　山崎　徹
ジェイエイやすぎ　ライフサー
ビス 住宅型セレモニーホー
ルとかみ

安来市南十神町３２－８ 0854‐26‐4595 飲食店営業 4 特記事項なし R1.12.27 R7.5.31

318210004 山田　茂 だんだん 安来市南十神町４ 0854-22-5919 飲食店営業 1 一般食堂 R1.6.1 R7.5.31

278210201 日清医療食品　株式会社 代表取締役　菅井　正一
日清医療食品 いきいきの郷
はくた

安来市伯太町安田１６８７ 0854-37-1776 飲食店営業 2 一般食堂 H27.6.1 R3.5.31

290211022 株式会社　魚国総本社 代表取締役社長　田所　伸浩 魚国総本社・安来２６６９７ 安来市伯太町安田１７００ 0854-37-1129 飲食店営業 2 仕出し屋 H30.4.1 R5.5.31

28210662 株式会社　魚国総本社 代表取締役社長　田所　伸浩 魚国総本社・安来２６６８９ 安来市伯太町安田１７０５ 飲食店営業 2 一般食堂 R2.6.1 R8.5.31

280210004 原　寛善 はちまき　はっちゃん 安来市伯太町安田関３７５ 0854-37-0724 飲食店営業 特記事項なし H28.4.6 R3.5.31

290211009 株式会社　赤屋食品 代表取締役　赤名　純也 あかな屋
安来市伯太町安田中１５７－
３

0854-37-0020 飲食店営業 1 一般食堂 H29.8.7 R4.11.30

290211006 山田　玲子 ひばの里 安来市伯太町横屋１３１－２ 飲食店営業 1 一般食堂 そうざい H29.6.21 R4.11.30

288210263 山田　順一 上の台緑の村
安来市伯太町高江寸次８４４
－４

0854-38-0022 飲食店営業 2 一般食堂 仕出し屋 H28.6.1 R3.5.31

298215252 齋木　美行 軽食喫茶　ふれあい 安来市伯太町西母里１１－８ 0854-37-1186 飲食店営業 1 一般食堂 H29.12.1 R4.11.30

308210023 大塚　隆壽 喫茶　城山 安来市伯太町赤屋８５－３ 0854-38-0130 飲食店営業 2 一般食堂 仕出し屋 弁当屋 H30.6.1 R5.5.31
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28215675 島根県農業協同組合 代表理事　石川　寿樹
ＪＡしまね　やすぎ米飯加工セ
ンター

安来市伯太町東母里１１８３
－１

0854-37-9004 飲食店営業 1 弁当屋 R2.12.1 R8.11.30

270210211 株式会社　Ｃｒａｆｔｌｉｆｅ 代表取締役　山崎　文資 カフェレストラン　Ｃｒａｆｔ 安来市伯太町東母里１１９３ 0854-37-1123 飲食店営業 1 一般食堂 H28.3.10 R3.5.31

310210009 遠藤　なつ美 喫茶　燈（あかり）
安来市伯太町東母里２４３－
１４

0854-26-4735 飲食店営業 1 一般食堂 R1.7.12 R6.11.30

290211015 株式会社　フレール 代表取締役　松本　えり 別邸　母里 安来市伯太町東母里４６８ 0854-26-4131 飲食店営業 2 旅館 一般食堂 H29.10.6 R4.11.30

300210018 株式会社　リテールヤチヨ 代表取締役　箱崎　祐治 ローソン　安来伯太店
安来市伯太町東母里５６９－
１

0854‐37‐0707 飲食店営業 3 そうざい 弁当屋 H30.11.20 R5.11.30

308210002 西　綾子 あや食堂 安来市伯太町東母里６３１ 0854-37-1420 飲食店営業 2 一般食堂 仕出し屋 H30.6.1 R5.5.31

318215001 有限会社　わたなべ牧場 代表取締役　渡邊　太郎 有限会社　わたなべ牧場 安来市伯太町日次４８１－３ 0854-37-1581 飲食店営業 1 一般食堂 R1.12.1 R7.11.30

288215275 河場　かね子 母城 安来市伯太町母里２６７ 37-0405 飲食店営業 12 一般食堂 仕出し屋 H28.12.1 R3.11.30

28210663 鶴田　ひとみ 香蘭 安来市伯太町母里３９３ 0854-37-1476 飲食店営業 1 一般食堂 R2.6.1 R7.5.31

318215007 渡部　登志美 カフェ　ドーフィン 安来市飯生町６０５－５ 0854-27-7777 飲食店営業 1 一般食堂 R1.12.1 R6.11.30

28215669 島根県農業協同組合 代表理事　石川　寿樹 ＪＡしまね　やすぎ地区本部
安来市飯島町１２０５－１（安
来市内一円）

0854-28-7800 飲食店営業 特記事項なし R2.12.1 R7.11.30

300210023
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
日立金属　飯島寮　シダック
ス店

安来市飯島町１２０７ 0854-23-0597 飲食店営業 2 一般食堂 H31.3.25 R7.5.31

310210027 盛大　合同会社 代表社員　杜　佳銘 台湾料理　食楽 安来市飯島町１２３３－３ 0854-27-7886 飲食店営業 2 一般食堂 仕出し屋 R2.2.26 R7.5.31

28210676 渡部　恵二 日立金属海岸工場内家納喜 安来市飯島町１２４０－２ 0854-22-3501 飲食店営業 1 一般食堂 R2.6.1 R8.5.31

308215002 ユウベル　株式会社 代表取締役　上田　利道 平安祭典安来会館 安来市飯島町１６５－４ 0854-22-4900 飲食店営業 1 一般食堂 H30.12.1 R6.11.30

270210176 長楽商事　有限会社 代表取締役　三木　優 キングカフェ 安来市飯島町１６７５－２２ 0854-22-0005 飲食店営業 1 一般食堂 H28.1.5 R3.5.31

278215297 田中　治俊 レストインウッドペッカー 安来市飯島町２６８－９ 23-0423 飲食店営業 1 一般食堂 H27.12.1 R3.11.30

28210665 陰山　宏之 中華飯店　かげやま 安来市飯島町２８６－２ 0854-22-5310 飲食店営業 1 一般食堂 仕出し屋 R2.6.1 R7.5.31

288215249 大黒天物産　株式会社 代表取締役　大賀　昭司 ラ・ムー安来店 安来市飯島町３９６ 0854-23-7560 飲食店営業 2 弁当屋 そうざい H28.12.1 R4.11.30

278215298 大黒天物産　株式会社 代表取締役　大賀　昭司 ラ・ムー安来店 安来市飯島町３９６ 0854-23-7560 飲食店営業 3 特記事項なし H27.12.1 R3.11.30

270210198 山本　真紀子
セブン-イレブン　安来飯島町
店

安来市飯島町４０１，外７筆 0854-22-2117 飲食店営業 3 そうざい H28.2.17 R3.5.31

280210198 株式会社　Ｂａｉｅｒｕ 代表取締役　賴田　孝和 罵伊絵瑠 安来市飯島町４０８ 0854-22-1528 飲食店営業 1 一般食堂 H29.2.28 R4.5.31

288215253 勝部　裕二 どさん子 安来市飯島町４１０－１ 22-3861 飲食店営業 1 一般食堂 H28.12.1 R3.11.30

318210014 島根県農業協同組合 代表理事　石川　寿樹
ＪＡしまね　グリーンセンター
はしま

安来市飯島町４２６－１ 0854-23-7288 飲食店営業 2 弁当屋 そうざい R1.6.1 R6.5.31

308210024 九州惣菜　株式会社 代表取締役　西岡　浩志 九州惣菜(株)
安来市飯島町５１６　サンアイ
安来店内

0854-22-5567 飲食店営業 2 弁当屋 仕出し屋 H30.6.1 R5.5.31

318210010 増本　誠治 はしま 安来市飯島町５２８－１ 0854-27-7887 飲食店営業 1 一般食堂 R1.6.1 R6.5.31

270210219 株式会社　東洋食品 代表取締役　荻久保　英男 安来市学校給食センター 安来市飯島町６６－１ 飲食店営業 3 特記事項なし H28.3.18 R4.5.31
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290211011 有限会社　アクティブ・プロ 代表取締役　小林　慎一
安来市総合文化ホール　喫
茶コーナー

安来市飯島町７０ 安来市文
化ホ－ル　アルテピア

0854-21-0101 飲食店営業 1 一般食堂 H29.9.5 R4.11.30

300210022 森田　勝利 ファミリーマート　安来飯島店 安来市飯島町藤木２７５－２ 0854-23-7267 飲食店営業 3 そうざい H31.3.31 R6.5.31

298215236 岩佐　孝子 岩佐農園 安来市門生町１６９－３ 0854-22-4294 飲食店営業 2 弁当屋 H29.12.1 R4.11.30

28210680 門脇　洋之 ＣＡＦＥ　ＲＯＳＳＯ 安来市門生町４－３ 0854-22-1177 飲食店営業 1 一般食堂 R2.6.1 R7.5.31

28215676 中村　弘義 ローダンのラーメン　安来店 安来市門生町５７０－５ 0854-23-0408 飲食店営業 1 一般食堂 R2.12.1 R7.11.30

280210208 片岡　基信 みなせん（４１２）号車
岡山県岡山市東区瀬戸町沖
２３３－１

飲食店営業 特記事項なし H29.3.21 R4.5.31

318215012 二神　幸生 エフ企画
広島県福山市南手城町４－５
－２８ フルリ－ル松浦Ⅱ３０１
号（県内一円）

飲食店営業 特記事項なし R1.12.1 R6.11.30

300210009 伊藤　朋子 レクラン
鳥取県西伯郡日吉津村日吉
津４６９－３（県下一円）

飲食店営業 特記事項なし H30.10.17 R5.11.30

280210106 佐々木　悦子 ストリート　ｃａｆｅ　ＳＡＳＡＫＩ
鳥取県西伯郡伯耆町吉長２５
－１

0859-68-2307 飲食店営業 特記事項なし H28.9.20 R3.11.30

290210175 岡本　健二
ｔｒａｖｅｌｉｎｇ ｋｉｔｃｈｅｎ ＯＫＭＴ
（トラベリングキッチン　オー
ケーエムーティー）

鳥取県日野郡江府町江尾２０
５１（県下一円）

0859-75-2222 飲食店営業 特記事項なし H30.1.22 R5.5.31

298210001 有限会社　ロイヤルコーヒー 代表取締役　門脇　順 (有)ロイヤルコーヒー
鳥取県米子市旗ケ崎２１３６
（県下一円）

0859-34-2210 飲食店営業 特記事項なし H29.6.1 R4.5.31

28215661 株式会社　マリヤフーズ 代表取締役　井上　哲也 カレーハウスＣｏＣｏ壱番屋
鳥取県米子市旗ケ崎六丁目
１－３９ （島根県内一円）

飲食店営業 特記事項なし R2.12.1 R7.11.30

28215692 田村　玲 Ｒ．Ｆ．Ｖ
鳥取県米子市車尾五丁目１２
－２７ （島根県内一円）

飲食店営業 特記事項なし R2.12.1 R7.11.30

20210009 株式会社　米吾 代表取締役　坪井　祥隆 米吾
鳥取県米子市奈喜良２４８－
４（島根県内一円）

0859-26-1511 飲食店営業 特記事項なし R2.10.2 R7.11.30

280210047 梅実　哲夫 帝玉フーズ
鳥取県米子市冨士見町二丁
目１０６ （島根県内一円）

0859-57-6837 飲食店営業 特記事項なし H28.6.27 R3.11.30

300210019 塚本　理佳子 移動販売　かりん堂
鳥取県米子市目久美町２３－
１－１０１ （島根県下一円）

0859-23-2793 飲食店営業 特記事項なし H31.1.7 R6.5.31

28210659 竹田津　彰展 まるどり
鳥取県米子市両三柳４５６８
－９７（島根県下一円）

0859-24-0968 飲食店営業 特記事項なし R2.6.1 R7.5.31

310210011 松井　雅人 まひろ
鳥取県米子市両三柳４５８０
－８グランシ－ド両三柳１０２
（島根県下一円）

飲食店営業 特記事項なし R1.7.18 R6.11.30

298225220
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 渡部プレス工業（株）
安来市安来町１８３－１　工
場入口

