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310010026 西岡　ヒロシ　フィリオ ピザ　ガウヂノ
岐阜県大垣市上石津町一之
瀬１６００－３（県下一円）

飲食店営業 特記事項なし R1.5.23 R6.5.31

308010147 林　美智子 虎の門商事
広島県世羅郡世羅町西神崎
６３１－１（県下一円）

飲食店営業 特記事項なし H30.6.1 R5.5.31

290010142 林　美智子 寅ちゃん号
広島県世羅郡世羅町西神崎
６３１－１（県下一円）

飲食店営業 特記事項なし H29.3.10 R4.5.31

290010054 仁井　優太 登龍門
広島県世羅郡世羅町本郷１１
５６－２（県下一円）

飲食店営業 特記事項なし H29.9.4 R4.11.30

310010086 木村　アルベルト　幸次 ＷＡＧＯＮ　ＤＯ　ＰＡＳＴＥＬ
滋賀県栗東市安養寺５丁目２
－３４－３０３号 （県下一円）

飲食店営業 特記事項なし R1.11.14 R6.11.30

310010110 早瀬　紀明 やきもん亭
滋賀県大津市一里山２丁目２
７－２０（県下一円）

077-545-6369 飲食店営業 特記事項なし R2.2.6 R7.5.31

298015084
有限会社　アグリ　コントラク
ター

代表取締役　小村　靖 だんだん梨屋　あぐ梨 出雲市芦渡町１６８０－２ 飲食店営業 1 一般食堂 H29.12.1 R4.11.30

28015737 阿川　勝 新幹線ラーメン芦渡店 出雲市芦渡町２７８－１ 0853-25-1544 飲食店営業 1 一般食堂 R2.12.1 R7.11.30

298015086 馬庭　節子 喫茶　幸 出雲市芦渡町６５３－５ 25-2528 飲食店営業 1 一般食堂 H29.12.1 R4.11.30

298010076 横山　信男 お食事処　七福 出雲市芦渡町９１３－１２ 22-8289 飲食店営業 1 一般食堂 H29.6.1 R4.5.31

20010034 サン・イン・ハート　株式会社 代表取締役　立花　輝夫
ローソン・ポプラ出雲医大南
町店

出雲市医大南町１丁目２８－
１

0853-20-1185 飲食店営業 3 そうざい 弁当屋 R2.8.20 R7.11.30

288015089
有限会社　 ＪＡいずもアグリ
マート

代表取締役　影山　卓也
ファミリーマートＪＡいずも稲
岡店

出雲市稲岡町３４７－２ 0853-24-7385 飲食店営業 3 そうざい H28.12.1 R3.11.30

290010035 株式会社　共立メンテナンス 代表取締役　上田　卓味 Ｈａｔａｇｏ 出雲市駅南町１－３－３ 0853-21-5489 飲食店営業 2 旅館 H29.7.5 R4.11.30

290010036 株式会社　共立メンテナンス 代表取締役　上田　卓味 ＳｏＬａ 出雲市駅南町１－３－３ 0853-21-5489 飲食店営業 1 一般食堂 H29.7.5 R4.11.30

28010649 チムニー　株式会社 代表取締役　和泉　學
三代目網元魚鮮水産　出雲
市駅南口店

出雲市駅南町１丁目２－６ 0853-24-7091 飲食店営業 1 一般食堂 R2.6.1 R7.5.31

310010091 株式会社　エクスブレイン 代表取締役　松尾　貴久 Ｕ．ＩＺＵＭＯ 出雲市駅南町１丁目３－２ 0853-31-9507 飲食店営業 2 一般食堂 仕出し屋 弁当屋 R1.11.26 R6.11.30

298015046 株式会社　イマコウランド 代表取締役　今岡　余一良 和食居酒屋　神門 出雲市駅南町１丁目３－３ 0853-24-6668 飲食店営業 1 一般食堂 H29.12.1 R4.11.30

318010188 株式会社　スーパーホテル 代表取締役　山村　孝雄 スーパーホテル出雲駅前 出雲市駅南町1丁目３－３ 21-9000 飲食店営業 1 一般食堂 R1.6.1 R7.5.31

308015234 株式会社　マリンポリス 代表取締役　池田　賢 しーじゃっく　出雲駅南店 出雲市駅南町１丁目３－５ 30-7228 飲食店営業 1 一般食堂 H30.12.1 R5.11.30

298015047 島根県農業協同組合 代表理事　石川　寿樹
ＪＡしまね葬祭会館　メモリア
出雲

出雲市駅南町２丁目１－５ 24-6100 飲食店営業 4 特記事項なし H29.12.1 R5.11.30

290010082 安井　泰輔 やおよろず 出雲市駅南町２丁目２－１ 0853-23-7777 飲食店営業 1 一般食堂 H29.11.27 R4.11.30

298010045 株式会社　モンテローザ 代表取締役　大神　輝博 居楽屋　笑笑
出雲市駅南町２丁目２－１
駅南だるまビル１Ｆ

0853-23-3788 飲食店営業 1 一般食堂 H29.6.1 R4.5.31

298010046 株式会社　大庄 代表取締役　平　了寿 日本海庄や　出雲市駅前店
出雲市駅南町２丁目３－１
エイコ－駅南ビル１Ｆ

23-6791 飲食店営業 1 一般食堂 H29.6.1 R4.5.31

308015065 株式会社　たからや 代表取締役　森下　起弘 出雲グリーンモーリス 出雲市駅南町２丁目３－４ 24-7700 飲食店営業 1 旅館 H30.12.1 R6.11.30

300010106 サン・イン・ハート　株式会社 代表取締役　立花　輝夫 ローソン出雲駅南店 出雲市駅南町２丁目５－１ 0853-30-1016 飲食店営業 3 そうざい 弁当屋 H31.1.29 R6.5.31

318010190 株式会社　すき家 代表取締役　小川　一政 すき家　出雲市駅南店 出雲市駅南町２丁目５－１ 24-3511 飲食店営業 1 一般食堂 R1.6.1 R6.5.31

308015067 竹原　勇 焼肉　味一 出雲市駅南町２丁目６－４ 22-1275 飲食店営業 1 一般食堂 H30.12.1 R5.11.30

＜出雲保健所＞

食品営業許可施設（令和2年11月末現在）

1 / 113 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

28015799 株式会社　ウシオ 代表取締役　牛尾　篤史
株式会社　ウシオ　デリバ
リーセンター

出雲市駅南町３丁目１４－４ 22-8615 飲食店営業 2 弁当屋 仕出し屋 R2.12.1 R7.11.30

308015101 金山　治正 華家
出雲市駅南町３丁目１５－５
ミッドタウン桃山　１Ｆ

21-7758 飲食店営業 2 一般食堂 仕出し屋 弁当屋 そうざい H30.12.1 R5.11.30

318015186 金山　治正 カラオケ　サルサ
出雲市駅南町３丁目１５－５
ミッドタウン桃山　２Ｆ

21-3050 飲食店営業 1 一般食堂 R1.12.1 R6.11.30

298015049 株式会社　フードストア 代表取締役　山田　千恵 Ｔｈｅ　Ｋｉｔｃｈｅｎ 出雲市駅南町３丁目３ 0853-31-4168 飲食店営業 1 一般食堂 仕出し屋 弁当屋 H29.12.1 R4.11.30

288010042 須山　朋行 トエニ 出雲市駅南町３丁目３ 0853-24-1796 飲食店営業 1 一般食堂 H28.6.1 R3.5.31

270010109 株式会社　はなもめん 代表取締役　杉原　正一 居酒屋　華もめん 出雲市駅南町３丁目３－３ 0853-30-1488 飲食店営業 1 一般食堂 H28.2.16 R3.5.31

288015205 株式会社　Ｔ．Ｐ．Ｃ 代表取締役　高山　秀徳 居心伝　出雲駅前店 出雲市駅北町１ 0853-21-7750 飲食店営業 1 一般食堂 H28.12.1 R3.11.30

308010309 株式会社　イートファクトリー 代表取締役　山口　功 大阪新世界山ちゃん出雲店 出雲市駅北町１ 0853-25-8256 飲食店営業 1 一般食堂 H30.6.1 R5.5.31

288015040
有限会社 信愛フードサービ
ス

代表取締役　山根　保 モスバーガー出雲駅北町店 出雲市駅北町１ 0853-23-3668 飲食店営業 1 一般食堂 そうざい 弁当屋 H28.12.1 R3.11.30

308015116 内田　真吾 Ｔａｓｔｅ 出雲市駅北町１　Ｅ棟 飲食店営業 1 一般食堂 そうざい 仕出し屋 弁当屋 H30.12.1 R5.11.30

20010056 石川　美佐子 カフェ　アトリオ
出雲市駅北町１０－３　アトネ
スいずも内

0853-25-2022 飲食店営業 1 一般食堂 R2.10.27 R7.11.30

300010086
メディアクッキング サービス
株式会社

代表取締役　渡部　敏明
出雲の國麺家　ＪＲ出雲市駅
店

出雲市駅北町１１ 0853-25-1169 飲食店営業 1 一般食堂 H30.11.19 R5.11.30

308010299 浦部　祥司 カフェレストいずも 出雲市駅北町１１ 0853-23-6970 飲食店営業 1 一般食堂 H30.6.1 R5.5.31

308010261 黒崎　合名会社 代表社員　黒崎　健一郎 出雲そば店　黒崎
出雲市駅北町１１　ＪＲ出雲
市駅コンコ－ス

21-5488 飲食店営業 1 一般食堂 H30.6.1 R5.5.31

300010057 アクセス　有限会社 代表取締役　常松　栄 だんだん
出雲市駅北町１１　ＪＲ出雲
市駅ビル アトネスいずも西館
内

0853-30-1088 飲食店営業 3 特記事項なし H30.9.11 R5.11.30

280010086
ＪＲ西日本山陰開発　 株式会
社

代表取締役　新井　慎一
セブンイレブンハートインＪＲ
出雲市駅店

出雲市駅北町１１　ＪＲ出雲
市駅構内

0853-25-0696 飲食店営業 3 そうざい H28.9.27 R3.11.30

308015068 有限会社　昴 代表取締役　古山　慎二
有限会社　昴　クーズ・コンセ
ルボ出雲

出雲市駅北町１１　アトネスい
ずも内

30-6022 飲食店営業 1 一般食堂 弁当屋 H30.12.1 R5.11.30

310010108 サン・イン・ハート　株式会社 代表取締役　立花　輝夫 ローソン出雲駅北店 出雲市駅北町２－１ 0853-20-1866 飲食店営業 3 そうざい 弁当屋 R2.1.22 R7.5.31

20010058 アクセス　有限会社 代表取締役　常松　栄 出雲駅前ラウンジさくら 出雲市駅北町４－１ 0853-27-9099 飲食店営業 1 一般食堂 R2.11.4 R7.11.30

288010041 株式会社　ホテル一畑 代表取締役　錦織　祐作 レストラン　カメーリア 出雲市駅北町４－１ 0853-30-8000 飲食店営業 2 一般食堂 料理店 仕出し屋 弁当屋 H28.6.1 R4.5.31

290010075 有限会社　一福 代表取締役　伊藤　弘典
奥出雲そば処　一福　出雲一
畑店

出雲市駅北町４－１ 0853-24-4206 飲食店営業 1 一般食堂 弁当屋 H29.10.25 R4.11.30

310010111
ＪＲ西日本山陰開発　 株式会
社

代表取締役　新井　慎一
セブン‐イレブン出雲市駅北
店

出雲市駅北町４－４の一部、
４－５の一部

0853-25-7968 飲食店営業 3 そうざい R2.2.10 R7.5.31

308010199 株式会社　アリオン 代表取締役　池田　斉 アリカフェ　駅前店 出雲市駅北町５－３ 0853-20-7890 飲食店営業 1 一般食堂 H30.6.1 R5.5.31

288015124 竹内　正彦 竹内魚店 出雲市園町１２２１－４ 0853-62-3945 飲食店営業 2 仕出し屋 H28.12.1 R3.11.30

298015168 有限会社　ワタナベ石油 代表取締役　渡部　誠
有限会社　ワタナベ石油　カ
チャカチャＤＯ平田店

出雲市園町１４１２－６ 0853-62-0930 飲食店営業 2 一般食堂 仕出し屋 弁当屋 H29.12.1 R4.11.30

298010147 平野　みさえ ｃａｆｅ　椿家 出雲市園町２８２ 0853-67-9877 飲食店営業 1 一般食堂 仕出し屋 H29.6.1 R4.5.31

298015066 加藤　憲治 ローソン出雲塩冶原店
出雲市塩冶原町１丁目５－１
３

30-0389 飲食店営業 3 そうざい H29.12.1 R4.11.30
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20010059 株式会社　ＫＭＳ 代表取締役　周藤　憲亮 麺処　しろく
出雲市塩冶原町２丁目４－１
１

0853-25-9430 飲食店営業 1 一般食堂 R2.11.6 R7.11.30

318015171 株式会社　ジョイフル中国 代表取締役　税所　眞一 ジョイフル塩冶原店
出雲市塩冶原町２丁目５－１
１

20-1511 飲食店営業 1 一般食堂 R1.12.1 R6.11.30

300010068 板倉　慎 ＴＨＥ　ＣＯＦＦＥＥ　ＢＬＡＮＫＳ
出雲市塩冶神前２丁目６－１
２

0853-88-9087 飲食店営業 1 一般食堂 H30.10.4 R5.11.30

28015733 有限会社　ケー・ピー・オー 代表取締役　川谷　清 スパゲッティ＆ピザ　味巣亭
出雲市塩冶神前２丁目７－２
１

0853-23-5102 飲食店営業 1 一般食堂 R2.12.1 R7.11.30

28015787 金山　栄治 ル・アンジェ 出雲市塩冶神前２丁目７－８ 0853-23-6117 飲食店営業 1 一般食堂 R2.12.1 R7.11.30

310010037 土次　貴徳 割烹とつぎや
出雲市塩冶神前３丁目１－２
５

0853-23-5589 飲食店営業 2 一般食堂 仕出し屋 R1.6.21 R6.11.30

300010021 勝部　恵子 喫茶ひより
出雲市塩冶神前３丁目８－２
０

0853-31-9777 飲食店営業 1 一般食堂 仕出し屋 弁当屋 そうざい H30.5.29 R5.5.31

300010058 伊藤　裕希 とんかつ　豚信
出雲市塩冶神前４丁目１０－
２

0853-25-2361 飲食店営業 1 一般食堂 H30.9.12 R5.11.30

318010224 伊藤　幸子 まるい
出雲市塩冶神前４丁目１０－
２　平尾ビル１Ｆ

0853-21-0107 飲食店営業 1 一般食堂 R1.6.1 R6.5.31

298015064 平尾　庸子 八の八
出雲市塩冶神前５丁目２－１
０

23-0888 飲食店営業 1 一般食堂 H29.12.1 R4.11.30

298010063 祝部　昭 ローソン出雲塩冶神前店 出雲市塩冶神前６丁目１－１ 21-4875 飲食店営業 3 弁当屋 そうざい H29.6.1 R5.5.31

288015068 加田　友秀 とりまる
出雲市塩冶神前６丁目５－１
０

0853-30-0660 飲食店営業 1 一般食堂 H28.12.1 R3.11.30

28010616 森山　浩司 出船寿し
出雲市塩冶神前６丁目５－１
５

23-2277 飲食店営業 1 一般食堂 仕出し屋 R2.6.1 R7.5.31

288015069 岡田　一男 美味いもん屋 出雲市塩冶善行町１４－１ 飲食店営業 3 特記事項なし H28.12.1 R3.11.30

28010622
株式会社 シン・コーポレー
ション

代表取締役　加藤　伸司 カラオケバンバン出雲店
出雲市塩冶善行町１４－１－
２　２Ｆ

0853-21-8551 飲食店営業 1 一般食堂 R2.6.1 R8.5.31

318010155 佐野　祐太 そば、うどんのさの屋 出雲市塩冶善行町１４－７ 24-2465 飲食店営業 1 一般食堂 R1.6.1 R6.5.31

298015070 有限会社　エラン 代表取締役　横山　郁夫 伊太利屋　塩冶店 出雲市塩冶善行町１４－７ 21-5882 飲食店営業 1 一般食堂 H29.12.1 R4.11.30

310010104 井手　勇助 ベル・ブラージュ 出雲市塩冶善行町２－１ 0853-20-1122 飲食店営業 2 一般食堂 R1.12.26 R7.5.31

280010048 伊藤　富子 福 出雲市塩冶町１０５６ 0853-21-0577 飲食店営業 1 一般食堂 H28.5.31 R3.5.31

308015126 後長　秀治 ＨＡＬＵ 出雲市塩冶町１０６４－６　１Ｆ 21-0775 飲食店営業 1 一般食堂 仕出し屋 弁当屋 H30.12.1 R6.11.30

308015147 三谷　ミチ子 酒処　のれん 出雲市塩冶町１１７３－３ 22-9705 飲食店営業 1 一般食堂 H30.12.1 R5.11.30

28015754 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・出雲２６６６６ 出雲市塩冶町１１７４－３ 0853-23-8232 飲食店営業 2 一般食堂 R2.12.1 R8.11.30

300010027 （株）マサコーポレーション 代表取締役　永原　秀治
をっちゃんラーメン出雲塩冶
店

出雲市塩冶町１１９２－８ 0853-25-0318 飲食店営業 1 一般食堂 H30.6.22 R5.11.30

300010097 岩佐　布由香 ａｇｉｏ 出雲市塩冶町１１９２－８ 0853-23-3626 飲食店営業 1 一般食堂 H30.12.20 R6.5.31

298015056 仲澤　愛子 焼肉　むさし
出雲市塩冶町１１９２－８　Ｈ
ＯＫプラザ３号館

24-2666 飲食店営業 1 一般食堂 H29.12.1 R4.11.30

280010083
株式会社　 フーズマーケット
ホック

代表取締役　長谷川　徹
株式会社　フーズマーケット
ホック塩冶店 イートインコー
ナー

出雲市塩冶町１２００ 0853-23-2377 飲食店営業 1 一般食堂 H28.9.13 R3.11.30
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288010056
株式会社　 フーズマーケット
ホック

代表取締役　長谷川　徹
株式会社　フーズマーケット
ホック塩冶店 サンドイッチ
コーナー

出雲市塩冶町１２００ 0853-23-2377 飲食店営業 3 弁当屋 H28.6.1 R3.5.31

288010059
株式会社　 フーズマーケット
ホック

代表取締役　長谷川　徹
株式会社　フーズマーケット
ホック塩冶店 惣菜コーナー

出雲市塩冶町１２００ 0853-23-2377 飲食店営業 2 そうざい 弁当屋 仕出し屋 H28.6.1 R3.5.31

288010057
株式会社　 フーズマーケット
ホック

代表取締役　長谷川　徹
株式会社　フーズマーケット
ホック塩冶店 焼き魚コーナー

出雲市塩冶町１２００ 0853-23-2377 飲食店営業 3 そうざい H28.6.1 R3.5.31

288010058
株式会社　 フーズマーケット
ホック

代表取締役　長谷川　徹
株式会社　フーズマーケット
ホック塩冶店 寿司コーナー

出雲市塩冶町１２００ 0853-23-2377 飲食店営業 3 弁当屋 H28.6.1 R3.5.31

28015792
株式会社　 フーズマーケット
ホック

代表取締役　長谷川　徹
株式会社　フーズマーケット
ホック塩冶店

出雲市塩冶町１２００（県下一
円）

0853-23-2377 飲食店営業 特記事項なし R2.12.1 R7.11.30

20010041
株式会社 プリエール企画魅
来

代表取締役　片岡　淳子 Ｐｒｉｅｒｅ 出雲市塩冶町１２１３－１ 飲食店営業 1 一般食堂 仕出し屋 弁当屋 そうざい R2.8.27 R7.11.30

298015058 有限会社　鮨丸 代表取締役　和泉　修二 有限会社　鮨丸 出雲市塩冶町１２１３－１ 24-2438 飲食店営業 1 すし屋 H29.12.1 R4.11.30

28015773 有限会社　玉木製麺 代表取締役　玉木　暢 たまき　出雲店 出雲市塩冶町１２２４ 0853-23-1939 飲食店営業 1 一般食堂 仕出し屋 弁当屋 R2.12.1 R7.11.30

28010641 有限会社　地域計画山陰 代表取締役　柿田　岳史 柿田旅館 出雲市塩冶町１２２５－１ 21-0818 飲食店営業 1 旅館 R2.6.1 R7.5.31

298010055 山本　俊夫 富時家 出雲市塩冶町１２２５－２ 21-0809 飲食店営業 1 旅館 H29.6.1 R4.5.31

28015692 増田　洋祐 天串 出雲市塩冶町１２８８－４ 0853-25-1255 飲食店営業 1 一般食堂 R2.12.1 R7.11.30

298010056 有限会社　ファミリー・フーズ 代表取締役　今岡　厚子
(有)　ファミリー・フーズ　イゲ
タ食品

出雲市塩冶町１２９１－１７ 0853-23-1666 飲食店営業 2 弁当屋 仕出し屋 H29.6.1 R5.5.31

310010054 津内　民子 手作り弁当　きら 出雲市塩冶町１２９６－９ 飲食店営業 2 仕出し屋 弁当屋 R1.8.27 R6.11.30

288015052 株式会社　丸三 代表取締役　羽手原　勉 めん丸　駅南店
出雲市塩冶町１３００－５　丸
三駅南店内

0853-25-0055 飲食店営業 1 一般食堂 H28.12.1 R3.11.30

290010102 田中　俊行 しいの家 出雲市塩冶町１３５９－１５ 0853-22-3734 飲食店営業 2 仕出し屋 弁当屋 H30.4.1 R5.5.31

310010005 株式会社　ＰＬＡＮＴ 代表取締役　三ツ田　佳史 ＰＬＡＮＴ出雲店 出雲市塩冶町１４０８－２ 0853-24-7800 飲食店営業 1 一般食堂 H31.4.15 R7.5.31

310010006 株式会社　ＰＬＡＮＴ 代表取締役　三ツ田　佳史 ＰＬＡＮＴ出雲店（惣菜） 出雲市塩冶町１４０８－２ 0853-24-7800 飲食店営業 3 弁当屋 そうざい H31.4.15 R7.5.31

310010007 株式会社　ＰＬＡＮＴ 代表取締役　三ツ田　佳史 ＰＬＡＮＴ出雲店（魚） 出雲市塩冶町１４０８－２ 0853-24-7800 飲食店営業 3 弁当屋 そうざい H31.4.15 R7.5.31

280010026 珍部　芳裕 出雲丼丸 出雲市塩冶町１４５４－１ 0853-25-8498 飲食店営業 3 弁当屋 H28.4.19 R3.5.31

300010005 竹下　礼子 味の店　めぐみ 出雲市塩冶町１５８３－３ 0853-23-6340 飲食店営業 1 一般食堂 H30.4.13 R5.5.31

298010058 尾添　千里 魚磯 出雲市塩冶町１６９４－６ 0853-23-5930 飲食店営業 2 料理店 仕出し屋 H29.6.1 R4.5.31

280010089 小早川　佳雄 たこやき　よっちゃん
出雲市塩冶町１８０１－８（県
下一円）

0853-21-4883 飲食店営業 特記事項なし H28.10.7 R3.11.30

308015099 飯塚　浩二 天神坂　酒亭　和らび
出雲市塩冶町２０７４　飯国
天神ビル１階

0853-22-8789 飲食店営業 1 一般食堂 H30.12.1 R5.11.30

300010006 山蔭　亮太 ｃａｆｅ　ａｙｕｍｕ 出雲市塩冶町２１１２ 飲食店営業 1 一般食堂 そうざい 仕出し屋 弁当屋 H30.4.19 R5.5.31

288015054 中山　満 うまいもん家　大将 出雲市塩冶町２１１５ 22-0420 飲食店営業 2 一般食堂 仕出し屋 そうざい H28.12.1 R3.11.30

310010063 合同会社　祥瑞 代表社員　張　延強 台湾料理　瑞祥　出雲店 出雲市塩冶町２１１８－１ 0853-21-6008 飲食店営業 1 一般食堂 仕出し屋 R1.10.10 R6.11.30

278010022 株式会社　ウシオ 代表取締役　牛尾　篤史 グッディー医大通店 出雲市塩冶町２１２５－１ 0853-21-2088 飲食店営業 3 そうざい H27.6.1 R3.5.31
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288015056 株式会社　ウシオ 代表取締役　牛尾　篤史 グッディー医大通店 出雲市塩冶町２１２５－１ 0853-21-2088 飲食店営業 3 弁当屋 H28.12.1 R3.11.30

278015072 株式会社　ウシオ 代表取締役　牛尾　篤史 グッディー医大通店 出雲市塩冶町２１２５－１ 0853-21-2088 飲食店営業 3 弁当屋 そうざい H27.12.1 R3.11.30

310010134 株式会社　日京クリエイト 代表取締役　織田　和彦 塩冶事業所 出雲市塩冶町２１３０ 0853-21-2001 飲食店営業 2 一般食堂 R2.3.26 R7.5.31

280010060 須谷　真二 三代目　麺と人 出雲市塩冶町２６７－１ 飲食店営業 1 一般食堂 H28.6.30 R3.11.30

310010116 澄田　司 麺家八兵衛　ＢＥＴＴＡＫＵ 出雲市塩冶町２６７－１ 飲食店営業 1 一般食堂 R2.3.9 R7.5.31

308010175 福田　幸成 福田 出雲市塩冶町５６４－３ 0853-21-0752 飲食店営業 2 仕出し屋 H30.6.1 R5.5.31

288015058 大野　幸雄 風月庵 出雲市塩冶町７６５－２ 21-1597 飲食店営業 1 一般食堂 H28.12.1 R3.11.30

288015059 企業組合　おもひで屋 代表理事　阿部　早苗 蔵カフェ　おもひで屋 出雲市塩冶町７７３ 0853-31-5353 飲食店営業 1 一般食堂 仕出し屋 H28.12.1 R3.11.30

298015060 有限会社　大和 代表取締役　曽田　卓 焼肉　大和 出雲市塩冶町８２６－４ 24-3119 飲食店営業 1 一般食堂 H29.12.1 R4.11.30

280010107 株式会社　中京クッキング 代表取締役　稲垣　宇佐美
介護付有料老人ホーム　出
雲鳳光苑

出雲市塩冶町８７９ 0853-20-1411 飲食店営業 2 一般食堂 H28.11.28 R3.11.30

300010011 株式会社　ファミリーマート 代表取締役　澤田　貴司
ファミリーマート島根大学医学
部附属病院

出雲市塩冶町８９－１ 0853-24-7610 飲食店営業 3 そうざい H30.4.27 R5.5.31

318010219 島根大学生活協同組合 代表理事　松本　一郎
島根大学生活協同組合　医
学部食堂

出雲市塩冶町８９－１ 31-6322 飲食店営業 2 一般食堂 弁当屋 R1.6.1 R7.5.31

20010016 日清医療食品　株式会社 代表取締役　菅井　正一
日清医療食品株式会社　島
根大学医学部附属病院事業
所

出雲市塩冶町８９－１ 0853-30-7035 飲食店営業 2 一般食堂 仕出し屋 R2.6.3 R7.11.30

28015803 中国文教　株式会社 代表取締役　玉木　健三
タリーズコーヒー島根大学医
学部附属病院店

出雲市塩冶町８９－１　１Ｆ 0853-24-7721 飲食店営業 1 一般食堂 仕出し屋 R2.12.1 R8.11.30

288010066 株式会社　中京クッキング 代表取締役　稲垣　宇佐美 お食事・ご休憩処ラパン
出雲市塩冶町８９－１ 島根大
学医学部附属病院２F

0853-20-2178 飲食店営業 2 一般食堂 仕出し屋 H28.6.1 R4.5.31

288010067 株式会社　公善社 代表取締役　足立　辰雄 セレモール公善社 出雲市塩冶町９１１－２ 0853-20-7700 飲食店営業 1 一般食堂 H28.6.1 R4.5.31

288015061 長澤　信明 自家焙煎珈琲　良寛 出雲市塩冶町９６３－１ 0853-23-7966 飲食店営業 1 一般食堂 H28.12.1 R3.11.30

28015699 株式会社　大惣 代表取締役　伊東　弘隆 百菜みなみ店
出雲市塩冶町９９０　ラピタみ
なみ店内

20-7171 飲食店営業 3 弁当屋 そうざい R2.12.1 R8.11.30

28015698 有限会社　ファミリー・フーズ 代表取締役　今岡　厚子 あじさい南店
出雲市塩冶町９９０　ラピタみ
なみ店内

30-1688 飲食店営業 3 弁当屋 そうざい R2.12.1 R7.11.30

300010018 株式会社 ファーストオン 代表取締役　小西　一行 小西珈琲店 出雲市塩冶町９９０－２ 0853-22-7007 飲食店営業 1 一般食堂 H30.5.16 R5.5.31

28010660 ＢＨＡＴＴ　ＪＹＯＴＩ ＰＲＡＳＡＤ リトル　インディア　出雲店
出雲市塩冶有原町１丁目１４
－１

0853-25-2039 飲食店営業 1 一般食堂 R2.6.1 R7.5.31

290010001 野口　広二 トロントセット 出雲市塩冶有原町１丁目２３ 0853-25-7239 飲食店営業 1 一般食堂 仕出し屋 H29.4.6 R4.5.31

300010049 前原　孝志 旬のまいもん　たー房 出雲市塩冶有原町１丁目２７ 飲食店営業 1 一般食堂 仕出し屋 弁当屋 そうざい H30.9.4 R5.11.30

298010061 鄭　泉 焼肉　有原苑
出雲市塩冶有原町１丁目５６
－１

0853-23-7054 飲食店営業 1 一般食堂 H29.6.1 R4.5.31

28010639 有限会社　 ＴＨＩＮＫ＆ＣＯ． 代表取締役　落合　拡朗 ＴＨＥ　ＰＡＲＫ　ＩＺＵＭＯ
出雲市塩冶有原町２丁目１０
－１

0853-25-8735 飲食店営業 2 一般食堂 仕出し屋 R2.6.1 R7.5.31

288010068
株式会社　ＬＰＣホテル＆リ
ゾート

代表取締役　須山　新治 ニューウェルシティ出雲
出雲市塩冶有原町２丁目１５
－１

0853-23-7388 飲食店営業 2 一般食堂 旅館 仕出し屋 弁当屋 そうざい H28.6.1 R3.5.31

288015064 柿原　泰隆 一善
出雲市塩冶有原町２丁目４－
３

21-4983 飲食店営業 2 仕出し屋 一般食堂 H28.12.1 R3.11.30
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318010163 出野　出 まごころ弁当　出雲店 出雲市塩冶有原町３丁目３０ 25-8188 飲食店営業 2 仕出し屋 R1.6.1 R6.5.31

308015072 石川　光雄 洋食屋さん　リーヴェ
出雲市塩冶有原町４丁目６５
－２

21-5569 飲食店営業 2 一般食堂 仕出し屋 H30.12.1 R5.11.30

280010155 株式会社　ハークスレイ 代表取締役　青木　達也 ほっかほっか亭　医大通り店 出雲市塩冶有原町５－４０ 0853-24-8222 飲食店営業 3 弁当屋 そうざい 仕出し屋 H29.3.31 R4.5.31

318015212 有限会社　堀商会 代表取締役　堀　秀満 ローソン出雲塩冶有原店 出雲市塩冶有原町５丁目３９ 22-1837 飲食店営業 3 そうざい 弁当屋 R1.12.1 R7.11.30

28010656 妹尾　幹次 紫陽彩 出雲市塩冶有原町５丁目４ 0853-22-7300 飲食店営業 1 一般食堂 R2.6.1 R7.5.31

28015738 妹尾　幹次 紫陽彩
出雲市塩冶有原町５丁目４
（県下一円）

飲食店営業 特記事項なし R2.12.1 R7.11.30

288015066 下境　友幸 ほっかほっか亭医大通り店 出雲市塩冶有原町５丁目４０ 0853-24-8222 飲食店営業 3 弁当屋 仕出し屋 そうざい H28.12.1 R3.11.30

28010661 岩宮　尚美 ラウンジ　スマイル 出雲市塩冶有原町５丁目４７ 0853-25-2598 飲食店営業 1 一般食堂 R2.6.1 R7.5.31

288010070 畑　真二 まるまる酒場 出雲市塩冶有原町５丁目５１ 飲食店営業 1 一般食堂 H28.6.1 R3.5.31

310010001 園山　武志 久沙
出雲市塩冶有原町５丁目５１
三谷ビル１Ｆ

0853-23-2711 飲食店営業 1 一般食堂 H31.4.3 R6.5.31

28010602 有限会社　當江フーヅ 代表取締役　當江　武一
スパゲティハウス　ＭＡＣＫＹ
プリアンゼ

出雲市塩冶有原町６丁目５０ 25-0025 飲食店営業 1 一般食堂 仕出し屋 R2.6.1 R7.5.31

298015161 園山　繁 園山旅館 出雲市奥宇賀町９０６－３ 66-0007 飲食店営業 2 旅館 一般食堂 仕出し屋 H29.12.1 R4.11.30

310010052 有限会社　永和グループ 代表取締役　永瀬　正和 だんだんみずほ 出雲市岡田町１３６－４ 0853-25-8477 飲食店営業 2 一般食堂 R1.8.22 R6.11.30

280010090
株式会社 シン・コーポレー
ション

代表取締役　加藤　伸司 カラオケＢａｎＢａｎ出雲北店 出雲市荻杼町２７０－２ 0853-27-9211 飲食店営業 1 一般食堂 H28.10.7 R3.11.30

298010052 阿部　督枝 大阪ホルモン艶炭火焼 出雲市荻杼町４７０－３ 0853-21-8837 飲食店営業 1 一般食堂 H29.6.1 R4.5.31

300010094 山本　成美 ローソン出雲荻杼町 出雲市荻杼町４７４ 0853-31-9316 飲食店営業 3 弁当屋 そうざい H30.12.10 R6.5.31

300010036 山根　幸子 カラオケ喫茶　キング 出雲市荻杼町４９０－１ 0853-25-8802 飲食店営業 1 一般食堂 H30.7.10 R5.11.30

20010002 松本　正治 だるま屋 出雲市荻杼町４９０－１ 飲食店営業 1 一般食堂 R2.4.6 R7.5.31

290010021 村井　政寛 おばんざい屋ＷＡＩＷＡＩ 出雲市荻杼町４９２－１ 飲食店営業 1 一般食堂 H29.5.30 R4.5.31

288010047 長崎　十三 富貴寿し 出雲市荻杼町５５５－２ 0853-23-2768 飲食店営業 2 すし屋 H28.6.1 R3.5.31

308010183 福田　百合子 月うさぎ 出雲市荻杼町６８－１ 23-6062 飲食店営業 1 一般食堂 H30.6.1 R5.5.31

298010103 今岡　安子 民宿いまおか 出雲市乙立町１１４２－５ 0853-45-0018 飲食店営業 2 旅館 H29.6.1 R4.5.31

28015702 有限会社　立久恵温泉 代表取締役　高橋　和久 御所覧場 出雲市乙立町５２６９ 0853-45-0211 飲食店営業 2 旅館 料理店 R2.12.1 R7.11.30

318015155 有限会社　立久恵温泉 代表取締役　　高橋　和久 御所覧場 出雲市乙立町５２６９ 45-0211 飲食店営業 1 一般食堂 R1.12.1 R6.11.30

308015074 有限会社　立久恵観光ホテル 代表取締役　有藤　悦郎 八光園 出雲市乙立町５２７３－８ 45-0121 飲食店営業 2 旅館 一般食堂 料理店 H30.12.1 R6.11.30

20010061 妹尾　幹次 紫路彩
出雲市下横町３０２（県下一
円）

飲食店営業 特記事項なし R2.11.10 R7.11.30

290010066 鍬田　将樹 ワンエス
出雲市下横町３４４（県下一
円）

飲食店営業 特記事項なし H29.10.2 R4.11.30
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310010065 三原　梨恵子 ｆｏｒｅｓｔ　Ｃａｆｅ
出雲市下横町３６９－１１（県
下一円）

飲食店営業 特記事項なし R1.10.11 R6.11.30

288015071 高見　辰男 白樺食堂 出雲市下古志町１１５８－３ 23-3609 飲食店営業 1 一般食堂 仕出し屋 H28.12.1 R3.11.30

308010189 株式会社　エスティック 代表取締役　中筋　雄三 喫茶「ともだち」
出雲市下古志町１５７４－４
島根県立こころの医療センタ
－内

0853-22-1221 飲食店営業 1 一般食堂 H30.6.1 R5.5.31

310010076 株式会社　ロ－ソン 代表取締役　竹増　貞信 ローソン出雲下古志店 出雲市下古志町６８６－１ 0853-38-1733 飲食店営業 3 そうざい 弁当屋 R1.10.30 R6.11.30

298015071 竹田　君江 居酒屋　ときわ 出雲市下古志町７９０－７ 23-6252 飲食店営業 1 一般食堂 H29.12.1 R4.11.30

298015162 高橋　行男 中屋 出雲市河下町１５６１－５ 66-1063 飲食店営業 2 旅館 仕出し屋 一般食堂 H29.12.1 R4.11.30

288015119 田中　寛美 田中旅館 出雲市河下町２０５－４ 66-0004 飲食店営業 2 旅館 仕出し屋 H28.12.1 R3.11.30

28015708 有限会社　料亭たわら 代表取締役　俵　輝子 有限会社　料亭たわら 出雲市古志町１０２６－４ 0853-21-3597 飲食店営業 2 料理店 一般食堂 仕出し屋 R2.12.1 R7.11.30

28015709 有限会社　料亭たわら 代表取締役　俵　輝子
有限会社　料亭たわら（琴川
亭）

出雲市古志町１０３１－４ 0853-21-3597 飲食店営業 2 料理店 R2.12.1 R7.11.30

28015761 株式会社　勝部屋 代表取締役　入江　紀久男 （株）勝部屋　古志店
出雲市古志町１０５２　藤増ス
トア－古志店内

0853-23-1129 飲食店営業 2 弁当屋 R2.12.1 R7.11.30

280010116 伊藤　則子 ｍａｍａｎａ 出雲市古志町２６８２ 0853-77-4261 飲食店営業 1 一般食堂 H28.12.26 R4.5.31

300010020 伊藤　則子 ｍａｍａｎａ
出雲市古志町２６８２（県下一
円）

飲食店営業 特記事項なし H30.5.30 R5.5.31

308010156 今井　眞澄 うどん屋 出雲市古志町９９２ 21-1164 飲食店営業 2 料理店 仕出し屋 H30.6.1 R5.5.31

288010216 細木　博治 鈴屋
出雲市湖陵町差海１８７６－
４

0853-43-2082 飲食店営業 1 一般食堂 仕出し屋 H28.6.1 R3.5.31

288010217 株式会社　ぱるうあ出雲 代表取締役　左近　尚子 ぱるうあ出雲 出雲市湖陵町差海２８７ 0853-43-7135 飲食店営業 1 旅館 H28.6.1 R4.5.31

280010136 サン・イン・ハート　株式会社 代表取締役　立花　輝夫 ローソン湖陵店 出雲市湖陵町差海３８５－１ 0853-43-3730 飲食店営業 3 弁当屋 そうざい H29.2.27 R4.5.31

310010119 石田　穂高 相撲食堂　ちゃんこちゃん
出雲市湖陵町差海４６７－１
（県下一円）

飲食店営業 特記事項なし R2.3.11 R7.5.31

28015816
有限会社　 ＪＡいずもアグリ
マート

代表取締役　影山　卓也
ファミリーマート　ＪＡいずも湖
陵

出雲市湖陵町差海７１０－１ 0853-43-7660 飲食店営業 3 そうざい 弁当屋 R2.12.1 R7.11.30

280010046 神田　潤 クチーナ・バッカーノ 出雲市湖陵町差海７７－１ 0853-43-2223 飲食店営業 2 一般食堂 H28.5.19 R3.5.31

28010627 有限会社　エル珈琲 代表取締役　三原　敏郎 エル　カフェ 出雲市湖陵町差海７８－１ 0853-43-2107 飲食店営業 1 一般食堂 R2.6.1 R7.5.31

310010128
特定非営利活動法人 河南は
つらつセンター

理事　安達　征夫 あおぞら 出雲市湖陵町三部６１５－５ 0853-43-2035 飲食店営業 1 一般食堂 R2.3.23 R7.5.31

308015090
ネクスト・ゴルフ・マネジメント
株式会社

代表取締役　望月　智洋
いづも大社カントリークラブ
レストラン

出雲市湖陵町大池１９４４ 0853-43-2110 飲食店営業 1 一般食堂 H30.12.1 R6.11.30

310010023 株式会社　丸三 代表取締役　羽手原　勉 湖畔の温泉宿くにびき 出雲市湖陵町二部１２３０ 0853-43-2211 飲食店営業 2 一般食堂 旅館 仕出し屋 弁当屋 そうざい R1.5.23 R6.5.31

288015176 株式会社　神西湖観光 代表取締役　糸賀　忠夫 株式会社　神西湖観光 出雲市湖陵町二部１２３０ 飲食店営業 特記事項なし H28.12.1 R3.11.30

318015169 和田　京子 住めば宮古
出雲市湖陵町二部１２７２－
１

43-3109 飲食店営業 1 一般食堂 R1.12.1 R6.11.30

298015211 緒方　功 フレンド 出雲市湖陵町板津３０８－１ 43-2359 飲食店営業 1 一般食堂 H29.12.1 R4.11.30

318015232 有限会社　かつ楽 代表取締役　柳楽　康雄 楽市カルビ 出雲市江田町１９４－５ 23-2580 飲食店営業 1 一般食堂 R1.12.1 R6.11.30
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318010185 有限会社　かつ楽 代表取締役　柳楽　康雄 カフェ　ピアーチェ 出雲市江田町１９５ 30-7533 飲食店営業 1 一般食堂 R1.6.1 R6.5.31

288010099 柳楽　康雄 かつ楽 出雲市江田町１９６ 0853-25-3200 飲食店営業 1 一般食堂 H28.6.1 R3.5.31

28010595 ウオクニ　株式会社 代表取締役　野々村　充教 中国電力（株）江田寮 出雲市江田町２７４－１ 0853-22-2198 飲食店営業 2 一般食堂 R2.6.1 R8.5.31

290010012 株式会社　公善社 代表取締役　足立　辰雄 セレモール浜山 出雲市江田町８０ 0853-31-9377 飲食店営業 4 特記事項なし H29.5.11 R4.5.31

318010223 影山　晃広 Ｃａｆｅ　ｓａｋｕｒａ 出雲市江田町８３－２ 0853-31-6676 飲食店営業 1 一般食堂 R1.6.1 R6.5.31

300010108 サン・イン・ハート　株式会社 代表取締役　立花　輝夫 ローソン出雲江田店 出雲市江田町８７－１ 0853-23-2988 飲食店営業 3 そうざい 弁当屋 H31.1.29 R6.5.31

298015093 石川　武夫 さむらい 出雲市荒茅町１８６７－１ 28-0708 飲食店営業 2 一般食堂 仕出し屋 H29.12.1 R4.11.30

290010046 宇京　修司 しごと三昧
出雲市荒茅町２５８３（県下一
円）

飲食店営業 特記事項なし H29.8.8 R4.11.30

300010033 サン・イン・ハート　株式会社 代表取締役　立花　輝夫 ローソン　出雲荒茅店 出雲市荒茅町３３３５－１ 0853-28-3518 飲食店営業 1 一般食堂 弁当屋 そうざい H30.6.28 R5.11.30

280010003 株式会社　ホーユー 代表取締役　山浦　芳樹
島根県立東部高等技術校
寄宿舎　食堂

出雲市荒茅町３３４１－１ 0853-28-2735 飲食店営業 2 一般食堂 H28.4.5 R3.5.31

288010091 曽田　健次 辰味 出雲市荒茅町８５４－３ 0853-28-1246 飲食店営業 2 仕出し屋 一般食堂 料理店 H28.6.1 R3.5.31

298010099 長﨑　のり子 カラオケ喫茶　プチベリー 出雲市高岡町１２３６－１ 0853-23-6385 飲食店営業 1 一般食堂 H29.6.1 R4.5.31

28015801 有限会社　米川 代表取締役　米川　祐介 タリーズコーヒー 出雲市高岡町１２３７－１ 0853-20-0961 飲食店営業 1 一般食堂 R2.12.1 R7.11.30

288010110 有限会社　ファミリー・フーズ 代表取締役　今岡　厚子 あじさい　きた店 出雲市高岡町１２７９－１ 0853-24-3010 飲食店営業 2 仕出し屋 弁当屋 そうざい H28.6.1 R3.5.31

298015122 有限会社　日本海 代表取締役　加田　義憲 まわるすし　日本海 出雲市高岡町３９８ 21-7272 飲食店営業 2 すし屋 弁当屋 仕出し屋 H29.12.1 R4.11.30

290010107
有限会社　 ＪＡいずもアグリ
マート

代表取締役　影山　卓也
ファミリーマート　ＪＡいずも高
岡店

出雲市高岡町４１０－１ 0853-24-8520 飲食店営業 3 そうざい H30.3.20 R5.5.31

28015759 有限会社　アグス 代表取締役　徳田　泰幸 メンファン出雲店
出雲市高岡町４１８－１　他１
６筆

0853-23-7737 飲食店営業 1 一般食堂 R2.12.1 R7.11.30

308015085 株式会社　すき家 代表取締役　小川　一政 すき家　出雲高岡店 出雲市高岡町５４０－１ 21-6086 飲食店営業 1 一般食堂 H30.12.1 R5.11.30

290010094 澄田　司 麺家　八兵衛 出雲市高岡町５６４－１ 0853-77-4152 飲食店営業 2 一般食堂 仕出し屋 弁当屋 H30.1.30 R5.5.31

308010220 池田　明繁 ヴルーテ 出雲市高岡町５９５－１ 0853-23-3598 飲食店営業 2 一般食堂 仕出し屋 弁当屋 H30.6.1 R5.5.31

280010131 藤原　容子 お食事処　ひろと 出雲市高松町１２１５－３０ 0853-22-4783 飲食店営業 1 一般食堂 H29.2.2 R4.5.31

310010016 田中　裕稀 たこ焼　たこちゃん 出雲市高松町１２２７－１８ 飲食店営業 3 特記事項なし H31.4.26 R6.5.31

300010040 香川　勝美 あ・うん 出雲市高松町１５１３－１０ 0853-28-2668 飲食店営業 1 一般食堂 仕出し屋 H30.7.23 R5.11.30

318015221 小村　フサコ 小村商店
出雲市高松町１５８３－１（県
下一円）

飲食店営業 特記事項なし R1.12.1 R6.11.30

288010094 須谷　キミエ 三鈴 出雲市高松町１８４４－３ 0853-28-0647 飲食店営業 1 一般食堂 仕出し屋 H28.6.1 R3.5.31

20010057 有限会社　田中屋 取締役　田中　佳代子 田中屋 出雲市高松町３２７－１ 0853-28-2319 飲食店営業 2 一般食堂 仕出し屋 弁当屋 そうざい R2.11.2 R7.11.30

298015110 錦織　勉 美味小家 出雲市高松町５７０ 飲食店営業 1 一般食堂 H29.12.1 R4.11.30
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28015706 株式会社　大惣 代表取締役　伊東　弘隆 株式会社　大惣 出雲市高松町６３９－１ 28-1551 飲食店営業 2 弁当屋 仕出し屋 R2.12.1 R8.11.30

298010139 常松　佳史 つねまつ 出雲市国富町４４７ 63-2849 飲食店営業 2 仕出し屋 一般食堂 弁当屋 H29.6.1 R4.5.31

28010658 門脇　奈津子 紡 出雲市国富町５４４－７ 飲食店営業 1 一般食堂 R2.6.1 R7.5.31

288010149 福間　礼二 喫茶　マチエール 出雲市国富町７６２－２ 0853-63-3961 飲食店営業 1 一般食堂 H28.6.1 R3.5.31

290010041 片山　伸治 ローソン出雲国富店 出雲市国富町８０６ 0853-63-5252 飲食店営業 3 そうざい H29.8.1 R4.11.30

318015224 島根県農業協同組合 代表理事　石川　寿樹 ＪＡしまね出雲地区本部
出雲市今市町１０６－１（県下
一円）

0853-23-3311 飲食店営業 特記事項なし R1.12.1 R6.11.30

28015789 島根県農業協同組合 代表理事　石川　寿樹
ＪＡしまね出雲地区本部２号
店

出雲市今市町１０６－１（県下
一円）

0853-21-6013 飲食店営業 特記事項なし R2.12.1 R7.11.30

288015096 島根県農業協同組合 代表理事　石川　寿樹
ＪＡしまね出雲地区本部４号
店

出雲市今市町１０６－１（県下
一円）

21-6013 飲食店営業 特記事項なし H28.12.1 R3.11.30

28015700 有限会社　市松天 代表取締役　三次　博樹 有限会社　市松天 出雲市今市町１２０ 0853-21-5763 飲食店営業 1 一般食堂 R2.12.1 R7.11.30

308015109 隅田　輝子 居酒屋　輝笑 出雲市今市町１２０－１ 飲食店営業 1 一般食堂 H30.12.1 R5.11.30

290010023 伊藤　幸子 白虎 出雲市今市町１２０－１２ 0853-21-5625 飲食店営業 1 一般食堂 H29.6.6 R4.11.30

288015001 今吉　康之 粉家　こん吉堂 出雲市今市町１２０－２ 30-1909 飲食店営業 1 一般食堂 仕出し屋 弁当屋 そうざい H28.12.1 R3.11.30

20010040 今吉　康之 粉家　こん吉堂
出雲市今市町１２０－２（県下
一円）

飲食店営業 特記事項なし R2.8.27 R7.11.30

300010122 清原　恵 會安食堂 出雲市今市町１２０３－３５ 飲食店営業 1 一般食堂 弁当屋 仕出し屋 H31.3.12 R6.5.31

308015111 橋本　津由子 おうちごはん　ｃａｆｅ まめはな 出雲市今市町１２０－６ 0853-21-7687 飲食店営業 1 一般食堂 そうざい H30.12.1 R5.11.30

300010070 長尾　康平 ＦＡＩＲＹ　ＴＡＩＬ
出雲市今市町１２５１－１　富
田ビル１Ｆ

飲食店営業 1 一般食堂 H30.10.8 R5.11.30

28015796 有地　圭子 ハピー 出雲市今市町１２５９ 0853-21-1323 飲食店営業 1 一般食堂 R2.12.1 R7.11.30

28015714 永田　明美 あけみ 出雲市今市町１２５９－１０ 0853-22-6329 飲食店営業 1 一般食堂 R2.12.1 R7.11.30

288010003 岩田　護子 こまどり 出雲市今市町１２５９－１１ 0853-23-7257 飲食店営業 1 一般食堂 H28.6.1 R3.5.31

310010126 有限会社　プラックス 代表取締役　髙橋　健二 イタリアン酒場　肉処　ももい
出雲市今市町１２５９－１７
１Ｆ

0853-25-8787 飲食店営業 1 一般食堂 R2.3.23 R7.5.31

300010078 有限会社　藤増 代表取締役　藤江　信賢 鉄板地鶏・焼肉の藤増 出雲市今市町１２６１－１２ 飲食店営業 1 一般食堂 H30.11.1 R5.11.30

300010043
エリアワンエンタープライズ
株式会社

代表取締役　岡　新之助 ホテルエリアワン出雲 出雲市今市町１２６１－２３ 0853-24-2766 飲食店営業 1 旅館 H30.9.1 R5.11.30

308015149 藤原　幸子 スナック　ボギー 出雲市今市町１２６１－６ 21-7253 飲食店営業 1 一般食堂 H30.12.1 R5.11.30

270010113 藤原　幸子 木屋 出雲市今市町１２６１－６　２Ｆ 0853-21-7253 飲食店営業 1 一般食堂 H28.3.3 R3.5.31

318015249 芝田　光治 ＴＥＴＳＵ 出雲市今市町１２６３－１５ 飲食店営業 1 一般食堂 R1.12.1 R6.11.30

298010002 井田　裕司 和 出雲市今市町１２６３－２ 21-3382 飲食店営業 1 一般食堂 H29.6.1 R4.5.31

280010072 兼　利幸 中華　南 出雲市今市町１２６３－７ 飲食店営業 1 一般食堂 H28.8.12 R3.11.30
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310010035 岡野　義幸 壱香庵 出雲市今市町１２６４ 0853-77-7845 飲食店営業 1 一般食堂 仕出し屋 弁当屋 R1.6.18 R6.11.30

300010010 有限会社　ニチデン 代表取締役　常松　真奈美 エスターテ
出雲市今市町１２６４－４　中
村ビル１Ｆ

0853-21-5533 飲食店営業 1 一般食堂 H30.4.27 R5.5.31

28015783 モリアルニ　ヴァルモリア ナターシャ
出雲市今市町１２６４－４　中
村ビル２Ｆ

飲食店営業 1 一般食堂 R2.12.1 R8.11.30

298015002 嘉本　克志 スナック咲 出雲市今市町１２６４－９ 22-6688 飲食店営業 1 一般食堂 H29.12.1 R4.11.30

288010004 坂根　秀夫 ＣＨＡＫＡ 出雲市今市町１２６５ 0853-23-7424 飲食店営業 1 一般食堂 H28.6.1 R3.5.31

28015715 有限会社　とんき 代表取締役　勝部　和人 とんき 出雲市今市町１２６６－２ 0853-21-4395 飲食店営業 1 一般食堂 R2.12.1 R7.11.30

28015713 深石　政人 スタンド　翠泉 出雲市今市町１２６６－３ 0853-21-2464 飲食店営業 1 一般食堂 R2.12.1 R7.11.30

288010005 讃岐　ちよえ 酒房　このみ 出雲市今市町１２６７ 0853-24-2425 飲食店営業 1 一般食堂 H28.6.1 R3.5.31

290010030 常松　華栄 餃子屋 出雲市今市町１２６８－６ 0853-22-5053 飲食店営業 1 一般食堂 そうざい H29.6.22 R4.11.30

298010003 前島　眞一 カフェレスト　桂 出雲市今市町１２６９－１ 22-6508 飲食店営業 2 一般食堂 仕出し屋 H29.6.1 R4.5.31

280010078 中島　千枝 Ｂａｒ　ｃａｔ’ｓ　ｐａｗ 出雲市今市町１２７１ 0853-22-6522 飲食店営業 1 一般食堂 H28.8.30 R3.11.30

318010204 矢田　美藤子 宴 出雲市今市町１２７１ 22-6456 飲食店営業 1 一般食堂 R1.6.1 R6.5.31

28015758 清水　富子 お好み焼　しの 出雲市今市町１２７１－１０ 0853-23-3292 飲食店営業 1 一般食堂 R2.12.1 R7.11.30

308015129 有限会社　日本海 代表取締役　加田　義憲 居酒屋　のどぐろ日本海 出雲市今市町１２７１－５ 0853-21-8686 飲食店営業 1 一般食堂 H30.12.1 R5.11.30

298015003 坂本　大吉 スナック　来夢音 出雲市今市町１２７３ 21-5611 飲食店営業 1 一般食堂 H29.12.1 R4.11.30

288010006 三本　義久 よしき寿司 出雲市今市町１２７３ 0853-21-2181 飲食店営業 1 すし屋 H28.6.1 R3.5.31

288010007 長廻　久雄 久鶴 出雲市今市町１２７３ 0853-23-2801 飲食店営業 1 一般食堂 H28.6.1 R3.5.31

20010042 木村　英太 888 出雲市今市町１２７３ 0853-31-9938 飲食店営業 1 一般食堂 R2.9.3 R7.11.30

300010030 立脇　亮 Ｓｈｅ’ｓ 出雲市今市町１２７３ 0853-24-7120 飲食店営業 1 一般食堂 H30.6.25 R5.11.30

308015095 黒田　久美子 華也 出雲市今市町１２７４ 21-3663 飲食店営業 1 一般食堂 H30.12.1 R5.11.30

288015006 山田　喜美代 お食事処　縁 出雲市今市町１２７４ 21-9050 飲食店営業 1 一般食堂 H28.12.1 R3.11.30

270010097 飯塚　千代美 喜和 出雲市今市町１２７４ 0853-22-6348 飲食店営業 1 一般食堂 H27.12.11 R3.5.31

298015004 北野　春樹 居酒屋　喜多乃 出雲市今市町１２７４ 22-0015 飲食店営業 1 一般食堂 H29.12.1 R4.11.30

318010176 有限会社　正和 代表取締役　佐藤　正一 ＧＹＲＯ
出雲市今市町１２７４　ＳＴビ
ル２Ｆ

31-6577 飲食店営業 2 一般食堂 R1.6.1 R6.5.31

318015180 山内　博司 Ｒｉｓｅ
出雲市今市町１２７４－１　Ｓ
Ｔビル　１Ｆ

0853-21-6822 飲食店営業 1 一般食堂 R1.12.1 R7.11.30

298015005
ＭＵＲＡＭＯＴＯ ＡＳＴＥＲ　ＮＡ
ＣＯＲ

パッション
出雲市今市町１２７４－１ ＳＴ
ビル１Ｆ

0853-22-8433 飲食店営業 1 一般食堂 H29.12.1 R5.11.30

290010070 井上　修二 鶏の子 出雲市今市町１２７４－２ 0853-27-9980 飲食店営業 1 一般食堂 H29.10.6 R4.11.30
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318015192 山本　玉芬 楽 出雲市今市町１２７４－２ 23-7280 飲食店営業 1 一般食堂 R1.12.1 R6.11.30

310010020 大西　幸子 キッチン　さくら 出雲市今市町１２７４－２ 飲食店営業 1 一般食堂 R1.5.17 R6.5.31

290010113 土井豆　登 Ｅｓｓｅ 出雲市今市町１２７４－２ 飲食店営業 1 一般食堂 H30.3.28 R5.5.31

28015766 藤田　祥子 祥
出雲市今市町１２７４－７　Ｍ
ビル１Ｆ

0853-24-0001 飲食店営業 1 一般食堂 R2.12.1 R8.11.30

298010004 鈴木　紀子 スナック　ダンジュ
出雲市今市町１２７４－７　Ｍ
ビル１Ｆ

21-6766 飲食店営業 1 一般食堂 H29.6.1 R4.5.31

288010009 玉木　真由美 スナック　Ｅｒｉ　－エリ－
出雲市今市町１２７４－７　Ｍ
ビル２Ｆ

0853-30-1050 飲食店営業 1 一般食堂 H28.6.1 R4.5.31

318015161 松下　明美 スナック　ペガサス
出雲市今市町１２７４－７　Ｍ
ビル２Ｆ

0853-23-1948 飲食店営業 1 一般食堂 R1.12.1 R7.11.30

298015006 伊藤　裕二 トリコロール 出雲市今市町１２７７－７ 飲食店営業 1 一般食堂 H29.12.1 R4.11.30

290010029 宇賀　満康 ＶＥＬＥＮＯ 出雲市今市町１２８３－３ 飲食店営業 1 一般食堂 H29.6.20 R4.11.30

310010055 持田　健太 ベストテン 出雲市今市町１２８３－３ 飲食店営業 1 一般食堂 R1.9.10 R6.11.30

28015786 岡本　侑姫 Ｊａｓｍｉｎｅ 出雲市今市町１２８４－４ 0853-22-7430 飲食店営業 1 一般食堂 R2.12.1 R7.11.30

280010043 青木　真理子 スナック　真理 出雲市今市町１２８９ 0853-25-1617 飲食店営業 1 一般食堂 H28.5.16 R3.5.31

318010187 竹下　茂子 竹 出雲市今市町１２９１ 0853-24-3613 飲食店営業 1 一般食堂 R1.6.1 R6.5.31

310010130 青木　沙織 Ｓａｋｕ 出雲市今市町１２９１－１ 飲食店営業 1 一般食堂 R2.3.25 R7.5.31

290010022 長岡　淳子 Ｊ 出雲市今市町１２９１－１ 飲食店営業 1 一般食堂 H29.5.30 R4.5.31

288010010 吉永　千鶴子 スナック　凜 出雲市今市町１２９１－２ 0853-23-8140 飲食店営業 1 一般食堂 H28.6.1 R3.5.31

298015007 山根　みなこ ＫＥＮ’Ｓ　ＢＯＸ 出雲市今市町１２９１－２ 0853-24-2816 飲食店営業 1 一般食堂 H29.12.1 R4.11.30

308010298 小玉　隆 蔵人 出雲市今市町１２９４ 21-1875 飲食店営業 1 一般食堂 H30.6.1 R5.5.31

298010005 髙島　啓 ピーチ・ピット 出雲市今市町１２９７ 23-7297 飲食店営業 1 一般食堂 H29.6.1 R4.5.31

270010103 小田原　綾香 ｐｅｃｈｅ 出雲市今市町１２９７　２Ｆ 0853-25-3105 飲食店営業 1 一般食堂 H28.1.19 R3.5.31

28015813 桑原　君恵 スナック　グリーン 出雲市今市町１２９９ 22-6450 飲食店営業 1 一般食堂 R2.12.1 R8.11.30

288010011 藤間　榮子 五郎八 出雲市今市町１２９９ 0853-21-1543 飲食店営業 2 一般食堂 料理店 H28.6.1 R3.5.31

318010154 内藤　純子 藤 出雲市今市町１３００ 0853-25-9050 飲食店営業 1 一般食堂 R1.6.1 R6.5.31

270010112 株式会社　ＹＡＭＡＮＥ 代表取締役　山根　俊二 やきとり家　すみれ　出雲店 出雲市今市町１３０７ 0853-25-8866 飲食店営業 1 一般食堂 H28.2.29 R3.5.31

318010237 原田　明美 からおけ屋　ナイトメア 出雲市今市町１３０７ 23-3733 飲食店営業 1 一般食堂 R1.6.1 R6.5.31

28015763 秦野　伸子 のんちゃん
出雲市今市町１３０７　初みビ
ル２Ｆ

0853-23-6363 飲食店営業 1 一般食堂 R2.12.1 R7.11.30

28015760 吉田　佐恵子 スナック　チープ 出雲市今市町１３０７－２ 飲食店営業 1 一般食堂 R2.12.1 R7.11.30
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28010653 矢田　賢治 一番星 出雲市今市町１３０７－２ 0853-25-8363 飲食店営業 1 一般食堂 R2.6.1 R7.5.31

310010014 株式会社　アイカラー 代表取締役　塩見　真紀子 一凜
出雲市今市町１３０７－２
佐々木テナント１階２号室

0853-25-7598 飲食店営業 1 一般食堂 H31.4.23 R6.5.31

290010039 景山　美紀 空海 出雲市今市町１３０８－１ 飲食店営業 1 一般食堂 H29.7.19 R4.11.30

288015204 小松　正寛 スナック　家紋 出雲市今市町１３０８－１ 0853-22-6419 飲食店営業 1 一般食堂 H28.12.1 R3.11.30

300010071 日下　文登 ＢＬＵＥ　ＢＥＡＲ 出雲市今市町１３０８－１ 飲食店営業 1 一般食堂 H30.10.8 R5.11.30

318015231 末永　真希子 ラプラス 出雲市今市町１３０９ 24-2889 飲食店営業 1 一般食堂 R1.12.1 R7.11.30

300010079 久保田　賢輔 リデーレ
出雲市今市町１３０９　持田ビ
ル１Ｆ

飲食店営業 1 一般食堂 H30.11.2 R5.11.30

270010117 桐谷　直美 まごころ
出雲市今市町１３０９　持田ビ
ル１Ｆ

飲食店営業 1 一般食堂 H28.3.18 R3.5.31

280010098 山根　弘也 Ｆａｔｅ
出雲市今市町１３０９　持田ビ
ル１Ｆ

飲食店営業 1 一般食堂 H28.11.7 R3.11.30

308010158 多久　一治 スナック　むーみん
出雲市今市町１３０９　持田ビ
ル１Ｆ

23-0820 飲食店営業 1 一般食堂 H30.6.1 R5.5.31

318010195 篠原　利信 ＷＥ
出雲市今市町１３０９　持田ビ
ル２Ｆ

0853-21-2122 飲食店営業 1 一般食堂 R1.6.1 R7.5.31

310010138 長﨑　修平 らうんじ　つき
出雲市今市町１３０９　持田ビ
ル２Ｆ

0853-24-1715 飲食店営業 1 一般食堂 R2.3.27 R7.5.31

318015164 林　明男 ＪＵＩＣＥ
出雲市今市町１３０９　神田ビ
ル

24-2010 飲食店営業 1 一般食堂 R1.12.1 R7.11.30

318010162 清水　保重 酒と肴おかん 出雲市今市町１３０９－１ 0853-23-1990 飲食店営業 1 一般食堂 R1.6.1 R6.5.31

318010178 株式会社　リーバン 代表取締役　大谷　訓 ｌｏｕｎｇｅ　ＮＥＯ
出雲市今市町１３０９－１　大
田ビル１Ｆ

0853-23-1978 飲食店営業 1 一般食堂 R1.6.1 R6.5.31

310010135 園山　光祥
ＮＩＧＨＴ　ＬＯＵＮＧＥ　ＴＳＵＢ
ＡＫＩ

出雲市今市町１３１０－１０
１Ｆ　ビ－アイテナント

0853-23-8844 飲食店営業 1 一般食堂 R2.3.27 R7.5.31

310010102 山根　里美 ＳＥＲＩＫＡ
出雲市今市町１３１０－１０
テナントＢ２Ｆ

飲食店営業 1 一般食堂 R1.12.13 R7.5.31

298015009 神谷　典子 つたや 出雲市今市町１３１０－１１ 21-1068 飲食店営業 1 一般食堂 H29.12.1 R4.11.30

318015214 林　真太郎 わや
出雲市今市町１３１０－４　白
銀ビル１Ｆ

0853-23-3266 飲食店営業 1 一般食堂 仕出し屋 弁当屋 そうざい R1.12.1 R7.11.30

288010012 和田森　信敏 スナック　シルキー
出雲市今市町１３１０－４　白
銀ビル１Ｆ

0853-22-0939 飲食店営業 1 一般食堂 H28.6.1 R3.5.31

298015010 深田　静子 すなっく華（はな）
出雲市今市町１３１０－４　白
銀ビル２Ｆ

23-1984 飲食店営業 1 一般食堂 H29.12.1 R4.11.30

310010008 土江　恭子 Ｋｙｏｋｏ
出雲市今市町１３１０－４　白
銀ビル２Ｆ

0853-21-7660 飲食店営業 1 一般食堂 H31.4.15 R6.5.31

28015695 福間　健治 Ｒｅｖｏｌ－Ｂａｒ 出雲市今市町１３１０－５ 0853-21-5552 飲食店営業 1 一般食堂 R2.12.1 R7.11.30

278010101 有限会社　エンゼル 代表取締役　安達　貴仁 グランドパブ　エンゼル 出雲市今市町１３１０－６ 22-6476 飲食店営業 1 一般食堂 H27.6.1 R3.5.31

288015008 安達　慎仁 ＲＵＤＯ
出雲市今市町１３１０－６　安
達ビル２Ｆ

0853-21-8021 飲食店営業 1 一般食堂 H28.12.1 R3.11.30

28010662 佐々木　忠則 ラウンジ　ひめ
出雲市今市町１３１０－６　安
達ビル２Ｆ

0853-24-3781 飲食店営業 1 一般食堂 R2.6.1 R8.5.31

28015752 石橋　智恵 いざっく杏樹
出雲市今市町１３１０－６　安
達ビル２Ｆ

0853-23-5807 飲食店営業 1 一般食堂 R2.12.1 R8.11.30
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288010014 青木　昌実 青木屋 出雲市今市町１３１０－７ 0853-22-5557 飲食店営業 1 一般食堂 H28.6.1 R4.5.31

310010088 濱田　祐太郎 ＴＩＡ
出雲市今市町１３１０－７　Ｊ
ＯＹＨＯＵＳＥ２Ｆ

飲食店営業 1 一般食堂 R1.11.20 R6.11.30

310010071 株式会社　てんてん亭 代表取締役　山﨑　亮 四季味処　てんてん亭 出雲市今市町１３１０－９ 0853-21-2050 飲食店営業 2 一般食堂 仕出し屋 弁当屋 そうざい R1.10.25 R6.11.30

298010007 大田　武士
Ｂａｒ　Ｗａｙｎｅ～バーウェイン
～

出雲市今市町１３１１ 23-6788 飲食店営業 1 一般食堂 H29.6.1 R4.5.31

308015143 宍戸　エレナ プース・カフェ
出雲市今市町１３１１ （ＭＡＴ
ＳＵＯ　ＢＩＬＬ２Ｆ）

21-9317 飲食店営業 1 一般食堂 H30.12.1 R6.11.30

28010611 岡垣　静子 すなっく　静
出雲市今市町１３１１ ＭＡＴＳ
ＵＯ・ＢＩＬＬ　２Ｆ

23-6666 飲食店営業 1 一般食堂 R2.6.1 R8.5.31

28015750 園山　恵子 スナック　いこい
出雲市今市町１３１１　松尾ビ
ル１Ｆ

0853-22-6471 飲食店営業 1 一般食堂 R2.12.1 R8.11.30

290010098 佐藤　由紀 Ｌｕｍｉｎｏｕｓ
出雲市今市町１３１１　松尾ビ
ル１Ｆ

0853-25-8827 飲食店営業 1 一般食堂 H30.2.14 R5.5.31

280010125 山根　茂樹 Ｒｉｄｉｍｕ
出雲市今市町１３１１　松尾ビ
ル１Ｆ

0853-22-0037 飲食店営業 1 一般食堂 H29.1.27 R4.5.31

288015203 山本　淳 なんじゃもんじゃ
出雲市今市町１３１１　松尾ビ
ル１Ｆ

0853-23-1959 飲食店営業 1 一般食堂 H28.12.1 R4.11.30

280010061 倉橋　広子 石臼一合
出雲市今市町１３１１　松尾ビ
ル１Ｆ

0853-25-1451 飲食店営業 1 一般食堂 H28.7.1 R3.11.30

288010016 石倉　聖子 オンリー
出雲市今市町１３１１　松尾ビ
ル２Ｆ

0853-21-7177 飲食店営業 1 一般食堂 H28.6.1 R4.5.31

270010092 玉串　大樹 サイトウ 出雲市今市町１３１８ 0853-27-9029 飲食店営業 1 一般食堂 仕出し屋 弁当屋 そうざい H27.12.3 R3.5.31

298015011 矢田　直 串なお 出雲市今市町１３２７ 23-1982 飲食店営業 1 一般食堂 H29.12.1 R4.11.30

318010214 喜瀬　恵子 スナック　はいびすかす 出雲市今市町１３３８ 23-3649 飲食店営業 1 一般食堂 R1.6.1 R6.5.31

28010648 石倉　秀子 パブリックスペース　メディア 出雲市今市町１３３８ 22-8133 飲食店営業 1 一般食堂 R2.6.1 R7.5.31

308010217 園山　光祥 ＭＯＮ． 出雲市今市町１３３９ 0853-22-9686 飲食店営業 1 一般食堂 H30.6.1 R5.5.31

20010049 株式会社　まるこ 代表取締役　坂根　めぐみ オトナキチコーヒー 出雲市今市町１３４－４ 飲食店営業 1 一般食堂 R2.9.28 R7.11.30

28015775 吉田　英哉 魚酒場　よしだ屋 出雲市今市町１３４６ 0853-24-2011 飲食店営業 2 一般食堂 仕出し屋 弁当屋 そうざい R2.12.1 R7.11.30

20010017
ＯＮＩＭＵＲＡ　ＭＡ．ＴＨＥＲＥＳ
Ａ　ＭＡＮＧＡＨＡＳ

クラブ　ゴールドスター 出雲市今市町１３５５ 0853-25-8228 飲食店営業 1 一般食堂 R2.6.12 R7.11.30

278015010 安田　紀子 悠々
出雲市今市町１３５７　スズキ
ビル１Ｆ

0853-24-3488 飲食店営業 1 一般食堂 H27.12.1 R3.11.30

20010047 株式会社　ＥＭＵ 代表取締役　土橋　愛美 ＫＩＮＧ　ＬＯＵＮＧＥ
出雲市今市町１３５７　スズキ
ビル１Ｆ

0853-25-9335 飲食店営業 1 一般食堂 R2.9.23 R7.11.30

308015148 山岡商事　有限会社 代表取締役　山岡　求 ＦＲＥＥ　ＫＡＭ
出雲市今市町１３５７　スズキ
ビル１Ｆ

25-0305 飲食店営業 1 一般食堂 H30.12.1 R6.11.30

28010643 石倉　昌子 ひょうたん
出雲市今市町１３５７　スズキ
ビル１Ｆ

25-0321 飲食店営業 1 一般食堂 R2.6.1 R7.5.31

28015779 本村　智美 ほろよい
出雲市今市町１３５７　スズキ
ビル１Ｆ

0853-23-8188 飲食店営業 1 一般食堂 R2.12.1 R7.11.30

20010046 株式会社　ＥＭＵ 代表取締役　土橋　愛美 ｌｏｕｎｇｅ　ＥＭＵ
出雲市今市町１３５７　スズキ
ビル２Ｆ

0853-25-9335 飲食店営業 1 一般食堂 R2.9.23 R7.11.30

300010093 西尾　太一 ｄｉｎｉｎｇｂａｒ　ｖｅｒｔ
出雲市今市町１３５７　スズキ
ビル２Ｆ

飲食店営業 1 一般食堂 H30.12.6 R6.5.31
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20010065 福代　佳子 咲楽
出雲市今市町１３５７　スズキ
ビル２Ｆ

0853-23-2326 飲食店営業 1 一般食堂 R2.11.19 R7.11.30

318015195 山根　俊二 Ｅｖｅ
出雲市今市町１３５７　スズキ
ビル３Ｆ

0853-23-1230 飲食店営業 1 一般食堂 R1.12.1 R7.11.30

290010040 坂根　秀夫 Ｆｒｏｌｉｃ
出雲市今市町１３５７　スズキ
ビル３階

0853-24-8025 飲食店営業 1 一般食堂 H29.7.24 R4.11.30

300010085 堀西　瑞恵 スナックＭＩＫＡ
出雲市今市町１３５７　スズキ
ビル４Ｆ

0853-25-3435 飲食店営業 1 一般食堂 H30.11.16 R5.11.30

298015012 新野　雅之 スナック　りぼん
出雲市今市町１３５７　鈴木ビ
ル２Ｆ

24-2512 飲食店営業 1 一般食堂 H29.12.1 R5.11.30

308015131 川野　ヌダビル ＳＡＩＤＥＩＲＡ　ＢＡＲ
出雲市今市町１３６８　古川ビ
ル２Ｆ

飲食店営業 1 一般食堂 H30.12.1 R5.11.30

300010090 小玉　富実子 Ｒｉｃｈｅｓｓｅ 出雲市今市町１３６９ 飲食店営業 1 一般食堂 H30.11.29 R5.11.30

298015013 有限会社　いわみ寿司 取締役　芦塚　弘晃 いわみ寿司 出雲市今市町１３７０ 0853-23-1991 飲食店営業 1 一般食堂 H29.12.1 R4.11.30

310010137 藤田　貴子 醗酵文化研究所 出雲市今市町１３７４－１ 飲食店営業 1 一般食堂 そうざい R2.3.27 R7.5.31

318010227 小野　優美子 Ｃａｒｒｙ　Ｏｎ 出雲市今市町１３７５－１ 0853-23-8119 飲食店営業 1 一般食堂 R1.6.1 R7.5.31

288010019 影山　克美 ここみ亭 出雲市今市町１３７５－２ 0853-22-0528 飲食店営業 1 一般食堂 H28.6.1 R3.5.31

318015188 中野　雄太 とり焼きだいにんぐ　鶏匠 出雲市今市町１３７６ 0853-25-7799 飲食店営業 1 一般食堂 そうざい 仕出し屋 弁当屋 R1.12.1 R6.11.30

28015770 山本　陽子 陽子 出雲市今市町１３８２ 飲食店営業 1 一般食堂 R2.12.1 R7.11.30

308010165 祝部　憲弘 上田家 出雲市今市町１３８２ 21-1969 飲食店営業 1 すし屋 H30.6.1 R5.5.31

288015009 妹尾　幸恵 四季菜　仲よし 出雲市今市町１３８４ 23-1956 飲食店営業 1 一般食堂 H28.12.1 R3.11.30

308010174 盧　信昌 桃花園 出雲市今市町１３８７－２ 22-8070 飲食店営業 1 一般食堂 H30.6.1 R5.5.31

308015115 株式会社　福田屋 代表取締役　福田　康平 岩八 出雲市今市町１３９７ 24-7747 飲食店営業 1 一般食堂 H30.12.1 R5.11.30

270010107 生田　和夫 だん暖家 出雲市今市町１３９７ 0853-25-0335 飲食店営業 1 一般食堂 H28.2.8 R3.5.31

298010008 株式会社　福田屋 代表取締役　福田　康平 株式会社　福田屋 出雲市今市町１４００ 21-1174 飲食店営業 2 一般食堂 仕出し屋 料理店 H29.6.1 R4.5.31

300010035 林　正健 五十番 出雲市今市町１４１４－２ 0853-21-0314 飲食店営業 1 一般食堂 H30.7.9 R5.11.30

290010109 長瀬　理更 コワーキングハウス　マヤッカ 出雲市今市町１４１４－５ 飲食店営業 1 一般食堂 H30.3.22 R5.5.31

300010045 アクセス　有限会社 代表取締役　常松　栄 山陰居酒屋　魚っぴー 出雲市今市町１４３６ 0853-23-7165 飲食店営業 1 一般食堂 仕出し屋 そうざい H30.8.23 R5.11.30

290010108 株式会社　ヴァレンシア 代表取締役　井脇　徹 牛豚馬鶏出雲店 出雲市今市町１４３９ 0853-31-9909 飲食店営業 1 一般食堂 H30.3.20 R5.5.31

300010103 梶岡　アイダ スナックａｉ 出雲市今市町１４４８ 0853-20-0451 飲食店営業 1 一般食堂 H31.1.25 R6.5.31

318010189 西村　富士栄 スナック　輝夜（かぐや） 出雲市今市町１４５１ 23-0536 飲食店営業 1 一般食堂 R1.6.1 R6.5.31

290010062 岡尾　恵美 パブスナック　フレンド 出雲市今市町１４５２ 0853-21-7233 飲食店営業 1 一般食堂 H29.9.21 R4.11.30

298015014 吾郷　一恵 ＥＧＯＩＳＴ 出雲市今市町１４５２ 0853-22-5494 飲食店営業 1 一般食堂 H29.12.1 R4.11.30
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28015774 長尾　康平 ＬＯＮＧ　ＴＡＩＬ
出雲市今市町１４５２　ビルＡ
２Ｆ

飲食店営業 1 一般食堂 R2.12.1 R8.11.30

310010066 株式会社　ＥＭＵ 代表取締役　土橋　愛美 ２５　ｎｉｃｏ
出雲市今市町１４５２　富田ビ
ル１Ｆ

飲食店営業 1 一般食堂 R1.10.15 R6.11.30

28015784 布村　好 スナックひつじ 出雲市今市町１４５２－４ 0853-31-4570 飲食店営業 1 一般食堂 R2.12.1 R7.11.30

280010040 稲田　準 ｃｏｃｏｋａｒａ 出雲市今市町１４５４ 飲食店営業 1 一般食堂 H28.4.27 R3.5.31

288015011 岩田　秀和 Ｇｕｎ’ｓ屋 出雲市今市町１４５７ 22-3377 飲食店営業 1 一般食堂 H28.12.1 R3.11.30

28010593 富田　信二 鮨とみ田 出雲市今市町１４５８ 21-2258 飲食店営業 1 一般食堂 弁当屋 R2.6.1 R7.5.31

298010009 杉原　佳美 食事処　杉の屋 出雲市今市町１４６６ 0853-22-4635 飲食店営業 2 一般食堂 仕出し屋 H29.6.1 R4.5.31

300010096 影山　克美 ことのは
出雲市今市町１４８９－２ グ
リ－ンリッチホテル出雲１階

0853-24-0001 飲食店営業 2 旅館 一般食堂 H30.12.18 R6.5.31

310010089 錦織　眞理子 錦織 出雲市今市町１５００－７ 0853-22-3355 飲食店営業 1 一般食堂 R1.11.25 R6.11.30

28015705 高橋　伸昭 高橋 出雲市今市町１５０４－６ 0853-21-3006 飲食店営業 2 仕出し屋 R2.12.1 R7.11.30

298010010 藤原　満智子 ふじはら 出雲市今市町１５１２ 0853-21-0763 飲食店営業 1 一般食堂 H29.6.1 R4.5.31

288010022 有限会社　武志屋 代表取締役　武志　俊太郎 武志屋 出雲市今市町１６２６－２ 0853-21-0063 飲食店営業 2 一般食堂 料理店 仕出し屋 H28.6.1 R3.5.31

288015013
ＳＯＧＡ　ＥＲＩＫＡ ＳＡＩＹＵＲＩ
ＥＴＯ

ＮＯ　ＰＯＮＴＯ 出雲市今市町１６４８－２ 飲食店営業 2 弁当屋 仕出し屋 H28.12.1 R3.11.30

28015772 奥野　美名子 味酒坊　美奈 出雲市今市町１６６４ 0853-30-0853 飲食店営業 1 一般食堂 R2.12.1 R8.11.30

298010012 吉田　トヨ子 スタンド　よしだ 出雲市今市町１６７０ 21-3669 飲食店営業 1 一般食堂 H29.6.1 R4.5.31

298015015 椿　義弘 リッカ 出雲市今市町１６７２ 24-1712 飲食店営業 1 一般食堂 H29.12.1 R4.11.30

298015016 永瀬　明男 お食事処・酒房　永瀬 出雲市今市町１６９４－２３ 23-0370 飲食店営業 1 一般食堂 H29.12.1 R4.11.30

298015017 柳楽　妙子 みその 出雲市今市町１６９５ 21-1746 飲食店営業 1 一般食堂 料理店 H29.12.1 R4.11.30

298015018 有限会社　いわなり 代表取締役　岩成　英治 寿司処　いわなり 出雲市今市町１６９５－１４ 22-0993 飲食店営業 1 すし屋 H29.12.1 R4.11.30

