
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17010275号 Ｃａｆｅ　マメムギ 堺市内一円 平成29年5月15日 平成29年5月15日 令和4年5月31日 片井　彰 期限切れ廃業 喫茶店営業（露店）
堺食衛第14400701号 Ｒｅｏグループ　さくら　ちるちる 堺区翁橋町１丁５‐３ エルクエストビル５Ｆ 平成28年5月10日 平成28年5月10日 令和4年5月31日 吉村　賢二 期限切れ廃業 飲食店営業
堺食衛第14400901号 ｒａｎａ 堺区翁橋町１丁５‐３ エルクエストビル１Ｆ 平成28年5月11日 平成28年5月11日 令和4年5月31日 岡田　翔次郎 期限切れ廃業 飲食店営業
堺食衛第14403601号 麺Ｓばー神山 堺区翁橋町１丁５‐２１ ファーストビル１号館 平成28年5月16日 平成28年5月16日 令和4年5月31日 亀田　信幸 期限切れ廃業 飲食店営業
堺食衛第14404001号 Ｈｉ－Ｇ 堺区新町４‐２２ 平成28年5月24日 平成28年5月24日 令和4年5月31日 道濟　寛樹 期限切れ廃業 飲食店営業
堺食衛第11246401号 リバー 堺区神石市之町２‐２６ 平成28年5月18日 平成28年6月1日 令和4年5月31日 岩波　美枝子 期限切れ廃業 飲食店営業
堺食衛第14406601号 麦の家 堺区神石市之町１６‐５２ 平成28年5月25日 平成28年5月25日 令和4年5月31日 木村　敏子 期限切れ廃業 飲食店営業
堺食衛第13751701号 でん 堺区緑町１丁１５ 平成28年5月11日 平成28年6月1日 令和4年5月31日 川口　真由美 期限切れ廃業 飲食店営業
堺食衛第14401601号 牧場物語　堺宿院店 堺区大町東３丁１‐１０ 平成28年5月20日 平成28年5月20日 令和4年5月31日 高木　隆志 期限切れ廃業 飲食店営業
堺食衛第14399401号 ＴＡＭＡ 堺区南半町東１丁２‐１１ 平成28年5月6日 平成28年5月6日 令和4年5月31日 大工　博文 期限切れ廃業 飲食店営業
堺食衛第14397301号 Ｒｅｉ 北区金岡町５３２‐８ 平成28年5月6日 平成28年5月6日 令和4年5月31日 秦　紅普 期限切れ廃業 飲食店営業
堺食衛第14399201号 Ｍｅｍｂｅｒ’ｓ　弘美 西区浜寺石津町西３丁５‐１５ 福田ビル４階Ａ室 平成28年5月9日 平成28年5月9日 令和4年5月31日 桑原　勝敏 期限切れ廃業 飲食店営業
堺食衛第11187101号 みやうち食堂 西区草部１１１４ 株式会社ＢＤＳ内２Ｆ 平成28年5月31日 平成28年6月1日 令和4年5月31日 宮内　誠 期限切れ廃業 飲食店営業
堺食衛第11454301号 喫茶　ミナト 西区鳳東町３丁２７７ 平成28年5月31日 平成28年6月1日 令和4年5月31日 松本　英子 期限切れ廃業 飲食店営業
堺食衛第12416401号 ｒｕｒｕｒｕ 西区鳳東町４丁３６９ 平成28年5月31日 平成28年6月1日 令和4年5月31日 工藤　美香 期限切れ廃業 飲食店営業
堺食衛第14399601号 泉 西区鳳中町４丁９６ 平成28年5月9日 平成28年5月9日 令和4年5月31日 桝本　豊 期限切れ廃業 飲食店営業
堺食衛第10917701号 ジャラン 中区新家町７６１‐２２ 平成28年5月31日 平成28年6月1日 令和4年5月31日 宮原　朱美 期限切れ廃業 飲食店営業
堺食衛第14404501号 Ａｉｒｉｓ 中区深井沢町３１３８ エルモーソ・デ・昌栄Ｂ３号室 平成28年5月24日 平成28年5月24日 令和4年5月31日 中野　麗 期限切れ廃業 飲食店営業
堺食衛第14398302号 お弁当・お惣菜　風’Ｓ 中区深井北町３４５７‐３ 平成28年5月16日 平成28年5月16日 令和4年5月31日 北川　耕一 期限切れ廃業 そうざい製造業
堺食衛第14399301号 喫茶ジュン 中区宮園町２‐１１ 平成28年5月25日 平成28年5月25日 令和4年5月31日 中森　淳子 期限切れ廃業 飲食店営業
堺食衛第14408301号 たこ太ん 中区小阪６６‐５ 平成28年5月31日 平成28年5月31日 令和4年5月31日 大藏　佑太 期限切れ廃業 飲食店営業
堺食衛第13752201号 讃岐屋 美原区平尾２４２１‐１ 平成28年5月31日 平成28年6月1日 令和4年5月31日 大道　勲 期限切れ廃業 飲食店営業
