
許可番号 営業所の名称 営業所所在地 営業所方書 営業所電話番号 許可年月日 許可開始日 許可満了日 営業者名 廃業届出日 営業の種類 業態
堺食衛第11858201号民芸そば　信州 堺区北清水町３丁２‐１１ 平成27年5月31日 平成27年6月1日 令和3年5月31日 高田　道雄 期限切れ廃業 飲食店営業
堺食衛第14362501号串かつ友家 堺区香ヶ丘町１丁５‐５ 浅香アパート１Ｆ 平成27年12月25日 平成27年12月25日 令和3年12月28日 佐々木　智哉 期限切れ廃業 飲食店営業
堺食衛第14309801号ＯＲＩＧＩＮ 堺区香ヶ丘町１丁９‐２６ 平成27年6月15日 平成27年6月15日 令和3年6月30日 甫木　真二 期限切れ廃業 飲食店営業
堺食衛第12378701号扇家　別館 堺区浅香山町３丁６‐２２ 平成28年1月28日 平成28年3月1日 令和4年2月28日 重田　多規子 期限切れ廃業 飲食店営業
堺食衛第11691501号大幸商店 堺区北三国ヶ丘町４丁１‐４ 平成27年10月28日 平成27年11月1日 令和3年10月31日 嶋田　清 期限切れ廃業 飲食店営業
堺食衛第14336901号Ｃａｆｅ　ＣＯＣＯ 堺区北三国ヶ丘町８丁６‐８ 平成27年9月25日 平成27年9月25日 令和3年9月30日 鈴木　亜美 期限切れ廃業 飲食店営業
堺食衛第11568001号紫陽花 堺区北三国ヶ丘町８丁６‐１１ 平成27年6月26日 平成27年7月1日 令和3年6月30日 柿本　みどり 期限切れ廃業 飲食店営業
堺食衛第12273701号三国丘高等学校学生食堂 堺区南三国ヶ丘町２丁２‐３６ 平成27年4月8日 平成27年5月1日 令和3年4月30日 森末　征雄 期限切れ廃業 飲食店営業
堺食衛第14381701号お好み焼　３１５　ｍｉ－ｋｏ 堺区南三国ヶ丘町３丁５‐２４ 平成28年3月8日 平成28年3月8日 令和4年3月31日 奥山　美愛 期限切れ廃業 飲食店営業
堺食衛第14318401号ぼくん家の食卓 堺区向陵中町２丁３‐１３ハイキャッスルビル２Ｆ 平成27年7月3日 平成27年7月3日 令和3年7月31日 福山　敏弘 期限切れ廃業 飲食店営業
堺食衛第14350801号ＢＥＮ　ＢＥＮ 堺区向陵東町１丁３‐４ 平成28年1月5日 平成28年1月5日 令和4年1月31日 栗田　麻有 期限切れ廃業 飲食店営業
堺食衛第14384401号ビストロ　ボアボアボア 堺区向陵西町４丁１２‐４６ 平成28年3月16日 平成28年3月16日 令和4年3月31日 髙橋　トミ子 期限切れ廃業 飲食店営業
堺食衛第10791201号おたふく 堺区榎元町１丁８‐１４ 平成28年3月25日 平成28年4月1日 令和4年3月31日 期限切れ廃業 飲食店営業
堺食衛第11882801号遊遊 堺区榎元町５丁２‐１ 平成27年9月1日 平成27年10月1日 令和3年9月30日 樋口　敦久 期限切れ廃業 飲食店営業
堺食衛第10804701号お好み焼　侑 堺区四条通５‐２３ 和伸ビル１０３号 平成27年5月27日 平成27年7月1日 令和3年6月30日 増田　小百合 期限切れ廃業 飲食店営業
堺食衛第14347701号トラとウサギの茶飯事 堺区二条通２‐１８ 平成27年10月26日 平成27年10月26日 令和3年10月31日 城　敏之 期限切れ廃業 飲食店営業
堺食衛第14331401号炭火やきとり　将吉 堺区一条通６‐１２ サンライズ一条１Ｆ 平成27年11月13日 平成27年11月13日 令和3年11月30日 山﨑　将吾 期限切れ廃業 飲食店営業
堺食衛第14289301号カジャ 堺区一条通１１‐２１ 河十ビル１Ｆ 平成27年3月16日 平成27年3月16日 令和3年3月31日 大石　頼理子 期限切れ廃業 飲食店営業
堺食衛第14295701号食い呑み　いこい 堺区一条通１９‐２７ 大成レジャービル１Ｆ 平成27年4月6日 平成27年4月6日 令和3年4月30日 向井　健太 期限切れ廃業 飲食店営業
堺食衛第14330201号Ｈ．Ｓ 堺区翁橋町１丁２‐９ ジャンボプラザビル３Ｆ 平成27年8月20日 平成27年8月20日 令和3年8月31日 堀川　隆志 期限切れ廃業 飲食店営業
堺食衛第14301001号ＢＡＲ　ＣＲＯＳＳ 堺区翁橋町１丁４‐１８ ロイヤルパレス４Ｆ 平成27年4月20日 平成27年4月20日 令和3年4月30日 川路　眞司 期限切れ廃業 飲食店営業
堺食衛第11648401号星のゆうえんち 堺区翁橋町１丁５‐３ エルクエストビル１０２号 平成27年4月30日 平成27年5月1日 令和3年4月30日 川原　和代 期限切れ廃業 飲食店営業
堺食衛第14381101号ＳｙｕＲＩ 堺区翁橋町１丁５‐３ エルクエストビル３Ｆ 平成28年3月3日 平成28年3月3日 令和4年3月31日 北村　愛美 期限切れ廃業 飲食店営業
堺食衛第14314401号麗 堺区翁橋町１丁５‐４ エルクエスト６Ｆ 平成27年7月3日 平成27年7月3日 令和3年7月31日 高木　恩英 期限切れ廃業 飲食店営業
堺食衛第14302601号ビアバーフィリアショット 堺区翁橋町１丁５‐６ グランド翁橋５号館１０３ 平成27年4月27日 平成27年4月27日 令和3年4月30日 杉本　廣史 期限切れ廃業 飲食店営業
堺食衛第14339801号廃業連絡等ｓｎａｃｋ　ＫＥ 堺区翁橋町１丁５‐６ グランド翁橋５号館１０３号 平成27年9月28日 平成27年9月28日 令和3年9月30日 日髙　総明 期限切れ廃業 飲食店営業
堺食衛第14350001号Ｒｅｏ 堺区翁橋町１丁５‐６ グランド翁橋５号館１Ｆ 平成27年11月4日 平成27年11月4日 令和3年11月30日 新垣　良人 期限切れ廃業 飲食店営業
堺食衛第14346401号Ｖｉｖａｃｅ 堺区翁橋町１丁９‐２ スウィングプラザ５Ｆ 平成27年10月28日 平成27年10月28日 令和3年10月31日 宮本　幸子 期限切れ廃業 飲食店営業
堺食衛第14348001号ＧＲＥＥＮ 堺区翁橋町１丁９‐２ スウィングプラザ翁橋２０２号 平成27年10月22日 平成27年10月22日 令和3年10月31日 崔　銀珠 期限切れ廃業 飲食店営業
堺食衛第14317101号ＳＮＡＣＫ　ＭＩＫＡ 堺区翁橋町１丁９‐１５ アトムビル５Ａ 平成27年6月29日 平成27年6月29日 令和3年6月30日 ＨＡＭＡＮＩＳＨＩ　ＭＡＲＩＡ　ＶＩＣＴＯＲＩＡ期限切れ廃業 飲食店営業
堺食衛第14370201号Ｄａｉｓｙ 堺区翁橋町１丁９‐１５ アトムビル５Ｆ 平成28年2月2日 平成28年2月2日 令和4年2月28日 山本　絵美 期限切れ廃業 飲食店営業
堺食衛第10940701号スナック　あつあつ 堺区翁橋町１丁１０‐１７ 丸大ビル 072-229-9763 平成27年12月27日 平成27年12月28日 令和3年12月28日 大石　純子 期限切れ廃業 飲食店営業
堺食衛第13650001号ＬＩＶＥ　ＢＡＲ　ＳＵＥ？ 堺区翁橋町１丁１０‐１７ 丸大ビルＢ１Ｆ 平成27年6月25日 平成27年7月1日 令和3年6月30日 末次　聡 期限切れ廃業 飲食店営業
堺食衛第14317401号ＢＡＮＴＨＡＩ 堺区翁橋町１丁１０‐１７ 丸大ビル７Ｆ 平成27年7月14日 平成27年7月14日 令和3年7月31日 ＤＯＮ　ＩＳＵＡＮ　ＫＷＡＮＪＡＩ期限切れ廃業 飲食店営業
堺食衛第14318801号ＰＬＥＡＳＡＮＴ 堺区翁橋町１丁１０‐１７ 天馬ビル４０２号 平成27年7月9日 平成27年7月9日 令和3年7月31日 中崎　太 期限切れ廃業 飲食店営業
堺食衛第13474602号力餅 堺区北安井町２丁２５ 072-232-6320 平成28年2月29日 平成28年3月1日 令和4年2月28日 佐藤　裕三 期限切れ廃業 菓子製造業
堺食衛第11412501号貴舟 堺区南安井町３丁２‐３ 平成27年12月27日 平成27年12月28日 令和3年12月28日 佐方　晴彦 期限切れ廃業 飲食店営業
堺食衛第14323201号義 堺区賑町３丁６‐１５ 平成27年7月27日 平成27年7月27日 令和3年7月31日 中畑　定久 期限切れ廃業 飲食店営業
堺食衛第11413701号菊栄堂 堺区賑町４丁３‐１２ 平成27年11月6日 平成27年12月1日 令和3年11月30日 林　寛一郎 期限切れ廃業 菓子製造業
堺食衛第12313601号遊彩家　崇 堺区中向陽町２丁１‐２ 平成27年7月30日 平成27年8月1日 令和3年7月31日 金谷　昌信 期限切れ廃業 飲食店営業
堺食衛第11741701号鳥よし 堺区中向陽町２丁３‐１５ 平成27年7月13日 平成27年8月1日 令和3年7月31日 西村　峰夫 期限切れ廃業 飲食店営業
堺食衛第12363301号木楽家 堺区北花田口町２丁３‐２６ 平成27年12月27日 平成27年12月28日 令和3年12月28日 軸丸　雅彦 期限切れ廃業 飲食店営業
堺食衛第12358001号シィータイ（ＳＲＩ－ＴＨＡＩ） 堺区南花田口町１丁１‐２１辻野ビル１Ｆ 平成27年12月4日 平成27年12月28日 令和3年12月28日 ＳＩＲＡＶＩＴＴＳＡＫＵＮ　ＪＩＮＴＡＰＡＴ期限切れ廃業 飲食店営業
堺食衛第14356501号Ｓｕｎｎｙ　Ｓｉｄｅ　ｃａｆｅ 堺区南花田口町１丁１‐２１辻野ビル１Ｆ 平成27年11月25日 平成27年11月25日 令和3年11月30日 北野　留美 期限切れ廃業 飲食店営業
堺食衛第14358101号ＯＴＯＨＩＭＥ４８ 堺区南花田口町１丁３‐１３ジョイント２ビル４階４０８，４０９，４１０平成28年1月14日 平成28年1月14日 令和4年1月31日 柴山　翔太 期限切れ廃業 飲食店営業
堺食衛第14300501号Ｂａｒｂａｒ－ＢＡＲ　Ｅｓｐｅｔａｌｉａ 堺区北瓦町１丁５‐２３ 平成27年4月20日 平成27年4月20日 令和3年4月30日 川口　昌高 期限切れ廃業 飲食店営業
堺食衛第12355501号カレー得正堺東店 堺区北瓦町２丁１‐２８ 平成27年11月30日 平成27年12月1日 令和3年11月30日 渡邊　充輝 期限切れ廃業 飲食店営業
堺食衛第11226801号らいさん 堺区中瓦町１丁３‐１４ 平成27年6月16日 平成27年7月1日 令和3年6月30日 堀　隆一 期限切れ廃業 飲食店営業
堺食衛第13150002号とらじ 堺区中瓦町１丁３‐２０ 平成27年8月5日 平成27年8月5日 令和3年8月31日 申　仁燮 期限切れ廃業 食肉販売業
堺食衛第14355001号魚バル～ＵＯ８６～ 堺区中瓦町１丁３‐２３ スイスビルＢ１ 平成27年11月18日 平成27年11月18日 令和3年11月30日 南　美枝子 期限切れ廃業 飲食店営業
堺食衛第14339101号ｓｅｃｒｅｔ 堺区中瓦町１丁４‐８ 河中ビル２Ｆ 平成27年9月17日 平成27年9月17日 令和3年9月30日 西川　勝善 期限切れ廃業 飲食店営業
堺食衛第11444101号喫茶　奈奈 堺区南瓦町１‐１０ 平成27年7月16日 平成27年8月1日 令和3年7月31日 松本　重子 期限切れ廃業 飲食店営業
堺食衛第13640401号ラウンジ　アゲハ 堺区南瓦町１‐１１ ナイトパサージュプラネッタビル３Ｆ 平成27年5月25日 平成27年6月1日 令和3年5月31日 今村　二美代 期限切れ廃業 飲食店営業
堺食衛第14301901号キッチンバー　ＷＯＭＢ 堺区南瓦町１‐１１ プラネッタビル６Ｆ 平成27年4月23日 平成27年4月23日 令和3年4月30日 秋月　喜代美 期限切れ廃業 飲食店営業
堺食衛第14337901号北新地カレー 堺区南瓦町１‐１９ グランビルド堺東１０１ 平成27年9月14日 平成27年9月14日 令和3年9月30日 相良　靖武 期限切れ廃業 飲食店営業
堺食衛第14359401号カラオケ　ゆう 堺区新町１‐２０ 恵会館１Ｆ 平成27年12月4日 平成27年12月4日 令和3年12月28日 芝尾　晶子 期限切れ廃業 飲食店営業
堺食衛第14297301号Ｄｏｌｌｓ　Ｂａｒ 堺区新町２‐１５ ＮＫアーバンビル５０２ 平成27年4月14日 平成27年4月14日 令和3年4月30日 伊藤　正子 期限切れ廃業 飲食店営業
堺食衛第14310001号ＦＲＯＧ 堺区新町２‐１５ ＮＫアーバンビル５０３ 平成27年6月8日 平成27年6月8日 令和3年6月30日 宮田　力弘 期限切れ廃業 飲食店営業



堺食衛第14377001号Ｍｅｍｂｅｒ’ｓ　Ｄｕｎｈｉｌｌ 堺区新町２‐１５ ＮＫアーバンビル５階５０２号 平成28年2月19日 平成28年2月19日 令和4年2月28日 園田　悦子 期限切れ廃業 飲食店営業
堺食衛第14289701号Ａ－ＯＮＥ 堺区新町４‐１ ＮＫアクトビル１０１ 平成27年3月23日 平成27年3月23日 令和3年3月31日 川口　歩美 期限切れ廃業 飲食店営業
堺食衛第12389801号一ぷく食堂 堺区新町５‐１６ 平成28年3月24日 平成28年4月1日 令和4年3月31日 水野　昌幸 期限切れ廃業 飲食店営業
堺食衛第10793001号オニヅカ商店 堺区大仙中町１４‐１７ 平成27年4月27日 平成27年5月1日 令和3年4月30日 鬼塚　智鶴子 期限切れ廃業 乳類販売業
堺食衛第11829601号福祉の店　だいせん 堺区百舌鳥夕雲町２丁５５８ 平成27年6月30日 平成27年7月1日 令和3年6月30日 喜羽　紀子 期限切れ廃業 喫茶店営業
堺食衛第14359101号千亀利すし 堺区旭ヶ丘南町２丁１‐１１ 平成27年12月3日 平成27年12月3日 令和3年12月28日 太田　美千代 期限切れ廃業 飲食店営業
堺食衛第14326301号松福庵 堺区旭ヶ丘中町１丁６‐２０ 平成27年8月5日 平成27年8月5日 令和3年8月31日 久松　正人 期限切れ廃業 飲食店営業
堺食衛第13711901号ベッチーノ 堺区南陵町２丁２‐１５ 平成28年2月9日 平成28年3月1日 令和4年2月28日 畑部　和男 期限切れ廃業 飲食店営業
堺食衛第14290801号花ちゃん 堺区神石市之町１８‐２９ 平成27年3月24日 平成27年3月24日 令和3年3月31日 大山　弘 期限切れ廃業 飲食店営業
堺食衛第14356601号カラオケ　笑点 堺区石津町３丁６‐９ 平成27年11月25日 平成27年11月25日 令和3年11月30日 林　雪美 期限切れ廃業 飲食店営業
堺食衛第11509901号吾妻屋製麺所 堺区協和町４丁４７２‐３ 平成27年9月14日 平成27年10月1日 令和3年9月30日 植木　絹代 期限切れ廃業 麺類製造業
堺食衛第12281201号居酒屋　なら 堺区昭和通６丁９０ 平成27年4月27日 平成27年5月1日 令和3年4月30日 谷本　佐代子 期限切れ廃業 飲食店営業
堺食衛第14294901号わさ美 堺区出島海岸通１丁１４‐１２ 平成27年4月6日 平成27年4月6日 令和3年4月30日 水光　由美子 期限切れ廃業 飲食店営業
堺食衛第14340101号せん 堺区出島町２丁２‐７ ベルメゾン湊１０１ 平成27年9月28日 平成27年9月28日 令和3年9月30日 橘高　浩 期限切れ廃業 飲食店営業
堺食衛第12347801号ぢどりてい出島店 堺区出島町２丁３‐１０ 平成27年11月30日 平成27年12月1日 令和3年11月30日 岸上　美恵 期限切れ廃業 飲食店営業
堺食衛第12330401号カラオケ遊歌 堺区出島町３丁６‐１５ 平成27年9月25日 平成27年10月1日 令和3年9月30日 嶋﨑　千代子 期限切れ廃業 飲食店営業
堺食衛第11887601号来多呂 堺区出島町４丁５‐２４ 平成27年6月1日 平成27年7月1日 令和3年6月30日 下窄　令己 期限切れ廃業 飲食店営業
堺食衛第14308301号肉とホルモンの店　なかがわ 堺区西湊町１丁２‐１ 東福ビル１０１ 平成27年6月3日 平成27年6月3日 令和3年6月30日 中川　敦雄 期限切れ廃業 飲食店営業
堺食衛第14308302号肉とホルモンの店　なかがわ 堺区西湊町１丁２‐１ 東福ビル１０１ 平成27年6月3日 平成27年6月3日 令和3年6月30日 中川　敦雄 期限切れ廃業 食肉販売業
堺食衛第14325301号まえ田 堺区楠町４丁１‐１８ 平成27年7月31日 平成27年7月31日 令和3年7月31日 前田　琢磨 期限切れ廃業 飲食店営業
堺食衛第11056001号ナリタブライアン 堺区柏木町４丁１‐２８ 平成27年7月8日 平成27年8月1日 令和3年7月31日 伊瀬　高広 期限切れ廃業 飲食店営業
堺食衛第14390601号利休庵 堺区築港八幡町１‐１ えんため館２Ｆ 平成28年3月29日 平成28年3月29日 令和4年3月31日 村上　和彰 期限切れ廃業 飲食店営業
堺食衛第12387801号呑処　のふうぞ 堺区松屋大和川通１丁１１‐１ 平成28年3月31日 平成28年4月1日 令和4年3月31日 殿井　智 期限切れ廃業 飲食店営業
堺食衛第11683901号太悟活 堺区鉄砲町２８ 平成27年10月15日 平成27年11月1日 令和3年10月31日 大前　貢 期限切れ廃業 飲食店営業
堺食衛第13634001号天ぷら　満月 堺区三宝町１丁４２‐１ 平成27年3月18日 平成27年5月1日 令和3年4月30日 宇田　吉裕 期限切れ廃業 飲食店営業
堺食衛第14375901号炭火居酒家　吉亭 堺区三宝町２丁１２６‐１ セブンロード１Ｆ 平成28年2月23日 平成28年2月23日 令和4年2月28日 知念　清美 期限切れ廃業 飲食店営業
堺食衛第14306601号まるい 堺区北半町西１‐２４ 平成27年5月22日 平成27年5月22日 令和3年5月31日 新田　宗和 期限切れ廃業 飲食店営業
堺食衛第14305201号ＲＯＵＴＥ　８０３ 堺区綾之町西２丁１‐２ 平成27年5月14日 平成27年5月14日 令和3年5月31日 木山　理恵 期限切れ廃業 飲食店営業
堺食衛第13697801号笑時（ショータイム） 堺区宿屋町東２丁１‐１３ 平成27年11月30日 平成27年12月1日 令和3年11月30日 牛島　康博 期限切れ廃業 飲食店営業
堺食衛第14291301号嘉賓 堺区櫛屋町東１丁２‐２５アバンティ４Ｆ 平成27年3月18日 平成27年3月18日 令和3年3月31日 兪　明淑 期限切れ廃業 飲食店営業
堺食衛第14303201号さくら 堺区櫛屋町東２丁１‐１９ルミエールビル１－Ｃ号 平成27年4月30日 平成27年4月30日 令和3年4月30日 小溝　勝美 期限切れ廃業 飲食店営業
堺食衛第14335801号ＫＡＳＰＯＭ 堺区戎之町東２丁１‐２ ハーモニービル３Ａ 平成27年9月16日 平成27年9月16日 令和3年9月30日 上野　和博 期限切れ廃業 飲食店営業
堺食衛第14320701号Ｎａｏｎａｏ 堺区熊野町東１丁１‐１２マリンプラザ天神ビル３Ａ号室 平成27年7月17日 平成27年7月17日 令和3年7月31日 佐伯　直子 期限切れ廃業 飲食店営業
堺食衛第14342601号楽兆 堺区熊野町東１丁２‐８ アプローズビル１Ｆ 平成27年10月19日 平成27年10月19日 令和3年10月31日 小西　好太郎 期限切れ廃業 飲食店営業
堺食衛第14390801号串揚げ　げんき 堺区熊野町東１丁２‐１１ 平成28年3月31日 平成28年3月31日 令和4年3月31日 針尾　匡子 期限切れ廃業 飲食店営業
堺食衛第14343101号ＢＯＴＴＡＫＵＲＩ 堺区熊野町東１丁２‐１６アイリスビル２０２ 平成27年10月6日 平成27年10月6日 令和3年10月31日 上田　朋美 期限切れ廃業 飲食店営業
堺食衛第14360301号７　Ｎａｎａ 堺区熊野町東１丁２‐２０ジョイフルＫビル　２ＦＣ号室 平成27年12月10日 平成27年12月10日 令和3年12月28日 松田　順司 期限切れ廃業 飲食店営業
堺食衛第14334901号ルーク 堺区熊野町東１丁２‐２５肥塚ビル１Ｆ 平成27年9月4日 平成27年9月4日 令和3年9月30日 森下　光恵 期限切れ廃業 飲食店営業
堺食衛第14287201号ｙｕｋｉ 堺区熊野町東２丁１‐１０米澤ビルⅡ　２Ｆ 平成27年3月5日 平成27年3月5日 令和3年3月31日 宮上　由貴 期限切れ廃業 飲食店営業
堺食衛第14323101号＆　ＳＬＯＶＥ 堺区熊野町東２丁１‐１０ヨネザワビル１Ｆ 平成27年7月23日 平成27年7月23日 令和3年7月31日 植田　亜美 期限切れ廃業 飲食店営業
堺食衛第14367101号ライト 堺区熊野町東２丁１‐１０米澤ビルⅡ　２Ｆ２０８ 平成28年1月27日 平成28年1月27日 令和4年1月31日 光永　幸治 期限切れ廃業 飲食店営業
堺食衛第11548901号堺警察署食堂 堺区市之町西１丁１‐１７ 平成27年4月27日 平成27年5月1日 令和3年4月30日 友井　康夫 期限切れ廃業 飲食店営業
堺食衛第13656701号林醤油醸造所 堺区市之町東３丁２‐２１ 平成27年6月29日 平成27年7月1日 令和3年6月30日 林　俊作 期限切れ廃業 しょうゆ製造業
堺食衛第12339901号Ａｒｉｅｌ 堺区甲斐町東１丁２‐１０レジャーワインビル１０３ 平成27年10月22日 平成27年11月1日 令和3年10月31日 勝　奈央子 期限切れ廃業 飲食店営業
堺食衛第14349001号呑気 堺区甲斐町東１丁２‐１０レジャーワインビル１０１号 平成27年10月29日 平成27年10月29日 令和3年10月31日 竹内　伸一 期限切れ廃業 飲食店営業
堺食衛第14329101号ホルモン居酒屋　いるモン 堺区甲斐町東３丁１‐１ 甲斐町ビル１０１号 平成27年8月26日 平成27年8月26日 令和3年8月31日 北脇　弘司 期限切れ廃業 飲食店営業
堺食衛第14292701号絹や 堺区宿院町東４丁１‐２ 平成27年4月1日 平成27年4月1日 令和3年4月30日 野田　圭子 期限切れ廃業 飲食店営業
堺食衛第14329901号炭火焼＆中華　きむら 堺区宿院町西４丁１‐１５堺フェニックスハイツ１０６号室 平成27年8月20日 平成27年8月20日 令和3年8月31日 洪　毅 期限切れ廃業 飲食店営業
堺食衛第13733501号Ｍａｉｏ 堺区大町西３丁２‐１０ フェニックス横丁 平成28年3月31日 平成28年4月1日 令和4年3月31日 志澤　佳代子 期限切れ廃業 飲食店営業
堺食衛第10807701号お食事　ひろ 堺区大町西３丁４‐１０ フェニックス横丁 平成27年3月2日 平成27年3月2日 令和3年3月31日 田中　ヒロ子 期限切れ廃業 飲食店営業
堺食衛第10948501号すなっく　タイガース 堺区大町西３丁４‐１０ 平成27年4月30日 平成27年5月1日 令和3年4月30日 有村　正 期限切れ廃業 飲食店営業
堺食衛第14374501号こもれび 堺区寺地町東１丁２‐１９ 平成28年2月16日 平成28年2月16日 令和4年2月28日 橿原　俊昭 期限切れ廃業 飲食店営業
堺食衛第14388801号ＧＡＫＵＹＡ 堺区栄橋町１丁４‐９ アベニール堺駅前１Ｆ 平成28年3月24日 平成28年3月24日 令和4年3月31日 飛松　正輝 期限切れ廃業 飲食店営業
堺食衛第14328201号大堺屋 堺区栄橋町１丁６‐５ アメニティ堺１０２号 平成27年9月4日 平成27年9月4日 令和3年9月30日 野口　喜士 期限切れ廃業 飲食店営業
堺食衛第14336501号とらじ堺駅南店 堺区栄橋町１丁６‐５ アメニティ堺１０３ 平成27年9月8日 平成27年9月8日 令和3年9月30日 申　仁燮 期限切れ廃業 飲食店営業
堺食衛第11519701号香茶 堺区栄橋町２丁３‐２３ 平成27年6月30日 平成27年7月1日 令和3年6月30日 高橋　設子 期限切れ廃業 飲食店営業
堺食衛第11888701号蘭朋 堺区大浜北町２丁４‐２３ 平成28年1月31日 平成28年2月1日 令和4年1月31日 菅原　克彦 期限切れ廃業 飲食店営業
堺食衛第13893401号とれとれ市（屋台通り） 堺区大浜西町２３ 平成28年6月30日 平成28年7月1日 令和3年6月30日 髙田　威 期限切れ廃業 飲食店営業（露店）
堺食衛第13893402号とれとれ市（生鮮通り） 堺区大浜西町２３ 平成28年6月30日 平成28年7月1日 令和3年6月30日 髙田　威 期限切れ廃業 飲食店営業（露店）



