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28010503 垂井　康弘 セルム
岡山県総社市清音三因１４２
３－６「島根県一円」

飲食店営業 特記事項なし R2.6.1 R7.5.31

280010051 橋詰　政一 橋商店
岐阜県中津川市茄子川１７９
１－１００　 「島根県内一円」

0573-68-3446 飲食店営業 特記事項なし H28.12.1 R4.5.31

308015180 住田　洋三 住田商店
広島県広島市西区横川３－７
－８ 「島根県内一円」

飲食店営業 特記事項なし H30.12.1 R5.11.30

280010058
ＨＡＹＡＢＵＳＡエンタープライ
ズ 株式会社

代表取締役　大畑　沙織 おどるタンタン麺
広島県広島市中区流川町３
－１３「島根県内一円」

飲食店営業 特記事項なし H28.12.26 R4.5.31

290010054 中島　美沙子 Ｓｔａｒ’ｓ　Ｋｉｔｃｈｅｎ
広島県広島市東区上温品１
－１０－２０　 「島根県内一
円」

飲食店営業 特記事項なし H30.3.8 R5.5.31

310010034 佐味　大介 とっと庵１３１号
広島県東広島市黒瀬切田が
丘３－２９－７「島根県内一
円」

飲食店営業 特記事項なし R1.9.25 R6.11.30

20010023 株式会社　キヌヤ 代表取締役　領家　康元 キヌヤ　江津店 江津市嘉久志町１３１０ 0855-52-0558 飲食店営業 3 そうざい 弁当屋 R2.9.3 R7.11.30

28015569 石田　久美子 石州亭
江津市嘉久志町２２８９－１
プローバ島根江津店

0855-52-0788 飲食店営業 1 一般食堂 弁当屋 そうざい R2.12.1 R7.11.30

20010031 有限会社　末広ビル 取締役　金山　慎司 カラオケＣＬＵＢＤＡＭ江津店 江津市嘉久志町２３０６－２１ 0855-52-7670 飲食店営業 1 一般食堂 R2.10.26 R7.11.30

300010040 株式会社　ファン・テーブル 代表取締役　鎌田　英樹 すし蔵のはなれ江津店 江津市嘉久志町２３０６－２３ 0855-52-0835 飲食店営業 1 一般食堂 H30.11.16 R5.11.30

20010025 グプタ　アショカ　クマール インド料理ラソイ 江津市嘉久志町２３０６－３０ 0855-52-3080 飲食店営業 1 一般食堂 弁当屋 そうざい R2.9.10 R7.11.30

310010066
ワスデワン　ウィディヤサラス
ワティ

インド料理ラソイ 江津市嘉久志町２３０６－３０ 0855-52-3080 飲食店営業 1 一般食堂 弁当屋 そうざい R2.3.25 R7.5.31

290010004 株式会社　イズミ 代表取締役　山西　泰明 ゆめタウン江津 江津市嘉久志町２３０６－３０ 0855-54-0178 飲食店営業 2 そうざい 弁当屋 H29.4.26 R5.5.31

290010005 株式会社　イズミ 代表取締役　山西　泰明 ゆめタウン江津　焼魚室 江津市嘉久志町２３０６－３０ 0855-54-0178 飲食店営業 3 そうざい H29.4.26 R5.5.31

290010006 株式会社　イズミ 代表取締役　山西　泰明 ゆめタウン江津　肉サラダ室 江津市嘉久志町２３０６－３０ 0855-54-0178 飲食店営業 3 そうざい H29.4.26 R5.5.31

28015545
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　ゆめタウン江
津店

江津市嘉久志町２３０６－３０ 0855-54-0501 飲食店営業 1 一般食堂 R2.12.1 R8.11.30

290010008 Ｊ・Ｎ・Ａ　株式会社
代表取締役　バスネット・カラ
ダ・バハドゥラ

ＷＯＲＬＤ　ＫＩＴＣＨＥＮ
江津市嘉久志町２３０６－３０
ゆめタウン江津１Ｆ

0855-52-0370 飲食店営業 1 一般食堂 弁当屋 H29.4.26 R4.5.31

290010009 フジパンストアー　株式会社 代表取締役　廣村　昌弘 パリクロアッサン　江津店
江津市嘉久志町２３０６－３０
ゆめタウン江津１Ｆ

0855-52-5520 飲食店営業 3 弁当屋 H29.4.27 R4.5.31

290010010 有限会社　泉文盛堂 代表取締役　松浦　元則 喫茶　茶珈瑠
江津市嘉久志町２３０６－３０
ゆめタウン江津１Ｆ

0855-54-0307 飲食店営業 1 一般食堂 H29.4.26 R4.5.31

310010059 大田青果　株式会社 代表取締役　八波　和久 さかい珈琲　江津店
江津市嘉久志町２３０６－３０
ゆめタウン江津３Ｆ

0855-52-7157 飲食店営業 1 一般食堂 R2.2.21 R7.5.31

280010012 吉田　直記 ローソン江津嘉久志町店 江津市嘉久志町２３０９－５ 0855-52-7712 飲食店営業 3 弁当屋 そうざい H28.5.31 R3.5.31

288015099 大西　佐和子 ｄｏｄｏ＿ｉｃｈｉ 江津市嘉久志町２３７０－５ 0855-52-3919 飲食店営業 1 一般食堂 弁当屋 そうざい H28.12.1 R3.11.30

298015118 大西　佐和子 ｄｏｄｏ＿ｉｃｈｉ
江津市嘉久志町２３７０－５
「島根県内一円」

0855-52-3919 飲食店営業 特記事項なし H29.12.1 R4.11.30

298015119 有限会社　会館　吾妻 取締役　松永　冴子 会館　吾妻 江津市嘉久志町２４２６－１８ 0855-52-2358 飲食店営業 2 一般食堂 仕出し屋 弁当屋 料理店 H29.12.1 R4.11.30

300010059 株式会社　中央 代表取締役　青笹　輝和 中央弁当 江津市嘉久志町イ１１７４－２ 0855-52-3393 飲食店営業 2 仕出し屋 弁当屋 H31.2.27 R6.5.31

28010480 巻田　聖治 まきた旅館 江津市嘉久志町イ１１８６－１ 0855-52-2417 飲食店営業 2 旅館 R2.6.1 R8.5.31
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318015026 安田　ひとみ なご味 江津市嘉久志町イ１２２２－３ 飲食店営業 1 一般食堂 弁当屋 仕出し屋 そうざい R1.12.1 R6.11.30

270010041 山口　一也 ぐる～とん
江津市嘉久志町イ１２４２－４
山装ビル１Ｆ

飲食店営業 1 一般食堂 H28.3.8 R3.5.31

288010102 有限会社　山装 取締役　山形　逸志 トムとジェリー
江津市嘉久志町イ１２４２－４
山装ビル１Ｆ

飲食店営業 1 一般食堂 H28.6.1 R4.5.31

318010083 有限会社　サンモール 代表取締役　山形　逸志 パブ　楊貴妃
江津市嘉久志町イ１２４２－４
山装ビル２Ｆ

0855-52-6116 飲食店営業 1 一般食堂 R1.6.1 R7.5.31

28015568 佐貫　綾 ｔｏｉ　ｔｏｉ　ｔｏｉ
江津市嘉久志町イ１５１０－１
０

0855-52-7531 飲食店営業 1 一般食堂 R2.12.1 R7.11.30

20010006 加藤　拓央 カレー設計事務所 江津市嘉久志町イ１５９４ 飲食店営業 1 一般食堂 弁当屋 R2.5.11 R7.5.31

298010088 沖田　悠佑 八百山 江津市嘉久志町イ１６１１－５ 飲食店営業 1 一般食堂 H29.6.1 R4.5.31

28010521 株式会社　丸信商事 代表取締役　岩本　啓子 マンモス江津店　ふくふく亭 江津市嘉久志町イ１６８２－７ 0855-52-7316 飲食店営業 1 一般食堂 R2.6.1 R8.5.31

280010037 押越　奈津紀 ごはんや
江津市嘉久志町イ１７０３
「島根県内一円」

0855-52-2658 飲食店営業 特記事項なし H28.10.11 R3.11.30

298010089 株式会社　プローバ島根 代表取締役　平本　直樹 キャンドゥ　江津店 江津市嘉久志町イ１８３６－２ 0855-54-1116 飲食店営業 1 一般食堂 H29.6.1 R5.5.31

310010047 株式会社　華龍 代表取締役　王　竟軍 中華料理　華龍 江津市嘉久志町イ１８５７－３ 0855-52-7918 飲食店営業 2 一般食堂 仕出し屋 そうざい 弁当屋 R1.11.22 R6.11.30

318015008 丸田　哲也 うえ乃寿し
江津市嘉久志町イ２４２６－１
３２

0855-52-0001 飲食店営業 1 一般食堂 R1.12.1 R6.11.30

318010097 盆子原　健 cafe 桜co 江津市嘉久志町イ４０５ 0855-52-7740 飲食店営業 1 一般食堂 R1.6.1 R7.5.31

28015555 細田　洋子 割烹　旅館　たちばな 江津市嘉久志町イ６６８－１８ 0855-52-0085 飲食店営業 2 一般食堂 旅館 料理店 R2.12.1 R7.11.30

290010060 田中　貴則 レストラン　ディナー 江津市嘉久志町イ６７４－１ 0855-52-5746 飲食店営業 1 一般食堂 H30.3.20 R5.5.31

318010075 米原　周吾
ＣｈｕーＫａ　ＣｈｕーＢｏｕ　梵
天

江津市嘉久志町イ６８１－２ 0855-52-3311 飲食店営業 1 一般食堂 仕出し屋 R1.6.1 R6.5.31

28010486 高原　恒男 林　商店
江津市嘉久志町イ６９０－２
「島根県内一円」

飲食店営業 特記事項なし R2.6.1 R7.5.31

300010018 株式会社　マルコシ 代表取締役　落合　直司
株式会社　マルコシ　故郷敬
川　厨房

江津市敬川町１－２ 0855-53-5007 飲食店営業 2 一般食堂 H30.7.3 R5.11.30

310010012 有限会社　らくいち 取締役　大辻　雄朋 らくいち 江津市敬川町１２８２－２ 0855-53-1999 飲食店営業 1 一般食堂 R1.5.31 R6.5.31

280010005 有限会社　アールエムズ 代表取締役　河村　高明 ローソン江津敬川店 江津市敬川町１３０６－１２５ 0855-53-5163 飲食店営業 3 そうざい H28.5.20 R3.5.31

20010032 若管　成人 若管商店（エビスヤ）
江津市敬川町１６９４　「島根
県内一円」

飲食店営業 特記事項なし R2.11.20 R7.11.30

288015105 横田　雪江 今中屋 江津市敬川町１７３７－１ 0855-53-0380 飲食店営業 2 仕出し屋 H28.12.1 R3.11.30

280010040 蓮敬寺 代表役員　冨金原　真慈 寺ｃａｆｅ　ＳＡＲＡ 江津市敬川町１７５４－１ 0855-53-2797 飲食店営業 1 一般食堂 H28.10.28 R3.11.30

310010068 株式会社　マルコシ 代表取締役　落合　直司
株式会社　マルコシ　むりょう
じゅ　厨房

江津市敬川町２９６－６　グラ
ンエスポワールむりょうじゅ７
Ｆ

0855-53-1121 飲食店営業 2 一般食堂 R2.3.31 R7.5.31

28015573 桝　智裕 ひなた食堂　ますや 江津市敬川町９８１－３ 飲食店営業 3 弁当屋 仕出し屋 R2.12.1 R7.11.30

28015574 桝　智裕 ひなた食堂　ますや
江津市敬川町９８１－８「島根
県内一円」

0855-53-3650 飲食店営業 特記事項なし R2.12.1 R7.11.30

318015010 島田　尚子 しまや 江津市後地町１９４５ 0855-57-0034 飲食店営業 1 一般食堂 R1.12.1 R6.11.30
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280010003 大阪惣菜株式会社 代表取締役　髙栁　直希 花ごよみ
江津市後地町２３４８－２　マ
ルシェ市場店内

0855-57-0010 飲食店営業 2 弁当屋 そうざい H28.5.12 R3.5.31

318015034 深町　桂市 Ｎａｏ　Ｆａｒｍ（ナオファーム）
江津市後地町２３７６－１「島
根県内一円」

飲食店営業 特記事項なし R1.12.1 R6.11.30

298015134 いわみ創工　株式会社 代表取締役　多田　十誠 風のえんがわ 江津市後地町２３９８ 0855-57-0522 飲食店営業 1 一般食堂 仕出し屋 H29.12.1 R4.11.30

318015242 浅利観光　株式会社 代表取締役　植田　裕一 大黒食堂 江津市後地町３３４８－１１３ 0855-55-1155 飲食店営業 2 一般食堂 弁当屋 そうざい R1.12.1 R6.11.30

28010495 浅利観光　株式会社 代表取締役　植田　裕一 手づくり工房　万象 江津市後地町３３４８－１１３ 0855-55-1155 飲食店営業 3 そうざい R2.6.1 R7.5.31

28010504 浅利観光　株式会社 代表取締役　植田　裕一 麺や　オロチ 江津市後地町３３４８－１１３ 0855-55-1155 飲食店営業 1 一般食堂 弁当屋 そうざい R2.6.1 R7.5.31

28015576 三本松　紀男
ローソン・ポプラ　江津舞乃市
店

江津市後地町３３４８－１１４ 0855-55-3522 飲食店営業 3 弁当屋 そうざい R2.12.1 R8.11.30

28015564 高橋　好子 菜花 江津市後地町３３４９－２４ 飲食店営業 2 弁当屋 R2.12.1 R7.11.30

28010502 有限会社　ミラノ亭 代表取締役　天野　均 (有)ミラノ亭
江津市後地町９９５－１ 道の
駅サンピコごうつ

0855-55-0140 飲食店営業 3 弁当屋 そうざい R2.6.1 R7.5.31

28010500 有限会社　住京蒲鉾店 代表取締役　金村　雅之 揚げもの茶屋　住京
江津市後地町９９５－１ 道の
駅サンピコごうつ

0855-55-0111 飲食店営業 3 そうざい R2.6.1 R7.5.31

28010509
有限会社　ふるさと支援セン
ター 　　　　　めぐみ

代表取締役　砂田　忠 サンピコごうつ
江津市後地町９９５－１「島根
県内一円」

0855-55-3151 飲食店営業 特記事項なし R2.6.1 R7.5.31

298010078 吉田　直記 ローソン江津済生会病院前店 江津市江津町１０１６－４１ 0855-52-5418 飲食店営業 3 そうざい H29.6.1 R5.5.31

288010106
株式会社 ナリコマエンタープ
ライズ

代表取締役　竹内　美夫
特別養護老人ホーム　白寿
園

江津市江津町１１１０ 0855-52-0006 飲食店営業 2 一般食堂 H28.6.1 R4.5.31

318010065
シダックスフードサービス 株
式会社

代表取締役　白田　豊彦
高砂ケアセンター　シダックス
事業所

江津市江津町１１１０－１５ 0855-52-2856 飲食店営業 2 一般食堂 R1.6.1 R7.5.31

288010107
社会福祉法人　いわみ福祉
会

理事長　室崎　富恵 森のレストラン 江津市江津町１１１０－２０ 0855-52-2822 飲食店営業 2 一般食堂 弁当屋 仕出し屋 H28.6.1 R3.5.31

300010017 株式会社　Ａコープ西日本 代表取締役　草場　浩 Ａコープ　ごうつ 江津市江津町１１４０－５ 0855-52-0222 飲食店営業 3 弁当屋 H30.6.27 R5.11.30

28010499 九州惣菜　株式会社 代表取締役　西岡　浩志 九州惣菜(株)　祇園
江津市江津町１１４０－５　Ａ
コープごうつ内

0855-52-3823 飲食店営業 3 弁当屋 そうざい R2.6.1 R7.5.31

308010021 伊藤　祐規 やき鳥　ふく助 江津市江津町１１８８－１８ 0855-52-2934 飲食店営業 1 一般食堂 H30.6.1 R5.5.31

278015094 安井　久子 クラブ　久子 江津市江津町１１８８－７ 0855-52-2854 飲食店営業 1 バー H27.12.1 R3.11.30

318015021 佐々木　幸枝 和飲ダイニング　koganemushi 江津市江津町１２１２－２ 0855-52-6444 飲食店営業 1 一般食堂 仕出し屋 R1.12.1 R7.11.30

300010045 合同会社　ＧーＷＯＲＫＳ
代表社員　今井産業株式会
社　職務執行者　今井　久師

ＴＯＲＡＮＡ　Ｂｅｅｒ＆Ｓｐａｒｋｌｉｎ
ｇ

江津市江津町１２１３ 飲食店営業 1 一般食堂 H30.12.5 R6.5.31

318010076 井上　貴仁 きらく 江津市江津町１２１４ 飲食店営業 1 一般食堂 R1.6.1 R6.5.31

298010082 岩山　桂子 食道園 江津市江津町１２１４ 0855-52-2674 飲食店営業 1 一般食堂 H29.6.1 R4.5.31

28015571 小川　俊二 珈琲Ｐｕｂ　マック 江津市江津町１２１４－１ 0855-52-3518 飲食店営業 1 一般食堂 R2.12.1 R7.11.30

298015113 有限会社　反田商店 代表取締役　反田　正博 喫茶　ジャルダン 江津市江津町１２１４－１０ 0855-52-2315 飲食店営業 1 一般食堂 H29.12.1 R4.11.30

288010108 山本　宏子 スナック　モーツアルト 江津市江津町１２１４－２ 0855-52-1946 飲食店営業 1 一般食堂 H28.6.1 R3.5.31

290010047 上杉　美幸 Ｍａｒｂｌｅ 江津市江津町１２１４－２ 0855-52-7744 飲食店営業 1 一般食堂 H29.12.20 R5.5.31
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308010011 佐々木　みどり スナック　ルージュ 江津市江津町１２１４－８ 0855-52-2349 飲食店営業 1 一般食堂 H30.6.1 R6.5.31

270010034 株式会社　江津未来開発 代表取締役　今井　久師 スーパーホテル　江津駅前 江津市江津町１２１５ 0855-60-9000 飲食店営業 1 旅館 H27.12.11 R3.5.31

308010015 原　百里子 スナック　トゥモロー 江津市江津町１２１７－４ 飲食店営業 1 一般食堂 H30.6.1 R5.5.31

290010002 佐々木　一海 阿じ与志 江津市江津町１２１７－５ 0855-52-7357 飲食店営業 1 一般食堂 H29.4.13 R4.5.31

20010003 永井　紅美子 スナック　パピヨン 江津市江津町１２５９－２ 0855-52-2725 飲食店営業 1 一般食堂 R2.4.15 R7.5.31

28015554 橋本　博子
ミュージックハウス　さうす
ぽー

江津市江津町１２５９－２ 0855-52-5190 飲食店営業 1 一般食堂 R2.12.1 R7.11.30

298010083 林　貴也 民芸肉料理　共栄 江津市江津町１２６０－４ 0855-52-2433 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

318015020 沼倉　三余子 食処酒処　はな 江津市江津町１５１５－２２ 飲食店営業 1 一般食堂 仕出し屋 弁当屋 R1.12.1 R6.11.30

278010080 寺井　浩之 居酒屋　篝火 江津市江津町１５１７ 0855-52-4193 飲食店営業 1 一般食堂 H27.6.1 R3.5.31

290010001 德田　恵子 Ｋ　Ｓｔａｎｄ　Ｔａｌｋｉｎｇ 江津市江津町１５１７ 0855-52-7747 飲食店営業 1 一般食堂 弁当屋 H29.4.4 R4.5.31

318010094 白川　美恵 アンテノール（寿苑） 江津市江津町１５１７－２２ 0855-52-3202 飲食店営業 1 一般食堂 R1.6.1 R6.5.31

28010519 森田　健太郎 祭や 江津市江津町１５１７－２４ 0855-52-6629 飲食店営業 1 一般食堂 R2.6.1 R7.5.31

300010009 大黒　雅人 雅家
江津市江津町１５１７－２７
市川ビル１Ｆ

0855-52-0124 飲食店営業 1 一般食堂 H30.6.4 R5.11.30

310010016 和田　渉 Ａーｓｔｙｌｅ
江津市江津町１５１７－２７
市川ビル１Ｆ

飲食店営業 1 一般食堂 R1.7.24 R6.11.30

298015114 本永　近子 ちか 江津市江津町１５２０ 0855-52-0284 飲食店営業 1 一般食堂 H29.12.1 R4.11.30

288015096 木村　裕 養老乃瀧　江津店 江津市江津町１５２０ 0855-52-0086 飲食店営業 1 一般食堂 H28.12.1 R3.11.30

278010081 有限会社　栄寿し 代表取締役　山内　三斗志 有限会社　栄寿し 江津市江津町１５２０－１１５ 08555-2-2360 飲食店営業 2 一般食堂 仕出し屋 H27.6.1 R3.5.31

298015115 佐々木　亜希子 壱番館 江津市江津町１５２０－１２３ 0855-52-7811 飲食店営業 1 一般食堂 H29.12.1 R5.11.30

300010060 株式会社　中央 代表取締役　青笹　輝和 あけぼの商店 江津市江津町１５２０－７４ 0855-52-2727 飲食店営業 1 一般食堂 そうざい H31.2.27 R6.5.31

278010082 志摩　和巳 焼肉かず 江津市江津町１５２０－９２ 0855-52-0380 飲食店営業 1 一般食堂 そうざい H27.6.1 R3.5.31

298015116 能美　房子
江津市役所庁内食堂　春吉
屋

江津市江津町１５２５ 0855-52-2501 飲食店営業 1 一般食堂 H29.12.1 R4.11.30

310010060 有間　純子 喫茶　アミー 江津市江津町１５９５－３ 0855-52-0152 飲食店営業 1 一般食堂 R2.3.17 R7.5.31

300010035 東　千鶴 ｃａｆｅ　豆茶香 江津市江津町４６ 0855-52-6883 飲食店営業 2 一般食堂 仕出し屋 そうざい 弁当屋 H30.10.9 R5.11.30

288010148 花田　悦郎 新世界 江津市江津町６９１－４ 08555-2-0793 飲食店営業 1 一般食堂 H28.6.1 R3.5.31

318015015 田中　正平 白夜 江津市江津町８０９－２ 0855-52-3687 飲食店営業 1 一般食堂 R1.12.1 R6.11.30

290010035 有限会社　渡辺酒店 代表取締役　渡辺　賢治 酒の山尾
江津市江津町８４７－１　「島
根県内一円」

0855-52-2003 飲食店営業 特記事項なし H29.9.28 R4.11.30

280010039 竹内　裕子 やじん　商店 江津市江津町８５２－７ 0855-52-2634 飲食店営業 2 仕出し屋 弁当屋 そうざい H28.10.25 R3.11.30
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288010113 高浜　通子 なにわ 江津市江津町８７５－１ 08555-2-1704 飲食店営業 1 一般食堂 H28.6.1 R3.5.31

310010036 植田　真二
ぶどう酒とお料理ＢＡＲ　ボク
のワイン　キミのワイン

江津市江津町８７９－５ 0855-52-2177 飲食店営業 1 一般食堂 弁当屋 仕出し屋 R1.9.26 R6.11.30

288010115 松田　耕二 まつまん 江津市江津町８９６ 0855-52-2365 飲食店営業 2 一般食堂 仕出し屋 H28.6.1 R3.5.31

20010013 畔柳　卓史 喜運祭屋（きんさいや） 江津市江津町８９６ 0855-52-3123 飲食店営業 1 一般食堂 R2.7.30 R7.11.30

288015138 藤田　利作 エスポアたびら 江津市江津町８９６－５ 0855-52-2018 飲食店営業 1 一般食堂 H28.12.1 R3.11.30

318015024 入江　敬子 田吾作 江津市江津町９０８－１７ 飲食店営業 1 一般食堂 仕出し屋 弁当屋 R1.12.1 R7.11.30

278015128 高橋　美保子 スナック　８８（ツーエイト） 江津市江津町９１３ 0855-52-2100 飲食店営業 1 一般食堂 H27.12.1 R3.11.30

308015019 滝尻　洋介 食彩空間　海人
江津市江津町９１３　潮田ビ
ル１Ｆ

0855-52-7333 飲食店営業 1 一般食堂 H30.12.1 R6.11.30

20010028 粟井　芳美 Ｂｏｎ　Ｂｏｎ　Ｋｉｔｃｈｅｎ
江津市江津町９１３－１　塩
田ビル（Ⅱ）１Ｆ

飲食店営業 1 一般食堂 R2.10.7 R7.11.30

288010149 梅野　節子 お好み焼居酒屋　ゆき
江津市江津町９１４－６　駅
前ビル１Ｆ

0855-52-1022 飲食店営業 1 一般食堂 H28.6.1 R3.5.31

308015023 永見　富美子 スナック　優 江津市江津町９２１－１ 0855-52-6693 飲食店営業 1 一般食堂 H30.12.1 R6.11.30

318010095 大崎　聡哲 Ｙ．Ａｌｂｅｒｏ（アルベロ）
江津市江津町９３６－１ Ｓｕｋｉ
ｍｏｎｏビル１Ｆ

飲食店営業 1 一般食堂 R1.6.1 R7.5.31

308010026 若菅　貴宏 わかひろや 江津市江津町９３９－１ 0855-52-0723 飲食店営業 1 一般食堂 弁当屋 そうざい H30.6.1 R6.5.31

288010116 齊藤　敏春 ＄　ドル 江津市江津町９３９－１０ 0855-52-5193 飲食店営業 1 一般食堂 H28.6.1 R3.5.31

298010099 有限会社　住京蒲鉾店 代表取締役　金村　雅之 住京
江津市黒松町７１９「島根県
内一円」

飲食店営業 特記事項なし H29.6.1 R4.5.31

308010020 　田　伊都子 エキダ屋 江津市黒松町８４８ 0855-55-1683 飲食店営業 2 旅館 H30.6.1 R5.5.31

298015143 渡邊　承道 福應禅寺 江津市桜江町江尾４０３ 0855-92-0063 飲食店営業 1 一般食堂 H29.12.1 R4.11.30

298015142 田中　法満 たこ焼　大明神
江津市桜江町今田３０７－３
「島根県内一円」

0855-92-0425 飲食店営業 特記事項なし H29.12.1 R4.11.30

290010028 中島　つや子 いちごや 江津市桜江町市山２９３－１ 0855-92-0669 飲食店営業 2 弁当屋 H29.8.21 R4.11.30

318010089 田代　和秋 桜江そば　一心 江津市桜江町市山３１４－７ 0855-92-0123 飲食店営業 1 一般食堂 R1.6.1 R6.5.31

300010062 三浦　亘道 たぬきの国 江津市桜江町市山５０３－１ 0855-92-1055 飲食店営業 1 一般食堂 H31.3.19 R6.5.31

288015112 富士産業　株式会社 代表取締役　中村　勝彦 さくらが丘
江津市桜江町小田８５６－１
０

0855-92-0220 飲食店営業 2 一般食堂 H28.12.1 R4.11.30

298010109 原田　ミヤ子 桜江地区婦人会
江津市桜江町川越６３１「島
根県内一円」

0855-93-0825 飲食店営業 特記事項なし H29.6.1 R4.5.31

318010100 佐々木　初美 美川旅館 江津市桜江町川戸１２７－１ 0855-92-1311 飲食店営業 1 旅館 一般食堂 R1.6.1 R6.5.31

288015113 山﨑　秀子 麻胡 江津市桜江町川戸１６－５ 0855-92-0403 飲食店営業 1 一般食堂 H28.12.1 R3.11.30

318010093 今井産業　株式会社 代表取締役　今井　久師 今井カフェ 江津市桜江町川戸４７２－１ 0855-92-1321 飲食店営業 1 一般食堂 R1.6.1 R6.5.31

288015114 千代延　正喜 大番 江津市桜江町川戸９－１３ 0855-92-0252 飲食店営業 2 一般食堂 仕出し屋 料理店 H28.12.1 R3.11.30
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288015115 品川　直人 梅乃家 江津市桜江町川戸９－１８ 0855-92-0024 飲食店営業 2 一般食堂 仕出し屋 H28.12.1 R3.11.30

298010110 千代延　敏之
猪肉加工販売センター　榎木
の郷

江津市桜江町大貫５７－１ 0855-93-0881 飲食店営業 2 弁当屋 H29.6.1 R4.5.31

298015147 千代延　敏之 榎木の郷
江津市桜江町大貫５７－１
「島根県内一円」

0855-93-0226 飲食店営業 特記事項なし H29.12.1 R4.11.30

290010026 大石　博行 小島屋
江津市桜江町谷住郷１４７２
－１「島根県内一円」

0855-92-0415 飲食店営業 特記事項なし H29.7.31 R4.11.30

280010026
特定非営利活動法人 さくらん
ぼのお家

代表理事　古川　忠光 さくらんぼのお家
江津市桜江町谷住郷１７１３
－１

0855-92-1171 飲食店営業 2 弁当屋 仕出し屋 H28.7.22 R3.11.30

308010034 吉田　直記 ローソン　江津桜江町店
江津市桜江町谷住郷２６１１
－１８

0855-92-1455 飲食店営業 3 弁当屋 そうざい H30.6.1 R6.5.31

20010008 株式会社　石見麦酒 代表取締役　山口　梓 株式会社石見麦酒 江津市桜江町長谷２６９６ 0855-25-5740 飲食店営業 1 一般食堂 R2.6.3 R7.11.30

20010020
株式会社　第一ホテルマネジ
メント

代表取締役　杉川　聡 ＭＯＲＩ　ＫＡＺＥ　ＫＩＴＣＨＥＮ 江津市桜江町長谷２６９６ 0855-92-0001 飲食店営業 2 一般食堂 旅館 仕出し屋 弁当屋 R2.8.31 R7.11.30

20010021
株式会社　第一ホテルマネジ
メント

代表取締役　杉川　聡 風のガーデン 江津市桜江町長谷２６９６ 0855-92-0001 飲食店営業 1 一般食堂 R2.8.31 R7.11.30

28015570 戸田　望 ｋｕｒａｎｉｗａ 江津市松川町下河戸１－１ 0855-57-0100 飲食店営業 1 一般食堂 仕出し屋 弁当屋 そうざい R2.12.1 R7.11.30

318015033 有限会社　スーパー　山下 代表取締役　山下　久雄 やま茶家 江津市松川町市村２００－２ 0855-57-0028 飲食店営業 2 一般食堂 仕出し屋 R1.12.1 R6.11.30

300010039 谷口　晃 たすけ愛の工房 江津市松川町市村２７２ 0855-57-0501 飲食店営業 2 弁当屋 仕出し屋 H30.11.19 R5.11.30

310010062 大原　宇城 キツツキ 江津市松川町市村３４２－６ 0855-52-7224 飲食店営業 1 一般食堂 仕出し屋 弁当屋 そうざい R2.3.19 R7.5.31

310010035 有限会社　松山中央給食 代表取締役　芳野　仁
安藤ハザマ　波積ダム本体工
事宿舎厨房

江津市松川町上河戸６９７ 0855-52-5057 飲食店営業 2 一般食堂 R1.9.26 R6.11.30

278015093 ウオクニ　株式会社 代表取締役　野々村　充教 島根県立少年自然の家 江津市松川町太田６１０ 08555-2-3394 飲食店営業 1 一般食堂 H27.12.1 R3.11.30

28015562 佐々木　卓 カレー家　たく 江津市千田町５２１ 0855-56-2920 飲食店営業 1 一般食堂 R2.12.1 R7.11.30

318010063 横田　順子 千田農産加工組合　加工場 江津市千田町６４６－４ 0855-56-2666 飲食店営業 3 弁当屋 そうざい R1.6.1 R6.5.31

28015557 江の川観光　有限会社 代表取締役　鹿森　敦子 ドライブイン　江の川 江津市浅利町１２５６ 0855-52-0215 飲食店営業 2 一般食堂 旅館 R2.12.1 R7.11.30

280010022
合同会社　 ＥＧＡＨＯＵＳＥ＆
ＣＯＭＰＡＮＹ

代表社員　江上　尚 ＥＧＡＨＯＵＳＥ
江津市浅利町１６６－２「島根
県内一円」

飲食店営業 特記事項なし H28.7.5 R3.11.30

300010011 株式会社　Ｃｉｅｌｏ　ａｚｕｌ 代表取締役　佐々木　淳 ローソン江津浅利店 江津市浅利町２２－１ 0855-57-0271 飲食店営業 3 そうざい 弁当屋 H30.6.4 R5.11.30

308010029 山本　賢三 珈琲舎　道 江津市浅利町２４５－７ 0855-57-0555 飲食店営業 1 一般食堂 H30.6.1 R5.5.31

28015581 浅利観光　株式会社 代表取締役　植田　裕一 お食事処　あさり亭 江津市浅利町７２ 0855-55-1063 飲食店営業 1 一般食堂 R2.12.1 R7.11.30

28010498 柳楽　由美子 セブン‐イレブン江津浅利店
江津市浅利町８３－３，８３－
５，８４－３， ８４－４，８５－
７，８５－９

0855-57-0722 飲食店営業 3 特記事項なし R2.6.1 R7.5.31

318010055 佐田尾　誓治 にぎたづ本舗 江津市渡津町１５４４ 0855-52-4166 飲食店営業 2 弁当屋 R1.6.1 R6.5.31

28015560 有限会社　タイキ 代表取締役　平野　吉倫
ローソン・ポプラ　江津渡津町
店

江津市渡津町2004-1,他11筆 0855-52-5182 飲食店営業 3 弁当屋 そうざい R2.12.1 R8.11.30

300010041 有限会社　うえ乃 代表取締役　藤原　健 うえの葬祭　江の川ホール 江津市渡津町２００６－７ 0855-54-1004 飲食店営業 4 特記事項なし H30.11.21 R5.11.30

308015021 株式会社ステップ・ワン 代表取締役　渡邉　薫 花・笑む 江津市渡津町３１６－８ 0855-52-0556 飲食店営業 1 一般食堂 弁当屋 そうざい 仕出し屋 H30.12.1 R5.11.30
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308015005 山根　康子 ティールーム　叶 江津市渡津町８８７－１ 0855-52-0478 飲食店営業 1 一般食堂 H30.12.1 R5.11.30

20010016 株式会社　華龍 代表取締役　王　竟軍 中華料理　華龍 江津市渡津町９４１－１ 0855-52-7708 飲食店営業 2 一般食堂 仕出し屋 弁当屋 そうざい R2.7.30 R7.11.30

290010052 永井　佐記子 たまごｋｉｄｓ 江津市渡津町９４６－１ 0855-52-1023 飲食店営業 1 一般食堂 そうざい H30.2.27 R5.5.31

308010030 有限会社　マスゥミハート 代表取締役　河村　眞澄 マスゥミハート 江津市都治町４１０－１ 0855-55-0063 飲食店営業 1 一般食堂 仕出し屋 そうざい H30.6.1 R5.5.31

288015100 赤間　信子 軽食喫茶　ノア 江津市都野津町１８８０ 0855-53-3319 飲食店営業 1 一般食堂 H28.12.1 R3.11.30

28015854 安永　友子 旅館　やすなが 江津市都野津町２０６ 0855-53-2894 飲食店営業 1 旅館 R2.12.1 R7.11.30

20010011 釜平　武雄 おたふく 江津市都野津町２２５９－９ 飲食店営業 1 一般食堂 R2.7.13 R7.11.30

318010091 有限会社　アールエムズ 代表取締役　河村　高明 ローソン都野津駅前店 江津市都野津町２２７７－４ 0855-53-5040 飲食店営業 3 そうざい 弁当屋 R1.6.1 R7.5.31

308015026 有限会社　うえ乃 代表取締役　藤原　健 うえの葬祭　江津会館 江津市都野津町２３０７－４５ 0855-54-3225 飲食店営業 4 特記事項なし H30.12.1 R6.11.30

300010043 山藤　勝 焼肉酒場　こなみ 江津市都野津町２３０８－１３ 0855-53-3157 飲食店営業 1 一般食堂 H30.11.28 R5.11.30

280010025 山藤　勝 まぁちゃん
江津市都野津町２３０８－１３
「島根県内一円」

飲食店営業 特記事項なし H28.7.20 R3.11.30

298015128 有限会社　サンエイ 取締役　永島　久美子 スカイクラブ　アップルハウス 江津市都野津町２３０８－２４ 0855-53-3806 飲食店営業 2 旅館 H29.12.1 R4.11.30

318015027 伊藤　博子 居酒屋　やすなが 江津市都野津町２３２３－２ 0855-53-2325 飲食店営業 1 一般食堂 R1.12.1 R6.11.30

28010501 倉本　嬉子 舞子（ブス） 江津市都野津町２３３１－６ 飲食店営業 1 一般食堂 R2.6.1 R7.5.31

298015129 本藤　眞知子 ティールーム　優花 江津市都野津町２３４２－１ 0855-53-4811 飲食店営業 1 一般食堂 H29.12.1 R4.11.30

318015031 臼井　公子 よりみち 江津市都野津町２３４３－１ 0855-53-1978 飲食店営業 1 一般食堂 R1.12.1 R6.11.30

28010584 中村　順子 スナック　あかしや 江津市都野津町２３４３－３ 0855-54-3515 飲食店営業 1 一般食堂 R2.6.1 R7.5.31

28015543 中村　順子 韓国風お食事処　飛鳥 江津市都野津町２３４３－３ 0855-53-1979 飲食店営業 1 一般食堂 R2.12.1 R7.11.30

298015131 吉田　明紀 食堂　よしだ 江津市都野津町２３６９－３ 0855-53-0043 飲食店営業 2 弁当屋 H29.12.1 R4.11.30

318015003 有限会社　山装 取締役　山形　逸志 ビジネスホテル　サンモール 江津市都野津町２３９９－１ 0855-54-3070 飲食店営業 2 旅館 一般食堂 R1.12.1 R7.11.30

300010008 谷口　恵子 リエット 江津市都野津町２４０５－１ 飲食店営業 1 一般食堂 H30.5.29 R5.5.31

28010510 株式会社　シーアンドシー 代表取締役　黒岩　育
中国職業能力開発大学校附
属 島根職業能力開発短期大
学校（学生寮）

江津市二宮町神主１９６４－
７

飲食店営業 1 一般食堂 R2.6.1 R8.5.31

28010511 株式会社　シーアンドシー 代表取締役　黒岩　育
中国職業能力開発大学校附
属 島根職業能力開発短期大
学校（学生ホール）

江津市二宮町神主１９６４－
７

飲食店営業 1 一般食堂 仕出し屋 R2.6.1 R8.5.31

28010522
社会福祉法人　いわみ福祉
会

理事長　室崎　富恵 フーズくわの木
江津市二宮町神主２２１８－
１

0855-52-7185 飲食店営業 2 弁当屋 R2.6.1 R8.5.31

300010002 浜井　和子 お好み焼　のんのん 江津市二宮町神主２２４０ 0855-53-1457 飲食店営業 1 一般食堂 H30.5.1 R5.5.31

298010095 野崎　利久 おこのみ焼　のんのん 江津市二宮町神主２２４０ 0855-53-1457 飲食店営業 1 一般食堂 H29.6.1 R4.5.31
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20010018 サンコー食品　株式会社 代表取締役　田上　幸夫 （株）青雲荘青山寮 江津市二宮町神主４９７－３ 飲食店営業 1 一般食堂 R2.8.21 R7.11.30

298010122 牛尾　誥 旨いとんかつ　糸吉 江津市二宮町神主５１０－３ 0855-53-1968 飲食店営業 2 一般食堂 弁当屋 仕出し屋 H29.6.1 R4.5.31

300010028 横田　麻里 Ｒｏｓｅ　Ｂｅｒｒｙ 江津市二宮町神主イ６９ 飲食店営業 1 一般食堂 そうざい H30.8.24 R5.11.30

300010013 中田　公子 えらひめの里 江津市二宮町神主イ７４７ 飲食店営業 1 一般食堂 H30.6.14 R5.11.30

298015150 有限会社　シャルム大坂屋 代表取締役　大坂　務 ラ・グラン・モンテ
江津市二宮町神主ハ２１６－
１０

0855-53-2886 飲食店営業 1 一般食堂 弁当屋 H29.12.1 R4.11.30

308015018 府川　要之 セブン-イレブン　江津二宮店
江津市二宮町神主ハ３１５－
１

0855-53-4039 飲食店営業 3 そうざい H30.12.1 R6.11.30

28015558 有限会社　にしきそば 代表取締役　大賀　崇子
有限会社　にしきそば　二宮
店

江津市二宮町神主ハ３１６－
１

0855-52-0234 飲食店営業 1 一般食堂 R2.12.1 R8.11.30

298010096 春田　ハツエ 春ちゃん
江津市二宮町神主ハ５０４－
１

0855-53-5116 飲食店営業 1 一般食堂 H29.6.1 R4.5.31

298010097 大﨑　れい子 カラオケ喫茶　すずらん
江津市二宮町神主ハ５１０－
６

0855-53-4871 飲食店営業 1 一般食堂 H29.6.1 R4.5.31

28010487 株式会社　キヌヤ 代表取締役　領家　康元 キヌヤ　二宮店 江津市二宮町神主ハ８９－１ 0855-54-3516 飲食店営業 3 そうざい 弁当屋 R2.6.1 R8.5.31

280010071 益井　俊雄 ウォッチミュージアム　ＶＯＧＡ
江津市波子町イ１２５５－２３
０

0855-52-7565 飲食店営業 1 一般食堂 H29.4.3 R4.5.31

20010034 大江　武司 ごはん家　おおえ
江津市波子町イ１２５５－２３
５

0855-53-2441 飲食店営業 2 一般食堂 仕出し屋 弁当屋 そうざい R2.11.26 R7.11.30

280010015 益井　俊雄 ポプラ江津アクアス前　店
江津市波子町イ１２５５－３１
２

0855-54-3001 飲食店営業 3 弁当屋 そうざい H28.6.29 R3.11.30

300010048 合同会社　Ｍａｃｈｉｎｅ 代表社員　児玉　真美 ＳＡＷＡ 江津市波子町イ１２５５－８１ 飲食店営業 1 一般食堂 H30.12.21 R6.5.31

280010007 和田　敏明 いきいき　はっしいの里 江津市波子町イ８４４－６ 0855-53-4935 飲食店営業 2 仕出し屋 一般食堂 弁当屋 H28.5.20 R3.5.31

298015137 平岡　勝彦 ケーフーズ
江津市波子町イ９５７「島根県
内一円」

飲食店営業 特記事項なし H29.12.1 R4.11.30

298015139 有限会社　ブルーベイ 取締役　川村　幸子 リゾートホテル　ブルーベイ 江津市波子町ロ２－１ 0855-53-4343 飲食店営業 2 旅館 一般食堂 H29.12.1 R4.11.30

308010005 島根物産商事　株式会社 代表取締役　坂野　豪志 浜田ラーメン 江津市波子町ロ４５１－６ 0855-28-3100 飲食店営業 1 一般食堂 H30.6.1 R6.5.31

298010102 島根物産商事　株式会社 代表取締役　坂野　豪志 レストラン　いるか　（異瑠香） 江津市波子町ロ４５１－６ 0855-28-1122 飲食店営業 2 一般食堂 料理店 弁当屋 H29.6.1 R5.5.31

28010475 島根物産商事　株式会社 代表取締役　坂野　豪志 ドリンクハウス 江津市波子町ロ４５１－６ 0855-28-1122 飲食店営業 1 一般食堂 R2.6.1 R7.5.31

298015140 島根物産商事　株式会社 代表取締役　坂野　豪志 どん丼 江津市波子町ロ４５１－６ 0855-28-3100 飲食店営業 1 一般食堂 H29.12.1 R4.11.30

28015566 阿部　八千恵 阿部 江津市有福温泉町４８０ 0855-56-2323 飲食店営業 1 一般食堂 R2.12.1 R7.11.30

290010017 株式会社　ミールライフ 代表取締役　山本　作 老人ホーム有福厨房 江津市有福温泉町５４６ 0855-56-0234 飲食店営業 2 一般食堂 H29.6.13 R4.11.30

300010032 河野　貴雄 落合　商店 江津市有福温泉町６９０ 0855-56-2215 飲食店営業 1 一般食堂 H30.9.19 R5.11.30

280010049 株式会社　三階旅館 代表取締役　伊田　光雄 三階旅館 江津市有福温泉町６９２ 0855-56-2211 飲食店営業 2 旅館 仕出し屋 H28.11.30 R3.11.30

