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堺食衛第14371801号 Ｂａｒ　Ｄｉｏｒ 堺区翁橋町１丁２‐９ ジャンボプラザ３Ｆ 平成28年8月22日 平成28年8月22日 令和4年8月31日 長尾　武史 新規 飲食店営業
堺食衛第14379501号 リバティー岡本 南区泉田中２１６０‐８ 平成28年5月18日 平成28年5月18日 令和4年5月31日 岡本　加寿絵 新規 飲食店営業
堺食衛第14387801号 コスプレアイドル学園２ＮＤ 堺区南花田口町１丁３‐１３ ジョイント２ビル５階５２１号 平成28年4月15日 平成28年4月15日 令和4年4月30日 三好　祥介 新規 飲食店営業
堺食衛第12409501号 どん太郎 北区中長尾町２丁５‐１６ 平成28年3月28日 平成28年5月1日 令和4年4月30日 池上　亮 更新 飲食店営業
堺食衛第14390401号 炭火鶏焼　山吹 北区金岡町１９５７‐２ 平成28年4月4日 平成28年4月4日 令和4年4月30日 越智　哲哉 新規 飲食店営業
堺食衛第13740101号 やまさん阪本 堺区一条通１５‐１８ 大成ビル１Ｆ 平成28年4月8日 平成28年5月1日 令和4年4月30日 阪本　剛司 更新 食肉販売業
堺食衛第14391001号 カラオケ　Ｂｅ 堺区東雲西町４丁１‐３ ヴェルドミール堺１０７ 平成28年4月11日 平成28年4月11日 令和4年4月30日 奥田　和美 新規 飲食店営業
堺食衛第10865401号 くみｋｉｔｃｈｅｎ 北区野遠町３７７‐１ 平成28年4月15日 平成28年5月1日 令和4年4月30日 藤井　公美 更新 飲食店営業
堺食衛第14391101号 居酒屋　勝 西区太平寺２０８‐１ 平成28年4月1日 平成28年4月1日 令和4年4月30日 北條　勝之 新規 飲食店営業
堺食衛第14391401号 ｃａｔ　ｃａｆｅ　ＫｉＫｉ 東区草尾６１１‐２ 平成28年4月25日 平成28年4月25日 令和4年4月30日 乙間　さとみ 新規 飲食店営業
堺食衛第13741501号 たこ焼Ｔ・Ｋ 美原区青南台１丁目１‐１１ 平成28年4月15日 平成28年5月1日 令和4年4月30日 荒木　陽 更新 飲食店営業
堺食衛第14391701号 ＮＥＷ　ＴＡＪ　ＭＡＨＡＬ　ＥＶＥＲＥＳＴ 南区竹城台１丁１‐２ 平成28年4月7日 平成28年4月7日 令和4年4月30日 ＳＡＰＫＯＴＡ　ＳＨＹＡＭ　ＰＲＡＳＡＤ 新規 飲食店営業
堺食衛第14392001号 きまぐれＤＩＮＩＮＧ「洋」 北区新金岡町５丁３‐１０５ 平成28年4月7日 平成28年4月7日 令和4年4月30日 南野　洋一 新規 飲食店営業
堺食衛第14391801号 スナック　キャット 西区北条町１丁７‐１ 平成28年4月6日 平成28年4月6日 令和4年4月30日 川本　美江子 新規 飲食店営業
堺食衛第11426401号 喫茶　ドーベル 中区東山４８０‐８ 平成28年4月7日 平成28年5月1日 令和4年4月30日 小泉　順子 更新 飲食店営業
堺食衛第14392301号 おばんざい 北区東雲東町１丁４‐１７ 平成28年4月13日 平成28年4月13日 令和4年4月30日 山崎　イツコ 新規 飲食店営業
堺食衛第13741601号 不二家製麺 東区日置荘西町４丁４‐１ 平成28年4月21日 平成28年5月1日 令和4年4月30日 藤坂　浩二 更新 麺類製造業
堺食衛第13742501号 焼肉「炸」 東区草尾３３７‐２ 072-289-0229 平成28年4月14日 平成28年5月1日 令和4年4月30日 青木　雅実 更新 飲食店営業
堺食衛第14392801号 おしゃべりバー　Ｇ 中区八田北町４９８‐１ 桃田マンション１Ｆ１１０号 平成28年4月19日 平成28年4月19日 令和4年4月30日 中野　恵美 新規 飲食店営業
堺食衛第14392901号 ｍｉｕ 堺区南花田口町１丁３‐１３ ジョイント２ビル３Ｆ３０２号 平成28年4月15日 平成28年4月15日 令和4年4月30日 樋園　麻衣 新規 飲食店営業
堺食衛第14393101号 泳ぎとらふぐ料理　ふぐ清 堺区中瓦町２丁１‐１６ ワイズビル１Ｆ 平成28年4月15日 平成28年4月15日 令和4年4月30日 井上　泰徳 新規 飲食店営業
堺食衛第12409401号 すず 堺区材木町東３丁１‐１８ 平成28年4月19日 平成28年5月1日 令和4年4月30日 鈴木　マツ子 更新 飲食店営業
堺食衛第11550601号 札幌ラーメン　どさん子 堺区宿院町西２丁１‐２４ 平成28年4月21日 平成28年5月1日 令和4年4月30日 谷尾　シエ子 更新 飲食店営業
堺食衛第11829801号 福寿司 北区百舌鳥西之町１丁６４ 平成28年4月13日 平成28年5月1日 令和4年4月30日 山村　成福 更新 飲食店営業
堺食衛第11585301号 酒房　都喜美 西区上野芝向ヶ丘町１丁２‐２０ 平成28年4月19日 平成28年5月1日 令和4年4月30日 松井　道子 更新 飲食店営業
堺食衛第14393701号 焼肉　はんぶんこ 堺区築港八幡町１‐１ えんため館　１Ｆ 平成28年4月21日 平成28年4月21日 令和4年4月30日 山本　晴美 新規 飲食店営業
堺食衛第14393801号 達磨 北区百舌鳥梅北町３丁１１８‐６ 平成28年5月2日 平成28年5月2日 令和4年5月31日 中辻　達也 新規 飲食店営業
堺食衛第11170101号 マルキー 中区新家町６９０‐８ 平成28年4月18日 平成28年5月1日 令和4年4月30日 小西　勝彦 更新 食肉販売業
堺食衛第13746001号 ＳＵＲＥ 堺区向陵中町６丁３‐３ マンション富士２号館１Ｆ 平成28年4月28日 平成28年5月1日 令和4年4月30日 福島　祐子 更新 飲食店営業
堺食衛第14066502号 ニコノパン 堺区南島町２丁５９‐１ 平成28年4月21日 平成28年4月21日 令和4年4月30日 新名　知恵 新規 飲食店営業
堺食衛第14394001号 カラオケ喫茶　小麦 北区東浅香山町１丁１‐３ 東浅香山テナントビル１Ｆ　１０２ 平成28年4月14日 平成28年4月14日 令和4年4月30日 津田　明美 新規 飲食店営業
堺食衛第13744401号 Ｇｒａｐｐｏｌｏ　Ｂｌｕ 西区鳳中町３丁７８‐３ 平成28年4月18日 平成28年5月1日 令和4年4月30日 久間　永太郎 更新 飲食店営業
堺食衛第11173601号 マルミ 南区鴨谷台２丁１‐３ 光明池アクトビル２階 平成28年4月18日 平成28年5月1日 令和4年4月30日 松川　良介 更新 飲食店営業
堺食衛第13720101号 ニュー松坂 堺区高砂町１丁８‐１ 平成28年4月27日 平成28年5月1日 令和4年4月30日 泉谷　加知子 更新 飲食店営業
堺食衛第13720301号 勝精肉店 堺区高砂町１丁８‐１ 平成28年4月27日 平成28年5月1日 令和4年4月30日 泉谷　行雄 更新 食肉販売業
堺食衛第11922901号 鮨処　黒潮 北区北長尾町２丁４‐１ 菊井ビル 平成28年4月20日 平成28年5月1日 令和4年4月30日 竹中　公朗 更新 飲食店営業
堺食衛第10769201号 うな清 西区浜寺公園町３丁２３７‐６ 平成28年4月26日 平成28年5月1日 令和4年4月30日 武山　幸雄 更新 飲食店営業
堺食衛第11422201号 喫茶　サンライフ 堺区向陵中町３丁４‐１ 平成28年4月21日 平成28年5月1日 令和4年4月30日 西川　美代子 更新 飲食店営業
堺食衛第14394601号 ＬａＬａ 堺区翁橋町１丁１０‐１７ 天馬ビル２Ｆ 平成28年4月20日 平成28年4月20日 令和4年4月30日 岡本　仁孝 新規 飲食店営業
堺食衛第14394901号 ｃｌｕｂ　Ｋ 堺区櫛屋町東２丁２‐２７ ぺぱーみんとプラザ５Ｆ 平成28年4月27日 平成28年4月27日 令和4年4月30日 片田　奈緒子 新規 飲食店営業
堺食衛第12409801号 カラオケスタジオ　ひまわり 中区田園１０６６‐１８ 平成28年4月28日 平成28年5月1日 令和4年4月30日 中谷　茂 更新 飲食店営業
堺食衛第14395101号 ＩＮＤＥＥＰ 中区深井清水町３５２６ 平成28年4月20日 平成28年4月20日 令和4年4月30日 大瀬良　政勝 新規 飲食店営業
堺食衛第12407301号 中村酒店 東区草尾７ 平成28年4月25日 平成28年5月1日 令和4年4月30日 中村　清史 更新 飲食店営業
堺食衛第11321301号 日本料理もち月　一味庵 堺区大町東１丁２‐３ 平成28年4月28日 平成28年5月1日 令和4年4月30日 望月　秀樹 更新 飲食店営業
堺食衛第13006301号 喫茶　和 美原区大饗１５０‐５ 平成28年4月21日 平成28年5月1日 令和4年4月30日 岡本　和子 更新 飲食店営業
堺食衛第11615501号 焼肉　フタバ 堺区翁橋町１丁１０‐２ マツヤビル 平成28年4月28日 平成28年5月1日 令和4年4月30日 北村　則是 更新 飲食店営業
堺食衛第12406201号 メンバーズ　クラウディア 堺区熊野町東１丁１‐１２ マリンプラザ天神ビル１Ｆ 平成28年4月28日 平成28年5月1日 令和4年4月30日 山本　千恵 更新 飲食店営業
堺食衛第12401101号 やきとり　大吉 北区中長尾町３丁４‐１８ 平成28年4月27日 平成28年5月1日 令和4年4月30日 南埜　光秀 更新 飲食店営業
堺食衛第11883401号 洋 堺区翁橋町１丁１０‐１７ 天馬ビル 平成28年4月30日 平成28年5月1日 令和4年4月30日 田尾　ミチエ 更新 飲食店営業
堺食衛第14396601号 Ｆｏｒｅｓｔ 堺区中瓦町１丁４‐１３ ＬＳビル４０３号室 平成28年4月25日 平成28年4月25日 令和4年4月30日 小田　順一 新規 飲食店営業
堺食衛第12405601号 希舟 堺区熊野町東１丁２‐２０ ジョイフルＫビル２Ｆ２Ｂ 平成28年4月30日 平成28年5月1日 令和4年4月30日 中本　雅子 更新 飲食店営業
堺食衛第12407901号 羽和（ハナ） 北区中長尾町４丁３‐２ 平成28年4月28日 平成28年5月1日 令和4年4月30日 西口　明美 更新 飲食店営業
堺食衛第13050101号 コ－ヒ－ハウス　クラウデッド 美原区さつき野東１丁目５‐１ 平成28年4月28日 平成28年5月1日 令和4年4月30日 坂口　順子 更新 飲食店営業
堺食衛第12404901号 やきとり　ゆずや 南区深阪南２６８２‐２ 平成28年4月27日 平成28年5月1日 令和4年4月30日 中山　守 更新 飲食店営業
堺食衛第12409301号 珈琲苑　ＮＯＴＯ 北区八下北３‐５９ 平成28年4月30日 平成28年5月1日 令和4年4月30日 田中　幾子 更新 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 新規 飲食店営業
堺食衛第11116701号 ふあんてん 北区中長尾町３丁４‐７ Ｂ．Ｌ．Ｄ．萩．１０１号 平成28年4月28日 平成28年5月1日 令和4年4月30日 山口　勝明 更新 飲食店営業
堺食衛第12410301号 スナック　住友 堺区南瓦町１‐２１ 宏昌センタービル１階 平成28年4月28日 平成28年5月1日 令和4年4月30日 北　和子 更新 飲食店営業
堺食衛第13744301号 酢し肴　かう吉　～ｋｏｕｋｉｃｈｉ～ 堺区大町東３丁１‐１５ 平成28年4月30日 平成28年5月1日 令和4年4月30日 藤川　幸喜 更新 飲食店営業
堺食衛第14398101号 ＤＩＮＩＮＧＢＡＲ　ＣＹＯＩＷＡＲＵ 堺区中之町東１丁１‐３１ 澤田ビル１Ｆ 平成28年4月28日 平成28年4月28日 令和4年4月30日 山本　浩之 新規 飲食店営業
堺食衛第13112701号 ふじき 北区百舌鳥梅町３丁３３‐６ 平成28年4月30日 平成28年5月1日 令和4年4月30日 千﨑　孝男 更新 飲食店営業
堺食衛第12403501号 大阪府立鳳高等学校校内食堂 西区原田１５０ 平成28年4月30日 平成28年5月1日 令和4年4月30日 久岡　育代 更新 飲食店営業
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 新規 飲食店営業
堺食衛第11267901号 ロッキー 中区辻之１１８９‐１８５ 平成28年4月30日 平成28年5月1日 令和4年4月30日 中上　圭司 更新 飲食店営業
堺食衛第14398301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 新規 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 新規 そうざい製造業
堺食衛第14397901号 魔女 中区深井清水町３７６９ 嶋原ビル１Ｆ 平成28年5月10日 平成28年5月10日 令和4年5月31日 松本　あゆみ 新規 飲食店営業
堺食衛第13743201号 純風殿 堺区北瓦町２丁２‐２５ 平成28年4月30日 平成28年5月1日 令和4年4月30日 安陵　明宏 更新 飲食店営業
堺食衛第11561201号 山長 堺区出島海岸通２丁１‐１ 平成28年4月30日 平成28年5月1日 令和4年4月30日 橋口　成利 更新 飲食店営業
堺食衛第13724401号 ラックドゥアン 西区鳳東町５丁４８７‐１ 平成28年4月30日 平成28年5月1日 令和4年4月30日 井出　康子 更新 飲食店営業
堺食衛第13744601号 ｎｉｃｏｒｉ 中区大野芝町５９３‐１０ アメニティ白鷺１０２ 平成28年4月30日 平成28年5月1日 令和4年4月30日 永井　舞 更新 菓子製造業
堺食衛第13744602号 ｎｉｃｏｒｉ 中区大野芝町５９３‐１０ アメニティ白鷺１０２ 平成28年4月30日 平成28年5月1日 令和4年4月30日 永井　舞 更新 飲食店営業
堺食衛第13733201号 カラオケスタジオ　キティー 中区辻之７５６ 平成28年4月30日 平成28年5月1日 令和4年4月30日 松原　要子 更新 飲食店営業
堺食衛第14399001号 Ｐｅｃｃｏ 美原区黒山１３‐６ 平成28年5月10日 平成28年5月10日 令和4年5月31日 松永　澄子 新規 飲食店営業
堺食衛第14399002号 Ｐｅｃｃｏ 美原区黒山１３‐６ 平成28年5月10日 平成28年5月10日 令和4年5月31日 松永　澄子 新規 菓子製造業
堺食衛第13745201号 クッキングスタジオ　マーサ 南区庭代台１丁３４‐３ 平成28年4月30日 平成28年5月1日 令和4年4月30日 横山　雅子 更新 菓子製造業
堺食衛第12408901号 ｇｒｏｗ 堺区中之町東２丁１‐２８ 平成28年4月30日 平成28年5月1日 令和4年4月30日 野瀬　英子 更新 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 新規 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 新規 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 新規 飲食店営業
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 新規 飲食店営業
堺食衛第14399101号 ケロヨン 東区白鷺町３丁１３‐３２ 平成28年5月9日 平成28年5月9日 令和4年5月31日 朝倉　ひとみ 新規 飲食店営業
堺食衛第11474901号 居酒屋　歩 東区野尻町２５７‐３ 平成28年5月17日 平成28年6月1日 令和4年5月31日 甲斐　波美枝 更新 飲食店営業
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 新規 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 新規 飲食店営業
堺食衛第14401801号 蛸勝（タコショウ） 堺区浅香山町３丁３‐１３ 平成28年5月11日 平成28年5月11日 令和4年5月31日 石田　勝裕 新規 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 更新 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 新規 飲食店営業
堺食衛第11498601号 串とら 北区百舌鳥梅町３丁１‐８ 平成28年5月23日 平成28年6月1日 令和4年5月31日 開発　俊郎 更新 飲食店営業
堺食衛第14402801号 日本酒ＢＡＲ　奏 堺区北瓦町２丁２‐１１ グレイスビル１Ｆ 平成28年5月12日 平成28年5月12日 令和4年5月31日 辰巳　智昭 新規 飲食店営業
堺食衛第12416901号 Ｌａｒｇｏ 堺区中瓦町１丁３‐６ ＥＮＳＨＯビル　２階Ｃ 平成28年5月12日 平成28年6月1日 令和4年5月31日 辰巳　智昭 更新 飲食店営業
堺食衛第11861501号 明治色亭 堺区栄橋町１丁１０‐１ ショップ南海堺 平成28年5月11日 平成28年6月1日 令和4年5月31日 塩田　克司 更新 飲食店営業
堺食衛第12417601号 セブンイレブン堺長曽根町南店 北区長曽根町３０８１‐２５ 平成28年5月17日 平成28年6月1日 令和4年5月31日 辻中　慶次 更新 飲食店営業
堺食衛第14403201号 みゆみゆ 北区船堂町１丁１４‐４ 平成28年5月23日 平成28年5月23日 令和4年5月31日 吉岡　美雪 新規 飲食店営業
堺食衛第12413701号 野球小僧 北区東浅香山町２丁７１‐１７ 川元ビル１Ｆ２号 平成28年5月16日 平成28年6月1日 令和4年5月31日 吉村　聖純 更新 飲食店営業
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 更新 菓子製造業
堺食衛第12431501号 えのき 東区菩提町４丁５０‐４ 平成28年5月17日 平成28年7月1日 令和4年6月30日 榎木　富子 更新 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 更新 魚介類販売業
堺食衛第14403301号 居酒屋　Ｂｌｕｅ　Ｍｏｏｎ 西区鳳南町４丁４２８‐２ １Ｆ 平成28年5月13日 平成28年5月13日 令和4年5月31日 大島　純代 新規 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 新規 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 新規 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 更新 飲食店営業
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 更新 飲食店営業
堺食衛第14404101号 更科 堺区南半町東１丁２‐１６ 平成28年5月18日 平成28年5月18日 令和4年5月31日 姫﨑　香子 新規 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 更新 飲食店営業
堺食衛第13752801号 ＭＡＹ　ｃａｆｅ 堺区南花田口町１丁１‐９ 平成28年5月20日 平成28年6月1日 令和4年5月31日 佐竹　雅樹 更新 飲食店営業
堺食衛第13752802号 ＭＡＹ　ｃａｆｅ 堺区南花田口町１丁１‐９ 平成28年5月20日 平成28年8月1日 令和4年7月31日 佐竹　雅樹 更新 菓子製造業
堺食衛第13757501号 ありん子 西区平岡町２７４‐１０ 平成28年5月31日 平成28年6月1日 令和4年5月31日 有田　由治 更新 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 新規 飲食店営業
堺食衛第14404801号 コメダ珈琲店　堺東店 堺区三国ヶ丘御幸通１‐２ ケンスイビル１Ｆ 平成28年6月3日 平成28年6月3日 令和4年6月30日 浅岡　滋夫 新規 飲食店営業
堺食衛第13757601号 ジャンボ寿司魚竹 堺区甲斐町西１丁２‐２１ 平成28年5月20日 平成28年6月1日 令和4年5月31日 小潟　秋好 更新 飲食店営業
堺食衛第14405801号 スナック　基男 堺区翁橋町１丁５‐３ エルクエスト２０６号 平成28年6月7日 平成28年6月7日 令和4年6月30日 朴　基男 新規 飲食店営業
堺食衛第14406001号 華蓮 堺区出島町５丁５‐１８ 平成28年6月8日 平成28年6月8日 令和4年6月30日 松下　豊美 新規 飲食店営業
堺食衛第14405901号 セブン‐イレブン初芝駅東店 東区日置荘西町３丁１‐１ 平成28年5月23日 平成28年5月23日 令和4年5月31日 原田　博昭 新規 飲食店営業
堺食衛第14405701号 ローソン堺美原平尾店 美原区平尾２１５０‐１ 平成28年5月30日 平成28年5月30日 令和4年5月31日 松若　みずき 新規 飲食店営業
堺食衛第14406701号 トラットリア　Ｔｉｂｉ 堺区北瓦町２丁３‐２３ 平成28年5月30日 平成28年5月30日 令和4年5月31日 向島　康世 新規 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 新規 飲食店営業
堺食衛第14406801号 たいよう食堂 西区津久野町１丁４‐１８ フラワーマンション１２号室 平成28年6月17日 平成28年6月17日 令和4年6月30日 備前　元晴 新規 飲食店営業



堺食衛第10764701号 いちごみるく 南区宮山台３丁１‐１９ 平成28年5月25日 平成28年6月1日 令和4年5月31日 波食　佐恵子 更新 飲食店営業
堺食衛第13757301号 浜寺餅　河月堂 西区浜寺諏訪森町中１丁８０‐３ 平成28年5月31日 平成28年6月1日 令和4年5月31日 前田　昌宏 更新 菓子製造業
堺食衛第12408401号 カフェ・ド・マイスター 西区津久野町３丁３３‐２２ 平成28年5月31日 平成28年6月1日 令和4年5月31日 平田　博章 更新 飲食店営業
堺食衛第14407101号 Ｃａｆｅ　ｕｎ　Ｒｅｖｅ 中区深井沢町３１２４ サンハイム格谷１０１号室 平成28年6月3日 平成28年6月3日 令和4年6月30日 古家　智英美 新規 飲食店営業
堺食衛第11689401号 大関 南区竹城台４丁１５‐２５ 平成28年5月31日 平成28年6月1日 令和4年5月31日 折戸　まゆみ 更新 飲食店営業
堺食衛第13757201号 浜寺餅　河月堂 南区茶山台１丁２‐３ 平成28年5月31日 平成28年6月1日 令和4年5月31日 前田　昌宏 更新 菓子製造業
堺食衛第13757202号 浜寺餅　河月堂 南区茶山台１丁２‐３ 平成28年5月31日 平成28年6月1日 令和4年5月31日 前田　昌宏 更新 飲食店営業
堺食衛第12418301号 エヴァンス 南区美木多上２０９１‐５ 平成28年5月27日 平成28年6月1日 令和4年5月31日 金山　徳之 更新 飲食店営業
堺食衛第13753601号 八剣伝三宝町店 堺区三宝町３丁２０３ 平成28年5月31日 平成28年6月1日 令和4年5月31日 山本　幸一 更新 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 更新 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 更新 飲食店営業
堺食衛第13745001号 セブン‐イレブン堺下黒山店 美原区黒山７１４‐１ 平成28年5月31日 平成28年6月1日 令和4年5月31日 中野　俊則 更新 飲食店営業
堺食衛第13745005号 セブン‐イレブン堺下黒山店 美原区黒山７１４‐１ 平成28年5月31日 平成28年6月1日 令和4年5月31日 中野　俊則 更新 菓子製造業
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 更新 飲食店営業
堺食衛第14407501号 一休 南区釜室８２５ 平成28年6月1日 平成28年6月1日 令和4年6月30日 寺脇　孝浩 新規 菓子製造業
堺食衛第11503701号 慶尚園 堺区中安井町１丁２‐２７ 平成28年5月31日 平成28年6月1日 令和4年5月31日 河野　寅雄 更新 飲食店営業
堺食衛第14407901号 カラオケ　歌蓮 堺区賑町３丁６‐１４ 平成28年6月2日 平成28年6月2日 令和4年6月30日 澤田　和子 新規 飲食店営業
堺食衛第14408001号 ラウンジ　美穂 堺区櫛屋町東１丁１‐１ マルニシビル 平成28年6月23日 平成28年6月23日 令和4年6月30日 上田　啓子 新規 飲食店営業
堺食衛第11190201号 むさし屋 堺区大浜中町３丁３‐３ 平成28年5月31日 平成28年6月1日 令和4年5月31日 更新 飲食店営業
堺食衛第12433901号 カラオケスタジオ　さくら 北区金岡町２２０６ 平成28年6月14日 平成28年7月1日 令和4年6月30日 伊佐　勝也 更新 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 更新 飲食店営業
堺食衛第11439101号 喫茶　ろろ 堺区香ヶ丘町３丁１‐３ 平成28年6月13日 平成28年7月1日 令和4年6月30日 豊田　通彦 更新 飲食店営業
堺食衛第11576201号 手打うどん　一休 堺区浅香山町３丁２‐１ 平成28年6月2日 平成28年7月1日 令和4年6月30日 中田　光雄 更新 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 更新 飲食店営業
堺食衛第14408501号 豆腐工房　まるかつ 中区宮園町２‐１１ 平成28年6月7日 平成28年6月7日 令和4年6月30日 勝山　正人 新規 飲食店営業
堺食衛第14408502号 豆腐工房　まるかつ 中区宮園町２‐１１ 平成28年6月7日 平成28年6月7日 令和4年6月30日 勝山　正人 新規 菓子製造業
堺食衛第14408503号 豆腐工房　まるかつ 中区宮園町２‐１１ 平成28年6月7日 平成28年6月7日 令和4年6月30日 勝山　正人 新規 豆腐製造業
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 新規 飲食店営業
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 更新 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 新規 飲食店営業
堺食衛第14409101号 いなほ 西区鳳東町２丁１７０‐２ 平成28年6月27日 平成28年6月27日 令和4年6月30日 紙本　智也 新規 飲食店営業
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 更新 飲食店営業
堺食衛第14409401号 ＡＲＩＪＩ 堺区向陵東町３丁６‐３３ 平成28年6月17日 平成28年6月17日 令和4年6月30日 渡邊　ゆり 新規 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 更新 飲食店営業
堺食衛第13764301号 堺市大浜公園プール内売店　「マルミ」 堺区大浜北町４丁３‐５０ 平成28年7月7日 平成28年8月1日 令和4年7月31日 春木　淳一 更新 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 新規 飲食店営業
堺食衛第13764201号 金岡公園プール内売店　「マルミ」 北区長曽根町１１７９‐１８ 平成28年6月30日 平成28年7月1日 令和4年6月30日 春木　淳一 更新 飲食店営業
堺食衛第14409601号 木の実食堂 北区北長尾町１丁７‐１７ 平成28年6月8日 平成28年6月8日 令和4年6月30日 下野　博昭 新規 飲食店営業
堺食衛第13758501号 万寿 美原区阿弥４８３‐５ 平成28年6月9日 平成28年7月1日 令和4年6月30日 伊田　志登美 更新 飲食店営業
堺食衛第14409801号 195 堺区新町４‐１ アクトビル１０１号室 平成28年6月9日 平成28年6月9日 令和4年6月30日 髙城　育子 新規 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 更新 飲食店営業
堺食衛第14409701号 ＰＵＲＰＯＳＥ　ＣＡＦＥ 南区宮山台３丁１‐１８ １Ｆ 平成28年6月24日 平成28年6月24日 令和4年6月30日 清水　浩 新規 飲食店営業
堺食衛第11835401号 弁当のまんぷく 北区東浅香山町２丁３２６ 平成28年6月14日 平成28年7月1日 令和4年6月30日 植田　幸次 更新 飲食店営業
堺食衛第13762801号 焼肉タンク 中区深井沢町３２９９ 平成28年6月10日 平成28年7月1日 令和4年6月30日 藤　敏子 更新 飲食店営業
堺食衛第10926101号 すし宇 堺区三宝町４丁２３２ 平成28年6月17日 平成28年7月1日 令和4年6月30日 磯部　太 更新 飲食店営業
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 更新 飲食店営業
堺食衛第14410501号 キッチン　ママ 中区小阪９４‐３ 平成28年6月14日 平成28年6月14日 令和4年6月30日 今別府　田鶴子 新規 飲食店営業
堺食衛第13760001号 プラスチック 東区菩提町１丁８３‐３ 平成28年6月15日 平成28年7月1日 令和4年6月30日 野元　智世 更新 飲食店営業
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 新規 飲食店営業
堺食衛第14411001号 お好み焼　あじ助 堺区昭和通３丁４６‐７ 平成28年6月20日 平成28年6月20日 令和4年6月30日 原田　里榮 新規 飲食店営業
堺食衛第11602101号 小車 中区福田６２１ 平成28年6月17日 平成28年7月1日 令和4年6月30日 静　八重子 更新 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 更新 食肉販売業
堺食衛第14411501号 Ｅｎｇｌｉｓｈ　Ｃａｆｅ　Ｍｉｇｈｔｙ 南区泉田中１００‐１ 平成28年7月5日 平成28年7月5日 令和4年7月31日 竹場　敏雄 新規 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 更新 飲食店営業
堺食衛第13760701号 ファミリーマート堺上店 西区上９７‐４ 平成28年6月27日 平成28年7月1日 令和4年6月30日 藤澤　眞之助 更新 飲食店営業
堺食衛第13759501号 はなぶさ 西区鳳東町１丁３５‐１ 平成28年6月27日 平成28年7月1日 令和4年6月30日 馬場　英文 更新 飲食店営業
堺食衛第12414901号 アトラス製造工場 南区高倉台２丁３８‐１ 平成28年6月24日 平成28年7月1日 令和4年6月30日 小西　富市 更新 菓子製造業
堺食衛第14412301号 ＡＮＧＩＥ（アンジー） 堺区熊野町東２丁１‐１０ 米澤ビルⅡ３０１号 平成28年8月1日 平成28年8月1日 令和4年7月31日 上田　朋美 新規 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 更新 魚介類販売業
堺食衛第14412401号 炭火焼鳥　杉の屋 中区深井沢町３２９９ 平成28年7月5日 平成28年7月5日 令和4年7月31日 杉野原　佑治 新規 飲食店営業
堺食衛第14412601号 三丁カフェ 堺区砂道町３丁６‐２０ 平成28年6月30日 平成28年6月30日 令和4年6月30日 井上　博康 新規 飲食店営業
堺食衛第13758401号 お好み焼　いちらく 北区蔵前町１丁７‐１１ 平成28年6月21日 平成28年7月1日 令和4年6月30日 安田　恵美子 更新 飲食店営業
堺食衛第14413201号 あんじゅ庵 堺区向陵東町１丁３‐１ 平成28年6月23日 平成28年6月23日 令和4年6月30日 日比　啓太 新規 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 更新 飲食店営業
堺食衛第14413001号 あっと勇馬 堺区海山町５丁１７７‐２ 平成28年6月23日 平成28年6月23日 令和4年6月30日 川内　勇馬 新規 飲食店営業
堺食衛第14029402号 あわじや 西区浜寺諏訪森町中２丁１６９ 平成28年6月23日 平成28年6月23日 令和4年6月30日 佐藤　大輔 新規 魚介類販売業
堺食衛第11454001号 喫茶　ひまわり 西区鳳北町９丁１７ 平成28年6月27日 平成28年7月1日 令和4年6月30日 真田　仁司 更新 飲食店営業
堺食衛第12420001号 焼き鳥　壱歩 中区深井沢町３１７９ 平成28年6月30日 平成28年7月1日 令和4年6月30日 田中　里司 更新 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 更新 飲食店営業
堺食衛第14413601号 お好み焼きパンダ 中区福田４８４‐１８ 平成28年7月8日 平成28年7月8日 令和4年7月31日 浦野　由美 新規 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 更新 豆腐製造業
堺食衛第14413501号 縁家 美原区平尾２４２９‐２ 平成28年6月29日 平成28年6月29日 令和4年6月30日 岸本　昌也 新規 飲食店営業
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 新規 飲食店営業
堺食衛第11269501号 ロペ 中区堀上町３０９‐１２ 平成28年6月29日 平成28年7月1日 令和4年6月30日 岩崎　まり子 更新 飲食店営業
堺食衛第11819701号 富兵衛 東区北野田１６‐３０ 平成28年6月29日 平成28年7月1日 令和4年6月30日 広瀬　勉 更新 飲食店営業
堺食衛第14414401号 食堂ニーナ 堺区戎之町西１丁１‐１ 三洋ビル１０１号 平成28年6月30日 平成28年6月30日 令和4年6月30日 籔中　由美 新規 飲食店営業
堺食衛第13751301号 中国料理　丹甫 堺区大町東２丁１‐２７ ハークスビル１階 平成28年6月27日 平成28年7月1日 令和4年6月30日 丹甫　文昭 更新 飲食店営業
堺食衛第14414901号 音楽酒場　Ｐｕｆｆ 北区百舌鳥赤畑町４丁２６３ ユニピアビル１階 平成28年6月27日 平成28年6月27日 令和4年6月30日 濵上　覚 新規 飲食店営業
堺食衛第14414801号 和食　ふじさき 西区山田１丁１‐５ 平成28年6月27日 平成28年6月27日 令和4年6月30日 藤﨑　信之 新規 飲食店営業
堺食衛第14414701号 ぷく＊ぷく 中区新家町３４６‐１１ 平成28年6月24日 平成28年6月24日 令和4年6月30日 藤田　めぐみ 新規 飲食店営業
堺食衛第11598501号 純喫茶　鴻 北区中長尾町３丁３‐５ 平成28年6月30日 平成28年7月1日 令和4年6月30日 西野　恵美子 更新 飲食店営業
堺食衛第12425201号 ローソン堺鳳西町店 西区鳳西町２丁１７‐１ 平成28年6月30日 平成28年7月1日 令和4年6月30日 石角　隆 更新 飲食店営業
堺食衛第14415801号 しばいち 堺区材木町東２丁２‐２２ 平成28年6月30日 平成28年6月30日 令和4年6月30日 柴田　眞弓 新規 飲食店営業
堺食衛第14415501号 ＢＡＲ　ＢＬＩＮＤ　ＯＷＬ 北区中百舌鳥町２丁７５ Ｐｒｉｓｅビル３０１ 平成28年7月7日 平成28年7月7日 令和4年7月31日 梅田　共寿 新規 飲食店営業
堺食衛第11591101号 寿司廣 西区鳳西町１丁７２‐５ 平成28年7月5日 平成28年8月1日 令和4年7月31日 大江　幸男 更新 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 更新 喫茶店営業
堺食衛第13757801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 更新 飲食店営業
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 更新 菓子製造業
堺食衛第14416101号 ラウンジ　Ａｃｅ 堺区翁橋町１丁９‐４ 山本ビル　１Ｆ 平成28年7月4日 平成28年7月4日 令和4年7月31日 田畑　勝 新規 飲食店営業
堺食衛第13758701号 堺区大町東２丁２‐１１ 平成28年6月30日 平成28年7月1日 令和4年6月30日 更新 食肉販売業
堺食衛第10807801号 お食事＆お酒　ユウ 西区鳳西町１丁２‐６ 平成28年6月30日 平成28年7月1日 令和4年6月30日 山中　裕好 更新 飲食店営業
堺食衛第14416301号 スナック　マミー 東区北野田４７１‐２３ 平成28年7月5日 平成28年7月5日 令和4年7月31日 脇田　典子 新規 飲食店営業
堺食衛第14419201号 お好み焼　鉄板焼　はるちゃん 堺区柏木町１丁１‐１７ 平成28年7月15日 平成28年7月15日 令和4年7月31日 石田　春江 新規 飲食店営業
堺食衛第14419001号 セブン‐イレブン　堺若松台３丁店 南区若松台３丁３４‐６ 平成28年7月19日 平成28年7月19日 令和4年7月31日 畑間　健志 新規 飲食店営業
堺食衛第14419301号 カラオケ　Ｊｕｎ 堺区一条通１９‐２７ 大成レジャービル 平成28年8月4日 平成28年8月4日 令和4年8月31日 岩井　淳子 新規 飲食店営業
堺食衛第12434101号 やすおか 堺区楠町１丁３‐１７ 平成28年7月4日 平成28年8月1日 令和4年7月31日 安岡　克倫 更新 飲食店営業
堺食衛第14419701号 白ねこ 堺区櫛屋町東１丁２‐２６ アバンティＨＡＧＩ４Ｆ 平成28年7月4日 平成28年7月4日 令和4年7月31日 橋垣　由美 新規 飲食店営業
堺食衛第14420101号 喫茶　ベル 北区北花田町３丁３３‐１９ 平成28年9月7日 平成28年9月7日 令和4年9月30日 津山　忠士 新規 飲食店営業
堺食衛第14419501号 味三昧 北区黒土町２２５８‐５ 平成28年7月6日 平成28年7月6日 令和4年7月31日 中井　大介 新規 飲食店営業
堺食衛第10860201号 キンロや 西区浜寺石津町西４丁１‐２ 平成28年7月7日 平成28年8月1日 令和4年7月31日 福井　納 更新 飲食店営業
堺食衛第14419901号 まる 中区深井沢町３１１９ 平成28年7月7日 平成28年7月7日 令和4年7月31日 中﨑　啓太 新規 飲食店営業
堺食衛第11163601号 まさずし 堺区櫛屋町東２丁２‐２４ ロイヤルコート弍番館１階 平成28年7月6日 平成28年8月1日 令和4年7月31日 金田　昌吉 更新 飲食店営業
堺食衛第13773101号 Ｃｏ楽兆 堺区戎之町東２丁１‐２７ 菅原ビル１Ｆ 平成28年7月6日 平成28年8月1日 令和4年7月31日 小西　勇也 更新 飲食店営業
堺食衛第14420501号 スナック　らん 西区鳳中町２丁５０‐１ 平成28年7月7日 平成28年7月7日 令和4年7月31日 小椋　弥生 新規 飲食店営業
堺食衛第14420801号 居酒屋やっちゃん 北区蔵前町１丁１８‐７ 平成28年7月20日 平成28年7月20日 令和4年7月31日 那須　康晴 新規 飲食店営業
堺食衛第14421001号 実咲庵 堺区向陵中町２丁１‐９ 平成28年7月19日 平成28年7月19日 令和4年7月31日 井上　浩司 新規 飲食店営業
堺食衛第11476701号 居酒屋　炉端　ひで 西区浜寺諏訪森町中２丁１６６ 平成28年7月12日 平成28年8月1日 令和4年7月31日 前田　健次郎 更新 飲食店営業
堺食衛第14421501号 なかじぃ 堺区浅香山町３丁５‐２６ 平成28年7月27日 平成28年7月27日 令和4年7月31日 中島　敏夫 新規 飲食店営業
堺食衛第10729201号 ＯＮＥ　ＷＡＹ 北区百舌鳥梅町３丁２４‐７ 平成28年7月12日 平成28年8月1日 令和4年7月31日 西野　昇三 更新 飲食店営業
堺食衛第13769601号 焼肉　味さい 中区深阪４丁２３‐５７ 第一シンコーマンション１０１ 平成28年7月14日 平成28年8月1日 令和4年7月31日 溝畑　年弘 更新 飲食店営業
堺食衛第11598001号 旬亭初芝店 東区日置荘西町２丁１‐２ 平成28年7月15日 平成28年8月1日 令和4年7月31日 三枝　悠位 更新 飲食店営業
堺食衛第14421701号 焼鳥　六五五六 堺区北瓦町２丁１‐１１ 平成28年7月25日 平成28年7月25日 令和4年7月31日 塩谷　眞吾 新規 飲食店営業
堺食衛第14422001号 Ｓｅａ茶　インド料理 西区鳳東町７丁７３３ おおとりウイングス２Ｆ 平成28年7月19日 平成28年7月19日 令和4年7月31日 ギミレ　ラメス 新規 飲食店営業
堺食衛第14421601号 スナック雅 西区鳳中町５丁１８０‐１５ 平成28年8月2日 平成28年8月2日 令和4年8月31日 岡本　チエ子 新規 飲食店営業
堺食衛第14422201号 カラオケ喫茶　友 堺区二条通５‐２ 平成28年7月15日 平成28年7月15日 令和4年7月31日 織田　和子 新規 飲食店営業
堺食衛第14422301号 ナースのココロ。 堺区南花田口町１丁３‐１３ ジョイント２ビル２階２－Ｃ－３号室 平成28年8月17日 平成28年8月17日 令和4年8月31日 大橋　翔大 新規 飲食店営業
堺食衛第11434301号 喫茶　ミネ 堺区大浜北町１丁１２‐２ 平成28年7月20日 平成28年8月1日 令和4年7月31日 中谷　千津子 更新 飲食店営業
堺食衛第11278901号 伊呂梨 中区福田６０１ 平成28年7月21日 平成28年8月1日 令和4年7月31日 中野　陽子 更新 飲食店営業
堺食衛第13775201号 ナイトカフェ　レイズ 中区深井中町２０１１‐２１ 平成28年7月28日 平成28年9月1日 令和4年8月31日 坂口　美紀 更新 飲食店営業



堺食衛第13778701号 かしわ屋　頭 東区北野田３０‐１ 平成28年7月19日 平成28年9月1日 令和4年8月31日 永井　啓之 更新 飲食店営業
堺食衛第14422501号 旬菜料理彩 南区大森２７９ 平成28年7月14日 平成28年7月14日 令和4年7月31日 中井　義行 新規 飲食店営業
堺食衛第13771901号 セブン‐イレブン堺大泉緑地公園前店 北区金岡町６８ 平成28年7月20日 平成28年8月1日 令和4年7月31日 吉田　豊 更新 飲食店営業
堺食衛第13771905号 セブン‐イレブン堺大泉緑地公園前店 北区金岡町６８ 平成28年7月20日 平成28年8月1日 令和4年7月31日 吉田　豊 更新 菓子製造業
堺食衛第14422801号 ＫＵＳＡＫＡ 北区百舌鳥梅町３丁９‐９ １Ｆ 平成28年7月19日 平成28年7月19日 令和4年7月31日 川筋　克己 新規 飲食店営業
堺食衛第11690801号 大吉津久野店 西区堀上緑町２丁１‐１ 平成28年7月19日 平成28年8月1日 令和4年7月31日 安達　正 更新 飲食店営業
堺食衛第11206801号 やじきた食堂 西区太平寺７２５‐１ 平成28年7月22日 平成28年8月1日 令和4年7月31日 高渕　ひろ子 更新 飲食店営業
堺食衛第13768301号 大吉 東区丈六１７１‐２０ 平成28年7月19日 平成28年8月1日 令和4年7月31日 樋上　久和 更新 飲食店営業
堺食衛第14423201号 ローソン堺向陵店 堺区向陵東町２丁１１‐８ 平成28年8月23日 平成28年8月23日 令和4年8月31日 寺田　毅 新規 飲食店営業
堺食衛第12432801号 きたの屋酒店　北野　得明 堺区東湊町３丁１８１ 平成28年7月21日 平成28年8月1日 令和4年7月31日 北野　得明 更新 缶詰又は瓶詰食品製造業
堺食衛第14423101号 ローソンＳ大野芝北店 中区大野芝町５９６‐５ 平成28年7月28日 平成28年7月28日 令和4年7月31日 寺田　毅 新規 飲食店営業
堺食衛第11641401号 深阪北京 中区深阪２丁１６‐４３ 平成28年7月20日 平成28年8月1日 令和4年7月31日 諏訪　恵子 更新 飲食店営業
堺食衛第11448101号 喫茶，グリル　ドン 南区豊田１００３‐４ 平成28年7月20日 平成28年8月1日 令和4年7月31日 炭谷　通雄 更新 飲食店営業
堺食衛第14423601号 ＨＯＬＡ 堺区新町４‐１ ＮＫアクトビル２０２号室 平成28年7月27日 平成28年7月27日 令和4年7月31日 児玉　小百合 新規 飲食店営業
堺食衛第13768401号 寿司割烹　牧山 堺区中之町東１丁２ ２６－２号 平成28年7月25日 平成28年8月1日 令和4年7月31日 園田　勇 更新 飲食店営業
堺食衛第13769901号 杉屋餃子 北区百舌鳥梅町３丁１‐８ 平成28年7月21日 平成28年8月1日 令和4年7月31日 杉本　将彦 更新 飲食店営業
堺食衛第13771101号 壱富亭 南区原山台２丁４‐２ 平成28年7月25日 平成28年8月1日 令和4年7月31日 中本　雅子 更新 飲食店営業
堺食衛第14424001号 新鮮鶏焼き鶏之介 堺区向陵東町３丁２‐８ 木村ビル１Ｆ 平成28年7月22日 平成28年7月22日 令和4年7月31日 九門　優一 新規 飲食店営業
堺食衛第14424101号 Ｃｌａｉｒｅ 南区野々井１７３‐５ 平成28年7月26日 平成28年7月26日 令和4年7月31日 下神納木　三奈江 新規 飲食店営業
堺食衛第11423401号 喫茶　ジュリアン 堺区南三国ヶ丘町３丁４‐１３ 平成28年7月27日 平成28年8月1日 令和4年7月31日 安城　一男 更新 飲食店営業
堺食衛第12441901号 スナック　μ 堺区新町４‐１ ＮＫアクトビル４Ｆ 平成28年7月26日 平成28年8月1日 令和4年7月31日 菅野　昌子 更新 飲食店営業
堺食衛第12438701号 てんてん 堺区甲斐町東３丁１‐１ 甲斐町ビル１Ｆ 平成28年7月27日 平成28年8月1日 令和4年7月31日 田上　則之 更新 飲食店営業
堺食衛第11144701号 ホルン 北区東浅香山町１丁１１５ 平成28年7月31日 平成28年8月1日 令和4年7月31日 高島　官治 更新 菓子製造業
堺食衛第14424201号 ニューヨークスタイル　カントリーバル　キャンドール北区長曽根町３０４６‐１ 平成28年7月29日 平成28年7月29日 令和4年7月31日 中谷　優樹 新規 飲食店営業
堺食衛第11476001号 居酒屋　遊 堺区竜神橋町１丁６‐６ 浅井ビル１Ｆ 平成28年7月28日 平成28年8月1日 令和4年7月31日 眞喜志　美葉子 更新 飲食店営業
堺食衛第14424601号 堺上高校食堂 西区上６１ 平成28年8月1日 平成28年8月1日 令和4年8月31日 髙橋　量子 新規 飲食店営業
堺食衛第11147601号 ほっかほっか亭深井店 中区深井東町３０１５ サンシャイン深井１Ｆ 平成28年7月27日 平成28年8月1日 令和4年7月31日 永谷　恒介 更新 飲食店営業
堺食衛第11243601号 らびあん 東区白鷺町３丁２１‐３ 平成28年7月31日 平成28年8月1日 令和4年7月31日 海野　るり子 更新 飲食店営業
堺食衛第11832701号 福来軒 東区草尾１４４４‐１１ 平成28年7月27日 平成28年8月1日 令和4年7月31日 松下　昭夫 更新 飲食店営業
堺食衛第11453301号 喫茶　たけしろ 南区竹城台４丁１４‐２５ 平成28年7月29日 平成28年9月1日 令和4年8月31日 岡庭　勝美 更新 飲食店営業
堺食衛第13775501号 智 北区百舌鳥赤畑町２丁５６‐６ 平成28年8月8日 平成28年9月1日 令和4年8月31日 中谷　伸子 更新 飲食店営業
堺食衛第11642001号 真砂 西区北条町２丁５‐１４ 平成28年8月19日 平成28年9月1日 令和4年8月31日 中野　雅光 更新 飲食店営業
堺食衛第14425401号 ブラン 西区草部２６５‐１４ 平成28年8月5日 平成28年8月5日 令和4年8月31日 松田　潤二 新規 飲食店営業
堺食衛第14425101号 Ｔａｃｏｔｔａ（タコッタ） 中区深井沢町３３０１ 安田ビル１Ｆ　１００号 平成28年8月5日 平成28年8月5日 令和4年8月31日 谷口　尚子 新規 飲食店営業
堺食衛第10718501号 ＧＯＵＲＭＥＴ　ＣＩＴＹ　ポッポ 中区田園９４６‐１８ 平成28年7月31日 平成28年8月1日 令和4年7月31日 藤井　勇二 更新 飲食店営業
堺食衛第14425601号 おうちカフェ 南区竹城台１丁１１‐６ 平成29年2月27日 平成29年2月27日 令和5年2月28日 奥野　八重子 新規 飲食店営業
堺食衛第11589401号 寿司・和食　きた寿し 南区庭代台２丁９‐１８ 平成28年7月27日 平成28年8月1日 令和4年7月31日 矢嶌　司郎 更新 飲食店営業
堺食衛第12440701号 イタリアンジェラート　チャオ 堺区南三国ヶ丘町３丁４‐１３ 平成28年8月8日 平成28年9月1日 令和4年8月31日 佐野　和義 更新 アイスクリーム類製造業
堺食衛第12440702号 イタリアンジェラート　チャオ 堺区南三国ヶ丘町３丁４‐１３ 平成28年8月8日 平成28年9月1日 令和4年8月31日 佐野　和義 更新 喫茶店営業
堺食衛第11445801号 喫茶　蘭 堺区材木町西１丁１‐１７ 平成28年7月31日 平成28年8月1日 令和4年7月31日 福満　トシ子 更新 飲食店営業
堺食衛第13515102号 大判小判 北区百舌鳥梅町１丁５‐５ 072-257-8936 平成28年8月9日 平成28年9月1日 令和4年8月31日 東本　貴義 更新 食肉販売業
堺食衛第14425701号 Ｂ２ 中区新家町６４６‐３０ 平成28年8月10日 平成28年8月10日 令和4年8月31日 氏本　幸子 新規 飲食店営業
堺食衛第12439401号 手作りケーキの店　サンバーバ 堺区向陵西町１丁２‐２３ 平成28年7月31日 平成28年8月1日 令和4年7月31日 有村　和将 更新 菓子製造業
堺食衛第13772301号 はのはの 堺区西湊町５丁５‐１ 平成28年7月31日 平成28年8月1日 令和4年7月31日 東郷　勉 更新 飲食店営業
堺食衛第13933502号 沖縄物産店　へいさん 北区東浅香山町２丁７４‐５ 平成28年8月5日 平成28年8月5日 令和4年8月31日 西平　ツヤ子 新規 菓子製造業
堺食衛第13774301号 なおさか 北区中長尾町４丁４‐１４ 平成28年7月31日 平成28年8月1日 令和4年7月31日 阪田　直樹 更新 飲食店営業
堺食衛第10803601号 お好み焼　桃太郎 西区浜寺船尾町西４丁４３５‐８ 平成28年7月31日 平成28年8月1日 令和4年7月31日 中川　勝子 更新 飲食店営業
堺食衛第14426001号 ぷるぷ 東区日置荘西町５丁９‐３ 平成28年9月26日 平成28年9月26日 令和4年9月30日 嶋﨑　利雄 新規 飲食店営業
堺食衛第14426002号 ぷるぷ 東区日置荘西町５丁９‐３ 平成28年9月26日 平成28年9月26日 令和4年9月30日 嶋﨑　利雄 新規 菓子製造業
堺食衛第12436301号 カラオケスタジオ　ハート 南区檜尾３１４０‐１ 進化建設ビル 平成28年7月31日 平成28年8月1日 令和4年7月31日 川端　志奈子 更新 飲食店営業
堺食衛第14426401号 ｙｏｕ 堺区翁橋町１丁４‐１８ ロイヤルパレスビル２Ｆ 平成28年8月17日 平成28年8月17日 令和4年8月31日 年岡　優子 新規 飲食店営業
堺食衛第11570301号 鹿児島うどん 中区八田西町２丁１９‐５ 平成28年8月1日 平成28年8月1日 令和4年8月31日 山下　忠 更新 飲食店営業
堺食衛第14427001号 マハル　キタ 堺区翁橋町１丁９‐２ スイングプラザ翁橋２０８ 平成28年8月4日 平成28年8月4日 令和4年8月31日 飯島　ノラ 新規 飲食店営業
堺食衛第13779501号 土爛土爛 西区家原寺町１丁２０‐７ 平成28年8月5日 平成28年9月1日 令和4年8月31日 崔　仙 更新 飲食店営業
堺食衛第14426901号 ｏｆｆｉｃｅ　ｋａｔｚ 南区庭代台４丁２８‐１２ 平成28年8月4日 平成28年8月4日 令和4年8月31日 瀧本　克己 新規 飲食店営業
堺食衛第11432501号 喫茶　ぽいんと 西区平岡町９２‐６ 平成28年8月22日 平成28年9月1日 令和4年8月31日 戸山　恵美子 更新 飲食店営業
堺食衛第14427301号 蓮華 南区泉田中５４５ 平成28年8月10日 平成28年8月10日 令和4年8月31日 若松　辰美 新規 飲食店営業
堺食衛第14427701号 オザキ 堺区出島海岸通１丁９‐１７ 平成28年8月4日 平成28年8月4日 令和4年8月31日 尾崎　英司 新規 飲食店営業
堺食衛第12445301号 ムーン・ジュエル 中区八田北町５００‐６ ＯＺＡＫＩビル２Ｆ 平成28年8月10日 平成28年9月1日 令和4年8月31日 江本　美子 更新 飲食店営業
堺食衛第14428201号 ティーラウンジ　香彩 堺区戎之町東２丁１‐７ １Ｆ 平成28年8月15日 平成28年8月15日 令和4年8月31日 大嶋　一之 新規 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 更新 飲食店営業
堺食衛第13779301号 セブン‐イレブン堺浅香山町３丁店 堺区浅香山町３丁４‐３ 平成28年8月16日 平成28年9月1日 令和4年8月31日 和泉谷　武史 更新 飲食店営業
堺食衛第13781701号 のもや　ポチャ 中区福田８６８‐１ 平成28年8月29日 平成28年9月1日 令和4年8月31日 飯阪　晋 更新 飲食店営業
堺食衛第14428801号 ＺＥＲＯ 中区平井７０９‐１ 平成28年8月9日 平成28年8月9日 令和4年8月31日 毛穴　真二 新規 飲食店営業
堺食衛第13756201号 大阪王将北野田駅前店 東区北野田９１‐７ 平成28年8月23日 平成28年9月1日 令和4年8月31日 松本　正彦 更新 飲食店営業
堺食衛第14429201号 キノシタキッチンスタジオ 南区富蔵５９８ 平成28年8月24日 平成28年8月24日 令和4年8月31日 木下　恵美 新規 菓子製造業
堺食衛第14429202号 キノシタキッチンスタジオ 南区富蔵５９８ 平成28年8月24日 平成28年8月24日 令和4年8月31日 木下　恵美 新規 飲食店営業
堺食衛第14429401号 Ｌａ　ｃｕｃｉｎａ　ｍａｓｓａ　Ｆｅｌｉｃｅ 東区日置荘西町２丁３６‐３ 平成28年8月23日 平成28年8月23日 令和4年8月31日 北村　雅 新規 飲食店営業
堺食衛第14429601号 麺屋　絆 東区北野田９１‐１２ 平成28年8月16日 平成28年8月16日 令和4年8月31日 中　世津子 新規 飲食店営業
堺食衛第14429301号 よりみち 東区西野４８４‐３ 平成28年8月23日 平成28年8月23日 令和4年8月31日 福本　好伸 新規 飲食店営業
堺食衛第10807001号 お好焼　てこ 堺区賑町２丁１‐１２ 平成28年8月31日 平成28年9月1日 令和4年8月31日 川田　恭子 更新 飲食店営業
堺食衛第11032301号 お好み焼　カルカッタ 西区鳳東町３丁２８７ 平成28年8月23日 平成28年9月1日 令和4年8月31日 久保　満臣 更新 飲食店営業
堺食衛第14430101号 オッコンさくら 中区東山９００ ジョイビル１０３号 平成28年8月29日 平成28年8月29日 令和4年8月31日 山本　球未 新規 飲食店営業
堺食衛第12445801号 居酒屋　呑んべえ 東区北野田１００‐１０ 平成28年8月17日 平成28年9月1日 令和4年8月31日 渡辺　則子 更新 飲食店営業
堺食衛第11444201号 喫茶　南国 堺区築港南町２ 港湾福祉会館 平成28年8月17日 平成28年9月1日 令和4年8月31日 田澤　ミヨキ 更新 飲食店営業
堺食衛第14430201号 肉問屋　堺店 北区南花田町１１５‐１０ 平成28年8月19日 平成28年8月19日 令和4年8月31日 末廣　優一 新規 飲食店営業
堺食衛第11269201号 ろばた焼　じゃじゃまる 北区東雲東町４丁５‐１２ 平成28年8月18日 平成28年9月1日 令和4年8月31日 藤崎　良行 更新 飲食店営業
堺食衛第10731101号 ＰＬＡＹＳＰＯＴ石 西区鳳西町１丁８８‐８２ 平成28年8月23日 平成28年9月1日 令和4年8月31日 矢吹　正夫 更新 飲食店営業
堺食衛第10987301号 せんり 堺区櫛屋町東２丁２‐２３ ロイヤルコート壱番館１０１号 平成28年8月22日 平成28年9月1日 令和4年8月31日 羅井　春花 更新 飲食店営業
堺食衛第13778301号 隠れ家 中区福田５４３‐１ 平成28年8月23日 平成28年9月1日 令和4年8月31日 西井　邦美子 更新 飲食店営業
堺食衛第13002801号 コーヒーショップはたち 美原区黒山４８０ 平成28年8月24日 平成28年9月1日 令和4年8月31日 奥村　善裕 更新 飲食店営業
堺食衛第14430701号 Ｂａｒ　Ｊｏｉｎｔ　北花田店 北区北花田町４丁８９‐１ ファンタジービル２Ｆ 平成28年8月29日 平成28年8月29日 令和4年8月31日 中濱　史典 新規 飲食店営業
堺食衛第11862801号 鳴門寿司 堺区砂道町１丁１２‐１６ 平成28年8月31日 平成28年9月1日 令和4年8月31日 柿本　藤男 更新 飲食店営業
堺食衛第14431201号 おい丼や 堺区中瓦町２丁３‐１９ 平成28年8月30日 平成28年8月30日 令和4年8月31日 梅田　良輔 新規 飲食店営業
堺食衛第11902101号 浪花亭 堺区大町東２丁１‐７ 平成28年8月23日 平成28年9月1日 令和4年8月31日 橋本　善夫 更新 飲食店営業
堺食衛第14431301号 ｋｉｔａｎｏ　ｋｕｄａｍｏｎｏ 東区高松３８７‐３９ 平成28年8月29日 平成28年8月29日 令和4年8月31日 北野　美智子 新規 缶詰又は瓶詰食品製造業
堺食衛第11782101号 肉のてらしま 西区上野芝町４丁１８‐９ 平成28年8月31日 平成28年9月1日 令和4年8月31日 寺島　博昭 更新 食肉販売業
堺食衛第14431401号 サカエ 中区深井沢町３３５３ 平成28年9月8日 平成28年9月8日 令和4年9月30日 栄江　健 新規 飲食店営業
堺食衛第13776001号 茶倉 堺区陵西通２‐２４ 平成28年8月31日 平成28年9月1日 令和4年8月31日 田中　美保 更新 飲食店営業
堺食衛第13781501号 ありえんや 堺区市之町東２丁１‐３ 平成28年8月31日 平成28年9月1日 令和4年8月31日 中平　富士子 更新 飲食店営業
堺食衛第11815501号 百華扇 北区南花田町８１ ウッズアーバン１０８ 平成28年8月31日 平成28年9月1日 令和4年8月31日 柳沼　勲 更新 飲食店営業
堺食衛第14431701号 カラオケスナック　京 北区東雲東町１丁６‐２１ 平成28年8月29日 平成28年8月29日 令和4年8月31日 嶋井　誠二 新規 飲食店営業
堺食衛第14431601号 ＳＮＡＣＫ　ＩＮＳＰＩＲＥ 中区深井清水町３７６９ 嶋原ビル４Ｆ 平成28年8月29日 平成28年8月29日 令和4年8月31日 山田　美沙貴 新規 飲食店営業
堺食衛第14432101号 ごった食堂 堺区向陵中町６丁３‐３ マンション富士２号館 平成28年8月29日 平成28年8月29日 令和4年8月31日 大仲　瑞生 新規 飲食店営業
堺食衛第14432201号 北野 堺区竜神橋町２丁１‐２２ フォレストコート１０１ 平成28年9月7日 平成28年9月7日 令和4年9月30日 田中　まや 新規 飲食店営業
堺食衛第13776401号 ジャポ　ダイニング 堺区東雲西町１丁８‐６７ 平成28年8月31日 平成28年9月1日 令和4年8月31日 紀仲　寛之 更新 飲食店営業
堺食衛第14432901号 キッチン　アイズ 堺区翁橋町１丁９‐２ スウィングプラザ翁橋２０１号 平成28年8月29日 平成28年8月29日 令和4年8月31日 小杉　ひとみ 新規 飲食店営業
堺食衛第14433001号 個室居酒屋　くつろぎ家 西区浜寺石津町西３丁５‐２０ 平成28年8月31日 平成28年8月31日 令和4年8月31日 大西　奈美 新規 飲食店営業
堺食衛第13758301号 ディレタント　（Ｄｉｌｅｔｔａｎｔ） 堺区緑ヶ丘南町２丁２‐２３ 平成28年8月31日 平成28年9月1日 令和4年8月31日 谷和　美香 更新 飲食店営業
堺食衛第13758302号 ディレタント　（Ｄｉｌｅｔｔａｎｔ） 堺区緑ヶ丘南町２丁２‐２３ 平成28年12月6日 平成28年12月6日 令和4年12月28日 谷和　美香 新規 菓子製造業
堺食衛第11513401号 向井商店 北区百舌鳥西之町３丁６３５ 平成28年9月16日 平成28年10月1日 令和4年9月30日 向井　正美 更新 飲食店営業
堺食衛第11103001号 ピッケル 堺区協和町１丁３７６‐１ 西団地２２号館２０１号 平成28年9月5日 平成28年10月1日 令和4年9月30日 寺田　重春 更新 飲食店営業
堺食衛第11832401号 福芳 堺区三宝町２丁１０５‐４ 平成28年8月31日 平成28年10月1日 令和4年9月30日 福本　芳子 更新 飲食店営業
堺食衛第13780201号 スナック　人来夢 堺区戎之町東２丁１‐１１ セブンシャトー戎ビル１Ｆ 平成28年8月31日 平成28年9月1日 令和4年8月31日 河野　美登里 更新 飲食店営業
堺食衛第10732701号 ＳＡＲＩ倶楽部 北区百舌鳥赤畑町１丁２６ 平成28年8月31日 平成28年9月1日 令和4年8月31日 坪井　克己 更新 飲食店営業
堺食衛第13784201号 なんやかん屋　ちとせ 美原区南余部１４８‐１ 平成28年9月9日 平成28年10月1日 令和4年9月30日 西谷　喜良 更新 飲食店営業
堺食衛第10776201号 うまい屋お食べ安 堺区浅香山町３丁２‐１ 平成28年8月31日 平成28年9月1日 令和4年8月31日 小澤　栄一 更新 飲食店営業
堺食衛第11684601号 太閤寿司 堺区宿屋町東２丁１‐１３ 平成28年8月31日 平成28年9月1日 令和4年8月31日 図師　節郎 更新 飲食店営業
堺食衛第14434001号 焼肉ホルモン　山ちゃん 堺区栄橋町２丁４‐２８ 平成28年9月5日 平成28年9月5日 令和4年9月30日 山崎　清司 新規 飲食店営業
堺食衛第12449001号 とりきよ 北区新金岡町４丁１‐１１ Ｓ．Ｃ．エブリー１Ｆ 平成28年8月31日 平成28年9月1日 令和4年8月31日 梅崎　達也 更新 食肉販売業
堺食衛第12449601号 ファミリーマート堺百舌鳥梅北町店 北区百舌鳥梅北町３丁１０５‐１ 平成28年8月31日 平成28年9月1日 令和4年8月31日 木村　貫 更新 飲食店営業
堺食衛第10734201号 ＳＮＡＣＫ　ろびん 東区西野５０６ レジデンスサカタ１Ｆ 平成28年8月31日 平成28年9月1日 令和4年8月31日 山内　れい子 更新 飲食店営業
堺食衛第12365802号 王将泉北泉ヶ丘店 南区茶山台１丁２‐３ 072-293-1027 平成28年8月31日 平成28年9月1日 令和4年8月31日 岩永　崇律 更新 飲食店営業
堺食衛第11204301号 やきとり　房 南区原山台５丁２２‐１７ シャトー原山台　１０５号 平成28年8月31日 平成28年9月1日 令和4年8月31日 平尾　大助 更新 飲食店営業
堺食衛第14434701号 キッチン朱月 堺区中田出井町１丁４‐２３ 平成28年10月18日 平成28年10月18日 令和4年10月31日 水田　晴之 新規 飲食店営業
堺食衛第13778201号 セブンイレブン堺鳳西町１丁店 西区鳳西町１丁８６‐１ 平成28年8月31日 平成28年9月1日 令和4年8月31日 西尾　恒雄 更新 飲食店営業
堺食衛第13778204号 セブンイレブン堺鳳西町１丁店 西区鳳西町１丁８６‐１ 平成28年8月31日 平成28年9月1日 令和4年8月31日 西尾　恒雄 更新 菓子製造業
堺食衛第12446901号 家族空間　太鼓 中区深井清水町３７６９ 平成28年8月31日 平成28年9月1日 令和4年8月31日 山中　大輔 更新 飲食店営業
堺食衛第13782601号 ばあば 北区南花田町６８‐８ 平成28年9月7日 平成28年10月1日 令和4年9月30日 更新 飲食店営業



堺食衛第14434901号 ローソン堺高倉台店 南区高倉台１丁３‐２ 平成28年9月28日 平成28年9月28日 令和4年9月30日 奥田　隼矢 新規 飲食店営業
堺食衛第11911101号 気楽 堺区大町西３丁２‐１０ フェニックス横丁 平成28年9月26日 平成28年10月1日 令和4年9月30日 肥田　チカ子 更新 飲食店営業
堺食衛第14435601号 深井蛸焼 中区深井沢町３２７１ 平成28年9月15日 平成28年9月15日 令和4年9月30日 大隅　薫 新規 飲食店営業
堺食衛第14435801号 心愛 中区八田南之町３６２‐１３ 平成28年9月9日 平成28年9月9日 令和4年9月30日 西野　淳子 新規 飲食店営業
堺食衛第10778001号 中区深井中町１２２２‐９ 平成28年9月5日 平成28年10月1日 令和4年9月30日 川辺　一義 更新 飲食店営業
堺食衛第14436001号 ご縁や 北区百舌鳥梅北町５丁４８１‐５ 平成28年11月18日 平成28年11月18日 令和4年11月30日 藤本　清一朗 新規 飲食店営業
堺食衛第11291901号 唄の店　祭 中区福田６２１‐２７ 平成28年9月9日 平成28年10月1日 令和4年9月30日 深山　末子 更新 飲食店営業
堺食衛第13783001号 １ｅｒ　Ｒｅｓｔａｕｒａｎｔ　Ｌｅ　Ｐｒｅｍｉｅｒ 北区長曽根町３０２６‐１７ 平成28年9月9日 平成28年10月1日 令和4年9月30日 羽淵　祐一 更新 飲食店営業
堺食衛第14436101号 グルメ珈琲の店　Ｍａｍｅｋａｎ 北区百舌鳥赤畑町４丁２５５‐１ 平成28年9月9日 平成28年9月9日 令和4年9月30日 村上　佳也 新規 飲食店営業
堺食衛第14436201号 パティスリー　エトワ 東区日置荘西町７丁１２‐５ 平成28年9月13日 平成28年9月13日 令和4年9月30日 飯尾　元洋 新規 菓子製造業
堺食衛第12455301号 櫻家 堺区二条通７‐２３ 平成28年9月13日 平成28年10月1日 令和4年9月30日 法橋　孝子 更新 飲食店営業
堺食衛第14436501号 ほっかほっか亭　堺引野店 東区引野町１丁６ 平成28年9月30日 平成28年9月30日 令和4年9月30日 米田　鉄平 新規 飲食店営業
堺食衛第14436901号 酔って屋　Ａｒｋ． 堺区翁橋町１丁９‐２ スウィングプラザ２Ｆ２０３ 平成28年9月9日 平成28年9月9日 令和4年9月30日 金本　久美 新規 飲食店営業
堺食衛第11308801号 歌声さかば　まるた 北区東浅香山町２丁７３‐３３ 平成28年9月16日 平成28年10月1日 令和4年9月30日 丸田　ミツエ 更新 飲食店営業
堺食衛第14438301号 ＯＮＥ　ＰＩＥＣＥ 堺区南花田口町１丁３‐１３ ジョイント２ビル　５階　５２０号 平成28年9月13日 平成28年9月13日 令和4年9月30日 藤井　伊織 新規 飲食店営業
堺食衛第11915201号 珈琲館　木の実 堺区七道西町１２‐１１ 大林フローラ１０３号 平成28年9月15日 平成28年10月1日 令和4年9月30日 森田　洋子 更新 飲食店営業
堺食衛第12451501号 たんぽぽ 北区南花田町２２８‐１ エステートピアワンダー１Ｆ 平成28年9月30日 平成28年10月1日 令和4年9月30日 野村　孝司 更新 飲食店営業
堺食衛第13001801号 びっくり食堂 美原区北余部７９ 平成28年9月23日 平成28年10月1日 令和4年9月30日 畑中　賢治 更新 飲食店営業
堺食衛第13005101号 海（マリン） 美原区南余部７０‐１ 平成28年9月23日 平成28年10月1日 令和4年9月30日 永田　四枝子 更新 飲食店営業
堺食衛第14438401号 ミニストップ　イオンモール堺北花田店 北区東浅香山町４丁１‐１２ 平成28年9月23日 平成28年9月23日 令和4年9月30日 寺川　恵太 新規 飲食店営業
堺食衛第11782102号 肉のてらしま 西区上野芝町４丁１８‐９ 平成28年9月14日 平成28年9月14日 令和4年9月30日 寺島　博昭 新規 飲食店営業
堺食衛第14438701号 ループライン 堺区向陵中町６丁６‐１８ 平成28年9月23日 平成28年9月23日 令和4年9月30日 前原　さとみ 新規 飲食店営業
堺食衛第13782801号 たこ焼　ターちゃん 中区平井６１６‐８ 平成28年9月21日 平成28年10月1日 令和4年9月30日 折戸　妙子 更新 飲食店営業
堺食衛第14438801号 信次郎 堺区北瓦町２丁１‐１１ 平成28年9月26日 平成28年9月26日 令和4年9月30日 高石　信雄 新規 飲食店営業
堺食衛第10729701号 ＰＡＧＥ－１ 堺区櫛屋町東１丁１‐１ 平成28年9月23日 平成28年10月1日 令和4年9月30日 水口　利行 更新 飲食店営業
堺食衛第14440001号 秘書と野獣　シーズン２ 堺区南花田口町１丁３‐１３ ジョイント２ビル３階３０１号 平成28年10月27日 平成28年10月27日 令和4年10月31日 松井　裕馬 新規 飲食店営業
堺食衛第14439601号 立呑み、キッチン四一 北区百舌鳥梅北町２丁８２‐８ 平成28年9月30日 平成28年9月30日 令和4年9月30日 小西　昭 新規 飲食店営業
堺食衛第10789701号 おかずや西 北区百舌鳥赤畑町４丁３１７ 平成28年9月28日 平成28年10月1日 令和4年9月30日 西脇　幸子 更新 飲食店営業
堺食衛第13787901号 心 中区大野芝町２５３‐１ 平成28年9月30日 平成28年10月1日 令和4年9月30日 森田　紀代美 更新 飲食店営業
堺食衛第11064101号 肴と御馳走　夢屋 東区日置荘西町４丁１０‐１５ 平成28年9月26日 平成28年10月1日 令和4年9月30日 吉田　瀧雄 更新 飲食店営業
堺食衛第14440401号 笑娜以 堺区新町２‐１５ ＮＫアーバンビル４０３号 平成28年9月27日 平成28年9月27日 令和4年9月30日 鄭　英美 新規 飲食店営業
堺食衛第13793101号 Ｏｎｌｙ　Ｏｎｅ 西区下田町２‐２４ 平成28年9月29日 平成28年11月1日 令和4年10月31日 伊藤　明 更新 飲食店営業
堺食衛第10771001号 ヴィンチ 中区深井清水町３８３７ 平成28年10月5日 平成28年11月1日 令和4年10月31日 吉田　幸子 更新 飲食店営業
堺食衛第11867701号 友寿司 中区小阪６３ 平成28年9月28日 平成28年10月1日 令和4年9月30日 林　明 更新 飲食店営業
堺食衛第10940001号 カラオケスナック　アウル 堺区中安井町１丁１‐７ 平成28年9月30日 平成28年10月1日 令和4年9月30日 林　貴美子 更新 飲食店営業
堺食衛第13780401号 ごっちゃん 堺区栄橋町２丁１‐５ 101 平成28年9月30日 平成28年10月1日 令和4年9月30日 藤本　昌邦 更新 飲食店営業
堺食衛第10715601号 ＤＥＭＩＴＡＳＳＥ 中区辻之１１８９‐２１１ 平成28年9月30日 平成28年10月1日 令和4年9月30日 谷　満 更新 飲食店営業
堺食衛第14440701号 ＴＯ－ＭＡ 中区八田北町１００９‐５ 平成28年10月13日 平成28年10月13日 令和4年10月31日 川口　志乃ぶ 新規 飲食店営業
堺食衛第14441001号 カラオケ　ドロンヂョ 東区丈六１７１‐２０ コーエイパレス北野田４階４号 平成28年10月3日 平成28年10月3日 令和4年10月31日 鯛口　由紀 新規 飲食店営業
堺食衛第11432201号 喫茶　ベル 堺区中安井町１丁４‐６ 平成28年9月30日 平成28年10月1日 令和4年9月30日 木本　憲男 更新 飲食店営業
堺食衛第14441101号 Ｆａｖｏｒｉｔｅ　ｔｗｏ 中区堀上町１０３３ サーティーワンビル２Ｆ 平成28年10月3日 平成28年10月3日 令和4年10月31日 浅井　弘文 新規 飲食店営業
堺食衛第14441201号 Ｆａｖｏｒｉｔｅ　ｏｎｅ 中区堀上町１０３３ サーティーワンビル３Ｆ 平成28年10月3日 平成28年10月3日 令和4年10月31日 浅井　弘文 新規 飲食店営業
堺食衛第12451401号 自然派菓子工房　麦 東区菩提町５丁１７０ 安田マンション　２０３号 平成28年9月30日 平成28年10月1日 令和4年9月30日 松岡　訓子 更新 菓子製造業
堺食衛第13794601号 喫茶　サンライズ 東区日置荘西町１丁２１‐７ 平成28年10月7日 平成28年11月1日 令和4年10月31日 松岡　久美子 更新 飲食店営業
堺食衛第13785401号 ＳＮＡＣＫ　ＤＯＬ　ＣＥ・１ 堺区翁橋町１丁９‐６ エイトワンビル翁橋１Ｆ 平成28年9月30日 平成28年10月1日 令和4年9月30日 太田　明子 更新 飲食店営業
堺食衛第11741801号 鳥元 堺区北瓦町２丁１‐３３ 平成28年9月30日 平成28年10月1日 令和4年9月30日 鈴木　増実 更新 飲食店営業
堺食衛第14441301号 シーフードバル浪漫亭 堺区栄橋町２丁４‐２８ 平成28年9月30日 平成28年9月30日 令和4年9月30日 冨樫　隆博 新規 飲食店営業
堺食衛第13777901号 ＴＯＲＡＴＴＯＲＩＡ　ＬＵＧＬＩＯ－ＤＯＤＩＣＩ 北区長曽根町３２２‐２ 平成28年9月30日 平成28年10月1日 令和4年9月30日 楠本　泰正 更新 飲食店営業
堺食衛第13788101号 ごりさんず 西区浜寺船尾町西３丁３７ 平成28年9月30日 平成28年10月1日 令和4年9月30日 椨　浩二郎 更新 飲食店営業
堺食衛第14441401号 遊華のキッチン 西区草部４５２‐２３ 平成28年10月11日 平成28年10月11日 令和4年10月31日 谷隅　愉香 新規 飲食店営業
堺食衛第12457101号 ｊａｌａｎ　ｊａｌａｎ 堺区新町５‐２７ 平成28年9月30日 平成28年10月1日 令和4年9月30日 薮内　久雄 更新 飲食店営業
堺食衛第12456301号 立呑み処　おかわり 東区日置荘西町２丁３‐１６ 平成28年9月30日 平成28年10月1日 令和4年9月30日 悦岡　和順 更新 飲食店営業
堺食衛第14441701号 ぱにぱにキッチン 北区東浅香山町３丁２０‐１ 102 平成28年10月7日 平成28年10月7日 令和4年10月31日 高橋　由美 新規 飲食店営業
堺食衛第11827201号 福よし食堂 堺区南陵町４丁１‐１０ 平成28年10月12日 平成28年11月1日 令和4年10月31日 粟田　純啓 更新 飲食店営業
堺食衛第14442301号 九ｓ 堺区戎之町東１丁１‐２８ グランド戎別館１０１ 平成28年10月12日 平成28年10月12日 令和4年10月31日 喜早　勇介 新規 飲食店営業
堺食衛第11616901号 焼肉　丸福 堺区宿院町東１丁２‐１５ 平成28年10月19日 平成28年11月1日 令和4年10月31日 白川　邦夫 更新 飲食店営業
堺食衛第11725301号 竹生 堺区大浜南町３丁１‐１３ 平成28年10月6日 平成28年11月1日 令和4年10月31日 坂根　光哉 更新 飲食店営業
堺食衛第14442001号 Ｄｅｗｏｒ 北区北花田町１丁５２‐１ 北花田東秀ビル２０８号室 平成28年11月2日 平成28年11月2日 令和4年11月30日 岡田　依子 新規 飲食店営業
堺食衛第14442101号 ユニティーフェイス 中区深井清水町３８３５ 平成28年10月13日 平成28年10月13日 令和4年10月31日 松下　孝志 新規 飲食店営業
堺食衛第11201201号 モンスター 南区高倉台２丁３４‐２６ 平成28年10月6日 平成28年11月1日 令和4年10月31日 安倍　和彦 更新 飲食店営業
堺食衛第11027301号 でん助 堺区翁橋町１丁１０‐８ 平成28年10月13日 平成28年11月1日 令和4年10月31日 中野　裕三 更新 飲食店営業
堺食衛第11515401号 幸　蒲鉾店 堺区綾之町東１丁１‐２８ 綾之町東商店街 平成28年10月11日 平成28年11月1日 令和4年10月31日 田村　三郎 更新 飲食店営業
堺食衛第14442901号 １ねん３くみ 堺区甲斐町東３丁１‐１ 甲斐町ビルＢ１０１ 平成28年10月12日 平成28年10月12日 令和4年10月31日 崔　英淑 新規 飲食店営業
堺食衛第11465501号 居酒屋　どんべえ 北区南花田町３‐３０ 平成28年10月7日 平成28年11月1日 令和4年10月31日 深田　むつよ 更新 飲食店営業
堺食衛第10841001号 カラオケ喫茶　エンジェル 堺区霞ヶ丘町１丁２‐３２ 平成28年10月12日 平成28年11月1日 令和4年10月31日 北田　貴代 更新 飲食店営業
堺食衛第14443401号 Ｃｈｏｐｉｎ 堺区翁橋町１丁５‐３ エルクエストビル１Ｆ　１０３ 平成28年10月19日 平成28年10月19日 令和4年10月31日 米山　由美 新規 飲食店営業
堺食衛第11824501号 芙蓉園 堺区榎元町５丁９‐２２ 平成28年10月25日 平成28年11月1日 令和4年10月31日 小玉　美根子 更新 飲食店営業
堺食衛第14444101号 ＳＡＫＡＢＡあおいや 堺区大浜中町３丁１０‐３ 平成28年10月12日 平成28年10月12日 令和4年10月31日 折笠　文俊 新規 飲食店営業
堺食衛第14444201号 パキスタン・インド料理＆ハラールフード　シタール西区鳳北町７丁１３８ 平成28年10月14日 平成28年10月14日 令和4年10月31日 ラナ　亜希子 新規 飲食店営業
堺食衛第14443501号 業務スーパー御池台店 南区御池台３丁１‐４ 平成28年10月24日 平成28年10月24日 令和4年10月31日 水落　竜太 新規 そうざい製造業
堺食衛第14443502号 業務スーパー御池台店 南区御池台３丁１‐４ 平成28年10月24日 平成28年10月24日 令和4年10月31日 水落　竜太 新規 飲食店営業
堺食衛第14443503号 業務スーパー御池台店 南区御池台３丁１‐４ 平成28年10月24日 平成28年10月24日 令和4年10月31日 水落　竜太 新規 豆腐製造業
堺食衛第13052401号 一品料理美千代 美原区北余部５６‐１ 平成28年10月28日 平成28年11月1日 令和4年10月31日 安部　初子 更新 飲食店営業
堺食衛第14445201号 鰻や竹うち 堺区五月町６‐１１ 平成28年10月18日 平成28年10月18日 令和4年10月31日 竹内　一樹 新規 飲食店営業
堺食衛第14445301号 にしお　Ｂａｋｅｒｙ 東区草尾１１６６‐５ 平成28年11月10日 平成28年11月10日 令和4年11月30日 西尾　満 新規 菓子製造業
堺食衛第14445302号 にしお　Ｂａｋｅｒｙ 東区草尾１１６６‐５ 平成28年11月10日 平成28年11月10日 令和4年11月30日 西尾　満 新規 飲食店営業
堺食衛第14445901号 居酒屋　照 西区上４５９‐６ 平成28年11月1日 平成28年11月1日 令和4年11月30日 菅　照美 新規 飲食店営業
堺食衛第13794201号 Ｂａｒ　ＧＯＬＤ 中区堀上町１０３３ サーティワンビル３Ｆ 平成28年10月31日 平成28年11月1日 令和4年10月31日 亀井　広美 更新 飲食店営業
堺食衛第14446001号 木神屋 堺区出島海岸通１丁５‐２ コーポ湊　１０１ 平成28年11月18日 平成28年11月18日 令和4年11月30日 木本　由紀子 新規 飲食店営業
堺食衛第12463401号 うどん・そば処　げんき家 堺区大町東４丁２‐３７ 平成28年10月25日 平成28年11月1日 令和4年10月31日 清原　哲也 更新 飲食店営業
堺食衛第14446101号 あかり 堺区寺地町東１丁２‐１９ 平成28年10月28日 平成28年10月28日 令和4年10月31日 岩﨑　敦子 新規 飲食店営業
堺食衛第13083201号 喫茶＆カラオケ　サン 美原区黒山７８１‐３ 平成28年10月28日 平成28年11月1日 令和4年10月31日 竹中　礼子 更新 飲食店営業
堺食衛第14446601号 ローソン堺北安井町店 堺区北安井町２‐１２ 平成28年10月25日 平成28年10月25日 令和4年10月31日 畠中　和敏 新規 飲食店営業
堺食衛第13790101号 翔ちゃん 西区浜寺元町５丁６２６‐８ 103 平成28年10月26日 平成28年11月1日 令和4年10月31日 西村　忠晴 更新 飲食店営業
堺食衛第11690201号 大貴食堂 中区土師町５丁３０‐１２ 平成28年10月31日 平成28年11月1日 令和4年10月31日 清水　文子 更新 飲食店営業
堺食衛第14446501号 カフェテラス　あすか 東区丈六１７３‐７ 平成28年11月10日 平成28年11月10日 令和4年11月30日 北山　純子 新規 飲食店営業
堺食衛第13796501号 とり肉の内之倉 北区中長尾町３丁１‐３ 平成28年10月24日 平成28年11月1日 令和4年10月31日 内之倉　幸男 更新 食肉販売業
堺食衛第13792401号 創作居酒屋　雅 西区浜寺石津町西３丁５‐２５森本ビル１Ｆ 平成28年10月31日 平成28年11月1日 令和4年10月31日 堀部　雅之 更新 飲食店営業
堺食衛第14446801号 あすなろ 中区深井沢町３３２９ メゾン深井１０３号 平成28年10月21日 平成28年10月21日 令和4年10月31日 菊谷　義子 新規 飲食店営業
堺食衛第13798701号 なお家 中区深井清水町３９６９‐２ 大和屋マンション１Ｆ 平成28年10月24日 平成28年11月1日 令和4年10月31日 蒲原　直裕 更新 飲食店営業
堺食衛第14447001号 バル　デ　エスパーニャ 堺区五月町１‐２８ ウインザー皐月１０２号 平成28年10月31日 平成28年10月31日 令和4年10月31日 今井　達也 新規 飲食店営業
堺食衛第14447101号 中華Ｌａｂ 堺区翁橋町１丁５‐６ グランド翁橋５号館　３Ｆ　３０２ 平成28年10月24日 平成28年10月24日 令和4年10月31日 杉本　大輔 新規 そうざい製造業
堺食衛第14447301号 和み 堺区翁橋町１丁４‐１８ ロイヤルパレスビル３Ｆ 平成28年10月27日 平成28年10月27日 令和4年10月31日 坂井　満春 新規 飲食店営業
堺食衛第11597201号 春　中央軒 堺区甲斐町東１丁１‐１９ 平成28年10月25日 平成28年11月1日 令和4年10月31日 長畑　春男 更新 飲食店営業
堺食衛第12478601号 居酒屋　りん 西区鳳東町１丁４５ 平成28年11月8日 平成28年12月1日 令和4年11月30日 嶽本　京子 更新 飲食店営業
堺食衛第14447201号 ころいち 美原区阿弥８‐１ 平成28年10月28日 平成28年10月28日 令和4年10月31日 秋田　利夫 新規 食肉販売業
堺食衛第14447202号 ころいち 美原区阿弥８‐１ 平成28年10月28日 平成28年10月28日 令和4年10月31日 秋田　利夫 新規 そうざい製造業
堺食衛第11120601号 フェニックス 南区城山台２丁２‐１３ 平成28年10月31日 平成28年12月1日 令和4年11月30日 西野　久子 更新 飲食店営業
堺食衛第14447701号 大関寿し 堺区浅香山町３丁１０‐１５ 平成28年10月28日 平成28年10月28日 令和4年10月31日 木本　正晴 新規 飲食店営業
堺食衛第11204101号 やきとり大吉三国ヶ丘店 堺区向陵西町４丁１１‐７ 平成28年10月28日 平成28年11月1日 令和4年10月31日 野部　悟 更新 飲食店営業
堺食衛第10747701号 あじさい 堺区大仙中町８‐１ 平成28年10月28日 平成28年12月1日 令和4年11月30日 古本　京子 更新 飲食店営業
堺食衛第14447801号 きらきら 北区百舌鳥赤畑町４丁２６２ 平成28年10月27日 平成28年10月27日 令和4年10月31日 市村　佳子 新規 飲食店営業
堺食衛第11208501号 やまあさ商店 西区鳳南町４丁３７８ 平成28年10月31日 平成28年11月1日 令和4年10月31日 藤原　充 更新 飲食店営業
堺食衛第14447601号 ＳＡＹＡ 中区堀上町３２８‐４ 平成28年10月28日 平成28年10月28日 令和4年10月31日 森　八重子 新規 飲食店営業
堺食衛第11478801号 魚花 堺区東雲西町１丁８‐７０ 平成28年10月28日 平成28年11月1日 令和4年10月31日 後々田　宏 更新 魚介類販売業
堺食衛第13787301号 カラオケ　はる 堺区向陵東町３丁３‐１２ 東向陵マンション１０２号 平成28年10月28日 平成28年11月1日 令和4年10月31日 牧内　京子 更新 飲食店営業
堺食衛第13784701号 たく美 堺区一条通１７‐１３ 高陽ビル１階西 平成28年10月28日 平成28年11月1日 令和4年10月31日 宮下　崇 更新 飲食店営業
堺食衛第14448101号 Ｒ３０ 北区中百舌鳥町５丁８０３‐３ シュライクシャチビルＢ１０６ 平成28年10月31日 平成28年10月31日 令和4年10月31日 笹川　典孝 新規 飲食店営業
堺食衛第13797901号 喫茶＆スナック　ノン 西区堀上緑町１丁３‐１４ 平成28年10月31日 平成28年11月1日 令和4年10月31日 踞尾　正子 更新 飲食店営業
堺食衛第13794301号 心地カフェ　かね志 東区丈六１９６ 平成28年10月31日 平成28年11月1日 令和4年10月31日 白本　智栄 更新 飲食店営業
堺食衛第14448001号 重市 南区大森１７４‐１ 平成28年10月28日 平成28年10月28日 令和4年10月31日 石野　経治 新規 飲食店営業
堺食衛第13789601号 立呑処　静久　本店 堺区今池町２丁５‐２０ 平成28年10月31日 平成28年11月1日 令和4年10月31日 井上　正明 更新 飲食店営業
堺食衛第13795801号 スナック　グレイス 堺区新町４‐１ ＮＫアクトビル２Ｆ 平成28年10月31日 平成28年11月1日 令和4年10月31日 那須　加直子 更新 飲食店営業
堺食衛第14448301号 いっちゃん 北区金岡町１４１９‐１０ 平成28年11月1日 平成28年11月1日 令和4年11月30日 市川　慶子 新規 飲食店営業
堺食衛第12480301号 スナック凛 西区浜寺石津町西３丁５‐１５福田ビル５Ｆ 平成28年11月7日 平成28年12月1日 令和4年11月30日 浦川　美香 更新 飲食店営業
堺食衛第12462401号 酒処　さくら 西区津久野町１丁９‐２４ 平成28年10月31日 平成28年11月1日 令和4年10月31日 増山　靖彦 更新 飲食店営業
堺食衛第12464001号 麺座ぎん 堺区北瓦町２丁３‐２３ 平成28年10月31日 平成28年11月1日 令和4年10月31日 石川　満明 更新 飲食店営業
堺食衛第13799001号 フォレスト・ガンプ 堺区新町４‐１ ＮＫアクトビル５Ｆ 平成28年10月31日 平成28年11月1日 令和4年10月31日 平佐　剛 更新 飲食店営業
堺食衛第11683101号 多良福 堺区柏木町１丁１‐２０ 平成28年10月31日 平成28年11月1日 令和4年10月31日 武内　栄治 更新 飲食店営業



堺食衛第13794101号 くらくら 堺区櫛屋町東２丁２‐２６ 天神ハイツ１Ｆ 平成28年10月31日 平成28年11月1日 令和4年10月31日 倉本　紀美江 更新 飲食店営業
堺食衛第11573901号 若瑳 堺区大浜北町１丁６‐１３ 平成28年11月2日 平成28年12月1日 令和4年11月30日 玉井　英雄 更新 飲食店営業
堺食衛第13785501号 ｐｉｎｅａｐｐｌｅ　ｅｘｐｒｅｓｓ 堺区戎島町５丁３ 白ビル１Ｆ 平成28年10月31日 平成28年11月1日 令和4年10月31日 真鍋　陽祐 更新 飲食店営業
堺食衛第14449101号 バラエティショップ　ミサ 西区浜寺諏訪森町中２丁１６６‐２５ 平成28年11月10日 平成28年11月10日 令和4年11月30日 古閑　友彦 新規 飲食店営業
堺食衛第12477901号 キッチン　佳名 東区菩提町２丁３０‐２６ 平成28年11月1日 平成28年12月1日 令和4年11月30日 中谷　慶子 更新 飲食店営業
堺食衛第13740102号 やまさん阪本 堺区一条通１５‐１８ 大成ビル１Ｆ 平成28年11月7日 平成28年11月7日 令和4年11月30日 阪本　剛司 新規 飲食店営業
堺食衛第13799801号 味鳥 堺区五月町８‐２０ 平成28年11月7日 平成28年12月1日 令和4年11月30日 今井　昭子 更新 飲食店営業
堺食衛第14449701号 Ｌｅ　Ｌｉｅｎ　ルリアン 堺区新町４‐１５ ＮＫアクトビル３０１ 平成28年11月7日 平成28年11月7日 令和4年11月30日 沖崎　裕美 新規 飲食店営業
堺食衛第14449801号 からおけ喫茶　童夢 北区北長尾町１丁４‐３ 平成28年12月15日 平成28年12月15日 令和4年12月28日 中村　武久 新規 飲食店営業
堺食衛第13797801号 栄寿司 西区浜寺石津町西３丁４‐１３ 平成28年11月17日 平成28年12月1日 令和4年11月30日 嵯峨　康史 更新 飲食店営業
堺食衛第13796901号 いんなーと　みやびの 西区津久野町２丁３‐３３ 平成28年11月10日 平成28年12月1日 令和4年11月30日 稲富　雅幸 更新 飲食店営業
堺食衛第13009901号 珈琲館　アミー 美原区南余部２１‐３ 平成28年11月18日 平成28年12月1日 令和4年11月30日 中川　真由美 更新 飲食店営業
堺食衛第14451001号 お好み焼き　一福 堺区熊野町東３丁１‐２３ 平成28年11月8日 平成28年11月8日 令和4年11月30日 森　功子 新規 飲食店営業
堺食衛第11049701号 なかの 堺区戎島町２丁２６ 平成28年11月17日 平成28年12月1日 令和4年11月30日 仲野　光子 更新 飲食店営業
堺食衛第10772701号 うお松 北区中長尾町２丁３‐１６ 平成28年11月14日 平成28年12月1日 令和4年11月30日 小松　快幸 更新 飲食店営業
堺食衛第14451101号 居酒屋　美波海 北区東三国ヶ丘町５丁７‐２ 平成28年11月21日 平成28年11月21日 令和4年11月30日 北野　由美 新規 飲食店営業
堺食衛第14450901号 ＹＵＭＩ 西区津久野町１丁１‐１５ 平成28年11月25日 平成28年11月25日 令和4年11月30日 田中　由美 新規 飲食店営業
堺食衛第14451201号 たこ焼き　神山 堺市内一円 平成28年11月8日 平成28年11月8日 令和4年11月30日 神山　智博 新規 飲食店営業（自動車）
堺食衛第14451701号 鮨匠　津田 堺区一条通１１‐３０ 平成28年11月9日 平成28年11月9日 令和4年11月30日 津田　登志子 新規 飲食店営業
堺食衛第14451301号 ＳＨＯ 中区深井沢町３１２５ アートビル１０３ 平成28年11月9日 平成28年11月9日 令和4年11月30日 谷口　祥吾 新規 飲食店営業
堺食衛第14451601号 笑　ｗａｈａｈａ 中区堀上町１０７９ 平成28年11月9日 平成28年11月9日 令和4年11月30日 大藏　睦美 新規 飲食店営業
堺食衛第14451401号 ＭＥＷ 中区深井清水町３９２４ 高森ビル２Ｆ 平成28年11月9日 平成28年11月9日 令和4年11月30日 谷口　美由紀 新規 飲食店営業
堺食衛第11169602号 まるい食品工業所 堺区今池町１丁５‐８ 平成28年11月11日 平成28年12月1日 令和4年11月30日 立花　克敏 更新 ソース類製造業
堺食衛第13802201号 メンバーズ　Ｌ 堺区翁橋町１丁５‐３ エルクエストビル４０３ 平成28年11月30日 平成28年12月1日 令和4年11月30日 石本　昌子 更新 飲食店営業
堺食衛第14452001号 ぶたのしっぽ 堺区戎之町東１丁１‐２２ 戎第一ビル 平成28年11月15日 平成28年11月15日 令和4年11月30日 杠　武博 新規 飲食店営業
堺食衛第14452201号 Ｌｏｕｎｇｅ　Ｍｉａ’ｓ 中区深井清水町３５２６ ルイ観光ビル恵応３０２ 平成28年11月14日 平成28年11月14日 令和4年11月30日 中林　美穂 新規 飲食店営業
堺食衛第14452701号 和暖 堺区東雲西町２丁２‐３４ メゾン和光１階 平成28年11月21日 平成28年11月21日 令和4年11月30日 松本　利佳子 新規 飲食店営業
堺食衛第14452501号 おかずとわいん　センベロ 堺区甲斐町東１丁２‐１１ 甲斐町ハイツ１０１ 平成28年11月24日 平成28年11月24日 令和4年11月30日 中島　祐樹 新規 飲食店営業
堺食衛第14452901号 立ち呑み屋ＺＯＯ 堺区三国ヶ丘御幸通１‐１ 平成28年11月25日 平成28年11月25日 令和4年11月30日 森田　亨児 新規 飲食店営業
堺食衛第14453401号 豆心 北区北長尾町１丁７‐３ 平成28年11月28日 平成28年11月28日 令和4年11月30日 坂上　雅啓 新規 飲食店営業
堺食衛第11186801号 みまつ 中区宮園町２‐１２ 平成28年11月18日 平成28年12月1日 令和4年11月30日 松田　義弘 更新 飲食店営業
堺食衛第14453301号 ポム洋菓子店 東区南野田５８０‐２ 平成28年11月16日 平成28年11月16日 令和4年11月30日 久田　佳次 新規 菓子製造業
堺食衛第14453302号 ポム洋菓子店 東区南野田５８０‐２ 平成28年11月16日 平成28年11月16日 令和4年11月30日 久田　佳次 新規 喫茶店営業
堺食衛第13802301号 やきとり　蔵 南区稲葉１丁３０２１‐１ 平成28年11月21日 平成28年12月1日 令和4年11月30日 橘　伸明 更新 飲食店営業
堺食衛第14454101号 ゼルコバ食堂 堺区向陵西町１丁３‐２２ 富永ハイツ１０２ 平成28年11月21日 平成28年11月21日 令和4年11月30日 田中　史明 新規 飲食店営業
堺食衛第14454301号 お食事処　えびす 中区深井沢町３３２９ メゾンフカイ　１Ｆ 平成28年11月22日 平成28年11月22日 令和4年11月30日 小倉　昇成 新規 飲食店営業
堺食衛第12481801号 風干し（膳処） 南区檜尾３１４０ 進化第１１ビル１０６号 平成28年11月21日 平成28年12月1日 令和4年11月30日 渡部　広美 更新 飲食店営業
堺食衛第14454501号 Ｒｅ：ｎｏｎ 堺区翁橋町１丁９‐１５ アトムビル１Ｆ 平成28年11月18日 平成28年11月18日 令和4年11月30日 礒貝　理恵 新規 飲食店営業
堺食衛第13802101号 サイフォンコーヒー　ひまわり 北区宮本町４０ 平成28年11月24日 平成28年12月1日 令和4年11月30日 森浦　恵子 更新 飲食店営業
堺食衛第14454601号 ＬＵＭＰＩＡ　ＨＯＵＳＥ　春巻き家 北区百舌鳥赤畑町２丁５５‐１ 平成29年1月10日 平成29年1月10日 令和5年1月31日 ＡＧＵＩＮＡＬＤＯ　ＲＯＳＥＭＡＲＩＥ　ＳＡＬＡＳ 新規 飲食店営業
堺食衛第12473701号 酒房　まち 西区山田１丁２０‐３ 菱木ビル１０１ 平成28年11月22日 平成28年12月1日 令和4年11月30日 黒石　満智子 更新 飲食店営業
堺食衛第14454401号 酒処　たっちゃん 西区鳳中町２丁２４ 岸田ビル１Ｆ 平成28年11月30日 平成28年11月30日 令和4年11月30日 木元　多津子 新規 飲食店営業
堺食衛第14454901号 比内地鶏と旬菜炉端　うるとらや 西区堀上緑町１丁３‐７ 平成28年11月22日 平成28年11月22日 令和4年11月30日 小田　安良 新規 飲食店営業
堺食衛第14455301号 鶏笑　堺店 堺区材木町西１丁１‐２２ 梶原ビル１階 平成28年11月24日 平成28年11月24日 令和4年11月30日 松本　光義 新規 飲食店営業
堺食衛第10808301号 お食事処　かたなや 堺区甲斐町東４丁３‐１１ 平成28年11月24日 平成28年12月1日 令和4年11月30日 川本　敏清 更新 飲食店営業
堺食衛第12481201号 ぜにや 中区土塔町２０７６‐１ 平成28年11月25日 平成28年12月1日 令和4年11月30日 銭谷　勝彦 更新 飲食店営業
堺食衛第12473101号 カラオケスタジオ　ドレミ 東区日置荘西町４丁３２‐４４ 平成28年11月30日 平成28年12月1日 令和4年11月30日 新家　多津子 更新 飲食店営業
堺食衛第14455401号 いただきますプランニング 南区高倉台４丁１９‐５ 平成28年12月6日 平成28年12月6日 令和4年12月28日 山口　香代子 新規 菓子製造業
堺食衛第14455501号 ラーメン　七福じん（泉北店） 南区泉田中８７‐１ 平成28年11月22日 平成28年11月22日 令和4年11月30日 本田　照代 新規 飲食店営業
堺食衛第14455901号 立ち呑み処　もも家 堺区三宝町２丁１２６‐１ 平成28年12月5日 平成28年12月5日 令和4年12月28日 河合　善広 新規 飲食店営業
堺食衛第12473301号 彩　ｃｈｅｎ 北区東雲東町１丁７‐１７ 平成28年11月28日 平成28年12月1日 令和4年11月30日 中井　雄二 更新 飲食店営業
堺食衛第11472701号 居酒屋　増田 西区鳳東町１丁４８ 平成28年11月25日 平成28年12月1日 令和4年11月30日 増田　富夫 更新 飲食店営業
堺食衛第11133201号 フルーレット 南区原山台５丁２２‐１７ 平成28年11月30日 平成28年12月1日 令和4年11月30日 矢倉　勝英 更新 菓子製造業
堺食衛第11280501号 井上酒店 堺区中田出井町２丁１‐１ 平成28年11月30日 平成28年12月1日 令和4年11月30日 井上　芙佐子 更新 飲食店営業
堺食衛第14456201号 虹 西区浜寺石津町東１丁４‐２７ 平成28年11月25日 平成28年11月25日 令和4年11月30日 金　友誠 新規 飲食店営業
堺食衛第12478201号 宮村食品 中区東山３３８ 平成28年11月25日 平成28年12月1日 令和4年11月30日 宮村　直希 更新 食肉処理業
堺食衛第13806301号 ラウンジ　ジュエリー 中区八田北町４９９ １Ｆ 平成28年11月30日 平成28年12月1日 令和4年11月30日 菊池　友美 更新 飲食店営業
堺食衛第13803901号 カラオケ　おもてなし 堺区北庄町１丁９‐２２ 平成28年11月30日 平成28年12月1日 令和4年11月30日 亀井　一雄 更新 飲食店営業
堺食衛第13803902号 お惣菜の一良 堺区北庄町１丁９‐２２ 平成28年12月1日 平成28年12月1日 令和4年12月28日 亀井　一雄 新規 飲食店営業
堺食衛第13804401号 喫茶　７（セブン） 堺区北瓦町１丁５‐２５ パーターさかもと第１ビル２Ｆ 平成28年11月30日 平成28年12月1日 令和4年11月30日 今井　佳寿美 更新 飲食店営業
堺食衛第11829603号 福祉の店　だいせん 堺区百舌鳥夕雲町２丁５５８ 平成28年11月30日 平成28年12月1日 令和4年11月30日 喜羽　紀子 更新 菓子製造業
堺食衛第14456801号 寺地町酒場 堺区寺地町東１丁１‐３ 平成28年11月29日 平成28年11月29日 令和4年11月30日 玉置　よしみ 新規 飲食店営業
堺食衛第14456701号 牛徳 北区南花田町１２５‐２ 平成28年12月6日 平成28年12月6日 令和4年12月28日 沖田　一宏 新規 飲食店営業
堺食衛第14457201号 Ｍａａｎｅｌ 堺区南三国ヶ丘町１丁２‐９ １０Ｂ 平成28年11月30日 平成28年11月30日 令和4年11月30日 大浦　アントニー 新規 飲食店営業
堺食衛第11482201号 魚勝寿司 堺区向陵中町６丁３‐３ 平成28年11月30日 平成28年12月1日 令和4年11月30日 上野　茂明 更新 飲食店営業
堺食衛第14457501号 すし処　はりそん　堺東店 堺区一条通１３‐２０ 平成29年2月20日 平成29年2月20日 令和5年2月28日 播本　晃一 新規 飲食店営業
堺食衛第11159101号 マタリ 堺区賑町４丁２‐４ 平成28年11月29日 平成28年12月1日 令和4年11月30日 正木　睦子 更新 飲食店営業
堺食衛第11686801号 鯛宝寿し 堺区中向陽町２丁３‐１６ 平成28年12月1日 平成28年12月29日 令和4年12月28日 津田　敏雄 更新 飲食店営業
堺食衛第10953801号 スナック　ファミリー 堺区住吉橋町１丁３‐１ 平成28年11月30日 平成28年12月1日 令和4年11月30日 椋橋　勤 更新 飲食店営業
堺食衛第12478401号 ロアール 北区百舌鳥本町１丁２‐２ 平成28年11月30日 平成28年12月1日 令和4年11月30日 森田　健司 更新 菓子製造業
堺食衛第14457101号 呑み処　真心 北区中長尾町４丁３‐２ 平成28年11月28日 平成28年11月28日 令和4年11月30日 宮坂　傳 新規 飲食店営業
堺食衛第12476401号 キャベツ 西区浜寺船尾町西２丁７３ 平成28年11月30日 平成28年12月1日 令和4年11月30日 新　登代子 更新 飲食店営業
堺食衛第11284601号 一番 中区八田西町３丁２‐５ 平成28年12月2日 平成28年12月29日 令和4年12月28日 横山　政通 更新 飲食店営業
堺食衛第14457601号 あげいち 東区大美野７‐２ 平成28年11月30日 平成28年11月30日 令和4年11月30日 中山　由紀 新規 飲食店営業
堺食衛第12474301号 Ｂａｒ　Ｃａｓｋ 南区檜尾３１４０‐１ 進化第１１ビル１０５ 平成28年11月30日 平成28年12月1日 令和4年11月30日 井坂　順一 更新 飲食店営業
堺食衛第14458101号 ちゃんぽん　いしも 堺区新町３‐１ 平成28年12月8日 平成28年12月8日 令和4年12月28日 石森　義隆 新規 飲食店営業
堺食衛第11740301号 長崎 堺区出島海岸通１丁１１‐２０ 平成28年11月30日 平成28年12月1日 令和4年11月30日 橋本　シズエ 更新 飲食店営業
堺食衛第11023201号 ちゃんこ鍋　天洋 堺区櫛屋町東１丁２‐３ 平成28年12月12日 平成28年12月29日 令和4年12月28日 田中　紀美子 更新 飲食店営業
堺食衛第11604501号 小林精肉卸問屋 堺区戎島町１丁４９‐６ 平成28年11月30日 平成28年12月1日 令和4年11月30日 小林　晴彦 更新 食肉販売業
堺食衛第13799501号 ウインドベル 東区草尾１４４３‐２ 平成28年11月30日 平成28年12月1日 令和4年11月30日 岡崎　由生子 更新 菓子製造業
堺食衛第14458501号 のぼり調子 南区鴨谷台２丁２‐１ サンピア一階 平成28年12月6日 平成28年12月6日 令和4年12月28日 登　敬太 新規 飲食店営業
堺食衛第12478001号 お食事処　黒 南区大森２７６ 平成28年11月30日 平成28年12月1日 令和4年12月28日 黒川　友子 更新 飲食店営業
堺食衛第13816501号 鶴姫 堺区東湊町５丁３０９‐１ 平成28年12月9日 平成28年12月29日 令和4年12月28日 時松　美香 更新 飲食店営業
堺食衛第14459001号 木材工房　ＰＥＴＩＴ　ＣＡＣＨＥＴＴＥ 西区鳳中町２丁２３‐２５ 平成28年12月6日 平成28年12月6日 令和4年12月28日 辻本　勇二 新規 飲食店営業
堺食衛第11651201号 生そば　ちく千 堺区戎之町東４丁２‐３ 平成28年12月12日 平成28年12月29日 令和4年12月28日 葭井　裕 更新 飲食店営業
堺食衛第11472801号 居酒屋　村 西区浜寺石津町中３丁１５‐１９ショップ南海石津川 平成28年12月16日 平成28年12月29日 令和4年12月28日 村治　隆良 更新 飲食店営業
堺食衛第14459401号 居酒屋　はっちん 中区新家町３４６‐１２ 平成28年12月8日 平成28年12月8日 令和4年12月28日 久保　雄生 新規 飲食店営業
堺食衛第11294101号 栄助寿司 中区新家町３４９‐３ 平成28年12月6日 平成28年12月29日 令和4年12月28日 三宅　靖宏 更新 飲食店営業
堺食衛第13007301号 黒山警察署内食堂 美原区小平尾３７７‐２ 平成28年12月7日 平成28年12月29日 令和4年12月28日 和田　百合子 更新 飲食店営業
堺食衛第14459201号 Ｔａｋｅ５ 美原区平尾３０５‐８ 平成28年12月20日 平成28年12月20日 令和4年12月28日 竹川　隆仁 新規 飲食店営業
堺食衛第14460301号 フィリピンパブ１３８ 堺区翁橋町１丁５‐３ エルクエスト４Ｆ　４０７ 平成28年12月9日 平成28年12月9日 令和4年12月28日 川辺　正生 新規 飲食店営業
堺食衛第14460701号 すし処　大翔 堺区竜神橋町１丁６‐７ やまさんビル１Ｆ 平成28年12月9日 平成28年12月9日 令和4年12月28日 桂川　一博 新規 飲食店営業
堺食衛第14460401号 お菓子　ｃｏｃｏｒｉ 東区北野田９８‐２ ラフォーレ北野田１０１ 平成28年12月22日 平成28年12月22日 令和4年12月28日 赤穂　なほ子 新規 飲食店営業
堺食衛第14460402号 お菓子　ｃｏｃｏｒｉ 東区北野田９８‐２ ラフォーレ北野田１０１ 平成28年12月22日 平成28年12月22日 令和4年12月28日 赤穂　なほ子 新規 菓子製造業
堺食衛第11619701号 ランチ　たいへい 堺区高須町２丁２‐２５ 平成28年12月12日 平成28年12月29日 令和4年12月28日 呉　安紀子 更新 飲食店営業
堺食衛第10783001号 えびすや 北区東上野芝町２丁５５７ 平成28年12月21日 平成28年12月29日 令和4年12月28日 北　範夫 更新 飲食店営業
堺食衛第10899501号 サッポロラーメン堺店 北区東雲東町２丁５‐１８ 平成28年12月15日 平成28年12月29日 令和4年12月28日 比嘉　良男 更新 飲食店営業
堺食衛第12483001号 一品料理　そぶら 南区大森２７６ 平成28年12月12日 平成28年12月29日 令和4年12月28日 佐野　健二 更新 飲食店営業
堺食衛第14462201号 唐揚げ　ろく　（らくしょう） 堺区一条通１５‐２６ 山和ビル３号 平成28年12月16日 平成28年12月16日 令和4年12月28日 福山　公美 新規 飲食店営業
堺食衛第14462401号 クオーレ 北区金岡町１９２‐１ 平成28年12月12日 平成28年12月12日 令和4年12月28日 平井　泰樹 新規 喫茶店営業
堺食衛第11430601号 喫茶　ファースト 堺区田出井町５‐５７ 平成28年12月28日 平成28年12月29日 令和4年12月28日 吉川　シサノ 更新 飲食店営業
堺食衛第14462501号 Ｌｏｕｎｇｅ　Ｆａｉｔｈ 堺区櫛屋町東２丁１‐１８ ソフィアパートⅡ　４０３号室 平成29年1月18日 平成29年1月18日 令和5年1月31日 井畑　惠資 新規 飲食店営業
堺食衛第14462701号 鶏信玄 堺区北瓦町２丁１‐１７ 二葉ビル２階 平成28年12月27日 平成28年12月27日 令和4年12月28日 伊藤　隆 新規 飲食店営業
堺食衛第14462601号 黄金達磨 北区百舌鳥梅北町２丁５３‐７ 平成28年12月22日 平成28年12月22日 令和4年12月28日 弘中　健一 新規 飲食店営業
堺食衛第11659501号 赤ちょうちん一番 西区鳳中町１丁１‐１０ 平成28年12月20日 平成28年12月29日 令和4年12月28日 紀井　米子 更新 飲食店営業
堺食衛第14463101号 ＰＡＴＩＳＳＥＲＩＥ　ＨＥＵＲＥＵＸ 西区上野芝町３丁７‐４１ 平成29年1月5日 平成29年1月5日 令和5年1月31日 小林　智之 新規 菓子製造業
堺食衛第14463201号 きみどり屋 西区鳳東町１丁６２‐１ 平成28年12月15日 平成28年12月15日 令和4年12月28日 近藤　美紀 新規 飲食店営業
堺食衛第13810401号 炭火焼肉ホルモン　炙り処　輪 東区日置荘西町１丁２０‐１４ 平成28年12月20日 平成28年12月29日 令和4年12月28日 小川　将史 更新 飲食店営業
堺食衛第10868701号 グリル春日 堺区翁橋町１丁３‐３ センター春日ビル４Ｆ 平成28年12月28日 平成28年12月29日 令和4年12月28日 平野　庸子 更新 飲食店営業
堺食衛第11169701号 まるい精肉店 堺区協和町３丁３３３‐１ 中７－３０１号 平成28年12月21日 平成28年12月29日 令和4年12月28日 丸井　始 更新 飲食店営業
堺食衛第11169702号 まるい精肉店 堺区協和町３丁３３３‐１ 中７－３０１号 平成28年12月21日 平成28年12月29日 令和4年12月28日 丸井　始 更新 食肉販売業
堺食衛第13801501号 清の家 西区草部１６１ 平成28年12月21日 平成28年12月29日 令和4年12月28日 井上　フミヱ 更新 飲食店営業
堺食衛第12486801号 馬や 西区鳳東町３丁３０６ 平成28年12月20日 平成28年12月29日 令和4年12月28日 北田　晋 更新 飲食店営業
堺食衛第11413501号 菊 堺区向陵東町３丁３‐８ 平成28年12月26日 平成28年12月29日 令和4年12月28日 戸田　静江 更新 飲食店営業
堺食衛第11085301号 パブ　カレス 北区金岡町１２３０‐４ 平成28年12月21日 平成28年12月29日 令和4年12月28日 真嶋　武 更新 飲食店営業
堺食衛第14464001号 花華 北区金岡町１９７７‐２０ 平成28年12月22日 平成28年12月22日 令和4年12月28日 松本　俊一 新規 飲食店営業
堺食衛第14463701号 Ｃａｆｅ　Ｇｒａｃｉａｓ 西区上野芝町３丁６‐５１ 平成28年12月21日 平成28年12月21日 令和4年12月28日 柴田　利栄 新規 飲食店営業
堺食衛第14463801号 カラオケくま 中区深井沢町３１１９ 平成28年12月19日 平成28年12月19日 令和4年12月28日 熊井　明美 新規 飲食店営業
堺食衛第13811501号 王子西安鍋貼館 北区新金岡町５丁６‐１０２ 101 平成28年12月21日 平成28年12月29日 令和4年12月28日 李　靖 更新 飲食店営業



堺食衛第14464301号 小林醤油 北区百舌鳥赤畑町１丁１ ＢＲＩＬＬＩＡＮＴ　ＧＲＥＥＮ　三国ヶ丘　一階倉庫平成28年12月26日 平成28年12月26日 令和4年12月28日 小林　良介 新規 しょうゆ製造業
堺食衛第12483301号 ＡＳＨＩＢＩＮＡ 堺区熊野町東１丁２‐２０ ジョイフルＫ３ＦＡ号 平成28年12月26日 平成28年12月29日 令和4年12月28日 又吉　祐幸 更新 飲食店営業
堺食衛第14464701号 炭火焼鳥　瑞 西区鳳東町７丁７４８‐４ 平成29年1月11日 平成29年1月11日 令和5年1月31日 船越　瑞章 新規 飲食店営業
堺食衛第11582401号 酒処　のりつね 堺区北三国ヶ丘町８丁８‐２０ 平成28年12月28日 平成28年12月29日 令和4年12月28日 乗常　勝 更新 飲食店営業
堺食衛第14465201号 ＤＩＮＩＮＧ　ＢＡＲ　ＫＩＺＵＮＡ 北区南花田町５７‐６ 平成28年12月26日 平成28年12月26日 令和4年12月28日 北山　ひかり 新規 飲食店営業
堺食衛第13819001号 プリティーウーマン 美原区北余部４０‐６２ 平成29年1月6日 平成29年2月1日 令和5年1月31日 坂　伊知郎 更新 飲食店営業
堺食衛第11187901号 みょうぜん 南区野々井９２０‐３ 平成28年12月26日 平成29年2月1日 令和5年1月31日 南條　幸夫 更新 飲食店営業
堺食衛第14465701号 Ｋｅｙ～ｅｔｅｒｎａｌ　ｔｉｅ～ 堺区翁橋町１丁５‐３ エル・クエスト３０７ 平成29年1月11日 平成29年1月11日 令和5年1月31日 張間　圭央里 新規 飲食店営業
堺食衛第13808501号 悠由 堺区大仙中町２‐３１ 平成28年12月28日 平成28年12月29日 令和4年12月28日 柳田　由香理 更新 飲食店営業
堺食衛第10821101号 カネヒロ 堺区綾之町東１丁２‐２３ 平成28年12月28日 平成28年12月29日 令和4年12月28日 具足　康次 更新 そうざい製造業
堺食衛第14465801号 いどころ屋　おせっかい 北区中百舌鳥町４丁１‐４ シティーサイドアベニュー１Ｆ西店舗 平成28年12月27日 平成28年12月27日 令和4年12月28日 釜田　麻由子 新規 飲食店営業
堺食衛第11465401号 もつ鍋　でん 西区浜寺石津町西３丁５‐１５ 平成28年12月28日 平成28年12月29日 令和4年12月28日 山田　敏博 更新 飲食店営業
堺食衛第14466001号 カラオケスタジオ　和 中区深井水池町３０７４ フレール２１ 平成28年12月28日 平成28年12月28日 令和4年12月28日 佐々木　勝彦 新規 飲食店営業
堺食衛第14465901号 ルナティック　中環堺店 東区八下町１丁１１９ 平成29年1月10日 平成29年1月10日 令和5年1月31日 中川　淳一 新規 飲食店営業
堺食衛第11709001号 大川寿し 堺区香ヶ丘町１丁３‐１９ 平成29年1月20日 平成29年2月1日 令和5年1月31日 大川　久直 更新 飲食店営業
堺食衛第10727501号 Ｎｉｇｈｔ　ｉｎ　Ｂａｒ　シャトラン 堺区三条通１‐１ 平成28年12月28日 平成28年12月29日 令和4年12月28日 更新 飲食店営業
堺食衛第14466301号 魚正 堺区栄橋町２丁４‐１ 堺魚市場 平成28年12月28日 平成28年12月28日 令和4年12月28日 北山　光郎 新規 魚介類販売業
堺食衛第11424201号 喫茶　すくらんぶる 西区浜寺昭和町１丁１５８‐５ 平成29年1月31日 平成29年2月1日 令和5年1月31日 高田　ヱリ子 更新 飲食店営業
堺食衛第10867901号 グリーンピース 西区山田２丁１８８‐８ 平成29年1月12日 平成29年2月1日 令和5年1月31日 田中　福美 更新 飲食店営業
堺食衛第14467201号 鳥治商店 西区原田３９８‐１ 平成29年1月12日 平成29年1月12日 令和5年1月31日 北浦　緑 新規 飲食店営業
堺食衛第14467301号 和馳 中区深井沢町３３１５ グランパス深井１Ｆ 平成29年1月11日 平成29年1月11日 令和5年1月31日 筑山　陽子 新規 飲食店営業
堺食衛第14467101号 喫茶　軽食　涼 美原区黒山８８１ 平成29年1月6日 平成29年1月6日 令和5年1月31日 永岡　涼一 新規 飲食店営業
堺食衛第11424901号 喫茶　セブン 堺区大浜北町１丁１０‐１６ 平成29年1月11日 平成29年2月1日 令和5年1月31日 小猿　早稲子 更新 飲食店営業
堺食衛第14467701号 セブン‐イレブン　堺黒山店 美原区多治井２４６‐６ 平成29年1月17日 平成29年1月17日 令和5年1月31日 飯阪　榮 新規 飲食店営業
堺食衛第14467601号 カラオケ喫茶　なごみ 南区泉田中４１０ 平成29年1月27日 平成29年1月27日 令和5年1月31日 向山　秀道 新規 飲食店営業
堺食衛第14468101号 カレーハウスＣｏＣｏ壱番屋南海堺東駅前店堺区中瓦町２丁３‐１２ 平成29年1月23日 平成29年1月23日 令和5年1月31日 中岡　隆 新規 飲食店営業
堺食衛第14467901号 Ｔａｂｅｒｏｕｘ 堺区新町４‐２２ 平成29年1月24日 平成29年1月24日 令和5年1月31日 河野　正 新規 飲食店営業
堺食衛第14468001号 メモリ 北区長曽根町７３４‐４ 吉村ビル１Ｆ 平成29年1月23日 平成29年1月23日 令和5年1月31日 鄭　會京 新規 飲食店営業
堺食衛第14468201号 Ｒａｄｙ 堺区戎之町東１丁２‐１ 平成29年1月25日 平成29年1月25日 令和5年1月31日 宇治　奈利子 新規 飲食店営業
堺食衛第14468601号 一杯飲み屋 中区八田南之町３１４ 平成29年1月13日 平成29年1月13日 令和5年1月31日 谷野　秀樹 新規 飲食店営業
堺食衛第14468501号 ビストロ　寿司居酒屋　魚屋 南区和田２７１‐１ 平成29年1月12日 平成29年1月12日 令和5年1月31日 杉本　大地 新規 飲食店営業
堺食衛第13819501号 ちょっと　Ｂａｒ　ＨＡＬＵ 中区深井沢町３１３８ エルモーソ・デ・昌栄２０２号 平成29年1月19日 平成29年2月1日 令和5年1月31日 澤江　博己 更新 飲食店営業
堺食衛第14469401号 浜焼太郎　石津川駅前店 西区浜寺石津町西３丁５‐２５ 平成29年1月26日 平成29年1月26日 令和5年1月31日 増尾　稔 新規 飲食店営業
堺食衛第11849301号 万る味 中区八田西町２丁１９‐４１ 平成29年1月17日 平成29年2月1日 令和5年1月31日 南　延弘 更新 飲食店営業
堺食衛第14469701号 立ち呑み八はっち 東区北野田９１‐１０ 平成29年1月26日 平成29年1月26日 令和5年1月31日 前田　明美 新規 飲食店営業
堺食衛第13805801号 八角堂 堺区神石市之町１９‐２ 平成29年1月20日 平成29年2月1日 令和5年1月31日 木村　美穂 更新 飲食店営業
堺食衛第13805802号 八角堂 堺区神石市之町１９‐２ 平成29年1月20日 平成29年2月1日 令和5年1月31日 木村　美穂 更新 菓子製造業
堺食衛第14470001号 焼肉　龍 堺区宿院町西４丁２‐９ 平成29年1月18日 平成29年1月18日 令和5年1月31日 阪本　恵 新規 飲食店営業
堺食衛第14470301号 ファミリーマート堺鳳西町店 西区鳳西町１丁６８‐１４ 平成29年2月10日 平成29年2月10日 令和5年2月28日 川口　雄基 新規 飲食店営業
堺食衛第14470801号 バル　ブルーバード 堺区甲斐町東４丁２‐２３ ＴＥＫビル１０１ 平成29年1月20日 平成29年1月20日 令和5年1月31日 百代　直美 新規 飲食店営業
堺食衛第14470701号 ぢどり亭深阪店 南区深阪南１８２ 平成29年1月23日 平成29年1月23日 令和5年1月31日 荻野　康裕 新規 飲食店営業
堺食衛第13823701号 肉の森田屋 北区中長尾町３丁１‐３０ 平成29年1月27日 平成29年2月1日 令和5年1月31日 森田　肇 更新 食肉販売業
堺食衛第14471101号 天ぷら　こじか 中区深井沢町３１７８ 平成29年1月20日 平成29年1月20日 令和5年1月31日 刀根　辰也 新規 飲食店営業
堺食衛第14471001号 初芝カレーショップ・グリーン 東区日置荘西町２丁１‐３ ショップ南海初芝 平成29年1月26日 平成29年1月26日 令和5年1月31日 山田　正明 新規 飲食店営業
堺食衛第14471401号 ケーキ工房　ＦＵ 堺区大町東３丁２‐２８ 永木ビル１Ｆ南 平成29年2月10日 平成29年2月10日 令和5年2月28日 藤原　章生 新規 菓子製造業
堺食衛第14471701号 ふぉーく・すぽっと　ａｇａｉｎ 堺区北庄町１丁５‐６ 平成29年2月22日 平成29年2月22日 令和5年2月28日 新　泰子 新規 飲食店営業
堺食衛第13819101号 ラーメン専家　天神 堺区熊野町東２丁２‐１４ 平成29年1月31日 平成29年2月1日 令和5年1月31日 橋口　稔 更新 飲食店営業
堺食衛第13828501号 カラオケ喫茶　カプリース 東区日置荘西町１丁２２‐１２ 平成29年1月25日 平成29年3月1日 令和5年2月28日 三山　多美子 更新 飲食店営業
堺食衛第14471901号 もんじゃ焼　徳房 堺区翁橋町１丁２‐５ 平成29年1月25日 平成29年1月25日 令和5年1月31日 冨田　晃 新規 飲食店営業
堺食衛第13096001号 カレー　うろん　晴一 堺区出島海岸通１丁１４‐１１ 平成29年2月2日 平成29年3月1日 令和5年2月28日 岡田　圭一 更新 飲食店営業
堺食衛第11074301号 ハイビスカス 堺区戎之町東５丁２‐７ 平成29年1月30日 平成29年2月1日 令和5年1月31日 榮　一代 更新 飲食店営業
堺食衛第11759601号 東海 中区深井沢町３１６４ 平成29年1月30日 平成29年3月1日 令和5年2月28日 加藤　英治 更新 飲食店営業
堺食衛第10715001号 ＣＯＳＭＯＳ　パートⅡ 中区土師町５丁１４‐１５ 平成29年1月31日 平成29年2月1日 令和5年1月31日 大江　晴子 更新 飲食店営業
堺食衛第12489201号 ローソン堺深井清水町店 中区深井清水町３７９２ 平成29年1月31日 平成29年2月1日 令和5年1月31日 大津　憲治 更新 飲食店営業
堺食衛第10853401号 きた寿し 南区御池台３丁１‐８ 平成29年2月9日 平成29年3月1日 令和5年2月28日 矢嶌　仁晴 更新 飲食店営業
堺食衛第13819701号 丸栄商店 堺区香ヶ丘町１丁１４‐１３ 平成29年1月31日 平成29年2月1日 令和5年1月31日 川端　健一 更新 魚介類販売業
堺食衛第12490401号 Ｂａｒ　Ｖｏｃｅ 堺区向陵中町４丁７‐２５ 川口ビル１Ｆ 平成29年1月31日 平成29年2月1日 令和5年1月31日 福岡　雄造 更新 飲食店営業
堺食衛第13825201号 立ち呑処　ゆう 堺区北瓦町２丁１‐３ 平成29年2月13日 平成29年3月1日 令和5年2月28日 堤　正恵 更新 飲食店営業
堺食衛第11307001号 嘉一 堺区栄橋町２丁２‐２１ ビィレジアＯＫ１階 平成29年1月31日 平成29年2月1日 令和5年1月31日 浜野　光功 更新 飲食店営業
堺食衛第14472201号 ｍｏｊｉｙｏ　ｃｏｏｋｉｅ 西区鳳南町５丁７０７ 平成29年2月2日 平成29年2月2日 令和5年2月28日 下城　浩一 新規 菓子製造業
堺食衛第14472001号 ふらふうぷ 中区深井沢町３１１９ 平成29年1月30日 平成29年1月30日 令和5年1月31日 井手　正明 新規 飲食店営業
堺食衛第10840901号 カラオケ喫茶　エポック 東区日置荘原寺町４４‐１１ 平成29年2月1日 平成29年3月1日 令和5年2月28日 平井　須美子 更新 飲食店営業
堺食衛第13090401号 ＪＡ大阪南女性会美原支部　農産加工部美原区阿弥１３‐１ 平成29年1月31日 平成29年2月1日 令和5年1月31日 高岡　裕子 更新 菓子製造業
堺食衛第13007601号 手打うどん　津の勢 美原区平尾４１３‐１ 平成29年1月31日 平成29年2月1日 令和5年1月31日 奥野　好 更新 飲食店営業
堺食衛第13097901号 Ｈｉ－ｎｏｔｅ 西区浜寺諏訪森町中２丁１９０‐７ 平成29年2月2日 平成29年3月1日 令和5年2月28日 今堀　清輔 更新 飲食店営業
堺食衛第14472401号 ＪＡＰＩＮＡ 堺区一条通１９‐２７ 大成レジャービル１Ｆ 平成29年2月6日 平成29年2月6日 令和5年2月28日 ＭＥＮＤＯＺＡ　ＲＯＷＥＮＡ　ＬＩＳＩＮＧ 新規 飲食店営業
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 更新 飲食店営業
堺食衛第12491301号 かうひいはうすきゃらばん 堺区向陵中町４丁３‐１６ 平成29年1月31日 平成29年2月1日 令和5年1月31日 久木山　公人 更新 飲食店営業
堺食衛第11691801号 大黒庵 堺区竜神橋町２丁３‐１５ 平成29年1月31日 平成29年2月1日 令和5年1月31日 大国　治幸 更新 飲食店営業
堺食衛第11207001号 やじろ兵衛 西区堀上緑町２丁１‐１３ 平成29年1月31日 平成29年2月1日 令和5年1月31日 黒田　義昭 更新 飲食店営業
堺食衛第12492901号 肉料理　魚料理　ひぐち 東区日置荘原寺町１７５‐５ アルテリーベ１Ｆ 平成29年1月31日 平成29年2月1日 令和5年1月31日 樋口　久典 更新 飲食店営業
堺食衛第13032701号 喫茶＆郷土料理　美園茶家 美原区小平尾１６ 072-362-3587 平成29年2月1日 平成29年3月1日 令和5年2月28日 中濱　史典 更新 飲食店営業
堺食衛第10854501号 きっちん 南区泉田中１０３‐１ 進化第５ビル１Ｆ 平成29年1月31日 平成29年2月1日 令和5年1月31日 江辺　章子 更新 飲食店営業
堺食衛第14473401号 和風居酒屋　ｉｓａｍｉ 堺区南島町１丁１‐１ シティメゾンフェニックスⅦ１０１号 平成29年2月1日 平成29年2月1日 令和5年1月31日 咸本　勇輝 新規 飲食店営業
堺食衛第14431202号 おい丼や 堺区中瓦町２丁３‐１９ 平成29年2月6日 平成29年2月6日 令和5年2月28日 梅田　良輔 新規 アイスクリーム類製造業
堺食衛第14473501号 なかなか 西区鳳南町３丁２１２‐３ 平成29年2月2日 平成29年2月2日 令和5年2月28日 鶴巻　幸志 新規 飲食店営業
堺食衛第13827501号 たこ萬 西区草部１０８５‐１ 平成29年2月9日 平成29年3月1日 令和5年2月28日 池側　昌男 更新 飲食店営業
堺食衛第10965101号 スナック　空港 南区野々井８３９ 平成29年2月3日 平成29年3月1日 令和5年2月28日 木下　富子 更新 飲食店営業
堺食衛第13833101号 スタンディングバーＢｅｌｌｅ 堺区中瓦町２丁１‐６ 平成29年2月9日 平成29年3月1日 令和5年2月28日 白井　朱美 更新 飲食店営業
堺食衛第14473601号 華神 堺区戎之町東１丁２‐２５ 堺プラザ１Ｂ 平成29年2月9日 平成29年2月9日 令和5年2月28日 大野　良行 新規 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 新規 飲食店営業
堺食衛第14474301号 さ　阪田ホルモン店 堺区協和町５丁４８１ 塩穴団地１棟１１６号 平成29年2月10日 平成29年2月10日 令和5年2月28日 阪田　伊佐夫 新規 食肉販売業
堺食衛第14474201号 ほっかほっか亭中百舌鳥中央店 北区中百舌鳥町５丁８０３‐３ 平成29年2月15日 平成29年2月15日 令和5年2月28日 實原　孝幸 新規 飲食店営業
堺食衛第11589001号 寿司　芝市 西区上野芝町４丁１８‐１８ 平成29年2月6日 平成29年3月1日 令和5年2月28日 吉田　昭介 更新 飲食店営業
堺食衛第14474401号 立呑処　のんき 堺区北瓦町２丁１‐９ アークビル１Ｆ 平成29年2月9日 平成29年2月9日 令和5年2月28日 樽谷　弘子 新規 飲食店営業
堺食衛第14474601号 酉美庵 中区八田西町３丁２‐３ 平成29年2月15日 平成29年2月15日 令和5年2月28日 髙田　輝義 新規 飲食店営業
堺食衛第14475201号 心 中区八田寺町２５１‐１ 平成29年2月15日 平成29年2月15日 令和5年2月28日 澄川　正明 新規 飲食店営業
堺食衛第14475601号 24 西区草部２６５‐１３ 平成29年3月16日 平成29年3月16日 令和5年3月31日 帆北　真由美 新規 飲食店営業
堺食衛第14476001号 ペニンシュラ 中区深阪２丁１０‐２４ 平成29年2月17日 平成29年2月17日 令和5年2月28日 越本　ひとみ 新規 飲食店営業
堺食衛第14477601号 ＲＥＥＮＯ堺 堺区榎元町６丁７‐２５ 下川倉庫Ｄ号 平成29年3月22日 平成29年3月22日 令和5年3月31日 川越　久美子 新規 菓子製造業
堺食衛第14477501号 ＴＥＮＫＡ 堺区御陵通４‐６ 平成29年2月20日 平成29年2月20日 令和5年2月28日 岡野　翔太 新規 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 新規 飲食店営業
堺食衛第14477101号 Ｆａｒｍｅｒ’ｓ　Ｃａｆｅ　ＭＯＺＵ 北区中百舌鳥町６丁８５２‐２ 中もず６丁ビル２Ｆ 平成29年3月15日 平成29年3月15日 令和5年3月31日 小林　麻弓 新規 飲食店営業
堺食衛第14477701号 ほっかほっか亭堺水池店 中区深井水池町３０９４ 平成29年3月7日 平成29年3月7日 令和5年3月31日 米田　鉄平 新規 飲食店営業
堺食衛第13833001号 みやざき地頭鶏専門店　門出　堺魚市場本店堺区栄橋町２丁４‐２８ 堺魚市場入口 平成29年3月8日 平成29年4月1日 令和5年3月31日 西川　裕美子 更新 飲食店営業
堺食衛第13828201号 カラオケスタジオたんぽぽ 美原区太井３６０‐１８ 平成29年2月21日 平成29年3月1日 令和5年2月28日 至田　貞子 更新 飲食店営業
堺食衛第14479001号 ＧＯＧＯ堺東店 堺区南花田口町１丁３‐１３ ジョイント２ビル４１２，４１３，４１４号室 平成29年3月28日 平成29年3月28日 令和5年3月31日 伊藤　幸博 新規 飲食店営業
堺食衛第14479101号 武蔵 堺区築港八幡町１‐１ 堺浜えんため館２Ｆフードコート 平成29年2月24日 平成29年2月24日 令和5年2月28日 村上　和彰 新規 飲食店営業
堺食衛第14478901号 鳥肉の焼肉　笑 堺区宿院町東４丁１‐２ 平成29年3月29日 平成29年3月29日 令和5年3月31日 奥村　栄一 新規 飲食店営業
堺食衛第14478801号 オレンジピール 堺区大浜中町３丁２‐１６ 平成29年2月24日 平成29年2月24日 令和5年2月28日 石田　玲子 新規 飲食店営業
堺食衛第14479301号 ｓｏｅｕｒｓ 西区浜寺石津町中４丁１０‐１８ 平成29年2月22日 平成29年2月22日 令和5年2月28日 松﨑　奈保美 新規 飲食店営業
堺食衛第14478601号 とっとこ家 東区白鷺町１丁９‐１７ 平成29年3月17日 平成29年3月17日 令和5年3月31日 山本　貢右 新規 飲食店営業
堺食衛第13033101号 ラウンジ　フローレンス 美原区多治井６５２‐４ 平成29年2月28日 平成29年3月1日 令和5年2月28日 谷　佳与子 更新 飲食店営業
堺食衛第11087501号 パブラウンジ　ＤＡＮ 南区竹城台４丁１５‐２５ 平成29年2月22日 平成29年3月1日 令和5年2月28日 楠井　広信 更新 飲食店営業
堺食衛第14479801号 明珉 堺区翁橋町１丁５‐６ グランド翁橋５号館１Ｆ 平成29年2月22日 平成29年2月22日 令和5年2月28日 宋　暎姫 新規 飲食店営業
堺食衛第13089101号 カラオケキッサ　花’ことば 堺区北瓦町２丁１‐１６ ヤマトビル２Ｆ 平成29年2月27日 平成29年3月1日 令和5年2月28日 玉井　則子 更新 飲食店営業
堺食衛第11245601号 らんち亭 北区新金岡町３丁４‐８ 平成29年2月28日 平成29年3月1日 令和5年2月28日 本田　義秋 更新 飲食店営業
堺食衛第14479701号 ときｃａｆｅ 中区新家町３５０‐８ 平成29年3月3日 平成29年3月3日 令和5年3月31日 伊賀　千尋 新規 飲食店営業
堺食衛第14479702号 ときｃａｆｅ 中区新家町３５０‐８ 平成29年3月3日 平成29年3月3日 令和5年3月31日 伊賀　千尋 新規 菓子製造業
堺食衛第12491601号 日だまり 東区北野田１０７７‐２０８ 平成29年2月28日 平成29年3月1日 令和5年2月28日 阪田　佳則 更新 飲食店営業
堺食衛第10857101号 キャンティ 堺区中向陽町２丁３‐１ 平成29年3月1日 平成29年4月1日 令和5年3月31日 西川　清 更新 飲食店営業
堺食衛第13825501号 タカダ水産 堺区大浜西町２３ 090-3272-4663 平成29年2月24日 平成29年3月1日 令和5年2月28日 髙田　威 更新 魚介類販売業
堺食衛第14480301号 ともえ　　ｂａｋｅｒｙ 北区百舌鳥梅町３丁２‐３ 平成29年2月28日 平成29年2月28日 令和5年2月28日 塩路　知絵 新規 菓子製造業
堺食衛第11098401号 ピクルス 北区北長尾町２丁３‐２４ コーポラスグリーン 平成29年2月28日 平成29年3月1日 令和5年2月28日 永山　ひとみ 更新 飲食店営業
堺食衛第13095901号 ファミリーマート　堺北野田駅前店 東区北野田１０７７ アミナス北野田１１０号 平成29年2月28日 平成29年3月1日 令和5年2月28日 川本　篤 更新 飲食店営業
堺食衛第13028901号 三園食品 美原区太井４６１‐８ 平成29年2月28日 平成29年3月1日 令和5年2月28日 本田　誠一郎 更新 魚肉練り製品製造業
堺食衛第13823801号 ＣＡＦＦＥ　ＤＥＬ　ＧＩＯＣＡＴＴＯＬＯ 堺区向陵中町４丁３‐１１ 平成29年2月28日 平成29年3月1日 令和5年2月28日 大西　太朗 更新 飲食店営業
堺食衛第14480601号 チョア 堺区鉄砲町２５ 平成29年3月21日 平成29年3月21日 令和5年3月31日 堀内　里香 新規 飲食店営業
堺食衛第11008601号 たこでん 堺区南半町西１丁１‐８ 平成29年2月28日 平成29年3月1日 令和5年2月28日 成田　美恵子 更新 飲食店営業



堺食衛第13033201号 クク－・スエヒロ 美原区北余部４０‐７１ 平成29年2月28日 平成29年3月1日 令和5年2月28日 松本　正則 更新 菓子製造業
堺食衛第13033202号 クク－・スエヒロ 美原区北余部４０‐７１ 平成29年2月28日 平成29年3月1日 令和5年2月28日 松本　正則 更新 飲食店営業
堺食衛第13824801号 ア・ミ・コート 堺区香ヶ丘町１丁５‐８ 平成29年2月28日 平成29年3月1日 令和5年2月28日 秦　敏治 更新 飲食店営業
堺食衛第13824802号 ア・ミ・コート 堺区香ヶ丘町１丁５‐８ 平成29年2月28日 平成29年3月1日 令和5年2月28日 秦　敏治 更新 菓子製造業
堺食衛第14480801号 もあ 堺区向陵中町４丁６‐３ 平成29年2月28日 平成29年2月28日 令和5年2月28日 谷田　浩之 新規 飲食店営業
堺食衛第11649601号 清吉精肉店 堺区北半町東１‐２ 平成29年2月28日 平成29年3月1日 令和5年2月28日 西岡　誉郷 更新 食肉販売業
堺食衛第13828301号 鐵 北区百舌鳥梅北町２丁５４‐３ 平成29年2月28日 平成29年3月1日 令和5年2月28日 河西　恭典 更新 飲食店営業
堺食衛第13827301号 鮮魚　はしもと 北区中長尾町３丁１‐２ 平成29年2月28日 平成29年3月1日 令和5年2月28日 橋本　敏明 更新 魚介類販売業
堺食衛第13823601号 みやざき地頭鶏専門店　門出　津久野店西区津久野町１丁１２‐１ 平成29年2月28日 平成29年3月1日 令和5年2月28日 西川　裕美子 更新 飲食店営業
堺食衛第13828901号 いこい 東区南野田１３８‐４ 平成29年2月28日 平成29年3月1日 令和5年2月28日 谷本　貞純 更新 飲食店営業
堺食衛第10803801号 お好み焼　美和 東区大美野１６２‐５０ 平成29年2月28日 平成29年3月1日 令和5年2月28日 中原　道子 更新 飲食店営業
堺食衛第12495701号 やまと屋　堺東店 堺区北瓦町２丁３‐３ 平成29年2月28日 平成29年3月1日 令和5年2月28日 辻本　宜敏 更新 飲食店営業
堺食衛第14480901号 ＣＡＳＩＴＡ　ＦＯＯＤ　ＷＯＲＫＳ 北区新金岡町５丁６‐１０４ 平成29年3月15日 平成29年3月15日 令和5年3月31日 辰巳　勇貴 新規 飲食店営業
堺食衛第13006101号 喫茶　早苗 美原区多治井１０５‐１ 平成29年2月28日 平成29年3月1日 令和5年2月28日 井上　マス子 更新 飲食店営業
堺食衛第13844501号 やきとりの秋吉　堺東店 堺区三国ヶ丘御幸通２‐４ 浅田ビル１Ｆ 平成29年3月13日 平成29年4月1日 令和5年3月31日 北條　健一 更新 飲食店営業
堺食衛第14481201号 焼肉　心 堺区綾之町西２丁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 齋藤　茂 新規 飲食店営業
堺食衛第14481401号 ｍｏｏｎ　ｓｔｏｎｅ 堺区戎之町東１丁１‐２８ グランド戎別館１０３ 平成29年3月2日 平成29年3月2日 令和5年3月31日 北野　奈央 新規 飲食店営業
堺食衛第10934001号 すし処　四季 西区北条町１丁１５‐２３ 平成29年3月9日 平成29年4月1日 令和5年3月31日 中埜　正登 更新 飲食店営業
堺食衛第14481001号 内海酒店 西区草部１４３８ 平成29年3月1日 平成29年3月1日 令和5年3月31日 内海　健治 新規 飲食店営業
堺食衛第14481301号 寺田農園 南区泉田中３５９７ 平成29年3月22日 平成29年3月22日 令和5年3月31日 寺田　将樹 新規 菓子製造業
堺食衛第11144401号 ベントステーション泉北２号線栂店 南区栂３７１ 平成29年3月8日 平成29年4月1日 令和5年3月31日 折原　武雄 更新 飲食店営業
堺食衛第14482201号 Ｌｉｌｉｍ 中区深井沢町３２６３ 平成29年3月8日 平成29年3月8日 令和5年3月31日 池上　真太郎 新規 飲食店営業
堺食衛第11419701号 喫茶　カワカ 東区日置荘原寺町４９ 平成29年3月8日 平成29年4月1日 令和5年3月31日 高橋　政行 更新 飲食店営業
堺食衛第14482301号 もてなし家　ふらり 美原区小平尾１６‐１ 平成29年3月8日 平成29年3月8日 令和5年3月31日 福本　千秋 新規 飲食店営業
堺食衛第13884302号 キャンディーママ 堺区遠里小野町１丁３‐３ 平成29年3月27日 平成29年3月27日 令和5年3月31日 小泉　豊子 新規 菓子製造業
堺食衛第11884601号 洋食　とん助 堺区浅香山町３丁５‐２９ 平成29年3月15日 平成29年4月1日 令和5年3月31日 嶋田　善成 更新 飲食店営業
堺食衛第13101401号 メンバーズ　友来 堺区翁橋町１丁４‐１８ ロイヤルパレスビル３Ｆ 平成29年3月7日 平成29年4月1日 令和5年3月31日 桒村　伸江 更新 飲食店営業
堺食衛第14482801号 ＢＢ　ＴＨＡＩＬＡＮＤ 堺区翁橋町１丁５‐２２ 翁橋中央ビル１０１ 平成29年3月7日 平成29年3月7日 令和5年3月31日 ＭＡＮＴＨＡＮＯＮ　ＶＯＮＧＴＡＷＡＮ 新規 飲食店営業
堺食衛第14471402号 ケーキ工房　ＦＵ 堺区大町東３丁２‐２８ 永木ビル１Ｆ南 平成29年3月6日 平成29年3月6日 令和5年3月31日 藤原　章生 新規 飲食店営業
堺食衛第14483601号 カラオケ　甲子園 堺区南旅篭町西１丁１‐９ コスモビル１Ｆ　１０２号 平成29年3月14日 平成29年3月14日 令和5年3月31日 岡崎　順子 新規 飲食店営業
堺食衛第13833501号 蛸一 西区津久野町１丁９‐２３ 日宏ビル１階 平成29年3月7日 平成29年4月1日 令和5年3月31日 宮下　伸晃 更新 飲食店営業
堺食衛第14483301号 本家かまどや鳳ＮＴＴ前店 西区鳳南町５丁７０７ 平成29年3月7日 平成29年3月7日 令和5年3月31日 針尾　康照 新規 飲食店営業
堺食衛第10896401号 サウンドパブ　ラビアンローズ 中区深井沢町３２７６ 澤田ビル２Ｆ 平成29年3月8日 平成29年4月1日 令和5年3月31日 津川　芳加 更新 飲食店営業
堺食衛第14483501号 デイリーヤマザキ堺陶器北店 中区陶器北５８‐１ 平成29年3月8日 平成29年3月8日 令和5年3月31日 山田　力 新規 飲食店営業
堺食衛第14483503号 デイリーヤマザキ堺陶器北店 中区陶器北５８‐１ 平成29年3月8日 平成29年3月8日 令和5年3月31日 山田　力 新規 菓子製造業
堺食衛第14483201号 とりのすけ 東区白鷺町１丁１６‐１８ 平成29年3月7日 平成29年3月7日 令和5年3月31日 阿部　達也 新規 飲食店営業
堺食衛第13104301号 海味 堺区戎之町東２丁１‐７ 菅原ビル１Ｆ 平成29年3月7日 平成29年4月1日 令和5年3月31日 乕田　通 更新 飲食店営業
堺食衛第14483701号 ナヌム 北区東三国ヶ丘町３丁１‐２８ 平成29年3月13日 平成29年3月13日 令和5年3月31日 朴　忠明 新規 飲食店営業
堺食衛第14483801号 Ｃｈｅｅ’ｚ 堺区翁橋町１丁４‐１８ ロイヤルパレスビル１Ｆ 平成29年3月13日 平成29年3月13日 令和5年3月31日 川越　郷美 新規 飲食店営業
堺食衛第13832501号 スナック　潤 堺区熊野町東１丁１‐１２ マリンプラザ天神ビル　４Ａ 平成29年3月10日 平成29年4月1日 令和5年3月31日 藤田　潤子 更新 飲食店営業
堺食衛第14484101号 Ｂ－ＤＡＳＨ 堺区翁橋町１丁１０‐１７ 丸大ビル　地下１ 平成29年3月15日 平成29年3月15日 令和5年3月31日 高森　摩希 新規 飲食店営業
堺食衛第13096901号 Ｐｕｂ　Ｓｔａｇｅ　あくえりあす 堺区中瓦町１丁４‐１３ ＬＳビルＢ１Ｆ 平成29年3月10日 平成29年4月1日 令和5年3月31日 齊藤　佳子 更新 飲食店営業
堺食衛第13099101号 立呑処　てっちゃん 東区北野田１０７７ アミナス北野田１１３号 平成29年3月14日 平成29年4月1日 令和5年3月31日 上田　哲司 更新 飲食店営業
堺食衛第14484501号 奏碑歌 東区西野４７３‐６ 浅井ビル２Ｆ 平成29年3月14日 平成29年3月14日 令和5年3月31日 桑原　美幸 新規 飲食店営業
堺食衛第14484601号 ローソン堺南庄町店 堺区南庄町２丁２‐５ 平成29年3月29日 平成29年3月29日 令和5年3月31日 岡室　雅夫 新規 飲食店営業
堺食衛第11571001号 七福堂 堺区田出井町１‐１ ４００（ベルマージュ堺） 平成29年3月21日 平成29年4月1日 令和5年3月31日 浅野　晃久 更新 飲食店営業
堺食衛第13000401号 Ｆａ　イン　ジャンル 美原区黒山３４４‐２ 平成29年3月14日 平成29年4月1日 令和5年3月31日 那谷　聖子 更新 飲食店営業
堺食衛第14485501号 ｔｅａｄａｎｃｅ 堺区三宝町５丁２７９‐４ 平成29年3月29日 平成29年3月29日 令和5年3月31日 若林　美英子 新規 菓子製造業
堺食衛第14485301号 ＢＡＲ　ＨＩＫＡＲＩ 堺区大町東２丁２‐２２ １Ｆ 平成29年3月29日 平成29年3月29日 令和5年3月31日 村井　啓祐 新規 飲食店営業
堺食衛第14485401号 アンソレイユ　ル　シエル 堺区栄橋町１丁５‐２ ＹＳ’ビル１Ｆ 平成29年3月22日 平成29年3月22日 令和5年3月31日 永野　貴洋 新規 飲食店営業
堺食衛第11062701号 にんじん 中区深井清水町１６５８ 平成29年3月16日 平成29年4月1日 令和5年3月31日 西尾　恭子 更新 飲食店営業
堺食衛第14485201号 野菜力焼肉屋 南区鴨谷台２丁２‐１ サンピアビル１Ｆ 平成29年3月23日 平成29年3月23日 令和5年3月31日 速水　広行 新規 飲食店営業
堺食衛第14485901号 日本料理　たけむら 堺区大町東１丁２‐４ 平成29年5月25日 平成29年5月25日 令和5年5月31日 武村　昭良 新規 飲食店営業
堺食衛第11454401号 喫茶　ミヤ 西区上５３０‐８ 平成29年3月21日 平成29年4月1日 令和5年3月31日 宮前　月子 更新 飲食店営業
堺食衛第13684502号 くえろ・くえら 東区白鷺町１丁１２‐２８ 平成29年3月17日 平成29年4月1日 令和5年3月31日 飯田　信也 更新 菓子製造業
堺食衛第13839601号 居酒屋　道楽 堺区中安井町１丁１‐３ メゾンドールＤＯＩ　１階 平成29年3月23日 平成29年4月1日 令和5年3月31日 竹谷　衿子 更新 飲食店営業
堺食衛第13096701号 ＣＡＦＥ’＆ＲＥＳＴ　味香 東区北野田９４‐４ デルタ北野田１０２号 平成29年3月31日 平成29年4月1日 令和5年3月31日 北井　美幸 更新 飲食店営業
堺食衛第11783201号 肉の神戸屋 南区高倉台３丁２‐８ 平成29年3月23日 平成29年4月1日 令和5年3月31日 北本　耕次 更新 食肉販売業
堺食衛第11783202号 肉の神戸屋 南区高倉台３丁２‐８ 平成29年3月23日 平成29年3月23日 令和5年3月31日 北本　耕次 新規 飲食店営業
堺食衛第13098801号 麺処　寿 堺区南庄町２丁２‐８ プレオール堺東１０２ 平成29年3月21日 平成29年4月1日 令和5年3月31日 岡井　寿男 更新 飲食店営業
堺食衛第11169601号 まるい食品工業所 堺区今池町１丁５‐８ 平成29年3月17日 平成29年4月1日 令和5年3月31日 立花　克敏 更新 あん類製造業
堺食衛第13033401号 大阪府立農芸高等学校内食堂 美原区北余部６４０ 平成29年3月30日 平成29年4月1日 令和5年3月31日 北川　照子 更新 飲食店営業
堺食衛第14487001号 サウンドステージ　Ｒｏｃｋｅｒｓ 堺区翁橋町１丁９‐２ スウィングプラザ２０３号 平成29年3月27日 平成29年3月27日 令和5年3月31日 津崎　和美 新規 飲食店営業
堺食衛第13375102号 舳松すこやか事業団 堺区大仙西町２丁７６ 陵西中学校内 平成29年4月28日 平成29年5月1日 令和4年4月30日 泉森　喜美代 更新 飲食店営業（露店）
堺食衛第13113801号 カラオケ喫茶　園 堺区大町西３丁４‐１１ 平成29年4月28日 平成29年5月1日 令和5年4月30日 園田　フサミ 更新 飲食店営業
堺食衛第13833201号 ＴＡＫＯＺＯ北花田 北区北花田町４丁８９‐３８ 平成29年3月24日 平成29年4月1日 令和5年3月31日 藤本　夏樹 更新 飲食店営業
堺食衛第13871701号 遊食厨房　力 西区上野芝町２丁８‐８ 平成29年4月14日 平成29年5月1日 令和5年4月30日 阿部　友紀生 更新 飲食店営業
堺食衛第11222901号 ラ・フォーレ 西区鳳南町５丁５０９ 平成29年3月21日 平成29年5月1日 令和5年4月30日 七野　美津子 更新 飲食店営業
堺食衛第13840501号 純手造り　うどんそばの店　土佐 南区岩室１５８‐１ 平成29年3月22日 平成29年4月1日 令和5年3月31日 岡崎　光信 更新 飲食店営業
堺食衛第14486801号 アン　シュクレガーデン 南区赤坂台１丁５１‐２ 平成29年3月23日 平成29年3月23日 令和5年3月31日 赤松　阿由美 新規 菓子製造業
堺食衛第13102201号 やまさん阪本　ミート＆デリカショップ 堺区田出井町１‐１ ベルマージュ堺０１０５ 平成29年3月27日 平成29年4月1日 令和5年3月31日 阪本　勝子 更新 食肉販売業
堺食衛第14487601号 鉄板酒場　ＣＡＮＴＡＲＯ 堺区南花田口町１丁１‐２１ 平成29年7月14日 平成29年7月14日 令和5年7月31日 須藤　浩之 新規 飲食店営業
堺食衛第11425301号 喫茶　たいにいはうす 堺区旭ヶ丘南町３丁３‐２５ 平成29年3月31日 平成29年4月1日 令和5年3月31日 金子　文代 更新 飲食店営業
堺食衛第10983801号 セブン‐イレブン堺北花田店 北区東浅香山町４丁６ 平成29年3月24日 平成29年5月1日 令和5年4月30日 辻村　孝徳 更新 飲食店営業
堺食衛第13824001号 Ｋｏｈｇａ 北区金岡町１９８８‐２ 103 平成29年3月24日 平成29年4月1日 令和5年3月31日 淺井　雅一 更新 飲食店営業
堺食衛第16010003号 ドカベン 堺区栄橋町１丁１０‐１ ショップ南海 平成29年3月31日 平成29年4月1日 令和5年3月31日 阪口　雄史 更新 飲食店営業
堺食衛第16010053号 エナジ 堺区中瓦町１丁３‐２３ スイスビル３Ｆ 平成29年3月29日 平成29年4月1日 令和5年3月31日 近藤　けい子 更新 飲食店営業
堺食衛第16010044号 芝於里 堺区市之町東２丁２‐２１ 平成29年3月31日 平成29年3月31日 令和5年3月31日 向井　マキ子 新規 飲食店営業
堺食衛第16010045号 味工房　ちか 堺区大浜南町３丁１‐１３ 平成29年3月30日 平成29年3月30日 令和5年3月31日 木寺　千賀子 新規 飲食店営業
堺食衛第16010046号 カラオケ喫茶　シスター 北区百舌鳥赤畑町５丁３８６‐３ 平成29年3月31日 平成29年3月31日 令和5年3月31日 森本　知広 新規 飲食店営業
堺食衛第16010123号 溝畑商店 堺区北瓦町２丁１‐２ 平成29年3月29日 平成29年4月1日 令和5年3月31日 溝畑　勝 更新 飲食店営業
堺食衛第16010125号 太悟活 堺区鉄砲町２８‐２ 平成29年4月7日 平成29年4月7日 令和5年4月30日 大前　貢 新規 飲食店営業
堺食衛第16010117号 セブン 北区東三国ヶ丘町５丁４‐２８ 平成29年3月31日 平成29年4月1日 令和5年3月31日 松岡　和子 更新 飲食店営業
堺食衛第16010121号 純 中区深井清水町３５２６ ルイ観光ビル恵応３０１ 平成29年3月28日 平成29年3月28日 令和5年3月31日 山本　圭美 新規 飲食店営業
堺食衛第16010115号 たこ一　初芝店 東区日置荘西町４丁１０‐２０ 平成29年3月30日 平成29年3月30日 令和5年3月31日 広瀬　毅之 新規 飲食店営業
堺食衛第16010122号 お好み　ときわ 南区茶山台１丁２‐３ 平成29年3月29日 平成29年4月1日 令和5年3月31日 厚地　盛雄 更新 飲食店営業
堺食衛第16010129号 宝船 堺区東雲西町４丁１‐３ ヴェルドミール堺１０８ 平成29年3月31日 平成29年4月1日 令和5年3月31日 青盛　カズ子 更新 飲食店営業
堺食衛第16010130号 肉の店　丸喜多 北区中村町６８‐５ 平成29年3月31日 平成29年4月1日 令和5年3月31日 織部　貢 更新 食肉販売業
堺食衛第16010134号 カラオケ　きりしま 西区津久野町３丁２９‐３４ 平成29年3月31日 平成29年4月1日 令和5年3月31日 福村　律子 更新 飲食店営業
堺食衛第16010131号 寿し丸 西区鳳東町３丁２６５ 平成29年4月7日 平成29年5月1日 令和5年4月30日 天本　辰美 更新 飲食店営業
堺食衛第16010135号 焼肉・冷麺　つくし 中区新家町７６５ 072-236-4129 平成29年3月31日 平成29年4月1日 令和5年3月31日 青木　幸治 更新 飲食店営業
堺食衛第16010128号 松浦商店　オリーブカフェ 南区庭代台２丁９‐６ 平成29年3月29日 平成29年3月29日 令和5年3月31日 松浦　賢治 新規 飲食店営業
堺食衛第16010152号 末吉堂 堺区北清水町３丁６‐１１ 平成29年4月6日 平成29年4月6日 令和5年4月30日 奥田　清 新規 菓子製造業
堺食衛第16010148号 ディキシー・チキン 堺区向陵中町２丁３‐１３ ハイキャッスルビル１０５ 平成29年3月30日 平成29年4月1日 令和5年3月31日 堀尾　良太 更新 飲食店営業
堺食衛第16010151号 Ｌｕｑｕａ　ｐｅｓｃｅ 堺区櫛屋町東１丁２‐３ 平成29年4月20日 平成29年4月20日 令和5年4月30日 三澤　泰之 新規 飲食店営業
堺食衛第16010145号 割烹　優勝 堺区戎之町東１丁２‐２３ 平成29年3月31日 平成29年5月1日 令和5年4月30日 吉村　勝 更新 飲食店営業
堺食衛第16010142号 バル・彩～Ａｊａ～ 堺区市之町東１丁１‐２６ 平成29年4月4日 平成29年4月4日 令和5年4月30日 吉岡　紀美子 新規 飲食店営業
堺食衛第16010150号 西村商店 南区野々井２５５ 平成29年3月31日 平成29年4月1日 令和5年3月31日 西村　直樹 更新 食肉処理業
堺食衛第16010163号 みつや酒店 堺区一条通１５‐２０ 平成29年3月31日 平成29年4月1日 令和5年3月31日 河村　留光 更新 飲食店営業
堺食衛第16010164号 立呑処ひろちゃん 堺区一条通２０‐９ 三井ビル２Ｆ 平成29年4月10日 平成29年4月10日 令和5年4月30日 川原　弘子 新規 飲食店営業
堺食衛第16010158号 道産子 堺区住吉橋町１丁７‐１３ 平成29年3月31日 平成29年4月1日 令和5年3月31日 藤本　耕一 更新 飲食店営業
堺食衛第16010156号 居酒屋　もず一番 北区百舌鳥梅町３丁９‐８ プチシュバル１Ｆ 平成29年3月31日 平成29年4月1日 令和5年3月31日 富井　修 更新 飲食店営業
堺食衛第16010159号 レストラン　あんぽるたん 東区白鷺町１丁２‐８ 平成29年4月3日 平成29年5月1日 令和5年4月30日 田中　純一 更新 飲食店営業
堺食衛第16010183号 ｗｒｉｎｋｌｅ　リンクル 堺区熊野町東１丁２‐２０ ジョイフルＫビル１Ｆ 平成29年3月31日 平成29年4月1日 令和5年3月31日 北嶋　千也子 更新 飲食店営業
堺食衛第16010174号 四代目鎌倉酒店　堺店 堺区栄橋町１丁６‐５ アメニティ堺１０２号 平成29年4月5日 平成29年4月5日 令和5年4月30日 冨樫　隆博 新規 飲食店営業
堺食衛第16010172号 大衆炉端　大千 中区深井沢町３１７８ 平成29年3月31日 平成29年4月1日 令和5年3月31日 榎本　和善 更新 飲食店営業
堺食衛第16010180号 當家 東区日置荘西町４丁２７‐２５ 平成29年4月5日 平成29年4月5日 令和5年4月30日 近藤　幸三 新規 飲食店営業
堺食衛第17010010号 ＳＡＫＡＩＦＯＲＮＩＡ 堺区南田出井町４丁１‐２４ 072-229-6332 平成29年4月6日 平成29年5月1日 令和5年4月30日 西山　正 更新 飲食店営業
堺食衛第17010007号 大阪府立堺工科高等学校全日制食堂 堺区大仙中町１２‐１ 大阪府立堺工科高等学校内 平成29年4月4日 平成29年4月4日 令和5年4月30日 上野　謹司 新規 飲食店営業
堺食衛第17010006号 異酒屋かねきち 堺区出島海岸通２丁１‐１ 平成29年4月5日 平成29年4月5日 令和5年4月30日 角野　吉成 新規 飲食店営業
堺食衛第17010003号 ＭＵＭＡ　ＩＮＶＩＴＡＴＩＯＮ　金岡店 北区蔵前町１丁７‐１１ 金岡Ｅビル１０１Ｂ 平成29年4月5日 平成29年4月5日 令和5年4月30日 ＪＮＡＷＡＬＩ　ＴＩＬＡＫ　ＲＡＭ 新規 飲食店営業
堺食衛第17010009号 グランドまざぁ 中区小阪３４１ 辰己マンション１Ｆ 平成29年4月5日 平成29年4月5日 令和5年4月30日 松岡　明美 新規 飲食店営業
堺食衛第17010011号 龍楽 東区菩提町２丁２９‐２ 平成29年4月21日 平成29年5月1日 令和5年4月30日 東條　光義 更新 飲食店営業
堺食衛第17010005号 ＭＣＺ 堺市内一円 平成29年4月3日 平成29年4月3日 令和4年4月30日 新規 飲食店営業（自動車）
堺食衛第17010013号 羽衣 北区百舌鳥陵南町３丁４２３ 誠ビル１Ｆ 平成29年4月13日 平成29年5月1日 令和5年4月30日 中村　靜 更新 飲食店営業
堺食衛第17010014号 穂月 西区鳳中町５丁１８５ 平成29年4月19日 平成29年5月1日 令和5年4月30日 隈元　正善 更新 菓子製造業
堺食衛第17010023号 ＰＵＲＰＯＳＥ　ＣＡＦＥ 堺市内一円 平成29年4月5日 平成29年4月5日 令和4年4月30日 清水　浩 新規 飲食店営業（露店）
堺食衛第17010026号 ぐる芽 堺区車之町西１丁２‐１５ ハイム上高地１Ａ 平成29年4月12日 平成29年5月1日 令和5年4月30日 井上　厚太 更新 飲食店営業
堺食衛第17010027号 味の店じゅん 堺市内一円 平成29年4月7日 平成29年4月7日 令和4年4月30日 楠田　誠一郎 新規 飲食店営業（露店）



堺食衛第17010038号 やきとり大吉 北区百舌鳥梅町３丁１‐１９ 平成29年4月13日 平成29年5月1日 令和5年4月30日 木下　文雄 更新 飲食店営業
堺食衛第17010029号 小料理　おばんざい　和［ＷＡＯＮ］音 西区浜寺石津町西３丁５‐１２ 平成29年4月20日 平成29年4月20日 令和5年4月30日 阪本　千佳子 新規 飲食店営業
堺食衛第17010040号 初音食堂 中区伏尾７８ 平成29年4月12日 平成29年5月1日 令和5年4月30日 大仲　宝作 更新 飲食店営業
堺食衛第17010045号 フレッシュ畑 堺区香ヶ丘町１丁７‐６ 平成29年4月20日 平成29年5月1日 令和5年4月30日 岩崎　正一 更新 魚介類販売業
堺食衛第17010044号 カラオケ喫茶　愛 北区百舌鳥梅北町４丁１５８ 平成29年4月24日 平成29年4月24日 令和5年4月30日 南本　正江 新規 飲食店営業
堺食衛第17010041号 あづま茶園 西区鳳東町７丁７３３ おおとりウィングス１Ｆ 平成29年4月20日 平成29年4月20日 令和5年4月30日 上田　浩 新規 飲食店営業
堺食衛第17010055号 喫茶　シーク 北区長曽根町１６２０‐２ 平成29年4月13日 平成29年5月1日 令和5年4月30日 北口　啓子 更新 飲食店営業
堺食衛第17010067号 いろ葉 堺区一条通１７‐１３ 高陽ビル１Ｆ 平成29年4月28日 平成29年5月1日 令和5年4月30日 安本　雅美 更新 飲食店営業
堺食衛第17010075号 洋食焼　悦ちゃん 西区鳳東町２丁２１４ 平成29年4月19日 平成29年5月1日 令和5年4月30日 大窪　悦子 更新 飲食店営業
堺食衛第17010078号 新金岡郵便局内食堂 北区新金岡町４丁１‐１ 平成29年4月28日 平成29年5月1日 令和5年4月30日 久保　有生 更新 飲食店営業
堺食衛第17010079号 居酒屋　ちえ 北区百舌鳥陵南町３丁４２０‐５ロイヤルモズ 平成29年4月28日 平成29年5月1日 令和5年4月30日 松下　千恵子 更新 飲食店営業
堺食衛第17010080号 広島焼・たこ焼　なな 東区北野田９９‐１ 平成29年4月20日 平成29年4月20日 令和5年4月30日 永井　雅 新規 飲食店営業
堺食衛第17010085号 農家の台所 南区赤坂台２丁５‐９ 平成29年4月26日 平成29年4月26日 令和5年4月30日 山本　享映 新規 飲食店営業
堺食衛第17010086号 さぬきうどんの店　四国路 堺区三条通６‐２ 平成29年4月28日 平成29年5月1日 令和5年4月30日 正井　哲夫 更新 飲食店営業
堺食衛第17010093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29年4月20日 平成29年4月20日 令和5年4月30日 清水　和令 新規 飲食店営業
堺食衛第17010090号 和歌山徳島県人会３００ 堺市内一円 平成29年4月18日 平成29年4月18日 令和4年4月30日 桑村　勝 新規 飲食店営業（露店）
堺食衛第17010091号 焼き鳥　渡鳥 堺市内一円 平成29年4月18日 平成29年4月18日 令和4年4月30日 坂田　雄亮 新規 飲食店営業（露店）
堺食衛第17010101号 レストラン　フィーネ 堺区向陵中町５丁３‐１９ 平成29年4月28日 平成29年5月1日 令和5年4月30日 細居　健治 更新 飲食店営業
堺食衛第17010099号 串常 西区上４４１‐３１ 平成29年4月26日 平成29年5月1日 令和5年4月30日 池本　常雄 更新 飲食店営業
堺食衛第17010103号 とりきよ 西区鳳中町５丁１８５ 平成29年4月26日 平成29年5月1日 令和5年4月30日 堤田　正己 更新 食肉販売業
堺食衛第17010100号 炉ばた焼　はじめ 中区福田５４０‐７ 平成29年4月27日 平成29年5月1日 令和5年4月30日 中尾　由利子 更新 飲食店営業
堺食衛第17010095号 クレープリー・クランデール 堺市内一円 平成29年4月19日 平成29年4月19日 令和4年4月30日 原田　裕次郎 新規 飲食店営業（露店）
堺食衛第17010096号 クレープリー・クランデール 堺市内一円 平成29年4月19日 平成29年4月19日 令和4年4月30日 原田　裕次郎 新規 菓子製造業（露店）
堺食衛第17010097号 クレープリー・クランデール 堺市内一円 平成29年4月19日 平成29年4月19日 令和4年4月30日 原田　裕次郎 新規 飲食店営業（自動車）
堺食衛第17010098号 クレープリー・クランデール 堺市内一円 平成29年4月19日 平成29年4月19日 令和4年4月30日 原田　裕次郎 新規 菓子製造業（自動車）
堺食衛第17010112号 たこ焼きハウス　くるる 堺区緑ヶ丘北町４丁４‐１ 平成29年4月28日 平成29年5月1日 令和5年4月30日 玉乃井　順子 更新 飲食店営業
堺食衛第17010111号 ＡＮＴＡＥＵＳ 堺区熊野町東１丁２‐１６ アイリスビル４０２ 平成29年4月21日 平成29年4月21日 令和5年4月30日 外山　利恵 新規 飲食店営業
堺食衛第17010109号 酒菜成とと 北区北花田町３丁３３‐５ 川口ハイツ１Ｆ 平成29年4月27日 平成29年4月27日 令和5年4月30日 成住　勇一 新規 飲食店営業
堺食衛第17010113号 みよ 中区土師町２丁８‐１６ 平成29年4月27日 平成29年5月1日 令和5年4月30日 岩瀬　美代子 更新 飲食店営業
堺食衛第17010114号 喫茶　ペニーレイン 中区辻之１１８９‐２５０ 平成29年4月27日 平成29年5月1日 令和5年4月30日 斉藤　知英子 更新 飲食店営業
堺食衛第17010130号 カラオケルーム　ひろ＆ひろ 堺区東雲西町４丁４‐２０ 平成29年4月28日 平成29年5月1日 令和5年4月30日 坂口　憲弘 更新 飲食店営業
堺食衛第17010119号 くにちゃん 東区日置荘北町３丁１２‐１５ 平成29年4月24日 平成29年4月24日 令和5年4月30日 三宅　邦昌 新規 飲食店営業
堺食衛第17010120号 海鮮食堂　山ちゃん 南区稲葉１丁３０２１‐１ 平成29年4月26日 平成29年4月26日 令和5年4月30日 山本　真也 新規 飲食店営業
堺食衛第17010122号 ＫＥＬＰ　ｃｏｆｆｅｅ 堺市内一円 平成29年4月21日 平成29年4月21日 令和4年4月30日 新井　紳吾 新規 飲食店営業（露店）
堺食衛第17010123号 ほりい商店 堺市内一円 平成29年4月21日 平成29年4月21日 令和4年4月30日 堀井　英貴 新規 飲食店営業（露店）
堺食衛第17010142号 ＢＡＳＥ　ＴＯＮＴＡ 中区伏尾３６０ 平成29年4月26日 平成29年4月26日 令和5年4月30日 木南　健彦 新規 飲食店営業
堺食衛第17010145号 若松 東区菩提町１丁１７０‐１０ 平成29年4月28日 平成29年5月1日 令和5年4月30日 小竹　トシエ 更新 飲食店営業
堺食衛第17010147号 ＡＢＣコーポレーション 堺市内一円 平成29年4月25日 平成29年4月25日 令和4年4月30日 石川　和之 新規 飲食店営業（露店）
堺食衛第17010157号 カラオケ　ヒットヒット 堺区錦綾町３丁３‐１０ 平成29年4月28日 平成29年4月28日 令和5年4月30日 山口　純 新規 飲食店営業
堺食衛第17010158号 Ｓｎａｃｋ　Ｒｏｓｅ 堺区一条通１９‐２７ 大成レジャービル３Ｆ 平成29年5月1日 平成29年5月1日 令和5年4月30日 ＫＯＩＺＵＭＩ　ＲＯＳＡＬＩＮＤＡ　ＴＡＧＡＤＯＮ 新規 飲食店営業
堺食衛第17010150号 ＬＩＮＫ 堺区戎之町東１丁１‐２１ 平成29年5月12日 平成29年5月12日 令和5年5月31日 奥野　輝久 新規 飲食店営業
堺食衛第17010156号 カラオケ　グリーンライト 西区上野芝町３丁７‐４３ 平成29年4月27日 平成29年4月27日 令和5年4月30日 福山　剛彦 新規 飲食店営業
堺食衛第17010148号 スナック　オリーブ 西区家原寺町１丁２０‐６ 平成29年4月27日 平成29年6月1日 令和5年5月31日 西滝　民江 更新 飲食店営業
堺食衛第17010159号 竜起 西区鳳南町５丁５１２‐２ 平成29年4月27日 平成29年4月27日 令和5年4月30日 馬場　弘和 新規 飲食店営業
堺食衛第17010162号 とり王 中区新家町７５４‐１９ 平成29年4月28日 平成29年5月1日 令和5年4月30日 魚野　哲生 更新 飲食店営業
堺食衛第17010164号 Ｍｙ　Ｒａｂｂｉｔ 堺市内一円 平成29年4月26日 平成29年4月26日 令和4年4月30日 日達　将智 新規 菓子製造業（自動車）
堺食衛第17010170号 Ｓａｋｕｒａ 堺区南島町２丁５４‐１ 平成29年4月28日 平成29年5月1日 令和5年4月30日 森岡　香代子 更新 飲食店営業
堺食衛第17010171号 大阪府立堺東高等学校校内食堂 南区晴美台１丁１‐２ 平成29年4月28日 平成29年5月1日 令和5年4月30日 久岡　育代 更新 飲食店営業
堺食衛第17010177号 パインヴィレッジ 堺区熊野町東１丁２‐２０ ジョイフルＫ４Ｆ 平成29年4月28日 平成29年4月28日 令和5年4月30日 瀬戸　真理子 新規 飲食店営業
堺食衛第17010180号 中区福田５１７‐６ 平成29年5月19日 平成29年5月19日 令和5年5月31日 新規 飲食店営業
堺食衛第17010179号 あかおに 中区平井１９５‐１ 平成29年4月28日 平成29年5月1日 令和5年4月30日 山尾　宗生 更新 飲食店営業
堺食衛第17010176号 ＮＡＴＵフーズ 堺市内一円 平成29年4月27日 平成29年5月1日 令和4年4月30日 更新 飲食店営業（露店）
堺食衛第17010178号 天ぷら大吉　なんば店 堺市内一円 平成29年4月27日 平成29年4月27日 令和4年4月30日 津本　啓之 新規 飲食店営業（露店）
堺食衛第17010192号 艶 西区浜寺石津町西４丁１‐１ 平成29年5月15日 平成29年5月15日 令和5年5月31日 平尾　艶子 新規 飲食店営業
堺食衛第17010184号 カラオケスタジオ　ドリーム 中区福田６２１‐１６ 平成29年4月28日 平成29年5月1日 令和5年4月30日 齊藤　幸吉 更新 飲食店営業
堺食衛第17010183号 焼酎・泡盛　居酒屋　笑樂 中区深井清水町３５３７ コートビレッヂ赤塚１０４ 平成29年4月28日 平成29年5月1日 令和5年4月30日 小林　ひろみ 更新 飲食店営業
堺食衛第17010190号 カフェランチ苑 東区日置荘西町２丁７‐１１ 平成29年4月28日 平成29年5月1日 令和5年4月30日 藤中　俊英 更新 飲食店営業
堺食衛第17010199号 遊食旬菜　きのした 堺区車之町西２丁１‐２６ 平成29年5月16日 平成29年6月1日 令和5年5月31日 木下　伸児 更新 飲食店営業
堺食衛第17010204号 オークヒル 北区北長尾町４丁３‐７ ハイツオークヒル　１Ｆ 平成29年5月2日 平成29年6月1日 令和5年5月31日 内村　厚子 更新 飲食店営業
堺食衛第17010198号 やきとり大吉　八田西町店 中区八田西町２丁４‐１０ 平成29年5月1日 平成29年5月1日 令和5年5月31日 林　美保子 更新 飲食店営業
堺食衛第17010195号 金久右衛門 堺市内一円 平成29年5月1日 平成29年5月1日 令和4年4月30日 常　良太郎 新規 飲食店営業（露店）
堺食衛第17010197号 餃子マルシェ 堺市内一円 平成29年5月1日 平成29年5月1日 令和4年4月30日 常　良太郎 新規 飲食店営業（自動車）
堺食衛第17010203号 ワンコイン屋さん 堺市内一円 平成29年5月1日 平成29年5月1日 令和4年4月30日 川﨑　孝則 新規 飲食店営業（自動車）
堺食衛第17010206号 玄心 堺区榎元町４丁５‐３４ 大邑マンション２０３ 平成29年5月8日 平成29年5月8日 令和5年5月31日 山下　雄輝 新規 飲食店営業
堺食衛第17010212号 焼肉　ＭＡＲＵＹＡＳＵ 堺区甲斐町東３丁１‐１３ 平成29年5月8日 平成29年5月8日 令和5年5月31日 中村　泰洋 新規 飲食店営業
堺食衛第17010207号 ひで 堺区海山町４丁１６４‐７３ 平成29年5月30日 平成29年6月1日 令和5年5月31日 今村　秀夫 更新 飲食店営業
堺食衛第17010211号 パティスリー　エトワ 東区日置荘西町７丁１２‐５ 平成29年5月8日 平成29年5月8日 令和5年5月31日 飯尾　元洋 新規 アイスクリーム類製造業
堺食衛第17010210号 南海飯店 美原区北余部４０‐７２ 平成29年5月11日 平成29年6月1日 令和5年5月31日 御書　トシ子 更新 飲食店営業
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 新規 飲食店営業（自動車）
堺食衛第17010229号 ＦＯＯＬＳ　ＣＡＦＥ 堺区北瓦町１丁４‐２２ グランドプラザ１Ｆ 平成29年5月9日 平成29年5月9日 令和5年5月31日 芦田　務 新規 飲食店営業
堺食衛第17010232号 パワーストーン＆ヒーリング癒し処ひだまりカフェ　心愛導堺区熊野町西１丁１‐９ 浅井ビル　２Ｆ 平成29年5月12日 平成29年5月12日 令和5年5月31日 伊藤　武雄 新規 喫茶店営業
堺食衛第17010233号 ＰｉｌｉＡｌｏｈａ 南区檜尾５４４‐１ 090-4764-1403 平成29年5月19日 平成29年5月19日 令和5年5月31日 上田　由紀子 新規 飲食店営業
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 新規 飲食店営業（露店）
堺食衛第17010245号 馳走家　きむら 堺区三国ヶ丘御幸通６ 乾ビル１Ｆ 平成29年5月16日 平成29年6月1日 令和5年5月31日 木村　英明 更新 飲食店営業
堺食衛第17010252号 セブン‐イレブン　堺出島町３丁店 堺区出島町３丁８‐１９ 平成29年5月17日 平成29年5月17日 令和5年5月31日 藤川　和孝 新規 飲食店営業
堺食衛第17010249号 とみ 堺区西湊町３丁３‐１ 平成29年5月11日 平成29年5月11日 令和5年5月31日 天野　美智子 新規 飲食店営業
堺食衛第17010248号 申手延麺 堺区大浜北町３丁４‐６ 平成29年5月26日 平成29年5月26日 令和5年5月31日 曹　俊 新規 飲食店営業
堺食衛第17010244号 カラオケスタジオ　泉 西区鳳東町４丁３８７ 平成29年5月11日 平成29年6月1日 令和5年5月31日 中裏　和子 更新 飲食店営業
堺食衛第17010263号 本格炭火焼とりでん 中区深井沢町３１９７ 平成29年5月16日 平成29年6月1日 令和5年5月31日 奥田　勝己 更新 飲食店営業
堺食衛第17010270号 喫茶　エンゼル 堺区向陵東町３丁５‐２４ 平成29年5月17日 平成29年6月1日 令和5年5月31日 田村　昭夫 更新 飲食店営業
堺食衛第17010265号 明洞 北区百舌鳥梅町３丁１４‐２２ １Ｆ 平成29年5月15日 平成29年5月15日 令和5年5月31日 金　閠麒 新規 飲食店営業
堺食衛第17010268号 美菜家　さくら 西区鳳西町３丁７１２ 近畿コンピューター電子専門学校内 平成29年5月19日 平成29年5月19日 令和5年5月31日 上田　友美 新規 飲食店営業
堺食衛第17010269号 ＴＨＥ　ＢＵＲＧＥＲ　ＳＴＡＮＤ　ｎｕｔｍｅｇ 中区深井北町７３３‐２ 平成29年6月12日 平成29年6月12日 令和5年6月30日 中野　治彦 新規 飲食店営業
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 新規 飲食店営業（露店）
堺食衛第17010274号 ｆｌａｐ 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 福元　翔太 新規 菓子製造業（露店）
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 新規 喫茶店営業（露店）
堺食衛第17010285号 ビストロ　ボアボアボア 堺区向陵西町４丁１２‐４６ 平成29年5月15日 平成29年5月15日 令和5年5月31日 髙橋　トミ子 新規 菓子製造業
堺食衛第17010283号 阪井商店 堺区大仙西町５丁１３７ 平成29年5月31日 平成29年6月1日 令和5年5月31日 阪井　儀三 更新 食肉処理業
堺食衛第17010284号 カツ＆カレー　グー 西区浜寺石津町西１丁５‐１ 平成29年5月31日 平成29年6月1日 令和5年5月31日 阪井　節子 更新 飲食店営業
堺食衛第17010273号 あったか亭Ａ 南区美木多上２０９６ 平成29年5月30日 平成29年5月30日 令和5年5月31日 重谷　隆 新規 飲食店営業
堺食衛第17010287号 居酒屋　とも 堺区西湊町６丁７‐７ 平成29年5月24日 平成29年6月1日 令和5年5月31日 石川　尚子 更新 飲食店営業
堺食衛第17010291号 喫茶　ウーマン 堺区中之町西４丁２‐２ 平成29年5月18日 平成29年6月1日 令和5年5月31日 前川　文代 更新 飲食店営業
堺食衛第17010296号 Ｔｒａｔｔｏｒｉａ　Ｌ．Ｓ．Ｃ 堺区戎島町２丁３０‐２ ターミナルマンション朝日プラザ１１７号平成29年5月23日 平成29年5月23日 令和5年5月31日 中野　智 新規 飲食店営業
堺食衛第17010297号 Ｔｒａｔｔｏｒｉａ　Ｌ．Ｓ．Ｃ 堺区戎島町２丁３０‐２ ターミナルマンション朝日プラザ１１７号平成29年5月23日 平成29年5月23日 令和5年5月31日 中野　智 新規 菓子製造業
堺食衛第17010298号 じゅ～はちばん 西区平岡町２４‐１ 坂口ビル１Ｆ 平成29年5月24日 平成29年5月24日 令和5年5月31日 呑野　香代子 新規 飲食店営業
堺食衛第17010299号 ＣＨＩＬＬＩＮＧ 中区伏尾３６０ 平成29年5月19日 平成29年5月19日 令和5年5月31日 髙橋　和也 新規 飲食店営業
堺食衛第17010303号 勝羅 堺区戎之町東１丁２‐３ グランド戎本館１１２号 平成29年5月18日 平成29年5月18日 令和5年5月31日 藤本　勝真 新規 飲食店営業
堺食衛第17010302号 たこ焼き屋　たこたこ 西区北条町１丁１５‐２３ 平成29年5月26日 平成29年5月26日 令和5年5月31日 大津　翔 新規 飲食店営業
堺食衛第17010301号 ＰＡＰＩＬＬＯＮ 中区深井中町２０１１‐１８ 平成29年5月23日 平成29年5月23日 令和5年5月31日 鶏内　美紀子 新規 飲食店営業
堺食衛第17010304号 ローソン美原北余部店 美原区北余部１４６‐１ 平成29年5月19日 平成29年6月1日 令和5年5月31日 上田　昇司 更新 飲食店営業
堺食衛第17010310号 九ｓ 堺区戎之町東１丁１‐２８ グランド戎別館１０１ 平成29年5月19日 平成29年5月19日 令和5年5月31日 長谷川　拓斗 新規 飲食店営業
堺食衛第17010312号 カフェ　パキーラ 南区野々井２５５ 平成29年5月18日 平成29年6月1日 令和5年5月31日 奥田　師子 更新 飲食店営業
堺食衛第17010317号 ひまわり食堂 北区新金岡町５丁５‐１０３ 平成29年5月31日 平成29年6月1日 令和5年5月31日 西尾　幸男 更新 飲食店営業
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 新規 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 新規 飲食店営業（自動車）
堺食衛第17010344号 山鹿 堺区南瓦町１‐２６ 大一ビル１Ｆ 平成29年5月29日 平成29年6月1日 令和5年5月31日 家入　義弘 更新 飲食店営業
堺食衛第17010337号 ｈａｖｅ　ｆｕｎ　ＢＡＫＥＲＹ 東区日置荘田中町３３３‐２ 平成29年5月23日 平成29年5月23日 令和5年5月31日 梶山　和久 新規 菓子製造業
堺食衛第17010338号 ｈａｖｅ　ｆｕｎ　ＢＡＫＥＲＹ 東区日置荘田中町３３３‐２ 平成29年5月23日 平成29年5月23日 令和5年5月31日 梶山　和久 新規 飲食店営業
堺食衛第17010351号 ｃａｆｅ　ｎａｎａｔａｋｕ 堺市内一円 平成29年5月23日 平成29年5月23日 令和4年5月31日 本田　麻由美 新規 菓子製造業（自動車）
堺食衛第17010350号 母や 堺区市之町東２丁１‐２３ 平成29年5月26日 平成29年6月1日 令和5年5月31日 田中　登喜恵 更新 飲食店営業
堺食衛第17010356号 Ｇｉｒｉｎｉ　Ｒｉｓａｉａ 堺区榎元町１丁２‐１３ 西川ビル１Ｆ 平成29年7月24日 平成29年7月24日 令和5年7月31日 松本　好申 新規 飲食店営業
堺食衛第17010357号 Ｇｉｒｉｎｉ　Ｒｉｓａｉａ 堺区榎元町１丁２‐１３ 西川ビル１Ｆ 平成29年7月24日 平成29年7月24日 令和5年7月31日 松本　好申 新規 菓子製造業
堺食衛第17010360号 梅花藻 美原区平尾２５４７‐５ 平成29年6月16日 平成29年6月16日 令和5年6月30日 近藤　守弘 新規 飲食店営業
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 新規 飲食店営業（自動車）
堺食衛第17010368号 居酒屋　らぷそでぃー 堺区旭ヶ丘北町１丁４‐８ 平成29年5月29日 平成29年6月1日 令和5年5月31日 堀　千鶴子 更新 飲食店営業
堺食衛第17010362号 立呑処　こまち 堺区東湊町５丁３１４ 上田ビル　１０３ 平成29年5月29日 平成29年5月29日 令和5年5月31日 中村　麻千子 新規 飲食店営業
堺食衛第17010367号 カフェテリア　Ｃｏｔｏ 堺区栄橋町１丁１０‐１ ショップ南海 平成29年5月29日 平成29年7月1日 令和5年6月30日 星山　惟子 更新 飲食店営業
堺食衛第17010363号 立呑みうさぎ屋 堺区竜神橋町２丁１‐２２ 平成29年5月29日 平成29年5月29日 令和5年5月31日 北村　泰造 新規 飲食店営業
堺食衛第17010377号 マック８０号店 北区南花田町８１ 平成29年5月31日 平成29年6月1日 令和5年5月31日 岡本　等 更新 飲食店営業



