
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 営業者住所 営業者方書 申請区分 営業の種類 業態
堺食衛第21015815号 ＡＹファーム 南区檜尾３１７８ 令和4年5月25日 令和4年5月25日 令和10年5月31日 山本　享映 新規 漬物製造業
堺食衛第22010005号 洋食バル　エイル 堺区甲斐町西１丁２‐３３ 宿院スカイハイツ１０１ 令和4年5月6日 令和4年5月6日 令和10年5月31日 多田　吉孝 新規 飲食店営業 洋食バル
堺食衛第22010020号 Ｖｉｌｌａｇｅ　Ｗｅｓｔ 中区深阪１丁１３‐８３ エクセル深阪１０７号 令和4年5月6日 令和4年5月6日 令和10年5月31日 西村　暢紘 新規 飲食店営業 喫茶店、食堂
堺食衛第22010071号 吉田商店 堺区柏木町１丁１‐１７ 令和4年5月9日 令和4年5月9日 令和10年5月31日 吉田　大輔 新規 飲食店営業 惣菜店
堺食衛第22010074号 Ｂａｋｅ　Ｓｈｏｐ　ＯＷＬ　ふくろう焼き菓子店 東区南野田３８３ 090-3037-2960 令和4年5月2日 令和4年5月2日 令和10年5月31日 栁澤　佳子 新規 菓子製造業 ネット販売
堺食衛第22010108号 パフェヤ　ＮＯＹＡＵＸ　Ｆｕｋａｉ　ノワイヨ深井 中区深井中町１２５３‐１ 深井諏訪ビル１０１ 令和4年5月10日 令和4年5月10日 令和10年5月31日 中道　淳司 新規 飲食店営業 ソフトクリーム店
堺食衛第22010122号 もず横丁 北区中百舌鳥町５丁８０３‐３ シュライクシャチビル１０８ 072-269-4252 令和4年5月2日 令和4年5月2日 令和10年5月31日 本並　宏朗 新規 飲食店営業 居酒屋
堺食衛第22010136号 ｓａｎａ　キッチン 堺区中安井町１丁４‐１１ ハイツ富士１０１号 072-275-7203 令和4年5月27日 令和4年5月27日 令和10年5月31日 中村　邦子 新規 飲食店営業 食堂
堺食衛第22010139号 ｋｏｋｏｒｏｔｏｃａｃａｏ 西区浜寺諏訪森町東２丁１２４‐１７ 令和4年5月10日 令和4年5月10日 令和10年5月31日 江谷　心 新規 飲食店営業 ハンバーガー屋
堺食衛第22010140号 ｋｏｋｏｒｏｔｏｃａｃａｏ 西区浜寺諏訪森町東２丁１２４‐１７ 令和4年5月10日 令和4年5月10日 令和10年5月31日 江谷　心 新規 菓子製造業 チョコレート屋
堺食衛第22010132号 Ｔ－ｂｏｗｌ 東区白鷺町１丁９‐１５ 府立大学前ビル１Ｆ　１Ｇ号室 令和4年5月17日 令和4年5月17日 令和10年5月31日 村田　慧爾 新規 飲食店営業 テイクアウト専門
堺食衛第22010148号 Ｎｅｓｔ　Ｓｐａｃｅ 堺区南島町２丁５１‐１ 令和4年5月23日 令和4年5月23日 令和10年5月31日 山神　裕己 新規 飲食店営業 カフェ
堺食衛第22010153号 Ｂａｒ　Ｂ・Ｂ 堺区熊野町東２丁１‐１０‐１０１ 令和4年5月16日 令和4年5月16日 令和10年5月31日 田中　吉弘 新規 飲食店営業 バー
堺食衛第22010165号 和さび 中区八田西町３‐１１‐３９ 令和4年5月11日 令和4年5月11日 令和10年5月31日 佐伯　洋子 新規 飲食店営業 居酒屋
堺食衛第22010178号 仲村屋 堺区東雲西町１丁６‐８ ルミエール６０２ 令和4年5月18日 令和4年5月18日 令和10年5月31日 仲村　千夏 新規 菓子製造業 ネット販売（あめ細工）
堺食衛第22010176号 ＴＣＧ／Ｂｏａｒｄ　Ｇａｍｅ　Ｃａｆｅ＆Ｂａｒ　ＴＯＭ 堺区戎之町東３丁１‐９ オクムラビル２Ｆ 令和4年5月13日 令和4年5月13日 令和10年5月31日 伊藤　正次 新規 飲食店営業 Ｂａｒ