290010038 佐々木　美弥子 茶々　よしのや 江津市有福温泉町７０４－２ 0855-56-2222 飲食店営業 1 一般食堂 H29.10.23 R4.11.30

308010048 有限会社　よしだや 代表取締役　佐々木　美弥子 よしだや 江津市有福温泉町７０８ 0855-56-2222 飲食店営業 2 旅館 H30.6.1 R5.5.31
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28015556 有限会社　善太郎餅 代表取締役　佐々浦　一紀 善太郎餅 江津市有福温泉町７３７－１ 0855-56-2130 飲食店営業 1 一般食堂 R2.12.1 R7.11.30

28010513 株式会社　ぬしや 代表取締役　三宅　大功 旅館ぬしや 江津市有福温泉町９５５ 0855-56-2121 飲食店営業 2 一般食堂 旅館 仕出し屋 R2.6.1 R7.5.31

280010031 門　屋臣 有福温泉　朝市の会
江津市有福温泉町本明１４７
２

飲食店営業 2 弁当屋 仕出し屋 そうざい H28.8.10 R3.11.30

300010029 株式会社　ＪＡ江津葬祭会館 代表取締役　中束　多久夫 ＪＡ江津葬祭会館 江津市和木町１１３６－３５ 0855-52-2234 飲食店営業 4 特記事項なし H30.8.28 R5.11.30

290010003 和田　恵子 和気愛々 江津市和木町３９８ 飲食店営業 1 一般食堂 H29.4.17 R4.5.31

298015126
株式会社　丸惣ゴルフセン
ター

代表取締役　佐々木　達也 丸惣ゴルフセンター 江津市和木町４５８－１ 0855-52-3568 飲食店営業 1 一般食堂 H29.12.1 R4.11.30

318010241 四宮　寿史 お好み焼き　あいる
江津市和木町４７３－６　第
一コーポＡ１０１

飲食店営業 1 一般食堂 弁当屋 R1.6.1 R6.5.31

288010150 巻田　賢治 まきた　別館 江津市和木町５５５－３ 08555-3-3535 飲食店営業 2 旅館 一般食堂 H28.6.1 R3.5.31

318010061 有限会社　山本 代表取締役　山本　寿恵子 珈琲人館 江津市和木町６０３－１９ 0855-52-0952 飲食店営業 1 一般食堂 R1.6.1 R6.5.31

308010022 本山　健司 本山　ベーカリー 江津市和木町６０３－２０ 0855-52-3205 飲食店営業 1 一般食堂 H30.6.1 R6.5.31

308010012 本山　健司 本山　ベーカリー 江津市和木町６０３－２０ 0855-52-3205 飲食店営業 2 弁当屋 H30.6.1 R6.5.31

318015138 茶円　清美
九州ラーメンセンター　久留
米

江津市和木町６０３－２２ 0855-52-5330 飲食店営業 1 一般食堂 R1.12.1 R6.11.30

318010149 西本　綾子 スナック　ポッポ 江津市和木町６０４－２６ 0855-52-0506 飲食店営業 1 一般食堂 R1.6.1 R6.5.31

308010017 有限会社　パレス和光 代表取締役　伊藤　誠二 有限会社　パレス和光 江津市和木町６０６－１４ 0855-52-0147 飲食店営業 2 一般食堂 旅館 料理店 仕出し屋 H30.6.1 R6.5.31

298010130 有限会社　パレス和光 代表取締役　伊藤　誠二
有限会社　パレス和光 ビヤ
ガーデン

江津市和木町６０６－１４ 0855-52-0147 飲食店営業 1 一般食堂 H29.6.1 R5.5.31

318015022 藤田　菊枝 炭火焼肉　ふじた 江津市和木町６０６－１８ 0855-52-5912 飲食店営業 1 一般食堂 R1.12.1 R6.11.30

28010493 伊藤　清春 セブン・イレブン江津和木店 江津市和木町６０６－２６ 0855-52-6787 飲食店営業 3 そうざい R2.6.1 R8.5.31

288015117 代表取締役　伊藤　昌史 オレンジドリーム号 島根県内一円 飲食店営業 特記事項なし H28.12.1 R3.11.30

288015008 有限会社　やなぎ水産 代表取締役　柳　賢一 (有)やなぎ水産 島根県内一円 飲食店営業 特記事項なし H28.12.1 R3.11.30

288015084 有限会社　光明堂 代表取締役　杉山　廣和 有限会社　光明堂 島根県内一円 0855-32-0117 飲食店営業 特記事項なし H28.12.1 R3.11.30

310010020 岡山　令子 まるばらまちラボラトリー 浜田市旭町丸原１２３９ 飲食店営業 1 一般食堂 そうざい 弁当屋 R1.8.6 R6.11.30

288015076 髙尾　藤治 ドライブイン　高雄 浜田市旭町丸原１２８－１ 0855-45-0722 飲食店営業 2 一般食堂 仕出し屋 H28.12.1 R3.11.30

318010071 株式会社　未来販売堂 代表取締役　岡村　宏 地域交流プラザ　まんてん 浜田市旭町丸原１５２９－１１ 0855-45-8039 飲食店営業 2 弁当屋 そうざい 仕出し屋 R1.6.1 R6.5.31

280010070 株式会社　未来販売堂 代表取締役　岡村　宏 地域交流プラザ　まんてん 浜田市旭町丸原１５２９－１１ 0855-45-8039 飲食店営業 1 一般食堂 H29.3.30 R4.5.31

288015078
グリーンホスピタリティ フード
マネジメント　株式会社

代表取締役　黒川　知輝 ０Ｈ２６８２島根 浜田市旭町丸原３８０－１５ 0855-45-8191 飲食店営業 2 一般食堂 H28.12.1 R4.11.30

288015077
グリーンホスピタリティ フード
マネジメント　株式会社

代表取締役　黒川　知輝 ０Ｈ２５４５島根 浜田市旭町丸原３８０－１５ 0855-45-1603 飲食店営業 1 一般食堂 H28.12.1 R4.11.30

310010017 花本　康史 さくら 浜田市旭町丸原７６－１ 飲食店営業 1 一般食堂 R1.7.30 R6.11.30
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290010039 酒井　晃二 さくら 浜田市旭町丸原７６－１ 0855-45-1780 飲食店営業 1 一般食堂 H29.10.30 R4.11.30

298010054 久保田　智恵子 あさひ夢小町 浜田市旭町今市３６４－１０ 0855-45-1121 飲食店営業 2 弁当屋 H29.6.1 R5.5.31

288015073 河原　寛子 軽食　喫茶　カープ 浜田市旭町今市３８４－８ 0855-45-0108 飲食店営業 1 一般食堂 H28.12.1 R3.11.30

308010047 酒井　宏子 民宿　酒井 浜田市旭町市木２４２８ 0855-47-0244 飲食店営業 2 旅館 仕出し屋 H30.6.1 R5.5.31

288015081 中村　淳子 一隅の花 浜田市旭町市木２４５２ 0855-47-0138 飲食店営業 1 一般食堂 H28.12.1 R3.11.30

288010146 サンリゾート　株式会社 代表取締役　川村　幸子 グリーンヴィレッジ 浜田市旭町市木７２４５－１ 0855-47-0777 飲食店営業 1 一般食堂 H28.6.1 R3.5.31

288010143
株式会社 ユートピア・マウン
テンリゾート

代表取締役　木村　宏一
アサヒテングストン研修セン
ター

浜田市旭町市木７６００－３ 0855-47-0101 飲食店営業 2 旅館 H28.6.1 R3.5.31

318010058
株式会社 ユートピア・マウン
テンリゾート

代表取締役　木村　宏一 ベルン 浜田市旭町市木７６００－３ 0855-47-0101 飲食店営業 1 一般食堂 R1.6.1 R7.5.31

318010059
株式会社 ユートピア・マウン
テンリゾート

代表取締役　木村　宏一 ヨーデル 浜田市旭町市木８０３０－２ 0855-47-0101 飲食店営業 1 一般食堂 R1.6.1 R7.5.31

308010010
株式会社 ユートピア・マウン
テンリゾート

代表取締役　木村　宏一 カウベル 浜田市旭町市木８０３０－３ 0855-47-0101 飲食店営業 1 一般食堂 H30.6.1 R6.5.31

308015029 澤蓮　尚
コンビニエンス　ストア　サワ
レン

浜田市旭町重富２４６ 0855-45-0413 飲食店営業 3 そうざい H30.12.1 R5.11.30

290010020 花田　清征
都川ふれあい処　カラオケ
ルーム

浜田市旭町都川１０６２－２ 0855-47-0027 飲食店営業 1 一般食堂 H29.7.11 R4.11.30

290010014 白川　則子 縁側喫茶「右衛門田」 浜田市旭町都川２１５９ 0855-47-0423 飲食店営業 1 一般食堂 H29.6.2 R4.11.30

298015094 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　あさひ園事業
所

浜田市旭町本郷３６２－６ 0855-45-8231 飲食店営業 2 一般食堂 H29.12.1 R5.11.30

278010058 有限会社　ホテル川隅 代表取締役　大賀　強 有限会社　ホテル川隅 浜田市旭町木田１００５－１ 0855-45-0007 飲食店営業 2 旅館 一般食堂 料理店 仕出し屋 H27.6.1 R3.5.31

318015028 株式会社　かくれの里ゆかり 代表取締役　郷田　隆行 かくれの里　ゆかり 浜田市旭町木田１００６－１ 0855-45-1180 飲食店営業 2 旅館 一般食堂 仕出し屋 R1.12.1 R7.11.30

270010043 今田　泰 木田暮らしの学校カフェ 浜田市旭町木田４８８ 0855-45-0307 飲食店営業 1 一般食堂 H28.3.29 R3.5.31

28010478 有限会社　しろつの荘 代表取締役　西田　恭志 しろつの荘　別館 浜田市旭町木田９４９－２ 0855-45-0255 飲食店営業 2 一般食堂 旅館 R2.6.1 R7.5.31

290010013 中島　史生 ４０ＢＡＲ　木田酒場 浜田市旭町木田９５１－３ 飲食店営業 1 一般食堂 H29.5.16 R4.5.31

318015006 有限会社　しろつの荘 代表取締役　西田　恭志 しろつの荘 浜田市旭町木田９５２－１ 0855-45-0255 飲食店営業 2 旅館 料理店 仕出し屋 R1.12.1 R6.11.30

280010016 岡口　禎子 呑み処　ぶらっと 浜田市旭町木田９９３－１５ 飲食店営業 1 一般食堂 H28.6.27 R3.11.30

28015548 砂田　晴美 すっぽん処 浜田市旭町木田９９３－７ 0855-45-0392 飲食店営業 1 一般食堂 R2.12.1 R7.11.30

308015022 植本　耕吉 植本家支店 浜田市栄町１１－１ 0855-23-2972 飲食店営業 2 一般食堂 仕出し屋 H30.12.1 R6.11.30

288015053 沖本　俊文 デンスケ 浜田市栄町１６－６ 0855-22-1967 飲食店営業 1 一般食堂 H28.12.1 R3.11.30

288010053 田中　淑子 スナック　よし子 浜田市栄町１７ 0855-22-5598 飲食店営業 1 一般食堂 H28.6.1 R3.5.31

310010041 森川　美佐子 Ｈｏｍｅ 浜田市栄町１７－３ 0855-28-7676 飲食店営業 1 一般食堂 R1.10.6 R6.11.30

308010018 戸倉　勝子 スナック　ララン 浜田市栄町２５ 0855-22-2200 飲食店営業 1 一般食堂 H30.6.1 R5.5.31
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298010026 岡本　守 スタンド　キャマラード 浜田市栄町４１－９ 0855-22-2014 飲食店営業 1 一般食堂 H29.6.1 R4.5.31

308010046 有限会社　十久利 代表取締役　則皮　周一 十久利 浜田市栄町４３ 0855-22-4536 飲食店営業 2 一般食堂 仕出し屋 H30.6.1 R5.5.31

28015579 有馬　和子 薮 浜田市栄町４５ 0855-22-6324 飲食店営業 1 一般食堂 R2.12.1 R7.11.30

298015058 植本　耕吉 植本家 浜田市栄町７－２ 0855-22-1255 飲食店営業 2 仕出し屋 一般食堂 H29.12.1 R4.11.30

300010030 溝田　啓介 優陽くらぶ 浜田市下府町１５６４－９ 0855-28-7554 飲食店営業 3 特記事項なし H30.9.7 R5.11.30

318010057 橋本鐵工　株式会社 代表取締役　橋本　立一 Ｙショップ　浜田下府店 浜田市下府町１８１－２ 0855-28-1151 飲食店営業 2 弁当屋 仕出し屋 R1.6.1 R6.5.31

288010009 橋本鐵工　株式会社 代表取締役　橋本　立一 コーヒーハウス 浜田市下府町１８１－２ 0855-28-1950 飲食店営業 2 一般食堂 弁当屋 H28.6.1 R3.5.31

300010064 島根県農業協同組合 代表理事　石川　寿樹
島根県農業協同組合　虹の
ホール　はまだ

浜田市下府町１８２１－５ 0855-25-0415 飲食店営業 4 特記事項なし H31.3.28 R6.5.31

308010003 江川　節子 民宿　江川 浜田市下府町２１０１－２４ 0855-28-0446 飲食店営業 2 旅館 H30.6.1 R5.5.31

298010004 玉下　信三 玉海荘 浜田市下府町２１０３－１ 0855-28-0504 飲食店営業 2 旅館 H29.6.1 R4.5.31

290010059 株式会社　かいげつ 代表取締役　齋藤　敦夫 国民宿舎　千畳苑 浜田市下府町２１６４ 0855-28-1255 飲食店営業 2 旅館 仕出し屋 弁当屋 一般食堂 H30.4.1 R5.5.31

20010022 一般社団法人　石見の海 代表理事　佐々木　満 ｈａｍａｉｒｏ 浜田市下府町２１６４－３ 飲食店営業 1 一般食堂 R2.9.1 R7.11.30

280010014 生田　元由 ＲＥＧＯＬＩＴＨ 浜田市下府町２１６４－３ 0855-28-0818 飲食店営業 1 一般食堂 H28.5.31 R3.5.31

310010058
一般財団法人　いわみ文化
振興会

代表理事　小川　憲治 いわみ文化振興センター 浜田市下府町３０３－３ 0855-25-5789 飲食店営業 4 特記事項なし R2.2.13 R7.5.31

298015014 株式会社　コーヒン商会 代表取締役　多郎畑　誠 株式会社　コーヒン商会 浜田市下府町３８８－４５ 0855-28-0922 飲食店営業 2 弁当屋 仕出し屋 H29.12.1 R4.11.30

308015020 宮本　信子 ＣＡＬＭＥ（カルム） 浜田市下府町９２３－１ 0855-28-0471 飲食店営業 1 一般食堂 H30.12.1 R5.11.30

310010008 石川　勝 らーめん　善 浜田市下有福町３９９－１ 0855-28-1662 飲食店営業 1 一般食堂 R1.5.10 R6.5.31

310010044 桧垣　陽子 善長庵 浜田市下有福町４４０ 0855-28-2800 飲食店営業 1 一般食堂 そうざい 弁当屋 R1.11.5 R6.11.30

298015001 有限会社　中川商会 代表取締役　中川　千尋 民宿　とのうら 浜田市外ノ浦町１４９０－８ 0855-23-8220 飲食店営業 1 旅館 H29.12.1 R4.11.30

298010001 佐々木　洋子 めさまし 浜田市外ノ浦町５１９ 飲食店営業 3 特記事項なし H29.6.1 R4.5.31

298010002 佐々木　洋子 めさまし 浜田市外ノ浦町５１９ 飲食店営業 特記事項なし H29.6.1 R4.5.31

298010033
株式会社　益田クッキング
フーズ

代表取締役　小河　吉彦
株式会社　益田クッキング
フーズ

浜田市笠柄町１０ 0855-22-0002 飲食店営業 2 仕出し屋 弁当屋 H29.6.1 R5.5.31

288010058 安藤　健二 安藤商店
浜田市笠柄町５０－２　「島根
県内一円」

0855-22-3548 飲食店営業 特記事項なし H28.6.1 R3.5.31

308010038 九州惣菜　株式会社 代表取締役　西岡　浩志 九州惣菜　キヌヤ笠柄店 浜田市笠柄町７４ 0855-23-5005 飲食店営業 3 弁当屋 そうざい H30.6.1 R5.5.31

308010013 島根物産商事　株式会社 代表取締役　坂野　豪志
アクアス・ミュージアム　喫茶
コーナー

浜田市久代町１１１７－２ 0855-28-1811 飲食店営業 1 一般食堂 H30.6.1 R6.5.31

300010016 佐々木　純子 Ｃａｆｅ　アニマ 浜田市久代町１６５５－２８ 飲食店営業 1 一般食堂 H30.6.26 R5.11.30

288010005 株式会社　ＩＳＰ 代表取締役　森川　芳郎 石見海浜公園　マリンハウス 浜田市久代町１６５５－３１ 0855-28-3604 飲食店営業 1 一般食堂 H28.6.1 R4.5.31
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298015045 石田　義輝 れすとらん　たぎや 浜田市牛市町２ 0855-22-0394 飲食店営業 2 一般食堂 仕出し屋 H29.12.1 R4.11.30

290010058 佐々木　啓太 風林火山 浜田市牛市町７７ 0855-22-3888 飲食店営業 1 一般食堂 H30.3.19 R5.5.31

288015042 江木　訓 パブレストラン　マルゴー 浜田市牛市町７８－１ 0855-23-2971 飲食店営業 1 一般食堂 H28.12.1 R3.11.30

280010033 山田　隆幸 セブン・イレブン浜田京町店 浜田市京町５０ 0855-22-3035 飲食店営業 3 そうざい H28.8.29 R3.11.30

288010139 三浦商事　有限会社 代表取締役　三浦　道憲 福美味 浜田市錦町１２－３ 0855-23-2988 飲食店営業 1 一般食堂 弁当屋 そうざい H28.6.1 R3.5.31

308010016 鞍田　静枝 喫茶軽食　くらた 浜田市錦町２１－１ 0855-22-7562 飲食店営業 1 一般食堂 H30.6.1 R5.5.31

298015054 河上　弘吉 むさし乃寿司店 浜田市錦町２２－１ 0855-22-0368 飲食店営業 1 一般食堂 H29.12.1 R4.11.30

280010013 土井　チエ子 弁当のたからや 浜田市錦町３０－４ 0855-22-4462 飲食店営業 2 仕出し屋 H28.5.31 R3.5.31

280010062 有田　法正 ぺけじ
浜田市錦町４２－１　Ｋビル２
Ｆ

飲食店営業 1 一般食堂 H29.1.31 R4.5.31

290010062 岩田　ひろみ ＺＥＲＯ
浜田市錦町４２－２　Ｋビル１
Ｆ

飲食店営業 1 一般食堂 H30.3.28 R5.5.31

288015137 寺道　輝
会員制ラウンジ　プリムロー
ズ

浜田市錦町４２－２　Ｋビル１
Ｆ

0855-22-5626 飲食店営業 1 一般食堂 H28.12.1 R3.11.30

20010009 大石　遼平 Ｌｏｃｏ
浜田市錦町４２－２　Ｋビル２
Ｆ

飲食店営業 1 一般食堂 R2.6.9 R7.11.30

318015004 山崎　典子 スナック　マリオネット
浜田市錦町４２－２ コンパル
ビル　１階

0855-23-7447 飲食店営業 1 一般食堂 R1.12.1 R7.11.30

318015241 竹内　彰 炉ばた　くいしん坊
浜田市錦町４５ 亀山ビル　１
階

0855-23-6073 飲食店営業 1 一般食堂 R1.12.1 R7.11.30

280010067 田中　祐子 わいわい 浜田市錦町４５　亀山ビル１Ｆ 0855-25-0260 飲食店営業 1 一般食堂 H29.3.2 R4.5.31

28010494 小田　奈穂子 Ｓａｌｕｔｅ（サルート）
浜田市錦町４５－１　亀山ビ
ル２０１号

0855-23-6533 飲食店営業 1 一般食堂 R2.6.1 R8.5.31

288015052 岡村　充規 兄のきっちん
浜田市錦町４５－３５　亀山ビ
ル１Ｆ

0855-23-1121 飲食店営業 1 一般食堂 H28.12.1 R4.11.30

298015056 原　榮子 ダイニングパブ　シーズン 浜田市錦町５－１ 0855-23-3434 飲食店営業 1 一般食堂 仕出し屋 H29.12.1 R5.11.30

318010060 有限会社　朝日館 代表取締役　福原　ミユキ カラオケスナック　昴 浜田市錦町７－１０ 0855-22-0220 飲食店営業 1 一般食堂 R1.6.1 R6.5.31

298015057 山口　克明 山源 浜田市錦町７－５ 0855-22-0321 飲食店営業 2 一般食堂 仕出し屋 そうざい H29.12.1 R4.11.30

300010014
社会福祉法人　いわみ福祉
会

理事長　室崎　富恵 プチマタン
浜田市金城町下来原１５４１
－２２

0855-42-2820 飲食店営業 3 弁当屋 H30.6.25 R5.11.30

28010485
社会福祉法人　いわみ福祉
会

理事長　室崎　富恵 プチマタン
浜田市金城町下来原１５４１
－２２

0855-42-2820 飲食店営業 1 一般食堂 R2.6.1 R7.5.31

298015088 中田　巖 花よう日
浜田市金城町下来原１５４２
－１２

0855-42-1808 飲食店営業 1 一般食堂 H29.12.1 R4.11.30

300010057 島田　牧子
セブンーイレブン浜田金城町
店

浜田市金城町下来原９８１－
１の一部

0855-42-0383 飲食店営業 3 そうざい H31.2.15 R6.5.31

310010007 柳樂　公子 精進料理　そもさん 浜田市金城町久佐イ１１４０ 0855-42-0830 飲食店営業 2 一般食堂 R1.5.7 R6.5.31

308010050
社会福祉法人　いわみ福祉
会

理事長　室崎　富恵
かなぎウエスタンライディング
パーク

浜田市金城町久佐イ１３９０
－８

0855-42-2222 飲食店営業 2 一般食堂 旅館 仕出し屋 弁当屋 そうざい H30.6.1 R6.5.31

280010041 河野　芳江 金城加工友の会 浜田市金城町久佐ハ４７－５ 0855-42-2282 飲食店営業 2 弁当屋 仕出し屋 H28.11.1 R3.11.30

12 / 63 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

300010063 島根県農業協同組合 代表理事　石川　寿樹
島根県農業協同組合　かなぎ
ホール

浜田市金城町今福１０４ 0855-25-0415 飲食店営業 4 特記事項なし H31.3.28 R6.5.31

28015534 坂井　実 ほっかほっか屋
浜田市金城町今福１０５－２
「浜田市内一円」

0855-42-2083 飲食店営業 特記事項なし R2.12.1 R7.11.30

28015567 山藤　冷子 山藤 浜田市金城町今福１１１ 0855-42-0313 飲食店営業 2 弁当屋 仕出し屋 R2.12.1 R7.11.30

28015553 金城開発　株式会社 代表取締役　勝手　利通 金城カントリークラブハウス
浜田市金城町今福１５０２－
２

0855-42-1111 飲食店営業 1 一般食堂 R2.12.1 R8.11.30

318010068 日清医療食品　株式会社 代表取締役　菅井　正一
社会福祉法人　かなぎ福祉会
特別養護老人ホーム　かなぎ
園

浜田市金城町七条イ１０４６
－５

0855-42-3116 飲食店営業 2 一般食堂 R1.6.1 R6.5.31

280010068 石田　兼英 鄙の学び舎
浜田市金城町七条イ５７４－
１

0855-42-0447 飲食店営業 1 一般食堂 H29.3.16 R4.5.31

28015559 株式会社　熊谷 代表取締役　熊谷　美子 ローソン・ポプラ　浜田金城店
浜田市金城町七条イ６１１－
１

0855-42-3150 飲食店営業 3 弁当屋 そうざい R2.12.1 R8.11.30

298015091 株式会社　キヌヤ 代表取締役　領家　康元 キヌヤ　金城店
浜田市金城町七条イ６６４－
５

0855-42-1926 飲食店営業 2 弁当屋 そうざい H29.12.1 R5.11.30

288010078 佐々岡　澄子 蔦屋
浜田市金城町七条イ６７９－
３

0855-42-1909 飲食店営業 2 一般食堂 仕出し屋 H28.6.1 R3.5.31

28010516 株式会社　ベリーネ 代表取締役　能美　真也 ベリーネカフェ 浜田市金城町七条イ７３５ 0855-42-2515 飲食店営業 1 一般食堂 R2.6.1 R7.5.31

300010065 株式会社　かいげつ 代表取締役　齋藤　敦夫 リフレパーク　きんたの里
浜田市金城町七条イ９８０－
１

0855-42-3555 飲食店営業 2 旅館 一般食堂 そうざい 仕出し屋 H31.4.1 R6.5.31

300010036 伊藤　英治 麺ズ　いそべ 浜田市金城町七条ハ１６－７ 0855-42-0820 飲食店営業 1 一般食堂 H30.10.17 R5.11.30

28015552 植田　茂 スマイル
浜田市金城町七条ハ３７１－
１

0855-42-0678 飲食店営業 1 一般食堂 R2.12.1 R7.11.30

308010033 西坂　亮二 西坂商店（さざんか）
浜田市金城町七条ハ４０３
老人保健施設さざんか

0855-42-2200 飲食店営業 2 一般食堂 H30.6.1 R6.5.31

298010048 泉　麗子 旬菜　いづみ
浜田市金城町七条ハ５６８－
１０９

0855-42-1130 飲食店営業 1 一般食堂 H29.6.1 R4.5.31

308010019 横田　浩 とらや旅館 浜田市金城町追原１１－甲 0855-42-1550 飲食店営業 2 旅館 H30.6.1 R5.5.31

318010062 有限会社　ホテル　美又 代表取締役　笹川　隆 ホテル　美又 浜田市金城町追原３１－５ 0855-42-0402 飲食店営業 2 旅館 仕出し屋 弁当屋 R1.6.1 R6.5.31

310010015
西日本トータルサービス　株
式会社

代表取締役　上林　裕二 美又温泉国民保養センター 浜田市金城町追原３２－１ 0855-42-0353 飲食店営業 2 一般食堂 旅館 仕出し屋 弁当屋 R1.7.1 R6.11.30

318010081 藤本　富美枝 カラオケ喫茶　とみ 浜田市金城町追原３４ 0855-42-0401 飲食店営業 1 一般食堂 R1.6.1 R6.5.31

288010082 株式会社　金城観光ホテル 代表取締役　佐々木　健久 金城観光ホテル 浜田市金城町追原３９－１ 0855-42-1000 飲食店営業 2 旅館 一般食堂 仕出し屋 弁当屋 H28.6.1 R4.5.31

310010056 山根　克也 山根旅館 浜田市金城町追原７－１ 0855-42-1337 飲食店営業 2 旅館 一般食堂 R2.1.30 R7.5.31

318010074 株式会社　かめや旅館 代表取締役　横田　雪生 かめや旅館 浜田市金城町追原７－２ 0855-42-0405 飲食店営業 2 旅館 仕出し屋 弁当屋 R1.6.1 R7.5.31

288010084 有限会社　旅館　みくにや 代表取締役　岩元　雅博 有限会社　旅館　みくにや 浜田市金城町追原９－２－３ 0855-42-0355 飲食店営業 2 旅館 仕出し屋 弁当屋 H28.6.1 R3.5.31

298010049 坪屋　壮一 明治屋
浜田市金城町波佐イ４０７－
１

0855-44-0022 飲食店営業 2 一般食堂 旅館 弁当屋 H29.6.1 R4.5.31

298010052 西谷　友紀 西谷
浜田市金城町波佐イ４１２－
３

0855-44-0017 飲食店営業 2 仕出し屋 料理店 弁当屋 H29.6.1 R4.5.31

318010098 西坂　浩晃 川根家 浜田市金城町波佐イ９９－３ 0855-44-0141 飲食店営業 2 一般食堂 旅館 仕出し屋 弁当屋 R1.6.1 R6.5.31

298010008
株式会社　益田クッキング
フーズ

代表取締役　小河　吉彦 中国電力　原井寮 浜田市原井町１０６６－１ 0855-22-7526 飲食店営業 1 一般食堂 H29.6.1 R4.5.31
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308015014 ゆうひパーク浜田　株式会社 代表取締役　木戸　淳 ゆうひ亭 浜田市原井町１２０３－１ 0855-23-8000 飲食店営業 2 一般食堂 仕出し屋 弁当屋 H30.12.1 R6.11.30

318015137 ゆうひパーク浜田　株式会社 代表取締役　木戸　淳
ゆうひパーク浜田　株式会社
１階　モスバーガー

浜田市原井町１２０３－１ 0855-23-8000 飲食店営業 1 一般食堂 R1.12.1 R7.11.30

308015031 ゆうひパーク浜田　株式会社 代表取締役　木戸　淳
ゆうひパーク浜田　株式会社
１階　五地想　ピット

浜田市原井町１２０３－１ 0855-23-8000 飲食店営業 1 一般食堂 そうざい H30.12.1 R6.11.30

28015547 ゆうひパーク浜田　株式会社 代表取締役　木戸　淳
ゆうひパーク浜田　株式会社
会津屋八右衛門

浜田市原井町１２０３－１ 0855-23-8000 飲食店営業 1 一般食堂 R2.12.1 R8.11.30

298015019 ゆうひパーク浜田　株式会社 代表取締役　木戸　淳 ゆうひパーク浜田　株式会社 浜田市原井町１２０３－１ 0855-23-8000 飲食店営業 特記事項なし H29.12.1 R4.11.30

318010064 ゆうひパーク浜田　株式会社 代表取締役　木戸　淳
ｏｒｉｚｚｏｎｔｅ（イタリア料理　オリ
ゾンテ）

浜田市原井町１２０３－１ ゆ
うひパーク浜田２Ｆ

0855-23-8000 飲食店営業 1 一般食堂 仕出し屋 R1.6.1 R7.5.31

298010009 ゆうひパーク浜田　株式会社 代表取締役　木戸　淳 ゆうひパーク
浜田市原井町１２０３－１「島
根県内一円」

飲食店営業 特記事項なし H29.6.1 R4.5.31

28015538 横坂　桂子 海 浜田市原井町２２４２ 飲食店営業 1 一般食堂 R2.12.1 R7.11.30

290010055 妻鹿　文代 石州まる姫食堂 浜田市原井町２７９５－１ 0855-22-8101 飲食店営業 2 一般食堂 そうざい 仕出し屋 弁当屋 H30.3.8 R5.5.31

318010080 山口　隆 めし処　ぐっさん
浜田市原井町３０２５ 浜田市
公設水産物仲買売場２Ｆ

飲食店営業 1 一般食堂 そうざい 弁当屋 R1.6.1 R6.5.31

318015002 有限会社　エムエスフーズ 代表取締役　木村　政行 有限会社　エムエスフーズ 浜田市原井町３０５０－１ 0855-24-1655 飲食店営業 2 弁当屋 R1.12.1 R7.11.30

298010011 有限会社　やなぎ水産 代表取締役　柳　賢一 有限会社　アクトやなぎ水産 浜田市原井町３０５０－１９ 0855-22-9588 飲食店営業 2 弁当屋 そうざい H29.6.1 R4.5.31

290010021 株式会社　丸三 代表取締役　羽手原　勉 めん丸浜田店 浜田市原井町３０５０－２ 0855-28-7600 飲食店営業 1 一般食堂 H29.7.11 R4.11.30

278015008 有限会社　エムエスフーズ 代表取締役　木村　政行 有限会社　エムエスフーズ 浜田市原井町３０５０－２３ 0855-24-1655 飲食店営業 2 弁当屋 H27.12.1 R3.11.30

308015179 有限会社　エムエスフーズ 代表取締役　木村　政行
有限会社　エムエスフーズ
第３工場

浜田市原井町３０５０－２５ 0855-24-1655 飲食店営業 2 弁当屋 H30.12.1 R5.11.30

268015015
公益財団法人　浜田市学校
給食会

代表理事　小川　克巳
浜田市立浜田学校給食セン
ター

浜田市原井町３０５０－３５ 0855-25-8600 飲食店営業 2 仕出し屋 H26.12.1 R3.11.30

20010005 有限会社　岩本商店 代表取締役　岩本　健 寿司ショップ　番番 浜田市原井町３０５０－４０ 0855-23-4975 飲食店営業 2 仕出し屋 弁当屋 R2.5.1 R7.5.31

270010042 株式会社　マルエイ 代表取締役　岡田　守
株式会社　マルエイ　弁当部
門

浜田市原井町３０５０－４３ 0855-22-8100 飲食店営業 2 弁当屋 H28.3.14 R3.5.31

308010037 株式会社　Ｈｏｎｅｙｃｏｍｂ 代表取締役　原田　陽 ローソン・ポプラ　浜田原井店 浜田市原井町９４６－２ 0855-23-4994 飲食店営業 3 弁当屋 そうざい H30.6.1 R5.5.31

310010025 山陰観光　株式会社 代表取締役　中村　幸博 健康ランド　湯～トピア 浜田市原井町９６７ 0855-22-7214 飲食店営業 1 一般食堂 R1.8.8 R6.11.30

20010019 山陰観光　株式会社 代表取締役　中村　幸博 焼肉バイキング　仲村屋 浜田市原井町９６７ 0855-22-7215 飲食店営業 1 一般食堂 R2.8.31 R7.11.30

298015021 株式会社　浜田昭石 代表取締役　福井　伸夫 ほっかほっか亭　原井店 浜田市原井町９８６－３ 0855-23-5346 飲食店営業 3 弁当屋 H29.12.1 R4.11.30

280010047 株式会社　Ｃｉｅｌｏ　ａｚｕｌ 代表取締役　佐々木　淳 ローソン・ポプラ　浜田笠柄店 浜田市原井町９９３－１ 0855-25-1524 飲食店営業 3 弁当屋 そうざい H28.11.25 R3.11.30

298015064 有限会社　鈴蘭別館 代表取締役　三澤　嘉孝 有限会社　鈴蘭別館 浜田市港町１８６－５ 0855-22-2381 飲食店営業 2 仕出し屋 料理店 H29.12.1 R4.11.30

290010044 株式会社　タイピック 代表取締役　岡﨑　純二 コメダ珈琲店　浜田店 浜田市港町２０１－１ 0855-25-0205 飲食店営業 1 一般食堂 H29.11.29 R4.11.30

288015122 株式会社　イズミ 代表取締役　山西　泰明 ゆめタウン浜田　焼魚室 浜田市港町２２７－１ 0855-23-7700 飲食店営業 3 そうざい H28.12.1 R4.11.30

318015011 株式会社　イズミ 代表取締役　山西　泰明 精肉サラダ部 浜田市港町２２７－１ 0855-23-7700 飲食店営業 3 そうざい R1.12.1 R7.11.30
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288010055 株式会社　イズミ 代表取締役　山西　泰明 ゆめタウン浜田　そうざい３Ｆ 浜田市港町２２７－１ 0855-23-7700 飲食店営業 2 弁当屋 そうざい H28.6.1 R4.5.31

300010015 株式会社　ピアレス 代表取締役　松尾　茂文
マクドナルド　浜田ゆめタウン
店

浜田市港町２２７－１ 0855-24-0236 飲食店営業 3 特記事項なし H30.6.26 R5.11.30

278010043
イズミ・フード・サービス 株式
会社

代表取締役　大谷　和昭 麺や一番
浜田市港町２２７－１ ゆめタ
ウン浜田

0855-23-7700 飲食店営業 1 一般食堂 H27.6.1 R3.5.31

28010481 株式会社　イズミ 代表取締役　山西　泰明 ゆめタウン浜田
浜田市港町２２７－１ ゆめタ
ウン浜田１Ｆ

0855-23-7700 飲食店営業 3 そうざい R2.6.1 R8.5.31

318010072
イズミ・フード・サービス 株式
会社

代表取締役　大谷　和昭 お好み一番地
浜田市港町２２７－１　ゆめタ
ウン浜田３Ｆ

0855-23-1109 飲食店営業 1 一般食堂 弁当屋 そうざい R1.6.1 R6.5.31

318010239 城市　努 おむらいす亭ゆめタウン浜田
浜田市港町２２７－１　ゆめタ
ウン浜田３Ｆ

0855-23-5580 飲食店営業 1 一般食堂 R1.6.1 R6.5.31

28010517 有限会社　大起社 代表取締役　渡辺　頼孝 更科
浜田市港町２２７－１ ゆめタ
ウン浜田３Ｆ

0855-23-7716 飲食店営業 1 一般食堂 R2.6.1 R8.5.31

288015125
イズミ・フード・サービス 株式
会社

代表取締役　大谷　和昭
サーティーワンアイスクリーム
ゆめタウン浜田店

浜田市港町２２７－１　ゆめタ
ウン浜田店３Ｆ

0855-23-7731 飲食店営業 1 一般食堂 H28.12.1 R4.11.30

290010045 横田　茂 ＶＩＴＡＬ　ＣＡＦＥ
浜田市港町２２７－１　ゆめタ
ウン浜田店３Ｆ

0855-23-5188 飲食店営業 1 一般食堂 H29.12.5 R5.5.31

298015066 フジパンストアー　株式会社 代表取締役　廣村　昌弘 ホルン浜田店
浜田市港町２２７－１ ゆめタ
ウン浜田店内

0855-23-7411 飲食店営業 2 弁当屋 H29.12.1 R5.11.30

20010010 有限会社　シーピー・ペペ 代表取締役　栃本　和則 てっぱんず　ＭＯＣＫ
浜田市港町２２７－１　ゆめタ
ウン浜田内　３Ｆフードコート
内

0855-22-3966 飲食店営業 1 一般食堂 R2.6.30 R7.11.30

318015013
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
浜田市港町２２７－１ゆめタ
ウン浜田店３階

0855-23-7757 飲食店営業 3 特記事項なし R1.12.1 R7.11.30

288015058 佐々木　啓子 手作り組 浜田市高田町３１－１ 0855-22-5037 飲食店営業 1 弁当屋 仕出し屋 一般食堂 H28.12.1 R3.11.30

28010497 府川　要之 セブン‐イレブン浜田国分店
浜田市国分町 １８１９－３７、
１８１９－４２　他１１筆

0855-28-1887 飲食店営業 3 そうざい R2.6.1 R7.5.31

280010061 株式会社　三島ファーム 代表取締役　三島　淳寛 （株）三島ファーム 浜田市国分町１２４３－１ 0855-25-5134 飲食店営業 2 弁当屋 仕出し屋 H29.1.31 R4.5.31

310010026 株式会社　三島ファーム 代表取締役　三島　淳寛 （株）三島ファーム
浜田市国分町１２４３－１「島
根県内一円」

0855-25-5134 飲食店営業 特記事項なし R1.8.16 R6.11.30

310010031 株式会社　三島ファーム 代表取締役　三島　淳寛 （株）三島ファーム
浜田市国分町１２４３－１「島
根県内一円」

0855-25-5134 飲食店営業 特記事項なし R1.9.18 R6.11.30

308015012 株式会社　ＩＳＰ 代表取締役　森川　芳郎 石見海浜公園 浜田市国分町１６４４－１ 0855-28-2231 飲食店営業 3 特記事項なし H30.12.1 R6.11.30

300010033 ＷＩＬＬＥＲ　株式会社 代表取締役　村瀨　茂高 レストランバス
浜田市国分町１８１９－２２
有限会社　ぜん　 「島根県内
一円」

0855-28-3901 飲食店営業 特記事項なし H30.9.28 R5.11.30

290010046 ＷＩＬＬＥＲ　株式会社 代表取締役　村瀨　茂高 レストランバス
浜田市国分町１８１９－２２
有限会社　ぜん　 「島根県内
一円」

0855-28-3901 飲食店営業 特記事項なし H29.12.12 R5.5.31

310010011 有限会社　オシャレ 取締役　大辻　憲正 ちゃんぽん楽一　国分店 浜田市国分町１８２０－３９３ 0855-28-2999 飲食店営業 1 一般食堂 仕出し屋 R1.5.30 R6.5.31

310010021 有限会社　オシャレ 取締役　大辻　憲正 焼肉　我楽太　国分店 浜田市国分町１８２０－３９３ 0855-28-2999 飲食店営業 1 一般食堂 R1.8.7 R6.11.30

288015001 米　きく子 米屋 浜田市国分町１９８０－１１１ 0855-28-1466 飲食店営業 1 旅館 H28.12.1 R3.11.30

28010559 田中　早苗 さなえ 浜田市国分町１９８０－３ 0855-28-3401 飲食店営業 1 一般食堂 R2.6.1 R7.5.31

300010047 株式会社　なかだ 代表取締役　仲田　明 株式会社　なかだ 浜田市国分町１９８１－３３７ 0855-25-5065 飲食店営業 2 一般食堂 弁当屋 仕出し屋 H30.12.20 R6.5.31

318010090 寺本　浩一
Ｓｕｒｆｅｒ’ｓ　Ｋｉｔｃｈｅｎ ＴＥＲＡ
（テラ）

浜田市国分町２２０５－３３ 0855-28-7974 飲食店営業 1 一般食堂 R1.6.1 R6.5.31

15 / 63 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

280010009 寺本　浩一 ＴＥＲＡ号 浜田市国分町２２０５－３３ 0855-28-7974 飲食店営業 特記事項なし H28.5.27 R3.5.31

318015036 金川　良一 一本釣りの味　カネイチ 浜田市国分町２２０５－５９ 飲食店営業 1 一般食堂 R1.12.1 R6.11.30

298015005 林　茂仁 ローソン浜田国分店 浜田市国分町２３１２ 0855-28-1841 飲食店営業 3 そうざい H29.12.1 R5.11.30

280010044 島根県立浜田養護学校 校長　妹尾　貴巳 浜田養護学校「フレンド亭」 浜田市国分町３４２－２ 0855-28-2200 飲食店営業 2 一般食堂 H28.11.14 R3.11.30

290010050 有限会社　信港商店 代表取締役　本多　保昭 有限会社　信港商店 浜田市国分町４５７－１０ 0855-28-1015 飲食店営業 2 弁当屋 H30.1.12 R5.5.31

270010036 稲元　正敏 民宿　しまや 浜田市国分町６００ 0855-28-0574 飲食店営業 1 旅館 一般食堂 仕出し屋 H28.2.3 R3.5.31

308015007 仲田　孝 新田商店 浜田市国分町８３４－１ 0855-28-1675 飲食店営業 2 弁当屋 H30.12.1 R5.11.30

288015005 金川　俊子 婦人部売店 浜田市国分町９０６－１ 飲食店営業 1 一般食堂 H28.12.1 R3.11.30

288010039 有限会社　トーコー 代表取締役　小川　房子 東光ホテル 浜田市黒川町１０８－１８ 0855-23-5151 飲食店営業 1 旅館 H28.6.1 R3.5.31

290010065 熊谷　将幸 ようき屋 浜田市黒川町１０８－６１ 0855-25-5775 飲食店営業 1 一般食堂 H30.3.30 R5.5.31

280010006 有限会社　カットサロン洋一 代表取締役　齋藤　洋一
スペースクリエイト　自遊空間
島根浜田店

浜田市黒川町１０９－１１　斉
藤ビル１Ｆ

0855-25-0617 飲食店営業 1 一般食堂 H28.5.16 R3.5.31

28015539 多郎畑　俊雄 太郎 浜田市黒川町１１２４－１１ 0855-23-3941 飲食店営業 1 一般食堂 R2.12.1 R7.11.30

28015550 朝田　博道 茶里庵 浜田市黒川町１１２４－１２ 0855-22-8004 飲食店営業 1 一般食堂 R2.12.1 R7.11.30

28015565 横田　隆博
セブン‐イレブン　浜田黒川町
店

浜田市黒川町１２０－３ 0855-23-0700 飲食店営業 3 そうざい R2.12.1 R7.11.30

310010050 吉本　勇治 ラーメンまめマメ食堂 浜田市黒川町１２４－１ 0855-28-7729 飲食店営業 1 一般食堂 仕出し屋 そうざい 弁当屋 R1.12.11 R7.5.31

288010040 山口　順子 オールド・パル 浜田市黒川町１２４－１ 23-1121 飲食店営業 1 一般食堂 H28.6.1 R3.5.31

288015025 有限会社　大起社 代表取締役　渡辺　頼孝 大阪王将　浜田店 浜田市黒川町１２７ 0855-25-0333 飲食店営業 1 一般食堂 弁当屋 そうざい H28.12.1 R4.11.30