堺食衛第13752401号 司水産 南区桃山台３丁１‐１６ （スーパーＱＡ内） 平成28年5月13日 平成28年6月1日 令和4年5月31日 田中　光二 期限切れ廃業 魚介類販売業
堺食衛第17010205号 ホルモン倶楽部 堺市内一円 平成29年5月2日 平成29年5月2日 令和4年5月31日 深堀　星斗 期限切れ廃業 飲食店営業（自動車）
堺食衛第17010231号 餃子マルシェ 堺市内一円 平成29年5月8日 平成29年5月8日 令和4年5月31日 鈴木　博志 期限切れ廃業 飲食店営業（露店）
堺食衛第17010267号 ＯＨ！ガッタ 堺市内一円 平成29年5月12日 平成29年5月12日 令和4年5月31日 尾形　雅美 期限切れ廃業 飲食店営業（露店）
堺食衛第17010318号 すっぴん 堺市内一円 平成29年5月19日 平成29年5月19日 令和4年5月31日 宇井　慎将 期限切れ廃業 飲食店営業（露店）
堺食衛第17010319号 ＣＡＲＮＩＶＡＬ　ＬＯＣＫ 堺市内一円 平成29年5月19日 平成29年5月19日 令和4年5月31日 雪丸　博紀 期限切れ廃業 飲食店営業（自動車）
堺食衛第17010355号 咲たこ 堺市内一円 平成29年5月24日 平成29年5月24日 令和4年5月31日 咲田　隆延 期限切れ廃業 飲食店営業（自動車）
堺食衛第17010434号 ｃｈｉｆｆｏｎ＋あ～＋ 堺市内一円 平成29年5月31日 平成29年5月31日 令和4年5月31日 石飛　信也 期限切れ廃業 喫茶店営業（露店）
堺食衛第19012228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2年4月30日 令和2年4月30日 令和8年4月30日 相良　弘美 令和4年5月27日 飲食店営業
堺食衛第21015254号 ひかり　お好み焼 堺区南花田口町１丁３‐２１ 令和3年12月28日 令和3年12月29日 令和9年12月28日 末澤　俊子 令和4年5月2日 飲食店営業 お好み焼屋
堺食衛第18012125号 セブン‐イレブン　堺出島町５丁店 堺区出島町５丁４‐７ 平成31年3月18日 平成31年3月18日 令和7年3月31日 山路　貴之 令和4年5月18日 飲食店営業
堺食衛第19010032号 セブン‐イレブン　堺出島町５丁店 堺区出島町５丁４‐７ 平成31年4月4日 平成31年4月4日 令和7年4月30日 山路　貴之 令和4年5月18日 菓子製造業
堺食衛第17011312号 ヨンス 堺区熊野町東１丁２－２０ ジョイフルＫ　４Ｄ 平成29年10月16日 平成29年10月16日 令和5年10月31日 山本　陽美 令和4年5月24日 飲食店営業
堺食衛第14477301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 平成29年2月24日 平成29年2月24日 令和5年2月28日 山路　貴之 令和4年5月18日 飲食店営業
堺食衛第19010034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 平成31年4月4日 平成31年4月4日 令和7年4月30日 山路　貴之 令和4年5月18日 菓子製造業
堺食衛第12411501号 さくらや 北区新金岡町４丁１‐１１ ＳＣエブリー内 平成28年5月16日 平成28年6月1日 令和4年5月31日 西村　昭夫 令和4年5月20日 菓子製造業
堺食衛第12491901号 ステップⅡ 北区金岡町１８１９‐２ 平成29年1月30日 平成29年2月1日 令和5年1月31日 山田　ハルエ 令和4年5月19日 飲食店営業
堺食衛第11727601号 茶々 北区金岡町２１９２‐７ 平成28年8月12日 平成28年9月1日 令和4年8月31日 令和4年5月23日 飲食店営業
堺食衛第11757801号 島家酒店 北区北長尾町８丁２‐８ 平成28年5月31日 平成28年6月1日 令和4年5月31日 平井　寿々美 令和4年5月23日 飲食店営業
堺食衛第19011102号 居酒屋　香太郎 北区中長尾町２丁６‐８ 072-255-5519 令和1年9月27日 令和1年9月27日 令和7年9月30日 木原　晋一 令和4年5月19日 飲食店営業
堺食衛第17011091号 ｐａｔｉｓｓｅｒｉｅ　ｌａｂｏ　ｓｏａｒａ 西区菱木１丁２２３３‐２６ 平成29年9月5日 平成29年9月5日 令和5年9月30日 中山　孝美 令和4年5月26日 菓子製造業