28015776 野津　安子 なおみ 出雲市今市町１６９６ 0853-25-2014 飲食店営業 1 一般食堂 R2.12.1 R7.11.30

288010023 藤原　牧代 出雲高校売店 出雲市今市町１８００ 0853-21-0008 飲食店営業 1 一般食堂 H28.6.1 R4.5.31

288010001 平田　千代美 平田商事
出雲市今市町１８７０－６（県
下一円）

0853-22-1495 飲食店営業 特記事項なし H28.6.1 R3.5.31

288010002 平田　千代美 平田商事
出雲市今市町１８７０－６（県
下一円）

0853-22-1495 飲食店営業 特記事項なし H28.6.1 R3.5.31

28010604 有限会社　武志屋 代表取締役　武志　俊太郎 ホテル　武志山荘 出雲市今市町２０４１ 21-1111 飲食店営業 2 旅館 一般食堂 料理店 仕出し屋 R2.6.1 R8.5.31

318015213 曽田　篤男 ポプラ出雲駅前店 出雲市今市町２０６４ 24-8831 飲食店営業 3 そうざい 弁当屋 R1.12.1 R7.11.30

290010112 株式会社　至誠 代表取締役　坂本　宏允 レストラン至誠　出雲駅前店 出雲市今市町２０６５ 0853-21-5735 飲食店営業 1 一般食堂 H30.3.23 R5.5.31

308010186 株式会社　フロンティアいずも 代表取締役　金築　邦彦 パルメイト出雲
出雲市今市町２０６５　パルメ
イト出雲

21-3818 飲食店営業 4 特記事項なし H30.6.1 R5.5.31
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318015225 株式会社　フロンティアいずも 代表取締役　金築　邦彦 パル広場
出雲市今市町２０６５（県下一
円）

飲食店営業 特記事項なし R1.12.1 R6.11.30

308015082 株式会社　原寿園 代表取締役　原　義浩 葉楽Ｋｏｔｏ 出雲市今市町２０７６ 21-2511 飲食店営業 1 一般食堂 H30.12.1 R5.11.30

288015015 黒崎　合名会社 代表取締役　黒崎　健一郎 旅館　黒崎　（本館） 出雲市今市町２０８１ 21-0020 飲食店営業 2 旅館 H28.12.1 R3.11.30

278010005 黒崎　合名会社 代表者　黒崎　健一郎 旅館　黒崎　（別館） 出雲市今市町２０８１ 21-0021 飲食店営業 2 旅館 料理店 仕出し屋 弁当屋 H27.6.1 R3.5.31

290010015
株式会社 セブン－イレブン・
ジャパン

代表取締役　永松　文彦
セブンイレブン　出雲今市町
店

出雲市今市町２３７－４ 0853-22-0067 飲食店営業 3 そうざい H29.5.22 R4.5.31

310010045 西村　貴子 ジラフクレープ　出雲店
出雲市今市町２５７－２　若
葉ビル１－１

飲食店営業 3 特記事項なし R1.7.22 R6.11.30

28015716 有限会社　ベルリーナ 代表取締役　成瀬　明彦 喫茶軽食　ポポロ 出雲市今市町２６１－６ 23-2831 飲食店営業 1 一般食堂 R2.12.1 R7.11.30

308010207 永井　緑 白鳥 出雲市今市町２６４－１８ 0853-22-5000 飲食店営業 2 料理店 仕出し屋 H30.6.1 R6.5.31

290010078 黒田　恭司 お食事処　わが家 出雲市今市町２６４－２ 0853-25-0461 飲食店営業 1 一般食堂 H29.11.1 R4.11.30

310010017 松本　竜也 楽々 出雲市今市町２６４－２ 0853-30-1355 飲食店営業 1 一般食堂 R1.5.8 R6.5.31

300010048 桐山　良幸 喜多旅館 出雲市今市町２６４－３１ 0853-21-3910 飲食店営業 1 旅館 H30.8.30 R5.11.30

28015693 松本　佳久 やきとり松本 出雲市今市町２７１－１０ 0853-25-2571 飲食店営業 1 一般食堂 R2.12.1 R7.11.30

298015020 松島　浩之 味工房まつしま 出雲市今市町２８３－５ 0853-21-3290 飲食店営業 1 一般食堂 H29.12.1 R4.11.30

298010013 竹下　学 カフェビートル 出雲市今市町２８８－１ 0853-21-6733 飲食店営業 1 一般食堂 H29.6.1 R4.5.31

20010070 モルツウェル　株式会社 代表取締役　野津　積
サービス付き高齢者向け住
宅　シニアコート今市町

出雲市今市町３３０－５ 0853-25-7911 飲食店営業 2 一般食堂 R2.11.26 R7.11.30

310010100 株式会社　グランエフスタイル 代表取締役　藤山　勝巳 シニアコート今市町ラウンジ 出雲市今市町３３０－５ 0853-25-7911 飲食店営業 1 一般食堂 R1.12.13 R7.5.31

310010085 有限会社　永和グループ 代表取締役　永瀬　正和 シニアコート今市町 出雲市今市町３３０－５ 0853-25-8039 飲食店営業 2 一般食堂 R1.11.14 R6.11.30

288010024 矢田　八重子 喫茶と食事　矢田 出雲市今市町３３－３ 0853-21-1585 飲食店営業 1 一般食堂 H28.6.1 R3.5.31

280010141 吾郷　希恵 Ｍｏｔｈｅｒ食堂 出雲市今市町４４－２ 0853-25-8283 飲食店営業 1 一般食堂 そうざい 仕出し屋 弁当屋 H29.3.9 R4.5.31

298015021 樋野　晴久 ひのジルジャン 出雲市今市町４４６－１ 0853-21-0495 飲食店営業 1 一般食堂 H29.12.1 R4.11.30

318015203 大山　良子 ハコニワ．ｃａｆｅ 出雲市今市町５１５－１ 飲食店営業 1 一般食堂 R1.12.1 R6.11.30

300010113 隅田　敏行 ｈｏｌｏ 出雲市今市町５４１－２ 0853-31-4514 飲食店営業 1 一般食堂 そうざい 弁当屋 H31.2.12 R6.5.31

298015022 有限会社　羽根屋 代表取締役　石原　健太郎 有限会社　羽根屋 出雲市今市町５４９ 0853-21-0058 飲食店営業 2 一般食堂 弁当屋 H29.12.1 R4.11.30

288010025 奥野　弘和 ビストロ　Ｂ．Ｃ倶楽部 出雲市今市町５７０－６ 0853-20-1778 飲食店営業 1 一般食堂 仕出し屋 そうざい H28.6.1 R3.5.31

308015136 祝部　昭 ローソン出雲今市町本町店 出雲市今市町５７２ 0853-22-2113 飲食店営業 3 そうざい H30.12.1 R5.11.30

310010039 株式会社　エクスブレイン 代表取締役　松尾　貴久 海山 出雲市今市町５９６ 0853-23-2000 飲食店営業 2 一般食堂 仕出し屋 弁当屋 R1.6.26 R6.11.30

28015740 有限会社　笠家旅館 代表取締役　佐藤　大造 有限会社　笠家旅館 出雲市今市町６０ 0853-21-3388 飲食店営業 2 旅館 一般食堂 料理店 R2.12.1 R7.11.30
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280010085 岩﨑　詠史 ＡＲＣ 出雲市今市町６１６－１ 飲食店営業 1 一般食堂 H28.9.26 R3.11.30

290010091 水　竜太 絆 出雲市今市町６１６－１ 飲食店営業 1 一般食堂 H30.1.12 R5.5.31

300010042 矢野　佳代 Ｌｉｐ　リップ 出雲市今市町６１６－１ 飲食店営業 1 一般食堂 仕出し屋 弁当屋 そうざい H30.8.3 R5.11.30

298015025 奥田　寿幸 ＥＤＧＥ（エッジ） 出雲市今市町６１７－２ 0853-24-3057 飲食店営業 1 一般食堂 H29.12.1 R4.11.30

298015026 加儀　壹朗 加儀そば店 出雲市今市町６３５ 21-0659 飲食店営業 1 そば屋 H29.12.1 R4.11.30

270010093 有限会社　正和 代表取締役　佐藤　正一 ツバメヤ 出雲市今市町６５１ 0853-20-1230 飲食店営業 1 一般食堂 仕出し屋 弁当屋 そうざい H27.12.3 R3.5.31

300010126 寺田　栄里子 ｎａｋａ－ｉｃｈｉ 出雲市今市町６５７－１ 飲食店営業 1 一般食堂 仕出し屋 H31.3.27 R6.5.31

310010136 旭日酒造　有限会社 代表取締役社長　佐藤　誠一 旭日酒造　有限会社 出雲市今市町６６２ 0853-21-0039 飲食店営業 2 一般食堂 仕出し屋 弁当屋 R2.3.27 R7.5.31

290010069 立花　輝夫 サテンドール 出雲市今市町６６２－１ 0853-23-2888 飲食店営業 1 一般食堂 H29.10.6 R4.11.30

318015207 吉井　光生 居酒屋ダイニング　和さび 出雲市今市町６８０ 0853-25-1011 飲食店営業 2 一般食堂 仕出し屋 弁当屋 そうざい R1.12.1 R6.11.30

300010125 株式会社　ｉｍａｋｏｋｏ 代表取締役　三宅　博巳 ｃａｆｅ　ｎａｋａ蔵 出雲市今市町６８９ 0853-31-5880 飲食店営業 2 一般食堂 仕出し屋 H31.3.25 R6.5.31

318015170 中山　義教 ＤＩＮＩＮＧ雅 出雲市今市町６９６ 0853-24-1880 飲食店営業 2 一般食堂 仕出し屋 弁当屋 R1.12.1 R6.11.30

298015027 鳥屋尾　恭一 わいんのお店　萬 出雲市今市町６９７ 0853-25-1450 飲食店営業 1 一般食堂 仕出し屋 そうざい H29.12.1 R4.11.30

28010621 社会福祉法人　親和会 理事　三上　辰男 喫茶　だんだん
出雲市今市町７０ 出雲市役
所内　ふたばショップ

24-7343 飲食店営業 1 一般食堂 R2.6.1 R8.5.31

280010069 門脇　孝治
ＴＨＥ　ＳＴＲＵＣＴＵＲＥ ＨＯＳ
ＴＥＬ＆ＣＡＦＥ　ＢＡＲ

出雲市今市町７０２ 0853-25-8350 飲食店営業 1 一般食堂 旅館 仕出し屋 弁当屋 H28.8.5 R3.11.30

298015028 飯塚　喜代子 酒処　酔知宴 出雲市今市町７０３ 22-5542 飲食店営業 1 一般食堂 H29.12.1 R4.11.30

310010061 株式会社　さざれ石 代表取締役　三木　康夫 ＩＺＵＭＯ　ＢＲＥＷＩＮＧ　ＣＯ． 出雲市今市町７０３－１ 飲食店営業 1 一般食堂 R1.10.4 R6.11.30

300010025 石富　隆浩 ＤＩＮＩＮＧ　和　－ＮＡＧＯＭＩ－
出雲市今市町７１７　あさつテ
ナント２Ｆ

0853-77-5752 飲食店営業 1 一般食堂 H30.6.15 R5.11.30

318010159 株式会社　斐川板金 代表取締役　尾原　邦彦 ジンギスカン　ジュジュ 出雲市今市町７１８ 0853-22-2200 飲食店営業 1 一般食堂 R1.6.1 R6.5.31

318010179 糸川　憲正 Ｃａｆｅ　ＬＩＮＱ　Ｔａｋａｓｅｇａｗａ 出雲市今市町７３３ 0853-25-7945 飲食店営業 1 一般食堂 R1.6.1 R6.5.31

318015234 飯島　美也子 花想 出雲市今市町７３６ 21-1718 飲食店営業 1 一般食堂 R1.12.1 R6.11.30

318010196 竹内　邦浩 凡蔵 出雲市今市町７３８－１３ 24-2096 飲食店営業 1 一般食堂 そうざい R1.6.1 R6.5.31

288015017 角田　征夫 栄寿し 出雲市今市町７４３ 21-4970 飲食店営業 2 すし屋 弁当屋 H28.12.1 R3.11.30

300010059 有限会社　夢屋 代表取締役　菊地　栄美子 ビビの家 出雲市今市町７４３－１ 0853-21-3909 飲食店営業 1 一般食堂 H30.9.12 R5.11.30

310010041 有限会社　阿國 代表取締役　花田　智治 出雲料理　おくに 出雲市今市町７５５－１ 0853-25-0923 飲食店営業 1 一般食堂 R1.7.16 R6.11.30

298010017 石川　将弘 Ｓｔｏｎｅ　Ｒｉｖｅｒ 出雲市今市町７６４ 飲食店営業 1 一般食堂 H29.6.1 R4.5.31

298010018 若槻　哲生 カフェルーム　六花 出雲市今市町８１５ 23-1908 飲食店営業 1 一般食堂 H29.6.1 R4.5.31
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20010005 西村　千佳志 我龍 出雲市今市町８２２－１０ 0853-24-8675 飲食店営業 2 一般食堂 仕出し屋 弁当屋 R2.4.20 R7.5.31

288010027 森廣　敏行 くしかつ笑
出雲市今市町８２７－２３　桧
垣ビル１階北側

0853-24-2900 飲食店営業 1 一般食堂 H28.6.1 R3.5.31

298010019 石飛　貴広 ＢＡＲ　ＦＬＹ
出雲市今市町８４－７　藤田
ビル２Ｆ

0853-23-3320 飲食店営業 1 一般食堂 H29.6.1 R5.5.31

308010198 有限会社　ながた 代表取締役　永田　実 和（やわらぎ） 出雲市今市町８６４－５ 23-1700 飲食店営業 2 旅館 H30.6.1 R6.5.31

308015112 有限会社　ジービーキッズ 代表取締役　玉串　美樹 スナックＧ．Ｂ 出雲市今市町８６９ 0853-25-3170 飲食店営業 1 一般食堂 H30.12.1 R5.11.30

308015152 山本　慎介 海豚 出雲市今市町８６９－１ 23-6182 飲食店営業 1 一般食堂 H30.12.1 R5.11.30

308015100 吾郷　直人 そば処　あごう 出雲市今市町８７ 23-6088 飲食店営業 2 一般食堂 H30.12.1 R5.11.30

310010070 島根県農業協同組合 代表理事　石川　寿樹 ラピタ本店　たこ焼き 出雲市今市町８７ 0853-21-6060 飲食店営業 3 特記事項なし R1.10.21 R6.11.30

290010018 島根県農業協同組合 代表理事　石川　寿樹 ラピタ本店　ビアガーデン 出雲市今市町８７ 0853-21-6063 飲食店営業 2 一般食堂 H29.5.23 R4.5.31

278015018 島根県農業協同組合 代表理事　石川　寿樹
ラピタ本店　ファミリーレストラ
ン

出雲市今市町８７ 0853-21-6063 飲食店営業 2 一般食堂 H27.12.1 R3.11.30

28010666 島根県農業協同組合 代表理事　石川　寿樹 ラピタ本店　１Ｆ催事場 出雲市今市町８７ 21-6060 飲食店営業 3 そうざい 弁当屋 R2.6.1 R8.5.31

318010210 島根県農業協同組合 代表理事　石川　寿樹 ラピタ本店 出雲市今市町８７ 21-6060 飲食店営業 3 そうざい R1.6.1 R7.5.31

308010185 島根県農業協同組合 代表理事　石川　寿樹
ラピタ本店１Ｆ　エスカレー
ター横催事場

出雲市今市町８７ 21-6060 飲食店営業 3 特記事項なし H30.6.1 R5.5.31

318010213
株式会社　ヤマダフードシス
テムズ

代表取締役　山田　朋由 山田屋
出雲市今市町８７　ラピタ本
店１Ｆ

0853-21-2774 飲食店営業 3 弁当屋 そうざい R1.6.1 R6.5.31

28010612 株式会社　大惣 代表取締役　伊東　弘隆 百菜本店
出雲市今市町８７　ラピタ本
店１Ｆ

21-2704 飲食店営業 3 そうざい 弁当屋 R2.6.1 R8.5.31

280010137 馬庭　竹生 えんど屋
出雲市今市町８７　ラピタ本
店１Ｆ

0853-22-8073 飲食店営業 1 一般食堂 H29.3.1 R4.5.31

28010594 有限会社　日本海 代表取締役　加田　義憲 すし日本海　ラピタ店
出雲市今市町８７　ラピタ本
店１Ｆ

21-7055 飲食店営業 3 弁当屋 そうざい R2.6.1 R8.5.31

290010103 株式会社　パリサ 代表取締役　中林　尚寿 きりんの食堂
出雲市今市町８７　ラピタ本
店１階　フ－ドコ－ト

0853-21-2912 飲食店営業 1 一般食堂 H30.3.9 R5.5.31

298015031 落合　千恵子 ジャングル 出雲市今市町８７１－１３ 22-2499 飲食店営業 1 一般食堂 H29.12.1 R4.11.30

300010014 今田　瑛子 ことぶき 出雲市今市町８７３－２ 0853-23-1911 飲食店営業 1 一般食堂 H30.5.9 R5.5.31

298015032 株式会社　Ｔ．Ｐ．Ｃ 代表取締役　高山　秀徳 八剣伝　出雲駅前店 出雲市今市町８７５－３ 0853-24-7070 飲食店営業 1 一般食堂 H29.12.1 R4.11.30

260010123 株式会社　ユニマットそよ風 代表取締役　平家　伸吾 出雲ケアセンターそよ風 出雲市今市町８７６－９ 0853-20-0950 飲食店営業 2 一般食堂 仕出し屋 H27.3.23 R3.5.31

280010076 佐藤　洋三 わら焼　さとう 出雲市今市町８８８ 0853-30-1367 飲食店営業 1 一般食堂 仕出し屋 弁当屋 そうざい H28.8.25 R3.11.30

298015033 加藤　裕司 Ｃａｖｅｒｎａ
出雲市今市町８８８　ポケット
８８８　２Ｆ

0853-21-5985 飲食店営業 1 一般食堂 H29.12.1 R4.11.30

28015820 熱田　糸帆 －ＲＯ－ 出雲市今市町８８９－１ 飲食店営業 1 一般食堂 R2.12.1 R7.11.30

288015022 形部　豊 居酒屋　おろち太鼓 出雲市今市町９０４ 22-8200 飲食店営業 1 一般食堂 H28.12.1 R3.11.30

318015189 山内　喜子 ｙａｓｈｉｒｏ 出雲市今市町９０４ 0853-21-8883 飲食店営業 1 一般食堂 R1.12.1 R6.11.30
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298010023 山内　研司 ＬＩＢＥＲＡＴＥ（リべレイト） 出雲市今市町９０４ 21-6180 飲食店営業 1 一般食堂 仕出し屋 弁当屋 そうざい H29.6.1 R4.5.31

308015117 篠原　一正 手打ち出雲そば　ほしえん 出雲市今市町９０５－１８ 24-2598 飲食店営業 1 一般食堂 H30.12.1 R5.11.30

308010195 株式会社　マルコグループ 代表取締役　小玉　浩 まるこ寿司 出雲市今市町９０８ 21-0453 飲食店営業 2 すし屋 仕出し屋 弁当屋 H30.6.1 R5.5.31

308010218 水師　ゼナイダ ＣＯＣＩＮＡ（クッシーナ）
出雲市今市町９１６－１０ ハ
ナガワビル１－Ｂ

飲食店営業 1 一般食堂 そうざい H30.6.1 R5.5.31

20010003 板持　順姫 韓中居酒屋　すんひ 出雲市今市町９１６－７ 飲食店営業 1 一般食堂 R2.4.9 R7.5.31

288010029 勝部　達也 ｃｏｆｆｅｅ＆ｃｏｃｋｔａｉｌ　Ｃｕｌｔｕｒｅ
出雲市今市町９１６－８　ハナ
ガワビル１－Ａ

0853-21-1080 飲食店営業 1 一般食堂 仕出し屋 弁当屋 そうざい H28.6.1 R3.5.31

28010618 永見　暢子 ｃａｎｔｙ
出雲市今市町９１６－８　ハナ
ガワビル２Ｆ－Ｃ

22-9722 飲食店営業 1 一般食堂 R2.6.1 R7.5.31

290010072 高見　寿和 海坊主
出雲市今市町９１６－８　ハナ
ガワビル２階Ｄ室

0853-77-4146 飲食店営業 1 一般食堂 H29.10.10 R4.11.30

298015035 佐々木　幸一 いずもいちば酒房　とらこ 出雲市今市町９２６－７ 0853-30-0521 飲食店営業 1 一般食堂 仕出し屋 弁当屋 H29.12.1 R4.11.30

300010100 三原　拓也 ＯＮＥ　ＳＴＥＰ
出雲市今市町９２８　ユ－ア
イプラザ３Ｆ

飲食店営業 1 一般食堂 H31.1.9 R6.5.31

318015185 山内　英司 Ｐｕｂ　Ｎｏ．１
出雲市今市町９２８－１　ユ－
アイビル　２Ｆ

0853-23-0056 飲食店営業 1 一般食堂 R1.12.1 R7.11.30

308010219 板垣　節男 オールド
出雲市今市町９２８－１０　ユ
－アイビル

0853-21-0569 飲食店営業 1 一般食堂 H30.6.1 R5.5.31

308015083 株式会社　三昌 代表取締役　儀満　茂子 華満出雲店 出雲市今市町９２８－１３ 21-3913 飲食店営業 2 一般食堂 料理店 H30.12.1 R5.11.30

310010038 株式会社　ハピネス 代表取締役　来間　敏彦 Ｃｌｕｂ　ＬＡＤＹ　ＳＨＩＰ 出雲市今市町９２８－２ 0853-24-8530 飲食店営業 1 一般食堂 R1.6.25 R6.11.30

290010052 北脇　康佑 ｃｈｏｃｏｌａｔｅ 出雲市今市町９２８－２ 飲食店営業 1 一般食堂 H29.8.29 R4.11.30

298015036 有限会社　浪花 代表取締役　中尾　秦文 有限会社　浪花本店 出雲市今市町９２８－２ 21-0513 飲食店営業 1 料理店 H29.12.1 R4.11.30

28010650 中山工業　株式会社 代表取締役　中山　敏幸 パブスナック　れんか
出雲市今市町９２８－２　Ａビ
ル１Ｆ

22-7792 飲食店営業 1 一般食堂 R2.6.1 R7.5.31

28015751 高木　隆慈 ＷＥＳＴ
出雲市今市町９２８－２　Ａビ
ル２Ｆ

0853-30-1139 飲食店営業 1 一般食堂 R2.12.1 R8.11.30

290010010 株式会社　Ｍ．Ｔ．Ｓ 代表取締役　槇野　央人 ＳＥＭＰＲＥ
出雲市今市町９２８－２　ユ－
アイビル１Ｆ

飲食店営業 1 一般食堂 H29.4.28 R4.5.31

280010039 山崎　絵梨香 ラウンジ　ＡＭＡＴＥＲＡＳ
出雲市今市町９２８－２　ユ－
アイビル１Ｆ

飲食店営業 1 一般食堂 H28.4.27 R3.5.31

318010174 小池　千恵子 和風スナック　らん
出雲市今市町９２８－２　ユ－
アイビル１Ｆ

0853-23-4370 飲食店営業 1 一般食堂 R1.6.1 R7.5.31

288015023 森山　茂 スナック　ビーバー
出雲市今市町９２８－２　ユ－
アイビル３Ｆ

21-2105 飲食店営業 1 一般食堂 H28.12.1 R4.11.30

28010705 中本　まゆみ スナック優
出雲市今市町９２８－２　ユ－
アイビル３Ｆ

24-1865 飲食店営業 1 一般食堂 R2.6.1 R8.5.31

28015734 渡部　透 くいもん屋　吾作　代官町店
出雲市今市町９２８－２　ユ－
アイプラザ１F

0853-24-3323 飲食店営業 1 一般食堂 R2.12.1 R7.11.30

20010028 株式会社　神千 代表取締役　松原　博明 ＰＬＡＹＥＲ
出雲市今市町９２８－２　代
官町ビル１階

飲食店営業 1 一般食堂 R2.7.22 R7.11.30

28015749 青木　由起 コンビ 出雲市今市町９２９ 0853-23-3601 飲食店営業 1 一般食堂 R2.12.1 R7.11.30

28015731 合資会社　ＤＯＬＬ 代表社員　伊藤　美香 Ｈａｌｆ　Ｍｏｏｎ
出雲市今市町９２９　コンビビ
ル１Ｆ

0853-23-3305 飲食店営業 1 一般食堂 R2.12.1 R8.11.30
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20010062 有富　千晶 ＣＯＰＡＩＮ
出雲市今市町９２９　末広ビ
ル３Ｆ

0853-23-2812 飲食店営業 1 一般食堂 R2.11.11 R7.11.30

318010205 有限会社　呉竹鮨 代表取締役　有藤　博康 有限会社　呉竹鮨２Ｆ 出雲市今市町９２９－１０ 21-2360 飲食店営業 1 一般食堂 R1.6.1 R7.5.31

318010206 有限会社　呉竹鮨 代表取締役　有藤　博康 有限会社　呉竹鮨１Ｆ 出雲市今市町９２９－１０ 21-2360 飲食店営業 1 一般食堂 仕出し屋 R1.6.1 R7.5.31

300010052 多々納　真由美 スナック　煌
出雲市今市町９２９－１２  ホ
ワイトハウス２Ｆ

0853-22-8033 飲食店営業 1 一般食堂 H30.9.5 R5.11.30

20010001 株式会社　Ｍ．Ｔ．Ｓ 代表取締役　槇野　央人 ＸＩＬＬＩＡ
出雲市今市町９２９－１２　ホ
ワイトハウス１階

0853-22-7006 飲食店営業 1 一般食堂 R2.4.6 R7.5.31

298010024 牛尾　テル子 輝子 出雲市今市町９２９－２ 22-6417 飲食店営業 1 一般食堂 H29.6.1 R4.5.31

288010030 桑原　奈美子 すみれ 出雲市今市町９２９－２ 0853-21-1125 飲食店営業 1 一般食堂 H28.6.1 R3.5.31

310010003 竹内　悟 のみ助酒場 出雲市今市町９２９－２ 飲食店営業 1 一般食堂 H31.4.3 R6.5.31

280010037 平儀野　麗奈 Ｆｒｏｓｔ
出雲市今市町９２９－２　きた
むらビル２　１Ｆ

0853-25-2331 飲食店営業 1 一般食堂 H28.4.27 R3.5.31

310010120 有限会社　シナール 取締役　辻本　一善 ＢＡＲ　ＴｏＧｅ
出雲市今市町９２９－２　キタ
ムラビル２　２Ｆ

飲食店営業 1 一般食堂 R2.3.11 R7.5.31

298015037 江角　小百合 舞
出雲市今市町９２９－２　きた
むらビル２Ｆ

25-3081 飲食店営業 1 一般食堂 H29.12.1 R5.11.30

280010047 加藤　真美 アゥル
出雲市今市町９２９－２　北
村ビル１Ｆ

0853-23-8139 飲食店営業 1 一般食堂 H28.5.23 R3.5.31

28010608 岩根　千代子 酒房　石州
出雲市今市町９２９－２　北
村ビル２　１Ｆ

25-3588 飲食店営業 1 一般食堂 R2.6.1 R8.5.31

310010127 榊原　康子 ＡＭＩＴＩＥ
出雲市今市町９２９－２　北
村ビル２　２Ｆ

飲食店営業 1 一般食堂 R2.3.19 R7.5.31

308010196 株式会社　マルコグループ 代表取締役　小玉　浩 ＰＵＢ　ふれんどめいく
出雲市今市町９２９－２　末
広ビル４Ｆ

22-7301 飲食店営業 1 一般食堂 H30.6.1 R6.5.31

20010019 中村　真由美 スナック　モカ
出雲市今市町９２９－９　末
広ビル

飲食店営業 1 一般食堂 R2.6.18 R7.11.30

300010114 岩石　千枝子 Ｌｕｍｉｅｒｅ
出雲市今市町９２９－９　末
広ビル１Ｆ

飲食店営業 1 一般食堂 H31.2.13 R6.5.31

288015024 佐藤　秀一 ピアノ
出雲市今市町９２９－９　末
広ビル１Ｆ

30-0812 飲食店営業 1 一般食堂 H28.12.1 R4.11.30

300010121 藤江　翔 ダリア
出雲市今市町９２９－９　末
広ビル１Ｆ

0853-31-4858 飲食店営業 1 一般食堂 H31.3.12 R6.5.31

318010218 珍部　雅也 Ｂａｒ　Ｓｏｕｌ
出雲市今市町９２９－９　末
広ビル２Ｆ

0853-24-0169 飲食店営業 1 一般食堂 仕出し屋 弁当屋 R1.6.1 R7.5.31

300010039 原田　愛 結
出雲市今市町９２９－９　末
広ビル２階

飲食店営業 1 一般食堂 H30.7.18 R5.11.30

310010056 木村　明代 Ｌｉｅｎ
出雲市今市町９２９－９　末
広ビル３階

0853-21-5360 飲食店営業 1 一般食堂 R1.9.12 R6.11.30

318010161 株式会社　三昌 代表取締役　儀満　茂子 居酒屋　いずも 出雲市今市町９３０－３ 0853-24-7372 飲食店営業 1 一般食堂 R1.6.1 R7.5.31

298015038 小玉　文夫 丸源 出雲市今市町９３０－５ 21-0928 飲食店営業 2 一般食堂 仕出し屋 H29.12.1 R4.11.30

290010057 中西　準和 鍋や　中西爺爺　Ｎａｋａｊｉｉ
出雲市今市町９３０－７
佐々木ビル１Ｆ

飲食店営業 1 一般食堂 H29.9.12 R4.11.30

288015025 松本　宜久 ＡＲＥＡ　ＤＵＥ　（エリア・ドゥ） 出雲市今市町９３１－２ 0853-23-2292 飲食店営業 1 一般食堂 H28.12.1 R3.11.30

298010026 石橋　武雄 ＢＡＭＢＯＯ 出雲市今市町９３１－２ 23-2882 飲食店営業 1 一般食堂 仕出し屋 弁当屋 そうざい H29.6.1 R4.5.31
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290010025 髙本　正行 お好み焼き　はるみ
出雲市今市町９４７－５－６０
３（県下一円）

飲食店営業 特記事項なし H29.6.13 R4.11.30

300010098 有限会社　インタースペース 代表取締役　新森　哲也 十五屋 出雲市今市町９５４－５ 0853-25-0158 飲食店営業 1 一般食堂 H30.12.21 R6.5.31

288010032 佐藤　八重子 スタンド　やえ 出雲市今市町９７１ 0853-22-3294 飲食店営業 1 一般食堂 H28.6.1 R3.5.31

28015712 山崎　昭夫 お食事処　錦 出雲市今市町９７１ 0853-23-3683 飲食店営業 1 一般食堂 R2.12.1 R7.11.30

278015025 株式会社　東横イン 代表執行役　黒田　麻衣子 東横イン出雲市駅前 出雲市今市町９７１－１３ 0853-25-1044 飲食店営業 1 一般食堂 H27.12.1 R3.11.30

28010592 佐藤　修二 たちばな 出雲市今市町９７１－１５ 23-1909 飲食店営業 1 一般食堂 R2.6.1 R8.5.31

28015781
出雲フードサービス　株式会
社

代表取締役　日野　宏行 おろちの樽 出雲市今市町９７１－１５ 0853-24-2242 飲食店営業 1 一般食堂 R2.12.1 R7.11.30

298015039 有限会社　タンベー 代表取締役　加地　俊吾 タンベー 出雲市今市町９７１－１５ 23-2898 飲食店営業 1 一般食堂 H29.12.1 R4.11.30

290010079 有限会社　日本海 代表取締役　加田　義憲 すし居酒屋　日本海 出雲市今市町９７１－１６ 0853-31-9292 飲食店営業 1 一般食堂 H29.11.14 R4.11.30

20010014 松本　静子 焼肉　むべ 出雲市今市町９７１－２４ 0853-25-0007 飲食店営業 1 一般食堂 R2.5.27 R7.5.31

28010647 株式会社　Ｐ．Ｉ．Ｐ 代表取締役　直井　猛 いづものＳＡＫＡＢＡ 出雲市今市町９７１－２７ 0853-31-4180 飲食店営業 2 一般食堂 R2.6.1 R8.5.31

298010027
株式会社 ＲＣ・クリエイティブ
グループ

代表取締役　中村　善次
山陰漁酒場　丸善水産出雲
店

出雲市今市町９７１－３ 24-7755 飲食店営業 1 一般食堂 H29.6.1 R5.5.31

20010044
株式会社 ＲＣ・クリエイティブ
グループ

代表取締役　中村　善次 善ちゃんラーメン
出雲市今市町９７１－３（県下
一円）

0853-24-7755 飲食店営業 特記事項なし R2.9.14 R7.11.30

20010045
株式会社 ＲＣ・クリエイティブ
グループ

代表取締役　中村　善次 善ちゃんラーメン
出雲市今市町９７１－３（県下
一円）

0853-24-7755 飲食店営業 特記事項なし R2.9.14 R7.11.30

298015040 有限会社　アクセルフーズ 代表取締役　野津　基行 山頭火 出雲市今市町９７１－３４ 20-0800 飲食店営業 1 一般食堂 H29.12.1 R4.11.30

288015026 林　健祥 支那そば　来来 出雲市今市町９７１－５ 飲食店営業 1 一般食堂 H28.12.1 R3.11.30

310010015 山根　弘也 ＦＡＸＸＸ
出雲市今市町９８９－９　末
広ビル２Ｆ

0853-25-8424 飲食店営業 1 一般食堂 H31.4.23 R6.5.31

280010049 株式会社　はなもめん 代表取締役　杉原　正一
しゃぶしゃぶ　銀の鍋　出雲
南店

出雲市今市町南本町２０－４ 0853-25-1097 飲食店営業 2 一般食堂 H28.6.3 R3.11.30

318015219 髙橋　朱美
ファミリーマート　出雲南本町
店

出雲市今市町南本町２１－１ 0853-24-7724 飲食店営業 3 そうざい 弁当屋 R1.12.1 R6.11.30

288010033 多賀　眞弓 アユミ 出雲市今市町北本町１丁目１ 0853-22-6356 飲食店営業 1 一般食堂 H28.6.1 R3.5.31

280010128 本間　裕子 ファミリーマート出雲北本町店
出雲市今市町北本町１丁目１
－１

0853-24-8310 飲食店営業 3 そうざい H29.1.30 R4.5.31

308010170 飯塚　秀美 モカ
出雲市今市町北本町１丁目３
－１３

22-2205 飲食店営業 1 一般食堂 仕出し屋 弁当屋 H30.6.1 R5.5.31

280010082 木村　ちはる ＨＯＮＥＹ　ＶＩＦ
出雲市今市町北本町２丁目７
－１５ 北本町ビル１Ｆ１号室

0853-31-9950 飲食店営業 1 一般食堂 H28.9.12 R3.11.30

300010012 大宇　株式会社 代表取締役　張　宇 台湾料理　豊源
出雲市今市町北本町３丁目１
－１

0853-25-7472 飲食店営業 1 一般食堂 仕出し屋 H30.5.1 R5.5.31

20010039
ＤＥ　ＡＲＡＵＪＯ ＭＵＲＡＭＡＴ
ＳＵ ＶＡＬＤＩＶＡ

ＳＡＢＯＲ　ＢＲＡＺＩＬ　ＤＥＬＩＣＩ
ＡＳ ＤＡ　ＶＡＬ

出雲市今市町北本町３丁目３
－３

飲食店営業 1 一般食堂 そうざい R2.8.25 R7.11.30

288010035 春木　晃夫 末廣鮨
出雲市今市町北本町３丁目３
－５

23-2800 飲食店営業 1 すし屋 H28.6.1 R3.5.31

300010050 シュブスタンス　合同会社 代表社員　古川　強 パティスリー　シュブスタンス
出雲市今市町北本町３丁目３
－６

0853-31-8388 飲食店営業 1 一般食堂 H30.9.5 R5.11.30
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298010028
株式会社　ビッグボーイジャ
パン

代表取締役　長久保　文康 ビッグボーイ　出雲今市店
出雲市今市町北本町５丁目１
－１

24-7830 飲食店営業 1 一般食堂 仕出し屋 そうざい H29.6.1 R4.5.31

28015735 吉田　安夫 きんぐ
出雲市今市町北本町５丁目２
－１２

0853-23-3576 飲食店営業 1 一般食堂 R2.12.1 R7.11.30

28015736 今岡　博行 天心
出雲市今市町北本町５丁目２
－１２

0853-23-1470 飲食店営業 1 一般食堂 R2.12.1 R7.11.30

288010036
有限会社 信愛フードサービ
ス

代表取締役　山根　保 モッチモ・パスタ　出雲店
出雲市今市町北本町５丁目４
－１３

0853-24-0141 飲食店営業 1 一般食堂 H28.6.1 R3.5.31

308010139 山本　孝治 やまもと
出雲市佐田町一窪田２１４８
－１

85-2568 飲食店営業 1 一般食堂 H30.6.1 R5.5.31

290010097 一般社団法人　吉栗ドリーム 代表理事　山本　義隆 吉栗の食処　おちらと 出雲市佐田町一窪田６５７ 0853-85-8020 飲食店営業 2 一般食堂 弁当屋 仕出し屋 H30.2.9 R5.5.31

308010148 三島　拓也 ＪＡＣＡＧＯ
出雲市佐田町下橋波２２２
（県下一円）

飲食店営業 特記事項なし H30.6.1 R5.5.31

288015161 三浦　美代子 ビタミンの里　吉野 出雲市佐田町吉野２２０－３ 85-2933 飲食店営業 2 弁当屋 H28.12.1 R3.11.30

290010115 スサノオドリーム　株式会社 代表取締役　山本　義隆 味処　すさのお
出雲市佐田町原田７３５－１
４

0853-84-0963 飲食店営業 1 一般食堂 仕出し屋 弁当屋 H30.4.1 R5.5.31

310010029 有限会社　あわや 代表取締役　板垣　圭悦 ヤマザキショップ　あわや 出雲市佐田町原田７３５－５ 0853-84-0100 飲食店営業 3 特記事項なし R1.5.27 R6.5.31

290010114 スサノオドリーム　株式会社 代表取締役　山本　義隆 ゆかり館 出雲市佐田町原田７３７ 0853-84-0800 飲食店営業 2 一般食堂 旅館 仕出し屋 弁当屋 H30.4.1 R5.5.31

270010106 株式会社　未来サポートさだ 代表取締役　山本　友義 雲海の館 出雲市佐田町原田７３８－３ 飲食店営業 2 仕出し屋 弁当屋 H28.2.8 R3.5.31

298010176 深井　徹郎 橋波こんにゃく組合 出雲市佐田町上橋波２７２ 0853-85-2373 飲食店営業 3 弁当屋 H29.6.1 R4.5.31

308010142 大島　一雄 一縁荘 出雲市佐田町須佐５７４－２ 0853-84-0980 飲食店営業 1 旅館 H30.6.1 R5.5.31

310010011 横山　豪之 里山キッチン　須佐屋 出雲市佐田町須佐６３６－１ 0853-84-1123 飲食店営業 2 一般食堂 仕出し屋 H31.4.18 R6.5.31

308010159 永井　君枝 松屋 出雲市佐田町須佐６７８－９ 84-0307 飲食店営業 2 一般食堂 料理店 仕出し屋 H30.6.1 R5.5.31

288015158 横山　茂和 山渓会 出雲市佐田町須佐６９２ 84-0919 飲食店営業 2 弁当屋 仕出し屋 H28.12.1 R3.11.30

288015156 横山　茂和 須佐のみやげ屋２号
出雲市佐田町須佐６９２（県
下一円）

84-0919 飲食店営業 特記事項なし H28.12.1 R3.11.30

300010101 大田　明広 すさ音ｃａｆｅ 出雲市佐田町須佐７２６－４ 0853-84-0707 飲食店営業 1 一般食堂 仕出し屋 弁当屋 H31.1.9 R6.5.31

308010222 深井　美弥子 潮の井荘食堂　あづま屋 出雲市佐田町須佐７４９－５ 84-0926 飲食店営業 2 一般食堂 仕出し屋 H30.6.1 R5.5.31

318010165 渡部　良治 みはた特産品研究会
出雲市佐田町大呂１００５－
１

飲食店営業 2 一般食堂 弁当屋 仕出し屋 R1.6.1 R6.5.31

288015154 須山　朋雄 風太郎
出雲市佐田町朝原１６７１－
１

84-0405 飲食店営業 1 一般食堂 H28.12.1 R3.11.30

318010226 岸　修一
ふれあい産直ショップ　山のさ
と

出雲市佐田町八幡原２３８－
４

0853-85-8988 飲食店営業 2 一般食堂 仕出し屋 そうざい R1.6.1 R6.5.31

28015722 三原　英司 三原鮮魚店
出雲市佐田町反辺１２１６－
９

0853-84-0412 飲食店営業 2 一般食堂 仕出し屋 R2.12.1 R7.11.30

280010057 三原　一則 壱久
出雲市佐田町反辺１４１４－
３ （県下一円）

0853-84-0502 飲食店営業 特記事項なし H28.6.27 R3.11.30

290010014 今岡　智恵子 あおぞら
出雲市佐田町反辺１４３７－
３

0853-84-0128 飲食店営業 3 そうざい 弁当屋 H29.5.15 R4.5.31

278015186 島根県農業協同組合 代表理事　石川　寿樹 ラピタ佐田店
出雲市佐田町反辺１５８６－
１２

0853-84-0262 飲食店営業 3 そうざい H27.12.1 R3.11.30
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298010175 安田　健 料理仕出し　安田
出雲市佐田町反辺１５８９－
６

84-0338 飲食店営業 2 仕出し屋 料理店 H29.6.1 R4.5.31

288015164 藤原　文子 藤美
出雲市佐田町反辺１６０２－
３

0853-84-0400 飲食店営業 1 一般食堂 H28.12.1 R3.11.30

288015166 伊藤　恵美 牧場のパン屋さん「カウベル」 出雲市佐田町反辺７２７－１ 84-1007 飲食店営業 2 弁当屋 一般食堂 H28.12.1 R3.11.30

28015720 山下　剛 本増屋 出雲市三津町７１３－１ 0853-68-0153 飲食店営業 2 仕出し屋 弁当屋 料理店 R2.12.1 R7.11.30

300010105 サン・イン・ハート　株式会社 代表取締役　立花　輝夫 ローソン出雲枝大津町店 出雲市枝大津町１４－４ 0853-23-1552 飲食店営業 3 そうざい 弁当屋 H31.1.29 R6.5.31

318015191 安藤　竜一 登わ 出雲市枝大津町１６－１１ 0853-25-8819 飲食店営業 2 一般食堂 R1.12.1 R6.11.30

318015217 株式会社　ジョイフル中国 代表取締役　税所　眞一 ジョイフル出雲大津店 出雲市枝大津町１７－５ 24-9661 飲食店営業 1 一般食堂 R1.12.1 R6.11.30

270010098 株式会社　和想 代表取締役　池田　訓之 ｃａｆｅ　１８６ 出雲市枝大津町１８－３ 0853-24-7520 飲食店営業 1 一般食堂 H27.12.16 R3.5.31

270010099 株式会社　道とん堀 代表取締役　稲場　裕幸 お好み焼肉道とん堀　出雲店 出雲市枝大津町２０－１ 0853-22-5556 飲食店営業 1 一般食堂 H27.12.24 R3.5.31

300010124 板倉　智宏 ＤＩＰ　ＭＯＣＯ 出雲市枝大津町８－１２ 飲食店営業 1 一般食堂 仕出し屋 そうざい H31.3.19 R6.5.31

288010052 武田　実穂子 軽食　みほ 出雲市枝大津町８－１３ 0853-23-2662 飲食店営業 1 一般食堂 H28.6.1 R3.5.31

318015193
株式会社　松江テクノサービ
ス

代表取締役　金築　多美子 さんぱら 出雲市小伊津町７４－１ 0853-68-0506 飲食店営業 1 一般食堂 R1.12.1 R6.11.30

308010201
株式会社　山陰一畑クッキン
グ

代表取締役　足達　明彦 山陰一畑クッキング 出雲市小境町１７００－３０ 0853-67-9731 飲食店営業 2 弁当屋 仕出し屋 H30.6.1 R6.5.31

300010123 北陽ビル管理　株式会社 代表取締役　幡　宏明 サンレイク
出雲市小境町１９９１－２ 県
立青少年の家（サン・レイク）
３階

0853-69-1018 飲食店営業 2 一般食堂 仕出し屋 H31.4.1 R6.5.31

288015122 曽田　国男 橋本屋 出雲市小境町２１１５ 67-0025 飲食店営業 1 一般食堂 H28.12.1 R3.11.30

308015151 南場　美貴子 ばんびー 出雲市小境町２１１５ 飲食店営業 1 一般食堂 H30.12.1 R5.11.30

310010012 堀内　伸二 中山商店 出雲市小境町２１１７ 0853-67-0029 飲食店営業 1 一般食堂 仕出し屋 そうざい H31.4.18 R6.5.31

288010155 坂本　節子 食堂　もんぜん 出雲市小境町２１１７－３ 0853-67-0630 飲食店営業 1 一般食堂 仕出し屋 H28.6.1 R3.5.31

318010191 有限会社　よふきや 代表取締役　濱屋　正 よふきや別館 出雲市小境町４０８ 67-0804 飲食店営業 2 仕出し屋 弁当屋 そうざい 一般食堂 R1.6.1 R6.5.31

298015167 有限会社　よふきや 代表取締役　濱屋　正 よふきや 出雲市小境町４１１－４ 67-0804 飲食店営業 2 一般食堂 料理店 仕出し屋 弁当屋 H29.12.1 R4.11.30

280010097 田中　優行 ローソン・ポプラ平田一畑店 出雲市小境町４１２－２ 0853-67-0005 飲食店営業 3 そうざい 弁当屋 H28.11.7 R3.11.30

300010111 宗教法人　一畑寺 代表役員　飯塚　大幸 一畑山コテージ
出雲市小境町８０３　一畑寺
宗務本庁

0853-67-0111 飲食店営業 1 旅館 一般食堂 H31.1.31 R6.5.31

290010058 株式会社　あきんどスシロー 代表取締役　水留　浩一 スシロー出雲小山店 出雲市小山町１０５－１ 0853-24-7203 飲食店営業 2 一般食堂 仕出し屋 H29.9.13 R4.11.30

28010606 舟木　博 舟木商店
出雲市小山町１２７－４（県下
一円）

飲食店営業 特記事項なし R2.6.1 R7.5.31

28015704 石橋　達朗 石橋魚店・和食の店石ばし 出雲市小山町１４０－９ 0853-22-2441 飲食店営業 2 仕出し屋 一般食堂 そうざい R2.12.1 R7.11.30

290010090 渡部　英之 割烹　ほうちょう 出雲市小山町１４３－１１ 0853-22-1157 飲食店営業 2 一般食堂 仕出し屋 料理店 H30.1.1 R5.5.31

308015146 山口　雄三 ランコントレ 出雲市小山町１６３ 0853-24-2477 飲食店営業 1 一般食堂 そうざい 弁当屋 H30.12.1 R5.11.30
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298015099
有限会社　 ＪＡいずもアグリ
マート

代表取締役　影山　卓也
ファミリーマート ＪＡいずも小
山店

出雲市小山町２３５－３ 0853-21-8755 飲食店営業 3 そうざい H29.12.1 R4.11.30

298015103 西尾　光代 焼肉「ぎんこう」 出雲市小山町２６０－４５ 22-3641 飲食店営業 1 一般食堂 H29.12.1 R4.11.30

298010083 成相　祥三 成相鮮魚店 出雲市小山町２７４－１ 0853-22-6164 飲食店営業 2 仕出し屋 H29.6.1 R4.5.31

280010126 佐藤　和子 こっぺ＆かふぇ　ＫＡＫＯ
出雲市小山町２８３－２　お
しゃれビルＡ－１

0853-25-8444 飲食店営業 1 一般食堂 H29.1.27 R4.5.31

20010029 安井　雄 ｃｏｆｆｅｅ　ｈｏｕｓｅ　ヒナタバコ
出雲市小山町３４６－３ ｉｚｕｍ
ｏ　ＴＥＲＲＡＣＥ　１Ｆ

0853-25-8891 飲食店営業 1 一般食堂 仕出し屋 R2.7.27 R7.11.30

280010101 有限会社　ごとう美建 代表取締役　後藤　博 えの屋
出雲市小山町３５９－３　佐
藤ビルＡ

0853-21-9373 飲食店営業 1 一般食堂 H28.11.11 R3.11.30

298015104
医療法人 エスポアール出雲
クリニック

理事長　高橋　幸男 喫茶ゆう＆あい 出雲市小山町３６２－１ 21-9779 飲食店営業 2 一般食堂 仕出し屋 H29.12.1 R5.11.30

280010066 栗原　佳世子 ハーブティーｙａｄｏ
出雲市小山町３９７－１　コ－
ポスズキ１Ｆ

0853-31-4363 飲食店営業 1 一般食堂 H28.8.3 R3.11.30

318010220 株式会社　健菜厨房 代表取締役　北井　加代子 健菜厨房　キッチンスタジオ 出雲市小山町４３６－１ 21-5015 飲食店営業 2 弁当屋 仕出し屋 R1.6.1 R6.5.31

28015810 株式会社　健菜厨房 代表取締役　北井　加代子 クレープドラゴン１号車
出雲市小山町４３６－１（県下
一円）

0853-21-5015 飲食店営業 特記事項なし R2.12.1 R7.11.30

300010117 武田　順子 青松キムチ 出雲市小山町４９４－９ 飲食店営業 2 一般食堂 そうざい 仕出し屋 弁当屋 H31.2.15 R6.5.31

298015094 武田　順子 青松キムチ
出雲市小山町４９４－９ （県
下一円）

飲食店営業 特記事項なし H29.12.1 R4.11.30

300010041 田邊　秀雄 ローソン出雲小山町店 出雲市小山町５０４－１ 0853-24-0117 飲食店営業 3 弁当屋 そうざい H30.8.3 R5.11.30

300010119 株式会社　縁 代表取締役　錦織　正人 出雲蕎麦処　錦織 出雲市小津町１６７－９ 0853-66-0472 飲食店営業 1 一般食堂 H31.3.4 R6.5.31

28010638 藤井　康司 カフェダイニング　蓮 出雲市松寄下町１１３５－４ 22-6465 飲食店営業 1 一般食堂 R2.6.1 R7.5.31

310010132
株式会社　グローバルステー
ジ

代表取締役　髙橋　祐一
陸上自衛隊出雲駐屯地　隊
員食堂

出雲市松寄下町１１４２－１ 0853-21-1045 飲食店営業 2 一般食堂 R2.4.1 R7.5.31

290010068 石田　栄 味処いし
出雲市松寄下町１１４２－１
陸上自衛隊出雲駐屯地厚生
センタ－内

0853-21-1045 飲食店営業 1 一般食堂 H29.10.4 R4.11.30

310010028 石田　玲子 いとおかし 出雲市松寄下町１１９２－３ 0853-21-1836 飲食店営業 1 一般食堂 R1.5.24 R6.5.31

28010667 島根県農業協同組合 代表理事　石川　寿樹 ラピタはまやま店 出雲市松寄下町２９８－２ 0853-30-7770 飲食店営業 3 弁当屋 R2.6.1 R7.5.31

300010016 金崎　早苗 はまやま愛菜
出雲市松寄下町２９８－２　ラ
ピタはまやま店内

0853-24-3939 飲食店営業 2 そうざい 弁当屋 仕出し屋 H30.5.15 R5.5.31

308010141 株式会社　大惣 代表取締役　伊東　弘隆 百菜はまやま店
出雲市松寄下町２９８－２（ラ
ピタはまやま店内）

23-7732 飲食店営業 3 そうざい 弁当屋 H30.6.1 R5.5.31

308010188 有限会社　ファミリー・フーズ 代表取締役　今岡　厚子 あじさい　はまやま店
出雲市松寄下町２９８－２（ラ
ピタはまやま店内）

0853-23-1332 飲食店営業 3 そうざい 弁当屋 H30.6.1 R5.5.31

318015220
有限会社　 ＪＡいずもアグリ
マート

代表取締役　影山　卓也
ファミリーマートＪＡいずも塩
冶東店

出雲市上塩冶町２６４６－１ 0853-24-7703 飲食店営業 3 そうざい R1.12.1 R6.11.30

310010103 篠原　寛徳 篠寛ジロー 出雲市上塩冶町２７７３－８ 0853-22-8138 飲食店営業 1 一般食堂 R1.12.23 R7.5.31

298010059 株式会社　至誠 代表取締役　坂本　宏允 寿生病院 出雲市上塩冶町２８６２－１ 0853-23-9522 飲食店営業 2 一般食堂 仕出し屋 弁当屋 H29.6.1 R5.5.31

28010628 株式会社　壽生 代表取締役　宮本　享 喫茶ことぶき
出雲市上塩冶町２８６２－１
壽生病院１階

0853-24-2160 飲食店営業 1 一般食堂 R2.6.1 R7.5.31

28015815 株式会社　至誠 代表取締役　坂本　宏允 寿生病院職員食堂
出雲市上塩冶町２８６２－１
（寿生病院６Ｆ）

0853-23-9522 飲食店営業 1 一般食堂 R2.12.1 R7.11.30
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290010045 石川　佳和 丸佳笑店
出雲市上塩冶町３４１ （県下
一円）

0853-21-0836 飲食店営業 特記事項なし H29.8.2 R4.11.30

308010145 石川　佳和 まるよし
出雲市上塩冶町３４１（県下
一円）

飲食店営業 特記事項なし H30.6.1 R5.5.31

280010123 藤原　大樹
セブンイレブン　出雲上塩冶
町店

出雲市上塩冶町４００１ 0853-21-5313 飲食店営業 3 そうざい H29.1.25 R4.5.31

310010040 株式会社　Ｔ．Ｐ．Ｃ 代表取締役　高山　秀徳 山陰出雲　八右衛門 出雲市上塩冶町４０４０－３ 0853-25-8884 飲食店営業 1 一般食堂 R1.6.27 R6.11.30

308010163 畑　勉 鈴木屋 出雲市上島町１０７７－２ 48-0323 飲食店営業 2 仕出し屋 H30.6.1 R5.5.31

288015094 金山　満男 冨士見楼 出雲市上島町１１６４ 48-0317 飲食店営業 2 仕出し屋 料理店 H28.12.1 R3.11.30

298010091 浦部　修 中国料理　来宝 出雲市常松町１７１ 25-0603 飲食店営業 1 一般食堂 H29.6.1 R4.5.31

288010100 有限会社　麦舎 代表取締役　神門　恵 そば処　神門 出雲市常松町３７８ 0853-24-6200 飲食店営業 1 一般食堂 H28.6.1 R3.5.31

280010149 富士産業　株式会社 代表取締役　中村　勝彦
障害者支援施設　出雲サン
ホーム

出雲市神西沖町１３１３ 飲食店営業 2 一般食堂 H29.3.27 R4.5.31

280010150 富士産業　株式会社 代表取締役　中村　勝彦 出雲サンサン保育園 出雲市神西沖町１３１５ 飲食店営業 2 一般食堂 H29.3.27 R4.5.31

298015131
有限会社 リープ・エンタープ
ライズ

代表取締役　小林　敏行 料亭　ひがしや 出雲市神西沖町２０１１－２ 43-1024 飲食店営業 2 料理店 仕出し屋 弁当屋 H29.12.1 R4.11.30

28015701 田中　正人 田中鮮魚川魚店 出雲市神西沖町２０４２－１ 0853-43-1349 飲食店営業 3 特記事項なし R2.12.1 R7.11.30

310010033 小村　雄二 スナック　キューピー 出雲市神西沖町２０８６－２ 飲食店営業 1 一般食堂 R1.6.11 R6.11.30

298015132 伊藤　正司 パブスナック　ゆうみ 出雲市神西沖町２０９８－３ 0853-43-3222 飲食店営業 1 一般食堂 H29.12.1 R4.11.30

308015142 山崎　広幸 軽食喫茶　ラブラブ 出雲市神西沖町２１０７－１ 43-1353 飲食店営業 1 一般食堂 H30.12.1 R6.11.30

300010089 石田　穂高 相撲食堂　ちゃんこちゃん 出雲市神西沖町２１２９－８ 飲食店営業 1 一般食堂 仕出し屋 H30.11.27 R5.11.30

28010591 社会福祉法人　親和会 理事　三上　辰男 オレンジベーカリー 出雲市神西沖町２４７６－１ 0853-43-2461 飲食店営業 1 一般食堂 弁当屋 R2.6.1 R8.5.31

28010597 社会福祉法人　親和会 理事　三上　辰男 ふたば食品 出雲市神西沖町２４７６－１ 0853-43-2461 飲食店営業 2 仕出し屋 弁当屋 そうざい R2.6.1 R8.5.31

280010143 島根県立出雲養護学校 校長　金川　克則 島根県立出雲養護学校 出雲市神西沖町２４８５ 0853-43-2260 飲食店営業 2 一般食堂 仕出し屋 弁当屋 H29.3.16 R4.5.31

308010187 社会福祉法人　親和会 理事　三上　辰男 さざなみ学園 出雲市神西沖町２５３４－２ 43-2250 飲食店営業 2 仕出し屋 H30.6.1 R6.5.31

298015081 小村　広紀 ダイニングカフェともみ 出雲市神門町１４００－３ 飲食店営業 1 一般食堂 H29.12.1 R4.11.30

28015756 島根県農業協同組合 代表理事　石川　寿樹
ＪＡしまね葬祭会館　メモリア
河南

出雲市神門町１４２３ 0853-23-3331 飲食店営業 1 一般食堂 R2.12.1 R7.11.30

288015076 有限会社　田原石油 代表取締役　田原　大介 たばら食堂 出雲市神門町７４１－２ 0853-22-6755 飲食店営業 1 一般食堂 H28.12.1 R3.11.30

298010070 高橋　秀徳 ファミリーマートいずも神門 出雲市神門町７９７ 0853-24-7775 飲食店営業 3 そうざい H29.6.1 R4.5.31

288010088
有限会社　 ＪＡいずもアグリ
マート

代表取締役　影山　卓也
ファミリーマート　ＪＡいずも長
浜店

出雲市西園町２６７－１ 0853-28-8300 飲食店営業 3 そうざい 弁当屋 H28.6.1 R3.5.31

300010044 松田　和幸 セブンイレブン　出雲長浜店 出雲市西園町２７１－１ 0853-28-0115 飲食店営業 3 そうざい H30.8.22 R5.11.30

290010037 石飛　英之 トビーズカンパニー 出雲市西園町３３８３－２３ 0853-28-3522 飲食店営業 1 弁当屋 そうざい 一般食堂 H29.7.5 R4.11.30

25 / 113 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

318015166
社会福祉法人　古平田和光
会

理事長　秦　正
養護老人ホーム　長浜和光
園

出雲市西園町４０１５ 28-0033 飲食店営業 2 一般食堂 仕出し屋 R1.12.1 R6.11.30

308015128 篠原　寛徳 篠寛
出雲市西園町４１０１－１８
（県下一円）

飲食店営業 特記事項なし H30.12.1 R5.11.30

20010053 篠原　寛徳 篠寛車
出雲市西園町４１０１－８（県
下一円）

飲食店営業 特記事項なし R2.10.16 R7.11.30

310010043 株式会社　エキナン 代表取締役　藤江　昭雄 焼肉ビアムーン
出雲市西新町１丁目１０５９
－１

0853-21-5585 飲食店営業 1 一般食堂 R1.7.16 R6.11.30

280010124 漆谷　好紀
セブンイレブン　出雲西新町
店

出雲市西新町１丁目２４５３
－７

0853-21-1712 飲食店営業 3 そうざい H29.1.25 R4.5.31

278015231 株式会社　エキナン 代表取締役　藤江　昭雄 レストランビアムーン
出雲市西新町１丁目２５４８
－１

0853-20-2755 飲食店営業 2 一般食堂 仕出し屋 H27.12.1 R3.11.30

288010082 株式会社　エキナン 代表取締役　藤江　昭雄 エキナン
出雲市西新町１丁目２５４８
－１（県下一円）

0853-20-2811 飲食店営業 特記事項なし H28.6.1 R3.5.31

28010619 株式会社　エキナン 代表取締役　藤江　昭雄 フローラカフェ
出雲市西新町２丁目２４５６
－３

23-8777 飲食店営業 2 一般食堂 R2.6.1 R7.5.31

308015137
有限会社　 ＪＡいずもアグリ
マート

代表取締役　影山　卓也
ファミリーマート　ＪＡいずも西
出雲店

出雲市西新町２丁目２４５８
－３

24-7507 飲食店営業 3 そうざい H30.12.1 R5.11.30

288010084 荒川　政吉 天麩羅　味里 出雲市西新町３丁目２－１ 0853-22-1537 飲食店営業 1 一般食堂 H28.6.1 R3.5.31

28015790 小村　育夫 おむら
出雲市西代町１１４０－５（県
下一円）

飲食店営業 特記事項なし R2.12.1 R7.11.30

318015226 小村　育夫 おむら
出雲市西代町１１４０－５（県
下一円）

0853-63-0339 飲食店営業 特記事項なし R1.12.1 R6.11.30

288010142 土江　良昭 たま川 出雲市西平田町２５ 飲食店営業 2 一般食堂 仕出し屋 H28.6.1 R3.5.31

298015160 有限会社　當江フーヅ 代表取締役　當江　武一 ｓｕｓｈｉ　一 出雲市西平田町７４ 0853-63-3137 飲食店営業 2 すし屋 弁当屋 仕出し屋 H29.12.1 R4.11.30

290010089 株式会社　ホーユー 代表取締役　山浦　芳樹
島根県立大学　出雲キャンパ
ス　食堂

出雲市西林木町１５１ 0853-23-0134 飲食店営業 1 一般食堂 仕出し屋 H29.12.19 R5.5.31

28010590
有限会社　 島根中央炊飯セ
ンター

代表取締役　小川　敬 北陵ランチルーム 出雲市西林木町３ 0853-21-1871 飲食店営業 2 一般食堂 そうざい 仕出し屋 弁当屋 R2.6.1 R8.5.31

28015688 株式会社　至誠 代表取締役　坂本　宏允 株式会社　至誠　いこいの郷 出雲市西林木町３３－１ 0853-28-0893 飲食店営業 2 一般食堂 R2.12.1 R7.11.30

318015167 倉橋　勉 一合 出雲市西林木町３７－３ 22-3347 飲食店営業 1 一般食堂 R1.12.1 R6.11.30

280010006 北山温泉　株式会社 代表取締役　佐藤　良之 お食事処　味湯　北山亭 出雲市西林木町６１－１ 0853-20-0888 飲食店営業 2 一般食堂 仕出し屋 H28.4.13 R3.5.31

28015741 有限会社　三和農産 取締役　渡部　祐三 有限会社　三和農産 出雲市船津町４３９－７ 0853-48-1056 飲食店営業 2 弁当屋 R2.12.1 R7.11.30

290010095 ジャパンフード　株式会社 代表取締役　富田　和昭 ジャパンフード 出雲市多伎町久村１１８－３ 飲食店営業 1 一般食堂 H30.2.1 R5.5.31

288010054 石橋　喜久枝 石橋
出雲市多伎町久村１２９５－
９（県下一円）

飲食店営業 特記事項なし H28.6.1 R3.5.31

300010015 林　桂子 ｋｉｔｃｈｅｎ　魚見坂
出雲市多伎町久村１５８１－
２

0853-77-5542 飲食店営業 1 一般食堂 そうざい H30.5.11 R5.5.31

288010201 株式会社　多伎振興 代表取締役　鳥屋尾　巧 キララコテージ
出雲市多伎町久村１８２－１
２３９９－２

0853-86-9088 飲食店営業 2 一般食堂 料理店 仕出し屋 H28.6.1 R3.5.31

28015764 糸賀　由起 ココ　ハウス 出雲市多伎町久村２６３－１ 0853-86-2353 飲食店営業 1 一般食堂 R2.12.1 R7.11.30

318010221 柳楽　隆一 龍庵 出雲市多伎町久村２６７－２ 86-2067 飲食店営業 2 仕出し屋 R1.6.1 R6.5.31

28015739
特定非営利活動法人　風の
子たき

理事　杉谷　茂 風の子屋台
出雲市多伎町口田儀４５８－
１（県下一円）

0853-86-3644 飲食店営業 特記事項なし R2.12.1 R7.11.30
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298010184 小島　千鶴 千鳥 出雲市多伎町口田儀５３０ 86-2233 飲食店営業 2 一般食堂 料理店 仕出し屋 H29.6.1 R4.5.31

290010047 川上　美知子 なあちゃんの台所
出雲市多伎町口田儀９００－
１５

飲食店営業 2 仕出し屋 弁当屋 そうざい H29.8.10 R4.11.30

20010006 株式会社　ＩＺＵＭＯＡＩ 代表取締役　渡部　洋 雲藍 出雲市多伎町口田儀９０－４ 飲食店営業 2 仕出し屋 弁当屋 R2.4.20 R7.5.31

310010106 株式会社　ＩＺＵＭＯＡＩ 代表取締役　渡部　洋 雲藍
出雲市多伎町口田儀９０－４
（県下一円）

飲食店営業 特記事項なし R2.1.8 R7.5.31

288015173 有限会社　小田温泉 代表取締役　石飛　健 有限会社　小田温泉 出雲市多伎町小田２０８－３ 86-2016 飲食店営業 2 旅館 料理店 仕出し屋 H28.12.1 R3.11.30

308015081 有限会社　石飛商店 代表取締役　石飛　善和 有限会社　石飛商店 出雲市多伎町小田４４６－１ 86-2013 飲食店営業 3 そうざい H30.12.1 R5.11.30

288010215 錦織　誠 ドライブイン　Ｄ－５１ 出雲市多伎町小田８３６－２ 0853-86-3476 飲食店営業 1 一般食堂 仕出し屋 H28.6.1 R3.5.31

288010202 株式会社　多伎振興 代表取締役　鳥屋尾　巧 キララ多伎 出雲市多伎町多岐１３５－１ 0853-86-9080 飲食店営業 1 一般食堂 H28.6.1 R4.5.31

28015811 株式会社　多伎振興 代表取締役　鳥屋尾　巧 道の駅キララ多伎　海の家 出雲市多伎町多岐１３５－１ 86-9080 飲食店営業 3 特記事項なし R2.12.1 R8.11.30

288010204 株式会社　多伎振興 代表取締役　鳥屋尾　巧 キララベーカリー 出雲市多伎町多岐１３５－１ 0853-86-2700 飲食店営業 1 一般食堂 弁当屋 H28.6.1 R4.5.31

318010182 株式会社　多伎振興 代表取締役　鳥屋尾　巧 キララ海鮮　たこ焼
出雲市多伎町多岐１３５－１
（県下一円）

飲食店営業 特記事項なし R1.6.1 R6.5.31

288010206 有限会社　インタースペース 代表取締役　新森　哲也 ごゑん（ＧＯＥＮ）
出雲市多伎町多岐１３５－１
道の駅キララ多伎内

0853-86-3008 飲食店営業 2 一般食堂 弁当屋 仕出し屋 H28.6.1 R4.5.31

290010110 株式会社　多伎振興 代表取締役　鳥屋尾　巧 キララ露天　スープ
出雲市多伎町多岐１３５－１
（県下一円）

0853-86-9080 飲食店営業 特記事項なし H30.3.23 R5.5.31

310010064 ＪＵＮＩＴＩ　ＭＯＲＩＹＡ ＯＳＣＡＲ
ＢＲＡＳＰＯＩＮＴ　ＣＡＦＥ＆ＢＡ
Ｒ

出雲市多伎町多岐１５７－１ 飲食店営業 1 一般食堂 R1.10.11 R6.11.30

310010113 鳥谷　修 らーめん工房　海 出雲市多伎町多岐１５７－１ 0853-86-7311 飲食店営業 1 一般食堂 R2.2.18 R7.5.31

290010104 株式会社　いちじくのさと多伎 代表取締役　坂根　守 多伎いちじく館　漁協女性部
出雲市多伎町多岐１７－１
（県下一円）

0853-86-7070 飲食店営業 特記事項なし H30.3.12 R5.5.31

300010031 小豆澤　直登 珈琲店　蒼 出雲市多伎町多岐４６１－１ 0853-86-3905 飲食店営業 1 一般食堂 仕出し屋 弁当屋 そうざい H30.6.28 R5.11.30

288010208 伊藤　久志 磯藤 出雲市多伎町多岐５３０ 0853-86-3133 飲食店営業 2 仕出し屋 一般食堂 料理店 H28.6.1 R3.5.31

288015172 有限会社　ファミリー・フーズ 代表取締役　今岡　厚子 あじさい 出雲市多伎町多岐８５３－１ 86-3855 飲食店営業 3 そうざい H28.12.1 R3.11.30

28015794 島根県農業協同組合 代表理事　石川　寿樹
ラピタ多伎店　鉄板焼コー
ナー

出雲市多伎町多岐８５３－１
（県下一円）

0853-86-2444 飲食店営業 特記事項なし R2.12.1 R7.11.30

318015236 島根県農業協同組合 代表理事　石川　寿樹 ラピタ多伎店
出雲市多伎町多岐８５３－１
（県下一円）

0853-86-2444 飲食店営業 特記事項なし R1.12.1 R6.11.30

288010209 株式会社　多伎振興 代表取締役　鳥屋尾　巧 レストラン　タラソ 出雲市多伎町多岐８５９－１ 0853-86-7111 飲食店営業 2 一般食堂 仕出し屋 弁当屋 H28.6.1 R4.5.31

28015797 河知　國守 コーヒーショップ　シャロン
出雲市多伎町多岐８７６－２
１

0853-86-2951 飲食店営業 1 一般食堂 弁当屋 仕出し屋 R2.12.1 R7.11.30

288010210 堀　秀満 ローソン出雲多伎店 出雲市多伎町多岐８７７－９ 0853-86-3887 飲食店営業 3 そうざい H28.6.1 R4.5.31

28010635 松﨑　淑子 コアカフェ 出雲市多久町８８０－１０ 飲食店営業 1 一般食堂 R2.6.1 R7.5.31

20010032 金子　祥子
ＭａｒｅＤｏｒａｔｏ（マーレドラー
ト）

出雲市大社町杵築西１６４８
－２

0853-25-8172 飲食店営業 2 一般食堂 旅館 仕出し屋 R2.7.29 R7.11.30

288010242 藤井　功 平和そば本店 出雲市大社町杵築西２０３４ 0853-53-3240 飲食店営業 1 そば屋 仕出し屋 H28.6.1 R3.5.31
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280010112 岡垣　和典 ｂｏｃｃｏ
出雲市大社町杵築西２２２２
－１６

0853-25-8248 飲食店営業 1 一般食堂 仕出し屋 弁当屋 H28.12.2 R4.5.31

298015212 宗教法人　出雲教 代表役員　北島　建孝 出雲教　亀山会館 出雲市大社町杵築東１９４ 0853-53-2525 飲食店営業 1 一般食堂 H29.12.1 R4.11.30

28010652 宗教法人　出雲教 代表役員　北島　建孝 八雲会館 出雲市大社町杵築東１９４ 53-2525 飲食店営業 4 特記事項なし R2.6.1 R7.5.31

288015177 有限会社　松の屋 代表取締役　松井　英征 有限会社　松の屋 出雲市大社町杵築東２６１ 53-2555 飲食店営業 1 一般食堂 H28.12.1 R3.11.30

298015213 曽田　明雄 こーひーしょっぷ　縁 出雲市大社町杵築東２６２ 0853-53-3893 飲食店営業 1 一般食堂 H29.12.1 R4.11.30

298015214 有限会社　八雲 代表取締役　岩石　秀一 八雲東店 出雲市大社町杵築東２６２ 0853-53-4827 飲食店営業 1 一般食堂 仕出し屋 弁当屋 そうざい H29.12.1 R4.11.30

298015215 有限会社　油屋蒲鉾 代表取締役　表森田　俊尋 有限会社　油屋蒲鉾　２号店 出雲市大社町杵築東２６２ 飲食店営業 3 特記事項なし H29.12.1 R4.11.30

308010202 株式会社　一畑百貨店 代表取締役　川内　孝治 観光センターいずも 出雲市大社町杵築東２７３ 0853-53-3030 飲食店営業 3 特記事項なし H30.6.1 R6.5.31

278015207 株式会社　一畑百貨店 代表取締役　川内　孝治 観光センター　いずも 出雲市大社町杵築東２７３ 0853-53-3030 飲食店営業 2 一般食堂 仕出し屋 H27.12.1 R3.11.30

20010027 株式会社　一畑百貨店 代表取締役　川内　孝治 観光センターいずも
出雲市大社町杵築東２７３
（県下一円）

0853-53-3030 飲食店営業 特記事項なし R2.7.17 R7.11.30

28010609 有限会社　おくに 代表取締役　小國　英子 そば処　おくに 出雲市大社町杵築東２７６ 0853-53-5190 飲食店営業 1 一般食堂 仕出し屋 R2.6.1 R8.5.31

288010221 有限会社　八雲 代表取締役　岩石　秀一 八雲本店
出雲市大社町杵築東２７６－
１

0853-53-0187 飲食店営業 1 一般食堂 仕出し屋 弁当屋 そうざい H28.6.1 R3.5.31

308010162 株式会社　一畑百貨店 代表取締役　川内　孝治 お食事処　いずも
出雲市大社町杵築東２８３－
２

53-3030 飲食店営業 1 一般食堂 仕出し屋 弁当屋 H30.6.1 R6.5.31

288010222 株式会社　一畑百貨店 代表取締役　川内　孝治 山太
出雲市大社町杵築東２８３－
２

0853-25-8378 飲食店営業 1 一般食堂 H28.6.1 R3.5.31

308010221 出雲大社教 代表役員　千家　隆比古 おこもりどころ若叡 出雲市大社町杵築東３２７５ 53-2243 飲食店営業 2 旅館 仕出し屋 H30.6.1 R5.5.31

308010215 田中　富雄 そば処　田中屋
出雲市大社町杵築東３２８６
－５

0853-53-2351 飲食店営業 1 一般食堂 仕出し屋 弁当屋 H30.6.1 R5.5.31

310010013 株式会社 Ｔ’ｓ　ＣＯＭＰＡＳＳ 代表取締役　武美　寧兼
ファミリーマート　出雲大社正
門前通り店

出雲市大社町杵築東３６６ 0853-53-8788 飲食店営業 3 そうざい H31.4.22 R6.5.31

28015718 須谷　洋 すたに旅館 出雲市大社町杵築東３８２ 0853-53-2019 飲食店営業 2 旅館 料理店 R2.12.1 R7.11.30

308010178 有限会社　ゆたか亭 代表取締役　前島　健二 ゆたか亭 出雲市大社町杵築東３８４ 53-2208 飲食店営業 2 仕出し屋 料理店 H30.6.1 R5.5.31

298010189 服部　晃治 浪花鮓
出雲市大社町杵築東３８５－
３

0853-53-0260 飲食店営業 2 すし屋 仕出し屋 弁当屋 H29.6.1 R4.5.31

318010236 加村　俊雄 きずき
出雲市大社町杵築東３８７－
１

飲食店営業 2 一般食堂 仕出し屋 弁当屋 そうざい R1.6.1 R6.5.31

290010106
有限会社　 ＪＡいずもアグリ
マート

代表取締役　影山　卓也
ファミリーマート　ＪＡいずも大
社東店

出雲市大社町杵築東４０ 0853-53-8015 飲食店営業 3 そうざい H30.3.20 R5.5.31

288010223 有限会社　荒木屋 代表取締役　濱村　裕昭 荒木屋
出雲市大社町杵築東４０９－
２

0853-53-2352 飲食店営業 1 そば屋 H28.6.1 R3.5.31

280010093 波部　祐也 ＮＡＭＩ
出雲市大社町杵築東４３７－
３

飲食店営業 1 一般食堂 仕出し屋 H28.10.25 R3.11.30

290010073
株式会社　ビッグストーンケー
ケー

代表取締役　大坪　厚志 ＢＳＫＫ　ＧＯＨＡＮ
出雲市大社町杵築東４６３－
１

飲食店営業 1 一般食堂 H29.10.11 R4.11.30

318010157 有限会社　看雲楼 代表取締役　安井　暁人 割烹　看雲楼
出雲市大社町杵築東４８９－
１

53-2017 飲食店営業 2 一般食堂 仕出し屋 R1.6.1 R6.5.31

318010212 有限会社　ますや旅館 代表取締役　曾田　利広 有限会社　ますや旅館 出雲市大社町杵築東４９３ 53-2012 飲食店営業 2 旅館 一般食堂 仕出し屋 R1.6.1 R7.5.31
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318015154 石川　英樹 お食事処　暖簾 出雲市大社町杵築東５４－１ 53-2033 飲食店営業 2 一般食堂 仕出し屋 R1.12.1 R6.11.30

20010020 吉岡　央 ＬｏＴａ森田屋 出雲市大社町杵築東５７６ 0853-27-9653 飲食店営業 1 一般食堂 仕出し屋 そうざい R2.6.25 R7.11.30

288010225 浅沼　美則 かねや
出雲市大社町杵築東５７７－
１

0853-53-2366 飲食店営業 1 そば屋 H28.6.1 R3.5.31

288015180 有限会社　きんぐ 代表取締役　吉田　一久 有限会社　きんぐ 出雲市大社町杵築東５９９ 53-2473 飲食店営業 2 一般食堂 料理店 弁当屋 仕出し屋 H28.12.1 R3.11.30

308010146 有限会社　八雲 代表取締役　岩石　秀一 食事処　小望月 出雲市大社町杵築東６２０ 0853-53-0257 飲食店営業 1 一般食堂 仕出し屋 弁当屋 そうざい H30.6.1 R5.5.31

308010180 川上　勝己 パブ　サンローラン 出雲市大社町杵築東６５１ 53-2340 飲食店営業 1 一般食堂 H30.6.1 R5.5.31

318010156 春日　卓 千鳥そば 出雲市大社町杵築東６５５ 53-0135 飲食店営業 1 一般食堂 R1.6.1 R6.5.31

298010191
有限会社　ビジネスホテル大
社

代表取締役　吉田　博晴
有限会社　ビジネスホテル大
社

出雲市大社町杵築東６７－３ 0853-53-2194 飲食店営業 2 旅館 一般食堂 仕出し屋 弁当屋 H29.6.1 R4.5.31

318010171 須田　ひとみ まないな 出雲市大社町杵築東７ 53-5560 飲食店営業 1 一般食堂 仕出し屋 弁当屋 R1.6.1 R6.5.31

28010629 高橋　一夫 やしろやそば屋 出雲市大社町杵築東７２－５ 0853-53-2596 飲食店営業 1 そば屋 R2.6.1 R7.5.31

20010043 後藤　正寛 えの屋
出雲市大社町杵築東９（県下
一円）

飲食店営業 特記事項なし R2.9.3 R7.11.30

298010192 一畑電気鉄道　株式会社 代表取締役　足達　明彦 ミュージアム「ｍａｒｕ　ｃａｆｅ」
出雲市大社町杵築東９９－４
島根県立古代出雲歴史博物
館内２Ｆ

0852-53-8600 飲食店営業 1 一般食堂 H29.6.1 R4.5.31

298015258 永見　ゆき子 大メ 出雲市大社町杵築南１１４１ 53-5396 飲食店営業 2 一般食堂 仕出し屋 弁当屋 H29.12.1 R4.11.30

290010080 小村　清美 八雲パン 出雲市大社町杵築南１２９４ 0853-53-3895 飲食店営業 2 弁当屋 H29.11.20 R4.11.30

278015211
公益財団法人　出雲市芸術
文化振興財団

代表理事　江田　小鷹
ラウンジ　うらうら　ごえん
ホール

出雲市大社町杵築南１３３８
－９

0853-53-6500 飲食店営業 1 一般食堂 H27.12.1 R3.11.30

290010028 黒目　龍弥 出雲そば　めぐみ。惠
出雲市大社町杵築南１３４２
－６

0853-27-9899 飲食店営業 1 一般食堂 そうざい 仕出し屋 H29.6.19 R4.11.30

308015154 宇佐美　雅子 ブーランジェリー　ミケ
出雲市大社町杵築南１３４２
－７

31-4288 飲食店営業 3 弁当屋 H30.12.1 R5.11.30

288015186 松谷　ちどり ＡＮＴＷＯＲＫＳ　ＧＡＬＬＥＲＹ
出雲市大社町杵築南１３４２
－８

0853-53-2965 飲食店営業 1 一般食堂 H28.12.1 R3.11.30

318015206 原　伸次 ちまひか
出雲市大社町杵築南１３５７
－８

0853-25-9284 飲食店営業 2 一般食堂 仕出し屋 弁当屋 そうざい R1.12.1 R6.11.30

28010645 津山屋製菓　株式会社 代表取締役　川田　康二 いづも寒天工房
出雲市大社町杵築南１３６４
－１１

53-5377 飲食店営業 1 一般食堂 R2.6.1 R7.5.31

288010229 伊藤　節子 伊藤食堂
出雲市大社町杵築南１３７０
－１６

0853-53-2945 飲食店営業 1 一般食堂 H28.6.1 R3.5.31

288015187 川上　利枝子 たけしや旅館
出雲市大社町杵築南１３８１
－４

53-2139 飲食店営業 2 旅館 一般食堂 H28.12.1 R3.11.30

308015108 株式会社　旅籠屋 代表取締役　甲斐　真
ファミリーロッジ旅籠屋・出雲
大社店

出雲市大社町杵築南１３８６
－１２

53-6858 飲食店営業 1 旅館 H30.12.1 R5.11.30

280010071 中山　満 居心家　芯
出雲市大社町杵築南１３８６
－１８

飲食店営業 2 一般食堂 仕出し屋 弁当屋 そうざい H28.8.10 R3.11.30

290010076 長岡　昭洋 焼肉　韓国家庭料理　幸楽苑
出雲市大社町杵築南１３８６
－２

0853-53-3749 飲食店営業 2 一般食堂 仕出し屋 弁当屋 そうざい H29.10.25 R4.11.30

288010231 春日　央充 大正庵
出雲市大社町杵築南１３９９
－４

0853-53-2454 飲食店営業 1 一般食堂 H28.6.1 R3.5.31

298010200 若槻　富久 ノアール 出雲市大社町杵築南１５７０ 53-4208 飲食店営業 1 一般食堂 H29.6.1 R4.5.31
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298015221 金山　治正 おくに茶屋 出雲市大社町杵築南７３１ 0853-53-2356 飲食店営業 1 一般食堂 H29.12.1 R4.11.30