堺食衛第11912901号珈琲苑　シャレード 堺区海山町３丁１４５‐２ 平成28年3月29日 平成28年4月1日 令和4年3月31日 上谷　政史 期限切れ廃業 飲食店営業
堺食衛第11146701号ほっかほか弁当三宝店 堺区海山町５丁１７７ 平成28年2月26日 平成28年3月1日 令和4年2月28日 北島　守 期限切れ廃業 飲食店営業
堺食衛第14330301号ＤＩＬ　ＳＥ 堺区戎島町２丁３０ ターミナルマンション朝日プラザ堺１１９平成27年8月24日 平成27年8月24日 令和3年8月31日 南　芳幸 期限切れ廃業 飲食店営業
堺食衛第13696801号ファミリーマート堺常磐町店 北区常磐町１丁１５‐１ 平成27年11月24日 平成27年12月1日 令和3年11月30日 竹内　幸道 期限切れ廃業 菓子製造業
堺食衛第10709601号ＢＭ 北区北花田町２丁３４‐１ 平成27年5月1日 平成27年6月1日 令和3年5月31日 浅香　妙子 期限切れ廃業 飲食店営業
堺食衛第10807101号お好焼　のぎく 北区北花田町４丁８９‐３９カナザワビル１Ｆ 平成27年12月9日 平成27年12月28日 令和3年12月28日 宇井　睦男 期限切れ廃業 飲食店営業
堺食衛第12350101号韓国風居酒屋　金ちゃん 北区蔵前町１丁１８‐１８ 平成27年11月30日 平成27年12月1日 令和3年11月30日 文山　克子 期限切れ廃業 飲食店営業
堺食衛第11837601号芳崎商店 北区東浅香山町１丁２１ 平成27年3月25日 平成27年4月1日 令和3年3月31日 芳崎　宏幸 期限切れ廃業 飲食店営業
堺食衛第11442001号喫茶　四季 北区南花田町５１‐９ 平成27年11月16日 平成27年12月1日 令和3年11月30日 西村　鈴子 期限切れ廃業 飲食店営業
堺食衛第14292801号エースフーズ 北区南花田町８８‐１ 平成27年3月31日 平成27年3月31日 令和3年3月31日 田村　正 期限切れ廃業 飲食店営業
堺食衛第13704301号ローソン堺八下北店 北区八下北３‐４５ 平成28年2月29日 平成28年3月1日 令和4年2月28日 上田　昇司 期限切れ廃業 飲食店営業
堺食衛第12287501号雷寿司 北区新金岡町４丁１‐１１エブリー内１階 平成27年5月15日 平成27年6月1日 令和3年5月31日 三井　美和 期限切れ廃業 飲食店営業
堺食衛第12292301号Ｎａｔｕｒｙ 北区新金岡町４丁１‐１１ 平成27年5月31日 平成27年6月1日 令和3年5月31日 井上　太介 期限切れ廃業 喫茶店営業
堺食衛第12292302号Ｎａｔｕｒｙ 北区新金岡町４丁１‐１１ 平成27年5月31日 平成27年6月1日 令和3年5月31日 井上　太介 期限切れ廃業 アイスクリーム類製造業
堺食衛第14306501号ラウンジ　粋と酔 北区金岡町７０４‐３ 3 平成27年5月21日 平成27年5月21日 令和3年5月31日 南　ミチル 期限切れ廃業 飲食店営業
堺食衛第14347901号民芸中華　孝孝 北区金岡町１４１９‐１０ 平成27年10月22日 平成27年10月22日 令和3年10月31日 重信　美紀 期限切れ廃業 飲食店営業
堺食衛第14331201号ベーカリーカップル 北区金岡町１９７７‐９ 平成27年8月31日 平成27年8月31日 令和3年8月31日 朝長　克一郎 期限切れ廃業 菓子製造業
堺食衛第10850501号かわち 北区金岡町１９７７‐２０ 平成27年11月30日 平成27年12月1日 令和3年11月30日 奥　和子 期限切れ廃業 飲食店営業
堺食衛第11443901号喫茶　道 北区金岡町１９７７‐３１ 平成27年5月28日 平成27年6月1日 令和3年5月31日 大倉　久子 期限切れ廃業 飲食店営業
堺食衛第14308501号たこなぐり 北区金岡町２０８４‐６ 平成27年6月2日 平成27年6月2日 令和3年6月30日 大隅　薫 期限切れ廃業 飲食店営業
堺食衛第13640101号テールトップ　プラス 北区金岡町３００８‐１ ３Ｆ 平成27年5月31日 平成27年6月1日 令和3年5月31日 尾崎　正幸 期限切れ廃業 飲食店営業
堺食衛第12367901号櫻山 北区中百舌鳥町２丁２９９‐１０ 平成28年1月18日 平成28年2月1日 令和4年1月31日 上田　進 期限切れ廃業 飲食店営業
堺食衛第14321301号まん福や 北区中百舌鳥町３丁４２８‐２コーナン中もず店１Ｆ　フードコート内 平成27年7月29日 平成27年7月29日 令和3年7月31日 山本　航 期限切れ廃業 飲食店営業
堺食衛第14309201号粉門堂　橘 北区中百舌鳥町５丁７３４‐１ 平成27年6月29日 平成27年6月29日 令和3年6月30日 松田　路子 期限切れ廃業 飲食店営業
堺食衛第14378401号日本酒こころのバー 北区中百舌鳥町５丁７９５ 平成28年3月22日 平成28年3月22日 令和4年3月31日 東口　康之 期限切れ廃業 飲食店営業
堺食衛第14327201号ＣＯＭＭＵＮＩＴＹ　ＳＯＵＮＤ　ＢＡＲ　ＺＥＲＯ北区中百舌鳥町５丁８０３‐３シュライクシャチビル地下１階Ｂ１０４号平成27年8月12日 平成27年8月12日 令和3年8月31日 三木　幸次 期限切れ廃業 飲食店営業
堺食衛第14330801号クレープ屋さん 北区黒土町２２５６‐５ 平成27年8月25日 平成27年8月25日 令和3年8月31日 永松　政子 期限切れ廃業 菓子製造業
堺食衛第14330802号クレープ屋さん 北区黒土町２２５６‐５ 平成27年8月25日 平成27年8月25日 令和3年8月31日 永松　政子 期限切れ廃業 飲食店営業
堺食衛第14370601号ラーメンむさし新金岡店 北区長曽根町１２０６‐４ 平成28年2月5日 平成28年2月5日 令和4年2月28日 谷池　英治 期限切れ廃業 飲食店営業
堺食衛第11060301号ニューロッサァ 北区百舌鳥梅北町３丁１２５‐４０ 平成28年3月23日 平成28年4月1日 令和4年3月31日 阿部　スエ子 期限切れ廃業 飲食店営業
堺食衛第14313601号手作り弁当　花まる 北区百舌鳥梅北町５丁２４４ 平成27年7月2日 平成27年7月2日 令和3年7月31日 青木　さおり 期限切れ廃業 飲食店営業
堺食衛第14352201号かわばた屋 北区百舌鳥梅北町５丁４７２１Ｆ 平成27年11月12日 平成27年11月12日 令和3年11月30日 中田　秀子 期限切れ廃業 飲食店営業
堺食衛第14304301号尾鶏 北区百舌鳥梅町３丁２４‐１ 平成27年5月14日 平成27年5月14日 令和3年5月31日 堀川　貴英 期限切れ廃業 飲食店営業
堺食衛第14337601号なんでやねん 北区百舌鳥赤畑町２丁５６‐１４ 平成27年9月11日 平成27年9月11日 令和3年9月30日 長谷川　真弓 期限切れ廃業 飲食店営業
堺食衛第11188201号みよし食堂 北区百舌鳥赤畑町３丁１８６ 平成28年1月31日 平成28年2月1日 令和4年1月31日 三好　美智子 期限切れ廃業 飲食店営業
堺食衛第14296601号城門突破 北区百舌鳥赤畑町４丁２６２ 平成27年4月9日 平成27年4月9日 令和3年4月30日 小山　真智子 期限切れ廃業 飲食店営業
堺食衛第14358701号もっちゃん 北区百舌鳥赤畑町５丁３６２‐３ 平成27年12月14日 平成27年12月14日 令和3年12月28日 木村　オラサ 期限切れ廃業 飲食店営業
堺食衛第14288801号呑不庵 北区東雲東町１丁４‐１７エナージ東雲１０１号 平成27年3月11日 平成27年3月11日 令和3年3月31日 数藤　弘子 期限切れ廃業 飲食店営業
堺食衛第14302201号立呑処　心 北区東雲東町３丁５‐２０ 平成27年4月28日 平成27年4月28日 令和3年4月30日 塩入　理英 期限切れ廃業 飲食店営業
堺食衛第14312001号居酒屋　尚 北区大豆塚町１丁２３‐６１ 平成27年6月16日 平成27年6月16日 令和3年6月30日 西本　健作 期限切れ廃業 飲食店営業
堺食衛第13685101号美すず 北区北長尾町４丁１‐２３ 平成27年10月31日 平成27年11月1日 令和3年10月31日 田川　由美子 期限切れ廃業 飲食店営業
堺食衛第14363601号すし銀 北区中長尾町４丁１‐４ 平成27年12月24日 平成27年12月24日 令和3年12月28日 森岡　恵 期限切れ廃業 飲食店営業
堺食衛第14308101号ひなた 北区東三国ヶ丘町５丁８‐５ 平成27年5月29日 平成27年5月29日 令和3年5月31日 島田　光子 期限切れ廃業 飲食店営業
堺食衛第10897101号さかなや 西区浜寺石津町西３丁５‐１７ 平成27年9月30日 平成27年10月1日 令和3年9月30日 青山　哲 期限切れ廃業 飲食店営業
堺食衛第14311901号天笑 西区浜寺石津町西３丁５‐２０今中ビル 平成27年6月15日 平成27年6月15日 令和3年6月30日 真保　昌人 期限切れ廃業 飲食店営業
堺食衛第14331701号浜焼太郎　石津川店 西区浜寺石津町西３丁５‐２５森本ビルＢ号室 平成27年9月1日 平成27年9月1日 令和3年9月30日 冨田　あゆみ 期限切れ廃業 飲食店営業
堺食衛第13633401号愛ラブカラオケ 西区浜寺石津町中３丁１５‐２０ 平成27年4月9日 平成27年5月1日 令和3年4月30日 愛須　スエ子 期限切れ廃業 飲食店営業
堺食衛第11460701号居酒屋　あき 西区浜寺石津町中４丁４‐７ 平成27年8月31日 平成27年9月1日 令和3年8月31日 大我　さとみ 期限切れ廃業 飲食店営業
堺食衛第14295101号ミートサプライ　イチゾウ 西区浜寺船尾町東３丁４１８ 平成27年4月1日 平成27年4月1日 令和3年4月30日 大川　一三 期限切れ廃業 食肉販売業
堺食衛第13650501号ＪＫ 西区浜寺船尾町西１丁２７９泉マンション１０３ 平成27年6月30日 平成27年7月1日 令和3年6月30日 木村　純子 期限切れ廃業 飲食店営業
堺食衛第14342401号ゆうの里　徳也 西区浜寺船尾町西３丁８７ 平成27年10月5日 平成27年10月5日 令和3年10月31日 安田　悦子 期限切れ廃業 飲食店営業
堺食衛第14286401号伊瀬鮮魚店 西区浜寺南町３丁３‐６ スターチェーン丸進浜寺店内 平成27年3月3日 平成27年3月3日 令和3年3月31日 伊瀬　文雄 期限切れ廃業 魚介類販売業
堺食衛第14286402号伊瀬鮮魚店 西区浜寺南町３丁３‐６ スターチェーン丸進浜寺店内 平成27年3月3日 平成27年3月3日 令和3年3月31日 伊瀬　文雄 期限切れ廃業 飲食店営業
堺食衛第13622801号居酒屋　雅 西区浜寺諏訪森町西３丁２４９‐８ 平成27年3月31日 平成27年4月1日 令和3年3月31日 小野　三枝子 期限切れ廃業 飲食店営業
堺食衛第14351601号まいど 西区浜寺諏訪森町中２丁１８８‐１マンション一森一号館１０２ 平成27年11月17日 平成27年11月17日 令和3年11月30日 恒松　幹雄 期限切れ廃業 飲食店営業
堺食衛第13685901号鳥治商店 西区浜寺諏訪森町東２丁１１２ 平成27年10月31日 平成27年11月1日 令和3年10月31日 藤本　茂 期限切れ廃業 食肉販売業
堺食衛第14353401号アトリエ　ノイエ 西区上野芝町４丁１０‐５ 平成27年12月9日 平成27年12月9日 令和3年12月28日 岡田　貴子 期限切れ廃業 菓子製造業
堺食衛第11424601号喫茶スナック　聖 西区上野芝町４丁１６‐１５ 平成27年10月29日 平成27年12月1日 令和3年11月30日 森永　性蔵 期限切れ廃業 飲食店営業
堺食衛第13646101号ブルタッコ 西区上野芝向ヶ丘町４丁２５‐８ 平成27年5月31日 平成27年6月1日 令和3年5月31日 池側　清史 期限切れ廃業 飲食店営業



堺食衛第11059401号ニュートンの法則 西区上野芝向ヶ丘町６丁１５‐１０ 平成28年2月25日 平成28年4月1日 令和4年3月31日 奥野　良作 期限切れ廃業 飲食店営業
堺食衛第14299501号喫茶　枝薔薇 西区家原寺町２丁２‐１９ 平成27年4月16日 平成27年4月16日 令和3年4月30日 大崎　香代 期限切れ廃業 飲食店営業
堺食衛第14319201号森のからあげ 西区堀上緑町１丁３‐１５ 平成27年7月16日 平成27年7月16日 令和3年7月31日 福島　弘之 期限切れ廃業 飲食店営業
堺食衛第12298001号炭焼地鶏ひで 西区平岡町２４‐１ 坂口ビル南側店舗 平成27年6月19日 平成27年7月1日 令和3年6月30日 新崎　美紀 期限切れ廃業 飲食店営業
堺食衛第14324101号炭火焼肉　炎 西区上４３１‐９ 平成27年7月28日 平成27年7月28日 令和3年7月31日 美浪　行治 期限切れ廃業 飲食店営業
堺食衛第12319701号ほっかほっか亭鳳上店 西区上５４５ 平成27年7月21日 平成27年8月1日 令和3年7月31日 中村　末広 期限切れ廃業 飲食店営業
堺食衛第12328701号隆 西区草部２０８ 平成27年11月16日 平成27年12月1日 令和3年11月30日 西川　つや子 期限切れ廃業 飲食店営業
堺食衛第13719205号セブン‐イレブン堺草部店 西区草部７６７‐１ 072-273-7781 平成28年2月29日 平成28年3月1日 令和4年2月28日 伊田　和彦 期限切れ廃業 菓子製造業
堺食衛第14307101号カフェ＆ダイニングキッチン　Ｍｏｔｈｅｒ西区山田１丁１０８６‐１０ 平成27年5月25日 平成27年5月25日 令和3年5月31日 池田　里美 期限切れ廃業 飲食店営業
堺食衛第13676901号たこ虎 西区山田１丁１１５６‐３ Ｇ号 平成27年10月31日 平成27年11月1日 令和3年10月31日 芝脇　誠治 期限切れ廃業 飲食店営業
堺食衛第14304901号野菜鉄板焼　善 西区津久野町１丁１‐１５ 平成27年5月18日 平成27年5月18日 令和3年5月31日 土山　雄大 期限切れ廃業 飲食店営業
堺食衛第14335401号龍馬 西区津久野町１丁２３‐１１ 平成27年9月15日 平成27年9月15日 令和3年9月30日 山本　佳代 期限切れ廃業 飲食店営業
堺食衛第14329001号セブン‐イレブン堺鳳東町３丁店西区鳳東町３丁２５０ 平成27年8月26日 平成27年8月26日 令和3年8月31日 阪上　正則 期限切れ廃業 飲食店営業
堺食衛第14383801号わらべ家 西区鳳東町７丁７３３ 鳳ウイングス１Ｆ 平成28年3月16日 平成28年3月16日 令和4年3月31日 古家　誉之 期限切れ廃業 飲食店営業
堺食衛第14295401号カラオケ　ミカド 西区鳳南町２丁１０１‐１３ 平成27年4月6日 平成27年4月6日 令和3年4月30日 林野　佳子 期限切れ廃業 飲食店営業
堺食衛第14332701号笑 西区鳳南町２丁１３９‐１ 平成27年9月2日 平成27年9月2日 令和3年9月30日 三國　敏子 期限切れ廃業 飲食店営業
堺食衛第14312401号ラーメン　Ｎｅｗ　Ｙｏｒｋ　×　Ｎｅｗ　Ｙｏｒｋ西区鳳中町３丁６１‐３ 平成27年6月25日 平成27年6月25日 令和3年6月30日 浜畑　央 期限切れ廃業 飲食店営業
堺食衛第20011427号府立東百舌鳥高校　校内食堂中区土塔町２３７７‐５ 令和2年10月14日 令和2年10月14日 令和3年3月31日 南　光子 期限切れ廃業 飲食店営業（短期）
堺食衛第11611901号焼とり　我が家 中区深井沢町３１０２ 平成27年3月12日 平成27年4月1日 令和3年3月31日 松本　真寿美 期限切れ廃業 飲食店営業
堺食衛第14359601号串揚げ　小鍋　竹 中区深井沢町３１１７ 平成27年12月8日 平成27年12月8日 令和3年12月28日 竹地　裕司 期限切れ廃業 飲食店営業
堺食衛第14319601号蛍 中区深井沢町３１３８ エルモーソ・デ昌栄１０２ 平成27年7月7日 平成27年7月7日 令和3年7月31日 前田　マリ 期限切れ廃業 飲食店営業
堺食衛第14340301号Ａｉｒｉｓ 中区深井沢町３１３８ エルモーソ・デ・昌栄　Ｂ３号室 平成27年10月6日 平成27年10月6日 令和3年10月31日 大林　敬太 期限切れ廃業 飲食店営業
堺食衛第14367501号ラーメン居酒屋　ばかまじめ 中区深井沢町３１３８ エルモーソ・デ・昌栄ビル１０３ 平成28年2月5日 平成28年2月5日 令和4年2月28日 清水　優司 期限切れ廃業 飲食店営業
堺食衛第13736901号たこ吉 中区深井沢町３１３９ 平成28年3月3日 平成28年4月1日 令和4年3月31日 澤﨑　哲夫 期限切れ廃業 飲食店営業
堺食衛第14294801号ＭＥＬＬＯＷ 中区深井沢町３１７８ 平成27年4月2日 平成27年4月2日 令和3年4月30日 佐竹　勇亮 期限切れ廃業 飲食店営業
堺食衛第14381801号たちのみＢａｒ　Ｏ２ 中区深井沢町３１７９‐７ 平成28年3月11日 平成28年3月11日 令和4年3月31日 内田　好美 期限切れ廃業 飲食店営業
堺食衛第14353701号Ｌｏｕｎｇｅ　ＩＲＩＳ‐イリス‐ 中区深井沢町３１９６ 沙羅樹ビル１Ｆ 平成27年11月17日 平成27年11月17日 令和3年11月30日 本坂　春奈 期限切れ廃業 飲食店営業
堺食衛第14325101号パブ＆スナック星あかり 中区深井沢町３２７６ 澤田ビル１Ｆ 平成27年7月31日 平成27年7月31日 令和3年7月31日 清水　理恵 期限切れ廃業 飲食店営業
堺食衛第13622401号惣菜本舗　一風亭 中区土師町１丁１４‐７ 平成27年3月10日 平成27年4月1日 令和3年3月31日 北川　耕一 期限切れ廃業 そうざい製造業
堺食衛第12362401号カラオケ　ゆめ 中区土師町１丁１８‐３３ 平成27年12月27日 平成27年12月28日 令和3年12月28日 三宅　早苗 期限切れ廃業 飲食店営業
堺食衛第14340001号ｎｏｉｘ 中区土師町４丁５‐１８ 平成27年9月25日 平成27年9月25日 令和3年9月30日 森本　和恵 期限切れ廃業 喫茶店営業
堺食衛第14338501号のころん 中区福田３５１‐５ 平成27年11月17日 平成27年11月17日 令和3年11月30日 上田　恵 期限切れ廃業 飲食店営業
堺食衛第14306901号和 中区福田３５４ 平成27年7月29日 平成27年7月29日 令和3年7月31日 大和　弘弥 期限切れ廃業 飲食店営業
堺食衛第14380801号Ｓｈｏｔ　Ｂａｒ　ＤＯＬＣＥＳ 中区陶器北２４１ 平成28年3月11日 平成28年3月11日 令和4年3月31日 中隥　尚生 期限切れ廃業 飲食店営業
堺食衛第11656801号静 中区見野山２‐７ 平成27年12月21日 平成27年12月28日 令和3年12月28日 静　節子 期限切れ廃業 飲食店営業
堺食衛第10752601号アマンテ 中区辻之１４０３‐２７ 平成28年3月18日 平成28年4月1日 令和4年3月31日 坂本　愛子 期限切れ廃業 飲食店営業
堺食衛第11280401号井口商店 中区田園６９２ 平成27年8月21日 平成27年9月1日 令和3年8月31日 井口　吉三 期限切れ廃業 魚介類販売業
堺食衛第14303801号房房 中区東山４３‐１ 平成27年5月8日 平成27年5月8日 令和3年5月31日 森下　亮 期限切れ廃業 飲食店営業
堺食衛第14359501号プレーズ 中区東山４３‐１ 平成27年12月17日 平成27年12月17日 令和3年12月28日 谷口　信介 期限切れ廃業 飲食店営業
堺食衛第14368001号鉄板処　平成元年 中区東山４３‐１ 中村店舗Ｃ号 平成28年1月27日 平成28年1月27日 令和4年1月31日 西川　諒 期限切れ廃業 飲食店営業
堺食衛第14353301号三乃宮 中区東山４０１‐２ 平成27年11月17日 平成27年11月17日 令和3年11月30日 新子　美和子 期限切れ廃業 飲食店営業
堺食衛第14295001号ミートショップ　マルセイ 中区東山９００ ジョイビル３０４号 平成27年4月2日 平成27年4月2日 令和3年4月30日 安慶名　誠 期限切れ廃業 食肉処理業
堺食衛第13619601号Ｇ－ｃａｆｅ 中区深井畑山町１４９‐５ 平成27年3月30日 平成27年4月1日 令和3年3月31日 大町　享代 期限切れ廃業 飲食店営業
堺食衛第13642301号喫茶・カラオケ・遊食　里 中区深阪２丁１０‐１９ 平成27年5月31日 平成27年6月1日 令和3年5月31日 土元　昌平 期限切れ廃業 飲食店営業
堺食衛第14312801号昇安 中区深阪２丁１０‐５９ 平成27年6月30日 平成27年6月30日 令和3年6月30日 三谷　整 期限切れ廃業 飲食店営業
堺食衛第13710401号かかし亭　味マル 中区伏尾１３０‐１ 平成28年1月29日 平成28年2月1日 令和4年1月31日 中野　朋胤 期限切れ廃業 飲食店営業
堺食衛第12375801号沖縄料理　かりゆし 中区伏尾２９４５‐３ グリーンＪＨコーポ１０５号 平成28年2月29日 平成28年3月1日 令和4年2月28日 上田　栄一 期限切れ廃業 飲食店営業
堺食衛第14331501号かける１ 中区伏尾２９４５‐３ 平成27年8月26日 平成27年8月26日 令和3年8月31日 寺嶋　翼 期限切れ廃業 飲食店営業
堺食衛第14351301号よろこび 中区八田北町４００‐１ 平成27年11月13日 平成27年11月13日 令和3年11月30日 川本　純男 期限切れ廃業 飲食店営業
堺食衛第13659301号酒座　やまもと 中区八田北町５００‐２ 平成27年6月3日 平成27年7月1日 令和3年6月30日 山本　恵子 期限切れ廃業 飲食店営業
堺食衛第14360201号カラオケ喫茶　ゆ～ 中区八田北町１０１０‐１ 平成27年12月14日 平成27年12月14日 令和3年12月28日 田口　裕美 期限切れ廃業 飲食店営業
堺食衛第14312901号ローソン堺小阪店 中区小阪西町１‐２２ 072-281-3963 平成27年7月29日 平成27年7月29日 令和3年7月31日 浦上　愛子 期限切れ廃業 飲食店営業
堺食衛第11222201号よ志乃寿司 中区八田西町３丁１‐２０ 平成27年5月20日 平成27年6月1日 令和3年5月31日 村上　友子 期限切れ廃業 飲食店営業
堺食衛第12157102号ミート　タニザキ 中区八田西町３丁１‐２０ 平成27年3月5日 平成27年3月5日 令和3年3月31日 谷崎　登 期限切れ廃業 食肉処理業
堺食衛第14357701号たまちゃん 中区八田西町３丁２‐３ 辻内ビル１０１号 平成28年1月6日 平成28年1月6日 令和4年1月31日 玉成　正和 期限切れ廃業 飲食店営業
堺食衛第13639901号カラオケスタジオ　丸忠 中区毛穴町６４ 平成27年5月18日 平成27年6月1日 令和3年5月31日 雑賀　留美子 期限切れ廃業 飲食店営業
堺食衛第10845501号お好み焼き　フタバ 中区深井北町３３０３‐１ 平成27年3月5日 平成27年4月1日 令和3年3月31日 鳥本　健次 期限切れ廃業 飲食店営業
堺食衛第14298301号ミルクレットカフェ 中区深井中町１９６４‐１２ 平成27年4月22日 平成27年4月22日 令和3年4月30日 中林　武弘 期限切れ廃業 乳類販売業
堺食衛第14298302号ミルクレットカフェ 中区深井中町１９６４‐１２ 平成27年4月22日 平成27年4月22日 令和3年4月30日 中林　武弘 期限切れ廃業 アイスクリーム類製造業



堺食衛第14298303号ミルクレットカフェ 中区深井中町１９６４‐１２ 平成27年7月27日 平成27年7月27日 令和3年7月31日 中林　武弘 期限切れ廃業 喫茶店営業
堺食衛第13728901号カラオケ喫茶　あすか 中区深井清水町３１１９ 平成28年3月25日 平成28年4月1日 令和4年3月31日 石橋　英樹 期限切れ廃業 飲食店営業
堺食衛第12288801号カフェ　カンペール 中区深井清水町３２７６ 平成27年4月16日 平成27年5月1日 令和3年4月30日 北條　智子 期限切れ廃業 飲食店営業
堺食衛第14295801号浜焼太郎　泉北深井店 中区深井清水町３５３７ コートビレッジ赤塚１０３号 平成27年4月7日 平成27年4月7日 令和3年4月30日 宮田　英之 期限切れ廃業 飲食店営業
堺食衛第13626501号喫茶＆スナック　じゅん 中区深井清水町４０１６ 平成27年3月31日 平成27年4月1日 令和3年3月31日 久保　英子 期限切れ廃業 飲食店営業
堺食衛第11925501号珉香 中区宮園町２‐１１ 平成28年1月31日 平成28年2月1日 令和4年1月31日 山名　健 期限切れ廃業 飲食店営業
堺食衛第14290601号おれんじ　ぺこ 中区東八田４０‐９ 金子ハイツ１階 平成27年3月27日 平成27年3月27日 令和3年3月31日 水野　由美 期限切れ廃業 飲食店営業
堺食衛第13668201号ローソン　堺石原町店 東区石原町１丁２‐１ 平成27年8月25日 平成27年9月1日 令和3年8月31日 川久保　公嗣 期限切れ廃業 飲食店営業
堺食衛第13657101号カラオケ喫茶　むぎわら帽子 東区石原町３丁１３４‐２ 平成27年7月3日 平成27年8月1日 令和3年7月31日 中野　委佐雄 期限切れ廃業 飲食店営業
堺食衛第11018501号みのや酒店 東区菩提町５丁１１４‐２０ 平成27年3月23日 平成27年4月1日 令和3年3月31日 實末　楠好 期限切れ廃業 乳類販売業
堺食衛第11257001号ロペ 東区引野町１丁９６ 平成27年10月9日 平成27年11月1日 令和3年10月31日 堂山　勲 期限切れ廃業 飲食店営業
堺食衛第14351401号秀 東区引野町２丁２‐３ 平成27年11月11日 平成27年11月11日 令和3年11月30日 中山　秀夫 期限切れ廃業 飲食店営業
堺食衛第14325501号カラオケ　みぃちゃん 東区引野町２丁１０４‐１ 平成27年7月31日 平成27年7月31日 令和3年7月31日 川口　稚枝 期限切れ廃業 飲食店営業
堺食衛第14322901号横濱家系ラーメン神山 東区白鷺町１丁９‐１６ 平成27年7月24日 平成27年7月24日 令和3年7月31日 神山　智博 期限切れ廃業 飲食店営業
堺食衛第11436401号喫茶　ライズ 東区白鷺町１丁９‐１８ 平成27年5月27日 平成27年6月1日 令和3年5月31日 大西　ヨシ子 期限切れ廃業 飲食店営業
堺食衛第13708001号おかん 東区日置荘原寺町１６ 平成28年1月26日 平成28年2月1日 令和4年1月31日 荒尾　富美子 期限切れ廃業 飲食店営業
堺食衛第14355501号惣菜の神楽 東区日置荘西町１丁２５‐３０ 平成27年11月20日 平成27年11月20日 令和3年11月30日 神田　貴雄 期限切れ廃業 飲食店営業
堺食衛第11214401号やまもと 東区日置荘西町１丁５２‐２６ 平成28年3月31日 平成28年4月1日 令和4年3月31日 山本　紀美子 期限切れ廃業 飲食店営業
堺食衛第12301301号喫茶・カラオケ　Ｋ 東区日置荘西町３丁２９‐１２ 平成27年6月4日 平成27年7月1日 令和3年6月30日 筒井　恵子 期限切れ廃業 飲食店営業
堺食衛第11617001号焼肉　希竜 東区日置荘西町４丁２３‐３ 平成27年5月28日 平成27年6月1日 令和3年5月31日 藤本　洋子 期限切れ廃業 飲食店営業
堺食衛第14327301号セブン‐イレブン堺出雲大社前店東区日置荘西町７丁１０‐３ 072-286-4686 平成27年8月26日 平成27年8月26日 令和3年8月31日 原田　博昭 期限切れ廃業 飲食店営業
堺食衛第13725601号岩根北酒店 東区丈六１７１‐１ 平成28年3月1日 平成28年4月1日 令和4年3月31日 岩根　孝志 期限切れ廃業 飲食店営業
堺食衛第14369401号春さん 東区丈六１７１‐２０ コーエイパレス北野田５Ｆ 平成28年2月1日 平成28年2月1日 令和4年2月28日 春田　学 期限切れ廃業 飲食店営業
堺食衛第14341701号カラオケ喫茶　ヒロ＆ハル 東区北野田５６２‐３６ 平成27年10月2日 平成27年10月2日 令和3年10月31日 細田　晴美 期限切れ廃業 飲食店営業
堺食衛第14318901号あんまらの樹 東区北野田１０８４‐１２６ 平成27年7月10日 平成27年7月10日 令和3年7月31日 岡田　正輝 期限切れ廃業 飲食店営業
堺食衛第13695701号カラオケ．スナック　アリス 東区南野田１３７‐１ 平成27年11月11日 平成27年12月1日 令和3年11月30日 井口　久子 期限切れ廃業 飲食店営業
堺食衛第14387901号福重食堂 東区南野田６６１ 平成28年3月25日 平成28年3月25日 令和4年3月31日 岸本　美穂 期限切れ廃業 飲食店営業
堺食衛第11304001号たこやき屋 東区草尾４２‐１ 平成27年11月10日 平成27年12月1日 令和3年11月30日 柏田　美子 期限切れ廃業 飲食店営業
堺食衛第14335301号おかあちゃん 東区草尾１４４１ 平成27年9月15日 平成27年9月15日 令和3年9月30日 田中　伸子 期限切れ廃業 飲食店営業
堺食衛第13639101号居酒屋　すず 美原区黒山８８１‐１ 平成27年4月27日 平成27年5月1日 令和3年4月30日 永岡　みすず 期限切れ廃業 飲食店営業
堺食衛第14367601号Ｃａｆｅ　ｉｃｃｏｉ 美原区阿弥２９ 平成28年2月23日 平成28年2月23日 令和4年2月28日 伊藤　美江 期限切れ廃業 飲食店営業
堺食衛第13027601号喜楽 美原区阿弥１３０ 平成28年2月8日 平成28年3月1日 令和4年2月28日 西口　タネ子 期限切れ廃業 飲食店営業
堺食衛第14383901号蟻の巣 美原区丹上２６２‐３ 平成28年3月16日 平成28年3月16日 令和4年3月31日 山口　誠 期限切れ廃業 飲食店営業
堺食衛第14295201号ローラー 美原区北余部５４‐５ 平成27年4月6日 平成27年4月6日 令和3年4月30日 山本　澄子 期限切れ廃業 飲食店営業
堺食衛第14355201号カラオケ喫茶＆スナック　みやび美原区北余部５４‐５ 平成27年11月30日 平成27年11月30日 令和3年11月30日 石原　裕隆 期限切れ廃業 飲食店営業
堺食衛第14331001号まんま喫茶店 美原区北余部７６‐３ 平成27年9月4日 平成27年9月4日 令和3年9月30日 植村　茜 期限切れ廃業 飲食店営業
堺食衛第14311701号ほたる 美原区北余部３５８‐２３ 2 平成27年7月10日 平成27年7月10日 令和3年7月31日 仲村　千恵美 期限切れ廃業 飲食店営業
堺食衛第13074401号スナック　美月 美原区北余部西４丁目１‐８ 平成27年7月31日 平成27年8月1日 令和3年7月31日 牛嶋　月江 期限切れ廃業 飲食店営業
堺食衛第14291701号さくら 美原区太井３４９‐１０ 平成27年4月6日 平成27年4月6日 令和3年4月30日 荒川　重子 期限切れ廃業 飲食店営業
堺食衛第14346001号たこ焼き　たこたこ 南区和田東９３４‐１ 平成27年10月19日 平成27年10月19日 令和3年10月31日 鯛口　佳樹 期限切れ廃業 飲食店営業
堺食衛第13791704号ローソンストア１００泉ヶ丘駅前店南区竹城台１丁１‐２ 平成27年11月27日 平成27年11月27日 令和3年11月30日 佐野　和幸 期限切れ廃業 飲食店営業
堺食衛第10837301号カラオケスナック　ひまわり 南区竹城台４丁１５‐２５ アミューズビル２Ｆ 平成27年10月23日 平成27年11月1日 令和3年10月31日 阪口　良久 期限切れ廃業 飲食店営業
堺食衛第14316702号アンディオール 南区豊田４５０‐２ 072-320-7035 平成27年7月3日 平成27年7月3日 令和3年7月31日 西辻　潤 期限切れ廃業 乳製品製造業
堺食衛第14316703号アンディオール 南区豊田４５０‐２ 072-320-7035 平成27年7月3日 平成27年7月3日 令和3年7月31日 西辻　潤 期限切れ廃業 菓子製造業
堺食衛第13693601号オーパスワンフットサルクラブ 南区豊田２９９０‐１６６ 平成27年11月30日 平成27年12月1日 令和3年11月30日 北畑　元気 期限切れ廃業 飲食店営業
堺食衛第13727701号Ａｌｗａｙｓ 南区茶山台３丁３‐２ 平成28年3月25日 平成28年4月1日 令和4年3月31日 上村　智美 期限切れ廃業 飲食店営業
堺食衛第14321501号アラジン 南区鉢ヶ峯寺２４０５‐２ ハーベストの丘内 平成27年7月16日 平成27年7月16日 令和3年7月31日 エルハワリ　ワリード期限切れ廃業 飲食店営業
堺食衛第13628001号ニュー泉 南区原山台２丁２‐１ センタービル１階 平成27年3月3日 平成27年4月1日 令和3年3月31日 井出　弘 期限切れ廃業 飲食店営業
堺食衛第14310301号インドネパール料理　ＳＨＥＥＴＡＬ南区原山台５丁９‐８ 平成27年6月15日 平成27年6月15日 令和3年6月30日 ＨＡＲＩ　ＢＨＡＫＴＡ　ＫＡＮＤＥＬ期限切れ廃業 飲食店営業
堺食衛第14388301号泉州水産 南区御池台３丁１‐４ 平成28年3月22日 平成28年3月22日 令和4年3月31日 植林　澄和 期限切れ廃業 魚介類販売業
堺食衛第13628601号じらもん 南区桃山台３丁１‐１６ スーパーＱＡ 平成27年3月18日 平成27年4月1日 令和3年3月31日 藪本　祥 期限切れ廃業 菓子製造業
堺食衛第10946601号スナック　シャルマン 南区小代６２ 平成27年12月11日 平成27年12月28日 令和3年12月28日 籾山　茂代 期限切れ廃業 飲食店営業
堺食衛第14354505号ミニストップ堺大庭寺店 南区大庭寺８６６ 072-298-1277 平成27年12月10日 平成27年12月10日 令和3年12月28日 桧垣　篤志 期限切れ廃業 アイスクリーム類製造業
堺食衛第13651101号肉のモリ 南区三木閉９２‐１ 平成27年6月30日 平成27年7月1日 令和3年6月30日 森　勉 期限切れ廃業 食肉処理業
堺食衛第12296101号ナイトイン　フレンド 南区野々井６８３ 平成27年5月31日 平成27年6月1日 令和3年5月31日 宮前　丈夫 期限切れ廃業 飲食店営業
堺食衛第14312601号お好み焼　吉川 南区野々井６８３ 平成27年6月19日 平成27年6月19日 令和3年6月30日 川口　伸之 期限切れ廃業 飲食店営業
堺食衛第11916301号珈琲工房　タップ 南区野々井８３７ 平成27年12月11日 平成27年12月28日 令和3年12月28日 三村　幸子 期限切れ廃業 喫茶店営業
堺食衛第13644501号たんぽぽ 南区稲葉１丁３０２１‐１ 平成27年5月27日 平成27年6月1日 令和3年5月31日 伊藤　ひろ子 期限切れ廃業 飲食店営業
堺食衛第13724201号酒房　吉富 南区稲葉２丁３０１８‐１ セオウンドウ倉庫１ 平成28年3月31日 平成28年4月1日 令和4年3月31日 木曽　かよ子 期限切れ廃業 飲食店営業



