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堺食衛第14413801号 アリス 堺区翁橋町１丁９‐２ スウィングプラザ１０３ 平成28年6月24日 平成28年6月24日 令和4年6月30日 山本　民淑 期限切れ廃業 飲食店営業
堺食衛第14408901号 おばんざい　瑞希 堺区熊野町東１丁１‐１２ マリンプラザビル４階 平成28年6月20日 平成28年6月20日 令和4年6月30日 芳本　由加里 期限切れ廃業 飲食店営業
堺食衛第12424901号 禅 堺区甲斐町東２丁１‐１６ 平成28年6月27日 平成28年7月1日 令和4年6月30日 嶋田　孝文 期限切れ廃業 飲食店営業
堺食衛第14409501号 居酒屋　久ちゃん 堺区大浜南町３丁１‐１３ 平成28年6月10日 平成28年6月10日 令和4年6月30日 寺尾　久実枝 期限切れ廃業 飲食店営業
堺食衛第13756501号 味の里　てつ家 堺区大浜西町２４ 平成28年6月30日 平成28年7月1日 令和4年6月30日 船越　徹也 期限切れ廃業 飲食店営業
堺食衛第12431101号 正兵衛 北区大豆塚町１丁１２‐１６ 平成28年6月27日 平成28年7月1日 令和4年6月30日 近藤　正 期限切れ廃業 飲食店営業
堺食衛第10728801号 Ｏ．Ｋショップ 西区上６５１‐１ 平成28年6月30日 平成28年7月1日 令和4年6月30日 西尾　辰造 期限切れ廃業 魚介類販売業
堺食衛第14398501号 ふぐかに専門店　ふぐ真 西区鳳東町６丁６４５ ヴェルデメゾン１Ｆ 平成28年6月14日 平成28年6月14日 令和4年6月30日 大崎　真一 期限切れ廃業 飲食店営業
堺食衛第12423001号 橡 東区高松１２２‐１ 平成28年6月30日 平成28年7月1日 令和4年6月30日 本多　育子 期限切れ廃業 喫茶店営業
堺食衛第13757802号 たこ焼屋　ケンちゃん 東区丈六１８３‐６１ 平成28年6月29日 平成28年7月1日 令和4年6月30日 中田　健二 期限切れ廃業 菓子製造業
堺食衛第14410701号 ゆうごはん 東区北野田４４‐１１ 平成28年6月29日 平成28年6月29日 令和4年6月30日 髙木　友宇子 期限切れ廃業 飲食店営業
堺食衛第12419601号 片上豆腐店 東区草尾１ 平成28年6月30日 平成28年7月1日 令和4年6月30日 片上　利文 期限切れ廃業 豆腐製造業
堺食衛第13766101号 川進 美原区黒山４５２‐２ 平成28年6月9日 平成28年7月1日 令和4年6月30日 川口　進 期限切れ廃業 飲食店営業
堺食衛第13760801号 ローソン美原ロータリー店 美原区丹上２２８‐１ 平成28年6月9日 平成28年7月1日 令和4年6月30日 平光　恭子 期限切れ廃業 飲食店営業
堺食衛第12365803号 大同門泉北泉ヶ丘店 南区茶山台１丁２‐３ 072-293-1027 平成28年6月20日 平成28年7月1日 令和4年6月30日 岩永　崇律 期限切れ廃業 食肉販売業
堺食衛第13763501号 カラオケステージ　スター 南区茶山台３丁２２‐８ 茶山台近隣センター内 平成28年6月7日 平成28年7月1日 令和4年6月30日 西村　允裕 期限切れ廃業 飲食店営業
堺食衛第17010466号 ユウテック 堺市内一円 平成29年6月7日 平成29年6月7日 令和4年6月30日 宮川　優 期限切れ廃業 飲食店営業（露店）
堺食衛第17010487号 カプリス 堺市内一円 平成29年6月14日 平成29年6月14日 令和4年6月30日 加藤　千秋 期限切れ廃業 飲食店営業（自動車）
堺食衛第17010552号 揚げ物屋「ひょうたん」 堺市内一円 平成29年6月22日 平成29年6月22日 令和4年6月30日 泰地　一美 期限切れ廃業 飲食店営業（露店）
堺食衛第17010586号 ホルモン焼キング 堺市内一円 平成29年6月26日 平成29年6月26日 令和4年6月30日 石本　要 期限切れ廃業 飲食店営業（露店）
堺食衛第17010587号 炭焼　ひちりん亭 堺市内一円 平成29年6月26日 平成29年6月26日 令和4年6月30日 野手　佳代 期限切れ廃業 飲食店営業（露店）