0854-22-2261 喫茶店営業 特記事項なし H29.12.1 R4.11.30

298225223 ネオス　株式会社 代表取締役　今泉　玄
カーコンビニ倶楽部 アルプス
安来店

安来市安来町２０９３－７ 0854-23-9151 喫茶店営業 特記事項なし H29.12.1 R4.11.30

28220590 株式会社　アペックス西日本 代表取締役　森　吉平
（株）日立製作所 Ｂ０１山カ山
手売店

安来市安来町２１０７－２ 0854-22-4739 喫茶店営業 特記事項なし R2.6.1 R7.5.31

288225244 株式会社　エフプロジェクト 代表取締役　片野　龍次
フーズマーケットホック プラー
ナ店

安来市安来町７６１－４ 0854-23-2811 喫茶店営業 特記事項なし H28.12.1 R3.11.30

28225596
株式会社 フーズマーケット
ホック

代表取締役　長谷川　徹
(株)フーズマーケットホックプ
ラーナ店 カットフルーツ

安来市安来町７６１－４ 0854-23-2811 喫茶店営業 特記事項なし R2.12.1 R8.11.30

318225004 株式会社　アペックス西日本 代表取締役　森　吉平
フーズマーケットホックプラー
ナ店 従業員休憩室

安来市安来町７６１－４　プラ
－ナ１Ｆ

0854-23-2811 喫茶店営業 特記事項なし R1.12.1 R6.11.30

300220001 ネオス　株式会社 代表取締役　今泉　玄 安来商工会議所 安来市安来町８７８－８ 0854-22-2380 喫茶店営業 特記事項なし H30.11.30 R5.11.30

28220599 モント・ローネ　株式会社 代表取締役　元田　啓太 フォルム・モントローネ 安来市安来町８８０－１ 0854-23-2888 喫茶店営業 特記事項なし R2.6.1 R7.5.31
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298220322 株式会社　アペックス西日本 代表取締役　森　吉平 安来郵便局　２Ｆ食堂 安来市安来町９０７－３ 0854-22-2750 喫茶店営業 特記事項なし H29.6.1 R4.5.31

318220003 株式会社　アペックス西日本 代表取締役　森　吉平
(株)日立オートサービスパル
ピット内

安来市安来町９１７－１０ 0854-22-3375 喫茶店営業 特記事項なし R1.6.1 R6.5.31

318225003 株式会社　アペックス西日本 代表取締役　森　吉平
安来地域活動支援センター
ステップ

安来市安来町９２７－２ 0854-22-3430 喫茶店営業 特記事項なし R1.12.1 R6.11.30

300220002 株式会社　光ベンディング 代表取締役　木村　憲司 まるごう安来店　休憩室 安来市安来町外浜８６５－１ 0854－23－1551 喫茶店営業 特記事項なし H30.12.7 R6.5.31

28220589 株式会社　アペックス西日本 代表取締役　森　吉平
（株）日立製作所 Ｂ２８外カ素
形部

安来市下坂田町１００－１ 0854-22-2346 喫茶店営業 特記事項なし R2.6.1 R7.5.31

288225256 株式会社　アペックス西日本 代表取締役　森　吉平 株式会社　ダイナム　安来店 安来市吉佐町１０４９－２ 0854-23-0039 喫茶店営業 特記事項なし H28.12.1 R3.11.30

280220022 株式会社　日本ヒュウマップ 代表取締役　磯田　隆弘 ダイナム安来店 安来市吉佐町１０４９－２ 喫茶店営業 特記事項なし H28.10.14 R3.11.30

310220003 株式会社　西日本宇佐美 代表取締役　佐藤　幸三 ９号安来東 安来市吉佐町八坂９－１ 0854-23-1841 喫茶店営業 特記事項なし R1.9.2 R6.11.30

298220275 ネオス　株式会社 代表取締役　今泉　玄 株式会社　ナカサ 安来市恵乃島町１１３－１５ 0854-32-0333 喫茶店営業 特記事項なし H29.6.1 R4.5.31

28225597 株式会社　アペックス西日本 代表取締役　森　吉平 守谷刃物研究所（工場） 安来市恵乃島町１１３―１ 0854-23-1311 喫茶店営業 特記事項なし R2.12.1 R7.11.30

298220325 株式会社　アペックス西日本 代表取締役　森　吉平
株式会社　日立ＨＭＰ　３Ｆ食
堂

安来市恵乃島町１１４－１ 0854-23-0104 喫茶店営業 特記事項なし H29.6.1 R4.5.31

288225260 ネオス　株式会社 代表取締役　今泉　玄 島根電工安来営業所 安来市恵乃島町１１４－１３ 22-2399 喫茶店営業 特記事項なし H28.12.1 R3.11.30

318225002 株式会社　アペックス西日本 代表取締役　森　吉平 （株）キグチテクニクス休憩室 安来市恵乃島町１１４－１５ 0854-22-2619 喫茶店営業 特記事項なし R1.12.1 R6.11.30

290221004
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
出雲造機株式会社　社員食
堂

安来市恵乃島町１３４　１Ｆ食
堂

0854-23-2111 喫茶店営業 特記事項なし H30.3.5 R5.5.31

318225001 公益財団法人　足立美術館 代表理事　足立　隆則 喫茶室　翆 安来市古川町３２０ 0854-28-7111 喫茶店営業 特記事項なし R1.12.1 R6.11.30

308220002 株式会社　アペックス西日本 代表取締役　森　吉平
清松庵　足立美術館内売店
Ｎｏ．１、Ｎｏ．２

安来市古川町４４５－１ 0854-28-7623 喫茶店営業 特記事項なし H30.6.1 R5.5.31

310220005 株式会社　アペックス西日本 代表取締役　森　吉平 安来節演芸館 安来市古川町５３４ 0854-28-9500 喫茶店営業 特記事項なし R2.3.25 R7.5.31

298225244 ネオス　株式会社 代表取締役　今泉　玄
やすぎ農業協同組合　広瀬
給油所

安来市広瀬町下山佐１３８－
３

0854-32-2749 喫茶店営業 特記事項なし H29.12.1 R4.11.30

20220001
えーひだカンパニー　株式会
社

代表取締役　川上　義則 え～ひだ市場 安来市広瀬町梶福留１２６８ 0854-26-4010 喫茶店営業 特記事項なし R2.5.7 R7.5.31

288225273 荒薦　和明 比田いきいき市場 安来市広瀬町梶福留１２６８ 0854-34-9555 喫茶店営業 特記事項なし H28.12.1 R3.11.30

298225243 ネオス　株式会社 代表取締役　今泉　玄 安来市立病院
安来市広瀬町広瀬１９３１
安来市立病院１Ｆ

0854-32-2121 喫茶店営業 特記事項なし H29.12.1 R4.11.30

280220024 アシード　株式会社 代表取締役　河本　大輔
島根トヨペット（株）　安来営業
所

安来市黒井田町４４４－７ 0854-22-4730 喫茶店営業 特記事項なし H28.10.21 R3.11.30

310220004 株式会社　アペックス西日本 代表取締役　森　吉平 秦精工　第２工場　２Ｆ 安来市黒井田町６９１ 0854-22-3774 喫茶店営業 特記事項なし R2.3.25 R7.5.31

298220323 株式会社　アペックス西日本 代表取締役　森　吉平 秦精工　株式会社②　階段下 安来市黒井田町６９１ 0854-22-3774 喫茶店営業 特記事項なし H29.6.1 R4.5.31

298220324 株式会社　アペックス西日本 代表取締役　森　吉平 秦精工　株式会社③　工場内 安来市黒井田町６９１ 0854-22-3774 喫茶店営業 特記事項なし H29.6.1 R4.5.31

288220236 ネオス　株式会社 代表取締役　今泉　玄
中国キャタピラー三菱建機販
売 株式会社

安来市今津町６６０－１ 0854-22-3761 喫茶店営業 特記事項なし H28.6.1 R3.5.31

308220001
有限会社　日東ベンディング
中国

代表取締役　藤井　隆 県安来警察署　１Ｆロビー裏 安来市今津町６７４ 0854-22-0110 喫茶店営業 特記事項なし H30.6.1 R5.5.31
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318220002 ネオス　株式会社 代表取締役　今泉　玄 城東化成(株)食堂 安来市佐久保町４９６－１ 0854-22-1568 喫茶店営業 特記事項なし R1.6.1 R6.5.31

280220029 株式会社　Ａｒｔｙｚ 代表取締役　浅井　陸 ケーキハウス　アサイ 安来市汐手が丘１４－１５ 0854-22-0181 喫茶店営業 特記事項なし H28.12.2 R4.5.31

280220007 角　正市 角商店
安来市上坂田町５３８－２（県
内一円）

0854-22-3257 喫茶店営業 特記事項なし H28.5.20 R3.5.31

298220320 株式会社　アペックス西日本 代表取締役　森　吉平
株式会社　原徳チェーン本部
２Ｆ商談コーナー

安来市赤江町１４４８－１ 0854-28-8311 喫茶店営業 特記事項なし H29.6.1 R4.5.31

280220030 株式会社　アペックス西日本 代表取締役　森　吉平 道の駅あらエッサ 安来市中海町１１８－１ 0854-23-2510 喫茶店営業 特記事項なし H28.12.12 R4.5.31

290221002 株式会社　アペックス西日本 代表取締役　森　吉平 丸和運輸 安来市中津町１０ 0854-22-1686 喫茶店営業 特記事項なし H29.11.17 R4.11.30

298220034 渡辺　稔光 中津加工所
安来市中津町５８０（県下一
円）

0854-28-7893 喫茶店営業 特記事項なし H29.6.1 R4.5.31

308225002 ネオス　株式会社 代表取締役　今泉　玄
中国物産㈱　伯太工場　１Ｆ
休憩室

安来市伯太町安田山形３９７ 0854-37-0311 喫茶店営業 特記事項なし H30.12.1 R5.11.30

298225251 ネオス　株式会社 代表取締役　今泉　玄 有限会社ムラタ
安来市伯太町安田中１３１－
８

0854-32-0333 喫茶店営業 特記事項なし H29.12.1 R4.11.30

310220002 ネオス　株式会社 代表取締役　今泉　玄 ファデコ本館
安来市伯太町安田中３４０－
８

0854-37-1217 喫茶店営業 特記事項なし R1.7.12 R6.11.30

280220027 ネオス　株式会社 代表取締役　今泉　玄 （株）サンフードやすぎ
安来市伯太町東母里１１８３
－１

0854-37-9004 喫茶店営業 特記事項なし H28.11.4 R3.11.30

290221003 株式会社　アペックス西日本 代表取締役　森　吉平 Ｌ物流（株）本社　休憩室
安来市伯太町東母里１１８３
－１７

0854-37-9955 喫茶店営業 特記事項なし H30.2.2 R5.5.31

280220025 アシード　株式会社 代表取締役　河本　大輔 倉鋪鉄工　伯太工場
安来市伯太町東母里８２９－
１

0854-37-9881 喫茶店営業 特記事項なし H28.10.21 R3.11.30

28220591 株式会社　アペックス西日本 代表取締役　森　吉平
（株）日立製作所 Ｂ１３海カ本
売店

安来市飯島町１２４０－２ 0854-22-4739 喫茶店営業 特記事項なし R2.6.1 R7.5.31

28220592 株式会社　アペックス西日本 代表取締役　森　吉平
（株）日立製作所 Ｂ１６海カ試
験センター２Ｆ

安来市飯島町１２４０－２ 0854-22-4739 喫茶店営業 特記事項なし R2.6.1 R7.5.31

28220593 株式会社　アペックス西日本 代表取締役　森　吉平
（株）日立製作所 Ｂ１７海カ磨
事務所２Ｆ

安来市飯島町１２４０－２ 0854-22-4739 喫茶店営業 特記事項なし R2.6.1 R7.5.31

28220587 株式会社　アペックス西日本 代表取締役　森　吉平
（株）日立製作所 Ｂ１４海カ熱
休憩室

安来市飯島町１２４０－２ 0854-22-4739 喫茶店営業 特記事項なし R2.6.1 R7.5.31

28220588 株式会社　アペックス西日本 代表取締役　森　吉平
（株）日立製作所 Ｂ０８海カ本
１ＲＦ北

安来市飯島町１２４０－２ 0854-22-4739 喫茶店営業 特記事項なし R2.6.1 R7.5.31

28220597 株式会社　アペックス西日本 代表取締役　森　吉平
（株）日立製作所 Ｂ１８海カ磨
売店

安来市飯島町１２４０－２ 0854-22-4739 喫茶店営業 特記事項なし R2.6.1 R7.5.31

28220598 株式会社　アペックス西日本 代表取締役　森　吉平 （株）日立ＨＭＰ　海岸２Ｆ 安来市飯島町１２４０－２ 0854-22-4739 喫茶店営業 特記事項なし R2.6.1 R7.5.31