290010083 株式会社 Ｌｉｆｅ　Ｔｅｒｒａｃｅ 代表取締役　加藤　孝平
Ｏｋｉｎｏｇａｍｉ　ｂｌｕｅ　ｃａｃａｏ’
ｓ

出雲市大社町杵築南７６５－
１

0853-53-5310 飲食店営業 1 一般食堂 H29.11.29 R4.11.30

310010084 株式会社　宝島 代表取締役　阿無利　見紗 ＩＺＵＭＯＮＯ－ｅｎ 出雲市大社町杵築南７６９ 0853-25-7491 飲食店営業 2 一般食堂 仕出し屋 弁当屋 R1.11.14 R6.11.30

20010064 株式会社　宝島 代表取締役　阿無利　見紗 ＩＺＵＭＯＮＯ－ｅｎ
出雲市大社町杵築南７６９
（県下一円）

0853-25-7491 飲食店営業 特記事項なし R2.11.13 R7.11.30

308010216
有限会社　ＳＡＮＢＥ　ＢＵＲＧ
ＥＲ

取締役　吉田　真由美
ＳＡＮＢＥ　ＢＵＲＧＥＲ　出雲
大社店

出雲市大社町杵築南７７２
出雲杵築屋１Ｆ

0853-27-9400 飲食店営業 1 一般食堂 H30.6.1 R5.5.31

308010214 砂原　学
本格手打蕎麦　出雲砂屋－Ｓ
ＵＮＡＹＡ－

出雲市大社町杵築南７７２
出雲杵築屋２F

0853-27-9006 飲食店営業 1 一般食堂 H30.6.1 R5.5.31

300010056 寿製菓　株式会社 代表取締役　城内　正行 ｋａｎｏｚａ　出雲大社店
出雲市大社町杵築南７７５－
１

0853-53-2884 飲食店営業 3 特記事項なし H30.9.11 R5.11.30

290010081 株式会社　いづもファクトリー 代表取締役　多々納　光教 大社門前いづも屋
出雲市大社町杵築南７７５－
５

0853-53-3890 飲食店営業 1 一般食堂 H29.11.24 R4.11.30

298015219 田邊　達也 神門通り甦りの会
出雲市大社町杵築南７７５－
５（県下一円）

飲食店営業 特記事項なし H29.12.1 R4.11.30

28015717 有限会社　日の出館 代表取締役　小川　進介 有限会社　日の出館 出雲市大社町杵築南７７６ 0853-53-3311 飲食店営業 2 旅館 一般食堂 料理店 仕出し屋 R2.12.1 R7.11.30

298015224
メディアクッキング サービス
株式会社

代表取締役　渡部　敏明 出雲の國　麺家
出雲市大社町杵築南７８０－
１０

0853-53-4445 飲食店営業 1 一般食堂 そうざい H29.12.1 R4.11.30

28010651 株式会社　まるこ 代表取締役　坂根　めぐみ 大社珈琲
出雲市大社町杵築南７８０－
９

0853-53-0510 飲食店営業 1 一般食堂 R2.6.1 R7.5.31

318015239 安食　直樹 ２ｎｄ
出雲市大社町杵築南７８３－
３

25-8344 飲食店営業 1 一般食堂 仕出し屋 R1.12.1 R6.11.30

288010232 原田　優 奴 出雲市大社町杵築南８１４ 0853-53-2285 飲食店営業 1 一般食堂 H28.6.1 R3.5.31

280010114 奥野　美香 ルーチェ
出雲市大社町杵築南８１８－
１－４

0853-53-6022 飲食店営業 1 一般食堂 H28.12.21 R4.5.31

298010201 中山　澄恵 乃美助
出雲市大社町杵築南８１８－
５

0853-53-4639 飲食店営業 1 一般食堂 H29.6.1 R4.5.31

318010211 中尾　純子 ゑびすやユースホステル 出雲市大社町杵築南８３１ 53-2157 飲食店営業 1 旅館 R1.6.1 R7.5.31

310010077 株式会社　Ｏ．Ｔ．Ｍ 代表取締役　喜多見　日出夫 松露庵　出雲店
出雲市大社町杵築南８３３－
３

飲食店営業 3 特記事項なし R1.10.31 R6.11.30

310010131 武永印刷　株式会社 代表取締役　鎌田　敬冶 大社の紅うさぎ
出雲市大社町杵築南８３３－
３

飲食店営業 3 特記事項なし R2.3.25 R7.5.31

318015187 竹下　元久
神門通りカフェ　ポンム・ベエ
ル

出雲市大社町杵築南８３５－
５

0853-53-6330 飲食店営業 2 一般食堂 仕出し屋 R1.12.1 R6.11.30

310010060 株式会社　縁 代表取締役　錦織　正人 出雲えにし
出雲市大社町杵築南８３６－
１

0853-53-0165 飲食店営業 1 一般食堂 R1.10.1 R6.11.30

310010062 株式会社　神千 代表取締役　松原　博明 ＵＳＡＮＯ－ｅｎ（１Ｆ）
出雲市大社町杵築南８３６－
１

飲食店営業 3 特記事項なし R1.10.9 R6.11.30

310010083 株式会社　神千 代表取締役　松原　博明 ＵＳＡＮＯ－ｅｎ（２Ｆ）
出雲市大社町杵築南８３６－
１

飲食店営業 1 一般食堂 R1.11.8 R6.11.30

310010069 天野　けい子 スナックＬＩＶＥ
出雲市大社町杵築南８３６－
１

0853-25-7507 飲食店営業 1 一般食堂 R1.10.17 R6.11.30

20010066 山善商会　有限会社 取締役　土江　拓也
おつまみ研究所大社門前ラ
ボ

出雲市大社町杵築南８３６－
２

0853-53-6031 飲食店営業 1 一般食堂 仕出し屋 R2.11.20 R7.11.30

308010212 株式会社　和田珍味 代表取締役　和田　信三 福乃和　大社店
出雲市大社町杵築南８３７－
２

53-8101 飲食店営業 3 特記事項なし H30.6.1 R5.5.31

318015197 株式会社　和田珍味 代表取締役　和田　信三 福乃和　大社店
出雲市大社町杵築南８３７－
２

53-8102 飲食店営業 1 一般食堂 R1.12.1 R7.11.30
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308010203 株式会社　サンテックパーツ 代表取締役　林　克美 くつろぎ和かふぇ　甘右衛門
出雲市大社町杵築南８３９－
１

0853-25-8120 飲食店営業 1 一般食堂 H30.6.1 R5.5.31

310010117 Ｉｚｕｍｏ　Ｂｒｅｗｉｎｇ 株式会社 代表取締役　三木　康夫 Ｉｚｕｍｏ　Ｂｒｅｗｉｎｇ　ｔｏ　ｇｏ
出雲市大社町杵築南８４０－
１

0853-31-4586 飲食店営業 1 一般食堂 R2.3.9 R7.5.31

280010084 株式会社　ラ・シャンス 代表取締役　神吉　孝子 光海どり
出雲市大社町杵築南８４０－
１

0853-25-8872 飲食店営業 3 そうざい H28.9.13 R3.11.30

298015227 有限会社　玉木製麺 代表取締役　玉木　暢 そば庄　たまき
出雲市大社町杵築南８４０－
１

0853-31-4545 飲食店営業 1 そば屋 H29.12.1 R4.11.30

290010071 有限会社　坂根屋 代表取締役　坂根　悦夫 （有）坂根屋　大社店
出雲市大社町杵築南８４０－
１

0853-31-4586 飲食店営業 1 一般食堂 H29.10.6 R4.11.30

298015228 有限会社　日本海 代表取締役　加田　義憲 日本海出雲大社門前店
出雲市大社町杵築南８４０－
１

0853-53-6262 飲食店営業 1 一般食堂 弁当屋 H29.12.1 R4.11.30

298015121 有限会社　日本海 代表取締役　加田　義憲 日本海出雲大社門前店
出雲市大社町杵築南８４０－
１

0853-53-6262 飲食店営業 特記事項なし H29.12.1 R4.11.30

318010183
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
スターバックスコーヒー　出雲
大社店

出雲市大社町杵築南８４１ 53-8812 飲食店営業 1 一般食堂 R1.6.1 R7.5.31

288015190 有限会社　竹野屋旅館 代表取締役　竹内　信人 竹野屋旅館 出雲市大社町杵築南８５７ 53-3131 飲食店営業 2 旅館 H28.12.1 R3.11.30

318010170 兵庫　宏信 みちくさ
出雲市大社町杵築南８５９－
３

53-1718 飲食店営業 1 一般食堂 R1.6.1 R6.5.31

318015216 有限会社　一福 代表取締役　伊藤　弘典 奥出雲そば処一福　大社店
出雲市大社町杵築南８６０－
８

0853-53-0100 飲食店営業 2 一般食堂 R1.12.1 R7.11.30

280010022 有限会社　一福 代表取締役　伊藤　弘典 一福かふぇ
出雲市大社町杵築南８６０－
８

0853-53-0100 飲食店営業 1 一般食堂 弁当屋 H28.4.15 R3.5.31

300010047 株式会社　清松庵 代表取締役　川上　正 清松庵　出雲大社店
出雲市大社町杵築南８６１－
１

0853-25-7337 飲食店営業 1 一般食堂 H30.8.24 R5.11.30

310010048 株式会社　清松庵 代表取締役　川上　正
（株）清松庵出雲大社店　え
びのや

出雲市大社町杵築南８６１－
１（県下一円）

0853-25-7337 飲食店営業 特記事項なし R1.7.29 R6.11.30

308015133 山根　史子 神蔵（かみくら）
出雲市大社町杵築南８６２－
１

飲食店営業 1 一般食堂 H30.12.1 R5.11.30

290010092 河原　継弘 炭火焼鳥　暖愛笑（はるあみ）
出雲市大社町杵築南８７２－
２

0853-53-3039 飲食店営業 1 一般食堂 H30.1.22 R5.5.31

308015070 株式会社　大惣 代表取締役　伊東　弘隆 百菜大社店 出雲市大社町杵築南９９６ 53-9001 飲食店営業 3 弁当屋 そうざい H30.12.1 R5.11.30

28010630 島根県農業協同組合 代表理事　石川　寿樹 ラピタ大社店 出雲市大社町杵築南９９６ 0853-53-2800 飲食店営業 3 特記事項なし R2.6.1 R7.5.31

298010193 石倉　道子
家庭料理とそうざいの店　い
しくら

出雲市大社町杵築北２５９３ 飲食店営業 1 一般食堂 そうざい H29.6.1 R4.5.31

288015182 岡田　一男 美味いもん屋　たこ天
出雲市大社町杵築北２８２８
（県下一円）

飲食店営業 特記事項なし H28.12.1 R3.11.30

308010184 岡田　一男 美味いもん屋　たこ天
出雲市大社町杵築北２８２８
（県下一円）

飲食店営業 特記事項なし H30.6.1 R5.5.31

310010078 株式会社　出雲かみしお本店 代表取締役　土江　光二 神ＴＥＲＡＳＵ
出雲市大社町杵築北２８４４
－３４

0853-31-9173 飲食店営業 1 一般食堂 R1.11.1 R6.11.30

20010011 株式会社　出雲かみしお本店 代表取締役　土江　光二 ＩＺＵＭＯＰＩＺＺＡ　ｍａｉｎａ
出雲市大社町杵築北２８４４
－３４（県下一円）

0853-31-9173 飲食店営業 特記事項なし R2.5.22 R7.5.31

298010194 椿　順一 椿家
出雲市大社町杵築北２８４４
－４５

53-2956 飲食店営業 2 旅館 仕出し屋 H29.6.1 R4.5.31

20010010 影山　友則 影友商店
出雲市大社町杵築北２８４４
－９１（県下一円）

0853-53-2097 飲食店営業 特記事項なし R2.5.21 R7.5.31

298010196 藤間　寿美子 白砂 出雲市大社町杵築北２９７７ 53-0621 飲食店営業 1 旅館 一般食堂 H29.6.1 R4.5.31

288015184 新宮　君子 関屋旅館 出雲市大社町杵築北３００６ 53-2411 飲食店営業 2 旅館 H28.12.1 R3.11.30
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20010024 株式会社　サウンドプラン 代表取締役　迫中　智信
ＮＩＰＰＯＮＩＡ　出雲鷺浦　漁師
町

出雲市大社町鷺浦１２６－１ 0853-25-9331 飲食店営業 1 旅館 一般食堂 R2.6.30 R7.11.30

318015215 藤井　敏郎 結ノ葉
出雲市大社町鷺浦１４８（県
下一円）

飲食店営業 特記事項なし R1.12.1 R6.11.30

300010076 伊藤　幸浩 珈琲のがらがら 出雲市大社町鷺浦１６５－２ 飲食店営業 1 一般食堂 H30.10.24 R5.11.30

318015200 渡部　健一 ギャラリー　しわく屋 出雲市大社町鷺浦１７１ 0853-53-1501 飲食店営業 1 一般食堂 R1.12.1 R6.11.30

20010025 有限会社　タンベー 代表取締役　加地　俊吾 海の家　丹兵衛 出雲市大社町鷺浦４４ 飲食店営業 1 一般食堂 仕出し屋 そうざい R2.7.2 R7.11.30

290010056 志賀　早奈江 椿舎 出雲市大社町鷺浦６８ 0853-25-8825 飲食店営業 1 一般食堂 H29.9.6 R4.11.30

290010002
株式会社　共立フーズサービ
ス

代表取締役　並木　容史 レストラン「天雅」「花うさぎ」
出雲市大社町修理免１４４３
－１ いにしえの宿大社の湯
佳雲・お宿月夜のうさぎ１Ｆ

0853-53-8888 飲食店営業 2 旅館 H29.4.7 R4.5.31

290010011 株式会社　共立メンテナンス 代表取締役　上田　卓味 迎えの間「神楽」
出雲市大社町修理免１４４３
－１ いにしえの宿大社の湯
佳雲・お宿月夜のうさぎ１Ｆ

0853-53-8888 飲食店営業 1 一般食堂 H29.4.28 R4.5.31

290010004 株式会社　共立メンテナンス 代表取締役　上田　卓味 夜鳴きそば「佳月」
出雲市大社町修理免１４４３
－１ いにしえの宿大社の湯
佳雲・お宿月夜のうさぎ２Ｆ

0853-53-8888 飲食店営業 1 一般食堂 H29.4.10 R4.5.31

290010005 株式会社　共立メンテナンス 代表取締役　上田　卓味 ナイトバー「藍花」
出雲市大社町修理免１４４３
－１ いにしえの宿大社の湯
佳雲・お宿月夜のうさぎ２Ｆ

0853-53-8888 飲食店営業 1 一般食堂 H29.4.10 R4.5.31

298015232 河原　一夫 小桜寿司 出雲市大社町修理免３７３ 53-2619 飲食店営業 2 仕出し屋 弁当屋 H29.12.1 R4.11.30

288015206 祝　マリアテレサ・ラーファー ＧＥＭ 出雲市大社町修理免６８４ 0853-53-3124 飲食店営業 1 一般食堂 H28.12.1 R3.11.30

288015194 小梶　千恵 スナック　ドル 出雲市大社町修理免６８４ 53-2661 飲食店営業 1 一般食堂 H28.12.1 R3.11.30

298010202 浜田　美代子 パズル
出雲市大社町修理免６８４
２Ｆ

53-2961 飲食店営業 1 一般食堂 H29.6.1 R4.5.31

310010032 株式会社　アリオン 代表取締役　池田　斉 そば処　吉兆
出雲市大社町修理免７３５－
５

0853-31-9065 飲食店営業 2 一般食堂 弁当屋 R1.6.7 R6.11.30

298015233 有限会社　プラックス 代表取締役　髙橋　健二 ローソン出雲大社町店
出雲市大社町修理免７７３－
７

0853-53-2001 飲食店営業 3 そうざい H29.12.1 R5.11.30

298015237 株式会社　健菜厨房 代表取締役　北井　加代子 出雲の味　健菜厨房
出雲市大社町修理免８１８－
１

0853-53-8155 飲食店営業 1 一般食堂 H29.12.1 R4.11.30

278015218 株式会社　魚国総本社 代表取締役社長　田所　伸浩 「サンライト」
出雲市大社町中荒木１７４５
－２

0853-53-6704 飲食店営業 2 一般食堂 H27.12.1 R3.11.30

288015198 株式会社　中国葬祭 代表取締役　幸田　俊二 まごころホール　大社
出雲市大社町中荒木１８４８
－３

0853-53-6655 飲食店営業 4 特記事項なし H28.12.1 R3.11.30

310010049 島田　担
セブンイレブン　出雲大社町
中荒木店

出雲市大社町中荒木７５７－
１

0853-53-0007 飲食店営業 3 そうざい R1.8.2 R6.11.30

288010245 杉原　幸万 日御碕ドライブイン 出雲市大社町日御碕１０２２ 0853-54-5036 飲食店営業 2 一般食堂 仕出し屋 H28.6.1 R3.5.31

308010176 高木　信治 柿谷本店
出雲市大社町日御碕１０８９
－２９

54-5106 飲食店営業 1 一般食堂 H30.6.1 R5.5.31

318010193 龍澤　智子 ｔａｔｓｕｚａｗａ
出雲市大社町日御碕１０８９
－３０

54-5005 飲食店営業 1 一般食堂 R1.6.1 R6.5.31

308010179 眞野　兼明 まの
出雲市大社町日御碕１０８９
－４７

54-5201 飲食店営業 1 一般食堂 H30.6.1 R5.5.31

290010008 有限会社　幸洋丸 代表取締役　淺津　育男 ぐるめ幸洋
出雲市大社町日御碕１０８９
－４８

0853-54-5211 飲食店営業 1 一般食堂 H29.4.21 R4.5.31

288010247 有限会社　幸洋丸 代表取締役　淺津　育男 ぐるめ幸洋
出雲市大社町日御碕１０８９
－４８

0853-54-5211 飲食店営業 2 一般食堂 仕出し屋 料理店 H28.6.1 R3.5.31
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308010190 大國　貴利 幕島
出雲市大社町日御碕１２３－
３

54-5428 飲食店営業 2 旅館 仕出し屋 弁当屋 一般食堂 H30.6.1 R5.5.31

288015199 別所　広蔵 銀海
出雲市大社町日御碕１３７０
－２

54-5300 飲食店営業 2 旅館 一般食堂 仕出し屋 H28.12.1 R3.11.30

298010206 高橋　英明 民宿　たかはし
出雲市大社町日御碕１４８０
－１３

54-5404 飲食店営業 2 旅館 H29.6.1 R4.5.31

288010248 花房　芳政 花房
出雲市大社町日御碕１４８１
－１

0853-54-5126 飲食店営業 2 一般食堂 仕出し屋 H28.6.1 R3.5.31

298015259 蒲生　晴夫 浜崎屋
出雲市大社町日御碕１４８１
－１

0853-54-5236 飲食店営業 1 一般食堂 H29.12.1 R4.11.30

298010207 古島　忠衛 古島商店
出雲市大社町日御碕１４８１
－８

54-5055 飲食店営業 1 一般食堂 H29.6.1 R4.5.31

28015812 高木　レイ子 高木商店
出雲市大社町日御碕１４８４
－１２

0853-54-5135 飲食店営業 1 一般食堂 R2.12.1 R7.11.30

298010208 園山　君代 園山商店 出雲市大社町日御碕３８１ 54-5153 飲食店営業 1 一般食堂 H29.6.1 R4.5.31

310010098 高木　美佐子 ｃａｆｅ　大宮 出雲市大社町日御碕４５９ 飲食店営業 1 一般食堂 R1.12.10 R7.5.31

288015201 中出　嘉光 民宿　ことぶき荘別館 出雲市大社町日御碕６２１ 54-5231 飲食店営業 2 旅館 仕出し屋 弁当屋 一般食堂 H28.12.1 R3.11.30

288010250 阿部　孝次 ちどり荘 出雲市大社町日御碕６２２ 0853-54-5101 飲食店営業 2 旅館 一般食堂 仕出し屋 H28.6.1 R3.5.31

308010164 淺津　喜弘 民宿　あさづ荘
出雲市大社町日御碕６２２－
１

54-5227 飲食店営業 1 旅館 H30.6.1 R5.5.31

318015156 淺津　喜弘 民宿　あさづ荘
出雲市大社町日御碕６２２－
１（県下一円）

54-5227 飲食店営業 特記事項なし R1.12.1 R6.11.30

280010111 中出　嘉光 ことぶき 出雲市大社町日御碕６２３ 0853-54-5231 飲食店営業 2 一般食堂 旅館 H28.12.1 R3.11.30

310010099 有限会社　きむら荘 代表取締役　木村　昌夫 ヴィラいづもや
出雲市大社町日御碕６４９－
５

0853-54-5109 飲食店営業 1 旅館 R1.12.10 R7.5.31

28010631 周藤　明美 料理工房　創
出雲市大社町入南１１３５－
１

0853-53-5342 飲食店営業 1 一般食堂 R2.6.1 R7.5.31

28015690 石原　正治 真須褐都
出雲市大社町入南１３６９－
１２

0853-53-4688 飲食店営業 2 一般食堂 仕出し屋 R2.12.1 R7.11.30

280010113 株式会社　司 代表取締役　長谷川　浩司 ラーメン楽々 出雲市大社町入南１５０４ 0853-53-5501 飲食店営業 1 一般食堂 H28.12.16 R4.5.31

28010601 株式会社　 アンジェ・２１ 代表取締役　野村　広子
アンジェグレースガーデン
ラ・マール

出雲市大社町入南５８４－１ 0853-25-3066 飲食店営業 2 一般食堂 仕出し屋 そうざい R2.6.1 R8.5.31

28010637 株式会社　 アンジェ・２１ 代表取締役　野村　広子 カフェ　ファヴォリ 出雲市大社町入南５８４－１ 0853-25-3066 飲食店営業 1 一般食堂 仕出し屋 そうざい R2.6.1 R8.5.31

308010138
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大社浜
山店

出雲市大社町入南６０８－１ 53-7600 飲食店営業 3 すし屋 H30.6.1 R6.5.31

308010137
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大社浜
山店

出雲市大社町入南６０８－１ 53-7600 飲食店営業 2 そうざい 弁当屋 H30.6.1 R6.5.31

290010007 有限会社　坂根屋 代表取締役　坂根　悦夫 坂根屋 出雲市大社町入南６２２－２ 0853-31-4884 飲食店営業 1 一般食堂 H29.4.12 R4.5.31

310010044 株式会社　島根ワイナリー 代表取締役　新藤　正人
島根ワイナリー　ユヌ・ベル
ジュ

出雲市大社町菱根２６４－２ 0853-53-5577 飲食店営業 1 一般食堂 仕出し屋 弁当屋 そうざい R1.7.22 R6.11.30

298010205 株式会社　島根ワイナリー 代表取締役　新藤　正人 株式会社　島根ワイナリー 出雲市大社町菱根２６４－２ 0853-53-5577 飲食店営業 2 一般食堂 H29.6.1 R5.5.31

290010044 株式会社　島根ワイナリー 代表取締役　新藤　正人
有料試飲コーナー ワインバ
ル　バッカス

出雲市大社町菱根２６４－２ 0853-53-5577 飲食店営業 1 一般食堂 H29.7.28 R4.11.30

308015069 株式会社　島根ワイナリー 代表取締役　新藤　正人
島根ワイナリー　喫茶シャル
ドネ

出雲市大社町菱根２６４－２ 53-1112 飲食店営業 1 一般食堂 そうざい H30.12.1 R5.11.30
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28015798 株式会社　島根ワイナリー 代表取締役　新藤　正人
島根ワイナリー　ゲストハウス
「フェリア」

出雲市大社町菱根２６４－２ 53-1112 飲食店営業 1 一般食堂 R2.12.1 R8.11.30

308010144 株式会社　島根ワイナリー 代表取締役　新藤　正人 島根ワイナリー
出雲市大社町菱根２６４－２
（県下一円）

53-5577 飲食店営業 特記事項なし H30.6.1 R5.5.31

290010067 片山　伸治 ローソン浜山店
出雲市大社町北荒木１０５７
－１

0853-53-0377 飲食店営業 3 そうざい H29.10.3 R4.11.30

318015198 金築　伸子 ＧＡＬＬＥＲＹ　記田屋 出雲市大社町北荒木１６８５ 0853-53-2685 飲食店営業 1 一般食堂 R1.12.1 R6.11.30

310010122 曽田　三智子 駕籠石庵　ｋａｇｏｉｓｈｉａｎ
出雲市大社町北荒木１７２－
１

飲食店営業 1 一般食堂 R2.3.12 R7.5.31

310010034 牧井　雅之 光海どり
出雲市大社町北荒木１７２－
１０（県下一円）

飲食店営業 特記事項なし R1.6.13 R6.11.30

288010235 酒井　昭人 笑庵
出雲市大社町北荒木１８６８
－１４４

0853-53-2030 飲食店営業 1 一般食堂 そうざい H28.6.1 R3.5.31

310010090 株式会社　香具礼 代表取締役　槇原　文子 株式会社　香具礼
出雲市大社町北荒木１８７４
－３１

0853-25-9037 飲食店営業 2 一般食堂 仕出し屋 弁当屋 R1.11.26 R6.11.30

288010236 三原　康弘 大梶食堂
出雲市大社町北荒木４５１－
４

0853-53-2867 飲食店営業 1 一般食堂 H28.6.1 R3.5.31

298015238 手銭　正 お食事処　縁留
出雲市大社町北荒木６２５－
２ 　ショッピングセンタ－　エ
ル内

53-9048 飲食店営業 2 弁当屋 一般食堂 H29.12.1 R4.11.30

310010046 波部　祐也 ＮＡＭＩのはなれ
出雲市大社町北荒木６２５－
２ ショッピングタウン　エル内

飲食店営業 1 一般食堂 仕出し屋 弁当屋 R1.7.22 R6.11.30

298015242 園山　正人 パン工房　コンセルボ大社店
出雲市大社町北荒木６２５－
２ ショッピングタウンエル内

0853-53-9056 飲食店営業 3 弁当屋 H29.12.1 R4.11.30

298015244
株式会社　 フーズマーケット
ホック

代表取締役　長谷川　徹 ホック大社店　鮮魚
出雲市大社町北荒木６２５－
２ ショッピングタウンエル内

0853-25-8177 飲食店営業 2 弁当屋 H29.12.1 R5.11.30

298015247
株式会社　 フーズマーケット
ホック

代表取締役　長谷川　徹 ホック大社店　惣菜
出雲市大社町北荒木６２５－
２ ショッピングタウンエル内

0853-25-8177 飲食店営業 2 弁当屋 そうざい H29.12.1 R5.11.30

308015107
株式会社　 フーズマーケット
ホック

代表取締役　長谷川　徹 ホック大社店　炭火焼かば屋
出雲市大社町北荒木６２５－
２（県下一円）

0853-25-8177 飲食店営業 特記事項なし H30.12.1 R5.11.30

270010051 アルファー食品　株式会社 代表取締役　篠原　隆 アルファー食品　株式会社 出雲市大社町北荒木６４５ 0853-53-2518 飲食店営業 2 弁当屋 H27.8.12 R3.11.30

28015777 アルファー食品　株式会社 代表取締役　篠原　隆 アルファー食品　株式会社 出雲市大社町北荒木６４５ 0853-53-2518 飲食店営業 2 弁当屋 R2.12.1 R7.11.30

28015753 株式会社　ネクステージ 代表取締役　手銭　薫 夕やけこやけ
出雲市大社町北荒木９３５－
１

0853-53-5828 飲食店営業 2 弁当屋 一般食堂 仕出し屋 R2.12.1 R7.11.30

28010665
有限会社　 ＪＡいずもアグリ
マート

代表取締役　影山　卓也
ファミリーマート　ＪＡいずも大
社店

出雲市大社町北荒木９４０－
１

0853-53-8666 飲食店営業 3 弁当屋 そうざい R2.6.1 R7.5.31

298015250 有限会社　ナイチンゲール 代表取締役　土江　のり子 （有）ナイチンゲール 出雲市大社町遙堪１７１－２ 0853-53-1133 飲食店営業 3 弁当屋 そうざい H29.12.1 R4.11.30

288015196 有限会社　三葉開発 代表取締役　　大和　泰隆 ホテル北物語 出雲市大社町遙堪２２７８ 53-3658 飲食店営業 1 旅館 H28.12.1 R4.11.30

270010108 株式会社　勝部屋 代表取締役　入江　紀久男 （株）勝部屋　本店　惣菜部 出雲市大社町遙堪３９－３ 0853-31-7717 飲食店営業 2 弁当屋 H28.2.12 R4.5.31

308010172 浅野　幸夫 焼肉の大将軍
出雲市大津新崎町 ５丁目３９
－２、３９－３、３８－４

0853-23-2802 飲食店営業 1 一般食堂 H30.6.1 R5.5.31

308010173 吾郷　正博 キッチン　キドニー
出雲市大津新崎町１丁目１８
－１

22-4336 飲食店営業 1 一般食堂 H30.6.1 R5.5.31

308015104 周藤　哲也 鉄板・お好み焼き　Ｓｙｕ
出雲市大津新崎町１丁目２４
－２

0853-22-5818 飲食店営業 2 一般食堂 弁当屋 H30.12.1 R5.11.30

308015102 高橋　英顕 カラオケスナック　夢港
出雲市大津新崎町１丁目５０
－２

24-2523 飲食店営業 1 一般食堂 H30.12.1 R5.11.30

318010158 合同会社　だんだん． 代表社員　尾添　優一 アイガテ
出雲市大津新崎町１丁目５３
－１

0853-31-4523 飲食店営業 1 一般食堂 R1.6.1 R7.5.31
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310010114 株式会社 ｓｈｏｃｋ　ｓｉｎｇ 代表取締役　勝部　圭介 ＺＩＰＡＮＧ
出雲市大津新崎町１丁目５３
－２

0853-24-9889 飲食店営業 1 一般食堂 R2.2.20 R7.5.31

308015140 有限会社　山さ紀 代表取締役　原　大 山さ紀とんとん亭 出雲市大津新崎町１丁目５４ 23-6990 飲食店営業 1 一般食堂 仕出し屋 弁当屋 そうざい H30.12.1 R5.11.30

280010075 多納　和香枝
セブンイレブン　出雲大津新
崎２丁目店

出雲市大津新崎町２丁目２８ 0853-25-2012 飲食店営業 3 そうざい H28.8.24 R3.11.30

318015205 石岡　裕子 みらく。 出雲市大津新崎町３－４５ 0853-22-7131 飲食店営業 2 一般食堂 仕出し屋 弁当屋 R1.12.1 R6.11.30

20010069 モルツウェル　株式会社 代表取締役　野津　積
サービス付き高齢者向け住
宅　シニアステージ大津新崎

出雲市大津新崎町３丁目１８ 0853-31-8112 飲食店営業 2 一般食堂 R2.11.26 R7.11.30

280010117
株式会社　メディカル・ケア 米
子ホールディングス

代表取締役　藤山　勝巳 グランカフェＦ　大津新崎店 出雲市大津新崎町３丁目１８ 0853-31-6150 飲食店営業 1 一般食堂 H29.1.5 R4.5.31

280010118 有限会社　永和グループ 代表取締役　永瀬　正和 心美（大津新崎） 出雲市大津新崎町３丁目１８ 飲食店営業 2 一般食堂 H29.1.10 R4.5.31

308010193 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
出雲大津新崎店

出雲市大津新崎町４丁目１ 24-9855 飲食店営業 1 一般食堂 H30.6.1 R5.5.31

308010225 阿部　昌次 パブ　スナック　スタジアム
出雲市大津新崎町５丁目４５
－２

22-6474 飲食店営業 1 一般食堂 H30.6.1 R5.5.31

318010175 竹村　守泰 ジムノペディ
出雲市大津新崎町６丁目２－
１

30-0141 飲食店営業 1 一般食堂 R1.6.1 R7.5.31

290010055 株式会社　ＦＡＮｅｅｄｓ 代表取締役　窪田　敏和 ローソン出雲大津新崎店 出雲市大津新崎町７－９－１ 0853-23-0273 飲食店営業 3 そうざい H29.9.1 R4.11.30

288010046 浅野　宏子 浅野商事
出雲市大津新崎町７丁目２７
（県下一円）

飲食店営業 特記事項なし H28.6.1 R3.5.31

298010054 曽田　誓一 翠泉
出雲市大津朝倉１丁目１４－
１３

21-3137 飲食店営業 2 料理店 H29.6.1 R4.5.31

28015728 株式会社　ウシオ 代表取締役　牛尾　篤史 グッディー北部店 出雲市大津朝倉１丁目６－６ 24-7677 飲食店営業 2 弁当屋 R2.12.1 R8.11.30

28015729 株式会社　ウシオ 代表取締役　牛尾　篤史 グッディー北部店 出雲市大津朝倉１丁目６－６ 24-7677 飲食店営業 3 そうざい 弁当屋 R2.12.1 R8.11.30

28015687 株式会社　ウシオ 代表取締役　牛尾　篤史 グッディー北部店 出雲市大津朝倉１丁目６－６ 24-7677 飲食店営業 3 そうざい R2.12.1 R8.11.30

318015218 有限会社　フラップスカイ 代表取締役　高橋　茂樹
ローソン出雲大津朝倉一丁目
店

出雲市大津朝倉１丁目７－１
０

0853-24-7255 飲食店営業 3 そうざい 弁当屋 R1.12.1 R7.11.30

308015125 来間　慎一 ば～る　ここぺり 出雲市大津朝倉１丁目７－５ 27-9360 飲食店営業 1 一般食堂 H30.12.1 R5.11.30

298015055 中村　剛之 中華食堂一番 出雲市大津朝倉１丁目７－６ 0853-23-8284 飲食店営業 1 一般食堂 弁当屋 H29.12.1 R4.11.30

28015814 株式会社　天領 代表取締役　難波　治夫 厨房　三菜膳 出雲市大津朝倉１丁目９－３ 0853-25-1700 飲食店営業 2 一般食堂 仕出し屋 R2.12.1 R7.11.30

288010049 打田　健二 お食事処　はま田 出雲市大津朝倉３丁目２－１ 0853-21-7400 飲食店営業 1 一般食堂 H28.6.1 R3.5.31

290010020 岡垣　智樹 洋食Ｋｉｒｒａ
出雲市大津朝倉３丁目７－１
アサクラテナントビル１Ｆ

0853-21-2770 飲食店営業 1 一般食堂 H29.5.30 R4.5.31

298010047 有限会社　伍城 代表取締役　山本　淳也 本家かまどや　出雲東店 出雲市大津町１０９８ 24-2239 飲食店営業 3 弁当屋 H29.6.1 R4.5.31

318015190 株式会社　ウシオ 代表取締役　牛尾　篤史 グッディー上成店 出雲市大津町１１０５ 0853-22-9287 飲食店営業 3 そうざい R1.12.1 R7.11.30

28015795 株式会社　ウシオ 代表取締役　牛尾　篤史 グッディー上成店 出雲市大津町１１０５ 0853-22-9287 飲食店営業 3 そうざい 弁当屋 R2.12.1 R7.11.30

28010623 株式会社　至誠 代表取締役　坂本　宏允 遊食倶楽部　おきな
出雲市大津町１１３１－１　 出
雲商工会館１Ｆ

0853-22-3339 飲食店営業 2 一般食堂 仕出し屋 R2.6.1 R8.5.31

20010036 出雲商工会議所 会頭　三吉　庸善 出雲商工会議所
出雲市大津町１１３１－１（県
下一円）

0853-25-3708 飲食店営業 特記事項なし R2.8.24 R7.11.30
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20010037 出雲商工会議所 会頭　三吉　庸善 出雲商工会議所
出雲市大津町１１３１－１（県
下一円）

0853-25-3708 飲食店営業 特記事項なし R2.8.24 R7.11.30

28015711 宍戸　康文 味好 出雲市大津町１４０１－８ 0853-21-4905 飲食店営業 1 一般食堂 R2.12.1 R7.11.30

290010087 鐘推　達也 くるみ市 出雲市大津町１５７４－８ 0853-27-9631 飲食店営業 1 一般食堂 H29.12.13 R5.5.31

28015686
有限会社　 ＪＡいずもアグリ
マート

代表取締役　影山　卓也
ファミリーマート　ＪＡいずも大
津店

出雲市大津町１６９７－２７ 0853-20-1501 飲食店営業 3 そうざい 弁当屋 R2.12.1 R7.11.30

290010024 有限会社　二幸 代表取締役　高橋　良治 絆屋
出雲市大津町１６９８－８（県
下一円）

0853-25-7337 飲食店営業 特記事項なし H29.6.12 R4.11.30

270010115 小村　忠良 小村魚店 出雲市大津町２０５２ 0853-21-0262 飲食店営業 2 仕出し屋 そうざい H28.3.10 R3.5.31

308015075 有限会社　灘屋 代表取締役　小村　慎二 有限会社　灘屋 出雲市大津町２０６３－１１ 21-2128 飲食店営業 2 仕出し屋 そうざい 料理店 弁当屋 H30.12.1 R6.11.30

290010101 杉山　典子 スナック典子 出雲市大津町２０９６ 0853-23-1890 飲食店営業 1 一般食堂 H30.3.7 R5.5.31

28010617 永田　伸治 京彩厨房　なが田 出雲市大津町２０９６－２０ 21-2272 飲食店営業 2 一般食堂 仕出し屋 R2.6.1 R7.5.31

290010100 松岡　辰雄 はかたや！ 出雲市大津町２０９６－２８ 0853-25-8308 飲食店営業 1 一般食堂 仕出し屋 弁当屋 H30.2.21 R5.5.31

28015819 新井　龍太 食道園 出雲市大津町２１０９－２ 0853-21-4893 飲食店営業 1 一般食堂 R2.12.1 R7.11.30

318010181 池田　和子 まちまるカフェ
出雲市大津町２６３３－３２
（県下一円）

飲食店営業 特記事項なし R1.6.1 R6.5.31

288010043 狩野　聖子 狩野商事
出雲市大津町２６５３－１ （県
下一円）

0853-21-4501 飲食店営業 特記事項なし H28.6.1 R3.5.31

28015710
有限会社　出雲カントリー倶
楽部

代表取締役　遠藤　充子
有限会社　出雲カントリー倶
楽部

出雲市大津町２８０ 0853-22-7132 飲食店営業 4 特記事項なし R2.12.1 R7.11.30

280010153 富士産業　株式会社 代表取締役　中村　勝彦
特別養護老人ホーム　薫風
園

出雲市大津町３６２０－１ 飲食店営業 2 一般食堂 H29.3.28 R5.5.31

308015078 富士産業　株式会社 代表取締役　中村　勝彦 ケアハウス　寿生の郷 出雲市大津町３６２２－１ 30-6211 飲食店営業 2 一般食堂 H30.12.1 R6.11.30

270010116 株式会社　至誠 代表取締役　坂本　宏允 至誠　薫風の丘 出雲市大津町３６２７－２２ 飲食店営業 2 一般食堂 H28.3.14 R3.5.31

308010157 石飛　美枝子 あんず 出雲市大津町３７３０－１ 23-3553 飲食店営業 1 一般食堂 H30.6.1 R5.5.31

290010096 ＪＵＮＩＴＩ　ＭＯＲＩＹＡ ＯＳＣＡＲ ブラジリアンレストラン　絆 出雲市大津町３９０－７ 飲食店営業 1 一般食堂 H30.2.6 R5.5.31

298015054 竹内　弘治 フレッシュハウス　たけうち 出雲市大津町４８７－２ 21-0468 飲食店営業 3 そうざい H29.12.1 R4.11.30

288015047 有限会社　羽根屋 代表取締役　石原　健太郎 献上そば羽根屋大津店 出雲市大津町６９９ 0853-21-5084 飲食店営業 1 そば屋 H28.12.1 R3.11.30

280010100 松井　孝 食彩酒家　きこ八 出雲市大津町７０１－１ 0853-23-3380 飲食店営業 1 一般食堂 H28.11.10 R3.11.30

20010007 鎌田　奈未 Ｃａｆｅ　玄－ｈａｒｕ－ 出雲市大塚町１０１２ 飲食店営業 2 一般食堂 仕出し屋 そうざい R2.5.14 R7.5.31

20010055
株式会社 アールデザインプ
ロダクツ

代表取締役　高見　功司 拉麺屋　神楽　ゆめタウン店 出雲市大塚町６５０－１ 0853-25-7128 飲食店営業 1 一般食堂 仕出し屋 弁当屋 そうざい R2.10.20 R7.11.30

28010633 株式会社　イズミ 代表取締役　山西　泰明 ゆめタウン出雲　惣菜 出雲市大塚町６５０－１ 24-4555 飲食店営業 2 そうざい 仕出し屋 弁当屋 R2.6.1 R8.5.31

318015173 株式会社　ウッドベル 代表取締役　小川　美樹
ミスタードーナツ　ゆめタウン
出雲

出雲市大塚町６５０－１ 0853-31-6820 飲食店営業 1 一般食堂 R1.12.1 R7.11.30

308015122 株式会社　バケット 代表取締役　江下　健一
ＢＩＳＴＲＯ３０９　ゆめタウン出
雲

出雲市大塚町６５０－１ 24-8309 飲食店営業 1 一般食堂 仕出し屋 そうざい H30.12.1 R6.11.30
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308010300 株式会社　鎌倉パスタ 代表取締役社長　江下　健一
鎌倉パスタ　ゆめタウン出雲
店

出雲市大塚町６５０－１ 0853-24-6141 飲食店営業 1 一般食堂 仕出し屋 H30.6.1 R5.5.31

310010101 株式会社　健菜厨房 代表取締役　北井　加代子 串家物語　ゆめタウン出雲店 出雲市大塚町６５０－１ 0853-25-8597 飲食店営業 1 一般食堂 R1.12.13 R7.5.31

280010145 有限会社　プラス 代表取締役　山根　保
ペッパーランチ　ゆめタウン出
雲店

出雲市大塚町６５０－１ 0853-31-9529 飲食店営業 1 一般食堂 H29.3.27 R4.5.31

310010092 有限会社　シーピー・ペペ 代表取締役　栃本　和則 らーめん　田々 出雲市大塚町６５０－１　１Ｆ 0853-22-7772 飲食店営業 1 一般食堂 弁当屋 R1.12.9 R7.5.31

318015201
株式会社　ＲＨコーポレーショ
ン

代表取締役　花光　雅丸 レインボーハット　出雲店
出雲市大塚町６５０－１　ゆめ
タウン出雲　２Ｆ

0853-25-8832 飲食店営業 1 一般食堂 R1.12.1 R7.11.30

308015091
イズミ・フード・サービス　 株
式会社

代表取締役　大谷　和昭 たこ一番　お好み一番地
出雲市大塚町６５０－１ ゆめ
タウン出雲　東館２Ｆ

23-8607 飲食店営業 1 一般食堂 H30.12.1 R6.11.30

280010055
リンガーハットジャパン　株式
会社

代表取締役　杉野　隆宏
リンガーハット　ゆめタウン出
雲店

出雲市大塚町６５０－１ ゆめ
タウン出雲　東館２Ｆ

0853-31-4505 飲食店営業 1 一般食堂 H28.6.24 R3.11.30

318015179 株式会社　すき家 代表取締役　小川　一政 すき家　ゆめタウン出雲店
出雲市大塚町６５０－１ ゆめ
タウン出雲　東館２Ｆ

23-8646 飲食店営業 1 一般食堂 R1.12.1 R7.11.30

28015748 有限会社　アバンシング 代表取締役　坂本　誠
マクドナルド　出雲ゆめタウン
店

出雲市大塚町６５０－１ ゆめ
タウン出雲　東館２Ｆ

24-6052 飲食店営業 1 一般食堂 R2.12.1 R8.11.30

318015227 有限会社　プラス 代表取締役　山根　保 はなまる　ゆめタウン出雲
出雲市大塚町６５０－１ ゆめ
タウン出雲　東館２Ｆ

24-6012 飲食店営業 1 一般食堂 R1.12.1 R7.11.30

318015181 株式会社　ティ・ジョイ 取締役社長　岡田　剛 Ｔ・ジョイ出雲
出雲市大塚町６５０－１ ゆめ
タウン出雲　東館３Ｆ

24-6113 飲食店営業 1 一般食堂 R1.12.1 R7.11.30

28015746 フジパンストアー　株式会社 代表取締役　高山　昭一 パリクロアッサン出雲
出雲市大塚町６５０－１　ゆめ
タウン出雲　本館１Ｆ

0853-23-8661 飲食店営業 3 弁当屋 R2.12.1 R8.11.30

28015742 株式会社　イズミ 代表取締役　山西　泰明 ゆめタウン出雲　弁当
出雲市大塚町６５０－１ ゆめ
タウン出雲　本館１Ｆ

24-0080 飲食店営業 2 弁当屋 そうざい 仕出し屋 R2.12.1 R8.11.30

28015743 株式会社　イズミ 代表取締役　山西　泰明 ゆめタウン出雲　魚
出雲市大塚町６５０－１ ゆめ
タウン出雲　本館１Ｆ

24-0080 飲食店営業 2 弁当屋 そうざい R2.12.1 R8.11.30

28015744 株式会社　イズミ 代表取締役　山西　泰明 ゆめタウン出雲　肉
出雲市大塚町６５０－１ ゆめ
タウン出雲　本館１Ｆ

24-0080 飲食店営業 2 そうざい R2.12.1 R8.11.30

318015178 株式会社　サンマルクカフェ 代表取締役　藤井　大祐
サンマルクカフェ　ゆめタウン
出雲店

出雲市大塚町６５０－１ ゆめ
タウン出雲　本館１Ｆ

24-6309 飲食店営業 1 一般食堂 R1.12.1 R7.11.30

318015176
株式会社 ピアーサーティー
西日本

代表取締役　髙橋　章之 かかし
出雲市大塚町６５０－１ ゆめ
タウン出雲　本館１Ｆ

31-7025 飲食店営業 1 一般食堂 R1.12.1 R7.11.30

318015175 株式会社　フロイデ 代表取締役　鈴木　輝夫 カボチャ食堂
出雲市大塚町６５０－１ ゆめ
タウン出雲　本館１Ｆ

31-7024 飲食店営業 1 一般食堂 R1.12.1 R7.11.30

28015745 株式会社　イズミ 代表取締役　山西　泰明 ゆめタウン出雲　食堂
出雲市大塚町６５０－１ ゆめ
タウン出雲　本館２Ｆ

24-0080 飲食店営業 2 一般食堂 弁当屋 そうざい R2.12.1 R8.11.30

28015806
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
スターバックスコーヒー　ゆめ
タウン出雲店

出雲市大塚町６５０－１　ゆめ
タウン出雲東館２Ｆ

0853-24-8210 飲食店営業 1 一般食堂 R2.12.1 R7.11.30

28010626
株式会社　 クック・オペレー
ション

代表取締役　阿久津　貴史
おむらいす亭　ゆめタウン出
雲店

出雲市大塚町６５０－１ ゆめ
タウン出雲東館２Ｆ

0853-20-1569 飲食店営業 1 一般食堂 R2.6.1 R7.5.31

318015177
イズミ・フード・サービス　 株
式会社

代表取締役　大谷　和昭
サーティワンアイスクリーム
ゆめタウン出雲店

出雲市大塚町６５０－１　ゆめ
タウン出雲本館１Ｆ

0853-23-8731 飲食店営業 1 一般食堂 R1.12.1 R7.11.30

20010050 株式会社　楽 代表取締役　山本　明子 大戸屋ごはん処
出雲市大塚町６５０－１　ゆめ
タウン出雲本館１Ｆ

0853-23-8609 飲食店営業 1 一般食堂 仕出し屋 そうざい R2.10.2 R7.11.30

308015130 アクセス　有限会社 代表取締役　常松　栄 割烹　まほろば出雲 出雲市大塚町７２２－１ 21-1130 飲食店営業 2 料理店 仕出し屋 H30.12.1 R6.11.30

28015804 寺本　純 ローソン出雲大塚店 出雲市大塚町７４２ 0853-24-0018 飲食店営業 3 そうざい R2.12.1 R8.11.30

280010045 株式会社　Ｔ．Ｏ．Ｐ 代表取締役　山田　舞 ほっともっと出雲大塚町店 出雲市大塚町７４８－１ 0853-24-7742 飲食店営業 2 弁当屋 そうざい 仕出し屋 H28.5.17 R3.5.31

308010209 株式会社　はま寿司 代表取締役　石井　憲一 はま寿司　出雲大塚店 出雲市大塚町７５０ 0853-24-8021 飲食店営業 1 一般食堂 H30.6.1 R5.5.31
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308010204 有限会社　藤増 代表取締役　藤江　信賢 焼肉の藤増大塚店 出雲市大塚町７８５－１ 0853-20-7177 飲食店営業 1 一般食堂 H30.6.1 R5.5.31

318015230 株式会社　イズミ 代表取締役　山西　泰明 ゆめマート神西店 出雲市大島町２４－１ 43-3800 飲食店営業 3 そうざい R1.12.1 R7.11.30

318015157 株式会社　イズミ 代表取締役　山西　泰明 ゆめマート神西店 出雲市大島町２４－１ 43-3800 飲食店営業 2 弁当屋 そうざい R1.12.1 R7.11.30

28010603 有限会社　なんぽうぱん 代表取締役　石飛　安夫 （有）なんぽうぱん 出雲市知井宮町１２７４－６ 0853-21-0062 飲食店営業 2 弁当屋 R2.6.1 R7.5.31

308010181 大國　里美 ティールーム　とーく 出雲市知井宮町１５－１ 24-2980 飲食店営業 1 一般食堂 そうざい H30.6.1 R5.5.31

308010228 寺本　純 ローソン出雲知井宮店 出雲市知井宮町１８２ 24-2570 飲食店営業 3 そうざい H30.6.1 R5.5.31

288010077 大野　睦雄 喫茶　パステル 出雲市知井宮町１８５ 0853-22-0254 飲食店営業 1 一般食堂 H28.6.1 R3.5.31

308010264 株式会社　かみありづき 代表取締役　中筋　雄三 株式会社　かみありづき 出雲市知井宮町２２１－３ 0853-23-8488 飲食店営業 2 一般食堂 仕出し屋 弁当屋 H30.6.1 R5.5.31

308015138 株式会社　かみありづき 代表取締役　中筋　雄三 株式会社　かみありづき
出雲市知井宮町２２１－３（県
下一円）

0853-23-8488 飲食店営業 特記事項なし H30.12.1 R5.11.30

310010072 神門　八郎右衛門 一品料理スタンド　なな 出雲市知井宮町５６７－８ 0853-31-4114 飲食店営業 1 一般食堂 R1.10.29 R6.11.30

298010069 木村　均 花びし 出雲市知井宮町７４－３ 21-5609 飲食店営業 2 料理店 H29.6.1 R4.5.31

288010079 山田　博美 菜花 出雲市知井宮町８２６－７ 飲食店営業 1 一般食堂 H28.6.1 R3.5.31

298015079 渡辺　正 わたなべ商店 出雲市知井宮町９６９ 21-1579 飲食店営業 2 仕出し屋 H29.12.1 R4.11.30

288015075 有限会社　藤増ストアー 代表取締役　藤江　信賢 有限会社　藤増ストアー 出雲市知井宮町９７３ 21-1839 飲食店営業 2 そうざい 弁当屋 仕出し屋 H28.12.1 R3.11.30

300010118 株式会社　勝部屋 代表取締役　入江　紀久男
（株）勝部屋　知井宮店　惣菜
部

出雲市知井宮町９７３　藤増
ストア－知井宮店内

0853-21-1839 飲食店営業 3 そうざい H31.2.28 R6.5.31

20010068 株式会社　紬 代表取締役　團野　玲奈 ライラック食堂 出雲市中野町７５７－３ 0853-24-7570 飲食店営業 2 一般食堂 R2.11.26 R7.11.30

308010200 有限会社　松山中央給食 代表取締役　芳野　仁 ライラック食堂 出雲市中野町７５７－３ 0853-21-4640 飲食店営業 2 一般食堂 H30.6.1 R5.5.31

310010115 三原　紗耶香 お食事処　つむぎ
出雲市中野美保南１丁目１－
７

0853-31-9286 飲食店営業 2 一般食堂 仕出し屋 そうざい R2.2.26 R7.5.31

308010194 石飛　葉子 ＡＲＮＡＧＥ
出雲市中野美保南２丁目１－
１６

21-3590 飲食店営業 1 一般食堂 H30.6.1 R5.5.31

318015182 有限会社　アバンシング 代表取締役　坂本　誠 マクドナルド　出雲バイパス店
出雲市中野美保南２丁目５－
３

23-7326 飲食店営業 1 一般食堂 R1.12.1 R7.11.30

318010197 有限会社　中野精肉店 代表取締役　柳樂　忠 御食事処　　仲野
出雲市中野美保北１丁目３－
３

23-3100 飲食店営業 2 一般食堂 料理店 R1.6.1 R7.5.31

318010198 有限会社　中野精肉店 代表取締役　柳樂　忠 スーパーナカノ
出雲市中野美保北１丁目３－
３

23-3100 飲食店営業 2 弁当屋 仕出し屋 そうざい R1.6.1 R7.5.31

318010199 有限会社　中野精肉店 代表取締役　柳樂　忠 スーパーナカノ
出雲市中野美保北１丁目３－
３

26-3100 飲食店営業 3 特記事項なし R1.6.1 R7.5.31

310010112 リモア　株式会社 代表取締役　吉川　賢 ジャスミン食堂
出雲市中野美保北３丁目４－
１３

飲食店営業 1 一般食堂 弁当屋 R2.2.14 R7.5.31

298015128 株式会社　イニシ 代表取締役　伊路見　保彦 ごはんや　出雲神立食堂
出雲市中野美保北３丁目５－
６

23-8880 飲食店営業 1 一般食堂 H29.12.1 R4.11.30

300010088 相川　和満
セブンイレブン　出雲朝山町
店

出雲市朝山町２７３－４ 0853-48-2505 飲食店営業 3 そうざい H30.11.26 R5.11.30

298010039 吾郷　克美 出雲翠苑 出雲市天神町１４－１ 22-7708 飲食店営業 1 一般食堂 弁当屋 そうざい H29.6.1 R4.5.31
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20010030 篠原　寛徳 トリ吉印のきいろいお店 出雲市天神町１５４－３ 飲食店営業 3 そうざい R2.7.29 R7.11.30

298010040 徳山　菊子 味仙 出雲市天神町１５５ 22-1121 飲食店営業 1 一般食堂 H29.6.1 R4.5.31

318010184 株式会社　松本商事 代表取締役　松本　孝実 ステーキ＆めん　味味亭 出雲市天神町１５７－２ 23-3301 飲食店営業 1 一般食堂 R1.6.1 R6.5.31

290010084 平田　パウロ ブラジリアン　ビービーキュー
出雲市天神町１６３－８（県下
一円）

飲食店営業 特記事項なし H29.12.7 R5.5.31

288015036 岩石　良男 カラオケ喫茶　きずな 出雲市天神町２ 0853-21-0502 飲食店営業 1 一般食堂 H28.12.1 R3.11.30

288015037 藤原　治良 青葉亭 出雲市天神町２０６－１２ 24-3811 飲食店営業 1 一般食堂 H28.12.1 R3.11.30

298015042 竹田　善信 たけだ 出雲市天神町２２１－１７ 21-4877 飲食店営業 1 一般食堂 H29.12.1 R4.11.30

308015094 長岡　淳 ながくら 出雲市天神町２５４－２１ 21-5343 飲食店営業 1 一般食堂 仕出し屋 H30.12.1 R5.11.30

308015092 株式会社　健菜厨房 代表取締役　北井　加代子 健菜厨房　出雲店 出雲市天神町５１５ 22-5001 飲食店営業 2 一般食堂 弁当屋 そうざい 仕出し屋 H30.12.1 R5.11.30

290010117 株式会社　天神本店 代表取締役　伊藤　直志 天神寿司 出雲市天神町６５５－１ 0853-21-8252 飲食店営業 2 仕出し屋 一般食堂 H30.3.30 R5.5.31

300010008
ＯＨＡＲＡ　ＬＩ ＭＡＲＣＩＡ ＪＵＬＩ
ＡＮＡ

ＴＥＭＰＥＲＯ　ＤＥ　ＭＡＥ（テ
ンペロ　デ　マエ）

出雲市天神町７０－１２ 飲食店営業 1 一般食堂 H30.4.25 R5.5.31

28015755
株式会社　Ｏｗｌｐｅｅｐｓ． ｃｏ．
ＬＴＤ

代表取締役　角田　重 ＴＥＲＲＡＣＣＥ　出雲店 出雲市天神町７１ 0853-23-2388 飲食店営業 1 一般食堂 仕出し屋 弁当屋 R2.12.1 R7.11.30

298010041 株式会社　天神本店 代表取締役　伊藤　直志 株式会社　天神本店 出雲市天神町７３１ 飲食店営業 2 弁当屋 仕出し屋 H29.6.1 R4.5.31

280010132 合同会社　だんだん． 代表社員　尾添　優一 やきにく日和 出雲市天神町７４－２ 0853-25-8829 飲食店営業 1 一般食堂 H29.2.3 R4.5.31

300010069 西村　敬子 せん 出雲市天神町８２６－２８ 0853-24-1737 飲食店営業 1 一般食堂 H30.10.9 R5.11.30

28015762 西村　敏 ますやフーズ
出雲市天神町８２６－２８（県
下一円）

0853-24-1737 飲食店営業 特記事項なし R2.12.1 R7.11.30

280010073 柳楽　聡太
セブンイレブン　出雲天神町
店

出雲市天神町８５０ 0853-23-3067 飲食店営業 3 そうざい H28.8.24 R3.11.30

28015689 株式会社　共栄採石 代表取締役　今岡　余一良
ホテル　リッチガーデン 御食
事処　神苑

出雲市天神町８６０－１０ 25-3356 飲食店営業 2 旅館 一般食堂 仕出し屋 R2.12.1 R8.11.30

308015118 株式会社　ティーアールワイ 代表取締役　藤井　礼仁 べことん 出雲市天神町８６７ 0853-25-8374 飲食店営業 1 一般食堂 H30.12.1 R5.11.30

318010169 渡　知也 福善
出雲市天神町８８３－１　三
光ビル１号

飲食店営業 1 一般食堂 R1.6.1 R7.5.31

308015080 難波　恵美子 絵夢
出雲市天神町８８３－１三光
ビル

21-5494 飲食店営業 1 一般食堂 そうざい 仕出し屋 弁当屋 H30.12.1 R5.11.30

28015778 株式会社　ＣＯＣＯＲＯ 代表取締役　白神　武典 めん丸　浜山本店
出雲市渡橋町１０４１－１　丸
三浜山本店内

0853-21-2361 飲食店営業 1 一般食堂 弁当屋 R2.12.1 R8.11.30

318010228 くら寿司　株式会社 代表取締役　田中　邦彦 くら寿司　出雲店 出雲市渡橋町１０５５－１ 20-0610 飲食店営業 1 一般食堂 R1.6.1 R6.5.31

280010008 イオンリテール　株式会社 代表取締役　井出　武美
イオンスタイル出雲　水産　寿
司・焼魚

出雲市渡橋町１０６６ 0853-24-8200 飲食店営業 2 弁当屋 そうざい H28.4.14 R4.5.31

280010009 イオンリテール　株式会社 代表取締役　井出　武美
イオンスタイル出雲　サービ
スデリ　寿司

出雲市渡橋町１０６６ 0853-24-8200 飲食店営業 2 弁当屋 H28.4.14 R4.5.31

280010010 イオンリテール　株式会社 代表取締役　井出　武美
イオンスタイル出雲　サービ
スデリ ピザ・デリカ・焼鳥

出雲市渡橋町１０６６ 0853-24-8200 飲食店営業 2 弁当屋 そうざい H28.4.14 R4.5.31

280010011 イオンリテール　株式会社 代表取締役　井出　武美
イオンスタイル出雲　ベーカ
リー ブレッドファクトリー（サン
ドイッチ）

出雲市渡橋町１０６６ 0853-24-8200 飲食店営業 3 弁当屋 H28.4.14 R4.5.31
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280010030 イオンリテール　株式会社 代表取締役　井出　武美
イオンスタイル出雲　リカー
バル

出雲市渡橋町１０６６ 0853-24-8200 飲食店営業 1 一般食堂 H28.4.27 R3.5.31

280010031 イオンリテール　株式会社 代表取締役　井出　武美
イオンスタイル出雲　イートイ
ン　ソフトクリーム、 ドリップカ
フェ、デボ・デ・サンテ

出雲市渡橋町１０６６ 0853-24-8200 飲食店営業 1 一般食堂 H28.4.27 R3.5.31

280010032 イオンリテール　株式会社 代表取締役　井出　武美
イオンスタイル出雲　リカー
和酒

出雲市渡橋町１０６６ 0853-24-8200 飲食店営業 1 一般食堂 H28.4.27 R3.5.31

280010053 イオンリテール　株式会社 代表取締役　井出　武美 フィーカタイム
出雲市渡橋町１０６６ イオン
スタイル出雲２Ｆ

0853-24-8400 飲食店営業 1 一般食堂 H28.6.23 R3.11.30

280010033 株式会社　葡萄家 代表取締役　山根　一利
サンクゼール・久世福商店
イオンモール出雲店

出雲市渡橋町１０６６　イオン
モ－ル出雲１Ｆ

0853-25-8239 飲食店営業 3 特記事項なし H28.4.27 R3.5.31

280010012 内外美装　株式会社 代表取締役　菅原　保一
タリーズコーヒー　イオンモー
ル出雲店

出雲市渡橋町１０６６　イオン
モ－ル出雲１Ｆ

0853-24-7321 飲食店営業 1 一般食堂 H28.4.19 R3.5.31

300010084
株式会社 ピアーサーティー
西日本

代表取締役　髙橋　章之 石窯キッチンブーレ出雲店
出雲市渡橋町１０６６　イオン
モ－ル出雲２Ｆ

0853-31-4460 飲食店営業 1 一般食堂 仕出し屋 そうざい H30.11.13 R5.11.30

280010035
株式会社 ピアーサーティー
西日本

代表取締役　髙橋　章之 炙り牛たん万
出雲市渡橋町１０６６　イオン
モ－ル出雲２Ｆ

0853-27-9023 飲食店営業 1 一般食堂 仕出し屋 そうざい H28.4.27 R3.5.31

300010060 株式会社　さんわファクトリー 代表取締役　村上　浩 ジャックインザドーナッツ
出雲市渡橋町１０６６　イオン
モ－ル出雲３Ｆ

0853-24ｰ8400 飲食店営業 1 一般食堂 H30.9.14 R5.11.30

300010077
株式会社　ペペカルチャーエ
ンターティメント

代表取締役　栃本　悌二 尾道ラーメン　おんどや
出雲市渡橋町１０６６　イオン
モ－ル出雲３Ｆ

0853-25-2939 飲食店営業 1 一般食堂 H30.10.24 R5.11.30

280010019
エムテック・ビーケー　株式会
社

代表取締役　加瀬部　強
バーガーキング　イオンモー
ル出雲店

出雲市渡橋町１０６６ イオン
モ－ル出雲３Ｆフ－ドコ－ト

0853-21-8133 飲食店営業 1 一般食堂 H28.4.19 R3.5.31

280010020
リンガーハットジャパン　株式
会社

代表取締役　杉野　隆宏
リンガーハット　イオンモール
出雲店

出雲市渡橋町１０６６ イオン
モ－ル出雲３Ｆフ－ドコ－ト

0853-25-7304 飲食店営業 1 一般食堂 H28.4.19 R3.5.31

280010018 株式会社　はなまる 代表取締役　門脇　純孝 つるさく
出雲市渡橋町１０６６ イオン
モ－ル出雲３Ｆフ－ドコ－ト

0853-20-8700 飲食店営業 1 一般食堂 H28.4.19 R3.5.31

280010028 株式会社　フォートップス 代表取締役　久松　秀樹
醤油らーめん専門　金久右衛
門

出雲市渡橋町１０６６ イオン
モ－ル出雲３Ｆフ－ドコ－ト

0853-25-7066 飲食店営業 1 一般食堂 H28.4.21 R3.5.31

280010017 株式会社　ホットランド 代表取締役　佐瀬　守男
築地銀だこ　イオンモール出
雲店

出雲市渡橋町１０６６ イオン
モ－ル出雲３Ｆフ－ドコ－ト

0853-25-8840 飲食店営業 1 一般食堂 H28.4.19 R3.5.31

300010074 株式会社　さんわファクトリー 代表取締役　村上　浩 鳥さく
出雲市渡橋町１０６６ イオン
モ－ル出雲店３Ｆ　フ－ドコ－
ト内

0853-24-8200 飲食店営業 1 一般食堂 仕出し屋 弁当屋 H30.10.17 R5.11.30

280010154 島根県農業協同組合 代表理事　石川　寿樹
ＪＡしまね葬祭会館　メモリア
やすらぎ

出雲市渡橋町１１０ 0853-31-9555 飲食店営業 4 特記事項なし H29.3.30 R4.5.31

308010224 株式会社　出雲会館 代表取締役　今岡　余一良 レストランプラザ 出雲市渡橋町１１２ 22-4125 飲食店営業 1 一般食堂 H30.6.1 R5.5.31

20010013 株式会社　ソフィア 代表取締役　田中　昭人
伊太利屋　ＩＬ　ＳＯＬＥ　Ｗａｔａ
ｒｉｈａｓｈｉ

出雲市渡橋町１１３０－６ 0853-23-3225 飲食店営業 1 一般食堂 仕出し屋 そうざい R2.5.27 R7.5.31

310010093 株式会社　サンインマルイ 代表取締役　松田　欣也 マルイ浜山通り店（鮮魚寿司） 出雲市渡橋町１１５８ 0853-25-8866 飲食店営業 3 弁当屋 R1.12.10 R7.5.31

310010094 株式会社　サンインマルイ 代表取締役　松田　欣也 マルイ浜山通り店（鮮魚惣菜） 出雲市渡橋町１１５８ 0853-25-8866 飲食店営業 3 そうざい R1.12.10 R7.5.31

310010095 株式会社　サンインマルイ 代表取締役　松田　欣也 マルイ浜山通り店（惣菜寿司） 出雲市渡橋町１１５８ 0853-25-8866 飲食店営業 3 弁当屋 R1.12.10 R7.5.31

310010096 株式会社　サンインマルイ 代表取締役　松田　欣也 マルイ浜山通り店（惣菜） 出雲市渡橋町１１５８ 0853-25-8866 飲食店営業 3 そうざい R1.12.10 R7.5.31

310010097 株式会社　サンインマルイ 代表取締役　松田　欣也 マルイ浜山通り店
出雲市渡橋町１１５８（県下一
円）

0853-25-8866 飲食店営業 特記事項なし R1.12.10 R7.5.31

298010029 有限会社　ヒロト 取締役　廣戸　裕之 ローソン出雲渡橋店 出雲市渡橋町１１７１－１ 0853-20-0193 飲食店営業 3 そうざい H29.6.1 R5.5.31

318010180 石橋　光博 ファミリーマート出雲渡橋店 出雲市渡橋町１２０６ 24-7514 飲食店営業 3 そうざい R1.6.1 R6.5.31
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308015076
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 出雲市渡橋町１２１１ 22-7000 飲食店営業 1 一般食堂 仕出し屋 そうざい H30.12.1 R5.11.30

280010102 山本　祐生 ＬＩＦＥ 出雲市渡橋町１２１２ 0853-25-9017 飲食店営業 1 一般食堂 H28.11.11 R3.11.30

280010050 若村　進一 やきそばや 出雲市渡橋町１２１２ 飲食店営業 1 一般食堂 H28.6.3 R3.11.30

300010054 株式会社　日建テック工業 代表取締役　春日　聡 Ａｔｅｌｉｅｒ　Ｃｈａｒｍｅ
出雲市渡橋町１２１２　ララポ
－トビル１号室

飲食店営業 1 一般食堂 H30.9.6 R5.11.30

300010064 中山　満 うどん長屋 出雲市渡橋町１２１７ 0853-31-9577 飲食店営業 1 一般食堂 仕出し屋 H30.9.26 R5.11.30

308015119 アクセス　有限会社 代表取締役　常松　栄 旬彩ＩＺＡＫＡＹＡ　印
出雲市渡橋町１２１７　シオン
ビル２Ｆ

27-9177 飲食店営業 1 一般食堂 仕出し屋 そうざい H30.12.1 R5.11.30

308010167 有限会社　白龍 代表取締役　児玉　輝久 中国料理　白龍 出雲市渡橋町１２２０ 22-3022 飲食店営業 1 一般食堂 H30.6.1 R5.5.31

318010203 有限会社　藤博 代表取締役　伊藤　博人
有限会社　藤博　ふじひろ珈
琲

出雲市渡橋町１２２３（くにび
き第１ビル１Ｆ）

24-1760 飲食店営業 1 一般食堂 R1.6.1 R7.5.31

300010082 株式会社　イーティーズ 代表取締役　原田　航太 イーティーズ　出雲店
出雲市渡橋町１２－３　ダイ
レックス内

0853-25-9422 飲食店営業 2 弁当屋 そうざい H30.11.9 R5.11.30

300010013 アクセス　有限会社 代表取締役　常松　栄 アースホテル 出雲市渡橋町１２４３ 0853-25-7000 飲食店営業 1 旅館 H30.5.7 R5.5.31

20010033 大野　亙 マヨ・キッチン
出雲市渡橋町１５０－９（県下
一円）

飲食店営業 特記事項なし R2.8.19 R7.11.30

280010054 ＪＵＮＩＴＩ　ＭＯＲＩＹＡ ＯＳＣＡＲ ＢＲＡＳＰＯＩＮＴ 出雲市渡橋町１７９－４ 飲食店営業 2 仕出し屋 弁当屋 H28.6.23 R3.11.30

28015767
ＴＡＫＩＮＡＭＩ　ＭＡＲＩＡ ＳＡＩＴ
Ｏ

ＬＡＮＣＨＥＳ　ＰＡＩＺＡＯ
出雲市渡橋町２０３－５ メゾ
ンひまわり１Ｆ

飲食店営業 1 一般食堂 R2.12.1 R8.11.30

20010054
株式会社 アールデザインプ
ロダクツ

代表取締役　高見　功司 拉麺屋　神楽　出雲店 出雲市渡橋町２５６ 0853-20-0868 飲食店営業 1 一般食堂 仕出し屋 弁当屋 そうざい R2.10.20 R7.11.30

300010112 中山　佳宜 ローソン出雲市役所前店 出雲市渡橋町３－１２ 0853-20-0776 飲食店営業 3 そうざい 弁当屋 H31.2.1 R6.5.31

28015696 岩﨑　　節子 すなっく　再会 出雲市渡橋町３１５－４ 0853-30-0075 飲食店営業 1 一般食堂 R2.12.1 R7.11.30

28015723 下瀬　恵四郎 ヨーク 出雲市渡橋町３２３－１ 0853-22-0106 飲食店営業 1 一般食堂 R2.12.1 R7.11.30

28015707 日下　政富 すし政 出雲市渡橋町３２７ 0853-23-7269 飲食店営業 1 すし屋 R2.12.1 R7.11.30

308010211 日清医療食品　株式会社 代表取締役　菅井　正一 シニアコート渡橋町 出雲市渡橋町３４６ 0853-24-8488 飲食店営業 2 一般食堂 H30.6.1 R6.5.31

310010139 株式会社　エクスブレイン 代表取締役　松尾　貴久 とりでん・和み茶屋　出雲店 出雲市渡橋町３９３ 0853-23-8839 飲食店営業 2 一般食堂 仕出し屋 弁当屋 R2.4.1 R7.5.31

20010026 キノトマ　合同会社 代表社員　青木　慎二 キノトマ 出雲市渡橋町４１２ 飲食店営業 1 一般食堂 仕出し屋 弁当屋 R2.7.17 R7.11.30

278015033
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 ガスト出雲店 出雲市渡橋町５１４－２ 0853-20-2781 飲食店営業 1 一般食堂 弁当屋 H27.12.1 R3.11.30

318015168 株式会社　ウッドベル 代表取締役　小川　美樹 炭火焼肉屋さかい出雲店 出雲市渡橋町５９２－１ 24-8110 飲食店営業 1 一般食堂 R1.12.1 R6.11.30

278015035 株式会社　ウッドベル 代表取締役　小川　美樹 ミスタードーナツ出雲店 出雲市渡橋町６２６－８ 0853-23-2341 飲食店営業 1 一般食堂 そうざい H27.12.1 R3.11.30

280010088
出雲フードサービス　株式会
社

代表取締役　日野　宏行 ラーメンうまいぞ武蔵出雲店 出雲市渡橋町７０１ 0853-24-2232 飲食店営業 1 一般食堂 そうざい H28.10.5 R3.11.30

298010038 サンフィールド　株式会社 代表取締役　山下　敏彦 吉野家出雲店 出雲市渡橋町７４０－７ 0853-24-6077 飲食店営業 1 一般食堂 H29.6.1 R5.5.31

318010186 有限会社　香園 代表取締役　林　勝博 香園 出雲市渡橋町７４１ 21-4878 飲食店営業 2 一般食堂 R1.6.1 R6.5.31
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318015209 株式会社　快活フロンティア 代表取締役　谷井　真吾 快活ＣＬＵＢ　出雲店 出雲市渡橋町７５４－５ 0853-24-9888 飲食店営業 1 一般食堂 R1.12.1 R6.11.30

20010022 有限会社　アバンシング 代表取締役　坂本　誠 マクドナルド　出雲渡橋店 出雲市渡橋町７６５－２ 0853-24-3207 飲食店営業 1 一般食堂 仕出し屋 そうざい R2.6.29 R8.11.30

290010116 本間　裕子 ファミリーマート浜山通り店 出雲市渡橋町７７２－１ 飲食店営業 3 そうざい H30.3.29 R5.5.31

300010091 株式会社　ウッドベル 代表取締役　小川　美樹 かつや島根出雲店 出雲市渡橋町７７８－１ 0853-31-4103 飲食店営業 1 一般食堂 弁当屋 そうざい H30.12.3 R6.5.31

28010632 株式会社　ウッドベル 代表取締役　小川　美樹 丸源ラーメン出雲店 出雲市渡橋町７７８－１ 飲食店営業 1 一般食堂 R2.6.1 R8.5.31

318015237 有限会社　アバンシング 代表取締役　坂本　誠 マクドナルド　出雲店 出雲市渡橋町７８２ 24-3207 飲食店営業 1 一般食堂 R1.12.1 R7.11.30

280010119 松井　株式会社 代表取締役　松井　修一 ｇｒａｐｐｉｎｏ 出雲市渡橋町８１　２Ｆ 0853-25-0356 飲食店営業 1 一般食堂 仕出し屋 そうざい H29.1.12 R4.5.31

288015035 株式会社　ファンフロンティア 代表取締役　岩田　佳子 牛角　出雲渡橋店 出雲市渡橋町８２０－１ 0853-30-0929 飲食店営業 1 一般食堂 H28.12.1 R3.11.30

318015202 青野　喜美男 食べ処・飲み処　さくらんぼ 出雲市渡橋町８２４－１ 0853-22-3538 飲食店営業 1 一般食堂 R1.12.1 R6.11.30

318015162 タイガー産業　株式会社 代表取締役　菊池　嘉聡 出雲ロイヤルホテル 出雲市渡橋町８３１ 23-7211 飲食店営業 2 旅館 一般食堂 仕出し屋 R1.12.1 R7.11.30

308015153 株式会社　丸亀製麺 代表取締役　山口　寛 丸亀製麺　出雲店 出雲市渡橋町９０－９ 21-5020 飲食店営業 1 一般食堂 仕出し屋 そうざい H30.12.1 R5.11.30

308010177
株式会社　ＴＡＮＡＢＥ グロー
バルキッチン

代表取締役　若林　洋司
ケンタッキーフライドチキン出
雲店

出雲市渡橋町９５－１ 0853-20-0659 飲食店営業 1 一般食堂 そうざい H30.6.1 R5.5.31

300010120 株式会社　シカゴピザ 代表取締役　中野　雅弘 シカゴピザ出雲店 出雲市渡橋町９８５－３ 0853-23-3999 飲食店営業 2 弁当屋 仕出し屋 H31.3.7 R6.5.31

280010051
ＫＡＲＫＩ　ＫＲＩＳＨＮＡ ＢＡＨＡ
ＤＵＲ

アジアンダイニング　アガン 出雲市渡橋町９８９－１ 0853-21-5232 飲食店営業 1 一般食堂 H28.6.8 R3.11.30

308015098 矢野　研一 ＲＥＧＡＲＥ 出雲市渡橋町９８９－１ 23-2533 飲食店営業 1 一般食堂 弁当屋 H30.12.1 R5.11.30

288015118 高見　正市 松翠苑 出雲市島村町２３０ 63-3037 飲食店営業 2 料理店 仕出し屋 H28.12.1 R3.11.30

290010059 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・出雲２６６９５ 出雲市東園町７２５－３ 飲食店営業 2 一般食堂 H29.10.1 R4.11.30

278015160 社会福祉法人　ひらた福祉会 理事長　河瀨　京子 エルパティオ三葉園 出雲市東郷町１７５－４ 0853-62-0061 飲食店営業 2 一般食堂 仕出し屋 弁当屋 H27.12.1 R3.11.30

28015791 有限会社　柳樂工業 代表取締役　柳楽　洋 エヌケイ
出雲市東郷町８４２－２ （県
下一円）

0853-63-2912 飲食店営業 特記事項なし R2.12.1 R7.11.30

298010141 長岡　元樹 はしもと 出雲市東福町２７２－２ 62-2448 飲食店営業 2 仕出し屋 一般食堂 H29.6.1 R4.5.31

298010142 有限会社　坂本屋 代表取締役　坂本　博雄 有限会社　坂本屋 出雲市東福町３４－２４ 62-3434 飲食店営業 2 仕出し屋 一般食堂 H29.6.1 R4.5.31

290010031 後藤　理恵 ｈａｒｕａｍｅ 出雲市東林木町５５０ 飲食店営業 1 一般食堂 H29.6.22 R4.11.30

288010145 福田　洋治 福田鮮魚店 出雲市灘分町１２５１－８ 0853-62-2409 飲食店営業 2 仕出し屋 弁当屋 そうざい H28.6.1 R3.5.31

308015105 有限会社　永和グループ 代表取締役　永瀬　正和 永和グループ（みずほの家） 出雲市灘分町２３９－６ 0853-62-4848 飲食店営業 2 一般食堂 H30.12.1 R5.11.30

308015113 稲田　準 出雲ねぎやき　きりん工房
出雲市灘分町２５９０（県下一
円）

飲食店営業 特記事項なし H30.12.1 R5.11.30

28010663 稲田　準 ｃｏｃｏｋａｒａ
出雲市灘分町２５９０（県下一
円）

飲食店営業 特記事項なし R2.6.1 R7.5.31

310010025 土江　誠 健成ｃｈｉｒｏ，Ａ
出雲市灘分町２９－４（県下
一円）

0853-63-2316 飲食店営業 特記事項なし R1.5.23 R6.5.31
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288015116 福田　透 福田屋 出雲市灘分町３９７－７ 0853-62-2253 飲食店営業 2 仕出し屋 そうざい 料理店 H28.12.1 R3.11.30

288010144 土江　行正 つちえ
出雲市灘分町４７８－１（県下
一円）

飲食店営業 特記事項なし H28.6.1 R3.5.31

318015204 株式会社　フィリア 代表取締役　尾添　和子 フィリア 出雲市灘分町５３２－１ 0853-62-4782 飲食店営業 1 一般食堂 弁当屋 そうざい R1.12.1 R6.11.30

270010119 株式会社　フィリア 代表取締役　尾添　和子 いこいの場フィリアカフェ 出雲市灘分町５４２－２ 0853-62-4782 飲食店営業 1 一般食堂 H28.3.28 R3.5.31

28015694 大福　聡 だいふく 出雲市灘分町６６７ 0853-63-4638 飲食店営業 1 一般食堂 R2.12.1 R7.11.30

300010087 今岡　和貴 無門 出雲市馬木北町１１７６ 0853-48-9050 飲食店営業 2 一般食堂 仕出し屋 H30.11.20 R5.11.30

308010168 中上　政義 食事処　かいづ 出雲市馬木北町３１ 48-0155 飲食店営業 2 一般食堂 仕出し屋 H30.6.1 R5.5.31

28015726 角井　俊三 小料理　かくい 出雲市白枝町１０５２－７ 0853-22-7898 飲食店営業 2 一般食堂 仕出し屋 R2.12.1 R7.11.30