堺食衛第17010607号 コブカフェ 堺市内一円 平成29年6月28日 平成29年6月28日 令和4年6月30日 小藪　貴士 期限切れ廃業 飲食店営業（自動車）
堺食衛第17010608号 コブカフェ 堺市内一円 平成29年6月28日 平成29年6月28日 令和4年6月30日 小藪　貴士 期限切れ廃業 飲食店営業（露店）
堺食衛第17010624号 サンレイ・フーズ 堺市内一円 平成29年6月29日 平成29年6月29日 令和4年6月30日 新田　日佐光 期限切れ廃業 飲食店営業（露店）
堺食衛第17010625号 サンレイ・フーズ 堺市内一円 平成29年6月29日 平成29年6月29日 令和4年6月30日 新田　日佐光 期限切れ廃業 飲食店営業（自動車）
堺食衛第17010626号 サンレイ・フーズ 堺市内一円 平成29年6月29日 平成29年6月29日 令和4年6月30日 新田　日佐光 期限切れ廃業 菓子製造業（自動車）
堺食衛第17010644号 ジャージー食品 堺市内一円 平成29年6月30日 平成29年6月30日 令和4年6月30日 安永　孝志 期限切れ廃業 飲食店営業（露店）
堺食衛第22010345号 韓国料理マシッヌンニョソッドゥル 堺市内一円 令和4年6月9日 令和4年6月11日 令和4年6月11日 小倉　昇成 期限切れ廃業 飲食店営業（露店） 露店
堺食衛第22010346号 トラジ 堺市内一円 令和4年6月9日 令和4年6月11日 令和4年6月11日 平山　秀樹 期限切れ廃業 飲食店営業（露店） 露店
堺食衛第22010347号 Ｂａｒ　ｌａｒｇｏ 堺市内一円 令和4年6月9日 令和4年6月11日 令和4年6月11日 辰巳　智昭 期限切れ廃業 飲食店営業（露店） 露店
堺食衛第22010348号 膳 堺市内一円 令和4年6月9日 令和4年6月11日 令和4年6月11日 中谷　優樹 期限切れ廃業 飲食店営業（露店） 露店
堺食衛第22010349号 パイロン 堺市内一円 令和4年6月9日 令和4年6月11日 令和4年6月11日 朝田　明男 期限切れ廃業 飲食店営業（露店） 露店
堺食衛第21015390号 Ａｍｕｓｅｍｅｎｔ　Ｂａｒ　Ｒａｂｂｉｔ 堺区翁橋町１丁５‐１９ ファーストビル２号館２０３ 令和4年1月26日 令和4年1月26日 令和10年1月31日 山之内　優 令和4年6月29日 飲食店営業 バー
堺食衛第18010445号 ＢＬＵＥ　ＡＮＧＥＬ 堺区翁橋町１丁５‐２１ ファーストビル１０３ 平成30年6月14日 平成30年6月14日 令和6年6月30日 松下　実 令和4年6月29日 飲食店営業
堺食衛第18011894号 囲炉裏乃逸品 堺区中瓦町１丁４‐４ 平成31年2月4日 平成31年3月1日 令和7年2月28日 山本　盛秀 令和4年6月1日 飲食店営業
堺食衛第20010281号 スナックテムジン 堺区新町２‐１５ アクトビル３０３ 令和2年5月11日 令和2年5月11日 令和8年5月31日 濵﨑　トツエ 令和4年6月13日 飲食店営業 スナック
堺食衛第21014050号 Ｈｅａｒｔ 堺区櫛屋町東２丁１‐１９ ＦＮルミエール天神　５階 令和3年9月24日 令和3年9月24日 令和9年9月30日 梅原　丈雄 令和4年6月10日 飲食店営業 バー
堺食衛第21014051号 ｄｉａ 堺区櫛屋町東２丁１‐１９ ＦＮルミエール天神　５階 令和3年9月24日 令和3年9月24日 令和9年9月30日 梅原　丈雄 令和4年6月10日 飲食店営業 バー
堺食衛第21014052号 Ｃｌｏｖｅｒ 堺区櫛屋町東２丁１‐１９ ＦＮルミエール天神　４階 令和3年9月30日 令和3年9月30日 令和9年9月30日 梅原　丈雄 令和4年6月10日 飲食店営業 バー
堺食衛第21014043号 ｕｎｏ 堺区熊野町東１丁２‐１２ グランド戎２号館　２階 令和3年9月30日 令和3年9月30日 令和9年9月30日 内田　晋太郎 令和4年6月10日 飲食店営業 バー
堺食衛第21014045号 ｄｕｅ 堺区熊野町東１丁２‐１２ グランド戎２号館　２階 令和3年9月30日 令和3年9月30日 令和9年9月30日 内田　晋太郎 令和4年6月10日 飲食店営業 バー