堺食衛第12030901号ハーベストの丘 堺市内一円 平成28年3月31日 平成28年4月1日 令和3年3月31日 川辺　優治 期限切れ廃業 飲食店営業（露店）
堺食衛第13353601号三輪食品 堺市内一円 平成28年12月19日 平成28年12月29日 令和3年12月28日 辻阪　一夫 期限切れ廃業 飲食店営業（露店）
堺食衛第13868201号Ｊａｍｉｒａｓ 堺市内一円 平成28年4月21日 平成28年5月1日 令和3年4月30日 宮本　聡 期限切れ廃業 飲食店営業（自動車）
堺食衛第13875301号はなのつる 堺市内一円 平成28年4月28日 平成28年5月1日 令和3年4月30日 足立　由紀子 期限切れ廃業 飲食店営業（自動車）
堺食衛第13889101号ひんやりカキ氷 堺市内一円 平成28年6月24日 平成28年7月1日 令和3年6月30日 貴田　淳 期限切れ廃業 喫茶店営業（露店）
堺食衛第13910201号守田食品 堺市内一円 平成28年8月17日 平成28年9月1日 令和3年8月31日 守田　文彦 期限切れ廃業 菓子製造業（露店）
堺食衛第13919101号北村商店 堺市内一円 平成28年8月26日 平成28年10月1日 令和3年9月30日 北村　隆博 期限切れ廃業 飲食店営業（露店）
堺食衛第13959201号Ｓｈａｍｒｏｃｋ　Ｃａｆｅ 堺市内一円 平成29年1月26日 平成29年2月1日 令和4年1月31日 喜多村　智子 期限切れ廃業 喫茶店営業（自動車）
堺食衛第14063202号大藏や 堺市内一円 平成28年4月8日 平成28年4月8日 令和3年4月30日 藏　靖人 期限切れ廃業 飲食店営業（露店）
堺食衛第14380701号ゆっこ 堺市内一円 平成28年3月1日 平成28年3月1日 令和3年3月31日 松岡　結衣 期限切れ廃業 飲食店営業（露店）
堺食衛第14380702号ゆっこ 堺市内一円 平成28年3月1日 平成28年3月1日 令和3年3月31日 松岡　結衣 期限切れ廃業 菓子製造業（露店）
堺食衛第14382001号ＧＥＮＴＩＬ　ＷＡＧＯＮ 堺市内一円 平成28年3月8日 平成28年3月8日 令和3年3月31日 丹後　陽仁 期限切れ廃業 飲食店営業（露店）
堺食衛第14382301号おかんの糀 堺市内一円 平成28年3月9日 平成28年3月9日 令和3年3月31日 小林　芳未 期限切れ廃業 喫茶店営業（露店）
堺食衛第14388401号元祖博多からあげ専門店　田中屋堺市内一円 平成28年3月18日 平成28年3月18日 令和3年3月31日 田中　徹 期限切れ廃業 飲食店営業（自動車）
堺食衛第14388402号元祖博多からあげ専門店　田中屋堺市内一円 平成28年3月18日 平成28年3月18日 令和3年3月31日 田中　徹 期限切れ廃業 飲食店営業（露店）
堺食衛第14388403号博多にくいち 堺市内一円 平成28年3月18日 平成28年3月18日 令和3年3月31日 田中　徹 期限切れ廃業 飲食店営業（自動車）
堺食衛第14388404号博多にくいち 堺市内一円 平成28年3月18日 平成28年3月18日 令和3年3月31日 田中　徹 期限切れ廃業 飲食店営業（露店）
堺食衛第14390501号イル・レ・ラッツア 堺市内一円 平成28年3月29日 平成28年3月29日 令和3年3月31日 萬田　和人 期限切れ廃業 飲食店営業（自動車）
堺食衛第14391301号Ｒｅｄ　Ｐｌａｎｅｔ　Ｄｉｎｅｒ 堺市内一円 平成28年3月30日 平成28年3月30日 令和3年3月31日 荒木　正泰 期限切れ廃業 飲食店営業（自動車）
堺食衛第14391901号Ｂｌｕｅ　Ｇｏｒｉｌｌａ 堺市内一円 平成28年4月5日 平成28年4月5日 令和3年4月30日 畑　昌勝 期限切れ廃業 飲食店営業（自動車）
堺食衛第14395301号もてなしＣＨＡ席　榮茶論 堺市内一円 平成28年4月20日 平成28年4月20日 令和3年4月30日 岡田　明寛 期限切れ廃業 喫茶店営業（露店）
堺食衛第14395401号長田タンク筋 堺市内一円 平成28年4月21日 平成28年4月21日 令和3年4月30日 安井　一惠 期限切れ廃業 飲食店営業（自動車）
堺食衛第14395701号Ｙｕｚｕ　ｃａｆｅ 堺市内一円 平成28年4月21日 平成28年4月21日 令和3年4月30日 辻本　隆広 期限切れ廃業 菓子製造業（自動車）
堺食衛第14396001号Ｓｏｍａ　Ｃｏｆｆｅｅ 堺市内一円 平成28年4月26日 平成28年4月26日 令和3年4月30日 藤田　益宏 期限切れ廃業 喫茶店営業（露店）
堺食衛第14396501号博多白天 堺市内一円 平成28年4月25日 平成28年4月25日 令和3年4月30日 矢野　伸吾 期限切れ廃業 飲食店営業（露店）
堺食衛第14397001号七穀ベーカリー 堺市内一円 平成28年4月25日 平成28年4月25日 令和3年4月30日 山本　洋代 期限切れ廃業 飲食店営業（露店）
堺食衛第14397701号北海道中標津椎茸　　想いの茸堺市内一円 平成28年4月27日 平成28年4月27日 令和3年4月30日 嶋内　弘 期限切れ廃業 飲食店営業（露店）
堺食衛第14398001号リラックス　カフェ 堺市内一円 平成28年4月27日 平成28年4月28日 令和3年4月30日 澤田　おりゑ 期限切れ廃業 飲食店営業（自動車）
堺食衛第14398901号札幌みそのマルエス 堺市内一円 平成28年5月13日 平成28年5月13日 令和3年5月31日 平井　孝彦 期限切れ廃業 飲食店営業（露店）
堺食衛第14399901号たこ焼き屋さん 堺市内一円 平成28年5月13日 平成28年5月13日 令和3年5月31日 西林　将也 期限切れ廃業 飲食店営業（露店）
堺食衛第14400001号ＢＩＧ　ＷＡＶＥ　ＴＯＭＡＴＯ 堺市内一円 平成28年5月6日 平成28年5月6日 令和3年5月31日 小野　匠 期限切れ廃業 飲食店営業（露店）
堺食衛第14402501号くう 堺市内一円 平成28年5月10日 平成28年5月10日 令和3年5月31日 横山　哲也 期限切れ廃業 飲食店営業（自動車）
堺食衛第14402502号くう 堺市内一円 平成28年5月13日 平成28年5月13日 令和3年5月31日 横山　哲也 期限切れ廃業 飲食店営業（露店）
堺食衛第14404602号直次朗 堺市内一円 平成28年5月18日 平成28年5月18日 令和3年5月31日 藤井　建人 期限切れ廃業 アイスクリーム類製造業（自動車）
堺食衛第14409901号インド料理専門店クシュクシュ 堺市内一円 平成28年6月8日 平成28年6月8日 令和3年6月30日 加佐　直子 期限切れ廃業 飲食店営業（露店）
堺食衛第14410901号Ｈａｗａｉｉａｎ　ＢＢＱ　ＢＡＲ　Ｍａｏｌｉ堺市内一円 平成28年6月13日 平成28年6月13日 令和3年6月30日 山下　進啓 期限切れ廃業 飲食店営業（露店）
堺食衛第14412801号小池風流軒 堺市内一円 平成28年6月20日 平成28年6月20日 令和3年6月30日 雑賀　陽介 期限切れ廃業 飲食店営業（自動車）
堺食衛第14412802号小池風流軒 堺市内一円 平成28年6月20日 平成28年6月20日 令和3年6月30日 雑賀　陽介 期限切れ廃業 アイスクリーム類製造業（自動車）
堺食衛第14423901号ハッピネスミルク 堺市内一円 平成28年7月21日 平成28年7月21日 令和3年7月31日 古田　友宏 期限切れ廃業 アイスクリーム類製造業（自動車）
堺食衛第14425901号Ｔｒｉｐｌｅ　Ａ 堺市内一円 平成28年7月28日 平成28年7月28日 令和3年7月31日 西村　淳史 期限切れ廃業 飲食店営業（自動車）
堺食衛第14427201号サカイベース 堺市内一円 平成28年8月4日 平成28年8月4日 令和3年8月31日 東　秀明 期限切れ廃業 飲食店営業（露店）
堺食衛第14429901号ｎｉｃｏ　ｃａｆｅ 堺市内一円 平成28年8月12日 平成28年8月12日 令和3年8月31日 山口　十喜子 期限切れ廃業 菓子製造業（自動車）
堺食衛第14435401号京くるり 堺市内一円 平成28年9月5日 平成28年9月5日 令和3年9月30日 山﨑　雄二 期限切れ廃業 飲食店営業（自動車）
堺食衛第14437301号Ｌａｔｔｅ　Ａｒｔ　Ｊｕｎｋｉｅｓ　Ｒｏａｓｔｉｎｇ　Ｓｈｏｐ堺市内一円 平成28年9月12日 平成28年9月12日 令和3年9月30日 大西　剛 期限切れ廃業 喫茶店営業（露店）
堺食衛第14442501号ｆｒｏｍ　ｂｏｉｓｅ 堺市内一円 平成28年10月4日 平成28年10月4日 令和3年10月31日 市原　和美 期限切れ廃業 菓子製造業（自動車）
堺食衛第14444301号ぺーちゃん広場 堺市内一円 平成28年10月11日 平成28年10月11日 令和3年10月31日 上野　とも子 期限切れ廃業 飲食店営業（自動車）
堺食衛第14444901号森口商店 堺市内一円 平成28年10月13日 平成28年10月13日 令和3年10月31日 森口　和彦 期限切れ廃業 菓子製造業（露店）
堺食衛第14447401号ＤＥＡＲ　ＳＡＮＤ　ＣＡＦＥ 堺市内一円 平成28年10月24日 平成28年10月24日 令和3年10月31日 町田　加奈子 期限切れ廃業 飲食店営業（自動車）
堺食衛第14447501号ＮＩＮＡ　ＣＡＦＥ 堺市内一円 平成28年10月24日 平成28年10月24日 令和3年10月31日 小西　茉衣 期限切れ廃業 菓子製造業（自動車）
堺食衛第14447502号ＮＩＮＡ　ＣＡＦＥ 堺市内一円 平成28年10月24日 平成28年10月24日 令和3年10月31日 小西　茉衣 期限切れ廃業 喫茶店営業（自動車）
堺食衛第14448201号パンケーキ工房　森のくまさん堺市内一円 平成28年10月26日 平成28年10月26日 令和3年10月31日 合田　稔 期限切れ廃業 菓子製造業（露店）
堺食衛第14448202号パンケーキ工房　森のくまさん堺市内一円 平成28年10月26日 平成28年10月26日 令和3年10月31日 合田　稔 期限切れ廃業 飲食店営業（露店）
堺食衛第14449601号ホウエイ（星トンボ食産工業所）堺市内一円 平成28年11月1日 平成28年11月1日 令和3年11月30日 大程　勇 期限切れ廃業 飲食店営業（露店）
堺食衛第14456301号ＬＥＡ　ＬＥＡ 堺市内一円 平成28年11月24日 平成28年11月24日 令和3年11月30日 那須　亜美 期限切れ廃業 飲食店営業（露店）
堺食衛第14461901号ＣＯＣＯＮｅ 堺市内一円 平成28年12月9日 平成28年12月9日 令和3年12月28日 中谷　ゆみ子 期限切れ廃業 飲食店営業（露店）
堺食衛第14463401号ジャンボたこ焼き匠 堺市内一円 平成28年12月15日 平成28年12月15日 令和3年12月28日 道川　公明 期限切れ廃業 飲食店営業（露店）
堺食衛第14466101号自然卵のクレープ 堺市内一円 平成28年12月27日 平成28年12月27日 令和3年12月28日 大沼　さくら 期限切れ廃業 菓子製造業（自動車）
堺食衛第14474701号ＵＬＴＩＭＡＴＥ　ＣＲＥＰＥＳ 堺市内一円 平成29年2月10日 平成29年2月10日 令和4年2月28日 黑木　秀輔 期限切れ廃業 菓子製造業（自動車）
堺食衛第14475101号とんむす亭 堺市内一円 平成29年2月10日 平成29年2月10日 令和4年2月28日 宮出　純 期限切れ廃業 飲食店営業（自動車）



堺食衛第14484201号ｋｙｏｔｏ　ケバブ屋　ＭＯＴＯさん堺市内一円 平成29年3月9日 平成29年3月9日 令和4年3月31日 中村　元彦 期限切れ廃業 飲食店営業（自動車）
堺食衛第16010154号ワールドスリー 堺市内一円 平成29年3月30日 平成29年3月30日 令和4年3月31日 辻本　雅人 期限切れ廃業 飲食店営業（露店）
堺食衛第21014702号つくね屋 堺市内一円 令和3年11月12日 令和3年11月14日 令和3年11月14日 中村　知寿 期限切れ廃業 飲食店営業（露店）露店営業
堺食衛第21014742号ＣＨＩＣＫＥＮＨＥＡＲＴ 堺市内一円 令和3年11月5日 令和3年11月13日 令和3年11月14日 北川　大浩 期限切れ廃業 飲食店営業（露店）露店
堺食衛第21014999号中国料理　丹甫 堺市内一円 令和3年11月30日 令和3年12月4日 令和3年12月4日 丹甫　文昭 期限切れ廃業 飲食店営業（露店）露店
堺食衛第21015940号中国料理　丹甫 堺市内一円 令和4年3月18日 令和4年3月26日 令和4年3月26日 丹甫　文昭 期限切れ廃業 飲食店営業（露店）露店
堺食衛第21013403号ＢＡＢＡＮＢＡＢＡＮＢＵＲＧＥＲ 堺区遠里小野町１丁３‐１８ 080-3821-7127 令和3年8月11日 令和3年8月11日 令和9年8月31日 西島　大輔 ########### 飲食店営業 レストラン
堺食衛第20011724号チヨ 堺区香ヶ丘町１丁８‐１４ 令和2年11月13日 令和2年11月13日 令和8年11月30日 仲智　武昭 ########### 飲食店営業
堺食衛第12305201号ローソンＪＲ堺市駅前店 堺区東雲西町１丁１‐１ 平成27年6月26日 平成27年7月1日 令和3年6月30日 安川　典男 ########### 飲食店営業
堺食衛第20011216号ＨＩＭＡＬＡＹＡ　ＭＵＲＡ　ＩＮＤＩＡＮ　ＮＥＰＡＬＩ　ＲＥＳＴＡＵＲＡＮＴ堺区東雲西町１丁７‐１ 072-238-8810 令和2年9月9日 令和2年9月9日 令和8年9月30日 ＫＨＡＴＴＲＩ　ＢＯＨＡＲＡ　ＲＡＢＩＮ########### 飲食店営業
堺食衛第20011416号たこ焼　浦 堺区田出井町５‐４８ 令和2年10月12日 令和2年10月12日 令和8年10月31日 浦上　公昌 ########### 飲食店営業
堺食衛第14360601号くいもん家　だいな 堺区北三国ヶ丘町８丁８‐９１Ｆ 平成27年12月22日 平成27年12月22日 令和3年12月28日 稲田　紀子 ########### 飲食店営業
堺食衛第18011756号ローソン三国ヶ丘駅前店 堺区向陵中町４丁５‐３３ 平成31年1月15日 平成31年1月15日 令和7年1月31日 越智　祐司 ########### 飲食店営業
堺食衛第14457301号鉄板ちゃんこ　暖 堺区向陵中町４丁７‐１２第三三国ヶ丘コーポ１Ｆ 平成28年12月1日 平成28年12月1日 令和4年12月28日 有馬　俊太 ########### 飲食店営業
堺食衛第18010218号ＢＡＲ　Ｂａｃｈ 堺区向陵中町６丁３‐３ マンション富士２号１０９ 平成30年5月2日 平成30年5月2日 令和6年5月31日 丸尾　真登 ########### 飲食店営業
堺食衛第18010219号にぎわい酒場　しろうちゃん 堺区向陵東町２丁７‐８ 平成30年5月2日 平成30年5月2日 令和6年5月31日 大林　史郎 ########### 飲食店営業
堺食衛第10878501号コーヒーショップ　ナカタ 堺区向陵東町３丁６‐１１イズミヤ百舌鳥店内 平成28年11月21日 平成28年12月1日 令和4年12月28日 中田　眞夫 ########### 飲食店営業
堺食衛第21010061号台湾カステラ　四季堂 堺区三国ヶ丘御幸通１５４ジョルノビル１１３ 令和3年4月26日 令和3年4月26日 令和9年4月30日 李　汶蓮 ########### 菓子製造業
堺食衛第21010147号台湾カステラ　四季堂 堺区三国ヶ丘御幸通１５４ジョルノビル１１３ 令和3年4月26日 令和3年4月26日 令和9年4月30日 李　汶蓮 ########### 飲食店営業
堺食衛第14475701号Ｂｉｓｔｒｏ　バル　ｔｓｕｊｉ 堺区二条通１‐２ 平成29年3月6日 平成29年3月6日 令和5年3月31日 辻　利幸 ########### 飲食店営業
堺食衛第21012744号ポカリスエットマスター 堺区二条通７‐２ 中野ビル　１０１号室 令和3年6月10日 令和3年6月10日 令和9年6月30日 楠元　祐介 ########### 飲食店営業 スナック
堺食衛第21012745号アクエリアスエコ 堺区二条通７‐２ 中野ビル１０２号室 令和3年6月10日 令和3年6月10日 令和9年6月30日 楠元　祐介 ########### 飲食店営業 スナック
堺食衛第21012746号エメラルドパンチ 堺区二条通７‐２ 中野ビル２０１号室 令和3年6月10日 令和3年6月10日 令和9年6月30日 楠元　祐介 ########### 飲食店営業 スナック
堺食衛第21012747号ダイヤモンドエルボー 堺区二条通７‐２ 中野ビル２０２号室 令和3年6月10日 令和3年6月10日 令和9年6月30日 楠元　祐介 ########### 飲食店営業 スナック
堺食衛第21012748号サファイアメラ 堺区二条通７‐２ 中野ビル２０３号室 令和3年6月10日 令和3年6月10日 令和9年6月30日 楠元　祐介 ########### 飲食店営業 スナック
堺食衛第21012749号ロレックスシールド 堺区二条通７‐２ 中野ビル３０１号室 令和3年6月10日 令和3年6月10日 令和9年6月30日 楠元　祐介 ########### 飲食店営業 スナック
堺食衛第21012750号オメガイヤ 堺区二条通７‐２ 中野ビル３０２号室 令和3年6月10日 令和3年6月10日 令和9年6月30日 楠元　祐介 ########### 飲食店営業 スナック
堺食衛第21012751号まぼろし 堺区二条通７‐２ 中野ビル３０３号室 令和3年6月10日 令和3年6月10日 令和9年6月30日 楠元　祐介 ########### 飲食店営業 スナック
堺食衛第18011659号ほっかほっか亭堺東店 堺区一条通１８‐５ 平成30年12月18日 平成30年12月29日 令和6年12月28日 宮城　昌美 ########### 飲食店営業
堺食衛第18011409号ラウンジ　ＬｅＬｉｅｎ 堺区翁橋町１丁２‐９ ４Ｆ９号 平成30年11月1日 平成30年11月1日 令和6年10月31日 沖崎　裕美 ########### 飲食店営業
堺食衛第21014839号ラウンジ　ルリアン 堺区翁橋町１丁２‐９ ジャンボプラザビル４Ｆ９号 令和3年12月2日 令和3年12月2日 令和9年12月28日 安部　渋希 ########### 飲食店営業 ラウンジ
堺食衛第21015276号ラウンジ　ルリアン 堺区翁橋町１丁２‐９ ジャンボプラザビル４Ｆ９号 令和4年1月6日 令和4年1月6日 令和10年1月31日 安部　喜和 ########### 飲食店営業 ラウンジ
堺食衛第14477801号ＤＲＥＡＭ 堺区翁橋町１丁４‐１８ ロイヤルパレスビル４Ｆ－１９ 平成29年2月22日 平成29年2月22日 令和5年2月28日 小野　アナリン　ナルド########### 飲食店営業
堺食衛第18012069号ＢＡＲ　ＤＩＡ５ 堺区翁橋町１丁４‐１８ ロイヤルパレスビル５Ｆ 平成31年3月13日 平成31年3月13日 令和7年3月31日 原　颯 ########### 飲食店営業
堺食衛第19010117号じゅりあ～の 堺区翁橋町１丁５‐３ エルクエストビル３０６号室 平成31年4月18日 平成31年4月18日 令和7年4月30日 小笠原　美樹 ########### 飲食店営業
堺食衛第21015484号Ａｎａ　ｂａｒ 堺区翁橋町１丁５‐４ エル・クエストビル４Ｆ 令和4年1月27日 令和4年1月27日 令和10年1月31日 尾﨑　翔馬 ########### 飲食店営業 バー
堺食衛第13820001号さくら 堺区翁橋町１丁５‐６ グランド翁橋５号館１Ｆ 平成28年1月31日 平成28年2月1日 令和4年1月31日 山口　淑子 ########### 飲食店営業
堺食衛第18011223号ＨＡＵＮＴ 堺区翁橋町１丁５‐６ グランド翁橋５号館１Ｆ 平成30年10月10日 平成30年10月10日 令和6年10月31日 桐山　裕行 ########### 飲食店営業
堺食衛第17012585号天下第一　堺店 堺区翁橋町１丁８‐３ 平成30年4月12日 平成30年4月12日 令和6年4月30日 小林　利行 ########### 飲食店営業
堺食衛第18011575号しのぶ 堺区翁橋町１丁９‐２ スウィングプラザ１Ｆ 平成30年12月4日 平成30年12月4日 令和6年12月28日 榮　幸四郎 ########### 飲食店営業
堺食衛第18010432号Ｋｉｎｇｄｏｍ 堺区翁橋町１丁９‐６ エイトワンビル翁橋　４０２号室 平成30年6月25日 平成30年6月25日 令和6年6月30日 谷本　秀仙 ########### 飲食店営業
堺食衛第17010481号サウンド・ミュージック　三城彩　三城彩の店堺区翁橋町１丁９‐１０ オリエントシティ１０２ 平成29年6月27日 平成29年6月27日 令和5年6月30日 藤野　静志 ########### 飲食店営業
堺食衛第21010132号ｓｅｖｅｎ 堺区翁橋町１丁９‐１５ アトムビル３階 令和3年4月26日 令和3年4月26日 令和9年4月30日 谷川　七海 ########### 飲食店営業
堺食衛第17011122号立ち飲み処　福ちゃん 堺区翁橋町１丁１０‐１７ 丸大ビル１Ｆ 平成29年8月31日 平成29年9月1日 令和5年8月31日 福山　民子 ########### 飲食店営業
堺食衛第11572302号柴田商店 堺区中安井町１丁３‐２０ 平成27年4月3日 平成27年5月1日 令和3年4月30日 柴田　勇 ########### 氷雪販売業
堺食衛第19011806号力餅 堺区北安井町２丁２５ 072-232-6320 令和2年1月22日 令和2年2月1日 令和8年1月31日 佐藤　裕三 ########### 飲食店営業
堺食衛第18011557号喫茶　マナ 堺区永代町１丁１‐２１ 平成30年11月29日 平成30年12月29日 令和6年12月28日 田中　美佐子 ########### 飲食店営業
堺食衛第19010961号カラオケハウス　Ｌｉｓｔｅｎ 堺区北花田口町１丁１‐６ 令和1年9月2日 令和1年9月2日 令和7年9月30日 田邊　美智子 ########### 飲食店営業
堺食衛第20010371号えん 堺区北瓦町２丁１‐４ 出野ビル２Ｆ 072-225-1266 令和2年5月25日 令和2年5月25日 令和8年5月31日 三宅　久子 ########### 飲食店営業
堺食衛第14479501号Ｇａｓｈｉｃｏｕｎ 堺区北瓦町２丁２‐２ 田中愛ビル２Ｆ 平成29年2月23日 平成29年2月23日 令和5年2月28日 田中　省吾 ########### 飲食店営業
堺食衛第21015847号たつ家 堺区中瓦町１丁１‐８ 072-275-9657 令和4年3月16日 令和4年3月16日 令和10年3月31日 堀田　一樹 ########### 飲食店営業 居酒屋
堺食衛第20011149号鶏屋　Ｗａｋａｍｅ 堺区中瓦町１丁１‐１３ 072-223-2988 令和2年8月26日 令和2年10月1日 令和8年9月30日 小田　祥久 ########### 飲食店営業
堺食衛第12294301号八風亭 堺区中瓦町１丁３‐８ 072-223-1166 平成27年5月28日 平成27年6月1日 令和3年5月31日 森西　圭一 ########### 飲食店営業
堺食衛第20011136号源平水軍 堺区中瓦町１丁３‐１８ 令和2年9月11日 令和2年9月11日 令和8年9月30日 馬場　博之 ########### 飲食店営業
堺食衛第20012124号庄八 堺区中瓦町１丁３‐２０ 072-222-1208 令和3年1月15日 令和3年2月1日 令和9年1月31日 山口　陽 ########### 飲食店営業
堺食衛第19011772号新藤 堺区中瓦町１丁４‐１５ 令和2年1月20日 令和2年3月1日 令和8年2月28日 陶器　弥栄子 ########### 飲食店営業
堺食衛第21014005号新藤 堺区中瓦町１丁４‐１５ 令和3年9月16日 令和3年9月16日 令和9年9月30日 陶器　修一 ########### 飲食店営業 日本料理
堺食衛第20011985号ＢＲＥＡＫＥ　ＤＯＷＮ 堺区南瓦町１‐５ １Ｆ 080-8000-0777 令和2年12月22日 令和2年12月22日 令和8年12月28日 星原　典幸 ########### 飲食店営業
堺食衛第18010694号ラウンジ　笑娜以 堺区新町２‐１５ ＮＫアーバンビル４階 平成30年8月3日 平成30年8月3日 令和6年8月31日 鄭　英美 ########### 飲食店営業



堺食衛第20010807号神石温泉 堺区石津町１丁１４‐２８ 072-244-8650 令和2年7月10日 令和2年8月1日 令和8年7月31日 村田　幸造 ########### 乳類販売業
堺食衛第10741901号あじ房 堺区大仙西町６丁１５１ 平成27年12月17日 平成27年12月28日 令和3年12月28日 山本　一明 ########### 飲食店営業
堺食衛第18010378号インドカレーハウス　ＡＶＩＫＡ 堺区石津北町９０‐３ ホームセンターコーナン　堺店内 平成30年7月4日 平成30年7月4日 令和6年7月31日 ＭＡＤＡＮ　ＳＩＮＧＨ ########### 飲食店営業
堺食衛第13800001号ローソン堺出島浜通店 堺区出島浜通４‐１ 平成28年12月26日 平成28年12月29日 令和4年12月28日 高橋　正明 ########### 飲食店営業
堺食衛第12334201号うどん平吉 堺区出島海岸通１丁１１‐２２ 平成27年9月24日 平成27年10月1日 令和3年9月30日 金　永子 ########### 飲食店営業
堺食衛第21013173号からあげ専門店　こうき 堺区西湊町６丁３‐７ 072-280-1114 令和3年7月8日 令和3年7月8日 令和9年7月31日 﨑山　凪 ########### 飲食店営業 テイクアウト
堺食衛第13755301号大阪道頓堀　たこやき　金の大玉堺区楠町１丁１‐１ 平成28年5月27日 平成28年6月1日 令和4年5月31日 月城　元次 ########### 飲食店営業
堺食衛第19011154号かぜいろ 堺区綾之町西１丁２‐１９ 令和1年10月8日 令和1年10月8日 令和7年10月31日 水野　照子 ########### 飲食店営業
堺食衛第19011155号かぜいろ 堺区綾之町西１丁２‐１９ 令和1年10月8日 令和1年10月8日 令和7年10月31日 水野　照子 ########### 菓子製造業
堺食衛第18011051号Ｇｕｓｓａｎ 堺区櫛屋町東２丁１‐１９ルミエールビル４Ｃ 平成30年9月10日 平成30年9月10日 令和6年9月30日 野口　幸孝 ########### 飲食店営業
堺食衛第18010193号Ｐｏｉｓｏｎ（プワゾン） 堺区戎之町東２丁１‐２ セブンシャトー戎ビル２Ｆ西 平成30年6月14日 平成30年6月14日 令和6年6月30日 田　吉熙 ########### 飲食店営業
堺食衛第19011455号焼肉しょう 堺区戎之町東２丁１‐１６ 072-275-8229 令和1年12月4日 令和1年12月4日 令和7年12月28日 夏凪　一仁 ########### 飲食店営業
堺食衛第20010030号焼肉しょう 堺区戎之町東２丁１‐１６ 072-275-8229 令和2年4月9日 令和2年4月9日 令和8年4月30日 夏凪　一仁 ########### 食肉販売業
堺食衛第18010459号Ｙ＆Ｍ 堺区熊野町東１丁２‐１０１Ｆ 平成30年6月13日 平成30年6月13日 令和6年6月30日 大西　勝 ########### 飲食店営業
堺食衛第11908401号和風スナック　一合 堺区熊野町東２丁１‐１４ 平成27年12月25日 平成27年12月28日 令和3年12月28日 桑岡　フクエ ########### 飲食店営業
堺食衛第20012440号セブン‐イレブン堺宿院店 堺区大町東２丁１‐１ 072-233-5014 令和3年2月16日 令和3年3月1日 令和9年2月28日 川崎　雅継 ########### 飲食店営業
堺食衛第11896601号 堺区大町東２丁１‐１０ 平成28年3月10日 平成28年4月1日 令和4年3月31日 田野　修二 ########### 飲食店営業
堺食衛第19011707号中華料理　ふあんてん 堺区大町東３丁２‐１２ 令和2年1月8日 令和2年1月8日 令和8年1月31日 比嘉　明美 ########### 飲食店営業
堺食衛第19010022号焼肉膳のすたいる　３号店 堺区宿院町東３丁１‐３ メゾンドフェニックス１０１ 平成31年4月11日 平成31年4月11日 令和7年4月30日 森山　しのぶ ########### 飲食店営業
堺食衛第20012462号豊好 堺区中之町東３丁１‐１ 香陽ハイツ１階１０１号 令和3年2月18日 令和3年3月1日 令和9年2月28日 竹下　誠彦 ########### 飲食店営業
堺食衛第10716501号ＥＬＬＥ 堺区中之町西２丁２‐３３ 平成27年12月17日 平成27年12月28日 令和3年12月28日 阪本　道代 ########### 飲食店営業
堺食衛第19011313号セブン‐イレブン堺大町西３丁店堺区大町西３丁１‐２２ 令和1年10月30日 令和1年12月1日 令和7年11月30日 楠本　誠一 ########### 飲食店営業
堺食衛第19011314号セブン‐イレブン堺大町西３丁店堺区大町西３丁１‐２２ 令和1年10月30日 令和1年12月1日 令和7年11月30日 楠本　誠一 ########### 魚介類販売業
堺食衛第19011315号セブン‐イレブン堺大町西３丁店堺区大町西３丁１‐２２ 令和1年10月30日 令和1年12月1日 令和7年11月30日 楠本　誠一 ########### 乳類販売業
堺食衛第19011316号セブン‐イレブン堺大町西３丁店堺区大町西３丁１‐２２ 令和1年10月30日 令和1年12月1日 令和7年11月30日 楠本　誠一 ########### 食肉販売業
堺食衛第20010639号モンシェリー 堺区栄橋町１丁７‐３ 072-227-1275 令和2年6月16日 令和2年7月1日 令和8年6月30日 井上　富美子 ########### 飲食店営業
堺食衛第20010515号人来鳳　台湾酒家 堺区栄橋町１丁７‐３ 令和2年6月15日 令和2年6月15日 令和8年6月30日 山迫　綾香 ########### 飲食店営業
堺食衛第11476101号居酒屋　与太郎 北区北花田町１丁５２‐１ 平成27年10月20日 平成27年11月1日 令和3年10月31日 東條　龍一 ########### 飲食店営業
堺食衛第20012577号ローソンプラス堺新金岡店 北区蔵前町３丁５‐６８ 令和3年3月2日 令和3年4月1日 令和9年3月31日 寺田　毅 ########### 飲食店営業
堺食衛第19011655号トキワ 北区奥本町２丁１ 072-251-2300 令和1年12月23日 令和1年12月29日 令和7年12月28日 星原　克俊 ########### 飲食店営業
堺食衛第19012294号伊勢屋酒店 北区南花田町４７‐８ 072-251-4353 令和2年3月23日 令和2年4月1日 令和8年3月31日 長野　信興 ########### 飲食店営業
堺食衛第14351201号カラオケ　きっさ　ナイン 北区新金岡町５丁３‐１２５辻野ビル１Ｆ１０３ 平成27年11月11日 平成27年11月11日 令和3年11月30日 村岡　美恵 ########### 飲食店営業
堺食衛第14412101号手作りショップふあり 北区金岡町１２０２‐１８ 平成28年6月27日 平成28年6月27日 令和4年6月30日 大井　美恵子 ########### 飲食店営業
堺食衛第20011877号山海 北区金岡町１８１９‐２ メゾン金岡１０２号 072-287-2899 令和2年12月1日 令和2年12月1日 令和8年11月30日 榊󠄀原　建一 ########### 飲食店営業
堺食衛第17011968号和み場ａｒ　〇´ｓ（エンズ） 北区中百舌鳥町２丁２９９‐８ 平成30年1月29日 平成30年1月29日 令和6年1月31日 髙濵　竜郎 ########### 飲食店営業
堺食衛第19012088号つくねバカ一代 北区中百舌鳥町５丁７９５ 072-267-4390 令和2年3月2日 令和2年3月2日 令和8年3月31日 中村　知寿 ########### 飲食店営業
堺食衛第14410101号スナック　ＴＡＫＡＲＡ 北区中百舌鳥町５丁８０３‐３シュライク　シャチビル１０４Ａ号 平成28年6月13日 平成28年6月13日 令和4年6月30日 小谷　知子 ########### 飲食店営業
堺食衛第11086501号パブ・ラウンジ川 北区長曽根町４０８‐４ 平成28年5月31日 平成28年6月1日 令和4年5月31日 友利　芳枝 ########### 飲食店営業
堺食衛第20012917号カラオケ歌芳 北区百舌鳥赤畑町５丁３８６‐３ 令和3年3月31日 令和3年3月31日 令和9年3月31日 守井　芳子 ########### 飲食店営業
堺食衛第11269901号ロワール 北区北長尾町１丁１‐３ 平成27年7月31日 平成27年8月1日 令和3年7月31日 富田　博 ########### 飲食店営業
堺食衛第14480501号天婦羅　はたけ 北区中長尾町４丁４‐２０ 平成29年3月30日 平成29年3月30日 令和5年3月31日 畠中　健佑 ########### 飲食店営業
堺食衛第19011195号やよい軒　堺浜寺店 西区浜寺石津町西２丁８‐２ 072-280-5088 令和1年10月28日 令和1年10月28日 令和7年10月31日 松嶋　裕二 ########### 飲食店営業
堺食衛第20012325号ボナール 西区浜寺石津町西３丁１‐１６ 072-245-7703 令和3年2月8日 令和3年2月8日 令和9年2月28日 丸井　静子 ########### 飲食店営業
堺食衛第20010536号上海スナック　美玉 西区浜寺石津町西３丁４‐９サンシャイン石津２０３ 令和2年6月3日 令和2年6月3日 令和8年6月30日 岸本　愛 ########### 飲食店営業
堺食衛第17010499号ＦＲＥＥ 西区浜寺石津町西３丁４‐１２今中ビル２Ｆ 平成29年6月20日 平成29年6月20日 令和5年6月30日 坂口　顕也 ########### 飲食店営業
堺食衛第18011489号Ｄｉｎｉｎｇ＆Ｗｉｎｅ　Ｓｔｏｒｙ 西区浜寺石津町西３丁４‐１２石津今中ビル２０２ 平成30年12月3日 平成30年12月3日 令和6年12月28日 吉澤　泰司 ########### 飲食店営業
堺食衛第17010418号スナック　樹樹 西区浜寺石津町西３丁５‐１９ 平成29年6月5日 平成29年7月1日 令和5年6月30日 管波　桂子 ########### 飲食店営業
堺食衛第17011628号ローソン浜寺石津西４丁店 西区浜寺石津町西４丁１８‐５ 平成29年11月30日 平成29年12月29日 令和5年12月28日 高橋　正明 ########### 飲食店営業
堺食衛第11187201号みやこ 西区浜寺石津町東４丁３‐１２ 平成28年8月9日 平成28年9月1日 令和4年8月31日 楠　静 ########### 飲食店営業
堺食衛第11033201号どて 西区浜寺石津町東４丁３‐１３ 平成27年4月13日 平成27年5月1日 令和3年4月30日 坂口　明志 ########### 飲食店営業
堺食衛第11033202号坂口氷店 西区浜寺石津町東４丁３‐１３ 平成27年4月13日 平成27年5月1日 令和3年4月30日 坂口　明志 ########### 氷雪販売業
堺食衛第11283701号一球 西区浜寺船尾町東３丁３３９ 平成28年6月30日 平成28年7月1日 令和4年6月30日 森本　隆夫 ########### 飲食店営業
堺食衛第19010247号焼き菓子の店　郭公 西区浜寺船尾町西３丁２８４‐７ 072-263-0660 令和1年5月8日 令和1年6月1日 令和7年5月31日 赤城　嘉宣 ########### 飲食店営業
堺食衛第18010567号Ｔｉｍｅ 西区浜寺諏訪森町中２丁１８８‐２ 平成30年6月25日 平成30年8月1日 令和6年7月31日 辻　麻利子 ########### 飲食店営業
堺食衛第20011972号雷寿司 西区浜寺諏訪森町中３丁２６９ 令和2年12月23日 令和2年12月23日 令和3年6月22日 松本　守 ########### 飲食店営業（短期）
堺食衛第21013129号唐揚げのマコ 西区北条町１丁２８‐６ 令和3年6月30日 令和3年8月1日 令和9年7月31日 髙森　真 ########### 飲食店営業 からあげ
堺食衛第19011980号伊勢魚 西区上野芝向ヶ丘町１丁２‐１６ 072-278-0157 令和2年2月18日 令和2年3月1日 令和8年2月28日 濱田　智章 ########### 魚介類販売業
堺食衛第19011082号きっちん＋ふろんと 西区草部１０８５‐１３ 令和1年9月24日 令和1年10月1日 令和7年9月30日 中村　由樹子 ########### 飲食店営業
堺食衛第11926601号 西区津久野町１丁１‐６ 平成27年12月27日 平成27年12月28日 令和3年12月28日 山中　隆司 ########### 飲食店営業