28220594 株式会社　アペックス西日本 代表取締役　森　吉平
（株）日立製作所 Ｂ１９海カ帯
事務所２Ｆ

安来市飯島町１２４０－２ 0854-22-4739 喫茶店営業 特記事項なし R2.6.1 R7.5.31

28220595 株式会社　アペックス西日本 代表取締役　森　吉平
（株）日立製作所 Ｂ２０海カ帯
第２休憩室２Ｆ

安来市飯島町１２４０－２ 0854-22-4739 喫茶店営業 特記事項なし R2.6.1 R7.5.31

28220596 株式会社　アペックス西日本 代表取締役　森　吉平
（株）日立製作所 Ｂ０９海カ本
食堂

安来市飯島町１２４０－２ 0854-22-4739 喫茶店営業 特記事項なし R2.6.1 R7.5.31

300220003 株式会社　アペックス西日本 代表取締役　森　吉平
日立金属安来工場　海力２Ｆ
本館Ｂ０７

安来市飯島町１２４０－２ 日
立金属（株）安来工場（海岸２
Ｆ）Ｂ０７

0854-22-3101 喫茶店営業 特記事項なし H31.1.28 R6.5.31

298225230
スタービバレッジサービス株
式会社

代表取締役　竹内　春夫 キングランド 安来市飯島町１６７５－２２ 0854-22-0005 喫茶店営業 特記事項なし H29.12.1 R4.11.30

298225232 株式会社　サンコー 代表取締役　永田　守 キンダイ　安来店 安来市飯島町２８２－１ 0854-22-0777 喫茶店営業 特記事項なし H29.12.1 R4.11.30

28220603 ネオス　株式会社 代表取締役　今泉　玄 サンアイ安来店 安来市飯島町５１６ 0854-22-3131 喫茶店営業 特記事項なし R2.6.1 R7.5.31
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310220001 鈴山　隆 マサイの風～京都・珈琲の里
京都府京都市右京区梅津南
町 小山ハイツ２０９（島根県
下一円）

喫茶店営業 特記事項なし H31.4.16 R6.5.31

290220012 片倉　里子 かたくりこ
京都府八幡市橋本平野山８６
－９

喫茶店営業 特記事項なし H29.9.27 R4.11.30

20220002 乗本　峰夫 ティージェー
米子市車尾南一丁目１４－２
４（島根県内一円）

0859-32-2375 喫茶店営業 特記事項なし R2.5.15 R7.5.31

288230224 佐川　光邦 佐川末廣堂 安来市安来町１１９５－１ 0854-22-2569 菓子製造業 特記事項なし H28.6.1 R3.5.31

28230333 鎌本　利正 鎌本製菓 安来市安来町１２２４－６ 0854-22-3496 菓子製造業 特記事項なし R2.6.1 R8.5.31

298235218 桑原　博志 くまのプーさん 安来市安来町１６５７－１ 0854-22-2162 菓子製造業 特記事項なし H29.12.1 R4.11.30

298230251 原　匠一 宗竹庵　原久 安来市安来町１８３９ 0854-22-2334 菓子製造業 特記事項なし H29.6.1 R4.5.31

290231001 山本　治城 ぱんのやまきち 安来市安来町１９０９－１ 0854-22-5881 菓子製造業 特記事項なし H29.4.12 R4.5.31

310230004 池田　絢子 パティスリーダリア　工房 安来市安来町１９７５－９ 菓子製造業 特記事項なし R1.8.2 R6.11.30

20230003 角　祐麻 ＤＥＬＩ＆ＫＩＴＣＨＥＮ　ｈａｌｏ 安来市安来町２０９３－３ 菓子製造業 特記事項なし R2.6.3 R7.11.30

28235669
株式会社 フーズマーケット
ホック

代表取締役　長谷川　徹
(株)フーズマーケットホックプ
ラーナ店 ベーカリー

安来市安来町７６１－４ 0854-23-2811 菓子製造業 特記事項なし R2.12.1 R8.11.30

318235005
株式会社 フーズマーケット
ホック

代表取締役　長谷川　徹
(株)フーズマーケットホックプ
ラーナ店 イートイン

安来市安来町７６１－４ 0854-23-2811 菓子製造業 特記事項なし R1.12.1 R7.11.30

28230329 モント・ローネ　株式会社 代表取締役　元田　啓太 フォルム・モントローネ 安来市安来町８８０－１ 0854-23-2888 菓子製造業 特記事項なし R2.6.1 R7.5.31

300230002 株式会社　丸合 代表取締役　梅林　裕暁 丸合　安来店　ベーカリー 安来市安来町外浜８６５－１ 0854-23-1551 菓子製造業 特記事項なし H30.10.24 R5.11.30

278235313
公益社団法人 安来市シル
バー人材センター

代表理事　安達　紘二 クッキングハウス　ほっぺ 安来市宇賀荘町１２５５ 0854-28-6551 菓子製造業 特記事項なし H27.12.1 R3.11.30

28235667 島根県農業協同組合 代表理事　石川　寿樹 ＪＡしまね　やすぎ地区本部
安来市下坂田町１０７５－１
（県下一円）

0854-28-7800 菓子製造業 特記事項なし R2.12.1 R7.11.30

298235235 高橋　篤 高橋直売センター 安来市吉佐町３９７ 0854-22-4775 菓子製造業 特記事項なし H29.12.1 R4.11.30

308230005 松﨑　勉 安来節屋 安来市古川町４６７－５ 0854-28-6788 菓子製造業 特記事項なし H30.6.1 R5.5.31

300230003 細田　芳政 よっちゃん
安来市広瀬町宇波１２１０－
２

菓子製造業 特記事項なし H30.11.20 R5.11.30

288230260 村本　博志
爺ちゃん婆ちゃん 元気屋台
倶楽部

安来市広瀬町下山佐須谷
（県下一円）

菓子製造業 特記事項なし H28.6.1 R3.5.31

300230004
えーひだカンパニー　株式会
社

代表取締役　川上　義則 えーひだカンパニー 安来市広瀬町梶福留１２６８ 0854-26-4010 菓子製造業 特記事項なし H30.11.20 R5.11.30

20230001
えーひだカンパニー　株式会
社

代表取締役　川上　義則 比田饅頭
安来市広瀬町梶福留１２６８
（県内一円）

0854-26-4010 菓子製造業 特記事項なし R2.5.7 R7.5.31

298230286 三島　信夫 三島屋 安来市広瀬町広瀬１０１７ 0854-32-3460 菓子製造業 特記事項なし H29.6.1 R4.5.31

288230253 祖田　一徳 祖田風月堂 安来市広瀬町広瀬１１４６ 菓子製造業 特記事項なし H28.6.1 R3.5.31

308230003 祖田　秀人 祖田風月堂
安来市広瀬町広瀬１１４６（県
下一円）

菓子製造業 特記事項なし H30.6.1 R5.5.31

28235663 有限会社　瀬尻製パン店 代表取締役　瀬尻　正人 有限会社　瀬尻製パン店 安来市広瀬町広瀬１６９４ 0854-32-2539 菓子製造業 特記事項なし R2.12.1 R7.11.30

300230001 鹿田　誠 尼子吐月糖本舗
安来市広瀬町広瀬１８６１－
３

0854-32-2230 菓子製造業 特記事項なし H30.10.4 R5.11.30
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278235332 長谷川製パン　有限会社 代表取締役　長谷川　豊
長谷川製パン(有)　長谷川照
月堂

安来市広瀬町菅原１０５０－
７

0854-32-2547 菓子製造業 特記事項なし H27.12.1 R3.11.30

28230330 岩田　養治 梅の里菅原農産加工所 安来市広瀬町菅原６０４ 0854-26-4080 菓子製造業 特記事項なし R2.6.1 R7.5.31

310230001 上廻　芳和 いきいき比田の里　加工部会 安来市広瀬町西比田１６３６ 0854-34-0999 菓子製造業 特記事項なし H31.4.23 R6.5.31

310230002 上廻　芳和 いきいき比田の里　加工部会 安来市広瀬町西比田１６３６ 0854-34-0999 菓子製造業 特記事項なし H31.4.23 R6.5.31

318235004 青砥酒造　株式会社 代表取締役　青砥　幹彦 青砥酒造株式会社
安来市広瀬町布部１１６４－
４

0854-36-0006 菓子製造業 特記事項なし R1.12.1 R6.11.30

288235235 羽賀　きよみ 羽賀屋 安来市荒島町１８２３－１２ 0854-28-7573 菓子製造業 特記事項なし H28.12.1 R3.11.30

20230004 有限会社　ろんぢん 代表取締役　勝部　貴志 ろんぢん菓子店 安来市荒島町１８５３－１ 菓子製造業 特記事項なし R2.9.3 R7.11.30

318235002 有限会社　杉本パン店 代表取締役　杉本　太 （有）杉本パン店 安来市黒井田町４２９－２０ 0854-22-2415 菓子製造業 特記事項なし R1.12.1 R6.11.30

280230012 仙田　衛 Ｃｒｅｐｅ　＆　Ｃａｆｅ　Ｍａｐｌｅ 安来市黒井田町４３２ 0854-22-5678 菓子製造業 特記事項なし H28.11.1 R3.11.30

310230005 佐伯　由紀
ｙｕｍｅ　ｓｗｅｅｔｓ　Ａｔｅｌｉｅｒ （ユ
メ　スイーツ　アトリエ）

安来市黒井田町長曽７４１－
７

0854-26-4343 菓子製造業 特記事項なし R1.8.26 R6.11.30

298230265 島根県立松江養護学校 校長　三島　賢隆 松江養護学校　安来分教室
安来市佐久保町１１５　松江
養護学校安来分教室

0854-22-2680 菓子製造業 特記事項なし H29.6.1 R5.5.31

280230017 株式会社　Ａｒｔｙｚ 代表取締役　浅井　陸 ケーキハウス　アサイ 安来市汐手が丘１４－１５ 0854-22-0181 菓子製造業 特記事項なし H28.12.2 R4.5.31

288230220 角　正市 角商店
安来市上坂田町５３８－２（県
下一円）

0854-22-3257 菓子製造業 特記事項なし H28.6.1 R3.5.31

28230334 社会福祉法人　真和会 理事長　永島　載ゆき 櫻苑 安来市植田町２２７－２ 0854-28-8778 菓子製造業 特記事項なし R2.6.1 R7.5.31

28235665 有限会社　元祖黒田千年堂 代表取締役　黒田　昌臣 黒田千年堂 安来市清水町１１０－１ 0854-22-2560 菓子製造業 特記事項なし R2.12.1 R7.11.30