堺食衛第21014053号 ｓｐａｄｅ 堺区熊野町東１丁２‐１２ グランド戎２号館　５階 令和3年9月30日 令和3年9月30日 令和9年9月30日 内田　晋太郎 令和4年6月10日 飲食店営業 バー
堺食衛第21014054号 ｔｒｅ 堺区熊野町東２丁１‐１６ エクセルＦＢ　３階 令和3年9月24日 令和3年9月24日 令和9年9月30日 内田　晋太郎 令和4年6月10日 飲食店営業 バー
堺食衛第21014055号 ｃｉｎｑｕｅ 堺区熊野町東２丁１‐１６ エクセルＦＢ　４階 令和3年9月24日 令和3年9月24日 令和9年9月30日 内田　晋太郎 令和4年6月10日 飲食店営業 バー
堺食衛第21014056号 ｑｕａｔｔｒｏ 堺区熊野町東２丁１‐１６ エクセルＦＢ　３階 令和3年9月24日 令和3年9月24日 令和9年9月30日 梅原　丈雄 令和4年6月10日 飲食店営業 バー
堺食衛第21014057号 ｓｅｉ 堺区熊野町東２丁１‐１６ エクセルＦＢ　５階 令和3年9月24日 令和3年9月24日 令和9年9月30日 梅原　丈雄 令和4年6月10日 飲食店営業 バー
堺食衛第18011733号 キース 堺区神南辺町１丁８‐５ 平成31年1月10日 平成31年1月10日 令和7年1月31日 久保　真也 令和4年6月27日 飲食店営業
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 令和4年6月17日 飲食店営業 居酒屋
堺食衛第20011141号 堺ホルモン　たか家　石津店 西区浜寺石津町西３丁３‐１６ マリンプラザ石津１Ａ 072-267-4434 令和2年8月31日 令和2年8月31日 令和8年8月31日 兵庫　佑也 令和4年6月30日 飲食店営業
堺食衛第14473701号 ローソン堺浜寺石津中店 西区浜寺石津町中１丁９‐１４ 平成29年2月17日 平成29年2月17日 令和5年2月28日 山口　勝之 令和4年6月9日 飲食店営業
堺食衛第21014540号 中華そば　ＮｅｗＹｏｒｋ×ＮｅｗＹｏｒｋ 西区鳳東町２丁１７０‐２ 令和3年11月2日 令和3年11月2日 令和9年11月30日 浜畑　央 令和4年6月10日 飲食店営業 ラーメン屋
堺食衛第21012815号 ラーメン　Ｎｅｗ　Ｙｏｒｋ　×　Ｎｅｗ　Ｙｏｒｋ 西区鳳中町３丁６１‐３ 令和3年6月10日 令和3年7月1日 令和9年6月30日 浜畑　央 令和4年6月10日 飲食店営業 ラーメン
堺食衛第12423301号 ローソン堺鳳中町七丁店 西区鳳中町７丁２２５‐１ 平成28年6月14日 平成28年7月1日 令和4年6月30日 寺田　毅 令和4年6月8日 飲食店営業
堺食衛第19011051号 ＳＯＵＰ＆ＮＯＯＤＬＥ　桜鳳 東区北野田９３ 令和1年9月18日 令和1年9月18日 令和7年9月30日 浜畑　央 令和4年6月10日 飲食店営業
堺食衛第20010150号 日本酒横丁３１０ 南区豊田８４１‐３ 令和2年4月28日 令和2年4月28日 令和8年4月30日 河合　俊昭 令和4年6月14日 飲食店営業
堺食衛第19010510号 黄金堂 堺市内一円 令和1年6月24日 令和1年8月1日 令和6年7月31日 金﨑　弘展 令和4年6月9日 飲食店営業（露店）
堺食衛第19010887号 アカリ珈琲 堺市内一円 令和1年8月20日 令和1年8月20日 令和6年8月31日 坂本　尚之 令和4年6月16日 喫茶店営業（露店）
堺食衛第10873701号 けやき 堺区北三国ヶ丘町４丁１‐４ 平成28年6月15日 平成28年7月1日 令和4年6月30日 有限会社けやき 期限切れ廃業 飲食店営業
堺食衛第14405101号 Ｍｅｌｏｎ　ｄｅ　ｍｅｌｏｎ　堺一条通店 堺区一条通１３‐２０ 平成28年6月23日 平成28年6月23日 令和4年6月30日 竹内ホールディングス株式会社 期限切れ廃業 菓子製造業
堺食衛第12424801号 プランタン 堺区車之町東１丁２‐３０ 平成28年6月6日 平成28年7月1日 令和4年6月30日 株式会社プランタン工房 期限切れ廃業 飲食店営業