298015044 浜村　栄 浜村食堂 出雲市白枝町１０８０－５ 22-0917 飲食店営業 1 一般食堂 H29.12.1 R4.11.30

310010002 株式会社　ハークスレイ 代表取締役　青木　達也 ほっかほっか亭　浜山通り店 出雲市白枝町１１５８－１ 0853-24-8410 飲食店営業 2 弁当屋 そうざい 仕出し屋 H31.4.3 R6.5.31

318010208 古川　和美 コーヒーハウス　サンラック 出雲市白枝町１１９９－２ 22-0303 飲食店営業 1 一般食堂 R1.6.1 R6.5.31

318015248 有限会社　トラスト・Ａ 代表取締役　恩田　秋人 森のくまさん　出雲店 出雲市白枝町１２０５ 0853-31-4903 飲食店営業 2 弁当屋 R1.12.1 R6.11.30

290010099 柳楽　聡太
セブンイレブン　出雲浜山通り
店

出雲市白枝町１３２７－３ 0853-24-1120 飲食店営業 3 そうざい H30.2.20 R5.5.31

20010051 横田　周三 ゆかり家 出雲市白枝町２２２－１ 飲食店営業 3 特記事項なし R2.10.6 R7.11.30

308015141 株式会社　山桃 代表取締役　山本　睦 宅配クック１・２・３　出雲店 出雲市白枝町２２２－１ 28-3003 飲食店営業 2 仕出し屋 弁当屋 そうざい H30.12.1 R5.11.30

28015788 鳥屋尾　克久 ローソン出雲白枝堀西店 出雲市白枝町２２２－１ 0853-28-3171 飲食店営業 3 そうざい 弁当屋 R2.12.1 R7.11.30

28010644 株式会社　岩崎建設 代表取締役　岩﨑　哲也 かのや 出雲市白枝町２２２－３ 0853-30-6606 飲食店営業 2 一般食堂 仕出し屋 そうざい R2.6.1 R8.5.31

288010039 有限会社　尼商事 代表取締役　　尼　直之 喫茶　赤い屋根 出雲市白枝町２４１ 0853-28-0690 飲食店営業 1 一般食堂 H28.6.1 R3.5.31

20010035 ヒガシ　ナヌビア
ＰＡＳＴＥＬＡＲＩＡ　ＢＲＡＳＩＬ パ
ステラリア　ブラジル

出雲市白枝町２６２　オリーブ
ハウス　１Ｆ

飲食店営業 1 一般食堂 R2.8.20 R7.11.30

300010115
株式会社 トライアルカンパ
ニー

代表取締役　石橋　亮太
スーパーセンタートライアル
出雲白枝店

出雲市白枝町４２０－１ 0853-24-7788 飲食店営業 2 弁当屋 そうざい H31.2.15 R6.5.31

280010122 株式会社　勝部屋 代表取締役　入江　紀久男 （株）勝部屋　出雲店
出雲市白枝町４２０－１ ス－
パ－センタ－トライアル出雲
白枝店内

0853-22-9770 飲食店営業 3 弁当屋 H29.1.20 R4.5.31

298010042 アハメド　ジャラルディン インドカレー　アハメド 出雲市白枝町４２３－７ 飲食店営業 1 一般食堂 H29.6.1 R4.5.31

288015039 景山　美紀 空海 出雲市白枝町５３９－６ 22-3870 飲食店営業 1 一般食堂 H28.12.1 R3.11.30

280010074 今岡　大輔
セブンイレブン　出雲白枝町
店

出雲市白枝町８６０－１ 0853-22-8511 飲食店営業 3 そうざい H28.8.24 R3.11.30

310010030 藤原　靖博 槐の庭 出雲市八島町１３ 0853-25-0733 飲食店営業 1 一般食堂 弁当屋 R1.5.30 R6.5.31

310010024 有限会社　玉木製麺 代表取締役　玉木　暢 そば庄　たまき
出雲市斐川町沖洲１６２０（県
下一円）

0853-72-0653 飲食店営業 特記事項なし R1.5.21 R6.5.31

318015158 有限会社　玉木製麺 代表取締役　玉木　暢 そば庄　たまき 出雲市斐川町沖洲１６３０ 72-0653 飲食店営業 1 そば屋 R1.12.1 R7.11.30
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308015066 有限会社　玉木製麺 代表取締役　玉木　暢 そば処　鶴華　波積屋
出雲市斐川町沖洲１６３０－
２

0853-72-0653 飲食店営業 1 一般食堂 H30.12.1 R5.11.30

310010018
出雲空港ターミナルビル 株
式会社

代表取締役　大谷　厚郎
出雲縁結び空港エアポートラ
ウンジ

出雲市斐川町沖洲２６３３－
１

0853-72-7501 飲食店営業 1 一般食堂 R1.5.13 R6.5.31

28010657
メディアクッキング サービス
株式会社

代表取締役　渡部　敏明
出雲の國麺家　出雲縁結び
空港店

出雲市斐川町沖洲２６３３－
１　空港ビル３Ｆ

0853-73-8115 飲食店営業 1 一般食堂 R2.6.1 R7.5.31

308010208 株式会社　ＪＡＬＵＸエアポート 代表取締役　島下　隆範
ブルースカイ出雲空港ゲート
店

出雲市斐川町沖洲２６３３－
１ 出雲空港タ－ミナルビル２
階

0853-72-6979 飲食店営業 1 一般食堂 H30.6.1 R6.5.31

308010191 株式会社　至誠 代表取締役　坂本　宏允 出雲路遊食　八雲
出雲市斐川町沖洲２６３３－
１ 出雲空港タ－ミナルビル３
Ｆ

0853-72-0125 飲食店営業 2 一般食堂 弁当屋 そうざい H30.6.1 R5.5.31

308015242
特定非営利活動法人　 プ
レーパークてんとう虫

理事　原　成実 ななほし 出雲市斐川町学頭１２６４ 0853-31-7571 飲食店営業 1 一般食堂 H30.12.1 R5.11.30

288015125 有限会社　湯元湯の川 代表取締役　昌子　剛 有限会社　湯元湯の川
出雲市斐川町学頭１３２９－
１

0853-72-0333 飲食店営業 2 旅館 料理店 仕出し屋 H28.12.1 R3.11.30

280010148 富士産業　株式会社 代表取締役　中村　勝彦
特別養護老人ホーム　斐川
サンホーム

出雲市斐川町学頭１３６０－
１

飲食店営業 2 一般食堂 H29.3.27 R4.5.31

280010151 株式会社　四季荘 代表取締役　福島　健治 四季荘 出雲市斐川町学頭１３６９ 0853-72-6525 飲食店営業 2 旅館 一般食堂 仕出し屋 弁当屋 H29.3.27 R4.5.31

298015172 有限会社　内田荘 代表取締役　内田　晃市 草菴 出雲市斐川町学頭１４９１ 0853-72-0226 飲食店営業 2 旅館 一般食堂 H29.12.1 R4.11.30

20010015 社会福祉法人　桑友 理事　高橋　尚志 まるべりー工房
出雲市斐川町学頭１６５２－
３

0853-72-0118 飲食店営業 2 仕出し屋 弁当屋 R2.6.3 R7.11.30

298010148 北脇　豊史 松園
出雲市斐川町学頭１６８３－
５

72-0024 飲食店営業 2 旅館 料理店 仕出し屋 H29.6.1 R4.5.31

318015194 勝部　伸明 ローダン斐川店
出雲市斐川町学頭１８１２－
４２

72-9581 飲食店営業 1 一般食堂 そうざい R1.12.1 R6.11.30

298010149 株式会社　大芳商店 代表取締役　栂野　善彦 かみあり製麺
出雲市斐川町学頭１８１５－
１

0853-73-7241 飲食店営業 2 一般食堂 仕出し屋 H29.6.1 R4.5.31

288010157 有限会社　フィオーレ 取締役　左近　尚子 ぱるうあ　斐川 出雲市斐川町学頭１８２６ 0853-72-7970 飲食店営業 1 旅館 H28.6.1 R4.5.31

308010166 有限会社　出雲アイネ 代表取締役　関　寛之 ホテルファイン出雲
出雲市斐川町学頭１８３０－
１

72-9928 飲食店営業 1 旅館 H30.6.1 R5.5.31

288015126 有限会社　湖静荘 代表取締役　杉原　一幸 湖静荘 出雲市斐川町学頭１９４８ 72-0339 飲食店営業 2 旅館 料理店 仕出し屋 H28.12.1 R3.11.30

278010066 原　包 ローソン斐川荘原店 出雲市斐川町学頭２２８－１ 72-5128 飲食店営業 3 そうざい H27.6.1 R3.5.31

298015173 有限会社　池田製菓 代表取締役　池田　進 ヴィラ出雲 出雲市斐川町学頭３５０－３ 72-6476 飲食店営業 1 一般食堂 H29.12.1 R4.11.30

288015127 有限会社　はらだ荘 代表取締役　原田　清司 はらだ荘
出雲市斐川町学頭３５８５－
２

72-0840 飲食店営業 2 旅館 一般食堂 H28.12.1 R3.11.30

318010222 株式会社　ＭＩしまね 代表取締役　川井　康正
斐川町出雲いりすの丘公園
（温泉施設）

出雲市斐川町学頭３６４６－
１

0853-72-5526 飲食店営業 2 一般食堂 R1.6.1 R6.5.31

278015166
株式会社 出雲空港カントリー
倶楽部

代表取締役　市川　金次郎
出雲空港カントリー倶楽部
レストラン

出雲市斐川町学頭３７３８－
１

0853-72-9145 飲食店営業 1 一般食堂 仕出し屋 弁当屋 H27.12.1 R3.11.30

308015144 持田　和人 持田屋 出雲市斐川町学頭３７５－１ 72-0847 飲食店営業 2 仕出し屋 そうざい H30.12.1 R5.11.30

318015152 株式会社　特産ひかわ 代表取締役　金築　豊 道の駅　湯の川 出雲市斐川町学頭８２５－２ 0853-73-9327 飲食店営業 1 一般食堂 弁当屋 R1.12.1 R6.11.30

318010172 星野　由香里 Ｔｒｏｉｓ
出雲市斐川町求院１４１６－
１

飲食店営業 1 一般食堂 R1.6.1 R6.5.31

310010073 小林　裕典 ローソン斐川出西店
出雲市斐川町求院１４６９－
１

0853-73-7855 飲食店営業 3 そうざい R1.10.28 R6.11.30
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310010058 合同会社　Ｔ．Ｓ．Ｐ 代表社員　はお　直子 胡同食堂
出雲市斐川町原鹿１２３０－
２（県下一円）

飲食店営業 特記事項なし R1.9.20 R6.11.30

298015179 木幡　博一 ファミリーマート斐川黒目店 出雲市斐川町黒目１２２０ 63-7106 飲食店営業 3 そうざい 弁当屋 H29.12.1 R4.11.30

288010171 熱田　澄子 大竹屋 出雲市斐川町黒目１９７０ 0853-62-4200 飲食店営業 2 仕出し屋 そうざい H28.6.1 R3.5.31

28015747 株式会社　小田商店 代表取締役　大賀　昭司 生鮮食品　おだ斐川店 出雲市斐川町黒目５３５ 0853-63-7180 飲食店営業 2 弁当屋 そうざい R2.12.1 R8.11.30

298015202
農事組合法人 あかつき
ファーム今在家

理事　金築　基 あかつきファーム今在家
出雲市斐川町今在家１２４８
（県下一円）

0853-72-4914 飲食店営業 特記事項なし H29.12.1 R4.11.30

300010066 株式会社　ナナイロ 代表取締役　西森　大志
Ｌａ　Ｃｈｏｃｏｌａｔｅｒｉｅ　ＮＡＮＡＩ
ＲＯ

出雲市斐川町坂田１９３４ 飲食店営業 1 一般食堂 H30.10.1 R5.11.30

288010173 飯塚　一弥 かくれ庵 出雲市斐川町坂田３２８７ 0853-62-5128 飲食店営業 1 一般食堂 H28.6.1 R3.5.31

288015133 金森　義隆 西光院　好日庵 出雲市斐川町三絡１０６３ 72-6455 飲食店営業 2 一般食堂 H28.12.1 R3.11.30

318010200 ＦＪリフレ　株式会社 代表取締役　阿加多　繁樹 島根食堂
出雲市斐川町三絡１１８０－
６ （株）島根富士通内

0853-72-2333 飲食店営業 1 一般食堂 R1.6.1 R7.5.31

310010057
農事組合法人 アグリード羽
根

理事　黒田　幸司 食創工房　レコルト
出雲市斐川町三絡９６０－３
（県下一円）

0853-25-8867 飲食店営業 特記事項なし R1.9.19 R6.11.30

300010003 株式会社　出西ビレッジ 代表取締役　多々納　真 ル　コションドール　出西
出雲市斐川町出西１１１２－
１

0853-72-0239 飲食店営業 1 一般食堂 H30.4.9 R5.5.31

298010157 青木　弘人 魚武
出雲市斐川町出西２４００－
１

72-6566 飲食店営業 2 仕出し屋 弁当屋 H29.6.1 R4.5.31

290010050
株式会社 セブン－イレブン・
ジャパン

代表取締役　永松　文彦
セブンイレブン　出雲斐川町
出西店

出雲市斐川町出西３７７８－
１

0853-72-6765 飲食店営業 3 そうざい H29.8.17 R4.11.30

278010075 島根県農業協同組合 代表理事　石川　寿樹
ＪＡしまね　虹のホールかんな
び

出雲市斐川町出西４０２０－
１１

0853-73-8866 飲食店営業 4 特記事項なし H27.6.1 R3.5.31

288010170 有限会社　おもちゃのタマキ 代表取締役　　玉木　輝久 たこ次郎斐川店
出雲市斐川町上庄原１３７０
－１ （いない斐川店駐車場
内）

飲食店営業 3 特記事項なし H28.6.1 R3.5.31

290010003 中田　充樹
ファミリーマート斐川インター
店

出雲市斐川町上庄原１６１０
－４

0853-73-7112 飲食店営業 3 そうざい H29.4.7 R4.5.31

280010109 株式会社　中京クッキング 代表取締役　稲垣　宇佐美
介護付有料老人ホーム　鳳
光苑

出雲市斐川町上庄原１６３４
－５

0853-73-7368 飲食店営業 2 一般食堂 H28.11.28 R3.11.30

300010009 多々納　和政 味処　呑
出雲市斐川町上庄原１７１５
－８

飲食店営業 1 一般食堂 仕出し屋 H30.4.26 R5.5.31

308015123 浜屋　友見 食鮮工房　浜や 出雲市斐川町上直江１２２７ 72-7848 飲食店営業 2 仕出し屋 弁当屋 H30.12.1 R5.11.30

288015141 有限会社　フラップスカイ 代表取締役　高橋　茂樹 ローソン斐川夢咲タウン店
出雲市斐川町上直江１２４０
－１

73-7303 飲食店営業 3 そうざい 弁当屋 H28.12.1 R4.11.30

298015185 黒田　暉夫 黒田魚店
出雲市斐川町上直江１２５９
－３

72-0764 飲食店営業 2 仕出し屋 一般食堂 H29.12.1 R4.11.30

28015730 株式会社　三昌 代表取締役　儀満　茂子
日本料理　華満．居酒屋　和
皆門．ホテル　華満

出雲市斐川町上直江１２８５
－１

72-5800 飲食店営業 2 旅館 料理店 一般食堂 仕出し屋 R2.12.1 R8.11.30

300010080 赤田　正太郎 花影
出雲市斐川町上直江１２８５
－１　華満内

0853-25-8111 飲食店営業 1 一般食堂 H30.11.2 R5.11.30

318015153
イズミ・フード・サービス　 株
式会社

代表取締役　大谷　和昭 フードコート
出雲市斐川町上直江１３０１
－１

72-7900 飲食店営業 1 一般食堂 R1.12.1 R6.11.30

318015159 株式会社　イズミ 代表取締役　山西　泰明 ゆめタウン斐川
出雲市斐川町上直江１３０１
－１

0853-72-7900 飲食店営業 3 弁当屋 そうざい R1.12.1 R7.11.30

318015229 株式会社　イズミ 代表取締役　山西　泰明
ゆめタウン斐川　（精肉コー
ナー）

出雲市斐川町上直江１３０１
－１

0853-72-7900 飲食店営業 3 特記事項なし R1.12.1 R7.11.30

318015160 株式会社　イズミ 代表取締役　山西　泰明
ゆめタウン斐川　（鮮魚コー
ナー）

出雲市斐川町上直江１３０１
－１

0853-72-7900 飲食店営業 3 特記事項なし R1.12.1 R7.11.30
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28010613 株式会社　イズミ 代表取締役　山西　泰明 鮮魚寿司
出雲市斐川町上直江１３０１
－１

0853-72-7900 飲食店営業 3 すし屋 R2.6.1 R8.5.31

28015732 株式会社　イズミ 代表取締役　山西　泰明 ゆめタウン斐川　食堂
出雲市斐川町上直江１３０１
－１

0853-72-7900 飲食店営業 2 一般食堂 そうざい 弁当屋 R2.12.1 R8.11.30

310010082 株式会社　アルツー 代表取締役　川島　清志
からあげまる金　ゆめタウン
斐川店

出雲市斐川町上直江１３０１
－１ ゆめタウン正面入り口横

0853-72-5722 飲食店営業 3 そうざい 仕出し屋 弁当屋 R1.11.7 R6.11.30

280010065 株式会社　イズミ 代表取締役　山西　泰明 ゆめタウン斐川
出雲市斐川町上直江１３０１
－１（県下一円）

0853-72-7900 飲食店営業 特記事項なし H28.7.28 R3.11.30

298010159 有限会社　香蘭 代表取締役　新宮　崇 有限会社　香蘭　斐川支店
出雲市斐川町上直江１３０６
－１

72-8211 飲食店営業 特記事項なし H29.6.1 R4.5.31

318015163 有限会社　香蘭 代表取締役　新宮　崇 有限会社　香蘭　斐川支店
出雲市斐川町上直江１３０６
－１

72-8211 飲食店営業 1 一般食堂 弁当屋 そうざい R1.12.1 R6.11.30

288015144
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 ガスト島根斐川店 出雲市斐川町上直江１３１６ 73-8102 飲食店営業 2 一般食堂 弁当屋 H28.12.1 R4.11.30

288015207 内田　幹夫 叉焼らーめんパオ　斐川店 出雲市斐川町上直江１３１９ 飲食店営業 1 一般食堂 H28.12.1 R3.11.30

298010160 佐藤　真理 Ｌｉｔｔｌｅ　Ａｌｉｃｅ
出雲市斐川町上直江１４２１
－３

0853-31-4031 飲食店営業 1 一般食堂 弁当屋 そうざい H29.6.1 R4.5.31

300010073 株式会社　桃翠園 代表取締役　岡　大樹 株式会社　桃翠園 出雲市斐川町上直江１４８２ 0853-72-0039 飲食店営業 1 一般食堂 H30.10.11 R5.11.30

288015145 黒田　正人 黒川屋 出雲市斐川町上直江１５９６ 72-2812 飲食店営業 2 仕出し屋 H28.12.1 R3.11.30

288015146 有限会社　斐川ゴルフ 代表取締役　中尾　正治 有限会社　斐川ゴルフ
出雲市斐川町上直江２０９３
－１

72-8892 飲食店営業 1 一般食堂 H28.12.1 R3.11.30

300010028
エームサービスジャパン　株
式会社

代表取締役社長　山村　俊夫 エームＳＪ１６７１ 出雲市斐川町上直江２３０８ 飲食店営業 2 一般食堂 H30.6.25 R5.11.30

300010029
エームサービスジャパン　株
式会社

代表取締役社長　山村　俊夫 エームＳＪ１６７１－１ 出雲市斐川町上直江２３０８ 飲食店営業 1 一般食堂 H30.6.25 R5.11.30

308015235
エームサービスジャパン　株
式会社

代表取締役社長　山村　俊夫 エームＳＪ１６４０
出雲市斐川町上直江２３０８
（株）出雲村田製作所内Ｆ棟

0853-27-9857 飲食店営業 2 一般食堂 H30.12.1 R5.11.30

308015134 佐藤　益彦 ローソン斐川上直江 出雲市斐川町上直江２５４３ 73-7373 飲食店営業 3 そうざい 弁当屋 H30.12.1 R6.11.30

300010062 伊藤　節子 がっちゃん畑 出雲市斐川町上直江３１６７ 0853ｰ72ｰ9360 飲食店営業 1 仕出し屋 弁当屋 H30.9.21 R5.11.30

308010197 阿食　憲一 てんぞ 出雲市斐川町上直江３３１５ 72-2052 飲食店営業 2 一般食堂 仕出し屋 H30.6.1 R5.5.31

318010217 佃　賛恵留 季節料理　ととや 出雲市斐川町上直江３３２０ 72-0820 飲食店営業 2 一般食堂 仕出し屋 R1.6.1 R6.5.31

308010223
有限会社　ベーカリーレストラ
ン ダルジャン

代表取締役　重富　洋介 サンマリノ 出雲市斐川町上直江３３２１ 73-3772 飲食店営業 3 弁当屋 H30.6.1 R5.5.31

28010607 篠原　京子 篠原商事
出雲市斐川町上直江３３２－
８（県下一円）

飲食店営業 特記事項なし R2.6.1 R7.5.31

318010216 有限会社　大塚組 代表取締役　大塚　泰志 Ｄｏｇ　Ｈｏｕｓｅ　Ｏｎｅ
出雲市斐川町上直江３３３４・
３３３５

72-8873 飲食店営業 1 一般食堂 R1.6.1 R6.5.31

20010009 篠原　京子 篠原商店
出雲市斐川町上直江３３５－
４

飲食店営業 3 特記事項なし R2.5.19 R7.5.31

298015189 三島　幸雄 カフェレストラン　ロワール
出雲市斐川町上直江６９７－
２

72-6866 飲食店営業 1 一般食堂 H29.12.1 R4.11.30

298015190 深津　友宇 前門屋
出雲市斐川町上直江８９３－
７

73-8277 飲食店営業 1 一般食堂 H29.12.1 R4.11.30

300010095 ＬＣＣ　株式会社 代表取締役　坂本　裕太 麺家・我道
出雲市斐川町上直江９７３－
２

飲食店営業 1 一般食堂 H30.12.11 R6.5.31

28015757 槙野　伴久 おちらと
出雲市斐川町上直江９８１－
１３

0853-72-0935 飲食店営業 1 一般食堂 R2.12.1 R7.11.30
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280010027 金山　恒義 そーれ
出雲市斐川町神氷２１２（県
下一円）

飲食店営業 特記事項なし H28.4.20 R3.5.31

28010585 株式会社　ウシオ 代表取締役　牛尾　篤史 グッディー斐川店 出雲市斐川町神氷２８３７ 0853-72-5816 飲食店営業 2 そうざい R2.6.1 R8.5.31

28010586 株式会社　ウシオ 代表取締役　牛尾　篤史
グッディー斐川店　寿司コー
ナー

出雲市斐川町神氷２８３７ 0853-72-5816 飲食店営業 3 そうざい 弁当屋 R2.6.1 R8.5.31

300010022
株式会社　ペッパーフード
サービス

代表取締役　一瀬　邦夫
いきなり！ステーキ出雲斐川
町店

出雲市斐川町荘原１０８ 0853-31-9929 飲食店営業 1 一般食堂 H30.5.30 R5.5.31

308015086 糸賀　新吉 甘味処　いとが
出雲市斐川町荘原１１７５－
３

72-3019 飲食店営業 1 一般食堂 H30.12.1 R5.11.30

300010032 株式会社　ＰＬＡＮＴ 代表取締役　三ツ田　佳史
ＳＵＰＥＲ　ＣＥＮＴＥＲ　ＰＬＡＮ
Ｔ　斐川店

出雲市斐川町荘原１２４９ 0853-72-7680 飲食店営業 特記事項なし H30.6.28 R5.11.30

290010060 株式会社　ＰＬＡＮＴ 代表取締役　三ツ田　佳史
ＳＵＰＥＲ　ＣＥＮＴＥＲ　ＰＬＡＮ
Ｔ　斐川店

出雲市斐川町荘原１２４９ 0853-72-7680 飲食店営業 2 弁当屋 そうざい H29.9.21 R5.11.30

290010061 株式会社　ＰＬＡＮＴ 代表取締役　三ツ田　佳史
ＳＵＰＥＲ　ＣＥＮＴＥＲ　ＰＬＡＮ
Ｔ　斐川店

出雲市斐川町荘原１２４９ 0853-72-7680 飲食店営業 2 弁当屋 そうざい H29.9.21 R5.11.30

308010143 島根県農業協同組合 代表理事　石川　寿樹 ＪＡしまね　斐川地区本部
出雲市斐川町荘原２１７２－
３（県下一円）

73-9070 飲食店営業 特記事項なし H30.6.1 R5.5.31

28015800 島根県農業協同組合 代表理事　石川　寿樹
ＪＡしまね　虹のホールひか
わ

出雲市斐川町荘原２１９３－
１

0853-73-9624 飲食店営業 4 特記事項なし R2.12.1 R7.11.30

298010150 新宮　祥伸 ローソン斐川中央店
出雲市斐川町荘原２２０４－
１

0853-72-5177 飲食店営業 3 弁当屋 そうざい H29.6.1 R5.5.31

310010050 青野　司 Ｓｕｎｄａｙ　Ｍａｒｋｅｔ　ＣｉＢＯ
出雲市斐川町荘原２２１６－
２（県下一円）

飲食店営業 特記事項なし R1.8.13 R6.11.30

28010659 小田　勇気 Ａ～トップ～
出雲市斐川町荘原２２１７－
１

0853-72-5590 飲食店営業 1 一般食堂 R2.6.1 R7.5.31

290010013 小川　彰夫
セブンイレブン　出雲斐川町
荘原店

出雲市斐川町荘原２２１９－
１

0853-72-5025 飲食店営業 3 そうざい H29.5.15 R4.5.31

288015128 勝部　伸二 喫茶　軽食　チャコール
出雲市斐川町荘原２２４４－
１

72-9178 飲食店営業 2 一般食堂 仕出し屋 H28.12.1 R3.11.30

28010655 梁　占秋 台湾料理　福来順
出雲市斐川町荘原２２５１－
１

0853-72-2397 飲食店営業 1 一般食堂 R2.6.1 R7.5.31

298015174 有限会社　歓光出雲 代表取締役　星野　実子
有限会社　歓光出雲　（ホテ
ルシャトル）

出雲市斐川町荘原２３４０ 72-8234 飲食店営業 2 旅館 H29.12.1 R4.11.30

280010146
特定非営利活動法人　 プ
レーパークてんとう虫

理事　原　成実 プレーパークてんとう虫
出雲市斐川町荘原２３９５－
２ （県下一円）

飲食店営業 特記事項なし H29.3.27 R4.5.31

288010160
有限会社　ガリバーフード
サービス

代表取締役　原　秀範
コーヒーａｎｄピザハウス　ガリ
バー

出雲市斐川町荘原２７５０－
６

0853-72-0172 飲食店営業 2 一般食堂 仕出し屋 弁当屋 そうざい H28.6.1 R3.5.31

280010129 本間　裕子 ファミリーマート斐川荘原町店
出雲市斐川町荘原２８８５－
１

0853-73-7755 飲食店営業 3 そうざい H29.1.30 R4.5.31

318010173 株式会社　ティーアールワイ 代表取締役　藤井　礼仁 萬福食堂
出雲市斐川町荘原２８８７－
１

73-7337 飲食店営業 1 一般食堂 R1.6.1 R6.5.31

298015175 出雲寿観光　有限会社 代表取締役　長岡　秀治 出雲空港ホテル
出雲市斐川町荘原２８９１－
３

72-7800 飲食店営業 2 旅館 料理店 仕出し屋 H29.12.1 R5.11.30

300010004
有限会社 信愛フードサービ
ス

代表取締役　山根　保 縁福　斐川店
出雲市斐川町荘原２８９１－
４

0853-31-7788 飲食店営業 1 一般食堂 そうざい H30.4.12 R5.5.31

318010177 須田　秀作 焼肉館　すだ
出雲市斐川町荘原２８９４－
３

0853-31-4810 飲食店営業 1 一般食堂 R1.6.1 R6.5.31

318015210 多々納　さえ子 スナック恋　Ｒｅｎ
出雲市斐川町荘原２８９４－
３

72-0901 飲食店営業 1 一般食堂 R1.12.1 R7.11.30

298015176 高木　良治 巴寿し
出雲市斐川町荘原２８９８－
１１

72-0190 飲食店営業 1 すし屋 H29.12.1 R4.11.30

28015727 永瀬　敬治 食事処　熊の子
出雲市斐川町荘原２９２６－
１３

0853-72-3040 飲食店営業 2 一般食堂 仕出し屋 R2.12.1 R7.11.30
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288010161 阿食　勉 御食事処　味喜
出雲市斐川町荘原２９８６－
１０

0853-72-0937 飲食店営業 1 一般食堂 H28.6.1 R3.5.31

288010162 福島　三重子 コーヒーショップ　甍
出雲市斐川町荘原２９８６－
７

0853-72-0938 飲食店営業 1 一般食堂 仕出し屋 H28.6.1 R3.5.31

280010079 岩谷　匡浩 Ｗｉｎｅ　Ｂａｒ　Ｆｕｓｉｏｎ
出雲市斐川町荘原２９８６－
９

飲食店営業 1 一般食堂 H28.9.5 R3.11.30

308015087 伊藤　尚人 仕出し宴会　いとう 出雲市斐川町荘原３１０８ 72-0815 飲食店営業 2 料理店 仕出し屋 弁当屋 そうざい H30.12.1 R5.11.30

288010163 中島　浩二 中島鮮魚店
出雲市斐川町荘原３１４８－
１１

0853-72-5020 飲食店営業 3 そうざい H28.6.1 R3.5.31

298010154 有限会社　ワイン倶楽部 代表取締役　星野　実子 ホテル　ワイン倶楽部
出雲市斐川町荘原３１６２－
１１

72-4316 飲食店営業 1 旅館 H29.6.1 R4.5.31

288015129 有限会社　日本料理　ほう吉 代表取締役　岩谷　純夫 （有）日本料理　ほう吉
出雲市斐川町荘原３１８０－
２４

72-2117 飲食店営業 2 一般食堂 仕出し屋 弁当屋 H28.12.1 R3.11.30

288010166 北脇　志都男 天福魚店 出雲市斐川町荘原３８７ 0853-72-3237 飲食店営業 2 仕出し屋 そうざい H28.6.1 R3.5.31

28010598 株式会社　吉岡製菓 代表取締役　吉岡　登 吉岡製菓 出雲市斐川町荘原３９４０ 0853-72-4566 飲食店営業 1 一般食堂 R2.6.1 R7.5.31

20010012 池淵　充 出雲コーヒーカラーズ 出雲市斐川町荘原４０８８ 飲食店営業 1 一般食堂 R2.5.25 R7.5.31

318015222 伊藤　利子 伊藤商店
出雲市斐川町荘原４１４９（県
下一円）

飲食店営業 特記事項なし R1.12.1 R6.11.30

20010023 須田　恒子 髙橋屋 出雲市斐川町荘原８４９ 0853-72-0636 飲食店営業 3 そうざい R2.6.29 R7.11.30

20010018 藤岡　真子 Ｔｅａｏｒｅ
出雲市斐川町中洲４４５（県
下一円）

飲食店営業 特記事項なし R2.6.18 R7.11.30

28015818 中島　博 なかしま
出雲市斐川町鳥井５４３（県
下一円）

0853-72-8104 飲食店営業 特記事項なし R2.12.1 R7.11.30

298015191 加藤　久人 ぽぷり
出雲市斐川町直江１０６４－
１

0853-72-0055 飲食店営業 1 一般食堂 仕出し屋 弁当屋 H29.12.1 R4.11.30

288010189 森川　要之介 森川屋 出雲市斐川町直江１１４５ 0853-72-0715 飲食店営業 2 仕出し屋 H28.6.1 R3.5.31

280010147 株式会社　至誠 代表取締役　坂本　宏允 至誠　直江の家
出雲市斐川町直江１２３１－
１

0853-25-8192 飲食店営業 2 一般食堂 H29.3.27 R4.5.31

28010615 有限会社　 こざくらや酒店 代表取締役　川井達夫 ままんどわっせ
出雲市斐川町直江１６７９－
５

72-0005 飲食店営業 1 一般食堂 そうざい R2.6.1 R7.5.31

298015193 阿川　長子 スナック　冨士
出雲市斐川町直江１６８０－
８

72-0936 飲食店営業 1 一般食堂 H29.12.1 R4.11.30

300010104 アサヒフード　株式会社 代表取締役　関　茂 出雲売店
出雲市斐川町直江２３５８－
３

0853-27-9120 飲食店営業 3 特記事項なし H31.1.30 R6.5.31

308010213
社会福祉法人 斐川あしたの
丘福祉会

理事長　大場　利信 斐川あしたの丘
出雲市斐川町直江３９０９－
１

0853-73-7224 飲食店営業 2 一般食堂 弁当屋 仕出し屋 H30.6.1 R6.5.31

308010150 多々納　愛子 憩
出雲市斐川町直江４００３－
２

72-6595 飲食店営業 1 一般食堂 H30.6.1 R5.5.31

298015195 堅田　哲志
出雲市立ひかわ図書館内喫
茶コーナー

出雲市斐川町直江４１５６ 0853-73-3990 飲食店営業 1 一般食堂 H29.12.1 R4.11.30

28015768 竹谷　勇記 創作ダイニング　ｋｏｈａｋｕ
出雲市斐川町直江４５２１－
２

0853-72-2005 飲食店営業 1 一般食堂 R2.12.1 R7.11.30

298015196 有限会社　玉木製麺 代表取締役　玉木　暢 手造りうどん　たまき本店 出雲市斐川町直江４５２３ 72-2112 飲食店営業 1 一般食堂 弁当屋 H29.12.1 R4.11.30

318015172 株式会社　ジョイフル中国 代表取締役　税所　眞一 ジョイフル斐川店
出雲市斐川町直江４６６５－
１

73-8121 飲食店営業 1 一般食堂 R1.12.1 R6.11.30

28010588 株式会社　公善社 代表取締役　足立　辰雄 セレモール斐川
出雲市斐川町直江４７８８－
１

0853-73-9900 飲食店営業 4 特記事項なし R2.6.1 R7.5.31
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28015785 藤江　将至 配食のふれ愛　出雲店
出雲市斐川町直江４８４０－
１

0853-72-3619 飲食店営業 2 仕出し屋 R2.12.1 R7.11.30

310010004 林　一夫 中華楼
出雲市斐川町直江４８４１－
１

0853-72-0512 飲食店営業 1 一般食堂 H31.4.12 R6.5.31

300010109 ひかわ医療生活協同組合 代表理事　金森　隆 斐川生協病院　栄養課
出雲市斐川町直江４８８３－
１

0853-72-0321 飲食店営業 2 仕出し屋 H31.1.29 R6.5.31

20010021 株式会社　ファミリーマート 代表取締役　澤田　貴司 ファミリーマート斐川直江店 出雲市斐川町直江４９１１ 0853-73-7135 飲食店営業 3 そうざい R2.6.25 R7.11.30

310010124 持田　百合子 リ・ブラン
出雲市斐川町直江４９１４－
７

0853-72-9808 飲食店営業 1 一般食堂 R2.3.19 R7.5.31

318010202 岡　晃雄 中国料理　北京
出雲市斐川町直江４９１４－
７（小沢ビル）

72-9565 飲食店営業 1 一般食堂 R1.6.1 R7.5.31

310010074 上代　洋士 Ｊ’ｓ　ｋｉｔｃｈｅｎ
出雲市斐川町直江４９２７－
１、４９２７－６

0853-31-9464 飲食店営業 1 一般食堂 弁当屋 そうざい R1.10.30 R6.11.30

298010168 川井　正之 味処　かさや
出雲市斐川町直江４９５１－
８

72-0422 飲食店営業 1 一般食堂 H29.6.1 R4.5.31

280010110 井上　雅史 ローソン斐川荒神谷入口
出雲市斐川町直江５０９２－
３

0853-73-9055 飲食店営業 3 そうざい 弁当屋 H28.11.29 R3.11.30

28015805
株式会社 トライアルカンパ
ニー

代表取締役　石橋　亮太
スーパーセンタートライアル
出雲斐川店（惣菜）

出雲市斐川町直江５１３５－
１

0853-73-7725 飲食店営業 2 弁当屋 そうざい R2.12.1 R8.11.30

28015765 株式会社　勝部屋 代表取締役　入江　紀久男 （株）勝部屋　斐川店
出雲市斐川町直江５１３５－
１ ス－パ－センタ－トライア
ル出雲斐川店内

0853-27-9339 飲食店営業 2 弁当屋 そうざい R2.12.1 R8.11.30

288015150 荒木　信博 焼き肉と鍋料理の店　あらき 出雲市斐川町直江５３１０ 72-2364 飲食店営業 1 一般食堂 H28.12.1 R3.11.30

310010133 島根県農業協同組合 代表理事　石川　寿樹
ＪＡしまね　デイサービスセン
ターつつじ園

出雲市斐川町直江８８５ 0853-73-7314 飲食店営業 2 一般食堂 R2.4.1 R7.5.31

288010196 島根県農業協同組合 代表理事　石川　寿樹 ＪＡしまね　斐川味菜おふくろ 出雲市斐川町美南１３２９ 0853-73-9070 飲食店営業 2 弁当屋 H28.6.1 R3.5.31

28015808 株式会社　中京クッキング 代表取締役　稲垣　宇佐美
斐川生協病院「あっとホーム
ひかわ」

出雲市斐川町美南１５０７－
１

0853-72-9930 飲食店営業 2 一般食堂 仕出し屋 R2.12.1 R8.11.30

310010081 横路　隆寛 焼き菓子屋
出雲市斐川町富村１０１４－
６

0853-72-1306 飲食店営業 1 一般食堂 R1.11.5 R6.11.30

288010174 有限会社　レストランひろ 代表取締役　隂山　和博
ファミリーレストラン＆焼肉
ひろ

出雲市斐川町富村１５０５－
１

0853-72-4080 飲食店営業 1 一般食堂 H28.6.1 R3.5.31

298015184 渡部　幹夫 渡部畜産　ミートショップ 出雲市斐川町富村１７７－１ 0853-72-9171 飲食店営業 3 そうざい H29.12.1 R4.11.30

280010094 藤原　健一 藤原魚店 出雲市斐川町富村１８５３ 0853-72-0676 飲食店営業 2 仕出し屋 H28.10.31 R3.11.30

300010065 株式会社　Ｔ．Ｏ．Ｐ 代表取締役　山田　舞 ほっともっと出雲斐川町店 出雲市斐川町富村６６６－１ 0853ｰ73ｰ9703 飲食店営業 3 弁当屋 H30.9.28 R5.11.30

280010059 中田　充樹 ファミリーマート斐川富村店 出雲市斐川町富村６８１－１ 0853-73-7760 飲食店営業 3 そうざい H28.6.28 R3.11.30

300010026 神門　佳代 みさきファーム 出雲市斐川町富村７１２－４ 0853-25-7345 飲食店営業 3 特記事項なし H30.6.19 R5.11.30

290010019 株式会社　シーヴァリ 代表取締役　錦織　靖明 シーヴァリ斐川店 出雲市斐川町富村７６５－２ 0853-72-7555 飲食店営業 2 そうざい 弁当屋 H29.5.26 R4.5.31

288010180 有限会社　あがわ 代表取締役　阿川　昭人 あがわ 出雲市斐川町富村８７０ 0853-72-0372 飲食店営業 2 仕出し屋 料理店 H28.6.1 R3.5.31

308010262 有限会社　オオタ食品 代表取締役　大田　昭 有限会社　オオタ食品 出雲市斐川町富村９６５ 73-3830 飲食店営業 2 弁当屋 仕出し屋 H30.6.1 R5.5.31

288010198 有限会社　歩布夢 代表取締役　八幡垣　志保 有限会社　歩布夢 出雲市斐川町福富３３０ 0853-72-7146 飲食店営業 1 一般食堂 H28.6.1 R3.5.31

298015201 橋垣　眞澄 ラブ・ポーション 出雲市斐川町福富５５１－２ 0853-72-6840 飲食店営業 1 一般食堂 H29.12.1 R4.11.30
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28015697 持田　達也 クルトン 出雲市斐川町福富８６６－５ 0853-72-8092 飲食店営業 1 一般食堂 R2.12.1 R7.11.30

318010229 日清医療食品　株式会社 代表取締役　菅井　正一 日清かんべの里事業所 出雲市斐川町名島９３－２ 73-7127 飲食店営業 2 一般食堂 R1.6.1 R7.5.31

290010043 株式会社　島根ゴルフ倶楽部 代表取締役　田中　文雄 まいキッチン湖畔亭 出雲市美野町１６５２ 0853-67-0016 飲食店営業 1 一般食堂 H29.8.1 R4.11.30

298010144 原　利夫 中国料理　翠苑 出雲市美野町１６６２－１ 69-1111 飲食店営業 2 一般食堂 仕出し屋 弁当屋 H29.6.1 R5.5.31

298010145 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（株）美野園事
業所

出雲市美野町１６９４－２ 0853-67-9356 飲食店営業 2 一般食堂 仕出し屋 H29.6.1 R5.5.31

298010146 錦織　巧 和風レストラン　山里波 出雲市美野町５１７－１ 67-0855 飲食店営業 2 一般食堂 仕出し屋 弁当屋 H29.6.1 R4.5.31

290010006 渡部　恵子 山恵舎 出雲市稗原町１３５１ 0853-77-5073 飲食店営業 1 一般食堂 H29.4.11 R4.5.31

288010118 西尾　富男 西尾魚店 出雲市稗原町３１９７ 0853-48-1400 飲食店営業 2 仕出し屋 H28.6.1 R3.5.31

308010155 畑　優 畑山荘 出雲市稗原町４４６５－１ 0853-48-0091 飲食店営業 2 料理店 仕出し屋 H30.6.1 R5.5.31

310010031 サン・イン・ハート　株式会社 代表取締役　立花　輝夫 ローソン出雲姫原二丁目 出雲市姫原２丁目１２－５ 0853-24-7650 飲食店営業 3 そうざい 弁当屋 R1.5.31 R6.5.31

28010654 糸川　憲正 葵～姫原庵～ 出雲市姫原３丁目１－４ 0853-25-8963 飲食店営業 1 一般食堂 R2.6.1 R7.5.31

310010118 株式会社　Ｎ．ｌｉｆｅ 代表取締役　山根　大 ＣＩＮＱ　ＳＥＮＳ 出雲市姫原３丁目５－６ 飲食店営業 1 一般食堂 弁当屋 そうざい R2.3.10 R7.5.31

280010081 長岡　元樹 味都 出雲市姫原３丁目５－７ 飲食店営業 1 一般食堂 H28.9.7 R3.11.30

300010046 有限会社　プラックス 代表取締役　髙橋　健二 小麦家　Ｇａｂｕｔｔｏ 出雲市姫原３丁目６－５ 0853-25-7767 飲食店営業 2 一般食堂 仕出し屋 弁当屋 H30.8.24 R5.11.30

310010022 ａｒｃｈ　株式会社 代表取締役　飯塚　衣里子 ｃａｆｅ　ＬＥＯＮ 出雲市姫原３丁目７－７ 0853-25-9227 飲食店営業 1 一般食堂 弁当屋 仕出し屋 R1.5.21 R6.5.31

278010054 株式会社　アイグラン 代表取締役　重道　泰造
島根県立中央病院　院内保
育所

出雲市姫原４丁目１－１ （島
根県立中央病院敷地内）

22-3100 飲食店営業 2 一般食堂 H27.6.1 R3.5.31

298015124 株式会社　至誠 代表取締役　坂本　宏允 トークレストクリオネ
出雲市姫原４丁目１－１　島
根県立中央病院１Ｆ

0853-23-6577 飲食店営業 1 一般食堂 H29.12.1 R5.11.30

298015125 株式会社　至誠 代表取締役　坂本　宏允 院内レスト至誠
出雲市姫原４丁目１－１　島
根県立中央病院２Ｆ

23-6576 飲食店営業 2 一般食堂 仕出し屋 弁当屋 そうざい H29.12.1 R5.11.30

300010038 島根県農業協同組合 代表理事　石川　寿樹
ファミリーマートラピタ中央病
院

出雲市姫原４丁目１－１ 島根
県立中央病院内

0853-20-7037 飲食店営業 3 特記事項なし H30.7.17 R5.11.30

28015769 株式会社　アリオン 代表取締役　池田　斉 コメダ珈琲店出雲姫原店 出雲市姫原４丁目６－１ 0853-31-5090 飲食店営業 1 一般食堂 R2.12.1 R7.11.30

308010149 株式会社　ふるかわ 代表取締役　　古川　雅巳 株式会社　ふるかわ 出雲市姫原４丁目６－７ 0853-21-0684 飲食店営業 2 弁当屋 仕出し屋 H30.6.1 R6.5.31

28010625 株式会社　 テイスティーワン 代表取締役　玉川　政一 まねき　姫原店 出雲市姫原４丁目７－６ 0853-25-7440 飲食店営業 1 一般食堂 R2.6.1 R7.5.31

300010051 中谷　亮太 熱熱中華食堂 出雲市姫原４丁目７－６ 0853-21-7477 飲食店営業 1 一般食堂 そうざい 仕出し屋 H30.9.5 R5.11.30

28010596 株式会社　至誠 代表取締役　坂本　宏允 林整形外科　食堂 出雲市姫原町１１４－３ 0853-21-1758 飲食店営業 2 一般食堂 R2.6.1 R8.5.31

308015093 角森　一馬 舟島屋 出雲市姫原町１５６ 31-6870 飲食店営業 1 一般食堂 仕出し屋 そうざい H30.12.1 R5.11.30

288010102 稲葉　ミチエ 民宿　いなば 出雲市姫原町２１１－１ 0853-22-6178 飲食店営業 2 旅館 H28.6.1 R3.5.31

308015096 有限会社　ライズワン 代表取締役　園田　裕 天下一品　出雲店 出雲市姫原町２７３－１ 21-2667 飲食店営業 1 一般食堂 H30.12.1 R5.11.30
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300010067 株式会社　ジョリーパスタ 代表取締役　堤　秀一 ジョリーパスタ　出雲姫原店 出雲市姫原町２９１－１ 0853-27-9866 飲食店営業 1 一般食堂 H30.10.2 R5.11.30

300010102 株式会社　かつ庵 代表取締役　安永　幸祐 かつ庵　出雲姫原店 出雲市姫原町２９２ 0853-31-9990 飲食店営業 1 一般食堂 H31.1.24 R6.5.31

28010599 小室　浩司 天然酵母パン　ルバーブ 出雲市浜町１６６５ 0853-27-9204 飲食店営業 1 一般食堂 弁当屋 R2.6.1 R7.5.31

298015112 有限会社　米山萬商店 代表取締役　米山　弘三 有限会社　米山萬商店 出雲市浜町２０９－３ 21-0720 飲食店営業 2 弁当屋 仕出し屋 H29.12.1 R4.11.30

298015114 杉原　せつ子 伝承裡すぎはら 出雲市浜町２８３－１ 23-3688 飲食店営業 2 一般食堂 仕出し屋 H29.12.1 R4.11.30

28010620 マリエ・やしろ　 株式会社 代表取締役　廣戸　剣一郎
ヴィラノッツェ　コルティーレ出
雲

出雲市浜町３２６ 20-0100 飲食店営業 2 一般食堂 R2.6.1 R7.5.31

318010194 株式会社　新井建設 代表取締役　新井　龍水
ファミリーマート浜山公園入口
店

出雲市浜町５０５－３ 0853-24-7337 飲食店営業 3 そうざい R1.6.1 R6.5.31

318010215 株式会社　島根ワイナリー 代表取締役　新藤　正人 そば縁 出雲市浜町５１７－１ 24-8288 飲食店営業 2 一般食堂 仕出し屋 弁当屋 そうざい R1.6.1 R6.5.31

288015083 有限会社　羽根屋 代表取締役　石原　健太郎 羽根屋伝承館店 出雲市浜町５２０ 25-0312 飲食店営業 1 そば屋 H28.12.1 R3.11.30

28010636 株式会社　 アンジェ・２１ 代表取締役　野村　広子
アンジェグレースガーデン　セ
ルジュ

出雲市浜町５４０－３ 0853-25-3066 飲食店営業 2 料理店 R2.6.1 R7.5.31

310010051 岡　真勇 弁当工房　ぼてふりや 出雲市浜町６９７ 0853-31-5505 飲食店営業 2 弁当屋 R1.8.16 R6.11.30

310010059 岡　真勇 弁当工房　ぼてふりや 出雲市浜町６９７（県下一円） 0853-31-5505 飲食店営業 特記事項なし R1.9.26 R6.11.30

280010133 浅井　正道 喜久 出雲市浜町８５２－１４ 0853-23-1967 飲食店営業 1 一般食堂 H29.2.9 R4.5.31

288010098 淺原　静恵 あっぷる 出雲市浜町８６８－３ 0853-24-8763 飲食店営業 1 一般食堂 H28.6.1 R3.5.31

310010047 藤原　章
セブンイレブン　出雲武志町
店

出雲市武志町６０８ 0853-23-1107 飲食店営業 3 そうざい R1.7.22 R6.11.30

278010018 社会福祉法人　ふあっと 理事　井上　明夫 あそび 出雲市武志町６９３－１ 25-0130 飲食店営業 2 仕出し屋 一般食堂 H27.6.1 R3.5.31

298010053 社会福祉法人　ふあっと 理事　井上　明夫 ハートピア出雲店 出雲市武志町６９３－４ 23-2121 飲食店営業 2 一般食堂 H29.6.1 R4.5.31

298010223 株式会社　ホーユー 代表取締役　山浦　芳樹
島根県立大学　出雲キャンパ
ス　寮

出雲市武志町６９７－３ 飲食店営業 2 一般食堂 仕出し屋 H29.6.1 R5.5.31

28010642 飯島　豪
ＳＴＲＩＮＧＳ　ＣＯＦＦＥＥ　ＲＯ
ＡＳＴＥＲＳ

出雲市武志町７６４－１ 21-2131 飲食店営業 1 一般食堂 R2.6.1 R7.5.31

290010042 神田　博和 神田屋
出雲市武志町８２３－６（県下
一円）

飲食店営業 特記事項なし H29.7.26 R4.11.30

310010125 株式会社　イトガ 代表取締役　糸賀　雅樹 出雲斎場喫茶コーナー 出雲市平成町１５９９－５ 0853-22-6318 飲食店営業 1 一般食堂 R2.4.1 R7.5.31

298010077 出雲市 市長　長岡　秀人 出雲斎場喫茶コーナー 出雲市平成町１５９９－５ 22-6318 飲食店営業 1 一般食堂 H29.6.1 R5.5.31

288015077 三上　辰男 出雲国際交流会館 出雲市平成町２３２０－１ 21-5588 飲食店営業 4 特記事項なし H28.12.1 R3.11.30

318015183 株式会社　シンワ企画 代表取締役　糸賀　雅 お食事処　纏 出雲市平成町２３２０－１３ 0853-20-1173 飲食店営業 2 一般食堂 仕出し屋 弁当屋 R1.12.1 R7.11.30

298010112 持田　保子 持田屋旅館 出雲市平田町１０２３ 0853-62-2551 飲食店営業 2 旅館 H29.6.1 R4.5.31

308010171 金田　正彬 焼肉高麗 出雲市平田町１０５７ 62-3060 飲食店営業 1 一般食堂 H30.6.1 R5.5.31

298010225 平田本町商店街振興組合 代表理事　平野　裕二 ほんまちプラザ 出雲市平田町１０５７ 0853-62-2441 飲食店営業 1 一般食堂 仕出し屋 そうざい H29.6.1 R4.5.31
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288015101 依吉　和行 好酒苑処　大虎 出雲市平田町１０６４ 63-3468 飲食店営業 1 一般食堂 仕出し屋 H28.12.1 R3.11.30

298015133 小村　育子 なべや 出雲市平田町１０６７ 63-2010 飲食店営業 1 一般食堂 H29.12.1 R4.11.30

318015165 篠原　修蔵 パブスナック　ぎんざ 出雲市平田町１０７７ 63-1955 飲食店営業 1 一般食堂 R1.12.1 R7.11.30

28015725 常松　幸子 とんぼ 出雲市平田町１０９６ 62-3680 飲食店営業 1 一般食堂 R2.12.1 R8.11.30

298015134 大西　祝子 Ａ～エース～
出雲市平田町１０９６　本町セ
ンタ－ビル２Ｆ

63-4041 飲食店営業 1 一般食堂 H29.12.1 R5.11.30

298010113 藤江　聡 味工房　藤江 出雲市平田町１１０１ 0853-62-2123 飲食店営業 1 一般食堂 H29.6.1 R4.5.31

298010114 本庄　修 割烹　本庄屋 出雲市平田町１１４４－２ 63-2478 飲食店営業 1 料理店 H29.6.1 R4.5.31

298010117 本庄　修 本庄屋 出雲市平田町１１５０－１ 0853-63-2478 飲食店営業 2 仕出し屋 弁当屋 H29.6.1 R4.5.31

318010167 久家　豊 久乃家 出雲市平田町１２３２ 62-2361 飲食店営業 2 仕出し屋 R1.6.1 R6.5.31

310010009 山﨑　淳子 ハイヒール 出雲市平田町１４４５－１ 0853-62-2010 飲食店営業 1 一般食堂 H31.4.16 R6.5.31

270010122 糸川　喜義 居酒屋　稲香 出雲市平田町１４４５－１ 0853-62-0322 飲食店営業 1 一般食堂 H28.3.31 R3.5.31

310010067 宮田　樹 林檎 出雲市平田町１４７７ 0853-63-5290 飲食店営業 1 一般食堂 R1.10.15 R6.11.30

28015807
出雲フードサービス　株式会
社

代表取締役　日野　宏行 ラーメン美味いぞ武蔵 出雲市平田町１５８１－１ 0853-63-3933 飲食店営業 1 一般食堂 そうざい R2.12.1 R7.11.30

290010049
株式会社 セブン－イレブン・
ジャパン

代表取締役　永松　文彦
セブンイレブン　出雲平田町
薮崎店

出雲市平田町１５８３ 0853-62-2725 飲食店営業 3 そうざい H29.8.17 R4.11.30

28015721 株式会社　丸合 代表取締役　梅林　裕暁 丸合　平田店 出雲市平田町１５９８ 63-8062 飲食店営業 3 そうざい 弁当屋 R2.12.1 R8.11.30

298015136 河角　春夫 コンセルボ　平田店
出雲市平田町１５９８　丸合
平田店内

62-0039 飲食店営業 3 弁当屋 H29.12.1 R4.11.30

308015071 東洋食品　株式会社 代表取締役　黒田　要一郎 花咲
出雲市平田町１５９８　丸合
平田店内

62-5878 飲食店営業 3 弁当屋 そうざい H30.12.1 R5.11.30

288015102 株式会社　丸合 代表取締役　梅林　裕暁 丸合　平田店
出雲市平田町１５９８（県下一
円）

0853-63-8062 飲食店営業 特記事項なし H28.12.1 R3.11.30

308010160 原　清二 シャンティー 出雲市平田町１６５４－１ 63-2081 飲食店営業 1 一般食堂 H30.6.1 R5.5.31

298015138 新宮　徳三 雲州 出雲市平田町１６８７－３ 63-2387 飲食店営業 1 一般食堂 H29.12.1 R4.11.30

28010624
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　平田
店 サンドイッチコーナー

出雲市平田町１７０８－１ 0853-62-3219 飲食店営業 2 弁当屋 そうざい R2.6.1 R7.5.31

28010600
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　平田
店 そうざいコーナー

出雲市平田町１７０８－１ 0853-62-3219 飲食店営業 2 弁当屋 そうざい R2.6.1 R7.5.31

28010587
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　平田
店 すしコーナー

出雲市平田町１７０８－１ 0853-62-3219 飲食店営業 2 弁当屋 そうざい R2.6.1 R8.5.31

288010124 社会福祉法人　ひらた福祉会 理事長　河瀨　京子 三葉亭 出雲市平田町１７０８－１ 飲食店営業 1 一般食堂 そうざい 弁当屋 H28.6.1 R3.5.31

280010092 原　昭二 三楽久留はら
出雲市平田町１７０８－１　ＶＩ
ＶＡ内

飲食店営業 2 一般食堂 仕出し屋 そうざい 弁当屋 H28.10.17 R3.11.30

318015223
株式会社　 フーズマーケット
ホック

代表取締役　長谷川　徹 ホック平田店
出雲市平田町１７０８－１（県
下一円）

0853-62-3219 飲食店営業 特記事項なし R1.12.1 R6.11.30

20010060 坂本　喜美江 惣菜の店さかもと 出雲市平田町１７２７－２ 0853-63-0978 飲食店営業 2 弁当屋 仕出し屋 R2.11.6 R7.11.30
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288015103 有限会社　ひらの 代表取締役　平野　薫 リックひらの 出雲市平田町１７３１ 0853-63-5039 飲食店営業 3 弁当屋 そうざい H28.12.1 R3.11.30

298010120 原田　武男 喫茶パーラーベル 出雲市平田町１７８－１ 63-1950 飲食店営業 1 一般食堂 H29.6.1 R4.5.31

298015139 多久和　妙子 カラオケパブ　ベスト１０ 出雲市平田町１８２５－１０ 63-4810 飲食店営業 1 一般食堂 H29.12.1 R4.11.30

308015073 有限会社　ほり江 代表取締役　堀江　卓男 ホテル　ほり江 出雲市平田町１８２６－２０ 62-2218 飲食店営業 2 旅館 料理店 仕出し屋 H30.12.1 R6.11.30

308015135 木幡　博一 ファミリーマート平田西店 出雲市平田町１８６３－１ 0853-63-7010 飲食店営業 3 そうざい H30.12.1 R5.11.30

298015140 持田　貞子 もっちゃん 出雲市平田町１８９１－４５ 63-3063 飲食店営業 1 一般食堂 H29.12.1 R4.11.30

28015724 二瀬　澄男 居酒屋　酔心 出雲市平田町１８９４－１ 0853-62-4320 飲食店営業 2 一般食堂 R2.12.1 R7.11.30

288015105 尾添　清 ポケット 出雲市平田町１８９５－２９ 62-3606 飲食店営業 1 一般食堂 H28.12.1 R3.11.30

308010152 有限会社　ほり江 代表取締役　堀江　卓男 料亭　ほり江 出雲市平田町２０６９－２ 62-2430 飲食店営業 2 仕出し屋 料理店 H30.6.1 R5.5.31

280010070 安盛　株式会社 代表取締役　安　家俊 楽盛 出雲市平田町２１１０－８ 0853-62-3066 飲食店営業 1 一般食堂 仕出し屋 H28.8.9 R3.11.30

288010126 岩田　正 どさん娘　平田店 出雲市平田町２１６３－３ 0853-63-1132 飲食店営業 1 一般食堂 H28.6.1 R3.5.31

288010128 有限会社　古川製パン店 代表取締役　古川　祐治 有限会社　古川製パン店 出雲市平田町２１８５－９ 0853-62-2279 飲食店営業 3 弁当屋 H28.6.1 R3.5.31

288010129 大庭　信子 エンゼル 出雲市平田町２１９５－２６ 0853-62-4329 飲食店営業 1 一般食堂 H28.6.1 R3.5.31

308010308 長瀬　章郎 炉ばた　信州坊主 出雲市平田町２２１８－１ 62-4466 飲食店営業 1 一般食堂 H30.6.1 R5.5.31

308015114 一畑電車　株式会社 代表取締役　苅田　満夫 ２１０３・２１１３号車 出雲市平田町２２２６ 0853-62-3383 飲食店営業 特記事項なし H30.12.1 R5.11.30

318015199 一畑電車　株式会社 代表取締役　苅田　満夫 ５００９・５１０９号車 出雲市平田町２２２６ 0853-62-3383 飲食店営業 特記事項なし R1.12.1 R6.11.30

278015242 田中　優行 ローソン平田駅前店 出雲市平田町２２２６－９ 0853-62-5836 飲食店営業 3 そうざい H27.12.1 R3.11.30

280010064 佐藤　京子 母（まま）ちゃん 出雲市平田町２２３２－１５ 飲食店営業 1 一般食堂 H28.7.26 R3.11.30

280010058 常松　良美 穂つま 出雲市平田町２２３２－１５ 飲食店営業 1 一般食堂 H28.6.28 R3.11.30

300010037 坂本　晃嗣 居酒屋　明日香 出雲市平田町２２３３－５ 飲食店営業 1 一般食堂 H30.7.12 R5.11.30

20010063 生間　太一 料理　以久満 出雲市平田町２２３６－８ 0853-62-2248 飲食店営業 2 一般食堂 仕出し屋 R2.11.11 R7.11.30

308010151 松本　幸正 寿し　まつ本 出雲市平田町２２４７ 62-2232 飲食店営業 2 すし屋 仕出し屋 弁当屋 H30.6.1 R5.5.31

298015141 岸本　正道 ストロベリーカフェ
出雲市平田町２２４７－１　ア
タゴビル２F

62-5850 飲食店営業 1 一般食堂 H29.12.1 R5.11.30

308015089 長谷川　正樹 エムズバー
出雲市平田町２２４７－１３
１F

0853-62-2733 飲食店営業 1 一般食堂 そうざい H30.12.1 R6.11.30

28010605 堀内　房子 串揚げ　ほりうち 出雲市平田町２２５１－３ 62-2397 飲食店営業 1 一般食堂 R2.6.1 R7.5.31

28015771 坂本　圭 味彩　さかもと 出雲市平田町２２６５ 0853-62-1671 飲食店営業 2 一般食堂 R2.12.1 R8.11.30

310010121
有限会社　 エムアンドエヌ企
画

代表取締役　西尾　萬市
スナック＆ミュージックステー
ジ　スターキング

出雲市平田町２２７３－１２ 0853-62-5815 飲食店営業 1 一般食堂 R2.3.11 R7.5.31
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28010640
有限会社　 エムアンドエヌ企
画

代表取締役　西尾　萬市 居酒屋　萬ちゃん 出雲市平田町２２７３－１３ 63-7068 飲食店営業 1 一般食堂 R2.6.1 R8.5.31

28015802 株式会社　ウシオ 代表取締役　牛尾　篤史 グッディー平田店 出雲市平田町２３９０ 0853-62-2367 飲食店営業 3 特記事項なし R2.12.1 R7.11.30

298015142 株式会社　ウシオ 代表取締役　牛尾　篤史 グッディー平田店 出雲市平田町２３９０ 0853-62-2367 飲食店営業 3 そうざい 弁当屋 H29.12.1 R4.11.30

298015145 小村　育夫 お好み焼　おむら
出雲市平田町２３９０　ウシオ
平田店内

飲食店営業 3 特記事項なし H29.12.1 R4.11.30

308010153 有限会社　おかや 代表取締役　岡　成祐 おかや 出雲市平田町２３９０－３ 63-3167 飲食店営業 2 一般食堂 仕出し屋 そうざい H30.6.1 R5.5.31

298015147 株式会社　グランデヴァレ 代表取締役　大國　行雄 風風ラーメン平田店 出雲市平田町２４１５－１ 0853-62-9191 飲食店営業 1 一般食堂 仕出し屋 H29.12.1 R4.11.30

298015148 株式会社　グランデヴァレ 代表取締役　大國　行雄 焼き肉　まんまる 出雲市平田町２４２８－５ 0853-25-7873 飲食店営業 1 一般食堂 H29.12.1 R4.11.30

28015793 株式会社　ひらた 代表取締役　園山　繁 ひらたメイプルホテル 出雲市平田町２４５１ 0853-62-9595 飲食店営業 2 旅館 仕出し屋 R2.12.1 R8.11.30

318010207 大橋　昌典 ラルカンシェル 出雲市平田町２５６０－１ 63-8117 飲食店営業 2 一般食堂 仕出し屋 R1.6.1 R6.5.31

28015719 林　嘉明 出雲そば　はやし 出雲市平田町２７９１－７ 0853-62-2432 飲食店営業 1 一般食堂 R2.12.1 R7.11.30

308015106 福田　弘之 七海 出雲市平田町２７９５－２７ 0853-25-8486 飲食店営業 1 一般食堂 仕出し屋 H30.12.1 R5.11.30

318015233 森脇　喜美子 スナック　ニューカリブ 出雲市平田町２７９６－１ 63-2291 飲食店営業 1 一般食堂 R1.12.1 R6.11.30

298010125 名原　知漠 なばら 出雲市平田町２７９８－６ 63-3421 飲食店営業 2 仕出し屋 H29.6.1 R4.5.31

298015149 島根県農業協同組合 代表理事　石川　寿樹
ＪＡしまね葬祭会館　メモリア
平田

出雲市平田町２８００－１ 0853-63-7222 飲食店営業 4 特記事項なし H29.12.1 R4.11.30

270010094 大塚　祐作 鍛冶屋と料理 出雲市平田町４８５－３７ 飲食店営業 1 一般食堂 H27.12.4 R3.5.31

290010077 山﨑　典子 おたばこ桃山　祥魚亭 出雲市平田町５１５ 0853-62-1553 飲食店営業 2 一般食堂 仕出し屋 H29.10.31 R4.11.30

318015211 土江　宝太郎 平田にぎわい市場ツチエ 出雲市平田町５３４６－１１ 0853-62-4410 飲食店営業 3 弁当屋 そうざい R1.12.1 R6.11.30

308015120 田中　優行 ローソン出雲平田町店 出雲市平田町５４８２－３ 63-2124 飲食店営業 3 そうざい 弁当屋 H30.12.1 R6.11.30

298010127 常松　賢一 常松魚店 出雲市平田町６４９－９ 63-1505 飲食店営業 2 仕出し屋 H29.6.1 R4.5.31

28015780
株式会社　ヤマダフードシス
テムズ

代表取締役　山田　朋由 山田屋ラピタひらた店
出雲市平田町７１３７　ラピタ
ひらた店内

0853-62-3110 飲食店営業 2 そうざい 弁当屋 仕出し屋 R2.12.1 R7.11.30

28015782 株式会社　大惣 代表取締役　伊東　弘隆 百菜平田店
出雲市平田町７１３７　ラピタ
平田店内

0853-31-5553 飲食店営業 3 そうざい 弁当屋 R2.12.1 R8.11.30

278015141
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 ガスト島根平田店 出雲市平田町７１４５ 0853-62-9833 飲食店営業 2 一般食堂 仕出し屋 H27.12.1 R3.11.30

290010032 株式会社　ゆらり 代表取締役　荒木　國夫 いずも縁結び温泉ゆらり 出雲市平田町７１７８ 0853-62-1234 飲食店営業 2 一般食堂 弁当屋 仕出し屋 H29.7.1 R4.11.30

290010033 株式会社　ゆらり 代表取締役　荒木　國夫
いずも縁結び温泉ゆらり地
ビールコーナー

出雲市平田町７１７８ 0853-62-1234 飲食店営業 1 一般食堂 H29.7.1 R4.11.30

298010129 有限会社　こいし 代表取締役　石飛　弘志 寿し処　こいし 出雲市平田町７３５５ 62-9789 飲食店営業 2 一般食堂 仕出し屋 弁当屋 H29.6.1 R4.5.31

20010071 モルツウェル　株式会社 代表取締役　野津　積
サービス付き高齢者向け住
宅　シニアコート平田町

出雲市平田町７４３０ 0853-31-4622 飲食店営業 2 一般食堂 R2.11.26 R7.11.30

318010168 有限会社　永和グループ 代表取締役　永瀬　正和 心美（シニアコート平田町） 出雲市平田町７４３０ 0853-62-4351 飲食店営業 2 一般食堂 R1.6.1 R7.5.31
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288015112 田中　優行 ローソン平田中ノ島店 出雲市平田町７５５０ 0853-62-2468 飲食店営業 3 そうざい 弁当屋 H28.12.1 R4.11.30

298015155 株式会社　イニシ 代表取締役　伊路見　保彦 天霧　中ノ島店 出雲市平田町７５５３ 63-5188 飲食店営業 1 一般食堂 H29.12.1 R4.11.30

288010135
有限会社　 ＪＡいずもアグリ
マート

代表取締役　影山　卓也
ファミリーマート　ＪＡいずも平
田店

出雲市平田町７６９８ 0853-63-7172 飲食店営業 3 そうざい H28.6.1 R3.5.31

288010140 細木　聡 細木魚店 出雲市平田町７８９ 0853-62-2276 飲食店営業 2 仕出し屋 H28.6.1 R3.5.31

310010107 有限会社　玉木製麺 代表取締役　玉木　暢 文吉たまき 出雲市平田町７８９－１７ 0853-25-7951 飲食店営業 2 一般食堂 仕出し屋 弁当屋 R2.1.22 R7.5.31

308015145 持田　恒夫 持田醤油店 出雲市平田町８０７ 62-3137 飲食店営業 1 一般食堂 H30.12.1 R5.11.30

290010111 前道　竜二
Ｔｒａｔｔｏｒｉａ８１４ ＨＡＣＨＩｉｃｈｉＹ
ＯＮ

出雲市平田町８１４ 0853-27-9424 飲食店営業 2 一般食堂 仕出し屋 弁当屋 そうざい H30.3.23 R5.5.31

310010079 株式会社　サウンドプラン 代表取締役　迫中　智信
ＮＩＰＰＯＮＩＡ　出雲平田木綿
街道

出雲市平田町８３１－１ 0853-31-9202 飲食店営業 1 旅館 一般食堂 R1.11.5 R6.11.30

20010004 小村　美侑亜 ｃｏｆｆｅｅ　ｓｔａｎｄ　李庵 出雲市平田町８３１－３ 飲食店営業 1 一般食堂 弁当屋 R2.4.14 R7.5.31

280010005 高橋　猛 ごはん屋　棉の花 出雲市平田町８４１ 0853-62-2631 飲食店営業 2 一般食堂 仕出し屋 H28.4.12 R3.5.31

28015691 有限会社　原料理店 代表取締役　原　泰久 原料理店 出雲市平田町８９２－８ 0853-62-2222 飲食店営業 2 料理店 仕出し屋 弁当屋 R2.12.1 R7.11.30

298015156 株式会社　ミートまつもと 代表取締役　松本　繁政 株式会社　ミートまつもと 出雲市平田町９４８－７ 0853-62-2046 飲食店営業 3 そうざい H29.12.1 R4.11.30

308015088 有限会社　持田蒲鉾店 代表取締役　持田　和幸 有限会社　持田蒲鉾店 出雲市平田町９５０－１２ 62-2354 飲食店営業 3 そうざい H30.12.1 R5.11.30

298010134 久家　幸三 幸寿し 出雲市平田町９５０－１７ 62-2170 飲食店営業 1 一般食堂 H29.6.1 R4.5.31

318015235 小田　裕美 ラウンジ翼 出雲市平田町９５１－２ 62-2731 飲食店営業 1 一般食堂 R1.12.1 R6.11.30

298015158 立石　潤二 和風　荻乃屋 出雲市平田町９５１－５ 0853-63-1984 飲食店営業 2 一般食堂 料理店 H29.12.1 R4.11.30

288010141 岡　浩二 久家 出雲市平田町９５３－３ 0853-63-3577 飲食店営業 1 一般食堂 H28.6.1 R3.5.31

20010048 岡　敏和 そば処・喜多縁 出雲市平田町９８９－４ 0853-31-4259 飲食店営業 1 一般食堂 仕出し屋 弁当屋 そうざい R2.9.24 R7.11.30

28010646 佐藤　碧 スナック　Ｌａｓｔ　Ｏｎｅ 出雲市平田町９９３ 62-4321 飲食店営業 1 一般食堂 R2.6.1 R7.5.31

20010008 株式会社　ＨＥＲＡ 代表取締役　脇坂　正行 広島鉄板焼ＨＥＲＡ 出雲市平野町２０－１ 0853-24-2423 飲食店営業 1 一般食堂 仕出し屋 弁当屋 R2.5.19 R7.5.31

20010031 金築　純一 入南屋 出雲市平野町２３９ 0853-22-1035 飲食店営業 2 一般食堂 仕出し屋 R2.8.1 R7.11.30

310010161 合同会社　ＡＺＩＺ 代表社員　マハト　プラミラ インドカレー　ＴＡＺ 出雲市平野町３０２ 0853-21-7633 飲食店営業 1 一般食堂 仕出し屋 弁当屋 そうざい R2.1.27 R7.5.31

298010216 株式会社　日本ヒュウマップ 代表取締役　磯田　隆弘 めん太郎
出雲市平野町３３９－１　ダイ
ナム内

飲食店営業 1 一般食堂 H29.6.1 R4.5.31

308010182 株式会社　マリンポリス 代表取締役　池田　賢 海都　出雲ドーム店 出雲市平野町３６８ 24-6038 飲食店営業 2 一般食堂 弁当屋 H30.6.1 R5.5.31

300010002 株式会社 佐貫塗装工業所 代表取締役　佐貫　隆行 カラオケ　さぬき 出雲市平野町３９６－３ 0853-31-7003 飲食店営業 1 一般食堂 H30.4.6 R5.5.31

28015809
有限会社　 ＪＡいずもアグリ
マート

代表取締役　影山　卓也
ファミリーマート　ＪＡいずも
ドーム北店

出雲市平野町４５８－１ 0853-20-1340 飲食店営業 3 そうざい 弁当屋 R2.12.1 R7.11.30

288010104 島根県農業協同組合 代表理事　石川　寿樹
ＪＡしまね葬祭会館　メモリア
弥山

出雲市平野町４９１ 0853-20-1444 飲食店営業 1 一般食堂 H28.6.1 R3.5.31
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280010135 戸山　真
セブンイレブン　出雲平野町
店

出雲市平野町５４９－１ 0853-22-8577 飲食店営業 3 そうざい H29.2.22 R4.5.31

288010106 有限会社　味彩・さかゑ 代表取締役　玉川　政一 レストハウス出雲 出雲市平野町６１０ 0853-20-1735 飲食店営業 1 一般食堂 H28.6.1 R3.5.31

20010052 山崎　美吉 ＤＲＩＰ　ＹＡＭＡＳＡＫＩ
出雲市野郷町１８２９－４（県
下一円）

飲食店営業 特記事項なし R2.10.15 R7.11.30

28015703 大野　昇 鳥越 出雲市野尻町６７３－１ 0853-48-0458 飲食店営業 2 仕出し屋 R2.12.1 R7.11.30

20010038
有限会社　 島根中央炊飯セ
ンター

代表取締役　小川　敬 島根中央炊飯センター 出雲市矢尾町５５２ 0853-22-9552 飲食店営業 2 仕出し屋 弁当屋 R2.8.24 R8.11.30

300010053 三成　均 みなり 出雲市矢尾町７５５ 飲食店営業 2 一般食堂 仕出し屋 H30.9.5 R5.11.30

28010634 株式会社　あんり 代表取締役　安食　利男 株式会社　あんり 出雲市矢野町１２ 0853-88-0455 飲食店営業 2 そうざい 弁当屋 仕出し屋 R2.6.1 R9.5.31

280010152 増田　幸子 幸和商会
出雲市矢野町５２６－８（県下
一円）

飲食店営業 特記事項なし H29.3.27 R4.5.31

308015238 増田　洋祐 増田商事
出雲市矢野町５２６－８（県下
一円）

飲食店営業 特記事項なし H30.12.1 R5.11.30

288015030 増田　洋祐 増田商事
出雲市矢野町５２６－８（県下
一円）

飲食店営業 特記事項なし H28.12.1 R3.11.30

298015041 増田　洋祐 篠寛
出雲市矢野町５２６－８（県下
一円）

飲食店営業 特記事項なし H29.12.1 R4.11.30

290010105 田中　景子 Ｔ１ビレッジ 出雲市矢野町５６－４ 0853-21-9532 飲食店営業 1 一般食堂 H30.3.12 R5.5.31

310010068 吉川　裕美 リビングれんげ 出雲市矢野町８３４－２ 飲食店営業 1 一般食堂 R1.10.16 R6.11.30

28010610 株式会社　小田商店 代表取締役　大賀　昭司 生鮮食品　おだ出雲店 出雲市矢野町８６４－１ 0853-24-8060 飲食店営業 2 弁当屋 そうざい R2.6.1 R8.5.31

278010039 株式会社　桃源 代表取締役　山﨑　貴之
（株）桃源　出雲ドーム店内
そうざい部

出雲市矢野町９２０－１，９２
１－１

飲食店営業 2 そうざい 弁当屋 一般食堂 仕出し屋 H27.6.1 R3.5.31

28010589 株式会社　桃源 代表取締役　山﨑　貴之
（株）桃源　出雲ドーム店内
レストラン部

出雲市矢野町９２０－１，９２
１－１

飲食店営業 1 一般食堂 R2.6.1 R7.5.31

288010101 株式会社　味伸 代表取締役　妹尾　定男 味伸 出雲市矢野町９２５－１ 0853-30-1448 飲食店営業 1 一般食堂 H28.6.1 R3.5.31

28015817 江角　健治
ライブハウス＆スタジオ　アポ
ロ

出雲市矢野町９３５－１ 0853-23-1531 飲食店営業 4 特記事項なし R2.12.1 R7.11.30

308010169
有限会社 信愛フードサービ
ス

代表取締役　山根　保 モスバーガー　出雲ドーム店 出雲市矢野町９９９ 23-0141 飲食店営業 1 一般食堂 そうざい H30.6.1 R5.5.31

298015118 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・出雲２６６７２ 出雲市里方町７９５ 0853-23-3420 飲食店営業 2 一般食堂 H29.12.1 R4.11.30

288010103 三輪　智章 旬味　たけひろ 出雲市里方町８１７－３ 0853-24-2573 飲食店営業 2 一般食堂 仕出し屋 H28.6.1 R3.5.31

290010034 神吉　孝子 光海どり
大阪府大阪市福島区福島４
－３－２３（県下一円）

飲食店営業 特記事項なし H29.6.23 R4.11.30

300120017 長濵　千恵美 フロレセール　コーヒー
出雲市芦渡町６７０－１（県下
一円）

喫茶店営業 特記事項なし H31.3.6 R6.5.31

298120044 ネオス　株式会社 代表取締役　今泉　玄 スーパーホテル出雲駅前店 出雲市駅南町１丁目３－３ 21-9000 喫茶店営業 特記事項なし H29.6.1 R4.5.31

20120007 アシード　株式会社 代表取締役　河本　大輔
りそな銀行島根カスタマーセ
ンター

出雲市駅南町２－４－８ 0853-31-6311 喫茶店営業 特記事項なし R2.9.24 R7.11.30

298125048 ネオス　株式会社 代表取締役　今泉　玄
ＪＡいずも葬祭会館　メモリア
出雲

出雲市駅南町２丁目１－５ 24-6100 喫茶店営業 特記事項なし H29.12.1 R4.11.30

290120002
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　出
雲駅南店

出雲市駅南町３丁目１３－１ 0853-20-1550 喫茶店営業 特記事項なし H29.6.20 R4.11.30
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288125042
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　出
雲駅北店

出雲市駅北町１ 0853-20-1557 喫茶店営業 特記事項なし H28.12.1 R3.11.30

20120010 アシード　株式会社 代表取締役　河本　大輔 ラウンジさくら 出雲市駅北町４－１ 0853-20-1895 喫茶店営業 特記事項なし R2.11.10 R7.11.30

300120005
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
ツインリーブスホテル出雲
従業員休憩室

出雲市駅北町４－１ 0853-30-8000 喫茶店営業 特記事項なし H30.8.24 R5.11.30

308120029 株式会社　 アペックス西日本 代表取締役社長　森　吉平 アリカフェ出雲駅前店　１Ｆ 出雲市駅北町５－３ 0853-20-7890 喫茶店営業 特記事項なし H30.6.1 R5.5.31

280120012 有限会社　長崎モータース 代表取締役　長﨑　良太 ＮＡＧＡＳＡＫＩ　ＳＨＡＶＥ　ＩＣＥ 出雲市園町１２６１－４ 0853-63-1200 喫茶店営業 特記事項なし H28.7.4 R3.11.30

300120009 角　孝修 ＴＡＫＩＢＩ　Ｒｏａｓｔｅｒｓ 出雲市園町１５７（県下一円） 喫茶店営業 特記事項なし H30.12.11 R6.5.31

318125061 株式会社　 アペックス西日本 代表取締役社長　森　吉平 湖遊館Ｎｏ．１、Ｎｏ．２ 出雲市園町１６６０－１ 0853-62-5600 喫茶店営業 特記事項なし R1.12.1 R6.11.30

308120041 株式会社　 アペックス西日本 代表取締役社長　森　吉平
島根大学医学部付属病院 １
Ｆ患者休憩室

出雲市塩冶神前８９－１ 0853-23-2111 喫茶店営業 特記事項なし H30.6.1 R5.5.31

318120023 アシード　株式会社 代表取締役　河本　大輔 バンブー　入口側 出雲市塩冶善行町１１－２ 25-3168 喫茶店営業 特記事項なし R1.6.1 R6.5.31

318120024 アシード　株式会社 代表取締役　河本　大輔 バンブー　カウンター側 出雲市塩冶善行町１１－２ 25-3168 喫茶店営業 特記事項なし R1.6.1 R6.5.31