288015026 有限会社　大起社 代表取締役　渡辺　頼孝 小旬 浜田市黒川町１２７ 0855-28-7270 飲食店営業 2 一般食堂 そうざい H28.12.1 R4.11.30

288015028 株式会社　キヌヤ 代表取締役　領家　康元 （株）キヌヤ　プリル店 浜田市黒川町１３７－１ 0855-22-7270 飲食店営業 3 そうざい H28.12.1 R4.11.30

288015031 株式会社　キヌヤ 代表取締役　領家　康元 （株）キヌヤ　プリル店 浜田市黒川町１３７－１ 0855-22-7270 飲食店営業 3 そうざい H28.12.1 R4.11.30

288015030 株式会社　キヌヤ 代表取締役　領家　康元 （株）キヌヤ　プリル店 浜田市黒川町１３７－１ 0855-22-7270 飲食店営業 2 弁当屋 H28.12.1 R4.11.30

288010041 川本　満稔 そば処　かわ本 浜田市黒川町１４２－１２ 23-1777 飲食店営業 1 一般食堂 H28.6.1 R3.5.31

318010082 島田　牧子
セブンーイレブン 浜田県立体
育館前店

浜田市黒川町３７３６－１ 0855-23-0708 飲食店営業 3 そうざい R1.6.1 R7.5.31

308010045 横川　美香 フルーツジャム　パレット
浜田市黒川町３７３８－２　１Ｆ
－Ｂ

0855-23-6368 飲食店営業 1 一般食堂 弁当屋 そうざい H30.6.1 R6.5.31

280010045 伊藤　博之 フレンチレストラン　はなそうし 浜田市黒川町３７－４ 0855-23-8704 飲食店営業 1 一般食堂 H28.11.17 R3.11.30

318010099 有限会社　八雲 代表取締役　園山　正彦 浜田高校学生寮 浜田市黒川町３７４９ 0855-22-0042 飲食店営業 2 一般食堂 仕出し屋 R1.6.1 R7.5.31

28010490 ワシントンホテル株式会社 代表取締役社長　内田　和男
浜田ワシントンホテルプラザ
宴会場

浜田市黒川町４１７７ 浜田ワ
シントンホテルプラザ２Ｆ

0855-23-6111 飲食店営業 2 旅館 料理店 仕出し屋 R2.6.1 R8.5.31
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318010067 ワシントンホテル株式会社 代表取締役社長　内田　和男 チャールズ
浜田市黒川町４１７７ 浜田ワ
シントンホテルプラザ９Ｆ

飲食店営業 1 一般食堂 R1.6.1 R7.5.31

28010489 ワシントンホテル株式会社 代表取締役社長　内田　和男 銀坐（ぎんざ）
浜田市黒川町４１７７ 浜田ワ
シントンホテルプラザ９Ｆ

0855-23-6111 飲食店営業 1 一般食堂 R2.6.1 R8.5.31

318015019 益田酒類食品　株式会社 代表取締役　島田　憲郷 炭火焼肉屋さかい 浜田市黒川町４１８０　２Ｆ 0855-23-1729 飲食店営業 1 一般食堂 R1.12.1 R7.11.30

318015029 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　浜田
駅前店

浜田市黒川町４１８０　ハラビ
ル１階

0855-25-2577 飲食店営業 1 一般食堂 R1.12.1 R7.11.30

260010074 有限会社　末広ビル 取締役　金山　慎司 カラオケCLUB浜田店
浜田市黒川町４１８０　原ビル
３F

0855-25-5144 飲食店営業 1 一般食堂 H27.3.27 R3.5.31

280010028 金山　慎司 ＳＴＹＬＩＳＨ　ＢＡＲ　Ｈａｔ
浜田市黒川町４１８０　原ビル
４Ｆ

0855-23-2786 飲食店営業 1 一般食堂 H28.8.1 R3.11.30

308010039 有限会社　ホテル松尾 代表取締役　松尾　明 ホテル　松尾 浜田市黒川町４１８５ 0855-22-2520 飲食店営業 2 旅館 一般食堂 仕出し屋 H30.6.1 R6.5.31

280010027 岩田　博司 鉄板焼きＫＡＺＵ
浜田市黒川町４１８６　那須
野ビル１０１

飲食店営業 1 一般食堂 H28.7.25 R3.11.30

310010061 株式会社　Ｌｏｃｏ　ｓｙｓｔｅｍ 代表取締役　善田　裕章 ＧＲＡＣＩＡ
浜田市黒川町４１８６　那須
野ビル４Ｆ

0855-22-4599 飲食店営業 1 一般食堂 R2.3.17 R7.5.31

28015561 郷原　雅和 炭焼酒房　笑々もん家
浜田市黒川町４１８６　那須
野駅前ビル２Ｆ

0855-22-8039 飲食店営業 1 一般食堂 R2.12.1 R8.11.30

318015245 池岡　章治 具魯烏葡（ぐろうぶ）
浜田市黒川町４１８８　クマガ
イビル１Ｆ

0855-22-3217 飲食店営業 1 一般食堂 R1.12.1 R6.11.30

308010014 株式会社　島根ポーク 代表取締役　永野　雅彦 レストラン　ケンボロー
浜田市黒川町４１９１ 末広ビ
ル１Ｆ

0855-24-9909 飲食店営業 2 一般食堂 仕出し屋 そうざい H30.6.1 R6.5.31

278015027 有限会社　清香苑 代表取締役　金山　純子 清香苑 浜田市黒川町４１９２ 0855-22-1202 飲食店営業 1 一般食堂 H27.12.1 R3.11.30

310010038 有限会社　大起社 代表取締役　渡辺　頼孝 焼肉　じゅうじゅう 浜田市黒川町４１９５ 0855-22-2998 飲食店営業 1 一般食堂 R1.10.3 R6.11.30

318015025 横田　茂 Ｖｉｔａｌ
浜田市黒川町４２０４　鮎川プ
ラザ２Ｆ

0855-23-8021 飲食店営業 1 一般食堂 R1.12.1 R7.11.30

318015009 有限会社　にしきそば 代表取締役　大賀　崇子
有限会社　にしきそば　浜田
店

浜田市黒川町４２０６ 0855-23-0234 飲食店営業 1 一般食堂 R1.12.1 R6.11.30

308010008 塩田　量至 玉鮨 浜田市黒川町４２１０ 0855-23-2676 飲食店営業 2 一般食堂 仕出し屋 H30.6.1 R5.5.31

310010054 市原　大司 いなばや 浜田市黒川町９０９ 飲食店営業 1 一般食堂 R2.1.9 R7.5.31

308015013 有限会社　大起社 代表取締役　渡辺　頼孝 ダイニング　月読
浜田市黒川町９３－１０ ダイ
ヤビル１Ｆ

0855-23-5030 飲食店営業 1 一般食堂 H30.12.1 R5.11.30

278010028 渡辺　頼孝 豆狸 浜田市黒川町９３－１２ 0855-23-2903 飲食店営業 1 一般食堂 H27.6.1 R3.5.31

308015241 沖本　昌子 でん助 浜田市黒川町９３－９ 飲食店営業 1 一般食堂 H30.12.1 R5.11.30

308015032 張　世宗 グリル浜一 浜田市黒川町９７－９ 0855-23-0511 飲食店営業 1 一般食堂 H30.12.1 R6.11.30

280010036 牛尾　幸江 ｃｏｃｏ　ｄｅ　ＳＡＫＵＲＡ 浜田市紺屋町１９－１ 0855-22-4654 飲食店営業 1 一般食堂 H28.9.21 R3.11.30

280010035 牛尾　昭 ＪＡＰＡＮ　ＳＡＫＵＲＡ 浜田市紺屋町１９－１ 0855-23-3964 飲食店営業 3 仕出し屋 H28.9.21 R3.11.30

28015580 山村　昭喜 小料理　恵 浜田市紺屋町２４－２ 0855-23-2783 飲食店営業 1 一般食堂 R2.12.1 R7.11.30

28015542 小川　雅士 スナック　ＢＯＯ 浜田市紺屋町４１ 0855-24-3306 飲食店営業 1 一般食堂 R2.12.1 R7.11.30

290010043 藤原　眞砂 リスの家
浜田市紺屋町４１　 紺屋町
シャトレＤ　１Ｆ

飲食店営業 1 一般食堂 弁当屋 H29.11.27 R4.11.30
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310010064 田原　奈美恵 スナック　椿
浜田市紺屋町４２－１　紺屋
町シャトレＢ　１Ｆ

0855-23-0393 飲食店営業 1 一般食堂 R2.3.25 R7.5.31

288015040 有限会社　ミノル企画 取締役　　清水　芳枝 パーティ　パーティ 浜田市紺屋町５２－２ 0855-22-6355 飲食店営業 1 キャバレー H28.12.1 R3.11.30

28010483 有限会社　葵 代表取締役　清水　あおい 葵 浜田市紺屋町５２－２ 0855-22-1122 飲食店営業 4 特記事項なし R2.6.1 R8.5.31

310010027 野村　純子 コトラバ 浜田市紺屋町６４ 飲食店営業 1 一般食堂 仕出し屋 弁当屋 R1.8.29 R6.11.30

310010063 大川　稔 定食ダイニング　‐めし房‐ 浜田市紺屋町７０－１ 0855-28-7500 飲食店営業 1 一般食堂 R2.3.23 R7.5.31

310010057 齋藤　元寛 からあげラボ　ハジメ　浜田店 浜田市紺屋町８２－１ 飲食店営業 3 そうざい R2.2.12 R7.5.31

298015044 有限会社　自由軒 取締役　永見　高義 食堂（有）自由軒 浜田市紺屋町８２－１２ 0855-22-1412 飲食店営業 1 一般食堂 H29.12.1 R4.11.30

28015537 津茂谷　卓史 津茂谷　旅館 浜田市紺屋町８３－１６ 0855-22-0223 飲食店営業 2 旅館 R2.12.1 R7.11.30

28010479 槇内　京子 みのり市農産加工場
浜田市三隅町井野ヘ１１９８
－１

0855-34-0036 飲食店営業 2 弁当屋 R2.6.1 R8.5.31

298010067
株式会社　益田クッキング
フーズ

代表取締役　小河　吉彦 中電プラント三隅寮 浜田市三隅町岡見１０－３６ 0855-32-0165 飲食店営業 1 一般食堂 H29.6.1 R5.5.31

288015093 岡村　充規 仕出しセンター　おかむら
浜田市三隅町岡見１３８０－
４１

飲食店営業 2 弁当屋 仕出し屋 一般食堂 H28.12.1 R3.11.30

20010001 下花物産　株式会社 代表取締役　下花　眞二 岡見食堂 浜田市三隅町岡見１３９０ 飲食店営業 2 一般食堂 R2.4.15 R7.5.31

278015085 有限会社　一声楼 取締役　齋藤　英治
中国電力　株式会社　三隅発
電所建設所

浜田市三隅町岡見１８１０ 0855-32-2139 飲食店営業 2 一般食堂 仕出し屋 H27.12.1 R3.11.30

288010101 小加本　和友 すず和
浜田市三隅町岡見１９８１－
２

0855-32-1428 飲食店営業 2 弁当屋 仕出し屋 H28.6.1 R3.5.31

278015086 富士産業　株式会社 代表取締役　中村　勝彦 山根病院　三隅分院 浜田市三隅町岡見２９０－１ 0855-32-4343 飲食店営業 2 一般食堂 H27.12.1 R3.11.30

318010056
株式会社　益田クッキング
フーズ

代表取締役　小河　吉彦 中電環境テクノス　三隅寮 浜田市三隅町岡見４６００ 0855-32-0973 飲食店営業 1 一般食堂 R1.6.1 R7.5.31

278015087 尾﨑　誠一郎 尾﨑旅館 （岡見の虎）
浜田市三隅町岡見５０９５－
８

0855-32-0442 飲食店営業 2 旅館 一般食堂 H27.12.1 R3.11.30

28010514 有限会社　セレトピア 取締役　平坂　常弘 鶴亀亭 浜田市三隅町岡見５２３－２ 0855-28-7393 飲食店営業 2 一般食堂 旅館 仕出し屋 R2.6.1 R8.5.31

300010051 下花物産　株式会社 代表取締役　下花　眞二 三隅港食堂
浜田市三隅町岡見６３２３－
８

飲食店営業 2 一般食堂 H31.1.16 R6.5.31

308015003 次藤　昇之輔 くじら亭 浜田市三隅町岡見６６１－１ 0855-32-3142 飲食店営業 12 一般食堂 仕出し屋 H30.12.1 R5.11.30

310010048 齋藤　正美 ちい助 浜田市三隅町下古和１５１８ 0855-35-1509 飲食店営業 2 一般食堂 弁当屋 仕出し屋 R1.11.26 R6.11.30

310010053 齋藤　正美 ちい助
浜田市三隅町下古和１５１８
「島根県内一円」

0855-35-1509 飲食店営業 特記事項なし R1.12.26 R7.5.31

318015012 有限会社　河野商事 代表取締役　河野　千加子 コワ温泉
浜田市三隅町下古和９４９－
３

0855-35-8110 飲食店営業 2 一般食堂 旅館 仕出し屋 弁当屋 R1.12.1 R7.11.30

300010037
株式会社　オリエンタルフー
ズ

代表取締役　安達　邦彦 清水三隅宿舎 浜田市三隅町河内２４０－１ 0855-32-0402 飲食店営業 2 一般食堂 H30.10.18 R5.11.30

310010045 佐々木　いづみ 自然派キッチン　つくし
浜田市三隅町古市場１００６
－２

0855-28-7371 飲食店営業 1 一般食堂 仕出し屋 そうざい R1.11.5 R6.11.30

278015083 有限会社　カイ 代表取締役　吉田　大 マリーンホテル　はりも 浜田市三隅町古市場１１３０ 0855-32-0370 飲食店営業 2 旅館 料理店 一般食堂 仕出し屋 H27.12.1 R3.11.30

310010010 株式会社　至誠 代表取締役　坂本　宏允
リハビリテーションカレッジ島
根

浜田市三隅町古市場２０４７
－５

0855-32-3100 飲食店営業 2 一般食堂 R1.5.24 R6.5.31
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278010066 川神　由理 紙遊
浜田市三隅町古市場５８９
石正美術館内

0855-32-2260 飲食店営業 1 一般食堂 H27.6.1 R3.5.31

28010512 田中　利恵 たこ焼き　大ちゃん
浜田市三隅町古市場７４８－
１「島根県内一円」

飲食店営業 特記事項なし R2.6.1 R7.5.31

20010017 株式会社　三晶 代表取締役　佐藤　毅 （株）三晶　三隅食堂
浜田市三隅町古市場９０９－
１

0855-32-2611 飲食店営業 1 一般食堂 R2.7.30 R7.11.30

308015030 村田漁村　株式会社 代表取締役　三浦　英子 村田漁村　株式会社
浜田市三隅町古市場９１０－
１

0855-32-0290 飲食店営業 2 弁当屋 H30.12.1 R5.11.30

298010065 古賀　督章 みすみ　らぅめん春風 浜田市三隅町向野田３０１３ 0855-32-3350 飲食店営業 1 一般食堂 H29.6.1 R4.5.31

310010055 下花物産　株式会社 代表取締役　下花　眞二 向野田食堂
浜田市三隅町向野田６１１－
１

飲食店営業 2 一般食堂 R2.1.29 R7.5.31

298015104 株式会社　Ｉ・Ｓ・Ｃ 代表取締役　新田　健浩 ローソン　浜田三隅店
浜田市三隅町向野田６３９－
１

0855-32-0035 飲食店営業 3 そうざい 弁当屋 H29.12.1 R5.11.30

298015108 花田　安彦
セブンーイレブン　浜田三隅
町店

浜田市三隅町向野田６９１－
２，６９１－５， 　　　　　　　　６
９１－６，６９１－３０の一部

0855-32-0340 飲食店営業 3 そうざい H29.12.1 R5.11.30

308015001 株式会社　楓ジェラート 代表取締役　橋本　隆幸 楓ジェラート
浜田市三隅町向野田７２１－
７

0855-32-5200 飲食店営業 1 一般食堂 H30.12.1 R5.11.30

288015086 有限会社　一声楼 取締役　齋藤　英治 有限会社　一声楼 浜田市三隅町三隅１１９５ 0855-32-0006 飲食店営業 2 一般食堂 旅館 料理店 仕出し屋 H28.12.1 R3.11.30

28010505 九州惣菜　株式会社 代表取締役　西岡　浩志 九州惣菜(株)　祇園
浜田市三隅町三隅１２２５　Ａ
コープみすみ内

0855-32-2515 飲食店営業 3 弁当屋 そうざい R2.6.1 R7.5.31

318015243 石田　義行 カラオケ喫茶　スター 浜田市三隅町三隅１２９４ 0855-32-1888 飲食店営業 1 一般食堂 R1.12.1 R6.11.30

318015032 玉木　早苗 一期一会 浜田市三隅町三隅１３２９ 0855-32-0551 飲食店営業 2 一般食堂 弁当屋 R1.12.1 R6.11.30

280010054 玉木　早苗 一期一会
浜田市三隅町三隅１３２９
「島根県内一円」

0855-32-0551 飲食店営業 特記事項なし H28.12.6 R4.5.31

310010022
特定非営利活動法人　あい
の会

理事　大橋　伸子
特定非営利活動法人　あい
の会

浜田市三隅町三隅３７０－３ 0855-32-2763 飲食店営業 1 一般食堂 仕出し屋 弁当屋 R1.8.7 R6.11.30

310010051 島根県農業協同組合 代表理事　石川　寿樹
島根県農業協同組合　虹の
ホール　みすみ

浜田市三隅町三隅８７１ 0855-25-0415 飲食店営業 4 特記事項なし R1.12.24 R7.5.31

20010012 株式会社　キヌヤ 代表取締役　領家　康元 キヌヤ　サンプラム店 浜田市三隅町三隅８９０－１ 0855-32-3500 飲食店営業 3 弁当屋 そうざい R2.7.29 R7.11.30

20010014 大﨑　仁 大﨑鮮魚 浜田市三隅町三隅８９０－１ 0120-32-3502 飲食店営業 3 弁当屋 R2.7.30 R7.11.30

298015103 九州惣菜　株式会社 代表取締役　西岡　浩志 花のれん
浜田市三隅町三隅８９０－１
キヌヤサンプラム店内

0855-32-3737 飲食店営業 2 仕出し屋 弁当屋 そうざい H29.12.1 R4.11.30

288015089 池辺　歌子 晴海食堂 浜田市三隅町西河内１２７８ 0855-32-2120 飲食店営業 1 一般食堂 旅館 H28.12.1 R3.11.30

290010061 長島　聖一郎 そば聖
浜田市三隅町西河内４７０－
４

0855-32-0237 飲食店営業 1 一般食堂 H30.3.27 R5.5.31

318015005 有限会社　ゆうひパーク三隅 代表取締役　石田　孝之 いさりびパーク 浜田市三隅町折居２２０－１ 0855-32-2880 飲食店営業 2 仕出し屋 弁当屋 一般食堂 R1.12.1 R6.11.30

20010015 柳　和文 うめや 浜田市三隅町湊浦２２７－１ 飲食店営業 1 一般食堂 R2.7.30 R7.11.30

288015091 梅谷　三郎 大黒屋 浜田市三隅町湊浦２８１－４ 0855-32-0521 飲食店営業 2 仕出し屋 旅館 一般食堂 H28.12.1 R3.11.30

288015092 高原　淳 南国食堂 浜田市三隅町湊浦３２０ 0855-32-0721 飲食店営業 1 一般食堂 弁当屋 H28.12.1 R3.11.30

280010030 中崎　夏美
しまね　Ｅａｒｔｈ　Ｗｅｅｋ　実行
委員会

浜田市三隅町湊浦４０１－１ 0855-32-1603 飲食店営業 特記事項なし H28.8.9 R3.11.30

288010074 富士産業　株式会社 代表取締役　中村　勝彦 福寿草 浜田市治和町４０－５ 飲食店営業 2 一般食堂 H28.6.1 R4.5.31
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318015037 櫛田　博 楽時庵
浜田市治和町イ１１１－６「島
根県内一円」

飲食店営業 特記事項なし R1.12.1 R6.11.30

298010044 松田　浩昭 松ずし 浜田市治和町イ２４１－８ 0855-27-1104 飲食店営業 1 一般食堂 H29.6.1 R4.5.31

308015233 佐々木　啓郎
セブンーイレブン　浜田周布
店

浜田市治和町イ７８－１ 0855-27-2771 飲食店営業 3 そうざい H30.12.1 R5.11.30

310010042 合同会社　ＣＯＳＩＧＮ 代表社員　藤浦　克也 どさん子　浜田店 浜田市治和町イ８８－３ 0855-27-2628 飲食店営業 1 一般食堂 R1.10.9 R6.11.30

298015083
間●　照文
（●は一の左下にツ、右下に
ケ）

ＫＵＳＨＩＹＡＫＩ　照さん 浜田市治和町ロ１１４３－１ 0855-27-0880 飲食店営業 1 一般食堂 H29.12.1 R4.11.30

288010068 砂田　信次 砂田食堂 浜田市周布町イ１８２－１ 27-1178 飲食店営業 2 弁当屋 仕出し屋 H28.6.1 R3.5.31

308015024 株式会社　島根互助会 代表取締役社長　石橋　和夫 典礼閣浜田西会館 浜田市周布町イ６０－１ 0855-24-7782 飲食店営業 4 特記事項なし H30.12.1 R6.11.30

298010114
株式会社　トライアルカンパ
ニー

代表取締役　石橋　亮太 トライアル浜田店 浜田市周布町イ６１－１ 0855-24-7980 飲食店営業 3 弁当屋 H29.6.1 R4.5.31

298010115
株式会社　トライアルカンパ
ニー

代表取締役　石橋　亮太 トライアル浜田店 浜田市周布町イ６１－１ 0855-24-7980 飲食店営業 3 そうざい H29.6.1 R4.5.31

318015018
株式会社　トライアルカンパ
ニー

代表取締役　石橋　亮太 トライアル浜田店 浜田市周布町イ６１－１ 0855-24-7980 飲食店営業 特記事項なし R1.12.1 R6.11.30

308010036 山本　美枝子 得得　浜田店 浜田市周布町イ６１－１ 0855-24-7012 飲食店営業 1 一般食堂 仕出し屋 H30.6.1 R6.5.31

300010003 上野　裕志 廻鮮かぐら寿し 浜田市周布町イー６１－１ 飲食店営業 2 一般食堂 弁当屋 H30.5.14 R5.5.31

310010049 小野　佳美 よっしぃ食堂 浜田市周布町ロ３６７－３ 飲食店営業 1 一般食堂 R1.12.5 R7.5.31

300010006 荒木　祥史 ローソン　浜田周布店 浜田市周布町ロ３６８ 0855-27-3747 飲食店営業 3 そうざい 弁当屋 H30.5.28 R5.5.31

308010027
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 浜田ゴルフリンクス 浜田市上府町イ１１８８ 0855-28-3500 飲食店営業 1 一般食堂 H30.6.1 R6.5.31

28015584 中田　鶴子 サバーイ・サバーイ 浜田市上府町イ２４５１－２５ 0855-28-1890 飲食店営業 1 一般食堂 R2.12.1 R7.11.30

278010010 三明　正直 三明商店 浜田市上府町イ２５６０ 0855-28-0302 飲食店営業 3 そうざい H27.6.1 R3.5.31

290010018 川並　俊也 麺屋きよし 浜田市新町１－１ 飲食店営業 1 一般食堂 H29.6.14 R4.11.30

308010035 伊藤　淳 昭和処いっぱい一杯 浜田市新町１５－２ 0855-25-5118 飲食店営業 1 一般食堂 H30.6.1 R5.5.31

308010042 有限会社　ＦＡＩＴＨ
代表取締役　矢口　ジュビリ
ン

クラブ　エクセレンス 浜田市新町１５－６ 0855-25-8088 飲食店営業 1 一般食堂 H30.6.1 R5.5.31

270010038 深野　高志
ＭＩＬＥＳＴＯＮＥ（マイルストー
ン）

浜田市新町１６－１ 飲食店営業 1 一般食堂 H28.2.8 R3.5.31

280010064 水津　恵美子 スナック　杏里 浜田市新町２２ 0855-23-4818 飲食店営業 1 一般食堂 H29.2.16 R4.5.31

20010002 有限会社　平野屋 代表取締役　平野　義弘 平野屋 浜田市新町４７ 0855-22-0236 飲食店営業 1 一般食堂 R2.4.15 R7.5.31

318015139 森岡　雅彦 セブンイレブン　浜田新町店 浜田市新町５４－１ 0855-22-4850 飲食店営業 3 特記事項なし R1.12.1 R6.11.30

290010019 山田　雅俊
Ｃａｆｅ．Ｂａｌｌｏｎ　ｄ’Ｏｒ　 （カ
フェバロンドール）

浜田市新町５７－３ 0855-28-7526 飲食店営業 1 一般食堂 弁当屋 仕出し屋 H29.6.20 R4.11.30

310010037 佐々岡　義之 旬菜居酒屋　はる 浜田市新町５９－１ 0855-23-3290 飲食店営業 1 一般食堂 R1.9.30 R6.11.30

298015062 有限会社　三角屋 代表取締役　伊藤　俊平 有限会社　三角屋 浜田市真光町４７、４８ 0855-22-0286 飲食店営業 3 そうざい 弁当屋 H29.12.1 R4.11.30
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278010040 大矢　眞美子 スナック　喫茶　リーベ 浜田市真光町７－２ 0855-22-6488 飲食店営業 1 一般食堂 H27.6.1 R3.5.31

28015578 株式会社　オープンハート 代表取締役　福井　治 ジョイプラザ 浜田市真光町８８－１ 0855-22-1150 飲食店営業 2 料理店 仕出し屋 弁当屋 R2.12.1 R8.11.30

288015046 小川　欣子 和風スナック　宮川 浜田市杉戸町２５９５ 0855-22-1818 飲食店営業 1 一般食堂 H28.12.1 R3.11.30

300010001 稲元　正敏 青海荘 浜田市瀬戸ケ島町１０４－３ 0855-22-0571 飲食店営業 2 仕出し屋 旅館 一般食堂 H30.4.13 R5.5.31

318010088 島根県立浜田水産高等学校 校長　福井　文生 島根県立浜田水産高等学校 浜田市瀬戸ケ島町２５－３ 0855-22-3098 飲食店営業 2 弁当屋 R1.6.1 R7.5.31

298015063 島根県立浜田水産高等学校 校長　福井　文生
島根県立浜田水産高等学校
食品流通科

浜田市瀬戸ヶ島町２５－３「島
根県内一円」

飲食店営業 特記事項なし H29.12.1 R4.11.30

288010077 富士産業　株式会社 代表取締役　中村　勝彦 松風園 浜田市西村町１０３１－１ 0855-27-1025 飲食店営業 2 一般食堂 H28.6.1 R3.5.31

300010056 田中　昭則 Ｇａｌｌｅｒｙ＆Ｃａｆｅ　ＦＵＮ 浜田市西村町１０６９－１ 0855-32-1532 飲食店営業 1 一般食堂 H31.2.15 R6.5.31

308010004 有限会社　ハマダ商事 代表取締役　宇野　克生 ドライブイン　日本海 浜田市西村町１０７５－３ 0855-26-0572 飲食店営業 特記事項なし H30.6.1 R5.5.31

298015086 有限会社　ハマダ商事 代表取締役　宇野　克生 ドライブイン　日本海 浜田市西村町１０７５－３ 0855-26-0572 飲食店営業 1 一般食堂 H29.12.1 R4.11.30

298015087 山藤　満 ガロ 浜田市西村町１４３３－４１ 0855-27-3831 飲食店営業 1 一般食堂 H29.12.1 R4.11.30

290010016 長谷川　義和 七つ葉
浜田市西村町７０１－２　「島
根県内一円」

飲食店営業 特記事項なし H29.6.12 R4.11.30

298015031 江本　勝子 スナック　セリーナ 浜田市浅井町１０２－１０ 0855-23-1386 飲食店営業 1 一般食堂 H29.12.1 R5.11.30

288015121 小林　朝美 Ｒａｙ’ｓ
浜田市浅井町１０２－１４　森
谷ビル２Ｆ

0855-22-2690 飲食店営業 1 一般食堂 H28.12.1 R4.11.30

28010520 小路　正雄 Ｂｕｄｄｙ
浜田市浅井町１０２－１５　島
津ビル１Ｆ

0855-25-5369 飲食店営業 1 一般食堂 R2.6.1 R8.5.31

28015540
株式会社 北陽料飲エンター
プライズ

代表取締役　竹内　弘明 居酒屋　村さ来　浜田店 浜田市浅井町１０２－１６ 0855-22-1055 飲食店営業 1 一般食堂 R2.12.1 R8.11.30

278010020 有限会社　つばめ 代表取締役　竹内　弘明 有限会社　つばめ 浜田市浅井町１０２－１６ 23-3066 飲食店営業 1 一般食堂 H27.6.1 R3.5.31

290010037 有限会社　浜松左工所 代表取締役　濵松　巧 ２４　ａ　ｇｅｔ　ｔｏｇｅｔｈｅｒ 浜田市浅井町１０２－１７ 0855-25-5024 飲食店営業 1 一般食堂 H29.10.6 R4.11.30

278010021 繁尾　正博 遊食処　がしんたれ
浜田市浅井町１０２－２０　渡
部会計ビル１Ｆ

0855-23-0827 飲食店営業 1 一般食堂 H27.6.1 R3.5.31

318015014 福島　順子 すなっく順子 浜田市浅井町１０２－２１ 0855-23-2388 飲食店営業 1 一般食堂 R1.12.1 R7.11.30

298010015 森下　里穂 ラ・ボヌール
浜田市浅井町１０２－２１　銀
天ビル１F

0855-22-8188 飲食店営業 1 一般食堂 H29.6.1 R5.5.31

278010104 大澤　恭子 Ｄｉｎｉｎｇｂａｒ　Ｑ
浜田市浅井町１０２－２１ 銀
天ビル１Ｆ

0855-23-0952 飲食店営業 1 一般食堂 H27.6.1 R3.5.31

308015011 又賀　名緒子 オリーブ
浜田市浅井町１０２－２１ 銀
天ビル１Ｆ

0855-23-4822 飲食店営業 1 一般食堂 H30.12.1 R6.11.30

318015030 牛尾　美香 Ｏｎｅ　Ｌｏｖｅ
浜田市浅井町１０２－２１　銀
天ビル1階

0855-23-4802 飲食店営業 1 一般食堂 R1.12.1 R7.11.30

280010066 平薮　映一 ｏｃｅａｎ
浜田市浅井町１０２－２１　銀
天ビル２Ｆ

飲食店営業 1 一般食堂 H29.2.24 R4.5.31

290010056 五反田　麗香 はっちゃん
浜田市浅井町１０２－２１　銀
天ビル２Ｆ２０２

飲食店営業 1 一般食堂 H30.3.12 R5.5.31

28010476 南　容喆 もらんぼん　駅前店 浜田市浅井町１０２－３ 0855-23-2878 飲食店営業 1 一般食堂 R2.6.1 R8.5.31
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318010238 筒井　邦代 アリュール
浜田市浅井町１０２－５　電
菱ビル２Ｆ

0855-22-3330 飲食店営業 1 一般食堂 R1.6.1 R6.5.31

300010007 株式会社　Ｌｏｃｏ　ｓｙｓｔｅｍ 代表取締役　善田　裕章 麺虎 浜田市浅井町１４０６－４ 0855-22-9644 飲食店営業 1 一般食堂 H30.5.28 R5.5.31

308015010 浜崎　敬 串処　はま勝
浜田市浅井町１４０６－４ 伊
津テナントビル２Ｆ

0855-23-3288 飲食店営業 1 一般食堂 H30.12.1 R6.11.30

288010029 田中　衛 縄文そして長兵衛 浜田市浅井町１４０８－１０ 0855-23-3223 飲食店営業 1 一般食堂 H28.6.1 R3.5.31

280010024 株式会社　浜田昭石 代表取締役　福井　伸夫 ボウルＪＡＣ 浜田市浅井町１５０８－５ 0855-22-1186 飲食店営業 1 一般食堂 H28.7.20 R3.11.30

298010016 坂本　勝義 割烹　さか本 浜田市浅井町１５５７ 0855-22-8772 飲食店営業 1 一般食堂 H29.6.1 R4.5.31

288010030 本田　アサエ 本田　商店 浜田市浅井町１５５７ 0855-22-1752 飲食店営業 1 一般食堂 H28.6.1 R3.5.31

28010508
株式会社　モンテローザフー
ズ

代表取締役　大神　輝博 目利きの銀次
浜田市浅井町１５６３ ＭＯＲＩ
ＳＵビル　１階

0855-22-4988 飲食店営業 2 一般食堂 R2.6.1 R8.5.31

28010474
株式会社　モンテローザフー
ズ

代表取締役　大神　輝博 魚民
浜田市浅井町１５６３ ＭＯＲＩ
ＳＵビル　２階

0855-22-0988 飲食店営業 2 一般食堂 R2.6.1 R8.5.31

308015002 伊津　邦子 日東紅茶　ティーパーラー 浜田市浅井町１５６５ 0855-22-0613 飲食店営業 1 一般食堂 H30.12.1 R6.11.30

308015009 有限会社　イイダ 代表取締役　飯田　眞吾 きらら 浜田市浅井町１５７７ 0855-22-1782 飲食店営業 1 一般食堂 H30.12.1 R6.11.30

310010001 岡本　望由紀 μ’ｓ　～ミューズ～ 浜田市浅井町５６－１３ 0855-22-7699 飲食店営業 1 一般食堂 H31.4.8 R6.5.31

298015032 山崎　永朔 おいでや 浜田市浅井町５６－１６ 0855-22-7017 飲食店営業 1 一般食堂 H29.12.1 R5.11.30

308015035 齋藤　惠子 呑み処　神楽 浜田市浅井町５６－２２ 0855-23-1032 飲食店営業 1 一般食堂 H30.12.1 R5.11.30

288015020 橋野　修治 鮨よし 浜田市浅井町５６－２５ 0855-23-1798 飲食店営業 1 一般食堂 H28.12.1 R3.11.30

278015013 山田　小百合 ふくろう 浜田市浅井町５６－２５ 0855-22-8242 飲食店営業 1 一般食堂 H27.12.1 R3.11.30

20010033 シュエットジャパン　合同会社 代表社員　山田　小百合 磯味
浜田市浅井町５６－２５　ハシ
ノビル　1Ｆ

0855-22-9878 飲食店営業 1 一般食堂 仕出し屋 R2.11.24 R7.11.30

308010007 川辺　千寿子 コーヒープラザ　雅夢 浜田市浅井町５６－３３ 0855-22-3808 飲食店営業 1 一般食堂 H30.6.1 R5.5.31

28015575 岡　将樹 ラーメン天水 浜田市浅井町５６－６ 0855-23-4718 飲食店営業 1 一般食堂 R2.12.1 R8.11.30

318015023 水口　幸恵 キッチン　オーブッシュ
浜田市浅井町５６－６　ベル
ウッド１階

0855-23-8158 飲食店営業 1 一般食堂 R1.12.1 R7.11.30

298015033 坂根　清春 さかね　食堂 浜田市浅井町５６－８ 0855-22-3396 飲食店営業 1 一般食堂 H29.12.1 R4.11.30

310010032
ルートインジャパン　株式会
社

代表取締役　永山　泰樹 ホテルルートイン浜田駅前 浜田市浅井町６４－１ 0855-25-1722 飲食店営業 2 旅館 一般食堂 R1.9.19 R6.11.30

290010057 さくらグループ　株式会社 代表取締役　平野　真実 おおぞら保育園 浜田市浅井町７７７－１２ 0855-24-1811 飲食店営業 2 一般食堂 H30.3.15 R5.5.31

318015001
株式会社　アインファーマ
シーズ

代表取締役　大石　美也
ローソン　浜田医療センター
店

浜田市浅井町７７７－１２ 国
立病院機構浜田医療セン
ター２階

0855-25-0565 飲食店営業 3 そうざい 弁当屋 R1.12.1 R6.11.30

278015016
シダックスフードサービス 株
式会社

代表取締役　白田　豊彦 グルメ・プラザ
浜田市浅井町７７７－１２浜
田医療センター２階

0855-23-1157 飲食店営業 2 一般食堂 仕出し屋 H27.12.1 R3.11.30

308010002 西富　重夫 居酒屋　粋庵 浜田市浅井町７８９－１ 0855-22-0365 飲食店営業 1 一般食堂 H30.6.1 R5.5.31

280010017
ＪＲ西日本山陰開発　株式会
社

代表取締役　新井　慎一
セブンーイレブン　ハートイン
ＪＲ浜田駅

浜田市浅井町７９１－２　ＪＲ
浜田駅構内

0855-22-0961 飲食店営業 3 そうざい H28.6.27 R3.11.30
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318010084 田畑　保子 Cafe de Bonne Journee 浜田市浅井町８４－６２ 0855-23-4770 飲食店営業 1 一般食堂 R1.6.1 R6.5.31

28010488
株式会社　グリーンホテル・ズ
コーポレーション

代表取締役　岡村　隆裕
グリーンリッチホテル浜田駅
前

浜田市浅井町８６－１９ 0855-24-1234 飲食店営業 1 旅館 R2.6.1 R8.5.31

28015544 西村　久枝 ５０’Ｓ 浜田市浅井町８６－２３ 0855-23-5576 飲食店営業 1 一般食堂 R2.12.1 R8.11.30

270010044 田中　友治 ＴＯＭＯＪＩ（トモジ）
浜田市浅井町８６－２３　木
原ビル１Ｆ

飲食店営業 1 一般食堂 H28.3.23 R3.5.31

318010231 株式会社　ファン・テーブル 代表取締役　鎌田　英樹 大正倶楽部 浜田市浅井町８６－２４ 0855-22-5656 飲食店営業 1 一般食堂 R1.6.1 R7.5.31

280010052 阿瀬川　英明 はなび 浜田市浅井町８６－２５ 0855-22-8589 飲食店営業 1 一般食堂 H28.12.6 R4.5.31

310010033 合同会社　ＪＲＭ
代表社員　井廻　ローズマ
リー

クラブ　エッセンス
浜田市浅井町８６－２６　ホー
プビル１Ｆ

飲食店営業 1 一般食堂 R1.9.20 R6.11.30

20010027 株式会社　ＴＲＵＳＴ
代表取締役　井廻　ローズマ
リー

クラブ　ペガサス
浜田市浅井町８６－２６　ホー
プビル２Ｆ

0855-23-1227 飲食店営業 1 キャバレー R2.10.2 R7.11.30

278010022 張　仁隆 福新楼 浜田市浅井町８６－２７ 0855-23-0670 飲食店営業 1 一般食堂 H27.6.1 R3.5.31

298010017 嶋岡　まゆみ
ＩＳＬＡＮＤ　ＨＩＬＬ（アイランド
ヒル）

浜田市浅井町８６－２９ エル
モア浜田駅前ビル２Ｆ

0855-28-7717 飲食店営業 1 一般食堂 H29.6.1 R5.5.31

318010073 小池　勇仁 ラムズバー 浜田市浅井町８６－３０ 0855-22-9620 飲食店営業 1 一般食堂 R1.6.1 R7.5.31

270010040 中村　純 Ｆｒａｎｃ（フラン）
浜田市浅井町８６－３０　森
谷ビル１Ｆ

0855-22-3635 飲食店営業 1 一般食堂 H28.3.11 R3.5.31

288010032 株式会社　オオクボフーズ 代表取締役　大久保　盛雄 いいかげんや
浜田市浅井町８６－３１　吹ヶ
迫ビル１F

0855-23-3860 飲食店営業 1 一般食堂 H28.6.1 R3.5.31

28015541 本田　正典 寿亭 浜田市浅井町８６－３３ 0855-23-5673 飲食店営業 1 一般食堂 R2.12.1 R8.11.30

300010027 山根　祐一郎 すしゆう
浜田市浅井町８６－３３　キク
ヤビル１Ｆ

0855-25-5251 飲食店営業 1 一般食堂 H30.8.1 R5.11.30

308010044
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 山陰海鮮炉端かば　浜田店 浜田市浅井町８６－３４ 0855-22-2233 飲食店営業 2 一般食堂 H30.6.1 R5.5.31

290010011 松尾　明美 ＣＬＵＢ　ＢＬＯＯＭ
浜田市浅井町８６－３５　石
川ビル１Ｆ

0855-23-6007 飲食店営業 1 一般食堂 H29.4.26 R4.5.31

310010052 三浦　渉 ゆ～くんとこ　駅北店 浜田市浅井町８６４－１ 飲食店営業 1 一般食堂 仕出し屋 そうざい R1.12.25 R7.5.31

308010041 髙田　基宏 ギャルソン　ヒルズ 浜田市浅井町８６－４１ 0855-23-6639 飲食店営業 1 一般食堂 H30.6.1 R6.5.31

308010043 湯浅　涼子 ＡＲＥＡ
浜田市浅井町８６－４１　江
戸屋ビル２Ｆ

0855-23-0314 飲食店営業 1 一般食堂 H30.6.1 R6.5.31

280010043 玉木　陽 ダイニング・バー　土井屋
浜田市浅井町８６－４１　江
戸屋ビル２Ｆ－Ａ号室

0855-23-1024 飲食店営業 1 一般食堂 H28.11.10 R3.11.30

280010019 黒川　泰嗣 焼き　どっぽ
浜田市浅井町８６－４２　稲
垣ビル１Ｆ

飲食店営業 1 一般食堂 H28.7.5 R3.11.30

278010023 植田　実子 ニュー　ミカド 浜田市浅井町８６－５５ 0855-22-3715 飲食店営業 1 一般食堂 H27.6.1 R3.5.31

280010023 株式会社　岩多屋 代表取締役　岩谷　一賢 株式会社　岩多屋　浜田店 浜田市浅井町８７－２ 0855-22-3650 飲食店営業 1 一般食堂 H28.7.15 R3.11.30

20010024 株式会社　東横イン 代表執行役　黒田　麻衣子 東横ＩＮＮ浜田駅北口 浜田市浅井町８８５－１ 0855-24-1045 飲食店営業 2 旅館 R2.9.7 R7.11.30

28015536 土井　繁 ホワイトハウス 浜田市浅井町８８７－１ 0855-23-4743 飲食店営業 1 一般食堂 R2.12.1 R7.11.30

20010026 横田　佐保子 美豚 浜田市浅井町８８９－４ 飲食店営業 1 一般食堂 そうざい 弁当屋 R2.9.29 R7.11.30
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28010492 山田　隆幸
セブン・イレブン浜田浅井町
店

浜田市浅井町８９７－２ 0855-22-0133 飲食店営業 3 特記事項なし R2.6.1 R8.5.31

280010010 冨島　智 みのり　食堂 浜田市浅井町８９８ 0855-23-2007 飲食店営業 1 一般食堂 H28.5.26 R3.5.31

310010040 吉田　裕一 Ｄｏｎａｌｄーｙ’ｓ
浜田市浅井町９３－１４　浜
田ビル１F

飲食店営業 1 一般食堂 R1.10.6 R6.11.30

290010041 佐藤　陽子 スナック　一凛
浜田市浅井町９３－１４　浜
田ビル１Ｆ

0855-25-5208 飲食店営業 1 一般食堂 H29.11.10 R4.11.30

28015577 佐々木　由加子 ｏｆｆ
浜田市浅井町９３－１４　浜
田ビル２Ｆ　１０号

0855-23-7339 飲食店営業 1 一般食堂 R2.12.1 R8.11.30

310010046 中嶋　可奈 彩桜花（いろは）
浜田市浅井町９３－１４　浜
田ビル２Ｆ　１１号室

飲食店営業 1 一般食堂 R1.11.18 R6.11.30

310010065 溝　隆徳 ９ｖｅｒｔｅｘ
浜田市浅井町９３－１５　浜
田ビル２Ｆ

0855-25-5945 飲食店営業 1 一般食堂 R2.3.25 R7.5.31

318010069 畑岡　重樹 畑岡食堂 浜田市浅井町９３－１６ 0855-22-1812 飲食店営業 1 一般食堂 R1.6.1 R6.5.31

298010018 吉田　和樹 純
浜田市浅井町９３－１６　浜
田ビル１Ｆ

0855-22-6654 飲食店営業 1 一般食堂 H29.6.1 R5.5.31

290010034 青木　祐也 ∞ｅｉｇｈｔ
浜田市浅井町９３－１６　浜
田ビル１Ｆ

0855-22-9778 飲食店営業 1 一般食堂 H29.9.7 R4.11.30

28015572 中田　正宏 もつ酒場　なかや
浜田市浅井町９３－１６　浜
田ビル１F

0855-23-1013 飲食店営業 1 一般食堂 R2.12.1 R7.11.30

280010059 岩野　絹子 和処　宴
浜田市浅井町９３－１６　浜
田ビル２Ｆ

0855-25-0236 飲食店営業 1 一般食堂 H28.12.27 R4.5.31

288015023 櫟田　加栄 ＲＯＯＭ．Ｊ
浜田市浅井町９３－１６（２Ｆ）
７号

0855-23-8555 飲食店営業 1 一般食堂 H28.12.1 R4.11.30

278015040 株式会社　イズミ 代表取締役　山西　泰明 ゆめマート　浜田 浜田市相生町１３９１－８ 0855-23-6500 飲食店営業 3 特記事項なし H27.12.1 R3.11.30