28235664 深田　芳巳 豊隆堂 安来市清水町１３８ 0854-22-3348 菓子製造業 特記事項なし R2.12.1 R7.11.30

298230267 遠藤　守二
元祖瑞泉堂、洋菓子のケー
ニッヒ、 ＨＩＲＯＴＡスイーツ

安来市清水町１５５ 0854-22-3349 菓子製造業 特記事項なし H29.6.1 R4.5.31

28235668 西村　重男 西村堂 安来市清水町４９ 0854-22-2961 菓子製造業 特記事項なし R2.12.1 R7.11.30

20230002 永田　瞳 しふぉんながた 安来市赤江町６５５ 0854-28-7654 菓子製造業 特記事項なし R2.5.15 R7.5.31

310230006 坂田　都 坂田眞月堂 安来市大塚町３１５ 0854-27-0981 菓子製造業 特記事項なし R1.10.29 R6.11.30

288230246 遠藤　孝 駅中屋台 安来市中海町１１８－１ 0854-23-2510 菓子製造業 特記事項なし H28.6.1 R3.5.31

290231002 永島　辰徳 永島商店
安来市島田町９６０（県下一
円）

菓子製造業 特記事項なし H29.8.15 R4.11.30

28230331 坂口　亜紀 パンの家
安来市伯太町安田１６８４－
１

0854-37-0015 菓子製造業 特記事項なし R2.6.1 R7.5.31

310230003 遠藤　なつ美 喫茶　燈（あかり）
安来市伯太町東母里２４３－
１４

0854-26-4735 菓子製造業 特記事項なし R1.7.12 R6.11.30

318235001 有限会社　わたなべ牧場 代表取締役　渡邊　太郎 有限会社　わたなべ牧場 安来市伯太町日次４８１－３ 0854-37-1581 菓子製造業 特記事項なし R1.12.1 R7.11.30

318235003 渡部　登志美 カフェ　ドーフィン 安来市飯生町６０５－５ 0854-27-7777 菓子製造業 特記事項なし R1.12.1 R6.11.30

298230260 社会医療法人　昌林会 理事長　杉原　建 ふれあい工房　ふれんど 安来市飯島町１５１４ 0854-23-7701 菓子製造業 特記事項なし H29.6.1 R5.5.31
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20230005 大黒天物産　株式会社 代表取締役　大賀　昭司 ラ・ムー安来店 安来市飯島町３９６ 0854-23-7560 菓子製造業 特記事項なし R2.10.9 R7.11.30

288235251 大黒天物産　株式会社 代表取締役　大賀　昭司 ラ・ムー安来店 安来市飯島町３９６ 0854-23-7560 菓子製造業 特記事項なし H28.12.1 R4.11.30

28235670 株式会社　Ｋー２ 代表取締役　田中　芳香 Ｋー２ 安来市飯島町５２５－１ 0854-23-2901 菓子製造業 特記事項なし R2.12.1 R8.11.30

298230278 社会福祉法人　せんだん会 理事長　杉原　建 梨の木園 安来市飯梨町３０３－１ 0854-28-6048 菓子製造業 特記事項なし H29.6.1 R4.5.31

280230005 株式会社 ｙ’ｓＣｏｌｌｅｃＴｉｏｎ 代表取締役　常松　康弘 ｙ’ｓＣｏｌｌｅｃＴｉｏｎ
出雲市大津町４４２－４－３
（県下一円）

0852-24-9502 菓子製造業 特記事項なし H28.7.25 R3.11.30

28235666 藤原　幸友 小神田
仁多郡奥出雲町郡５７（県下
一円）

0854-57-0775 菓子製造業 特記事項なし R2.12.1 R7.11.30

290230030 細井　隆雄 細井食品
大阪府豊中市浜三丁目１７－
１０５ （島根県内一円）

菓子製造業 特記事項なし H30.2.7 R5.5.31

288230001 有限会社　ローゼン 代表取締役　松本　亮子 有限会社　ローゼン
鳥取県境港市日ノ出町１０６
（県下一円）

0859-44-6453 菓子製造業 特記事項なし H28.6.1 R3.5.31

298230002 有限会社　ロイヤルコーヒー 代表取締役　門脇　順 (有)ロイヤルコーヒー
鳥取県米子市旗ケ崎２１３６
（県下一円）

0859-34-2210 菓子製造業 特記事項なし H29.6.1 R4.5.31

28235672 田村　玲 Ｒ．Ｆ．Ｖ
鳥取県米子市車尾五丁目１２
－２７ （島根県内一円）

菓子製造業 特記事項なし R2.12.1 R7.11.30

288250225 佐川　光邦 佐川末廣堂 安来市安来町１１９５－１ 0854-22-2569
アイスクリーム
類製造業

1 特記事項なし H28.6.1 R3.5.31

28255170 小西　民修 プラーナ　キッチン 安来市安来町７６１－４
アイスクリーム
類製造業

2 特記事項なし R2.12.1 R7.11.30

308255001 株式会社　清松庵 代表取締役　川上　正 清松庵 安来市古川町４４５－１ 0854-28-7623
アイスクリーム
類製造業

2 特記事項なし H30.12.1 R5.11.30

288250243
一般財団法人　 夢ランドしら
さぎ振興事業団

理事長　内藤　修治 夢ランドしらさぎ 安来市古川町８３５ 0854-28-6300
アイスクリーム
類製造業

2 特記事項なし H28.6.1 R4.5.31

288250247 遠藤　孝 駅中屋台 安来市中海町１１８－１ 0854-23-2510
アイスクリーム
類製造業

2 特記事項なし H28.6.1 R3.5.31

318255001 有限会社　わたなべ牧場 代表取締役　渡邊　太郎 有限会社　わたなべ牧場 安来市伯太町日次４８１－３ 0854-37-1581
アイスクリーム
類製造業

1 特記事項なし R1.12.1 R7.11.30

278255299 大黒天物産　株式会社 代表取締役　大賀　昭司 ラ・ムー安来店 安来市飯島町３９６ 0854-23-7560
アイスクリーム
類製造業

2 特記事項なし H27.12.1 R3.11.30

318275001 有限会社　わたなべ牧場 代表取締役　渡邊　太郎 有限会社　わたなべ牧場 安来市伯太町日次４８１－３ 0854-37-1581 乳製品製造業 特記事項なし R1.12.1 R7.11.30

270280037 亀田　健一郎 セブン-イレブン　安来本町店
安来市安来町１１０９－１，１
１０９－６ １１１０－１，１１１０
－２

0854-22-3474 乳類販売業 特記事項なし H28.2.17 R3.5.31

288285238 みのりや　有限会社 代表取締役　高田　政芳 みのりや　有限会社 安来市安来町１１３５－１１ 0854-22-2318 乳類販売業 特記事項なし H28.12.1 R3.11.30

298280246 有限会社　佐久保屋 取締役　藤井　喜美枝 佐久保屋 安来市安来町１２７７ 0854-22-2201 乳類販売業 特記事項なし H29.6.1 R4.5.31

318285001 矢田　貴士 日立記念病院（２F) 安来市安来町１２７８－５ 0854-22-2180 乳類販売業 特記事項なし R1.12.1 R6.11.30

28280649 矢田　貴士 やすぎはく愛クリニック 安来市安来町１２７８－５ 0854-22-2180 乳類販売業 特記事項なし R2.6.1 R7.5.31

310280003 山﨑　達郎 食品のやまさき 安来市安来町１６２１－３２ 0854-22-2693 乳類販売業 特記事項なし R1.12.12 R7.5.31

280280039 有限会社　やすぎ千軒 代表取締役　足立　三樹夫 やすぎ懐古館一風亭 安来市安来町１６３９－１ 0854-23-0007 乳類販売業 特記事項なし H29.3.16 R4.5.31

308280010 小草　里香 観光交流プラザ 安来市安来町２０９３－３ 0854-23-7667 乳類販売業 特記事項なし H30.6.1 R6.5.31

318280009 野坂　泰史 フレッシュフーズのざか 安来市安来町５０３ 0854-22-2662 乳類販売業 特記事項なし R1.6.1 R6.5.31
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298285227 箱崎　祐治 ローソン　安来南城谷町店 安来市安来町５９８－１ 0854-22-5772 乳類販売業 特記事項なし H29.12.1 R5.11.30

310280002 株式会社　リテールヤチヨ 代表取締役　箱崎　祐治 ローソン　安来インター店 安来市安来町６２３番地１ 0854-23-0177 乳類販売業 特記事項なし R1.10.10 R6.11.30

28280651 株式会社　コスモス薬品 代表取締役　横山　英昭 ドラッグコスモス　安来店 安来市安来町７５１－１ 0854-23-3555 乳類販売業 特記事項なし R2.6.1 R7.5.31

318285005
株式会社 フーズマーケット
ホック

代表取締役　長谷川　徹
(株)フーズマーケットホックプ
ラーナ店

安来市安来町７６１－４ 0854-23-2811 乳類販売業 特記事項なし R1.12.1 R7.11.30

310280001 株式会社　カンシャス 代表取締役　仙石　光寿 ローソン・ポプラ　安来神田店 安来市安来町７６７－１ 0854-23-7088 乳類販売業 特記事項なし R1.6.4 R6.11.30

280280009 株式会社　マックスジャパン 代表取締役　板持　正明 吉岡医院　１Ｆ　玄関ホール 安来市安来町７８９－１ 0854-22-2065 乳類販売業 特記事項なし H28.5.30 R3.5.31

300280008
株式会社　アインファーマ
シーズ

代表取締役　大石　美也 安来第一病院売店
安来市安来町８９９－１　安
来第一病院１Ｆ

0854-22-6123 乳類販売業 特記事項なし H30.12.6 R6.5.31

300280003 株式会社　丸合 代表取締役　梅林　裕暁 丸合　安来店 安来市安来町外浜８６５－１ 0854-23-1551 乳類販売業 特記事項なし H30.10.24 R5.11.30

298280269 谷口　静枝 谷口商店 安来市宇賀荘町９５－４ 0854-22-3340 乳類販売業 特記事項なし H29.6.1 R4.5.31

28285656 祖田　ちか子 くろさかや商店 安来市宇賀荘町９９－１ 0854-22-3839 乳類販売業 特記事項なし R2.12.1 R7.11.30

280280030 福島　吉巳 福島商店 安来市下吉田町２４９－１ 0854-27-0293 乳類販売業 特記事項なし H28.11.2 R3.11.30

28280652 大櫃　繁充 ローソン　安来吉佐店 安来市吉佐町１０１７－１ 0854-23-7702 乳類販売業 特記事項なし R2.6.1 R8.5.31

280280008 仙田　定之 守谷刃物工場 安来市恵乃島町１１３－１ 0854-23-1311 乳類販売業 特記事項なし H28.5.23 R3.5.31

310280005 矢田　貴士 （株）キクチテクニクス 安来市恵乃島町１１４－１５ 0854-22-2619 乳類販売業 特記事項なし R1.12.25 R7.5.31

308285001 株式会社　清松庵 代表取締役　川上　正 清松庵 安来市古川町４４５－１ 0854-28-7623 乳類販売業 特記事項なし H30.12.1 R5.11.30