298125057 株式会社　 アペックス西日本 代表取締役社長　森　吉平
株式会社　ジュンテンドー 出
雲南店

出雲市塩冶町１１９７－１ 0853-20-0151 喫茶店営業 特記事項なし H29.12.1 R4.11.30

318125063 株式会社　 アペックス西日本 代表取締役社長　森　吉平
フーズマーケットＨＯＫ塩冶店
２Ｆ休憩所

出雲市塩冶町１２００ 0853-23-2377 喫茶店営業 特記事項なし R1.12.1 R6.11.30

288125051 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　塩冶
店

出雲市塩冶町１２００ 0853-23-2377 喫茶店営業 特記事項なし H28.12.1 R3.11.30

310120001 ネオス　株式会社 代表取締役　今泉　玄 ＰＬＡＮＴ出雲店　従業員食堂 出雲市塩冶町１４０８－２ 0853-24-7800 喫茶店営業 特記事項なし H31.4.12 R6.5.31

308120019
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 株式会社　ウシオ　２Ｆ休憩室 出雲市塩冶町２１２５－１ 21-2540 喫茶店営業 特記事項なし H30.6.1 R5.5.31

298125061 株式会社　 アペックス西日本 代表取締役社長　森　吉平 中国文教看護学科棟 出雲市塩冶町８９－１ 0853-23-2111 喫茶店営業 特記事項なし H29.12.1 R4.11.30

318125064 株式会社　 アペックス西日本 代表取締役社長　森　吉平
中国文教株式会社　医大売
店

出雲市塩冶町８９－１ 0853-23-2111 喫茶店営業 特記事項なし R1.12.1 R7.11.30

28025521 株式会社　光ベンディング 代表取締役　木村　憲司 島根大学附属病院売店 出雲市塩冶町８９－１ 喫茶店営業 特記事項なし R2.12.1 R7.11.30

28120481
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　塩
冶店

出雲市塩冶有原町５－１１ 0853-24-8555 喫茶店営業 特記事項なし R2.6.1 R7.5.31

318120039 島根県立出雲農林高等学校 校長　山根　登
アイスクリーム実習棟　あい
す屋

出雲市下横町９５０ 28-0321 喫茶店営業 特記事項なし R1.6.1 R6.5.31

20120006 アシード　株式会社 代表取締役　河本　大輔
株式会社ジェイエムエス出雲
工場

出雲市下古志町１２７－１ 0853-23-0211 喫茶店営業 特記事項なし R2.9.24 R7.11.30

298120211 株式会社　 アペックス西日本 代表取締役社長　森　吉平
株式会社　ジェイ・エム・エス
食堂

出雲市下古志町１２７－１ 0853-23-0211 喫茶店営業 特記事項なし H29.6.1 R4.5.31

298120212 株式会社　 アペックス西日本 代表取締役社長　森　吉平
（株）ジェイ・エム・エス５期棟
社員休憩室

出雲市下古志町１２７－１ 23-0211 喫茶店営業 特記事項なし H29.6.1 R4.5.31

28150384
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　下
古志店

出雲市下古志町７０１－５ 24-8185 喫茶店営業 特記事項なし R2.6.1 R7.5.31

318125073 株式会社　 アペックス西日本 代表取締役社長　森　吉平 内藤鉄工　株式会社 出雲市湖陵町板津３６８ 0853-43-1234 喫茶店営業 特記事項なし R1.12.1 R6.11.30

20120002
有限会社　日東ベンディング
中国

代表取締役　藤井　隆
日ノ丸西濃運輸（株）出雲支
店

出雲市江田町２０２ 0853-21-3721 喫茶店営業 特記事項なし R2.4.20 R7.5.31

280120024
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 株式会社　ナカヤ　１Ｆ食堂前 出雲市荒茅町３１０６ 0853-31-9988 喫茶店営業 特記事項なし H29.3.27 R4.5.31
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300120015 ウエルシア薬局　株式会社 代表取締役　水野　秀晴 ウエルシア出雲高岡店 出雲市高岡町１２７９－１ 0853-24-7725 喫茶店営業 特記事項なし H31.3.1 R6.5.31

318120027 株式会社　 アペックス西日本 代表取締役社長　森　吉平 イマックス株式会社 出雲市高岡町１６６－１ 23-1065 喫茶店営業 特記事項なし R1.6.1 R6.5.31

28120483 株式会社　 アペックス西日本 代表取締役社長　森　吉平
西尾自動車　車検の速太郎
出雲店　玄関

出雲市高岡町４５９－１ 0853-23-6366 喫茶店営業 特記事項なし R2.6.1 R7.5.31

318125065 株式会社　 アペックス西日本 代表取締役社長　森　吉平 出雲大同青果　株式会社 出雲市高松町５７０ 0853-22-8680 喫茶店営業 特記事項なし R1.12.1 R6.11.30

28025514 株式会社　 アペックス西日本 代表取締役社長　森　吉平 株式会社　出雲魚市場
出雲市高松町５７０（出雲総
合地方卸売市場内）

0853-28-1111 喫茶店営業 特記事項なし R2.12.1 R7.11.30

280120015 株式会社　 アペックス西日本 代表取締役社長　森　吉平 （株）大惣 出雲市高松町６３９－１ 0853-28-1551 喫茶店営業 特記事項なし H28.8.9 R3.11.30

318120035 株式会社　 アペックス西日本 代表取締役社長　森　吉平 ＪＡいずも　自動車課 出雲市高松町６７５－１ 28-2727 喫茶店営業 特記事項なし R1.6.1 R6.5.31

318125059 株式会社　 アペックス西日本 代表取締役社長　森　吉平 ＪＡいずも本店　４Ｆ休憩室 出雲市今市町１０６－１ 0853-23-3311 喫茶店営業 特記事項なし R1.12.1 R6.11.30

310120014 アシード　株式会社 代表取締役　河本　大輔 出雲医療看護専門学校 出雲市今市町１１５１－１ 0853-25-7034 喫茶店営業 特記事項なし R2.2.14 R7.5.31

318120030 株式会社　 アペックス西日本 代表取締役社長　森　吉平 島根県立出雲高等学校 出雲市今市町１８００ 21-0008 喫茶店営業 特記事項なし R1.6.1 R6.5.31

318125072 株式会社　 アペックス西日本 代表取締役社長　森　吉平
大和紡績株式会社　出雲工
場食堂

出雲市今市町１９００ 0853-21-0348 喫茶店営業 特記事項なし R1.12.1 R6.11.30

318125068 株式会社　 アペックス西日本 代表取締役社長　森　吉平
大和紡績株式会社　出雲工
場男子第３休憩室

出雲市今市町１９００ 0853-21-0340 喫茶店営業 特記事項なし R1.12.1 R6.11.30

300120004 ネオス　株式会社 代表取締役　今泉　玄 島根中央信用金庫 出雲市今市町２５２－１ 0853-21-1750 喫茶店営業 特記事項なし H30.7.31 R5.11.30

28125555 矢野　正子
いきいき広場エッグ・ジョイ出
雲

出雲市今市町２６１－５　古
川ビル１Ｆ

0853-22-6678 喫茶店営業 特記事項なし R2.12.1 R7.11.30

308120022 ネオス　株式会社 代表取締役　今泉　玄
パルメイト出雲 山陰中央新報
文化センター

出雲市今市町３１１－９ パル
メイト出雲３Ｆ

23-0456 喫茶店営業 特記事項なし H30.6.1 R5.5.31

298120021 ネオス　株式会社 代表取締役　今泉　玄 ラピタ本店１Ｆ 出雲市今市町８７ 21-6060 喫茶店営業 特記事項なし H29.6.1 R4.5.31

318125049 株式会社　 アペックス西日本 代表取締役社長　森　吉平
出雲生活センターラピタ３Ｆ従
業員食堂

出雲市今市町８７ 0853-21-6060 喫茶店営業 特記事項なし R1.12.1 R6.11.30

28025516 ネオス　株式会社 代表取締役　今泉　玄 ラピタ本店
出雲市今市町８７　３Ｆ職員食
堂

0853-23-2289 喫茶店営業 特記事項なし R2.12.1 R7.11.30

298025030 古山　みよこ ラウンジ　雅 出雲市今市町８７　ラピタ３Ｆ 喫茶店営業 特記事項なし H29.12.1 R4.11.30

310120007
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 ガリバーアウトレット出雲店
出雲市今市町北本町１丁目９
－５

0853-24-7720 喫茶店営業 特記事項なし R1.8.29 R6.11.30

318125058 株式会社　 アペックス西日本 代表取締役社長　森　吉平 出雲アビリティーズ
出雲市今市町北本町３丁目１
－２０

0853-21-2352 喫茶店営業 特記事項なし R1.12.1 R6.11.30

318125052 アシード　株式会社 代表取締役　河本　大輔 スタジアムジャンボＪＭ
出雲市今市町北本町４丁目１
－１６

25-2951 喫茶店営業 特記事項なし R1.12.1 R6.11.30

318120025 福泉坊 代表役員　藤井　哲眞 福泉坊 出雲市佐田町朝原８０５ 0853-84-0309 喫茶店営業 特記事項なし R1.6.1 R6.5.31

298125205
有限会社　日東ベンディング
中国

代表取締役　藤井　隆
島根ナカバヤシ（株）佐田工
場

出雲市佐田町反辺１９４７ 0853-84-0011 喫茶店営業 特記事項なし H29.12.1 R4.11.30

310120003
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 サン・レイク　３Ｆ　フロアー 出雲市小境町１９９１－２ 0853-69-1018 喫茶店営業 特記事項なし R1.6.18 R6.11.30

318120036 ネオス　株式会社 代表取締役　今泉　玄 エスポアール出雲クリニック
出雲市小山町３６２－４ エス
ポア－ル出雲クリニック　ピノ
キオ内

21-9779 喫茶店営業 特記事項なし R1.6.1 R6.5.31

310120006 栗原　佳世子 ハーブティーｙａｄｏ
出雲市小山町３９７－１　コ－
ポスズキ１Ｆ（県下一円）

喫茶店営業 特記事項なし R1.8.20 R6.11.30
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308120020 株式会社　 アペックス西日本 代表取締役社長　森　吉平
ラピタはまやま店　イートイン
コーナー

出雲市松寄下町２９８－２ 0853-30-7770 喫茶店営業 特記事項なし H30.6.1 R5.5.31

298125062
有限会社　日東ベンディング
中国

代表取締役　藤井　隆 出雲高等自動車学校 出雲市上塩冶町２４８６ 21-3531 喫茶店営業 特記事項なし H29.12.1 R4.11.30

300120013 株式会社　アリオン 代表取締役　池田　斉
ハイパーフィット２４　出雲塩
冶店

出雲市上塩冶町２６４７ 0853-25-8855 喫茶店営業 特記事項なし H31.2.4 R6.5.31

20120004 アシード　株式会社 代表取締役　河本　大輔 出雲一畑交通（株） 出雲市常松町３５３－３ 0853-21-2478 喫茶店営業 特記事項なし R2.7.14 R7.11.30

318125074 株式会社　 アペックス西日本 代表取締役社長　森　吉平 出雲一畑交通（株）　本社 出雲市常松町３５３－３ 21-1144 喫茶店営業 特記事項なし R1.12.1 R6.11.30

318125066 株式会社　 アペックス西日本 代表取締役社長　森　吉平 浅尾繊維工業　食堂 出雲市常松町３９３－１ 0853-23-2525 喫茶店営業 特記事項なし R1.12.1 R6.11.30

20120001
有限会社　日東ベンディング
中国

代表取締役　藤井　隆 上田コールド株式会社 出雲市神西沖町２０８８－１ 0853-43-0166 喫茶店営業 特記事項なし R2.4.20 R7.5.31

28120486 ビーハート　株式会社 代表取締役　庄司　慎平 ダイハツメタル　食堂 出雲市神西沖町２４００ 43-2323 喫茶店営業 特記事項なし R2.6.1 R7.5.31

308020021 株式会社　 アペックス西日本 代表取締役社長　森　吉平 ダイハツ金属工業（株） 出雲市神西沖町２４００ 43-2323 喫茶店営業 特記事項なし H30.6.1 R5.5.31

310120004 十河　雄輝 ｙｕｋｉｓ　ｃｏｆｆｅｅ
出雲市神西沖町２４９７－１０
０（県下一円）

喫茶店営業 特記事項なし R1.7.1 R6.11.30

298125082 ネオス　株式会社 代表取締役　今泉　玄 （有）田原石油 出雲市神門町７４１－１ 21-5191 喫茶店営業 特記事項なし H29.12.1 R4.11.30

280120020
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 ウェルネス神門店 出雲市神門町８８０ 0853-24-8860 喫茶店営業 特記事項なし H29.1.20 R4.5.31

280120010 藤江　美由紀 出雲路「味」倶楽部
出雲市西園町１３７１－１　く
にびき夕日公園内

0853-28-1690 喫茶店営業 特記事項なし H28.6.1 R3.5.31

28120477
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
ヒラタ精機（株）第２工場　厚
生棟２Ｆ食堂

出雲市西郷町７１８ 62-3600 喫茶店営業 特記事項なし R2.6.1 R8.5.31

318120034 株式会社　 アペックス西日本 代表取締役社長　森　吉平 ヒラタ精機株式会社　工場東 出雲市西郷町７１８ 62-3600 喫茶店営業 特記事項なし R1.6.1 R6.5.31

318125062 株式会社　 アペックス西日本 代表取締役社長　森　吉平 ヒラタ精機（株）工場内南 出雲市西郷町７１８ 0853-62-3600 喫茶店営業 特記事項なし R1.12.1 R6.11.30

308020030 株式会社　 アペックス西日本 代表取締役社長　森　吉平 ヒラタ精機（株）　売店 出雲市西郷町７１８ 62-3600 喫茶店営業 特記事項なし H30.6.1 R5.5.31

318120031 シンコースポーツ　株式会社 代表取締役　石崎　克己 出雲ゆうプラザ
出雲市西新町１丁目２５４７
－２

0853-30-0707 喫茶店営業 特記事項なし R1.6.1 R6.5.31

288120083 株式会社　 アペックス西日本 代表取締役社長　森　吉平 島根県花の郷温室
出雲市西新町２丁目１１０１
－１

20-1187 喫茶店営業 特記事項なし H28.6.1 R3.5.31

288020150 ビーハート　株式会社 代表取締役　庄司　慎平 ヒラタ工業富士 出雲市西代町１０００－１ 喫茶店営業 特記事項なし H28.6.1 R3.5.31

290120003 アシード　株式会社 代表取締役　河本　大輔
島根県立大学出雲キャンパ
ス　図書館

出雲市西林木町１５１ 0853-20-0200 喫茶店営業 特記事項なし H29.6.20 R4.11.30

310120016 株式会社　きさらぎ 代表取締役　木村　正明 ぶんぶん堂出雲キャンパス店 出雲市西林木町１５１ 0853-23-8055 喫茶店営業 特記事項なし R2.3.27 R7.5.31

298125126 株式会社　 アペックス西日本 代表取締役社長　森　吉平 （株）出雲東郷電機　食堂 出雲市西林木町６２６－１ 0853-22-2212 喫茶店営業 特記事項なし H29.12.1 R4.11.30

318125048 株式会社　 アペックス西日本 代表取締役社長　森　吉平
（株）出雲東郷電機　１Ｆ　事
務所前

出雲市西林木町６２６－１ 23-1811 喫茶店営業 特記事項なし R1.12.1 R6.11.30

288120253 ネオス　株式会社 代表取締役　今泉　玄 キララコテージ 出雲市多伎町久村１８２－１ 喫茶店営業 特記事項なし H28.6.1 R3.5.31

298125209 ネオス　株式会社 代表取締役　今泉　玄 大谷製作所
出雲市多伎町口田儀１２６９
－４

86-3472 喫茶店営業 特記事項なし H29.12.1 R4.11.30

318020022 株式会社　 アペックス西日本 代表取締役社長　森　吉平 道の駅　キララ多伎 出雲市多伎町多岐１３５－１ 86-9080 喫茶店営業 特記事項なし R1.6.1 R6.5.31
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288020219 株式会社　 アペックス西日本 代表取締役社長　森　吉平
観光センターいずも　２階 乗
務員休憩室

出雲市大社町杵築東２７３ 53-3030 喫茶店営業 特記事項なし H28.6.1 R3.5.31

280120013 株式会社　彩雲堂 代表取締役　山口　周平 神門通りＡｅｌ店
出雲市大社町杵築南７７４－
２

0853-25-9261 喫茶店営業 特記事項なし H28.7.26 R3.11.30

300120018 株式会社　九州蜂の子本舗 代表取締役　田中　義照
みつばち工房　花の道　出雲
大社店

出雲市大社町杵築南８３３－
３

0853-53-5832 喫茶店営業 特記事項なし H31.3.8 R6.5.31

318125069
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
アニマルリビングいぬねこ日
和

出雲市大社町修理免７２５－
２

喫茶店営業 特記事項なし R1.12.1 R6.11.30

20120003 齋藤　美由紀 ミケや
出雲市大社町修理免８３１
（県下一円）

喫茶店営業 特記事項なし R2.4.27 R7.5.31

28120482 株式会社　 アペックス西日本 代表取締役社長　森　吉平
（株）一畑百貨店　桃山乗務
員休憩室

出雲市大社町中荒木２６１７
－６

0853-53-0830 喫茶店営業 特記事項なし R2.6.1 R7.5.31

20120009 株式会社　 アペックス西日本 代表取締役社長　森　吉平 有限会社幸洋丸　ぐるめ幸洋
出雲市大社町日御碕１０８９
－４８

0853-54-5211 喫茶店営業 特記事項なし R2.10.22 R7.11.30

288020254 ネオス　株式会社 代表取締役　今泉　玄 スーパー　マルマン大社店
出雲市大社町入南６０８－１
マルマン大社店内

0853-53-7600 喫茶店営業 特記事項なし H28.6.1 R3.5.31

288020237 株式会社　 アペックス西日本 代表取締役社長　森　吉平
島根ワイナリー　乗務員休憩
室

出雲市大社町菱根２６４－２ 喫茶店営業 特記事項なし H28.6.1 R3.5.31

308125012
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　出
雲大社店

出雲市大社町北荒木１２１２
－２

53-8018 喫茶店営業 特記事項なし H30.12.1 R5.11.30

318125057 アシード　株式会社 代表取締役　河本　大輔 パチンコラスベガス大社店
出雲市大社町北荒木６１２－
１

0853-53-5011 喫茶店営業 特記事項なし R1.12.1 R6.11.30

308120028 株式会社　 アペックス西日本 代表取締役社長　森　吉平 ホック大社店１Ｆ食堂
出雲市大社町北荒木６２５－
２

喫茶店営業 特記事項なし H30.6.1 R5.5.31

298125249 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大社店
出雲市大社町北荒木６２５－
２ ショッピングタウンエル内

0853-25-8177 喫茶店営業 特記事項なし H29.12.1 R5.11.30

308020020 有限会社　リビドー洋菓子店 代表取締役　立花　良治 リビドー洋菓子店
出雲市大津新崎町１丁目２３
－２

22-5899 喫茶店営業 特記事項なし H30.6.1 R5.5.31

298120048 ネオス　株式会社 代表取締役　今泉　玄 渡部製鋼所休憩室 出雲市大津町１３７８ 21-3344 喫茶店営業 特記事項なし H29.6.1 R4.5.31

318120037 株式会社　光ベンディング 代表取締役　木村　憲司
渡部製鋼　株式会社　２Ｆ食
堂

出雲市大津町１３７８ 21-3344 喫茶店営業 特記事項なし R1.6.1 R6.5.31

298125051 ネオス　株式会社 代表取締役　今泉　玄 田辺精機　株式会社 出雲市大津町１３９１－１３ 24-2084 喫茶店営業 特記事項なし H29.12.1 R4.11.30

288125043 鐘推　達也 くるみ市
出雲市大津町１５７９（県下一
円）

0853-27-9631 喫茶店営業 特記事項なし H28.12.1 R3.11.30

288125045 矢田　克也 パティスリー　クレール 出雲市大津町３９０６－１ 23-8191 喫茶店営業 特記事項なし H28.12.1 R3.11.30

280120018
一般財団法人　島根県水泳
連盟

代表理事　吉金　隆
一般財団法人　島根県水泳
連盟 島根スイミングスクール
出雲　１Ｆロビー

出雲市大津町６５４ 0853-24-2266 喫茶店営業 特記事項なし H28.11.16 R3.11.30

310120015 株式会社　 アペックス西日本 代表取締役社長　森　吉平
（株）イズミゆめタウン　２Ｆ
空の道

出雲市大塚町６５０－１ 0853-24-4555 喫茶店営業 特記事項なし R2.3.25 R7.5.31

310120017 株式会社　 アペックス西日本 代表取締役社長　森　吉平
（株）イズミゆめタウン出雲　２
Ｆ　休憩室

出雲市大塚町６５０－１ 0853-24-4555 喫茶店営業 特記事項なし R2.3.31 R7.5.31

310120018 株式会社　 アペックス西日本 代表取締役社長　森　吉平
（株）イズミゆめタウン出雲　３
Ｆ

出雲市大塚町６５０－１ 0853-24-4555 喫茶店営業 特記事項なし R2.3.31 R7.5.31

28125556 株式会社　 アペックス西日本 代表取締役社長　森　吉平
ゆめタウン出雲東館２Ｆ　太
陽の広場

出雲市大塚町６５０－１ 0853-24-4555 喫茶店営業 特記事項なし R2.12.1 R8.11.30

290120005 株式会社　 アペックス西日本 代表取締役社長　森　吉平
ゆめタウン出雲店 本館１Ｆ緑
エスカ横

出雲市大塚町６５０－１ 0853-24-4555 喫茶店営業 特記事項なし H29.8.9 R4.11.30

290120006 株式会社　 アペックス西日本 代表取締役社長　森　吉平
ゆめタウン出雲 東館２Ｆ赤エ
スカ横

出雲市大塚町６５０－１ 0853-24-4555 喫茶店営業 特記事項なし H29.8.9 R4.11.30

308125026 株式会社　 アペックス西日本 代表取締役社長　森　吉平
ゆめタウン出雲　本館１Ｆ　休
憩所

出雲市大塚町６５０－１ 23-8623 喫茶店営業 特記事項なし H30.12.1 R6.11.30
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308125027 株式会社　 アペックス西日本 代表取締役社長　森　吉平
ゆめタウン出雲　本館２Ｆ　食
堂

出雲市大塚町６５０－１ 23-8623 喫茶店営業 特記事項なし H30.12.1 R6.11.30

308125011 株式会社　 アペックス西日本 代表取締役社長　森　吉平
ゆめタウン出雲　東館２Ｆ　社
員休憩室

出雲市大塚町６５０－１ 23-8623 喫茶店営業 特記事項なし H30.12.1 R6.11.30

308125010 株式会社　 アペックス西日本 代表取締役社長　森　吉平
ゆめタウン出雲　本館２Ｆ　女
子休憩室

出雲市大塚町６５０－１ 24-0080 喫茶店営業 特記事項なし H30.12.1 R5.11.30

298125116 株式会社　イズミ 代表取締役　山西　泰明 ゆめタウン出雲 出雲市大塚町６５０－１ 0853-24-4555 喫茶店営業 特記事項なし H29.12.1 R4.11.30

20120005 フジパンストアー　株式会社 代表取締役　高山　昭一 パリクロアッサン出雲
出雲市大塚町６５０－１　ゆめ
タウン出雲　本館１Ｆ

0853-23-8661 喫茶店営業 特記事項なし R2.9.3 R7.11.30

20120008 アシード　株式会社 代表取締役　河本　大輔 まほろば出雲 出雲市大塚町７２２－１ 0853-25-8222 喫茶店営業 特記事項なし R2.9.24 R7.11.30

300120019 株式会社　ガウラ 代表取締役　有井　雅己
エニタイムフィットネス　出雲
大塚

出雲市大塚町７４４　１Ｆ 0853-31-4020 喫茶店営業 特記事項なし H31.3.15 R6.5.31

318120032
有限会社　日東ベンディング
中国

代表取締役　藤井　隆 ウェルネス大塚店 出雲市大塚町７５０－１ 20-1622 喫茶店営業 特記事項なし R1.6.1 R6.5.31

298020217 株式会社　 アペックス西日本 代表取締役社長　森　吉平
株式会社　イズミ神西店 店内
休憩コーナー

出雲市大島町２４－１ 0853-43-3800 喫茶店営業 特記事項なし H29.6.1 R4.5.31

298120218 株式会社　 アペックス西日本 代表取締役社長　森　吉平
株式会社　イズミ神西店　社
員食堂

出雲市大島町２４－１ 43-3800 喫茶店営業 特記事項なし H29.6.1 R4.5.31

308125013 株式会社　イズミ 代表取締役　山西　泰明 ゆめマート神西店 出雲市大島町２４－１ 43-3800 喫茶店営業 特記事項なし H30.12.1 R5.11.30

298125072
有限会社　恵季エンタープラ
イズ

代表取締役　井上　陽子
有限会社　恵季エンタープラ
イズ

出雲市知井宮町１２１８－１ 0853-21-5916 喫茶店営業 特記事項なし H29.12.1 R4.11.30

298125074 ネオス　株式会社 代表取締役　今泉　玄 三菱ふそう出雲 出雲市知井宮町１４４－１ 21-4135 喫茶店営業 特記事項なし H29.12.1 R4.11.30

298020068
有限会社　日東ベンディング
中国

代表取締役　藤井　隆
エイコー電子工業　株式会社
１Ｆ

出雲市知井宮町５－１ 0852-62-0878 喫茶店営業 特記事項なし H29.6.1 R4.5.31

28125547
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　出
雲中野店

出雲市中野町２６５－１ 0853-24-9220 喫茶店営業 特記事項なし R2.12.1 R7.11.30

310120005
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
神戸天然物化学（株）出雲工
場

出雲市長浜町１３７２－１２ 0853-28-8893 喫茶店営業 特記事項なし R1.8.7 R6.11.30

308120021 株式会社　 アペックス西日本 代表取締役社長　森　吉平 岡山県貨物出雲支店 出雲市長浜町１３７２－１６ 0853-28-0279 喫茶店営業 特記事項なし H30.6.1 R5.5.31

298020213 株式会社　 アペックス西日本 代表取締役社長　森　吉平 サン電子工業　出雲工場 出雲市長浜町３３７－１ 0853-28-0971 喫茶店営業 特記事項なし H29.6.1 R4.5.31

280120008
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 株式会社　まつした出雲 出雲市長浜町４５７－１１ 喫茶店営業 特記事項なし H28.5.6 R3.5.31

318125055
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
株式会社　松井島根ファクト
リー　食堂

出雲市長浜町５１６－２９ 0853-28-2008 喫茶店営業 特記事項なし R1.12.1 R7.11.30

28125548 ネオス　株式会社 代表取締役　今泉　玄 ホクメイ（株）出雲工場 出雲市長浜町５１６－４６ 0853-28-0521 喫茶店営業 特記事項なし R2.12.1 R7.11.30

280120001 株式会社　 アペックス西日本 代表取締役社長　森　吉平
イオンリテール株式会社 イオ
ンモール出雲　２Ｆ従業員休
憩室

出雲市渡橋町１０６６ 0853-24-8430 喫茶店営業 特記事項なし H28.4.5 R3.5.31

280120004
エムテック・ビーケー　株式会
社

代表取締役　加瀬部　強 コスコクレープ
出雲市渡橋町１０６６　イオン
モ－ル出雲１Ｆ

0853-25-8551 喫茶店営業 特記事項なし H28.4.19 R3.5.31

280120005
有限会社　 ナンバ・サーティ
ワン

代表取締役　難波　賢治
サーティワンアイスクリーム
イオンモール出雲店

出雲市渡橋町１０６６ イオン
モ－ル出雲３Ｆフ－ドコ－ト

0853-24-8131 喫茶店営業 特記事項なし H28.4.19 R3.5.31

318125051 株式会社　 アペックス西日本 代表取締役社長　森　吉平 出雲センターボール 出雲市渡橋町１１２ 喫茶店営業 特記事項なし R1.12.1 R7.11.30

310120010 株式会社　 アペックス西日本 代表取締役社長　森　吉平 マルイ浜山通り店 出雲市渡橋町１１５８ 0853-25-8866 喫茶店営業 特記事項なし R1.12.5 R7.5.31

310120011 株式会社　サンインマルイ 代表取締役　松田　欣也 マルイ浜山通り店 出雲市渡橋町１１５８ 0853-25-8866 喫茶店営業 特記事項なし R1.12.10 R7.5.31
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310120012 日本アクアネット　 株式会社 代表取締役　川名　喜一 マルイ浜山通り店 出雲市渡橋町１１５８ 0853-25-8866 喫茶店営業 特記事項なし R1.12.13 R7.5.31

270120024 株式会社　 アペックス西日本 代表取締役社長　森　吉平 出雲市消防本部　１Ｆ食堂 出雲市渡橋町２５３－１ 0853-23-0119 喫茶店営業 特記事項なし H28.3.31 R3.5.31

280120023 株式会社　 アペックス西日本 代表取締役社長　森　吉平
山陰スバル株式会社　出雲
店

出雲市渡橋町４２０ 0853-21-2674 喫茶店営業 特記事項なし H29.2.27 R4.5.31

300120012 全秦通商　株式会社 代表取締役　全本　和由 ブックセンターコスモ出雲店 出雲市渡橋町７２４－１ 0853-20-2600 喫茶店営業 特記事項なし H31.1.24 R6.5.31

288120037
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 ＪＳＳ出雲スイミングスクール 出雲市渡橋町７３５－１ 0853-24-2222 喫茶店営業 特記事項なし H28.6.1 R3.5.31

318120026 株式会社　 アペックス西日本 代表取締役社長　森　吉平
後藤総合車両所 出雲支所
電車庫１号

出雲市東神西町１６５ 43-0108 喫茶店営業 特記事項なし R1.6.1 R6.5.31

308020022 株式会社　 アペックス西日本 代表取締役社長　森　吉平 ＮＴＮ鋳造　株式会社 出雲市灘分町４７５－１ 63-3108 喫茶店営業 特記事項なし H30.6.1 R5.5.31

288120148 株式会社　 アペックス西日本 代表取締役社長　森　吉平
出雲市立総合医療センター１
Ｆ自販機コーナー

出雲市灘分町６１３ 0853-63-5111 喫茶店営業 特記事項なし H28.6.1 R3.5.31

28120476 ビーハート　株式会社 代表取締役　庄司　慎平 前川鋳工造機　株式会社 出雲市灘分町６９５ 62-2911 喫茶店営業 特記事項なし R2.6.1 R7.5.31

280120021 株式会社　 アペックス西日本 代表取締役社長　森　吉平
スーパーセンタートライアル
出雲白枝店 従業員休憩室

出雲市白枝町４２０－１ 喫茶店営業 特記事項なし H29.1.23 R4.5.31

310120008 株式会社　 アペックス西日本 代表取締役社長　森　吉平
スズキ自販島根　出雲営業
所

出雲市白枝町４４３ 0853-21-5511 喫茶店営業 特記事項なし R1.9.3 R6.11.30

318125056
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　白
枝店

出雲市白枝町５５１－１ 0853-20-1616 喫茶店営業 特記事項なし R1.12.1 R6.11.30

298120043 ネオス　株式会社 代表取締役　今泉　玄 （株）トガノ　ロビー
出雲市白枝町８３９－２
（株）トガノ

喫茶店営業 特記事項なし H29.6.1 R4.5.31

290120012 株式会社　 アペックス西日本 代表取締役社長　森　吉平 マンモス出雲店　前ホール 出雲市白枝町９６２－１ 喫茶店営業 特記事項なし H29.12.1 R5.5.31

290120013 株式会社　 アペックス西日本 代表取締役社長　森　吉平 マンモス出雲店　後ホール 出雲市白枝町９６２－１ 喫茶店営業 特記事項なし H29.12.1 R5.5.31

318125054 株式会社　 アペックス西日本 代表取締役社長　森　吉平 出雲空港１Ｆ
出雲市斐川町沖洲２６３３－
１

0853-72-7501 喫茶店営業 特記事項なし R1.12.1 R6.11.30

300120014 株式会社　一畑百貨店 代表取締役　川内　孝治
（株）一畑百貨店　出雲空港
売店

出雲市斐川町沖洲２６３３－
１

0853-72-7522 喫茶店営業 特記事項なし H31.2.22 R6.5.31

318120033 株式会社　 アペックス西日本 代表取締役社長　森　吉平 ひかわ美人の湯　２Ｆ休憩所
出雲市斐川町学頭３６４６－
１

72-5526 喫茶店営業 特記事項なし R1.6.1 R6.5.31

310120002 株式会社　ＭＩしまね 代表取締役　川井　康正
ひかわ美人の湯（黒酢屋台販
売）

出雲市斐川町学頭３６４６－
１

0853-72-5526 喫茶店営業 特記事項なし R1.5.22 R6.5.31

28120479 日本アクアネット　 株式会社 代表取締役　川名　喜一 生鮮食品　おだ斐川店 出雲市斐川町黒目５３５ 0853-63-7180 喫茶店営業 特記事項なし R2.6.1 R7.5.31

298120156 ネオス　株式会社 代表取締役　今泉　玄 島根印刷株式会社 出雲市斐川町坂田１６６４ 63-3500 喫茶店営業 特記事項なし H29.6.1 R4.5.31

310120013 アシード　株式会社 代表取締役　河本　大輔 株式会社島根富士通
出雲市斐川町三絡１１８０－
６

0853-72-2333 喫茶店営業 特記事項なし R2.1.6 R7.5.31

300120006
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
島根富士通　株式会社　社員
食堂

出雲市斐川町三絡１１８０－
６

0853-72-2333 喫茶店営業 特記事項なし H30.8.24 R5.11.30

298120155 ネオス　株式会社 代表取締役　今泉　玄
島根富士通株式会社　社員
食堂

出雲市斐川町三絡１１８０－
６

喫茶店営業 特記事項なし H29.6.1 R4.5.31

290120014 株式会社　 アペックス西日本 代表取締役社長　森　吉平 島根富士通　１Ｆ　事務所横
出雲市斐川町三絡１１８０－
６

0853-72-2333 喫茶店営業 特記事項なし H29.12.14 R5.5.31

298020219 株式会社　 アペックス西日本 代表取締役社長　森　吉平
株式会社島根富士通　Ｂ棟南
側１Ｆ休憩所

出雲市斐川町三絡１１８０－
６

72-2333 喫茶店営業 特記事項なし H29.6.1 R4.5.31

288020169
有限会社　日東ベンディング
中国

代表取締役　藤井　隆
株式会社　島根富士通　Ａ棟
１階東

出雲市斐川町三絡１１８０－
６

0853-72-2333 喫茶店営業 特記事項なし H28.6.1 R3.5.31
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318120021
有限会社　日東ベンディング
中国

代表取締役　藤井　隆
島根富士通　株式会社 Ｂ棟２
Ｆ　東休憩所

出雲市斐川町三絡１１８０－
６ 島根富士通　株式会社内

0853-72-2333 喫茶店営業 特記事項なし R1.6.1 R6.5.31

318120022
有限会社　日東ベンディング
中国

代表取締役　藤井　隆
島根富士通　株式会社 Ｂ棟２
Ｆ　南休憩所

出雲市斐川町三絡１１８０－
６ 島根富士通　株式会社内

72-2333 喫茶店営業 特記事項なし R1.6.1 R6.5.31

308120033 株式会社　 アペックス西日本 代表取締役社長　森　吉平
山陰中央新報製作センター ３
Ｆ自販機コーナー

出雲市斐川町上庄原１３１８ 0853-73-9331 喫茶店営業 特記事項なし H30.6.1 R5.5.31

280120019 株式会社　 アペックス西日本 代表取締役社長　森　吉平 イズミ斐川店　従業員喫煙室 出雲市斐川町上直江１３０１ 0853-72-7916 喫茶店営業 特記事項なし H28.12.12 R4.5.31

308125023 株式会社　 アペックス西日本 代表取締役社長　森　吉平
（株）イズミ　ゆめタウン斐川
女子休憩室

出雲市斐川町上直江１３０１
ゆめタウン斐川

72-7900 喫茶店営業 特記事項なし H30.12.1 R5.11.30

300120008 株式会社　 アペックス西日本 代表取締役社長　森　吉平 ゆめタウン斐川店　イートイン
出雲市斐川町上直江１３０１
－１

0853-72-7900 喫茶店営業 特記事項なし H30.10.26 R5.11.30

270120023 株式会社　 アペックス西日本 代表取締役社長　森　吉平
ゆめタウン斐川店　フードコー
ト横

出雲市斐川町上直江１３０１
－１

0853-72-7916 喫茶店営業 特記事項なし H28.3.15 R3.5.31

298125186 株式会社　イズミ 代表取締役　山西　泰明 ゆめタウン斐川
出雲市斐川町上直江１３０１
－１

0853-72-7900 喫茶店営業 特記事項なし H29.12.1 R4.11.30

290120011
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　斐
川店

出雲市斐川町上直江１３０３
－１

0853-73-3553 喫茶店営業 特記事項なし H29.10.18 R4.11.30

298125188 ネオス　株式会社 代表取締役　今泉　玄 清和鉄工　株式会社
出雲市斐川町上直江２１３９
－５

72-0306 喫茶店営業 特記事項なし H29.12.1 R4.11.30

300120001 株式会社　 アペックス西日本 代表取締役社長　森　吉平
株式会社　出雲村田製作所
Ｇ棟２Ｆ

出雲市斐川町上直江２３０８ 0853-72-3330 喫茶店営業 特記事項なし H30.6.13 R5.11.30

300120002 株式会社　 アペックス西日本 代表取締役社長　森　吉平
株式会社　出雲村田製作所
Ｇ棟３Ｆ東

出雲市斐川町上直江２３０８ 0853-72-3330 喫茶店営業 特記事項なし H30.6.13 R5.11.30

300120003 株式会社　 アペックス西日本 代表取締役社長　森　吉平
株式会社　出雲村田製作所
Ｇ棟３Ｆ西

出雲市斐川町上直江２３０８ 喫茶店営業 特記事項なし H30.6.13 R5.11.30

318125071 株式会社　 アペックス西日本 代表取締役社長　森　吉平
出雲村田製作所Ｂ２棟Ｍ３Ｆ
食堂 Ｎｏ．１　Ｎｏ．２

出雲市斐川町上直江２３０８ 0853-72-3330 喫茶店営業 特記事項なし R1.12.1 R6.11.30

318125070 株式会社　 アペックス西日本 代表取締役社長　森　吉平
出雲村田製作所　厚生棟　Ｎ
Ｏ．１、ＮＯ．２

出雲市斐川町上直江２３０８ 72-4550 喫茶店営業 特記事項なし R1.12.1 R6.11.30

270120020 株式会社　 アペックス西日本 代表取締役社長　森　吉平
株式会社　出雲村田製作所
ＢＰ５棟Ｍ４Ｆ

出雲市斐川町上直江２３０８ 0853-72-3330 喫茶店営業 特記事項なし H28.1.28 R3.5.31

298020221 株式会社　 アペックス西日本 代表取締役社長　森　吉平
出雲村田製作所　厚生棟Ｆ２
棟

出雲市斐川町上直江２３０８ 0853-72-3330 喫茶店営業 特記事項なし H29.6.1 R4.5.31

28025500 株式会社　 アペックス西日本 代表取締役社長　森　吉平 出雲村田製作所　Ｃ－２棟 出雲市斐川町上直江２３０８ 0853-72-9010 喫茶店営業 特記事項なし R2.12.1 R7.11.30

28025513 株式会社　 アペックス西日本 代表取締役社長　森　吉平
株式会社　出雲村田製作所
Ａ棟２階食堂

出雲市斐川町上直江２３０８ 0853-72-3330 喫茶店営業 特記事項なし R2.12.1 R7.11.30

288025147 株式会社　 アペックス西日本 代表取締役社長　森　吉平 出雲村田製作所Ｃ棟２階食堂 出雲市斐川町上直江２３０８ 0853-72-9010 喫茶店営業 特記事項なし H28.12.1 R3.11.30

298120222 株式会社　 アペックス西日本 代表取締役社長　森　吉平
出雲村田製作所　Ｂ１棟２階
食堂

出雲市斐川町上直江２３０８ 0853-72-3330 喫茶店営業 特記事項なし H29.6.1 R4.5.31

290120009 株式会社　ＰＬＡＮＴ 代表取締役　三ツ田　佳史
ＳＵＰＥＲ　ＣＥＮＴＥＲ　ＰＬＡＮ
Ｔ　斐川店

出雲市斐川町荘原１２４９ 0853-72-7680 喫茶店営業 特記事項なし H29.9.28 R5.11.30

290120007 青野　美咲
ＧＯＯＤ　ＬＩＦＥ　ＦＡＲＭ ａｎｄ
Ｃｏｆｆｅｅ

出雲市斐川町荘原２２１６－
２（県下一円）

喫茶店営業 特記事項なし H29.8.22 R4.11.30

318120028 株式会社　 アペックス西日本 代表取締役社長　森　吉平 ヒカワ精工株式会社 出雲市斐川町荘原３１６８ 喫茶店営業 特記事項なし R1.6.1 R6.5.31

28120484 株式会社　 アペックス西日本 代表取締役社長　森　吉平
ヒカワ精工株式会社　第８工
場棟下

出雲市斐川町荘原３１６８ 0853-72-0355 喫茶店営業 特記事項なし R2.6.1 R7.5.31

28125554 株式会社　 アペックス西日本 代表取締役社長　森　吉平 ヒカワ精工第５工場入口 出雲市斐川町荘原３１６８ 0853-72-0355 喫茶店営業 特記事項なし R2.12.1 R7.11.30

308025017
有限会社　日東ベンディング
中国

代表取締役　藤井　隆 ヒカワ精工株式会社 出雲市斐川町荘原３１６８ 72-0320 喫茶店営業 特記事項なし H30.12.1 R5.11.30
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318120019
有限会社　日東ベンディング
中国

代表取締役　藤井　隆
ヒカワ精工　西工場（第２工
場）

出雲市斐川町荘原３１６８ ヒ
カワ精工　株式会社内

72-0355 喫茶店営業 特記事項なし R1.6.1 R6.5.31

318120020
有限会社　日東ベンディング
中国

代表取締役　藤井　隆 ヒカワ精工　２Ｆ食堂
出雲市斐川町荘原３１６８ ヒ
カワ精工　株式会社内

72-0355 喫茶店営業 特記事項なし R1.6.1 R6.5.31

298125192 ネオス　株式会社 代表取締役　今泉　玄 株式会社　香蘭 出雲市斐川町直江１３０６ 72-8211 喫茶店営業 特記事項なし H29.12.1 R4.11.30

290120008 成相　大志 パティスリーカスケット
出雲市斐川町直江１３３８－
８

0853-31-9460 喫茶店営業 特記事項なし H29.8.30 R4.11.30

288120192 株式会社　 アペックス西日本 代表取締役社長　森　吉平 ＪＡアグリ食肉加工センター 出雲市斐川町直江１６６６ 73-9562 喫茶店営業 特記事項なし H28.6.1 R3.5.31

318120029 株式会社　 アペックス西日本 代表取締役社長　森　吉平
島根島津株式会社　１Ｆ休憩
室

出雲市斐川町直江２６９８ 72-5000 喫茶店営業 特記事項なし R1.6.1 R6.5.31

300120016
有限会社　日東ベンディング
中国

代表取締役　藤井　隆 島根島津株式会社 出雲市斐川町直江２６９８ 0853-72-5000 喫茶店営業 特記事項なし H31.3.4 R6.5.31

300120066 株式会社　 アペックス西日本 代表取締役社長　森　吉平 出雲徳洲会病院
出雲市斐川町直江３９６４－
１

0853-73-7000 喫茶店営業 特記事項なし H30.9.4 R5.11.30

298125194 ネオス　株式会社 代表取締役　今泉　玄 有限会社　斐川水道
出雲市斐川町直江４０１８－
２

72-0427 喫茶店営業 特記事項なし H29.12.1 R4.11.30

308125016 株式会社　 アペックス西日本 代表取締役社長　森　吉平 斐川町図書館 出雲市斐川町直江４１５６ 73-3990 喫茶店営業 特記事項なし H30.12.1 R5.11.30

28125546 株式会社　 アペックス西日本 代表取締役社長　森　吉平
スーパーセンタートライアル
出雲斐川店　休憩所

出雲市斐川町直江５１３５－
１

0853-73-7725 喫茶店営業 特記事項なし R2.12.1 R7.11.30

28120480
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
学校法人　斐川コア学園　出
雲コアカレッジ

出雲市斐川町富村１０００－
８

0853-72-2500 喫茶店営業 特記事項なし R2.6.1 R7.5.31

28120497 アシード　株式会社 代表取締役　河本　大輔 ＵＦＯ姫原 出雲市姫原４－７－１ 0853-25-7752 喫茶店営業 特記事項なし R2.6.1 R7.5.31

300120010 株式会社　 アペックス西日本 代表取締役社長　森　吉平
島根県立中央病院　１Ｆロ
ビー

出雲市姫原４丁目１－１ 0853-22-5111 喫茶店営業 特記事項なし H31.1.11 R6.5.31

318025043 株式会社　 アペックス西日本 代表取締役社長　森　吉平 島根県立中央病院
出雲市姫原４丁目１－１　島
根県立中央病院２Ｆ

22-5111 喫茶店営業 特記事項なし R1.12.1 R6.11.30

28120485 有限会社　味彩・さかゑ 代表取締役　玉川　政一 ＵＦＯ姫原店 出雲市姫原４丁目７－１ 0853-25-7753 喫茶店営業 特記事項なし R2.6.1 R7.5.31

308125019 株式会社　彩雲堂 代表取締役　山口　周平 彩雲堂　出雲店 出雲市姫原町２７２ 23-0603 喫茶店営業 特記事項なし H30.12.1 R5.11.30

280120016
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 株式会社　ロジ・サイエンス 出雲市浜町１０２ 0853-22-6554 喫茶店営業 特記事項なし H28.8.19 R3.11.30

308125015 株式会社　 アペックス西日本 代表取締役社長　森　吉平 （株）八興電気 出雲市浜町２８４－３ 22-5511 喫茶店営業 特記事項なし H30.12.1 R5.11.30

280120014 株式会社　 アペックス西日本 代表取締役社長　森　吉平 イズテック株式会社 出雲市浜町５１３－２ 0853-22-5630 喫茶店営業 特記事項なし H28.8.1 R3.11.30

288025082
公益財団法人　出雲市芸術
文化振興財団

代表理事　江田　小鷹 出雲文化伝承館 出雲市浜町５２０ 21-2460 喫茶店営業 特記事項なし H28.12.1 R3.11.30

290120001 アシード　株式会社 代表取締役　河本　大輔 島根県立平田高等学校 出雲市平田町１ 0853-62-2117 喫茶店営業 特記事項なし H29.4.5 R4.5.31

308120027 株式会社　光ベンディング 代表取締役　木村　憲司 まるごう平田店 出雲市平田町１５９８ 0853-63-8062 喫茶店営業 特記事項なし H30.6.1 R5.5.31

280120002
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　平
田西店

出雲市平田町１６１５ 0853-63-7810 喫茶店営業 特記事項なし H28.4.7 R3.5.31

298120119 ネオス　株式会社 代表取締役　今泉　玄 平田スイミングスクール 出雲市平田町１６９５－１ 62-2322 喫茶店営業 特記事項なし H29.6.1 R4.5.31

318125060 株式会社　 アペックス西日本 代表取締役社長　森　吉平
フーズマーケットホック平田店
休憩室

出雲市平田町１７０８－１ 0853-63-4316 喫茶店営業 特記事項なし R1.12.1 R6.11.30

318120041 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平田店
出雲市平田町１７０８－１　Ｖｉ
ＶＡ内

0853-62-3219 喫茶店営業 特記事項なし R1.6.1 R6.5.31
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290120004 アシード　株式会社 代表取締役　河本　大輔 株式会社　建装 出雲市平田町１７３３－６ 0853-63-3471 喫茶店営業 特記事項なし H29.7.24 R4.11.30

310120009 アシード　株式会社 代表取締役　河本　大輔 一畑電車雲州平田駅 出雲市平田町２２２６ 喫茶店営業 特記事項なし R1.11.1 R6.11.30

308120032
公益財団法人　出雲市芸術
文化振興財団

代表理事　江田　小鷹 平田本陣記念館 出雲市平田町５１５ 0853-62-5090 喫茶店営業 特記事項なし H30.6.1 R5.5.31

298125153
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　平
田中ノ島店

出雲市平田町７２０１ 0853-63-5505 喫茶店営業 特記事項なし H29.12.1 R4.11.30

28125559
有限会社　パティスリーメモ
リー

代表取締役　松浦　雅巳 雲州メモリー 出雲市平田町７２５３ 0853-62-0023 喫茶店営業 特記事項なし R2.12.1 R7.11.30

298125159 ネオス　株式会社 代表取締役　今泉　玄 （株）報光社 出雲市平田町９９３ 63-3939 喫茶店営業 特記事項なし H29.12.1 R4.11.30

308020031 株式会社　 アペックス西日本 代表取締役社長　森　吉平 島根中酪（株） 出雲市平野町３０２ 22-5300 喫茶店営業 特記事項なし H30.6.1 R5.5.31

298120215 株式会社　 アペックス西日本 代表取締役社長　森　吉平 ダイナム　出雲店 出雲市平野町３３９－１ 0852-24-8333 喫茶店営業 特記事項なし H29.6.1 R4.5.31

28125545 株式会社　日本ヒュウマップ 代表取締役　磯田　隆弘 ダイナム出雲店 出雲市平野町３３９－１ 喫茶店営業 特記事項なし R2.12.1 R7.11.30

28125561 ネオス　株式会社 代表取締役　今泉　玄
（株）明星サービスステーショ
ン

出雲市平野町３７１－３ 0853-24-6088 喫茶店営業 特記事項なし R2.12.1 R7.11.30

28020501
有限会社　 ナンバ・サーティ
ワン

代表取締役　難波　賢治
サーティワンアイスクリーム
出雲ドーム店

出雲市平野町４０８ 30-7111 喫茶店営業 特記事項なし R2.6.1 R7.5.31

318125053 アシード　株式会社 代表取締役　河本　大輔 ナンバホームセンター
出雲市平野町４０８　ナンバ
ホ－ムセンタ－ 従業員休憩
室内

30-7111 喫茶店営業 特記事項なし R1.12.1 R6.11.30

298125119
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　出
雲ドーム北店

出雲市平野町４８８－２ 0853-24-8899 喫茶店営業 特記事項なし H29.12.1 R4.11.30

288120105 ネオス　株式会社 代表取締役　今泉　玄 ＪＡ出雲メモリア弥山 出雲市平野町４９１ 0853-23-3331 喫茶店営業 特記事項なし H28.6.1 R3.5.31

290120015 有限会社　味彩・さかゑ 代表取締役　玉川　政一 ＵＦＯカフェ出雲 出雲市平野町６１０ 0853-20-1717 喫茶店営業 特記事項なし H29.12.19 R5.5.31

288120107 アシード　株式会社 代表取締役　河本　大輔 ＵＦＯ出雲店
出雲市平野町６１０　北側ドリ
ンクコ－ナ－

0853-20-1717 喫茶店営業 特記事項なし H28.6.1 R3.5.31

298125115
有限会社　日東ベンディング
中国

代表取締役　藤井　隆
島根ナカバヤシ（株）出雲工
場

出雲市矢野町３９１－３ 0853-21-7755 喫茶店営業 特記事項なし H29.12.1 R4.11.30

28120478 日本アクアネット　 株式会社 代表取締役　川名　喜一 生鮮食品　おだ出雲店 出雲市矢野町８６４－１ 0853-24-8060 喫茶店営業 特記事項なし R2.6.1 R7.5.31

308120030 株式会社　 アペックス西日本 代表取締役社長　森　吉平 株式会社　西屋 出雲市矢野町９３３－１ 0853-21-2482 喫茶店営業 特記事項なし H30.6.1 R5.5.31

318125067 株式会社　 アペックス西日本 代表取締役社長　森　吉平 出雲ドーム　Ｎｏ．１　Ｎｏ．２ 出雲市矢野町９９９ 0853-21-2332 喫茶店営業 特記事項なし R1.12.1 R6.11.30

290020008 林　美智子 虎ノ門商事
広島県世羅郡世羅町西神崎
６３１－１（県下一円）

菓子製造業 特記事項なし H29.11.9 R4.11.30

20020010 株式会社　ＳＵＰＥＲＮＯＶＡ 代表取締役　平池　裕也 デニッシュ専門店　メルク
香川県丸亀市綾歌町富熊１５
６０－１（県下一円）

菓子製造業 特記事項なし R2.10.20 R7.11.30

310020025 早瀬　紀明 やきもん亭
滋賀県大津市一里山２丁目２
７－２０（県下一円）

077-545-6369 菓子製造業 特記事項なし R2.2.6 R7.5.31

298020075 古瀬　禎和 むらくもパン酵母 出雲市芦渡町９０５－７ 0853-31-5002 菓子製造業 特記事項なし H29.6.1 R4.5.31

20020005 Ｆｉｎｅｐｏｒｔ　株式会社 代表取締役　岸田　浩行 ｃｈｉｃｃｈｉ・Ｌａｂｏ
出雲市稲岡町３５９－２　ソ
フィーユ稲岡Ｂ棟１０１号室

菓子製造業 特記事項なし R2.6.29 R7.11.30

318025037 松村　周次 お菓子処　松風 出雲市稲岡町３９９－４ 0853-22-7077 菓子製造業 特記事項なし R1.12.1 R6.11.30

28025517 株式会社　ウシオ 代表取締役　牛尾　篤史
株式会社　ウシオ　デリバ
リーセンター

出雲市駅南町３丁目１４－４ 0853-22-8615 菓子製造業 特記事項なし R2.12.1 R8.11.30
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300020013 アクセス　有限会社 代表取締役　常松　栄 だんだん
出雲市駅北町１１　ＪＲ出雲
市駅ビル アトネスいずも西館
内

0853-30-1088 菓子製造業 特記事項なし H30.9.11 R5.11.30

308035005 有限会社　昴 代表取締役　古山　慎二
有限会社　昴　クーズ・コンセ
ルボ出雲

出雲市駅北町１１　アトネスい
ずも内

30-6022 菓子製造業 特記事項なし H30.12.1 R5.11.30

28025512 金山　栄治 ル・アンジェ 出雲市塩冶神前２丁目７－８ 23-6117 菓子製造業 特記事項なし R2.12.1 R7.11.30

20020012 株式会社　ノブパン 代表取締役　杉谷　野歩 ノブパン
出雲市塩冶神前６丁目１－１
０

0853-88-9153 菓子製造業 特記事項なし R2.11.4 R7.11.30

288020060
株式会社　 フーズマーケット
ホック

代表取締役　長谷川　徹
株式会社　フーズマーケット
ホック塩冶店

出雲市塩冶町１２００ 0853-23-2377 菓子製造業 特記事項なし H28.6.1 R3.5.31

310020001 株式会社　ＰＬＡＮＴ 代表取締役　三ツ田　佳史 ＰＬＡＮＴ出雲店 出雲市塩冶町１４０８－２ 0853-24-7800 菓子製造業 特記事項なし H31.4.15 R7.5.31

318025034 有限会社　菓舗みまつ 代表取締役　伊藤　暢 有限会社　菓舗みまつ 出雲市塩冶町１５６１－９ 0853-21-1247 菓子製造業 特記事項なし R1.12.1 R6.11.30

288025057 株式会社　ウシオ 代表取締役　牛尾　篤史 グッディー医大通店 出雲市塩冶町２１２５－１ 0853-21-2088 菓子製造業 特記事項なし H28.12.1 R3.11.30

300020004 株式会社 ファーストオン 代表取締役　小西　一行 小西珈琲店 出雲市塩冶町９９０－２ 0853-22-7007 菓子製造業 特記事項なし H30.5.16 R5.5.31

300020017 株式会社　Ｏｎｅ’ｓ．ｃｏ 代表取締役　古木　竜平 ＧａＬａ　出雲店
出雲市塩冶有原町２丁目１０
－１

0853-25-7884 菓子製造業 特記事項なし H30.10.23 R5.11.30

20020011 株式会社　キラキラ雲南 代表取締役　速水　雄一 シャトレーゼ出雲塩冶店
出雲市塩冶有原町５丁目６２
－２、６２－３

菓子製造業 特記事項なし R2.10.23 R7.11.30

300020016 山﨑　江里子 十菓 出雲市荻杼町２６９－２ 菓子製造業 特記事項なし H30.10.18 R5.11.30

300020002 三原　梨恵子 ｆｏｒｅｓｔ　Ｃａｆｅ
出雲市下横町３６９－１１（県
下一円）

菓子製造業 特記事項なし H30.4.11 R5.5.31

308020039 島根県立出雲農林高等学校 校長　山根　登 島根県立出雲農林高等学校 出雲市下横町９５０ 0853-28-0321 菓子製造業 特記事項なし H30.6.1 R5.5.31

308030020 公田　潤 公田商店（京橋屋） 出雲市古志町８６７ 0853-21-3765 菓子製造業 特記事項なし H30.6.1 R5.5.31

288035175 有限会社　たきがわ製菓 代表取締役　滝川　敏生 有限会社　たきがわ製菓 出雲市湖陵町差海７１４－２ 0853-43-1188 菓子製造業 特記事項なし H28.12.1 R3.11.30

318025031
ネクスト・ゴルフ・マネジメント
株式会社

代表取締役　望月　智洋
いづも大社カントリークラブ
レストラン

出雲市湖陵町大池１９４４ 0853-43-2110 菓子製造業 特記事項なし R1.12.1 R6.11.30

310020011 中尾　真美 ＯＤＯＬＬ 出雲市湖陵町板津５７４ 菓子製造業 特記事項なし R1.10.1 R6.11.30

20020006 三原　宏道 原田屋製菓 出雲市湖陵町板津５９８－２ 0853-43-0554 菓子製造業 特記事項なし R2.7.3 R7.11.30

28020510 有限会社　井山屋製菓 代表取締役　坂根　俊
有限会社　井山屋製菓　出雲
店

出雲市江田町７３－３ 0853-27-9691 菓子製造業 特記事項なし R2.6.1 R7.5.31

318025033 有限会社　はら屋 取締役　山本　浩矢 有限会社　はら屋 出雲市荒茅町２８０８－１ 0853-28-3000 菓子製造業 特記事項なし R1.12.1 R6.11.30

298020079 有限会社　はら屋 取締役　山本　浩矢 有限会社　はら屋
出雲市荒茅町２８０８－１ （県
下一円）

0853-28-3000 菓子製造業 特記事項なし H29.6.1 R4.5.31

318025029 株式会社　大惣 代表取締役　伊東　弘隆 株式会社　大惣 出雲市高松町６３９－１ 28-1551 菓子製造業 特記事項なし R1.12.1 R7.11.30

318025039 島根県農業協同組合 代表理事　石川　寿樹 ＪＡしまね出雲地区本部
出雲市今市町１０６－１（県下
一円）

0853-23-3311 菓子製造業 特記事項なし R1.12.1 R6.11.30

28025515 島根県農業協同組合 代表理事　石川　寿樹
ＪＡしまね出雲地区本部３号
店

出雲市今市町１０６－１（県下
一円）

0853-21-6013 菓子製造業 特記事項なし R2.12.1 R7.11.30

310020022 杉原　彰彦 移動販売　杉ちゃん
出雲市今市町１１９３（県下一
円）

菓子製造業 特記事項なし R1.12.18 R7.5.31

288035002
有限会社　ブーランジェイタガ
キ

代表取締役　板垣　有美
有限会社　ブーランジェイタガ
キ

出雲市今市町１２１８－４ 0853-21-0701 菓子製造業 特記事項なし H28.12.1 R3.11.30
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308025015 平田　千代美 平田商事
出雲市今市町１８７０－６市
営パ－クタウン１４４（県下一
円）

22-1495 菓子製造業 特記事項なし H30.12.1 R5.11.30

310020010 西村　貴子 ジラフクレープ　出雲店
出雲市今市町２５７－２　若
葉ビル１－１

菓子製造業 特記事項なし R1.7.22 R6.11.30

318025038 大山　良子 ハコニワ．ｃａｆｅ 出雲市今市町５１５－１ 菓子製造業 特記事項なし R1.12.1 R6.11.30

308030025 柳楽　洋一 和菓子司　なぎら長春堂 出雲市今市町５１５－４ 0853-21-1248 菓子製造業 特記事項なし H30.6.1 R5.5.31

298020015 伊藤　栄一 伊藤猩々園 出雲市今市町５４２ 0853-21-1418 菓子製造業 特記事項なし H29.6.1 R4.5.31

298035029 有限会社　竹香堂 代表取締役　竹原　敏正 有限会社　竹香堂 出雲市今市町７４８ 0853-21-0202 菓子製造業 特記事項なし H29.12.1 R4.11.30

310020024 大國　梨乃 えくぼ 出雲市今市町８４２－２３ 0853-21-8567 菓子製造業 特記事項なし R2.1.16 R7.5.31

28020504 大国　歩 とらや饅頭店 出雲市今市町８５４－１４ 0853-21-1456 菓子製造業 特記事項なし R2.6.1 R7.5.31

310020012 島根県農業協同組合 代表理事　石川　寿樹 ラピタ本店　たこ焼き 出雲市今市町８７ 0853-21-6060 菓子製造業 特記事項なし R1.10.21 R6.11.30

280020027 島根県農業協同組合 代表理事　石川　寿樹 ラピタ本店ベーカリー 出雲市今市町８７ 0853-21-6060 菓子製造業 特記事項なし H29.3.6 R4.5.31

308020023 島根県農業協同組合 代表理事　石川　寿樹
ラピタ本店１Ｆ　エスカレー
ター横催事場

出雲市今市町８７ 0853-21-6060 菓子製造業 特記事項なし H30.6.1 R5.5.31

288020028 島根県農業協同組合 代表理事　石川　寿樹 ラピタ本店　催事場 出雲市今市町８７ 0853-21-6060 菓子製造業 特記事項なし H28.6.1 R3.5.31

280020019 原　利明 元祖　はらや 出雲市今市町９４６ 菓子製造業 特記事項なし H28.12.6 R4.5.31

310020006 山之内　弓穂 アトリエ　リアン 出雲市今市町南本町３３－２ 菓子製造業 特記事項なし R1.5.23 R6.5.31

28035308 馬庭　竹生 えんど屋
出雲市今市町北本町２丁目７
－１０

0853-21-4541 菓子製造業 特記事項なし R2.12.1 R7.11.30

300020018 株式会社　もち吉 代表取締役　森田　長吉 もち吉　出雲店
出雲市今市町北本町３丁目３
－２

0853-24-7331 菓子製造業 特記事項なし H31.1.25 R6.5.31

300020010 シュブスタンス　合同会社 代表社員　古川　強 パティスリー　シュブスタンス
出雲市今市町北本町３丁目３
－６

0853-31-8388 菓子製造業 特記事項なし H30.9.5 R5.11.30

288035027 横木　健二 扇屋菓子舗
出雲市今市町北本町３丁目４
－１４

0853-22-7171 菓子製造業 特記事項なし H28.12.1 R3.11.30

28035306 三浦　美代子 ビタミンの里　吉野 出雲市佐田町吉野２２０－３ 0853-85-2933 菓子製造業 特記事項なし R2.12.1 R7.11.30

288035162 三浦　美代子 ビタミンの里　吉野
出雲市佐田町吉野２２０－３
（県下一円）

0853-85-2644 菓子製造業 特記事項なし H28.12.1 R3.11.30

270020019 株式会社　未来サポートさだ 代表取締役　山本　友義 雲海の館 出雲市佐田町原田７３８－３ 菓子製造業 特記事項なし H28.2.8 R3.5.31

298020177 深井　徹郎 橋波こんにゃく組合 出雲市佐田町上橋波２７２ 0853-85-2373 菓子製造業 特記事項なし H29.6.1 R4.5.31

288025155 横山　茂和 須佐のみやげ屋１号
出雲市佐田町須佐６９２（県
下一円）

0853-84-0919 菓子製造業 特記事項なし H28.12.1 R3.11.30

288030200 馬庭　道治 馬庭開運堂
出雲市佐田町反辺１４４０－
１４

0853-84-0409 菓子製造業 特記事項なし H28.6.1 R3.5.31

280020022 吉田　知里 菓子舗　いちふじ
出雲市佐田町反辺１９６８－
１

0853-84-0509 菓子製造業 特記事項なし H28.12.20 R4.5.31

288025167 伊藤　恵美 牧場のパン屋さん「カウベル」 出雲市佐田町反辺７２７－１ 0853-84-1007 菓子製造業 特記事項なし H28.12.1 R3.11.30

280020018 今若　久美子 朔のカンパーニュ 出雲市所原町３３１０ 0853-48-0627 菓子製造業 特記事項なし H28.11.18 R3.11.30
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308025010
株式会社　山陰一畑クッキン
グ

代表取締役　足達　明彦 山陰一畑クッキング 出雲市小境町１７００－３０ 67-9731 菓子製造業 特記事項なし H30.12.1 R6.11.30

28025504 曽田　誠 開眼堂 出雲市小境町２１１５ 0853-67-0851 菓子製造業 特記事項なし R2.12.1 R7.11.30

28025520 山口　雄三 ランコントレ 出雲市小山町１６３ 0853-24-2477 菓子製造業 特記事項なし R2.12.1 R7.11.30

280020026 佐藤　和子 こっぺ＆かふぇ　ＫＡＫＯ
出雲市小山町２８３－２　お
しゃれビルＡ－１

0853-25-8444 菓子製造業 特記事項なし H29.1.27 R4.5.31

288020093 株式会社　健菜厨房 代表取締役　北井　加代子 健菜厨房　キッチンスタジオ 出雲市小山町４３６－１ 0853-21-5015 菓子製造業 特記事項なし H28.6.1 R3.5.31

28025518 株式会社　健菜厨房 代表取締役　北井　加代子 クレープドラゴン１号車
出雲市小山町４３６－１（県下
一円）

0853-21-5015 菓子製造業 特記事項なし R2.12.1 R7.11.30

298035106 北陽製菓　有限会社 代表取締役　西尾　武 北陽製菓　有限会社 出雲市松寄下町１１９２－３ 0853-21-1386 菓子製造業 特記事項なし H29.12.1 R4.11.30

318020023 島根県農業協同組合 代表理事　石川　寿樹 ラピタはまやま店 出雲市松寄下町２９８－２ 0853-30-7770 菓子製造業 特記事項なし R1.6.1 R7.5.31

280020016 石川　佳和 まるよし
出雲市上塩冶町３４１（県下
一円）

0853-21-0836 菓子製造業 特記事項なし H28.9.13 R3.11.30

28020500 社会福祉法人　親和会 理事　三上　辰男 オレンジベーカリー 出雲市神西沖町２４７６－１ 0853-43-2461 菓子製造業 特記事項なし R2.6.1 R8.5.31

290020014 島根県立出雲養護学校 校長　金川　克則 島根県立出雲養護学校 出雲市神西沖町２４８５ 0853-43-3570 菓子製造業 特記事項なし H29.12.28 R5.5.31

308020025 小村　育夫 おむら 出雲市西代町１１４０－５ 0853-63-0339 菓子製造業 特記事項なし H30.6.1 R5.5.31

318035018 小村　育夫 おむら
出雲市西代町１１４０－５ （県
下一円）

0853-63-0339 菓子製造業 特記事項なし R1.12.1 R6.11.30

308020024 有限会社　三和農産 取締役　渡部　祐三 有限会社　三和農産 出雲市船津町４３９－７ 0853-48-1056 菓子製造業 特記事項なし H30.6.1 R5.5.31

288030053 中林　靖尚 中林商事
出雲市多伎町久村１２９５－
９（県下一円）

菓子製造業 特記事項なし H28.6.1 R3.5.31

300020019
農事組合法人 アグリサポート
あげ

理事　福庭　毅 （農）アグリサポートあげ
出雲市多伎町久村７３９－２
（県下一円）

0853-86-2833 菓子製造業 特記事項なし H31.2.5 R6.5.31

28025501
特定非営利活動法人　風の
子たき

理事　杉谷　茂 風の子屋台
出雲市多伎町口田儀４５８－
１（県下一円）

0853-86-3644 菓子製造業 特記事項なし R2.12.1 R7.11.30

298030185 有限会社　井山屋製菓 代表取締役　坂根　俊 有限会社　井山屋製菓
出雲市多伎町口田儀８４６－
３

0853-86-2246 菓子製造業 特記事項なし H29.6.1 R4.5.31

28025519 安井　小恵 しのや 出雲市多伎町小田１９６９ 0853-86-2781 菓子製造業 特記事項なし R2.12.1 R7.11.30

28035309 田中　冨士子 田中製パン所 出雲市多伎町小田３５８－２ 0853-86-3709 菓子製造業 特記事項なし R2.12.1 R7.11.30

280020029 和田守　佳子 たききひめ 出雲市多伎町小田４５６ 菓子製造業 特記事項なし H29.4.1 R4.5.31

318025022 島根県農業協同組合 代表理事　石川　寿樹
島根農業協同組合 多伎農産
物集出荷処理加工施設

出雲市多伎町小田７７－２ 0853-86-2110 菓子製造業 特記事項なし R1.12.1 R7.11.30

288030203 株式会社　多伎振興 代表取締役　鳥屋尾　巧 キララ多伎 出雲市多伎町多岐１３５－１ 0853-86-9080 菓子製造業 特記事項なし H28.6.1 R4.5.31

288020205 株式会社　多伎振興 代表取締役　鳥屋尾　巧 キララベーカリー 出雲市多伎町多岐１３５－１ 0853-86-2700 菓子製造業 特記事項なし H28.6.1 R4.5.31

308025007 伊藤　正江 伊藤農園 出雲市多伎町多岐４１８－１ 86-3734 菓子製造業 特記事項なし H30.12.1 R5.11.30

298020183
特定非営利活動法人　ぽん
ぽん船

理事　石飛　丈和
障がい者自立支援事業所
ぽんぽん船

出雲市多伎町多岐８９２－７ 0853-86-7022 菓子製造業 特記事項なし H29.6.1 R4.5.31

298025253 有限会社　別所蒲鉾店 代表取締役　竹並　一人 （有）別所蒲鉾店　第二工場
出雲市大社町杵築西２０９８
－５

0853-53-2200 菓子製造業 特記事項なし H29.12.1 R4.11.30
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288030255 影山　治良 俵屋菓舗
出雲市大社町杵築西２７３８
－１

0853-53-2612 菓子製造業 H28.6.1 R3.5.31

300020023 株式会社　一畑百貨店 代表取締役　川内　孝治 山太
出雲市大社町杵築東２８３－
２

0853-25-8378 菓子製造業 特記事項なし H31.3.18 R6.5.31

288035179 前島　眞三 高田屋 出雲市大社町杵築東３６７ 53-2055 菓子製造業 特記事項なし H28.12.1 R3.11.30

298035217 山根　勝 御菓子　とみや 出雲市大社町杵築東５７１ 0853-53-2004 菓子製造業 特記事項なし H29.12.1 R4.11.30

278020091
特定非営利活動法人　なかよ
し

理事長　曽田　進 なかよし 出雲市大社町杵築東５７９ 0853-53-6160 菓子製造業 特記事項なし H27.6.1 R3.5.31

290020009 小村　清美 八雲パン 出雲市大社町杵築南１２９４ 0853-53-3895 菓子製造業 特記事項なし H29.11.20 R4.11.30

308025016 宇佐美　雅子 ブーランジェリー　ミケ
出雲市大社町杵築南１３４２
－７

31-4288 菓子製造業 特記事項なし H30.12.1 R5.11.30

28020511 津山屋製菓　株式会社 代表取締役　川田　康二 いづも寒天工房
出雲市大社町杵築南１３６４
－１１

53-5377 菓子製造業 特記事項なし R2.6.1 R7.5.31

290020011 株式会社 Ｌｉｆｅ　Ｔｅｒｒａｃｅ 代表取締役　加藤　孝平
Ｏｋｉｎｏｇａｍｉ　ｂｌｕｅ　ｃａｃａｏ’
ｓ

出雲市大社町杵築南７６５－
１

0853-53-5310 菓子製造業 特記事項なし H29.11.29 R4.11.30

310020017 株式会社　宝島 代表取締役　阿無利　見紗 ＩＺＵＭＯＮＯ－ｅｎ 出雲市大社町杵築南７６９ 0853-25-7491 菓子製造業 特記事項なし R1.11.14 R6.11.30

28025510 株式会社　彩雲堂 代表取締役　山口　周平 神門通りＡｅｌ店
出雲市大社町杵築南７７４－
２

0853-25-9261 菓子製造業 特記事項なし R2.12.1 R7.11.30

300020012 寿製菓　株式会社 代表取締役　城内　正行 ｋａｎｏｚａ　出雲大社店
出雲市大社町杵築南７７５－
１

0853-53-2884 菓子製造業 特記事項なし H30.9.11 R5.11.30

298025220 田邊　達也 神門通り甦りの会
出雲市大社町杵築南７７５－
５（県下一円）

菓子製造業 特記事項なし H29.12.1 R4.11.30

310020015 株式会社　Ｏ．Ｔ．Ｍ 代表取締役　喜多見　日出夫 松露庵　出雲店
出雲市大社町杵築南８３３－
３

菓子製造業 特記事項なし R1.10.31 R6.11.30

300020022 株式会社　九州蜂の子本舗 代表取締役　田中　義照
みつばち工房　花の道　出雲
大社店

出雲市大社町杵築南８３３－
３

0853-53-5832 菓子製造業 特記事項なし H31.3.8 R6.5.31

310020027 武永印刷　株式会社 代表取締役　鎌田　敬冶 大社の紅うさぎ
出雲市大社町杵築南８３３－
３

菓子製造業 特記事項なし R2.3.25 R7.5.31

310020002 中浦食品　株式会社 代表取締役　鷦鷯　順 いずもちーずけーき本舗
出雲市大社町杵築南８３３－
３ 出雲大社「しんもん横丁」

0853-31-4811 菓子製造業 特記事項なし H31.4.16 R6.5.31

308020029 株式会社　和田珍味 代表取締役　和田　信三 福乃和　大社店
出雲市大社町杵築南８３７－
２

53-8101 菓子製造業 特記事項なし H30.6.1 R5.5.31

280020010 有限会社　一福 代表取締役　伊藤　弘典 一福かふぇ
出雲市大社町杵築南８６０－
８

0853-53-0100 菓子製造業 特記事項なし H28.4.15 R3.5.31

300020009 株式会社　清松庵 代表取締役　川上　正 清松庵　出雲大社店
出雲市大社町杵築南８６１－
１

0853-25-7337 菓子製造業 特記事項なし H30.8.24 R5.11.30

318035017 森山　美樹 滝川玉泉堂 出雲市大社町杵築北２４５９ 0853-53-3349 菓子製造業 特記事項なし R1.12.1 R6.11.30

298030195 青木　幸枝 赤水餅店
出雲市大社町杵築北２９７２
－３

0853-53-2642 菓子製造業 特記事項なし H29.6.1 R4.5.31

318025035 渡部　健一 ギャラリー　しわく屋 出雲市大社町鷺浦１７１ 0853-53-1501 菓子製造業 特記事項なし R1.12.1 R6.11.30

298035251 有限会社　中山製菓 取締役社長　中山　伸一 有限会社　中山製菓 出雲市大社町中荒木１６３７ 0853-53-2099 菓子製造業 特記事項なし H29.12.1 R4.11.30

290020001 有限会社　坂根屋 代表取締役　坂根　悦夫 坂根屋 出雲市大社町入南６２２－２ 0853-31-4884 菓子製造業 特記事項なし H29.4.12 R4.5.31

310020009 株式会社　島根ワイナリー 代表取締役　新藤　正人
島根ワイナリー　ユヌ・ベル
ジュ

出雲市大社町菱根２６４－２ 0853-53-5577 菓子製造業 特記事項なし R1.7.22 R6.11.30

300020024 有限会社　本田商店 代表取締役　本田　繁 有限会社本田商店
出雲市大社町北荒木１１８－
２

菓子製造業 特記事項なし H31.3.29 R6.5.31
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298025243 園山　正人 パン工房　コンセルボ大社店
出雲市大社町北荒木６２５－
２ ショッピングタウンエル内

0853-53-9056 菓子製造業 特記事項なし H29.12.1 R4.11.30

308030022 有限会社　リビドー洋菓子店 代表取締役　立花　良治 リビドー洋菓子店
出雲市大津新崎町１丁目２３
－２

0853-22-5899 菓子製造業 特記事項なし H30.6.1 R5.5.31

28030254 浅野　宏子 浅野商事
出雲市大津新崎町７丁目２７
（県下一円）

菓子製造業 特記事項なし R2.6.1 R7.5.31

288020048
リンツ洋菓子研究所　株式会
社

代表取締役　千原　仁美 リンツ
出雲市大津朝倉２丁目１－１
２

0853-20-0871 菓子製造業 特記事項なし H28.6.1 R3.5.31

290020013 田中　正樹 田中パン 出雲市大津町１４０１－３０ 0853-31-5008 菓子製造業 特記事項なし H29.12.25 R5.5.31

298035052 今田　光男 大東屋製菓 出雲市大津町１７４９ 0853-21-0689 菓子製造業 特記事項なし H29.12.1 R4.11.30

318025032 門脇　真実 シフォン 出雲市大津町２６４－３ 0853-23-6564 菓子製造業 特記事項なし R1.12.1 R6.11.30

288030044 狩野　聖子 狩野商事
出雲市大津町２６５３－１ （県
下一円）

0853-21-4501 菓子製造業 特記事項なし H28.6.1 R3.5.31

290020010 浜崎　遼 ペパン 出雲市大津町３７０２ 0853-25-1670 菓子製造業 特記事項なし H29.11.24 R4.11.30

288025044 矢田　克也 パティスリー　クレール 出雲市大津町３９０６－１ 0853-23-8191 菓子製造業 特記事項なし H28.12.1 R3.11.30

20020009 田中　繭 Ｓｅｖｅｎｔｈ　Ｈｅａｖｅｎ 出雲市大津町４０６－１ 菓子製造業 特記事項なし R2.9.18 R7.11.30

270020023 木村　ちはる ＨＯＮＥＹ　ＶＩＦ
出雲市大津町４４５－１１（県
下一円）

菓子製造業 特記事項なし H28.3.28 R3.5.31

28025509 山崎　博幸 やまさきや 出雲市大津町４７３－１ 0853-21-3107 菓子製造業 特記事項なし R2.12.1 R7.11.30

310020003 鎌田　奈未 玄－ｈａｒｕ－ 出雲市大塚町１０７２ 菓子製造業 特記事項なし H31.4.25 R6.5.31

308025012 株式会社　イズミ 代表取締役　山西　泰明 ゆめタウン出雲　不二家 出雲市大塚町６５０－１ 0853-24-4555 菓子製造業 特記事項なし H30.12.1 R6.11.30

318025026 株式会社　ウッドベル 代表取締役　小川　美樹
ミスタードーナツ　ゆめタウン
出雲

出雲市大塚町６５０－１ 0853-31-6820 菓子製造業 特記事項なし R1.12.1 R7.11.30

318025036
株式会社　ＲＨコーポレーショ
ン

代表取締役　花光　雅丸 レインボーハット　出雲店
出雲市大塚町６５０－１　ゆめ
タウン出雲　２Ｆ

0853-25-8832 菓子製造業 特記事項なし R1.12.1 R7.11.30

28025507 有限会社　アバンシング 代表取締役　坂本　誠
マクドナルド　出雲ゆめタウン
店

出雲市大塚町６５０－１ ゆめ
タウン出雲　東館２Ｆ

24-6052 菓子製造業 特記事項なし R2.12.1 R8.11.30

28025506 フジパンストアー　株式会社 代表取締役　高山　昭一 パリクロアッサン出雲
出雲市大塚町６５０－１　ゆめ
タウン出雲　本館１Ｆ

0853-23-8661 菓子製造業 特記事項なし R2.12.1 R8.11.30

28025505 株式会社　イズミ 代表取締役　山西　泰明 ゆめタウン出雲　菓子
出雲市大塚町６５０－１ ゆめ
タウン出雲　本館１Ｆ

24-0080 菓子製造業 特記事項なし R2.12.1 R8.11.30

318025028 株式会社　サンマルクカフェ 代表取締役　藤井　大祐
サンマルクカフェ　ゆめタウン
出雲店

出雲市大塚町６５０－１ ゆめ
タウン出雲　本館１Ｆ

24-6309 菓子製造業 特記事項なし R1.12.1 R7.11.30

308025014
イズミ・フード・サービス　 株
式会社

代表取締役　大谷　和昭
サーティワンアイスクリーム
ゆめタウン出雲店

出雲市大塚町６５０－１　ゆめ
タウン出雲本館１Ｆ

23-8731 菓子製造業 特記事項なし H30.12.1 R6.11.30

288025098 株式会社　イズミ 代表取締役　山西　泰明 ゆめマート神西店 出雲市大島町２４－１ 0853-43-3800 菓子製造業 特記事項なし H28.12.1 R3.11.30

298025073
有限会社　恵季エンタープラ
イズ

代表取締役　井上　陽子
有限会社　恵季エンタープラ
イズ

出雲市知井宮町１２１８－１ 0853-21-5916 菓子製造業 特記事項なし H29.12.1 R4.11.30

28030253 有限会社　なんぽうぱん 代表取締役　石飛　安夫 （有）なんぽうぱん 出雲市知井宮町１２７４－６ 0853-21-0062 菓子製造業 特記事項なし R2.6.1 R7.5.31

298025077 株式会社　かみありづき 代表取締役　中筋　雄三 株式会社　かみありづき 出雲市知井宮町２２１－３ 0853-23-8488 菓子製造業 特記事項なし H29.12.1 R4.11.30