堺食衛第22010177号 Ｋ‐ＬＥＡＰ 中区深井清水町３９９１ 中村レインボービル２Ｆ 令和4年5月12日 令和4年5月12日 令和10年5月31日 森川　健一 新規 飲食店営業 バー
堺食衛第22010175号 大関 南区竹城台４丁１５‐２５ 令和4年5月2日 令和4年6月1日 令和10年5月31日 折戸　まゆみ 新規 飲食店営業 居酒屋
堺食衛第22010179号 良友・居酒屋「わっちゃん」 堺市内一円 令和4年5月2日 令和4年5月2日 令和9年5月31日 綿谷　将 新規 飲食店営業（露店） 露店
堺食衛第22010181号 Ｉｎｄｉａｎ　ｃｕｒｒｙ　ｈｏｕｓｅ 西区鳳西町１丁８７‐１ 令和4年5月6日 令和4年5月6日 令和10年5月31日 ＫＨＡＴＲＩ　ＳＵＭＩＴ 新規 飲食店営業 カレー屋
堺食衛第22010188号 セブン‐イレブン堺長曽根町南店 北区長曽根町３０８１‐２５ 072-253-7113 令和4年5月9日 令和4年6月1日 令和10年5月31日 新規 飲食店営業 コンビニエンスストア
堺食衛第22010183号 温 中区宮園町２‐１１ 050-8884-1184 令和4年5月24日 令和4年5月24日 令和10年5月31日 入江　純央 新規 飲食店営業 居酒屋
堺食衛第22010189号 セブン‐イレブン初芝駅東店 東区日置荘西町３丁１‐１ 072-287-7511 令和4年5月9日 令和4年6月1日 令和10年5月31日 原田　博昭 新規 飲食店営業 コンビニエンスストア
堺食衛第22010193号 ＬａＬａ 堺区翁橋町１丁１０‐１７ 天馬ビル２Ｆ 令和4年5月11日 令和4年5月11日 令和10年5月31日 岡本　仁孝 新規 飲食店営業 ラウンジ
堺食衛第22010190号 Ｊａｒｄｉｎ 堺区翁橋町１丁２９ ジャンボプラザビル３Ｆ 令和4年5月11日 令和4年5月11日 令和10年5月31日 深堀　由香 新規 飲食店営業 ラウンジ
堺食衛第22010191号 Ｂａｒ　Ｂｅｅ　Ｃｏｕｒｓｅ 北区北花田町１丁５２‐１ 東秀ビル２０１号 070-8538-9057 令和4年5月27日 令和4年5月27日 令和10年5月31日 坂中　綾乃 新規 飲食店営業 バー
堺食衛第22010199号 ｐａｔｉｓｓｅｒｉｅ　ｌａｂｏ　ｓｏａｒａ 堺区一条通９‐８ 080-1445-3692 令和4年5月26日 令和4年5月26日 令和10年5月31日 中山　孝美 新規 菓子製造業 ケーキ屋
堺食衛第22010200号 ｐａｔｉｓｓｅｒｉｅ　ｌａｂｏ　ｓｏａｒａ 堺区一条通９‐８ 080-1445-3692 令和4年5月26日 令和4年5月26日 令和10年5月31日 中山　孝美 新規 飲食店営業 ケーキ屋
堺食衛第22010196号 Ｍｒ．Ｍａｎｃｈｉｅ’ｓ　ＢＵＲＲＩＴＯ 堺区翁橋町１丁９‐１５ アトムビル１ＡＢ号室 072-275-5099 令和4年5月26日 令和4年5月26日 令和10年5月31日 前田　遼平 新規 飲食店営業 多国籍料理店
堺食衛第22010202号 明治色亭 堺区栄橋町１丁１０‐１ ショップ南海堺 令和4年5月11日 令和4年6月1日 令和10年5月31日 塩田　克司 新規 飲食店営業 お好み焼店
堺食衛第22010206号 ありん子 西区平岡町２７４‐１０ 令和4年5月11日 令和4年6月1日 令和10年5月31日 有田　由治 新規 飲食店営業 タコヤキヤ
堺食衛第22010198号 ｌｏｕｎｇｅＴＯＫＹＯ 中区深井清水町３５２６ ルイ観光ビル恵応３０１号室 令和4年5月19日 令和4年5月19日 令和10年5月31日 齋藤　隆士 新規 飲食店営業 ラウンジ