堺食衛第17010378号 喫茶ハピル 西区浜寺諏訪森町東３丁３１９‐２ 平成29年5月30日 平成29年7月1日 令和5年6月30日 小﨑　有紀 更新 飲食店営業
堺食衛第17010375号 コーヒーハウスｎｏｇａ＆スナック 西区草部１５０４‐１ 平成29年6月9日 平成29年7月1日 令和5年6月30日 野上　洋子 更新 飲食店営業
堺食衛第17010376号 珈琲専門店　ゆうかり 中区深井北町３５００‐６ 平成29年5月31日 平成29年6月1日 令和5年5月31日 西村　郁子 更新 飲食店営業
堺食衛第17010391号 キャンディーママ 堺区遠里小野町１丁３‐３ 平成29年5月29日 平成29年6月1日 令和5年5月31日 小泉　豊子 更新 飲食店営業
堺食衛第17010381号 みいん 堺区中瓦町２丁２‐１ 平成29年5月29日 平成29年5月29日 令和5年5月31日 糸川　やよい 新規 飲食店営業
堺食衛第17010390号 焼肉　大 堺区旭ヶ丘中町１丁５‐１７ シャトー旭ヶ丘１０５号 平成29年5月31日 平成29年6月1日 令和5年5月31日 大見謝　和裕 更新 飲食店営業
堺食衛第17010388号 キャビン 堺区松屋大和川通１丁１５‐７ 平成29年5月31日 平成29年6月1日 令和5年5月31日 酒見　菊子 更新 飲食店営業
堺食衛第17010383号 ぴぇろ 西区浜寺船尾町西４丁４３５‐６ 平成29年6月9日 平成29年7月1日 令和5年6月30日 井上　道代 更新 飲食店営業
堺食衛第17010382号 スナック　カオル 西区鳳中町８丁２９１‐４７ 平成29年5月31日 平成29年6月1日 令和5年5月31日 小川　洋 更新 飲食店営業
堺食衛第17010384号 白鷺飯店 東区白鷺町１丁２‐９ 平成29年6月7日 平成29年7月1日 令和5年6月30日 原　明孝 更新 飲食店営業
堺食衛第17010387号 のんびり空間　和ダイニングキッチン　克東区北野田９４‐１ デルタ北野田Ⅱ１Ｆ 平成29年5月31日 平成29年6月1日 令和5年5月31日 北井　克典 更新 飲食店営業
堺食衛第17010405号 門前そば 堺区北三国ヶ丘町１丁２‐３８ 平成29年6月5日 平成29年7月1日 令和5年6月30日 小西　正剛 更新 飲食店営業
堺食衛第17010403号 ＫＩＴＣＨＥＮ　ありす 堺区五月町２‐３０ 中畑ビル１Ｆ 平成29年5月31日 平成29年6月1日 令和5年5月31日 菊　清美 更新 飲食店営業
堺食衛第17010400号 まねき猫 堺区北瓦町２丁１‐１０ 平成29年5月31日 平成29年6月1日 令和5年5月31日 森田　美穂 更新 飲食店営業
堺食衛第17010412号 近畿コンピューター電子専門学校　学生寮フェニックス８番館西区鳳西町２丁２９８‐１ 平成29年5月31日 平成29年5月31日 令和5年5月31日 松本　博夫 新規 飲食店営業
堺食衛第17010407号 ファミリーマート堺堀上町店 中区八田北町４８１‐１ 平成29年6月2日 平成29年8月1日 令和5年7月31日 井上　髙弘 更新 飲食店営業
堺食衛第17010402号 コーヒーショップ　花梨 中区東八田２５７‐１ 平成29年5月31日 平成29年6月1日 令和5年5月31日 植松　房子 更新 飲食店営業
堺食衛第17010406号 カラオケ　ローズ 東区引野町２丁８７‐６ 平成29年6月9日 平成29年6月9日 令和5年6月30日 木村　正子 新規 飲食店営業
堺食衛第17010430号 味処　松茂 堺区中三国ヶ丘町４丁６‐２０ 平成29年5月31日 平成29年6月1日 令和5年5月31日 松茂　諄子 更新 飲食店営業
堺食衛第17010414号 ＧＥＭＩＮＩ 堺区戎之町東１丁１‐２８ グランド戎別館４０３ 平成29年6月7日 平成29年6月7日 令和5年6月30日 ムニョス　ブラス　ルスベル　アバト 新規 飲食店営業
堺食衛第17010427号 居酒屋　蔵屋敷　堺駅南口店 堺区栄橋町１丁８‐１４ 平成29年5月31日 平成29年6月1日 令和5年5月31日 檜作　美小夜 更新 飲食店営業
堺食衛第17010429号 Ｃａｆé　らるご 西区浜寺諏訪森町東３丁３１９‐２ 平成29年6月16日 平成29年7月1日 令和5年6月30日 山口　美恵子 更新 飲食店営業
堺食衛第17010432号 Ｄｅｅｐ　ｐｏｉｎｔ 中区八田北町５００‐６ 尾崎ビル２Ｆ（南側） 平成29年6月7日 平成29年6月7日 令和5年6月30日 辻田　忠彦 新規 飲食店営業
堺食衛第17010431号 大元 東区菩提町５丁７０‐８ 平成29年6月9日 平成29年7月1日 令和5年6月30日 佐藤　将邦 更新 飲食店営業
堺食衛第17010426号 ジャマイカ 南区茶山台１丁２‐３ 平成29年5月31日 平成29年6月1日 令和5年5月31日 森田　有加子 更新 飲食店営業
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 新規 喫茶店営業（露店）
堺食衛第17010444号 古家 北区中長尾町２丁３‐１８ 平成29年6月7日 平成29年7月1日 令和5年6月30日 古家　忠義 更新 飲食店営業
堺食衛第17010435号 陽 西区上５１０‐２ 平成29年6月6日 平成29年6月6日 令和5年6月30日 辻本　明日香 新規 飲食店営業
堺食衛第17010448号 のみ処　中島 堺区綾之町東１丁２‐１８ 綾之町コーポ１０３号 平成29年6月5日 平成29年6月5日 令和5年6月30日 中島　弘美 新規 飲食店営業
堺食衛第17010451号 ＢＡＲ　Ｂ．Ｋ 中区福田８６９‐１ 北山ビル２０１号 平成29年6月29日 平成29年6月29日 令和5年6月30日 飯阪　晋 新規 飲食店営業
堺食衛第17010450号 東野精肉店 南区桃山台３丁１‐１６ ＱＡ内 平成29年6月6日 平成29年7月1日 令和5年6月30日 東野　浩之 更新 食肉販売業
堺食衛第17010453号 すし美 堺区三国ヶ丘御幸通１７ 平成29年6月23日 平成29年7月1日 令和5年6月30日 中井　美敏 更新 飲食店営業
堺食衛第17010454号 茶房　カオル 堺区北向陽町１丁５‐２２ 平成29年6月7日 平成29年7月1日 令和5年6月30日 曽我　孝子 更新 飲食店営業
堺食衛第17010452号 ドルチェ　ルッチ 東区菩提町４丁７８‐５ 平成29年6月7日 平成29年6月7日 令和5年6月30日 髙桒　真吾 新規 菓子製造業
堺食衛第17010455号 セブン‐イレブン泉北槇塚台店 南区釜室１０２４‐１ 平成29年6月16日 平成29年6月16日 令和5年6月30日 阪上　正則 新規 飲食店営業
堺食衛第17010460号 シィータイレストラン 堺区南花田口町１丁１‐２１ 辻野ビル１Ｆ 平成29年6月22日 平成29年6月22日 令和5年6月30日 ＣＨＵＭＬＵＥ　ＣＨＡＹＡＮＡＮ 新規 飲食店営業
堺食衛第17010461号 コーヒハウス　ナッシュビル 堺区鉄砲町１２ 平成29年6月9日 平成29年7月1日 令和5年6月30日 真鍋　彰子 更新 飲食店営業
堺食衛第17010459号 ＡＳＩＡＮ　ＤＩＮＩＮＧ　ＢＡＲ　ＭＡＮＡＳＬＵ 北区東雲東町１丁６‐２１ 平成29年6月7日 平成29年6月7日 令和5年6月30日 ＤＡＷＡＤＩ　ＢＨＵＭＩＲＡＪ 新規 飲食店営業
堺食衛第17010462号 たち花 西区浜寺石津町西３丁５‐２２ 平成29年6月23日 平成29年7月1日 令和5年6月30日 木ノ下　雅嗣 更新 飲食店営業
堺食衛第17010463号 カラオケ喫茶　コスモス 北区金岡町９３７‐３ 平成29年6月15日 平成29年7月1日 令和5年6月30日 加美　笹子 更新 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 新規 飲食店営業（露店）
堺食衛第17010467号 ゆずの花さき 北区南花田町８１ ウッズアーバン１階 平成29年6月16日 平成29年7月1日 令和5年6月30日 佐々木　和代 更新 飲食店営業
堺食衛第17010475号 からおけとんこ 堺区一条通１９‐２７ 大成レジャービル１Ｆ 平成29年6月15日 平成29年6月15日 令和5年6月30日 辻本　京子 新規 飲食店営業
堺食衛第17010473号 Ｌｅｎｔ 堺区栄橋町２丁５‐１ 平和ガーデンハイツ１階 平成29年6月15日 平成29年6月15日 令和5年6月30日 稲垣　陽介 新規 飲食店営業
堺食衛第17010476号 コスプレアイドル学園 堺区南花田口町１丁３‐１３ ジョイント２ビル５階５２１号 平成29年6月22日 平成29年6月22日 令和5年6月30日 米田　大和 新規 飲食店営業
堺食衛第17010477号 居酒屋　ゆか 堺区石津町３丁７‐８ 平成29年6月30日 平成29年7月1日 令和5年6月30日 平田　敏夫 更新 飲食店営業
堺食衛第17010478号 珈琲　八重 堺区宿屋町西２丁２‐３ 平成29年6月14日 平成29年7月1日 令和5年6月30日 塩田　康子 更新 飲食店営業
堺食衛第17010479号 中国料理　泰平楼 堺区甲斐町西３丁１‐４ 平成29年6月30日 平成29年7月1日 令和5年6月30日 林　亨 更新 飲食店営業
堺食衛第17010486号 一福食堂 堺区霞ヶ丘町４丁１‐５３ 平成29年6月14日 平成29年7月1日 令和5年6月30日 三谷　益啓 更新 飲食店営業
堺食衛第17010492号 さか宇 堺区東雲西町１丁６‐５ 平成29年6月16日 平成29年7月1日 令和5年6月30日 阪村　総司 更新 飲食店営業
堺食衛第17010490号 ＢＩＮＩＢＩＮＩ 堺区翁橋町１丁１０‐１７ 丸大ビル２Ｆ 平成29年6月26日 平成29年6月26日 令和5年6月30日 ＤＥＬＡＳ　ＰＥＮＡＳ　ＬＥＳＬＩＥ　ＲＥＹ　ＯＳＨＩＲＯ 新規 飲食店営業
堺食衛第17010493号 寿司炉端　雄ちゃん 堺区戎之町東５丁３‐８ 平成29年6月16日 平成29年7月1日 令和5年6月30日 越智　重徳 更新 飲食店営業
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 新規 飲食店営業（自動車）
堺食衛第17010496号 ＳＡＮＣＨＥＺ 堺区櫛屋町東２丁２‐２７ ペぱーみんとプラザ５０２ 平成29年6月16日 平成29年6月16日 令和5年6月30日 西本　道広 新規 飲食店営業
堺食衛第17010508号 カレーレストラン　コリアンダ 中区深井北町７６８‐１ 平成29年6月19日 平成29年7月1日 令和5年6月30日 北野　哲也 更新 飲食店営業
堺食衛第17010503号 和食バル　ふるぼ 中区深井清水町４０１５ 平成29年6月26日 平成29年6月26日 令和5年6月30日 杉前　剛 新規 飲食店営業
堺食衛第17010507号 遊楽居酒家やんちゃくれ 東区白鷺町１丁１１‐３ ハイツホワイトへロン１０１ 平成29年6月19日 平成29年7月1日 令和5年6月30日 藤原　敏代 更新 飲食店営業
堺食衛第17010510号 いとまんま 北区長曽根町６９７ 平成29年7月3日 平成29年7月3日 令和5年7月31日 井上　利恵 新規 飲食店営業
堺食衛第17010511号 いとまんま 北区長曽根町６９７ 平成29年7月3日 平成29年7月3日 令和5年7月31日 井上　利恵 新規 菓子製造業
堺食衛第17010513号 Ｔｒｅａｓｕｒｅ　Ｉｓｌａｎｄ 西区北条町１丁２７‐１０ 平成29年6月20日 平成29年6月20日 令和5年6月30日 銭谷　光弘 新規 飲食店営業
堺食衛第17010529号 けん蔵 堺区向陵中町４丁４‐３ 三国ビル１Ｆ 平成29年6月30日 平成29年7月1日 令和5年6月30日 赤野　妙子 更新 飲食店営業
堺食衛第17010531号 藤喜 東区菩提町５丁９９‐４ 平成29年6月29日 平成29年7月1日 令和5年6月30日 斉藤　憲廸 更新 飲食店営業
堺食衛第17010539号 かつらぎ屋惣菜店 南区桃山台３丁１‐１６ ＱＡ内 平成29年6月30日 平成29年7月1日 令和5年6月30日 仲谷　芳記 更新 飲食店営業
堺食衛第17010543号 パン工房ＤＡＩＫＩ 南区桃山台３丁１‐１６ ＱＡ内 平成29年6月30日 平成29年7月1日 令和5年6月30日 田口　美世 更新 菓子製造業
堺食衛第17010553号 小松 堺区錦綾町２丁２‐１２ 平成29年7月3日 平成29年8月1日 令和5年7月31日 小松　清明 更新 飲食店営業
堺食衛第17010551号 ＰＨＩＬＩＰＰＩＮＥ　ＤＩＮＩＮＧ　ＫＩＴＣＨＥＮ 堺区翁橋町１丁５‐２２ 翁橋中央ビル２０３ 平成29年6月26日 平成29年6月26日 令和5年6月30日 ＨＡＣＨＩＭＡＮＧＩ　ＬＯＶＥＬＬＡ　ＰＡＢＬＯ 新規 飲食店営業
堺食衛第17010557号 飛里香 堺区新町５‐１７ 平成29年6月27日 平成29年7月1日 令和5年6月30日 津国　朝男 更新 飲食店営業
堺食衛第17010555号 魚将トヤマ 東区草尾７ 平成29年6月30日 平成29年7月1日 令和5年6月30日 和田　百合子 更新 飲食店営業
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 新規 飲食店営業（露店）
堺食衛第17010560号 お好み焼　いろは 堺区一条通８‐３ 平成29年6月30日 平成29年7月1日 令和5年6月30日 松本　勇治 更新 飲食店営業
堺食衛第17010561号 宝山閣 北区黒土町２２５９‐３ ２Ｆ 平成29年6月30日 平成29年8月1日 令和5年7月31日 金沢　民学 更新 飲食店営業
堺食衛第17010563号 ローソン堺美原丹上店 美原区丹上１０７‐１ 平成29年6月28日 平成29年7月1日 令和5年6月30日 平光　恭子 更新 飲食店営業
堺食衛第17010579号 ｂａｍｂｏｏ 堺区三宝町３丁２０５‐１ 平成29年6月30日 平成29年7月1日 令和5年6月30日 竹内　正喜 更新 飲食店営業
堺食衛第17010585号 紙ｃａｆｅ 堺区市之町東２丁１‐３ 山之口商店街内 平成29年6月27日 平成29年6月27日 令和5年6月30日 松永　友美 新規 飲食店営業
堺食衛第17010576号 大富士 北区東雲東町２丁５‐１８ 平成29年6月29日 平成29年7月1日 令和5年6月30日 松本　満之 更新 飲食店営業
堺食衛第17010580号 ぱぴよん 西区浜寺石津町西３丁５‐１５福田ビル３Ｆ－Ａ 平成29年6月30日 平成29年7月1日 令和5年6月30日 細田　美子 更新 飲食店営業
堺食衛第17010578号 Ｓｕｎｎｙ　Ｓｉｄｅ　Ｃａｆｅ 中区堀上町４２‐１ ＫＹプラザ１０１ 平成29年6月30日 平成29年7月1日 令和5年6月30日 襟立　大機 更新 飲食店営業
堺食衛第17010569号 ボンアーデルオオノ 南区原山台５丁５‐８ 平成29年6月30日 平成29年7月1日 令和5年6月30日 大野　賢一 更新 菓子製造業
堺食衛第17010582号 Ｓ 南区野々井１７８‐８ 進化第九ビル２０２ 平成29年8月8日 平成29年8月8日 令和5年8月31日 倉吉　修次 新規 飲食店営業
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 新規 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 新規 飲食店営業（露店）
堺食衛第17010602号 すし竹 堺区向陵中町２丁４‐２３ 平成29年6月30日 平成29年7月1日 令和5年6月30日 礒脇　竹文 更新 飲食店営業
堺食衛第17010598号 トリップバランス 堺区熊野町東１丁２‐８ 平成29年6月30日 平成29年7月1日 令和5年6月30日 古田　直子 更新 飲食店営業
堺食衛第17010589号 居酒屋　しなの 北区北長尾町２丁２‐３ 平成29年6月30日 平成29年7月1日 令和5年6月30日 宮下　勝子 更新 飲食店営業
堺食衛第17010603号 居酒屋　四六八 中区田園８８８‐３ 平成29年6月29日 平成29年7月1日 令和5年6月30日 岩本　君子 更新 飲食店営業
堺食衛第17010599号 ＴＨＥ　ＯＲＩＧＩＮ 東区日置荘西町１丁２５‐５０ 平成29年6月30日 平成29年7月1日 令和5年6月30日 井上　竜馬 更新 飲食店営業
堺食衛第17010619号 Ｒｅｓｔａｕｒａｎｔ　Ｄｏｕｃｅ　Ｄｏｕｃｅ 中区深井水池町３１４３‐２ 072-281-6767 平成29年6月30日 平成29年7月1日 令和5年6月30日 井村　吉秀 更新 菓子製造業
堺食衛第17010604号 鮨かげ山 中区福田５２４‐１６ 平成29年7月14日 平成29年7月14日 令和5年7月31日 蔭山　隆雄 新規 飲食店営業
堺食衛第17010614号 えーゆールーム 中区深阪１丁１３‐８３ エクセル深阪１０１ 平成29年6月30日 平成29年7月1日 令和5年6月30日 松岡　滋 更新 飲食店営業
堺食衛第17010616号 カラオケ　ブービィ 中区堀上町７０ 平成29年6月30日 平成29年7月1日 令和5年6月30日 長山　美佐子 更新 飲食店営業
堺食衛第17010605号 スナック　花傘 中区八田西町２丁６‐２ 平成29年6月29日 平成29年6月29日 令和5年6月30日 佐々木　雪夫 新規 飲食店営業
堺食衛第17010610号 ローソン美原町真福寺店 美原区真福寺１１５‐１ 平成29年6月30日 平成29年7月1日 令和5年6月30日 福永　成高 更新 飲食店営業
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 新規 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 新規 飲食店営業（露店）
堺食衛第17010631号 焼肉　みき 堺区今池町６丁５‐２３ 平成29年7月4日 平成29年8月1日 令和5年7月31日 野並　吉彦 更新 飲食店営業
堺食衛第17010622号 ＳＡＮＡ 北区北長尾町１丁４‐３ １０７号室 平成29年7月14日 平成29年7月14日 令和5年7月31日 島　佐奈美 新規 飲食店営業
堺食衛第17010627号 たこ焼き　ＨＡＮＡ 西区浜寺諏訪森町中２丁１８１リナシェンテ１０２号 平成29年6月30日 平成29年7月1日 令和5年6月30日 柴田　洋一 更新 飲食店営業
堺食衛第17010628号 カラオケ喫茶　りぼん 美原区多治井１０‐３ 平成29年6月30日 平成29年7月1日 令和5年6月30日 山﨑　信子 更新 飲食店営業
堺食衛第17010630号 お好み焼エミ 南区片蔵７３５‐１ 平成29年6月30日 平成29年7月1日 令和5年6月30日 中井　悟 更新 飲食店営業
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 新規 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 新規 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 新規 菓子製造業（自動車）
堺食衛第17010642号 Ｃａｎ　Ｃａｎ 堺区熊野町東１丁２‐１６ アイリスビル７Ｆ 平成29年6月30日 平成29年7月1日 令和5年6月30日 白濵　真美 更新 飲食店営業
堺食衛第17010640号 キングサンド 北区常磐町２丁８‐２ 平成29年6月30日 平成29年7月1日 令和5年6月30日 中島　武治 更新 飲食店営業
堺食衛第17010639号 Ｐａｉｎ　ｄｅ　Ｃｏｌｏｒｅｒ 北区新金岡町５丁３‐２０３ シャトル新金岡１Ｆ 平成29年7月25日 平成29年7月25日 令和5年7月31日 大曲　博文 新規 菓子製造業
堺食衛第17010638号 和楽 北区東雲東町１丁９‐５ 平成29年7月6日 平成29年7月6日 令和5年7月31日 中口　護 新規 飲食店営業
堺食衛第17010645号 やまあさ商店 西区鳳南町４丁３７８ 平成29年7月10日 平成29年8月1日 令和5年7月31日 藤原　充 更新 魚介類販売業
堺食衛第17010647号 やまあさ商店 西区鳳南町４丁３７８ 平成29年7月10日 平成29年8月1日 令和5年7月31日 藤原　充 更新 食肉販売業
堺食衛第17010641号 ルパン 中区深井北町６９０‐６ 平成29年6月30日 平成29年7月1日 令和5年6月30日 藤原　善夫 更新 飲食店営業
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 新規 飲食店営業（露店）
堺食衛第17010660号 喫茶　アポロ 堺区南半町東１丁２‐１４ 平成29年7月11日 平成29年8月1日 令和5年7月31日 万字　亘 更新 飲食店営業
堺食衛第17010659号 美乃や和カフェ　ＴｅＦｏＰｏ 西区浜寺諏訪森町中２丁１７９‐４ 平成29年7月26日 平成29年7月26日 令和5年7月31日 高田　麻矢 新規 飲食店営業
堺食衛第17010652号 ｃａｆｅ　ｎｏｍｏｒｉ 西区浜寺諏訪森町東２丁１１２‐２ 平成29年9月22日 平成29年9月22日 令和5年9月30日 寺下　絢也 新規 飲食店営業
堺食衛第17010653号 ｃａｆｅ　ｎｏｍｏｒｉ 西区浜寺諏訪森町東２丁１１２‐２ 平成29年9月22日 平成29年9月22日 令和5年9月30日 寺下　絢也 新規 菓子製造業
堺食衛第17010655号 左福（金城　旭） 堺市内一円 平成29年7月3日 平成29年7月3日 令和4年7月31日 金城　旭 新規 飲食店営業（露店）
堺食衛第17010656号 左福（住本　清一） 堺市内一円 平成29年7月3日 平成29年7月3日 令和4年7月31日 住本　清一 新規 飲食店営業（露店）
堺食衛第17010693号 はなちゃん 堺区昭和通３丁４５ 平成29年7月24日 平成29年7月24日 令和5年7月31日 花岡　謙 新規 飲食店営業
堺食衛第17010687号 蓮 東区北野田１１８‐１５ エステート北野田１Ｆ 平成29年7月10日 平成29年7月10日 令和5年7月31日 梶山　実男 新規 飲食店営業
堺食衛第17010675号 平谷屋 堺市内一円 平成29年7月4日 平成29年7月4日 令和4年7月31日 平谷　昇 新規 飲食店営業（露店）



堺食衛第17010676号 平谷屋 堺市内一円 平成29年7月4日 平成29年7月4日 令和4年7月31日 平谷　昇 新規 菓子製造業（露店）
堺食衛第17010703号 ＳＨＡＮＴＩ 西区浜寺公園町３丁２５９‐５ 平成29年7月12日 平成29年7月12日 令和5年7月31日 松田　潤二 新規 飲食店営業
堺食衛第17010701号 スタンドキッチンＭｉｙｕｋｉ（家庭料理）Ｂａｒ東区北野田１００－１０ 平成29年7月27日 平成29年7月27日 令和5年7月31日 小田　美幸 新規 飲食店営業
堺食衛第17010706号 レストラン　スリーＡ 南区若松台２丁１‐３ 平成29年7月13日 平成29年8月1日 令和5年7月31日 荒川　和郎 更新 飲食店営業
堺食衛第17010699号 K’ｓダイニング 堺市内一円 平成29年7月5日 平成29年7月5日 令和4年7月31日 佐々木　和博 新規 飲食店営業（露店）
堺食衛第17010700号 ことりワゴン 堺市内一円 平成29年7月5日 平成29年7月5日 令和4年7月31日 池田　悟美 新規 菓子製造業（自動車）
堺食衛第17010709号 喫茶　摩呂儛 北区北長尾町５丁４‐３ 平成29年7月11日 平成29年8月1日 令和5年7月31日 村上　昭 更新 飲食店営業
堺食衛第17010708号 居酒屋　らくらく 美原区大保１４‐６ 平成29年7月31日 平成29年8月1日 令和5年7月31日 山口　一恵 更新 飲食店営業
堺食衛第17010716号 ＯＣＥＡＮ　ＳＩＤＥ 堺市内一円 平成29年7月6日 平成29年7月6日 令和4年7月31日 中野　慎平 新規 飲食店営業（自動車）
堺食衛第17010717号 まんぷく亭 堺市内一円 平成29年7月6日 平成29年7月6日 令和4年7月31日 國友　聖一 新規 飲食店営業（露店）
堺食衛第17010718号 堺市内一円 平成29年7月6日 平成29年7月6日 令和4年7月31日 熊田　和義 新規 飲食店営業（露店）
堺食衛第17010719号 大同門　泉北泉ヶ丘店 堺市内一円 平成29年7月7日 平成29年7月7日 令和4年7月31日 岩永　崇律 新規 飲食店営業（露店）
堺食衛第17010723号 ｃｌｕｂ　ｍａｓｓｉｖｅ 堺区中瓦町１丁４‐６ 堺東センタービルＢ１ 平成29年7月13日 平成29年7月13日 令和5年7月31日 山野　健 新規 飲食店営業
堺食衛第17010721号 カラオケスナック　ムーンライト 西区津久野町１丁１‐１ 平成29年7月28日 平成29年7月28日 令和5年7月31日 梶川　智 新規 飲食店営業
堺食衛第17010722号 スナック　さくら 東区日置荘西町４丁３２‐４５ 平成29年7月11日 平成29年7月11日 令和5年7月31日 西村　京子 新規 飲食店営業
堺食衛第17010726号 Ａｎｇｅｌ 堺区翁橋町１丁３‐３ センター春日ビル１Ｆ 平成29年7月11日 平成29年7月11日 令和5年7月31日 熊澤　芳行 新規 飲食店営業
堺食衛第17010727号 ｓｔｕｄｉｏ　ｐｅｒｒｉ　ｐｅｒｒｉ 堺市内一円 平成29年7月21日 平成29年7月21日 令和4年7月31日 河上　美穂 新規 飲食店営業（露店）
堺食衛第17010728号 ＬＵＭＰＩＡ　ＨＯＵＳＥ　春巻き家　リペーニョ堺市内一円 平成29年7月10日 平成29年7月10日 令和4年7月31日 ＡＧＵＩＮＡＬＤＯ　ＲＯＳＥＭＡＲＩＥ　ＳＡＬＡＳ 新規 飲食店営業（露店）
堺食衛第17010748号 堺南氷業　森野商店 西区浜寺公園町３丁２２５ 平成29年7月12日 平成29年7月12日 令和5年7月31日 中野　多佳子 新規 喫茶店営業
堺食衛第17010739号 社会福祉法人特別養護老人ホーム故郷の家内食堂南区檜尾３３６０‐１２ 平成29年7月11日 平成29年8月1日 令和5年7月31日 北條　雅一 更新 飲食店営業
堺食衛第17010738号 居酒屋むっちゃん 南区野々井６７ 平成29年7月26日 平成29年8月1日 令和5年7月31日 木下　富子 更新 飲食店営業
堺食衛第17010740号 Ｋ’ｓ　Ｆａｃｔｏｒｙ 堺市内一円 平成29年7月11日 平成29年7月11日 令和4年7月31日 金森　孝之 新規 飲食店営業（自動車）
堺食衛第17010741号 ててりあ 堺市内一円 平成29年7月21日 平成29年7月21日 令和4年7月31日 松原　雄太朗 新規 飲食店営業（露店）
堺食衛第17010742号 チャイナ厨房　じゅらく 堺市内一円 平成29年8月4日 平成29年8月4日 令和4年8月31日 井上　育子 新規 飲食店営業（露店）
堺食衛第17010743号 百福（アジアン魂） 堺市内一円 平成29年7月11日 平成29年7月11日 令和4年7月31日 国吉　裕 新規 飲食店営業（露店）
堺食衛第17010744号 居酒屋　義経 堺市内一円 平成29年7月21日 平成29年7月21日 令和4年7月31日 新規 飲食店営業（露店）
堺食衛第17010746号 バイキングレストラン　Ａｑｕａ　Ｖｉｔａｅ 堺市内一円 平成29年7月11日 平成29年7月11日 令和4年7月31日 山田　忠司 新規 飲食店営業（露店）
堺食衛第17010766号 手打蕎麦　ｈｉｒｏ 堺区宿屋町西１丁１‐２２ 三徳ビル１Ｆ 平成29年8月8日 平成29年8月8日 令和5年8月31日 細見　洋幸 新規 飲食店営業
堺食衛第17010754号 宮田水産 西区浜寺石津町西５丁１４ 平成29年7月12日 平成29年7月12日 令和5年7月31日 宮田　鐵男 新規 魚介類販売業
堺食衛第17010757号 なだ彦 中区深井沢町３１５５ 阪和第一ビル１Ｆ 平成29年7月18日 平成29年8月1日 令和5年7月31日 西岡　政彦 更新 飲食店営業
堺食衛第17010753号 新西食品 南区富蔵３２５ 平成29年7月18日 平成29年7月18日 令和5年7月31日 劉　云鵬 新規 豆腐製造業
堺食衛第17010755号 旨夢路本舗 堺市内一円 平成29年7月12日 平成29年7月12日 令和4年7月31日 葛城　賢治 新規 飲食店営業（露店）
堺食衛第17010758号 真味 堺市内一円 平成29年7月12日 平成29年7月12日 令和4年7月31日 福井　弘美 新規 飲食店営業（自動車）
堺食衛第17010770号 ひよこ農園 堺市内一円 平成29年7月13日 平成29年8月1日 令和4年7月31日 三田　金造 更新 喫茶店営業（露店）
堺食衛第17010767号 みつば 堺市内一円 平成29年7月13日 平成29年7月13日 令和4年7月31日 杉浦　雅啓 新規 飲食店営業（自動車）
堺食衛第17010769号 くるま　どっと　おおさか 堺市内一円 平成29年7月13日 平成29年7月13日 令和4年7月31日 榊󠄀　智行 新規 飲食店営業（露店）
堺食衛第17010772号 歓 堺区北瓦町２丁１‐１１ 平成29年7月18日 平成29年7月18日 令和5年7月31日 髙山　秀樹 新規 飲食店営業
堺食衛第17010775号 ローソン　堺鳳北町店 西区鳳北町１０丁１０６ 平成29年7月31日 平成29年7月31日 令和5年7月31日 藤村　寿美 新規 飲食店営業
堺食衛第17010774号 大阪べっぴん屋 堺市内一円 平成29年7月14日 平成29年7月14日 令和4年7月31日 中原　満 新規 飲食店営業（自動車）
堺食衛第17010779号 ふたば 堺市内一円 平成29年7月14日 平成29年7月14日 令和4年7月31日 新規 飲食店営業（露店）
堺食衛第17010780号 ＯＣＥＡＮ　ＳＩＤＥ 堺市内一円 平成29年7月14日 平成29年7月14日 令和4年7月31日 森本　英治 新規 飲食店営業（露店）
堺食衛第17010781号 高瀬兼太のポテト屋さん 堺市内一円 平成29年7月21日 平成29年7月21日 令和4年7月31日 阪本　哲史 新規 飲食店営業（露店）
堺食衛第17010788号 隠れ家 北区北花田町４丁８９‐１ ファンタジービルＢ１ 平成29年7月31日 平成29年7月31日 令和5年7月31日 吉田　慎治 新規 飲食店営業
堺食衛第17010793号 パオ＆クレープ 北区中百舌鳥町３丁４２８‐２ フードコート内 平成29年7月19日 平成29年8月1日 令和5年7月31日 郡山　泰人 更新 飲食店営業
堺食衛第17010794号 粉もん屋　満福 東区白鷺町１丁８‐２２ 平成29年7月24日 平成29年8月1日 令和5年7月31日 小出　淑子 更新 飲食店営業
堺食衛第17010782号 ラーメンラボ　うさぎプラス 南区深阪南２６８２‐２ 深阪南テナント８号室 平成29年7月19日 平成29年7月19日 令和5年7月31日 能條　邦仁 新規 飲食店営業
堺食衛第17010795号 こばたつ 堺市内一円 平成29年7月18日 平成29年8月1日 令和4年7月31日 小林　晴彦 更新 飲食店営業（露店）
堺食衛第17010786号 Ｄｉｎｉｎｇ　Ｍｉｎｅｔｔｅ 堺市内一円 平成29年7月18日 平成29年7月18日 令和4年7月31日 青木　亮太 新規 飲食店営業（露店）
堺食衛第17010811号 とも 堺区香ヶ丘町１丁９‐２４ 平成29年7月21日 平成29年7月21日 令和5年7月31日 橋詰　あゆみ 新規 飲食店営業
堺食衛第17010796号 旬亭 堺区向陵中町４丁７‐１１ 平成29年7月25日 平成29年8月1日 令和5年7月31日 新谷　隆司 更新 飲食店営業
堺食衛第17010810号 すし富平 堺区戎之町東１丁２‐２８ 平成29年7月19日 平成29年8月1日 令和5年7月31日 富平　功 更新 飲食店営業
堺食衛第17010804号 Ｇｏｌｄ　Ｔｉａｒａ 中区深井清水町３９２４ 高森ビル３Ｆ 平成29年11月27日 平成29年11月27日 令和5年11月30日 工藤　一枝 新規 飲食店営業
堺食衛第17010807号 寿屋 堺市内一円 平成29年7月19日 平成29年8月1日 令和4年7月31日 田坂　英雄 更新 菓子製造業（露店）
堺食衛第17010803号 オリンピア食堂 堺市内一円 平成29年7月19日 平成29年7月19日 令和4年7月31日 森　秀和 新規 飲食店営業（自動車）
堺食衛第17010805号 ＢａｍＶｉｎｏ 堺市内一円 平成29年7月20日 平成29年7月20日 令和4年7月31日 篠原　蔵磨 新規 飲食店営業（露店）
堺食衛第17010809号 一勢 堺市内一円 平成29年7月19日 平成29年7月19日 令和4年7月31日 一瀬　樹 新規 飲食店営業（自動車）
堺食衛第17010828号 ももじり 堺区新町４‐１ ＮＫアクトビル２０２ 平成29年7月28日 平成29年7月28日 令和5年7月31日 阪井　ヤスオ 新規 飲食店営業
堺食衛第17010832号 海 堺区櫛屋町東１丁２‐２６ アバンティ・ハギ　２階 平成29年8月9日 平成29年8月9日 令和5年8月31日 崔　銀美 新規 飲食店営業
堺食衛第17010831号 Ｄｉｎｉｎｇ　Ｂａｒ　Ｒｉｔｚ 堺区甲斐町東３丁１‐１３ 平成29年7月24日 平成29年7月24日 令和5年7月31日 原村　真理子 新規 飲食店営業
堺食衛第17010824号 焼きやき　ぼん凡 堺区大町東２丁１‐１０ 090-8985-6400 平成29年7月25日 平成29年8月1日 令和5年7月31日 永山　邦子 更新 飲食店営業
堺食衛第17010820号 焼肉の隆 西区山田１丁１１９６‐４１ 平成29年8月3日 平成29年8月1日 令和5年7月31日 横田　隆夫 更新 飲食店営業
堺食衛第17010823号 カフェテラス・ルベール 南区槇塚台３丁３‐１ 平成29年7月21日 平成29年8月1日 令和5年7月31日 宮鼻　五月 更新 飲食店営業
堺食衛第17010825号 クレープリー・クランデール 堺市内一円 平成29年7月20日 平成29年7月20日 令和4年7月31日 原田　裕次郎 新規 飲食店営業（自動車）
堺食衛第17010826号 クレープリー・クランデール 堺市内一円 平成29年7月20日 平成29年7月20日 令和4年7月31日 原田　裕次郎 新規 菓子製造業（自動車）
堺食衛第17010817号 藤家本店 堺市内一円 平成29年7月21日 平成29年7月21日 令和4年7月31日 藤田　大介 新規 飲食店営業（露店）
堺食衛第17010819号 ナイル　エジプト料理 堺市内一円 平成29年7月21日 平成29年7月21日 令和4年7月31日 ＨＡＳＳＡＮ　ＨＡＳＳＡＮ　ＡＢＤＥＬＷＡＲＥＳ 新規 飲食店営業（露店）
堺食衛第17010827号 マーキーズ　バー 堺市内一円 平成29年7月20日 平成29年7月20日 令和4年7月31日 中野　亮 新規 飲食店営業（露店）
堺食衛第17010836号 立ち呑み　おおたに 堺市内一円 平成29年7月21日 平成29年7月21日 令和4年7月31日 大谷　真砂代 新規 飲食店営業（露店）
堺食衛第17010837号 ＹｕｍｍＹ　Ｋｅｂａｂ 堺市内一円 平成29年7月21日 平成29年7月21日 令和4年7月31日 藤原　嘉宏 新規 飲食店営業（露店）
堺食衛第17010839号 博多悠雅 堺市内一円 平成29年7月21日 平成29年7月21日 令和4年7月31日 山本　香代 新規 飲食店営業（自動車）
堺食衛第17010840号 Ｃａｆｅ　Ｈ＆Ｍ 堺市内一円 平成29年7月21日 平成29年7月21日 令和4年7月31日 丸山　広幸 新規 菓子製造業（自動車）
堺食衛第17010852号 おかよし 堺区香ヶ丘町１丁１３‐４ 平成29年7月28日 平成29年8月1日 令和5年7月31日 岡田　尚則 更新 菓子製造業
堺食衛第17010851号 あづまや 北区東浅香山町１丁１４５ 平成29年7月31日 平成29年8月1日 令和5年7月31日 橋本　洋一 更新 飲食店営業
堺食衛第17010849号 Ｌｏｃｏ　Ｌｏｃｏ 東区北野田３９‐３ 平成29年7月27日 平成29年7月27日 令和5年7月31日 池田　拓矢 新規 飲食店営業
堺食衛第17010870号 鉄板焼き　ＭＯ－１ 堺区香ヶ丘町１丁１４‐１８ 平成29年7月31日 平成29年8月1日 令和5年7月31日 有田　雅朗 更新 飲食店営業
堺食衛第17010867号 ＣＯＦＦＥＥ　ＴＯＭＯ 堺区今池町１丁３‐２９ 平成29年7月31日 平成29年8月1日 令和5年7月31日 辻谷　貞郎 更新 飲食店営業
堺食衛第17010866号 弁天堂 堺区宿院町西３丁１‐１３ 平成29年7月31日 平成29年8月1日 令和5年7月31日 二宮　哲也 更新 菓子製造業
堺食衛第17010868号 さすけ 堺区住吉橋町１丁４‐６ るなマンション１０２ 平成29年7月28日 平成29年8月1日 令和5年7月31日 山下　富士子 更新 飲食店営業
堺食衛第17010865号 松永鮮魚店 北区東雲東町１丁７‐１８ 平成29年7月27日 平成29年8月1日 令和5年7月31日 松永　芳嘉 更新 魚介類販売業
堺食衛第17010872号 たまりＢＡＲ 東区白鷺町３丁２０‐１３ 平成29年7月31日 平成29年7月31日 令和5年7月31日 石原　希 新規 飲食店営業
堺食衛第17010883号 コミット 堺区南瓦町１‐２１ 宏昌センタービル１Ｆ 平成29年7月31日 平成29年8月1日 令和5年7月31日 小塩　由紀子 更新 飲食店営業
堺食衛第17010886号 ファミリーマート泉北晴美台三丁店 南区晴美台３丁１３‐３ 平成29年7月31日 平成29年7月31日 令和5年7月31日 岩見　禎也 新規 飲食店営業
堺食衛第17010892号 チャンスアンド 堺市内一円 平成29年7月26日 平成29年7月26日 令和4年7月31日 坂本　厚樹 新規 飲食店営業（露店）
堺食衛第17010898号 美福食堂 堺区旭ヶ丘北町１丁５‐２６ 平成29年8月9日 平成29年9月1日 令和5年8月31日 中井　康裕 更新 飲食店営業
堺食衛第17010900号 円　まどか 西区北条町１丁７‐５８ 平成29年7月31日 平成29年8月1日 令和5年7月31日 圓口　健太郎 更新 飲食店営業
堺食衛第17010899号 元秀水産 西区鳳西町３丁６３５ 平成29年7月31日 平成29年8月1日 令和5年7月31日 西尾　元秀 更新 魚介類販売業
堺食衛第17010901号 月うさぎ 中区深井清水町３２１６ 平成29年7月28日 平成29年8月1日 令和5年7月31日 口元　則子 更新 飲食店営業
堺食衛第17010895号 喫茶　サン 南区野々井６８３ 平成29年7月31日 平成29年7月31日 令和5年7月31日 辻本　好子 新規 飲食店営業
堺食衛第17010908号 希舟 堺区戎之町東１丁２‐１ 天神ビル２　１Ｆ 平成29年8月23日 平成29年8月23日 令和5年8月31日 中本　雅子 新規 飲食店営業
堺食衛第17010915号 ｃａｆｅ　ＲＵＴＬＡＮＤ 北区金岡町３０２８‐５ 平成29年8月4日 平成29年9月1日 令和5年8月31日 畑中　幸子 更新 飲食店営業
堺食衛第17010912号 虹夢弦 中区深井沢町３２７３ 中林第一ビル２Ｆ 平成29年7月31日 平成29年8月1日 令和5年7月31日 坂田　喜彦 更新 飲食店営業
堺食衛第17010903号 セブン‐イレブン堺八田西町店 中区八田西町２丁４‐１ 平成29年8月2日 平成29年8月2日 令和5年8月31日 谷川　真代 新規 飲食店営業
堺食衛第17010907号 ＥＣＲＵ+ 堺市内一円 平成29年7月28日 平成29年7月28日 令和4年7月31日 吉川　祥子 新規 飲食店営業（露店）
堺食衛第17010910号 Ｂａｂｙ　Ｍａｃａｒｏｎ 堺市内一円 平成29年7月28日 平成29年7月28日 令和4年7月31日 松山　琴美 新規 飲食店営業（自動車）
堺食衛第17010916号 タイレストラン　カラオケ　ニュータイランド　イサーン堺区翁橋町１丁１０‐１７ 丸大ビル５Ｆ 平成29年7月31日 平成29年7月31日 令和5年7月31日 蒲田　タオ 新規 飲食店営業
堺食衛第17010927号 カフェ　ドゥ　ぷらんたん 堺区楠町３丁１‐２３ 平成29年7月31日 平成29年8月1日 令和5年7月31日 吉田　貞子 更新 飲食店営業
堺食衛第17010919号 あかね 堺区甲斐町西３丁２‐３ 平成29年7月31日 平成29年8月1日 令和5年7月31日 樽田　和久 更新 飲食店営業
堺食衛第17010929号 お好焼くみ 堺区大浜南町２丁５‐１４ 平成29年7月31日 平成29年8月1日 令和5年7月31日 前田　光代 更新 飲食店営業
堺食衛第17010918号 まる泉 西区鳳南町５丁７０７‐６ 平成29年8月2日 平成29年8月2日 令和5年8月31日 浜本　毅 新規 飲食店営業
堺食衛第17010930号 香味鳥 東区引野町２丁２‐２ 平成29年7月31日 平成29年8月1日 令和5年7月31日 藤本　立 更新 飲食店営業
堺食衛第17010921号 ミニストップ堺美木多上店 南区美木多上１０２３‐１ 平成29年7月31日 平成29年8月1日 令和5年7月31日 山本　正行 更新 飲食店営業
堺食衛第17010923号 ミニストップ堺美木多上店 南区美木多上１０２３‐１ 平成29年7月31日 平成29年8月1日 令和5年7月31日 山本　正行 更新 アイスクリーム類製造業
堺食衛第17010938号 つけうどん　かれーうどん　鍋　ゆでぞう堺区北瓦町２丁１‐３０ 平成29年8月8日 平成29年8月8日 令和5年8月31日 盛本　厚志 新規 飲食店営業
堺食衛第17010935号 やよい軒　堺東店 堺区中瓦町２丁２‐６ 平成29年8月3日 平成29年8月3日 令和5年8月31日 吉川　理映子 新規 飲食店営業
堺食衛第17010951号 味源 西区浜寺船尾町東４丁６０‐３ 平成29年8月21日 平成29年9月1日 令和5年8月31日 川内　晃 更新 飲食店営業
堺食衛第17010950号 ＤＡＢ 南区原山台５丁７‐５８ 平成29年8月4日 平成29年8月4日 令和5年8月31日 近藤　史晃 新規 飲食店営業
堺食衛第17010949号 石窯ＰＩＺＺＡ　ＡＮＴＨＯＮＹ 堺市内一円 平成29年8月2日 平成29年8月2日 令和4年8月31日 薮下　利広 新規 飲食店営業（自動車）
堺食衛第17010954号 とらじ 堺区中瓦町１丁３‐２０ 平成29年8月3日 平成29年9月1日 令和5年8月31日 申　仁燮 更新 飲食店営業
堺食衛第17010955号 カラオケパブ　とまと 堺区中瓦町１丁３‐２３ スイスレジャービル２階Ｂ号 平成29年8月3日 平成29年8月3日 令和5年8月31日 中原　幸栄 新規 飲食店営業
堺食衛第17010953号 大広 南区野々井２５５ 平成29年8月21日 平成29年9月1日 令和5年8月31日 西上　正弘 更新 飲食店営業
堺食衛第17010957号 Ｐｉｃｔｏｎ 東区白鷺町１丁６‐１１ 平成29年8月8日 平成29年9月1日 令和5年8月31日 松村　教功 更新 飲食店営業
堺食衛第17010962号 ＬＵＭＩＮＯＵＳ 堺区熊野町東１丁２‐１２ グランド戎２号館３Ｆ 平成29年8月8日 平成29年8月8日 令和5年8月31日 杉内　祐亮 新規 飲食店営業
堺食衛第17010960号 Ｒｏｓｉｅｒ 堺区市之町東５丁１‐１５ 平成29年8月28日 平成29年8月28日 令和5年8月31日 加藤　巧也 新規 飲食店営業
堺食衛第17010961号 Ｒｏｓｉｅｒ 堺区市之町東５丁１‐１５ 平成29年8月28日 平成29年8月28日 令和5年8月31日 加藤　巧也 新規 菓子製造業
堺食衛第17010959号 珈琲館　御池台店 南区御池台２丁１１‐１２ 平成29年8月21日 平成29年8月21日 令和5年8月31日 中谷　倫代 新規 飲食店営業
堺食衛第17010969号 冷菓子屋　根津 西区鳳南町５丁６８５‐１４ 平成29年8月28日 平成29年8月28日 令和5年8月31日 根津　敬規 新規 飲食店営業
堺食衛第17010970号 ｎｅｒｉｍｉｒｉ珈琲 堺市内一円 平成29年8月8日 平成29年8月8日 令和4年8月31日 牛之濵　道 新規 喫茶店営業（自動車）
堺食衛第17010978号 魚佐蒲鉾店 堺区七条通２‐１ 平成29年8月23日 平成29年9月1日 令和5年8月31日 斉藤　実 更新 飲食店営業
堺食衛第17010979号 咲 中区深阪２丁１０‐５９ 平成29年8月17日 平成29年8月17日 令和5年8月31日 池田　千代子 新規 飲食店営業



堺食衛第17010987号 早水食品 堺区緑ヶ丘北町３丁３‐２ 平成29年8月15日 平成29年8月15日 令和5年8月31日 早水　高志 新規 食肉処理業
堺食衛第17010989号 セブン‐イレブン堺北花田町４丁店 北区北花田町４丁９３‐１０ 平成29年8月22日 平成29年8月22日 令和5年8月31日 中山　勝博 新規 飲食店営業
堺食衛第17010986号 プチレストラン　キャロット 北区野遠町２４ 平成29年8月18日 平成29年9月1日 令和5年8月31日 松本　悟 更新 飲食店営業
堺食衛第17010988号 お客様繁盛　たこ焼き　やまかわ 東区白鷺町１丁２２‐１０ 平成29年8月29日 平成29年8月29日 令和5年8月31日 山口　一仁 新規 飲食店営業
堺食衛第17010996号 喫茶　はんなり 中区深井水池町４４５‐２ 平成29年8月17日 平成29年9月1日 令和5年8月31日 浜田　幸子 更新 飲食店営業
堺食衛第17010997号 セブン‐イレブン　堺長曽根町北店 北区長曽根町６６３‐２７ 072-252-1171 平成29年8月28日 平成29年8月28日 令和5年8月31日 新田　晃生 新規 飲食店営業
堺食衛第17011001号 カラオケ喫茶　あゆ 西区上野芝町２丁６‐３２ 平成29年8月28日 平成29年9月1日 令和5年8月31日 松下　幸子 更新 飲食店営業
堺食衛第17011002号 ８８８屋 中区伏尾２９４５ ３－Ａ 平成29年8月29日 平成29年8月29日 令和5年8月31日 大仲　智宏 新規 飲食店営業
堺食衛第17011015号 ブール 堺区旭ヶ丘南町２丁１‐１３ 平成29年8月28日 平成29年9月1日 令和5年8月31日 日置　真一 更新 菓子製造業
堺食衛第17011021号 ラーメン＆原価ダイニングバー　シンバ 中区深井沢町３１３８ エルモーソ・デ・昌栄ビルＢ１Ｆ 平成29年8月29日 平成29年8月29日 令和5年8月31日 清水　優司 新規 飲食店営業
堺食衛第17011014号 ラウンジ　フォーラム 中区深井沢町３１９６ サラキビル１Ｆ 平成29年8月29日 平成29年8月29日 令和5年8月31日 西村　京美 新規 飲食店営業
堺食衛第17011016号 セブンイレブン堺深阪店 中区深阪５丁１‐５０ 平成29年8月21日 平成29年9月1日 令和5年8月31日 畑間　健志 更新 飲食店営業
堺食衛第17011013号 ワールド　グルメ 堺市内一円 平成29年8月17日 平成29年8月17日 令和4年8月31日 澤田　信幸 新規 飲食店営業（露店）
堺食衛第17011022号 こぶた 西区鳳東町４丁３９９‐１ 平成29年8月21日 平成29年8月21日 令和5年8月31日 平田　貴子 新規 飲食店営業
堺食衛第17011023号 Ｓｎａｃｋ　ｂａｒ　８８ 堺区翁橋町１丁４‐１８ ロイヤルパレスビル１Ｆ 平成29年8月28日 平成29年8月28日 令和5年8月31日 竹川　尚吾 新規 飲食店営業
堺食衛第17011027号 堺魚竹 堺区北向陽町１丁１‐３ 平成29年8月28日 平成29年9月1日 令和5年8月31日 濱　渡 更新 魚肉練り製品製造業
堺食衛第17011025号 木曽路 西区上野芝町２丁８‐８ 平成29年8月28日 平成29年9月1日 令和5年8月31日 児玉　肇 更新 飲食店営業
堺食衛第17011026号 スタンディングバー　ツグミ 中区深井沢町３２８４ 安田ビル１Ｆ 平成29年8月24日 平成29年9月1日 令和5年8月31日 森　幸夫 更新 飲食店営業
堺食衛第17011028号 カラオケ喫茶　希舟 堺区石津町３丁６‐６ 平成29年8月31日 平成29年9月1日 令和5年8月31日 塩田　克子 更新 飲食店営業
堺食衛第17011029号 脇製麺所 中区土師町２丁１０‐５６ 平成29年8月30日 平成29年9月1日 令和5年8月31日 脇　陽三 更新 麺類製造業
堺食衛第17011040号 アニメバー　たまりば 堺区翁橋町１丁４‐１８ ロイヤルパレスビル３Ｆ 平成29年8月31日 平成29年8月31日 令和5年8月31日 油﨑　倫久 新規 飲食店営業
堺食衛第17011039号 ＧＯＯＤ　ＧＯＯＤ 中区深井中町１２５３‐１ 平成29年8月24日 平成29年9月1日 令和5年8月31日 西山　恭平 更新 飲食店営業
堺食衛第17011047号 そば処　みそか亭 北区金岡町７０７‐２ 平成29年8月31日 平成29年9月1日 令和5年8月31日 西側　恵三 更新 飲食店営業
堺食衛第17011048号 鳥平岡家 西区平岡町３４１‐１ 平成29年8月31日 平成29年9月1日 令和5年8月31日 島原　千恵美 更新 飲食店営業
堺食衛第17011045号 和心　イタリアン　Ｈｉｔｏｔｓｕ 中区深井沢町３２９９ 平成29年9月6日 平成29年9月6日 令和5年9月30日 林　明宏 新規 飲食店営業
堺食衛第17011044号 くいしん坊 中区深阪６丁１‐４０ 平成29年8月29日 平成29年8月29日 令和5年8月31日 谷　隆司 新規 飲食店営業
堺食衛第17011056号 Ｓａｓｅｂｏｂｏｒｎ　Ｂｕｒｇｅｒ 堺区北瓦町２丁１‐１７ 二葉ビル地下１階 平成29年9月13日 平成29年9月13日 令和5年9月30日 境　直子 新規 飲食店営業
堺食衛第17011049号 ファミリーマート堺七道東町 堺区七道東町１９２‐２ 平成29年9月12日 平成29年9月12日 令和5年9月30日 近藤　誠 新規 飲食店営業
堺食衛第17011067号 ニューボルガン 西区浜寺諏訪森町東２丁１１２‐３ 平成29年8月31日 平成29年9月1日 令和5年8月31日 南　幸子 更新 飲食店営業
堺食衛第17011059号 レオポッパー 西区菱木２丁２３７５‐２ 平成29年8月31日 平成29年9月1日 令和5年8月31日 獅子　輝政 更新 飲食店営業
堺食衛第17011066号 円楽 中区大野芝町７６‐５５ 平成29年8月25日 平成29年9月1日 令和5年8月31日 池側　眞子 更新 飲食店営業
堺食衛第17011053号 わいわい居酒屋　関西魂 東区日置荘西町７丁４‐１０ 平成29年8月31日 平成29年9月1日 令和5年8月31日 阪口　伸輔 更新 飲食店営業
堺食衛第17011060号 ファミリーマート泉北敷物団地店 南区原山台５丁９‐１ 平成29年8月30日 平成29年10月1日 令和5年9月30日 松岡　修央 更新 飲食店営業 コンビニエンスストア
堺食衛第17011070号 つる屋食品 北区北花田町２丁２１２‐１ 平成29年8月31日 平成29年9月1日 令和5年8月31日 宮下　俊幸 更新 麺類製造業
堺食衛第17011080号 お菓子のアトリエ　スリール 北区蔵前町１丁７‐１１ 平成29年8月31日 平成29年9月1日 令和5年8月31日 榎本　直人 更新 飲食店営業
堺食衛第17011081号 お菓子のアトリエ　スリール 北区蔵前町１丁７‐１１ 平成29年8月31日 平成29年9月1日 令和5年8月31日 榎本　直人 更新 菓子製造業
堺食衛第17011082号 Ｒｅｎｃｏｎｔｒｅ 北区金岡町８１８ 平成29年8月31日 平成29年9月1日 令和5年8月31日 藤﨑　美樹 更新 飲食店営業
堺食衛第17011074号 なかよし 北区黒土町２３６１‐１ 平成29年8月31日 平成29年9月1日 令和5年8月31日 孫　仲芳 更新 飲食店営業
堺食衛第17011079号 魚真 北区長曽根町７３０‐２ 平成29年8月31日 平成29年9月1日 令和5年8月31日 白井　美佐男 更新 飲食店営業
堺食衛第17011091号 ｐâｔｉｓｓｅｒｉｅ　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 新規 菓子製造業
堺食衛第17011098号 和祭厨房　がちゃぴん 西区津久野町１丁３‐２ 公団第２アパート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 山本　辰也 更新 飲食店営業
堺食衛第17011085号 Ｌｉｌｙ 西区鳳東町６丁６４７‐３ 平成29年9月29日 平成29年9月29日 令和5年9月30日 森本　由美 新規 飲食店営業
堺食衛第17011075号 ごはん　ごはん　憩 東区北野田５６２‐４５ 平成29年8月31日 平成29年9月1日 令和5年8月31日 安田　照代 更新 飲食店営業
堺食衛第17011076号 ろばた　ちとせ 南区釜室１２３‐３ 平成29年8月30日 平成29年9月1日 令和5年8月31日 登山　光男 更新 飲食店営業
堺食衛第17011078号 こう多郎 南区檜尾３１４０‐１ 平成29年8月30日 平成29年9月1日 令和5年8月31日 池側　公二 更新 飲食店営業
堺食衛第17011086号 Ｌａｔｔｅ　Ａｒｔ　Ｊｕｎｋｉｅｓ　Ｒｏａｓｔｉｎｇ　Ｓｈｏｐ堺市内一円 平成29年8月28日 平成29年8月28日 令和4年8月31日 大西　剛 新規 飲食店営業（自動車）
堺食衛第17011103号 Ｂａｒ　Ｈｗａｊａ 堺区戎島町５丁３９ 平成29年8月31日 平成29年9月1日 令和5年8月31日 浅野　豊 更新 飲食店営業
堺食衛第17011101号 御食事処なんでも屋　幸太郎 中区堀上町１０８０ 平成29年8月30日 平成29年9月1日 令和5年8月31日 山本　幸廉 更新 飲食店営業
堺食衛第17011112号 Ｋｉｔｃｈｅｎ　＆　Ｂａｒ　９０９ 堺区向陵中町２丁４‐１３ 栄光ビル２０２ 平成29年8月31日 平成29年9月1日 令和5年8月31日 中村　恵子 更新 飲食店営業
堺食衛第17011115号 西田鮨 堺区大仙西町２丁７０‐１ メゾン大仙１０３号 平成29年8月30日 平成29年9月1日 令和5年8月31日 西田　忠史 更新 飲食店営業
堺食衛第17011114号 鳥英 北区南花田町１８６‐１ 平成29年8月31日 平成29年9月1日 令和5年8月31日 岩本　英也 更新 飲食店営業
堺食衛第17011113号 勝丸寿司 西区鳳南町２丁５８ 平成29年9月12日 平成29年10月1日 令和5年9月30日 西口　典秀 更新 飲食店営業
堺食衛第17011116号 Ｓｔａｎｄｉｎｇ　ＢＡＲ　夢 堺区北瓦町２丁１‐３ 平成29年9月1日 平成29年9月1日 令和5年8月31日 栗原　裕香 新規 飲食店営業
堺食衛第17011121号 深清商店 堺区出島町１丁２‐５ 平成29年8月31日 平成29年9月1日 令和5年8月31日 深井　清治 更新 そうざい製造業
堺食衛第17011118号 お好み焼　よしだ 北区北花田町１丁３１ 平成29年8月31日 平成29年9月1日 令和5年8月31日 吉田　紀代子 更新 飲食店営業
堺食衛第17011123号 レストラン双修 西区家原寺町１丁８‐４１ 平成29年8月31日 平成29年9月1日 令和5年8月31日 寺西　義章 更新 飲食店営業
堺食衛第17011119号 カラオケスタジオ　チャップリン 中区田園４４４‐３ 平成29年8月31日 平成29年9月1日 令和5年8月31日 内藤　美枝子 更新 飲食店営業
堺食衛第17011128号 大金楼 西区鳳南町４丁３８２ 平成29年9月29日 平成29年10月1日 令和5年9月30日 濵本　孝 更新 飲食店営業
堺食衛第17011125号 中国東北家庭料理《夢郷》 南区原山台１丁１４‐８‐２ 平成29年9月14日 平成29年9月14日 令和5年9月30日 聞　哲 新規 飲食店営業
堺食衛第17011130号 八六八ビル 堺区少林寺町東１丁１‐２７ 平成29年9月12日 平成29年10月1日 令和5年9月30日 井出　剛史 更新 飲食店営業
堺食衛第17011131号 八六八ビル 堺区少林寺町東１丁１‐２７ 平成29年9月12日 平成29年10月1日 令和5年9月30日 井出　剛史 更新 菓子製造業
堺食衛第17011129号 割烹スタンド　ゆみ 北区中長尾町４丁３‐４ 平成29年9月11日 平成29年10月1日 令和5年9月30日 岩田　ユミ子 更新 飲食店営業
堺食衛第17011142号 ちゃう・ちゃう 堺区一条通１３‐２３ （コノミヤ内） 平成29年9月6日 平成29年10月1日 令和5年9月30日 関本　孝雄 更新 飲食店営業
堺食衛第17011140号 ＮＥＰＡＬＩ　ＲＥＳＴＡＵＲＡＮＴ　ＢＥＢＩＫＡ 北区百舌鳥本町１丁１３ 平成29年9月7日 平成29年9月7日 令和5年9月30日 ＭＵＨＡＨＭＡＤ　ＡＹＵＢ　ＭＡＨＡＲ　ＷＩＬＡＹＡＴＡＮ 新規 飲食店営業
堺食衛第17011143号 八剣伝　石津駅前店 西区浜寺石津町西４丁１‐２ 平成29年9月20日 平成29年10月1日 令和5年9月30日 千葉　邦夫 更新 飲食店営業
堺食衛第17011144号 花だるまです 美原区真福寺２０８‐３ 平成29年9月20日 平成29年10月1日 令和5年9月30日 武村　百合子 更新 飲食店営業
堺食衛第17011147号 セブン‐イレブン　堺浜寺諏訪森町店 西区浜寺諏訪森町西１丁２８‐１０ 平成29年9月14日 平成29年9月14日 令和5年9月30日 川崎　雅継 新規 飲食店営業
堺食衛第17011154号 Ｓｎａｃｋ　桔梗 堺区向陵東町３丁２‐４ １Ｆ 平成29年10月3日 平成29年10月3日 令和5年10月31日 内田　実央子 新規 飲食店営業
堺食衛第17011152号 ＫＥ 堺区翁橋町１丁５‐６ グランド翁橋５号館１Ｆ 平成29年9月12日 平成29年9月12日 令和5年9月30日 中瀬　惣一 新規 飲食店営業
堺食衛第17011157号 てるうさファーム＆キッチン 北区宮本町４５ 平成29年9月7日 平成29年10月1日 令和5年9月30日 山地　ともみ 更新 飲食店営業
堺食衛第17011159号 割烹　一 西区津久野町１丁５‐６ 平成29年9月13日 平成29年10月1日 令和5年9月30日 長澤　昭彦 更新 飲食店営業
堺食衛第17011153号 ＺＡＷＡ　ｃａｆｅ 堺市内一円 平成29年9月7日 平成29年9月7日 令和4年9月30日 西村　孝次 新規 菓子製造業（自動車）
堺食衛第17011162号 Ｃａｆｅ＆Ｄｉｎｉｎｇ　ＢＥＬＬＥ 北区百舌鳥梅町３丁３５‐４ 平成29年9月28日 平成29年9月28日 令和5年9月30日 福山　智貴 新規 飲食店営業
堺食衛第17011163号 職人焼肉　岸 東区北野田４７２‐１ ウオールストリートⅠ　１Ｆ 平成29年9月13日 平成29年9月13日 令和5年9月30日 岸　洋志 新規 飲食店営業
堺食衛第17011171号 ヒビコレ 東区菩提町４丁４９‐１３ 平成29年9月12日 平成29年10月1日 令和5年9月30日 近藤　隆一 更新 飲食店営業
堺食衛第17011172号 創作料理　泉み 堺区一条通２０‐９ 平成29年9月21日 平成29年9月21日 令和5年9月30日 泉本　浩貴 新規 飲食店営業
堺食衛第17011182号 おやじの家 西区鳳中町３丁８４ 平成29年9月21日 平成29年9月21日 令和5年9月30日 中川　拓也 新規 飲食店営業
堺食衛第17011180号 松本食品 東区菩提町４丁３８‐１７ 平成29年9月28日 平成29年10月1日 令和5年9月30日 松本　一義 更新 食肉処理業
堺食衛第17011183号 カラオケスナック　心花　ｃｏｃｏｃａ 南区野々井１７８‐８ 進化第９ビル　地下Ａ号 平成29年9月25日 平成29年9月25日 令和5年9月30日 漆山　文恵 新規 飲食店営業
堺食衛第17011198号 北國 東区北野田１０５ 平成29年9月21日 平成29年10月1日 令和5年9月30日 寺前　時子 更新 飲食店営業
堺食衛第17011194号 ちょっとＢＡＲ 南区泉田中１０３‐１ ２Ｆ 平成29年9月22日 平成29年9月22日 令和5年9月30日 岩部　徹 新規 飲食店営業
堺食衛第17011201号 金太郎 堺区翁橋町１丁２‐５ ケイビル１Ｆ 平成29年9月20日 平成29年9月20日 令和5年9月30日 姜　美英 新規 飲食店営業
堺食衛第17011204号 チャオ 北区南花田町４３‐１４ 平成29年9月29日 平成29年10月1日 令和5年9月30日 竹井　雅子 更新 飲食店営業
堺食衛第17011200号 スナック菊 西区鳳中町２丁５６‐２ 平成29年10月6日 平成29年10月6日 令和5年10月31日 菊川　唯 新規 飲食店営業
堺食衛第17011205号 まるちゃん 堺区向陵東町３丁５‐２８ 平成29年9月29日 平成29年10月1日 令和5年9月30日 秋丸　好美 更新 飲食店営業
堺食衛第17011206号 安部商店 堺区南半町西１丁１‐３ 平成29年9月29日 平成29年10月1日 令和5年9月30日 安部　峻 更新 飲食店営業
堺食衛第17011207号 めん処　幸喜心 中区深井清水町３８０２ 平成29年9月22日 平成29年10月1日 令和5年9月30日 西川　幸彦 更新 飲食店営業
堺食衛第17011214号 ＷＡＬＴ 堺市内一円 平成29年9月21日 平成29年9月21日 令和4年9月30日 林　亮介 新規 飲食店営業（自動車）
堺食衛第17011217号 ｍａｎｏ 南区片蔵９０６‐１２ 平成29年9月22日 平成29年9月22日 令和5年9月30日 中村　充保 新規 菓子製造業
堺食衛第17011221号 茜 堺区大仙西町１丁１ 平成29年9月29日 平成29年10月1日 令和5年9月30日 荒本　彰子 更新 飲食店営業
堺食衛第17011222号 ｂｌｅ　ｂｌａｎｃｈｅｕｒ 堺区出島町３丁１‐１ 平成29年9月29日 平成29年10月1日 令和5年9月30日 矢野　栄二 更新 菓子製造業
堺食衛第17011225号 ＫＡＬ 堺区栄橋町１丁１０‐１ ショップ南海堺 平成29年9月29日 平成29年9月29日 令和5年9月30日 木村　友美 新規 飲食店営業
堺食衛第17011218号 はは 南区野々井６９‐１ 平成29年9月25日 平成29年10月1日 令和5年9月30日 上原　早苗 更新 飲食店営業
堺食衛第17011232号 桃菓堂 堺区永代町５丁１‐１２ 平成29年10月3日 平成29年10月3日 令和5年10月31日 村上　与子 新規 菓子製造業
堺食衛第17011233号 アグニ 堺区甲斐町東１丁１‐１８ 平成29年9月29日 平成29年9月29日 令和5年9月30日 織田　京香 新規 飲食店営業
堺食衛第17011236号 肴処　春ちゃん 堺区大町東２丁１‐１７ 平成29年9月29日 平成29年10月1日 令和5年9月30日 榎本　春雄 更新 飲食店営業
堺食衛第17011234号 仕出し　ふじ 中区福田１０８３ 平成29年9月26日 平成29年10月1日 令和5年9月30日 藤井　博明 更新 飲食店営業
堺食衛第17011256号 喫茶　ねね 北区東浅香山町１丁２６６‐５ 平成29年9月29日 平成29年10月1日 令和5年9月30日 石田　春美 更新 飲食店営業
堺食衛第17011251号 福山通運株式会社　堺主管支店　社員食堂西区築港新町３丁６‐１ 平成29年9月29日 平成29年9月29日 令和5年9月30日 大野　幸義 新規 飲食店営業
堺食衛第17011254号 たこ焼き　寺田屋 西区浜寺石津町中３丁６‐１２サンワードビル１Ｆ 平成29年9月29日 平成29年10月1日 令和5年9月30日 寺田　修治 更新 飲食店営業
堺食衛第17011249号 三六○ 西区浜寺公園町３丁２５９‐５ 平成29年10月12日 平成29年10月12日 令和5年10月31日 菊地　智己 新規 飲食店営業
堺食衛第17011257号 カジュアル　フレンチ　アッシュ 中区深井沢町３１０１ 平成29年9月29日 平成29年10月1日 令和5年9月30日 戸川　泰児 更新 飲食店営業
堺食衛第17011258号 Ｂａｒ　ｋｅｙ 中区深井清水町３９９５ 石田ビル２Ｆ 平成29年9月29日 平成29年10月1日 令和5年9月30日 柏木　英士郎 更新 飲食店営業
堺食衛第17011264号 鳥きさんじ 北区北花田町２丁５‐１ 平成29年9月29日 平成29年10月1日 令和5年9月30日 松原　ゆり子 更新 飲食店営業
堺食衛第17011268号 てんてん 美原区大饗２９２‐１ 平成29年9月29日 平成29年9月29日 令和5年9月30日 秋元　清孝 新規 飲食店営業
堺食衛第17011261号 ｗｉｓｌｏｎ 堺市内一円 平成29年9月28日 平成29年9月28日 令和4年9月30日 神藤　彩香 新規 飲食店営業（自動車）
堺食衛第17011262号 ｗｉｓｌｏｎ 堺市内一円 平成29年9月28日 平成29年9月28日 令和4年9月30日 神藤　彩香 新規 菓子製造業（自動車）
堺食衛第17011274号 海鮮居酒屋　うおいち 堺区翁橋町１丁３‐３ センター春日ビル３Ｆ 平成29年9月29日 平成29年10月1日 令和5年9月30日 土方　俊一 更新 飲食店営業
堺食衛第17011273号 ひまわり 堺区翁橋町１丁５‐２１ ファーストビル１号館１０３ 平成29年10月10日 平成29年10月10日 令和5年10月31日 坂田　順子 新規 飲食店営業
堺食衛第17011270号 かみたに 堺区緑ヶ丘北町２丁２‐１３ 平成29年10月3日 平成29年10月3日 令和5年10月31日 神谷　俊幸 新規 飲食店営業
堺食衛第17011269号 Ａｎｎｉｖｅｒｓａｒｙ　Ｓａｌｏｎ　Ｌｉｃｈｔ 西区鳳南町２丁１０１‐１３ 林野ビル２階 平成29年10月5日 平成29年10月5日 令和5年10月31日 西田　智美 新規 飲食店営業
堺食衛第17011272号 森のからあげ 中区深井中町１９９４‐４ キョクヨウビル１０２号室 平成29年10月3日 平成29年10月3日 令和5年10月31日 高橋　将大 新規 飲食店営業
堺食衛第17011271号 桜 南区野々井１７８ 進化第七ビル 平成29年10月6日 平成29年10月6日 令和5年10月31日 雜賀　惠 新規 飲食店営業
堺食衛第17011281号 ｍｅｍｂｅｒ’ｓ　ｍｏ－ｓ 中区深井沢町３１３８ エルモーソ・デ・昌栄　Ｂ１ 平成29年10月3日 平成29年10月3日 令和5年10月31日 竹内　純子 新規 飲食店営業
堺食衛第17011284号 北山製菓 中区見野山２３３ 平成29年10月6日 平成29年11月1日 令和5年10月31日 北山　文男 更新 菓子製造業
堺食衛第17011283号 お好み焼　トシコ 中区八田西町２丁１７‐５３ 平成29年10月6日 平成29年11月1日 令和5年10月31日 辻内　稔子 更新 飲食店営業
堺食衛第17011287号 スナック　星の砂 東区北野田５６２‐４６ 平成29年10月10日 平成29年11月1日 令和5年10月31日 早稲田　末弘 更新 飲食店営業
堺食衛第17011297号 あたらし 北区新金岡町３丁４‐５ 平成29年11月6日 平成29年11月6日 令和5年11月30日 野間　三男 新規 飲食店営業
堺食衛第17011291号 立ち呑み　みなみ 東区白鷺町１丁６‐１４ 平成29年10月10日 平成29年10月10日 令和5年10月31日 南　義明 新規 飲食店営業



堺食衛第17011292号 ｐｕｒｅ珈琲 堺市内一円 平成29年10月5日 平成29年10月5日 令和4年10月31日 朝田　純子 新規 喫茶店営業（自動車）
堺食衛第17011293号 きまぐれ店 堺市内一円 平成29年10月5日 平成29年10月5日 令和4年10月31日 松田　まゆみ 新規 飲食店営業（露店）
堺食衛第17011299号 ナナ 堺区大町東３丁２‐５ ニューイズミビル１号１Ｆ 平成29年10月11日 平成29年10月11日 令和5年10月31日 野呂　エディータ 新規 飲食店営業
堺食衛第17011298号 ヤマちゃん 中区八田西町１丁１‐３２ 平成29年10月11日 平成29年10月11日 令和5年10月31日 山本　任宏 新規 飲食店営業
堺食衛第17011313号 喫茶　オカホシ 堺区遠里小野町２丁１‐２ 平成29年10月11日 平成29年10月11日 令和5年10月31日 辻野　淳二 新規 飲食店営業
堺食衛第17011311号 Ｃｌｕｂ　Ｍａｒｉａ 堺区翁橋町１丁５‐１９ ファーストビル２号館２Ｆ 平成29年10月11日 平成29年10月11日 令和5年10月31日 中西　英行 新規 飲食店営業
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 新規 飲食店営業
堺食衛第17011314号 輝月 北区百舌鳥梅北町２丁５３‐７ 平成29年10月13日 平成29年10月13日 令和5年10月31日 谷口　剛司 新規 飲食店営業
堺食衛第17011309号 鉄板焼　じぱんぐ 西区鳳東町３丁２４５ 平成29年10月31日 平成29年11月1日 令和5年10月31日 松本　光弘 更新 飲食店営業
堺食衛第17011307号 手打うどん　布川 美原区平尾２２９‐１ 平成29年10月13日 平成29年11月1日 令和5年10月31日 布川　博則 更新 飲食店営業
堺食衛第17011302号 ｌｉｔｔｌｅ　ｉｓｌａｎｄ 南区三原台３丁１‐４ 090-4293-1912 平成29年10月16日 平成29年10月16日 令和5年10月31日 小島　和也 新規 菓子製造業
堺食衛第17011316号 Ｓａｋｕｒａｙａ 堺市内一円 平成29年10月10日 平成29年10月10日 令和4年10月31日 及川　書子 新規 飲食店営業（自動車）
堺食衛第17011323号 ダイニングＢａｒ　黒ちゃん 堺区翁橋町１丁５‐２２ 翁橋中央ビル２０１ 平成29年10月13日 平成29年10月13日 令和5年10月31日 黒川　雄樹 新規 飲食店営業
堺食衛第17011324号 Ｔｈｅ　Ｂｒｉｃｋｓ　Ｃａｆｅ 堺区甲斐町東３丁１‐１ 14 平成29年10月16日 平成29年10月16日 令和5年10月31日 佐藤　隼介 新規 飲食店営業
堺食衛第17011317号 月 南区深阪南２９９‐８ 平成29年10月16日 平成29年11月1日 令和5年10月31日 石川　誠 更新 飲食店営業
堺食衛第17011325号 讃岐うどん　美曽乃 堺区東雲西町１丁８‐７２ 平成29年10月20日 平成29年11月1日 令和5年10月31日 世古口　晴久 更新 飲食店営業
堺食衛第17011331号 ｃｏｎｓｃｉｏｕｓ 堺区中瓦町１丁３‐２３ スイスビルＢ１Ｆ 平成29年10月17日 平成29年10月17日 令和5年10月31日 吉富　弘平 新規 飲食店営業
堺食衛第17011326号 セブン‐イレブン堺東上野芝町２丁店 北区東上野芝町２丁４５６‐１ 平成29年10月17日 平成29年10月17日 令和5年10月31日 窪田　芳廣 新規 飲食店営業
堺食衛第17011333号 カラオケスタジオ　ギャル 西区浜寺石津町西３丁５‐１０ 平成29年10月16日 平成29年10月16日 令和5年10月31日 田中　敬文 新規 飲食店営業
堺食衛第17011334号 ツバメｒｏｏｆ 中区陶器北８７‐５ 平成29年10月27日 平成29年10月27日 令和5年10月31日 石井　木綿子 新規 飲食店営業
堺食衛第17011343号 ヒラオ 北区百舌鳥陵南町３丁１６５‐２ 平成29年10月25日 平成29年11月1日 令和5年10月31日 平尾　勲 更新 飲食店営業
堺食衛第17011350号 鶏しん 中区東山７７１‐７ 平成29年11月16日 平成29年11月16日 令和5年11月30日 渡邊　慎一 新規 飲食店営業
堺食衛第17011345号 かつ信 中区深井清水町４０２１ 平成29年10月19日 平成29年11月1日 令和5年10月31日 鳥山　正登 更新 飲食店営業
堺食衛第17011352号 恵幸 東区日置荘原寺町４５‐２１ 平成29年10月17日 平成29年10月17日 令和5年10月31日 井上　恵夫 新規 飲食店営業
堺食衛第17011353号 みるらメロンパン 堺市内一円 平成29年10月16日 平成29年10月16日 令和4年10月31日 梅木　隆史 新規 菓子製造業（露店）
堺食衛第17011360号 浜焼太郎 堺区北瓦町２丁３‐１１ 平成29年10月17日 平成29年10月17日 令和5年10月31日 新規 飲食店営業
堺食衛第17011361号 セブンイレブン堺金岡町店 北区金岡町３００７‐１ 平成29年10月17日 平成29年10月17日 令和5年10月31日 辻中　慶次 新規 飲食店営業
堺食衛第17011357号 ねぼけ堂 西区浜寺船尾町西２丁２７３‐１１ 平成29年10月31日 平成29年11月1日 令和5年10月31日 竹内　由人 更新 菓子製造業
堺食衛第17011356号 カラオケ喫茶Ｍａｙ 中区伏尾１３０‐１ 平成29年10月31日 平成29年10月31日 令和5年10月31日 尾上　順子 新規 飲食店営業
堺食衛第17011368号 酒処　寺尾 中区八田北町４００‐１ 平成29年10月27日 平成29年10月27日 令和5年10月31日 寺尾　浩一 新規 飲食店営業
堺食衛第17011378号 三好屋 堺区中瓦町２丁３‐１８ 平成29年11月1日 平成29年11月1日 令和5年10月31日 三好　裕子 新規 飲食店営業
堺食衛第17011379号 北のむぎ　鳳駅前店 西区鳳東町１丁３１‐１ 平成29年11月2日 平成29年11月2日 令和5年11月30日 山尾　徹 新規 菓子製造業
堺食衛第17011381号 ｋｏｋａｇｅ　ｃａｆｅ 南区富蔵５９８ 平成29年10月27日 平成29年10月27日 令和5年10月31日 髙松　あゆり 新規 飲食店営業
堺食衛第17011382号 ｋｏｋａｇｅ　ｃａｆｅ 南区富蔵５９８ 平成29年10月27日 平成29年10月27日 令和5年10月31日 髙松　あゆり 新規 菓子製造業
堺食衛第17011392号 鬼太鼓 堺区向陵中町２丁２‐１９ 平成29年10月31日 平成29年11月1日 令和5年10月31日 西　健一 更新 飲食店営業
堺食衛第17011390号 かつらぎ 堺区翁橋町１丁１‐１２ 平成29年10月26日 平成29年10月26日 令和5年10月31日 奥田　一記 新規 飲食店営業
堺食衛第17011386号 ファミリーマート堺鳳西町二丁店 西区鳳西町２丁７６‐３ 平成29年11月10日 平成29年11月10日 令和5年11月30日 川口　雄基 新規 飲食店営業
堺食衛第17011393号 すなっく　けい 中区八田北町５４０‐４ 平成29年10月31日 平成29年11月1日 令和5年10月31日 生田　信子 更新 飲食店営業
堺食衛第17011403号 スナック　よこはま 堺区翁橋町１丁５‐３ エルクエストビル１Ｆ 平成29年10月26日 平成29年11月1日 令和5年10月31日 川端　令子 更新 飲食店営業
堺食衛第17011404号 パブ六本木 西区鳳西町１丁７３‐２ 平成29年10月31日 平成29年11月1日 令和5年10月31日 奈良川　満智子 更新 飲食店営業
堺食衛第17011396号 笑福 中区福田８６９‐１ 平成29年10月31日 平成29年10月31日 令和5年10月31日 金崎　弘展 新規 飲食店営業
堺食衛第17011408号 ゆず木 堺区中瓦町２丁２‐２ 平成29年11月1日 平成29年12月1日 令和5年11月30日 柞木　吉治 更新 飲食店営業
堺食衛第17011412号 ＣＡＦＥ　ＲＩＳＡＲＩＳＡ 北区新金岡町５丁４‐１０７ 平成29年10月25日 平成29年11月1日 令和5年10月31日 柴田　規夫 更新 飲食店営業
堺食衛第17011413号 ＣＡＦＥ　ＲＩＳＡＲＩＳＡ 北区新金岡町５丁４‐１０７ 平成29年10月25日 平成29年11月1日 令和5年10月31日 柴田　規夫 更新 菓子製造業
堺食衛第17011410号 肥後つばき 西区浜寺諏訪森町中３丁２４６ 平成29年10月26日 平成29年11月1日 令和5年10月31日 兼澤　明美 更新 飲食店営業
堺食衛第17011411号 スタミナラーメン　力横綱 西区上４３５‐１ 中辻ビル１Ｆ 平成29年10月31日 平成29年11月1日 令和5年10月31日 酒井　美代子 更新 飲食店営業
堺食衛第17011426号 一品料理　紀州 堺区櫛屋町東１丁２‐４ 平成29年10月31日 平成29年11月1日 令和5年10月31日 藤井　豊彦 更新 飲食店営業
堺食衛第17011419号 栄吉鳳店 西区上４６８‐３ 平成29年10月31日 平成29年11月1日 令和5年10月31日 三宅　美津子 更新 飲食店営業
堺食衛第17011420号 炭火焼鳥　福郎 西区津久野町１丁５‐３ 平成29年10月31日 平成29年11月1日 令和5年10月31日 上野　至 更新 飲食店営業
堺食衛第17011424号 ステーキハウス村岡 中区深井沢町３１５４ 春木ビル２０１号 平成29年10月31日 平成29年12月1日 令和5年11月30日 松本　美紀 更新 飲食店営業
堺食衛第17011435号 テイクオフ 堺区北庄町１丁５‐６ 平成29年10月31日 平成29年11月1日 令和5年10月31日 新　明 更新 飲食店営業
堺食衛第17011434号 丸福 堺区櫛屋町東１丁２‐２ 平成29年10月31日 平成29年11月1日 令和5年10月31日 白川　光信 更新 飲食店営業
堺食衛第17011431号 キー太 中区深阪２丁１‐４６ 平成29年10月31日 平成29年11月1日 令和5年10月31日 浜崎　克宜 更新 飲食店営業
堺食衛第17011439号 あなごと野菜の店　美さを 堺区栄橋町２丁３‐１９ 平成29年10月31日 平成29年11月1日 令和5年10月31日 今津　美佐緒 更新 飲食店営業
堺食衛第17011440号 和牛処けーちゃん 北区北長尾町４丁３‐１ 平成29年10月31日 平成29年11月1日 令和5年10月31日 梁本　慶烈 更新 飲食店営業
堺食衛第17011442号 ローソン堺深井北町店 中区深井北町６２９‐１ 平成29年10月30日 平成29年11月1日 令和5年10月31日 土谷　秀夫 更新 飲食店営業
堺食衛第17011438号 居酒家　ＢＡＲ　わいわい 東区草尾５７６‐２ 松本倉庫付事務所Ｄ号室１Ｆ 平成29年10月31日 平成29年11月1日 令和5年10月31日 酒井　徹 更新 飲食店営業
堺食衛第17011456号 学校でＧＯＧＯ堺東店 堺区南花田口町１丁３‐１３ ジョイント２ビル２階２－Ｂ号 平成29年11月29日 平成29年11月29日 令和5年11月30日 伊藤　雄史 新規 飲食店営業
堺食衛第17011453号 井戸端 堺区北瓦町２丁２‐２５ ハヤミビル２Ｆ 平成29年11月24日 平成29年11月24日 令和5年11月30日 奥村　テル代 新規 飲食店営業
堺食衛第17011472号 Ｒｅｍｉ 堺区熊野町東１丁２‐１６ アイリスビル６０１号 平成29年11月8日 平成29年12月1日 令和5年11月30日 朴　敏榮 更新 飲食店営業
堺食衛第17011454号 中華ダイニング　蓮華 堺区住吉橋町１‐７‐１８ 平成29年11月6日 平成29年11月6日 令和5年11月30日 西口　裕章 新規 飲食店営業
堺食衛第17011452号 くれない 西区浜寺石津町西３丁５‐２２西側 平成29年11月1日 平成29年11月1日 令和5年10月31日 大谷　のり子 新規 飲食店営業
堺食衛第17011455号 カフェ　カノカ 西区太平寺７１１‐１ ベスピア堺インター店 平成29年10月31日 平成29年10月31日 令和5年10月31日 上里　正雄 新規 飲食店営業
堺食衛第17011463号 ＧＲＡＮＮＹ　ＬｅＡＦ 東区日置荘原寺町２１５‐１ サワーハイツ萩原天神１０２ 平成29年10月31日 平成29年11月1日 令和5年10月31日 杉本　将彦 更新 飲食店営業
堺食衛第17011451号 Ｍａｔａｈａｒｉ 南区美木多上９５６‐１ 平成29年11月8日 平成29年11月8日 令和5年11月30日 今田　千佳世 新規 飲食店営業
堺食衛第17011487号 堺うどん　ちはや 堺区北瓦町１丁４‐１３ 平成29年10月31日 平成29年11月1日 令和5年10月31日 端野　雅智 更新 飲食店営業
堺食衛第17011486号 栄ずし 北区八下北５‐１３ 平成29年10月31日 平成29年10月31日 令和5年10月31日 平田　和宏 新規 飲食店営業
堺食衛第17011490号 串カツ　萬房 南区茶山台１丁２‐３ 平成29年11月16日 平成29年11月16日 令和5年11月30日 高橋　弘行 新規 飲食店営業
堺食衛第17011501号 スマイル 堺区菅原通２丁１８ 平成29年12月1日 平成29年12月1日 令和5年11月30日 柄﨑　尚美 新規 飲食店営業
堺食衛第17011497号 山義商店 北区長曽根町１８３‐５ 平成29年11月2日 平成29年11月2日 令和5年11月30日 山本　博美 新規 魚介類販売業
堺食衛第17011506号 ｙｏｔｓｕｂａｃｈｉ 西区鳳中町４丁１００ 平成29年11月6日 平成29年12月1日 令和5年11月30日 藤井　亜弥 更新 飲食店営業
堺食衛第17011507号 ｙｏｔｓｕｂａｃｈｉ 西区鳳中町４丁１００ 平成29年11月6日 平成29年12月1日 令和5年11月30日 藤井　亜弥 更新 菓子製造業
堺食衛第17011500号 大利青物 南区茶山台１丁２‐３ 平成29年11月8日 平成29年11月8日 令和5年11月30日 高﨑　圭右 新規 飲食店営業
堺食衛第17011498号 てんてん 堺市内一円 平成29年11月2日 平成29年11月2日 令和4年11月30日 秋元　清孝 新規 飲食店営業（露店）
堺食衛第17011509号 ブーちゃん 堺区翁橋町１丁９‐１０ オリエントシティ堺東ビル１０１号 平成29年11月10日 平成29年11月10日 令和5年11月30日 上田　明順 新規 飲食店営業
堺食衛第17011513号 あをき 西区浜寺石津町西３丁４‐９ 平成29年11月20日 平成29年12月1日 令和5年11月30日 青木　良之 更新 飲食店営業
堺食衛第17011511号 紅梅 西区鳳東町４丁３１７ 平成29年11月10日 平成29年12月1日 令和5年11月30日 南野　敏子 更新 飲食店営業
堺食衛第17011518号 ＴＷＩＮＫＬＩＮＧ　ＳＴＡＲＳ 堺区翁橋町１丁９‐２ スウイングプラザ５０５ 平成30年1月30日 平成30年1月30日 令和6年1月31日 上林　利貴 新規 飲食店営業
堺食衛第17011527号 ａｎ　ｌｏｕｎｇｅ　ｖｉｌｌａ 堺区熊野町東１丁２‐１６ アイリスビル２Ｆ２０１号 平成29年12月4日 平成29年12月4日 令和5年12月28日 松本　友美 新規 飲食店営業
堺食衛第17011521号 ふじ田 堺区大町東２丁１‐１６ 浅井ビル１０１ 平成29年12月4日 平成29年12月4日 令和5年12月28日 藤田　吉典 新規 飲食店営業
堺食衛第17011529号 Ａｎｄｉｅ 中区新家町５３７‐１１ 平成29年11月22日 平成29年12月1日 令和5年11月30日 坂井　佐智子 更新 飲食店営業
堺食衛第17011528号 ハイボールＢＡＲ　Ｌａｐａｎ 東区西野４８４ 平成29年11月13日 平成29年12月1日 令和5年11月30日 岩﨑　明宏 更新 飲食店営業
堺食衛第17011537号 カラオケバー　加代 堺区南瓦町１‐１１ プラネッタビル４Ｆ 平成29年11月20日 平成29年11月20日 令和5年11月30日 安城　加代子 新規 飲食店営業
堺食衛第17011531号 セブン‐イレブン　堺北花田３丁店 北区北花田町３丁１７‐６ 平成29年11月16日 平成29年11月16日 令和5年11月30日 井内　義浩 新規 飲食店営業
堺食衛第17011536号 呑んで屋　日々喜 北区大豆塚町１丁２８‐２ ミナチハイツ３号室 平成29年11月27日 平成29年11月27日 令和5年11月30日 山木　稔緒 新規 飲食店営業
堺食衛第17011535号 囍寿 南区小代３７５ 平成29年11月13日 平成29年11月13日 令和5年11月30日 山石　尭 新規 飲食店営業
堺食衛第17011530号 ひろと屋 堺市内一円 平成29年11月8日 平成29年11月8日 令和4年11月30日 坂下　竜大 新規 菓子製造業（露店）
堺食衛第17011540号 ｅｘｃｅｌｌｅｎｃｅ 堺区新町２‐１５ ＮＫアーバンビル３０３号 平成29年11月16日 平成29年11月16日 令和5年11月30日 野中　徹 新規 飲食店営業
堺食衛第17011538号 スリースターカンパニー 西区浜寺石津町東３丁１２‐２４ 平成29年11月24日 平成29年11月24日 令和5年11月30日 藤野　景之 新規 飲食店営業
堺食衛第17011544号 カラオケ西海 南区大森１７４ 平成29年11月16日 平成29年12月1日 令和5年11月30日 下山　英子 更新 飲食店営業
堺食衛第17011551号 炭火焼肉　河野 北区北花田町４丁８９‐３６ 平成29年11月14日 平成29年11月14日 令和5年11月30日 河野　大輝 新規 飲食店営業
堺食衛第17011553号 Ｄｉｎｉｎｇ　暖 北区大豆塚町１丁１２‐１５ 平成29年11月14日 平成29年11月14日 令和5年11月30日 藤井　淳 新規 飲食店営業
堺食衛第17011554号 とりキッチン谷口 南区深阪南１００ フカスミサビル１Ｆ－３号 平成29年11月16日 平成29年11月16日 令和5年11月30日 飯田　邦典 新規 飲食店営業
堺食衛第17011555号 とりキッチン谷口 南区深阪南１００ フカスミサビル１Ｆ－３号 平成29年11月16日 平成29年11月16日 令和5年11月30日 飯田　邦典 新規 食肉販売業
堺食衛第17011552号 みけの屋 堺市内一円 平成29年11月10日 平成29年11月10日 令和4年11月30日 森川　育子 新規 菓子製造業（露店）
堺食衛第17011560号 スナック愛 堺区翁橋町１丁８‐３ タカラビル１Ｆ 平成29年11月15日 平成29年11月15日 令和5年11月30日 姜　蘭姝 新規 飲食店営業
堺食衛第17011561号 Ｓ　ダイニング 北区新金岡町５丁３‐４３０ 平成29年12月18日 平成29年12月18日 令和5年12月28日 森　多起夫 新規 飲食店営業
堺食衛第17011558号 ＳＡＮＪＡＹＡ 美原区小平尾１６‐１ 平成29年11月14日 平成29年11月14日 令和5年11月30日 クールニアワン　ランガ　ウィジャヤ 新規 飲食店営業
堺食衛第17011572号 ９２ホルモン 堺区綾之町西２丁１‐２ 平成29年11月24日 平成29年11月24日 令和5年11月30日 利川　邦彦 新規 飲食店営業
堺食衛第17011568号 居酒屋いさむ 南区野々井１２５‐１ 平成29年11月29日 平成29年12月1日 令和5年11月30日 田中　勇 更新 飲食店営業
堺食衛第17011576号 かわもと 堺区榎元町１丁６‐２２ 平成29年11月24日 平成29年12月1日 令和5年11月30日 河本　哲也 更新 飲食店営業
堺食衛第17011577号 ｍａｒｕｃｏｆｆｅｅ 中区深井沢町３２７６ 澤田ビル２Ｆ 平成29年11月22日 平成29年12月1日 令和5年11月30日 松平　夕佳 更新 飲食店営業
堺食衛第17011575号 移動カフェ　森の時間 堺市内一円 平成29年11月15日 平成29年11月15日 令和4年11月30日 横川　丈敏 新規 喫茶店営業（自動車）
堺食衛第17011583号 福笑 北区百舌鳥赤畑町４丁２６２ 平成29年11月29日 平成29年12月1日 令和5年11月30日 市村　佳子 更新 飲食店営業
堺食衛第17011580号 べんとうのおにぎりちゃん 美原区大饗２５４‐１ 平成29年11月17日 平成29年11月17日 令和5年11月30日 川西　覚 新規 飲食店営業
堺食衛第17011582号 錦フーズ 堺市内一円 平成29年11月16日 平成29年11月16日 令和4年11月30日 青沼　錦也 新規 菓子製造業（露店）
堺食衛第17011586号 Ｙ’ｓ　ｃａｆｅ 中区土師町１丁６‐１５ ヴィラレスポワール１Ｆ 平成29年11月29日 平成29年11月29日 令和5年11月30日 永野　雄紀 新規 飲食店営業
堺食衛第17011588号 仔牛亭 堺区栄橋町１丁７‐５ 平成29年11月24日 平成29年12月1日 令和5年11月30日 川西　芳子 更新 飲食店営業
堺食衛第17011589号 カレーハウスＣｏＣｏ壱番屋　大阪美原店美原区黒山３９１‐１ 平成29年11月27日 平成29年12月1日 令和5年11月30日 塩治　毅士 更新 飲食店営業
堺食衛第17011587号 カレー　ブーメラン 美原区平尾４３４‐３ 平成29年11月29日 平成29年11月29日 令和5年11月30日 瀧　進太郎 新規 飲食店営業
堺食衛第17011593号 大衆たこ焼　楓風 北区東浅香山町１丁２５７‐５ 平成29年11月24日 平成29年11月24日 令和5年11月30日 上久保　敦功 新規 飲食店営業
堺食衛第17011594号 Ｍａｒｉ＆ｃｏ 北区新金岡町５丁４‐２２３ 平成29年11月28日 平成29年11月28日 令和5年11月30日 武部　麻里 新規 飲食店営業
堺食衛第17011591号 ちゃぶ台 北区中百舌鳥町５丁８０３‐３ シュライクシャチビル２Ｆ 平成29年12月5日 平成29年12月5日 令和5年12月28日 栁沼　聖美 新規 飲食店営業
堺食衛第17011590号 串カツ　橙 北区中長尾町２丁６‐５ 平成29年11月29日 平成29年12月1日 令和5年11月30日 松村　法史 更新 飲食店営業
堺食衛第17011595号 居酒屋グウフォ 中区深井清水町３７６０ オルグビル３Ｆ 平成29年11月27日 平成29年12月1日 令和5年11月30日 中岡　史記 更新 飲食店営業
堺食衛第17011596号 ＪＩＺＯ 中区新家町１‐１９ コノミヤ１Ｆ 平成29年12月11日 平成29年12月11日 令和5年12月28日 中岡　邦宏 新規 飲食店営業
堺食衛第17011597号 立呑み　マルヒロ 中区八田南之町１８‐１ 平成29年12月1日 平成29年12月29日 令和5年12月28日 廣田　義英 更新 飲食店営業
堺食衛第17011605号 大衆たこ焼　楓風 北区東浅香山町１丁２５７‐５ 平成29年11月24日 平成29年11月24日 令和5年11月30日 上久保　敦功 新規 菓子製造業
堺食衛第17011606号 ローソン堺草尾南店 東区草尾６１２‐１ 平成29年11月27日 平成29年12月1日 令和5年11月30日 藤原　正広 更新 飲食店営業



堺食衛第17011612号 カフェアイナ 西区浜寺船尾町西２丁１３７ 平成29年11月27日 平成29年12月1日 令和5年11月30日 中島　靖子 更新 飲食店営業
堺食衛第17011614号 野菜串焼き　タンク 中区深井水池町３１９０ １Ｆ 平成30年1月4日 平成30年1月4日 令和6年1月31日 辻　智之 新規 飲食店営業
堺食衛第17011613号 Ｓｎａｃｋ　Ｂａｒ　ＡＭＢＩ 中区堀上町１０３３ サーティーワンビル２０１ 平成29年11月29日 平成29年11月29日 令和5年11月30日 刀根　辰也 新規 飲食店営業
堺食衛第17011626号 梶元屋 堺区三国ヶ丘御幸通１８‐７ 法業第８堺東ビル１Ｆ 平成29年12月5日 平成29年12月29日 令和5年12月28日 田中　哲男 更新 飲食店営業
堺食衛第17011633号 豆貍 北区北花田町１丁１６‐１ 浅香五号館ビル１Ｆ 平成29年11月30日 平成29年12月1日 令和5年11月30日 高崎　豊明 更新 飲食店営業
堺食衛第17011619号 ファミリーマート堺金岡店 北区金岡町２２６７‐１ 平成29年12月5日 平成29年12月5日 令和5年12月28日 橘本　正義 新規 飲食店営業
堺食衛第17011624号 蓮華 堺市内一円 平成29年11月28日 平成29年11月28日 令和4年11月30日 若松　辰美 新規 飲食店営業（露店）
堺食衛第17011634号 あぢゃ　あぢゃ 堺区中安井町２丁３‐５ 平成29年11月30日 平成29年12月1日 令和5年11月30日 鈴木　里美 更新 飲食店営業
堺食衛第17011640号 ｃａｆｅ　Ｄｏｒｉｈａ 堺区緑ヶ丘北町３丁２‐３２ 平成29年12月12日 平成29年12月12日 令和5年12月28日 今西　伸夫 新規 飲食店営業
堺食衛第17011649号 風天 堺区櫛屋町東３丁１‐１ さんさん堺ビル　１階 平成29年11月30日 平成29年12月1日 令和5年11月30日 阪本　晶 更新 飲食店営業
堺食衛第17011643号 笑‐ｅｍｉ‐ 堺区戎之町東１丁１‐２７ 天神ビル２０１号 平成29年11月30日 平成29年12月1日 令和5年11月30日 三島　笑子 更新 飲食店営業
堺食衛第17011639号 アリス 北区北長尾町４丁３‐２ 平成29年12月1日 平成29年12月1日 令和5年11月30日 塚田　知美 新規 飲食店営業
堺食衛第17011638号 べんとー・くぅー 南区泉田中１０５‐１ 平成29年11月29日 平成29年12月1日 令和5年11月30日 西川　加奈子 更新 飲食店営業
堺食衛第17011650号 居酒屋　宗奈 西区草部１４４２‐２ 平成29年12月1日 平成29年12月1日 令和5年11月30日 米谷　喜代美 新規 飲食店営業
堺食衛第17011683号 Ｂａｒ　Ｐｈｒａｓｅ 堺区北瓦町２丁３‐２３ ダイイチ駅前ビルＢ１ 平成29年12月5日 平成29年12月29日 令和5年12月28日 吹本　孝宏 更新 飲食店営業
堺食衛第17011677号 ＧＲＥＥＮ 堺区海山町４丁１６４ 平成29年12月5日 平成29年12月29日 令和5年12月28日 山本　福子 更新 飲食店営業
堺食衛第17011678号 串活料理　にしむら 西区津久野町１丁５‐８ 平成29年12月5日 平成29年12月29日 令和5年12月28日 西村　良次 更新 飲食店営業
堺食衛第17011685号 プチラパン 堺市内一円 平成29年12月5日 平成29年12月5日 令和4年12月28日 牧野　浩 新規 菓子製造業（露店）
堺食衛第17011688号 カラオケ喫茶　三喜 北区東浅香山町１丁２５６ 国際マンション２階 平成29年12月6日 平成29年12月29日 令和5年12月28日 角川　建子 更新 飲食店営業
堺食衛第17011689号 ミニストップ　なかもず駅前店 北区中百舌鳥町５丁７２９‐２ 平成29年12月6日 平成29年12月29日 令和5年12月28日 山下　耕平 更新 飲食店営業
堺食衛第17011693号 ミニストップ　なかもず駅前店 北区中百舌鳥町５丁７２９‐２ 平成29年12月6日 平成29年12月29日 令和5年12月28日 山下　耕平 更新 アイスクリーム類製造業
堺食衛第17011694号 とりきよ 中区小阪６３ 平成29年12月6日 平成29年12月29日 令和5年12月28日 岩井　隆文 更新 食肉販売業
堺食衛第17011695号 とりきよ 中区小阪６３ 平成29年12月6日 平成29年12月29日 令和5年12月28日 岩井　隆文 更新 飲食店営業
堺食衛第17011708号 お弁当　ぐーす 東区日置荘西町６丁７‐２７ 平成29年12月12日 平成29年12月12日 令和5年12月28日 時子山　尚文 新規 飲食店営業
堺食衛第17011712号 焼肉　まく田 堺区翁橋町１丁８‐１７ リークスⅢビル 平成30年1月9日 平成30年1月9日 令和6年1月31日 幕田　翔 新規 飲食店営業
堺食衛第17011715号 いごっそう 西区上野芝向ヶ丘町６丁１７‐３８ 平成29年12月11日 平成29年12月29日 令和5年12月28日 南口　章子 更新 飲食店営業
堺食衛第17011720号 ＳＡＭＰＡＧＵＩＴＡ 堺区翁橋町１丁５‐３ エル・クエスト５０１号 平成29年12月20日 平成29年12月20日 令和5年12月28日 西元　ＪＯＹＤＥＥ 新規 飲食店営業
堺食衛第17011719号 焼肉　いちごいちえ 堺区中瓦町１丁４‐１０ モンブランビル１Ｆ 072-224-1529 平成29年12月28日 平成29年12月28日 令和5年12月28日 西川　武尊 新規 飲食店営業
堺食衛第17011718号 ＲＥＳＴＡＵＲＡＮＴＥ　ＰＯＬＬＥＲＩＡ　ＬＯＳ　ＡＮＧＥＬＥＳ堺区三宝町４丁２３２‐４７ 平成29年12月20日 平成29年12月20日 令和5年12月28日 ＭＯＲＡＬＥＳ　ＡＮＧＥＬＥＳ　ＪＡＶＩＥＲ　ＪＯＳＩＰ 新規 飲食店営業
堺食衛第17011724号 串かつ　永吉 堺区旭ヶ丘北町１丁５‐３０ 足立文化１０２ 平成29年12月13日 平成29年12月29日 令和5年12月28日 阪井　浩章 更新 飲食店営業
堺食衛第17011721号 ＳＡＫＡＢＡ　あおいや 堺区大浜中町３丁１０‐３ 平成29年12月13日 平成29年12月13日 令和5年12月28日 稲嶺　正太 新規 飲食店営業
堺食衛第17011723号 ゆき菜 北区中長尾町３丁４‐３ 平成29年12月13日 平成29年12月29日 令和5年12月28日 川﨑　幸広 更新 飲食店営業
堺食衛第17011722号 カラオケ喫茶ハート 西区浜寺石津町西３丁５‐１９ 平成29年12月13日 平成29年12月29日 令和5年12月28日 勝矢　英子 更新 飲食店営業
堺食衛第17011726号 スナック　Ｒｕｍｉ 堺区翁橋町１丁５‐３ エル・クエスト４０６号 平成29年12月14日 平成29年12月29日 令和5年12月28日 秋田　留美子 更新 飲食店営業
堺食衛第17011729号 チキン娘に豚野郎 堺区甲斐町東１丁１‐１８ 平成29年12月20日 平成29年12月20日 令和5年12月28日 飯倉　忠士 新規 飲食店営業
堺食衛第17011728号 すぷーん 中区八田北町５８０‐１ 平成29年12月21日 平成29年12月21日 令和5年12月28日 安野　矢寿夫 新規 飲食店営業
堺食衛第17011736号 金久右衛門　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 平成29年12月22日 平成29年12月22日 令和5年12月28日 福田　美久 新規 飲食店営業
堺食衛第17011735号 スナック　Ｂａｃｃｈｕｓ 南区深阪南３４２‐１４ 平成30年1月9日 平成30年1月9日 令和6年1月31日 金丸　良美 新規 飲食店営業
堺食衛第17011738号 からおけタッチ 南区深阪南２６８２‐１ 平成29年12月15日 平成29年12月29日 令和5年12月28日 小林　律子 更新 飲食店営業
堺食衛第17011742号 八剣伝（白鷺店） 東区白鷺町１丁１０‐４ 平成29年12月18日 平成29年12月29日 令和5年12月28日 河岸　宏明 更新 飲食店営業
堺食衛第17011740号 蘭 東区大美野３６‐７ 丸大美野ビル１Ｆ－２号室 平成29年12月20日 平成29年12月20日 令和5年12月28日 松本　智恵 新規 飲食店営業
堺食衛第17011741号 月鵺 南区豊田１７７５‐１ ２Ｆ 平成29年12月25日 平成29年12月25日 令和5年12月28日 小野　直子 新規 飲食店営業
堺食衛第17011743号 雲母 南区片蔵９０６‐９ 平成29年12月20日 平成29年12月20日 令和5年12月28日 片山　真規子 新規 飲食店営業
堺食衛第17011749号 かや 堺区出島町２丁７‐５４ 平成29年12月20日 平成29年12月29日 令和5年12月28日 田村　恭子 更新 飲食店営業
堺食衛第17011747号 まごころ弁当　堺　北店 北区百舌鳥梅北町３丁１２５‐４１101 平成30年1月22日 平成30年1月22日 令和6年1月31日 康原　哲広 新規 飲食店営業
堺食衛第17011761号 セブン‐イレブン　堺向陵中町５丁店 堺区向陵中町５丁４‐１１ 平成29年12月21日 平成29年12月29日 令和5年12月28日 山路　雅弘 更新 飲食店営業
堺食衛第17011759号 織田商店 堺区中瓦町２丁３‐５ 平成29年12月21日 平成29年12月29日 令和5年12月28日 織田　雄弘 更新 豆腐製造業
堺食衛第17011765号 らーめん　心志道 堺区三宝町４丁２５３ 平成29年12月21日 平成29年12月29日 令和5年12月28日 正木　康夫 更新 飲食店営業
堺食衛第17011756号 田中商店 堺区栄橋町２丁４‐１ 堺魚市場 平成29年12月21日 平成29年12月21日 令和5年12月28日 田中　さよ子 新規 魚介類販売業
堺食衛第17011760号 さき 中区深井沢町３１０７ 平成29年12月21日 平成29年12月29日 令和5年12月28日 橋本　三朗 更新 飲食店営業
堺食衛第17011766号 ｃａｆｅ＆ｇａｌｌｅｒｙ　和庵 東区日置荘田中町２５７ 平成29年12月21日 平成29年12月29日 令和5年12月28日 森　利隆 更新 飲食店営業
堺食衛第17011773号 天神　玉鮨 堺区熊野町東１丁２‐１ 平成29年12月22日 平成29年12月29日 令和5年12月28日 川村　正明 更新 飲食店営業
堺食衛第17011780号 しん倉 西区鳳中町３丁６８‐７ 平成29年12月22日 平成29年12月29日 令和5年12月28日 新倉　弘之 更新 アイスクリーム類製造業
堺食衛第17011776号 セブン‐イレブン堺深井沢町店 中区深井沢町３３９６‐１ 平成29年12月22日 平成30年2月1日 令和6年1月31日 島　貞雄 更新 飲食店営業
堺食衛第17011767号 まごころ弁当　堺店 中区福田１１９０‐１２ 平成30年1月15日 平成30年1月15日 令和6年1月31日 堀田　辰良 新規 飲食店営業
堺食衛第17011768号 ＳＥＡ　ＳＴＡＲ 美原区丹上４４３‐８ １Ｆ 平成30年1月22日 平成30年1月22日 令和6年1月31日 佐藤　ゆかり 新規 飲食店営業
堺食衛第17011769号 東野商会 堺市内一円 平成29年12月22日 平成29年12月22日 令和4年12月28日 東野　由嗣 新規 菓子製造業（自動車）
堺食衛第17011783号 むぎまる 堺区一条通７‐５ 平成29年12月25日 平成29年12月29日 令和5年12月28日 下　直美 更新 飲食店営業
堺食衛第17011781号 丸大商店 堺区栄橋町２丁４‐１ 堺魚市場 平成29年12月25日 平成29年12月25日 令和5年12月28日 小豆　佳孝 新規 魚介類販売業
堺食衛第17011782号 焼鶏亭祭花 西区平岡町８９‐３ 平成29年12月25日 平成29年12月29日 令和5年12月28日 西野　真由美 更新 飲食店営業
堺食衛第17011787号 プチスナック　峯 堺区翁橋町１丁５‐３ エルクエストビル２Ｆ 平成29年12月26日 平成29年12月29日 令和5年12月28日 龍　扶美子 更新 飲食店営業
堺食衛第17011791号 カラオケ　いわはし 西区鳳北町６丁３２２‐４ 平成29年12月26日 平成29年12月29日 令和5年12月28日 岩橋　成記 更新 飲食店営業
堺食衛第17011784号 ＯＢＥＮＴＯ　ＧＯあっぷ！ 中区深井畑山町２４８‐１ 平成29年12月27日 平成29年12月27日 令和5年12月28日 澤野　健治 新規 飲食店営業
堺食衛第17011788号 カフェ・ド・ランベール 中区小阪２７０ イズミヤ泉北店内 平成29年12月26日 平成29年12月29日 令和5年12月28日 西岡　史郎 更新 飲食店営業
堺食衛第17011804号 カラオケハーレー 北区中長尾町３丁１‐１０ 平成30年1月11日 平成30年1月11日 令和6年1月31日 川上　小太郎 新規 飲食店営業
堺食衛第17011805号 おうちｃａｆｅ　モモ 東区白鷺町１丁２２‐８ 平成30年1月9日 平成30年1月9日 令和6年1月31日 横尾　祐子 新規 飲食店営業
堺食衛第17011806号 おうちｃａｆｅ　モモ 東区白鷺町１丁２２‐８ 平成30年1月9日 平成30年1月9日 令和6年1月31日 横尾　祐子 新規 菓子製造業
堺食衛第17011807号 焼バル　しーぴっぐ 東区草尾１４４３‐４ 平成30年1月5日 平成30年1月5日 令和6年1月31日 江口　正史 新規 飲食店営業
堺食衛第17011816号 チェルチェルランド 堺区翁橋町１丁４‐１８ ロイヤルパレスビル５Ｆ 平成30年1月4日 平成30年1月4日 令和6年1月31日 髙橋　大介 新規 飲食店営業
堺食衛第17011815号 ひだまり庵 堺区南瓦町１‐１９ グランビルド堺東１０１号 平成30年1月9日 平成30年1月9日 令和6年1月31日 四條　賢児 新規 飲食店営業
堺食衛第17011811号 ファミリーマート　堺東浅香山店 北区東浅香山町２丁３４８‐１ 平成30年1月4日 平成30年1月4日 令和6年1月31日 藤原　大輝 新規 飲食店営業
堺食衛第17011818号 ｌｏｏｓｅｎ 北区百舌鳥梅北町４丁２３４‐１３ 平成30年1月11日 平成30年1月11日 令和6年1月31日 荒武　香保 新規 飲食店営業
堺食衛第17011819号 ｌｏｏｓｅｎ 北区百舌鳥梅北町４丁２３４‐１３ 平成30年1月11日 平成30年1月11日 令和6年1月31日 荒武　香保 新規 菓子製造業
堺食衛第17011821号 金太郎 中区平井９２０‐３ 平成30年1月15日 平成30年1月15日 令和6年1月31日 神村　香名 新規 飲食店営業
堺食衛第17011825号 やきとりえーちゃん２ｎｄ 北区中百舌鳥町５丁８０３‐３ シュライクシャチビル１０６Ａ 平成30年1月10日 平成30年1月10日 令和6年1月31日 下浦　寛 新規 飲食店営業
堺食衛第17011828号 カラオケ喫茶　ローズ 北区北長尾町４丁３‐３ 平成30年1月17日 平成30年1月17日 令和6年1月31日 小倉　しずか 新規 飲食店営業
堺食衛第17011827号 Ｓ－Ｐｒｏｄｕｃｔｓ（あほや） 中区深井沢町３２９０ 深井プラザ１Ｆ 平成30年1月15日 平成30年1月15日 令和6年1月31日 佐々木　亮介 新規 飲食店営業
堺食衛第17011838号 Ｂａｒ　ｅ　Ｔｒａｔｔｏｒｉａ　９９ 堺区北瓦町１丁３‐１３ 西岡ビル３階 平成30年1月19日 平成30年1月19日 令和6年1月31日 和田　幸一 新規 飲食店営業
堺食衛第17011839号 炭火焼鳥　杉の屋 北区中百舌鳥町５丁７９６‐２ 平成30年9月12日 平成30年9月12日 令和6年9月30日 杉野原　佑治 新規 飲食店営業
堺食衛第17011841号 登仙 西区浜寺昭和町１丁１５４‐６ 平成30年1月11日 平成30年2月1日 令和6年1月31日 髙田　増蔵 更新 飲食店営業
堺食衛第17011840号 カレーハウスＣｏＣｏ壱番屋　和泉いぶき野店堺市内一円 平成30年1月11日 平成30年1月11日 令和5年1月31日 山口　直哉 新規 飲食店営業（自動車）
堺食衛第17011849号 ラウンジ　Ｍｉａ 中区深井沢町３１５５ 阪和第一ビル２階 平成30年2月28日 平成30年2月28日 令和6年2月29日 宮原　順子 新規 飲食店営業
堺食衛第17011848号 Ｌｏｕｎｇｅ　Ｍｉａｒｅ 中区東山４３‐１ 平成30年2月8日 平成30年2月8日 令和6年2月29日 成山　愛美 新規 飲食店営業
堺食衛第17011867号 ラウンジ　Ａｃｅ 堺区翁橋町１丁９‐４ 山本ビル１Ｆ 平成30年1月18日 平成30年1月18日 令和6年1月31日 黒川　祐規 新規 飲食店営業
堺食衛第17011856号 福栄堂 西区浜寺公園町２丁２０３ 平成30年1月15日 平成30年2月1日 令和6年1月31日 森田　圭一 更新 菓子製造業
堺食衛第17011858号 セブン‐イレブン堺深井東町店 中区深井東町３６１‐２ 平成30年1月15日 平成30年2月1日 令和6年1月31日 野瀬　憲治 更新 飲食店営業
堺食衛第17011864号 たこ焼き酒場　味人 東区日置荘原寺町４９－１０４ 平成30年1月25日 平成30年1月25日 令和6年1月31日 是澤　昌明 新規 飲食店営業
堺食衛第17011863号 プリーザントフードスタジオ 堺市内一円 平成30年1月15日 平成30年1月15日 令和5年1月31日 寺本　慎二 新規 喫茶店営業（露店）
堺食衛第17011868号 えがお本舗 堺市内一円 平成30年1月15日 平成30年1月15日 令和5年1月31日 金子　昌義 新規 菓子製造業（露店）
堺食衛第17011871号 ＢＡＲ　ＫＡＩ 堺区翁橋町１丁５‐３ エルクエストビル３０８ 平成30年1月18日 平成30年1月18日 令和6年1月31日 川端　智司 新規 飲食店営業
堺食衛第17011873号 うさぎ屋 東区日置荘原寺町４５‐１５ 平成30年1月17日 平成30年1月17日 令和6年1月31日 森野　純代 新規 飲食店営業
堺食衛第17011877号 ファミリーマート　堺一条通店 堺区一条通５‐２６ 072-225-5018 平成30年1月17日 平成30年1月17日 令和6年1月31日 井上　高弘 新規 菓子製造業
堺食衛第17011880号 ファミリーマート松屋大和川通店 堺区松屋大和川通２丁３４‐４ 平成30年1月17日 平成30年1月17日 令和6年1月31日 木村　貫 新規 菓子製造業
堺食衛第17011879号 ファミリーマート堺緑町店 堺区緑町１丁１‐１ 072-225-1316 平成30年1月17日 平成30年1月17日 令和6年1月31日 近藤　誠 新規 菓子製造業
堺食衛第17011881号 ファミリーマート堺百舌鳥梅北町店 北区百舌鳥梅北町３丁１０５‐１ 平成30年1月17日 平成30年1月17日 令和6年1月31日 木村　貫 新規 菓子製造業
堺食衛第17011875号 ＭＡ－Ａ－ＮＡ 南区泉田中２５４－１ （岡田寺） 平成30年1月17日 平成30年1月17日 令和6年1月31日 寺脇　篤司 新規 飲食店営業
堺食衛第17011876号 ラブエ～ル 堺市内一円 平成30年1月17日 平成30年1月17日 令和5年1月31日 西澤　宏之 新規 飲食店営業（露店）
堺食衛第17011901号 ファミリーマート堺七道東町 堺区七道東町１９２‐２ 平成30年1月18日 平成30年1月18日 令和6年1月31日 近藤　誠 新規 菓子製造業
堺食衛第17011891号 優しげ 堺区大町西３丁１‐２９ コーヨービル１０２ 平成30年1月18日 平成30年3月1日 令和6年2月29日 朝重　優 更新 飲食店営業
堺食衛第17011889号 とりやき　大福 北区金岡町１４１９‐１０ 平成30年1月22日 平成30年1月22日 令和6年1月31日 栗原　淳 新規 飲食店営業
堺食衛第17011892号 Ａｅｔ 北区北長尾町１丁４‐３ 110 平成30年1月18日 平成30年2月1日 令和6年1月31日 安部　美紀 更新 飲食店営業
堺食衛第17011898号 ファミリーマート堺鳳西町店 西区鳳西町１丁６８‐１４ 平成30年1月18日 平成30年1月18日 令和6年1月31日 川口　雄基 新規 菓子製造業
堺食衛第17011899号 ファミリーマート堺鳳西町二丁店 西区鳳西町２丁７６‐３ 平成30年1月18日 平成30年1月18日 令和6年1月31日 川口　雄基 新規 菓子製造業
堺食衛第17011887号 ちょこばなな 中区宮園町２‐１１ 平成30年1月19日 平成30年1月19日 令和6年1月31日 畑中　英子 新規 飲食店営業
堺食衛第17011905号 八剣伝　浅香山駅前店 堺区北清水町３丁６‐１２ 石竹ビル１Ｆ 平成30年2月2日 平成30年2月2日 令和6年2月29日 本井　武 新規 飲食店営業
堺食衛第17011919号 ファミリーマート堺榎元町店 堺区榎元町５丁６‐１１ 072-225-5710 平成30年1月19日 平成30年1月19日 令和6年1月31日 岩本　哲範 新規 菓子製造業
堺食衛第17011914号 ファミリーマート堺材木町西店 堺区材木町西３丁１‐２４ 平成30年1月19日 平成30年1月19日 令和6年1月31日 宮田　守 新規 菓子製造業
堺食衛第17011904号 麺や聰 堺区大町西３丁２‐１０ 平成30年3月5日 平成30年3月5日 令和6年3月31日 多田　聡 新規 飲食店営業
堺食衛第17011921号 ファミリーマート　堺東浅香山店 北区東浅香山町２丁３４８‐１ 平成30年1月19日 平成30年1月19日 令和6年1月31日 藤原　孝昭 新規 菓子製造業
堺食衛第17011915号 ファミリーマート堺金岡店 北区金岡町２２６７‐１ 平成30年1月19日 平成30年1月19日 令和6年1月31日 橘本　正義 新規 菓子製造業
堺食衛第17011918号 ファミリーマート堺北長尾町店 北区北長尾町８丁１‐１９ 平成30年1月19日 平成30年1月19日 令和6年1月31日 岩本　哲範 新規 菓子製造業
堺食衛第17011917号 ファミリーマート　堺津久野町店 西区津久野町１丁１１‐１０ 平成30年1月19日 平成30年1月19日 令和6年1月31日 白江　寿好 新規 菓子製造業
堺食衛第17011906号 クマハウス 西区鳳中町１０丁１‐２８ 平成30年1月26日 平成30年1月26日 令和6年1月31日 樋口　智美 新規 飲食店営業
堺食衛第17011927号 ｖａｌｓａ 東区西野１９３‐５ 平成30年1月25日 平成30年1月25日 令和6年1月31日 窪木　孝史 新規 飲食店営業
堺食衛第17011950号 たこ焼き　卓味 堺区櫛屋町東１丁２‐２４ 平成30年2月5日 平成30年2月5日 令和6年2月29日 松井　卓之 新規 飲食店営業
堺食衛第17011937号 ファミリーマート堺中之町東 堺区中之町東１丁１‐２１ 072-225-1811 平成30年1月23日 平成30年1月23日 令和6年1月31日 山口　悦代 新規 菓子製造業
堺食衛第17011936号 ファミリーマート堺駅南口店 堺区栄橋町１丁８‐３ 072-225-0535 平成30年1月23日 平成30年1月23日 令和6年1月31日 近藤　誠 新規 菓子製造業
堺食衛第17011935号 ファミリーマート堺中百舌鳥町五丁店 北区中百舌鳥町５丁６８９ 072-240-3110 平成30年1月23日 平成30年1月23日 令和6年1月31日 谷　誠浩 新規 菓子製造業
堺食衛第17011941号 ファミリーマート堺浜寺船尾町店 西区浜寺船尾町西３丁４４ 平成30年1月23日 平成30年1月23日 令和6年1月31日 北岡　康文 新規 菓子製造業



堺食衛第17011942号 ファミリーマート　堺平井店 中区平井１３７‐１ 平成30年1月23日 平成30年1月23日 令和6年1月31日 中村　宏平 新規 菓子製造業
堺食衛第17011951号 創作和食　楓 東区大美野６‐５ 西源ビル１Ｆ 平成30年2月15日 平成30年2月15日 令和6年2月29日 楠原　勝也 新規 飲食店営業
堺食衛第17011965号 ＢＡＲ　Ｏｕｔｌａｗ 中区堀上町４２‐１ ケイワイプラザ 平成30年2月8日 平成30年2月8日 令和6年2月29日 池側　一嘉 新規 飲食店営業
堺食衛第17011978号 食楽キッチン　Ｒｉｔｒｏｖｏ 堺区栄橋町１丁１０‐１ ショップ南海堺Ｂ棟３－１号 平成30年1月26日 平成30年2月1日 令和6年1月31日 髙岡　卓哉 更新 飲食店営業
堺食衛第17011967号 1006 西区浜寺石津町中３丁１３‐２７ 平成30年1月29日 平成30年1月29日 令和6年1月31日 永田　勝久 新規 飲食店営業
堺食衛第17011972号 ファミリーマート泉北田園大橋店 中区深阪５丁１７‐１４ 072-230-0560 平成30年1月26日 平成30年1月26日 令和6年1月31日 近藤　誠 新規 菓子製造業
堺食衛第17011971号 Ｋ－ＬＥＡＰ 中区堀上町７０‐１ １Ｆ 平成30年2月1日 平成30年2月1日 令和6年1月31日 森川　健一 新規 飲食店営業
堺食衛第17011969号 心療Ｃａｆｆｅ　Ｃａｃｈｅｔｔｅ 東区日置荘西町６丁７‐２６ 072-283-6838 平成30年3月6日 平成30年3月6日 令和6年3月31日 杉谷　昂律 新規 飲食店営業
堺食衛第17011975号 ファミリーマート　堺北野田駅前店 東区北野田１０７７ アミナス北野田１１０号 平成30年1月26日 平成30年1月26日 令和6年1月31日 川本　篤 新規 菓子製造業
堺食衛第17011995号 セブン‐イレブン堺今池町５丁店 堺区今池町５丁３‐１６ 平成30年2月21日 平成30年2月21日 令和6年2月29日 和泉谷　武史 新規 飲食店営業
堺食衛第17011982号 ファミリーマート松屋大和川通店 堺区松屋大和川通２丁３４‐４ 平成30年1月29日 平成30年2月1日 令和6年1月31日 木村　貫 更新 飲食店営業
堺食衛第17011990号 Ｂｒｅａｄｉｏ 西区浜寺公園町２丁２０４ ｓｕｅｙｏｓｈｉ浜寺駅前ビル１Ｆ 平成30年1月29日 平成30年2月1日 令和6年1月31日 加藤　朋子 更新 菓子製造業
堺食衛第17012002号 ファミリーマート堺堀上町店 中区八田北町４８１‐１ 平成30年1月29日 平成30年1月29日 令和6年1月31日 井上　髙弘 新規 菓子製造業
堺食衛第17012010号 海鮮炭焼道場 北区百舌鳥赤畑町２丁８７‐４ 平成30年1月30日 平成30年3月1日 令和6年2月29日 北　英起 更新 飲食店営業
堺食衛第17012016号 ファミリーマート美原小平尾店 美原区小平尾７８２‐４ 平成30年1月31日 平成30年1月31日 令和6年1月31日 岩見　禎也 新規 菓子製造業
堺食衛第17012019号 ファミリーマート美原今井店 美原区今井７７‐１ 平成30年1月31日 平成30年1月31日 令和6年1月31日 河辺　加世 新規 菓子製造業
堺食衛第17012017号 ファミリーマート泉北晴美台三丁店 南区晴美台３丁１３‐３ 平成30年1月31日 平成30年1月31日 令和6年1月31日 岩見　禎也 新規 菓子製造業
堺食衛第17012020号 ファミリーマート泉北敷物団地店 南区原山台５丁９‐１ 平成30年1月31日 平成30年1月31日 令和6年1月31日 松岡　修央 新規 菓子製造業
堺食衛第17012023号 ファミリーマート堺百舌鳥梅町三丁店 北区百舌鳥梅町３丁５４‐６ 072-240-0108 平成30年2月1日 平成30年2月1日 令和6年1月31日 今石　実 新規 菓子製造業
堺食衛第17012024号 韓グルメ 西区鳳東町３丁２８４ 平成30年2月19日 平成30年2月19日 令和6年2月29日 宋　根雨 新規 飲食店営業
堺食衛第17012022号 ファミリーマート堺美原黒山店 美原区黒山６９‐１ 平成30年2月1日 平成30年2月1日 令和6年1月31日 岩見　禎也 新規 菓子製造業
堺食衛第17012032号 Ｌｏｕｎｇｅ　ｙｕｕ 堺区向陵東町３丁２‐８ 木村ビル３Ｆ 平成30年2月8日 平成30年2月8日 令和6年2月29日 木村　慶子 新規 飲食店営業
堺食衛第17012030号 プチレストラン“ひき” 東区日置荘西町２丁２６‐１０ 平成30年2月2日 平成30年3月1日 令和6年2月29日 吉村　美幸 更新 飲食店営業
堺食衛第17012036号 リバー・フロント 堺区南清水町３丁１‐１４ 平成30年2月5日 平成30年3月1日 令和6年2月29日 川崎　明 更新 飲食店営業
堺食衛第17012034号 ネパール・インド料理　ラクシュミ 堺区北花田口町３丁１‐２６ 白山ビル１Ｆ 平成30年2月8日 平成30年2月8日 令和6年2月29日 ＳＡＰＫＯＴＡ　ＬＡＸＭＡＮ 新規 飲食店営業
堺食衛第17012035号 Ｋｉｔｃｈｅｎ　＆　Ｃａｆｅ　マック 南区深阪南１１６ 平成30年2月8日 平成30年2月8日 令和6年2月29日 川原　しげ子 新規 飲食店営業
堺食衛第17012040号 セブン‐イレブン　堺鳳西町２丁店 西区鳳西町２丁１５‐５ 平成30年2月6日 平成30年3月1日 令和6年2月29日 中山　寛之 更新 飲食店営業
堺食衛第17012037号 民家ふぇ　みやび 中区東八田３３５‐１ 平成30年2月16日 平成30年2月16日 令和6年2月29日 山下　雅富 新規 飲食店営業
堺食衛第17012044号 カラオケ喫茶おじゃたもんせ 中区深井清水町１８２１‐１ 平成30年2月15日 平成30年2月15日 令和6年2月29日 下野　あき子 新規 喫茶店営業
堺食衛第17012049号 エムズ　フォリス 北区中百舌鳥町５丁８０３‐３ シュライクシャチビル１０３号 平成30年2月9日 平成30年3月1日 令和6年2月29日 昼馬　元美 更新 飲食店営業
堺食衛第17012056号 和笑囲 堺区一条通１９‐２７ 大成レジャービル１Ｆ 平成30年2月19日 平成30年2月19日 令和6年2月29日 西尾　智 新規 飲食店営業
堺食衛第17012063号 イタリアン酒場　Ｂｉｔｔｅ 堺区市之町西１丁１‐６ 平成30年2月21日 平成30年2月21日 令和6年2月29日 葭本　洋佑 新規 飲食店営業
堺食衛第17012062号 スイーツ　パピー 堺市内一円 平成30年2月13日 平成30年2月13日 令和5年2月28日 宮本　成智 新規 菓子製造業（自動車）
堺食衛第17012067号 つつじ 堺区中瓦町１丁３‐１ 平成30年2月15日 平成30年2月15日 令和6年2月29日 仮屋園　明 新規 飲食店営業
堺食衛第17012068号 Ｎ 堺区寺地町東１丁２‐１９ Ｐ＆Ｓビル１Ｆ 平成30年2月19日 平成30年2月19日 令和6年2月29日 野田　浩 新規 飲食店営業
堺食衛第17012071号 鳥福 西区鳳西町１丁７３‐９ 平成30年2月14日 平成30年3月1日 令和6年2月29日 福持　義隆 更新 飲食店営業
堺食衛第17012069号 チビごん 東区日置荘西町２丁４‐２７ グロービルＡ 平成30年3月13日 平成30年3月13日 令和6年3月31日 金谷　裕貴穂 新規 飲食店営業
堺食衛第17012070号 カフェギャラリー　アリス 南区赤坂台３丁４‐９ 平成30年2月14日 平成30年3月1日 令和6年2月29日 中辻　信雄 更新 飲食店営業
堺食衛第17012085号 花みち 堺区中瓦町２丁３‐５ 平成30年2月15日 平成30年3月1日 令和6年2月29日 淡路　通子 更新 飲食店営業
堺食衛第17012087号 本家　草鍋　えんや 堺区櫛屋町東３丁１‐７ 高田ビル１号館１Ｆ 平成30年2月15日 平成30年4月1日 令和6年3月31日 陶器　雄一郎 更新 飲食店営業
堺食衛第17012081号 浜常 堺区新在家町西３丁１‐２８ メゾン田那１０１ 平成30年2月15日 平成30年3月1日 令和6年2月29日 子師　昇 更新 魚介類販売業
堺食衛第17012121号 スナック　三都子 堺区熊野町東１丁２‐２０ ジョイフルケイ２Ｄ 平成30年2月26日 平成30年2月26日 令和6年2月29日 安田　三都子 新規 飲食店営業
堺食衛第17012120号 ＫＬｉＭ／Ｐｏｔ’ｓ　ｄｒｏｐ 北区百舌鳥梅町３丁１３‐９ 平成30年2月22日 平成30年2月22日 令和6年2月29日 中村　拓也 新規 飲食店営業
堺食衛第17012105号 セブン‐イレブン堺楢葉店 中区楢葉１４８‐１ 平成30年2月16日 平成30年3月1日 令和6年2月29日 土師　純一 更新 飲食店営業
堺食衛第17012119号 道頓堀フーズ 堺市内一円 平成30年2月16日 平成30年2月16日 令和5年2月28日 東城　大樹 新規 飲食店営業（露店）
堺食衛第17012129号 Ｃｈａｒｃｏａｌ　Ｄｉｎｉｎｇ　炭々 堺区宿院町東３丁１‐３ メゾンドフェニックス１Ｆ 平成30年2月19日 平成30年3月1日 令和6年2月29日 窪田　栄治 更新 飲食店営業
堺食衛第17012130号 ｍａｐｌｅ　ｓｕｇａｒ 美原区黒山７７４ 平成30年2月19日 平成30年3月1日 令和6年2月29日 竹内　智子 更新 飲食店営業
堺食衛第17012133号 金岡高校校内食堂 北区金岡町２６５１ 平成30年2月20日 平成30年3月1日 令和6年2月29日 網本　行生 更新 飲食店営業
堺食衛第17012144号 浜寿し 北区百舌鳥赤畑町５丁３９９‐３０ 平成30年2月20日 平成30年4月1日 令和6年3月31日 濱　文輝 更新 飲食店営業
堺食衛第17012131号 居酒屋　まこと 中区深井北町７７０‐１ 平成30年2月23日 平成30年2月23日 令和6年2月29日 山本　拓洋 新規 飲食店営業
堺食衛第17012146号 工房　多奈加 東区南野田３２５ 平成30年2月20日 平成30年3月1日 令和6年2月29日 田中　伸和 更新 飲食店営業
堺食衛第17012148号 岬すし 南区鴨谷台２丁２‐１ 平成30年2月21日 平成30年3月1日 令和6年2月29日 花田　泰徳 更新 飲食店営業
堺食衛第17012154号 樹苑 堺区東上野芝町１丁１４２‐８ 072-245-7737 平成30年3月5日 平成30年3月5日 令和6年3月31日 泉谷　勇樹 新規 飲食店営業
堺食衛第17012160号 ふくや 堺区大町東２丁１‐２１ 平成30年2月22日 平成30年3月1日 令和6年2月29日 川岸　伸好 更新 飲食店営業
堺食衛第17012156号 ハッピーママ笑店 西区浜寺石津町中４丁９‐２２ 平成30年3月8日 平成30年3月8日 令和6年3月31日 川原　都 新規 飲食店営業
堺食衛第17012157号 ハッピーママ笑店 西区浜寺石津町中４丁９‐２２ 平成30年3月8日 平成30年3月8日 令和6年3月31日 川原　都 新規 菓子製造業
堺食衛第17012153号 たつ鶏 中区深井清水町３１１６ 平成30年3月6日 平成30年3月6日 令和6年3月31日 中西　達也 新規 飲食店営業
堺食衛第17012181号 スナック　ＣＯＣＯ　 堺区翁橋町１丁１０‐１ 三ッ輪ビル１Ｆ 平成30年3月7日 平成30年3月7日 令和6年3月31日 田中　奈津美 新規 飲食店営業
堺食衛第17012162号 おでん　酒　肴　怜央奈 堺区寺地町東１丁２‐１９ 平成30年2月27日 平成30年2月27日 令和6年2月29日 杉田　俊夫 新規 飲食店営業
堺食衛第17012167号 ファミリーマート　ときはま北花田店　 北区北花田町３丁４４‐１６ 平成30年2月27日 平成30年2月27日 令和6年2月29日 宮田　守 新規 飲食店営業
堺食衛第17012171号 ファミリーマート　ときはま北花田店　 北区北花田町３丁４４‐１６ 平成30年2月27日 平成30年2月27日 令和6年2月29日 宮田　守 新規 菓子製造業
堺食衛第17012172号 鉄板バール　太陽 北区百舌鳥梅町３丁１‐８ 平成30年2月27日 平成30年2月27日 令和6年2月29日 美濃部　亮二 新規 飲食店営業
堺食衛第17012186号 居酒屋　立のみ風　わかば 堺区向陵東町１丁５‐１７ 平成30年2月26日 平成30年3月1日 令和6年2月29日 左近充　昇 更新 飲食店営業
堺食衛第17012183号 カラオケ　喫茶　歌暦 中区深井沢町３１６１ 平成30年2月26日 平成30年3月1日 令和6年2月29日 井上　武 更新 飲食店営業
堺食衛第17012201号 ベルハウス 西区浜寺石津町西３丁４‐１２今中ビル１Ｆ 平成30年2月27日 平成30年3月1日 令和6年2月29日 岸川　浩子 更新 飲食店営業
堺食衛第17012198号 今日和 東区菩提町１丁１６‐７ 平成30年2月27日 平成30年3月1日 令和6年2月29日 福田　トハ 更新 飲食店営業
堺食衛第17012207号 こなもんや　つむつむ 堺区南瓦町１‐５ 山口ビル１０１号室 平成30年2月28日 平成30年2月28日 令和6年2月29日 桑田　富成 新規 飲食店営業
堺食衛第17012211号 ティーショット 堺区出島海岸通１丁１１‐２２ 平成30年2月28日 平成30年3月1日 令和6年2月29日 金　永子 更新 飲食店営業
堺食衛第17012215号 髙村酒店 北区新金岡町２丁５‐１ 34 平成30年2月28日 平成30年4月1日 令和6年3月31日 髙村　正明 更新 飲食店営業
堺食衛第17012213号 食鮮館パレット内　鳥豊 西区鳳東町３丁２６５ 平成30年2月28日 平成30年3月1日 令和6年2月29日 鬼追　伸行 更新 食肉販売業
堺食衛第17012214号 喫茶　ゆり 中区深井沢町２７１０‐１ 平成30年2月28日 平成30年4月1日 令和6年3月31日 大橋　葉子 更新 飲食店営業
堺食衛第17012218号 まさ家 北区北長尾町１丁４‐３ 北長尾マンション１０１ 平成30年3月16日 平成30年3月16日 令和6年3月31日 小林　雅人 新規 飲食店営業
堺食衛第17012217号 Ｍｏｎｉ　Ｃａｆｅ 南区野々井１７８‐５ 進化第７ビル１０２ 平成30年3月1日 平成30年3月1日 令和6年2月29日 倉吉　晶子 新規 飲食店営業
堺食衛第17012231号 串楽 西区上野芝向ヶ丘町２丁１１‐１３ 平成30年3月8日 平成30年3月8日 令和6年3月31日 伊丹　達志 新規 飲食店営業
堺食衛第17012232号 なかむら 中区深井清水町３１１５ 平成30年3月5日 平成30年3月5日 令和6年3月31日 村田　太一 新規 飲食店営業
堺食衛第17012251号 Ｃｏｃｈａ　Ｂａｒ 堺区一条通２０‐９ 平成30年3月13日 平成30年3月13日 令和6年3月31日 藤岡　彰 新規 飲食店営業
堺食衛第17012252号 Ｃｏｃｈａ　Ｂａｒ 堺区一条通２０‐９ 平成30年3月13日 平成30年3月13日 令和6年3月31日 藤岡　彰 新規 菓子製造業
堺食衛第17012254号 カラオケ喫茶　虹 堺区南旅篭町西３丁１‐７ 平成30年3月6日 平成30年4月1日 令和6年3月31日 手嶋　美恵子 更新 飲食店営業
堺食衛第17012250号 Ｍ’ｓ　Ｃｏｆｆｅｅ　Ｒｏａｓｔｅｒ 東区日置荘西町１丁１９‐７ 平成30年4月10日 平成30年4月10日 令和6年4月30日 前川　尚夫 新規 飲食店営業
堺食衛第17012267号 Ｌｏｕｎｇｅ　Ｓｗａｌｌｏｗ 堺区翁橋町１丁９‐６ エイトワンビル５Ｆ　５０１ 平成30年7月27日 平成30年7月27日 令和6年7月31日 柿木田　祥平 新規 飲食店営業
堺食衛第17012263号 ロクマル 堺区大浜西町２４ 平成30年3月9日 平成30年3月9日 令和6年3月31日 倉橋　久夫 新規 飲食店営業
堺食衛第17012268号 楽多 北区北長尾町３丁２‐２０ 平成30年3月23日 平成30年3月23日 令和6年3月31日 河合　善広 新規 飲食店営業
堺食衛第17012260号 虎丸 西区鳳東町４丁３６４ 大和屋ビル１階 平成30年3月7日 平成30年4月1日 令和6年3月31日 小野　敏雄 更新 食肉販売業
堺食衛第17012265号 ちいさなお菓子工房　こむぎ 東区北野田３５５ 072-249-8584 平成30年3月7日 平成30年3月7日 令和6年3月31日 北岸　実希子 新規 菓子製造業
堺食衛第17012259号 カラオケ　さっちゃん 南区大森２７６ 平成30年3月7日 平成30年4月1日 令和6年3月31日 中村　貞子 更新 飲食店営業
堺食衛第17012286号 麺くい　やまちゃん 堺区一条通１６‐２４ 平成30年3月8日 平成30年4月1日 令和6年3月31日 山下　秀明 更新 飲食店営業
堺食衛第17012284号 竹中亭 北区中百舌鳥町１丁２７‐１０ 平成30年3月22日 平成30年3月22日 令和6年3月31日 竹中　一美 新規 飲食店営業
堺食衛第17012285号 たけ蔵 中区深井清水町３９２４ 平成30年3月12日 平成30年3月12日 令和6年3月31日 竹澤　智哉 新規 飲食店営業
堺食衛第17012309号 ます福 堺区向陵東町３丁６‐３４ 平成30年3月12日 平成30年4月1日 令和6年3月31日 正岡　達眞 更新 飲食店営業
堺食衛第17012305号 ＺＡＺＡ 西区鳳東町４丁３６４ 平成30年3月19日 平成30年3月19日 令和6年3月31日 中井　博文 新規 飲食店営業
堺食衛第17012300号 格闘ＢＡＲ　ＳＡＭＵＲＡＩ　９２５ 中区堀上町１０３３ サーティーワンビル　３０２号室 平成30年3月20日 平成30年3月20日 令和6年3月31日 和田　修司 新規 飲食店営業
堺食衛第17012310号 オステリア　ルッチ 東区日置荘西町１丁２２‐２９ 平成30年3月12日 平成30年4月1日 令和6年3月31日 髙桒　真吾 更新 飲食店営業
堺食衛第17012296号 セブン‐イレブン　堺木材町通４丁目店 美原区木材通４丁目９‐２ 平成30年3月16日 平成30年3月16日 令和6年3月31日 伊藤　幸三郎 新規 飲食店営業
堺食衛第17012312号 佐治倶楽部 堺市内一円 平成30年3月12日 平成30年3月12日 令和5年3月31日 出町　慎 新規 飲食店営業（露店）
堺食衛第17012324号 福龍 堺区御陵通４‐５ 平成30年3月13日 平成30年4月1日 令和6年3月31日 中嶋　弘行 更新 飲食店営業
堺食衛第17012314号 ＹＥＬＬＯＷ　ＣＡＦＥ 堺市内一円 平成30年3月13日 平成30年3月13日 令和5年3月31日 上田　貴子 新規 菓子製造業（自動車）
堺食衛第17012332号 セブン‐イレブン堺浜寺船尾町西店 西区浜寺船尾町西２丁３０６ 平成30年3月15日 平成30年3月15日 令和6年3月31日 向井　義典 新規 飲食店営業
堺食衛第17012334号 Ｒｅｄ　Ｓｔｏｎｅ　Ｃｏｆｆｅｅ　 東区草尾１４４３‐１ 平成30年3月15日 平成30年3月15日 令和6年3月31日 赤石　将也 新規 飲食店営業
堺食衛第17012340号 海王丸 北区蔵前町１丁１８‐２０ 平成30年3月22日 平成30年3月22日 令和6年3月31日 齋藤　孝博 新規 飲食店営業
堺食衛第17012341号 サラダバーのお店　マーサ 南区原山台５丁９‐５ クロスモール１Ｆ 平成30年3月15日 平成30年4月1日 令和6年3月31日 光岡　大輔 更新 飲食店営業
堺食衛第17012343号 焼き鳥　にゃろめ 堺区大町西３丁２‐１０ 平成30年3月16日 平成30年4月1日 令和6年3月31日 手島　雅子 更新 飲食店営業
堺食衛第17012347号 食事処　新居 東区白鷺町１丁９‐１５ 府立大学前ビル１Ｆ 平成30年3月20日 平成30年3月20日 令和6年3月31日 岡本　直也 新規 飲食店営業
堺食衛第17012353号 ｍｉｌｌａｎｔａ 堺市内一円 平成30年3月20日 平成30年3月20日 令和5年3月31日 千本　匠 新規 飲食店営業（露店）
堺食衛第17012358号 いすや 北区東雲東町１丁６‐２０ 平成30年3月19日 平成30年4月1日 令和6年3月31日 西野　猛 更新 飲食店営業
堺食衛第17012355号 カラオケ喫茶五木 中区深井中町１８９７ 平成30年3月19日 平成30年4月1日 令和6年3月31日 井本　重郎 更新 飲食店営業
堺食衛第17012354号 ＯＡＳＩＳ 南区稲葉２丁３０１８‐１ セオンド店舗２号室 平成30年4月6日 平成30年4月6日 令和6年4月30日 山野　正寛 新規 飲食店営業
堺食衛第17012384号 いとかわ 堺区北花田口町２丁３‐２４ 平成30年3月22日 平成30年3月22日 令和6年3月31日 橋本　正子 新規 飲食店営業
堺食衛第17012383号 カフェ＆バー　ロキタ 西区浜寺諏訪森町東２丁１０４‐１４メリーハウス内 平成30年3月26日 平成30年3月26日 令和6年3月31日 渡辺　勝則 新規 飲食店営業
堺食衛第17012390号 おかげさまで 中区八田西町３丁１‐２０ 平成30年3月20日 平成30年4月1日 令和6年3月31日 澄川　秀子 更新 飲食店営業
堺食衛第17012389号 カフェ　ユニティー 中区深井清水町３５４９ 平成30年3月20日 平成30年4月1日 令和6年3月31日 澤﨑　哲夫 更新 飲食店営業
堺食衛第17012407号 ギイの木 北区北花田町３丁４５‐１８ 平成30年3月22日 平成30年5月1日 令和6年4月30日 笹野　良幸 更新 菓子製造業
堺食衛第17012403号 ＴＡＭＵＲＡ‐ＳＵＮ 西区鳳東町６丁６４３‐３ ＴＫハイツ１Ｆ 平成30年3月22日 平成30年5月1日 令和6年4月30日 田村　多美代 更新 飲食店営業
堺食衛第17012406号 和牛焼肉・生ホルモン　餐亭 中区深井水池町３００１ 平成30年3月22日 平成30年4月1日 令和6年3月31日 砂田　隆則 更新 飲食店営業
堺食衛第17012405号 Ｒｅｓｔａｕｒａｎｔ　Ｍａｖｉｅ　レストラン　マヴィ南区深阪南２６８２‐２ 谷茂ビル３号室 平成30年3月22日 平成30年5月1日 令和6年4月30日 木下　寛 更新 飲食店営業
堺食衛第17012419号 スナック　ひまわり 堺区翁橋町１丁５‐３ エルクエスト２０１号 平成30年3月23日 平成30年4月1日 令和6年3月31日 都　明淑 更新 飲食店営業
堺食衛第17012485号 ・人間・交差点・ 堺区戎之町東２丁１‐２ 平成30年3月26日 平成30年4月1日 令和6年3月31日 西川　幸宏 更新 飲食店営業
堺食衛第17012479号 Ｂａｒ　Ｕｎｉｔｙ　Ｆａｉｔｈ 中区深井清水町３７６９ 嶋原ビル４Ｆ 平成30年3月26日 平成30年5月1日 令和6年4月30日 川上　康隆 更新 飲食店営業
堺食衛第17012477号 酒楽処　くるみ 南区深阪南２６９０‐４ 平成30年3月26日 平成30年4月1日 令和6年3月31日 納谷　英樹 更新 飲食店営業
堺食衛第17012483号 ほっかほっか亭　大庭寺店 南区大庭寺６２６‐２ 平成30年3月26日 平成30年4月1日 令和6年3月31日 野原　豊和 更新 飲食店営業



堺食衛第17012480号 いかの焼き五郎 堺市内一円 平成30年3月26日 平成30年3月26日 令和5年3月31日 西川　幸宏 新規 飲食店営業（自動車）
堺食衛第17012504号 鳥よし 堺区中向陽町２丁３‐１５ 平成30年4月6日 平成30年4月6日 令和6年4月30日 福丸　京介 新規 飲食店営業
堺食衛第17012511号 Ｄｏｒｔ 堺区北瓦町１丁４‐２２ グランドプラザ２階 平成30年3月27日 平成30年3月27日 令和6年3月31日 平海　龍智 新規 飲食店営業
堺食衛第17012513号 堺よろず串　友栄 堺区車之町東１丁１‐２ 平成30年4月19日 平成30年4月19日 令和6年4月30日 吉田　友紀 新規 飲食店営業
堺食衛第17012498号 居酒屋　ひろ 東区菩提町２丁２９‐４ 平成30年3月27日 平成30年4月1日 令和6年3月31日 西野　明広 更新 飲食店営業
堺食衛第17012506号 Ｏｋｅｉ　ｆａｒｍ 東区日置荘原寺町１６３‐３ 平成30年3月29日 平成30年3月29日 令和6年3月31日 濱本　啓子 新規 飲食店営業
堺食衛第17012520号 ノワークモーターアンドカフェ 堺市内一円 平成30年3月27日 平成30年3月27日 令和5年3月31日 桑野　将二郎 新規 飲食店営業（自動車）
堺食衛第17012526号 粋 堺区翁橋町１丁４‐１８ ロイヤルパレスビル１Ｆ 平成30年3月28日 平成30年3月28日 令和6年3月31日 李　莉 新規 飲食店営業
堺食衛第17012524号 こにしや 堺区戎之町東１丁２‐１９ 天神センター街 平成30年3月28日 平成30年5月1日 令和6年4月30日 小西　トモ子 更新 飲食店営業
堺食衛第17012521号 ＤＲＡＧＯＮ倶楽部 西区鳳東町６丁５８４‐７４ 平成30年3月28日 平成30年4月1日 令和6年3月31日 森　憲郎 更新 飲食店営業
堺食衛第17012522号 メンバーズ　エ・アロール 中区八田北町１０１２‐１ 平成30年3月28日 平成30年5月1日 令和6年4月30日 西川　智代美 更新 飲食店営業
堺食衛第17012523号 焼肉・田園 中区小阪６３ 平成30年3月28日 平成30年5月1日 令和6年4月30日 納谷　由紀子 更新 飲食店営業
堺食衛第17012556号 大阪府立三国丘高等学校 堺区南三国ヶ丘町２丁２‐３６ 平成30年4月2日 平成30年4月2日 令和6年4月30日 坂下　良子 新規 飲食店営業
堺食衛第17012555号 泉北高校内食堂 南区若松台３丁２‐２ 平成30年3月29日 平成30年5月1日 令和6年4月30日 北川　太志 更新 飲食店営業
堺食衛第17012574号 華舞 堺区翁橋町１丁４‐１８ ロイヤルパレス５Ｆ－Ａ号 平成30年3月30日 平成30年4月1日 令和6年3月31日 寺中　明子 更新 飲食店営業
堺食衛第17012572号 和田商店 堺区南半町西３丁５‐２ 平成30年3月30日 平成30年4月1日 令和6年3月31日 和田　悟 更新 飲食店営業
堺食衛第17012577号 Ｔｉｋｉ 北区北花田町４丁８９‐６７ 平成30年3月30日 平成30年4月1日 令和6年3月31日 大澤　喬介 更新 飲食店営業
堺食衛第17012573号 ラ・ルーチェ 西区上野芝町２丁８‐１８ 平成30年3月30日 平成30年4月1日 令和6年3月31日 山本　宏子 更新 飲食店営業
堺食衛第17012578号 恵夢 西区鳳東町４丁３５８ 平成30年4月5日 平成30年4月5日 令和6年4月30日 植垣　貴恵子 新規 飲食店営業
堺食衛第17012570号 ＧＥＬＡＰＯＰ 堺市内一円 平成30年3月30日 平成30年3月30日 令和5年3月31日 井澤　久子 新規 飲食店営業（自動車）
堺食衛第17012571号 ＧＥＬＡＰＯＰ 堺市内一円 平成30年3月30日 平成30年3月30日 令和5年3月31日 井澤　久子 新規 菓子製造業（自動車）
堺食衛第18010003号 セブン‐イレブン　堺日置荘原寺町店 東区日置荘原寺町４２５‐１ 平成30年4月10日 平成30年4月10日 令和6年4月30日 藤田　幸司 新規 飲食店営業
堺食衛第18010012号 多聞 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30年4月12日 平成30年4月12日 令和6年4月30日 宮田　宏之 新規 飲食店営業
堺食衛第18010015号 ファミリーマート堺大泉緑地店 北区新金岡町５丁６‐１１６ 平成30年4月16日 平成30年4月16日 令和6年4月30日 北岡　康文 新規 飲食店営業
堺食衛第18010016号 ファミリーマート堺大泉緑地店 北区新金岡町５丁６‐１１６ 平成30年4月16日 平成30年4月16日 令和6年4月30日 北岡　康文 新規 菓子製造業
堺食衛第18010020号 きゃべつ亭 西区鳳南町５丁５１７‐２１ プロキシヨーク１０１号 平成30年4月3日 平成30年5月1日 令和6年4月30日 石井　恵子 更新 飲食店営業
堺食衛第18010030号 おばんざいＢａｒ　だんだん 堺区中三国ヶ丘町１丁１‐２ 平成30年4月4日 平成30年5月1日 令和6年4月30日 北浦　堅一 更新 飲食店営業
堺食衛第18010024号 Ｐａｉｎ　ｄｅ　Ｓｉｎｇｅ 西区津久野町１丁８‐１５ 072-320-7257 平成30年4月4日 平成30年5月1日 令和6年4月30日 門田　充 更新 菓子製造業
堺食衛第18010044号 ごとう 西区浜寺諏訪森町東１丁７８‐４ 平成30年4月6日 平成30年5月1日 令和6年4月30日 後藤　権太郎 更新 飲食店営業
堺食衛第18010047号 杉 堺区熊野町東１丁２‐８ アプローズビル　１Ｆ 平成30年4月12日 平成30年4月12日 令和6年4月30日 杉中　翔平 新規 飲食店営業
堺食衛第18010048号 トレス　デ　ヴイ 北区金岡町１６１１‐２ 072-320-6910 平成30年4月9日 平成30年5月1日 令和6年4月30日 中野　広 更新 飲食店営業
堺食衛第18010051号 ｌｏｕｎｇｅ　ＬＯＵＩＳ 中区深井沢町３１３８ エルモーソデ昌栄　２Ｆ 平成30年4月16日 平成30年4月16日 令和6年4月30日 小松　洋介 新規 飲食店営業
堺食衛第18010046号 ｃｌｕｂ　４８　Ｆｏｒｔｙ　Ｅｉｇｈｔ 中区深井清水町３５２６ ルイ観光ビル　３Ｆ 平成30年4月18日 平成30年4月18日 令和6年4月30日 小松　美香 新規 飲食店営業
堺食衛第18010050号 本場タイレストラン　シィータイレストラン堺市内一円 平成30年4月9日 平成30年4月9日 令和5年4月30日 ＣＨＵＭＬＵＥ　ＣＨＡＹＡＮＡＮ 新規 飲食店営業（露店）
堺食衛第18010053号 中華料理　仙喃亭 堺区高須町３丁９１ 平成30年4月10日 平成30年5月1日 令和6年4月30日 野中　英司 更新 飲食店営業
堺食衛第18010079号 たろやん酒場 堺区一条通１７‐２８ 平成30年4月10日 平成30年4月10日 令和6年4月30日 松岡　琢也 新規 飲食店営業
堺食衛第18010078号 ｃａｆｅ　Ｄｏｒｉｈａ 堺区緑ヶ丘北町３丁２‐３２ 平成30年4月12日 平成30年4月12日 令和6年4月30日 貞廣　冨喜 新規 飲食店営業
堺食衛第18010054号 中国家庭料理　深井飯店 中区深井沢町３４００‐１ 平成30年4月10日 平成30年5月1日 令和6年4月30日 銭　虹 更新 飲食店営業
堺食衛第18010081号 和洋旬菜　佐方 堺区南安井町３丁２‐６ 平成30年4月11日 平成30年5月1日 令和6年4月30日 佐方　晴彦 更新 飲食店営業
堺食衛第18010083号 ＯＵＧＡ 東区北野田９０‐３ 北野田エイトビル１Ｆ 平成30年4月13日 平成30年4月13日 令和6年4月30日 市野　実穂 新規 飲食店営業
堺食衛第18010088号 ＰＡＣ 美原区石原４９６ 平成30年4月11日 平成30年5月1日 令和6年4月30日 以倉　浩 更新 飲食店営業
堺食衛第18010092号 「ｋｕｎｉ」４１ 堺区竜神橋町２丁３‐１ 106 平成30年4月17日 平成30年4月17日 令和6年4月30日 大國　翔一 新規 飲食店営業
堺食衛第18010098号 みちくさ 西区上６３０‐９８ 平成30年5月10日 平成30年5月10日 令和6年5月31日 小西　みな子 新規 飲食店営業
堺食衛第18010104号 ルート・ナナ 東区北野田４６１‐９ 平成30年4月19日 平成30年4月19日 令和6年4月30日 坂本　尚美 新規 飲食店営業
堺食衛第18010101号 エンジェル 美原区阿弥８０‐１１ 平成30年5月7日 平成30年5月7日 令和6年5月31日 阪本　道伸 新規 飲食店営業
堺食衛第18010106号 ＯＣＥＡＮ　ＳＩＤＥ 堺市内一円 平成30年4月16日 平成30年4月16日 令和5年4月30日 森本　英治 新規 飲食店営業（自動車）
堺食衛第18010107号 ＯＣＥＡＮ　ＳＩＤＥ 堺市内一円 平成30年4月16日 平成30年4月16日 令和5年4月30日 森本　英治 新規 飲食店営業（露店）
堺食衛第18010108号 石窯Ｐｉｚｚａ「ちょけらまいか」 堺市内一円 平成30年4月16日 平成30年4月16日 令和5年4月30日 大司　知矢 新規 飲食店営業（自動車）
堺食衛第18010110号 タカダ水産 北区長曽根町１８３‐５ 平成30年4月19日 平成30年4月19日 令和6年4月30日 髙田　威 新規 魚介類販売業
堺食衛第18010111号 ジェラフル鳳店 西区鳳東町７丁７３３ 平成30年4月20日 平成30年4月20日 令和6年4月30日 川崎　有紗 新規 菓子製造業
堺食衛第18010112号 ジェラフル鳳店 西区鳳東町７丁７３３ 平成30年4月20日 平成30年4月20日 令和6年4月30日 川崎　有紗 新規 喫茶店営業
堺食衛第18010109号 ショット　バー　ワヤン 西区鳳南町４丁４２８‐２ 平成30年4月24日 平成30年4月24日 令和6年4月30日 水上　創 新規 飲食店営業
堺食衛第18010113号 ハチ 中区大野芝町１８８‐１ 平成30年4月17日 平成30年5月1日 令和6年4月30日 加賀　令子 更新 菓子製造業
堺食衛第18010114号 新月 堺区南花田口町１丁１‐２３ イトウショウビル１０１号 平成30年4月19日 平成30年4月19日 令和6年4月30日 北澤　晶代 新規 飲食店営業
堺食衛第18010117号 焼肉ホルモン酒場　がやが屋 堺区北瓦町１丁４‐５１ 平成30年4月18日 平成30年5月1日 令和6年4月30日 川本　正浩 更新 飲食店営業
堺食衛第18010128号 手作りギョーザ専門店　マルヘイ 北区百舌鳥赤畑町２丁５５‐１１階 平成30年4月24日 平成30年4月24日 令和6年4月30日 河村　照紹 新規 飲食店営業
堺食衛第18010134号 アカシヤ 北区大豆塚町１丁１２‐１７ 平成30年5月11日 平成30年5月11日 令和6年5月31日 上條　聖子 新規 飲食店営業
堺食衛第18010122号 ローソン堺浜寺石津東店 西区浜寺石津町東２丁７‐３２ 平成30年4月24日 平成30年4月24日 令和6年4月30日 武市　祐樹 新規 飲食店営業
堺食衛第18010121号 陽子 東区大美野１６２‐９３ 平成30年4月19日 平成30年5月1日 令和6年4月30日 大川　文江 更新 飲食店営業
堺食衛第18010135号 ＣＡＦＥ 堺区翁橋町１丁５‐３ エルクエスト１０１ 平成30年4月23日 平成30年4月23日 令和6年4月30日 朴　恭代 新規 飲食店営業
堺食衛第18010139号 ｃｏｕｎｔｅｒ　Ｂａｒ　７Ｇ 堺区中瓦町２丁２‐１２ 第二新栄ビル２Ｆ 平成30年4月20日 平成30年5月1日 令和6年4月30日 塩谷　有加 更新 飲食店営業
堺食衛第18010137号 あほや鳳店 西区鳳東町１丁３１‐１ 平成30年5月2日 平成30年5月2日 令和6年5月31日 佐々木　亮介 新規 飲食店営業
堺食衛第18010141号 パオ＆クレープ 北区中百舌鳥町３丁４２８‐２ フードコート内 平成30年4月25日 平成30年4月25日 令和6年4月30日 郡山　泰人 新規 菓子製造業
堺食衛第18010149号 八剣伝深井店 中区深井沢町３１２６ グランドール深井１Ｆ 平成30年4月23日 平成30年5月1日 令和6年4月30日 田中　貴之 更新 飲食店営業
堺食衛第18010156号 ミルクギャング 南区泉田中１０５‐１ 平成30年4月25日 平成30年4月25日 令和6年4月30日 松本　英之 新規 飲食店営業
堺食衛第18010157号 ミルクギャング 南区泉田中１０５‐１ 平成30年4月25日 平成30年4月25日 令和6年4月30日 松本　英之 新規 菓子製造業
堺食衛第18010158号 ミルクギャング 南区泉田中１０５‐１ 平成30年4月25日 平成30年4月25日 令和6年4月30日 松本　英之 新規 アイスクリーム類製造業
堺食衛第18010144号 ＴＨＥ　ＢＥＳＴ　ＫＥＢＡＢ 堺市内一円 平成30年4月23日 平成30年4月23日 令和5年4月30日 ＡＲＳＬＡＮ　ＯＫＴＡＹ 新規 飲食店営業（自動車）
堺食衛第18010165号 Ｐｉｎｋ　Ｄｉａ 堺区新町４‐１ ＮＫアクトビル１０２ 平成30年4月24日 平成30年5月1日 令和6年4月30日 増田　登喜子 更新 飲食店営業
堺食衛第18010159号 ＭＡＮＡ 西区北条町１丁１５‐２７ 平成30年5月8日 平成30年5月8日 令和6年5月31日 内田　奈央子 新規 飲食店営業
堺食衛第18010162号 ＮＡＫＡＹＡ酒場 西区鳳東町３丁２８３ 平成30年5月2日 平成30年5月2日 令和6年5月31日 中谷　和正 新規 飲食店営業
堺食衛第18010189号 和味 北区百舌鳥赤畑町５丁４５９‐１ 平成30年4月25日 平成30年5月1日 令和6年4月30日 木本　敏幸 更新 飲食店営業
堺食衛第18010191号 週末カフェ　ＰＡＰＹＲＵＳ 西区浜寺諏訪森町中１丁１１８ 平成30年4月25日 平成30年5月1日 令和6年4月30日 田中　みどり 更新 飲食店営業
堺食衛第18010184号 ホルモン　大ちゃん 中区新家町３４６‐８ 平成30年5月16日 平成30年5月16日 令和6年5月31日 今塩屋　大 新規 飲食店営業
堺食衛第18010185号 とっとこ家 堺市内一円 平成30年4月25日 平成30年4月25日 令和5年4月30日 山本　貢右 新規 飲食店営業（露店）
堺食衛第18010186号 移動スーパー　とくし丸 堺市内一円 平成30年4月25日 平成30年4月25日 令和5年4月30日 澤田　勝 新規 魚介類販売業（自動車）
堺食衛第18010187号 移動スーパー　とくし丸 堺市内一円 平成30年4月25日 平成30年4月25日 令和5年4月30日 澤田　勝 新規 食肉販売業（自動車）
堺食衛第18010197号 ナイトイン　ドマーニ 堺区翁橋町１丁５‐３ エルクエストビル３Ｆ 平成30年4月26日 平成30年5月1日 令和6年4月30日 中谷　仁志 更新 飲食店営業
堺食衛第18010198号 ファミリーマート　堺津久野町店 西区津久野町１丁１１‐１０ 平成30年4月26日 平成30年5月1日 令和6年4月30日 白江　寿好 更新 飲食店営業
堺食衛第18010195号 ごちそう酒屋　くま 中区伏尾２９４５‐３ 平成30年4月26日 平成30年5月1日 令和6年4月30日 熊井　明美 更新 飲食店営業
堺食衛第18010204号 マンマ　グランマ 中区深井中町８９７‐１ ロングライフ上野芝内 平成30年5月8日 平成30年5月8日 令和6年5月31日 堅尾　万澄 新規 飲食店営業
堺食衛第18010210号 Ｆｌｙｉｎｇ　ｓｗａｌｌｏｗ 堺市内一円 平成30年4月27日 平成30年4月27日 令和5年4月30日 長瀬　亜沙美 新規 飲食店営業（露店）
堺食衛第18010242号 和酒菜処　ひかり 西区上野芝向ヶ丘町１丁５‐２３ 平成30年5月7日 平成30年6月1日 令和6年5月31日 光森　たか子 更新 飲食店営業
堺食衛第18010246号 ＣＨＥＺ　ＩＴＯ 南区御池台２丁２‐３ 平成30年5月7日 平成30年6月1日 令和6年5月31日 伊藤　栄子 更新 飲食店営業
堺食衛第18010241号 ルアック・ルアーク 堺市内一円 平成30年5月7日 平成30年5月7日 令和5年5月31日 楠本　美智代 新規 喫茶店営業（露店）
堺食衛第18010248号 焼肉ホルモン　田よし 堺区向陵東町３丁３‐１２ 東向陵マンション１Ｆ 平成30年5月17日 平成30年5月17日 令和6年5月31日 田村　嘉隆 新規 飲食店営業
堺食衛第18010249号 ラウンジ陽～ひなた～ 堺区翁橋町１丁３‐３ センター春日ビル２階 平成30年6月13日 平成30年6月13日 令和6年6月30日 嶋　千春 新規 飲食店営業
堺食衛第18010254号 スナック済州島 堺区翁橋町１丁９‐４ 山本ビル１階 平成30年5月14日 平成30年5月14日 令和6年5月31日 金　海英 新規 飲食店営業
堺食衛第18010252号 やぶくま 堺区大浜西町２４ 堺出島漁港とれとれ市 平成30年5月8日 平成30年5月8日 令和6年5月31日 熊野　孝治 新規 飲食店営業
堺食衛第18010247号 カラオケ　ザ・トレイン 東区西野４７３‐３ 平成30年5月8日 平成30年6月1日 令和6年5月31日 北井　悦子 更新 飲食店営業
堺食衛第18010260号 ファミリーマート堺市役所前店 堺区中瓦町１丁４‐１８ 平成30年5月24日 平成30年5月24日 令和6年5月31日 井上　剛 新規 飲食店営業
堺食衛第18010261号 ファミリーマート堺市役所前店 堺区中瓦町１丁４‐１８ 平成30年5月24日 平成30年5月24日 令和6年5月31日 井上　剛 新規 菓子製造業
堺食衛第18010265号 風鈴 堺区北旅籠町西３丁３‐１６ 平成30年5月14日 平成30年5月14日 令和6年5月31日 川本　大地 新規 飲食店営業
堺食衛第18010255号 セブン‐イレブン　堺百舌鳥梅北店 北区百舌鳥赤畑町４丁３５５‐１ 平成30年5月22日 平成30年5月22日 令和6年5月31日 山里　守忠 新規 飲食店営業
堺食衛第18010272号 カフェ・ルーラル 堺区宿屋町東３丁１‐３２ 平成30年5月10日 平成30年6月1日 令和6年5月31日 杉谷　哲二 更新 飲食店営業
堺食衛第18010275号 膳 北区長曽根町３０４６‐１ 平成30年5月11日 平成30年5月11日 令和6年5月31日 中谷　優樹 新規 飲食店営業
堺食衛第18010278号 酔ってこ屋　恒幸 西区鳳東町４丁４０３ 平成30年5月23日 平成30年5月23日 令和6年5月31日 西村　恒平 新規 飲食店営業
堺食衛第18010279号 餃子マルシェ 堺市内一円 平成30年5月11日 平成30年5月11日 令和5年5月31日 鈴木　博志 新規 飲食店営業（自動車）
堺食衛第18010291号 マック８８号店 堺区五月町１‐２８ 103 平成30年5月14日 平成30年6月1日 令和6年5月31日 田中　孝史 更新 飲食店営業
堺食衛第18010290号 すなっく　すず 堺区戎之町東１丁１‐２２ 戎第一ビル２Ｆ 平成30年5月14日 平成30年6月1日 令和6年5月31日 岸谷　鈴子 更新 飲食店営業
堺食衛第18010287号 ゆめたこ 堺市内一円 平成30年5月14日 平成30年5月14日 令和5年5月31日 小原　慶吾 新規 飲食店営業（露店）
堺食衛第18010288号 Ｃｏｆｆｅｅ　ｍｙｓｅｌｆ 堺市内一円 平成30年5月14日 平成30年5月14日 令和5年5月31日 隈田原　弘恵 新規 喫茶店営業（露店）
堺食衛第18010293号 まとま 堺区二条通４‐２ 平成30年5月17日 平成30年5月17日 令和6年5月31日 松﨑　亮子 新規 飲食店営業
堺食衛第18010296号 お多幸 堺区北瓦町２丁１‐１１ 平成30年5月15日 平成30年6月1日 令和6年5月31日 久留島　もとみ 更新 飲食店営業
堺食衛第18010301号 ビストロ　ブランベック 堺区高須町２丁２‐２２ 高田マンション１Ｆ 平成30年5月16日 平成30年6月1日 令和6年5月31日 阿南　豊 更新 飲食店営業
堺食衛第18010299号 ほっかほっか亭大泉緑地西口店 北区新金岡町５丁６‐１０２ 平成30年5月29日 平成30年5月29日 令和6年5月31日 山口　裕可 新規 飲食店営業
堺食衛第18010303号 ｃａｆｅ　Ｆｒｉｅｎｄｓ 中区深井清水町３９８５ ＨＳ深井ビル１Ｆ 平成30年5月16日 平成30年6月1日 令和6年5月31日 金沢　房和 更新 飲食店営業
堺食衛第18010304号 山　棒 堺区一条通２０‐９ 平成30年5月17日 平成30年6月1日 令和6年5月31日 米山　将人 更新 飲食店営業
堺食衛第18010318号 オランク 堺市内一円 平成30年5月21日 平成30年5月21日 令和5年5月31日 門田　圭祐 新規 飲食店営業（露店）
堺食衛第18010319号 焼肉まるしま 堺市内一円 平成30年5月21日 平成30年5月21日 令和5年5月31日 松本　卓洋 新規 飲食店営業（露店）
堺食衛第18010320号 ダルマ食堂 堺市内一円 平成30年5月21日 平成30年5月21日 令和5年5月31日 山本　忠和 新規 飲食店営業（露店）
堺食衛第18010321号 てらや 堺市内一円 平成30年5月21日 平成30年5月21日 令和5年5月31日 玉川　千陽 新規 飲食店営業（露店）
堺食衛第18010322号 ＳＥＡＧＵＬＬ　ＤＩＮＥＲ 堺市内一円 平成30年5月21日 平成30年5月21日 令和5年5月31日 溝口　真吾 新規 飲食店営業（露店）
堺食衛第18010323号 Ｔｈａｉ　Ｋｉｔｃｈｅｎｓ 堺市内一円 平成30年5月21日 平成30年5月21日 令和5年5月31日 長谷　晴子 新規 飲食店営業（露店）
堺食衛第18010324号 菊兆 堺市内一円 平成30年5月21日 平成30年5月21日 令和5年5月31日 大西　有野 新規 飲食店営業（露店）
堺食衛第18010325号 ＲＯＣＫ　ＡＲＯＵＮＤ 堺市内一円 平成30年5月21日 平成30年5月21日 令和5年5月31日 田畑　邦彦 新規 飲食店営業（露店）
堺食衛第18010326号 Ｂｌｕｅ　Ｇｏｒｉｌｌａ 堺市内一円 平成30年5月21日 平成30年5月21日 令和5年5月31日 畑　昌勝 新規 飲食店営業（露店）
堺食衛第18010330号 ファミリーマートときはま長曽根町 北区長曽根町３０４８‐２ 平成30年5月22日 平成30年5月22日 令和6年5月31日 宮田　守 新規 飲食店営業
堺食衛第18010331号 ファミリーマートときはま長曽根町 北区長曽根町３０４８‐２ 平成30年5月22日 平成30年5月22日 令和6年5月31日 宮田　守 新規 菓子製造業



堺食衛第18010346号 雑魚寝館 堺区香ヶ丘町１丁１０‐８ 平成30年5月21日 平成30年6月1日 令和6年5月31日 亀井　哲夫 更新 飲食店営業
堺食衛第18010340号 京 堺区翁橋町１丁５‐３ エルクエスト６Ｆ　６０１ 平成30年5月24日 平成30年5月24日 令和6年5月31日 冨賀見　千枝 新規 飲食店営業
堺食衛第18010349号 一保° 堺区中瓦町２丁３‐８ 平成30年5月21日 平成30年6月1日 令和6年5月31日 保谷　悦美 更新 飲食店営業
堺食衛第18010347号 どんぐり 堺区寺地町西３丁３‐１０ 平成30年5月21日 平成30年6月1日 令和6年5月31日 小林　道廣 更新 飲食店営業
堺食衛第18010337号 おとと屋 堺区大浜西町２３ 平成30年5月21日 平成30年5月21日 令和6年5月31日 杉本　信裕 新規 飲食店営業
堺食衛第18010338号 リコ 堺区大浜西町２３ 平成30年5月21日 平成30年5月21日 令和6年5月31日 中野　敏伸 新規 飲食店営業
堺食衛第18010344号 立ち飲処　あかさか 西区鳳中町８丁２７０‐３ 平成30年5月21日 平成30年6月1日 令和6年5月31日 赤坂　節子 更新 飲食店営業
堺食衛第18010352号 うまかもんや笑味　浦野　秀美 東区草尾４０７‐３ 平成30年5月22日 平成30年6月1日 令和6年5月31日 浦野　秀美 更新 飲食店営業
堺食衛第18010353号 うまかもんや笑味　浦野　秀美 東区草尾４０７‐３ 平成30年5月22日 平成30年6月1日 令和6年5月31日 浦野　秀美 更新 そうざい製造業
堺食衛第18010354号 オーパスＯｎｅ 堺区翁橋町１丁９‐１５ アトムビル２Ｆ 平成30年5月23日 平成30年6月1日 令和6年5月31日 甲原　みちる 更新 飲食店営業
堺食衛第18010359号 Ａｙｅｒｓ　Ｒｏｃｋ 中区深井沢町３３４４ レジデンス川原１Ｆ 平成30年5月23日 平成30年6月1日 令和6年5月31日 西尾　高志 更新 飲食店営業
堺食衛第18010358号 立呑み処　あたらしや 東区日置荘西町２丁３‐１４ 平成30年5月23日 平成30年6月1日 令和6年5月31日 熊瀧　清敏 更新 飲食店営業
堺食衛第18010367号 せんべろ　のんたん 中区深井沢町３０７‐８ 平成30年5月30日 平成30年5月30日 令和6年5月31日 福田　朋香 新規 飲食店営業
堺食衛第18010365号 じなんぼう 中区東山８０２‐１ 平成30年5月24日 平成30年6月1日 令和6年5月31日 工野　茂樹 更新 飲食店営業
堺食衛第18010370号 畑キッチン結 南区釜室１２２‐１ 平成30年5月24日 平成30年6月1日 令和6年5月31日 大泉　晶子 更新 菓子製造業
堺食衛第18010371号 畑キッチン結 南区釜室１２２‐１ 平成30年5月24日 平成30年6月1日 令和6年5月31日 大泉　晶子 更新 飲食店営業
堺食衛第18010368号 Ｓ　ＴＵＲＫＡ 堺市内一円 平成30年5月24日 平成30年5月24日 令和5年5月31日 イナンル　セルブレント 新規 飲食店営業（露店）
堺食衛第18010375号 居酒屋　一休 北区百舌鳥赤畑町１丁８‐４ 平成30年5月25日 平成30年5月25日 令和6年5月31日 辻　敬一 新規 飲食店営業
堺食衛第18010376号 ハーリー　ハリー 美原区青南台２丁目９‐８ 平成30年5月25日 平成30年6月1日 令和6年5月31日 井阪　浩文 更新 飲食店営業
堺食衛第18010374号 日本料理　手と錫 南区和田２８０‐３ 平成30年7月3日 平成30年7月3日 令和6年7月31日 乗松　宏樹 新規 飲食店営業
堺食衛第18010380号 山義商店 堺区栄橋町２丁４‐１ 平成30年5月28日 平成30年6月1日 令和6年5月31日 山本　博美 更新 魚介類販売業
堺食衛第18010377号 浜焼太郎　新金岡店 北区長曽根町１２０７‐４ 平成30年5月30日 平成30年5月30日 令和6年5月31日 森口　賢志郎 新規 飲食店営業
堺食衛第18010379号 たこ有 堺市内一円 平成30年5月28日 平成30年5月28日 令和5年5月31日 定森　栄美子 新規 喫茶店営業（露店）
堺食衛第18010385号 輪舞 堺区中瓦町１丁４‐８ 河中ビル１Ｆ 平成30年5月29日 平成30年6月1日 令和6年5月31日 山本　和子 更新 飲食店営業
堺食衛第18010400号 パティスリー　オートン・ドゥース 東区丈六９３‐５ プロムナード１階 平成30年5月30日 平成30年7月1日 令和6年6月30日 甲斐　信夫 更新 菓子製造業
堺食衛第18010415号 鮨処　久兵衛 堺区北三国ヶ丘町３丁１‐４０ 平成30年5月31日 平成30年6月1日 令和6年5月31日 久保中　大介 更新 飲食店営業
堺食衛第18010404号 居酒屋　ダイニング　ＳＡＢＯ 堺区向陵中町２丁３‐１３ ハイキャッスルビル１０３ 平成30年6月4日 平成30年6月4日 令和6年6月30日 山本　貴純 新規 飲食店営業
堺食衛第18010410号 Ｆ＆Ｍ 堺区中瓦町１丁４‐７ 平成30年5月31日 平成30年6月1日 令和6年5月31日 福永　雨太郎 更新 飲食店営業
堺食衛第18010412号 ＡＹＡＫＡ 堺区熊野町東１丁１‐１２ マリンプラザビル２Ｆ 平成30年5月31日 平成30年6月1日 令和6年5月31日 野田　彩歌 更新 飲食店営業
堺食衛第18010411号 あつこの部屋 北区中百舌鳥町５丁８０３‐３ シュライクシャチビル１０１ 平成30年5月31日 平成30年6月1日 令和6年5月31日 山内　昌子 更新 飲食店営業
堺食衛第18010425号 さと 西区浜寺諏訪森町中２丁１５８‐２２ 平成30年6月7日 平成30年6月7日 令和6年6月30日 川口　静夫 新規 飲食店営業
堺食衛第18010426号 御食事処　みのり 中区東山１０４２‐１ 都ビル１Ｆ 平成30年6月8日 平成30年6月8日 令和6年6月30日 岡本　宗介 新規 飲食店営業
堺食衛第18010431号 ふかい珈琲　おやつ工房 中区深井沢町３４００ ジュネス深井４－Ａ 平成30年7月12日 平成30年7月12日 令和6年7月31日 沢埜　健司 新規 菓子製造業
堺食衛第18010430号 勝って串 東区北野田１３‐１８ 平成30年6月19日 平成30年6月19日 令和6年6月30日 堀尾　友子 新規 飲食店営業
堺食衛第18010441号 ミニストップ　中百舌鳥駅前店 北区中百舌鳥町５丁６６８ 平成30年6月28日 平成30年6月28日 令和6年6月30日 山下　耕平 新規 飲食店営業
堺食衛第18010434号 ミュージックスタジオ　ハミング・バード 東区北野田１１８‐１５ エステート北野田 平成30年6月15日 平成30年6月15日 令和6年6月30日 宮浦　美保子 新規 飲食店営業
堺食衛第18010449号 八剣伝　三国ヶ丘店 堺区向陵中町２丁４‐１３ 平成30年6月13日 平成30年6月13日 令和6年6月30日 山田　耕作 新規 飲食店営業
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 新規 飲食店営業
堺食衛第18010450号 クラブ　ステラ 中区深井沢町３１３８ エルモーソ・デ昌栄　Ｂ－１ 平成30年6月7日 平成30年7月1日 令和6年6月30日 澤埜　昭彦 更新 飲食店営業
堺食衛第18010454号 めし処　堺屋 中区八田北町４００‐１ 平成30年6月13日 平成30年6月13日 令和6年6月30日 乾　敦 新規 飲食店営業
堺食衛第18010452号 あまいのん 中区深井中町１８６３‐１ 平成30年6月15日 平成30年6月15日 令和6年6月30日 隅埜　真帆 新規 菓子製造業
堺食衛第18010458号 呑み処　やまむら 堺区中瓦町１丁４‐１３ ＬＳビル４０３ 平成30年6月19日 平成30年6月19日 令和6年6月30日 山村　洋子 新規 飲食店営業
堺食衛第18010455号 大黒寿司 堺区市之町東２丁１‐１ 102 平成30年6月11日 平成30年7月1日 令和6年6月30日 更新 飲食店営業
堺食衛第18010457号 トレス　デ　ヴイ 堺市内一円 平成30年6月11日 平成30年6月11日 令和5年6月30日 中野　広 新規 飲食店営業（露店）
堺食衛第18010463号 ダニエル．Ｋ 北区百舌鳥梅町３丁２‐９ 平成30年7月2日 平成30年7月2日 令和6年7月31日 中川　慎太郎 新規 飲食店営業
堺食衛第18010464号 下町バル　ＲＥＯＮＡ 堺区北旅籠町西３丁３‐３７ 平成30年6月14日 平成30年6月14日 令和6年6月30日 杉田　俊夫 新規 飲食店営業
堺食衛第18010470号 ＰＨＵＴ－ＴＨＯ 堺区栄橋町１丁６‐５ アメニティ堺ビル　１Ｆ　１０４ 平成30年6月14日 平成30年6月14日 令和6年6月30日 ＤＯＮＩＳＵＡＮ　ＫＷＡＮＪＡＩ 新規 飲食店営業
堺食衛第18010465号 ローソン山田一丁店 西区山田１丁１７‐１ 平成30年7月2日 平成30年7月2日 令和6年7月31日 奥田　隼矢 新規 飲食店営業
堺食衛第18010477号 枡田屋 堺区一条通９‐２４ 平成30年8月24日 平成30年8月24日 令和6年8月31日 枡田　一巳 新規 飲食店営業
堺食衛第18010478号 枡田屋 堺区一条通９‐２４ 平成30年8月24日 平成30年8月24日 令和6年8月31日 枡田　一巳 新規 食肉販売業
堺食衛第18010475号 蕎麦＋酒＝雲母 中区辻之１０３８‐２ 平成30年6月15日 平成30年6月15日 令和6年6月30日 田中　康平 新規 飲食店営業
堺食衛第18010485号 食堂　しん太 南区深阪南１８２ 泉ヶ丘ＡＳビル　Ｂ号室 平成30年6月28日 平成30年6月28日 令和6年6月30日 西原　新太郎 新規 飲食店営業
堺食衛第18010479号 あ～ちゃん 堺市内一円 平成30年6月14日 平成30年6月14日 令和5年6月30日 大瀧　寿枝 新規 飲食店営業（露店）
堺食衛第18010486号 立ち呑みひろ 堺区北瓦町２丁１‐４ 平成30年7月5日 平成30年7月5日 令和6年7月31日 吉田　裕子 新規 飲食店営業
堺食衛第18010488号 トマト 西区浜寺石津町東１丁１‐２３ 平成30年6月25日 平成30年6月25日 令和6年6月30日 山之内　勇彦 新規 飲食店営業
堺食衛第18010495号 新月 堺区南花田口町１丁１‐２３ イトウショウビル１Ｆ１０３号 平成30年6月19日 平成30年6月19日 令和6年6月30日 中村　健太 新規 飲食店営業
堺食衛第18010496号 Ｐｅｔｉｔｅ　Ａｙａｋｏ 西区浜寺昭和町２丁１８９‐８ 平成30年6月26日 平成30年6月26日 令和6年6月30日 柴谷　絢子 新規 菓子製造業
堺食衛第18010498号 喫茶　槍 西区浜寺諏訪森町中２丁１６６‐８ 平成30年7月5日 平成30年7月5日 令和6年7月31日 貴志　泰二 新規 飲食店営業
堺食衛第18010502号 炭焼やきとり　一番　堺東店 堺区一条通１７‐２４ 大成第２ビル１Ｆ 平成30年6月28日 平成30年6月28日 令和6年6月30日 大嶋　敦史 新規 飲食店営業
堺食衛第18010511号 Ｋａｏｒｉ　Ｃａｆｅ 北区百舌鳥赤畑町２丁５２ 平成30年6月19日 平成30年7月1日 令和6年6月30日 田重田　政子 更新 飲食店営業
堺食衛第18010503号 Ｒａｂｂｉｔ　Ｆａｒｍ 西区鳳南町２丁４１ 平成30年7月10日 平成30年7月10日 令和6年7月31日 海老　安子 新規 そうざい製造業
堺食衛第18010501号 ＭＯ’Ｓ　ＴＡＢＬＥ 南区野々井１７８－５ 進化第７ビル１０８号 平成30年6月28日 平成30年6月28日 令和6年6月30日 江口　健太 新規 飲食店営業
堺食衛第18010504号 ｋｏｋａｇｅ　ｃａｆｅ 堺市内一円 平成30年6月19日 平成30年6月19日 令和5年6月30日 髙松　あゆり 新規 飲食店営業（露店）
堺食衛第18010505号 Ｃａｆｅ．ｉｒｏｔｏｒｉｄｏｒｉ 堺市内一円 平成30年6月19日 平成30年6月19日 令和5年6月30日 新木　康義 新規 菓子製造業（自動車）
堺食衛第18010512号 ボンテンキッチン 堺市内一円 平成30年6月20日 平成30年6月20日 令和5年6月30日 勝本　成明 新規 菓子製造業（露店）
堺食衛第18010529号 やまちゃん 堺区中安井町１丁２‐１ 平成30年6月21日 平成30年7月1日 令和6年6月30日 山下　英子 更新 飲食店営業
堺食衛第18010521号 焼肉　味真 西区浜寺船尾町東３丁３７７ 平成30年6月21日 平成30年7月1日 令和6年6月30日 佐々木　秋子 更新 飲食店営業
堺食衛第18010522号 ＫＩＴＣＨＥＮ　おおはら 中区八田北町１０‐１６ メゾンプラセール１Ｆ６号 平成30年6月21日 平成30年7月1日 令和6年6月30日 大原　ゆくえ 更新 飲食店営業
堺食衛第18010551号 アイス屋さん。しらんけど 西区津久野町１丁１‐１ 平成30年7月23日 平成30年7月23日 令和6年7月31日 南方　ゆきゑ 新規 飲食店営業
堺食衛第18010556号 麺屋７．５ｈｚ　堺店 堺区田出井町５‐４８ ＥＲＩＳ・ＳＡＫＡＩ１０２ 平成30年7月5日 平成30年7月5日 令和6年7月31日 梁本　慶烈 新規 飲食店営業
堺食衛第18010566号 中華酒家　宝来 西区浜寺石津町西３丁５‐２１ 平成30年6月25日 平成30年7月1日 令和6年6月30日 祭貴　太佳司 更新 飲食店営業
堺食衛第18010555号 ５．ｋｉｔｃｈｅｎ 東区引野町１丁７５‐２ 平成30年7月17日 平成30年7月17日 令和6年7月31日 奥村　美智代 新規 飲食店営業
堺食衛第18010553号 ＹＹ　ｃａｆｅ 堺市内一円 平成30年6月25日 平成30年6月25日 令和5年6月30日 山中　勇也 新規 飲食店営業（露店）
堺食衛第18010564号 Ｓａｓｅｂｏｂｏｒｎ　Ｂｕｒｇｅｒ 堺市内一円 平成30年6月25日 平成30年6月25日 令和5年6月30日 境　直子 新規 飲食店営業（露店）
堺食衛第18010568号 伊賀からあげ　岡野 堺市内一円 平成30年6月25日 平成30年6月25日 令和5年6月30日 岡野　修次 新規 飲食店営業（露店）
堺食衛第18010569号 ホットドッグｃａｆｅ　ｄｅｆｉ 堺市内一円 平成30年6月25日 平成30年6月25日 令和5年6月30日 藤原　佳朋 新規 飲食店営業（露店）
堺食衛第18010581号 家庭料理おばんざい　Ｌａｕｌｅａ　ラウレア堺区栄橋町１丁９‐３ 平成30年7月3日 平成30年7月3日 令和6年7月31日 三國　佐知子 新規 飲食店営業
堺食衛第18010577号 カラオケ　ＴＯＰ 北区中百舌鳥町５丁８０３‐３ シュライクシャチビル１Ｆ 平成30年6月26日 平成30年7月1日 令和6年6月30日 道上　ゆり 更新 飲食店営業
堺食衛第18010579号 Ｓｌｏｗ 西区浜寺石津町中１丁６‐１３２Ｆ、３Ｆ 平成30年7月30日 平成30年7月30日 令和6年7月31日 中本　要一 新規 飲食店営業
堺食衛第18010582号 まるた 西区上野芝町１丁１２‐１０ 平成30年7月2日 平成30年7月2日 令和6年7月31日 田中　翔 新規 飲食店営業
堺食衛第18010576号 ＦＲＥＳＨ　ＣＡＫＥＳ　愛之助 西区北条町１丁１５‐１３ 北条黒田マンション１０１ 平成30年6月26日 平成30年7月1日 令和6年6月30日 田中　優子 更新 菓子製造業
堺食衛第18010583号 カラオケ　ユミ 中区新家町５６８‐１０ 平成30年9月3日 平成30年9月3日 令和6年9月30日 松田　由美子 新規 飲食店営業
堺食衛第18010584号 ＭＡＩ’ｓ　ＣＲＥＡＭ 東区北野田３４５‐１ 平成30年7月10日 平成30年7月10日 令和6年7月31日 梅井　舞 新規 アイスクリーム類製造業
堺食衛第18010585号 ＭＡＩ’ｓ　ＣＲＥＡＭ 東区北野田３４５‐１ 平成30年7月10日 平成30年7月10日 令和6年7月31日 梅井　舞 新規 喫茶店営業
堺食衛第18010597号 喫茶　スティング 中区深阪２丁１０‐１６ 平成30年6月27日 平成30年7月1日 令和6年6月30日 井ノ上　慶子 更新 飲食店営業
堺食衛第18010587号 なか井 美原区大保２６‐１ 平成30年7月4日 平成30年7月4日 令和6年7月31日 上野　明美 新規 飲食店営業
堺食衛第18010603号 トレビアン 堺区熊野町東１丁２‐８ アプローズビル２－Ａ 平成30年6月28日 平成30年7月1日 令和6年6月30日 渡邉　郁子 更新 飲食店営業
堺食衛第18010604号 韓国料理　チャングム 堺区甲斐町東３丁１‐１ 平成30年6月28日 平成30年7月1日 令和6年6月30日 阿部　東洙 更新 飲食店営業
堺食衛第18010602号 串料理　和　なごみ 北区蔵前町２丁２‐１６ 平成30年6月29日 平成30年6月29日 令和6年6月30日 新規 飲食店営業
堺食衛第18010606号 居酒屋　ＳＡＫＵＲＡ 堺区三国ヶ丘御幸通６ 乾ビル１Ｆ 平成30年6月29日 平成30年7月1日 令和6年6月30日 櫻井　和彦 更新 飲食店営業
堺食衛第18010607号 は　かつ丼 堺区中瓦町２丁３‐５ 平成30年6月29日 平成30年7月1日 令和6年6月30日 畠中　孝典 更新 飲食店営業
堺食衛第18010609号 プラトン 北区北花田町４丁８９‐３９ 平成30年6月29日 平成30年7月1日 令和6年6月30日 杉浦　正純 更新 飲食店営業
堺食衛第18010620号 美食空間　今摩志ん 堺区北三国ヶ丘町４丁２‐３ 平成30年7月2日 平成30年8月1日 令和6年7月31日 富田　武志 更新 飲食店営業
堺食衛第18010622号 鉄板居酒屋　髙見 堺区大仙西町２丁７０‐１ 平成30年7月2日 平成30年8月1日 令和6年7月31日 髙見　晃一 更新 飲食店営業
堺食衛第18010619号 だし庵　悠遊 堺区昭和通３丁４２‐１４ 平成30年7月4日 平成30年7月4日 令和6年7月31日 葛井　佑典 新規 飲食店営業
堺食衛第18010626号 移動販売　穂積 堺市内一円 平成30年7月3日 平成30年7月3日 令和5年7月31日 水谷　圭吾 新規 飲食店営業（露店）
堺食衛第18010627号 手作りギョーザ専門店マルヘイ 北区北花田町１丁３８ 平成30年7月6日 平成30年7月6日 令和6年7月31日 河村　照紹 新規 飲食店営業
堺食衛第18010630号 ファミリーマート堺初芝駅前店 東区日置荘西町１丁２１‐１９ 平成30年7月17日 平成30年7月17日 令和6年7月31日 赤木　洋文 新規 飲食店営業
堺食衛第18010631号 ファミリーマート堺初芝駅前店 東区日置荘西町１丁２１‐１９ 平成30年7月17日 平成30年7月17日 令和6年7月31日 赤木　洋文 新規 菓子製造業
堺食衛第18010629号 ｃｕｃｉｎａ　ｓａｃｃｉ 堺市内一円 平成30年7月4日 平成30年7月4日 令和5年7月31日 新規 飲食店営業（露店）
堺食衛第18010642号 ポッチャ 堺区翁橋町１丁５‐６ グランド翁橋５号館１０７号 平成30年7月9日 平成30年7月9日 令和6年7月31日 文　景淑 新規 飲食店営業
堺食衛第18010643号 たこ一 堺区三宝町２丁１２６‐１ 平成30年7月9日 平成30年7月9日 令和6年7月31日 石井　英治 新規 飲食店営業
堺食衛第18010646号 喫茶　おかん 中区大野芝町１３７ 平成30年7月10日 平成30年7月10日 令和6年7月31日 白石　香代子 新規 飲食店営業
堺食衛第18010644号 お食事処　えびす 中区深井沢町３３２９ メゾンフカイ　１Ｆ 平成30年7月6日 平成30年7月6日 令和6年7月31日 小倉　昇成 新規 食肉販売業
堺食衛第18010645号 大阪食鶏販売　深井店 中区深井清水町４０３５ 平成30年9月7日 平成30年9月7日 令和6年9月30日 小倉　昇成 新規 飲食店営業
堺食衛第18010657号 喫茶　結（ゆい） 南区新檜尾台３丁６‐１２ 平成30年7月11日 平成30年7月11日 令和6年7月31日 山岨　和子 新規 飲食店営業
堺食衛第18010656号 ｃｒｅｐｅ　ｊｕｍｍｙ 堺市内一円 平成30年7月6日 平成30年7月6日 令和5年7月31日 北井　佐和 新規 菓子製造業（自動車）
堺食衛第18010662号 ７ｓｅａ’ｓ　ｃａｆｅ 堺区香ヶ丘町１丁５‐８ 平成30年7月18日 平成30年7月18日 令和6年7月31日 前田　由紀子 新規 菓子製造業
堺食衛第18010663号 阿呍 東区白鷺町１丁１０‐４ 平成30年7月10日 平成30年8月1日 令和6年7月31日 玉置　哲也 更新 飲食店営業
堺食衛第18010669号 串ペー 北区金岡町１９５７‐２ 平成30年7月11日 平成30年8月1日 令和6年7月31日 岡本　由美 更新 飲食店営業
堺食衛第18010672号 やきとり　笑家（長尾店） 北区中長尾町４丁５‐２２ 平成30年7月11日 平成30年8月1日 令和6年7月31日 勝山　政則 更新 飲食店営業
堺食衛第18010668号 炭火焼鳥　瑞 堺市内一円 平成30年7月11日 平成30年7月11日 令和5年7月31日 船越　瑞章 新規 飲食店営業（露店）
堺食衛第18010680号 ヌンクイ 堺区南島町２丁５１‐１ 平成30年7月12日 平成30年8月1日 令和6年7月31日 町野　珠実 更新 飲食店営業
堺食衛第18010679号 弦 堺区戎之町東３丁１‐１７ １Ｆ 平成30年7月12日 平成30年7月12日 令和6年7月31日 髙比良　喜美子 新規 飲食店営業
堺食衛第18010675号 よしのや 堺区大浜西町２３ 平成30年7月17日 平成30年7月17日 令和6年7月31日 山内　俊廣 新規 飲食店営業
堺食衛第18010677号 みつり 南区深阪南２６８２‐２ 平成30年7月26日 平成30年7月26日 令和6年7月31日 三谷　治夫 新規 飲食店営業
堺食衛第18010674号 おいものプーシャン 堺市内一円 平成30年7月12日 平成30年7月12日 令和5年7月31日 清水　宏行 新規 喫茶店営業（露店）
堺食衛第18010685号 柿のたね 堺区浅香山町３丁５‐２６ 平成30年7月13日 平成30年7月13日 令和6年7月31日 花野　春枝 新規 飲食店営業
堺食衛第18010687号 ニコニコキッチン堺三国ヶ丘店 堺区中三国ヶ丘町４丁６‐２５マルマンハイツ１０２号 平成30年7月13日 平成30年8月1日 令和6年7月31日 髙橋　建彦 更新 飲食店営業