318025040 山下　信子 やまき 出雲市知井宮町５２８－６ 21-6877 菓子製造業 特記事項なし R1.12.1 R7.11.30
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308030021 有限会社　木村家製パン 代表取締役　勝部　惠太 有限会社　木村家製パン 出雲市知井宮町８８２ 0853-22-0819 菓子製造業 特記事項なし H30.6.1 R5.5.31

28030252 有限会社　布野製菓 代表取締役　布野　聰 有限会社　布野製菓 出雲市知井宮町９７８－１１ 0853-21-0547 菓子製造業 特記事項なし R2.6.1 R7.5.31

20020007 西村　貴子 ジラフクレープ
出雲市中野町８６３－２　ＥＡ
ＳＴ－２（県下一円）

菓子製造業 特記事項なし R2.7.17 R7.11.30

318025030 有限会社　アバンシング 代表取締役　坂本　誠 マクドナルド　出雲バイパス店
出雲市中野美保南２丁目５－
３

23-7326 菓子製造業 特記事項なし R1.12.1 R7.11.30

318025024 有限会社　日吉製菓 代表取締役　林　不動 有限会社　日吉製菓 出雲市長浜町６５９－１９ 0853-28-2930 菓子製造業 特記事項なし R1.12.1 R6.11.30

298035043 児玉　政廣 ジョリカドー 出雲市天神町２３３－２８ 0853-21-8882 菓子製造業 特記事項なし H29.12.1 R4.11.30

280020025 平野　雄三 ラ・セゾン洋菓子店 出雲市天神町８８４－１ 0853-23-1136 菓子製造業 特記事項なし H29.1.27 R4.5.31

280020001 イオンリテール　株式会社 代表取締役　井出　武美
イオンスタイル出雲　サービ
スデリ　おはぎ

出雲市渡橋町１０６６ 0853-24-8200 菓子製造業 特記事項なし H28.4.14 R4.5.31

280020002 イオンリテール　株式会社 代表取締役　井出　武美
イオンスタイル出雲 ベーカ
リー　ブレッドファクトリー

出雲市渡橋町１０６６ 0853-24-8200 菓子製造業 特記事項なし H28.4.14 R4.5.31

280020003
エムテック・ビーケー　株式会
社

代表取締役　加瀬部　強 コスコクレープ
出雲市渡橋町１０６６　イオン
モ－ル出雲１Ｆ

0853-25-8551 菓子製造業 特記事項なし H28.4.19 R3.5.31

300020014 株式会社　さんわファクトリー 代表取締役　村上　浩 ジャックインザドーナッツ
出雲市渡橋町１０６６　イオン
モ－ル出雲３Ｆ

0853ｰ24ｰ8400 菓子製造業 特記事項なし H30.9.14 R5.11.30

280020007
エムテック・ビーケー　株式会
社

代表取締役　加瀬部　強
バーガーキング　イオンモー
ル出雲店

出雲市渡橋町１０６６ イオン
モ－ル出雲３Ｆフ－ドコ－ト

0853-21-8133 菓子製造業 特記事項なし H28.4.19 R3.5.31

280020005 株式会社　ホットランド 代表取締役　佐瀬　守男
築地銀だこ　イオンモール出
雲店

出雲市渡橋町１０６６ イオン
モ－ル出雲３Ｆフ－ドコ－ト

菓子製造業 特記事項なし H28.4.19 R3.5.31

280020006
有限会社　 ナンバ・サーティ
ワン

代表取締役　難波　賢治
サーティワンアイスクリーム
イオンモール出雲店

出雲市渡橋町１０６６ イオン
モ－ル出雲３Ｆフ－ドコ－ト

0853-24-8131 菓子製造業 特記事項なし H28.4.19 R3.5.31

300020007 株式会社　柿安本店 代表取締役　赤塚　保正 口福堂　イオン出雲店
出雲市渡橋町１０６６　イオン
モ－ル出雲店１Ｆ

0853-25-7723 菓子製造業 特記事項なし H30.8.3 R5.11.30

310020018 株式会社　サンインマルイ 代表取締役　松田　欣也 マルイ浜山通り店（惣菜） 出雲市渡橋町１１５８ 0853-25-8866 菓子製造業 特記事項なし R1.12.10 R7.5.31

310020019 株式会社　サンインマルイ 代表取締役　松田　欣也
マルイ浜山通り店（ベーカ
リー）

出雲市渡橋町１１５８ 0853-25-8866 菓子製造業 特記事項なし R1.12.10 R7.5.31

310020020 株式会社　サンインマルイ 代表取締役　松田　欣也
マルイ浜山通り店（フルーツ
カット）

出雲市渡橋町１１５８ 0853-25-8866 菓子製造業 特記事項なし R1.12.10 R7.5.31

310020026 キノトマ　合同会社 代表社員　青木　慎二 キノトマ 出雲市渡橋町４１２ 菓子製造業 特記事項なし R2.2.17 R7.5.31

278025034 株式会社　ウッドベル 代表取締役　小川　美樹 ミスタードーナツ出雲店 出雲市渡橋町６２６－８ 0853-23-2341 菓子製造業 特記事項なし H27.12.1 R3.11.30

20020004 有限会社　アバンシング 代表取締役　坂本　誠 マクドナルド　出雲渡橋店 出雲市渡橋町７６５－２ 0853-24-3207 菓子製造業 特記事項なし R2.6.29 R8.11.30

318025041 有限会社　アバンシング 代表取締役　坂本　誠 マクドナルド　出雲店 出雲市渡橋町７８２ 24-3207 菓子製造業 特記事項なし R1.12.1 R7.11.30

308030026
株式会社　ＴＡＮＡＢＥ グロー
バルキッチン

代表取締役　若林　洋司
ケンタッキーフライドチキン出
雲店

出雲市渡橋町９５－１ 0853-20-0659 菓子製造業 特記事項なし H30.6.1 R5.5.31

310020023 黒田　高広
フランス菓子のお店　パティス
リールノワール

出雲市渡橋町９８９－１ 菓子製造業 特記事項なし R1.12.26 R7.5.31

28025502 有限会社　柳樂工業 代表取締役　柳楽　洋 エヌケイ
出雲市東郷町８４２－２（県下
一円）

0853-63-2912 菓子製造業 特記事項なし R2.12.1 R7.11.30

270020022 田中　妙子 きまぐれ工房　ｔｅｔｏ 出雲市東福町１９０７－５ 0853-63-2036 菓子製造業 特記事項なし H28.2.23 R3.5.31

290020003 後藤　理恵 ｈａｒｕａｍｅ 出雲市東林木町５５０ 菓子製造業 特記事項なし H29.6.22 R4.11.30
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298030136 有限会社　風月堂 代表取締役　久家　正義 有限会社　風月堂 出雲市灘分町１１１６－２ 0853-62-5054 菓子製造業 特記事項なし H29.6.1 R4.5.31

280020021 社会福祉法人　ひらた福祉会 理事長　河瀨　京子 オレンジ工房　わーくわーく 出雲市灘分町７８５－１ 0853-31-9500 菓子製造業 特記事項なし H28.12.14 R4.5.31

280020013 株式会社　ＨＩＣ 代表取締役　中嶋　潔 月の友メロンパン号
出雲市白枝町１１５８－１（県
下一円）

0853-23-6060 菓子製造業 特記事項なし H28.6.10 R3.11.30

318025046 有限会社　トラスト・Ａ 代表取締役　恩田　秋人 森のくまさん　出雲店 出雲市白枝町１２０５ 0853-31-4903 菓子製造業 特記事項なし R1.12.1 R6.11.30

300020020
株式会社 トライアルカンパ
ニー

代表取締役　石橋　亮太
スーパーセンタートライアル
出雲白枝店

出雲市白枝町４２０－１ 0853-24-7788 菓子製造業 特記事項なし H31.2.15 R6.5.31

20020003 社会福祉法人　桑友 理事　高橋　尚志 まるべりー工房
出雲市斐川町学頭１６５２－
３

0853-72-0118 菓子製造業 特記事項なし R2.6.3 R7.11.30

288035135 有限会社　鏡正堂 代表取締役　面代　俊樹 有限会社　鏡正堂 出雲市斐川町黒目１００ 0853-63-1268 菓子製造業 特記事項なし H28.12.1 R3.11.30

28020509 面代　順正 面代鏡正堂
出雲市斐川町黒目１００（県
下一円）

菓子製造業 特記事項なし R2.6.1 R7.5.31

288020199
農事組合法人 あかつき
ファーム今在家

理事　金築　基 あかつきファーム今在家 出雲市斐川町今在家１２４８ 0853-72-4914 菓子製造業 特記事項なし H28.6.1 R3.5.31

318025042 株式会社　ナナイロ 代表取締役　西森　大志 株式会社　ナナイロ 出雲市斐川町坂田１９３４ 0853-25-7676 菓子製造業 特記事項なし R1.12.1 R6.11.30

290020016
農事組合法人 アグリード羽
根

理事　黒田　幸司 食創工房　レコルト 出雲市斐川町三絡９６０－３ 菓子製造業 特記事項なし H30.3.2 R5.5.31

300020001 株式会社　出西ビレッジ 代表取締役　多々納　真 ル　コションドール　出西
出雲市斐川町出西１１１２－
１

0853-72-0239 菓子製造業 特記事項なし H30.4.9 R5.5.31

270020021 有限会社　おもちゃのタマキ 代表取締役　　玉木　輝久 たこ次郎斐川店
出雲市斐川町上庄原１３７０
－１ （いない斐川店駐車場
内）

菓子製造業 特記事項なし H28.2.23 R3.5.31

288025142 株式会社　イズミ 代表取締役　山西　泰明 ゆめタウン斐川
出雲市斐川町上直江１３０１
－１

0853-72-7900 菓子製造業 特記事項なし H28.12.1 R3.11.30

288025143 株式会社　イズミ 代表取締役　山西　泰明 ゆめのパン屋さん
出雲市斐川町上直江１３０１
－１

0853-72-7900 菓子製造業 特記事項なし H28.12.1 R3.11.30

20020002 株式会社　アルツー 代表取締役　川島　清志
からあげまる金　ゆめタウン
斐川店

出雲市斐川町上直江１３０１
－１ ゆめタウン斐川店正面
入り口横

0853-72-5722 菓子製造業 特記事項なし R2.6.3 R7.11.30

300020015 株式会社　桃翠園 代表取締役　岡　大樹 株式会社　桃翠園 出雲市斐川町上直江１４８２ 0853-72-0039 菓子製造業 特記事項なし H30.10.11 R5.11.30

308020027 松野　洋子 焼き菓子工房　徒歩
出雲市斐川町上直江２１３９
－１３２

0853-72-5908 菓子製造業 特記事項なし H30.6.1 R5.5.31

308020032
有限会社　ベーカリーレストラ
ン ダルジャン

代表取締役　重富　洋介 サンマリノ 出雲市斐川町上直江３３２１ 0853-73-3772 菓子製造業 特記事項なし H30.6.1 R5.5.31

280020014 篠原　京子 ＳＫ商事
出雲市斐川町上直江３３２－
８（県下一円）

菓子製造業 特記事項なし H28.7.4 R3.11.30

20020001 篠原　京子 篠原商店
出雲市斐川町上直江３３５－
４

菓子製造業 特記事項なし R2.5.19 R7.5.31

300020008 有限会社　ほくよう 取締役　川瀬　泰弘 有限会社　ほくよう
出雲市斐川町上直江４５２－
３

0853-72-0368 菓子製造業 特記事項なし H30.8.6 R5.11.30

288025132 須田　妙子 菓子工房　それいゆ 出雲市斐川町神庭１３２２ 0853-72-1873 菓子製造業 特記事項なし H28.12.1 R3.11.30

280020011 金山　恒義 そーれ
出雲市斐川町神氷２１２（県
下一円）

菓子製造業 特記事項なし H28.4.20 R3.5.31

308025008 糸賀　新吉 糸賀製餅店
出雲市斐川町荘原１１７５－
３

0853-72-3019 菓子製造業 特記事項なし H30.12.1 R5.11.30

310020021 合同会社　糸賀製餅店 代表社員　糸賀　新吉 出雲ぜんざい　いとが
出雲市斐川町荘原１１７５－
３（県下一円）

0853-72-3019 菓子製造業 特記事項なし R1.12.13 R7.5.31

28020506 有限会社　コクヨー 代表取締役　原　克洋 有限会社　コクヨー 出雲市斐川町荘原１２５５ 0853-72-3160 菓子製造業 特記事項なし R2.6.1 R8.5.31
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28020513 株式会社　吉岡製菓 代表取締役　吉岡　登 吉岡製菓 出雲市斐川町荘原３９４０ 0853-72-4566 菓子製造業 特記事項なし R2.6.1 R7.5.31

318025025 伊藤　利子 伊藤商店
出雲市斐川町荘原４１４９（県
下一円）

菓子製造業 特記事項なし R1.12.1 R6.11.30

308030017 糸賀　新吉 糸賀製餅店 出雲市斐川町荘原９７８－８ 0853-72-9736 菓子製造業 特記事項なし H30.6.1 R5.5.31

28020512 上代　梨紗子 Ｓａｌｏｎ　ｄｅ　Ｊｏｌｌｙ 出雲市斐川町直江１１２７ 菓子製造業 特記事項なし R2.6.1 R7.5.31

290020004 成相　大志 パティスリーカスケット
出雲市斐川町直江１３３８－
８

0853-31-9460 菓子製造業 特記事項なし H29.8.30 R4.11.30

298030165 原木　秀善 原木屋 出雲市斐川町直江１６８７ 0853-72-0539 菓子製造業 特記事項なし H29.6.1 R4.5.31

270020020
社会福祉法人 斐川あしたの
丘福祉会

理事長　大場　利信 斐川あしたの丘
出雲市斐川町直江３９０９－
１

0853-73-7224 菓子製造業 特記事項なし H28.2.15 R3.5.31

310020014 上代　洋士 Ｊ’ｓ　ｋｉｔｃｈｅｎ
出雲市斐川町直江４９２７－
１、４９２７－６

菓子製造業 特記事項なし R1.10.30 R6.11.30

28020505 土江　正人 福泉堂 出雲市斐川町直江５１５８ 0853-72-0078 菓子製造業 特記事項なし R2.6.1 R7.5.31

288035149 津山屋製菓　株式会社 代表取締役　川田　康二
津山屋製菓株式会社　朝日
町工場

出雲市斐川町直江５２４６ 0853-72-0014 菓子製造業 特記事項なし H28.12.1 R3.11.30

270020017
有限会社　パティスリーメモ
リー

代表取締役　松浦　雅巳 雲州メモリー斐川店 出雲市斐川町直江５４０２ 0853-31-4051 菓子製造業 特記事項なし H27.12.2 R3.5.31

288025152 藤江　富美子 ふれんど 出雲市斐川町美南４１０ 0853-72-3422 菓子製造業 特記事項なし H28.12.1 R3.11.30

310020016 横路　隆寛 焼き菓子屋
出雲市斐川町富村１０１４－
６

0853-72-1306 菓子製造業 特記事項なし R1.11.5 R6.11.30

288020175 江口　真弓 天使のケーキ屋さん
出雲市斐川町富村１５４６－
１１

菓子製造業 特記事項なし H28.6.1 R3.5.31

308025011 株式会社　イ農ベルみだみ 代表取締役　出羽　秀治 株式会社　イ農ベルみだみ 出雲市美談町１２１３－４ 63-3510 菓子製造業 特記事項なし H30.12.1 R5.11.30

318030015 山根　美智子 パティスリーヤマネ 出雲市浜町１０７７－５ 0853-24-3775 菓子製造業 特記事項なし R1.6.1 R6.5.31

28020503 小室　浩司 天然酵母パン　ルバーブ 出雲市浜町１６６５ 0853-27-9204 菓子製造業 特記事項なし R2.6.1 R7.5.31

288030097 有限会社　俵屋菓舗 代表取締役　影山　宏和 有限会社　俵屋菓舗 出雲市浜町５４３－１ 0853-23-0020 菓子製造業 特記事項なし H28.6.1 R3.5.31

310020008 飯島　奈美子 ＳＭＩＬＥ　ＦＡＣＴＯＲＹ 出雲市浜町５６８－１ 菓子製造業 特記事項なし R1.7.10 R6.11.30

288025049 三島　博幸 みしまや餅店 出雲市武志町５８７ 0853-23-6588 菓子製造業 特記事項なし H28.12.1 R3.11.30

288025050 社会福祉法人　ふあっと 理事　井上　明夫 あそび 出雲市武志町６９３－１ 0853-25-0130 菓子製造業 特記事項なし H28.12.1 R3.11.30

28025508 佐藤　知子 佐藤まんじゅう店 出雲市平田町１１７１－１４ 0853-62-2687 菓子製造業 特記事項なし R2.12.1 R7.11.30

308025009 三島　悟 かめや製パン店 出雲市平田町１２２５－１ 62-3059 菓子製造業 特記事項なし H30.12.1 R5.11.30

308030024 有限会社　岡三栄堂 代表取締役　岡　俊文 有限会社　岡三栄堂 出雲市平田町１４４７－１４ 0853-62-2176 菓子製造業 特記事項なし H30.6.1 R5.5.31

300020003 長廻　一男 オフィス吉兆 出雲市平田町１５７５ 0853-63-2026 菓子製造業 特記事項なし H30.4.12 R5.5.31

298035137 河角　春夫 コンセルボ　平田店
出雲市平田町１５９８　丸合
平田店内

0853-62-0039 菓子製造業 特記事項なし H29.12.1 R4.11.30

308030023 原　清二 シャンティー 出雲市平田町１６５４－１ 0853-63-2081 菓子製造業 特記事項なし H30.6.1 R5.5.31
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28020499
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　平田
店

出雲市平田町１７０８－１ 0853-62-3219 菓子製造業 特記事項なし R2.6.1 R7.5.31

318020019 護縁　株式会社 代表取締役　錦織　貴美子 バタデンショップ
出雲市平田町２１１０－２５
（県下一円）

0853-31-5250 菓子製造業 特記事項なし R1.6.1 R6.5.31

288030127 有限会社　古川製パン店 代表取締役　古川　祐治 有限会社　古川製パン店 出雲市平田町２１８５－９ 0853-62-2279 菓子製造業 特記事項なし H28.6.1 R3.5.31

28020507 有限会社　岡伊三郎商店 代表取締役　岡　和正 （有）岡伊三郎商店 出雲市平田町２２６０－２４ 0853-62-2048 菓子製造業 特記事項なし R2.6.1 R7.5.31

308020026 株式会社　フィリア 代表取締役　尾添　和子 お菓子工房　フィリア 出雲市平田町２２７８－７ 菓子製造業 特記事項なし H30.6.1 R5.5.31

298035146 小村　育夫 お好み焼　おむら
出雲市平田町２３９０　ウシオ
平田店内

菓子製造業 特記事項なし H29.12.1 R4.11.30

298030124 有限会社　岡伊三郎商店 代表取締役　岡　和正 （有）岡伊三郎商店 出雲市平田町２５０５－１ 0853-27-9248 菓子製造業 特記事項なし H29.6.1 R4.5.31

288020131 林　嘉明 林餅赤飯店 出雲市平田町２７９１－７ 0853-62-2432 菓子製造業 特記事項なし H28.6.1 R3.5.31

310020004 安食　淳子 グラノーラとおやつ　ルーク 出雲市平田町４２４７ 菓子製造業 特記事項なし R1.5.8 R6.5.31

280020015 有田　光 岡本堂 出雲市平田町５５７７－２ 0853-62-2302 菓子製造業 特記事項なし H28.7.26 R3.11.30

290020015 玉木　千恵 お菓子のみせ　たま 出雲市平田町５５９６ 0853-31-9674 菓子製造業 特記事項なし H30.3.2 R5.5.31

28025511 株式会社　大惣 代表取締役　伊東　弘隆 百菜平田店
出雲市平田町７１３７　ラピタ
平田店内

0853-31-5553 菓子製造業 特記事項なし R2.12.1 R8.11.30

28025503
有限会社　パティスリーメモ
リー

代表取締役　松浦　雅巳 雲州メモリー 出雲市平田町７２５３ 0853-62-0023 菓子製造業 特記事項なし R2.12.1 R7.11.30

308020033 木佐　邦夫 木佐清月堂 出雲市平田町７５４８ 0853-62-2758 菓子製造業 特記事項なし H30.6.1 R5.5.31

318020020 有限会社　田中豆富店 代表取締役　田中　章一 有限会社　田中豆富店 出雲市平田町７５５３ 62-3128 菓子製造業 特記事項なし R1.6.1 R7.5.31

310020013
株式会社　來間屋生姜糖本
舗

代表取締役　來間　久
山陰名産　來間屋生姜糖本
舗

出雲市平田町７７４ 0853-62-2115 菓子製造業 特記事項なし R1.10.29 R6.11.30

308030019 有限会社　川上開栄堂商店 代表取締役　坂根　浩造 有限会社　川上開栄堂商店 出雲市平田町９０３ー１１ 0853-62-2231 菓子製造業 特記事項なし H30.6.1 R5.5.31

28035307 村松　恵子 多久田商店
出雲市平田町９６－１ （県下
一円）

0853-72-3560 菓子製造業 特記事項なし R2.12.1 R7.11.30

298030135 吾郷　一男 あづま堂 出雲市平田町９９１－１９ 0853-62-3284 菓子製造業 特記事項なし H29.6.1 R4.5.31

308030016 島根中酪　株式会社 代表取締役　松浦　克美 島根中酪株式会社 出雲市平野町３０２ 0853-22-5300 菓子製造業 特記事項なし H30.6.1 R6.5.31

298020097
有限会社　 ナンバ・サーティ
ワン

代表取締役　難波　賢治
サーティワンアイスクリーム
出雲ドーム店

出雲市平野町４０８ 0853-30-7111 菓子製造業 特記事項なし H29.6.1 R4.5.31

288025086 大國　四朗 大福堂 出雲市平野町７３３－３ 菓子製造業 特記事項なし H28.12.1 R3.11.30

20020008
有限会社　 島根中央炊飯セ
ンター

代表取締役　小川　敬 島根中央炊飯センター 出雲市矢尾町５５２ 0853-22-9552 菓子製造業 特記事項なし R2.8.24 R8.11.30

28020502 株式会社　あんり 代表取締役　安食　利男 株式会社　あんり 出雲市矢野町１２ 0853-88-0455 菓子製造業 特記事項なし R2.6.1 R9.5.31

310020007 佐藤　真也 ポスケット　キッチン
出雲市矢野町４６４－１トゥル
－スマイルＡ１０２ （県下一
円）

菓子製造業 特記事項なし R1.7.4 R6.11.30

280020030 増田　幸子 幸和商会
出雲市矢野町５２６－８（県下
一円）

菓子製造業 特記事項なし H29.3.27 R4.5.31

288035029 増田　洋祐 増田商事
出雲市矢野町５２６－８（県下
一円）

菓子製造業 特記事項なし H28.12.1 R3.11.30
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28020508 株式会社　桃源 代表取締役　山﨑　貴之
（株）桃源　出雲ドーム店内
洋菓子工房

出雲市矢野町９２０－１，９２
１－１

菓子製造業 特記事項なし R2.6.1 R7.5.31

290020002 株式会社　花園 代表取締役　吉川　勝臣 神戸ピッコロ
東京都荒川区西日暮里１－５
７－１５（県下一円）

0853-24-8400 菓子製造業 特記事項なし H29.6.15 R4.11.30

280020020 八木　稔之
焼きたてバームクーヘン　グ
ラフミューラー

和歌山県和歌山市西庄３７０
－６（県下一円）

073-456-2372 菓子製造業 特記事項なし H28.12.9 R4.5.31

28135004 株式会社　ウシオ 代表取締役　牛尾　篤史
株式会社　ウシオ　デリバ
リーセンター

出雲市駅南町３丁目１４－４ 22-8615 あん類製造業 特記事項なし R2.12.1 R7.11.30

308130001 有限会社　はら屋 取締役　山本　浩矢 有限会社　はら屋 出雲市荒茅町２８０８－１ 0853-28-3000 あん類製造業 特記事項なし H30.6.1 R5.5.31

28135003 アルファー食品　株式会社 代表取締役　篠原　隆 アルファー食品　株式会社 出雲市大社町北荒木６４５ 0853-53-2518 あん類製造業 特記事項なし R2.12.1 R8.11.30

318140005 株式会社　アリオン 代表取締役　池田　斉 アリカフェ駅前店 出雲市駅北町５－３ 0853-20-7890
アイスクリーム
類製造業

2 特記事項なし R1.6.1 R7.5.31

310140007
株式会社 シン・コーポレー
ション

代表取締役　加藤　伸司 カラオケバンバン出雲店
出雲市塩冶善行町１４－１－
２　２Ｆ

0853-21-8551
アイスクリーム
類製造業

2 特記事項なし R2.2.14 R7.5.31

310140001 株式会社　ＰＬＡＮＴ 代表取締役　三ツ田　佳史 ＰＬＡＮＴ出雲店 出雲市塩冶町１４０８－２ 0853-24-7800
アイスクリーム
類製造業

2 特記事項なし H31.4.15 R7.5.31

318140012 島根県立出雲農林高等学校 校長　山根　登
アイスクリーム実習棟　あい
す屋

出雲市下横町９５０ 28-0321
アイスクリーム
類製造業

1 特記事項なし R1.6.1 R6.5.31

310140006 有限会社　はら屋 取締役　山本　浩矢 有限会社　はら屋 出雲市荒茅町２８０８－１ 0853-28-3000
アイスクリーム
類製造業

1 特記事項なし R1.9.10 R6.11.30

20140003 株式会社　まるこ 代表取締役　坂根　めぐみ オトナキチコーヒー 出雲市今市町１３４－４
アイスクリーム
類製造業

2 特記事項なし R2.9.28 R7.11.30

308145006 株式会社　原寿園 代表取締役　原　義浩 葉楽Ｋｏｔｏ 出雲市今市町２０７６ 21-2511
アイスクリーム
類製造業

2 特記事項なし H30.12.1 R5.11.30

308145008 濱村　民夫 山羊乳加工場 出雲市佐田町朝原６５１ 0853-84-0715
アイスクリーム
類製造業

1 特記事項なし H30.12.1 R5.11.30

308145007 株式会社　多伎振興 代表取締役　鳥屋尾　巧 多伎いちじく温泉 出雲市多伎町久村６５４ 86-2600
アイスクリーム
類製造業

2 特記事項なし H30.12.1 R5.11.30

318050007 株式会社　多伎振興 代表取締役　鳥屋尾　巧 キララ多伎 出雲市多伎町多岐１３５－１ 86-9080
アイスクリーム
類製造業

2 特記事項なし R1.6.1 R6.5.31

298145216 有限会社　油屋蒲鉾 代表取締役　表森田　俊尋 有限会社　油屋蒲鉾　２号店 出雲市大社町杵築東２６２
アイスクリーム
類製造業

2 特記事項なし H29.12.1 R4.11.30

288145178 株式会社　一畑百貨店 代表取締役　川内　孝治 観光センター　いずも 出雲市大社町杵築東２７３ 53-3030
アイスクリーム
類製造業

2 特記事項なし H28.12.1 R4.11.30

20140001 株式会社　田部 代表取締役　田部　長右衛門 ままたまご　大社神門通り店
出雲市大社町杵築南７７４－
２

0853-27-9105
アイスクリーム
類製造業

2 特記事項なし R2.6.3 R7.11.30

300140002 寿製菓　株式会社 代表取締役　城内　正行 ｋａｎｏｚａ　出雲大社店
出雲市大社町杵築南７７５－
１

0853-53-2884
アイスクリーム
類製造業

2 特記事項なし H30.9.11 R5.11.30

310140008 株式会社　まるこ 代表取締役　坂根　めぐみ 大社珈琲
出雲市大社町杵築南７８０－
９

0853-53-0510
アイスクリーム
類製造業

2 特記事項なし R2.3.19 R7.5.31

300140003 株式会社　九州蜂の子本舗 代表取締役　田中　義照
みつばち工房　花の道　出雲
大社店

出雲市大社町杵築南８３３－
３

0853-53-5832
アイスクリーム
類製造業

2 特記事項なし H31.2.27 R6.5.31

20140005 山善商会　有限会社 取締役　土江　拓也
おつまみ研究所大社門前ラ
ボ

出雲市大社町杵築南８３６－
２

0853-53-6031
アイスクリーム
類製造業

2 特記事項なし R2.11.20 R7.11.30

308140018 株式会社　和田珍味 代表取締役　和田　信三 福乃和　大社店
出雲市大社町杵築南８３７－
２

53-8101
アイスクリーム
類製造業

2 特記事項なし H30.6.1 R5.5.31

318140007 株式会社　サンテックパーツ 代表取締役　林　克美 くつろぎ和かふぇ　甘右衛門
出雲市大社町杵築南８３９－
１

0853-25-8120
アイスクリーム
類製造業

2 特記事項なし R1.6.1 R6.5.31

298145230 有限会社　日本海 代表取締役　加田　義憲 日本海出雲大社門前店
出雲市大社町杵築南８４０－
１

0853-53-6262
アイスクリーム
類製造業

2 特記事項なし H29.12.1 R4.11.30

280140002 有限会社　一福 代表取締役　伊藤　弘典 一福かふぇ
出雲市大社町杵築南８６０－
８

0853-53-0100
アイスクリーム
類製造業

2 特記事項なし H28.4.15 R3.5.31
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300140001 株式会社　清松庵 代表取締役　川上　正 清松庵　出雲大社店
出雲市大社町杵築南８６１－
１

0853-25-7337
アイスクリーム
類製造業

2 特記事項なし H30.8.24 R5.11.30

20140004 株式会社　出雲かみしお本店 代表取締役　土江　光二 神ＴＥＲＡＳＵ
出雲市大社町杵築北２８４４
－３４

0853-31-9173
アイスクリーム
類製造業

2 特記事項なし R2.11.4 R7.11.30

310140003 株式会社　アリオン 代表取締役　池田　斉 そば処　吉兆
出雲市大社町修理免７３５－
５

0853-31-9065
アイスクリーム
類製造業

2 特記事項なし R1.6.7 R6.11.30

318140006 龍澤　智子 ｔａｔｓｕｚａｗａ
出雲市大社町日御碕１０８９
－３０

54-5005
アイスクリーム
類製造業

2 特記事項なし R1.6.1 R6.5.31

290140001 有限会社　幸洋丸 代表取締役　淺津　育男 ぐるめ幸洋
出雲市大社町日御碕１０８９
－４８

0853-54-5211
アイスクリーム
類製造業

2 特記事項なし H29.4.21 R4.5.31

310140004 株式会社　島根ワイナリー 代表取締役　新藤　正人
島根ワイナリー　ユヌ・ベル
ジュ

出雲市大社町菱根２６４－２ 0853-53-5577
アイスクリーム
類製造業

2 特記事項なし R1.7.22 R6.11.30

308055003 株式会社　島根ワイナリー 代表取締役　新藤　正人
島根ワイナリー　喫茶シャル
ドネ

出雲市大社町菱根２６４－２ 53-5577
アイスクリーム
類製造業

2 特記事項なし H30.12.1 R5.11.30

310140005 波部　祐也 ＮＡＭＩのはなれ
出雲市大社町北荒木６２５－
２ ショッピングタウン　エル内

アイスクリーム
類製造業

2 特記事項なし R1.7.22 R6.11.30

318145016
株式会社　ＲＨコーポレーショ
ン

代表取締役　花光　雅丸 レインボーハット　出雲店
出雲市大塚町６５０－１　ゆめ
タウン出雲　２Ｆ

0853-25-8832
アイスクリーム
類製造業

2 特記事項なし R1.12.1 R7.11.30

28145538 有限会社　アバンシング 代表取締役　坂本　誠
マクドナルド　出雲ゆめタウン
店

出雲市大塚町６５０－１ ゆめ
タウン出雲　東館２Ｆ

24-6052
アイスクリーム
類製造業

2 特記事項なし R2.12.1 R8.11.30

318145015 有限会社　アバンシング 代表取締役　坂本　誠 マクドナルド　出雲バイパス店
出雲市中野美保南２丁目５－
３

23-7326
アイスクリーム
類製造業

2 特記事項なし R1.12.1 R7.11.30

280140003 イオンリテール　株式会社 代表取締役　井出　武美
イオンスタイル出雲　イートイ
ン　ソフトクリーム、 ドリップカ
フェ、デボ・デ・サンテ

出雲市渡橋町１０６６ 0853-24-8200
アイスクリーム
類製造業

2 特記事項なし H28.4.27 R3.5.31

280140001
エムテック・ビーケー　株式会
社

代表取締役　加瀬部　強
バーガーキング　イオンモー
ル出雲店

出雲市渡橋町１０６６ イオン
モ－ル出雲３Ｆフ－ドコ－ト

0853-21-8133
アイスクリーム
類製造業

2 特記事項なし H28.4.19 R3.5.31

20140002 有限会社　アバンシング 代表取締役　坂本　誠 マクドナルド　出雲渡橋店 出雲市渡橋町７６５－２ 0853-24-3207
アイスクリーム
類製造業

2 特記事項なし R2.6.29 R8.11.30

318145014 有限会社　アバンシング 代表取締役　坂本　誠 マクドナルド　出雲店 出雲市渡橋町７８２ 24-3207
アイスクリーム
類製造業

2 特記事項なし R1.12.1 R7.11.30

318055003 株式会社　特産ひかわ 代表取締役　金築　豊 道の駅　湯の川 出雲市斐川町学頭８２５－２ 0853-73-9327
アイスクリーム
類製造業

2 特記事項なし R1.12.1 R6.11.30

298140158
イズミ・フード・サービス　 株
式会社

代表取締役　大谷　和昭 フードコート
出雲市斐川町上直江１３０１
－１ ゆめタウン斐川

0853-72-7900
アイスクリーム
類製造業

2 特記事項なし H29.6.1 R5.5.31

298145187 岡村　廣志 不二家ゆめタウン斐川店
出雲市斐川町上直江１３０１
－１ ゆめタウン斐川店１Ｆ

0853-72-7458
アイスクリーム
類製造業

2 特記事項なし H29.12.1 R4.11.30

310140002 株式会社　ＰＬＡＮＴ 代表取締役　三ツ田　佳史
ＳＵＰＥＲ　ＣＥＮＴＥＲ　ＰＬＡＮ
Ｔ　斐川店

出雲市斐川町荘原１２４９ 0853-72-7680
アイスクリーム
類製造業

2 特記事項なし H31.4.26 R6.5.31

28145540 持田　恒夫 持田醤油店 出雲市平田町８０７ 0853-62-3137
アイスクリーム
類製造業

2 特記事項なし R2.12.1 R7.11.30

308145004 島根中酪　株式会社 代表取締役　松浦　克美 島根中酪株式会社 出雲市平野町３０２ 22-5300
アイスクリーム
類製造業

1 特記事項なし H30.12.1 R6.11.30

28065282 島根中酪　株式会社 代表取締役　松浦　克美 島根中酪株式会社 出雲市平野町３０２ 22-5300 乳処理業 特記事項なし R2.12.1 R8.11.30

308050013 島根県立出雲農林高等学校 校長　山根　登
島根県立出雲農林高等学校
食品科学科

出雲市下横町９５０ 28-0321 乳製品製造業 特記事項なし H30.6.1 R5.5.31

28085107 島根中酪　株式会社 代表取締役　松浦　克美 島根中酪株式会社 出雲市平野町３０２ 22-5300 乳製品製造業 特記事項なし R2.12.1 R8.11.30

298155085
有限会社　アグリ　コントラク
ター

代表取締役　小村　靖 だんだん梨屋　あぐ梨 出雲市芦渡町１６８０－２ 乳類販売業 特記事項なし H29.12.1 R4.11.30

20150003 サン・イン・ハート　株式会社 代表取締役　立花　輝夫
ローソン・ポプラ出雲医大南
町店

出雲市医大南町１丁目２８－
１

0853-20-1185 乳類販売業 特記事項なし R2.8.20 R7.11.30

288155092
有限会社　 ＪＡいずもアグリ
マート

代表取締役　影山　卓也
ファミリーマートＪＡいずも稲
岡店

出雲市稲岡町３４７－２ 0853-24-7385 乳類販売業 特記事項なし H28.12.1 R3.11.30
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290150013 三谷　友男
ドーミーイン出雲　１１階自販
機コーナー

出雲市駅南町１－３－３ 0853-21-5489 乳類販売業 特記事項なし H29.7.14 R4.11.30

300150015 島根中酪　株式会社 代表取締役　松浦　克美 らんぷの湯 出雲市駅南町１丁目３－３ 乳類販売業 特記事項なし H30.11.26 R5.11.30

318150014 今岡　正信
明治牛乳コリョウ （出雲グ
リーンホテルモーリス）

出雲市駅南町２丁目３－４ 24-7700 乳類販売業 特記事項なし R1.6.1 R6.5.31

300150021 サン・イン・ハート　株式会社 代表取締役　立花　輝夫 ローソン出雲駅南店 出雲市駅南町２丁目５－１ 0853-30-1016 乳類販売業 特記事項なし H31.1.29 R6.5.31

318155026
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　出
雲駅南店

出雲市駅南町３丁目１３－１ 20-1550 乳類販売業 特記事項なし R1.12.1 R6.11.30

288155041
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　出
雲駅北店

出雲市駅北町１ 0853-20-1557 乳類販売業 特記事項なし H28.12.1 R4.11.30

28100462
ＪＲ西日本山陰開発　 株式会
社

代表取締役　新井　慎一
セブンイレブンハートインＪＲ
出雲市駅店

出雲市駅北町１１　ＪＲ出雲
市駅構内

0853-25-0696 乳類販売業 特記事項なし R2.6.1 R7.5.31

308155017 有限会社　昴 代表取締役　古山　慎二
有限会社　昴　クーズ・コンセ
ルボ出雲

出雲市駅北町１１　アトネスい
ずも内

30-6022 乳類販売業 特記事項なし H30.12.1 R5.11.30

310150013 サン・イン・ハート　株式会社 代表取締役　立花　輝夫 ローソン出雲駅北店 出雲市駅北町２－１ 0853-20-1866 乳類販売業 特記事項なし R2.1.22 R7.5.31

310150014
ＪＲ西日本山陰開発　 株式会
社

代表取締役　新井　慎一
セブン‐イレブン出雲市駅北
店

出雲市駅北町４－４の一部、
４－５の一部

0853-25-7968 乳類販売業 特記事項なし R2.2.10 R7.5.31

298105067 加藤　憲治 ローソン出雲塩冶原店
出雲市塩冶原町１丁目５－１
３

30-0389 乳類販売業 特記事項なし H29.12.1 R4.11.30

298150066 祝部　昭 ローソン出雲塩冶神前店 出雲市塩冶神前６丁目１－１ 21-4875 乳類販売業 特記事項なし H29.6.1 R5.5.31

20150005 株式会社　ノブパン 代表取締役　杉谷　野歩 ノブパン
出雲市塩冶神前６丁目１－１
０

0853-88-9153 乳類販売業 特記事項なし R2.11.4 R7.11.30

28150385
株式会社　 フーズマーケット
ホック

代表取締役　長谷川　徹
株式会社　フーズマーケット
ホック塩冶店

出雲市塩冶町１２００ 23-2377 乳類販売業 特記事項なし R2.6.1 R7.5.31

310150001 株式会社　ＰＬＡＮＴ 代表取締役　三ツ田　佳史 ＰＬＡＮＴ出雲店 出雲市塩冶町１４０８－２ 0853-24-7800 乳類販売業 特記事項なし H31.4.15 R6.5.31

308155030 山田　治永 ポプラ出雲市民病院店 出雲市塩冶町１５３６－１　１Ｆ 0853-24-9777 乳類販売業 特記事項なし H30.12.1 R5.11.30

278105073 株式会社　ウシオ 代表取締役　牛尾　篤史 グッディー医大通店 出雲市塩冶町２１２５－１ 0853-21-2088 乳類販売業 特記事項なし H27.12.1 R3.11.30

310150011 三次　靖男 株式会社　ウシオ
出雲市塩冶町２１２５－１　１Ｆ
（県下一円）

0853-21-2088 乳類販売業 特記事項なし R1.11.1 R6.11.30

300150002 株式会社　ファミリーマート 代表取締役　澤田　貴司
ファミリーマート島根大学医学
部附属病院

出雲市塩冶町８９－１ 0853-24-7610 乳類販売業 特記事項なし H30.4.27 R5.5.31

28155424 島根大学生活協同組合 代表理事　松本　一郎
島根大学生活協同組合　医
学部食堂

出雲市塩冶町８９－１ 31-6322 乳類販売業 特記事項なし R2.12.1 R8.11.30

288105060 島根中酪　株式会社 代表取締役　松浦　克美 島根医大病院内売店 出雲市塩冶町８９－１ 23-2111(3107) 乳類販売業 特記事項なし H28.12.1 R3.11.30

280150014 株式会社　さんちゃんマート 代表取締役　田中　正彦
業務用食品スーパー　出雲
店

出雲市塩冶町９５２ 0853-23-8818 乳類販売業 特記事項なし H28.9.27 R3.11.30

28105540 島根県農業協同組合 代表理事　石川　寿樹 ラピタみなみ店 出雲市塩冶町９９０ 22-3733 乳類販売業 特記事項なし R2.12.1 R8.11.30

288105062 白バラ商事　株式会社 代表取締役　川下　勉
白バラ商事株式会社　出雲営
業所

出雲市塩冶有原町１丁目１０ 21-0478 乳類販売業 特記事項なし H28.12.1 R3.11.30

308150013 島根中酪　株式会社 代表取締役　松浦　克美 ニューウェルシティ出雲 出雲市塩冶有原町２丁目１６ 23-7388 乳類販売業 特記事項なし H30.6.1 R5.5.31

318100017
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　塩
冶店

出雲市塩冶有原町５丁目１１ 24-8555 乳類販売業 特記事項なし R1.6.1 R7.5.31

318155024 有限会社　堀商会 代表取締役　堀　秀満 ローソン出雲塩冶有原店 出雲市塩冶有原町５丁目３９ 22-1837 乳類販売業 特記事項なし R1.12.1 R7.11.30
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290150024 株式会社　島根Ｖ．Ｆ青果 代表取締役　世良井　修 にぎわい市場　よってこ屋 出雲市塩冶有原町５丁目６０ 0853-25-8315 乳類販売業 特記事項なし H29.12.13 R5.5.31

298150050 佐藤　信子 ストア　まるほし 出雲市荻杼町２２９－１ 0853-21-3791 乳類販売業 特記事項なし H29.6.1 R4.5.31

28150382 株式会社　目久美 代表取締役　野上　一成
株式会社　目久美　出雲宅配
センター

出雲市荻杼町４７０－３ 25-8892 乳類販売業 特記事項なし R2.6.1 R7.5.31

300150018 山本　成美 ローソン出雲荻杼町 出雲市荻杼町４７４ 0853-31-9316 乳類販売業 特記事項なし H30.12.10 R6.5.31

318150011 曽田　美枝子 乙女の市場　のぞみちゃん 出雲市乙立町３２７４－１１ 0853-45-0007 乳類販売業 特記事項なし R1.6.1 R6.5.31

298155129 有限会社　立久恵温泉 代表取締役　　高橋　和久 御所覧場 出雲市乙立町５２６９ 0853-45-0211 乳類販売業 特記事項なし H29.12.1 R4.11.30

310150006 柳楽　聡太 ＪＭＳ出雲工場（休憩室） 出雲市下古志町１２７－１ 0853-23-0211 乳類販売業 特記事項なし R1.8.2 R6.11.30

308150014 島根県農業協同組合 代表理事　石川　寿樹
島根県こころの医療センター
売店

出雲市下古志町１５７４－４ 乳類販売業 特記事項なし H30.6.1 R5.5.31

288150076 株式会社　桃源 代表取締役　山﨑　貴之 桃源直売所 出雲市下古志町６５６ 0853-20-1470 乳類販売業 特記事項なし H28.6.1 R3.5.31

310150010 株式会社　ロ－ソン 代表取締役　竹増　貞信 ローソン出雲下古志店 出雲市下古志町６８６－１ 0853-24-7133 乳類販売業 特記事項なし R1.10.30 R6.11.30

28120488
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　下
古志店

出雲市下古志町７０１－５ 24-8185 乳類販売業 特記事項なし R2.6.1 R7.5.31

28155426 有限会社　藤増ストアー 代表取締役　藤江　信賢 藤増ストアー古志店 出雲市古志町１０５２ 0853-23-1129 乳類販売業 特記事項なし R2.12.1 R7.11.30

318150019 三谷　友男 明治牛乳　コリョウ 出雲市湖陵町差海１１－２ 43-2597 乳類販売業 特記事項なし R1.6.1 R6.5.31

280150029 サン・イン・ハート　株式会社 代表取締役　立花　輝夫 ローソン湖陵店 出雲市湖陵町差海３８５－１ 0853-43-3730 乳類販売業 特記事項なし H29.2.27 R4.5.31

28100464 島根県農業協同組合 代表理事　石川　寿樹 ラピタ湖陵店 出雲市湖陵町差海７０８－５ 43-3535 乳類販売業 特記事項なし R2.6.1 R8.5.31

28155421
有限会社　 ＪＡいずもアグリ
マート

代表取締役　影山　卓也
ファミリーマート　ＪＡいずも湖
陵

出雲市湖陵町差海７１０－１ 0853-43-7660 乳類販売業 特記事項なし R2.12.1 R7.11.30

318155020 有限会社　総合流通アシスト 代表取締役　原　隆之 (有)総合流通アシスト
出雲市湖陵町三部１０３６－
１

0853-43-3888 乳類販売業 特記事項なし R1.12.1 R6.11.30

310150015 妹尾　誠宜 実楽八
出雲市湖陵町三部１１０－２
４（県下一円）

乳類販売業 特記事項なし R2.2.26 R7.5.31

290150003 神田　裕昭 古志屋商店 出雲市湖陵町三部５９４－１ 0853-43-1039 乳類販売業 特記事項なし H29.4.24 R4.5.31

310150003 株式会社　丸三 代表取締役　羽手原　勉 湖畔の温泉宿くにびき 出雲市湖陵町二部１２３０ 0853-43-2211 乳類販売業 特記事項なし R1.5.23 R6.5.31

28105539 青木　栄 ＣＬＳ－アオキ 出雲市湖陵町二部１５４２ 0853-43-1109 乳類販売業 特記事項なし R2.12.1 R7.11.30

28105543 三原　圭二 はまおか屋商店 出雲市湖陵町板津１４８－５ 0853-43-2031 乳類販売業 特記事項なし R2.12.1 R7.11.30

300150023 サン・イン・ハート　株式会社 代表取締役　立花　輝夫 ローソン出雲江田店 出雲市江田町８７－１ 0853-23-2988 乳類販売業 特記事項なし H31.1.29 R6.5.31

300150006 サン・イン・ハート　株式会社 代表取締役　立花　輝夫 ローソン　出雲荒茅店 出雲市荒茅町３３３５－１ 0853-28-3518 乳類販売業 特記事項なし H30.6.28 R5.11.30

300150027 ウエルシア薬局　株式会社 代表取締役　水野　秀晴 ウエルシア出雲高岡店 出雲市高岡町１２７９－１ 0853-24-7725 乳類販売業 特記事項なし H31.3.1 R6.5.31

290150028
有限会社　 ＪＡいずもアグリ
マート

代表取締役　影山　卓也
ファミリーマート　ＪＡいずも高
岡店

出雲市高岡町４１０－１ 0853-24-8520 乳類販売業 特記事項なし H30.3.20 R5.5.31

298155123 株式会社　コスモス薬品 代表取締役　横山　英昭 ドラッグコスモス高岡店 出雲市高岡町６４９ 0853-24-7600 乳類販売業 特記事項なし H29.12.1 R4.11.30

78 / 113 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

298105107
赤帽島根県軽自動車運送協
同組合

代表理事　田渕　敬二
赤帽島根県軽自動車運送協
同組合

出雲市高松町１３３１－１ 28-3911 乳類販売業 特記事項なし H29.12.1 R4.11.30

308150018 有限会社　里さくらや 代表取締役　北井　吉克 出雲協同食品 出雲市高松町５７０ 0853-28-1652 乳類販売業 特記事項なし H30.6.1 R5.5.31

298150087 出雲大同青果　株式会社 代表取締役　兒玉　誠二 出雲大同青果　株式会社
出雲市高松町５７０（出雲総
合地方卸売市場内）

0853-28-1112 乳類販売業 特記事項なし H29.6.1 R4.5.31

290150014 片山　伸治 ローソン出雲国富店 出雲市国富町８０６ 0853-63-5252 乳類販売業 特記事項なし H29.8.1 R4.11.30

318155022 島根中酪　株式会社 代表取締役　松浦　克美 ＪＡいずも本店 出雲市今市町１０６－１ 0853-23-3311 乳類販売業 特記事項なし R1.12.1 R6.11.30

288105003
有限会社　ブーランジェイタガ
キ

代表取締役　板垣　有美
有限会社　ブーランジェイタガ
キ

出雲市今市町１２１８－４ 21-0701 乳類販売業 特記事項なし H28.12.1 R3.11.30

308100012 中尾　サツコ 中尾牛乳舎 出雲市今市町１２６６－３ 21-0838 乳類販売業 特記事項なし H30.6.1 R5.5.31

288100020 樋野商事　有限会社 代表取締役　樋野　泰夫 樋野食料品店 出雲市今市町１３７７ 0853-21-0205 乳類販売業 特記事項なし H28.6.1 R3.5.31

298100011 有限会社　飯塚食料品店 代表取締役　飯塚　静江 有限会社　飯塚食料品店 出雲市今市町１６０９ 21-0183 乳類販売業 特記事項なし H29.6.1 R4.5.31

290150009
コカ・コーラウエスト　株式会
社

代表取締役　吉松　民雄 出雲科学館　２Ｆ休憩室 出雲市今市町１９００－２ 0853-25-1500 乳類販売業 特記事項なし H29.5.15 R4.5.31

318155025 曽田　篤男 ポプラ出雲駅前店 出雲市今市町２０６４ 24-8831 乳類販売業 特記事項なし R1.12.1 R7.11.30

290150010
株式会社 セブン－イレブン・
ジャパン

代表取締役　永松　文彦
セブンイレブン　出雲今市町
店

出雲市今市町２３７－４ 0853-22-0067 乳類販売業 特記事項なし H29.5.22 R4.5.31

290150025 株式会社　ププレひまわり 代表取締役　梶原　聡一
スーパードラッグひまわり今
市店

出雲市今市町４２－１ 0853-25-9097 乳類販売業 特記事項なし H29.12.27 R5.5.31

298100014 島根中酪　株式会社 代表取締役　松浦　克美 医療法人　耕雲堂　小林病院 出雲市今市町５１０ 21-5230 乳類販売業 特記事項なし H29.6.1 R4.5.31

308155024 祝部　昭 ローソン出雲今市町本町店 出雲市今市町５７２ 0853-22-2113 乳類販売業 特記事項なし H30.12.1 R5.11.30

28150378 社会福祉法人　親和会 理事　三上　辰男 ふたばショップ
出雲市今市町７０ 出雲市役
所内　ふたばショップ

24-7343 乳類販売業 特記事項なし R2.6.1 R8.5.31

318105022 島根県農業協同組合 代表理事　石川　寿樹 ラピタ本店 出雲市今市町８７ 21-6056 乳類販売業 特記事項なし R1.12.1 R7.11.30

288105018 島根中酪　株式会社 代表取締役　松浦　克美 ラピタ本店　３Ｆ職員食堂 出雲市今市町８７ 21-6060 乳類販売業 特記事項なし H28.12.1 R3.11.30

298155034 中田　陽三 中田食料品店 出雲市今市町９０２－２ 0853-21-1832 乳類販売業 特記事項なし H29.12.1 R5.11.30

318155023 髙橋　朱美
ファミリーマート　出雲南本町
店

出雲市今市町南本町２１－１ 0853-24-7724 乳類販売業 特記事項なし R1.12.1 R6.11.30

280150025 本間　裕子 ファミリーマート出雲北本町店
出雲市今市町北本町１丁目１
－１

0853-24-8310 乳類販売業 特記事項なし H29.1.30 R4.5.31

28155432
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　北
本町店

出雲市今市町北本町５丁目２
－７

0853-30-0354 乳類販売業 特記事項なし R2.12.1 R7.11.30

308100008 山本　孝治 ファミリーショップ　やまもと
出雲市佐田町一窪田２１４８
－１

85-2568 乳類販売業 特記事項なし H30.6.1 R5.5.31

298155204 有限会社　あわや 代表取締役　板垣　圭悦 あわや 出雲市佐田町原田７３５－５ 84-0100 乳類販売業 特記事項なし H29.12.1 R4.11.30

300150016 スサノオドリーム　株式会社 代表取締役　山本　義隆 出雲須佐温泉ゆかり館 出雲市佐田町原田７３７ 0853-84-0800 乳類販売業 特記事項なし H30.12.4 R6.5.31

298155208 鎌田　美津子 鎌田商店
出雲市佐田町八幡原１０４３
－５

0853-85-2403 乳類販売業 特記事項なし H29.12.1 R4.11.30

318150023 岸　修一
ふれあい産直ショップ　山のさ
と

出雲市佐田町八幡原２３８－
４

0853-85-8988 乳類販売業 特記事項なし R1.6.1 R6.5.31
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298150174 今岡　智恵子 あおぞら
出雲市佐田町反辺１４３７－
３

0853-84-0128 乳類販売業 特記事項なし H29.6.1 R4.5.31

318105023 島根県農業協同組合 代表理事　石川　寿樹 ラピタ佐田店
出雲市佐田町反辺１５８６－
１２

84-0262 乳類販売業 特記事項なし R1.12.1 R6.11.30

288105163 島根県農業協同組合 代表理事　石川　寿樹 佐田支店（宅配牛乳）
出雲市佐田町反辺１５８７－
１

84-0211 乳類販売業 特記事項なし H28.12.1 R3.11.30

28150375 吉田　恵美子 吉田商店
出雲市佐田町反辺２０１６－
５

84-0503 乳類販売業 特記事項なし R2.6.1 R7.5.31

288155168 伊藤　恵美 牧場のパン屋さん「カウベル」 出雲市佐田町反辺７２７－１ 84-1007 乳類販売業 特記事項なし H28.12.1 R3.11.30

28105545 金森　八重子 金森商店 出雲市坂浦町１８９１－１ 0853-68-0945 乳類販売業 特記事項なし R2.12.1 R7.11.30

298105165 松村　悦男 泉屋商店 出雲市三津町１３３ 68-0372 乳類販売業 特記事項なし H29.12.1 R4.11.30

300150020 サン・イン・ハート　株式会社 代表取締役　立花　輝夫 ローソン出雲枝大津町店 出雲市枝大津町１４－４ 0853-23-1552 乳類販売業 特記事項なし H31.1.29 R6.5.31

28155427 有限会社　ワタエー 代表取締役　渡部　浩次 善神水産 出雲市十六島町４２８ 0853-66-0080 乳類販売業 特記事項なし R2.12.1 R7.11.30

280150016 田中　優行 ローソン・ポプラ平田一畑店 出雲市小境町４１２－２ 0853-67-0005 乳類販売業 特記事項なし H28.11.7 R3.11.30

298155100
有限会社　 ＪＡいずもアグリ
マート

代表取締役　影山　卓也
ファミリーマート ＪＡいずも小
山店

出雲市小山町２３５－３ 0853-21-8755 乳類販売業 特記事項なし H29.12.1 R4.11.30

300150007 田邊　秀雄 ローソン出雲小山町店 出雲市小山町５０４－１ 0853-24-0117 乳類販売業 特記事項なし H30.8.3 R5.11.30

308155018 三島　幸美
出雲駐屯地売店　Ｙショップ高
崎屋

出雲市松寄下町１１４２ 22-4250 乳類販売業 特記事項なし H30.12.1 R5.11.30

318150021 島根県農業協同組合 代表理事　石川　寿樹 ラピタはまやま店 出雲市松寄下町２９８－２ 0853-30-7770 乳類販売業 特記事項なし R1.6.1 R7.5.31

318155018
有限会社　 ＪＡいずもアグリ
マート

代表取締役　影山　卓也
ファミリーマートＪＡいずも塩
冶東店

出雲市上塩冶町２６４６－１ 0853-24-7703 乳類販売業 特記事項なし R1.12.1 R6.11.30

308150020 株式会社　コスモス薬品 代表取締役　横山　英昭 ドラッグコスモス塩冶東店 出雲市上塩冶町２６７４ 0853-24-8311 乳類販売業 特記事項なし H30.6.1 R5.5.31

28150380 株式会社　壽生 代表取締役　宮本　享 喫茶ことぶき
出雲市上塩冶町２８６２－１
壽生病院１階

0853-24-2160 乳類販売業 特記事項なし R2.6.1 R7.5.31

280150022 藤原　大樹
セブンイレブン　出雲上塩冶
町店

出雲市上塩冶町４００１ 0853-21-5313 乳類販売業 特記事項なし H29.1.25 R4.5.31

280150027 石橋　勝美 出雲工業高校売店 出雲市上塩冶町４２０ 0853-21-3131 乳類販売業 特記事項なし H29.2.20 R4.5.31

288105099 高橋　良 高橋商店 出雲市神西沖町２０４４－２ 0853-43-1374 乳類販売業 特記事項なし H28.12.1 R3.11.30

288100121 島根中酪　株式会社 代表取締役　松浦　克美
ダイハツ金属　株式会社　本
社工場

出雲市神西沖町２４００ 0853-43-3262 乳類販売業 特記事項なし H28.6.1 R3.5.31

28150373 社会福祉法人　親和会 理事　三上　辰男 オレンジベーカリー 出雲市神西沖町２４７６－１ 0853-43-2461 乳類販売業 特記事項なし R2.6.1 R7.5.31

318150008 株式会社　コスモス薬品 代表取締役　横山　英昭 ドラッグコスモス神門店 出雲市神門町１３６７－４ 0853-24-7117 乳類販売業 特記事項なし R1.6.1 R6.5.31

298150072 高橋　秀徳 ファミリーマートいずも神門 出雲市神門町７９７ 0853-24-7775 乳類販売業 特記事項なし H29.6.1 R4.5.31

280150020
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　神
門店

出雲市神門町８８０ 0853-24-8860 乳類販売業 特記事項なし H29.1.16 R4.5.31

288150087
有限会社　 ＪＡいずもアグリ
マート

代表取締役　影山　卓也
ファミリーマート　ＪＡいずも長
浜店

出雲市西園町２６７－１ 0853-28-8300 乳類販売業 特記事項なし H28.6.1 R3.5.31

300150011 松田　和幸 セブンイレブン　出雲長浜店 出雲市西園町２７１－１ 0853-28-0115 乳類販売業 特記事項なし H30.8.22 R5.11.30

80 / 113 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

288100251 郷原　繁 郷原商店 出雲市西郷町４３９－２ 0853-62-2071 乳類販売業 特記事項なし H28.6.1 R3.5.31

280150023 漆谷　好紀
セブンイレブン　出雲西新町
店

出雲市西新町１丁目２４５３
－７

0853-21-1712 乳類販売業 特記事項なし H29.1.25 R4.5.31

298150078 石橋　勝美 ケアセンターかんど
出雲市西新町２－２４５７－３
１Ｆ

0853-24-8041 乳類販売業 特記事項なし H29.6.1 R4.5.31

308155025
有限会社　 ＪＡいずもアグリ
マート

代表取締役　影山　卓也
ファミリーマート　ＪＡいずも西
出雲店

出雲市西新町２丁目２４５８
－３

24-7507 乳類販売業 特記事項なし H30.12.1 R5.11.30

288150143 大谷　亘平 グリコ牛乳　平田販売所 出雲市西平田町４－１ 0853-62-2380 乳類販売業 特記事項なし H28.6.1 R3.5.31

310150016 株式会社　きさらぎ 代表取締役　木村　正明 ぶんぶん堂出雲キャンパス店 出雲市西林木町１５１ 0853-23-8055 乳類販売業 特記事項なし R2.3.27 R7.5.31

280150006 島根中酪　株式会社 代表取締役　松浦　克美 北山温泉（株） 出雲市西林木町６１－１ 0853-20-0888 乳類販売業 特記事項なし H28.4.27 R3.5.31

298150179 島根中酪　株式会社 代表取締役　松浦　克美 多伎いちじく温泉 出雲市多伎町久村６５４ 0853-86-2600 乳類販売業 特記事項なし H29.6.1 R4.5.31

288155169 株式会社　多伎振興 代表取締役　鳥屋尾　巧 キララベーカリー 出雲市多伎町多岐１３５－１ 86-2700 乳類販売業 特記事項なし H28.12.1 R4.11.30

298100180 島根県農業協同組合 代表理事　石川　寿樹 ラピタ多伎店 出雲市多伎町多岐８５３－１ 86-2444 乳類販売業 特記事項なし H29.6.1 R4.5.31

288150211 堀　秀満 ローソン出雲多伎店 出雲市多伎町多岐８７７－９ 0853-86-3887 乳類販売業 特記事項なし H28.6.1 R4.5.31

298155255 蒲生　雄夫 蒲生商店　宇龍店 出雲市大社町宇龍１５８ 54-5456 乳類販売業 特記事項なし H29.12.1 R4.11.30

310150002 株式会社 Ｔ’ｓ　ＣＯＭＰＡＳＳ 代表取締役　武美　寧兼
ファミリーマート　出雲大社正
門前通り店

出雲市大社町杵築東３６６ 0853-53-8788 乳類販売業 特記事項なし H31.4.22 R6.5.31

290150027
有限会社　 ＪＡいずもアグリ
マート

代表取締役　影山　卓也
ファミリーマート　ＪＡいずも大
社東店

出雲市大社町杵築東４０ 0853-53-8015 乳類販売業 特記事項なし H30.3.20 R5.5.31

308155028 宇佐美　雅子 ブーランジェリー　ミケ
出雲市大社町杵築南１３４２
－７

31-4288 乳類販売業 特記事項なし H30.12.1 R5.11.30

308105009 島根県農業協同組合 代表理事　石川　寿樹 ラピタ大社店 出雲市大社町杵築南９９６ 53-2800 乳類販売業 特記事項なし H30.12.1 R5.11.30

308155016 島根県農業協同組合 代表理事　石川　寿樹
ＪＡしまね出雲地区本部　鵜
鷺店

出雲市大社町鷺浦１５３ 53-0131 乳類販売業 特記事項なし H30.12.1 R5.11.30

298155235 有限会社　プラックス 代表取締役　髙橋　健二 ローソン出雲大社町店
出雲市大社町修理免７７３－
７

0853-53-2001 乳類販売業 特記事項なし H29.12.1 R5.11.30

310150007 島田　担
セブンイレブン　出雲大社町
中荒木店

出雲市大社町中荒木７５７－
１

0853-53-0007 乳類販売業 特記事項なし R1.8.2 R6.11.30

318105017 蒲生　雄夫 蒲生商店 出雲市大社町日御碕４６０ 54-5056 乳類販売業 特記事項なし R1.12.1 R6.11.30

308100009
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大社浜
山店

出雲市大社町入南６０８－１ 53-7600 乳類販売業 特記事項なし H30.6.1 R6.5.31

290150022 片山　伸治 ローソン浜山店
出雲市大社町北荒木１０５７
－１

0853-53-0377 乳類販売業 特記事項なし H29.10.3 R4.11.30

308155022
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　出
雲大社店

出雲市大社町北荒木１２１２
－２

53-8018 乳類販売業 特記事項なし H30.12.1 R5.11.30

280150033 原　ゆり子 大社高校 出雲市大社町北荒木１４７３ 0853-53-2002 乳類販売業 特記事項なし H29.3.28 R4.5.31

298155246
株式会社　 フーズマーケット
ホック

代表取締役　長谷川　徹 ホック大社店
出雲市大社町北荒木６２５－
２ ショッピングタウンエル内

0853-25-8177 乳類販売業 特記事項なし H29.12.1 R5.11.30

28150386
有限会社　 ＪＡいずもアグリ
マート

代表取締役　影山　卓也
ファミリーマート　ＪＡいずも大
社店

出雲市大社町北荒木９４０－
１

0853-53-8666 乳類販売業 特記事項なし R2.6.1 R7.5.31

308100014 蝶野　美代子 蝶野商店 出雲市大社町遙堪１５８５ 53-2227 乳類販売業 特記事項なし H30.6.1 R5.5.31
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280150012 多納　和香枝
セブンイレブン　出雲大津新
崎２丁目店

出雲市大津新崎町２丁目２８ 0853-25-2012 乳類販売業 特記事項なし H28.8.24 R3.11.30

28150376 株式会社　コスモス薬品 代表取締役　横山　英昭 ドラッグコスモス大津新崎店 出雲市大津新崎町５丁目９ 0853-24-8007 乳類販売業 特記事項なし R2.6.1 R7.5.31

290150018 株式会社　ＦＡＮｅｅｄｓ 代表取締役　窪田　敏和 ローソン出雲大津新崎店 出雲市大津新崎町７－９－１ 0853-23-0273 乳類販売業 特記事項なし H29.9.1 R4.11.30

318155012 株式会社　ウシオ 代表取締役　牛尾　篤史 グッディー北部店 出雲市大津朝倉１丁目６－６ 24-7677 乳類販売業 特記事項なし R1.12.1 R7.11.30

318155015 有限会社　フラップスカイ 代表取締役　高橋　茂樹
ローソン出雲大津朝倉一丁目
店

出雲市大津朝倉１丁目７－１
０

0853-24-7255 乳類販売業 特記事項なし R1.12.1 R7.11.30

298105050 有限会社　伍城 代表取締役　山本　淳也 本家かまどや　出雲東店 出雲市大津町１０９８ 24-2239 乳類販売業 特記事項なし H29.12.1 R4.11.30

288100045 株式会社　ウシオ 代表取締役　牛尾　篤史 グッディー上成店 出雲市大津町１１０５ 0853-22-9287 乳類販売業 特記事項なし H28.6.1 R3.5.31

28105541 山田　修一 橋本屋 出雲市大津町１４０３ 0853-21-1744 乳類販売業 特記事項なし R2.12.1 R7.11.30

28155425 鐘推　達也 くるみ市 出雲市大津町１５７４－８ 0853-27-9631 乳類販売業 特記事項なし R2.12.1 R7.11.30

28155435
有限会社　 ＪＡいずもアグリ
マート

代表取締役　影山　卓也
ファミリーマート　ＪＡいずも大
津店

出雲市大津町１６９７－２７ 0853-20-1501 乳類販売業 特記事項なし R2.12.1 R7.11.30

280150030 島根中酪　株式会社 代表取締役　松浦　克美 出雲商業高校 出雲市大津町２５２５ 0853-21-0016 乳類販売業 特記事項なし H29.2.28 R4.5.31

300150001 有限会社　高野商店 高野　仁志 有限会社　高野商店 出雲市大津町２５４７ 21-1244 乳類販売業 特記事項なし H30.4.24 R5.5.31

28105542 竹内　弘治 フレッシュハウス　たけうち 出雲市大津町４８７－２ 0853-21-0468 乳類販売業 特記事項なし R2.12.1 R7.11.30

300150009 有限会社　アバンシング 代表取締役　坂本　誠
マクドナルド　出雲ゆめタウン
店

出雲市大塚町６５０－１ ゆめ
タウン出雲　東館２Ｆ

0853-24-6052 乳類販売業 特記事項なし H30.8.16 R6.11.30

318155014 株式会社　イズミ 代表取締役　山西　泰明 ゆめタウン出雲
出雲市大塚町６５０－１ ゆめ
タウン出雲　本館１Ｆ

24-0080 乳類販売業 特記事項なし R1.12.1 R7.11.30

298150095 株式会社　キャメル珈琲 代表取締役　尾田　信夫 カルディコーヒーファーム
出雲市大塚町６５０－１　ゆめ
タウン出雲１Ｆ

0853-21-7703 乳類販売業 特記事項なし H29.6.1 R4.5.31

28155428 寺本　純 ローソン出雲大塚店 出雲市大塚町７４２ 0853-24-0018 乳類販売業 特記事項なし R2.12.1 R8.11.30

298155117
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　大
塚店

出雲市大塚町７５０－１ 20-1622 乳類販売業 特記事項なし H29.12.1 R4.11.30

318105018 株式会社　イズミ 代表取締役　山西　泰明 ゆめマート神西店 出雲市大島町２４－１ 43-3800 乳類販売業 特記事項なし R1.12.1 R7.11.30

298150106 須谷　孝 須谷鮮魚店 出雲市大島町６８９－１ 0853-43-1192 乳類販売業 特記事項なし H29.6.1 R4.5.31

308100013 寺本　純 ローソン出雲知井宮店 出雲市知井宮町１８２ 24-2570 乳類販売業 特記事項なし H30.6.1 R5.5.31

308100011 矢田　敏子 リハビリ病院売店 出雲市知井宮町２３８ 21-2733 乳類販売業 特記事項なし H30.6.1 R5.5.31

28105547 有限会社　藤増ストアー 代表取締役　藤江　信賢 有限会社　藤増ストアー 出雲市知井宮町９７３ 0853-21-1839 乳類販売業 特記事項なし R2.12.1 R7.11.30

28155431
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　出
雲中野店

出雲市中野町２６５－１ 0853-24-9220 乳類販売業 特記事項なし R2.12.1 R8.11.30

300150010 有限会社　アバンシング 代表取締役　坂本　誠 マクドナルド　出雲バイパス店
出雲市中野美保南２丁目５－
３

0853-23-7326 乳類販売業 特記事項なし H30.8.16 R5.11.30

318100018 有限会社　中野精肉店 代表取締役　柳樂　忠 スーパーナカノ
出雲市中野美保北１丁目３－
３

23-3100 乳類販売業 特記事項なし R1.6.1 R7.5.31

300150014 相川　和満
セブンイレブン　出雲朝山町
店

出雲市朝山町２７３－４ 0853-48-2505 乳類販売業 特記事項なし H30.11.26 R5.11.30
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318150013 株式会社　さんれいフーズ 代表取締役　並河　元
株式会社さんれいフーズ　出
雲営業所

出雲市長浜町４５７－７ 28-0878 乳類販売業 特記事項なし R1.6.1 R7.5.31

298105092 生活協同組合しまね 理事長　安井　光夫
生活協同組合しまね 商品セ
ンター

出雲市長浜町５１６－４１ 28-0630 乳類販売業 特記事項なし H29.12.1 R4.11.30

308155015 株式会社　明乳ひかわ 代表取締役　植田　孝一
株式会社　明乳ひかわ　出雲
営業所

出雲市天神町２１４ 20-1090 乳類販売業 特記事項なし H30.12.1 R5.11.30

280150010 柳楽　聡太
セブンイレブン　出雲天神町
店

出雲市天神町８５０ 0853-23-3067 乳類販売業 特記事項なし H28.8.24 R3.11.30

280150004 イオンリテール　株式会社 代表取締役　井出　武美 イオンスタイル出雲　デイリー 出雲市渡橋町１０６６ 0853-24-8200 乳類販売業 特記事項なし H28.4.14 R4.5.31

290150005
コカ・コーラウエスト　株式会
社

代表取締役　吉松　民雄
イオンモール出雲　３Ｆキッズ
コーナー

出雲市渡橋町１０６６ 0853-24-8400 乳類販売業 特記事項なし H29.5.15 R4.5.31

290150006
コカ・コーラウエスト　株式会
社

代表取締役　吉松　民雄
イオンモール出雲　２Ｆ従業員
食堂

出雲市渡橋町１０６６ 0853-24-8400 乳類販売業 特記事項なし H29.5.15 R4.5.31

280150005 株式会社　葡萄家 代表取締役　山根　一利
サンクゼール・久世福商店
イオンモール出雲店

出雲市渡橋町１０６６　イオン
モ－ル出雲１Ｆ

0853-25-8239 乳類販売業 特記事項なし H28.4.27 R3.5.31

310150012 株式会社　サンインマルイ 代表取締役　松田　欣也 マルイ浜山通り店 出雲市渡橋町１１５８ 0853-25-8866 乳類販売業 特記事項なし R1.12.10 R7.5.31

298150032 有限会社　ヒロト 取締役　廣戸　裕之 ローソン出雲渡橋店 出雲市渡橋町１１７１－１ 0853-20-0193 乳類販売業 特記事項なし H29.6.1 R5.5.31

300150012
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 Ａ－プライス出雲店 出雲市渡橋町１２０１ 0853-24-7601 乳類販売業 特記事項なし H30.10.11 R5.11.30

318150010 石橋　光博 ファミリーマート出雲渡橋店 出雲市渡橋町１２０６ 24-7514 乳類販売業 特記事項なし R1.6.1 R6.5.31

300150013 ダイレックス　株式会社 代表取締役　多田　高志 ダイレックス出雲店 出雲市渡橋町１２－３ 0853-25-9422 乳類販売業 特記事項なし H30.11.9 R5.11.30

300150025 中山　佳宜 ローソン出雲市役所前店 出雲市渡橋町３－１２ 0853-20-0776 乳類販売業 特記事項なし H31.2.1 R6.5.31

280150001 株式会社　コスモス薬品 代表取締役　横山　英昭 ドラッグコスモス渡橋店 出雲市渡橋町４７２ 0853-24-8088 乳類販売業 特記事項なし H28.4.5 R3.5.31

20150002 有限会社　アバンシング 代表取締役　坂本　誠 マクドナルド　出雲渡橋店 出雲市渡橋町７６５－２ 0853-24-3207 乳類販売業 特記事項なし R2.6.29 R8.11.30

290150029 本間　裕子 ファミリーマート浜山通り店 出雲市渡橋町７７２－１ 0853-24-9205 乳類販売業 特記事項なし H30.3.29 R5.5.31

300150008 有限会社　アバンシング 代表取締役　坂本　誠 マクドナルド　出雲店 出雲市渡橋町７８２ 0853-24-3207 乳類販売業 特記事項なし H30.8.16 R5.11.30

280150019 松井　株式会社 代表取締役　松井　修一 ｇｒａｐｐｉｎｏ 出雲市渡橋町８１　２Ｆ 0853-25-0356 乳類販売業 特記事項なし H29.1.12 R4.5.31

298150111 岩成　敏和 岩田屋商店 出雲市東神西町１６－１ 43-2749 乳類販売業 特記事項なし H29.6.1 R4.5.31

288155117
株式会社　光洋ショップ－プラ
ス

代表取締役　高木　孝昌 ｇｒｅｅｎ　ｌｅａｖｅｓ　ｍａｌｌ
出雲市灘分町６１３　出雲市
立総合医療センタ－内売店

0853-63-7107 乳類販売業 特記事項なし H28.12.1 R3.11.30

290150026 柳楽　聡太
セブンイレブン　出雲浜山通り
店

出雲市白枝町１３２７－３ 0853-24-1120 乳類販売業 特記事項なし H30.2.20 R5.5.31

318155021 株式会社　山桃 代表取締役　山本　睦 宅配クック１・２・３　出雲店 出雲市白枝町２２２－１ 28-3003 乳類販売業 特記事項なし R1.12.1 R6.11.30

28105549 鳥屋尾　克久 ローソン出雲白枝堀西店 出雲市白枝町２２２－１ 0853-28-3171 乳類販売業 特記事項なし R2.12.1 R7.11.30

300150026
株式会社 トライアルカンパ
ニー

代表取締役　石橋　亮太
スーパーセンタートライアル
出雲白枝店

出雲市白枝町４２０－１ 0853-24-7788 乳類販売業 特記事項なし H31.2.15 R6.5.31

318155017
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　白
枝店

出雲市白枝町５５１－１ 0853-20-1616 乳類販売業 特記事項なし R1.12.1 R6.11.30

280150011 今岡　大輔
セブンイレブン　出雲白枝町
店

出雲市白枝町８６０－１ 0853-22-8511 乳類販売業 特記事項なし H28.8.24 R3.11.30
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308150021 株式会社　コスモス薬品 代表取締役　横山　英昭 ドラッグコスモス白枝店 出雲市白枝町９８９－２ 0853-24-8050 乳類販売業 特記事項なし H30.6.1 R5.5.31

300150028 原　昭 原牛乳販売店 出雲市八島町２７－５ 0853-23-3891 乳類販売業 特記事項なし H31.3.25 R6.5.31

308150016 株式会社　ＪＡＬＵＸエアポート 代表取締役　島下　隆範
ブルースカイ出雲空港ロビー
店

出雲市斐川町沖洲２６３３－
１ 出雲空港タ－ミナルビル２
階

0853-72-6979 乳類販売業 特記事項なし H30.6.1 R6.5.31

308150017 株式会社　ＪＡＬＵＸエアポート 代表取締役　島下　隆範
ブルースカイ出雲空港ゲート
店

出雲市斐川町沖洲２６３３－
１ 出雲空港タ－ミナルビル２
階

0853-72-6979 乳類販売業 特記事項なし H30.6.1 R6.5.31

298155170 島根中酪　株式会社 代表取締役　松浦　克美 湯の川
出雲市斐川町学頭１３２９－
１

72-0333 乳類販売業 特記事項なし H29.12.1 R4.11.30

298155171 島根中酪　株式会社 代表取締役　松浦　克美 四季荘 出雲市斐川町学頭１３６９ 0853-22-5300 乳類販売業 特記事項なし H29.12.1 R4.11.30

278100068 原　包 ローソン斐川荘原店 出雲市斐川町学頭２２８－１ 72-5128 乳類販売業 特記事項なし H27.6.1 R3.5.31

28150381 木次乳業　有限会社 代表取締役　佐藤　貞之 ひかわ美人の湯
出雲市斐川町学頭３６４６－
１ ひかわ美人の湯１Ｆ

0853-72-5526 乳類販売業 特記事項なし R2.6.1 R7.5.31

318105016 株式会社　特産ひかわ 代表取締役　金築　豊 道の駅　湯の川 出雲市斐川町学頭８２５－２ 0853-73-9327 乳類販売業 特記事項なし R1.12.1 R6.11.30

310150008 小林　裕典 ローソン斐川出西店
出雲市斐川町求院１４６９－
１

0853-73-7855 乳類販売業 特記事項なし R1.10.28 R6.11.30

28100463 株式会社　明乳ひかわ 代表取締役　植田　孝一 株式会社　明乳ひかわ 出雲市斐川町原鹿１２６３ 72-6184 乳類販売業 特記事項なし R2.6.1 R7.5.31

298155181 木幡　博一 ファミリーマート斐川黒目店 出雲市斐川町黒目１２２０ 63-7106 乳類販売業 特記事項なし H29.12.1 R4.11.30

318155016 株式会社　小田商店 代表取締役　大賀　昭司 生鮮食品　おだ斐川店 出雲市斐川町黒目５３５ 63-7180 乳類販売業 特記事項なし R1.12.1 R7.11.30

290150007
コカ・コーラウエスト　株式会
社

代表取締役　吉松　民雄 （株）島根富士通　２Ｆ食堂
出雲市斐川町三絡１１８０－
６

0853-72-2333 乳類販売業 特記事項なし H29.5.15 R4.5.31

288100168 島根中酪　株式会社 代表取締役　松浦　克美 富士通　Ｂ２Ｆ西休憩所
出雲市斐川町三絡１１８０－
６

乳類販売業 特記事項なし H28.6.1 R3.5.31

318150015 伊藤　智広 Ｆショップいとう
出雲市斐川町三絡１１８０－
６ 島根富士通（株）内

72-9778 乳類販売業 特記事項なし R1.6.1 R6.5.31

290150016
株式会社 セブン－イレブン・
ジャパン

代表取締役　永松　文彦
セブンイレブン　出雲斐川町
出西店

出雲市斐川町出西３７７８－
１

0853-72-6765 乳類販売業 特記事項なし H29.8.17 R4.11.30

308155019 株式会社　コスモス薬品 代表取締役　横山　英昭 ドラッグコスモス斐川店 出雲市斐川町上庄原１４８６ 0853-73-7100 乳類販売業 特記事項なし H30.12.1 R6.11.30

290150001 中田　充樹
ファミリーマート斐川インター
店

出雲市斐川町上庄原１６１０
－４

0853-73-7112 乳類販売業 特記事項なし H29.4.7 R4.5.31

288155138 有限会社　フラップスカイ 代表取締役　高橋　茂樹 ローソン斐川夢咲タウン店
出雲市斐川町上直江１２４０
－１

73-7303 乳類販売業 特記事項なし H28.12.1 R4.11.30

318105020 株式会社　イズミ 代表取締役　山西　泰明 ゆめタウン斐川
出雲市斐川町上直江１３０１
－１

0853-72-7900 乳類販売業 特記事項なし R1.12.1 R7.11.30

318155019
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　斐
川店

出雲市斐川町上直江１３０３
－１

0853-73-3553 乳類販売業 特記事項なし R1.12.1 R6.11.30

300150005 株式会社　ムラタ栄興 代表取締役　丸山　英毅
株式会社ムラタ栄興　出雲営
業所　Ｇ棟売店

出雲市斐川町上直江２３０８ 0853-72-4640 乳類販売業 特記事項なし H30.6.14 R5.11.30

278155180 株式会社　ムラタ栄興 代表取締役　丸山　英毅
株式会社ムラタ栄興　出雲営
業所売店

出雲市斐川町上直江２３０８ 0853-72-4640 乳類販売業 特記事項なし H27.12.1 R3.11.30

300150004 島根中酪　株式会社 代表取締役　松浦　克美 村田製作所　Ｇ棟 出雲市斐川町上直江２３０８ 0853-72-3330 乳類販売業 特記事項なし H30.6.13 R5.11.30