310280004 矢田　貴士 夢ランドしらさぎ 安来市古川町８３５ 0854-28-6300 乳類販売業 特記事項なし R1.12.25 R7.5.31

288285262 矢田　貴士
夢ランドしらさぎ　ふれあいプ
ラザ

安来市古川町８３５番地 0854-28-6300 乳類販売業 特記事項なし H28.12.1 R3.11.30

28285661 日置　林五郎 日置食品 安来市広瀬町奥田原７２１ 0854-35-0121 乳類販売業 特記事項なし R2.12.1 R7.11.30

298280287 有限会社　広瀬主婦の店 代表取締役　池田　君代 広瀬主婦の店　石井商店
安来市広瀬町広瀬１１５６－
９

0854-32-2635 乳類販売業 特記事項なし H29.6.1 R4.5.31

288285265 平野　治子 平野屋商店 安来市広瀬町広瀬１４３－１ 32-2255 乳類販売業 特記事項なし H28.12.1 R3.11.30

28285660 天野　房枝 天野商店 安来市広瀬町広瀬１７５３ 0854-32-2423 乳類販売業 特記事項なし R2.12.1 R7.11.30

290281004
有限会社　長谷川臺次郎商
店

代表取締役　長谷川　勝久 ファミリーマート　安来広瀬店
安来市広瀬町広瀬１７９５－
１

0854-32-9030 乳類販売業 特記事項なし H29.9.26 R4.11.30

288280256
株式会社 フーズマーケット
ホック

代表取締役　長谷川　徹
㈱フーズマーケットホック 広
瀬店

安来市広瀬町広瀬１８１８ 0854-32-2351 乳類販売業 特記事項なし H28.6.1 R4.5.31

28280650 有限会社　ウィズ 代表取締役　實重　喜六 有限会社　ウィズ
安来市広瀬町広瀬１８７５－
１

0854-32-2679 乳類販売業 特記事項なし R2.6.1 R8.5.31

280280010 矢田　貴士 安来市立病院 安来市広瀬町広瀬１９３１ 0854-32-2121 乳類販売業 特記事項なし H28.6.1 R3.5.31

288280257 前田　正二 前田商店 安来市広瀬町広瀬７５３－２ 32-2701 乳類販売業 特記事項なし H28.6.1 R3.5.31

288280308 今井　幹雄 今井商店 安来市広瀬町広瀬９０６ 32-2402 乳類販売業 特記事項なし H28.6.1 R3.5.31
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298285247 北川　三彦 北川商店 安来市広瀬町西谷２８７－１ 0854-36-0811 乳類販売業 特記事項なし H29.12.1 R4.11.30

28285659 有限会社　興南堂 代表取締役　川上　義則 有限会社興南堂
安来市広瀬町西比田１６４４
－１

0854-34-0027 乳類販売業 特記事項なし R2.12.1 R7.11.30

298280282 箱崎　祐治 ローソン　安来広瀬店 安来市広瀬町石原９－１ 0854-32-3063 乳類販売業 特記事項なし H29.6.1 R5.5.31

298280297
一般財団法人　 夢ランドしら
さぎ振興事業団

理事長　内藤　修治 比田温泉　湯田山荘 安来市広瀬町東比田１３７３ 0854-34-0240 乳類販売業 特記事項なし H29.6.1 R4.5.31

308280009
一般財団法人　 夢ランドしら
さぎ振興事業団

理事長　内藤　修治 富田山荘 安来市広瀬町富田２６５６ 0854-32-2271 乳類販売業 特記事項なし H30.6.1 R6.5.31

20280001 足立　文彦 弁天 安来市広瀬町布部２３０－３ 0854-36-0107 乳類販売業 特記事項なし R2.5.15 R7.5.31

300280002 株式会社　マックスジャパン 代表取締役　板持　正明 明治牛乳　安来販売所 安来市荒島町１１４３－１ 0854-28-6609 乳類販売業 特記事項なし H30.5.31 R5.5.31

288285232 平井　守 平井豊商店 安来市荒島町１１６５－２ 28-8514 乳類販売業 特記事項なし H28.12.1 R3.11.30

290281006 平井　雅教 とくし丸
安来市荒島町２１６３（松江市
一円、安来市一円）

乳類販売業 特記事項なし H29.10.6 R4.11.30

278285304
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 ココカラファイン安来店 安来市黒井田町１－５ 0854-23-8030 乳類販売業 特記事項なし H27.12.1 R3.11.30

28285658 有限会社　船越 代表取締役　船越　美保 スーパーあらしま　十神店 安来市黒井田町１６０－２ 23-0709 乳類販売業 特記事項なし R2.12.1 R7.11.30

300280006 株式会社　ＦＡＮｅｅｄｓ 代表取締役　窪田　敏和 ローソン　安来黒井田町店 安来市黒井田町２３２－１ 0854-23-7198 乳類販売業 特記事項なし H30.11.6 R5.11.30

318285004 矢田　貴士 秦精工 安来市黒井田町６９１ 0854-22-3774 乳類販売業 特記事項なし R1.12.1 R6.11.30

300280001 カネックス株式会社 代表取締役　金田　孝成
ファミリーマート　安来黒井田
店

安来市黒井田町砂田３７７ 0854-23-3501 乳類販売業 特記事項なし H30.4.24 R5.5.31

290281003 加藤　慎哉
ファミリーマート安来鉄工セン
ター店

安来市黒井田町字前灘２０５
５－１

0854-23-7025 乳類販売業 特記事項なし H29.7.21 R4.11.30

280280002 株式会社　ＦＡＮｅｅｄｓ 代表取締役　窪田　敏和 ローソン　安来今津町店 安来市今津町６３７－１ 0854-23-2177 乳類販売業 特記事項なし H28.4.13 R3.5.31

280280031 株式会社　ＦＡＮｅｅｄｓ 代表取締役　窪田　敏和 ローソン・ポプラ　安来中海店 安来市西荒島町１８２－１ 0854-28-7900 乳類販売業 特記事項なし H28.11.7 R3.11.30

28280648 佐藤　春美 佐藤商店 安来市西松井町６６８－３ 0854-28-8524 乳類販売業 特記事項なし R2.6.1 R8.5.31

318285003 有限会社　ジョイフルライフ 代表取締役　金田　孝成 ファミリーマート安来西赤江店 安来市西赤江町７６９－１ 0854-28-9005 乳類販売業 特記事項なし R1.12.1 R6.11.30

298280240 福間　員弘 グリコ牛乳 安来市西赤江町８２４－１４０ 0854-28-7963 乳類販売業 特記事項なし H29.6.1 R4.5.31

280280018 株式会社　中国ＶＭＮ 代表取締役　谷尻　豊伸 （株）中国ＶＭＮ　島根営業所 安来市西赤江町８９１－１ 0854-28-9501 乳類販売業 特記事項なし H28.8.30 R3.11.30

28285664 株式会社　コスモス薬品 代表取締役　横山　英昭 ドラッグコスモス　安来赤江店 安来市赤江町１０３３ 0854-28-9112 乳類販売業 特記事項なし R2.12.1 R7.11.30

288280219 近藤　早陽子 近藤商店 安来市赤江町５１９ 0854-28-7516 乳類販売業 特記事項なし H28.6.1 R3.5.31

300280004 株式会社　ＦＡＮｅｅｄｓ 代表取締役　窪田　敏和 ローソン　安来折坂町店
安来市折坂町字新開３４－１
３

0854-22-3660 乳類販売業 特記事項なし H30.11.6 R5.11.30

298280271 有限会社　ウィズ 代表取締役　實重　喜六
スーパーウィズ　マイショップ
店

安来市大塚町４０１ 0854-27-0225 乳類販売業 特記事項なし H29.6.1 R4.5.31

288280248 島根県農業協同組合 代表理事　石川　寿樹 ＪＡしまね　なかうみ菜彩館 安来市中海町１１８－１ 0854-23-7310 乳類販売業 特記事項なし H28.6.1 R3.5.31

300280005 株式会社　ＦＡＮｅｅｄｓ 代表取締役　窪田　敏和 ローソン　安来田頼店
安来市田頼町字本郷２８４－
１

0854-28-8126 乳類販売業 特記事項なし H30.11.6 R5.11.30
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290281002 齊藤　勲 セブン-イレブン　安来清水店
安来市島田町字番ノ木４３４
－２

0854-23-0733 乳類販売業 特記事項なし H29.5.10 R4.5.31

290281001 株式会社キリンビバックス 代表取締役　浅見　正明
情報科学高校　ベンダーコー
ナー

安来市能義町３１０ 0854-23-2700 乳類販売業 特記事項なし H29.4.6 R4.5.31

28285662 北尾　文雄 北尾販売店 安来市伯太町西母里１３６ 37-1031 乳類販売業 特記事項なし R2.12.1 R7.11.30

298285241 有限会社　大塚商店 代表取締役　大塚　隆壽
ファッション．フード（Ｆ＆Ｆ）お
おつか

安来市伯太町赤屋７６９－５ 0854-38-0020 乳類販売業 特記事項なし H29.12.1 R4.11.30

318285002 三菱食品　株式会社 代表取締役　森山　透
三菱食品　株式会社　安来チ
ルドＳＤＣ

安来市伯太町東母里１１８３
－１

0854-37-1300 乳類販売業 特記事項なし R1.12.1 R7.11.30

300280007 株式会社　リテールヤチヨ 代表取締役　箱崎　祐治 ローソン　安来伯太店
安来市伯太町東母里５６９－
１

0854-37-0707 乳類販売業 特記事項なし H30.11.20 R5.11.30

28285666 富川　敦江 富川　敦江 安来市伯太町母里３１５ 37-0385 乳類販売業 特記事項なし R2.12.1 R7.11.30

28285665 原田　健志 原田商店 安来市伯太町母里４１１ 37-0832 乳類販売業 特記事項なし R2.12.1 R7.11.30

288285246 矢田　貴士 矢田牛乳店 安来市飯島町１２４４－２ 0854-22-2568 乳類販売業 特記事項なし H28.12.1 R3.11.30

298285231 株式会社　サンコー 代表取締役　永田　守 キンダイ　安来店 安来市飯島町２８２－１ 乳類販売業 特記事項なし H29.12.1 R4.11.30

278285300 大黒天物産　株式会社 代表取締役　大賀　昭司 ラ・ムー安来店 安来市飯島町３９６ 0854-23-7560 乳類販売業 特記事項なし H27.12.1 R3.11.30

28285663
株式会社　ツルハグループ ド
ラッグ＆ファーマシー西日本

代表取締役　村上　正一
ドラッグストアウェルネス　安
来店

安来市飯島町３９９ 0854-23-7750 乳類販売業 特記事項なし R2.12.1 R7.11.30

270280036 山本　真紀子
セブン-イレブン　安来飯島町
店

安来市飯島町４０１，外７筆 0854-22-2117 乳類販売業 特記事項なし H28.2.17 R3.5.31

318280003 島根県農業協同組合 代表理事　石川　寿樹
ＪＡしまね　グリーンセンター
はしま

安来市飯島町４２６－１ 0854-23-7288 乳類販売業 特記事項なし R1.6.1 R6.5.31

318280004 株式会社　サンアイ 代表取締役　松原　史明
スーパーマートサンアイ　安
来店

安来市飯島町５１６ 0854-22-3131 乳類販売業 特記事項なし R1.6.1 R7.5.31

300280009 森田　勝利 ファミリーマート　安来飯島店 安来市飯島町藤木２７５－２ 0854-23-7267 乳類販売業 特記事項なし H31.3.31 R6.5.31

28285657 中村　八郎 中村商店 安来市飯梨町３１１ 28-8737 乳類販売業 特記事項なし R2.12.1 R7.11.30

280290001
かばはうすホールディングス
株式会社

代表取締役　松田　幸紀 てまひま堂 安来市安来町２０９３－４ 0854-23-2000 食肉処理業 2 特記事項なし H28.5.2 R3.5.31

278295326 株式会社　さんれい製造 代表取締役　小笹　宏典 株式会社　さんれい製造 安来市亀島町１２－３ 22-3138 食肉処理業 2 特記事項なし H27.12.1 R3.11.30

318295002 村本　博志 広瀬マタギ倶楽部 安来市広瀬町広瀬６６１－３ 食肉処理業 1 特記事項なし R1.12.1 R6.11.30

308295001 株式会社　サンアイ 代表取締役　松原　史明
スーパーマート　サンアイ安
来店

安来市飯島町５１６ 0854-22-3131 食肉処理業 2 特記事項なし H30.12.1 R6.11.30

270300025 亀田　健一郎 セブン-イレブン　安来本町店
安来市安来町１１０９－１，１
１０９－６ １１１０－１，１１１０
－２

0854-22-3474 食肉販売業 特記事項なし H28.2.17 R3.5.31

298300243 みのりや　有限会社 代表取締役　高田　政芳 みのりや　有限会社 安来市安来町１１３５－１１ 0854-22-2318 食肉販売業 特記事項なし H29.6.1 R4.5.31

288300226 大谷　雄一 大谷肉屋 安来市安来町１３６９－１ 22-3345 食肉販売業 特記事項なし H28.6.1 R3.5.31

310300004 山﨑　達郎 食品のやまさき 安来市安来町１６２１－３２ 0854-22-2693 食肉販売業 特記事項なし R1.12.12 R7.5.31

280300039 有限会社　やすぎ千軒 代表取締役　足立　三樹夫 やすぎ懐古館一風亭 安来市安来町１６３９－１ 0854-23-0007 食肉販売業 特記事項なし H29.3.16 R4.5.31