278015043 株式会社　イズミ 代表取締役　山西　泰明 ゆめマート　浜田（鮮魚部） 浜田市相生町１３９１－８ 0855-23-6500 飲食店営業 3 特記事項なし H27.12.1 R3.11.30

300010004 櫛田　嘉子 きらくや 浜田市相生町１３９１－８ 0855-23-1067 飲食店営業 3 弁当屋 H30.5.24 R5.5.31

288015044 大浴　三郎 くいしん坊
浜田市相生町１３９１－８　シ
ティパルク浜田

飲食店営業 3 特記事項なし H28.12.1 R3.11.30

308010283 大野　雅裕 おかざき
浜田市相生町１３９６－２５
「島根県一円」

飲食店営業 特記事項なし H30.6.1 R5.5.31

310010028 石本　由香 ｐｌｕｓ＋
浜田市相生町１３９６－３６
アイアイタウン２Ｆ

飲食店営業 1 一般食堂 R1.9.2 R6.11.30

288015135 久保田　みゆき ミシェル 浜田市相生町１４１１－５ 0855-23-6422 飲食店営業 1 一般食堂 H28.12.1 R4.11.30

308010032 栗栖　真理 浜田のまちの縁側 浜田市相生町３８０８ 0855-23-0224 飲食店営業 1 一般食堂 H30.6.1 R5.5.31

298015048 有限会社　具味 代表取締役　高居　和人 具味 浜田市相生町３８３８－２ 0855-22-3485 飲食店営業 1 一般食堂 仕出し屋 H29.12.1 R4.11.30

300010042 横山　定則 割烹居酒屋　木楽 浜田市相生町３８４５ 0855-25-5715 飲食店営業 2 一般食堂 仕出し屋 H30.11.26 R5.11.30

298010023 中村　聡 ナマケモノ　珈琲 浜田市相生町３８４６ 0855-22-0066 飲食店営業 1 一般食堂 H29.6.1 R4.5.31

280010011 大屋　辰也
Ｃｈｉｎｅｓｅ　ｃｏｏｋｉｎｇ　杏（から
もも）

浜田市相生町３８９８ 0855-28-7709 飲食店営業 1 一般食堂 H28.5.27 R3.5.31

298015049 松島　健治 蔵打麺 浜田市相生町３８９９ 0855-22-5130 飲食店営業 1 一般食堂 仕出し屋 そうざい H29.12.1 R4.11.30

298015050 寺井　雅晃 七輪焼肉　炭乃家 浜田市相生町３９２３－２ 0855-23-5757 飲食店営業 1 一般食堂 H29.12.1 R5.11.30
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280010034 日清医療食品　株式会社 代表取締役　菅井　正一 あいおいの家 浜田市相生町３９３７ 0855-22-3030 飲食店営業 2 一般食堂 H28.9.16 R3.11.30

28010491 城谷　真吾
セブン・イレブン浜田相生町
店

浜田市相生町４２５０ 0855-22-0139 飲食店営業 3 特記事項なし R2.6.1 R8.5.31

298015069 小野　彰
げんき食堂 うまいもんや　お
べんと工房

浜田市大辻町７４－３ 0855-23-6650 飲食店営業 2 仕出し屋 H29.12.1 R4.11.30

298015017
株式会社　益田クッキング
フーズ

代表取締役　小河　吉彦 中国電力（株）三階寮 浜田市竹迫町１７７７－５ 0855-22-0989 飲食店営業 2 一般食堂 H29.12.1 R5.11.30

308015028 株式会社　島根互助会 代表取締役社長　石橋　和夫 典礼閣浜田会館 浜田市竹迫町１９０１－３７ 0855-22-6366 飲食店営業 4 特記事項なし H30.12.1 R5.11.30

28015549 安達　量吉 やましろ 浜田市竹迫町２７０１－１３ 0855-22-4550 飲食店営業 1 一般食堂 R2.12.1 R8.11.30

318010086 株式会社　ベルコキシュウ 代表取締役　山片　克章
（株）ベルコキシュウ　浜田支
社

浜田市竹迫町２８７５ 0855-23-5730 飲食店営業 4 特記事項なし R1.6.1 R6.5.31

288010012
株式会社　ギガ・コーポレー
ション

代表取締役　藤井　浩俊 ピザリア　ビッグマウス浜田店 浜田市竹迫町２８８１ 0855-22-2822 飲食店営業 3 特記事項なし H28.6.1 R3.5.31

288015007 佐々木　タミ子 清月 浜田市竹迫町２８９５－１０ 0855-22-7669 飲食店営業 2 一般食堂 料理店 H28.12.1 R3.11.30

280010050 北村　裕作 パブ　エルフ 浜田市竹迫町２９１１－２ 飲食店営業 1 一般食堂 弁当屋 H28.11.30 R3.11.30

288010047 加藤　栄吉 かとうすし店 浜田市朝日町１００－４ 0855-22-1943 飲食店営業 2 仕出し屋 H28.6.1 R3.5.31

288010048 株式会社　ファン・テーブル 代表取締役　鎌田　英樹 すし蔵　お持帰り専門店 浜田市朝日町１０９－２ 0855-23-0358 飲食店営業 2 弁当屋 H28.6.1 R3.5.31

308010031
有限会社　マキインターナショ
ナル

代表取締役　山本　美惠子 ビュッフェ菜の華 浜田市朝日町１０９－２ 0855-23-0238 飲食店営業 2 一般食堂 そうざい 仕出し屋 弁当屋 H30.6.1 R5.5.31

278010031 株式会社　ファン・テーブル 代表取締役　鎌田　英樹 さぬきうどん　てんてん． 浜田市朝日町１０９－９ 0855-22-4108 飲食店営業 1 一般食堂 H27.6.1 R3.5.31

308015004 齋藤　昭二 居酒屋　ふしみ亭 浜田市朝日町１４３２ 0855-23-1221 飲食店営業 1 一般食堂 H30.12.1 R5.11.30

300010054
カダカ　ビシュヌ　バハドゥー
ラ

ガネーシャ 浜田市朝日町１４３３ 0855-22-0871 飲食店営業 1 一般食堂 H31.2.7 R6.5.31

28010484 株式会社　ファン・テーブル 代表取締役　鎌田　英樹 廻転寿司　すし蔵 浜田市朝日町１４７２ 0855-23-8296 飲食店営業 1 一般食堂 弁当屋 R2.6.1 R8.5.31

290010032 飛田　駿也 アブソリュートビギナーズ 浜田市朝日町１４８６ 飲食店営業 1 一般食堂 H29.8.31 R4.11.30

28015582 堀越　律子 狸庵（まみあん） 浜田市朝日町１４８６ 0855-22-7799 飲食店営業 1 一般食堂 R2.12.1 R7.11.30

318010150 長谷　淳 串魂 浜田市朝日町１４８６－３ 飲食店営業 1 一般食堂 R1.6.1 R6.5.31

318015017 新田　紘平 やきとり　紘 浜田市朝日町１５０６ 0855-22-7629 飲食店営業 1 一般食堂 R1.12.1 R6.11.30

278015036 有限会社　金津酒店 代表取締役　安達　宗
ローソン・ポプラ　浜田朝日町
店

浜田市朝日町１５１１ 0855-25-0312 飲食店営業 3 弁当屋 そうざい H27.12.1 R3.11.30

278010034 坂本　達也 ステーキ　味泉 浜田市朝日町１５４７ 0855-23-5033 飲食店営業 1 一般食堂 H27.6.1 R3.5.31

298015046 西村　大輔 北京飯店 浜田市朝日町２１－１ 0855-22-5964 飲食店営業 1 一般食堂 H29.12.1 R4.11.30

310010023 石田　孝裕 居酒屋　ＫＯＫＯＲＯ 浜田市朝日町５２－２ 0855-23-0345 飲食店営業 1 一般食堂 R1.8.7 R6.11.30

298010131 濱角　逸朗 串焼居酒屋　蔵 浜田市朝日町５２－２ 飲食店営業 1 一般食堂 H29.6.1 R4.5.31

308010023 吉本　八重子 しゃけたれー屋 浜田市朝日町６３－１ 0855-22-6687 飲食店営業 1 一般食堂 H30.6.1 R5.5.31
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290010031 野地　恵介
ボードゲームハウス・さんちゃ
ご

浜田市朝日町７０－１０　１Ｆ 飲食店営業 1 一般食堂 H29.8.22 R4.11.30

288010138 田村　洋二 ナイトイン　パドック 浜田市朝日町７３－１２ 22-8577 飲食店営業 1 一般食堂 H28.6.1 R3.5.31

298015047 有限会社　旅館　とらや 代表取締役　河野　裕子 有限会社　旅館　とらや 浜田市朝日町８０－１ 0855-22-1716 飲食店営業 2 旅館 H29.12.1 R4.11.30

290010053 高島　亮 ＢＢＱ　Ｂａｒ　えにし 浜田市朝日町９１－１ 飲食店営業 1 一般食堂 H30.3.7 R5.5.31

28010515 三浦　渉 ゆ～くんとこ　長沢店
浜田市長沢町１４８８－１０
パーラージャラ浜田店内

飲食店営業 1 一般食堂 R2.6.1 R7.5.31

308015034
有限会社 　ティー・エヌ　プロ
モート

代表取締役　三浦　和敏 天水 浜田市長沢町１６２ 0855-22-9885 飲食店営業 1 一般食堂 H30.12.1 R6.11.30

28015563 森田　健二 コーヒーショップ　ＫＥＮ
浜田市長沢町１６６　森田ビ
ル１Ｆ

0855-23-2880 飲食店営業 1 一般食堂 R2.12.1 R7.11.30

290010022 田中　秀和 田中商店
浜田市長沢町１６７１－４－２
「島根県内一円」

飲食店営業 特記事項なし H29.7.11 R4.11.30

318015007 株式会社　キヌヤ 代表取締役　領家　康元 キヌヤ　長澤店 浜田市長沢町３０２１ 0855-22-8810 飲食店営業 2 弁当屋 そうざい R1.12.1 R7.11.30

298015036 野村　輝久 まごころ弁当　浜田店 浜田市長沢町３０３７ 0855-25-5130 飲食店営業 2 仕出し屋 H29.12.1 R4.11.30

288015133 有限会社　オシャレ 取締役　大辻　憲正
和牛焼肉　我楽太　 酒房　お
洒落亭

浜田市長沢町３０６９ 0855-23-4045 飲食店営業 2 一般食堂 仕出し屋 H28.12.1 R3.11.30

318010070
特定非営利活動法人 らんぐ・
ざーむ

理事　若菜　洋子 らんぐ交流館 浜田市長沢町３３４－３ 0855-23-4562 飲食店営業 1 一般食堂 R1.6.1 R6.5.31

310010039 髙橋　肥佐子 おむすびころりん。 浜田市長沢町４７２－１－Ａ 飲食店営業 2 弁当屋 R1.10.3 R6.11.30

310010024 髙橋　肥佐子 おむすびころりん。
浜田市長沢町４７２－１－Ａ
「島根県内一円」

飲食店営業 特記事項なし R1.8.8 R6.11.30

308015033 佐々木　千鶴 裕 浜田市長沢町５０１－６ 0855-22-2243 飲食店営業 1 一般食堂 H30.12.1 R5.11.30

280010004 山本　玲子 くまや 浜田市長沢町６８４－３ 0855-23-0740 飲食店営業 1 一般食堂 H28.5.12 R3.5.31

280010020 株式会社　Ｃｉｅｌｏ　ａｚｕｌ 代表取締役　佐々木　淳 ローソン浜田長沢店 浜田市長沢町８８－６ 0855-22-1324 飲食店営業 3 弁当屋 そうざい H28.7.6 R3.11.30

308010028 有限会社　和田商店 代表取締役　和田　浩 有限会社　和田商店 浜田市長浜町１３６８－２ 0855-27-0326 飲食店営業 2 弁当屋 H30.6.1 R5.5.31

298015073 杉原　百合子 すぎはら 浜田市長浜町１４４８ 0855-27-0490 飲食店営業 1 一般食堂 H29.12.1 R4.11.30

308015008
株式会社 ナリコマエンタープ
ライズ

代表取締役　竹内　美夫
特別養護老人ホーム たんぽ
ぽの里

浜田市長浜町１９００ 0855-27-2520 飲食店営業 2 一般食堂 H30.12.1 R6.11.30

298015074 社会福祉法人　愛心会 理事長　水口　清子 ぽぽんた 浜田市長浜町１９００ 0855-26-0002 飲食店営業 1 一般食堂 H29.12.1 R5.11.30

28015583 有限会社　ニューパイオニア 代表取締役　林　健 ＰＵＢ　トロピカーナ 浜田市天満町２７－８ 0855-22-1863 飲食店営業 1 一般食堂 R2.12.1 R7.11.30

298015051 羽嶋　稔 ＮＩＧＨＴ　ＳＰＯＴ　ＤＡＹ’Ｓ 浜田市天満町３５－２ 0855-23-0105 飲食店営業 1 一般食堂 H29.12.1 R4.11.30

278015046 福島　智津枝 ラーメン横丁 浜田市天満町３５－２ 0855-23-1166 飲食店営業 1 一般食堂 H27.12.1 R3.11.30

298010024 木村　美智香 マスコット
浜田市天満町３５－２　新町
ビル１Ｆ

0855-23-2310 飲食店営業 1 一般食堂 H29.6.1 R5.5.31

298015052 森脇　俊則 のら猫
浜田市天満町３５－２ 新町プ
ラザ１ＦＤ

0855-23-5232 飲食店営業 1 一般食堂 H29.12.1 R5.11.30

300010012 合同会社　サンライズ
代表社員　ノムラ・フェリメイ・
ニパス

ラウンジ　ポ
浜田市天満町３５－２　新町
プラザ小松原ビル２Ｆ－Ａ

飲食店営業 1 一般食堂 H30.6.7 R5.11.30
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298010112 染田　博昭 串焼　串ひろ 浜田市天満町５番 0855-22-2941 飲食店営業 1 一般食堂 H29.6.1 R4.5.31

288015047 大賀　純二 三億 浜田市天満町６４－１ 0855-23-2445 飲食店営業 1 一般食堂 H28.12.1 R3.11.30

288015048 瀬尾　修 スナック　おさむ 浜田市天満町７１ 0855-22-5365 飲食店営業 1 一般食堂 H28.12.1 R3.11.30

310010019 長嶺　秀志 スタンド　志のぶ 浜田市天満町９－２ 0855-22-4065 飲食店営業 1 一般食堂 R1.8.5 R6.11.30

308010009 株式会社　吉寅商店 代表取締役　来原　明宏 浜田市役所　売店 浜田市殿町１ 0855-22-2612 飲食店営業 1 一般食堂 H30.6.1 R5.5.31

318010078 有限会社　京都屋葬儀社 代表取締役　山﨑　勝志 京都屋葬儀会館 浜田市殿町１０３－２ 0855-25-0444 飲食店営業 4 特記事項なし R1.6.1 R6.5.31

20010030
Ｔｈｅ　Ｇａｒｄｅｎ　Ｐａｒｔｙ　合同
会社

代表社員　岡本　佳子 ガーデンレストラン　Ｆａｔｈｅｒｓ 浜田市殿町１２３－４ 0855-22-0533 飲食店営業 1 一般食堂 R2.10.26 R7.11.30

298015042 山口　俊雄 小料理　磯 浜田市殿町１３５－１０ 0855-22-1565 飲食店営業 1 一般食堂 H29.12.1 R4.11.30

298010019 片山　功二 喫茶　エリート 浜田市殿町１３５－３ 0855-22-5111 飲食店営業 1 一般食堂 H29.6.1 R4.5.31

298015043 泉　英子 てっ平 浜田市殿町４－１ 0855-22-6558 飲食店営業 1 一般食堂 仕出し屋 H29.12.1 R4.11.30

288015036 竹重　韶士 インドカレー　アハメド 浜田市殿町５－１８ 0855-23-4031 飲食店営業 1 一般食堂 弁当屋 そうざい H28.12.1 R4.11.30

298010020 北村　幸恵 きっちん　ぽけっと 浜田市殿町５－７ 0855-22-7751 飲食店営業 1 一般食堂 H29.6.1 R4.5.31

20010029 相木　茉乃 パキノ 浜田市殿町７９－４０ 飲食店営業 1 一般食堂 R2.10.15 R7.11.30

288010046
株式会社 浜田ニューキャッス
ルホテル

代表取締役　鶴田　英也 浜田ニューキャッスルホテル 浜田市殿町８３－１２４ 0855-23-5880 飲食店営業 2 旅館 一般食堂 仕出し屋 弁当屋 H28.6.1 R4.5.31

310010043 株式会社　弘伸 代表取締役　金坂　敏弘 浜心
浜田市殿町８３－１２４　浜田
ニューキャッスルホテル１Ｆ

0855-25-1211 飲食店営業 1 一般食堂 R1.11.1 R6.11.30

310010067 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　大石内科医
院

浜田市殿町８３－３１ 0855-22-2511 飲食店営業 2 一般食堂 R2.3.31 R7.5.31

298010021 有限会社　横田 代表取締役　横田　規夫 有限会社　横田 浜田市殿町８３－４６ 0855-22-0551 飲食店営業 2 料理店 仕出し屋 H29.6.1 R4.5.31

300010019 福地　一成 ｃａｓｕａｌ　ｂａｒ　Ｋ 浜田市殿町８４ 0855-22-5990 飲食店営業 1 一般食堂 H30.7.4 R5.11.30

288015039 中上　智絵 グランディール 浜田市殿町８４－３ 0855-25-1368 飲食店営業 1 一般食堂 H28.12.1 R4.11.30

280010056 株式会社　扇原茶園 代表取締役　佐々木　貴裕 Ｔｅａ　ｄｒｏｐｓ 浜田市田橋町９５３－２ 飲食店営業 1 一般食堂 弁当屋 H28.12.14 R4.5.31

290010042 佐々木　玲慈 峠の茶屋「楽」 浜田市田橋町９５３－２ 飲食店営業 1 一般食堂 H29.11.10 R4.11.30

288010042 本多　富子 御料理　仕出し処　さとう 浜田市田町１０９－３ 0855-22-1637 飲食店営業 2 一般食堂 仕出し屋 H28.6.1 R3.5.31

300010023 株式会社　油屋 代表取締役　佐々木　弘泰 スーパー　ダップス 浜田市田町１４４９－１ 0855-22-4455 飲食店営業 3 仕出し屋 弁当屋 そうざい H30.7.12 R5.11.30

300010022 九州惣菜　株式会社 代表取締役　西岡　浩志 彩花 浜田市田町１４４９－１ 0855-22-4455 飲食店営業 2 弁当屋 仕出し屋 H30.7.12 R5.11.30

300010024 有限会社　玉木製麺 代表取締役　玉木　暢 たまき浜田店 浜田市田町１４４９－１ 0855-25-8186 飲食店営業 1 一般食堂 H30.7.18 R5.11.30

318010092 有限会社　八雲 代表取締役　園山　正彦
浜田水産高校学生寮　望水
寮

浜田市田町１５１４ 0855-22-1614 飲食店営業 2 一般食堂 R1.6.1 R7.5.31

28010482 薮田　竹美 やきとり　栄八 浜田市田町１６３７ 0855-23-1084 飲食店営業 1 一般食堂 R2.6.1 R8.5.31
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300010021 株式会社　Ｃｉｅｌｏ　ａｚｕｌ 代表取締役　佐々木　淳 ローソン　浜田　田町店 浜田市田町１６４３ 0855-25-1324 飲食店営業 3 弁当屋 そうざい H30.7.5 R5.11.30

298015039 宮下　新一郎 地魚料理　海旬 浜田市田町１６４７ 0855-23-2906 飲食店営業 1 一般食堂 H29.12.1 R4.11.30

300010050 株式会社　ＳＥＩＷＡ 代表取締役　高木　正和 ナマステ・カレー 浜田市田町１６６４ 飲食店営業 3 弁当屋 そうざい H31.1.11 R6.5.31

298015040 満冨　文子 ＵＣＣカフェメルカード浜田店 浜田市田町３０ 0855-23-3777 飲食店営業 1 一般食堂 H29.12.1 R4.11.30

318015016 竹本　静恵 まみーずてーぶる 浜田市田町７７２－４ 0855-23-7600 飲食店営業 3 そうざい R1.12.1 R6.11.30

318010066 富士産業　株式会社 代表取締役　笠柄　一雄 ぱんの森 浜田市田町９０ 0855-22-6368 飲食店営業 3 弁当屋 R1.6.1 R7.5.31

290010036 近藤　秀一
Ｎａｔｕｒａｌ　Ｖｉｌｌａｇｅ　 ＩＲＩＥ　ｃａｆ
ｅ

浜田市内村町１３５５－１２ 飲食店営業 1 一般食堂 H29.10.2 R4.11.30

298010125 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　美川苑事業
所

浜田市内村町３６５－７ 0855-26-0333 飲食店営業 2 一般食堂 H29.6.1 R4.5.31

20010007 竹中　厚志 Ｒｉｓｔｏｒａｎｔｅ　Ｍｉａ　ｐａｅｓｅ 浜田市内田町４３５－２ 0855-26-0145 飲食店営業 1 一般食堂 R2.5.19 R7.5.31

288010070 道下　文男 たこ焼　らぶちゃん 浜田市日脚町１０２８－２ 0855-27-1239 飲食店営業 3 特記事項なし H28.6.1 R3.5.31

298010119 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　浜田周布店 浜田市日脚町１０５０－１ 0855-24-7322 飲食店営業 1 一般食堂 H29.6.1 R4.5.31

28010506 株式会社　丸信商事 代表取締役　岩本　啓子 マンモス浜田店　ふくふく亭 浜田市日脚町１３１－１ 0855-25-5200 飲食店営業 1 一般食堂 R2.6.1 R8.5.31

28010507 株式会社　丸信商事 代表取締役　岩本　啓子
マンモス浜田店　ワゴンサー
ビス

浜田市日脚町１３１－１ 0855-25-5200 飲食店営業 1 一般食堂 R2.6.1 R8.5.31

280010053 金丸　隆子 カラオケ　歌ざんまい 浜田市日脚町１３３－１ 0855-27-3811 飲食店営業 1 一般食堂 H28.12.2 R4.5.31

288015066 佐々木　登代枝 勇 浜田市日脚町２５８－１ 0855-27-2101 飲食店営業 2 一般食堂 仕出し屋 H28.12.1 R3.11.30

280010029 株式会社　Ｃｉｅｌｏ　ａｚｕｌ 代表取締役　佐々木　淳 ローソン浜田日脚店 浜田市日脚町２８０－１ 0855-25-5924 飲食店営業 2 弁当屋 そうざい H28.8.2 R3.11.30

28015546 高島　利彰 利久 浜田市日脚町２８４－１ 0855-26-0903 飲食店営業 2 一般食堂 仕出し屋 R2.12.1 R7.11.30

298015081 河内　礼子 喫茶　航路 浜田市日脚町７３０ 0855-26-0957 飲食店営業 1 一般食堂 H29.12.1 R4.11.30

300010020 阪口　瑞恵 民宿　美野里 浜田市熱田町１１３１－１ 飲食店営業 1 旅館 H30.7.5 R5.11.30

280010046 衣籏　孝枝 ｃａｆｅダイニング　珈琲時間 浜田市熱田町１２５－６２ 0855-27-3641 飲食店営業 1 一般食堂 H28.11.18 R3.11.30

318010085 株式会社　すき家 代表取締役　小川　一政 すき家　９号浜田店 浜田市熱田町１４１８ー１ 050-3771-0836 飲食店営業 1 一般食堂 R1.6.1 R6.5.31

280010002 富士産業　株式会社 代表取締役　中村　勝彦 山根病院 浜田市熱田町１５１７－１ 飲食店営業 2 一般食堂 H28.4.15 R3.5.31

278010044 日野原　達夫 珈琲専門店　豆翁 浜田市熱田町１５１９－１ 0855-26-1659 飲食店営業 1 一般食堂 H27.6.1 R3.5.31

290010040 株式会社　満盛 代表取締役　劉　彩霞 台湾料理　萬盛浜田店
浜田市熱田町１５１９－１　 長
浜ビジネスコーポ１Ｆ

0855-38-9009 飲食店営業 1 一般食堂 仕出し屋 H29.10.31 R4.11.30

300010046 岩佐　建悟 ラーメン　石見まるいち 浜田市熱田町５４４－１ 0855-27-0002 飲食店営業 1 一般食堂 そうざい H30.12.13 R6.5.31

300010031 有限会社　イタモト 代表取締役　板本　孝治 （有）イタモト
浜田市熱田町７０９－３　「島
根県内一円」

0855-27-3883 飲食店営業 特記事項なし H30.9.14 R5.11.30

300010053 特定非営利活動法人　海 理事長　白川　英代 まりん 浜田市熱田町７１６－３ 0855-27-0767 飲食店営業 1 一般食堂 仕出し屋 そうざい H31.2.5 R6.5.31
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28010518 海老　覚 カフェ　レスト　「セリーヌ」 浜田市熱田町７９６－５ 0855-26-0755 飲食店営業 2 一般食堂 仕出し屋 弁当屋 R2.6.1 R7.5.31

318010087 橋本　明子 カラオケ喫茶　ま～るかつ 浜田市熱田町９３６－２ 0855-26-1741 飲食店営業 1 一般食堂 R1.6.1 R6.5.31

298015070 小池　史朗 十番 浜田市熱田町９７１－１ 0855-27-0010 飲食店営業 2 弁当屋 一般食堂 そうざい H29.12.1 R4.11.30

298010036 板本　知己
セブンーイレブン　浜田熱田
店

浜田市熱田町９８７－１ 0855-27-0331 飲食店営業 3 そうざい H29.6.1 R5.5.31

290010049 株式会社　和想 代表取締役　池田　訓之 Ｃａｆｅ　１８６　浜田店 浜田市琵琶町１３５ 0855-25-8900 飲食店営業 1 一般食堂 H30.1.9 R5.5.31

310010013 清水　スミエ 井乃食堂 浜田市琵琶町１６９ 0855ｰ22ｰ4689 飲食店営業 1 一般食堂 R1.6.19 R6.11.30

290010025 中島　勝子 スナック　なごみ 浜田市蛭子町１３ 0855-22-7503 飲食店営業 1 一般食堂 H29.7.24 R4.11.30

298010027 中本　一枝 旅館　山荘 浜田市蛭子町２０８０－１１ 0855-23-1372 飲食店営業 1 旅館 H29.6.1 R4.5.31

28015535 東　清司 スナック　チャールストン 浜田市蛭子町３２ 0855-22-4068 飲食店営業 1 一般食堂 R2.12.1 R7.11.30

298015059 株式会社　エビス 代表取締役　有田　誠治 株式会社　エビス 浜田市蛭子町３３ 0855-22-1084 飲食店営業 3 そうざい 弁当屋 H29.12.1 R4.11.30

308015015 中村　香保子 明日香 浜田市蛭子町４ 0855-22-6688 飲食店営業 1 一般食堂 H30.12.1 R5.11.30

300010052 谷口　京子 スナック京 浜田市蛭子町４１－３ 0855-24-0056 飲食店営業 1 一般食堂 H31.1.23 R6.5.31

298010113 川上　幸子 スナック　ラピア 浜田市蛭子町４８－２ 0855-23-6526 飲食店営業 1 一般食堂 H29.6.1 R4.5.31

298015053 勝山　揚子 田舎 浜田市片庭町１３７－２１ 0855-22-0951 飲食店営業 1 一般食堂 H29.12.1 R4.11.30

288015050 株式会社　吉寅商店 代表取締役　来原　明宏 合庁売店 浜田市片庭町２５４ 0855-29-5718 飲食店営業 1 一般食堂 H28.12.1 R3.11.30

288015051 有限会社　寿しかつ 代表取締役　大畑　茂春 寿しかつ 浜田市片庭町３５ 0855-22-1855 飲食店営業 2 一般食堂 仕出し屋 H28.12.1 R3.11.30

310010029 株式会社　Ｃｉｅｌｏ　ａｚｕｌ 代表取締役　佐々木　淳 ローソン浜田栄町店 浜田市片庭町５２ 0855-23-1324 飲食店営業 3 そうざい 弁当屋 R1.9.11 R6.11.30

298010025 有限会社　たこ初食堂 代表取締役　佐々木　真也 有限会社たこ初食堂 浜田市片庭町５６ 0855-22-0003 飲食店営業 1 一般食堂 H29.6.1 R4.5.31

288010052 吉野　弥重子 スナック　八重 浜田市片庭町５９ 0855-22-4848 飲食店営業 1 一般食堂 H28.6.1 R3.5.31

308015036 株式会社　オープンハート 代表取締役　福井　治 フェリーチェ 浜田市野原町１８６２－７ 0855-23-0050 飲食店営業 2 料理店 仕出し屋 弁当屋 H30.12.1 R6.11.30

310010030 株式会社　満盛 代表取締役　劉　彩霞 台湾料理　萬盛　ビューライン 浜田市野原町２４３３－２ 0855-38-9009 飲食店営業 1 一般食堂 R1.9.18 R6.11.30

288010013
社会福祉法人　いわみ福祉
会

理事長　室崎　富恵
ワークくわの木 レストラン
ビューライン

浜田市野原町２４３３－２ 23-8200 飲食店営業 2 一般食堂 弁当屋 仕出し屋 H28.6.1 R4.5.31

298015018
社会福祉法人　いわみ福祉
会

理事長　室崎　富恵
ワークくわの木　カフェテリア
食堂

浜田市野原町２４３３－２ 0855-23-1248 飲食店営業 2 一般食堂 仕出し屋 そうざい H29.12.1 R5.11.30

298010007
社会福祉法人　いわみ福祉
会

理事長　室崎　富恵
ワークくわの木　ティールーム
わかくさ

浜田市野原町８５９－１ 浜田
市総合福祉センタ－内

0855-23-2654 飲食店営業 1 一般食堂 H29.6.1 R4.5.31

300010026 孝凜　株式会社 代表取締役　今田　孝志 陽気な狩人
浜田市弥栄町高内イ３３３－
１

0855-48-5408 飲食店営業 1 一般食堂 H30.7.20 R5.11.30

300010025 今田　貴志江 初杵会
浜田市弥栄町高内イ３３５－
１

飲食店営業 2 弁当屋 H30.7.20 R5.11.30

310010009 清家　昭子 サンカクヤ 浜田市弥栄町高内ロ２－８ 飲食店営業 1 一般食堂 R1.5.21 R6.5.31
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310010018 徳田　輝也 輝屋
浜田市弥栄町三里イ５－２
「島根県内一円」

飲食店営業 特記事項なし R1.8.5 R6.11.30

290010063 浜田市長 久保田　章市 ふるさと体験村 浜田市弥栄町三里ハ１５９ 0855-48-2612 飲食店営業 2 一般食堂 料理店 仕出し屋 弁当屋 H30.4.1 R5.5.31

288010095 久谷　義美 おさか小町 浜田市弥栄町小坂２０４－１ 0855-48-2189 飲食店営業 2 弁当屋 H28.6.1 R3.5.31

318010079 株式会社　小松ファーム 代表取締役　小松原　修 株式会社　小松ファーム 浜田市弥栄町小坂３３２－１ 0855-48-2415 飲食店営業 2 弁当屋 R1.6.1 R6.5.31

270010037 野村　キヌエ
おいしいむら弥栄　ご飯とも
の会

浜田市弥栄町長安本郷３９９
－１

0855-48-2112 飲食店営業 1 弁当屋 H28.2.12 R3.5.31

298010126 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)　寿光苑事
業所

浜田市弥栄町長安本郷４４２
－２

0855-48-2157 飲食店営業 2 一般食堂 H29.6.1 R5.5.31

28010477 小松原　美由喜 小松路
浜田市弥栄町長安本郷５３９
－５

0855-48-2711 飲食店営業 2 旅館 一般食堂 仕出し屋 料理店 R2.6.1 R7.5.31

280010038 新川　信一 韓国料理店　マンナム
浜田市弥栄町田野原３１３－
２

飲食店営業 1 一般食堂 H28.10.21 R3.11.30

28015551 錦織　博子 観月　旅館
浜田市弥栄町木都賀イ５２０
－１

0855-48-2106 飲食店営業 2 旅館 一般食堂 仕出し屋 R2.12.1 R7.11.30

298015098 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　弥栄苑事業
所

浜田市弥栄町木都賀イ５３９
－１

0855-48-5475 飲食店営業 2 一般食堂 H29.12.1 R5.11.30

300010034 新川　信一 ソレイム（ｓｅｏｌｌｅｉｍ） 浜田市弥栄町木都賀イ７８１ 飲食店営業 1 一般食堂 旅館 H30.10.4 R5.11.30

20010004 株式会社　やさかむら 代表取締役　籾山　信二 トラトラ 浜田市弥栄町野坂９２ 0855-48-3727 飲食店営業 1 一般食堂 R2.4.28 R7.5.31

290010029 株式会社　ジェイ・コール 代表取締役　溝上　和紀 博多溝家
福岡県福岡市西区小戸３－５
４－７－５０１ 「島根県内一
円」

092-407-7267 飲食店営業 特記事項なし H29.8.18 R4.11.30

290010030 株式会社　ジェイ・コール 代表取締役　溝上　和紀 博多溝家
福岡県福岡市西区小戸３－５
４－７－５０１ 「島根県内一
円」

092-407-7267 飲食店営業 特記事項なし H29.8.18 R4.11.30

20120002 株式会社　キヌヤ 代表取締役　領家　康元 キヌヤ　江津店 江津市嘉久志町１３１０ 0855-52-0558 喫茶店営業 特記事項なし R2.9.30 R7.11.30

28120464 株式会社　アペックス西日本 代表取締役　森　吉平 パチンコマンモス　江津店 江津市嘉久志町１６８２－７ 喫茶店営業 特記事項なし R2.6.1 R7.5.31

310120004 アシード　株式会社 代表取締役　河本　大輔 プローバ江津店 江津市嘉久志町２２８９－１ 0855-52-0788 喫茶店営業 特記事項なし R2.3.2 R7.5.31

300120001 株式会社　アペックス西日本 代表取締役　森　吉平 プローバ江津店　店内 江津市嘉久志町２２８９－１ 0855-52-0788 喫茶店営業 特記事項なし H30.4.27 R5.5.31

290120002 株式会社　アペックス西日本 代表取締役　森　吉平
ゆめタウン江津２Ｆ　（従業員
休憩室）

江津市嘉久志町２３０６－３０ 0855-54-0178 喫茶店営業 特記事項なし H29.4.26 R4.5.31

290120003 株式会社　アペックス西日本 代表取締役　森　吉平
ゆめタウン江津２Ｆ　（レストス
ペース）

江津市嘉久志町２３０６－３０ 0855-54-0178 喫茶店営業 特記事項なし H29.4.26 R4.5.31

290120004 株式会社　アペックス西日本 代表取締役　森　吉平
ゆめタウン江津２Ｆ　（従業員
食堂）

江津市嘉久志町２３０６－３０ 0855-54-0178 喫茶店営業 特記事項なし H29.4.26 R4.5.31

290120005 株式会社　アペックス西日本 代表取締役　森　吉平
ゆめタウン江津１Ｆ　（イートイ
ンコーナー）

江津市嘉久志町２３０６－３０ 0855-54-0178 喫茶店営業 特記事項なし H29.4.26 R4.5.31

290120006 株式会社　アペックス西日本 代表取締役　森　吉平
ゆめタウン江津３Ｆ　（エスカ
レーター①右側）

江津市嘉久志町２３０６－３０ 0855-54-0178 喫茶店営業 特記事項なし H29.4.26 R4.5.31

290120001 株式会社　イズミ 代表取締役　山西　泰明 ゆめタウン江津 江津市嘉久志町２３０６－３０ 0855-54-0178 喫茶店営業 特記事項なし H29.4.26 R4.5.31

288120122 株式会社　エフプロジェクト 代表取締役　片野　龍次 グリーンモール 江津市嘉久志町２３０６－３０ 0855-54-0111 喫茶店営業 特記事項なし H28.6.1 R3.5.31

310120005 アシード　株式会社 代表取締役　河本　大輔 プローバ嘉久志店 江津市嘉久志町イ１８３６－２ 0855-54-1117 喫茶店営業 特記事項なし R2.3.2 R7.5.31
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318125008 株式会社　アペックス西日本 代表取締役　森　吉平 キャンドゥ江津店　店内 江津市嘉久志町イ８３６－２ 0855-54-1117 喫茶店営業 特記事項なし R1.12.1 R6.11.30

308125003 株式会社　アペックス西日本 代表取締役　森　吉平 （株）コメリ　江津店　従食 江津市敬川町１２６４－１ 0855-54-3252 喫茶店営業 特記事項なし H30.12.1 R5.11.30

298125141 株式会社　アペックス西日本 代表取締役　森　吉平
株式会社　島根久保田鉄工
所工場

江津市敬川町２３５１－１ 0855-53-0514 喫茶店営業 特記事項なし H29.12.1 R4.11.30

288120130 ネオス　株式会社 代表取締役　今泉　玄 有限会社　原石油店 江津市敬川町２９６３－２ 喫茶店営業 特記事項なし H28.6.1 R3.5.31

28125522 株式会社　アペックス西日本 代表取締役　森　吉平 神楽の里　舞乃市 江津市後地町３３４８－１１３ 0855-55-1155 喫茶店営業 特記事項なし R2.12.1 R7.11.30

300120002 株式会社　アペックス西日本 代表取締役　森　吉平 道の駅サンピコごうつ　店内 江津市後地町９９５－１ 0855-55-3151 喫茶店営業 特記事項なし H30.5.1 R5.5.31

298125136 株式会社　アペックス西日本 代表取締役　森　吉平 道の駅サンピコごうつ 江津市後地町９９５－１ 0855-55-3151 喫茶店営業 特記事項なし H29.12.1 R4.11.30

288120105 株式会社　アペックス西日本 代表取締役　森　吉平
島根済生会江津病院　１Ｆエ
ントランス

江津市江津町１０１６－３７ 0855-54-0101 喫茶店営業 特記事項なし H28.6.1 R3.5.31

310120001
株式会社　光洋ショップープラ
ス

代表取締役　高木　孝昌
済生会江津総合病院売店「グ
リーンリーブスモール」

江津市江津町１０１６－３７ 0855-54-0505 喫茶店営業 特記事項なし R1.10.15 R6.11.30

318125020 共同青果　株式会社 代表取締役　長谷川　等 Ａコープごうつ店 江津市江津町１１４０－４ 0855-52-0222 喫茶店営業 特記事項なし R1.12.1 R6.11.30

280120003 株式会社　アペックス西日本 代表取締役　森　吉平 パレットごうつ 江津市江津町１５１８－１ 0855-52-0516 喫茶店営業 特記事項なし H28.7.26 R3.11.30

288120112
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 江津郵便局 江津市江津町１５２０－８６ 喫茶店営業 特記事項なし H28.6.1 R3.5.31

318125007 株式会社　アペックス西日本 代表取締役　森　吉平 江津市役所　事務所
江津市江津町１５２５　江津
市役所２Ｆ

0855-52-2501 喫茶店営業 特記事項なし R1.12.1 R6.11.30

308120009 ネオス　株式会社 代表取締役　今泉　玄 ＪＲ江津駅　キヨスク売店 江津市江津町９２６－４ 0855-52-3499 喫茶店営業 特記事項なし H30.6.1 R5.5.31

298120107 株式会社　アペックス西日本 代表取締役　森　吉平 双葉工業　桜江工場内 江津市桜江町小田１ 0855-92-1225 喫茶店営業 特記事項なし H29.6.1 R4.5.31

318125027 株式会社　アペックス西日本 代表取締役　森　吉平 双葉工業(株)　駐車場 江津市桜江町小田１ 0855-92-1225 喫茶店営業 特記事項なし R1.12.1 R6.11.30

318125006 株式会社　アペックス西日本 代表取締役　森　吉平
第一希元素化学工業（株） 食
堂

江津市松川町上河戸４００－
４

0855-55-1731 喫茶店営業 特記事項なし R1.12.1 R6.11.30

280120002 株式会社　アペックス西日本 代表取締役　森　吉平
株式会社　キヌヤ都野津　店
頭

江津市都野津町２２５３－３ 0855-53-3000 喫茶店営業 特記事項なし H28.5.30 R3.5.31

318125009 株式会社　アペックス西日本 代表取締役　森　吉平 極東工業(株)　江津工場 江津市都野津町２２７６－２ 0855-53-0931 喫茶店営業 特記事項なし R1.12.1 R6.11.30

28120466 株式会社　アペックス西日本 代表取締役　森　吉平 江津高校　１Ｆ 江津市都野津町２９３ 0855-53-0553 喫茶店営業 特記事項なし R2.6.1 R7.5.31

308120008 株式会社　アペックス西日本 代表取締役　森　吉平
ポリテクカレッジ島根　３Ｆ学
生ホール

江津市二宮町神主１９６４－
７

0855-53-4567 喫茶店営業 特記事項なし H30.6.1 R5.5.31

28120469 株式会社　キヌヤ 代表取締役　領家　康元 キヌヤ　二宮店 江津市二宮町神主ハ８９－１ 0855-54-3516 喫茶店営業 特記事項なし R2.6.1 R8.5.31

28120467 株式会社　キヌヤ 代表取締役　領家　康元 キヌヤ　二宮店 江津市二宮町神主ハ８９－１ 0855-54-3516 喫茶店営業 特記事項なし R2.6.1 R7.5.31

280120006 株式会社　アペックス西日本 代表取締役　森　吉平 レストラン　いるか　売店 江津市波子町ロ４５１－６ 0855-28-1122 喫茶店営業 特記事項なし H29.3.22 R4.5.31

318125005 株式会社　アペックス西日本 代表取締役　森　吉平 ドクターリセラ株式会社　２Ｆ 江津市和木町５１８－１ 0855-54-1227 喫茶店営業 特記事項なし R1.12.1 R6.11.30

318125021 アシード　株式会社 代表取締役　河本　大輔 有限会社　中央 江津市和木町５７１－７ 0855-53-0846 喫茶店営業 特記事項なし R1.12.1 R6.11.30

298120090
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
江津店

江津市和木町６０３－３５ 0855-54-0077 喫茶店営業 特記事項なし H29.6.1 R4.5.31
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280120004 株式会社　アペックス西日本 代表取締役　森　吉平 地域交流プラザまんてん 浜田市旭町丸原１５２９－１１ 0855-45-8039 喫茶店営業 特記事項なし H28.8.29 R3.11.30

300120008 株式会社　アペックス西日本 代表取締役　森　吉平
島根あさひ社会復帰促進セン
ター　庁舎１Ｆ

浜田市旭町丸原３８０－１５ 0855-45-8171 喫茶店営業 特記事項なし H31.1.16 R6.5.31

298120058 ネオス　株式会社 代表取締役　今泉　玄 浜田市役所旭支所　総務課 浜田市旭町今市６３７ 0855-45-1234 喫茶店営業 特記事項なし H29.6.1 R4.5.31