堺食衛第18010689号 キッサゴールド 堺区戎之町西２丁３１ 平成30年7月13日 平成30年8月1日 令和6年7月31日 北野　正博 更新 飲食店営業
堺食衛第18010681号 カラオケ喫茶　銀 北区南花田町３８２‐７ 平成30年7月17日 平成30年7月17日 令和6年7月31日 上田　眞知子 新規 飲食店営業
堺食衛第18010686号 ｓｏｄａｃｈｉ 北区百舌鳥梅北町４丁１９４ 平成30年8月2日 平成30年8月2日 令和6年8月31日 豊中　歩 新規 喫茶店営業
堺食衛第18010701号 喫茶　ハッピー 北区百舌鳥陵南町３丁４２４‐７ 平成30年7月17日 平成30年8月1日 令和6年7月31日 太田　安映 更新 飲食店営業
堺食衛第18010690号 まちいえきっちんｐｌｕｓ 南区高倉台４丁１４‐１３ 平成30年7月26日 平成30年7月26日 令和6年7月31日 髙田　麻由美 新規 菓子製造業
堺食衛第18010691号 まちいえきっちんｐｌｕｓ 南区高倉台４丁１４‐１３ 平成30年7月26日 平成30年7月26日 令和6年7月31日 髙田　麻由美 新規 飲食店営業
堺食衛第18010692号 ふぉれすと 南区大森２７９ 平成30年7月19日 平成30年7月19日 令和6年7月31日 米田　周子 新規 飲食店営業
堺食衛第18010695号 串かつ　萬房 堺市内一円 平成30年7月17日 平成30年7月17日 令和5年7月31日 高橋　弘行 新規 飲食店営業（露店）
堺食衛第18010707号 居酒屋　お好み　芳し乃 西区草部１０９４‐１ 平成30年7月18日 平成30年8月1日 令和6年7月31日 菊井　和子 更新 飲食店営業
堺食衛第18010708号 肉のにしだ 西区鳳東町４丁３６１‐１ 平成30年7月18日 平成30年8月1日 令和6年7月31日 西田　道代 更新 食肉販売業
堺食衛第18010703号 和洋遊彩　ゆるり 中区深井沢町２７１０‐７ 平成30年7月23日 平成30年7月23日 令和6年7月31日 杉本　昌治 新規 飲食店営業
堺食衛第18010721号 ｒｏｏｔｓ 北区南花田町２３３‐１３ 平成30年8月6日 平成30年8月6日 令和6年8月31日 生田　学 新規 飲食店営業
堺食衛第18010722号 ｒｏｏｔｓ 北区南花田町２３３‐１３ 平成30年8月6日 平成30年8月6日 令和6年8月31日 生田　学 新規 菓子製造業
堺食衛第18010720号 お魚酒場　鬼とと 北区長曽根町７３４‐４ 吉村ビル１Ｆ 平成30年8月2日 平成30年8月2日 令和6年8月31日 鬼束　賢一 新規 飲食店営業
堺食衛第18010725号 立呑み　チエちゃん 中区深井沢町３１０４ 平成30年7月20日 平成30年8月1日 令和6年7月31日 名和　知恵子 更新 飲食店営業
堺食衛第18010709号 カラオケ喫茶　あけみちゃん 中区深井清水町３１１９ 平成30年7月25日 平成30年7月25日 令和6年7月31日 藤元　明美 新規 飲食店営業
堺食衛第18010726号 ファミリーマート美原小平尾店 美原区小平尾７８２‐４ 平成30年7月20日 平成30年8月1日 令和6年7月31日 岩見　禎也 更新 飲食店営業
堺食衛第18010723号 ｒｏｏｔｓ 堺市内一円 平成30年8月6日 平成30年8月6日 令和5年8月31日 生田　学 新規 飲食店営業（露店）
堺食衛第18010737号 タコ焼き　ココ 堺区九間町西２丁２‐７ 平成30年7月25日 平成30年7月25日 令和6年7月31日 幅田　美穂 新規 飲食店営業
堺食衛第18010736号 しゃぶしゃぶ　みなみ 中区土師町５丁８‐２２ 平成30年7月23日 平成30年8月1日 令和6年7月31日 白尾　朱実 更新 飲食店営業
堺食衛第18010739号 ヒラオ加工 美原区平尾７３‐１ 平成30年7月23日 平成30年9月1日 令和6年8月31日 草間　康芳 更新 菓子製造業
堺食衛第18010738号 日本酒酒場　てんせん 堺市内一円 平成30年8月10日 平成30年8月10日 令和5年8月31日 瀧川　勇樹 新規 飲食店営業（露店）
堺食衛第18010742号 新済州 堺区戎之町東２丁１‐２ ハーモニービル　１Ｆ 平成30年7月25日 平成30年7月25日 令和6年7月31日 金　英珠 新規 飲食店営業
堺食衛第18010741号 フードトラック　ベンダー 堺市内一円 平成30年7月24日 平成30年7月24日 令和5年7月31日 林　哲郎 新規 飲食店営業（露店）
堺食衛第18010759号 やいて屋 堺区向陵中町４丁６‐３ 三国ヶ丘コーポ 平成30年7月25日 平成30年8月1日 令和6年7月31日 北　英起 更新 飲食店営業
堺食衛第18010760号 夕和 堺区北瓦町２丁１‐８ 平成30年7月25日 平成30年8月1日 令和6年7月31日 川端　宗子 更新 飲食店営業
堺食衛第18010764号 花音 堺区戎之町東１丁１‐２７ 天神ビル１Ｆ 平成30年7月25日 平成30年7月25日 令和6年7月31日 宇治　唯香 新規 飲食店営業
堺食衛第18010756号 満ぷく炉ばた　蛇居庵 北区南花田町８１ ウッズアーバンビル１０４、１０５号 平成30年7月25日 平成30年8月1日 令和6年7月31日 藤島　伸吾 更新 飲食店営業
堺食衛第18010758号 郷　むすび 北区百舌鳥梅町３丁５２‐９ 平成30年7月25日 平成30年8月1日 令和6年7月31日 井寄　郷子 更新 飲食店営業
堺食衛第18010761号 ベントステーション泉ヶ丘店 南区深阪南３３０‐１３ 平成30年7月25日 平成30年8月1日 令和6年7月31日 狩集　澄江 更新 飲食店営業
堺食衛第18010765号 ムカーム　ケバブ 堺市内一円 平成30年7月25日 平成30年7月25日 令和5年7月31日 尼加提　吾買尓 新規 飲食店営業（露店）
堺食衛第18010767号 居酒屋　裕彩 西区浜寺公園町２丁２１０ 平成30年8月1日 平成30年8月1日 令和6年7月31日 高田　俊一 新規 飲食店営業
堺食衛第18010768号 居酒屋　裕彩 西区浜寺公園町２丁２１０ 平成30年8月1日 平成30年8月1日 令和6年7月31日 高田　俊一 新規 菓子製造業
堺食衛第18010794号 食堂酒場　ＴＡＮＴＯ 堺区北瓦町２丁１‐１１ 平成30年8月3日 平成30年8月3日 令和6年8月31日 盆子原　亮太 新規 飲食店営業
堺食衛第18010802号 Ｋ 堺区新町４‐１ ＮＫアクトビル３０２ 平成30年7月27日 平成30年8月1日 令和6年7月31日 大山　カツ子 更新 飲食店営業
堺食衛第18010805号 喫茶　エイト 堺区西湊町５丁４‐１ 平成30年7月27日 平成30年9月1日 令和6年8月31日 辻岡　はつ子 更新 飲食店営業
堺食衛第18010786号 ゆずキッチン 堺区大浜西町２３ 平成30年8月2日 平成30年8月2日 令和6年8月31日 新規 飲食店営業
堺食衛第18010803号 Ｃａｆｅ　Ｎａｔｓｕ 南区鉢ヶ峯寺２４０５‐１ 街のフードハウス内 平成30年7月27日 平成30年8月1日 令和6年7月31日 更新 飲食店営業
堺食衛第18010788号 男山ファクトリー 堺市内一円 平成30年7月27日 平成30年7月27日 令和5年7月31日 永野　智巳 新規 飲食店営業（露店）
堺食衛第18010793号 ＡＭＭＹ 堺市内一円 平成30年7月27日 平成30年7月27日 令和5年7月31日 渡辺　明美 新規 飲食店営業（露店）
堺食衛第18010799号 あついあいだだけ 堺市内一円 平成30年7月27日 平成30年7月27日 令和5年7月31日 福本　聡美 新規 喫茶店営業（露店）
堺食衛第18010817号 お家のごはん　かれん 堺区翁橋町１丁１０‐１７ 丸大ビル１Ｆ 平成30年7月30日 平成30年8月1日 令和6年7月31日 福山　民子 更新 飲食店営業
堺食衛第18010814号 ＹＥＬＬＯＷ　ＣＡＦＥ 堺市内一円 平成30年7月30日 平成30年7月30日 令和5年7月31日 上田　貴子 新規 喫茶店営業（露店）
堺食衛第18010815号 ＦＯＯＤＴＲＵＣＫ　ＶＥＮＤＯＲ 堺市内一円 平成30年7月30日 平成30年7月30日 令和5年7月31日 林　哲郎 新規 飲食店営業（自動車）
堺食衛第18010829号 薩摩うどん 堺区神南辺町２丁７６‐１ 平成30年7月31日 平成30年8月1日 令和6年7月31日 梅田　良輔 更新 飲食店営業
堺食衛第18010834号 堺商事 中区深井清水町３５５３ 平成30年7月31日 平成30年8月1日 令和6年7月31日 山野　龍一 更新 食肉処理業
堺食衛第18010830号 新生堂 東区日置荘田中町１‐５ 平成30年7月31日 平成30年9月1日 令和6年8月31日 細田　維俊 更新 菓子製造業
堺食衛第18010835号 田中石材店 南区鉢ヶ峯寺３３７‐１ 平成30年8月13日 平成30年8月13日 令和6年8月31日 泉谷　健人 新規 飲食店営業
堺食衛第18010832号 Ｄｅａｒ　Ａｌｌ 堺市内一円 平成30年7月31日 平成30年8月1日 令和5年7月31日 後藤　あゆみ 更新 飲食店営業（露店）
堺食衛第18010833号 Ｄｅａｒ　Ａｌｌ 堺市内一円 平成30年7月31日 平成30年8月1日 令和5年7月31日 後藤　あゆみ 更新 菓子製造業（露店）
堺食衛第18010838号 銀座屋 堺市内一円 平成30年7月31日 平成30年7月31日 令和5年7月31日 上田　直 新規 飲食店営業（露店）
堺食衛第18010839号 銀座屋 堺市内一円 平成30年7月31日 平成30年7月31日 令和5年7月31日 上田　直 新規 菓子製造業（露店）
堺食衛第18010845号 豚竹林 西区浜寺石津町東１丁４‐２６ 平成30年8月1日 平成30年9月1日 令和6年8月31日 元村　稔 更新 豆腐製造業
堺食衛第18010840号 セブン‐イレブン　堺津久野駅前店 西区津久野町１丁１１‐２５ 平成30年8月13日 平成30年8月13日 令和6年8月31日 和田　英樹 新規 飲食店営業
堺食衛第18010844号 Ｊｏｈｎｎｙ　Ｂａｒ 東区西野５１４‐６ 平成30年8月7日 平成30年8月7日 令和6年8月31日 大門　将人 新規 飲食店営業
堺食衛第18010849号 スナック　ミユ 堺区翁橋町１丁５‐３ エルクエスト６０３ 平成30年8月3日 平成30年8月3日 令和6年8月31日 李　洧政 新規 飲食店営業
堺食衛第18010850号 鮨　炭焼　くすのき 西区鳳東町１丁４８ 平成30年9月18日 平成30年9月18日 令和6年9月30日 楠　正明 新規 飲食店営業
堺食衛第18010852号 ＳＫＹ　ＢＬＵＥ　ＣＡＦＥ 堺市内一円 平成30年8月2日 平成30年8月2日 令和5年8月31日 杉山　直樹 新規 菓子製造業（自動車）
堺食衛第18010857号 自家焙煎珈琲豆　ＴＯＰＳ 堺区三宝町２丁１３６‐６ 平成30年8月3日 平成30年9月1日 令和6年8月31日 河﨑　忠彦 更新 喫茶店営業
堺食衛第18010858号 ドカベン 堺市内一円 平成30年8月3日 平成30年8月3日 令和5年8月31日 柿木田　祥平 新規 飲食店営業（露店）
堺食衛第18010860号 Ｂｉｓｔｒｏ　村一番 西区浜寺諏訪森町中２丁１８８‐１マンション一森１０１ 平成30年8月9日 平成30年8月9日 令和6年8月31日 西田　隆史 新規 飲食店営業
堺食衛第18010861号 セブン‐イレブン　堺土塔町店 中区土塔町６１‐３ 平成30年8月6日 平成30年9月1日 令和6年8月31日 中野　博 更新 飲食店営業
堺食衛第18010866号 八風亭　別館 堺区北瓦町１丁２４‐２ シャンドリエビル２Ｆ 平成30年8月7日 平成30年9月1日 令和6年8月31日 森西　重信 更新 飲食店営業
堺食衛第18010869号 桜 堺区櫛屋町東１丁２‐２４ 平成30年8月8日 平成30年8月8日 令和6年8月31日 中原　幸栄 新規 飲食店営業
堺食衛第18010868号 酒菜百 東区北野田３０‐１ 平成30年8月7日 平成30年9月1日 令和6年8月31日 松本　寿一 更新 飲食店営業
堺食衛第18010874号 讃岐うどん　なご心 東区白鷺町３丁２０‐１０ 平成30年8月20日 平成30年8月20日 令和6年8月31日 田村　和明 新規 飲食店営業
堺食衛第18010875号 讃岐うどん　なご心 東区白鷺町３丁２０‐１０ 平成30年8月20日 平成30年8月20日 令和6年8月31日 田村　和明 新規 麺類製造業
堺食衛第18010873号 まちいえきっちんｐｌｕｓ 堺市内一円 平成30年8月8日 平成30年8月8日 令和5年8月31日 髙田　麻由美 新規 飲食店営業（露店）
堺食衛第18010878号 セブン‐イレブン堺東浅香山２丁店 北区東浅香山町２丁２３３ 平成30年8月20日 平成30年8月20日 令和6年8月31日 辻村　紗葵 新規 飲食店営業
堺食衛第18010891号 七ふく神 堺区翁橋町１丁４‐５ スカイビル１Ｆ 平成30年8月10日 平成30年9月1日 令和6年8月31日 渕　篤史 更新 飲食店営業
堺食衛第18010884号 Ｌｏｕｎｇｅ　Ｍｉｒａｉ 堺区翁橋町１丁９‐４ 山本ビル１Ｆ 平成30年8月29日 平成30年8月29日 令和6年8月31日 新規 飲食店営業
堺食衛第18010892号 Ｔ－１ 西区浜寺石津町中２丁６‐３３ 平成30年8月13日 平成30年9月1日 令和6年8月31日 棚橋　千春 更新 飲食店営業
堺食衛第18010906号 百福 堺区熊野町東３丁１‐８ 平成30年8月14日 平成30年9月1日 令和6年8月31日 宇田　光博 更新 飲食店営業
堺食衛第18010902号 セブン‐イレブン　堺山本町５丁店 堺区山本町５丁９４‐２ 平成30年8月28日 平成30年8月28日 令和6年8月31日 藤川　和孝 新規 飲食店営業
堺食衛第18010895号 北区百舌鳥赤畑町４丁２６１ 平成30年8月14日 平成30年9月1日 令和6年8月31日 中林　浩一 更新 飲食店営業
堺食衛第18010908号 居酒屋　たっちゃん 堺区向陵中町４丁７‐１１ 第２三国ヶ丘コーポ１階 平成30年8月15日 平成30年8月15日 令和6年8月31日 大澤　儀一 新規 飲食店営業
堺食衛第18010915号 廚 堺区南花田口町１丁１‐１８ 平成30年8月15日 平成30年9月1日 令和6年8月31日 池田　篤彦 更新 飲食店営業
堺食衛第18010911号 セブン‐イレブン堺海山町店 堺区海山町５丁２０８ 平成30年8月15日 平成30年9月1日 令和6年8月31日 藤田　俊彦 更新 飲食店営業
堺食衛第18010909号 ｃｒｅｐｅ　ＳＯＲＡ 堺市内一円 平成30年8月15日 平成30年8月15日 令和5年8月31日 多田良　美穂 新規 飲食店営業（自動車）
堺食衛第18010910号 ｃｒｅｐｅ　ＳＯＲＡ 堺市内一円 平成30年8月15日 平成30年8月15日 令和5年8月31日 多田良　美穂 新規 菓子製造業（自動車）
堺食衛第18010924号 創菜和献　楽 堺区北瓦町２丁３‐３ 平成30年8月16日 平成30年9月1日 令和6年8月31日 木村　英明 更新 飲食店営業
堺食衛第18010925号 ＴＡＫＯＹＡＫＩＹＡ　ＨＥＹ！ 西区鳳東町２丁２０５‐１ 平成30年8月28日 平成30年8月28日 令和6年8月31日 川嵜　哲也 新規 飲食店営業
堺食衛第18010927号 カラオケハウス　アイリス 西区鳳東町４丁３５５ 平成30年8月17日 平成30年10月1日 令和6年9月30日 大窪　操 更新 飲食店営業
堺食衛第18010947号 カラオケスタジオ　たくみ 堺区北庄町２丁２‐２１ 平成30年8月20日 平成30年9月1日 令和6年8月31日 大成　美津子 更新 飲食店営業
堺食衛第18010935号 セブン‐イレブン堺向陵東町２丁店 堺区向陵東町２丁６‐３ 072-252-7811 平成30年8月20日 平成30年9月1日 令和6年8月31日 新田　晃生 更新 飲食店営業
堺食衛第18010930号 ＳＨＯＴ　ＢＡＲ　－Ａ－ 堺区翁橋町１丁５‐３ エルクエスト５０３号 平成30年8月23日 平成30年8月23日 令和6年8月31日 古谷　千佳 新規 飲食店営業
堺食衛第18010931号 ＣＲａＮＥ 堺区南瓦町１‐１１ プラネッタビル７Ｆ 平成30年8月24日 平成30年8月24日 令和6年8月31日 中村　亜弥 新規 飲食店営業
堺食衛第18010928号 初ちゃん 西区上野芝向ヶ丘町２丁１０‐１ 平成30年8月21日 平成30年8月21日 令和6年8月31日 上田　初美 新規 飲食店営業
堺食衛第18010950号 橙の鬼灯亭 堺区向陵中町３丁２‐６ 平成30年9月3日 平成30年9月3日 令和6年9月30日 寺岸　勇介 新規 飲食店営業
堺食衛第18010949号 アレーズ 堺区南花田口町１丁１‐４ １Ｆ 平成30年8月29日 平成30年8月29日 令和6年8月31日 山川　貴司 新規 飲食店営業
堺食衛第18010954号 ＳｙｕＲＩ 堺区翁橋町１丁５‐４ エルクエストビル３Ｆ 平成30年8月27日 平成30年8月27日 令和6年8月31日 北村　愛美 新規 飲食店営業
堺食衛第18010953号 Ｒｉｏ 堺区翁橋町１丁９‐１５ アトムビル３階ＣＤ号室 平成30年8月24日 平成30年8月24日 令和6年8月31日 韓　浄埈 新規 飲食店営業
堺食衛第18010960号 シャトル 堺市内一円 平成30年8月22日 平成30年9月1日 令和5年8月31日 稲井　秀幸 更新 菓子製造業（自動車）
堺食衛第18010952号 割烹蛸壺 堺市内一円 平成30年8月23日 平成30年8月23日 令和5年8月31日 林　栄三郎 新規 飲食店営業（露店）
堺食衛第18010961号 お好み焼き　とおき屋 中区上之３９０‐５ 平成30年8月23日 平成30年10月1日 令和6年9月30日 東野　惠行 更新 飲食店営業
堺食衛第18010964号 透兵衛 北区北花田町１丁５２‐１ 東秀ビル１Ｆ 平成30年8月29日 平成30年8月29日 令和6年8月31日 疋田　透 新規 飲食店営業
堺食衛第18010965号 ｂｉｓｔｒｏ　ｉｑｕｅｃｏ　６４ＤＯＧ 中区新家町３４９‐２１ 平成30年9月3日 平成30年9月3日 令和6年9月30日 草川　智 新規 飲食店営業
堺食衛第18010963号 花花 東区野尻町５３４‐６ 平成30年8月24日 平成30年9月1日 令和6年8月31日 大西　佳子 更新 飲食店営業
堺食衛第18010966号 優 南区檜尾３１４０‐１ 進化第１１ビル１階１０２号 平成30年9月3日 平成30年9月3日 令和6年9月30日 河合　里佳 新規 飲食店営業
堺食衛第18010974号 カラオケハウス　エスペランサ 堺区綾之町東１丁２‐３３ 堺都市第２ビル１Ｆ２号 平成30年8月28日 平成30年8月28日 令和6年8月31日 井澤　さおり 新規 飲食店営業
堺食衛第18010971号 たこやき　さっちゃん 堺区錦之町西２丁２‐２０ 平成30年8月27日 平成30年9月1日 令和6年8月31日 川内　小夜子 更新 飲食店営業
堺食衛第18010973号 ス・ププレ 西区津久野町１丁１４‐１２ ナカノビル１０１号 平成30年8月27日 平成30年9月1日 令和6年8月31日 藤本　智代子 更新 菓子製造業
堺食衛第18010977号 カラオケ喫茶「運の神様」 東区菩提町５丁１１４‐６ 平成30年8月29日 平成30年8月29日 令和6年8月31日 藤本　加代子 新規 飲食店営業
堺食衛第18010976号 讃岐うどん　とんがらし 南区原山台１丁１４‐１２ 平成30年8月27日 平成30年10月1日 令和6年9月30日 浅田　陽子 更新 飲食店営業
堺食衛第18010975号 阪和フーズ 堺市内一円 平成30年8月27日 平成30年8月27日 令和5年8月31日 荷見　和之 新規 菓子製造業（露店）
堺食衛第18010988号 Ｍａｈａｌｏ　Ｃａｆｅ 堺区大町西３丁１‐１ 平成30年8月28日 平成30年9月1日 令和6年8月31日 石神　安記 更新 飲食店営業
堺食衛第18010997号 やわらぎ 西区浜寺石津町西４丁１‐２ 平成30年9月19日 平成30年9月19日 令和6年9月30日 楠葉　朝美 新規 飲食店営業
堺食衛第18010994号 あわじや 西区浜寺諏訪森町中２丁１６９ 平成30年8月28日 平成30年9月1日 令和6年8月31日 佐藤　大輔 更新 飲食店営業
堺食衛第18010991号 カレーハウスＣｏＣｏ壱番屋　堺区南清水町店堺市内一円 平成30年8月28日 平成30年8月28日 令和5年8月31日 中岡　隆 新規 飲食店営業（自動車）
堺食衛第18011008号 もだん亭 堺区四条通１‐２ 平成30年8月29日 平成30年9月1日 令和6年8月31日 日野　明美 更新 飲食店営業
堺食衛第18011010号 晩酌気分　ｂｅｔ：ｃｈｉ 北区中百舌鳥町５丁８０３‐３ シュライク・シャチビル１０１－Ｂ 平成30年8月29日 平成30年9月1日 令和6年8月31日 曽我部　美夏 更新 飲食店営業
堺食衛第18011013号 たこ星 堺区材木町東２丁１‐１２ 平成30年8月30日 平成30年9月1日 令和6年8月31日 荒川　恵美子 更新 飲食店営業
堺食衛第18011015号 パンのお店　庵 堺区住吉橋町２丁１‐６ 平成30年9月5日 平成30年9月5日 令和6年9月30日 田中　桂子 新規 菓子製造業
堺食衛第18011017号 十代鮮魚店 西区浜寺諏訪森町中２丁１８９‐７ 平成30年8月30日 平成30年9月1日 令和6年8月31日 十代　吉人 更新 魚介類販売業
堺食衛第18011014号 ＮＯＢＵ珈琲 南区稲葉２丁３００４‐１ 平成30年8月30日 平成30年10月1日 令和6年9月30日 北條　規子 更新 飲食店営業
堺食衛第18011026号 奥邪馬渓 北区金岡町１４１２‐３０ 平成30年8月31日 平成30年9月1日 令和6年8月31日 田中　嘉昭 更新 飲食店営業
堺食衛第18011023号 カラオケスタジオ　ゆうみ 中区伏尾３５９ 平成30年9月3日 平成30年9月3日 令和6年9月30日 長谷川　美恵子 新規 飲食店営業
堺食衛第18011025号 ソラーズキッチン 堺市内一円 平成30年8月31日 平成30年8月31日 令和5年8月31日 峪田　勝治 新規 菓子製造業（自動車）
堺食衛第18011045号 花菜 堺区旭ヶ丘中町１丁５‐１７ シャトー旭ヶ丘１０２ 平成30年9月3日 平成30年10月1日 令和6年9月30日 今井　美智子 更新 飲食店営業



堺食衛第18011044号 中川商店 堺区協和町３丁３３３‐１ 中７棟１０２号 平成30年9月3日 平成30年10月1日 令和6年9月30日 中川　登喜 更新 飲食店営業
堺食衛第18011042号 阿弥護 北区百舌鳥梅北町５丁２５５‐５ 平成30年9月28日 平成30年9月28日 令和6年9月30日 髙﨑　一雄 新規 飲食店営業
堺食衛第18011043号 味楽 中区深井清水町３５２３ 山内第三ビル１０１号 平成30年9月6日 平成30年9月6日 令和6年9月30日 坂本　弘之 新規 飲食店営業
堺食衛第18011027号 焼肉・冷麺　つくし 堺市内一円 平成30年9月3日 平成30年9月3日 令和5年9月30日 青木　幸治 新規 飲食店営業（露店）
堺食衛第18011030号 井上商店 堺市内一円 平成30年9月21日 平成30年9月21日 令和5年9月30日 井上　義春 新規 飲食店営業（露店）
堺食衛第18011031号 レインボーファクトリー 堺市内一円 平成30年9月3日 平成30年9月3日 令和5年9月30日 藤井　真 新規 飲食店営業（露店）
堺食衛第18011032号 なべ家 堺市内一円 平成30年9月3日 平成30年9月3日 令和5年9月30日 鍋田　修平 新規 飲食店営業（露店）
堺食衛第18011033号 日之出屋岩橋 堺市内一円 平成30年9月3日 平成30年9月3日 令和5年9月30日 岩橋　栄太郎 新規 飲食店営業（露店）
堺食衛第18011034号 アンソレイユ　ル　シエル 堺市内一円 平成30年9月3日 平成30年9月3日 令和5年9月30日 永野　貴洋 新規 飲食店営業（露店）
堺食衛第18011036号 ごちそう屋　四季 堺市内一円 平成30年9月3日 平成30年9月3日 令和5年9月30日 丸岡　公明 新規 飲食店営業（露店）
堺食衛第18011037号 ＫＡＬ 堺市内一円 平成30年9月3日 平成30年9月3日 令和5年9月30日 木村　友美 新規 飲食店営業（露店）
堺食衛第18011039号 奄美沖縄物産 堺市内一円 平成30年9月3日 平成30年9月3日 令和5年9月30日 武田　浩介 新規 飲食店営業（露店）
堺食衛第18011040号 やまもと商店 堺市内一円 平成30年9月3日 平成30年9月3日 令和5年9月30日 山本　晃嗣 新規 飲食店営業（露店）
堺食衛第18011041号 田中屋 堺市内一円 平成30年9月3日 平成30年9月3日 令和5年9月30日 田中　庚夫 新規 飲食店営業（露店）
堺食衛第18011048号 ｗｉ－ｔｈ 中区八田北町５４０‐１ 総合地所ビル１ＦＡ 平成30年9月10日 平成30年9月10日 令和6年9月30日 吉村　英司 新規 飲食店営業
堺食衛第18011050号 みくり 堺区竜神橋町１丁６‐１２ アイカ―スル１０１ 平成30年9月6日 平成30年9月6日 令和6年9月30日 岸森　秀之 新規 飲食店営業
堺食衛第18011053号 三河屋 西区鳳東町１丁５０‐１ 平成30年9月18日 平成30年9月18日 令和6年9月30日 音部　年克 新規 飲食店営業
堺食衛第18011056号 Ｌｕｘｕｒｙ　Ｓｎａｃｋ　Ｓａｒａ 堺区櫛屋町東２丁１‐１９ ルミエールビル２階Ｃ 平成30年9月13日 平成30年9月13日 令和6年9月30日 髙木　優莉愛 新規 飲食店営業
堺食衛第18011064号 ｇａｇａ 堺区翁橋町１丁５‐３ エル・クエストビル３０３号 平成30年9月13日 平成30年9月13日 令和6年9月30日 寺西　肇 新規 飲食店営業
堺食衛第18011068号 たこ焼きバル　徳次郎 堺市内一円 平成30年9月12日 平成30年9月12日 令和5年9月30日 黒山　知之 新規 飲食店営業（露店）
堺食衛第18011076号 本家かまどや安井町店 堺区中安井町１丁４‐２３ 平成30年9月14日 平成30年9月14日 令和6年9月30日 下地　博 新規 飲食店営業
堺食衛第18011075号 本家かまどやザビエル公園前店 堺区材木町西１丁１‐３１ 平成30年9月13日 平成30年9月13日 令和6年9月30日 赤井　義憲 新規 飲食店営業
堺食衛第18011091号 飛蝶 西区浜寺諏訪森町東２丁１０４‐７ 平成30年10月12日 平成30年10月12日 令和6年10月31日 塚本　邦子 新規 菓子製造業
堺食衛第18011094号 ＫＡ－ＫＵＮ　ｃａｆｅ 東区西野４０１‐２ 平成30年9月14日 平成30年10月1日 令和6年9月30日 城内　一臣 更新 飲食店営業 カフェ
堺食衛第18011083号 てんてん 堺市内一円 平成30年9月14日 平成30年9月14日 令和5年9月30日 秋元　清孝 新規 飲食店営業（自動車）
堺食衛第18011110号 かふか 堺区竜神橋町１丁６‐１０ 平成30年9月27日 平成30年9月27日 令和6年9月30日 中川　美里 新規 飲食店営業
堺食衛第18011103号 ボランティア　こぶし 南区三原台３丁１‐３ 平成30年9月19日 平成30年9月19日 令和6年9月30日 神野　修二 新規 飲食店営業
堺食衛第18011104号 宅配クック　ワン・ツウ・スリー　泉北ニュータウン店南区檜尾１８１ 平成30年10月22日 平成30年10月22日 令和6年10月31日 山田　猛男 新規 飲食店営業
堺食衛第18011106号 馬肉ダイニングポニーテイル　どるちぇ庵堺市内一円 平成30年9月19日 平成30年9月19日 令和5年9月30日 永野　章仁 新規 飲食店営業（露店）
堺食衛第18011118号 酒肴ゆうご 堺区向陵東町３丁３－７ 平成30年10月4日 平成30年10月4日 令和6年10月31日 西口　翔悟 新規 飲食店営業
堺食衛第18011117号 大ふへん者 中区伏尾１３０‐１ 平成30年9月21日 平成30年9月21日 令和6年9月30日 豊岡　信二 新規 飲食店営業
堺食衛第18011136号 村一番 北区中百舌鳥町５丁８０３‐３ シュライクシャチビル１０９ 平成30年9月21日 平成30年9月21日 令和6年9月30日 平野　智也 新規 飲食店営業
堺食衛第18011134号 ＢＡＲ　Ｋ．Ｔ．Ｍ． 南区竹城台４丁１５‐２５ アミューズメントビル２０４号 平成30年9月21日 平成30年10月1日 令和6年9月30日 白樫　宏唯 更新 飲食店営業
堺食衛第18011148号 Ｃａｆｅ　ＳＡＴＯ 北区百舌鳥赤畑町３丁１４０‐１ 平成30年9月25日 平成30年10月1日 令和6年9月30日 伏見　都永 更新 飲食店営業
堺食衛第18011143号 トップ　ヘビー 西区鳳東町４丁３８７ 平成30年9月25日 平成30年10月1日 令和6年9月30日 中裏　孝司 更新 飲食店営業
堺食衛第18011150号 寿司・鍋処ばかまじめ 中区深井沢町３１８７‐１ 平成30年9月27日 平成30年9月27日 令和6年9月30日 清水　優司 新規 飲食店営業
堺食衛第18011179号 Ｒａｉｎｂｏｗ 堺区翁橋町１丁２‐５ ＫＥＩ　ＢＵＩＬＤＩＮＧ４Ｆ 平成30年9月26日 平成30年10月1日 令和6年9月30日 禹　眞雅 更新 飲食店営業
堺食衛第18011192号 ＢＥＹＯＮＤ 堺区熊野町東１丁１‐１２ マリンプラザビル３Ｆ 平成30年9月28日 平成30年9月28日 令和6年9月30日 三浦　茜 新規 飲食店営業
堺食衛第18011180号 トラジ（とらじ） 堺区栄橋町１丁６‐５ アメニティ堺１０３ 平成30年9月28日 平成30年9月28日 令和6年9月30日 中村　宏明 新規 飲食店営業
堺食衛第18011176号 八兵衛 北区百舌鳥梅北町１丁４３‐１ 平成30年9月26日 平成30年10月1日 令和6年9月30日 田渕　綾乃 更新 飲食店営業
堺食衛第18011178号 酒と肴　しゃいしょのだい　いっぽ 中区深井水池町３０７４ フレール２１　１０５Ａ号室 平成30年9月26日 平成30年10月1日 令和6年9月30日 髙橋　幸代 更新 飲食店営業
堺食衛第18011183号 カフェ　ハッピーロード 南区高尾２丁４４７‐１２ 平成30年10月15日 平成30年10月15日 令和6年10月31日 井　忠 新規 飲食店営業
堺食衛第18011195号 たこ久 堺区寺地町東１丁２‐１９ 平成30年10月1日 平成30年10月1日 令和6年9月30日 平野　晶江 新規 飲食店営業
堺食衛第18011199号 炭火焼ちきん　くい・くい 北区中百舌鳥町５丁７９８‐８ 平成30年9月27日 平成30年10月1日 令和6年9月30日 植元　隆次 更新 飲食店営業
堺食衛第18011198号 焼肉トランザム 西区鳳北町７丁１２６ 平成30年9月27日 平成30年10月1日 令和6年9月30日 巴山　淑子 更新 飲食店営業
堺食衛第18011194号 生もんや　千尋の道 堺市内一円 平成30年9月27日 平成30年9月27日 令和5年9月30日 土橋　奈見 新規 飲食店営業（露店）
堺食衛第18011196号 テスカムグループ 堺市内一円 平成30年9月27日 平成30年9月27日 令和5年9月30日 阿呉夢　適嵐 新規 飲食店営業（自動車）
堺食衛第18011197号 ケバブ　キング 堺市内一円 平成30年9月27日 平成30年9月27日 令和5年9月30日 阿呉夢　適嵐 新規 飲食店営業（露店）
堺食衛第18011201号 サケノトリコ 堺区戎之町東３丁１‐３３ オフィスＭＴ１階東側店舗 平成30年10月2日 平成30年10月2日 令和6年10月31日 園田　佑 新規 飲食店営業
堺食衛第18011204号 鉄板焼　とり豊 堺市内一円 平成30年9月28日 平成30年9月28日 令和5年9月30日 鬼追　伸行 新規 飲食店営業（露店）
堺食衛第18011222号 ラーメンウーパイ 北区北長尾町１丁６‐４ ニュ－メイト堺市駅１Ｆ 平成30年10月1日 平成30年11月1日 令和6年10月31日 廣瀬　光子 更新 飲食店営業
堺食衛第18011225号 堺よろず串　友栄 堺市内一円 平成30年10月1日 平成30年10月1日 令和5年9月30日 吉田　友紀 新規 飲食店営業（露店）
堺食衛第18011226号 カステラ・鉄板焼き 堺市内一円 平成30年10月4日 平成30年10月4日 令和5年10月31日 村田　佳奈子 新規 飲食店営業（露店）
堺食衛第18011227号 カステラ・鉄板焼き 堺市内一円 平成30年10月4日 平成30年10月4日 令和5年10月31日 村田　佳奈子 新規 菓子製造業（露店）
堺食衛第18011228号 ＣＡＦＥ　ＢＡＲ　ＲＹＯ 東区日置荘西町３丁３５‐１０ 平成30年10月2日 平成30年11月1日 令和6年10月31日 坂内　良行 更新 飲食店営業
堺食衛第18011232号 カフェ　ポプリ 堺区霞ヶ丘町３丁２‐２ 平成30年10月3日 平成30年11月1日 令和6年10月31日 中井　まき子 更新 飲食店営業
堺食衛第18011230号 時丸 西区浜寺諏訪森町中２丁１６６‐１６ 平成30年10月12日 平成30年10月12日 令和6年10月31日 永川　九 新規 飲食店営業
堺食衛第18011234号 串かつ　ぼちぼち 堺区浅香山町３丁３‐１３ グランデルホーフ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 中西　啓太 新規 飲食店営業
堺食衛第18011238号 ｅ’ｃａｆｅ 堺区新在家町東３丁２‐２０ 平成30年10月10日 平成30年10月10日 令和6年10月31日 夛々　笑理 新規 飲食店営業
堺食衛第18011237号 幹 北区百舌鳥梅北町４丁２３４‐１１ 平成30年10月5日 平成30年11月1日 令和6年10月31日 更新 飲食店営業
堺食衛第18011239号 大幸家 堺市内一円 平成30年10月5日 平成30年10月5日 令和5年10月31日 堀田　あけみ 新規 飲食店営業（露店）
堺食衛第18011243号 寅次郎商店 堺市内一円 平成30年10月12日 平成30年10月12日 令和5年10月31日 木立　正崇 新規 飲食店営業（露店）
堺食衛第18011256号 学校でＧＯＧＯ堺東店 堺区南花田口町１丁３‐１３ ジョイント２ビル２階２－Ｂ号 平成30年11月13日 平成30年11月13日 令和6年11月30日 川端　聡 新規 飲食店営業
堺食衛第18011259号 木村屋 堺市内一円 平成30年10月11日 平成30年10月11日 令和5年10月31日 原　千恵 新規 飲食店営業（露店）
堺食衛第18011260号 魚辰 堺市内一円 平成30年10月11日 平成30年10月11日 令和5年10月31日 大澤　儀一 新規 飲食店営業（露店）
堺食衛第18011271号 カフェ　ＪＡＣＫと豆の季 堺区翁橋町１丁１０‐１３ ももちゃんハイツ３　１０１ 平成30年11月1日 平成30年11月1日 令和6年10月31日 松﨑　由美子 新規 飲食店営業
堺食衛第18011262号 ｊｏｕｒｎｅｙ 堺区中瓦町１丁４‐１３ ＬＳビル　２０３ 平成30年10月29日 平成30年10月29日 令和6年10月31日 正木　千種 新規 飲食店営業
堺食衛第18011276号 ｃｏｂａ 堺区戎之町東１丁２‐２４ アバンティー戎之町１階 平成30年10月18日 平成30年10月18日 令和6年10月31日 小林　準 新規 飲食店営業
堺食衛第18011283号 セブン‐イレブン堺八田北町店 中区小阪７６‐５ 平成30年10月15日 平成30年11月1日 令和6年10月31日 北口　忠史 更新 飲食店営業
堺食衛第18011278号 カラオケ（モモ） 東区日置荘西町１丁２２‐１２ 平成30年10月29日 平成30年10月29日 令和6年10月31日 山内　一夫 新規 飲食店営業
堺食衛第18011281号 みいん 堺市内一円 平成30年10月15日 平成30年10月15日 令和5年10月31日 糸川　やよい 新規 飲食店営業（露店）
堺食衛第18011282号 からあげ専門店　たからや 堺市内一円 平成30年10月15日 平成30年10月15日 令和5年10月31日 高橋　浩之 新規 飲食店営業（露店）
堺食衛第18011291号 てつこの部屋 北区北長尾町４丁３‐３ 平成30年10月18日 平成30年10月18日 令和6年10月31日 壺井　テツ子 新規 飲食店営業
堺食衛第18011289号 さんぽ 南区深阪南３３０‐８ 平成30年12月25日 平成30年12月25日 令和6年12月28日 栗田　純一 新規 飲食店営業
堺食衛第18011288号 パン・ネットワーク　百田商店 堺市内一円 平成30年10月16日 平成30年11月1日 令和5年10月31日 百田　育弘 更新 菓子製造業（自動車）
堺食衛第18011294号 ネパール・インド料理　ＤＥＶＩ 堺区中瓦町２丁３‐２ 瓦町ウエノビル２Ｆ 平成30年10月17日 平成30年10月17日 令和6年10月31日 ＳＡＰＫＯＴＡ　ＬＡＸＭＡＮ 新規 飲食店営業
堺食衛第18011293号 ネパール・インド料理　ＤＥＶＩ　Ⅱ 堺区栄橋町１丁９‐４ 高木瓦ビル１Ｆ 平成30年10月17日 平成30年10月17日 令和6年10月31日 ＳＡＰＫＯＴＡ　ＬＡＸＭＡＮ 新規 飲食店営業
堺食衛第18011304号 旬菜グリル　つみき 堺区榎元町６丁６‐５ 平成30年10月18日 平成30年11月1日 令和6年10月31日 白石　裕二 更新 飲食店営業
堺食衛第18011312号 喫茶　なごみ 堺区大浜中町３丁３‐３ １０２号 平成30年10月18日 平成30年11月1日 令和6年10月31日 田中　美和 更新 飲食店営業
堺食衛第18011313号 餃子ＢＡＲ　ゴッツ 堺区翁橋町１丁５‐４ エル・クエスト４Ｆ 平成30年10月23日 平成30年10月23日 令和6年10月31日 藤山　隼平 新規 飲食店営業
堺食衛第18011322号 ミニしゃぶＫＡＺＵ 堺区栄橋町２丁５‐１ 平和ガーデンハイツ１Ｆ１０２ 平成30年10月19日 平成30年11月1日 令和6年10月31日 原口　和子 更新 飲食店営業
堺食衛第18011314号 ＪＡＭ　ｆａｍｉｌｙ 南区釜室１０２３‐１ 平成30年10月22日 平成30年10月22日 令和6年10月31日 佐渡川　興平 新規 菓子製造業
堺食衛第18011315号 ＪＡＭ　ｆａｍｉｌｙ 南区釜室１０２３‐１ 平成30年10月22日 平成30年10月22日 令和6年10月31日 佐渡川　興平 新規 アイスクリーム類製造業
堺食衛第18011317号 清涼屋 堺市内一円 平成30年10月19日 平成30年10月19日 令和5年10月31日 田中　孝幸 新規 飲食店営業（露店）
堺食衛第18011318号 Ｐｉｚｚａ　Ｎｏｒａ 堺市内一円 平成30年10月19日 平成30年10月19日 令和5年10月31日 白石　修一 新規 飲食店営業（自動車）
堺食衛第18011319号 包屋福吉 堺市内一円 平成30年10月19日 平成30年10月19日 令和5年10月31日 木村　素子 新規 飲食店営業（露店）
堺食衛第18011320号 ラーメン柴田 堺市内一円 平成30年10月19日 平成30年10月19日 令和5年10月31日 吉田　隆史 新規 飲食店営業（自動車）
堺食衛第18011321号 Ｍ’ｓ　キッチン 堺市内一円 平成30年10月19日 平成30年10月19日 令和5年10月31日 加藤　善久 新規 飲食店営業（露店）
堺食衛第18011324号 犬吉 堺区出島町１丁７‐２０ 平成30年10月22日 平成30年11月1日 令和6年10月31日 河内　康浩 更新 飲食店営業
堺食衛第18011323号 スナック　ＨａＮａ 北区北長尾町３丁３‐２１ 平成30年10月22日 平成30年11月1日 令和6年10月31日 石川　京子 更新 飲食店営業
堺食衛第18011344号 ミートスタジアム　やまさん 堺区石津北町６２ 072-243-1867 平成30年10月23日 平成30年12月1日 令和6年11月30日 阪本　剛司 更新 飲食店営業
堺食衛第18011342号 小料理　しのぶ 北区南花田町９５‐８ 平成30年10月30日 平成30年10月30日 令和6年10月31日 大塔　忍 新規 飲食店営業
堺食衛第18011345号 おにぎり屋えんむすび 中区深井清水町４０３３ 102 平成30年10月23日 平成30年11月1日 令和6年10月31日 川口　真由美 更新 飲食店営業
堺食衛第18011334号 天よし商店 東区草尾２７２‐２ 平成30年10月23日 平成30年11月1日 令和6年10月31日 前田　光宏 更新 そうざい製造業
堺食衛第18011341号 みいけ 南区御池台３丁１‐３７ 御池台地域会館 平成30年10月23日 平成30年11月1日 令和6年10月31日 戎谷　悦子 更新 飲食店営業
堺食衛第18011351号 喰旨　たこ壱 堺区新町２‐８ 平成30年10月24日 平成30年11月1日 令和6年10月31日 熊田　孝一 更新 飲食店営業
堺食衛第18011359号 喫茶　不思議 堺区三宝町４丁２３３‐１ 平成30年10月24日 平成30年12月1日 令和6年11月30日 副松　和子 更新 飲食店営業
堺食衛第18011352号 Ｌｏｕｎｇｅ　Ｂｅｅ 堺区熊野町東２丁１‐１６ エクセルＦＢ１０２ 平成30年10月31日 平成30年10月31日 令和6年10月31日 石田　裕之 新規 飲食店営業
堺食衛第18011358号 一平 堺区南半町西１丁３‐６ 平成30年10月24日 平成30年12月1日 令和6年11月30日 平井　正弘 更新 飲食店営業
堺食衛第18011353号 鉄板酒菜　ＢＲＩＯ 堺区住吉橋町１丁５‐１７ 平成30年10月31日 平成30年10月31日 令和6年10月31日 藤原　文一郎 新規 飲食店営業
堺食衛第18011361号 プリーズ 西区上４３５‐１ 中辻ビル２Ｆ 平成30年10月24日 平成30年11月1日 令和6年10月31日 中田　律子 更新 飲食店営業
堺食衛第18011349号 九州とんこつラーメン　ひろ 堺市内一円 平成30年10月24日 平成30年10月24日 令和5年10月31日 片岡　雄大 新規 飲食店営業（露店）
堺食衛第18011368号 ベーカリー　ワタナベ 西区鳳中町２丁３１‐４ グリーン鳳１階１号室 平成30年10月25日 平成30年11月1日 令和6年10月31日 渡部　拓洋 更新 菓子製造業
堺食衛第18011370号 Ａｔｍａｎ　Ｗｏｒｋｓ 堺区北向陽町１丁１‐１１ 平成30年10月26日 平成30年12月1日 令和6年11月30日 萬代　依子 更新 飲食店営業
堺食衛第18011369号 魚生 堺市内一円 平成30年10月26日 平成30年12月1日 令和5年11月30日 美並　廣 更新 魚介類販売業（自動車）
堺食衛第18011380号 チコ＆ポチ 堺区新町４‐１ ＮＫアクトビル４０１号 平成30年10月29日 平成30年11月1日 令和6年10月31日 更新 飲食店営業
堺食衛第18011376号 祭 堺区熊野町東１丁２‐２０ ジョイフル・ケイ３階 平成30年11月16日 平成30年11月16日 令和6年11月30日 中野　留美 新規 飲食店営業
堺食衛第18011383号 炙り屋北海道 西区浜寺元町６丁８４２‐１ 平成30年10月29日 平成30年12月1日 令和6年11月30日 德谷　泰岳 更新 飲食店営業
堺食衛第18011378号 やきとり　よろこんで 西区草部１７５‐３ 北野ビル１０１号 平成30年10月29日 平成30年11月1日 令和6年10月31日 黒木　光 更新 飲食店営業
堺食衛第18011382号 ＨＡＫＵＮＡＭＡＴＡＴＡ 西区津久野町３丁９‐２８ 平成30年10月29日 平成30年11月1日 令和6年10月31日 竹西　千裕 更新 飲食店営業
堺食衛第18011377号 大蔵 東区日置荘西町２丁４‐３３ 平成30年10月29日 平成30年11月1日 令和6年10月31日 清水　大蔵 更新 飲食店営業
堺食衛第18011406号 寿の酒　かみさか 北区北長尾町４丁１７７‐１ 平成30年11月27日 平成30年11月27日 令和6年11月30日 上坂　拡達 新規 飲食店営業
堺食衛第18011388号 みよし寿司 西区津久野町３丁２４‐１１ 平成30年10月30日 平成30年11月1日 令和6年10月31日 井奥　義夫 更新 飲食店営業
堺食衛第18011411号 夢幻 北区百舌鳥西之町３丁６１３ 平成30年10月31日 平成30年12月1日 令和6年11月30日 小出　ゆう子 更新 飲食店営業
堺食衛第18011413号 麺屋　第五十三大橋丸 北区百舌鳥梅町３丁２４‐１ 平成30年11月5日 平成30年11月5日 令和6年11月30日 小澤　多恵 新規 飲食店営業
堺食衛第18011415号 ＭＯＮＩＱＵＥ　ＣＡＦＥ 堺市内一円 平成30年11月6日 平成30年11月6日 令和5年11月30日 岡田　圭子 新規 飲食店営業（露店）
堺食衛第18011417号 フォルテ倶楽部珈琲 堺区二条通１‐１６ 平成30年11月6日 平成30年11月6日 令和6年11月30日 花本　昭夫 新規 飲食店営業
堺食衛第18011419号 くつろぎ酒場　しろうちゃん 北区中百舌鳥町６丁８７６ 平成30年11月2日 平成30年12月1日 令和6年11月30日 大林　史郎 更新 飲食店営業
堺食衛第18011418号 くつろぎ酒場　しろうちゃん 堺市内一円 平成30年11月5日 平成30年11月5日 令和5年11月30日 大林　史郎 新規 飲食店営業（露店）



堺食衛第18011421号 カラオケ　Ｂａｒ　ローゼ 堺区戎之町東２丁１‐７ 株式会社菅原ビル管理センター 平成30年11月9日 平成30年11月9日 令和6年11月30日 張本　麻由美 新規 飲食店営業
堺食衛第18011422号 ＢＥＮＴＯＹＡ　ＧＯ 堺区栄橋町１丁１‐５ ２Ｆ 平成30年11月5日 平成30年11月5日 令和6年11月30日 前田　真稔 新規 飲食店営業
堺食衛第18011424号 一歩 中区深井清水町４０４０ 平成30年11月5日 平成30年12月1日 令和6年11月30日 東口　宗春 更新 飲食店営業
堺食衛第18011439号 ＢＡＲ　ＢＡＳＥ 中区堀上町７０‐１ ミナミノビル１階 平成30年12月3日 平成30年12月3日 令和6年12月28日 岡本　昂大 新規 飲食店営業
堺食衛第18011440号 ホルモン　くりゅう 東区北野田１３ 阪田ビル１０２号 平成30年11月20日 平成30年11月20日 令和6年11月30日 川﨑　賀子 新規 飲食店営業
堺食衛第18011437号 ナカヤマコ－ヒー 堺市内一円 平成30年11月6日 平成30年11月6日 令和5年11月30日 中山　修也 新規 喫茶店営業（露店）
堺食衛第18011438号 あんど 堺市内一円 平成30年11月6日 平成30年11月6日 令和5年11月30日 安達　裕美子 新規 喫茶店営業（露店）
堺食衛第18011442号 ＡＳＨ 堺区翁橋町１丁５‐３ エルクエストビル１Ｆ 平成30年11月13日 平成30年11月13日 令和6年11月30日 大山　亜美 新規 飲食店営業
堺食衛第18011441号 ファーマーズカフェ　モズ 堺市内一円 平成30年11月7日 平成30年11月7日 令和5年11月30日 小林　麻弓 新規 飲食店営業（露店）
堺食衛第18011447号 道 北区長曽根町３０８３‐１３ 平成30年11月15日 平成30年11月15日 令和6年11月30日 馬場　輝樹 新規 飲食店営業
堺食衛第18011459号 セブン‐イレブン　堺日置荘北町店 東区日置荘北町２丁１８‐１８ 平成30年11月9日 平成30年12月1日 令和6年11月30日 藤田　幸司 更新 飲食店営業
堺食衛第18011465号 フレンズ 北区中村町７４４‐１ 平成30年11月14日 平成30年11月14日 令和6年11月30日 柴　張雄 新規 飲食店営業
堺食衛第18011466号 セブン‐イレブン　堺上店 西区上１１８‐６ 平成30年11月19日 平成30年11月19日 令和6年11月30日 稲田　真司 新規 飲食店営業
堺食衛第18011470号 セブン‐イレブン・堺山田３丁店 西区山田３丁７１５‐８ 平成30年11月13日 平成30年12月1日 令和6年11月30日 木戸　正昭 更新 飲食店営業
堺食衛第18011474号 焼肉　与太郎 西区鳳中町３丁９２‐１２ 平成30年11月13日 平成30年12月1日 令和6年11月30日 中川　憲一 更新 飲食店営業
堺食衛第18011480号 ＭＯＥ－ＢＡＲ 堺区北瓦町１丁５‐２２ 平成30年11月14日 平成30年12月1日 令和6年11月30日 辻田　雅希 更新 飲食店営業
堺食衛第18011485号 Ｌｏｕｎｇｅ　Ｓｏｌｅｉｌ 堺区翁橋町１丁５‐１９ ファーストビル２号館　２Ｆ 平成30年11月20日 平成30年11月20日 令和6年11月30日 堀田　拓二 新規 飲食店営業
堺食衛第18011482号 ひまわり 堺区大浜西町２３ 平成30年11月16日 平成30年11月16日 令和6年11月30日 藤倉　惠子 新規 飲食店営業
堺食衛第18011486号 クローバーフード 堺市内一円 平成30年11月15日 平成30年12月1日 令和5年11月30日 森川　親 更新 菓子製造業（露店）
堺食衛第18011484号 ローディーズカフェ 堺市内一円 平成30年11月15日 平成30年11月15日 令和5年11月30日 長村　哲郎 新規 飲食店営業（自動車）
堺食衛第18011488号 おつかれさん 西区浜寺石津町西４丁１‐１８丸栄ビル１０２ 平成30年11月19日 平成30年11月19日 令和6年11月30日 松田　太介 新規 飲食店営業
堺食衛第18011492号 夢翆 堺市内一円 平成30年11月16日 平成30年11月16日 令和5年11月30日 橋本　京子 新規 飲食店営業（露店）
堺食衛第18011495号 スナック・オンニ 堺区翁橋町１丁５‐３ エル・クエスト　１０５号 平成30年11月21日 平成30年11月21日 令和6年11月30日 閔　丙任 新規 飲食店営業
堺食衛第18011498号 てるうさファーム＆キッチン 北区宮本町４５ 平成31年3月18日 平成31年3月18日 令和7年3月31日 山地　ともみ 新規 そうざい製造業
堺食衛第18011496号 福むすび 北区中百舌鳥町２丁３００ ２０２号 平成30年11月21日 平成30年11月21日 令和6年11月30日 上田　貴代美 新規 飲食店営業
堺食衛第18011501号 Ｇｌｕｃｋ 堺区翁橋町１丁１‐８ 赤坂ビル１Ｆ 平成30年11月27日 平成30年11月27日 令和6年11月30日 勝野　泰光 新規 飲食店営業
堺食衛第18011508号 おるおるｃｏｍｐａｎｙ 中区新家町５５７‐４ 平成30年11月21日 平成30年12月1日 令和6年11月30日 大塚　育代 更新 飲食店営業
堺食衛第18011499号 カラオケ喫茶　優 中区伏尾１３０‐１ 平成30年11月22日 平成30年11月22日 令和6年11月30日 唐田　美佐子 新規 飲食店営業
堺食衛第18011500号 トラとウサギの茶飯事 堺市内一円 平成30年11月21日 平成30年11月21日 令和5年11月30日 城　敏之 新規 飲食店営業（露店）
堺食衛第18011515号 ＧＡＬＡＸＹ　ＤＩＮＥ　ＩＮ　ＡＮＤ　ＮＩＧＨＴ　ＢＡＲ堺区翁橋町１丁５‐２２ 翁橋中央ビル２Ｆ 平成30年11月30日 平成30年11月30日 令和6年11月30日 竹垣　カルメラ 新規 飲食店営業
堺食衛第18011514号 鉄板カフェバー　チアーズ 堺区南花田口町１丁１‐１７ 平成30年11月27日 平成30年11月27日 令和6年11月30日 岩本　正幸 新規 飲食店営業
堺食衛第18011517号 居酒屋　酒彩　波の花 西区鳳南町３丁１７５‐１１ 平成30年11月22日 平成30年12月29日 令和6年12月28日 高橋　保子 更新 飲食店営業
堺食衛第18011519号 居酒屋　さんぽ 西区鳳中町４丁９９ 平成30年11月22日 平成30年12月1日 令和6年11月30日 浜田　マサエ 更新 飲食店営業
堺食衛第18011509号 セブン‐イレブン　堺インター前店 南区太平寺６９６‐４ 平成30年11月22日 平成30年11月22日 令和6年11月30日 木戸　正昭 新規 飲食店営業
堺食衛第18011516号 おうちｃａｆｅ　モモ 堺市内一円 平成30年11月22日 平成30年11月22日 令和5年11月30日 横尾　祐子 新規 飲食店営業（露店）
堺食衛第18011522号 マッチの店 北区北長尾町４丁１‐２４ 平成31年1月4日 平成31年1月4日 令和7年1月31日 手嶋　真知子 新規 飲食店営業
堺食衛第18011531号 花鳥庵 東区北野田４７２‐１ 平成30年11月26日 平成30年12月1日 令和6年11月30日 濱田　正男 更新 飲食店営業
堺食衛第18011525号 えびいち 美原区太井４４３‐１６ 平成30年11月26日 平成30年12月1日 令和6年11月30日 田村　潤子 更新 飲食店営業
堺食衛第18011534号 ＳＡＭＡＳＡＭＡ７ 堺区中瓦町２丁２‐１２ 新栄第二ビル一階 平成30年12月7日 平成30年12月7日 令和6年12月28日 松井　旬也 新規 飲食店営業
堺食衛第18011544号 ｍ 堺区中瓦町２丁３‐５ 平成30年11月27日 平成30年12月1日 令和6年11月30日 福田　充子 更新 飲食店営業
堺食衛第18011545号 カラーズ 西区鳳西町１丁７３‐２ 北口マンション１ＦＡ号 平成30年11月27日 平成30年12月1日 令和6年11月30日 多賀井　順子 更新 飲食店営業
堺食衛第18011535号 Ａｔｅｌｉｅｒ　ＬｕＬｕ 堺市内一円 平成30年11月27日 平成30年11月27日 令和5年11月30日 坂口　理佐 新規 菓子製造業（露店）
堺食衛第18011551号 ＨＡＭＡＩＣＨＩ 中区深井清水町３８６４ 平成30年11月28日 平成30年12月29日 令和6年12月28日 林田　元文 更新 飲食店営業
堺食衛第18011558号 レッド・ビーンズ 東区白鷺町１丁２１‐６ 平成30年11月29日 平成30年12月29日 令和6年12月28日 水谷　美智子 更新 飲食店営業
堺食衛第18011561号 焼肉エヴァンス 南区美木多上２０９１‐５ 平成30年12月7日 平成30年12月7日 令和6年12月28日 金山　徳之 新規 飲食店営業
堺食衛第18011567号 ぽんポンポコぽん 堺区向陵中町２丁４‐１３ 栄光プラザビル２０６ 平成30年12月5日 平成30年12月5日 令和6年12月28日 高橋　杏奈 新規 飲食店営業
堺食衛第18011566号 Ｍｏｍｅｎｔｉ　Ｆｅｌｉｃｉ 堺区南花田口町１丁３‐６ １Ｆ 平成30年12月3日 平成30年12月3日 令和6年12月28日 知花　喜也 新規 飲食店営業
堺食衛第18011564号 ＭｅｒｒｙＴｒｅｅ 北区中百舌鳥町５丁８０５‐３ シュライクシャチビルＢ１　１０４号 平成30年12月13日 平成30年12月13日 令和6年12月28日 松田　龍一 新規 飲食店営業
堺食衛第18011577号 Ｋｉｔｃｈｅｎ　Ｑｏｏ 堺区砂道町３丁６‐８ 平成30年12月12日 平成30年12月12日 令和6年12月28日 岡本　由貴子 新規 飲食店営業
堺食衛第18011576号 Ｌｅ　ａｌｉ 西区浜寺石津町中４丁９‐２２104 平成30年12月7日 平成30年12月7日 令和6年12月28日 石原　隆 新規 飲食店営業
堺食衛第18011582号 阪本精肉店 中区深阪２丁１６‐４１ 平成30年12月3日 平成30年12月29日 令和6年12月28日 馬場　一一 更新 食肉販売業
堺食衛第18011586号 Ｓｕｎｎｙ 堺区翁橋町１丁９‐６ エイトワンビル４Ｆ　４０１号 令和1年9月5日 令和1年9月5日 令和7年9月30日 倉田　久徳 新規 飲食店営業
堺食衛第18011589号 酒彩　とんとん 東区日置荘西町４丁２３‐６ 平成30年12月4日 平成30年12月29日 令和6年12月28日 益田　京子 更新 飲食店営業
堺食衛第18011591号 魚鶴 西区浜寺諏訪森町中２丁１８７ 平成30年12月5日 平成30年12月29日 令和6年12月28日 笠谷　一男 更新 魚介類販売業
堺食衛第18011593号 ひろみ 北区百舌鳥梅北町４丁１６１ 平成30年12月6日 平成30年12月29日 令和6年12月28日 中辻　幸子 更新 飲食店営業
堺食衛第18011602号 ＷＩＮＥ＆ＯＤＥＮ　ひそか 堺区北瓦町１丁５‐２３ 平成30年12月10日 平成30年12月10日 令和6年12月28日 川口　昌高 新規 飲食店営業
堺食衛第18011598号 ポセイドン 堺区熊野町東１丁２‐１６ アイリスビル２０２ 平成30年12月10日 平成30年12月10日 令和6年12月28日 増田　千鶴 新規 飲食店営業
堺食衛第18011603号 カフェ＆ビストロ　Ｖｏｕｓ－ぶぅ－ 北区蔵前町１丁７‐１１ 金岡Ｅビル１０１ 平成30年12月26日 平成30年12月26日 令和6年12月28日 大川　圭祐 新規 飲食店営業
堺食衛第18011597号 ピアチェーレ 西区上４３５‐１ 中辻ビル２階 平成30年12月7日 平成30年12月29日 令和6年12月28日 金野　千尋 更新 飲食店営業
堺食衛第18011599号 琥太郎 西区鳳中町４丁９６ 平成31年2月28日 平成31年2月28日 令和7年2月28日 中林　光三 新規 飲食店営業
堺食衛第18011600号 ＯＫ　ＣＯＦＦＥＥ 堺市内一円 平成30年12月7日 平成30年12月7日 令和5年12月28日 岡田　啓詩 新規 喫茶店営業（露店）
堺食衛第18011612号 美なと 堺区春日通２丁１２ 平成30年12月10日 平成30年12月29日 令和6年12月28日 羽生　龍一 更新 飲食店営業
堺食衛第18011614号 お菓子工房　Ｕｅｎｏ 南区高尾３丁２２３‐３６ 平成30年12月10日 平成30年12月29日 令和6年12月28日 上野　京子 更新 菓子製造業
堺食衛第18011609号 なか村屋 堺市内一円 平成30年12月10日 平成30年12月10日 令和5年12月28日 村上　芙由人 新規 飲食店営業（自動車）
堺食衛第18011619号 ジジック 堺区翁橋町１丁５‐３ エルクエストビル４階 平成31年1月31日 平成31年1月31日 令和7年1月31日 佐伯　心 新規 飲食店営業
堺食衛第18011615号 ゆるカフェ 南区別所１３９６‐１ 平成30年12月19日 平成30年12月19日 令和6年12月28日 藤原　真澄 新規 飲食店営業
堺食衛第18011616号 ドーナツハウス　ループ・沖縄キジムナー堺市内一円 平成30年12月11日 平成30年12月29日 令和5年12月28日 前田　五六 更新 菓子製造業（露店）
堺食衛第18011618号 ドーナツハウス　ループ・沖縄キジムナー堺市内一円 平成30年12月11日 平成30年12月11日 令和5年12月28日 前田　五六 新規 飲食店営業（露店）
堺食衛第18011624号 Ｃａｌｉｎ 堺区翁橋町１丁５‐１９ ファーストビル２号館１０６ 平成30年12月18日 平成30年12月18日 令和6年12月28日 髙木　優莉愛 新規 飲食店営業
堺食衛第18011620号 ｓｎａｃｋ　彩 北区北長尾町４丁２‐１ 平成30年12月14日 平成30年12月14日 令和6年12月28日 梁本　慶烈 新規 飲食店営業
堺食衛第18011625号 やまと給食 西区浜寺船尾町西２丁２４３‐６ 平成31年1月10日 平成31年1月10日 令和7年1月31日 間宮　由紀子 新規 飲食店営業
堺食衛第18011632号 ＣＬＵＢ　Ｎｅｉｇｅ 堺区翁橋町１丁４‐１８ ロイヤルパレスビル５Ｆ 平成30年12月21日 平成30年12月21日 令和6年12月28日 鎌田　裕紀子 新規 飲食店営業
堺食衛第18011627号 ｃｅｌｌａｒ　Ｈａｕｓｅ　ＣＬＡＰ 堺区中瓦町２丁１‐１７ セントラルビルＢ１ 平成30年12月13日 平成30年12月29日 令和6年12月28日 松尾　輝由 更新 飲食店営業
堺食衛第18011628号 豚竹林 西区浜寺石津町東１丁４‐２６ 平成30年12月13日 平成30年12月29日 令和6年12月28日 元村　稔 更新 飲食店営業
堺食衛第18011629号 パティシエ　ストーリー 西区鳳東町５丁４２３‐６ シャルマン鳳駅前１Ｆ 平成30年12月14日 平成30年12月14日 令和6年12月28日 植田　誠 新規 飲食店営業
堺食衛第18011630号 二葉食品 堺市内一円 平成30年12月13日 平成30年12月13日 令和5年12月28日 久世　由紀 新規 飲食店営業（露店）
堺食衛第18011631号 ＡＪ　ＦＯＯＤ　ＴＲＵＣＫ 堺市内一円 平成30年12月13日 平成30年12月13日 令和5年12月28日 ＫＨＡＮ　ＴＡＪ　ＧＵＬ 新規 飲食店営業（自動車）
堺食衛第18011643号 笑庵 西区津久野町１丁１ 公団津久野アパート１－１Ｆ 平成30年12月14日 平成30年12月29日 令和6年12月28日 藤原　賢二 更新 飲食店営業
堺食衛第18011656号 おたふく 東区北野田１００‐７ 平成30年12月17日 平成30年12月29日 令和6年12月28日 渡士　美津子 更新 飲食店営業
堺食衛第18011648号 ラーメン麺虎 堺市内一円 平成30年12月17日 平成30年12月17日 令和5年12月28日 溝　由喜男 新規 飲食店営業（自動車）
堺食衛第18011663号 懿 堺区二条通５‐２ 平成30年12月19日 平成30年12月19日 令和6年12月28日 徳本　懿子 新規 飲食店営業
堺食衛第18011658号 ケーキハウス貴蘭 北区長曽根町３０８０‐２９ 平成30年12月26日 平成30年12月26日 令和6年12月28日 下野　多加娘 新規 飲食店営業
堺食衛第18011657号 仏蘭西菓子　アンフィニー 西区上野芝向ヶ丘町２丁１１‐１４ 平成30年12月19日 平成30年12月19日 令和6年12月28日 岡本　真一 新規 菓子製造業
堺食衛第18011666号 ｂｅｒｅｔ 西区浜寺諏訪森町中３丁２４２‐８ 平成31年1月21日 平成31年1月21日 令和7年1月31日 山﨑　絵利 新規 飲食店営業
堺食衛第18011665号 カラオケ　ゆめ 西区山田１丁２０‐３ １Ｆ　１０２号 平成30年12月19日 平成30年12月19日 令和6年12月28日 花尾　由美子 新規 飲食店営業
堺食衛第18011680号 居酒屋　めだか 美原区丹上４３６‐２ 平成30年12月20日 平成30年12月29日 令和6年12月28日 猪飼　隆子 更新 飲食店営業
堺食衛第18011679号 ワールド　グルメ 堺市内一円 平成30年12月20日 平成30年12月20日 令和5年12月28日 澤田　信幸 新規 飲食店営業（自動車）
堺食衛第18011683号 あおみどり 堺区向陵西町１丁２‐１０ 向陵西マンション１０１ 平成30年12月21日 平成30年12月29日 令和6年12月28日 朝田　幸介 更新 飲食店営業
堺食衛第18011685号 酒菜屋　いっかく 北区南花田町１１５‐２０ 平成30年12月21日 平成30年12月29日 令和6年12月28日 上村　昌章 更新 飲食店営業
堺食衛第18011681号 ｍｉ－ｔｅ－ｃａｆｅ 堺市内一円 平成30年12月21日 平成30年12月21日 令和5年12月28日 太田　美佳 新規 飲食店営業（自動車）
堺食衛第18011692号 肉処　幸月 堺区寺地町東２丁１‐１７ 平成30年12月25日 平成30年12月29日 令和6年12月28日 中川　智勝 更新 飲食店営業
堺食衛第18011686号 ＩＣＥ　ＣＲＯＯＺＥ 南区野々井８３７‐３ 平成31年1月4日 平成31年1月4日 令和7年1月31日 藤原　正典 新規 喫茶店営業
堺食衛第18011687号 ＩＣＥ　ＣＲＯＯＺＥ 南区野々井８３７‐３ 平成31年1月4日 平成31年1月4日 令和7年1月31日 藤原　正典 新規 アイスクリーム類製造業
堺食衛第18011695号 スナック　千友 堺区翁橋町１丁２‐９ ジャンボプラザビル３Ｆ 平成30年12月26日 平成31年2月1日 令和7年1月31日 石山　友紀 更新 飲食店営業
堺食衛第18011696号 自鶏焼　とりきち 堺区南花田口町１丁３‐３ 平成30年12月26日 平成31年2月1日 令和7年1月31日 椎原　孝弘 更新 飲食店営業
堺食衛第18011711号 虎屋 堺区中瓦町２丁３‐５ 平成31年1月4日 平成31年1月4日 令和7年1月31日 岡下　明人 新規 飲食店営業
堺食衛第18011712号 Ｈｅｌｌｏ　Ｗｏｒｌｄ 東区草尾３４２‐１５ 平成31年1月9日 平成31年1月9日 令和7年1月31日 谷　都 新規 飲食店営業
堺食衛第18011727号 立呑処　金竹 堺区東雲西町１丁４‐１３ 平成30年12月28日 平成30年12月29日 令和6年12月28日 島　久子 更新 飲食店営業
堺食衛第18011726号 金竹 堺区東雲西町１丁４‐１３ 平成30年12月28日 平成30年12月29日 令和6年12月28日 島　良雄 更新 魚介類販売業
堺食衛第18011730号 とくし丸爲實 堺市内一円 平成31年1月4日 平成31年1月4日 令和6年1月31日 新規 魚介類販売業（自動車）
堺食衛第18011732号 とくし丸爲實 堺市内一円 平成31年1月4日 平成31年1月4日 令和6年1月31日 新規 食肉販売業（自動車）
堺食衛第18011736号 生ホルモン　玉屋 堺区宿屋町西１丁２‐１ 平成31年1月8日 平成31年1月8日 令和7年1月31日 大谷　龍史 新規 飲食店営業
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 新規 飲食店営業
堺食衛第18011734号 石津　たか長 西区浜寺石津町東４丁１２‐４ 平成31年1月10日 平成31年1月10日 令和7年1月31日 高野　洋子 新規 飲食店営業
堺食衛第18011738号 カラオケ夜汽車 南区稲葉１丁３０２１‐１ 平成31年1月7日 平成31年2月1日 令和7年1月31日 大谷　三枝子 更新 飲食店営業
堺食衛第18011737号 ＰＩＺＺＡ　ＦＲＥＥ 堺市内一円 平成31年1月7日 平成31年3月1日 令和6年2月29日 中井　佳祐 更新 飲食店営業（自動車）
堺食衛第18011744号 ＰＬＥＡＳＥ 堺区櫛屋町東１丁２‐２６ アバンティハギ１Ｆ 平成31年1月9日 平成31年1月9日 令和7年1月31日 松浪　富美子 新規 飲食店営業
堺食衛第18011750号 壮虹 中区深井清水町４０３９ 平成31年1月11日 平成31年1月11日 令和7年1月31日 中野　直人 新規 飲食店営業
堺食衛第18011742号 タコバル 南区大庭寺３５１‐１ 平成31年1月15日 平成31年1月15日 令和7年1月31日 山中　志保美 新規 飲食店営業
堺食衛第18011760号 いろは 北区北長尾町４丁１‐２３ 平成31年4月3日 平成31年4月3日 令和7年4月30日 江頭　力代 新規 飲食店営業
堺食衛第18011765号 こはちゃんのジェラート屋さん 堺区三宝町３丁２０３‐５ 平成31年3月13日 平成31年3月13日 令和7年3月31日 吉野　繁 新規 飲食店営業
堺食衛第18011766号 こはちゃんのジェラート屋さん 堺区三宝町３丁２０３‐５ 平成31年3月13日 平成31年3月13日 令和7年3月31日 吉野　繁 新規 アイスクリーム類製造業
堺食衛第18011764号 オクトバ 西区上野芝町２丁６‐３４ 平成31年1月17日 平成31年1月17日 令和7年1月31日 木村　中庸 新規 飲食店営業
堺食衛第18011763号 日本料理　寅吉 南区茶山台１丁１‐４ シティホール泉北泉ヶ丘内 平成31年1月11日 平成31年2月1日 令和7年1月31日 吉富　道代 更新 飲食店営業
堺食衛第18011770号 セブン‐イレブン　堺登美丘東店 東区高松２３５‐１ 平成31年1月22日 平成31年1月22日 令和7年1月31日 橋本　忠 新規 飲食店営業
堺食衛第18011775号 石窯ピッツァ　アンソニー 堺市内一円 平成31年1月15日 平成31年2月1日 令和6年1月31日 藪下　利広 更新 飲食店営業（自動車）
堺食衛第18011779号 喫茶ハピル 西区浜寺諏訪森町東３丁３１９‐２ 平成31年1月17日 平成31年1月17日 令和7年1月31日 小﨑　有紀 新規 菓子製造業
堺食衛第18011781号 Ｃａｆé　らるご 西区浜寺諏訪森町東３丁３１９‐２ 平成31年1月17日 平成31年1月17日 令和7年1月31日 山口　美恵子 新規 菓子製造業
堺食衛第18011787号 Ｃｌｕｂ　Ｈｅａｖｅｎ 堺区中瓦町１丁４‐８ カワナカビル１階 平成31年2月13日 平成31年2月13日 令和7年2月28日 水沼　瞬 新規 飲食店営業



堺食衛第18011788号 セブン‐イレブン　堺平岡町店 西区平岡町１７‐２ 平成31年1月24日 平成31年1月24日 令和7年1月31日 北野　寛明 新規 飲食店営業
堺食衛第18011792号 つくるとこ　柴田製作所 東区日置荘西町５丁２８‐１０ 平成31年2月6日 平成31年2月6日 令和7年2月28日 柴田　和恵 新規 飲食店営業
堺食衛第18011797号 スナック　Ｓｕｍｍｅｒ．Ｋ 南区野々井１７８‐５ 平成31年1月18日 平成31年2月1日 令和7年1月31日 石川　忍 更新 飲食店営業
堺食衛第18011804号 ｉｓｌａｎｄ　ｃａｆｅ　‘ｏｌｕ‘ｏｌｕ 中区福田６４２－４ 平成31年2月6日 平成31年2月6日 令和7年2月28日 伊丹　優也 新規 飲食店営業
堺食衛第18011798号 フロレスタ泉ヶ丘駅前店 南区茶山台１丁２‐１ 平成31年1月22日 平成31年1月22日 令和7年1月31日 宮口　雅之 新規 飲食店営業
堺食衛第18011799号 フロレスタ泉ヶ丘駅前店 南区茶山台１丁２‐１ 平成31年1月22日 平成31年1月22日 令和7年1月31日 宮口　雅之 新規 菓子製造業
堺食衛第18011809号 炭火焼鳥Ｄｉｎｉｎｇ　晴レル屋 中区深井沢町３１２６ グランドール深井５号室 平成31年1月31日 平成31年1月31日 令和7年1月31日 須田　公晴 新規 飲食店営業
堺食衛第18011808号 ＢＡＲ　ＴＨＯＵＳＡＮＤ 中区深井沢町３２９２ ＥＳＴ昌栄２Ｆ 平成31年1月22日 平成31年2月1日 令和7年1月31日 千本　匠 更新 飲食店営業
堺食衛第18011807号 アリュウル 中区堀上町１０３３ サーティーワンビル３Ｆ 平成31年1月22日 平成31年2月1日 令和7年1月31日 浅井　綾子 更新 飲食店営業
堺食衛第18011815号 ち～くんのごはんやさん 堺区浅香山町３丁１０‐１５ 平成31年2月5日 平成31年2月5日 令和7年2月28日 松田　サト美 新規 飲食店営業
堺食衛第18011818号 一徳亭 堺区中瓦町２丁３‐２０ 平成31年1月23日 平成31年2月1日 令和7年1月31日 佐藤　さゆり 更新 飲食店営業
堺食衛第18011816号 パンの木 堺区桜之町東１丁１‐１ 平成31年1月23日 平成31年3月1日 令和7年2月28日 石黒　隆 更新 菓子製造業
堺食衛第18011814号 ほのぼの亭 西区浜寺石津町中４丁５‐１６ 平成31年1月25日 平成31年1月25日 令和7年1月31日 山下　紀利子 新規 飲食店営業
堺食衛第18011823号 みやぶたと沖縄料理　沖炭 堺区中三国ヶ丘町１丁１‐２ 平成31年2月15日 平成31年2月15日 令和7年2月28日 宮本　大介 新規 飲食店営業
堺食衛第18011820号 味所望 北区金岡町３００５‐２５ 平成31年1月24日 平成31年3月1日 令和7年2月28日 清水　義隆 更新 飲食店営業
堺食衛第18011821号 中華宝来 西区浜寺石津町西３丁５‐２２ 平成31年1月24日 平成31年2月1日 令和7年1月31日 祭貴　恵裕 更新 飲食店営業
堺食衛第18011824号 大蔵 西区北条町１丁７‐５８ 平成31年1月25日 平成31年1月25日 令和7年1月31日 木原　尚文 新規 飲食店営業
堺食衛第18011826号 華一 堺市内一円 平成31年1月24日 平成31年1月24日 令和6年1月31日 杉村　紀美 新規 飲食店営業（露店）
堺食衛第18011836号 ヴレイブ 堺区熊野町東２丁１‐１０ 405 平成31年1月30日 平成31年1月30日 令和7年1月31日 辰巳　大作 新規 飲食店営業
堺食衛第18011840号 堺　甲斐町東店 堺区甲斐町東３丁１‐１３ 平成31年2月15日 平成31年2月15日 令和7年2月28日 安村　忠雄 新規 飲食店営業
堺食衛第18011847号 居酒屋　鷹 中区深井沢町３１５０ 平成31年1月28日 平成31年2月1日 令和7年1月31日 古賀　厚子 更新 飲食店営業
堺食衛第18011835号 喫茶・スナック　サン 東区日置荘西町１丁２８‐２４ 平成31年1月28日 平成31年2月1日 令和7年1月31日 山本　宮子 更新 飲食店営業
堺食衛第18011833号 アマリリス 堺市内一円 平成31年1月28日 平成31年3月1日 令和6年2月29日 辻野　二三代 更新 飲食店営業（露店）
堺食衛第18011857号 さかもと本部 堺区協和町１丁５０ 平成31年1月29日 平成31年3月1日 令和7年2月28日 阪本　正寿 更新 食肉処理業
堺食衛第18011858号 さかもと本部 堺区協和町１丁５０ 平成31年1月29日 平成31年3月1日 令和7年2月28日 阪本　正寿 更新 ソース類製造業
堺食衛第18011853号 セブン‐イレブン　堺　北野田店 東区北野田４６９‐２ 平成31年1月29日 平成31年2月1日 令和7年1月31日 滝野　茂敬 更新 飲食店営業
堺食衛第18011868号 モイセ 堺区翁橋町１丁１０‐１７ 平成31年1月30日 平成31年2月1日 令和7年1月31日 金　汶 更新 飲食店営業
堺食衛第18011863号 麺やもりた 西区山田１丁１１５９‐５ 平成31年2月15日 平成31年2月15日 令和7年2月28日 盛田　武生 新規 飲食店営業
堺食衛第18011867号 つむる 堺市内一円 平成31年1月30日 平成31年1月30日 令和6年1月31日 中西　慶次 新規 飲食店営業（露店）
堺食衛第18011883号 韓国料理　パランセ 堺区南旅篭町西１丁１‐１１ 平成31年1月31日 平成31年2月1日 令和7年1月31日 原田　洋子 更新 飲食店営業
堺食衛第18011882号 カフェ　ＳＯＩＥ 西区浜寺南町２丁４１１‐７ 平成31年2月7日 平成31年2月7日 令和7年2月28日 南出　ちさ子 新規 飲食店営業
堺食衛第18011878号 ローソン堺鳳南町五丁店 西区鳳南町５丁４８１ 平成31年3月1日 平成31年3月1日 令和7年2月28日 奥田　隼矢 新規 飲食店営業
堺食衛第18011887号 セブン‐イレブン　堺辻之店 中区辻之２３５‐３ 平成31年1月31日 平成31年3月1日 令和7年2月28日 永戸　律子 更新 飲食店営業
堺食衛第18011886号 グリル家　ｋｕｔｔａ 東区白鷺町１丁１６‐１５ 平成31年1月31日 平成31年2月1日 令和7年1月31日 羽賀　稔 更新 飲食店営業
堺食衛第18011892号 吉村商店 南区深阪南１４１ 平成31年2月15日 平成31年2月15日 令和7年2月28日 吉村　仁美 新規 そうざい製造業
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 更新 飲食店営業
堺食衛第18011895号 カラオケ・軽食　ゆき 中区八田西町３丁１１‐３９ 平成31年2月4日 平成31年3月1日 令和7年2月28日 島野　幸江 更新 飲食店営業
堺食衛第18011897号 菊家 堺市内一円 平成31年2月4日 平成31年3月1日 令和6年2月29日 安本　祐一 更新 飲食店営業（露店）
堺食衛第18011898号 菊家 堺市内一円 平成31年2月4日 平成31年2月4日 令和6年2月29日 安本　祐一 新規 菓子製造業（露店）
堺食衛第18011902号 カラオケ　スナック　びぜん 中区小阪７３‐２ 小阪ビル２Ｆ 平成31年2月6日 平成31年2月6日 令和7年2月28日 藤元　康尊 新規 飲食店営業
堺食衛第18011903号 セブン‐イレブン　堺松屋大和川通店 堺区松屋大和川通１丁９‐１ 平成31年2月6日 平成31年3月1日 令和7年2月28日 杉山　和一 更新 飲食店営業
堺食衛第18011911号 ラウンジ　アモーレ 堺区熊野町東２丁１‐１０ ＹＯＮＥＺＡＷＡビル１０５ 平成31年2月8日 平成31年2月8日 令和7年2月28日 尾辻　美香 新規 飲食店営業
堺食衛第18011909号 高蔵 南区高倉台３丁２‐１２ 平成31年2月6日 平成31年2月6日 令和7年2月28日 辻野　佳成 新規 飲食店営業
堺食衛第18011908号 ジーフェスタ 堺市内一円 平成31年2月6日 平成31年3月1日 令和6年2月29日 今西　洋一朗 更新 飲食店営業（露店）
堺食衛第18011917号 セブン‐イレブン　堺東駅前店 堺区三国ヶ丘御幸通１８‐１ 平成31年2月7日 平成31年3月1日 令和7年2月28日 乕田　勝広 更新 飲食店営業
堺食衛第18011922号 ジェラート・ミラノ 北区北花田町３丁２７‐２ 平成31年2月15日 平成31年2月15日 令和7年2月28日 荒木　信二 新規 喫茶店営業
堺食衛第18011923号 ジェラート・ミラノ 北区北花田町３丁２７‐２ 平成31年2月15日 平成31年2月15日 令和7年2月28日 荒木　信二 新規 アイスクリーム類製造業
堺食衛第18011916号 ホットハウス一心 北区東浅香山町２丁３２６ 平成31年2月7日 平成31年3月1日 令和7年2月28日 川島　庄三 更新 飲食店営業
堺食衛第18011914号 つなぎ 西区鳳西町２丁２０‐２ 平成31年2月7日 平成31年3月1日 令和7年2月28日 尾上　千代美 更新 飲食店営業
堺食衛第18011924号 和田商店 堺区出島町２丁７‐７１ 平成31年2月8日 平成31年3月1日 令和7年2月28日 和田　浩司 更新 魚介類販売業
堺食衛第18011927号 ローソンストア１００深井駅西口店 中区深井沢町３２６２ 平成31年2月19日 平成31年2月19日 令和7年2月28日 長谷　俊治 新規 飲食店営業
堺食衛第18011955号 ほうせん 堺区北瓦町２丁１‐３３ 平成31年2月25日 平成31年2月25日 令和7年2月28日 橘　優華 新規 飲食店営業
堺食衛第18011951号 ローソン堺土塔南店 中区土塔町３３４３ 平成31年3月1日 平成31年3月1日 令和7年2月28日 大津　憲治 新規 飲食店営業
堺食衛第18011960号 カレーハウスＣｏＣｏ壱番屋　大阪美原店美原区黒山３９１‐１ 平成31年2月21日 平成31年2月21日 令和7年2月28日 二星　昭太 新規 飲食店営業
堺食衛第18011970号 Ｂａｒ　ｍｏｖｅ 堺区翁橋町１丁４‐１８ ロイヤルパレスビル１Ｆ 平成31年2月19日 平成31年2月19日 令和7年2月28日 川越　郷美 新規 飲食店営業
堺食衛第18011969号 居酒屋　無花果 堺区中之町東３丁１‐３０ 平成31年2月18日 平成31年2月18日 令和7年2月28日 大槻　武 新規 飲食店営業
堺食衛第18011973号 わき田のコロッケ 北区蔵前町１丁７‐７ １１１号 平成31年2月26日 平成31年2月26日 令和7年2月28日 脇田　朋治 新規 飲食店営業
堺食衛第18011979号 五福 中区東山８０２‐１ 平成31年3月4日 平成31年3月4日 令和7年3月31日 嶋谷　幸博 新規 飲食店営業
堺食衛第18011976号 Ｏｌｄ　Ｌａｎｔｅｒｎｓ　Ｃａｆｅ 堺市内一円 平成31年2月20日 平成31年3月1日 令和6年2月29日 岸本　考司 更新 飲食店営業（露店）
堺食衛第18011982号 ララ　ｃｒａｐｅ 北区南花田町７９‐１ 平成31年3月15日 平成31年3月15日 令和7年3月31日 辻本　雅人 新規 菓子製造業
堺食衛第18011985号 大吉百舌鳥東店 中区新家町５６８‐１５ 平成31年2月21日 平成31年3月1日 令和7年2月28日 大谷　益己 更新 飲食店営業
堺食衛第18011983号 たこロマン 中区小阪６３０‐１２ 平成31年2月21日 平成31年3月1日 令和7年2月28日 谷川　章子 更新 飲食店営業
堺食衛第18011986号 川岸商店 南区赤坂台５丁１‐３ 平成31年2月21日 平成31年3月1日 令和7年2月28日 川岸　加代子 更新 飲食店営業
堺食衛第18011990号 Ｂａｒ　Ｓａｌｌｙ 堺区翁橋町１丁５‐２２ 翁橋中央ビル２０１号 平成31年2月25日 平成31年2月25日 令和7年2月28日 湯浅　利沙 新規 飲食店営業
堺食衛第18011991号 喫茶とも 堺区菅原通３丁２０‐３ 平成31年3月5日 平成31年3月5日 令和7年3月31日 流合　千恵子 新規 飲食店営業
堺食衛第18011993号 ファミリーマート堺材木町西店 堺区材木町西３丁１‐２４ 平成31年2月22日 平成31年3月1日 令和7年2月28日 宮田　守 更新 飲食店営業
堺食衛第18011992号 のの 西区上野芝町１丁１９‐２７ 令和2年3月27日 令和2年3月27日 令和8年3月31日 丸尾　法子 新規 菓子製造業
堺食衛第18011997号 Ｒｅｅｎｏ堺 東区白鷺町２丁１４‐８ 平成31年2月22日 平成31年4月1日 令和7年3月31日 川越　久美子 更新 菓子製造業
堺食衛第18012003号 ひだまり庵 堺区翁橋町１丁１０‐１７ 平成31年2月25日 平成31年2月25日 令和7年2月28日 四條　賢児 新規 飲食店営業
堺食衛第18012001号 さらさ珈琲 北区北長尾町３丁５‐４ 平成31年2月25日 平成31年3月1日 令和7年2月28日 西口　修 更新 飲食店営業
堺食衛第18012002号 ママカレ 東区白鷺町１丁１６‐１５ 平成31年4月3日 平成31年4月3日 令和7年4月30日 坂井　太一 新規 飲食店営業
堺食衛第18012017号 Ｈａｂｉｔ　Ｋ 堺区翁橋町１丁１０‐４ 平成31年2月28日 平成31年2月28日 令和7年2月28日 勝見　千波 新規 飲食店営業
堺食衛第18012006号 カラオケ喫茶「ひろ」 西区上野芝町２丁６‐３２ 平成31年3月6日 平成31年3月6日 令和7年3月31日 間宮　裕子 新規 飲食店営業
堺食衛第18012021号 鉄板焼鳥　たまご 中区深井沢町３１２６ グランドール深井１０１ 平成31年3月1日 平成31年3月1日 令和7年2月28日 児玉　優 新規 飲食店営業
堺食衛第18012035号 スナック　惠子 堺区翁橋町１丁５‐３ エルクエスト２０７号 平成31年3月1日 平成31年3月1日 令和7年2月28日 韓　惠慶 新規 飲食店営業
堺食衛第18012036号 Ｎｅｉｇｅ 堺区翁橋町１丁５‐３ エルクエスト４Ｆ 平成31年3月8日 平成31年3月8日 令和7年3月31日 鎌田　裕紀子 新規 飲食店営業
堺食衛第18012027号 ｃａｆｅ　ＣＲＯＳＳ 北区奥本町１丁８２‐５０ 平成31年2月27日 平成31年3月1日 令和7年2月28日 安藤　奈々 更新 飲食店営業
堺食衛第18012028号 セブン‐イレブン　堺東山店 中区平井１９６‐３ 平成31年2月27日 平成31年3月1日 令和7年2月28日 谷川　雅美 更新 飲食店営業
堺食衛第18012050号 雲蓮 西区浜寺石津町西３丁３‐１６マリンプラザ４Ｆ 平成31年3月4日 平成31年3月4日 令和7年3月31日 鄒　樺 新規 飲食店営業
堺食衛第18012063号 包み寿司よしだ 西区浜寺公園町２丁２０２ 平成31年3月6日 平成31年3月6日 令和7年3月31日 新規 飲食店営業
堺食衛第18012066号 まねきねこ 西区上野芝町４丁６‐７ 平成31年3月4日 平成31年3月4日 令和7年3月31日 大東　敏子 新規 飲食店営業
堺食衛第18012062号 ｆｕｒｕ　ｆｕｒｕ 西区北条町１丁１５‐２３ 平成31年4月9日 平成31年4月9日 令和7年4月30日 安井　恵子 新規 飲食店営業
堺食衛第18012064号 ＬＡＭＰ 南区高倉台１丁１９‐７ 平成31年3月14日 平成31年3月14日 令和7年3月31日 乗松　宏将 新規 飲食店営業
堺食衛第18012065号 ＬＡＭＰ 南区高倉台１丁１９‐７ 平成31年3月14日 平成31年3月14日 令和7年3月31日 乗松　宏将 新規 アイスクリーム類製造業
堺食衛第18012073号 中百舌鳥乗務所内食堂 北区長曽根町３７６‐４ 平成31年3月4日 平成31年4月1日 令和7年3月31日 久保　一生 更新 飲食店営業
堺食衛第18012074号 立呑処　ちょっと。 中区小阪６３‐１ 平成31年3月4日 平成31年4月1日 令和7年3月31日 西岡　克彦 更新 飲食店営業
堺食衛第18012070号 Ｄｏｇ　ｃａｆｅ’＆Ｂａｒ　ｍｉｎｔ 美原区青南台２丁目５‐７ 平成31年3月11日 平成31年3月11日 令和7年3月31日 松尾　幸美 新規 飲食店営業
堺食衛第18012071号 カフェｙａｙａ 堺市内一円 平成31年3月4日 平成31年3月4日 令和6年3月31日 谷口　守 新規 飲食店営業（露店）
堺食衛第18012081号 美味家常菜　平田 堺区石津町１丁８‐２９ 平成31年3月5日 平成31年4月1日 令和7年3月31日 平田　哲義 更新 飲食店営業
堺食衛第18012075号 エンジェル 西区浜寺石津町西３丁４‐９ サンシャイン石津１０２号 平成31年3月27日 平成31年3月27日 令和7年3月31日 傳　正世 新規 飲食店営業
堺食衛第18012080号 Ｋａｎａｒｉ 南区野々井１７８‐８ 進化第９ビルＢ１ 平成31年3月5日 平成31年4月1日 令和7年3月31日 後藤　恵美子 更新 飲食店営業
堺食衛第18012076号 天華屋 堺市内一円 平成31年3月5日 平成31年3月5日 令和6年3月31日 稲田　真也 新規 飲食店営業（露店）
堺食衛第18012085号 ラーメン屋　マルゼン 堺区北瓦町２丁２‐２５ 速水ビル１階 平成31年3月18日 平成31年3月18日 令和7年3月31日 金原　俊哉 新規 飲食店営業
堺食衛第18012097号 ＴＡＩＲＡＫＵＣＨＡ 堺区中瓦町２丁３‐１９ 平成31年3月15日 平成31年3月15日 令和7年3月31日 村野　貴謙 新規 飲食店営業
堺食衛第18012092号 味吉 西区浜寺石津町中４丁９‐２８ 平成31年3月7日 平成31年4月1日 令和7年3月31日 吉田　節子 更新 飲食店営業
堺食衛第18012098号 Ｓｎａｃｋ　Ｖ＆Ｖ 堺区大町東３丁２‐５ ニュー伊津美ビル１Ｆ　右手前 平成31年3月13日 平成31年3月13日 令和7年3月31日 ＭＵＲＯＹＡＭＡ　ＶＩＬＭＡ　ＬＩＮＴＡＧ 新規 飲食店営業
堺食衛第18012099号 Ｋｉｔｃｈｅｎ　Ｂｌｏｓｓｏｍ　 西区上野芝向ヶ丘町１丁２‐２ 平成31年4月24日 平成31年4月24日 令和7年4月30日 明石　陽子 新規 飲食店営業
堺食衛第18012118号 和彩食　来都 堺区南向陽町１丁１‐３ 平成31年3月11日 平成31年4月1日 令和7年3月31日 井上　英則 更新 飲食店営業
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 新規 飲食店営業
堺食衛第18012108号 ケセラン　パサラン 堺区戎之町東１丁２‐２５ 堺プラザ２Ｆ 平成31年3月12日 平成31年3月12日 令和7年3月31日 濱田　将充 新規 飲食店営業
堺食衛第18012109号 Ｔｉ　ＡＭＯ 堺区熊野町東２丁１‐１０ 米沢ビル３０５号 平成31年3月13日 平成31年3月13日 令和7年3月31日 笹川　典孝 新規 飲食店営業
堺食衛第18012110号 Ｍ・Ｓフーズ 堺市内一円 平成31年3月11日 平成31年3月11日 令和6年3月31日 松﨑　昭次 新規 飲食店営業（露店）
堺食衛第18012111号 Ｍ・Ｓフーズ 堺市内一円 平成31年3月11日 平成31年3月11日 令和6年3月31日 松﨑　昭次 新規 菓子製造業（露店）
堺食衛第18012123号 和祭厨房　がちゃぴん 堺市内一円 平成31年3月11日 平成31年3月11日 令和6年3月31日 山本　辰也 新規 飲食店営業（露店）
堺食衛第18012137号 あぶりやどん 堺区熊野町東１丁２‐１２ 戎第２ビル１階 平成31年3月12日 平成31年4月1日 令和7年3月31日 里井　良夫 更新 飲食店営業
堺食衛第18012138号 喫茶　キャロル 西区浜寺石津町中３丁１５‐２０ショップ南海内 平成31年3月12日 平成31年4月1日 令和7年3月31日 左近　輝夫 更新 飲食店営業
堺食衛第18012134号 まかない居酒屋世さく 東区丈六１６４‐８ 平成31年3月15日 平成31年3月15日 令和7年3月31日 伊藤　松己 新規 飲食店営業 居酒屋
堺食衛第18012142号 黒桜 中区宮園町２‐１１ 平成31年3月22日 平成31年3月22日 令和7年3月31日 村木　卓真 新規 飲食店営業
堺食衛第18012146号 サロン　アム 南区茶山台１丁２‐４ パンジョ西館２Ｆ 平成31年3月15日 平成31年3月15日 令和7年3月31日 村上　弘美 新規 飲食店営業
堺食衛第18012143号 イタリアンバール　アンダンテ 堺市内一円 平成31年3月13日 平成31年3月13日 令和6年3月31日 大矢　果紗子 新規 飲食店営業（露店）
堺食衛第18012144号 美濃吉 堺市内一円 平成31年3月13日 平成31年3月13日 令和6年3月31日 黒木　秀治 新規 飲食店営業（露店）
堺食衛第18012155号 サン＆サン 北区南花田町５７‐６ 平成31年3月14日 平成31年4月1日 令和7年3月31日 満名　陽子 更新 飲食店営業
堺食衛第18012151号 立呑処　拓 西区鳳東町１丁６２‐１ 平成31年3月25日 平成31年3月25日 令和7年3月31日 西坂　拓郎 新規 飲食店営業
堺食衛第18012156号 セブン‐イレブン　旭ヶ丘北町１丁店 堺区旭ヶ丘北町１丁６‐２６ 平成31年3月15日 平成31年3月15日 令和7年3月31日 佃　文彦 新規 菓子製造業
堺食衛第18012159号 よい波 堺区寺地町東１丁２‐１９ Ｐ＆Ｓビル１階 平成31年3月26日 平成31年3月26日 令和7年3月31日 永尾　明美 新規 飲食店営業
堺食衛第18012157号 セブン‐イレブン堺大浜南町２丁店 堺区大浜南町２丁７‐９ 平成31年3月18日 平成31年3月18日 令和7年3月31日 森田　総一 新規 菓子製造業
堺食衛第18012160号 ニュータージマハルエベレスト 東区北野田１０８９‐１０９ 平成31年3月20日 平成31年3月20日 令和7年3月31日 ＫＡＮＤＥＬ　ＣＨＨＥＴＲＩ　ＢＡＬ　ＢＡＨＡＤＵＲ 新規 飲食店営業
堺食衛第18012165号 ｍｏｇ　ｍｏｇ 堺市内一円 平成31年4月18日 平成31年4月18日 令和6年4月30日 岸本　薫 新規 飲食店営業（露店）
堺食衛第18012177号 酒菜　やまと 堺区戎之町東３丁１‐３３ 平成31年3月18日 平成31年4月1日 令和7年3月31日 大和　陽介 更新 飲食店営業



堺食衛第18012173号 まんま亭　笑顔 北区長曽根町１１７９‐４ 近畿管区警察学校内厚生棟１Ｆ 平成31年3月26日 平成31年3月26日 令和7年3月31日 永井　梨恵 新規 飲食店営業
堺食衛第18012169号 Ｇｏｌｆ　Ａｉｄ 北区百舌鳥赤畑町４丁２６３ ユニピアビル１階 平成31年4月8日 平成31年4月8日 令和7年4月30日 梶原　信子 新規 飲食店営業
堺食衛第18012172号 Ｆｒｅｅｄｏｍ　Ｒｏａｄ　～自遊道～ 中区新家町５４１‐１５ 平成31年3月25日 平成31年3月25日 令和7年3月31日 中村　祐介 新規 飲食店営業
堺食衛第18012171号 ＢＯＳＴＯＮ　ＣＬＵＢ 中区深井沢町３１０１ フィアスコート深井沢町ビル２Ｆ 平成31年3月22日 平成31年3月22日 令和7年3月31日 和田　一記 新規 飲食店営業
堺食衛第18012179号 ひまわり 中区福田９９２‐１４ 平成31年3月18日 平成31年4月1日 令和7年3月31日 西尾　征子 更新 飲食店営業
堺食衛第18012209号 ファミリーマート堺緑ヶ丘中町店 堺区緑ヶ丘中町１丁１‐２９ 平成31年3月27日 平成31年3月27日 令和7年3月31日 後藤　紀彦 新規 菓子製造業
堺食衛第18012211号 ファミリーマート堺緑ヶ丘中町店 堺区緑ヶ丘中町１丁１‐２９ 平成31年3月27日 平成31年3月27日 令和7年3月31日 後藤　紀彦 新規 飲食店営業
堺食衛第18012192号 魚丸 堺区大浜西町２３ 平成31年3月20日 平成31年3月20日 令和7年3月31日 倉橋　由紀 新規 飲食店営業
堺食衛第18012215号 セブン‐イレブン堺東浅香山２丁店 北区東浅香山町２丁２３３ 平成31年3月19日 平成31年3月19日 令和7年3月31日 辻村　紗葵 新規 菓子製造業
堺食衛第18012224号 グレースフル 西区浜寺石津町西４丁６‐８ 平成31年3月19日 平成31年4月1日 令和7年3月31日 勘角　初美 更新 飲食店営業
堺食衛第18012223号 みちくさ 西区上６３０‐９８ 平成31年4月4日 平成31年4月4日 令和7年4月30日 大槻　充美 新規 飲食店営業
堺食衛第18012222号 ゆき菜 東区北野田１４１‐１０ 平成31年3月25日 平成31年3月25日 令和7年3月31日 石原　眞由美 新規 飲食店営業
堺食衛第18012228号 居酒屋　連 西区浜寺石津町西４丁１‐１８丸栄ビル１Ｆ 平成31年3月28日 平成31年3月28日 令和7年3月31日 石谷　洋子 新規 飲食店営業
堺食衛第18012238号 旬菜料理一休 東区日置荘西町３丁１９‐３ 平成31年3月20日 平成31年4月1日 令和7年3月31日 野里　千惠子 更新 飲食店営業
堺食衛第18012233号 ＣＨＡＮＤＬＥ 堺市内一円 平成31年3月20日 平成31年3月20日 令和6年3月31日 吉田　龍司 新規 菓子製造業（自動車）
堺食衛第18012255号 酒処わいわいＹ＆Ｙ 堺区中瓦町２丁３‐５ 平成31年3月22日 平成31年4月1日 令和7年3月31日 山口　尚美 更新 飲食店営業
堺食衛第18012244号 セブン‐イレブン　堺松屋大和川通店 堺区松屋大和川通１丁９‐１ 平成31年3月22日 平成31年3月22日 令和7年3月31日 杉山　和一 新規 菓子製造業
堺食衛第18012245号 セブン‐イレブン　堺山本町５丁店 堺区山本町５丁９４‐２ 平成31年3月22日 平成31年3月22日 令和7年3月31日 藤川　和孝 新規 菓子製造業
堺食衛第18012246号 セブン‐イレブン堺東上野芝町２丁店 北区東上野芝町２丁４５６‐１ 平成31年3月22日 平成31年3月22日 令和7年3月31日 窪田　芳廣 新規 菓子製造業
堺食衛第18012242号 屋台おでん　もりもと 西区津久野町２丁１‐１７ 今川ビル１号室 平成31年3月27日 平成31年3月27日 令和7年3月31日 幸崎　洋子 新規 飲食店営業
堺食衛第18012253号 デイリーヤマザキ美原平尾店 美原区平尾３３６‐１ 平成31年3月22日 平成31年4月1日 令和7年3月31日 田畑　紀博 更新 飲食店営業
堺食衛第18012256号 大谷学園校内食堂 南区三原台２丁２‐２ 平成31年3月22日 平成31年4月1日 令和7年3月31日 三木　敏行 更新 飲食店営業
堺食衛第18012243号 キッチンカーひつじ 堺市内一円 平成31年3月22日 平成31年3月22日 令和6年3月31日 野島　文佳 新規 飲食店営業（自動車）
堺食衛第18012247号 ＳＩＣ 堺市内一円 平成31年3月22日 平成31年3月22日 令和6年3月31日 岩本　進 新規 飲食店営業（露店）
堺食衛第18012251号 あげんどう 堺市内一円 平成31年3月22日 平成31年3月22日 令和6年3月31日 田村　久 新規 飲食店営業（露店）
堺食衛第18012252号 満天堂 堺市内一円 平成31年3月22日 平成31年3月22日 令和6年3月31日 藤井　充明 新規 飲食店営業（露店）
堺食衛第18012273号 麺くい　やまちゃん 堺区一条通１６‐２４ 平成31年3月27日 平成31年3月27日 令和7年3月31日 山下　秀明 新規 麺類製造業
堺食衛第18012259号 南海バス株式会社堺営業所 堺区戎島町４丁１ 平成31年3月25日 平成31年4月1日 令和7年3月31日 山西　要子 更新 飲食店営業
堺食衛第18012276号 セブン‐イレブン堺北花田店 北区東浅香山町４丁６ 平成31年3月25日 平成31年3月25日 令和7年3月31日 辻村　孝徳 新規 菓子製造業
堺食衛第18012277号 セブン‐イレブン　堺平岡町店 西区平岡町１７‐２ 平成31年3月25日 平成31年3月25日 令和7年3月31日 北野　寛明 新規 菓子製造業
堺食衛第18012264号 民芸炉ばた　馬籠 中区深井沢町３１４７‐１ 平成31年3月25日 平成31年4月1日 令和7年3月31日 北村　昌也 更新 飲食店営業
堺食衛第18012260号 蔵ら 中区福田４６１‐１０ 平成31年3月25日 平成31年4月1日 令和7年3月31日 長谷　圭美 更新 飲食店営業
堺食衛第18012263号 ほっこり立呑　くりゅう 東区日置荘西町３丁３５‐８ 平成31年3月25日 平成31年4月1日 令和7年3月31日 川﨑　賀子 更新 飲食店営業
堺食衛第18012266号 松平パスタ店＆バール 東区北野田１０８９ ベルカレント１０１ 平成31年3月25日 平成31年4月1日 令和7年3月31日 松平　元則 更新 飲食店営業
堺食衛第18012267号 カラオケスタジオ　ローズ 東区大美野１６２‐１０５ 平成31年4月1日 平成31年4月1日 令和7年3月31日 田中　惠美 新規 飲食店営業
堺食衛第18012281号 ヲヰヌ温泉 堺区北庄町２丁４‐２８ 泉マンション１階東号室 平成31年3月26日 令和1年5月1日 令和7年4月30日 藤本　勇 更新 飲食店営業
堺食衛第18012293号 ダイニングバー　ランピ 堺区中瓦町２丁１‐１０ 新栄第一ビルＢ１ 平成31年3月26日 平成31年4月1日 令和7年3月31日 岸村　徳子 更新 飲食店営業
堺食衛第18012291号 大山商店 北区中村町４１２‐１ 平成31年3月28日 平成31年3月28日 令和7年3月31日 本田　道行 新規 食肉処理業
堺食衛第18012292号 セブン‐イレブン　堺東雲東町店 北区東雲東町１丁９‐２１ 平成31年3月26日 平成31年3月26日 令和7年3月31日 稲葉　邦彦 新規 菓子製造業
堺食衛第18012278号 ｔａｍａｒｉ場 中区堀上町１０３３ サーティーワンビル２０５号室 平成31年3月26日 平成31年4月1日 令和7年3月31日 小泉　政信 更新 飲食店営業
堺食衛第18012280号 すなっく　どりいむ 東区北野田１０８４ ベルヒル北野田１０５号 平成31年3月26日 令和1年5月1日 令和7年4月30日 藤堂　史子 更新 飲食店営業
堺食衛第18012294号 スイーツランド・アサリッチ 堺市内一円 平成31年3月26日 平成31年3月26日 令和6年3月31日 浅利　進一 新規 菓子製造業（自動車）
堺食衛第18012305号 鳳郵便局内食堂 西区津久野町１丁７‐９ 平成31年4月25日 平成31年4月25日 令和7年4月30日 尾崎　友浩 新規 飲食店営業
堺食衛第18012309号 ジェイ酒場 西区鳳東町６丁６４７‐４ 平成31年4月2日 平成31年4月2日 令和7年4月30日 杉本　美代子 新規 飲食店営業
堺食衛第18012313号 カラオケスナック　うる声やつら 中区深井中町１７９４‐２ 平成31年3月27日 平成31年4月1日 令和7年3月31日 阪本　峰子 更新 飲食店営業
堺食衛第18012310号 味菜亭 南区宮山台４丁７‐４ 平成31年3月27日 平成31年4月1日 令和7年3月31日 小林　秀長 更新 飲食店営業
堺食衛第18012317号 麻婆花梨 北区中百舌鳥町６丁８１６ 平成31年4月3日 平成31年4月3日 令和7年4月30日 村田　聖史 新規 飲食店営業
堺食衛第18012314号 宝 東区引野町２丁６８‐１６ 平成31年3月28日 平成31年4月1日 令和7年3月31日 林　律子 更新 飲食店営業
堺食衛第18012327号 お好み焼　丸コテ 中区深井中町１１４２‐１ 平成31年3月29日 平成31年4月1日 令和7年3月31日 金谷　吉員 更新 飲食店営業
堺食衛第18012328号 カラオケ喫茶　こすもす 東区北野田３５３ 平成31年3月29日 令和1年5月1日 令和7年4月30日 梅井　和代 更新 飲食店営業
堺食衛第19010010号 セブン‐イレブン　堺三国ヶ丘駅東店 堺区向陵中町４丁２‐３３ 072-254-5017 平成31年4月1日 平成31年4月1日 令和7年3月31日 速水　俊三 新規 菓子製造業
堺食衛第19010005号 ＭＲｃａｆｅ 堺区栄橋町１丁１‐１６ 平成31年4月15日 平成31年4月15日 令和7年4月30日 野口　喜士 新規 飲食店営業
堺食衛第19010007号 ライヴ 東区引野町３丁１２５‐２ 平成31年4月8日 平成31年4月8日 令和7年4月30日 松浦　順子 新規 飲食店営業
堺食衛第19010001号 ふる里の味 美原区小平尾１０５２‐２ 平成31年4月1日 令和1年5月1日 令和7年4月30日 福山　優子 更新 菓子製造業
堺食衛第19010012号 Ｌｏｕｎｇｅ　ＭＯＺＵ 堺区熊野町東１丁２‐１２ ３０１号室 令和1年5月22日 令和1年5月22日 令和7年5月31日 小倉　千明 新規 飲食店営業
堺食衛第19010015号 セブン‐イレブン　堺熊野町東４丁店 堺区熊野町東４丁１‐２２ 072-232-7111 平成31年4月2日 平成31年4月2日 令和7年4月30日 新規 菓子製造業
堺食衛第19010017号 焼鳥（むらすずめ） 南区深阪南３３０‐７ 平成31年4月2日 令和1年5月1日 令和7年4月30日 田口　二三夫 更新 飲食店営業
堺食衛第19010020号 不知火 北区中百舌鳥町５丁７９８‐１ 平成31年4月3日 令和1年5月1日 令和7年4月30日 東前　康成 更新 飲食店営業
堺食衛第19010023号 に志川 北区百舌鳥梅町３丁２‐９ 平成31年4月24日 平成31年4月24日 令和7年4月30日 西川　保之 新規 飲食店営業
堺食衛第19010019号 たんぽぽ 西区鳳南町２丁１７０‐３０ 平成31年4月3日 令和1年5月1日 令和7年4月30日 北田　敬子 更新 飲食店営業
堺食衛第19010025号 お多幸 堺市内一円 平成31年4月9日 平成31年4月9日 令和6年4月30日 久留島　もとみ 新規 飲食店営業（露店）
堺食衛第19010033号 セブン‐イレブン　堺向陵中町５丁店 堺区向陵中町５丁４‐１１ 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　雅弘 新規 菓子製造業
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 新規 菓子製造業
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 新規 菓子製造業
堺食衛第19010039号 セブン‐イレブン堺北花田町４丁店 北区北花田町４丁９３‐１０ 平成31年4月4日 平成31年4月4日 令和7年4月30日 中山　勝博 新規 菓子製造業
堺食衛第19010036号 草刈 北区百舌鳥梅町３丁９‐９ 令和1年7月8日 令和1年7月8日 令和7年7月31日 草刈　洋佑 新規 飲食店営業
堺食衛第19010035号 セブン‐イレブン　堺日置荘原寺町店 東区日置荘原寺町４２５‐１ 平成31年4月4日 平成31年4月4日 令和7年4月30日 藤田　幸司 新規 菓子製造業
堺食衛第19010053号 セブン‐イレブン　堺出島町３丁店 堺区出島町３丁８‐１９ 平成31年4月5日 平成31年4月5日 令和7年4月30日 藤川　和孝 新規 菓子製造業
堺食衛第19010051号 Ｂｒｉｔｉｓｈ　ｐｕｂ　Ｂｒｉｇｈｔｏｎ 北区北花田町３丁３３‐５ 平成31年4月26日 平成31年4月26日 令和7年4月30日 杉田　秀之 新規 飲食店営業
堺食衛第19010049号 セブンイレブン堺金岡町店 北区金岡町３００７‐１ 平成31年4月5日 平成31年4月5日 令和7年4月30日 辻中　慶次 新規 菓子製造業
堺食衛第19010050号 セブンイレブン堺長曽根町南店 北区長曽根町３０８１‐２５ 平成31年4月5日 平成31年4月5日 令和7年4月30日 辻中　慶次 新規 菓子製造業
堺食衛第19010044号 セブン‐イレブン　堺津久野駅前店 西区津久野町１丁１１‐２５ 平成31年4月5日 平成31年4月5日 令和7年4月30日 和田　英樹 新規 菓子製造業
堺食衛第19010048号 福栄商事 中区深井清水町３８２８ 平成31年4月12日 平成31年4月12日 令和7年4月30日 竜口　弘枝 新規 食肉処理業
堺食衛第19010045号 さうす 東区日置荘西町３丁２５‐５ 平成31年4月12日 平成31年4月12日 令和7年4月30日 南　光浩 新規 飲食店営業
堺食衛第19010078号 カラオケスナック　愛里 堺区宿院町西４丁２‐９ フォルテ宿院１階 平成31年4月8日 令和1年5月1日 令和7年4月30日 城間　サチエ 更新 飲食店営業
堺食衛第19010064号 ＴＡＣＯＹＡＫＩ　ＣＯＲＯ玉 北区黒土町２３２６‐２ 平成31年4月23日 平成31年4月23日 令和7年4月30日 藤本　陽子 新規 飲食店営業
堺食衛第19010057号 旬菜　あずき 西区津久野町１丁４‐１８ フラワーマンション１－１１ 平成31年4月26日 平成31年4月26日 令和7年4月30日 德井　太一 新規 飲食店営業
堺食衛第19010081号 酒彩　藍 中区伏尾１３０‐１ 平成31年4月8日 令和1年5月1日 令和7年4月30日 森下　登美子 更新 飲食店営業
堺食衛第19010056号 タンと焼肉　やま龍 南区原山台２丁２‐１ トナリエ栂・美木多３－４ 平成31年4月15日 平成31年4月15日 令和7年4月30日 山野　龍一 新規 飲食店営業
堺食衛第19010076号 ＰｉｌｉＡｌｏｈａ 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 上田　由紀子 新規 飲食店営業（露店）
堺食衛第19010084号 立呑み　まる美 堺区翁橋町１丁２‐９ ジャンボプラザビル１階１０号 令和1年6月3日 令和1年6月3日 令和7年6月30日 佐本　美千代 新規 飲食店営業
堺食衛第19010086号 Ｂａｒ　Ｆｕｋｕｚａｔｏ 堺区北瓦町１丁２‐１５ 平成31年4月18日 平成31年4月18日 令和7年4月30日 福里　昌之 新規 飲食店営業
堺食衛第19010090号 ＨＯＳＨＩＫＡＳＨＩ 東区白鷺町１丁２‐１ 尾崎ビル１階 平成31年4月26日 平成31年4月26日 令和7年4月30日 森城　静枝 新規 飲食店営業
堺食衛第19010085号 なごや藤吉郎 堺市内一円 平成31年4月9日 平成31年4月9日 令和6年4月30日 木下　喜久一 新規 飲食店営業（露店）
堺食衛第19010095号 まぁちゃん 堺区翁橋町１丁４‐１８ ロイヤルパレスビル３階 平成31年4月11日 平成31年4月11日 令和7年4月30日 髙岸　昌代 新規 飲食店営業
堺食衛第19010094号 ＧＲＥＥＮ　ＫＥＴＴＬＥ 中区新家町７５４‐１８ 平成31年4月17日 平成31年4月17日 令和7年4月30日 飯田　直樹 新規 飲食店営業
堺食衛第19010091号 Ｍ’ｓ　３ 堺市内一円 平成31年4月10日 平成31年4月10日 令和6年4月30日 森山　雅美 新規 飲食店営業（露店）
堺食衛第19010092号 三京 堺市内一円 平成31年4月10日 平成31年4月10日 令和6年4月30日 黒井　崇司 新規 飲食店営業（露店）
堺食衛第19010093号 弦 堺市内一円 平成31年4月10日 平成31年4月10日 令和6年4月30日 髙比良　喜美子 新規 飲食店営業（露店）
堺食衛第19010098号 キッチンバー　ゆず 堺区出島海岸通１丁１４‐５ 平成31年4月11日 令和1年5月1日 令和7年4月30日 紀井　太一 更新 飲食店営業
堺食衛第19010099号 白竜 東区日置荘原寺町５３‐２ 平成31年4月11日 令和1年5月1日 令和7年4月30日 小北　昌也 更新 飲食店営業
堺食衛第19010104号 Ｆｕｎｋｙ　Ｓｎｉｐｅｒ 堺市内一円 平成31年4月11日 平成31年4月11日 令和6年4月30日 三井　元揮 新規 飲食店営業（露店）
堺食衛第19010105号 セブン‐イレブン　堺東駅前店 堺区三国ヶ丘御幸通１８‐１ 平成31年4月12日 平成31年4月12日 令和7年4月30日 乕田　勝広 新規 菓子製造業
堺食衛第19010107号 輝　商事　ＨＩＫＡＲＩ　ＳＹＯＪＩ　ｇｒｐ 堺市内一円 平成31年4月12日 平成31年4月12日 令和6年4月30日 行武　清 新規 飲食店営業（露店）
堺食衛第19010113号 ｗｉｎｅ　ｂａｒ　Ｌａ　Ｍｅｒ 堺区住吉橋町１丁６－１６ 平成31年4月17日 平成31年4月17日 令和7年4月30日 西田　愛 新規 飲食店営業
堺食衛第19010110号 すなっく　シェル 中区深井清水町４０１７ 平成31年4月15日 令和1年5月1日 令和7年4月30日 丸山　千秋 更新 飲食店営業
堺食衛第19010108号 お好み焼　ひまわり 東区野尻町３０５‐１１ 平成31年4月15日 令和1年5月1日 令和7年4月30日 東井　敏子 更新 飲食店営業
堺食衛第19010118号 ＳＯＣＩＡＬ　ＧＯＯＤ　ＳＡＫＡＩ 堺区遠里小野町１丁３‐１８ 令和1年5月7日 令和1年5月7日 令和7年5月31日 橋本　さち 新規 飲食店営業
堺食衛第19010114号 Ｂａｒ　Ｉｔ 堺区戎之町東１丁２‐１ 互幸苑　１Ｆ 平成31年4月16日 令和1年5月1日 令和7年4月30日 山本　達也 更新 飲食店営業
堺食衛第19010120号 まるぱん屋 中区陶器北８７‐５ 平成31年4月26日 平成31年4月26日 令和7年4月30日 桑原　友紀 新規 飲食店営業
堺食衛第19010121号 まるぱん屋 中区陶器北８７‐５ 平成31年4月26日 平成31年4月26日 令和7年4月30日 桑原　友紀 新規 菓子製造業
堺食衛第19010125号 鳥俊 堺区翁橋町１丁５‐６ グランド翁橋５号館１０５号 平成31年4月26日 平成31年4月26日 令和7年4月30日 鎌田　雄二 新規 飲食店営業
堺食衛第19010133号 ＭＲｃａｆｅ 堺区栄橋町１丁１‐１６ 平成31年4月17日 平成31年4月17日 令和7年4月30日 野口　喜士 新規 菓子製造業
堺食衛第19010126号 たこ真　なかもず本店 北区中百舌鳥町５丁７３４‐１ 大西ビル横　駐輪場 平成31年4月23日 平成31年4月23日 令和7年4月30日 三宅　晴恵 新規 飲食店営業
堺食衛第19010134号 ぱくぱく 東区白鷺町１丁９‐１５ １階Ｇ 平成31年4月17日 令和1年5月1日 令和7年4月30日 坂本　紀子 更新 飲食店営業
堺食衛第19010131号 Ｌｕｐｉｔａｓ　Ｔａｃｏｓ 堺市内一円 平成31年4月17日 平成31年4月17日 令和6年4月30日 本山　和美 新規 飲食店営業（露店）
堺食衛第19010132号 ｂｉｓｔｒｏ　ｉｑｕｅｃｏ　６４ＤＯＧ 堺市内一円 平成31年4月17日 平成31年4月17日 令和6年4月30日 草川　智 新規 飲食店営業（露店）
堺食衛第19010144号 喫茶　Ｋａｒｉｏｍｏｎ 堺区栄橋町２丁１‐１ 平成31年4月18日 令和1年5月1日 令和7年4月30日 筑井　勝次 更新 飲食店営業
堺食衛第19010137号 たこ焼き　よしだ丸 中区福田５１９ 平成31年4月19日 平成31年4月19日 令和7年4月30日 吉田　一三 新規 飲食店営業
堺食衛第19010159号 大衆居酒屋　ひろまる 北区東浅香山町１丁２５７‐５ 090-6972-8355 平成31年4月24日 平成31年4月24日 令和7年4月30日 山田　恵美子 新規 飲食店営業
堺食衛第19010156号 直 西区浜寺石津町中３丁１５‐１８杉前ビル１Ｆ 平成31年4月23日 平成31年4月23日 令和7年4月30日 加納　直樹 新規 飲食店営業
堺食衛第19010161号 セブン‐イレブン　堺深井中町店 中区深井中町６１７‐２ 平成31年4月19日 平成31年4月19日 令和7年4月30日 北條　孝幸 新規 菓子製造業
堺食衛第19010172号 みつひら 堺区向陵東町２丁２‐１ 光ハイツ１Ｆ 平成31年4月22日 令和1年5月1日 令和7年4月30日 馬場　光平 更新 飲食店営業
堺食衛第19010165号 ＤＯＰＰＯ 堺区翁橋町１丁５‐３ エルクエスト５０６号 平成31年4月26日 平成31年4月26日 令和7年4月30日 王子畑　健児 新規 飲食店営業
堺食衛第19010173号 Ａｎｅｗ 堺区中瓦町１丁４‐１３ エルエスビル５Ｆ 平成31年4月22日 令和1年5月1日 令和7年4月30日 更新 飲食店営業
堺食衛第19010163号 ｄｅａｒ　Ｌｉｍｅ 堺区熊野町東１丁２‐２０ ジョイフルケイ３階３Ｃ号室 令和1年5月30日 令和1年5月30日 令和7年5月31日 林　真穂 新規 飲食店営業
堺食衛第19010162号 ｃｈｉｌｌｉｎ　ｒｅ： 北区百舌鳥赤畑町５丁３６２‐３ 平成31年4月26日 平成31年4月26日 令和7年4月30日 大谷　照代 新規 飲食店営業
堺食衛第19010174号 喫茶　久寛 西区草部３０３‐２６ 平成31年4月22日 令和1年5月1日 令和7年4月30日 播磨　孔明 更新 飲食店営業
堺食衛第19010169号 遊菜単 中区八田西町３丁１１‐３１ 平成31年4月22日 令和1年5月1日 令和7年4月30日 小川　めぐみ 更新 飲食店営業



堺食衛第19010164号 タベルナ　エスキーナ 堺市内一円 平成31年4月22日 平成31年4月22日 令和6年4月30日 竹口　誠 新規 飲食店営業（自動車）
堺食衛第19010177号 あったか厨房　にしむら 堺区旭ヶ丘南町３丁３‐２５ 平成31年4月23日 令和1年5月1日 令和7年4月30日 西村　収 更新 飲食店営業
堺食衛第19010176号 直子の母 堺区熊野町東１丁２‐８ アプローズビル２‐Ｂ 平成31年4月23日 令和1年5月1日 令和7年4月30日 山口　隆子 更新 飲食店営業
堺食衛第19010175号 スナック　みや 堺区熊野町東２丁１‐１０ 米沢ビルⅡ号館１０７ 平成31年4月23日 令和1年5月1日 令和7年4月30日 尾関　則子 更新 飲食店営業
堺食衛第19010178号 煮方　味平 西区鳳東町７丁７３３ おおとりウイングス内 平成31年4月23日 令和1年5月1日 令和7年4月30日 安原　大鶴 更新 飲食店営業
堺食衛第19010180号 ＢＡＲ・９ 西区鳳南町３丁１７９ 平成31年4月26日 平成31年4月26日 令和7年4月30日 斜木　友紀子 新規 飲食店営業
堺食衛第19010179号 サンデーコーヒー商会 東区北野田１０８９ ベルカレント１０６ 平成31年4月23日 令和1年5月1日 令和7年4月30日 池﨑　知一 更新 飲食店営業
堺食衛第19010187号 やきとり大吉上野芝店 堺区南陵町１丁２‐１２ 平成31年4月24日 令和1年5月1日 令和7年4月30日 西本　昌浩 更新 飲食店営業
堺食衛第19010190号 呑み屋　くにふ 西区浜寺船尾町西４丁５２３‐５３ 令和1年5月9日 令和1年5月9日 令和7年5月31日 國府　輝榮 新規 飲食店営業
堺食衛第19010192号 えん楽 中区深井水池町３００１ 令和1年5月7日 令和1年5月7日 令和7年5月31日 槌矢　清孝 新規 飲食店営業
堺食衛第19010208号 鳥道 堺区中瓦町２丁２‐１５ 平成31年4月25日 令和1年5月1日 令和7年4月30日 福田　太 更新 飲食店営業
堺食衛第19010206号 おばん菜　一から 堺区戎之町東１丁２‐７ 令和1年5月8日 令和1年5月8日 令和7年5月31日 横田　友美 新規 飲食店営業
堺食衛第19010214号 肉の名門　阪本 北区蔵前町１丁１９‐１１ 令和1年5月27日 令和1年5月27日 令和7年5月31日 阪本　龍一 新規 食肉販売業
堺食衛第19010215号 ローソン堺八下北店 北区八下北３‐４５ 令和1年5月16日 令和1年5月16日 令和7年5月31日 福永　成髙 新規 飲食店営業
堺食衛第19010205号 そば処　信濃 東区北野田１０８９ ベルカレント１０３ 平成31年4月25日 令和1年5月1日 令和7年4月30日 矢澤　幸夫 更新 飲食店営業
堺食衛第19010224号 デイリーヤマザキ浅香山駅前店 堺区香ヶ丘町１丁３‐１８ 令和1年5月7日 令和1年5月7日 令和7年5月31日 銅銀　勇太 新規 飲食店営業
堺食衛第19010221号 スナック　しのぶ 堺区翁橋町１丁９‐２ スウィングプラザ翁橋１Ｆ１０２ 令和1年5月8日 令和1年5月8日 令和7年5月31日 西川　喜淑 新規 飲食店営業
堺食衛第19010207号 ぜん屋 堺区北瓦町２丁１‐７ 平成31年4月26日 令和1年5月1日 令和7年4月30日 金原　俊哉 更新 飲食店営業
堺食衛第19010223号 居酒屋　展 堺区中瓦町２丁３‐８ 令和1年5月8日 令和1年5月8日 令和7年5月31日 片山　史展 新規 飲食店営業
堺食衛第19010220号 つけめんラーメン純情屋 中区新家町５４６‐７ 令和1年5月9日 令和1年5月9日 令和7年5月31日 武田　毅 新規 飲食店営業
堺食衛第19010222号 呑み処　京 東区草尾５８０‐３ 令和1年5月21日 令和1年5月21日 令和7年5月31日 片山　京子 新規 飲食店営業
堺食衛第19010231号 にんにくラーメン　一力 堺区向陵中町４丁１－１ 令和1年5月7日 令和1年6月1日 令和7年5月31日 伊藤　健剛 更新 飲食店営業
堺食衛第19010241号 修栄丸 堺区翁橋町１丁５‐６ グランド翁橋５号館１１１号 令和1年5月10日 令和1年5月10日 令和7年5月31日 中野　力 新規 飲食店営業
堺食衛第19010233号 正右衛門 堺区出島町２丁２‐８ 令和1年5月7日 令和1年6月1日 令和7年5月31日 正井　亮太 更新 飲食店営業
堺食衛第19010244号 Ｂｌüｔｅ 堺区熊野町東１丁２‐２０ ジョイフルケイ　４Ｆ 令和1年5月22日 令和1年5月22日 令和7年5月31日 勝野　泰光 新規 飲食店営業
堺食衛第19010229号 ＢＯＵＬＡＮＧＥＲＩＥ　ｃｈｏｕ　ｃｈｏｕ 北区金岡町１１８２‐２９ １Ｆ 令和1年5月7日 令和1年5月7日 令和7年5月31日 黒原　慎司 新規 菓子製造業
堺食衛第19010242号 つくねバカ一代 北区中百舌鳥町５丁７９５ 令和1年5月10日 令和1年5月10日 令和7年5月31日 伊勢　寿行 新規 飲食店営業
堺食衛第19010243号 焼肉　ひろ 南区泉田中１０３‐１ 進化第５ビル 令和1年5月15日 令和1年5月15日 令和7年5月31日 光岡　雅彦 新規 飲食店営業
堺食衛第19010255号 アンカー 北区百舌鳥梅北町４丁１６１‐１ 令和1年5月10日 令和1年5月10日 令和7年5月31日 成富　弘 新規 飲食店営業
堺食衛第19010254号 逵家 西区原田１０３‐３ 令和1年7月24日 令和1年7月24日 令和7年7月31日 中逵　将吾 新規 飲食店営業
堺食衛第19010257号 ＮＥＸＴ 中区堀上町１０３３ サーティーワンビル３０３ 令和1年5月14日 令和1年5月14日 令和7年5月31日 上林　直樹 新規 飲食店営業
堺食衛第19010252号 ＭＡＧ　ＣＡＴ　ＣＡＦＥ 堺市内一円 令和1年5月8日 令和1年5月8日 令和6年5月31日 大木　真悠子 新規 飲食店営業（自動車）
堺食衛第19010253号 ＭＡＧ　ＣＡＴ　ＣＡＦＥ 堺市内一円 令和1年5月8日 令和1年5月8日 令和6年5月31日 大木　真悠子 新規 菓子製造業（自動車）
堺食衛第19010264号 桜月 中区平井７２７‐１ 令和1年5月14日 令和1年5月14日 令和7年5月31日 安田　夫美恵 新規 飲食店営業
堺食衛第19010259号 華 中区八田西町２丁７‐２ 令和1年5月9日 令和1年6月1日 令和7年5月31日 御前　仁宏 更新 飲食店営業
堺食衛第19010265号 大橋商店 堺市内一円 令和1年5月9日 令和1年5月9日 令和6年5月31日 大橋　浩一 新規 飲食店営業（露店）
堺食衛第19010266号 スイーツパピー 堺市内一円 令和1年5月9日 令和1年5月9日 令和6年5月31日 宮本　成智 新規 菓子製造業（自動車）
堺食衛第19010267号 ロハスキッチン 堺市内一円 令和1年5月9日 令和1年5月9日 令和6年5月31日 大塚　真一 新規 飲食店営業（自動車）
堺食衛第19010268号 ロハスキッチン 堺市内一円 令和1年5月9日 令和1年5月9日 令和6年5月31日 大塚　真一 新規 飲食店営業（露店）
堺食衛第19010270号 一花ラーメン 堺市内一円 令和1年5月9日 令和1年5月9日 令和6年5月31日 森島　大敬 新規 飲食店営業（露店）
堺食衛第19010276号 メンバーズ　オウル 堺区櫛屋町東２丁１‐１９ ルミエールビル４Ａ 令和1年5月16日 令和1年5月16日 令和7年5月31日 廣畑　晴美 新規 飲食店営業
堺食衛第19010277号 キャッツアイ 堺区戎之町東１丁２‐２ サトリビル２０１号 令和1年5月10日 令和1年6月1日 令和7年5月31日 濱田　加代子 更新 飲食店営業
堺食衛第19010271号 セブン‐イレブン　堺土師町１丁店 中区土師町１丁１１‐２６ 令和1年5月10日 令和1年6月1日 令和7年5月31日 大石　博 更新 飲食店営業
堺食衛第19010280号 サラン　サラム 東区丈六１４８ 白鳳ビル１０２号 令和1年5月10日 令和1年6月1日 令和7年5月31日 村田　幸子 更新 飲食店営業
堺食衛第19010278号 濱田企画 堺市内一円 令和1年5月10日 令和1年5月10日 令和6年5月31日 濱田　宜彦 新規 飲食店営業（露店）
堺食衛第19010281号 井上商店 堺市内一円 令和1年5月10日 令和1年5月10日 令和6年5月31日 井上　輝之 新規 飲食店営業（露店）
堺食衛第19010289号 堺区向陵東町３丁６‐３ もずマンション１０２号 令和1年5月13日 令和1年6月1日 令和7年5月31日 更新 飲食店営業
堺食衛第19010288号 スナック　ライク（Ｌｉｋｅ） 堺区松屋大和川通１丁１１‐１ 令和1年5月24日 令和1年5月24日 令和7年5月31日 紺井　英厳 新規 飲食店営業
堺食衛第19010282号 ぶーやん 西区草部８０１‐７ 令和1年5月17日 令和1年5月17日 令和7年5月31日 中林　正幸 新規 飲食店営業
堺食衛第19010290号 家庭料理　ゆうこ 中区福田５３８‐１０ 令和1年5月13日 令和1年6月1日 令和7年5月31日 安野　裕子 更新 飲食店営業
堺食衛第19010283号 鉄板家 中区堀上町１０３８ 令和1年5月24日 令和1年5月24日 令和7年5月31日 寺西　亮弘 新規 飲食店営業
堺食衛第19010287号 Ｐｒｅｇｏ！ 東区日置荘西町７丁１２‐４ 令和1年5月15日 令和1年5月15日 令和7年5月31日 井畑　勝紀 新規 飲食店営業
堺食衛第19010285号 みなとピッツァｍｏｂｉｌｅ 堺市内一円 令和1年5月13日 令和1年5月13日 令和6年5月31日 越智　翼 新規 飲食店営業（自動車）
堺食衛第19010300号 ハニークレープ 堺区香ヶ丘町１丁３‐１９ 令和1年5月15日 令和1年5月15日 令和7年5月31日 古里　千恵子 新規 菓子製造業
堺食衛第19010301号 ハニークレープ 堺区香ヶ丘町１丁３‐１９ 令和1年5月15日 令和1年5月15日 令和7年5月31日 古里　千恵子 新規 喫茶店営業
堺食衛第19010292号 ｓｔｅａｌｔｈ 堺区二条通４‐３ 令和1年5月15日 令和1年5月15日 令和7年5月31日 石井　浩久 新規 飲食店営業
堺食衛第19010294号 Ｂａｒ　Ｏｈａｎａ 堺区翁橋町１丁９‐１０ オリエントシティ堺東１－Ａ 令和1年6月24日 令和1年6月24日 令和7年6月30日 岡本　正代 新規 飲食店営業
堺食衛第19010296号 ＧＡＲＤＥＮ 堺区新町２‐１５ ＮＫアーバンビル５Ｆ　５０３号 令和1年5月27日 令和1年5月27日 令和7年5月31日 新井　亮太郎 新規 飲食店営業
堺食衛第19010298号 かわせみ 西区浜寺石津町中１丁７‐４３ 令和1年6月13日 令和1年6月13日 令和7年6月30日 津川　初子 新規 飲食店営業
堺食衛第19010295号 Ｂｌａｃｋ＆Ｗｈｉｔｅ 中区深阪１丁１３‐８３ 令和1年5月16日 令和1年5月16日 令和7年5月31日 山下　入恵 新規 飲食店営業
堺食衛第19010297号 Ｂｌａｃｋ＆ＷｈｉｔｅⅡ 南区稲葉１丁３０２１‐１ 令和1年5月16日 令和1年5月16日 令和7年5月31日 梁瀬　公靖 新規 飲食店営業
堺食衛第19010303号 おいしいクレープの店Ｄｅｆｉ 堺市内一円 令和1年5月14日 令和1年5月14日 令和6年5月31日 阪本　佳世 新規 菓子製造業（自動車）
堺食衛第19010312号 やまさん阪本　ミート＆デリカショップ 堺区田出井町１‐１ ベルマージュ堺０１０５ 令和1年5月15日 令和1年6月1日 令和7年5月31日 阪本　勝子 更新 飲食店営業
堺食衛第19010314号 カラオケ珈琲館　根っ子 堺区竜神橋町１丁４‐１２ 令和1年5月15日 令和1年5月15日 令和7年5月31日 横田　初穂 新規 飲食店営業
堺食衛第19010308号 Ｆｕｔａｂａ 南区若松台３丁２０‐２ 令和1年5月15日 令和1年5月15日 令和7年5月31日 山野　なつみ 新規 喫茶店営業
堺食衛第19010306号 庵月堂 堺市内一円 令和1年5月15日 令和1年5月15日 令和6年5月31日 相田　耕二 新規 菓子製造業（露店）
堺食衛第19010307号 いも福來堂 堺市内一円 令和1年5月15日 令和1年5月15日 令和6年5月31日 辻村　雅臣 新規 飲食店営業（露店）
堺食衛第19010325号 セブン‐イレブン　堺百舌鳥梅北店 北区百舌鳥赤畑町４丁３５５‐１ 令和1年5月16日 令和1年5月16日 令和7年5月31日 山里　守忠 新規 菓子製造業
堺食衛第19010330号 ローソンストア１００堺宿院店 堺区宿院町東１丁１‐１ 令和1年5月20日 令和1年5月20日 令和7年5月31日 中田　克之 新規 飲食店営業
堺食衛第19010335号 スナック　じゅり 北区中長尾町２丁６‐５ 令和1年5月20日 令和1年6月1日 令和7年5月31日 西田　待子 更新 飲食店営業
堺食衛第19010334号 あっちゃん 南区釜室１０２３‐１ 令和1年5月20日 令和1年6月1日 令和7年5月31日 寺岡　敦子 更新 飲食店営業
堺食衛第19010343号 まつぼっくり 堺区香ヶ丘町１丁１０‐２７ 丸栄マンション１０１ 令和1年5月21日 令和1年6月1日 令和7年5月31日 今井　正義 更新 飲食店営業
堺食衛第19010336号 ＲＥＰＬＡＹ 堺区翁橋町１丁５‐３ エルクエストビル２０３号 令和1年5月24日 令和1年5月24日 令和7年5月31日 八瀬山　好三 新規 飲食店営業
堺食衛第19010342号 ぢどりや 堺区戎之町東１丁２‐１３ 令和1年5月21日 令和1年6月1日 令和7年5月31日 盛砂　高志 更新 飲食店営業
堺食衛第19010344号 Ｌｏｃｏ　Ｍｏｔｉｏｎ 東区丈六１８３‐２ 令和1年5月21日 令和1年6月1日 令和7年5月31日 青木　美由紀 更新 飲食店営業
堺食衛第19010337号 かしわのわらじ 堺市内一円 令和1年5月21日 令和1年5月21日 令和6年5月31日 梶　唯人 新規 飲食店営業（露店）
堺食衛第19010338号 かしわのわらじ 堺市内一円 令和1年5月21日 令和1年5月21日 令和6年5月31日 梶　唯人 新規 菓子製造業（露店）
堺食衛第19010341号 Ｓ　ＴＵＲＫＡ　エスティートマス 堺市内一円 令和1年5月21日 令和1年5月21日 令和6年5月31日 イナンル　セルブレント 新規 飲食店営業（自動車）
堺食衛第19010348号 永吉 堺区中瓦町２丁２‐１７ 072-233-7178 令和1年5月22日 令和1年6月1日 令和7年5月31日 荒本　孝博 更新 飲食店営業
堺食衛第19010350号 天然工房　なちゅらぶ 北区百舌鳥梅北町５丁２５５‐３ 令和1年6月17日 令和1年6月17日 令和7年6月30日 濵田　真由子 新規 菓子製造業
堺食衛第19010349号 ほっこり牧場 西区浜寺元町６丁８３９‐２ 072-263-2177 令和1年5月22日 令和1年6月1日 令和7年5月31日 徳谷　泰岳 更新 飲食店営業
堺食衛第19010353号 北野田４４番地 東区北野田３９‐３ 令和1年5月30日 令和1年5月30日 令和7年5月31日 近藤　吉晃 新規 飲食店営業
堺食衛第19010354号 カラオケ　きまま 堺区戎之町東１丁１‐２８ グランド戎別館４０３号 令和1年5月27日 令和1年5月27日 令和7年5月31日 玉城　節子 新規 飲食店営業
堺食衛第19010364号 Ｂａｒ　５７ 堺区翁橋町１丁９‐１５ アトムビル５ＤＥ 令和1年5月28日 令和1年5月28日 令和7年5月31日 鈴木　雄守 新規 飲食店営業
堺食衛第19010359号 ファミリーマート堺百舌鳥梅町三丁店 北区百舌鳥梅町３丁５４‐６ 072-240-0108 令和1年5月24日 令和1年7月1日 令和7年6月30日 今石　実 更新 飲食店営業
堺食衛第19010358号 炭火焼　鳥よし 北区東雲東町１丁６‐２２ 072-253-1194 令和1年6月6日 令和1年6月6日 令和7年6月30日 西村　淳 新規 飲食店営業
堺食衛第19010363号 竹川精肉店 中区深井水池町３４６５ 令和1年5月24日 令和1年7月1日 令和7年6月30日 竹川　勉 更新 食肉販売業
堺食衛第19010366号 Ｓａｋｕｒａ 堺区翁橋町１丁５‐３ エルクエスト６Ｆ 令和1年6月11日 令和1年6月11日 令和7年6月30日 柳生　直美 新規 飲食店営業
堺食衛第19010370号 旬菜　箪ぽぽ、 北区北花田町３丁３３‐５ 川口ハイツ１Ｆ 072-250-6505 令和1年5月27日 令和1年7月1日 令和7年6月30日 岡本　徹 更新 飲食店営業
堺食衛第19010367号 ＶＩＮＴＡＧＥ 西区北条町１丁１５‐２８ 令和1年5月31日 令和1年5月31日 令和7年5月31日 窪田　賀之 新規 飲食店営業
堺食衛第19010369号 もり虎 東区西野４７３‐６ 浅井ビル１Ｆ 令和1年5月27日 令和1年6月1日 令和7年5月31日 森澤　亘 更新 飲食店営業
堺食衛第19010377号 イフ 堺区東雲西町２丁４‐３２ 令和1年5月29日 令和1年6月1日 令和7年5月31日 藤原　弘子 更新 飲食店営業
堺食衛第19010376号 Ｄｉｎｉｎｇ　Ｂａｒ　Ｌｕｃｅ 北区南花田町７９‐１ 令和1年5月29日 令和1年6月1日 令和7年5月31日 北山　ひかり 更新 飲食店営業
堺食衛第19010374号 なんば一番　堺北野田店 東区北野田４４‐１１ 072-230-0075 令和1年6月5日 令和1年6月5日 令和7年6月30日 福村　康久 新規 飲食店営業
堺食衛第19010381号 喜榮楽（きさら） 南区豊田１００５‐１ 令和1年5月30日 令和1年6月1日 令和7年5月31日 中嶋　榮子 更新 飲食店営業
堺食衛第19010379号 炭焼居酒屋　ふんじん 堺市内一円 令和1年5月30日 令和1年5月30日 令和6年5月31日 冨士田　真奈美 新規 飲食店営業（露店）
堺食衛第19010396号 セブン‐イレブン堺向陵東町２丁店 堺区向陵東町２丁６‐３ 072-252-7811 令和1年5月31日 令和1年5月31日 令和7年5月31日 新田　晃生 新規 菓子製造業
堺食衛第19010388号 杏 堺区戎之町東１丁２‐１３ ＫＯＥＩビル１Ｆ 072-223-8600 令和1年5月31日 令和1年6月1日 令和7年5月31日 松本　友美 更新 飲食店営業
堺食衛第19010395号 セブン‐イレブン　堺長曽根町北店 北区長曽根町６６３‐２７ 072-252-1171 令和1年5月31日 令和1年5月31日 令和7年5月31日 新田　晃生 新規 菓子製造業
堺食衛第19010418号 Ｂａｒ　Ｊｏｉｎｔ 美原区小平尾１６ 072-362-3587 令和1年5月31日 令和1年6月1日 令和7年5月31日 中濱　史典 更新 飲食店営業
堺食衛第19010408号 広東酒家　結 堺区中瓦町１丁３‐２７ 令和1年6月11日 令和1年6月11日 令和7年6月30日 駒田　基樹 新規 飲食店営業
堺食衛第19010415号 Ｔ－ＲＥＸ 中区深井沢町３１２９ 072-269-4015 令和1年6月17日 令和1年6月17日 令和7年6月30日 大山　斗貴 新規 飲食店営業
堺食衛第19010416号 Ｃａｆｅ　Ｊｕｎｅ　ｂｅｒｒｙ 南区釜室１０２３‐１ ガレージＮｏ．１３ 令和1年6月5日 令和1年7月1日 令和7年6月30日 齋藤　美年子 更新 飲食店営業
堺食衛第19010413号 中野えびす丸 堺市内一円 令和1年6月5日 令和1年6月5日 令和6年6月30日 中野　圭 新規 飲食店営業（露店）
堺食衛第19010421号 鐵 北区百舌鳥赤畑町４丁２６１ 072-258-7301 令和1年6月26日 令和1年6月26日 令和7年6月30日 野中　章代 新規 飲食店営業
堺食衛第19010422号 ｍａｎａ　ｈｏｕｓｅ 堺市内一円 令和1年6月6日 令和1年6月6日 令和6年6月30日 岡島　忠昭 新規 飲食店営業（自動車）
堺食衛第19010423号 若松家 堺市内一円 令和1年6月6日 令和1年6月6日 令和6年6月30日 田代　直博 新規 飲食店営業（露店）
堺食衛第19010426号 平野屋精肉店 堺区中瓦町２丁３‐５ 072-238-3937 令和1年6月7日 令和1年7月1日 令和7年6月30日 八田　太一 更新 食肉販売業
堺食衛第19010428号 天の御座 西区鳳中町３丁８４ 令和1年6月24日 令和1年6月24日 令和7年6月30日 吉野　敏充 新規 飲食店営業
堺食衛第19010429号 ローソン堺宮山台店 中区深阪２丁１０‐３９ 072-235-2011 令和1年7月2日 令和1年7月2日 令和7年7月31日 奥田　隼矢 新規 飲食店営業
堺食衛第19010439号 花茶碗 堺区百舌鳥夕雲町２丁２６５‐５ 080-5711-7225 令和1年6月11日 令和1年7月1日 令和7年6月30日 中屋　麗子 更新 飲食店営業
堺食衛第19010440号 Ｇｒａｃｅ 南区泉田中１０３‐１ 令和1年6月24日 令和1年6月24日 令和7年6月30日 毛利　裕子 新規 飲食店営業
堺食衛第19010444号 ＴＯＭＢＩ 中区東山９００ ジョイビル１０１号 令和1年7月10日 令和1年7月10日 令和7年7月31日 徳本　哲也 新規 飲食店営業
堺食衛第19010445号 和 美原区北余部３９３‐１ 令和1年6月14日 令和1年6月14日 令和7年6月30日 平松　清子 新規 飲食店営業
堺食衛第19010448号 Ｗｉｎｅ　Ｓａｌｏｎ　Ｃｏｕｌａｎｔ 北区長曽根町４６ 令和1年7月25日 令和1年7月25日 令和7年7月31日 岩本　元仁 新規 飲食店営業
堺食衛第19010452号 カラオケ．ぶんごの里 北区北長尾町４丁３‐２ 令和1年6月14日 令和1年6月14日 令和7年6月30日 宇井　八重子 新規 飲食店営業
堺食衛第19010460号 大つか 堺区御陵通４‐１２ 072-282-1511 令和1年6月14日 令和1年7月1日 令和7年6月30日 大塚　尚基 更新 飲食店営業
堺食衛第19010458号 トレス　デ　ヴイ 北区金岡町１６１１‐２ 072-320-6910 令和1年6月14日 令和1年6月14日 令和7年6月30日 中野　広 新規 菓子製造業
堺食衛第19010453号 ローソン　なかもず駅東店 北区中百舌鳥町２丁２４４‐２ 072-250-1112 令和1年8月1日 令和1年8月1日 令和7年7月31日 松尾　正幸 新規 飲食店営業



堺食衛第19010459号 手づくりパン工房・喜多 南区別所１７７ 令和1年6月14日 令和1年7月1日 令和7年6月30日 喜多　あけみ 更新 菓子製造業
堺食衛第19010457号 7 堺市内一円 令和1年6月14日 令和1年6月14日 令和6年6月30日 ＭＥＲＣＵＲＩＯ　ＭＡＲＫ　ＫＥＶＩＮ 新規 飲食店営業（露店）
堺食衛第19010467号 ｍｅｎｂｅｒ’ｓ　ＯＮＥ 堺区熊野町東２丁１‐１０ ＹＯＮＥＺＡＷＡ　ＢＬＤ．Ⅱ４Ｆ４０７・８ 令和1年6月26日 令和1年6月26日 令和7年6月30日 加成　麻美 新規 飲食店営業
堺食衛第19010461号 おやつカフェ 北区長曽根町１３０‐７ 令和1年6月20日 令和1年6月20日 令和7年6月30日 土井　暁子 新規 飲食店営業
堺食衛第19010470号 Ｎｉｇｈｔ　ｉｎ　Ａｙａｋｏ 北区長曽根町３０４６‐１ ２Ｆ 令和1年6月25日 令和1年6月25日 令和7年6月30日 楊原　綾子 新規 飲食店営業
堺食衛第19010464号 Ｏｃｅａｎ 中区深井清水町３９９１ 中村ビル２Ｆ 072-248-8022 令和1年6月26日 令和1年6月26日 令和7年6月30日 石松　暁 新規 飲食店営業
堺食衛第19010472号 Ｃｏ．ＦＵＮ　カフェ 堺区向陵西町４丁１１‐１５ 072-249-2468 令和1年6月26日 令和1年6月26日 令和7年6月30日 黒木　幸代 新規 飲食店営業
堺食衛第19010474号 かみなり北花田店 北区奥本町１丁３４‐７ 令和1年6月18日 令和1年6月18日 令和7年6月30日 中村　英樹 新規 飲食店営業
堺食衛第19010473号 Ｃｏ．ＦＵＮ　カフェ 堺市内一円 令和1年6月18日 令和1年6月18日 令和6年6月30日 黒木　幸代 新規 喫茶店営業（露店）
堺食衛第19010480号 鴨焼　光 堺区向陵西町４丁１１‐７ 阪井ビル１Ｆ 072-246-9913 令和1年6月25日 令和1年6月25日 令和7年6月30日 安松　光男 新規 飲食店営業
堺食衛第19010482号 ローソン堺浜寺南店 西区浜寺南町３丁２‐４ 072-264-0660 令和1年6月26日 令和1年6月26日 令和7年6月30日 武市　祐樹 新規 飲食店営業
堺食衛第19010486号 ｃａｆｅ　ｄｉｎｉｎｇ　ｂｅａｕ　ｂｌｅｕ 西区鳳西町２丁６‐２ 072-266-9008 令和1年6月19日 令和1年7月1日 令和7年6月30日 松原　義圓 更新 飲食店営業
堺食衛第19010487号 まごころ弁当すこやか店 中区土師町１丁５‐２ 令和1年6月19日 令和1年7月1日 令和7年6月30日 青木　正彦 更新 飲食店営業
堺食衛第19010495号 Ｂａｒ　桃色の月 堺区南瓦町１‐２７ 令和1年6月25日 令和1年6月25日 令和7年6月30日 岡田　綾子 新規 飲食店営業
堺食衛第19010497号 末廣寿司　仕出し部 東区草尾１‐２ 072-236-2703 令和1年6月21日 令和1年6月21日 令和7年6月30日 寺本　定彦 新規 飲食店営業
堺食衛第19010498号 ミニショップ　たこ安 堺市内一円 令和1年6月21日 令和1年8月1日 令和6年7月31日 増井　安民 更新 飲食店営業（露店）
堺食衛第19010507号 鯛幸堂　堺店 中区深井畑山町３８８‐５ 令和1年6月24日 令和1年6月24日 令和7年6月30日 松永　智史 新規 飲食店営業
堺食衛第19010508号 鯛幸堂　堺店 中区深井畑山町３８８‐５ 令和1年6月24日 令和1年6月24日 令和7年6月30日 松永　智史 新規 菓子製造業
堺食衛第19010505号 おーがにっくかふぇ　ＳＨＩＮＫＡ 東区北野田３４８‐１ 072-288-4500 令和1年6月28日 令和1年6月28日 令和7年6月30日 宮本　雅巳 新規 飲食店営業
堺食衛第19010512号 はっぴいえんど 南区竹城台３丁２‐６ 072-296-0029 令和1年6月24日 令和1年7月1日 令和7年6月30日 坂田　勢津子 更新 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 金崎　弘展 更新 飲食店営業（露店）
堺食衛第19010509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 金崎　弘展 更新 菓子製造業（露店）
堺食衛第19010519号 Ｌｏｕｎｇｅ　唯 中区深井沢町３２６５ ミラージュ昌栄１階Ｂ号室 令和1年7月17日 令和1年7月17日 令和7年7月31日 山﨑　彩 新規 飲食店営業
堺食衛第19010522号 えて吉 中区八田西町２丁４‐１１ 令和1年6月25日 令和1年7月1日 令和7年6月30日 嶋崎　命 更新 飲食店営業
堺食衛第19010514号 セブン‐イレブン　堺白鷺町３丁店 東区白鷺町３丁１７‐５ 072-285-8883 令和1年7月11日 令和1年7月11日 令和7年7月31日 原田　博昭 新規 飲食店営業
堺食衛第19010517号 セブン‐イレブン　堺白鷺町３丁店 東区白鷺町３丁１７‐５ 072-285-8883 令和1年7月11日 令和1年7月11日 令和7年7月31日 原田　博昭 新規 食肉販売業
堺食衛第19010524号 珈琲専門店　ＭＵＣ（２２号店） 堺区向陵中町４丁６‐３ 令和1年6月26日 令和1年7月1日 令和7年6月30日 藤本　君枝 更新 飲食店営業
堺食衛第19010526号 居酒屋　ａｊｉｔｏ 北区北長尾町２丁２‐３ エターナル北長尾１０１080-4820-2468 令和1年7月2日 令和1年7月2日 令和7年7月31日 吉田　博美 新規 飲食店営業
堺食衛第19010525号 かつろ 南区檜尾３１４０‐１ 進化第１１ビル１Ｆ１０４号072-274-7701 令和1年6月26日 令和1年7月1日 令和7年6月30日 高取　晴彦 更新 飲食店営業
堺食衛第19010529号 堺区戎之町東３丁１‐９ 072-222-6610 令和1年6月27日 令和1年7月1日 令和7年6月30日 田中　啓子 更新 飲食店営業
堺食衛第19010531号 呑バル　ｈａｎａ 北区中百舌鳥町６丁８１６ 072-202-8787 令和1年6月27日 令和1年8月1日 令和7年7月31日 田村　真啓 更新 飲食店営業
堺食衛第19010532号 セブン‐イレブン堺下田町店 西区下田町２５‐２９ 072-264-7511 令和1年6月27日 令和1年7月1日 令和7年6月30日 米田　朋史 更新 飲食店営業
堺食衛第19010537号 中原商店 堺市内一円 令和1年6月27日 令和1年8月1日 令和6年7月31日 中原　透 更新 菓子製造業（露店）
堺食衛第19010540号 中西食品 堺市内一円 令和1年6月27日 令和1年8月1日 令和6年7月31日 中西　洋 更新 飲食店営業（露店）
堺食衛第19010544号 コスプレアイドル学園 堺区南花田口町１丁３‐１３ ジョイント２ビル５階５２１号 令和1年8月14日 令和1年8月14日 令和7年8月31日 山口　俊樹 新規 飲食店営業
堺食衛第19010545号 Ｗｉｔｈ 中区堀上町３２８‐４ 090-5893-1000 令和1年7月3日 令和1年7月3日 令和7年7月31日 大藏　睦美 新規 飲食店営業
堺食衛第19010558号 一道 北区長曽根町１９ 072-248-4618 令和1年7月22日 令和1年7月22日 令和7年7月31日 今井　一道 新規 飲食店営業
堺食衛第19010559号 ＣＬＵＢ　ｅｆｕ 中区深井清水町３５２６ ルイ観光ビル３Ｆ 令和1年7月18日 令和1年7月18日 令和7年7月31日 小松　洋介 新規 飲食店営業
堺食衛第19010555号 三輪食品 堺市内一円 令和1年7月2日 令和1年8月1日 令和6年7月31日 辻阪　剛志 更新 飲食店営業（露店）
堺食衛第19010556号 三輪食品 堺市内一円 令和1年7月2日 令和1年8月1日 令和6年7月31日 堀田　真良 更新 菓子製造業（露店）
堺食衛第19010561号 立のみ　かおり 北区中長尾町２丁６‐９ 072-255-2581 令和1年7月3日 令和1年8月1日 令和7年7月31日 井上　春香 更新 飲食店営業
堺食衛第19010567号 天然工房　なちゅらぶ 北区百舌鳥梅北町５丁２５５‐３ 令和1年7月5日 令和1年7月5日 令和7年7月31日 濵田　真由子 新規 飲食店営業
堺食衛第19010569号 美優 西区津久野町３丁２９‐３５ 令和1年7月4日 令和1年8月1日 令和7年7月31日 中筋　寿美江 更新 飲食店営業
堺食衛第19010581号 ＳＡＲＡＲＡ 堺区中瓦町２丁１‐４ ＡＩビル１Ｆ 令和1年7月19日 令和1年7月19日 令和7年7月31日 奥水　健史 新規 飲食店営業
堺食衛第19010579号 ＵＮＬＯＣＫ　ＳＡＫＡＩ 堺区材木町東３丁１‐１８ 令和1年7月8日 令和1年7月8日 令和7年7月31日 撫　勇司 新規 飲食店営業
堺食衛第19010577号 ｅｎ 堺区戎之町東１丁２‐２８ 令和1年7月8日 令和1年7月8日 令和7年7月31日 河井　一美 新規 飲食店営業
堺食衛第19010582号 ばるらんて 中区深井沢町３０７‐１３ 072-270-7400 令和1年7月10日 令和1年7月10日 令和7年7月31日 平﨑　孝次 新規 飲食店営業
堺食衛第19010578号 ボーテ 堺市内一円 令和1年7月5日 令和1年7月5日 令和6年7月31日 松村　紀恵 新規 喫茶店営業（露店）
堺食衛第19010593号 黒毛和牛　いち輪 堺区中向陽町２丁１１‐１１ 072-227-7575 令和1年7月8日 令和1年8月1日 令和7年7月31日 岩橋　広政 更新 飲食店営業
堺食衛第19010600号 とまと２ 堺区中瓦町１丁３‐２３ スイスレジャービル６Ｆ 令和1年7月9日 令和1年7月9日 令和7年7月31日 中原　幸栄 新規 飲食店営業
堺食衛第19010602号 居酒屋やまもと 西区鳳東町１丁５０‐１ 令和1年7月9日 令和1年7月9日 令和7年7月31日 山本　純司 新規 飲食店営業
堺食衛第19010598号 Ｈａｐｐｙ　Ｋｉｔｃｈｅｎ　Ｗｉｌｌ 堺市内一円 080-3767-8877 令和1年7月8日 令和1年7月8日 令和6年7月31日 今坂　裕子 新規 飲食店営業（露店）
堺食衛第19010608号 与志美 堺区翁橋町１丁４‐１８ ロイヤルパレスビル２Ｆ072-232-1334 令和1年7月9日 令和1年8月1日 令和7年7月31日 山尾　好美 更新 飲食店営業
堺食衛第19010607号 ワインハウス　Ｋ＆Ｋ 堺区中瓦町１丁３‐１４ 072-229-2375 令和1年7月9日 令和1年8月1日 令和7年7月31日 杉浦　菊次 更新 飲食店営業
堺食衛第19010609号 深清鮓 堺区出島町１丁１‐２２ 令和1年7月9日 令和1年8月1日 令和7年7月31日 深井　壽光 更新 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 新規 飲食店営業
堺食衛第19010603号 西野葱農園 中区毛穴町３７７‐１６ 令和1年7月12日 令和1年7月12日 令和7年7月31日 西野　隆明 新規 そうざい製造業
堺食衛第19010606号 ソラーズキッチン 堺市内一円 令和1年7月9日 令和1年7月9日 令和6年7月31日 峪田　勝治 新規 飲食店営業（自動車）
堺食衛第19010613号 カフェ・ドゥ 堺区田出井町１‐１ ベルマージュ堺４Ｆ 令和1年7月16日 令和1年7月16日 令和7年7月31日 木村　義弘 新規 飲食店営業
堺食衛第19010612号 ＮＩＮＡ 堺区翁橋町１丁５‐２２ 翁橋中央ビル２０３号室 令和1年7月17日 令和1年7月17日 令和7年7月31日 並木　サトルニーナ 新規 飲食店営業
堺食衛第19010615号 味処　庵 西区菱木１丁２５７４‐１ 072-271-2112 令和1年7月11日 令和1年8月1日 令和7年7月31日 山田　泰士 更新 飲食店営業
堺食衛第19010621号 柴乃家 堺区向陵東町３丁６‐３５ 令和1年8月5日 令和1年8月5日 令和7年8月31日 髙桒　真吾 新規 飲食店営業
堺食衛第19010620号 Ａｎｇｅｌｏ 堺市内一円 令和1年7月12日 令和1年7月12日 令和6年7月31日 森田　明利 新規 菓子製造業（自動車）
堺食衛第19010622号 スペインバル　トーレス 堺市内一円 令和1年7月19日 令和1年7月19日 令和6年7月31日 植村　璃華 新規 飲食店営業（露店）
堺食衛第19010626号 ほっかほっか亭　三宝店 堺区三宝町５丁２７７‐２ 072-226-1707 令和1年7月17日 令和1年7月17日 令和7年7月31日 米田　鉄平 新規 飲食店営業
堺食衛第19010625号 だんらん 中区平井７０２‐７ １０３号 072-276-3010 令和1年7月26日 令和1年7月26日 令和7年7月31日 水上　邦彦 新規 飲食店営業
堺食衛第19010629号 Ｂａｒ　Ｒｅｖｅａｌ 堺区翁橋町１丁５‐３ エルクエストビル５０３号 令和1年7月18日 令和1年7月18日 令和7年7月31日 原　颯 新規 飲食店営業
堺食衛第19010630号 ラウンジ　桃 堺区櫛屋町東１丁２‐２６ ４階 令和1年8月2日 令和1年8月2日 令和7年8月31日 中野　美咲 新規 飲食店営業
堺食衛第19010640号 ラーメン　かまん 堺区栄橋町１丁９‐５ 072-227-8848 令和1年7月17日 令和1年8月1日 令和7年7月31日 野村　崇真 更新 飲食店営業
堺食衛第19010631号 ベル珈琲店 東区日置荘西町２丁３６‐１ 072-287-5275 令和1年7月19日 令和1年7月19日 令和7年7月31日 田中　典子 新規 飲食店営業
堺食衛第19010637号 あげもんや彩天 堺市内一円 令和1年7月31日 令和1年7月31日 令和6年7月31日 道安　克司 新規 飲食店営業（露店）
堺食衛第19010641号 Ｘ・Ｙ・Ｚｅｓｔ 堺区翁橋町１丁５‐４ エル・クエストビル４０５号 令和1年7月19日 令和1年7月19日 令和7年7月31日 佐久間　竜次 新規 飲食店営業
堺食衛第19010645号 一番亭 堺区海山町４丁１６４‐６８ 令和1年7月18日 令和1年8月1日 令和7年7月31日 田中　喜人 更新 飲食店営業
堺食衛第19010643号 ８３ｃａｆｅ 堺市内一円 令和1年7月18日 令和1年7月18日 令和6年7月31日 安田　忠典 新規 飲食店営業（自動車）
堺食衛第19010647号 ＢａＲ　ＬＩＢＥＲＡ 西区菱木３丁２６０３ 令和1年7月31日 令和1年7月31日 令和7年7月31日 中内　里奈 新規 飲食店営業
堺食衛第19010650号 ときわ 堺市内一円 令和1年7月19日 令和1年7月19日 令和6年7月31日 厚地　盛雄 新規 飲食店営業（露店）
堺食衛第19010662号 お好み焼　ぽんちゃん 堺区少林寺町東３丁１‐１ 090-3720-7135 令和1年7月22日 令和1年8月1日 令和7年7月31日 栗田　忠次 更新 飲食店営業
堺食衛第19010665号 Ｓｔｕｄｉｏ　ｓｍｉｌｅ　ｋｉｔｃｈｅｎ 西区浜寺諏訪森町中２丁１８８‐２一森マンション１号館 令和1年7月25日 令和1年7月25日 令和7年7月31日 坂上　美希 新規 菓子製造業
堺食衛第19010666号 Ｓｔｕｄｉｏ　ｓｍｉｌｅ　ｋｉｔｃｈｅｎ 西区浜寺諏訪森町中２丁１８８‐２一森マンション１号館 令和1年7月25日 令和1年7月25日 令和7年7月31日 坂上　美希 新規 飲食店営業
堺食衛第19010667号 肴屋　和 中区深井清水町４０３４‐３ ２Ｆ 令和1年7月29日 令和1年7月29日 令和7年7月31日 大橋　翔 新規 飲食店営業
堺食衛第19010656号 まるた食堂 堺市内一円 令和1年7月22日 令和1年7月22日 令和6年7月31日 田村　和彦 新規 飲食店営業（露店）
堺食衛第19010691号 石鍋料理　健 堺区北瓦町２丁１‐９ 072-228-1478 令和1年7月24日 令和1年7月24日 令和7年7月31日 田中　賢一 新規 飲食店営業
堺食衛第19010688号 オブジェ 堺区中瓦町１丁４‐１３ ＬＳビル４０１号 072-222-2219 令和1年7月23日 令和1年8月1日 令和7年7月31日 高城　真理子 更新 飲食店営業
堺食衛第19010689号 ダーリン 堺区熊野町東１丁１‐１２ マリンプラザ天神ビル５Ｆ 令和1年7月23日 令和1年8月1日 令和7年7月31日 山本　千恵 更新 飲食店営業
堺食衛第19010692号 いっそん 堺区市之町東１丁２‐７ ホープアベニュー大小路 令和1年7月24日 令和1年7月24日 令和7年7月31日 西川　幸一 新規 飲食店営業
堺食衛第19010710号 四代目鎌倉酒店堺店 堺区栄橋町１丁６‐５ 令和1年7月25日 令和1年7月25日 令和7年7月31日 池田　裕二 新規 飲食店営業
堺食衛第19010697号 ぢどり庵 中区深井清水町３９２４ 高森ビル１階 072-279-8800 令和1年7月24日 令和1年8月1日 令和7年7月31日 鶴原　将司 更新 飲食店営業
堺食衛第19010695号 ふぇるまーた 南区宮山台４丁２‐１６ 令和1年7月24日 令和1年8月1日 令和7年7月31日 榊󠄀原　ハツ子 更新 飲食店営業
堺食衛第19010696号 遊佐氷室 堺市内一円 令和1年7月24日 令和1年8月1日 令和6年7月31日 越山　好 更新 喫茶店営業（露店）
堺食衛第19010720号 オレンヂドロップ 堺区北瓦町２丁１‐３３ ２Ｆ 072-247-8223 令和1年7月25日 令和1年8月1日 令和7年7月31日 板垣　潤 更新 飲食店営業
堺食衛第19010719号 Ｂｉｏ　ｔｏｐｏｓ 西区津久野町３丁３２‐１１ コージーコートアメカゼⅠ１０２号072-247-8988 令和1年7月25日 令和1年9月1日 令和7年8月31日 豊田　実 更新 飲食店営業
堺食衛第19010712号 音彩 西区鳳東町３丁３０６ 令和1年7月29日 令和1年7月29日 令和7年7月31日 西野　まゆみ 新規 飲食店営業
堺食衛第19010715号 阿以栄 堺市内一円 令和1年7月25日 令和1年9月1日 令和6年8月31日 多田　賀洋 更新 飲食店営業（自動車）
堺食衛第19010714号 ＫＫネット 堺市内一円 令和1年7月25日 令和1年7月25日 令和6年7月31日 北側　和代 新規 喫茶店営業（露店）
堺食衛第19010728号 ｐｅｅｐ（ｓ） 堺区寺地町東１丁２‐２４ 令和1年7月26日 令和1年8月1日 令和7年7月31日 佐藤　和愛 更新 飲食店営業
堺食衛第19010725号 ストリングス 堺区住吉橋町１丁５‐２２ サンハイツ１０１ 令和1年7月26日 令和1年8月1日 令和7年7月31日 宮地　徹 更新 飲食店営業
堺食衛第19010731号 Ｂｉｓｔｒｏ　ＶＥＺＯ 堺区北瓦町２丁３‐５ 田中ビル２Ｆ 072-226-2722 令和1年7月30日 令和1年7月30日 令和7年7月31日 中村　友紀 新規 飲食店営業
堺食衛第19010733号 おばんざい　北の 堺区中之町東１丁２‐１７ 令和1年8月5日 令和1年8月5日 令和7年8月31日 北野　陽子 新規 飲食店営業
堺食衛第19010732号 フジヤマドラゴン　北野田店 東区北野田４８‐１ 北野田第１ビル 令和1年7月31日 令和1年7月31日 令和7年7月31日 髙柳　輝 新規 飲食店営業
堺食衛第19010737号 ローソン堺泉北深阪南店 南区深阪南３１３‐１ 072-239-0888 令和1年9月2日 令和1年9月2日 令和7年9月30日 浦上　愛子 新規 飲食店営業
堺食衛第19010735号 家庭料理　心 南区泉田中１０３‐１ 令和1年7月29日 令和1年8月1日 令和7年7月31日 片上　由紀 更新 飲食店営業
堺食衛第19010729号 堺まつりふとん太鼓連合保存会 堺市内一円 令和1年7月31日 令和1年7月31日 令和6年7月31日 栗田　忠次 新規 飲食店営業（露店）
堺食衛第19010742号 Ｉｓｌａｎｄ　Ｂｌｏｏｍ 堺市内一円 令和1年7月29日 令和1年7月29日 令和6年7月31日 大栢　馨 新規 喫茶店営業（露店）
堺食衛第19010749号 泉　いずみ 堺区熊野町東１丁２‐１６ アイリスビル３Ｆ　３０２ 令和1年8月7日 令和1年8月7日 令和7年8月31日 松浦　久美子 新規 飲食店営業
堺食衛第19010755号 まいど屋 西区鳳北町２丁７５‐１３ 072-264-9381 令和1年7月30日 令和1年8月1日 令和7年7月31日 一森　昭仁 更新 飲食店営業
堺食衛第19010751号 ＭＡＨＡ 堺市内一円 令和1年7月30日 令和1年7月30日 令和6年7月31日 岩橋　春樹 新規 飲食店営業（露店）
堺食衛第19010757号 厨 北区金岡町１９４５‐６ 令和1年7月31日 令和1年7月31日 令和7年7月31日 烏野　市和 新規 飲食店営業
堺食衛第19010762号 ＫＡＧＵＲＡグループ 堺市内一円 令和1年7月31日 令和1年8月1日 令和6年7月31日 遠藤　竜夫 更新 飲食店営業（露店）
堺食衛第19010758号 ゆるり号 堺市内一円 令和1年7月31日 令和1年7月31日 令和6年7月31日 目崎　理沙 新規 菓子製造業（自動車）
堺食衛第19010760号 まる 堺市内一円 令和1年8月1日 令和1年8月1日 令和6年7月31日 中﨑　啓太 新規 飲食店営業（露店）
堺食衛第19010761号 麺工房　ゆでっち 堺市内一円 令和1年7月31日 令和1年7月31日 令和6年7月31日 赤垣　俊宏 新規 飲食店営業（露店）
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 新規 飲食店営業
堺食衛第19010770号 京てまり焼 堺市内一円 令和1年8月1日 令和1年8月1日 令和6年7月31日 嶋本　敦彦 新規 菓子製造業（露店）
堺食衛第19010771号 いち輪 堺市内一円 令和1年8月1日 令和1年8月1日 令和6年7月31日 石津　拓也 新規 飲食店営業（露店）
堺食衛第19010777号 ＮＩＣＥ　８ 堺区向陵東町３丁２‐４ １Ｆ 072-240-0666 令和1年9月6日 令和1年9月6日 令和7年9月30日 崔　順玉 新規 飲食店営業
堺食衛第19010776号 Ｂａｒ　Ｎ 中区深井清水町４０３５ 杏奈ビル２階 令和1年8月6日 令和1年8月6日 令和7年8月31日 野村　恭介 新規 飲食店営業
堺食衛第19010779号 かなん 美原区青南台２丁目１５‐４ 令和1年8月2日 令和1年9月1日 令和7年8月31日 大曽根　敏雄 更新 飲食店営業
堺食衛第19010778号 Ｇ　Ｈ　Ｂ 南区若松台３丁７‐２ 令和1年10月8日 令和1年10月8日 令和7年10月31日 横谷　佳良子 新規 菓子製造業
堺食衛第19010784号 丸三 堺区五月町７‐１７ 令和1年8月13日 令和1年8月13日 令和7年8月31日 春日井　憲司 新規 飲食店営業