278300176 小草　里香 観光交流プラザ 安来市安来町２０９３－３ 0854-23-7667 食肉販売業 特記事項なし H27.6.1 R3.5.31
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318300003 野坂　泰史 フレッシュフーズのざか 安来市安来町５０３ 0854-22-2662 食肉販売業 特記事項なし R1.6.1 R6.5.31

298305226 箱崎　祐治 ローソン　安来南城谷町店 安来市安来町５９８－１ 0854-22-5772 食肉販売業 特記事項なし H29.12.1 R5.11.30

310300003 株式会社　リテールヤチヨ 代表取締役　箱崎　祐治 ローソン　安来インター店 安来市安来町６２３番地１ 0854-23-0177 食肉販売業 特記事項なし R1.10.10 R6.11.30

280300018 株式会社　コスモス薬品 代表取締役　横山　英昭 ドラッグコスモス　安来店 安来市安来町７５１－１ 0854-23-3555 食肉販売業 特記事項なし H28.7.26 R3.11.30

28305623
株式会社 フーズマーケット
ホック

代表取締役　長谷川　徹
(株)フーズマーケットホックプ
ラーナ店 精肉

安来市安来町７６１－４ 0854-23-2811 食肉販売業 特記事項なし R2.12.1 R8.11.30

310300001 株式会社　カンシャス 代表取締役　仙石　光寿 ローソン・ポプラ　安来神田店 安来市安来町７６７－１ 0854-23-7088 食肉販売業 特記事項なし R1.6.4 R6.11.30

300300002 株式会社　丸合 代表取締役　梅林　裕暁 丸合　安来店 安来市安来町外浜８６５－１ 0854-23-1551 食肉販売業 特記事項なし H30.10.24 R5.11.30

28300652 大櫃　繁充 ローソン　安来吉佐店 安来市吉佐町１０１７－１ 0854-23-7702 食肉販売業 特記事項なし R2.6.1 R8.5.31

318305002 藤原　昭夫 藤原商店
安来市広瀬町奥田原６０１－
７

0854-35-0405 食肉販売業 特記事項なし R1.12.1 R6.11.30

298300289 天野　房枝 天野商店 安来市広瀬町広瀬１７５３ 食肉販売業 特記事項なし H29.6.1 R4.5.31

290301004
有限会社　長谷川臺次郎商
店

代表取締役　長谷川　勝久 ファミリーマート　安来広瀬店
安来市広瀬町広瀬１７９５－
１

0854-32-9030 食肉販売業 特記事項なし H29.9.26 R4.11.30

308300004
株式会社 フーズマーケット
ホック

代表取締役　長谷川　徹
㈱フーズマーケットホック　広
瀬店

安来市広瀬町広瀬１８１８ 0854-32-2351 食肉販売業 特記事項なし H30.6.1 R6.5.31

278300194 有限会社　ウィズ 代表取締役　實重　喜六 有限会社　ウィズ
安来市広瀬町広瀬１８７５－
１

0854-32-2679 食肉販売業 特記事項なし H27.6.1 R3.5.31

318305004 島根県農業協同組合 代表理事　石川　寿樹
ＪＡしまね　グリーンセンター
ひろせ

安来市広瀬町広瀬１９２２－
１

0854-32-9333 食肉販売業 特記事項なし R1.12.1 R6.11.30

288300258 前田　正二 前田商店 安来市広瀬町広瀬７５３－２ 0854-32-2701 食肉販売業 特記事項なし H28.6.1 R3.5.31

288305268 切川　弘 切川食品店 安来市広瀬町広瀬８４１ 0854-32-2739 食肉販売業 特記事項なし H28.12.1 R3.11.30

298305248 北川　三彦 北川商店 安来市広瀬町西谷２８７－１ 0854-36-0811 食肉販売業 特記事項なし H29.12.1 R4.11.30

288305272 有限会社　興南堂 代表取締役　川上　義則 有限会社興南堂
安来市広瀬町西比田１６４４
－１

0854-34-0027 食肉販売業 特記事項なし H28.12.1 R3.11.30

298300283 箱崎　祐治 ローソン　安来広瀬店 安来市広瀬町石原９－１ 0854-32-3063 食肉販売業 特記事項なし H29.6.1 R5.5.31

20300001 足立　文彦 弁天 安来市広瀬町布部２３０－３ 0854-36-0107 食肉販売業 特記事項なし R2.5.15 R7.5.31

288305231 平井　守 平井豊商店 安来市荒島町１１６５－２ 28-8514 食肉販売業 特記事項なし H28.12.1 R3.11.30

20300002 有限会社　ろんぢん 代表取締役　勝部　貴志 ろんぢん精肉店 安来市荒島町１８５３－１ 食肉販売業 特記事項なし R2.9.3 R7.11.30

290301006 平井　雅教 とくし丸
安来市荒島町２１６３（松江市
一円、安来市一円）

食肉販売業 特記事項なし H29.10.6 R4.11.30

290301001
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 ココカラファイン安来店 安来市黒井田町１－５ 0854-23-8030 食肉販売業 特記事項なし H29.4.7 R4.5.31

298305234 有限会社　船越 代表取締役　船越　美保 スーパーあらしま　十神店 安来市黒井田町１６０－２ 0854-23-0709 食肉販売業 特記事項なし H29.12.1 R4.11.30

300300005 株式会社　ＦＡＮｅｅｄｓ 代表取締役　窪田　敏和 ローソン　安来黒井田町店 安来市黒井田町２３２－１ 0854-23-7190 食肉販売業 特記事項なし H30.11.6 R5.11.30

300300001 カネックス株式会社 代表取締役　金田　孝成
ファミリーマート　安来黒井田
店

安来市黒井田町砂田３７７ 0854-23-3501 食肉販売業 特記事項なし H30.4.24 R5.5.31
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290301003 加藤　慎哉
ファミリーマート安来鉄工セン
ター店

安来市黒井田町字前灘２０５
５－１

0854-23-7025 食肉販売業 特記事項なし H29.7.21 R4.11.30

280300001 株式会社　ＦＡＮｅｅｄｓ 代表取締役　窪田　敏和 ローソン　安来今津町店 安来市今津町６３７－１ 0854-23-2177 食肉販売業 特記事項なし H28.4.13 R3.5.31

280300031 株式会社　ＦＡＮｅｅｄｓ 代表取締役　窪田　敏和 ローソン・ポプラ　安来中海店 安来市西荒島町１８２－１ 0854-28-7900 食肉販売業 特記事項なし H28.11.7 R3.11.30

28300651 佐藤　春美 佐藤商店 安来市西松井町６６８－３ 0854-28-8524 食肉販売業 特記事項なし R2.6.1 R8.5.31

318305003 有限会社　ジョイフルライフ 代表取締役　金田　孝成 ファミリーマート安来西赤江店 安来市西赤江町７６９－１ 0854-28-9005 食肉販売業 特記事項なし R1.12.1 R6.11.30

280300020 株式会社　中国ＶＭＮ 代表取締役　谷尻　豊伸 （株）中国ＶＭＮ　島根営業所 安来市西赤江町８９１－１ 0854-28-9501 食肉販売業 特記事項なし H28.8.30 R3.11.30

280300017 株式会社　コスモス薬品 代表取締役　横山　英昭 ドラッグコスモス　安来赤江店 安来市赤江町１０３３ 0854-28-9112 食肉販売業 特記事項なし H28.7.26 R3.11.30

300300003 株式会社　ＦＡＮｅｅｄｓ 代表取締役　窪田　敏和 ローソン　安来折坂町店
安来市折坂町字新開３４－１
３

0854-22-3660 食肉販売業 特記事項なし H30.11.6 R5.11.30

298300273 有限会社　ウィズ 代表取締役　實重　喜六
スーパーウィズ　マイショップ
店

安来市大塚町４０１ 0854-27-0225 食肉販売業 特記事項なし H29.6.1 R4.5.31

288300249 島根県農業協同組合 代表理事　石川　寿樹 ＪＡしまね　なかうみ菜彩館 安来市中海町１１８－１ 0854-23-7310 食肉販売業 特記事項なし H28.6.1 R3.5.31

300300004 株式会社　ＦＡＮｅｅｄｓ 代表取締役　窪田　敏和 ローソン　安来田頼店
安来市田頼町字本郷２８４－
１

0854-28-8126 食肉販売業 特記事項なし H30.11.6 R5.11.30

318300002 有限会社　山陰食材加工 代表取締役　上田　博久 (有)山陰食材加工 安来市島田町２５５１－１ 0854-23-1888 食肉販売業 特記事項なし R1.6.1 R7.5.31

290301002 齊藤　勲 セブン-イレブン　安来清水店
安来市島田町字番ノ木４３４
－２

0854-23-0733 食肉販売業 特記事項なし H29.5.10 R4.5.31

290301007 株式会社　赤屋食品 代表取締役　赤名　純也 株式会社　赤屋食品
安来市伯太町安田中１５７－
３

0854-37-0020 食肉販売業 特記事項なし H29.11.17 R4.11.30

288305310 秦　光子 秦本店 安来市伯太町下小竹４１０ 38-0005 食肉販売業 特記事項なし H28.12.1 R3.11.30

308300003 有限会社　大塚商店 代表取締役　大塚　隆壽
ファッション．フード（Ｆ＆Ｆ）お
おつか

安来市伯太町赤屋７６９－５ 0854-38-0020 食肉販売業 特記事項なし H30.6.1 R5.5.31

318305001 三菱食品　株式会社 代表取締役　森山　透
三菱食品　株式会社　安来チ
ルドＳＤＣ

安来市伯太町東母里１１８３
－１

0854-37-1300 食肉販売業 特記事項なし R1.12.1 R7.11.30

300300006 株式会社　リテールヤチヨ 代表取締役　箱崎　祐治 ローソン　安来伯太店
安来市伯太町東母里５６９－
１

0854-37-0707 食肉販売業 特記事項なし H30.11.20 R5.11.30

288305250 大黒天物産　株式会社 代表取締役　大賀　昭司 ラ・ムー安来店 安来市飯島町３９６ 0854-23-7560 食肉販売業 特記事項なし H28.12.1 R4.11.30

310300002
株式会社　ツルハグループ ド
ラッグ＆ファーマシー西日本

代表取締役　村上　正一
ドラッグストアウェルネス　安
来店

安来市飯島町３９９ 0854-23-7750 食肉販売業 R1.8.9 R6.11.30

270300024 山本　真紀子
セブン-イレブン　安来飯島町
店

安来市飯島町４０１，外７筆 0854-22-2117 食肉販売業 特記事項なし H28.2.17 R3.5.31

318300001 島根県農業協同組合 代表理事　石川　寿樹
ＪＡしまね　グリーンセンター
はしま

安来市飯島町４２６－１ 0854-23-7288 食肉販売業 特記事項なし R1.6.1 R6.5.31

300300007 森田　勝利 ファミリーマート　安来飯島店 安来市飯島町藤木２７５－２ 食肉販売業 特記事項なし H31.3.31 R6.5.31

28305622 中村　八郎 中村商店 安来市飯梨町３１１ 28-8737 食肉販売業 特記事項なし R2.12.1 R7.11.30

278485325 株式会社　さんれい製造 代表取締役　小笹　宏典 株式会社　さんれい製造 安来市亀島町１２－３ 22-3443
食肉製品製造
業

1 特記事項なし H27.12.1 R3.11.30

270310027 亀田　健一郎 セブン-イレブン　安来本町店
安来市安来町１１０９－１，１
１０９－６ １１１０－１，１１１０
－２

0854-22-3474 魚介類販売業 特記事項なし H28.2.17 R3.5.31

298310245 有限会社　佐久保屋 取締役　藤井　喜美枝 佐久保屋 安来市安来町１２７７ 0854-22-2201 魚介類販売業 特記事項なし H29.6.1 R4.5.31
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298310248 大田　智恵子 大田屋 安来市安来町１３５６ 0854-22-2123 魚介類販売業 特記事項なし H29.6.1 R4.5.31