318120004 アシード　株式会社 代表取締役　河本　大輔
（株）ハイレックス島根　１Ｆ北
側

浜田市下府町１８２０－１６ 0855-23-5855 喫茶店営業 特記事項なし R1.6.1 R6.5.31

318120005 アシード　株式会社 代表取締役　河本　大輔
（株）ハイレックス島根　１Ｆ正
面

浜田市下府町１８２０－１６ 0855-23-5855 喫茶店営業 特記事項なし R1.6.1 R6.5.31

288125120 アシード　株式会社 代表取締役　河本　大輔
（株）ハイレックス島根　２Ｆ北
側

浜田市下府町１８２０－１６ 0855-23-5855 喫茶店営業 特記事項なし H28.12.1 R3.11.30

308120001 アシード　株式会社 代表取締役　河本　大輔
（株）ハイレックス島根　２Ｆ食
堂

浜田市下府町１８２０－１６ 0855-23-5855 喫茶店営業 特記事項なし H30.6.1 R5.5.31

318125011 株式会社　アペックス西日本 代表取締役　森　吉平
(株)チャームランドリー　２Ｆ休
憩室

浜田市下府町１９０ 0855-28-0171 喫茶店営業 特記事項なし R1.12.1 R6.11.30

288125006 株式会社　アペックス西日本 代表取締役　森　吉平 国民宿舎　千畳苑　４Ｆ 浜田市下府町２１６４ 0855-28-2071 喫茶店営業 特記事項なし H28.12.1 R3.11.30

298125012 ネオス　株式会社 代表取締役　今泉　玄
三和商事（株） 三和自動車整
備工場

浜田市下府町３２７－１６ 0855-22-2525 喫茶店営業 特記事項なし H29.12.1 R4.11.30

318125023 株式会社　アペックス西日本 代表取締役　森　吉平
日の丸西濃運輸(株)　浜田支
店

浜田市下府町３２７－３３ 0855-22-1000 喫茶店営業 特記事項なし R1.12.1 R6.11.30

308125005 株式会社　アペックス西日本 代表取締役　森　吉平 株式会社　浜田青果市場 浜田市下府町３２７－９０ 0855-22-0033 喫茶店営業 特記事項なし H30.12.1 R5.11.30

318125003 アシード　株式会社 代表取締役　河本　大輔 島根トヨペット（株）浜田（営） 浜田市下府町８９０ 0855-28-2700 喫茶店営業 特記事項なし R1.12.1 R6.11.30

288120011 ネオス　株式会社 代表取締役　今泉　玄 浜田　タクシー 浜田市河内町１９５４－１ 喫茶店営業 特記事項なし H28.6.1 R3.5.31

278120051
社会福祉法人　いわみ福祉
会

理事長　室崎　富恵
ワークくわの木金城第２事業
所

浜田市金城町下来原１５４１
－８

(0855)42-0039 喫茶店営業 特記事項なし H27.6.1 R3.5.31

288120017 株式会社　アペックス西日本 代表取締役　森　吉平
ゆうひパーク浜田　従業員食
堂

浜田市原井町１２０３－１ 0855-23-8000 喫茶店営業 特記事項なし H28.6.1 R3.5.31

288120018
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 ＪＦしまね 浜田市原井町３０２５ 喫茶店営業 特記事項なし H28.6.1 R3.5.31

318125004
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 浜田魚商協同組合 浜田市原井町３０２５ 0855-22-1758 喫茶店営業 特記事項なし R1.12.1 R6.11.30

318125018 株式会社　アペックス西日本 代表取締役　森　吉平 浜魚会館６号市場 浜田市原井町３０２５ 0855-22-3300 喫茶店営業 特記事項なし R1.12.1 R6.11.30

288125012 ネオス　株式会社 代表取締役　今泉　玄
財団法人　浜田勤労者福祉
センター サンマリン浜田

浜田市原井町３０５０ 22-0082 喫茶店営業 特記事項なし H28.12.1 R3.11.30

290120007 株式会社　丸三 代表取締役　羽手原　勉 喫茶　浜田店
浜田市原井町３０５０－２　丸
三浜田店

0855-28-7600 喫茶店営業 特記事項なし H29.7.20 R4.11.30

298125023 アシード　株式会社 代表取締役　河本　大輔 橋本水産（株） 浜田市原井町３０５０－２１ 0855-22-0623 喫茶店営業 特記事項なし H29.12.1 R4.11.30

308120002 アシード　株式会社 代表取締役　河本　大輔
山陰観光　株式会社 パチン
コ　グランド

浜田市原井町９６７ 喫茶店営業 特記事項なし H30.6.1 R5.5.31

300120006 株式会社　アペックス西日本 代表取締役　森　吉平
ゆめタウン浜田店　２Ｆ　ＣＣ
Ｗ受託

浜田市港町２２７－１ 0855-23-7700 喫茶店営業 特記事項なし H30.9.13 R5.11.30

28125525 株式会社　アペックス西日本 代表取締役　森　吉平 ゆめタウン浜田店　北側１Ｆ 浜田市港町２２７－１ 喫茶店営業 特記事項なし R2.12.1 R7.11.30

28125528 株式会社　アペックス西日本 代表取締役　森　吉平 ゆめタウン浜田店　北側２Ｆ 浜田市港町２２７－１ 喫茶店営業 特記事項なし R2.12.1 R7.11.30

28125527 株式会社　アペックス西日本 代表取締役　森　吉平
ゆめタウン浜田店　３Ｆ後方
通路

浜田市港町２２７－１ 0855-23-7700 喫茶店営業 特記事項なし R2.12.1 R7.11.30

32 / 63 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

278120042 株式会社　アペックス西日本 代表取締役　森　吉平 ゆめタウン浜田店　１Ｆ広場 浜田市港町２２７－１ 0855-23-7700 喫茶店営業 特記事項なし H27.6.1 R3.5.31

298125065 株式会社　イズミ 代表取締役　山西　泰明 ゆめタウン浜田 浜田市港町２２７－１ 0855-23-7700 喫茶店営業 特記事項なし H29.12.1 R4.11.30

288120141 株式会社　アペックス西日本 代表取締役　森　吉平
ゆめタウン浜田店 ３Ｆ社員食
堂

浜田市港町２２７－１ ゆめタ
ウン浜田３Ｆ

0855-23-7700 喫茶店営業 特記事項なし H28.6.1 R3.5.31

288120057 株式会社　アペックス西日本 代表取締役　森　吉平
社会福祉法人　清圭会　アク
ティブ工房

浜田市港町２８４－８ 0855-23-7913 喫茶店営業 特記事項なし H28.6.1 R3.5.31

308120006 株式会社　アペックス西日本 代表取締役　森　吉平
社会医療法人清和会　西川
病院

浜田市港町２９３－２ 0855-22-2390 喫茶店営業 特記事項なし H30.6.1 R5.5.31

310120003 アシード　株式会社 代表取締役　河本　大輔 プローバ港町店 浜田市港町３０４－３ 0855-22-9027 喫茶店営業 特記事項なし R2.2.25 R7.5.31

318125016 株式会社　アペックス西日本 代表取締役　森　吉平 キャンドゥ浜田店　カウンター 浜田市港町３０４－３ 0855-22-9027 喫茶店営業 特記事項なし R1.12.1 R6.11.30

300120007 アシード　株式会社 代表取締役　河本　大輔 プローバ黒川店
浜田市黒川町１２９－２　プ
ローバ黒川店

0855-22-7833 喫茶店営業 特記事項なし H30.11.13 R5.11.30

288125027 共同青果　株式会社 代表取締役　長谷川　等 ＰＲＩＬＥ（プリル） 浜田市黒川町１３７－１ 0855-22-7270 喫茶店営業 特記事項なし H28.12.1 R3.11.30

300120003
公益財団法人浜田市教育文
化振興事業団

代表理事　竹中　弘忠 石央シネマカフェ
浜田市黒川町４１７５　「島根
県内一円」

0855-22-2100 喫茶店営業 特記事項なし H30.6.4 R5.11.30

318125001 ネオス　株式会社 代表取締役　今泉　玄
中国電力(株)　三隅発電所
管理棟２Ｆ

浜田市三隅町岡見１８１０ 喫茶店営業 特記事項なし R1.12.1 R6.11.30

280120001 株式会社　アペックス西日本 代表取締役　森　吉平
中電プラント株式会社　三隅
事業所　構内

浜田市三隅町岡見１８１０ 0855-32-3287 喫茶店営業 特記事項なし H28.5.23 R3.5.31

300120009 アシード　株式会社 代表取締役　河本　大輔 熊谷組ＪＶ松原宿舎
浜田市三隅町岡見６３２３－
８

0855-35-1529 喫茶店営業 特記事項なし H31.3.8 R6.5.31

290120011 アシード　株式会社 代表取締役　河本　大輔 石正美術館内喫茶室 浜田市三隅町古市場５８９ 0855-32-4388 喫茶店営業 特記事項なし H30.3.29 R5.5.31

318125019 株式会社　楓ジェラート 代表取締役　橋本　隆幸 楓ジェラート
浜田市三隅町向野田７２１－
７「島根県内一円」

0855-32-5200 喫茶店営業 特記事項なし R1.12.1 R6.11.30

298125102 株式会社　アペックス西日本 代表取締役　森　吉平 ケーピー(株) 浜田市三隅町三隅２５０ 0855-32-4477 喫茶店営業 特記事項なし H29.12.1 R4.11.30

298120064 株式会社　アペックス西日本 代表取締役　森　吉平
キーパー(株)三隅工場　食堂
前

浜田市三隅町三隅２８３ 0855-32-1111 喫茶店営業 特記事項なし H29.6.1 R4.5.31

318125025 株式会社　アペックス西日本 代表取締役　森　吉平
キーパー(株)　三隅工場　休
憩室

浜田市三隅町三隅２８３ 0855-32-1111 喫茶店営業 特記事項なし R1.12.1 R6.11.30

318125024 株式会社　アペックス西日本 代表取締役　森　吉平
(有)メイコーセンター　サンプ
ラム三隅

浜田市三隅町三隅８９０－１ 0855-32-3500 喫茶店営業 特記事項なし R1.12.1 R6.11.30

318125026 株式会社　アペックス西日本 代表取締役　森　吉平
キーパー(株)　白砂工場　２Ｆ
食堂

浜田市三隅町西河内７２７－
７

0855-32-2700 喫茶店営業 特記事項なし R1.12.1 R6.11.30

318120006 ネオス　株式会社 代表取締役　今泉　玄 ゆうひパーク三隅 浜田市三隅町折居２２０－１ 0855-32-2880 喫茶店営業 特記事項なし R1.6.1 R6.5.31

308120004 株式会社　アペックス西日本 代表取締役　森　吉平 ゆうひパーク三隅 浜田市三隅町折居２２０－１ 0855-32-2880 喫茶店営業 特記事項なし H30.6.1 R5.5.31

288120075 ネオス　株式会社 代表取締役　今泉　玄
石見交通　株式会社　浜田営
業所

浜田市治和町ハ６１ 喫茶店営業 特記事項なし H28.6.1 R3.5.31

298125084 株式会社　アペックス西日本 代表取締役　森　吉平
島根合板株式会社　浜田針
葉樹工場

浜田市治和町ロ８９５－２ 0855-27-1625 喫茶店営業 特記事項なし H29.12.1 R4.11.30

280120005
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 マルハマ食品　株式会社 浜田市周布町イ１００ 0855-26-0700 喫茶店営業 特記事項なし H29.1.19 R4.5.31

298125075 株式会社　アペックス西日本 代表取締役　森　吉平
島根県合板協同組合　第二
工場

浜田市周布町イ１６８－７ 0855-27-0735 喫茶店営業 特記事項なし H29.12.1 R4.11.30

28120465 株式会社　アペックス西日本 代表取締役　森　吉平 トライアル　浜田店　休憩室 浜田市周布町イ６１－１ 0855-24-7980 喫茶店営業 特記事項なし R2.6.1 R7.5.31
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290120009
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
マルハマ食品（株）　セットアッ
プ工場　２Ｆ食堂

浜田市周布町イ６３－２５ 0855-26-0700 喫茶店営業 特記事項なし H29.8.9 R4.11.30

28125526 株式会社　アペックス西日本 代表取締役　森　吉平 協和木工　株式会社 浜田市周布町イ６３－６ 0855-27-0890 喫茶店営業 特記事項なし R2.12.1 R7.11.30

28125524 株式会社　アペックス西日本 代表取締役　森　吉平
浜田工業　株式会社　浜田Ｎ
ｏ．１

浜田市周布町ロ２４ 0855-26-1695 喫茶店営業 特記事項なし R2.12.1 R7.11.30

298125080 株式会社　アペックス西日本 代表取締役　森　吉平 日本通運(株)浜田支店 浜田市周布町ロ３７９－８ 0855-26-1702 喫茶店営業 特記事項なし H29.12.1 R4.11.30

288120008 戸津川　浩二 いちょう屋 浜田市上府町イ２２－２ 0855-28-2644 喫茶店営業 特記事項なし H28.6.1 R3.5.31

318125010 株式会社　アペックス西日本 代表取締役　森　吉平 サンビレッジ浜田　ロビー 浜田市上府町イ２４５７ 0855-28-1300 喫茶店営業 特記事項なし R1.12.1 R6.11.30

20120003 アシード　株式会社 代表取締役　河本　大輔 ドライブイン日本海 浜田市西村町１０７５－３ 0855-26-0572 喫茶店営業 特記事項なし R2.11.12 R7.11.30

288125130
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 ドライブイン日本海 浜田市西村町１０７５－３ 喫茶店営業 特記事項なし H28.12.1 R3.11.30

308125006 株式会社　アペックス西日本 代表取締役　森　吉平
西日本　旅客鉄道　株式会社
浜田運転区

浜田市浅井町１０３－４ 0562-47-1218 喫茶店営業 特記事項なし H30.12.1 R5.11.30

318125017 株式会社　アペックス西日本 代表取締役　森　吉平 ボウルＪＡＣ 浜田市浅井町１５０８－５ 0855-22-1186 喫茶店営業 特記事項なし R1.12.1 R6.11.30

318125022
一般社団法人　浜田市観光
協会

代表理事　岩谷　百合雄 市民サロン
浜田市浅井町７７７－１　ＪＲ
浜田駅舎内

0855-28-7133 喫茶店営業 特記事項なし R1.12.1 R6.11.30

308120007 株式会社　アペックス西日本 代表取締役　森　吉平
浜田医療センター２Ｆ事務所
前

浜田市浅井町７７７－１２ 0855-25-0505 喫茶店営業 特記事項なし H30.6.1 R5.5.31

318125013 株式会社　アペックス西日本 代表取締役　森　吉平
浜田医療センター　２Ｆラウン
ジ

浜田市浅井町７７７－１２ 0855-25-0505 喫茶店営業 特記事項なし R1.12.1 R6.11.30

288120033 ネオス　株式会社 代表取締役　今泉　玄 （株）岩多屋 浜田市浅井町８７－１２ 22-3650 喫茶店営業 特記事項なし H28.6.1 R3.5.31

308125001 株式会社　アペックス西日本 代表取締役　森　吉平
（株）イズミ　ゆめマート浜田
従業員食堂

浜田市相生町１３９１－８ 喫茶店営業 特記事項なし H30.12.1 R5.11.30

308125002 株式会社　イズミ 代表取締役　山西　泰明 ゆめマート　浜田 浜田市相生町１３９１－８ 0855-23-6500 喫茶店営業 特記事項なし H30.12.1 R5.11.30

310120002 株式会社　アペックス西日本 代表取締役　森　吉平 山陰スバル株式会社 浜田市相生町３７８１ 0855-22-1500 喫茶店営業 特記事項なし R1.12.27 R7.5.31

318125012 株式会社　アペックス西日本 代表取締役　森　吉平
西部運転免許センター　浜田
市　ロビー

浜田市竹迫町２３８５－３ 0855-23-7900 喫茶店営業 特記事項なし R1.12.1 R6.11.30

318125002 アシード　株式会社 代表取締役　河本　大輔 プローバ長沢店 浜田市長沢町１４８８－１ 0855-23-2737 喫茶店営業 特記事項なし R1.12.1 R7.11.30

288125024 株式会社　アペックス西日本 代表取締役　森　吉平 ㈱服部タイヨー　長澤店 浜田市長沢町３０２１ 0855-22-8800 喫茶店営業 特記事項なし H28.12.1 R3.11.30

20120001 株式会社　キヌヤ 代表取締役　領家　康元 キヌヤ　長澤店 浜田市長沢町３０２１ 0855-22-8800 喫茶店営業 特記事項なし R2.8.27 R7.11.30

318125014 株式会社　アペックス西日本 代表取締役　森　吉平 (株)シンカー　食堂 浜田市長沢町３５１－５ 0855-22-7307 喫茶店営業 特記事項なし R1.12.1 R6.11.30

288120038 アシード　株式会社 代表取締役　河本　大輔 双洋電機　浜田 浜田市長沢町８７－６ 23-2216 喫茶店営業 特記事項なし H28.6.1 R3.5.31

318125015 株式会社　アペックス西日本 代表取締役　森　吉平 浜田市役所　ロビー 浜田市殿町１ 0855-22-2612 喫茶店営業 特記事項なし R1.12.1 R6.11.30

288120045 株式会社　アペックス西日本 代表取締役　森　吉平 浜田　郵便局 浜田市殿町８０－１ 喫茶店営業 特記事項なし H28.6.1 R3.5.31

300120004 株式会社　アペックス西日本 代表取締役　森　吉平
スーパーダップス　イートイン
コーナー

浜田市田町１４４９－１ 0855-22-1110 喫茶店営業 特記事項なし H30.7.18 R5.11.30

288120043
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
コインランドリーエリア　田町
店

浜田市田町７７２－４ 喫茶店営業 特記事項なし H28.6.1 R3.5.31
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288125019 アシード　株式会社 代表取締役　河本　大輔 パーラーグランド 浜田市内一円 喫茶店営業 特記事項なし H28.12.1 R3.11.30

20120004
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
浜田西店

浜田市日脚町１２２０－３ 0855-24-7250 喫茶店営業 特記事項なし R2.11.13 R7.11.30

318120007 株式会社　アペックス西日本 代表取締役　森　吉平
パチンコマンモス　浜田店 カ
ウンター側③

浜田市日脚町１３１－１ 喫茶店営業 特記事項なし R1.6.1 R6.5.31

318120008 株式会社　アペックス西日本 代表取締役　森　吉平
パチンコマンモス　浜田店 道
路側⑦

浜田市日脚町１３１－１ 喫茶店営業 特記事項なし R1.6.1 R6.5.31

298120043 株式会社　アペックス西日本 代表取締役　森　吉平 山陰福山通運㈱　浜田支店 浜田市日脚町２６８ 0855-27-1093 喫茶店営業 特記事項なし H29.6.1 R4.5.31

290120010
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
片庭店

浜田市片庭町８６－１０ 0855-25-1087 喫茶店営業 特記事項なし H29.12.7 R5.5.31

308125004 ネオス　株式会社 代表取締役　今泉　玄 いわみーる　１Ｆ 浜田市野原町１８２６－１ 0855-24-9330 喫茶店営業 特記事項なし H30.12.1 R5.11.30

28120468
有限会社　ケーキ工房　菓子
の実

代表取締役　岩田　好弘 ケーキ工房　菓子の実 浜田市野原町１９９６－５ 0855-22-6133 喫茶店営業 特記事項なし R2.6.1 R7.5.31

280020006 梅木　瑞保 ＮＯ．ＮＡＭＥ！！
広島県山県郡安芸太田町大
字津浪１６７９－１

菓子製造業 特記事項なし H28.11.2 R3.11.30

290020003 株式会社　イズミ 代表取締役　山西　泰明 ゆめタウン江津 江津市嘉久志町２３０６－３０ 0855-54-0178 菓子製造業 特記事項なし H29.4.26 R5.5.31

290020005 フジパンストアー　株式会社 代表取締役　廣村　昌弘 パリクロアッサン　江津店
江津市嘉久志町２３０６－３０
ゆめタウン江津１Ｆ

0855-52-5520 菓子製造業 特記事項なし H29.4.27 R4.5.31

290020006 佐々木　篤郎 菓匠　菓寿庵
江津市嘉久志町２３０６－３０
ゆめタウン江津１Ｆ

0855-54-0367 菓子製造業 特記事項なし H29.4.27 R4.5.31

298020085 沖田　亜矢子 ａ’ｓ　ｐｅｔｉｔ　ｂｏｎｈｅｕｒ 江津市嘉久志町２３０８－４ 0855-52-2332 菓子製造業 特記事項なし H29.6.1 R4.5.31

310020002
江津コンクリート工業　株式会
社

代表取締役　茅島　昇 レッツビギン
江津市嘉久志町２４２６－１１
０

0855-52-7567 菓子製造業 特記事項なし R1.9.26 R6.11.30

28025480 佐貫　綾 ｔｏｉ　ｔｏｉ　ｔｏｉ
江津市嘉久志町イ１５１０－１
０

0855-52-7531 菓子製造業 特記事項なし R2.12.1 R7.11.30

308025004 森脇　久恵 パン工房　ストロベリー 江津市嘉久志町イ１５４５ 0855-52-3062 菓子製造業 特記事項なし H30.12.1 R5.11.30

308020004 有限会社　中田屋 代表取締役　冨金原　容子 有限会社　中田屋 江津市敬川町１２４７ 0855-53-0032 菓子製造業 特記事項なし H30.6.1 R5.5.31

20020003 若管　成人 若管商店（エビスヤ）
江津市敬川町１６９４　「島根
県内一円」

菓子製造業 特記事項なし R2.11.20 R7.11.30

298020123 古川　忠光 いきいき都クラブ 江津市後地町１９７０－１ 菓子製造業 特記事項なし H29.6.1 R4.5.31

298025135 いわみ創工　株式会社 代表取締役　多田　十誠 風のえんがわ 江津市後地町２３９８ 0855-57-0522 菓子製造業 特記事項なし H29.12.1 R4.11.30

28020479 浅利観光　株式会社 代表取締役　植田　裕一 手づくり工房　万象 江津市後地町３３４８－１１３ 0855-55-1155 菓子製造業 特記事項なし R2.6.1 R7.5.31

288020123 浅利観光　株式会社 代表取締役　植田　裕一 ＢＡＫＥＲＹ　舞乃市 江津市後地町３３４８－１１３ 0855-55-1155 菓子製造業 特記事項なし H28.6.1 R3.5.31

28025479 高橋　好子 菜花 江津市後地町３３４９－２４ 菓子製造業 特記事項なし R2.12.1 R7.11.30

28020481 九州惣菜　株式会社 代表取締役　西岡　浩志 九州惣菜(株)　祇園
江津市江津町１１４０－５　Ａ
コープごうつ内

0855-52-3823 菓子製造業 特記事項なし R2.6.1 R7.5.31

290020001 德田　恵子 Ｋ　Ｓｔａｎｄ　Ｔａｌｋｉｎｇ 江津市江津町１５１７ 0855-52-7747 菓子製造業 特記事項なし H29.4.4 R4.5.31

308020001 近本　孝 近本大正堂 江津市江津町３０１－２ 0855-52-2058 菓子製造業 特記事項なし H30.6.1 R5.5.31

288020114 山根　敏幸 山根甘泉堂 江津市江津町８９０－３ 08555-2-2053 菓子製造業 特記事項なし H28.6.1 R3.5.31
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318025044 藤田　貴子 エスポアたびら 江津市江津町８９６－５ 0855-52-2018 菓子製造業 特記事項なし R1.12.1 R6.11.30

300020003 市富　保志 お薬師フーズ
江津市黒松町１０６８－８
（有）トーハツ内

0855-55-1735 菓子製造業 特記事項なし H30.5.11 R5.5.31

28025294 堀　昇治 桜花堂 江津市桜江町川戸３９４－１ 0855-92-0040 菓子製造業 特記事項なし R2.12.1 R7.11.30

280020004 千代延　敏之
猪肉加工販売センター　榎木
の郷

江津市桜江町大貫５７－１ 0855-93-0881 菓子製造業 特記事項なし H28.9.1 R3.11.30

290020002 千代延　敏之 榎木の郷
江津市桜江町大貫５７－１
「島根県内一円」

0855-93-0881 菓子製造業 特記事項なし H29.4.21 R4.5.31

280020007
特定非営利活動法人 さくらん
ぼのお家

代表理事　古川　忠光 さくらんぼのお家
江津市桜江町谷住郷１７１３
－１

0855-92-1171 菓子製造業 特記事項なし H28.11.8 R3.11.30

298020108 山根　三七子 そよ風会
江津市桜江町長谷１５８５－
８

菓子製造業 特記事項なし H29.6.1 R4.5.31

20020002 戸田　望 ｐａｃｋ　ｓａｃｋ 江津市松川町下河戸１－１ 0855-57-0100 菓子製造業 特記事項なし R2.5.27 R7.5.31

28025481 峠土　純子 紬麦（つむぎ） 江津市松川町下河戸１－１ 菓子製造業 特記事項なし R2.12.1 R7.11.30

300020010 谷口　晃 たすけ愛の工房 江津市松川町市村２７２ 0855-57-0501 菓子製造業 特記事項なし H30.11.19 R5.11.30

308020002 横田　順子 千田農産加工組合加工場 江津市千田町６４６－４ 0855-56-2657 菓子製造業 特記事項なし H30.6.1 R5.5.31

298020071 永井　佐記子 Ｃｈｉｆｆｏｎ　たまごＫｉｄ’ｓ 江津市渡津町１０６５ 0855-52-1023 菓子製造業 特記事項なし H29.6.1 R4.5.31

318020009 佐田尾　誓治 にぎたづ本舗 江津市渡津町１５４４ 0855-52-4166 菓子製造業 特記事項なし R1.6.1 R6.5.31

300020009 濱吉　典子 パン工房　こむぎ 江津市渡津町３２１５－１３ 0855-52-4302 菓子製造業 特記事項なし H30.10.4 R5.11.30

300020001 有間　由佳 ＡＲＩＦＵＫＵＹＡ 江津市都野津町１６５９－１ 0855-53-0438 菓子製造業 特記事項なし H30.4.17 R5.5.31

290020007 湊　敦彦 菓子処　みなと 江津市都野津町２０１４－１ 0855-53-0131 菓子製造業 特記事項なし H29.9.7 R4.11.30

20020004
江津コンクリート工業　株式会
社

代表取締役　茅島　昇 アグリプラント甲斐の木 江津市都野津町２３０７－４７ 0855-52-7141 菓子製造業 特記事項なし R2.11.24 R7.11.30

28020484
社会福祉法人　いわみ福祉
会

理事長　室崎　富恵 フーズくわの木
江津市二宮町神主２２１８－
１

0855-52-7185 菓子製造業 特記事項なし R2.6.1 R8.5.31

298025148 有限会社　シャルム大坂屋 代表取締役　大坂　務 ラ・グラン・モンテ
江津市二宮町神主ハ２１６－
１０

0855-53-2886 菓子製造業 特記事項なし H29.12.1 R4.11.30

290020008 東　千鶴 おやつ豆茶香
江津市二宮町神主ロ１３６－
１

0855-53-1055 菓子製造業 特記事項なし H29.11.20 R4.11.30

298025138 平岡　勝彦 ケーフーズ
江津市波子町イ９５７「島根県
内一円」

菓子製造業 特記事項なし H29.12.1 R4.11.30

288025103 有限会社　善太郎餅 代表取締役　佐々浦　一紀 善太郎餅 江津市有福温泉町７３７－１ 0855-56-2130 菓子製造業 特記事項なし H28.12.1 R3.11.30

308025001 本山　健司 本山　ベーカリー 江津市和木町６０３－２０ 0855-52-3205 菓子製造業 特記事項なし H30.12.1 R6.11.30

288020088 佐々岡　貴久枝 おやまの工房　ＤＯＮＧＵＲＩ 浜田市旭町丸原１０３４－３ 0855-45-0585 菓子製造業 特記事項なし H28.6.1 R3.5.31

280020001 岩田　恭子 田舎のぱん　ば?む 浜田市旭町丸原１８１－１ 0855-45-0733 菓子製造業 特記事項なし H28.6.8 R3.11.30

268025070 ＳＳＪ　株式会社 代表取締役　田淵　直宏
島根あさひ社会復帰促進セン
ター 第２訓練棟２Ｃ訓練室

浜田市旭町丸原３８０－１５ 0855-45-8171 菓子製造業 特記事項なし H26.12.1 R3.11.30

310020004 官澤　君枝 ぷくぷく堂 浜田市旭町丸原８２７－２ 0855-45-0140 菓子製造業 特記事項なし R1.12.17 R7.5.31
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298020055 久保田　智恵子 あさひ夢小町 浜田市旭町今市３６４－１０ 0855-45-1121 菓子製造業 特記事項なし H29.6.1 R5.5.31

298025097 有限会社　松風堂 代表取締役　髙子　富二郎 有限会社　松風堂 浜田市旭町今市３６５－１ 0855-45-0016 菓子製造業 特記事項なし H29.12.1 R4.11.30

310020003
農事組合法人　さかもとのも
と

理事　河野　幹夫 さかもとのもと加工所 浜田市旭町坂本イ８－２ 菓子製造業 特記事項なし R1.11.26 R6.11.30

318020010 白川　則子 お米の菓子やさん 浜田市旭町都川２１５９ 0855-47-0423 菓子製造業 特記事項なし R1.6.1 R6.5.31

308025005 今田　泰
旭温泉ふるさと歳時記伝授道
場

浜田市旭町木田１０７３－１４ 菓子製造業 特記事項なし H30.12.1 R5.11.30

288020010 橋本鐵工　株式会社 代表取締役　橋本　立一 コーヒーハウス 浜田市下府町１８１－２ 0855-28-1950 菓子製造業 特記事項なし H28.6.1 R3.5.31

28025484 安藤　健二 安藤商店
浜田市笠柄町５０－２「島根
県内一円」

0855-22-3548 菓子製造業 特記事項なし R2.12.1 R7.11.30

300020005
社会福祉法人　いわみ福祉
会

理事長　室崎　富恵 プチマタン
浜田市金城町下来原１５４１
－２２

0855-42-2820 菓子製造業 特記事項なし H30.6.25 R5.11.30

28025476 宮本　文雄 宮本風月堂 浜田市金城町久佐イ５８０ 0855-42-0821 菓子製造業 特記事項なし R2.12.1 R7.11.30

280020011 河野　芳江 金城加工友の会 浜田市金城町久佐ハ４７－５ 0855-42-2282 菓子製造業 特記事項なし H29.2.1 R4.5.31

298025090 宮本　俊雄 風味堂
浜田市金城町七条 イ１０４１
－１５

0855-42-1558 菓子製造業 特記事項なし H29.12.1 R4.11.30

278025068
社会福祉法人　いわみ福祉
会

理事長　室崎　富恵 トルティーノ
浜田市金城町七条イ６７５－
８

0855-42-1543 菓子製造業 特記事項なし H27.12.1 R3.11.30

28025482 株式会社　ベリーネ 代表取締役　能美　真也 ベリーネカフェ 浜田市金城町七条イ７３５ 0855-42-2515 菓子製造業 特記事項なし R2.12.1 R7.11.30

280020002 株式会社　藤若農産 代表取締役　藤若　将浩 株式会社　藤若農産 浜田市金城町小国ハ２５９ 0855-44-8006 菓子製造業 特記事項なし H28.7.14 R3.11.30

318020011 ＮＰＯ法人　美又ゆめエイト 理事長　佐々原　熊雄 夢はち工房
浜田市金城町追原１７０９－
２

0855-42-1551 菓子製造業 特記事項なし R1.6.1 R7.5.31

288025072 山岡　正志 大和屋 浜田市金城町追原９－１ 0855-42-1065 菓子製造業 特記事項なし H28.12.1 R3.11.30

298020053
特定非営利活動法人　えにし
の里

代表理事　澄川　和則 エクス和紙の館　作業棟
浜田市金城町波佐イ４２５－
１

0855-44-0800 菓子製造業 特記事項なし H29.6.1 R4.5.31

280020012 相木　茉乃 ｐａ木ｎｏ（パキノ） 浜田市金城町波佐イ５１６ 菓子製造業 特記事項なし H29.3.16 R4.5.31

28020483
農事組合法人　ひやころう波
佐

理事　岡本　利道
ひやころう波佐かみ 食品加
工施設「みそびや」

浜田市金城町波佐イ６７５－
１

菓子製造業 特記事項なし R2.6.1 R7.5.31

288025070 佐々岡　常喜 三和農業振興組合 浜田市金城町波佐イ９６－３ 0855-44-0373 菓子製造業 特記事項なし H28.12.1 R3.11.30

28025483 ゆうひパーク浜田　株式会社 代表取締役　木戸　淳
ｏｒｉｚｚｏｎｔｅ（イタリア料理　オリ
ゾンテ）

浜田市原井町１２０３－１ ゆ
うひパーク浜田２Ｆ

0855-23-8000 菓子製造業 特記事項なし R2.12.1 R8.11.30

288025015 有限会社　クボタ牛乳 代表取締役　久保田　英治 有限会社　クボタ牛乳 浜田市原井町９０７ 0855-22-0341 菓子製造業 特記事項なし H28.12.1 R4.11.30

288025123 株式会社　イズミ 代表取締役　山西　泰明 ゆめタウン浜田 浜田市港町２２７－１ 0855-23-7700 菓子製造業 特記事項なし H28.12.1 R4.11.30

298020030 株式会社　スイートガーデン 代表取締役　富川　俊昭
スイートガーデン　ゆめタウン
浜田店

浜田市港町２２７－１　ゆめタ
ウン浜田店１Ｆ

0855-23-7714 菓子製造業 特記事項なし H29.6.1 R5.5.31

298025067 フジパンストアー　株式会社 代表取締役　廣村　昌弘 ホルン浜田店
浜田市港町２２７－１ ゆめタ
ウン浜田店内

0855-23-7411 菓子製造業 特記事項なし H29.12.1 R5.11.30

280020010 株式会社　三島ファーム 代表取締役　三島　淳寛 （株）三島ファーム 浜田市国分町１２４３－１ 0855-25-5134 菓子製造業 特記事項なし H29.1.31 R4.5.31

280020008 島根県立浜田養護学校 校長　妹尾　貴巳 浜田養護学校「フレンド亭」 浜田市国分町３４２－２ 0855-28-2200 菓子製造業 特記事項なし H28.11.14 R3.11.30
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28020477 槇内　京子 みのり市農産加工場
浜田市三隅町井野ヘ１１９８
－１

0855-34-0036 菓子製造業 特記事項なし R2.6.1 R8.5.31

288020099
社会福祉法人　いわみ福祉
会

理事長　室崎　富恵 ワークくわの木　三隅工場 浜田市三隅町向野田８１－６ 32-2632 菓子製造業 特記事項なし H28.6.1 R3.5.31

300020011 有限会社　光明堂 代表取締役　杉山　廣和 有限会社　光明堂
浜田市三隅町三隅１０９１－
１

0855-32-0117 菓子製造業 特記事項なし H31.2.28 R6.5.31

318025002 櫛田　博 楽時庵
浜田市治和町イ１１１－６「島
根県内一円」

菓子製造業 特記事項なし R1.12.1 R6.11.30

298020014 琴野　弘 琴野餅菓子店 浜田市松原町７６ 0855-22-0894 菓子製造業 特記事項なし H29.6.1 R4.5.31

28025478
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 浜田ゴルフリンクス 浜田市上府町イ１１８８ 0855-28-3500 菓子製造業 特記事項なし R2.12.1 R8.11.30

288020007 戸津川　浩二 いちょう屋 浜田市上府町イ２２－２ 0855-28-2644 菓子製造業 特記事項なし H28.6.1 R3.5.31

308025002 有限会社　仲屋 代表取締役　川部　治四郎 仲屋 浜田市新町２４ 0855-22-1201 菓子製造業 特記事項なし H30.12.1 R6.11.30

308020003 本田　アサエ 本田商店 浜田市浅井町１５５７ 0855-22-1752 菓子製造業 特記事項なし H30.6.1 R5.5.31

278025014
株式会社　アインファーマ
シーズ

代表取締役　大石　美也 浜田医療センター売店
浜田市浅井町７７７－１２ 国
立病院機構浜田医療セン
ター２階

0855-25-0565 菓子製造業 特記事項なし H27.12.1 R3.11.30

300020004 櫛田　嘉子 きらくや 浜田市相生町１３９１－８ 0855-23-1067 菓子製造業 特記事項なし H30.5.24 R5.5.31

288025045 有限会社　大阪屋洋菓子店 取締役　大坂　浩樹 ラ・ナナ 浜田市相生町３８５２ 0855-22-1844 菓子製造業 特記事項なし H28.12.1 R3.11.30

28025477 浜田製菓　有限会社 取締役　中村　利男 浜田製菓　有限会社 浜田市朝日町１４４６ 0855-22-0923 菓子製造業 特記事項なし R2.12.1 R7.11.30

270020008 川神　美奈
ＭＩＮＡ＆ＳＯＮＳ　Ｐａｔｉｓｓｅｒｉｅ
（ミナ　アンド　サンズ　パティ
スリー）

浜田市長沢町７４７－５ 0855-23-6637 菓子製造業 特記事項なし H28.1.4 R3.5.31

318020007 東　喜久雄 ポム　アン　クルート 浜田市殿町１８－２ 0855-22-5531 菓子製造業 特記事項なし R1.6.1 R7.5.31

300020002
特定非営利活動法人　浜っ子
作業所

理事長　中山　道子 浜っ子作業所 浜田市殿町７９－８ 0855-22-2824 菓子製造業 特記事項なし H30.5.8 R5.5.31

280020009 株式会社　扇原茶園 代表取締役　佐々木　貴裕 Ｔｅａ　ｄｒｏｐｓ 浜田市田橋町９５３－２ 菓子製造業 特記事項なし H28.12.14 R4.5.31

300020006 九州惣菜　株式会社 代表取締役　西岡　浩志 彩花 浜田市田町１４４９－１ 0855-22-4455 菓子製造業 特記事項なし H30.7.12 R5.11.30

28020478 富士産業　株式会社 代表取締役　笠柄　一雄 ぱんの森 浜田市田町９０ 0855-22-6368 菓子製造業 特記事項なし R2.6.1 R7.5.31

310020001 株式会社　森本商会 代表取締役　森本　一正 株式会社　森本商会 浜田市内村町５６７－８ 0855ｰ27ｰ1940 菓子製造業 特記事項なし R1.6.28 R6.11.30

298020120 藤井　礼子 藤田屋 浜田市鍋石町２６７ 0855-27-0473 菓子製造業 特記事項なし H29.6.1 R4.5.31

308025003 有田　美代子 ＣｏＣｏＲｏ 浜田市日脚町３１２－４ 0855-27-2485 菓子製造業 特記事項なし H30.12.1 R5.11.30

28020485 特定非営利活動法人　海 理事長　白川　英代 たんぽぽ 浜田市熱田町７１６－３４ 0855-27-0767 菓子製造業 特記事項なし R2.6.1 R7.5.31

318025001 有限会社　錦栄堂 代表取締役　松本　直樹 有限会社　錦栄堂 浜田市片庭町１６ 0855-22-0347 菓子製造業 特記事項なし R1.12.1 R6.11.30

28020480
有限会社　ケーキ工房　菓子
の実

代表取締役　岩田　好弘 ケーキ工房　菓子の実 浜田市野原町１９９６－５ 0855-22-6133 菓子製造業 特記事項なし R2.6.1 R7.5.31

300020007 今田　貴志江 初杵会
浜田市弥栄町高内イ３３５－
１

菓子製造業 特記事項なし H30.7.20 R5.11.30
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300020008 今田　貴志江 初杵会
浜田市弥栄町高内イ３３５－
１「島根県内一円」

菓子製造業 特記事項なし H30.7.20 R5.11.30

318020008 株式会社　小松ファーム 代表取締役　小松原　修 株式会社　小松ファーム 浜田市弥栄町小坂３３２－１ 0855-48-2415 菓子製造業 特記事項なし R1.6.1 R6.5.31

270020010 野村　キヌエ
おいしいむら弥栄　ご飯とも
の会

浜田市弥栄町長安本郷３９９
－１

0855-48-2112 菓子製造業 特記事項なし H28.2.12 R3.5.31

270020011 ＮＰＯ法人　やさか風の里 理事　小田　紀代美 ＮＰＯ法人　やさか風の里
浜田市弥栄町木都賀イ５２２
－２

0855-48-3263 菓子製造業 特記事項なし H28.2.12 R3.5.31

288020096 農事組合法人　ビゴル門田 代表理事　牛尾　英昭 門田農産加工場 浜田市弥栄町門田５８９－１ 0855-48-2341 菓子製造業 特記事項なし H28.6.1 R3.5.31

300130001 浜田製菓　有限会社 取締役　中村　利男
浜田製菓有限会社　製あん
部

浜田市黒川町４２２９－１ 0855-22-1290 あん類製造業 特記事項なし H31.1.28 R6.5.31

28140388 浅利観光　株式会社 代表取締役　植田　裕一 手づくり工房　万象 江津市後地町３３４８－１１３ 0855-55-1155
アイスクリーム
類製造業

2 特記事項なし R2.6.1 R7.5.31

288140128 島根物産商事　株式会社 代表取締役　坂野　豪志 ドリンクハウス 江津市波子町ロ４５１－６ 0855-28-1122
アイスクリーム
類製造業

2 特記事項なし H28.6.1 R3.5.31

308140001 島根物産商事　株式会社 代表取締役　坂野　豪志
アクアス・ミュージアム　喫茶
コーナー

浜田市久代町１１１７－２ 0855-28-1811
アイスクリーム
類製造業

2 特記事項なし H30.6.1 R6.5.31

288140006 株式会社　ＩＳＰ 代表取締役　森川　芳郎 石見海浜公園　マリンハウス 浜田市久代町１６５５－３１ 0855-28-3604
アイスクリーム
類製造業

2 特記事項なし H28.6.1 R4.5.31

278140052
社会福祉法人　いわみ福祉
会

理事長　室崎　富恵
ワークくわの木金城第２事業
所

浜田市金城町下来原１５４１
－８

(0855)42-0039
アイスクリーム
類製造業

2 特記事項なし H27.6.1 R3.5.31

308140002
社会福祉法人　いわみ福祉
会

理事長　室崎　富恵
かなぎウエスタンライディング
パーク

浜田市金城町久佐イ１３９０
－８

0855-42-2222
アイスクリーム
類製造業

2 特記事項なし H30.6.1 R6.5.31

28140389 株式会社　ベリーネ 代表取締役　能美　真也 ベリーネカフェ 浜田市金城町七条イ７３５ 0855-42-2515
アイスクリーム
類製造業

2 特記事項なし R2.6.1 R7.5.31

308145003 ゆうひパーク浜田　株式会社 代表取締役　木戸　淳 ゆうひ亭 浜田市原井町１２０３－１ 0855-23-8000
アイスクリーム
類製造業

2 特記事項なし H30.12.1 R6.11.30

288140028 有限会社　クボタ牛乳 代表取締役　久保田　英治 有限会社　クボタ牛乳 浜田市原井町９０７ 0855-22-0341
アイスクリーム
類製造業

1 特記事項なし H28.6.1 R4.5.31

300140001 株式会社　ピアレス 代表取締役　松尾　茂文
マクドナルド　浜田ゆめタウン
店

浜田市港町２２７－１ 0855-24-0236
アイスクリーム
類製造業

2 特記事項なし H30.6.26 R5.11.30

28145532 株式会社　スイートガーデン 代表取締役　富川　俊昭
スイートガーデン　ゆめタウン
浜田店

浜田市港町２２７－１　ゆめタ
ウン浜田店１Ｆ

0855-23-7714
アイスクリーム
類製造業

2 特記事項なし R2.12.1 R7.11.30

308145001 株式会社　楓ジェラート 代表取締役　橋本　隆幸 楓ジェラート
浜田市三隅町向野田７２１－
７

0855-32-5200
アイスクリーム
類製造業

1 特記事項なし H30.12.1 R5.11.30

308145002 有限会社　平野屋 代表取締役　平野　義弘 有限会社　平野屋 浜田市新町４７ 0855-22-0236
アイスクリーム
類製造業

1 特記事項なし H30.12.1 R5.11.30

288140031 本田　アサエ 本田菓子店 浜田市浅井町１５５７ 22-1752
アイスクリーム
類製造業

2 特記事項なし H28.6.1 R3.5.31

288035018 有限会社　クボタ牛乳 代表取締役　久保田　英治 有限会社　クボタ牛乳 浜田市原井町９０７ 0855-22-0341 乳処理業 特記事項なし H28.12.1 R4.11.30

288055017 有限会社　クボタ牛乳 代表取締役　久保田　英治 有限会社　クボタ牛乳 浜田市原井町９０７ 0855-22-0341 乳製品製造業 特記事項なし H28.12.1 R4.11.30