堺食衛第21015170号 焼肉じょーちゃん 西区津久野町１丁８‐６ 101 令和3年12月24日 令和3年12月24日 令和9年12月28日 城　辰也 令和4年5月19日 飲食店営業 焼肉屋
堺食衛第21014701号 知覧 中区大野芝町２０４‐１８ 令和3年11月15日 令和3年11月15日 令和9年11月30日 杉原　粒子 令和4年5月31日 飲食店営業 食堂
堺食衛第19010769号 ＳＨＥＬＬ’Ｓ　ＳＥＬＥＣＴ 中区深井水池町３１８４ プロスペリテ２０３ 令和1年8月2日 令和1年8月2日 令和7年8月31日 丸山　千秋 令和4年5月31日 飲食店営業
堺食衛第20010776号 肉のよつき 中区辻之１１８６‐１０ 令和2年7月13日 令和2年7月13日 令和8年7月31日 森木　啓文 令和4年5月12日 飲食店営業
堺食衛第20010777号 肉のよつき 中区辻之１１８６‐１０ 令和2年7月13日 令和2年7月13日 令和8年7月31日 森木　啓文 令和4年5月12日 食肉販売業
堺食衛第12417901号 みやた 中区辻之１４０３‐１０ 平成28年5月17日 平成28年6月1日 令和4年5月31日 宮田　美紀子 令和4年5月20日 飲食店営業
堺食衛第19010604号 和さび 中区八田西町３丁１１‐３９ 令和1年7月16日 令和1年7月16日 令和7年7月31日 佐伯　和男 令和4年5月11日 飲食店営業
堺食衛第13762401号 信州そば処　そばしん 東区北野田１０８４‐１０８ 平成28年6月29日 平成28年7月1日 令和4年6月30日 山本　信一 令和4年5月19日 飲食店営業
堺食衛第17010239号 ＣＡＦＥ　１９２３ 堺市内一円 平成29年5月12日 平成29年5月12日 令和4年5月31日 株式会社クインオート 期限切れ廃業 飲食店営業（露店）
堺食衛第14398601号 堺市葬祭事業協同組合 堺区東雲西町１丁８‐４５ 平成28年5月12日 平成28年5月12日 令和4年5月31日 堺市葬祭事業協同組合 期限切れ廃業 飲食店営業
堺食衛第14403701号 ファミリーマート　堺出島海岸通店 堺区出島海岸通１丁１２‐１３ 平成28年5月23日 平成28年5月23日 令和4年5月31日 株式会社ティー・アンド・ティー 期限切れ廃業 飲食店営業
堺食衛第11371801号 株式会社海部 北区中村町６０７‐１ 堺中央綜合卸売市場内 平成28年5月6日 平成28年6月1日 令和4年5月31日 株式会社海部 期限切れ廃業 アイスクリーム類製造業
堺食衛第10825501号 カフェジョイ 北区百舌鳥梅北町５丁１７ 平成28年5月16日 平成28年6月1日 令和4年5月31日 有限会社中大産業 期限切れ廃業 飲食店営業
堺食衛第13754901号 金魚 北区百舌鳥梅町３丁３４‐８ パレスもず１階‐Ａ号 平成28年4月25日 平成28年6月1日 令和4年5月31日 株式会社キャン 期限切れ廃業 飲食店営業
堺食衛第17010850号 田中食品興業所本社　シダックス店 堺区遠里小野町２丁５‐７ 平成29年7月24日 平成29年8月1日 令和5年7月31日 シダックスコントラクトフードサービス株式会社 令和4年5月6日 飲食店営業
堺食衛第20011766号 ファミリーマート堺南清水町店 堺区南清水町２丁３‐１ 072-225-5170 令和2年11月20日 令和2年11月20日 令和8年11月30日 株式会社ファミリーマート 令和4年5月6日 飲食店営業
堺食衛第20011770号 ファミリーマート堺南清水町店 堺区南清水町２丁３‐１ 072-225-5170 令和2年11月20日 令和2年11月20日 令和8年11月30日 株式会社ファミリーマート 令和4年5月6日 菓子製造業
堺食衛第20011771号 ファミリーマート堺錦綾町店 堺区錦綾町２丁３‐１６ 072-225-5157 令和2年11月20日 令和2年11月20日 令和8年11月30日 株式会社ファミリーマート 令和4年5月6日 飲食店営業
堺食衛第20011775号 ファミリーマート堺錦綾町店 堺区錦綾町２丁３‐１６ 072-225-5157 令和2年11月20日 令和2年11月20日 令和8年11月30日 株式会社ファミリーマート 令和4年5月6日 菓子製造業
堺食衛第20010251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 令和2年5月7日 令和2年5月7日 令和8年5月31日 株式会社ビロー 令和4年5月17日 食肉販売業