堺食衛第17011104号伊勢魚 西区津久野町１丁３‐２ 平成29年8月31日 平成29年9月1日 令和5年8月31日 濱田　智章 ########### 魚介類販売業
堺食衛第14429801号Ｐａｉｎ　ｄｅ　Ｓｉｎｇｅ 西区津久野町１丁２２‐２２１Ｆ 平成28年9月2日 平成28年9月2日 令和4年9月30日 門田　充 ########### 菓子製造業
堺食衛第19012271号鶏屋　Ｗａｋａｍｅ　鳳店 西区鳳東町１丁５０‐２ 072-349-3008 令和2年3月23日 令和2年3月23日 令和8年3月31日 小田　祥久 ########### 飲食店営業
堺食衛第20012027号鶏屋　Ｗａｋａｍｅ　鳳店 西区鳳東町１丁５０‐２ 072-349-3008 令和3年1月8日 令和3年1月8日 令和9年1月31日 小田　祥久 ########### 食肉販売業
堺食衛第21014296号心海 西区鳳東町１丁６２ 令和3年10月5日 令和3年11月1日 令和9年10月31日 山口　一美 ########### 飲食店営業 居酒屋
堺食衛第14469601号Ｃａｆｆｅｔｔｅｒｉａ＆Ｂａｒ　Ａｎｄａｎｔｅ 西区鳳東町４丁４０８‐１ 平成29年3月7日 平成29年3月7日 令和5年3月31日 大矢　果紗子 ########### 飲食店営業
堺食衛第18010270号中華料理　貴楽２ 西区鳳東町６丁５８４‐２１ 平成30年5月10日 平成30年6月1日 令和6年5月31日 出田　倍達 ########### 飲食店営業
堺食衛第14370401号Ａｎ’ｚ 西区鳳東町６丁６４７‐２ 平成28年2月5日 平成28年2月5日 令和4年2月28日 森　由美子 ########### 飲食店営業
堺食衛第18010557号イザナミ 西区鳳南町４丁４２５ 平成30年6月25日 平成30年8月1日 令和6年7月31日 隅谷　勝博 ########### 飲食店営業
堺食衛第14293601号ｃａｆｅイザナミ 西区鳳南町４丁４２５ 平成27年4月2日 平成27年4月2日 令和3年4月30日 隅谷　文登 ########### アイスクリーム類製造業
堺食衛第11122101号ふぐかず 西区鳳中町２丁４８‐５ 平成28年9月20日 平成28年10月1日 令和4年9月30日 南浦　康也 ########### 飲食店営業
堺食衛第13665701号恋さん 西区下田町２７‐１ 平成27年8月31日 平成27年9月1日 令和3年8月31日 畠山　やす子 ########### 飲食店営業
堺食衛第20012895号ＰＯＰＯＫＩ　ＣＡＦＥ 中区大野芝町４４‐６ 令和3年4月5日 令和3年4月5日 令和9年4月30日 山野　幹人 ########### 飲食店営業
堺食衛第10831501号知覧 中区大野芝町２０４‐１８ 平成27年11月30日 平成27年12月1日 令和3年11月30日 境家　キミエ ########### 飲食店営業
堺食衛第12356401号食堂カフェ　コーヒー畑 中区深井東町３０１５ 平成27年12月24日 平成27年12月28日 令和3年12月28日 稲垣　徹 ########### 飲食店営業
堺食衛第19012034号居酒屋　わっちゃん 中区深井沢町３３３３ 072-249-9775 令和2年2月21日 令和2年4月1日 令和8年3月31日 綿谷　将 ########### 飲食店営業
堺食衛第13678901号パティスリー　アッシュ 中区深井沢町３３９５ フェリス深井１０１ 平成27年9月28日 平成27年10月1日 令和3年9月30日 田中　啓隆 ########### 菓子製造業
堺食衛第13678902号パティスリー　アッシュ 中区深井沢町３３９５ フェリス深井１０１ 平成28年7月19日 平成28年7月19日 令和4年7月31日 田中　啓隆 ########### 喫茶店営業
堺食衛第11083002号パティスリー　ド　タブロオ 中区深井水池町３１４７ 平成27年5月25日 平成27年6月1日 令和3年5月31日 ########### 飲食店営業
堺食衛第12448801号旬豊作　米家　ＫＯＭＥ・ＹＡ 中区深井水池町３１６４ カサグランデ１Ｆ 平成28年8月17日 平成28年9月1日 令和4年8月31日 谷口　敏彦 ########### 飲食店営業
堺食衛第17012554号ビッグベリーマン 中区平井２３９‐９ 平成30年4月2日 平成30年4月2日 令和6年4月30日 坂本　純一 ########### 飲食店営業
堺食衛第14441601号ありがとう 中区堀上町１０３３ サーティーワンビル２０２号 平成28年10月12日 平成28年10月12日 令和4年10月31日 小泉　政信 ########### 飲食店営業
堺食衛第19010723号にまるの弁当 中区八田北町５００‐６ 070-1786-0141 令和1年8月14日 令和1年8月14日 令和7年8月31日 二川　芳 ########### 飲食店営業
堺食衛第12396001号Ｃａｆｅ　ｍｙｕ　ｆａｒｍ 中区八田北町５９２‐１ 平成28年3月22日 平成28年4月1日 令和4年3月31日 上野　正貴 ########### 飲食店営業
堺食衛第19011774号ローソン堺八田西町店 中区八田西町２丁１７‐４７ 令和2年1月28日 令和2年1月28日 令和8年1月31日 辻脇　充 ########### 飲食店営業
堺食衛第19012048号ぱん工房　しほん 中区八田西町３丁２‐２ 072-205-8830 令和2年2月25日 令和2年3月1日 令和8年2月28日 坂口　利枝子 ########### 菓子製造業
堺食衛第11161401号マキ 中区八田西町３丁４‐９ 平成29年3月13日 平成29年4月1日 令和5年3月31日 多田　美津子 ########### 飲食店営業
堺食衛第20011413号川久 中区毛穴町１３２ 072-273-3111 令和2年10月5日 令和2年11月1日 令和8年10月31日 高岸　久子 ########### 飲食店営業
堺食衛第12303102号げんき作業所 中区深井中町１１９７‐１ 072-277-1802 平成28年10月7日 平成28年11月1日 令和4年10月31日 岡本　浩和 ########### 菓子製造業
堺食衛第20010258号Ｇ－ｊｙａ 中区深井清水町３９２４ 高森ビル３Ｆ３０２ 令和2年5月7日 令和2年5月7日 令和8年5月31日 岡﨑　奈々子 ########### 飲食店営業
堺食衛第18010414号樽こっこ 中区深井清水町４０２２ 深井アベニュー１Ｆ 平成30年5月31日 平成30年6月1日 令和6年5月31日 西井　恵美 ########### 飲食店営業
堺食衛第14423801号松毬（もんじゃ焼） 中区深井清水町４０３４‐３１Ｆ 平成28年8月3日 平成28年8月3日 令和4年8月31日 松岡　節子 ########### 飲食店営業
堺食衛第20012638号炭焼　Ｄｉｎｉｎｇ　ｎｅｎ 中区東八田３１８ 072-281-0280 令和3年3月9日 令和3年4月1日 令和9年3月31日 辻尾　裕樹 ########### 飲食店営業
堺食衛第19011057号セブン‐イレブン　堺小阪西店 中区小阪６５１‐２ 072-270-7010 令和1年9月27日 令和1年9月27日 令和7年9月30日 西　義博 ########### 飲食店営業
堺食衛第11179101号みこ 東区八下町２丁３５ 平成28年1月25日 平成28年2月1日 令和4年1月31日 柴田　真人 ########### 飲食店営業
堺食衛第12338701号居酒屋　かいゆう亭 東区白鷺町１丁６‐１１ 平成27年10月14日 平成27年11月1日 令和3年10月31日 山本　芳明 ########### 飲食店営業
堺食衛第17010597号さくらんぼ 東区白鷺町３丁２０‐１２ 平成29年7月3日 平成29年7月3日 令和5年7月31日 中野　幸一 ########### 飲食店営業
堺食衛第14415701号黑家 東区日置荘原寺町４９ 高橋マンション１０１号 平成28年7月7日 平成28年7月7日 令和4年7月31日 松本　亮二 ########### 飲食店営業
堺食衛第14470501号おごじょ 東区日置荘原寺町４７８‐８ 平成29年1月26日 平成29年1月26日 令和5年1月31日 岡田　宏至 ########### 飲食店営業
堺食衛第10769001号うえ田 東区日置荘西町１丁２１‐１７ 平成27年12月22日 平成27年12月28日 令和3年12月28日 植田　菅子 ########### 食肉販売業
堺食衛第18011859号ローソン日置荘西町一丁店 東区日置荘西町１丁４１‐２４ 平成31年2月12日 平成31年2月12日 令和7年2月28日 辻脇　充 ########### 飲食店営業
堺食衛第14486601号ローソン堺日置荘店 東区日置荘西町１丁１０３１‐２ 平成29年4月27日 平成29年4月27日 令和5年4月30日 辻脇　充 ########### 飲食店営業
堺食衛第17012266号ｓｎａｃｋ　夕美 東区丈六１７１‐２０ コーエイパレス北野田７階Ｃ号 平成30年3月20日 平成30年3月20日 令和6年3月31日 保木　直美 ########### 飲食店営業
堺食衛第19012298号トロワ 東区丈六１７１‐２０ コーエイパレス北野田３階３Ｃ号072-239-3131 令和2年3月24日 令和2年3月24日 令和8年3月31日 水谷　美津子 ########### 飲食店営業
堺食衛第11574701号若大将 東区北野田９１‐１０ 平成28年6月30日 平成28年7月1日 令和4年6月30日 林　明義 ########### 飲食店営業
堺食衛第14406301号パーラーマズルカ 東区北野田９１‐１０ 072-370-0785 平成28年6月2日 平成28年6月2日 令和4年6月30日 谷　和樹 ########### 飲食店営業
堺食衛第10959601号スナック　ラーク 東区北野田５５５‐１２ 平成27年6月30日 平成27年8月1日 令和3年7月31日 吉田　由美子 ########### 飲食店営業
堺食衛第13044801号鹿児島ラーメン　真琴 美原区大保２８１‐１ 平成27年7月31日 平成27年8月1日 令和3年7月31日 上久保　眞琴 ########### 飲食店営業
堺食衛第17010546号ｌｅ　ｔｉｒｏｉｒ 美原区小平尾７６１‐３ 平成29年7月3日 平成29年7月3日 令和5年7月31日 仙﨑　佳代 ########### 飲食店営業
堺食衛第13650801号平田製菓 美原区平尾２９６‐１３ 平成27年6月30日 平成27年7月1日 令和3年6月30日 平田　千英美 ########### 菓子製造業
堺食衛第13053001号不二屋うどん店 美原区北余部４０‐３０ 平成28年12月28日 平成28年12月29日 令和4年12月28日 品川　英文 ########### 麺類製造業
堺食衛第13003301号スナック　樹鶴 美原区北余部６１‐７ 平成28年2月26日 平成28年3月1日 令和4年2月28日 吉松　好子 ########### 飲食店営業
堺食衛第19012370号麺屋　銀次郎 南区深阪南１８２ 072-239-6022 令和2年3月31日 令和2年3月31日 令和8年3月31日 村上　剛 ########### 飲食店営業
堺食衛第14392501号フレンド 南区豊田９７４ 平成28年4月14日 平成28年4月14日 令和4年4月30日 荒井　高宏 ########### 飲食店営業
堺食衛第18011935号上神谷やきとり酒場　三番交差点南区豊田１１６８ 平成31年2月12日 平成31年3月1日 令和7年2月28日 岡所　誠 ########### 飲食店営業
堺食衛第17011973号ファミリーマート堺岩室 南区岩室９６‐１ 平成30年1月26日 平成30年1月26日 令和6年1月31日 藤田　裕司 ########### 菓子製造業
堺食衛第18011354号ファミリーマート堺岩室 南区岩室９６‐１ 平成30年10月24日 平成30年11月1日 令和6年10月31日 藤田　裕司 ########### 飲食店営業
堺食衛第18011355号ファミリーマート堺岩室 南区岩室９６‐１ 平成30年10月24日 平成30年11月1日 令和6年10月31日 藤田　裕司 ########### 乳類販売業
堺食衛第18011356号ファミリーマート堺岩室 南区岩室９６‐１ 平成30年10月24日 平成30年11月1日 令和6年10月31日 藤田　裕司 ########### 食肉販売業



堺食衛第18011357号ファミリーマート堺岩室 南区岩室９６‐１ 平成30年10月24日 平成30年11月1日 令和6年10月31日 藤田　裕司 ########### 魚介類販売業
堺食衛第18011379号満腹居酒屋　豊 南区岩室１０８‐２ 平成30年10月29日 平成30年12月1日 令和6年11月30日 本田　豊和 ########### 飲食店営業
堺食衛第13645101号ローソン岩室店 南区岩室１９０ 平成27年6月30日 平成27年7月1日 令和3年6月30日 寺田　正己 ########### 飲食店営業
堺食衛第12447601号喫茶　麻 南区槇塚台３丁２‐１０ 平成28年9月7日 平成28年10月1日 令和4年9月30日 大麻　光子 ########### 飲食店営業
堺食衛第14482001号ミニストップ堺片蔵店 南区片蔵１４４９‐２８６ 平成29年3月7日 平成29年3月7日 令和5年3月31日 芳村　剛 ########### 飲食店営業
堺食衛第14482005号ミニストップ堺片蔵店 南区片蔵１４４９‐２８６ 平成29年3月7日 平成29年3月7日 令和5年3月31日 芳村　剛 ########### アイスクリーム類製造業
堺食衛第13800801号たこ焼　虎 南区釜室１０２３‐１ 平成28年12月28日 平成28年12月29日 令和4年12月28日 昌山　真由美 ########### 飲食店営業
堺食衛第18012124号餃子の王将　栂美木多店 南区原山台２丁２‐１ 平成31年3月25日 平成31年3月25日 令和7年3月31日 髙橋　裕一郎 ########### 飲食店営業
堺食衛第18012051号居酒屋Ｋｉｔａｒｏ 南区野々井８２１‐１ 平成31年2月28日 平成31年3月1日 令和7年2月28日 中辻　宏 ########### 飲食店営業
堺食衛第19010074号アン・ルポ 堺市内一円 平成31年4月8日 平成31年4月8日 令和6年4月30日 岡崎　正明 ########### 菓子製造業（自動車）
堺食衛第19010075号アン・ルポ 堺市内一円 平成31年4月8日 平成31年4月8日 令和6年4月30日 岡崎　正明 ########### 喫茶店営業（自動車）
堺食衛第19010897号権蔵 堺市内一円 令和1年8月22日 令和1年8月22日 令和6年8月31日 谷口　誠乙 ########### 飲食店営業（自動車）
堺食衛第20012170号アイオライト 堺市内一円 令和3年1月18日 令和3年1月18日 令和8年1月31日 五十嵐　美那 ########### 飲食店営業（露店）
堺食衛第11386702号株式会社田中食品興業所 堺区遠里小野町２丁４‐２６ 平成27年6月29日 平成27年7月1日 令和3年6月30日 株式会社田中食品興業所期限切れ廃業 そうざい製造業
堺食衛第14373101号株式会社フレームワーク　浅香山工場堺区砂道町２丁３‐２２ 平成28年2月12日 平成28年2月12日 令和4年2月28日 株式会社フレームワーク期限切れ廃業 食肉処理業
堺食衛第13837601号堺精機製作所 堺区南清水町１丁３‐８ 平成28年3月23日 平成28年4月1日 令和3年3月31日 堺ヤクルト販売株式会社期限切れ廃業 乳類販売業（自動販売機）
堺食衛第13837301号介護サービス　愛の手 堺区香ヶ丘町４丁１‐２０ 平成28年3月23日 平成28年4月1日 令和3年3月31日 堺ヤクルト販売株式会社期限切れ廃業 乳類販売業（自動販売機）
堺食衛第14336801号水蓮 堺区田出井町４‐１ 平成27年9月14日 平成27年9月14日 令和3年9月30日 堺市葬祭事業協同組合期限切れ廃業 喫茶店営業
堺食衛第14321701号セントラルキッチン　ＢＩＧ　ＭＡＭＡ堺区中三国ヶ丘町３丁５‐１４ 平成27年7月27日 平成27年7月27日 令和3年7月31日 株式会社マーレ 期限切れ廃業 そうざい製造業
堺食衛第13635801号三国ヶ丘高等学校内食堂　お弁当の浜乃家堺区南三国ヶ丘町２丁２‐３６ 平成27年4月8日 平成27年5月1日 令和3年4月30日 株式会社お弁当の浜乃家期限切れ廃業 飲食店営業
堺食衛第14322301号ローソン堺向陵店 堺区向陵東町２丁１１‐８ 平成27年8月4日 平成27年8月4日 令和3年8月31日 有限会社アプローチ２１期限切れ廃業 飲食店営業
堺食衛第13837501号イケチュー三国ヶ丘店 堺区向陵西町１丁８‐２１ 平成28年3月23日 平成28年4月1日 令和3年3月31日 堺ヤクルト販売株式会社期限切れ廃業 乳類販売業（自動販売機）
堺食衛第14320501号大阪府立だいせん聴覚高等支援学校堺区大仙町１‐１ 平成27年8月3日 平成27年8月3日 令和3年8月31日 株式会社マルワ 期限切れ廃業 飲食店営業
堺食衛第12378402号廃業連絡等スーパー玉出堺東店堺区一条通９‐３０ 平成28年2月16日 平成28年3月1日 令和4年2月28日 株式会社関西ミール期限切れ廃業 食肉販売業
堺食衛第12378403号廃業連絡等スーパー玉出堺東店堺区一条通９‐３０ 平成28年2月16日 平成28年3月1日 令和4年2月28日 株式会社関西ミール期限切れ廃業 魚介類販売業
堺食衛第13860101号特養ホーム　グレース堺 堺区京町通１‐２１ 平成28年3月23日 平成28年4月1日 令和3年3月31日 堺ヤクルト販売株式会社期限切れ廃業 乳類販売業（自動販売機）
堺食衛第12398701号社会福祉法人　悠人会　幼保連携型認定こども園ベルキンダー堺区南安井町３丁１‐１ 平成28年3月3日 平成28年4月1日 令和4年3月31日 社会医療法人生長会期限切れ廃業 飲食店営業
堺食衛第14358501号ＰＯＰ　ＧＩＲＬ 堺区南花田口町１丁３‐１３ジョイント２ビル５階 平成27年12月7日 平成27年12月7日 令和3年12月28日 株式会社Ｋ－ＲＹＳＴＡＬ　ＳＣＥＮＥ期限切れ廃業 飲食店営業
堺食衛第13678201号堺東個室居酒屋　酒と和みと肉と野菜／暁‐あかつき‐堺区南花田口町２丁１‐１８新堺東ビルＢ１Ｆ 平成27年9月29日 平成27年10月1日 令和3年9月30日 アンドモワ株式会社 期限切れ廃業 飲食店営業
堺食衛第10936901号すたんど割烹　二葉 堺区北瓦町２丁１‐１７ 平成27年11月10日 平成27年12月1日 令和3年11月30日 有限会社二葉 期限切れ廃業 飲食店営業
堺食衛第14310501号堺東屋台　大喜丸 堺区北瓦町２丁１‐３１ 平成27年6月9日 平成27年6月9日 令和3年6月30日 光洋食品株式会社 期限切れ廃業 飲食店営業
堺食衛第12358901号サバ６製麺所　堺東店 堺区北瓦町２丁２‐１１ グレイスビル１Ｆ 平成27年12月7日 平成27年12月28日 令和3年12月28日 ジェイエフエフシステムズ株式会社期限切れ廃業 飲食店営業
堺食衛第14324401号大衆屋台酒場　まじめや 堺区北瓦町２丁３‐１１ 平成27年7月29日 平成27年7月29日 令和3年7月31日 株式会社コズミックダイナー期限切れ廃業 飲食店営業
堺食衛第13653801号桜めぐり／郷土宴座 堺区中瓦町２丁１‐３ ＴＥＫビル２Ｆ、３Ｆ 平成27年6月30日 平成27年7月1日 令和3年6月30日 アンドモワ株式会社 期限切れ廃業 飲食店営業
堺食衛第14359901号個室　肉処　黒べこ亭 堺区中瓦町２丁２‐２ １Ｆ 平成27年12月15日 平成27年12月15日 令和3年12月28日 株式会社アビディング期限切れ廃業 飲食店営業
堺食衛第14363301号とりかわ権兵衛　堺東店 堺区中瓦町２丁３‐２９ 瓦町ウエノビル２階072-275-9494 平成28年1月13日 平成28年1月13日 令和4年1月31日 株式会社ビロー 期限切れ廃業 飲食店営業
堺食衛第21010235号朝日会本院　厨房 堺区大仙中町２‐８ 令和3年5月12日 令和3年5月12日 令和3年6月30日 株式会社お弁当の浜乃家期限切れ廃業 飲食店営業（短期）
堺食衛第13635901号堺工科高等学校内食堂　お弁当の浜乃家堺区大仙中町１２‐１ 平成27年4月16日 平成27年5月1日 令和3年4月30日 株式会社お弁当の浜乃家期限切れ廃業 飲食店営業
堺食衛第13849701号緑化センター（堺市公園協会） 堺区東上野芝町１丁４‐３ 平成28年3月23日 平成28年4月1日 令和3年3月31日 堺ヤクルト販売株式会社期限切れ廃業 乳類販売業（自動販売機）
堺食衛第13850201号クボタ機械サービス 堺区旭ヶ丘南町１丁１‐２７ 平成28年3月23日 平成28年4月1日 令和3年3月31日 堺ヤクルト販売株式会社期限切れ廃業 乳類販売業（自動販売機）
堺食衛第14293101号カフェ　ユウの家 堺区旭ヶ丘中町４丁３‐１ 平成27年4月1日 平成27年4月1日 令和3年4月30日 社会福祉法人ユウの家期限切れ廃業 飲食店営業
堺食衛第13849901号相和油業　大仙営業所 堺区大仙西町６丁１６５ 平成28年3月23日 平成28年4月1日 令和3年3月31日 堺ヤクルト販売株式会社期限切れ廃業 乳類販売業（自動販売機）
堺食衛第13860401号全解連　堺支部事務所 堺区協和町４丁４４９ 平成28年3月23日 平成28年4月1日 令和3年3月31日 堺ヤクルト販売株式会社期限切れ廃業 乳類販売業（自動販売機）
堺食衛第13859501号山本商店 堺区協和町５丁４８１ 平成28年3月23日 平成28年4月1日 令和3年3月31日 堺ヤクルト販売株式会社期限切れ廃業 乳類販売業（自動販売機）
堺食衛第11687801号大醤株式会社 堺区石津北町２０ 072-243-0184 平成27年6月12日 平成27年7月1日 令和3年6月30日 大醤株式会社 期限切れ廃業 ソース類製造業
堺食衛第13840101号クボタ鉄工堺機械 堺区石津北町６４ 平成28年2月18日 平成28年4月1日 令和3年3月31日 株式会社アペックス西日本期限切れ廃業 喫茶店営業（自動販売機）
堺食衛第13858901号クボタ（Ｂ） 堺区石津北町６４ 平成28年3月23日 平成28年4月1日 令和3年3月31日 堺ヤクルト販売株式会社期限切れ廃業 乳類販売業（自動販売機）
堺食衛第13859601号クボタ 堺区石津北町６４ 平成28年3月23日 平成28年4月1日 令和3年3月31日 堺ヤクルト販売株式会社期限切れ廃業 乳類販売業（自動販売機）
堺食衛第13859701号クボタ堺製造所 堺区石津北町６４ 平成28年3月23日 平成28年4月1日 令和3年3月31日 堺ヤクルト販売株式会社期限切れ廃業 乳類販売業（自動販売機）
堺食衛第13865001号堀内機械労働組合 堺区老松町１丁３７ 平成28年3月23日 平成28年4月1日 令和3年3月31日 堺ヤクルト販売株式会社期限切れ廃業 乳類販売業（自動販売機）
堺食衛第14353502号おおはま障害者作業所 堺区東湊町５丁２７６ 072-241-1900 平成27年11月27日 平成27年11月27日 令和3年11月30日 社会福祉法人コスモス期限切れ廃業 そうざい製造業
堺食衛第14367801号堺山口病院 堺区東湊町６丁３８３ 平成28年1月21日 平成28年1月21日 令和4年1月31日 河内マルタマフーズ株式会社期限切れ廃業 飲食店営業
堺食衛第14318501号日鉄住金精鋼社員食堂 堺区出島西町１ 平成27年7月3日 平成27年7月3日 令和3年7月31日 新大阪食品産業株式会社期限切れ廃業 飲食店営業
堺食衛第14345801号堺市出島漁業協同組合 堺区出島西町１ 平成27年10月20日 平成27年10月20日 令和3年10月31日 堺市出島漁業協同組合期限切れ廃業 飲食店営業
堺食衛第14345802号堺市出島漁業協同組合 堺区出島西町１ 平成27年10月20日 平成27年10月20日 令和3年10月31日 堺市出島漁業協同組合期限切れ廃業 魚肉練り製品製造業
堺食衛第13862301号善明工業 堺区出島西町３‐２０ 平成28年3月23日 平成28年4月1日 令和3年3月31日 堺ヤクルト販売株式会社期限切れ廃業 乳類販売業（自動販売機）
堺食衛第13860001号万代　東湊店休憩室 堺区楠町１丁１‐１ 平成28年3月23日 平成28年4月1日 令和3年3月31日 堺ヤクルト販売株式会社期限切れ廃業 乳類販売業（自動販売機）
堺食衛第13862101号サンキュウビジネスサービス　新日鉄構内堺区築港八幡町１ 平成28年3月23日 平成28年4月1日 令和3年3月31日 堺ヤクルト販売株式会社期限切れ廃業 乳類販売業（自動販売機）
堺食衛第13861901号かんでんエンジニアリング　堺事業所堺区松屋大和川通２丁９５ 平成28年3月23日 平成28年4月1日 令和3年3月31日 堺ヤクルト販売株式会社期限切れ廃業 乳類販売業（自動販売機）