堺食衛第19010780号 鶏んまっ 堺区北瓦町２丁１‐２４ 令和1年8月6日 令和1年8月6日 令和7年8月31日 板倉　伴尚 新規 飲食店営業
堺食衛第19010783号 グルメ屋台　あさちゃん 北区北花田町１丁３２ 072-255-8654 令和1年8月27日 令和1年8月27日 令和7年8月31日 浅香　正 新規 飲食店営業
堺食衛第19010785号 正木食堂 西区菱木３丁２６４４‐１ 令和1年8月5日 令和1年9月1日 令和7年8月31日 正木　鉄男 更新 飲食店営業
堺食衛第19010781号 クマハウス 西区鳳中町１０丁１‐２８ 令和1年8月5日 令和1年8月5日 令和7年8月31日 本多　洋一朗 新規 飲食店営業
堺食衛第19010782号 ３９ＴａＫｏＹａＫｉ 堺市内一円 令和1年8月5日 令和1年8月5日 令和6年8月31日 土井畑　梨紗 新規 飲食店営業（自動車）
堺食衛第19010794号 セブン‐イレブン　堺三国ヶ丘駅東店 堺区向陵中町４丁２‐３３ 072-254-5017 令和1年8月6日 令和1年9月1日 令和7年8月31日 速水　俊三 更新 飲食店営業
堺食衛第19010798号 ＦＵＣＨＩ 堺区市之町東２丁２‐２１ 令和1年8月9日 令和1年8月9日 令和7年8月31日 渕　幸生 新規 菓子製造業
堺食衛第19010788号 ミニストップ百舌鳥陵南町店 北区百舌鳥陵南町２丁６６４ 072-270-1411 令和1年8月6日 令和1年9月1日 令和7年8月31日 桧垣　篤志 更新 飲食店営業
堺食衛第19010790号 ミニストップ百舌鳥陵南町店 北区百舌鳥陵南町２丁６６４ 072-270-1411 令和1年8月6日 令和1年9月1日 令和7年8月31日 桧垣　篤志 更新 アイスクリーム類製造業
堺食衛第19010803号 ＮＥＯ．Ｄａｒｔｓ／Ｆａｃｔｏｒｙ 北区百舌鳥赤畑町４丁２５６ 八光ビル２Ｆ 令和1年8月14日 令和1年8月14日 令和7年8月31日 山百　康史 新規 飲食店営業
堺食衛第19010804号 ＨＡＮＡ花弁当 美原区太井３４２‐２ 072-361-3677 令和1年8月16日 令和1年8月16日 令和7年8月31日 奥野　容子 新規 飲食店営業
堺食衛第19010805号 Ｄｅａｒ 堺区熊野町東２丁１‐１０ 米澤ビルⅡ　３Ｆ　３０３号室 令和1年8月9日 令和1年8月9日 令和7年8月31日 横山　博之 新規 飲食店営業
堺食衛第19010816号 悟空 堺区戎之町東１丁１‐２８ グランド戎別館１Ｆ 令和1年8月16日 令和1年8月16日 令和7年8月31日 石投　博好 新規 飲食店営業
堺食衛第19010820号 じゅん平 堺区北三国ヶ丘町８丁６‐５ 令和1年8月14日 令和1年8月14日 令和7年8月31日 清水　勝弘 新規 飲食店営業
堺食衛第19010823号 祭 堺区熊野町東１丁２‐２０ ジョイフルケイ３Ｄ 080-5637-0659 令和1年8月16日 令和1年8月16日 令和7年8月31日 中野　雄司 新規 飲食店営業
堺食衛第19010825号 富山屋 北区北長尾町１丁７‐１７ 072-255-8198 令和1年8月14日 令和1年9月1日 令和7年8月31日 蒲原　千鶴子 更新 飲食店営業
堺食衛第19010822号 長原塗装工業所 西区鳳中町１０丁３‐３ 072-267-0265 令和1年8月14日 令和1年8月14日 令和7年8月31日 宮脇　由伍 新規 飲食店営業
堺食衛第19010838号 リストランテ　カスターニャ 堺区向陵中町１丁５‐３１ １Ｆ 072-254-0047 令和1年8月19日 令和1年9月1日 令和7年8月31日 谷垣　恵子 更新 飲食店営業
堺食衛第19010834号 ｏｒｉｇｉｎａｌｃａｋｅ　ａｉｍｉｓｓ 堺区住吉橋町１丁４‐１０ アネックス金銅１階 072-249-4174 令和1年9月2日 令和1年9月2日 令和7年9月30日 子師　葵弓 新規 菓子製造業
堺食衛第19010837号 館 中区福田５８０‐５ 令和1年8月19日 令和1年9月1日 令和7年8月31日 川原　信二 更新 飲食店営業
堺食衛第19010839号 ローソン堺堀上町店 中区堀上町３４‐１ 072-279-8290 令和1年8月19日 令和1年9月1日 令和7年8月31日 畠中　和敏 更新 飲食店営業
堺食衛第19010836号 平成元年 中区深井清水町３５３７ コートビレヂ赤塚１０４ 令和1年8月28日 令和1年8月28日 令和7年8月31日 西川　諒 新規 飲食店営業
堺食衛第19010886号 スナック　愛 堺区熊野町東１丁１‐１２ マリンプラザ天神ビル３Ａ080-4562-7755 令和1年8月23日 令和1年8月23日 令和7年8月31日 湯浅　智波 新規 飲食店営業
堺食衛第19010881号 ＭＡＭＡＬＥＯＮ 中区平井９２０‐３ 令和1年8月28日 令和1年8月28日 令和7年8月31日 川畑　大地 新規 喫茶店営業
堺食衛第19010882号 ＢａｌｉＣｏｆｆｅｅ 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 森　泰雄 新規 飲食店営業（露店）
堺食衛第19010884号 ＴＥＲＡＮＧ　ＢＵＬＡＮ 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 白石　結香 新規 飲食店営業（露店）
堺食衛第19010885号 ヌサンタラ珈琲店 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 スサナ　ラハルジョ 新規 喫茶店営業（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 新規 喫茶店営業（露店）
堺食衛第19010896号 ローソンストア１００萩原天神駅前店 東区日置荘原寺町５０‐２ 072-288-5099 令和1年8月22日 令和1年8月22日 令和7年8月31日 佐野　和幸 新規 飲食店営業
堺食衛第19010899号 まめや 美原区北余部４６９‐６ 072-361-2301 令和1年8月21日 令和1年9月1日 令和7年8月31日 本並　素子 更新 飲食店営業
堺食衛第19010891号 かわにし農園 堺市内一円 令和1年8月21日 令和1年8月21日 令和6年8月31日 川西　真澄 新規 飲食店営業（露店）
堺食衛第19010907号 中井精肉・ホルモン店 堺区協和町１丁４０‐１ Ｂ店舗３号 072-241-2592 令和1年9月4日 令和1年9月4日 令和7年9月30日 中井　竜義 新規 食肉販売業
堺食衛第19010908号 炙ＳＨＩＳＨＩＭＡＲＵ 堺区三宝町３丁２０５‐２ 072-223-1823 令和1年8月23日 令和1年8月23日 令和7年8月31日 加田　大祐 新規 飲食店営業
堺食衛第19010901号 喫茶　マツヤ 北区東浅香山町１丁１４０‐２４ 令和1年8月23日 令和1年11月1日 令和7年10月31日 岡本　耕作 更新 飲食店営業
堺食衛第19010921号 ダーツ＆バー　ＧＥＲＯＮＩＭＯ 北区中百舌鳥町５‐８０３‐３ シュライクシャチビル２０７072-260-4360 令和1年8月29日 令和1年8月29日 令和7年8月31日 森田　孝 新規 飲食店営業
堺食衛第19010915号 酒と料理と笑顔の酒場　一心一笑 中区土塔町３４０１ 072-239-6665 令和1年8月26日 令和1年9月1日 令和7年8月31日 三宅　知寛 更新 飲食店営業
堺食衛第19010914号 四季彩酒家　靜 中区福田９０３ 072-237-0873 令和1年8月26日 令和1年9月1日 令和7年8月31日 靜　龍弥 更新 飲食店営業
堺食衛第19010917号 おばんざい　呑み処　縁 中区伏尾１３０‐１ 072-283-6204 令和1年9月9日 令和1年9月9日 令和7年9月30日 二木　智美 新規 飲食店営業
堺食衛第19010913号 ＴＨＲＩＶＥ 堺市内一円 令和1年8月26日 令和1年8月26日 令和6年8月31日 森　俊也 新規 飲食店営業（露店）
堺食衛第19010920号 ルリアンｃａｆｅ 堺市内一円 令和1年8月26日 令和1年8月26日 令和6年8月31日 小川　優 新規 飲食店営業（自動車）
堺食衛第19010932号 かてい料理　笑 北区百舌鳥赤畑町２丁５６‐１５ 令和1年8月27日 令和1年10月1日 令和7年9月30日 下田　江美 更新 飲食店営業
堺食衛第19010928号 ｔｈｅ　Ｔ 中区大野芝町４４‐１７ 令和1年9月4日 令和1年9月4日 令和7年9月30日 天里　昭太 新規 飲食店営業
堺食衛第19010929号 ｔｈｅ　Ｔ 中区大野芝町４４‐１７ 令和1年9月4日 令和1年9月4日 令和7年9月30日 天里　昭太 新規 菓子製造業
堺食衛第19010933号 メロディー 中区深井中町２０１１‐２２ 令和1年8月27日 令和1年9月1日 令和7年8月31日 奥野　亜衣子 更新 飲食店営業
堺食衛第19010931号 Ｃａｆｅ　パックン　ｗｉｔｈ　ｄｏｇ 南区赤坂台１丁５９‐２４ 令和1年8月27日 令和1年9月1日 令和7年8月31日 松村　久美子 更新 飲食店営業
堺食衛第19010944号 スナック　アイコ 堺区翁橋町１丁４‐１７ 072-221-1519 令和1年8月28日 令和1年9月1日 令和7年8月31日 杉本　愛子 更新 飲食店営業
堺食衛第19010942号 ＵＭＥ　ＵＭＥ 北区中長尾町３丁４‐３ 072-250-5747 令和1年8月28日 令和1年9月1日 令和7年8月31日 梅村　和美 更新 飲食店営業
堺食衛第19010943号 やきとり　のぶ 中区福田５５２‐１ 072-237-2228 令和1年8月28日 令和1年10月1日 令和7年9月30日 森　信行 更新 飲食店営業
堺食衛第19010941号 ウシキチ 中区深井清水町３５３７ コートビレッヂ赤塚１０５号072-276-7229 令和1年8月28日 令和1年9月1日 令和7年8月31日 南出　卓史 更新 飲食店営業
堺食衛第19010948号 蓮華 堺区中瓦町１丁４‐１３ エルエスビル３階３号室 令和1年9月10日 令和1年9月10日 令和7年9月30日 上田　綾 新規 飲食店営業
堺食衛第19010949号 Ｇｌａｎｚ 北区長曽根町６３８ 令和1年9月10日 令和1年9月10日 令和7年9月30日 北野　幸子 新規 飲食店営業
堺食衛第19010950号 かつ㐂　台湾料理 北区百舌鳥梅北町５丁４８１‐４ 令和1年9月5日 令和1年9月5日 令和7年9月30日 小林　潤子 新規 飲食店営業
堺食衛第19010952号 ＫＩＴＣＨＥＮＢＡＲ　茶太 西区北条町２丁２３‐４ 072-277-5557 令和1年8月29日 令和1年9月1日 令和7年8月31日 加藤　邦啓 更新 飲食店営業
堺食衛第19010953号 トレゾア 中区深井水池町２８１７‐１１ 令和1年8月29日 令和1年9月1日 令和7年8月31日 更新 飲食店営業
堺食衛第19010960号 寿々亭 北区南花田町３７‐３ 072-255-0575 令和1年8月30日 令和1年9月1日 令和7年8月31日 大本　昌弘 更新 飲食店営業
堺食衛第19010959号 ラ・ロッシュ 南区新檜尾台４丁５３‐１４ 令和1年9月6日 令和1年9月6日 令和7年9月30日 中村　政司 新規 菓子製造業
堺食衛第19010965号 浜浪食堂 堺区出島浜通３‐１ 令和1年9月2日 令和1年10月1日 令和7年9月30日 森口　浩三 更新 飲食店営業
堺食衛第19010964号 神戸　吉田屋 堺市内一円 令和1年9月2日 令和1年9月2日 令和6年9月30日 赤﨑　眞二 新規 飲食店営業（露店）
堺食衛第19010971号 深清鮓 堺区出島町１丁２‐２１ 令和1年9月3日 令和1年10月1日 令和7年9月30日 深井　壽光 更新 飲食店営業
堺食衛第19010966号 Ｋｅｒａ　Ｋｅｒａ 西区浜寺石津町西３丁４‐４ 石津川駅前ビル１階１号 令和1年9月9日 令和1年9月9日 令和7年9月30日 水島　節夫 新規 飲食店営業
堺食衛第19010967号 Ｋｅｒａ　Ｋｅｒａ 西区浜寺石津町西３丁４‐４ 石津川駅前ビル１階１号 令和1年9月9日 令和1年9月9日 令和7年9月30日 水島　節夫 新規 菓子製造業
堺食衛第19010968号 わららか 中区深井水池町３１２５ 072-248-6343 令和1年9月26日 令和1年9月26日 令和7年9月30日 中尾　善己 新規 飲食店営業
堺食衛第19010978号 家庭料理　杉ちゃん 東区北野田４４‐１１ 令和1年9月12日 令和1年9月12日 令和7年9月30日 杉田　明美 新規 飲食店営業
堺食衛第19010979号 たこ焼　まるしん 堺市内一円 令和1年9月4日 令和1年9月4日 令和6年9月30日 前田　憲男 新規 飲食店営業（自動車）
堺食衛第19010982号 麺屋ＤＡＩＫＯＫＵ 西区北条町１丁１５‐２４ 072-343-0687 令和1年9月9日 令和1年9月9日 令和7年9月30日 池田　皓一 新規 飲食店営業
堺食衛第19010981号 クレープ＆ドリンクスタンド　ぷるぷる 堺市内一円 令和1年9月5日 令和1年10月1日 令和6年9月30日 西　正和 更新 飲食店営業（自動車）
堺食衛第19010993号 ＬＩＴ 中区新家町５４１‐１９ 令和1年9月26日 令和1年9月26日 令和7年9月30日 速水　俊之 新規 飲食店営業
堺食衛第19010989号 園田商事 堺市内一円 令和1年9月6日 令和1年9月6日 令和6年9月30日 園田　祐介 新規 飲食店営業（露店）
堺食衛第19010990号 園田商事 堺市内一円 令和1年9月6日 令和1年9月6日 令和6年9月30日 園田　祐介 新規 菓子製造業（露店）
堺食衛第19010991号 Ｒｉｃｅ　ｈｕｇ 堺市内一円 令和1年9月6日 令和1年9月6日 令和6年9月30日 奥迫　奈津季 新規 飲食店営業（自動車）
堺食衛第19010998号 ダイニング　おくの 西区鳳東町１丁４９ 072-294-6030 令和1年9月9日 令和1年10月1日 令和7年9月30日 奥野　優 更新 飲食店営業
堺食衛第19010995号 三木惣菜店 西区鳳東町１丁５４ 令和1年9月9日 令和1年10月1日 令和7年9月30日 三木　健司 更新 飲食店営業
堺食衛第19010999号 ｂｏｎ　ｂｏｎ　ｃｏｏｋｉｅ 南区豊田１１８４‐３ 令和1年9月11日 令和1年9月11日 令和7年9月30日 加藤　佳奈美 新規 菓子製造業
堺食衛第19011002号 福来緣 堺区甲斐町東３丁１‐１ 080-5779-8666 令和1年9月12日 令和1年9月12日 令和7年9月30日 中村　宏明 新規 飲食店営業
堺食衛第19011004号 レモンケーキのお店　Ｋｏｔｉ 中区深阪６丁２１‐１６ 令和1年9月10日 令和1年10月1日 令和7年9月30日 辻田　真琴 更新 菓子製造業
堺食衛第19011010号 Ｂｏｇｅｙ 堺区熊野町東２丁１‐１６ エクセルＦＢ　２０１号 令和1年10月21日 令和1年10月21日 令和7年10月31日 三崎　修次 新規 飲食店営業
堺食衛第19011008号 甑 堺区栄橋町１丁１‐１６ 令和1年9月12日 令和1年9月12日 令和7年9月30日 中尾　照孝 新規 飲食店営業
堺食衛第19011007号 Ｌａ　Ｔｏｒｔｕｅ 美原区阿弥６‐４ 102 令和1年10月21日 令和1年10月21日 令和7年10月31日 廣岡　旬一 新規 菓子製造業
堺食衛第19011025号 ハーレムナイト 東区西野４７３‐６ 浅井ビル２０１ 令和1年11月15日 令和1年11月15日 令和7年11月30日 牧野　秀美 新規 飲食店営業
堺食衛第19011038号 大阪食鶏販売堺東店 堺区北瓦町２丁２‐１１ 072-275-7758 令和1年9月26日 令和1年9月26日 令和7年9月30日 小倉　昇成 新規 飲食店営業
堺食衛第19011027号 ミニストップイオンモール堺鉄砲町店 堺区鉄砲町１ 令和1年9月27日 令和1年9月27日 令和7年9月30日 山下　耕平 新規 飲食店営業
堺食衛第19011042号 紺野酒店 西区上野芝向ヶ丘町２丁１７‐１０ 072-277-3054 令和1年9月17日 令和1年9月17日 令和7年9月30日 紺野　昌則 新規 飲食店営業
堺食衛第19011041号 中華酒家　心 西区鳳南町３丁１７５‐１０ 072-370-7098 令和1年9月26日 令和1年9月26日 令和7年9月30日 源六　秀幸 新規 飲食店営業
堺食衛第19011034号 酒彩Ａ’ｓ　（アズ） 中区八田北町５００‐２ 090-9887-0229 令和1年9月18日 令和1年9月18日 令和7年9月30日 山本　敦子 新規 飲食店営業
堺食衛第19011044号 へら釣り　西池 東区日置荘北町３丁７‐１７ 令和1年9月13日 令和1年10月1日 令和7年9月30日 田中　伸幸 更新 飲食店営業
堺食衛第19011040号 Ａｎｎ 東区丈六１７１‐２０ コーエイパレス北野田６階Ｂ号080-4243-8880 令和1年9月19日 令和1年9月19日 令和7年9月30日 藤木　弘美 新規 飲食店営業
堺食衛第19011043号 炉ば太郎 東区北野田５５１‐８ 072-236-7116 令和1年9月18日 令和1年9月18日 令和7年9月30日 尾島　雄一 新規 飲食店営業
堺食衛第19011048号 Ｆｉｌｌｅ 堺区新町１‐２０ リノ堺東１－Ｃ 令和1年9月19日 令和1年9月19日 令和7年9月30日 八尾　寛信 新規 飲食店営業
堺食衛第19011045号 カラオケステージ　ゆず 堺区栄橋町２丁３‐２４ 072-228-6161 令和1年9月17日 令和1年10月1日 令和7年9月30日 丸岡　佳代子 更新 飲食店営業
堺食衛第19011049号 心和童 北区南花田町１１５‐１０ 令和1年10月9日 令和1年10月9日 令和7年10月31日 川﨑　美千雄 新規 飲食店営業
堺食衛第19011053号 ローソン堀上町東店 中区堀上町１０２７‐１ 令和1年10月31日 令和1年10月31日 令和7年10月31日 石川　源太 新規 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 新規 飲食店営業
堺食衛第19011052号 ＶＯＧＡ 南区泉田中１０３‐１ 進化第５ビル２Ｆ２０４号 令和1年9月18日 令和1年9月18日 令和7年9月30日 時任　久美子 新規 飲食店営業
堺食衛第19011062号 ＮＯＷＯＲＫ　ｍｏｔｏｒ＆ｃａｆｅ 堺市内一円 令和1年9月17日 令和1年9月17日 令和6年9月30日 桑野　将二郎 新規 菓子製造業（自動車）
堺食衛第19011063号 ＮＯＷＯＲＫ　ｍｏｔｏｒ＆ｃａｆｅ 堺市内一円 令和1年9月17日 令和1年9月17日 令和6年9月30日 桑野　将二郎 新規 喫茶店営業（自動車）
堺食衛第19011064号 Ｌｏｕｎｇｅ　Ｌｏｏｐ 堺区翁橋町１丁５‐３ エル・クエスト５０２号室072-221-7500 令和1年9月30日 令和1年9月30日 令和7年9月30日 松下　実 新規 飲食店営業
堺食衛第19011065号 串かつ　太助 北区蔵前町２丁１６‐５８ 072-254-0035 令和1年9月19日 令和1年9月19日 令和7年9月30日 由良　健 新規 飲食店営業
堺食衛第19011069号 ホルホース 西区鳳東町３丁２５０ 072-274-2030 令和1年9月18日 令和1年10月1日 令和7年9月30日 海野　広明 更新 飲食店営業
堺食衛第19011066号 中津しょう油から揚げ　げんきや 堺市内一円 令和1年9月18日 令和1年9月18日 令和6年9月30日 松本　州治 新規 飲食店営業（自動車）
堺食衛第19011070号 ローソン美原北余部店 美原区北余部１４６‐１ 072-361-3181 令和1年10月3日 令和1年10月3日 令和7年10月31日 越智　祐司 新規 飲食店営業
堺食衛第19011074号 アンジェ 堺市内一円 令和1年9月19日 令和1年9月19日 令和6年9月30日 森山　里美 新規 飲食店営業（露店）
堺食衛第19011078号 ウッフカフェ 堺市内一円 令和1年9月20日 令和1年9月20日 令和6年9月30日 川合　進一 新規 菓子製造業（露店）
堺食衛第19011080号 丸秀食品 堺区三宝町５丁２９２ 令和1年9月24日 令和1年10月1日 令和7年9月30日 森岡　大輔 更新 食肉処理業
堺食衛第19011086号 大衆鉄板酒場　味彩 堺区戎之町東１丁２‐２５ 堺プラザ１Ｆ 令和1年9月30日 令和1年9月30日 令和7年9月30日 澤﨑　哲夫 新規 飲食店営業
堺食衛第19011081号 たこやき泉州 西区鳳南町３丁１７５‐２ 令和1年9月24日 令和1年10月1日 令和7年9月30日 北原　喜光 更新 飲食店営業
堺食衛第19011087号 すし嘉 中区新家町７６５‐５ 072-235-7381 令和1年9月27日 令和1年9月27日 令和7年9月30日 安達　琢也 新規 飲食店営業
堺食衛第19011085号 創作季節料理　和彩 中区深井沢町３１５８ 令和1年9月30日 令和1年9月30日 令和7年9月30日 澤﨑　哲夫 新規 飲食店営業
堺食衛第19011084号 やっちゃん 中区深井中町２０１１‐２２ 令和1年9月30日 令和1年9月30日 令和7年9月30日 西中　靖浩 新規 飲食店営業
堺食衛第19011092号 Ｓａｌｏｎ　ｄｅ　ＨＡＫＫＡ 堺区南三国ヶ丘町４丁２‐５ 令和1年9月25日 令和1年10月1日 令和7年9月30日 山下　美津子 更新 飲食店営業
堺食衛第19011090号 ミュウ 西区浜寺船尾町西５丁１４１ 072-263-1231 令和1年9月25日 令和1年10月1日 令和7年9月30日 世古口　美由紀 更新 飲食店営業
堺食衛第19011100号 りりかる 堺区翁橋町１丁５‐３ エルクエストビル５０５072-269-4450 令和1年9月26日 令和1年10月1日 令和7年9月30日 松﨑　美香 更新 飲食店営業
堺食衛第19011104号 スランジバール 堺区北瓦町２丁３‐５ 田中ビル１階 072-227-0271 令和1年9月26日 令和1年9月26日 令和7年9月30日 千代村　裕介 新規 飲食店営業
堺食衛第19011103号 中華料理・京華 堺区櫛屋町東３丁１‐１ 令和1年9月27日 令和1年9月27日 令和7年9月30日 李　剣峰 新規 飲食店営業
堺食衛第19011115号 ｈｏｍｅ　ｃａｆｅ　ＬｉｎｏＬｉｎｏ 堺区少林寺町東１丁２‐２７ 072-370-5801 令和1年10月16日 令和1年10月16日 令和7年10月31日 藤井　まゆみ 新規 飲食店営業
堺食衛第19011116号 ｈｏｍｅ　ｃａｆｅ　ＬｉｎｏＬｉｎｏ 堺区少林寺町東１丁２‐２７ 072-370-5801 令和1年10月16日 令和1年10月16日 令和7年10月31日 藤井　まゆみ 新規 菓子製造業
堺食衛第19011098号 辰己苑 堺区戎島町１丁５２ 072-233-8686 令和1年9月26日 令和1年11月1日 令和7年10月31日 篠原　辰雄 更新 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 新規 飲食店営業
堺食衛第19011096号 和牛ダイニング城 中区深井沢町３１８２ 072-276-4156 令和1年9月26日 令和1年10月1日 令和7年9月30日 笠原　庄助 更新 飲食店営業
堺食衛第19011099号 美食酒屋　今摩志ん 中区堀上町３２８ 令和1年9月26日 令和1年10月1日 令和7年9月30日 三宅　晃文 更新 飲食店営業



堺食衛第19011118号 ｂａｒ　ＣＬＡＳＳＩＣＡＬ 堺市内一円 令和1年10月2日 令和1年10月2日 令和6年10月31日 高杉　晋 新規 飲食店営業（露店）
堺食衛第19011119号 カリオモン 堺市内一円 令和1年10月2日 令和1年10月2日 令和6年10月31日 筑井　雅己 新規 飲食店営業（露店）
堺食衛第19011120号 花梨麻婆酒家 堺区中瓦町２丁２‐１４ 令和1年10月3日 令和1年10月3日 令和7年10月31日 岩本　正善 新規 飲食店営業
堺食衛第19011122号 焼肉さかちゃん 美原区小平尾７２６‐５ 072-361-0909 令和1年10月1日 令和1年10月1日 令和7年9月30日 西谷　勇 新規 飲食店営業
堺食衛第19011128号 早水精肉店 堺区緑ヶ丘北町２丁１‐１６ 令和1年10月10日 令和1年10月10日 令和7年10月31日 早水　高志 新規 食肉販売業
堺食衛第19011126号 スナックウィル 堺区櫛屋町東２丁１‐１８ ソフィアビルパート２ 令和1年10月4日 令和1年10月4日 令和7年10月31日 古田　裕里香 新規 飲食店営業
堺食衛第19011125号 カレー専門店　金のスパイス 西区浜寺諏訪森町西１丁２２‐１２１階 令和1年10月7日 令和1年10月7日 令和7年10月31日 木村　一也 新規 飲食店営業
堺食衛第19011124号 焼きとん屋　くうとん堺店 堺市内一円 令和1年10月3日 令和1年10月3日 令和6年10月31日 田中　昭 新規 飲食店営業（露店）
堺食衛第19011138号 ゆめｃａｆｅ”Ｓ” 中区深井中町１１９０‐１０ 令和1年10月1日 令和1年11月1日 令和7年10月31日 谷口　須美子 更新 飲食店営業
堺食衛第19011134号 Ｈａｐｐｙ　Ｋｉｔｃｈｅｎ　Ｗｉｌｌ 堺市内一円 令和1年10月1日 令和1年10月1日 令和6年9月30日 今坂　裕子 新規 飲食店営業（自動車）
堺食衛第19011135号 Ｈａｐｐｙ　Ｋｉｔｃｈｅｎ　Ｗｉｌｌ 堺市内一円 令和1年10月1日 令和1年10月1日 令和6年9月30日 今坂　裕子 新規 菓子製造業（自動車）
堺食衛第19011137号 ケータリング　ＢＥＳＳＩＥ 堺市内一円 令和1年10月1日 令和1年10月1日 令和6年9月30日 ＦＵＥＧＯ　ＶＩＳＩＴＡＣＩＯＮ　ＶＩＣＥＮＴＥ 新規 飲食店営業（露店）
堺食衛第19011143号 ｃｈｅｒｒｙ　ｂｌｏｓｓｏｍ 堺区三宝町３丁２０５‐１ 070-1814-1515 令和1年10月2日 令和1年10月2日 令和7年10月31日 北川　稚香 新規 飲食店営業
堺食衛第19011140号 アヤモ　カフェ 北区新金岡町５丁６ 104 令和1年10月30日 令和1年10月30日 令和7年10月31日 簔城　文 新規 飲食店営業
堺食衛第19011145号 Ｒｏｔｉ　Ｍａｎ 堺市内一円 令和1年10月2日 令和1年10月2日 令和6年10月31日 Ｖｅｖａｙｇａｎａｎｔｈａｎ　Ｋｏｌａｎｄａ　Ｖｅｌｏｏ 新規 飲食店営業（露店）
堺食衛第19011148号 Ｊｅｚｅｂｅｌ 堺区翁橋町１丁５‐４ エルクエストビル３Ｆ３０８号 令和1年10月7日 令和1年10月7日 令和7年10月31日 平井　学 新規 飲食店営業
堺食衛第19011149号 ベーカーショップ　バンビ 中区八田北町５４０‐８ 072-279-1574 令和1年10月3日 令和1年11月1日 令和7年10月31日 今西　輝之 更新 菓子製造業
堺食衛第19011147号 若浪 中区八田西町３丁５‐５３ 令和1年10月8日 令和1年10月8日 令和7年10月31日 佐々木　辰也 新規 飲食店営業
堺食衛第19011157号 アールベルアンジェ　Ｓａｋａｉ　１Ｆ 北区長曽根町１６８４ 令和1年10月4日 令和1年11月1日 令和7年10月31日 佐野　政克 更新 飲食店営業
堺食衛第19011158号 アールベルアンジェ　Ｓａｋａｉ　２Ｆ 北区長曽根町１６８４ 令和1年10月4日 令和1年11月1日 令和7年10月31日 佐野　政克 更新 飲食店営業
堺食衛第19011156号 あぁみ婆 中区上之１１１４ 令和1年10月10日 令和1年10月10日 令和7年10月31日 中西　麻美 新規 飲食店営業
堺食衛第19011163号 ＬＩＮＫ 堺区翁橋町１丁４‐１８ ロイヤルパレスビル２Ｆ８号 令和1年10月7日 令和1年10月7日 令和7年10月31日 濵川　幸智 新規 飲食店営業
堺食衛第19011159号 早水精肉店 堺区緑ヶ丘北町２丁１‐１６ 令和1年10月10日 令和1年10月10日 令和7年10月31日 早水　高志 新規 飲食店営業
堺食衛第19011162号 スナック　クミ 堺区市之町東２丁１‐２６ もち月ビル１階 令和1年10月10日 令和1年10月10日 令和7年10月31日 平山　久美子 新規 飲食店営業
堺食衛第19011166号 ＰＲＩＫＡＲＡ 堺区中之町東１丁１‐３２ 令和1年10月7日 令和1年11月1日 令和7年10月31日 朝陽　弘美 更新 飲食店営業
堺食衛第19011165号 かくれんぼ 中区新家町３４６‐７ 令和1年10月7日 令和1年11月1日 令和7年10月31日 中谷　桂子 更新 飲食店営業
堺食衛第19011161号 一品料理　さとみ 中区八田西町２丁６‐２ 072-279-0224 令和1年10月10日 令和1年10月10日 令和7年10月31日 武川　慎二 新規 飲食店営業
堺食衛第19011160号 シゲヒサ 堺市内一円 令和1年10月7日 令和1年10月7日 令和6年10月31日 重久　隆磨 新規 飲食店営業（自動車）
堺食衛第19011167号 Ｃｌｏｕｄ 堺区翁橋町１丁９‐１５ アトムビル６階　ＣＤＥ号室072-229-7291 令和1年10月15日 令和1年10月15日 令和7年10月31日 姜　詩顯 新規 飲食店営業
堺食衛第19011169号 ラウンジ　Ｒａｙ　レイ 堺区熊野町東１丁２‐８ アプローズビル４Ｆ 072-249-8157 令和1年10月15日 令和1年10月15日 令和7年10月31日 穐山　美香 新規 飲食店営業
堺食衛第19011172号 パティスリーレタンセル 北区東雲東町１丁６‐２ 072-242-8558 令和1年10月23日 令和1年10月23日 令和7年10月31日 今井　祐太 新規 飲食店営業
堺食衛第19011173号 パティスリーレタンセル 北区東雲東町１丁６‐２ 072-242-8558 令和1年10月23日 令和1年10月23日 令和7年10月31日 今井　祐太 新規 菓子製造業
堺食衛第19011168号 ホルモン　カモメ 堺市内一円 令和1年10月8日 令和1年10月8日 令和6年10月31日 小島　将人 新規 飲食店営業（露店）
堺食衛第19011170号 空海ｗｏｒｋｓ 堺市内一円 令和1年10月8日 令和1年10月8日 令和6年10月31日 森口　信一 新規 菓子製造業（自動車）
堺食衛第19011171号 空海ｗｏｒｋｓ 堺市内一円 令和1年10月8日 令和1年10月8日 令和6年10月31日 森口　信一 新規 喫茶店営業（自動車）
堺食衛第19011174号 関西スーパーとくし丸１２号車（しんかな店）堺市内一円 令和1年10月8日 令和1年10月8日 令和6年10月31日 原田　敬介 新規 食肉販売業（自動車）
堺食衛第19011175号 関西スーパーとくし丸１２号車（しんかな店）堺市内一円 令和1年10月8日 令和1年10月8日 令和6年10月31日 原田　敬介 新規 魚介類販売業（自動車）
堺食衛第19011179号 カレー　ブーメラン 美原区平尾４３４‐３ 072-362-5435 令和1年10月9日 令和1年11月1日 令和7年10月31日 瀧　寬 更新 そうざい製造業
堺食衛第19011190号 サロン　ディオ 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１０２号室令和1年10月16日 令和1年10月16日 令和7年10月31日 本並　宏朗 新規 飲食店営業
堺食衛第19011185号 鳥匠 西区鳳西町２丁６‐３ 072-261-3313 令和1年10月10日 令和1年11月1日 令和7年10月31日 中村　真由美 更新 飲食店営業
堺食衛第19011186号 ローソン堺原山台店 南区原山台５丁１２‐６ 072-298-6421 令和1年10月28日 令和1年10月28日 令和7年10月31日 山村　祐輝 新規 飲食店営業
堺食衛第19011191号 沖縄料理　はは 堺市内一円 令和1年10月15日 令和1年10月15日 令和6年10月31日 上原　早苗 新規 飲食店営業（露店）
堺食衛第19011192号 Ｗｅｓｔ－ｔａｋｅｏｖｅｒ 堺市内一円 令和1年10月10日 令和1年10月10日 令和6年10月31日 西胤　諒 新規 飲食店営業（露店）
堺食衛第19011198号 どとんこつ　幸運軒　三国ヶ丘店 堺区向陵西町４丁１２‐４２ 令和1年10月23日 令和1年10月23日 令和7年10月31日 江口　修介 新規 飲食店営業
堺食衛第19011193号 ケーキハウス貴蘭 北区長曽根町３０８０‐２９ 令和1年10月15日 令和1年10月15日 令和7年10月31日 下野　多加娘 新規 菓子製造業
堺食衛第19011207号 ＳＡＫＡＩＦＯＲＮＩＡ 堺区南田出井町４丁１‐２４ 072-229-6332 令和1年10月24日 令和1年10月24日 令和7年10月31日 西山　正 新規 菓子製造業
堺食衛第19011200号 ラウンジＲｅｎ 堺区翁橋町１丁４‐１８ ロイヤルパレスビル１Ｆ072-225-1711 令和1年10月16日 令和1年10月16日 令和7年10月31日 沖　貴志 新規 飲食店営業
堺食衛第19011206号 フルール・エピ 北区中百舌鳥町６丁８９３‐２ 令和1年10月15日 令和1年11月1日 令和7年10月31日 小島　政晃 更新 飲食店営業
堺食衛第19011199号 クルクル 北区百舌鳥梅町３丁１３‐１７ 令和1年10月21日 令和1年10月21日 令和7年10月31日 斉藤　秀子 新規 飲食店営業
堺食衛第19011203号 ＰＬＥＡＳＵＲＥ 東区大美野３６‐７ 丸大美野ビルＢ１Ｆ 072-235-7365 令和1年10月24日 令和1年10月24日 令和7年10月31日 田中　奈美枝 新規 飲食店営業
堺食衛第19011201号 うねのパン 南区富蔵８３６‐４ 令和1年10月28日 令和1年10月28日 令和7年10月31日 西口　知子 新規 菓子製造業
堺食衛第19011205号 Ｒｅｄ　Ｓｔｏｎｅ　Ｃｏｆｆｅｅ 堺市内一円 令和1年10月15日 令和1年10月15日 令和6年10月31日 赤石　将也 新規 喫茶店営業（露店）
堺食衛第19011212号 ｍｏｎｏｃｈｒｏｍｅ 北区東雲東町１丁６‐２１ ２Ｆ 令和1年10月18日 令和1年10月18日 令和7年10月31日 中尾　竜也 新規 飲食店営業
堺食衛第19011216号 うまいもんや　こうちゃん 東区日置荘西町２丁５‐３ 072-286-7729 令和1年11月5日 令和1年11月5日 令和7年11月30日 野島　康平 新規 飲食店営業
堺食衛第19011217号 ＣＯＰＡＩＮ　ｄｅ　ＧＯＨＡＮ 美原区菅生４７ 072-361-6275 令和1年10月21日 令和1年10月21日 令和7年10月31日 満石　喜代美 新規 飲食店営業
堺食衛第19011224号 泉北だんぢりキッチン 堺市内一円 令和1年10月18日 令和1年10月18日 令和6年10月31日 西　義人 新規 飲食店営業（露店）
堺食衛第19011227号 伸忠企画 堺市内一円 令和1年10月18日 令和1年10月18日 令和6年10月31日 今西　伸治 新規 飲食店営業（露店）
堺食衛第19011228号 Ｐｌｅａｓｅ　ｅａｔ　ｍｏｒｅ 堺市内一円 令和1年10月18日 令和1年10月18日 令和6年10月31日 山田　弥紗貴 新規 飲食店営業（露店）
堺食衛第19011229号 ＯｒｔｏＬｏｕｎｇｅ 堺市内一円 令和1年10月18日 令和1年10月18日 令和6年10月31日 高山　将旨 新規 飲食店営業（露店）
堺食衛第19011234号 ファミリーマート堺中百舌鳥町五丁店 北区中百舌鳥町５丁６８９ 072-240-3110 令和1年10月21日 令和1年11月1日 令和7年10月31日 谷　誠浩 更新 飲食店営業
堺食衛第19011244号 Ｍｒ．Ｍａｎｃｈｉｅ’ｓ　ＢＵＲＲＩＴＯ 堺区翁橋町１丁９‐１５ アトムビル１Ｃ号室 072-275-5099 令和1年10月25日 令和1年10月25日 令和7年10月31日 前田　遼平 新規 飲食店営業
堺食衛第19011242号 ｖｅｇｅｔａｒｉａｎ　ｃａｆｅ　ｍｏｎｉｑｕｅ＋ 西区浜寺諏訪森町東３丁３１９‐２ 072-206-2723 令和1年11月20日 令和1年11月20日 令和7年11月30日 岡田　圭子 新規 飲食店営業
堺食衛第19011243号 ｖｅｇｅｔａｒｉａｎ　ｃａｆｅ　ｍｏｎｉｑｕｅ＋ 西区浜寺諏訪森町東３丁３１９‐２ 072-206-2723 令和1年11月20日 令和1年11月20日 令和7年11月30日 岡田　圭子 新規 菓子製造業
堺食衛第19011256号 玉茶屋 中区新家町５３８‐１ 072-236-8123 令和1年10月23日 令和1年11月1日 令和7年10月31日 玉谷　まき世 更新 飲食店営業
堺食衛第19011238号 ローソン堺土塔北店 中区土塔町２０４４‐１６ 072-235-3933 令和1年11月21日 令和1年11月21日 令和7年11月30日 大津　憲治 新規 飲食店営業
堺食衛第19011246号 たこ辰 南区大庭寺６２２ 令和1年10月29日 令和1年10月29日 令和7年10月31日 田中　すみ子 新規 飲食店営業
堺食衛第19011250号 ここや 堺市内一円 令和1年10月23日 令和1年10月23日 令和6年10月31日 中井　健太 新規 飲食店営業（露店）
堺食衛第19011251号 カフェ　ｕｍａｍｉ 堺市内一円 令和1年10月24日 令和1年10月24日 令和6年10月31日 間宮　洋一 新規 菓子製造業（露店）
堺食衛第19011252号 堺古墳祭り 堺市内一円 令和1年10月23日 令和1年10月23日 令和6年10月31日 松永　友美 新規 飲食店営業（露店）
堺食衛第19011257号 スナック　すずらん 堺区中瓦町１丁４‐１３ ＬＳビル６０１号 072-275-8180 令和1年10月29日 令和1年10月29日 令和7年10月31日 小森　美雪 新規 飲食店営業
堺食衛第19011258号 無煙個室焼肉　イノウエ 北区百舌鳥梅町３丁５‐１ 令和1年11月12日 令和1年11月12日 令和7年11月30日 中川　竜之介 新規 飲食店営業
堺食衛第19011262号 カラオケ　なな 中区大野芝町３０４‐４ 072-236-9876 令和1年10月24日 令和1年11月1日 令和7年10月31日 上土井　早苗 更新 飲食店営業
堺食衛第19011261号 パティスリーヒダカ 中区深阪６丁２１‐３６ 令和1年10月24日 令和1年11月1日 令和7年10月31日 日高　大智 更新 菓子製造業
堺食衛第19011259号 つぼみ 中区深井清水町３９２４ 高森ビル２Ｆ 072-281-8668 令和1年10月25日 令和1年10月25日 令和7年10月31日 林　秋江 新規 飲食店営業
堺食衛第19011260号 月野商店 堺市内一円 令和1年10月24日 令和1年10月24日 令和6年10月31日 月野　正樹 新規 飲食店営業（露店）
堺食衛第19011264号 ＲＥＯＮＡ 堺区東湊町１丁９１ 令和1年10月28日 令和1年10月28日 令和7年10月31日 坂本　怜央奈 新規 飲食店営業
堺食衛第19011265号 セーヌ 美原区平尾２９６‐１ 072-362-4516 令和1年10月25日 令和1年12月1日 令和7年11月30日 柏原　友子 更新 飲食店営業
堺食衛第19011267号 だるま屋 堺市内一円 令和1年10月25日 令和1年10月25日 令和6年10月31日 武内　将吾 新規 飲食店営業（露店）
堺食衛第19011268号 ＫＡＭＩＮＡＬＵＡ 堺市内一円 令和1年10月25日 令和1年10月25日 令和6年10月31日 瀬間仲　ノルベルト 新規 飲食店営業（露店）
堺食衛第19011280号 グリル　トミーパート２ 堺区南庄町１丁１‐４ 大朋マンション内１Ｆ 072-229-9452 令和1年10月28日 令和1年11月1日 令和7年10月31日 萩原　誠 更新 飲食店営業
堺食衛第19011282号 まみや 堺区宿屋町東１丁１‐１ 令和1年10月28日 令和1年11月1日 令和7年10月31日 篠崎　麻美 更新 飲食店営業
堺食衛第19011278号 串花 堺区戎之町東３丁１‐１３ 072-228-6292 令和1年10月28日 令和1年11月1日 令和7年10月31日 新野　夏美 更新 飲食店営業
堺食衛第19011276号 カフェレストＭＩＲＡＩ 東区西野４１２ 登美丘ハイツ１階 令和1年10月28日 令和1年11月1日 令和7年10月31日 井山　いつ子 更新 飲食店営業
堺食衛第19011281号 肉バル　オレンジ 東区大美野３４‐６ 072-230-2986 令和1年10月28日 令和1年11月1日 令和7年10月31日 池田　治亮 更新 飲食店営業
堺食衛第19011291号 ＷＡＫＵＷＡＫＵさかい 堺市内一円 令和1年10月28日 令和1年10月28日 令和6年10月31日 中西　真治 新規 飲食店営業（露店）
堺食衛第19011292号 Ｏｃｅａｎ 堺市内一円 令和1年11月1日 令和1年11月1日 令和6年10月31日 石松　暁 新規 喫茶店営業（露店）
堺食衛第19011304号 やまびこ 堺区向陵東町３‐３‐２２ 令和1年11月6日 令和1年11月6日 令和7年11月30日 山下　誠彦 新規 飲食店営業
堺食衛第19011293号 Ｓａｉｌ 堺区熊野町東２丁１‐１０ ヨネザワビル２Ｆ２０４号室072-238-5518 令和1年10月29日 令和1年11月1日 令和7年10月31日 黒河　久美子 更新 飲食店営業
堺食衛第19011309号 僕のナース　堺東店 堺区南花田口町１丁３‐１３ ジョイント２ビル５階５２１号072-225-0778 令和1年12月4日 令和1年12月4日 令和7年12月28日 鈴木　渉 新規 飲食店営業
堺食衛第19011312号 スナック愛ｉ 堺区出島海岸通１丁１４‐１２ 令和1年10月30日 令和1年11月1日 令和7年10月31日 下野　香津子 更新 飲食店営業
堺食衛第19011311号 きっちん　Ｇｏｏ　Ｇｏｏ 堺区熊野町東２丁１‐１４ 令和1年10月30日 令和1年11月1日 令和7年10月31日 中野　馨子 更新 飲食店営業
堺食衛第19011310号 居酒屋　愛咲 北区大豆塚町１丁２３‐６１ 令和1年11月8日 令和1年11月8日 令和7年11月30日 姉崎　美加 新規 飲食店営業
堺食衛第19011305号 酒場しょう 堺市内一円 令和1年10月30日 令和1年10月30日 令和6年10月31日 中西　良 新規 飲食店営業（露店）
堺食衛第19011306号 ＬＡＭＰ 堺市内一円 令和1年10月30日 令和1年10月30日 令和6年10月31日 乗松　宏将 新規 菓子製造業（露店）
堺食衛第19011331号 台湾料理　勝 堺区東雲西町４丁１‐３ 令和1年11月6日 令和1年11月6日 令和7年11月30日 楊　勝能 新規 飲食店営業
堺食衛第19011325号 すし福 堺区向陵中町２丁５‐５ 令和1年10月31日 令和1年12月1日 令和7年11月30日 西　利起枝 更新 飲食店営業
堺食衛第19011328号 ナースのココロ。 堺区南花田口町１丁３‐１３ ジョイント２ビル２階２－Ｃ－３号室072-227-2903 令和1年12月17日 令和1年12月17日 令和7年12月28日 梅津　大貴 新規 飲食店営業
堺食衛第19011329号 Ｂａｒ　Ｙ’ｓ 西区津久野町１丁５‐３ 令和1年11月6日 令和1年11月6日 令和7年11月30日 増田　雄貴 新規 飲食店営業
堺食衛第19011332号 ローソン堺鶴田町店 西区鶴田町３０‐２７ 令和1年11月7日 令和1年11月7日 令和7年11月30日 米原　綱寛 新規 飲食店営業
堺食衛第19011336号 ローソン堺大野芝店 中区大野芝町２３６‐１ 令和1年11月8日 令和1年11月8日 令和7年11月30日 米原　綱寛 新規 飲食店営業
堺食衛第19011317号 ローソン堺丈六店 東区丈六８７‐１ 令和1年10月31日 令和1年11月1日 令和7年10月31日 福永　成高 更新 飲食店営業
堺食衛第19011326号 おばんざい料理　おへそ 美原区南余部１９１‐３ 令和1年10月31日 令和1年11月1日 令和7年10月31日 榎本　明美 更新 飲食店営業
堺食衛第19011324号 丼屋　ぐう 南区深阪南２６８２‐１ 令和1年10月31日 令和1年12月1日 令和7年11月30日 山本　夏子 更新 飲食店営業
堺食衛第19011322号 おかじ 堺市内一円 令和1年10月31日 令和1年11月1日 令和6年10月31日 和田　修治 更新 飲食店営業（露店）
堺食衛第19011354号 ベンツ 堺区大町東２丁１‐２４ 令和1年11月1日 令和1年12月1日 令和7年11月30日 植田　すみ子 更新 飲食店営業
堺食衛第19011345号 エルモーザ　カラオケ 堺区大町東３丁２‐５ ニュー伊津美ビルＢ１ 令和1年11月6日 令和1年11月6日 令和7年11月30日 柿塚　貴美子 新規 飲食店営業
堺食衛第19011355号 スナック　真理 中区福田９０１‐６ 令和1年11月1日 令和1年12月1日 令和7年11月30日 源内　日出子 更新 飲食店営業
堺食衛第19011357号 サロン・ド・イケダ 中区深井中町８７７‐３ 令和1年11月1日 令和1年12月1日 令和7年11月30日 池田　穗積 更新 飲食店営業
堺食衛第19011340号 ルチアーノ 堺市内一円 令和1年11月1日 令和1年11月1日 令和6年10月31日 平野　智之 新規 飲食店営業（露店）
堺食衛第19011341号 よさこい 堺市内一円 令和1年11月1日 令和1年11月1日 令和6年10月31日 中岡　靖昭 新規 飲食店営業（露店）
堺食衛第19011342号 和み 堺市内一円 令和1年11月1日 令和1年11月1日 令和6年10月31日 元浦　信湖 新規 飲食店営業（自動車）
堺食衛第19011346号 中華居酒屋　龍芳 堺市内一円 令和1年11月1日 令和1年11月1日 令和6年10月31日 神原　康弘 新規 飲食店営業（露店）
堺食衛第19011347号 とらねこカフェ 堺市内一円 令和1年11月1日 令和1年11月1日 令和6年10月31日 友谷　一成 新規 菓子製造業（自動車）
堺食衛第19011348号 ミサキノスパイス 堺市内一円 令和1年11月1日 令和1年11月1日 令和6年10月31日 濱野　友希 新規 飲食店営業（露店）
堺食衛第19011349号 吉田珈琲本舗 堺市内一円 令和1年11月1日 令和1年11月1日 令和6年10月31日 吉田　和敏 新規 喫茶店営業（露店）
堺食衛第19011373号 一休庵 堺区北三国ヶ丘町８丁７‐３４ 令和1年11月5日 令和1年12月1日 令和7年11月30日 岡田　五郎 更新 飲食店営業
堺食衛第19011367号 立呑み処～繋～ 堺区向陵中町４丁６‐３ 第一三国ヶ丘コーポ１０７号 令和1年11月6日 令和1年11月6日 令和7年11月30日 中野　雅行 新規 飲食店営業
堺食衛第19011364号 ＲＥＳＴＡＵＲＡＮＴ　Ｌｅ　Ｋ 堺区中之町西２丁２‐３ １階 072-225-0233 令和1年11月7日 令和1年11月7日 令和7年11月30日 山田　光輝 新規 飲食店営業
堺食衛第19011366号 ｍｏｍｏｃｈｏｃｏｎ 西区浜寺諏訪森町中２丁１８８ 令和1年11月20日 令和1年11月20日 令和7年11月30日 高橋　愛 新規 飲食店営業



堺食衛第19011365号 ８０８　はれや 西区鳳東町１丁６２‐２ 令和1年11月21日 令和1年11月21日 令和7年11月30日 上口　智也 新規 飲食店営業
堺食衛第19011369号 えびす亭 中区大野芝町１８７‐１９ 072-234-1250 令和1年11月5日 令和1年12月1日 令和7年11月30日 北野　一政 更新 飲食店営業
堺食衛第19011370号 プロコップ 中区深井北町３１００‐２ 令和1年11月5日 令和1年12月1日 令和7年11月30日 池尻　修 更新 飲食店営業
堺食衛第19011372号 お好み焼専科　ぴーぷ 東区野尻町５４４ 令和1年11月5日 令和1年12月29日 令和7年12月28日 石黒　明 更新 飲食店営業
堺食衛第19011378号 肉の森徳 北区蔵前町１丁７‐１５ レインボー金岡Ｂ１ 072-250-2983 令和1年11月6日 令和1年12月1日 令和7年11月30日 森　義徳 更新 飲食店営業
堺食衛第19011379号 肉の森徳 北区蔵前町１丁７‐１５ レインボー金岡Ｂ１ 072-250-2983 令和1年11月6日 令和1年12月1日 令和7年11月30日 森　義徳 更新 食肉販売業
堺食衛第19011382号 古家商店 北区奥本町１丁１ 令和1年11月6日 令和1年12月1日 令和7年11月30日 宵　好一 更新 魚介類販売業
堺食衛第19011376号 ＫＯＡ 北区北長尾町２丁３‐７ 令和1年11月8日 令和1年11月8日 令和7年11月30日 中村　慎悟 新規 飲食店営業
堺食衛第19011380号 いっかく堂 堺市内一円 令和1年11月6日 令和1年12月1日 令和6年11月30日 松中　靖生 更新 菓子製造業（露店）
堺食衛第19011393号 鉄板家 堺区御陵通４‐４ 令和1年11月7日 令和1年12月1日 令和7年11月30日 水原　ゆかり 更新 飲食店営業
堺食衛第19011387号 学校でＧＯＧＯ堺東店 堺区南花田口町１丁３‐１３ ジョイント２ビル　２階２－Ｂ号 令和1年12月19日 令和1年12月19日 令和7年12月28日 森江　直 新規 飲食店営業
堺食衛第19011388号 イチロー 北区百舌鳥梅町３丁３２‐１１ 令和1年11月7日 令和1年12月1日 令和7年11月30日 寺田　里武 更新 飲食店営業
堺食衛第19011384号 からあげ専門店　鶏一 中区深井沢町３１３９ 令和1年11月14日 令和1年11月14日 令和7年11月30日 廣瀬　一輝 新規 飲食店営業
堺食衛第19011392号 ひょうたん 美原区黒山４２１‐９ 令和1年11月7日 令和1年12月1日 令和7年11月30日 杉上　和子 更新 飲食店営業
堺食衛第19011395号 炭火焼鳥　杉の屋 堺市内一円 令和1年11月8日 令和1年11月8日 令和6年11月30日 杉野原　佑治 新規 飲食店営業（露店）
堺食衛第19011399号 和韓菜鶏安里 西区浜寺石津町西３丁４‐１２今中ビル１Ｆ 令和1年12月13日 令和1年12月13日 令和7年12月28日 安里　光 新規 飲食店営業
堺食衛第19011404号 お好み焼　光 西区菱木４丁２７３５‐１１ 令和1年11月11日 令和1年12月1日 令和7年11月30日 池側　信子 更新 飲食店営業
堺食衛第19011402号 ｃａｆｅ　ＪＩＫＫＡ 南区桃山台３‐１‐４ 令和1年11月19日 令和1年11月19日 令和7年11月30日 谷口　敦子 新規 飲食店営業
堺食衛第19011400号 マリポーサ 堺市内一円 令和1年11月11日 令和1年11月11日 令和6年11月30日 島内　勝昭 新規 飲食店営業（自動車）
堺食衛第19011401号 マリポーサ 堺市内一円 令和1年11月11日 令和1年11月11日 令和6年11月30日 島内　勝昭 新規 菓子製造業（自動車）
堺食衛第19011413号 ゆがふう堂 堺区旭ヶ丘南町３丁３‐２１ 072-245-4096 令和1年11月14日 令和1年11月14日 令和7年11月30日 玉城　優 新規 菓子製造業
堺食衛第19011429号 ライン 北区金岡町２３０２‐６ 072-257-4905 令和1年11月12日 令和1年12月1日 令和7年11月30日 泉野　ミチ子 更新 飲食店営業
堺食衛第19011409号 早田水産　鳳店 西区鳳北町１０丁６８ 令和1年11月19日 令和1年11月19日 令和7年11月30日 今村　大地 新規 飲食店営業
堺食衛第19011410号 早田水産　鳳店 西区鳳北町１０丁６８ 令和1年11月19日 令和1年11月19日 令和7年11月30日 今村　大地 新規 魚介類販売業
堺食衛第19011411号 早田水産　福田店 中区福田５３６‐１ 令和1年11月19日 令和1年11月19日 令和7年11月30日 濵口　貴史 新規 飲食店営業
堺食衛第19011412号 早田水産　福田店 中区福田５３６‐１ 令和1年11月19日 令和1年11月19日 令和7年11月30日 濵口　貴史 新規 魚介類販売業
堺食衛第19011433号 海鮮　七輪亭 中区八田北町５４０‐９ 令和1年11月12日 令和1年12月1日 令和7年11月30日 植林　宏則 更新 飲食店営業
堺食衛第19011431号 レストハウス　れんげ 東区北野田５６７‐７ 072-236-7130 令和1年11月12日 令和1年12月1日 令和7年11月30日 松田　元 更新 飲食店営業
堺食衛第19011447号 よさく 堺区賑町４丁２‐５ 令和1年11月14日 令和1年12月1日 令和7年11月30日 浅田　良和 更新 飲食店営業
堺食衛第19011448号 天音 中区新家町１‐１ 072-235-8870 令和1年11月14日 令和1年12月1日 令和7年11月30日 荒木　亮一 更新 飲食店営業
堺食衛第19011450号 花梨麻婆酒家 堺市内一円 令和1年11月14日 令和1年11月14日 令和6年11月30日 岩本　正善 新規 飲食店営業（露店）
堺食衛第19011453号 食ぱん道　白鷺駅前店 東区白鷺町１丁２‐９ カイザ８　１－Ｎ号室 072-250-1319 令和1年11月29日 令和1年11月29日 令和7年11月30日 辻野　幸弘 新規 菓子製造業
堺食衛第19011460号 セブン‐イレブン堺菅生店 美原区菅生８８４ 令和1年11月15日 令和1年12月1日 令和7年11月30日 伊藤　幸三郎 更新 飲食店営業
堺食衛第19011470号 トマト 堺区翁橋町１丁５‐６ グランド翁橋５号１０３ 令和1年11月20日 令和1年11月20日 令和7年11月30日 杉本　廣史 新規 飲食店営業
堺食衛第19011468号 焼肉　しまづ 西区津久野町１丁１‐１６ 令和1年12月6日 令和1年12月6日 令和7年12月28日 嶋津　智子 新規 飲食店営業
堺食衛第19011477号 豆の樹 中区八田西町３丁１‐１２ 令和1年11月18日 令和1年12月1日 令和7年11月30日 浅尾　美江 更新 飲食店営業
堺食衛第19011469号 とと重 中区深井清水町４０４０ 令和1年11月29日 令和1年11月29日 令和7年11月30日 谷口　直生 新規 飲食店営業
堺食衛第19011482号 Ｓｕｇａｒ 堺区翁橋町１丁３‐３ センター春日ビル１Ｆ 令和1年11月20日 令和1年11月20日 令和7年11月30日 杉内　祐亮 新規 飲食店営業
堺食衛第19011489号 ほっかほっか亭御陵前店 堺区南半町西１丁３‐１ 072-221-7338 令和1年11月19日 令和1年12月29日 令和7年12月28日 米田　鉄平 更新 飲食店営業
堺食衛第19011490号 尺八 中区大野芝町１３５‐３１ 072-237-2974 令和1年11月19日 令和1年12月1日 令和7年11月30日 古澤　清健 更新 飲食店営業
堺食衛第19011478号 四季彩　ＩＫＥ家 中区東山１０９‐４ 令和1年12月16日 令和1年12月16日 令和7年12月28日 池上　裕介 新規 飲食店営業
堺食衛第19011484号 北山製菓 堺市内一円 令和1年11月19日 令和1年12月1日 令和6年11月30日 北山　文男 更新 飲食店営業（露店）
堺食衛第19011491号 ハンバーグ専門店　Ｂ 堺区甲斐町東１丁２‐１１ 072-246-9991 令和1年12月4日 令和1年12月4日 令和7年12月28日 天里　昭太 新規 飲食店営業
堺食衛第19011492号 ごはん亭酒処　八万 北区百舌鳥梅町３丁１‐２０ 令和1年11月20日 令和1年12月1日 令和7年11月30日 桑波田　尚登 更新 飲食店営業
堺食衛第19011496号 はりまや 堺区協和町１丁３７６‐１ 令和1年11月21日 令和1年12月29日 令和7年12月28日 井上　恵利子 更新 飲食店営業
堺食衛第19011497号 割烹　秀吉 堺区戎之町東２丁１‐７ 072-222-3388 令和1年11月21日 令和1年12月1日 令和7年11月30日 福島　貞夫 更新 飲食店営業
堺食衛第19011500号 スナック　十勝 北区南花田町４３‐９ 072-258-7581 令和1年11月21日 令和1年12月1日 令和7年11月30日 安元　瑤子 更新 飲食店営業
堺食衛第19011499号 キッサ　椙 中区八田西町２丁１２‐２０ 072-277-9207 令和1年11月21日 令和1年12月1日 令和7年11月30日 椙原　春子 更新 飲食店営業
堺食衛第19011506号 新世界　はるちゃん 西区鳳東町１丁１９‐６ 072-272-3434 令和1年11月22日 令和1年12月1日 令和7年11月30日 松山　栄一 更新 飲食店営業
堺食衛第19011509号 業務スーパー学園町店　鮮魚 中区学園町２‐３９ 令和1年11月29日 令和1年11月29日 令和7年11月30日 北浦　誉史 新規 飲食店営業
堺食衛第19011510号 業務スーパー学園町店　鮮魚 中区学園町２‐３９ 令和1年11月29日 令和1年11月29日 令和7年11月30日 北浦　誉史 新規 魚介類販売業
堺食衛第19011512号 神楽 堺区東湊町１丁８１‐１ 令和1年12月2日 令和1年12月2日 令和7年12月28日 佐竹　就次 新規 飲食店営業
堺食衛第19011513号 焼き鳥・居酒屋　彦右衛門 北区新金岡町５丁３‐１０５ 072-255-0015 令和1年11月27日 令和1年11月27日 令和7年11月30日 葛葉　謙郎 新規 飲食店営業
堺食衛第19011518号 菊水 西区津久野町３丁３２‐８ 072-261-0702 令和1年11月25日 令和1年12月29日 令和7年12月28日 岸　登志江 更新 飲食店営業
堺食衛第19011517号 和庵 東区日置荘田中町２５７ 令和1年11月25日 令和1年12月1日 令和7年11月30日 森　利隆 更新 菓子製造業
堺食衛第19011516号 山本松月堂 南区檜尾３０８６‐１ 令和1年11月25日 令和1年12月29日 令和7年12月28日 山本　正伸 更新 菓子製造業
堺食衛第19011524号 グリル美作 堺区香ヶ丘町１丁１４‐１１ 072-232-1959 令和1年12月2日 令和1年12月2日 令和7年12月28日 仲田　篤 新規 飲食店営業
堺食衛第19011526号 立ち飲み屋　ＣＡＵＴＩＯＮ 堺区向陵中町４丁４‐３２ チボリビル１Ｆ 令和1年11月26日 令和1年12月1日 令和7年11月30日 北　英起 更新 飲食店営業
堺食衛第19011521号 カフェ　Ｂｏｎ　ａｐｐｅｔｉｔ 堺区新在家町東２丁２‐２９ 050-7100-0331 令和1年11月26日 令和1年12月29日 令和7年12月28日 出来　恵梨奈 更新 飲食店営業
堺食衛第19011519号 ほっこりカフェ　むん 北区長曽根町５４５‐４９ 令和1年11月29日 令和1年11月29日 令和7年11月30日 金田　恵美 新規 飲食店営業
堺食衛第19011522号 かめちゃん 東区丈六１７１‐２０ コーエイパレス北野田４Ｆ４Ａ号 令和1年11月26日 令和1年12月1日 令和7年11月30日 亀川　典子 更新 飲食店営業
堺食衛第19011525号 自家焙煎工房　珈瀧 東区丈六２４３‐１ 072-234-8818 令和1年11月26日 令和1年12月29日 令和7年12月28日 瀧口　博嗣 更新 飲食店営業
堺食衛第19011529号 おでん・串かつ　山路 堺区旭ヶ丘南町３丁３‐２７ 令和1年11月27日 令和1年12月1日 令和7年11月30日 山地　潤子 更新 飲食店営業
堺食衛第19011536号 ミートスタジアム　やまさん 堺区石津北町６２ 072-243-1867 令和1年11月27日 令和1年12月1日 令和7年11月30日 阪本　剛司 更新 食肉販売業
堺食衛第19011535号 ベーカリーショップ　キング 北区新金岡町５丁３‐１０１ 072-255-3345 令和1年11月27日 令和1年12月1日 令和7年11月30日 中島　武治 更新 菓子製造業
堺食衛第19011533号 スナック　綾 北区中百舌鳥町５丁８０３‐３ シュライクシャチビル１０６Ｂ 令和1年11月27日 令和1年12月29日 令和7年12月28日 山本　綾子 更新 飲食店営業
堺食衛第19011537号 鉄板居酒屋のりきち 北区長曽根町１２０７‐２ 072-275-5626 令和1年11月29日 令和1年11月29日 令和7年11月30日 北井　規策 新規 飲食店営業
堺食衛第19011530号 旭寿司 中区小阪３５９ 072-279-3755 令和1年11月27日 令和1年12月29日 令和7年12月28日 谷口　一美 更新 飲食店営業
堺食衛第19011531号 スイーツカフェ　まるいち 美原区北余部４５‐１６ 072-361-4572 令和1年11月27日 令和1年12月1日 令和7年11月30日 一居　京子 更新 飲食店営業
堺食衛第19011551号 キッチン　鈴 堺区昭和通３丁４５ 072-244-5677 令和1年12月10日 令和1年12月10日 令和7年12月28日 紡車田　君江 新規 飲食店営業
堺食衛第19011545号 千寿 東区日置荘西町１丁１８‐８ 072-320-3238 令和1年12月28日 令和1年12月1日 令和7年11月30日 住吉　勝則 更新 飲食店営業
堺食衛第19011547号 ごはんやさん家庭料理ういづ 美原区北余部３５５‐１ 令和1年11月28日 令和1年12月29日 令和7年12月28日 梶谷　協子 更新 飲食店営業
堺食衛第19011549号 長峰会 南区富蔵３０２ 令和1年11月28日 令和1年12月29日 令和7年12月28日 北野　幸子 更新 みそ製造業
堺食衛第19011559号 スナック　ハッピー 堺区甲斐町東１丁２‐１０ レジャーワインビル３０１ 令和1年11月29日 令和1年12月1日 令和7年11月30日 腰　充子 更新 飲食店営業
堺食衛第19011552号 三木惣菜店 堺区大町東１丁２‐２５ 072-233-3047 令和1年11月29日 令和1年12月1日 令和7年11月30日 三木　敬史 更新 飲食店営業
堺食衛第19011558号 來夢 北区金岡町１２４１‐９ 令和1年11月29日 令和1年12月1日 令和7年11月30日 久保河内　美恵子 更新 飲食店営業
堺食衛第19011554号 Ｐｅａｒｌ 中区深井沢町３２６５ 072-277-8006 令和1年11月29日 令和1年12月1日 令和7年11月30日 和田　広美 更新 飲食店営業
堺食衛第19011553号 立呑　律ちゃん 東区北野田５５‐７ 072-234-1441 令和1年11月29日 令和1年12月1日 令和7年11月30日 古澤　俊彦 更新 飲食店営業
堺食衛第19011562号 千友 堺区翁橋町１丁２‐９ ジャンボプラザビル２Ｆ　３・４号室 令和1年12月4日 令和1年12月4日 令和7年12月28日 石山　友紀 新規 飲食店営業
堺食衛第19011566号 ナイトスペース　桜．ＺＥＮ 堺区熊野町東２丁１‐１０ 米沢ビル２Ｆ 令和1年12月12日 令和1年12月12日 令和7年12月28日 中野　雄司 新規 飲食店営業
堺食衛第19011565号 Ｃｈｏｕ 中区東山８０２‐１ ３号 令和2年1月21日 令和2年1月21日 令和8年1月31日 藤井　美由紀 新規 飲食店営業
堺食衛第19011568号 カフェテラス　ＮＯＡ 東区日置荘西町４丁２７‐１５ 072-286-5522 令和1年12月2日 令和1年12月29日 令和7年12月28日 村田　和久 更新 飲食店営業
堺食衛第19011567号 南海バス株式会社　泉北営業所食堂 南区桃山台１丁２３‐２ 令和1年12月2日 令和1年12月29日 令和7年12月28日 木南　健彦 更新 飲食店営業
堺食衛第19011564号 とりよし 堺市内一円 令和1年12月2日 令和1年12月2日 令和6年12月28日 靏本　義明 新規 飲食店営業（露店）
堺食衛第19011570号 未琉 西区津久野町２丁１８‐１０ １Ｆ 令和1年12月26日 令和1年12月26日 令和7年12月28日 北野　京子 新規 飲食店営業
堺食衛第19011571号 手作り弁当　花まる 堺市内一円 令和1年12月4日 令和1年12月4日 令和6年12月28日 青木　さおり 新規 飲食店営業（露店）
堺食衛第19011574号 ステーキ　やまと 堺区海山町１丁６２‐４０ 令和1年12月10日 令和1年12月10日 令和7年12月28日 遊田　健次 新規 飲食店営業
堺食衛第19011575号 ハピネス 西区浜寺石津町西３丁４‐５ 072-245-7723 令和1年12月4日 令和1年12月29日 令和7年12月28日 丸井　栄治 更新 飲食店営業
堺食衛第19011576号 千重食堂 東区日置荘原寺町４８０‐８ 072-286-4367 令和1年12月4日 令和1年12月29日 令和7年12月28日 年本　千里 更新 飲食店営業
堺食衛第19011580号 たこ焼き・いか焼き　ひろ家 堺区南半町東１丁２‐１１ 090-1712-8010 令和1年12月13日 令和1年12月13日 令和7年12月28日 北川　裕哉 新規 飲食店営業
堺食衛第19011581号 モモの木　百舌鳥 北区百舌鳥赤畑町５丁６１８ 令和1年12月20日 令和1年12月20日 令和7年12月28日 横尾　祐子 新規 飲食店営業
堺食衛第19011582号 モモの木　百舌鳥 北区百舌鳥赤畑町５丁６１８ 令和1年12月20日 令和1年12月20日 令和7年12月28日 横尾　祐子 新規 菓子製造業
堺食衛第19011584号 聖（ひじり） 西区津久野町３丁３０‐１ 070-6503-7544 令和1年12月5日 令和1年12月29日 令和7年12月28日 西井　ゆり子 更新 飲食店営業
堺食衛第19011579号 植松商店 堺市内一円 令和1年12月5日 令和1年12月5日 令和6年12月28日 植松　悠一郎 新規 菓子製造業（露店）
堺食衛第19011588号 くつろぎ茶房　一（はじめ） 堺区中安井町１丁４‐２３ 令和1年12月9日 令和1年12月9日 令和7年12月28日 山田　育雄 新規 飲食店営業
堺食衛第19011585号 ＯＨＸ．ｃａｆｅ 美原区大饗２５４‐１ 令和1年12月9日 令和1年12月9日 令和7年12月28日 石原　智也 新規 飲食店営業
堺食衛第19011586号 ＯＨＸ．ｃａｆｅ 美原区大饗２５４‐１ 令和1年12月9日 令和1年12月9日 令和7年12月28日 石原　智也 新規 菓子製造業
堺食衛第19011594号 喫茶　マミー 東区菩提町５丁９９‐１ 令和1年12月9日 令和1年12月29日 令和7年12月28日 中井　良彦 更新 飲食店営業
堺食衛第19011595号 ショットバー・ラングリッツ 南区深阪南２６８２‐２ 072-234-9009 令和1年12月9日 令和1年12月29日 令和7年12月28日 梶　克志 更新 飲食店営業
堺食衛第19011601号 すし富 堺区向陵東町３丁３‐８ 令和1年12月10日 令和1年12月29日 令和7年12月28日 森　富子 更新 飲食店営業
堺食衛第19011602号 からあげ　華 東区白鷺町３丁１３‐１９ 080-6143-8357 令和1年12月13日 令和1年12月13日 令和7年12月28日 髙橋　幸宏 新規 飲食店営業
堺食衛第19011605号 カラオケスタジオ　Ａｎｎ 東区日置荘原寺町１４８‐１ 072-234-8810 令和1年12月11日 令和1年12月29日 令和7年12月28日 森　みどり 更新 飲食店営業
堺食衛第19011603号 Ａｒａｎ 南区檜尾３１４０‐１ 進化第１１ビル１０１号 令和1年12月11日 令和1年12月11日 令和7年12月28日 楠本　翔大 新規 飲食店営業
堺食衛第19011607号 黎 東区白鷺町３丁１２‐１ 072-285-8755 令和1年12月20日 令和1年12月20日 令和7年12月28日 河合　敏明 新規 飲食店営業
堺食衛第19011609号 ９９　Ｐｉｚｚａ　Ｎａｐｏｌｅｔａｎａ　Ｇｏｕｒｍｅｔ 堺区南三国ヶ丘町３丁４‐１３ １階 072-228-1699 令和1年12月20日 令和1年12月20日 令和7年12月28日 和田　幸一 新規 飲食店営業
堺食衛第19011619号 アイ・ローズ 堺区市之町東５丁２‐１２ １Ｆ 令和1年12月13日 令和1年12月29日 令和7年12月28日 石原　政男 更新 飲食店営業
堺食衛第19011615号 セブン‐イレブン　堺東雲東町店 北区東雲東町１丁９‐２１ 令和1年12月13日 令和1年12月29日 令和7年12月28日 稲葉　邦彦 更新 飲食店営業
堺食衛第19011608号 Ｓｎａｃｋ　Ａｋａｎｅ 南区野々井１７８‐６ 令和1年12月25日 令和1年12月25日 令和7年12月28日 日野　茜 新規 飲食店営業
堺食衛第19011624号 骨付鶏と大衆創作のＢｕｒｒｏｗ 北区長曽根町３０４６‐１ 072-249-5853 令和1年12月20日 令和1年12月20日 令和7年12月28日 横山　英司 新規 飲食店営業
堺食衛第19011623号 三吉屋精肉店 西区浜寺諏訪森町中２丁１６９‐８ 072-263-1129 令和1年12月23日 令和1年12月23日 令和7年12月28日 植田　尚克 新規 食肉販売業
堺食衛第19011627号 ひまわり 中区八田北町４０６‐３ １－Ａ 令和1年12月16日 令和1年12月29日 令和7年12月28日 假屋　辰子 更新 飲食店営業
堺食衛第19011631号 四季ｍｏｎ． 東区中茶屋１０２ 072-284-9247 令和1年12月17日 令和1年12月29日 令和7年12月28日 芝内　邦江 更新 飲食店営業
堺食衛第19011630号 くりゅう 堺市内一円 令和1年12月17日 令和1年12月17日 令和6年12月28日 佐々木　賢一 新規 飲食店営業（自動車）
堺食衛第19011632号 呑み処　華 堺区浅香山町３丁５‐２６ １０２号室 令和2年1月7日 令和2年1月7日 令和8年1月31日 上野　美華 新規 飲食店営業
堺食衛第19011634号 ＭＵＬＴＩ　ＺＵＮＺＵＮ 堺区北瓦町２丁１‐８ 072-228-7734 令和1年12月18日 令和1年12月29日 令和7年12月28日 北川　淳子 更新 飲食店営業
堺食衛第19011635号 おしゃれマジック 堺区大浜北町１丁７‐１９ 令和1年12月18日 令和1年12月29日 令和7年12月28日 岩本　典子 更新 飲食店営業
堺食衛第19011633号 じゅげむ長助 北区北花田町２丁４４‐１ 072-254-2441 令和1年12月18日 令和1年12月29日 令和7年12月28日 森田　泰次 更新 飲食店営業
堺食衛第19011639号 孫悟空 北区蔵前町１丁７‐６ 072-255-1008 令和1年12月18日 令和1年12月29日 令和7年12月28日 木花　祥浩 更新 飲食店営業
堺食衛第19011637号 千代 北区百舌鳥赤畑町２丁８７‐７ 072-253-8855 令和1年12月18日 令和1年12月29日 令和7年12月28日 鈴木　弘二 更新 飲食店営業



堺食衛第19011638号 ＢＡＲ　ＰＯＲＴ 北区北長尾町１丁６‐４ Ｂ 072-259-7555 令和1年12月18日 令和1年12月29日 令和7年12月28日 岸本　光代 更新 飲食店営業
堺食衛第19011636号 そば処丸万 西区津久野町１丁１１‐１ 令和1年12月18日 令和1年12月29日 令和7年12月28日 藤田　覚 更新 飲食店営業
堺食衛第19011640号 和とイタリアンの店　ＹＯＳＨＩＮＯ 東区日置荘西町７丁１１‐３ 072-286-0234 令和1年12月18日 令和1年12月29日 令和7年12月28日 鈴木　直隆 更新 飲食店営業
堺食衛第19011648号 ２ｎｄ　ＦＬＯＯＲ 北区北長尾町２丁５‐１０ 令和1年12月26日 令和1年12月26日 令和7年12月28日 二階　彩乃 新規 飲食店営業
堺食衛第19011649号 ２ｎｄ　ＦＬＯＯＲ 北区北長尾町２丁５‐１０ 令和1年12月26日 令和1年12月26日 令和7年12月28日 二階　彩乃 新規 菓子製造業
堺食衛第19011650号 ダーツ　カラオケ　Ｔａｋａｒａ 西区浜寺石津町西３丁５‐１５福田ビル四ＦＣ号 令和1年12月20日 令和1年12月20日 令和7年12月28日 佐竹　宝 新規 飲食店営業
堺食衛第19011654号 いろはからあげ 北区東浅香山町３丁２０‐１ 浅香マンション１Ｆ 072-206-0168 令和1年12月20日 令和1年12月29日 令和7年12月28日 矢倉　幹也 更新 飲食店営業
堺食衛第19011652号 なんにもない 西区上５９４－７ 令和1年12月27日 令和1年12月27日 令和7年12月28日 大久保　愛 新規 飲食店営業
堺食衛第19011653号 しぐれカラオケスタジオ 中区見野山５０ 令和1年12月20日 令和1年12月29日 令和7年12月28日 藤野　艶子 更新 飲食店営業
堺食衛第19011656号 神楽 北区北花田町４丁８９‐３０ ＮＭキャトフ１Ｆ 072-257-3313 令和1年12月23日 令和1年12月29日 令和7年12月28日 三宅　直之 更新 飲食店営業
堺食衛第19011667号 炭火焼き鳥　竹朋 南区野々井６７‐１ 令和1年12月24日 令和1年12月29日 令和7年12月28日 益田　竹博 更新 飲食店営業
堺食衛第19011664号 張　世昌 堺市内一円 令和1年12月24日 令和1年12月24日 令和6年12月28日 張　世昌 新規 飲食店営業（自動車）
堺食衛第19011665号 ハート 堺市内一円 令和1年12月24日 令和1年12月24日 令和6年12月28日 大久保　勉 新規 菓子製造業（自動車）
堺食衛第19011666号 ハート 堺市内一円 令和1年12月24日 令和1年12月24日 令和6年12月28日 大久保　勉 新規 喫茶店営業（自動車）
堺食衛第19011675号 まごころ弁当　堺東店 堺区向陵西町２丁４‐５ 072-220-0273 令和1年12月25日 令和2年2月1日 令和8年1月31日 見山　英幸 更新 飲食店営業
堺食衛第19011669号 Ｄｕｔｅｒｔｅ 堺区大町東３丁２‐５ ニュー伊津美ビル１Ｆ 令和1年12月27日 令和1年12月27日 令和7年12月28日 吉田　尚代 新規 飲食店営業
堺食衛第19011670号 ｐａｔｉｓｓｅｒｉｅ　Ｎｏｕｖｅｌｌｅ　ｃｉｎｑ 西区浜寺石津町中３丁７‐５ 072-244-4056 令和2年1月20日 令和2年1月20日 令和8年1月31日 水光　貴美代 新規 菓子製造業
堺食衛第19011671号 ｐａｔｉｓｓｅｒｉｅ　Ｎｏｕｖｅｌｌｅ　ｃｉｎｑ 西区浜寺石津町中３丁７‐５ 072-244-4056 令和2年1月20日 令和2年1月20日 令和8年1月31日 水光　貴美代 新規 喫茶店営業
堺食衛第19011679号 ＭＡＲＫ 堺区翁橋町１丁５‐３ エルクエストビル４Ｆ 令和2年1月9日 令和2年1月9日 令和8年1月31日 中林　美奈 新規 飲食店営業
堺食衛第19011681号 矢野 堺区旭ヶ丘南町２丁２‐１４ 072-241-6626 令和1年12月26日 令和1年12月29日 令和7年12月28日 矢野　和正 更新 飲食店営業
堺食衛第19011680号 ＭＡＲ 堺区熊野町東２丁１‐１０ ヨネザワビル２Ｆ２０５号 令和1年12月26日 令和1年12月29日 令和7年12月28日 古賀　正美 更新 飲食店営業
堺食衛第19011684号 旬彩酒楽　きはち 堺区向陵中町６丁３‐１ 南愛マンション１０８ 072-257-8808 令和2年1月9日 令和2年1月9日 令和8年1月31日 畑中　祐介 新規 飲食店営業
堺食衛第19011683号 チャボ 北区中長尾町１丁６‐１５ 令和1年12月27日 令和1年12月29日 令和7年12月28日 宮田　美榮子 更新 飲食店営業
堺食衛第19011687号 柿のたね 堺区浅香山町３丁５‐２６ 令和2年1月7日 令和2年1月7日 令和8年1月31日 澤井　里陵 新規 飲食店営業
堺食衛第19011688号 昭和うた酒場　ふうてん 堺区翁橋町１丁３‐３ センター春日２０２号072-275-7726 令和2年1月9日 令和2年1月9日 令和8年1月31日 玉置　良栄 新規 飲食店営業
堺食衛第19011691号 むらやま 堺区中瓦町１丁３‐２０ 堺東ＫＹビル１Ｆ 072-227-5161 令和2年1月23日 令和2年1月23日 令和8年1月31日 村山　茉弥 新規 飲食店営業
堺食衛第19011686号 ＳＴＡＲ　ＧＡＴＥ 堺区櫛屋町東２丁２‐２７ ぺぱーみんとプラザ２０１ 令和2年1月8日 令和2年1月8日 令和8年1月31日 辰巳　大作 新規 飲食店営業
堺食衛第19011685号 おばんざい　わさび 北区南花田町８４‐１ ウッズ．アーバンビル１Ｆ090-1134-7093 令和2年1月10日 令和2年1月10日 令和8年1月31日 山田　加代子 新規 飲食店営業
堺食衛第19011692号 ＡＣＴ 中区深井沢町３２８３ 釜坂ビル２０２号室 072-242-7709 令和2年1月24日 令和2年1月24日 令和8年1月31日 米田　聡 新規 飲食店営業
堺食衛第19011695号 王々亭 中区深井清水町３７３１ 072-278-5808 令和2年1月6日 令和2年2月1日 令和8年1月31日 井元　要 更新 飲食店営業
堺食衛第19011689号 居酒屋　ゆ 東区北野田５５５‐１４ 072-239-1017 令和2年1月10日 令和2年1月10日 令和8年1月31日 小川　大樹 新規 飲食店営業
堺食衛第19011701号 セブン‐イレブン堺柳之町東１丁店 堺区柳之町東１丁１‐１１ 072-227-7311 令和2年1月7日 令和2年2月1日 令和8年1月31日 亀井　一広 更新 飲食店営業
堺食衛第19011706号 逐夜 堺区戎之町東１丁１‐２２ １０１号 令和2年1月8日 令和2年1月8日 令和8年1月31日 出海　章伍 新規 飲食店営業
堺食衛第19011708号 天市　鳳店 西区鳳中町３丁６１‐１３ 三久ビル１階 令和2年1月7日 令和2年1月7日 令和8年1月31日 松本　弘昌 新規 飲食店営業
堺食衛第19011713号 カラオケＷＯＲＬＤ 中区平井７３０ 072-270-8855 令和2年1月16日 令和2年1月16日 令和8年1月31日 竹中　雅彦 新規 飲食店営業
堺食衛第19011710号 ヴィーガンカフェ　あすか 東区丈六１７３－７ 072-370-4228 令和2年1月20日 令和2年1月20日 令和8年1月31日 西川　真紀子 新規 飲食店営業
堺食衛第19011711号 ヴィーガンカフェ　あすか 東区丈六１７３－７ 072-370-4228 令和2年1月20日 令和2年1月20日 令和8年1月31日 西川　真紀子 新規 菓子製造業
堺食衛第19011714号 サン・ルーム 東区草尾７６８‐２２ 072-236-7432 令和2年1月8日 令和2年2月1日 令和8年1月31日 橘　牧夫 更新 飲食店営業
堺食衛第19011721号 ｃｌｕｂ　Ｒａｉｎ 堺区翁橋町１丁２‐５ ＫＥＩＢＵＩＬＤＩＮＧ６階 令和2年1月15日 令和2年1月15日 令和8年1月31日 山中　正信 新規 飲食店営業
堺食衛第19011722号 Ｒｅｖｅｌ 堺区翁橋町１丁４‐１８ ロイヤルパレスビル４階 令和2年1月15日 令和2年1月15日 令和8年1月31日 山中　正信 新規 飲食店営業
堺食衛第19011724号 寿し太郎 西区浜寺元町５丁７８８‐１ 072-263-1307 令和2年1月9日 令和2年2月1日 令和8年1月31日 宮田　政文 更新 飲食店営業
堺食衛第19011717号 ファミリーマート堺深井畑山町 中区深井畑山町２４７‐１ 令和2年1月21日 令和2年1月21日 令和8年1月31日 赤木　洋文 新規 飲食店営業
堺食衛第19011723号 焼肉　銀ちゃん 美原区大饗２５４‐１ 072-362-7729 令和2年1月14日 令和2年1月14日 令和8年1月31日 髙見　公佑 新規 飲食店営業
堺食衛第19011715号 さんさんファクトリー 堺市内一円 令和2年1月9日 令和2年1月9日 令和7年1月31日 山田　周司 新規 菓子製造業（自動車）
堺食衛第19011716号 さんさんファクトリー 堺市内一円 令和2年1月9日 令和2年1月9日 令和7年1月31日 山田　周司 新規 飲食店営業（自動車）
堺食衛第19011728号 ｃｏｃｏ　ｃａｆｅ 中区深阪３丁１０‐５９ 令和2年4月8日 令和2年4月8日 令和8年4月30日 西弘　寿子 新規 飲食店営業
堺食衛第19011731号 ｍａｒｅｃａｇｅ 中区深井沢町３３５３ エステートＢＬＤⅢ１０２号 令和2年1月16日 令和2年1月16日 令和8年1月31日 戸浦　篤 新規 飲食店営業
堺食衛第19011732号 鮨利休 東区菩提町４丁９‐１ 令和2年1月14日 令和2年2月1日 令和8年1月31日 渡辺　伸治 更新 飲食店営業
堺食衛第19011746号 駅亭泊 堺区北清水町３丁６‐１３ 072-227-8030 令和2年1月20日 令和2年1月20日 令和8年1月31日 元屋地　冨士夫 新規 飲食店営業
堺食衛第19011741号 食事処　富士 堺区石津町３丁４‐１０ 072-245-7469 令和2年1月15日 令和2年2月1日 令和8年1月31日 北口　一夫 更新 飲食店営業
堺食衛第19011745号 新来来 堺区大町西３丁１‐２８ 072-221-2412 令和2年1月15日 令和2年2月1日 令和8年1月31日 宮内　哲政 更新 飲食店営業
堺食衛第19011742号 Ｃａｆｅ　ｄｅ　Ｔａｍｕ 北区百舌鳥梅北町３丁１２５‐２４９ 令和2年1月15日 令和2年2月1日 令和8年1月31日 田村　哲雄 更新 飲食店営業
堺食衛第19011739号 焼肉　じんほ 中区深井中町７４９‐１７ 令和2年1月15日 令和2年2月1日 令和8年1月31日 太田　行清 更新 飲食店営業
堺食衛第19011743号 ＣＡＦＥ　ＤＥＬＩ　あよあよ 堺市内一円 令和2年1月15日 令和2年2月1日 令和7年1月31日 真島　智子 更新 飲食店営業（自動車）
堺食衛第19011754号 月下美人 堺区翁橋町１丁５‐３ エルクエストビル５Ｆ 072-269-4450 令和2年1月17日 令和2年1月17日 令和8年1月31日 池之内　初希 新規 飲食店営業
堺食衛第19011759号 蝶 堺区櫛屋町東２丁２‐２７ ぺぱーみんとプラザ１０２ 令和2年1月16日 令和2年2月1日 令和8年1月31日 有馬　優 更新 飲食店営業
堺食衛第19011757号 新中国料理　王園 堺区中之町東１丁２‐２１ 072-283-8106 令和2年1月22日 令和2年1月22日 令和8年1月31日 劉　為民 新規 飲食店営業
堺食衛第19011762号 スポテッドホース・クラフト 堺区二条通２‐１７ 072-229-8155 令和2年1月20日 令和2年1月20日 令和8年1月31日 大園　元太 新規 飲食店営業
堺食衛第19011763号 みやざき地頭鶏専門店　門出 堺市内一円 令和2年1月17日 令和2年2月1日 令和7年1月31日 更新 飲食店営業（露店）
堺食衛第19011782号 チャンポン　一平 堺区御陵通１‐１９ 080-7021-1455 令和2年1月20日 令和2年2月1日 令和8年1月31日 平松　一彦 更新 飲食店営業
堺食衛第19011778号 みどりのおみせ 堺区緑町２丁９５‐６ 令和2年2月5日 令和2年2月5日 令和8年2月28日 坂根　千恵 新規 菓子製造業
堺食衛第19011779号 みどりのおみせ 堺区緑町２丁９５‐６ 令和2年2月5日 令和2年2月5日 令和8年2月28日 坂根　千恵 新規 喫茶店営業
堺食衛第19011780号 カフェ　ｕｍａｍｉ 堺区材木町西１丁１‐３１ 小島ビル１Ｆ 072-350-6970 令和2年1月20日 令和2年1月20日 令和8年1月31日 間宮　洋一 新規 菓子製造業
堺食衛第19011765号 和ダイニング　そう家 北区北花田町４丁８９‐６３ １Ｆ 令和2年1月20日 令和2年2月1日 令和8年1月31日 早川　純一 更新 飲食店営業
堺食衛第19011784号 ＫＡＮＡＫＯＵ 西区築港新町３丁１４‐２ 西濃運輸堺支店内食堂080-9305-1831 令和2年1月20日 令和2年1月20日 令和8年1月31日 田中　真由美 新規 飲食店営業
堺食衛第19011766号 とりきよ 西区鳳中町５丁１８５ 令和2年1月20日 令和2年2月1日 令和8年1月31日 堤田　正己 更新 飲食店営業
堺食衛第19011785号 鳳点 西区鳳中町５丁１８５ 令和2年1月20日 令和2年2月1日 令和8年1月31日 宮本　和子 更新 飲食店営業
堺食衛第19011771号 ｃｏｃｏｒｉ 東区中茶屋４７‐８ 令和2年1月20日 令和2年2月1日 令和8年1月31日 赤穂　なほ子 更新 菓子製造業
堺食衛第19011796号 とんかつ青柳 堺区向陵東町２丁２‐３ 令和2年1月21日 令和2年3月1日 令和8年2月28日 井上　賢二 更新 飲食店営業
堺食衛第19011786号 堺塩元帥 堺区柳之町西１丁１‐２７ 谷町第３ビル１Ｆ 072-275-7240 令和2年1月22日 令和2年1月22日 令和8年1月31日 瓜生島　隆司 新規 飲食店営業
堺食衛第19011790号 美幸寿司 西区浜寺諏訪森町中２丁１６９‐５ 072-265-6074 令和2年1月21日 令和2年2月1日 令和8年1月31日 宮本　勝幸 更新 飲食店営業
堺食衛第19011788号 ｃａｆｅ　ＹｕｍｅＮａｍｉ　－ユメナミ－ 西区津久野町１丁１‐１ 令和2年1月24日 令和2年1月24日 令和8年1月31日 斉藤　正治 新規 飲食店営業
堺食衛第19011787号 あかおに 中区平井１９５－１ 072-239-3232 令和2年2月6日 令和2年2月6日 令和8年2月28日 山尾　行範 新規 食肉販売業
堺食衛第19011789号 秀寿司　南店 南区美木多上１０９０‐１ 令和2年1月21日 令和2年3月1日 令和8年2月28日 森　克史 更新 飲食店営業
堺食衛第19011792号 セブン‐イレブン堺光明池駅東店 南区鴨谷台２丁２‐５ 072-291-5177 令和2年1月21日 令和2年2月1日 令和8年1月31日 川内　正晴 更新 飲食店営業
堺食衛第19011799号 セブン‐イレブン堺鳳南町５丁店 西区鳳南町５丁７０４‐１ 072-272-7260 令和2年1月22日 令和2年3月1日 令和8年2月28日 稲田　真司 更新 飲食店営業
堺食衛第19011797号 ほど酔ぃ 南区野々井１７３‐４ 080-9120-0041 令和2年2月14日 令和2年2月14日 令和8年2月28日 佐藤　恵子 新規 飲食店営業
堺食衛第19011818号 Ａｎａ　Ｂａｒ 堺区翁橋町１丁５‐３ エルクエストビル４Ｆ 令和2年1月28日 令和2年1月28日 令和8年1月31日 大川　眞吾 新規 飲食店営業
堺食衛第19011807号 ジャポ・ダイニング 北区中長尾町３丁１‐２６ 令和2年1月30日 令和2年1月30日 令和8年1月31日 紀仲　寛之 新規 飲食店営業
堺食衛第19011816号 カフェ・レストラン　帆船 西区鳳南町５丁５３１‐８２ 072-272-7050 令和2年1月23日 令和2年3月1日 令和8年2月28日 辻内　義雄 更新 飲食店営業
堺食衛第19011812号 儀間コーヒー商会 東区白鷺町１丁８‐２１ 072-257-4935 令和2年1月23日 令和2年2月1日 令和8年1月31日 伊集　多美 更新 飲食店営業
堺食衛第19011813号 中華居酒家　杏’ｓ 東区北野田５５１‐１１ 072-236-6006 令和2年1月23日 令和2年3月1日 令和8年2月28日 西川　尚秀 更新 飲食店営業
堺食衛第19011820号 ほっともっと堺材木町店 堺区材木町西３丁１‐３２ 072-282-7245 令和2年1月24日 令和2年2月1日 令和8年1月31日 辰己　豊司 更新 飲食店営業
堺食衛第19011819号 堺警察署食堂 堺区市之町西１丁１‐１７ 令和2年1月24日 令和2年1月24日 令和8年1月31日 友井　道代 新規 飲食店営業
堺食衛第19011830号 ｔｒａｔｔｏｒｉａ　Ｒａｎａ　Ｌｕｎａ 堺区向陵中町４丁３‐１６ コーポ愛１ＦＡ号室 072-253-8389 令和2年1月27日 令和2年2月1日 令和8年1月31日 松本　好申 更新 飲食店営業
堺食衛第19011827号 すし亭　幹 堺区中瓦町１丁３‐１６ 072-222-3890 令和2年1月29日 令和2年1月29日 令和8年1月31日 岡田　貴洋 新規 飲食店営業
堺食衛第19011831号 ローソン堺昭和通４丁 堺区昭和通４丁６１‐１ 令和2年1月27日 令和2年3月1日 令和8年2月28日 田中　健二 更新 飲食店営業
堺食衛第19011824号 ホルモン　カモメ 堺区南島町２丁５９‐１ 令和2年1月31日 令和2年1月31日 令和8年1月31日 小島　将人 新規 飲食店営業
堺食衛第19011828号 花村 北区蔵前町１丁３‐２８ 072-253-6521 令和2年1月27日 令和2年2月1日 令和8年1月31日 坂田　孝子 更新 飲食店営業
堺食衛第19011826号 華 中区堀上町１７９‐５ 令和2年2月6日 令和2年2月6日 令和8年2月28日 中森　玉婷 新規 飲食店営業
堺食衛第19011825号 Ｂａｒ　ＧＯＬＤ 中区堀上町１０３３ サーティワンビル３０５072-242-7723 令和2年2月3日 令和2年2月3日 令和8年2月28日 清水　佑美 新規 飲食店営業
堺食衛第19011851号 お好み屋　とよちゃん 堺区香ヶ丘町１丁４‐１ 太井ビル１０２号 072-222-7948 令和2年1月28日 令和2年2月1日 令和8年1月31日 古家　豊子 更新 飲食店営業
堺食衛第19011848号 ｕｍｅｕｍｅ　ｃａｆｅ 北区百舌鳥梅町３丁３３‐６ 072-260-4916 令和2年2月10日 令和2年2月10日 令和8年2月28日 吉田　有可 新規 飲食店営業
堺食衛第19011852号 白市商店 西区津久野町１丁３ 072-273-3838 令和2年1月28日 令和2年2月1日 令和8年1月31日 金正　市次郎 更新 魚介類販売業
堺食衛第19011853号 ＳＮＡＣＫ　Ｄｉｖａ 中区深井水池町３１８４ 072-204-3000 令和2年1月28日 令和2年2月1日 令和8年1月31日 岩垣　真梨恵 更新 飲食店営業
堺食衛第19011847号 カラオケスナック　ちばちゃん 中区深井清水町２１１１‐１ 令和2年2月5日 令和2年2月5日 令和8年2月28日 千葉　妙子 新規 飲食店営業
堺食衛第19011854号 Ｍｏｃｈａ　Ａｒｔ　Ｃａｆｅ 北区百舌鳥赤畑町２丁４６‐２ 072-250-1060 令和2年1月29日 令和2年3月1日 令和8年2月28日 市田　智英 更新 飲食店営業
堺食衛第19011871号 レストラン　とんぼ　セブ 美原区北余部１３１‐４ 072-363-5676 令和2年1月30日 令和2年3月1日 令和8年2月28日 豊島　ロシータ 更新 飲食店営業
堺食衛第19011872号 元祖泉州たこ焼き　みなとや 堺市内一円 令和2年1月30日 令和2年1月30日 令和7年1月31日 平岡　佑樹 新規 飲食店営業（自動車）
堺食衛第19011885号 ｆｌａｐ 西区平岡町２４‐１ 072-242-6550 令和2年2月3日 令和2年2月3日 令和8年2月28日 福元　翔太 新規 菓子製造業
堺食衛第19011884号 エンジェル 西区上４４１‐５４ 072-205-6101 令和2年1月31日 令和2年2月1日 令和8年1月31日 坊ノ内　さゆり 更新 飲食店営業
堺食衛第19011898号 Ｂａｒ　Ｐｏｌｉｓ 堺区向陵中町２丁３‐１３ ハイキャッスルビル２０５072-240-9191 令和2年2月3日 令和2年3月1日 令和8年2月28日 中尾　真人 更新 飲食店営業
堺食衛第19011889号 中国酒菜　華 堺区一条通１１‐２１ 103 令和2年2月5日 令和2年2月5日 令和8年2月28日 加茂野　保史 新規 飲食店営業
堺食衛第19011892号 すし亭　幹 堺区中瓦町１丁３‐１６ 072-222-3890 令和2年3月4日 令和2年3月4日 令和8年3月31日 岡田　貴洋 新規 魚介類販売業
堺食衛第19011890号 Ｅｌｅ　Ｐａｉｎ 中区辻之１１８９‐２７２ 072-349-6999 令和2年2月6日 令和2年2月6日 令和8年2月28日 植田　和英 新規 菓子製造業
堺食衛第19011891号 鉄板ダイニング丸コテＰｌｕｓ 中区深井中町１７９４‐２ 令和2年2月5日 令和2年2月5日 令和8年2月28日 金谷　輝希 新規 飲食店営業
堺食衛第19011895号 ｔｅａ　ｒｏｏｍ　Ｑｕｅｓｔ 東区引野町３丁６９ 令和2年3月23日 令和2年3月23日 令和8年3月31日 西島　夏代 新規 飲食店営業
堺食衛第19011896号 ｔｅａ　ｒｏｏｍ　Ｑｕｅｓｔ 東区引野町３丁６９ 令和2年3月23日 令和2年3月23日 令和8年3月31日 西島　夏代 新規 菓子製造業
堺食衛第19011909号 カラオケスタジオ　ドレミ 堺区今池町２丁２‐９ 072-221-3916 令和2年2月4日 令和2年3月1日 令和8年2月28日 松本　新太郎 更新 飲食店営業
堺食衛第19011899号 ｙ２ 堺区向陵中町６丁３‐１ 102 令和2年2月13日 令和2年2月13日 令和8年2月28日 山口　世紀翔 新規 飲食店営業
堺食衛第19011910号 手打ちそば　蕎明 堺区中之町西１丁１‐１５ 令和2年2月27日 令和2年2月27日 令和8年2月28日 明比　昭憲 新規 飲食店営業
堺食衛第19011911号 焼肉処　肉匠　一房 北区百舌鳥梅町３丁２４‐１ 寿マンションⅠ号館　１０２号室 令和2年2月25日 令和2年2月25日 令和8年2月28日 熊野　貴之 新規 飲食店営業
堺食衛第19011915号 ききょう家 西区浜寺諏訪森町中２丁１６９‐１５ 072-265-6052 令和2年2月5日 令和2年3月1日 令和8年2月28日 東　秋子 更新 飲食店営業
堺食衛第19011913号 たこやき　満月～みつき～ 西区北条町１丁２８‐１２ 令和2年2月21日 令和2年2月21日 令和8年2月28日 橋本　純代 新規 飲食店営業
堺食衛第19011920号 お食事処　さわの 美原区菅生１７３１ 令和2年2月6日 令和2年3月1日 令和8年2月28日 澤埜　勲 更新 飲食店営業
堺食衛第19011925号 肉マサ 西区浜寺石津町西３丁５‐１２２Ｆ 090-3160-2929 令和2年3月3日 令和2年3月3日 令和8年3月31日 桑島　雅光 新規 飲食店営業
堺食衛第19011928号 ｍａｎｏ 堺市内一円 令和2年2月7日 令和2年2月7日 令和7年2月28日 中村　充保 新規 飲食店営業（露店）
堺食衛第19011936号 アリス 堺区東雲西町４丁１‐３ ヴェルドミール堺１１０ 令和2年2月13日 令和2年2月13日 令和8年2月28日 塚田　知美 新規 飲食店営業
堺食衛第19011935号 ＢＡＲ　カンカン 堺区翁橋町１丁９‐１０ オリエントシティ堺東２０１ 令和2年2月28日 令和2年2月28日 令和8年2月28日 中野　和則 新規 飲食店営業



堺食衛第19011933号 香名 堺区北瓦町２丁１‐３３ 令和2年2月14日 令和2年2月14日 令和8年2月28日 司城　玲美 新規 飲食店営業
堺食衛第19011937号 ＳＴＡＲＫＥＹ’Ｓ 堺区大浜西町２３ 令和2年2月21日 令和2年2月21日 令和8年2月28日 斎藤　孝彦 新規 飲食店営業
堺食衛第19011934号 惣菜バル　ｙｏｕ 西区浜寺石津町西４丁１‐１ 080-1450-1515 令和2年2月25日 令和2年2月25日 令和8年2月28日 奥野　優子 新規 飲食店営業
堺食衛第19011940号 呑み処　れんげ 西区鳳中町３丁６１‐３ 令和2年2月10日 令和2年3月1日 令和8年2月28日 松本　雅代 更新 飲食店営業
堺食衛第19011938号 ソレイユ 堺市内一円 令和2年2月10日 令和2年2月10日 令和7年2月28日 久保田　裕斗 新規 菓子製造業（自動車）
堺食衛第19011949号 セブン‐イレブン　ＪＲ堺市駅前店 堺区北三国ヶ丘町８丁７‐１５ 072-223-8999 令和2年2月25日 令和2年2月25日 令和8年2月28日 新田　晁生 新規 飲食店営業
堺食衛第19011948号 串かつ魂 堺区竜神橋町１丁６‐４ 072-228-4194 令和2年2月21日 令和2年2月21日 令和8年2月28日 谷口　憲紀 新規 飲食店営業
堺食衛第19011956号 Ｂｒｅａｄ　Ｃｒａｆｔ　オオウラ 堺区錦之町東１丁１‐４ 072-247-7571 令和2年2月21日 令和2年2月21日 令和8年2月28日 大浦　典子 新規 飲食店営業
堺食衛第19011963号 Ｍｅｍｂｅｒ’ｓ　Ｂａｒ　Ｈａｎａｄａ 堺区翁橋町１丁５‐４ エルクエストビル３Ｆ 令和2年2月20日 令和2年2月20日 令和8年2月28日 片上　達郎 新規 飲食店営業
堺食衛第19011961号 低人堂 堺区翁橋町１丁９‐２ スウィングプラザ翁橋２Ｆ 令和2年2月19日 令和2年2月19日 令和8年2月28日 林　郡司 新規 飲食店営業
堺食衛第19011959号 お弁当＆カフェ７０３ 北区金岡町２０１１‐２ （１階） 072-249-5315 令和2年2月19日 令和2年2月19日 令和8年2月28日 小川　直美 新規 飲食店営業
堺食衛第19011962号 うどん山城 南区野々井９３‐１ 令和2年2月14日 令和2年3月1日 令和8年2月28日 福原　大輔 更新 飲食店営業
堺食衛第19011958号 野菜寿司　菜季 南区稲葉２丁３０１８‐１ 令和2年2月26日 令和2年2月26日 令和8年2月28日 折橋　三千成 新規 飲食店営業
堺食衛第19011953号 咲輝食品 堺市内一円 令和2年2月14日 令和2年2月14日 令和7年2月28日 中辻　賢治 新規 飲食店営業（露店）
堺食衛第19011954号 咲輝食品 堺市内一円 令和2年2月14日 令和2年2月14日 令和7年2月28日 中辻　賢治 新規 菓子製造業（露店）
堺食衛第19011969号 Ｂａｌ　ｈａｃｈｉ－Ｇｏ 堺区高須町３丁１‐２０ 浅香山ハイツ１Ｆ 072-275-7877 令和2年2月17日 令和2年3月1日 令和8年2月28日 谷下　太郎 更新 飲食店営業
堺食衛第19011966号 ｓａｌｏｎ　Ｒ 堺区戎之町東１丁２‐２５ 堺プラザ１階Ｂ号室 令和2年3月3日 令和2年3月3日 令和8年3月31日 松本　友美 新規 飲食店営業
堺食衛第19011972号 ほっかほっか亭おおとり神社前店 西区鳳北町２丁７５‐１８ 072-262-3343 令和2年2月17日 令和2年3月1日 令和8年2月28日 松坂　泰宏 更新 飲食店営業
堺食衛第19011967号 昭和トリヤキ酒場　トリコ 中区深井清水町３１１６ 令和2年2月19日 令和2年2月19日 令和8年2月28日 田中　翔 新規 飲食店営業
堺食衛第19011968号 春夏秋冬 東区白鷺町１丁１‐２ 072-250-0257 令和2年2月17日 令和2年3月1日 令和8年2月28日 阪本　章夫 更新 飲食店営業
堺食衛第19011971号 翔平 東区日置荘原寺町１７５‐１４ 令和2年2月17日 令和2年3月1日 令和8年2月28日 倉本　守 更新 飲食店営業
堺食衛第19011983号 立ち呑み　ＯＪＯ 堺区中瓦町２丁１‐４ ＡＩビルＢ１ 令和2年2月19日 令和2年2月19日 令和8年2月28日 岩橋　広政 新規 飲食店営業
堺食衛第19011974号 立呑み　りえ 堺区中瓦町２丁３‐５ 令和2年2月18日 令和2年2月18日 令和8年2月28日 染井　美津 新規 飲食店営業
堺食衛第19011975号 立呑み　りえ 堺区中瓦町２丁３‐５ 令和2年2月18日 令和2年2月18日 令和8年2月28日 染井　美津 新規 飲食店営業
堺食衛第19011982号 焼肉　もも 北区東雲東町１丁６‐２１ 令和2年2月20日 令和2年2月20日 令和8年2月28日 西野　猛 新規 飲食店営業
堺食衛第19011977号 味庵 西区堀上緑町２丁１３‐３ 令和2年2月18日 令和2年3月1日 令和8年2月28日 嶌村　宗子 更新 飲食店営業
堺食衛第19011976号 カフェ　マハロ 西区鳳東町４丁３９９‐４ 令和2年2月18日 令和2年3月1日 令和8年2月28日 川口　耕司 更新 飲食店営業
堺食衛第19011985号 Ｍｉｒａｉ 中区深井沢町３２４１ ヴァリー深井１階 令和2年2月19日 令和2年2月19日 令和8年2月28日 米川　富子 新規 飲食店営業
堺食衛第19011988号 たこやきたこどん 中区大野芝町３０１ 令和2年2月19日 令和2年3月1日 令和8年2月28日 近藤　豊光 更新 飲食店営業
堺食衛第19011986号 なか 中区堀上町１０３８ 令和2年2月27日 令和2年2月27日 令和8年2月28日 中﨑　啓太 新規 飲食店営業
堺食衛第19011987号 Ｌｏｕｎｇｅ　Ｐｒｏｌｏｇｕｅ 南区泉田中１０３‐１ 進化第５ビル２０１ 令和2年2月25日 令和2年2月25日 令和8年2月28日 中村　貴視 新規 飲食店営業
堺食衛第19011990号 さかな屋 南区鴨谷台２丁２‐１ 令和2年3月2日 令和2年3月2日 令和8年3月31日 田村　司 新規 飲食店営業
堺食衛第19011991号 さかな屋 南区鴨谷台２丁２‐１ 令和2年3月2日 令和2年3月2日 令和8年3月31日 田村　司 新規 魚介類販売業
堺食衛第19012010号 和風茶寮　四季 堺区三国ヶ丘御幸通５９ 髙島屋アップルＢ１ 令和2年2月20日 令和2年3月1日 令和8年2月28日 藤井　寛 更新 飲食店営業
堺食衛第19012011号 和風茶寮　四季 堺区三国ヶ丘御幸通５９ 髙島屋アップルＢ１ 令和2年2月20日 令和2年3月1日 令和8年2月28日 藤井　寛 更新 菓子製造業
堺食衛第19011998号 たみや 堺区南安井町６丁１‐１１ 072-222-1445 令和2年2月20日 令和2年4月1日 令和8年3月31日 田宮　賢次 更新 飲食店営業
堺食衛第19011999号 焼肉家　すみび 堺区中瓦町２丁３‐１８ 072-223-0777 令和2年2月20日 令和2年3月1日 令和8年2月28日 鶯原　和博 更新 飲食店営業
堺食衛第19012008号 ＡＲＡＷＡＫ 堺区南瓦町１‐１９ グランビルド堺東１Ｆ 令和2年2月20日 令和2年3月1日 令和8年2月28日 長谷川　裕昭 更新 飲食店営業
堺食衛第19011996号 和・ｎｉｃｏ・ 堺区熊野町東１丁２‐１２ グランド戎２号館１０１号 令和2年3月27日 令和2年3月27日 令和8年3月31日 坂井　晴美 新規 飲食店営業
堺食衛第19012002号 ファミリーマート堺美原黒山店 美原区黒山６９‐１ 令和2年2月20日 令和2年3月1日 令和8年2月28日 岩見　禎也 更新 飲食店営業
堺食衛第19011992号 一輪花 堺市内一円 令和2年2月20日 令和2年2月20日 令和7年2月28日 辻阪　和広 新規 飲食店営業（露店）
堺食衛第19011993号 一輪花 堺市内一円 令和2年2月20日 令和2年2月20日 令和7年2月28日 辻阪　和広 新規 菓子製造業（露店）
堺食衛第19012033号 カラオケ喫茶＆スナック　シェルブール 堺区北半町西３‐１５ 072-229-9870 令和2年2月21日 令和2年4月1日 令和8年3月31日 福田　幸子 更新 飲食店営業
堺食衛第19012041号 Ｇｒｉｌｌ　Ｋｉｔｃｈｅｎ　ＡＰＯ 堺区竜神橋町１丁１‐１１ 072-223-0015 令和2年3月3日 令和2年3月3日 令和8年3月31日 田中　遼 新規 飲食店営業
堺食衛第19012042号 大阪王将　光明池店 南区鴨谷台２丁２‐１ サンピア１Ｆ 072-299-8878 令和2年2月25日 令和2年2月25日 令和8年2月28日 前田　龍之介 新規 飲食店営業
堺食衛第19012047号 クラブ　貴美 堺区翁橋町１丁２‐７ 堀内ビル４Ｆ 072-223-0900 令和2年2月25日 令和2年4月1日 令和8年3月31日 堀内　房子 更新 飲食店営業
堺食衛第19012046号 長岡 堺区出島海岸通２丁１‐２ 令和2年2月25日 令和2年4月1日 令和8年3月31日 長岡　巧 更新 飲食店営業
堺食衛第19012044号 とん平 東区白鷺町３丁２１‐１ 072-286-4396 令和2年2月25日 令和2年3月1日 令和8年2月28日 中川　洋子 更新 飲食店営業
堺食衛第19012053号 甘党茶屋　世盛山話縁処　早蔵 東区丈六１６４‐９ 090-9218-9902 令和2年2月25日 令和2年3月1日 令和8年2月28日 伊藤　松己 更新 飲食店営業 喫茶店
堺食衛第19012051号 Ｆｌｏｗｅｒ 美原区菅生１３４１ 令和2年2月25日 令和2年3月1日 令和8年2月28日 髙岡　里恵 更新 飲食店営業
堺食衛第19012057号 Ｆｒｅｅ　Ｓｔｙｌｅ 堺区翁橋町１丁９‐５ 翁橋ひまわりビル１階072-229-0221 令和2年2月26日 令和2年3月1日 令和8年2月28日 中井　哲也 更新 飲食店営業
堺食衛第19012056号 Ｂｌｕｅ　Ｓｃｅｎｅ 堺区戎之町東１丁１‐２８ グランド戎別館２０２ 令和2年3月4日 令和2年3月4日 令和8年3月31日 牧　敬祐 新規 飲食店営業
堺食衛第19012065号 房房 堺区戎島町５丁３ 令和2年4月7日 令和2年4月7日 令和8年4月30日 森下　亮 新規 飲食店営業
堺食衛第19012072号 ミキヤ食堂 北区北花田町４丁８９‐３９ 令和2年2月27日 令和2年3月1日 令和8年2月28日 川本　智里 更新 飲食店営業
堺食衛第19012076号 新和風創作料理　あん 北区中百舌鳥町１丁９６ セレソ中もず１Ｆ 072-283-8778 令和2年2月27日 令和2年3月1日 令和8年2月28日 八幡　秀幸 更新 飲食店営業
堺食衛第19012073号 Ｂｌｕｅ　ｍｏｏｎ 中区深井水池町３１８４ プロスペリテ２Ｆ 072-269-4870 令和2年2月27日 令和2年3月1日 令和8年2月28日 山下　里奈 更新 飲食店営業
堺食衛第19012070号 Ｃａｆｅ　Ｂａｒ　Ｊｅｕ 東区野尻町３０５‐１３ 050-7576-2351 令和2年3月2日 令和2年3月2日 令和8年3月31日 今井　千鶴子 新規 飲食店営業
堺食衛第19012085号 しゃぶ鍋とステーキ　さかい 堺区翁橋町１丁３‐３ センター春日１Ｆ 令和2年2月28日 令和2年3月1日 令和8年2月28日 境　将行 更新 飲食店営業
堺食衛第19012087号 スナック　小梅 堺区戎之町東２丁１‐２ ハーモニービル３Ｆ　Ｂ号室 令和2年3月10日 令和2年3月10日 令和8年3月31日 巴山　恵子 新規 飲食店営業
堺食衛第19012086号 鉄板焼ＪＩＮ 西区浜寺昭和町１丁１５８‐３ 072-275-6176 令和2年3月3日 令和2年3月3日 令和8年3月31日 安藤　靖 新規 飲食店営業
堺食衛第19012083号 ＢＯＯＭ 中区深井水池町３１８４ 072-281-5810 令和2年2月28日 令和2年3月1日 令和8年2月28日 佐藤　行信 更新 飲食店営業
堺食衛第19012082号 ＡＺＵＭＡ 東区白鷺町３丁１５‐６ 令和2年2月28日 令和2年4月1日 令和8年3月31日 眞﨑　明弘 更新 飲食店営業
堺食衛第19012081号 養老乃瀧　泉ヶ丘店 南区茶山台１丁２‐３ 072-293-1010 令和2年2月28日 令和2年3月1日 令和8年2月28日 厚地　盛雄 更新 飲食店営業
堺食衛第19012100号 梁山泊 堺区浅香山町３丁３‐１３ 072-233-0387 令和2年3月3日 令和2年3月3日 令和8年3月31日 福田　操 新規 飲食店営業
堺食衛第19012102号 ＤＡＲＵＭＡ 堺区翁橋町２丁１ アトムビル３ＣＤ号室 令和2年3月5日 令和2年3月5日 令和8年3月31日 八杉　貴史 新規 飲食店営業
堺食衛第19012105号 むらさとフーズ 堺区南瓦町２‐１６ 令和2年3月18日 令和2年3月18日 令和8年3月31日 村里　浩二 新規 飲食店営業
堺食衛第19012104号 る～ぷ 堺区戎之町東２丁１‐２ ハーモニービル４Ｆ　Ｂ 令和2年3月5日 令和2年3月5日 令和8年3月31日 山本　幸恵 新規 飲食店営業
堺食衛第19012101号 恵利加 堺区戎之町東２丁１‐３ ２階 072-242-6609 令和2年3月6日 令和2年3月6日 令和8年3月31日 大林　恵利加 新規 飲食店営業
堺食衛第19012099号 松坂 西区浜寺石津町東４丁２‐２６ 令和2年3月2日 令和2年4月1日 令和8年3月31日 松元　強 更新 飲食店営業
堺食衛第19012097号 カラオケ喫茶　ｙｏｕ 中区八田西町１丁１‐３１ 072-284-7806 令和2年3月2日 令和2年4月1日 令和8年3月31日 片岡　マサエ 更新 飲食店営業
堺食衛第19012098号 お好み焼　のりちゃん 中区深井清水町３２００ 072-278-7601 令和2年3月2日 令和2年4月1日 令和8年3月31日 西川　範子 更新 飲食店営業
堺食衛第19012096号 串こまち 東区白鷺町１丁１‐２ 072-258-1115 令和2年3月2日 令和2年4月1日 令和8年3月31日 谷口　正明 更新 飲食店営業
堺食衛第19012106号 釜山 堺区翁橋町１丁１０‐１４ 藤田ビル１階 072-223-1622 令和2年3月3日 令和2年3月3日 令和8年3月31日 高　權雄 新規 飲食店営業
堺食衛第19012119号 ＥＬ　ＳＯＬ 堺区戎之町東２丁１‐２ セブンシャトー戎ビル１階東号室072-225-5161 令和2年3月3日 令和2年3月3日 令和8年3月31日 ＤＥＬＡＳ　ＰＥＮＡＳ　ＬＥＳＬＩＥ　ＲＥＹ　ＯＳＨＩＲＯ　 新規 飲食店営業
堺食衛第19012109号 カフェ　マドンナ 北区百舌鳥梅町３丁３４‐２ 令和2年3月3日 令和2年4月1日 令和8年3月31日 松川　サキ子 更新 飲食店営業
堺食衛第19012120号 ラウンジ　ガガ 中区深井清水町３５２６ ルイ観光ビル恵応３Ｆ　３０５ 令和2年3月11日 令和2年3月11日 令和8年3月31日 清水　佑美 新規 飲食店営業
堺食衛第19012121号 Ｃａｓｕａｌ　Ｂａｒ　Ａｌｌｅｇｒａ 東区白鷺町１丁６‐１３ 072-255-0801 令和2年3月6日 令和2年3月6日 令和8年3月31日 大路　喜彦 新規 飲食店営業
堺食衛第19012113号 インド・ネパール料理ナマステサガル 東区草尾６３４‐２ 池田ビル 令和2年3月4日 令和2年3月4日 令和8年3月31日 ＫＡＮＤＥＬ　ＢＩＳＨＮＵ　ＰＲＡＳＡＤ 新規 飲食店営業
堺食衛第19012122号 イヴェール 堺市内一円 令和2年3月3日 令和2年3月3日 令和7年3月31日 菅原　澄絵 新規 菓子製造業（自動車）
堺食衛第19012135号 純の花 堺区熊野町東１丁２‐１６ アイリスビル５０２ 072-228-3277 令和2年3月4日 令和2年4月1日 令和8年3月31日 二宮　順子 更新 飲食店営業
堺食衛第19012130号 スナックみき 北区大豆塚町１丁１２ 令和2年3月6日 令和2年3月6日 令和8年3月31日 石川　佑子 新規 飲食店営業
堺食衛第19012136号 たぬき亭 東区白鷺町１丁２０‐２１ 072-285-7126 令和2年3月4日 令和2年4月1日 令和8年3月31日 小西　駿夫 更新 飲食店営業
堺食衛第19012128号 Ｄｉｎｉｎｇ　Ｃａｆｅ　Ｍｉｋａ 東区北野田１０８４ ベルヒル北野田１０９ 令和2年3月17日 令和2年3月17日 令和8年3月31日 北井　美幸 新規 飲食店営業
堺食衛第19012140号 やまぼう 堺区翁橋町１丁８‐６ アーク３　１０２号 令和2年3月9日 令和2年3月9日 令和8年3月31日 山口　美津子 新規 飲食店営業
堺食衛第19012139号 キッチン　マリン 堺区大浜西町２３ 令和2年3月6日 令和2年3月6日 令和8年3月31日 紀井　太一 新規 飲食店営業
堺食衛第19012142号 喫茶　秀 東区日置荘北町２丁２１‐２７ 令和2年3月9日 令和2年3月9日 令和8年3月31日 都築　正夫 新規 飲食店営業
堺食衛第19012143号 ウメバチモ 南区庭代台４丁２７‐１ 令和2年3月25日 令和2年3月25日 令和8年3月31日 金川　泰輔 新規 菓子製造業
堺食衛第19012144号 Ｎｏ　Ｒｅｔｕｒｎ 堺区熊野町東１丁２‐８ アプローズビル５階 072-233-5577 令和2年3月18日 令和2年3月18日 令和8年3月31日 佐伯　直子 新規 飲食店営業
堺食衛第19012145号 ギャラリーカフェ　ＳＴＯＲＹ 北区中百舌鳥町６丁８６３‐２ ４Ｆ 072-230-4344 令和2年3月24日 令和2年3月24日 令和8年3月31日 田村　知代子 新規 飲食店営業
堺食衛第19012148号 結まぁる 中区深井沢町３１１９ 令和2年3月11日 令和2年3月11日 令和8年3月31日 新垣　ひとみ 新規 飲食店営業
堺食衛第19012147号 和食　心根 中区深井清水町３８０９‐１ シャトーデ・アサヒ１０１072-242-6993 令和2年3月17日 令和2年3月17日 令和8年3月31日 浅井　弘昭 新規 飲食店営業
堺食衛第19012175号 おまかせや 堺区出島海岸通１丁１１‐２２ 令和2年3月12日 令和2年3月12日 令和8年3月31日 久保　知史 新規 飲食店営業
堺食衛第19012181号 ローソン堺三宝四丁 堺区三宝町４丁２７０‐５ 072-228-5005 令和2年3月10日 令和2年3月10日 令和8年3月31日 西島　稔 新規 飲食店営業
堺食衛第19012176号 スナック　赤とんぼ 東区西野４８４ 令和2年3月24日 令和2年3月24日 令和8年3月31日 池崎　れい子 新規 飲食店営業
堺食衛第19012194号 アクティー 北区長曽根町１８５‐１ 072-254-0665 令和2年3月18日 令和2年3月18日 令和8年3月31日 垣内　弘子 新規 飲食店営業
堺食衛第19012192号 ハニークレープ 北区東雲東町１丁１‐１５ 令和2年3月13日 令和2年3月13日 令和8年3月31日 古里　絵美 新規 菓子製造業
堺食衛第19012193号 ハニークレープ 北区東雲東町１丁１‐１５ 令和2年3月13日 令和2年3月13日 令和8年3月31日 古里　絵美 新規 喫茶店営業
堺食衛第19012188号 Ｒｅｓｔａｕｒａｎｔ　Ｄｏｕｃｅ　Ｄｏｕｃｅ 中区深井水池町３１４３‐２ 072-281-6767 令和2年3月11日 令和2年4月1日 令和8年3月31日 井村　吉秀 更新 飲食店営業
堺食衛第19012200号 四季料理　かっぽう　しん 堺区中安井町１丁３‐１９ 令和2年3月12日 令和2年4月1日 令和8年3月31日 福田　慎一 更新 飲食店営業
堺食衛第19012201号 由庵 北区百舌鳥梅北町１丁２３ 072-253-7772 令和2年3月12日 令和2年4月1日 令和8年3月31日 松浦　一由 更新 飲食店営業
堺食衛第19012197号 Ｓｕｐｐｉｎ 北区百舌鳥梅北町５丁２５５‐４ 令和2年3月16日 令和2年3月16日 令和8年3月31日 三好　暁美 新規 飲食店営業
堺食衛第19012198号 焼き菓子店　Ｌｉｔｔｌｅ 西区平岡町１８１‐３ 072-271-9430 令和2年3月23日 令和2年3月23日 令和8年3月31日 川上　由貴 新規 菓子製造業
堺食衛第19012202号 ロッシュ 西区浜寺昭和町２丁３１９‐２ ライオネル浜寺１０２号072-263-1687 令和2年3月13日 令和2年4月1日 令和8年3月31日 岩橋　勉 更新 飲食店営業
堺食衛第19012204号 Ａ’ｓ　ｋｉｔｃｈｅｎｃａｒ 堺市内一円 令和2年3月13日 令和2年3月13日 令和7年3月31日 伊東　尚輝 新規 飲食店営業（自動車）
堺食衛第19012205号 Ａ’ｓ　ｋｉｔｃｈｅｎｃａｒ 堺市内一円 令和2年3月13日 令和2年3月13日 令和7年3月31日 伊東　尚輝 新規 菓子製造業（自動車）
堺食衛第19012215号 ラウンジ　ゆらり 堺区翁橋町１丁２‐９ ジャンボプラザビル１Ｆ072-221-2344 令和2年3月16日 令和2年4月1日 令和8年3月31日 細川　裕子 更新 飲食店営業
堺食衛第19012212号 浪花屋　鳥造　中百舌鳥店 北区中百舌鳥町５丁６６６ ステージ村田２－１Ｆ072-258-8929 令和2年3月16日 令和2年4月1日 令和8年3月31日 吉岡　誠 更新 飲食店営業
堺食衛第19012218号 イカ焼屋 中区土師町２丁２９‐１６ 令和2年4月22日 令和2年4月22日 令和8年4月30日 小寺　徳美 新規 飲食店営業
堺食衛第19012219号 串カツ居酒屋　うさぎ 東区日置荘西町２丁５‐２５ 令和2年3月23日 令和2年3月23日 令和8年3月31日 柴田　美奈子 新規 飲食店営業
堺食衛第19012217号 イーシャンテン 東区北野田１００‐１ ＹａｍａＳｈｉｎＢＬＤＧ　２０２号室 令和2年3月17日 令和2年3月17日 令和8年3月31日 浅井　基延 新規 飲食店営業
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 新規 飲食店営業
堺食衛第19012236号 よろこびｅａｔ（リーベ） 堺区神石市之町４‐２２ 令和2年3月17日 令和2年4月1日 令和8年3月31日 亀井　宏 更新 飲食店営業
堺食衛第19012240号 立呑処　鶴吉 堺区出島海岸通１丁１２‐１９ 令和2年3月17日 令和2年4月1日 令和8年3月31日 吉良　香子 更新 飲食店営業
堺食衛第19012226号 ちょこっとＢＡＲ　たいむ 堺区戎之町東２丁１‐３ 令和2年3月18日 令和2年3月18日 令和8年3月31日 池田　伸子 新規 飲食店営業
堺食衛第19012229号 Ｃａｓａｂｌａｎｃａ 堺区熊野町東１丁２‐１２ グランド戎２号館４階４０１号 令和2年3月24日 令和2年3月24日 令和8年3月31日 村田　智 新規 飲食店営業
堺食衛第19012227号 炉端焼き　天凛 堺区熊野町東１丁２‐２５ 肥塚第２ビル３Ｆ 令和2年3月25日 令和2年3月25日 令和8年3月31日 安本　和樹 新規 飲食店営業
堺食衛第19012230号 ラウンジ　フェアリー 北区北長尾町４丁１‐２４ 072-259-9870 令和2年3月23日 令和2年3月23日 令和8年3月31日 水場　隆子 新規 飲食店営業
堺食衛第19012223号 とんがらし 西区浜寺石津町中４丁９‐２２ 令和2年3月25日 令和2年3月25日 令和8年3月31日 杉浦　小夜子 新規 飲食店営業
堺食衛第19012224号 喫茶　ゆき 中区深井中町１０９０‐４２ 令和2年3月17日 令和2年4月1日 令和8年3月31日 前川　久代 更新 飲食店営業



堺食衛第19012238号 つわの 東区石原町４丁２８５‐３ 072-286-7940 令和2年3月17日 令和2年4月1日 令和8年3月31日 平野　峯子 更新 飲食店営業
堺食衛第19012267号 Ｓｏｎｎｅｔｔｅ（ソネット） 堺区中瓦町１丁４‐１３ ＬＳビル　２０１ 072-224-6378 令和2年3月18日 令和2年3月18日 令和8年3月31日 森井　京子 新規 飲食店営業
堺食衛第19012262号 ハニークレープ 北区蔵前町１丁１８‐２１ 令和2年3月18日 令和2年3月18日 令和8年3月31日 古里　絵美 新規 菓子製造業
堺食衛第19012263号 ハニークレープ 北区蔵前町１丁１８‐２１ 令和2年3月18日 令和2年3月18日 令和8年3月31日 古里　絵美 新規 喫茶店営業
堺食衛第19012268号 Ｃ＆Ｍ 西区津久野町１丁１４‐１２ 072-260-3678 令和2年3月18日 令和2年4月1日 令和8年3月31日 高橋　勇次 更新 飲食店営業
堺食衛第19012265号 スペインバル　トーレス 中区深井清水町３８１８ 令和2年3月23日 令和2年3月23日 令和8年3月31日 濱口　勇樹 新規 飲食店営業
堺食衛第19012241号 台灣肉飯店 堺市内一円 令和2年3月18日 令和2年3月18日 令和7年3月31日 木村　和也 新規 飲食店営業（自動車）
堺食衛第19012274号 Ｂ＆Ｂ 中区深井沢町３１４７‐１ 072-278-1710 令和2年3月19日 令和2年4月1日 令和8年3月31日 山田　正明 更新 菓子製造業
堺食衛第19012277号 大阪食肉販売　北野田店 東区北野田３９‐３ 令和2年3月27日 令和2年3月27日 令和8年3月31日 小倉　昇成 新規 飲食店営業
堺食衛第19012282号 美々 堺区翁橋町１丁５‐６ グランド翁橋５号館１１２号072-227-9901 令和2年3月24日 令和2年3月24日 令和8年3月31日 金　良淑 新規 飲食店営業
堺食衛第19012280号 エナジ 堺区中瓦町１丁３‐２３ スイスレジャービル３ＦＡ072-232-6916 令和2年3月24日 令和2年3月24日 令和8年3月31日 近藤　幸恵 新規 飲食店営業
堺食衛第19012281号 麻雀専科 堺区戎之町東３丁１‐３ グレースエビス１Ｆ 令和2年3月24日 令和2年3月24日 令和8年3月31日 後藤　ゆかり 新規 飲食店営業
堺食衛第19012284号 シーフードバル　浪漫亭 堺区栄橋町２丁４‐２８ 令和2年3月23日 令和2年3月23日 令和8年3月31日 小森　法一 新規 飲食店営業
堺食衛第19012287号 喫茶　栂 北区蔵前町１丁１７‐３４ 令和2年3月23日 令和2年4月1日 令和8年3月31日 木村　茂 更新 飲食店営業
堺食衛第19012288号 Ｐａｒｋ　ｓｉｄｅ　Ｃａｆｅ　ＲＩＡＮ 北区南花田町５２０‐１ 072-205-6941 令和2年3月23日 令和2年4月1日 令和8年3月31日 長谷川　力 更新 飲食店営業
堺食衛第19012297号 チロリン村 北区北長尾町８丁６‐１６ 072-258-7080 令和2年3月23日 令和2年4月1日 令和8年3月31日 小原　美子 更新 飲食店営業
堺食衛第19012279号 ラウンジ　トロワ 東区北野田１０８４ ベルヒル北野田１０４号072-239-5030 令和2年3月24日 令和2年3月24日 令和8年3月31日 鈴木　和子 新規 飲食店営業
堺食衛第19012293号 広場食堂 南区高尾３丁３３３４‐２ 072-274-2777 令和2年3月23日 令和2年4月1日 令和8年3月31日 北川　勝 更新 飲食店営業
堺食衛第19012314号 トト洋菓子店 堺区車之町西２丁２‐３２ ケーワイビル１階 072-238-0063 令和2年3月24日 令和2年4月1日 令和8年3月31日 上原　清忠 更新 菓子製造業
堺食衛第19012300号 カラオケ順子 堺区戎之町東１丁２‐１５ 令和2年3月30日 令和2年3月30日 令和8年3月31日 張　順徳 新規 飲食店営業
堺食衛第19012313号 キッチン　あき 北区南花田町９２６‐２ 072-253-6027 令和2年3月24日 令和2年4月1日 令和8年3月31日 静間　安喜子 更新 飲食店営業
堺食衛第19012299号 ますや精肉店 西区浜寺諏訪森町中２丁１８１ 令和2年3月25日 令和2年3月25日 令和8年3月31日 桝田　義幸 新規 食肉販売業
堺食衛第19012311号 冷菓子屋　根津 西区鳳南町５丁６８５‐１４ 令和2年3月26日 令和2年3月26日 令和8年3月31日 根津　敬規 新規 菓子製造業
堺食衛第19012317号 Ｊｕｎ　Ｊｕｎ 中区伏尾３６０ 080-6176-9119 令和2年3月24日 令和2年4月1日 令和8年3月31日 竹田　育代 更新 飲食店営業
堺食衛第19012315号 ｓｈｕｋｕｒａｎ 南区深阪南３４２‐１５ 072-220-2827 令和2年3月24日 令和2年4月1日 令和8年3月31日 石田　秀次 更新 飲食店営業
堺食衛第19012316号 ｓｈｕｋｕｒａｎ 南区深阪南３４２‐１５ 072-220-2827 令和2年3月24日 令和2年4月1日 令和8年3月31日 石田　秀次 更新 菓子製造業
堺食衛第19012318号 Ｃｙａａｎ 中区深井沢町３１０１ フィアスコート深井沢町 令和2年3月30日 令和2年3月30日 令和8年3月31日 佐藤　健治 新規 飲食店営業
堺食衛第19012325号 鉄板焼お好み　豊 中区土師町４丁５‐２９ 072-235-9293 令和2年3月25日 令和2年4月1日 令和8年3月31日 豊田　満子 更新 飲食店営業
堺食衛第19012319号 立呑処　大当り 中区深井清水町４０３３ 深井駅前ビル１Ｆ 072-279-1168 令和2年3月27日 令和2年3月27日 令和8年3月31日 冠　友枝 新規 飲食店営業
堺食衛第19012340号 ＯｐａＬ 堺区翁橋町１丁５‐３ エルクエストビル２０８072-223-4980 令和2年3月31日 令和2年3月31日 令和8年3月31日 中野　雅美 新規 飲食店営業
堺食衛第19012339号 ＪＡＩＬ 堺区熊野町東１丁２‐１６ アイリスビル５０１ 令和2年3月27日 令和2年3月27日 令和8年3月31日 岩﨑　勇輝 新規 飲食店営業
堺食衛第19012347号 雅 中区福田６３１ 令和2年3月26日 令和2年4月1日 令和8年3月31日 車谷　雅子 更新 飲食店営業
堺食衛第19012337号 居酒屋　呑Ｍａ 中区深井中町１７９４‐２ 日高ビル１０１号 令和2年3月27日 令和2年3月27日 令和8年3月31日 野元　千鶴 新規 飲食店営業
堺食衛第19012338号 シャモア 東区北野田１３‐１８ 令和2年3月27日 令和2年3月27日 令和8年3月31日 井上　薫 新規 飲食店営業
堺食衛第19012351号 とんかつ　幸運豚 堺区築港八幡町１‐１ 072-232-8889 令和2年3月30日 令和2年3月30日 令和8年3月31日 田中　博之 新規 飲食店営業
堺食衛第19012356号 ＡＹＡＫＡ 堺区熊野町東２丁１‐１０ 米澤ビルⅡ１Ｆ　１０２072-228-6238 令和2年3月31日 令和2年3月31日 令和8年3月31日 野田　彩歌 新規 飲食店営業
堺食衛第19012355号 ゆき婆の台所 中区伏尾１３０‐１ 072-270-0065 令和2年4月3日 令和2年4月3日 令和8年4月30日 南野　行美 新規 飲食店営業
堺食衛第19012350号 Ｄｉｎｉｎｇ　Ｂａｒ　Ｄａｒｔｓ　ＲＩＳＥ 中区深井清水町３５３７ 101 令和2年3月31日 令和2年3月31日 令和8年3月31日 古賀　直樹 新規 飲食店営業
堺食衛第19012357号 珈琲苑　リカ 東区日置荘西町４丁１０‐１４ 令和2年3月27日 令和2年5月1日 令和8年4月30日 新野　タヨ 更新 飲食店営業
堺食衛第19012364号 手づくり工房　堺あるへい堂 堺区南三国ヶ丘町４丁１‐１ サンハイティ室谷１０２号室 令和2年5月1日 令和2年5月1日 令和8年4月30日 岡田　明寛 新規 菓子製造業
堺食衛第19012365号 膳のすたいる 堺区向陵中町２丁３‐１３ ハイキャッスルビル２Ｆ072-255-7099 令和2年3月31日 令和2年3月31日 令和8年3月31日 森山　しのぶ 新規 飲食店営業
堺食衛第19012361号 焼肉屋　つねちゃん 堺区御陵通４‐７ 和伸ビル１階西 令和2年3月30日 令和2年4月1日 令和8年3月31日 小林　恒介 更新 飲食店営業
堺食衛第19012373号 ラウンジ　ミライ 堺区翁橋町１丁９‐４ 山本ビル１Ｆ 令和2年3月31日 令和2年3月31日 令和8年3月31日 梶　廣美 新規 飲食店営業
堺食衛第19012362号 富壽司 堺区中瓦町１丁１‐１２‐２ 072-228-8839 令和2年3月31日 令和2年4月1日 令和8年3月31日 浦田　浩 更新 飲食店営業
堺食衛第19012358号 ＢＡＲ　Ｂｏｏｚｅｒ 堺区中瓦町２丁２‐１７ キラク２ビル２Ｆ 令和2年3月30日 令和2年3月30日 令和8年3月31日 宮田　真衣子 新規 飲食店営業
堺食衛第19012363号 舞 堺区寺地町東２丁１‐５ 令和2年3月30日 令和2年4月1日 令和8年3月31日 島田　興一 更新 飲食店営業
堺食衛第19012368号 和 西区鳳東町３丁２４４ 令和2年4月28日 令和2年4月28日 令和8年4月30日 中筋　かづ美 新規 飲食店営業
堺食衛第19012369号 焼鳥＆とんかつ　キミちゃん 中区深井沢町３１０２ 令和2年3月31日 令和2年3月31日 令和8年3月31日 早水　弘志 新規 飲食店営業
堺食衛第19012366号 居酒屋　さくら組 中区八田北町５００‐８ 令和2年3月31日 令和2年3月31日 令和8年3月31日 一川　美香 新規 飲食店営業
堺食衛第19012367号 侍からあげ 堺市内一円 令和2年3月30日 令和2年3月30日 令和7年3月31日 中西　良 新規 飲食店営業（自動車）
堺食衛第19012379号 メンバーズ水希 堺区翁橋町１丁３‐２４ 072-238-8778 令和2年3月31日 令和2年4月1日 令和8年3月31日 岡村　準子 更新 飲食店営業
堺食衛第19012376号 いろどり 中区深井中町７３８－４ 072-220-5008 令和2年4月7日 令和2年4月7日 令和8年4月30日 橋本　侑樹 新規 飲食店営業
堺食衛第19012374号 カラオケ　ハート 中区小阪３４１ 辰巳マンション１０２ 令和2年4月8日 令和2年4月8日 令和8年4月30日 三田　育 新規 飲食店営業
堺食衛第19012375号 居酒屋　味園 中区小阪３４２ 令和2年4月8日 令和2年4月8日 令和8年4月30日 三田　育 新規 飲食店営業
堺食衛第19012378号 喫茶軽食　カフェドラペ 美原区北余部６１‐１０ 令和2年3月31日 令和2年4月1日 令和8年3月31日 原口　博文 更新 飲食店営業
堺食衛第20010006号 大衆 堺区出島海岸通１丁１２‐１９ 出島海岸ビル１Ｆ 令和2年4月2日 令和2年4月2日 令和8年4月30日 金　永子 新規 飲食店営業
堺食衛第20010002号 からから 堺区戎島町２‐２５ 080-8347-3092 令和2年4月2日 令和2年4月2日 令和8年4月30日 山本　仁美 新規 飲食店営業
堺食衛第20010001号 とまとらぁーめん　おおとり 西区鳳西町１丁７３‐９ 令和2年4月10日 令和2年4月10日 令和8年4月30日 東野　正夫 新規 飲食店営業
堺食衛第20010009号 Ｏｒｉｇｉｎｅ 堺区北三国ヶ丘町１丁１‐３５ 050-3187-4225 令和2年4月3日 令和2年4月3日 令和8年4月30日 岡野　裕太 新規 飲食店営業
堺食衛第20010008号 Ｅｔｅｒｎａｌ 堺区南花田口町１丁３‐１３ ジョイント２ビル３階３０２号 令和2年4月7日 令和2年4月7日 令和8年4月30日 村田　康一 新規 飲食店営業
堺食衛第20010010号 トレ・ティオ・バル 堺区中瓦町２丁３‐３ 令和2年4月2日 令和2年4月2日 令和8年4月30日 伊藤　太郎 新規 飲食店営業
堺食衛第20010007号 ｓｏｌａｎａ 中区深井中町１００７‐１３ 令和2年4月3日 令和2年4月3日 令和8年4月30日 大澤　美智子 新規 菓子製造業
堺食衛第20010020号 大衆割烹　竹や 堺区南半町西１丁１‐９ 令和2年4月3日 令和2年5月1日 令和8年4月30日 坂本　美代子 更新 飲食店営業
堺食衛第20010021号 和　（なごみ） 中区深阪２３６８ スプリングヒルズＦＫ１０５号072-239-7668 令和2年4月3日 令和2年5月1日 令和8年4月30日 清水　宏明 更新 飲食店営業
堺食衛第20010022号 食来舞や 東区石原町４丁１３５‐２ 令和2年4月3日 令和2年5月1日 令和8年4月30日 静　謙二 更新 飲食店営業
堺食衛第20010023号 食来舞や 東区石原町４丁１３５‐２ 令和2年4月3日 令和2年5月1日 令和8年4月30日 静　謙二 更新 魚介類販売業
堺食衛第20010031号 カラオケスタジオ　ドマニー 堺区向陵東町２丁６‐１３ クリーンハイム三松１０１ 令和2年4月7日 令和2年4月7日 令和8年4月30日 西辻　敏行 新規 飲食店営業
堺食衛第20010029号 豚愛想 堺区新町３‐１ 令和2年4月7日 令和2年4月7日 令和8年4月30日 木村　英明 新規 飲食店営業
堺食衛第20010036号 杜家　あんちゃん 北区奥本町２丁４‐２ 令和2年4月6日 令和2年5月1日 令和8年4月30日 坂田　貢 更新 飲食店営業
堺食衛第20010033号 そば吉 東区日置荘西町１丁１９‐２４ 072-287-5535 令和2年4月6日 令和2年5月1日 令和8年4月30日 谷川　千也 更新 飲食店営業
堺食衛第20010024号 みさき 東区北野田４４‐１１ 令和2年4月10日 令和2年4月10日 令和8年4月30日 大木　智奈実 新規 飲食店営業
堺食衛第20010028号 ＰｉｌｉＡｌｏｈａ 南区檜尾５４４‐１ 090-4764-1403 令和2年4月7日 令和2年4月7日 令和8年4月30日 上田　由紀子 新規 菓子製造業
堺食衛第20010056号 千 堺区御陵通４‐３ 令和2年7月3日 令和2年7月3日 令和8年7月31日 平塚　千里 新規 飲食店営業
堺食衛第20010054号 鉄板焼　こから 堺区北瓦町１丁５‐１３ シティーコート北瓦町１Ｆ072-225-5152 令和2年4月7日 令和2年4月7日 令和8年4月30日 西川　勝善 新規 飲食店営業
堺食衛第20010047号 おでん＆創菜Ｄｉｎｉｎｇ　こから 堺区中瓦町１丁４‐１３ ＬＳビル１Ｆ 072-282-7776 令和2年4月7日 令和2年4月7日 令和8年4月30日 西川　勝善 新規 飲食店営業
堺食衛第20010043号 さくら 北区北長尾町３丁３‐２１ 令和2年5月11日 令和2年5月11日 令和8年5月31日 高岡　久子 新規 飲食店営業
堺食衛第20010045号 コーヒー専門店　リッチ 西区浜寺石津町東３丁１２‐１８ 令和2年4月7日 令和2年5月1日 令和8年4月30日 鷲田　秀明 更新 飲食店営業
堺食衛第20010057号 居酒屋　みほちゃん！ 西区草部１０８５‐１ 令和2年4月9日 令和2年4月9日 令和8年4月30日 姫地　美穂 新規 飲食店営業
堺食衛第20010058号 カラオケ　ひまわり 西区津久野町３丁２９‐３４ 072-263-3663 令和2年4月10日 令和2年4月10日 令和8年4月30日 山本　忍 新規 飲食店営業
堺食衛第20010060号 そば処　丈 堺区三国ヶ丘御幸通２‐２ 令和2年4月8日 令和2年5月1日 令和8年4月30日 田村　貞次 更新 飲食店営業
堺食衛第20010059号 清水商店 堺区南花田口町１丁２‐８ 072-232-2063 令和2年4月8日 令和2年5月1日 令和8年4月30日 清水　完一 更新 魚介類販売業
堺食衛第20010065号 居酒屋　まるえ 堺区東湊町５丁３０９‐１ 令和2年4月13日 令和2年4月13日 令和8年4月30日 岡林　慶江 新規 飲食店営業
堺食衛第20010061号 スナック　ヴォーグ 堺区櫛屋町東１丁１‐１ マルニシビル１Ｆ 072-223-8240 令和2年4月10日 令和2年4月10日 令和8年4月30日 南　育子 新規 飲食店営業
堺食衛第20010066号 かすうどん　１０８ 中区深井沢町３１７８ 令和2年4月15日 令和2年4月15日 令和8年4月30日 山口　純也 新規 飲食店営業
堺食衛第20010064号 たこやき　たま屋 中区八田北町４２６ 令和2年5月1日 令和2年5月1日 令和8年4月30日 春田　敏夫 新規 飲食店営業
堺食衛第20010063号 居酒屋　増田 東区日置荘原寺町４９‐１０５ 072-377-6007 令和2年4月8日 令和2年5月1日 令和8年4月30日 増田　都博 更新 飲食店営業
堺食衛第20010071号 徳ちゃん 堺区旭ヶ丘中町１丁３‐１２ 令和2年4月9日 令和2年5月1日 令和8年4月30日 更新 飲食店営業
堺食衛第20010069号 絆 堺区綾之町西１丁１‐２３ 中央ビル１Ｆ 072-227-5837 令和2年4月9日 令和2年5月1日 令和8年4月30日 山城　禮子 更新 飲食店営業
堺食衛第20010068号 大判小判 北区百舌鳥梅町１丁５‐５ 072-257-8936 令和2年4月9日 令和2年5月1日 令和8年4月30日 東本　貴義 更新 飲食店営業
堺食衛第20010070号 居酒屋　呑 西区上野芝町２丁８‐９ 令和2年4月9日 令和2年4月9日 令和8年4月30日 松岡　由美 新規 飲食店営業
堺食衛第20010067号 炭火やきとり　ひょうたん島 中区小阪６３‐４ 072-270-7472 令和2年4月9日 令和2年5月1日 令和8年4月30日 森山　覚仁 更新 飲食店営業
堺食衛第20010072号 カフェ　オランジュ 美原区南余部２２０‐７ 令和2年4月13日 令和2年4月13日 令和8年4月30日 丸山　真知子 新規 飲食店営業
堺食衛第20010080号 Ｓｈｏｔ　Ｂａｒ　Ｄｏ 堺区熊野町東１丁２‐１５ 令和2年4月14日 令和2年4月14日 令和8年4月30日 米村　幹雄 新規 飲食店営業
堺食衛第20010074号 アベノすし半堺店 北区奥本町１丁２ 令和2年4月10日 令和2年5月1日 令和8年4月30日 井沢　良孝 更新 飲食店営業
堺食衛第20010090号 おべんとうハウス愛 堺区錦綾町３丁５‐１７ 072-221-8885 令和2年4月13日 令和2年5月1日 令和8年4月30日 竹田　綾子 更新 飲食店営業
堺食衛第20010091号 おべんとうハウス愛 堺区錦綾町３丁５‐１７ 072-221-8885 令和2年4月13日 令和2年5月1日 令和8年4月30日 竹田　綾子 更新 菓子製造業
堺食衛第20010082号 ステーキの店　徳庵 堺区南丸保園３‐１０ 072-238-5688 令和2年4月14日 令和2年4月14日 令和8年4月30日 速水　良輔 新規 飲食店営業
堺食衛第20010088号 大和 北区金岡町５３０‐２ 072-254-2933 令和2年4月13日 令和2年5月1日 令和8年4月30日 中井　昌央 更新 飲食店営業
堺食衛第20010092号 嶋田南風堂 中区八田西町２丁９‐１７ 令和2年4月13日 令和2年5月1日 令和8年4月30日 嶋田　俊哉 更新 菓子製造業
堺食衛第20010089号 大珉軒 南区高倉台２丁６‐１６ 072-292-1101 令和2年4月13日 令和2年5月1日 令和8年4月30日 小柳　平五郎 更新 飲食店営業
堺食衛第20010095号 酒菜　だいどころ料理　さち 堺区二条通７‐２４ 072-229-8232 令和2年4月14日 令和2年5月1日 令和8年4月30日 額田　有子 更新 飲食店営業
堺食衛第20010093号 呑み処　だんだん 堺区東湊町５丁３１５ 上田ビル５　１階１０３ 令和2年4月28日 令和2年4月28日 令和8年4月30日 金井　由美　 新規 飲食店営業
堺食衛第20010097号 ちこ 西区山田１丁１２０３‐８ 072-271-1904 令和2年4月14日 令和2年5月1日 令和8年4月30日 東崎　卓也 更新 飲食店営業
堺食衛第20010098号 喫茶　ミック 堺区神保通３‐２５ 令和2年4月15日 令和2年5月1日 令和8年4月30日 真保　兼一 更新 飲食店営業
堺食衛第20010100号 ＭＵＧＥＮ－０１ 堺区戎之町東２丁１‐１１ セブンシャトー戎ビル３Ｆ西号 令和2年4月15日 令和2年5月1日 令和8年4月30日 村野　正行 更新 飲食店営業
堺食衛第20010103号 石樽 中区八田北町４８８‐２ 072-279-4141 令和2年4月15日 令和2年4月15日 令和8年4月30日 木村　浩二 新規 飲食店営業
堺食衛第20010108号 ルミエール 中区深井清水町３９２４ ２Ｆ　２０３ 令和2年4月17日 令和2年4月17日 令和8年4月30日 二宮　徳夫 新規 飲食店営業
堺食衛第20010118号 ラウンジ　藤 堺区翁橋町１丁９‐１５ アトムビル４Ｆ 令和2年4月17日 令和2年5月1日 令和8年4月30日 甲原　みちる 更新 飲食店営業
堺食衛第20010112号 ｇｒａｎｄ　ａｎｇｅ 堺区菅原通２丁１８ 令和2年4月21日 令和2年4月21日 令和8年4月30日 川端　琴絵 新規 菓子製造業
堺食衛第20010114号 ＧＯＤ． 北区中百舌鳥町５丁８０３‐３ シュライクシャチビルＢ１Ｆ 令和2年4月21日 令和2年4月21日 令和8年4月30日 國金　典子 新規 飲食店営業
堺食衛第20010115号 居酒屋　彦一 北区東雲東町２丁５‐１９ 令和2年4月17日 令和2年5月1日 令和8年4月30日 森下　安彦 更新 飲食店営業
堺食衛第20010133号 キッサスナック　舞 堺区浅香山町２丁５‐３３ 072-228-4199 令和2年4月20日 令和2年5月1日 令和8年4月30日 尼岸　香代子 更新 飲食店営業
堺食衛第20010132号 寿司　魁 堺区南三国ヶ丘町１丁２‐３０ 090-5131-3275 令和2年4月20日 令和2年6月1日 令和8年5月31日 山内　政勝 更新 飲食店営業
堺食衛第20010134号 スナック樹里 堺区向陵中町４丁４‐３ 三国ビル１Ｆ 090-2704-7716 令和2年4月20日 令和2年6月1日 令和8年5月31日 山本　良子 更新 飲食店営業
堺食衛第20010131号 春日 堺区一条通２‐１７ 072-222-2970 令和2年4月20日 令和2年5月1日 令和8年4月30日 阪田　麗子 更新 飲食店営業
堺食衛第20010135号 美好乃商店 堺区南安井町６丁１‐１ 令和2年4月20日 令和2年5月1日 令和8年4月30日 吉野　順子 更新 飲食店営業
堺食衛第20010126号 Ｎｏ．５ 堺区北瓦町２丁２‐２５ ２階 令和2年4月23日 令和2年4月23日 令和8年4月30日 中野　大悟 新規 飲食店営業
堺食衛第20010122号 博多もつ鍋きんぐ 北区百舌鳥赤畑町４丁３３３‐１６プチコーポＫ１Ｆ 令和2年4月22日 令和2年4月22日 令和8年4月30日 小川　史織 新規 飲食店営業
堺食衛第20010129号 ｃａｆｅ　ｃｏｃｏ 西区堀上緑町２丁１‐７ 072-275-7310 令和2年4月20日 令和2年5月1日 令和8年4月30日 南方　節子 更新 飲食店営業



堺食衛第20010123号 炭火焼鳥　あ～ちゃん 中区伏尾３５９ 101 072-279-1112 令和2年4月23日 令和2年4月23日 令和8年4月30日 山田　彩乃 新規 飲食店営業
堺食衛第20010119号 井谷商店 中区深井北町９３２‐１０ 令和2年4月20日 令和2年5月1日 令和8年4月30日 井谷　悦恵 更新 飲食店営業
堺食衛第20010120号 いらっしゃい 中区深井清水町３８３４ 072-270-7577 令和2年4月20日 令和2年4月20日 令和8年4月30日 額田　智美 新規 飲食店営業
堺食衛第20010130号 パティスリー　カズ 美原区黒山４４０‐５ 072-362-7111 令和2年4月20日 令和2年5月1日 令和8年4月30日 青木　保隆 更新 菓子製造業
堺食衛第20010124号 ヴィトン 美原区北余部５４‐５ 令和2年4月23日 令和2年4月23日 令和8年4月30日 安部　友子 新規 飲食店営業
堺食衛第20010145号 カラオケ喫茶一条 堺区翁橋町１丁９‐１５ アトムビル５Ｆ 072-238-8864 令和2年4月23日 令和2年4月23日 令和8年4月30日 清水　恵美子 新規 飲食店営業
堺食衛第20010143号 ヤキニクマニア 堺区神石市之町１８‐２９ 072-265-8829 令和2年4月28日 令和2年4月28日 令和8年4月30日 松浦　雄治 新規 飲食店営業 焼肉
堺食衛第20010144号 中華Ｄｉｎｉｎｇ　昌華 北区南長尾町５丁２‐２４ 令和2年4月27日 令和2年4月27日 令和8年4月30日 泉　昌吾 新規 飲食店営業
堺食衛第20010142号 スナック　ラーク 中区陶器北１０７３‐１ 令和2年4月27日 令和2年4月27日 令和8年4月30日 松川　富美子 新規 飲食店営業
堺食衛第20010163号 光食品 堺区香ヶ丘町１丁１４‐１６ 但馬ビル１Ｆ 令和2年4月22日 令和2年5月1日 令和8年4月30日 増地　孝 更新 飲食店営業
堺食衛第20010149号 ＢＡＲ　ＢＬＵＥ 堺区大町東３丁２‐５ ニュー伊津美ビル１Ｆ 令和2年5月1日 令和2年5月1日 令和8年4月30日 野村　真由子 新規 飲食店営業
堺食衛第20010164号 キッチン　まつ本 堺区南半町東１丁２‐２ 072-224-2122 令和2年4月22日 令和2年6月1日 令和8年5月31日 松本　正 更新 飲食店営業
堺食衛第20010152号 たこいち 西区浜寺石津町西３丁５‐２５森本ビル１Ｆ 令和2年4月24日 令和2年4月24日 令和8年4月30日 竹綱　正宏 新規 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 新規 飲食店営業
堺食衛第20010184号 ほてい家 堺区出島海岸通１丁１４‐１２ 令和2年5月13日 令和2年5月13日 令和8年5月31日 全屋　博美 新規 飲食店営業
堺食衛第20010175号 ＭＡＩＮ－ＭＡＩＮ 堺区大町西２丁１‐１４ 令和2年4月23日 令和2年5月1日 令和8年4月30日 世継　佳弘 更新 飲食店営業
堺食衛第20010170号 笑希 北区百舌鳥梅北町４丁２２３ 令和2年4月23日 令和2年5月1日 令和8年4月30日 友利　隆希 更新 飲食店営業
堺食衛第20010168号 バッバルーチ 東区日置荘田中町２５７ 令和2年4月23日 令和2年5月1日 令和8年4月30日 森　利隆 更新 飲食店営業
堺食衛第20010183号 ＢＡＣＣＡＮＡ 南区深阪南３３０‐１０ 令和2年4月28日 令和2年4月28日 令和8年4月30日 神谷　勇 新規 飲食店営業
堺食衛第20010198号 肉食堂　はなしん 堺区東雲西町１丁８‐６７ 072-248-4629 令和2年4月30日 令和2年4月30日 令和8年4月30日 藤田　亮 新規 飲食店営業
堺食衛第20010207号 たちばな 堺区北三国ヶ丘町８丁８‐２２ 072-224-5554 令和2年4月24日 令和2年5月1日 令和8年4月30日 亀井　信彦 更新 飲食店営業
堺食衛第20010205号 あいうえお 西区山田１丁１１６５‐２ 令和2年4月24日 令和2年5月1日 令和8年4月30日 長谷　克子 更新 飲食店営業
堺食衛第20010202号 府立美原高校　校内食堂 美原区平尾２３４‐１ 令和2年4月24日 令和2年5月1日 令和8年4月30日 西本　進彦 更新 飲食店営業
堺食衛第20010208号 丘 美原区北余部６１‐９ 令和2年4月24日 令和2年6月1日 令和8年5月31日 岡本　佐喜子 更新 飲食店営業
堺食衛第20010206号 ジャージー食品 堺市内一円 令和2年4月24日 令和2年5月1日 令和7年4月30日 安永　孝志 更新 飲食店営業（自動車）
堺食衛第20010212号 志津 堺区出島町２丁４‐６ 072-245-2151 令和2年4月27日 令和2年6月1日 令和8年5月31日 長谷川　薫 更新 飲食店営業
堺食衛第20010215号 炭焼居酒屋　ふんじん 北区金岡町２２５１‐８ 072-250-8824 令和2年4月27日 令和2年5月1日 令和8年4月30日 冨士田　真奈美 更新 飲食店営業
堺食衛第20010217号 スナック　楓 北区中百舌鳥町５丁８０３‐３ シュライクシャチビル１Ｆ１０７Ａ 令和2年4月27日 令和2年5月1日 令和8年4月30日 藤井　登美子 更新 飲食店営業
堺食衛第20010223号 みれん橋 北区百舌鳥梅町３丁１‐１８ 令和2年4月27日 令和2年6月1日 令和8年5月31日 小橋　美子 更新 飲食店営業
堺食衛第20010224号 道 西区上野芝向ヶ丘町１丁２４‐１４ 令和2年4月27日 令和2年6月1日 令和8年5月31日 金谷　二郎 更新 飲食店営業
堺食衛第20010221号 本家かまどや　鳳駅前店 西区鳳東町５丁４２３‐１ 072-271-5001 令和2年4月27日 令和2年6月1日 令和8年5月31日 山岡　大介 更新 飲食店営業
堺食衛第20010228号 おーがにっくかふぇ　ＳＨＩＮＫＡ 東区北野田３４８‐１ 072-288-4500 令和2年4月30日 令和2年4月30日 令和8年4月30日 宮本　雅巳 新規 菓子製造業
堺食衛第20010222号 珈琲館　森 南区豊田１０８６ 令和2年4月27日 令和2年6月1日 令和8年5月31日 森田　綾子 更新 飲食店営業
堺食衛第20010225号 Ａｔｅｌｉｅｒ　ぱんのおうち 南区桃山台４丁１１‐５ 令和2年4月30日 令和2年4月30日 令和8年4月30日 中野　千鶴湖 新規 菓子製造業
堺食衛第20010220号 エフエムフーズ 堺市内一円 令和2年4月27日 令和2年5月1日 令和7年4月30日 藤丸　陽一 更新 飲食店営業（露店）
堺食衛第20010218号 河内屋 堺市内一円 令和2年4月27日 令和2年5月1日 令和7年4月30日 河内　崇 更新 飲食店営業（自動車）
堺食衛第20010209号 やきとり竜鳳２８０９ 堺市内一円 令和2年4月27日 令和2年4月27日 令和7年4月30日 今井　貴俊 新規 飲食店営業（露店）
堺食衛第20010210号 やきとり竜鳳５ 堺市内一円 令和2年4月27日 令和2年4月27日 令和7年4月30日 麻　智則 新規 飲食店営業（露店）
堺食衛第20010236号 ぶんぶく 堺区向陵東町３丁６‐３６ 令和2年4月28日 令和2年5月1日 令和8年4月30日 濱口　康子 更新 飲食店営業
堺食衛第20010244号 ふれんず 堺区翁橋町１丁９‐２ スウィングプラザ２０２号072-232-8050 令和2年5月7日 令和2年5月7日 令和8年5月31日 町　明美 新規 飲食店営業
堺食衛第20010245号 焼肉　いちごいちえ 堺区中瓦町１丁４‐１０ モンブランビル１Ｆ 072-224-1529 令和2年5月1日 令和2年5月1日 令和8年4月30日 西川　武尊 新規 食肉処理業
堺食衛第20010246号 焼肉　いちごいちえ 堺区中瓦町１丁４‐１０ モンブランビル１Ｆ 072-224-1529 令和2年5月1日 令和2年5月1日 令和8年4月30日 西川　武尊 新規 食肉販売業
堺食衛第20010239号 魚々匠 西区鳳中町３丁６１‐３ 072-265-7574 令和2年4月30日 令和2年4月30日 令和8年4月30日 脇坂　明美 新規 飲食店営業
堺食衛第20010256号 なんちゃってＢＡＲ　堕天使ルシファー 堺区翁橋町１丁９‐２ スイングプラザビル２０６072-275-9297 令和2年5月7日 令和2年5月7日 令和8年5月31日 岸尾　真一 新規 飲食店営業
堺食衛第20010250号 いつもんとこ．．．。 堺区賑町２丁１‐２７ 090-4299-2677 令和2年5月1日 令和2年5月1日 令和8年4月30日 濵野　仁孝 新規 飲食店営業
堺食衛第20010260号 ふぐ屋　松 堺区北花田口町２丁３‐２６ 令和2年9月3日 令和2年9月3日 令和8年9月30日 松尾　大助 新規 飲食店営業
堺食衛第20010249号 博多もつ鍋きんぐ 北区百舌鳥赤畑町４丁３３３‐１６プチコーポＫ１Ｆ 令和2年5月1日 令和2年5月1日 令和8年4月30日 小川　史織 新規 食肉販売業
堺食衛第20010259号 おかずや 北区百舌鳥赤畑町５丁４６３ 072-259-9745 令和2年6月26日 令和2年6月26日 令和8年6月30日 西𦚰　由賀里 新規 飲食店営業
堺食衛第20010265号 お好み焼そば　もり．もり 中区土塔町３１３１‐２ 令和2年4月30日 令和2年6月1日 令和8年5月31日 森川　千里 更新 飲食店営業
堺食衛第20010253号 地鶏居酒屋　日向 中区深井沢町３１８４ 072-270-2334 令和2年5月8日 令和2年5月8日 令和8年5月31日 末弘　光 新規 飲食店営業
堺食衛第20010264号 一品料理　小指 中区福田１１２０‐２ 令和2年4月30日 令和2年6月1日 令和8年5月31日 佐方　陽子 更新 飲食店営業
堺食衛第20010257号 ばばあ～がＢＡＲ？　ど　ぴんく 中区深井清水町３９２４ 高森ビル３Ｆ３０３ 令和2年5月7日 令和2年5月7日 令和8年5月31日 西野　小凛 新規 飲食店営業
堺食衛第20010261号 まんま恵み 美原区丹上２４８ 令和2年4月30日 令和2年5月1日 令和8年4月30日 岡田　めぐみ 更新 飲食店営業
堺食衛第20010269号 鶴姫 堺区東湊町５丁３０９‐１ 令和2年5月8日 令和2年5月8日 令和8年5月31日 大坂　美樹 新規 飲食店営業
堺食衛第20010267号 玉味亭 堺区戎之町東１丁２‐１９ 令和2年5月7日 令和2年5月7日 令和8年5月31日 蔦原　正徳 新規 飲食店営業
堺食衛第20010272号 喫茶　ひまわり 北区黒土町２２９０‐６ 令和2年5月1日 令和2年6月1日 令和8年5月31日 守屋　政子 更新 飲食店営業
堺食衛第20010268号 チッペンデール 中区土塔町３０６６‐６ 令和2年5月19日 令和2年5月19日 令和8年5月31日 山内　安喜子 新規 飲食店営業
堺食衛第20010271号 Ｂａｒ　Ｌｏｕｎｇｅ　４Ｕ 中区深井沢町３１５５ 阪和第一ビル３Ｆ 令和2年5月7日 令和2年5月7日 令和8年5月31日 刀根　辰也 新規 飲食店営業
堺食衛第20010283号 ＧＵＩＬＴＹ 堺区翁橋町１丁４‐１８ ロイヤルパレスビル５Ｆ 令和2年5月13日 令和2年5月13日 令和8年5月31日 高橋　保行 新規 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 新規 飲食店営業
堺食衛第20010293号 藍 堺区旭ヶ丘南町１丁１‐３２ 072-241-2247 令和2年5月11日 令和2年5月11日 令和8年5月31日 木村　拓利 新規 飲食店営業
堺食衛第20010291号 Ｋｉｔｓｕｎｅ　Ｃａｆｅ 堺区熊野町東１丁２‐１２ グランド戎２号館２０１号室 令和2年5月11日 令和2年5月11日 令和8年5月31日 小中　貴弘 新規 飲食店営業
堺食衛第20010295号 大樹 北区野遠町５２９‐２ オオヤマハイツ１０２号072-275-8200 令和2年6月1日 令和2年6月1日 令和8年5月31日 大西　富士雄 新規 飲食店営業
堺食衛第20010288号 旬味　もんどう 北区中百舌鳥町５丁８０３‐３ （シャチビル１Ｆ） 令和2年5月7日 令和2年5月7日 令和8年5月31日 門藤　正輝 新規 飲食店営業
堺食衛第20010289号 しちりん　焼肉一球 北区百舌鳥赤畑町１丁３７‐１０ 072-257-1900 令和2年5月8日 令和2年5月8日 令和8年5月31日 濱口　雄一 新規 飲食店営業
堺食衛第20010285号 こばし 北区中長尾町３丁１‐３ 072-255-1508 令和2年5月13日 令和2年5月13日 令和8年5月31日 小橋　健一 新規 飲食店営業
堺食衛第20010284号 魚活丼丸 北区中長尾町３丁２‐１ 令和2年5月8日 令和2年5月8日 令和8年5月31日 広本　渡司彰 新規 飲食店営業
堺食衛第20010290号 カラオケ　ＵＲＡ 西区浜寺諏訪森町中２丁１６０‐２ 令和2年5月13日 令和2年5月13日 令和8年5月31日 清水　千恵子 新規 飲食店営業
堺食衛第20010294号 焼き鳥　楽笑 西区鳳東町３丁２８５ 令和2年5月11日 令和2年5月11日 令和8年5月31日 中山　晴子 新規 飲食店営業
堺食衛第20010279号 癒しのダイニング　夢ごこち 中区深井沢町３１９３‐３ 072-277-0098 令和2年5月8日 令和2年5月8日 令和8年5月31日 安部　友貴 新規 飲食店営業
堺食衛第20010277号 ＢＡＲ　村上 中区深井沢町３２４１ 103 令和2年5月8日 令和2年5月8日 令和8年5月31日 野田　みどり 新規 飲食店営業
堺食衛第20010286号 あじと 中区福田５１９‐１ 令和2年5月7日 令和2年5月7日 令和8年5月31日 坂上　浩 新規 飲食店営業
堺食衛第20010296号 タイヨーラーメン 美原区平尾４３４‐３ 072-370-7025 令和2年6月2日 令和2年6月2日 令和8年6月30日 松田　太陽 新規 飲食店営業
堺食衛第20010297号 南陽堂 美原区平尾４３４‐３ 072-370-7025 令和2年6月2日 令和2年6月2日 令和8年6月30日 松田　太陽 新規 菓子製造業
堺食衛第20010314号 カラオケスタジオ　アミング 堺区向陵中町４丁７‐２５ 川口ビル１Ｆ 072-257-2266 令和2年5月15日 令和2年5月15日 令和8年5月31日 大浦　恵美 新規 飲食店営業
堺食衛第20010302号 九州ラーメン六五六 堺区向陵東町１丁２‐１８ 令和2年5月8日 令和2年6月1日 令和8年5月31日 河本　彰 更新 飲食店営業
堺食衛第20010310号 きづき 堺区翁橋町１丁２‐５ ｋｅｉ　ｂｕｉｌｄｉｎｇ５Ｆ　Ｂ・Ｃ・Ｄ号072-227-0708 令和2年5月13日 令和2年5月13日 令和8年5月31日 中辻　奈津代 新規 飲食店営業
堺食衛第20010306号 ダイニング・バー　Ｂａｎｙａｎ 堺区櫛屋町東２丁１‐１８ ソフィアビル１０２ 072-229-5537 令和2年5月13日 令和2年5月13日 令和8年5月31日 倉橋　健治 新規 飲食店営業
堺食衛第20010315号 カラオケスタジオ　ＭｏＭｏ 堺区甲斐町東３丁１‐１ 甲斐町ビルＢ１ 072-260-4338 令和2年5月18日 令和2年5月18日 令和8年5月31日 原田　明希 新規 飲食店営業
堺食衛第20010316号 立呑み　庄八 堺区栄橋町１丁１０‐１ ショップ南海堺 令和2年5月18日 令和2年5月18日 令和8年5月31日 坂口　スミ子 新規 飲食店営業
堺食衛第20010311号 カラオケ　マーブル 西区鳳東町４丁３５８ 令和2年5月13日 令和2年5月13日 令和8年5月31日 松本　正子 新規 飲食店営業
堺食衛第20010304号 和風スナック多伽 西区鳳南町２丁１６４ 072-274-4365 令和2年5月8日 令和2年6月1日 令和8年5月31日 松原　勝子 更新 飲食店営業
堺食衛第20010305号 心音 東区丈六１８３‐５ 令和2年5月8日 令和2年6月1日 令和8年5月31日 奥村　公美 更新 飲食店営業
堺食衛第20010301号 浪花イベントフードサービス 堺市内一円 令和2年5月8日 令和2年6月1日 令和7年5月31日 下城　満明 更新 飲食店営業（露店）
堺食衛第20010307号 Ｌｅｍｏｎ　Ｃａｆｅ 堺市内一円 令和2年5月8日 令和2年5月8日 令和7年5月31日 北村　まゆみ 新規 菓子製造業（自動車）
堺食衛第20010308号 Ｌｅｍｏｎ　Ｃａｆｅ 堺市内一円 令和2年5月8日 令和2年5月8日 令和7年5月31日 北村　まゆみ 新規 飲食店営業（自動車）
堺食衛第20010328号 ばんちゃん家 堺区戎之町東１丁２‐２４ アバンティ戎之町３Ｆ 令和2年5月20日 令和2年5月20日 令和8年5月31日 足利　佳美 新規 飲食店営業
堺食衛第20010325号 ＢＡＲ　エ・アロール 北区中百舌鳥町５丁８０３‐３ シュライクシャチビル地下１０９072-254-0098 令和2年5月11日 令和2年6月1日 令和8年5月31日 中山　洋子 更新 飲食店営業
堺食衛第20010330号 いか食堂 西区鳳中町１０丁３‐３ 令和2年5月15日 令和2年5月15日 令和8年5月31日 石原　貴史 新規 飲食店営業
堺食衛第20010329号 ＢＡＲ　ＭＡＴＳＵＭＵＲＡ 東区日置荘西町１丁２４‐５３ 072-288-5050 令和2年5月15日 令和2年5月15日 令和8年5月31日 松村　康二郎 新規 飲食店営業
堺食衛第20010326号 ブーランジェリ・エ・カフェ　Ｏｂｊｅｔ 南区茶山台３丁２６‐４ 072-292-0078 令和2年5月11日 令和2年6月1日 令和8年5月31日 桝本　充美 更新 飲食店営業
堺食衛第20010332号 炭火焼鳥　鳥九 堺区北瓦町２丁３‐２３ 072-224-7719 令和2年5月12日 令和2年6月1日 令和8年5月31日 木村　英明 更新 飲食店営業
堺食衛第20010333号 鉄板バル　ＨＩＬＯ☆宗友 堺区中瓦町２丁３‐２０ 令和2年5月12日 令和2年6月1日 令和8年5月31日 宗友　浩 更新 飲食店営業
堺食衛第20010334号 Ｆｒａｎ 西区浜寺元町１丁１６‐１ 令和2年5月20日 令和2年5月20日 令和8年5月31日 廣瀬　文子 新規 飲食店営業
堺食衛第20010339号 カラオケ蓮華 堺区緑ヶ丘北町３丁２‐２ 令和2年5月15日 令和2年5月15日 令和8年5月31日 福永　友志 新規 飲食店営業
堺食衛第20010349号 ジャン 堺区新在家町西４丁４‐１８ 令和2年5月13日 令和2年6月1日 令和8年5月31日 石原　久子 更新 飲食店営業
堺食衛第20010335号 カラオケ　としちゃん 北区蔵前町１丁２‐３７ 令和2年5月15日 令和2年5月15日 令和8年5月31日 坂梨　敏子 新規 飲食店営業
堺食衛第20010348号 鼎　伊藤商店 西区浜寺南町１丁２‐６ 072-267-6666 令和2年5月13日 令和2年6月1日 令和8年5月31日 伊藤　浩一 更新 飲食店営業
堺食衛第20010342号 スナック　上野芝 西区上野芝町２丁２‐２ 令和3年1月27日 令和3年1月27日 令和9年1月31日 桝田　脩美 新規 飲食店営業
堺食衛第20010351号 ヒュル 堺区中瓦町１丁３‐２３ スイスビル２Ｆ 072-228-0277 令和2年5月15日 令和2年5月15日 令和8年5月31日 古下　ヤヱ子 新規 飲食店営業
堺食衛第20010352号 乾杯 堺区新町４‐１ ＮＫアクトビル２０１号072-223-8561 令和2年5月15日 令和2年5月15日 令和8年5月31日 水戸部　明美 新規 飲食店営業
堺食衛第20010357号 歌謡スタジオ　あすか 北区野遠町４８２‐４ 072-259-1333 令和2年5月14日 令和2年6月1日 令和8年5月31日 松本　道信 更新 飲食店営業
堺食衛第20010353号 カナディアンクラブハウス 北区黒土町２３７１ 072-259-7834 令和2年5月14日 令和2年6月1日 令和8年5月31日 小林　圭太 更新 飲食店営業
堺食衛第20010360号 麦一 北区北長尾町１丁４‐３ 令和2年5月14日 令和2年6月1日 令和8年5月31日 村上　政司 更新 飲食店営業
堺食衛第20010356号 母恵夢 東区日置荘北町１丁２８‐５ 072-286-6267 令和2年5月14日 令和2年6月1日 令和8年5月31日 松本　テルミ 更新 飲食店営業
堺食衛第20010369号 シンデレラ・ストーリー 堺区向陵東町２丁６‐１３ クリーンハイム三松１０２号072-269-4170 令和2年5月19日 令和2年5月19日 令和8年5月31日 村上　雄剛 新規 飲食店営業
堺食衛第20010365号 たこ焼鉄板　いろは 中区東山２４５‐１２ 令和2年5月15日 令和2年6月1日 令和8年5月31日 大町　良美 更新 飲食店営業
堺食衛第20010370号 ラナン菓子店 中区深井中町１９９４‐４ キョクヨウビル１Ｆ１０２072-267-4908 令和2年5月21日 令和2年5月21日 令和8年5月31日 芦田　裕利子 新規 菓子製造業
堺食衛第20010368号 萬家 東区丈六１７１‐２０ コーエイパレス北野田５Ｆ 令和2年5月20日 令和2年5月20日 令和8年5月31日 加藤　美穂 新規 飲食店営業
堺食衛第20010373号 おそとＤＥごはん 堺市内一円 令和2年5月15日 令和2年5月15日 令和7年5月31日 東尾　幸治 新規 飲食店営業（露店）
堺食衛第20010374号 居酒屋　きん八 堺区向陵中町４丁４‐１ 072-257-9363 令和2年7月1日 令和2年7月1日 令和8年6月30日 髙橋　千由 新規 飲食店営業
堺食衛第20010388号 ファミリーマート　堺一条通店 堺区一条通５‐２６ 072-225-5018 令和2年5月18日 令和2年6月1日 令和8年5月31日 井上　高弘 更新 飲食店営業
堺食衛第20010380号 樹苑 堺区東上野芝町１丁１４２‐８ 072-245-7737 令和2年5月29日 令和2年5月29日 令和8年5月31日 泉谷　勇樹 新規 食肉販売業
堺食衛第20010379号 ＭＯＣＨＡ 北区中百舌鳥町５丁８０３‐３ シュライク・シャチビル１０５号090-3489-3162 令和2年5月21日 令和2年5月21日 令和8年5月31日 齋藤　道生 新規 飲食店営業
堺食衛第20010375号 ｓｎａｃｋ　彩 北区北長尾町４丁２‐１ 令和2年5月25日 令和2年5月25日 令和8年5月31日 入倉　彩香 新規 飲食店営業
堺食衛第20010378号 カラオケ喫茶　琴音 西区浜寺石津町西４丁１‐１８丸栄ビル１０４号 令和2年5月20日 令和2年5月20日 令和8年5月31日 市来　八重子 新規 飲食店営業
堺食衛第20010387号 ピッコロ 西区平岡町３１７‐４ 072-274-9810 令和2年5月18日 令和2年6月1日 令和8年5月31日 中條　忠雄 更新 飲食店営業
堺食衛第20010409号 上等カレー　中環大泉緑地店 北区金岡町１９２‐１ 072-253-2607 令和2年5月21日 令和2年5月21日 令和8年5月31日 梶原　翔 新規 飲食店営業
堺食衛第20010401号 居酒屋　かおる 北区百舌鳥西之町３丁６２６ 令和2年5月19日 令和2年6月1日 令和8年5月31日 早田　三枝子 更新 飲食店営業