堺食衛第22010195号 Ｍｒ．Ｍａｎｃｈｉｅ’ｓ　ＢＵＲＲＩＴＯ 堺市内一円 令和4年5月11日 令和4年5月11日 令和9年5月31日 前田　遼平 新規 飲食店営業（露店） 露店
堺食衛第22010209号 はいすくーる 堺区翁橋町１丁９‐６ エイトワンビル翁橋４０１ 080-6217-9805 令和4年5月23日 令和4年5月23日 令和10年5月31日 中井　翔太 新規 飲食店営業 スナック
堺食衛第22010212号 ジャンボ寿司魚竹 堺区甲斐町西１丁２‐２１ 令和4年5月12日 令和4年6月1日 令和10年5月31日 小潟　秋好 新規 飲食店営業 寿司店
堺食衛第22010210号 串とら 北区百舌鳥梅町３丁１‐８ 072-258-4194 令和4年5月12日 令和4年6月1日 令和10年5月31日 開発　俊郎 新規 飲食店営業 居酒屋
堺食衛第22010213号 なごみ 中区大野芝町１１９‐１ 令和4年5月19日 令和4年5月19日 令和10年5月31日 森口　治美 新規 菓子製造業 ネット販売、店頭販売
堺食衛第22010220号 日本酒　ＬＡＲＧＯ 堺区北瓦町２丁２‐１１ グレイスビル１Ｆ 072-222-2123 令和4年5月16日 令和4年6月1日 令和10年5月31日 辰巳　智昭 新規 飲食店営業 居酒屋
堺食衛第22010219号 Ｂａｒ　Ｌａｒｇｏ 堺区中瓦町１丁３‐６ ＥＮＳＨＯビル　２階Ｃ 072-228-6140 令和4年5月16日 令和4年6月1日 令和10年5月31日 辰巳　智昭 新規 飲食店営業 バー
堺食衛第22010216号 すき・ＣｈｅＬ’ｓ 西区上４３５‐１ 中辻ビル１Ｆ 072-289-9989 令和4年5月30日 令和4年5月30日 令和10年5月31日 池野　千枝 新規 飲食店営業 すき焼き・バー
堺食衛第22010215号 ファミリーマート堺大庭寺店 南区大庭寺７９３‐１ 令和4年5月16日 令和4年5月16日 令和10年5月31日 近藤　誠 新規 飲食店営業 コンビニエンスストア
堺食衛第22010223号 えのき 東区菩提町４丁５０‐４ 令和4年5月17日 令和4年7月1日 令和10年6月30日 榎木　富子 新規 飲食店営業 喫茶店
堺食衛第22010229号 わらしべ 堺区旭ヶ丘中町１丁６‐１９ 令和4年5月20日 令和4年5月20日 令和10年5月31日 坂本　怜央奈 新規 飲食店営業 定食屋
堺食衛第22010230号 達磨 北区百舌鳥梅北町３丁１１８‐６ 072-259-8203 令和4年5月18日 令和4年6月1日 令和10年5月31日 中辻　達也 新規 飲食店営業 お好み焼き
堺食衛第22010226号 島家酒店 北区北長尾町８丁２‐８ 令和4年5月23日 令和4年5月23日 令和10年5月31日 平井　邦彦 新規 飲食店営業 居酒屋
堺食衛第22010233号 浜寺餅　河月堂 西区浜寺諏訪森町中１丁８０‐３ 令和4年5月18日 令和4年6月1日 令和10年5月31日 前田　昌宏 新規 菓子製造業 和菓子屋
堺食衛第22010234号 Ｂｌｕｅ　Ｍｏｏｎ 西区鳳南町４丁４２８‐２ １Ｆ 令和4年5月18日 令和4年6月1日 令和10年5月31日 大島　純代 新規 飲食店営業 居酒屋
堺食衛第22010225号 インドレストラン．クシ 中区深井北町３３８７ 令和4年5月24日 令和4年5月24日 令和10年5月31日 ＫＡＮＤＥＬ　ＤＨＡＮＡＰＡＴＩ 新規 飲食店営業 カレー屋
堺食衛第22010235号 魔女 中区深井清水町３７６９ 嶋原ビル１Ｆ 令和4年5月18日 令和4年6月1日 令和10年5月31日 松本　あゆみ 新規 飲食店営業 スナック
堺食衛第22010231号 浜寺餅　河月堂 南区茶山台１丁２‐３ 令和4年5月18日 令和4年6月1日 令和10年5月31日 前田　昌宏 新規 飲食店営業 和菓子屋