288150182 島根中酪　株式会社 代表取締役　松浦　克美 村田製作所　Ｂ１棟 出雲市斐川町上直江２３０８ 0853-72-3330 乳類販売業 特記事項なし H28.6.1 R3.5.31
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288150183 島根中酪　株式会社 代表取締役　松浦　克美 村田製作所　Ｂ２棟 出雲市斐川町上直江２３０８ 0853-72-3330 乳類販売業 特記事項なし H28.6.1 R3.5.31

288150184 島根中酪　株式会社 代表取締役　松浦　克美 村田製作所　Ｃ１棟 出雲市斐川町上直江２３０８ 0853-72-3330 乳類販売業 特記事項なし H28.6.1 R3.5.31

288150186 島根中酪　株式会社 代表取締役　松浦　克美 村田製作所　Ｃ２棟 出雲市斐川町上直江２３０８ 0853-72-3330 乳類販売業 特記事項なし H28.6.1 R3.5.31

298100162 島根中酪　株式会社 代表取締役　松浦　克美 出雲村田製作所　Ｆ棟 出雲市斐川町上直江２３０８ 22-5300 乳類販売業 特記事項なし H29.6.1 R4.5.31

308155014 佐藤　益彦 ローソン斐川上直江 出雲市斐川町上直江２５４３ 73-7373 乳類販売業 特記事項なし H30.12.1 R6.11.30

308150011
有限会社　ベーカリーレストラ
ン ダルジャン

代表取締役　重富　洋介 サンマリノ 出雲市斐川町上直江３３２１ 73-3772 乳類販売業 特記事項なし H30.6.1 R5.5.31

318150022 株式会社　ウシオ 代表取締役　牛尾　篤史 グッディー斐川店 出雲市斐川町神氷２８３７ 0853-72-5816 乳類販売業 特記事項なし R1.6.1 R7.5.31

290150019 株式会社　ＰＬＡＮＴ 代表取締役　三ツ田　佳史
ＳＵＰＥＲ　ＣＥＮＴＥＲ　ＰＬＡＮ
Ｔ　斐川店

出雲市斐川町荘原１２４９ 0853-72-7680 乳類販売業 特記事項なし H29.9.21 R5.11.30

290150002 出雲市職員連合労働組合 執行委員長　坂根　孝昭
出雲市職員労働組合 斐川支
部　売店

出雲市斐川町荘原２１７２ 0853-72-0393 乳類販売業 特記事項なし H29.4.18 R4.5.31

28105546 富田　加代子 富田牛乳店
出雲市斐川町荘原２１９９－
１７

0853-72-6450 乳類販売業 特記事項なし R2.12.1 R7.11.30

298150152 新宮　祥伸 ローソン斐川中央店
出雲市斐川町荘原２２０４－
１

0853-72-5177 乳類販売業 特記事項なし H29.6.1 R5.5.31

290150004 小川　彰夫
セブンイレブン　出雲斐川町
荘原店

出雲市斐川町荘原２２１９－
１

0853-72-5025 乳類販売業 特記事項なし H29.5.15 R4.5.31

308105010 グリーンコープ生活協同組合 代表理事　寺本　敏徳 グリーンコープ生活協同組合
出雲市斐川町荘原２２３０－
１

0853-73-8010 乳類販売業 特記事項なし H30.12.1 R5.11.30

280150026 本間　裕子 ファミリーマート斐川荘原町店
出雲市斐川町荘原２８８５－
１

0853-73-7755 乳類販売業 特記事項なし H29.1.30 R4.5.31

290150012 山陰ヤクルト販売　株式会社 代表取締役　山本　祥二 山陰ヤクルト販売株式会社 出雲市斐川町荘原３９４６ 0853-73-8960 乳類販売業 特記事項なし H29.5.30 R4.5.31

298150166 石橋　勝美 島根島津（株） 出雲市斐川町直江２６９８ 0853-72-5000 乳類販売業 特記事項なし H29.6.1 R4.5.31

20150004 一般社団法人　徳洲会 代表理事　安富祖　久明 出雲徳洲会病院店
出雲市斐川町直江３９６４－
１

0853-72-5381 乳類販売業 特記事項なし R2.8.27 R7.11.30

288150193 株式会社　デイリーフーズ 代表取締役　弘田　圭希 出雲徳洲会病院
出雲市斐川町直江３９６４－
１

0853-73-7000 乳類販売業 特記事項なし H28.6.1 R3.5.31

298150226 有限会社　オオタ食品 代表取締役　大田　昭 斐川生協病院売店
出雲市斐川町直江４８８３－
１

0853-72-0321 乳類販売業 特記事項なし H29.6.1 R4.5.31

20150001 株式会社　ファミリーマート 代表取締役　澤田　貴司 ファミリーマート斐川直江店 出雲市斐川町直江４９１１ 0853-73-7135 乳類販売業 特記事項なし R2.6.25 R7.11.30

28155422 島根中酪　株式会社 代表取締役　松浦　克美 ＪＡ全農島根県本部 出雲市斐川町直江５０３０ 0853-73-9506 乳類販売業 特記事項なし R2.12.1 R7.11.30

280150018 井上　雅史 ローソン斐川荒神谷入口
出雲市斐川町直江５０９２－
３

0853-73-9055 乳類販売業 特記事項なし H28.11.29 R3.11.30

28155437
株式会社 トライアルカンパ
ニー

代表取締役　石橋　亮太
スーパーセンタートライアル
出雲斐川店

出雲市斐川町直江５１３５－
１

0853-73-7725 乳類販売業 特記事項なし R2.12.1 R8.11.30

28155433 島根県農業協同組合 代表理事　石川　寿樹
ＪＡしまね　斐川グリーンセン
ター

出雲市斐川町美南１３２９ 73-9070 乳類販売業 特記事項なし R2.12.1 R8.11.30

298150169 株式会社　吉寅商店 代表取締役　吉田　稔
株式会社　吉寅商店出雲営
業所

出雲市斐川町美南１６６６ 0853-72-8255 乳類販売業 特記事項なし H29.6.1 R5.5.31

280150009 中田　充樹 ファミリーマート斐川富村店 出雲市斐川町富村６８１－１ 0853-73-7760 乳類販売業 特記事項なし H28.6.28 R3.11.30

318150018 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斐川
店

出雲市斐川町富村７６５－２ 72-7555 乳類販売業 特記事項なし R1.6.1 R7.5.31
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28155423 出雲配送　有限会社 代表取締役　江角　洋暢 いずはい 出雲市稗原町２１７５－１ 0853-48-1288 乳類販売業 特記事項なし R2.12.1 R7.11.30

308155020 小島　浩吉
ヤマザキＹショップ　出雲小島
店

出雲市稗原町３０３１－９ 0853-48-0010 乳類販売業 特記事項なし H30.12.1 R5.11.30

300150024 小島　浩吉 ひえばら号
出雲市稗原町３０３８－６（県
下一円）

乳類販売業 特記事項なし H31.1.31 R6.5.31

310150004 サン・イン・ハート　株式会社 代表取締役　立花　輝夫 ローソン出雲姫原二丁目 出雲市姫原２丁目１２－５ 0853-24-7650 乳類販売業 特記事項なし R1.5.31 R6.5.31

28155438 株式会社　ドン・キホーテ 代表取締役　吉田　直樹 ＭＥＧＡドン・キホーテ出雲店 出雲市姫原２丁目７－５ 0853-24-9311 乳類販売業 特記事項なし R2.12.1 R8.11.30

288100114
株式会社　エム・オー・エー商
事

代表取締役　田口　誠 ＭＯＡ出雲店
出雲市姫原２丁目９－９（ＭＯ
Ａ出雲会館１Ｆ）

0853-22-5560 乳類販売業 特記事項なし H28.6.1 R3.5.31

280150015 株式会社　ププレひまわり 代表取締役　梶原　聡一
スーパードラッグひまわり　姫
原店

出雲市姫原３丁目８－１ 0853-25-8077 乳類販売業 特記事項なし H28.9.27 R3.11.30

290150008
コカ・コーラウエスト　株式会
社

代表取締役　吉松　民雄
島根県立中央病院　１Ｆ自販
機コーナー

出雲市姫原４丁目１－１ 0853-22-5111 乳類販売業 特記事項なし H29.5.15 R4.5.31

28105550 島根県農業協同組合 代表理事　石川　寿樹
ファミリーマートラピタ中央病
院

出雲市姫原４丁目１－１　島
根県立中央病院１Ｆ

0853-20-7037 乳類販売業 特記事項なし R2.12.1 R7.11.30

280150032 島根中酪　株式会社 代表取締役　松浦　克美 林整形外科 出雲市姫原町１１４－３ 0853-21-1758 乳類販売業 特記事項なし H29.3.15 R4.5.31

288155080 石橋　勝美 中酪牛乳ユニック 出雲市浜町１７４８ 22-6247 乳類販売業 特記事項なし H28.12.1 R3.11.30

288105081 片寄　幹夫 明治牛乳出雲中央販売所 出雲市浜町１９５７－４ 23-6432 乳類販売業 特記事項なし H28.12.1 R3.11.30

318150016 株式会社　新井建設 代表取締役　新井　龍水
ファミリーマート浜山公園入口
店

出雲市浜町５０５－３ 0853-24-7337 乳類販売業 特記事項なし R1.6.1 R6.5.31

288105048 内田　雅治
内田商店（ミルクセンター　ウ
チダ）

出雲市武志町２１５－５ 23-5838 乳類販売業 特記事項なし H28.12.1 R3.11.30

310150005 藤原　章
セブンイレブン　出雲武志町
店

出雲市武志町６０８ 0853-23-1107 乳類販売業 特記事項なし R1.7.22 R6.11.30

28105544 山根　茂夫 木次乳業山根販売店 出雲市武志町６１８－８ 0853-22-0398 乳類販売業 特記事項なし R2.12.1 R7.11.30

28155436 島根中酪　株式会社 代表取締役　松浦　克美
平成温泉　１Ｆ自販機コー
ナー

出雲市平成町２３２０－１３ 0853-23-6386 乳類販売業 特記事項なし R2.12.1 R7.11.30

318150020 有限会社　原田商店 取締役　原田　俊昭
有限会社　原田商店　平田高
校

出雲市平田町１　平田高校１
Ｆ　売店内

乳類販売業 特記事項なし R1.6.1 R6.5.31

290150015
株式会社 セブン－イレブン・
ジャパン

代表取締役　永松　文彦
セブンイレブン　出雲平田町
薮崎店

出雲市平田町１５８３ 0853-62-2725 乳類販売業 特記事項なし H29.8.17 R4.11.30

318105019 株式会社　丸合 代表取締役　梅林　裕暁 丸合　平田店 出雲市平田町１５９８ 63-8062 乳類販売業 特記事項なし R1.12.1 R6.11.30

280150002
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　平
田西店

出雲市平田町１６１５ 0853-63-7810 乳類販売業 特記事項なし H28.4.7 R3.5.31

308155023 株式会社　コスモス薬品 代表取締役　横山　英昭 ドラッグコスモス出雲平田店 出雲市平田町１６４７－２ 0853-63-7710 乳類販売業 特記事項なし H30.12.1 R5.11.30

28150379
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　平田
店

出雲市平田町１７０８－１ 0853-62-3219 乳類販売業 特記事項なし R2.6.1 R8.5.31

288155104 有限会社　ひらの 代表取締役　平野　薫 リックひらの 出雲市平田町１７３１ 0853-63-5039 乳類販売業 特記事項なし H28.12.1 R3.11.30

308155021 木幡　博一 ファミリーマート平田西店 出雲市平田町１８６３－１ 0853-63-7010 乳類販売業 特記事項なし H30.12.1 R5.11.30

280150007 関　光子 関米穀店 出雲市平田町２１５６ 0853-62-2310 乳類販売業 特記事項なし H28.5.17 R3.5.31

298150121 有限会社　古川製パン店 代表取締役　古川　祐治 有限会社　古川製パン店 出雲市平田町２１８５－９ 0853-62-2279 乳類販売業 特記事項なし H29.6.1 R4.5.31
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318155013 田中　優行 ローソン平田駅前店 出雲市平田町２２２６－９ 0853-62-5836 乳類販売業 特記事項なし R1.12.1 R6.11.30

288100130 石原　京子 石原食品店 出雲市平田町２２３６－６ 0853-63-2630 乳類販売業 特記事項なし H28.6.1 R3.5.31

298105144 株式会社　ウシオ 代表取締役　牛尾　篤史 グッディー平田店 出雲市平田町２３９０ 62-2367 乳類販売業 特記事項なし H29.12.1 R4.11.30

298155151 土江　宝太郎 平田にぎわい市場ツチエ 出雲市平田町５３４６－１１ 0853-62-4410 乳類販売業 特記事項なし H29.12.1 R4.11.30

308155026 田中　優行 ローソン出雲平田町店 出雲市平田町５４８２－３ 63-2124 乳類販売業 特記事項なし H30.12.1 R6.11.30

318150017 島根県農業協同組合 代表理事　石川　寿樹 ラピタひらた店 出雲市平田町７１３７ 63-7300 乳類販売業 特記事項なし R1.6.1 R7.5.31

28150377 原田　俊昭 ゆらり 出雲市平田町７１７８ 62-1234 乳類販売業 特記事項なし R2.6.1 R7.5.31

28150383 板持　正明 ゆらり温泉 出雲市平田町７１７８ 62-1234 乳類販売業 特記事項なし R2.6.1 R7.5.31

28155429 有限会社　原田商店 取締役　原田　俊昭 有限会社　原田商店
出雲市平田町７１８ ヒラタ精
機第２工場２Ｆ食堂

0853-63-2178 乳類販売業 特記事項なし R2.12.1 R7.11.30

28155430 有限会社　原田商店 取締役　原田　俊昭 有限会社　原田商店
出雲市平田町７１８　ヒラタ精
機内（売店）

0853-62-3600 乳類販売業 特記事項なし R2.12.1 R7.11.30

298155154
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　平
田中ノ島店

出雲市平田町７２０１ 0853-63-5505 乳類販売業 特記事項なし H29.12.1 R5.11.30

298150128 有限会社　原田商店 取締役　原田　俊昭 有限会社　原田商店 出雲市平田町７３４ 63-3019 乳類販売業 特記事項なし H29.6.1 R4.5.31

288105113 田中　優行 ローソン平田中ノ島店 出雲市平田町７５５０ 0853-62-2468 乳類販売業 特記事項なし H28.12.1 R4.11.30

288150138
有限会社　 ＪＡいずもアグリ
マート

代表取締役　影山　卓也
ファミリーマート　ＪＡいずも平
田店

出雲市平田町７６９８ 0853-63-7172 乳類販売業 特記事項なし H28.6.1 R3.5.31

28155434
有限会社　 ＪＡいずもアグリ
マート

代表取締役　影山　卓也
ファミリーマート　ＪＡいずも
ドーム北店

出雲市平野町４５８－１ 0853-20-1340 乳類販売業 特記事項なし R2.12.1 R7.11.30

298155120
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　出
雲ドーム北店

出雲市平野町４８８－２ 0853-24-8899 乳類販売業 特記事項なし H29.12.1 R5.11.30

280150028 戸山　真
セブンイレブン　出雲平野町
店

出雲市平野町５４９－１ 0853-22-8577 乳類販売業 特記事項なし H29.2.22 R4.5.31

318150012 株式会社　あんり 代表取締役　安食　利男 株式会社　あんり 出雲市矢野町１２ 0853-88-0455 乳類販売業 特記事項なし R1.6.1 R7.5.31

28150374 株式会社　小田商店 代表取締役　大賀　昭司 生鮮食品　おだ出雲店 出雲市矢野町８６４－１ 0853-24-8060 乳類販売業 特記事項なし R2.6.1 R8.5.31

28150372 株式会社　桃源 代表取締役　山﨑　貴之
（株）桃源　出雲ドーム店内
直売部

出雲市矢野町９２０－１，９２
１－１

乳類販売業 特記事項なし R2.6.1 R7.5.31

290160002 高田　勝 出雲猟友会　５班 出雲市塩冶町１０２５ 0853-21-4551 食肉処理業 1 特記事項なし H29.10.20 R4.11.30

310160002 株式会社　ＰＬＡＮＴ 代表取締役　三ツ田　佳史 ＰＬＡＮＴ出雲店 出雲市塩冶町１４０８－２ 0853-24-7800 食肉処理業 2 特記事項なし R1.6.11 R6.11.30

288110090 今岡　あや子 今岡食品 出雲市荒茅町７２１－９ 0853-28-0525 食肉処理業 2 特記事項なし H28.6.1 R3.5.31

288115079 有限会社　安田ブロイラー 代表取締役　安田　育郎 有限会社　安田ブロイラー 出雲市高松町１４９８ 28-0804 食肉処理業 2 特記事項なし H28.12.1 R3.11.30

308115001 島根県農業協同組合 代表理事　石川　寿樹 ラピタ本店 出雲市今市町８７ 21-6060 食肉処理業 2 特記事項なし H30.12.1 R6.11.30

318110003 株式会社　ウシオ 代表取締役　牛尾　篤史
株式会社　ウシオ　生鮮セン
ター

出雲市今市町９０２ 0853-22-9697 食肉処理業 2 特記事項なし R1.6.1 R7.5.31

290160001 山本　秀登志 猪の館 出雲市佐田町原田５３４－１ 0853-84-0808 食肉処理業 1 特記事項なし H29.10.2 R4.11.30
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310160001 ＮＰＯ法人 里の恵み　山渓会 理事　横山　茂和
ＮＰＯ法人　里の恵み　山渓
会

出雲市佐田町須佐６３６－１ 0853-84-1123 食肉処理業 1 特記事項なし H31.4.18 R6.5.31

288115157 横山　茂和 山渓会 出雲市佐田町須佐６９２ 0853-84-0919 食肉処理業 1 特記事項なし H28.12.1 R3.11.30

318160003 渡部　良治 みはた特産品研究会
出雲市佐田町大呂１００５－
１

食肉処理業 1 特記事項なし R1.6.1 R6.5.31

298110080 株式会社　北陽ミートセンター 代表取締役　鈴木　重臣 株式会社　北陽ミートセンター 出雲市小山町２２２ 23-3811 食肉処理業 2 特記事項なし H29.6.1 R4.5.31

298115098 株式会社　北陽ミートセンター 代表取締役　鈴木　重臣
株式会社　北陽ミートセンター
２号店

出雲市小山町２２３－１ 23-3811 食肉処理業 2 特記事項なし H29.12.1 R4.11.30

298110109 有限会社　フードノナカ 代表取締役　野中　満 有限会社　フードノナカ 出雲市神西沖町２４８３－６８ 43-1431 食肉処理業 2 特記事項なし H29.6.1 R4.5.31

280160001 塩野　雄治 しおのフーズ 出雲市多伎町久村１２０－１ 0853-86-3218 食肉処理業 2 特記事項なし H28.4.15 R3.5.31

298160104 新日本食品　株式会社 代表取締役　藤江　昭雄 新日本食品　株式会社 出雲市大島町１０９－５ 0853-43-3329 食肉処理業 2 特記事項なし H29.6.1 R4.5.31

288115074 有限会社　藤増ストアー 代表取締役　藤江　信賢 有限会社　藤増ストアー 出雲市知井宮町９７３ 21-1839 食肉処理業 2 特記事項なし H28.12.1 R3.11.30

308160003 有限会社　光栄精肉 代表取締役　今岡　清 (有)光栄精肉 出雲市天神町２２１－７ 0853-21-3465 食肉処理業 2 特記事項なし H30.6.1 R5.5.31

288165078 渡部　康宏 こにしミート 出雲市東園町１３１９ 28-1333 食肉処理業 2 特記事項なし H28.12.1 R3.11.30

298165199 株式会社　ＪＡアグリ島根 代表取締役　荒木　健
株式会社　ＪＡアグリ島根 ア
グリ販売部食肉加工センター

出雲市斐川町美南１６６６ 73-9565 食肉処理業 2 特記事項なし H29.12.1 R5.11.30

300160001 坂口　慎吾
バリューネットワーク平田パッ
クセンター

出雲市平田町１８９２－５ 0853-31-9550 食肉処理業 2 特記事項なし H31.1.10 R6.5.31

20170007 サン・イン・ハート　株式会社 代表取締役　立花　輝夫
ローソン・ポプラ出雲医大南
町店

出雲市医大南町１丁目２８－
１

0853-20-1185 食肉販売業 特記事項なし R2.8.20 R7.11.30

288175090
有限会社　 ＪＡいずもアグリ
マート

代表取締役　影山　卓也
ファミリーマートＪＡいずも稲
岡店

出雲市稲岡町３４７－２ 0853-24-7385 食肉販売業 特記事項なし H28.12.1 R3.11.30

300170024 サン・イン・ハート　株式会社 代表取締役　立花　輝夫 ローソン出雲駅南店 出雲市駅南町２丁目５－１ 0853-30-1016 食肉販売業 特記事項なし H31.1.29 R6.5.31

290170021
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　出
雲駅南店

出雲市駅南町３丁目１３－１ 0853-20-1550 食肉販売業 特記事項なし H29.11.13 R4.11.30

300170017
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　出
雲駅北店

出雲市駅北町１ 0853-20-1557 食肉販売業 特記事項なし H30.12.6 R6.5.31

280170023
ＪＲ西日本山陰開発　 株式会
社

代表取締役　新井　慎一
セブンイレブンハートインＪＲ
出雲市駅店

出雲市駅北町１１　ＪＲ出雲
市駅構内

0853-25-0696 食肉販売業 特記事項なし H28.9.27 R3.11.30

310170013 サン・イン・ハート　株式会社 代表取締役　立花　輝夫 ローソン出雲駅北店 出雲市駅北町２－１ 0853-20-1866 食肉販売業 特記事項なし R2.1.22 R7.5.31

310170014
ＪＲ西日本山陰開発　 株式会
社

代表取締役　新井　慎一
セブン‐イレブン出雲市駅北
店

出雲市駅北町４－４の一部、
４－５の一部

0853-25-7968 食肉販売業 特記事項なし R2.2.10 R7.5.31

298125068 加藤　憲治 ローソン出雲塩冶原店
出雲市塩冶原町１丁目５－１
３

30-0389 食肉販売業 特記事項なし H29.12.1 R4.11.30

298170064 祝部　昭 ローソン出雲塩冶神前店 出雲市塩冶神前６丁目１－１ 21-4875 食肉販売業 特記事項なし H29.6.1 R5.5.31

290170008 荻堂　ミルトン　セイスン Ｍｒ．ＭＡＲＫＥＴ　ＳＨＩＭＡＮＥ 出雲市塩冶善行町１０－１ 食肉販売業 特記事項なし H29.7.24 R4.11.30

288170062
株式会社　 フーズマーケット
ホック

代表取締役　長谷川　徹
株式会社　フーズマーケット
ホック塩冶店

出雲市塩冶町１２００ 0853-23-2377 食肉販売業 特記事項なし H28.6.1 R3.5.31

310170001 株式会社　ＰＬＡＮＴ 代表取締役　三ツ田　佳史 ＰＬＡＮＴ出雲店 出雲市塩冶町１４０８－２ 0853-24-7800 食肉販売業 特記事項なし H31.4.15 R6.5.31

278125074 株式会社　ウシオ 代表取締役　牛尾　篤史 グッディー医大通店 出雲市塩冶町２１２５－１ 0853-21-2088 食肉販売業 特記事項なし H27.12.1 R3.11.30
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310170010 三次　靖男 株式会社　ウシオ
出雲市塩冶町２１２５－１　１Ｆ
（県下一円）

0853-21-2088 食肉販売業 特記事項なし R1.11.1 R6.11.30

20170002 有限会社　大和 代表取締役　曽田　卓 焼肉　大和 出雲市塩冶町８２６－４ 0853-24-3119 食肉販売業 特記事項なし R2.5.15 R7.5.31

300170002 株式会社　ファミリーマート 代表取締役　澤田　貴司
ファミリーマート島根大学医学
部附属病院

出雲市塩冶町８９－１ 0853-24-7610 食肉販売業 特記事項なし H30.4.27 R5.5.31

300170011 鍋田　卓
お肉のなべさん 業務用食品
スーパー出雲店

出雲市塩冶町９５２ 食肉販売業 特記事項なし H30.10.23 R5.11.30

28125549 島根県農業協同組合 代表理事　石川　寿樹 ラピタみなみ店 出雲市塩冶町９９０ 22-3733 食肉販売業 特記事項なし R2.12.1 R8.11.30

300170021
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　塩
冶店

出雲市塩冶有原町５－１１ 0853-24-8555 食肉販売業 特記事項なし H31.1.8 R6.5.31

318175016 有限会社　堀商会 代表取締役　堀　秀満 ローソン出雲塩冶有原店 出雲市塩冶有原町５丁目３９ 22-1837 食肉販売業 特記事項なし R1.12.1 R7.11.30

300170019 山本　成美 ローソン出雲荻杼町 出雲市荻杼町４７４ 0853-31-9316 食肉販売業 特記事項なし H30.12.10 R6.5.31

310170009 株式会社　ロ－ソン 代表取締役　竹増　貞信 ローソン出雲下古志店 出雲市下古志町６８６－１ 0853-24-7133 食肉販売業 特記事項なし R1.10.30 R6.11.30

300170018
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　下
古志店

出雲市下古志町７０１－５ 0853-24-8185 食肉販売業 特記事項なし H30.12.6 R6.5.31

28125553 原　勇 もみじや 出雲市河下町５９９－１ 0853-66-0033 食肉販売業 特記事項なし R2.12.1 R7.11.30

310170012 有限会社　料亭たわら 代表取締役　俵　輝子 有限会社　料亭たわら 出雲市古志町１０２６－４ 0853-21-3597 食肉販売業 特記事項なし R1.12.13 R7.5.31

28175530 有限会社　藤増ストアー 代表取締役　藤江　信賢 藤増ストアー古志店 出雲市古志町１０５２ 0853-23-1129 食肉販売業 特記事項なし R2.12.1 R7.11.30

280170006
株式会社　アースクリエイティ
ブ

(株)アースクリエイティブ
出雲市湖陵町差海１７００－
１

0853-77-7729 食肉販売業 特記事項なし H28.5.31 R3.5.31

280170037 サン・イン・ハート　株式会社 代表取締役　立花　輝夫 ローソン湖陵店 出雲市湖陵町差海３８５－１ 0853-43-3730 食肉販売業 特記事項なし H29.2.27 R4.5.31

28120487 島根県農業協同組合 代表理事　石川　寿樹 ラピタ湖陵店 出雲市湖陵町差海７０８－５ 43-3535 食肉販売業 特記事項なし R2.6.1 R8.5.31

28175527
有限会社　 ＪＡいずもアグリ
マート

代表取締役　影山　卓也
ファミリーマート　ＪＡいずも湖
陵

出雲市湖陵町差海７１０－１ 0853-43-7660 食肉販売業 特記事項なし R2.12.1 R7.11.30

298120187 中尾　和憲 中尾食品 出雲市湖陵町差海７２６－１ 43-2003 食肉販売業 特記事項なし H29.6.1 R4.5.31

310170015 妹尾　誠宜 実楽八
出雲市湖陵町三部１１０－２
４（県下一円）

食肉販売業 特記事項なし R2.2.26 R7.5.31

288120218 原田　禎元 大工屋 出雲市湖陵町大池９７２ 0853-43-2032 食肉販売業 特記事項なし H28.6.1 R3.5.31

300170026 サン・イン・ハート　株式会社 代表取締役　立花　輝夫 ローソン出雲江田店 出雲市江田町８７－１ 0853-23-2988 食肉販売業 特記事項なし H31.1.29 R6.5.31

300170004 サン・イン・ハート　株式会社 代表取締役　立花　輝夫 ローソン　出雲荒茅店 出雲市荒茅町３３３５－１ 0853-28-3518 食肉販売業 特記事項なし H30.6.28 R5.11.30

300170031 ウエルシア薬局　株式会社 代表取締役　水野　秀晴 ウエルシア出雲高岡店 出雲市高岡町１２７９－１ 0853-24-7725 食肉販売業 特記事項なし H31.3.1 R6.5.31

290170028
有限会社　 ＪＡいずもアグリ
マート

代表取締役　影山　卓也
ファミリーマート　ＪＡいずも高
岡店

出雲市高岡町４１０－１ 0853-24-8520 食肉販売業 特記事項なし H30.3.20 R5.5.31

28125551 株式会社　小林冷蔵 代表取締役　小林　和夫 （株）小林冷蔵　かにかに家 出雲市高岡町４４２－１ 0853-22-8899 食肉販売業 特記事項なし R2.12.1 R7.11.30

298120100 株式会社　小林冷蔵 代表取締役　小林　和夫 株式会社　小林冷蔵 出雲市高岡町４５０ 23-1950 食肉販売業 特記事項なし H29.6.1 R4.5.31

280170011 株式会社　コスモス薬品 代表取締役　横山　英昭 ドラッグコスモス高岡店 出雲市高岡町６４９ 0853-24-7600 食肉販売業 特記事項なし H28.7.26 R3.11.30
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298125108 有限会社　安田ブロイラー 代表取締役　安田　育郎 有限会社　安田ブロイラー 出雲市高松町１４９８ 28-0804 食肉販売業 特記事項なし H29.12.1 R4.11.30

298120085 株式会社　山京 代表取締役　安食　正則 株式会社　山京出雲支店
出雲市高松町５７０（出雲総
合地方卸売市場内）

28-1658 食肉販売業 特記事項なし H29.6.1 R4.5.31

298120088 出雲大同青果　株式会社 代表取締役　兒玉　誠二 出雲大同青果　株式会社
出雲市高松町５７０（出雲総
合地方卸売市場内）

28-1112 食肉販売業 特記事項なし H29.6.1 R4.5.31

290170009 片山　伸治 ローソン出雲国富店 出雲市国富町８０６ 0853-63-5252 食肉販売業 特記事項なし H29.8.1 R4.11.30

308120024 有限会社　開栄舎精肉店 代表取締役　木村　雄一 有限会社　開栄舎精肉店 出雲市今市町１３６５ 21-0051 食肉販売業 特記事項なし H30.6.1 R5.5.31

318175017 曽田　篤男 ポプラ出雲駅前店 出雲市今市町２０６４ 24-8831 食肉販売業 特記事項なし R1.12.1 R7.11.30

290170003
株式会社 セブン－イレブン・
ジャパン

代表取締役　永松　文彦
セブンイレブン　出雲今市町
店

出雲市今市町２３７－４ 0853-22-0067 食肉販売業 特記事項なし H29.5.22 R4.5.31

290170023 株式会社　ププレひまわり 代表取締役　梶原　聡一
スーパードラッグひまわり今
市店

出雲市今市町４２－１ 0853-25-9097 食肉販売業 特記事項なし H29.12.27 R5.5.31

298125024 松本　佳久 松本鶏肉店 出雲市今市町５６３ 21-0820 食肉販売業 特記事項なし H29.12.1 R4.11.30

308175015 祝部　昭 ローソン出雲今市町本町店 出雲市今市町５７２ 0853-22-2113 食肉販売業 特記事項なし H30.12.1 R5.11.30

300170008 有限会社　夢屋 代表取締役　菊地　栄美子 ととろ 出雲市今市町７４３－１ 0853-21-3909 食肉販売業 特記事項なし H30.9.19 R5.11.30

318175013 島根県農業協同組合 代表理事　石川　寿樹 ＪＡしまね出雲地区本部
出雲市今市町８７　ラピタ本
店前

21-6060 食肉販売業 特記事項なし R1.12.1 R7.11.30

318175015 髙橋　朱美
ファミリーマート　出雲南本町
店

出雲市今市町南本町２１－１ 0853-24-7724 食肉販売業 特記事項なし R1.12.1 R6.11.30

280170033 本間　裕子 ファミリーマート出雲北本町店
出雲市今市町北本町１丁目１
－１

0853-24-8310 食肉販売業 特記事項なし H29.1.30 R4.5.31

310170006
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　北
本町店

出雲市今市町北本町５丁目２
－７

0853-30-0354 食肉販売業 特記事項なし R1.9.9 R6.11.30

308120018 山本　孝治 ファミリーショップ　やまもと
出雲市佐田町一窪田２１４８
－１

85-2568 食肉販売業 特記事項なし H30.6.1 R5.5.31

290170024 一般社団法人　吉栗ドリーム 代表理事　山本　義隆 吉栗の食処　おちらと 出雲市佐田町一窪田６５７ 0853-85-8020 食肉販売業 特記事項なし H30.2.9 R5.5.31

298175203 有限会社　あわや 代表取締役　板垣　圭悦 あわや 出雲市佐田町原田７３５－５ 84-0100 食肉販売業 特記事項なし H29.12.1 R4.11.30

298125206 鎌田　美津子 鎌田商店
出雲市佐田町八幡原１０４３
－５

85-2403 食肉販売業 特記事項なし H29.12.1 R4.11.30

318170009 岸　修一
ふれあい産直ショップ　山のさ
と

出雲市佐田町八幡原２３８－
４

0853-85-8988 食肉販売業 特記事項なし R1.6.1 R6.5.31

298170173 今岡　智恵子 あおぞら
出雲市佐田町反辺１４３７－
３

0853-84-0128 食肉販売業 特記事項なし H29.6.1 R4.5.31

318125050 島根県農業協同組合 代表理事　石川　寿樹 ラピタ佐田店
出雲市佐田町反辺１５８６－
１２

84-0262 食肉販売業 特記事項なし R1.12.1 R6.11.30

28170378 吉田　恵美子 吉田商店
出雲市佐田町反辺２０１６－
５

84-0503 食肉販売業 特記事項なし R2.6.1 R7.5.31

28125552 金森　八重子 金森商店 出雲市坂浦町１８９１－１ 0853-68-0945 食肉販売業 特記事項なし R2.12.1 R7.11.30

28125557 金築　義秋 大畑商店 出雲市坂浦町１９３３ 0853-68-0943 食肉販売業 特記事項なし R2.12.1 R7.11.30

298125166 松村　悦男 泉屋商店 出雲市三津町１３３ 68-0372 食肉販売業 特記事項なし H29.12.1 R4.11.30

300170023 サン・イン・ハート　株式会社 代表取締役　立花　輝夫 ローソン出雲枝大津町店 出雲市枝大津町１４－４ 0853-23-1552 食肉販売業 特記事項なし H31.1.29 R6.5.31
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288170051 有限会社　ヤマオ酒舗 代表取締役　山尾　玲嗣 有限会社　ヤマオ酒舗 出雲市枝大津町３－６ 0853-21-4102 食肉販売業 特記事項なし H28.6.1 R3.5.31

28175526 有限会社　ワタエー 代表取締役　渡部　浩次 善神水産 出雲市十六島町４２８ 0853-66-0080 食肉販売業 特記事項なし R2.12.1 R7.11.30

280170024 田中　優行 ローソン・ポプラ平田一畑店 出雲市小境町４１２－２ 0853-67-0005 食肉販売業 特記事項なし H28.11.7 R3.11.30

308175012 宗教法人　一畑寺 代表役員　飯塚　大幸 一畑山コテージ 出雲市小境町８０３ 67-0111 食肉販売業 特記事項なし H30.12.1 R5.11.30

298120081 株式会社　北陽ミートセンター 代表取締役　鈴木　重臣 株式会社　北陽ミートセンター 出雲市小山町２２２ 23-3811 食肉販売業 特記事項なし H29.6.1 R4.5.31

298125097 株式会社　北陽ミートセンター 代表取締役　鈴木　重臣
株式会社　北陽ミートセンター
２号店

出雲市小山町２２３－１ 23-3811 食肉販売業 特記事項なし H29.12.1 R4.11.30

298175101
有限会社　 ＪＡいずもアグリ
マート

代表取締役　影山　卓也
ファミリーマート ＪＡいずも小
山店

出雲市小山町２３５－３ 0853-21-8755 食肉販売業 特記事項なし H29.12.1 R4.11.30

300170006 田邊　秀雄 ローソン出雲小山町店 出雲市小山町５０４－１ 0853-24-0117 食肉販売業 特記事項なし H30.8.3 R5.11.30

300170020 原　直樹 マルハ畜産
出雲市松寄下町２４０－３（県
下一円）

食肉販売業 特記事項なし H30.12.20 R6.5.31

318170013 島根県農業協同組合 代表理事　石川　寿樹 ラピタはまやま店 出雲市松寄下町２９８－２ 0853-30-7770 食肉販売業 特記事項なし R1.6.1 R7.5.31

28175522 飯塚　孝子 まるいストア 出雲市松寄下町７１６－１ 0853-23-2565 食肉販売業 特記事項なし R2.12.1 R7.11.30

318175018
有限会社　 ＪＡいずもアグリ
マート

代表取締役　影山　卓也
ファミリーマートＪＡいずも塩
冶東店

出雲市上塩冶町２６４６－１ 0853-24-7703 食肉販売業 特記事項なし R1.12.1 R6.11.30

280170009 株式会社　コスモス薬品 代表取締役　横山　英昭 ドラッグコスモス塩冶東店 出雲市上塩冶町２６７４ 0853-24-8311 食肉販売業 特記事項なし H28.7.26 R3.11.30

280170030 藤原　大樹
セブンイレブン　出雲上塩冶
町店

出雲市上塩冶町４００１ 0853-21-5313 食肉販売業 特記事項なし H29.1.25 R4.5.31

28125562 有限会社　かつべ種畜牧場 代表取締役　勝部　信二 有限会社　かつべ種畜牧場 出雲市上島町１６３８ 0853-48-0516 食肉販売業 特記事項なし R2.12.1 R7.11.30

290170015 鍋田　良一 お肉のなべさん
出雲市神西沖町１４４３－２
サンアイ内

0853-43-0500 食肉販売業 特記事項なし H29.9.22 R4.11.30

288125100 高橋　良 高橋商店 出雲市神西沖町２０４４－２ 0853-43-1374 食肉販売業 特記事項なし H28.12.1 R3.11.30

280170013 株式会社　コスモス薬品 代表取締役　横山　英昭 ドラッグコスモス神門店 出雲市神門町１３６７－４ 0853-24-7117 食肉販売業 特記事項なし H28.7.26 R3.11.30

298170073 高橋　秀徳 ファミリーマートいずも神門 出雲市神門町７９７ 0853-24-7775 食肉販売業 特記事項なし H29.6.1 R4.5.31

280170028
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　神
門店

出雲市神門町８８０ 0853-24-8860 食肉販売業 特記事項なし H29.1.16 R4.5.31

288170086
有限会社　 ＪＡいずもアグリ
マート

代表取締役　影山　卓也
ファミリーマート　ＪＡいずも長
浜店

出雲市西園町２６７－１ 0853-28-8300 食肉販売業 特記事項なし H28.6.1 R3.5.31

300170007 松田　和幸 セブンイレブン　出雲長浜店 出雲市西園町２７１－１ 0853-28-0115 食肉販売業 特記事項なし H30.8.22 R5.11.30

288120252 郷原　繁 郷原商店 出雲市西郷町４３９－２ 0853-62-2071 食肉販売業 特記事項なし H28.6.1 R3.5.31

280170031 漆谷　好紀
セブンイレブン　出雲西新町
店

出雲市西新町１丁目２４５３
－７

0853-21-1712 食肉販売業 特記事項なし H29.1.25 R4.5.31

308175016
有限会社　 ＪＡいずもアグリ
マート

代表取締役　影山　卓也
ファミリーマート　ＪＡいずも西
出雲店

出雲市西新町２丁目２４５８
－３

24-7507 食肉販売業 特記事項なし H30.12.1 R5.11.30

318175012 株式会社　多伎振興 代表取締役　鳥屋尾　巧 キララコテージ 出雲市多伎町久村１８２－１ 0853-86-9088 食肉販売業 特記事項なし R1.12.1 R6.11.30

298120181 島根県農業協同組合 代表理事　石川　寿樹 ラピタ多伎店 出雲市多伎町多岐８５３－１ 86-2444 食肉販売業 特記事項なし H29.6.1 R4.5.31
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288170212 堀　秀満 ローソン出雲多伎店 出雲市多伎町多岐８７７－９ 0853-86-3887 食肉販売業 特記事項なし H28.6.1 R4.5.31

298175256 蒲生　雄夫 蒲生商店　宇龍店 出雲市大社町宇龍１５８ 54-5456 食肉販売業 特記事項なし H29.12.1 R4.11.30

310170002 株式会社 Ｔ’ｓ　ＣＯＭＰＡＳＳ 代表取締役　武美　寧兼
ファミリーマート　出雲大社正
門前通り店

出雲市大社町杵築東３６６ 0853-53-8788 食肉販売業 特記事項なし H31.4.22 R6.5.31

290170027
有限会社　 ＪＡいずもアグリ
マート

代表取締役　影山　卓也
ファミリーマート　ＪＡいずも大
社東店

出雲市大社町杵築東４０ 0853-53-8015 食肉販売業 特記事項なし H30.3.20 R5.5.31

20170004 長岡　昭洋 焼肉　韓国家庭料理　幸楽苑
出雲市大社町杵築南１３８６
－２

0853-53-3749 食肉販売業 特記事項なし R2.6.3 R7.11.30

308125025 島根県農業協同組合 代表理事　石川　寿樹 ラピタ大社店 出雲市大社町杵築南９９６ 53-2800 食肉販売業 特記事項なし H30.12.1 R5.11.30

308175010 島根県農業協同組合 代表理事　石川　寿樹
ＪＡしまね出雲地区本部　鵜
鷺店

出雲市大社町鷺浦１５３ 53-0131 食肉販売業 特記事項なし H30.12.1 R5.11.30

298175236 有限会社　プラックス 代表取締役　髙橋　健二 ローソン出雲大社町店
出雲市大社町修理免７７３－
７

0853-53-2001 食肉販売業 特記事項なし H29.12.1 R5.11.30

310170005 島田　担
セブンイレブン　出雲大社町
中荒木店

出雲市大社町中荒木７５７－
１

0853-53-0007 食肉販売業 特記事項なし R1.8.2 R6.11.30

318125044 蒲生　雄夫 蒲生商店 出雲市大社町日御碕４６０ 54-5056 食肉販売業 特記事項なし R1.12.1 R6.11.30

308120023
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大社浜
山店

出雲市大社町入南６０８－１ 53-7600 食肉販売業 特記事項なし H30.6.1 R6.5.31

310170016 株式会社　島根ワイナリー 代表取締役　新藤　正人 島根ワイナリー　シャトー弥山 出雲市大社町菱根２６４－２ 0853-53-5577 食肉販売業 特記事項なし R2.3.17 R7.5.31

290170018 片山　伸治 ローソン浜山店
出雲市大社町北荒木１０５７
－１

0853-53-0377 食肉販売業 特記事項なし H29.10.3 R4.11.30

290170026
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　出
雲大社店

出雲市大社町北荒木１２１２
－２

0853-53-8018 食肉販売業 特記事項なし H30.3.9 R5.5.31

298175245
株式会社　 フーズマーケット
ホック

代表取締役　長谷川　徹 ホック大社店
出雲市大社町北荒木６２５－
２ ショッピングタウンエル内

0853-25-8177 食肉販売業 特記事項なし H29.12.1 R5.11.30

28170376
有限会社　 ＪＡいずもアグリ
マート

代表取締役　影山　卓也
ファミリーマート　ＪＡいずも大
社店

出雲市大社町北荒木９４０－
１

0853-53-8666 食肉販売業 特記事項なし R2.6.1 R7.5.31

280170038 有限会社　けんちゃん漬 代表取締役　成相　善美 けんちゃん漬 出雲市大社町遙堪４０３ 0853-21-1034 食肉販売業 特記事項なし H29.3.23 R4.5.31

318170008 有限会社　山さ紀 代表取締役　原　大 山さ紀とんとん亭 出雲市大津新崎町１丁目５４ 23-6990 食肉販売業 特記事項なし R1.6.1 R6.5.31

280170019 多納　和香枝
セブンイレブン　出雲大津新
崎２丁目店

出雲市大津新崎町２丁目２８ 0853-25-2012 食肉販売業 特記事項なし H28.8.24 R3.11.30

280170010 株式会社　コスモス薬品 代表取締役　横山　英昭 ドラッグコスモス大津新崎店 出雲市大津新崎町５丁目９ 0853-24-8007 食肉販売業 特記事項なし H28.7.26 R3.11.30

290170013 株式会社　ＦＡＮｅｅｄｓ 代表取締役　窪田　敏和 ローソン出雲大津新崎店 出雲市大津新崎町７－９－１ 0853-23-0273 食肉販売業 特記事項なし H29.9.1 R4.11.30

318175010 株式会社　ウシオ 代表取締役　牛尾　篤史 グッディー北部店 出雲市大津朝倉１丁目６－６ 24-7677 食肉販売業 特記事項なし R1.12.1 R7.11.30

318175014 有限会社　フラップスカイ 代表取締役　高橋　茂樹
ローソン出雲大津朝倉一丁目
店

出雲市大津朝倉１丁目７－１
０

0853-24-7255 食肉販売業 特記事項なし R1.12.1 R7.11.30

28125560 株式会社　ウシオ 代表取締役　牛尾　篤史 グッディー上成店 出雲市大津町１１０５ 0853-22-9287 食肉販売業 特記事項なし R2.12.1 R7.11.30

28125550 山田　修一 橋本屋 出雲市大津町１４０３ 0853-21-1744 食肉販売業 特記事項なし R2.12.1 R7.11.30

28175525 鐘推　達也 くるみ市 出雲市大津町１５７４－８ 0853-27-9631 食肉販売業 特記事項なし R2.12.1 R7.11.30

28175531
有限会社　 ＪＡいずもアグリ
マート

代表取締役　影山　卓也
ファミリーマート　ＪＡいずも大
津店

出雲市大津町１６９７－２７ 0853-20-1501 食肉販売業 特記事項なし R2.12.1 R7.11.30
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300170001 有限会社　高野商店 高野　仁志 有限会社　高野商店 出雲市大津町２５４７ 21-1244 食肉販売業 特記事項なし H30.4.24 R5.5.31

288125046 竹内　弘治 フレッシュハウス　たけうち 出雲市大津町４８７－２ 21-0468 食肉販売業 特記事項なし H28.12.1 R3.11.30

28175523 株式会社　イズミ 代表取締役　山西　泰明 ゆめタウン出雲
出雲市大塚町６５０－１ ゆめ
タウン出雲　本館１Ｆ

24-0080 食肉販売業 特記事項なし R2.12.1 R8.11.30

28175532 寺本　純 ローソン出雲大塚店 出雲市大塚町７４２ 0853-24-0018 食肉販売業 特記事項なし R2.12.1 R8.11.30

300170014
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　大
塚店

出雲市大塚町７５０－１ 0853-20-1622 食肉販売業 特記事項なし H30.11.21 R5.11.30

318125045 株式会社　イズミ 代表取締役　山西　泰明 ゆめマート神西店 出雲市大島町２４－１ 43-3800 食肉販売業 特記事項なし R1.12.1 R7.11.30

298170107 須谷　孝 須谷鮮魚店 出雲市大島町６８９－１ 0853-43-1192 食肉販売業 特記事項なし H29.6.1 R4.5.31

308120025 寺本　純 ローソン出雲知井宮店 出雲市知井宮町１８２ 24-2570 食肉販売業 特記事項なし H30.6.1 R5.5.31

298175076 株式会社　かみありづき 代表取締役　中筋　雄三 株式会社　かみありづき 出雲市知井宮町２２１－３ 0853-23-8488 食肉販売業 特記事項なし H29.12.1 R4.11.30

288125073 有限会社　藤増ストアー 代表取締役　藤江　信賢 有限会社　藤増ストアー 出雲市知井宮町９７３ 21-1839 食肉販売業 特記事項なし H28.12.1 R3.11.30

300170022
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　出
雲中野店

出雲市中野町２６５－１ 0853-24-9220 食肉販売業 特記事項なし H31.1.8 R6.5.31

318120038 有限会社　中野精肉店 代表取締役　柳樂　忠 スーパーナカノ
出雲市中野美保北１丁目３－
３

23-3100 食肉販売業 特記事項なし R1.6.1 R7.5.31

300170016 相川　和満
セブンイレブン　出雲朝山町
店

出雲市朝山町２７３－４ 0853-48-2505 食肉販売業 特記事項なし H30.11.26 R5.11.30

280170027 コゲツ産業　株式会社 代表取締役　本村　道生 コゲツ産業（株） 出雲市長浜町４５７－１３ 0853-28-2566 食肉販売業 特記事項なし H28.11.30 R3.11.30

298125088 株式会社　さんれいフーズ 代表取締役　並河　元
株式会社さんれいフーズ　出
雲営業所

出雲市長浜町４５７－７ 28-0878 食肉販売業 特記事項なし H29.12.1 R5.11.30

298125090 生活協同組合しまね 理事長　安井　光夫
生活協同組合しまね 商品セ
ンター

出雲市長浜町５１６－４１ 28-0630 食肉販売業 特記事項なし H29.12.1 R4.11.30

20170001
株式会社　Ｏｗｌｐｅｅｐｓ． ｃｏ．
ＬＴＤ

代表取締役　角田　重 焼肉　ＴＥＲＲＡＣＣＥ 出雲市天神町７１ 0853-23-2388 食肉販売業 特記事項なし R2.4.27 R7.5.31

280170017 柳楽　聡太
セブンイレブン　出雲天神町
店

出雲市天神町８５０ 0853-23-3067 食肉販売業 特記事項なし H28.8.24 R3.11.30

280170003 イオンリテール　株式会社 代表取締役　井出　武美
イオンスタイル出雲　畜産　直
営

出雲市渡橋町１０６６ 0853-24-8200 食肉販売業 特記事項なし H28.4.14 R4.5.31

280170004 イオンリテール　株式会社 代表取締役　井出　武美
イオンスタイル出雲　畜産　コ
ンセ

出雲市渡橋町１０６６ 0853-24-8200 食肉販売業 特記事項なし H28.4.14 R4.5.31

280170005 株式会社　葡萄家 代表取締役　山根　一利
サンクゼール・久世福商店
イオンモール出雲店

出雲市渡橋町１０６６　イオン
モ－ル出雲１Ｆ

0853-25-8239 食肉販売業 特記事項なし H28.4.27 R3.5.31

310170011 株式会社　サンインマルイ 代表取締役　松田　欣也 マルイ浜山通り店 出雲市渡橋町１１５８ 0853-25-8866 食肉販売業 特記事項なし R1.12.10 R7.5.31

298170031 有限会社　ヒロト 取締役　廣戸　裕之 ローソン出雲渡橋店 出雲市渡橋町１１７１－１ 0853-20-0193 食肉販売業 特記事項なし H29.6.1 R5.5.31

300170009
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 Ａ－プライス出雲店 出雲市渡橋町１２０１ 0853-24-7601 食肉販売業 特記事項なし H30.10.11 R5.11.30

318170006 石橋　光博 ファミリーマート出雲渡橋店 出雲市渡橋町１２０６ 24-7514 食肉販売業 特記事項なし R1.6.1 R6.5.31

300170013 ダイレックス　株式会社 代表取締役　多田　高志 ダイレックス出雲店 出雲市渡橋町１２－３ 0853-25-9422 食肉販売業 特記事項なし H30.11.9 R5.11.30

300170012 大三ミート産業 株式会社 代表取締役　大家　大
大三ミート産業株式会社　出
雲店

出雲市渡橋町１２－３　ダイ
レックス内

0853-31-9029 食肉販売業 特記事項なし H30.11.9 R5.11.30
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300170028 中山　佳宜 ローソン出雲市役所前店 出雲市渡橋町３－１２ 0853-20-0776 食肉販売業 特記事項なし H31.2.1 R6.5.31

280170012 株式会社　コスモス薬品 代表取締役　横山　英昭 ドラッグコスモス渡橋店 出雲市渡橋町４７２ 0853-24-8088 食肉販売業 特記事項なし H28.7.26 R3.11.30

290170029 本間　裕子 ファミリーマート浜山通り店 出雲市渡橋町７７２－１ 0853-24-9205 食肉販売業 特記事項なし H30.3.29 R5.5.31

20170006 株式会社　ファンフロンティア 代表取締役　岩田　佳子 牛角　出雲渡橋店 出雲市渡橋町８２０－１ 0853-30-0929 食肉販売業 特記事項なし R2.7.14 R7.11.30

318170007 渡部　康宏 こにしミート
出雲市東園町１３１９（県下一
円）

28-1333 食肉販売業 特記事項なし R1.6.1 R6.5.31

28175524 社会福祉法人　ひらた福祉会 理事長　河瀨　京子 エルパティオ三葉園 出雲市東郷町１７５－４ 0853-62-0061 食肉販売業 特記事項なし R2.12.1 R8.11.30

298125163 株式会社　河村食材 代表取締役　河村　正 株式会社　河村食材 出雲市東福町２２５－３ 0853-63-1547 食肉販売業 特記事項なし H29.12.1 R4.11.30

290170025 柳楽　聡太
セブンイレブン　出雲浜山通り
店

出雲市白枝町１３２７－３ 0853-24-1120 食肉販売業 特記事項なし H30.2.20 R5.5.31

28125558 鳥屋尾　克久 ローソン出雲白枝堀西店 出雲市白枝町２２２－１ 0853-28-3171 食肉販売業 特記事項なし R2.12.1 R7.11.30

300170029
株式会社 トライアルカンパ
ニー

代表取締役　石橋　亮太
スーパーセンタートライアル
出雲白枝店

出雲市白枝町４２０－１ 0853-24-7788 食肉販売業 特記事項なし H31.2.15 R6.5.31

298125045 手銭　清子 白枝精肉店 出雲市白枝町４８８ 21-4062 食肉販売業 特記事項なし H29.12.1 R4.11.30

280170035
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　白
枝店

出雲市白枝町５５１－１ 0853-20-1616 食肉販売業 特記事項なし H29.2.1 R4.5.31

280170018 今岡　大輔
セブンイレブン　出雲白枝町
店

出雲市白枝町８６０－１ 0853-22-8511 食肉販売業 特記事項なし H28.8.24 R3.11.30

280170016 株式会社　コスモス薬品 代表取締役　横山　英昭 ドラッグコスモス白枝店 出雲市白枝町９８９－２ 0853-24-8050 食肉販売業 特記事項なし H28.7.26 R3.11.30

278120067 原　包 ローソン斐川荘原店 出雲市斐川町学頭２２８－１ 72-5128 食肉販売業 特記事項なし H27.6.1 R3.5.31

308175011 持田　和人 持田屋 出雲市斐川町学頭３７５－１ 72-0847 食肉販売業 特記事項なし H30.12.1 R5.11.30

310170007 小林　裕典 ローソン斐川出西店
出雲市斐川町求院１４６９－
１

0853-73-7855 食肉販売業 特記事項なし R1.10.28 R6.11.30

300170010 有限会社　ネスト 代表取締役　尾原　邦彦 有限会社　ネスト 出雲市斐川町黒目１２１３ 0853-31-7210 食肉販売業 特記事項なし H30.10.18 R5.11.30

298175180 木幡　博一 ファミリーマート斐川黒目店 出雲市斐川町黒目１２２０ 63-7106 食肉販売業 特記事項なし H29.12.1 R4.11.30

308120026 熱田　澄子 大竹屋 出雲市斐川町黒目１９７０ 62-4200 食肉販売業 特記事項なし H30.6.1 R5.5.31

28175534 株式会社　小田商店 代表取締役　大賀　昭司 生鮮食品　おだ斐川店 出雲市斐川町黒目５３５ 63-7180 食肉販売業 特記事項なし R2.12.1 R7.11.30

290170011
株式会社 セブン－イレブン・
ジャパン

代表取締役　永松　文彦
セブンイレブン　出雲斐川町
出西店

出雲市斐川町出西３７７８－
１

0853-72-6765 食肉販売業 特記事項なし H29.8.17 R4.11.30

280170014 株式会社　コスモス薬品 代表取締役　横山　英昭 ドラッグコスモス斐川店 出雲市斐川町上庄原１４８６ 0853-73-7100 食肉販売業 特記事項なし H28.7.26 R3.11.30

290170001 中田　充樹
ファミリーマート斐川インター
店

出雲市斐川町上庄原１６１０
－４

0853-73-7112 食肉販売業 特記事項なし H29.4.7 R4.5.31

288175139 有限会社　フラップスカイ 代表取締役　高橋　茂樹 ローソン斐川夢咲タウン店
出雲市斐川町上直江１２４０
－１

73-7303 食肉販売業 特記事項なし H28.12.1 R4.11.30

318125047 株式会社　イズミ 代表取締役　山西　泰明 ゆめタウン斐川
出雲市斐川町上直江１３０１
－１

0853-72-7900 食肉販売業 特記事項なし R1.12.1 R7.11.30

290170020
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　斐
川店

出雲市斐川町上直江１３０３
－１

0853-73-3553 食肉販売業 特記事項なし H29.10.20 R4.11.30
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308175009 佐藤　益彦 ローソン斐川上直江 出雲市斐川町上直江２５４３ 73-7373 食肉販売業 特記事項なし H30.12.1 R6.11.30

318170014 株式会社　ウシオ 代表取締役　牛尾　篤史 グッディー斐川店 出雲市斐川町神氷２８３７ 0853-72-5816 食肉販売業 特記事項なし R1.6.1 R7.5.31

290170014 株式会社　ＰＬＡＮＴ 代表取締役　三ツ田　佳史
ＳＵＰＥＲ　ＣＥＮＴＥＲ　ＰＬＡＮ
Ｔ　斐川店

出雲市斐川町荘原１２４９ 0853-72-7680 食肉販売業 特記事項なし H29.9.21 R5.11.30

298170151 新宮　祥伸 ローソン斐川中央店
出雲市斐川町荘原２２０４－
１

0853-72-5177 食肉販売業 特記事項なし H29.6.1 R5.5.31

290170002 小川　彰夫
セブンイレブン　出雲斐川町
荘原店

出雲市斐川町荘原２２１９－
１

0853-72-5025 食肉販売業 特記事項なし H29.5.15 R4.5.31

308125024 グリーンコープ生活協同組合 代表理事　寺本　敏徳 グリーンコープ生活協同組合
出雲市斐川町荘原２２３０－
１

0853-73-8010 食肉販売業 特記事項なし H30.12.1 R5.11.30

280170034 本間　裕子 ファミリーマート斐川荘原町店
出雲市斐川町荘原２８８５－
１

0853-73-7755 食肉販売業 特記事項なし H29.1.30 R4.5.31

20170005 株式会社　ファミリーマート 代表取締役　澤田　貴司 ファミリーマート斐川直江店 出雲市斐川町直江４９１１ 0853-73-7135 食肉販売業 特記事項なし R2.6.25 R7.11.30

280170026 井上　雅史 ローソン斐川荒神谷入口
出雲市斐川町直江５０９２－
３

0853-73-9055 食肉販売業 特記事項なし H28.11.29 R3.11.30

28175533
株式会社 トライアルカンパ
ニー

代表取締役　石橋　亮太
スーパーセンタートライアル
出雲斐川店

出雲市斐川町直江５１３５－
１

0853-73-7725 食肉販売業 特記事項なし R2.12.1 R8.11.30

288175151 荒木　信博 あらき精肉店 出雲市斐川町直江５３１０ 72-2364 食肉販売業 特記事項なし H28.12.1 R3.11.30

28175529 島根県農業協同組合 代表理事　石川　寿樹
ＪＡしまね　斐川グリーンセン
ター

出雲市斐川町美南１３２９ 73-9070 食肉販売業 特記事項なし R2.12.1 R8.11.30

298175200 株式会社　ＪＡアグリ島根 代表取締役　荒木　健
株式会社　ＪＡアグリ島根 ア
グリ販売部食肉加工センター

出雲市斐川町美南１６６６ 73-9565 食肉販売業 特記事項なし H29.12.1 R5.11.30

298125183 渡部　幹夫 渡部畜産　ミートショップ 出雲市斐川町富村１７７－１ 0853-72-9171 食肉販売業 特記事項なし H29.12.1 R4.11.30

280170008 中田　充樹 ファミリーマート斐川富村店 出雲市斐川町富村６８１－１ 0853-73-7760 食肉販売業 特記事項なし H28.6.28 R3.11.30

300170003 神門　佳代 みさきファーム 出雲市斐川町富村７１２－４ 0853-25-7345 食肉販売業 特記事項なし H30.6.19 R5.11.30

318170011 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斐川
店

出雲市斐川町富村７６５－２ 72-7555 食肉販売業 特記事項なし R1.6.1 R7.5.31

300170030 鍋田　良一 お肉のなべさん斐川店
出雲市斐川町富村７６５－２
サンアイ斐川内

0853-72-7555 食肉販売業 特記事項なし H31.2.26 R6.5.31

28175521 出雲配送　有限会社 代表取締役　江角　洋暢 いずはい 出雲市稗原町２１７５－１ 0853-48-1288 食肉販売業 特記事項なし R2.12.1 R7.11.30

308175013 小島　浩吉
ヤマザキＹショップ　出雲小島
店

出雲市稗原町３０３１－９ 0853-48-0010 食肉販売業 特記事項なし H30.12.1 R5.11.30

300170027 小島　浩吉 ひえばら号
出雲市稗原町３０３８－６（県
下一円）

食肉販売業 特記事項なし H31.1.31 R6.5.31

310170003 サン・イン・ハート　株式会社 代表取締役　立花　輝夫 ローソン出雲姫原二丁目 出雲市姫原２丁目１２－５ 0853-24-7650 食肉販売業 特記事項なし R1.5.31 R6.5.31

290170006 株式会社　ドン・キホーテ 代表取締役　吉田　直樹 ＭＥＧＡドン・キホーテ出雲店 出雲市姫原２丁目７－５ 0853-24-9311 食肉販売業 特記事項なし H29.6.28 R4.11.30

288120115
株式会社　エム・オー・エー商
事

代表取締役　田口　誠 ＭＯＡ出雲店
出雲市姫原２丁目９－９（ＭＯ
Ａ出雲会館１Ｆ）

22-5560 食肉販売業 特記事項なし H28.6.1 R3.5.31

280170022 株式会社　ププレひまわり 代表取締役　梶原　聡一
スーパードラッグひまわり　姫
原店

出雲市姫原３丁目８－１ 0853-25-8077 食肉販売業 特記事項なし H28.9.27 R3.11.30

288175088 島根県農業協同組合 代表理事　石川　寿樹
ファミリーマートラピタ中央病
院

出雲市姫原４丁目１－１ 島根
県立中央病院内

20-7037 食肉販売業 特記事項なし H28.12.1 R3.11.30

318170010 株式会社　新井建設 代表取締役　新井　龍水
ファミリーマート浜山公園入口
店

出雲市浜町５０５－３ 0853-24-7337 食肉販売業 特記事項なし R1.6.1 R6.5.31
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310170004 藤原　章
セブンイレブン　出雲武志町
店

出雲市武志町６０８ 0853-23-1107 食肉販売業 特記事項なし R1.7.22 R6.11.30

298125135 加納　誠一 平田屋精肉店 出雲市平田町１４６７ 63-1293 食肉販売業 特記事項なし H29.12.1 R5.11.30

290170010
株式会社 セブン－イレブン・
ジャパン

代表取締役　永松　文彦
セブンイレブン　出雲平田町
薮崎店

出雲市平田町１５８３ 0853-62-2725 食肉販売業 特記事項なし H29.8.17 R4.11.30

318125046 株式会社　丸合 代表取締役　梅林　裕暁 丸合　平田店 出雲市平田町１５９８ 63-8062 食肉販売業 特記事項なし R1.12.1 R6.11.30

280170001
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　平
田西店

出雲市平田町１６１５ 0853-63-7810 食肉販売業 特記事項なし H28.4.7 R3.5.31

280170015 株式会社　コスモス薬品 代表取締役　横山　英昭 ドラッグコスモス出雲平田店 出雲市平田町１６４７－２ 0853-63-7710 食肉販売業 特記事項なし H28.7.26 R3.11.30

28170379
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　平田
店

出雲市平田町１７０８－１ 0853-62-3219 食肉販売業 特記事項なし R2.6.1 R8.5.31

308175014 木幡　博一 ファミリーマート平田西店 出雲市平田町１８６３－１ 0853-63-7010 食肉販売業 特記事項なし H30.12.1 R5.11.30

288175106
有限会社 エスシェーカーアラ
イアンス

代表取締役　屋賀部　節夫
有限会社　エスシェーカーア
ライアンス

出雲市平田町２０１０－１２ 62-2526 食肉販売業 特記事項なし H28.12.1 R3.11.30

318175011 田中　優行 ローソン平田駅前店 出雲市平田町２２２６－９ 0853-62-5836 食肉販売業 特記事項なし R1.12.1 R6.11.30

288125108 石原　京子 石原食品店 出雲市平田町２２３６－６ 0853-63-2630 食肉販売業 特記事項なし H28.12.1 R3.11.30

298125143 株式会社　ウシオ 代表取締役　牛尾　篤史 グッディー平田店 出雲市平田町２３９０ 62-2367 食肉販売業 特記事項なし H29.12.1 R4.11.30

20170003 株式会社　グランデヴァレ 代表取締役　大國　行雄 焼き肉　まんまる 出雲市平田町２４２８－５ 0853-25-7873 食肉販売業 特記事項なし R2.5.19 R7.5.31

298175152 土江　宝太郎 平田にぎわい市場ツチエ 出雲市平田町５３４６－１１ 0853-62-4410 食肉販売業 特記事項なし H29.12.1 R4.11.30

308175017 田中　優行 ローソン出雲平田町店 出雲市平田町５４８２－３ 63-2124 食肉販売業 特記事項なし H30.12.1 R6.11.30

318170012 島根県農業協同組合 代表理事　石川　寿樹 ラピタひらた店 出雲市平田町７１３７ 63-7300 食肉販売業 特記事項なし R1.6.1 R7.5.31

290170007
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　平
田中ノ島店

出雲市平田町７２０１ 0853-63-5505 食肉販売業 特記事項なし H29.6.29 R4.11.30

288125114 田中　優行 ローソン平田中ノ島店 出雲市平田町７５５０ 0853-62-2468 食肉販売業 特記事項なし H28.12.1 R4.11.30

288170137
有限会社　 ＪＡいずもアグリ
マート

代表取締役　影山　卓也
ファミリーマート　ＪＡいずも平
田店

出雲市平田町７６９８ 0853-63-7172 食肉販売業 特記事項なし H28.6.1 R3.5.31

298175157 株式会社　ミートまつもと 代表取締役　松本　繁政 株式会社　ミートまつもと 出雲市平田町９４８－７ 0853-62-2046 食肉販売業 特記事項なし H29.12.1 R4.11.30

28175528
有限会社　 ＪＡいずもアグリ
マート

代表取締役　影山　卓也
ファミリーマート　ＪＡいずも
ドーム北店

出雲市平野町４５８－１ 0853-20-1340 食肉販売業 特記事項なし R2.12.1 R7.11.30

300170015
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　出
雲ドーム北店

出雲市平野町４８８－２ 0853-24-8899 食肉販売業 特記事項なし H30.11.22 R5.11.30

280170036 戸山　真
セブンイレブン　出雲平野町
店

出雲市平野町５４９－１ 0853-22-8577 食肉販売業 特記事項なし H29.2.22 R4.5.31

290170019 河瀬　由佳 河瀬肉店 出雲市野石谷町２１２ 0853-63-2696 食肉販売業 特記事項なし H29.10.18 R4.11.30

28170380 株式会社　あんり 代表取締役　安食　利男 株式会社　あんり 出雲市矢野町１２ 0853-88-0455 食肉販売業 特記事項なし R2.6.1 R9.5.31

28170377 株式会社　小田商店 代表取締役　大賀　昭司 生鮮食品　おだ出雲店 出雲市矢野町８６４－１ 0853-24-8060 食肉販売業 特記事項なし R2.6.1 R8.5.31

318180001 島根県立出雲農林高等学校 校長　山根　登
島根県立出雲農林高等学校
食品科学科

出雲市下横町９５０ 28-0321
食肉製品製造
業

1 特記事項なし R1.6.1 R6.5.31
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310180001 ＮＰＯ法人 里の恵み　山渓会 理事　横山　茂和
ＮＰＯ法人　里の恵み　山渓
会

出雲市佐田町須佐６３６－１ 0853-84-1123
食肉製品製造
業

1 特記事項なし H31.4.18 R6.5.31

298130204 青木　章 スモークハウス　白南風
出雲市大社町北荒木２６４－
３

53-5367
食肉製品製造
業

1 特記事項なし H29.6.1 R4.5.31

288135097 新日本食品　株式会社 代表取締役　藤江　昭雄 新日本食品　株式会社 出雲市大島町１０９－５ 43-3329
食肉製品製造
業

1 特記事項なし H28.12.1 R3.11.30

20070004 サン・イン・ハート　株式会社 代表取締役　立花　輝夫
ローソン・ポプラ出雲医大南
町店

出雲市医大南町１丁目２８－
１

0853-20-1185 魚介類販売業 特記事項なし R2.8.20 R7.11.30

288075091
有限会社　 ＪＡいずもアグリ
マート

代表取締役　影山　卓也
ファミリーマートＪＡいずも稲
岡店

出雲市稲岡町３４７－２ 0853-24-7385 魚介類販売業 特記事項なし H28.12.1 R3.11.30

300070019 サン・イン・ハート　株式会社 代表取締役　立花　輝夫 ローソン出雲駅南店 出雲市駅南町２丁目５－１ 0853-30-1016 魚介類販売業 特記事項なし H31.1.29 R6.5.31

290070020
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　出
雲駅南店

出雲市駅南町３丁目１３－１ 0853-20-1550 魚介類販売業 特記事項なし H29.11.13 R4.11.30

300070015
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　出
雲駅北店

出雲市駅北町１ 0853-20-1557 魚介類販売業 特記事項なし H30.12.6 R6.5.31

280070014
ＪＲ西日本山陰開発　 株式会
社

代表取締役　新井　慎一
セブンイレブンハートインＪＲ
出雲市駅店

出雲市駅北町１１　ＪＲ出雲
市駅構内

0853-25-0696 魚介類販売業 特記事項なし H28.9.27 R3.11.30

310070024 サン・イン・ハート　株式会社 代表取締役　立花　輝夫 ローソン出雲駅北店 出雲市駅北町２－１ 0853-20-1866 魚介類販売業 特記事項なし R2.1.22 R7.5.31

310070026
ＪＲ西日本山陰開発　 株式会
社

代表取締役　新井　慎一
セブン‐イレブン出雲市駅北
店

出雲市駅北町４－４の一部、
４－５の一部

0853-25-7968 魚介類販売業 特記事項なし R2.2.10 R7.5.31

288145123 竹内　正彦 竹内魚店 出雲市園町１２２１－４ 0853-62-3945 魚介類販売業 特記事項なし H28.12.1 R3.11.30

298075169 勝田　克巳 しじみの克ちゃん 出雲市園町９２０ 0853-67-0335 魚介類販売業 特記事項なし H29.12.1 R4.11.30

298145069 加藤　憲治 ローソン出雲塩冶原店
出雲市塩冶原町１丁目５－１
３

30-0389 魚介類販売業 特記事項なし H29.12.1 R4.11.30

298075065 石川　佳和 丸佳笑店
出雲市塩冶神前５丁目３－１
５

0853-21-0836 魚介類販売業 特記事項なし H29.12.1 R4.11.30

298070065 祝部　昭 ローソン出雲塩冶神前店 出雲市塩冶神前６丁目１－１ 21-4875 魚介類販売業 特記事項なし H29.6.1 R5.5.31

288070061
株式会社　 フーズマーケット
ホック

代表取締役　長谷川　徹
株式会社　フーズマーケット
ホック塩冶店

出雲市塩冶町１２００ 0853-23-2377 魚介類販売業 特記事項なし H28.6.1 R3.5.31

310070001 株式会社　ＰＬＡＮＴ 代表取締役　三ツ田　佳史 ＰＬＡＮＴ出雲店 出雲市塩冶町１４０８－２ 0853-24-7800 魚介類販売業 特記事項なし H31.4.15 R6.5.31

288145055 株式会社　ウシオ 代表取締役　牛尾　篤史 グッディー医大通店 出雲市塩冶町２１２５－１ 21-2088 魚介類販売業 特記事項なし H28.12.1 R3.11.30

310070019 三次　靖男 株式会社　ウシオ
出雲市塩冶町２１２５－１　１Ｆ
（県下一円）

0853-21-2088 魚介類販売業 特記事項なし R1.11.1 R6.11.30

298145059 福田　正範 かねひら商店
出雲市塩冶町４０７－２－４１
３（県下一円）

魚介類販売業 特記事項なし H29.12.1 R4.11.30

308140016 福田　幸成 福田 出雲市塩冶町５６４－３ 0853-21-0752 魚介類販売業 特記事項なし H30.6.1 R5.5.31

300070002 株式会社　ファミリーマート 代表取締役　澤田　貴司
ファミリーマート島根大学医学
部附属病院

出雲市塩冶町８９－１ 0853-24-7610 魚介類販売業 特記事項なし H30.4.27 R5.5.31

290070005 株式会社　シーヴァリ 代表取締役　錦織　靖明 シーヴァリ塩冶店
出雲市塩冶町９５２ 業務用食
品ス－パ－出雲店内

0853-23-8818 魚介類販売業 特記事項なし H29.5.26 R4.5.31

28075542 有限会社　まるた水産 取締役　永瀨　修二 ラピタ　みなみ店 出雲市塩冶町９９０ 0853-22-3733 魚介類販売業 特記事項なし R2.12.1 R7.11.30

318075017 有限会社　堀商会 代表取締役　堀　秀満 ローソン出雲塩冶有原店 出雲市塩冶有原町５丁目３９ 22-1837 魚介類販売業 特記事項なし R1.12.1 R7.11.30

290070022 株式会社　島根Ｖ．Ｆ青果 代表取締役　世良井　修 にぎわい市場　よってこ屋 出雲市塩冶有原町５丁目６０ 0853-25-8315 魚介類販売業 特記事項なし H29.12.13 R5.5.31
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300070017 山本　成美 ローソン出雲荻杼町 出雲市荻杼町４７４ 0853-31-9316 魚介類販売業 特記事項なし H30.12.10 R6.5.31

318070015 曽田　美枝子 乙女の市場　のぞみちゃん 出雲市乙立町３２７４－１１ 0853-45-0007 魚介類販売業 特記事項なし R1.6.1 R6.5.31

280070005 大國　巳晴 神戸川マルシェ 出雲市下古志町１６５５－３ 0853-21-1088 魚介類販売業 特記事項なし H28.6.3 R3.11.30

288070075 株式会社　桃源 代表取締役　山﨑　貴之 桃源直売所 出雲市下古志町６５６ 0853-20-1470 魚介類販売業 特記事項なし H28.6.1 R3.5.31

310070018 株式会社　ロ－ソン 代表取締役　竹増　貞信 ローソン出雲下古志店 出雲市下古志町６８６－１ 0853-24-7133 魚介類販売業 特記事項なし R1.10.30 R6.11.30

300070016
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　下
古志店

出雲市下古志町７０１－５ 0853-24-8185 魚介類販売業 特記事項なし H30.12.6 R6.5.31

308070028 長廻　隆子 幟立 出雲市河下町４９ 66-0415 魚介類販売業 特記事項なし H30.6.1 R5.5.31

28075544 株式会社　勝部屋 代表取締役　入江　紀久男 （株）勝部屋　古志店
出雲市古志町１０５２　藤増ス
トア－古志店内

0853-23-1129 魚介類販売業 特記事項なし R2.12.1 R7.11.30

308140012 今井　眞澄 うどん屋 出雲市古志町９９２ 21-1164 魚介類販売業 特記事項なし H30.6.1 R5.5.31

28145534 桑原　輝生 乙立屋商店 出雲市湖陵町差海１０１２ 0853-43-2050 魚介類販売業 特記事項なし R2.12.1 R7.11.30

280070031 サン・イン・ハート　株式会社 代表取締役　立花　輝夫 ローソン湖陵店 出雲市湖陵町差海３８５－１ 0853-43-3730 魚介類販売業 特記事項なし H29.2.27 R4.5.31

288145174 島田　廣 島田屋
出雲市湖陵町差海５６７－１
０（県下一円）

43-0689 魚介類販売業 特記事項なし H28.12.1 R3.11.30

300070027 島根県農業協同組合 代表理事　石川　寿樹 ラピタ湖陵店 出雲市湖陵町差海７０８－５ 0853-43-3535 魚介類販売業 特記事項なし H31.3.26 R6.5.31

28075554
有限会社　 ＪＡいずもアグリ
マート

代表取締役　影山　卓也
ファミリーマート　ＪＡいずも湖
陵

出雲市湖陵町差海７１０－１ 0853-43-7660 魚介類販売業 特記事項なし R2.12.1 R7.11.30

310070027 妹尾　誠宜 実楽八
出雲市湖陵町三部１１０－２
４（県下一円）

魚介類販売業 特記事項なし R2.2.26 R7.5.31

308140013 原田　禎元 大工屋 出雲市湖陵町大池９７２ 43-2032 魚介類販売業 特記事項なし H30.6.1 R5.5.31

300070021 サン・イン・ハート　株式会社 代表取締役　立花　輝夫 ローソン出雲江田店 出雲市江田町８７－１ 0853-23-2988 魚介類販売業 特記事項なし H31.1.29 R6.5.31

300070004 サン・イン・ハート　株式会社 代表取締役　立花　輝夫 ローソン　出雲荒茅店 出雲市荒茅町３３３５－１ 0853-28-3518 魚介類販売業 特記事項なし H30.6.28 R5.11.30

300070025 ウエルシア薬局　株式会社 代表取締役　水野　秀晴 ウエルシア出雲高岡店 出雲市高岡町１２７９－１ 0853-24-7725 魚介類販売業 特記事項なし H31.3.1 R6.5.31

28070389 有限会社　日本海 代表取締役　加田　義憲 有限会社　日本海 出雲市高岡町３９８ 0853-21-7272 魚介類販売業 特記事項なし R2.6.1 R7.5.31

290070027
有限会社　 ＪＡいずもアグリ
マート

代表取締役　影山　卓也
ファミリーマート　ＪＡいずも高
岡店

出雲市高岡町４１０－１ 0853-24-8520 魚介類販売業 特記事項なし H30.3.20 R5.5.31

28145537 株式会社　小林冷蔵 代表取締役　小林　和夫 （株）小林冷蔵　かにかに家 出雲市高岡町４４２－１ 0853-22-8899 魚介類販売業 特記事項なし R2.12.1 R7.11.30

318140011 株式会社　小林冷蔵 代表取締役　小林　和夫 株式会社　小林冷蔵 出雲市高岡町４５０ 23-1950 魚介類販売業 特記事項なし R1.6.1 R7.5.31

310070021 オアシス島根　株式会社 代表取締役　志食　秀司 オアシス島根 出雲市高岡町５１５ 0853-31-9115 魚介類販売業 特記事項なし R1.11.28 R6.11.30

310070007 株式会社　コスモス薬品 代表取締役　横山　英昭 ドラッグコスモス高岡店 出雲市高岡町６４９ 0853-24-7600 魚介類販売業 特記事項なし R1.9.3 R6.11.30

310070015 株式会社　マルエイ水産 代表取締役　永瀨　修二 株式会社　マルエイ水産 出雲市高松町５７０ 0853-25-9278 魚介類販売業 特記事項なし R1.9.18 R6.11.30

300070028 島根県農業協同組合 代表理事　石川　寿樹 ラピタプロセスセンター
出雲市高松町５７０ 出雲総合
地方卸売市場内

0853-28-0080 魚介類販売業 特記事項なし H31.3.26 R6.5.31
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298140086 株式会社　山京 代表取締役　安食　正則 株式会社　山京出雲支店
出雲市高松町５７０（出雲総
合地方卸売市場内）

28-1658 魚介類販売業 特記事項なし H29.6.1 R4.5.31

318140010 出雲大同青果　株式会社 代表取締役　兒玉　誠二 出雲大同青果　株式会社
出雲市高松町５７０（出雲総
合地方卸売市場内）

魚介類販売業 特記事項なし R1.6.1 R7.5.31

298070138 常松　佳史 常松魚栄店 出雲市国富町４４５－１ 0853-63-2849 魚介類販売業 特記事項なし H29.6.1 R4.5.31

290070009 片山　伸治 ローソン出雲国富店 出雲市国富町８０６ 0853-63-5252 魚介類販売業 特記事項なし H29.8.1 R4.11.30

318075019 勝部　博文 勝部鮮魚
出雲市今市町１２０－１（県下
一円）

21-1132 魚介類販売業 特記事項なし R1.12.1 R6.11.30

298145019 竹内　吉郎 竹内鮮魚店 出雲市今市町１７－４ 0853-21-3724 魚介類販売業 特記事項なし H29.12.1 R4.11.30

318075018 曽田　篤男 ポプラ出雲駅前店 出雲市今市町２０６４ 24-8831 魚介類販売業 特記事項なし R1.12.1 R7.11.30

290070003
株式会社 セブン－イレブン・
ジャパン

代表取締役　永松　文彦
セブンイレブン　出雲今市町
店

出雲市今市町２３７－４ 0853-22-0067 魚介類販売業 特記事項なし H29.5.22 R4.5.31

308075014 祝部　昭 ローソン出雲今市町本町店 出雲市今市町５７２ 0853-22-2113 魚介類販売業 特記事項なし H30.12.1 R5.11.30

298140020 有限会社　マルショウ鮮魚 代表取締役　石飛　洋海 有限会社　マルショウ鮮魚 出雲市今市町８６０－１４ 23-7470 魚介類販売業 特記事項なし H29.6.1 R4.5.31

318145012 島根県農業協同組合 代表理事　石川　寿樹 ラピタ本店 出雲市今市町８７ 21-6056 魚介類販売業 特記事項なし R1.12.1 R7.11.30