堺食衛第20010420号 ホルモン　カモメ 堺区出島町２丁６‐２９ 072-244-5572 令和2年5月20日 令和2年6月1日 令和8年5月31日 小島　将人 更新 飲食店営業
堺食衛第20010411号 小鉄 堺区錦之町西１丁１‐１６ 令和2年5月28日 令和2年5月28日 令和8年5月31日 邨居　直哉 新規 飲食店営業
堺食衛第20010415号 カラオケ　ちゃうちゃう 中区八田北町４０１‐１ 令和2年5月21日 令和2年5月21日 令和8年5月31日 髙木　文夫 新規 飲食店営業
堺食衛第20010416号 つまみ喰い 中区八田北町４１１‐１ 令和2年5月20日 令和2年6月1日 令和8年5月31日 藤原　公也 更新 飲食店営業
堺食衛第20010429号 喫茶　バロン 堺区香ヶ丘町１丁１３‐１９ 令和2年5月25日 令和2年5月25日 令和8年5月31日 依田　はるみ 新規 飲食店営業
堺食衛第20010422号 スナック恵子 堺区戎之町東１丁２‐３ グランド戎本館１Ｆ 令和2年5月22日 令和2年5月22日 令和8年5月31日 大瀧　昭夫 新規 飲食店営業
堺食衛第20010427号 スナック　雅 西区浜寺石津町西３丁５‐１５福田ビル５－Ａ 令和2年5月25日 令和2年5月25日 令和8年5月31日 二神　夏美 新規 飲食店営業
堺食衛第20010428号 末広寿司 西区上野芝町４丁６‐８ 令和2年5月25日 令和2年5月25日 令和8年5月31日 雪本　親 新規 飲食店営業
堺食衛第20010426号 三海 西区鳳東町４丁３５０‐１ 令和2年6月17日 令和2年6月17日 令和8年6月30日 柴田　智基 新規 飲食店営業
堺食衛第20010430号 アカリ珈琲 堺区南島町２丁５９ 072-229-3545 令和2年5月22日 令和2年6月1日 令和8年5月31日 坂本　尚之 更新 飲食店営業
堺食衛第20010438号 Ｌｏｕｎｇｅ　ＡＮＧＩＥ 堺区熊野町東２丁１‐１０ 米澤ビルⅡ３０６ 令和2年5月27日 令和2年5月27日 令和8年5月31日 上田　朋美 新規 飲食店営業
堺食衛第20010432号 奈奈 北区中長尾町２丁３‐１７ 令和2年5月22日 令和2年6月1日 令和8年5月31日 木寺　薫 更新 飲食店営業
堺食衛第20010443号 アトリエ・アキ 西区菱木２丁２１３４‐１ 令和2年6月5日 令和2年6月5日 令和8年6月30日 宮野　彰裕 新規 菓子製造業
堺食衛第20010435号 チューリップ 中区田園１０６７‐６ 072-205-5101 令和2年5月22日 令和2年6月1日 令和8年5月31日 池側　友子 更新 飲食店営業
堺食衛第20010448号 ローソン堺一条通北店 堺区一条通２０‐５ 令和2年5月25日 令和2年7月1日 令和8年6月30日 安川　典男 更新 飲食店営業
堺食衛第20010457号 横濱家系ラーメン神山 堺区中瓦町１丁３‐６ 令和2年5月25日 令和2年6月1日 令和8年5月31日 神山　智博 更新 飲食店営業
堺食衛第20010461号 弥次平 堺区熊野町東１丁２‐１４ 072-221-0579 令和2年5月25日 令和2年7月1日 令和8年6月30日 木村　克幸 更新 飲食店営業
堺食衛第20010464号 手打ちうどんそば処　香川 堺区栄橋町２丁４‐１ 令和2年5月25日 令和2年6月1日 令和8年5月31日 山下　忠 更新 飲食店営業
堺食衛第20010458号 すし嘉 北区中長尾町３丁５‐２３ 072-253-3527 令和2年5月25日 令和2年6月1日 令和8年5月31日 安達　節季生 更新 飲食店営業
堺食衛第20010472号 ひよこ　。 西区浜寺石津町中３丁１５‐１８ 令和2年6月1日 令和2年6月1日 令和8年5月31日 楠本　智子 新規 飲食店営業
堺食衛第20010446号 晩酌おかえりなさい 西区鳳東町６丁５８４ 072-274-5315 令和2年5月25日 令和2年6月1日 令和8年5月31日 内田　悦子 更新 飲食店営業
堺食衛第20010459号 和風スナック　夕月 中区深井沢町３１９６ 沙羅樹ビル２Ｆ 令和2年5月26日 令和2年5月26日 令和8年5月31日 神山　敏美 新規 飲食店営業
堺食衛第20010471号 歌うスタジオ　うぐいす 中区土師町３丁２４‐１０ 072-281-5220 令和2年5月28日 令和2年5月28日 令和8年5月31日 乾　文代 新規 飲食店営業
堺食衛第20010460号 ロリアン　クレープ 東区白鷺町１丁９‐１７ 令和2年5月25日 令和2年6月1日 令和8年5月31日 白野　佳子 更新 菓子製造業
堺食衛第20010447号 お好み焼　和 東区日置荘西町１丁３‐１ 令和2年5月25日 令和2年6月1日 令和8年5月31日 田中　良忠 更新 飲食店営業
堺食衛第20010466号 ローソン堺美原丹上店 美原区丹上１０７‐１ 072-361-1775 令和2年7月27日 令和2年7月27日 令和8年7月31日 西薗　智恵子 新規 飲食店営業
堺食衛第20010465号 ＢＡＲ　Ｗｉｎｋ 南区野々井１７８‐８ 進化第９ビル２０１ 令和2年5月28日 令和2年5月28日 令和8年5月31日 清吾　堅也 新規 飲食店営業
堺食衛第20010475号 レストハウス浜寺 西区浜寺公園町２丁 浜寺公園内 令和2年6月5日 令和2年6月5日 令和8年6月30日 高田　裕也 新規 飲食店営業
堺食衛第20010476号 ななつぼ屋 東区日置荘西町１丁２０‐１０ １Ｆ 令和2年6月2日 令和2年6月2日 令和8年6月30日 雨宮　由紀 新規 飲食店営業
堺食衛第20010477号 カラオケ　マキ 南区野々井１７８‐８ 進化第９ビル２Ｆ 令和2年5月28日 令和2年5月28日 令和8年5月31日 石田　マキ 新規 飲食店営業
堺食衛第20010491号 Ｌｏｕｎｇｅ　彩 堺区熊野町東２丁１‐１０ 米澤ビルⅡ２階２０６号072-229-5088 令和2年6月9日 令和2年6月9日 令和8年6月30日 桜井　亜由子 新規 飲食店営業
堺食衛第20010487号 カラオケ喫茶　シルク 西区鳳西町１丁２‐３ 令和2年5月27日 令和2年7月1日 令和8年6月30日 大坂　絹江 更新 飲食店営業
堺食衛第20010488号 大商大堺高校食堂 中区堀上町３５８ 令和2年5月27日 令和2年7月1日 令和8年6月30日 石川　武史 更新 飲食店営業
堺食衛第20010495号 ローソン方違神社前店 堺区南田出井町４丁７４‐１ 072-223-2722 令和2年5月28日 令和2年6月1日 令和8年5月31日 中野　英二 更新 飲食店営業
堺食衛第20010499号 Ｃｏｆｆｅｅ　Ｈｏｕｓｅ　Ａｉ 堺区旭ヶ丘北町３丁３‐１ 072-244-7214 令和2年5月28日 令和2年7月1日 令和8年6月30日 赤野　純一郎 更新 飲食店営業
堺食衛第20010502号 涼 中区深井清水町３１９８ 072-279-9276 令和2年6月1日 令和2年6月1日 令和8年5月31日 木下　徳弘 新規 飲食店営業
堺食衛第20010501号 Ｍｉｒｉｓｅ－ミライズ－ 中区小阪７３‐２ 小阪ビル１Ｆ 令和2年6月1日 令和2年6月1日 令和8年5月31日 谷口　美由紀 新規 飲食店営業
堺食衛第20010507号 スナックなぎさ 堺区住吉橋町１丁１‐９ 令和2年6月12日 令和2年6月12日 令和8年6月30日 堺　ヤス子 新規 飲食店営業
堺食衛第20010510号 スナック　ラルジャン 中区深井沢町３１０８ 令和2年5月29日 令和2年6月1日 令和8年5月31日 奥中　澄子 更新 飲食店営業
堺食衛第20010511号 Ａｒｔｅｍｉｓ 東区丈六１７１‐２０ コーエイパレス北野田６Ｆ 令和2年5月29日 令和2年6月1日 令和8年5月31日 田中　純子 更新 飲食店営業
堺食衛第20010521号 くすのき 堺区甲斐町東２丁１‐４４ 072-233-5377 令和2年6月1日 令和2年7月1日 令和8年6月30日 小田　ハタ江 更新 飲食店営業
堺食衛第20010518号 喫茶　サロック 中区上之３９９‐２ 令和2年6月1日 令和2年7月1日 令和8年6月30日 大谷　康代 更新 飲食店営業
堺食衛第20010514号 スナック洋子 東区丈六１７１‐２０ コーエイパレスビル４Ｆ 令和2年6月4日 令和2年6月4日 令和8年6月30日 角田　明子 新規 飲食店営業
堺食衛第20010516号 ライオンパーラー 堺市内一円 令和2年6月1日 令和2年6月1日 令和7年5月31日 森島　咲希 新規 菓子製造業（自動車）
堺食衛第20010530号 南曜堂 堺区南旅篭町東１丁２‐７ 072-233-1513 令和2年6月2日 令和2年7月1日 令和8年6月30日 岡田　泰人 更新 菓子製造業
堺食衛第20010527号 南曜堂工場 堺区南旅篭町東１丁２‐２５ 令和2年6月3日 令和2年6月3日 令和8年6月30日 岡田　泰人 新規 菓子製造業
堺食衛第20010528号 お肉屋さんのランチ　ｍｏｇ　ｍｏｇ 西区浜寺諏訪森町中２丁１６９‐８ 令和2年6月5日 令和2年6月5日 令和8年6月30日 植田　光世 新規 飲食店営業
堺食衛第20010529号 西堺警察署内　大福食堂 西区鳳東町４丁３８８ 072-274-1234 令和2年6月2日 令和2年7月1日 令和8年6月30日 林　積 更新 飲食店営業
堺食衛第20010525号 スマイル　キッチン 堺市内一円 令和2年6月2日 令和2年6月2日 令和7年6月30日 東末　かおる 新規 飲食店営業（露店）
堺食衛第20010526号 スマイル　キッチン 堺市内一円 令和2年6月2日 令和2年6月2日 令和7年6月30日 東末　かおる 新規 菓子製造業（露店）
堺食衛第20010539号 セブン‐イレブン　旭ヶ丘北町１丁店 堺区旭ヶ丘北町１丁６‐２６ 令和2年6月3日 令和2年6月3日 令和8年6月30日 佃　文彦 新規 飲食店営業
堺食衛第20010535号 瑞夏 中区堀上町１０３３ サーティーワンビル３Ｆ 令和2年7月16日 令和2年7月16日 令和8年7月31日 畑中　憲子 新規 飲食店営業
堺食衛第20010537号 ｍａｍｅ２１ 堺市内一円 令和2年6月3日 令和2年6月3日 令和7年6月30日 溝上　正展 新規 菓子製造業（自動車）
堺食衛第20010538号 ｍａｍｅ２１ 堺市内一円 令和2年6月3日 令和2年6月3日 令和7年6月30日 溝上　正展 新規 喫茶店営業（自動車）
堺食衛第20010543号 ピアノン 堺区一条通１９‐２７ 大成レジャービル３Ｆ072-229-7087 令和2年6月4日 令和2年6月4日 令和8年6月30日 伊波　まゆみ 新規 飲食店営業
堺食衛第20010547号 力横綱 北区中百舌鳥町４丁５９６ 072-252-2008 令和2年6月4日 令和2年7月1日 令和8年6月30日 永渕　祥浩 更新 飲食店営業
堺食衛第20010544号 ＨＴＴ台湾 堺市内一円 令和2年6月4日 令和2年6月4日 令和7年6月30日 沼田　知純 新規 飲食店営業（自動車）
堺食衛第20010557号 味通り 堺区栄橋町２丁１‐２ 072-238-3550 令和2年6月5日 令和2年6月5日 令和8年6月30日 藤田　健 新規 飲食店営業
堺食衛第20010558号 もず六 北区中百舌鳥町６丁１００１ 令和2年6月5日 令和2年7月1日 令和8年6月30日 高木　秀人 更新 飲食店営業
堺食衛第20010553号 ｋｏｔｋａ 西区浜寺諏訪森町中２丁１８６‐１５ロイヤルプチマンション２０２号 令和2年7月30日 令和2年7月30日 令和8年7月31日 岩垣　訓夫 新規 菓子製造業
堺食衛第20010554号 肉の雅屋　堺げんき店 南区大庭寺６２２ スーパーげんき　堺げんき店内 令和2年6月5日 令和2年7月1日 令和8年6月30日 鳴神　英明 更新 食肉販売業
堺食衛第20010556号 みかわ屋 堺市内一円 令和2年6月5日 令和2年6月5日 令和7年6月30日 浅香　正己 新規 飲食店営業（露店）
堺食衛第20010568号 食亭　ひらひら 堺区向陵中町６丁３‐３ 072-257-7999 令和2年6月8日 令和2年7月1日 令和8年6月30日 細谷　恭寛 更新 飲食店営業
堺食衛第20010573号 Ｄｅｌｉ　Ｄｅｌｉ 堺区築港八幡町１‐１ 堺浜えんため館２Ｆフードコート 令和2年6月10日 令和2年6月10日 令和8年6月30日 長岡　利明 新規 飲食店営業
堺食衛第20010576号 ｃａｆｅ　ｋｉｔｃｈｅｎ　ｐｅｃｏ 堺区材木町西２丁１‐１５ サンポートハイム堺１階080-6255-9430 令和2年6月16日 令和2年6月16日 令和8年6月30日 青木　直子 新規 飲食店営業
堺食衛第20010571号 喫茶軽食　セピア 北区中長尾町３丁２‐１ 072-255-9311 令和2年6月8日 令和2年7月1日 令和8年6月30日 澁谷　サヨ子 更新 飲食店営業
堺食衛第20010572号 クラブ　ルイ 中区深井沢町３２６３ 072-281-1020 令和2年6月8日 令和2年7月1日 令和8年6月30日 澤埜　昭彦 更新 飲食店営業
堺食衛第20010575号 呑猿 東区北野田１０８９ ベルカレント１０４ 令和2年6月29日 令和2年6月29日 令和8年6月30日 中口　良輔 新規 飲食店営業
堺食衛第20010580号 ８７１０．ＬＯＶＥ 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 万年　隆 新規 飲食店営業（自動車）
堺食衛第20010586号 阪本精肉 堺区五月町２‐３０ 中畑ビル１０４ 令和2年6月16日 令和2年6月16日 令和8年6月30日 澤木　三喜雄 新規 食肉処理業
堺食衛第20010582号 喫茶　クレール 堺区出島町３丁１０‐１１ 令和2年6月9日 令和2年7月1日 令和8年6月30日 木村　淳子 更新 飲食店営業
堺食衛第20010585号 Ｓｎａｃｋ　ＴＨＲＥＥ 堺区熊野町東１丁１‐１２ マリンプラザ天神ビル３Ａ 令和2年6月17日 令和2年6月17日 令和8年6月30日 辻　渚 新規 飲食店営業
堺食衛第20010590号 豚麺 北区中百舌鳥町５丁７９８‐７ 072-257-1430 令和2年6月9日 令和2年7月1日 令和8年6月30日 入船　幸太郎 更新 飲食店営業
堺食衛第20010587号 サフラン 北区大豆塚町１丁２８ 令和2年6月9日 令和2年7月1日 令和8年6月30日 今林　佳予子 更新 飲食店営業
堺食衛第20010588号 お好み焼　みふく 中区八田西町３丁１‐２０ 令和2年6月9日 令和2年7月1日 令和8年6月30日 佃井　功治 更新 飲食店営業
堺食衛第20010581号 クレープ　Ｃｈｏｕ　ｃｈｏｕ 東区石原町２丁２５９ 令和2年6月18日 令和2年6月18日 令和8年6月30日 細川　天麻 新規 飲食店営業
堺食衛第20010589号 ＷＨＩＴＥ　ＡＲＲＯＷ 東区白鷺町１丁１７‐１６ レグレットハマヤ１階 令和2年6月9日 令和2年8月1日 令和8年7月31日 中島　とも子 更新 飲食店営業
堺食衛第20010583号 ＯＨＸ．ｃａｆｅ 堺市内一円 令和2年6月9日 令和2年6月9日 令和7年6月30日 石原　智也 新規 飲食店営業（自動車）
堺食衛第20010597号 うれしの 北区南花田町７９‐８ 072-254-2585 令和2年6月10日 令和2年6月10日 令和8年6月30日 松田　英樹 新規 飲食店営業
堺食衛第20010594号 いずみ食堂 中区土師町２丁３０‐２１ 令和2年6月10日 令和2年7月1日 令和8年6月30日 泉　力 更新 飲食店営業
堺食衛第20010596号 居酒屋　らんぷ 東区北野田１００‐１ ＹＳビル１０２ 令和2年6月10日 令和2年7月1日 令和8年6月30日 中瀬　玲子 更新 飲食店営業
堺食衛第20010598号 ｆｌｏｗｅｒ 美原区北余部４５２‐４ 令和2年6月16日 令和2年6月16日 令和8年6月30日 中浦　邦子 新規 飲食店営業
堺食衛第20010599号 てげてげ 南区稲葉２丁３０１８‐１ 072-271-9204 令和2年8月24日 令和2年8月24日 令和8年8月31日 原田　勝徳 新規 飲食店営業
堺食衛第20010600号 惣兵衛 堺市内一円 令和2年6月10日 令和2年6月10日 令和7年6月30日 立石　鉄也 新規 飲食店営業（露店）
堺食衛第20010602号 喫茶　坂 西区浜寺諏訪森町東２丁１２４‐１７ 072-265-6059 令和2年6月11日 令和2年7月1日 令和8年6月30日 坂内　保子 更新 飲食店営業
堺食衛第20010601号 ｔｒｅｆｌｅ 中区深井沢町３１４３‐１０３ 072-275-7722 令和2年6月11日 令和2年7月1日 令和8年6月30日 田中　幸二 更新 菓子製造業
堺食衛第20010603号 スナック　グロー 中区深井沢町３２４１ ヴァリー深井１０６ 072-270-0044 令和2年6月11日 令和2年8月1日 令和8年7月31日 豊村　新吾 更新 飲食店営業
堺食衛第20010606号 Ｂａｒ　ａｍａｒａｃｈ 北区百舌鳥梅町１丁２‐１６ 072-283-7162 令和2年6月12日 令和2年7月1日 令和8年6月30日 水野　明世 更新 飲食店営業
堺食衛第20010608号 喰酒屋　ぼく 中区小阪２６８‐８ 令和2年6月12日 令和2年7月1日 令和8年6月30日 中谷　和之 更新 飲食店営業
堺食衛第20010627号 ねぼけ堂 堺区少林寺町西２丁２‐２６ 072-238-8232 令和2年6月17日 令和2年6月17日 令和8年6月30日 西渕　圭一 新規 菓子製造業
堺食衛第20010624号 ダイニング　Ｎ 堺区大浜北町２丁５‐４ 令和2年6月17日 令和2年6月17日 令和8年6月30日 野田　浩 新規 飲食店営業
堺食衛第20010625号 Ｆｒａｎ 西区浜寺元町１丁１６‐１ シャトー浜寺１Ｆ 令和2年6月15日 令和2年6月15日 令和8年6月30日 廣瀬　雅子 新規 飲食店営業
堺食衛第20010619号 重 美原区菅生６６１‐５ 令和2年6月15日 令和2年7月1日 令和8年6月30日 芝本　則夫 更新 飲食店営業
堺食衛第20010609号 ローソン堺高尾一丁店 南区高尾１丁４１２‐１ 令和2年6月15日 令和2年7月1日 令和8年6月30日 松村　満夫 更新 飲食店営業
堺食衛第20010628号 全屋食品 堺市内一円 令和2年6月15日 令和2年6月15日 令和7年6月30日 全屋　博美 新規 飲食店営業（露店）
堺食衛第20010632号 ローソン　なかもず駅前店 北区中百舌鳥町５丁２２‐２３ 072-250-1811 令和2年6月18日 令和2年6月18日 令和8年6月30日 辻野　真紀 新規 飲食店営業
堺食衛第20010629号 カラオケいこいの店　和ちゃん 西区鳳南町３丁１７５‐３ 令和2年6月24日 令和2年6月24日 令和8年6月30日 森田　カズ子 新規 飲食店営業
堺食衛第20010636号 東海とうふ店 中区深井沢町３０６ 令和2年6月16日 令和2年7月1日 令和8年6月30日 東海　米男 更新 豆腐製造業
堺食衛第20010631号 きまぐれＫｉｔｃｈｅｎ　ＯｔｔＯ 東区丈六１８３‐６４ 令和2年6月22日 令和2年6月22日 令和8年6月30日 大門　加代子 新規 飲食店営業
堺食衛第20010638号 喫茶＆郷土料理　美園 美原区北余部５３ 072-361-4943 令和2年6月16日 令和2年7月1日 令和8年6月30日 中濱　史典 更新 飲食店営業
堺食衛第20010647号 カラオケ　すずめ 堺区東湊町３丁２２２‐３ 令和2年6月18日 令和2年6月18日 令和8年6月30日 村上　よし子 新規 飲食店営業
堺食衛第20010643号 鳥処　しん 堺区戎之町東２丁１‐７ 菅原ビル１０８ 072-232-5544 令和2年6月17日 令和2年6月17日 令和8年6月30日 小泉　拓也 新規 飲食店営業
堺食衛第20010641号 コロンボ 堺区中之町西１丁１‐１５ 令和2年6月17日 令和2年7月1日 令和8年6月30日 岩井　淑子 更新 飲食店営業
堺食衛第20010640号 よし乃 北区蔵前町１丁２‐３８ 令和2年6月17日 令和2年7月1日 令和8年6月30日 松野　一枝 更新 飲食店営業
堺食衛第20010646号 カラオケ　すずめ 中区土師町３丁３２‐３０ 072-245-9908 令和2年6月18日 令和2年6月18日 令和8年6月30日 村上　よし子 新規 飲食店営業
堺食衛第20010654号 三幸 堺区南島町５丁１５７ 072-229-0382 令和2年6月18日 令和2年7月1日 令和8年6月30日 山尾　登里子 更新 飲食店営業
堺食衛第20010650号 さくらや 堺区南半町東１丁１‐１８ 072-232-5115 令和2年6月18日 令和2年7月1日 令和8年6月30日 西村　昭夫 更新 菓子製造業
堺食衛第20010653号 焼肉　トラジ 西区上野芝町２丁６‐３３ 072-270-1082 令和2年6月18日 令和2年8月1日 令和8年7月31日 福田　相佑 更新 飲食店営業
堺食衛第20010657号 ８９４０　屋久島 中区福田６２１‐６ 令和2年6月22日 令和2年6月22日 令和8年6月30日 岩川　ゆかり 新規 飲食店営業
堺食衛第20010661号 ＢＥＢＥ　ＣＡＦＥ 北区金岡町１２７８‐１３ 072-247-8118 令和2年6月19日 令和2年7月1日 令和8年6月30日 中嶋　依子 更新 飲食店営業
堺食衛第20010662号 川進 堺市内一円 令和2年6月19日 令和2年7月1日 令和7年6月30日 川口　進 更新 飲食店営業（露店）
堺食衛第20010659号 ＭＡＲ　ＲＩＣＯ 堺市内一円 令和2年6月19日 令和2年6月19日 令和7年6月30日 佐々木　海人 新規 飲食店営業（自動車）
堺食衛第20010663号 スナック　ゆか 堺区翁橋町１丁５‐６ グランド翁橋５号館１Ｆ１１１号室 令和2年6月29日 令和2年6月29日 令和8年6月30日 崔　光順 新規 飲食店営業
堺食衛第20010678号 ＮＯＲＥ 堺区戎之町東１丁１‐２８ グランド戎別館３０１号 令和2年6月22日 令和2年7月1日 令和8年6月30日 申　正子 更新 飲食店営業
堺食衛第20010664号 カラオケ喫茶　フレンド 堺区熊野町西１丁１‐９ 令和2年6月26日 令和2年6月26日 令和8年6月30日 邨居　恵子 新規 飲食店営業
堺食衛第20010676号 北区金岡町１１８２‐２６ 072-257-3820 令和2年6月22日 令和2年7月1日 令和8年6月30日 亀井　修 更新 飲食店営業
堺食衛第20010675号 栄助寿し 北区東三国ヶ丘町５丁３‐７ 令和2年6月22日 令和2年8月1日 令和8年7月31日 三宅　克幸 更新 飲食店営業
堺食衛第20010667号 スナック　マドンナ 中区田園１０６６‐１７ 令和2年6月25日 令和2年6月25日 令和8年6月30日 植田　勝江 新規 飲食店営業
堺食衛第20010665号 カレーハウスＣｏＣｏ壱番屋　岸和田インター店堺市内一円 令和2年6月22日 令和2年6月22日 令和7年6月30日 山口　直哉 新規 飲食店営業（自動車）



堺食衛第20010668号 Ｚｅｒｏ企画　００９学園 堺市内一円 令和2年6月22日 令和2年6月22日 令和7年6月30日 荻野　俊一 新規 飲食店営業（露店）
堺食衛第20010669号 Ｚｅｒｏ企画　００９学園 堺市内一円 令和2年6月22日 令和2年6月22日 令和7年6月30日 荻野　俊一 新規 菓子製造業（露店）
堺食衛第20010712号 ラウンジ　ミライ 堺区翁橋町１丁９‐４ 山本ビル１Ｆ 令和2年6月24日 令和2年6月24日 令和8年6月30日 梶　隼斗 新規 飲食店営業
堺食衛第20010706号 小料理　なかむら 堺区戎之町東１丁２‐８ 080-4244-2792 令和2年6月23日 令和2年7月1日 令和8年6月30日 中村　輝枝 更新 飲食店営業
堺食衛第20010704号 浪漫 堺区大町西３丁２‐１０ フェニックス横丁 令和2年6月23日 令和2年7月1日 令和8年6月30日 佐尾山　榮子 更新 飲食店営業
堺食衛第20010708号 カラオケＳ．Ａ．Ｒ．． 中区深井東町３４５‐３ 令和2年9月23日 令和2年9月23日 令和8年9月30日 松本　小夜子 新規 飲食店営業
堺食衛第20010711号 カラオケいづみ／ｔａｕ＿ｔａｕ 中区東八田２５７‐１ 072-236-1656 令和2年6月24日 令和2年6月24日 令和8年6月30日 中田　七海 新規 飲食店営業
堺食衛第20010709号 花咲く　さくらうどん 南区泉田中１０３‐１ 進化第５ビル 令和2年7月6日 令和2年7月6日 令和8年7月31日 和田　章嗣 新規 飲食店営業
堺食衛第20010707号 府立堺西高等学校　校内食堂 南区桃山台４丁１６ 令和2年6月24日 令和2年6月24日 令和8年6月30日 上野　仁美 新規 飲食店営業
堺食衛第20010710号 旅する象 堺市内一円 令和2年6月23日 令和2年6月23日 令和7年6月30日 高桑　裕紀子 新規 飲食店営業（自動車）
堺食衛第20010726号 鉄板焼ステーキ大國 堺区柏木町２丁２‐２７ 第一ワールドハイツ石津１０２号072-245-8929 令和2年6月24日 令和2年8月1日 令和8年7月31日 大國　孝之 更新 飲食店営業
堺食衛第20010722号 喫茶　ジュリアン 北区百舌鳥西之町３丁６２７ 令和2年6月24日 令和2年8月1日 令和8年7月31日 吉良　佐紀子 更新 飲食店営業
堺食衛第20010720号 空 中区深井清水町３７３１ 072-281-2002 令和2年6月24日 令和2年7月1日 令和8年6月30日 藤田　博文 更新 飲食店営業
堺食衛第20010718号 肉の雅屋　堺げんき店 南区大庭寺６２２ スーパーげんき　堺げんき店内 令和2年7月1日 令和2年7月1日 令和8年6月30日 鳴神　英明 新規 食肉処理業
堺食衛第20010723号 アヴァレス 南区野々井１７８‐５ 令和2年6月24日 令和2年7月1日 令和8年6月30日 渡邊　裕也 更新 飲食店営業
堺食衛第20010727号 ＢＡＲ　ＮＯＩＲ 堺区甲斐町東１丁１‐１９ 050-1184-0036 令和2年8月4日 令和2年8月4日 令和8年8月31日 山村　孝一 新規 飲食店営業
堺食衛第20010730号 宿院食堂　バル４７・４７ 堺区宿院町東４丁１‐２ ヨークフェニックスＢ１072-225-5550 令和2年6月25日 令和2年8月1日 令和8年7月31日 科埜　政武 更新 飲食店営業
堺食衛第20010729号 ひさちゃん 堺区南半町西２丁４‐２ 令和2年6月25日 令和2年8月1日 令和8年7月31日 衛藤　京子 更新 飲食店営業
堺食衛第20010732号 静 北区北花田町４丁９６‐１５ 令和2年6月25日 令和2年8月1日 令和8年7月31日 大友　正明 更新 飲食店営業
堺食衛第20010734号 新水仙 中区深井中町１８９７‐１ 072-270-0908 令和2年6月25日 令和2年7月1日 令和8年6月30日 宮本　アサ子 更新 飲食店営業
堺食衛第20010733号 鮨樽 南区原山台１丁１４‐１４ 令和2年6月25日 令和2年8月1日 令和8年7月31日 齊藤　勝美 更新 飲食店営業
堺食衛第20010731号 喫茶　エリカ 南区御池台３丁１‐１５ 令和2年6月25日 令和2年8月1日 令和8年7月31日 上地　晴美 更新 飲食店営業
堺食衛第20010739号 ＴＥＲＲＯＲＩＳＴ 堺区翁橋町１丁５‐３ エルクエスト４０５号室 令和2年7月3日 令和2年7月3日 令和8年7月31日 遠山　正 新規 飲食店営業
堺食衛第20010743号 クチーナＰＥＰＥ 堺区北三国ヶ丘町８丁３‐２２ 072-221-9185 令和2年6月29日 令和2年7月1日 令和8年6月30日 後藤　紅司 更新 飲食店営業
堺食衛第20010749号 すなっく　こころ 堺区向陵東町３丁６‐３４ 090-3928-8723 令和2年6月30日 令和2年6月30日 令和8年6月30日 岡田　依子 新規 飲食店営業
堺食衛第20010746号 たかくら 堺区翁橋町１丁２‐４ 翁橋ビル１Ｆ 072-223-9130 令和2年7月8日 令和2年7月8日 令和8年7月31日 津田　貴義 新規 飲食店営業
堺食衛第20010745号 ランチハウス　まる吾 堺区中安井町１丁４‐２１ 072-221-3208 令和2年6月29日 令和2年8月1日 令和8年7月31日 岸上　富美子 更新 飲食店営業
堺食衛第20010741号 小春 堺区大町西３丁４‐１０ 072-222-7885 令和2年6月29日 令和2年7月1日 令和8年6月30日 兒島　京子 更新 飲食店営業
堺食衛第20010742号 肥後うまか屋 堺区住吉橋町１丁６‐１ 072-221-9300 令和2年6月29日 令和2年8月1日 令和8年7月31日 古庄　元子 更新 飲食店営業
堺食衛第20010744号 ラーメンロケットキッチン 北区百舌鳥梅町３丁９‐８ 072-242-8825 令和2年7月2日 令和2年7月2日 令和8年7月31日 中島　賢一 新規 そうざい製造業
堺食衛第20010754号 たこちゅう 堺区出島町３丁７‐１３ 令和2年6月30日 令和2年7月1日 令和8年6月30日 田口　賢治 更新 飲食店営業
堺食衛第20010755号 味工房　うまうま 東区白鷺町１丁１２‐２３ 072-286-1100 令和2年6月30日 令和2年8月1日 令和8年7月31日 上原　景浩 更新 飲食店営業
堺食衛第20010756号 島田商事 堺市内一円 令和2年6月30日 令和2年6月30日 令和7年6月30日 岡本　康 新規 飲食店営業（露店）
堺食衛第20010757号 島田商事 堺市内一円 令和2年6月30日 令和2年6月30日 令和7年6月30日 岡本　康 新規 菓子製造業（露店）
堺食衛第20010766号 スナック　パタヤ 堺区翁橋町１丁５‐６ グランドビル５号館１１０072-222-8774 令和2年7月2日 令和2年8月1日 令和8年7月31日 原口　武志 更新 飲食店営業
堺食衛第20010767号 ＳＩＫＫＩＭ 東区白鷺町１丁９‐１２ 令和2年7月2日 令和2年8月1日 令和8年7月31日 伊藤　ゆかり 更新 飲食店営業
堺食衛第20010769号 栄屋 堺区中瓦町２丁３‐５ 堺東商店街 072-275-7975 令和2年7月3日 令和2年8月1日 令和8年7月31日 薮　栄一 更新 飲食店営業
堺食衛第20010771号 たこ丸 西区上野芝向ヶ丘町１丁３‐１ 令和2年8月3日 令和2年8月3日 令和8年8月31日 彌永　智子 新規 飲食店営業
堺食衛第20010782号 鬼もつ 堺区戎之町東１丁２‐２３ 072-224-1162 令和2年7月6日 令和2年8月1日 令和8年7月31日 北原　成哲 更新 飲食店営業
堺食衛第20010778号 カーサ 北区金岡町２７２１‐３ 令和2年7月6日 令和2年8月1日 令和8年7月31日 橋本　浩三 更新 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 新規 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 新規 食肉販売業
堺食衛第20010775号 るくく 南区釜室１０２３‐１ １３番 令和2年7月13日 令和2年7月13日 令和8年7月31日 東　あさ子 新規 飲食店営業
堺食衛第20010788号 中華料理　桃源 堺区旭ヶ丘南町１丁１‐４ 072-244-9420 令和2年7月7日 令和2年8月1日 令和8年7月31日 下総　光史 更新 飲食店営業
堺食衛第20010786号 Ｂｏｏｓｙ 堺区熊野町東１丁２‐１６ アイリスビル３０１ 令和2年7月13日 令和2年7月13日 令和8年7月31日 安田　忍 新規 飲食店営業
堺食衛第20010783号 喫茶　キャベツ畑 堺区大浜中町１丁１‐１６ 072-229-8955 令和2年7月30日 令和2年7月30日 令和8年7月31日 鈴木　絵美 新規 菓子製造業
堺食衛第20010790号 かどや 西区浜寺石津町東１丁４‐２７ 072-245-2280 令和2年10月1日 令和2年10月1日 令和8年9月30日 岡森　弘光 新規 飲食店営業
堺食衛第20010791号 Ｔｅａ＆Ｌｕｎｃｈ　Ｌａｎ 東区日置荘原寺町４５‐２２ 072-287-1666 令和2年7月7日 令和2年8月1日 令和8年7月31日 生野　和美 更新 飲食店営業
堺食衛第20010792号 ＳＯＵＳＯＵ 東区日置荘西町５丁１８‐３１ 令和2年7月7日 令和2年8月1日 令和8年7月31日 髙橋　やよい 更新 菓子製造業
堺食衛第20010789号 祐 東区北野田１００‐１ 山根木ビル１Ｆ 令和2年7月7日 令和2年8月1日 令和8年7月31日 中村　すみ子 更新 飲食店営業
堺食衛第20010784号 松屋 堺市内一円 令和2年7月7日 令和2年7月7日 令和7年7月31日 松井　勉 新規 菓子製造業（自動車）
堺食衛第20010796号 梅乃 東区北野田１１５‐１０ 072-249-3418 令和2年7月15日 令和2年7月15日 令和8年7月31日 山田　壽光 新規 飲食店営業
堺食衛第20010797号 エソラ 堺市内一円 令和2年7月8日 令和2年8月1日 令和7年7月31日 執行　健太郎 更新 菓子製造業（自動車）
堺食衛第20010798号 松屋 堺市内一円 令和2年7月8日 令和2年7月8日 令和7年7月31日 松井　勉 新規 飲食店営業（露店）
堺食衛第20010799号 松屋 堺市内一円 令和2年7月8日 令和2年7月8日 令和7年7月31日 松井　勉 新規 菓子製造業（露店）
堺食衛第20010804号 中村餅業 堺市内一円 令和2年7月9日 令和2年7月9日 令和7年7月31日 中村　一男 新規 飲食店営業（自動車）
堺食衛第20010819号 大仙寿司 堺区御陵通１‐１８ 令和2年7月13日 令和2年8月1日 令和8年7月31日 小林　晃 更新 飲食店営業
堺食衛第20010814号 ｙ　Ｂｏｎｎｅ　Ｃｈａｎｃｅ　ｙ 堺区翁橋町１丁５‐３ エル・クエストビル５Ｆ５０３072-230-4779 令和2年7月20日 令和2年7月20日 令和8年7月31日 山田　夕起子 新規 飲食店営業
堺食衛第20010820号 坂東商店 堺区柏木町２丁３‐１０ 令和2年7月13日 令和2年8月1日 令和8年7月31日 坂東　勇二 更新 菓子製造業
堺食衛第20010821号 中華料理　福亭 北区百舌鳥梅町３丁２４‐１ 105 令和2年7月13日 令和2年8月1日 令和8年7月31日 傅　乃清 更新 飲食店営業
堺食衛第20010822号 喫茶スナック　愛 中区深阪２丁９‐２８ 令和2年7月13日 令和2年8月1日 令和8年7月31日 永井　妙子 更新 飲食店営業
堺食衛第20010813号 呑み処・食べ処　照ちゃん 中区八田北町４２６ 令和2年7月15日 令和2年7月15日 令和8年7月31日 髙宮　淳子 新規 飲食店営業
堺食衛第20010823号 ティーラウンジ　キャロル 堺区甲斐町東３丁１‐１ 令和2年7月14日 令和2年8月1日 令和8年7月31日 左近　輝夫 更新 飲食店営業
堺食衛第20010827号 つぼ八堺市駅前店 北区北長尾町１丁７‐１１ 長谷川ビル１Ｆ 072-251-0098 令和2年7月30日 令和2年7月30日 令和8年7月31日 和家　弘昌 新規 飲食店営業
堺食衛第20010826号 お好み焼き　鉄板焼き　ちよ 東区白鷺町１丁１２‐２２ 令和2年7月22日 令和2年7月22日 令和8年7月31日 土屋　千代子 新規 飲食店営業
堺食衛第20010824号 カラオケ友 南区泉田中１０３‐１ 進化第５ビル２０５ 072-292-1454 令和2年7月14日 令和2年8月1日 令和8年7月31日 北浦　嘉代子 更新 飲食店営業
堺食衛第20010833号 魚正 堺区南三国ヶ丘町２丁１‐１１ 令和2年7月15日 令和2年8月1日 令和8年7月31日 佐藤　弘治 更新 飲食店営業
堺食衛第20010854号 浜寺プール売店 西区浜寺公園町２丁 浜寺公園内浜寺プール内 令和2年7月21日 令和2年7月21日 令和8年7月31日 高田　裕也 新規 飲食店営業
堺食衛第20010840号 三国うどん 西区鳳東町６丁５８４‐７５ 令和2年7月15日 令和2年8月1日 令和8年7月31日 辻井　章 更新 飲食店営業
堺食衛第20010834号 ファミリーマート　堺美原小平尾店 美原区小平尾７２５‐５ 072-369-2111 令和2年7月15日 令和2年8月1日 令和8年7月31日 井上　剛 更新 飲食店営業
堺食衛第20010835号 ファミリーマート　堺美原小平尾店 美原区小平尾７２５‐５ 072-369-2111 令和2年7月15日 令和2年8月1日 令和8年7月31日 井上　剛 更新 菓子製造業
堺食衛第20010828号 おやつラボ紀の国 堺市内一円 令和2年7月15日 令和2年8月1日 令和7年7月31日 角谷　純 更新 飲食店営業（露店）
堺食衛第20010829号 おやつラボ紀の国 堺市内一円 令和2年7月15日 令和2年8月1日 令和7年7月31日 角谷　純 更新 菓子製造業（露店）
堺食衛第20010858号 コーヒーハウス　ポテト 堺区昭和通４丁６１‐２ 令和2年7月16日 令和2年8月1日 令和8年7月31日 井藻　久恵 更新 飲食店営業
堺食衛第20010862号 Ｈａｒｕ　Ｈａｒｕ 西区津久野町１丁３‐２ 令和2年7月21日 令和2年7月21日 令和8年7月31日 藤田　まどか 新規 飲食店営業
堺食衛第20010856号 布袋 西区鳳東町３丁２８４ 072-272-1755 令和2年7月16日 令和2年8月1日 令和8年7月31日 南　國雄 更新 飲食店営業
堺食衛第20010861号 パーラー１０２ 堺市内一円 令和2年7月16日 令和2年7月16日 令和7年7月31日 鈴木　有美 新規 飲食店営業（露店）
堺食衛第20010877号 カラオケ　Ｇｏｏ 堺区向陵東町３丁２‐８ 木村ビル４Ｆ 072-255-1180 令和2年7月22日 令和2年7月22日 令和8年7月31日 大坪　善則 新規 飲食店営業
堺食衛第20010872号 スナック　パープル 堺区熊野町東２丁１‐１６ エクセルビル３Ｆ 令和2年7月22日 令和2年7月22日 令和8年7月31日 寒河江　美晴 新規 飲食店営業
堺食衛第20010871号 アクティ 中区八田北町６１９‐８７ 072-270-9309 令和2年7月20日 令和2年8月1日 令和8年7月31日 垣内　弘子 更新 飲食店営業
堺食衛第20010876号 ばばあ～がＢＡＲ？　ど　ぴんく 中区深井清水町３９２４ 高森ビル３Ｆ３０３ 令和2年7月20日 令和2年7月20日 令和8年7月31日 水野　由美 新規 飲食店営業
堺食衛第20010873号 ふぁしなのクレープ 南区原山台５丁２２‐１０ 072-343-0408 令和2年7月27日 令和2年7月27日 令和8年7月31日 山脇　佳美 新規 飲食店営業
堺食衛第20010874号 ふぁしなのクレープ 南区原山台５丁２２‐１０ 072-343-0408 令和2年7月27日 令和2年7月27日 令和8年7月31日 山脇　佳美 新規 菓子製造業
堺食衛第20010882号 ＢＡＲ　８０８ 堺区南花田口町１丁３‐３ 令和2年7月30日 令和2年7月30日 令和8年7月31日 豊田　聡 新規 飲食店営業
堺食衛第20010885号 ギャラリーカフェ　ＳＴＯＲＹ 北区中百舌鳥町６丁８６３‐２ ４Ｆ 072-230-4344 令和2年7月22日 令和2年7月22日 令和8年7月31日 田村　知代子 新規 菓子製造業
堺食衛第20010883号 Ｗｉｔｈ　ｙｏｕ 中区堀上町１０３３ ３０２号 令和2年7月27日 令和2年7月27日 令和8年7月31日 橋本　絵舞 新規 飲食店営業
堺食衛第20010904号 朝日堂 堺区北旅籠町西１丁１‐１９ 072-232-4865 令和2年7月22日 令和2年9月1日 令和8年8月31日 溝上　幸司 更新 菓子製造業
堺食衛第20010901号 浪漫カフェ 北区北長尾町１丁２‐１４ 令和2年7月22日 令和2年8月1日 令和8年7月31日 藤原　信也 更新 飲食店営業
堺食衛第20010890号 プラスワン 西区浜寺石津町中３丁６‐１２サンワードビル２ＦＢ 080-9751-5678 令和2年7月28日 令和2年7月28日 令和8年7月31日 竹綱　亜紀子 新規 飲食店営業
堺食衛第20010889号 のまのま 西区浜寺石津町中４丁４‐７ 令和2年8月14日 令和2年8月14日 令和8年8月31日 鷲見　ますみ 新規 飲食店営業
堺食衛第20010893号 ｍｕｓｅ 中区深井沢町３１７８‐１ 令和2年8月4日 令和2年8月4日 令和8年8月31日 大西　聖礼 新規 飲食店営業
堺食衛第20010894号 小さなパン小屋　一休 中区深井中町８９７‐１ 令和2年8月4日 令和2年8月4日 令和8年8月31日 寺脇　孝浩 新規 菓子製造業
堺食衛第20010898号 カラオケスタジオ「コスモス」 南区深阪南２６８２‐２ 令和2年7月22日 令和2年8月1日 令和8年7月31日 松上　育子 更新 飲食店営業
堺食衛第20010892号 ぎん 堺市内一円 令和2年7月22日 令和2年7月22日 令和7年7月31日 春木　明伸 新規 飲食店営業（自動車）
堺食衛第20010927号 つつみ 堺区北瓦町２丁１‐１１ 令和2年7月27日 令和2年8月1日 令和8年7月31日 三木　悦代 更新 飲食店営業
堺食衛第20010934号 味ごよみ　淳平 堺区北瓦町２丁１‐３３ 072-222-5155 令和2年7月31日 令和2年7月31日 令和8年7月31日 串　淳平 新規 飲食店営業
堺食衛第20010926号 ＹＯＳＨＩ 堺区櫛屋町東２丁２‐２７ ぺぱーみんとプラザ５０１ 令和2年8月5日 令和2年8月5日 令和8年8月31日 田中　惠奎 新規 飲食店営業
堺食衛第20010915号 みきや 堺区戎之町東１丁２‐２３ 令和2年7月27日 令和2年9月1日 令和8年8月31日 吉光　鎮子 更新 飲食店営業
堺食衛第20010923号 酒肴や　らかん 堺区竜神橋町１丁６‐２ グレースサカイ１Ｆ－Ａ072-228-6036 令和2年7月27日 令和2年8月1日 令和8年7月31日 佐野　隆 更新 飲食店営業
堺食衛第20010922号 味彩倶楽部　久美 北区北長尾町４丁２‐１ 3 令和2年7月27日 令和2年8月1日 令和8年7月31日 福　くみ子 更新 飲食店営業
堺食衛第20010916号 たなか家 西区浜寺石津町西４丁１‐２３ 令和2年7月27日 令和2年8月1日 令和8年7月31日 田中　哲嗣 更新 飲食店営業
堺食衛第20010932号 米蔵工房 西区浜寺公園町１丁３１ 令和2年8月3日 令和2年8月3日 令和8年8月31日 飛田　和子 新規 飲食店営業
堺食衛第20010933号 米蔵工房 西区浜寺公園町１丁３１ 令和2年8月3日 令和2年8月3日 令和8年8月31日 飛田　和子 新規 菓子製造業
堺食衛第20010937号 焼肉・冷麺　つくし 中区新家町７６５ 072-236-4129 令和2年7月28日 令和2年7月28日 令和8年7月31日 青木　幸治 新規 食肉販売業
堺食衛第20010929号 岩根北酒店 東区丈六１７１‐１ 令和2年8月5日 令和2年8月5日 令和8年8月31日 岩根　浩子 新規 飲食店営業
堺食衛第20010924号 喫茶　タカミ 東区草尾７２８ 令和2年7月27日 令和2年8月1日 令和8年7月31日 山下　隆史 更新 飲食店営業
堺食衛第20010931号 金のとりから　泉北店 南区釜室１０２３‐１‐１０ 令和2年8月18日 令和2年8月18日 令和8年8月31日 上原　純一 新規 飲食店営業
堺食衛第20010925号 たこ焼屋 堺市内一円 令和2年7月27日 令和2年8月1日 令和7年7月31日 立花　怜 更新 飲食店営業（露店）
堺食衛第20010945号 焼肉　きくちゃん 堺区向陵中町４丁６‐３ 令和2年7月28日 令和2年8月1日 令和8年7月31日 大辺　智美 更新 飲食店営業
堺食衛第20010943号 かどや 堺区北瓦町２丁１‐１１ 令和2年7月28日 令和2年8月1日 令和8年7月31日 田中　正 更新 飲食店営業
堺食衛第20010944号 喰ま呑み 堺区甲斐町東１丁１‐１８ 令和2年7月28日 令和2年8月1日 令和8年7月31日 上田　雄史 更新 飲食店営業
堺食衛第20010938号 焼肉　彩 堺区栄橋町２丁４‐２８ 令和2年7月29日 令和2年7月29日 令和8年7月31日 福永　彩 新規 飲食店営業
堺食衛第20010939号 カラオケ喫茶　ふうせん 北区北花田町３丁３４‐９ 072-250-0210 令和2年7月30日 令和2年7月30日 令和8年7月31日 竹内　英津子 新規 飲食店営業
堺食衛第20010947号 ＩＣＨＩ　ＣＡＦＥ 堺市内一円 令和2年7月29日 令和2年8月1日 令和7年7月31日 木村　雄一 更新 菓子製造業（自動車）
堺食衛第20010948号 アプラス 堺市内一円 令和2年7月29日 令和2年7月29日 令和7年7月31日 内田　卓也 新規 飲食店営業（自動車）
堺食衛第20010956号 居酒屋　道楽 堺区中安井町１丁１‐３ メゾンドールＤＯＩ　１階 令和2年8月5日 令和2年8月5日 令和8年8月31日 松岡　真記 新規 飲食店営業
堺食衛第20010953号 わがまま料理　ききょう 堺区材木町東２丁２‐２０ 072-221-0299 令和2年7月30日 令和2年8月1日 令和8年7月31日 西田　久美子 更新 飲食店営業
堺食衛第20010952号 幸せの黄金たい焼　白鷺駅前店 東区白鷺町１丁１‐２ 072-254-5222 令和2年7月30日 令和2年9月1日 令和8年8月31日 橋本　誠 更新 菓子製造業
堺食衛第20010959号 きじや 堺区緑ヶ丘中町１丁４‐１ 令和2年7月31日 令和2年8月1日 令和8年7月31日 小谷　順子 更新 飲食店営業



堺食衛第20010962号 小さなパン小屋　一休 中区深井中町８９７‐１ 令和2年8月4日 令和2年8月4日 令和8年8月31日 寺脇　孝浩 新規 飲食店営業
堺食衛第20010958号 Ｆｕｔａｂａ 南区若松台３丁２０‐２ 令和2年7月31日 令和2年9月1日 令和8年8月31日 山野　なつみ 更新 菓子製造業
堺食衛第20010961号 べこや 堺市内一円 令和2年7月31日 令和2年7月31日 令和7年7月31日 徳若　秀仁 新規 菓子製造業（露店）
堺食衛第20010965号 サムズアップ 堺区翁橋町１丁５‐６ グランド翁橋５号館１０８080-6147-0128 令和2年8月7日 令和2年8月7日 令和8年8月31日 黒木　勝弘 新規 飲食店営業
堺食衛第20010973号 プライベートキッチン　おかえり 西区菱木３丁２０２１‐３ 072-289-8255 令和2年8月3日 令和2年9月1日 令和8年8月31日 神吉　隆 更新 飲食店営業
堺食衛第20010967号 パパのおばあちゃん 西区津久野町３丁１６‐１ 072-263-3310 令和2年8月5日 令和2年8月5日 令和8年8月31日 中濱　利則 新規 飲食店営業
堺食衛第20010964号 たこやき　えぼし 中区深井沢町３２７６ 澤田ビル１ＦＡ号 令和2年8月14日 令和2年8月14日 令和8年8月31日 鳥越　仁 新規 飲食店営業
堺食衛第20010968号 酒菜　思案橋 中区福田６２１‐２８ 072-237-6669 令和2年8月18日 令和2年8月18日 令和8年8月31日 深山　末子 新規 飲食店営業
堺食衛第20010974号 セブン‐イレブン　堺真福寺店 美原区真福寺１０‐１ 072-363-7411 令和2年8月3日 令和2年9月1日 令和8年8月31日 飯阪　榮 更新 飲食店営業
堺食衛第20010966号 みなと屋 堺市内一円 令和2年8月3日 令和2年8月3日 令和7年8月31日 丹羽　孝徳 新規 飲食店営業（露店）
堺食衛第20010969号 ｂａｇｅｌ＆ｃａｆｅ　ＬｏＬ 堺市内一円 令和2年8月3日 令和2年8月3日 令和7年8月31日 花田　明仁 新規 飲食店営業（自動車）
堺食衛第20010970号 ｂａｇｅｌ＆ｃａｆｅ　ＬｏＬ 堺市内一円 令和2年8月3日 令和2年8月3日 令和7年8月31日 花田　明仁 新規 菓子製造業（自動車）
堺食衛第20010989号 ハッケン酒場　浜寺元町店 西区浜寺元町２丁１４８‐３ 令和2年8月4日 令和2年9月1日 令和8年8月31日 阿武　光昭 更新 飲食店営業
堺食衛第20010978号 Ｓｗｅｅｔ　ｃａｆｅ 堺市内一円 令和2年8月4日 令和2年8月4日 令和7年8月31日 米澤　信行 新規 菓子製造業（自動車）
堺食衛第20010979号 Ｂａｄｅｎ　Ｂａｄｅｎ　キッチンスタイル 堺市内一円 令和2年8月4日 令和2年8月4日 令和7年8月31日 石田　博子 新規 飲食店営業（自動車）
堺食衛第20010999号 Ｂａｒ　ｐｌａｔｉｎａｍ 堺区翁橋町１丁５‐１９ 令和3年1月21日 令和3年1月21日 令和9年1月31日 権藤　翔大 新規 飲食店営業
堺食衛第20011006号 勝太呂 堺区市之町東４丁２‐６ 令和2年8月5日 令和2年9月1日 令和8年8月31日 大道　昭博 更新 飲食店営業
堺食衛第20011001号 ほるもん家　てんやわん家 堺区甲斐町東１丁２‐１５ 072-232-2939 令和2年8月11日 令和2年8月11日 令和8年8月31日 東　泰久 新規 飲食店営業
堺食衛第20010998号 手作り弁当　みなみ 堺区南旅篭町東１丁１‐１７ 令和2年8月7日 令和2年8月7日 令和8年8月31日 髙岡　智美 新規 飲食店営業
堺食衛第20011007号 ちゃんこ若 西区浜寺石津町西４丁１‐２６ 072-245-3378 令和2年8月5日 令和2年9月1日 令和8年8月31日 大津　治 更新 飲食店営業
堺食衛第20011014号 セブン‐イレブン　堺北瓦町１丁店 堺区北瓦町１丁５‐２６ 072-229-7211 令和2年8月6日 令和2年9月1日 令和8年8月31日 松本　昭博 更新 飲食店営業
堺食衛第20011008号 カラオケ　いろは 中区深井沢町２７１５‐１９ 令和2年8月7日 令和2年8月7日 令和8年8月31日 秋山　弘子 新規 飲食店営業
堺食衛第20011009号 割烹　司 中区深井清水町３４５９ 072-270-3456 令和2年8月7日 令和2年8月7日 令和8年8月31日 岡田　八重子 新規 飲食店営業
堺食衛第20011026号 Ｂｌｕｅ 東区丈六１７１‐２０ コーエイパレス北野田５階Ｄ号 令和2年8月12日 令和2年8月12日 令和8年8月31日 宇都宮　広聖 新規 飲食店営業
堺食衛第20011025号 台楽茶 南区泉田中１４６‐１ 令和2年8月14日 令和2年8月14日 令和8年8月31日 村野　貴謙 新規 飲食店営業
堺食衛第20011031号 こぐまカフェ 堺市内一円 令和2年8月7日 令和2年8月7日 令和7年8月31日 小西　秀明 新規 菓子製造業（自動車）
堺食衛第20011055号 うらがし 堺区北瓦町１丁３‐１３ タナカビル１階 令和2年8月26日 令和2年8月26日 令和8年8月31日 西宮　秀明 新規 飲食店営業
堺食衛第20011054号 カラオケ喫茶　ミヤ 堺区綾之町東１丁２‐３３ 堺都市第２ビル１階２号 令和2年9月24日 令和2年9月24日 令和8年9月30日 宮野　英子 新規 飲食店営業
堺食衛第20011056号 呑猿 西区上野芝町４丁１８‐７ 072-283-3825 令和2年8月14日 令和2年8月14日 令和8年8月31日 巽　哲朗 新規 飲食店営業
堺食衛第20011061号 八起 東区西野４７３‐６ 072-239-6221 令和2年8月12日 令和2年9月1日 令和8年8月31日 霜出　行則 更新 飲食店営業
堺食衛第20011063号 いやせ 北区百舌鳥陵南町３丁３７６‐１１階北側部分 令和2年9月4日 令和2年9月4日 令和8年9月30日 服部　小優美 新規 飲食店営業
堺食衛第20011064号 喫茶　セビリヤ 北区東三国ヶ丘町３丁１‐６ 令和2年8月14日 令和2年9月1日 令和8年8月31日 本田　恒子 更新 飲食店営業
堺食衛第20011074号 登録番号　２２９１ 堺区甲斐町東１丁１‐１０ Ｈ．Ｋ．Ｂｕｉｌｄｉｎｇ１Ｆ 072-221-2291 令和2年8月17日 令和2年9月1日 令和8年8月31日 硲　眞理 更新 飲食店営業
堺食衛第20011073号 フルベジカフェ　バルーン 南区泉田中１０３‐１ 進化第５ビル 072-293-9901 令和2年8月24日 令和2年8月24日 令和8年8月31日 デロバツ　舞子ブレンダナ 新規 飲食店営業
堺食衛第20011070号 ＭＫコーポレーション 堺市内一円 令和2年8月17日 令和2年8月17日 令和7年8月31日 原　裕太郎 新規 飲食店営業（露店）
堺食衛第20011075号 むらやま 堺区旭ヶ丘北町３丁３‐２８ 072-244-8769 令和2年8月18日 令和2年9月1日 令和8年8月31日 村山　順子 更新 飲食店営業
堺食衛第20011081号 Ｇ　Ｈ　Ｂ 南区若松台３丁７‐２ 令和2年8月20日 令和2年8月20日 令和8年8月31日 横谷　佳良子 新規 缶詰又は瓶詰食品製造業
堺食衛第20011084号 ワールドクッキング　ギリシャ交流協会 堺市内一円 令和2年8月18日 令和2年8月18日 令和7年8月31日 片　稔 新規 飲食店営業（自動車）
堺食衛第20011094号 かどやん 西区浜寺船尾町東３丁４４４‐２ 072-265-1894 令和2年8月24日 令和2年8月24日 令和8年8月31日 門川　和子 新規 飲食店営業
堺食衛第20011093号 グッドライフ 西区上野芝向ヶ丘町１丁２１‐２１ 072-283-6395 令和2年9月23日 令和2年9月23日 令和8年9月30日 小松　圭一 新規 飲食店営業
堺食衛第20011090号 モカ 東区白鷺町１丁２３‐３ 令和2年8月19日 令和2年9月1日 令和8年8月31日 永田　素彦 更新 飲食店営業
堺食衛第20011099号 ＯＧＡＭＯＣＣＡ 堺区翁橋町１丁５‐３ エルクエスト１０６ 072-247-9898 令和2年8月21日 令和2年8月21日 令和8年8月31日 叺田　靖治 新規 飲食店営業
堺食衛第20011105号 ＯＮＥ　Ｆ 堺区北瓦町１丁４‐２２ グランドプラザビル１Ｆ072-275-4343 令和2年8月25日 令和2年8月25日 令和8年8月31日 中元　友紀 新規 飲食店営業
堺食衛第20011104号 中華料理　パイロン 堺区栄橋町１丁１０‐１ 令和2年8月24日 令和2年8月24日 令和8年8月31日 朝田　明男 新規 飲食店営業
堺食衛第20011102号 ｈｅａｌｉｎｇ　ｄｉｓｈｅｓ 中区深井畑山町２５１１‐２４ 令和2年9月8日 令和2年9月8日 令和8年9月30日 山岡　晶子 新規 飲食店営業
堺食衛第20011103号 原価ラボ　のりきち 中区堀上町１０９３ 堀上南野ビル１Ｆ西 令和2年8月28日 令和2年8月28日 令和8年8月31日 北井　規策 新規 飲食店営業
堺食衛第20011106号 ＳＴＡＲ　Ｃｕｒｒｙ　Ｈｏｕｓｅ 東区白鷺町１丁１０‐６ 令和2年8月27日 令和2年8月27日 令和8年8月31日 ＫＡＮＤＥＬ　ＣＨＨＥＴＲＩ　ＢＡＬ　ＢＡＨＡＤＵＲ 新規 飲食店営業
堺食衛第20011101号 ＭＡＮＪＡ 南区釜室８８ 072-297-4500 令和2年9月9日 令和2年9月9日 令和8年9月30日 岩倉　武史 新規 飲食店営業
堺食衛第20011118号 Ｐｏｍ　Ｐｏｍ　Ｃｒｅａｍ 堺区甲斐町東１丁２‐１１ 令和2年9月3日 令和2年9月3日 令和8年9月30日 小川　健太 新規 飲食店営業
堺食衛第20011119号 Ｐｏｍ　Ｐｏｍ　Ｃｒｅａｍ 堺区甲斐町東１丁２‐１１ 令和2年9月3日 令和2年9月3日 令和8年9月30日 小川　健太 新規 菓子製造業
堺食衛第20011107号 くつろぎ 北区奥本町１丁３４ 令和2年8月24日 令和2年9月1日 令和8年8月31日 山崎　和子 更新 飲食店営業
堺食衛第20011108号 一力 北区奥本町１丁７８ 令和2年8月24日 令和2年9月1日 令和8年8月31日 畠山　節子 更新 飲食店営業
堺食衛第20011112号 とりじん 西区浜寺船尾町西３丁６０‐１０５ 070-1749-5656 令和2年8月27日 令和2年8月27日 令和8年8月31日 後呂　昇 新規 飲食店営業
堺食衛第20011117号 鉄板ダイニング　Ｃｈｉｋｉ　Ｃｈｉｋｉ 西区上４３１‐９ 令和2年8月27日 令和2年8月27日 令和8年8月31日 石田　寛紀 新規 飲食店営業
堺食衛第20011109号 韓国料理　きんや 中区深井沢町３２９９ 072-281-3739 令和2年8月24日 令和2年9月1日 令和8年8月31日 金谷　和恵 更新 飲食店営業
堺食衛第20011113号 ＡＬＯＨＡＳ 中区深井沢町３４０９‐１ 072-277-0309 令和2年8月26日 令和2年8月26日 令和8年8月31日 中市　和男 新規 飲食店営業
堺食衛第20011110号 ふくろう 堺市内一円 令和2年8月24日 令和2年10月1日 令和7年9月30日 鹿野　真亜紗 更新 飲食店営業（露店）
堺食衛第20011111号 ふくろう 堺市内一円 令和2年8月24日 令和2年10月1日 令和7年9月30日 鹿野　真亜紗 更新 菓子製造業（露店）
堺食衛第20011131号 銘菓司　豊月 堺区向陵中町２丁５‐６ 令和2年8月25日 令和2年9月1日 令和8年8月31日 東　幸治 更新 菓子製造業
堺食衛第20011127号 すなっくＪ 中区深井沢町３１１９ Ｃ棟６号 令和2年8月31日 令和2年8月31日 令和8年8月31日 早川　理文 新規 飲食店営業
堺食衛第20011124号 Ｃｏｃｏｒｏａ　Ｃｒｅｐｅ　ココロア　クレープ 堺市内一円 令和2年8月25日 令和2年8月25日 令和7年8月31日 寺本　慎二 新規 飲食店営業（自動車）
堺食衛第20011125号 Ｃｏｃｏｒｏａ　Ｃｒｅｐｅ　ココロア　クレープ 堺市内一円 令和2年8月25日 令和2年8月25日 令和7年8月31日 寺本　慎二 新規 菓子製造業（自動車）
堺食衛第20011126号 らーめん　けいしょう 堺市内一円 令和2年8月25日 令和2年8月25日 令和7年8月31日 戸石　仁美 新規 飲食店営業（自動車）
堺食衛第20011143号 ボアール 堺区榎元町２丁２‐１３ 072-228-5500 令和2年8月26日 令和2年10月1日 令和8年9月30日 山田　尋子 更新 飲食店営業
堺食衛第20011177号 ＬａＬａ 堺区翁橋町１丁３‐３ センター春日ビル２Ｆ 令和2年8月26日 令和2年9月1日 令和8年8月31日 本田　活子 更新 飲食店営業
堺食衛第20011135号 アルファ 堺区翁橋町１丁９‐２ 203 令和2年9月1日 令和2年9月1日 令和8年8月31日 小杉　ひとみ 新規 飲食店営業
堺食衛第20011139号 手作りケーキ　ゆうか 堺区戎之町東４丁３‐９ 072-224-5625 令和2年8月26日 令和2年10月1日 令和8年9月30日 佐野　英嗣 更新 菓子製造業
堺食衛第20011140号 手作りケーキ　ゆうか 堺区戎之町東４丁３‐９ 072-224-5625 令和2年8月26日 令和2年10月1日 令和8年9月30日 佐野　英嗣 更新 喫茶店営業
堺食衛第20011138号 こん平 堺区大町西３丁４‐１１ 072-245-9622 令和2年8月27日 令和2年8月27日 令和8年8月31日 平山　晃 新規 飲食店営業
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 新規 飲食店営業
堺食衛第20011146号 天利水産 南区茶山台１丁２‐３ 令和2年8月26日 令和2年9月1日 令和8年8月31日 伊奈　克児 更新 魚介類販売業
堺食衛第20011145号 和食ｃａｆｅ魚米 南区泉田中１０３‐１ 進化第５ビル別館 令和2年9月4日 令和2年9月4日 令和8年9月30日 西尾　麗 新規 飲食店営業
堺食衛第20011156号 居酒屋　月詠 堺区一条通１５‐２２ ビレッジＳＨビル１０２号室072-320-3421 令和2年8月27日 令和2年10月1日 令和8年9月30日 村田　和也 更新 飲食店営業
堺食衛第20011152号 信州そば　さかえ 堺区北旅籠町西３丁３‐１６ 072-227-8555 令和2年8月27日 令和2年9月1日 令和8年8月31日 落合　公子 更新 飲食店営業
堺食衛第20011154号 Ｌｏｕｎｇｅ　Ｂｅｅ 堺区熊野町東２丁１‐１６ エクセルＦＢ１０２ 072-228-0077 令和2年9月1日 令和2年9月1日 令和8年8月31日 前田　元希 新規 飲食店営業
堺食衛第20011155号 心（こころ） 北区新金岡町５丁５‐１０４ 072-230-4550 令和2年8月27日 令和2年10月1日 令和8年9月30日 是枝　謙太朗 更新 飲食店営業
堺食衛第20011164号 カラオケ　ミューズ 北区中百舌鳥町５丁８０３‐３ シュライクシャチビル　２０８号072-250-6255 令和2年8月27日 令和2年9月1日 令和8年8月31日 秋庭　睦 更新 飲食店営業
堺食衛第20011168号 アーナンド 西区鳳東町３丁２８４‐１ 072-271-5883 令和2年8月27日 令和2年9月1日 令和8年8月31日 白石　眞由美 更新 飲食店営業
堺食衛第20011153号 麹庵 中区深井沢町３３７３ 072-201-1194 令和2年8月27日 令和2年9月1日 令和8年8月31日 松本　浩二 更新 飲食店営業
堺食衛第20011165号 貸切専門ラウンジルーム　ひまわり 中区東山１２４ 令和2年8月27日 令和2年10月1日 令和8年9月30日 川西　みゆき 更新 飲食店営業
堺食衛第20011161号 セブン‐イレブン堺深井清水町店 中区深井清水町３５３９ 072-270-2023 令和2年8月27日 令和2年9月1日 令和8年8月31日 久保井　史郎 更新 飲食店営業
堺食衛第20011175号 居酒屋　美保 堺区翁橋町１丁５‐６ グランド翁橋５号館ビル１階 令和2年9月8日 令和2年9月8日 令和8年9月30日 曺　順永 新規 飲食店営業
堺食衛第20011172号 カレーハウスココ壱番屋　堺浜寺石津店西区浜寺石津町西２丁６‐２７ 令和2年9月23日 令和2年9月23日 令和8年9月30日 中岡　隆 新規 飲食店営業
堺食衛第20011176号 Ｗｉｎｅ　Ｓｈｏｐ　カワムラ 西区上野芝向ヶ丘町１丁２‐２３ 072-279-3180 令和2年8月28日 令和2年10月1日 令和8年9月30日 川村　隆志 更新 飲食店営業
堺食衛第20011173号 ４２８ＫＩＴＣＨＥＮ 堺市内一円 令和2年8月28日 令和2年8月28日 令和7年8月31日 道本　ゆかり 新規 飲食店営業（自動車）
堺食衛第20011185号 ｓｎａｃｋ　Ｋ２ 堺区南瓦町１‐１１ プラネッタビル３階 令和2年9月25日 令和2年9月25日 令和8年9月30日 山﨑　佳代 新規 飲食店営業
堺食衛第20011186号 深甚 堺区東湊町３丁１７５ 072-241-9395 令和2年8月31日 令和2年10月1日 令和8年9月30日 深井　文子 更新 飲食店営業
堺食衛第20011187号 居酒屋きてや 堺区出島町２丁４‐７ 令和2年8月31日 令和2年9月1日 令和8年8月31日 山城　玉喜 更新 飲食店営業
堺食衛第20011184号 ひびこれ 堺区市之町西３丁２‐１１ 072-276-4734 令和2年9月16日 令和2年9月16日 令和8年9月30日 下野　俊司 新規 飲食店営業
堺食衛第20011189号 花音 西区浜寺石津町西３丁４‐９ サンシャイン石津４０２ 令和2年8月31日 令和2年10月1日 令和8年9月30日 大谷　のり子 更新 飲食店営業
堺食衛第20011212号 満マル　堺東駅前店 堺区中瓦町２丁３‐２０ 矢本ビル 令和2年9月2日 令和2年9月2日 令和8年9月30日 矢本　憲久 新規 飲食店営業
堺食衛第20011214号 居酒屋　おやじ 堺区栄橋町１丁６‐１ 072-222-2268 令和2年9月11日 令和2年9月11日 令和8年9月30日 川瀬　岳史 新規 飲食店営業
堺食衛第20011192号 ＣｏＣｏＣａｆｅ 北区百舌鳥赤畑町４丁２５６ 八光ビル１階 令和2年9月1日 令和2年10月1日 令和8年9月30日 下野　豊子 更新 飲食店営業
堺食衛第20011211号 パブ＆スナック麗 中区深井沢町３２７６ 澤田ビル１Ｆ 072-279-0375 令和2年9月14日 令和2年9月14日 令和8年9月30日 朱　麗達 新規 飲食店営業
堺食衛第20011213号 雨風 堺市内一円 令和2年9月1日 令和2年9月1日 令和7年8月31日 豊田　実 新規 飲食店営業（露店）
堺食衛第20011217号 清水鮮魚店 西区上野芝向ヶ丘町２丁１０‐１ 令和2年9月4日 令和2年9月4日 令和8年9月30日 庄司　真代 新規 魚介類販売業
堺食衛第20011222号 不良　ＷＡＲＵ 堺市内一円 令和2年9月2日 令和2年10月1日 令和7年9月30日 玉井　幸男 更新 飲食店営業（露店）
堺食衛第20011224号 Ｍ．Ｍ 中区八田北町４９８‐１ １０８号 令和2年9月3日 令和2年10月1日 令和8年9月30日 万代　美津子 更新 飲食店営業
堺食衛第20011226号 居酒屋　あれぐら 東区白鷺町１丁１６‐１５ 令和2年9月9日 令和2年9月9日 令和8年9月30日 大路　喜彦 新規 飲食店営業
堺食衛第20011232号 八剣伝　初芝駅前店 東区日置荘西町２丁４‐２６ 豊田ビル１階 072-288-3020 令和2年9月9日 令和2年9月9日 令和8年9月30日 東　健司 新規 飲食店営業
堺食衛第20011229号 ピッツァ　ロトロ 堺市内一円 令和2年9月7日 令和2年10月1日 令和7年9月30日 吉村　真一 更新 飲食店営業（自動車）
堺食衛第20011242号 信州本場　杵つきそば 堺区北瓦町２丁１‐３４ 令和2年9月8日 令和2年10月1日 令和8年9月30日 岡田　幸子 更新 飲食店営業
堺食衛第20011243号 お好み焼・鉄板焼　楓 北区新金岡町５丁４‐１０４ 072-253-2323 令和2年9月8日 令和2年10月1日 令和8年9月30日 菅野　美香 更新 飲食店営業
堺食衛第20011236号 ローソン　菱木三丁店 西区菱木３丁２４４１‐３ 令和2年10月1日 令和2年10月1日 令和8年9月30日 冨松　良章 新規 飲食店営業
堺食衛第20011246号 太郎 中区深井沢町３３０３ 072-277-5915 令和2年9月8日 令和2年10月1日 令和8年9月30日 松本　正幸 更新 飲食店営業
堺食衛第20011248号 マルヨシ精肉店 東区日置荘西町７丁１３‐１７ 令和2年9月8日 令和2年10月1日 令和8年9月30日 若本　忠義 更新 食肉処理業
堺食衛第20011244号 辻野商店 美原区平尾２８２１‐７ 令和2年9月8日 令和2年10月1日 令和8年9月30日 辻野　正 更新 魚介類販売業
堺食衛第20011247号 たこ焼　誠 堺市内一円 令和2年9月8日 令和2年10月1日 令和7年9月30日 清﨑　誠一 更新 飲食店営業（自動車）
堺食衛第20011251号 ＣＵＲＲＹ　ＨＯＵＳＥ 堺区向陵東町３丁２‐９ 072-283-6220 令和2年9月9日 令和2年10月1日 令和8年9月30日 松本　辰也 更新 飲食店営業
堺食衛第20011250号 まるや 堺区熊野町東２丁１‐４ 令和2年9月9日 令和2年10月1日 令和8年9月30日 植村　英永 更新 飲食店営業
堺食衛第20011249号 シオン 北区金岡町１９４５‐７ 令和2年9月9日 令和2年10月1日 令和8年9月30日 市村　保子 更新 飲食店営業
堺食衛第20011260号 百田商事 堺区三宝町３丁１６４‐１６ 令和2年9月30日 令和2年9月30日 令和8年9月30日 百田　直樹 新規 飲食店営業
堺食衛第20011255号 堺魚市場寿司 堺区栄橋町２丁４‐１ 堺魚市場 072-221-8156 令和2年9月10日 令和2年10月1日 令和8年9月30日 小嶋　雅之 更新 飲食店営業
堺食衛第20011263号 松島家 堺区五条通１‐３９ 072-238-8092 令和2年9月11日 令和2年10月1日 令和8年9月30日 松石　一成 更新 飲食店営業
堺食衛第20011262号 スナック　エルザ 堺区五条通５‐１ 令和2年9月11日 令和2年10月1日 令和8年9月30日 和辻　公子 更新 飲食店営業
堺食衛第20011261号 大藏や 堺市内一円 令和2年9月11日 令和2年9月11日 令和7年9月30日 藏　靖人 新規 菓子製造業（露店）
堺食衛第20011273号 １０２　ＤＯＭＹＯＵＪＩ　ＭＩＬＫ　ＴＥＡ＆ＣＯＦＦＥＥ堺市内一円 令和2年9月11日 令和2年9月11日 令和7年9月30日 前岡　恵子 新規 飲食店営業（露店）
堺食衛第20011282号 日本酒　ＬＡＢ　まつもと 堺区中瓦町２丁２‐６ 令和2年9月23日 令和2年9月23日 令和8年9月30日 松本　顕典 新規 飲食店営業
堺食衛第20011277号 ２番街 堺区新町２‐２ 072-233-0729 令和2年9月14日 令和2年11月1日 令和8年10月31日 村上　彰朗 更新 飲食店営業



堺食衛第20011281号 花菜（はなな） 北区北花田町４丁８９‐３９ 令和2年9月15日 令和2年9月15日 令和8年9月30日 竹内　英津子 新規 飲食店営業
堺食衛第20011280号 大阪食鶏販売　北野田店 東区北野田３９‐３ 072-284-9427 令和2年10月1日 令和2年10月1日 令和8年9月30日 西村　翔大 新規 飲食店営業
堺食衛第20011275号 シェフの赤ちょうちん　庵 東区西野４７７‐６ １Ｆ 072-237-8160 令和2年9月14日 令和2年10月1日 令和8年9月30日 青木　栄治 更新 飲食店営業
堺食衛第20011284号 髙見酒店 堺区南旅篭町西１丁１‐１２ 072-232-1948 令和2年9月15日 令和2年10月1日 令和8年9月30日 髙見　益生 更新 飲食店営業
堺食衛第20011283号 ジャングル 南区大森１７４‐１ 072-293-8889 令和2年9月15日 令和2年10月1日 令和8年9月30日 一色　徳浩 更新 飲食店営業
堺食衛第20011295号 ブラッスリー　セレスト 堺区一条通１７‐２４ 072-228-2720 令和2年9月25日 令和2年9月25日 令和8年9月30日 岡田　史郎 新規 飲食店営業
堺食衛第20011297号 西尾加工所 北区奥本町２丁５６‐３ 072-255-8621 令和2年9月16日 令和2年10月1日 令和8年9月30日 西尾　光生 更新 菓子製造業
堺食衛第20011298号 梨華 西区平岡町２７７‐１０ 072-273-3280 令和2年9月16日 令和2年10月1日 令和8年9月30日 瀬戸　三枝子 更新 飲食店営業
堺食衛第20011299号 和楽 堺区北旅籠町西３丁３‐１６ 令和2年9月17日 令和2年10月1日 令和8年9月30日 田畑　紅實子 更新 飲食店営業
堺食衛第20011302号 カラオケ　蘭 北区中長尾町２丁６‐４ 令和2年9月18日 令和2年9月18日 令和8年9月30日 佐伯　蘭 新規 飲食店営業
堺食衛第20011311号 ＳＡＫＵＲＡ　ＳＴＹＬＥ 堺区熊野町東１丁１‐１２ マリンプラザ天神ビル２Ｂ 令和2年10月20日 令和2年10月20日 令和8年10月31日 上原　幸子 新規 飲食店営業
堺食衛第20011308号 ＣＵＩＲＥ 北区新金岡町５‐４‐１ ｃａｆｅ　Ｍｉｎｔ　２階 令和2年10月1日 令和2年10月1日 令和8年9月30日 北野　奈津子 新規 菓子製造業
堺食衛第20011303号 北京料理　豚々亭 東区白鷺町３丁１２‐４３ 072-286-1886 令和2年9月18日 令和2年10月1日 令和8年9月30日 王　順正 更新 飲食店営業
堺食衛第20011314号 ベーカーショップ　ポニー 堺区南半町西２丁１‐１０ 令和2年9月23日 令和2年11月1日 令和8年10月31日 古家　久司 更新 菓子製造業
堺食衛第20011335号 ラウンジ　Ｓｐａｒｋｌｅ 堺区中瓦町１丁３‐２３ スイスレジャービル６Ｆ 令和2年9月30日 令和2年9月30日 令和8年9月30日 ＳＨＡＧＤＡＲ　ＭＵＮＫＨＺＵＬ 新規 飲食店営業
堺食衛第20011329号 ラウンジ沙羅樹パートＩ 中区深井沢町３１９６ 沙羅樹ビル１Ｆ 令和2年9月24日 令和2年11月1日 令和8年10月31日 口野　道子 更新 飲食店営業
堺食衛第20011321号 一品料理　優 東区引野町２丁１３０‐１２ 令和2年9月24日 令和2年10月1日 令和8年9月30日 時子山　優子 更新 飲食店営業
堺食衛第20011320号 喫茶　ＷＩＮＫ 東区丈六１８３‐２ 立辻ビルＢ１ 令和2年9月24日 令和2年10月1日 令和8年9月30日 佐藤　絵里奈 更新 飲食店営業
堺食衛第20011338号 堺市立堺高等学校内食堂 堺区向陵東町１丁１０‐１ 令和2年9月25日 令和2年12月1日 令和8年11月30日 二栢　直一 更新 飲食店営業
堺食衛第20011346号 鳥治商店 西区浜寺諏訪森町中３丁２４１‐２株式会社万代内 令和2年9月25日 令和2年10月1日 令和8年9月30日 藤本　茂 更新 食肉販売業
堺食衛第20011337号 大阪府立登美丘高等学校内食堂 東区西野５１ 令和2年9月25日 令和2年10月1日 令和8年9月30日 二栢　直一 更新 飲食店営業
堺食衛第20011345号 喜久屋 堺市内一円 令和2年9月25日 令和2年10月1日 令和7年9月30日 浜田　喜久 更新 飲食店営業（自動車）
堺食衛第20011354号 裕善 堺区新町１‐７ 令和2年9月28日 令和2年10月1日 令和8年9月30日 関　善博 更新 飲食店営業
堺食衛第20011355号 コーヒーハウス　パンドラ 堺区櫛屋町東１丁２‐８ 令和2年9月28日 令和2年10月1日 令和8年9月30日 富田　玲子 更新 飲食店営業
堺食衛第20011358号 お好み焼　きて家 北区金岡町２１２３ 令和2年9月28日 令和2年11月1日 令和8年10月31日 中野　義信 更新 飲食店営業
堺食衛第20011360号 ともや食堂 北区百舌鳥梅北町５丁４４５ 令和2年9月28日 令和2年11月1日 令和8年10月31日 魚尾　松次 更新 飲食店営業
堺食衛第20011356号 ＳＥＡ 西区浜寺石津町西３丁４‐７ 072-206-0138 令和2年9月28日 令和2年11月1日 令和8年10月31日 山野　実 更新 飲食店営業
堺食衛第20011359号 笑煙 西区浜寺石津町西４丁１‐２３ 072-245-2234 令和2年9月28日 令和2年10月1日 令和8年9月30日 染山　千秋 更新 飲食店営業
堺食衛第20011353号 喫茶カラオケ　ウエスト　ウイング 西区浜寺船尾町西１丁２０３ 令和2年9月28日 令和2年11月1日 令和8年10月31日 南　加代子 更新 飲食店営業
堺食衛第20011361号 あぶっ太郎 中区深井沢町３１２５ アートビル１Ｆ 072-281-3350 令和2年9月28日 令和2年10月1日 令和8年9月30日 河合　直哉 更新 飲食店営業
堺食衛第20011357号 ｌｉｔｔｌｅ　ｉｓｌａｎｄ 南区三原台３丁１‐４ 090-4293-1912 令和2年9月28日 令和2年10月1日 令和8年9月30日 小島　和也 更新 飲食店営業
堺食衛第20011366号 カラオケ喫茶　薔薇 堺区宿屋町西１丁２‐２ 令和2年9月29日 令和2年10月1日 令和8年9月30日 田中　恵子 更新 飲食店営業
堺食衛第20011368号 カフェ＆ＢＡＲ．生バンド　おんまつり 北区百舌鳥梅北町３丁１２５‐５百舌鳥梅北店舗２Ｆ 令和2年9月30日 令和2年9月30日 令和8年9月30日 升井　見永子 新規 飲食店営業
堺食衛第20011369号 ｋｏｈａｋｕｒｏ　ｆｏｏｄｓ 堺市内一円 令和2年9月29日 令和2年9月29日 令和7年9月30日 番匠谷　徹 新規 飲食店営業（自動車）
堺食衛第20011370号 ｋｏｈａｋｕｒｏ　ｆｏｏｄｓ 堺市内一円 令和2年9月29日 令和2年9月29日 令和7年9月30日 番匠谷　徹 新規 菓子製造業（自動車）
堺食衛第20011376号 ごんべ衛 堺区東雲西町４丁１‐３ ヴェルドミールサカイ１１１号室 令和2年9月30日 令和2年10月1日 令和8年9月30日 法橋　雅世 更新 飲食店営業
堺食衛第20011374号 Ｍｅｍｂｅｒ’ｓ　ＳＡＬＯＮ’ＤＥ　真弓 堺区櫛屋町東２丁１‐２１ 072-227-0778 令和2年9月30日 令和2年11月1日 令和8年10月31日 鈴木　真弓 更新 飲食店営業
堺食衛第20011378号 向日葵 堺区大町西３丁４‐１１ 令和2年9月30日 令和2年10月1日 令和8年9月30日 末岡　裕子 更新 飲食店営業
堺食衛第20011377号 大岩水産 堺区栄橋町２丁４‐２８ 堺魚市場 072-221-1949 令和2年9月30日 令和2年11月1日 令和8年10月31日 大岩　規男 更新 魚介類販売業
堺食衛第20011375号 ブーランジェリー　サンテ 西区上野芝町３丁７‐１８ 令和2年9月30日 令和2年10月1日 令和8年9月30日 湊　嘉裕 更新 菓子製造業
堺食衛第20011385号 カラオケスナック　マリー 堺区北向陽町１丁１‐３ 072-227-4175 令和2年10月1日 令和2年11月1日 令和8年10月31日 相原　悠斗 更新 飲食店営業
堺食衛第20011400号 Ｃａｆｅ＆Ｍｅａｌ　金星樹 堺区市之町東２丁１‐３ 令和2年10月8日 令和2年10月8日 令和8年10月31日 要　美由紀 新規 飲食店営業
堺食衛第20011388号 配食のふれ愛　堺中央店 堺区新在家町東２丁１‐２３ 072-224-3000 令和2年10月1日 令和2年11月1日 令和8年10月31日 久保　漣 更新 飲食店営業
堺食衛第20011403号 すなっく　猫 西区浜寺石津町西３丁５‐１５福田ビル３Ｆ　３－Ａ 令和2年10月6日 令和2年10月6日 令和8年10月31日 山本　小百合 新規 飲食店営業
堺食衛第20011386号 喫茶　ララ 西区鳳東町７丁７３３ 鳳ウィングス内　１Ｆ 令和2年10月1日 令和2年11月1日 令和8年10月31日 笠井　智加子 更新 飲食店営業
堺食衛第20011393号 ローソン堺深井店 中区深井北町３１５９ 令和2年10月1日 令和2年10月1日 令和8年9月30日 松尾　正幸 新規 飲食店営業
堺食衛第20011389号 ローソン堺石原町店 東区石原町１丁２‐１ 令和2年10月1日 令和2年10月1日 令和8年9月30日 福永　成髙 新規 飲食店営業
堺食衛第20011402号 まる徳ラーメン 東区白鷺町１丁９‐１６ 072-254-0109 令和2年10月5日 令和2年10月5日 令和8年10月31日 村田　慧爾 新規 飲食店営業
堺食衛第20011398号 ヒナタノ 東区大美野７‐２ 072-288-6201 令和2年10月1日 令和2年10月1日 令和8年9月30日 山口　陽子 新規 飲食店営業
堺食衛第20011399号 ヒナタノ 東区大美野７‐２ 072-288-6201 令和2年10月1日 令和2年10月1日 令和8年9月30日 山口　陽子 新規 菓子製造業
堺食衛第20011414号 Ｂｉｓｔｒｏ　ｖｉｏｌｅｔ 堺区戎之町西２丁１‐１ 072-247-8659 令和2年10月5日 令和2年11月1日 令和8年10月31日 安達　益久 更新 飲食店営業
堺食衛第20011415号 Ｂｌｕｅ 東区丈六１７１‐２０ コーエイパレス北野田６階Ａ号 令和2年10月9日 令和2年10月9日 令和8年10月31日 宇都宮　広聖 新規 飲食店営業
堺食衛第20011419号 ＳＡＭ’Ｓ　ＤＩＣＥ 堺区百舌鳥夕雲町２丁２２８‐１ 072-249-8439 令和2年10月7日 令和2年10月7日 令和8年10月31日 加藤　美樹 新規 飲食店営業
堺食衛第20011429号 カラオケスタジオ　エミ 東区日置荘原寺町５１‐６ 令和2年10月21日 令和2年10月21日 令和8年10月31日 福嶋　洋子 新規 飲食店営業
堺食衛第20011437号 フルーツきのした 西区鳳東町７丁７３３ 072-275-0624 令和2年10月8日 令和2年11月1日 令和8年10月31日 木下　雅弘 更新 喫茶店営業
堺食衛第20011435号 穂の香 東区大美野１５９‐３６ 072-236-0022 令和2年10月8日 令和2年11月1日 令和8年10月31日 浦芝　良治 更新 菓子製造業
堺食衛第20011438号 セブンイレブン　堺和田東店 南区和田東９３４‐１８ 072-293-0222 令和2年10月8日 令和2年11月1日 令和8年10月31日 中野　幹男 更新 飲食店営業
堺食衛第20011444号 手打ちうどんダイキチ（山本ダイキチ） 南区和田１０６６‐２ 072-297-7688 令和2年10月20日 令和2年10月20日 令和8年10月31日 富川　知幸 新規 飲食店営業
堺食衛第20011457号 Ｌｏｕｎｇｅ　ｅｎｄｌｅｓｓ 堺区熊野町東１丁２‐１２ グランド戎２号館３階３０２号 令和2年10月16日 令和2年10月16日 令和8年10月31日 相良　淑紀 新規 飲食店営業
堺食衛第20011450号 天翔 中区深井中町１２１１‐１３ 072-320-4113 令和2年10月12日 令和2年11月1日 令和8年10月31日 塚本　稔 更新 飲食店営業
堺食衛第20011452号 翔華 美原区真福寺７７ 072-363-2603 令和2年10月12日 令和2年11月1日 令和8年10月31日 髙木　敦史 更新 飲食店営業
堺食衛第20011462号 灯 堺区向陵東町３丁２‐１０ 072-257-4974 令和2年10月13日 令和2年11月1日 令和8年10月31日 山口　百合子 更新 飲食店営業
堺食衛第20011463号 キッチン　ゆう彩 堺区昭和通４丁６３ 令和2年10月13日 令和2年11月1日 令和8年10月31日 大西　嘉浩 更新 飲食店営業
堺食衛第20011466号 カラオケ．スタジオ．演芸館 中区平井７０２‐１ 令和2年10月13日 令和2年11月1日 令和8年10月31日 中川　ミサ子 更新 飲食店営業
堺食衛第20011471号 ささ家 堺区甲斐町東３丁１‐１ １０１号室 令和2年10月28日 令和2年10月28日 令和8年10月31日 佐々木　英樹 新規 飲食店営業
堺食衛第20011475号 ローソン堺神野町店 西区神野町３丁６‐６ 令和2年10月26日 令和2年10月26日 令和8年10月31日 米原　綱寛 新規 飲食店営業
堺食衛第20011472号 笑和 西区鳳東町６丁６４７‐２ 令和2年10月26日 令和2年10月26日 令和8年10月31日 和田　一記 新規 飲食店営業
堺食衛第20011469号 ｆｒｕｉｔｉｅｒ　ｐｌｕｓ+ 中区深阪２丁１０‐５１ １０２号 072-289-5448 令和2年10月30日 令和2年10月30日 令和8年10月31日 山下　浩二 新規 飲食店営業
堺食衛第20011470号 ｆｒｕｉｔｉｅｒ　ｐｌｕｓ+ 中区深阪２丁１０‐５１ １０２号 072-289-5448 令和2年10月30日 令和2年10月30日 令和8年10月31日 山下　浩二 新規 菓子製造業
堺食衛第20011484号 あじ助 堺区綾之町西２丁１‐３ 令和2年10月15日 令和2年11月1日 令和8年10月31日 稲谷　キヌ子 更新 飲食店営業
堺食衛第20011481号 マルミ 堺区市之町東２丁１‐８ 072-232-1231 令和2年10月15日 令和2年11月1日 令和8年10月31日 春木　吉彦 更新 菓子製造業
堺食衛第20011483号 かせぜん 北区中百舌鳥町６丁１０２０‐５ 072-255-7088 令和2年10月15日 令和2年11月1日 令和8年10月31日 小林　陽一 更新 飲食店営業
堺食衛第20011485号 Ｗｉｎｄ‐Ｂｅｌｌ 東区草尾１４４３‐２ 072-234-0078 令和2年10月15日 令和2年11月1日 令和8年10月31日 長ヶ原　さやか 更新 飲食店営業
堺食衛第20011490号 スナック京 堺区新町４‐１ ＮＫアクトビル３０１号 令和2年10月20日 令和2年10月20日 令和8年10月31日 金　京喜 新規 飲食店営業
堺食衛第20011489号 河村ホルモン店 堺区協和町１丁３７６‐１ 西２２－１０１ 072-241-2939 令和2年10月16日 令和2年11月1日 令和8年10月31日 河村　利夫 更新 食肉販売業
堺食衛第20011488号 カミハコ 堺区市之町東２丁２‐１２ 令和2年10月27日 令和2年10月27日 令和8年10月31日 藤村　晶子 新規 飲食店営業
堺食衛第20011486号 カラオケ喫茶ニュー里 西区浜寺船尾町西２丁３４５ 令和2年10月16日 令和2年11月1日 令和8年10月31日 脇田　とよ子 更新 飲食店営業
堺食衛第20011487号 コリアンナチュラルキッチン　ＩＭＵ 中区深阪１丁１０‐７５ 072-220-6747 令和2年10月19日 令和2年10月19日 令和8年10月31日 林　順福 新規 飲食店営業
堺食衛第20011496号 セブンイレブン　堺八田西町店 中区八田西町２丁４‐１ 0570-031-711 令和2年10月27日 令和2年10月27日 令和8年10月31日 田中　正雄 新規 飲食店営業
堺食衛第20011495号 Ｍａｃｉｏ　Ｌａｂｏ 堺市内一円 令和2年10月16日 令和2年10月16日 令和7年10月31日 藤田　陽介 新規 菓子製造業（露店）
堺食衛第20011510号 とりよし 堺区御陵通４‐６ 072-223-0855 令和2年10月19日 令和2年11月1日 令和8年10月31日 吉川　重子 更新 飲食店営業
堺食衛第20011515号 焼肉　牛ハツ 堺区出島浜通３‐２ 令和2年10月20日 令和2年10月20日 令和8年10月31日 紀井　和也 新規 飲食店営業
堺食衛第20011511号 ラウンジ　ｂｅ　ｗｉｎｇ 中区深井沢町３１９６ 沙羅樹ビル１階Ａ号 令和2年10月19日 令和2年11月1日 令和8年10月31日 洞　直美 更新 飲食店営業
堺食衛第20011512号 欧風ダイニング　Ｔａｎｔｏ 東区北野田４７２‐１ ウオールストリートビル１Ｆ072-235-5777 令和2年10月19日 令和2年12月1日 令和8年11月30日 苅田　裕久 更新 飲食店営業
堺食衛第20011514号 カフェ　ｕｍａｍｉ 堺市内一円 令和2年10月19日 令和2年10月19日 令和7年10月31日 間宮　洋一 新規 喫茶店営業（露店）
堺食衛第20011516号 ＧＲＥＥＮ　ＫＥＴＴＬＥ 堺市内一円 令和2年10月19日 令和2年10月19日 令和7年10月31日 飯田　直樹 新規 飲食店営業（露店）
堺食衛第20011523号 酒肴　毛平 堺区熊野町東１丁２‐１１ 072-283-6757 令和2年10月20日 令和2年11月1日 令和8年10月31日 毛利　恭平 更新 飲食店営業
堺食衛第20011530号 やきとり　大ちゃん 中区大野芝町４４‐１４ 072-284-8688 令和2年10月23日 令和2年10月23日 令和8年10月31日 奥井　大地 新規 飲食店営業
堺食衛第20011534号 うめかわ 中区八田西町２丁１５‐５０ 令和2年10月21日 令和2年11月1日 令和8年10月31日 岡　裕宜 更新 魚介類販売業
堺食衛第20011537号 焼肉　焼鳥　ひよし　 中区深井清水町４０１８ 072-275-5995 令和2年10月21日 令和2年10月21日 令和8年10月31日 新規 飲食店営業
堺食衛第20011533号 四季一善　北野田店 東区北野田９８‐２ 072-239-9404 令和2年10月21日 令和2年11月1日 令和8年10月31日 吉田　修 更新 飲食店営業
堺食衛第20011544号 鮨座　醤の 堺区五月町８‐１２ 大商ビルⅡ１Ｆ 072-224-8521 令和2年10月22日 令和2年11月1日 令和8年10月31日 醤野　敏雄 更新 飲食店営業
堺食衛第20011545号 ふるさと 堺区翁橋町１丁９‐１５ アトムビル１ＡＢ号室 令和2年10月22日 令和2年10月22日 令和8年10月31日 洪　貞淑 新規 飲食店営業
堺食衛第20011548号 アニソンバーよろずや 堺区中瓦町１丁４‐８ ＫＡＷＡＮＡＫＡビル２０１号 令和2年11月5日 令和2年11月5日 令和8年11月30日 森重　卓 新規 飲食店営業
堺食衛第20011541号 ＣＯＦＦＥＥ　ＩＮ 堺区戎之町東５丁４‐１６ 令和2年10月22日 令和2年11月1日 令和8年10月31日 大西　豊 更新 飲食店営業
堺食衛第20011546号 手作り弁当　花まる 北区百舌鳥梅北町５丁２４４ 令和2年10月23日 令和2年10月23日 令和8年10月31日 青木　さおり 新規 飲食店営業 喫茶店
堺食衛第20011547号 手作り弁当　花まる 北区百舌鳥梅北町５丁２４４ 令和2年10月23日 令和2年10月23日 令和8年10月31日 青木　さおり 新規 菓子製造業
堺食衛第20011554号 てててドーナッツ 南区釜室１０２３‐１‐３ 令和2年10月30日 令和2年10月30日 令和8年10月31日 乗松　宏樹 新規 菓子製造業
堺食衛第20011562号 やきとり大吉　堺東店 堺区砂道町１丁１１‐１３ 072-223-4522 令和2年10月26日 令和2年12月1日 令和8年11月30日 加々見　徹也 更新 飲食店営業
堺食衛第20011559号 Ｍ－１ 堺区一条通１３‐１６ 松利ビル１Ｆ 072-221-8075 令和2年10月26日 令和2年11月1日 令和8年10月31日 松田　利一 更新 飲食店営業
堺食衛第20011568号 天ぷら、お惣菜、家庭料理　からくさ 堺区旭ヶ丘南町２丁１‐１３ 072-247-8267 令和2年11月10日 令和2年11月10日 令和8年11月30日 竹内　こころ 新規 飲食店営業
堺食衛第20011558号 より道 堺区出島海岸通１丁１３‐２６ 072-244-9977 令和2年10月26日 令和2年11月1日 令和8年10月31日 森永　鐵朗 更新 飲食店営業
堺食衛第20011564号 Ｐｅｒｃｕｓｓｉｏｎ 北区新金岡町５丁３‐４２１ 槇峰ビル１Ｆ 令和2年10月26日 令和2年11月1日 令和8年10月31日 森下　雅己 更新 飲食店営業
堺食衛第20011565号 波～ｒｕＡＬＯＨＡ 北区新金岡町５丁５‐１０６ 令和2年10月26日 令和2年12月29日 令和8年12月28日 片田　成美 更新 飲食店営業
堺食衛第20011567号 かつらぎ 北区北長尾町１丁７‐１４ 令和2年10月26日 令和2年11月1日 令和8年10月31日 國重　裕章 更新 飲食店営業
堺食衛第20011569号 旬彩酒　喰 北区北長尾町２丁４‐１ 菊井ビル１階北側店舗 令和2年10月28日 令和2年10月28日 令和8年10月31日 中尾　一洋 新規 飲食店営業
堺食衛第20011561号 肉の蔵　泉北店 南区豊田１２２４‐１ 泉北サンシャインビル１Ｆ 令和2年10月26日 令和2年11月1日 令和8年10月31日 森岡　大輔 更新 飲食店営業
堺食衛第20011560号 大衆食堂　やまふく 南区釜室１０２０‐６ 令和2年10月26日 令和2年11月1日 令和8年10月31日 登り山　優 更新 飲食店営業
堺食衛第20011606号 珈琲専科　二丁目 堺区今池町２丁１０‐１４ 山本ビル 072-232-3753 令和2年10月27日 令和2年12月1日 令和8年11月30日 山本　実 更新 飲食店営業
堺食衛第20011610号 ＨＡＰＰＹ　ＢＩＲＴＨＤＡＹ 堺区北瓦町２丁１‐９ アークビル２Ｆ 072-275-9298 令和2年10月27日 令和2年11月1日 令和8年10月31日 辻　勇 更新 飲食店営業
堺食衛第20011617号 ｆｏｒ　ｙｏｕ 堺区中瓦町１丁３‐２３ スイスレジャービル４Ａ号室 令和2年10月30日 令和2年10月30日 令和8年10月31日 中澤　夢乃 新規 飲食店営業
堺食衛第20011609号 ＳＨＩＳＨＩＭＡＲＵ 堺区鉄砲町１２‐１ 2 072-238-1440 令和2年10月27日 令和2年11月1日 令和8年10月31日 加田　大祐 更新 飲食店営業
堺食衛第20011607号 カラオケ．喫茶　仁 西区浜寺石津町中３丁６‐１２２ＦＢ号 072-247-3523 令和2年10月27日 令和2年12月1日 令和8年11月30日 久井　すず子 更新 飲食店営業
堺食衛第20011611号 萬寿堂義治 中区深井沢町３２９０ 072-279-3389 令和2年10月27日 令和2年12月1日 令和8年11月30日 松田　惠充 更新 菓子製造業
堺食衛第20011619号 天然温泉千寿の湯内　月の雫 東区日置荘西町１丁１８‐１ 令和2年10月29日 令和2年10月29日 令和8年10月31日 大谷　進 新規 飲食店営業
堺食衛第20011613号 ｌｉｔｔｌｅ　ｉｓｌａｎｄ 堺市内一円 令和2年10月27日 令和2年10月27日 令和7年10月31日 小島　和也 新規 飲食店営業（露店）
堺食衛第20011645号 カルチャー 堺区翁橋町１丁１‐１７ ホテルリバティプラザ３階072-233-8601 令和2年10月28日 令和2年12月1日 令和8年11月30日 山本　啓子 更新 飲食店営業
堺食衛第20011629号 Ｌｏｕｎｇｅ　ｃｌｏｕｄ 堺区翁橋町１丁９‐１５ アトムビル６階　ＣＤＥ号室 令和2年11月5日 令和2年11月5日 令和8年11月30日 笠谷　杏 新規 飲食店営業
堺食衛第20011640号 セブン‐イレブン　堺熊野町東４丁店 堺区熊野町東４丁１‐２２ 072-232-7111 令和2年10月28日 令和2年12月1日 令和8年11月30日 更新 飲食店営業



堺食衛第20011639号 八潮 北区新金岡町５丁５‐１０５ 令和2年10月28日 令和2年11月1日 令和8年10月31日 喜納　勝美 更新 飲食店営業
堺食衛第20011638号 鳴門屋豆腐店 西区鳳東町３丁２４５‐５ 072-273-4585 令和2年10月28日 令和2年11月1日 令和8年10月31日 八木　隆 更新 豆腐製造業
堺食衛第20011646号 嬉し乃 中区東山４７５‐４ 令和2年10月28日 令和2年11月1日 令和8年10月31日 髙見　正宏 更新 飲食店営業
堺食衛第20011627号 しあわせ　ばなな 堺市内一円 令和2年10月28日 令和2年10月28日 令和7年10月31日 榊󠄀　真一 新規 飲食店営業（自動車）
堺食衛第20011649号 喫茶　実 堺区緑町２丁１１８‐２ 令和2年10月29日 令和2年11月1日 令和8年10月31日 福本　学 更新 飲食店営業
堺食衛第20011654号 珈琲館　吉里吉里 堺区戎之町西２丁２‐１２ 072-221-0591 令和2年10月29日 令和2年11月1日 令和8年10月31日 森勢　花子 更新 飲食店営業
堺食衛第20011650号 Ａｚｉｋａｎ　ながた 堺区栄橋町２丁４‐２８ 072-229-1888 令和2年10月29日 令和2年11月1日 令和8年10月31日 長田　政己 更新 飲食店営業
堺食衛第20011655号 フライング　スコット 北区金岡町１３７７ 令和2年10月29日 令和2年11月1日 令和8年10月31日 志良堂　和仁 更新 飲食店営業
堺食衛第20011651号 靜 北区百舌鳥陵南町３丁１８９ 令和2年10月29日 令和2年12月1日 令和8年11月30日 佐上　靜子 更新 飲食店営業
堺食衛第20011653号 喫茶グリル　沙梨 北区大豆塚町１丁１２‐２ 令和2年10月29日 令和2年12月1日 令和8年11月30日 更新 飲食店営業
堺食衛第20011648号 らーめん　五麺八舎 中区大野芝町２４３‐３ 令和2年10月29日 令和2年11月1日 令和8年10月31日 西山　修平 更新 飲食店営業
堺食衛第20011668号 Ｕ＆Ｕ 堺区浅香山町２丁６‐６ 令和2年10月30日 令和2年12月1日 令和8年11月30日 隈崎　啓子 更新 飲食店営業
堺食衛第20011659号 ＢＡＲ　ぐぴこ 堺区大町西３丁４‐９ 令和2年11月9日 令和2年11月9日 令和8年11月30日 飛﨑　恵 新規 飲食店営業
堺食衛第20011667号 天勝 中区八田北町４２６ 072-277-0288 令和2年10月30日 令和2年11月1日 令和8年10月31日 辻内　茂夫 更新 飲食店営業
堺食衛第20011657号 やきとり　あなば 美原区太井３４９‐９ 令和2年11月2日 令和2年11月2日 令和8年11月30日 山口　友也 新規 飲食店営業
堺食衛第20011672号 カラオケｂａｒ　アメちゃら 堺区翁橋町１丁８‐６ 101 令和2年11月6日 令和2年11月6日 令和8年11月30日 堀西　利広 新規 飲食店営業
堺食衛第20011670号 立ち呑み　しょうちゃん 堺区翁橋町１丁１０‐２ マツヤビル１０１ 令和2年11月11日 令和2年11月11日 令和8年11月30日 田内　礁太郎 新規 飲食店営業
堺食衛第20011675号 ｆｏｏｄ　ｓｈｏｐ　まいちゃん 南区深阪南２９９‐９ 令和2年11月2日 令和2年12月1日 令和8年11月30日 黒木　強 更新 飲食店営業
堺食衛第20011669号 対馬屋 堺市内一円 令和2年11月2日 令和2年11月2日 令和7年11月30日 山中　恵子 新規 飲食店営業（露店）
堺食衛第20011686号 とん助 堺区中之町東１丁２‐１ 072-221-6257 令和2年11月4日 令和2年12月1日 令和8年11月30日 川端　寿和 更新 飲食店営業
堺食衛第20011682号 ＳＡＴＳＵＫＩ 北区中百舌鳥町５丁８０３‐３ シュライクシャチビル２０３ 令和2年11月5日 令和2年11月5日 令和8年11月30日 工藤　五月 新規 飲食店営業
堺食衛第20011684号 津久野飯店 西区津久野町１丁３ 令和2年11月4日 令和2年12月1日 令和8年11月30日 坂口　治 更新 飲食店営業
堺食衛第20011685号 人生劇場 中区深井清水町２１１１‐６ 令和2年11月4日 令和2年12月1日 令和8年11月30日 山内　實 更新 飲食店営業
堺食衛第20011683号 イタリアン　ＴＡＫＯＹＡＫＩ　ＰＯＬＩＰＯ 堺市内一円 令和2年11月4日 令和2年11月4日 令和7年11月30日 佐藤　正彦 新規 飲食店営業（自動車）
堺食衛第20011698号 コリアンキッチン　秀彬 堺区中瓦町１丁４‐７ 072-232-7711 令和2年11月6日 令和2年11月6日 令和8年11月30日 金本　順二 新規 飲食店営業
堺食衛第20011692号 Ｂａｒ　Ｌｉｇｈｔｈｏｕｓｅ 西区鳳東町２丁２０２ 令和2年11月5日 令和2年12月1日 令和8年11月30日 川口　哲也 更新 飲食店営業
堺食衛第20011693号 セブン‐イレブン堺鳳中町８丁店 西区鳳中町８丁１ 072-265-1040 令和2年11月5日 令和2年12月1日 令和8年11月30日 西尾　恒雄 更新 飲食店営業
堺食衛第20011697号 うつみ家 堺市内一円 令和2年11月5日 令和2年11月5日 令和7年11月30日 持田　友弘 新規 飲食店営業（露店）
堺食衛第20011701号 カラオケ　Ｂａｒ　ひの君 堺区一条通１７‐２４ 大成第２ビル２Ｆ 令和2年11月13日 令和2年11月13日 令和8年11月30日 日野　政幸 新規 飲食店営業
堺食衛第20011705号 和風創作居酒屋　匠 堺区熊野町東１丁２‐１３ 令和2年11月6日 令和2年12月1日 令和8年11月30日 水山　泰介 更新 飲食店営業
堺食衛第20011702号 嶽 西区鳳東町４丁３９９‐４ 令和2年11月10日 令和2年11月10日 令和8年11月30日 角口　明広 新規 飲食店営業
堺食衛第20011703号 Ｙｙ　ｃａｆｅ 堺市内一円 令和2年11月6日 令和2年11月6日 令和7年11月30日 山中　勇也 新規 菓子製造業（露店）
堺食衛第20011707号 Ｓｐｏｒｔｓ　ＣＬＵＢ　Ｂａｒ　Ｓｐｏ　Ｓｐｏ 堺区熊野町東１丁１‐１２ マリンプラザ天神ビル４階ＡＢ号 令和2年11月10日 令和2年11月10日 令和8年11月30日 石田　裕之 新規 飲食店営業
堺食衛第20011708号 竹茂寿し 北区中百舌鳥町６丁８６７ 令和2年11月9日 令和2年12月1日 令和8年11月30日 山中　泰昌 更新 飲食店営業
堺食衛第20011709号 スターライト 東区草尾３２９‐１ 072-234-1881 令和2年11月9日 令和2年12月1日 令和8年11月30日 石川　美智代 更新 飲食店営業
堺食衛第20011710号 喫茶　キャベツ畑 堺区大浜中町１丁１‐１６ 令和2年11月10日 令和2年12月1日 令和8年11月30日 山口　五月男 更新 飲食店営業
堺食衛第20011712号 三恵 西区浜寺石津町西５丁３‐１６ 令和2年11月10日 令和2年12月1日 令和8年11月30日 一ノ瀬　弘 更新 飲食店営業
堺食衛第20011718号 ファミリーマート泉北田園大橋店 中区深阪５丁１７‐１４ 072-230-0560 令和2年11月10日 令和2年12月1日 令和8年11月30日 近藤　誠 更新 飲食店営業
堺食衛第20011717号 酒食満菜　悠 中区深井清水町３５２３ 第３山内マンション１０２号 令和2年11月10日 令和2年12月1日 令和8年11月30日 北野　智久 更新 飲食店営業
堺食衛第20011711号 かいむ 東区丈六１７１‐２０ コーエイパレス北野田５階 令和2年11月19日 令和2年11月19日 令和8年11月30日 下田　順久 新規 飲食店営業
堺食衛第20011730号 ｆｏｏｄ　ｔｒａｃｋ　ＨＫ 堺市内一円 令和2年11月11日 令和2年11月11日 令和7年11月30日 西尾福　英男 新規 飲食店営業（自動車）
堺食衛第20011731号 英彰こども食堂ここなら 堺市内一円 令和2年11月11日 令和2年11月11日 令和7年11月30日 伊藤　みどり 新規 飲食店営業（露店）
堺食衛第20011738号 Ｂａｒ　ｏｆｆ 堺区翁橋町１丁５‐１９ ファーストビル２号館１０６号室 令和2年12月1日 令和2年12月1日 令和8年11月30日 前川　大樹 新規 飲食店営業
堺食衛第20011735号 とりや笑平 堺区櫛屋町東２丁２‐２３ 072-233-4194 令和2年11月12日 令和2年12月1日 令和8年11月30日 赤尾　龍樹 更新 飲食店営業
堺食衛第20011732号 シェトモ 北区百舌鳥梅町３丁５０‐４ 072-252-9418 令和2年11月12日 令和2年12月1日 令和8年11月30日 池田　三子 更新 菓子製造業
堺食衛第20011733号 お好み焼き　ゆず 南区野々井１７８‐８ 進化第９ビル１Ｆ１０２072-299-1607 令和2年11月12日 令和2年12月1日 令和8年11月30日 辰巳　美紀子 更新 飲食店営業
堺食衛第20011734号 街 南区野々井１７８‐８ 進化第９ビル１Ｆ 令和2年11月12日 令和2年12月1日 令和8年11月30日 広島　松子 更新 飲食店営業
堺食衛第20011737号 安田商店 堺市内一円 令和2年11月13日 令和2年11月13日 令和7年11月30日 安田　利雄 新規 飲食店営業（露店）
堺食衛第20011739号 食べ飲み処　あっちゃん 堺区中瓦町１丁４‐１３ ＬＳビル３０３ 令和2年11月13日 令和2年11月13日 令和8年11月30日 中西　厚子 新規 飲食店営業
堺食衛第20011751号 すずらん 堺区熊野町東２丁１‐１６ エクセルＦＢビル２Ｆ２０３号 令和2年11月13日 令和2年12月1日 令和8年11月30日 西條　美和 更新 飲食店営業
堺食衛第20011752号 メンバーズ　江梨 堺区熊野町東２丁１‐１６ エクセルＦＢビル４Ｆ 令和2年11月13日 令和2年12月29日 令和8年12月28日 三隅　洋子 更新 飲食店営業
堺食衛第20011750号 大洋軒夫婦ラーメン 中区深井清水町２１１１‐８ 072-278-7234 令和2年11月13日 令和2年12月1日 令和8年11月30日 脇野　洋典 更新 飲食店営業
堺食衛第20011744号 石修堂 堺市内一円 令和2年11月13日 令和2年11月13日 令和7年11月30日 廣石　元 新規 飲食店営業（自動車）
堺食衛第20011745号 石修堂 堺市内一円 令和2年11月13日 令和2年11月13日 令和7年11月30日 廣石　元 新規 菓子製造業（自動車）
堺食衛第20011754号 ＬＡＤＹＢｕＧ 堺区一条通１７‐２０ アワジビル２Ｆ 令和2年11月16日 令和2年12月1日 令和8年11月30日 好野　剛史 更新 飲食店営業
堺食衛第20011776号 ファミリーマート堺海山町店 堺区海山町３丁１５４‐２ 072-225-5681 令和2年11月20日 令和2年11月20日 令和8年11月30日 宮田　守 新規 飲食店営業
堺食衛第20011780号 ファミリーマート堺海山町店 堺区海山町３丁１５４‐２ 072-225-5681 令和2年11月20日 令和2年11月20日 令和8年11月30日 宮田　守 新規 菓子製造業
堺食衛第20011758号 あかり（灯） 西区鳳西町１丁７３‐２ 北口マンション１Ｆ 令和2年11月30日 令和2年11月30日 令和8年11月30日 高　寿永 新規 飲食店営業
堺食衛第20011781号 辛麺屋　蘭飯 中区深井清水町３８１８ 072-283-3133 令和2年11月16日 令和2年11月16日 令和8年11月30日 山本　忠和 新規 飲食店営業
堺食衛第20011762号 Ａｎｎａ 美原区北余部７６‐３ 080-6183-8517 令和2年12月10日 令和2年12月10日 令和8年12月28日 藤本　範子 新規 飲食店営業
堺食衛第20011763号 Ａｎｎａ 美原区北余部７６‐３ 080-6183-8517 令和2年12月10日 令和2年12月10日 令和8年12月28日 藤本　範子 新規 菓子製造業
堺食衛第20011788号 Ｍａｙ 堺区東雲西町４丁１‐３ ヴェルドミール堺１０９ 令和2年11月17日 令和2年12月1日 令和8年11月30日 穴吹　五月 更新 飲食店営業
堺食衛第20011784号 伊万里 堺区向陵中町４丁３‐１６ コーポ愛Ｃ号室 072-257-0141 令和2年11月17日 令和2年12月1日 令和8年11月30日 西脇　修二 更新 飲食店営業
堺食衛第20011786号 飴井商店 堺区二条通６‐２ 令和2年11月17日 令和2年12月1日 令和8年11月30日 飴井　博臣 更新 豆腐製造業
堺食衛第20011792号 手芸カフェ　Ａ‐ｎｅ 堺区今池町６丁２‐１４ 令和2年11月18日 令和2年12月1日 令和8年11月30日 松井　美和 更新 飲食店営業
堺食衛第20011790号 ｃｏｃｏ　＋ 中区土師町５丁８‐２１ 令和2年11月27日 令和2年11月27日 令和8年11月30日 笠原　絵梨奈 新規 飲食店営業
堺食衛第20011801号 コロッケスタンド 堺区鉄砲町２２ 072-247-7665 令和2年12月25日 令和2年12月25日 令和8年12月28日 藤本　幸浩 新規 飲食店営業
堺食衛第20011795号 Ｓｎａｃｋ　Ｃｏｐａｎ 堺区市之町西１丁２‐２ 白菊マンション１Ｆ 令和2年11月19日 令和2年12月1日 令和8年11月30日 阪口　志保 更新 飲食店営業
堺食衛第20011807号 やきとり大吉　御陵前店 堺区南旅篭町東１丁１‐２３ 072-228-5745 令和2年12月2日 令和2年12月2日 令和8年12月28日 細川　真禎 新規 飲食店営業
堺食衛第20011799号 豊樹 中区辻之１１８９‐１６９ 072-234-6058 令和2年11月19日 令和2年12月1日 令和8年11月30日 井上　豊子 更新 飲食店営業
堺食衛第20011797号 観光農園　南楽園 南区別所１４５７ 072-298-5037 令和2年11月19日 令和2年12月1日 令和8年11月30日 藤坂　和子 更新 飲食店営業
堺食衛第20011798号 観光農園　南楽園　洞窟喫茶　かがし 南区別所１４５７ 072-298-5037 令和2年11月19日 令和2年12月1日 令和8年11月30日 藤坂　和子 更新 喫茶店営業
堺食衛第20011802号 麺屋猪一　離れ 堺市内一円 令和2年11月20日 令和2年11月20日 令和7年11月30日 猪上　靖章 新規 飲食店営業（露店）
堺食衛第20011809号 お好み焼　枝 堺区緑ヶ丘南町４丁２‐２０ 令和2年11月20日 令和2年12月1日 令和8年11月30日 福永　三枝子 更新 飲食店営業
堺食衛第20011810号 関西電力南大阪営業所食堂はり源 堺区熊野町東２丁２‐２０ 令和2年11月26日 令和2年11月26日 令和8年11月30日 新規 飲食店営業
堺食衛第20011808号 ふるーつもいいかも 堺区大町東３丁１‐１０ 050-8880-9867 令和2年12月4日 令和2年12月4日 令和8年12月28日 森野　誠子 新規 飲食店営業
堺食衛第20011821号 Ｆｒａｔｅｌｌｏ 堺区向陵中町４丁７‐２８ １階 令和3年1月13日 令和3年1月13日 令和9年1月31日 新吉屋　亮太 新規 飲食店営業
堺食衛第20011812号 ｔｓｕｂａｋｉ 堺区中瓦町１丁３‐２３ スイスビル７Ｆ 令和2年11月24日 令和2年12月1日 令和8年11月30日 山之内　貴美江 更新 飲食店営業
堺食衛第20011823号 ＯＰＵＳＴ 堺区熊野町東２丁１‐１０ 米澤ビルⅡ１０７号 令和2年12月8日 令和2年12月8日 令和8年12月28日 岩本　直人 新規 飲食店営業
堺食衛第20011811号 ボン　クラージュ 北区中百舌鳥町５丁８０３‐３ シュライクシャチビルＢ１０７ 令和2年11月24日 令和2年12月1日 令和8年11月30日 山下　信人 更新 飲食店営業
堺食衛第20011815号 ファミリースナック由加里 中区小阪３４１ 辰巳マンション１Ｆ 072-279-9218 令和2年11月24日 令和2年12月1日 令和8年11月30日 山内　くに子 更新 飲食店営業
堺食衛第20011816号 ちょこっと．．． 東区丈六１７１‐２０ コーエイパレス北野田　７階 令和2年11月24日 令和2年12月1日 令和8年11月30日 脇田　久美子 更新 飲食店営業
堺食衛第20011822号 Ｇｒｉｌｌ　Ｋｉｔｃｈｅｎ　ＡＰＯ 堺市内一円 令和2年11月27日 令和2年11月27日 令和7年11月30日 田中　遼 新規 飲食店営業（露店）
堺食衛第20011824号 たこぽん 堺市内一円 令和2年11月24日 令和2年11月24日 令和7年11月30日 平野　英次 新規 飲食店営業（露店）
堺食衛第20011826号 タイム 堺区翁橋町１丁１‐８ 赤坂ビル２Ｆ 令和2年11月25日 令和2年12月1日 令和8年11月30日 西川　寿美恵 更新 飲食店営業
堺食衛第20011831号 珈琲苑　アスカ 堺区旭ヶ丘中町２丁１‐１ 令和2年11月25日 令和2年12月1日 令和8年11月30日 宮元　カヅエ 更新 飲食店営業
堺食衛第20011828号 ぐすくぅ 北区中百舌鳥町３丁３７５‐４ 令和2年11月25日 令和2年12月1日 令和8年11月30日 小中　啓吾 更新 飲食店営業
堺食衛第20011830号 イタリアン食堂　にじいろ 北区黒土町２２９０‐１ 072-247-9692 令和2年11月25日 令和2年12月1日 令和8年11月30日 永浜　剛 更新 飲食店営業
堺食衛第20011833号 Ｋｉｔｔｙ　Ｓｗｅｅｔｓ 西区上野芝町４丁１２‐３ 令和2年11月26日 令和2年11月26日 令和8年11月30日 小池　千明 新規 菓子製造業
堺食衛第20011837号 上等カレー．レインボー金岡店 北区蔵前町１丁７‐１５ レインボー金岡内 072-255-0085 令和2年11月26日 令和2年12月1日 令和8年11月30日 北﨑　季志子 更新 飲食店営業
堺食衛第20011836号 カラオケ喫茶　湖畔 北区南花田町９０‐６ 令和2年11月26日 令和2年12月1日 令和8年11月30日 松本　安子 更新 飲食店営業
堺食衛第20011839号 ぱんとお菓子の工房　ａｍｉｃａｌ　（アミカル）西区浜寺石津町東４丁２‐４２ 令和2年11月30日 令和2年11月30日 令和8年11月30日 北村　恭子 新規 菓子製造業
堺食衛第20011834号 オリンピア 西区浜寺諏訪森町中３丁２４１ 072-261-1669 令和2年11月26日 令和2年12月1日 令和8年11月30日 小西　ミハル 更新 飲食店営業
堺食衛第20011838号 ｃａｆｅ　ｕｎｊｉ 南区野々井９００‐１ 令和2年11月26日 令和2年12月29日 令和8年12月28日 藤木　勇太 更新 飲食店営業
堺食衛第20011840号 たこ焼き將斗 堺市内一円 令和2年11月26日 令和2年11月26日 令和7年11月30日 坂本　將斗 新規 飲食店営業（自動車）
堺食衛第20011842号 泉州たこ焼き　みなとや 堺市内一円 令和2年11月26日 令和2年11月26日 令和7年11月30日 中井　紘一郎 新規 飲食店営業（自動車）
堺食衛第20011846号 摂河泉 堺区榎元町６丁６‐４ 072-229-2760 令和2年11月27日 令和2年12月1日 令和8年11月30日 池田　篤彦 更新 飲食店営業
堺食衛第20011856号 Ｃｏｏｋａ 堺区南半町西３丁５‐５ 令和2年12月23日 令和2年12月23日 令和8年12月28日 山本　亜希子 新規 飲食店営業
堺食衛第20011847号 すし豊 西区鳳南町２丁１０２‐４ 072-271-1440 令和2年11月27日 令和2年12月1日 令和8年11月30日 辻本　豊 更新 飲食店営業
堺食衛第20011848号 セブン‐イレブン　堺深井中町店 中区深井中町６１７‐２ 072-279-3506 令和2年11月30日 令和2年11月30日 令和8年11月30日 外山　千春 新規 飲食店営業
堺食衛第20011844号 しまちゃん 南区和田４５５‐２ 令和2年11月27日 令和2年12月1日 令和8年11月30日 嶋谷　シモエ 更新 飲食店営業
堺食衛第20011857号 ＭＯＮＫＩＴＣＨＥＮ 堺市内一円 令和2年11月27日 令和2年11月27日 令和7年11月30日 小阪　彩菜 新規 飲食店営業（自動車）
堺食衛第20011858号 ＭＯＮＫＩＴＣＨＥＮ 堺市内一円 令和2年11月27日 令和2年11月27日 令和7年11月30日 小阪　彩菜 新規 菓子製造業（自動車）
堺食衛第20011868号 ｇｒａｎｄ　ａｎｇｅ 堺区菅原通２丁１８ 令和2年12月3日 令和2年12月3日 令和8年12月28日 川端　琴絵 新規 飲食店営業
堺食衛第20011866号 愚羅巣 堺区大町東２丁１‐１６ 072-223-0999 令和2年11月30日 令和2年12月1日 令和8年11月30日 山本　宜里 更新 飲食店営業
堺食衛第20011863号 お好み焼　鈴 堺区南旅篭町東１丁１‐２４ 072-221-6158 令和2年11月30日 令和2年12月1日 令和8年11月30日 平野　鈴代 更新 飲食店営業
堺食衛第20011867号 のみ助 堺区南半町東１丁３４ 令和2年11月30日 令和2年12月29日 令和8年12月28日 吉田　美紀子 更新 飲食店営業
堺食衛第20011865号 フォーレマツナミ 北区百舌鳥西之町２丁２２７ 令和2年11月30日 令和2年12月1日 令和8年11月30日 松並　良三 更新 菓子製造業
堺食衛第20011872号 Ｉｎｄｉａｎ　ｃｕｒｒｙ　ｈｏｕｓｅ 西区鳳西町１丁８７‐１ 令和2年12月4日 令和2年12月4日 令和8年12月28日 ＫＨＡＴＲＩ　ＳＵＭＩＴ 新規 飲食店営業
堺食衛第20011870号 立ち呑居酒屋　いっとく 中区陶器北２４１‐２ 令和3年1月7日 令和3年1月7日 令和9年1月31日 磯谷　良富美 新規 飲食店営業
堺食衛第20011869号 立呑み　ｕｌｕ 東区日置荘原寺町４９ 令和2年12月8日 令和2年12月8日 令和8年12月28日 堂山　由美 新規 飲食店営業
堺食衛第20011882号 かるだもん 堺区新町３‐１ 令和2年12月10日 令和2年12月10日 令和8年12月28日 梅本　貴久 新規 飲食店営業
堺食衛第20011884号 からあげ金と銀　七道店 堺区北半町西１‐１９ パルコート七道１０２ 令和2年12月11日 令和2年12月11日 令和8年12月28日 入江　輝子 新規 飲食店営業
堺食衛第20011887号 Ｌｕｘｕｒｙ　Ｓｎａｃｋ　Ｓａｒａ 堺区櫛屋町東２丁１‐１９ ルミエールビル２Ｆ 令和3年5月25日 令和3年5月25日 令和9年5月31日 福部　愛 新規 飲食店営業
堺食衛第20011893号 炭火串焼き場ａｒ　えんず 北区中百舌鳥町２丁２９９‐９ 080-9861-9259 令和2年12月7日 令和2年12月7日 令和8年12月28日 髙濵　竜郎 新規 飲食店営業
堺食衛第20011902号 うりずん 堺区大仙中町８‐１ 令和2年12月4日 令和2年12月29日 令和8年12月28日 三好　久子 更新 飲食店営業
堺食衛第20011897号 もぐら食堂 中区深井清水町１４６３‐１ 072-275-9206 令和2年12月4日 令和2年12月29日 令和8年12月28日 西山　亮 更新 飲食店営業
堺食衛第20011909号 花水木 堺区翁橋町１丁９‐１５ アトムビル１Ｆ　Ｅ 令和2年12月8日 令和2年12月8日 令和8年12月28日 久我　けい子 新規 飲食店営業
堺食衛第20011908号 金久右衛門　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072-267-4010 令和2年12月8日 令和2年12月8日 令和8年12月28日 井上　力 新規 飲食店営業



堺食衛第20011910号 ふかい珈琲 中区深井沢町３４００ 令和2年12月7日 令和2年12月29日 令和8年12月28日 沢埜　健司 更新 喫茶店営業
堺食衛第20011911号 カラオケスタジオ秋月 中区小阪８８‐４６ 072-277-0824 令和2年12月7日 令和2年12月29日 令和8年12月28日 大西　千春 更新 飲食店営業
堺食衛第20011907号 歩歩歩さんぽ 南区泉田中１０５‐１ 令和2年12月10日 令和2年12月10日 令和8年12月28日 西川　宗汰 新規 飲食店営業
堺食衛第20011915号 はぐれ雲 堺区綾之町西１丁１‐２３ 072-232-6793 令和2年12月8日 令和2年12月29日 令和8年12月28日 山崎　孝次 更新 飲食店営業
堺食衛第20011921号 Ｓｗｅｅｔｓ‘ｎ’ｃａｆｅ　＆Ｕ＝Ａｎｄ　ｙｏｕ～アンジュ～　西区浜寺石津町中３丁６‐１２サンワードビル３Ｆ－３Ｂ 令和2年12月10日 令和2年12月10日 令和8年12月28日 横井　里江 新規 菓子製造業
堺食衛第20011916号 伊勢の魚屋 西区鳳東町１丁５４ 令和2年12月8日 令和2年12月29日 令和8年12月28日 浜口　哲男 更新 魚介類販売業
堺食衛第20011933号 スナック　ＹＹ 堺区中瓦町２丁１‐４ ＡＩビル２階 令和2年12月28日 令和2年12月28日 令和8年12月28日 郭　愛欽 新規 飲食店営業
堺食衛第20011940号 カラオケいこら 中区小阪７４‐６ 072-277-0063 令和2年12月11日 令和2年12月29日 令和8年12月28日 平尾　洋子 更新 飲食店営業
堺食衛第20011937号 津田豆腐店 東区北野田１６‐２９ 072-234-2917 令和2年12月11日 令和2年12月29日 令和8年12月28日 津田　映 更新 豆腐製造業
堺食衛第20011950号 おにぼう 堺区中三国ヶ丘町１丁１‐５１ 072-228-5556 令和2年12月14日 令和2年12月29日 令和8年12月28日 大田　健治 更新 飲食店営業
堺食衛第20011947号 いろり 東区北野田３０‐１ 072-236-4468 令和2年12月14日 令和2年12月29日 令和8年12月28日 中西　剛 更新 飲食店営業
堺食衛第20011953号 蘭奢 南区稲葉１丁３０２１‐１ 令和2年12月18日 令和2年12月18日 令和8年12月28日 上村　恭義 新規 飲食店営業
堺食衛第20011957号 焼鳥　さぶちゃん 南区豊田１０３３ 072-296-4546 令和2年12月15日 令和2年12月29日 令和8年12月28日 大下　三郎 更新 飲食店営業
堺食衛第20011958号 みなと屋 堺市内一円 令和2年12月15日 令和2年12月15日 令和7年12月28日 丹羽　孝徳 新規 菓子製造業（自動車）
堺食衛第20011964号 Ｈｏｍｅ　ｍａｄｅ　Ｂａｒｕ　卓の友 堺区西湊町６丁３‐１６ 072-245-4272 令和2年12月17日 令和2年12月17日 令和8年12月28日 足立　卓司 新規 飲食店営業
堺食衛第20011965号 Ｈｏｍｅ　ｍａｄｅ　Ｂａｒｕ　卓の友 堺区西湊町６丁３‐１６ 072-245-4272 令和2年12月17日 令和2年12月17日 令和8年12月28日 足立　卓司 新規 菓子製造業
堺食衛第20011969号 ハッピー 堺区宿屋町東１丁１‐１ 令和2年12月16日 令和2年12月29日 令和8年12月28日 下野　常美 更新 飲食店営業
堺食衛第20011970号 やきとりの名門　秋吉深井店 中区深井清水町３９９５ 石田ビル１階 072-270-1400 令和2年12月16日 令和2年12月29日 令和8年12月28日 畠山　茂人 更新 飲食店営業
堺食衛第20011968号 喫茶アラジン 東区白鷺町１丁９‐１８ 令和2年12月16日 令和2年12月29日 令和8年12月28日 眞鍋　芳樹 更新 飲食店営業
堺食衛第20011971号 まどか 東区北野田３７８‐１３ 072-235-8565 令和2年12月16日 令和2年12月29日 令和8年12月28日 瀬戸　たみ子 更新 飲食店営業
堺食衛第20011978号 ライフデリ堺中店 中区辻之１１８９‐２００ 072-289-8258 令和3年1月4日 令和3年1月4日 令和9年1月31日 寺﨑　浩一 新規 飲食店営業
堺食衛第20011983号 Ｂａｒ　Ｘ 堺区大町西３丁４‐９ 072-232-6418 令和2年12月24日 令和2年12月24日 令和8年12月28日 海辺　満幸 新規 飲食店営業
堺食衛第20011984号 ＦＲＥＥＳＴＹＬＥ 堺区大町西３丁４‐１１ 072-222-3145 令和2年12月24日 令和2年12月24日 令和8年12月28日 海辺　満幸 新規 飲食店営業
堺食衛第20011995号 居酒屋　皐月 堺区向陵中町２丁５‐７ 072-257-8823 令和2年12月21日 令和2年12月29日 令和8年12月28日 田尻　五月 更新 飲食店営業
堺食衛第20011992号 カラオケ　オアシス 堺区翁橋町１丁３‐３ センター春日ビル１Ｆ 令和2年12月22日 令和2年12月22日 令和8年12月28日 許　善玉 新規 飲食店営業
堺食衛第20011994号 魚辰 堺区栄橋町２丁４‐１ 堺魚市場 072-232-6877 令和2年12月21日 令和2年12月29日 令和8年12月28日 大澤　儀一 更新 魚介類販売業
堺食衛第20011993号 手打ちそば　唐変木 北区新金岡町５丁６‐１０３ 072-250-5151 令和2年12月21日 令和2年12月29日 令和8年12月28日 森田　啓二 更新 飲食店営業
堺食衛第20011996号 酒楽　海人 北区中長尾町２丁６‐８ 072-259-9990 令和2年12月25日 令和2年12月25日 令和8年12月28日 中尾　慎一郎 新規 飲食店営業
堺食衛第20012001号 平野屋 堺区中瓦町２丁３‐５ 令和2年12月22日 令和2年12月29日 令和8年12月28日 阪本　聡 更新 飲食店営業
堺食衛第20012000号 ｐｅａｓｍｉｌｅ 堺区南瓦町１‐１１ プラネッタビル６Ｆ 令和2年12月28日 令和2年12月28日 令和8年12月28日 山本　光優 新規 飲食店営業
堺食衛第20011998号 いずみや 西区浜寺石津町中３丁６‐１２サンワードビル１Ｆ 072-241-5051 令和2年12月22日 令和2年12月29日 令和8年12月28日 池側　仁美 更新 飲食店営業
堺食衛第20012004号 おかず星人 北区大豆塚町１丁２８‐１８ 令和2年12月28日 令和2年12月28日 令和8年12月28日 高橋　克卓 新規 飲食店営業
堺食衛第20012014号 鳥の郷 堺区綾之町東１丁２‐３３ 令和2年12月24日 令和2年12月29日 令和8年12月28日 高橋　正稔 更新 飲食店営業
堺食衛第20012010号 Ｄａｒｔｓ　Ｂａｒ　Ｅｎｄ 北区北花田町１丁５２‐１ 北花田東秀ビル３階 令和2年12月25日 令和2年12月25日 令和8年12月28日 藤原　誠 新規 飲食店営業
堺食衛第20012024号 ノンキアーモ 堺区戎之町東３丁１‐１７ 櫻ビル１Ｆ 令和2年12月25日 令和3年2月1日 令和9年1月31日 高比良　茂俊 更新 飲食店営業
堺食衛第20012026号 みどり 堺区甲斐町東４丁１‐４ 072-233-0733 令和2年12月25日 令和3年2月1日 令和9年1月31日 石川　朋子 更新 飲食店営業
堺食衛第20012021号 ドライフラワ－カフェＣｏＣｏ 北区金岡町３００８‐１ シイキビル３Ｆ 令和3年1月4日 令和3年1月4日 令和9年1月31日 浅野　光弘 新規 飲食店営業
堺食衛第20012029号 トーゴ 堺区向陵西町４丁８‐６ シティーコーポ三国ヶ丘１０２ 令和3年2月15日 令和3年2月15日 令和9年2月28日 速水　東吾 新規 飲食店営業
堺食衛第20012034号 ＩＳＥ　１９７０ 堺区竜神橋町２丁１‐２２ フォレストコート１０２ 072-232-6745 令和3年1月5日 令和3年1月5日 令和9年1月31日 柿坂　俊昭 新規 飲食店営業
堺食衛第20012032号 サンロード 西区浜寺公園町３丁２２６ 072-261-2030 令和2年12月28日 令和2年12月29日 令和8年12月28日 山下　壽子 更新 飲食店営業
堺食衛第20012030号 鉄板ＤＩＮＩＮＧ　ＥＢＩＳ 西区鳳東町６丁５８４‐２９ 令和2年12月28日 令和2年12月29日 令和8年12月28日 小森　優子 更新 飲食店営業
堺食衛第20012028号 氷ｉｎｇ 中区八田北町１０‐１６ 072-220-5106 令和3年1月4日 令和3年1月4日 令和9年1月31日 丸山　伸夫 新規 飲食店営業
堺食衛第20012031号 カラオケ　ハピネス 南区泉田中１０３‐１ 072-292-2260 令和2年12月28日 令和2年12月29日 令和8年12月28日 村上　利律子 更新 飲食店営業
堺食衛第20012038号 呑みバル　ＧＥＫＯテング 西区津久野町２丁１‐１７ 今川ビル 令和3年1月19日 令和3年1月19日 令和9年1月31日 森　翔平 新規 飲食店営業
堺食衛第20012036号 ＳＥＡ　ＳＴＡＲ 美原区丹上４４３‐８ １Ｆ 令和3年1月5日 令和3年1月5日 令和9年1月31日 佐藤　ゆかり 新規 菓子製造業
堺食衛第20012037号 南條食堂（マルエ） 南区野々井６０ 令和3年1月4日 令和3年2月1日 令和9年1月31日 南條　新治 更新 飲食店営業
堺食衛第20012039号 スギモト 堺市内一円 令和3年1月4日 令和3年1月4日 令和8年1月31日 杉本　奈津 新規 飲食店営業（自動車）
堺食衛第20012040号 フランボワーズ洋菓子店 堺区出島町２丁３‐１４ 令和3年1月5日 令和3年2月1日 令和9年1月31日 石川　昇 更新 菓子製造業
堺食衛第20012043号 Ｆｏｏｄ　ｔｒａｃｋ　ＨＫ 堺市内一円 令和3年1月5日 令和3年1月5日 令和8年1月31日 西尾福　英男 新規 飲食店営業（自動車）
堺食衛第20012054号 ろおじ 堺区北旅籠町西１丁２‐１８ 令和3年1月6日 令和3年2月1日 令和9年1月31日 志賀　和子 更新 飲食店営業
堺食衛第20012048号 ＦＵＣＨＩ 堺区市之町東２丁２‐２１ 令和3年1月6日 令和3年1月6日 令和9年1月31日 渕　幸生 新規 飲食店営業
堺食衛第20012049号 セブン‐イレブン　堺学園町店 中区学園町３‐１２ 072-236-1808 令和3年1月12日 令和3年1月12日 令和9年1月31日 高橋　秀和 新規 飲食店営業
堺食衛第20012053号 ひなみ 中区深阪２丁１０‐５８ 令和3年1月14日 令和3年1月14日 令和9年1月31日 平野　亮一 新規 飲食店営業
堺食衛第20012063号 みつや 中区土師町３丁３４‐２８ 令和3年1月7日 令和3年2月1日 令和9年1月31日 山城　恵子 更新 飲食店営業
堺食衛第20012066号 カラオケスタジオＳＪ 堺区一条通１９‐２７ 大成レジャービル２Ｆ 令和3年1月21日 令和3年1月21日 令和9年1月31日 小畑　潤子 新規 飲食店営業
堺食衛第20012072号 シチリアーモ 堺区神石市之町３‐２５ 令和3年1月28日 令和3年1月28日 令和9年1月31日 植木　亜里沙 新規 そうざい製造業
堺食衛第20012073号 シチリアーモ 堺区神石市之町３‐２５ 令和3年1月28日 令和3年1月28日 令和9年1月31日 植木　亜里沙 新規 菓子製造業
堺食衛第20012069号 スナック京香 堺区戎之町東２丁１‐２ ハーモニービル２Ｆ 令和3年1月14日 令和3年1月14日 令和9年1月31日 横路　京子 新規 飲食店営業
堺食衛第20012065号 ナイトスペース　桜．ＺＥＮ 堺区熊野町東２丁１‐１０ 米沢ビル２Ｆ 令和3年1月12日 令和3年1月12日 令和9年1月31日 中野　留美 新規 飲食店営業
堺食衛第20012068号 Ｅａｔｅｒｙｓ 堺区甲斐町西１丁２‐３３ 072-232-5668 令和3年1月13日 令和3年1月13日 令和9年1月31日 本池　悠人 新規 飲食店営業
堺食衛第20012071号 ｃｈｅｅｒｆｕｌｌ　ｋｉｔｃｈｅｎ 堺市内一円 令和3年1月8日 令和3年1月8日 令和8年1月31日 大谷　千晶 新規 飲食店営業（自動車）
堺食衛第20012096号 ｃａｆｅ＆ｂａｒ　Ａｎｏｔｈｅｒ　ＳＫＹ 堺区向陵中町３丁４‐２ 072-260-4729 令和3年1月13日 令和3年1月13日 令和9年1月31日 山下　将幸 新規 飲食店営業
堺食衛第20012080号 カラオケ　甲子園 堺区翁橋町１丁５‐２２ 翁橋中央ビル１Ｆ 令和3年1月15日 令和3年1月15日 令和9年1月31日 岡崎　順子 新規 飲食店営業
堺食衛第20012078号 あいの風～こころふわり 堺区新町２‐１５ ＮＫアーバンビル３０２ 令和3年1月13日 令和3年1月13日 令和9年1月31日 前垣　しおり 新規 飲食店営業
堺食衛第20012092号 オドルヨウニ 堺区並松町２０‐１ 七道並松東店舗　２棟１０６号 令和3年1月14日 令和3年1月14日 令和9年1月31日 土井　淳矢 新規 飲食店営業
堺食衛第20012093号 オドルヨウニ 堺区並松町２０‐１ 七道並松東店舗　２棟１０６号 令和3年1月14日 令和3年1月14日 令和9年1月31日 土井　淳矢 新規 菓子製造業
堺食衛第20012090号 ニューマルルウ 堺区櫛屋町東２丁１‐１９ ルミエールビル４ＦＢ 令和3年1月18日 令和3年1月18日 令和9年1月31日 有本　豪 新規 飲食店営業
堺食衛第20012086号 Ｂｕｔｔｅｒｆｌｙ　チョウチョウ　Ｋａｒａｏｋｅ　Ｒｅｓｔｏ　Ｂａｒ堺区大町東３丁２‐５ ニュー伊津美ビルＢ１Ｆ 令和3年1月14日 令和3年1月14日 令和9年1月31日 ＮＩＳＨＩＭＵＲＡ，ＭＡＲＹ　ＡＮＮ　ＭＡＮＤＩＡＤＥ 新規 飲食店営業
堺食衛第20012087号 鶴八 西区浜寺石津町西３丁５‐１９ 072-245-0037 令和3年1月20日 令和3年1月20日 令和9年1月31日 鶴脊　勲 新規 飲食店営業
堺食衛第20012097号 九絵食堂 西区浜寺船尾町西３丁６０ サンパティック１Ｆ 令和3年1月14日 令和3年1月14日 令和9年1月31日 石原　貴史 新規 飲食店営業
堺食衛第20012079号 一番星 西区津久野町１丁１７‐６ 令和3年1月14日 令和3年1月14日 令和9年1月31日 南條　雅信 新規 飲食店営業
堺食衛第20012083号 カフェ　どんぐり 中区福田６４２‐４ 令和3年1月15日 令和3年1月15日 令和9年1月31日 川口　啓子 新規 飲食店営業
堺食衛第20012084号 カフェ　どんぐり 中区福田６４２‐４ 令和3年1月15日 令和3年1月15日 令和9年1月31日 川口　啓子 新規 菓子製造業
堺食衛第20012077号 Ａ－１０ 中区堀上町１０３３ サーティーワンビル１Ｆ 令和3年1月15日 令和3年1月15日 令和9年1月31日 安居　潤 新規 飲食店営業
堺食衛第20012074号 お食事処　えん 中区八田西町２丁７‐１ 令和3年1月12日 令和3年1月12日 令和9年1月31日 木下　淳 新規 飲食店営業
堺食衛第20012094号 ＣＬＯＵＤ　ＮＩＮＥ 東区引野町１丁１２‐９ 072-286-5661 令和3年1月12日 令和3年2月1日 令和9年1月31日 多田　祥吾 更新 飲食店営業
堺食衛第20012085号 ＭＡＲｕｕ 東区白鷺町１丁９‐１６ 1 令和3年1月27日 令和3年1月27日 令和9年1月31日 江藤　允彦 新規 飲食店営業
堺食衛第20012091号 大寳山　法雲寺 美原区今井１９２ 令和3年1月13日 令和3年1月13日 令和9年1月31日 隆琦　義宣 新規 飲食店営業
堺食衛第20012088号 雷風神 堺市内一円 令和3年1月12日 令和3年1月12日 令和8年1月31日 川島　善恵 新規 飲食店営業（自動車）
堺食衛第20012089号 雷風神 堺市内一円 令和3年1月12日 令和3年1月12日 令和8年1月31日 川島　善恵 新規 菓子製造業（自動車）
堺食衛第20012100号 ＰＥＡＣＥ　ＦＲＥＥ 堺区翁橋町１丁５‐５ ヒロブン翁橋１Ｆ 072-227-6787 令和3年1月14日 令和3年1月14日 令和9年1月31日 神山　涼子 新規 飲食店営業
堺食衛第20012101号 カラオケスナック　奈美恵 堺区住吉橋町１丁４‐６ 令和3年1月14日 令和3年1月14日 令和9年1月31日 桝田　恵美子 新規 飲食店営業
堺食衛第20012099号 喫茶　すずらん 堺区塩浜町１ 福祉会館 令和3年1月13日 令和3年2月1日 令和9年1月31日 五十嵐　正一 更新 飲食店営業
堺食衛第20012098号 スナック　ルージュ 北区北花田町４丁８９‐１ 令和3年1月13日 令和3年1月13日 令和9年1月31日 中野　善朗 新規 飲食店営業
堺食衛第20012104号 創作居酒屋　ＢＯＲＮ 西区津久野町１丁１‐８ 072-202-0220 令和3年1月19日 令和3年1月19日 令和9年1月31日 髙木　隆夫 新規 飲食店営業
堺食衛第20012102号 カラオケ　愛２恋 中区新家町５０９‐７ 令和3年1月15日 令和3年1月15日 令和9年1月31日 寺本　しげ美 新規 飲食店営業
堺食衛第20012110号 Ｆｉｌａｍｅｎｔ 中区深井沢町３１９６ 沙羅樹ビル　２Ｆ 令和3年1月19日 令和3年1月19日 令和9年1月31日 松谷　久美子 新規 飲食店営業
堺食衛第20012119号 すなっく　順 堺区翁橋町１丁５‐２１ ファーストビル２Ｆ 072-222-4610 令和3年1月18日 令和3年1月18日 令和9年1月31日 寺内　仁視 新規 飲食店営業
堺食衛第20012116号 Ｂａｒ　ＰＲＯＳＴ 堺区中瓦町１丁３‐２３ スイスレジャービル４Ｆ　Ｂ号 令和3年1月14日 令和3年2月1日 令和9年1月31日 古山　拓也 更新 飲食店営業
堺食衛第20012109号 ＢＥＹＯＮＤ　ｅｐｉｓｏｄｅⅡ 堺区熊野町東１丁１‐１２ マリンプラザ３Ｆ 令和3年1月15日 令和3年1月15日 令和9年1月31日 坂無　悠希 新規 飲食店営業
堺食衛第20012122号 いちからや 西区鳳中町６丁１９５‐４ 令和3年1月19日 令和3年1月19日 令和9年1月31日 浅井　説夫 新規 飲食店営業
堺食衛第20012121号 ひとよし 中区新家町５７６‐８ 令和3年1月18日 令和3年1月18日 令和9年1月31日 諸谷　義高 新規 飲食店営業
堺食衛第20012118号 一唐 中区深井清水町３８４６ 090-3713-9458 令和3年1月14日 令和3年1月14日 令和9年1月31日 森川　健一 新規 飲食店営業
堺食衛第20012120号 夕夏ちゃん 堺市内一円 令和3年1月14日 令和3年1月14日 令和8年1月31日 川﨑　啓孝 新規 飲食店営業（露店）
堺食衛第20012140号 まがりや 堺区南三国ヶ丘町１丁２‐９ １０Ｂ 令和3年1月18日 令和3年1月18日 令和9年1月31日 柿本　茂行 新規 飲食店営業
堺食衛第20012136号 あるる 堺区熊野町東２丁１‐１６ エクセルＦＢ　５０２ 令和3年1月22日 令和3年1月22日 令和9年1月31日 呉　玹守 新規 飲食店営業
堺食衛第20012130号 華りん 堺区栄橋町２丁３‐２０ 072-222-7538 令和3年1月19日 令和3年1月19日 令和9年1月31日 山野　啓子 新規 飲食店営業
堺食衛第20012131号 呑み処　笑栄 堺区住吉橋町１丁４‐６ 令和3年1月20日 令和3年1月20日 令和9年1月31日 朴　恭代 新規 飲食店営業
堺食衛第20012135号 北田商店 西区浜寺石津町中２丁８‐１ 令和3年1月19日 令和3年1月19日 令和9年1月31日 北田　靖彦 新規 飲食店営業
堺食衛第20012137号 居酒屋　みかわ 西区鳳中町３丁６１ 令和3年1月25日 令和3年1月25日 令和9年1月31日 谷口　友子 新規 飲食店営業
堺食衛第20012123号 かふぇ家 中区深井沢町３３７５ 072-320-3296 令和3年1月15日 令和3年2月1日 令和9年1月31日 寺田　茂子 更新 飲食店営業
堺食衛第20012139号 美酒 中区深井北町３３０６ １Ｆ 令和3年1月21日 令和3年1月21日 令和9年1月31日 梁本　玫子 新規 飲食店営業
堺食衛第20012143号 スペインバル　トーレス 中区深井清水町３８１８ 令和3年1月18日 令和3年1月18日 令和9年1月31日 福永　雄人 新規 飲食店営業
堺食衛第20012138号 一藤 東区白鷺町１丁３‐９ 072-259-7883 令和3年1月18日 令和3年1月18日 令和9年1月31日 藤田　晃 新規 飲食店営業
堺食衛第20012126号 ファミリーマート美原今井店 美原区今井７７‐１ 令和3年1月15日 令和3年2月1日 令和9年1月31日 河辺　加世 更新 飲食店営業
堺食衛第20012141号 カラオケ＆スナックシルク 南区栂４２３‐１ 072-291-8158 令和3年1月18日 令和3年1月18日 令和9年1月31日 小坂　絹子 新規 飲食店営業
堺食衛第20012178号 二葉 堺区北瓦町２丁１‐１７ 二葉ビル３Ｆ 072-232-1836 令和3年1月19日 令和3年1月19日 令和9年1月31日 佐竹　光司 新規 飲食店営業
堺食衛第20012168号 てぃーだ 堺区戎之町東２丁１‐２ セブンシャトー戎ビル２階072-247-8082 令和3年1月19日 令和3年1月19日 令和9年1月31日 戸井　譲二 新規 飲食店営業
堺食衛第20012160号 まるに寿し 堺区宿院町東４丁１‐５ 072-222-3201 令和3年1月27日 令和3年1月27日 令和9年1月31日 薗　源三郎 新規 飲食店営業
堺食衛第20012166号 ちびろっく 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 令和3年2月1日 令和3年2月1日 令和9年1月31日 長谷川　幸代 新規 飲食店営業
堺食衛第20012162号 きよし 北区長曽根町５４５‐４１ 令和3年1月27日 令和3年1月27日 令和9年1月31日 三本　米子 新規 飲食店営業
堺食衛第20012163号 たくま 北区百舌鳥梅町３丁１‐２１ 令和3年1月22日 令和3年1月22日 令和9年1月31日 松村　卓磨 新規 飲食店営業
堺食衛第20012167号 ぷくぷく 北区百舌鳥梅町３丁３５‐１１ 令和3年1月21日 令和3年1月21日 令和9年1月31日 新崎　修 新規 飲食店営業
堺食衛第20012171号 ほうせんか 西区上野芝町２丁２‐１ 令和3年1月27日 令和3年1月27日 令和9年1月31日 豊泉　正人 新規 飲食店営業
堺食衛第20012154号 カラオケ　ハイビスカス 西区鳳南町５丁５０９ 令和3年3月8日 令和3年3月8日 令和9年3月31日 平田　貴子 新規 飲食店営業
堺食衛第20012161号 居酒屋　合歓 西区鳳中町７丁２３８ 072-263-5458 令和3年1月25日 令和3年1月25日 令和9年1月31日 寺田　惠次 新規 飲食店営業
堺食衛第20012172号 のだ屋 中区新家町５０９‐１３ 令和3年1月19日 令和3年1月19日 令和9年1月31日 野田　祐司 新規 飲食店営業
堺食衛第20012165号 七福神 東区白鷺町１丁１２‐２１ 令和3年1月21日 令和3年1月21日 令和9年1月31日 松本　俊一 新規 飲食店営業
堺食衛第20012159号 スナック　ＫＥＩＫＯ 東区日置荘原寺町４４‐１１ 令和3年1月20日 令和3年1月20日 令和9年1月31日 原田　恵子 新規 飲食店営業



堺食衛第20012153号 ベビーカステラ　コロン 東区西野４５５‐６ 令和3年1月20日 令和3年1月20日 令和9年1月31日 熊野　貴之 新規 菓子製造業
堺食衛第20012173号 カラオケ　ワールド 美原区丹上３３８‐１２ 令和3年1月20日 令和3年1月20日 令和9年1月31日 城田　莉沙 新規 飲食店営業
堺食衛第20012164号 酔泉 南区深阪南３４２‐１４ トミーフラットＢ１ 令和3年1月19日 令和3年1月19日 令和9年1月31日 東谷　孝志 新規 飲食店営業
堺食衛第20012157号 Ｙａｍｍｙ 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 川端　裕子 新規 飲食店営業（自動車）
堺食衛第20012187号 ハニークレープ 堺区香ヶ丘町１丁３‐１９ 令和3年1月21日 令和3年1月21日 令和9年1月31日 古里　千恵子 新規 飲食店営業
堺食衛第20012189号 カラオケ喫茶　リズム 堺区二条通７‐２３ 丸忠ビル２Ｆ 令和3年1月29日 令和3年1月29日 令和9年1月31日 山本　惠子 新規 飲食店営業
堺食衛第20012181号 カラオケ　らん 堺区海山町１丁６２‐４２ 072-275-6674 令和3年1月22日 令和3年1月22日 令和9年1月31日 中野　ひで子 新規 飲食店営業
堺食衛第20012186号 宝寿堂 北区蔵前町１丁１８‐２１ 令和3年1月21日 令和3年1月21日 令和9年1月31日 古里　絵美 新規 飲食店営業
堺食衛第20012179号 ほっかほっか亭　東浅香山店 北区東浅香山町２丁２３３ 072-240-2660 令和3年1月19日 令和3年1月19日 令和9年1月31日 山口　裕可 新規 飲食店営業
堺食衛第20012182号 きらり 西区北条町１丁２８‐１３ 令和3年2月5日 令和3年2月5日 令和9年2月28日 田中　富子 新規 飲食店営業
堺食衛第20012191号 まるこ 中区深井清水町４００２‐１ 令和3年1月26日 令和3年1月26日 令和9年1月31日 小倉　武子 新規 飲食店営業
堺食衛第20012184号 おでん処　春さん 東区丈六１８１ 令和3年1月20日 令和3年1月20日 令和9年1月31日 春田　学 新規 飲食店営業
堺食衛第20012180号 こま 南区宮山台３丁１‐５ 令和3年1月26日 令和3年1月26日 令和9年1月31日 濱野　美洋子 新規 飲食店営業
堺食衛第20012188号 うどん呑 南区豊田１００３‐４ 令和3年1月20日 令和3年1月20日 令和9年1月31日 中田　倶代 新規 飲食店営業
堺食衛第20012199号 御食事処　千里鳥 堺区向陵中町２丁４‐１３ 栄光プラザビル２０１ 令和3年2月3日 令和3年2月3日 令和9年2月28日 金崎　佐俊 新規 飲食店営業
堺食衛第20012197号 ＣｈａＲｅｅ 堺区翁橋町１丁９‐７ エイトワンビル翁橋１Ｆ 令和3年2月8日 令和3年2月8日 令和9年2月28日 中村　香織 新規 飲食店営業
堺食衛第20012193号 かき豊 堺区北向陽町１丁１‐７ 1 072-221-7447 令和3年1月20日 令和3年2月1日 令和9年1月31日 湯木　眞悟 更新 飲食店営業
堺食衛第20012198号 ＪＥＮＮＹ 堺区櫛屋町東２丁１‐１８ ソフィアビル１Ｆ１０３号 令和3年1月27日 令和3年1月27日 令和9年1月31日 森山　雅美 新規 飲食店営業
堺食衛第20012204号 立ち呑処　心 北区東雲東町３丁５‐２０ 令和3年1月22日 令和3年1月22日 令和9年1月31日 高本　稔子 新規 飲食店営業
堺食衛第20012195号 カラオケ　ローズ 西区浜寺諏訪森町東２丁１０４‐２０ 令和3年1月20日 令和3年1月20日 令和9年1月31日 久保井　洋子 新規 飲食店営業
堺食衛第20012194号 たこ坊主 東区日置荘西町１丁２４‐３９ 令和3年1月20日 令和3年2月1日 令和9年1月31日 土井　嘉三 更新 飲食店営業
堺食衛第20012201号 すきま産業 堺市内一円 令和3年1月20日 令和3年1月20日 令和8年1月31日 山野　敏夫 新規 菓子製造業（自動車）
堺食衛第20012217号 居酒屋　にしむら 堺区北清水町３丁６‐１１ 072-233-2460 令和3年1月25日 令和3年1月25日 令和9年1月31日 井上　尚美 新規 飲食店営業
堺食衛第20012216号 カラオケ喫茶　ＪＵＮ 堺区柏木町１丁２‐１４ 令和3年1月27日 令和3年1月27日 令和9年1月31日 池田　純子 新規 飲食店営業
堺食衛第20012218号 スタジオ　ジョー 堺区戎之町東１丁１‐２１ 令和3年2月8日 令和3年2月8日 令和9年2月28日 河内　広行 新規 飲食店営業
堺食衛第20012205号 福よし寿司 北区新金岡町１丁３‐３３ 令和3年1月21日 令和3年2月1日 令和9年1月31日 山村　修 更新 飲食店営業
堺食衛第20012208号 スナック　ニューロン 中区福田５５３‐１１ 令和3年1月21日 令和3年2月1日 令和9年1月31日 長岡　知恵登 更新 飲食店営業
堺食衛第20012215号 カラオケ　鈴の音 中区田園５８０‐４１ 令和3年1月26日 令和3年1月26日 令和9年1月31日 辻中　律美 新規 飲食店営業
堺食衛第20012210号 喜楽屋一心 中区八田北町５００‐２ 令和3年1月22日 令和3年1月22日 令和9年1月31日 道下　美季代 新規 飲食店営業
堺食衛第20012211号 ワイワイダイニング　シグナル 東区引野町３丁１ 初芝グリーンハイツ１０３号072-286-2004 令和3年1月22日 令和3年1月22日 令和9年1月31日 大澤　正 新規 飲食店営業
堺食衛第20012221号 Ｋｉｒａｒａ 堺区一条通１９‐２７ ３Ｆ 令和3年3月1日 令和3年3月1日 令和9年2月28日 西井　泰代 新規 飲食店営業
堺食衛第20012220号 ばぁるほろ酔　さと 堺区栄橋町１丁９‐４ 令和3年1月28日 令和3年1月28日 令和9年1月31日 小川　さとみ 新規 飲食店営業
堺食衛第20012223号 ワンショットバードリーム 中区深井沢町３２８１ 072-281-3303 令和3年1月22日 令和3年3月1日 令和9年2月28日 中尾　安彦 更新 飲食店営業
堺食衛第20012222号 オレンジ 中区深井中町５２４‐１ 令和3年1月22日 令和3年2月1日 令和9年1月31日 金谷　孝子 更新 飲食店営業
堺食衛第20012224号 酔太郎 美原区北余部４５‐２８ 令和3年1月22日 令和3年2月1日 令和9年1月31日 山田　久司 更新 飲食店営業
堺食衛第20012239号 秀秀 堺区御陵通５‐２ 令和3年5月7日 令和3年5月7日 令和9年5月31日 小椋　忠志 新規 飲食店営業
堺食衛第20012230号 ひだまり庵 堺区甲斐町東３丁１‐１３ 072-222-1129 令和3年1月25日 令和3年3月1日 令和9年2月28日 四條　賢児 更新 飲食店営業
堺食衛第20012225号 ロジエ　セントラルキッチン 堺区甲斐町東３丁２‐１９ ミカミビル１Ｆ 令和3年1月29日 令和3年1月29日 令和9年1月31日 加藤　巧也 新規 菓子製造業
堺食衛第20012240号 堺ホルモン　たか家 堺区竜神橋町１丁６‐１２ アイ・キャッスル１Ｆ 072-222-8989 令和3年1月28日 令和3年1月28日 令和9年1月31日 兵庫　佑也 新規 飲食店営業
堺食衛第20012235号 えびちゃん 北区中百舌鳥町５丁７９８ 令和3年2月4日 令和3年2月4日 令和9年2月28日 福永　忠志 新規 飲食店営業
堺食衛第20012237号 カラオケ喫茶　ＭＩＹＯ 北区中長尾町４丁３‐２ 072-254-1076 令和3年1月28日 令和3年1月28日 令和9年1月31日 安並　美恵子 新規 飲食店営業
堺食衛第20012236号 一福ホルモン店 西区浜寺石津町中４丁９‐２２ 令和3年1月29日 令和3年1月29日 令和9年1月31日 大島　朋子 新規 飲食店営業
堺食衛第20012228号 カラオケスタジオ　花音 西区山田１丁１０８３‐３ 令和3年2月17日 令和3年2月17日 令和9年2月28日 山口　春子 新規 飲食店営業
堺食衛第20012226号 焼肉酒場　万次郎 西区鳳南町２丁１３５ 072-274-2941 令和3年1月25日 令和3年3月1日 令和9年2月28日 西口　浩文 更新 飲食店営業
堺食衛第20012233号 カラオケ喫茶　ローズ 中区深井中町１２１１‐３８ 072-278-5028 令和3年1月28日 令和3年1月28日 令和9年1月31日 西上　雪子 新規 飲食店営業
堺食衛第20012231号 焼鳥ダイニング　花鳥庵 東区日置荘西町２丁５‐３ 令和3年1月25日 令和3年3月1日 令和9年2月28日 浜田　和作 更新 飲食店営業
堺食衛第20012234号 カラオケスナック　ラ・ラ・ラ 東区北野田１６‐２８ 072-230-5056 令和3年1月25日 令和3年2月1日 令和9年1月31日 出口　謙次郎 更新 飲食店営業
堺食衛第20012254号 Ｂａｒ　Ｌｉｓｔｅｌ　堺東 堺区翁橋町１丁４‐１８ ロイヤルパレスビル３Ｆ 令和3年2月3日 令和3年2月3日 令和9年2月28日 山下　将志 新規 飲食店営業
堺食衛第20012255号 歩歩 堺区翁橋町１丁４‐１８ ロイヤルパレスビル１Ｆ 令和3年2月3日 令和3年2月3日 令和9年2月28日 休井　友紀 新規 飲食店営業
堺食衛第20012256号 ベル 堺区翁橋町１丁４‐１８ ロイヤルパレスビル３Ｆ 令和3年2月3日 令和3年2月3日 令和9年2月28日 寺本　徹平 新規 飲食店営業
堺食衛第20012252号 サンパギータ 堺区翁橋町１丁５‐３ エル・クエストビル５Ｆ 令和3年2月1日 令和3年2月1日 令和9年1月31日 加藤　亘輝 新規 飲食店営業
堺食衛第20012260号 スナック　７７７ 堺区翁橋町１丁９‐６ エイトワンビル３Ｆ 072-227-7746 令和3年2月3日 令和3年2月3日 令和9年2月28日 松本　由紀子 新規 飲食店営業
堺食衛第20012243号 オモニ 堺区北安井町１‐１０ 072-227-0356 令和3年1月26日 令和3年3月1日 令和9年2月28日 李　幸子 更新 飲食店営業
堺食衛第20012251号 田宮酒店 堺区出島町１丁１‐２１ 072-243-0208 令和3年2月4日 令和3年2月4日 令和9年2月28日 田宮　義輝 新規 飲食店営業
堺食衛第20012245号 ごちそう屋　四季 堺区竜神橋町１丁１‐１２ 072-223-9700 令和3年1月26日 令和3年2月1日 令和9年1月31日 丸岡　公明 更新 飲食店営業
堺食衛第20012246号 手作り弁当　みつり 南区深阪南３４２‐１６ 072-237-1180 令和3年1月26日 令和3年2月1日 令和9年1月31日 梅田　弘史 更新 飲食店営業
堺食衛第20012257号 にし義 南区栂４２３‐１ 令和3年1月28日 令和3年1月28日 令和9年1月31日 西　義人 新規 飲食店営業
堺食衛第20012249号 催事企画出店事業組合 堺市内一円 令和3年1月26日 令和3年2月1日 令和8年1月31日 川上　昌男 更新 飲食店営業（露店）
堺食衛第20012248号 催事企画出店事業組合 堺市内一円 令和3年1月26日 令和3年2月1日 令和8年1月31日 川上　昌男 更新 菓子製造業（露店）
堺食衛第20012272号 Ｒｏｓｅ　Ｂａｒ 堺区翁橋町１丁９‐２ スウィングプラザ翁橋５０７号室 令和3年2月1日 令和3年2月1日 令和9年1月31日 ＨＡＧＩＨＡＲＡ　ＡＲＬＩＮＤＡ　ＣＡＢＲＥＲＡ 新規 飲食店営業
堺食衛第20012262号 ＪＡＭ 堺区戎之町東１丁１‐３０ 令和3年1月27日 令和3年2月1日 令和9年1月31日 佐野　靖之 更新 飲食店営業
堺食衛第20012261号 和牛焼肉屋　石エ門 北区北花田町４丁９６‐６ 令和3年1月27日 令和3年2月1日 令和9年1月31日 山下　弘治 更新 飲食店営業
堺食衛第20012273号 森塾食堂 西区家原寺町２丁８‐１８ 令和3年2月2日 令和3年2月2日 令和9年2月28日 福島　弘之 新規 飲食店営業
堺食衛第20012270号 カラオケスナック歌音 中区新家町５０９‐１０ 令和3年1月28日 令和3年1月28日 令和9年1月31日 井上　八重子 新規 飲食店営業
堺食衛第20012263号 夢楽里 中区平井７０２‐７ メゾン天の橋１０２ 令和3年1月27日 令和3年3月1日 令和9年2月28日 丸谷　よし子 更新 飲食店営業
堺食衛第20012274号 森カフェ 中区深井北町８２５ 令和3年2月1日 令和3年2月1日 令和9年1月31日 福島　さやか 新規 飲食店営業
堺食衛第20012277号 フィオーレ 東区日置荘北町１丁２５‐２４ 令和3年2月2日 令和3年2月2日 令和9年2月28日 酒井　啓之 新規 飲食店営業
堺食衛第20012278号 フィオーレ 東区日置荘北町１丁２５‐２４ 令和3年2月4日 令和3年2月4日 令和9年2月28日 酒井　啓之 新規 魚介類販売業
堺食衛第20012268号 幹商 堺市内一円 令和3年1月27日 令和3年1月27日 令和8年1月31日 山本　幹和 新規 飲食店営業（露店）
堺食衛第20012269号 幹商 堺市内一円 令和3年1月27日 令和3年1月27日 令和8年1月31日 山本　幹和 新規 菓子製造業（露店）
堺食衛第20012287号 カラオケハウス　ラブソング 堺区向陵中町２丁４‐１３ ２階 令和3年2月5日 令和3年2月5日 令和9年2月28日 日笠山　ひろ子 新規 飲食店営業
堺食衛第20012285号 食酒処　花と虎 堺区東湊町１丁８２‐１ 令和3年2月3日 令和3年2月3日 令和9年2月28日 西谷　一夫 新規 飲食店営業
堺食衛第20012286号 居酒屋　三千里 堺区綾之町西１丁１‐２３ 中央ビル１階 令和3年2月2日 令和3年2月2日 令和9年2月28日 熊本　幸恵 新規 飲食店営業
堺食衛第20012283号 とんかつ　駒太郎 堺区戎之町東２丁１‐２ 令和3年1月28日 令和3年2月1日 令和9年1月31日 中森　克典 更新 飲食店営業
堺食衛第20012280号 欧州バル　ロッソギターラ 堺区甲斐町西１丁１‐２８ サンハイム宿院１０６072-282-7866 令和3年1月28日 令和3年3月1日 令和9年2月28日 稲嶺　浩 更新 飲食店営業
堺食衛第20012289号 カフェ＆バー　Ｊ 堺区市之町東２丁１‐２６ もち月ビル１Ｆ 令和3年2月4日 令和3年2月4日 令和9年2月28日 山口　弘幸 新規 飲食店営業
堺食衛第20012293号 カラオケ　スナック　ニュー・サイド 北区東浅香山町２丁７３‐２７ 令和3年2月9日 令和3年2月9日 令和9年2月28日 林　種子 新規 飲食店営業
堺食衛第20012288号 Ｓｎａｃｋ　Ｗｉｓｔｅｒｉａ 北区中百舌鳥町５丁８０３‐３ シュライクシャチビル１Ｆ１０４Ａ 令和3年2月3日 令和3年2月3日 令和9年2月28日 加柴　憂衣 新規 飲食店営業
堺食衛第20012292号 カラオケ　ＴＡＭＡ 北区中長尾町２丁６‐４ 令和3年2月2日 令和3年2月2日 令和9年2月28日 玉置　弘美 新規 飲食店営業
堺食衛第20012291号 さくら 西区浜寺石津町西３丁５‐１８ 令和3年2月2日 令和3年2月2日 令和9年2月28日 後藤　新 新規 飲食店営業
堺食衛第20012290号 焼肉　いっぺん 中区深井沢町３１３９ 101 令和3年2月4日 令和3年2月4日 令和9年2月28日 浦上　光城 新規 飲食店営業
堺食衛第20012281号 Ｌｏｕｎｇｅ　Ｍａｒｉｅ 南区泉田中１０３‐１ 進化第５ビル２０７号 令和3年1月28日 令和3年2月1日 令和9年1月31日 中林　秀子 更新 飲食店営業
堺食衛第20012279号 咲たこ 堺市内一円 令和3年1月28日 令和3年2月1日 令和8年1月31日 咲田　隆延 更新 飲食店営業（露店）
堺食衛第20012282号 旅する象 堺市内一円 令和3年1月28日 令和3年3月1日 令和8年2月28日 高桑　裕紀子 更新 菓子製造業（自動車）
堺食衛第20012309号 ＬｉＬｉ 堺区翁橋町１丁８‐３ タカラビル１Ｆ 令和3年3月31日 令和3年3月31日 令和9年3月31日 井上　佳苗 新規 飲食店営業
堺食衛第20012312号 牛王　堺店 堺区翁橋町１丁８‐１７ リークスビル１Ｆ 072-275-8029 令和3年2月3日 令和3年2月3日 令和9年2月28日 山田　純治 新規 飲食店営業
堺食衛第20012313号 牛王　堺店 堺区翁橋町１丁８‐１７ リークスビル１Ｆ 072-275-8029 令和3年2月3日 令和3年2月3日 令和9年2月28日 山田　純治 新規 食肉販売業
堺食衛第20012310号 カラオケ　道 北区北長尾町３丁３‐２０ 令和3年2月1日 令和3年2月1日 令和9年1月31日 小倉　道雄 新規 飲食店営業
堺食衛第20012311号 カラオケ川 西区浜寺石津町西３丁５‐１０ 072-245-1963 令和3年3月11日 令和3年3月11日 令和9年3月31日 川島　文夫 新規 飲食店営業
堺食衛第20012301号 ファミリーマート堺浜寺船尾町店 西区浜寺船尾町西３丁４４ 令和3年1月29日 令和3年2月1日 令和9年1月31日 北岡　康文 更新 飲食店営業
堺食衛第20012323号 イン・リバー 堺区柳之町西２丁２‐２９ 令和3年2月19日 令和3年2月19日 令和9年2月28日 入川　義昭 新規 喫茶店営業
堺食衛第20012320号 ウインク 堺区櫛屋町東２丁２‐２７ ぺぱーみんとビル１Ｆ072-223-7779 令和3年2月2日 令和3年2月2日 令和9年2月28日 木村　さとみ 新規 飲食店営業
堺食衛第20012314号 ファミリーマート堺中之町東 堺区中之町東１丁１‐２１ 072-225-1811 令和3年2月1日 令和3年3月1日 令和9年2月28日 山口　悦代 更新 飲食店営業
堺食衛第20012329号 空　ＳＥＥ　ＤＯ 堺区少林寺町西１丁１‐１ 大阪ベイプラザホテル内070-8504-1855 令和3年2月2日 令和3年2月2日 令和9年2月28日 田中　真由美 新規 飲食店営業
堺食衛第20012321号 ぢゅぢゅ亭 堺区寺地町東１丁１‐１７ 寺地町ビル１０２号 072-228-2910 令和3年2月4日 令和3年2月4日 令和9年2月28日 丸茂　トシヱ 新規 飲食店営業
堺食衛第20012322号 飲み処　三丁目 北区北長尾町３丁４‐１８ 令和3年2月19日 令和3年2月19日 令和9年2月28日 林　種子 新規 飲食店営業
堺食衛第20012331号 きらら 北区北長尾町４丁３‐１ 令和3年2月12日 令和3年2月12日 令和9年2月28日 阿南　スエ子 新規 飲食店営業
堺食衛第20012330号 四坪半 北区中長尾町３丁４‐３ 令和3年2月3日 令和3年2月3日 令和9年2月28日 岩永　公世 新規 飲食店営業
堺食衛第20012326号 カラオケＦＲＥＥ 西区浜寺石津町西３丁４‐１２今中ビル２Ｆ 令和3年5月31日 令和3年5月31日 令和9年5月31日 水野　薫 新規 飲食店営業
堺食衛第20012324号 カラオケ喫茶　うたげ 中区深井北町３３０６ 令和3年2月8日 令和3年2月8日 令和9年2月28日 田中　厚志 新規 飲食店営業
堺食衛第20012341号 酒場　川内 堺区三宝町３丁１９０ 令和3年2月2日 令和3年3月1日 令和9年2月28日 川内　昇 更新 飲食店営業
堺食衛第20012333号 竹馬 堺区戎之町東３丁１‐１３ 令和3年2月12日 令和3年2月12日 令和9年2月28日 竹馬　靖乃 新規 飲食店営業
堺食衛第20012336号 飲み処Ｆｒｉｅｓ 堺区熊野町東２丁１‐１０ 米澤ビルⅡ１０４ 令和3年2月3日 令和3年2月3日 令和9年2月28日 村方　清文 新規 飲食店営業
堺食衛第20012342号 エスペランザ 北区北長尾町１丁４‐３ 令和3年2月2日 令和3年3月1日 令和9年2月28日 頼　芳夫 更新 飲食店営業
堺食衛第20012343号 昌福亭 西区浜寺石津町西４丁６‐２１ 令和3年2月2日 令和3年3月1日 令和9年2月28日 西野　由里子 更新 飲食店営業
堺食衛第20012334号 焼肉　由兵衛 中区八田北町５００‐１ 令和3年2月4日 令和3年2月4日 令和9年2月28日 竹田　毅 新規 飲食店営業
堺食衛第20012335号 焼肉　由兵衛 中区八田北町５００‐１ 令和3年2月4日 令和3年2月4日 令和9年2月28日 竹田　毅 新規 食肉販売業
堺食衛第20012332号 スナック多喜 東区大美野１６２ 072-235-0206 令和3年2月4日 令和3年2月4日 令和9年2月28日 田中　多喜子 新規 飲食店営業
堺食衛第20012337号 Ｂａｒ　Ｋ‐１ 美原区多治井２６５ 072-289-8800 令和3年2月26日 令和3年2月26日 令和9年2月28日 山本　大助 新規 飲食店営業
堺食衛第20012352号 出逢 堺区大町西３丁２‐１０ 072-232-1622 令和3年2月3日 令和3年3月1日 令和9年2月28日 野田　義昭 更新 飲食店営業
堺食衛第20012360号 カラオケ　美津子 堺区向陵東町３丁２‐８ 木村ビル４階 072-258-8751 令和3年2月4日 令和3年3月1日 令和9年2月28日 岩本　花奈子 更新 飲食店営業
堺食衛第20012361号 焼鳥　城 堺区三宝町２丁１１‐４ 072-275-4810 令和3年2月4日 令和3年3月1日 令和9年2月28日 西小城　正樹 更新 飲食店営業
堺食衛第20012359号 カラオケスナック　Ｒ２ 堺区戎之町東２丁１‐２ ハーモニービル３Ａ 072-269-4680 令和3年2月4日 令和3年3月1日 令和9年2月28日 花田　光子 更新 飲食店営業
堺食衛第20012365号 Ｓｗｅｅｔｓ‘ｎ’ｃａｆｅ　＆Ｕ＝Ａｎｄ　ｙｏｕ～アンジュ～　西区浜寺石津町中３丁６‐１２サンワードビル３Ｆ－３Ｂ 令和3年2月5日 令和3年2月5日 令和9年2月28日 横井　里江 新規 飲食店営業
堺食衛第20012364号 ｆｌａｐ 西区平岡町２４‐１ 072-242-6550 令和3年2月5日 令和3年2月5日 令和9年2月28日 福元　翔太 新規 喫茶店営業
堺食衛第20012362号 深川酒店 中区辻之１１８９‐１７４ 令和3年2月5日 令和3年2月5日 令和9年2月28日 深川　貴史 新規 飲食店営業
堺食衛第20012363号 Ｓｌａｂｏ＋Ｋａｒｉｉ 東区日置荘西町６丁３４‐４ 令和3年2月9日 令和3年2月9日 令和9年2月28日 城間　ゆかり 新規 菓子製造業
堺食衛第20012368号 メンバーズ　モエ 堺区北清水町３丁６‐１１ 令和3年2月5日 令和3年3月1日 令和9年2月28日 飯銅　鉄士 更新 飲食店営業
堺食衛第20012384号 Ｓｌｏｖｅ 堺区熊野町東１丁２‐２０ ジョイフルＫ２階　２Ａ号室 令和3年2月12日 令和3年2月12日 令和9年2月28日 石川　亜美 新規 飲食店営業



堺食衛第20012372号 セブン‐イレブン堺百舌鳥八幡南店 北区百舌鳥梅町２丁２‐１ 令和3年2月10日 令和3年2月10日 令和9年2月28日 井内　義浩 新規 飲食店営業
堺食衛第20012375号 ｄｉｇ・ｉｎ 西区浜寺諏訪森町中２丁１６６ 令和3年2月15日 令和3年2月15日 令和9年2月28日 鈴木　喬之 新規 飲食店営業
堺食衛第20012367号 オムハウス　オムリン 西区上野芝町２丁６‐３４ 令和3年2月5日 令和3年3月1日 令和9年2月28日 玉田　栄三 更新 飲食店営業
堺食衛第20012377号 ローソン堺原山台南店 南区原山台４丁８‐４ 072-289-6127 令和3年3月2日 令和3年3月2日 令和9年3月31日 山村　祐輝 新規 飲食店営業
堺食衛第20012400号 音酒場　ワイルド・ハニー 堺区向陵中町４丁４‐３２ チボリビル１０８ 072-355-2051 令和3年2月10日 令和3年2月10日 令和9年2月28日 芳井　文彦 新規 飲食店営業
堺食衛第20012397号 サランバン 堺区翁橋町１丁２‐５ ケイビル２Ｆ 令和3年2月10日 令和3年2月10日 令和9年2月28日 姜　美英 新規 飲食店営業
堺食衛第20012399号 Ｂｉｒｔｈｄａｙ 堺区中瓦町１丁４‐１３ ＬＳビル５Ｆ 令和3年2月9日 令和3年2月9日 令和9年2月28日 井本　昭一 新規 飲食店営業
堺食衛第20012393号 カラオケ喫茶　錦 堺区錦之町西２丁１‐１６ 令和3年2月8日 令和3年3月1日 令和9年2月28日 今津　満美 更新 飲食店営業
堺食衛第20012390号 おたべ屋　からんころん 中区東八田２５‐７ 令和3年2月8日 令和3年2月8日 令和9年2月28日 西森　千晴 新規 飲食店営業
堺食衛第20012396号 ＰＩＺＺＡＯＫＡ屋台 堺市内一円 令和3年2月8日 令和3年2月8日 令和8年2月28日 西岡　修一 新規 飲食店営業（自動車）
堺食衛第20012403号 焼肉ハウス　よしだ 堺区東雲西町４丁１‐３ ヴェルドミール堺１０５・１０６ 令和3年2月18日 令和3年2月18日 令和9年2月28日 新規 飲食店営業
堺食衛第20012408号 Ｋｉｎｇｄｏｍ 堺区翁橋町１丁９‐６ エイトワンビル翁橋　４０２号室 令和3年3月23日 令和3年3月23日 令和9年3月31日 山脇　麻美 新規 飲食店営業
堺食衛第20012401号 美食酒場　はな田 西区鳳中町３丁６１‐３ 令和3年2月9日 令和3年3月1日 令和9年2月28日 花田　千里 更新 飲食店営業
堺食衛第20012411号 ＭＵＮＣＨＩＥＳ 堺市内一円 令和3年2月9日 令和3年2月9日 令和8年2月28日 辻　爽一朗 新規 飲食店営業（自動車）
堺食衛第20012416号 ラーメンラボうさぎプラス 堺区三国ヶ丘御幸通１５４ ジョルノビル１Ｆ 072-269-4879 令和3年3月1日 令和3年3月1日 令和9年2月28日 関口　貴裕 新規 飲食店営業
堺食衛第20012413号 スナック　花 西区浜寺石津町西３丁５‐１５福田ビル５Ｆ 令和3年2月10日 令和3年2月10日 令和9年2月28日 浜田　安子 新規 飲食店営業
堺食衛第20012415号 珈琲館　ニュー松本 西区鳳東町７丁７３３ おおとりウイングス 072-275-0607 令和3年2月19日 令和3年2月19日 令和9年2月28日 山本　忍 新規 飲食店営業
堺食衛第20012417号 ＡＬＩＮＥ　ＣＡＫＥ 中区東山６９８‐１５ 090-9884-8869 令和3年2月10日 令和3年3月1日 令和9年2月28日 ＡＬＩＮＥ　ＣＩＢＥＬＥ　ＳＨＩＲＯＩＶＡ 更新 菓子製造業
堺食衛第20012414号 喫茶　さかい 東区丈六３５９‐３ 令和3年2月15日 令和3年2月15日 令和9年2月28日 須磨　敦子 新規 飲食店営業
堺食衛第20012421号 せき 東区草尾４２‐１ 072-239-4733 令和3年2月10日 令和3年3月1日 令和9年2月28日 木谷　正博 更新 飲食店営業
堺食衛第20012428号 カラオケ　時 堺区高須町３丁１‐１０ 令和3年2月15日 令和3年2月15日 令和9年2月28日 吉田　時子 新規 飲食店営業
堺食衛第20012423号 スナック　プリンセス 堺区翁橋町１丁４‐１８ ロイヤルパレスビル内２Ｆ 令和3年2月18日 令和3年2月18日 令和9年2月28日 ＮＥＴＤＡＯ　ＬＡＲＫＯＭ 新規 飲食店営業
堺食衛第20012425号 八剣伝堺駅前店 堺区竜神橋町１丁６‐９ 令和3年2月25日 令和3年2月25日 令和9年2月28日 夏原　修作 新規 飲食店営業
堺食衛第20012433号 スナック　裕 堺区翁橋町１丁１‐８ 赤阪ビル１Ｆ 072-228-5517 令和3年2月22日 令和3年2月22日 令和9年2月28日 坂本　惠美子 新規 飲食店営業
堺食衛第20012432号 飲　食　歌　三拍子　姫 堺区旭ヶ丘北町１丁４‐８ 令和3年2月15日 令和3年3月1日 令和9年2月28日 金　榮姫 更新 飲食店営業
堺食衛第20012435号 旨たこ 北区南花田町２２８‐５ 令和3年2月17日 令和3年2月17日 令和9年2月28日 田中　京子 新規 飲食店営業
堺食衛第20012431号 おおまる 西区上５４９‐１２ 令和3年2月15日 令和3年3月1日 令和9年2月28日 大丸　勉 更新 飲食店営業
堺食衛第20012437号 大阪府立福泉高校　校内食堂 西区太平寺３２３ 令和3年2月22日 令和3年2月22日 令和9年2月28日 上野　謹司 新規 飲食店営業
堺食衛第20012446号 ｂｕｎｋａ 堺区寺地町東４丁１‐４ ５１２号 令和3年3月8日 令和3年3月8日 令和9年3月31日 岡所　誠介 新規 菓子製造業
堺食衛第20012447号 ｂｕｎｋａ 堺区寺地町東４丁１‐４ ５１２号 令和3年3月8日 令和3年3月8日 令和9年3月31日 岡所　誠介 新規 缶詰又は瓶詰食品製造業
堺食衛第20012444号 福美鮨 中区小阪７６‐２７ 072-278-0258 令和3年2月17日 令和3年3月1日 令和9年2月28日 更新 飲食店営業
堺食衛第20012448号 丸幸水産　北野田店 東区北野田８８０ スーパー万代内 令和3年2月18日 令和3年2月18日 令和9年2月28日 谷山　幸平 新規 飲食店営業
堺食衛第20012449号 丸幸水産　北野田店 東区北野田８８０ スーパー万代内 令和3年2月18日 令和3年2月18日 令和9年2月28日 谷山　幸平 新規 菓子製造業
堺食衛第20012445号 勝ち組 堺市内一円 令和3年2月17日 令和3年2月17日 令和8年2月28日 榎本　哲治 新規 飲食店営業（露店）
堺食衛第20012451号 呑み処　しんぽ 堺区東湊町５丁３１５ 上田ビル１階 令和3年2月22日 令和3年2月22日 令和9年2月28日 新保　ユリ子 新規 飲食店営業
堺食衛第20012450号 白岩商店 堺区少林寺町東２丁２‐９ 072-350-8585 令和3年2月25日 令和3年2月25日 令和9年2月28日 白岩　勇一 新規 豆腐製造業
堺食衛第20012464号 旬菜酒処　喜八 堺区竜神橋町１丁１‐１１ 080-3808-8181 令和3年3月5日 令和3年3月5日 令和9年3月31日 田所　陽子 新規 飲食店営業
堺食衛第20012454号 インド料理専門店　クシュクシュ 堺市内一円 令和3年2月18日 令和3年2月18日 令和8年2月28日 加佐　直子 新規 飲食店営業（自動車）
堺食衛第20012472号 カレー倶楽部ルウ堺東店 堺区三国ヶ丘御幸通１５４‐１０９ジョルノビル１階 072-224-1177 令和3年3月10日 令和3年3月10日 令和9年3月31日 阪本　光司 新規 飲食店営業
堺食衛第20012473号 スナック　むーらん２ 堺区戎之町東２丁１‐１１ セブンシャトー戎ビル３Ｆ 令和3年2月24日 令和3年2月24日 令和9年2月28日 玉地　昭子 新規 飲食店営業
堺食衛第20012467号 マンマミーア 北区百舌鳥梅北町１丁２３ 072-257-0717 令和3年2月19日 令和3年3月1日 令和9年2月28日 有田　三喜 更新 飲食店営業
堺食衛第20012466号 わかば食堂 西区鳳北町２丁７８ 令和3年2月19日 令和3年3月1日 令和9年2月28日 浦岸　照代 更新 飲食店営業
堺食衛第20012478号 中華料理　三好 堺区南清水町２丁１‐１８ 令和3年2月22日 令和3年3月1日 令和9年2月28日 関谷　悦男 更新 飲食店営業
堺食衛第20012484号 炭火ホルモン　ぎゅう侍 堺区出島海岸通１丁１２‐１９ 072-245-5503 令和3年2月22日 令和3年3月1日 令和9年2月28日 酒井　寛 更新 飲食店営業
堺食衛第20012493号 カラオケ　わんえふ 堺区三宝町３丁２０５‐１ 令和3年2月24日 令和3年2月24日 令和9年2月28日 小谷　修示 新規 飲食店営業
堺食衛第20012487号 ＦＥＢＲＵＡＲＹ 堺区戎之町東１丁２‐２ ファッションＦＢビル　１Ｆ 令和3年2月22日 令和3年3月1日 令和9年2月28日 久保田　茜 更新 飲食店営業
堺食衛第20012485号 太興飯店 堺区竜神橋町１丁３‐１６ 072-221-1972 令和3年2月22日 令和3年4月1日 令和9年3月31日 周　正男 更新 飲食店営業
堺食衛第20012488号 万福寿司 北区蔵前町１丁１８‐５ 072-251-4533 令和3年2月22日 令和3年4月1日 令和9年3月31日 那須　浩二 更新 飲食店営業
堺食衛第20012489号 お万菜　りょう 北区中百舌鳥町２丁３０ 072-253-1451 令和3年2月22日 令和3年4月1日 令和9年3月31日 小島　良文 更新 飲食店営業
堺食衛第20012480号 八幡そば 北区百舌鳥赤畑町４丁２６３ ユニピアビル１Ｆ 072-252-8585 令和3年2月22日 令和3年3月1日 令和9年2月28日 髙邉　安広 更新 飲食店営業
堺食衛第20012479号 木岡酒店　スタンド木岡 西区鳳中町１丁１０ 072-262-0405 令和3年2月22日 令和3年3月1日 令和9年2月28日 菅原　久仁子 更新 飲食店営業
堺食衛第20012481号 寿し巻子’Ｓ　デコずしキッチン 中区田園５５３ 令和3年2月22日 令和3年3月1日 令和9年2月28日 池田　壽美 更新 飲食店営業
堺食衛第20012483号 テンダラーズ 中区深井清水町３９８６ シティーハイツ№１　２Ｆ 令和3年2月22日 令和3年3月1日 令和9年2月28日 坪井　克己 更新 飲食店営業
堺食衛第20012486号 おかえり 東区白鷺町１丁２０‐２ 令和3年2月22日 令和3年4月1日 令和9年3月31日 山東　幸子 更新 飲食店営業
堺食衛第20012507号 ローソン堺柳之町店 堺区柳之町西１丁１‐３０ 072-227-4440 令和3年2月24日 令和3年3月1日 令和9年2月28日 南　敦 更新 飲食店営業
堺食衛第20012498号 寿し丸 西区山田１丁１２０９‐５ 072-273-0057 令和3年2月24日 令和3年3月1日 令和9年2月28日 下野　雅史 更新 飲食店営業
堺食衛第20012514号 中御所 中区深井沢町３２７３ 中林第一ビル１１０２ 令和3年2月26日 令和3年2月26日 令和9年2月28日 山本　栄治 新規 飲食店営業
堺食衛第20012518号 カラオケスナック　葵 中区深阪２丁１０‐５９ 令和3年2月26日 令和3年2月26日 令和9年2月28日 浜崎　次美 新規 飲食店営業
堺食衛第20012499号 カラオケ夢工房　ロジエ 中区八田北町３９７‐１６ 令和3年2月24日 令和3年4月1日 令和9年3月31日 佐野　照美 更新 飲食店営業
堺食衛第20012502号 Ｌｏｕｎｇｅ　芯 中区深井清水町３５２６ ルイ観光ビル恵応１０１号室 令和3年2月24日 令和3年3月1日 令和9年2月28日 中堀　李沙 更新 飲食店営業
堺食衛第20012516号 タビラコ菓子店 南区高倉台４丁２２‐１０‐２ 令和3年3月2日 令和3年3月2日 令和9年3月31日 水門　雪枝 新規 飲食店営業
堺食衛第20012517号 タビラコ菓子店 南区高倉台４丁２２‐１０‐２ 令和3年3月2日 令和3年3月2日 令和9年3月31日 水門　雪枝 新規 菓子製造業
堺食衛第20012511号 三和遊房 堺市内一円 令和3年2月24日 令和3年3月1日 令和8年2月28日 本田　誠一郎 更新 飲食店営業（露店）
堺食衛第20012540号 おふくろの味　田舎 堺区香ヶ丘町１丁１０‐１ 松下ハイツ１Ｆ 令和3年3月15日 令和3年3月15日 令和9年3月31日 岩切　フサ子 新規 飲食店営業
堺食衛第20012541号 シェルブール 堺区新町５‐２４ 090-6232-3847 令和3年3月1日 令和3年3月1日 令和9年2月28日 飯間　玲子 新規 飲食店営業
堺食衛第20012542号 シェルブール 堺区新町５‐２４ 090-6232-3847 令和3年3月1日 令和3年3月1日 令和9年2月28日 飯間　玲子 新規 菓子製造業
堺食衛第20012538号 Ｌａ　Ｃｉｔｔａ 北区東浅香山町２丁７３‐３６ 072-350-2119 令和3年2月25日 令和3年4月1日 令和9年3月31日 深田　祐介 更新 飲食店営業
堺食衛第20012552号 喫茶　マイウエイ 堺区車之町西３丁１‐３２ 令和3年2月26日 令和3年3月1日 令和9年2月28日 伊藤　政義 更新 飲食店営業
堺食衛第20012551号 太幸 西区鳳東町４丁４０３ 072-273-4308 令和3年2月26日 令和3年4月1日 令和9年3月31日 山田　哲男 更新 飲食店営業
堺食衛第20012558号 ぢどり亭伏尾店 中区伏尾２９４５‐３ 072-296-3333 令和3年3月1日 令和3年3月1日 令和9年2月28日 水谷　充寛 新規 飲食店営業
堺食衛第20012555号 まるふくｃａｆｅ 堺市内一円 令和3年2月26日 令和3年2月26日 令和8年2月28日 福井　恭司 新規 菓子製造業（自動車）
堺食衛第20012563号 呑樹 堺区香ヶ丘町１丁８‐７ 令和3年3月15日 令和3年3月15日 令和9年3月31日 佐藤　かおり 新規 飲食店営業
堺食衛第20012568号 かおり食堂 堺区香ヶ丘町１丁１４‐８ 令和3年3月1日 令和3年4月1日 令和9年3月31日 鈴木　ミサ 更新 飲食店営業
堺食衛第20012562号 お好焼　肥後 堺区昭和通２丁３９ 令和3年3月8日 令和3年3月8日 令和9年3月31日 中村　保 新規 飲食店営業
堺食衛第20012560号 スナック　和　なごみ 北区百舌鳥陵南町３丁４２３ ２Ｆ 072-278-7531 令和3年3月5日 令和3年3月5日 令和9年3月31日 藤井　由美 新規 飲食店営業
堺食衛第20012565号 コーヒーハウス　フォーラム 西区鳳西町２丁１７‐４ 072-261-4816 令和3年3月1日 令和3年4月1日 令和9年3月31日 西口　実 更新 飲食店営業
堺食衛第20012566号 炭焼　ひちりん亭 南区茶山台１丁２‐３ 072-293-1020 令和3年3月1日 令和3年4月1日 令和9年3月31日 野手　佳代 更新 飲食店営業
堺食衛第20012559号 太陽堂 堺市内一円 令和3年3月1日 令和3年3月1日 令和8年2月28日 石上　逸郎 新規 菓子製造業（露店）
堺食衛第20012564号 宝船 堺市内一円 令和3年3月1日 令和3年3月1日 令和8年2月28日 北山　ひかり 新規 菓子製造業（自動車）
堺食衛第20012571号 かすうどん　一〇八 中区八田北町４１５‐５ 令和3年3月8日 令和3年3月8日 令和9年3月31日 山口　純也 新規 飲食店営業
堺食衛第20012589号 大吉フードサービス 堺市内一円 令和3年3月2日 令和3年3月2日 令和8年3月31日 太田　秀紀 新規 飲食店営業（露店）
堺食衛第20012595号 ゴードンズカフェバー 堺区一条通１９‐２７ 大成レジャービル３Ｆ072-275-9505 令和3年3月22日 令和3年3月22日 令和9年3月31日 秋岡　佳友 新規 飲食店営業
堺食衛第20012591号 喫茶　シスター 西区鳳南町５丁５１７‐１９ 072-271-5784 令和3年3月3日 令和3年4月1日 令和9年3月31日 森田　恵三 更新 飲食店営業
堺食衛第20012605号 とんかつ立花 堺区南三国ヶ丘町３丁５‐２４ 072-228-0466 令和3年3月4日 令和3年4月1日 令和9年3月31日 立花　章 更新 飲食店営業
堺食衛第20012597号 とりきよ 北区蔵前町１丁７‐１５ レインボー金岡Ｂ‐１ 令和3年3月5日 令和3年3月5日 令和9年3月31日 梅崎　達也 新規 飲食店営業
堺食衛第20012598号 とりきよ 北区蔵前町１丁７‐１５ レインボー金岡Ｂ‐１ 令和3年3月5日 令和3年3月5日 令和9年3月31日 梅崎　達也 新規 食肉販売業
堺食衛第20012602号 あみ焼鶏ごろちゃん 西区鳳南町２丁１３９‐１ 令和3年3月11日 令和3年3月11日 令和9年3月31日 後呂　昇 新規 飲食店営業
堺食衛第20012603号 スナック淳 東区白鷺町３丁４‐３２ 令和3年4月9日 令和3年4月9日 令和9年4月30日 貞岡　冨美子 新規 飲食店営業
堺食衛第20012617号 一品料理・呑み処　より道 中区深井中町１０９７‐５ 令和3年3月16日 令和3年3月16日 令和9年3月31日 野村　幸二 新規 飲食店営業
堺食衛第20012615号 丸山製麺所 美原区丹上２６２‐３ 令和3年3月12日 令和3年3月12日 令和9年3月31日 丸山　勝 新規 飲食店営業
堺食衛第20012616号 丸山製麺所 美原区丹上２６２‐３ 令和3年3月12日 令和3年3月12日 令和9年3月31日 丸山　勝 新規 麺類製造業
堺食衛第20012614号 憧れたい焼き 堺市内一円 令和3年3月5日 令和3年3月5日 令和8年3月31日 新田　徳一 新規 菓子製造業（自動車）
堺食衛第20012622号 福美鮨 北区中百舌鳥町６丁１０３８‐３０ロイヤルカーサⅡ１０１号072-255-6603 令和3年3月8日 令和3年4月1日 令和9年3月31日 野村　亮太 更新 飲食店営業
堺食衛第20012626号 串カツ居酒屋　てんぐ 北区北長尾町４丁２‐２ 072-254-6188 令和3年3月9日 令和3年3月9日 令和9年3月31日 堀内　一博 新規 飲食店営業
堺食衛第20012621号 いたさん 西区草部２５‐１ 令和3年3月8日 令和3年4月1日 令和9年3月31日 板坂　匡造 更新 飲食店営業
堺食衛第20012624号 館 中区福田５８０‐５ 令和3年3月15日 令和3年3月15日 令和9年3月31日 川原　信二 新規 食肉販売業
堺食衛第20012625号 館 中区福田５８０‐５ 令和3年3月15日 令和3年3月15日 令和9年3月31日 川原　信二 新規 魚介類販売業
堺食衛第20012627号 キッチンカーみかん 堺市内一円 令和3年3月8日 令和3年3月8日 令和8年3月31日 前田　武志 新規 飲食店営業（自動車）
堺食衛第20012635号 ＵＬＴＩＭＡＴＥ　ＣＲＥＰＥＳ 堺市内一円 令和3年3月8日 令和3年3月8日 令和8年3月31日 阪本　耕平 新規 菓子製造業（自動車）
堺食衛第20012636号 喫茶　ワンツー 堺区南庄町２丁１‐１５ 令和3年3月9日 令和3年4月1日 令和9年3月31日 松尾　順子 更新 飲食店営業
堺食衛第20012637号 ＦＡＫＥ 堺区中瓦町１丁２‐１５ 072-227-8260 令和3年3月9日 令和3年4月1日 令和9年3月31日 佐竹　夕司 更新 飲食店営業
堺食衛第20012639号 シルクロード 堺区松屋大和川通２丁３８ 令和3年3月9日 令和3年4月1日 令和9年3月31日 上山　里子 更新 飲食店営業
堺食衛第20012648号 ゼウス 堺区熊野町東１丁２‐１６ アイリスビル１０２ 令和3年3月10日 令和3年3月10日 令和9年3月31日 増田　千鶴 新規 飲食店営業
堺食衛第20012640号 たこはる 堺市内一円 令和3年3月9日 令和3年3月9日 令和8年3月31日 菊地　未優 新規 飲食店営業（露店）
堺食衛第20012641号 まぶキッチン 堺市内一円 令和3年3月9日 令和3年3月9日 令和8年3月31日 山路　正展 新規 飲食店営業（自動車）
堺食衛第20012652号 セブン‐イレブン　堺中百舌鳥駅北口店 北区中百舌鳥町２丁５８ 072-251-7211 令和3年3月10日 令和3年4月1日 令和9年3月31日 市場谷　計造 更新 飲食店営業
堺食衛第20012651号 焼鳥＆おかずや　ひでみｃｈａｎのキッチン北区百舌鳥梅町３丁３４‐８ 令和3年3月10日 令和3年5月1日 令和9年4月30日 稲塚　英美 更新 飲食店営業
堺食衛第20012657号 焙煎と珈琲　織の花。 堺市内一円 令和3年3月10日 令和3年3月10日 令和8年3月31日 森田　加奈子 新規 飲食店営業（自動車）
堺食衛第20012659号 でん 中区新家町５０９‐１１ 令和3年3月11日 令和3年5月1日 令和9年4月30日 中野　奈美 更新 飲食店営業
堺食衛第20012663号 ＬＡＭＰ 堺市内一円 令和3年3月11日 令和3年3月11日 令和8年3月31日 乗松　宏将 新規 飲食店営業（自動車）
堺食衛第20012686号 喫茶赤トマト 堺区御陵通１‐１９ 令和3年3月15日 令和3年4月1日 令和9年3月31日 泉野　悦子 更新 飲食店営業
堺食衛第20012684号 ラウンジＳ 堺区翁橋町１丁５‐１９ ファーストビル２号館１０５ 令和3年3月15日 令和3年4月1日 令和9年3月31日 佐伯　心 更新 飲食店営業
堺食衛第20012692号 Ｂ－ｃｌａｎ 堺区翁橋町１丁５‐１９ ファーストビル２号館１Ｆ 令和3年3月15日 令和3年4月1日 令和9年3月31日 山之内　優 更新 飲食店営業
堺食衛第20012691号 立呑処　まるゆう 堺区北瓦町２丁１‐１３ 令和3年3月15日 令和3年4月1日 令和9年3月31日 多田　裕美 更新 飲食店営業
堺食衛第20012677号 ワインカフェ６ 堺区戎之町東１丁１‐２２ 戎第一ビル１Ｆ 令和3年3月29日 令和3年3月29日 令和9年3月31日 張　香花 新規 飲食店営業
堺食衛第20012689号 天市 堺区栄橋町２丁４‐２８ 072-228-9898 令和3年3月15日 令和3年4月1日 令和9年3月31日 松本　香代子 更新 飲食店営業
堺食衛第20012693号 呑処　るぅきぃ 西区鳳中町８丁２７４‐５ 令和3年3月15日 令和3年4月1日 令和9年3月31日 谷本　洋 更新 飲食店営業
堺食衛第20012678号 カラオケスナックあみん 南区野々井６７７‐１ 072-299-6308 令和3年3月15日 令和3年3月15日 令和9年3月31日 水戸部　陽子 新規 飲食店営業
堺食衛第20012701号 スナック　ａｕｒａ 堺区中瓦町１丁３‐２３ スイスレジャービル５階Ｂ室072-238-6810 令和3年3月23日 令和3年3月23日 令和9年3月31日 町田　英恵 新規 飲食店営業