堺食衛第22010232号 浜寺餅　河月堂 南区茶山台１丁２‐３ 令和4年5月18日 令和4年6月1日 令和10年5月31日 前田　昌宏 新規 菓子製造業 和菓子屋
堺食衛第22010239号 慶尚園 堺区中安井町１丁２‐２７ 072-221-6326 令和4年5月19日 令和4年6月1日 令和10年5月31日 河野　寅雄 新規 飲食店営業 焼肉
堺食衛第22010240号 八剣伝三宝町店 堺区三宝町３丁２０３ 072-229-0668 令和4年5月19日 令和4年6月1日 令和10年5月31日 山本　幸一 新規 飲食店営業 居酒屋
堺食衛第22010238号 ステップⅡ 東区白鷺町３丁２０‐１２ 令和4年5月26日 令和4年5月26日 令和10年5月31日 山田　ハルヱ 新規 飲食店営業 一般食堂
堺食衛第22010241号 ローソン堺美原平尾店 美原区平尾２１５０‐１ 072-369-2552 令和4年5月19日 令和4年6月1日 令和10年5月31日 松若　みずき 新規 飲食店営業 コンビニエンスストア
堺食衛第22010242号 むさし屋 堺区大浜中町３丁３‐３ 072-222-5544 令和4年5月20日 令和4年6月1日 令和10年5月31日 新規 飲食店営業 定食屋
堺食衛第22010249号 焼肉やっちゃん　堺東分店 堺区中瓦町２丁２‐１７ 令和4年5月27日 令和4年5月27日 令和10年5月31日 平野　耕三 新規 食肉販売業 テイクアウト
堺食衛第22010251号 Ｐｅｃｃｏ 美原区黒山１３‐６ 070-1761-5800 令和4年5月23日 令和4年6月1日 令和10年5月31日 松永　澄子 新規 飲食店営業 カフェ
堺食衛第22010252号 Ｐｅｃｃｏ 美原区黒山１３‐６ 070-1761-5800 令和4年5月23日 令和4年6月1日 令和10年5月31日 松永　澄子 新規 菓子製造業 カフェ
堺食衛第22010253号 エヴァンス 南区美木多上２０９１‐５ 072-292-6523 令和4年5月23日 令和4年6月1日 令和10年5月31日 金山　徳之 新規 飲食店営業 イタリア料理（パスタ）
堺食衛第22010246号 京真堂 堺市内一円 令和4年5月23日 令和4年5月23日 令和9年5月31日 井川　勇 新規 飲食店営業（露店） 露店
堺食衛第22010262号 ｃａｆｅ　ｎａｎａｔａｋｕ 堺市内一円 令和4年5月24日 令和4年6月1日 令和9年5月31日 本田　麻由美 新規 飲食店営業（自動車） 自動車営業
堺食衛第22010263号 お弁当・お惣菜　風’Ｓ 中区深井北町３４５７‐３ 令和4年5月24日 令和4年6月1日 令和10年5月31日 北川　耕一 新規 飲食店営業 弁当のテイクアウト
堺食衛第22010261号 セブン‐イレブン堺下黒山店 美原区黒山７１４‐１ 072-361-7477 令和4年5月24日 令和4年6月1日 令和10年5月31日 中野　俊則 新規 飲食店営業 コンビニエンスストア
堺食衛第22010256号 Ｃａｆｅ　ｐｅｔｉｔ　ｂｏｎｈｅｕｒ 堺市内一円 令和4年5月24日 令和4年5月24日 令和9年5月31日 岡　節子 新規 飲食店営業（自動車） キッチンカー
堺食衛第22010267号 ケロヨン 東区白鷺町３丁１３‐３２ 令和4年5月25日 令和4年6月1日 令和10年5月31日 朝倉　ひとみ 新規 飲食店営業 喫茶店
堺食衛第22010269号 みゆみゆ 北区船堂町１丁１４‐４ 令和4年5月26日 令和4年6月1日 令和10年5月31日 吉岡　美雪 新規 飲食店営業 定食屋（昼）、居酒屋（夜）
堺食衛第22010271号 ｓｎａｃｋ　ＲＡＶＩＲ 中区深井水池町３１８４ プロスペリテ２０３ 令和4年5月31日 令和4年5月31日 令和10年5月31日 江本　亜矢好 新規 飲食店営業 スナック