堺食衛第14079102号 障害者サービス事業所　Ｙｏｕ・Ｉハウス 堺区大町東１丁１‐８ 平成28年6月13日 平成28年6月13日 令和4年6月30日 社会福祉法人なごみ福祉会 期限切れ廃業 喫茶店営業
堺食衛第14408701号 大起水産　街のみなと　堺店 北区中村町６０７‐１ Ａ棟 平成28年6月3日 平成28年6月3日 令和4年6月30日 大起水産株式会社 期限切れ廃業 魚介類販売業
堺食衛第14410001号 サークルＫ　堺長曽根町南店 北区長曽根町３０３５‐１ 平成28年6月15日 平成28年6月15日 令和4年6月30日 株式会社ファミリーマート 期限切れ廃業 飲食店営業
堺食衛第13765201号 泉北陣内病院内厨房 南区豊田４０ 平成28年6月29日 平成28年7月1日 令和4年6月30日 株式会社ダイショク 期限切れ廃業 飲食店営業
堺食衛第13759901号 Ｂａｒ　Ａｌｌｅｙ 南区豊田６２０ 平成28年6月13日 平成28年7月1日 令和4年6月30日 有限会社光商会 期限切れ廃業 飲食店営業
堺食衛第17010617号 有限会社天平フーズ 堺市内一円 平成29年6月28日 平成29年7月1日 令和4年6月30日 有限会社天平フーズ 期限切れ廃業 飲食店営業（露店）
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堺食衛第17010618号 有限会社天平フーズ 堺市内一円 平成29年6月28日 平成29年7月1日 令和4年6月30日 有限会社天平フーズ 期限切れ廃業 菓子製造業（露店）
堺食衛第17010474号 田代珈琲株式会社 堺市内一円 平成29年6月9日 平成29年6月9日 令和4年6月30日 田代珈琲株式会社 期限切れ廃業 喫茶店営業（露店）
堺食衛第17010544号 湖泉別館 堺市内一円 平成29年6月21日 平成29年6月21日 令和4年6月30日 株式会社湖泉 期限切れ廃業 飲食店営業（露店）
堺食衛第17010623号 有限会社アルバテック 堺市内一円 平成29年6月29日 平成29年6月29日 令和4年6月30日 有限会社アルバテック 期限切れ廃業 飲食店営業（露店）
堺食衛第22010284号 堺市内一円 令和4年6月1日 令和4年6月11日 令和4年6月11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） 露店
堺食衛第18011252号 セントラルキッチン　ＢＩＧ　ＭＡＭＡ 堺区大町東３丁１‐１２ 平成30年10月15日 平成30年10月15日 令和6年10月31日 株式会社アトミック 令和4年6月1日 そうざい製造業
堺食衛第12464805号 イオン堺北花田店　サービスデリ 北区東浅香山町４丁１‐１２ 072-257-6100 平成28年10月17日 平成28年11月1日 令和4年10月31日 イオンリテール株式会社 令和4年6月20日 飲食店営業
堺食衛第17010002号 築地　銀だこ　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３Ｆ 平成29年4月21日 平成29年4月21日 令和5年4月30日 株式会社ルビフ 令和4年6月3日 飲食店営業
堺食衛第14478201号 とりしん 西区鳳東町４丁３９９‐３ 平成29年2月22日 平成29年2月22日 令和5年2月28日 株式会社ルピナス・Ｆ 令和4年6月29日 飲食店営業
堺食衛第17011874号 餃子の王将　鳳店 西区鳳東町５丁４５６‐１ 平成30年1月18日 平成30年1月18日 令和6年1月31日 株式会社惠和ＣＡＳＴＬＥ 令和4年6月7日 飲食店営業
堺食衛第18011273号 株式会社銀座コージーコーナー　アリオ鳳店 西区鳳南町３丁１９９‐１２ アリオ鳳内１Ｆ 平成30年10月12日 平成30年11月1日 令和6年10月31日 株式会社銀座コージーコーナー 令和4年6月28日 飲食店営業
堺食衛第12431801号 のあのあ日置荘 東区日置荘北町３丁１１‐３２ 平成28年6月30日 平成28年7月1日 令和4年6月30日 社会福祉法人コスモス 令和4年6月30日 飲食店営業