堺食衛第20012702号 ｃａｍｅｌｌｉａ 堺区中瓦町１丁３‐２３ スイスビル７Ｆ 令和3年3月23日 令和3年3月23日 令和9年3月31日 山之内　貴美江 新規 飲食店営業
堺食衛第20012705号 ＢＡＲ　４ＬＩｎＥ 中区東八田２５７‐１ 宇見坊ビル３階 072-360-4036 令和3年3月22日 令和3年3月22日 令和9年3月31日 静　聖也 新規 飲食店営業
堺食衛第20012697号 Ｋ’ｓ　Ｆａｃｔｏｒｙ 堺市内一円 令和3年3月16日 令和3年3月16日 令和8年3月31日 金森　孝之 新規 飲食店営業（露店）
堺食衛第20012700号 キッチン　ぶーたん 堺市内一円 令和3年3月16日 令和3年3月16日 令和8年3月31日 浅木　盛必 新規 飲食店営業（自動車）
堺食衛第20012710号 気まぐれ呑み処　花菜よし 堺区向陵中町６丁３‐１ 南愛マンション１０１ 令和3年3月29日 令和3年3月29日 令和9年3月31日 高橋　史帆 新規 飲食店営業
堺食衛第20012714号 鮨　榮 堺区櫛屋町東２丁１‐２６ 072-268-2033 令和3年3月17日 令和3年4月1日 令和9年3月31日 嵯峨　康裕 更新 飲食店営業
堺食衛第20012713号 このみ 堺区市之町東２丁２‐２２ 令和3年3月17日 令和3年4月1日 令和9年3月31日 木下　秀行 更新 飲食店営業
堺食衛第20012712号 Ｇｒａｃｅ 中区深井沢町３１２９ 昌栄ビル１号室 令和3年3月29日 令和3年3月29日 令和9年3月31日 和田　広美 新規 飲食店営業
堺食衛第20012711号 遊びＢａｒ　９ 中区深井沢町３２６５ ミラージュ昌栄ビル 令和3年3月30日 令和3年3月30日 令和9年3月31日 和田　広美 新規 飲食店営業
堺食衛第20012715号 阪本精肉店 中区八田北町４０６‐５ 令和3年3月17日 令和3年4月1日 令和9年3月31日 蓑田　己利 更新 食肉販売業
堺食衛第20012706号 トリヤマ社中 堺市内一円 令和3年3月17日 令和3年3月17日 令和8年3月31日 小林　竜馬 新規 飲食店営業（自動車）
堺食衛第20012709号 ｙｅｌｌｏｗｍｉｎｔ 堺市内一円 令和3年3月17日 令和3年3月17日 令和8年3月31日 池田　猶彦 新規 飲食店営業（自動車）
堺食衛第20012720号 くら 堺区熊野町西３丁２‐１０ 令和3年3月19日 令和3年3月19日 令和9年3月31日 長山　哲銘 新規 飲食店営業
堺食衛第20012721号 なかむら屋 中区深井沢町３０７‐３ 072-350-2111 令和3年3月19日 令和3年4月1日 令和9年3月31日 中村　靖 更新 飲食店営業
堺食衛第20012724号 ＥＮＥＯＳジェネレーションズ堺福田ＳＳ 堺市内一円 令和3年3月19日 令和3年3月19日 令和8年3月31日 大浦　康之 新規 喫茶店営業（露店）
堺食衛第20012735号 Ｌｏｕｎｇｅ　Ｎｉｎｅ 堺区翁橋町１丁４‐１８ ロイヤルパレスビル４Ｆ 令和3年3月29日 令和3年3月29日 令和9年3月31日 権藤　翔大 新規 飲食店営業
堺食衛第20012734号 Ｂａｒ　Ｆｕｎｋｙ 堺区翁橋町１丁５‐３ エルクエストビル３Ｆ 令和3年3月29日 令和3年3月29日 令和9年3月31日 谷口　玲史 新規 飲食店営業
堺食衛第20012737号 Ｄａｒｔｓ　Ｂａｒ　時遊空間　絆 北区南花田町５７‐６ 令和3年3月30日 令和3年3月30日 令和9年3月31日 藤島　伸吾 新規 飲食店営業
堺食衛第20012733号 カラオケスナック　のりちゃん 東区北野田５５５‐１３ 令和3年3月29日 令和3年3月29日 令和9年3月31日 中辻　克仁 新規 飲食店営業
堺食衛第20012727号 Ｆｅ’ｓ 南区豊田１７７５‐１ レジャービルアミューズグリーンコート竹城台２０２号令和3年3月22日 令和3年4月1日 令和9年3月31日 大矢　香 更新 飲食店営業
堺食衛第20012748号 焼とり　楽宴 堺区栄橋町１丁１０‐１ 072-228-2856 令和3年3月29日 令和3年3月29日 令和9年3月31日 竹田　修 新規 飲食店営業
堺食衛第20012739号 釣楽 堺区住吉橋町１丁５‐６ 072-229-9775 令和3年3月23日 令和3年5月1日 令和9年4月30日 小形　隆志 更新 飲食店営業
堺食衛第20012745号 カラオケスタジオ　シンフォニー 北区蔵前町１丁２‐３８ 令和3年3月30日 令和3年3月30日 令和9年3月31日 福井　榮利子 新規 飲食店営業
堺食衛第20012738号 ぶりっじ 北区中百舌鳥町５丁８０３‐３ シュライクシャチビルＢ１ 令和3年3月23日 令和3年4月1日 令和9年3月31日 橋口　秀子 更新 飲食店営業
堺食衛第20012747号 からあげ金と銀　北野田店 東区草尾１４４４‐１５ 072-234-8558 令和3年4月27日 令和3年4月27日 令和9年4月30日 堀　英樹 新規 飲食店営業
堺食衛第20012743号 ９９９－スリーナイン－ 堺市内一円 令和3年3月23日 令和3年3月23日 令和8年3月31日 石神　智子 新規 飲食店営業（自動車）
堺食衛第20012746号 Ｗｅｓｔ－ｔａｋｅｏｖｅｒ 堺市内一円 令和3年3月23日 令和3年3月23日 令和8年3月31日 西胤　諒 新規 飲食店営業（自動車）
堺食衛第20012761号 ストリート 美原区北余部５６‐７ 令和3年3月26日 令和3年3月26日 令和9年3月31日 松本　俊一 新規 飲食店営業
堺食衛第20012758号 カフェとガレット　リル 堺市内一円 令和3年3月24日 令和3年3月24日 令和8年3月31日 西原　忠康 新規 飲食店営業（自動車）
堺食衛第20012759号 カフェとガレット　リル 堺市内一円 令和3年3月24日 令和3年3月24日 令和8年3月31日 西原　忠康 新規 菓子製造業（自動車）
堺食衛第20012760号 ワールドキッチンカンパニー 堺市内一円 令和3年3月24日 令和3年3月24日 令和8年3月31日 横山　孝洋 新規 飲食店営業（露店）
堺食衛第20012762号 ワールドキッチンカンパニー 堺市内一円 令和3年3月24日 令和3年3月24日 令和8年3月31日 横山　孝洋 新規 飲食店営業（自動車）
堺食衛第20012836号 スナック　オリーブ 西区浜寺石津町西３丁３‐１６マリンプラザ４Ｆ 令和3年3月25日 令和3年4月1日 令和9年3月31日 前塚　スミ子 更新 飲食店営業
堺食衛第20012845号 Ａｕｌａｉｔ 西区鳳東町３丁２８４‐１ 令和3年4月20日 令和3年4月20日 令和9年4月30日 田中　乙輔 新規 飲食店営業
堺食衛第20012843号 ホットドックｃａｆｅ　ｄｅｆｉ 堺市内一円 令和3年3月25日 令和3年3月25日 令和8年3月31日 藤原　佳朋 新規 飲食店営業（自動車）
堺食衛第20012860号 中華いたさん 西区上４４２ 072-274-4649 令和3年3月26日 令和3年4月1日 令和9年3月31日 板坂　賢治 更新 飲食店営業
堺食衛第20012864号 ゆずぽんちゃん 中区小阪６５‐２ 令和3年3月29日 令和3年3月29日 令和9年3月31日 木原　浩展 新規 飲食店営業
堺食衛第20012873号 すなっく　チェンマイ（タイ） 堺区翁橋町１丁５‐２１ ファーストビル１号館１Ｆ 令和3年3月29日 令和3年4月1日 令和9年3月31日 ＰＡＰＡＯＡＩ　ＡＭＰＨＡ 更新 飲食店営業
堺食衛第20012882号 焼き鳥たろやん 堺区翁橋町１丁９‐２ スウィングプラザ翁橋１０１号 令和3年4月2日 令和3年4月2日 令和9年4月30日 江藤　洋 新規 飲食店営業
堺食衛第20012881号 カフェラボ蒼天 堺区綾之町東１丁２‐９ 令和3年4月5日 令和3年4月5日 令和9年4月30日 山口　雅和 新規 飲食店営業
堺食衛第20012878号 サニー 堺区櫛屋町東２丁１‐１９ ルミエール天神ビル１階Ｃ 令和3年3月31日 令和3年3月31日 令和9年3月31日 倉田　久徳 新規 飲食店営業
堺食衛第20012872号 中国料理　花梨 北区百舌鳥梅町３丁３４‐８ 令和3年3月29日 令和3年4月1日 令和9年3月31日 村田　哲 更新 飲食店営業
堺食衛第20012871号 かし和 北区中長尾町２丁３‐１５ 令和3年3月29日 令和3年5月1日 令和9年4月30日 小山　守 更新 飲食店営業
堺食衛第20012870号 パステリア　マンモーネ 北区中長尾町３丁１‐３ 令和3年3月29日 令和3年5月1日 令和9年4月30日 松本　弘行 更新 飲食店営業
堺食衛第20012879号 ほ～む 西区浜寺石津町西３丁４‐１２今中ビル１Ｆ 令和3年3月31日 令和3年3月31日 令和9年3月31日 相原　江美 新規 飲食店営業
堺食衛第20012877号 ＲＥＤ　７ 西区浜寺石津町中３丁６‐１２サンワードビル３ＦＡ号 令和3年4月5日 令和3年4月5日 令和9年4月30日 中本　凌雅 新規 飲食店営業
堺食衛第20012896号 熱血たろやん 堺区翁橋町１丁９‐２ スウィングプラザ１０８号072-222-1166 令和3年3月31日 令和3年3月31日 令和9年3月31日 中川　益秀 新規 飲食店営業
堺食衛第20012897号 東　中華料理 堺区西湊町４丁６‐１３ 令和3年4月14日 令和3年4月14日 令和9年4月30日 堀川　和男 新規 飲食店営業
堺食衛第20012889号 カフェ　ｕｍａｍｉ 堺区材木町西１丁１‐３１ 小島ビル１Ｆ 072-350-6970 令和3年3月30日 令和3年4月1日 令和9年3月31日 間宮　洋一 更新 飲食店営業
堺食衛第20012890号 炉端　さんちゃん 堺区櫛屋町東２丁２‐４ 令和3年3月30日 令和3年4月1日 令和9年3月31日 大本　誓税 更新 飲食店営業
堺食衛第20012887号 くいしんぼう道場 堺区神南辺町１丁８‐３ 令和3年3月30日 令和3年5月1日 令和9年4月30日 湯浅　修三 更新 飲食店営業
堺食衛第20012891号 たかせ 中区東山１０４２‐１ 都ビル１階１０２号 令和3年3月30日 令和3年4月1日 令和9年3月31日 髙瀬　秀路 更新 飲食店営業
堺食衛第20012888号 つちやま食堂 中区平井１０４２ 令和3年3月30日 令和3年5月1日 令和9年4月30日 土山　孝一郎 更新 飲食店営業
堺食衛第20012916号 Ｇｏｅｎ 西区浜寺元町４丁４８７‐１ 072-260-4557 令和3年4月6日 令和3年4月6日 令和9年4月30日 山本　恵美 新規 飲食店営業
堺食衛第20012913号 焼肉　もりもと 西区津久野町１丁１‐１０ 令和3年3月31日 令和3年4月1日 令和9年3月31日 森本　奈美 更新 飲食店営業
堺食衛第20012912号 ピパルアジアン　カレーレストラン 中区新家町５６７‐１ 令和3年3月31日 令和3年5月1日 令和9年4月30日 井上　ミノルバ 更新 飲食店営業
堺食衛第20012908号 たこはる 中区平井７４３‐３ 令和3年4月5日 令和3年4月5日 令和9年4月30日 菊地　未優 新規 飲食店営業
堺食衛第20012904号 Ｓｉｍｐｌｅ＋ 東区白鷺町１丁２２‐８ 令和3年4月13日 令和3年4月13日 令和9年4月30日 池田　仁美 新規 飲食店営業
堺食衛第20012914号 カサブランカ 堺市内一円 令和3年3月31日 令和3年4月1日 令和8年3月31日 本藤　秀雄 更新 喫茶店営業（露店）
堺食衛第20012918号 ｕＴａ　珈琲焙煎所 堺市内一円 令和3年3月31日 令和3年3月31日 令和8年3月31日 塩尻　一成 新規 飲食店営業（露店）
堺食衛第21010005号 菜々味 堺区南瓦町１‐１１ プラネッタビル１Ｆ 072-228-3660 令和3年4月1日 令和3年5月1日 令和9年4月30日 山西　健史 更新 飲食店営業
堺食衛第21010008号 ｃｈｅｒｒｙ 中区深井沢町３１２９ 昌栄ビル１－Ａ 令和3年4月2日 令和3年4月2日 令和9年4月30日 山下　弘貴 新規 飲食店営業
堺食衛第21010007号 ヴィーガンカフェ　あすか 東区丈六１７３－７ 072-370-4228 令和3年4月12日 令和3年4月12日 令和9年4月30日 西川　真紀子 新規 そうざい製造業
堺食衛第21010009号 ＢＵＢＢＬＥ 堺区翁橋町１丁５‐３ エルクエストビル３０８号 令和3年4月5日 令和3年4月5日 令和9年4月30日 佐久川　拓也 新規 飲食店営業
堺食衛第21010018号 ＢＥＬＬ 堺区戎之町東３丁１‐１２ 令和3年4月2日 令和3年5月1日 令和9年4月30日 山田　和祐 更新 飲食店営業
堺食衛第21010011号 サロンド　カナエ　ラ・スール 西区浜寺南町２丁４１１‐７ 令和3年4月5日 令和3年4月5日 令和9年4月30日 伊藤　浩一 新規 飲食店営業
堺食衛第21010013号 とり豊 西区草部１５０４‐５２ 令和3年4月2日 令和3年5月1日 令和9年4月30日 鬼追　伸行 更新 飲食店営業
堺食衛第21010012号 カフェ　３０９ＧＯ 美原区菅生９２４‐１ 令和3年4月13日 令和3年4月13日 令和9年4月30日 金剛　順子 新規 飲食店営業
堺食衛第21010010号 Ｌｕｃｅ 南区檜尾３１４０‐１ 進化第１１ビル１階１０２号 令和3年4月6日 令和3年4月6日 令和9年4月30日 木曽　光子 新規 飲食店営業
堺食衛第21010026号 お好み焼　とも 堺区向陵東町３丁３‐２３ １Ｆ 072-255-2888 令和3年4月5日 令和3年5月1日 令和9年4月30日 塩谷　泰輔 更新 飲食店営業
堺食衛第21010027号 ハウス　オブ　ジャズ 堺区戎之町東１丁１‐１０ 令和3年4月5日 令和3年5月1日 令和9年4月30日 小島　三郎 更新 飲食店営業
堺食衛第21010023号 豊好 堺区中之町東３丁１‐１ 香陽ハイツ１階１０１号072-222-2056 令和3年4月9日 令和3年4月9日 令和9年4月30日 井笹　啓輔 新規 飲食店営業
堺食衛第21010024号 喫茶　道 北区金岡町１９７７‐３０ 令和3年4月22日 令和3年4月22日 令和9年4月30日 谷川　弘一 新規 飲食店営業
堺食衛第21010025号 居酒屋　今夜は飲んじゃえ 北区百舌鳥陵南町３丁３７６ 072-242-3941 令和3年4月5日 令和3年5月1日 令和9年4月30日 北谷　昌美 更新 飲食店営業
堺食衛第21010019号 スナック　エム 西区鳳東町２丁１７３‐４ 072-274-7848 令和3年4月5日 令和3年5月1日 令和9年4月30日 百勝　洋子 更新 飲食店営業
堺食衛第21010021号 焼肉みどう 東区南野田１０‐２５ 令和3年4月6日 令和3年4月6日 令和9年4月30日 山下　守 新規 飲食店営業
堺食衛第21010020号 ひょうたん 南区深阪南３４２‐１１ 令和3年4月5日 令和3年5月1日 令和9年4月30日 西城　敬三 更新 飲食店営業
堺食衛第21010029号 カラオケＢａｒ　Ｍ 堺区翁橋町１丁９‐２ スウィングプラザ翁橋１０３号 令和3年4月21日 令和3年4月21日 令和9年4月30日 市岡　美穂 新規 飲食店営業
堺食衛第21010030号 くいしん坊 北区百舌鳥梅北町４丁２３４‐８ 072-253-5137 令和3年4月6日 令和3年5月1日 令和9年4月30日 垣内　岩雄 更新 飲食店営業
堺食衛第21010032号 Ｂａｒ　Ｄｏｃｉｌｅ 中区深井沢町３２７６ 澤田ビル２Ｆ 072-279-2200 令和3年4月6日 令和3年5月1日 令和9年4月30日 西野　善郎 更新 飲食店営業
堺食衛第21010037号 お菓子のお家　トリジとリスバ 堺区浅香山町３丁１１‐１ シュシュガーデン１０２072-228-5511 令和3年4月7日 令和3年5月1日 令和9年4月30日 菊川　貴 更新 菓子製造業
堺食衛第21010041号 蛸壺 堺区北瓦町２丁１‐１２ 072-232-1260 令和3年4月7日 令和3年5月1日 令和9年4月30日 林　栄三郎 更新 飲食店営業
堺食衛第21010034号 京都古都果　堺東店 堺区中瓦町２丁３‐１５ 令和3年5月24日 令和3年5月24日 令和9年5月31日 髙野　大貴 新規 菓子製造業
堺食衛第21010035号 居酒屋　すず 美原区黒山８８１ 令和3年4月13日 令和3年4月13日 令和9年4月30日 永岡　みすず 新規 飲食店営業
堺食衛第21010036号 チーズケーキカフェ　なごみ 堺市内一円 令和3年4月7日 令和3年4月7日 令和8年4月30日 小路　和功 新規 飲食店営業（自動車）
堺食衛第21010046号 Ｃｌｕｂ　Ｔｒｅ’ｓ 中区深井沢町３２６３ 令和3年4月12日 令和3年4月12日 令和9年4月30日 大西　翔也 新規 飲食店営業
堺食衛第21010047号 市好 中区深井畑山町１４７‐３ 令和3年4月8日 令和3年5月1日 令和9年4月30日 高橋　富雄 更新 飲食店営業
堺食衛第21010042号 ファミリーマート堺岩室 南区岩室９６‐１ 072-230-2820 令和3年4月15日 令和3年4月15日 令和9年4月30日 上田　貴文 新規 飲食店営業
堺食衛第21010052号 スギモト 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 杉本　奈津 新規 飲食店営業（自動車）
堺食衛第21010054号 なべ家 堺区栄橋町１丁６‐５ アメニティ堺１０１ 令和3年4月9日 令和3年5月1日 令和9年4月30日 鍋田　修平 更新 飲食店営業
堺食衛第21010055号 まどい 北区百舌鳥梅町１丁２９‐８ メゾンドール１０２ 072-240-0012 令和3年4月16日 令和3年4月16日 令和9年4月30日 中廣　彬人 新規 飲食店営業
堺食衛第21010056号 まどい 北区百舌鳥梅町１丁２９‐８ メゾンドール１０２ 072-240-0012 令和3年4月16日 令和3年4月16日 令和9年4月30日 中廣　彬人 新規 菓子製造業
堺食衛第21010057号 ほっかほっか亭　泉北深阪店 中区深阪６丁１‐４０ 072-239-3434 令和3年4月9日 令和3年5月1日 令和9年4月30日 上杉　三代子 更新 飲食店営業
堺食衛第21010070号 パン工房　ＣＲＯＷＡ 堺区翁橋町１丁１０‐１３ ももちゃんハイツ３　１０２号072-230-4804 令和3年4月12日 令和3年5月1日 令和9年4月30日 豊原　人志 更新 菓子製造業
堺食衛第21010068号 日本酒こころのバー　弐 北区中百舌鳥町２丁２９９‐８ 令和3年4月28日 令和3年4月28日 令和9年4月30日 東口　康之 新規 飲食店営業
堺食衛第21010069号 音乃家 北区百舌鳥梅町３丁１３‐９ 令和3年4月16日 令和3年4月16日 令和9年4月30日 西尾　義一 新規 飲食店営業
堺食衛第21010062号 ｃｈｅｅｒｓ　ｋｉｔｃｈｅｎ 堺市内一円 令和3年4月12日 令和3年4月12日 令和8年4月30日 大谷　千晶 新規 飲食店営業（自動車）
堺食衛第21010063号 Ｍ．Ｉ．Ｃ． 堺市内一円 令和3年4月12日 令和3年4月12日 令和8年4月30日 秋山　肇 新規 飲食店営業（自動車）
堺食衛第21010075号 ラウンジ　プラウド 堺区翁橋町１丁９‐２ スウィングプラザ翁橋５０５号室 令和3年4月14日 令和3年4月14日 令和9年4月30日 石橋　猛 新規 飲食店営業
堺食衛第21010076号 ＳＨＡＤＯＷ 美原区太井２４６ 令和3年4月22日 令和3年4月22日 令和9年4月30日 髙井　英雄 新規 飲食店営業
堺食衛第21010078号 コナモンラバー 南区岩室９５６ 080-4233-3142 令和3年5月6日 令和3年5月6日 令和9年5月31日 中本　圭祐 新規 飲食店営業
堺食衛第21010083号 四季菜　如月 堺区榎元町６丁６‐４ 072-232-7080 令和3年4月14日 令和3年5月1日 令和9年4月30日 森藤　孝重 更新 飲食店営業
堺食衛第21010082号 Ｔｈｅ　ＯＬＤ　ＴＯＭ 堺区北瓦町２丁１‐５ 堺東出野ビル４Ｆ 072-247-7437 令和3年4月14日 令和3年5月1日 令和9年4月30日 山本　貴志 更新 飲食店営業
堺食衛第21010088号 立喰酒場　拓三 西区鳳東町１丁４７‐１ 令和3年4月30日 令和3年4月30日 令和9年4月30日 西坂　拓郎 新規 飲食店営業
堺食衛第21010087号 彩菜 西区鳳西町３丁９‐３ デルフィーノ鳳１０２ 050-8881-4186 令和3年4月20日 令和3年4月20日 令和9年4月30日 辻　雅之 新規 飲食店営業
堺食衛第21010086号 ＰＯＰＯＫＩ　ＣＡＦＥ 中区大野芝町４４‐６ 令和3年4月14日 令和3年4月14日 令和9年4月30日 山野　三千代 新規 飲食店営業
堺食衛第21010084号 カラオケ喫茶　ｈｉｒｏ 東区南野田１９５‐２ 072-237-5711 令和3年4月14日 令和3年5月1日 令和9年4月30日 木村　初美 更新 飲食店営業
堺食衛第21010091号 セブン‐イレブン堺若松台１丁店 南区若松台１丁２‐１１ 令和3年4月15日 令和3年5月1日 令和9年4月30日 川上　一彦 更新 飲食店営業
堺食衛第21010089号 アラジン 堺市内一円 令和3年4月16日 令和3年4月16日 令和8年4月30日 エルハワリ　ワリード 新規 飲食店営業（自動車）
堺食衛第21010095号 スタジオ　ＴＯＹＯ 堺区戎之町東２丁１‐２ セブンシャトー戎ビル４Ｆ 令和3年5月6日 令和3年5月6日 令和9年5月31日 小川　博 新規 飲食店営業
堺食衛第21010096号 とんぼ家大阪店 堺市内一円 令和3年4月16日 令和3年4月16日 令和8年4月30日 西野　翔真 新規 飲食店営業（自動車）
堺食衛第21010108号 洋菓子のＦＵＫＡＧＡＷＡ 堺区北清水町２丁２‐１３ 令和3年4月19日 令和3年5月1日 令和9年4月30日 細川　保 更新 菓子製造業
堺食衛第21010111号 洋菓子のＦＵＫＡＧＡＷＡ 堺区北清水町２丁２‐１３ 令和3年4月19日 令和3年5月1日 令和9年4月30日 細川　保 更新 アイスクリーム類製造業
堺食衛第21010103号 トラとウサギの茶飯事 堺区二条通２‐１８ 令和3年4月21日 令和3年4月21日 令和9年4月30日 城　敏之 新規 飲食店営業
堺食衛第21010101号 和 堺区翁橋町１丁５‐２１ ファーストビル１Ｆ 令和3年4月22日 令和3年4月22日 令和9年4月30日 島田　早苗 新規 飲食店営業
堺食衛第21010099号 Ｓｔｕｄｉｏ　Ｄｏｒｉｈａ 堺区緑ヶ丘北町２丁２‐１２ 令和3年4月20日 令和3年4月20日 令和9年4月30日 榎本　有美 新規 飲食店営業
堺食衛第21010113号 金陵 中区大野芝町１３５‐２７ 令和3年4月19日 令和3年5月1日 令和9年4月30日 一宮　良胤 更新 飲食店営業
堺食衛第21010098号 虹 中区辻之１１８９‐１７１ 令和3年4月19日 令和3年4月19日 令和9年4月30日 樋口　海人 新規 飲食店営業
堺食衛第21010110号 ファミリー 東区引野町２丁１３０‐１６ 令和3年4月19日 令和3年5月1日 令和9年4月30日 大地　広訓 更新 飲食店営業



堺食衛第21010107号 ハヘロ 南区赤坂台２丁５‐５ 令和3年4月27日 令和3年4月27日 令和9年4月30日 谷　真一 新規 飲食店営業
堺食衛第21010120号 てててドーナッツ 南区釜室１０２３‐１‐３ 令和3年4月23日 令和3年4月23日 令和9年4月30日 乗松　宏樹 新規 飲食店営業
堺食衛第21010114号 えびす製菓 堺市内一円 令和3年4月20日 令和3年4月20日 令和8年4月30日 川口　元成 新規 飲食店営業（露店）
堺食衛第21010115号 えびす製菓 堺市内一円 令和3年4月20日 令和3年4月20日 令和8年4月30日 川口　元成 新規 菓子製造業（露店）
堺食衛第21010121号 エッグスイッチ 堺市内一円 令和3年4月20日 令和3年4月20日 令和8年4月30日 竹田　賢純 新規 飲食店営業（自動車）
堺食衛第21010127号 食べ呑み処　ｉｓａｔｓｕｙａ　績と澤子 堺区東雲西町４丁１‐３ ヴェルドミール堺１０８072-201-5108 令和3年5月31日 令和3年5月31日 令和9年5月31日 阿部　建太 新規 飲食店営業
堺食衛第21010130号 レストランハウス　カルト 堺区柏木町２丁４‐７ 令和3年4月21日 令和3年5月1日 令和9年4月30日 星野　学 更新 飲食店営業
堺食衛第21010129号 肉処　幸月 堺区寺地町東２丁１‐１７ 令和3年4月21日 令和3年5月1日 令和9年4月30日 中川　智勝 更新 食肉販売業 肉の持ち帰り販売
堺食衛第21010126号 一球 西区浜寺船尾町東３丁３３９ 令和3年5月7日 令和3年5月7日 令和9年5月31日 森本　浩次 新規 飲食店営業
堺食衛第21010123号 雷寿司 西区浜寺諏訪森町中２丁１６６‐１９ 令和3年4月23日 令和3年4月23日 令和9年4月30日 松本　守 新規 飲食店営業
堺食衛第21010124号 焼肉ホルモン　えいた 中区伏尾２９４５‐３ Ａ 令和3年4月23日 令和3年4月23日 令和9年4月30日 多田　英司 新規 飲食店営業
堺食衛第21010133号 福ちゃん 堺区翁橋町１丁１０‐１７ 丸大ビル１Ｆ 令和3年4月28日 令和3年4月28日 令和9年4月30日 福山　尚美 新規 飲食店営業
堺食衛第21010139号 ＤＥＡＲ　ＣＵＰ 堺区栄橋町１丁８‐３ サザンクレスト堺１Ｆ 072-238-3741 令和3年4月22日 令和3年5月1日 令和9年4月30日 中田　司 更新 飲食店営業
堺食衛第21010140号 ＤＥＡＲ　ＣＵＰ 堺区栄橋町１丁８‐３ サザンクレスト堺１Ｆ 072-238-3741 令和3年4月22日 令和3年5月1日 令和9年4月30日 中田　司 更新 菓子製造業
堺食衛第21010135号 テインバー 西区草部７‐５ テインバ－マンション久保田 令和3年4月22日 令和3年5月1日 令和9年4月30日 久保田　玲子 更新 飲食店営業
堺食衛第21010136号 Ｎａｏ 中区深井沢町３１２９ 令和3年4月22日 令和3年5月1日 令和9年4月30日 槇谷　尚美 更新 飲食店営業
堺食衛第21010144号 翔魚／囲 堺区北瓦町２丁１‐２８ ヤングタウンビル１０３　２Ｆ 令和3年5月6日 令和3年5月6日 令和9年5月31日 藤田　雄大 新規 飲食店営業
堺食衛第21010145号 インドネパール　レストラン　ヒラ 北区長曽根町１２０７‐４ 072-255-5010 令和3年4月28日 令和3年4月28日 令和9年4月30日 ＳＵＢＥＤＩ　ＧＯＶＩＮＤＡ　ＰＲＡＳＡＤ 新規 飲食店営業
堺食衛第21010141号 鶏広 南区大森１７４‐２ 080-8332-0010 令和3年4月30日 令和3年4月30日 令和9年4月30日 野里　和広 新規 飲食店営業
堺食衛第21010142号 Ｋ’ｓ　Ｋｉｔｃｈｅｎ．ｃｏｍ 堺市内一円 令和3年4月23日 令和3年4月23日 令和8年4月30日 岡腰　幸治 新規 飲食店営業（自動車）
堺食衛第21010156号 立呑み　おおたに 堺区甲斐町東３丁１‐１３ １０５　甲斐町市街地住宅１Ｆ072-225-5398 令和3年4月26日 令和3年5月1日 令和9年4月30日 大谷　真砂代 更新 飲食店営業
堺食衛第21010158号 創作鉄板ダイニングわぃわぃ 北区南花田町５７‐１ 令和3年4月26日 令和3年5月1日 令和9年4月30日 藤島　伸吾 更新 飲食店営業
堺食衛第21010155号 地鶏料理専門店　とりまつ 西区津久野町１丁１‐１ 072-272-2288 令和3年4月28日 令和3年4月28日 令和9年4月30日 大川　希美 新規 飲食店営業
堺食衛第21010159号 ｃａｆｅ　イザナミ 西区鳳南町４丁４２５ 令和3年4月28日 令和3年4月28日 令和9年4月30日 隅谷　文登 新規 飲食店営業
堺食衛第21010157号 Ｍｕｓｅｕｍ　Ｃａｆｅ　風遊　（ふらり） 美原区黒山２８１ みはら歴史博物館内072-362-0002 令和3年4月26日 令和3年5月1日 令和9年4月30日 福本　千秋 更新 飲食店営業
堺食衛第21010160号 ナムソン 堺市内一円 令和3年4月26日 令和3年5月1日 令和8年4月30日 籾山　良則 更新 飲食店営業（自動車）
堺食衛第21010162号 ナムソン 堺市内一円 令和3年4月26日 令和3年5月1日 令和8年4月30日 籾山　良則 更新 飲食店営業（露店）
堺食衛第21010178号 割烹　秀 堺区一条通１７‐８ 072-232-4847 令和3年4月28日 令和3年5月1日 令和9年4月30日 中上　眞吾 更新 飲食店営業
堺食衛第21010169号 Ｌｉｐｓ 西区浜寺石津町西３丁５‐１８ 令和3年4月28日 令和3年5月1日 令和9年4月30日 泉谷　光美 更新 飲食店営業
堺食衛第21010181号 喜久屋 堺市内一円 令和3年4月28日 令和3年5月1日 令和8年4月30日 浜田　喜久 更新 飲食店営業（露店）
堺食衛第21010182号 ＴＯＲＵＴＯＲＵ 堺市内一円 令和3年4月28日 令和3年4月28日 令和8年4月30日 髙島　透 新規 飲食店営業（自動車）
堺食衛第21010190号 Ｍｅｍｂｅｒ’ｓ　ゆう 堺区中瓦町１丁４‐８ 河中ビル３Ｆ 令和3年5月14日 令和3年5月14日 令和9年5月31日 上田　酉子 新規 飲食店営業
堺食衛第21010189号 ＢＡＲ　ＭｙＤｏ 堺区戎之町東１丁２‐１９ 天神センター街 072-224-6699 令和3年5月6日 令和3年5月6日 令和9年5月31日 上岡　健太 新規 飲食店営業
堺食衛第21010186号 居酒屋　青葉 堺区熊野町東２丁１‐１２ 令和3年5月6日 令和3年5月6日 令和9年5月31日 中谷　秀蓉 新規 飲食店営業
堺食衛第21010193号 たつみや食品 中区小阪６３‐１ 072-279-0773 令和3年4月30日 令和3年5月1日 令和9年4月30日 栁　新一 更新 食肉販売業
堺食衛第21010187号 喫茶　ライズ 東区白鷺町１丁９‐１８ 令和3年5月11日 令和3年5月11日 令和9年5月31日 大西　富喜子 新規 飲食店営業
堺食衛第21010192号 ＢＥＮ 堺市内一円 令和3年4月30日 令和3年5月1日 令和8年4月30日 加藤　真司 更新 飲食店営業（自動車）
堺食衛第21010191号 創作料理はなのつる 堺市内一円 令和3年4月30日 令和3年4月30日 令和8年4月30日 牧野　賢太郎 新規 飲食店営業（自動車）
堺食衛第21010197号 一条 堺区一条通１‐２５ 令和3年5月10日 令和3年5月10日 令和9年5月31日 上田　艶子 新規 飲食店営業
堺食衛第21010199号 肉　ｗａｊｉｍａ 堺区向陵西町４丁１１‐７ 阪井ビル１００ 令和3年5月10日 令和3年5月10日 令和9年5月31日 山口　世紀翔 新規 飲食店営業
堺食衛第21010204号 セブン‐イレブン　堺大町西３丁店 堺区大町西３丁１‐２２ 072-233-0900 令和3年5月24日 令和3年5月24日 令和9年5月31日 亀井　一広 新規 飲食店営業
堺食衛第21010212号 櫻や 堺区寺地町東４丁１‐４ ５１２号 令和3年5月10日 令和3年5月10日 令和9年5月31日 佐々木　敏子 新規 菓子製造業
堺食衛第21010213号 櫻や 堺区寺地町東４丁１‐４ ５１２号 令和3年5月10日 令和3年5月10日 令和9年5月31日 佐々木　敏子 新規 あん類製造業
堺食衛第21010221号 ＢＲＥＡＫ　ＤＯＷＮ 堺区南瓦町１‐５ 山口ビル１階１０１号 令和3年5月13日 令和3年5月13日 令和9年5月31日 西尾　大輔 新規 飲食店営業
堺食衛第21010223号 和創ダイニングまる 東区引野町２丁２‐３ 令和3年5月28日 令和3年5月28日 令和9年5月31日 金宮　浩志 新規 飲食店営業
堺食衛第21010229号 しんちゃん 堺区緑ヶ丘北町２丁１‐１６ 令和3年5月14日 令和3年5月14日 令和9年5月31日 津田　純子 新規 飲食店営業
堺食衛第21010231号 ＲＩＮＫＡ 堺区大町東１丁２‐２６ 令和3年5月14日 令和3年5月14日 令和9年5月31日 森山　しのぶ 新規 飲食店営業
堺食衛第21010232号 福笑 北区百舌鳥赤畑町４丁２６２ 072-203-0039 令和3年5月18日 令和3年5月18日 令和9年5月31日 市村　佳子 新規 飲食店営業
堺食衛第21010234号 カラオケ喫茶＆居酒屋　秋桜 堺区香ヶ丘町１丁５‐７ 令和3年5月18日 令和3年5月18日 令和9年5月31日 生野　キヌエ 新規 飲食店営業
堺食衛第21010236号 アゲアゲパン 堺市内一円 令和3年5月12日 令和3年5月12日 令和8年5月31日 東　智子 新規 菓子製造業（自動車）
堺食衛第21010239号 満腹居酒屋　豊 南区岩室１０８‐２ ２Ｆ 072-234-2370 令和3年5月13日 令和3年5月13日 令和9年5月31日 本田　祥一 新規 飲食店営業
堺食衛第21010242号 フルコース屋 北区百舌鳥陵南町３丁１６５‐６ 令和3年5月26日 令和3年5月26日 令和9年5月31日 清水　アキ子 新規 飲食店営業
堺食衛第21010260号 たに垣 中区東八田４０‐８ 金子ハイツ１０１号 令和3年5月28日 令和3年5月28日 令和9年5月31日 谷垣　義孝 新規 飲食店営業
堺食衛第21010256号 Ｆｌｅｕｒ 堺市内一円 令和3年5月17日 令和3年5月17日 令和8年5月31日 田中　由紀 新規 菓子製造業（自動車）
堺食衛第21010267号 れとろや 堺区中之町東３丁１‐１９ 令和3年5月28日 令和3年5月28日 令和9年5月31日 池尾　眞美 新規 飲食店営業
堺食衛第21010264号 本格広島お好み焼　ごろぅちゃん 北区百舌鳥赤畑町２丁８３ 050-8881-5116 令和3年5月25日 令和3年5月25日 令和9年5月31日 野口　正健 新規 飲食店営業
堺食衛第21010261号 のみ処　ごえん 北区百舌鳥赤畑町４丁２５６ 令和3年5月18日 令和3年5月18日 令和9年5月31日 清水　洋子 新規 飲食店営業
堺食衛第21010265号 たこ焼　虎 中区毛穴町２００‐２ 令和3年5月31日 令和3年5月31日 令和9年5月31日 昌山　真由美 新規 飲食店営業
堺食衛第21010274号 わさ美 堺区出島海岸通１丁１４‐１２ 令和3年5月20日 令和3年5月20日 令和9年5月31日 水光　由美子 新規 飲食店営業
堺食衛第21010282号 ＴＭフーズ 堺区高砂町１丁１４ 072-248-6923 令和3年5月25日 令和3年5月25日 令和9年5月31日 村山　徳洋 新規 食肉販売業
堺食衛第21010278号 ｃｌｕｂ　Ｒｅ 堺区櫛屋町東１丁２‐３ 田中ビル　１階 令和3年5月27日 令和3年5月27日 令和9年5月31日 切川　輝文 新規 飲食店営業
堺食衛第21010280号 ○菓子 堺市内一円 令和3年5月20日 令和3年5月20日 令和8年5月31日 菊地　未優 新規 菓子製造業（露店）
堺食衛第21010279号 ＣＡＭＰ　ＨＥＲＯ 堺市内一円 令和3年5月20日 令和3年5月20日 令和8年5月31日 藤川　大輔 新規 飲食店営業（自動車）
堺食衛第21010290号 とも 北区奥本町２丁４‐１ 令和3年5月25日 令和3年5月25日 令和9年5月31日 岩崎　和子 新規 飲食店営業
堺食衛第21010303号 カラオケバー　マリン 堺区出島浜通２‐４ 令和3年5月28日 令和3年5月28日 令和9年5月31日 紀井　太一 新規 飲食店営業
堺食衛第21010300号 スナックタイガース 堺区大町西３丁４‐１０ 072-222-3243 令和3年5月25日 令和3年5月25日 令和9年5月31日 有村　正 新規 飲食店営業
堺食衛第21010306号 つくね屋 北区中百舌鳥町６丁８６７ 072-267-4390 令和3年5月31日 令和3年5月31日 令和9年5月31日 中村　知寿 新規 飲食店営業
堺食衛第21010302号 鉄板焼　みわ山 西区浜寺諏訪森町中２丁１６９‐１５ 令和3年5月28日 令和3年5月28日 令和9年5月31日 山原　美和 新規 飲食店営業
堺食衛第21010301号 カラオケ喫茶　唄夢 西区草部１０８５‐２２ 令和3年5月25日 令和3年5月25日 令和9年5月31日 内藤　久美子 新規 飲食店営業
堺食衛第21010304号 居酒屋かよ 中区毛穴町２７８ 令和3年5月27日 令和3年5月27日 令和9年5月31日 浦島　加代子 新規 飲食店営業
堺食衛第21010312号 Ｃ’ＴＩＭＥ 堺市内一円 令和3年5月25日 令和3年5月25日 令和8年5月31日 増田　千朋 新規 飲食店営業（自動車）
堺食衛第21010317号 肉のふる川 堺市内一円 令和3年5月26日 令和3年5月26日 令和8年5月31日 鐘ヶ江　圭一 新規 飲食店営業（自動車）
堺食衛第21010334号 うどんの麺吉 堺区向陵中町６丁３‐１ 103 072-259-5511 令和3年5月31日 令和3年5月31日 令和9年5月31日 合川　直 新規 飲食店営業
堺食衛第21010294号 大ちゃん 堺区香ヶ丘町２丁３‐５ 令和3年6月1日 令和3年6月1日 令和9年5月31日 橋本　忠雄 新規 飲食店営業
堺食衛第21010251号 Ｂｒｅａｄ　Ｃｒａｆｔ　オオウラ 堺区今池町６丁４‐１８ 072-225-1788 令和3年6月1日 令和3年6月1日 令和9年5月31日 大浦　典子 新規 菓子製造業
堺食衛第21012620号 ＳＣＯＴ 堺区翁橋町１丁５‐６ グランド翁橋５号館３１１ 令和3年6月4日 令和3年6月4日 令和9年6月30日 寺地　康治 新規 飲食店営業 バー
堺食衛第21010118号 カラオケＢＵ－ＢＵ 堺区翁橋町１丁９‐１５ アトムビル３Ｅ 令和3年6月17日 令和3年6月17日 令和9年6月30日 矢野　陽子 新規 飲食店営業 カラオケ
堺食衛第21010247号 薫風 堺区中瓦町１丁３‐６ ＥＮＳＨＯⅡビル１Ｆ 令和3年6月1日 令和3年6月1日 令和9年5月31日 西條　友規子 新規 飲食店営業
堺食衛第21010241号 八風亭 堺区中瓦町１丁３‐８ 072-223-1166 令和3年6月1日 令和3年6月1日 令和9年5月31日 森西　圭一 新規 飲食店営業
堺食衛第21010381号 歌音 堺区旭ヶ丘中町３丁１‐２５ 令和3年6月1日 令和3年6月1日 令和9年5月31日 天野　怜子 新規 飲食店営業
堺食衛第21012621号 居酒屋　可門 堺区車之町東１丁２‐２９ 令和3年6月4日 令和3年6月4日 令和9年6月30日 西山　代志乃 新規 飲食店営業 居酒屋
堺食衛第21010153号 大阪府立泉陽高校内食堂 堺区車之町東３丁２‐１ 令和3年6月1日 令和3年6月1日 令和9年5月31日 森末　憲仁 新規 飲食店営業
堺食衛第21010311号 ラウンジ縁　～ｅｎ～ 堺区櫛屋町東２丁１‐１９ ＦＮルミエール天神３Ｆ 令和3年6月1日 令和3年6月1日 令和9年5月31日 山本　蓮 新規 飲食店営業
堺食衛第21010369号 喜多楼 堺区戎之町東１丁２‐１９ 天神センター 072-222-0662 令和3年6月1日 令和3年6月1日 令和9年5月31日 橋爪　喜陽子 新規 飲食店営業
堺食衛第21010344号 Ｌｏｕｎｇｅ　Ｄｒｅａｍ　Ｏｎ　堺天神 堺区戎之町東２丁１‐２ セブンシャトー戎ビル１階東 令和3年7月27日 令和3年7月27日 令和9年7月31日 岡上　浩司 新規 飲食店営業 ラウンジ
堺食衛第21010314号 割烹　なか井 堺区市之町東４丁２‐８ 八木ビル１Ｆ 072-224-8576 令和3年6月1日 令和3年6月1日 令和9年5月31日 中井　祐介 新規 飲食店営業
堺食衛第21010165号 麺工房　ゆでっち 堺区宿院町東４丁１‐６ 令和3年6月1日 令和3年6月1日 令和9年5月31日 赤垣　俊宏 新規 飲食店営業
堺食衛第21010321号 三国寿し 堺区宿院町西３丁１‐２５ 令和3年6月1日 令和3年6月1日 令和9年5月31日 山田　博 新規 飲食店営業
堺食衛第21010342号 お番菜　陽なた 堺区少林寺町東３丁１‐１ 令和3年6月1日 令和3年6月1日 令和9年5月31日 大津　陽子 新規 飲食店営業
堺食衛第21012618号 ラーメン　かまん 堺区栄橋町１丁９‐５ 072-227-8848 令和3年6月3日 令和3年6月3日 令和9年6月30日 野村　崇真 新規 そうざい製造業 ラーメン店
堺食衛第21010298号 酒肴逸品　大笑 堺区竜神橋町１丁６‐１ 072-224-4798 令和3年6月1日 令和3年6月1日 令和9年5月31日 宮田　昌彦 新規 飲食店営業
堺食衛第21010337号 喰いもん処　たたみや 北区東浅香山町２丁７２ 072-240-2740 令和3年6月1日 令和3年7月1日 令和9年6月30日 木村　安代 新規 飲食店営業
堺食衛第21010226号 南花田児童遊戯場付属売店 北区南花田町 大泉緑地内 令和3年6月1日 令和3年6月1日 令和9年5月31日 片田　洋香 新規 飲食店営業
堺食衛第21012607号 Ｇｌａｎｚ 北区長曽根町６３８ 令和3年6月3日 令和3年6月3日 令和9年6月30日 北野　幸子 新規 菓子製造業 菓子製造
堺食衛第21010272号 ごちそう酒房　とっと屋 北区百舌鳥梅町３丁９‐８ 令和3年6月1日 令和3年7月1日 令和9年6月30日 新尾　直哉 新規 飲食店営業
堺食衛第21010340号 ｕｍｅｕｍｅ　ｃａｆｅ 北区百舌鳥梅町３丁３３‐６ 072-260-4916 令和3年6月2日 令和3年6月2日 令和9年6月30日 吉田　有可 新規 菓子製造業
堺食衛第21010263号 あほや　ＪＲ堺市駅店 北区東雲東町１丁６‐２ 072-254-7779 令和3年6月2日 令和3年6月2日 令和9年6月30日 西田　和希 新規 飲食店営業
堺食衛第21010276号 末福 北区中長尾町２丁６‐４ 令和3年6月1日 令和3年6月1日 令和9年5月31日 末永　匡志 新規 飲食店営業
堺食衛第21010277号 スナック　ＭＡＨＡＬＯ 北区中長尾町２丁６‐８ 令和3年6月3日 令和3年6月3日 令和9年6月30日 河合　麻美 新規 飲食店営業
堺食衛第21010271号 紅葉 西区浜寺石津町西３丁５‐１５福田ビル５Ｆ－Ｃ 072-243-9077 令和3年6月1日 令和3年7月1日 令和9年6月30日 楊　雪梅 新規 飲食店営業
堺食衛第21010329号 イタリア料理　ＳＡＫＡＩ 西区浜寺石津町東３丁１２‐２１ 072-275-4993 令和3年6月1日 令和3年6月1日 令和9年5月31日 坂井　清人 新規 飲食店営業
堺食衛第21010318号 じんだま 西区浜寺諏訪森町東２丁１１２‐３８ 072-262-6998 令和3年6月1日 令和3年6月1日 令和9年5月31日 新規 飲食店営業
堺食衛第21010281号 喫茶　森の詩 西区上野芝町３丁４‐１ 072-277-4244 令和3年6月1日 令和3年6月1日 令和9年5月31日 向井　良子 新規 菓子製造業
堺食衛第21012615号 寿し丸鳳店 西区鳳東町２丁２０４ 072-273-0585 令和3年6月1日 令和3年6月1日 令和9年5月31日 天本　辰美 新規 飲食店営業 そうざい店頭販売
堺食衛第21010228号 ル．カフェ 西区鳳南町４丁４２９‐３ 令和3年6月1日 令和3年7月1日 令和9年6月30日 森脇　孝子 新規 飲食店営業
堺食衛第21010313号 ローソン　堺鳳北町八丁 西区鳳北町８丁４３１‐１ 令和3年6月1日 令和3年6月1日 令和9年5月31日 藤村　寿美 新規 飲食店営業
堺食衛第21010254号 お食事処いとう 中区深井沢町３３７２ 072-277-5166 令和3年6月1日 令和3年6月1日 令和9年5月31日 伊藤　文雄 新規 飲食店営業
堺食衛第21010295号 風まかせ 中区深井水池町２８１４‐１ 令和3年6月1日 令和3年6月1日 令和9年5月31日 原　和義 新規 飲食店営業 ＢＡＲ
堺食衛第21010227号 パティスリー　ド　タブロオ 中区深井水池町３１４７ 令和3年6月1日 令和3年6月1日 令和9年5月31日 新規 菓子製造業 菓子店
堺食衛第21010353号 お食事処　ふじやま 中区東山６１４‐１ 令和3年6月1日 令和3年6月1日 令和9年5月31日 辻尾　壽二 新規 飲食店営業
堺食衛第21010307号 ｌｏｕｎｇｅ　１ｓｔ 中区堀上町１０３３ ２階２０３ 令和3年6月2日 令和3年6月2日 令和9年6月30日 坂東　広夢 新規 飲食店営業
堺食衛第21010216号 ｓｎａｃｋ　ｂａｒ　ｍｏｎｉｃａ 中区八田南之町３６２‐１２ 072-270-0235 令和3年6月1日 令和3年7月1日 令和9年6月30日 川野　マリア　セシリア　レオテリオ 新規 飲食店営業
堺食衛第21010240号 イタリアンバール＆ダイニング　ｍｉｌｌａｎｔａ中区深井清水町３９８７ 072-270-0090 令和3年6月1日 令和3年6月1日 令和9年5月31日 千本　匠 新規 飲食店営業
堺食衛第21010296号 ちむどんどん 中区宮園町２‐１１ 令和3年6月1日 令和3年6月1日 令和9年5月31日 西尾　順 新規 飲食店営業
堺食衛第21010255号 寿司Ｃａｆｅ　Ｒｅｖｅ 東区菩提町１丁１７０‐２ 令和3年6月1日 令和3年6月1日 令和9年5月31日 柿市　雅之 新規 飲食店営業
堺食衛第21012613号 わらび屋本舗　初芝駅前店 東区日置荘西町２丁３‐８ 令和3年6月21日 令和3年6月21日 令和9年6月30日 辻野　幸弘 新規 菓子製造業 菓子製造
堺食衛第21012624号 Ｓｅｋｉｙａ 東区日置荘西町２丁８‐１０ アークヒルズ１０１号 令和3年6月4日 令和3年6月4日 令和9年6月30日 関屋　恵祐 新規 飲食店営業 イタリアン
堺食衛第21010215号 味んぼ 東区日置荘西町３丁３５‐９ 令和3年6月1日 令和3年6月1日 令和9年5月31日 山田　幸也 新規 飲食店営業
堺食衛第21010331号 仁奈　ｃ２ 東区丈六１７１‐２０ コーエイパレス北野田３階Ｃ号 令和3年6月2日 令和3年6月2日 令和9年6月30日 片岡　桃子 新規 飲食店営業 スナック



堺食衛第21012623号 洋食ひかり亭 東区丈六１８３‐２ 朝日マンション１０１ 令和3年6月28日 令和3年6月28日 令和9年6月30日 山﨑　光郎 新規 飲食店営業 洋食屋
堺食衛第21010185号 若大将 東区北野田９１‐１０ 令和3年6月11日 令和3年6月11日 令和9年6月30日 林　民江 新規 飲食店営業 居酒屋
堺食衛第21010291号 ミッドナイト 美原区丹上４４３‐９ 令和3年6月15日 令和3年6月15日 令和9年6月30日 前田　寿元 新規 飲食店営業
堺食衛第21010217号 ふる里の味 美原区小平尾１０５２‐２ 令和3年6月1日 令和3年6月1日 令和9年5月31日 福山　優子 新規 そうざい製造業
堺食衛第21010322号 ＨＯＵＳＥ工房アイ 美原区北余部３５４‐１ 令和3年6月2日 令和3年6月2日 令和9年6月30日 岩本　隆寛 新規 飲食店営業
堺食衛第21010246号 ＢＥＮ 堺市内一円 令和3年6月1日 令和3年6月1日 令和8年5月31日 加藤　真司 新規 飲食店営業（露店） 露店
堺食衛第21010327号 ココロ焦ガレ 堺市内一円 令和3年6月1日 令和3年6月1日 令和8年5月31日 常　良太郎 新規 飲食店営業（自動車） キッチンカー
堺食衛第21010326号 ココロ焦ガレ 堺市内一円 令和3年6月1日 令和3年6月1日 令和8年5月31日 常　良太郎 新規 飲食店営業（露店） 露店
堺食衛第21010341号 直次朗 堺市内一円 令和3年6月1日 令和3年6月1日 令和8年5月31日 藤井　建人 新規 飲食店営業（自動車） キッチンカー
堺食衛第21010336号 夢屋台 堺市内一円 令和3年6月1日 令和3年6月1日 令和8年5月31日 松本　啓将 新規 飲食店営業（露店）
堺食衛第21012636号 Ｃａｆｅ　Ｍｏｋａ 西区津久野町２丁１‐１７ 070-8906-5289 令和3年6月10日 令和3年6月10日 令和9年6月30日 藤川　あすか 新規 飲食店営業 カフェ
堺食衛第21012630号 たつみや食品 中区小阪６３‐１ 072-279-0773 令和3年6月15日 令和3年6月15日 令和9年6月30日 栁　新一 新規 そうざい製造業 精肉店
堺食衛第21012627号 Ｃａｆｅ　陽だまり 堺市内一円 令和3年6月2日 令和3年6月2日 令和8年6月30日 金澤　晴輝 新規 飲食店営業（自動車） キッチンカー
堺食衛第21012641号 カラオケ喫茶パブ　シルク 北区東上野芝町２丁４４２‐４ 072-257-8827 令和3年6月3日 令和3年7月1日 令和9年6月30日 川崎　フサエ 新規 飲食店営業 喫茶店
堺食衛第21012736号 ＣＡＦＥ　ＪＵＮＯ　ＡＮＮＥＸ 堺区車之町西１丁２‐２４ 令和3年6月9日 令和3年6月9日 令和9年6月30日 大村　秀子 新規 飲食店営業 喫茶店
堺食衛第21012735号 創作中華　山哲 西区鳳西町１丁７３‐９ 令和3年6月11日 令和3年6月11日 令和9年6月30日 山本　哲也 新規 そうざい製造業
堺食衛第21012737号 ＬＩＴＴＬＥ　ＰＥＫＯＥ 中区深井中町１１８９‐１０ 令和3年6月10日 令和3年6月10日 令和9年6月30日 水野　由美 新規 菓子製造業 菓子製造業
堺食衛第21012757号 ミカサ 堺区高須町３丁１‐２９ 072-228-1103 令和3年6月7日 令和3年7月1日 令和9年6月30日 山口　正美 新規 飲食店営業 喫茶店
堺食衛第21012758号 ひまわり 堺区東湊町５丁３１４ 令和3年6月7日 令和3年7月1日 令和9年6月30日 北西　美代子 新規 飲食店営業 カラオケ喫茶
堺食衛第21012742号 スナック　ちぼり 北区蔵前町１丁２‐３９ 令和3年8月31日 令和3年8月31日 令和9年8月31日 永尾　政子 新規 飲食店営業 スナック
堺食衛第21012756号 お好み　味樹 中区福田３２５‐１６ 令和3年6月7日 令和3年7月1日 令和9年6月30日 竹安　幸子 新規 飲食店営業
堺食衛第21012760号 お食事　酒処　たぬき 中区福田４８４‐８ 15 令和3年6月7日 令和3年7月1日 令和9年6月30日 野路　昌秀 新規 飲食店営業
堺食衛第21012759号 げんき作業所 中区深井中町１１９７‐１ 072-277-1802 令和3年6月7日 令和3年7月1日 令和9年6月30日 岡本　浩和 新規 菓子製造業 福祉施設
堺食衛第21012743号 旬豊作　米家 中区深井清水町３８４９ ２Ｆ 072-278-0877 令和3年8月2日 令和3年8月2日 令和9年8月31日 谷口　敏彦 新規 飲食店営業 日本料理
堺食衛第21012754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 令和3年6月7日 令和3年9月1日 令和9年8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21012753号 ｍａ－ｍｅ 堺市内一円 令和3年6月7日 令和3年6月7日 令和8年6月30日 溝上　めぐみ 新規 飲食店営業（自動車） 自動車営業
堺食衛第21012779号 肴酒屋　おとと倶楽部 堺区戎之町東２丁１‐７ 菅原ビル１２６号 072-223-1055 令和3年6月8日 令和3年7月1日 令和9年6月30日 入谷　有彦 新規 飲食店営業
堺食衛第21012772号 肉神 北区百舌鳥梅北町３丁１１８‐３ 072-252-3629 令和3年6月16日 令和3年6月16日 令和9年6月30日 川本　龍馬 新規 飲食店営業 焼肉
堺食衛第21012773号 セブン‐イレブン堺浜寺石津町西２丁店 西区浜寺石津町西２丁９‐１ 072-235-7188 令和3年6月11日 令和3年6月11日 令和9年6月30日 辻本　茂樹 新規 飲食店営業 コンビニエンスストア
堺食衛第21012770号 カラオケ　メルヘン 西区上４７０‐９ 令和3年6月10日 令和3年6月10日 令和9年6月30日 矢野　富男 新規 飲食店営業
堺食衛第21012777号 喫茶　ミミ 中区新家町３０３‐４ 令和3年6月8日 令和3年7月1日 令和9年6月30日 斉藤　敏子 新規 飲食店営業 喫茶店
堺食衛第21012769号 ＡＺｉＴｏ 中区深井沢町３２６５ ２階 072-277-5088 令和3年6月14日 令和3年6月14日 令和9年6月30日 岡野　銀次 新規 飲食店営業 ＢＡＲ
堺食衛第21012776号 平田製菓 美原区平尾２９６‐１３ 072-362-5539 令和3年6月22日 令和3年6月22日 令和9年6月30日 平田　剛 新規 菓子製造業 菓子
堺食衛第21012789号 ローエン 堺区榎元町５丁９‐２２ 072-233-6452 令和3年6月9日 令和3年7月1日 令和9年6月30日 柴田　よしの 新規 飲食店営業 喫茶店
堺食衛第21012797号 ＩｔａＬ 堺区五月町１‐２８ ウインザー皐月１０２号 令和3年6月15日 令和3年6月15日 令和9年6月30日 窪田　隆樹 新規 飲食店営業 Ｂａｒ・喫茶店
堺食衛第21012799号 志音 西区浜寺石津町西３丁５‐１８２Ｆ 令和3年6月11日 令和3年6月11日 令和9年6月30日 大谷　のり子 新規 飲食店営業 スナック
堺食衛第21012786号 七福 西区神野町１丁２３‐９ 令和3年6月9日 令和3年7月1日 令和9年6月30日 栗岡　功代 新規 飲食店営業 たこ焼　焼そば
堺食衛第21012791号 堺菓匠　夢や 中区深井中町１０４６‐８ 072-270-1886 令和3年6月9日 令和3年7月1日 令和9年6月30日 今田　隆啓 新規 菓子製造業 どら焼　和菓子全般
堺食衛第21012891号 心療Ｃａｆｆｅ　Ｃａｃｈｅｔｔｅ 東区日置荘西町６丁７‐２６ 072-283-6838 令和3年6月16日 令和3年6月16日 令和9年6月30日 杉谷　昂律 新規 菓子製造業 カフェ
堺食衛第21012787号 カッパファミリー　パートⅡ 堺市内一円 令和3年6月9日 令和3年7月1日 令和8年6月30日 西川　恭二 新規 飲食店営業（露店） 露店
堺食衛第21012800号 ｔｏｍｏ’ｓ　キッチン 堺市内一円 令和3年6月9日 令和3年6月9日 令和8年6月30日 友田　香織 新規 飲食店営業（自動車） キッチンカー
堺食衛第21012819号 ｃｏｆｆｅｅ　Ｈｕｔ　ＰＡＬ 堺区松屋町１丁２５‐１５ 令和3年6月10日 令和3年7月1日 令和9年6月30日 米島　千恵 新規 飲食店営業 喫茶・軽食
堺食衛第21012817号 酒井精肉店 堺区綾之町東１丁２‐７ 令和3年6月10日 令和3年7月1日 令和9年6月30日 酒井　純二 新規 食肉販売業 食肉販売
堺食衛第21012816号 Ｆｒｅｅｄｏｍ　Ｒｏａｄ～自遊道～宿院店 堺区甲斐町東３丁１‐１３ 令和3年6月10日 令和3年7月1日 令和9年6月30日 山本　淳一 新規 飲食店営業 居酒屋
堺食衛第21012810号 カラオケ蘭華 北区中長尾町３丁４‐１８ サンユービル２Ｆ 令和3年6月17日 令和3年6月17日 令和9年6月30日 荒木　ひろ子 新規 飲食店営業 カラオケ
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 新規 飲食店営業 ラーメン
堺食衛第21012809号 ＵＰＰ－Ｃ 中区深井沢町３２６５ ミラージュ昌栄１Ｆ 090-3724-3967 令和3年6月23日 令和3年6月23日 令和9年6月30日 松本　直也 新規 飲食店営業 バー
堺食衛第21012818号 かいとら 中区深井中町７４０‐１３ 令和3年6月10日 令和3年7月1日 令和9年6月30日 植野　智子 新規 飲食店営業 飲食店
堺食衛第21012813号 鶴橋焼肉　白雲台 堺市内一円 令和3年6月10日 令和3年6月10日 令和8年6月30日 寒河江　友和 新規 飲食店営業（自動車） キッチンカー
堺食衛第21012835号 友遊 堺区翁橋町１丁９‐１４ アトムビル３ＦＡ号 令和3年6月11日 令和3年7月1日 令和9年6月30日 中野　順子 新規 飲食店営業 スナック
堺食衛第21012839号 雅 西区上野芝向ヶ丘町２丁７‐３１－Ｆ　ベルゾーネ向ヶ丘 令和3年6月11日 令和3年7月1日 令和9年6月30日 上甲　一夫 新規 飲食店営業
堺食衛第21012832号 しあわせ詩譜音 南区三木閉１５１‐５ 令和3年6月11日 令和3年7月1日 令和9年6月30日 西山　幸美 新規 菓子製造業
堺食衛第21012830号 鉄板ダイニング　りゅう 堺市内一円 令和3年6月11日 令和3年6月11日 令和8年6月30日 笠井　俊和 新規 飲食店営業（自動車） キッチンカー
堺食衛第21012854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 令和3年6月17日 令和3年6月17日 令和9年6月30日 川原　和代 新規 飲食店営業 スナック
堺食衛第21012853号 えん 堺区北瓦町２丁１‐４ 出野ビル２Ｆ 令和3年6月21日 令和3年6月21日 令和9年6月30日 松本　健二 新規 飲食店営業 カラオケ喫茶
堺食衛第21012846号 メンバーズ　オーシャン 堺区戎之町東２丁１‐２ セブンシャトー戎ビル２Ｆ 令和3年6月16日 令和3年6月16日 令和9年6月30日 毛尾　晶子 新規 飲食店営業 スナック
堺食衛第21012844号 創作焼　そうるめいと 東区草尾７６８‐３ オニシビル１Ｆ１０２号 令和3年6月14日 令和3年7月1日 令和9年6月30日 松谷　正 新規 飲食店営業
堺食衛第21012863号 330 堺区浅香山町３丁１１‐２ 令和3年6月17日 令和3年6月17日 令和9年6月30日 桜井　操 新規 飲食店営業 鉄板焼
堺食衛第21012866号 百万両 西区浜寺諏訪森町中２丁１６０‐２ 令和3年6月15日 令和3年7月1日 令和9年6月30日 坂口　寿久 新規 飲食店営業 居酒屋
堺食衛第21012868号 たこ焼　得心　鳳店 西区鳳東町４丁３０７‐３ 令和3年6月15日 令和3年7月1日 令和9年6月30日 森川　恭輔 新規 飲食店営業 たこ焼
堺食衛第21012861号 立ち呑み　いっぱい 中区深井清水町３１１５ 令和3年6月23日 令和3年6月23日 令和9年6月30日 北埜　和香 新規 飲食店営業 居酒屋
堺食衛第21012862号 まんまる 東区白鷺町１丁９‐１１ 地下１Ｆ 令和3年6月22日 令和3年6月22日 令和9年6月30日 夏山　石敦 新規 飲食店営業 鉄板焼
堺食衛第21012860号 マルヨシ精肉店 東区日置荘西町７丁１３‐１７ 令和3年6月17日 令和3年6月17日 令和9年6月30日 若本　忠義 新規 飲食店営業 精肉店
堺食衛第21012857号 Ｓｗｅｅｔｓ‘ｎ’ｃａｆｅ　＆Ｕ＝Ａｎｄ　ｙｏｕ～アンジュ～　堺市内一円 令和3年6月15日 令和3年6月15日 令和8年6月30日 横井　里江 新規 飲食店営業（露店） 露店
堺食衛第21012880号 立呑処ひまわりⅡ 西区鳳東町１丁３５ 072-272-1599 令和3年6月16日 令和3年7月1日 令和9年6月30日 山本　忍 新規 飲食店営業
堺食衛第21012882号 初音 中区深井東町３１３６ フルーリ深井１Ｆ 072-278-3010 令和3年6月16日 令和3年7月1日 令和9年6月30日 沼田　光弘 新規 飲食店営業
堺食衛第21012874号 エレノア 中区深井沢町３３１５ グランパス深井１０２号室072-270-0106 令和3年6月18日 令和3年6月18日 令和9年6月30日 西村　元晴 新規 飲食店営業 居酒屋
堺食衛第21012876号 大心本舗 堺市内一円 令和3年6月16日 令和3年6月16日 令和8年6月30日 大橋　篤 新規 飲食店営業（露店） 露店
堺食衛第21012905号 キャンディドール 堺区翁橋町１丁５‐２１ ファーストビル１号館１Ｆ072-222-0003 令和3年6月17日 令和3年7月1日 令和9年6月30日 岡本　仁孝 新規 飲食店営業 バー
堺食衛第21012907号 Ｕｐ－Ｒｏａｒ 堺区北瓦町２丁３‐２１ アップロアーマンション１Ｆ 令和3年6月17日 令和3年7月1日 令和9年6月30日 秋尾　次郎 新規 飲食店営業 スナック
堺食衛第21012902号 粉福 堺区協和町５丁４８１ 塩穴団地１３－１０１ 令和3年6月17日 令和3年7月1日 令和9年6月30日 福井　玲子 新規 飲食店営業
堺食衛第21012895号 Ｐａｈｕ　Ｐａｈｕ 北区長曽根町３０６３‐８ 北野ビル２Ｆ 令和3年6月22日 令和3年6月22日 令和9年6月30日 辻　光夫 新規 飲食店営業 ビリヤード場（バー）
堺食衛第21012897号 ゆめｃａｆｅ”Ｓ” 中区深井中町１１９０‐１０ 令和3年6月23日 令和3年6月23日 令和9年6月30日 谷口　須美子 新規 菓子製造業 カフェ
堺食衛第21012898号 ＫＵＲＯＣＫＵＭＡ　ＣＡＦＥ 堺市内一円 令和3年6月17日 令和3年6月17日 令和8年6月30日 宮本　秀呂 新規 飲食店営業（自動車） キッチンカー（トレーラー）
堺食衛第21012901号 やねん 堺市内一円 令和3年6月17日 令和3年6月17日 令和8年6月30日 谷口　祥吾 新規 飲食店営業（自動車） キッチンカー
堺食衛第21012912号 市の屋 中区深井沢町３２９０ Ａ－８ 令和3年6月18日 令和3年7月1日 令和9年6月30日 青木　栄治 新規 飲食店営業
堺食衛第21012910号 龍運 中区八田北町５３９‐１ プレアール八田北町１０１号072-283-2131 令和3年6月18日 令和3年7月1日 令和9年6月30日 前田　実穂 新規 飲食店営業 中華料理店
堺食衛第21012914号 なんか亭 東区日置荘原寺町１７‐３８ 令和3年7月1日 令和3年7月1日 令和9年6月30日 溝内　和子 新規 飲食店営業 弁当
堺食衛第21012923号 ホルモン焼キング 堺市内一円 令和3年6月18日 令和3年6月18日 令和8年6月30日 石本　要 新規 飲食店営業（自動車） 自動車営業
堺食衛第21012933号 洋食　黒毛和牛肉料理　びもん 堺区一条通１５‐１５ 072-222-8607 令和3年6月21日 令和3年7月1日 令和9年6月30日 澤木　一仁 新規 飲食店営業 洋食屋
堺食衛第21012931号 カラオケ　さくら 堺区東湊町５丁３０９‐１ 072-241-8815 令和3年6月23日 令和3年6月23日 令和9年6月30日 嘉数　弥生 新規 飲食店営業 カラオケ喫茶
堺食衛第21012936号 まつ元 堺区戎之町西２丁２‐５ ロイヤルコート参番館 令和3年6月21日 令和3年7月1日 令和9年6月30日 松本　光義 新規 飲食店営業 寿司
堺食衛第21012935号 天笑 堺区神南辺町２丁７６‐１ メゾンドール堺１階 072-282-0011 令和3年6月21日 令和3年7月1日 令和9年6月30日 真保　定夫 新規 飲食店営業 和食居酒屋
堺食衛第21012939号 喫茶　バンビー 西区鳳中町６丁２０７ 072-263-4234 令和3年6月21日 令和3年7月1日 令和9年6月30日 林　寿男 新規 飲食店営業 喫茶店
堺食衛第21012930号 キャベツ焼き　元樹 堺市内一円 令和3年6月21日 令和3年6月21日 令和8年6月30日 小阪　義春 新規 飲食店営業（露店）
堺食衛第21012959号 てぃーだカントリー 堺区市之町東２丁１‐３ 山之口商店街内 令和3年7月6日 令和3年7月6日 令和9年7月31日 岸田　右美 新規 飲食店営業 カフェ
堺食衛第21012958号 中華蕎麦　八や 堺区住吉橋町１丁５‐１７ 令和3年7月14日 令和3年7月14日 令和9年7月31日 宮部　晃二 新規 飲食店営業 ラーメン屋
堺食衛第21012968号 会合 中区田園５０６ 072-239-3929 令和3年6月22日 令和3年7月1日 令和9年6月30日 渡部　保次 新規 飲食店営業 そば
堺食衛第21012970号 シンワ加工所 中区八田北町８５８ 令和3年6月22日 令和3年7月1日 令和9年6月30日 御子川内　章 新規 食品の小分け業
堺食衛第21012957号 パープル 東区日置荘西町３丁２５‐７ 令和3年6月24日 令和3年6月24日 令和9年6月30日 楠井　知子 新規 飲食店営業 カラオケ喫茶
堺食衛第21012984号 ＷＡＲＯＴＥＣＯ 堺区戎之町東１丁２‐２ サトリビル５０１ 令和3年6月25日 令和3年6月25日 令和9年6月30日 河本　知樹 新規 飲食店営業 Ｂａｒ
堺食衛第21013005号 喫茶　おさんぽ 美原区黒山７８８‐１ 072-361-0510 令和3年6月23日 令和3年7月1日 令和9年6月30日 川口　淳子 新規 飲食店営業 喫茶店
堺食衛第21013006号 たつみや食品 美原区北余部２５‐１ 令和3年6月23日 令和3年7月1日 令和9年6月30日 南　二郎 新規 食肉販売業 精肉
堺食衛第21012983号 ＮＯＯＫ 堺市内一円 令和3年6月23日 令和3年6月23日 令和8年6月30日 井上　尚子 新規 飲食店営業（自動車） 自動車営業
堺食衛第21012987号 髙真堂 堺市内一円 令和3年6月23日 令和3年6月23日 令和8年6月30日 髙田　真樹 新規 飲食店営業（露店） 露店
堺食衛第21013009号 居酒屋　丸福 南区釜室１０２３‐１ 令和3年6月28日 令和3年6月28日 令和9年6月30日 福嶋　健司 新規 飲食店営業 居酒屋
堺食衛第21013012号 Ｓｅｅ 南区野々井１７８‐５ 進化第７ビル１０７号072-293-0009 令和3年6月24日 令和3年7月1日 令和9年6月30日 澤田　香織 新規 飲食店営業
堺食衛第21013010号 いとへん 南区稲葉１丁３０２１‐１ 令和3年7月9日 令和3年7月9日 令和9年7月31日 中　紗矢香 新規 飲食店営業 スナック
堺食衛第21013023号 ひなた 西区鳳東町１丁４７‐１ 072-272-0290 令和3年6月25日 令和3年8月1日 令和9年7月31日 加藤　満 新規 飲食店営業 焼鳥
堺食衛第21013049号 ＢＡＲ　Ｒｅ：Ｓｔａｒｔ 堺区翁橋町１丁５‐２１ ファーストビル２Ｆ 令和3年6月28日 令和3年7月1日 令和9年6月30日 雲井　豪貴 新規 飲食店営業
堺食衛第21013069号 元祖モダン焼　文ちゃん 堺区昭和通３丁４３‐１０ 令和3年6月29日 令和3年6月29日 令和9年6月30日 向井　優輔 新規 飲食店営業 モダン焼
堺食衛第21013066号 鮨舟 堺区熊野町東１丁１‐７ 令和3年6月28日 令和3年8月1日 令和9年7月31日 西野　羊吾 新規 飲食店営業 寿司
堺食衛第21013067号 メロディ 北区百舌鳥赤畑町３丁１８５ 令和3年6月28日 令和3年7月1日 令和9年6月30日 大槻　智子 新規 飲食店営業 喫茶店
堺食衛第21013064号 とりまこ 西区浜寺石津町西３丁３‐１６マリンプラザビル１階Ｂ090-5256-9710 令和3年6月28日 令和3年8月1日 令和9年7月31日 堂田　誠 新規 飲食店営業 焼鳥
堺食衛第21013034号 恋さん 西区下田町２７‐１ 令和3年7月5日 令和3年7月5日 令和9年7月31日 戀塚　良子 新規 飲食店営業 お好み焼き
堺食衛第21013047号 ゴールドービミー 南区別所１５４９‐１ 令和3年6月28日 令和3年7月1日 令和9年6月30日 小林　武治 新規 飲食店営業 弁当
堺食衛第21013048号 ゴールドービミー 南区別所１５４９‐１ 令和3年6月28日 令和3年7月1日 令和9年6月30日 小林　武治 新規 菓子製造業 パン製造
堺食衛第21013045号 Ｄｏｍｊｉｎ　Ｓｐｉｃｅ　Ｃａｆｅ 南区野々井６８３ 072-298-3766 令和3年6月28日 令和3年7月1日 令和9年6月30日 齊藤　仁 新規 飲食店営業 カレー
堺食衛第21013114号 料理酒家　伴昇 堺区向陵中町６丁３‐１ 南愛マンション１－１０６072-255-1549 令和3年6月29日 令和3年8月1日 令和9年7月31日 伴野　智哉 新規 飲食店営業 居酒屋
堺食衛第21013096号 Ｓｔｏｃｋ 堺区翁橋町１丁９‐１５ アトムビル４Ａ号室 令和3年7月27日 令和3年7月27日 令和9年7月31日 狩野　那美 新規 飲食店営業 バー
堺食衛第21013112号 蔵屋敷 堺区中瓦町１丁３‐１２ 令和3年6月29日 令和3年7月1日 令和9年6月30日 吉田　将人 新規 飲食店営業 焼鳥屋
堺食衛第21013117号 中谷商店 堺区緑町１丁４８ 令和3年6月29日 令和3年7月1日 令和9年6月30日 中谷　孝造 新規 飲食店営業 居酒屋
堺食衛第21013095号 Ｂｏｏｚｅｒ　Ｂａｒ　Ｅｉｇｈｔ 堺区櫛屋町東２丁１‐１９ Ｆｎルミエール天神ビル１階Ｂ室 令和3年7月2日 令和3年7月2日 令和9年7月31日 濱口　大輔 新規 飲食店営業 バー
堺食衛第21013110号 鳥はな 東区日置荘西町１丁２２‐１９ 令和3年6月29日 令和3年8月1日 令和9年7月31日 阪口　薫 新規 飲食店営業
堺食衛第21013097号 ＭＥＬＴＹ　ＩＣＥ 堺市内一円 令和3年6月29日 令和3年6月29日 令和8年6月30日 重光　陸偉 新規 飲食店営業（自動車） 自動車営業
堺食衛第21013116号 食の逸品会 堺市内一円 令和3年6月29日 令和3年6月29日 令和8年6月30日 稲村　努 新規 飲食店営業（露店） 露店
堺食衛第21013125号 ルーブル 堺区今池町６丁４‐１１ 令和3年7月15日 令和3年7月15日 令和9年7月31日 唄　光恵 新規 飲食店営業 総菜屋（テイクアウト）
堺食衛第21013121号 ＲＥＥＮＯ堺 堺区榎元町６丁７‐２５ 下川倉庫Ｄ号 令和3年7月1日 令和3年7月1日 令和9年6月30日 川越　久美子 新規 飲食店営業 ディッシュアップアイス
堺食衛第21013124号 Ｌｏｕｎｇｅ　Ｐｒｉｃｅｌｅｓｓ 南区泉田中１０３‐１ 進化第５ビル２０２号室 令和3年7月6日 令和3年7月6日 令和9年7月31日 新規 飲食店営業 ラウンジ



堺食衛第21013127号 たこやき　すぎちゃん 堺市内一円 令和3年6月30日 令和3年6月30日 令和8年6月30日 杉本　将宏 新規 飲食店営業（自動車） キッチンカー
堺食衛第21013148号 セブン‐イレブン堺引野町２丁店 東区引野町２丁１３１ 令和3年7月1日 令和3年8月1日 令和9年7月31日 野瀬　憲治 新規 飲食店営業 コンビニエンスストア
堺食衛第21013160号 うたひろば　石の花 堺区向陵中町２丁４‐１３ 栄光プラザビル２Ｆ 令和3年7月12日 令和3年7月12日 令和9年7月31日 中島　美樹 新規 飲食店営業 カラオケ
堺食衛第21013153号 食　酒場　しょう 中区新家町３５０‐９ 令和3年7月2日 令和3年8月1日 令和9年7月31日 中西　良 新規 飲食店営業 定食、居酒屋
堺食衛第21013152号 まりん 東区丈六１７１‐２０ コーエイパレス北野田５階Ｃ号 令和3年7月2日 令和3年8月1日 令和9年7月31日 杉村　真里 新規 飲食店営業 カラオケスナック
堺食衛第21013165号 居酒屋　ふじ 堺区大町西３丁４‐９ 令和3年7月5日 令和3年8月1日 令和9年7月31日 佐藤　かつえ 新規 飲食店営業 居酒屋
堺食衛第21013162号 Ｓｉｎｇｌｅ　ｄｉｓｈ　ＪＵＮ 堺区南半町東１丁２‐１１ 令和3年7月21日 令和3年7月21日 令和9年7月31日 禰占　順子 新規 飲食店営業 居酒屋
堺食衛第21013172号 ｃｈａｍｂｒｅ　ｄｅ　ＫＩＫＩ 堺区向陵西町３丁５‐２９ 令和3年7月15日 令和3年7月15日 令和9年7月31日 纐纈　昌代 新規 飲食店営業 カフェ
堺食衛第21013176号 ｂｅａｎ 堺区翁橋町１丁４‐１８ ロイヤルパレスビル２Ｆ 令和3年7月8日 令和3年7月8日 令和9年7月31日 中野　佳子 新規 飲食店営業 スナック
堺食衛第21013178号 ベーカーショップ　パンダ 北区中百舌鳥町６丁９９８‐３ 公団８－１０６ 令和3年7月6日 令和3年8月1日 令和9年7月31日 有村　慎一 新規 菓子製造業
堺食衛第21013180号 鳥司 西区鳳中町３丁６１ 長栄ビル１階 令和3年7月6日 令和3年8月1日 令和9年7月31日 十代　秀人 新規 飲食店営業 焼鳥屋
堺食衛第21013175号 カラオケ喫茶　来夢来人 東区白鷺町１丁２０‐２ 令和3年7月19日 令和3年7月19日 令和9年7月31日 原井　美恵子 新規 飲食店営業 カラオケ喫茶
堺食衛第21013182号 カラオケスナック　ひふみ 東区丈六１７１‐２０ 広栄ビル７Ｆ 令和3年7月6日 令和3年8月1日 令和9年7月31日 柳川　一二三 新規 飲食店営業 スナック
堺食衛第21013177号 たつみや食品 美原区北余部２５‐１ 令和3年8月24日 令和3年8月24日 令和9年8月31日 南　二郎 新規 飲食店営業 精肉店
堺食衛第21013189号 ｂａｒ　ｒｅｓｉｄｅｎｃｅ 堺区翁橋町１丁２‐９ ジャンボプラザビル１Ｆ 令和3年7月9日 令和3年7月9日 令和9年7月31日 山下　将志 新規 飲食店営業 バー
堺食衛第21013206号 大衆酒場　やまだ 堺区戎之町東１丁２‐２１ 072-232-0498 令和3年7月7日 令和3年8月1日 令和9年7月31日 山田　和子 新規 飲食店営業 立飲み屋
堺食衛第21013188号 ｂａｒ　ＮＭ 堺区熊野町東１丁２‐２０ ジョイフルＫ２Ｆ 令和3年7月9日 令和3年7月9日 令和9年7月31日 山下　将志 新規 飲食店営業 バー
堺食衛第21013198号 セブン‐イレブン堺大町東３丁店 堺区大町東３丁２‐２５ 令和3年7月16日 令和3年7月16日 令和9年7月31日 川崎　雅継 新規 飲食店営業 コンビニエンスストア
堺食衛第21013193号 豆の香 北区百舌鳥陵南町３丁４３８ 令和3年7月7日 令和3年8月1日 令和9年7月31日 海堀　環 新規 飲食店営業
堺食衛第21013192号 八百由 西区神野町１丁２６‐３７ 072-274-0089 令和3年7月7日 令和3年8月1日 令和9年7月31日 沼田　光男 新規 魚介類販売業 魚屋
堺食衛第21013187号 鳥まる 西区津久野町２丁１‐１７ ６号 令和3年7月15日 令和3年7月15日 令和9年7月31日 長野　陽 新規 飲食店営業 鶏料理（テイクアウトのみ）
堺食衛第21013202号 ＳＰＩＣＥＣＵＲＲＹ　ＢＡＵＬ 東区白鷺町１丁１６‐１５ 第２白鷺マンション１Ｆ072-276-7015 令和3年7月20日 令和3年7月20日 令和9年7月31日 西山　恭平 新規 飲食店営業 カレー専門店
堺食衛第21013190号 山能食品 美原区多治井７７６ 072-362-3606 令和3年7月7日 令和3年8月1日 令和9年7月31日 横山　裕之 新規 豆腐製造業
堺食衛第21013216号 居酒屋　うわじま 堺区昭和通３丁４７‐２ 令和3年7月8日 令和3年8月1日 令和9年7月31日 惟任　剛 新規 飲食店営業 居酒屋
堺食衛第21013221号 からあげスタンド　わん 東区白鷺町３丁１３‐１９ 令和3年7月28日 令和3年7月28日 令和9年7月31日 犬童　章太 新規 飲食店営業 居酒屋
堺食衛第21013219号 ＪＡＭ　ｆａｍｉｌｙ 南区釜室１０２３‐１ 令和3年7月12日 令和3年7月12日 令和9年7月31日 佐渡川　興平 新規 飲食店営業 カフェ
堺食衛第21013213号 なおちゃんら～めん 堺市内一円 令和3年7月8日 令和3年7月8日 令和8年7月31日 松川　直樹 新規 飲食店営業（自動車） キッチンカー
堺食衛第21013225号 亀たこ 中区東山７６４ 令和3年7月9日 令和3年8月1日 令和9年7月31日 米田　正樹 新規 飲食店営業
堺食衛第21013226号 ＣＡＲＮＩＶＡＬ　ＬＯＣＫ 堺市内一円 令和3年7月9日 令和3年8月1日 令和8年7月31日 雪丸　博紀 新規 飲食店営業（露店）
堺食衛第21013251号 Ｒｅｌｉｃ 西区鳳南町３丁１８５ 072-273-3976 令和3年7月12日 令和3年8月1日 令和9年7月31日 岡田　篤彦 新規 飲食店営業 カフェ、バー
堺食衛第21013238号 ミニストップ堺片蔵店 南区片蔵１４４９‐２８６ 072-291-5002 令和3年7月29日 令和3年7月29日 令和9年7月31日 山下　耕平 新規 飲食店営業 コンビニエンスストア
堺食衛第21013249号 ふじ食品 堺市内一円 令和3年7月12日 令和3年8月1日 令和8年7月31日 藤原　暢男 新規 飲食店営業（露店） 露店営業
堺食衛第21013245号 ヨギチョギ 堺市内一円 令和3年7月12日 令和3年7月12日 令和8年7月31日 前田　奈菜 新規 飲食店営業（自動車） キッチンカー
堺食衛第21013270号 ｃａｆｅ　ｓｔｕｄｉｏ　ＤＯＬＰＨＩＮ 堺区向陵中町４丁３‐１０ ＳＨＩＮＺＡＮ．Ｂｌｄｇ３１７072-343-1934 令和3年7月13日 令和3年8月1日 令和9年7月31日 市川　美穂 新規 飲食店営業 カフェ・ランチ
堺食衛第21013274号 福祉の店　だいせん 堺区百舌鳥夕雲町２丁５５８ 令和3年8月30日 令和3年8月30日 令和9年8月31日 喜羽　紀子 新規 飲食店営業 売店
堺食衛第21013272号 ひとやすみ 北区百舌鳥陵南町３丁４９２ 072-277-7611 令和3年7月13日 令和3年8月1日 令和9年7月31日 北野　めぐみ 新規 飲食店営業 うどん屋
堺食衛第21013255号 居酒屋ダイニングだるま 美原区黒山８８１‐１ 072-370-0888 令和3年7月13日 令和3年8月1日 令和9年7月31日 片岡　一也 新規 飲食店営業 居酒屋
堺食衛第21013254号 サン・ビオラ 南区大庭寺８６５‐１ 令和3年7月13日 令和3年8月1日 令和9年7月31日 森前　昭 新規 飲食店営業 喫茶店
堺食衛第21013279号 トト洋菓子店 堺区車之町西２丁２‐３２ ケーワイビル１階 072-238-0063 令和3年7月19日 令和3年7月19日 令和9年7月31日 上原　清忠 新規 飲食店営業 洋菓子店
堺食衛第21013291号 喫茶　赤いばら 堺区南旅篭町東１丁１‐２９ 072-221-0072 令和3年7月14日 令和3年8月1日 令和9年7月31日 京谷　剛 新規 飲食店営業 喫茶店
堺食衛第21013289号 多呂食堂 西区上４３４ 072-271-0105 令和3年7月14日 令和3年8月1日 令和9年7月31日 瀬川　あつ子 新規 飲食店営業 食堂
堺食衛第21013280号 ＰＩＺＺＡＯＫＡ 堺市内一円 令和3年7月14日 令和3年7月14日 令和8年7月31日 西岡　修一 新規 飲食店営業（露店） 露店
堺食衛第21013296号 ローソン三国ヶ丘駅前店 堺区向陵中町４丁５‐３３ 072-258-1904 令和3年7月21日 令和3年7月21日 令和9年7月31日 畠中　和敏 新規 飲食店営業 コンビニエンスストア
堺食衛第21013294号 夏海の店 堺区大浜西町２３ 090-3272-4663 令和3年7月21日 令和3年7月21日 令和9年7月31日 髙田　威 新規 飲食店営業 居酒屋
堺食衛第21013304号 カフェ　ぼくんち 西区上野芝向ヶ丘町２丁１１‐１３ 令和3年7月15日 令和3年8月1日 令和9年7月31日 川島　洋一 新規 飲食店営業
堺食衛第21013293号 キッチン　小阪西 中区小阪西町５‐２１ 072-270-6639 令和3年7月20日 令和3年7月20日 令和9年7月31日 栁原　千賀子 新規 飲食店営業 定食屋
堺食衛第21013298号 大文字 中区八田西町３丁２‐３ 辻内ビル１０２号 令和3年7月15日 令和3年8月1日 令和9年7月31日 中野　薫 新規 飲食店営業
堺食衛第21013310号 スナック　ゆうゆ 北区百舌鳥梅北町１丁１７‐２ 令和3年8月24日 令和3年8月24日 令和9年8月31日 横田　千代子 新規 飲食店営業 スナック
堺食衛第21013324号 味富 堺区田出井町５‐６０ 令和3年7月19日 令和3年8月1日 令和9年7月31日 河上　和昭 新規 飲食店営業 日本料理
堺食衛第21013323号 街屋珈琲 堺区三国ヶ丘御幸通５９ 072-231-2128 令和3年7月29日 令和3年7月29日 令和9年7月31日 市場　貞充 新規 飲食店営業 カフェ
堺食衛第21013336号 Ｓｅｖｅｎ　Ｇｏｄｓ 堺区中瓦町２丁３‐２０ 令和3年7月19日 令和3年8月1日 令和9年7月31日 向井　悦子 新規 飲食店営業 食堂、居酒屋
堺食衛第21013322号 アメリ 北区北花田町１丁５２‐１ 東秀ビル２Ｆ 令和3年7月28日 令和3年7月28日 令和9年7月31日 東條　誠矢 新規 飲食店営業 カフェバー
堺食衛第21013318号 ベーカリー　虹のパン 北区金岡町２２１４‐１ 072-242-8475 令和3年8月3日 令和3年8月3日 令和9年8月31日 中村　洋司 新規 菓子製造業 パン屋
堺食衛第21013338号 鳥治商店 西区浜寺諏訪森町中３丁２４１‐２株式会社万代内 令和3年7月19日 令和3年8月1日 令和9年7月31日 藤本　茂 新規 飲食店営業
堺食衛第21013319号 Ｍ．ＢＲＥＡＤ 西区上野芝向ヶ丘町１丁２‐１６ 072-321-7472 令和3年8月27日 令和3年8月27日 令和9年8月31日 井原　真 新規 菓子製造業 パン店頭販売
堺食衛第21013332号 Ｃａｆｅ　ｍｉｎａｍｉ 西区鳳東町３丁２４４‐３ 072-273-7780 令和3年7月19日 令和3年8月1日 令和9年7月31日 林　栄子 新規 飲食店営業 カフェ
堺食衛第21013328号 7 西区鳳東町４丁３５６ 072-272-1507 令和3年7月19日 令和3年8月1日 令和9年7月31日 柴田　直美 新規 飲食店営業 和風バル
堺食衛第21013354号 Ｈ　ｆｏｏｄ　ｗｉｔｈ　Ｇ 堺区遠里小野町１丁３‐８‐２ 令和3年7月27日 令和3年7月27日 令和9年7月31日 花井　将夫 新規 飲食店営業 テイクアウト、出前
堺食衛第21013352号 ＹＵＺＵ　優鈴 堺区熊野町東１丁２‐１６ アイリスビル３階３０２ 令和3年7月30日 令和3年7月30日 令和9年7月31日 田中　智鈴 新規 飲食店営業 スナック
堺食衛第21013350号 華クラブ 中区大野芝町２０４‐１８ ２Ｆ 令和3年7月29日 令和3年7月29日 令和9年7月31日 岡井　久美子 新規 飲食店営業 麻雀店
堺食衛第21013351号 968 南区釜室１０２０‐５ 令和3年7月27日 令和3年7月27日 令和9年7月31日 松本　亮二 新規 飲食店営業 居酒屋
堺食衛第21013353号 Ｂｕｒｇｅｒ　ＫＡＭＯＮＥ 堺市内一円 令和3年7月20日 令和3年7月20日 令和8年7月31日 梅谷　洋充 新規 飲食店営業（自動車） キッチンカー
堺食衛第21013359号 シグナルバー 堺区北瓦町１丁４‐１３ テイサンビル南館２階 令和3年7月27日 令和3年7月27日 令和9年7月31日 岩﨑　洋子 新規 飲食店営業 バー
堺食衛第21013360号 ｂａｒ　１０ｃｔ． 堺区南瓦町１‐１１ プラネッタビル４Ｆ 令和3年7月27日 令和3年7月27日 令和9年7月31日 岡本　正代 新規 飲食店営業 バー
堺食衛第21013362号 ＫＫ１６８ 堺区南陵町１丁２‐１３ 令和3年7月21日 令和3年8月1日 令和9年7月31日 畑中　桂子 新規 飲食店営業 喫茶
堺食衛第21013361号 四季 堺区戎之町東２丁１‐２ ハーモニービル２階 令和3年8月2日 令和3年8月2日 令和9年8月31日 吉田　洋 新規 飲食店営業 スナック
堺食衛第21013386号 Ｍ．Ｋ 堺区翁橋町１丁５‐３ エルクエストビル２Ｆ 令和3年7月26日 令和3年10月1日 令和9年9月30日 奥谷　正美 新規 飲食店営業 スナック
堺食衛第21013385号 ティンクルスター 堺区翁橋町１丁５‐６ グランド翁橋５号館２１１号 令和3年7月30日 令和3年7月30日 令和9年7月31日 角野　功一 新規 飲食店営業 バー
堺食衛第21013388号 焼鳥　泉州部屋 西区浜寺石津町西３丁５‐１０ 072-245-0105 令和3年7月26日 令和3年8月1日 令和9年7月31日 森山　卓洋 新規 飲食店営業 焼鳥
堺食衛第21013393号 まち 西区山田１丁２０‐３ 菱木ビル１階１０１号室 令和3年8月5日 令和3年8月5日 令和9年8月31日 河合　由子 新規 飲食店営業 居酒屋
堺食衛第21013398号 京風かじゅある懐石　大谷 中区深井北町３４８１‐２ 令和3年7月26日 令和3年8月1日 令和9年7月31日 大谷　隆英 新規 飲食店営業 懐石料理
堺食衛第21013390号 ＢＥＥＲ　ＫＩＮＤ 堺市内一円 令和3年7月26日 令和3年7月26日 令和8年7月31日 岩田　宏美 新規 飲食店営業（自動車） 自動車営業
堺食衛第21013410号 ＨＡＭ 堺区戎之町東１丁１‐２８ グランド戎別館１０２号 令和3年7月27日 令和3年8月1日 令和9年7月31日 野端　秀樹 新規 飲食店営業 レストランバー
堺食衛第21013407号 心 北区北花田町３丁３３‐５ 川口ハイツ１０２ 令和3年8月6日 令和3年8月6日 令和9年8月31日 藤掛　正男 新規 飲食店営業 居酒屋
堺食衛第21013405号 焼肉よだれ 西区平岡町２４‐１ 令和3年7月30日 令和3年7月30日 令和9年7月31日 田中　翔 新規 飲食店営業 焼肉
堺食衛第21013402号 ＫＩＭＯＮＯ未来ＬＡｂ 堺市内一円 令和3年7月27日 令和3年7月27日 令和8年7月31日 安田　愛 新規 飲食店営業（自動車） 自動車営業
堺食衛第21013406号 ｃｏｔｏｎａ 堺市内一円 令和3年7月27日 令和3年7月27日 令和8年7月31日 八幡　みどり 新規 飲食店営業（自動車） 自動車営業
堺食衛第21013416号 Ｂａｒ　Ｒｅｓｉｄｅｎｃｅ 堺区翁橋町１丁４‐１８ ロイヤルパレスビル３Ｆ 令和3年7月29日 令和3年7月29日 令和9年7月31日 山下　将志 新規 飲食店営業 バー
堺食衛第21013431号 けさらん 堺区西湊町６丁４‐７ シャトー湊１階店舗 050-1113-3419 令和3年7月28日 令和3年9月1日 令和9年8月31日 市川　誠 新規 飲食店営業 居酒屋
堺食衛第21013425号 カラオケ喫茶　あそぼ 中区八田西町１丁１‐３１ ２Ｆ 令和3年8月30日 令和3年8月30日 令和9年8月31日 北山　嘉代子 新規 飲食店営業 カラオケ喫茶
堺食衛第21013433号 アンディオール 南区豊田４５０‐２ 072-320-7035 令和3年7月28日 令和3年8月1日 令和9年7月31日 西辻　潤 新規 密封包装食品製造業 ジャム屋
堺食衛第21013424号 ＮｉＣＯＩＲＯ 堺市内一円 令和3年7月28日 令和3年7月28日 令和8年7月31日 村野　公太 新規 飲食店営業（自動車） キッチンカー
堺食衛第21013428号 正孝屋 堺市内一円 令和3年7月28日 令和3年7月28日 令和8年7月31日 中井　大介 新規 飲食店営業（自動車） キッチンカー
堺食衛第21013445号 おふくろ 堺区市之町東１丁２‐２５ 令和3年7月29日 令和3年8月1日 令和9年7月31日 蓑毛　孝子 新規 飲食店営業 酒場
堺食衛第21013453号 大阪食鶏販売　北野田店 東区北野田３９‐３ 令和3年10月29日 令和3年10月29日 令和9年10月31日 野村　恭介 新規 飲食店営業 居酒屋
堺食衛第21013454号 Ｔ泉州 堺市内一円 令和3年7月29日 令和3年7月29日 令和8年7月31日 北原　喜光 新規 飲食店営業（露店） 露店営業
堺食衛第21013464号 Ｄｅａｒｅｓｔ 堺区櫛屋町東２丁２‐２７ ぺぱーみんとプラザ３０２ 令和3年7月30日 令和3年8月1日 令和9年7月31日 阿間　冴花 新規 飲食店営業 バー
堺食衛第21013456号 ＢＡＲ　ＣＯＣＯ 堺区戎之町東２丁１‐７ 菅原ビル１０７ 令和3年8月12日 令和3年8月12日 令和9年8月31日 宮下　智子 新規 飲食店営業
堺食衛第21013466号 バーニーズ 堺区熊野町東１丁２‐１１ 令和3年7月30日 令和3年8月1日 令和9年7月31日 中村　千里 新規 飲食店営業 カラオケ喫茶
堺食衛第21013463号 はなぐるま 堺区竜神橋町１丁６‐７ 072-228-3523 令和3年7月30日 令和3年9月1日 令和9年8月31日 桂川　徳子 新規 飲食店営業 カラオケ喫茶
堺食衛第21013459号 ぬま田や 北区百舌鳥赤畑町１丁２６‐８ 072-255-0023 令和3年7月30日 令和3年9月1日 令和9年8月31日 沼田　芳伸 新規 飲食店営業
堺食衛第21013458号 ローソン堺小阪店 中区小阪西町１‐２２ 072-281-3963 令和3年7月30日 令和3年8月1日 令和9年7月31日 浦上　愛子 新規 飲食店営業 コンビニエンスストア
堺食衛第21013499号 喫茶　浪漫 堺区浅香山町３丁１２‐２ 072-227-6090 令和3年8月2日 令和3年9月1日 令和9年8月31日 勝倉　絹子 新規 飲食店営業 喫茶店
堺食衛第21013480号 立ち呑み　しょうちゃん 堺区熊野町東１丁２‐１１ 令和3年8月20日 令和3年8月20日 令和9年8月31日 田内　礁太郎 新規 飲食店営業 居酒屋
堺食衛第21013491号 石津川 西区浜寺石津町西３丁５‐１８ 令和3年8月2日 令和3年9月1日 令和9年8月31日 加藤　喜代美 新規 飲食店営業 日本料理店
堺食衛第21013489号 屋台村　ゆきちゃん 西区浜寺石津町東３丁１‐２８（Ｇ１） 令和3年8月2日 令和3年9月1日 令和9年8月31日 中川　幸枝 新規 飲食店営業 居酒屋
堺食衛第21013496号 ひまわり 中区深井北町１６６‐８ 令和3年8月2日 令和3年9月1日 令和9年8月31日 小原　末美 新規 飲食店営業 たこやき
堺食衛第21013493号 創作和彩　湖泉 南区竹城台１丁１‐２ 072-284-2323 令和3年8月2日 令和3年9月1日 令和9年8月31日 髙橋　正樹 新規 飲食店営業 日本料理店
堺食衛第21013510号 九州居酒屋　博田中 堺区南瓦町１‐１１ プラネッタビル２Ｆ 令和3年8月6日 令和3年8月6日 令和9年8月31日 田中　雄次 新規 飲食店営業 居酒屋
堺食衛第21013511号 Ａｌｌ　ｄａｙ　ｄｉｎｉｎｇ　Ｈｉｋａｒｉ　果実店ひかりフルーツ西区浜寺諏訪森町西１丁２３‐１ラ・メール諏訪森（店舗） 令和3年8月23日 令和3年8月23日 令和9年8月31日 杉谷　尚紀 新規 飲食店営業 カフェ
堺食衛第21013549号 天ぷら　まさる 堺区向陵中町６丁３‐１ 南愛マンション１０５号 令和3年8月23日 令和3年8月23日 令和9年8月31日 長澤　陽介 新規 飲食店営業 天ぷら屋
堺食衛第21013558号 ＤＲＥＡＭ 堺区翁橋町１丁５‐３ エルクエストビル１０１ 令和3年8月6日 令和3年8月6日 令和9年8月31日 小野　アナリン　ナルド 新規 飲食店営業 スナック
堺食衛第21013531号 カラオケキッチン 堺区翁橋町１丁９‐２ スウィングプラザ翁橋１０６号 令和3年8月5日 令和3年8月5日 令和9年8月31日 前田　光子 新規 飲食店営業 カラオケ喫茶
堺食衛第21013548号 Ｂａｒ　ＣｏＺｉＥｓｔ 堺区戎之町東１丁２－２ サトリビル５０３号室 令和3年8月19日 令和3年8月19日 令和9年8月31日 濵田　太 新規 飲食店営業 バー
堺食衛第21013535号 喫茶　さくら 東区丈六１６４‐８ 令和3年8月5日 令和3年8月5日 令和9年8月31日 伊藤　松己 新規 飲食店営業 喫茶店、バー
堺食衛第21013547号 ＴＡＫＯＹＡＫＩＹＡ　ＨＥＹ 堺市内一円 令和3年8月4日 令和3年8月4日 令和8年8月31日 川嵜　哲也 新規 飲食店営業（自動車） 自動車営業
堺食衛第21013570号 羽木目担野商店 堺区翁橋町１丁９‐２ スイングプラザ翁橋４０７号 令和3年8月18日 令和3年8月18日 令和9年8月31日 南宅　一 新規 飲食店営業 ＢＡＲ
堺食衛第21013566号 ふぐ政　津久野店 西区津久野町１丁５‐２５ 072-271-1127 令和3年8月5日 令和3年9月1日 令和9年8月31日 松本　将 新規 飲食店営業 ふぐ料理店
堺食衛第21013564号 ローソン堺檜尾店 南区檜尾３９０２‐１ 072-274-3218 令和3年8月5日 令和3年9月1日 令和9年8月31日 北波　忠利 新規 飲食店営業 コンビニ
堺食衛第21013567号 ＫＡＧＵＲＡ 堺市内一円 令和3年8月5日 令和3年8月5日 令和8年8月31日 藤田　葉月 新規 飲食店営業（自動車） キッチンカー
堺食衛第21013600号 立ち呑み　たかキッチン 堺区向陵中町６丁３‐３ 令和3年8月23日 令和3年8月23日 令和9年8月31日 鍛治　高子 新規 飲食店営業 居酒屋
堺食衛第21013602号 Ｂａｒ　Ｍｕｕｎｏ 堺区翁橋町１丁２‐５ ＫＥＩ　ＢＵＩＬＤＩＮＧ　３Ｆ－Ａ 令和3年8月18日 令和3年8月18日 令和9年8月31日 北村　拳太郎 新規 飲食店営業 バー
堺食衛第21013597号 ＬＵＡＮＡ　ＣＡＦＥ 堺区旭ヶ丘北町４丁５‐２２ 令和3年8月10日 令和3年9月1日 令和9年8月31日 山下　升吾 新規 飲食店営業 喫茶店
堺食衛第21013593号 グラン　ルーク 堺区熊野町東１丁２‐２５ 肥塚ビル２Ｆ 令和3年8月10日 令和3年10月1日 令和9年9月30日 森下　光恵 新規 飲食店営業 ラウンジ
堺食衛第21013598号 Ｇｒｅｅｎ　Ｌｏｃｋｅｒ 中区深井沢町３１３８ エルモーソ・デ・昌栄２０２ 令和3年8月13日 令和3年8月13日 令和9年8月31日 道野　拓哉 新規 飲食店営業 バー
堺食衛第21013601号 ルネ　堂島 南区稲葉２丁３０６１‐３ 072-274-9531 令和3年8月10日 令和3年9月1日 令和9年8月31日 岸田　敏子 新規 飲食店営業 カフェ
堺食衛第21013599号 Ｗａｋｕ　Ｗａｋｕ　Ｃａｆｅ 堺市内一円 令和3年8月10日 令和3年9月1日 令和8年8月31日 表　秀明 新規 飲食店営業（自動車） キッチンカー
堺食衛第21013607号 Ｔ泉州 堺市内一円 令和3年8月10日 令和3年8月10日 令和8年8月31日 北原　喜光 新規 飲食店営業（自動車） キッチンカー
堺食衛第21013606号 ぺんぎん　ＫＩＴＣＨＥＮ 堺市内一円 令和3年8月10日 令和3年8月10日 令和8年8月31日 堀　悠 新規 飲食店営業（自動車） キッチンカー



堺食衛第21013609号 アトリエ　Ｓｏｌｕｎ 西区草部２０８‐２ 令和3年8月12日 令和3年8月12日 令和9年8月31日 山口　美香 新規 飲食店営業 カフェ
堺食衛第21013610号 ５ｋｉｔｃｈｅｎ（ファイブキッチン） 堺市内一円 令和3年8月11日 令和3年8月11日 令和8年8月31日 小長　正剛 新規 飲食店営業（露店） 露店
堺食衛第21013618号 Ｌ 堺区翁橋町１丁９‐１５ アトムビル３Ｆ３Ｂ 令和3年8月16日 令和3年8月16日 令和9年8月31日 大平　僚央 新規 飲食店営業 バー
堺食衛第21013619号 Ｂａｒ　Ｋ 堺区翁橋町１丁９‐１５ ２Ｆ 令和3年8月16日 令和3年8月16日 令和9年8月31日 小島　匡太郎 新規 飲食店営業 Ｂａｒ
堺食衛第21013622号 喫茶　ルナ 中区宮園町２‐１２ 令和3年8月12日 令和3年9月1日 令和9年8月31日 沼田　義一 新規 飲食店営業 喫茶店
堺食衛第21013630号 鉄板焼　一楓 堺区中瓦町１丁３‐１６ Ｂ１ 080-1424-2255 令和3年8月16日 令和3年8月16日 令和9年8月31日 渡邊　夏月 新規 飲食店営業 鉄板焼
堺食衛第21013635号 食堂　一力 北区百舌鳥梅北町４丁２３２ 072-252-3091 令和3年8月13日 令和3年9月1日 令和9年8月31日 山下　尚宏 新規 飲食店営業 食堂
堺食衛第21013631号 Ｄｕｃｋｙ 西区鳳北町２丁８１‐７ 令和3年8月17日 令和3年8月17日 令和9年8月31日 角城　義夫 新規 飲食店営業 居酒屋
堺食衛第21013632号 Ｊ＆Ｍ 中区八田西町３丁３‐８ 令和3年8月13日 令和3年9月1日 令和9年8月31日 辻内　美智 新規 飲食店営業 喫茶店
堺食衛第21013629号 ＬＵＣＫＬＡＵＧＨ 堺市内一円 令和3年8月13日 令和3年8月13日 令和8年8月31日 鈴木　真哉 新規 飲食店営業（自動車） キッチンカー
堺食衛第21013642号 じゅりあ～の 堺区翁橋町１丁５‐３ エルクエスト３０６号 令和3年8月18日 令和3年8月18日 令和9年8月31日 三山　敏裕 新規 飲食店営業 スナック
堺食衛第21013637号 Ｌｏｕｎｇｅ　ＦＡＩＴＨ 堺区櫛屋町東２丁１‐１８ ソフィアパート２ビル４０３ 令和3年9月30日 令和3年9月30日 令和9年9月30日 甲斐　郁敏 新規 飲食店営業 ラウンジ
堺食衛第21013638号 Ｌｏｕｎｇｅ　ＦＡＩＴＨ　２ｎｄ 堺区櫛屋町東２丁１‐１８ ソフィアパート２ビル４０１ 令和3年9月30日 令和3年9月30日 令和9年9月30日 甲斐　郁敏 新規 飲食店営業 ラウンジ
堺食衛第21013645号 喫茶・軽食　あん 堺区海山町４丁１６５‐５ 令和3年8月16日 令和3年9月1日 令和9年8月31日 安藤　志津恵 新規 飲食店営業 喫茶店
堺食衛第21013647号 Ｍ．Ｃ．Ｒ 北区中百舌鳥町５丁６５５ 072-253-1432 令和3年8月16日 令和3年9月1日 令和9年8月31日 孫田　隆行 新規 飲食店営業 喫茶店
堺食衛第21013641号 Ｈａｎｄ　Ｃａｆｅ 美原区さつき野東１丁目５‐１ 072-220-1180 令和3年8月17日 令和3年8月17日 令和9年8月31日 山口　節子 新規 飲食店営業 食堂
堺食衛第21013643号 給食当番　３７号車 堺市内一円 令和3年8月16日 令和3年9月1日 令和8年8月31日 藤原　直人 新規 飲食店営業（自動車） キッチンカー
堺食衛第21013640号 キッチンカー巴 堺市内一円 令和3年8月16日 令和3年8月16日 令和8年8月31日 祝井　勇樹 新規 飲食店営業（自動車） キッチンカー
堺食衛第21013661号 縁 堺区香ヶ丘町１丁８‐９ 令和3年8月26日 令和3年8月26日 令和9年8月31日 石原　真弓 新規 飲食店営業 テイクアウト
堺食衛第21013662号 あさたけ 北区蔵前町２丁２‐１６ 令和3年8月18日 令和3年8月18日 令和9年8月31日 朝代谷　和徳 新規 飲食店営業 日本料理
堺食衛第21013656号 和島畜産 西区浜寺諏訪森町中３丁２４１‐２ 072-265-1286 令和3年8月17日 令和3年9月1日 令和9年8月31日 髙橋　正志 新規 食肉販売業 肉屋
堺食衛第21013653号 兆楽 西区宮下町１０‐１０ 令和3年8月17日 令和3年9月1日 令和9年8月31日 植木　好一 新規 飲食店営業 中華料理
堺食衛第21013660号 鴻運 南区野々井６８３ 072-288-4855 令和3年9月16日 令和3年9月16日 令和9年9月30日 霞上　富江 新規 飲食店営業 中華料理
堺食衛第21013659号 からあげ大吉 堺市内一円 令和3年8月17日 令和3年8月17日 令和8年8月31日 太田　秀紀 新規 飲食店営業（自動車） キッチンカー
堺食衛第21013665号 Ｏｔｏｓｈｏ 北区中村町６０７‐１ 072-251-1088 令和3年8月18日 令和3年9月1日 令和9年8月31日 音野　義次 新規 食肉販売業 中央市場内
堺食衛第21013664号 はやりどり 堺市内一円 令和3年8月18日 令和3年8月18日 令和8年8月31日 藤坂　吉孝 新規 飲食店営業（自動車） キッチンカー
堺食衛第21013677号 スリランカ食堂　Ｍａａｎｅｌ 堺区北瓦町２丁３‐３ 令和3年8月23日 令和3年8月23日 令和9年8月31日 大浦　恵美 新規 飲食店営業 カレー屋
堺食衛第21013673号 居酒屋　浦しま 堺区大仙中町１３‐３７ 令和3年8月20日 令和3年8月20日 令和9年8月31日 小浦　周平 新規 飲食店営業 居酒屋
堺食衛第21013682号 三喜屋精肉店 堺区旭ヶ丘南町３丁３‐１ 令和3年8月19日 令和3年11月1日 令和9年10月31日 徳島　乾一郎 新規 食肉販売業 店頭販売、給食配達
堺食衛第21013674号 ｃａｆｅ　ｄｅ　ｊｏｉｅ 堺区竜神橋町１丁１‐１１ ２Ｆ 令和3年8月31日 令和3年8月31日 令和9年8月31日 田中　遼 新規 飲食店営業 カフェ
堺食衛第21013679号 お好み焼　和 北区大豆塚町２丁４２ 令和3年8月19日 令和3年9月1日 令和9年8月31日 河村　和代 新規 飲食店営業 お好み焼き屋
堺食衛第21013678号 スイーツラボ　ハヤシ 美原区大饗３７３‐３９ 令和3年8月26日 令和3年8月26日 令和9年8月31日 林　美保 新規 菓子製造業 菓子製造
堺食衛第21013697号 肉食堂　はなしん 堺区東雲西町１丁８‐６７ 072-248-4629 令和3年8月25日 令和3年8月25日 令和9年8月31日 藤田　亮 新規 食肉販売業 持ち帰り食肉
堺食衛第21013698号 Ｇｕｓｓａｎ 堺区戎之町東１丁２‐２９ ２Ｆ 令和3年8月26日 令和3年8月26日 令和9年8月31日 野口　幸孝 新規 飲食店営業 バー
堺食衛第21013695号 唐揚げ専門店　鶏極 東区丈六１８３‐２ スタービルＢ１Ｆ 072-237-2880 令和3年8月25日 令和3年8月25日 令和9年8月31日 藤原　芳充 新規 飲食店営業 デリバリー専門店
堺食衛第21013714号 香川うどん 堺区一条通６‐３ 072-221-9452 令和3年8月24日 令和3年9月1日 令和9年8月31日 眞鍋　周児 新規 飲食店営業 うどん屋
堺食衛第21013712号 ＢＡＲ　ＪＥＴ 堺区戎之町東１丁２‐２ サトリビル４０２号 令和3年9月1日 令和3年9月1日 令和9年8月31日 長尾　隆広 新規 飲食店営業 ＢＡＲ
堺食衛第21013718号 堺市女性団体協議会 堺区宿院町東４丁１‐２７ 男女共同参画センター内 令和3年8月24日 令和3年9月1日 令和9年8月31日 谷口　はるみ 新規 みそ又はしょうゆ製造業
堺食衛第21013720号 浜寺餅　河月堂 堺市内一円 令和3年8月24日 令和3年9月1日 令和8年8月31日 前田　昌宏 新規 飲食店営業（露店） 露店
堺食衛第21013713号 たこじい 堺市内一円 令和3年8月24日 令和3年8月24日 令和8年8月31日 中島　修司 新規 飲食店営業（自動車） キッチンカー
堺食衛第21013746号 焼きとん屋　くうとん堺店 堺区五月町７‐１８ 令和3年8月25日 令和3年10月1日 令和9年9月30日 田中　昭 新規 飲食店営業 焼肉（豚）
堺食衛第21013749号 旬のさかな　総 堺区北瓦町２丁２‐２ 令和3年8月25日 令和3年10月1日 令和9年9月30日 河本　総之 新規 飲食店営業 魚料理
堺食衛第21013742号 スワンレディー 堺区大町東３丁２‐６ ニュー伊津美ビル２Ｆ 令和3年8月25日 令和3年10月1日 令和9年9月30日 大塚　カンディダ 新規 飲食店営業 スナック
堺食衛第21013732号 萬野総本店　堺店 北区中村町６０７‐１ 堺市中央卸売市場内 令和3年8月25日 令和3年9月1日 令和9年8月31日 萬野　友彦 新規 食肉販売業
堺食衛第21013739号 ｃａｆｅ　ＭＩＮＭＩ 北区黒土町２３６１‐１ １Ｆ 072-255-2952 令和3年8月25日 令和3年9月1日 令和9年8月31日 松田　友香理 新規 飲食店営業 カフェ
堺食衛第21013748号 創作中華　山哲 西区鳳西町１丁７３‐９ 令和3年8月25日 令和3年9月1日 令和9年8月31日 山本　哲也 新規 飲食店営業 中華料理
堺食衛第21013738号 つちや食堂 南区豊田１１６９ 072-297-0031 令和3年8月25日 令和3年9月1日 令和9年8月31日 塩川　佳澄 新規 飲食店営業 食堂
堺食衛第21013744号 松本食品 堺市内一円 令和3年8月25日 令和3年9月1日 令和8年8月31日 柗本　和夫 新規 飲食店営業（露店） 露店
堺食衛第21013775号 みやちゃん　シンデレラ 堺区向陵中町２丁４‐１３ 栄光プラザビル２０７ 令和3年8月31日 令和3年8月31日 令和9年8月31日 宮地　節代 新規 飲食店営業 昼　喫茶　夜　スナック
堺食衛第21013779号 微笑（ほほえみ） 堺区向陵中町６丁５‐３ 令和3年8月26日 令和3年10月1日 令和9年9月30日 津田　明美 新規 飲食店営業 カラオケ喫茶
堺食衛第21013772号 麺’ｓ　ＢＡＲ 堺区戎之町東１丁２‐２ サトリビル２０２号室 令和3年9月1日 令和3年9月1日 令和9年8月31日 増田　喬史 新規 飲食店営業 バー
堺食衛第21013776号 ファニ 堺市内一円 令和3年8月26日 令和3年8月26日 令和8年8月31日 伊藤　智也 新規 飲食店営業（自動車） キッチンカー
堺食衛第21013811号 食事処　巣 堺区翁橋町１丁９‐１５ アトムビル３Ｆ 令和3年9月9日 令和3年9月9日 令和9年9月30日 芳野　啓二 新規 飲食店営業 食事処
堺食衛第21013812号 ＴＩＡ　ＭＡＲＧＡＲＩＴＡ 堺区出島海岸通１丁１１‐２２ 072-249-0502 令和3年9月28日 令和3年9月28日 令和9年9月30日 西嶋　エリカ 新規 飲食店営業 ペルー料理
堺食衛第21013785号 創味割烹　天ぷら　天音 堺区櫛屋町東２丁２‐２４ ロイヤルコート２番館１０２070-9006-1517 令和3年9月6日 令和3年9月6日 令和9年9月30日 前濱　憲一 新規 飲食店営業 日本料理
堺食衛第21013787号 Ｎｉｇｈｔ　ｐｌａｃｅ　Ｒｅ－Ｍ 堺区戎之町東１丁２‐２ サトリビル　２０４号室 令和3年9月9日 令和3年9月9日 令和9年9月30日 稲垣　麻衣子 新規 飲食店営業 バー
堺食衛第21013788号 担々麺　きんせい 北区金岡町２０１１‐２ １階 080-3858-6639 令和3年9月2日 令和3年9月2日 令和9年9月30日 西濱　富夫 新規 飲食店営業 担々麺屋
堺食衛第21013786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3年9月3日 令和3年9月3日 令和9年9月30日 赤城　嘉宣 新規 飲食店営業 カフェ
堺食衛第21013783号 向丘３丁目 西区上野芝向ヶ丘町３丁２‐２０ 令和3年8月27日 令和3年10月1日 令和9年9月30日 鳥居　保夫 新規 飲食店営業 喫茶店
堺食衛第21013814号 養老乃瀧　泉北泉ヶ丘店 南区茶山台１丁２‐３ 072-293-1010 令和3年9月13日 令和3年9月13日 令和9年9月30日 厚地　広志 新規 飲食店営業 居酒屋
堺食衛第21013816号 Ｍｅｍｂｅｒｓ　Ｄ 堺区戎之町東２丁１‐２ ハーモニービル４Ｆ 090-1585-7205 令和3年9月3日 令和3年9月3日 令和9年9月30日 上村　真司 新規 飲食店営業 スナック
堺食衛第21013815号 人来鳳 堺区竜神橋町１丁６‐７ カイザービル１階 090-1488-5188 令和3年8月30日 令和3年10月1日 令和9年9月30日 山迫　綾香 新規 飲食店営業 スナック
堺食衛第21013819号 珉珉深井店 中区深井沢町３１７８ 令和3年8月30日 令和3年10月1日 令和9年9月30日 桜井　則夫 新規 飲食店営業 中華料理店
堺食衛第21013818号 Ｗｉｔｈ　ｙｏｕ 中区堀上町１０３３ 302 令和3年9月7日 令和3年9月7日 令和9年9月30日 大藏　睦美 新規 飲食店営業 スナック
堺食衛第21013836号 お菓子の国　ふ～ゆ 堺区榎元町５丁４‐２ Ｓｔｕｄｉｏ　１　ＯＫＵＮＯ　１号室 令和3年8月31日 令和3年9月1日 令和9年8月31日 中川　瞳 新規 菓子製造業 店頭洋菓子
堺食衛第21013842号 Ｂ．ｍｏｏｎ 堺区新町４‐１‐１０３ アクトビル１Ｆ 令和3年9月7日 令和3年9月7日 令和9年9月30日 記本　聡恵 新規 飲食店営業 スナック
堺食衛第21013845号 おうち御膳　藹々 堺区大仙中町１３‐３９ 令和3年9月1日 令和3年10月1日 令和9年9月30日 北口　淳子 新規 飲食店営業 定食屋
堺食衛第21013849号 福茂寿司 中区新家町２９９‐１２ 072-234-0064 令和3年9月1日 令和3年10月1日 令和9年9月30日 飯田　茂昭 新規 飲食店営業 寿司
堺食衛第21013847号 ひまわり倶楽部 中区深井清水町３９９１ 中村ビル４Ｆ 令和3年9月1日 令和3年10月1日 令和9年9月30日 中村　浩 新規 飲食店営業 お好み焼
堺食衛第21013843号 ＳＵＮＮＹ　ＰＬＡＣＥ 堺市内一円 令和3年9月1日 令和3年9月1日 令和8年8月31日 大津　陽子 新規 飲食店営業（自動車） キッチンカー
堺食衛第21013863号 和歌波鮨 堺区北瓦町２丁２‐１０ 令和3年9月2日 令和3年10月1日 令和9年9月30日 森　貞男 新規 飲食店営業 寿司屋
堺食衛第21013858号 ＬＯＵＮＧＥ　ＧＵＣＣＩ 堺区戎之町東１丁２‐２ サトリビル３０１号室 令和3年9月8日 令和3年9月8日 令和9年9月30日 齋藤　隆士 新規 飲食店営業 ラウンジ
堺食衛第21013859号 ｓｈｅｅｓｈａ　Ｂａｒ　Ｒｉｏｎ 堺区戎之町東１丁２‐２ サトリビル２０３号室 令和3年9月8日 令和3年9月8日 令和9年9月30日 一森　由佳子 新規 飲食店営業 バー
堺食衛第21013860号 ＣＡＬＭ 堺区戎之町東１丁２‐２ サトリビル３０２号室 令和3年9月8日 令和3年9月8日 令和9年9月30日 夏凪　一仁 新規 飲食店営業 スナック
堺食衛第21013857号 イロタス食堂 中区深井中町１８８５‐５ 102 令和3年9月8日 令和3年9月8日 令和9年9月30日 髙島　純子 新規 飲食店営業 食堂
堺食衛第21013881号 Ｌｕｐｏ 堺区浅香山町３丁１０‐１５ 080-4766-6661 令和3年9月6日 令和3年9月6日 令和9年9月30日 山上　雄大 新規 飲食店営業 飲食店
堺食衛第21013879号 Ｂａｒ　Ｃｉｒｃｕｓ 堺区翁橋町１丁３‐３ センター春日３階１．２．３．４号室 令和3年9月6日 令和3年9月6日 令和9年9月30日 谷　旺祐 新規 飲食店営業 Ｂａｒ
堺食衛第21013880号 Ｂａｒ　おーすけ 堺区翁橋町１丁３‐３ センター春日３階５．６号室 令和3年9月6日 令和3年9月6日 令和9年9月30日 谷　旺祐 新規 飲食店営業 Ｂａｒ
堺食衛第21013884号 うどん平吉 堺区出島海岸通１丁１１‐２２ 072-244-0861 令和3年9月10日 令和3年9月10日 令和9年9月30日 平木　賢治 新規 飲食店営業 うどん店
堺食衛第21013882号 けん蔵 堺区材木町東３丁１‐２ 第２コーポ久由 072-221-7075 令和3年9月3日 令和3年10月1日 令和9年9月30日 井上　謙三 新規 飲食店営業 鉄板焼
堺食衛第21013878号 ＴＯＹ　ＫＩＴＣＨＥＮ 堺市内一円 令和3年9月3日 令和3年9月3日 令和8年9月30日 塩澤　巽 新規 飲食店営業（自動車） キッチンカー
堺食衛第21013893号 おやじの家　隠れ家 西区鳳中町３丁８８‐２ 令和3年9月7日 令和3年9月7日 令和9年9月30日 中川　拓也 新規 飲食店営業 居酒屋
堺食衛第21013901号 和個室　紙屋 中区深井沢町３１２５ アートビル１Ｆ 令和3年9月6日 令和3年10月1日 令和9年9月30日 小倉　竜昇 新規 飲食店営業 和食屋
堺食衛第21013891号 麻雀クラブ　エイト 中区堀上町４２‐１ ＫＹプラザ２階２０１号室 令和3年9月10日 令和3年9月10日 令和9年9月30日 西村　保男 新規 飲食店営業 麻雀店
堺食衛第21013896号 手打ちうどん　奈奈 美原区丹上５８１ 令和3年9月6日 令和3年10月1日 令和9年9月30日 大谷　武 新規 飲食店営業 うどん
堺食衛第21013892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9月8日 令和3年9月8日 令和9年9月30日 英賀田　誠 新規 飲食店営業 コンビニエンスストア
堺食衛第21013903号 まつや 南区庭代台２丁９‐５ 072-299-3743 令和3年9月6日 令和3年10月1日 令和9年9月30日 松田　一郎 新規 飲食店営業 お好み焼屋
堺食衛第21013890号 Ｔｈｘ 堺市内一円 令和3年9月6日 令和3年9月6日 令和8年9月30日 中川　健一 新規 飲食店営業（自動車） キッチンカー
堺食衛第21013910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　フードコート令和3年9月15日 令和3年9月15日 令和9年9月30日 ＰＡＷＡＲ　ＶＩＪＡＹＰＡＬ　ＭＯＲ　ＳＩＮＧＨ 新規 飲食店営業 カレー屋
堺食衛第21013916号 河豚乃家 北区百舌鳥梅町３丁１３‐１ 令和3年9月7日 令和3年10月1日 令和9年9月30日 中殿　智之 新規 飲食店営業 和食
堺食衛第21013909号 Ｍｉｎｏｒｉ 東区北野田５６３‐２１ 令和3年9月14日 令和3年9月14日 令和9年9月30日 久保田　明子 新規 飲食店営業 クレープ屋
堺食衛第21013925号 ＧＯＬＤ 堺区翁橋町１丁９‐４ 山本ビル２階 令和3年9月9日 令和3年9月9日 令和9年9月30日 金丸　圭篤 新規 飲食店営業 バー
堺食衛第21013928号 ＬＩＶＥ＆ＤＩＮＩＮＧ　盟神探湯 堺区栄橋町２丁３‐１５ 令和3年9月8日 令和3年10月1日 令和9年9月30日 宮本　正克 新規 飲食店営業 カラオケバー
堺食衛第21013927号 居酒屋　くにちゃん 中区八田北町５００‐６ 令和3年9月10日 令和3年9月10日 令和9年9月30日 國岡　慎太郎 新規 飲食店営業 居酒屋
堺食衛第21013926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9月21日 令和3年9月21日 令和9年9月30日 森口　まゆ美 新規 飲食店営業 コンビニ
堺食衛第21013924号 ＡＴＳＵＭＡＲＵ　ＣＡＦＥ 南区鉢ヶ峯寺３４９ 090-5974-1939 令和3年9月10日 令和3年9月10日 令和9年9月30日 松本　尚 新規 飲食店営業 ＣＡＦＥ
堺食衛第21013934号 ひとみ 堺区翁橋町１丁２‐７ 堀内ビル３Ｆ 令和3年9月10日 令和3年9月10日 令和9年9月30日 田嶋　弘 新規 飲食店営業 スナック
堺食衛第21013931号 ＶＩＰ 堺区翁橋町１丁２‐９ ジャンボプラザビル２階３・４号室 令和3年9月10日 令和3年9月10日 令和9年9月30日 山下　将志 新規 飲食店営業 Ｂａｒ
堺食衛第21013937号 セブン‐イレブン　堺大鳥大社前店 西区鳳中町６丁２０９‐１ 072-261-7611 令和3年9月9日 令和3年10月1日 令和9年9月30日 田仲　克章 新規 飲食店営業 コンビニ
堺食衛第21013941号 ＢＡＲ　Ｄｉｖｅｒｓ 南区野々井２５５ 令和3年9月10日 令和3年9月10日 令和9年9月30日 土屋　英起 新規 飲食店営業 バー
堺食衛第21013956号 中国料理　好天 堺区一条通２０‐１３ 令和3年9月10日 令和3年10月1日 令和9年9月30日 駒井　利明 新規 飲食店営業 中国料理
堺食衛第21013948号 Ｂａｒ　Ｓ　‐エス‐ 堺区戎之町東１丁１‐２２ 戎第一ビル２０１ 令和3年9月22日 令和3年9月22日 令和9年9月30日 谷　翔太 新規 飲食店営業 バー
堺食衛第21013947号 ＢＵＺＺＣＨＵＲＲＯ 堺市内一円 令和3年9月10日 令和3年9月10日 令和8年9月30日 本田　貴裕 新規 飲食店営業（自動車） キッチンカー
堺食衛第21013978号 まほろば 堺区戎之町東１丁２‐２ サトリビル４０５号室 令和3年9月22日 令和3年9月22日 令和9年9月30日 佐々木　司 新規 飲食店営業 バー
堺食衛第21013979号 ＣａｆｅＢＡＲ　のの 堺区戎之町東１丁２‐２ サトリビル１０３号室 令和3年9月27日 令和3年9月27日 令和9年9月30日 長尾　香奈 新規 飲食店営業 バー
堺食衛第21013980号 ｍｉｒｙｏｋｕ 堺区戎之町東１丁２‐２ サトリビル５０２号室 令和3年9月27日 令和3年9月27日 令和9年9月30日 一森　智 新規 飲食店営業 バー
堺食衛第21013986号 Ｂａｒ　Ｂｕｎｊｉ 堺区戎之町東１丁２‐２ サトリビル４０３号室 令和3年9月27日 令和3年9月27日 令和9年9月30日 中村　崇 新規 飲食店営業 バー
堺食衛第21013970号 ファミリーマート堺駅南口店 堺区栄橋町１丁８‐３ 072-225-0535 令和3年9月13日 令和3年10月1日 令和9年9月30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21013974号 ｃｒａｚｙ　ｒｏｏｍ　不良　ＷＡＲＵ 中区深井沢町３１１９ 令和3年9月13日 令和3年10月1日 令和9年9月30日 玉井　幸男 新規 飲食店営業 バー
堺食衛第21013983号 くえろ・くえら 東区白鷺町１丁１２‐２８ 令和3年9月13日 令和3年11月1日 令和9年10月31日 飯田　信也 新規 飲食店営業 飲食店（イタリアン）
堺食衛第21013984号 くえろ・くえら 東区白鷺町１丁１２‐２８ 令和3年9月21日 令和3年9月21日 令和9年9月30日 飯田　信也 新規 そうざい製造業 飲食店（イタリアン）
堺食衛第21013964号 居酒屋　おとめん 東区丈六１８３ 072-234-8660 令和3年9月13日 令和3年10月1日 令和9年9月30日 平田　充弘 新規 飲食店営業 居酒屋
堺食衛第21013972号 ラウンジ　Ｐａｒｔｙ 南区泉田中１０３‐１ 進化第５ビル１Ｆ　１０６号072-299-2744 令和3年9月13日 令和3年10月1日 令和9年9月30日 西山　嘉子 新規 飲食店営業 スナック
堺食衛第21013976号 ○菓子 堺市内一円 令和3年9月13日 令和3年9月13日 令和8年9月30日 菊地　未優 新規 飲食店営業（自動車） キッチンカー
堺食衛第21013990号 Ｂａｒ　Ｃａｌｃｉｏ 堺区翁橋町１丁９‐１５ アトムビル５Ｆ 令和3年9月21日 令和3年9月21日 令和9年9月30日 髙田　章弘 新規 飲食店営業 バー
堺食衛第21013992号 焼肉「炸」 東区草尾３３７‐２ 072-289-0229 令和3年9月17日 令和3年9月17日 令和9年9月30日 青木　雅実 新規 食肉販売業 テイクアウト、お持ち帰り
堺食衛第21014013号 Ｇａｌｅｔｔｅ 堺区櫛屋町東２丁１‐１９ Ｆｎルミエール天神ビル５階Ｃ室 令和3年9月24日 令和3年9月24日 令和9年9月30日 原　恵理奈 新規 飲食店営業 スナック
堺食衛第21014023号 Ｃａｆｅ　ｂｏｕｔｉｑｕｅ一番館 堺区寺地町東３丁１‐２４ 令和3年9月15日 令和3年10月1日 令和9年9月30日 劉　桂英 新規 飲食店営業 喫茶店
堺食衛第21014007号 赤いグラス 中区深阪６丁１８‐３８ 令和3年9月16日 令和3年9月16日 令和9年9月30日 小林　市子 新規 飲食店営業 カラオケ喫茶



堺食衛第21014025号 ｓｐａｃｅ　かんなび 南区城山台３丁１８‐５ 072-291-3363 令和3年9月15日 令和3年10月1日 令和9年9月30日 片岡　美治 新規 飲食店営業 喫茶
堺食衛第21014029号 ＮＩＮＥ 堺区翁橋町１丁９‐１５ アトムビル６Ｆ６Ａ号室 令和3年9月24日 令和3年9月24日 令和9年9月30日 吉野　雄大 新規 飲食店営業 バー
堺食衛第21014028号 愛する　クリーム 西区平岡町２４‐１ 令和3年10月8日 令和3年10月8日 令和9年10月31日 炭谷　ひかり 新規 飲食店営業 ソフトクリーム屋
堺食衛第21014030号 喫茶　花梨 東区北野田１１８‐１５ エステート北野田１０２070-4756-5556 令和3年9月21日 令和3年9月21日 令和9年9月30日 田島　尚美 新規 飲食店営業 喫茶店
堺食衛第21014046号 Ｔ－ＣＬＥＦ 堺区一条通１９‐２７ 大成レジャービル１Ｆ 令和3年9月27日 令和3年9月27日 令和9年9月30日 前　一夫 新規 飲食店営業 バー
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 新規 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 新規 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 新規 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 新規 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 新規 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 新規 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 新規 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 新規 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 新規 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 新規 飲食店営業 バー
堺食衛第21014047号 さむ 北区金岡町２８６４ 令和3年9月22日 令和3年9月22日 令和9年9月30日 寺山　敦子 新規 飲食店営業 居酒屋
堺食衛第21014049号 ｃｒｅａｔｏｒ 北区百舌鳥梅北町５丁３１４ 令和3年9月29日 令和3年9月29日 令和9年9月30日 北畠　究美 新規 飲食店営業 カフェ
堺食衛第21014041号 Ｄｉｎｉｎｇ＆Ｗｉｎｅ　Ｓｔｏｒｙ 西区浜寺石津町西３丁４‐１２石津今中ビル２０２ 令和3年9月17日 令和3年9月17日 令和9年9月30日 杉山　弘美 新規 飲食店営業 バル
堺食衛第21014076号 利休珈琲蔵前店 北区蔵前町１丁２１‐３ 令和3年9月29日 令和3年9月29日 令和9年9月30日 中森　克典 新規 飲食店営業 バー
堺食衛第21014077号 カヌレ屋 北区中百舌鳥町２丁２９９‐１０ 070-8527-4895 令和3年10月1日 令和3年10月1日 令和9年9月30日 梅田　共寿 新規 飲食店営業 持ち帰りのみの焼き菓子店
堺食衛第21014078号 やきとり　えーちゃん 北区中百舌鳥町５丁８０３‐３ シュライクシャチビル１０４Ｂ号室072-252-3533 令和3年9月21日 令和3年11月1日 令和9年10月31日 下浦　寛 新規 飲食店営業 焼鳥屋
堺食衛第21014072号 堺中郵便局内食堂 中区深井沢町２４７０‐２１ 令和3年9月21日 令和3年10月1日 令和9年9月30日 川端　慎太郎 新規 飲食店営業 社員食堂
堺食衛第21014073号 Ｄｉｍｐｌｅ 南区稲葉１丁３０２１‐１ 072-247-4471 令和3年10月6日 令和3年10月6日 令和9年10月31日 根來　しずか 新規 飲食店営業 菓子製造
堺食衛第21014075号 Ｄｉｍｐｌｅ 南区稲葉１丁３０２１‐１ 072-247-4471 令和3年10月6日 令和3年10月6日 令和9年10月31日 根來　しずか 新規 菓子製造業 菓子製造（卸）
堺食衛第21014109号 どんぐり家 堺区出島海岸通３丁５‐１８ 令和3年12月6日 令和3年12月6日 令和9年12月28日 楠葉　朝美 新規 飲食店営業 御飯屋
堺食衛第21014111号 御寿司処　弥助 堺区大町東１丁１‐１８ 令和3年9月22日 令和3年10月1日 令和9年9月30日 大賀　淳行 新規 飲食店営業 寿司店
堺食衛第21014107号 カラオケハウス　ドレミ 南区泉田中５６７‐１ 令和3年9月28日 令和3年9月28日 令和9年9月30日 山後　茂 新規 飲食店営業 カラオケ喫茶
堺食衛第21014148号 味処　もりもと 堺区翁橋町１丁９‐１５ アトムビル１Ｆ 令和3年9月24日 令和3年10月1日 令和9年9月30日 森本　登 新規 飲食店営業 居酒屋
堺食衛第21014126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号令和3年10月28日 令和3年10月28日 令和9年10月31日 仲川　滉弥 新規 飲食店営業 社交飲食店
堺食衛第21014153号 ファミリーマート堺櫛屋町東二丁店 堺区櫛屋町東２丁２‐１６ 令和3年9月24日 令和3年10月1日 令和9年9月30日 佐方　敏行 新規 飲食店営業 コンビニ
堺食衛第21014151号 京風茶屋　ふじまる 堺区住吉橋町１丁１‐１１ 令和3年9月24日 令和3年10月1日 令和9年9月30日 中西　真佐子 新規 飲食店営業 日本料理
堺食衛第21014132号 下関 堺区大浜北町２丁１‐２７ 072-229-1512 令和3年9月24日 令和3年10月1日 令和9年9月30日 松石　康彦 新規 飲食店営業 ふぐ料理店
堺食衛第21014125号 千草園 西区浜寺公園町２丁１３７‐８ 072-261-3475 令和3年11月4日 令和3年11月4日 令和9年11月30日 大西　美貴 新規 飲食店営業 喫茶店
堺食衛第21014130号 麻雀　ひばり 中区深井清水町４０３３ 室谷ビル２階 令和3年10月6日 令和3年10月6日 令和9年10月31日 岩本　久幸 新規 飲食店営業 麻雀店（喫茶）
堺食衛第21014150号 ローソン日置荘西町一丁店 東区日置荘西町１丁４１‐２４ 令和3年10月8日 令和3年10月8日 令和9年10月31日 中村　修 新規 飲食店営業 コンビニエンスストア
堺食衛第21014169号 ４ｔｒｅｅｓ　ｃｏｆｆｅｅ　焙煎ＬＡＢＯ堺 西区平岡町８９‐３ ＫＬビル１０１ 072-200-3080 令和3年10月14日 令和3年10月14日 令和9年10月31日 田中　慎二 新規 飲食店営業 カフェ
堺食衛第21014172号 カフェテリア　エポカ 西区鳳中町３丁６１ 三久ビル 令和3年9月28日 令和3年10月1日 令和9年9月30日 橋野　登志子 新規 飲食店営業 カフェ
堺食衛第21014186号 ＢＡＲ　ＳＡＬＯＮ　　　　ＡＲＴ 堺区熊野町東２丁１‐１０ 米沢ビルⅡ３０５号室 令和3年10月4日 令和3年10月4日 令和9年10月31日 岩本　直人 新規 飲食店営業 ＢＡＲ
堺食衛第21014184号 Ｂａｒ　ＳＬＯＷ 北区百舌鳥赤畑町４丁２６２ 050-5373-0234 令和3年10月1日 令和3年10月1日 令和9年9月30日 辻岡　尚 新規 飲食店営業 バー
堺食衛第21014187号 ３９クレープ 西区浜寺諏訪森町中２丁１９０‐７101 令和3年10月5日 令和3年10月5日 令和9年10月31日 野口　拓也 新規 飲食店営業 クレープ屋
堺食衛第21014193号 老舗喫茶　桂木 中区深阪２丁１６‐６５ 令和3年9月29日 令和3年11月1日 令和9年10月31日 西上　千鶴 新規 飲食店営業 喫茶店
堺食衛第21014195号 黑家 東区日置荘原寺町４９ 朝日マンション１０１号 令和3年10月6日 令和3年10月6日 令和9年10月31日 織田　三奈子 新規 飲食店営業 立ち飲み屋
堺食衛第21014211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１Ｆ 令和3年10月4日 令和3年10月4日 令和9年10月31日 中川　敦雄 新規 飲食店営業 食肉販売
堺食衛第21014212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１Ｆ 令和3年10月4日 令和3年10月4日 令和9年10月31日 中川　敦雄 新規 食肉販売業 食肉販売
堺食衛第21014215号 ミュージックスタジオ　リズム 東区草尾１６３‐１ 072-237-4480 令和3年9月30日 令和3年11月1日 令和9年10月31日 新規 飲食店営業 カラオケスナックスタジオ
堺食衛第21014214号 居酒屋　いし川 東区草尾３２９‐１ 令和3年9月30日 令和3年11月1日 令和9年10月31日 石川　佳二 新規 飲食店営業 居酒屋
堺食衛第21014255号 Ｅｉｎｓ 堺区翁橋町１丁２‐９ ジャンボプラザビル３階５号室 令和3年10月4日 令和3年10月4日 令和9年10月31日 濱田　嵯耶香 新規 飲食店営業 バー
堺食衛第21014232号 焼鳥　バコン 堺区甲斐町西２丁２‐１９ 令和3年10月1日 令和3年11月1日 令和9年10月31日 難波　太郎 新規 飲食店営業 居酒屋
堺食衛第21014234号 肉処　牛穂 北区金岡町１９５７‐２ 上原ビル１Ｆ 令和3年10月1日 令和3年11月1日 令和9年10月31日 永木　宏昭 新規 飲食店営業 焼肉屋
堺食衛第21014254号 美華寿司 中区東山９６３ 児玉ハイツ１０２ 072-294-6650 令和3年10月13日 令和3年10月13日 令和9年10月31日 中野　珠江 新規 飲食店営業 寿司テイクアウト
堺食衛第21014253号 カラオケ　晴ｓｕｎ 東区北野田１１８‐１５ 090-9888-5711 令和3年10月4日 令和3年10月4日 令和9年10月31日 細田　晴美 新規 飲食店営業 カラオケ店
堺食衛第21014252号 ＭＡＵＭＤＡＥＲＯ 堺市内一円 令和3年10月1日 令和3年10月1日 令和8年9月30日 小野　優美 新規 飲食店営業（自動車） キッチンカー
堺食衛第21014266号 みつる 堺区向陵中町４丁３‐１ 令和3年10月4日 令和3年11月1日 令和9年10月31日 寺田　孝 新規 飲食店営業 定食屋
堺食衛第21014261号 ショコラ 堺区翁橋町１丁９‐１５ アトムビル６階Ｆ号室 令和3年10月27日 令和3年10月27日 令和9年10月31日 川口　大貴 新規 飲食店営業 バー
堺食衛第21014279号 手打うどん　十兵衛 堺区石津北町４４‐４ 令和3年10月4日 令和3年11月1日 令和9年10月31日 福井　孝一 新規 飲食店営業 うどん屋
堺食衛第21014271号 吉笑 堺区南旅篭町西２丁３‐２４ 松本ビル１Ｆ 令和3年10月4日 令和3年11月1日 令和9年10月31日 渕木　清一 新規 飲食店営業 焼肉
堺食衛第21014264号 Ａ　ＬＩＴＴＬＥ　ＢＩＴ　ＣＡＦＥ 西区浜寺公園町３丁２２６ 令和3年10月4日 令和3年11月1日 令和9年10月31日 井上　修造 新規 飲食店営業 カフェ
堺食衛第21014262号 バー　ハーレーダビッドソン 西区鳳南町２丁１０３‐２ 令和3年10月11日 令和3年10月11日 令和9年10月31日 海老　俊治 新規 飲食店営業 バー
堺食衛第21014269号 居酒屋　晴れる屋 東区西野４８４ 令和3年10月4日 令和3年11月1日 令和9年10月31日 山西　千尋 新規 飲食店営業 居酒屋
堺食衛第21014263号 てててドーナッツ・ＬＡＭＰ　ＧＥＬＡＴＯ 南区原山台５丁９‐５ アクロスモール泉北 080-6092-7713 令和3年10月6日 令和3年10月6日 令和9年10月31日 乗松　宏樹 新規 飲食店営業 ドーナツ屋
堺食衛第21014276号 ひきよし 南区新檜尾台３丁６‐７ 令和3年10月4日 令和3年11月1日 令和9年10月31日 宇田　大輔 新規 飲食店営業 たこ焼き
堺食衛第21014260号 お酢活研究所 堺市内一円 令和3年10月4日 令和3年10月4日 令和8年10月31日 檜山　知子 新規 飲食店営業（露店） 露店営業
堺食衛第21014273号 Ｌｏｃｏ２２２ 堺市内一円 令和3年10月4日 令和3年10月4日 令和8年10月31日 西井　聡子 新規 飲食店営業（自動車） 自動車営業
堺食衛第21014298号 プールホール　ＧＲ 堺区錦之町東１丁１‐６ 白龍ビル１Ｆ 072-233-7503 令和3年10月5日 令和3年11月1日 令和9年10月31日 江辺　公昭 新規 飲食店営業 プールバー
堺食衛第21014290号 静心 堺区翁橋町１丁９‐１５ アトムビル４Ｆ 令和3年10月7日 令和3年10月7日 令和9年10月31日 古里　静眞 新規 飲食店営業 バー
堺食衛第21014305号 山海 北区金岡町１８１９‐２ メゾン金岡１０２号 令和3年10月13日 令和3年10月13日 令和9年10月31日 上原　淳 新規 飲食店営業 日本料理店
堺食衛第21014294号 洋食キッチン　ｃｏｃｏｒｏ 北区中長尾町４丁４‐２０ 金岡グランドハイツ１０２ 令和3年10月5日 令和3年11月1日 令和9年10月31日 綱﨑　正清 新規 飲食店営業 洋食
堺食衛第21014323号 めぐみ 堺区櫛屋町東２丁２‐２７ ペパーミントプラザ２Ｆ２０２ 令和3年10月6日 令和3年11月1日 令和9年10月31日 藤本　鏡子 新規 飲食店営業 スナック
堺食衛第21014320号 Ｋｉｔｃｈｅｎ　Ｂａｒ　Ｄａｎｋｅ 堺区戎之町東１丁２‐２９ 令和3年10月6日 令和3年11月1日 令和9年10月31日 中尾　清美 新規 飲食店営業 バー
堺食衛第21014322号 みかど 堺区市之町西３丁１‐４７ 072-233-0844 令和3年10月6日 令和3年11月1日 令和9年10月31日 三廉　誠 新規 飲食店営業 日本料理
堺食衛第21014312号 スナック　サンセット 堺区大町西３丁２‐１０ フェニックス横丁 令和3年10月6日 令和3年11月1日 令和9年10月31日 辰己　徳美 新規 飲食店営業 スナック
堺食衛第21014338号 白ねこ 堺区戎之町東１丁１‐２７ 天神ビル２Ｆ２０２号室 令和3年10月7日 令和3年11月1日 令和9年10月31日 橋垣　由美 新規 飲食店営業 ラウンジ
堺食衛第21014357号 Ｋ＆Ｍ’ｓ 西区浜寺石津町西３丁３‐１６マリンプラザ石津３Ｆ 令和4年1月21日 令和4年1月21日 令和10年1月31日 岩本　真綾 新規 飲食店営業 ステーキ屋
堺食衛第21014356号 ヤキニクマニア。２号店 中区平井７０１‐１ 令和3年10月13日 令和3年10月13日 令和9年10月31日 増田　聖司 新規 飲食店営業 焼肉店
堺食衛第21014359号 Ｒｅ　Ｍｙ　Ｈｏｕｓｅ 南区新檜尾台４丁１７‐１ 令和3年10月13日 令和3年10月13日 令和9年10月31日 藪木　愛弓 新規 飲食店営業 カフェ
堺食衛第21014367号 てんぷら　飛天 堺区甲斐町西１丁２‐２３ メゾンピエール１Ｆ 072-233-1033 令和3年10月8日 令和3年11月1日 令和9年10月31日 土橋　幸枝 新規 飲食店営業 居酒屋
堺食衛第21014366号 Ｈｅｅｔｓ　ｃａｆｅ 堺市内一円 令和3年10月8日 令和3年10月8日 令和8年10月31日 西口　哲平 新規 飲食店営業（自動車） キッチンカー
堺食衛第21014380号 かがわ食堂 西区浜寺石津町東２丁３‐３７ 令和3年10月11日 令和3年11月1日 令和9年10月31日 辻　佳代美 新規 飲食店営業 食堂
堺食衛第21014376号 屋台村ゆきちゃん 西区浜寺石津町東３丁２‐５ 令和3年10月18日 令和3年10月18日 令和9年10月31日 中川　幸枝 新規 飲食店営業 居酒屋
堺食衛第21014378号 なべさん家 西区鳳東町１丁５４ 令和3年10月20日 令和3年10月20日 令和9年10月31日 渡部　愛恵 新規 飲食店営業 昼：洋食店　夜：居酒屋
堺食衛第21014379号 長福堂 堺市内一円 令和3年10月11日 令和3年10月11日 令和8年10月31日 酒井　洋一郎 新規 飲食店営業（露店） 露店
堺食衛第21014381号 ルポカフェ 堺市内一円 令和3年10月11日 令和3年10月11日 令和8年10月31日 浅野　真紀 新規 飲食店営業（自動車） 自動車営業
堺食衛第21014394号 ベント．ステーション 堺区浅香山町２丁５‐３２ 072-229-9430 令和3年10月12日 令和3年12月1日 令和9年11月30日 石平　三枝子 新規 飲食店営業 弁当屋
堺食衛第21014387号 Ｂａｒ　Ｌｏｒｏ 堺区翁橋町１丁９‐１０ オリエントシティ堺東１－Ｂ 令和3年10月21日 令和3年10月21日 令和9年10月31日 福井　武人 新規 飲食店営業 ＢＡＲ
堺食衛第21014391号 Ｂａｒ　９ＥＶＯＬＵＴＩＯＮ 堺区北瓦町１丁４‐２２ グランドプラザビルＢ１Ｆ 令和3年10月15日 令和3年10月15日 令和9年10月31日 山千代　光喜 新規 飲食店営業 Ｂａｒ
堺食衛第21014400号 和み居酒屋　さくら 堺区五月町６‐９ 072-229-7890 令和4年3月24日 令和4年3月24日 令和10年3月31日 櫻井　和彦 新規 飲食店営業 居酒屋
堺食衛第21014399号 ＭＩＮ　レストラン 堺区出島町２丁３‐１２ 令和3年10月26日 令和3年10月26日 令和9年10月31日 ＴＲＩＮＨ　ＫＩＭ　ＴＲＯＮＧ 新規 飲食店営業 飲食店
堺食衛第21014402号 カラオケスタジオローズ 中区八田西町１丁１‐１０ 072-271-5019 令和3年12月7日 令和3年12月7日 令和9年12月28日 西上　雪子 新規 飲食店営業 カラオケ喫茶
堺食衛第21014415号 咲くら　ｈａｎａｒｅ 堺区桜之町西１丁１‐７ 令和3年10月29日 令和3年10月29日 令和9年10月31日 半田　慶一 新規 飲食店営業 カフェ
堺食衛第21014439号 とみ 西区浜寺公園町３丁２０１‐１９ 令和3年10月14日 令和3年12月1日 令和9年11月30日 河﨑　安平 新規 飲食店営業 たこ焼き
堺食衛第21014454号 Ｌｏｕｎｇｅ　ＫＯＩ 堺区翁橋町１丁２‐５ ＫＥＩ．ＢＵＩＬＤＩＮＧ　４階 令和3年10月18日 令和3年10月18日 令和9年10月31日 紀平　礼司 新規 飲食店営業 ラウンジ
堺食衛第21014457号 ｌｉｂｅｒｔｅ 堺区翁橋町１丁９‐１５ アトムビル３階 令和3年10月19日 令和3年10月19日 令和9年10月31日 冨田　佳宏 新規 飲食店営業 ｂａｒ
堺食衛第21014460号 ことねコーヒー 堺市内一円 令和3年10月15日 令和3年10月15日 令和8年10月31日 濵治　英子 新規 飲食店営業（露店） 露店
堺食衛第21014487号 ひろすし 堺区翁橋町１丁２‐９ ジャンボプラザビル１Ｆ072-227-2668 令和3年10月18日 令和3年11月1日 令和9年10月31日 具足　宏文 新規 飲食店営業 すし店
堺食衛第21014481号 たいとタピ 堺区翁橋町１丁６‐１６ 朝日プラザ堺東Ⅱ１０２号 令和3年10月20日 令和3年10月20日 令和9年10月31日 権藤　翔大 新規 飲食店営業 たいやき屋
堺食衛第21014475号 アンダー　ベアー 堺区中瓦町１丁４‐８ 河中ビル　２０２号室 令和3年10月27日 令和3年10月27日 令和9年10月31日 隈下　寛 新規 飲食店営業 バー
堺食衛第21014489号 ＢＡＲ　中原 堺区戎島町２丁３０ ターミナルマンション１２０号072-282-7766 令和3年10月18日 令和3年11月1日 令和9年10月31日 中原　淳史 新規 飲食店営業 バー
堺食衛第21014474号 ｏｒｉｇｉｎａｌｃａｋｅ　Ｘｅｌｈｅｓ 西区鳳中町７丁５‐３４ 令和3年11月2日 令和3年11月2日 令和9年11月30日 岡田　美佳 新規 菓子製造業 ケーキ屋
堺食衛第21014477号 ｓｎａｃｋ　夕美 東区丈六１８３‐４３ ２Ｆ 072-239-2688 令和3年12月3日 令和3年12月3日 令和9年12月28日 保木　直美 新規 飲食店営業 スナック
堺食衛第21014483号 農家のうどん屋 東区北野田４５９‐３ 令和3年10月18日 令和3年11月1日 令和9年10月31日 和田　崇彦 新規 飲食店営業 うどん屋
堺食衛第21014482号 七ッ葉 美原区北余部４５‐１８ 072-362-7728 令和3年10月20日 令和3年10月20日 令和9年10月31日 山本　怜央磨 新規 飲食店営業 カフェ（昼）、居酒屋（夜）
堺食衛第21014478号 ＦＵＣＨＩ 堺市内一円 080-7256-8127 令和3年10月18日 令和3年10月18日 令和8年10月31日 渕　幸生 新規 飲食店営業（露店） 露店
堺食衛第21014506号 お菓子の家　あいあい 北区長曽根町４３‐２ ビレジなかもず　１階 令和3年10月19日 令和3年11月1日 令和9年10月31日 山木　一豊 新規 菓子製造業 洋菓子店
堺食衛第21014510号 パーラーマズルカ 東区北野田９１‐１０ 072-370-0785 令和3年10月29日 令和3年10月29日 令和9年10月31日 谷　和樹 新規 飲食店営業 飲食店
堺食衛第21014513号 蓮華 南区泉田中５４５ 072-297-1386 令和3年10月22日 令和3年10月22日 令和9年10月31日 若松　功二 新規 そうざい製造業
堺食衛第21014519号 あば新 堺区栄橋町２丁４‐１ 072-221-5617 令和3年10月20日 令和3年11月1日 令和9年10月31日 溝上　節子 新規 飲食店営業 食堂
堺食衛第21014515号 泉州水産 中区深井清水町４０４０ 令和3年10月26日 令和3年10月26日 令和9年10月31日 谷口　直生 新規 魚介類販売業 卸
堺食衛第21014517号 ＨＫ　ｃＲＥＰＥｓ 堺市内一円 令和3年10月20日 令和3年10月20日 令和8年10月31日 小林　久美子 新規 飲食店営業（自動車） キッチンカー
堺食衛第21014524号 Ｂｅａｒｓ　ｃｕｒｒｙ 堺区今池町２丁６‐１５ 令和3年11月11日 令和3年11月11日 令和9年11月30日 眞田　洋平 新規 飲食店営業 カレーショップ
堺食衛第21014530号 稲穂ベトナム料理堺店 堺区熊野町東１丁２‐２５ 肥塚第二ビル１０２号室 令和3年11月1日 令和3年11月1日 令和9年10月31日 ＮＧＵＹＥＮ　ＴＨＩ　ＢＩＣＨ　ＨＡＵ 新規 飲食店営業 ベトナム料理
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 新規 飲食店営業 ラーメン屋
堺食衛第21014545号 ヤキトリ大吉 中区福田５７８‐５ 令和3年10月22日 令和3年12月1日 令和9年11月30日 新田　忠夫 新規 飲食店営業 ヤキトリ居酒屋
堺食衛第21014539号 和琴きっちん 堺市内一円 080-6287-9131 令和3年10月22日 令和3年10月22日 令和8年10月31日 辻本　雅世 新規 飲食店営業（自動車） キッチンカー
堺食衛第21014562号 アレグリア 堺区南三国ヶ丘町５丁４‐２８ 令和3年10月25日 令和3年11月1日 令和9年10月31日 中西　洋子 新規 飲食店営業 レストランカフェ
堺食衛第21014568号 かみなり　一条通店 堺区三条通７‐２３ 谷和ビル　１Ｆ 072-229-0387 令和3年10月25日 令和3年11月1日 令和9年10月31日 福山　公美 新規 飲食店営業 お好み焼屋
堺食衛第21014564号 本家小嶋 堺区大町西１丁２‐２１ 令和3年10月25日 令和3年12月1日 令和9年11月30日 小嶋　貴宏 新規 菓子製造業 和菓子屋
堺食衛第21014572号 喫茶、スナック幸 北区南長尾町５丁１‐２ 令和3年10月25日 令和3年12月1日 令和9年11月30日 山﨑　幸子 新規 飲食店営業 喫茶　スナック
堺食衛第21014579号 きまぐれ菓子工房　ｍａｉｃｈｅ 南区新檜尾台４丁５‐７ 令和3年11月10日 令和3年11月10日 令和9年11月30日 樋口　麻衣子 新規 菓子製造業 焼き菓子の卸売り
堺食衛第21014566号 ＡＲＡＰＳＵＮ 堺市内一円 令和3年10月25日 令和3年11月1日 令和8年10月31日 ＥＲＹＩＬＭＡＺ　ＳＥＬＣＵＫ 新規 飲食店営業（自動車） キッチンカー



堺食衛第21014580号 ゼロちゃん本舗１ 堺市内一円 令和3年10月25日 令和3年10月25日 令和8年10月31日 宇山　祐司 新規 飲食店営業（自動車） キッチンカー
堺食衛第21014581号 ＯＮＥＤＵＳＴＲＩＥＳ 堺市内一円 令和3年10月25日 令和3年10月25日 令和8年10月31日 宮本　秀一 新規 飲食店営業（自動車） キッチンカー
堺食衛第21014582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3年11月5日 令和3年11月5日 令和9年11月30日 山陰　静二 新規 飲食店営業 イタリアン
堺食衛第21014589号 そば処　浪花 堺区一条通８‐３ 令和3年10月26日 令和3年12月1日 令和9年11月30日 三谷　洋志 新規 飲食店営業 そば屋
堺食衛第21014587号 学校坂　堺東店 堺区南花田口町１丁３‐１３ ジョイント２ビル３階３０４号 令和3年11月18日 令和3年11月18日 令和9年11月30日 清次　誠寿 新規 飲食店営業 バー（キャバクラ）
堺食衛第21014588号 ファミリーマート堺常磐町店 北区常磐町１丁１５‐１ 令和3年10月26日 令和3年12月1日 令和9年11月30日 竹内　幸道 新規 飲食店営業 コンビニ
堺食衛第21014586号 らかん 堺市内一円 令和3年10月26日 令和3年11月1日 令和8年10月31日 佐野　隆 新規 飲食店営業（露店） 露店
堺食衛第21014590号 ナマステイ 堺市内一円 令和3年10月26日 令和3年11月1日 令和8年10月31日 菅原　昇子 新規 飲食店営業（自動車） キッチンカー
堺食衛第21014584号 ながおや 堺市内一円 令和3年10月26日 令和3年10月26日 令和8年10月31日 長尾　賢治 新規 飲食店営業（露店） 露店
堺食衛第21014585号 ｐｉｎｅａｐｐｌｅ　ｅｘｐｒｅｓｓ 堺市内一円 令和3年10月26日 令和3年10月26日 令和8年10月31日 真鍋　陽祐 新規 飲食店営業（露店） 露店
堺食衛第21014599号 札幌アゾル　大阪堺営業所 堺区緑ヶ丘北町２丁２‐８ 101 令和3年11月18日 令和3年11月18日 令和9年11月30日 命尾　純 新規 菓子製造業 菓子製造
堺食衛第21014617号 Ｄｅａｒｅｓｔ　ｙｏｕ２ 堺区熊野町東１丁１‐１２ マリンプラザ天神ビル２Ｆ 令和3年10月27日 令和3年12月1日 令和9年11月30日 小島　麻里 新規 飲食店営業 Ｂａｒ
堺食衛第21014615号 九州男児の串カツ　やっちゃる 堺区栄橋町１丁９‐５ 072-222-6557 令和3年10月27日 令和3年11月1日 令和9年10月31日 川辺　智央 新規 飲食店営業 居酒屋
堺食衛第21014610号 カラオケスナック　ま～みっ 北区百舌鳥陵南町３丁４２３ ２Ｆ 令和3年10月27日 令和3年12月1日 令和9年11月30日 片上　久美 新規 飲食店営業 スナック
堺食衛第21014612号 トラ寅 西区鳳東町３丁２８４‐１ 令和3年10月27日 令和3年12月1日 令和9年11月30日 山田　勝規 新規 飲食店営業 立ち飲み
堺食衛第21014639号 ＣＡＶＡＴＯＲＡ　ＦＡＣＴＯＲＹ 北区蔵前町１丁２２‐２７ 201 令和3年11月25日 令和3年11月25日 令和9年11月30日 柴田　明美 新規 菓子製造業 パン通信販売
堺食衛第21014650号 カラオケ　静 中区土塔町３１‐２５ 令和3年11月10日 令和3年11月10日 令和9年11月30日 野口　静代 新規 飲食店営業 カラオケ喫茶
堺食衛第21014652号 焼肉ナンバーワン 南区豊田５８７ 072-294-9100 令和3年10月29日 令和3年11月1日 令和9年10月31日 松本　富士男 新規 飲食店営業 焼肉屋
堺食衛第21014674号 ギャラリー＆ダイニング　バンブー 堺区向陵中町４丁４‐７ 令和3年11月1日 令和3年12月1日 令和9年11月30日 萩尾　健次 新規 飲食店営業 ダイニングバー
堺食衛第21014694号 韓国料理　マシッヌンニョソッドゥル 堺区北瓦町２丁１‐２４ 令和3年11月5日 令和3年11月5日 令和9年11月30日 小倉　昇成 新規 飲食店営業 韓国料理
堺食衛第21014690号 ハジメマシテ 堺区七道西町１２‐１１ フローラ堺１号棟１０３号室 令和3年11月18日 令和3年11月18日 令和9年11月30日 藤田　英治 新規 飲食店営業 テイクアウト
堺食衛第21014676号 ローソン堺少林寺町西店 堺区少林寺町西３丁１‐１ 072-222-5229 令和3年11月1日 令和3年12月1日 令和9年11月30日 大津　憲治 新規 飲食店営業 コンビニエンスストア
堺食衛第21014671号 ローソン浜寺石津西二丁店 西区浜寺石津町西２丁５‐１４ 072-280-0980 令和3年11月1日 令和3年12月1日 令和9年11月30日 山口　勝之 新規 飲食店営業 コンビニエンスストア
堺食衛第21014688号 築地まぐろ宅配寿司玄海（鳳） 西区鳳中町２丁４８‐５ ふぐかず２Ｆ 令和3年11月4日 令和3年11月4日 令和9年11月30日 東　泰弘 新規 飲食店営業 デリバリーテイクアウト
堺食衛第21014689号 築地まぐろ宅配寿司玄海（鳳） 西区鳳中町２丁４８‐５ ふぐかず２Ｆ 令和3年11月4日 令和3年11月4日 令和9年11月30日 東　泰弘 新規 魚介類販売業 デリバリーテイクアウト
堺食衛第21014696号 麺屋　たまえ 中区深井沢町２７１０‐７ 令和3年11月10日 令和3年11月10日 令和9年11月30日 小倉　昇成 新規 飲食店営業 ラーメン屋
堺食衛第21014687号 唐揚げ専門店　鶏極 東区丈六１８３‐２ スタービルＢ１Ｆ 072-237-2880 令和3年11月29日 令和3年11月29日 令和9年11月30日 西尾　大知 新規 飲食店営業 テイクアウト専門
堺食衛第21014698号 狐火 堺市内一円 令和3年11月1日 令和3年11月1日 令和8年10月31日 畝田　尚実 新規 飲食店営業（自動車） キッチンカー
堺食衛第21014699号 空とぶからあげ 堺市内一円 令和3年11月1日 令和3年11月1日 令和8年10月31日 山田　容子 新規 飲食店営業（自動車） キッチンカー
堺食衛第21014706号 堺区一条通４‐５ 令和3年11月2日 令和3年12月1日 令和9年11月30日 前田　雄治 新規 飲食店営業 一般食堂
堺食衛第21014704号 Ｄｅａｒｅｓｔ　ｙｏｕ 堺区熊野町東１丁１‐１２ マリンプラザ天神Ｂ１ 令和3年11月2日 令和3年12月29日 令和9年12月28日 小島　麻里 新規 飲食店営業 ラウンジ
堺食衛第21014712号 焼肉　丸福金岡 北区蔵前町２丁１‐１３ 令和3年11月2日 令和3年12月1日 令和9年11月30日 金　達裕 新規 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 新規 飲食店営業 食堂
堺食衛第21014703号 おごじょ 東区日置荘原寺町４７８‐８ 072-287-6234 令和3年11月8日 令和3年11月8日 令和9年11月30日 小川　大樹 新規 飲食店営業 居酒屋
堺食衛第21014700号 ＴＲＥＳＵＲ 堺市内一円 令和3年11月2日 令和3年11月2日 令和8年11月30日 千田　祐哉 新規 飲食店営業（自動車） キッチンカー
堺食衛第21014727号 キッチンバーモッチ 堺区翁橋町１丁５‐６ グランド翁橋５号館１Ｆ 令和3年11月8日 令和3年11月8日 令和9年11月30日 森本　俊之 新規 飲食店営業 イタリアン、フレンチ
堺食衛第21014728号 果実店　ひかりフルーツ 西区浜寺諏訪森町西１丁２３‐１ラ・メール諏訪森 令和3年11月4日 令和3年11月4日 令和9年11月30日 河野　晃廣 新規 飲食店営業 カフェ
堺食衛第21014725号 パール 西区上４３５‐１ 中辻ビル１階 令和3年11月5日 令和3年11月5日 令和9年11月30日 野元　真由美 新規 飲食店営業 カラオケ喫茶
堺食衛第21014732号 和ダイニング　なの華 中区深井水池町３１４７ レジデンス川口１０２号072-277-0346 令和3年11月4日 令和3年12月1日 令和9年11月30日 西川　則和 新規 飲食店営業 居酒屋
堺食衛第21014734号 Ｂａｒ　Ｓｏｕｔｈ　ｏｒ　Ｎｏｒｔｈ 美原区丹南９６‐６ 072-362-4616 令和3年11月4日 令和3年12月1日 令和9年11月30日 池田　博子 新規 飲食店営業 バー
堺食衛第21014726号 ポラリス 堺市内一円 令和3年11月4日 令和3年11月4日 令和8年11月30日 乃一　昭彦 新規 飲食店営業（自動車） キッチンカー
堺食衛第21014743号 ＢＡＲ　ＭＡＮＡ 西区北条町１丁１５‐２４ 令和3年11月8日 令和3年11月8日 令和9年11月30日 山口　奈央子 新規 飲食店営業 ＢＡＲ
堺食衛第21014745号 ｌｅ　ｔｉｒｏｉｒ 美原区小平尾７６１‐３ 令和3年11月22日 令和3年11月22日 令和9年11月30日 仙﨑　佳代 新規 飲食店営業 カフェ
堺食衛第21014741号 ふぇのめの 堺市内一円 令和3年11月9日 令和3年11月9日 令和8年11月30日 平瀬　翔太 新規 飲食店営業（露店） 露店
堺食衛第21014761号 膳のすたいる 堺区向陵中町４丁４‐３ 令和3年11月11日 令和3年11月11日 令和9年11月30日 森山　しのぶ 新規 飲食店営業 居酒屋
堺食衛第21014759号 沖縄料理　あだん 堺区戎之町東１丁２‐２１ 072-222-7010 令和3年11月8日 令和3年12月1日 令和9年11月30日 池田　学 新規 飲食店営業 沖縄料理
堺食衛第21014765号 順風堂 北区船堂町１丁９‐１４ 令和3年11月8日 令和3年12月1日 令和9年11月30日 天川谷　順一 新規 飲食店営業 カフェ
堺食衛第21014768号 ちゃんこ　小力 美原区多治井１７１ 072-362-6787 令和3年11月8日 令和3年12月1日 令和9年11月30日 小池　猛 新規 飲食店営業 鍋料理
堺食衛第21014764号 会席料理　花清水 美原区平尾２７９２‐３ 令和3年11月8日 令和3年12月1日 令和9年11月30日 清水　透 新規 飲食店営業 日本料理
堺食衛第21014772号 ＧＲＡＮ　ＭＡＩＳＯＮ 堺市内一円 令和3年11月8日 令和3年11月8日 令和8年11月30日 川島　竜司 新規 飲食店営業（自動車） キッチンカー
堺食衛第21014773号 とんかつ喫茶　ブタとエスプレッソと 堺市内一円 令和3年11月8日 令和3年11月8日 令和8年11月30日 棚木　基 新規 飲食店営業（自動車） キッチンカー
堺食衛第21014782号 カラオケ　しゃべりＢａｒ 堺区一条通１９‐２７ 大成レジャービル２Ｆ 令和3年11月22日 令和3年11月22日 令和9年11月30日 木村　幸子 新規 飲食店営業 カラオケ
堺食衛第21014783号 ｃａｆｅ　ｎｏｍｏｒｉ 西区浜寺諏訪森町西２丁７８ 令和3年11月9日 令和3年11月9日 令和9年11月30日 寺下　絢也 新規 飲食店営業 カフェ、洋菓子販売
堺食衛第21014780号 Ｙｙ　ｃａｆｅ　泉北ラボ店 南区高倉台１丁２‐１ シェアタウン泉ヶ丘ネクストＤ棟２ 令和3年12月8日 令和3年12月8日 令和9年12月28日 山中　勇也 新規 飲食店営業 カフェ
堺食衛第21014779号 ＨｉＭａＷａＲｉ 堺市内一円 令和3年11月9日 令和3年11月9日 令和8年11月30日 森口　まり 新規 飲食店営業（露店） 露店
堺食衛第21014797号 Ｙ＆Ｍ 堺区熊野町東１丁２‐１０ １Ｆ 令和3年11月12日 令和3年11月12日 令和9年11月30日 大西　成美 新規 飲食店営業 うどん屋
堺食衛第21014795号 鮨　一花 北区長曽根町４０８‐４ １Ｆ 072-203-7347 令和3年11月22日 令和3年11月22日 令和9年11月30日 谷口　英児郎 新規 飲食店営業 寿司店
堺食衛第21014798号 立ち呑み焼肉　サクラ屋 西区浜寺石津町西３丁６‐８ 072-249-8835 令和3年11月10日 令和3年12月1日 令和9年11月30日 向井　友浩 新規 飲食店営業 居酒屋
堺食衛第21014789号 マオリキッチン 堺市内一円 令和3年11月10日 令和3年11月10日 令和8年11月30日 前川　暢秀 新規 飲食店営業（露店） 露店
堺食衛第21014790号 やきとり　えーちゃん 堺市内一円 令和3年11月10日 令和3年11月10日 令和8年11月30日 下浦　寛 新規 飲食店営業（露店） 露店
堺食衛第21014791号 今井食品 堺市内一円 令和3年11月10日 令和3年11月10日 令和8年11月30日 今井　愛 新規 飲食店営業（露店） 露店
堺食衛第21014792号 Ｍ’ｓ　Ｄｉｎｅｒ６６ 堺市内一円 令和3年11月10日 令和3年11月10日 令和8年11月30日 川端　政則 新規 飲食店営業（自動車） キッチンカー
堺食衛第21014805号 Ｄａｎ　Ｄａｎ 堺区翁橋町１丁９‐３ スウィングプラザ翁橋２０５号 令和3年11月16日 令和3年11月16日 令和9年11月30日 佐々木　聖奈 新規 飲食店営業 移動販売の第一次調理場、出前
堺食衛第21014803号 ＴａＫａＲａ 堺区櫛屋町東２丁１‐１８ ソフィアパートⅡ２０３ 令和3年11月16日 令和3年11月16日 令和9年11月30日 小谷　知子 新規 飲食店営業 アルコールの提供
堺食衛第21014804号 ｃａｆｅ　ｙａｊｉｒｕｓｈｉ　ｂｙ　土地家屋調査士 北区長曽根町１８５‐１６ 令和3年11月19日 令和3年11月19日 令和9年11月30日 京谷　智弘 新規 飲食店営業 喫茶店
堺食衛第21014806号 Ｄａｎ　Ｄａｎ 堺市内一円 令和3年11月16日 令和3年11月16日 令和8年11月30日 佐々木　聖奈 新規 飲食店営業（自動車） 移動販売
堺食衛第21014808号 ｉＳｗｅｅｔ 堺市内一円 令和3年11月11日 令和3年11月11日 令和8年11月30日 井上　啓臣 新規 飲食店営業（露店） 露店
堺食衛第21014817号 ＢＡＲ　ＨＡＰＰＹ 堺区北瓦町２丁１‐９ アークビル２Ｆ 072-223-9090 令和3年11月22日 令和3年11月22日 令和9年11月30日 辻　勇一 新規 飲食店営業 バー
堺食衛第21014815号 ルクア 堺区櫛屋町東２丁１‐１８ 令和3年12月28日 令和3年12月28日 令和9年12月28日 村上　由利 新規 飲食店営業 スナック
堺食衛第21014818号 ＢＡＲ　ＣＨＯＣＯＯ 堺区熊野町東１丁２‐２０ ジョイフルＫ　２‐Ｂ 令和3年11月16日 令和3年11月16日 令和9年11月30日 児島　也勢 新規 飲食店営業 バー
堺食衛第21014816号 たこＰｏｎ 堺市内一円 令和3年11月12日 令和3年11月12日 令和8年11月30日 石原　里美 新規 飲食店営業（自動車） キッチンカー
堺食衛第21014832号 元秀水産 堺区大浜西町２３ 令和3年12月2日 令和3年12月2日 令和9年12月28日 西尾　元秀 新規 飲食店営業 テイクアウト
堺食衛第21014834号 ｃｏｔｏｈｏｇｕ 西区浜寺石津町西２丁１‐１４ 令和3年11月22日 令和3年11月22日 令和9年11月30日 向井　明日香 新規 菓子製造業 インターネット販売
堺食衛第21014831号 暁 西区草部１５０４‐１ 令和3年12月1日 令和3年12月1日 令和9年11月30日 須見　康弘 新規 飲食店営業 居酒屋
堺食衛第21014835号 居酒屋Ｋｉｔａｒｏ 南区野々井８２１‐１ 令和3年11月18日 令和3年11月18日 令和9年11月30日 藤本　喜代美 新規 飲食店営業 居酒屋
堺食衛第21014830号 キッチン　プリン 堺市内一円 令和3年11月15日 令和3年11月15日 令和8年11月30日 井上　清子 新規 飲食店営業（自動車） キッチンカー
堺食衛第21014844号 ＺＥＲＯ　零 堺区熊野町東１丁２‐１６ アイリスビル６０２号 令和3年11月16日 令和3年12月1日 令和9年11月30日 亀田　優花 新規 飲食店営業 スナック
堺食衛第21014846号 スナック炎　（ほのお） 堺区熊野町東２丁１‐１０ ヨネザワビル２０１ 令和3年11月16日 令和3年12月29日 令和9年12月28日 宮﨑　千明 新規 飲食店営業 スナック
堺食衛第21014859号 ファミリーマート堺鳳北町店 西区鳳北町１０丁１０６ 令和3年11月29日 令和3年11月29日 令和9年11月30日 辻野　健一 新規 飲食店営業 コンビニ
堺食衛第21014841号 どんぐり 東区菩提町５丁２１０‐１ 令和3年11月22日 令和3年11月22日 令和9年11月30日 中野　佳代子 新規 飲食店営業 テイクアウト専門店
堺食衛第21014865号 かぢどり 北区百舌鳥梅町３丁１‐８ 072-252-6261 令和3年11月17日 令和3年12月1日 令和9年11月30日 梶本　博幸 新規 飲食店営業 焼鳥屋
堺食衛第21014860号 ＣＯＦＦＥＥ　ＡＮＤ　ＳＬＯＷ　ＬＡＮＥ 堺市内一円 令和3年11月17日 令和3年11月17日 令和8年11月30日 川﨑　功一 新規 飲食店営業（自動車） キッチンカー
堺食衛第21014861号 神戸Ｇｏｕｒｍａｎｄ 堺市内一円 令和3年11月17日 令和3年11月17日 令和8年11月30日 横山　典行 新規 飲食店営業（露店） 露店
堺食衛第21014862号 ＢＵＺＺチュロス二号機 堺市内一円 令和3年11月17日 令和3年11月17日 令和8年11月30日 本田　貴裕 新規 飲食店営業（自動車） キッチンカー
堺食衛第21014872号 鉄板焼き屋　ＢＥＮＥ 堺区戎之町東１丁１‐２２ 戎第一ビル１Ｆ 令和3年11月24日 令和3年11月24日 令和9年11月30日 前田　元希 新規 飲食店営業 レストラン
堺食衛第21014871号 ＰＵＲＥ　ＡＹＵＳ 西区浜寺諏訪森町西２丁７８ 令和3年11月18日 令和3年11月18日 令和9年11月30日 池田　治美 新規 飲食店営業 カフェ
堺食衛第21014894号 鶏焼きと旬のお料理　鼓 堺区栄橋町１丁６‐１ プレアール堺駅前１０２ 令和4年1月13日 令和4年1月13日 令和10年1月31日 中嶌　寿恩 新規 飲食店営業 居酒屋
堺食衛第21014891号 フリー空間　ＦＧＲ 西区浜寺諏訪森町西３丁２０９‐１ 令和3年12月1日 令和3年12月1日 令和9年11月30日 佐原　麗 新規 飲食店営業 カフェ（レンタルスペース）
堺食衛第21014887号 珈琲館　木馬 中区深井北町６３２ 令和3年11月19日 令和3年12月1日 令和9年11月30日 泉谷　宗一 新規 飲食店営業 喫茶店
堺食衛第21014892号 ＹＥＳ！ＢＵＲＧＥＲ 堺市内一円 令和3年11月19日 令和3年11月19日 令和8年11月30日 田中　寛幸 新規 飲食店営業（自動車） キッチンカー
堺食衛第21014904号 スタンド　ふなちゃん 堺区翁橋町１丁９‐６ エイトワンビル翁橋３０２ 令和3年12月2日 令和3年12月2日 令和9年12月28日 見里　寿 新規 飲食店営業 バー
堺食衛第21014906号 八丁堀 堺区宿屋町東３丁１‐２７ 令和3年12月1日 令和3年12月1日 令和9年11月30日 花田　弘 新規 飲食店営業 たこ焼き、おでん
堺食衛第21014898号 糸 堺区櫛屋町東１丁２‐２６ アバンティＨＡＧＩ　５Ｆ 令和3年11月22日 令和3年12月1日 令和9年11月30日 吉村　まゆみ 新規 飲食店営業 スナック
堺食衛第21014896号 居酒屋　梛 中区深井中町１９９４‐３ サンシティー深井Ｂ棟１０３号072-270-5225 令和3年11月22日 令和3年12月1日 令和9年11月30日 仲里　隆志 新規 飲食店営業 鉄板焼
堺食衛第21014907号 百人 美原区さつき野東１丁目５‐１ 令和3年12月2日 令和3年12月2日 令和9年12月28日 岸　眞由美 新規 菓子製造業 ネット販売
堺食衛第21014903号 Ｓｏｍａ　Ｃｏｆｆｅｅ　Ｋｙｏｔｏ 堺市内一円 令和3年11月22日 令和3年11月22日 令和8年11月30日 藤田　益宏 新規 飲食店営業（露店） 露店
堺食衛第21014911号 Ｌｏｕｎｇｅ　ＮＩＴＲＡＩＤ 堺区翁橋町１丁９‐５ 翁橋ひまわりビル１階 令和3年12月6日 令和3年12月6日 令和9年12月28日 相良　淑紀 新規 飲食店営業 ラウンジ
堺食衛第21014939号 本橋豆腐店 堺区香ヶ丘町１丁１４‐１３ 令和3年11月25日 令和3年12月29日 令和9年12月28日 本橋　政義 新規 豆腐製造業 店頭販売
堺食衛第21014941号 島唄ライブ　みーくん 堺区翁橋町１丁５‐３ エルクエストビル６Ｆ 令和3年11月25日 令和3年12月29日 令和9年12月28日 見里　寿 新規 飲食店営業 バー
堺食衛第21014932号 お酒の美術館　堺東店 堺区北瓦町２丁１‐３３ それいゆビル１階 令和3年12月13日 令和3年12月13日 令和9年12月28日 宮島　光一 新規 飲食店営業 立ち飲みバー
堺食衛第21014933号 Ｍａｕｌｏａ 堺区中瓦町１丁４‐８ 河中ビル１０１号室 令和3年11月30日 令和3年11月30日 令和9年11月30日 栗原　裕香 新規 飲食店営業 バー
堺食衛第21014936号 おでん　シゲちゃん 堺区協和町１丁４０‐１ 店舗Ｂ１ 令和3年11月25日 令和3年12月29日 令和9年12月28日 上野　シゲ子 新規 飲食店営業 おでん屋
堺食衛第21014934号 ａｉｌｅ 中区深井中町１９６４‐８ 令和3年11月29日 令和3年11月29日 令和9年11月30日 新原　正美 新規 飲食店営業 カラオケ居酒屋
堺食衛第21014947号 良 堺区南島町３丁１３２ 令和3年11月26日 令和3年12月29日 令和9年12月28日 松本　良子 新規 飲食店営業 喫茶店
堺食衛第21014951号 焼肉レストラン　共楽園 堺区戎之町東２丁１‐７ 令和3年11月26日 令和3年12月1日 令和9年11月30日 篠田　信廣 新規 飲食店営業 焼肉屋
堺食衛第21014946号 活魚料理　栄丸 北区八下北２‐５４ 令和3年11月26日 令和3年12月1日 令和9年11月30日 川下　明規 新規 飲食店営業 日本料理屋
堺食衛第21014953号 Ｄｉｎｉｎｇ　なおちか 東区北野田５６６‐１２ 令和3年11月26日 令和3年12月29日 令和9年12月28日 井出　由美子 新規 飲食店営業 居酒屋
堺食衛第21014959号 大藏や 堺市内一円 令和3年11月29日 令和3年11月29日 令和8年11月30日 藏　靖人 新規 飲食店営業（露店） 露店
堺食衛第21014964号 肉バル　Ｃａｒｌｏ 堺区向陵中町２丁５‐５ 令和3年11月29日 令和3年12月1日 令和9年11月30日 山本　幹夫 新規 飲食店営業 居酒屋
堺食衛第21014986号 炭火やきとり　将吉 堺区一条通６‐１２ サンライズ一条１Ｆ 令和3年11月29日 令和3年12月1日 令和9年11月30日 山﨑　将吾 新規 飲食店営業 焼鳥屋
堺食衛第21014977号 Ｂａｒ　ｂｏｏ 堺区北瓦町１丁３‐１３ 田中ビル地下１Ｆ 080-5634-4906 令和3年11月29日 令和3年12月1日 令和9年11月30日 野中　大基 新規 飲食店営業 バー
堺食衛第21014962号 お好焼　のぎく 北区北花田町４丁８９‐３９ カナザワビル１Ｆ 令和3年12月10日 令和3年12月10日 令和9年12月28日 森田　多惠子 新規 飲食店営業 お好み焼き
堺食衛第21014966号 レーヴドゥイグレック 北区南花田町３５２‐１２ 令和3年11月29日 令和3年12月29日 令和9年12月28日 栄村　由紀子 新規 菓子製造業 焼き菓子販売
堺食衛第21014987号 百人 美原区さつき野東１丁目５‐１ 令和3年11月29日 令和3年12月1日 令和9年11月30日 岸　眞由美 新規 飲食店営業 弁当店頭販売
堺食衛第21014970号 Ｌｏｕｎｇｅ　Ａｍｂｅｒ 南区野々井１７８‐５ 進化第７ビル１階１０１号室 令和3年11月29日 令和3年12月1日 令和9年11月30日 青木　愛美 新規 飲食店営業 ラウンジ
堺食衛第21014960号 ＣＯＴＯ 堺市内一円 令和3年11月29日 令和3年11月29日 令和8年11月30日 定行　真由子 新規 飲食店営業（自動車） キッチンカー
堺食衛第21014963号 京極屋 堺市内一円 令和3年11月29日 令和3年11月29日 令和8年11月30日 中島　逸郎 新規 飲食店営業（露店） 露店
堺食衛第21014992号 カレーハウスＣｏＣｏ壱番屋　堺区南清水町店堺区南清水町２丁４‐４ 令和3年11月30日 令和3年12月29日 令和9年12月28日 中岡　隆 新規 飲食店営業 カレー屋
堺食衛第21015000号 居酒屋はなちゃん 堺区翁橋町１丁９‐４ さくらビル１Ｆ 072-222-8220 令和3年12月8日 令和3年12月8日 令和9年12月28日 森　静子 新規 飲食店営業 居酒屋