堺食衛第22010278号 トラットリア　Ｔｉｂｉ 堺区北瓦町２丁３‐２３ 072-260-4717 令和4年5月30日 令和4年6月1日 令和10年5月31日 向島　康世 新規 飲食店営業 イタリアンレストラン
堺食衛第22010283号 まる 堺市内一円 令和4年5月31日 令和4年5月31日 令和9年5月31日 中﨑　陽介 新規 飲食店営業（自動車） キッチンカー
堺食衛第21015919号 ＪＡ堺市営農センター農業活性化施設 中区陶器北５６‐２ 072-234-1900 令和4年5月18日 令和4年5月18日 令和10年5月31日 堺市農業協同組合 堺市西区上野芝町２丁１‐１ 新規 密封包装食品製造業 製造業
堺食衛第22010019号 堺チャレンジャーズ　居場所カフェ　みんなの家ｉｎリバティ 堺区翁橋町１丁１‐１７ 0120-371-340 令和4年5月2日 令和4年5月2日 令和10年5月31日 特定非営利活動法人れじりえんす 堺市中区新家町５８２‐２１ 新規 飲食店営業 喫茶店
堺食衛第22010073号 Ｓａｌｏｎ　ｄｅ　Ｌｉｅｎ～ｋｉｔｃｈｅｎ～ 堺区大浜中町３丁３‐３ ハイツ大浜１０２号 072-222-3566 令和4年5月2日 令和4年5月2日 令和10年5月31日 Ｆｅｅｌ＆Ｔｈｉｎｋ株式会社 堺市堺区新町５‐１６ 堺東アサヒビル２階 新規 そうざい製造業 ネット販売
堺食衛第22010098号 株式会社髙島屋堺店２階食料品ウィークリー 堺区三国ヶ丘御幸通５９ 072-238-1101 令和4年5月2日 令和4年5月2日 令和10年5月31日 株式会社髙島屋 大阪府大阪市中央区難波５丁目１番５号 新規 菓子製造業 洋菓子、和菓子（店頭）
堺食衛第22010107号 かくかくしかじか　丹ノ菜　テラオ　ｎｉ－ｎｏ－ｎａ　ＴＥＲＡＯ 北区新金岡町４丁１‐１１ そよら新金岡２階 072-275-5353 令和4年5月6日 令和4年5月6日 令和10年5月31日 サンダイコー株式会社 京都府船井郡京丹波町須知色紙田２３－１ 新規 飲食店営業 レストラン
堺食衛第22010110号 株式会社南薩食鳥販売 中区田園６６０‐５ ３Ｆ 072-230-7031 令和4年5月12日 令和4年5月12日 令和10年5月31日 株式会社南薩食鳥販売 堺市中区田園６６０－５ 新規 食品の小分け業 食品の小分け
堺食衛第22010111号 わらべや日洋食品株式会社　堺工場 東区北野田８３０ 072-239-5071 令和4年5月11日 令和4年5月11日 令和10年5月31日 わらべや日洋食品株式会社 東京都新宿区富久町１３－１５ 新規 複合型そうざい製造業
堺食衛第22010127号 ホームナーシングホスピス堺 北区八下北５‐１３ 令和4年5月10日 令和4年5月10日 令和10年5月31日 株式会社メディカルケアフード 大阪府東大阪市小阪本町１－２－８ 新規 飲食店営業 集団給食
堺食衛第22010119号 たけ匠 中区深井沢町３１２９ 072-275-9992 令和4年5月2日 令和4年5月2日 令和10年5月31日 株式会社ＭＧＭ 大阪府大阪市中央区南久宝寺町１－８－８ 新規 飲食店営業 焼肉
堺食衛第22010120号 たけ匠 中区深井沢町３１２９ 072-275-9992 令和4年5月2日 令和4年5月2日 令和10年5月31日 株式会社ＭＧＭ 大阪府大阪市中央区南久宝寺町１－８－８ 新規 食肉販売業 焼肉
堺食衛第22010137号 Ｃａｆｅ　ｐｉａｎｏ 中区福田１３２ 令和4年5月10日 令和4年5月10日 令和10年5月31日 株式会社西井化学 堺市中区福田１３２ 新規 飲食店営業 喫茶店