310310006 山﨑　達郎 食品のやまさき 安来市安来町１６２１－３２ 0854-22-2693 魚介類販売業 特記事項なし R1.12.12 R7.5.31

280310040 有限会社　やすぎ千軒 代表取締役　足立　三樹夫 やすぎ懐古館一風亭 安来市安来町１６３９－１ 0854-23-0007 魚介類販売業 特記事項なし H29.3.16 R4.5.31

280310005
かばはうすホールディングス
株式会社

代表取締役　松田　幸紀 てまひま堂 安来市安来町２０９３－４ 0854-23-2000 魚介類販売業 特記事項なし H28.5.2 R3.5.31

298315228 箱崎　祐治 ローソン　安来南城谷町店 安来市安来町５９８－１ 0854-22-5772 魚介類販売業 特記事項なし H29.12.1 R5.11.30

310310005 株式会社　リテールヤチヨ 代表取締役　箱崎　祐治 ローソン　安来インター店 安来市安来町６２３番地１ 0854-23-0177 魚介類販売業 特記事項なし R1.10.10 R6.11.30

310310004 株式会社　コスモス薬品 代表取締役　横山　英昭 ドラッグコスモス　安来店 安来市安来町７５１－１ 0854-23-3555 魚介類販売業 特記事項なし R1.9.4 R6.11.30

28315633
株式会社 フーズマーケット
ホック

代表取締役　長谷川　徹
(株)フーズマーケットホックプ
ラーナ店 鮮魚

安来市安来町７６１－４ 0854-23-2811 魚介類販売業 特記事項なし R2.12.1 R8.11.30

310310001 株式会社　カンシャス 代表取締役　仙石　光寿 ローソン・ポプラ　安来神田店 安来市安来町７６７－１ 0854-23-7088 魚介類販売業 特記事項なし R1.6.4 R6.11.30

300310003 株式会社　丸合 代表取締役　梅林　裕暁 丸合　安来店 安来市安来町外浜８６５－１ 0854-23-1551 魚介類販売業 特記事項なし H30.10.24 R5.11.30

298315237 谷口　静枝 谷口商店 安来市宇賀荘町９５－４ 0854-22-3340 魚介類販売業 特記事項なし H29.12.1 R4.11.30

298310262 山本　忠夫 安来養鰻 安来市下坂田町１００８－１ 22-3816 魚介類販売業 特記事項なし H29.6.1 R4.5.31

278315322 株式会社　さんれい製造 代表取締役　小笹　宏典 株式会社　さんれい製造 安来市亀島町１２－３ 0854-22-3443 魚介類販売業 特記事項なし H27.12.1 R3.11.30

28310497 大櫃　繁充 ローソン　安来吉佐店 安来市吉佐町１０１７－１ 0854-23-7702 魚介類販売業 特記事項なし R2.6.1 R8.5.31

28310500 青山　栄一 青山商店 安来市吉佐町３３９ 魚介類販売業 特記事項なし R2.6.1 R7.5.31

288315264 花谷　二三子 花谷鮮魚店
安来市広瀬町広瀬１２４－２
０

0854-32-2737 魚介類販売業 特記事項なし H28.12.1 R3.11.30

290311007 花谷　二三子 花谷鮮魚店
安来市広瀬町広瀬１２４－２
０(県下一円)

0854-32-2737 魚介類販売業 特記事項なし H29.11.29 R4.11.30

290311003
有限会社　長谷川臺次郎商
店

代表取締役　長谷川　勝久 ファミリーマート　安来広瀬店
安来市広瀬町広瀬１７９５－
１

0854-32-9030 魚介類販売業 特記事項なし H29.9.26 R4.11.30

308310003
株式会社 フーズマーケット
ホック

代表取締役　長谷川　徹
㈱フーズマーケットホック　広
瀬店

安来市広瀬町広瀬１８１８ 0854-32-2351 魚介類販売業 特記事項なし H30.6.1 R6.5.31

300310002 深田　明夫 深田商事
安来市広瀬町広瀬１８５３－
７（県下一円）

魚介類販売業 特記事項なし H30.10.1 R5.11.30

278310195 有限会社　ウィズ 代表取締役　實重　喜六 有限会社　ウィズ
安来市広瀬町広瀬１８７５－
１

0854-32-2679 魚介類販売業 特記事項なし H27.6.1 R3.5.31

288315266 島根県農業協同組合 代表理事　石川　寿樹
ＪＡしまね　グリーンセンター
ひろせ

安来市広瀬町広瀬１９２２－
１

0854-32-9333 魚介類販売業 特記事項なし H28.12.1 R3.11.30

288315267 前田　正二 前田商店 安来市広瀬町広瀬７５３－２ 0854-32-2701 魚介類販売業 特記事項なし H28.12.1 R3.11.30

298315246 北川　三彦 北川商店 安来市広瀬町西谷２８７－１ 0854-36-0811 魚介類販売業 特記事項なし H29.12.1 R4.11.30

288315270 有限会社　興南堂 代表取締役　川上　義則 有限会社興南堂
安来市広瀬町西比田１６４４
－１

0854-34-0027 魚介類販売業 特記事項なし H28.12.1 R3.11.30

298310281 箱崎　祐治 ローソン　安来広瀬店 安来市広瀬町石原９－１ 0854-32-3063 魚介類販売業 特記事項なし H29.6.1 R5.5.31

298310327 有限会社　弁天 取締役　足立　文彦 （有）弁天　布部マーケット 安来市広瀬町布部２３０－３ 0854-36-0107 魚介類販売業 特記事項なし H29.6.1 R4.5.31
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288315233 平井　守 平井豊商店 安来市荒島町１１６５－２ 0854-28-8514 魚介類販売業 特記事項なし H28.12.1 R3.11.30

290311005 平井　雅教 とくし丸
安来市荒島町２１６３（松江市
一円、安来市一円）

魚介類販売業 特記事項なし H29.10.6 R4.11.30

28315634 有限会社　松江水産 代表取締役　松江　幸三 有限会社　松江水産 安来市黒井田町１６０－２ 23-2551 魚介類販売業 特記事項なし R2.12.1 R7.11.30

288315254 有限会社　松江水産 代表取締役　松江　幸三 松江水産 安来市黒井田町１６０－２ 0854-23-2551 魚介類販売業 特記事項なし H28.12.1 R3.11.30

300310006 株式会社　ＦＡＮｅｅｄｓ 代表取締役　窪田　敏和 ローソン　安来黒井田町店 安来市黒井田町２３２－１ 0854-23-7190 魚介類販売業 特記事項なし H30.11.6 R5.11.30

300310001 カネックス株式会社 代表取締役　金田　孝成
ファミリーマート　安来黒井田
店

安来市黒井田町砂田３７７ 0854-23-3501 魚介類販売業 特記事項なし H30.4.24 R5.5.31

290311002 加藤　慎哉
ファミリーマート安来鉄工セン
ター店

安来市黒井田町字前灘２０５
５－１

0854-23-7025 魚介類販売業 特記事項なし H29.7.21 R4.11.30

280310001 株式会社　ＦＡＮｅｅｄｓ 代表取締役　窪田　敏和 ローソン　安来今津町店 安来市今津町６３７－１ 0854-23-2177 魚介類販売業 特記事項なし H28.4.13 R3.5.31

280310028 株式会社　ＦＡＮｅｅｄｓ 代表取締役　窪田　敏和 ローソン・ポプラ　安来中海店 安来市西荒島町１８２－１ 0854-28-7900 魚介類販売業 特記事項なし H28.11.7 R3.11.30

288310252 佐藤　春美 佐藤商店 安来市西松井町６６８－３ 28-8524 魚介類販売業 特記事項なし H28.6.1 R3.5.31

318315002 有限会社　ジョイフルライフ 代表取締役　金田　孝成 ファミリーマート安来西赤江店 安来市西赤江町７６９－１ 0854-28-9005 魚介類販売業 特記事項なし R1.12.1 R6.11.30

280310018 株式会社　中国ＶＭＮ 代表取締役　谷尻　豊伸 （株）中国ＶＭＮ　島根営業所 安来市西赤江町８９１－１ 0854-28-9501 魚介類販売業 特記事項なし H28.8.30 R3.11.30

310310003 株式会社　コスモス薬品 代表取締役　横山　英昭 ドラッグコスモス　安来赤江店 安来市赤江町１０３３ 0854-28-9112 魚介類販売業 特記事項なし R1.9.4 R6.11.30

300310004 株式会社　ＦＡＮｅｅｄｓ 代表取締役　窪田　敏和 ローソン　安来折坂町店
安来市折坂町字新開３４－１
３

0854-22-3660 魚介類販売業 特記事項なし H30.11.6 R5.11.30

298310274 増田　富隆 増田商店 安来市早田町１２０－１ 0854-22-2691 魚介類販売業 特記事項なし H29.6.1 R4.5.31

298310272 有限会社　ウィズ 代表取締役　實重　喜六
スーパーウィズ　マイショップ
店

安来市大塚町４０１ 0854-27-0225 魚介類販売業 特記事項なし H29.6.1 R4.5.31

288310250 島根県農業協同組合 代表理事　石川　寿樹 ＪＡしまね　なかうみ菜彩館 安来市中海町１１８－１ 0854-23-7310 魚介類販売業 特記事項なし H28.6.1 R3.5.31

28315632 有限会社　マルコウ 代表取締役　田中　宏明 やすぎ魚々市 安来市中海町１１８－１ 0854-21-1334 魚介類販売業 特記事項なし R2.12.1 R7.11.30

300310005 株式会社　ＦＡＮｅｅｄｓ 代表取締役　窪田　敏和 ローソン　安来田頼店
安来市田頼町字本郷２８４－
１

0854-28-8126 魚介類販売業 特記事項なし H30.11.6 R5.11.30

318310002 有限会社　山陰食材加工 代表取締役　上田　博久 (有)山陰食材加工 安来市島田町２５５１－１ 0854-23-1888 魚介類販売業 特記事項なし R1.6.1 R7.5.31

290311001 齊藤　勲 セブン-イレブン　安来清水店
安来市島田町字番ノ木４３４
－２

0854-23-0733 魚介類販売業 特記事項なし H29.5.10 R4.5.31

290311006 株式会社　赤屋食品 代表取締役　赤名　純也 株式会社　赤屋食品
安来市伯太町安田中１５７－
３

0854-37-0020 魚介類販売業 特記事項なし H29.11.17 R4.11.30

288310262 横川　裕一 マーケット横川 安来市伯太町井尻９３－１ 0854-37-1355 魚介類販売業 特記事項なし H28.6.1 R3.5.31

20310002 有限会社　大塚商店 代表取締役　大塚　隆壽 大塚商店
安来市伯太町赤屋７６９－５
（安来市一円）

0854-38-0020 魚介類販売業 特記事項なし R2.9.4 R7.11.30

298310299 梶谷　美樹 梶谷 安来市伯太町草野３３４ 0854-38-0208 魚介類販売業 特記事項なし H29.6.1 R4.5.31

318315001 三菱食品　株式会社 代表取締役　森山　透
三菱食品　株式会社　安来チ
ルドＳＤＣ

安来市伯太町東母里１１８３
－１

0854-37-1300 魚介類販売業 特記事項なし R1.12.1 R7.11.30

300310007 株式会社　リテールヤチヨ 代表取締役　箱崎　祐治 ローソン　安来伯太店
安来市伯太町東母里５６９－
１

0854-37-0707 魚介類販売業 特記事項なし H30.11.20 R5.11.30
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288315248 株式会社　島谷水産 代表取締役　島谷　憲司 ラ・ムー安来店 安来市飯島町３９６ 0854-23-7560 魚介類販売業 特記事項なし H28.12.1 R3.11.30

288315252 大黒天物産　株式会社 代表取締役　大賀　昭司 ラ・ムー安来店 安来市飯島町３９６ 0854-23-7560 魚介類販売業 特記事項なし H28.12.1 R4.11.30