堺食衛第21014990号 まつほ 堺区三宝町５丁２９０ 072-238-4637 令和3年11月30日 令和3年12月29日 令和9年12月28日 馬部　武士 新規 飲食店営業 食堂
堺食衛第21014996号 ｂｅｒｅｔ 西区浜寺諏訪森町中３丁２４２‐８ 令和3年12月8日 令和3年12月8日 令和9年12月28日 山﨑　絵利 新規 菓子製造業 カフェ
堺食衛第21014994号 生ホルモン処　焼肉おさむちゃん 西区鳳北町８丁３３‐４ 080-5322-0036 令和3年11月30日 令和3年12月1日 令和9年11月30日 内山　修 新規 飲食店営業 焼肉屋
堺食衛第21014998号 らーめん処　味門 中区新家町３４９‐１６ 072-234-4446 令和3年12月3日 令和3年12月3日 令和9年12月28日 隋　永林 新規 飲食店営業 ラーメン屋
堺食衛第21015001号 麺屋ＤＡＩＫＯＫＵ 中区深井沢町２７１０‐７ 令和3年12月14日 令和3年12月14日 令和9年12月28日 池田　皓一 新規 飲食店営業 ラーメン屋
堺食衛第21015007号 カラオケ　ナイン 北区新金岡町５丁３‐１２５ 辻野ビル１０３ 072-257-3428 令和3年12月9日 令和3年12月9日 令和9年12月28日 村岡　奈美 新規 飲食店営業 喫茶店
堺食衛第21015003号 カラオケ　スナック　ｙｕｆａ（ゆふぁ） 中区八田西町１丁１‐３１ 令和3年12月14日 令和3年12月14日 令和9年12月28日 金田　美沙栄 新規 飲食店営業 カラオケスナック
堺食衛第21015008号 炭焼　Ｄｉｎｉｎｇ　ｎｅｎ 中区東八田３１８ 072-281-0280 令和3年12月7日 令和3年12月7日 令和9年12月28日 辻尾　裕樹 新規 飲食店営業 居酒屋
堺食衛第21015004号 ほっかほっか亭　堺南余部店 美原区南余部１９４ 072-369-2500 令和3年12月6日 令和3年12月6日 令和9年12月28日 南部　章世 新規 飲食店営業 弁当屋
堺食衛第21015009号 メキシコ料理　タコス　エル　ノパル 堺市内一円 令和3年12月1日 令和3年12月29日 令和8年12月28日 川島　治己 新規 飲食店営業（露店） 露店
堺食衛第21015019号 スナック　さくら 堺区翁橋町１丁９‐４ さくらビル１Ｆ 令和3年12月8日 令和3年12月8日 令和9年12月28日 山口　淑子 新規 飲食店営業 スナック
堺食衛第21015025号 ＲＥＳＴＡＵＲＡＮＴ　Ｌｅ　Ｋ 堺区中之町西２丁２‐３ １階 072-225-0233 令和3年12月7日 令和3年12月7日 令和9年12月28日 山田　光輝 新規 菓子製造業 菓子の販売
堺食衛第21015026号 天天莱物産 中区八田西町２丁９‐９ １０２号 072-242-8491 令和3年12月8日 令和3年12月8日 令和9年12月28日 横山　智久 新規 そうざい製造業 中国物産店
堺食衛第21015023号 清水の森 中区深井清水町２２３０ 令和3年12月20日 令和3年12月20日 令和9年12月28日 南埜　典子 新規 飲食店営業 喫茶店
堺食衛第21015030号 甃のうえ 北区百舌鳥梅町３丁１０‐８ 令和3年12月6日 令和3年12月29日 令和9年12月28日 大沼　紀代美 新規 菓子製造業 パン屋
堺食衛第21015046号 ひげおやじのＣｒｅａｍ　Ｌａｂ 北区百舌鳥陵南町３丁３７６‐３ 072-350-6322 令和3年12月27日 令和3年12月27日 令和9年12月28日 古川　祐太 新規 飲食店営業 ソフトクリーム店
堺食衛第21015048号 立ち呑み処　くらげ 西区浜寺石津町西３丁５‐１９１Ｆ 令和3年12月9日 令和3年12月9日 令和9年12月28日 水野　薫 新規 飲食店営業 立ち飲み
堺食衛第21015036号 ミニストップ堺大庭寺店 南区大庭寺８６６ 072-298-1277 令和3年12月6日 令和3年12月29日 令和9年12月28日 桧垣　篤志 新規 飲食店営業 コンビニエンスストア
堺食衛第21015049号 Ｃ・Ｏ・Ｐ 堺市内一円 令和3年12月6日 令和3年12月6日 令和8年12月28日 吉田　佳弘 新規 飲食店営業（露店） 露店
堺食衛第21015060号 えびすや 堺区楠町１丁１‐６ 東湊駅構内 072-243-0061 令和3年12月7日 令和3年12月29日 令和9年12月28日 高田　誠一 新規 飲食店営業
堺食衛第21015064号 居酒屋　ひまわり 西区鳳中町３丁８２ 072-264-5515 令和3年12月7日 令和3年12月29日 令和9年12月28日 山本　忍 新規 飲食店営業 居酒屋
堺食衛第21015069号 ｍｅｍｂｅｒｓ　パキラ 堺区中瓦町１丁４‐１３ ＬＳビル４Ｆ４０３ 令和3年12月13日 令和3年12月13日 令和9年12月28日 沖崎　裕美 新規 飲食店営業 スナック
堺食衛第21015073号 すし処　むらた 堺区戎之町東３丁１‐１３ 高田ビル２号館 令和4年1月18日 令和4年1月18日 令和10年1月31日 村田　文彦 新規 飲食店営業 寿司
堺食衛第21015071号 コレコレ 堺市内一円 令和3年12月8日 令和3年12月8日 令和8年12月28日 金石　育美 新規 飲食店営業（自動車） キッチンカー
堺食衛第21015088号 ｃａｆｅ　ＰＡＮＧＵ 堺区五条通１‐３４ 令和3年12月23日 令和3年12月23日 令和9年12月28日 黒岩　秀之 新規 飲食店営業 サンドイッチテイクアウト専門店
堺食衛第21015091号 堺区協和町１丁４０‐１ 店舗Ｂ－４ 令和3年12月9日 令和3年12月29日 令和9年12月28日 藤田　敏彦 新規 食肉販売業 精肉店（卸）
堺食衛第21015093号 ＬＡＢＡＬＡＢＡＲ 堺区戎之町東１丁１‐２８ グランド戎別館２Ｆ 令和3年12月9日 令和3年12月29日 令和9年12月28日 牧　香織 新規 飲食店営業 ＢＡＲ
堺食衛第21015095号 カラオケ　ＪＵＮ 堺区海山町２丁５５ 令和3年12月9日 令和3年12月29日 令和9年12月28日 立和名　雅江 新規 飲食店営業 スナック
堺食衛第21015089号 コーヒー＆キッチン　ゆるり 中区深井北町８‐７ 令和3年12月9日 令和3年12月29日 令和9年12月28日 鈴木　和子 新規 飲食店営業 喫茶店
堺食衛第21015099号 ベリーグッド麺 中区新家町３４９‐１３ 090-9691-7484 令和4年1月4日 令和4年1月4日 令和10年1月31日 石田　大輔 新規 飲食店営業 ラーメン店
堺食衛第21015111号 くいもん家　だいな 堺区北三国ヶ丘町８丁８‐９ １Ｆ 令和3年12月23日 令和3年12月23日 令和9年12月28日 稲田　椋平 新規 飲食店営業 居酒屋
堺食衛第21015110号 Ｅｄｅｎ　Ｈａｌｌ 堺区新町１‐２０ リノ堺東１Ｆ 令和3年12月20日 令和3年12月20日 令和9年12月28日 髙井　賢一 新規 飲食店営業 バー
堺食衛第21015104号 順喫茶　Ｎｉ～Ｎｉ 西区浜寺諏訪森町中２丁１９０‐７102 令和3年12月27日 令和3年12月27日 令和9年12月28日 野口　毅 新規 飲食店営業 喫茶店
堺食衛第21015117号 お好み焼き　７ちゃん 西区平岡町８９‐１ 令和3年12月13日 令和3年12月29日 令和9年12月28日 奥野　由美子 新規 飲食店営業 お好み焼屋
堺食衛第21015113号 食堂カフェ　コーヒー畑 中区深井東町３０１５ 令和3年12月22日 令和3年12月22日 令和9年12月28日 長栄　俊一郎 新規 飲食店営業 喫茶店
堺食衛第21015112号 唐揚げのマコ 中区深井中町１９６６‐１ 080-4399-0510 令和4年1月4日 令和4年1月4日 令和10年1月31日 髙森　真 新規 飲食店営業 テイクアウト、デリバリー
堺食衛第21015116号 ほっとい亭 中区深井清水町３５２６ 令和3年12月13日 令和3年12月29日 令和9年12月28日 大瀬良　政勝 新規 飲食店営業 スナック
堺食衛第21015130号 王園 堺区南旅篭町東１丁１‐１７ ＲＩＧＥＬ御陵前Ｔ０２号室 令和3年12月27日 令和3年12月27日 令和9年12月28日 劉　為民 新規 飲食店営業 中華料理
堺食衛第21015137号 祢ぼ希Ⅱ 西区津久野町１丁１‐６ 令和3年12月20日 令和3年12月20日 令和9年12月28日 山中　基嗣 新規 飲食店営業 居酒屋
堺食衛第21015133号 創作ダイニングキッチン　ＰｅＰｅ 東区北野田４８‐１ 北野田第一ビル１－３ 令和3年12月14日 令和3年12月29日 令和9年12月28日 中村　亮介 新規 飲食店営業 居酒屋
堺食衛第21015160号 ＥＬＬＥ 堺区中之町西２丁２‐３３ 令和3年12月23日 令和3年12月23日 令和9年12月28日 三谷　早苗 新規 飲食店営業 喫茶店
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 新規 飲食店営業 焼肉屋
堺食衛第21015174号 肉焼総本家　三輪 堺市内一円 令和3年12月16日 令和3年12月29日 令和8年12月28日 辻阪　和広 新規 飲食店営業（自動車） キッチンカー
堺食衛第21015163号 たこ焼き　のじま 堺市内一円 令和3年12月16日 令和3年12月16日 令和8年12月28日 中島　優 新規 飲食店営業（露店） 露店
堺食衛第21015181号 居酒屋　ミオ 堺区東雲西町４丁１‐３ 令和4年3月1日 令和4年3月1日 令和10年2月29日 竹田　正裕 新規 飲食店営業 居酒屋
堺食衛第21015182号 ｋｌａｕｓ 堺区南花田口町１丁３‐１３ ジョイント２ビル５Ｆ　５１６ 令和3年12月23日 令和3年12月23日 令和9年12月28日 濱吉　大豊 新規 飲食店営業 バー
堺食衛第21015192号 旬魚菜彩　翔泉 堺区中三国ヶ丘町７丁４‐３ 令和3年12月28日 令和3年12月28日 令和9年12月28日 松本　利佳子 新規 飲食店営業 居酒屋
堺食衛第21015191号 ＢＡＲ　ＲＯＫ 堺区南半町東１丁２‐１１ 令和3年12月24日 令和3年12月24日 令和9年12月28日 禰占　馨 新規 飲食店営業 バー
堺食衛第21015195号 おかんのＹＡＫＩ鶏 中区新家町３４９‐１１ 070-6500-5088 令和3年12月20日 令和3年12月29日 令和9年12月28日 山下　洋一 新規 飲食店営業 やきとり屋
堺食衛第21015193号 Ａ’ｅｓ　Ｂａｋｅ　Ｓｈｏｐ 中区福田７７０‐３ 令和4年2月22日 令和4年2月22日 令和10年2月29日 田下　亜祐美 新規 菓子製造業 洋菓子店
堺食衛第21015194号 うえ田 東区日置荘西町１丁２１‐１７ 令和3年12月24日 令和3年12月24日 令和9年12月28日 植田　保代 新規 食肉販売業 精肉店
堺食衛第21015199号 銀ツバサ食堂 堺区宿院町東２丁２‐１７ 令和3年12月21日 令和3年12月29日 令和9年12月28日 前田　忠信 新規 飲食店営業 うどん屋
堺食衛第21015205号 ３９ｔａｋｏｙａｋｉ 堺市内一円 令和3年12月21日 令和3年12月21日 令和8年12月28日 土井畑　梨紗 新規 飲食店営業（自動車） キッチンカー
堺食衛第21015208号 ギリーズ　バー 堺区向陵西町４丁５‐１７ フレンドビラ三国ヶ丘１０１072-229-1560 令和3年12月22日 令和3年12月29日 令和9年12月28日 飯田　茂洋 新規 飲食店営業 バー
堺食衛第21015212号 ドンキー 堺区御陵通５‐１２ 令和3年12月22日 令和3年12月29日 令和9年12月28日 山本　勝彦 新規 飲食店営業 喫茶店
堺食衛第21015207号 Ｋ３ 堺区翁橋町１丁９‐１０ オリエントシティ堺東２０１・２０２ 令和3年12月24日 令和3年12月24日 令和9年12月28日 富井　カテリーン 新規 飲食店営業 パブ
堺食衛第21015210号 牛たん専門店　フルラージュ 北区百舌鳥梅町３丁２２‐２ 103 072-249-0056 令和3年12月22日 令和3年12月29日 令和9年12月28日 熊野　貴之 新規 飲食店営業 鍋料理店
堺食衛第21015216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 令和3年12月23日 令和3年12月29日 令和9年12月28日 大石　純子 新規 飲食店営業 スナック
堺食衛第21015227号 ラウンジ凪 堺区戎之町東１丁２‐１３ ＫＯＥＩビル１Ｆ 072-226-5656 令和3年12月24日 令和4年2月1日 令和10年1月31日 廣瀬　陽子 新規 飲食店営業 ラウンジ
堺食衛第21015222号 おばんざい　ばる　うまうま 北区北花田町３丁２２‐２２ １Ｆ 令和4年1月13日 令和4年1月13日 令和10年1月31日 菱井　千賀子 新規 飲食店営業 おばんざい
堺食衛第21015221号 ＰＡＲＡ 北区東浅香山町１丁１５‐３ 072-248-4808 令和3年12月24日 令和3年12月24日 令和9年12月28日 才田　光輝 新規 飲食店営業 飲食
堺食衛第21015242号 Ｃａｆｅ　ここいま 堺区香ヶ丘町１丁７‐８ 令和3年12月27日 令和3年12月29日 令和9年12月28日 小川　貞子 新規 飲食店営業 ｃａｆｅ
堺食衛第21015239号 喫茶　ラック 堺区北旅籠町東２丁１‐１２ 令和3年12月27日 令和3年12月29日 令和9年12月28日 大谷　君代 新規 飲食店営業 喫茶店
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 新規 飲食店営業 お好み焼屋
堺食衛第21015259号 Ｍｅｍｂｅｒ’ｓ　　梨紗 堺区櫛屋町東１丁２‐２６ アバンティＨＡＧＩ　３Ｆ 令和4年1月13日 令和4年1月13日 令和10年1月31日 岡田　梨沙 新規 飲食店営業 スナック
堺食衛第21015257号 ＦＬＵＮＤＥＲ 堺区櫛屋町東２丁１‐１９ ルミエールビル２階２Ｂ 令和4年1月5日 令和4年1月5日 令和10年1月31日 川島　明日香 新規 飲食店営業 スナック
堺食衛第21015258号 天ぷら　まるてん 堺区大町西３丁４‐９ 令和4年1月6日 令和4年1月6日 令和10年1月31日 西垣　健二 新規 飲食店営業 天ぷら
堺食衛第21015261号 ＣＯＣＯ 堺区中之町東１丁１‐３１ 澤田ビル１Ｆ　 090-3555-2184 令和4年1月6日 令和4年1月6日 令和10年1月31日 北野　陽子 新規 飲食店営業 バー
堺食衛第21015277号 Ｂａｒ　Ｇｒｅａｍ 堺区翁橋町１丁４‐１８ ロイヤルパレスビル１Ｆ 令和4年1月11日 令和4年1月11日 令和10年1月31日 山下　将志 新規 飲食店営業 バー
堺食衛第21015272号 大衆酒場　カノ 堺区翁橋町１丁１０‐８ 令和4年1月6日 令和4年2月1日 令和10年1月31日 森嶋　ヒサ子 新規 飲食店営業 居酒屋
堺食衛第21015270号 はっぴ 西区鳳東町４丁４０３ 令和4年1月6日 令和4年2月1日 令和10年1月31日 土居　一郎 新規 飲食店営業 居酒屋
堺食衛第21015275号 良友・居酒屋「わっちゃん」 中区深井沢町３４０７ 072-249-9775 令和4年1月25日 令和4年1月25日 令和10年1月31日 綿谷　将 新規 飲食店営業 居酒屋
堺食衛第21015279号 Ｍ２ＲＨ 堺区翁橋町１丁５‐６ １Ｆ 令和4年1月11日 令和4年1月11日 令和10年1月31日 久保　竜次 新規 飲食店営業 居酒屋、バー
堺食衛第21015280号 ありがとう 中区堀上町１０３３ サーティワンビル２０２ 令和4年1月11日 令和4年1月11日 令和10年1月31日 北村　留美 新規 飲食店営業 スナック兼居酒屋
堺食衛第21015278号 うえ田 東区日置荘西町１丁２１‐１７ 令和4年1月7日 令和4年1月7日 令和10年1月31日 植田　保代 新規 飲食店営業 精肉店
堺食衛第21015297号 華苑 堺区栄橋町１丁７‐３ 072-230-4296 令和4年1月13日 令和4年1月13日 令和10年1月31日 山迫　拓磨 新規 飲食店営業 中華料理
堺食衛第21015294号 ラーメンロケットキッチン 北区百舌鳥梅町３丁９‐８ 072-242-8825 令和4年1月11日 令和4年3月1日 令和10年2月29日 中島　賢一 新規 飲食店営業 ラーメン屋
堺食衛第21015292号 マルナカ豆腐店 北区百舌鳥赤畑町５丁５０４ 令和4年1月11日 令和4年2月1日 令和10年1月31日 松田　久男 新規 豆腐製造業 豆腐屋
堺食衛第21015296号 アン・ルポ 堺市内一円 令和4年1月11日 令和4年1月11日 令和9年1月31日 岡崎　正明 新規 飲食店営業（自動車） キッチンカー
堺食衛第21015302号 ＢＡＲ　ＲＣ 堺区翁橋町１丁９‐７ ３Ｆ 令和4年1月13日 令和4年1月13日 令和10年1月31日 住田　愛斗 新規 飲食店営業 ＢＡＲ
堺食衛第21015301号 カラオケ魚 堺区東湊町３丁２２２‐３ 令和4年1月14日 令和4年1月14日 令和10年1月31日 中西　憲邦 新規 飲食店営業 カラオケ喫茶
堺食衛第21015307号 喫茶　スコーレ 堺区新在家町東２丁１‐２９ 令和4年1月12日 令和4年2月1日 令和10年1月31日 薄　孝 新規 飲食店営業 喫茶店
堺食衛第21015303号 おばんざい　さっちゃん 東区日置荘西町１丁２３‐５ 令和4年1月17日 令和4年1月17日 令和10年1月31日 山﨑　康成 新規 飲食店営業 居酒屋
堺食衛第21015305号 大同門泉北泉ヶ丘店 南区茶山台１丁２‐３ 072-293-1027 令和4年1月12日 令和4年2月1日 令和10年1月31日 岩永　崇律 新規 飲食店営業 焼肉店
堺食衛第21015323号 スナックめぐみ 堺区翁橋町１丁５‐６ グランド翁橋５号館　１１３号 令和4年1月14日 令和4年1月14日 令和10年1月31日 藤本　鏡子 新規 飲食店営業 スナック
堺食衛第21015327号 アコースティックライブバー＆Ｈａｒｍｏｎｙ堺区翁橋町１丁５‐２１ ファーストビル２０２号 令和4年1月20日 令和4年1月20日 令和10年1月31日 浦上　公昌 新規 飲食店営業 バー
堺食衛第21015321号 ＮＡＮＡ 堺区翁橋町１丁９‐２ スウィングプラザ翁橋１０５号 令和4年1月14日 令和4年1月14日 令和10年1月31日 張　惟美 新規 飲食店営業 スナック
堺食衛第21015322号 食べ飲み処　あっちゃん 堺区中瓦町１丁４‐１３ ＬＳビル３０３ 令和4年1月14日 令和4年1月14日 令和10年1月31日 中西　孝夫 新規 飲食店営業 居酒屋
堺食衛第21015319号 トンボ鮓 堺区桜之町西１丁１‐２８ 令和4年1月13日 令和4年2月1日 令和10年1月31日 奥田　賢一 新規 飲食店営業 寿司屋
堺食衛第21015325号 炭火焼鳥　杉の屋　百舌鳥八幡店 北区百舌鳥梅北町４丁１６１‐２ 令和4年3月7日 令和4年3月7日 令和10年3月31日 杉野原　佑治 新規 飲食店営業 焼鳥屋
堺食衛第21015326号 炭火焼鳥　杉の屋　百舌鳥八幡店 北区百舌鳥梅北町４丁１６１‐２ 令和4年3月7日 令和4年3月7日 令和10年3月31日 杉野原　佑治 新規 そうざい製造業 焼鳥屋
堺食衛第21015317号 居酒屋　ゆき 西区浜寺昭和町１丁１５８‐４ 令和4年1月13日 令和4年2月1日 令和10年1月31日 丸尾　修二 新規 飲食店営業 居酒屋
堺食衛第21015315号 セブン‐イレブン堺上野芝町３丁店 西区上野芝町３丁８‐１ 令和4年1月13日 令和4年2月1日 令和10年1月31日 上原　若男 新規 飲食店営業 コンビニエンスストア
堺食衛第21015328号 カラフルキッチン 堺市内一円 令和4年1月21日 令和4年1月21日 令和9年1月31日 永田　瑛海 新規 飲食店営業（自動車） キッチンカー
堺食衛第21015342号 メープルの樹 堺区南田出井町１丁２ 令和4年1月14日 令和4年2月1日 令和10年1月31日 小西　千秋 新規 飲食店営業 喫茶店
堺食衛第21015333号 ＫＫ１６８ 堺区南陵町１丁２‐１３ 令和4年1月20日 令和4年1月20日 令和10年1月31日 畑中　桂子 新規 菓子製造業 通信販売
堺食衛第21015340号 さかな処　檜 堺区中之町東１丁２‐２３ 072-223-1999 令和4年1月14日 令和4年2月1日 令和10年1月31日 檜垣　伸悟 新規 飲食店営業 日本料理
堺食衛第21015341号 かしもと 西区鳳北町３丁１５１‐１ 令和4年1月14日 令和4年2月1日 令和10年1月31日 樫本　恵津子 新規 飲食店営業 たこ焼き
堺食衛第21015338号 炭焼　Ｄｉｎｉｎｇ　ｎｅｎ 中区東八田３１８ 072-281-0280 令和4年1月14日 令和4年1月14日 令和10年1月31日 辻尾　裕樹 新規 そうざい製造業 卸売り
堺食衛第21015345号 Ｂａｒ　ポポ＆ニコ 堺区翁橋町１丁３‐３ センター春日３階 令和4年1月18日 令和4年1月18日 令和10年1月31日 来田　啓岐 新規 飲食店営業 バー
堺食衛第21015356号 とり秀 堺区中向陽町２丁１‐１３ 令和4年1月17日 令和4年2月1日 令和10年1月31日 小椋　政司 新規 飲食店営業 中華料理
堺食衛第21015355号 たろやんの家 堺区南花田口町１丁１‐１８ 072-222-1722 令和4年1月26日 令和4年1月26日 令和10年1月31日 迫井　之知 新規 飲食店営業 居酒屋
堺食衛第21015353号 炭火焼肉　肉政　堺東店 堺区北瓦町２丁２‐９ 南栄ビル１Ｆ 072-228-2900 令和4年1月17日 令和4年2月1日 令和10年1月31日 岸川　忠 新規 飲食店営業 焼肉屋
堺食衛第21015350号 ラウンジ　ハナ 堺区戎之町東１丁１‐３０ 戎之町東瀧口店舗 令和4年1月20日 令和4年1月20日 令和10年1月31日 宮﨑　華世 新規 飲食店営業 ラウンジ
堺食衛第21015351号 旬菜おでん料理　かま田 北区長曽根町２１ 令和4年1月17日 令和4年2月1日 令和10年1月31日 鎌田　智義 新規 飲食店営業 和食
堺食衛第21015348号 Ｃａｆｅ　Ｂａｒ　あつまりば 東区北野田４６１‐９ 令和4年1月19日 令和4年1月19日 令和10年1月31日 西村　信弘 新規 飲食店営業 カフェ、バー
堺食衛第21015363号 ラーメン大将 堺区大浜中町２丁９‐５ 令和4年1月18日 令和4年2月1日 令和10年1月31日 津田　重幸 新規 飲食店営業 ラーメン店
堺食衛第21015365号 プチ・エトワール 北区新金岡町５丁６‐１０３ 令和4年1月18日 令和4年2月1日 令和10年1月31日 不破　達也 新規 菓子製造業 パン屋
堺食衛第21015361号 上海スナック　美玉 西区浜寺石津町西３丁５‐１９ 令和4年1月19日 令和4年1月19日 令和10年1月31日 岸本　愛 新規 飲食店営業 スナック
堺食衛第21015362号 ＢＩＧＢＥＬＬＹＭＡＮ 中区平井２３９‐９ 072-278-7773 令和4年1月25日 令和4年1月25日 令和10年1月31日 山田　誠 新規 飲食店営業 ファーストフード
堺食衛第21015379号 中華料理　ふあんてん 堺区大町東３丁２‐１２ 072-229-8478 令和4年1月20日 令和4年1月20日 令和10年1月31日 小椋　康弘 新規 飲食店営業 中華料理屋
堺食衛第21015381号 居酒屋　海鷄 中区深井沢町３１３８ エルモーソ・デ・昌栄ビル１０３080-5303-2459 令和4年1月24日 令和4年1月24日 令和10年1月31日 大西　翔也 新規 飲食店営業 居酒屋
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 新規 飲食店営業 バー
堺食衛第21015388号 Ｃｈｉｌｌ　Ｌａｔｉｎｏ 堺区楠町４丁１‐１８ １Ｆ 令和4年1月26日 令和4年1月26日 令和10年1月31日 池原　明 新規 飲食店営業 ラテン料理バー
堺食衛第21015391号 ｍｉｓｔ 堺区熊野町東１丁２‐１２ グランド戎２号館１０５号 令和4年1月26日 令和4年1月26日 令和10年1月31日 相良　淑紀 新規 飲食店営業 バー
堺食衛第21015394号 手打うどん　日向 北区百舌鳥赤畑町４丁３３３‐１５ 令和4年1月20日 令和4年4月1日 令和10年3月31日 松田　和宏 新規 飲食店営業 うどん屋
堺食衛第21015396号 遊食ダイニング粋楽　ｋｉｒａｋｕ 東区丈六１４８‐２ 白鳳ビル北野田グリーンヒル１０１072-235-6611 令和4年1月20日 令和4年2月1日 令和10年1月31日 渡邊　敏雄 新規 飲食店営業 居酒屋
堺食衛第21015408号 Ｊａｓｍｉｎｅ 堺区翁橋町１丁４‐１８ ロイヤルパレスビル５Ｆ 令和4年1月28日 令和4年1月28日 令和10年1月31日 細木　直人 新規 飲食店営業 ＢＡＲ
堺食衛第21015409号 牛辛麺　翁橋 堺区翁橋町１丁９‐４ さくらビル２Ｆ 080-4649-2106 令和4年1月28日 令和4年1月28日 令和10年1月31日 藪田　鉄馬 新規 飲食店営業 居酒屋



堺食衛第21015411号 Ｂａｒ　ＰＩＮＫＹ 堺区中瓦町１丁４‐８ カワナカビル６Ｆ 令和4年1月25日 令和4年1月25日 令和10年1月31日 吉富　弘平 新規 飲食店営業 バー
堺食衛第21015421号 カフェ　ゆんたく 堺区協和町４丁４４９ 072-275-5400 令和4年1月21日 令和4年2月1日 令和10年1月31日 磯田　実 新規 飲食店営業 カフェ
堺食衛第21015416号 おばんざい酒場ミドリ屋 西区鳳東町１丁６２‐１ 令和4年1月27日 令和4年1月27日 令和10年1月31日 木寺　緑 新規 飲食店営業 居酒屋
堺食衛第21015410号 地元季節のお惣菜　ｃｏｍｍｕｎｉｔｙ　ｃａｆｅ　えん南区庭代台２丁９‐６ 080-9759-5050 令和4年1月25日 令和4年1月25日 令和10年1月31日 黒田　幸子 新規 飲食店営業 喫茶、弁当
堺食衛第21015435号 ロレックスシールド 堺区二条通７‐２ ３０１号 令和4年1月31日 令和4年1月31日 令和10年1月31日 三宅　一季 新規 飲食店営業 居酒屋
堺食衛第21015437号 オメガイヤ 堺区二条通７‐２ ３０２号 令和4年1月31日 令和4年1月31日 令和10年1月31日 三宅　一季 新規 飲食店営業 居酒屋
堺食衛第21015438号 ポカリスエットマスター 堺区二条通７‐２ １０１号 令和4年1月31日 令和4年1月31日 令和10年1月31日 三宅　一季 新規 飲食店営業 居酒屋
堺食衛第21015439号 まぼろし 堺区二条通７‐２ ３０３号 令和4年1月31日 令和4年1月31日 令和10年1月31日 三宅　一季 新規 飲食店営業 居酒屋
堺食衛第21015440号 サファイアメラ 堺区二条通７‐２ ２０３号 令和4年1月31日 令和4年1月31日 令和10年1月31日 三宅　一季 新規 飲食店営業 居酒屋
堺食衛第21015441号 アクエリアスエコ 堺区二条通７‐２ １０２号 令和4年1月31日 令和4年1月31日 令和10年1月31日 三宅　一季 新規 飲食店営業 居酒屋
堺食衛第21015442号 エメラルドパンチ 堺区二条通７‐２ ２０１号 令和4年1月31日 令和4年1月31日 令和10年1月31日 三宅　一季 新規 飲食店営業 居酒屋
堺食衛第21015445号 ダイヤモンドエルボー 堺区二条通７‐２ ２０２号 令和4年1月31日 令和4年1月31日 令和10年1月31日 三宅　一季 新規 飲食店営業 居酒屋
堺食衛第21015434号 ラウンジ　Ｂ 堺区翁橋町１丁２‐９ ジャンボプラザビル４Ｆ－９号 令和4年1月24日 令和4年1月24日 令和10年1月31日 沖﨑　弘行 新規 飲食店営業 ラウンジ
堺食衛第21015430号 お食事処　喜代 堺区旭ヶ丘北町２丁４‐１２ 072-244-9309 令和4年1月24日 令和4年2月1日 令和10年1月31日 木浪　利津子 新規 飲食店営業 食堂
堺食衛第21015426号 ファミリーマート南海湊駅前店 堺区出島町２丁４‐９ 072-280-0009 令和4年1月24日 令和4年2月1日 令和10年1月31日 織田　博 新規 飲食店営業 コンビニエンスストア
堺食衛第21015443号 スナック　メグ 堺区戎之町東１丁１‐２２ エビスプラザ１Ｆ 072-222-7644 令和4年1月24日 令和4年2月1日 令和10年1月31日 苅谷　愛美 新規 飲食店営業 スナック
堺食衛第21015425号 スタンド　Ｋ－＆ 西区鳳東町２丁２０５ 令和4年2月1日 令和4年2月1日 令和10年1月31日 松下　和矢 新規 飲食店営業 立ち飲み
堺食衛第21015429号 彩葉 中区新家町３５０‐７ 令和4年1月28日 令和4年1月28日 令和10年1月31日 杉本　昌治 新規 飲食店営業 和食
堺食衛第21015453号 焼肉　紅梅園 堺区中瓦町２丁１‐８ 令和4年1月25日 令和4年3月1日 令和10年2月29日 三浦　登 新規 飲食店営業 焼肉屋
堺食衛第21015455号 喫茶　豆の木 堺区柳之町西２丁３‐１ 令和4年1月25日 令和4年2月1日 令和10年1月31日 松本　和恵 新規 飲食店営業 喫茶店
堺食衛第21015457号 焼肉しゃぶしゃぶ　こばやし 堺区戎島町１丁４９‐６ 小林マンション１階 072-222-1429 令和4年1月25日 令和4年2月1日 令和10年1月31日 小林　晴彦 新規 飲食店営業 焼肉
堺食衛第21015452号 くみｋｉｔｃｈｅｎ 北区野遠町３７７‐１ 令和4年2月8日 令和4年2月8日 令和10年2月29日 藤井　公美 新規 食肉販売業 居酒屋
堺食衛第21015449号 ＢＡＲ　Ｍｓ 中区深井沢町３２７３ １１１０号室 令和4年1月31日 令和4年1月31日 令和10年1月31日 中林　美穂 新規 飲食店営業 バー
堺食衛第21015450号 ちいさなおみせ　泉北深井 中区深井清水町４０３５ 杏奈ビル３階 令和4年2月4日 令和4年2月4日 令和10年2月29日 濱本　竜太 新規 飲食店営業 バー
堺食衛第21015474号 和処　つくし 堺区戎之町東１丁１‐２７ 天神ビル１０１号 令和4年1月26日 令和4年3月1日 令和10年2月29日 泉　雄大 新規 飲食店営業 居酒屋
堺食衛第21015458号 マルミ 堺区市之町東２丁１‐８ 令和4年2月3日 令和4年2月3日 令和10年2月29日 春木　淳一 新規 飲食店営業 パン屋のイートイン
堺食衛第21015471号 なつ 堺区中之町東２丁１‐２６ 072-228-2977 令和4年1月26日 令和4年3月1日 令和10年2月29日 住吉　昭 新規 飲食店営業 居酒屋
堺食衛第21015465号 青湖 北区黒土町６８‐１４ 令和4年1月26日 令和4年2月1日 令和10年1月31日 松本　恵子 新規 飲食店営業 カラオケ
堺食衛第21015477号 ＭＡＳＹＥＯＬＡ 中区深井沢町３１５８ ２Ｆ 令和4年1月26日 令和4年2月1日 令和10年1月31日 石原　大雅 新規 飲食店営業 バー
堺食衛第21015467号 ファミリーマート　堺平井店 中区平井１３７‐１ 令和4年1月26日 令和4年3月1日 令和10年2月29日 中村　宏平 新規 飲食店営業 コンビニエンスストア
堺食衛第21015463号 カラオケスタジオ　壱岐っ娘 東区引野町２丁８７ 令和4年1月26日 令和4年3月1日 令和10年2月29日 岩井　君子 新規 飲食店営業 カラオケ
堺食衛第21015488号 居酒屋　銀 堺区向陵東町２丁７‐８ 072-275-5446 令和4年2月1日 令和4年2月1日 令和10年1月31日 松尾　直也 新規 飲食店営業 飲食店（居酒屋）
堺食衛第21015491号 やましん精肉店 堺区向陵東町３丁５‐２３ 072-257-5220 令和4年1月27日 令和4年2月1日 令和10年1月31日 山口　信夫 新規 食肉販売業 精肉店
堺食衛第21015492号 やましん精肉店 堺区向陵東町３丁５‐２３ 072-257-5220 令和4年2月7日 令和4年2月7日 令和10年2月29日 山口　信夫 新規 飲食店営業 精肉店
堺食衛第21015487号 ＢＥＬＬ 堺区翁橋町１丁４‐１８ ロイヤルパレスビル３Ｆ 令和4年1月28日 令和4年1月28日 令和10年1月31日 休井　友紀 新規 飲食店営業 ラウンジ
堺食衛第21015486号 Ｍｅｍｂｅｒ’ｓ　Ｂａｒ　Ｈａｎａｄａ 堺区翁橋町１丁５‐３ エルクエスト３階 令和4年1月28日 令和4年1月28日 令和10年1月31日 花田　梨絵 新規 飲食店営業 バー
堺食衛第21015413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 大西　尊貴 新規 飲食店営業 バー
堺食衛第21015499号 ねぼけ堂 堺区賑町４丁２‐２ 072-238-0895 令和4年1月27日 令和4年2月1日 令和10年1月31日 西渕　靖仁 新規 菓子製造業 せんべい屋
堺食衛第21015497号 村一番 西区浜寺石津町中３丁４‐２１ 令和4年1月27日 令和4年3月1日 令和10年2月29日 西田　隆史 新規 飲食店営業 レストランバー
堺食衛第21015494号 ウエダ精肉店 中区福田４８４ 令和4年1月27日 令和4年3月1日 令和10年2月29日 植田　利恵 新規 食肉販売業 精肉店
堺食衛第21015495号 ウエダ精肉店 中区福田４８４ 令和4年1月27日 令和4年6月1日 令和10年5月31日 植田　利恵 新規 飲食店営業 精肉店
堺食衛第21015489号 ＲＯＵＴＥ　９０８ 堺市内一円 令和4年1月27日 令和4年1月27日 令和9年1月31日 呉屋　健悟 新規 飲食店営業（自動車） キッチンカー
堺食衛第21015502号 カラオケハウス　リズム 堺区北花田口町１丁１‐６ 令和4年2月2日 令和4年2月2日 令和10年2月29日 広瀬　雅信 新規 飲食店営業 カラオケスナック
堺食衛第21015519号 初音 堺区甲斐町西３丁４‐３ 072-223-4664 令和4年1月31日 令和4年3月1日 令和10年2月29日 馬場　竹信 新規 飲食店営業 居酒屋
堺食衛第21015515号 ＴＨＥ　ＬＡＮＥ　ＣＡＦＥ 北区百舌鳥赤畑町１丁８‐４ 三国ヶ丘ビル１Ｆ 072-240-2225 令和4年1月31日 令和4年3月1日 令和10年2月29日 河野　巧 新規 飲食店営業 カフェ
堺食衛第21015541号 ゲコ亭 堺区少林寺町西１丁１‐１０ 令和4年2月2日 令和4年2月2日 令和10年2月29日 村嶋　隆 新規 飲食店営業 惣菜持ち帰り
堺食衛第21015555号 セブン‐イレブン堺大浜南町２丁店 堺区大浜南町２丁７‐９ 令和4年2月2日 令和4年3月1日 令和10年2月29日 森田　総一 新規 飲食店営業 コンビニ
堺食衛第21015545号 Ｒｅｉａ 中区深井沢町３１３８ エルモーソ・デ・昌栄ビルＢ３ 令和4年2月7日 令和4年2月7日 令和10年2月29日 永田　常朗 新規 飲食店営業 Ｂａｒ
堺食衛第21015544号 チルコロクエロ 東区白鷺町１丁１８‐１ 令和4年2月7日 令和4年2月7日 令和10年2月29日 飯田　信也 新規 飲食店営業 ＢＡＲ
堺食衛第21015546号 ＭＯＯＮ 南区深阪南３４２‐１４ トミーフラット１０１号 令和4年2月3日 令和4年2月3日 令和10年2月29日 川久保　充人 新規 飲食店営業 スナック
堺食衛第21015542号 ｙｕｇａｋｕ　ｃｏｆｆｅｅ 堺市内一円 令和4年2月2日 令和4年2月2日 令和9年2月28日 上野　隼 新規 飲食店営業（露店） 露店
堺食衛第21015565号 美羅 堺区熊野町東２丁１‐１０ ｙｏｎｅｚａｗａⅡ４Ｆ 令和4年2月3日 令和4年3月1日 令和10年2月29日 崔　美羅 新規 飲食店営業 スナック
堺食衛第21015562号 ホルモン焼肉　貴船 東区北野田３４５‐１ 令和4年2月9日 令和4年2月9日 令和10年2月29日 木船　伸恵 新規 飲食店営業 焼肉
堺食衛第21015579号 ファミリーマート堺緑町店 堺区緑町１丁１‐１ 072-225-1316 令和4年2月4日 令和4年3月1日 令和10年2月29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21015569号 Ｂａｒ　ｔｈｏｍａｓ 西区浜寺石津町西３丁５‐１８福田ビル４ｃ 令和4年2月8日 令和4年2月8日 令和10年2月29日 髙槻　龍 新規 飲食店営業 バー
堺食衛第21015570号 ＳＴＡＴｉＯＮ 西区鳳中町３丁８４ ２Ｆ 令和4年2月7日 令和4年2月7日 令和10年2月29日 森光　治人 新規 飲食店営業 カラオケ喫茶
堺食衛第21015573号 おばんざい居酒屋　心　しん 南区檜尾１１８ 令和4年2月4日 令和4年3月1日 令和10年2月29日 木下　浩美 新規 飲食店営業 居酒屋
堺食衛第21015589号 ＢＡＲ　ＳＵＩＴＳ 堺区翁橋町１丁２‐９ ジャンボプラザ３Ｆ 令和4年2月8日 令和4年2月8日 令和10年2月29日 炭谷　大地 新規 飲食店営業 ＢＡＲ
堺食衛第21015597号 喫茶スナック　みゆき 中区八田北町５００‐６ 尾崎ビル１Ｆ３号 令和4年2月7日 令和4年4月1日 令和10年3月31日 上野　ミユキ 新規 飲食店営業 スナック
堺食衛第21015599号 シャーウッドの森 美原区菅生８２３‐５ 072-362-1966 令和4年2月7日 令和4年3月1日 令和10年2月29日 安田　光子 新規 飲食店営業 喫茶店
堺食衛第21015602号 ５時から子豚 堺区中瓦町２丁２‐１　１Ｆ 令和4年2月15日 令和4年2月15日 令和10年2月29日 糸川　やよい 新規 飲食店営業 鉄板焼
堺食衛第21015604号 ケーキハウス　ピコリーヌ 北区中百舌鳥町６丁８５２‐２ 令和4年2月8日 令和4年3月1日 令和10年2月29日 前田　健三 新規 菓子製造業 ケーキ屋
堺食衛第21015619号 ＬＯＵＮＧＥ　ＴｉＡＲＡ 堺区翁橋町１丁１０‐１７ 天馬ビル３階３０２号 令和4年2月14日 令和4年2月14日 令和10年2月29日 岡本　仁孝 新規 飲食店営業 ラウンジ
堺食衛第21015626号 玉家 中区新家町５３８‐１ 令和4年2月9日 令和4年3月1日 令和10年2月29日 玉谷　清子 新規 飲食店営業 お好み焼き店
堺食衛第21015622号 須袈真 堺市内一円 令和4年2月9日 令和4年2月9日 令和9年2月28日 今橋　アヤ子 新規 飲食店営業（露店） 露店
堺食衛第21015625号 咲輝食品 堺市内一円 令和4年2月9日 令和4年2月9日 令和9年2月28日 田邊　仁志 新規 飲食店営業（露店） 露店
堺食衛第21015636号 河合堂 堺区甲斐町西１丁２‐１９ 令和4年2月10日 令和4年3月1日 令和10年2月29日 河合　宏 新規 菓子製造業 和菓子
堺食衛第21015635号 ドミノ・ピザ美原店 美原区南余部１５１‐１ 072-369-2301 令和4年2月22日 令和4年2月22日 令和10年2月29日 深澤　拓也 新規 飲食店営業 デリバリー
堺食衛第21015633号 セブン‐イレブン堺豊田南店 南区若松台３丁１‐１ 072-293-8837 令和4年2月21日 令和4年2月21日 令和10年2月29日 加藤　勝則 新規 飲食店営業 コンビニ
堺食衛第21015638号 セブン‐イレブン堺大庭寺店 南区大庭寺６１５‐８ 072-298-7311 令和4年2月10日 令和4年3月1日 令和10年2月29日 秋吉　隆久 新規 飲食店営業 コンビニエンスストア
堺食衛第21015634号 Ｉｒｉｓ 南区稲葉２丁３１０３‐２ 072-248-5052 令和4年2月21日 令和4年2月21日 令和10年2月29日 浦田　有里 新規 飲食店営業 カフェ
堺食衛第21015665号 ｈａｎａ 堺区中瓦町２丁３‐２０ 令和4年2月14日 令和4年3月1日 令和10年2月29日 石川　琴枝 新規 飲食店営業 立ち呑み
堺食衛第21015650号 いろは鮓白石店 堺区綾之町東１丁１‐７ 072-222-5922 令和4年2月14日 令和4年3月1日 令和10年2月29日 白石　京一 新規 飲食店営業 寿司屋
堺食衛第21015668号 ユニティーフェイス 中区深井清水町３８３５ 令和4年2月21日 令和4年2月21日 令和10年2月29日 松下　孝志 新規 そうざい製造業 カレー屋
堺食衛第21015699号 ルーポ 堺区浅香山町３丁１１‐２ 080-4766-6661 令和4年2月24日 令和4年2月24日 令和10年2月29日 山上　雄大 新規 飲食店営業 カフェ
堺食衛第21015704号 のとや豆腐店 西区浜寺石津町中４丁４‐６ 令和4年2月15日 令和4年3月1日 令和10年2月29日 辻　敏夫 新規 豆腐製造業 豆腐店
堺食衛第21015706号 菅生かかり釣池 美原区菅生４４‐１ 072-361-3069 令和4年2月15日 令和4年3月1日 令和10年2月29日 林部　悦三 新規 飲食店営業 食堂
堺食衛第21015711号 きりん 堺区北瓦町２丁１‐１１ 090-8725-0141 令和4年3月8日 令和4年3月8日 令和10年3月31日 牧　由美 新規 飲食店営業 立ち呑
堺食衛第21015712号 暴れん棒 東区北野田１００‐１ ヤマシンビル１Ｆ 令和4年2月16日 令和4年3月1日 令和10年2月29日 田守　英夫 新規 飲食店営業 寿司店
堺食衛第21015715号 立ち呑み　おたやん 堺区中瓦町２丁３‐５ 072-229-8009 令和4年2月17日 令和4年3月1日 令和10年2月29日 森本　昌代 新規 飲食店営業 居酒屋
堺食衛第21015724号 ドミノ・ピザ堺大浜北店 堺区大浜北町３丁１０‐２ 072-225-5311 令和4年2月21日 令和4年2月21日 令和10年2月29日 安住　和希 新規 飲食店営業 ピザ屋
堺食衛第21015726号 ｒｅｓｕｍｅ 北区金岡町１３７７‐１ 令和4年2月22日 令和4年2月22日 令和10年2月29日 中山　洪範 新規 菓子製造業
堺食衛第21015720号 Ｇｕｒｕｍｅ・Ｆａｃｔｏｒｙ 西区上野芝町１丁２２‐１５ 令和4年3月24日 令和4年3月24日 令和10年3月31日 平川　雅巳 新規 飲食店営業 宅配
堺食衛第21015721号 Ｃａｌｉｒｏｌｌｅｒ’ｓ 西区鳳中町３丁８４ 072-275-9645 令和4年2月18日 令和4年3月1日 令和10年2月29日 久谷　崇徳 新規 飲食店営業 居酒屋
堺食衛第21015730号 ファミリーマート堺榎元町店 堺区榎元町５丁６‐１１ 072-225-5710 令和4年2月21日 令和4年3月1日 令和10年2月29日 岩本　哲範 新規 飲食店営業 コンビニエンスストア
堺食衛第21015734号 ぶらんぶらん 堺区翁橋町１丁４‐１８ ロイヤルパレスビル４Ｆ 令和4年2月21日 令和4年3月1日 令和10年2月29日 皆本　眞一 新規 飲食店営業 ラウンジ
堺食衛第21015733号 カラオケ喫茶　八車 堺区戎之町東１丁２‐３ グランド戎本館１Ｆ 072-223-8568 令和4年2月21日 令和4年3月1日 令和10年2月29日 古家　節子 新規 飲食店営業 カラオケ喫茶
堺食衛第21015731号 メンバーズＹ２ 堺区戎之町東２丁１‐２ ハーモニービル１Ｆ 072-228-6656 令和4年2月21日 令和4年4月1日 令和10年3月31日 奥野　友美 新規 飲食店営業 スナック
堺食衛第21015739号 中華料理　三好 北区百舌鳥本町１丁３８‐１０ 令和4年2月21日 令和4年3月1日 令和10年2月29日 薬師寺　義徒 新規 飲食店営業 中華料理店
堺食衛第21015728号 居酒屋　かくやす 西区浜寺石津町西３丁５‐１２ 090-6146-8800 令和4年3月3日 令和4年3月3日 令和10年3月31日 山家　淳 新規 飲食店営業 居酒屋
堺食衛第21015742号 フリー空間　ＦＧＲ 西区浜寺諏訪森町西３丁２０９‐１ 令和4年2月21日 令和4年2月21日 令和10年2月29日 山ノ井　博美 新規 飲食店営業 カフェ（レンタルスペース）
堺食衛第21015727号 Ｓｔｕｄｉｏ　＆　Ｃａｆｅ　Ｂａｒ　ＯＤＡ 西区上野芝町３丁６‐２ アミューズビルＢ１Ｆ 072-248-7576 令和4年3月11日 令和4年3月11日 令和10年3月31日 小田　勇一 新規 飲食店営業 カフェ　バー
堺食衛第21015732号 炭火焼鳥　一品料理　髙しま 西区北条町１丁１５‐２４ 令和4年3月3日 令和4年3月3日 令和10年3月31日 髙嶋　卓也 新規 飲食店営業 焼鳥屋
堺食衛第21015729号 Ｐｉｚｚｅｒｉａ　ａｏ 中区土塔町２０７０‐１８ 070-8522-7066 令和4年3月14日 令和4年3月14日 令和10年3月31日 大成　泰貴 新規 飲食店営業 ピザ屋
堺食衛第21015736号 スナック　樹鶴 美原区北余部６１‐７ 令和4年2月25日 令和4年2月25日 令和10年2月29日 安川　佳宏 新規 飲食店営業 スナック
堺食衛第21015751号 花あずき 堺区一条通９‐２４ 令和4年2月22日 令和4年3月1日 令和10年2月29日 木村　雄一郎 新規 菓子製造業
堺食衛第21015744号 ヒカリゲームズ堺 堺区北瓦町２丁１‐３３ それいゆビル２Ｆ 令和4年2月25日 令和4年2月25日 令和10年2月29日 芝村　憲一 新規 飲食店営業 カフェ
堺食衛第21015748号 Ｂａｒ　ｉｃｅ 西区鳳東町１丁４４‐２ 令和4年2月22日 令和4年3月1日 令和10年2月29日 八野　慶 新規 飲食店営業 Ｂａｒ
堺食衛第21015747号 かわせ 中区深井北町９３１‐２ 令和4年2月22日 令和4年3月1日 令和10年2月29日 河西　和宏 新規 飲食店営業 立ち飲み居酒屋
堺食衛第21015760号 力餅 堺区北安井町２丁２５ 072-232-6320 令和4年2月28日 令和4年2月28日 令和10年2月29日 佐藤　裕三 新規 飲食店営業 食堂
堺食衛第21015755号 セブン‐イレブン　堺大阪府立大学前店 北区中百舌鳥町６丁９８７‐２ 072-257-7411 令和4年2月24日 令和4年3月1日 令和10年2月29日 原田　賢一 新規 飲食店営業 コンビニエンスストア
堺食衛第21015756号 ローソン堺菱木二丁店 西区菱木２丁２２２８‐４ 令和4年2月24日 令和4年3月1日 令和10年2月29日 福永　成高 新規 飲食店営業 コンビニエンスストア
堺食衛第21015754号 Ｐａｉｎ　ｄｅ　Ｓｉｎｇｅ 西区津久野町１丁８‐１５ 072-320-7257 令和4年2月24日 令和4年3月1日 令和10年2月29日 門田　充 新規 飲食店営業 パン製造販売
堺食衛第21015753号 フレンド 南区豊田９７４ 令和4年3月10日 令和4年3月10日 令和10年3月31日 荒井　哲 新規 飲食店営業 一般食堂
堺食衛第21015771号 サッチモ 堺区南花田口町１丁１‐１５ 072-282-7227 令和4年2月25日 令和4年3月1日 令和10年2月29日 内田　倫太朗 新規 飲食店営業 イタリアバール
堺食衛第21015763号 極味屋 堺区北瓦町２丁１‐２８ ヤングタウンビル１０３　１Ｆ 令和4年3月7日 令和4年3月7日 令和10年3月31日 藤田　雄大 新規 飲食店営業 居酒屋
堺食衛第21015762号 髙林酒店 堺区櫛屋町東２丁１‐５ 072-232-3697 令和4年2月25日 令和4年4月1日 令和10年3月31日 髙林　正裕 新規 飲食店営業 酒屋立呑み
堺食衛第21015773号 プノンペン 堺区中之町西３丁２‐３３ 令和4年2月25日 令和4年3月1日 令和10年2月29日 平野　耕平 新規 飲食店営業 そば屋
堺食衛第21015768号 ペトリス 堺区少林寺町東４丁１‐１８ 令和4年3月8日 令和4年3月8日 令和10年3月31日 杉中　惇平 新規 飲食店営業 テイクアウト
堺食衛第21015769号 ペトリス 堺区少林寺町東４丁１‐１８ 令和4年3月8日 令和4年3月8日 令和10年3月31日 杉中　惇平 新規 そうざい製造業 ネット販売
堺食衛第21015761号 竜太 西区草部２０８‐１ 令和4年2月25日 令和4年3月1日 令和10年2月29日 谷口　朋巳 新規 飲食店営業 居酒屋
堺食衛第21015787号 一石二鳥 堺区北三国ヶ丘町８丁８‐１９ 令和4年2月28日 令和4年3月1日 令和10年2月29日 出口　英孝 新規 飲食店営業 居酒屋
堺食衛第21015781号 生そば　よし井 堺区甲斐町西１丁２‐２２ 令和4年2月28日 令和4年4月1日 令和10年3月31日 葭井　健一 新規 飲食店営業 そば屋
堺食衛第21015785号 セブン‐イレブン堺草部店 西区草部７６７‐１ 072-273-7781 令和4年2月28日 令和4年3月1日 令和10年2月29日 伊田　和彦 新規 飲食店営業 コンビニ
堺食衛第21015780号 しゃんこ 東区日置荘西町１丁２１‐２ 072-206-4129 令和4年2月28日 令和4年4月1日 令和10年3月31日 土田　正宏 新規 飲食店営業 寿司
堺食衛第21015775号 彩　～ｃｏｌｏｒ～ 堺市内一円 令和4年2月28日 令和4年2月28日 令和9年2月28日 高垣　正和 新規 飲食店営業（自動車） キッチンカー
堺食衛第21015789号 西口酒店 堺区南花田口町１丁２‐１３ 072-233-0445 令和4年3月1日 令和4年4月1日 令和10年3月31日 西口　泰司 新規 飲食店営業 居酒屋
堺食衛第21015803号 炉端　たけちゃん 堺区中瓦町１丁３‐１ 072-232-8887 令和4年3月1日 令和4年4月1日 令和10年3月31日 大村　丈典 新規 飲食店営業 居酒屋
堺食衛第21015793号 ローソン堺熊野町東店 堺区熊野町東３丁１‐１ 令和4年3月1日 令和4年4月1日 令和10年3月31日 大津　憲治 新規 飲食店営業 コンビニエンスストア



堺食衛第21015795号 スタンド　もとこ 堺区栄橋町２丁３‐１９ 072-221-5575 令和4年3月1日 令和4年4月1日 令和10年3月31日 倭谷　元子 新規 飲食店営業 カラオケ
堺食衛第21015797号 酒処　まさひろ 北区百舌鳥梅北町４丁１６２‐２ 072-259-2036 令和4年3月1日 令和4年4月1日 令和10年3月31日 小松　雅博 新規 飲食店営業 居酒屋
堺食衛第21015801号 中華ＫＩＴＣＨＥＮ　味由 西区浜寺石津町西３丁４‐４ 駅前ビル１０２号 072-247-2698 令和4年3月1日 令和4年4月1日 令和10年3月31日 北口　朝博 新規 飲食店営業 中華料理
堺食衛第21015802号 弦 西区浜寺石津町東３丁１２‐１３ 072-245-7161 令和4年3月1日 令和4年4月1日 令和10年3月31日 松山　正明 新規 飲食店営業 お好み焼き
堺食衛第21015788号 ａｍｏｕｒ 中区深井清水町４０２２‐１ 072-281-8089 令和4年3月11日 令和4年3月11日 令和10年3月31日 岩本　久幸 新規 飲食店営業 テイクアウト専門店
堺食衛第21015808号 歌音 堺区今池町２丁７‐１２ 072-229-1696 令和4年3月2日 令和4年4月1日 令和10年3月31日 大橋　津多子 新規 飲食店営業 喫茶店
堺食衛第21015817号 阪本精肉店 中区深井東町３１４０ 令和4年3月2日 令和4年4月1日 令和10年3月31日 馬場　一一 新規 食肉販売業 食肉販売
堺食衛第21015818号 阪本精肉店 中区深井東町３１４０ 令和4年3月2日 令和4年4月1日 令和10年3月31日 馬場　一一 新規 飲食店営業 コロッケ等惣菜
堺食衛第21015809号 阪本精肉店 中区深阪２丁１６‐４１ 令和4年3月2日 令和4年4月1日 令和10年3月31日 馬場　一一 新規 飲食店営業 コロッケ等（惣菜）
堺食衛第21015826号 セブン‐イレブン　小阪西店 中区小阪６５１‐２ 令和4年3月3日 令和4年3月3日 令和10年3月31日 松永　千鶴 新規 飲食店営業 コンビニ
堺食衛第21015813号 ＮＥＯＮ　ｆｏｏｄｓ 堺市内一円 令和4年3月2日 令和4年3月2日 令和9年3月31日 山下　陽介 新規 飲食店営業（自動車） キッチンカー
堺食衛第21015814号 ＮＥＯＮ　ｆｏｏｄｓ 堺市内一円 令和4年3月2日 令和4年3月2日 令和9年3月31日 山下　陽介 新規 飲食店営業（露店） 露店
堺食衛第21015835号 立呑み　とんぼ 堺区中瓦町２丁２‐２ 令和4年3月3日 令和4年4月1日 令和10年3月31日 神谷　一朗 新規 飲食店営業 立呑み
堺食衛第21015831号 はなし 堺区中瓦町２丁３‐２９ 072-222-6255 令和4年3月16日 令和4年3月16日 令和10年3月31日 伊丹　葉子 新規 飲食店営業 居酒屋
堺食衛第21015830号 アニメバーふぁんくらぶ！ 堺区戎之町東１丁２‐２ サトリビル３０３号室 令和4年3月11日 令和4年3月11日 令和10年3月31日 油﨑　倫久 新規 飲食店営業 バー
堺食衛第21015828号 カラオケ歌芳 北区東三国ヶ丘町５丁４‐２５ 令和4年3月16日 令和4年3月16日 令和10年3月31日 守井　芳子 新規 飲食店営業 カラオケスナック
堺食衛第21015832号 たこ焼きｄａｉｇｏ 東区白鷺町１丁１２‐２５ 令和4年3月3日 令和4年4月1日 令和10年3月31日 長岡　大吾 新規 飲食店営業 たこ焼き
堺食衛第21015836号 カラオケハウス　花うた 東区南野田４３８‐５ 令和4年3月3日 令和4年4月1日 令和10年3月31日 北田　佳代 新規 飲食店営業 カラオケ喫茶
堺食衛第21015845号 ＳａｋｕｒＡ 堺区戎之町東２丁１‐２ ハーモニービル１階Ａ室 令和4年3月10日 令和4年3月10日 令和10年3月31日 上原　幸子 新規 飲食店営業 スナック
堺食衛第21015844号 コーヒーハウス　エンドレス 北区蔵前町２丁１６‐３９ 令和4年3月4日 令和4年4月1日 令和10年3月31日 村田　和明 新規 飲食店営業 喫茶店
堺食衛第21015843号 カラオケきっさ　マスカレード 中区土師町５丁８‐２０ 2 令和4年3月4日 令和4年4月1日 令和10年3月31日 保井　和子 新規 飲食店営業 カラオケ喫茶
堺食衛第21015852号 ＫＵＲＯＣＫＵＭＡ　ＣＡＦＥ 堺市内一円 令和4年3月4日 令和4年3月4日 令和9年3月31日 宮本　秀呂 新規 飲食店営業（露店） 露店
堺食衛第21015860号 花鳥風月 堺区中瓦町２丁３‐５ 令和4年3月7日 令和4年4月1日 令和10年3月31日 山下　清二 新規 飲食店営業 居酒屋
堺食衛第21015861号 さたけ 堺区戎之町東３丁２‐２２ 令和4年3月7日 令和4年4月1日 令和10年3月31日 佐竹　美樹 新規 飲食店営業 居酒屋
堺食衛第21015855号 アビアント 堺区寺地町東４丁１‐４ ５１２号 令和4年3月11日 令和4年3月11日 令和10年3月31日 大塚　まこと 新規 菓子製造業 菓子製造
堺食衛第21015856号 アビアント 堺区寺地町東４丁１‐４ ５１２号 令和4年3月11日 令和4年3月11日 令和10年3月31日 大塚　まこと 新規 食用油脂製造業
堺食衛第21015858号 花心 中区八田北町５００‐６ 尾崎ビル２Ｆ 令和4年3月18日 令和4年3月18日 令和10年3月31日 肥後　英典 新規 飲食店営業 カラオケスナック
堺食衛第21015857号 ＢＡＲ　ＨＯＭＩＥ 中区深井清水町３９２３ 高森ビル２階 令和4年3月11日 令和4年3月11日 令和10年3月31日 新田　寛樹 新規 飲食店営業 バー
堺食衛第21015864号 味菜　ほっ古里 南区茶山台１丁２‐３ 令和4年3月7日 令和4年4月1日 令和10年3月31日 中島　克敏 新規 飲食店営業 居酒屋
堺食衛第21015865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3月28日 令和4年3月28日 令和10年3月31日 平野　耕三 新規 飲食店営業 焼肉店
堺食衛第21015881号 Ｂａｒ　ＲＯＤＥＯ　ＣＡＭＰ 堺区南瓦町１‐１１ プラネッタビル５Ｆ 令和4年3月23日 令和4年3月23日 令和10年3月31日 葛西　海人 新規 飲食店営業 バー
堺食衛第21015875号 金の大玉 堺区春日通１丁６‐４ 令和4年3月9日 令和4年3月9日 令和10年3月31日 月城　忠義 新規 飲食店営業 たこ焼き屋
堺食衛第21015876号 ぐるぐるあーす 堺市内一円 令和4年3月9日 令和4年3月9日 令和9年3月31日 新規 飲食店営業（露店） 露店営業
堺食衛第21015895号 ＧＢ　Ｄｒｅａｍ　Ｏｎ　堺天神店 堺区櫛屋町東２丁２‐２７ ぺぱーみんとプラザ２０２号室072-275-9982 令和4年3月11日 令和4年3月11日 令和10年3月31日 門田　伸也 新規 飲食店営業 ガールズバー
堺食衛第21015896号 Ｍｕｓｉｃｓ　Ｂａｒ　ラフ 堺区大町東３丁２‐５ ニュー伊津美ビルＢ１ 令和4年3月15日 令和4年3月15日 令和10年3月31日 田邊　美智子 新規 飲食店営業 カラオケ
堺食衛第21015898号 深夜プラス１ 北区中百舌鳥町５丁６６６‐１ 072-255-8120 令和4年3月10日 令和4年4月1日 令和10年3月31日 芦谷　秀樹 新規 飲食店営業 居酒屋
堺食衛第21015897号 ほっかほっか亭　上野芝駅前店 西区上野芝町３丁４‐２０ 令和4年3月10日 令和4年4月1日 令和10年3月31日 黒田　真一 新規 飲食店営業 弁当屋
堺食衛第21015905号 たこべぇ 堺区翁橋町１丁６‐１６ 朝日プラザ堺東Ⅱ１０４ 令和4年3月22日 令和4年3月22日 令和10年3月31日 小杉　ひとみ 新規 飲食店営業 テイクアウト
堺食衛第21015906号 プチラウンジ　雅 堺区櫛屋町東２丁１‐１９ Ｆｎルミエール天神ビル３ＦＡ室 令和4年3月23日 令和4年3月23日 令和10年3月31日 劉　雯雯 新規 飲食店営業 ラウンジ
堺食衛第21015904号 御喜多 堺区住吉橋町１丁４‐６ るなマンションⅡ１０２ 令和4年3月15日 令和4年3月15日 令和10年3月31日 沖田　徹夫 新規 飲食店営業 居酒屋
堺食衛第21015922号 ｃａｆｅ　ＮａＲｕ 堺区中向陽町１丁２‐６ 令和4年3月15日 令和4年4月1日 令和10年3月31日 鳴橋　真也 新規 飲食店営業 喫茶店
堺食衛第21015916号 ローソン堺出島浜通店 堺区出島浜通４‐１ 令和4年3月23日 令和4年3月23日 令和10年3月31日 西野　幸子 新規 飲食店営業 コンビニエンスストア
堺食衛第21015915号 ローソン浜寺石津西四丁店 西区浜寺石津町西４丁１８‐１５ 令和4年3月23日 令和4年3月23日 令和10年3月31日 西野　幸子 新規 飲食店営業 コンビニエンスストア
堺食衛第21015912号 かがやき堂 堺市内一円 令和4年3月15日 令和4年3月15日 令和9年3月31日 村田　佳奈子 新規 飲食店営業（自動車） キッチンカー
堺食衛第21015930号 ヤキニクマニア。２号店 中区平井７０１‐１ 令和4年3月22日 令和4年3月22日 令和10年3月31日 増田　聖司 新規 食肉販売業 焼肉店
堺食衛第21015934号 ふくでん 北区中百舌鳥町２丁１８ 令和4年3月17日 令和4年4月1日 令和10年3月31日 福田　裕之 新規 飲食店営業 日本料理
堺食衛第21015935号 Ｌｏｕｎｇｅ　ＪｕＴ 中区深井沢町３１２９ 昌栄ビル１ＦＡ号 072-267-4560 令和4年3月22日 令和4年3月22日 令和10年3月31日 上條　太聖 新規 飲食店営業 ラウンジ
堺食衛第21015931号 Ｍ＇ｓ 堺市内一円 令和4年3月17日 令和4年3月17日 令和9年3月31日 芝本　恵司 新規 飲食店営業（露店） 露店
堺食衛第21015939号 Ｂａｒ　ｋａｒｍａ７ 堺区翁橋町１丁９ アトムビル５Ｆ 070-4337-1143 令和4年3月22日 令和4年3月22日 令和10年3月31日 鈴木　勇太 新規 飲食店営業 Ｂａｒ
堺食衛第21015938号 コーヒーショップ花鈴 中区辻之１４０１‐１４ 令和4年3月18日 令和4年4月1日 令和10年3月31日 高道　勢津子 新規 飲食店営業 コーヒーショップ
堺食衛第21015951号 たつ家 堺区中瓦町１丁１‐８ １階 072-275-9657 令和4年3月22日 令和4年3月22日 令和10年3月31日 靜　達也（靜の「あおへん」の下側は円ではなく月） 新規 飲食店営業 カレー屋
堺食衛第21015945号 Ｍａｋａ 堺区戎之町東１丁２‐２ サトリビル３０２号室 令和4年3月24日 令和4年3月24日 令和10年3月31日 柴戸　和美 新規 飲食店営業 バー
堺食衛第21015956号 カラオケスタジオ　リバーサイド 南区檜尾１１１０ 令和4年3月22日 令和4年4月1日 令和10年3月31日 森中　豊治 新規 飲食店営業 カラオケキッサ
堺食衛第21015943号 グルテンフリー　コロコロ米粉パン　Ｋｉｐｕｍｕ堺市内一円 令和4年3月22日 令和4年3月22日 令和9年3月31日 今田　久美 新規 飲食店営業（自動車） キッチンカー
堺食衛第21015962号 京 堺区向陵中町６丁３‐３ 富士マンション１Ｆ 072-252-4646 令和4年3月23日 令和4年4月1日 令和10年3月31日 須ヶ原　恵子 新規 飲食店営業 居酒屋
堺食衛第21015964号 ＴＯＭＢＩ 中区東山９００ ジョイビル１０３号 令和4年3月25日 令和4年3月25日 令和10年3月31日 徳本　哲也 新規 飲食店営業 ごはん屋
堺食衛第21015970号 静心 堺区翁橋町１丁９‐１５ アトムビル４Ｆ 令和4年3月29日 令和4年3月29日 令和10年3月31日 古里　静眞 新規 そうざい製造業 卸
堺食衛第21015968号 アイオライト 堺市内一円 令和4年3月24日 令和4年3月24日 令和9年3月31日 五十嵐　美那 新規 飲食店営業（露店） 露店
堺食衛第21015969号 Ｃｅｎｔｅｒ　Ｆｌａｖｏｕｒ 堺市内一円 令和4年3月24日 令和4年3月24日 令和9年3月31日 石光　知絵里 新規 飲食店営業（露店） 露店
堺食衛第21015979号 京洛焼肉　くく　はなれ 堺区南三国ヶ丘町３丁４‐１３ １階 令和4年3月28日 令和4年3月28日 令和10年3月31日 和田　幸一 新規 飲食店営業 焼肉
堺食衛第21015980号 スプリングバンク　村 西区浜寺諏訪森町中２丁１８８‐１マンション一森１号館１０２ 令和4年3月29日 令和4年3月29日 令和10年3月31日 西田　隆史 新規 飲食店営業 カフェバー
堺食衛第21015985号 しん倉 西区鳳中町３丁６８‐７ 072-262-1166 令和4年3月25日 令和4年4月1日 令和10年3月31日 新倉　弘之 新規 菓子製造業 店頭販売
堺食衛第21015999号 カラオケ喫茶　ハニー 西区上野芝向ヶ丘町２丁８‐１ 令和4年3月28日 令和4年4月1日 令和10年3月31日 黒住　史恵 新規 飲食店営業 カラオケ喫茶
堺食衛第21016001号 喫茶アポロ 堺市内一円 令和4年3月29日 令和4年3月29日 令和9年3月31日 万字　亘 新規 飲食店営業（露店） 露店営業
堺食衛第21016015号 ＳＮＡＣＫ　ＭＡＢＵＨＡＹ 堺区大町東３丁２‐５ ニュー伊津美ビル１Ｆ072-224-1038 令和4年3月30日 令和4年4月1日 令和10年3月31日 和田　チャーリータ 新規 飲食店営業 カラオケスナック
堺食衛第21016030号 こんなもんや 堺区栄橋町１丁９‐３ 令和4年3月30日 令和4年4月1日 令和10年3月31日 清水　信子 新規 飲食店営業 たこ焼き、一品
堺食衛第21016018号 翔ちゃん 西区浜寺元町５丁６２６‐８‐１０３ 072-264-3677 令和4年3月31日 令和4年3月31日 令和10年3月31日 羽鳥　智子 新規 飲食店営業 居酒屋
堺食衛第11823401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 平成28年5月25日 平成28年6月1日 令和4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 更新 添加物製造業
堺食衛第13738701号 ミルクホール　ホシノ　堺タカシマヤ店 堺区三国ヶ丘御幸通５９ 堺タカシマヤＢ１Ｆ 平成28年4月4日 平成28年5月1日 令和4年4月30日 日本レストランシステム株式会社 東京都渋谷区猿楽町１０‐１１ 更新 飲食店営業
堺食衛第13738901号 洋麺屋五右衛門　堺タカシマヤ店 堺区三国ヶ丘御幸通５９ 堺タカシマヤＢ１Ｆ 平成28年4月4日 平成28年5月1日 令和4年4月30日 日本レストランシステム株式会社 東京都渋谷区猿楽町１０‐１１ 更新 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 堺市西区鳳中町４丁９７‐５ 西岡ビル３０２ 更新 飲食店営業
堺食衛第14385101号 快活ＣＬＵＢ　浜寺石津店 西区浜寺石津町西２丁１‐２２ 平成28年4月19日 平成28年4月19日 令和4年4月30日 株式会社快活フロンティア 神奈川県横浜市都筑区北山田三丁目１‐５０ 新規 飲食店営業
堺食衛第14384701号 ＣＡＳＡ　ＤＥ　ＳＩＭＯＮ 中区新家町３５０‐７ 平成28年4月6日 平成28年4月6日 令和4年4月30日 株式会社オーシャンボーイ 福岡県福岡市中央区大手門１丁目１‐１ パティオ平和台３Ｂ 新規 飲食店営業
堺食衛第14384702号 ＣＡＳＡ　ＤＥ　ＳＩＭＯＮ 中区新家町３５０‐７ 平成28年4月6日 平成28年4月6日 令和4年4月30日 株式会社オーシャンボーイ 福岡県福岡市中央区大手門１丁目１‐１ パティオ平和台３Ｂ 新規 菓子製造業
堺食衛第14388001号 グランの食堂 堺区協和町４丁４６５ 耳原総合病院１Ｆ 平成28年4月27日 平成28年4月27日 令和4年4月30日 株式会社グラン 堺市堺区南三国ヶ丘町１丁１‐１７ 新規 飲食店営業
堺食衛第14388101号 酒家ダイニング蕪　すずな 北区中百舌鳥町２丁１０５ 平成28年5月19日 平成28年5月19日 令和4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
堺食衛第14389701号 ニューヤマザキデイリーストア近畿管区警察学校北区長曽根町１１７９‐４ 平成28年4月15日 平成28年4月15日 令和4年4月30日 丸善食品株式会社 大阪府大阪市東住吉区今川５丁目５‐１５ 新規 喫茶店営業
堺食衛第13741401号 関西スーパー萬崎菱木店 西区菱木１丁２２３３‐４ 平成28年4月13日 平成28年5月1日 令和4年4月30日 株式会社関西スーパーマーケット 兵庫県伊丹市中央５丁目３‐３８ 更新 飲食店営業
堺食衛第13741402号 関西スーパー萬崎菱木店 西区菱木１丁２２３３‐４ 平成28年4月13日 平成28年5月1日 令和4年4月30日 株式会社関西スーパーマーケット 兵庫県伊丹市中央５丁目３‐３８ 更新 飲食店営業
堺食衛第13741404号 関西スーパー萬崎菱木店 西区菱木１丁２２３３‐４ 平成28年4月13日 平成28年5月1日 令和4年4月30日 株式会社関西スーパーマーケット 兵庫県伊丹市中央５丁目３‐３８ 更新 食肉販売業
堺食衛第13741405号 関西スーパー萬崎菱木店 西区菱木１丁２２３３‐４ 平成28年4月13日 平成28年5月1日 令和4年4月30日 株式会社関西スーパーマーケット 兵庫県伊丹市中央５丁目３‐３８ 更新 魚介類販売業
堺食衛第14391601号 サブウェイ　アリオ鳳店 西区鳳南町３丁１９９‐１２ 平成28年4月1日 平成28年4月1日 令和4年4月30日 株式会社デザインテーブル 堺市西区鳳南町３丁１９９‐１２ 新規 飲食店営業
堺食衛第13958202号 スターチェーン丸進　百舌鳥店 北区百舌鳥赤畑町４丁３１７ 平成28年4月8日 平成28年4月8日 令和4年4月30日 株式会社スターチェーン丸進 堺市西区浜寺南町３丁３‐６ 新規 魚介類販売業
堺食衛第13958203号 スターチェーン丸進　百舌鳥店 北区百舌鳥赤畑町４丁３１７ 平成28年4月8日 平成28年4月8日 令和4年4月30日 株式会社スターチェーン丸進 堺市西区浜寺南町３丁３‐６ 新規 飲食店営業
堺食衛第13739301号 ライフ石津店（惣菜部） 堺区石津北町９０‐１ 072-243-1400 平成28年4月6日 平成28年5月1日 令和4年4月30日 株式会社ライフコーポレーション 東京都中央区日本橋本町３丁目６‐２ 更新 飲食店営業
堺食衛第13739302号 ライフ石津店 堺区石津北町９０‐１ 072-243-1400 平成28年4月6日 平成28年5月1日 令和4年4月30日 株式会社ライフコーポレーション 東京都中央区日本橋本町３丁目６‐２ 更新 魚介類販売業
堺食衛第13739303号 ライフ石津店（焼魚） 堺区石津北町９０‐１ 072-243-1400 平成28年4月6日 平成28年5月1日 令和4年4月30日 株式会社ライフコーポレーション 東京都中央区日本橋本町３丁目６‐２ 更新 飲食店営業
堺食衛第13739304号 ライフ石津店 堺区石津北町９０‐１ 072-243-1400 平成28年4月6日 平成28年5月1日 令和4年4月30日 株式会社ライフコーポレーション 東京都中央区日本橋本町３丁目６‐２ 更新 食肉販売業
堺食衛第13739306号 ライフ石津店 堺区石津北町９０‐１ 072-243-1400 平成28年4月6日 平成28年5月1日 令和4年4月30日 株式会社ライフコーポレーション 東京都中央区日本橋本町３丁目６‐２ 更新 菓子製造業
堺食衛第14392201号 ポプラ堺鳳北町店 西区鳳北町９丁４７ 平成28年4月21日 平成28年4月21日 令和4年4月30日 株式会社楽園 堺市西区浜寺船尾町東２丁１８０ 新規 飲食店営業
堺食衛第14392101号 喫茶エッセン 中区深井清水町３３２４ 平成28年4月14日 平成28年4月14日 令和4年4月30日 株式会社シックスボックス 堺市中区深井清水町３３２４ 新規 飲食店営業
堺食衛第14392401号 スターバックスコーヒー 南区茶山台１丁２‐３ 平成28年4月19日 平成28年4月19日 令和4年4月30日 スターバックスコーヒージャパン株式会社 東京都品川区上大崎２丁目２５‐２ 新規 飲食店営業
堺食衛第11687805号 大醤株式会社 堺区石津北町２０ 072-243-0184 平成28年4月15日 平成28年4月15日 令和4年4月30日 大醤株式会社 堺市堺区石津北町２０ 新規 清涼飲料水製造業
堺食衛第14392601号 博多屋台一心ラーメン 北区黒土町２２５９‐１ ＩＳビル１階Ａ 平成28年4月13日 平成28年4月13日 令和4年4月30日 株式会社卓越通商 福岡県筑紫野市二日市北３丁目５‐３ 新規 飲食店営業
堺食衛第14392701号 北のむぎ 西区津久野町１丁１‐１ 平成28年4月22日 平成28年4月22日 令和4年4月30日 有限会社山尾商会 堺市西区鳳南町３丁１９９‐１ ライトウイング１３１０ 新規 菓子製造業
堺食衛第12334606号 ミルクレット深井店 中区土塔町１９９１ 平成28年4月13日 平成28年5月1日 令和4年4月30日 株式会社新泉商事 堺市中区土塔町１９９１ 更新 アイスクリーム類製造業
堺食衛第12400901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4月27日 平成28年5月1日 令和4年4月30日 有限会社日本フードセンター 大阪府大阪市浪速区恵美須西１丁目２‐１４ 更新 飲食店営業
堺食衛第13740701号 山九株式会社堺支店さかい寮 堺区三宝町６丁３２４‐１ 平成28年4月18日 平成28年5月1日 令和4年4月30日 ナンブフードサービス株式会社 堺市堺区出島海岸通４丁１‐２８ 更新 飲食店営業
堺食衛第12407801号 堺化学工業株式会社堺事業所 堺区戎島町５丁１ 平成28年4月22日 平成28年5月1日 令和4年4月30日 堺化学工業株式会社 堺市堺区戎島町５丁２ 更新 添加物製造業
堺食衛第14393201号 鳥貴族　新金岡店 北区長曽根町３０７０ ステージ村田　１階 平成28年4月15日 平成28年4月15日 令和4年4月30日 トラオム株式会社 大阪府大阪市浪速区立葉１丁目２‐１２ ナミコービル　３階 新規 飲食店営業
堺食衛第14393401号 ともちゃん 西区鳳中町５丁１６８‐５ 平成28年4月13日 平成28年4月13日 令和4年4月30日 有限会社トモ 堺市西区鳳中町５丁１６８‐５ 新規 飲食店営業
堺食衛第12393703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 東京都千代田区二番町８‐８ 更新 飲食店営業
堺食衛第12393704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 東京都千代田区二番町８‐８ 更新 飲食店営業
堺食衛第12393705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 東京都千代田区二番町８‐８ 更新 飲食店営業
堺食衛第12393709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 東京都千代田区二番町８‐８ 更新 食肉販売業
堺食衛第12393710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 東京都千代田区二番町８‐８ 更新 魚介類販売業
堺食衛第13747601号 株式会社ひあたり 南区竹城台３丁７‐４ 平成28年4月27日 平成28年5月1日 令和4年4月30日 株式会社ひあたり 堺市南区竹城台３丁７‐４ 更新 飲食店営業
堺食衛第13727901号 ピザポケット堺福田店 中区福田５８１‐２ ヴィラロゼオ１０１室 平成28年4月26日 平成28年5月1日 令和4年4月30日 ポケットフーズ株式会社 奈良県北葛城郡上牧町ささゆり台３丁目１‐１ 更新 飲食店営業
堺食衛第13738301号 泉北２号線酒場情熱ホルモン 南区豊田７９６‐２ 平成28年4月30日 平成28年5月1日 令和4年4月30日 株式会社かわべフードサービス 大阪府大阪市中央区内本町１丁目１‐８ 更新 飲食店営業
堺食衛第13741701号 錦わらい　泉北店 南区大庭寺８１３‐１ 平成28年4月27日 平成28年5月1日 令和4年4月30日 株式会社治元 京都府宇治市大久保町南ノ口６４‐２ 更新 飲食店営業
堺食衛第14396301号 もつ鍋チャンピオン堺東店 堺区中瓦町１丁３‐３ ＹＳビル　３Ｆ 平成28年4月28日 平成28年4月28日 令和4年4月30日 株式会社セカンドステージ 堺市堺区中瓦町１丁３‐３ 新規 飲食店営業
堺食衛第12417501号 第２ほくぶ障害者作業所 北区南花田町５３２‐３ 平成28年5月9日 平成28年6月1日 令和4年5月31日 社会福祉法人コスモス 堺市東区野尻町８‐４ 更新 菓子製造業
堺食衛第12417401号 ほくぶ障害者作業所 北区南花田町５３６‐１ 平成28年5月9日 平成28年6月1日 令和4年5月31日 社会福祉法人コスモス 堺市東区野尻町８‐４ 更新 飲食店営業
堺食衛第12406601号 茶十徳 西区下田町２０‐１ イトーヨーカ堂津久野店 平成28年4月30日 平成28年5月1日 令和4年4月30日 株式会社伊藤園 東京都渋谷区本町３－４７－１０ 更新 アイスクリーム類製造業
堺食衛第12406602号 茶十徳 西区下田町２０‐１ イトーヨーカ堂津久野店 平成28年4月30日 平成28年5月1日 令和4年4月30日 株式会社伊藤園 東京都渋谷区本町３－４７－１０ 更新 喫茶店営業
堺食衛第14396401号 ＡＲ　ＬＡＢＯ 美原区多治井１０４‐３ 平成28年4月28日 平成28年4月28日 令和4年4月30日 株式会社ＧＡＲＡＧＥ　Ａｑｕａ　Ｒｉｓｅ 堺市美原区多治井６２２‐１ 新規 飲食店営業
堺食衛第13746101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 平成28年5月10日 平成28年6月1日 令和4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 更新 飲食店営業
堺食衛第11372501号 丸市菓子舗 堺区市之町東１丁２‐２６ 平成28年4月30日 平成28年5月1日 令和4年4月30日 株式会社丸市菓子舗 堺市堺区市之町東１丁２‐２６ 更新 菓子製造業
堺食衛第11853201号 味の店一番・和彩日の間 北区中百舌鳥町６丁８８２‐３ 平成28年4月30日 平成28年5月1日 令和4年4月30日 有限会社大阪フーズ 堺市北区中百舌鳥町６丁８８２‐３ 更新 飲食店営業



堺食衛第13742401号 麦の会ラベンダー作業所 東区日置荘原寺町２３０‐２ 平成28年4月30日 平成28年5月1日 令和4年4月30日 社会福祉法人麦の会 堺市堺区神石市之町１６‐５２ 更新 菓子製造業
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 堺市堺区東雲西町１丁８‐４５ 新規 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 堺市北区中村町６０７‐１ 更新 アイスクリーム類製造業
堺食衛第11710001号 大泉緑地中央休憩所付属食堂 北区金岡町１２８ 平成28年4月30日 平成28年5月1日 令和4年4月30日 一般財団法人大阪府公園協会 大阪府大阪市浪速区湊町２－１－５７ 難波サンケイビル１４階 更新 飲食店営業
堺食衛第12402701号 大阪王将　中百舌鳥店 北区百舌鳥梅町３丁２‐１ 平成28年4月30日 平成28年5月1日 令和4年4月30日 浪速フード株式会社 大阪府大阪市北区浪花町１３‐３３ 更新 飲食店営業
堺食衛第14401401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 平成28年5月24日 平成28年5月24日 令和4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
堺食衛第13745101号 近商ストア　大小路店 堺区市之町東１丁１‐７ 平成28年5月16日 平成28年6月1日 令和4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 更新 飲食店営業
堺食衛第13745102号 近商ストア　大小路店 堺区市之町東１丁１‐７ 平成28年5月16日 平成28年6月1日 令和4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 更新 食肉販売業
堺食衛第13745103号 近商ストア　大小路店 堺区市之町東１丁１‐７ 平成28年5月16日 平成28年6月1日 令和4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 更新 魚介類販売業
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 堺市北区百舌鳥梅北町１丁１０ 更新 飲食店営業
堺食衛第13017201号 株式会社扇活魚 美原区黒山１０４ 平成28年5月20日 平成28年6月1日 令和4年5月31日 株式会社扇活魚 堺市美原区黒山１０４ 更新 魚介類販売業
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 大阪府泉大津市旭町１８番１号１５０１ 新規 飲食店営業
堺食衛第14403801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 平成28年5月25日 平成28年5月25日 令和4年5月31日 アドバンス株式会社 堺市南区三原台３丁１９‐１ 新規 食肉処理業
堺食衛第14403802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 平成28年5月25日 平成28年5月25日 令和4年5月31日 アドバンス株式会社 堺市南区三原台３丁１９‐１ 新規 食肉販売業
堺食衛第14403501号 焼肉１１２９ 中区大野芝町５９５‐２ 平成28年6月8日 平成28年6月8日 令和4年6月30日 株式会社松屋 大阪府藤井寺市恵美坂１丁目１３‐２９ 新規 飲食店営業
堺食衛第11365301号 株式会社ひさご屋 北区中百舌鳥町６丁８６３ 平成28年5月19日 平成28年6月1日 令和4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 更新 菓子製造業
堺食衛第13754801号 ウィステリア堺しんかな店 北区長曽根町１６２６‐７ 平成28年5月20日 平成28年6月1日 令和4年5月31日 有限会社スタッフバンク 堺市北区長曽根町１６２６‐７ 更新 飲食店営業
堺食衛第12416201号 ダイニングキッチン　ＵＯＴＯＹＯ 東区丈六１８５‐４ 平成28年5月24日 平成28年6月1日 令和4年5月31日 有限会社魚豊 堺市東区丈六１８５‐４ 更新 飲食店営業
堺食衛第13029401号 美原一八寿司 美原区平尾２６４４ 平成28年5月30日 平成28年6月1日 令和4年5月31日 株式会社一八 堺市美原区平尾２６４４ 更新 飲食店営業
堺食衛第12413601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 平成28年5月25日 平成28年6月1日 令和4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 更新 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 滋賀県湖南市石部中央１丁目６‐５ 新規 菓子製造業
堺食衛第14405001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 平成28年5月24日 平成28年5月24日 令和4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
堺食衛第14405002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 平成28年5月24日 平成28年5月24日 令和4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
堺食衛第13753801号 いろは満月　堺店 北区東浅香山町１丁１４４‐３ 平成28年5月24日 平成28年6月1日 令和4年5月31日 株式会社満月 大阪府泉佐野市市場南１丁目８‐２０ 更新 飲食店営業
堺食衛第13748101号 萬やとく蔵　大和川店 堺区南島町１丁４４‐１２ 平成28年5月24日 平成28年6月1日 令和4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 更新 飲食店営業
堺食衛第11354402号 株式会社シティホテル　サンプラザ 堺区竜神橋町１丁１‐２０ 072-222-0818 平成28年5月31日 平成28年6月1日 令和4年5月31日 株式会社シティホテル　サンプラザ 堺市堺区竜神橋町１丁１‐２０ 更新 飲食店営業
堺食衛第11879801号 有限会社柏屋　堺営業所 西区浜寺船尾町東３丁４３９ 平成28年5月31日 平成28年6月1日 令和4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 更新 菓子製造業
堺食衛第10870001号 きらく寿司 中区深井沢町３３０１ 072-277-3232 平成28年5月24日 平成28年6月1日 令和4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 更新 飲食店営業
堺食衛第11362501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 平成28年5月27日 平成28年6月1日 令和4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 更新 飲食店営業
堺食衛第12436701号 鳥貴族　中百舌鳥店 北区百舌鳥梅町３丁２４‐１ 寿マンション１号館１０１ 平成28年7月19日 平成28年8月1日 令和4年7月31日 トラオム株式会社 大阪府大阪市浪速区立葉１丁目２‐１２ ナミコービル３階 更新 飲食店営業
堺食衛第14407801号 ＰＩＣＮＩＣ 堺区神明町西１丁１‐７ ロイヤルパレス１Ｆ 平成28年6月1日 平成28年6月1日 令和4年6月30日 ＮＰＯ法人さくら 堺市堺区市之町東６丁２‐１６ 新規 菓子製造業
堺食衛第11701305号 大阪府立大学生活協同組合 中区学園町１‐１ 平成28年5月31日 平成28年6月1日 令和4年5月31日 大阪府立大学生活協同組合 堺市中区学園町１‐１ 大阪府立大学内 更新 飲食店営業
堺食衛第13213304号 アンジェリカ　ノートルダム　クラブ　ヴィアージュ中区深井清水町１３５１‐３ 平成28年6月1日 平成28年6月1日 令和4年6月30日 株式会社トレーダー愛 山口県下関市王喜本町６丁目４‐５０ 新規 菓子製造業
堺食衛第12425101号 Ｇｏｉｔｈ 堺区中瓦町２丁１‐１１ なかやビルＢ１ 平成28年6月24日 平成28年7月1日 令和4年6月30日 株式会社ベースオントップ 大阪府大阪市中央区南船場４丁目１１‐１７ 船場ＭＫビル７Ｆ 更新 飲食店営業
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 堺市堺区櫛屋町東１丁２‐１２ 更新 飲食店営業
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 堺市北区中村町６０７‐１ 新規 魚介類販売業
堺食衛第12425401号 魚国総本社・堺２７４７０ 堺区松屋大和川通３丁１３２ 平成28年6月2日 平成28年7月1日 令和4年6月30日 株式会社魚国総本社 大阪府大阪市中央区道修町１丁目６‐１９ 更新 飲食店営業
堺食衛第14408801号 魚国総本社・堺２７７６２ 南区豊田２９９０‐２２６ 平成28年6月20日 平成28年6月20日 令和4年6月30日 株式会社魚国総本社 大阪府大阪市中央区道修町１丁目６‐１９ 新規 飲食店営業
堺食衛第12431601号 新和ゴルフセンター 北区金岡町１９３７ 平成28年6月8日 平成28年7月1日 令和4年6月30日 株式会社西尾電設 堺市北区金岡町５３４‐２ 更新 飲食店営業
堺食衛第14409201号 この町の専門店　とんかつ・カツ丼　深井店中区深井沢町３２９０ 平成28年6月14日 平成28年6月14日 令和4年6月30日 株式会社Ｎｅｘｉｎｎｏ 堺市堺区幸通２‐２４ 新規 飲食店営業
堺食衛第12431901号 まごころ家 東区野尻町８‐４ 総合支援センターえると内 平成28年6月8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 堺市東区野尻町８‐４ 更新 飲食店営業
堺食衛第13756901号 膳や堺髙島屋店 堺区三国ヶ丘御幸通５９ 平成28年6月9日 平成28年7月1日 令和4年6月30日 森口産業株式会社 大阪府大阪市天王寺区南河堀町７‐４８ 更新 飲食店営業
堺食衛第10816601号 ガスト堺長曽根店 北区長曽根町３０００‐１ 平成28年6月13日 平成28年7月1日 令和4年6月30日 株式会社すかいらーくレストランツ 東京都武蔵野市西久保１丁目２５‐８ 更新 飲食店営業
堺食衛第11307501号 家族亭堺東店 堺区三国ヶ丘御幸通５９ ＵＰ′ルＢ１ 平成28年6月9日 平成28年7月1日 令和4年6月30日 株式会社家族亭 大阪府大阪市中央区安土町２丁目３－１３ 大阪国際ビルディング３０階 更新 飲食店営業
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 東京都豊島区東池袋３丁目１‐１ 新規 飲食店営業
堺食衛第14410301号 ｋｏｂｕｔａ　ｎｏ　ｍａｋａｎａｉ 堺区北瓦町２丁１‐５ 堺東出野ビル１Ｆ 平成28年6月10日 平成28年6月10日 令和4年6月30日 有限会社オカ開発 堺市堺区田出井町１‐３ 4003 新規 飲食店営業
堺食衛第13753001号 ファインフーズ株式会社　ＭＩＮＡＴＯファクトリー堺区匠町１７‐８ 平成28年6月24日 平成28年7月1日 令和4年6月30日 ファインフーズ株式会社 堺市西区鳳北町９丁６ 更新 食用油脂製造業
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 堺市西区草部１５０４ 更新 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 堺市堺区大町東１丁１‐８ 新規 喫茶店営業
堺食衛第11798701号 日和合精株式会社 西区築港浜寺西町１９‐４ 平成28年6月21日 平成28年7月1日 令和4年6月30日 日和合精株式会社 堺市西区築港浜寺西町１９－４ 更新 添加物製造業
堺食衛第11163801号 マサルイカリ寿司株式会社　加工センター中区福田５７１‐２ 平成28年6月13日 平成28年7月1日 令和4年6月30日 マサルイカリ寿司株式会社 堺市中区福田４８４－４３ 更新 飲食店営業
堺食衛第14411101号 株式会社エイチダイニング 堺区老松町１丁３５‐７ 平成28年7月14日 平成28年7月14日 令和4年7月31日 株式会社エイチダイニング 堺市堺区老松町１丁３５‐７ 新規 飲食店営業
堺食衛第14411102号 株式会社エイチダイニング 堺区老松町１丁３５‐７ 平成28年7月14日 平成28年7月14日 令和4年7月31日 株式会社エイチダイニング 堺市堺区老松町１丁３５‐７ 新規 そうざい製造業
堺食衛第11369901号 株式会社ラーメン横綱中環堺店 北区長曽根町２２１８‐１ 平成28年6月27日 平成28年7月1日 令和4年6月30日 株式会社横綱 京都市南区吉祥院這登西町３０‐８ 更新 飲食店営業
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 堺市堺区北三国ヶ丘町４丁１‐４ 更新 飲食店営業
堺食衛第14411401号 ケアコート海岸通 堺区出島海岸通２丁１１‐３ 平成28年6月15日 平成28年6月15日 令和4年6月30日 ミストラルＨＤ株式会社 和歌山県紀ノ川市東国分１‐３４ 新規 飲食店営業
堺食衛第12424602号 居楽屋　白木屋 堺区熊野町西３丁２‐６ 大和第２ビル 平成28年6月21日 平成28年7月1日 令和4年6月30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 更新 飲食店営業
堺食衛第10746001号 スシロー初芝店 東区日置荘田中町１２７‐１ 平成28年6月30日 平成28年7月1日 令和4年6月30日 株式会社あきんどスシロー 大阪府吹田市江坂町１丁目２２‐２ 更新 飲食店営業
堺食衛第14411801号 ミルクレット　土塔南店 中区土塔町３３４３ 平成28年6月24日 平成28年6月24日 令和4年6月30日 株式会社新泉商事 堺市中区土塔町１９９１ 新規 飲食店営業
堺食衛第13273902号 障がい者通所授産施設「サニー・サイト」中区深井清水町３６５０‐１ 平成28年6月23日 平成28年7月1日 令和4年6月30日 社会福祉法人ばなな 堺市中区深井清水町３４８８‐１ 更新 飲食店営業
堺食衛第13002601号 クボタ精機株式会社社員食堂 美原区木材通４丁目１５‐５ 平成28年6月30日 平成28年7月1日 令和4年6月30日 ウオクニ株式会社 兵庫県神戸市灘区船寺通４丁目５‐１６ 更新 飲食店営業
堺食衛第13765301号 コリアンダイニング李朝園　鳳ウイングス店西区鳳東町７丁７３３ 鳳ウイングス１Ｆ 平成28年6月30日 平成28年7月1日 令和4年6月30日 映フードサービス株式会社 大阪府大阪市生野区巽中３丁目７‐２ 更新 飲食店営業
堺食衛第12423901号 尼崎信用金庫　深井支店 中区深井沢町３２７５ 平成28年6月27日 平成28年7月1日 令和4年6月30日 シダックス大新東ヒューマンサービス株式会社 東京都調布市調布ケ丘３丁目６‐３ 更新 飲食店営業
堺食衛第11789401号 日本オーピーヨット株式会社 堺区出島西町１ 平成28年6月27日 平成28年8月1日 令和4年7月31日 日本オーピーヨット株式会社 堺市堺区出島西町１ 更新 飲食店営業
堺食衛第14414501号 コート・ダジュール　堺東店 堺区中瓦町２丁３‐２２ テクノ大徳ビル６Ｆ 平成28年7月8日 平成28年7月8日 令和4年7月31日 株式会社ヴァリック 神奈川県横浜市都筑区北山田３丁目１‐５０ 新規 飲食店営業
堺食衛第11698001号 大阪栄養食品株式会社（日新大浜寮） 堺区大浜南町１丁２‐２ 平成28年6月30日 平成28年7月1日 令和4年6月30日 大阪栄養食品株式会社 堺市中区深井中町９１５ 更新 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 奈良県大和郡山市筒井町９５７‐１ 更新 飲食店営業
堺食衛第14415001号 Ｄｉｎｉｎｇ　隠れ家 堺区東湊町２丁１４６‐１ 平成28年7月4日 平成28年7月4日 令和4年7月31日 株式会社ＡＣＵＴＥ 堺市堺区東湊町２丁１４６‐１ 新規 飲食店営業
堺食衛第13352502号 焼肉市場　みや 北区中村町６０７‐１ 平成28年6月29日 平成28年7月1日 令和4年6月30日 株式会社みや 堺市北区中村町６０７‐１ 更新 食肉販売業
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 堺市東区野尻町８‐４ 更新 飲食店営業
堺食衛第10867201号 くら寿司泉北店 南区大庭寺８１４‐１ 平成28年6月30日 平成28年7月1日 令和4年6月30日 くら寿司株式会社 堺市中区深阪１丁２‐２ 更新 飲食店営業
堺食衛第14415401号 株式会社　ＦＯＯＤＳ　ＷＩＮ 北区南花田町１３‐１ 平成28年7月1日 平成28年7月1日 令和4年7月31日 株式会社ＦＯＯＤＳ　ＷＩＮ 堺市北区南花田町１３‐１ 新規 食肉処理業
堺食衛第11029314号 デイリーカナートイズミヤ原山台店 南区原山台５丁９‐８ 072-296-3388 平成28年7月14日 平成28年7月14日 令和4年7月31日 イズミヤ株式会社 大阪市西成区花園南１丁目４－４ 新規 魚介類販売業
堺食衛第11029315号 デイリーカナートイズミヤ原山台店 南区原山台５丁９‐８ 072-296-3388 平成28年7月14日 平成28年7月14日 令和4年7月31日 イズミヤ株式会社 大阪市西成区花園南１丁目４－４ 新規 飲食店営業
堺食衛第11029316号 デイリーカナートイズミヤ原山台店 南区原山台５丁９‐８ 072-296-3388 平成28年7月14日 平成28年7月14日 令和4年7月31日 イズミヤ株式会社 大阪市西成区花園南１丁目４－４ 新規 飲食店営業
堺食衛第11029317号 デイリーカナートイズミヤ原山台店 南区原山台５丁９‐８ 072-296-3388 平成28年7月14日 平成28年7月14日 令和4年7月31日 イズミヤ株式会社 大阪市西成区花園南１丁目４－４ 新規 菓子製造業
堺食衛第11029318号 デイリーカナートイズミヤ原山台店 南区原山台５丁９‐８ 072-296-3388 平成28年7月14日 平成28年7月14日 令和4年7月31日 イズミヤ株式会社 大阪市西成区花園南１丁目４－４ 新規 菓子製造業
堺食衛第11029319号 デイリーカナートイズミヤ原山台店 南区原山台５丁９‐８ 072-296-3388 平成28年7月14日 平成28年7月14日 令和4年7月31日 イズミヤ株式会社 大阪市西成区花園南１丁目４－４ 新規 喫茶店営業
堺食衛第14415601号 広成貿易有限会社 南区釜室９３８ 平成28年9月15日 平成28年9月15日 令和4年9月30日 広成貿易有限会社 堺市南区釜室９３８ 新規 食用油脂製造業
堺食衛第14418301号 堺市立浅香山中学校 堺区今池町５丁３‐８ 平成28年7月7日 平成28年7月7日 令和4年7月31日 ナフス南株式会社 大阪府大阪市大正区泉尾７丁目１‐１７ 新規 飲食店営業
堺食衛第14418501号 堺市立三国丘中学校 堺区向陵西町３丁６‐１５ 平成28年7月7日 平成28年7月7日 令和4年7月31日 ナフス南株式会社 大阪府大阪市大正区泉尾７丁目１‐１７ 新規 飲食店営業
堺食衛第14418901号 堺市立旭中学校 堺区大仙中町１１‐１ 平成28年7月7日 平成28年7月7日 令和4年7月31日 ナフス南株式会社 大阪府大阪市大正区泉尾７丁目１‐１７ 新規 飲食店営業
堺食衛第14419101号 三代目　わっしょい 堺区南陵町１丁２‐１２ 平成28年7月11日 平成28年7月11日 令和4年7月31日 株式会社ひびき 堺市中区平井２７４‐１４ 新規 飲食店営業
堺食衛第14418201号 堺市立陵西中学校 堺区大仙西町２丁７９ 平成28年7月7日 平成28年7月7日 令和4年7月31日 ナフス南株式会社 大阪府大阪市大正区泉尾７丁目１‐１７ 新規 飲食店営業
堺食衛第14417901号 堺市立殿馬場中学校 堺区櫛屋町東３丁２‐１ 平成28年7月7日 平成28年7月7日 令和4年7月31日 ナフス南株式会社 大阪府大阪市大正区泉尾７丁目１‐１７ 新規 飲食店営業
堺食衛第14418001号 堺市立大浜中学校 堺区大浜南町２丁４‐１ 平成28年7月7日 平成28年7月7日 令和4年7月31日 ナフス南株式会社 大阪府大阪市大正区泉尾７丁目１‐１７ 新規 飲食店営業
堺食衛第14418101号 堺市立月州中学校 堺区神南辺町１丁１ 平成28年7月7日 平成28年7月7日 令和4年7月31日 ナフス南株式会社 大阪府大阪市大正区泉尾７丁目１‐１７ 新規 飲食店営業
堺食衛第14417801号 堺市立浜寺中学校 西区浜寺船尾町西５丁６０ 平成28年7月7日 平成28年7月7日 令和4年7月31日 ナフス南株式会社 大阪府大阪市大正区泉尾７丁目１‐１７ 新規 飲食店営業
堺食衛第14418601号 堺市立浜寺南中学校 西区浜寺南町１丁５５ 平成28年7月7日 平成28年7月7日 令和4年7月31日 ナフス南株式会社 大阪府大阪市大正区泉尾７丁目１‐１７ 新規 飲食店営業
堺食衛第14418701号 堺市立上野芝中学校 西区上野芝向ヶ丘町５丁２５‐１ 平成28年7月7日 平成28年7月7日 令和4年7月31日 ナフス南株式会社 大阪府大阪市大正区泉尾７丁目１‐１７ 新規 飲食店営業
堺食衛第14418401号 堺市立津久野中学校 西区神野町２丁１６‐１ 平成28年7月7日 平成28年7月7日 令和4年7月31日 ナフス南株式会社 大阪府大阪市大正区泉尾７丁目１‐１７ 新規 飲食店営業
堺食衛第14417701号 堺市立福泉中学校 西区山田２丁５５ 平成28年7月7日 平成28年7月7日 令和4年7月31日 ナフス南株式会社 大阪府大阪市大正区泉尾７丁目１‐１７ 新規 飲食店営業
堺食衛第14418801号 堺市立鳳中学校 西区鳳西町１丁１５９‐１ 平成28年7月7日 平成28年7月7日 令和4年7月31日 ナフス南株式会社 大阪府大阪市大正区泉尾７丁目１‐１７ 新規 飲食店営業
堺食衛第13766701号 ドトールコーヒーショップ　津久野イトーヨーカドー店西区下田町２０‐１ 平成28年7月7日 平成28年8月1日 令和4年7月31日 有限会社アドバンス 和歌山県有田市箕島９４‐４ 更新 飲食店営業
堺食衛第14417401号 堺市立登美丘中学校 東区高松４０８ 平成28年7月8日 平成28年7月8日 令和4年7月31日 株式会社サンエッセン 大阪府羽曳野市誉田３丁目３‐１５ 新規 飲食店営業
堺食衛第14417501号 堺市立野田中学校 東区南野田１０１‐１ 平成28年7月8日 平成28年7月8日 令和4年7月31日 株式会社サンエッセン 大阪府羽曳野市誉田３丁目３‐１５ 新規 飲食店営業
堺食衛第14417001号 堺市立宮山台中学校 南区宮山台１丁１‐１ 平成28年7月8日 平成28年7月8日 令和4年7月31日 株式会社サンエッセン 大阪府羽曳野市誉田３丁目３‐１５ 新規 飲食店営業
堺食衛第14417101号 堺市立三原台中学校 南区三原台１丁１２‐１ 平成28年7月8日 平成28年7月8日 令和4年7月31日 株式会社サンエッセン 大阪府羽曳野市誉田３丁目３‐１５ 新規 飲食店営業
堺食衛第14417201号 堺市立晴美台中学校 南区晴美台３丁８‐１ 平成28年7月8日 平成28年7月8日 令和4年7月31日 株式会社サンエッセン 大阪府羽曳野市誉田３丁目３‐１５ 新規 飲食店営業
堺食衛第14416701号 堺市立若松台中学校 南区若松台３丁３４‐１ 平成28年7月8日 平成28年7月8日 令和4年7月31日 株式会社サンエッセン 大阪府羽曳野市誉田３丁目３‐１５ 新規 飲食店営業
堺食衛第10817001号 ガスト泉北ニュータウン栂店 南区栂３５６‐１ 平成28年7月6日 平成28年8月1日 令和4年7月31日 株式会社すかいらーくレストランツ 東京都武蔵野市西久保１丁目２５‐８ 更新 飲食店営業
堺食衛第14416501号 堺市立原山台中学校 南区原山台４丁２‐１ 平成28年7月8日 平成28年7月8日 令和4年7月31日 株式会社サンエッセン 大阪府羽曳野市誉田３丁目３‐１５ 新規 飲食店営業
堺食衛第14416801号 堺市立庭代台中学校 南区庭代台２丁１９‐１ 平成28年7月8日 平成28年7月8日 令和4年7月31日 株式会社サンエッセン 大阪府羽曳野市誉田３丁目３‐１５ 新規 飲食店営業
堺食衛第14417301号 堺市立美木多中学校 南区鴨谷台１丁４７‐１ 平成28年7月8日 平成28年7月8日 令和4年7月31日 株式会社サンエッセン 大阪府羽曳野市誉田３丁目３‐１５ 新規 飲食店営業
堺食衛第14416901号 堺市立福泉南中学校 南区桃山台３丁７‐１ 平成28年7月8日 平成28年7月8日 令和4年7月31日 株式会社サンエッセン 大阪府羽曳野市誉田３丁目３‐１５ 新規 飲食店営業
堺食衛第14417601号 堺市立赤坂台中学校 南区赤坂台２丁１‐１ 平成28年7月8日 平成28年7月8日 令和4年7月31日 株式会社サンエッセン 大阪府羽曳野市誉田３丁目３‐１５ 新規 飲食店営業
堺食衛第14420001号 じゃんぼ總本店　三国ヶ丘駅前店 堺区向陵中町２丁５‐９ 平成28年7月7日 平成28年7月7日 令和4年7月31日 株式会社Ｙｅ－Ｅｒ 兵庫県宝塚市御所の前町４‐５ 新規 飲食店営業
堺食衛第14420201号 プチジュール 中区深井沢町２７１０‐１ 平成28年7月21日 平成28年7月21日 令和4年7月31日 有限会社プチジュール 堺市中区深井沢町２７１０‐１ 新規 菓子製造業
堺食衛第14420301号 堺市立泉ヶ丘東中学校 中区陶器北１８４ 平成28年7月7日 平成28年7月7日 令和4年7月31日 株式会社万福 大阪府大阪市東住吉区杭全７丁目１‐６ 新規 飲食店営業
堺食衛第14420401号 堺市立平井中学校 中区平井３４６ 平成28年7月7日 平成28年7月7日 令和4年7月31日 株式会社万福 大阪府大阪市東住吉区杭全７丁目１‐６ 新規 飲食店営業
堺食衛第13762701号 日之出屋　堺駅南口店 堺区栄橋町１丁１０‐１ 平成28年7月19日 平成28年8月1日 令和4年7月31日 株式会社日之出屋岩橋 堺市堺区南半町西１丁１‐１２ 更新 飲食店営業
堺食衛第13762702号 日之出屋　堺駅南口店 堺区栄橋町１丁１０‐１ 平成28年7月19日 平成28年8月1日 令和4年7月31日 株式会社日之出屋岩橋 堺市堺区南半町西１丁１‐１２ 更新 飲食店営業
堺食衛第13762703号 日之出屋　堺駅南口店 堺区栄橋町１丁１０‐１ 平成28年7月19日 平成28年8月1日 令和4年7月31日 株式会社日之出屋岩橋 堺市堺区南半町西１丁１‐１２ 更新 食肉販売業
堺食衛第13762704号 日之出屋　堺駅南口店 堺区栄橋町１丁１０‐１ 平成28年7月19日 平成28年8月1日 令和4年7月31日 株式会社日之出屋岩橋 堺市堺区南半町西１丁１‐１２ 更新 魚介類販売業
堺食衛第12289202号 なな菜 北区新金岡町４丁１‐１１ エブリー内１Ｆ 平成28年7月7日 平成28年7月7日 令和4年7月31日 アークフーズ株式会社 大阪府堺市北区新金岡町２丁５‐８ 209 新規 菓子製造業
堺食衛第11162201号 マクドナルドハンバーガー　百舌鳥店 北区百舌鳥西之町２丁５２６ 平成28年7月7日 平成28年8月1日 令和4年7月31日 有限会社吉川商事 堺市北区新金岡町５丁３‐１０１‐２０１ 更新 飲食店営業
堺食衛第13540702号 資材部　ブッチャー 堺区車之町西２丁１‐３０ 072-222-0121 平成28年7月14日 平成28年7月14日 令和4年7月31日 株式会社南海グリル 堺市堺区車之町西２丁１‐３０ 新規 食肉製品製造業
堺食衛第13540703号 資材部　ブッチャー 堺区車之町西２丁１‐３０ 072-222-0121 平成28年7月14日 平成28年7月14日 令和4年7月31日 株式会社南海グリル 堺市堺区車之町西２丁１‐３０ 新規 そうざい製造業
堺食衛第10858503号 大阪の味ら～めん　喜らく 西区鳳東町７丁７３３ おおとりウイングス１Ｆ072-273-1228 平成28年7月19日 平成28年8月1日 令和4年7月31日 株式会社きらく 大阪府富田林市旭ケ丘町５－１１ 更新 飲食店営業



堺食衛第14420901号 １ＧＯ　１Ｅ　ＭＡＲＣＨＥ 南区原山台５丁９‐８ デイリーカナートイズミヤ原山台店１Ｆ 平成28年7月14日 平成28年7月14日 令和4年7月31日 フィルター株式会社 大阪府大阪市中央区石町２丁目１‐７ １４０９号 新規 飲食店営業
堺食衛第11254801号 レストラン　プルニュエ 東区白鷺町３丁１５‐７ 平成28年7月15日 平成28年8月1日 令和4年7月31日 有限会社ダイフク 堺市東区白鷺町３丁１５‐７ 更新 飲食店営業
堺食衛第14421401号 セブン‐イレブン　堺野田店 東区北野田７８０‐１６ 平成28年7月22日 平成28年7月22日 令和4年7月31日 株式会社ＥＮＥＯＳジェネレーションズ 神奈川県横浜市西区みなとみらい４－４－２ 新規 飲食店営業
堺食衛第14421301号 肉のみよし 美原区南余部１９０ 平成28年9月23日 平成28年9月23日 令和4年9月30日 有限会社みよしフーズ 大阪府羽曳野市向野２丁目３‐５ 新規 食肉販売業
堺食衛第14421302号 肉のみよし 美原区南余部１９０ 平成28年9月23日 平成28年9月23日 令和4年9月30日 有限会社みよしフーズ 大阪府羽曳野市向野２丁目３‐５ 新規 飲食店営業
堺食衛第13145101号 世界パン有限会社 堺区向陵西町１丁９‐１３ 平成28年7月15日 平成28年8月1日 令和4年7月31日 世界パン有限会社 堺市堺区向陵西町１丁９‐１３ 更新 飲食店営業
堺食衛第14421801号 コメダ珈琲店　堺上野芝店 西区上野芝向ヶ丘町６丁６‐４５ 平成28年7月22日 平成28年7月22日 令和4年7月31日 エクシト株式会社 愛知県名古屋市名東区上菅１‐４１０ 新規 飲食店営業
堺食衛第10811001号 お多福 西区鳳東町１丁５０ 平成28年7月28日 平成28年8月1日 令和4年7月31日 株式会社お多福 堺市西区鳳東町１丁５０ 更新 飲食店営業
堺食衛第14421901号 ピザハット堺大野芝 中区大野芝町５９５‐１ 平成28年7月29日 平成28年7月29日 令和4年7月31日 日本ピザハット・コーポレーション株式会社 神奈川県横浜市西区みなとみらい４丁目４番５号 新規 飲食店営業
堺食衛第14422401号 ローソンストア１００萩原天神駅前店 東区日置荘原寺町５０‐２ 平成28年7月21日 平成28年7月21日 令和4年7月31日 株式会社千 大阪府富田林市向陽台３丁目３‐７ ５０４号 新規 飲食店営業
堺食衛第14422901号 麺屋うさぎ　宿院 堺区大町東３丁１‐１１ 平成28年7月15日 平成28年7月15日 令和4年7月31日 株式会社うさぎ 堺市南区泉田中１１１‐２ 新規 飲食店営業
堺食衛第13773301号 活魚回転すし　バリュー 美原区青南台１丁目１‐３３ 平成28年7月20日 平成28年8月1日 令和4年7月31日 株式会社シミズ 大阪府吹田市古江台２丁目６‐８ 更新 飲食店営業
堺食衛第11879901号 有限会社八百源来弘堂 堺区車之町東２丁１‐１１ 平成28年7月21日 平成28年8月1日 令和4年7月31日 有限会社八百源来弘堂 堺市堺区車之町東２丁１‐１１ 更新 菓子製造業
堺食衛第14423501号 旬魚ざこば 堺区櫛屋町東２丁２‐２２ コメットＫＣＭ 平成28年7月21日 平成28年7月21日 令和4年7月31日 有限会社ざこば 堺市堺区車之町西２丁２‐２２ コメットＫＣＭ 新規 飲食店営業
堺食衛第10777801号 う玄武 堺区寺地町東１丁１‐３２ 平成28年7月21日 平成28年8月1日 令和4年7月31日 有限会社う玄武 堺市北区百舌鳥梅北町２丁７８‐２ 更新 飲食店営業
堺食衛第12438001号 炭火焼鳥　Ｄｉｎｉｎｇ門　北花田店 北区北花田町３丁１８‐１８ ジョイフル双葉ビル２Ｆ 平成28年7月26日 平成28年8月1日 令和4年7月31日 株式会社ダウンタウン 大阪府大阪市中央区西心斎橋２丁目９‐３７ 更新 飲食店営業
堺食衛第13772801号 まこと屋堺石津店 西区浜寺石津町西２丁３６１‐２ 平成28年7月31日 平成28年8月1日 令和4年7月31日 株式会社マコトフードサービス 大阪府大阪市福島区福島５－１６－１５ 福島宮脇ビル３階 更新 飲食店営業
堺食衛第11309801号 河内屋 南区栂４２３‐１ 平成28年7月20日 平成28年8月1日 令和4年7月31日 有限会社寿司よし 堺市南区栂４２３‐１ 更新 飲食店営業
堺食衛第14423701号 エームＳＪ０２８８ 堺区石津北町６４ 平成28年9月5日 平成28年9月5日 令和4年9月30日 エームサービスジャパン株式会社 東京都港区赤坂２丁目２３‐１ 新規 飲食店営業
堺食衛第13746901号 宝屋　本店 中区深阪１丁１０‐７５ 平成28年7月29日 平成28年8月1日 令和4年7月31日 有限会社ながた 堺市西区菱木２丁２２１０ 更新 飲食店営業
堺食衛第13816204号 ハーベストの丘　農産物直売所 南区鉢ヶ峯寺２０３６‐１ 平成28年7月28日 平成28年7月28日 令和4年7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 飲食店営業
堺食衛第10756302号 生活彩家アンスリー堺東店 堺区三国ヶ丘御幸通６１ 平成28年7月29日 平成28年8月1日 令和4年7月31日 南海フードシステム株式会社 大阪市中央区難波５丁目１‐６０ 更新 飲食店営業
堺食衛第13351807号 株式会社スーパーサンエー　大美野店 東区大美野１７０‐３ 072-230-3080 平成28年7月29日 平成28年7月29日 令和4年7月31日 株式会社スーパーサンエー 大阪府岸和田市大町４７５ 新規 食肉処理業
堺食衛第14425301号 龍旗信　総本店 西区津久野町１丁９‐１５ 072-274-4015 平成28年8月9日 平成28年8月9日 令和4年8月31日 株式会社龍旗信 堺市西区浜寺石津町西４丁１‐１９ 新規 飲食店営業
堺食衛第12445201号 天日塩らーめん　べらしお　三国ヶ丘店堺区向陵中町２丁６‐１ 平成28年8月5日 平成28年9月1日 令和4年8月31日 有限会社チズフードサービス 堺市東区菩提町５丁９９‐９ 更新 飲食店営業
堺食衛第13767801号 一豚力 堺区北瓦町２丁１‐３３ 平成28年8月9日 平成28年9月1日 令和4年8月31日 翔家フードサービス株式会社 大阪府大阪市阿倍野区旭町３丁目２‐５ 200 更新 飲食店営業
堺食衛第12442201号 酒菜の肴　遊食家 中区深井沢町３１３６ 平成28年7月28日 平成28年8月1日 令和4年7月31日 有限会社遊食家 堺市中区深井沢町３１３６ 更新 飲食店営業
堺食衛第12441301号 業務スーパー泉北檜尾店 南区檜尾２０１‐７ 平成28年7月29日 平成28年8月1日 令和4年7月31日 株式会社井ノ阪 大阪府岸和田市荒木町２丁目１６‐２６ 更新 食肉販売業
堺食衛第12441303号 業務スーパー泉北檜尾店 南区檜尾２０１‐７ 平成28年7月29日 平成28年8月1日 令和4年7月31日 株式会社井ノ阪 大阪府岸和田市荒木町２丁目１６‐２６ 更新 魚介類販売業
堺食衛第13770501号 咲蔵 堺区中瓦町２丁３‐２２ テクノ大徳ビル４階 平成28年7月31日 平成28年8月1日 令和4年7月31日 株式会社テクノ大徳 堺市西区浜寺石津町中１丁９‐１２ 更新 菓子製造業
堺食衛第13758901号 炭火焼肉　鶴兆美原店 美原区平尾２９８‐１ 072-362-1129 平成28年7月31日 平成28年8月1日 令和4年7月31日 株式会社鶴兆 奈良県香芝市今泉４６４－１ 更新 飲食店営業
堺食衛第12432101号 ラ・ベルナルディーナ 堺区宿院町東１丁１‐２０ 平成28年8月16日 平成28年9月1日 令和4年8月31日 ベルナルディーナ・ジャパン株式会社 堺市堺区宿院町東１丁１‐２０ ＨＩＳビル１Ｆ 更新 飲食店営業
堺食衛第11332138号 株式会社髙島屋泉北店（串鮮） 南区茶山台１丁３‐１ 072-293-1101 平成28年8月10日 平成28年9月1日 令和4年8月31日 株式会社髙島屋 大阪府大阪市中央区難波５丁目１‐５ 更新 飲食店営業
堺食衛第11332196号 株式会社髙島屋泉北店（わくわくスポット）南区茶山台１丁３‐１ 072-293-1101 平成28年8月10日 平成28年9月1日 令和4年8月31日 株式会社髙島屋 大阪府大阪市中央区難波５丁目１‐５ 更新 アイスクリーム類製造業
堺食衛第14426801号 Ｖｅｇｅｂａｒ＆Ｃａｆｅ　Ｇ 北区長曽根町１９ 平成29年3月27日 平成29年3月27日 令和5年3月31日 株式会社しぜんそざい 堺市東区中茶屋４９‐２ 新規 飲食店営業
堺食衛第13778401号 香の川製麺　堺福田店 中区福田１０８９‐４ 平成28年8月9日 平成28年9月1日 令和4年8月31日 株式会社フレンドリー 大阪府大東市寺川３丁目１２‐１ 更新 飲食店営業
堺食衛第13780001号 おおとり福祉会　朗友サロン 西区草部７４３ 平成28年8月4日 平成28年9月1日 令和4年8月31日 株式会社テスティパル 大阪府大阪市中央区南久宝寺町４－３－５ 更新 飲食店営業
堺食衛第14427401号 ファミリーマートＪＲ鳳駅前店 西区鳳東町１丁７‐３０ 平成28年8月16日 平成28年8月16日 令和4年8月31日 株式会社谷口 大阪府阪南市光陽台１丁目１０‐２ 新規 飲食店営業
堺食衛第14342502号 堺グリーンホテル・イン 堺区三宝町４丁２４３‐２ 平成28年8月10日 平成28年8月10日 令和4年8月31日 合同会社堺グリーンホテル・イン 堺市堺区三宝町４丁２４３‐２ 新規 食肉販売業
堺食衛第14429101号 晴れる家４号館 堺区今池町２丁６‐２２ 平成28年8月18日 平成28年8月18日 令和4年8月31日 株式会社プラン・ドゥ・クリエイト 大阪府大阪市北区末広町３－１１ 天しもビル７階 新規 飲食店営業
堺食衛第14429001号 ヴィ・ド・フランス堺店 堺区戎島町３丁２２‐１ プラットプラット１Ｆ　１０３区画 平成28年8月23日 平成28年8月23日 令和4年8月31日 株式会社ヴィ・ド・フランス 東京都千代田区岩本町３丁目１０‐１ 新規 飲食店営業
堺食衛第14429002号 ヴィ・ド・フランス堺店 堺区戎島町３丁２２‐１ プラットプラット１Ｆ　１０３区画 平成28年8月23日 平成28年8月23日 令和4年8月31日 株式会社ヴィ・ド・フランス 東京都千代田区岩本町３丁目１０‐１ 新規 菓子製造業
堺食衛第14428901号 しゃぶ葉　堺上野芝店 西区上野芝町２丁７‐３ 072-281-0413 平成28年8月17日 平成28年8月17日 令和4年8月31日 株式会社すかいらーくレストランツ 東京都武蔵野市西久保１丁目２５‐８ 新規 飲食店営業
堺食衛第13777001号 株式会社グローバルキッチン 北区北花田町３丁３２‐３４ 平成28年8月18日 平成28年9月1日 令和4年8月31日 株式会社グローバルキッチン 堺市北区北花田町３丁３２‐３４ 更新 食肉処理業
堺食衛第13777002号 株式会社グローバルキッチン 北区北花田町３丁３２‐３４ 平成28年8月18日 平成28年9月1日 令和4年8月31日 株式会社グローバルキッチン 堺市北区北花田町３丁３２‐３４ 更新 そうざい製造業
堺食衛第13777003号 株式会社グローバルキッチン 北区北花田町３丁３２‐３４ 平成28年8月18日 平成28年9月1日 令和4年8月31日 株式会社グローバルキッチン 堺市北区北花田町３丁３２‐３４ 更新 食肉販売業
堺食衛第12446001号 ファミリーマート堺泉北竹城台店 南区竹城台３丁２２‐８ 平成28年8月15日 平成28年9月1日 令和4年8月31日 西田商事株式会社 大阪府泉大津市東港町１５‐１８ 更新 飲食店営業
堺食衛第14430001号 堺たこたま 堺区甲斐町東１丁１‐１８ 平成28年8月30日 平成28年8月30日 令和4年8月31日 株式会社ソフトアップＪ 大阪府大阪市中央区西心斎橋１丁目５‐１２ 810 新規 飲食店営業
堺食衛第14430301号 株式会社ひろ　堺営業所 中区深井中町６８５‐４ 平成28年8月16日 平成28年8月16日 令和4年8月31日 株式会社ひろ 三重県北牟婁郡紀北町東長島２２９５‐２ 新規 魚介類販売業
堺食衛第10761110号 イズミヤ株式会社阪和堺店 堺区田出井町１‐１ 100 072-229-2323 平成28年8月29日 平成28年8月29日 令和4年8月31日 イズミヤ株式会社 大阪市西成区花園南１丁目４‐４ 新規 喫茶店営業
堺食衛第14430901号 中華そば　ムタヒロ 堺区中瓦町２丁３‐１８ 平成28年8月23日 平成28年8月23日 令和4年8月31日 株式会社ＧＲＥＡＴ　ＳＭＩＬＥ 東京都国分寺市南町３丁目１５‐９ 新規 飲食店営業
堺食衛第11121501号 ステーキのどん堺七道店 堺区三宝町３丁１７３‐１ 平成28年8月23日 平成28年9月1日 令和4年8月31日 株式会社アークミール 埼玉県さいたま市中央区上落合２丁目３－５ 更新 飲食店営業
堺食衛第13776101号 ＡＳＡ　ＩＮＤＩＡＮ　ＲＥＳＴ 北区東浅香山町４丁１‐１２ イオンモール４Ｆ 平成28年8月31日 平成28年9月1日 令和4年8月31日 ＡＳＡ株式会社 大阪府岸和田市吉井町４丁目１‐２ 414 更新 飲食店営業
堺食衛第14431101号 株式会社タケモトフーズ 北区百舌鳥梅町１丁２６６‐１ 平成28年8月23日 平成28年8月23日 令和4年8月31日 株式会社タケモトフーズ 堺市北区百舌鳥梅町１丁２６６‐１ 新規 菓子製造業
堺食衛第11224901号 ラーメン横綱　鳳店 西区鳳西町１丁６６‐７ 平成28年8月23日 平成28年9月1日 令和4年8月31日 株式会社横綱 京都市南区吉祥院這登西町３０－８ 更新 飲食店営業
堺食衛第14431501号 ＳＡＫＡＩＮＯＭＡ　Ｃａｆｅ＆Ｒｅｓｉｄｅｎｃｅ 堺区熊野町西１丁１‐２３ 平成28年9月5日 平成28年9月5日 令和4年9月30日 株式会社インフィクス 大阪府大阪市中央区北浜２丁目１‐１６ ４Ｆ 新規 飲食店営業
堺食衛第13778901号 株式会社ロックフーズ 堺区宿院町東２丁２‐２２ 平成28年8月30日 平成28年9月1日 令和4年8月31日 株式会社ロックフーズ 堺市堺区宿院町東２丁２‐２２ 更新 食肉処理業
堺食衛第12448101号 コマ石津 西区浜寺石津町西５丁５‐２４ 平成28年8月31日 平成28年9月1日 令和4年8月31日 株式会社コマ石津 堺市西区浜寺石津町西５丁５‐２４ 更新 飲食店営業
堺食衛第14432301号 パルネット東文堂書店栂・美木多駅前店南区原山台１丁１‐９ ナニワビル１Ｆ 平成28年8月29日 平成28年8月29日 令和4年8月31日 株式会社東文堂書店 堺市南区原山台１丁１‐９ 新規 菓子製造業
堺食衛第14432801号 串カツ専門店　あさひ 北区百舌鳥梅町３丁１０‐１ 平成28年9月1日 平成28年9月1日 令和4年9月30日 株式会社トラストレストランツ 大阪府大阪市北区神山町１‐１５ 新規 飲食店営業
堺食衛第11646001号 酔虎伝 西区浜寺石津町西３丁５‐２３ 平成28年8月31日 平成28年9月1日 令和4年8月31日 有限会社高真 堺市西区浜寺石津町東４丁３‐９ 更新 飲食店営業
堺食衛第14432501号 医療法人　良秀会　泉北藤井病院 南区泉田中３１００‐１９ 平成28年8月25日 平成28年8月25日 令和4年8月31日 医療法人良秀会 堺市南区泉田中３１００‐１９ 新規 飲食店営業
堺食衛第14433201号 株式会社西玄 北区東雲東町４丁１‐１５ 平成28年9月7日 平成28年9月7日 令和4年9月30日 株式会社西玄 兵庫県神戸市長田区大丸町１丁目１７‐５ 新規 飲食店営業
堺食衛第14433301号 株式会社西玄 西区鳳東町６丁６３６‐１ 平成28年8月31日 平成28年8月31日 令和4年8月31日 株式会社西玄 兵庫県神戸市長田区大丸町１丁目１７‐５ 新規 飲食店営業
堺食衛第13777301号 ループ萩原天神店 東区日置荘原寺町４６‐１ 平成28年8月31日 平成28年9月1日 令和4年8月31日 株式会社マルシゲ 大阪府大阪市中央区城見２丁目１‐６１ ツインＭＩＤタワー３５階 更新 飲食店営業
堺食衛第14433101号 大阪府立泉北高等支援学校 南区原山台２丁６ 平成28年8月26日 平成28年8月26日 令和4年8月31日 株式会社ミセスコロケット 大阪府大東市御領３丁目１０‐３６ 新規 飲食店営業
堺食衛第13787101号 フォンテディトゥトーレ 東区丈六１８３‐９ 平成28年9月23日 平成28年10月1日 令和4年9月30日 株式会社フォンタナ 堺市東区草尾１４３５‐１ 更新 飲食店営業
堺食衛第14434201号 有限会社利休蔵 堺区甲斐町西３丁３‐４ 平成28年10月12日 平成28年10月12日 令和4年10月31日 有限会社利休蔵 堺市堺区甲斐町西３丁３‐４ 新規 酒類製造業
堺食衛第14434101号 株式会社加納フーズ　学園町店 中区学園町２‐３９ 平成28年9月16日 平成28年9月16日 令和4年9月30日 株式会社加納フーズ 大阪府松原市南新町４丁目７４‐４ 新規 食肉販売業
堺食衛第11490607号 近商ストア東湊店 堺区春日通１丁５ 072-247-3081 平成28年9月5日 平成28年10月1日 令和4年9月30日 株式会社近商ストア 大阪府松原市上田３丁目８‐２８ 更新 菓子製造業
堺食衛第10747201号 アサヒフーズ株式会社 堺区戎之町東１丁１３ 平成28年9月6日 平成28年10月1日 令和4年9月30日 アサヒフーズ株式会社 堺市堺区東雲西町１丁２‐２２ 更新 飲食店営業
堺食衛第14434501号 モンロー 堺区神南辺町２丁９４‐１ 平成28年9月1日 平成28年9月1日 令和4年9月30日 サンファイブ株式会社 大阪府大阪市鶴見区今津北４丁目１０‐１１ 新規 飲食店営業
堺食衛第14435101号 業務スーパー　堺学園町店 中区学園町２‐３９ 平成28年9月16日 平成28年9月16日 令和4年9月30日 株式会社徳岡 大阪府大阪市中央区南船場３丁目５‐２６ 新規 飲食店営業
堺食衛第14435102号 業務スーパー　堺学園町店 中区学園町２‐３９ 平成28年9月16日 平成28年9月16日 令和4年9月30日 株式会社徳岡 大阪府大阪市中央区南船場３丁目５‐２６ 新規 菓子製造業
堺食衛第13082401号 ふく福亭 美原区平尾４３７‐１ 平成28年9月9日 平成28年10月1日 令和4年9月30日 有限会社木野 堺市美原区平尾５６９‐１ 更新 飲食店営業
堺食衛第13787801号 ＪＸＴＧエネルギー株式会社堺製油所内食堂西区築港浜寺町１ 平成28年9月27日 平成28年10月1日 令和4年9月30日 株式会社レパスト 東京都港区東新橋１－９－１ 更新 飲食店営業
堺食衛第13787802号 ＪＸＴＧエネルギー株式会社堺製油所内ＨＳ西区築港浜寺町１ 平成28年9月27日 平成28年10月1日 令和4年9月30日 株式会社レパスト 東京都港区東新橋１－９－１ 更新 飲食店営業
堺食衛第13787803号 ＪＸＴＧエネルギー株式会社堺製油所内品質管理西区築港浜寺町１ 平成28年9月27日 平成28年10月1日 令和4年9月30日 株式会社レパスト 東京都港区東新橋１－９－１ 更新 飲食店営業
堺食衛第13787804号 ＪＸＴＧエネルギー株式会社堺製油所内海上西区築港浜寺町１ 平成28年9月27日 平成28年10月1日 令和4年9月30日 株式会社レパスト 東京都港区東新橋１－９－１ 更新 飲食店営業
堺食衛第13787805号 ＪＸＴＧエネルギー株式会社堺製油所内ＶＧＯ西区築港浜寺町１ 平成28年9月27日 平成28年10月1日 令和4年9月30日 株式会社レパスト 東京都港区東新橋１－９－１ 更新 飲食店営業
堺食衛第14436401号 神楽 堺区戎之町東２丁１‐７ 菅原ビル１Ｆ 平成28年9月13日 平成28年9月13日 令和4年9月30日 株式会社ウエスト 堺市堺区向陵西町４丁１２‐４４ 新規 飲食店営業
堺食衛第14436801号 カフェ　日之出屋プラス 堺区南半町西１丁１‐１２ 平成28年9月23日 平成28年9月23日 令和4年9月30日 株式会社日之出屋岩橋 堺市堺区南半町西１丁１‐１２ 新規 飲食店営業
堺食衛第14437201号 はっしん 南区小代１４８‐２ 平成28年9月20日 平成28年9月20日 令和4年9月30日 株式会社ファースト・ドラゴン 堺市東区菩提町４丁３８‐５４ 新規 飲食店営業
堺食衛第14437401号 ふれあいショップ絆 西区堀上緑町１丁８ 向ヶ丘第二団地６３－１０４ 平成28年9月14日 平成28年9月14日 令和4年9月30日 特定非営利活動法人福祉ネットワーク絆 堺市中区土塔町１６２‐６３ 新規 飲食店営業
堺食衛第13786001号 カフェ　ラクエン 西区浜寺船尾町東２丁１８０ パチンコラクエンⅡ２階 平成28年9月16日 平成28年10月1日 令和4年9月30日 株式会社祥福企画 堺市西区浜寺船尾町東３丁３０１ 更新 飲食店営業
堺食衛第14439001号 幸せのパンケーキ　堺店 中区深井沢町３２９０ 深井プラザＡ－５号 平成28年9月30日 平成28年9月30日 令和4年9月30日 株式会社ダイフク 堺市中区東山４３‐１ 新規 飲食店営業
堺食衛第14439101号 かつや　堺中央環状店 東区石原町２丁１２４ 平成28年10月6日 平成28年10月6日 令和4年10月31日 株式会社ビロー 大阪府岸和田市作才町１１３ 新規 飲食店営業
堺食衛第14439201号 ジョイフル堺美原店 美原区南余部１９０‐１ 平成28年9月23日 平成28年9月23日 令和4年9月30日 株式会社ジョイフル関西 大分県大分市三川新町一丁目１‐４５ 新規 飲食店営業
堺食衛第14439301号 なかま家・配食のふれ愛 堺区昭和通３丁４３‐１ 平成28年9月28日 平成28年9月28日 令和4年9月30日 株式会社ＮＡＫＡＭＡ 堺市西区浜寺諏訪森町中２丁２１８‐１８ 新規 飲食店営業
堺食衛第14439901号 フードアトリエつどい 堺区柏木町１丁１‐１７ 平成28年9月26日 平成28年10月18日 令和4年9月30日 合同会社Ｒ－Ｄｒｅａｍ 堺市堺区松屋町２丁６３‐５ 新規 飲食店営業
堺食衛第13782501号 ５５１蓬莱　南海堺東駅店 堺区三国ヶ丘御幸通６１ 平成28年9月30日 平成28年10月1日 令和4年9月30日 株式会社蓬莱 大阪府大阪市中央区難波３丁目６‐３ 更新 飲食店営業
堺食衛第13787501号 レストラン　まほろば 中区平井７１３‐５ 平成28年9月27日 平成28年10月1日 令和4年9月30日 有限会社エースプランニング 兵庫県尼崎市道意町７－１－３ 更新 飲食店営業
堺食衛第11332139号 株式会社髙島屋泉北店（わくわくスポット）南区茶山台１丁３‐１ 072-293-1101 平成28年9月30日 平成28年10月1日 令和4年9月30日 株式会社髙島屋 大阪府大阪市中央区難波５丁目１‐５ 更新 飲食店営業
堺食衛第11332140号 株式会社髙島屋泉北店（わくわくスポット）南区茶山台１丁３‐１ 072-293-1101 平成28年9月30日 平成28年10月1日 令和4年9月30日 株式会社髙島屋 大阪府大阪市中央区難波５丁目１‐５ 更新 菓子製造業
堺食衛第11332141号 株式会社髙島屋泉北店（鮮魚） 南区茶山台１丁３‐１ 072-293-1101 平成28年9月30日 平成28年10月1日 令和4年9月30日 株式会社髙島屋 大阪府大阪市中央区難波５丁目１‐５ 更新 魚介類販売業
堺食衛第11332144号 株式会社髙島屋泉北店（鮮魚寿司） 南区茶山台１丁３‐１ 072-293-1101 平成28年9月30日 平成28年10月1日 令和4年9月30日 株式会社髙島屋 大阪府大阪市中央区難波５丁目１‐５ 更新 飲食店営業
堺食衛第13785701号 社会福祉法人自啓会　赤坂台保育園 南区赤坂台２丁５‐１ 平成28年9月23日 平成28年10月1日 令和4年9月30日 ウオクニ株式会社 兵庫県神戸市灘区船寺通４丁目５‐１６ 更新 飲食店営業
堺食衛第12470301号 コート・ダジュール堺百舌鳥店 北区百舌鳥西之町３丁５３１ 平成28年10月3日 平成28年11月1日 令和4年10月31日 株式会社快活フロンティア 神奈川県横浜市都筑区北山田３丁目１‐５０ 更新 飲食店営業
堺食衛第13781301号 株式会社井ノ阪　業務スーパー堺美原店美原区平尾３０１‐１ 平成28年9月30日 平成28年10月1日 令和4年9月30日 株式会社井ノ阪 大阪府岸和田市荒木町２丁目１６‐２６ 更新 食肉販売業
堺食衛第13781302号 株式会社井ノ阪　業務スーパー堺美原店美原区平尾３０１‐１ 平成28年9月30日 平成28年10月1日 令和4年9月30日 株式会社井ノ阪 大阪府岸和田市荒木町２丁目１６‐２６ 更新 魚介類販売業
堺食衛第11095501号 ハンバーグレストランびっくりドンキー浜寺石津店西区浜寺石津町西２丁６‐１０ 平成28年10月5日 平成28年11月1日 令和4年10月31日 ワイ・テイ・ワイ産業株式会社 堺市堺区市之町西２丁１‐１５ 更新 飲食店営業
堺食衛第10863301号 クボタエイトサービス株式会社クボタ堺製造所内売店堺区石津北町６４ 平成28年9月30日 平成28年10月1日 令和4年9月30日 クボタエイトサービス株式会社 大阪市浪速区敷津東１丁目２‐４７ 更新 喫茶店営業
堺食衛第10863501号 クボタエイトサービス株式会社クボタ臨海工場内売店西区築港新町３丁８ 平成28年9月30日 平成28年10月1日 令和4年9月30日 クボタエイトサービス株式会社 大阪市浪速区敷津東１丁目２－４７ 更新 喫茶店営業
堺食衛第13796201号 株式会社ＴＦＯＳ　セントラルキッチン 西区浜寺石津町西２丁７‐１０ 平成28年10月12日 平成28年11月1日 令和4年10月31日 株式会社ＴＦＯＳ 大阪府大阪市西区新町１丁目１０‐２ 更新 そうざい製造業
堺食衛第13796202号 株式会社ＴＦＯＳ　セントラルキッチン 西区浜寺石津町西２丁７‐１０ 平成28年10月12日 平成28年11月1日 令和4年10月31日 株式会社ＴＦＯＳ 大阪府大阪市西区新町１丁目１０‐２ 更新 飲食店営業
堺食衛第12462701号 やまたけ津久野店 西区津久野町１丁３‐２ 平成28年10月11日 平成28年11月1日 令和4年10月31日 株式会社梅田やまたけ 堺市堺区西湊町６丁７‐１２ 更新 食肉販売業
堺食衛第11275301号 旭精工株式会社食堂 西区鳳東町６丁５７０‐１ 平成28年9月28日 平成28年11月1日 令和4年10月31日 株式会社東テスティパル 大阪府門真市殿島町６－１ 更新 飲食店営業
堺食衛第12447301号 八田荘第二こども園 中区毛穴町２７３‐５ 平成28年9月28日 平成28年10月1日 令和4年9月30日 株式会社魚国総本社 大阪府大阪市中央区道修町１丁目６‐１９ 更新 飲食店営業
堺食衛第12459601号 ＣＲＥＰＥＲＩＥ　ＣＡＦＥ　Ｓｕｃｒｅ 北区東浅香山町４丁１‐１２ イオンモール堺北花田プラウ３Ｆ 平成28年10月31日 平成28年11月1日 令和4年10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 東京都品川区東五反田５－１０－１８ 更新 飲食店営業
堺食衛第12458301号 サンマルクイオンモール堺北花田プラウ店北区東浅香山町４丁１‐１２ イオンモール堺北花田プラウ４Ｆ 平成28年10月31日 平成28年11月1日 令和4年10月31日 株式会社サンマルク 岡山市北区平田１７３‐１０４ 更新 飲食店営業
堺食衛第12458302号 サンマルクイオンモール堺北花田プラウ店北区東浅香山町４丁１‐１２ イオンモール堺北花田プラウ４Ｆ 平成28年10月31日 平成28年11月1日 令和4年10月31日 株式会社サンマルク 岡山市北区平田１７３‐１０４ 更新 菓子製造業
堺食衛第12464801号 カンテボーレ　堺北花田店 北区東浅香山町４丁１‐１２ 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 千葉県千葉市美浜区中瀬１丁目５‐１ 更新 菓子製造業
堺食衛第12464802号 カンテボーレ　堺北花田店 北区東浅香山町４丁１‐１２ 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 千葉県千葉市美浜区中瀬１丁目５‐１ 更新 飲食店営業
堺食衛第12464803号 カンテボーレ　堺北花田店 北区東浅香山町４丁１‐１２ 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 千葉県千葉市美浜区中瀬１丁目５‐１ 更新 アイスクリーム類製造業
堺食衛第12464804号 浅井水産　堺北花田店 北区東浅香山町４丁１‐１２ 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 千葉県千葉市美浜区中瀬１丁目５‐１ 更新 飲食店営業
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 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 千葉県千葉市美浜区中瀬１丁目５‐１ 更新 飲食店営業
堺食衛第12464806号 イオン堺北花田店　寿司 北区東浅香山町４丁１‐１２ 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 千葉県千葉市美浜区中瀬１丁目５‐１ 更新 飲食店営業
堺食衛第12464807号 イオン堺北花田店　カットフルーツ 北区東浅香山町４丁１‐１２ 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 千葉県千葉市美浜区中瀬１丁目５‐１ 更新 菓子製造業
堺食衛第12464808号 イオン堺北花田店　水産 北区東浅香山町４丁１‐１２ 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 千葉県千葉市美浜区中瀬１丁目５‐１ 更新 魚介類販売業



堺食衛第12464809号 イオン堺北花田店　刺身室 北区東浅香山町４丁１‐１２ 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 千葉県千葉市美浜区中瀬１丁目５‐１ 更新 魚介類販売業
堺食衛第12464810号 イオン堺北花田店　畜産 北区東浅香山町４丁１‐１２ 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 千葉県千葉市美浜区中瀬１丁目５‐１ 更新 食肉販売業
堺食衛第12464811号 イオン堺北花田店　試食室 北区東浅香山町４丁１‐１２ 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 千葉県千葉市美浜区中瀬１丁目５‐１ 更新 飲食店営業
堺食衛第12464813号 イオン堺北花田店　リカー売場横催事場北区東浅香山町４丁１‐１２ 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 千葉県千葉市美浜区中瀬１丁目５‐１ 更新 飲食店営業
堺食衛第12464814号 イオン堺北花田店　リカー売場横催事場北区東浅香山町４丁１‐１２ 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 千葉県千葉市美浜区中瀬１丁目５‐１ 更新 魚介類販売業
堺食衛第12464815号 イオン堺北花田店　クッキングステーション北区東浅香山町４丁１‐１２ 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 千葉県千葉市美浜区中瀬１丁目５‐１ 更新 飲食店営業
堺食衛第12464816号 イオン堺北花田店　クッキングステーション北区東浅香山町４丁１‐１２ 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 千葉県千葉市美浜区中瀬１丁目５‐１ 更新 魚介類販売業
堺食衛第14441501号 ラーメンまこと屋　堺中央環状店 東区石原町２‐１２４ 平成28年10月7日 平成28年10月7日 令和4年10月31日 株式会社マコトフードサービス 大阪府大阪市福島区福島５‐１６‐１５ 新規 飲食店営業
堺食衛第14441801号 豚屋　とん一 堺区中瓦町２丁３‐２３ 堀ビル１Ｆ 平成28年10月24日 平成28年10月24日 令和4年10月31日 株式会社トリドールジャパン 東京都渋谷区道玄坂１－２１－１ 新規 飲食店営業
堺食衛第12467001号 モスバーガー泉北２号豊田店 南区豊田１０５８ 平成28年10月7日 平成28年11月1日 令和4年10月31日 株式会社コウヨウフーズ 堺市南区御池台２丁４‐１２４ 更新 飲食店営業
堺食衛第12467701号 すし半　深井店 中区深井清水町３７９３ 平成28年10月7日 平成28年11月1日 令和4年10月31日 株式会社すし半 福岡県久留米市天神町１４６番地 更新 飲食店営業
堺食衛第13788201号 麺家　八兵衛 北区北花田町１丁１６‐２ 浅香５号館１Ｆ 平成28年10月7日 平成28年11月1日 令和4年10月31日 株式会社ドリームアップ 大阪府泉大津市池園町７‐２８ 更新 飲食店営業
堺食衛第12458801号 ちゃんぽん亭総本家　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28年10月31日 平成28年11月1日 令和4年10月31日 ドリームフーズ株式会社 滋賀県彦根市幸町７４‐１ 更新 飲食店営業
堺食衛第14443201号 さん天　堺豊田店 南区豊田８５６ 平成28年10月13日 平成28年10月13日 令和4年10月31日 サトフードサービス株式会社 大阪府大阪市中央区安土町２丁目３‐１３ 大阪国際ビルディング３０階 新規 飲食店営業
堺食衛第13798201号 大一　ホテル　イレブン 堺区向陵西町４丁２‐２０ 平成28年10月14日 平成28年11月1日 令和4年10月31日 株式会社サカイイレブン 堺市堺区向陵西町４丁２‐２０ 更新 飲食店営業
堺食衛第14443301号 希望軒堺泉北２号八田店 中区八田西町２丁１７‐４２ 平成28年10月12日 平成28年10月12日 令和4年10月31日 株式会社遥翔 堺市中区八田西町２丁１７‐４２ 新規 飲食店営業
堺食衛第14443701号 炭火焼鳥ダイニング門　北花田店 北区北花田町１丁５１‐３ 平成28年10月20日 平成28年10月20日 令和4年10月31日 株式会社ダウンタウン 大阪府大阪市中央区西心斎橋２丁目９‐３７ 新規 飲食店営業
堺食衛第12464901号 まどか中百舌鳥 北区百舌鳥梅町３丁５７‐２１ 平成28年10月11日 平成28年11月1日 令和4年10月31日 株式会社ＬＥＯＣ 東京都千代田区大手町１丁目１‐３ 更新 飲食店営業
堺食衛第14444501号 レストラン　レ・フレール 北区百舌鳥陵南町３丁４１３ 平成28年10月25日 平成28年10月25日 令和4年10月31日 株式会社ジェイフード 大阪府阪南市下出７４３‐１７ 新規 飲食店営業
堺食衛第14444502号 レストラン　レ・フレール 北区百舌鳥陵南町３丁４１３ 平成28年10月25日 平成28年10月25日 令和4年10月31日 株式会社ジェイフード 大阪府阪南市下出７４３‐１７ 新規 飲食店営業
堺食衛第14444503号 レストラン　レ・フレール 北区百舌鳥陵南町３丁４１３ 平成28年10月25日 平成28年10月25日 令和4年10月31日 株式会社ジェイフード 大阪府阪南市下出７４３‐１７ 新規 菓子製造業
堺食衛第14444601号 グリルやまたけ津久野店 西区津久野町１丁３‐２ 平成28年10月12日 平成28年10月12日 令和4年10月31日 株式会社梅田やまたけ 堺市堺区西湊町６丁７‐１２ 新規 飲食店営業
堺食衛第11666701号 泉ケ丘グーテ 南区茶山台１丁２‐１ 206 平成28年10月17日 平成28年11月1日 令和4年10月31日 泉北エーワン株式会社 堺市南区茶山台１丁２‐１ 206 更新 菓子製造業
堺食衛第12457401号 スターバックスコーヒー　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１Ｆ 平成28年10月31日 平成28年11月1日 令和4年10月31日 スターバックスコーヒージャパン株式会社 東京都品川区上大崎２丁目２５‐２ 新目黒東急ビル 更新 飲食店営業
堺食衛第14444701号 方佑会　植木病院 北区黒土町３００２‐５ 平成28年10月13日 平成28年10月13日 令和4年10月31日 ナンブフードサービス株式会社 堺市堺区出島海岸通４丁１‐２８ 新規 飲食店営業
堺食衛第14444801号 株式会社髙丸食品　土塔工場 中区土塔町２２９２‐８ 平成28年10月17日 平成28年10月17日 令和4年10月31日 株式会社髙丸食品 堺市北区百舌鳥赤畑町５丁７１５ 新規 豆腐製造業
堺食衛第14445401号 シマノセールス株式会社　食堂 西区築港新町１丁５‐１５ 平成28年10月24日 平成28年10月24日 令和4年10月31日 ナンブフードサービス株式会社 堺市堺区出島海岸通４丁１‐２８ 新規 飲食店営業
堺食衛第11739801号 朝日製パン株式会社 堺区東雲西町１丁２‐２２ 平成28年10月25日 平成28年11月1日 令和4年10月31日 朝日製パン株式会社 堺市堺区東雲西町１丁２‐２２ 更新 菓子製造業
堺食衛第14446301号 串料理　竹笛 堺区大町東２丁２‐２ 平成28年10月25日 平成28年10月25日 令和4年10月31日 構造エンジニアリング株式会社 堺市堺区大町東２丁１８ ＳＨＯビル２０２ 新規 飲食店営業
堺食衛第12451801号 包包點心　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プラウ４Ｆ072-246-5127 平成28年10月31日 平成28年11月1日 令和4年10月31日 ニラックス株式会社 東京都武蔵野市西久保１丁目２５‐８ 更新 飲食店営業
堺食衛第13759701号 焼肉ホルモン酒場　ｏｔｏ－ｋｉｃｈｉ 堺区北瓦町２丁１‐１０ 平成28年10月31日 平成28年11月1日 令和4年10月31日 堺市堺区熊野町東４丁１‐１８ 更新 飲食店営業
堺食衛第13806701号 炭火焼きとうまいもん郷土料理炙屋くろ万堺区中瓦町２丁１‐３ ＴＥＫビル１Ｆ 平成28年11月2日 平成28年12月1日 令和4年11月30日 株式会社フロンティアイノベーションズ 大阪府大阪市北区梅田１丁目１‐３ 更新 飲食店営業
堺食衛第12465401号 株式会社クボタ大仙寮 堺区大仙中町６‐２ 平成28年10月28日 平成28年11月1日 令和4年10月31日 ウオクニ株式会社 兵庫県神戸市灘区船寺通４丁目５‐１６ 更新 飲食店営業
堺食衛第12458303号 サンマルクカフェ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28年10月31日 平成28年11月1日 令和4年10月31日 株式会社サンマルクカフェ 岡山市北区平田１７３－１０４ 更新 飲食店営業
堺食衛第12467201号 ブランジェリートモヤ 西区浜寺石津町中３丁１５‐１８ 平成28年10月31日 平成28年11月1日 令和4年10月31日 有限会社ブランジェリートモヤ 堺市南区桃山台４丁７‐１ 更新 菓子製造業
堺食衛第12458601号 信州そば処　そじ坊 北区東浅香山町４丁１‐１２ イオンモール堺北花田プラウ４Ｆ 平成28年10月31日 平成28年11月1日 令和4年10月31日 株式会社グルメ杵屋レストラン 大阪府大阪市住之江区北加賀屋３丁目４‐７ 更新 飲食店営業
堺食衛第13791801号 天下一品 北区東浅香山町４丁１‐１２ イオンモール堺北花田プラウ３Ｆフードコート平成28年10月31日 平成28年11月1日 令和4年10月31日 株式会社天下一品 京都府京都市左京区一乗寺築田町９４ 更新 飲食店営業
堺食衛第13786901号 丸亀製麺　堺店 堺区神南辺町３丁１０７‐７ 平成28年10月28日 平成28年11月1日 令和4年10月31日 株式会社丸亀製麺 東京都渋谷区道玄坂１－２１－１ 更新 飲食店営業
堺食衛第12459101号 和幸イオンモール堺店 北区東浅香山町４丁１‐１２ イオンモール堺北花田プラウ４Ｆ 平成28年10月31日 平成28年11月1日 令和4年10月31日 和幸フーズ株式会社 神奈川県藤沢市南藤沢２１‐１ 更新 飲食店営業
堺食衛第13793801号 じゅうじゅうカルビ中百舌鳥店 北区長曽根町３０４７‐１ 平成28年10月31日 平成28年11月1日 令和4年10月31日 株式会社トマトアンドアソシエイツ 兵庫県西宮市山口町阪神流通センター１－２ 更新 飲食店営業
堺食衛第12460201号 堺サンホテル石津川 西区浜寺石津町西３丁４‐２５ 平成28年10月31日 平成28年11月1日 令和4年10月31日 有限会社サンクリエイト 堺市西区浜寺石津町西３丁４‐２５ 更新 飲食店営業
堺食衛第14448401号 串かつ　新世界 堺区中瓦町２丁１‐７ 平成28年10月31日 平成28年10月31日 令和4年10月31日 有限会社ＳＨＩＮＳＥＫＡＩ 堺市堺区中瓦町２丁１‐７ 新規 飲食店営業
堺食衛第12454301号 文の助茶屋　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プラウ２Ｆ２０２０番平成28年10月31日 平成28年11月1日 令和4年10月31日 株式会社文の助茶屋 大阪府大阪市淀川区西中島４丁目６‐３０ ３０５号 更新 飲食店営業
堺食衛第11373002号 株式会社丸本　大阪加工センター 中区東山３１４ 平成28年11月11日 平成28年12月1日 令和4年11月30日 株式会社丸本 徳島県海部郡海陽町大井字大谷４１ 更新 食品の冷凍又は冷蔵業
堺食衛第11328301号 株式会社串の井 南区美木多上３４３ 平成28年11月1日 平成28年12月1日 令和4年11月30日 株式会社串の井 堺市南区美木多上３４３ 更新 飲食店営業
堺食衛第13995502号 宅配ベーカリーパンダフル 南区新檜尾台３丁６‐１１ 平成28年11月1日 平成28年11月1日 令和4年11月30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
堺食衛第13794401号 じゃんぼ總本店　錦綾町店 堺区南清水町２丁１‐２１ 平成28年10月31日 平成28年11月1日 令和4年10月31日 ドリームアドバンス株式会社 大阪府東大阪市大蓮南４丁目２３‐２３ 更新 飲食店営業
堺食衛第11020001号 ぢどり亭　堺東本店 堺区北瓦町２丁３‐１０ 平成28年10月31日 平成28年11月1日 令和4年10月31日 株式会社アスラポート 東京都中央区日本橋蛎殻町１丁目５－６ 更新 飲食店営業
堺食衛第13792301号 龍旗信 西区浜寺石津町西４丁１‐１９ 平成28年10月31日 平成28年11月1日 令和4年10月31日 株式会社龍旗信 堺市西区浜寺石津町西４丁１‐１９ 更新 飲食店営業
堺食衛第13793001号 ミートショップまつうら 西区浜寺諏訪森町中１丁７７サンディ諏訪ノ森店内072-265-8530 平成28年10月31日 平成28年11月1日 令和4年10月31日 有限会社松浦 大阪府四條畷市田原台８丁目５‐６ 更新 食肉販売業
堺食衛第13804201号 ギョ魚ぎょ 堺区市之町東２丁１‐８ 平成28年11月22日 平成28年12月1日 令和4年11月30日 有限会社ギョ魚ぎょ 堺市堺区市之町東２丁１‐８ 更新 飲食店営業
堺食衛第14449501号 松のや　金岡店 北区金岡町１９２ 平成28年11月14日 平成28年11月14日 令和4年11月30日 株式会社松屋フーズ 東京都武蔵野市中町１丁目１４‐５ 新規 飲食店営業
堺食衛第14449901号 湊はなぞの幼稚園 堺区西湊町５丁７‐７ 平成28年11月2日 平成28年11月2日 令和4年11月30日 有限会社鮒一 堺市西区鶴田町６‐３ 新規 飲食店営業
堺食衛第13801001号 はま寿司　堺浜寺店 西区浜寺元町４丁４４５ 平成28年11月15日 平成28年12月1日 令和4年11月30日 株式会社はま寿司 東京都港区港南２丁目１８‐１ 更新 飲食店営業
堺食衛第13804601号 Ｃａｆｅ　Ｖａｎｇｅｌｏ 中区福田４８４‐８ 平成28年11月10日 平成28年12月1日 令和4年11月30日 株式会社福音 堺市中区福田２６ 更新 飲食店営業
堺食衛第11155211号 ポピアガーデン 堺区車之町西２丁１‐３０ 072-222-0131 平成28年11月22日 平成28年12月1日 令和4年11月30日 株式会社南海グリル 堺市堺区車之町西２丁１‐３０ 更新 飲食店営業
堺食衛第14451501号 おふろ倶楽部 北区北花田町３丁３７‐２４ 平成28年11月11日 平成28年11月11日 令和4年11月30日 株式会社マルワ 大阪府東大阪市新家３丁目９‐３１ 新規 飲食店営業
堺食衛第13797401号 たこ八 北区東浅香山町４丁１‐１２ イオンモール堺北花田プラウ　３Ｆ 平成28年11月9日 平成28年12月1日 令和4年11月30日 株式会社たこ八 大阪府大阪市中央区千日前１丁目５‐１９ 寿楽ビル 更新 飲食店営業
堺食衛第12469101号 魚国総本社・堺２７２９５３５ 中区平井３０３‐１ 平成28年11月8日 平成28年12月1日 令和4年11月30日 株式会社魚国総本社 大阪府大阪市中央区道修町１丁目６‐１９ 更新 飲食店営業
堺食衛第14452101号 株式会社一力　耳留 堺区賑町３丁６‐１０ 平成28年11月21日 平成28年11月21日 令和4年11月30日 株式会社一力 堺市堺区文珠橋通３‐６ 新規 魚肉練り製品製造業
堺食衛第11559701号 １２４９事業所 堺区三国ヶ丘御幸通５９‐２ 平成28年11月22日 平成28年12月1日 令和4年11月30日 一冨士フードサービス株式会社 大阪府大阪市北区梅田三丁目３番２０号 更新 飲食店営業
堺食衛第14452803号 日野病院　１Ｆ　厨房 東区北野田６２６ 平成28年11月24日 平成28年11月24日 令和4年11月30日 社会医療法人頌徳会 堺市東区北野田６２６ 新規 飲食店営業
堺食衛第14452804号 日野病院　５Ｆ　職員及び一般食堂 東区北野田６２６ 平成28年11月24日 平成28年11月24日 令和4年11月30日 社会医療法人頌徳会 堺市東区北野田６２６ 新規 飲食店営業
堺食衛第14453101号 サンクス堺深井畑山店 中区深井畑山町２５４‐５ 平成28年11月18日 平成28年11月18日 令和4年11月30日 株式会社ファミリーマート 東京都豊島区東池袋３丁目１‐１ 新規 飲食店営業
堺食衛第14453001号 みゆき苑 中区宮園町６‐１０ 平成28年11月17日 平成28年11月17日 令和4年11月30日 株式会社日本シルバー食品 大阪府大阪市中央区内本町２丁目４‐１６ オフィスポート内本町２階 新規 飲食店営業
堺食衛第14411103号 株式会社エイチダイニング 堺区老松町１丁３５‐７ 平成28年11月17日 平成28年11月17日 令和4年11月30日 株式会社エイチダイニング 堺市堺区老松町１丁３５‐７ 新規 菓子製造業
堺食衛第14453801号 株式会社ギュウモ大阪 堺区九間町西１丁２‐１ 平成28年11月18日 平成28年11月18日 令和4年11月30日 株式会社ギュウモ大阪 堺市堺区九間町西１丁２‐１ 新規 食肉処理業
堺食衛第14453601号 焼肉　仁家　北花田店 北区北花田町３丁４３‐９ 072-258-4129 平成28年11月18日 平成28年11月18日 令和4年11月30日 イーサ・コーポレーション株式会社 大阪府泉佐野市上瓦屋８８６ 新規 飲食店営業
堺食衛第13795001号 尼崎信用金庫浅香支店 北区東浅香山町２丁２３４‐４ 平成28年11月25日 平成28年12月1日 令和4年11月30日 シダックス大新東ヒューマンサービス株式会社 東京都調布市調布ケ丘３丁目６‐３ 更新 飲食店営業
堺食衛第14453501号 焼肉あいうえお 西区浜寺石津町西３丁３‐１１ 072-243-0091 平成28年11月17日 平成28年11月17日 令和4年11月30日 イーサ・コーポレーション株式会社 大阪府泉佐野市上瓦屋８８６ 新規 飲食店営業
堺食衛第13805501号 山海料理　仁志乃 西区平岡町２８２‐１ 平成28年11月22日 平成28年12月1日 令和4年11月30日 株式会社仁志乃 堺市西区平岡町２８２‐１ 更新 飲食店営業
堺食衛第13800601号 かつや　堺鳳中町店 西区鳳中町９丁１‐１８ 平成28年11月22日 平成28年12月1日 令和4年11月30日 サト・アークランドフードサービス株式会社 大阪府大阪市中央区安土町２丁目３‐１３ 大阪国際ビルディング３０階 更新 飲食店営業
堺食衛第10771604号 一茶幸福　いろどり茶寮 中区深井水池町３２３８ 072-278-2211 平成28年11月15日 平成28年11月15日 令和4年11月30日 株式会社セルビス 堺市堺区市之町東５丁２‐７ 新規 飲食店営業
堺食衛第14453701号 ごはんどき光明池店 南区新檜尾台２丁４‐３ 平成28年11月28日 平成28年11月28日 令和4年11月30日 株式会社マルハンダイニング 東京都江東区深川２丁目８‐１９ 新規 飲食店営業
堺食衛第14453702号 カフェ・バンカレラ光明池店 南区新檜尾台２丁４‐３ 平成28年11月28日 平成28年11月28日 令和4年11月30日 株式会社マルハンダイニング 東京都江東区深川２丁目８‐１９ 新規 飲食店営業
堺食衛第14453901号 公益財団法人浅香山病院 堺区今池町３丁３‐１６ 平成28年11月15日 平成28年11月15日 令和4年11月30日 公益財団法人浅香山病院 堺市堺区今池町３丁３‐１６ 新規 飲食店営業
堺食衛第14295902号 リテリコ 堺区神石市之町９‐１ 平成28年11月15日 平成28年11月15日 令和4年11月30日 株式会社ユニコ 堺市西区浜寺船尾町東４丁２７１‐６ 新規 そうざい製造業
堺食衛第14455001号 Ｂｏｎ 堺区築港八幡町１‐１７５ アイミッションズパーク堺 平成28年11月28日 平成28年11月28日 令和4年11月30日 エムピーアイ株式会社 大阪府大阪市中央区久太郎町３丁目２‐１１ 船場エクセルビル５０２ 新規 飲食店営業
堺食衛第14455101号 ダンニャワード 南区原山台５丁９‐５ クロスモールＢ館１Ｆ 平成28年12月13日 平成28年12月13日 令和4年12月28日 あるむｎｅｔ株式会社 大阪府和泉市いぶき野５丁目１‐１２ 新規 飲食店営業
堺食衛第12474101号 きんのぶた鳳北店 堺区神石市之町９‐３６ 072-266-8298 平成28年11月30日 平成28年12月1日 令和4年11月30日 株式会社ワン・ダイニング 大阪府大阪市西区新町１丁目２７‐９ 更新 飲食店営業
堺食衛第14455201号 けとばし屋チャンピオン堺店 堺区竜神橋町２丁３‐１ 平成29年2月7日 平成29年2月7日 令和5年2月28日 株式会社セカンドステージ 堺市堺区中瓦町１丁３‐３ 新規 飲食店営業
堺食衛第12473801号 ワンカルビ　百舌鳥店 北区百舌鳥陵南町３丁８ 072-277-2941 平成28年11月30日 平成28年12月1日 令和4年11月30日 株式会社ワン・ダイニング 大阪府大阪市西区新町１丁目２７‐９ 更新 飲食店営業
堺食衛第12473901号 ワンカルビ　泉北店 南区大庭寺８７１‐２ 072-295-8129 平成28年11月30日 平成28年12月1日 令和4年11月30日 株式会社ワン・ダイニング 大阪府大阪市西区新町１丁目２７‐９ 更新 飲食店営業
堺食衛第14456101号 わかアルデシア石津 堺区石津町３丁１２１３‐１ 平成28年11月25日 平成28年11月25日 令和4年11月30日 有限会社マルフクメディカルフーズ 大阪府門真市三ツ島６丁目２５番２１号 新規 飲食店営業
堺食衛第12468701号 びっくりドンキー泉北店 南区大庭寺７９３‐４ 平成28年11月30日 平成28年12月1日 令和4年11月30日 株式会社ビロー 大阪府岸和田市作才町１１３ 更新 飲食店営業
堺食衛第14456601号 大阪ベイプラザホテル 堺区少林寺町西１丁１‐１ 平成28年11月30日 平成28年11月30日 令和4年11月30日 株式会社シーエイチアイ 東京都港区元麻布３丁目４‐４１ 新規 飲食店営業
堺食衛第14456602号 大阪ベイプラザホテル 堺区少林寺町西１丁１‐１ 平成28年11月30日 平成28年11月30日 令和4年11月30日 株式会社シーエイチアイ 東京都港区元麻布３丁目４‐４１ 新規 飲食店営業
堺食衛第14456901号 株式会社絆　デイサービス絆　南花田町店北区南花田町６７‐１ 平成28年11月28日 平成28年11月28日 令和4年11月30日 株式会社ニチダン 大阪府大阪市阿倍野区阪南町５丁目３‐５ 新規 飲食店営業
堺食衛第13805101号 パン工房カワ　なかもず店 北区黒土町３００４‐８ 平成28年11月30日 平成28年12月1日 令和4年11月30日 株式会社カワ 和歌山県有田郡広川町広５０１‐５ 更新 菓子製造業
堺食衛第13805102号 パン工房カワ　なかもず店 北区黒土町３００４‐８ 平成28年11月30日 平成28年12月1日 令和4年11月30日 株式会社カワ 和歌山県有田郡広川町広５０１‐５ 更新 喫茶店営業
堺食衛第11387401号 株式会社二見屋 堺区南三国ヶ丘町４丁６‐８ 平成28年12月21日 平成28年12月29日 令和4年12月28日 株式会社二見屋 南三国ケ丘町４丁６‐８ 更新 麺類製造業
堺食衛第11152901号 ホテル　プロヴァンスの街に 西区太平寺６９５‐１ 平成28年11月30日 平成28年12月1日 令和4年11月30日 株式会社エフ・エイチ・堺 堺市西区太平寺６９５‐１ 更新 飲食店営業
堺食衛第14457001号 肉の丸福 西区鳳東町３丁２６５ 平成28年11月30日 平成28年11月30日 令和4年11月30日 株式会社豊祥 大阪府池田市豊島北２丁目４‐６ 共栄マートハイツ２０７号室 新規 食肉販売業
堺食衛第13805201号 快活ＣＬＵＢ　堺鳳店 西区鳳東町７丁８３４ 平成28年11月30日 平成28年12月1日 令和4年11月30日 株式会社快活フロンティア 神奈川県横浜市都筑区北山田三丁目１－５０ 更新 飲食店営業
堺食衛第12458304号 サンマルクカフェ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28年11月30日 平成28年12月1日 令和4年11月30日 株式会社サンマルクカフェ 岡山市北区平田１７３－１０４ 更新 菓子製造業
堺食衛第13807101号 むか新　もず店 北区百舌鳥西之町２丁５２５ 平成28年12月2日 平成28年12月29日 令和4年12月28日 株式会社向新 大阪府泉佐野市上町三丁目１１‐４ 更新 飲食店営業
堺食衛第13791901号 モスバーガーおおとりウイングス店 西区鳳東町７丁７３３ 平成28年11月30日 平成28年12月1日 令和4年11月30日 有限会社サンショウ企画 堺市堺区東雲西町１丁１‐１１ 更新 飲食店営業
堺食衛第13810501号 みずなす工房 中区深阪２丁１１‐３５ 平成28年12月2日 平成28年12月29日 令和4年12月28日 堺共同漬物株式会社 堺市中区深阪２丁１４‐５０ 更新 飲食店営業
堺食衛第13028601号 ラッキー製菓株式会社 美原区太井４４２ 平成28年11月30日 平成28年12月1日 令和4年11月30日 ラッキー製菓株式会社 大阪府大阪市浪速区戎本町１丁目２‐１１ 更新 菓子製造業
堺食衛第14460101号 ＯＮＥ 堺区熊野町東１丁１‐１２ マリンプラザ天神ビル３階３Ｂ号室 平成28年12月8日 平成28年12月8日 令和4年12月28日 株式会社千 堺市北区野遠町９６‐７ 新規 飲食店営業
堺食衛第14460201号 ローソン堺山本町店 堺区山本町３丁８１‐１ 平成29年1月23日 平成29年1月23日 令和5年1月31日 株式会社フィード 堺市南区赤坂台４丁２３‐６ 新規 飲食店営業
堺食衛第10924301号 ジョリーパスタ泉北店 中区毛穴町１５７‐１ 平成28年12月8日 平成28年12月29日 令和4年12月28日 株式会社ジョリーパスタ 東京都港区港南２丁目１８‐１ 更新 飲食店営業
堺食衛第13814901号 株式会社栗本鐵工所　社員食堂 西区石津西町１４‐１ 平成28年12月7日 平成28年12月29日 令和4年12月28日 株式会社東テスティパル 大阪府門真市殿島町６－１ 更新 飲食店営業
堺食衛第14461401号 ローソン堺石津町三丁店 堺区石津町３丁７‐２６ 平成28年12月12日 平成28年12月12日 令和4年12月28日 株式会社ティネイシャス 堺市西区下田町１９‐４０ 新規 飲食店営業
堺食衛第11258201号 ロイヤルホスト堺長曽根店 北区長曽根町１１９５‐１ 平成28年12月21日 平成28年12月29日 令和4年12月28日 ロイヤルフードサービス株式会社 東京都世田谷区桜新町１丁目３４‐６ 更新 飲食店営業
堺食衛第14461601号 ローソン堺石津川駅前店 西区浜寺石津町中４丁１０‐２１ 平成28年12月16日 平成28年12月16日 令和4年12月28日 株式会社ティネイシャス 堺市西区下田町１９‐４０ 新規 飲食店営業
堺食衛第11876201号 有限会社割烹ひさご 中区深井中町１１３９‐４ 平成28年12月15日 平成28年12月29日 令和4年12月28日 有限会社割烹ひさご 堺市中区深井中町１１３９‐４ 更新 飲食店営業
堺食衛第14461801号 ほっかほっか亭　登美丘店 東区草尾３４１‐１ 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 和歌山県橋本市隅田町河瀬４２９ 新規 飲食店営業
堺食衛第11687803号 大醤株式会社 堺区石津北町２０ 072-243-0184 平成28年12月9日 平成28年12月29日 令和4年12月28日 大醤株式会社 堺市堺区石津北町２０ 更新 そうざい製造業
堺食衛第12483201号 うららのお店 東区高松２３８‐１ 平成28年12月15日 平成28年12月29日 令和4年12月28日 社会福祉法人障友会 堺市西区草部７８０‐１ 更新 飲食店営業
堺食衛第11559601号 株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行堺支店社員食堂堺区甲斐町東１丁１‐８ 平成28年12月22日 平成28年12月29日 令和4年12月28日 一冨士フードサービス株式会社 大阪府大阪市北区梅田３丁目３‐２０ 更新 飲食店営業
堺食衛第12481701号 ラウンドワン堺中央環状店 東区石原町２丁２４１ 平成28年12月19日 平成28年12月29日 令和4年12月28日 株式会社ラウンドワン 大阪府大阪市中央区難波５丁目１番６０号 更新 飲食店営業
堺食衛第13816201号 ハーベストの丘　農産物直売所 南区鉢ヶ峯寺２０３６‐１ 平成28年12月16日 平成28年12月29日 令和4年12月28日 堺市農業協同組合 堺市西区上野芝町２丁１‐１ 更新 魚介類販売業
堺食衛第11484901号 協同畜産株式会社　堺東店 堺区一条通１３‐２３ コノミヤ堺東店 平成28年12月21日 平成28年12月29日 令和4年12月28日 協同畜産株式会社 大阪府羽曳野市伊賀６丁目５－２０ 更新 食肉販売業
堺食衛第10934201号 ほてい鮨 堺区三国ヶ丘御幸通５９ 平成28年12月27日 平成28年12月29日 令和4年12月28日 株式会社ほてい 大阪市天王寺区上汐３丁目４‐２２ 更新 飲食店営業
堺食衛第13815101号 文左亭　小代店 南区小代７４ 平成28年12月21日 平成28年12月29日 令和4年12月28日 カナディアングループ株式会社 東京都葛飾区堀切５丁目４２‐１ 更新 飲食店営業
堺食衛第13807701号 丸亀製麺 北区東浅香山町４丁１‐１２ イオンモール堺北花田プラウ３Ｆ　フードコート平成28年12月27日 平成28年12月29日 令和4年12月28日 株式会社丸亀製麺 東京都渋谷区道玄坂１－２１－１ 更新 飲食店営業
堺食衛第14463601号 まち家カフェ　Ｓａｃａｙ 堺区甲斐町東１丁２‐１８ 平成28年12月20日 平成28年12月20日 令和4年12月28日 株式会社泉州ドットコム 堺市堺区一条通９‐２３ 新規 飲食店営業
堺食衛第12487101号 どうとんぼり神座　中央環状堺店 東区石原町２丁２４１ 平成28年12月22日 平成28年12月29日 令和4年12月28日 株式会社どうとんぼり神座 奈良県北葛城郡広陵町大字安部４５３‐７ 更新 飲食店営業