堺食衛第13862201号高速オフセット 堺区松屋大和川通３丁１３２ 平成28年3月23日 平成28年4月1日 令和3年3月31日 堺ヤクルト販売株式会社期限切れ廃業 乳類販売業（自動販売機）
堺食衛第14358301号まるたけラーメン 堺区鉄砲町１‐１ イオンモール堺鉄砲町３階 平成28年3月1日 平成28年3月1日 令和4年3月31日 株式会社松竹テクノ 期限切れ廃業 飲食店営業
堺食衛第14366501号おこめとかれぇ野菜研究室　Ｒｉｃｅ堺区鉄砲町１‐１ イオンモール堺鉄砲町３階 平成28年3月1日 平成28年3月1日 令和4年3月31日 株式会社笹川 期限切れ廃業 飲食店営業
堺食衛第14367001号健康美食　豆の花　イオンモール堺鉄砲町店堺区鉄砲町１‐１ イオンモール堺鉄砲町１階 平成28年2月29日 平成28年2月29日 令和4年2月28日 阪神ローレルフーズ株式会社期限切れ廃業 飲食店営業
堺食衛第14374601号銀だこキッチン 堺区鉄砲町１‐１ イオンモール堺鉄砲町１階 平成28年2月29日 平成28年2月29日 令和4年2月28日 株式会社ホットランド期限切れ廃業 飲食店営業
堺食衛第14376701号ＨＥＡＲＴ　ＢＲＥＡＤ　ＡＮＴＩＱＵＥ堺区鉄砲町１‐１ イオンモール堺鉄砲町１階072-275-6552 平成28年2月29日 平成28年2月29日 令和4年2月28日 株式会社オールハーツ・カンパニー期限切れ廃業 飲食店営業
堺食衛第14377401号 堺区鉄砲町１‐１ イオンモール堺鉄砲町３階 平成28年2月29日 平成28年2月29日 令和4年2月28日 株式会社吉兵衛 期限切れ廃業 飲食店営業
堺食衛第14379701号ちゃんぽん亭総本家　イオンモール堺鉄砲町店堺区鉄砲町１‐１ イオンモール堺鉄砲町３階 平成28年3月1日 平成28年3月1日 令和4年3月31日 ドリームフーズ株式会社期限切れ廃業 飲食店営業
堺食衛第13857901号万代　七道店休憩室 堺区三宝町１丁２７ 平成28年3月23日 平成28年4月1日 令和3年3月31日 堺ヤクルト販売株式会社期限切れ廃業 乳類販売業（自動販売機）
堺食衛第13695801号シュート 堺区三宝町１丁４２‐１ 平成27年11月30日 平成27年12月1日 令和3年11月30日 有限会社秀和産業 期限切れ廃業 喫茶店営業
堺食衛第14342501号堺グリーンホテル・イン 堺区三宝町４丁２４３‐２ 平成27年10月1日 平成27年10月1日 令和3年10月31日 合同会社堺グリーンホテル・イン期限切れ廃業 飲食店営業
堺食衛第13858201号サンキュウビジネスサービス株式会社さかい寮堺区三宝町６丁３２４ 平成28年3月23日 平成28年4月1日 令和3年3月31日 堺ヤクルト販売株式会社期限切れ廃業 乳類販売業（自動販売機）
堺食衛第13854901号堺工機 堺区七道西町４５ 平成28年3月23日 平成28年4月1日 令和3年3月31日 堺ヤクルト販売株式会社期限切れ廃業 乳類販売業（自動販売機）
堺食衛第11379401号株式会社小谷酒店 堺区柳之町西２丁２‐２２ 平成28年3月29日 平成28年4月1日 令和4年3月31日 株式会社小谷酒店 期限切れ廃業 飲食店営業
堺食衛第11155217号ポピアガーデン 堺区車之町西２丁１‐３０ 072-222-0131 平成27年9月10日 平成27年9月10日 令和3年9月30日 株式会社南海グリル期限切れ廃業 食肉販売業
堺食衛第13854701号ＮＴＴテルウェル堺　３Ｆ 堺区櫛屋町東１丁１０ 平成28年3月23日 平成28年4月1日 令和3年3月31日 堺ヤクルト販売株式会社期限切れ廃業 乳類販売業（自動販売機）
堺食衛第14373401号Ｇ－ＺＩＯＮ 堺区熊野町東１丁２‐１６アイリスビル２０１号 平成28年2月9日 平成28年2月9日 令和4年2月28日 株式会社Ｋ’ｓ 期限切れ廃業 飲食店営業
堺食衛第14368201号Ｂ－ＺＩＯＮ 堺区熊野町東２丁１‐１０米澤２ビル４Ｆ 平成28年1月22日 平成28年1月22日 令和4年1月31日 株式会社Ｋ’ｓ 期限切れ廃業 飲食店営業
堺食衛第12306701号鰻や竹うち本店 堺区市之町西３丁２‐１１ 平成27年6月30日 平成27年8月1日 令和3年7月31日 株式会社鰻や竹うち期限切れ廃業 飲食店営業
堺食衛第13855101号新洋海運 堺区甲斐町東１丁１‐１１ 平成28年3月23日 平成28年4月1日 令和3年3月31日 堺ヤクルト販売株式会社期限切れ廃業 乳類販売業（自動販売機）
堺食衛第11379501号株式会社小島屋 堺区宿院町東１丁１‐２３ 平成28年1月31日 平成28年2月1日 令和4年1月31日 株式会社小島屋 期限切れ廃業 飲食店営業
堺食衛第11180901号ミズタニ乳業株式会社 堺区中之町西１丁１‐２９ 平成27年4月30日 平成27年5月1日 令和3年4月30日 ミズタニ乳業株式会社期限切れ廃業 乳類販売業
堺食衛第11017402号ちく満 堺区宿院町西１丁１‐１６ 072-232-0093 平成28年2月16日 平成28年3月1日 令和4年2月28日 株式会社ちく満 期限切れ廃業 缶詰又は瓶詰食品製造業
堺食衛第14159002号Ａｂｏｕｌａｎｇｅｒｉｅ 堺区少林寺町東２丁１‐２１ 平成27年9月24日 平成27年9月24日 令和3年9月30日 株式会社Ａｐｌａｎｎｉｎｇ期限切れ廃業 菓子製造業
堺食衛第11574801号若竹給食株式会社 堺区少林寺町東２丁２‐１３ 平成27年12月4日 平成27年12月28日 令和3年12月28日 若竹給食株式会社 期限切れ廃業 飲食店営業
堺食衛第13860501号八宏会館 堺区南半町東１丁１‐１８ 平成28年3月23日 平成28年4月1日 令和3年3月31日 堺ヤクルト販売株式会社期限切れ廃業 乳類販売業（自動販売機）
堺食衛第13861101号岩崎　喬 堺区新在家町西４丁６‐１５ 平成28年3月23日 平成28年4月1日 令和3年3月31日 堺ヤクルト販売株式会社期限切れ廃業 乳類販売業（自動販売機）
堺食衛第14310601号ＬＩＦＥＤＥＬＩ　堺 堺区住吉橋町２丁１‐１２ 平成27年6月18日 平成27年6月18日 令和3年6月30日 株式会社ビオネスト 期限切れ廃業 飲食店営業
堺食衛第14436601号アミューズ堺店 堺区山本町２丁７０‐１ 平成28年9月8日 平成28年9月8日 令和3年9月30日 株式会社山久 期限切れ廃業 喫茶店営業（自動販売機）
堺食衛第14339204号ＫＯＨＹＯ堺店 堺区戎島町３丁２２‐１ 072-229-5040 平成27年10月20日 平成27年10月20日 令和3年10月31日 株式会社光洋 期限切れ廃業 飲食店営業
堺食衛第14339207号ＫＯＨＹＯ堺店 堺区戎島町３丁２２‐１ 072-229-5040 平成27年10月20日 平成27年10月20日 令和3年10月31日 株式会社光洋 期限切れ廃業 飲食店営業
堺食衛第14339209号ＫＯＨＹＯ堺店 堺区戎島町３丁２２‐１ 072-229-5040 平成27年10月20日 平成27年10月20日 令和3年10月31日 株式会社光洋 期限切れ廃業 喫茶店営業
堺食衛第13855301号リーガロイヤルホテル堺（総務）堺区戎島町４丁４５‐１ 平成28年3月23日 平成28年4月1日 令和3年3月31日 堺ヤクルト販売株式会社期限切れ廃業 乳類販売業（自動販売機）
堺食衛第13838601号川口エスポワールフードショップカワグチ北区常磐町３丁７‐２ 平成28年3月23日 平成28年4月1日 令和3年3月31日 堺ヤクルト販売株式会社期限切れ廃業 乳類販売業（自動販売機）
堺食衛第13698002号マクドナルド北花田店 北区北花田町２丁２１‐３ 平成27年12月9日 平成27年12月28日 令和3年12月28日 有限会社サクセスフーズ期限切れ廃業 アイスクリーム類製造業
堺食衛第14285501号焼肉　昇［しょう］ 北区北花田町４丁８９‐３６ 平成27年3月23日 平成27年3月23日 令和3年3月31日 株式会社サンライズ期限切れ廃業 飲食店営業
堺食衛第13838201号サンロード蔵前 北区蔵前町１２２６‐１ 平成28年3月23日 平成28年4月1日 令和3年3月31日 堺ヤクルト販売株式会社期限切れ廃業 乳類販売業（自動販売機）
堺食衛第14329501号ほっとＢＢステーション堺北花田店北区蔵前町２丁１７‐３３ 平成27年8月26日 平成27年8月26日 令和3年8月31日 株式会社第一関西 期限切れ廃業 飲食店営業
堺食衛第11709501号大泉緑地スポーツハウス付属食堂北区中村町７９９ 平成27年5月29日 平成27年6月1日 令和3年5月31日 一般財団法人大阪府公園協会期限切れ廃業 飲食店営業
堺食衛第13866401号大泉緑地冒険ランド売店 北区中村町９６０ 大泉緑地冒険ランド 平成28年4月19日 平成28年5月1日 令和3年4月30日 丸善食品株式会社 期限切れ廃業 飲食店営業（露店）
堺食衛第13843301号西川商工 北区八下北１‐５５ 平成28年3月23日 平成28年4月1日 令和3年3月31日 堺ヤクルト販売株式会社期限切れ廃業 乳類販売業（自動販売機）
堺食衛第11373601号株式会社魚正 北区新金岡町４丁１‐１１ 平成28年3月24日 平成28年4月1日 令和4年3月31日 株式会社魚正 期限切れ廃業 魚介類販売業
堺食衛第14297001号ザックモーター 北区金岡町２０７５‐１５ 平成27年4月13日 平成27年4月13日 令和3年4月30日 ジーエスエーツー株式会社期限切れ廃業 飲食店営業
堺食衛第11736701号中百舌鳥１号売店 北区中百舌鳥町２丁１９６ 平成27年4月13日 平成27年5月1日 令和3年4月30日 南海商事株式会社 期限切れ廃業 乳類販売業
堺食衛第13670303号株式会社サンプラザ中百舌鳥店北区中百舌鳥町３丁３５１‐１ 072-250-1880 平成27年8月19日 平成27年9月1日 令和3年8月31日 株式会社サンプラザ期限切れ廃業 菓子製造業
堺食衛第13670308号株式会社サンプラザ中百舌鳥店北区中百舌鳥町３丁３５１‐１ 072-250-1880 平成27年8月19日 平成27年9月1日 令和3年8月31日 株式会社サンプラザ期限切れ廃業 そうざい製造業
堺食衛第14288001号日清医療食品株式会社　植木病院事業所北区黒土町３００２‐５ 平成27年3月3日 平成27年3月3日 令和3年3月31日 日清医療食品株式会社期限切れ廃業 飲食店営業
堺食衛第13837801号地場振興センター（Ａ） 北区長曽根町１８３‐５ 平成28年3月23日 平成28年4月1日 令和3年3月31日 堺ヤクルト販売株式会社期限切れ廃業 乳類販売業（自動販売機）
堺食衛第13631301号大阪労災木の実寮 北区長曽根町１１７９‐３ 平成27年4月15日 平成27年5月1日 令和3年4月30日 株式会社日米クック 期限切れ廃業 飲食店営業
堺食衛第12294501号ラポーズ 北区長曽根町１５８５‐１ アソルティ１階 平成27年5月28日 平成27年6月1日 令和3年5月31日 有限会社橋野 期限切れ廃業 飲食店営業
堺食衛第13837701号ダイワ 北区長曽根町１６０７‐１ 平成28年3月23日 平成28年4月1日 令和3年3月31日 堺ヤクルト販売株式会社期限切れ廃業 乳類販売業（自動販売機）
堺食衛第12363601号株式会社美盛 北区長曽根町１６１７‐２ 平成27年12月27日 平成27年12月28日 令和3年12月28日 株式会社美盛 期限切れ廃業 清涼飲料水製造業
堺食衛第13267101号トイザラス堺店　２Ｆ 北区長曽根町１９２１ 平成28年3月23日 平成28年4月1日 令和3年3月31日 堺ヤクルト販売株式会社期限切れ廃業 乳類販売業（自動販売機）
堺食衛第13267401号トイザラス堺店 北区長曽根町１９２１ 平成28年3月23日 平成28年4月1日 令和3年3月31日 堺ヤクルト販売株式会社期限切れ廃業 乳類販売業（自動販売機）
堺食衛第13837901号トイザらス堺店従業員室 北区長曽根町１９２１ 平成28年3月23日 平成28年4月1日 令和3年3月31日 堺ヤクルト販売株式会社期限切れ廃業 乳類販売業（自動販売機）
堺食衛第13849301号特別養護老人ホーム　グリーンハウス北区百舌鳥本町３丁４３０ 平成28年3月23日 平成28年4月1日 令和3年3月31日 堺ヤクルト販売株式会社期限切れ廃業 乳類販売業（自動販売機）
堺食衛第13862701号カシハラ鉄鋼　臨海工場 西区築港新町２丁６‐３２ 平成28年3月23日 平成28年4月1日 令和3年3月31日 堺ヤクルト販売株式会社期限切れ廃業 乳類販売業（自動販売機）
堺食衛第13862801号堺ＬＮＧ株式会社 西区築港新町３丁１‐１０ 平成28年3月23日 平成28年4月1日 令和3年3月31日 堺ヤクルト販売株式会社期限切れ廃業 乳類販売業（自動販売機）
堺食衛第14306101号ＧＴＳ西濃運輸堺事業所 西区築港新町３丁１４‐２西濃運輸堺支店 平成27年5月22日 平成27年5月22日 令和3年5月31日 株式会社ゴチソー 期限切れ廃業 飲食店営業



堺食衛第14306102号ＧＴＳ西濃運輸堺事業所 西区築港新町３丁１４‐２西濃運輸堺支店 平成27年5月22日 平成27年5月22日 令和3年5月31日 株式会社ゴチソー 期限切れ廃業 菓子製造業
堺食衛第13862401号株式会社三昇板金工業所（トヨタテック大阪）西区石津西町７‐７ 平成28年3月23日 平成28年4月1日 令和3年3月31日 堺ヤクルト販売株式会社期限切れ廃業 乳類販売業（自動販売機）
堺食衛第13857401号ファイン　堺店 西区浜寺石津町西１丁１‐５ 平成28年3月23日 平成28年4月1日 令和3年3月31日 堺ヤクルト販売株式会社期限切れ廃業 乳類販売業（自動販売機）
堺食衛第13857101号メゾン・デ・サントネージュ石津川（外）西区浜寺石津町西２丁３０７‐１ 平成28年3月23日 平成28年4月1日 令和3年3月31日 堺ヤクルト販売株式会社期限切れ廃業 乳類販売業（自動販売機）
堺食衛第13861201号ナビタス 西区浜寺石津町東１丁５‐１５ 平成28年3月23日 平成28年4月1日 令和3年3月31日 堺ヤクルト販売株式会社期限切れ廃業 乳類販売業（自動販売機）
堺食衛第14335201号喫茶　ふじ 西区浜寺石津町東２丁３‐３７ 平成27年9月7日 平成27年9月7日 令和3年9月30日 富士建設株式会社 期限切れ廃業 飲食店営業
堺食衛第13863501号仲井軸受製作所 西区浜寺石津町東２丁４‐５ 平成28年3月23日 平成28年4月1日 令和3年3月31日 堺ヤクルト販売株式会社期限切れ廃業 乳類販売業（自動販売機）
堺食衛第13108104号株式会社コノミヤ浜寺石津店 西区浜寺石津町東４丁５‐５１ 平成27年7月24日 平成27年9月1日 令和3年8月31日 株式会社コノミヤ 期限切れ廃業 菓子製造業
堺食衛第13864601号スーパー銭湯ユーバス　堺浜寺店西区浜寺船尾町東１丁１０８ 平成28年3月23日 平成28年4月1日 令和3年3月31日 堺ヤクルト販売株式会社期限切れ廃業 乳類販売業（自動販売機）
堺食衛第13306001号楽園２ 西区浜寺船尾町東２丁１８０ 平成28年7月29日 平成28年8月1日 令和3年7月31日 関西三本コーヒー株式会社期限切れ廃業 喫茶店営業（自動販売機）
堺食衛第13864501号堺ヤクルト　駐車場前 西区浜寺船尾町東２丁２３７ 平成28年3月23日 平成28年4月1日 令和3年3月31日 堺ヤクルト販売株式会社期限切れ廃業 乳類販売業（自動販売機）
堺食衛第13864101号小西製作所 西区浜寺船尾町東２丁２５５ 平成28年3月23日 平成28年4月1日 令和3年3月31日 堺ヤクルト販売株式会社期限切れ廃業 乳類販売業（自動販売機）
堺食衛第13305901号楽園 西区浜寺船尾町東２丁２７２ 平成28年7月29日 平成28年8月1日 令和3年7月31日 関西三本コーヒー株式会社期限切れ廃業 喫茶店営業（自動販売機）
堺食衛第13864701号片山建設 西区浜寺船尾町西３丁２９１ 平成28年3月23日 平成28年4月1日 令和3年3月31日 堺ヤクルト販売株式会社期限切れ廃業 乳類販売業（自動販売機）
堺食衛第16010165号羽衣国際大学６Ｆ３５１０ 西区浜寺南町１丁８９‐１ 平成29年3月30日 平成29年4月1日 令和4年3月31日 株式会社ジャパンビバレッジホールディングス期限切れ廃業 喫茶店営業（自動販売機）
堺食衛第13269401号スーパーまるしん浜寺店 西区浜寺南町３丁３‐６ 平成28年3月28日 平成28年4月1日 令和3年3月31日 株式会社スターチェーン丸進期限切れ廃業 喫茶店営業（自動販売機）
堺食衛第13865101号浜寺中央病院 西区浜寺公園町１丁１５ 平成28年3月23日 平成28年4月1日 令和3年3月31日 堺ヤクルト販売株式会社期限切れ廃業 乳類販売業（自動販売機）
堺食衛第13865401号日興会館 西区浜寺諏訪森町中１丁１１１ 平成28年3月23日 平成28年4月1日 令和3年3月31日 堺ヤクルト販売株式会社期限切れ廃業 乳類販売業（自動販売機）
堺食衛第11331101号株式会社美乃や 西区浜寺諏訪森町中２丁１８０ 072-261-0407 平成27年6月12日 平成27年7月1日 令和3年6月30日 株式会社美乃や 期限切れ廃業 喫茶店営業
堺食衛第13846801号コジットロジスティクスセンター堺西区築港浜寺西町１０ 平成28年3月23日 平成28年4月1日 令和3年3月31日 堺ヤクルト販売株式会社期限切れ廃業 乳類販売業（自動販売機）
堺食衛第14328001号隠れ 西区北条町１丁１５‐２３ 平成27年8月11日 平成27年8月11日 令和3年8月31日 株式会社豚々 期限切れ廃業 飲食店営業
堺食衛第13845401号山元電気工事 西区草部８６８‐１ 平成28年3月23日 平成28年4月1日 令和3年3月31日 堺ヤクルト販売株式会社期限切れ廃業 乳類販売業（自動販売機）
堺食衛第14313001号あかつき幼稚園給食室 西区草部１６０１ 平成27年7月10日 平成27年7月10日 令和3年7月31日 株式会社松ちゃん給食期限切れ廃業 飲食店営業
堺食衛第13322601号協和化工株式会社・本社・２階通路西区菱木１丁２３４８‐１ 平成28年8月2日 平成28年9月1日 令和3年8月31日 株式会社アペックス西日本期限切れ廃業 喫茶店営業（自動販売機）
堺食衛第13865501号森口　久司 西区菱木４丁２７４６ 平成28年3月23日 平成28年4月1日 令和3年3月31日 堺ヤクルト販売株式会社期限切れ廃業 乳類販売業（自動販売機）
堺食衛第13846001号橋本　雅司 西区山田１丁１０９８‐２８ 平成28年3月23日 平成28年4月1日 令和3年3月31日 堺ヤクルト販売株式会社期限切れ廃業 乳類販売業（自動販売機）
堺食衛第13845601号レイク菱木 西区山田２丁２３‐１ 平成28年3月23日 平成28年4月1日 令和3年3月31日 堺ヤクルト販売株式会社期限切れ廃業 乳類販売業（自動販売機）
堺食衛第13853001号木村自動車販売 西区宮下町９‐１２ 平成28年3月23日 平成28年4月1日 令和3年3月31日 堺ヤクルト販売株式会社期限切れ廃業 乳類販売業（自動販売機）
堺食衛第13849001号池田病院 西区津久野町１丁４‐２５ 平成28年3月23日 平成28年4月1日 令和3年3月31日 堺ヤクルト販売株式会社期限切れ廃業 乳類販売業（自動販売機）
堺食衛第14329201号たからや 西区津久野町１丁５‐４ 平成27年8月17日 平成27年8月17日 令和3年8月31日 株式会社ティ・ロード期限切れ廃業 飲食店営業
堺食衛第13850101号阪和鳳自動車工業専門学校２Ｆ西区鶴田町３０‐３ 平成28年3月23日 平成28年4月1日 令和3年3月31日 堺ヤクルト販売株式会社期限切れ廃業 乳類販売業（自動販売機）
堺食衛第11093801号株式会社鳳魚末 西区鳳東町３丁２６５ 平成27年7月30日 平成27年8月1日 令和3年7月31日 株式会社鳳魚末 期限切れ廃業 魚介類販売業
堺食衛第13627501号株式会社丸五畜産 西区鳳東町３丁２６５ 平成27年3月19日 平成27年4月1日 令和3年3月31日 株式会社丸五畜産 期限切れ廃業 食肉販売業
堺食衛第11912601号珈琲院　松本 西区鳳東町７丁７３３ 平成27年12月10日 平成27年12月28日 令和3年12月28日 赤坂株式会社 期限切れ廃業 飲食店営業
堺食衛第14330501号金のとりから　堺おおとり店 西区鳳南町３丁１７５‐１０ 平成27年8月26日 平成27年8月26日 令和3年8月31日 咲花合同会社 期限切れ廃業 飲食店営業
堺食衛第14383501号株式会社イトーヨーカ堂　イトーヨーカ堂アリオ鳳店　３階従業員食堂（ＣＣＷ受託）西区鳳南町３丁１９９‐１２ 平成28年3月11日 平成28年3月11日 令和3年3月31日 株式会社アペックス西日本期限切れ廃業 喫茶店営業（自動販売機）
堺食衛第13863901号積和建設阪和株式会社 西区鳳西町１丁８４‐３ 平成28年3月23日 平成28年4月1日 令和3年3月31日 堺ヤクルト販売株式会社期限切れ廃業 乳類販売業（自動販売機）
堺食衛第14364801号和　Ｋｉｔｃｈｅｎ　五四季 西区鳳西町２丁１７‐５ ２Ｆ 平成28年1月18日 平成28年1月18日 令和4年1月31日 高砂トレーディング株式会社期限切れ廃業 飲食店営業
堺食衛第13723701号菓子工房　桜 西区鳳西町２丁８５‐８ 平成28年3月31日 平成28年4月1日 令和4年3月31日 株式会社桜珈琲 期限切れ廃業 菓子製造業
堺食衛第13864301号優翠 西区鳳西町３丁８‐８ 平成28年3月23日 平成28年4月1日 令和3年3月31日 堺ヤクルト販売株式会社期限切れ廃業 乳類販売業（自動販売機）
堺食衛第13863201号岸交 西区鳳北町９丁４１ 平成28年3月23日 平成28年4月1日 令和3年3月31日 堺ヤクルト販売株式会社期限切れ廃業 乳類販売業（自動販売機）
堺食衛第14345001号グランライフさかい 中区新家町１‐１２ 平成27年10月14日 平成27年10月14日 令和3年10月31日 有限会社ミストラル 期限切れ廃業 飲食店営業
堺食衛第14289601号鉄板焼狭笑家もろこ　なかもず店中区新家町３４６‐１２ トーカン白鷺Ｂ棟 平成27年3月16日 平成27年3月16日 令和3年3月31日 株式会社ノンバーバル期限切れ廃業 飲食店営業
堺食衛第14287901号日清医療食品株式会社　邦和病院事業所中区新家町７００‐１ 平成27年3月20日 平成27年3月20日 令和3年3月31日 日清医療食品株式会社期限切れ廃業 飲食店営業
堺食衛第12334601号ローソン堺土塔町店 中区土塔町１９９１ 平成27年9月30日 平成27年10月1日 令和3年9月30日 株式会社新泉商事 期限切れ廃業 飲食店営業
堺食衛第13847501号白畑商店 中区深井東町３５３ 平成28年3月23日 平成28年4月1日 令和3年3月31日 堺ヤクルト販売株式会社期限切れ廃業 乳類販売業（自動販売機）
堺食衛第14303101号和楽 中区深井沢町３１４７‐１ 平成27年5月1日 平成27年5月1日 令和3年5月31日 株式会社和楽 期限切れ廃業 飲食店営業
堺食衛第14318201号和楽　ふたつめ 中区深井沢町３１５４ 春木マンション２０２ 平成27年7月6日 平成27年7月6日 令和3年7月31日 株式会社和楽 期限切れ廃業 飲食店営業
堺食衛第11041001号ドムドム深井店 中区深井沢町３２９０‐３ 平成27年8月18日 平成27年9月1日 令和3年8月31日 株式会社オレンジフードコート期限切れ廃業 飲食店営業
堺食衛第11041002号ドムドム深井店 中区深井沢町３２９０‐３ 平成27年8月18日 平成27年9月1日 令和3年8月31日 株式会社オレンジフードコート期限切れ廃業 アイスクリーム類製造業
堺食衛第13305801号ＳＬＯＴ　ＡＲＲＯＷ　深井店 中区深井沢町３３２０ 平成28年7月29日 平成28年8月1日 令和3年7月31日 関西三本珈琲株式会社期限切れ廃業 喫茶店営業（自動販売機）
堺食衛第13723201号Ｂａｒ　街のあかり 中区深井沢町３３４２ プラザＯＭ１Ｆ 平成28年2月25日 平成28年3月1日 令和4年2月28日 株式会社街のあかり期限切れ廃業 飲食店営業
堺食衛第13305701号ＨＹＰＥＲ　ＡＲＲＯＷ 中区深井沢町３３６５ 平成28年7月29日 平成28年8月1日 令和3年7月31日 関西三本コーヒー株式会社期限切れ廃業 喫茶店営業（自動販売機）
堺食衛第14365401号フランシーズ　工場 中区深井水池町３２１０ 平成28年1月14日 平成28年1月14日 令和4年1月31日 株式会社セルビスサービス期限切れ廃業 菓子製造業
堺食衛第11129103号花とお菓子の工房　フランシーズ中区深井水池町３２５４ 平成28年1月8日 平成28年2月1日 令和4年1月31日 株式会社セルビスサービス期限切れ廃業 飲食店営業
堺食衛第13196303号日本輸送サービス株式会社 中区陶器北９３‐１ 平成27年10月31日 平成27年11月1日 令和3年10月31日 日本輸送サービス株式会社期限切れ廃業 食肉処理業
堺食衛第13845201号Ｍ・Ｋテック 中区陶器北９３‐２ 平成28年3月23日 平成28年4月1日 令和3年3月31日 堺ヤクルト販売株式会社期限切れ廃業 乳類販売業（自動販売機）
堺食衛第14372301号うまいか本舗　あいあい 中区陶器北２４１‐１ 平成28年2月18日 平成28年2月18日 令和4年2月28日 株式会社ジューク．ＭＪＫ期限切れ廃業 飲食店営業
堺食衛第13845101号Ｋ’ＺＯＮＥ　休憩室 中区陶器北１６８６‐１ 平成28年3月23日 平成28年4月1日 令和3年3月31日 堺ヤクルト販売株式会社期限切れ廃業 乳類販売業（自動販売機）