堺食衛第22010133号 にこっとふぁーむ 中区深井北町３４３６ 令和4年5月12日 令和4年5月12日 令和10年5月31日 一般社団法人ほっと 堺市中区深井中町１１５４‐２３ 新規 飲食店営業 弁当屋
堺食衛第22010158号 セブン‐イレブン　堺出島町５丁店 堺区出島町５丁４‐７ 令和4年5月18日 令和4年5月18日 令和10年5月31日 合同会社ＹＭＪ 堺市堺区大浜中町３丁１‐１ 新規 飲食店営業 コンビニエンスストア
堺食衛第22010157号 セブン‐イレブン　堺大浜中町３丁店 堺区大浜中町３丁１‐１ 令和4年5月18日 令和4年5月18日 令和10年5月31日 合同会社ＹＭＪ 堺市堺区大浜中町３丁１‐１ 新規 飲食店営業 コンビニエンスストア
堺食衛第22010170号 近商ストア　大小路店 堺区市之町東１丁１‐７ 072-227-0690 令和4年5月2日 令和4年6月1日 令和10年5月31日 株式会社近商ストア 大阪府松原市上田３丁目８‐２８ 新規 飲食店営業 スーパー
堺食衛第22010171号 近商ストア　大小路店 堺区市之町東１丁１‐７ 072-227-0690 令和4年5月2日 令和4年6月1日 令和10年5月31日 株式会社近商ストア 大阪府松原市上田３丁目８‐２８ 新規 食肉販売業 スーパー
堺食衛第22010172号 近商ストア　大小路店 堺区市之町東１丁１‐７ 072-227-0690 令和4年5月2日 令和4年6月1日 令和10年5月31日 株式会社近商ストア 大阪府松原市上田３丁目８‐２８ 新規 魚介類販売業 スーパー
堺食衛第22010173号 第２ほくぶ障害者作業所 北区南花田町５３２‐３ 072-254-3292 令和4年5月2日 令和4年6月1日 令和10年5月31日 社会福祉法人コスモス 堺市東区野尻町８‐４ 新規 菓子製造業 菓子製造所
堺食衛第22010174号 ほくぶ障害者作業所 北区南花田町５３６‐１ 072-254-5778 令和4年5月2日 令和4年6月1日 令和10年5月31日 社会福祉法人コスモス 堺市東区野尻町８‐４ 新規 飲食店営業 弁当製造所
堺食衛第22010169号 サイモト自転車株式会社 西区浜寺石津町中１丁２‐２６ 令和4年5月2日 令和4年6月1日 令和9年5月31日 株式会社アペックス西日本 大阪市西区南堀江４丁目２５－２４ 新規 調理の機能を有する自動販売機により食品を調理し、調理された食品を販売する営業
堺食衛第22010168号 小林鍛工株式会社 西区築港浜寺西町７‐２３ 令和4年5月2日 令和4年6月1日 令和9年5月31日 株式会社アペックス西日本 大阪市西区南堀江４丁目２５－２４ 新規 調理の機能を有する自動販売機により食品を調理し、調理された食品を販売する営業
堺食衛第22010180号 Ｏｎｅ．Ｗｏｒｋ 堺市内一円 令和4年5月6日 令和4年5月6日 令和9年5月31日 Ｏｎｅ．Ｗｏｒｋ合同会社 大阪府寝屋川市点野３－３０－４ 新規 飲食店営業（自動車） キッチンカー
堺食衛第22010186号 とりとうどんと元気な酒　はっぷう 堺区熊野町西３丁２‐２ 072-223-5677 令和4年5月9日 令和4年6月1日 令和10年5月31日 株式会社八風 堺市堺区熊野町西３丁２‐２ 新規 飲食店営業 居酒屋
堺食衛第22010187号 とりとうどんと元気な酒　はっぷう 堺区熊野町西３丁２‐２ 072-223-5677 令和4年5月9日 令和4年6月1日 令和10年5月31日 株式会社八風 堺市堺区熊野町西３丁２‐２ 新規 菓子製造業 居酒屋
堺食衛第22010184号 たこやき本舗　まる坐　中百舌鳥店 北区中百舌鳥町６丁８１４‐２ 令和4年5月12日 令和4年5月12日 令和10年5月31日 株式会社ＢＲＯＳ　Ｗｏｒｋｅｒｓ 堺市堺区北瓦町２丁２‐９ 新規 飲食店営業 テイクアウト