20150005 株式会社　キヌヤ 代表取締役　領家　康元 キヌヤ　江津店 江津市嘉久志町１３１０ 0855-52-0558 乳類販売業 特記事項なし R2.9.3 R7.11.30

290150002 株式会社　イズミ 代表取締役　山西　泰明 ゆめタウン江津 江津市嘉久志町２３０６－３０ 0855-54-0178 乳類販売業 特記事項なし H29.4.26 R4.5.31

280150004 吉田　直記 ローソン江津嘉久志町店 江津市嘉久志町２３０９－５ 0855-52-7712 乳類販売業 特記事項なし H28.5.31 R3.5.31

300150009 ウエルシア薬局　株式会社 代表取締役　水野　秀晴 ウエルシア江津嘉久志店 江津市嘉久志町２４２５－１９ 0855-54-0592 乳類販売業 特記事項なし H31.3.1 R6.5.31

310150006
島根西部中酪牛乳販売　有
限会社

代表取締役　渡辺　淳之助 マンモス江津店 江津市嘉久志町イ１６８２－７ 0855-52-7326 乳類販売業 特記事項なし R1.10.25 R6.11.30
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308150010 有限会社　宮内商店 代表取締役　宮内　満弘 有限会社　宮内商店 江津市嘉久志町イ１７１１－７ 0855-52-1007 乳類販売業 特記事項なし H30.6.1 R5.5.31

288150145 山陰ヤクルト販売　株式会社 代表取締役　山本　祥二 キャンドゥ江津 江津市嘉久志町イ１８３６－２ 0855-54-1117 乳類販売業 特記事項なし H28.6.1 R3.5.31

280150002 有限会社　アールエムズ 代表取締役　河村　高明 ローソン江津敬川店 江津市敬川町１３０６－１２５ 0855-53-5163 乳類販売業 特記事項なし H28.5.20 R3.5.31

290150004 株式会社　コスモス薬品 代表取締役　横山　英昭 ドラッグコスモス敬川店 江津市敬川町１３０７－１３ 0855-54-3008 乳類販売業 特記事項なし H30.2.7 R5.5.31

298150103 横田　雪江 今中屋 江津市敬川町１７１９－２ 0855-53-0380 乳類販売業 特記事項なし H29.6.1 R4.5.31

280150001 大田青果　株式会社 代表取締役　八波　和久 マルシェ　浅利市場 江津市後地町２３４８－２ 0855-52-7528 乳類販売業 特記事項なし H28.5.12 R3.5.31

28155420 三本松　紀男
ローソン・ポプラ　江津舞乃市
店

江津市後地町３３４８－１１４ 0855-55-3522 乳類販売業 特記事項なし R2.12.1 R8.11.30

28150358
有限会社　ふるさと支援セン
ター 　　　　　めぐみ

代表取締役　砂田　忠 サンピコごうつ 江津市後地町９９５－１ 0855-57-0680 乳類販売業 特記事項なし R2.6.1 R8.5.31

310150004
株式会社　光洋ショップープラ
ス

代表取締役　高木　孝昌
済生会江津総合病院売店「グ
リーンリーブスモール」

江津市江津町１０１６－３７ 0855-54-0505 乳類販売業 特記事項なし R1.10.15 R6.11.30

288150147 山陰ヤクルト販売　株式会社 代表取締役　山本　祥二 済生会江津総合病院 江津市江津町１０１６－３７ 0855-54-0101 乳類販売業 特記事項なし H28.6.1 R3.5.31

298150077 有限会社　クボタ牛乳 代表取締役　久保田　英治 済生会江津総合病院　売店 江津市江津町１０１６－３７ 0855-54-0101 乳類販売業 特記事項なし H29.6.1 R4.5.31

298150079 吉田　直記 ローソン江津済生会病院前店 江津市江津町１０１６－４１ 0855-52-5418 乳類販売業 特記事項なし H29.6.1 R5.5.31

28155414 株式会社　Ａコープ西日本 代表取締役　草場　浩 Ａコープ　ごうつ 江津市江津町１１４０－５ 0855-52-0222 乳類販売業 特記事項なし R2.12.1 R8.11.30

290150001
島根西部中酪牛乳販売　有
限会社

代表取締役　渡辺　淳之助
島根県立江津工業高等学校
談話室

江津市江津町１４７７ 0855-52-2120 乳類販売業 特記事項なし H29.4.10 R4.5.31

298155117 能美　房子
江津市役所庁内食堂　春吉
屋

江津市江津町１５２５ 0855-52-2501 乳類販売業 特記事項なし H29.12.1 R4.11.30

280150011 竹内　裕子 やじん　商店 江津市江津町８５２－７ 0855-52-2634 乳類販売業 特記事項なし H28.10.25 R3.11.30

308150001 有間　テルヱ 渡辺酒店 江津市黒松町６９５ 0855-55-1671 乳類販売業 特記事項なし H30.6.1 R5.5.31

298080105 島根県農業協同組合 代表理事　石川　寿樹 ＪＡしまね　市山店 江津市桜江町市山４２９－２ 0855-92-1315 乳類販売業 特記事項なし H29.6.1 R4.5.31

28155087 山﨑　宏明 かどや商店 江津市桜江町川戸１３０－２ 0855-92-0032 乳類販売業 特記事項なし R2.12.1 R7.11.30

318155009 株式会社　Ａコープ西日本 代表取締役　草場　浩 Ａコープさくらえ 江津市桜江町川戸１６－３ 0855-92-1138 乳類販売業 特記事項なし R1.12.1 R7.11.30

288080131 湯浅　幾枝 湯浅商店
江津市桜江町谷住郷１７３２
－２

0855-92-0033 乳類販売業 特記事項なし H28.6.1 R3.5.31

308150006 吉田　直記 ローソン　江津桜江町店
江津市桜江町谷住郷２６１１
－１８

0855-92-1455 乳類販売業 特記事項なし H30.6.1 R6.5.31

298150075 山下　澄子 スーパー　やました 江津市松川町市村１４３－１ 0855-57-0016 乳類販売業 特記事項なし H29.6.1 R4.5.31

300150002 株式会社　Ｃｉｅｌｏ　ａｚｕｌ 代表取締役　佐々木　淳 ローソン江津浅利店 江津市浅利町２２－１ 0855-57-0271 乳類販売業 特記事項なし H30.6.4 R5.11.30

28150369 柳楽　由美子 セブン‐イレブン江津浅利店
江津市浅利町８３－３，８３－
５，８４－３, ８４－４，８５－７，
８５－９

0855-57-0722 乳類販売業 特記事項なし R2.6.1 R7.5.31

28150370 白バラ商事　株式会社 代表取締役　平野　佳延
石見智翠館高等学校　男子
寮

江津市渡津町１９０４－１ 0855-52-4250 乳類販売業 特記事項なし R2.6.1 R7.5.31

28150368 白バラ商事　株式会社 代表取締役　平野　佳延
石見智翠館高等学校　購買
前

江津市渡津町１９０４－１ 0855-52-2457 乳類販売業 特記事項なし R2.6.1 R7.5.31
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28155416 有限会社　タイキ 代表取締役　平野　吉倫
ローソン・ポプラ　江津渡津町
店

江津市渡津町2004-1,他11筆 0855-52-5182 乳類販売業 特記事項なし R2.12.1 R8.11.30

288150103 株式会社　キヌヤ 代表取締役　領家　康元 株式会社　キヌヤ　渡津店 江津市渡津町４４４－１ 0855-52-1011 乳類販売業 特記事項なし H28.6.1 R3.5.31

318150006 有限会社　アールエムズ 代表取締役　河村　高明 ローソン都野津駅前店 江津市都野津町２２７７－４ 0855-53-5040 乳類販売業 特記事項なし R1.6.1 R7.5.31

310150001 永島　久美子 移動販売　クローバー
江津市都野津町２３０７－１８
「島根県内一円」

0855ｰ52ｰ7339 乳類販売業 特記事項なし H31.4.11 R6.5.31

20150002 永島　久美子 移動販売　クローバー
江津市都野津町２３０７－１８
「島根県内一円」

0855-52-7339 乳類販売業 特記事項なし R2.6.2 R7.11.30

298150093 大前　豊子 ミニストアー　大前
江津市二宮町神主２１８８－
２

0855-53-1288 乳類販売業 特記事項なし H29.6.1 R4.5.31

288150120 小川　秀洋 小川　商店
江津市二宮町神主イ１００８
－２

0855-53-0435 乳類販売業 特記事項なし H28.6.1 R3.5.31

298155149 有限会社　シャルム大坂屋 代表取締役　大坂　務 ラ・グラン・モンテ
江津市二宮町神主ハ２１６－
１０

0855-53-2886 乳類販売業 特記事項なし H29.12.1 R4.11.30

308155008 府川　要之 セブン-イレブン　江津二宮店
江津市二宮町神主ハ３１５－
１

0855-53-4039 乳類販売業 特記事項なし H30.12.1 R6.11.30

298150070
島根西部中酪牛乳販売　有
限会社

代表取締役　渡辺　淳之助 島根西部中酪牛乳販売(有) 江津市二宮町神主ハ３３２ 0855-53-0500 乳類販売業 特記事項なし H29.6.1 R4.5.31

28150362 株式会社　キヌヤ 代表取締役　領家　康元 キヌヤ　二宮店 江津市二宮町神主ハ８９－１ 0855-54-3516 乳類販売業 特記事項なし R2.6.1 R8.5.31

280150005 益井　俊雄 ポプラ江津アクアス前　店
江津市波子町イ１２５５－３１
２

0855-54-3001 乳類販売業 特記事項なし H28.6.22 R3.11.30

288150126 大江　英治 山大　商店 江津市波子町イ１２５５－６２ 0855-53-2028 乳類販売業 特記事項なし H28.6.1 R3.5.31

298150100 大村　佳代子 三福屋　商店 江津市波子町イ９４８ 0855-53-2127 乳類販売業 特記事項なし H29.6.1 R4.5.31

298150091
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
江津店

江津市和木町６０３－３５ 0855-54-0077 乳類販売業 特記事項なし H29.6.1 R5.5.31

28150367 伊藤　清春 セブン・イレブン江津和木店 江津市和木町６０６－２６ 0855-52-6787 乳類販売業 特記事項なし R2.6.1 R8.5.31

318150003 株式会社　未来販売堂 代表取締役　岡村　宏 地域交流プラザ　まんてん 浜田市旭町丸原１５２９－１１ 0855-45-8039 乳類販売業 特記事項なし R1.6.1 R6.5.31

308155009 株式会社　未来販売堂 代表取締役　岡村　宏 地域交流プラザ　まんてん
浜田市旭町丸原１５２９－１１
（島根県内一円）

0855-45-8039 乳類販売業 特記事項なし H30.12.1 R5.11.30

288150142 山陰ヤクルト販売　株式会社 代表取締役　山本　祥二 視覚障害者福祉協会
浜田市旭町丸原３８０－１５
島根あさひ社会復帰促進セ
ンター内

0855-45-8171 乳類販売業 特記事項なし H28.6.1 R3.5.31

298155096 有限会社　松風堂 代表取締役　髙子　富二郎 有限会社　松風堂 浜田市旭町今市３６５－１ 0855-45-0016 乳類販売業 特記事項なし H29.12.1 R4.11.30

318155005 株式会社　Ａコープ西日本 代表取締役　草場　浩 Ａコープ　あさひ 浜田市旭町今市６２７－１ 0855-45-1260 乳類販売業 特記事項なし R1.12.1 R6.11.30

298150059 酒井　勝子 石橋　商店 浜田市旭町市木２４９６ 0855-47-0825 乳類販売業 特記事項なし H29.6.1 R4.5.31

288150086 澤蓮　尚
コンビニエンス　ストア　サワ
レン

浜田市旭町重富２４６ 0855-45-0413 乳類販売業 特記事項なし H28.6.1 R3.5.31

288155080 花田　清征 花田商店 浜田市旭町都川１０６２－２ 0855-47-0027 乳類販売業 特記事項なし H28.12.1 R3.11.30

28150363 服部　美津枝 木田ふれあい店舗 浜田市旭町木田４５３－７ 0855-45-0302 乳類販売業 特記事項なし R2.6.1 R8.5.31

318155008 有限会社　クボタ牛乳 代表取締役　久保田　英治 あさひ荘 浜田市旭町木田９５４－３ 0855-45-0321 乳類販売業 特記事項なし R1.12.1 R6.11.30

270150004 若本　貞子 若狭屋商店 浜田市下府町１４６６－１ 0855-28-0458 乳類販売業 特記事項なし H28.2.4 R3.5.31
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28155412 沖田　邦子 沖芳屋 浜田市下府町１５７７－３ 0855-28-1073 乳類販売業 特記事項なし R2.12.1 R7.11.30

318155001 橋本鐵工　株式会社 代表取締役　橋本　立一 Ｙショップ　浜田下府店 浜田市下府町１８１－２ 0855-28-1151 乳類販売業 特記事項なし R1.12.1 R6.11.30

308155003 株式会社　キヌヤ 代表取締役　領家　康元 （株）キヌヤ　国府店 浜田市下府町２１０３－２ 0855-28-2150 乳類販売業 特記事項なし H30.12.1 R6.11.30

308155002
島根西部中酪牛乳販売　有
限会社

代表取締役　渡辺　淳之助 国民宿舎　千畳苑 浜田市下府町２１６４－４７ 0855-28-1255 乳類販売業 特記事項なし H30.12.1 R5.11.30

318150002 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）石見支
社

浜田市下府町３２７－１２７ 0855-22-8960 乳類販売業 特記事項なし R1.6.1 R7.5.31

308155012 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　浜田支
所

浜田市下府町３２７－１３５ 0855-25-0618 乳類販売業 特記事項なし H30.12.1 R6.11.30

308155007 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
西部支部

浜田市下府町３２７－８８ 0855-22-7001 乳類販売業 特記事項なし H30.12.1 R6.11.30

298155013
ユーシーシーコーヒー プロ
フェッショナル　株式会社

代表取締役　川久保　則志
ユーシーシーコーヒープロ
フェッショナル株式会社　浜田
支店

浜田市下府町３８８－３２ 0855-28-2233 乳類販売業 特記事項なし H29.12.1 R4.11.30

318150007 株式会社　吉寅商店 代表取締役　来原　明宏 株式会社　吉寅商店 浜田市下府町３８８－３４ 0855-28-1500 乳類販売業 特記事項なし R1.6.1 R7.5.31

308150002 株式会社　キヌヤ 代表取締役　領家　康元 （株）キヌヤ　笠柄店 浜田市笠柄町７４ 0855-23-1860 乳類販売業 特記事項なし H30.6.1 R6.5.31

280150010 山田　隆幸 セブン・イレブン浜田京町店 浜田市京町５０ 0855-22-3035 乳類販売業 特記事項なし H28.8.29 R3.11.30

298150045 有限会社　クボタ牛乳 代表取締役　久保田　英治
湯屋温泉元湯館（子安華湯
館）

浜田市金城町下来原１４２５
－２

乳類販売業 特記事項なし H29.6.1 R4.5.31

300150010 島田　牧子
セブンｰイレブン浜田金城町
店

浜田市金城町下来原９８１－
１の一部

0855-42-0383 乳類販売業 特記事項なし H31.2.15 R6.5.31

28155415 株式会社　熊谷 代表取締役　熊谷　美子 ローソン・ポプラ　浜田金城店
浜田市金城町七条イ６１１－
１

0855-42-3150 乳類販売業 特記事項なし R2.12.1 R8.11.30

318155002 株式会社　キヌヤ 代表取締役　領家　康元 キヌヤ　金城店
浜田市金城町七条イ６６４－
５

0855-42-1926 乳類販売業 特記事項なし R1.12.1 R7.11.30

308155010
島根西部中酪牛乳販売　有
限会社

代表取締役　渡辺　淳之助 リフレパーク　きんたの里
浜田市金城町七条イ９８０－
１

0855-42-3555 乳類販売業 特記事項なし H30.12.1 R5.11.30

28150359 有限会社　クボタ牛乳 代表取締役　久保田　英治
リフレッシュかなぎ　きんたの
里

浜田市金城町七条イ９８０－
１

0855-42-3555 乳類販売業 特記事項なし R2.6.1 R7.5.31

298155093 有限会社　クボタ牛乳 代表取締役　久保田　英治
金城町観光協会（美又温泉
会館）

浜田市金城町追原１１－２ 0855-42-1686 乳類販売業 特記事項なし H29.12.1 R4.11.30

28150361 有限会社　クボタ牛乳 代表取締役　久保田　英治 美又温泉　国民保養センター
浜田市金城町追原３２－１ 美
又温泉国民保養センタ－１階

0855-42-0353 乳類販売業 特記事項なし R2.6.1 R7.5.31

280150008 株式会社　金城観光ホテル 代表取締役　佐々木　健久 金城観光ホテル 浜田市金城町追原３９－１ 0855-42-1000 乳類販売業 特記事項なし H28.7.14 R3.11.30

288155069 西谷　友紀 西谷
浜田市金城町波佐イ４１２－
３

0855-44-0017 乳類販売業 特記事項なし H28.12.1 R3.11.30

28155419 島根県農業協同組合 代表理事　石川　寿樹
ＪＡしまね　いわみ中央地区
本部 波佐事業所

浜田市金城町波佐イ４４２－
２

0855-44-0014 乳類販売業 特記事項なし R2.12.1 R8.11.30

308155031 有限会社　吉 代表取締役　魚田　健磨 ポプラ　浜田元浜店 浜田市元浜町２３０－６ 0855-22-7720 乳類販売業 特記事項なし H30.12.1 R5.11.30

298155020 ゆうひパーク浜田　株式会社 代表取締役　木戸　淳 ゆうひパーク浜田　株式会社 浜田市原井町１２０３－１ 0855-23-8000 乳類販売業 特記事項なし H29.12.1 R4.11.30

298150010 有限会社　やなぎ水産 代表取締役　柳　賢一 有限会社　アクトやなぎ水産 浜田市原井町３０５０－１９ 0855-22-9588 乳類販売業 特記事項なし H29.6.1 R4.5.31

28155411 島根さんれい　株式会社 代表取締役　長門　竹行 島根さんれい　株式会社 浜田市原井町３０５０－７ 0855-22-3225 乳類販売業 特記事項なし R2.12.1 R7.11.30

308150008 株式会社　Ｈｏｎｅｙｃｏｍｂ 代表取締役　原田　陽 ローソン・ポプラ　浜田原井店 浜田市原井町９４６－２ 0855-23-4993 乳類販売業 特記事項なし H30.6.1 R5.5.31
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280150012 株式会社　Ｃｉｅｌｏ　ａｚｕｌ 代表取締役　佐々木　淳 ローソン・ポプラ　浜田笠柄店 浜田市原井町９９３－１ 0855-25-1524 乳類販売業 特記事項なし H28.11.25 R3.11.30

300150004 株式会社　ピアレス 代表取締役　松尾　茂文
マクドナルド　浜田ゆめタウン
店

浜田市港町２２７－１ 0855-24-0236 乳類販売業 特記事項なし H30.6.26 R5.11.30

28150360 株式会社　イズミ 代表取締役　山西　泰明 ゆめタウン浜田
浜田市港町２２７－１ ゆめタ
ウン浜田１Ｆ

0855-23-7700 乳類販売業 特記事項なし R2.6.1 R8.5.31

308150009 ワタキューセイモア株式会社 代表取締役　村田　清和 ＨＯＷ　西川病院店 浜田市港町２９３－２ 0855-22-1811 乳類販売業 特記事項なし H30.6.1 R5.5.31

28150371 府川　要之 セブン‐イレブン浜田国分店
浜田市国分町 １８１９－３７、
１８１９－４２他１１筆

0855-29-1887 乳類販売業 特記事項なし R2.6.1 R7.5.31

298155004 林　茂仁 ローソン浜田国分店 浜田市国分町２３１２ 0855-28-1841 乳類販売業 特記事項なし H29.12.1 R5.11.30

308155011 沖田　アヤコ 神戸屋商店 浜田市国分町６９０－１ 0855-28-0017 乳類販売業 特記事項なし H30.12.1 R5.11.30

28155418 横田　隆博
セブン‐イレブン　浜田黒川町
店

浜田市黒川町１２０－３ 0855-23-0700 乳類販売業 特記事項なし R2.12.1 R7.11.30

288155032 株式会社　キヌヤ 代表取締役　領家　康元 （株）キヌヤ　プリル店 浜田市黒川町１３７－１ 0855-22-7270 乳類販売業 特記事項なし H28.12.1 R3.11.30

318150004 島田　牧子
セブンーイレブン 浜田県立体
育館前店

浜田市黒川町３７３６－１ 0855-23-0708 乳類販売業 特記事項なし R1.6.1 R7.5.31

28150364 島根県農業協同組合 代表理事　石川　寿樹
ＪＡしまね　いわみ中央地区
本部 産直きんさい市場　黒川
店

浜田市黒川町３７４１ 0855-22-8827 乳類販売業 特記事項なし R2.6.1 R8.5.31

298150068 寺井　由美子 小松原商店
浜田市三隅町井野ニ８３０－
２

0855-34-0003 乳類販売業 特記事項なし H29.6.1 R4.5.31

278155089 尾﨑　誠一郎 尾﨑商店
浜田市三隅町岡見５０９５－
８

0855-32-0442 乳類販売業 特記事項なし H27.12.1 R3.11.30

308150004 共同青果　株式会社 代表取締役　長谷川　等 ＪＡいわみ中央三保店 浜田市三隅町古市場９２０ 0855-32-4251 乳類販売業 特記事項なし H30.6.1 R6.5.31

298155105 株式会社　Ｉ・Ｓ・Ｃ 代表取締役　新田　健浩 ローソン　浜田三隅店
浜田市三隅町向野田６３９－
１

0855-32-0035 乳類販売業 特記事項なし H29.12.1 R5.11.30

298155111 花田　安彦
セブンーイレブン　浜田三隅
町店

浜田市三隅町向野田６９１－
２，６９１－５， 　　　　　　　　６
９１－６，６９１－３０の一部

0855-32-0340 乳類販売業 特記事項なし H29.12.1 R5.11.30

318155006 株式会社　Ａコープ西日本 代表取締役　草場　浩 Ａコープ　三隅 浜田市三隅町三隅１２２５ 0855-32-2400 乳類販売業 特記事項なし R1.12.1 R6.11.30

288155087 平川　保 平川　商店 浜田市三隅町三隅８３－１ 0855-32-0465 乳類販売業 特記事項なし H28.12.1 R3.11.30

20150003 株式会社　キヌヤ 代表取締役　領家　康元 キヌヤ　サンプラム店 浜田市三隅町三隅８９０－１ 0855-32-3500 乳類販売業 特記事項なし R2.7.29 R7.11.30

300150003
島根西部中酪牛乳販売　有
限会社

代表取締役　渡辺　淳之助 （株）岩多屋　サンプラム店 浜田市三隅町三隅８９０－１ 0855-32-3511 乳類販売業 特記事項なし H30.6.15 R5.11.30

20150004 株式会社　キヌヤ 代表取締役　領家　康元 プラム号
浜田市三隅町三隅８９０－１
「島根県内一円」

0855-32-3500 乳類販売業 特記事項なし R2.7.30 R7.11.30

308150003 田代　忠亮 田代商店 浜田市三隅町室谷５２０－４ 0855-34-0331 乳類販売業 特記事項なし H30.6.1 R5.5.31

288155088 有限会社　ゆうひパーク三隅 代表取締役　石田　孝之 いさりびパーク 浜田市三隅町折居２２０－１ 0855-32-2880 乳類販売業 特記事項なし H28.12.1 R3.11.30

288150100 九十九　頼人 白バラ牛乳　浜田西販売店 浜田市三隅町東平原６２ 32-2350 乳類販売業 特記事項なし H28.6.1 R3.5.31

308155029 佐々木　啓郎
セブンーイレブン　浜田周布
店

浜田市治和町イ７８－１ 0855-27-2771 乳類販売業 特記事項なし H30.12.1 R5.11.30

318155007 島根県農業協同組合 代表理事　石川　寿樹
ＪＡしまね　いわみ中央地区
本部 産直きんさい市場　周布
店

浜田市周布町イ４２８－１ 0855-24-7700 乳類販売業 特記事項なし R1.12.1 R6.11.30
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298150118
株式会社　トライアルカンパ
ニー

代表取締役　石橋　亮太 トライアル浜田店 浜田市周布町イ６１－１ 0855-24-7980 乳類販売業 特記事項なし H29.6.1 R4.5.31

318150001 山崎製パン　株式会社 代表取締役社長　飯島　延浩 山崎製パン（株）浜田中継所 浜田市周布町ロ２７０－２ 0855-26-1164 乳類販売業 特記事項なし R1.6.1 R7.5.31

300150001 荒木　祥史 ローソン　浜田周布店 浜田市周布町ロ３６８ 0855-27-3747 乳類販売業 特記事項なし H30.5.28 R5.5.31

278150009 三明　正直 三明商店 浜田市上府町イ２５６０ 0855-28-0302 乳類販売業 特記事項なし H27.6.1 R3.5.31

318155010 森岡　雅彦 セブンイレブン　浜田新町店 浜田市新町５４－１ 0855-22-4850 乳類販売業 特記事項なし R1.12.1 R6.11.30

288155056 有限会社　三角屋 代表取締役　伊藤　俊平 有限会社　三角屋 浜田市真光町４７、４８ 0855-22-0286 乳類販売業 特記事項なし H28.12.1 R3.11.30

270150003
一般社団法人　浜田市観光
協会

代表理事　岩谷　百合雄 市民サロン
浜田市浅井町７７７－１　ＪＲ
浜田駅舎内１Ｆ

0855-28-7133 乳類販売業 特記事項なし H27.12.15 R3.5.31

278155015
株式会社　アインファーマ
シーズ

代表取締役　大石　美也
ローソン　浜田医療センター
店

浜田市浅井町７７７－１２ 国
立病院機構浜田医療セン
ター２階

0855-25-0565 乳類販売業 特記事項なし H27.12.1 R3.11.30

318155011
ＪＲ西日本山陰開発　株式会
社

代表取締役　新井　慎一
セブンーイレブン　ハートイン
ＪＲ浜田駅

浜田市浅井町７９１－２　ＪＲ
浜田駅構内

0855-22-0961 乳類販売業 特記事項なし R1.12.1 R6.11.30

28150366 山田　隆幸
セブン・イレブン浜田浅井町
店

浜田市浅井町８９７－２ 0855-22-0133 乳類販売業 特記事項なし R2.6.1 R8.5.31

28155413 株式会社　イズミ 代表取締役　山西　泰明 ゆめマート　浜田 浜田市相生町１３９１－８ 0855-23-6500 乳類販売業 特記事項なし R2.12.1 R7.11.30

280150013 株式会社　コムサ 代表取締役　森谷　公昭 森ちゃんスーパー
浜田市相生町３７７３－１
「島根県内一円」

乳類販売業 特記事項なし H29.2.6 R4.5.31

28150365 城谷　真吾
セブン・イレブン浜田相生町
店

浜田市相生町４２５０ 0855-22-0139 乳類販売業 特記事項なし R2.6.1 R8.5.31

278155038 有限会社　金津酒店 代表取締役　安達　宗
ローソン・ポプラ　浜田朝日町
店

浜田市朝日町１５１１ 0855-25-0312 乳類販売業 特記事項なし H27.12.1 R3.11.30

308155004 株式会社　キヌヤ 代表取締役　領家　康元 キヌヤ　長澤店 浜田市長沢町３０２１ 0855-22-8810 乳類販売業 特記事項なし H30.12.1 R6.11.30

280150006 株式会社　Ｃｉｅｌｏ　ａｚｕｌ 代表取締役　佐々木　淳 ローソン浜田長沢店 浜田市長沢町８８－６ 0855-22-1324 乳類販売業 特記事項なし H28.7.6 R3.11.30

300150007 若林　里志 若林鮮魚店
浜田市長浜町１４０２　「島根
県内一円」

0855-27-3010 乳類販売業 特記事項なし H30.9.12 R5.11.30

288150059 斉藤　誠 斉藤　商店 浜田市長浜町１４３０ 0855-27-0359 乳類販売業 特記事項なし H28.6.1 R3.5.31

308155005
島根西部中酪牛乳販売　有
限会社

代表取締役　渡辺　淳之助
特別養護老人ホーム　たんぽ
ぽの里

浜田市長浜町８７２ 0855-26-0066 乳類販売業 特記事項なし H30.12.1 R5.11.30

308155006 株式会社　吉寅商店 代表取締役　来原　明宏 浜田市役所売店 浜田市殿町１ 0855-22-2612 乳類販売業 特記事項なし H30.12.1 R5.11.30

288155037 垰　功 垰　商店 浜田市殿町６４－１ 0855-22-0680 乳類販売業 特記事項なし H28.12.1 R3.11.30

300150008 ウエルシア薬局　株式会社 代表取締役　水野　秀晴 ウエルシア浜田田町店 浜田市田町１１６－６ 0855-25-1285 乳類販売業 特記事項なし H31.3.1 R6.5.31

300150006 株式会社　油屋 代表取締役　佐々木　弘泰 スーパー　ダップス 浜田市田町１４４９－１ 0855-22-4455 乳類販売業 特記事項なし H30.7.12 R5.11.30

300150005 株式会社　Ｃｉｅｌｏ　ａｚｕｌ 代表取締役　佐々木　淳 ローソン　浜田　田町店 浜田市田町１６４３ 0855-25-1324 乳類販売業 特記事項なし H30.7.5 R5.11.30

308150005 富士産業　株式会社 代表取締役　笠柄　一雄 ぱんの森 浜田市田町９０ 0855-22-6368 乳類販売業 特記事項なし H30.6.1 R5.5.31

318155003 株式会社　キヌヤ 代表取締役　領家　康元 キヌヤ　ひなし店 浜田市日脚町１０５７－２ 0855-27-2245 乳類販売業 特記事項なし R1.12.1 R6.11.30

318150005
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
浜田西店

浜田市日脚町１２２０－３ 0855-24-7250 乳類販売業 特記事項なし R1.6.1 R6.5.31
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310150005
島根西部中酪牛乳販売　有
限会社

代表取締役　渡辺　淳之助 パチンコマンモス　浜田店 浜田市日脚町１３１－１ 0855-25-5211 乳類販売業 特記事項なし R1.10.25 R6.11.30

298150042
島根西部中酪牛乳販売　有
限会社

代表取締役　渡辺　淳之助
島根西部中酪牛乳販売(有)
浜田営業所

浜田市日脚町２５５－２ 0855-26-0421 乳類販売業 特記事項なし H29.6.1 R4.5.31

280150009 株式会社　Ｃｉｅｌｏ　ａｚｕｌ 代表取締役　佐々木　淳 ローソン浜田日脚店 浜田市日脚町２８０－１ 0855-25-5924 乳類販売業 特記事項なし H28.8.2 R3.11.30

288150073 那田　寛身 なだのや 浜田市日脚町７９６－２ 0855-27-1052 乳類販売業 特記事項なし H28.6.1 R3.5.31

20150001 株式会社　コスモス薬品 代表取締役　横山　英昭 ドラッグコスモス熱田店 浜田市熱田町１６８９－１ 0855-24-7190 乳類販売業 特記事項なし R2.4.7 R7.5.31

280150003 有限会社　クボタ牛乳 代表取締役　久保田　英治 島根県立浜田商業高校 浜田市熱田町６７５ 0855-27-0064 乳類販売業 特記事項なし H28.5.16 R3.5.31

298150038 板本　知己
セブンーイレブン　浜田熱田
店

浜田市熱田町９８７－１ 0855-27-0331 乳類販売業 特記事項なし H29.6.1 R5.5.31

298155061 株式会社　エビス 代表取締役　有田　誠治 株式会社　エビス 浜田市蛭子町３３ 0855-22-1084 乳類販売業 特記事項なし H29.12.1 R4.11.30

278155050 株式会社　吉寅商店 代表取締役　来原　明宏 合庁売店 浜田市片庭町２５４ 0855-29-5718 乳類販売業 特記事項なし H27.12.1 R3.11.30

310150003 株式会社　Ｃｉｅｌｏ　ａｚｕｌ 代表取締役　佐々木　淳 ローソン浜田栄町店 浜田市片庭町５２ 0855-23-1324 乳類販売業 特記事項なし R1.9.11 R6.11.30

290150003
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
片庭店

浜田市片庭町８６－１０ 0855-25-1087 乳類販売業 特記事項なし H29.12.5 R5.5.31

288150014 協同組合　浜田スタンプ会 代表理事　佐古　肇徳 島根県立大学売店
浜田市野原町２４３３－２ 島
根県立大学学生会館内

0855-22-0004 乳類販売業 特記事項なし H28.6.1 R4.5.31

310150002 清家　昭子 サンカクヤ 浜田市弥栄町高内ロ２－８ 乳類販売業 特記事項なし R1.5.21 R6.5.31

318155004 株式会社　Ａコープ西日本 代表取締役　草場　浩 Ａコープ　やさか
浜田市弥栄町長安本郷５４４
－７

0855-48-2222 乳類販売業 特記事項なし R1.12.1 R6.11.30

288150093 今田　信子 今田商店
浜田市弥栄町木都賀 イ６５２
－４

48-2232 乳類販売業 特記事項なし H28.6.1 R3.5.31

28155417 永井　典文 永井商店 浜田市弥栄町木都賀イ５８９ 0855-48-2214 乳類販売業 特記事項なし R2.12.1 R7.11.30

28165419 浅利観光　株式会社 代表取締役　植田　裕一 ミートショップ舞乃市 江津市後地町３３４８－１１３ 0855-55-1155 食肉処理業 2 特記事項なし R2.12.1 R7.11.30

280160001 有限会社　肉のこごし 代表取締役　小越　亨 有限会社　肉のこごし 江津市江津町９０８－１９ 0855-54-0323 食肉処理業 特記事項なし H29.1.6 R4.5.31

278095117 千代延　敏之
猪肉加工販売センター　榎木
の郷

江津市桜江町大貫５７－１ 0855-93-0881 食肉処理業 1 特記事項なし H27.12.1 R3.11.30

288160090 佐々岡　到 下屋敷 浜田市旭町都川１１５７ 0855-47-0127 食肉処理業 2 特記事項なし H28.6.1 R3.5.31

280160002 株式会社　島根ポーク 代表取締役　永野　雅彦 ケンボロー手づくりハム工房 浜田市金城町久佐ハ４７－５ 0855-42-2364 食肉処理業 2 特記事項なし H29.2.2 R4.5.31

300160002 渡辺　弘 金城会
浜田市金城町今福１７１９－
３

食肉処理業 1 特記事項なし H30.10.30 R5.11.30

288160081 青木　幸春 山幸猪肉店 浜田市金城町長田ロ９１ 0855-44-0446 食肉処理業 1 特記事項なし H28.6.1 R3.5.31

270160003 結城　秋人 チカシゲ 浜田市後野町１９２８ 0855-42-1755 食肉処理業 1 特記事項なし H27.12.28 R3.5.31

318160002 株式会社　キヌヤ 代表取締役　領家　康元 （株）キヌヤ　プリル店 浜田市黒川町１３７－１ 0855-22-7270 食肉処理業 2 特記事項なし R1.6.1 R6.5.31

310160001 有限会社　大起社 代表取締役　渡辺　頼孝 (有)大起社　食肉加工場 浜田市朝日町６７－６ 0855-23-4660 食肉処理業 2 特記事項なし R1.10.21 R6.11.30

300160001 株式会社　油屋 代表取締役　佐々木　弘泰 スーパー　ダップス 浜田市田町１４４９－１ 0855-22-4455 食肉処理業 2 特記事項なし H30.7.12 R5.11.30
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28160399 有限会社　山本商店 代表取締役　山本　舞 有限会社　山本商店 浜田市田町１５２４ 0855-22-0018 食肉処理業 2 特記事項なし R2.6.1 R7.5.31

20160001 松尾　潤 肉の雅屋　浜田西店 浜田市日脚町１２２０－３ 0855-25-5633 食肉処理業 2 特記事項なし R2.11.17 R7.11.30

28165420 今田　孝志 弥栄町獣肉加工処理施設
浜田市弥栄町高内イ３３３－
１

食肉処理業 1 特記事項なし R2.12.1 R7.11.30

298165100 細木　康智 マル肉細木 浜田市弥栄町大坪８２７－３ 食肉処理業 1 特記事項なし H29.12.1 R4.11.30

20170008 株式会社　キヌヤ 代表取締役　領家　康元 キヌヤ　江津店 江津市嘉久志町１３１０ 0855-52-0558 食肉販売業 特記事項なし R2.9.3 R7.11.30

290170001 株式会社　イズミ 代表取締役　山西　泰明 ゆめタウン江津 江津市嘉久志町２３０６－３０ 0855-54-0178 食肉販売業 特記事項なし H29.4.26 R5.5.31

280170003 吉田　直記 ローソン江津嘉久志町店 江津市嘉久志町２３０９－５ 0855-52-7712 食肉販売業 特記事項なし H28.5.31 R3.5.31

310170003 ウエルシア薬局　株式会社 代表取締役　水野　秀晴 ウエルシア江津嘉久志店 江津市嘉久志町２４２５－１９ 0855-54-0592 食肉販売業 特記事項なし R1.5.7 R6.5.31

308170007 有限会社　宮内商店 代表取締役　宮内　満弘 有限会社　宮内商店 江津市嘉久志町イ１７１１－７ 0855-52-1007 食肉販売業 特記事項なし H30.6.1 R5.5.31

280170002 有限会社　アールエムズ 代表取締役　河村　高明 ローソン江津敬川店 江津市敬川町１３０６－１２５ 0855-53-5163 食肉販売業 特記事項なし H28.5.20 R3.5.31

290170006 株式会社　コスモス薬品 代表取締役　横山　英昭 ドラッグコスモス敬川店 江津市敬川町１３０７－１３ 0855-54-3008 食肉販売業 特記事項なし H30.2.7 R5.5.31

298170104 横田　雪江 今中屋 江津市敬川町１７１９－２ 0855-53-0380 食肉販売業 特記事項なし H29.6.1 R4.5.31

280170001 大田青果　株式会社 代表取締役　八波　和久 マルシェ　浅利市場 江津市後地町２３４８－２ 0855-52-7528 食肉販売業 特記事項なし H28.5.12 R3.5.31

28170372 浅利観光　株式会社 代表取締役　植田　裕一 恵比寿市場 江津市後地町３３４８－１１３ 0855-55-1155 食肉販売業 特記事項なし R2.6.1 R7.5.31

28175428 三本松　紀男
ローソン・ポプラ　江津舞乃市
店

江津市後地町３３４８－１１４ 0855-55-3522 食肉販売業 特記事項なし R2.12.1 R8.11.30

28170363
有限会社　ふるさと支援セン
ター 　　　　　めぐみ

代表取締役　砂田　忠 サンピコごうつ 江津市後地町９９５－１ 0855-55-3151 食肉販売業 特記事項なし R2.6.1 R8.5.31

298170081 吉田　直記 ローソン江津済生会病院前店 江津市江津町１０１６－４１ 0855-52-5418 食肉販売業 特記事項なし H29.6.1 R5.5.31

28175424 株式会社　Ａコープ西日本 代表取締役　草場　浩 Ａコープ　ごうつ 江津市江津町１１４０－５ 0855-52-0222 食肉販売業 特記事項なし R2.12.1 R8.11.30

280170011 竹内　裕子 やじん　商店 江津市江津町８５２－７ 0855-52-2634 食肉販売業 特記事項なし H28.10.25 R3.11.30

298100106 島根県農業協同組合 代表理事　石川　寿樹 ＪＡしまね　市山店 江津市桜江町市山４２９－２ 0855-92-1315 食肉販売業 特記事項なし H29.6.1 R4.5.31

28175520 山﨑　宏明 かどや商店 江津市桜江町川戸１３０－２ 0855-92-0032 食肉販売業 特記事項なし R2.12.1 R7.11.30

28175519 株式会社　Ａコープ西日本 代表取締役　草場　浩 Ａコープさくらえ 江津市桜江町川戸１６－３ 0855-92-1138 食肉販売業 特記事項なし R2.12.1 R8.11.30

298175145 吉岡醤油　有限会社 代表取締役　柳光　達二 吉岡醤油　有限会社 江津市桜江町川戸６－９ 0855-92-0045 食肉販売業 特記事項なし H29.12.1 R4.11.30

288100132 湯浅　幾枝 湯浅商店
江津市桜江町谷住郷１７３２
－２

08559-2-0033 食肉販売業 特記事項なし H28.6.1 R3.5.31

308170004 吉田　直記 ローソン　江津桜江町店
江津市桜江町谷住郷２６１１
－１８

0855-92-1455 食肉販売業 特記事項なし H30.6.1 R6.5.31

20170006
株式会社　第一ホテルマネジ
メント

代表取締役　杉川　聡 ＭＯＲＩ　ＫＡＺＥ　ＫＩＴＣＨＥＮ 江津市桜江町長谷２６９６ 0855-92-0001 食肉販売業 特記事項なし R2.8.31 R7.11.30

20170007
株式会社　第一ホテルマネジ
メント

代表取締役　杉川　聡 風のガーデン 江津市桜江町長谷２６９６ 0855-92-0001 食肉販売業 特記事項なし R2.8.31 R7.11.30
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298170076 山下　澄子 スーパー　やました 江津市松川町市村１４３－１ 0855-57-0016 食肉販売業 特記事項なし H29.6.1 R4.5.31

300170002 株式会社　Ｃｉｅｌｏ　ａｚｕｌ 代表取締役　佐々木　淳 ローソン江津浅利店 江津市浅利町２２－１ 0855-57-0271 食肉販売業 特記事項なし H30.6.4 R5.11.30

28170373 柳楽　由美子 セブン‐イレブン江津浅利店
江津市浅利町８３－３，８３－
５，８４－３, ８４－４，８５－７，
８５－９

0855-57-0722 食肉販売業 特記事項なし R2.6.1 R7.5.31

28175425 有限会社　タイキ 代表取締役　平野　吉倫
ローソン・ポプラ　江津渡津町
店

江津市渡津町2004-1,他11筆 0855-52-5182 食肉販売業 特記事項なし R2.12.1 R8.11.30

288170104 株式会社　キヌヤ 代表取締役　領家　康元 株式会社　キヌヤ　渡津店 江津市渡津町４４４－１ 0855-52-1011 食肉販売業 特記事項なし H28.6.1 R3.5.31

318170004 有限会社　アールエムズ 代表取締役　河村　高明 ローソン都野津駅前店 江津市都野津町２２７７－４ 0855-53-5040 食肉販売業 特記事項なし R1.6.1 R7.5.31

310170001 永島　久美子 移動販売　クローバー
江津市都野津町２３０７－１８
「島根県内一円」

0855ｰ52ｰ7339 食肉販売業 特記事項なし H31.4.11 R6.5.31

20170003 永島　久美子 移動販売　クローバー
江津市都野津町２３０７－１８
「島根県内一円」

0855-52-7339 食肉販売業 特記事項なし R2.6.2 R7.11.30

290170005 有限会社　肉のこごし 代表取締役　小越　亨 有限会社　肉のこごし 江津市都野津町２３０７－１９ 0855-53-3777 食肉販売業 特記事項なし H30.1.31 R5.5.31

298170094 大前　豊子 ミニストアー　大前
江津市二宮町神主２１８８－
２

0855-53-1288 食肉販売業 特記事項なし H29.6.1 R4.5.31

288170119 小川　秀洋 小川　商店
江津市二宮町神主イ１００８
－２

08555-3-0435 食肉販売業 特記事項なし H28.6.1 R3.5.31

308175006 府川　要之 セブン-イレブン　江津二宮店
江津市二宮町神主ハ３１５－
１

0855-53-4039 食肉販売業 特記事項なし H30.12.1 R6.11.30

28170366 株式会社　キヌヤ 代表取締役　領家　康元 キヌヤ　二宮店 江津市二宮町神主ハ８９－１ 0855-54-3516 食肉販売業 特記事項なし R2.6.1 R8.5.31