堺食衛第13847801号Ｋ　ＺＯＮＥ（Ａ） 中区陶器北１６８６‐１ 平成28年3月23日 平成28年4月1日 令和3年3月31日 堺ヤクルト販売株式会社期限切れ廃業 乳類販売業（自動販売機）
堺食衛第14301101号ベルマージュクイーン 中区陶器北１６８６‐１ 平成27年4月22日 平成27年4月22日 令和3年4月30日 株式会社レイメイ 期限切れ廃業 飲食店営業
堺食衛第13862901号谷工業株式会社 中区見野山４４ 平成28年3月23日 平成28年4月1日 令和3年3月31日 堺ヤクルト販売株式会社期限切れ廃業 乳類販売業（自動販売機）
堺食衛第11368801号株式会社ミツモト１Ｆ 中区見野山１１３‐４ 平成28年3月28日 平成28年5月1日 令和3年4月30日 株式会社アペックス西日本期限切れ廃業 喫茶店営業（自動販売機）
堺食衛第13861801号ケアハウスゆーとりあ 中区見野山１６４ 平成28年3月23日 平成28年4月1日 令和3年3月31日 堺ヤクルト販売株式会社期限切れ廃業 乳類販売業（自動販売機）
堺食衛第11324405号くら寿司株式会社深阪工場 中区深阪１丁２‐２ 平成27年5月18日 平成27年6月1日 令和3年5月31日 くら寿司株式会社 期限切れ廃業 そうざい製造業
堺食衛第13691302号パン工房カワ泉北深井店 中区堀上町３６‐１ 平成27年10月30日 平成27年11月1日 令和3年10月31日 株式会社カワ 期限切れ廃業 喫茶店営業
堺食衛第13725101号株式会社アプリア２階 中区堀上町１０４ 平成28年3月31日 平成28年4月1日 令和4年3月31日 株式会社アプリア 期限切れ廃業 菓子製造業
堺食衛第13846401号富士金属工業 中区毛穴町１６０‐１ 平成28年3月23日 平成28年4月1日 令和3年3月31日 堺ヤクルト販売株式会社期限切れ廃業 乳類販売業（自動販売機）
堺食衛第13846101号アルスコーポレーション 中区八田寺町４７６‐３ 平成28年3月23日 平成28年4月1日 令和3年3月31日 堺ヤクルト販売株式会社期限切れ廃業 乳類販売業（自動販売機）
堺食衛第13851601号アンジェリカノートルダム　従業員休憩室中区深井清水町１３５１‐３ 平成28年3月23日 平成28年4月1日 令和3年3月31日 堺ヤクルト販売株式会社期限切れ廃業 乳類販売業（自動販売機）
堺食衛第13734601号健康カフェ 中区深井清水町１４２６ 平成28年3月29日 平成28年4月1日 令和4年3月31日 株式会社ＪＴＢコミュニケーションデザイン期限切れ廃業 飲食店営業
堺食衛第14364501号岸水 中区小阪２７０ 平成28年1月6日 平成28年1月6日 令和4年1月31日 株式会社岸和田水産流通期限切れ廃業 魚介類販売業
堺食衛第14364502号岸水 中区小阪２７０ 平成28年1月6日 平成28年1月6日 令和4年1月31日 株式会社岸和田水産流通期限切れ廃業 飲食店営業
堺食衛第11868801号有限会社ウスイ 東区八下町１丁１４８ 平成27年4月6日 平成27年5月1日 令和3年4月30日 有限会社ウスイ 期限切れ廃業 食肉販売業
堺食衛第13843101号丸一鋼管 東区石原町２丁１２５ 平成28年3月23日 平成28年4月1日 令和3年3月31日 堺ヤクルト販売株式会社期限切れ廃業 乳類販売業（自動販売機）
堺食衛第14323301号ねぎ焼き　お好み焼き至福 東区白鷺町１丁２２‐１０ 平成27年7月24日 平成27年7月24日 令和3年7月31日 株式会社至福商事 期限切れ廃業 飲食店営業
堺食衛第13842401号サムシング初芝 東区日置荘北町５‐２ 平成28年3月23日 平成28年4月1日 令和3年3月31日 堺ヤクルト販売株式会社期限切れ廃業 乳類販売業（自動販売機）
堺食衛第13842301号高善株式会社 東区日置荘原寺町５０‐２ 平成28年3月23日 平成28年4月1日 令和3年3月31日 堺ヤクルト販売株式会社期限切れ廃業 乳類販売業（自動販売機）
堺食衛第13267301号堺市役所　東支所 東区日置荘原寺町１９５‐１ 平成28年3月23日 平成28年4月1日 令和3年3月31日 堺ヤクルト販売株式会社期限切れ廃業 乳類販売業（自動販売機）
堺食衛第13848301号ナカバヤシ　本社工場 東区野尻町２１８ 平成28年3月23日 平成28年4月1日 令和3年3月31日 堺ヤクルト販売株式会社期限切れ廃業 乳類販売業（自動販売機）
堺食衛第11325423号株式会社ダイエー北野田店 東区丈六１８３‐１８ 072-234-3811 平成28年2月29日 平成28年2月29日 令和4年2月28日 株式会社ダイエー 期限切れ廃業 そうざい製造業
堺食衛第14310401号立呑　焼とり　空海 東区北野田４４‐１２ 平成27年6月8日 平成27年6月8日 令和3年6月30日 株式会社ラダーズ・カンパニー期限切れ廃業 飲食店営業
堺食衛第14368301号頌徳会売店 東区北野田６３６ 平成28年1月26日 平成28年1月26日 令和4年1月31日 社会医療法人頌徳会期限切れ廃業 喫茶店営業
堺食衛第13846501号老人ホーム　おおみの 東区西野４２ 平成28年3月23日 平成28年4月1日 令和3年3月31日 堺ヤクルト販売株式会社期限切れ廃業 乳類販売業（自動販売機）
堺食衛第13848001号新屋敷産婦人科　新館 東区西野４６１‐１ 平成28年3月23日 平成28年4月1日 令和3年3月31日 堺ヤクルト販売株式会社期限切れ廃業 乳類販売業（自動販売機）
堺食衛第13031101号株式会社旭屋 美原区大保２２０ 平成28年1月31日 平成28年2月1日 令和4年1月31日 株式会社旭屋 期限切れ廃業 菓子製造業
堺食衛第13076005号株式会社オークワ　堺美原店（焼物）美原区黒山１４１‐１ 072-362-3941 平成27年11月9日 平成27年12月1日 令和3年11月30日 株式会社オークワ 期限切れ廃業 飲食店営業
堺食衛第13076006号株式会社オークワ　堺美原店（水産寿司）美原区黒山１４１‐１ 072-362-3941 平成27年11月9日 平成27年12月1日 令和3年11月30日 株式会社オークワ 期限切れ廃業 飲食店営業
堺食衛第13076008号株式会社オークワ　堺美原店（惣菜寿司）美原区黒山１４１‐１ 072-362-3941 平成27年11月9日 平成27年12月1日 令和3年11月30日 株式会社オークワ 期限切れ廃業 飲食店営業
堺食衛第13103002号アンゴリーノ　つつじ 美原区平尾６０‐１ 平成27年4月13日 平成27年4月13日 令和3年4月30日 社会福祉法人美原の郷福祉会期限切れ廃業 菓子製造業
堺食衛第13843501号美原荘　３Ｆ 美原区平尾５９５‐１ 平成28年3月23日 平成28年4月1日 令和3年3月31日 堺ヤクルト販売株式会社期限切れ廃業 乳類販売業（自動販売機）
堺食衛第13004701号ケセラ 美原区さつき野西１丁目２０‐３ 平成27年11月5日 平成27年12月1日 令和3年11月30日 株式会社イトマンスイミングスクール期限切れ廃業 飲食店営業
堺食衛第13839801号三和電子サーキット株式会社２Ｆ美原区木材通１丁目４‐５ 平成28年2月18日 平成28年4月1日 令和3年3月31日 株式会社アペックス西日本期限切れ廃業 喫茶店営業（自動販売機）
堺食衛第13876701号三和電子　４Ｆ食堂 美原区木材通１丁目４‐５ 平成28年4月28日 平成28年5月1日 令和3年4月30日 コカ・コーラボトラーズジャパン株式会社期限切れ廃業 乳類販売業（自動販売機）
堺食衛第13843201号紅中 美原区木材通１丁１３‐８ 平成28年3月23日 平成28年4月1日 令和3年3月31日 堺ヤクルト販売株式会社期限切れ廃業 乳類販売業（自動販売機）
堺食衛第13840001号株式会社鯉丸 美原区木材通４丁目１４‐５ 平成28年2月18日 平成28年4月1日 令和3年3月31日 株式会社アペックス西日本期限切れ廃業 喫茶店営業（自動販売機）
堺食衛第14402301号株式会社伸生　菅生工場 美原区木材通４丁目１５‐１５ 平成28年5月9日 平成28年5月9日 令和3年5月31日 西日本ビバレッジ株式会社期限切れ廃業 喫茶店営業（自動販売機）
堺食衛第13092304号株式会社　万代　美原店 美原区大饗１４５‐１ 072-369-0028 平成27年5月27日 平成27年5月27日 令和3年5月31日 株式会社万代 期限切れ廃業 喫茶店営業
堺食衛第13842601号久宝倉庫Ｃ 美原区小寺４１８ 平成28年3月23日 平成28年4月1日 令和3年3月31日 堺ヤクルト販売株式会社期限切れ廃業 乳類販売業（自動販売機）
堺食衛第13401905号株式会社コノミヤ　竹城台店 南区竹城台４丁１‐２ 平成27年8月10日 平成27年9月1日 令和3年8月31日 株式会社コノミヤ 期限切れ廃業 菓子製造業
堺食衛第13865601号辻鉱油株式会社セルフ泉北中央ＳＳ南区豊田１０９７‐１ 平成28年3月23日 平成28年4月1日 令和3年3月31日 堺ヤクルト販売株式会社期限切れ廃業 乳類販売業（自動販売機）
堺食衛第13266101号トイザラス泉北店 南区三原台１丁１‐１ 平成28年3月23日 平成28年4月1日 令和3年3月31日 堺ヤクルト販売株式会社期限切れ廃業 乳類販売業（自動販売機）
堺食衛第13858101号象印チェーンブロック株式会社南区岩室２‐１８０ 平成28年3月23日 平成28年4月1日 令和3年3月31日 堺ヤクルト販売株式会社期限切れ廃業 乳類販売業（自動販売機）
堺食衛第14401901号ジャックスポット２１ 南区岩室１０８‐１ 平成28年5月9日 平成28年5月9日 令和3年5月31日 西日本ビバレッジ株式会社期限切れ廃業 喫茶店営業（自動販売機）
堺食衛第13862501号狭山シニアハウス岩室（裏） 南区岩室１４３‐１ 平成28年3月23日 平成28年4月1日 令和3年3月31日 堺ヤクルト販売株式会社期限切れ廃業 乳類販売業（自動販売機）
堺食衛第13685002号麦の会　第三作業所 南区晴美台１丁３０‐２ 102 072-205-9903 平成27年10月31日 平成27年11月1日 令和3年10月31日 社会福祉法人麦の会期限切れ廃業 飲食店営業
堺食衛第11735001号チャイナ厨房じゅらく 南区茶山台１丁２‐３ 平成27年12月21日 平成27年12月28日 令和3年12月28日 有限会社泉北じゅらく期限切れ廃業 飲食店営業
堺食衛第13659901号ピザ・カリフォルニア泉北店 南区茶山台３丁２２‐２ 106 平成27年7月31日 平成27年8月1日 令和3年7月31日 株式会社ピーシーエス期限切れ廃業 飲食店営業
堺食衛第14346101号お菓子工房　まめの木 南区高倉台４丁２２‐８ 平成27年10月16日 平成27年10月16日 令和3年10月31日 有限会社まめの木 期限切れ廃業 菓子製造業
堺食衛第12278201号特別養護老人ホーム槇塚荘日清事業所南区逆瀬川１０３８‐２ 平成27年3月3日 平成27年4月1日 令和3年3月31日 日清医療食品株式会社期限切れ廃業 飲食店営業
堺食衛第13851301号堺市農業協同組合（新）農作物作業所Ｃ南区鉢ヶ峯寺２４０５‐１ 平成28年3月23日 平成28年4月1日 令和3年3月31日 堺ヤクルト販売株式会社期限切れ廃業 乳類販売業（自動販売機）
堺食衛第13851001号コスモス館　鉢ヶ峯営農組合 南区鉢ヶ峯寺２８６６ 平成28年3月23日 平成28年4月1日 令和3年3月31日 堺ヤクルト販売株式会社期限切れ廃業 乳類販売業（自動販売機）
堺食衛第13852501号松永青果 南区原山台４丁１７‐４ 平成28年3月23日 平成28年4月1日 令和3年3月31日 堺ヤクルト販売株式会社期限切れ廃業 乳類販売業（自動販売機）
堺食衛第14316201号関凧　Ｌａ　Ｒｏｌｌ 南区原山台５丁９‐８ クロスモールＡ館フードコート 平成27年6月29日 平成27年6月29日 令和3年6月30日 株式会社グローバルケア期限切れ廃業 飲食店営業
堺食衛第14385801号堺市立城山台小学校 南区城山台１丁２０‐１ 平成28年3月25日 平成28年3月25日 令和4年3月31日 株式会社ニチダン 期限切れ廃業 飲食店営業
堺食衛第13690801号和楽 南区鴨谷台２丁１‐３ 光明池アクトビル２Ｆ 平成27年10月31日 平成27年11月1日 令和3年10月31日 株式会社和楽 期限切れ廃業 飲食店営業
堺食衛第12282801号かきもと京茶園 南区鴨谷台２丁２‐１ サンピア１Ｆ 平成27年4月30日 平成27年5月1日 令和3年4月30日 有限会社カキモトコーポレーション期限切れ廃業 アイスクリーム類製造業
堺食衛第13853101号Ｈ＆Ｊ２１Ｃ 南区鴨谷台２丁２‐１ 平成28年3月23日 平成28年4月1日 令和3年3月31日 堺ヤクルト販売株式会社期限切れ廃業 乳類販売業（自動販売機）



堺食衛第13853301号Ｈ＆Ｊ２１Ｂ 南区鴨谷台２丁２‐１ 平成28年3月23日 平成28年4月1日 令和3年3月31日 堺ヤクルト販売株式会社期限切れ廃業 乳類販売業（自動販売機）
堺食衛第13853401号Ｈ＆Ｊ２１Ａ 南区鴨谷台２丁２‐１ 平成28年3月23日 平成28年4月1日 令和3年3月31日 堺ヤクルト販売株式会社期限切れ廃業 乳類販売業（自動販売機）
堺食衛第13873701号Ｈ　ａｎｄ　　２１ 南区鴨谷台２丁２‐１ 平成28年4月26日 平成28年5月1日 令和3年4月30日 西日本ビバレッジ株式会社期限切れ廃業 喫茶店営業（自動販売機）
堺食衛第12340601号第２せんぼく障害者作業所　パンダフル南区檜尾１６ 平成27年10月31日 平成27年11月1日 令和3年10月31日 社会福祉法人コスモス期限切れ廃業 菓子製造業
堺食衛第14022703号株式会社太陽一水 南区大庭寺６２２ 平成27年8月10日 平成27年8月10日 令和3年8月31日 株式会社太陽一水 期限切れ廃業 食肉販売業
堺食衛第14282801号産直牡蠣センター　泉北店 南区大庭寺７９９‐４ 平成27年3月10日 平成27年3月10日 令和3年3月31日 めっちゃ魚が好き株式会社期限切れ廃業 飲食店営業
堺食衛第13865901号ニュータイガース 南区野々井６８４‐５ 平成28年3月23日 平成28年4月1日 令和3年3月31日 堺ヤクルト販売株式会社期限切れ廃業 乳類販売業（自動販売機）
堺食衛第14298601号コルシカ　キッチン 南区野々井６８４‐５ 平成27年4月13日 平成27年4月13日 令和3年4月30日 有限会社ラ・コルス 期限切れ廃業 そうざい製造業
堺食衛第13836201号吉寿庵 堺市内一円 平成28年3月23日 平成28年4月1日 令和3年3月31日 株式会社ブルーカッター期限切れ廃業 菓子製造業（露店）
堺食衛第13877501号移動スーパー　もっず号 堺市内一円 平成28年5月11日 平成28年6月1日 令和3年5月31日 中百舌鳥駅前通商店街振興組合期限切れ廃業 魚介類販売業（自動車）
堺食衛第13877502号移動スーパー　もっず号 堺市内一円 平成28年5月11日 平成28年6月1日 令和3年5月31日 中百舌鳥駅前通商店街振興組合期限切れ廃業 食肉販売業（自動車）
堺食衛第13913201号京屋商事株式会社 堺市内一円 平成28年9月23日 平成28年10月1日 令和3年9月30日 京屋商事株式会社 期限切れ廃業 飲食店営業（露店）
堺食衛第13980201号天日塩らーめん　べらしお　福祉堺市内一円 平成29年3月21日 平成29年4月1日 令和4年3月31日 社会福祉法人ライフサポート協会期限切れ廃業 飲食店営業（自動車）
堺食衛第14391201号ｗｉｎｅｂａｒ　ｌｉｂｅｒｔａ 堺市内一円 平成28年4月20日 平成28年4月20日 令和3年4月30日 合同会社プレミア 期限切れ廃業 飲食店営業（露店）
堺食衛第14393601号神戸北野珈琲 堺市内一円 平成28年4月12日 平成28年4月12日 令和3年4月30日 有限会社ヴィ・ロード期限切れ廃業 飲食店営業（自動車）
堺食衛第14394701号ウオニ 堺市内一円 平成28年4月19日 平成28年4月19日 令和3年4月30日 魚二水産株式会社 期限切れ廃業 飲食店営業（自動車）
堺食衛第14395602号エースケータリング 堺市内一円 平成28年4月21日 平成28年4月21日 令和3年4月30日 株式会社エースケータリング期限切れ廃業 飲食店営業（自動車）
堺食衛第14395801号ＲＩＣＨ　ＭＡＮ 堺市内一円 平成28年4月21日 平成28年4月21日 令和3年4月30日 有限会社ＲＩＣＨ　ＷＥＳＴ期限切れ廃業 飲食店営業（露店）
堺食衛第14395802号リッチマン 堺市内一円 平成28年4月25日 平成28年4月25日 令和3年4月30日 有限会社ＲＩＣＨ　ＷＥＳＴ期限切れ廃業 飲食店営業（自動車）
堺食衛第14396801号エースケータリング 堺市内一円 平成28年4月25日 平成28年4月25日 令和3年4月30日 株式会社エースケータリング期限切れ廃業 飲食店営業（自動車）
堺食衛第14399701号ダイノジ食堂 堺市内一円 平成28年5月2日 平成28年5月2日 令和3年5月31日 株式会社ＯＮＥ 期限切れ廃業 飲食店営業（露店）
堺食衛第14400801号お好み焼　千房 堺市内一円 平成28年5月6日 平成28年5月6日 令和3年5月31日 千房ホールディングス株式会社期限切れ廃業 飲食店営業（露店）
堺食衛第14401101号かすうどん　龍の巣 堺市内一円 平成28年5月10日 平成28年5月10日 令和3年5月31日 有限会社龍ノ巣 期限切れ廃業 飲食店営業（露店）
堺食衛第14402101号なちゅらフーズ 堺市内一円 平成28年5月9日 平成28年5月9日 令和3年5月31日 株式会社なちゅらフーズ期限切れ廃業 飲食店営業（自動車）
堺食衛第14407201号わだ家 堺市内一円 平成28年5月26日 平成28年5月26日 令和3年5月31日 株式会社Ｎ　Ｅ　ＰＲＯＪＥＣＴ期限切れ廃業 飲食店営業（自動車）
堺食衛第14408101号ＴＷＯ　ＳＴＡＧＥ 堺市内一円 平成28年6月2日 平成28年6月2日 令和3年6月30日 株式会社ＴＷＯ　ＳＴＡＧＥ期限切れ廃業 飲食店営業（露店）
堺食衛第14416001号Ｃａｆｅ　ａｎｄ　Ｃａｐ　Ｂａｌｌ 堺市内一円 平成28年6月30日 平成28年6月30日 令和3年6月30日 株式会社アマザック 期限切れ廃業 飲食店営業（自動車）
堺食衛第14416002号Ｃａｆｅ　ａｎｄ　Ｃａｐ　Ｂａｌｌ 堺市内一円 平成28年6月30日 平成28年6月30日 令和3年6月30日 株式会社アマザック 期限切れ廃業 菓子製造業（自動車）
堺食衛第14419801号ＶＤ１号 堺市内一円 平成28年7月4日 平成28年7月4日 令和3年7月31日 株式会社ヴァリアス・ディメンションズ期限切れ廃業 飲食店営業（自動車）
堺食衛第14455602号あいあい傘 堺市内一円 平成28年11月22日 平成28年11月22日 令和3年11月30日 有限会社太田食品 期限切れ廃業 菓子製造業（露店）
堺食衛第14464601号ホープ号 堺市内一円 平成28年12月21日 平成28年12月21日 令和3年12月28日 株式会社ｈｏｐｌａｃｅ 期限切れ廃業 菓子製造業（自動車）
堺食衛第14467801号特撰うまいもの市 堺市内一円 平成29年1月6日 平成29年1月6日 令和4年1月31日 有限会社南風花食品期限切れ廃業 飲食店営業（露店）
堺食衛第21015021号茶寮　つぼ市製茶本舗 堺市内一円 令和3年12月2日 令和3年12月4日 令和3年12月4日 株式会社Ｃ・Ｈ・Ａ 期限切れ廃業 飲食店営業（露店）露店
堺食衛第21015114号ぎょうざ苑 堺市内一円 令和3年12月14日 令和3年12月25日 令和3年12月26日 株式会社勝力 期限切れ廃業 飲食店営業（露店）露店営業
堺食衛第14426701号Ｐルーツ　カジノ 堺区遠里小野町１丁３‐９４ 平成28年8月2日 平成28年8月2日 令和3年8月31日 株式会社アペックス西日本########### 喫茶店営業（自動販売機）
堺食衛第13100701号株式会社富惣 堺区遠里小野町３丁４‐１ 072-229-8800 平成29年3月31日 平成29年4月1日 令和5年3月31日 株式会社富惣 ########### そうざい製造業
堺食衛第13100702号株式会社富惣 堺区遠里小野町３丁４‐１ 072-229-8800 平成29年3月31日 平成29年4月1日 令和5年3月31日 株式会社富惣 ########### 飲食店営業
堺食衛第18010865号株式会社富惣 堺区遠里小野町３丁４‐１ 072-229-8800 平成30年8月7日 平成30年9月1日 令和6年8月31日 株式会社富惣 ########### 魚介類販売業
堺食衛第14341402号株式会社フジモト 堺区砂道町２丁３‐２３ 072-267-4428 平成28年4月21日 平成28年4月21日 令和4年4月30日 株式会社フジモト ########### 食品の冷凍又は冷蔵業
堺食衛第12082301号和田精工 堺区北庄町２丁３ 平成28年8月26日 平成28年9月1日 令和3年8月31日 株式会社ジャパンビバレッジホールディングス########### 喫茶店営業（自動販売機）
堺食衛第18010792号和田精工株式会社　堺　工場内（ＣＣＷ単受）堺区北庄町２丁３‐１１ 平成30年7月27日 平成30年7月27日 令和5年7月31日 株式会社アペックス西日本########### 喫茶店営業（自動販売機）
堺食衛第13938001号パチンコ　スーパーラスベガス 堺区香ヶ丘町１丁５‐４ 平成28年11月2日 平成28年12月1日 令和3年11月30日 株式会社アペックス西日本########### 喫茶店営業（自動販売機）
堺食衛第18010525号スーパー玉出　堺店 堺区東雲西町１丁４‐２３ 平成30年6月26日 平成30年6月26日 令和6年6月30日 株式会社日本フードセンター########### 飲食店営業
堺食衛第18010545号スーパー玉出　堺店 堺区東雲西町１丁４‐２３ 平成30年6月26日 平成30年6月26日 令和6年6月30日 株式会社フライフィッシュ########### 魚介類販売業
堺食衛第18010547号スーパー玉出　堺店 堺区東雲西町１丁４‐２３ 平成30年6月26日 平成30年6月26日 令和6年6月30日 株式会社フライフィッシュ########### 食肉販売業
堺食衛第18010549号スーパー玉出　堺店 堺区東雲西町１丁４‐２３ 平成30年6月26日 平成30年6月26日 令和6年6月30日 株式会社フライフィッシュ########### 飲食店営業
堺食衛第19011997号ポポ　ピアーチェ 堺区田出井町１‐１ ベルマージュ堺１Ｆ 072-224-2130 令和2年3月10日 令和2年3月10日 令和8年3月31日 株式会社ＴＵＮ物流 ########### 飲食店営業
堺食衛第14376401号０Ｈ３７８７　大阪 堺区今池町４丁４‐１２ 平成28年2月23日 平成28年2月23日 令和4年2月28日 グリーンホスピタリティフードマネジメント株式会社########### 飲食店営業
堺食衛第14376501号ＢＨ３７８７　大阪 堺区北三国ヶ丘町２丁４‐１ 平成28年2月23日 平成28年2月23日 令和4年2月28日 グリーンホスピタリティフードマネジメント株式会社########### 飲食店営業
堺食衛第10761601号イズミヤ株式会社百舌鳥店 堺区向陵東町３丁６‐１１イズミヤ百舌鳥店内 平成28年11月21日 平成28年12月1日 令和4年11月30日 イズミヤ株式会社 ########### 食肉販売業
堺食衛第10761602号イズミヤ株式会社百舌鳥店 堺区向陵東町３丁６‐１１イズミヤ百舌鳥店内 平成28年11月21日 平成28年12月1日 令和4年11月30日 イズミヤ株式会社 ########### 魚介類販売業
堺食衛第20011085号イズミヤ株式会社百舌鳥店 堺区向陵東町３丁６‐１１イズミヤ百舌鳥店内 令和2年8月12日 令和2年9月1日 令和8年8月31日 イズミヤ株式会社 ########### 飲食店営業
堺食衛第20011086号イズミヤ株式会社百舌鳥店 堺区向陵東町３丁６‐１１イズミヤ百舌鳥店内 令和2年8月12日 令和2年9月1日 令和8年8月31日 イズミヤ株式会社 ########### 菓子製造業
堺食衛第21012972号イズミヤ株式会社百舌鳥店 堺区向陵東町３丁６‐１１イズミヤ百舌鳥店内 令和3年6月22日 令和3年7月1日 令和9年6月30日 イズミヤ株式会社 ########### 飲食店営業 スーパーマーケット
堺食衛第21012973号イズミヤ株式会社百舌鳥店 堺区向陵東町３丁６‐１１イズミヤ百舌鳥店内 令和3年6月22日 令和3年7月1日 令和9年6月30日 イズミヤ株式会社 ########### 魚介類販売業スーパーマーケット
堺食衛第19011539号サンプラザ　三国ヶ丘向陵西店堺区向陵西町１丁８‐２１ 072-228-4154 令和1年12月4日 令和1年12月4日 令和7年12月28日 株式会社サンプラザ ########### 魚介類販売業
堺食衛第13389102号はや　総本店 堺区向陵西町４丁３‐３ 平成28年6月3日 平成28年6月3日 令和4年6月30日 有限会社Ｅテーブル ########### 食肉販売業
堺食衛第19010226号はや　総本店 堺区向陵西町４丁３‐３ 平成31年4月26日 令和1年5月1日 令和7年4月30日 有限会社Ｅテーブル ########### 飲食店営業
堺食衛第11375558号株式会社髙島屋大阪店堺販売部　２階菓子催しコーナー堺区三国ヶ丘御幸通５９ 072-238-1101 平成27年10月9日 平成27年11月1日 令和3年10月31日 株式会社髙島屋 ########### 飲食店営業



堺食衛第11375589号株式会社髙島屋大阪店堺販売部　２階食料品特設コーナー堺区三国ヶ丘御幸通５９ 072-238-1101 平成27年8月5日 平成27年8月5日 令和3年8月31日 株式会社髙島屋 ########### アイスクリーム類製造業
堺食衛第19011003号Ｂ１惣菜弁当共同厨房 堺区三国ヶ丘御幸通５９ 072-238-1101 令和1年9月10日 令和1年9月10日 令和7年9月30日 株式会社髙島屋 ########### 菓子製造業
堺食衛第14475501号街屋珈琲 堺区三国ヶ丘御幸通５９ 平成29年2月15日 平成29年2月15日 令和5年2月28日 株式会社レイメイ ########### 飲食店営業
堺食衛第20012634号サンプラザ　堺東駅前店 堺区三国ヶ丘御幸通１５４ジョルノビル地下１階072-221-4741 令和3年3月26日 令和3年3月26日 令和9年3月31日 株式会社サンプラザ ########### 魚介類販売業
堺食衛第18010743号大阪府立だいせん聴覚高等支援学校　給食室堺区大仙町１‐１ 平成30年8月1日 平成30年8月1日 令和6年7月31日 株式会社マルタマフーズ########### 飲食店営業
堺食衛第17011209号ふぐ秀 堺区御陵通５‐２ 平成29年9月26日 平成29年9月26日 令和5年9月30日 株式会社グッドマン・ダイニングＣＯ########### 飲食店営業
堺食衛第12477401号焼とりたろやん　翁橋店 堺区翁橋町１丁９‐２ スウィングプラザ翁橋１０１号 平成28年11月1日 平成28年12月1日 令和4年11月30日 有限会社たろやん ########### 飲食店営業
堺食衛第20011722号ベトナム食材専門店　３ＭＩＥＮ　ＭＡＲＴ－ＳＡＫＡＩ堺区北安井町１‐１０ ＬＨビル２０２号 令和2年11月25日 令和2年11月25日 令和8年11月30日 ＨＡＴＴＯＣＯ－日越商事株式会社########### 食肉販売業
堺食衛第20011723号ベトナム食材専門店　３ＭＩＥＮ　ＭＡＲＴ－ＳＡＫＡＩ堺区北安井町１‐１０ ＬＨビル２０２号 令和2年11月25日 令和2年11月25日 令和8年11月30日 ＨＡＴＴＯＣＯ－日越商事株式会社########### 魚介類販売業
堺食衛第19012015号株式会社ａｎｅｌｌｏ 堺区中安井町３丁４‐１０ 令和2年2月21日 令和2年2月21日 令和7年2月28日 株式会社ジャパンビバレッジホールディングス########### 飲食店営業（自動販売機）
堺食衛第13365201号株式会社ファルコバイオシステムズ　６Ｆ３４３９堺区中向陽町２丁３‐９ 平成29年1月30日 平成29年2月1日 令和4年1月31日 株式会社ジャパンビバレッジホールディングス########### 喫茶店営業（自動販売機）
堺食衛第18011802号フロレスタキッチン　コドモ 堺区南向陽町２丁３‐２６ 平成31年1月31日 平成31年1月31日 令和7年1月31日 株式会社フロレスタ ########### 飲食店営業
堺食衛第18011803号フロレスタキッチン　コドモ 堺区南向陽町２丁３‐２６ 平成31年1月31日 平成31年1月31日 令和7年1月31日 株式会社フロレスタ ########### 菓子製造業
堺食衛第13820901号たろやんの家 堺区南花田口町１丁１‐１８ 平成28年1月21日 平成28年2月1日 令和4年1月31日 有限会社たろやん ########### 飲食店営業
堺食衛第14414101号カラオケバスター堺東店　（７Ｆ）堺区中瓦町２丁３‐２９ 平成28年6月23日 平成28年6月23日 令和3年6月30日 株式会社ジャパンビバレッジホールディングス########### 喫茶店営業（自動販売機）
堺食衛第14414301号カラオケバスター堺東店　（８Ｆ）堺区中瓦町２丁３‐２９ 平成28年6月23日 平成28年6月23日 令和3年6月30日 株式会社ジャパンビバレッジホールディングス########### 喫茶店営業（自動販売機）
堺食衛第11539401号堺市役所高層館２１階　展望喫茶　ミ・エール堺区南瓦町３‐１ 堺市役所高層館２１Ｆ 平成29年3月14日 平成29年4月1日 令和5年3月31日 株式会社東テスティパル########### 飲食店営業
堺食衛第20012003号森のキッチン 堺区南瓦町３‐１ 堺市役所本館地下１階 令和2年12月23日 令和3年2月1日 令和9年1月31日 社会福祉法人コスモス########### 飲食店営業
堺食衛第20010811号和魂創彩　たろやん 堺区新町１‐７ ＳＡＫＡＩ東ビル１０２号072-222-7509 令和2年7月13日 令和2年7月13日 令和8年7月31日 有限会社たろやん ########### 飲食店営業
堺食衛第13763001号花と緑の交流館 堺区東上野芝町１丁４‐３ 平成28年6月8日 平成28年7月1日 令和4年6月30日 公益財団法人堺市公園協会########### 飲食店営業
堺食衛第18011427号百花 堺区旭ヶ丘北町１丁２‐１１第３和伸ビル１階 平成30年11月6日 平成30年12月1日 令和6年11月30日 特定非営利活動法人和輪ワールド########### 飲食店営業
堺食衛第18011988号喫茶ミキ 堺区旭ヶ丘北町１丁２‐１１第３和伸ビル１Ｆ 平成31年2月21日 平成31年3月1日 令和7年2月28日 特定非営利活動法人和輪ワールド########### 飲食店営業
堺食衛第12079101号クボタ堺五研４Ｆ　Ｂ－６１Ｆ西 堺区石津北町６４ 平成28年8月26日 平成28年9月1日 令和3年8月31日 株式会社ジャパンビバレッジホールディングス########### 喫茶店営業（自動販売機）
堺食衛第12080501号クボタ表事務所３Ｆ 堺区石津北町６４ 平成28年8月26日 平成28年9月1日 令和3年8月31日 株式会社ジャパンビバレッジホールディングス########### 喫茶店営業（自動販売機）
堺食衛第12080601号クボタ堺表事務所１Ｆ 堺区石津北町６４ 平成28年8月26日 平成28年9月1日 令和3年8月31日 株式会社ジャパンビバレッジホールディングス########### 喫茶店営業（自動販売機）
堺食衛第12082701号クボタ堺　寿 堺区石津北町６４ 平成28年8月26日 平成28年9月1日 令和3年8月31日 株式会社ジャパンビバレッジホールディングス########### 喫茶店営業（自動販売機）
堺食衛第12083701号クボタ堺焼入軸 堺区石津北町６４ 平成28年8月26日 平成28年9月1日 令和3年8月31日 株式会社ジャパンビバレッジホールディングス########### 喫茶店営業（自動販売機）
堺食衛第17012546号株式会社クボタ（Ｒ８１０３１） 堺区石津北町６４ 平成30年3月29日 平成30年4月1日 令和5年3月31日 株式会社ジャパンビバレッジホールディングス########### 喫茶店営業（自動販売機）
堺食衛第17010678号株式会社クボタ　堺製造所２３２（ＣＣＷ受託）堺区石津北町６４ 平成29年7月4日 平成29年8月1日 令和4年7月31日 株式会社アペックス西日本########### 喫茶店営業（自動販売機）
堺食衛第14455701号文左亭 堺区石津北町９０‐３ ホームセンターコーナン・フードコート内平成28年11月25日 平成28年11月25日 令和4年11月30日 カナディアングループ株式会社########### 飲食店営業
堺食衛第19011021号株式会社川喜 堺区老松町１丁１ 令和1年9月12日 令和1年10月1日 令和7年9月30日 株式会社川喜 ########### 魚介類販売業
堺食衛第19011022号株式会社川喜 堺区老松町１丁１ 令和1年9月12日 令和1年10月1日 令和7年9月30日 株式会社川喜 ########### 食品の冷凍又は冷蔵業
堺食衛第13941001号シマノＷウイング２Ｆ 堺区老松町３丁７７ 平成28年11月2日 平成28年12月1日 令和3年11月30日 株式会社アペックス西日本########### 喫茶店営業（自動販売機）
堺食衛第13941101号シマノＷウイング１Ｆ 堺区老松町３丁７７ 平成28年11月2日 平成28年12月1日 令和3年11月30日 株式会社アペックス西日本########### 喫茶店営業（自動販売機）
堺食衛第17010947号株式会社シマノ本社　ラック倉庫前（ＣＣＷ受託）堺区老松町３丁７７ 平成29年8月1日 平成29年9月1日 令和4年8月31日 株式会社アペックス西日本########### 喫茶店営業（自動販売機）
堺食衛第20011372号住宅型有料老人ホームけやきハウス２号館堺区昭和通２丁３６‐２ 令和2年10月2日 令和2年10月2日 令和8年10月31日 株式会社バイタルハウス########### 飲食店営業
堺食衛第11490601号近商ストア東湊店 堺区春日通１丁５ 072-247-3081 平成27年11月9日 平成27年12月1日 令和3年11月30日 株式会社近商ストア ########### 飲食店営業
堺食衛第13931101号医療法人　慈友会　堺山口病院　Ｂ１Ｆ堺区東湊町６‐３８３ 平成28年10月27日 平成28年11月1日 令和3年10月31日 株式会社ジャパンビバレッジホールディングス########### 喫茶店営業（自動販売機）
堺食衛第13931201号医療法人　慈友会　堺山口病院　２Ｆ堺区東湊町６‐３８３ 平成28年10月27日 平成28年11月1日 令和3年10月31日 株式会社ジャパンビバレッジホールディングス########### 喫茶店営業（自動販売機）
堺食衛第13931301号医療法人　慈友会　堺山口病院　１Ｆ堺区東湊町６‐３８３ 平成28年10月27日 平成28年11月1日 令和3年10月31日 株式会社ジャパンビバレッジホールディングス########### 喫茶店営業（自動販売機）
堺食衛第14382401号２５２９事業所 堺区東湊町１丁５９ 平成28年3月23日 平成28年3月23日 令和4年3月31日 一冨士フードサービス株式会社########### 飲食店営業
堺食衛第17010240号けやきハウス 堺区東湊町４丁２６５‐１ 平成29年5月9日 平成29年5月9日 令和5年5月31日 株式会社バイタルハウス########### 飲食店営業
堺食衛第13302801号臨海ホテル　６Ｆ３１７４ 堺区出島浜通６‐２ 平成28年7月27日 平成28年8月1日 令和3年7月31日 株式会社ジャパンビバレッジホールディングス########### 喫茶店営業（自動販売機）
堺食衛第20011963号ＨＬＴ　ＳＨＯＰ 堺区出島海岸通１丁５‐２101 令和2年12月18日 令和2年12月18日 令和8年12月28日 ＨＬＴ合同会社 ########### 飲食店営業
堺食衛第13718901号堺市立サッカー・ナショナルトレーニングセンター堺区築港八幡町１４５ 平成28年3月1日 平成28年4月1日 令和4年3月31日 株式会社ジャパンフットボールマーチャンダイズ########### 飲食店営業
堺食衛第14486301号日本伸銅株式会社　堺　２Ｆ食堂シースルー（ＣＣＷ単受）堺区南島町４丁１２ 平成29年3月16日 平成29年3月16日 令和4年3月31日 株式会社アペックス西日本########### 喫茶店営業（自動販売機）
堺食衛第14375017号イオンスタイル堺鉄砲町（バル）堺区鉄砲町１‐１ 072-221-0006 平成28年3月11日 平成28年3月11日 令和4年3月31日 イオンリテール株式会社########### 飲食店営業
堺食衛第14380301号ココプラス 堺区鉄砲町１‐１ イオンモール堺鉄砲町１階 平成28年2月29日 平成28年2月29日 令和4年2月28日 株式会社オオサカムセンデンキ########### 飲食店営業
堺食衛第20011661号ローソン七道駅前店 堺区三宝町１丁２１‐２ 令和2年11月2日 令和2年11月2日 令和8年11月30日 マルキ株式会社 ########### 飲食店営業
堺食衛第13885701号日本伸銅　堺浜工場　１Ｆ 堺区匠町２０‐１ 平成28年5月2日 平成28年6月1日 令和3年5月31日 株式会社アペックス西日本########### 喫茶店営業（自動販売機）
堺食衛第13885801号日本伸銅　堺浜工場　２Ｆ 堺区匠町２０‐１ 平成28年5月2日 平成28年6月1日 令和3年5月31日 株式会社アペックス西日本########### 喫茶店営業（自動販売機）
堺食衛第18010409号ＮＴＴ　堺ビル　食堂 堺区櫛屋町東１丁１‐１０ 平成30年5月31日 平成30年7月1日 令和6年6月30日 テルウェル西日本株式会社########### 飲食店営業
堺食衛第20010630号エンゼル　堺 堺区戎之町東２丁１‐２ ハーモニービル１Ａ 令和2年6月19日 令和2年6月19日 令和8年6月30日 合同会社なにわワークス########### 飲食店営業
堺食衛第20010626号ラウンジ　遊 堺区戎之町東２丁１‐７ 菅原ビル２０１ 072-222-0100 令和2年6月19日 令和2年6月19日 令和8年6月30日 株式会社ＡＣＵＴＥ ########### 飲食店営業
堺食衛第12146701号日本タバコ産業 堺区甲斐町西３丁１‐３０ 平成29年2月24日 平成29年3月1日 令和4年2月28日 株式会社ジャパンビバレッジホールディングス########### 喫茶店営業（自動販売機）
堺食衛第19012330号横河ソリューションサービス株式会社堺区市之町西３丁４‐１５ 令和2年3月26日 令和2年4月1日 令和7年3月31日 株式会社ジャパンビバレッジホールディングス########### 飲食店営業（自動販売機）
堺食衛第16010043号すずらん 堺区市之町東２丁１‐７ 平成29年3月29日 平成29年3月29日 令和5年3月31日 河内マルタマフーズ株式会社########### 飲食店営業
堺食衛第18010399号ワオッ　堺東店 堺区甲斐町東６丁１‐２８ 平成30年6月1日 平成30年6月1日 令和6年5月31日 イーストクオリティ株式会社########### 飲食店営業
堺食衛第18011190号株式会社アベルネット 堺区宿院町西４丁１‐６ 平成30年9月26日 平成30年9月26日 令和5年9月30日 株式会社ジャパンビバレッジホールディングス########### 喫茶店営業（自動販売機）