310310002
株式会社　ツルハグループ ド
ラッグ＆ファーマシー西日本

代表取締役　村上　正一
ドラッグストアウェルネス　安
来店

安来市飯島町３９９ 0854-23-7750 魚介類販売業 R1.8.9 R6.11.30

270310026 山本　真紀子
セブン-イレブン　安来飯島町
店

安来市飯島町４０１，外７筆 0854-22-2117 魚介類販売業 特記事項なし H28.2.17 R3.5.31

318310001 島根県農業協同組合 代表理事　石川　寿樹
ＪＡしまね　グリーンセンター
はしま

安来市飯島町４２６－１ 0854-23-7288 魚介類販売業 特記事項なし R1.6.1 R6.5.31

288310234 株式会社　サンアイ 代表取締役　松原　史明
スーパーマート　サンアイ安
来店

安来市飯島町５１６ 0854-22-3131 魚介類販売業 特記事項なし H28.6.1 R4.5.31

300310008 森田　勝利 ファミリーマート　安来飯島店 安来市飯島町藤木２７５－２ 魚介類販売業 特記事項なし H31.3.31 R6.5.31

300310009 高田　松吉 高田商店
鳥取県境港市栄町７６（島根
県下一円）

0859-44-6677 魚介類販売業 特記事項なし H31.3.12 R6.5.31

20310001 有限会社　三光水産 代表取締役　浜橋　多聞 （有）三光水産
鳥取県境港市昭和町９－５
（島根県内一円）

0859-21-7256 魚介類販売業 特記事項なし R2.5.15 R7.5.31

288335247 有限会社　原友商店 取締役　原　絹子 原友蒲鉾店 安来市飯島町１７９
魚肉ねり製品
製造業

特記事項なし H28.12.1 R3.11.30

298350284 有限会社　広栄企画 代表取締役　足立　喜信 有限会社　広栄企画 安来市広瀬町町帳７０７－１ 0854-32-2153
清涼飲料水製
造業

特記事項なし H29.6.1 R4.5.31

298355291 蒲生　誠子 湯田鉱泉
安来市広瀬町東比田１７６３
－１

0854-34-0774
清涼飲料水製
造業

特記事項なし H29.12.1 R4.11.30

290351001 株式会社　大正屋醤油店 代表取締役　山本　善万 株式会社　大正屋醤油店
安来市伯太町東母里２２５－
２

0854-37-9061
清涼飲料水製
造業

特記事項なし H29.9.15 R4.11.30

318385001 有限会社　角久 代表取締役　角　与志男 有限会社　角久 安来市安来町１２９６－３ 0854-23-2441 そうざい製造業 1 特記事項なし R1.12.1 R6.11.30

298385222
かばはうすホールディングス
株式会社

代表取締役　松田　幸紀 てまひま堂 安来市安来町２０９３－４ 0854-22-2500 そうざい製造業 1 特記事項なし H29.12.1 R4.11.30

20380001 西村　眞知子 眞知子農園 安来市宇賀荘町２４ そうざい製造業 1 特記事項なし R2.10.5 R7.11.30

278385324 株式会社　さんれい製造 代表取締役　小笹　宏典 株式会社　さんれい製造 安来市亀島町１２－３ 0854-22-3443 そうざい製造業 1 特記事項なし H27.12.1 R3.11.30

28380523 岩田　養治 梅の里菅原農産加工所 安来市広瀬町菅原６０４ 0854-26-4080 そうざい製造業 1 特記事項なし R2.6.1 R7.5.31

290381001 土居　俊彦 農産加工所　きらり 安来市広瀬町西谷１１６－２ 0854-36-0810 そうざい製造業 1 特記事項なし H30.2.2 R5.5.31

310380001 上廻　芳和 いきいき比田の里　加工部会 安来市広瀬町西比田１６３６ 0854-34-0999 そうざい製造業 1 特記事項なし H31.4.23 R6.5.31

28380522 永澤　栄一 秀栄 安来市広瀬町富田１１－２ 0854-32-3764 そうざい製造業 1 特記事項なし R2.6.1 R7.5.31

298380328 有限会社　弁天 取締役　足立　文彦 （有）弁天　布部マーケット 安来市広瀬町布部２３０－３ 0854-36-0107 そうざい製造業 1 特記事項なし H29.6.1 R4.5.31

288385261 渡辺　稔光 中津加工所 安来市中津町５８０ 0854-28-7893 そうざい製造業 1 特記事項なし H28.12.1 R3.11.30

288385255 有限会社　山陰食材加工 代表取締役　上田　博久 (有)山陰食材加工 安来市島田町２５５１－１ 0854-23-1888 そうざい製造業 1 特記事項なし H28.12.1 R4.11.30

28385634 島根県農業協同組合 代表理事　石川　寿樹
ＪＡしまね　やすぎ米飯加工セ
ンター

安来市伯太町東母里１１８３
－１

0854-37-9004 そうざい製造業 1 特記事項なし R2.12.1 R8.11.30

310380003 島根県農業協同組合 代表理事　石川　寿樹
ＪＡしまね　グリーンセンター
はしま

安来市飯島町４２６－１ 0854‐23‐7288 そうざい製造業 1 特記事項なし R1.7.12 R6.11.30

28400001 島根県農業協同組合 代表理事　石川　寿樹
ＪＡしまね　やすぎ農産加工
研修所

安来市宇賀荘町１２５５ 0854-22-1123 みそ製造業 特記事項なし R2.6.1 R8.5.31
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308400001 原田　高明 まつやま 安来市広瀬町奥田原１２３９ 0854-35-0357 みそ製造業 特記事項なし H30.6.1 R5.5.31

298405249 島根県農業協同組合 代表理事　石川　寿樹
ＪＡしまね　やすぎ比田加工
場

安来市広瀬町梶福留９７８ 0854-34-0159 みそ製造業 特記事項なし H29.12.1 R4.11.30

290401002 土居　俊彦 農産加工所　きらり 安来市広瀬町西谷１１６－２ 0854-36-0810 みそ製造業 特記事項なし H30.1.18 R5.5.31

290401001 岩田　勇夫 味工房　あかつき
安来市広瀬町西谷３７６－６
（西谷交流センタ－内）

0854-36-0376 みそ製造業 特記事項なし H29.4.5 R4.5.31

298400276 矢田　潤一郎 矢田醤油店 安来市中津町１３１ 0854-22-2338 みそ製造業 特記事項なし H29.6.1 R4.5.31

28405001 山本　善万 大正屋醤油店 安来市伯太町上十年畑３７５ 38-0066 みそ製造業 特記事項なし R2.12.1 R7.11.30

308405001 株式会社　大正屋醤油店 代表取締役　山本　善万 株式会社　大正屋醤油店
安来市伯太町東母里２２５－
２

0854-37-9061 みそ製造業 特記事項なし H30.12.1 R5.11.30

288410307 秦野　淳一 秦野醤油醸造本店 安来市安来町１５１６ 22-2576 醤油製造業 特記事項なし H28.6.1 R3.5.31

298410279 有限会社　中央醤油 代表取締役　岡空　京子 (有)中央醤油 安来市広瀬町広瀬１２２２ 醤油製造業 特記事項なし H29.6.1 R4.5.31

318415001 ヤマノ　株式会社 代表取締役　冨田　哲兵 ヤマノ
安来市西恵乃島町８３７－３
０

0854-22-2165 醤油製造業 特記事項なし R1.12.1 R6.11.30

280410001 矢田　潤一郎 矢田醤油本店 安来市中津町１３１ 0854-22-2338 醤油製造業 特記事項なし H28.5.18 R3.5.31

298410300 山本　善万 大正屋醤油店 安来市伯太町上十年畑３７５ 0854-38-0066 醤油製造業 特記事項なし H29.6.1 R4.5.31

308415001 株式会社　大正屋醤油店 代表取締役　山本　善万 株式会社　大正屋醤油店
安来市伯太町東母里２２５－
２

0854-37-9061 醤油製造業 特記事項なし H30.12.1 R5.11.30

288420239 渡辺　稔光 中津加工所 安来市中津町５８０ 0854-28-7893
ソース類製造
業

特記事項なし H28.6.1 R3.5.31

288430254 吉田酒造　株式会社 代表取締役　吉田　智則 吉田酒造株式会社 安来市広瀬町広瀬１２１６ 32-2258 酒類製造業 特記事項なし H28.6.1 R3.5.31

298430326 青砥酒造　株式会社 代表取締役　青砥　幹彦 青砥酒造
安来市広瀬町布部１１６４－
４

0854-36-0006 酒類製造業 特記事項なし H29.6.1 R4.5.31

308430001 金鳳酒造　有限会社 代表取締役　山本　剛士 金鳳酒造 安来市清井町３４３ 0854-27-0111 酒類製造業 特記事項なし H30.6.1 R5.5.31

298445217 有限会社　角久 代表取締役　角　与志男 有限会社　角久 安来市安来町１２９６－３ 0854-23-2441 豆腐製造業 特記事項なし H29.12.1 R4.11.30

298440268 長谷川　正全 長谷川豆腐店 安来市宇賀荘町１０８０ 22-2314 豆腐製造業 特記事項なし H29.6.1 R4.5.31

28445463 日置　林五郎 日置食品 安来市広瀬町奥田原７２１ 35-0121 豆腐製造業 特記事項なし R2.12.1 R7.11.30

288445258 新田　里恵 かまや商店 安来市上吉田町６８３－２ 0854-27-0909 豆腐製造業 特記事項なし H28.12.1 R3.11.30

28440001 社会福祉法人　真和会 理事長　永島　載ゆき 櫻苑 安来市植田町２２６－１０ 0854-28-8778 豆腐製造業 特記事項なし R2.6.1 R7.5.31

298450254 有限会社　三島製麺 取締役社長　三島　吉司 有限会社　三島製麺 安来市安来町２４４２－１ 22-1028 めん類製造業 特記事項なし H29.6.1 R4.5.31

28450001 加藤　進 手打そば工房　吹子屋 安来市広瀬町梶福留１６ 0854-34-0669 めん類製造業 特記事項なし R2.6.1 R7.5.31

308455001 渡辺　健治 渡辺製麺所 安来市広瀬町広瀬７０６ 0854-32-3440 めん類製造業 特記事項なし H30.12.1 R5.11.30

298450298
一般財団法人　 夢ランドしら
さぎ振興事業団

理事長　内藤　修治
比田温泉　湯田山荘　そば打
ち場

安来市広瀬町東比田１３７３ 0854-34-0240 めん類製造業 特記事項なし H29.6.1 R4.5.31

288455274 中村　一人 米もん工房
安来市広瀬町東比田９５０－
１１

めん類製造業 特記事項なし H28.12.1 R3.11.30
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298470266 山陰酸素工業　株式会社 代表取締役　並河　元
山陰酸素工業　株式会社　安
来ガスセンター

安来市佐久保町４９６－２８ 0854-22-3332 添加物製造業 特記事項なし H29.6.1 R4.5.31

318475001 ヤマノ　株式会社 代表取締役　冨田　哲兵 ヤマノ　株式会社
安来市西恵乃島町８３７－３
０

0854-22-2165 添加物製造業 特記事項なし R1.12.1 R6.11.30

308390001 島根県農業協同組合 代表理事　石川　寿樹
ＪＡしまね　やすぎ比田加工
場

安来市広瀬町梶福留９７８
缶詰又は瓶詰
食品製造業

特記事項なし H30.6.1 R5.5.31

28390001 岩崎　義明
島田たけのこ水煮出荷協議
会

安来市島田町９８０ 0854-22-3685
缶詰又は瓶詰
食品製造業

特記事項なし R2.6.1 R7.5.31

278345323 株式会社　さんれい製造 代表取締役　小笹　宏典 株式会社　さんれい製造 安来市亀島町１２－３ 0854-22-3443
食品の冷凍ま
たは冷蔵業

2 特記事項なし H27.12.1 R3.11.30

26 / 26 ページ