堺食衛第22010182号 ○菓子 堺市内一円 令和4年5月9日 令和4年5月9日 令和9年5月31日 ＩＭＡＧＩＮＥ合同会社 堺市西区津久野町１丁１３‐１ プレミスト津久野駅前プリマガーデン３１２ 新規 飲食店営業（自動車） キッチンカー
堺食衛第22010185号 Ｏｃｅａｎｉｓｔ 堺市内一円 令和4年5月9日 令和4年5月9日 令和9年5月31日 Ｆｕｌｌｃｏｌｏｒ株式会社 堺市中区大野芝町７５‐１ 新規 飲食店営業（露店） 露店
堺食衛第22010194号 酒家ダイニング蕪　すずな 北区中百舌鳥町２丁１０５ 令和4年5月10日 令和4年6月1日 令和10年5月31日 株式会社髙松 堺市北区中百舌鳥町２丁３１４‐１ ５０２号 新規 飲食店営業 和食
堺食衛第22010192号 ｐａｎｐａｋａｐａｎ 東区白鷺町３丁１２‐１ 令和4年5月26日 令和4年5月26日 令和10年5月31日 株式会社メニューデザイン研究所 大阪府大阪市中央区難波５－１－６０ なんばスカイオ２７階 新規 飲食店営業 カフェ
堺食衛第22010205号 萬やとく蔵　大和川店 堺区南島町１丁４４‐１２ 令和4年5月11日 令和4年6月1日 令和10年5月31日 株式会社Ｆ＆Ｄサービス 大阪府大阪市西区江戸堀３丁目１‐３１ 新規 飲食店営業 定食屋
堺食衛第22010203号 アドバンス株式会社 堺区竜神橋町１丁３‐６ エムズビル５Ｆ 令和4年5月11日 令和4年6月1日 令和10年5月31日 アドバンス株式会社 堺市堺区竜神橋町１丁３‐６ エムズビル 新規 食肉販売業 ネット販売・卸販売
堺食衛第22010204号 ショーガール 南区豊田１７７５‐１ アミューズメントビル２階 072-296-6600 令和4年5月11日 令和4年6月1日 令和10年5月31日 有限会社エス・ジーコーポレーション 堺市南区豊田１７７５‐１ 新規 飲食店営業 ラウンジ
堺食衛第22010201号 のみくい処　魚民 南区鴨谷台２丁１‐３ 光明池アクト地下１階 令和4年5月11日 令和4年6月1日 令和10年5月31日 株式会社モンテローザフーズ 東京都新宿区歌舞伎町１丁目２１‐１ 新規 飲食店営業 居酒屋
堺食衛第22010211号 株式会社ナンバーワンユーケーワイルドキャッツ 堺区大浜西町２３ Ｊ＆Ｙビル１Ｆ 072-224-1839 令和4年5月12日 令和4年6月1日 令和10年5月31日 株式会社ナンバーワンユーケーワイルドキャッツ 大阪府東大阪市高井田西５丁目４‐３０ 新規 飲食店営業 カフェ
堺食衛第22010207号 うどん土佐屋　本店 南区深阪南１１７ 072-235-1038 令和4年5月18日 令和4年5月18日 令和10年5月31日 株式会社うっさんうむさん 堺市南区深阪南１１７ 新規 麺類製造業 うどん屋
堺食衛第22010208号 うどん土佐屋　本店 南区深阪南１１７ 072-235-1038 令和4年5月18日 令和4年5月18日 令和10年5月31日 株式会社うっさんうむさん 堺市南区深阪南１１７ 新規 そうざい製造業 うどん屋
堺食衛第22010214号 株式会社扇活魚 美原区黒山１０４ 令和4年5月13日 令和4年6月1日 令和10年5月31日 株式会社扇活魚 堺市美原区黒山１０４ 新規 魚介類販売業 魚介類販売
堺食衛第22010218号 磯丸水産　堺東駅前店 堺区北瓦町２丁１‐２８ ヤングタウン１０３ビル　１階 072-222-8218 令和4年5月16日 令和4年6月1日 令和10年5月31日 ＳＦＰホールディングス株式会社 東京都世田谷区玉川二丁目２４番７号 新規 飲食店営業 寿司屋