堺食衛第21014731号 笑門麺福　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3年11月11日 令和3年11月11日 令和9年11月30日 株式会社ゆきえもじ 令和4年5月27日 飲食店営業 ラーメン屋
堺食衛第19012329号 株式会社ダイコク　堺店 堺区三宝町４丁２４３‐３ 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 令和4年5月23日 喫茶店営業（自動販売機）
堺食衛第17010592号 泉陽高校 堺区車之町東３丁２‐１ 平成29年6月27日 平成29年7月1日 令和4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 令和4年5月23日 喫茶店営業（自動販売機）
堺食衛第17011795号 浅香工業株式会社ビル１Ｆ 堺区海山町２丁１１７ 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 令和4年5月23日 喫茶店営業（自動販売機）
堺食衛第21014900号 丸毛自動車工業株式会社堺工場 堺区海山町４丁１７０ 令和3年11月22日 令和3年12月1日 令和8年11月30日 株式会社パブリック・ベンディング・サービス 令和4年5月30日 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 自動販売機
堺食衛第18010819号 金沢鍍金工業所 西区築港新町２丁６‐２０ 平成30年7月30日 平成30年8月1日 令和5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 令和4年5月23日 喫茶店営業（自動販売機）
堺食衛第19011883号 響や　浜寺店 西区浜寺船尾町西５丁１３１ 令和2年1月31日 令和2年3月1日 令和8年2月28日 株式会社響あい 令和4年5月2日 飲食店営業
堺食衛第21010198号 大和證券株式会社　浜寺寮 西区浜寺昭和町２丁２３７ 令和3年6月1日 令和3年6月1日 令和9年5月31日 シダックス大新東ヒューマンサービス株式会社 令和4年5月9日 飲食店営業
堺食衛第22010113号 Ｉｎｄｉａｎ　ｃｕｒｒｙ　ｈｏｕｓｅ 西区鳳西町１丁８７‐１ 令和4年4月25日 令和4年4月25日 令和10年4月30日 株式会社ＫＧ 令和4年5月17日 飲食店営業 カレー屋
堺食衛第18010179号 大阪府立大学　グランド前 中区学園町１‐１ 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 令和4年5月23日 喫茶店営業（自動販売機）
堺食衛第18010176号 大阪府立大学農学部　６Ｆ３９９１ 中区学園町１‐１ 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 令和4年5月23日 喫茶店営業（自動販売機）
堺食衛第17011601号 ファミリーマート　堺伏尾店 中区伏尾１３４‐１ 平成29年11月27日 平成29年12月1日 令和5年11月30日 株式会社ケイアンドティ 令和4年5月2日 飲食店営業
堺食衛第17012000号 ファミリーマート　堺伏尾店 中区伏尾１３４‐１ 平成30年1月29日 平成30年1月29日 令和6年1月31日 株式会社ケイアンドティ 令和4年5月2日 菓子製造業
堺食衛第18010345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 平成30年5月21日 平成30年6月1日 令和6年5月31日 わらべや日洋食品株式会社 令和4年5月11日 飲食店営業
堺食衛第18010608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 平成30年6月29日 平成30年7月1日 令和6年6月30日 わらべや日洋食品株式会社 令和4年5月11日 そうざい製造業
堺食衛第17011999号 ファミリーマート堺大庭寺店 南区大庭寺７９３‐１ 平成30年1月29日 平成30年1月29日 令和6年1月31日 株式会社ケイアンドティ 令和4年5月2日 菓子製造業
堺食衛第20011898号 ファミリーマート堺大庭寺店 南区大庭寺７９３‐１ 令和2年12月4日 令和2年12月29日 令和8年12月28日 株式会社ケイアンドティ 令和4年5月2日 飲食店営業