堺食衛第11906301号和食さと堺宿院店 堺区大町西１丁１‐１ 072-232-3611 平成27年11月4日 平成27年12月1日 令和3年11月30日 サトフードサービス株式会社########### 飲食店営業
堺食衛第14474801号大阪ベイプラザホテル　堺　１Ｆロビー（ＣＣＷ単受）堺区少林寺町西１丁１‐１ 平成29年2月8日 平成29年2月8日 令和4年2月28日 株式会社アペックス西日本########### 喫茶店営業（自動販売機）
堺食衛第19012050号木曽路　宿院店 堺区寺地町西１丁１‐５ 072-228-5001 令和2年2月25日 令和2年4月1日 令和8年3月31日 株式会社木曽路 ########### 飲食店営業
堺食衛第14426501号八宏会館 堺区南半町東１丁１‐１８ 平成28年8月2日 平成28年8月2日 令和3年8月31日 株式会社アペックス西日本########### 喫茶店営業（自動販売機）
堺食衛第17012536号株式会社ショーエイコーポレーション　６Ｆ３８６３堺区竜神橋町１丁１‐５ 平成30年3月29日 平成30年4月1日 令和5年3月31日 株式会社ジャパンビバレッジホールディングス########### 喫茶店営業（自動販売機）
堺食衛第18011397号南海バス株式会社　本社５Ｆ（ＣＣＷ受託）堺区竜神橋町１丁２‐１１ 平成30年10月30日 平成30年12月1日 令和5年11月30日 株式会社アペックス西日本########### 喫茶店営業（自動販売機）
堺食衛第13936801号株式会社創新　５Ｆ 堺区住吉橋町１丁１‐５ 平成28年11月2日 平成28年12月1日 令和3年11月30日 株式会社アペックス西日本########### 喫茶店営業（自動販売機）
堺食衛第19010246号堺っ子食堂 堺区大浜北町５丁７‐１ 令和1年5月8日 令和1年6月1日 令和7年5月31日 有限会社鮒鶴 ########### 飲食店営業
堺食衛第20012866号がっつり本舗　堺店 堺区大浜南町２丁８‐２１ 072-227-8806 令和3年3月29日 令和3年3月29日 令和9年3月31日 株式会社アサカ食品 ########### 飲食店営業
堺食衛第17010217号大和ハウス工業 堺区大浜西町７ 平成29年5月2日 平成29年6月1日 令和4年5月31日 株式会社アペックス西日本########### 喫茶店営業（自動販売機）
堺食衛第13696201号浅香工業株式会社 堺区海山町２丁１１７ 平成27年11月20日 平成27年12月1日 令和3年11月30日 株式会社お弁当の浜乃家########### 飲食店営業
堺食衛第17012529号イシイ株式会社（６Ｆ３７９０） 堺区海山町５丁２００‐１ 平成30年3月29日 平成30年4月1日 令和5年3月31日 株式会社ジャパンビバレッジホールディングス########### 喫茶店営業（自動販売機）
堺食衛第18011971号昭和電工株式会社　社員食堂堺区海山町６丁２２４ 平成31年2月26日 平成31年2月26日 令和7年2月28日 村上給食株式会社 ########### 飲食店営業
堺食衛第14400501号パチンコアミューズ　堺店（ＣＣＷＮ受）堺区山本町２丁７０‐１ 平成28年5月2日 平成28年5月2日 令和3年5月31日 株式会社アペックス西日本########### 喫茶店営業（自動販売機）
堺食衛第18011399号株式会社浅井乳業　事務所前（ＣＣＷ受託）堺区神南辺町３丁１０５‐１ 平成30年10月30日 平成30年12月1日 令和5年11月30日 株式会社アペックス西日本########### 喫茶店営業（自動販売機）
堺食衛第18010446号大日本明治製糖株式会社　堺事業所堺区神南辺町５丁１５２ 平成30年6月11日 平成30年6月11日 令和6年6月30日 大日本明治製糖株式会社########### 乳製品製造業
堺食衛第20012020号大日本明治製糖株式会社　堺事業所堺区神南辺町５丁１５２ 令和2年12月25日 令和2年12月29日 令和8年12月28日 大日本明治製糖株式会社########### 添加物製造業
堺食衛第20011571号株式会社ジャックス　堺支店 堺区戎島町３‐２２‐１ 令和2年10月27日 令和2年10月27日 令和7年10月31日 株式会社ジャパンビバレッジホールディングス########### 飲食店営業（自動販売機）
堺食衛第14190508号ライフ　堺駅前店（ベーカリー） 堺区戎島町２丁６２‐７ 平成28年3月23日 平成28年3月23日 令和4年3月31日 株式会社ライフコーポレーション########### 飲食店営業
堺食衛第19012151号ライフ　堺駅前店 堺区戎島町２丁６２‐７ 令和2年3月9日 令和2年4月1日 令和8年3月31日 株式会社ライフコーポレーション########### 菓子製造業
堺食衛第14437901号大阪港湾作業株式会社　堺　堺支店シースルー（ＣＣＷ単受）堺区築港南町１２ 平成28年9月13日 平成28年9月13日 令和3年9月30日 株式会社アペックス西日本########### 喫茶店営業（自動販売機）
堺食衛第19010339号フロレスタ北花田店 北区北花田町１丁５‐１ 森田ビル１Ｆ 令和1年6月4日 令和1年6月4日 令和7年6月30日 株式会社フロレスタ ########### 菓子製造業
堺食衛第19010340号フロレスタ北花田店 北区北花田町１丁５‐１ 森田ビル１Ｆ 令和1年6月4日 令和1年6月4日 令和7年6月30日 株式会社フロレスタ ########### 喫茶店営業
堺食衛第10815401号かごの屋北花田店 北区船堂町１丁１‐５ 072-250-1245 平成27年9月18日 平成27年10月1日 令和3年9月30日 株式会社ＫＲホールディングス########### 飲食店営業
堺食衛第13931601号レインボー金岡２Ｆエレベーター北区蔵前町１丁７‐１５ 平成28年10月4日 平成28年11月1日 令和3年10月31日 株式会社アペックス西日本########### 喫茶店営業（自動販売機）
堺食衛第13698102号マクドナルドイオンモール堺北花田店北区東浅香山町４丁１‐１２イオンモール堺北花田２階 平成27年12月2日 平成27年12月28日 令和3年12月28日 有限会社サクセスフーズ########### アイスクリーム類製造業
堺食衛第19011507号モスバーガー　イオンモール堺北花田店北区東浅香山町４丁１‐１２ 072-257-5570 令和1年11月22日 令和1年12月29日 令和7年12月28日 株式会社モスストアカンパニー########### 飲食店営業
堺食衛第19012074号江戸前天丼　濱乃屋 北区東浅香山町４丁１‐１２イオンモール堺北花田３Ｆ072-254-2590 令和2年2月27日 令和2年4月1日 令和8年3月31日 株式会社クリエイト・レストランツ・ホールディングス########### 飲食店営業
堺食衛第21013833号マンゴースターイオン堺北花田店北区東浅香山町４丁１‐１２ 令和3年9月15日 令和3年9月15日 令和9年9月30日 グラスビー合同会社 ########### 飲食店営業 テイクアウト
堺食衛第18010917号大起水産　街のみなと　まぐろパーク　堺本店　鮮魚コーナー北区中村町６０７‐１ 072-258-1002 平成30年8月22日 平成30年8月22日 令和6年8月31日 大起水産株式会社 ########### 魚介類販売業
堺食衛第18010918号大起水産　街のみなと　堺店 北区中村町６０７‐１ 072-258-1002 平成30年8月22日 平成30年8月22日 令和6年8月31日 大起水産株式会社 ########### 魚介類販売業
堺食衛第20011258号大起水産　街のみなと　堺店 北区中村町６０７‐１ 072-258-1002 令和2年9月10日 令和2年9月10日 令和8年9月30日 大起水産株式会社 ########### 飲食店営業
堺食衛第20012848号株式会社ダイコク大泉緑地店 北区中村町６２５‐１ 令和3年3月26日 令和3年4月1日 令和8年3月31日 株式会社ジャパンビバレッジホールディングス########### 喫茶店営業（自動販売機）
堺食衛第11161901号マクドナルドハンバーガー　金岡エブリー店北区新金岡町４丁１‐１１ 平成28年3月18日 平成28年4月1日 令和4年3月31日 有限会社吉川商事 ########### 飲食店営業
堺食衛第18011449号マクドナルドハンバーガー　金岡エブリー店北区新金岡町４丁１‐１１ 平成30年11月8日 平成30年12月1日 令和6年11月30日 有限会社吉川商事 ########### アイスクリーム類製造業
堺食衛第18010228号コナミスポーツクラブ新金岡４Ｆ（ＣＣＷ受託）北区新金岡町４丁１‐１１ 平成30年5月1日 平成30年6月1日 令和5年5月31日 株式会社アペックス西日本########### 喫茶店営業（自動販売機）
堺食衛第18011400号イオンリテール株式会社　イオン新金岡　４Ｆ従食（ＣＣＷ受託）北区新金岡町４丁１‐１１ 平成30年10月30日 平成30年10月30日 令和5年10月31日 株式会社アペックス西日本########### 喫茶店営業（自動販売機）
堺食衛第20010697号正風病院 北区新金岡町５丁１００４‐１ 令和2年6月23日 令和2年6月23日 令和7年6月30日 株式会社ジャパンビバレッジホールディングス########### 喫茶店営業（自動販売機）
堺食衛第12069101号ダイキン金岡第６工場　６Ｆ０００６北区金岡町１３０４ 平成28年6月23日 平成28年7月1日 令和3年6月30日 株式会社ジャパンビバレッジホールディングス########### 喫茶店営業（自動販売機）
堺食衛第19010718号ダイキン金岡　６Ｆ１９９８ 北区金岡町１３０４ 令和1年7月25日 令和1年8月1日 令和6年7月31日 株式会社ジャパンビバレッジホールディングス########### 喫茶店営業（自動販売機）
堺食衛第17012530号ダイキン金岡（Ｒ５８０４８） 北区金岡町１３０４ 平成30年3月29日 平成30年4月1日 令和5年3月31日 株式会社ジャパンビバレッジホールディングス########### 喫茶店営業（自動販売機）
堺食衛第17010948号株式会社コナミスポーツ＆ライフなかもず　２Ｆ休憩所（ＣＣＷ受託）北区金岡町１３８２ 平成29年8月1日 平成29年9月1日 令和4年8月31日 株式会社アペックス西日本########### 喫茶店営業（自動販売機）
堺食衛第18012315号アン 北区金岡町２７６０‐１ 平成31年3月28日 平成31年3月28日 令和7年3月31日 株式会社オージースポーツ########### 飲食店営業
堺食衛第19011761号ほっともっと堺金岡店 北区金岡町３０３３‐６ 072-258-3453 令和2年1月28日 令和2年1月28日 令和8年1月31日 株式会社プレナス ########### 飲食店営業
堺食衛第17011707号なないろ保育園 北区金岡町３０４２‐４ 平成29年12月8日 平成29年12月8日 令和5年12月28日 株式会社マルワ ########### 飲食店営業
堺食衛第13732701号Ｇ８３１ 北区中百舌鳥町２丁８３ キラリ８‐１ビル１０１ 平成28年4月27日 平成28年5月1日 令和4年4月30日 株式会社しぜんそざい########### 飲食店営業
堺食衛第19010584号ダイエーグルメシティ　中もず店（パフォンテ）北区中百舌鳥町３丁４２８‐２ 072-251-4147 令和1年7月8日 令和1年8月1日 令和7年7月31日 株式会社ダイエー ########### 菓子製造業
堺食衛第19010587号ダイエーグルメシティ　中もず店（惣菜）北区中百舌鳥町３丁４２８‐２ 072-251-4147 令和1年7月8日 令和1年8月1日 令和7年7月31日 株式会社ダイエー ########### 飲食店営業
堺食衛第18010530号スーパー玉出　中百舌鳥店 北区中百舌鳥町６丁９６４ 平成30年6月26日 平成30年6月26日 令和6年6月30日 株式会社日本フードセンター########### 飲食店営業
堺食衛第18010542号スーパー玉出　中百舌鳥店 北区中百舌鳥町６丁９６４ 平成30年6月26日 平成30年6月26日 令和6年6月30日 株式会社フライフィッシュ########### 魚介類販売業
堺食衛第18010544号スーパー玉出　中百舌鳥店 北区中百舌鳥町６丁９６４ 平成30年6月26日 平成30年6月26日 令和6年6月30日 株式会社フライフィッシュ########### 食肉販売業
堺食衛第12083601号医療法人　方佑会　植木病院 北区黒土町９０ 平成28年8月2日 平成28年9月1日 令和3年8月31日 株式会社アペックス西日本########### 喫茶店営業（自動販売機）
堺食衛第19011791号大阪労災病院　食堂 北区長曽根町１１７９‐３ 令和2年1月21日 令和2年2月1日 令和8年1月31日 株式会社オアシスＭＳＣ########### 飲食店営業
堺食衛第17012028号大阪労災病院 北区長曽根町１１７９‐３ 平成30年2月1日 平成30年3月1日 令和5年2月28日 株式会社アペックス西日本########### 喫茶店営業（自動販売機）
堺食衛第13843901号大阪労災病院　職員食堂 北区長曽根町１１７９‐３ 平成29年3月14日 平成29年4月1日 令和5年3月31日 株式会社東テスティパル########### 飲食店営業
堺食衛第18011752号ファミリーマート大阪労災病院店北区長曽根町１１７９‐３ 平成31年1月28日 平成31年1月28日 令和7年1月31日 株式会社オアシスＭＳＣ########### 飲食店営業
堺食衛第17012289号積水ハウス株式会社　大阪南支店　２Ｆ給湯室（ＣＣＷ単受）北区長曽根町３０４７‐１２ 平成30年3月9日 平成30年3月9日 令和5年3月31日 株式会社アペックス西日本########### 喫茶店営業（自動販売機）
堺食衛第14316301号軽の森　なかもず店 北区長曽根町３０８３‐１０ 平成27年6月29日 平成27年6月29日 令和3年6月30日 株式会社ヨシダオートサービス########### 飲食店営業
堺食衛第20011134号アトム中百舌鳥 北区長曽根町３０８７‐１７ 令和2年8月25日 令和2年8月25日 令和7年8月31日 株式会社ジャパンビバレッジホールディングス########### 喫茶店営業（自動販売機）



堺食衛第11906601号なべいち　百舌鳥店 北区百舌鳥梅北町３丁１１５‐１ 平成28年7月31日 平成28年8月1日 令和4年7月31日 サトフードサービス株式会社########### 飲食店営業
堺食衛第17011753号鳩タクシー株式会社・本社・軒下北区百舌鳥梅町１丁２２ 平成29年12月20日 平成30年2月1日 令和5年1月31日 株式会社アペックス西日本########### 喫茶店営業（自動販売機）
堺食衛第12364501号サイゼリヤ堺百舌鳥店 北区百舌鳥梅町２丁３‐１ 平成28年1月18日 平成28年2月1日 令和4年1月31日 株式会社サイゼリヤ ########### 飲食店営業
堺食衛第19010554号カフェ　ムーン 北区百舌鳥梅町３丁４４‐５ 令和1年7月2日 令和1年8月1日 令和7年7月31日 東口産業株式会社 ########### 飲食店営業
堺食衛第13914501号フジ住宅住宅情報ギャラリー２Ｆ北区百舌鳥梅町３丁６０‐１ 平成28年8月2日 平成28年9月1日 令和3年8月31日 株式会社アペックス西日本########### 喫茶店営業（自動販売機）
堺食衛第14327601号住宅情報ギャラリー堺店 北区百舌鳥梅町３丁６０‐１ 平成27年8月10日 平成27年8月10日 令和3年8月31日 フジ住宅株式会社 ########### 菓子製造業
堺食衛第19010478号関西電力百舌鳥単身寮 北区百舌鳥本町１丁１６‐２ 072-253-4112 令和1年6月24日 令和1年6月24日 令和7年6月30日 株式会社関電アメニックス########### 飲食店営業
堺食衛第20010865号とんかつ・洋食の店ＩＣＨＩＢＡＮ 北区百舌鳥赤畑町１丁２１‐１ 072-242-7556 令和2年7月22日 令和2年7月22日 令和8年7月31日 有限会社大阪フーズ ########### 飲食店営業
堺食衛第20010981号のみ処　ごえん 北区百舌鳥赤畑町４丁２５６ 令和2年8月6日 令和2年8月6日 令和8年8月31日 光友観光株式会社 ########### 飲食店営業
堺食衛第13939201号パチンコ　ゾーンズーク 北区北長尾町１丁７‐１ 平成28年11月2日 平成28年12月1日 令和3年11月30日 株式会社アペックス西日本########### 喫茶店営業（自動販売機）
堺食衛第18011707号金岡病院 北区中長尾町２丁４‐３ 平成30年12月26日 平成30年12月29日 令和5年12月28日 株式会社ジャパンビバレッジホールディングス########### 喫茶店営業（自動販売機）
堺食衛第17011647号吉川病院 北区東三国ヶ丘町４丁１‐２５ 平成29年11月29日 平成29年12月1日 令和4年11月30日 株式会社ジャパンビバレッジホールディングス########### 喫茶店営業（自動販売機）
堺食衛第13932501号オーナミ 西区築港新町１‐５ 平成28年10月4日 平成28年11月1日 令和3年10月31日 株式会社アペックス西日本########### 喫茶店営業（自動販売機）
堺食衛第17012542号クボタ松下電工外装（Ｒ７５６１０）西区築港新町１０ 平成30年3月29日 平成30年4月1日 令和5年3月31日 株式会社ジャパンビバレッジホールディングス########### 喫茶店営業（自動販売機）
堺食衛第13919901号日立造船休憩室Ｃ 西区築港新町１丁５ 平成28年8月30日 平成28年10月1日 令和3年9月30日 株式会社アペックス西日本########### 喫茶店営業（自動販売機）
堺食衛第13920101号日立造船休憩所Ａ 西区築港新町１丁５ 平成28年8月30日 平成28年10月1日 令和3年9月30日 株式会社アペックス西日本########### 喫茶店営業（自動販売機）
堺食衛第13920201号日立造船休憩Ｂ 西区築港新町１丁５ 平成28年8月30日 平成28年10月1日 令和3年9月30日 株式会社アペックス西日本########### 喫茶店営業（自動販売機）
堺食衛第17010185号Ｄ堺ＲＣ社員食堂 西区築港新町１丁５‐１４ 平成29年4月28日 平成29年5月1日 令和5年4月30日 株式会社ＬＥＯＣ ########### 飲食店営業
堺食衛第17011547号日本ゼネラルフード（０８００）事業所西区築港新町２丁４ 中外炉工業内食堂 平成29年11月10日 平成29年12月1日 令和5年11月30日 日本ゼネラルフード株式会社########### 飲食店営業
堺食衛第12082001号太陽工業 西区築港新町２丁６‐１４ 平成28年8月26日 平成28年9月1日 令和3年8月31日 株式会社ジャパンビバレッジホールディングス########### 喫茶店営業（自動販売機）
堺食衛第13909501号日本カラー工業株式会社 西区築港新町２丁７‐５ 平成28年8月2日 平成28年9月1日 令和3年8月31日 株式会社アペックス西日本########### 喫茶店営業（自動販売機）
堺食衛第17011800号宇部興産株式会社　６Ｆ３８１５西区築港新町３丁１ 平成29年12月26日 平成29年12月29日 令和4年12月28日 株式会社ジャパンビバレッジホールディングス########### 喫茶店営業（自動販売機）
堺食衛第17011796号宇部興産株式会社　６Ｆ３８１４西区築港新町３丁１ 平成29年12月26日 平成29年12月29日 令和4年12月28日 株式会社ジャパンビバレッジホールディングス########### 喫茶店営業（自動販売機）
堺食衛第17011792号宇部興産株式会社　６Ｆ３８１１西区築港新町３丁１ 平成29年12月26日 平成29年12月29日 令和4年12月28日 株式会社ジャパンビバレッジホールディングス########### 喫茶店営業（自動販売機）
堺食衛第17011794号宇部興産株式会社　６Ｆ３８１２西区築港新町３丁１ 平成29年12月26日 平成29年12月29日 令和4年12月28日 株式会社ジャパンビバレッジホールディングス########### 喫茶店営業（自動販売機）
堺食衛第12079501号クボタ臨海２Ｆ部品 西区築港新町３丁３ 平成28年8月26日 平成28年9月1日 令和3年8月31日 株式会社ジャパンビバレッジホールディングス########### 喫茶店営業（自動販売機）
堺食衛第12080701号クボタ臨海工場技術１Ｆ 西区築港新町３丁３ 平成28年8月26日 平成28年9月1日 令和3年8月31日 株式会社ジャパンビバレッジホールディングス########### 喫茶店営業（自動販売機）
堺食衛第13303001号マロックス 西区築港新町３丁３８ 平成28年7月27日 平成28年8月1日 令和3年7月31日 株式会社ジャパンビバレッジホールディングス########### 喫茶店営業（自動販売機）
堺食衛第19011593号株式会社太洋工作所　堺工場　新工場１Ｆ（ＣＣＷ受託）西区石津西町１１ 令和1年12月9日 令和1年12月29日 令和6年12月28日 株式会社アペックス西日本########### 喫茶店営業（自動販売機）
堺食衛第17010220号非破壊検査株式会社　堺営業所西区浜寺石津町西２丁２‐１２ 平成29年5月2日 平成29年6月1日 令和4年5月31日 株式会社アペックス西日本########### 喫茶店営業（自動販売機）
堺食衛第17012484号堺市立浜寺石津小学校 西区浜寺石津町中２丁３‐２８ 平成30年3月26日 平成30年3月26日 令和6年3月31日 株式会社ニチダン ########### 飲食店営業
堺食衛第17010352号炭火食彩の里　一休 西区浜寺石津町中３丁１５‐１９ 平成29年5月29日 平成29年5月29日 令和5年5月31日 株式会社利休丸フード########### 飲食店営業
堺食衛第18010424号千代田空調機器株式会社　石津工場　軒下（ＣＣＷ受託）西区浜寺石津町東１丁５１１ 平成30年6月1日 平成30年6月1日 令和5年5月31日 株式会社アペックス西日本########### 喫茶店営業（自動販売機）
堺食衛第19010889号デュランタ浜寺 西区浜寺石津町東４丁１２‐１９ 令和1年8月20日 令和1年9月1日 令和7年8月31日 柏原マルタマフーズ株式会社########### 飲食店営業
堺食衛第13919801号ヤマト運輸 西区浜寺船尾町東２丁２１７ 平成28年8月30日 平成28年10月1日 令和3年9月30日 株式会社アペックス西日本########### 喫茶店営業（自動販売機）
堺食衛第19012018号株式会社ダイコク　堺浜寺店 西区浜寺船尾町東４丁１９ 令和2年2月21日 令和2年3月1日 令和7年2月28日 株式会社ジャパンビバレッジホールディングス########### 喫茶店営業（自動販売機）
堺食衛第18010596号社会医療法人ペガサス馬場記念病院　リハビリテーション病棟　休憩室（ＣＣＷ単受）西区浜寺船尾町東４丁２４４ 平成30年6月27日 平成30年6月27日 令和5年6月30日 株式会社アペックス西日本########### 喫茶店営業（自動販売機）
堺食衛第13939701号オートバックス堺石津店（従食）西区浜寺船尾町西２丁３５６ 平成28年11月2日 平成28年12月1日 令和3年11月30日 株式会社アペックス西日本########### 喫茶店営業（自動販売機）
堺食衛第11891307号立花エンターテインメント・ワン株式会社（１Ｆ）西区浜寺船尾町西４丁４３２‐２ 072-261-7227 平成28年4月19日 平成28年5月1日 令和4年4月30日 立花エンターテインメント・ワン株式会社########### そうざい製造業
堺食衛第18012140号浜寺寮 西区浜寺船尾町西４丁５４７ 平成31年3月13日 平成31年4月1日 令和7年3月31日 株式会社あなぶき社宅サービス########### 飲食店営業
堺食衛第14450201号羽衣国際大学　堺　自販機コーナー（ＣＣＷ受託）西区浜寺南町１丁８９‐１ 平成28年11月2日 平成28年11月2日 令和3年11月30日 株式会社アペックス西日本########### 喫茶店営業（自動販売機）
堺食衛第19011488号レストハウス浜寺無料休憩所付属食堂西区浜寺公園町２丁 令和1年11月18日 令和1年12月1日 令和7年11月30日 一般財団法人大阪府公園協会########### 飲食店営業
堺食衛第20011058号諏訪ノ森駅旧駅舎 西区浜寺諏訪森町西２丁７８ 令和2年8月26日 令和2年8月26日 令和8年8月31日 特定非営利活動法人浜寺諏訪森を考える会########### 飲食店営業
堺食衛第17010218号住吉鋼管株式会社 西区築港浜寺西町３ 平成29年5月2日 平成29年6月1日 令和4年5月31日 株式会社アペックス西日本########### 喫茶店営業（自動販売機）
堺食衛第13901201号トーシンケミテック 西区築港浜寺西町１３ 平成28年6月28日 平成28年8月1日 令和3年7月31日 株式会社アペックス西日本########### 喫茶店営業（自動販売機）
堺食衛第13924001号トーシンケミテック株式会社 西区築港浜寺西町１３‐１３ 平成28年10月27日 平成28年11月1日 令和3年10月31日 株式会社ジャパンビバレッジホールディングス########### 乳類販売業（自動販売機）
堺食衛第19010135号かごの屋堺もず店 西区北条町１丁２４‐８ 072-276-6111 平成31年4月17日 令和1年5月1日 令和7年4月30日 株式会社ＫＲホールディングス########### 飲食店営業
堺食衛第20010644号かごの屋堺もず店 西区北条町１丁２４‐８ 072-276-6111 令和2年6月24日 令和2年6月24日 令和8年6月30日 株式会社ＫＲホールディングス########### 魚介類販売業
堺食衛第20010645号かごの屋堺もず店 西区北条町１丁２４‐８ 072-276-6111 令和2年6月24日 令和2年6月24日 令和8年6月30日 株式会社ＫＲホールディングス########### 食肉販売業
堺食衛第14437701号株式会社ビッグモーター　堺上野芝店　店内西区上野芝向ヶ丘町６丁１‐３４ 平成28年9月13日 平成28年9月13日 令和3年9月30日 株式会社アペックス西日本########### 喫茶店営業（自動販売機）
堺食衛第17012543号日本総合住生活　１階 西区上野芝向ヶ丘町６丁６‐４０ 平成30年3月29日 平成30年4月1日 令和5年3月31日 株式会社ジャパンビバレッジホールディングス########### 喫茶店営業（自動販売機）
堺食衛第19010204号日本総合住生活株式会社 西区上野芝向ヶ丘町６丁６‐４０ 平成31年4月25日 平成31年4月25日 令和6年4月30日 株式会社ジャパンビバレッジホールディングス########### 飲食店営業（自動販売機）
堺食衛第17010439号株式会社ライフコーポレーション福泉店従食（ＣＣＷ受託）西区上４４４‐１ 平成29年6月1日 平成29年7月1日 令和4年6月30日 株式会社アペックス西日本########### 喫茶店営業（自動販売機）
堺食衛第17011136号株式会社神戸屋　堺工場　事務棟２Ｆ西区草部５８８ 平成29年9月4日 平成29年10月1日 令和4年9月30日 株式会社アペックス西日本########### 喫茶店営業（自動販売機）
堺食衛第19010319号パルハウスくさべ 西区草部１４１７ 令和1年5月16日 令和1年5月16日 令和7年5月31日 株式会社テスティパル########### 飲食店営業
堺食衛第11831401号福泉高校（外） 西区太平寺３２３ 平成28年5月30日 平成28年6月1日 令和3年5月31日 株式会社ジャパンビバレッジホールディングス########### 喫茶店営業（自動販売機）
堺食衛第13939901号サンエー堺インター　従休 西区太平寺７１１‐１ 平成28年11月2日 平成28年12月1日 令和3年11月30日 株式会社アペックス西日本########### 喫茶店営業（自動販売機）
堺食衛第18010595号神鋼アルミ線材株式会社 西区菱木２１５３ 平成30年6月27日 平成30年7月1日 令和5年6月30日 株式会社ジャパンビバレッジホールディングス########### 乳類販売業（自動販売機）
堺食衛第17010946号光南鉄工株式会社　菱木　ＣＶＭ　（ＣＣＷ受託）西区菱木２丁２３８０‐１ 平成29年8月1日 平成29年9月1日 令和4年8月31日 株式会社アペックス西日本########### 喫茶店営業（自動販売機）