堺食衛第22010217号 株式会社ひさご屋 北区中百舌鳥町６丁８６３ 令和4年5月16日 令和4年6月1日 令和10年5月31日 株式会社ひさご屋 堺市北区中百舌鳥町６丁８６３ 新規 菓子製造業 店頭販売、おろし
堺食衛第22010221号 焼肉じょーちゃん 西区津久野町１丁８‐６ １０１ 令和4年5月19日 令和4年5月19日 令和10年5月31日 株式会社ＪＳＫＲ 堺市西区津久野町１丁８‐６ セントポリア津久野１０１ 新規 飲食店営業 焼肉屋
堺食衛第22010222号 美原一八寿司 美原区平尾２６４４ 072-361-0203 令和4年5月17日 令和4年6月1日 令和10年5月31日 株式会社一八 堺市美原区平尾２６４４ 新規 飲食店営業 寿司店
堺食衛第22010227号 セントラルキッチン　ＢＩＧ　ＭＡＭＡ 堺区大町東３丁１‐１２ 072-221-7722 令和4年5月26日 令和4年5月26日 令和10年5月31日 社会福祉法人天照会 堺市堺区大町東３丁１‐１２ 新規 そうざい製造業 クックチルのセントラルキッチン
堺食衛第22010224号 Ｃｏｆｆｅｅ　ＬＯＣＡＬ 堺市内一円 令和4年5月18日 令和4年5月18日 令和9年5月31日 ＺＥＰＨＹＲ　ＣＯＦＦＥＥ株式会社 滋賀県東近江市芝原町８４０ 新規 飲食店営業（露店） 露店
堺食衛第22010243号 ＰＨＯＥＮＩＸ　ＣＯＦＦＥＥ 堺区向陵西町４丁６‐１２ アミソービル１Ｆ 令和4年5月23日 令和4年5月23日 令和10年5月31日 株式会社ＰＨＯＥＮＩＸ　ＡＣＡＤＥＭＹ 堺市堺区向陵西町４丁６‐１２ アミソービル 新規 飲食店営業 テイクアウト



堺食衛第22010247号 ＩＣＯＲＯＢＡ　Ｃａｆｅ　Ｔｅｒｒａｃｅ 堺区大仙中町１５９番地 大仙公園いこいの広場内 06-6942-0828 令和4年5月25日 令和4年5月25日 令和10年5月31日 株式会社島田ホールディングス 大阪府大阪市中央区本町橋２－２６ 新規 飲食店営業 カフェ、バーベキュー
堺食衛第22010248号 タンメン食堂　ナミノハナ　コーナン堺店 堺区石津北町９０‐３ コーナン堺店フードコート内 令和4年5月25日 令和4年5月25日 令和10年5月31日 株式会社食堂経営研究所 大阪府大阪市中央区谷町１－４－２ 大阪オルガンビル５０４号 新規 飲食店営業 ラーメン
堺食衛第22010260号 きらく寿司 中区深井沢町３３０１ 072-277-3232 令和4年5月24日 令和4年6月1日 令和10年5月31日 株式会社きらく食品 堺市南区庭代台１丁３‐１４ 新規 飲食店営業 すし屋
堺食衛第22010268号 有限会社柏屋　堺営業所 西区浜寺船尾町東３丁４３９ 令和4年5月25日 令和4年6月1日 令和10年5月31日 有限会社柏屋 大阪市阿倍野区三明町２丁目１１－１１ 新規 菓子製造業 菓子製造
堺食衛第22010266号 知覧 中区大野芝町２０４‐１８ 令和4年5月31日 令和4年5月31日 令和10年5月31日 ＳＡＫＡＩ　Ｃｏｎｓｔｒｕｃｔｉｏｎ株式会社 堺市中区大野芝町２０４‐１８ 新規 飲食店営業 食堂
堺食衛第22010270号 絆あけぼの 堺市内一円 令和4年5月26日 令和4年6月1日 令和9年5月31日 社会福祉法人堺あけぼの福祉会 堺市南区御池台５丁２‐６ 新規 飲食店営業（自動車） キッチンカー
堺食衛第22010276号 扶桑化学工業株式会社大阪工場 西区築港新町３丁２７‐１０ 令和4年5月27日 令和4年6月1日 令和10年5月31日 扶桑化学工業株式会社 大阪市中央区高麗橋４－３－１０ 新規 添加物製造業 添加物製造業
堺食衛第22010280号 ダイニングキッチン　ＵＯＴＯＹＯ 東区丈六１８５‐４ 令和4年5月30日 令和4年6月1日 令和10年5月31日 有限会社魚豊 堺市東区丈六１８５‐４ 新規 飲食店営業 居酒屋