318075016 髙橋　朱美
ファミリーマート　出雲南本町
店

出雲市今市町南本町２１－１ 0853-24-7724 魚介類販売業 特記事項なし R1.12.1 R6.11.30

280070027 本間　裕子 ファミリーマート出雲北本町店
出雲市今市町北本町１丁目１
－１

0853-24-8310 魚介類販売業 特記事項なし H29.1.30 R4.5.31

310070025
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　北
本町店

出雲市今市町北本町５丁目２
－７

0853-30-0354 魚介類販売業 特記事項なし R2.2.10 R7.5.31

308070030 妹尾　悟 移動販売　向日葵号
出雲市佐田町一窪田１２３６
－４（県下一円）

魚介類販売業 特記事項なし H30.6.1 R5.5.31

308140008 山本　孝治 ファミリーショップ　やまもと
出雲市佐田町一窪田２１４８
－１

85-2568 魚介類販売業 特記事項なし H30.6.1 R5.5.31

280070032 栗原　豊 吉栗商店
出雲市佐田町一窪田３６３－
１

0853-85-2397 魚介類販売業 特記事項なし H29.3.27 R4.5.31

308140009 永井　君枝 松屋 出雲市佐田町須佐６７８－９ 84-0307 魚介類販売業 特記事項なし H30.6.1 R5.5.31

298075207 鎌田　美津子 鎌田商店
出雲市佐田町八幡原１０４３
－５

0853-85-2403 魚介類販売業 特記事項なし H29.12.1 R4.11.30

318070019 岸　修一
ふれあい産直ショップ　山のさ
と

出雲市佐田町八幡原２３８－
４

0853-85-8988 魚介類販売業 特記事項なし R1.6.1 R6.5.31

308070026 岩崎　一美 岩崎鮮魚
出雲市佐田町八幡原６９６－
６（県下一円）

85-2974 魚介類販売業 特記事項なし H30.6.1 R5.5.31

298070172 今岡　智恵子 あおぞら
出雲市佐田町反辺１４３７－
３

0853-84-0128 魚介類販売業 特記事項なし H29.6.1 R4.5.31

28145535 島根県農業協同組合 代表理事　石川　寿樹 ラピタ佐田店
出雲市佐田町反辺１５８６－
１２

84-0262 魚介類販売業 特記事項なし R2.12.1 R7.11.30

28070387 吉田　恵美子 吉田商店
出雲市佐田町反辺２０１６－
５

84-0503 魚介類販売業 特記事項なし R2.6.1 R7.5.31

318070017 大国　政博 大国
出雲市佐田町毛津２９１（県
下一円）

85-2464 魚介類販売業 特記事項なし R1.6.1 R6.5.31

28145546 釜屋　幹男 広美屋
出雲市坂浦町１８６４－３（県
下一円）

0853-68-0323 魚介類販売業 特記事項なし R2.12.1 R7.11.30

300070018 サン・イン・ハート　株式会社 代表取締役　立花　輝夫 ローソン出雲枝大津町店 出雲市枝大津町１４－４ 0853-23-1552 魚介類販売業 特記事項なし H31.1.29 R6.5.31

99 / 113 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

288070050 有限会社　ヤマオ酒舗 代表取締役　山尾　玲嗣 有限会社　ヤマオ酒舗 出雲市枝大津町３－６ 0853-21-4102 魚介類販売業 特記事項なし H28.6.1 R3.5.31

28075549 有限会社　吉川商店 代表取締役　吉川　重信 十六島海産物直売所 出雲市十六島町１８５１－２８ 0853-66-0655 魚介類販売業 特記事項なし R2.12.1 R7.11.30

28075548 有限会社　ワタエー 代表取締役　渡部　浩次 善神水産 出雲市十六島町４２８ 0853-66-0080 魚介類販売業 特記事項なし R2.12.1 R7.11.30

280070021 樋野　真生 十六島海鮮組合 出雲市十六島町４２８－１ 0853-66-1340 魚介類販売業 特記事項なし H28.12.15 R4.5.31

308075018 金築　清 金築魚店
出雲市小伊津町５４２－１（県
下一円）

68-0721 魚介類販売業 特記事項なし H30.12.1 R5.11.30

280070017 田中　優行 ローソン・ポプラ平田一畑店 出雲市小境町４１２－２ 0853-67-0005 魚介類販売業 特記事項なし H28.11.7 R3.11.30

308075017 宗教法人　一畑寺 代表役員　飯塚　大幸 一畑山コテージ 出雲市小境町８０３ 67-0111 魚介類販売業 特記事項なし H30.12.1 R5.11.30

290070014 株式会社　あきんどスシロー 代表取締役　水留　浩一 スシロー出雲小山店 出雲市小山町１０５－１ 0853-24-7203 魚介類販売業 特記事項なし H29.9.13 R4.11.30

298145095 石橋　達朗 石橋魚店 出雲市小山町１４０－９ 22-2441 魚介類販売業 特記事項なし H29.12.1 R5.11.30

298075102
有限会社　 ＪＡいずもアグリ
マート

代表取締役　影山　卓也
ファミリーマート ＪＡいずも小
山店

出雲市小山町２３５－３ 0853-21-8755 魚介類販売業 特記事項なし H29.12.1 R4.11.30

298140082 成相　祥三 成相鮮魚店 出雲市小山町２７４－１ 22-6164 魚介類販売業 特記事項なし H29.6.1 R4.5.31

300070006 田邊　秀雄 ローソン出雲小山町店 出雲市小山町５０４－１ 0853-24-0117 魚介類販売業 特記事項なし H30.8.3 R5.11.30

288145121 錦織　進 宮西商店 出雲市小津町１７０－１ 66-0191 魚介類販売業 特記事項なし H28.12.1 R3.11.30

28075547 有限会社　まるた水産 取締役　永瀨　修二 （有）まるた水産　浜山店 出雲市松寄下町２９８－２ 0853-30-7770 魚介類販売業 特記事項なし R2.12.1 R7.11.30

318075015
有限会社　 ＪＡいずもアグリ
マート

代表取締役　影山　卓也
ファミリーマートＪＡいずも塩
冶東店

出雲市上塩冶町２６４６－１ 0853-24-7703 魚介類販売業 特記事項なし R1.12.1 R6.11.30

310070008 株式会社　コスモス薬品 代表取締役　横山　英昭 ドラッグコスモス塩冶東店 出雲市上塩冶町２６７４ 0853-24-8311 魚介類販売業 特記事項なし R1.9.3 R6.11.30

280070024 藤原　大樹
セブンイレブン　出雲上塩冶
町店

出雲市上塩冶町４００１ 0853-21-5313 魚介類販売業 特記事項なし H29.1.25 R4.5.31

308140015 畑　勉 鈴木屋 出雲市上島町１０７７－２ 48-0323 魚介類販売業 特記事項なし H30.6.1 R5.5.31

300070024 錦織　靖明 シーヴァリ神西店
出雲市神西沖町１４４３－２
サンアイ内

0853-43-0500 魚介類販売業 特記事項なし H31.2.13 R6.5.31

28075545 株式会社　イトガ 代表取締役　糸賀　雅樹 株式会社　イトガ 出雲市神西沖町１６８７－１１ 0853-43-1218 魚介類販売業 特記事項なし R2.12.1 R7.11.30

300070008
有限会社 リープ・エンタープ
ライズ

代表取締役　小林　敏行 料亭　ひがしや 出雲市神西沖町２０１１－２ 0853-43-1024 魚介類販売業 特記事項なし H30.8.31 R5.11.30

310070023 小林　聡 Ｉｚｕｍｏ　ｌａｂ． 出雲市神西沖町２０３１ 魚介類販売業 特記事項なし R1.12.23 R7.5.31

28145533 田中　正人 田中鮮魚川魚店 出雲市神西沖町２０４２－１ 0853-43-1349 魚介類販売業 特記事項なし R2.12.1 R7.11.30

288070122 有限会社　周藤商店 代表取締役　周藤　秀治 マルジン 出雲市神西沖町２４８３－６８ 0853-43-0130 魚介類販売業 特記事項なし H28.6.1 R4.5.31

310070012 株式会社　コスモス薬品 代表取締役　横山　英昭 ドラッグコスモス神門店 出雲市神門町１３６７－４ 0853-24-7117 魚介類販売業 特記事項なし R1.9.3 R6.11.30

298070071 高橋　秀徳 ファミリーマートいずも神門 出雲市神門町７９７ 0853-24-7775 魚介類販売業 特記事項なし H29.6.1 R4.5.31

280070022
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　神
門店

出雲市神門町８８０ 0853-24-8860 魚介類販売業 特記事項なし H29.1.16 R4.5.31
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288070085
有限会社　 ＪＡいずもアグリ
マート

代表取締役　影山　卓也
ファミリーマート　ＪＡいずも長
浜店

出雲市西園町２６７－１ 0853-28-8300 魚介類販売業 特記事項なし H28.6.1 R3.5.31

300070007 松田　和幸 セブンイレブン　出雲長浜店 出雲市西園町２７１－１ 0853-28-0015 魚介類販売業 特記事項なし H30.8.22 R5.11.30

288140089 林　孝子 林鮮魚店 出雲市西園町３７５０－１ 0853-28-0035 魚介類販売業 特記事項なし H28.6.1 R3.5.31

318075014 大野　繁実 大繁（ダイハン）
出雲市西園町４１６５－１（県
下一円）

0853-28-1971 魚介類販売業 特記事項なし R1.12.1 R6.11.30

280070025 漆谷　好紀
セブンイレブン　出雲西新町
店

出雲市西新町１丁目２４５３
－７

0853-21-1712 魚介類販売業 特記事項なし H29.1.25 R4.5.31

308075015
有限会社　 ＪＡいずもアグリ
マート

代表取締役　影山　卓也
ファミリーマート　ＪＡいずも西
出雲店

出雲市西新町２丁目２４５８
－３

24-7507 魚介類販売業 特記事項なし H30.12.1 R5.11.30

318075020 株式会社　多伎振興 代表取締役　鳥屋尾　巧 キララコテージ 出雲市多伎町久村１８２－１ 0853-86-9088 魚介類販売業 特記事項なし R1.12.1 R6.11.30

308070027 有限会社　石飛商店 代表取締役　石飛　善和 有限会社　石飛商店 出雲市多伎町小田４４６－１ 86-2013 魚介類販売業 特記事項なし H30.6.1 R5.5.31

298140182 島根県農業協同組合 代表理事　石川　寿樹 ラピタ多伎店 出雲市多伎町多岐８５３－１ 86-2444 魚介類販売業 特記事項なし H29.6.1 R4.5.31

288070213 堀　秀満 ローソン出雲多伎店 出雲市多伎町多岐８７７－９ 0853-86-3887 魚介類販売業 特記事項なし H28.6.1 R4.5.31

298075254 蒲生　雄夫 蒲生商店　宇龍店 出雲市大社町宇龍１５８ 54-5456 魚介類販売業 特記事項なし H29.12.1 R4.11.30

298140210 中出　嘉光 ことぶき
出雲市大社町宇龍２５－１．
２（県下一円）

0853-54-5231 魚介類販売業 特記事項なし H29.6.1 R4.5.31

28070396 小山　智広 鵜鷺げんきな会
出雲市大社町鵜峠２２９－１
ＪＦしまね鵜峠漁協１Ｆ

魚介類販売業 特記事項なし R2.6.1 R7.5.31

298075252 有限会社　別所蒲鉾店 代表取締役　竹並　一人 有限会社　別所蒲鉾店
出雲市大社町杵築西１９７３
－１

0853-53-2200 魚介類販売業 特記事項なし H29.12.1 R4.11.30

318140009 有限会社　だいきん冷蔵 代表取締役　今岡　亮平 有限会社　だいきん冷蔵
出雲市大社町杵築西２１６３
－６

53-3375 魚介類販売業 特記事項なし R1.6.1 R6.5.31

310070002 株式会社 Ｔ’ｓ　ＣＯＭＰＡＳＳ 代表取締役　武美　寧兼
ファミリーマート　出雲大社正
門前通り店

出雲市大社町杵築東３６６ 0853-53-8788 魚介類販売業 特記事項なし H31.4.22 R6.5.31

290070026
有限会社　 ＪＡいずもアグリ
マート

代表取締役　影山　卓也
ファミリーマート　ＪＡいずも大
社東店

出雲市大社町杵築東４０ 0853-53-8015 魚介類販売業 特記事項なし H30.3.20 R5.5.31

20070005 三原　淸志 マルキヨ鮮魚店
出雲市大社町杵築南１５５０
－９

0853-53-5152 魚介類販売業 特記事項なし R2.10.9 R7.11.30

298145222 川谷　光男 川谷商店
出雲市大社町杵築南７３５－
２（県下一円）

53-2686 魚介類販売業 特記事項なし H29.12.1 R4.11.30

298075229 有限会社　日本海 代表取締役　加田　義憲 日本海出雲大社門前店
出雲市大社町杵築南８４０－
１

0853-53-6262 魚介類販売業 特記事項なし H29.12.1 R4.11.30

28145536 島根県農業協同組合 代表理事　石川　寿樹 ラピタ大社店 出雲市大社町杵築南９９６ 0853-53-2800 魚介類販売業 特記事項なし R2.12.1 R7.11.30

288070226 株式会社　大社大敷 代表取締役　曽田　利行 海流館
出雲市大社町杵築北３５４１
－１

0853-53-4030 魚介類販売業 特記事項なし H28.6.1 R3.5.31

308075008 島根県農業協同組合 代表理事　石川　寿樹
ＪＡしまね出雲地区本部　鵜
鷺店

出雲市大社町鷺浦１５３ 53-0131 魚介類販売業 特記事項なし H30.12.1 R5.11.30

298075234 有限会社　プラックス 代表取締役　髙橋　健二 ローソン出雲大社町店
出雲市大社町修理免７７３－
７

0853-53-2001 魚介類販売業 特記事項なし H29.12.1 R5.11.30

310070006 島田　担
セブンイレブン　出雲大社町
中荒木店

出雲市大社町中荒木７５７－
１

0853-53-0007 魚介類販売業 特記事項なし R1.8.2 R6.11.30

298070209 佐々木　幸子 佐々木商店
出雲市大社町日御碕４９５
（県下一円）

54-5408 魚介類販売業 特記事項なし H29.6.1 R4.5.31

308140010
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大社浜
山店

出雲市大社町入南６０８－１ 53-7600 魚介類販売業 特記事項なし H30.6.1 R6.5.31
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298140203 蔦谷　敏治 蔦谷敏治商店
出雲市大社町北荒木１０－２
８（県下一円）

53-4727 魚介類販売業 特記事項なし H29.6.1 R4.5.31

290070018 片山　伸治 ローソン浜山店
出雲市大社町北荒木１０５７
－１

0853-53-0377 魚介類販売業 特記事項なし H29.10.3 R4.11.30

290070025
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　出
雲大社店

出雲市大社町北荒木１２１２
－２

0853-53-8018 魚介類販売業 特記事項なし H30.3.9 R5.5.31

298075248
株式会社　 フーズマーケット
ホック

代表取締役　長谷川　徹 ホック大社店
出雲市大社町北荒木６２５－
２ ショッピングタウンエル内

0853-25-8177 魚介類販売業 特記事項なし H29.12.1 R5.11.30

28070390
有限会社　 ＪＡいずもアグリ
マート

代表取締役　影山　卓也
ファミリーマート　ＪＡいずも大
社店

出雲市大社町北荒木９４０－
１

0853-53-8666 魚介類販売業 特記事項なし R2.6.1 R7.5.31

280070012 多納　和香枝
セブンイレブン　出雲大津新
崎２丁目店

出雲市大津新崎町２丁目２８ 0853-25-2012 魚介類販売業 特記事項なし H28.8.24 R3.11.30

310070013 株式会社　コスモス薬品 代表取締役　横山　英昭 ドラッグコスモス大津新崎店 出雲市大津新崎町５丁目９ 0853-24-8007 魚介類販売業 特記事項なし R1.9.3 R6.11.30

290070013 株式会社　ＦＡＮｅｅｄｓ 代表取締役　窪田　敏和 ローソン出雲大津新崎店 出雲市大津新崎町７－９－１ 0853-23-0273 魚介類販売業 特記事項なし H29.9.1 R4.11.30

28075550 株式会社　ウシオ 代表取締役　牛尾　篤史 グッディー北部店 出雲市大津朝倉１丁目６－６ 24-7677 魚介類販売業 特記事項なし R2.12.1 R8.11.30

318075021 有限会社　フラップスカイ 代表取締役　高橋　茂樹
ローソン出雲大津朝倉一丁目
店

出雲市大津朝倉１丁目７－１
０

0853-24-7255 魚介類販売業 特記事項なし R1.12.1 R7.11.30

318075013 株式会社　ウシオ 代表取締役　牛尾　篤史 グッディー上成店 出雲市大津町１１０５ 0853-22-9287 魚介類販売業 特記事項なし R1.12.1 R7.11.30

290070021 鐘推　達也 くるみ市 出雲市大津町１５７４－８ 0853-27-9631 魚介類販売業 特記事項なし H29.12.13 R5.5.31

28075538
有限会社　 ＪＡいずもアグリ
マート

代表取締役　影山　卓也
ファミリーマート　ＪＡいずも大
津店

出雲市大津町１６９７－２７ 0853-20-1501 魚介類販売業 特記事項なし R2.12.1 R7.11.30

270070012 小村　忠良 小村魚店 出雲市大津町２０５２ 0853-21-0262 魚介類販売業 特記事項なし H28.3.10 R3.5.31

300070001 有限会社　高野商店 高野　仁志 有限会社　高野商店 出雲市大津町２５４７ 21-1244 魚介類販売業 特記事項なし H30.4.24 R5.5.31

318075022 佐々木　忠 移動販売車舗・鮮魚ささき
出雲市大津町２５８５－３６
（県下一円）

魚介類販売業 特記事項なし R1.12.1 R6.11.30

300070029 淀谷　正夫 西谷鮮魚
出雲市大津町２６４８－３（県
下一円）

0853-22-4266 魚介類販売業 特記事項なし H31.3.29 R6.5.31

308075011 竹下　兼二 竹下
出雲市大津町３７４８（県下一
円）

21-3707 魚介類販売業 特記事項なし H30.12.1 R5.11.30

298145053 竹内　弘治 フレッシュハウス　たけうち 出雲市大津町４８７－２ 21-0468 魚介類販売業 特記事項なし H29.12.1 R4.11.30

28075540 株式会社　イズミ 代表取締役　山西　泰明 ゆめタウン出雲
出雲市大塚町６５０－１ ゆめ
タウン出雲　本館１Ｆ

24-0080 魚介類販売業 特記事項なし R2.12.1 R8.11.30

28075553 寺本　純 ローソン出雲大塚店 出雲市大塚町７４２ 0853-24-0018 魚介類販売業 特記事項なし R2.12.1 R8.11.30

300070012
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　大
塚店

出雲市大塚町７５０－１ 0853-20-1622 魚介類販売業 特記事項なし H30.11.21 R5.11.30

28140392 有限会社　だいきん冷蔵 代表取締役　今岡　亮平 有限会社　だいきん冷蔵 出雲市大塚町７８２－５ 23-0585 魚介類販売業 特記事項なし R2.6.1 R7.5.31

318145018 株式会社　イズミ 代表取締役　山西　泰明 ゆめマート神西店 出雲市大島町２４－１ 43-3800 魚介類販売業 特記事項なし R1.12.1 R7.11.30

298070105 須谷　孝 須谷鮮魚店 出雲市大島町６８９－１ 0853-43-1192 魚介類販売業 特記事項なし H29.6.1 R4.5.31

28070397 須谷　孝 須谷鮮魚店
出雲市大島町６８９－１（県下
一円）

0853-43-1192 魚介類販売業 特記事項なし R2.6.1 R7.5.31

298070067 有限会社　マルシン野中 代表取締役　板垣　晋 有限会社　マルシン野中 出雲市知井宮町１３１３ 0853-22-1006 魚介類販売業 特記事項なし H29.6.1 R4.5.31
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20070003 有限会社　渡邊水産 代表取締役　渡邊　一 有限会社　渡邊水産　冷凍部 出雲市知井宮町１３８－２ 0853-20-7388 魚介類販売業 特記事項なし R2.7.9 R7.11.30

308140014 寺本　純 ローソン出雲知井宮店 出雲市知井宮町１８２ 24-2570 魚介類販売業 特記事項なし H30.6.1 R5.5.31

298075075 株式会社　かみありづき 代表取締役　中筋　雄三 株式会社　かみありづき 出雲市知井宮町２２１－３ 0853-23-8488 魚介類販売業 特記事項なし H29.12.1 R4.11.30

298145078 渡辺　正 わたなべ商店 出雲市知井宮町９６９ 21-1579 魚介類販売業 特記事項なし H29.12.1 R4.11.30

300070026 株式会社　勝部屋 代表取締役　入江　紀久男
（株）勝部屋　知井宮店　鮮魚
部

出雲市知井宮町９７３　藤増
ストア－知井宮店内

0853-21-1839 魚介類販売業 特記事項なし H31.2.28 R6.5.31

310070020
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　出
雲中野店

出雲市中野町２６５－１ 0853-24-9220 魚介類販売業 特記事項なし R1.11.7 R6.11.30

318140008 有限会社　中野精肉店 代表取締役　柳樂　忠 スーパーナカノ
出雲市中野美保北１丁目３－
３

23-3100 魚介類販売業 特記事項なし R1.6.1 R7.5.31

300070014 相川　和満
セブンイレブン　出雲朝山町
店

出雲市朝山町２７３－４ 0853-48-2505 魚介類販売業 特記事項なし H30.11.26 R5.11.30

298145089 株式会社　さんれいフーズ 代表取締役　並河　元
株式会社さんれいフーズ　出
雲営業所

出雲市長浜町４５７－７ 28-0878 魚介類販売業 特記事項なし H29.12.1 R5.11.30

298145091 生活協同組合しまね 理事長　安井　光夫
生活協同組合しまね 商品セ
ンター

出雲市長浜町５１６－４１ 28-0630 魚介類販売業 特記事項なし H29.12.1 R4.11.30

280070010 柳楽　聡太
セブンイレブン　出雲天神町
店

出雲市天神町８５０ 0853-23-3067 魚介類販売業 特記事項なし H28.8.24 R3.11.30

280070003 イオンリテール　株式会社 代表取締役　井出　武美 イオンスタイル出雲　水産 出雲市渡橋町１０６６ 0853-24-8200 魚介類販売業 特記事項なし H28.4.14 R4.5.31

280070004 株式会社　葡萄家 代表取締役　山根　一利
サンクゼール・久世福商店
イオンモール出雲店

出雲市渡橋町１０６６　イオン
モ－ル出雲１Ｆ

0853-25-8239 魚介類販売業 特記事項なし H28.4.27 R3.5.31

310070022 株式会社　サンインマルイ 代表取締役　松田　欣也 マルイ浜山通り店 出雲市渡橋町１１５８ 0853-25-8866 魚介類販売業 特記事項なし R1.12.10 R7.5.31

298070030 有限会社　ヒロト 取締役　廣戸　裕之 ローソン出雲渡橋店 出雲市渡橋町１１７１－１ 0853-20-0193 魚介類販売業 特記事項なし H29.6.1 R5.5.31

300070009
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 Ａ－プライス出雲店 出雲市渡橋町１２０１ 0853-24-7601 魚介類販売業 特記事項なし H30.10.11 R5.11.30

318070014 石橋　光博 ファミリーマート出雲渡橋店 出雲市渡橋町１２０６ 24-7514 魚介類販売業 特記事項なし R1.6.1 R6.5.31

300070011 ダイレックス　株式会社 代表取締役　多田　高志 ダイレックス出雲店 出雲市渡橋町１２－３ 0853-25-9422 魚介類販売業 特記事項なし H30.11.9 R5.11.30

20070001 株式会社　さんちゃんマート 代表取締役　田中　正彦 ダイレックス　出雲店 出雲市渡橋町１２－３ 0853-25-9422 魚介類販売業 特記事項なし R2.6.11 R7.11.30

300070023 中山　佳宜 ローソン出雲市役所前店 出雲市渡橋町３－１２ 0853-20-0776 魚介類販売業 特記事項なし H31.2.1 R6.5.31

310070014 株式会社　コスモス薬品 代表取締役　横山　英昭 ドラッグコスモス渡橋店 出雲市渡橋町４７２ 0853-24-8088 魚介類販売業 特記事項なし R1.9.3 R6.11.30

290070028 本間　裕子 ファミリーマート浜山通り店 出雲市渡橋町７７２－１ 0853-24-9205 魚介類販売業 特記事項なし H30.3.29 R5.5.31

298070110 岩成　敏和 岩田屋商店 出雲市東神西町１６－１ 43-2749 魚介類販売業 特記事項なし H29.6.1 R4.5.31

298145164 株式会社　河村食材 代表取締役　河村　正 株式会社　河村食材 出雲市東福町２２５－３ 0853-63-1547 魚介類販売業 特記事項なし H29.12.1 R4.11.30

28070386 株式会社　河村食材 代表取締役　河村　正 株式会社　河村食材 出雲市東福町２２５－４ 63-1531 魚介類販売業 特記事項なし R2.6.1 R7.5.31

288070146 福田　洋治 福田鮮魚店 出雲市灘分町１２５１－８ 0853-62-2409 魚介類販売業 特記事項なし H28.6.1 R3.5.31

28140394 有限会社　小伊津海旬房 代表取締役　福田　収 小伊津海旬房 出雲市灘分町１９０１－１１ 62-9500 魚介類販売業 特記事項なし R2.6.1 R7.5.31
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288070147 福田　透 福田屋 出雲市灘分町３９７－７ 0853-62-2253 魚介類販売業 特記事項なし H28.6.1 R3.5.31

290070023 柳楽　聡太
セブンイレブン　出雲浜山通り
店

出雲市白枝町１３２７－３ 0853-24-1120 魚介類販売業 特記事項なし H30.2.20 R5.5.31

28145539 鳥屋尾　克久 ローソン出雲白枝堀西店 出雲市白枝町２２２－１ 0853-28-3171 魚介類販売業 特記事項なし R2.12.1 R7.11.30

280070023 株式会社　勝部屋 代表取締役　入江　紀久男 （株）勝部屋　出雲店
出雲市白枝町４２０－１ ス－
パ－センタ－トライアル出雲
白枝店内

0853-22-9770 魚介類販売業 特記事項なし H29.1.20 R4.5.31

280070029
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　白
枝店

出雲市白枝町５５１－１ 0853-20-1616 魚介類販売業 特記事項なし H29.2.1 R4.5.31

280070011 今岡　大輔
セブンイレブン　出雲白枝町
店

出雲市白枝町８６０－１ 0853-22-8511 魚介類販売業 特記事項なし H28.8.24 R3.11.30

310070009 株式会社　コスモス薬品 代表取締役　横山　英昭 ドラッグコスモス白枝店 出雲市白枝町９８９－２ 0853-24-8050 魚介類販売業 特記事項なし R1.9.3 R6.11.30

308070031 株式会社　ＪＡＬＵＸエアポート 代表取締役　島下　隆範
ブルースカイ出雲空港ロビー
店

出雲市斐川町沖洲２６３３－
１ 出雲空港タ－ミナルビル２
階

0853-72-6979 魚介類販売業 特記事項なし H30.6.1 R6.5.31

28070393 株式会社　大芳商店 代表取締役　栂野　善彦 （株）大芳商店
出雲市斐川町学頭１８１５－
１

0853-73-7241 魚介類販売業 特記事項なし R2.6.1 R7.5.31

278140069 原　包 ローソン斐川荘原店 出雲市斐川町学頭２２８－１ 72-5128 魚介類販売業 特記事項なし H27.6.1 R3.5.31

308075010 持田　和人 持田屋 出雲市斐川町学頭３７５－１ 72-0847 魚介類販売業 特記事項なし H30.12.1 R5.11.30

310070028 株式会社　特産ひかわ 代表取締役　金築　豊 道の駅　湯の川 出雲市斐川町学頭８２５－２ 0853-73-9327 魚介類販売業 特記事項なし R2.3.31 R7.5.31

310070016 小林　裕典 ローソン斐川出西店
出雲市斐川町求院１４６９－
１

0853-73-7855 魚介類販売業 特記事項なし R1.10.28 R6.11.30

298075182 木幡　博一 ファミリーマート斐川黒目店 出雲市斐川町黒目１２２０ 63-7106 魚介類販売業 特記事項なし H29.12.1 R4.11.30

288140172 熱田　澄子 大竹屋 出雲市斐川町黒目１９７０ 0853-62-4200 魚介類販売業 特記事項なし H28.6.1 R3.5.31

28075541 株式会社　小田商店 代表取締役　大賀　昭司 生鮮食品　おだ斐川店 出雲市斐川町黒目５３５ 63-7180 魚介類販売業 特記事項なし R2.12.1 R7.11.30

280070008 西尾　義美 シジミかき　にしお
出雲市斐川町坂田２５１１－
１７

0853-62-4674 魚介類販売業 特記事項なし H28.7.12 R3.11.30

310070005
特定非営利活動法人 かえる
倶楽部

理事　山本　富子
環境アンテナショップ　さん
あーる出雲

出雲市斐川町出西１３４２ 0853-25-7003 魚介類販売業 特記事項なし R1.8.1 R6.11.30

290070011
株式会社 セブン－イレブン・
ジャパン

代表取締役　永松　文彦
セブンイレブン　出雲斐川町
出西店

出雲市斐川町出西３７７８－
１

0853-72-6765 魚介類販売業 特記事項なし H29.8.17 R4.11.30

280070015 青木　高雄 青木鮮魚店
出雲市斐川町出西３９９６（県
下一円）

0853-72-8304 魚介類販売業 特記事項なし H28.10.12 R3.11.30

310070010 株式会社　コスモス薬品 代表取締役　横山　英昭 ドラッグコスモス斐川店 出雲市斐川町上庄原１４８６ 0853-73-7100 魚介類販売業 特記事項なし R1.9.3 R6.11.30

290070001 中田　充樹
ファミリーマート斐川インター
店

出雲市斐川町上庄原１６１０
－４

0853-73-7112 魚介類販売業 特記事項なし H29.4.7 R4.5.31

288075140 有限会社　フラップスカイ 代表取締役　高橋　茂樹 ローソン斐川夢咲タウン店
出雲市斐川町上直江１２４０
－１

73-7303 魚介類販売業 特記事項なし H28.12.1 R4.11.30

318145013 株式会社　イズミ 代表取締役　山西　泰明 ゆめタウン斐川
出雲市斐川町上直江１３０１
－１

0853-72-7900 魚介類販売業 特記事項なし R1.12.1 R7.11.30

290070019
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　斐
川店

出雲市斐川町上直江１３０３
－１

0853-73-3553 魚介類販売業 特記事項なし H29.10.20 R4.11.30

308075007 佐藤　益彦 ローソン斐川上直江 出雲市斐川町上直江２５４３ 73-7373 魚介類販売業 特記事項なし H30.12.1 R6.11.30
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28070388 株式会社　ウシオ 代表取締役　牛尾　篤史 グッディー斐川店 出雲市斐川町神氷２８３７ 0853-72-5816 魚介類販売業 特記事項なし R2.6.1 R8.5.31

290070015 株式会社　ＰＬＡＮＴ 代表取締役　三ツ田　佳史
ＳＵＰＥＲ　ＣＥＮＴＥＲ　ＰＬＡＮ
Ｔ　斐川店

出雲市斐川町荘原１２４９ 0853-72-7680 魚介類販売業 特記事項なし H29.9.21 R5.11.30

308145005 有限会社　コクヨー 代表取締役　原　克洋 有限会社　コクヨー 出雲市斐川町荘原１２５５ 0853-72-3160 魚介類販売業 特記事項なし H30.12.1 R6.11.30

298070153 新宮　祥伸 ローソン斐川中央店
出雲市斐川町荘原２２０４－
１

0853-82-5177 魚介類販売業 特記事項なし H29.6.1 R5.5.31

290070002 小川　彰夫
セブンイレブン　出雲斐川町
荘原店

出雲市斐川町荘原２２１９－
１

0853-72-5025 魚介類販売業 特記事項なし H29.5.15 R4.5.31

308145009 グリーンコープ生活協同組合 代表理事　寺本　敏徳 グリーンコープ生活協同組合
出雲市斐川町荘原２２３０－
１

0853-73-8010 魚介類販売業 特記事項なし H30.12.1 R5.11.30

28075543 有限会社　宍道湖 代表取締役　原　秀範 しじみドットコム本舗
出雲市斐川町荘原２７５０－
６

0853-72-0313 魚介類販売業 特記事項なし R2.12.1 R7.11.30

280070028 本間　裕子 ファミリーマート斐川荘原町店
出雲市斐川町荘原２８８５－
１

0853-73-7755 魚介類販売業 特記事項なし H29.1.30 R4.5.31

288070164 中島　浩二 中島鮮魚店
出雲市斐川町荘原３１４８－
１１

0853-72-5020 魚介類販売業 特記事項なし H28.6.1 R3.5.31

288140165 北脇　志都男 天福魚店 出雲市斐川町荘原３８７ 0853-72-3237 魚介類販売業 特記事項なし H28.6.1 R3.5.31

28070395 株式会社　みずほ 代表取締役　江角　慈之 （株）みずほ 出雲市斐川町鳥井５４３ 魚介類販売業 特記事項なし R2.6.1 R7.5.31

288140190 森川　要之介 森川屋 出雲市斐川町直江１１４５ 0853-72-0715 魚介類販売業 特記事項なし H28.6.1 R3.5.31

20070002 株式会社　ファミリーマート 代表取締役　澤田　貴司 ファミリーマート斐川直江店 出雲市斐川町直江４９１１ 0853-73-7135 魚介類販売業 特記事項なし R2.6.25 R7.11.30

280070019 井上　雅史 ローソン斐川荒神谷入口
出雲市斐川町直江５０９２－
３

0853-73-9055 魚介類販売業 特記事項なし H28.11.29 R3.11.30

28075546 株式会社　勝部屋 代表取締役　入江　紀久男 （株）勝部屋　斐川店
出雲市斐川町直江５１３５－
１ ス－パ－センタ－トライア
ル出雲斐川店内

0853-27-9339 魚介類販売業 特記事項なし R2.12.1 R8.11.30

290070024 島根県農業協同組合 代表理事　石川　寿樹
ＪＡしまね　斐川グリーンセン
ター

出雲市斐川町美南１３２９ 0853-73-9070 魚介類販売業 特記事項なし H30.3.9 R5.5.31

280070016 藤原　健一 藤原魚店 出雲市斐川町富村１８５３ 0853-72-0676 魚介類販売業 特記事項なし H28.10.31 R3.11.30

280070007 中田　充樹 ファミリーマート斐川富村店 出雲市斐川町富村６８１－１ 0853-73-7760 魚介類販売業 特記事項なし H28.6.28 R3.11.30

300070003 神門　佳代 みさきファーム 出雲市斐川町富村７１２－４ 0853-25-7345 魚介類販売業 特記事項なし H30.6.19 R5.11.30

290070006 株式会社　シーヴァリ 代表取締役　錦織　靖明 シーヴァリ斐川店 出雲市斐川町富村７６５－２ 0853-72-7555 魚介類販売業 特記事項なし H29.5.26 R4.5.31

28075539 出雲配送　有限会社 代表取締役　江角　洋暢 いずはい 出雲市稗原町２１７５－１ 0853-48-1288 魚介類販売業 特記事項なし R2.12.1 R7.11.30

308075012 小島　浩吉
ヤマザキＹショップ　出雲小島
店

出雲市稗原町３０３１－９ 0853-48-0010 魚介類販売業 特記事項なし H30.12.1 R5.11.30

300070022 小島　浩吉 ひえばら号
出雲市稗原町３０３８－６（県
下一円）

魚介類販売業 特記事項なし H31.1.31 R6.5.31

310070003 サン・イン・ハート　株式会社 代表取締役　立花　輝夫 ローソン出雲姫原二丁目 出雲市姫原２丁目１２－５ 0853-24-7650 魚介類販売業 特記事項なし R1.5.31 R6.5.31

290070007 株式会社　ドン・キホーテ 代表取締役　吉田　直樹 ＭＥＧＡドン・キホーテ出雲店 出雲市姫原２丁目７－５ 0853-24-9311 魚介類販売業 特記事項なし H29.6.28 R4.11.30

298140101
株式会社　エム・オー・エー商
事

代表取締役　田口　誠 ＭＯＡ出雲店
出雲市姫原２丁目９－９（ＭＯ
Ａ出雲会館１Ｆ）

22-5560 魚介類販売業 特記事項なし H29.6.1 R4.5.31

288075087 島根県農業協同組合 代表理事　石川　寿樹
ファミリーマートラピタ中央病
院

出雲市姫原４丁目１－１ 島根
県立中央病院内

20-7037 魚介類販売業 特記事項なし H28.12.1 R3.11.30
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308070025 有限会社　渡邊水産 代表取締役　渡邊　一 有限会社　渡邊水産 出雲市浜町１９８７－１ 22-6555 魚介類販売業 特記事項なし H30.6.1 R5.5.31

318070016 株式会社　新井建設 代表取締役　新井　龍水
ファミリーマート浜山公園入口
店

出雲市浜町５０５－３ 0853-24-7337 魚介類販売業 特記事項なし R1.6.1 R6.5.31

28140393 有限会社　幸水 代表取締役　阪部　郁夫 有限会社　幸水 出雲市浜町５３６－６ 24-0268 魚介類販売業 特記事項なし R2.6.1 R7.5.31

310070004 藤原　章
セブンイレブン　出雲武志町
店

出雲市武志町６０８ 0853-23-1107 魚介類販売業 特記事項なし R1.7.22 R6.11.30

298140116 本庄　修 本庄屋 出雲市平田町１１５０－１ 0853-63-2478 魚介類販売業 特記事項なし H29.6.1 R4.5.31

290070010
株式会社 セブン－イレブン・
ジャパン

代表取締役　永松　文彦
セブンイレブン　出雲平田町
薮崎店

出雲市平田町１５８３ 0853-62-2725 魚介類販売業 特記事項なし H29.8.17 R4.11.30

318145017 株式会社　丸合 代表取締役　梅林　裕暁 丸合　平田店 出雲市平田町１５９８ 63-8062 魚介類販売業 特記事項なし R1.12.1 R6.11.30

280070001
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　平
田西店

出雲市平田町１６１５ 0853-63-7810 魚介類販売業 特記事項なし H28.4.7 R3.5.31

310070011 株式会社　コスモス薬品 代表取締役　横山　英昭 ドラッグコスモス出雲平田店 出雲市平田町１６４７－２ 0853-63-7710 魚介類販売業 特記事項なし R1.9.3 R6.11.30

28070384
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　平田
店

出雲市平田町１７０８－１ 0853-62-3219 魚介類販売業 特記事項なし R2.6.1 R8.5.31

308075013 木幡　博一 ファミリーマート平田西店 出雲市平田町１８６３－１ 0853-63-7010 魚介類販売業 特記事項なし H30.12.1 R5.11.30

318075012 田中　優行 ローソン平田駅前店 出雲市平田町２２２６－９ 0853-62-5836 魚介類販売業 特記事項なし R1.12.1 R6.11.30

28075552 株式会社　ウシオ 代表取締役　牛尾　篤史 グッディー平田店 出雲市平田町２３９０ 0853-62-2367 魚介類販売業 特記事項なし R2.12.1 R7.11.30

298075150 土江　宝太郎 平田にぎわい市場ツチエ 出雲市平田町５３４６－１１ 0853-62-4410 魚介類販売業 特記事項なし H29.12.1 R4.11.30

308075016 田中　優行 ローソン出雲平田町店 出雲市平田町５４８２－３ 63-2124 魚介類販売業 特記事項なし H30.12.1 R6.11.30

308140011 有限会社　篠原商店 代表取締役　篠原　正一 有限会社　篠原商店 出雲市平田町５９４－３２ 62-2183 魚介類販売業 特記事項なし H30.6.1 R5.5.31

298140126 常松　賢一 常松魚店 出雲市平田町６４９－９ 63-1505 魚介類販売業 特記事項なし H29.6.1 R4.5.31

28070392 島根県農業協同組合 代表理事　石川　寿樹 ラピタひらた店 出雲市平田町７１３７ 63-7300 魚介類販売業 特記事項なし R2.6.1 R8.5.31

290070008
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　平
田中ノ島店

出雲市平田町７２０１ 0853-63-5505 魚介類販売業 特記事項なし H29.6.29 R4.11.30

288145115 田中　優行 ローソン平田中ノ島店 出雲市平田町７５５０ 0853-62-2468 魚介類販売業 特記事項なし H28.12.1 R4.11.30

288070136
有限会社　 ＪＡいずもアグリ
マート

代表取締役　影山　卓也
ファミリーマート　ＪＡいずも平
田店

出雲市平田町７６９８ 0853-63-7172 魚介類販売業 特記事項なし H28.6.1 R3.5.31

308075009 有限会社　持田蒲鉾店 代表取締役　持田　和幸 有限会社　持田蒲鉾店 出雲市平田町９５０－１２ 62-2354 魚介類販売業 特記事項なし H30.12.1 R5.11.30

28075551
有限会社　 ＪＡいずもアグリ
マート

代表取締役　影山　卓也
ファミリーマート　ＪＡいずも
ドーム北店

出雲市平野町４５８－１ 0853-20-1340 魚介類販売業 特記事項なし R2.12.1 R7.11.30

300070013
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　出
雲ドーム北店

出雲市平野町４８８－２ 0853-24-8899 魚介類販売業 特記事項なし H30.11.22 R5.11.30

280070030 戸山　真
セブンイレブン　出雲平野町
店

出雲市平野町５４９－１ 0853-22-8577 魚介類販売業 特記事項なし H29.2.22 R4.5.31

298140098 石原　登 石原鮮魚店
出雲市平野町８３０－５（県下
一円）

25-1671 魚介類販売業 特記事項なし H29.6.1 R4.5.31

28070394 株式会社　あんり 代表取締役　安食　利男 株式会社　あんり 出雲市矢野町１２ 0853-88-0455 魚介類販売業 特記事項なし R2.6.1 R9.5.31
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28070391 株式会社　小田商店 代表取締役　大賀　昭司 生鮮食品　おだ出雲店 出雲市矢野町８６４－１ 0853-24-8060 魚介類販売業 特記事項なし R2.6.1 R8.5.31

28070385 株式会社　桃源 代表取締役　山﨑　貴之
（株）桃源　出雲ドーム店内
直売部

出雲市矢野町９２０－１，９２
１－１

魚介類販売業 特記事項なし R2.6.1 R7.5.31

28165422 山下　剛 本増屋 出雲市三津町７１３－１ 0853-68-0153
魚肉ねり製品
製造業

特記事項なし R2.12.1 R7.11.30

288165202 田儀　守 田儀屋蒲鉾店 出雲市大社町宇龍４８ 54-5218
魚肉ねり製品
製造業

特記事項なし H28.12.1 R3.11.30

288160241 有限会社　別所蒲鉾店 代表取締役　竹並　一人 有限会社　別所蒲鉾店
出雲市大社町杵築西１９７３
－１

0853-53-2200
魚肉ねり製品
製造業

特記事項なし H28.6.1 R3.5.31

28160403 有限会社　別所蒲鉾店 代表取締役　竹並　一人 （有）別所蒲鉾店　第二工場
出雲市大社町杵築西２０９８
－５

53-0302
魚肉ねり製品
製造業

特記事項なし R2.6.1 R7.5.31

288160224 中村　光政 中村蒲鉾店 出雲市大社町杵築東５５３ 0853-53-2264
魚肉ねり製品
製造業

特記事項なし H28.6.1 R3.5.31

28165421 有限会社　横庄かまぼこ店 代表取締役　中島　厚美 横庄かまぼこ店 出雲市大社町杵築南１０３２ 0853-53-2102
魚肉ねり製品
製造業

特記事項なし R2.12.1 R7.11.30

288165185 有限会社　小田川かまぼこ店 代表取締役　小田川　信介 小田川かまぼこ店
出雲市大社町杵築南１０７６
－１

53-2028
魚肉ねり製品
製造業

特記事項なし H28.12.1 R3.11.30

298160198 日野　保朗 日眞蒲鉾店
出雲市大社町杵築南１３２７
－６

53-2483
魚肉ねり製品
製造業

特記事項なし H29.6.1 R4.5.31

288160230 有限会社　岩永邦商店 代表取締役　岩永　邦夫 有限会社　岩永邦商店
出雲市大社町杵築南１３８２
－１３

0853-53-2389
魚肉ねり製品
製造業

特記事項なし H28.6.1 R3.5.31

288165181 有限会社　油屋蒲鉾 代表取締役　表森田　俊尋 有限会社　油屋蒲鉾
出雲市大社町杵築北２６６０
－２２

53-2324
魚肉ねり製品
製造業

特記事項なし H28.12.1 R3.11.30

288165183 株式会社　出雲国大社食品 代表取締役　山崎　茂樹 株式会社　出雲国大社食品 出雲市大社町杵築北３００４ 53-2125
魚肉ねり製品
製造業

特記事項なし H28.12.1 R3.11.30

298160143 有限会社　坂本屋 代表取締役　坂本　博雄 有限会社　坂本屋 出雲市東福町３４－２４ 62-3434
魚肉ねり製品
製造業

特記事項なし H29.6.1 R4.5.31

298160115 本庄　修 本庄屋 出雲市平田町１１５０－１ 0853-63-2478
魚肉ねり製品
製造業

特記事項なし H29.6.1 R4.5.31

298160122 今宮　ヨシ子 今宮かまぼこ店 出雲市平田町２２０２ 62-2065
魚肉ねり製品
製造業

特記事項なし H29.6.1 R4.5.31

288160139 細木　聡 細木魚店 出雲市平田町７８９ 0853-62-2276
魚肉ねり製品
製造業

特記事項なし H28.6.1 R3.5.31

308095001 有限会社　持田蒲鉾店 代表取締役　持田　和幸 有限会社　持田蒲鉾店 出雲市平田町９５０－１２ 62-2354
魚肉ねり製品
製造業

特記事項なし H30.12.1 R5.11.30

28315635 メディソル　株式会社 代表取締役　窪田　寛
メディソル株式会社　出雲工
場

出雲市奥宇賀町１０５８－１ 0853-66-1137
清涼飲料水製
造業

特記事項なし R2.12.1 R8.11.30

28310499 島根県立出雲農林高等学校 校長　山根　登 島根県立出雲農林高等学校 出雲市下横町９５０ 0853-28-0321
清涼飲料水製
造業

特記事項なし R2.6.1 R7.5.31

288310158 山根　守之 葉泉スピラエ研究所
出雲市斐川町学頭３６４６－
１

清涼飲料水製
造業

特記事項なし H28.6.1 R4.5.31

28310498 ひかわ食品加工　 株式会社 代表取締役　加藤　幹夫 ひかわ食品加工　株式会社
出雲市斐川町学頭３６４６－
１　いりすの丘内

0853-72-6898
清涼飲料水製
造業

特記事項なし R2.6.1 R8.5.31

298190074 有限会社　影山製油所 代表取締役　影山　陽美 有限会社　影山製油所 出雲市芦渡町５８３－１ 21-1948
食用油脂製造
業

特記事項なし H29.6.1 R4.5.31

280200001 志賀　早奈江 椿レボリューション 出雲市大社町鷺浦６８ 0853-25-8825
食用油脂製造
業

特記事項なし H29.1.23 R4.5.31

308200006 島根県農業協同組合 代表理事　石川　寿樹 ＪＡしまね　斐川地区本部 出雲市斐川町学頭８２６－３ 0853-73-9186
食用油脂製造
業

特記事項なし H30.6.1 R5.5.31

28205137 株式会社　ナナイロ 代表取締役　西森　大志 株式会社　ナナイロ 出雲市斐川町坂田１９３４ 0853-25-7676
食用油脂製造
業

特記事項なし R2.12.1 R8.11.30

288200064 株式会社　小林冷蔵 代表取締役　小林　和夫
株式会社小林冷蔵　製氷工
場

出雲市塩冶町１５６１－７ 0853-21-1616 氷雪製造業 特記事項なし H28.6.1 R3.5.31
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288210134 有限会社　原田商店 取締役　原田　俊昭 有限会社　原田商店 出雲市平田町７３４ 0853-63-3019 氷雪販売業 特記事項なし H28.6.1 R3.5.31

318295007 株式会社　ウシオ 代表取締役　牛尾　篤史
株式会社　ウシオ　デリバ
リーセンター

出雲市駅南町３丁目１４－４ 22-8615 そうざい製造業 1 特記事項なし R1.12.1 R6.11.30

298290057 有限会社　ファミリー・フーズ 代表取締役　今岡　厚子
(有)　ファミリー・フーズ　イゲ
タ食品

出雲市塩冶町１２９１－１７ 0853-23-1666 そうざい製造業 1 特記事項なし H29.6.1 R5.5.31

288225065 有限会社　出雲豆富センター 代表取締役　三島　栄治 有限会社　出雲豆富センター 出雲市塩冶有原町３丁目２９ 21-2499 そうざい製造業 1 特記事項なし H28.12.1 R3.11.30

288295072 株式会社　桃源 代表取締役　山﨑　貴之 桃源直売所 出雲市下古志町６５６ 0853-20-1470 そうざい製造業 1 特記事項なし H28.12.1 R3.11.30

28295346 有限会社　藤増ストアー 代表取締役　藤江　信賢 藤増ストアー古志店 出雲市古志町１０５２ 0853-23-1129 そうざい製造業 1 特記事項なし R2.12.1 R7.11.30

278295098 有限会社　はら屋 取締役　山本　浩矢 有限会社　はら屋 出雲市荒茅町２８０８－１ 0853-28-3000 そうざい製造業 1 特記事項なし H27.12.1 R3.11.30

288290112 有限会社　日本海 代表取締役　加田　義憲 まわるすし　日本海 出雲市高岡町３９８ 0853-21-7272 そうざい製造業 1 特記事項なし H28.6.1 R3.5.31

310290004 株式会社　至誠 代表取締役　坂本　宏允 至誠 出雲市高岡町５１５ 0853-25-8192 そうざい製造業 1 特記事項なし R2.1.30 R7.5.31

298225109 有限会社　安田ブロイラー 代表取締役　安田　育郎 有限会社　安田ブロイラー 出雲市高松町１４９８ 28-0804 そうざい製造業 1 特記事項なし H29.12.1 R4.11.30

318220004 出雲大同青果　株式会社 代表取締役　兒玉　誠二 出雲大同青果
出雲市高松町５７０（出雲総
合地方卸売市場内）

28-1112 そうざい製造業 2 特記事項なし R1.6.1 R7.5.31

28225601 株式会社　大惣 代表取締役　伊東　弘隆 株式会社　大惣 出雲市高松町６３９－１ 28-1551 そうざい製造業 1 特記事項なし R2.12.1 R8.11.30

288295014
ＳＯＧＡ　ＥＲＩＫＡ ＳＡＩＹＵＲＩ
ＥＴＯ

ＮＯ　ＰＯＮＴＯ 出雲市今市町１６４８－２ そうざい製造業 1 特記事項なし H28.12.1 R3.11.30

308295003 株式会社　ウシオ 代表取締役　牛尾　篤史
株式会社　ウシオ　生鮮セン
ター

出雲市今市町９０２ 0853-22-9697 そうざい製造業 1 特記事項なし H30.12.1 R6.11.30

318290011 大矢　祐美 ナチュラル工房　みなみ 出雲市佐田町一窪田２８７２ 0853-85-2578 そうざい製造業 1 特記事項なし R1.6.1 R6.5.31

298290171 三浦　美代子 ビタミンの里　吉野 出雲市佐田町吉野２２０－３ 85-2933 そうざい製造業 1 特記事項なし H29.6.1 R4.5.31

270290006 株式会社　未来サポートさだ 代表取締役　山本　友義 雲海の館 出雲市佐田町原田７３８－３ そうざい製造業 1 特記事項なし H28.2.8 R3.5.31

298290178 深井　徹郎 橋波こんにゃく組合 出雲市佐田町上橋波２７２ 0853-85-2373 そうざい製造業 1 特記事項なし H29.6.1 R4.5.31

288295159 横山　茂和 山渓会 出雲市佐田町須佐６９２ 84-0919 そうざい製造業 1 特記事項なし H28.12.1 R3.11.30

318290010 渡部　良治 みはた特産品研究会
出雲市佐田町大呂１００５－
１

そうざい製造業 1 特記事項なし R1.6.1 R6.5.31

308295005
株式会社　山陰一畑クッキン
グ

代表取締役　足達　明彦 山陰一畑クッキング 出雲市小境町１７００－３０ 67-9731 そうざい製造業 1 特記事項なし H30.12.1 R6.11.30

298295105 株式会社　健菜厨房 代表取締役　北井　加代子 健菜厨房　キッチンスタジオ 出雲市小山町４３６－１ 0853-20-0766 そうざい製造業 1 特記事項なし H29.12.1 R4.11.30

300290001
有限会社 リープ・エンタープ
ライズ

代表取締役　小林　敏行 料亭　ひがしや 出雲市神西沖町２０１１－２ 0853-43-1024 そうざい製造業 1 特記事項なし H30.8.31 R5.11.30

28290062 社会福祉法人　親和会 理事　三上　辰男 ふたば食品 出雲市神西沖町２４７６－１ 0853-43-2461 そうざい製造業 1 特記事項なし R2.6.1 R8.5.31

298220108 有限会社　フードノナカ 代表取締役　野中　満 有限会社　フードノナカ 出雲市神西沖町２４８３－６８ 43-1431 そうざい製造業 1 特記事項なし H29.6.1 R4.5.31

288220080
有限会社 　サワチカコーポ
レーション

取締役　澤近　達也
（有）サワチカコーポレーショ
ン

出雲市神門町７５５－１ 0853-22-1162 そうざい製造業 1 特記事項なし H28.6.1 R3.5.31

280290001 塩野　雄治 しおのフーズ 出雲市多伎町久村１２０－１ 0853-86-3218 そうざい製造業 1 特記事項なし H28.4.15 R3.5.31
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310290003 株式会社　ＩＺＵＭＯＡＩ 代表取締役　渡部　洋 雲藍 出雲市多伎町口田儀９０－４ そうざい製造業 1 特記事項なし R2.1.8 R7.5.31

300290004 有限会社　小田温泉 代表取締役　石飛　健 有限会社　小田温泉 出雲市多伎町小田２０８－３ 0853-86-2016 そうざい製造業 1 特記事項なし H30.11.6 R5.11.30

318295004 有限会社　別所蒲鉾店 代表取締役　竹並　一人 (有)別所蒲鉾店　第二工場
出雲市大社町杵築西２０９８
－５

0853-53-0302 そうざい製造業 1 特記事項なし R1.12.1 R6.11.30

28225598 有限会社　吉川豆腐店 代表取締役　吉川　真一 有限会社　吉川豆富店 出雲市大社町杵築東５１８ 0853-53-2089 そうざい製造業 1 特記事項なし R2.12.1 R7.11.30

298295218 株式会社　出雲国大社食品 代表取締役　山崎　茂樹 株式会社　出雲国大社食品 出雲市大社町杵築北３００４ 0853-53-2125 そうざい製造業 1 特記事項なし H29.12.1 R4.11.30

318225006 有限会社　田中大成 代表取締役　田中　勝 田中大成
出雲市大社町中荒木２３６１
－８

53-2937 そうざい製造業 2 特記事項なし R1.12.1 R6.11.30

308290005 中出　嘉光 ことぶき 出雲市大社町日御碕６２１ 54-5231 そうざい製造業 1 特記事項なし H30.6.1 R5.5.31

20290001 株式会社　 アンジェ・２１ 代表取締役　野村　広子
アンジェグレースガーデン
ラ・マール

出雲市大社町入南５８４－１ 0853-25-3066 そうざい製造業 1 特記事項なし R2.4.28 R7.5.31

288290234 サトー食品　有限会社 代表取締役　佐藤　博之 サトー食品　有限会社
出雲市大社町北荒木１３２－
１

0853-53-1509 そうざい製造業 1 特記事項なし H28.6.1 R3.5.31

310290002 株式会社　香具礼 代表取締役　槇原　文子 株式会社　香具礼
出雲市大社町北荒木１８７４
－３１

0853-25-9037 そうざい製造業 1 特記事項なし R1.11.26 R6.11.30

28295342 アルファー食品　株式会社 代表取締役　篠原　隆 アルファー食品　株式会社 出雲市大社町北荒木６４５ 0853-53-2518 そうざい製造業 1 特記事項なし R2.12.1 R8.11.30

28295343 株式会社　ネクステージ 代表取締役　手銭　薫 夕やけこやけ
出雲市大社町北荒木９３５－
１

0853-53-5828 そうざい製造業 1 特記事項なし R2.12.1 R7.11.30

270290007 株式会社　勝部屋 代表取締役　入江　紀久男 （株）勝部屋　本店　惣菜部 出雲市大社町遙堪３９－３ 0853-31-7717 そうざい製造業 1 特記事項なし H28.2.12 R4.5.31

28220602 有限会社　だいきん冷蔵 代表取締役　今岡　亮平 有限会社　だいきん冷蔵 出雲市大塚町７８２－５ 23-0585 そうざい製造業 1 特記事項なし R2.6.1 R7.5.31

298295130 新日本食品　株式会社 代表取締役　藤江　昭雄 新日本食品　株式会社 出雲市大島町１０９－５ 0853-43-3329 そうざい製造業 1 特記事項なし H29.12.1 R5.11.30

308295002 株式会社　かみありづき 代表取締役　中筋　雄三 株式会社　かみありづき 出雲市知井宮町２２１－３ 0853-23-8488 そうざい製造業 1 特記事項なし H30.12.1 R5.11.30

280290002 株式会社　出雲みらいフーズ 代表取締役　磯橋　潤 株式会社　出雲みらいフーズ 出雲市長浜町４５７－１１ 0853-27-9191 そうざい製造業 1 特記事項なし H28.5.6 R4.5.31

318295006 西村　敏 ますやフーズ 出雲市天神町８２６－２８ 0853-24-1737 そうざい製造業 1 特記事項なし R1.12.1 R6.11.30

288290153 社会福祉法人　ひらた福祉会 理事長　河瀨　京子 エルパティオ三葉園 出雲市東郷町１７５－４ 0853-62-0061 そうざい製造業 1 特記事項なし H28.6.1 R4.5.31

288220151 株式会社　河村食材 代表取締役　河村　正 株式会社　河村食材 出雲市東福町２２５－３ 0853-63-1547 そうざい製造業 1 特記事項なし H28.6.1 R3.5.31

300290003 長岡　元樹 はしもと 出雲市東福町２７２－２ 0853-62-2448 そうざい製造業 1 特記事項なし H30.9.27 R5.11.30

308295004
農事組合法人 まめなか
ファーム新田後

理事　田中　周二
まめなかファーム新田後加工
場

出雲市灘分町１５３２ー１ 0853-63-2680 そうざい製造業 1 特記事項なし H30.12.1 R5.11.30

290290001 有限会社　小伊津海旬房 代表取締役　福田　収 小伊津海旬房 出雲市灘分町１９０１－１１ 0853-62-9500 そうざい製造業 1 特記事項なし H29.10.25 R4.11.30

318295008 株式会社　フィリア 代表取締役　尾添　和子 フィリア 出雲市灘分町５３２－１ 0853-62-4782 そうざい製造業 1 特記事項なし R1.12.1 R6.11.30

290290003
農事組合法人 アグリード羽
根

理事　黒田　幸司 食創工房　レコルト 出雲市斐川町三絡９６０－３ そうざい製造業 1 特記事項なし H30.3.2 R5.5.31

308295007 浜屋　友見 食鮮工房　浜や 出雲市斐川町上直江１２２７ 72-7848 そうざい製造業 1 特記事項なし H30.12.1 R5.11.30

300290002 伊藤　節子 がっちゃん畑 出雲市斐川町上直江３１６７ 0853ｰ72ｰ9360 そうざい製造業 1 特記事項なし H30.9.21 R5.11.30
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28295344 伊藤　尚人 仕出し宴会　いとう 出雲市斐川町荘原３１０８ 0853-72-0815 そうざい製造業 1 特記事項なし R2.12.1 R7.11.30

298295177 有限会社　高橋水産 代表取締役　松野　誠 有限会社　高橋水産 出雲市斐川町荘原４１１５ 0853-72-6669 そうざい製造業 1 特記事項なし H29.12.1 R4.11.30

298290163 森川　要之介 森川屋 出雲市斐川町直江１１４５ 0853-72-0715 そうざい製造業 1 特記事項なし H29.6.1 R4.5.31

288220197 島根県農業協同組合 代表理事　石川　寿樹 ＪＡしまね　斐川味菜おふくろ 出雲市斐川町美南１３２９ 0853-73-9070 そうざい製造業 1 特記事項なし H28.6.1 R3.5.31

308290006 株式会社　ＪＡアグリ島根 代表取締役　荒木　健
株式会社　ＪＡアグリ島根 ア
グリ販売部食肉加工センター

出雲市斐川町美南１６６６ 0853-73-9565 そうざい製造業 2 特記事項なし H30.6.1 R6.5.31

308290009 有限会社　オオタ食品 代表取締役　大田　昭 有限会社　オオタ食品 出雲市斐川町富村９６５ 73-3830 そうざい製造業 1 特記事項なし H30.6.1 R5.5.31

308295006 株式会社　イ農ベルみだみ 代表取締役　出羽　秀治 株式会社　イ農ベルみだみ 出雲市美談町１２１３－４ 63-3510 そうざい製造業 1 特記事項なし H30.12.1 R5.11.30

28290063 原　利夫 中国料理　翠苑 出雲市美野町１６６２－１ 0853-69-1111 そうざい製造業 1 特記事項なし R2.6.1 R8.5.31

298290102 株式会社　ふるかわ 代表取締役　　古川　雅巳 株式会社　ふるかわ 出雲市姫原４丁目６－７ 0853-21-0684 そうざい製造業 1 特記事項なし H29.6.1 R4.5.31

270290008 株式会社　出雲国大社食品 代表取締役　山崎　茂樹
（株）出雲国大社食品浜町工
場

出雲市浜町１９８８－１ 0853-53-2125 そうざい製造業 1 特記事項なし H28.2.18 R3.5.31

20290002 坂本　喜美江 惣菜の店さかもと 出雲市平田町１７２７－２ 0853-63-0978 そうざい製造業 1 特記事項なし R2.11.6 R7.11.30

310290001 安食　淳子 おそうざい　ルークキッチン 出雲市平田町４２４７ そうざい製造業 1 特記事項なし R1.5.8 R6.5.31

28295345
株式会社　ヤマダフードシス
テムズ

代表取締役　山田　朋由 山田屋ラピタひらた店
出雲市平田町７１３７　ラピタ
ひらた店内

0853-62-3110 そうざい製造業 1 特記事項なし R2.12.1 R7.11.30

318290009 有限会社　田中豆富店 代表取締役　田中　章一 有限会社　田中豆富店 出雲市平田町７５５３ 62-3128 そうざい製造業 1 特記事項なし R1.6.1 R7.5.31

318295005 株式会社　海産物松村 代表取締役　松村　渉 岩のり工房 出雲市平田町７６１８ 0853-62-5845 そうざい製造業 1 特記事項なし R1.12.1 R7.11.30

308290008 社会福祉法人　ぽてとはうす 理事長　山代　裕始 ぽてとはうす 出雲市平野町１１８３ 0853-23-0477 そうざい製造業 1 特記事項なし H30.6.1 R5.5.31

308220005 島根県立出雲農林高等学校 校長　山根　登
島根県立出雲農林高等学校
食品科学科

出雲市下横町９５０ 28-0321 みそ製造業 特記事項なし H30.6.1 R5.5.31

288225012 井上　隆之 浜屋 出雲市今市町１６２２ 21-1030 みそ製造業 特記事項なし H28.12.1 R3.11.30

270220002 株式会社　未来サポートさだ 代表取締役　山本　友義
（株）未来サポートさだ　農産
加工場

出雲市佐田町反辺１３９１－
１

0853-84-1588 みそ製造業 特記事項なし H28.2.8 R3.5.31

298220140
農事組合法人 グリーンファー
ム西代

理事　三代　幾夫
農事組合法人　グリーン
ファーム西代

出雲市西代町３３７ みそ製造業 特記事項なし H29.6.1 R4.5.31

288225195 サトー食品　有限会社 代表取締役　佐藤　博之 サトー食品（有）
出雲市大社町北荒木１３２－
１

53-1509 みそ製造業 特記事項なし H28.12.1 R3.11.30

28225599 黒川　邦雄 黒川こうじ店 出雲市大津町５２８ 0853-21-2428 みそ製造業 特記事項なし R2.12.1 R7.11.30

28225600
農事組合法人　あっとふぁー
む黒目

代表理事　古川　猛 （農）あっとふぁーむ黒目 出雲市斐川町黒目１８０ 0853-25-9215 みそ製造業 特記事項なし R2.12.1 R7.11.30

28220601 児玉　勝美 農事組合法人　ふくどみ
出雲市斐川町上庄原１７６４
－２

73-9225 みそ製造業 特記事項なし R2.6.1 R8.5.31

288255137 社会福祉法人　喜和会 理事長　狩野　道雄 太陽の里 出雲市斐川町名島９０ 0853-72-9125 みそ製造業 特記事項なし H28.12.1 R3.11.30

28265316
有限会社　古代柱醤油醸造
元

代表取締役　井上　博之
有限会社　古代柱醤油醸造
元

出雲市芦渡町９１３－４２ 0853-30-1273 醤油製造業 特記事項なし R2.12.1 R7.11.30

308230006 飯塚　興太 田中屋醤油店 出雲市荒茅町１４７９－３ 28-0704 醤油製造業 特記事項なし H30.6.1 R5.5.31
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298260137 株式会社　高砂醤油本店 代表取締役　高砂　明弘 株式会社　高砂醤油本店 出雲市国富町３０５ 63-3141 醤油製造業 特記事項なし H29.6.1 R4.5.31

288260244 藤井　一成 藤屋 出雲市大社町杵築西２１４８ 0853-53-2253 醤油製造業 特記事項なし H28.6.1 R3.5.31

298260199 片岡醤油醸造　有限会社 代表取締役　片岡　順一 片岡醤油醸造　有限会社 出雲市大社町杵築南１４５１ 53-2068 醤油製造業 特記事項なし H29.6.1 R4.5.31

288260238 内藤　征生 泉屋醤油店 出雲市大社町中荒木２７５２ 0853-53-2694 醤油製造業 特記事項なし H28.6.1 R3.5.31

298260090 株式会社　井ゲタ醤油 代表取締役　井上　克夫 株式会社　井ゲタ醤油 出雲市浜町１０７０ 21-1300 醤油製造業 特記事項なし H29.6.1 R4.5.31

288230096 株式会社　井ゲタ醤油 代表取締役　井上　克夫
株式会社　井ゲタ醤油　もろ
み蔵

出雲市浜町３１７－１ 0853-21-1300 醤油製造業 特記事項なし H28.6.1 R3.5.31

298260130 持田　恒夫 持田醤油店 出雲市平田町７７９ 62-3137 醤油製造業 特記事項なし H29.6.1 R4.5.31

298260132 有限会社　岡　茂一郎商店 代表取締役　岡　英人 有限会社　岡茂一郎商店 出雲市平田町８６１ 62-2045 醤油製造業 特記事項なし H29.6.1 R4.5.31

298260133 加藤醤油　有限会社 代表取締役　加藤　典明 加藤醤油　有限会社 出雲市平田町８８４ 62-2034 醤油製造業 特記事項なし H29.6.1 R4.5.31

300240001 今岡　幸子 ｉｚｕｍｏクオーレ 出雲市知井宮町３１０－１ 0853-77-7067
ソース類製造
業

特記事項なし H30.7.31 R5.11.30

28240201 ひかわ食品加工　 株式会社 代表取締役　加藤　幹夫 ひかわ食品加工　株式会社
出雲市斐川町学頭３６４６－
１　いりすの丘内

0853-72-6898
ソース類製造
業

特記事項なし R2.6.1 R8.5.31

288270159 島根県農業協同組合 代表理事　石川　寿樹 ＪＡしまね　斐川地区本部 出雲市斐川町学頭８２６－３ 0853-73-9186
ソース類製造
業

特記事項なし H28.6.1 R3.5.31

28245001
農事組合法人　あっとふぁー
む黒目

代表理事　古川　猛 （農）あっとふぁーむ黒目 出雲市斐川町黒目１８０ 0853-25-9215
ソース類製造
業

特記事項なし R2.12.1 R7.11.30

318275002 福間　美智子 ヒロイン
出雲市斐川町上庄原１７６４
－２ 斐川農村ふれあいセン
タ－内

73-9225
ソース類製造
業

特記事項なし R1.12.1 R6.11.30

318245004 白根　幹雄 かんばだん 出雲市斐川町神庭６６６
ソース類製造
業

特記事項なし R1.12.1 R6.11.30

28245002 社会福祉法人　喜和会 理事長　狩野　道雄 太陽の里 出雲市斐川町名島９０ 0853-72-9125
ソース類製造
業

特記事項なし R2.12.1 R7.11.30

288280065 板倉酒造　有限会社 代表取締役　板倉　靖雄 板倉酒造　有限会社 出雲市塩冶町４６８ 0853-21-0434 酒類製造業 特記事項なし H28.6.1 R3.5.31

28255172 富士酒造　合資会社 代表社員　今岡　一朗 富士酒造　合資会社 出雲市湖陵町板津４３４－１ 0853-43-7111 酒類製造業 特記事項なし R2.12.1 R7.11.30

288285010 富士酒造　合資会社 代表社員　今岡　一朗 富士酒造　合資会社 出雲市今市町１４０３ 21-1510 酒類製造業 特記事項なし H28.12.1 R3.11.30

298280016 旭日酒造　有限会社 代表取締役社長　佐藤　誠一 旭日酒造　有限会社 出雲市今市町６６２ 21-0039 酒類製造業 特記事項なし H29.6.1 R4.5.31

308285002 株式会社　島根ワイナリー 代表取締役　新藤　正人 島根ワイナリー 出雲市大社町菱根２６４－２ 53-1112 酒類製造業 特記事項なし H30.12.1 R5.11.30

298280131 株式会社　酒持田本店 代表取締役　持田　祐輔 株式会社　酒持田本店 出雲市平田町７８５ 62-2023 酒類製造業 特記事項なし H29.6.1 R4.5.31

28295347 有限会社　出雲豆富センター 代表取締役　三島　栄治 有限会社　出雲豆富センター 出雲市塩冶有原町３丁目２９ 0853-21-2499 豆腐製造業 特記事項なし R2.12.1 R7.11.30

308290002 原　寅吉 原屋 出雲市河下町１６６ 66-0218 豆腐製造業 特記事項なし H30.6.1 R5.5.31

298260188 中尾　和憲 出雲豆富食品 出雲市湖陵町差海７２６－１ 43-2003 豆腐製造業 特記事項なし H29.6.1 R4.5.31

308290003 横山　享市 横山食品 出雲市佐田町須佐６９２ 84-0919 豆腐製造業 特記事項なし H30.6.1 R5.5.31

308290004 有限会社　吉川豆腐店 代表取締役　吉川　真一 有限会社　吉川豆富店 出雲市大社町杵築東５１１ 53-2089 豆腐製造業 特記事項なし H30.6.1 R5.5.31
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28295341 高橋　大吉 高橋分店 出雲市大津町２０８２－４ 0853-21-2366 豆腐製造業 特記事項なし R2.12.1 R7.11.30

288290078 浅津　一志 浅津豆富店 出雲市知井宮町７９３ 0853-23-3177 豆腐製造業 特記事項なし H28.6.1 R3.5.31

318295003 有限会社　田中豆富店 代表取締役　田中　章一 有限会社　田中豆富店 出雲市平田町７５５３ 62-3128 豆腐製造業 特記事項なし R1.12.1 R6.11.30

308280013 原田　貞義 原田製麺 出雲市下古志町９７８ 0853-24-0365 めん類製造業 特記事項なし H30.6.1 R5.5.31

308280011 公田　潤 公田商店 出雲市古志町８６７ 21-3765 めん類製造業 特記事項なし H30.6.1 R5.5.31

308280012 有限会社　児玉製麺 代表取締役　児玉　隆 有限会社　児玉製麺 出雲市今市町１１８１－２ 21-0388 めん類製造業 特記事項なし H30.6.1 R5.5.31

298285023 有限会社　羽根屋 代表取締役　石原　健太郎 有限会社　羽根屋 出雲市今市町５４９ 0853-21-0058 めん類製造業 特記事項なし H29.12.1 R4.11.30

318280005 森山　太史 山太（めん工房）
出雲市佐田町反辺１７６２－
１

84-0981 めん類製造業 特記事項なし R1.6.1 R6.5.31

270280004 株式会社　健菜厨房 代表取締役　北井　加代子 健菜厨房　キッチンスタジオ 出雲市小山町４３６－１ 0853-21-5015 めん類製造業 特記事項なし H28.3.14 R3.5.31

318280006 株式会社　縁 代表取締役　錦織　正人 株式会社　縁 出雲市小津町１６７－９ 0853-66-0472 めん類製造業 特記事項なし R1.6.1 R6.5.31

28280655 社会福祉法人　親和会 理事　三上　辰男 ふたば食品 出雲市神西沖町２４７６－１ 0853-43-2461 めん類製造業 特記事項なし R2.6.1 R8.5.31

288310220 有限会社　八雲 代表取締役　岩石　秀一 八雲本店
出雲市大社町杵築東２７６－
１

0853-53-0187 めん類製造業 特記事項なし H28.6.1 R3.5.31

318280010 加村　俊雄 きずき
出雲市大社町杵築東３８７－
１

めん類製造業 特記事項なし R1.6.1 R6.5.31

318280007 有限会社　八雲 代表取締役　岩石　秀一 食事処　小望月 出雲市大社町杵築東６２０ 53-0257 めん類製造業 特記事項なし R1.6.1 R6.5.31

298280190 浅沼　美則 かねや 出雲市大社町杵築東６５９ 0853-53-2366 めん類製造業 特記事項なし H29.6.1 R4.5.31

28285667 田中　富雄 そば処　田中屋 出雲市大社町杵築南９５２ 0853-53-2351 めん類製造業 特記事項なし R2.12.1 R7.11.30

280280001 砂原　学 本格手打蕎麦　出雲砂屋 出雲市大社町杵築南９７３ めん類製造業 特記事項なし H28.6.16 R3.11.30

288285193 大野　誠 白銀屋製麺 出雲市大社町修理免４３８ 53-2118 めん類製造業 特記事項なし H28.12.1 R3.11.30

318285008 サトー食品　有限会社 代表取締役　佐藤　博之 サトー食品（有） 出雲市大社町北荒木１０－５ 0853-53-1509 めん類製造業 特記事項なし R1.12.1 R6.11.30

300280001 有限会社　本田商店 代表取締役　本田　繁 有限会社本田商店
出雲市大社町北荒木１１８－
２

めん類製造業 特記事項なし H31.3.29 R6.5.31

288315038 有限会社　モトオカ 代表取締役　本岡　勉 有限会社　モトオカ 出雲市天神町６０１－６ 21-1874 めん類製造業 特記事項なし H28.12.1 R3.11.30

278285161 社会福祉法人　ひらた福祉会 理事長　河瀨　京子 エルパティオ三葉園 出雲市東郷町１７５－４ 0853-62-0061 めん類製造業 特記事項なし H27.12.1 R3.11.30

288315120 有限会社　湖西堂 代表取締役　伊路見　保彦 湖西堂 出雲市東福町１９８４－１０ 0853-63-1443 めん類製造業 特記事項なし H28.12.1 R4.11.30

278315173 有限会社　玉木製麺 代表取締役　玉木　暢 有限会社　玉木製麺 出雲市斐川町沖洲１６２０ 0853-72-0653 めん類製造業 特記事項なし H27.12.1 R3.11.30

298315178 有限会社　玉木製麺 代表取締役　玉木　暢 そば庄　たまき 出雲市斐川町沖洲１６３０ 72-0653 めん類製造業 特記事項なし H29.12.1 R4.11.30

20280002 株式会社　大芳商店 代表取締役　栂野　善彦 かみあり製麺
出雲市斐川町学頭１８１５－
１

0853-73-7241 めん類製造業 特記事項なし R2.11.26 R7.11.30

288285136 飯塚　一弥 かくれ庵 出雲市斐川町坂田３２８７ 0853-62-5128 めん類製造業 特記事項なし H28.12.1 R3.11.30
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298310164 遠藤　晄 遠藤製麺 出雲市斐川町直江１１９４ めん類製造業 特記事項なし H29.6.1 R4.5.31

298315197 有限会社　玉木製麺 代表取締役　玉木　暢
有限会社玉木製麺　第二工
場

出雲市斐川町直江７４０－１ 72-0640 めん類製造業 特記事項なし H29.12.1 R4.11.30

288315153 杉谷　実 丸福 出雲市斐川町福富４８６ 72-3464 めん類製造業 特記事項なし H28.12.1 R3.11.30

298315113 有限会社　米山萬商店 代表取締役　米山　弘三 有限会社　米山萬商店 出雲市浜町２０９－３ 21-0720 めん類製造業 特記事項なし H29.12.1 R4.11.30

318280008 長廻　一男 オフィス吉兆　製麺部 出雲市平田町１５７５ 0853-63-2026 めん類製造業 特記事項なし R1.6.1 R6.5.31

20280001 岡　敏和 そば処・喜多縁 出雲市平田町９８９－４ 0853-31-4259 めん類製造業 特記事項なし R2.9.24 R7.11.30

298305080 出雲水機工業株式会社 代表取締役　中尾　美樹 出雲水機工業（株） 出雲市神門町１３９７ 21-4351 添加物製造業 特記事項なし H29.12.1 R4.11.30

308110007 島根県立出雲農林高等学校 校長　山根　登
島根県立出雲農林高等学校
食品科学科

出雲市下横町９５０ 28-0321
缶詰又は瓶詰
食品製造業

特記事項なし H30.6.1 R5.5.31

20110001 有限会社　瑞健 代表取締役　岡　久美子 有限会社　瑞健 出雲市中野町３７２－１ 0853-23-1742
缶詰又は瓶詰
食品製造業

特記事項なし R2.7.31 R7.11.30

298085111 出雲大同青果　株式会社 代表取締役　兒玉　誠二 出雲大同青果　株式会社 出雲市高松町５７０ 28-1112
魚介類せり売
業

特記事項なし H29.12.1 R4.11.30

298080197 漁業協同組合ＪＦしまね 代表理事会長　岸　宏
漁業協同組合ＪＦしまね大社
支所

出雲市大社町杵築北３５３３ 0853-53-3155
魚介類せり売
業

特記事項なし H29.6.1 R5.5.31

28100465 株式会社　貝援隊 代表取締役　持田　純二 株式会社　貝援隊 出雲市湖陵町板津１ 43-2438
食品の冷凍ま
たは冷蔵業

1 特記事項なし R2.6.1 R7.5.31

318105021 有限会社　はら屋 取締役　山本　浩矢 有限会社　はら屋 出雲市荒茅町２８０８－１ 0853-28-3000
食品の冷凍ま
たは冷蔵業

2 特記事項なし R1.12.1 R6.11.30

288170113 株式会社　小林冷蔵 代表取締役　小林　和夫 株式会社　小林冷蔵 出雲市高岡町４４４・４５０ 0853-23-1966
食品の冷凍ま
たは冷蔵業

1 特記事項なし H28.6.1 R3.5.31

280100001 株式会社　香り芽本舗 代表取締役　藤原　伸一 株式会社　香り芽本舗
出雲市多伎町口田儀９０８－
１

0853-86-2268
食品の冷凍ま
たは冷蔵業

1 特記事項なし H28.12.22 R4.5.31

288170243 有限会社　別所蒲鉾店 代表取締役　竹並　一人 （有）別所蒲鉾店　第二工場
出雲市大社町杵築西２０９８
－５

0853-53-0302
食品の冷凍ま
たは冷蔵業

2 特記事項なし H28.6.1 R3.5.31

270100001 アルファー食品　株式会社 代表取締役　篠原　隆 アルファー食品　株式会社 出雲市大社町北荒木６４５ 0853-53-2518
食品の冷凍ま
たは冷蔵業

2 特記事項なし H27.4.22 R3.5.31

20100001 有限会社　渡邊水産 代表取締役　渡邊　一 有限会社　渡邊水産　冷凍部 出雲市知井宮町１３８－２ 0853-20-7388
食品の冷凍ま
たは冷蔵業

1 特記事項なし R2.7.9 R7.11.30

28105548 上田コールド　株式会社 代表取締役　上田　広美
上田コールド　株式会社　長
浜物流センター

出雲市長浜町３０５７－１２ 0853-27-0123
食品の冷凍ま
たは冷蔵業

1 特記事項なし R2.12.1 R7.11.30

300100001 株式会社　出雲みらいフーズ 代表取締役　磯橋　潤 株式会社　出雲みらいフーズ 出雲市長浜町４５７－１１ 0853-27-9191
食品の冷凍ま
たは冷蔵業

2 特記事項なし H30.12.10 R7.5.31

310100002 合同会社　糸賀製餅店 代表社員　糸賀　新吉 糸賀製餅店
出雲市斐川町荘原１１７５－
３

0853-72-3019
食品の冷凍ま
たは冷蔵業

2 特記事項なし R1.12.13 R7.5.31

318105024 有限会社　渡邊水産 代表取締役　渡邊　一 有限会社　渡邊水産 出雲市浜町１９８７－１ 0853-22-6555
食品の冷凍ま
たは冷蔵業

2 特記事項なし R1.12.1 R6.11.30

310100001 有限会社　米山萬商店 代表取締役　米山　弘三 有限会社　米山萬商店 出雲市浜町２０９－３ 0853-21-0720
食品の冷凍ま
たは冷蔵業

2 特記事項なし R1.5.10 R6.5.31

113 / 113 ページ