堺食衛第20011029号和風ダイニング　華 西区津久野町１丁１‐１ 令和2年8月11日 令和2年8月11日 令和8年8月31日 株式会社朋友会 ########### 飲食店営業
堺食衛第13966501号グルメシティ津久野店　３Ｆ従食西区津久野町１丁７‐１ 平成29年2月2日 平成29年3月1日 令和4年2月28日 株式会社アペックス西日本########### 喫茶店営業（自動販売機）
堺食衛第20010809号雨風醤油 西区津久野町３丁３２‐１１ 令和2年7月10日 令和2年8月1日 令和8年7月31日 株式会社雨風 ########### しょうゆ製造業
堺食衛第20012250号雨風醤油 西区津久野町３丁３２‐１１ 令和3年1月26日 令和3年3月1日 令和9年2月28日 株式会社雨風 ########### みそ製造業
堺食衛第17011301号株式会社マツモト 西区鳳東町６丁６２９ 平成29年10月13日 平成29年11月1日 令和5年10月31日 株式会社マツモト ########### そうざい製造業
堺食衛第18012072号株式会社マツモト 西区鳳東町６丁６２９ 平成31年3月4日 平成31年4月1日 令和7年3月31日 株式会社マツモト ########### 菓子製造業
堺食衛第19012164号株式会社イトーヨーカ堂　鳳店西区鳳南町３丁１９９‐１２ 072-274-4111 令和2年3月10日 令和2年4月1日 令和8年3月31日 株式会社イトーヨーカ堂########### 飲食店営業
堺食衛第20012744号イトーヨーカドー　アリオ鳳店 西区鳳南町３丁１９９‐１２ 072-274-4111 令和3年4月7日 令和3年4月7日 令和9年4月30日 株式会社イトーヨーカ堂########### 菓子製造業
堺食衛第17011866号㈱イトーヨーカ堂　アリオ鳳店　３Ｆ喫煙室内（ＣＣＷ単受）西区鳳南町３丁１９９‐１２ 平成30年1月15日 平成30年1月15日 令和5年1月31日 株式会社アペックス西日本########### 喫茶店営業（自動販売機）
堺食衛第12082501号日本ボールバルブ２Ｆ食堂 西区鳳南町５丁６５０ 平成28年8月26日 平成28年9月1日 令和3年8月31日 株式会社ジャパンビバレッジホールディングス########### 喫茶店営業（自動販売機）
堺食衛第13821901号総合食品エスイー株式会社　ファミリーフーズ堺営業所西区鳳南町５丁６９０ 平成29年1月26日 平成29年2月1日 令和5年1月31日 総合食品エスイー株式会社########### 食肉処理業
堺食衛第19011231号旬菜創作バイキング露菴堺おおとり店西区鳳西町１丁８７‐２ 072-260-4419 令和1年10月30日 令和1年10月30日 令和7年10月31日 株式会社ティー・アンド・ティー########### 飲食店営業
堺食衛第17011798号大阪物療専門学校　６Ｆ３８１８西区鳳北町３丁３６ 平成29年12月26日 平成29年12月29日 令和4年12月28日 株式会社ジャパンビバレッジホールディングス########### 喫茶店営業（自動販売機）
堺食衛第13703301号八苑　鳳店 西区鳳北町７丁１１７ 平成27年12月3日 平成27年12月28日 令和3年12月28日 株式会社かわべフードサービス########### 飲食店営業
堺食衛第20010363号八苑　鳳店 西区鳳北町７丁１１７ 令和2年5月22日 令和2年5月22日 令和8年5月31日 株式会社かわべフードサービス########### 食肉販売業
堺食衛第12393706号イトーヨーカ堂津久野店 西区下田町２０‐１ 072-266-7700 平成28年4月18日 平成28年5月1日 令和4年4月30日 株式会社イトーヨーカ堂########### 飲食店営業
堺食衛第17011108号株式会社商報 中区学園町２‐２０ 平成29年8月30日 平成29年9月1日 令和4年8月31日 株式会社ジャパンビバレッジホールディングス########### 喫茶店営業（自動販売機）
堺食衛第17010221号コノミヤ　中百舌鳥店 中区新家町１‐９ 平成29年5月2日 平成29年6月1日 令和4年5月31日 株式会社アペックス西日本########### 喫茶店営業（自動販売機）
堺食衛第17012066号味の四季彩 中区新家町１‐１９ コノミヤ中もず店内 平成30年2月13日 平成30年3月1日 令和6年2月29日 昭産商事株式会社 ########### 飲食店営業
堺食衛第18010172号ケーエスケー堺　６Ｆ３９５５ 中区新家町３０４‐３ 平成30年4月24日 平成30年5月1日 令和5年4月30日 株式会社ジャパンビバレッジホールディングス########### 喫茶店営業（自動販売機）
堺食衛第17011243号医療法人浩仁会　南堺病院　　１Ｆロビー中区大野芝町２９２ 平成29年9月26日 平成29年11月1日 令和4年10月31日 株式会社アペックス西日本########### 喫茶店営業（自動販売機）
堺食衛第12443101号医療法人大泉会　介護老人保健施設だいせん中区土塔町１５５‐１ 平成28年7月22日 平成28年9月1日 令和4年8月31日 柏原マルタマフーズ株式会社########### 飲食店営業
堺食衛第17011802号大阪府立東百舌鳥高等学校 中区土塔町２３７７‐５ 平成29年12月26日 平成29年12月29日 令和4年12月28日 株式会社ジャパンビバレッジホールディングス########### 乳類販売業（自動販売機）
堺食衛第19010199号日本郵便株式会社堺中支店 中区深井沢町２４７０‐２１ 平成31年4月25日 令和1年5月1日 令和6年4月30日 株式会社ジャパンビバレッジホールディングス########### 喫茶店営業（自動販売機）
堺食衛第19010644号Ｊｕｔ 中区深井沢町３１２９ 昌栄ビル１ＦＡ号室 令和1年7月22日 令和1年7月22日 令和7年7月31日 株式会社ＳＮ・ＪＡＰＡＮ########### 飲食店営業
堺食衛第21014739号花とお菓子の工房　フランシーズ中区深井水池町３２５４ 令和3年11月4日 令和3年12月1日 令和9年11月30日 株式会社セルビスサービス########### 菓子製造業 菓子卸
堺食衛第20011000号食品館アプロ　堺水池店（寿司・焼魚）中区深井水池町３４６５ 072-278-1222 令和2年8月14日 令和2年8月14日 令和8年8月31日 株式会社カノー ########### 飲食店営業
堺食衛第20012534号食品館アプロ　堺水池店 中区深井水池町３４６５ 072-278-1222 令和3年2月25日 令和3年4月1日 令和9年3月31日 株式会社カノー ########### 菓子製造業
堺食衛第21013268号食品館アプロ　堺水池店 中区深井水池町３４６５ 072-278-1222 令和3年7月13日 令和3年8月1日 令和9年7月31日 株式会社カノー ########### 飲食店営業 スーパー
堺食衛第21013269号食品館アプロ　堺水池店 中区深井水池町３４６５ 072-278-1222 令和3年7月13日 令和3年8月1日 令和9年7月31日 株式会社カノー ########### 魚介類販売業スーパー
堺食衛第21014514号食品館アプロ　堺水池店 中区深井水池町３４６５ 072-278-1222 令和3年10月28日 令和3年10月28日 令和9年10月31日 株式会社カノー ########### 食肉販売業 精肉（スーパーマーケット）
堺食衛第13925001号株式会社タマックス 中区福田３２５‐３ 平成28年10月27日 平成28年11月1日 令和3年10月31日 株式会社ジャパンビバレッジホールディングス########### 喫茶店営業（自動販売機）
堺食衛第17012475号株式会社ＳＹＣ 中区福田６３２‐１ 平成30年3月26日 平成30年5月1日 令和6年4月30日 株式会社アップケイズ########### 飲食店営業
堺食衛第20012267号株式会社スーパーツール 中区見野山１５８ 令和3年1月27日 令和3年3月1日 令和9年2月28日 株式会社アップケイズ########### 飲食店営業
堺食衛第13310501号イノマタ化学 中区上之２０４ 平成28年8月26日 平成28年9月1日 令和3年8月31日 株式会社ジャパンビバレッジホールディングス########### 喫茶店営業（自動販売機）
堺食衛第18010735号レガート堺東山 中区東山１７５‐３ 平成30年7月23日 平成30年8月1日 令和6年7月31日 河内マルタマフーズ株式会社########### 飲食店営業
堺食衛第12082901号丸本 中区東山３１４ 平成28年8月26日 平成28年9月1日 令和3年8月31日 株式会社ジャパンビバレッジホールディングス########### 喫茶店営業（自動販売機）
堺食衛第20010192号株式会社ヤマエ 中区深井畑山町２５８ 令和2年4月24日 令和2年5月1日 令和7年4月30日 株式会社ジャパンビバレッジホールディングス########### 飲食店営業（自動販売機）
堺食衛第13927501号コノミヤ深井店従食 中区八田北町４６２‐１ 平成28年10月4日 平成28年11月1日 令和3年10月31日 株式会社アペックス西日本########### 喫茶店営業（自動販売機）
堺食衛第14359801号パリクロアッサン深井店 中区八田北町４６２‐１ 平成27年12月14日 平成27年12月14日 令和3年12月28日 フジパンストアー株式会社########### 菓子製造業
堺食衛第18011980号ほっかほっか亭八田西店 中区八田西町２丁４‐１１ 平成31年2月28日 平成31年2月28日 令和7年2月28日 株式会社ハークスレイ########### 飲食店営業
堺食衛第21010325号ローソン　堺八田西町店 中区八田西町２丁１７‐４７ 令和3年6月2日 令和3年6月2日 令和9年6月30日 株式会社ローソン ########### 飲食店営業 コンビニエンスストア
堺食衛第14355101号グランドライフ堺 中区八田西町３丁７‐４６ 平成27年11月20日 平成27年11月20日 令和3年11月30日 河内マルタマフーズ株式会社########### 飲食店営業
堺食衛第20010696号Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅサンライズ泉北２号 中区毛穴町１０９‐１ 令和2年6月23日 令和2年6月23日 令和7年6月30日 株式会社ジャパンビバレッジホールディングス########### 飲食店営業（自動販売機）
堺食衛第20011582号阪和 中区毛穴町１４０１ 令和2年10月27日 令和2年10月27日 令和7年10月31日 株式会社ジャパンビバレッジホールディングス########### 喫茶店営業（自動販売機）
堺食衛第14426601号朝日新聞株式会社　大阪本社堺工場中区八田寺町５００‐５ 平成28年8月2日 平成28年8月2日 令和3年8月31日 株式会社アペックス西日本########### 喫茶店営業（自動販売機）
堺食衛第20010531号木曽路　堺店 中区深井北町５５７‐３ 072-281-3009 令和2年6月3日 令和2年7月1日 令和8年6月30日 株式会社木曽路 ########### 飲食店営業
堺食衛第11721702号炭火焼市場のて深井店 中区深井北町６３７‐２ 平成27年7月3日 平成27年7月3日 令和3年7月31日 株式会社ビースマイルプロジェクト########### 食肉販売業
堺食衛第20011704号炭火焼市場のて深井店 中区深井北町６３７‐２ 令和2年11月6日 令和2年12月1日 令和8年11月30日 株式会社ビースマイルプロジェクト########### 飲食店営業
堺食衛第18011144号株式会社万代堺土師店 中区深井北町３４６５ 072-281-2990 平成30年9月25日 平成30年11月1日 令和6年10月31日 株式会社万代 ########### 飲食店営業
堺食衛第19010479号関西電力向ヶ丘寮 中区深井中町１００２ 072-278-2061 令和1年6月24日 令和1年6月24日 令和7年6月30日 株式会社関電アメニックス########### 飲食店営業
堺食衛第17011716号株式会社ライフコーポレーション　深井店　イートイン（ＣＣＷ単受）中区深井清水町３２８３ 平成29年12月12日 平成29年12月12日 令和4年12月28日 株式会社アペックス西日本########### 喫茶店営業（自動販売機）
堺食衛第14360901号株式会社Ｏ．Ｓフーズ 中区深井清水町３５５３ 072-340-1734 平成27年12月15日 平成27年12月15日 令和3年12月28日 株式会社Ｏ．Ｓフーズ########### 食肉処理業
堺食衛第18011229号株式会社Ｏ．Ｓフーズ 中区深井清水町３５５３ 072-340-1734 平成30年10月2日 平成30年10月2日 令和6年10月31日 株式会社Ｏ．Ｓフーズ########### 食肉販売業
堺食衛第16010008号Ｃｌａｎ 中区深井清水町３７６９ 嶋原ビル　２Ｆ、３Ｆ 平成29年3月28日 平成29年3月28日 令和5年3月31日 株式会社ライクイット ########### 飲食店営業
堺食衛第18011607号ＢＡＲ　Ｄｉｃｅ 中区深井清水町３９２４ 高森ビル２０５ 平成30年12月20日 平成30年12月20日 令和6年12月28日 株式会社濱畑 ########### 飲食店営業
堺食衛第17011803号イズミヤ　泉北 中区小阪２７０ 平成29年12月26日 平成29年12月29日 令和4年12月28日 株式会社ジャパンビバレッジホールディングス########### 乳類販売業（自動販売機）
堺食衛第20012522号ファミリーマート堺八下町店 東区八下町２丁３２‐２ 072-240-1877 令和3年2月26日 令和3年2月26日 令和9年2月28日 株式会社ファミリーマート########### 飲食店営業
堺食衛第13891401号植田アルマイト 東区石原町１丁１０３ 平成28年5月30日 平成28年7月1日 令和3年6月30日 株式会社アペックス西日本########### 喫茶店営業（自動販売機）



堺食衛第13670408号株式会社サンプラザ白鷺店 東区白鷺町２丁３‐１ 072-286-2660 平成27年11月2日 平成27年11月2日 令和3年11月30日 株式会社サンプラザ ########### 飲食店営業
堺食衛第17010945号初芝スイミングスクール　堺　休憩所　（ＣＣＷ受託）東区日置荘西町２丁４０‐１ 平成29年8月1日 平成29年9月1日 令和4年8月31日 株式会社アペックス西日本########### 喫茶店営業（自動販売機）
堺食衛第13909201号ナカバヤシ　休憩室 東区野尻町２１８ 平成28年8月2日 平成28年9月1日 令和3年8月31日 株式会社アペックス西日本########### 喫茶店営業（自動販売機）
堺食衛第14458201号ダイエー北野田店 東区丈六１８３‐１８ 平成28年11月29日 平成28年11月29日 令和3年11月30日 株式会社ジャパンビバレッジホールディングス########### 飲食店営業（自動販売機）
堺食衛第18011553号株式会社万代北野田店 東区北野田８８０ 072-239-9201 平成30年11月28日 平成30年12月29日 令和6年12月28日 株式会社万代 ########### 飲食店営業
堺食衛第18012083号そば処　けん徳 東区北野田１０８４ ベルヒル北野田２Ｆ（２０６） 平成31年3月6日 平成31年4月1日 令和7年3月31日 株式会社ケントク ########### 飲食店営業
堺食衛第13941301号初芝中学校 東区西野１９４‐１ 平成28年11月2日 平成28年12月1日 令和3年11月30日 株式会社アペックス西日本########### 喫茶店営業（自動販売機）
堺食衛第19010493号デイサービス　マサノ 東区草尾１１６６‐２ 令和1年6月20日 令和1年7月1日 令和6年6月30日 株式会社ジャパンビバレッジホールディングス########### 喫茶店営業（自動販売機）
堺食衛第17012291号コカ・コーラボトラーズジャパン株式会社　美原営業所　１Ｆ（ＣＣＷ単受）美原区黒山８１ 平成30年3月9日 平成30年3月9日 令和5年3月31日 株式会社アペックス西日本########### 喫茶店営業（自動販売機）
堺食衛第17011988号株式会社川崎鈑金 美原区多治井２６５ 平成30年1月29日 平成30年2月1日 令和5年1月31日 株式会社ジャパンビバレッジホールディングス########### 喫茶店営業（自動販売機）
堺食衛第17012528号大阪府黒山警察署 美原区小平尾３７７‐２ 平成30年3月29日 平成30年4月1日 令和5年3月31日 株式会社ジャパンビバレッジホールディングス########### 喫茶店営業（自動販売機）
堺食衛第13754401号和食さと　堺美原店 美原区平尾２９５‐１ 平成28年5月16日 平成28年7月1日 令和4年6月30日 サトフードサービス株式会社########### 飲食店営業
堺食衛第17010395号日本ピローブロック株式会社　６Ｆ３３７８美原区平尾２３０６ 平成29年5月30日 平成29年6月1日 令和4年5月31日 株式会社ジャパンビバレッジホールディングス########### 喫茶店営業（自動販売機）
堺食衛第20012385号ファミリーマート堺美原平尾店 美原区平尾３２３３‐５ 072-369-3758 令和3年2月9日 令和3年2月9日 令和9年2月28日 株式会社ファミリーマート########### 飲食店営業
堺食衛第18012298号すごうの郷 美原区菅生１‐１ 平成31年3月27日 平成31年3月27日 令和6年3月31日 株式会社ジャパンビバレッジホールディングス########### 喫茶店営業（自動販売機）
堺食衛第13909301号ヤマトプロテック屋内通路 美原区木材通２丁目２‐３８ 平成28年8月2日 平成28年9月1日 令和3年8月31日 株式会社アペックス西日本########### 喫茶店営業（自動販売機）
堺食衛第17010393号株式会社きんでん　６Ｆ３２９８ 美原区木材通２丁目２‐６３ 平成29年5月30日 平成29年6月1日 令和4年5月31日 株式会社ジャパンビバレッジホールディングス########### 喫茶店営業（自動販売機）
堺食衛第18010651号キンデン株式会社金剛営業所　２Ｆ（ＣＣＷ受託）美原区木材通２丁目２‐６３ 平成30年7月5日 平成30年8月1日 令和5年7月31日 株式会社アペックス西日本########### 喫茶店営業（自動販売機）
堺食衛第13671401号産経新聞印刷美原センター 美原区木材通３丁目１‐１０７ 平成27年7月30日 平成27年9月1日 令和3年8月31日 浅田給食株式会社 ########### 飲食店営業
堺食衛第17011216号日新シール工業株式会社内食堂美原区木材通４丁目２‐１１ 平成29年9月29日 平成29年9月29日 令和5年9月30日 日本誠食株式会社 ########### 飲食店営業
堺食衛第13331401号マルコマ株式会社　６Ｆ３２８４ 美原区木材通４丁目９‐１５ 平成28年9月27日 平成28年10月1日 令和3年9月30日 株式会社ジャパンビバレッジホールディングス########### 喫茶店営業（自動販売機）
堺食衛第18010388号オージョイフル　６Ｆ３９９６ 美原区青南台２丁目１６‐３３ 平成30年5月29日 平成30年6月1日 令和5年5月31日 株式会社ジャパンビバレッジホールディングス########### 喫茶店営業（自動販売機）
堺食衛第19012023号株式会社山徳 美原区北余部２４５ 令和2年2月21日 令和2年3月1日 令和7年2月28日 株式会社ジャパンビバレッジホールディングス########### 喫茶店営業（自動販売機）
堺食衛第14461701号ほっかほっか亭　堺南余部店 美原区南余部１９４ 平成28年12月15日 平成28年12月15日 令和4年12月28日 株式会社西岡酒店 ########### 飲食店営業
堺食衛第13436205号株式会社コノミヤ美原店 美原区南余部４４４‐１ 072-363-2025 平成27年7月28日 平成27年9月1日 令和3年8月31日 株式会社コノミヤ ########### 菓子製造業
堺食衛第18010175号マルナカ製作所　６Ｆ３９０９ 美原区太井４５０‐６ 平成30年4月24日 平成30年5月1日 令和5年4月30日 株式会社ジャパンビバレッジホールディングス########### 喫茶店営業（自動販売機）
堺食衛第20012404号ファミリーマート堺美原小寺店 美原区小寺７２７‐６ 令和3年2月10日 令和3年2月10日 令和9年2月28日 株式会社ファミリーマート########### 飲食店営業
堺食衛第19010139号株式会社アイセイ薬局　栂・美木多店　店内堺市南区原山台２－２－１ 平成31年4月18日 平成31年4月18日 令和6年4月30日 株式会社アペックス西日本########### 喫茶店営業（自動販売機）
堺食衛第19010170号ぱらっぱ 南区竹城台４丁１‐３ 平成31年4月22日 令和1年5月1日 令和7年4月30日 社会福祉法人野のちから########### 菓子製造業
堺食衛第20010963号ＣＡＦＥ　ＥＡＳＴ 南区豊田４０ 泉北陣内病院内 令和2年8月4日 令和2年8月4日 令和8年8月31日 エスケイ産業株式会社########### 飲食店営業
堺食衛第20010254号みなせん豊田店 南区豊田８４１‐３ 090-5165-8922 令和2年5月8日 令和2年5月8日 令和8年5月31日 合同会社カンパニー野口########### 飲食店営業
堺食衛第19011901号ローソン堺豊田店 南区豊田１１８６‐１ 072-298-6422 令和2年2月4日 令和2年3月1日 令和8年2月28日 株式会社ベアブック ########### 飲食店営業
堺食衛第19011902号ローソン堺豊田店 南区豊田１１８６‐１ 072-298-6422 令和2年2月4日 令和2年3月1日 令和8年2月28日 株式会社ベアブック ########### 食肉販売業
堺食衛第19011903号ローソン堺豊田店 南区豊田１１８６‐１ 072-298-6422 令和2年2月4日 令和2年3月1日 令和8年2月28日 株式会社ベアブック ########### 魚介類販売業
堺食衛第19011904号ローソン堺豊田店 南区豊田１１８６‐１ 072-298-6422 令和2年2月4日 令和2年3月1日 令和8年2月28日 株式会社ベアブック ########### 乳類販売業
堺食衛第14437801号株式会社アコーディア・ゴルフ　堺カントリークラブ　スタート喫茶前南区豊田２９８９‐１６ 平成28年9月13日 平成28年9月13日 令和3年9月30日 株式会社アペックス西日本########### 喫茶店営業（自動販売機）
堺食衛第19010627号サイゼリヤ堺岩室店 南区岩室１９７‐１ 令和1年7月16日 令和1年9月1日 令和7年8月31日 株式会社サイゼリヤ ########### 飲食店営業
堺食衛第13900901号近商ストア槇塚台店従休 南区晴美台３丁１３‐１ 平成28年6月28日 平成28年8月1日 令和3年7月31日 株式会社アペックス西日本########### 喫茶店営業（自動販売機）
堺食衛第14400101号株式会社近商ストア　槇塚台店　店頭（ＣＣＷ受託）南区晴美台３丁１３‐１ 平成28年5月2日 平成28年5月2日 令和3年5月31日 株式会社アペックス西日本########### 喫茶店営業（自動販売機）
堺食衛第18010043号帝塚山学院大学・泉ヶ丘キャンパス・職員休憩室南区晴美台４丁２‐２ 平成30年4月6日 平成30年5月1日 令和5年4月30日 株式会社アペックス西日本########### 喫茶店営業（自動販売機）
堺食衛第17010065号帝塚山学院大学　泉ヶ丘キャンパス食堂（ＣＣＷ単受）南区晴美台４丁２‐２ 平成29年4月13日 平成29年4月13日 令和4年4月30日 株式会社アペックス西日本########### 喫茶店営業（自動販売機）
堺食衛第14354401号ルルポ槇塚台 南区槇塚台１丁１１‐６ 平成27年11月26日 平成27年11月26日 令和3年11月30日 株式会社ＬＥＯＣ ########### 飲食店営業
堺食衛第11140601号ベーカリーショップロンドン泉ケ丘店南区茶山台１丁２ 平成28年5月18日 平成28年6月1日 令和4年5月31日 富士屋株式会社 ########### 菓子製造業
堺食衛第14346201号サイゼリヤ泉ヶ丘駅前店 南区茶山台１丁２‐１ 南専門店街１Ｆ 平成27年10月23日 平成27年10月23日 令和3年10月31日 株式会社サイゼリヤ ########### 飲食店営業
堺食衛第21013046号ロッテリア泉ヶ丘店 南区茶山台１丁２‐３ 072-293-1015 令和3年6月28日 令和3年8月1日 令和9年7月31日 株式会社フジコーポレーション########### 飲食店営業 ファーストフード
堺食衛第13901101号パンジョ３Ｆ連絡通路 南区茶山台１丁２‐４ 平成28年6月28日 平成28年8月1日 令和3年7月31日 株式会社アペックス西日本########### 喫茶店営業（自動販売機）
堺食衛第17011855号モスバーガー泉北パンジョ店 南区茶山台１丁３‐１ 平成30年1月15日 平成30年2月1日 令和6年1月31日 有限会社サンショウ企画########### 飲食店営業
堺食衛第20010094号レストランココス泉北泉ヶ丘店 南区若松台１丁２‐１ 072-290-2028 令和2年4月14日 令和2年5月1日 令和8年4月30日 株式会社ココスジャパン########### 飲食店営業
堺食衛第17010666号大阪府立泉北高等学校 南区若松台３丁２‐２ 平成29年7月4日 平成29年8月1日 令和4年7月31日 株式会社アペックス西日本########### 喫茶店営業（自動販売機）
堺食衛第17011344号泉北ハウス　こんぺいとう 南区高倉台３丁２‐１０ 平成29年10月20日 平成29年11月1日 令和5年10月31日 社会福祉法人野のちから########### 飲食店営業
堺食衛第21010174号ミニストップ堺片蔵店 南区片蔵１４４９‐２８６ 令和3年5月13日 令和3年5月13日 令和9年5月31日 ミニストップ株式会社 ########### 飲食店営業
堺食衛第14298104号ベック　シュクレ 南区原山台１丁２‐４ 072-284-5522 平成27年4月24日 平成27年4月24日 令和3年4月30日 新栄観光株式会社 ########### 乳類販売業
堺食衛第19010664号カラオケ　１１１１泉北店 南区原山台１丁１４‐２ 072-298-8282 令和1年7月22日 令和1年8月1日 令和7年7月31日 株式会社ラウンドワン########### 飲食店営業
堺食衛第20010620号ラウンドワン泉北店　３階 南区原山台１丁１４‐２ 072-298-8282 令和2年6月15日 令和2年7月1日 令和8年6月30日 株式会社ラウンドワン########### 喫茶店営業
堺食衛第20010621号ラウンドワン泉北店　４階 南区原山台１丁１４‐２ 072-298-8282 令和2年6月15日 令和2年7月1日 令和8年6月30日 株式会社ラウンドワン########### 喫茶店営業
堺食衛第18011206号エテルノスポーツ原山台 南区原山台１丁１４‐１２ 平成30年10月1日 平成30年10月1日 令和6年9月30日 有限会社マルフクメディカルフーズ########### 飲食店営業
堺食衛第12444601号はや　泉北の郷 南区原山台５丁２１‐２ 平成28年7月26日 平成28年9月1日 令和4年8月31日 有限会社Ｅテーブル ########### 飲食店営業
堺食衛第12444602号はや　泉北の郷 南区原山台５丁２１‐２ 平成28年6月1日 平成28年6月1日 令和4年6月30日 有限会社Ｅテーブル ########### 食肉販売業
堺食衛第17010952号株式会社ライフコーポレーション　庭代台店　従食（ＣＣＷ受託）南区庭代台２丁９‐１３ 平成29年8月2日 平成29年8月2日 令和4年8月31日 株式会社アペックス西日本########### 喫茶店営業（自動販売機）



堺食衛第19010655号わおん　和音 南区御池台２丁１１‐１７ 072-370-4383 令和1年7月22日 令和1年7月22日 令和7年7月31日 株式会社わおん ########### 飲食店営業
堺食衛第14469101号フラワー＆カフェ　フルール 南区御池台２丁１２‐２１ 平成29年2月9日 平成29年2月9日 令和5年2月28日 光栄商事株式会社 ########### 飲食店営業
堺食衛第18010574号マクドナルド庭代台東店 南区御池台２丁１３‐１ 平成30年6月25日 平成30年7月1日 令和6年6月30日 株式会社フルライフ ########### 飲食店営業
堺食衛第18010575号マクドナルド庭代台東店 南区御池台２丁１３‐１ 平成30年6月25日 平成30年7月1日 令和6年6月30日 株式会社フルライフ ########### アイスクリーム類製造業
堺食衛第14407601号千手院動物霊園　店内　待合室（ＣＣＷＮ受）南区美木多上１２００ 平成28年5月30日 平成28年5月30日 令和3年5月31日 株式会社アペックス西日本########### 喫茶店営業（自動販売機）
堺食衛第17011660号社会福祉法人貞省会　介護老人保健施設カロス２Ｆ食堂南区美木多上２３０８‐１ 平成29年12月1日 平成29年12月29日 令和4年12月28日 株式会社アペックス西日本########### 喫茶店営業（自動販売機）
堺食衛第17012270号大阪府立子どもライフサポートセンター南区城山台５丁１‐５ 平成30年3月8日 平成30年3月8日 令和6年3月31日 株式会社ニチダン ########### 飲食店営業
堺食衛第17010545号Ｈ　ＡＮＤ　Ｊ　２１　堺　ホール内（堺ヤクルト）南区鴨谷台２丁２‐１ 平成29年6月21日 平成29年6月21日 令和4年6月30日 株式会社アペックス西日本########### 喫茶店営業（自動販売機）
堺食衛第18012270号キッチンオリジン　栂美木多店南区桃山台２丁１ 平成31年4月8日 平成31年4月8日 令和7年4月30日 オリジン東秀株式会社########### 飲食店営業
堺食衛第18012271号キッチンオリジン　栂美木多店南区桃山台２丁１ 平成31年4月8日 平成31年4月8日 令和7年4月30日 オリジン東秀株式会社########### 菓子製造業
堺食衛第18012272号キッチンオリジン　栂美木多店南区桃山台２丁１ 平成31年4月8日 平成31年4月8日 令和7年4月30日 オリジン東秀株式会社########### 乳類販売業
堺食衛第18010846号キッチンオリジン　光明池店 南区新檜尾台２丁１‐１ 平成30年8月27日 平成30年8月27日 令和6年8月31日 オリジン東秀株式会社########### 飲食店営業
堺食衛第18010847号キッチンオリジン　光明池店 南区新檜尾台２丁１‐１ 平成30年8月27日 平成30年8月27日 令和6年8月31日 オリジン東秀株式会社########### 菓子製造業
堺食衛第18010848号キッチンオリジン　光明池店 南区新檜尾台２丁１‐１ 平成30年8月27日 平成30年8月27日 令和6年8月31日 オリジン東秀株式会社########### 乳類販売業
堺食衛第17011126号鶏広 南区大森１７４‐２ 平成29年9月15日 平成29年9月15日 令和5年9月30日 株式会社ミツバエンタープライズ########### 飲食店営業
堺食衛第17011468号南部中央タクシー 南区和田２９３５ 平成29年10月30日 平成29年11月1日 令和4年10月31日 株式会社ジャパンビバレッジホールディングス########### 喫茶店営業（自動販売機）
堺食衛第19011202号パチンコタイガース　泉北店　ホール内Ｇカフェ（ＣＣＷ単受）南区野々井６８４‐５ 令和1年10月15日 令和1年10月15日 令和6年10月31日 株式会社アペックス西日本########### 喫茶店営業（自動販売機）
堺食衛第20010191号株式会社ケイ・ディー・アール 南区高尾１丁５４３‐１ 令和2年4月24日 令和2年5月1日 令和7年4月30日 株式会社ジャパンビバレッジホールディングス########### 喫茶店営業（自動販売機）
堺食衛第14403001号Ｎ・Ｃ・Ｂ 堺市内一円 平成28年5月10日 平成28年5月10日 令和3年5月31日 南海ケータリングサービス株式会社########### 飲食店営業（露店）
堺食衛第14403101号Ｎ・Ｃ・Ｃ 堺市内一円 平成28年5月10日 平成28年5月10日 令和3年5月31日 南海ケータリングサービス株式会社########### 飲食店営業（露店）
堺食衛第20010440号大阪いずみ市民生活協同組合　コープ大野芝　移動販売車　６号堺市内一円 令和2年5月22日 令和2年5月22日 令和7年5月31日 大阪いずみ市民生活協同組合########### 魚介類販売業（自動車）
堺食衛第20010441号大阪いずみ市民生活協同組合　コープ大野芝　移動販売車　６号堺市内一円 令和2年5月22日 令和2年5月22日 令和7年5月31日 大阪いずみ市民生活協同組合########### 乳類販売業（自動車）
堺食衛第20010442号大阪いずみ市民生活協同組合　コープ大野芝　移動販売車　６号堺市内一円 令和2年5月22日 令和2年5月22日 令和7年5月31日 大阪いずみ市民生活協同組合########### 食肉販売業（自動車）
堺食衛第20010577号利休抹茶本舗 堺市内一円 令和2年6月8日 令和2年6月8日 令和7年6月30日 株式会社ＶＥＮＵＥ ########### 飲食店営業（自動車）
堺食衛第20010578号利休抹茶本舗 堺市内一円 令和2年6月8日 令和2年6月8日 令和7年6月30日 株式会社ＶＥＮＵＥ ########### 菓子製造業（自動車）
堺食衛第20011371号４６キッチン２号車 堺市内一円 令和2年9月30日 令和2年9月30日 令和7年9月30日 養老乃瀧株式会社 ########### 飲食店営業（自動車）
堺食衛第21010049号株式会社Ｆ．Ｐ．Ｈコーポレーション堺市内一円 令和3年4月8日 令和3年4月8日 令和8年4月30日 株式会社Ｆ．Ｐ．Ｈコーポレーション########### 飲食店営業（露店）