280170004 益井　俊雄 ポプラ江津アクアス前　店
江津市波子町イ１２５５－３１
２

0855-54-3001 食肉販売業 特記事項なし H28.6.22 R3.11.30

288170125 大江　英治 山大　商店 江津市波子町イ１２５５－６２ 0855-53-2028 食肉販売業 特記事項なし H28.6.1 R3.5.31

298170101 大村　佳代子 三福屋　商店 江津市波子町イ９４８ 0855-53-2127 食肉販売業 特記事項なし H29.6.1 R4.5.31

298170121 山田　洋子 山田　商店 江津市和木町２６０－２ 0855-53-1136 食肉販売業 特記事項なし H29.6.1 R4.5.31

280170014
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
江津店

江津市和木町６０３－３５ 0855-54-0077 食肉販売業 特記事項なし H29.3.30 R4.5.31

20170002 藤田　菊枝 炭火焼肉　ふじた 江津市和木町６０６－１８ 0855-52-5912 食肉販売業 特記事項なし R2.5.18 R7.5.31

28170371 伊藤　清春 セブン・イレブン江津和木店 江津市和木町６０６－２６ 0855-52-6787 食肉販売業 特記事項なし R2.6.1 R8.5.31

318170002 株式会社　未来販売堂 代表取締役　岡村　宏 地域交流プラザ　まんてん 浜田市旭町丸原１５２９－１１ 0855-45-8039 食肉販売業 特記事項なし R1.6.1 R6.5.31

308175007 株式会社　未来販売堂 代表取締役　岡村　宏 地域交流プラザ　まんてん
浜田市旭町丸原１５２９－１１
（島根県内一円）

0855-45-8039 食肉販売業 特記事項なし H30.12.1 R5.11.30

318175006 株式会社　Ａコープ西日本 代表取締役　草場　浩 Ａコープ　あさひ 浜田市旭町今市６２７－１ 0855-45-1260 食肉販売業 特記事項なし R1.12.1 R6.11.30

298170060 酒井　勝子 石橋　商店 浜田市旭町市木２４９６ 0855-47-0825 食肉販売業 特記事項なし H29.6.1 R4.5.31

288170087 澤蓮　尚
コンビニエンス　ストア　サワ
レン

浜田市旭町重富２４６ 0855-45-0413 食肉販売業 特記事項なし H28.6.1 R3.5.31

288175079 花田　清征 花田商店 浜田市旭町都川１０６２－２ 0855-47-0027 食肉販売業 特記事項なし H28.12.1 R3.11.30

28170367 服部　美津枝 木田ふれあい店舗 浜田市旭町木田４５３－７ 0855-45-0302 食肉販売業 特記事項なし R2.6.1 R8.5.31
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270170005 若本　貞子 若狭屋商店 浜田市下府町１４６６－１ 0855-28-0458 食肉販売業 特記事項なし H28.2.4 R3.5.31

28175423 沖田　邦子 沖芳屋 浜田市下府町１５７７－３ 0855-28-1073 食肉販売業 特記事項なし R2.12.1 R7.11.30

318175004 橋本鐵工　株式会社 代表取締役　橋本　立一 Ｙショップ　浜田下府店 浜田市下府町１８１－２ 0855-28-1151 食肉販売業 特記事項なし R1.12.1 R6.11.30

308175001 株式会社　キヌヤ 代表取締役　領家　康元 （株）キヌヤ　国府店 浜田市下府町２１０３－２ 0855-28-2150 食肉販売業 特記事項なし H30.12.1 R6.11.30

290170002 有限会社　三浦農園 代表取締役　三浦　哲雄 有限会社　三浦農園 浜田市下府町３２７－１１１ 0855-23-3982 食肉販売業 特記事項なし H29.6.14 R4.11.30

308175003 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　浜田支
所

浜田市下府町３２７－１３５ 0855-25-0618 食肉販売業 特記事項なし H30.12.1 R6.11.30

308175004 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
西部支部

浜田市下府町３２７－８８ 0855-22-7001 食肉販売業 特記事項なし H30.12.1 R6.11.30

298170005
ユーシーシーコーヒー プロ
フェッショナル　株式会社

代表取締役　川久保　則志
ユーシーシーコーヒープロ
フェッショナル株式会社　浜田
支店

浜田市下府町３８８－３２ 0855-28-2344 食肉販売業 特記事項なし H29.6.1 R4.5.31

290170003 株式会社　吉寅商店 代表取締役　来原　明宏 株式会社　吉寅商店 浜田市下府町３８８－３４ 0855-28-1500 食肉販売業 特記事項なし H29.8.7 R4.11.30

298175015 株式会社　コーヒン商会 代表取締役　多郎畑　誠 株式会社　コーヒン商会 浜田市下府町３８８－４５ 0855-28-1511 食肉販売業 特記事項なし H29.12.1 R4.11.30

318175008 株式会社　キヌヤ 代表取締役　領家　康元 キヌヤ　笠柄店 浜田市笠柄町７４ 0855-23-1860 食肉販売業 特記事項なし R1.12.1 R7.11.30

280170010 山田　隆幸 セブン・イレブン浜田京町店 浜田市京町５０ 0855-22-3035 食肉販売業 特記事項なし H28.8.29 R3.11.30

300170005 島田　牧子
セブンｰイレブン浜田金城町
店

浜田市金城町下来原９８１－
１の一部

0855-42-0383 食肉販売業 特記事項なし H31.2.15 R6.5.31

28175429 株式会社　熊谷 代表取締役　熊谷　美子 ローソン・ポプラ　浜田金城店
浜田市金城町七条イ６１１－
１

0855-42-3150 食肉販売業 特記事項なし R2.12.1 R8.11.30

318175002 株式会社　キヌヤ 代表取締役　領家　康元 キヌヤ　金城店
浜田市金城町七条イ６６４－
５

0855-42-1926 食肉販売業 特記事項なし R1.12.1 R7.11.30

298175092 芹原　博正 吉本屋 浜田市金城町長田イ５６－３ 0855-44-0029 食肉販売業 特記事項なし H29.12.1 R4.11.30

298170051 西谷　友紀 西谷
浜田市金城町波佐イ４１２－
３

0855-44-0017 食肉販売業 特記事項なし H29.6.1 R4.5.31

28175430 島根県農業協同組合 代表理事　石川　寿樹
ＪＡしまね　いわみ中央地区
本部 波佐事業所

浜田市金城町波佐イ４４２－
２

0855-44-0014 食肉販売業 特記事項なし R2.12.1 R8.11.30

308170001 ゆうひパーク浜田　株式会社 代表取締役　木戸　淳 ゆうひパーク浜田　株式会社 浜田市原井町１２０３－１ 0855-23-8000 食肉販売業 特記事項なし H30.6.1 R6.5.31

298170012 有限会社　やなぎ水産 代表取締役　柳　賢一 有限会社　アクトやなぎ水産 浜田市原井町３０５０－１９ 0855-22-9588 食肉販売業 特記事項なし H29.6.1 R4.5.31

310170009 株式会社　大磯 代表取締役　大地本　和史 株式会社　大磯 浜田市原井町３０５０－２０ 0855-23-4838 食肉販売業 特記事項なし R1.12.25 R7.5.31

28170374 西日本フード　株式会社 代表取締役　山上　金生
西日本フード　株式会社 中国
事業部　浜田営業部

浜田市原井町３０５０－４２ 0855-24-0312 食肉販売業 特記事項なし R2.6.1 R8.5.31

288170027 島根さんれい　株式会社 代表取締役　長門　竹行 島根さんれい　株式会社 浜田市原井町３０５０－７ 0855-22-3225 食肉販売業 特記事項なし H28.6.1 R4.5.31

308170006 株式会社　Ｈｏｎｅｙｃｏｍｂ 代表取締役　原田　陽 ローソン・ポプラ　浜田原井店 浜田市原井町９４６－２ 0855-23-4993 食肉販売業 特記事項なし H30.6.1 R5.5.31

280170012 株式会社　Ｃｉｅｌｏ　ａｚｕｌ 代表取締役　佐々木　淳 ローソン・ポプラ　浜田笠柄店 浜田市原井町９９３－１ 0855-25-1524 食肉販売業 特記事項なし H28.11.25 R3.11.30

28170364 株式会社　イズミ 代表取締役　山西　泰明 ゆめタウン浜田
浜田市港町２２７－１ ゆめタ
ウン浜田１Ｆ

0855-23-7700 食肉販売業 特記事項なし R2.6.1 R8.5.31

28170375 府川　要之 セブン‐イレブン浜田国分店
浜田市国分町 １８１９－３７、
１８１９－４２他１１筆

0855-28-1887 食肉販売業 特記事項なし R2.6.1 R7.5.31
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298175003 林　茂仁 ローソン浜田国分店 浜田市国分町２３１２ 0855-28-1841 食肉販売業 特記事項なし H29.12.1 R5.11.30

308175008 沖田　アヤコ 神戸屋商店 浜田市国分町６９０－１ 0855-28-0017 食肉販売業 特記事項なし H30.12.1 R5.11.30

28175427 横田　隆博
セブン‐イレブン　浜田黒川町
店

浜田市黒川町１２０－３ 0855-23-0700 食肉販売業 特記事項なし R2.12.1 R7.11.30

318170003 島田　牧子
セブンーイレブン 浜田県立体
育館前店

浜田市黒川町３７３６－１ 0855-23-0708 食肉販売業 特記事項なし R1.6.1 R7.5.31

28170368 島根県農業協同組合 代表理事　石川　寿樹
ＪＡしまね　いわみ中央地区
本部 産直きんさい市場　黒川
店

浜田市黒川町３７４１ 0855-22-8827 食肉販売業 特記事項なし R2.6.1 R8.5.31

298170069 寺井　由美子 小松原商店
浜田市三隅町井野ニ８３０－
２

0855-34-0003 食肉販売業 特記事項なし H29.6.1 R4.5.31

278175088 尾﨑　誠一郎 尾﨑商店
浜田市三隅町岡見５０９５－
８

0855-32-0442 食肉販売業 特記事項なし H27.12.1 R3.11.30

308170003 共同青果　株式会社 代表取締役　長谷川　等 ＪＡいわみ中央三保店 浜田市三隅町古市場９２０ 0855-32-4251 食肉販売業 特記事項なし H30.6.1 R6.5.31

298175106 株式会社　Ｉ・Ｓ・Ｃ 代表取締役　新田　健浩 ローソン　浜田三隅店
浜田市三隅町向野田６３９－
１

0855-32-0035 食肉販売業 特記事項なし H29.12.1 R5.11.30

298175109 花田　安彦
セブンーイレブン　浜田三隅
町店

浜田市三隅町向野田６９１－
２，６９１－５， 　　　　　　　　６
９１－６，６９１－３０の一部

0855-32-0340 食肉販売業 特記事項なし H29.12.1 R5.11.30

318175007 株式会社　Ａコープ西日本 代表取締役　草場　浩 Ａコープ　三隅 浜田市三隅町三隅１２２５ 0855-32-2400 食肉販売業 特記事項なし R1.12.1 R6.11.30

20170004 株式会社　キヌヤ 代表取締役　領家　康元 キヌヤ　サンプラム店 浜田市三隅町三隅８９０－１ 0855-32-3500 食肉販売業 特記事項なし R2.7.29 R7.11.30

20170005 株式会社　キヌヤ 代表取締役　領家　康元 プラム号
浜田市三隅町三隅８９０－１
「島根県内一円」

0855-32-3500 食肉販売業 特記事項なし R2.7.30 R7.11.30

308170002 田代　忠亮 田代商店 浜田市三隅町室谷５２０－４ 0855-34-0331 食肉販売業 特記事項なし H30.6.1 R5.5.31

308175020 佐々木　啓郎
セブンーイレブン　浜田周布
店

浜田市治和町イ７８－１ 0855-27-2771 食肉販売業 特記事項なし H30.12.1 R5.11.30

28170365 島根県農業協同組合 代表理事　石川　寿樹
ＪＡしまね　いわみ中央地区
本部 産直きんさい市場　周布
店

浜田市周布町イ４２８－１ 0855-24-7700 食肉販売業 特記事項なし R2.6.1 R7.5.31

298170117
株式会社　トライアルカンパ
ニー

代表取締役　石橋　亮太 トライアル浜田店 浜田市周布町イ６１－１ 0855-24-7980 食肉販売業 特記事項なし H29.6.1 R4.5.31

300170001 荒木　祥史 ローソン　浜田周布店 浜田市周布町ロ３６８ 0855-27-3747 食肉販売業 特記事項なし H30.5.28 R5.5.31

278170008 三明　正直 三明商店 浜田市上府町イ２５６０ 0855-28-0302 食肉販売業 特記事項なし H27.6.1 R3.5.31

318175009 森岡　雅彦 セブンイレブン　浜田新町店 浜田市新町５４－１ 0855-22-4850 食肉販売業 特記事項なし R1.12.1 R6.11.30

28175422 有限会社　三角屋 代表取締役　伊藤　俊平 有限会社　三角屋 浜田市真光町４７、４８ 0855-22-0286 食肉販売業 特記事項なし R2.12.1 R7.11.30

270170004
一般社団法人　浜田市観光
協会

代表理事　岩谷　百合雄 市民サロン
浜田市浅井町７７７－１　ＪＲ
浜田駅舎内１Ｆ

0855-28-7133 食肉販売業 特記事項なし H27.12.15 R3.5.31

318175001
株式会社　アインファーマ
シーズ

代表取締役　大石　美也
ローソン　浜田医療センター
店

浜田市浅井町７７７－１２ 国
立病院機構浜田医療セン
ター２階

0855-25-0565 食肉販売業 特記事項なし R1.12.1 R6.11.30

280170005
ＪＲ西日本山陰開発　株式会
社

代表取締役　新井　慎一
セブンーイレブン　ハートイン
ＪＲ浜田駅

浜田市浅井町７９１－２　ＪＲ
浜田駅構内

0855-22-0961 食肉販売業 特記事項なし H28.6.27 R3.11.30

280170008 株式会社　岩多屋 代表取締役　岩谷　一賢 株式会社　岩多屋　浜田店 浜田市浅井町８７－２ 0855-22-3650 食肉販売業 特記事項なし H28.7.15 R3.11.30

28170370 山田　隆幸
セブン・イレブン浜田浅井町
店

浜田市浅井町８９７－２ 0855-22-0133 食肉販売業 特記事項なし R2.6.1 R8.5.31
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278175042 株式会社　イズミ 代表取締役　山西　泰明 ゆめマート　浜田 浜田市相生町１３９１－８ 0855-23-6500 食肉販売業 特記事項なし H27.12.1 R3.11.30

280170013 株式会社　コムサ 代表取締役　森谷　公昭 森ちゃんスーパー
浜田市相生町３７７３－１
「島根県内一円」

食肉販売業 特記事項なし H29.2.6 R4.5.31

278170035 有限会社　丸勝精肉センター 代表取締役　小越　高弘 有限会社　丸勝精肉センター 浜田市相生町３８７７ 0855-22-4836 食肉販売業 特記事項なし H27.6.1 R3.5.31

28170369 城谷　真吾
セブン・イレブン浜田相生町
店

浜田市相生町４２５０ 0855-22-0139 食肉販売業 特記事項なし R2.6.1 R8.5.31

278175037 有限会社　金津酒店 代表取締役　安達　宗
ローソン・ポプラ　浜田朝日町
店

浜田市朝日町１５１１ 0855-25-0312 食肉販売業 特記事項なし H27.12.1 R3.11.30

308175002 株式会社　キヌヤ 代表取締役　領家　康元 キヌヤ　長澤店 浜田市長沢町３０２１ 0855-22-8810 食肉販売業 特記事項なし H30.12.1 R6.11.30

280170006 株式会社　Ｃｉｅｌｏ　ａｚｕｌ 代表取締役　佐々木　淳 ローソン浜田長沢店 浜田市長沢町８８－６ 0855-22-1324 食肉販売業 特記事項なし H28.7.6 R3.11.30

300170004 若林　里志 若林鮮魚店
浜田市長浜町１４０２　「島根
県内一円」

0855-27-3010 食肉販売業 特記事項なし H30.9.12 R5.11.30

288170060 斉藤　誠 斉藤　商店 浜田市長浜町１４３０ 0855-27-0359 食肉販売業 特記事項なし H28.6.1 R3.5.31

288170044 垰　功 垰　商店 浜田市殿町６４－１ 0855-22-0537 食肉販売業 特記事項なし H28.6.1 R3.5.31

310170004 ウエルシア薬局　株式会社 代表取締役　水野　秀晴 ウエルシア浜田田町店 浜田市田町１１６－６ 0855-25-1285 食肉販売業 特記事項なし R1.5.7 R6.5.31

300170003 株式会社　Ｃｉｅｌｏ　ａｚｕｌ 代表取締役　佐々木　淳 ローソン　浜田　田町店 浜田市田町１６４３ 0855-25-1324 食肉販売業 特記事項なし H30.7.5 R5.11.30

308175005 株式会社　福屋 取締役社長　大下　洋嗣 株式会社　福屋　浜田店 浜田市田町１６６８ 0855-23-7555 食肉販売業 特記事項なし H30.12.1 R6.11.30

318175003 株式会社　キヌヤ 代表取締役　領家　康元 キヌヤ　ひなし店 浜田市日脚町１０５７－２ 0855-27-2245 食肉販売業 特記事項なし R1.12.1 R6.11.30

20170009
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
浜田西店

浜田市日脚町１２２０－３ 0855-24-7250 食肉販売業 特記事項なし R2.10.2 R7.11.30

280170009 株式会社　Ｃｉｅｌｏ　ａｚｕｌ 代表取締役　佐々木　淳 ローソン浜田日脚店 浜田市日脚町２８０－１ 0855-25-5924 食肉販売業 特記事項なし H28.8.2 R3.11.30

288170072 那田　寛身 なだのや 浜田市日脚町７９６－２ 0855-27-1052 食肉販売業 特記事項なし H28.6.1 R3.5.31

20170001 株式会社　コスモス薬品 代表取締役　横山　英昭 ドラッグコスモス熱田店 浜田市熱田町１６８９－１ 0855-24-7190 食肉販売業 特記事項なし R2.4.7 R7.5.31

298170037 板本　知己
セブンーイレブン　浜田熱田
店

浜田市熱田町９８７－１ 0855-27-0331 食肉販売業 特記事項なし H29.6.1 R5.5.31

288175054
株式会社　オーエムツーミー
ト

代表取締役　大越　勤 浜田エビス店 浜田市蛭子町３３ 0855-25-8039 食肉販売業 特記事項なし H28.12.1 R4.11.30

310170008 株式会社　Ｃｉｅｌｏ　ａｚｕｌ 代表取締役　佐々木　淳 ローソン浜田栄町店 浜田市片庭町５２ 0855-23-1324 食肉販売業 特記事項なし R1.9.11 R6.11.30

290170004
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
片庭店

浜田市片庭町８６－１０ 0855-25-1087 食肉販売業 特記事項なし H29.12.5 R5.5.31

310170006 一般社団法人　奥島根弥栄 代表理事　田中　稔夫 弥栄町獣肉加工処理施設
浜田市弥栄町高内イ３３３－
１

0855-48-5408 食肉販売業 特記事項なし R1.5.21 R6.5.31

310170005 清家　昭子 サンカクヤ 浜田市弥栄町高内ロ２－８ 食肉販売業 特記事項なし R1.5.21 R6.5.31

290170007 浜田市長 久保田　章市 ふるさと体験村 浜田市弥栄町三里ハ１５９ 0855-48-2612 食肉販売業 特記事項なし H30.4.1 R5.5.31

318170001 佐々木　和則 佐々木牧場 浜田市弥栄町長安本郷１６７ 0855-48-2048 食肉販売業 特記事項なし R1.6.1 R6.5.31

318175005 株式会社　Ａコープ西日本 代表取締役　草場　浩 Ａコープ　やさか
浜田市弥栄町長安本郷５４４
－７

0855-48-2222 食肉販売業 特記事項なし R1.12.1 R6.11.30
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288170094 今田　信子 今田商店
浜田市弥栄町木都賀 イ６５２
－４

48-2232 食肉販売業 特記事項なし H28.6.1 R3.5.31

28175426 永井　典文 永井商店 浜田市弥栄町木都賀イ５８９ 0855-48-2214 食肉販売業 特記事項なし R2.12.1 R7.11.30

280180001 株式会社　島根ポーク 代表取締役　永野　雅彦 ケンボロー手づくりハム工房 浜田市金城町久佐ハ４７－５ 0855-42-2364
食肉製品製造
業

1 特記事項なし H29.2.27 R4.5.31

20070013 株式会社　キヌヤ 代表取締役　領家　康元 キヌヤ　江津店 江津市嘉久志町１３１０ 0855-52-0558 魚介類販売業 特記事項なし R2.9.3 R7.11.30

290070002 株式会社　イズミ 代表取締役　山西　泰明 ゆめタウン江津 江津市嘉久志町２３０６－３０ 0855-54-0178 魚介類販売業 特記事項なし H29.4.26 R5.5.31

280070003 吉田　直記 ローソン江津嘉久志町店 江津市嘉久志町２３０９－５ 0855-52-7712 魚介類販売業 特記事項なし H28.5.31 R3.5.31

300070010 ウエルシア薬局　株式会社 代表取締役　水野　秀晴 ウエルシア江津嘉久志店 江津市嘉久志町２４２５－１９ 0855-54-0592 魚介類販売業 特記事項なし H31.3.1 R6.5.31

298070087 西　俊和 山田鮮魚店
江津市嘉久志町イ１４８６－
２?４

0855-52-0822 魚介類販売業 特記事項なし H29.6.1 R4.5.31

280070002 有限会社　アールエムズ 代表取締役　河村　高明 ローソン江津敬川店 江津市敬川町１３０６－１２５ 0855-53-5163 魚介類販売業 特記事項なし H28.5.20 R3.5.31

310070004 株式会社　コスモス薬品 代表取締役　横山　英昭 ドラッグコスモス敬川店 江津市敬川町１３０７－１３ 0855-54-3008 魚介類販売業 特記事項なし R1.8.23 R6.11.30

288070129 横田　雪江 今中屋 江津市敬川町１７１９－２ 0855-53-0380 魚介類販売業 特記事項なし H28.6.1 R3.5.31

280070001 大田青果　株式会社 代表取締役　八波　和久 マルシェ　浅利市場 江津市後地町２３４８－２ 0855-52-7528 魚介類販売業 特記事項なし H28.5.12 R3.5.31

28075435 三本松　紀男
ローソン・ポプラ　江津舞乃市
店

江津市後地町３３４８－１１４ 0855-55-3522 魚介類販売業 特記事項なし R2.12.1 R8.11.30

290070001
有限会社　ふるさと支援セン
ター 　　　　　めぐみ

代表取締役　砂田　忠 サンピコごうつ 江津市後地町９９５－１ 0855-55-3151 魚介類販売業 特記事項なし H29.4.13 R4.5.31

298070080 吉田　直記 ローソン江津済生会病院前店 江津市江津町１０１６－４１ 0855-52-5418 魚介類販売業 特記事項なし H29.6.1 R5.5.31

28075426 株式会社　Ａコープ西日本 代表取締役　草場　浩 Ａコープ　ごうつ 江津市江津町１１４０－５ 0855-52-0222 魚介類販売業 特記事項なし R2.12.1 R8.11.30

280070018 竹内　裕子 やじん　商店 江津市江津町８５２－７ 0855-52-2634 魚介類販売業 特記事項なし H28.10.25 R3.11.30

298070128 武本　ひろみ にしかわ　鮮魚店 江津市黒松町３６４－４ 0855-55-1718 魚介類販売業 特記事項なし H29.6.1 R4.5.31

318070011 幸地　美代子 幸地屋商店 江津市黒松町６４６ 0855-55-1633 魚介類販売業 特記事項なし R1.6.1 R6.5.31

308070009 島根県農業協同組合 代表理事　石川　寿樹 ＪＡしまね　市山店 江津市桜江町市山４２９－２ 0855-92-1315 魚介類販売業 特記事項なし H30.6.1 R5.5.31

288120134 山﨑　宏明 かどや商店 江津市桜江町川戸１３０－２ 0855-92-0032 魚介類販売業 特記事項なし H28.6.1 R3.5.31

288120135 山﨑　宏明 かどや商店 江津市桜江町川戸１３０－２ 0855-92-0032 魚介類販売業 特記事項なし H28.6.1 R3.5.31

20070017 吉岡醤油　有限会社 代表取締役　柳光　達二 吉岡醤油　有限会社 江津市桜江町川戸１３－７ 0855-92-0045 魚介類販売業 特記事項なし R2.11.20 R7.11.30

28075523 株式会社　Ａコープ西日本 代表取締役　草場　浩 Ａコープさくらえ 江津市桜江町川戸１６－３ 0855-92-1138 魚介類販売業 特記事項なし R2.12.1 R8.11.30

308070006 吉田　直記 ローソン　江津桜江町店
江津市桜江町谷住郷２６１１
－１８

0855-92-1455 魚介類販売業 特記事項なし H30.6.1 R6.5.31

280070016 有限会社　住江建設 代表取締役　田中　聖 有限会社　住江建設
江津市桜江町谷住郷２６１１
－６

0855-92-0333 魚介類販売業 特記事項なし H28.10.13 R3.11.30

20070011
株式会社　第一ホテルマネジ
メント

代表取締役　杉川　聡 ＭＯＲＩ　ＫＡＺＥ　ＫＩＴＣＨＥＮ 江津市桜江町長谷２６９６ 0855-92-0001 魚介類販売業 特記事項なし R2.8.31 R7.11.30

51 / 63 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

20070012
株式会社　第一ホテルマネジ
メント

代表取締役　杉川　聡 風のガーデン 江津市桜江町長谷２６９６ 0855-92-0001 魚介類販売業 特記事項なし R2.8.31 R7.11.30

280070013 原田　冨士香 はらだ商店 江津市松川町太田４８２－１ 魚介類販売業 特記事項なし H28.8.22 R3.11.30

300070003 株式会社　Ｃｉｅｌｏ　ａｚｕｌ 代表取締役　佐々木　淳 ローソン江津浅利店 江津市浅利町２２－１ 0855-57-0271 魚介類販売業 特記事項なし H30.6.4 R5.11.30

28070376 柳楽　由美子 セブン‐イレブン江津浅利店
江津市浅利町８３－３，８３－
５，８４－３, ８４－４，８５－７，
８５－９

0855-57-0722 魚介類販売業 特記事項なし R2.6.1 R7.5.31

28075430 有限会社　タイキ 代表取締役　平野　吉倫
ローソン・ポプラ　江津渡津町
店

江津市渡津町2004-1,他11筆 0855-52-5182 魚介類販売業 特記事項なし R2.12.1 R8.11.30

308070003 株式会社　キヌヤ 代表取締役　領家　康元 株式会社　キヌヤ　渡津店 江津市渡津町４４４－１ 0855-52-1011 魚介類販売業 特記事項なし H30.6.1 R5.5.31

298075127 丸田　健司 丸田屋 江津市都野津町２００３ 0855-53-0722 魚介類販売業 特記事項なし H29.12.1 R4.11.30

288075101 丸田　美代子 丸田屋 江津市都野津町２００３ 0855-53-0722 魚介類販売業 特記事項なし H28.12.1 R3.11.30

318070012 有限会社　アールエムズ 代表取締役　河村　高明 ローソン都野津駅前店 江津市都野津町２２７７－４ 0855-53-5040 魚介類販売業 特記事項なし R1.6.1 R7.5.31

310070001 永島　久美子 移動販売　クローバー
江津市都野津町２３０７－１８
「島根県内一円」

0855ｰ52ｰ7339 魚介類販売業 特記事項なし H31.4.11 R6.5.31

20070004 永島　久美子 移動販売　クローバー
江津市都野津町２３０７－１８
「島根県内一円」

0855-52-7339 魚介類販売業 特記事項なし R2.6.2 R7.11.30

20070015 橋岡　司 新家商店 江津市都野津町２３０７－１９ 0855-53-3777 魚介類販売業 特記事項なし R2.10.28 R7.11.30

308075004 府川　要之 セブン-イレブン　江津二宮店
江津市二宮町神主ハ３１５－
１

0855-53-4039 魚介類販売業 特記事項なし H30.12.1 R6.11.30

28070378 株式会社　キヌヤ 代表取締役　領家　康元 キヌヤ　二宮店 江津市二宮町神主ハ８９－１ 0855-54-3516 魚介類販売業 特記事項なし R2.6.1 R8.5.31

280070004 益井　俊雄 ポプラ江津アクアス前　店
江津市波子町イ１２５５－３１
２

0855-54-3001 魚介類販売業 特記事項なし H28.6.22 R3.11.30

288070124 大江　英治 山大　商店 江津市波子町イ１２５５－６２ 0855-53-2028 魚介類販売業 特記事項なし H28.6.1 R3.5.31

288070127 島根物産商事　株式会社 代表取締役　坂野　豪志 森トピア 江津市波子町ロ４５１－６ 0855-28-3100 魚介類販売業 特記事項なし H28.6.1 R3.5.31

280070021
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
江津店

江津市和木町６０３－３５ 0855-54-0077 魚介類販売業 特記事項なし H29.3.30 R4.5.31

28070373 伊藤　清春 セブン・イレブン江津和木店 江津市和木町６０６－２６ 0855-52-6787 魚介類販売業 特記事項なし R2.6.1 R8.5.31

318070009 株式会社　未来販売堂 代表取締役　岡村　宏 地域交流プラザ　まんてん 浜田市旭町丸原１５２９－１１ 0855-45-8039 魚介類販売業 特記事項なし R1.6.1 R6.5.31

308075005 株式会社　未来販売堂 代表取締役　岡村　宏 地域交流プラザ　まんてん
浜田市旭町丸原１５２９－１１
（島根県内一円）

0855-45-8039 魚介類販売業 特記事項なし H30.12.1 R5.11.30

318075009 株式会社　Ａコープ西日本 代表取締役　草場　浩 Ａコープ　あさひ 浜田市旭町今市６２７－１ 0855-45-1260 魚介類販売業 特記事項なし R1.12.1 R6.11.30

298075095 澤蓮　尚
コンビニエンス　ストア　サワ
レン

浜田市旭町重富２４６ 0855-45-0413 魚介類販売業 特記事項なし H29.12.1 R4.11.30

28070370 服部　美津枝 木田ふれあい店舗 浜田市旭町木田４５３－７ 0855-45-0302 魚介類販売業 特記事項なし R2.6.1 R8.5.31

270070009 若本　貞子 若狭屋商店 浜田市下府町１４６６－１ 0855-28-0458 魚介類販売業 特記事項なし H28.2.4 R3.5.31

308070004 株式会社　キヌヤ 代表取締役　領家　康元 （株）キヌヤ　国府店 浜田市下府町２１０３－２ 0855-28-0066 魚介類販売業 特記事項なし H30.6.1 R5.5.31

290070003 有限会社　三浦農園 代表取締役　三浦　哲雄 有限会社　三浦農園 浜田市下府町３２７－１１１ 0855-23-3982 魚介類販売業 特記事項なし H29.6.14 R4.11.30
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308075002 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　浜田支
所

浜田市下府町３２７－１３５ 0855-25-0618 魚介類販売業 特記事項なし H30.12.1 R6.11.30

308075003 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
西部支部

浜田市下府町３２７－８８ 0855-22-7001 魚介類販売業 特記事項なし H30.12.1 R6.11.30

28075427 株式会社　浜田青果市場 代表取締役　中束　多久夫 株式会社　浜田青果市場 浜田市下府町３２７－９０ 0855-22-0033 魚介類販売業 特記事項なし R2.12.1 R8.11.30

298070006
ユーシーシーコーヒー プロ
フェッショナル　株式会社

代表取締役　川久保　則志
ユーシーシーコーヒープロ
フェッショナル株式会社　浜田
支店

浜田市下府町３８８－３２ 0855-28-2344 魚介類販売業 特記事項なし H29.6.1 R4.5.31

28075438 株式会社　キヌヤ 代表取締役　領家　康元 キヌヤ　笠柄店 浜田市笠柄町７４ 0855-23-1860 魚介類販売業 特記事項なし R2.12.1 R8.11.30

290070004 山本　夏子 山本水産 浜田市久代町１６５８－９ 0855-28-0980 魚介類販売業 特記事項なし H29.7.18 R4.11.30

20070006 山本　恵子 久代水産 浜田市久代町１６５８－９ 魚介類販売業 特記事項なし R2.6.17 R7.11.30

280070014 山田　隆幸 セブン・イレブン浜田京町店 浜田市京町５０ 0855-22-3035 魚介類販売業 特記事項なし H28.8.29 R3.11.30

288075055 山根　信夫 山根鮮魚店 浜田市京町５６ 0855-22-0501 魚介類販売業 特記事項なし H28.12.1 R3.11.30

300070011 島田　牧子
セブンｰイレブン浜田金城町
店

浜田市金城町下来原９８１－
１の一部

0855-42-0383 魚介類販売業 特記事項なし H31.2.15 R6.5.31

28075429 株式会社　熊谷 代表取締役　熊谷　美子 ローソン・ポプラ　浜田金城店
浜田市金城町七条イ６１１－
１

0855-42-3150 魚介類販売業 特記事項なし R2.12.1 R8.11.30

318075002 株式会社　キヌヤ 代表取締役　領家　康元 キヌヤ　金城店
浜田市金城町七条イ６６４－
５

0855-42-1926 魚介類販売業 特記事項なし R1.12.1 R7.11.30

298070050 西谷　友紀 西谷
浜田市金城町波佐イ４１２－
３

0855-44-0017 魚介類販売業 特記事項なし H29.6.1 R4.5.31

288075009 領家　洋子 領家商店 浜田市原井町１０６１－５ 0855-22-7609 魚介類販売業 特記事項なし H28.12.1 R3.11.30

28075437 ゆうひパーク浜田　株式会社 代表取締役　木戸　淳 ゆうひパーク浜田　株式会社 浜田市原井町１２０３－１ 0855-23-8000 魚介類販売業 特記事項なし R2.12.1 R8.11.30

310070006 有限会社　吉本重義商店 代表取締役　吉本　浩二 有限会社　吉本重義商店 浜田市原井町２２４０－２ 0855-23-5824 魚介類販売業 特記事項なし R1.10.8 R6.11.30

280070010 株式会社　本新水産 代表取締役　本多　保昭 株式会社　本新水産 浜田市原井町２７９３－２ 0855-23-1381 魚介類販売業 特記事項なし H28.7.6 R3.11.30

298070124 浜田魚商協同組合 理事長　下野　誠治
浜田市公設水産物　仲買売
場

浜田市原井町３０２５ 0855-22-1788 魚介類販売業 特記事項なし H29.6.1 R5.5.31

318070007 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 浜田
支所　浜田冷蔵庫

浜田市原井町３０５０－１ 0855-22-9333 魚介類販売業 特記事項なし R1.6.1 R7.5.31

288070021 有限会社　やなぎ水産 代表取締役　柳　賢一 有限会社　アクトやなぎ水産 浜田市原井町３０５０－１９ 0855-22-9588 魚介類販売業 特記事項なし H28.6.1 R3.5.31

20070007 有限会社　やなぎ水産 代表取締役　柳　賢一 （有）やなぎ水産
浜田市原井町３０５０－１９
「島根県内一円」

0855-22-9588 魚介類販売業 特記事項なし R2.7.2 R7.11.30

28075436 株式会社　大磯 代表取締役　大地本　和史 株式会社　大磯 浜田市原井町３０５０－２０ 0855-23-4838 魚介類販売業 特記事項なし R2.12.1 R7.11.30

318070008 橋本水産　株式会社 代表取締役　橋本　一 橋本水産　株式会社 浜田市原井町３０５０－２１ 0855-23-6626 魚介類販売業 特記事項なし R1.6.1 R7.5.31

298075024 有限会社　みなと水産 代表取締役　吉田　剛 有限会社　みなと水産 浜田市原井町３０５０－２７ 0855-23-1139 魚介類販売業 特記事項なし H29.12.1 R5.11.30

28070374 株式会社　島水 代表取締役　石渡　敏昭 株式会社　島水 浜田市原井町３０５０－２８ 0855-22-3311 魚介類販売業 特記事項なし R2.6.1 R7.5.31

318070006 株式会社　中村水産 代表取締役　中村　満江 株式会社　中村水産 浜田市原井町３０５０－３３ 0855-22-8001 魚介類販売業 特記事項なし R1.6.1 R7.5.31

28070377 有限会社　マルセイ商店 代表取締役　下野　誠治 有限会社　マルセイ商店 浜田市原井町３０５０－３８ 0855-22-3431 魚介類販売業 特記事項なし R2.6.1 R7.5.31
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310070008 有限会社　山本一枝商店 代表取締役　山本　裕昭 有限会社　山本一枝商店 浜田市原井町３０５０－４ 0855-22-0761 魚介類販売業 特記事項なし R2.1.10 R7.5.31

20070003 有限会社　岩本商店 代表取締役　岩本　健 岩本商店 浜田市原井町３０５０－４０ 0855-23-4975 魚介類販売業 特記事項なし R2.5.1 R7.5.31

270070010 株式会社　魚勝商店 代表取締役　名田　景造
株式会社　魚勝商店　原井工
場

浜田市原井町３０５０－４１ 魚介類販売業 特記事項なし H28.2.25 R3.5.31

308070008 西日本フード　株式会社 代表取締役　山上　金生
西日本フード　株式会社 中国
事業部　浜田営業部

浜田市原井町３０５０－４２ 0855-24-0312 魚介類販売業 特記事項なし H30.6.1 R6.5.31

290070006 有限会社　土江本店 代表取締役　関谷　忠之
有限会社　土江本店　浜田支
店

浜田市原井町３０５０－４３ 0855-25-5600 魚介類販売業 特記事項なし H29.8.29 R4.11.30

308070034 有限会社　魚新 代表取締役　新田　實 （有）魚新
浜田市原井町３０５０－４６ し
まねお魚センター内

0855-23-7510 魚介類販売業 特記事項なし H30.6.1 R5.5.31

298075025 株式会社　ハマショウ 代表取締役　内田和彦 株式会社　ハマショウ 浜田市原井町３０５０－５８ 0855-23-6335 魚介類販売業 特記事項なし H29.12.1 R5.11.30

318075007 株式会社　Ｈ.Ｍサプライ 代表取締役　川口　芳幸 ㈱Ｈ.Ｍサプライ 浜田市原井町３０５０－７ 0855-25-0126 魚介類販売業 特記事項なし R1.12.1 R6.11.30

28070368 株式会社　島水 代表取締役　石渡　敏昭 株式会社　島水 浜田市原井町３０５０－７ 魚介類販売業 特記事項なし R2.6.1 R7.5.31

288070026 島根さんれい　株式会社 代表取締役　長門　竹行 島根さんれい　株式会社 浜田市原井町３０５０－７ 0855-22-3225 魚介類販売業 特記事項なし H28.6.1 R4.5.31

298075026 株式会社　シーライフ 代表取締役　河上　清志 株式会社　シーライフ 浜田市原井町９０７－２ 0855-23-3105 魚介類販売業 特記事項なし H29.12.1 R5.11.30

308070007 株式会社　Ｈｏｎｅｙｃｏｍｂ 代表取締役　原田　陽 ローソン・ポプラ　浜田原井店 浜田市原井町９４６－２ 0855-23-4993 魚介類販売業 特記事項なし H30.6.1 R5.5.31

280070019 株式会社　Ｃｉｅｌｏ　ａｚｕｌ 代表取締役　佐々木　淳 ローソン・ポプラ　浜田笠柄店 浜田市原井町９９３－１ 0855-25-1524 魚介類販売業 特記事項なし H28.11.25 R3.11.30

270070008 有限会社　鈴蘭別館 代表取締役　三澤　嘉孝 有限会社　鈴蘭別館 浜田市港町１８６－５ 0855-22-2381 魚介類販売業 特記事項なし H28.1.19 R3.5.31

28070369 株式会社　イズミ 代表取締役　山西　泰明 ゆめタウン浜田 浜田市港町２２７－１ 0855-23-7700 魚介類販売業 特記事項なし R2.6.1 R8.5.31

288075124 株式会社　イズミ 代表取締役　山西　泰明 ゆめタウン浜田 浜田市港町２２７－１ 0855-23-7700 魚介類販売業 特記事項なし H28.12.1 R4.11.30

288070056 有限会社　幸　中川 代表取締役　中川　宏 (有)　幸　中川 浜田市港町２７９ 0855-22-0936 魚介類販売業 特記事項なし H28.6.1 R3.5.31

270070011 中川魚類　有限会社 取締役　中川　宏 中川魚類（有） 浜田市港町２８５－２ 0855-22-0936 魚介類販売業 特記事項なし H28.2.25 R3.5.31

288075057 有限会社　多田商店 代表取締役　多田　勝和 有限会社　多田商店 浜田市港町２９８－１３ 0855-23-1411 魚介類販売業 特記事項なし H28.12.1 R3.11.30

28070375 府川　要之 セブン‐イレブン浜田国分店
浜田市国分町 １８１９－３７、
１８１９－４２他１１筆

0855-28-1887 魚介類販売業 特記事項なし R2.6.1 R7.5.31

28070366 竹田　利行 竹 浜田市国分町１９８０－２９ 0855-28-1442 魚介類販売業 特記事項なし R2.6.1 R7.5.31

300070009 株式会社　なかだ 代表取締役　仲田　明 株式会社　なかだ 浜田市国分町１９８１－３３７ 0855-25-5065 魚介類販売業 特記事項なし H30.12.20 R6.5.31

288075004 有限会社　大秀商店 代表取締役　山本　秀幸 有限会社　大秀商店 浜田市国分町２２０４－３０ 0855-28-0078 魚介類販売業 特記事項なし H28.12.1 R3.11.30

298075002 林　茂仁 ローソン浜田国分店 浜田市国分町２３１２ 0855-28-1841 魚介類販売業 特記事項なし H29.12.1 R5.11.30

288075119 島根県立浜田養護学校 校長　妹尾　貴巳 浜田養護学校　水産加工班 浜田市国分町３４２－２ 0855-28-2200 魚介類販売業 特記事項なし H28.12.1 R3.11.30

288070004 有限会社　信港商店 代表取締役　本多　保昭 有限会社　信港商店 浜田市国分町４５７－１０ 0855-28-1015 魚介類販売業 特記事項なし H28.6.1 R3.5.31

298075007 大田　志津子 大田　鮮魚店 浜田市国分町６９８－１ 0855-28-0034 魚介類販売業 特記事項なし H29.12.1 R4.11.30
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28075432 横田　隆博
セブン‐イレブン　浜田黒川町
店

浜田市黒川町１２０－３ 0855-23-0700 魚介類販売業 特記事項なし R2.12.1 R7.11.30

20070018 株式会社　プローバ島根 代表取締役　平本　直樹 プローバ黒川店 浜田市黒川町１２９－２ 0855-22-7833 魚介類販売業 特記事項なし R2.11.27 R7.11.30

288075029 株式会社　キヌヤ 代表取締役　領家　康元 （株）キヌヤ　プリル店 浜田市黒川町１３７－１ 0855-22-7270 魚介類販売業 特記事項なし H28.12.1 R4.11.30

318070010 島田　牧子
セブンーイレブン 浜田県立体
育館前店

浜田市黒川町３７３６－１ 0855-23-0708 魚介類販売業 特記事項なし R1.6.1 R7.5.31

278075090 尾﨑　誠一郎 尾﨑商店
浜田市三隅町岡見５０９５－
８

0855-32-0442 魚介類販売業 特記事項なし H27.12.1 R3.11.30

28075434 株式会社　伸和 代表取締役　椋　慎吾 鮮き鮮き加工センター
浜田市三隅町岡見６３１８－
１

0855-32-2650 魚介類販売業 特記事項なし R2.12.1 R7.11.30

28075425 花本　進 花本商店
浜田市三隅町古市場１３４２
「島根県内一円」

0855-32-0344 魚介類販売業 特記事項なし R2.12.1 R7.11.30

308070005 共同青果　株式会社 代表取締役　長谷川　等 ＪＡいわみ中央三保店 浜田市三隅町古市場９２０ 0855-32-4251 魚介類販売業 特記事項なし H30.6.1 R6.5.31

270070012 有限会社　浜崎直祐商店 代表取締役　浜崎　直祐 有限会社　浜崎直祐商店 浜田市三隅町古市場９５７ 0855-32-0601 魚介類販売業 特記事項なし H28.3.14 R3.5.31

298075107 株式会社　Ｉ・Ｓ・Ｃ 代表取締役　新田　健浩 ローソン　浜田三隅店
浜田市三隅町向野田６３９－
１

0855-32-0035 魚介類販売業 特記事項なし H29.12.1 R5.11.30

290070007 井畑　淑恵 井畑商店
浜田市三隅町向野田６６２－
１０　 「島根県内一円」

魚介類販売業 特記事項なし H29.9.4 R4.11.30

298075110 花田　安彦
セブンーイレブン　浜田三隅
町店

浜田市三隅町向野田６９１－
２，６９１－５， 　　　　　　　　６
９１－６，６９１－３０の一部

0855-32-0340 魚介類販売業 特記事項なし H29.12.1 R5.11.30

318075005 株式会社　Ａコープ西日本 代表取締役　草場　浩 Ａコープ　三隅 浜田市三隅町三隅１２２５ 0855-32-2400 魚介類販売業 特記事項なし R1.12.1 R6.11.30

318075006 三隅川漁業協同組合 代表理事　玉田　一 三隅川漁業協同組合 浜田市三隅町三隅１４３１ 0855-32-0045 魚介類販売業 特記事項なし R1.12.1 R6.11.30

20070009 株式会社　キヌヤ 代表取締役　領家　康元 キヌヤ　サンプラム店 浜田市三隅町三隅８９０－１ 0855-32-3500 魚介類販売業 特記事項なし R2.7.29 R7.11.30

20070008 大﨑　仁 大﨑鮮魚 浜田市三隅町三隅８９０－１ 0120‐32‐3502 魚介類販売業 特記事項なし R2.7.20 R7.11.30

20070010 株式会社　キヌヤ 代表取締役　領家　康元 プラム号
浜田市三隅町三隅８９０－１
「島根県内一円」

0855-32-3500 魚介類販売業 特記事項なし R2.7.30 R7.11.30

28075424 有限会社　ゆうひパーク三隅 代表取締役　石田　孝之 いさりびパーク 浜田市三隅町折居２２０－１ 32-2880 魚介類販売業 特記事項なし R2.12.1 R8.11.30

308075029 佐々木　啓郎
セブンーイレブン　浜田周布
店

浜田市治和町イ７８－１ 0855-27-2771 魚介類販売業 特記事項なし H30.12.1 R5.11.30

298070116
株式会社　トライアルカンパ
ニー

代表取締役　石橋　亮太 トライアル浜田店 浜田市周布町イ６１－１ 0855-24-7980 魚介類販売業 特記事項なし H29.6.1 R4.5.31

300070002 荒木　祥史 ローソン　浜田周布店 浜田市周布町ロ３６８ 0855-27-3747 魚介類販売業 特記事項なし H30.5.28 R5.5.31

28075428 有限会社　本田商店 代表取締役　本多　保昭 有限会社　本田商店 浜田市松原町９ 0855-22-0050 魚介類販売業 特記事項なし R2.12.1 R7.11.30

278070007 三明　正直 三明商店 浜田市上府町イ２５６０ 0855-28-0302 魚介類販売業 特記事項なし H27.6.1 R3.5.31

318075011 森岡　雅彦 セブンイレブン　浜田新町店 浜田市新町５４－１ 0855-22-4850 魚介類販売業 特記事項なし R1.12.1 R6.11.30

28075433 有限会社　三角屋 代表取締役　伊藤　俊平 有限会社　三角屋 浜田市真光町４７、４８ 0855-22-0286 魚介類販売業 特記事項なし R2.12.1 R7.11.30

288070054 株式会社　オープンハート 代表取締役　福井　治 海の郷 浜田市真光町８８番地１ 0855-22-1150 魚介類販売業 特記事項なし H28.6.1 R4.5.31

298070029 島根県立浜田水産高等学校 校長　福井　文生 島根県立浜田水産高等学校 浜田市瀬戸ヶ島町２５－３ 0855-22-3098 魚介類販売業 特記事項なし H29.6.1 R5.5.31
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310070007 山本　昌弘 山陰海宝水産 浜田市瀬戸見町３７－８ 魚介類販売業 特記事項なし R1.10.31 R6.11.30

280070007 日髙　均 石見神楽プロジェクト 浜田市西村町１２８３ 0855-27-2735 魚介類販売業 特記事項なし H28.7.4 R3.11.30

318075008
一般社団法人　浜田市観光
協会

代表理事　岩谷　百合雄 市民サロン
浜田市浅井町７７７－１　ＪＲ
浜田駅舎内

0855-28-7133 魚介類販売業 特記事項なし R1.12.1 R6.11.30

318075001
株式会社　アインファーマ
シーズ

代表取締役　大石　美也
ローソン　浜田医療センター
店

浜田市浅井町７７７－１２ 国
立病院機構浜田医療セン
ター２階

0855-25-0565 魚介類販売業 特記事項なし R1.12.1 R6.11.30

280070005
ＪＲ西日本山陰開発　株式会
社

代表取締役　新井　慎一
セブンーイレブン　ハートイン
ＪＲ浜田駅

浜田市浅井町７９１－２　ＪＲ
浜田駅構内

0855-22-0961 魚介類販売業 特記事項なし H28.6.27 R3.11.30

280070011 株式会社　岩多屋 代表取締役　岩谷　一賢 株式会社　岩多屋　浜田店 浜田市浅井町８７－２ 0855-22-3650 魚介類販売業 特記事項なし H28.7.15 R3.11.30

28070372 山田　隆幸
セブン・イレブン浜田浅井町
店

浜田市浅井町８９７－２ 0855-22-0133 魚介類販売業 特記事項なし R2.6.1 R8.5.31

278075041 株式会社　イズミ 代表取締役　山西　泰明 ゆめマート　浜田 浜田市相生町１３９１－８ 0855-23-6500 魚介類販売業 特記事項なし H27.12.1 R3.11.30

308070033 大野　雅裕 おかざき 浜田市相生町１３９６－２５ 0855-22-7575 魚介類販売業 特記事項なし H30.6.1 R5.5.31

280070020 株式会社　コムサ 代表取締役　森谷　公昭 森ちゃんスーパー
浜田市相生町３７７３－１
「島根県内一円」

魚介類販売業 特記事項なし H29.2.6 R4.5.31

28070371 城谷　真吾
セブン・イレブン浜田相生町
店

浜田市相生町４２５０ 0855-22-0139 魚介類販売業 特記事項なし R2.6.1 R8.5.31

298075068 株式会社　はまちく 代表取締役　石田　和史 株式会社　はまちく 浜田市大辻町６８－１ 0855-22-2431 魚介類販売業 特記事項なし H29.12.1 R4.11.30

278075039 有限会社　金津酒店 代表取締役　安達　宗
ローソン・ポプラ　浜田朝日町
店

浜田市朝日町１５１１ 0855-25-0312 魚介類販売業 特記事項なし H27.12.1 R3.11.30

318075003 株式会社　キヌヤ 代表取締役　領家　康元 キヌヤ　長澤店 浜田市長沢町３０２１ 0855-22-8810 魚介類販売業 特記事項なし R1.12.1 R6.11.30

280070008 株式会社　Ｃｉｅｌｏ　ａｚｕｌ 代表取締役　佐々木　淳 ローソン浜田長沢店 浜田市長沢町８８－６ 0855-22-1324 魚介類販売業 特記事項なし H28.7.6 R3.11.30

298075071 寺岡水産　有限会社 代表取締役　寺岡　勝夫 寺岡水産　有限会社 浜田市長浜町１０９５ 0855-27-0777 魚介類販売業 特記事項なし H29.12.1 R4.11.30

288075126 有限会社　串崎水産 代表取締役　片山　和明 有限会社　串崎水産 浜田市長浜町１３２４ 0855-27-0113 魚介類販売業 特記事項なし H28.12.1 R3.11.30

300070001 若林　里志 若林鮮魚店 浜田市長浜町１４０２ 0855-27-3010 魚介類販売業 特記事項なし H30.5.16 R5.5.31

300070008 若林　里志 若林鮮魚店
浜田市長浜町１４０２　「島根
県内一円」

0855-27-3010 魚介類販売業 特記事項なし H30.9.12 R5.11.30

298075072 河野　正志 河野乾魚店 浜田市長浜町１４１２甲 0855-27-0136 魚介類販売業 特記事項なし H29.12.1 R4.11.30

288075064 斉藤　誠 斉藤　商店 浜田市長浜町１４３０ 0855-27-0359 魚介類販売業 特記事項なし H28.12.1 R3.11.30

20070016 桑原　栄子 仲屋　食料品店 浜田市津摩町６９７ 0855-27-1158 魚介類販売業 特記事項なし R2.11.17 R7.11.30

28070367 有限会社　サエキ 代表取締役　室﨑　拡勝 有限会社　サエキ 浜田市殿町３５－２ 0855-22-1271 魚介類販売業 特記事項なし R2.6.1 R7.5.31

310070003 ウエルシア薬局　株式会社 代表取締役　水野　秀晴 ウエルシア浜田田町店 浜田市田町１１６－６ 0855-25-1285 魚介類販売業 特記事項なし R1.5.7 R6.5.31

300070005 株式会社　油屋 代表取締役　佐々木　弘泰 スーパー　ダップス 浜田市田町１４４９－１ 0855-22-4455 魚介類販売業 特記事項なし H30.7.12 R5.11.30

300070004 株式会社　Ｃｉｅｌｏ　ａｚｕｌ 代表取締役　佐々木　淳 ローソン　浜田　田町店 浜田市田町１６４３ 0855-25-1324 魚介類販売業 特記事項なし H30.7.5 R5.11.30

288075035 有限会社　香住屋 代表取締役　川本　八州浩 有限会社　香住屋 浜田市田町８２－３ 0855-22-0666 魚介類販売業 特記事項なし H28.12.1 R3.11.30
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288070071 株式会社　キヌヤ 代表取締役　領家　康元 （株）キヌヤ　ひなし店 浜田市日脚町１０５７－２ 0855-27-2245 魚介類販売業 特記事項なし H28.6.1 R3.5.31

20070014
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
浜田西店

浜田市日脚町１２２０－３ 0855-24-7250 魚介類販売業 特記事項なし R2.10.2 R7.11.30

20070002 竹本　竹美 竹本水産
浜田市日脚町２３０－３「島根
県内一円」

魚介類販売業 特記事項なし R2.4.28 R7.5.31

280070012 株式会社　Ｃｉｅｌｏ　ａｚｕｌ 代表取締役　佐々木　淳 ローソン浜田日脚店 浜田市日脚町２８０－１ 0855-25-5924 魚介類販売業 特記事項なし H28.8.2 R3.11.30

288075067 那田　寛身 なだのや 浜田市日脚町７９６－２ 0855-27-1052 魚介類販売業 特記事項なし H28.12.1 R3.11.30

298075082 株式会社　魚勝商店 代表取締役　名田　景造 株式会社　魚勝商店 浜田市日脚町８０４ 0855-27-1041 魚介類販売業 特記事項なし H29.12.1 R4.11.30

300070006 ＭｃＹａｍａｄａ　株式会社 代表取締役　山田　眞介
ＭｃＹａｍａｄａ　株式会社　浜
田営業所

浜田市熱田町１６６８ 魚介類販売業 特記事項なし H30.8.6 R5.11.30

20070001 株式会社　コスモス薬品 代表取締役　横山　英昭 ドラッグコスモス熱田店 浜田市熱田町１６８９－１ 0855-24-7190 魚介類販売業 特記事項なし R2.4.7 R7.5.31

298070039 板本　知己
セブンーイレブン　浜田熱田
店

浜田市熱田町９８７－１ 0855-27-0331 魚介類販売業 特記事項なし H29.6.1 R5.5.31

298075060 株式会社　エビス 代表取締役　有田　誠治 株式会社　エビス 浜田市蛭子町３３ 0855-22-1084 魚介類販売業 特記事項なし H29.12.1 R4.11.30

310070005 株式会社　Ｃｉｅｌｏ　ａｚｕｌ 代表取締役　佐々木　淳 ローソン浜田栄町店 浜田市片庭町５２ 0855-23-1324 魚介類販売業 特記事項なし R1.9.11 R6.11.30

290070009
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
片庭店

浜田市片庭町８６－１０ 0855-25-1087 魚介類販売業 特記事項なし H29.12.5 R5.5.31

318075004 株式会社　Ａコープ西日本 代表取締役　草場　浩 Ａコープ　やさか
浜田市弥栄町長安本郷５４４
－７

0855-48-2222 魚介類販売業 特記事項なし R1.12.1 R6.11.30

28075431 永井　典文 永井商店 浜田市弥栄町木都賀イ５８９ 0855-48-2214 魚介類販売業 特記事項なし R2.12.1 R7.11.30

298090098 有限会社　住京蒲鉾店 代表取締役　金村　雅之 有限会社　住京蒲鉾店 江津市黒松町１０６８－３８ 0855-55-1659
魚肉ねり製品
製造業

特記事項なし H29.6.1 R4.5.31

288095095 若女食品　株式会社 代表取締役　住田　真一 若女食品　株式会社 江津市渡津町９６１－４ 0855-52-2468
魚肉ねり製品
製造業

特記事項なし H28.12.1 R3.11.30

318090002 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 浜田
支所　浜田冷蔵庫

浜田市原井町３０５０－１ 0855-22-9333
魚肉ねり製品
製造業

特記事項なし R1.6.1 R7.5.31

298090032 山本　智文 山本　蒲鉾店 浜田市高田町６１－１ 0855-22-0093
魚肉ねり製品
製造業

特記事項なし H29.6.1 R4.5.31

298090022 山文蒲鉾　有限会社 代表取締役　藤田　雅史 山文蒲鉾　有限会社 浜田市紺屋町３５－１ 0855-22-2532
魚肉ねり製品
製造業

特記事項なし H29.6.1 R4.5.31

318090001 島根県立浜田水産高等学校 校長　福井　文生 島根県立浜田水産高等学校 浜田市瀬戸ケ島町２５－３ 0855-22-3098
魚肉ねり製品
製造業

特記事項なし R1.6.1 R7.5.31

288090050 有限会社　江木蒲鉾店 代表取締役　江木　修二 有限会社　江木蒲鉾店 浜田市朝日町１４２６－４ 0855-22-1538
魚肉ねり製品
製造業

特記事項なし H28.6.1 R3.5.31

318320001 株式会社　ケイ・エフ・ジー 代表取締役　戸津川　隆子
株式会社　ケイ・エフ・ジー
第１工場

浜田市金城町下来原１４３１ 0855-42-2358
清涼飲料水製
造業

特記事項なし R1.6.1 R6.5.31

298320046 株式会社　島根の銘水舎 代表取締役　坂井　華子
（株）島根の銘水舎　第一工
場

浜田市金城町下来原１４３１ 0855-42-2575
清涼飲料水製
造業

特記事項なし H29.6.1 R4.5.31

288325068 株式会社　ケイ・エフ・ジー 代表取締役　戸津川　隆子
株式会社　ケイ・エフ・ジー
第二工場

浜田市金城町下来原２９７－
１

0855-42-2358
清涼飲料水製
造業

特記事項なし H28.12.1 R3.11.30

298320047 株式会社　島根の銘水舎 代表取締役　坂井　華子
株式会社　島根の銘水舎　第
二工場

浜田市金城町下来原２９７－
１

清涼飲料水製
造業

特記事項なし H29.6.1 R4.5.31

278325009 マルハマ食品　株式会社 代表取締役　濵﨑　修司
マルハマ食品　株式会社　レ
トルト第二工場

浜田市原井町３０５０－２４ 0855-22-9555
清涼飲料水製
造業

特記事項なし H27.12.1 R3.11.30

288325016 有限会社　クボタ牛乳 代表取締役　久保田　英治 有限会社　クボタ牛乳 浜田市原井町９０７ 0855-22-0341
清涼飲料水製
造業

特記事項なし H28.12.1 R4.11.30
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290320001 株式会社　エコワールド 代表取締役　重盛　紅子 株式会社　エコワールド
浜田市三隅町西河内７２７－
２４

0855-32-3434
清涼飲料水製
造業

特記事項なし H29.5.16 R4.5.31

278320047 マルハマ食品　株式会社 代表取締役　濵﨑　修司
マルハマ食品　株式会社　醤
油工場

浜田市周布町イ１００ 0855-26-0700
清涼飲料水製
造業

特記事項なし H27.6.1 R3.5.31

288320091 島根県農業協同組合 代表理事　石川　寿樹
浜田市弥栄農産物処理加工
施設 第１工場

浜田市弥栄町長安本郷５３９
－７

0855-48-2978
清涼飲料水製
造業

特記事項なし H28.6.1 R3.5.31

300200001 株式会社　エバーグリーン 代表取締役　安原　知宏 旭搾油所 浜田市旭町木田４５１－８
食用油脂製造
業

特記事項なし H30.10.26 R5.11.30

288200022 マルハマ食品　株式会社 代表取締役　濵﨑　修司
マルハマ食品　株式会社　レ
トルト第二工場

浜田市原井町３０５０－２４ 0855-26-0700
食用油脂製造
業

特記事項なし H28.6.1 R4.5.31

278330069 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 浜田
支所　江津出張所

江津市渡津町２０８２ 0855-52-2005 氷雪製造業 特記事項なし H27.6.1 R3.5.31

318330002 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　第１
製氷工場

浜田市原井町３０２５ 0855-23-2482 氷雪製造業 特記事項なし R1.6.1 R7.5.31

288330019 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　第２
製氷工場

浜田市原井町３０５０－１ 22-1152 氷雪製造業 特記事項なし H28.6.1 R4.5.31

318330001 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　第３
製氷工場

浜田市原井町３０５０－１ 0855-22-9110 氷雪製造業 特記事項なし R1.6.1 R7.5.31

300290009 株式会社　中央 代表取締役　青笹　輝和 中央弁当 江津市嘉久志町イ１１７４－２ 0855-52-3393 そうざい製造業 1 特記事項なし H31.2.27 R6.5.31

28295338 浅利観光　株式会社 代表取締役　植田　裕一 デリカ舞乃市 江津市後地町３３４８－１１３ 0855-55-1155 そうざい製造業 1 特記事項なし R2.12.1 R7.11.30

28295336 高橋　好子 菜花 江津市後地町３３４９－２４ そうざい製造業 1 特記事項なし R2.12.1 R7.11.30

20290001 九州惣菜　株式会社 代表取締役　西岡　浩志 九州惣菜(株)　祇園
江津市江津町１１４０－５　Ａ
コープごうつ内

0855-52-3823 そうざい製造業 1 特記事項なし R2.10.26 R7.11.30

318290003 中島　つや子 いちごや 江津市桜江町市山２９３－１ 0855-92-0669 そうざい製造業 1 特記事項なし R1.6.1 R6.5.31

298290111 千代延　敏之
猪肉加工販売センター　榎木
の郷

江津市桜江町大貫５７－１ 0855-93-0881 そうざい製造業 1 特記事項なし H29.6.1 R4.5.31

280290005
特定非営利活動法人 さくらん
ぼのお家

代表理事　古川　忠光 さくらんぼのお家
江津市桜江町谷住郷１７１３
－１

0855-92-1171 そうざい製造業 1 特記事項なし H28.7.22 R3.11.30

280290007 有限会社　住江建設 代表取締役　田中　聖 有限会社　住江建設
江津市桜江町谷住郷２６１１
－６

0855-92-0333 そうざい製造業 1 特記事項なし H28.10.13 R3.11.30

300290006 谷口　晃 たすけ愛の工房 江津市松川町市村２７２ 0855-57-0501 そうざい製造業 1 特記事項なし H30.11.19 R5.11.30

318290001 佐田尾　誓治 にぎたづ本舗 江津市渡津町１５４４ 0855-52-4166 そうざい製造業 1 特記事項なし R1.6.1 R6.5.31

288295094 若女食品　株式会社 代表取締役　住田　真一 若女食品　株式会社 江津市渡津町９６１－４ 0855-52-2468 そうざい製造業 1 特記事項なし H28.12.1 R3.11.30

300290010 永島　久美子 移動販売　クローバー 江津市都野津町２３０７－１８ 0855-52-7339 そうざい製造業 1 特記事項なし H31.3.5 R6.5.31

298295130 吉田　明紀 食堂　よしだ 江津市都野津町２３６９－３ 0855-53-0043 そうざい製造業 1 特記事項なし H29.12.1 R4.11.30

28290059
社会福祉法人　いわみ福祉
会

理事長　室崎　富恵 フーズくわの木
江津市二宮町神主２２１８－
１

0855-52-7185 そうざい製造業 1 特記事項なし R2.6.1 R8.5.31

298290056 久保田　智恵子 あさひ夢小町 浜田市旭町今市３６４－１０ 0855-45-1121 そうざい製造業 1 特記事項なし H29.6.1 R5.5.31

310290001
農事組合法人　さかもとのも
と

理事　河野　幹夫 さかもとのもと加工所 浜田市旭町坂本イ８－２ そうざい製造業 1 特記事項なし R1.11.26 R6.11.30

318290007 森井　真知子 ＫＯＤＡＷＡＲＩ　まっち 浜田市旭町本郷９４７－１ 0855-45-1004 そうざい製造業 1 特記事項なし R1.6.1 R6.5.31

298295016 株式会社　コーヒン商会 代表取締役　多郎畑　誠 株式会社　コーヒン商会 浜田市下府町３８８－４５ 0855-28-0922 そうざい製造業 1 特記事項なし H29.12.1 R4.11.30
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298290034
株式会社　益田クッキング
フーズ

代表取締役　小河　吉彦
株式会社　益田クッキング
フーズ

浜田市笠柄町１０ 0855-22-0002 そうざい製造業 1 特記事項なし H29.6.1 R5.5.31

28290056 株式会社　シャトラン 代表取締役　石田　聰 株式会社　シャトラン
浜田市金城町下来原１３３４
－１

0855-42-2180 そうざい製造業 1 特記事項なし R2.6.1 R8.5.31

280290010 河野　芳江 金城加工友の会 浜田市金城町久佐ハ４７－５ 0855-42-2282 そうざい製造業 1 特記事項なし H29.2.1 R4.5.31

28295340 山藤　冷子 山藤 浜田市金城町今福１１１ 0855-42-0313 そうざい製造業 1 特記事項なし R2.12.1 R7.11.30

280290011 石田　兼英 鄙の学び舎
浜田市金城町七条イ５７４－
１

0855-42-0447 そうざい製造業 1 特記事項なし H29.3.16 R4.5.31

318290008 ＮＰＯ法人　美又ゆめエイト 理事長　佐々原　熊雄 夢はち工房
浜田市金城町追原１７０９－
２

0855-42-1551 そうざい製造業 1 特記事項なし R1.6.1 R7.5.31

288290080 西谷　友紀 西谷
浜田市金城町波佐イ４１２－
３

0855-44-0017 そうざい製造業 1 特記事項なし H28.6.1 R3.5.31

28290060
農事組合法人　ひやころう波
佐

理事　岡本　利道
ひやころう波佐かみ 食品加
工施設「みそびや」

浜田市金城町波佐イ６７５－
１

そうざい製造業 1 特記事項なし R2.6.1 R7.5.31

280290003 有限会社　やなぎ水産 代表取締役　柳　賢一 有限会社　アクトやなぎ水産 浜田市原井町３０５０－１９ 0855-22-9588 そうざい製造業 1 特記事項なし H28.5.20 R3.5.31

28295335 株式会社　大磯 代表取締役　大地本　和史 株式会社　大磯 浜田市原井町３０５０－２０ 0855-23-4838 そうざい製造業 1 特記事項なし R2.12.1 R7.11.30

278295007 有限会社　エムエスフーズ 代表取締役　木村　政行 有限会社　エムエスフーズ 浜田市原井町３０５０－２３ 0855-24-1655 そうざい製造業 1 特記事項なし H27.12.1 R3.11.30

278290014 マルハマ食品　株式会社 代表取締役　濵﨑　修司
マルハマ食品　株式会社　レ
トルト第二工場

浜田市原井町３０５０－２４ 0855-22-9555 そうざい製造業 1 特記事項なし H27.6.1 R3.5.31

28295332 株式会社　中村水産 代表取締役　中村　満江 株式会社　中村水産 浜田市原井町３０５０－３３ 0855-22-8001 そうざい製造業 1 特記事項なし R2.12.1 R8.11.30

270290006 株式会社　マルエイ 代表取締役　岡田　守
株式会社　マルエイ　そうざい
部門

浜田市原井町３０５０－４３ 0855-22-8100 そうざい製造業 1 特記事項なし H28.3.14 R3.5.31

290290003 有限会社　土江本店 代表取締役　関谷　忠之
有限会社　土江本店　浜田支
店

浜田市原井町３０５０－４３ 0855-25-5600 そうざい製造業 1 特記事項なし H29.8.29 R4.11.30

318290006 株式会社　大磯 代表取締役　大地本　和史 株式会社大磯　珍味工場 浜田市原井町３０５０－５５ 0855-22-6507 そうざい製造業 1 特記事項なし R1.6.1 R7.5.31

28290058 株式会社　島水 代表取締役　石渡　敏昭 株式会社　島水 浜田市原井町３０５０－７ そうざい製造業 1 特記事項なし R2.6.1 R7.5.31

290290004 株式会社　シーライフ 代表取締役　河上　清志 株式会社　シーライフ 浜田市原井町９０７－２ 0855-23-3105 そうざい製造業 1 特記事項なし H29.10.2 R4.11.30

28295339 有限会社　鈴蘭別館 代表取締役　三澤　嘉孝 有限会社　鈴蘭別館 浜田市港町１８６－５ 0855-22-2381 そうざい製造業 1 特記事項なし R2.12.1 R8.11.30

298290031 有限会社　幸　中川 代表取締役　中川　宏 幸　中川 浜田市港町２８５－２ 0855-22-0936 そうざい製造業 1 特記事項なし H29.6.1 R4.5.31

280290009 株式会社　三島ファーム 代表取締役　三島　淳寛 （株）三島ファーム 浜田市国分町１２４３－１ 0855-25-5134 そうざい製造業 1 特記事項なし H29.1.31 R4.5.31

288290002 竹田　利行 竹 浜田市国分町１９８０－２９ 0855-28-1442 そうざい製造業 1 特記事項なし H28.6.1 R3.5.31

300290007 株式会社　なかだ 代表取締役　仲田　明 株式会社　なかだ 浜田市国分町１９８１－３３７ 0855-25-5065 そうざい製造業 1 特記事項なし H30.12.20 R6.5.31

298295006 有限会社　信港商店 代表取締役　本多　保昭 有限会社　信港商店 浜田市国分町４５７－１０ 0855-28-1015 そうざい製造業 1 特記事項なし H29.12.1 R4.11.30

290290001 槇内　京子 みのり市農産加工場
浜田市三隅町井野ヘ１１９８
－１

0855-34-0036 そうざい製造業 1 特記事項なし H29.6.13 R4.11.30

28290057 村田漁村　株式会社 代表取締役　三浦　英子 村田漁村　株式会社
浜田市三隅町古市場９１０－
１

0855-32-0290 そうざい製造業 1 特記事項なし R2.6.1 R8.5.31

28295333 有限会社　浜崎直祐商店 代表取締役　浜崎　直祐 有限会社　浜崎直祐商店 浜田市三隅町古市場９５７ 0855-32-0601 そうざい製造業 1 特記事項なし R2.12.1 R8.11.30
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298290127 九州惣菜　株式会社 代表取締役　西岡　浩志 九州惣菜(株)　祇園
浜田市三隅町三隅１２２５　Ａ
コープ三隅内

0855-32-2515 そうざい製造業 1 特記事項なし H29.6.1 R4.5.31

318295001 マルハマ食品　株式会社 代表取締役　濵﨑　修司
マルハマ食品　株式会社　レ
トルト第一工場

浜田市周布町イ６３－２５ 0855-26-0700 そうざい製造業 1 特記事項なし R1.12.1 R7.11.30

318290002 島根県立浜田水産高等学校 校長　福井　文生 島根県立浜田水産高等学校 浜田市瀬戸ケ島町２５－３ 0855-22-3098 そうざい製造業 1 特記事項なし R1.6.1 R7.5.31

280290001 加藤　栄吉 かとうすし店 浜田市朝日町１００－４ 0855-22-1943 そうざい製造業 1 特記事項なし H28.4.7 R3.5.31

28295334 北村　喜代美 北村　商店 浜田市朝日町１０－２ 0855-22-1037 そうざい製造業 1 特記事項なし R2.12.1 R7.11.30

288290049 有限会社　江木蒲鉾店 代表取締役　江木　修二 有限会社　江木蒲鉾店 浜田市朝日町１４２６－４ 0855-22-1538 そうざい製造業 1 特記事項なし H28.6.1 R3.5.31

308290001 有限会社　和田商店 代表取締役　和田　浩 有限会社　和田商店 浜田市長浜町１３６８－２ 0855-27-0326 そうざい製造業 1 特記事項なし H30.6.1 R5.5.31

298295041 橋本水産　株式会社 代表取締役　橋本　一 橋本水産　株式会社 浜田市殿町１０４－１ 0855-23-6626 そうざい製造業 1 特記事項なし H29.12.1 R4.11.30

300290003 今田　貴志江 初杵会
浜田市弥栄町高内イ３３５－
１

そうざい製造業 1 特記事項なし H30.7.20 R5.11.30

298290063 有限会社　やさか共同農場 代表取締役　佐藤　大輔 有限会社　やさか共同農場 浜田市弥栄町三里ハ４６－４ 0855-48-2510 そうざい製造業 1 特記事項なし H29.6.1 R4.5.31

280290002 久谷　義美 おさか小町 浜田市弥栄町小坂２０４－１ 0855-48-2189 そうざい製造業 1 特記事項なし H28.4.25 R3.5.31

318290004 株式会社　小松ファーム 代表取締役　小松原　修 株式会社　小松ファーム 浜田市弥栄町小坂３３２－１ 0855-48-2415 そうざい製造業 1 特記事項なし R1.6.1 R6.5.31

270290004 野村　キヌエ
おいしいむら弥栄　ご飯とも
の会

浜田市弥栄町長安本郷３９９
－１

0855-48-2112 そうざい製造業 1 特記事項なし H28.2.12 R3.5.31

28295337 有限会社　やさか共同農場 代表取締役　佐藤　大輔 レトルト加工場
浜田市弥栄町長安本郷５３９
－７

0855-48-2978 そうざい製造業 1 特記事項なし R2.12.1 R7.11.30

288290097 農事組合法人　ビゴル門田 代表理事　牛尾　英昭 門田農産加工場 浜田市弥栄町門田５８９－１ 0855-48-2341 そうざい製造業 1 特記事項なし H28.6.1 R3.5.31

28225594 横田　弘昭 本明農産加工場
江津市有福温泉町本明１０９
３

0855-56-2354 みそ製造業 特記事項なし R2.12.1 R7.11.30

298220057 久保田　智恵子 あさひ夢小町 浜田市旭町今市３６４－１０ 0855-45-1121 みそ製造業 特記事項なし H29.6.1 R5.5.31

288220089 日田　栄枝 しまね旭みそ　加工場 浜田市旭町都川１１０３ 0855-47-0456 みそ製造業 特記事項なし H28.6.1 R3.5.31

308225001 今田　泰
旭温泉ふるさと歳時記伝授道
場

浜田市旭町木田１０７３－１４ みそ製造業 特記事項なし H30.12.1 R5.11.30

288220085 石山　義弘
石州島根味噌　醸造元　石山
こうじ店

浜田市金城町入野イ６３７ 0855-42-1563 みそ製造業 特記事項なし H28.6.1 R3.5.31

28220600
農事組合法人　ひやころう波
佐

理事　岡本　利道
ひやころう波佐かみ 食品加
工施設「みそびや」

浜田市金城町波佐イ６７５－
１

みそ製造業 特記事項なし R2.6.1 R7.5.31

288220062 岡本　榮峰 佐野生産組合　農産加工場 浜田市佐野町イ４３８－４ 42-2007 みそ製造業 特記事項なし H28.6.1 R3.5.31

318220001 福西　昌博 石見糀屋 浜田市朝日町７７－４ 0855-22-1822 みそ製造業 特記事項なし R1.6.1 R6.5.31

28225592 水津　京子 久保田味噌糀店 浜田市天満町２７－１２ 0855-22-1409 みそ製造業 特記事項なし R2.12.1 R7.11.30

28225593 有限会社　やさか共同農場 代表取締役　佐藤　大輔 やさか味噌製造所 浜田市弥栄町三里ハ２６８ みそ製造業 特記事項なし R2.12.1 R7.11.30

298220062 有限会社　やさか共同農場 代表取締役　佐藤　大輔 有限会社　やさか共同農場 浜田市弥栄町三里ハ４６－４ 0855-48-2510 みそ製造業 特記事項なし H29.6.1 R4.5.31

288220092 島根県農業協同組合 代表理事　石川　寿樹
浜田市弥栄農産物処理加工
施設 第１工場

浜田市弥栄町長安本郷５３９
－７

0855-48-2978 みそ製造業 特記事項なし H28.6.1 R3.5.31
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288230133 吉岡醤油　有限会社 代表取締役　柳光　達二 吉岡醤油　有限会社 江津市桜江町川戸１３－７ 0855-92-0045 醤油製造業 特記事項なし H28.6.1 R3.5.31

288235132 大山　千代美 千代緑醤油　醸造場 江津市波子町イ１２５５－５ 0855-53-2004 醤油製造業 特記事項なし H28.12.1 R3.11.30

298230003 有限会社　ふじもと醤油 代表取締役　藤本　太郎 有限会社　ふじもと醤油 浜田市下府町１７０－１ 0855-28-0225 醤油製造業 特記事項なし H29.6.1 R4.5.31

298230040 マルハマ食品　株式会社 代表取締役　濵﨑　修司
マルハマ食品　株式会社　醤
油工場

浜田市周布町イ１００ 0855-26-0700 醤油製造業 特記事項なし H29.6.1 R4.5.31

288230067 日本食品工業　株式会社 代表取締役　中西　和夫
日本食品工業　株式会社　浜
田工場

浜田市周布町イ１００ 0855-27-1009 醤油製造業 特記事項なし H28.6.1 R3.5.31

298245144 吉岡醤油　有限会社 代表取締役　柳光　達二 吉岡醤油　有限会社 江津市桜江町川戸６－９ 0855-92-0045
ソース類製造
業

特記事項なし H29.12.1 R4.11.30

290240001 やすらぎ開発　合同会社 代表社員　大倉　英久 やすらぎ開発 浜田市旭町和田１２８４
ソース類製造
業

特記事項なし H30.1.19 R5.5.31

28240200 株式会社　シャトラン 代表取締役　石田　聰 株式会社　シャトラン
浜田市金城町下来原１３３４
－１

0855-42-2180
ソース類製造
業

特記事項なし R2.6.1 R8.5.31

280240001 河野　芳江 金城加工友の会 浜田市金城町久佐ハ４７－５ 0855-42-2282
ソース類製造
業

特記事項なし H29.2.1 R4.5.31

288245128 マルハマ食品　株式会社 代表取締役　濵﨑　修司
マルハマ食品　株式会社　醤
油工場

浜田市周布町イ１００ 0855-26-0700
ソース類製造
業

特記事項なし H28.12.1 R4.11.30

278240048 日本食品工業　株式会社 代表取締役　中西　和夫
日本食品工業　株式会社　浜
田工場

浜田市周布町イ１００ 0855-27-1009
ソース類製造
業

特記事項なし H27.6.1 R3.5.31

318240001 マルハマ食品　株式会社 代表取締役　濵﨑　修司
マルハマ食品　株式会社　レ
トルト第一工場

浜田市周布町イ６３－２５ 0855-27-1009
ソース類製造
業

特記事項なし R1.6.1 R6.5.31

288250144 都錦酒造　株式会社 代表取締役　原　諭 都錦酒造　株式会社 江津市嘉久志町イ１４１５ 0855-52-2129 酒類製造業 特記事項なし H28.6.1 R3.5.31

20250001 株式会社　石見麦酒 代表取締役　山口　梓 株式会社石見麦酒 江津市桜江町長谷２６９６ 0855-25-5740 酒類製造業 特記事項なし R2.6.3 R7.11.30

290250001 株式会社　三島ファーム 代表取締役　三島　淳寛 （株）三島ファーム 浜田市国分町１２４３－１ 0855-25-5134 酒類製造業 特記事項なし H29.11.14 R4.11.30

298250066 日本海酒造　株式会社 代表取締役　藤田　真路 日本海酒造　株式会社 浜田市三隅町湊浦８０ 0855-32-1221 酒類製造業 特記事項なし H29.6.1 R4.5.31

288255083 今田　貴志江 どぶろく工房清成
浜田市弥栄町高内イ３３３－
１

0855-48-5408 酒類製造業 特記事項なし H28.12.1 R3.11.30

290250002 浜田市長 久保田　章市 ふるさと体験村　旧味里
浜田市弥栄町三里ハ２５７－
４

0855-48-2612 酒類製造業 特記事項なし H30.4.1 R5.5.31

298250061 小松原　美由喜 小松路
浜田市弥栄町長安本郷５３９
－５

0855-48-2711 酒類製造業 特記事項なし H29.6.1 R4.5.31

298265133 市富　保志 お薬師フーズ 江津市黒松町６３４甲２ 0855-55-1735 豆腐製造業 特記事項なし H29.12.1 R4.11.30

318260002 井上　敦 さくらや
江津市桜江町谷住郷１６４７
－１

0855-92-1710 豆腐製造業 特記事項なし R1.6.1 R6.5.31

308265001 光岡　綾子 光岡豆腐 江津市松川町市村３３－５ 0855-57-0658 豆腐製造業 特記事項なし H30.12.1 R5.11.30

308265002 今田　泰
旭温泉ふるさと歳時記伝授道
場

浜田市旭町木田１０７３－１４ 豆腐製造業 特記事項なし H30.12.1 R5.11.30

28260001 石見食品　株式会社 代表取締役　石田　洋
石見食品　株式会社　油揚工
場

浜田市下府町３２７－９２ 0855-23-6906 豆腐製造業 特記事項なし R2.6.1 R7.5.31

28265314 石見食品　株式会社 代表取締役　石田　洋 石見食品　株式会社 浜田市下府町３８８－６０ 0855-28-1211 豆腐製造業 特記事項なし R2.12.1 R8.11.30

318260001 ＮＰＯ法人　美又ゆめエイト 理事長　佐々原　熊雄 夢はち工房
浜田市金城町追原１７０９－
２

0855-42-1551 豆腐製造業 特記事項なし R1.6.1 R7.5.31

288260079 橋本　サチエ 佐々岡の豆腐屋
浜田市金城町波佐イ２６９－
１

0855-44-0047 豆腐製造業 特記事項なし H28.6.1 R3.5.31
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288260061 岡本　榮峰 佐野生産組合　農産加工場 浜田市佐野町イ４３８－４ 42-2007 豆腐製造業 特記事項なし H28.6.1 R3.5.31

310280001 田代　和秋 桜江そば　一心 江津市桜江町市山３１４－７ 0855-92-0123 めん類製造業 特記事項なし R1.10.11 R6.11.30

288285071 佐々岡　常喜 三和農業振興組合 浜田市金城町波佐イ９６－３ 0855-44-0373 めん類製造業 特記事項なし H28.12.1 R3.11.30

298280129 石本　巖 石本　製麺所 浜田市港町１９９８ 0855-22-1390 めん類製造業 特記事項なし H29.6.1 R4.5.31

288280063 岡本　榮峰 佐野生産組合　農産加工場 浜田市佐野町イ４３８－４ 42-2007 めん類製造業 特記事項なし H28.6.1 R3.5.31

290280001 長島　聖一郎 そば聖
浜田市三隅町西河内４７０－
４

0855-32-0237 めん類製造業 特記事項なし H30.3.27 R5.5.31

28300653 日本製紙　株式会社 代表取締役　野沢　徹
日本製紙株式会社　江津工
場

江津市江津町１２８０ 0855-52-6000 添加物製造業 特記事項なし R2.6.1 R8.5.31

288305127 マルハマ食品　株式会社 代表取締役　濵﨑　修司
マルハマ食品　株式会社　だ
しの素工場

浜田市周布町イ１００ 0855-26-0700 添加物製造業 特記事項なし H28.12.1 R3.11.30

318115001 マルハマ食品　株式会社 代表取締役　濵﨑　修司
マルハマ食品　株式会社　レ
トルト第一工場

浜田市周布町イ６３－２５ 0855-26-0700
缶詰又は瓶詰
食品製造業

特記事項なし R1.12.1 R7.11.30

28115321 島根県立浜田水産高等学校 校長　福井　文生 島根県立浜田水産高等学校 浜田市瀬戸ケ島町２５－３ 0855-22-3098
缶詰又は瓶詰
食品製造業

特記事項なし R2.12.1 R8.11.30

278080070 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 浜田
支所　江津出張所

江津市渡津町２０８２ 0855-52-2005
魚介類せり売
業

特記事項なし H27.6.1 R3.5.31

288085059 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 浜田市元浜町２３１－１ 0855-22-3300
魚介類せり売
業

特記事項なし H28.12.1 R3.11.30

288085010 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 浜田市原井町３０２５ 0855-22-1511
魚介類せり売
業

特記事項なし H28.12.1 R3.11.30

20080001 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 浜田市原井町３０５０ 0855-22-3300
魚介類せり売
業

特記事項なし R2.5.26 R7.5.31

300100003 株式会社　中央 代表取締役　青笹　輝和 中央弁当 江津市嘉久志町イ１１７４－２ 0855-52-3393
食品の冷凍ま
たは冷蔵業

2 特記事項なし H31.2.27 R6.5.31

278100071 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 浜田
支所　江津出張所

江津市渡津町２０８２ 0855-52-2005
食品の冷凍ま
たは冷蔵業

1 特記事項なし H27.6.1 R3.5.31

298100074 若女食品　株式会社 代表取締役　住田　真一 若女食品　株式会社 江津市渡津町９６１－４ 0855-52-2468
食品の冷凍ま
たは冷蔵業

2 特記事項なし H29.6.1 R4.5.31

318105001 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 浜田
支所　浜田冷蔵庫

浜田市原井町３０５０－１ 0855-22-9333
食品の冷凍ま
たは冷蔵業

1 特記事項なし R1.12.1 R6.11.30

288100020 福田水産　株式会社 代表取締役　福田　稔 福田水産株式会社　第２工場 浜田市原井町３０５０－１５ 0855-22-8110
食品の冷凍ま
たは冷蔵業

1 特記事項なし H28.6.1 R3.5.31

308100002 株式会社　Ｈ.Ｍサプライ 代表取締役　川口　芳幸 (株)Ｈ．Ｍサプライ 浜田市原井町３０５０－３ 0855-23-2803
食品の冷凍ま
たは冷蔵業

1 特記事項なし H30.6.1 R5.5.31

308105001 株式会社　中村水産 代表取締役　中村　満江 株式会社　中村水産 浜田市原井町３０５０－３３ 0855-22-8001
食品の冷凍ま
たは冷蔵業

12 特記事項なし H30.12.1 R6.11.30

298100013 有限会社　山本一枝商店 代表取締役　山本　裕昭 有限会社　山本一枝商店 浜田市原井町３０５０－４ 0855-22-0761
食品の冷凍ま
たは冷蔵業

1 特記事項なし H29.6.1 R5.5.31

278105010 福田水産　株式会社 代表取締役　福田　稔 福田水産　株式会社 浜田市原井町３０５０－６ 0855-22-8110
食品の冷凍ま
たは冷蔵業

1 特記事項なし H27.12.1 R3.11.30

300100002 福田水産　株式会社 代表取締役　福田　稔
福田水産株式会社　第３冷蔵
庫

浜田市原井町３０５０－７０ 0855-22-8110
食品の冷凍ま
たは冷蔵業

1 特記事項なし H31.1.29 R6.5.31

308105002 村田漁村　株式会社 代表取締役　三浦　英子 村田漁村　株式会社
浜田市三隅町古市場９１０－
１

0855-32-0290
食品の冷凍ま
たは冷蔵業

2 特記事項なし H30.12.1 R5.11.30

288105129 マルハマ食品　株式会社 代表取締役　濵﨑　修司
マルハマ食品　株式会社　レ
トルト第一工場

浜田市周布町イ６３－２５ 0855-26-0700
食品の冷凍ま
たは冷蔵業

2 特記事項なし H28.12.1 R3.11.30

20100001 若林　里志 若林鮮魚店 浜田市長浜町１４０２ 0855-27-3010
食品の冷凍ま
たは冷蔵業

2 特記事項なし R2.10.15 R7.11.30
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288100098 農事組合法人　ビゴル門田 代表理事　牛尾　英昭 門田農産加工場 浜田市弥栄町門田５８９－１ 0855-48-2341
食品の冷凍ま
たは冷蔵業

2 特記事項なし H28.6.1 R3.5.31
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