堺食衛第14463901号 ピールーツナイン 東区北野田４４‐１３ 平成28年12月22日 平成28年12月22日 令和4年12月28日 有限会社コミュニティーサポート 大阪府大阪市住吉区殿辻２丁目２‐８ 新規 飲食店営業
堺食衛第14464201号 ほっかほっか亭北野田駅前店 東区丈六１７１‐２０ 平成28年12月22日 平成28年12月22日 令和4年12月28日 株式会社西岡酒店 和歌山県橋本市隅田町河瀬４２９ 新規 飲食店営業
堺食衛第14464501号 そば処　片蔵 南区片蔵４０７ 072-297-3939 平成28年12月22日 平成28年12月22日 令和4年12月28日 合同会社Ｔ・Ｎ 堺市南区片蔵４０７ 新規 飲食店営業
堺食衛第13807201号 ミスタードーナツイオンモール堺北花田ショップ北区東浅香山町４丁１‐１２ イオンモール堺北花田３Ｆフードコート 平成28年12月27日 平成28年12月29日 令和4年12月28日 株式会社ルビフ 大阪府大阪市西区江戸堀１丁目４‐２３ 更新 飲食店営業
堺食衛第13807202号 ミスタードーナツイオンモール堺北花田ショップ北区東浅香山町４丁１‐１２ イオンモール堺北花田３Ｆフードコート 平成28年12月27日 平成28年12月29日 令和4年12月28日 株式会社ルビフ 大阪府大阪市西区江戸堀１丁目４‐２３ 更新 菓子製造業
堺食衛第13812301号 漁彩堺北店 北区大豆塚町２丁１０２‐４ ニューハイツアーサー１階 平成28年12月28日 平成28年12月29日 令和4年12月28日 有限会社こうき 堺市堺区大仙中町９‐１８ 303 更新 飲食店営業
堺食衛第13812401号 漁彩堺南店 西区草部１５８９‐５ 平成28年12月28日 平成28年12月29日 令和4年12月28日 有限会社こうき 堺市堺区大仙中町９‐１８ 303 更新 飲食店営業
堺食衛第14464401号 シャララ 中区深井沢町３１２９ 平成28年12月26日 平成28年12月26日 令和4年12月28日 株式会社玉里建設 大阪府富田林市彼方２２６０‐１ 新規 飲食店営業
堺食衛第11227801号 ライフ福田店 中区福田４８４ 072-236-8177 平成28年12月26日 平成29年2月1日 令和5年1月31日 株式会社ライフコーポレーション 東京都中央区日本橋本町３丁目６‐２ 更新 飲食店営業
堺食衛第11227802号 ライフ福田店 中区福田４８４ 072-236-8177 平成28年12月26日 平成28年12月29日 令和4年12月28日 株式会社ライフコーポレーション 東京都中央区日本橋本町３丁目６‐２ 更新 飲食店営業
堺食衛第11227803号 ライフ福田店 中区福田４８４ 072-236-8177 平成28年12月26日 平成28年12月29日 令和4年12月28日 株式会社ライフコーポレーション 東京都中央区日本橋本町３丁目６‐２ 更新 魚介類販売業
堺食衛第11227806号 ライフ福田店 中区福田４８４ 072-236-8177 平成28年12月26日 平成28年12月29日 令和4年12月28日 株式会社ライフコーポレーション 東京都中央区日本橋本町３丁目６‐２ 更新 食肉販売業
堺食衛第13734603号 健康カフェ 中区深井清水町１４２６ ソフィア堺（堺市教育文化センター）内 平成28年12月22日 平成28年12月22日 令和4年12月28日 株式会社ＪＴＢコミュニケーションデザイン 東京都港区芝３丁目２３‐１ 新規 菓子製造業
堺食衛第14465101号 堺温心会病院 中区深井清水町２１４０‐１ 平成28年12月22日 平成28年12月22日 令和4年12月28日 医療法人恵泉会 堺市西区浜寺公園町１丁１５ 新規 飲食店営業
堺食衛第13812501号 漁彩堺中央店 東区大美野１５８‐３ 大美野レジデンス１０２号 平成28年12月28日 平成28年12月29日 令和4年12月28日 有限会社こうき 堺市堺区大仙中町９‐１８ 303 更新 飲食店営業
堺食衛第11151801号 椿イン 北区黒土町２２６６‐２ 平成28年12月28日 平成28年12月29日 令和4年12月28日 瀬戸内商事株式会社 大阪府大阪市天王寺区悲田院町４‐６ ６０４号 更新 飲食店営業
堺食衛第12488401号 ホテルハイパーノア 南区小代２６１‐２ 平成28年12月28日 平成28年12月29日 令和4年12月28日 株式会社グローバルつばさ 堺市南区小代２６１‐２ 更新 飲食店営業
堺食衛第13811201号 ホテル　プロヴァンスの街に　リゾート 南区和田２１９‐１ 平成28年12月28日 平成28年12月29日 令和4年12月28日 ピース観光株式会社 大阪府大阪市浪速区元町１丁目１‐４ 更新 飲食店営業
堺食衛第14466501号 堺市立竹城台東小学校 南区竹城台１丁１０‐１ 平成28年12月28日 平成28年12月28日 令和4年12月28日 ナフス株式会社 大阪府大阪市生野区巽南５丁目４‐２６ 新規 飲食店営業
堺食衛第14466401号 堺市立泉北高倉小学校 南区高倉台３丁５‐１ 平成28年12月28日 平成28年12月28日 令和4年12月28日 ナフス株式会社 大阪府大阪市生野区巽南５丁目４‐２６ 新規 飲食店営業
堺食衛第11831201号 福助製麺株式会社 堺区熊野町東３丁１‐２８ 平成29年1月13日 平成29年2月1日 令和5年1月31日 福助製麺株式会社 堺市堺区熊野町東３丁１‐２８ 更新 麺類製造業
堺食衛第11831202号 福助製麺株式会社 堺区熊野町東３丁１‐２８ 平成29年1月13日 平成29年2月1日 令和5年1月31日 福助製麺株式会社 堺市堺区熊野町東３丁１‐２８ 更新 食品の冷凍又は冷蔵業
堺食衛第13818801号 ファミリーマート泉ヶ丘駅前店 南区茶山台１丁２‐３ 平成29年1月11日 平成29年2月1日 令和5年1月31日 株式会社泉北プランニング 堺市南区美木多上９５１‐１２ 更新 飲食店営業
堺食衛第14468401号 松屋堺東銀座街店 堺区中瓦町２丁２‐９ 平成29年1月23日 平成29年1月23日 令和5年1月31日 株式会社松屋フーズ 東京都武蔵野市中町１丁目１４‐５ 新規 飲食店営業
堺食衛第14468301号 ｂａｒ　ＣＬＡＳＳＩＣＡＬ 堺区栄橋町１丁４‐８ 髙杉ビル１Ｆ 平成29年1月12日 平成29年1月12日 令和5年1月31日 有限会社Ｅｄｄｙ　Ｃｒｏｗ 堺市堺区栄橋町１丁４‐８ 髙杉ビル１Ｆ 新規 飲食店営業
堺食衛第13817901号 株式会社ＩＨＩインフラシステム　北食堂 堺区大浜西町３ 平成29年1月12日 平成29年2月1日 令和5年1月31日 ナンブフードサービス株式会社 堺市堺区出島海岸通４丁１‐２８ 更新 飲食店営業
堺食衛第14469201号 豚農家直営　肉バル　ＢｏｏＢｏｏキッチン北区東雲東町１丁２‐２５ 平成29年1月27日 平成29年1月27日 令和5年1月31日 株式会社てんてん 堺市北区船堂町１丁１４‐２ １Ｆ 新規 飲食店営業
堺食衛第14469301号 もりのさと大野芝 中区大野芝町１１９‐２ 平成29年1月13日 平成29年1月13日 令和5年1月31日 株式会社寿しでん 大阪府八尾市志紀町南３丁目１６２ 新規 飲食店営業
堺食衛第14469001号 株式会社いせ 中区八田西町３丁１‐２０ 平成29年1月20日 平成29年1月20日 令和5年1月31日 株式会社いせ 堺市中区土師町１丁１７‐３５ 新規 飲食店営業
堺食衛第14468801号 そんぽの家　狭山 東区南野田５４８‐１ 平成29年1月30日 平成29年1月30日 令和5年1月31日 ＳＯＭＰＯケアフーズ株式会社 東京都品川区東品川４丁目１２－８ 新規 飲食店営業
堺食衛第14468901号 そんぽの家　泉北 南区竹城台３丁２２‐４ 平成29年1月17日 平成29年1月17日 令和5年1月31日 ＳＯＭＰＯケアフーズ株式会社 東京都品川区東品川４丁目１２番８号 新規 飲食店営業
堺食衛第13822701号 パン工房アンビション 南区晴美台１丁３０‐５ 平成29年1月17日 平成29年2月1日 令和5年1月31日 特定非営利活動法人アンビション２２ 堺市南区晴美台１丁３０‐５ 更新 菓子製造業
堺食衛第13822702号 パン工房アンビション 南区晴美台１丁３０‐５ 平成29年1月17日 平成29年2月1日 令和5年1月31日 特定非営利活動法人アンビション２２ 堺市南区晴美台１丁３０‐５ 更新 飲食店営業
堺食衛第11383003号 マックスバリュ泉北晴美台店 南区晴美台１丁３０‐７ 072-291-8851 平成29年1月17日 平成29年2月1日 令和5年1月31日 株式会社光洋 大阪府大阪市北区天神橋２丁目３－１６ 更新 飲食店営業
堺食衛第11383004号 マックスバリュ泉北晴美台店 南区晴美台１丁３０‐７ 072-291-8851 平成29年1月17日 平成29年2月1日 令和5年1月31日 株式会社光洋 大阪府大阪市北区天神橋２丁目３－１６ 更新 飲食店営業
堺食衛第14022802号 鮮魚　一鮮 南区大庭寺６２２ 平成29年1月23日 平成29年1月23日 令和5年1月31日 株式会社一鮮 大阪府高石市千代田２丁目１３‐４ 新規 魚介類販売業
堺食衛第14022803号 鮮魚　一鮮 南区大庭寺６２２ 平成29年1月23日 平成29年1月23日 令和5年1月31日 株式会社一鮮 大阪府高石市千代田２丁目１３‐４ 新規 飲食店営業
堺食衛第11348501号 株式会社クボタ堺製造所食堂 堺区石津北町６４ 平成29年1月16日 平成29年2月1日 令和5年1月31日 ウオクニ株式会社 神戸市灘区船寺通４丁目５‐１６ 更新 飲食店営業
堺食衛第12490801号 珈楽 北区新金岡町５丁３‐５２１ 平成29年1月20日 平成29年2月1日 令和5年1月31日 有限会社スペースデザインウム 堺市北区新金岡町５丁１‐５ 1402 更新 飲食店営業
堺食衛第14469801号 ほっともっと堺金岡店 北区金岡町３０３３‐６ 平成29年1月23日 平成29年1月23日 令和5年1月31日 株式会社ライフード 堺市北区南長尾町５丁４‐９ 新規 飲食店営業
堺食衛第12490301号 天下一品　堺東店 堺区北瓦町２丁１‐１６ 平成29年1月24日 平成29年2月1日 令和5年1月31日 株式会社大和公司 大阪府東大阪市鷹殿町１９‐３６ 更新 飲食店営業
堺食衛第14469901号 肉問屋　肉まる商店　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３階 平成29年1月24日 平成29年1月24日 令和5年1月31日 株式会社ゼンショク 大阪府茨木市駅前１丁目４‐３０ 新規 飲食店営業
堺食衛第13819901号 アルスコーポレーション社員食堂 中区八田寺町４７６‐３ 平成29年1月17日 平成29年2月1日 令和5年1月31日 新大阪食品産業株式会社 大阪府大東市平野屋２丁目９‐３０ 更新 飲食店営業
堺食衛第14470601号 風来軒　大阪本店 堺区熊野町東１丁１‐１０ 平成29年1月23日 平成29年1月23日 令和5年1月31日 株式会社関西風来軒 宮崎県宮崎市清武町加納３丁目２４‐２ 205 新規 飲食店営業
堺食衛第11666702号 泉ケ丘グーテ 南区茶山台１丁２‐１ 平成29年1月18日 平成29年2月1日 令和5年1月31日 泉北エーワン株式会社 堺市南区茶山台１丁２‐１ 206 更新 飲食店営業
堺食衛第14470901号 ドトールコーヒーショップ堺東店 堺区中瓦町２丁３‐１３ 平成29年2月6日 平成29年2月6日 令和5年2月28日 株式会社ドトールコーヒー 東京都渋谷区神南１丁目１０‐１ 新規 飲食店営業
堺食衛第14471501号 ＢＡＫＥＲＹ５１　三国ヶ丘店 堺区向陵中町４丁４‐４ 072-246-5535 平成29年2月20日 平成29年2月20日 令和5年2月28日 有限会社きたに 堺市堺区中三国ヶ丘町６丁４‐１８ 新規 飲食店営業
堺食衛第11073601号 バイキング左近　泉北店 中区平井７０１‐１ 平成29年1月30日 平成29年3月1日 令和5年2月28日 左近商事株式会社 大阪府泉佐野市南中岡本２８５ 更新 飲食店営業
堺食衛第14471601号 ひだまりの絆 中区深井清水町１７９７‐３ 平成29年1月23日 平成29年1月23日 令和5年1月31日 株式会社Ｈ・Ｓ・Ｔエムプロイメントサポート 堺市北区百舌鳥梅町１丁３６６‐１ 新規 飲食店営業
堺食衛第13822001号 オステリア＆バール　ルチェンテ 北区中百舌鳥町２丁５２ 松川ビル１階 平成29年1月30日 平成29年2月1日 令和5年1月31日 株式会社街のあかり 堺市中区深井沢町３３４２ 更新 飲食店営業
堺食衛第13824501号 おおとりメモリアルホール 西区鳳東町５丁４５９‐１ 平成29年2月13日 平成29年3月1日 令和5年2月28日 株式会社セルビス 堺市堺区市之町東５丁２‐７ 更新 飲食店営業
堺食衛第14472101号 ８ｇｒａｍ　ｃａｆｅ 東区日置荘西町４丁３６‐１０ 平成29年2月1日 平成29年2月1日 令和5年2月28日 株式会社Ｎｅｘｔ　ｏｎｅ 堺市東区日置荘西町４丁３６‐１０ 新規 飲食店営業
堺食衛第14472102号 ８ｇｒａｍ　ｃａｆｅ 東区日置荘西町４丁３６‐１０ 平成29年2月1日 平成29年2月1日 令和5年2月28日 株式会社Ｎｅｘｔ　ｏｎｅ 堺市東区日置荘西町４丁３６‐１０ 新規 菓子製造業
堺食衛第10744501号 アイン食品株式会社 北区南花田町１８‐２ 平成29年1月31日 平成29年2月1日 令和5年1月31日 アイン食品株式会社 堺市北区南花田町１８‐２ 更新 そうざい製造業
堺食衛第10744502号 アイン食品株式会社 北区南花田町１８‐２ 平成29年1月31日 平成29年2月1日 令和5年1月31日 アイン食品株式会社 堺市北区南花田町１８‐２ 更新 菓子製造業
堺食衛第10744503号 アイン食品株式会社 北区南花田町１８‐２ 平成29年1月31日 平成29年2月1日 令和5年1月31日 アイン食品株式会社 堺市北区南花田町１８‐２ 更新 あん類製造業
堺食衛第10744504号 アイン食品株式会社 北区南花田町１８‐２ 平成29年1月31日 平成29年2月1日 令和5年1月31日 アイン食品株式会社 堺市北区南花田町１８‐２ 更新 缶詰又は瓶詰食品製造業
堺食衛第14472301号 鳥貴族　深井店 中区深井清水町３８０２ １Ｆ 平成29年2月3日 平成29年2月3日 令和5年2月28日 トラオム株式会社 大阪府大阪市浪速区立葉１丁目２‐１２ ナミコービル　３階 新規 飲食店営業
堺食衛第14472901号 永盛商事合同会社 中区平井１０２８‐８ 平成29年1月31日 平成29年1月31日 令和5年1月31日 永盛商事合同会社 堺市中区平井１０２８‐８ 新規 食肉処理業
堺食衛第14472801号 ゆず庵　堺泉北店 南区豊田９９１‐１ 平成29年2月15日 平成29年2月15日 令和5年2月28日 株式会社物語コーポレーション 愛知県豊橋市西岩田５丁目７‐１１ 新規 飲食店営業
堺食衛第11876801号 有限会社玉ちゃん 南区美木多上２１０３‐１ 平成29年2月3日 平成29年3月1日 令和5年2月28日 有限会社玉ちゃん 堺市南区美木多上２１０３‐１ 更新 飲食店営業
堺食衛第13778902号 株式会社ロックフーズ 堺区宿院町東２丁２‐２２ 平成29年2月1日 平成29年2月1日 令和5年2月28日 株式会社ロックフーズ 堺市堺区宿院町東２丁２‐２２ 新規 食肉販売業
堺食衛第13822601号 若魚商店 堺区栄橋町２丁４‐２８ 平成29年1月31日 平成29年2月1日 令和5年1月31日 株式会社花八手 堺市堺区栄橋町２丁４‐２８ 更新 魚介類販売業
堺食衛第14473201号 ポムの樹Ｊｒ． 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2月17日 平成29年2月17日 令和5年2月28日 株式会社ポムフード 鹿児島県姶良市加治木町小山田５９２８‐１ 新規 飲食店営業
堺食衛第13823101号 社会福祉法人日下会　こども園くさべ 西区草部１４２０ 平成29年1月31日 平成29年3月1日 令和5年2月28日 株式会社はり源 堺市堺区大浜中町３丁５‐１５ 更新 飲食店営業
堺食衛第11870801号 有限会社魚忠 堺区一条通９‐２１ 平成29年2月2日 平成29年3月1日 令和5年2月28日 有限会社魚忠 堺市堺区一条通９－２１９‐２１ 更新 飲食店営業
堺食衛第13831501号 鶴橋風月　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４Ｆ 平成29年2月10日 平成29年3月1日 令和5年2月28日 有限会社ハニービー 大阪府大阪市東成区東中本３丁８‐１４ 更新 飲食店営業
堺食衛第13824701号 かつや堺石津店 西区浜寺石津町西２丁５‐１２ 平成29年2月14日 平成29年3月1日 令和5年2月28日 サト・アークランドフードサービス株式会社 大阪府大阪市中央区安土町２丁目３‐１３ 大阪国際ビルディング３０階 更新 飲食店営業
堺食衛第11332145号 株式会社髙島屋泉北店（ＤＦＭイベントコーナー）南区茶山台１丁３‐１ 072-293-1101 平成29年2月8日 平成29年3月1日 令和5年2月28日 株式会社髙島屋 大阪府大阪市中央区難波５丁目１‐５ 更新 飲食店営業
堺食衛第11332146号 株式会社髙島屋泉北店（ＤＦＭイベントコーナー）南区茶山台１丁３‐１ 072-293-1101 平成29年2月8日 平成29年3月1日 令和5年2月28日 株式会社髙島屋 大阪府大阪市中央区難波５丁目１‐５ 更新 食肉販売業
堺食衛第11332147号 株式会社髙島屋泉北店（精肉コロッケ）南区茶山台１丁３‐１ 072-293-1101 平成29年2月8日 平成29年3月1日 令和5年2月28日 株式会社髙島屋 大阪府大阪市中央区難波５丁目１‐５ 更新 飲食店営業
堺食衛第11544301号 堺区北三国ヶ丘町７丁４‐１９ 平成29年2月9日 平成29年3月1日 令和5年2月28日 堺市堺区北三国ヶ丘町７丁４‐１９ 更新 あん類製造業
堺食衛第14473901号 保護犬カフェ堺店 北区東雲東町３丁６‐２０ 平成29年2月15日 平成29年2月15日 令和5年2月28日 ユナイテッド株式会社 大阪府大阪市東成区東小橋３－１４－２９ 新規 飲食店営業
堺食衛第14474001号 堺伽俚 堺区三国ヶ丘御幸通２‐１ タニワビル１Ｆ 平成29年2月7日 平成29年2月7日 令和5年2月28日 有限会社Ｄｕａｌ　Ｃ 堺市堺区三条通７‐２３ 新規 飲食店営業
堺食衛第13828001号 白光株式会社　社員食堂 西区浜寺石津町東１丁１‐２３ 平成29年2月20日 平成29年3月1日 令和5年2月28日 株式会社ケントク 大阪府大阪市北区豊崎４丁目１１‐７ 更新 飲食店営業
堺食衛第13107907号 コノミヤ泉ヶ丘店 南区竹城台１丁１‐３ 072-295-0561 平成29年2月6日 平成29年2月6日 令和5年2月28日 株式会社コノミヤ 大阪府大阪市鶴見区今津南１丁目５‐３２ 新規 食肉処理業
堺食衛第14474501号 Ｍｏｎ　ｃｈｏｕ　ｃｏｆｆｅｅ 北区百舌鳥梅町１丁１４８ 平成29年2月13日 平成29年2月13日 令和5年2月28日 株式会社ブライト 堺市北区百舌鳥梅町１丁１４８ 新規 飲食店営業
堺食衛第13000101号 株式会社サンプラザさつき野店 美原区さつき野東１丁目５‐１ 072-362-6717 平成29年2月28日 平成29年3月1日 令和5年2月28日 株式会社サンプラザ 大阪府羽曳野市誉田３丁目３‐１５ 更新 飲食店営業
堺食衛第13095301号 ミスタードーナツ北野田駅前ショップ 東区北野田１０７７‐１０８ 平成29年2月21日 平成29年3月1日 令和5年2月28日 株式会社ハート・アンド・アクション 大阪府豊中市緑丘２丁目６‐２０ 更新 飲食店営業
堺食衛第13095302号 ミスタードーナツ北野田駅前ショップ 東区北野田１０７７‐１０８ 平成29年2月21日 平成29年3月1日 令和5年2月28日 株式会社ハート・アンド・アクション 大阪府豊中市緑丘２丁目６‐２０ 更新 菓子製造業
堺食衛第10772201号 ウェルファー 南区城山台５丁１‐２ 大阪府立障がい者交流促進センター内平成29年2月16日 平成29年3月1日 令和5年2月28日 社会福祉法人大阪障害者自立支援協会 大阪市天王寺区生玉前町５‐３３ 大阪府障害者社会参加促進センター内 更新 飲食店営業
堺食衛第13824201号 堺北典礼会館 北区南花田町２７０‐１ 平成29年2月23日 平成29年3月1日 令和5年2月28日 株式会社日本セレモニー 山口県下関市王喜本町６丁目４‐５０ 更新 飲食店営業
堺食衛第14475301号 アン・パーユ 堺区香ヶ丘町１丁３‐１６ 平成29年3月2日 平成29年3月2日 令和5年3月31日 株式会社はるかぜコミュニケーション 堺市堺区香ヶ丘町１丁３‐１ 新規 菓子製造業
堺食衛第13107405号 株式会社コノミヤ中もず店 中区新家町１‐１９ 072-289-0561 平成29年3月2日 平成29年3月2日 令和5年3月31日 株式会社コノミヤ 大阪府大阪市鶴見区今津南１丁目５‐３２ 新規 飲食店営業
堺食衛第13107406号 株式会社コノミヤ中もず店 中区新家町１‐１９ 072-289-0561 平成29年3月2日 平成29年3月2日 令和5年3月31日 株式会社コノミヤ 大阪府大阪市鶴見区今津南１丁目５‐３２ 新規 菓子製造業
堺食衛第14475401号 日清医療食品株式会社　南堺病院事業所中区大野芝町２９２ 平成29年2月13日 平成29年2月13日 令和5年2月28日 日清医療食品株式会社 東京都千代田区丸の内２丁目７‐３ 新規 飲食店営業
堺食衛第14476101号 魚国総本社・大阪堺２７４５５ 堺区旭ヶ丘中町４丁２‐１ 平成29年2月14日 平成29年2月14日 令和5年2月28日 株式会社魚国総本社 大阪府大阪市中央区道修町１丁目６‐１９ 新規 飲食店営業
堺食衛第11110401号 ファッションハウス　シャンテ 堺区石津町３丁１５‐２１ 平成29年2月20日 平成29年3月1日 令和5年2月28日 株式会社シャンテ 堺市堺区石津町３丁１５‐２１ 更新 飲食店営業
堺食衛第14476501号 牛角　堺東店 堺区中瓦町１丁３‐６ ＥＮＳＨＯビルⅡ　２Ｆ 平成29年2月16日 平成29年2月16日 令和5年2月28日 エントラスト株式会社 大阪府大阪市大正区泉尾４丁目３‐２３ ２０１号 新規 飲食店営業
堺食衛第14476701号 日本ケンタッキー・フライド・チキン株式会社　堺百舌鳥店北区百舌鳥陵南町２丁６８６ 平成29年3月24日 平成29年3月24日 令和5年3月31日 日本ケンタッキー・フライド・チキン株式会社 神奈川県横浜市西区みなとみらい４丁目４‐５ 新規 飲食店営業
堺食衛第14476801号 花りぼん石原厨房 東区石原町４丁２８２‐３ 平成29年2月21日 平成29年2月21日 令和5年2月28日 有限会社ミストラル 和歌山県紀の川市東国分１丁３４ 新規 飲食店営業
堺食衛第14477001号 てこや津久野駅前店 西区津久野町１丁１‐１ ＵＲ都市機構津久野アパート１階 平成29年3月7日 平成29年3月7日 令和5年3月31日 ヴァリオ株式会社 大阪府大阪市天王寺区大道１丁目１２番１３号 新規 飲食店営業
堺食衛第14477201号 珈琲　蔵人珈蔵 中区伏尾４８ 平成29年2月22日 平成29年2月22日 令和5年2月28日 北畑商事株式会社 大阪府大阪市阿倍野区阪南町４丁目７‐９ 新規 飲食店営業
堺食衛第14478301号 麺匠大阪らーめんしおじん堺東店 堺区中瓦町２丁１‐８ 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 堺市西区鳳東町４丁３１７ 新規 飲食店営業
堺食衛第14478101号 活け活け　魚～魚～ 西区鳳東町４丁３１７ ２階 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 堺市西区鳳東町４丁３１７ 新規 飲食店営業
堺食衛第14478401号 麺匠大阪らーめん　しおじん鳳本店 西区鳳東町４丁３１７ 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 堺市西区鳳東町４丁３１７ 新規 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 堺市西区鳳東町４丁３１７ 新規 飲食店営業
堺食衛第14478501号 肉と魚とスープのバル　ハピドン 西区鳳東町４丁４０８‐２ 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 堺市西区鳳東町４丁３１７ 新規 飲食店営業
堺食衛第14478002号 大阪いずみ市民生活協同組合　コープ大野芝（水産）中区大野芝町２３‐１ 平成29年2月23日 平成29年2月23日 令和5年2月28日 大阪いずみ市民生活協同組合 堺市堺区南花田口町２丁２‐１５ 新規 魚介類販売業
堺食衛第14478003号 大阪いずみ市民生活協同組合　コープ大野芝（水産）中区大野芝町２３‐１ 平成29年2月23日 平成29年2月23日 令和5年2月28日 大阪いずみ市民生活協同組合 堺市堺区南花田口町２丁２‐１５ 新規 飲食店営業
堺食衛第14478004号 大阪いずみ市民生活協同組合　コープ大野芝（畜産）中区大野芝町２３‐１ 平成29年2月23日 平成29年2月23日 令和5年2月28日 大阪いずみ市民生活協同組合 堺市堺区南花田口町２丁２‐１５ 新規 食肉販売業
堺食衛第14478005号 大阪いずみ市民生活協同組合　コープ大野芝（畜産）中区大野芝町２３‐１ 平成29年2月23日 平成29年2月23日 令和5年2月28日 大阪いずみ市民生活協同組合 堺市堺区南花田口町２丁２‐１５ 新規 食肉処理業
堺食衛第14478006号 大阪いずみ市民生活協同組合　コープ大野芝（畜産）中区大野芝町２３‐１ 平成29年2月23日 平成29年2月23日 令和5年2月28日 大阪いずみ市民生活協同組合 堺市堺区南花田口町２丁２‐１５ 新規 飲食店営業
堺食衛第14478007号 大阪いずみ市民生活協同組合　コープ大野芝（惣菜）中区大野芝町２３‐１ 平成29年2月23日 平成29年2月23日 令和5年2月28日 大阪いずみ市民生活協同組合 堺市堺区南花田口町２丁２‐１５ 新規 飲食店営業
堺食衛第14478008号 大阪いずみ市民生活協同組合　コープ大野芝（惣菜）中区大野芝町２３‐１ 平成29年2月23日 平成29年2月23日 令和5年2月28日 大阪いずみ市民生活協同組合 堺市堺区南花田口町２丁２‐１５ 新規 菓子製造業
堺食衛第14478009号 大阪いずみ市民生活協同組合　コープ大野芝（寿司）中区大野芝町２３‐１ 平成29年2月23日 平成29年2月23日 令和5年2月28日 大阪いずみ市民生活協同組合 堺市堺区南花田口町２丁２‐１５ 新規 飲食店営業
堺食衛第14478010号 大阪いずみ市民生活協同組合　コープ大野芝（農産）中区大野芝町２３‐１ 平成29年2月23日 平成29年2月23日 令和5年2月28日 大阪いずみ市民生活協同組合 堺市堺区南花田口町２丁２‐１５ 新規 飲食店営業
堺食衛第14478011号 大阪いずみ市民生活協同組合　コープ大野芝（ベーカリー）中区大野芝町２３‐１ 平成29年2月23日 平成29年2月23日 令和5年2月28日 大阪いずみ市民生活協同組合 堺市堺区南花田口町２丁２‐１５ 新規 菓子製造業
堺食衛第14478012号 大阪いずみ市民生活協同組合　コープ大野芝（コーヒーマシン）中区大野芝町２３‐１ 平成29年2月23日 平成29年2月23日 令和5年2月28日 大阪いずみ市民生活協同組合 堺市堺区南花田口町２丁２‐１５ 新規 喫茶店営業
堺食衛第14477901号 Ｋａｍａｍｕｒｏ　Ｃａｆｅ　１　Ｐｌａｔｅ 南区釜室１２１‐５ 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Ｍ＆Ｋ 堺市南区釜室１２１‐５ 新規 飲食店営業
堺食衛第13829101号 ベーカリーショップ　リーベ 南区鴨谷台２丁２‐１ サンピア内 平成29年2月28日 平成29年3月1日 令和5年2月28日 有限会社テイツー 兵庫県尼崎市南武庫之荘７丁目３‐２４ 更新 菓子製造業
堺食衛第11129901号 創作工房　プランタン 堺区櫛屋町東１丁２‐１２ 平成29年3月1日 平成29年4月1日 令和5年3月31日 株式会社プランタン工房 堺市堺区櫛屋町東１丁２‐１２ 更新 菓子製造業
堺食衛第13088901号 産直焼肉ビーファーズ新金岡店 北区長曽根町３０４８‐５ 平成29年2月28日 平成29年3月1日 令和5年2月28日 株式会社ビースマイルプロジェクト 鹿児島県鹿児島市谷山中央１－４３８９ 更新 飲食店営業
堺食衛第14479401号 浅草　縁　ＹＵＫＡＲＩ 西区鳳南町３丁１９９‐１２ アリオ鳳アリオモール内１Ｆ 平成29年3月1日 平成29年3月1日 令和5年3月31日 株式会社食彩ホールディングス 東京都目黒区八雲１丁目４‐６ 新規 飲食店営業
堺食衛第11655806号 株式会社西友　堺福田店 中区陶器北１６７８ 平成29年2月23日 平成29年3月1日 令和5年2月28日 株式会社西友 東京都北区赤羽２丁目１‐１ 更新 菓子製造業
堺食衛第14479601号 西陶器こども園 中区田園９５１ 平成29年2月22日 平成29年2月22日 令和5年2月28日 名阪食品株式会社 奈良県桜井市大字吉備４５２‐７ 新規 飲食店営業
堺食衛第13053401号 株式会社川島製菓 美原区丹上４７０‐４ 平成29年2月28日 平成29年3月1日 令和5年2月28日 株式会社川島製菓 堺市堺区錦綾町１丁６‐３ 更新 菓子製造業
堺食衛第11129903号 創作工房　プランタン 堺区櫛屋町東１丁２‐１２ 平成29年3月1日 平成29年3月1日 令和5年3月31日 株式会社プランタン工房 堺市堺区櫛屋町東１丁２‐１２ 新規 飲食店営業
堺食衛第11151501号 ホテル　いねむり時計 西区浜寺石津町西１丁１‐９ 平成29年2月28日 平成29年3月1日 令和5年2月28日 椢原商事有限会社 堺市西区浜寺石津町西１丁１－９ 更新 飲食店営業



堺食衛第11380401号 株式会社森本化学研究所 堺区南清水町１丁３‐２４ 平成29年2月28日 平成29年3月1日 令和5年2月28日 株式会社森本化学研究所 堺市堺区南清水町１丁３‐２４ 更新 添加物製造業
堺食衛第11857501号 湊潮湯 堺区出島海岸通１丁２‐１３ 平成29年2月24日 平成29年3月1日 令和5年2月28日 有限会社潮湯温泉 堺市堺区新在家町西４丁６‐１８ 更新 飲食店営業
堺食衛第13412613号 ダイエーグルメシティ　中もず店（米飯） 北区中百舌鳥町３丁４２８‐２ 072-251-4147 平成29年2月28日 平成29年4月1日 令和5年3月31日 株式会社ダイエー 兵庫県神戸市中央区港島中町４丁目１‐１ 更新 菓子製造業
堺食衛第14480701号 アースサポート堺浜寺内ミセスコロケット株式会社西区浜寺石津町中１丁９‐２４ 平成29年3月1日 平成29年3月1日 令和5年3月31日 株式会社ミセスコロケット 大阪府大東市御領３丁目１０‐３６ 新規 飲食店営業
堺食衛第13841301号 社会福祉法人あゆみ会アンパス保育園北区長曽根町１２３１ 平成29年2月27日 平成29年4月1日 令和5年3月31日 株式会社マルワ 大阪府東大阪市新家３丁目９‐３１ 更新 飲食店営業
堺食衛第13107901号 株式会社コノミヤ泉ヶ丘店 南区竹城台１丁１‐３ 072-295-0561 平成29年3月8日 平成29年4月1日 令和5年3月31日 株式会社コノミヤ 大阪府大阪市鶴見区今津南１丁目５‐３２ 更新 魚介類販売業
堺食衛第11371402号 南区大庭寺６２２ 072-290-5221 平成29年3月8日 平成29年4月1日 令和5年3月31日 堺市南区小代１４８‐１ 更新 飲食店営業
堺食衛第11865001号 野の花 堺区三国ヶ丘御幸通５９ ＵＰ’ルＢ１ 平成29年2月28日 平成29年3月1日 令和5年2月28日 株式会社新大阪 兵庫県西宮市仁川町２丁目６‐１５ 更新 飲食店営業
堺食衛第11152001号 ホテル　サーフ 西区浜寺石津町西１丁２‐５ 平成29年2月28日 平成29年3月1日 令和5年2月28日 株式会社サーフ 堺市西区浜寺石津町西１丁２－５ 更新 飲食店営業
堺食衛第13830001号 八田荘こども園 中区堀上町５２１‐１ 平成29年2月28日 平成29年3月1日 令和5年2月28日 株式会社魚国総本社 大阪府大阪市中央区道修町１丁目６‐１９ 更新 飲食店営業
堺食衛第13838901号 社会福祉法人信光園　泉北花園こども園南区原山台１丁８‐１ 平成29年2月28日 平成29年4月1日 令和5年3月31日 株式会社魚国総本社 大阪府大阪市中央区道修町１丁目６‐１９ 更新 飲食店営業
堺食衛第13836401号 堺市立三国丘小学校 堺区北三国ヶ丘町５丁１‐１ 平成29年3月1日 平成29年4月1日 令和5年3月31日 株式会社ジェイ・エス・エイ 堺市中区深阪２丁９‐１１ 更新 飲食店営業
堺食衛第13829601号 みくに庵 堺区向陵中町２丁４‐２３ 平成29年3月6日 平成29年4月1日 令和5年3月31日 有限会社みくに庵 堺市堺区向陵中町２丁４‐２３ 更新 飲食店営業
堺食衛第13836501号 堺市立榎小学校 堺区榎元町２丁３‐１１ 平成29年3月1日 平成29年4月1日 令和5年3月31日 株式会社ジェイ・エス・エイ 堺市中区深阪２丁９‐１１ 更新 飲食店営業
堺食衛第14481501号 大阪王将　堺初芝駅前店 東区日置荘西町２丁７‐１ 平成29年3月15日 平成29年3月15日 令和5年3月31日 キングフード株式会社 大阪府大阪市北区角田町５‐１ 新規 飲食店営業
堺食衛第13109401号 堺市立庭代台小学校 南区庭代台３丁１２‐１ 平成29年3月1日 平成29年4月1日 令和5年3月31日 朝日給食株式会社 堺市中区深阪２丁９‐１１ 更新 飲食店営業
堺食衛第13109301号 堺市立美木多小学校 南区鴨谷台１丁４８‐１ 平成29年3月1日 平成29年4月1日 令和5年3月31日 朝日給食株式会社 堺市中区深阪２丁９‐１１ 更新 飲食店営業
堺食衛第14482101号 魚国総本社・堺２７３９７ 北区金岡町９５４‐２ 平成29年3月22日 平成29年3月22日 令和5年3月31日 株式会社魚国総本社 大阪府大阪市中央区道修町１丁目６‐１９ 新規 飲食店営業
堺食衛第11701308号 大阪府立大学生活協同組合　ベーカリーカフェ中区学園町１‐１ 平成29年3月8日 平成29年4月1日 令和5年3月31日 大阪府立大学生活協同組合 堺市中区学園町１‐１ 更新 飲食店営業
堺食衛第11701309号 大阪府立大学生活協同組合　ベーカリーカフェ中区学園町１‐１ 平成29年3月8日 平成29年4月1日 令和5年3月31日 大阪府立大学生活協同組合 堺市中区学園町１‐１ 更新 菓子製造業
堺食衛第13854001号 堺市立新浅香山小学校 北区東浅香山町３丁３１‐４ 平成29年3月3日 平成29年4月1日 令和5年3月31日 株式会社シンエイフード 大阪府大阪市旭区高殿２丁目２０‐２ 更新 飲食店営業
堺食衛第14482401号 鳥貴族　鳳店 西区鳳東町１丁４‐３１ Ｋ’ｓビル２－Ｂ 平成29年4月6日 平成29年4月6日 令和5年4月30日 ジェイエフエフシステムズ株式会社 堺市堺区中之町西１丁１‐３０ 新規 飲食店営業
堺食衛第14482901号 焼鳥　聖 堺区北花田口町３丁１‐２３ セイホクビル１Ｆ 平成29年3月9日 平成29年3月9日 令和5年3月31日 Ｇｏｕｒｍｅｔ　Ｌａｂｏ株式会社 堺市堺区南花田口町２丁１‐１８ 新堺東ビル３Ｆ 新規 飲食店営業
堺食衛第14483001号 肉バル　２９８６ 堺区北瓦町２丁２‐２４ 堀田ビル 平成29年3月9日 平成29年3月9日 令和5年3月31日 Ｇｏｕｒｍｅｔ　Ｌａｂｏ株式会社 堺市堺区北瓦町２丁２‐２４ 新規 飲食店営業 焼肉
堺食衛第14483002号 肉バル　２９８６ 堺区北瓦町２丁２‐２４ 堀田ビル 平成29年3月9日 平成29年3月9日 令和5年3月31日 Ｇｏｕｒｍｅｔ　Ｌａｂｏ株式会社 堺市堺区北瓦町２丁２‐２４ 新規 食肉販売業 焼肉
堺食衛第14482701号 Ｐｅｐｐｅｒ　Ｃｕｒｒｙ 堺区新町１‐２０ リノ堺東１－Ｃ 平成29年3月9日 平成29年3月9日 令和5年3月31日 Ｇｏｕｒｍｅｔ　Ｌａｂｏ株式会社 堺市堺区南花田口町２丁１‐１８ 新堺東ビル３Ｆ 新規 飲食店営業
堺食衛第13835901号 大地の恵 堺区新町５‐１３ ダイワロイネットホテル１Ｆ 平成29年3月16日 平成29年4月1日 令和5年3月31日 株式会社Ｋ・ＨＯＵＳＥ 東京都新宿区喜久井町２ 更新 飲食店営業
堺食衛第14483401号 医療法人以和貴会　金岡中央病院 北区中村町４５０ 平成29年3月6日 平成29年3月6日 令和5年3月31日 医療法人以和貴会　金岡中央病院 堺市北区中村町４５０ 新規 飲食店営業
堺食衛第14392702号 北のむぎ 西区津久野町１丁１‐１ 平成29年3月7日 平成29年3月7日 令和5年3月31日 有限会社山尾商会 堺市西区鳳南町３丁１９９‐１ ライトウイング１３１０ 新規 喫茶店営業
堺食衛第14482501号 たこ焼き　たつま 中区八田北町４６２‐１ 平成29年3月22日 平成29年3月22日 令和5年3月31日 株式会社ＭＴＮ　Ｃｒｅｎａｔｉｏｎ 大阪府大阪市西区新町１丁目２‐１３ 新規 飲食店営業
堺食衛第13831901号 社会福祉法人堺あけぼの福祉会 南区三原台３丁４０‐８ 平成29年3月13日 平成29年4月1日 令和5年3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 更新 菓子製造業
堺食衛第13844701号 堺市立光竜寺小学校 北区新金岡町３丁７‐１ 平成29年3月7日 平成29年4月1日 令和5年3月31日 ナンブフードサービス株式会社 堺市堺区出島海岸通４丁１‐２８ 更新 飲食店営業
堺食衛第13030802号 まるたけ阪本 美原区菩提７０‐８ 平成29年3月7日 平成29年3月7日 令和5年3月31日 株式会社まるたけ阪本 堺市美原区菩提７０‐８ 新規 食肉販売業
堺食衛第14483901号 ２５７２事業所 堺区緑町２丁１２１‐１ 平成29年3月8日 平成29年3月8日 令和5年3月31日 一冨士フードサービス株式会社 大阪府大阪市北区梅田３丁目３‐２０ 新規 飲食店営業
堺食衛第13844801号 百舌鳥こども園　東園舎 北区百舌鳥赤畑町５丁７０４ 平成29年3月8日 平成29年4月1日 令和5年3月31日 ナンブフードサービス株式会社 堺市堺区出島海岸通４丁１‐２８ 更新 飲食店営業
堺食衛第11368402号 株式会社マルエス 中区毛穴町８６‐１ 072-274-0888 平成29年3月8日 平成29年4月1日 令和5年3月31日 株式会社マルエス 堺市中区毛穴町８６‐１ 更新 菓子製造業
堺食衛第11029305号 デイリーカナートイズミヤ原山台店 南区原山台５丁９‐８ 072-296-3388 平成29年3月13日 平成29年4月1日 令和5年3月31日 イズミヤ株式会社 大阪市西成区花園南１丁目４－４ 更新 食肉販売業
堺食衛第11788101号 日清シスコ株式会社 堺区石津北町８０ 平成29年3月10日 平成29年4月1日 令和5年3月31日 日清シスコ株式会社 堺市堺区石津北町８０ 更新 菓子製造業
堺食衛第13108101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29年3月21日 平成29年4月1日 令和5年3月31日 株式会社コノミヤ 大阪市鶴見区今津南１丁目５‐３２ 更新 魚介類販売業
堺食衛第14484401号 ＥＣＯＳＨＯＰ　ＣＯＲＥ 中区東山５９３ 平成29年3月13日 平成29年3月13日 令和5年3月31日 株式会社コアー建築工房 堺市中区東山５９３ 新規 飲食店営業
堺食衛第13831801号 餃子の王将　美原南店 美原区黒山６４６‐１ 平成29年3月14日 平成29年4月1日 令和5年3月31日 株式会社王将フードサービス 京都府京都市山科区西野山射庭ノ上町２９４‐１ 更新 飲食店営業
堺食衛第13103801号 居楽屋　白木屋 堺区向陵中町２丁５‐１２ はりまや三国ヶ丘ビル２階 平成29年3月22日 平成29年4月1日 令和5年3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 更新 飲食店営業
堺食衛第13106801号 株式会社コノミヤ堺東店 堺区一条通１３‐２３ 072-232-0561 平成29年3月21日 平成29年4月1日 令和5年3月31日 株式会社コノミヤ 大阪府大阪市鶴見区今津南１丁目５‐３２ 更新 魚介類販売業
堺食衛第13106803号 株式会社コノミヤ堺東店 堺区一条通１３‐２３ 072-232-0561 平成29年3月21日 平成29年4月1日 令和5年3月31日 株式会社コノミヤ 大阪府大阪市鶴見区今津南１丁目５‐３２ 更新 飲食店営業
堺食衛第13839001号 魚がし鮨 堺区栄橋町２丁４‐２８ 堺魚市場内 平成29年3月21日 平成29年4月1日 令和5年3月31日 株式会社太新興産 和歌山県橋本市三石台１丁目３‐９ 更新 飲食店営業
堺食衛第14484701号 昌久園　おおとりウイングス店 西区鳳東町７丁７３３ おおとりウイングス１Ｆ 平成29年3月27日 平成29年3月27日 令和5年3月31日 株式会社昌久園 堺市堺区車之町東３丁１‐９ 新規 飲食店営業
堺食衛第14484702号 昌久園　おおとりウイングス店 西区鳳東町７丁７３３ おおとりウイングス１Ｆ 平成29年3月27日 平成29年3月27日 令和5年3月31日 株式会社昌久園 堺市堺区車之町東３丁１‐９ 新規 食肉販売業
堺食衛第13107401号 株式会社コノミヤ中もず店 中区新家町１‐１９ 072-289-0561 平成29年3月15日 平成29年4月1日 令和5年3月31日 株式会社コノミヤ 大阪府大阪市鶴見区今津南１丁目５‐３２ 更新 魚介類販売業
堺食衛第13107402号 株式会社コノミヤ中もず店 中区新家町１‐１９ 072-289-0561 平成29年3月15日 平成29年4月1日 令和5年3月31日 株式会社コノミヤ 大阪府大阪市鶴見区今津南１丁目５‐３２ 更新 食肉販売業
堺食衛第11332148号 株式会社髙島屋泉北店　柿の葉寿司本舗たなか南区茶山台１丁３‐１ 072-293-1101 平成29年3月22日 平成29年4月1日 令和5年3月31日 株式会社髙島屋 大阪府大阪市中央区難波５丁目１‐５ 更新 飲食店営業
堺食衛第11332149号 株式会社髙島屋泉北店　イベントコーナー南区茶山台１丁３‐１ 072-293-1101 平成29年3月22日 平成29年4月1日 令和5年3月31日 株式会社髙島屋 大阪府大阪市中央区難波５丁目１‐５ 更新 飲食店営業
堺食衛第11332150号 株式会社髙島屋泉北店　古市庵 南区茶山台１丁３‐１ 072-293-1101 平成29年3月22日 平成29年4月1日 令和5年3月31日 株式会社髙島屋 大阪府大阪市中央区難波５丁目１‐５ 更新 飲食店営業
堺食衛第13104601号 特別養護老人ホーム　ハートピア堺 堺区海山町３丁１５０‐１ 平成29年3月14日 平成29年4月1日 令和5年3月31日 株式会社テスティパル 大阪府大阪市中央区南久宝寺町４－３－５ 更新 飲食店営業
堺食衛第14485601号 堺市立東深井小学校 中区深井水池町３２１４ 平成29年3月14日 平成29年3月14日 令和5年3月31日 株式会社テスティパル 大阪府大阪市中央区南久宝寺町４丁目３‐５ 新規 飲食店営業
堺食衛第14485801号 堺市立八田荘西小学校 中区毛穴町２６８‐２ 平成29年3月14日 平成29年3月14日 令和5年3月31日 株式会社テスティパル 大阪府大阪市中央区南久宝寺町４丁目３‐５ 新規 飲食店営業
堺食衛第14485701号 堺市立深井西小学校 中区深井北町９２６ 平成29年3月14日 平成29年3月14日 令和5年3月31日 株式会社テスティパル 大阪府大阪市中央区南久宝寺町４丁目３‐５ 新規 飲食店営業
堺食衛第10916501号 シャトレーゼ工場直売店　日置荘店 東区日置荘原寺町４２５‐１ 平成29年3月17日 平成29年4月1日 令和5年3月31日 株式会社ブックスファミリア 堺市北区百舌鳥梅町３丁２５‐１ 更新 菓子製造業
堺食衛第14486001号 ＯＨＡＮＡ 南区城山台２丁２‐１７ 平成29年3月29日 平成29年3月29日 令和5年3月31日 有限会社生活支援サービスたんぽぽ 堺市南区城山台２丁２‐１７ 新規 飲食店営業
堺食衛第13865301号 銀のさら　浜寺店 西区浜寺船尾町西１丁２７８‐１グリーンライフ浜寺 平成29年3月21日 平成29年4月1日 令和5年3月31日 株式会社松本 堺市西区浜寺船尾町西１丁２７８‐１ グリーンライフ浜寺 更新 飲食店営業
堺食衛第14486401号 サイゼリヤ　アリオ鳳店 西区鳳南町３丁１９９‐１２ アリオ鳳３Ｆ 平成29年3月31日 平成29年3月31日 令和5年3月31日 株式会社サイゼリヤ 埼玉県吉川市旭２‐５ 新規 飲食店営業
堺食衛第14181302号 ｃａｆｅ　ＩＲＯＨＡ 堺区百舌鳥夕雲町２丁１６７‐１大仙公園内 072-220-2341 平成29年3月28日 平成29年3月28日 令和5年3月31日 株式会社ミュー 堺市西区上野芝町５丁１１‐５ 新規 菓子製造業
堺食衛第11250401号 リンガーハット堺百舌鳥店 北区百舌鳥梅町１丁６‐２ 平成29年3月31日 平成29年4月1日 令和5年3月31日 リンガーハットジャパン株式会社 長崎市鍛冶屋町６‐５０ 更新 飲食店営業
堺食衛第14486501号 帝塚山学院大学　泉ヶ丘キャンパス食堂南区晴美台４丁２‐２ 平成29年3月28日 平成29年3月28日 令和5年3月31日 学校法人帝塚山学院 大阪府大阪市住吉区帝塚山中３丁目１０‐５１ 新規 飲食店営業
堺食衛第13096201号 ワンカルビ堺西店 堺区山本町３丁８５‐１ 072-227-4129 平成29年3月31日 平成29年4月1日 令和5年3月31日 株式会社ワン・ダイニング 大阪府大阪市西区新町１丁目２７‐９ 更新 飲食店営業
堺食衛第14312503号 デイリーカナート中百舌鳥店 北区中百舌鳥町５丁８０５‐２ 平成29年4月17日 平成29年4月17日 令和5年4月30日 カナート株式会社 大阪府大阪市住之江区南港中２丁目１‐１０９ 新規 菓子製造業
堺食衛第14312507号 デイリーカナート中百舌鳥店 北区中百舌鳥町５丁８０５‐２ 平成29年4月3日 平成29年4月3日 令和5年4月30日 カナート株式会社 大阪府大阪市住之江区南港中２丁目１‐１０９ 新規 食肉販売業
堺食衛第13486330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 平成29年4月14日 平成29年4月14日 令和5年4月30日 株式会社イトーヨーカ堂 東京都千代田区二番町８‐８ 新規 飲食店営業
堺食衛第11162401号 マクドナルド原山台店 南区原山台５丁９‐８ 平成29年3月28日 平成29年4月1日 令和5年3月31日 株式会社フルライフ 堺市南区鴨谷台２丁１‐３ 更新 飲食店営業
堺食衛第10761101号 イズミヤ株式会社阪和堺店 堺区田出井町１‐１ 100 072-229-2323 平成29年3月27日 平成29年4月1日 令和5年3月31日 イズミヤ株式会社 大阪市西成区花園南１丁目４‐４ 更新 魚介類販売業
堺食衛第10761102号 イズミヤ株式会社阪和堺店 堺区田出井町１‐１ 100 072-229-2323 平成29年3月27日 平成29年4月1日 令和5年3月31日 イズミヤ株式会社 大阪市西成区花園南１丁目４‐４ 更新 飲食店営業
堺食衛第10761103号 イズミヤ株式会社阪和堺店 堺区田出井町１‐１ 100 072-229-2323 平成29年3月27日 平成29年4月1日 令和5年3月31日 イズミヤ株式会社 大阪市西成区花園南１丁目４‐４ 更新 食肉販売業
堺食衛第10761105号 イズミヤ株式会社阪和堺店 堺区田出井町１‐１ 100 072-229-2323 平成29年3月27日 平成29年4月1日 令和5年3月31日 イズミヤ株式会社 大阪市西成区花園南１丁目４‐４ 更新 菓子製造業
堺食衛第14487201号 ローソン堺今池町店 堺区今池町６丁５‐２８ 平成29年3月23日 平成29年3月23日 令和5年3月31日 株式会社フィード 堺市南区赤坂台４丁２３‐６ 新規 飲食店営業
堺食衛第12391303号 とりかわ権兵衛　泉北堺インター店 中区平井７３５ 平成29年3月29日 平成29年5月1日 令和5年4月30日 有限会社さくらプランニング 堺市中区平井７３５ 更新 飲食店営業
堺食衛第14487401号 社会福祉法人鳳会幼保連携型認定こども園菜の花こども園東区丈六１９０‐２ 平成29年3月30日 平成29年3月30日 令和5年3月31日 株式会社マルワ 大阪府東大阪市新家３丁目９‐３１ 新規 飲食店営業
堺食衛第16010005号 めしや食堂　堺出島店 堺区出島海岸通４丁３‐２５ 平成29年3月29日 平成29年4月1日 令和5年3月31日 株式会社ライフフーズ 大阪府吹田市江坂町１丁目１３－４１ 更新 飲食店営業
堺食衛第16010039号 フォーユー堺畑山厨房内 中区深井畑山町２６３１‐１ 平成29年3月23日 平成29年3月23日 令和5年3月31日 東住吉中央マルタマフーズ株式会社 大阪府大阪市東住吉区今林４丁目２‐１６ 新規 飲食店営業
堺食衛第14487701号 堺市立槇塚台小学校 南区槇塚台３丁３９‐１ 平成29年3月23日 平成29年3月23日 令和5年3月31日 株式会社ニチダン 大阪府大阪市阿倍野区阪南町５丁目３‐５ 新規 飲食店営業
堺食衛第14487301号 堺市立若松台小学校 南区若松台１丁３‐１ 平成29年3月23日 平成29年3月23日 令和5年3月31日 株式会社ニチダン 大阪府大阪市阿倍野区阪南町５丁目３番５号 新規 飲食店営業
堺食衛第14487501号 堺市立上神谷小学校 南区片蔵１４２５ 平成29年3月23日 平成29年3月23日 令和5年3月31日 株式会社ニチダン 大阪府大阪市阿倍野区阪南町５丁目３‐５ 新規 飲食店営業
堺食衛第16010001号 成美高等学校内食堂 南区城山台４丁１‐１ 平成29年4月26日 平成29年5月1日 令和5年4月30日 株式会社ジェイ・エス・エイ 堺市中区深阪２丁９‐１１ 更新 飲食店営業
堺食衛第16010051号 大起水産回転寿司　北野田店 東区北野田１０７７ アミナス北野田２階 平成29年3月24日 平成29年4月1日 令和5年3月31日 大起水産株式会社 堺市北区中村町６０７‐１ 更新 飲食店営業
堺食衛第16010118号 堺区緑町１丁１４ 平成29年3月31日 平成29年4月1日 令和5年3月31日 東京都中央区日本橋箱崎町３６‐２ 更新 飲食店営業
堺食衛第16010112号 茶寮　つぼ市製茶本舗 堺区九間町東１丁１‐２ 平成29年5月12日 平成29年5月12日 令和5年5月31日 株式会社Ｃ・Ｈ・Ａ 大阪府高石市高師浜１丁目１４－１８ 新規 飲食店営業
堺食衛第16010113号 茶寮　つぼ市製茶本舗 堺区九間町東１丁１‐２ 平成29年5月12日 平成29年5月12日 令和5年5月31日 株式会社Ｃ・Ｈ・Ａ 大阪府高石市高師浜１丁目１４－１８ 新規 菓子製造業
堺食衛第16010114号 串カツ鉄板居酒屋　くし若まる　なかもず店北区百舌鳥西之町３丁５４３ 平成29年3月31日 平成29年4月1日 令和5年3月31日 株式会社かわべフードサービス 大阪府大阪市中央区内本町１丁目１‐８ 更新 飲食店営業
堺食衛第16010124号 大阪府立大学生活協同組合　ｃｏ‐ｏｐ　ｄｅｌｉ中区学園町１‐１ 平成29年3月27日 平成29年5月1日 令和4年4月30日 大阪府立大学生活協同組合 堺市中区学園町１‐１ 更新 飲食店営業（露店）
堺食衛第16010137号 スペースクリエイト自遊空間　堺山本町店堺区山本町３丁８５‐１ 平成29年3月31日 平成29年4月1日 令和5年3月31日 株式会社ランシステム 埼玉県狭山市狭山台４丁目２７‐３８ 更新 飲食店営業
堺食衛第16010138号 ホテル　オリーブ堺店 西区浜寺石津町西１丁１‐１７ 平成29年4月11日 平成29年5月1日 令和5年4月30日 株式会社オリーブ 大阪府大阪市天王寺区上汐３丁目３‐２ 更新 飲食店営業
堺食衛第16010132号 認定こども園　サン子ども園福泉園 西区草部３３６‐４ 平成29年3月28日 平成29年4月1日 令和5年3月31日 柏原マルタマフーズ株式会社 大阪府藤井寺市川北３丁目４‐２３ 更新 飲食店営業
堺食衛第16010126号 いちふくスーパー 東区日置荘西町１丁２５‐３０ 072-287-3010 平成29年4月4日 平成29年4月4日 令和5年4月30日 丸富産業株式会社 堺市東区日置荘西町１丁２５‐３０ 新規 魚介類販売業
堺食衛第16010127号 いちふくスーパー 東区日置荘西町１丁２５‐３０ 072-287-3010 平成29年4月4日 平成29年4月4日 令和5年4月30日 丸富産業株式会社 堺市東区日置荘西町１丁２５‐３０ 新規 飲食店営業
堺食衛第16010144号 きらっと 堺区八千代通３‐２６ 平成29年3月29日 平成29年5月1日 令和5年4月30日 特定非営利活動法人きらっと 堺市堺区八千代通３‐２６ 更新 飲食店営業
堺食衛第16010140号 キャベツ焼　アリオ鳳店 西区鳳南町３丁１９９‐１２ 072-274-4422 平成29年4月7日 平成29年4月7日 令和5年4月30日 岡山フードサービス株式会社 大阪府大阪市住吉区苅田７丁目３番１０号 新規 飲食店営業
堺食衛第16010155号 牛たん麦とろ　えびす 北区東浅香山町４丁１‐１２ イオンモール堺北花田　４Ｆ 平成29年4月7日 平成29年4月7日 令和5年4月30日 株式会社イトー 広島県広島市安佐北区口田南９丁目１１番２３号 新規 飲食店営業
堺食衛第16010157号 心斎橋　咲き福 北区東浅香山町４丁１‐１２ イオンモール堺北花田　４Ｆ 平成29年4月7日 平成29年4月7日 令和5年4月30日 株式会社イトー 広島県広島市安佐北区口田南９丁目１１番２３号 新規 飲食店営業
堺食衛第16010160号 ｃａｆｅ　ｅｍ　鉄板焼けい 西区浜寺公園町２丁１９２ 平成29年3月31日 平成29年4月1日 令和5年3月31日 株式会社京和 大阪府和泉市黒鳥町１丁目３番６４号 更新 飲食店営業
堺食衛第16010162号 あかり製菓有限会社 南区岩室４４３‐２ 平成29年3月30日 平成29年5月1日 令和5年4月30日 あかり製菓有限会社 堺市南区岩室４４３‐２ 更新 菓子製造業
堺食衛第16010177号 桜珈琲　美原店 美原区黒山５６８ 平成29年4月10日 平成29年4月10日 令和5年4月30日 株式会社桜珈琲 堺市南区豊田９８２‐１ 新規 飲食店営業
堺食衛第16010178号 桜珈琲　美原店 美原区黒山５６８ 平成29年4月10日 平成29年4月10日 令和5年4月30日 株式会社桜珈琲 堺市南区豊田９８２‐１ 新規 菓子製造業
堺食衛第16010181号 正起屋　泉北パンジョ店 南区茶山台１丁３‐１ パンジョ４階 平成29年4月26日 平成29年4月26日 令和5年4月30日 株式会社正起屋 大阪府吹田市広芝町 新規 飲食店営業
堺食衛第16010175号 串の井 南区鴨谷台２丁２‐１ 平成29年4月5日 平成29年5月1日 令和5年4月30日 株式会社串の井 堺市南区美木多上３４３ 更新 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 大阪府大阪市西区江戸堀１丁目４－２３ 新規 飲食店営業
堺食衛第17010004号 近畿管区警察学校 北区長曽根町１１７９‐４ 平成29年4月3日 平成29年4月3日 令和5年4月30日 ナフス株式会社 大阪府大阪市生野区巽南５丁目４番２６号 新規 飲食店営業
堺食衛第17010008号 海鮮屋台おくまん鳳駅前店 西区鳳東町１丁４‐１ Ｋ’Ｓビル２Ｆ 平成29年4月17日 平成29年4月17日 令和5年4月30日 株式会社こうむら 大阪府大阪市北区中崎西１－４－２２ 梅田東ビル４１５ 新規 飲食店営業
堺食衛第17010024号 ジャンボカラオケ広場　ＪＲ鳳駅前店 西区鳳東町１丁４‐３１ Ｋ’ｓビル３階 平成29年4月20日 平成29年4月20日 令和5年4月30日 有限会社ジャンカラ堺 堺市堺区中瓦町２丁１‐１１ 新規 飲食店営業
堺食衛第17010028号 矯正研修所　大阪支所 堺区田出井町７‐１０ 平成29年4月7日 平成29年5月1日 令和5年4月30日 株式会社はり源 堺市堺区大浜中町３丁５‐１５ 更新 飲食店営業
堺食衛第17010033号 株式会社髙島屋堺店　喫茶　カフェプラス堺区三国ヶ丘御幸通５９ 072-238-1101 平成29年4月13日 平成29年5月1日 令和5年4月30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 更新 飲食店営業
堺食衛第17010034号 株式会社髙島屋堺店　和風甘味処　さが野堺区三国ヶ丘御幸通５９ 072-238-1101 平成29年4月13日 平成29年5月1日 令和5年4月30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 更新 飲食店営業
堺食衛第17010030号 ピザハットフェニックス通り堺宿院店 堺区宿院町東４丁２‐１ 平成29年4月21日 平成29年4月21日 令和5年4月30日 日本ピザハット株式会社 神奈川県横浜市西区みなとみらい４丁目４‐５ 新規 飲食店営業
堺食衛第17010039号 コンフォートホテル堺 堺区竜神橋町１丁５‐１ 平成29年4月20日 平成29年6月1日 令和5年5月31日 株式会社グリーンズ 三重県四日市市浜田町５‐３ 更新 飲食店営業
堺食衛第17010043号 クローバー 堺区三国ヶ丘御幸通５９ 平成29年4月25日 平成29年5月1日 令和5年4月30日 バリアッソコーヒー株式会社 大阪市阿倍野区阪南町２丁目２０‐１９ 更新 飲食店営業
堺食衛第17010046号 エームＳＪ３３６１ 南区美木多上１３５９‐２ 平成29年4月11日 平成29年5月1日 令和5年4月30日 エームサービスジャパン株式会社 東京都港区赤坂２丁目２３‐１ 更新 飲食店営業
堺食衛第17010054号 実演手打うどん　杵屋 堺区三国ヶ丘御幸通５９ ＵＰ’ルＢ１ 平成29年4月25日 平成29年5月1日 令和5年4月30日 株式会社グルメ杵屋レストラン 大阪市住之江区北加賀屋３丁目４‐７ 更新 飲食店営業
堺食衛第17010066号 西区鳳東町７丁７３３ おおとりウイングス１Ｆ072-273-1228 平成29年4月17日 平成29年5月1日 令和5年4月30日 株式会社きらく 大阪府富田林市旭ケ丘町５－１１ 更新 飲食店営業
堺食衛第17010068号 株式会社クサマ 東区日置荘西町７丁１７‐４０ 平成29年4月20日 平成29年5月1日 令和5年4月30日 株式会社クサマ 堺市東区日置荘西町７丁１７‐４０ 更新 菓子製造業
堺食衛第17010072号 金久右衛門 北区百舌鳥梅北町３丁１１９‐２ 平成29年4月27日 平成29年4月27日 令和5年4月30日 株式会社昇フードサービス 大阪府大阪市西区靱本町３丁目８－１４ 新規 飲食店営業
堺食衛第17010073号 堺西典礼会館　２階 西区菱木２丁２４１２‐１ 平成29年4月28日 平成29年5月1日 令和5年4月30日 株式会社日本セレモニー 山口県下関市大喜本町６丁目４‐５０ 更新 飲食店営業
堺食衛第17010074号 堺西典礼会館　１階 西区菱木２丁２４１２‐１ 平成29年4月28日 平成29年5月1日 令和5年4月30日 株式会社日本セレモニー 山口県下関市大喜本町６丁目４‐５０ 更新 飲食店営業



堺食衛第17010076号 築野食品工業株式会社　大阪工場 美原区今井３７０ 平成29年4月18日 平成29年5月1日 令和5年4月30日 築野食品工業株式会社 和歌山県伊都郡かつらぎ町大字新田９４ 更新 食用油脂製造業
堺食衛第17010081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29年5月2日 平成29年5月2日 令和5年5月31日 東洋食品大阪株式会社 大阪府藤井寺市恵美坂１‐１‐７ 新規 飲食店営業
堺食衛第17010084号 おこめとかれぇ野菜のお店　米田 堺区鉄砲町１‐１ イオンモール堺鉄炮町３３２５ 平成29年4月21日 平成29年4月21日 令和5年4月30日 誠和建設工業株式会社 堺市北区百舌鳥赤畑町２丁１０７ 新規 飲食店営業
堺食衛第17010082号 パンのおうち　Ｇｕｒａｎｍａ 北区中長尾町２丁３‐１６ 平成29年4月28日 平成29年4月28日 令和5年4月30日 株式会社憩いの家かつら 堺市北区中長尾町４丁３‐２９ 新規 飲食店営業
堺食衛第17010083号 パンのおうち　Ｇｕｒａｎｍａ 北区中長尾町２丁３‐１６ 平成29年4月28日 平成29年4月28日 令和5年4月30日 株式会社憩いの家かつら 堺市北区中長尾町４丁３‐２９ 新規 菓子製造業
堺食衛第17010089号 三菱マテリアル株式会社　三宝製作所 堺区三宝町８丁３７４ 平成29年5月1日 平成29年5月1日 令和5年4月30日 ナンブフードサービス株式会社 堺市堺区出島海岸通４丁１‐２８ 新規 飲食店営業
堺食衛第17010088号 炭火焼肉いち善 東区日置荘西町２丁３９‐９ 平成29年6月16日 平成29年6月16日 令和5年6月30日 株式会社Ｏ．Ｓフーズ 大阪府岸和田市尾生町７丁目１０‐５ 新規 飲食店営業
堺食衛第17010092号 コルシカ　キッチン 堺市内一円 平成29年4月18日 平成29年4月18日 令和4年4月30日 有限会社ラ・コルス 堺市南区野々井６８４‐５ 新規 飲食店営業（露店）
堺食衛第17010104号 マルゼンバル　近畿管区警察学校店 北区長曽根町１１７９‐４ 平成29年5月9日 平成29年5月9日 令和5年5月31日 丸善食品株式会社 大阪府大阪市東住吉区今川５－５－１５ 新規 飲食店営業
堺食衛第17010094号 喫茶＆カレー　ＳＵＮＱ 中区東山４３‐１ 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ＳＵＮＬＩＮＥ 堺市南区原山台１丁１４‐８ 2 新規 飲食店営業
堺食衛第17010105号 大阪コールドシステム株式会社 堺区出島海岸通３丁５‐３２ 平成29年4月26日 平成29年4月26日 令和5年4月30日 大阪コールドシステム株式会社 堺市堺区出島海岸通３丁５‐３２ 新規 そうざい製造業
堺食衛第17010106号 大阪コールドシステム株式会社 堺区出島海岸通３丁５‐３２ 平成29年4月26日 平成29年4月26日 令和5年4月30日 大和食品株式会社 堺市中区毛穴町１２６‐１ 新規 そうざい製造業
堺食衛第17010110号 シャープ事業センター　サンパティー堺店堺区匠町１ シャープ株式会社本社内 平成29年4月20日 平成29年4月20日 令和4年4月30日 株式会社シャープ事業センター 大阪府大阪市阿倍野区西田辺町２丁目５－１４ 新規 喫茶店営業（自動販売機）
堺食衛第17010107号 株式会社海部 北区中村町６０７‐１ 072-251-2029 平成29年4月20日 平成29年4月20日 令和4年4月30日 株式会社海部 堺市北区中村町６０７‐１ 新規 飲食店営業（露店）
堺食衛第17010116号 ＨＯＴＥＬ　ＬＩＶＥＲ　ＰＯＯＬ 中区毛穴町１６７ 平成29年4月27日 平成29年5月1日 令和5年4月30日 ティプランニング株式会社 堺市中区毛穴町１６７ 更新 飲食店営業
堺食衛第17010131号 大阪王将　深井店 中区深井沢町３２９０ 泉北鉄道深井駅内 平成29年4月27日 平成29年5月1日 令和5年4月30日 浪速フード株式会社 大阪府大阪市北区浪花町１３‐３３ 更新 飲食店営業
堺食衛第17010129号 餃子の王将八田寺店 中区八田寺町４８１‐９ 平成29年4月27日 平成29年5月1日 令和5年4月30日 株式会社王将フードサービス 京都市山科区西野山射庭ノ上町２９４‐１ 更新 飲食店営業
堺食衛第17010133号 株式会社髙島屋泉北店（とりさか） 南区茶山台１丁３‐１ 072-293-1101 平成29年4月28日 平成29年5月1日 令和5年4月30日 株式会社髙島屋 大阪府大阪市中央区難波５丁目１‐５ 更新 飲食店営業
堺食衛第17010134号 株式会社髙島屋泉北店＜北極星＞ 南区茶山台１丁３‐１ 072-293-1101 平成29年4月28日 平成29年5月1日 令和5年4月30日 株式会社髙島屋 大阪府大阪市中央区難波５丁目１‐５ 更新 飲食店営業
堺食衛第17010136号 株式会社髙島屋泉北店（富惣） 南区茶山台１丁３‐１ 072-293-1101 平成29年4月28日 平成29年5月1日 令和5年4月30日 株式会社髙島屋 大阪府大阪市中央区難波５丁目１‐５ 更新 飲食店営業
堺食衛第17010137号 株式会社髙島屋泉北店　（沈菜館） 南区茶山台１丁３‐１ 072-293-1101 平成29年4月28日 平成29年5月1日 令和5年4月30日 株式会社髙島屋 大阪府大阪市中央区難波５丁目１‐５ 更新 飲食店営業
堺食衛第17010138号 株式会社髙島屋泉北店（大寅） 南区茶山台１丁３‐１ 072-293-1101 平成29年4月28日 平成29年5月1日 令和5年4月30日 株式会社髙島屋 大阪府大阪市中央区難波５丁目１‐５ 更新 魚肉練り製品製造業
堺食衛第17010139号 株式会社髙島屋泉北店（クックハウス） 南区茶山台１丁３‐１ 072-293-1101 平成29年4月28日 平成29年4月28日 令和5年4月30日 株式会社髙島屋 大阪府大阪市中央区難波５丁目１‐５ 新規 飲食店営業
堺食衛第17010132号 ＣＡＦＥ　ＰＡＮＤＡ 堺市内一円 平成29年4月21日 平成29年5月1日 令和4年4月30日 社会福祉法人コスモス 堺市東区野尻町８‐４ 更新 飲食店営業（自動車）
堺食衛第17010121号 株式会社ＳＡＩＬＯＲＳ 堺市内一円 平成29年4月21日 平成29年4月21日 令和4年4月30日 株式会社ＳＡＩＬＯＲＳ 東京都港区南青山４丁目１６番１１号 アールスクエア南青山２１０ 新規 飲食店営業（露店）
堺食衛第17010146号 株式会社髙島屋堺店　社員食堂 堺区三国ヶ丘御幸通５９ 072-238-1101 平成29年4月24日 平成29年5月1日 令和5年4月30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 更新 飲食店営業
堺食衛第17010144号 魚虎 堺区中瓦町１丁４‐２０ 平成29年4月28日 平成29年4月28日 令和5年4月30日 株式会社大台フードプロジェクト 大阪府大阪市北区梅田１丁目１－３ 大阪駅前第３ビル５０１－１ 新規 飲食店営業
堺食衛第17010143号 １０１・金のとりから　アリオ鳳店 西区鳳南町３丁１９９‐１２ 平成29年4月27日 平成29年4月27日 令和5年4月30日 リープ株式会社 大阪府大阪市中央区道修町１－４－６ ミフネ道修町ビル８Ｆ 新規 飲食店営業
堺食衛第17010155号 ロータス 北区南花田町５９１‐３ 平成29年5月1日 平成29年5月1日 令和5年4月30日 株式会社クル・クル 堺市北区南花田町５９１‐３ 新規 飲食店営業
堺食衛第17010161号 河内食品株式会社 北区野遠町２８ 平成29年4月28日 平成29年5月1日 令和5年4月30日 河内食品株式会社 堺市北区野遠町２８ 更新 清涼飲料水製造業
堺食衛第17010149号 ｉｅｎｏ 北区中百舌鳥町５丁７２３ 大西ビル１Ｆ 平成29年5月8日 平成29年5月8日 令和5年5月31日 光栄株式会社 堺市北区中百舌鳥町６丁９９６‐１ 新規 飲食店営業
堺食衛第17010160号 カラオケＣＬＵＢ　ＤＡＭ　スマイル深井店中区深井清水町３９８８ 平成29年4月28日 平成29年5月1日 令和5年4月30日 有限会社大阪音響設備 堺市中区深井中町１１６７‐５ 更新 飲食店営業
堺食衛第17010172号 とんかつＫＹＫ 堺区三国ヶ丘御幸通５９ ＵＰ’ル 平成29年4月28日 平成29年5月1日 令和5年4月30日 株式会社曲田商店 大阪府大阪市阿倍野区松崎町３丁目６‐１８ 更新 飲食店営業
堺食衛第17010166号 町田商店堺三宝町店 堺区三宝町４丁２４７‐１ 平成29年4月28日 平成29年4月28日 令和5年4月30日 株式会社ＧＩＦＴＪＡＰＡＮ 東京都町田市森野１－２３－１９ 新規 飲食店営業
堺食衛第17010173号 デイリーカナート向ヶ丘店 西区津久野町１丁１２‐１ 072-271-0786 平成29年4月28日 平成29年5月1日 令和5年4月30日 カナート株式会社 大阪市住之江区南港中２丁目１‐１０９ 更新 飲食店営業
堺食衛第17010175号 花園　ミニ鯛焼き 堺市内一円 平成29年4月27日 平成29年4月27日 令和4年4月30日 株式会社花園 東京都荒川区西日暮里６－４５－２ 新規 菓子製造業（露店）
堺食衛第17010182号 天串と海鮮の店　はれ天 堺市内一円 平成29年4月27日 平成29年4月27日 令和4年4月30日 株式会社ココカラ 大阪府大阪市都島区毛馬町２－５－１０ 新規 飲食店営業（自動車）
堺食衛第17010191号 しゃぶ葉　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４階072-240-5207 平成29年5月10日 平成29年5月10日 令和5年5月31日 株式会社すかいらーくレストランツ 東京都武蔵野市西久保１丁目２５－８ 新規 飲食店営業
堺食衛第17010186号 ヌーベルマリー　アリオ鳳店 西区鳳南町３丁１９９‐１２ アリオ鳳１階 平成29年4月28日 平成29年5月1日 令和5年4月30日 株式会社ファントムプロジェクト 大阪府大阪市中央区道修町３丁目３番８号 更新 飲食店営業
堺食衛第17010187号 ヌーベルマリー　アリオ鳳店 西区鳳南町３丁１９９‐１２ アリオ鳳１階 平成29年4月28日 平成29年5月1日 令和5年4月30日 株式会社ファントムプロジェクト 大阪府大阪市中央区道修町３丁目３番８号 更新 菓子製造業
堺食衛第17010201号 サグン　インドレストラン＆バー 北区中長尾町２丁４‐２２ 金岡グリーンハウス東棟１０１号室 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ＨＩＭＡＬＡＹＡＮ　ＣＯＲＰＯＲＡＴＩＯＮ 奈良県大和高田市片塩町７－１４－５０１ 新規 飲食店営業
堺食衛第17010208号 ミスター天津飯 堺区南瓦町１‐２１ 宏昌センタービル１Ｆ 平成29年5月22日 平成29年5月22日 令和5年5月31日 株式会社ファリシオ 大阪府羽曳野市古市３丁目１‐２３ 新規 飲食店営業
堺食衛第17010213号 ミルクレット長尾町店 北区南長尾町５丁１‐４ 平成29年5月10日 平成29年6月1日 令和5年5月31日 株式会社新泉商事 堺市中区土塔町１９９１ 更新 アイスクリーム類製造業
堺食衛第17010219号 株式会社クボタ　堺臨海工場２３番 西区築港新町３丁８ 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 大阪市西区南堀江４丁目２５－２４ 更新 喫茶店営業（自動販売機）
堺食衛第17010224号 株式会社クボタ　堺臨海工場２０番 西区築港新町３丁８ 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 大阪市西区南堀江４丁目２５－２４ 更新 喫茶店営業（自動販売機）
堺食衛第17010223号 サイモト自転車株式会社 西区浜寺石津町中１丁２‐２６ 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 大阪市西区南堀江４丁目２５－２４ 更新 喫茶店営業（自動販売機）
堺食衛第17010226号 小林鍛工株式会社 西区築港浜寺西町７‐２３ 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 大阪市西区南堀江４丁目２５－２４ 更新 喫茶店営業（自動販売機）
堺食衛第17010230号 産直焼肉ビーファーズ新金岡店 北区長曽根町３０４８‐５ 平成29年5月8日 平成29年5月8日 令和5年5月31日 株式会社ビースマイルプロジェクト 鹿児島県鹿児島市谷山中央１－４３８９ 新規 食肉販売業
堺食衛第17010234号 株式会社コノミヤ泉ヶ丘店 南区竹城台１丁１‐３ 072-295-0561 平成29年5月10日 平成29年6月1日 令和5年5月31日 株式会社コノミヤ 大阪府大阪市鶴見区今津南１丁目５‐３２ 更新 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 兵庫県篠山市東吹３３６－１ 新規 飲食店営業（露店）
堺食衛第17010235号 レストラン・佐藤農園 堺区中之町東３丁１‐２５ 平成29年5月22日 平成29年5月22日 令和5年5月31日 株式会社エルマック 堺市堺区中田出井町３丁４‐２２ 新規 飲食店営業
堺食衛第17010242号 八剣食堂　福田店 中区福田１０８０‐１ 平成29年5月16日 平成29年6月1日 令和5年5月31日 マルシェ株式会社 大阪府大阪市阿倍野区阪南町２丁目２０－１４ 更新 飲食店営業
堺食衛第17010241号 はつしば学園給食センター 東区西野１９４‐１ 狭山登美丘学舎 平成29年5月15日 平成29年6月1日 令和5年5月31日 株式会社松ちゃん給食 大阪府八尾市相生町１丁目８‐４３ 更新 飲食店営業
堺食衛第17010246号 株式会社髙島屋堺店　２階特設コーナー堺区三国ヶ丘御幸通５９ 072-238-1101 平成29年5月29日 平成29年6月1日 令和5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 更新 菓子製造業
堺食衛第17010258号 株式会社髙島屋堺店　御座候 堺区三国ヶ丘御幸通５９ 072-238-1101 平成29年5月29日 平成29年6月1日 令和5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 更新 菓子製造業
堺食衛第17010251号 ピュアハート　キッズランド 北区新金岡町５丁１‐１ フレスポしんかな４階 平成29年5月12日 平成29年5月12日 令和5年5月31日 ニッケアウデオＳＡＤ株式会社 大阪府大阪市中央区安土町３丁目５－６ ナカヒロビル６Ｆ 新規 飲食店営業
堺食衛第17010250号 セカンドライフ鳳 西区鳳中町１０丁９‐１ 平成29年5月26日 平成29年5月26日 令和5年5月31日 有限会社マルフクメディカルフーズ 大阪府門真市三ツ島６丁目２５‐２１ 新規 飲食店営業
堺食衛第17010243号 泉南乳業株式会社　堺工場 中区土塔町１９９１ 072-236-0888 平成29年5月22日 平成29年6月1日 令和5年5月31日 泉南乳業株式会社 更新 清涼飲料水製造業
堺食衛第17010264号 菓子工房　桜　セントラル 南区豊田９８１‐１ 072-290-3101 平成29年5月25日 平成29年5月25日 令和5年5月31日 株式会社桜珈琲 堺市南区豊田９８２‐１ 新規 菓子製造業
堺食衛第17010271号 要薬品株式会社　臨海第一工場 西区築港浜寺西町１４‐１ 平成29年5月23日 平成29年6月1日 令和5年5月31日 要薬品株式会社 大阪府大阪市西区京町堀３‐２‐７ 更新 添加物製造業
堺食衛第17010266号 幸のとり 中区深阪１丁１４‐５２ サニーハイツ１Ｆ 平成29年5月26日 平成29年5月26日 令和5年5月31日 株式会社Ｎ　Ｅ　ＰＲＯＪＥＣＴ 堺市中区深阪１丁１４‐５２ 新規 飲食店営業
堺食衛第17010272号 社会福祉法人たんぽぽひろば　ナイスディ東区草尾１４３５‐１ 平成29年5月12日 平成29年6月1日 令和5年5月31日 社会福祉法人たんぽぽひろば 堺市北区百舌鳥梅町３丁２０‐１０ 更新 飲食店営業
堺食衛第17010286号 株式会社フレームワーク　高砂工場 堺区高砂町１丁１４ 平成29年5月19日 平成29年6月1日 令和5年5月31日 株式会社フレームワーク 大阪府大阪市旭区高殿６丁目１６－１１ 更新 そうざい製造業
堺食衛第17010292号 株式会社髙丸食品 北区百舌鳥赤畑町５丁７１５ 平成29年5月26日 平成29年6月1日 令和5年5月31日 株式会社髙丸食品 堺市北区百舌鳥赤畑町５丁７１５ 更新 豆腐製造業
堺食衛第17010293号 株式会社髙丸食品 北区百舌鳥赤畑町５丁７１５ 平成29年5月26日 平成29年6月1日 令和5年5月31日 株式会社髙丸食品 堺市北区百舌鳥赤畑町５丁７１５ 更新 そうざい製造業
堺食衛第17010294号 マクドナルドハンバーガー浜寺店 西区浜寺船尾町東１丁１１８ 平成29年5月30日 平成29年5月30日 令和5年5月31日 有限会社吉川商事 堺市北区新金岡町５丁３‐１０１‐２０１ 新規 飲食店営業
堺食衛第17010295号 マクドナルドハンバーガー浜寺店 西区浜寺船尾町東１丁１１８ 平成29年5月30日 平成29年5月30日 令和5年5月31日 有限会社吉川商事 堺市北区新金岡町５丁３‐１０１‐２０１ 新規 アイスクリーム類製造業
堺食衛第17010309号 南海グリル東店 堺区車之町西１丁２５‐１ 平成29年5月17日 平成29年6月1日 令和5年5月31日 株式会社南海グリル 堺市堺区車之町西２丁１‐３０ 更新 飲食店営業
堺食衛第17010322号 株式会社髙島屋泉北店（サンマルコ） 南区茶山台１丁３‐１ 072-293-1101 平成29年5月29日 平成29年6月1日 令和5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１‐５ 更新 飲食店営業
堺食衛第17010324号 株式会社髙島屋泉北店（ケーニヒスクローネ　ザ・ダンケコレクション）南区茶山台１丁３‐１ 072-293-1101 平成29年5月29日 平成29年6月1日 令和5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１‐５ 更新 飲食店営業
堺食衛第17010325号 株式会社髙島屋泉北店（四陸） 南区茶山台１丁３‐１ 072-293-1101 平成29年5月29日 平成29年6月1日 令和5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１‐５ 更新 飲食店営業
堺食衛第17010326号 株式会社髙島屋泉北店（カフェドンク） 南区茶山台１丁３‐１ 072-293-1101 平成29年5月29日 平成29年6月1日 令和5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１‐５ 更新 飲食店営業
堺食衛第17010327号 株式会社髙島屋泉北店（きっち） 南区茶山台１丁３‐１ 072-293-1101 平成29年5月29日 平成29年6月1日 令和5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１‐５ 更新 飲食店営業
堺食衛第17010328号 株式会社髙島屋泉北店（ドンク） 南区茶山台１丁３‐１ 072-293-1101 平成29年5月29日 平成29年6月1日 令和5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１‐５ 更新 菓子製造業
堺食衛第17010329号 株式会社髙島屋泉北店（ケーニヒスクローネ）南区茶山台１丁３‐１ 072-293-1101 平成29年5月29日 平成29年6月1日 令和5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１‐５ 更新 菓子製造業
堺食衛第17010330号 株式会社髙島屋泉北店（御座候） 南区茶山台１丁３‐１ 072-293-1101 平成29年5月29日 平成29年6月1日 令和5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１‐５ 更新 菓子製造業
堺食衛第17010332号 株式会社髙島屋泉北店（アントステラ） 南区茶山台１丁３‐１ 072-293-1101 平成29年5月29日 平成29年6月1日 令和5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１‐５ 更新 菓子製造業
堺食衛第17010334号 株式会社髙島屋泉北店（珈夢亭） 南区茶山台１丁３‐１ 072-293-1101 平成29年5月29日 平成29年6月1日 令和5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１‐５ 更新 喫茶店営業
堺食衛第17010313号 ライフ城山台店 南区城山台２丁２‐１４ 072-298-4888 平成29年5月30日 平成29年6月1日 令和5年5月31日 株式会社ライフコーポレーション 東京都中央区日本橋本町３丁目６‐２ 更新 魚介類販売業
堺食衛第17010315号 ライフ城山台店 南区城山台２丁２‐１４ 072-298-4888 平成29年5月30日 平成29年6月1日 令和5年5月31日 株式会社ライフコーポレーション 東京都中央区日本橋本町３丁目６‐２ 更新 食肉販売業
堺食衛第17010343号 街かど屋　新金岡店 北区長曽根町１２０２‐１ 平成29年5月26日 平成29年5月26日 令和5年5月31日 株式会社ライフフーズ 大阪府吹田市江坂町１丁目１３－４１ 新規 飲食店営業
堺食衛第17010336号 プールピア 南区三原台２丁９ 平成29年6月19日 平成29年6月19日 令和5年6月30日 合同会社シューイット 大阪府茨木市真砂２－９－７ ３０４号 新規 飲食店営業
堺食衛第17010340号 スラ上 南区三原台２丁９ 平成29年6月19日 平成29年6月19日 令和5年6月30日 合同会社シューイット 大阪府茨木市真砂２－９－７ ３０４号 新規 飲食店営業
堺食衛第17010341号 スラ下 南区三原台２丁９ 平成29年6月19日 平成29年6月19日 令和5年6月30日 合同会社シューイット 大阪府茨木市真砂２－９－７ ３０４号 新規 飲食店営業
堺食衛第17010346号 スーパーコート堺神石 堺区神石市之町７‐２８ 平成29年5月30日 平成29年6月1日 令和5年5月31日 藏ウェルフェアサービス株式会社 大阪府大阪市中央区北久宝寺町２丁目５番９号 更新 飲食店営業
堺食衛第17010347号 スーパーコート堺神石２号館 堺区神石市之町１９‐２７ 平成29年5月23日 平成29年6月1日 令和5年5月31日 藏ウェルフェアサービス株式会社 大阪府大阪市中央区北久宝寺町２丁目５番９号 更新 飲食店営業
堺食衛第17010348号 スーパーコート堺 北区百舌鳥赤畑町４丁３４１‐１ 平成29年5月30日 平成29年6月1日 令和5年5月31日 藏ウェルフェアサービス株式会社 大阪府大阪市中央区北久宝寺町２丁目５番９号 更新 飲食店営業
堺食衛第17010345号 スーパーコート堺白鷺 中区新家町５３１‐１ 平成29年5月23日 平成29年6月1日 令和5年5月31日 藏ウェルフェアサービス株式会社 大阪府大阪市中央区北久宝寺町２丁目５番９号 更新 飲食店営業
堺食衛第17010353号 堺ラーメン祥楽 中区深井沢町３１７８ 平成29年6月2日 平成29年6月2日 令和5年6月30日 株式会社秋桜 堺市中区八田西町２丁６‐３１ 新規 飲食店営業
堺食衛第17010354号 Ｃｅｒｉｓｅ 堺区中瓦町２丁３‐２２ テクノ大徳ビル４階 平成29年5月31日 平成29年6月1日 令和5年5月31日 レ・フレール株式会社 堺市堺区中瓦町２丁３‐２２ 更新 菓子製造業
堺食衛第17010365号 株式会社　トライアル 美原区丹上８７‐１ 平成29年5月31日 平成29年6月1日 令和5年5月31日 株式会社トライアル 堺市美原区丹上８７‐１ 更新 飲食店営業
堺食衛第17010370号 三喜フード株式会社 美原区木材通２丁目１‐３ 平成29年5月30日 平成29年7月1日 令和5年6月30日 三喜フード株式会社 大阪府松原市阿保３丁目９‐１ 更新 食品の冷凍又は冷蔵業
堺食衛第17010371号 三喜フード株式会社 美原区木材通２丁目１‐３ 平成29年5月30日 平成29年7月1日 令和5年6月30日 三喜フード株式会社 大阪府松原市阿保３丁目９‐１ 更新 食肉処理業
堺食衛第17010372号 三喜フ－ド株式会社 美原区木材通２丁目１‐３ 平成29年5月30日 平成29年7月1日 令和5年6月30日 三喜フード株式会社 大阪府松原市阿保３丁目９‐１ 更新 麺類製造業
堺食衛第17010373号 三喜フード株式会社 美原区木材通２丁目１‐３ 平成29年5月30日 平成29年7月1日 令和5年6月30日 三喜フード株式会社 大阪府松原市阿保３丁目９‐１ 更新 そうざい製造業
堺食衛第17010364号 日本マクドナルド株式会社大庭寺店 南区大庭寺８３０ 平成29年5月31日 平成29年6月1日 令和5年5月31日 日本マクドナルド株式会社 東京都新宿区西新宿６丁目５‐１ 新宿アイランドタワー３８階、３９階、４０階 更新 飲食店営業
堺食衛第17010386号 株式会社元祖たこ昌　南大阪物流センター西区鳳東町６丁６９６‐１ 平成29年6月5日 平成29年7月1日 令和5年6月30日 株式会社元祖たこ昌 大阪府大阪市中央区道頓堀１丁目４‐１５ 更新 食品の冷凍又は冷蔵業
堺食衛第17010385号 株式会社いせ 中区土師町１丁１７‐３５ 平成29年5月31日 平成29年6月1日 令和5年5月31日 株式会社いせ 堺市中区土師町１丁１７－３５ 更新 そうざい製造業
堺食衛第17010399号 とんりゅうラーメン本店 西区浜寺石津町中１丁６‐２１ 平成29年5月31日 平成29年6月1日 令和5年5月31日 有限会社とんりゅう 堺市西区浜寺石津町中１丁６‐２１ 更新 飲食店営業
堺食衛第17010404号 槇塚台レストラン 南区槇塚台３丁１‐２ 平成29年5月31日 平成29年6月1日 令和5年5月31日 特定非営利活動法人すまいるセンター 堺市南区桃山台２丁３‐４ 更新 飲食店営業
堺食衛第17010411号 絆あけぼの 堺市内一円 平成29年5月30日 平成29年5月30日 令和4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）
堺食衛第17010422号 いっしん　真琴 西区鳳東町６丁６４７‐１ 平成29年5月31日 平成29年6月1日 令和5年5月31日 有限会社一真 堺市西区鳳東町６丁６４７‐４ 更新 飲食店営業
堺食衛第17010428号 スシロー泉北２号線店 南区豊田８３０‐１ 平成29年6月2日 平成29年7月1日 令和5年6月30日 株式会社あきんどスシロー 大阪府吹田市江坂町１丁目２２‐２ 更新 飲食店営業
堺食衛第17010437号 創作イタリアン　丹Ｔａｎ治Ｊｉ 堺区永代町１丁１‐１３ 平成29年6月14日 平成29年6月14日 令和5年6月30日 株式会社田中浚渫工業 大阪府八尾市南木の本５‐４９ 新規 飲食店営業
堺食衛第17010445号 ギョ魚ぎょ 堺区市之町東２丁１‐８ 平成29年6月7日 平成29年7月1日 令和5年6月30日 有限会社ギョ魚ぎょ 堺市堺区市之町東２丁１‐８ 更新 魚介類販売業
堺食衛第17010436号 クラウンネットワークシステムズ 北区北長尾町１丁７‐１ クラウンビル２Ｆ 平成29年6月6日 平成29年6月6日 令和5年6月30日 株式会社クラウンネットワークシステムズ 堺市北区北長尾町１丁７‐１ 新規 喫茶店営業
堺食衛第17010446号 西区浜寺石津町西２丁３２２‐１ 平成29年6月14日 平成29年7月1日 令和5年6月30日 東京都中央区日本橋箱崎町３６‐２ 更新 飲食店営業
堺食衛第17010447号 高圧ガス工業株式会社堺工場 中区伏尾８５ 平成29年6月22日 平成29年7月1日 令和5年6月30日 高圧ガス工業株式会社 大阪市北区中崎西２丁目４‐１２ 更新 添加物製造業
堺食衛第17010468号 アトリエ　コンフィチュール 中区深井清水町３４８３ レジデンス二反田　１０１号 平成29年6月22日 平成29年7月1日 令和5年6月30日 有限会社千総 堺市北区長曽根町１３０‐４２ さかい新事業創造センター１２１号 更新 乳製品製造業
堺食衛第17010472号 株式会社西友　上野芝店　若菜 西区上野芝町２丁７‐３ 西友上野芝店内 平成29年6月16日 平成29年7月1日 令和5年6月30日 株式会社西友 東京都北区赤羽二丁目１番１号 更新 菓子製造業
堺食衛第17010469号 株式会社西友　堺・福田店　若菜 中区陶器北１６７８ 平成29年6月13日 平成29年7月1日 令和5年6月30日 株式会社西友 東京都北区赤羽２丁目１番１号 更新 菓子製造業
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 大阪府東大阪市永和１‐２５‐１１ 新規 喫茶店営業（露店）
堺食衛第17010483号 ドムドムハンバーガー深井店 中区深井沢町３２９０‐３ 深井プラザ１Ｆ 平成29年6月20日 平成29年6月20日 令和5年6月30日 株式会社ドムドムフードサービス 神奈川県厚木市岡田３０５０ 新規 飲食店営業
堺食衛第17010484号 ドムドムハンバーガー深井店 中区深井沢町３２９０‐３ 深井プラザ１Ｆ 平成29年6月20日 平成29年6月20日 令和5年6月30日 株式会社ドムドムフードサービス 神奈川県厚木市岡田３０５０ 新規 アイスクリーム類製造業
堺食衛第17010485号 餃子の王将　堺福田店 中区福田１３０５‐１ 平成29年6月16日 平成29年7月1日 令和5年6月30日 株式会社王将フードサービス 京都市山科区西野山射庭ノ上町２９４－１ 更新 飲食店営業
堺食衛第17010482号 株式会社ダイフク 中区東山４３‐１ 072-284-9182 平成29年6月16日 平成29年6月16日 令和5年6月30日 株式会社ダイフク 堺市中区東山４３‐１ 新規 飲食店営業
堺食衛第17010489号 手しごとうどん工房　はちまん 西区浜寺石津町西４丁１４‐１ 平成29年6月15日 平成29年6月15日 令和5年6月30日 株式会社はちまん 堺市西区浜寺石津町西４丁１４‐１ 新規 飲食店営業
堺食衛第17010491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29年6月28日 平成29年7月1日 令和5年6月30日 株式会社コノミヤ 大阪市鶴見区今津南１丁目５‐３２ 更新 飲食店営業
堺食衛第17010498号 ２５２９事業所 堺区東湊町１丁５９ 平成29年6月30日 平成29年6月30日 令和5年6月30日 一冨士フードサービス株式会社 大阪府大阪市北区梅田三丁目３番２０号 新規 飲食店営業



堺食衛第17010495号 大泉食堂 北区新金岡町３丁４‐８ 平成29年6月16日 平成29年7月1日 令和5年6月30日 有限会社第２金岡大泉 堺市北区新金岡町３丁４‐８ 更新 飲食店営業
堺食衛第17010497号 仕出しのたぬき 西区浜寺船尾町東２丁２５６ 平成29年6月29日 平成29年7月1日 令和5年6月30日 株式会社泉乃井 堺市西区鳳中町２丁５０‐２ 更新 飲食店営業
堺食衛第17010500号 とくし丸 堺市内一円 平成29年6月15日 平成29年6月15日 令和4年6月30日 株式会社サンプラザ 大阪府羽曳野市誉田３丁目３‐１５ 新規 魚介類販売業（自動車）
堺食衛第17010501号 とくし丸 堺市内一円 平成29年6月15日 平成29年6月15日 令和4年6月30日 株式会社サンプラザ 大阪府羽曳野市誉田３丁目３‐１５ 新規 食肉販売業（自動車）
堺食衛第17010504号 焼肉ホルモンブンゴ堺東店 堺区中瓦町２丁２‐１１ 第二冨士ビル１階 072-275-4453 平成29年6月23日 平成29年6月23日 令和5年6月30日 株式会社インターナショナルサポート 大阪府大阪市城東区中浜３丁目１７番２２号 新規 飲食店営業
堺食衛第17010518号 ファミリーマート京屋三国ヶ丘駅前店 堺区向陵中町２丁５‐１４ 平成29年6月27日 平成29年7月1日 令和5年6月30日 京屋商事株式会社 堺市西区浜寺諏訪森町東３丁２６７‐１３ 更新 飲食店営業
堺食衛第17010522号 ファミリーマート京屋西湊店 堺区西湊町６丁３‐１１ 平成29年6月27日 平成29年7月1日 令和5年6月30日 京屋商事株式会社 堺市西区浜寺諏訪森町東３丁２６７‐１３ 更新 飲食店営業
堺食衛第17010516号 ファミリーマート　京屋宿院店 堺区宿院町東３丁１‐１ 平成29年6月27日 平成29年7月1日 令和5年6月30日 京屋商事株式会社 堺市西区浜寺諏訪森町東３丁２６７‐１３ 更新 飲食店営業
堺食衛第17010525号 阪和第二泉北病院　職員食堂 中区深井北町３１７６ 平成29年6月19日 平成29年7月1日 令和5年6月30日 株式会社Ｎｉｓｈｉｋｉ　Ｆｏｏｄｓ 大阪府大阪市住吉区苅田５丁目１８－２０ 更新 飲食店営業
堺食衛第17010526号 阪和第一泉北病院　職員食堂 南区豊田１５８８‐１ 平成29年6月19日 平成29年7月1日 令和5年6月30日 株式会社Ｎｉｓｈｉｋｉ　Ｆｏｏｄｓ 大阪府大阪市住吉区苅田５丁目１８－２０ 更新 飲食店営業
堺食衛第17010533号 鎌倉パスタ　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プラウ４Ｆ 平成29年6月30日 平成29年7月1日 令和5年6月30日 株式会社鎌倉パスタ 岡山県岡山市北区平田１７３‐１０４ 更新 飲食店営業
堺食衛第17010530号 肉匠坂井堺浜寺店 西区浜寺船尾町西３丁５６ 平成29年6月29日 平成29年7月1日 令和5年6月30日 株式会社焼肉坂井ホールディングス 愛知県名古屋市北区黒川本通２丁目４６ 更新 飲食店営業
堺食衛第17010542号 株式会社フレームワーク　高砂工場 堺区高砂町１丁１４ 平成29年6月21日 平成29年7月1日 令和5年6月30日 株式会社フレームワーク 大阪府大阪市旭区高殿６丁目１６－１１ 更新 食肉処理業
堺食衛第17010534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29年6月30日 平成29年7月1日 令和4年6月30日 株式会社ジャパンフットボールマーチャンダイズ 大阪府大阪市淀川区加島１丁目６４‐１４ 更新 飲食店営業（露店）
堺食衛第17010540号 大美野典礼会館 東区大美野６‐６ 平成29年6月30日 平成29年7月1日 令和5年6月30日 株式会社日本セレモニー 山口県下関市王喜本町６丁目４‐５０ 更新 飲食店営業
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 堺市南区茶山台１丁２‐３ 新規 飲食店営業（露店）
堺食衛第17010559号 株式会社フレームワーク　北花田工場 北区北花田町４丁１１４‐１ 平成29年6月26日 平成29年7月1日 令和5年6月30日 株式会社フレームワーク 大阪府大阪市旭区高殿６－１６－１１ 更新 食肉処理業
堺食衛第17010562号 オンリーワン　ウェディング　サンパレス（３Ｆ）中区深井水池町３２３８ 072-278-2211 平成29年6月29日 平成29年7月1日 令和5年6月30日 株式会社セルビス 堺市堺区市之町東５丁２‐７ 更新 飲食店営業
堺食衛第17010584号 喫茶　あよあよ 北区百舌鳥梅町３丁２０‐１０ 072-252-4802 平成29年7月11日 平成29年7月11日 令和5年7月31日 社会福祉法人たんぽぽひろば 堺市北区百舌鳥梅町３丁２０‐１０ 新規 飲食店営業
堺食衛第17010572号 株式会社万代　泉北深阪店 南区深阪南３６０‐１ 平成29年6月26日 平成29年8月1日 令和5年7月31日 株式会社万代 大阪府大阪市生野区小路東３丁目１０‐１３ 更新 飲食店営業
堺食衛第17010573号 株式会社万代　泉北深阪店 南区深阪南３６０‐１ 平成29年6月26日 平成29年8月1日 令和5年7月31日 株式会社万代 大阪府大阪市生野区小路東３丁目１０‐１３ 更新 魚介類販売業
堺食衛第17010575号 株式会社万代　泉北深阪店 南区深阪南３６０‐１ 平成29年6月26日 平成29年8月1日 令和5年7月31日 株式会社万代 大阪府大阪市生野区小路東３丁目１０‐１３ 更新 食肉販売業
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 東京都新宿区西新宿１丁目２４－１ 更新 喫茶店営業（自動販売機）
堺食衛第17010600号 株式会社美盛 北区長曽根町１６１７‐２ 平成29年6月30日 平成29年7月1日 令和5年6月30日 株式会社美盛 堺市北区長曽根町１６１７‐２ 更新 そうざい製造業
堺食衛第17010593号 かんさいうどん　深井店 中区深井清水町１７４２‐１ 平成29年6月30日 平成29年7月1日 令和5年6月30日 有限会社ジー・エム・イー 大阪府泉大津市東豊中町３丁目１４‐５ 更新 飲食店営業
堺食衛第17010588号 魚国総本社・堺２７１８０ 南区美木多上５３‐１ 平成29年6月27日 平成29年7月1日 令和5年6月30日 株式会社魚国総本社 大阪府大阪市中央区道修町１丁目６‐１９ 更新 飲食店営業
堺食衛第17010620号 堺市漁業協同組合連合会 堺区大浜西町２３ 平成29年7月5日 平成29年8月1日 令和5年7月31日 堺市漁業協同組合連合会 堺市堺区大浜西町２３ 更新 魚介類販売業
堺食衛第17010615号 近畿大学医学部堺病院　外来及び職員食堂南区原山台２丁７‐１ 平成29年6月28日 平成29年7月1日 令和5年6月30日 株式会社近大アシスト 大阪府大阪狭山市大野台１丁目３１‐３３ 更新 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 滋賀県高島市新旭町太田７７５ 更新 飲食店営業（露店）
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 滋賀県高島市新旭町太田７７５ 更新 菓子製造業（露店）
堺食衛第17010629号 すき家　堺高須店 堺区高須町２丁１‐１６ 平成29年7月3日 平成29年8月1日 令和5年7月31日 株式会社すき家 東京都港区港南２丁目１８‐１ 更新 飲食店営業
堺食衛第17010633号 有限会社一心堂 東区日置荘原寺町１９‐７ 平成29年6月30日 平成29年7月1日 令和5年6月30日 有限会社一心堂 堺市東区日置荘原寺町１９－７ 更新 菓子製造業
堺食衛第17010621号 台湾料理　福源 美原区丹上１９５‐４ 平成29年7月3日 平成29年7月3日 令和5年7月31日 中日通商株式会社 堺市堺区中安井町１丁３‐２１ 新規 飲食店営業
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 愛知県春日井市木附町９９４ 新規 飲食店営業（露店）
堺食衛第17010648号 ゴディバ　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１Ｆ 平成29年7月6日 平成29年7月6日 令和5年7月31日 ゴディバジャパン株式会社 東京都港区六本木３丁目２番１号 新規 喫茶店営業
堺食衛第17010636号 ミスターチキン鳥治 西区鳳東町７丁７３３ おおとりウイングス１階 平成29年9月4日 平成29年9月4日 令和5年9月30日 鳥翔フーズ株式会社 大阪府羽曳野市伊賀１丁目６－８ 新規 飲食店営業
堺食衛第17010637号 ミスターチキン鳥治 西区鳳東町７丁７３３ おおとりウイングス１階 平成29年9月4日 平成29年9月4日 令和5年9月30日 鳥翔フーズ株式会社 大阪府羽曳野市伊賀１丁目６－８ 新規 食肉販売業
堺食衛第17010634号 ガーデンカフェ・レストラン　ルボワ（Ｌｅ　Ｂｏｉｓ）～小さい森～中区深井水池町３２３８ 平成29年7月7日 平成29年7月7日 令和5年7月31日 株式会社セルビス 堺市堺区市之町東５丁２‐７ 新規 飲食店営業
堺食衛第17010635号 メイプルタウン 堺市内一円 平成29年7月7日 平成29年7月7日 令和4年7月31日 株式会社セルビス 堺市堺区市之町東５丁２‐７ 新規 飲食店営業（露店）
堺食衛第17010662号 堺区中三国ヶ丘町１丁１‐３０ 平成29年7月13日 平成29年8月1日 令和5年7月31日 有限会社リーブズ 堺市堺区中三国ヶ丘町１丁１‐３０ 更新 飲食店営業
堺食衛第17010651号 土佐料理　海 堺区中瓦町２丁１‐６ 平成29年7月4日 平成29年7月4日 令和5年7月31日 株式会社ＣＲＯＷＮ 堺市堺区中瓦町２丁１‐６ 新規 飲食店営業
堺食衛第17010661号 祥福の湯　２Ｆ 西区浜寺船尾町東３丁３０１ 平成29年7月10日 平成29年8月1日 令和5年7月31日 株式会社祥福企画 堺市西区浜寺船尾町東３丁３０１ 更新 飲食店営業
堺食衛第17010663号 中尾食品工業株式会社 西区草部７１５ 072-273-4545 平成29年8月23日 平成29年8月23日 令和5年8月31日 中尾食品工業株式会社 堺市西区草部７１５ 新規 そうざい製造業
堺食衛第17010670号 堺市立堺高等学校 堺区向陵東町１丁１０‐１ 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 大阪市西区南堀江４丁目２５－２４ 更新 喫茶店営業（自動販売機）
堺食衛第17010686号 大阪南部合同青果株式会社　堺　１Ｆ現場（ＣＣＷ受託）北区中村町７４４‐１ 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 大阪市西区南堀江４丁目２５－２４ 更新 喫茶店営業（自動販売機）
堺食衛第17010682号 山大興業株式会社　堺流通センター　事務所前２（ＣＣＷ受託）西区築港新町１丁５‐９ 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 大阪市西区南堀江４丁目２５－２４ 更新 喫茶店営業（自動販売機）
堺食衛第17010677号 ゼネラル石油株式会社　堺　新売店（ＣＣＷ受託）西区築港浜寺町４ 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 大阪市西区南堀江４丁目２５－２４ 更新 喫茶店営業（自動販売機）
堺食衛第17010665号 朝日鋳工株式会社 西区鳳東町６丁６１６ 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 大阪市西区南堀江４丁目２５－２４ 更新 喫茶店営業（自動販売機）
堺食衛第17010685号 株式会社ナス物産　堺　事務所横（ＣＣＷ受託）東区八下町２丁３６ 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 大阪市西区南堀江４丁目２５－２４ 更新 喫茶店営業（自動販売機）
堺食衛第17010695号 ダイエー北野田店 東区丈六１８３‐１８ 072-234-3811 平成29年7月10日 平成29年8月1日 令和5年7月31日 株式会社ダイエー 神戸市中央区港島中町４丁目１‐１ 更新 菓子製造業
堺食衛第17010673号 株式会社双立　堺　現場　（ＣＣＷ受託）美原区太井６５５ 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 大阪市西区南堀江４丁目２５－２４ 更新 喫茶店営業（自動販売機）
堺食衛第17010694号 銘菓創庵むか新　泉北店 南区豊田８３０‐１ 平成29年7月12日 平成29年7月12日 令和5年7月31日 株式会社向新 大阪府泉佐野市上町３丁目１１番４号 新規 飲食店営業
堺食衛第17010688号 ＢＡＮＤＡ 堺市内一円 平成29年7月4日 平成29年7月4日 令和4年7月31日 株式会社ＣＰＣ 大阪府大阪市福島区福島７丁目８番６号 中村ビル１階 新規 飲食店営業（露店）
堺食衛第17010689号 京都ダイコクバーガー 堺市内一円 平成29年7月4日 平成29年7月4日 令和4年7月31日 株式会社ダイコク 京都府亀岡市北古世町１丁目１２番地２ 新規 飲食店営業（露店）
堺食衛第17010692号 カレーハウスＣｏＣｏ壱番屋 堺市内一円 平成29年7月4日 平成29年7月4日 令和4年7月31日 株式会社トラストフードサービス 兵庫県神戸市中央区相生町１‐１‐１４ 新規 飲食店営業（自動車）
堺食衛第17010707号 エスカフェ 北区東浅香山町４丁１‐１２ イオンモール堺北花田 平成29年7月26日 平成29年7月26日 令和5年7月31日 エスカンパニー株式会社 東京都千代田区神田和泉町１－３－２ サフランビル４階 新規 飲食店営業
堺食衛第17010704号 餃子の王将堺インター店 南区小代４３２ 平成29年7月13日 平成29年8月1日 令和5年7月31日 株式会社王将フードサービス 京都市山科区西野山射庭ノ上町２９４－１ 更新 飲食店営業
堺食衛第17010697号 ル・パン 堺市内一円 平成29年7月5日 平成29年7月5日 令和4年7月31日 有限会社フクモト 大阪府大阪市東淀川区北江口４丁目９－１１ 新規 菓子製造業（露店）
堺食衛第17010698号 菜花野 堺市内一円 平成29年7月21日 平成29年7月21日 令和4年7月31日 株式会社菜花野 大阪府大阪市港区波除３‐３‐９ 新規 飲食店営業（露店）
堺食衛第17010702号 大阪天神カレー 堺市内一円 平成29年7月6日 平成29年7月6日 令和4年7月31日 近畿大阪ハウジング株式会社 大阪府大阪市北区本庄東１丁目９番１７号 新規 飲食店営業（自動車）
堺食衛第17010705号 株式会社ライフェック 堺市内一円 平成29年7月5日 平成29年7月5日 令和4年7月31日 株式会社ライフェック 兵庫県神戸市兵庫区上庄通２丁目１－５ 新規 飲食店営業（露店）
堺食衛第17010715号 大阪栄養食品株式会社 中区深井中町９１５ 平成29年7月13日 平成29年8月1日 令和5年7月31日 大阪栄養食品株式会社 堺市中区深井中町９１５ 更新 飲食店営業
堺食衛第17010720号 株式会社白銀 美原区多治井１６６‐１８ 平成29年7月28日 平成29年8月1日 令和5年7月31日 株式会社白銀 堺市美原区多治井１６６‐１８ 更新 添加物製造業
堺食衛第17010725号 ＤＯＮＯ　ＪＡＰＡＮ 堺市内一円 平成29年7月21日 平成29年7月21日 令和4年7月31日 株式会社ＤＯＮＯ　ＪＡＰＡＮ 大阪市中央区心斎橋筋１丁目３－６ 新規 飲食店営業（露店）
堺食衛第17010729号 イオン堺北花田店　ディッパーダン 北区東浅香山町４丁１‐１２ 平成29年7月25日 平成29年7月25日 令和5年7月31日 イオンリテール株式会社 千葉県千葉市美浜区中瀬１丁目５‐１ 新規 菓子製造業
堺食衛第17010730号 イオン堺北花田店　ディッパーダン 北区東浅香山町４丁１‐１２ 平成29年7月25日 平成29年7月25日 令和5年7月31日 イオンリテール株式会社 千葉県千葉市美浜区中瀬１丁目５‐１ 新規 アイスクリーム類製造業
堺食衛第17010731号 イオン堺北花田店　ディッパーダン 北区東浅香山町４丁１‐１２ 平成29年7月25日 平成29年7月25日 令和5年7月31日 イオンリテール株式会社 千葉県千葉市美浜区中瀬１丁目５‐１ 新規 飲食店営業
堺食衛第17010732号 イオン堺北花田店　リワードキッチン 北区東浅香山町４丁１‐１２ 平成29年7月25日 平成29年7月25日 令和5年7月31日 イオンリテール株式会社 千葉県千葉市美浜区中瀬１丁目５‐１ 新規 飲食店営業
堺食衛第17010733号 イオン堺北花田店　水産寿司 北区東浅香山町４丁１‐１２ 平成29年7月25日 平成29年7月25日 令和5年7月31日 イオンリテール株式会社 千葉県千葉市美浜区中瀬１丁目５‐１ 新規 飲食店営業
堺食衛第17010734号 イオン堺北花田店　不二家神戸 北区東浅香山町４丁１‐１２ 平成29年7月25日 平成29年7月25日 令和5年7月31日 イオンリテール株式会社 千葉県千葉市美浜区中瀬１丁目５‐１ 新規 菓子製造業
堺食衛第17010735号 イオン堺北花田店　不二家神戸 北区東浅香山町４丁１‐１２ 平成29年7月25日 平成29年7月25日 令和5年7月31日 イオンリテール株式会社 千葉県千葉市美浜区中瀬１丁目５‐１ 新規 アイスクリーム類製造業
堺食衛第17010736号 イオン堺北花田店　ピザ 北区東浅香山町４丁１‐１２ 平成29年7月25日 平成29年7月25日 令和5年7月31日 イオンリテール株式会社 千葉県千葉市美浜区中瀬１丁目５‐１ 新規 飲食店営業
堺食衛第17010749号 肉と八菜　ＯＴＯＫＩＣＨＩ 堺区熊野町東４丁１‐１８ 肉ビル２Ｆ 平成29年7月20日 平成29年7月20日 令和5年7月31日 堺市堺区熊野町東４丁１‐１８ 新規 飲食店営業
堺食衛第17010751号 居酒屋　義経 堺区栄橋町１丁１０‐１ ショップ南海堺内 平成29年7月13日 平成29年7月13日 令和5年7月31日 有限会社義経 堺市堺区栄橋町１丁１０‐１ ショップ南海堺内 新規 飲食店営業
堺食衛第17010745号 インド料理　タブラ 堺市内一円 平成29年7月21日 平成29年7月21日 令和4年7月31日 タブラフーズ株式会社 兵庫県神戸市灘区楠丘町３‐１０‐７ １０１号 新規 飲食店営業（露店）
堺食衛第17010759号 日本マクドナルド株式会社泉北２号堺上店中区毛穴町９２‐１ 平成29年7月18日 平成29年8月1日 令和5年7月31日 日本マクドナルド株式会社 東京都新宿区西新宿６丁目５－１ 更新 飲食店営業
堺食衛第17010752号 株式会社太幸商店 東区日置荘原寺町４６‐１ ループ萩原天神店内 平成29年7月19日 平成29年7月19日 令和5年7月31日 株式会社太幸商店 大阪府大阪狭山市東野西２丁目８２８－４ 新規 食肉販売業
堺食衛第17010756号 ライフ北野田店 東区北野田１５‐１ 072-236-3688 平成29年7月27日 平成29年8月1日 令和5年7月31日 株式会社ライフコーポレーション 東京都中央区日本橋本町３丁目６‐２ 更新 飲食店営業
堺食衛第17010768号 あうん屋 堺市内一円 平成29年7月13日 平成29年7月13日 令和4年7月31日 株式会社リアリティバイツ 愛知県半田市天王町１丁目５０－１ 新規 飲食店営業（露店）
堺食衛第17010771号 ほっかほっか亭　多治井北店 美原区多治井２３２‐１２４ 平成29年7月24日 平成29年7月24日 令和5年7月31日 株式会社ほっかほっか亭総本部 大阪府大阪市北区鶴野町３－１０ 新規 飲食店営業
堺食衛第17010773号 杵屋 堺市内一円 平成29年7月14日 平成29年7月14日 令和4年7月31日 株式会社グルメ杵屋 大阪市住之江区北加賀屋３丁目４‐７ 新規 飲食店営業（自動車）
堺食衛第17010785号 龍神丸　北花田店 北区東浅香山町４丁１‐１２ ４Ｆ 平成29年7月25日 平成29年7月25日 令和5年7月31日 株式会社りゅうじん 岡山県倉敷市宮前４１８－３ 新規 飲食店営業
堺食衛第17010783号 Ｓｕｎｇｒｉｌｌ 堺市内一円 平成29年7月18日 平成29年7月18日 令和4年7月31日 株式会社ＯｎＧｒｏｏｖｅ 大阪府大阪市東淀川区大桐１－１８－８ 新規 飲食店営業（露店）
堺食衛第17010784号 ずんどう屋 堺市内一円 平成29年7月21日 平成29年7月21日 令和4年7月31日 株式会社ＺＵＮＤ 兵庫県姫路市飾磨区下野田１‐１７９ 新規 飲食店営業（自動車）
堺食衛第17010787号 ＢＩＧＵＰ　ＪＡＰＡＮ 堺市内一円 平成29年7月19日 平成29年7月19日 令和4年7月31日 株式会社ＢＩＧＵＰ　ＪＡＰＡＮ 大阪府泉佐野市鶴原２８０６－６３ 新規 飲食店営業（自動車）
堺食衛第17010812号 鳥貴族　北野田店 東区北野田１０７７‐１０６ アミナス北野田１Ｆ 平成29年7月27日 平成29年10月1日 令和5年9月30日 株式会社グラッド 大阪府大阪市浪速区立葉１丁目２‐１２ 更新 飲食店営業
堺食衛第17010808号 晴屋 堺市内一円 平成29年7月19日 平成29年7月19日 令和4年7月31日 株式会社Ｐａｃｈｉｒａ　ｆｏｏｄ　ｓｅｒｖｉｃｅ 大阪府大阪市淀川区十三本町１－７－２７ 新規 飲食店営業（露店）
堺食衛第17010830号 ＰＩＣＮＩＣ 堺区神明町西１丁１‐７ ロイヤルパレス１Ｆ 平成29年7月24日 平成29年7月24日 令和5年7月31日 ＮＰＯ法人さくら 堺市堺区市之町東６丁２‐１６ 新規 飲食店営業
堺食衛第17010829号 デンバープレミアム　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４階４００３区画 平成29年7月24日 平成29年7月24日 令和5年7月31日 株式会社アントワークス 東京都杉並区高円寺南４丁目２１番７号 新規 飲食店営業
堺食衛第17010821号 株式会社ダイエーおおとり店 西区鳳東町７丁７３３ 072-275-1147 平成29年7月26日 平成29年8月1日 令和5年7月31日 株式会社ダイエー 神戸市中央区港島中町４丁目１‐１ 更新 菓子製造業
堺食衛第17010818号 ホテル　アゴーラリージェンシー大阪堺 堺市内一円 平成29年7月21日 平成29年7月21日 令和4年7月31日 株式会社アゴーラホテルマネジメント堺 堺市堺区戎島町４丁４５‐１ 新規 飲食店営業（露店）
堺食衛第17010834号 パティスリー　ラ・オートクテュール・マツモト北区北長尾町７丁１‐１７ 072-250-8139 平成29年7月24日 平成29年8月1日 令和5年7月31日 株式会社パティスリーチェルモ 大阪府大阪市東住吉区山坂２丁目９‐１９ 更新 飲食店営業
堺食衛第17010835号 そば助大阪堺店 堺市内一円 平成29年8月4日 平成29年8月4日 令和4年8月31日 株式会社Ｓｏ　Ｓｏｆｔ 堺市南区槇塚台２丁１７‐２８ 新規 飲食店営業（露店）
堺食衛第17010838号 株式会社ロイヤル 堺市内一円 平成29年7月21日 平成29年7月21日 令和4年7月31日 株式会社ロイヤル 愛知県名古屋市中区栄３丁目３１－６ 新規 喫茶店営業（露店）
堺食衛第17010841号 三国ヶ丘ＦＵＺＺ 堺市内一円 平成29年7月21日 平成29年7月21日 令和4年7月31日 株式会社ＦＵＺＺ　ＣＯＲＰＯＲＡＴＩＯＮ 堺市堺区向陵中町４丁４‐３２ チボリビル１Ｆ 新規 飲食店営業（露店）
堺食衛第17010842号 三国ヶ丘ＦＵＺＺ 堺市内一円 平成29年7月21日 平成29年7月21日 令和4年7月31日 株式会社ＦＵＺＺ　ＣＯＲＰＯＲＡＴＩＯＮ 堺市堺区向陵中町４丁４‐３２ チボリビル１Ｆ 新規 飲食店営業（露店）
堺食衛第17010843号 三国ヶ丘ＦＵＺＺ 堺市内一円 平成29年7月21日 平成29年7月21日 令和4年7月31日 株式会社ＦＵＺＺ　ＣＯＲＰＯＲＡＴＩＯＮ 堺市堺区向陵中町４丁４‐３２ チボリビル１Ｆ 新規 飲食店営業（露店）
堺食衛第17010844号 三国ヶ丘ＦＵＺＺ 堺市内一円 平成29年7月21日 平成29年7月21日 令和4年7月31日 株式会社ＦＵＺＺ　ＣＯＲＰＯＲＡＴＩＯＮ 堺市堺区向陵中町４丁４‐３２ チボリビル１Ｆ 新規 飲食店営業（露店）
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 東京都調布市調布ヶ丘３丁目６番地３ 更新 飲食店営業
堺食衛第17010853号 ラウンドワン堺駅前店 堺区戎島町４丁４４‐３ 平成29年7月28日 平成29年8月1日 令和5年7月31日 株式会社ラウンドワン 大阪府大阪市中央区難波５丁目１－６０ 更新 飲食店営業
堺食衛第17010874号 ローソン浜寺石津東三丁店 西区浜寺石津町東３丁７‐１３ 平成29年8月2日 平成29年8月2日 令和5年8月31日 株式会社エンプロート 大阪府大阪市住吉区大領５‐９‐３７ 新規 飲食店営業
堺食衛第17010873号 堺市立茶山台小学校 南区茶山台２丁５‐１ 平成29年7月27日 平成29年7月27日 令和5年7月31日 ナフス株式会社 大阪府大阪市生野区巽南５‐４‐２６ 新規 飲食店営業
堺食衛第17010884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29年8月2日 平成29年9月1日 令和5年8月31日 株式会社田中食品興業所 堺市堺区遠里小野町２丁４‐２６ 更新 あん類製造業
堺食衛第17010879号 堺市立西陶器小学校 中区田園５７０ 平成29年7月27日 平成29年7月27日 令和5年7月31日 株式会社南テスティパル 堺市西区浜寺石津町西２丁７‐１０ 新規 飲食店営業
堺食衛第17010880号 株式会社畑食品 中区深阪３丁１０‐７７ 平成29年7月26日 平成29年8月1日 令和5年7月31日 株式会社畑食品 堺市中区深阪３丁１０‐７７ 更新 魚介類販売業
堺食衛第17010881号 株式会社畑食品 中区深阪３丁１０‐７７ 平成29年7月26日 平成29年8月1日 令和5年7月31日 株式会社畑食品 堺市中区深阪３丁１０‐７７ 更新 食肉処理業
堺食衛第17010885号 株式会社羽車社員食堂 東区八下町３丁５０ 平成29年8月3日 平成29年8月1日 令和5年7月31日 ナフス南株式会社 大阪府大阪市大正区泉尾７丁目１－１７ 更新 飲食店営業
堺食衛第17010878号 堺市立南八下小学校 東区菩提町５丁２２８ 平成29年7月27日 平成29年7月27日 令和5年7月31日 株式会社南テスティパル 堺市西区浜寺石津町西２丁７‐１０ 新規 飲食店営業
堺食衛第17010890号 まごころ荘北野田 東区西野４８５‐３ 平成29年7月26日 平成29年7月26日 令和5年7月31日 コック食品株式会社 大阪府大東市御領３－１０－１ 新規 飲食店営業
堺食衛第17010902号 コノミヤ浜寺石津店　味の四季彩 西区浜寺石津町東４丁５‐５１ 平成29年7月31日 平成29年8月1日 令和5年7月31日 昭産商事株式会社 北九州市門司区黄金町６－７ 更新 飲食店営業
堺食衛第17010893号 カフェレスト　コルシカ　栂駅前店 南区原山台２丁１‐３ 平成29年7月31日 平成29年8月1日 令和5年7月31日 有限会社ラ・コルス 堺市南区若松台３丁１５‐１２ 更新 飲食店営業
堺食衛第17010894号 コルシカ　泉北店 南区野々井６８４‐５ 平成29年7月31日 平成29年8月1日 令和5年7月31日 有限会社ラ・コルス 堺市南区野々井６８４‐５ 更新 飲食店営業
堺食衛第17010896号 長田タンク筋 堺市内一円 平成29年7月27日 平成29年7月27日 令和4年7月31日 合同会社ヒュドラー 兵庫県神戸市長田区菅原通７‐４１‐１ 303 新規 飲食店営業（露店）
堺食衛第17010911号 居酒屋・割烹　じょうもん 北区中百舌鳥町２丁１１ 平成29年7月31日 平成29年8月1日 令和5年7月31日 総和実業株式会社 堺市北区中百舌鳥町５丁６７３ 更新 飲食店営業
堺食衛第17010914号 株式会社サンプラザ北野田店 東区北野田１０８４ ベルヒル北野田１３２072-239-4741 平成29年7月28日 平成29年8月1日 令和4年7月31日 株式会社サンプラザ 大阪府羽曳野市誉田３丁目３‐１５ 更新 飲食店営業（露店）
堺食衛第17010913号 ダイナック 堺市内一円 平成29年7月28日 平成29年9月1日 令和4年8月31日 株式会社ダイナック 東京都新宿区新宿１丁目８‐１ 更新 飲食店営業（露店）
堺食衛第17010943号 南海電気鉄道株式会社　堺東駅上りホーム（ＣＣＷ受託）堺区三国ヶ丘御幸通３９ 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 大阪市西区南堀江４丁目２５－２４ 更新 喫茶店営業（自動販売機）
堺食衛第17010942号 南海電気鉄道株式会社　初芝駅下りホーム（ＣＣＷ受託）東区日置荘西町４丁９３８ 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 大阪市西区南堀江４丁目２５－２４ 更新 喫茶店営業（自動販売機）
堺食衛第17010933号 イズミゴルフ堺　２Ｆ　（ＣＣＷ受託） 南区美木多上１３６９‐３ 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 大阪市西区南堀江４丁目２５－２４ 更新 喫茶店営業（自動販売機）



堺食衛第17010934号 イズミゴルフ堺　１Ｆ　（ＣＣＷ受託） 南区美木多上１３６９‐３ 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 大阪市西区南堀江４丁目２５－２４ 更新 喫茶店営業（自動販売機）
堺食衛第17010956号 らーめん処　味門 中区新家町３４９‐１６ 平成29年8月7日 平成29年8月7日 令和5年8月31日 味門ダイン有限会社 堺市北区中百舌鳥町５丁７３１‐７ 新規 飲食店営業
堺食衛第17010958号 パティスリーチェルモ初芝店 東区野尻町５３７‐２ 072-286-6824 平成29年8月7日 平成29年9月1日 令和5年8月31日 株式会社パティスリーチェルモ 大阪府大阪市東住吉区山坂２丁目９‐１９ 更新 飲食店営業
堺食衛第17010963号 得得　堺黒土店 北区黒土町２２６７‐４ 平成29年8月8日 平成29年9月1日 令和5年8月31日 有限会社酒田 大阪府八尾市竹渕西４丁目２１４－６ 更新 飲食店営業
堺食衛第17010971号 堺市立上野芝小学校 西区神野町２丁２５‐１ 平成29年9月1日 平成29年10月1日 令和5年9月30日 名阪食品株式会社 奈良県桜井市大字吉備４５２‐７ 更新 飲食店営業
堺食衛第17010973号 堺市立福泉小学校 西区菱木２丁２１８６‐１ 平成29年9月1日 平成29年10月1日 令和5年9月30日 名阪食品株式会社 奈良県桜井市大字吉備４５２‐７ 更新 飲食店営業
堺食衛第17010972号 堺市立鳳南小学校 西区鳳南町１丁７ 平成29年9月1日 平成29年10月1日 令和5年9月30日 名阪食品株式会社 奈良県桜井市大字吉備４５２‐７ 更新 飲食店営業
堺食衛第17010965号 ファミリーマート堺菩提町店 東区菩提町２丁９５‐４ 平成29年8月21日 平成29年8月21日 令和5年8月31日 株式会社Ｆプロデュースコーポレーション 和歌山県田辺市下万呂４６５－１０ 新規 飲食店営業
堺食衛第17010976号 さいせいデイサービスセンター 中区堀上町１００１ 平成29年8月28日 平成29年8月28日 令和5年8月31日 株式会社ジェイエムエフ 大阪府大阪市阿倍野区阪南町５丁目３－５ 新規 飲食店営業
堺食衛第17010980号 社会福祉法人健徳会やすらぎの郷北花田北区常磐町３丁１３－５ 平成29年8月17日 平成29年8月17日 令和5年8月31日 デリケア株式会社 大阪府茨木市横江２丁目１番２７号 新規 飲食店営業
堺食衛第17010985号 ０Ｈ１５１７　大阪 堺区北瓦町２丁４‐１６ 平成29年8月18日 平成29年9月1日 令和5年8月31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 東京都新宿区西新宿３丁目２０‐２ 更新 飲食店営業
堺食衛第17010981号 セブン‐イレブン　堺鳳南町３丁店 西区鳳南町３丁１９９‐７３ 平成29年8月15日 平成29年8月15日 令和5年8月31日 株式会社セブン‐イレブン・ジャパン 東京都千代田区二番町８番地８ 新規 飲食店営業
堺食衛第17011020号 ニパチ　堺東店 堺区北瓦町２丁１‐４ 平成29年8月31日 平成29年9月1日 令和5年8月31日 株式会社ヨシックス 愛知県名古屋市東区徳川町５０２ 更新 飲食店営業
堺食衛第17011012号 （株）加納フーズ鳳店 西区鳳北町１０丁６８ 平成29年9月5日 平成29年9月5日 令和5年9月30日 株式会社加納フーズ 大阪府松原市南新町４丁目７４番地の４ 新規 食肉販売業
堺食衛第17011024号 株式会社菓匠式部庵 東区日置荘西町１丁２１‐１６ 平成29年8月31日 平成29年9月1日 令和5年8月31日 株式会社菓匠式部庵 堺市東区日置荘西町１丁２１‐１６ 更新 菓子製造業
堺食衛第17011030号 餃子の王将堺市駅店 北区北長尾町１丁６‐５ 平成29年8月31日 平成29年9月1日 令和5年8月31日 株式会社山下 堺市北区北長尾町１丁６‐１ 新開ベルシ－３０５号 更新 飲食店営業
堺食衛第17011032号 トラストコート　堺深阪 中区深阪６丁２１‐１０ 平成29年8月28日 平成29年8月28日 令和5年8月31日 ミストラルＨＤ株式会社 和歌山県紀の川市東国分１‐３４ 新規 飲食店営業
堺食衛第17011034号 Ｒ 東区西野４８４‐３ 平成29年8月23日 平成29年8月23日 令和5年8月31日 株式会社グッジョブレイン 大阪府河内長野市寿町２‐１７ 新規 飲食店営業
堺食衛第17011054号 ポップアイド堺本店 堺区市之町東２丁１‐１２ 平成29年9月6日 平成29年10月1日 令和5年9月30日 株式会社ポップアイド 堺市堺区市之町東２丁１－１２ 更新 飲食店営業
堺食衛第17011055号 ポップアイド堺本店 堺区市之町東２丁１‐１２ 平成29年9月6日 平成29年10月1日 令和5年9月30日 株式会社ポップアイド 堺市堺区市之町東２丁１－１２ 更新 菓子製造業
堺食衛第17011057号 パン・ド・ベル 西区浜寺船尾町西４丁５２３‐１７ 平成29年8月31日 平成29年9月1日 令和5年8月31日 株式会社ベルハウス 大阪府大阪市中央区南船場１丁目１２‐１３ 更新 菓子製造業
堺食衛第17011069号 株式会社さとや 堺区永代町６丁２‐１７ 平成29年8月31日 平成29年9月1日 令和5年8月31日 株式会社さとや 堺市堺区永代町６丁２‐１７ 更新 菓子製造業
堺食衛第17011068号 株式会社さとや 堺区賑町２丁２‐２６ 平成29年8月31日 平成29年9月1日 令和5年8月31日 株式会社さとや 堺市堺区永代町６丁２‐１７ 更新 菓子製造業
堺食衛第17011097号 もぐもぐ北花田店 北区北花田町４丁８９‐１ 平成29年8月31日 平成29年9月1日 令和5年8月31日 鮨桝食品株式会社 大阪府八尾市老原９－１１５ 更新 飲食店営業
堺食衛第17011087号 ファミリーマート堺南花田町東 北区南花田町３８ 平成29年8月31日 平成29年8月31日 令和5年8月31日 有限会社メビウスカンパニー 堺市北区南花田町３０ 新規 飲食店営業
堺食衛第17011084号 アサヒフーズ株式会社南花田米飯工場北区南花田町３８８‐２ 平成29年8月28日 平成29年9月1日 令和5年8月31日 アサヒフーズ株式会社 堺市堺区東雲西町１丁２‐２２ 更新 飲食店営業
堺食衛第17011092号 株式会社万代　上野芝店 西区上野芝町２丁８‐１ 平成29年10月10日 平成29年10月10日 令和5年10月31日 株式会社万代 大阪府大阪市生野区小路東３丁目１０－１３ 新規 飲食店営業
堺食衛第17011093号 株式会社万代　上野芝店 西区上野芝町２丁８‐１ 平成29年10月10日 平成29年10月10日 令和5年10月31日 株式会社万代 大阪府大阪市生野区小路東３丁目１０－１３ 新規 飲食店営業
堺食衛第17011094号 株式会社万代　上野芝店 西区上野芝町２丁８‐１ 平成29年10月10日 平成29年10月10日 令和5年10月31日 株式会社万代 大阪府大阪市生野区小路東３丁目１０－１３ 新規 菓子製造業
堺食衛第17011095号 株式会社万代　上野芝店 西区上野芝町２丁８‐１ 平成29年10月10日 平成29年10月10日 令和5年10月31日 株式会社万代 大阪府大阪市生野区小路東３丁目１０－１３ 新規 魚介類販売業
堺食衛第17011096号 株式会社万代　上野芝店 西区上野芝町２丁８‐１ 平成29年10月10日 平成29年10月10日 令和5年10月31日 株式会社万代 大阪府大阪市生野区小路東３丁目１０－１３ 新規 食肉販売業
堺食衛第17011083号 Ｍ’Ｓ　ｃａｆｅ 南区片蔵１４４９‐３２７ 平成29年8月30日 平成29年9月1日 令和5年8月31日 三国産業株式会社 堺市堺区向陵中町４丁３‐２０ 更新 飲食店営業
堺食衛第17011105号 焼鳥センター　三国ヶ丘北口店 堺区向陵中町４丁４‐３２ チボリビル２階 平成29年9月6日 平成29年10月1日 令和5年9月30日 株式会社レインズインターナショナル 神奈川県横浜市西区みなとみらい２丁目２‐１ ランドマークタワー１２階 更新 飲食店営業
堺食衛第17011102号 嬉し乃 堺区菅原通２丁１８‐２ 平成29年8月30日 平成29年9月1日 令和5年8月31日 株式会社いせ 堺市中区土師町１丁１７‐３５ 更新 飲食店営業
堺食衛第17011117号 Ｈａ　Ｎｏｉ 美原区小平尾７２６‐５ 平成29年9月4日 平成29年9月4日 令和5年9月30日 ＤＡＴ　ＶＩＥＴ合同会社 堺市美原区小平尾７２６‐５ 新規 飲食店営業
堺食衛第17011124号 クオン 西区浜寺船尾町東３丁４０８‐２ 平成29年9月26日 平成29年9月26日 令和5年9月30日 株式会社クオン 堺市西区浜寺船尾町東４丁６６ 新規 飲食店営業
堺食衛第17011135号 株式会社泉北　修理工場（ＣＣＷ受託） 西区平岡町８ 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 大阪市西区南堀江４丁目２５－２４ 更新 喫茶店営業（自動販売機）
堺食衛第17011139号 シティホール津久野 西区津久野町１丁９‐１０ 平成29年9月12日 平成29年9月12日 令和5年9月30日 株式会社西玄 神戸市長田区大丸町１－１７－５ 新規 飲食店営業
堺食衛第17011137号 泉北下田駐車場　泉ヶ丘　駐車場（ＣＣＷ受託）西区下田町１８ 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 大阪市西区南堀江４丁目２５－２４ 更新 喫茶店営業（自動販売機）
堺食衛第17011132号 ヤマト運輸　福田宅急便センター　事務所横（ＣＣＷ受託）中区見野山２１８‐１ 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 大阪市西区南堀江４丁目２５－２４ 更新 喫茶店営業（自動販売機）
堺食衛第17011141号 株式会社美盛 北区長曽根町１６１７‐２ 平成29年9月5日 平成29年9月5日 令和5年9月30日 株式会社美盛 堺市北区長曽根町１６１７‐２ 新規 菓子製造業
堺食衛第17011151号 あゆら作業所 中区八田西町２丁９‐９ 平成29年9月14日 平成29年9月14日 令和5年9月30日 特定非営利活動法人暁会 堺市中区八田西町２丁９‐９ 新規 菓子製造業
堺食衛第17011155号 マルシゲ　八田店 中区八田西町３丁１‐２０ 平成29年9月7日 平成29年10月1日 令和5年9月30日 株式会社マルシゲ 大阪府大阪市中央区城見２丁目１－６１ ツイン２１ＭＩＤタワー３５階 更新 魚介類販売業
堺食衛第17011164号 有限会社髙岡製餡 堺区神明町東２丁２‐１３ 平成29年9月29日 平成29年10月1日 令和5年9月30日 有限会社髙岡製餡 堺市堺区神明町東２丁２－１３ 更新 あん類製造業
堺食衛第17011161号 風林火山　新金岡店 北区蔵前町３丁１‐４１ 072-252-2917 平成29年9月19日 平成29年9月19日 令和5年9月30日 株式会社風林火山 大阪府八尾市福万寺町２－１２ 新規 飲食店営業
堺食衛第17011170号 Ｓｈｏｐ　Ａｏｉｔｏｒｉ 東区日置荘西町８丁１‐７ 平成29年9月12日 平成29年10月1日 令和5年9月30日 社会福祉法人こころの窓 堺市東区日置荘西町８丁１‐１ 更新 飲食店営業
堺食衛第17011165号 ローソン堺南野田店 東区南野田１８０‐２ 平成29年9月25日 平成29年9月25日 令和5年9月30日 株式会社フィード 堺市南区赤坂台１丁４‐２３‐６ 新規 飲食店営業
堺食衛第17011169号 侘助 南区庭代台４丁４２‐９ 平成29年9月13日 平成29年10月1日 令和5年9月30日 大洋通商株式会社 堺市南区庭代台４丁４２‐９ 更新 飲食店営業
堺食衛第17011176号 楽昇 堺区南花田口町１丁１‐２３ 平成29年9月12日 平成29年10月1日 令和5年9月30日 有限会社ジェニュインハーツ 堺市堺区翁橋町１丁６‐１６‐１００４ 更新 飲食店営業
堺食衛第17011177号 ステーキガスト堺浜寺店 西区浜寺石津町西２丁９‐４ 平成29年9月14日 平成29年10月1日 令和5年9月30日 株式会社すかいらーくレストランツ 東京都武蔵野市西久保１丁目２５‐８ 更新 飲食店営業
堺食衛第17011175号 まるかふぇ 中区福田６４２‐４ 平成29年10月2日 平成29年10月2日 令和5年10月31日 まるかフーズ株式会社 堺市中区福田５３２ 新規 飲食店営業
堺食衛第17011181号 本家さぬきや　堺上野芝店 西区神野町３丁６‐１ 平成29年9月21日 平成29年10月1日 令和5年9月30日 株式会社フラット・フィールド・オペレーションズ 大阪府泉大津市我孫子１２９ 更新 飲食店営業
堺食衛第17011190号 サンブーランジュリ津久野店 西区下田町２０‐１ イトーヨーカドー津久野店内 平成29年9月21日 平成29年10月1日 令和5年9月30日 山崎製パン株式会社 東京都千代田区岩本町三丁目１０‐１ 更新 飲食店営業
堺食衛第17011191号 サンブーランジュリ津久野店 西区下田町２０‐１ イトーヨーカドー津久野店内 平成29年9月21日 平成29年10月1日 令和5年9月30日 山崎製パン株式会社 東京都千代田区岩本町三丁目１０‐１ 更新 菓子製造業
堺食衛第17011186号 株式会社御池 南区御池台３丁１‐４ 平成29年9月19日 平成29年9月19日 令和5年9月30日 株式会社御池 堺市南区御池台３丁１‐４ 新規 飲食店営業
堺食衛第17011187号 株式会社御池 南区御池台３丁１‐４ 平成29年9月19日 平成29年9月19日 令和5年9月30日 株式会社御池 堺市南区御池台３丁１‐４ 新規 魚介類販売業
堺食衛第17011195号 ＯＮＥ 堺区熊野町東１丁２‐２０ ジョイフルＫ　２階　２Ｂ号室 平成29年9月21日 平成29年9月21日 令和5年9月30日 株式会社千 堺市北区野遠町９６‐７ 新規 飲食店営業
堺食衛第17011199号 大起水産　回転寿司　堺店 北区中村町６０７‐１ 平成29年9月19日 平成29年9月19日 令和5年9月30日 大起水産株式会社 堺市北区中村町６０７‐１ 新規 飲食店営業
堺食衛第17011197号 珈琲舎　都麗美 南区鴨谷台２丁２‐１ 平成29年9月25日 平成29年10月1日 令和5年9月30日 有限会社都麗美 堺市南区鴨谷台２丁２‐１ 更新 飲食店営業
堺食衛第17011196号 和牛工房ゆかり 堺市内一円 平成29年9月19日 平成29年9月19日 令和4年9月30日 株式会社レアルトレード 大阪市東住吉区中野４丁目８番２２号 新規 飲食店営業（露店）
堺食衛第17011203号 花のれん 堺区中瓦町１丁４‐８ 河中ビル４Ｆ 平成29年9月21日 平成29年10月1日 令和5年9月30日 有限会社ワールド総合企画 堺市堺区五月町１‐２４ 更新 飲食店営業
堺食衛第17011202号 Ｂａｒ　Ｋｉｌｎ 北区中百舌鳥町２丁８２－８３キラリ８－１ビル２０３号 平成29年9月20日 平成29年9月20日 令和5年9月30日 株式会社ライノス 堺市北区中百舌鳥町２丁８３ キラリ８－１ビル２０３ 新規 飲食店営業
堺食衛第17011210号 とりの　三国ヶ丘店 北区百舌鳥赤畑町１丁３７‐７ 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 大阪府大阪市住之江区浜口西２‐１１‐１８ 新規 飲食店営業
堺食衛第17011208号 配食サービス　悠 西区堀上緑町１丁８ 向ヶ丘第２団地６３－１０６ 平成29年10月10日 平成29年10月10日 令和5年10月31日 有限会社タイヨウビジネス 堺市西区上野芝向ヶ丘町１丁２‐１８ 新規 飲食店営業
堺食衛第17011213号 若葉寿司鳳上店 西区上５４５‐７ 服部ビル１階１，２号室 平成29年9月26日 平成29年9月26日 令和5年9月30日 マルナカ株式会社 大阪府岸和田市岸野町４－５ 新規 飲食店営業
堺食衛第17011211号 とりの　初芝店 東区日置荘西町２丁３‐１１ 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 大阪府大阪市住之江区浜口西２‐１１‐１８ 新規 飲食店営業
堺食衛第17011224号 株式会社Ｄｒｅａｍ　Ｆａｃｔｏｒｙ　ポップコーン工場美原区真福寺２２７‐１ 平成29年9月28日 平成29年10月1日 令和5年9月30日 株式会社Ｄｒｅａｍ　Ｆａｃｔｏｒｙ 長崎県佐世保市ハウステンボス町１‐１ 更新 菓子製造業
堺食衛第17011227号 本館レストラン 南区豊田２９８９‐１６ 堺カントリークラブ内 平成29年9月25日 平成29年9月25日 令和5年9月30日 株式会社アコーディアＡＨ０２ 東京都品川区東品川４丁目１２－４ 新規 飲食店営業
堺食衛第17011228号 スタートハウス 南区豊田２９８９‐１６ 堺カントリークラブ内 平成29年9月25日 平成29年9月25日 令和5年9月30日 株式会社アコーディアＡＨ０２ 東京都品川区東品川４丁目１２－４ 新規 飲食店営業
堺食衛第17011229号 竹梅コース売店 南区豊田２９８９‐１６ 堺カントリークラブ内 平成29年9月25日 平成29年9月25日 令和5年9月30日 株式会社アコーディアＡＨ０２ 東京都品川区東品川４丁目１２－４ 新規 飲食店営業
堺食衛第17011230号 松コース売店 南区豊田２９８９‐１６ 堺カントリークラブ内 平成29年9月25日 平成29年9月25日 令和5年9月30日 株式会社アコーディアＡＨ０２ 東京都品川区東品川４丁目１２－４ 新規 飲食店営業
堺食衛第17011226号 株式会社モンテローザ 堺市内一円 平成29年9月25日 平成29年9月25日 令和4年9月30日 株式会社モンテローザ 東京都新宿区歌舞伎町１丁目２１番１号 新規 飲食店営業（露店）
堺食衛第17011244号 株式会社未来都　堺事業所　食堂 堺区海山町１丁３ 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 大阪市西区南堀江４丁目２５－２４ 更新 喫茶店営業（自動販売機）
堺食衛第17011245号 丸和工業株式会社・堺工場・軒下 美原区丹上４５０ 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 大阪市西区南堀江４丁目２５－２４ 更新 喫茶店営業（自動販売機）
堺食衛第17011242号 大阪府立美原高等学校　堺　食堂（ＣＣＷ受託）美原区平尾２３４‐１ 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 大阪市西区南堀江４丁目２５－２４ 更新 喫茶店営業（自動販売機）
堺食衛第17011255号 株式会社竹内富商店 堺区中瓦町２丁２‐７ 平成29年9月29日 平成29年11月1日 令和5年10月31日 株式会社竹内富商店 堺市堺区中瓦町２丁２‐７ 更新 飲食店営業
堺食衛第17011259号 フォーユー堺深阪　厨房 中区深阪１丁６‐２０ 平成29年9月27日 平成29年11月1日 令和5年10月31日 株式会社テスティパル 大阪府大阪市中央区南久宝寺町４－３－５ 更新 飲食店営業
堺食衛第17011252号 まごころ荘　よつば館 中区小阪１０４‐２ 平成29年10月5日 平成29年10月5日 令和5年10月31日 株式会社テスティパル 大阪府大阪市中央区南久宝寺町４－３－５ 新規 飲食店営業
堺食衛第17011250号 パナソニックエイジフリーケアセンター　堺泉ヶ丘南区和田東１００７‐４ 平成29年10月5日 平成29年10月5日 令和5年10月31日 株式会社日米クック 大阪府大阪市北区大淀中１丁目１７番２２号 新規 飲食店営業
堺食衛第17011260号 麺屋　もず 北区中百舌鳥町５丁６６６‐２ 101 平成29年9月29日 平成29年10月1日 令和5年9月30日 株式会社Ｆｕｔｕｒｅ 堺市北区中百舌鳥町５丁７９０‐２０１ 更新 飲食店営業
堺食衛第17011266号 サンプラザ堺丹南物流センター 美原区真福寺２４０ 平成29年9月28日 平成29年10月1日 令和5年9月30日 株式会社サンエッセン 大阪府羽曳野市誉田３丁目３‐１５ 更新 菓子製造業
堺食衛第17011267号 サンプラザ堺丹南物流センター 美原区真福寺２４０ 平成29年9月28日 平成29年10月1日 令和5年9月30日 株式会社サンエッセン 大阪府羽曳野市誉田３丁目３‐１５ 更新 そうざい製造業
堺食衛第17011275号 松屋　浜寺店 西区浜寺船尾町西５丁１３２‐１ 平成29年10月12日 平成29年11月1日 令和5年10月31日 株式会社松屋フーズ 東京都武蔵野市中町１丁目１４‐５ 更新 飲食店営業
堺食衛第17011278号 てらき製菓株式会社 中区陶器北４５２ 平成29年9月29日 平成29年10月1日 令和5年9月30日 てらき製菓株式会社 堺市中区陶器北４５２ 更新 菓子製造業
堺食衛第17011282号 株式会社ジョリーパスタ　ジョリーパスタ福田店中区福田４８６‐３ 平成29年10月5日 平成29年11月1日 令和5年10月31日 株式会社ジョリーパスタ 東京都港区港南２丁目１８‐１ 更新 飲食店営業
堺食衛第17011279号 株式会社アイズ商会 中区福田５３４‐８ 平成30年3月2日 平成30年3月2日 令和6年3月31日 株式会社アイズ商会 堺市中区福田５３４‐１７ 新規 飲食店営業
堺食衛第17011280号 うさぎフードトラック 堺市内一円 平成29年10月2日 平成29年10月2日 令和4年10月31日 株式会社うさぎ 堺市南区泉田中１１１‐２ 新規 飲食店営業（自動車）
堺食衛第17011286号 パティスリー　ビアンシュール 北区中百舌鳥町２丁９３ 平成29年10月5日 平成29年10月5日 令和5年10月31日 有限会社ハナウ 大阪府大阪市西区新町１丁目８‐１ 行成ビル６Ｆ 新規 飲食店営業
堺食衛第17011285号 ポンテ　ベッキオ 堺市内一円 平成29年10月10日 平成29年10月10日 令和4年10月31日 有限会社山根 大阪市中央区北浜１－８－１６ 大阪証券取引所ビル１Ｆ 新規 飲食店営業（露店）
堺食衛第17011289号 ローソンストア１００ 堺市内一円 平成29年10月4日 平成29年10月4日 令和4年10月31日 株式会社ローソンストア１００ 東京都品川区大崎１‐１１‐２ 新規 飲食店営業（露店）
堺食衛第17011295号 株式会社ダイエーおおとり店 西区鳳東町７丁７３３ 072-275-1147 平成29年10月19日 平成29年11月1日 令和5年10月31日 株式会社ダイエー 神戸市中央区港島中町４丁目１‐１ 更新 食肉販売業
堺食衛第17011294号 マクドナルド北野田駅東口店 東区北野田１５‐１ 平成29年10月10日 平成29年11月1日 令和5年10月31日 株式会社オゼキ 堺市中区福田８４５‐１ 更新 飲食店営業
堺食衛第17011300号 クックデリ御膳プラットプラット店 堺区戎島町３丁２２‐１ 平成29年10月23日 平成29年10月23日 令和5年10月31日 株式会社いいなダイニング 大阪府大阪市淀川区十三本町３丁目７－３６ 十三建物２階 新規 飲食店営業
堺食衛第17011308号 株式会社神戸屋　堺工場　社員食堂 西区草部５８８ 平成29年10月18日 平成29年11月1日 令和5年10月31日 株式会社シンエイフード 大阪府大阪市旭区高殿２丁目２０‐２ 更新 飲食店営業
堺食衛第17011310号 株式会社Ｓｈｉｎｍｅｉ　Ｄｅｌｉｃａ　美原工場美原区丹上３３０‐１ 平成29年10月30日 平成29年11月1日 令和5年10月31日 株式会社Ｓｈｉｎｍｅｉ　Ｄｅｌｉｃａ 京都府城陽市上津屋境端３２ 更新 飲食店営業
堺食衛第17011319号 大和食品株式会社 中区毛穴町１２６‐１ 平成29年10月25日 平成29年11月1日 令和5年10月31日 大和食品株式会社 堺市中区毛穴町１２６‐１ 更新 食肉処理業
堺食衛第17011320号 大和食品株式会社 中区毛穴町１２６‐１ 平成29年10月25日 平成29年11月1日 令和5年10月31日 大和食品株式会社 堺市中区毛穴町１２６‐１ 更新 食肉製品製造業
堺食衛第17011321号 大和食品株式会社 中区毛穴町１２６‐１ 平成29年10月25日 平成29年11月1日 令和5年10月31日 大和食品株式会社 堺市中区毛穴町１２６‐１ 更新 そうざい製造業
堺食衛第17011318号 ラーメンまこと屋　堺泉北大庭寺店 南区大庭寺７９９‐４ 平成29年10月20日 平成29年10月20日 令和5年10月31日 株式会社マコトフードサービス 大阪府大阪市福島区福島５丁目１６番１５号 新規 飲食店営業
堺食衛第17011330号 クックデリ御膳プラットプラット店 堺区戎島町３丁２２‐１ 平成29年10月23日 平成29年10月23日 令和5年10月31日 株式会社いいなダイニング 大阪府大阪市淀川区十三本町３丁目７－３６ 十三建物２階 新規 菓子製造業
堺食衛第17011338号 株式会社ダイエー北野田店 東区丈六１８３‐１８ 072-234-3811 平成29年10月17日 平成29年11月1日 令和5年10月31日 株式会社ダイエー 神戸市中央区港島中町４丁目１‐１ 更新 飲食店営業
堺食衛第17011339号 株式会社ダイエー北野田店 東区丈六１８３‐１８ 072-234-3811 平成29年10月17日 平成29年11月1日 令和5年10月31日 株式会社ダイエー 神戸市中央区港島中町４丁目１‐１ 更新 飲食店営業
堺食衛第17011341号 株式会社ダイエー北野田店 東区丈六１８３‐１８ 072-234-3811 平成29年10月17日 平成29年11月1日 令和5年10月31日 株式会社ダイエー 神戸市中央区港島中町４丁目１‐１ 更新 食肉販売業
堺食衛第17011342号 株式会社ダイエー北野田店 東区丈六１８３‐１８ 072-234-3811 平成29年10月17日 平成29年11月1日 令和5年10月31日 株式会社ダイエー 神戸市中央区港島中町４丁目１‐１ 更新 魚介類販売業
堺食衛第17011347号 ライフ北野田店 東区北野田１５‐１ 072-236-3688 平成29年10月17日 平成29年11月1日 令和5年10月31日 株式会社ライフコーポレーション 東京都中央区日本橋本町３丁目６‐２ 更新 魚介類販売業
堺食衛第17011348号 ライフ北野田店 東区北野田１５‐１ 072-236-3688 平成29年10月17日 平成29年11月1日 令和5年10月31日 株式会社ライフコーポレーション 東京都中央区日本橋本町３丁目６‐２ 更新 飲食店営業
堺食衛第17011349号 ライフ北野田店 東区北野田１５‐１ 072-236-3688 平成29年10月17日 平成29年11月1日 令和5年10月31日 株式会社ライフコーポレーション 東京都中央区日本橋本町３丁目６‐２ 更新 食肉販売業
堺食衛第17011355号 おかんの糀 美原区青南台１丁目１５‐９ 平成30年8月15日 平成30年8月15日 令和6年8月31日 株式会社ｎａｔｕｒａｌｌｙ 堺市美原区青南台１丁目１５‐９ 新規 そうざい製造業
堺食衛第17011346号 マクドナルド光明池店 南区鴨谷台２丁１‐３ 平成29年10月27日 平成29年11月1日 令和5年10月31日 株式会社フルライフ 堺市南区鴨谷台２丁１－３ 更新 飲食店営業
堺食衛第17011358号 喫茶　モナミ 堺区北瓦町２丁１‐１ 平成29年10月26日 平成29年11月1日 令和5年10月31日 株式会社モナミ 堺市堺区北瓦町２丁１－１ 更新 飲食店営業
堺食衛第17011365号 ガスト堺北花田 北区北花田町３丁１７‐１ 平成29年11月7日 平成29年11月7日 令和5年11月30日 株式会社すかいらーくレストランツ 東京都武蔵野市西久保１丁目２５‐８ 新規 飲食店営業
堺食衛第17011359号 カレー堂　鳳店 西区鳳東町７丁７３３ おおとりウイングス１Ｆ 平成29年10月19日 平成29年10月19日 令和5年10月31日 カレー堂株式会社 大阪府大阪市西区新町１丁目１４－２１ ５２０３号 新規 飲食店営業
堺食衛第17011366号 浪花ろばた八角　光明池店 南区鴨谷台２丁２‐１ 平成29年10月27日 平成29年11月1日 令和5年10月31日 株式会社リバーストン 大阪府箕面市船場西３丁目６‐７ 更新 飲食店営業
堺食衛第17011373号 町田商店　美原黒山店 美原区黒山４８４‐１ 平成29年10月20日 平成29年10月20日 令和5年10月31日 株式会社ＧＩＦＴＪＡＰＡＮ 東京都町田市森野１－２３－１９ 新規 飲食店営業
堺食衛第17011376号 株式会社京スペハローサービス 堺市内一円 平成29年10月18日 平成29年11月1日 令和4年10月31日 株式会社京スペハローサービス 堺市南区高尾３丁３２７１‐１ 更新 飲食店営業（露店）
堺食衛第17011394号 株式会社魚国 堺区栄橋町２丁４‐１ 堺魚市場 072-222-7007 平成29年10月24日 平成29年11月1日 令和5年10月31日 株式会社魚国 堺市堺区竜神橋町２丁１５‐３ 更新 飲食店営業
堺食衛第17011391号 有限会社ニッシン第２工場 美原区太井８７ 平成29年10月26日 平成29年11月1日 令和5年10月31日 有限会社ニッシン 大阪府吹田市青葉丘北１８‐１０ １３０２号 更新 食肉処理業
堺食衛第17011401号 シンスリー株式会社 東区北野田１０８４‐１２７ 平成29年10月25日 平成29年10月25日 令和5年10月31日 シンスリー株式会社 堺市東区北野田１０８４‐１２７ 新規 飲食店営業
堺食衛第17011405号 旬宴料理　扇 美原区黒山１０４ 平成29年10月31日 平成29年11月1日 令和5年10月31日 株式会社扇活魚 堺市美原区黒山１０４ 更新 飲食店営業



堺食衛第17011406号 ＮａＴｕ 堺区中瓦町１丁４‐７ 平成29年11月6日 平成29年11月6日 令和5年11月30日 マイファミリー株式会社 堺市堺区北瓦町２丁１‐１７ 新規 飲食店営業
堺食衛第17011409号 ビジネスホテル　ニュー大浜 堺区大浜北町３丁１１‐３ 平成29年10月31日 平成29年11月1日 令和5年10月31日 有限会社ケイエルカンパニー 大阪府大阪市住吉区帝塚山中１丁２‐２３ 301 更新 飲食店営業
堺食衛第17011414号 大阪相互タクシー株式会社堺　休憩所内西区鳳東町６丁６６６‐２ 平成29年10月24日 平成29年12月1日 令和4年11月30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 更新 喫茶店営業（自動販売機）
堺食衛第17011427号 とり専門店　鳥さく 北区東浅香山町４丁１‐１２ イオンモール堺北花田３Ｆフードコート内平成29年11月7日 平成29年11月7日 令和5年11月30日 ビッグクリエイト株式会社 東京都目黒区中目黒１－４－６ 新規 飲食店営業
堺食衛第17011421号 ファミリーマート京屋長曽根店 北区長曽根町１５６６‐３ 平成29年10月26日 平成29年11月1日 令和5年10月31日 京屋商事株式会社 堺市西区浜寺諏訪森町東３丁２６７‐１３ 更新 飲食店営業
堺食衛第17011430号 備徳 堺区北花田口町１丁１‐２３ 平成29年10月30日 平成29年10月30日 令和5年10月31日 大光洋株式会社 堺市堺区北瓦町２丁４‐１６ 新規 飲食店営業
堺食衛第17011429号 ポムの樹Ｊｒ．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10月27日 平成29年10月27日 令和5年10月31日 立花エンターテインメント・ワン株式会社 堺市西区浜寺船尾町西４丁４３２‐２ 新規 飲食店営業
堺食衛第17011436号 グルメシティ　深井駅前店 中区深井清水町３９９８ 072-278-7871 平成29年10月30日 平成29年12月1日 令和5年11月30日 株式会社ダイエー 兵庫県神戸市中央区港島中町４丁目１－１ 更新 菓子製造業
堺食衛第17011450号 サンプラザ堺丹南物流センター 美原区真福寺２４０ 平成29年10月26日 平成29年11月1日 令和5年10月31日 株式会社サンエッセン 大阪府羽曳野市誉田３丁目３‐１５ 更新 飲食店営業
堺食衛第17011437号 ら～めん小菜　古潭 堺区三国ヶ丘御幸通５９ ＵＰ’ルＢ１ 平成29年10月30日 平成29年11月1日 令和5年10月31日 株式会社吉光 大阪府大阪市北区中津６丁目３‐１０ 更新 飲食店営業
堺食衛第17011446号 マクドナルド中環大泉緑地店 北区金岡町３０３‐６ 平成29年11月27日 平成29年11月27日 令和5年11月30日 株式会社ひばりフーズ 大阪市平野区加美鞍作３丁目１２－２０ 新規 飲食店営業
堺食衛第17011447号 マクドナルド中環大泉緑地店 北区金岡町３０３‐６ 平成29年11月27日 平成29年11月27日 令和5年11月30日 株式会社ひばりフーズ 大阪市平野区加美鞍作３丁目１２－２０ 新規 アイスクリーム類製造業
堺食衛第17011467号 平和タクシー 堺区海山町５丁１９６ 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 東京都新宿区西新宿１丁目２４－１ 更新 喫茶店営業（自動販売機）
堺食衛第17011457号 サンコー新金岡店 北区新金岡町３‐４‐８ 平成29年11月20日 平成29年11月20日 令和5年11月30日 株式会社スーパーサンコー 大阪市平野区喜連西１丁目１８－６４ 新規 飲食店営業
堺食衛第17011458号 サンコー新金岡店 北区新金岡町３‐４‐８ 平成29年11月20日 平成29年11月20日 令和5年11月30日 株式会社スーパーサンコー 大阪市平野区喜連西１丁目１８－６４ 新規 魚介類販売業
堺食衛第17011459号 サンコー新金岡店 北区新金岡町３‐４‐８ 平成29年11月20日 平成29年11月20日 令和5年11月30日 株式会社スーパーサンコー 大阪市平野区喜連西１丁目１８－６４ 新規 飲食店営業
堺食衛第17011460号 サンコー新金岡店 北区新金岡町３‐４‐８ 平成29年11月20日 平成29年11月20日 令和5年11月30日 株式会社スーパーサンコー 大阪市平野区喜連西１丁目１８－６４ 新規 食肉販売業
堺食衛第17011461号 サンコー新金岡店 北区新金岡町３‐４‐８ 平成29年11月20日 平成29年11月20日 令和5年11月30日 株式会社スーパーサンコー 大阪市平野区喜連西１丁目１８－６４ 新規 飲食店営業
堺食衛第17011464号 栗本鉄工　堺工場　現場 西区石津西町１４ 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 東京都新宿区西新宿１丁目２４－１ 更新 喫茶店営業（自動販売機）
堺食衛第17011465号 栗本鉄工　堺工場　入口 西区石津西町１４ 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 東京都新宿区西新宿１丁目２４－１ 更新 喫茶店営業（自動販売機）
堺食衛第17011471号 肉の竹田屋 西区鳳東町７丁７３３ おおとりウイングス内072-275-0617 平成29年10月31日 平成29年11月1日 令和5年10月31日 株式会社竹田屋 大阪府羽曳野市向野２丁目５‐１９ 更新 食肉販売業
堺食衛第17011474号 南区小代１４８‐１ 平成29年11月1日 平成29年12月1日 令和5年11月30日 堺市南区小代１４８－１ 更新 そうざい製造業
堺食衛第17011473号 南区大庭寺６２２ 072-290-5221 平成29年11月1日 平成29年12月1日 令和5年11月30日 堺市南区小代１４８‐１ 更新 魚介類販売業
堺食衛第17011477号 ワイン酒場Ｒｉｎｏ 北区中百舌鳥町５丁６６９ ラレックス中百舌鳥ライフワンビル１Ｆ 平成29年11月10日 平成29年11月10日 令和5年11月30日 株式会社ライノス 堺市北区中百舌鳥町２丁８３ キラリ８－１ビル２０３ 新規 飲食店営業
堺食衛第17011479号 Ｆａｌｌ　ｂａｃｋ 西区上野芝町２丁７‐３ 平成29年11月20日 平成29年12月1日 令和5年11月30日 株式会社ライフネットワーク 大阪府大阪狭山市西山台６－１３－９ 更新 飲食店営業
堺食衛第17011480号 リンガーハット　イトーヨーカドー津久野店西区下田町２０‐１ １Ｆフードコート 平成29年10月31日 平成29年11月1日 令和5年10月31日 リンガーハットジャパン株式会社 長崎市鍛冶屋町６‐５０ 更新 飲食店営業
堺食衛第17011482号 株式会社ダイエー　北野田店３階　総合トレーニングセンター東区丈六１８３‐１８ 072-234-3811 平成29年11月9日 平成29年12月1日 令和5年11月30日 株式会社ダイエー 神戸市中央区港島中町４丁目１‐１ 更新 飲食店営業
堺食衛第17011483号 株式会社ダイエー　北野田店３階　総合トレーニングセンター東区丈六１８３‐１８ 072-234-3811 平成29年11月9日 平成29年12月1日 令和5年11月30日 株式会社ダイエー 神戸市中央区港島中町４丁目１‐１ 更新 飲食店営業
堺食衛第17011484号 株式会社ダイエー　北野田店３階　総合トレーニングセンター東区丈六１８３‐１８ 072-234-3811 平成29年11月9日 平成29年12月1日 令和5年11月30日 株式会社ダイエー 神戸市中央区港島中町４丁目１‐１ 更新 魚介類販売業
堺食衛第17011485号 株式会社ダイエー　北野田店３階　総合トレーニングセンター東区丈六１８３‐１８ 072-234-3811 平成29年11月9日 平成29年12月1日 令和5年11月30日 株式会社ダイエー 神戸市中央区港島中町４丁目１‐１ 更新 食肉販売業
堺食衛第17011476号 堺あなご専門　松井泉 堺市内一円 平成29年11月2日 平成29年11月2日 令和4年11月30日 株式会社松井泉 堺市堺区楠町３丁１‐２６ 新規 飲食店営業（露店）
堺食衛第17011475号 山海料理　仁志乃 堺市内一円 平成29年11月2日 平成29年11月2日 令和4年11月30日 株式会社仁志乃 堺市西区平岡町２８２‐１ 新規 飲食店営業（露店）
堺食衛第17011491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４号堺市内一円 平成29年11月1日 平成29年11月1日 令和4年10月31日 大阪いずみ市民生活協同組合 堺市堺区南花田口町２丁２‐１５ 新規 魚介類販売業（自動車）
堺食衛第17011493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４号堺市内一円 平成29年11月1日 平成29年11月1日 令和4年10月31日 大阪いずみ市民生活協同組合 堺市堺区南花田口町２丁２‐１５ 新規 食肉販売業（自動車）
堺食衛第17011502号 パルネット　ベルマージュ堺店 堺区田出井町１‐１ ベルマージュ堺２Ｆ 平成29年11月24日 平成29年11月24日 令和5年11月30日 株式会社松原書店 大阪府大阪狭山市茱萸木７‐１１８０ 新規 飲食店営業
堺食衛第17011503号 大阪王将　堺東店 堺区中瓦町２丁３‐１１ 平成29年11月6日 平成29年11月6日 令和5年11月30日 株式会社萬輝 堺市北区百舌鳥梅町１丁２‐５ 新規 飲食店営業
堺食衛第17011508号 石鍋料理　健 堺区北瓦町２丁１‐９ 平成29年11月29日 平成29年11月29日 令和5年11月30日 ニッシングルメフーズ株式会社 大阪府大阪市浪速区元町３‐１０‐１８ 新規 飲食店営業
堺食衛第17011514号 味道館　泉ヶ丘店 南区土佐屋台１２８９ 平成29年11月8日 平成29年12月1日 令和5年11月30日 株式会社サーブ 大阪府大阪市北区豊崎５丁目２‐２２ 更新 魚介類販売業
堺食衛第17011516号 味道館　泉ヶ丘店 南区土佐屋台１２８９ 平成29年11月8日 平成29年12月1日 令和5年11月30日 株式会社サーブ 大阪府大阪市北区豊崎５丁目２‐２２ 更新 食肉販売業
堺食衛第17011517号 旬彩庵　泉ヶ丘店 南区土佐屋台１２８９ サボイ味道館泉ヶ丘店内 平成29年11月8日 平成29年12月1日 令和5年11月30日 有限会社旬彩庵 大阪府大阪市北区豊崎５丁目２‐２２ 更新 飲食店営業
堺食衛第17011522号 ローソン堺東駅前店 堺区北瓦町２丁４‐１２ 平成29年11月24日 平成29年11月24日 令和5年11月30日 株式会社フィード 堺市南区赤坂台４丁２３‐６ 新規 飲食店営業
堺食衛第17011519号 生活協同組合コープ自然派おおさか 堺市内一円 平成29年11月7日 平成29年11月7日 令和4年11月30日 生活協同組合コープ自然派おおさか 大阪府茨木市島１丁目１２番３７号 新規 飲食店営業（自動車）
堺食衛第17011520号 キッチンカーマーケット 堺市内一円 平成29年11月7日 平成29年11月7日 令和4年11月30日 株式会社オプティミスト 大阪府大阪市東住吉区鷹合３丁目１１番２３号 新規 飲食店営業（自動車）
堺食衛第17011539号 大阪王将　堺新金岡店 北区蔵前町３丁１‐５ 平成29年11月28日 平成29年11月28日 令和5年11月30日 杉本産商株式会社 大阪府泉大津市式内町６番２２号 新規 飲食店営業
堺食衛第17011545号 ビーファーズ　鳳店 西区鳳西町３丁３‐５ 平成29年11月24日 平成29年12月1日 令和5年11月30日 株式会社ビースマイルプロジェクト 鹿児島県鹿児島市谷山中央１－４３８９ 更新 飲食店営業
堺食衛第17011546号 ビーファーズ　鳳店 西区鳳西町３丁３‐５ 平成29年11月24日 平成29年12月1日 令和5年11月30日 株式会社ビースマイルプロジェクト 鹿児島県鹿児島市谷山中央１－４３８９ 更新 食肉販売業
堺食衛第17011550号 らーめん処　味門 中区新家町３４９‐１６ 平成29年11月13日 平成29年11月13日 令和5年11月30日 味門ダイン有限会社 堺市北区中百舌鳥町５丁７３１‐７ 新規 菓子製造業
堺食衛第17011563号 ドミノ・ピザ堺店 北区黒土町２２５９‐３ Ｎビル１Ｆ 平成29年11月16日 平成29年11月16日 令和5年11月30日 オオノ株式会社 徳島県徳島市南二軒屋町１－２－６４ みずほビル１Ｆ 新規 飲食店営業
堺食衛第17011559号 ラー麺　ずんどう屋 東区八下町３丁１ 平成29年11月21日 平成29年11月21日 令和5年11月30日 株式会社ＺＵＮＤ 兵庫県姫路市飾磨区下野田１－１７９ 新規 飲食店営業
堺食衛第17011564号 らーめん砦 美原区今井７１ 平成29年11月14日 平成29年11月14日 令和5年11月30日 株式会社Ｄｒｅａｍ　Ｆａｃｔｏｒｙ 長崎県佐世保市ハウステンボス町１－１ 新規 飲食店営業
堺食衛第17011565号 Ｄｅｌｉｃｉｏｕｓ　Ｆａｃｔｏｒｙ 堺市内一円 平成29年11月13日 平成29年11月13日 令和4年11月30日 株式会社Ｄｒｅａｍ　Ｆａｃｔｏｒｙ 長崎県佐世保市ハウステンボス町１‐１ 新規 飲食店営業（自動車）
堺食衛第17011570号 株式会社宗平 堺区石津町１丁１‐４ 平成29年11月27日 平成29年12月1日 令和5年11月30日 株式会社宗平 堺市堺区石津町１丁１‐４ 更新 麺類製造業
堺食衛第17011571号 オレンジドリーム５号 堺市内一円 平成29年11月14日 平成29年11月14日 令和4年11月30日 東京都中央区日本橋箱崎町３６－２ 新規 飲食店営業（自動車）
堺食衛第17011578号 青汁と自然派食材センター　緑王館 中区大野芝町２７２‐１ 田中ビル１Ｆ 平成29年11月16日 平成29年12月1日 令和5年11月30日 有限会社遠藤青汁大阪研究所 堺市中区大野芝町２７２‐１ 更新 飲食店営業
堺食衛第17011581号 Ｂａｒ　Ｌｅｃｉｅｌ 堺区浅香山町３丁１０‐１５ リヴィール１Ｆ１０４号090-8793-4567 平成29年11月20日 平成29年11月20日 令和5年11月30日 Ｃ．Ｉ．Ｐ株式会社 堺市堺区浅香山町３丁１０‐１５ リヴィール１Ｆ１０４号 新規 飲食店営業
堺食衛第17011592号 三田屋本店　中百舌鳥 北区百舌鳥梅町３丁２４‐１０ 072-250-5500 平成29年11月28日 平成29年11月28日 令和5年11月30日 株式会社ユタカ 堺市南区三原台４丁３７‐９ 新規 食肉販売業
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 大阪府大阪狭山市大野台２丁目２３番２号 更新 飲食店営業
堺食衛第17011610号 はーとらいふ三国ヶ丘東 北区黒土町２２７４ 平成29年11月24日 平成29年12月29日 令和5年12月28日 株式会社日本シルバー食品 大阪府大阪市中央区内本町２丁目４‐１６ オフィスポート内本町２階 更新 飲食店営業
堺食衛第17011617号 夢厨房（ユメ・キッチン）堺髙島屋店 堺区三国ヶ丘御幸通５９ アップルレストラン街Ｂ１ 平成29年11月30日 平成29年12月1日 令和5年11月30日 株式会社ウエストテール 堺市南区槇塚台３丁３１‐７ 更新 飲食店営業
堺食衛第17011611号 まいどおおきに　堺御陵通食堂 堺区御陵通４‐１５ 平成29年11月30日 平成29年12月1日 令和5年11月30日 株式会社エフシーワン 大阪府大阪市住之江区平林北２丁目７‐８１ 更新 飲食店営業
堺食衛第17011618号 吾作どん　堺東店 堺区中瓦町２丁１‐１５ エスト瓦町ビルディング１Ｆ 平成29年11月29日 平成29年12月1日 令和5年11月30日 株式会社藤丸 大阪府大阪市阿倍野区西田辺町１丁目６‐１８ 更新 飲食店営業
堺食衛第17011616号 アトリエ　ユウの家 堺市内一円 平成29年12月1日 平成29年12月1日 令和4年11月30日 社会福祉法人ユウの家 堺市堺区神保通３‐７ 新規 飲食店営業（露店）
堺食衛第17011623号 鰻や竹うち本店 堺区市之町西３丁２‐１１ 平成29年11月30日 平成29年11月30日 令和5年11月30日 株式会社鰻や竹うち 堺市堺区市之町西３丁２‐１１ 新規 そうざい製造業
堺食衛第17011627号 翠月庵株式会社 中区陶器北４５８‐２ 平成29年11月29日 平成29年12月1日 令和5年11月30日 翠月庵株式会社 堺市中区陶器北４５８‐２ 更新 菓子製造業
堺食衛第17011625号 なな菜 堺市内一円 平成29年11月28日 平成29年11月28日 令和4年11月30日 アークフーズ株式会社 堺市北区新金岡町２丁５‐８‐２０９ 新規 飲食店営業（露店）
堺食衛第17011637号 ２階共同厨房 堺区三国ヶ丘御幸通５９ 072-238-1101 平成29年12月7日 平成29年12月29日 令和5年12月28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 更新 菓子製造業
堺食衛第17011641号 株式会社デリコ 堺区出島浜通２‐１８ 平成29年12月7日 平成29年12月29日 令和5年12月28日 株式会社デリコ 堺市堺区出島浜通２‐１８ 更新 菓子製造業
堺食衛第17011642号 株式会社デリコ 堺区出島浜通２‐１８ 平成29年12月7日 平成29年12月29日 令和5年12月28日 株式会社デリコ 堺市堺区出島浜通２‐１８ 更新 そうざい製造業
堺食衛第17011651号 カフェ　伊太利庵 堺区中瓦町１丁３‐１９ 平成29年11月30日 平成29年12月1日 令和5年11月30日 株式会社ミントハウス 堺市堺区南花田口町１丁１‐１ 更新 飲食店営業
堺食衛第17011652号 カフェ　伊太利庵 中区福田５５４‐５ 平成29年11月30日 平成29年12月1日 令和5年11月30日 株式会社ミントハウス 堺市堺区南花田口町１丁１‐１ 更新 飲食店営業
堺食衛第17011653号 くら寿司株式会社 中区深阪１丁２‐２ 平成29年11月30日 平成29年12月1日 令和5年11月30日 くら寿司株式会社 堺市中区深阪１丁２‐２ 更新 魚介類販売業
堺食衛第17011670号 ｇｏｕｒｍｅｔ＆ｇａｌｌｅｒｙ　ＴＡＲＵ 北区北花田町３丁１７‐６ ホリゾンビル５階 平成29年12月15日 平成29年12月15日 令和5年12月28日 株式会社粋 堺市北区北花田町２丁５１ 新規 飲食店営業
堺食衛第17011671号 ｇｏｕｒｍｅｔ＆ｇａｌｌｅｒｙ　ＴＡＲＵ 北区北花田町３丁１７‐６ ホリゾンビル５階 平成29年12月15日 平成29年12月15日 令和5年12月28日 株式会社粋 堺市北区北花田町２丁５１ 新規 菓子製造業
堺食衛第17011666号 ファミリーマート泉北晴美台二丁店 南区晴美台２丁２‐１８ 平成29年12月4日 平成29年12月29日 令和5年12月28日 小林商店株式会社 堺市南区高倉台２丁３‐１ 303 更新 飲食店営業
堺食衛第17011684号 弁慶　鳳駅前店 西区鳳東町１丁４‐３１ Ｋ’ｓビル２Ｆ 平成29年12月14日 平成29年12月14日 令和5年12月28日 株式会社コズミックホールディングス 大阪府大阪市北区野崎町９‐１３ 梅田扇町通ビル６Ｆ 新規 飲食店営業
堺食衛第17011681号 錦わらい　堺福田店 中区陶器北１６９６‐３ 平成29年12月5日 平成29年12月29日 令和5年12月28日 株式会社治元 京都府宇治市大久保町南ノ口６４‐２ 更新 飲食店営業
堺食衛第17011679号 菓子工房　シノムラ 東区大美野１９‐３ 平成29年12月5日 平成29年12月29日 令和5年12月28日 株式会社歩心 堺市東区大美野１９‐３ 更新 菓子製造業
堺食衛第17011680号 菓子工房　シノムラ 東区大美野１９‐３ 平成29年12月5日 平成29年12月29日 令和5年12月28日 株式会社歩心 堺市東区大美野１９‐３ 更新 飲食店営業
堺食衛第17011686号 サンサンセブン 堺市内一円 平成29年12月6日 平成29年12月6日 令和4年12月28日 株式会社紀摂 和歌山県岩出市船戸１１１０－１ 新規 飲食店営業（露店）
堺食衛第17011687号 サンサンセブン 堺市内一円 平成29年12月6日 平成29年12月6日 令和4年12月28日 株式会社紀摂 和歌山県岩出市船戸１１１０－１ 新規 菓子製造業（露店）
堺食衛第17011697号 ＴＨＥ　石原ラ軍団 中区深阪２丁１０‐２０ 平成29年12月22日 平成29年12月22日 令和5年12月28日 株式会社らーめんカンパニー 堺市中区深阪２丁１０‐１８ 新規 飲食店営業
堺食衛第17011698号 大阪いずみ市民生活協同組合　コープ深阪中区伏尾３５６‐２ 平成29年12月8日 平成29年12月29日 令和5年12月28日 大阪いずみ市民生活協同組合 堺市堺区南花田口町２丁２‐１５ 更新 飲食店営業
堺食衛第17011699号 大阪いずみ市民生活協同組合　コープ深阪中区伏尾３５６‐２ 平成29年12月8日 平成29年12月29日 令和5年12月28日 大阪いずみ市民生活協同組合 堺市堺区南花田口町２丁２‐１５ 更新 菓子製造業
堺食衛第17011700号 大阪いずみ市民生活協同組合　コープ深阪中区伏尾３５６‐２ 平成29年12月8日 平成29年12月29日 令和5年12月28日 大阪いずみ市民生活協同組合 堺市堺区南花田口町２丁２‐１５ 更新 菓子製造業
堺食衛第17011701号 大阪いずみ市民生活協同組合　コープ深阪中区伏尾３５６‐２ 平成29年12月8日 平成29年12月29日 令和5年12月28日 大阪いずみ市民生活協同組合 堺市堺区南花田口町２丁２‐１５ 更新 魚介類販売業
堺食衛第17011703号 大阪いずみ市民生活協同組合　コープ深阪中区伏尾３５６‐２ 平成29年12月8日 平成29年12月29日 令和5年12月28日 大阪いずみ市民生活協同組合 堺市堺区南花田口町２丁２‐１５ 更新 食肉処理業
堺食衛第17011704号 大阪いずみ市民生活協同組合　コープ深阪中区伏尾３５６‐２ 平成29年12月8日 平成29年12月29日 令和5年12月28日 大阪いずみ市民生活協同組合 堺市堺区南花田口町２丁２‐１５ 更新 食肉販売業
堺食衛第17011705号 大阪いずみ市民生活協同組合　コープ深阪中区伏尾３５６‐２ 平成29年12月8日 平成29年12月29日 令和5年12月28日 大阪いずみ市民生活協同組合 堺市堺区南花田口町２丁２‐１５ 更新 そうざい製造業
堺食衛第17011714号 惣兵衛ファンダース　堺店 堺区北安井町１‐１０ 平成30年1月10日 平成30年1月10日 令和6年1月31日 株式会社ＧＲＩＦＦＩＴＨ 堺市北区百舌鳥赤畑町５丁５０３‐４ 新規 飲食店営業
堺食衛第17011717号 株式会社御池 南区御池台３丁１‐４ 平成29年12月12日 平成29年12月12日 令和5年12月28日 株式会社御池 堺市南区御池台３丁１‐４ 新規 食肉販売業
堺食衛第17011730号 ファミリーマート　フェニックス通り店 堺区住吉橋町１丁１‐１９ 平成30年1月10日 平成30年1月10日 令和6年1月31日 有限会社幸栄 堺市堺区住吉橋町１丁１‐１９ 新規 飲食店営業
堺食衛第17011734号 ファミリーマート　フェニックス通り店 堺区住吉橋町１丁１‐１９ 平成30年1月10日 平成30年1月10日 令和6年1月31日 有限会社幸栄 堺市堺区住吉橋町１丁１‐１９ 新規 菓子製造業
堺食衛第17011727号 ＯＡＫ　ｃａｆｅ 南区茶山台３丁２２‐１１ 072-291-0222 平成29年12月25日 平成29年12月25日 令和5年12月28日 社会福祉法人よしみ会 堺市中区大野芝町６６‐１ 新規 菓子製造業
堺食衛第17011737号 ラウンドワン堺中央環状店　４階 東区石原町２丁２４１ 平成29年12月15日 平成29年12月29日 令和5年12月28日 株式会社ラウンドワン 大阪府大阪市中央区難波５丁目１番６０号 更新 飲食店営業
堺食衛第17011744号 ダイエーグルメシティ　中もず店（催事　寿司コーナー）北区中百舌鳥町３丁４２８‐２ 072-251-4147 平成29年12月19日 平成30年2月1日 令和6年1月31日 株式会社ダイエー 兵庫県神戸市中央区港島中町４丁目１‐１ 更新 飲食店営業
堺食衛第17011757号 Ｎｉｃｏｔｔｏ 中区新家町３１７‐１ 平成29年12月21日 平成29年12月29日 令和5年12月28日 社会福祉法人みのりの会 堺市中区新家町３１７‐１ 更新 飲食店営業
堺食衛第17011758号 Ｎｉｃｏｔｔｏ 中区新家町３１７‐１ 平成29年12月21日 平成29年12月29日 令和5年12月28日 社会福祉法人みのりの会 堺市中区新家町３１７‐１ 更新 菓子製造業
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 東京都新宿区西新宿１丁目２４－１ 更新 喫茶店営業（自動販売機）
堺食衛第17011789号 カフェ　ソラーレ　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１Ｆ 平成29年12月26日 平成29年12月29日 令和5年12月28日 株式会社プロントコーポレーション 東京都港区港南１丁目８‐２７ 更新 飲食店営業
堺食衛第17011790号 カフェ　ソラーレ　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１Ｆ 平成29年12月26日 平成29年12月29日 令和5年12月28日 株式会社プロントコーポレーション 東京都港区港南１丁目８‐２７ 更新 菓子製造業
堺食衛第17011809号 夢庵　泉北ニュータウン店 南区豊田９３５‐１ 平成29年12月27日 平成30年2月1日 令和6年1月31日 株式会社すかいらーくレストランツ 東京都武蔵野市西久保１丁目２５‐８ 更新 飲食店営業
堺食衛第17011817号 まるしん浜寺店 西区浜寺南町３丁３‐６ 平成30年1月4日 平成30年2月1日 令和6年1月31日 株式会社スターチェーン丸進 堺市西区浜寺南町３丁３‐６ 更新 食肉販売業
堺食衛第17011830号 株式会社太洋工作所堺工場 西区石津西町１１ 平成30年1月9日 平成30年2月1日 令和6年1月31日 株式会社フード・サービスコスモ 大阪府大阪市中央区南船場１－７－３ 更新 飲食店営業
堺食衛第17011822号 株式会社伸生　菅生工場　事務所裏（ＣＣＷＰ受託）美原区木材通４丁目１５‐１５ 平成30年1月9日 平成30年1月9日 令和5年1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 喫茶店営業（自動販売機）
堺食衛第17011823号 学校法人プール学院大学　堺市　食堂前（ＣＣＷ受託）南区槇塚台４丁５‐１ 平成30年1月9日 平成30年1月9日 令和5年1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 喫茶店営業（自動販売機）
堺食衛第17011837号 医療法人好寿会　美原病院 美原区今井３８０ 平成30年1月10日 平成30年1月10日 令和6年1月31日 医療法人好寿会 大阪府羽曳野市蔵之内５５０－８ 新規 飲食店営業
堺食衛第17011843号 大阪コールドシステム株式会社 堺区出島海岸通３丁５‐３２ 平成30年1月11日 平成30年2月1日 令和6年1月31日 大阪コールドシステム株式会社 堺市堺区出島海岸通３丁５‐３２ 更新 食肉処理業
堺食衛第17011850号 ラーメンはなてん 堺区砂道町２丁１‐１０ 平成30年1月17日 平成30年1月17日 令和6年1月31日 株式会社カーフィックス 大阪府大阪狭山市山本北１４２３‐４ 新規 飲食店営業
堺食衛第17011862号 花りぼん浅香山 堺区北清水町１丁２‐１３ 平成30年2月1日 平成30年2月1日 令和6年1月31日 ミストラルＨＤ株式会社 和歌山県紀の川市東国分１－３４ 新規 飲食店営業
堺食衛第17011865号 オーエム工業㈱　泉北工場　１Ｆ休憩所（ＣＣＷ単受）西区築港浜寺西町６ 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 大阪市西区南堀江４丁目２５－２４ 新規 喫茶店営業（自動販売機）
堺食衛第17011870号 サークルＫ　堺長曽根町南店 北区長曽根町３０３５‐１ 平成30年1月16日 平成30年1月16日 令和6年1月31日 株式会社ファミリーマート 東京都豊島区東池袋３丁目１‐１ 新規 菓子製造業
堺食衛第17011878号 ファミリーマート堺三宝町六丁店 堺区三宝町６丁３０５‐１ 平成30年1月17日 平成30年1月17日 令和6年1月31日 株式会社ＭＴＮ 大阪府富田林市中野町３丁目３０６７‐１ 新規 菓子製造業
堺食衛第17011885号 ファミリーマート堺南花田店 北区南花田町３０ 平成30年1月17日 平成30年1月17日 令和6年1月31日 有限会社メビウスカンパニー 堺市北区南花田町３０ 新規 菓子製造業
堺食衛第17011886号 ファミリーマート堺南花田町東 北区南花田町３８ 平成30年1月17日 平成30年1月17日 令和6年1月31日 有限会社メビウスカンパニー 堺市北区南花田町３０ 新規 菓子製造業
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 大阪府和泉市葛の葉町３－１３－２７ 新規 飲食店営業
堺食衛第17011893号 ファミリーマート京屋三国ヶ丘駅前店 堺区向陵中町２丁５‐１４ 平成30年1月18日 平成30年1月18日 令和6年1月31日 京屋商事株式会社 堺市西区浜寺諏訪森町東３丁２６７‐１３ 新規 菓子製造業
堺食衛第17011888号 Ｃｏ．ＦＵＮ 堺区向陵西町４丁１１‐１５ 平成30年1月23日 平成30年1月23日 令和6年1月31日 株式会社クロスロード堺 堺市北区長曽根町１３０‐４２ 新規 飲食店営業
堺食衛第17011895号 ファミリーマート　京屋宿院店 堺区宿院町東３丁１‐１ 平成30年1月18日 平成30年1月18日 令和6年1月31日 京屋商事株式会社 堺市西区浜寺諏訪森町東３丁２６７‐１３ 新規 菓子製造業
堺食衛第17011890号 カレーハウス　ＣｏＣｏ壱番屋　堺北花田店北区北花田町２丁４‐１ 平成30年1月18日 平成30年2月1日 令和6年1月31日 株式会社ワンダフル 大阪府吹田市泉町１丁目２２－４３－１００４ 更新 飲食店営業



堺食衛第17011896号 ファミリーマートＪＲ鳳駅前店 西区鳳東町１丁７‐３０ 平成30年1月18日 平成30年1月18日 令和6年1月31日 株式会社谷口 大阪府阪南市光陽台１丁目１０‐２ 新規 菓子製造業
堺食衛第17011897号 ファミリーマート堺鳳東町店 西区鳳東町２丁１６２‐１ 072-260-5551 平成30年1月18日 平成30年1月18日 令和6年1月31日 株式会社谷口 大阪府阪南市光陽台１丁目１０‐２ 新規 菓子製造業
堺食衛第17011911号 ユノカド 堺区南島町２丁５９ 平成30年1月29日 平成30年1月29日 令和6年1月31日 株式会社ユノカ・ラボ 堺市堺区南島町２丁５９ 新規 飲食店営業
堺食衛第17011912号 ユノカド 堺区南島町２丁５９ 平成30年1月29日 平成30年1月29日 令和6年1月31日 株式会社ユノカ・ラボ 堺市堺区南島町２丁５９ 新規 缶詰又は瓶詰食品製造業
堺食衛第17011924号 ファミリーマート堺新金岡店 北区新金岡町５丁１‐２ 072-240-1037 平成30年1月19日 平成30年1月19日 令和6年1月31日 大昌有限会社 堺市南区茶山台３丁１０‐６ 新規 菓子製造業
堺食衛第17011909号 スシロー堺百舌鳥店 北区百舌鳥陵南町３丁１ 平成30年1月24日 平成30年1月24日 令和6年1月31日 株式会社あきんどスシロー 大阪府吹田市江坂町１－２２－２ 新規 飲食店営業
堺食衛第17011916号 ファミリーマート　ＪＲ堺市駅前店 北区北長尾町１丁７‐６ 平成30年1月19日 平成30年1月19日 令和6年1月31日 株式会社エイアンドエム 堺市西区浜寺公園町２丁１１１‐４ 新規 菓子製造業
堺食衛第17011913号 ファミリーマート浜寺石津町店 西区浜寺石津町西３丁４‐１９ 平成30年1月19日 平成30年1月19日 令和6年1月31日 株式会社ＭＴＮ 大阪府富田林市中野町３丁目３０６７‐１ 新規 菓子製造業
堺食衛第17011907号 ミスタードーナツ　イトーヨーカドー津久野店西区下田町２０‐１ 平成30年1月26日 平成30年1月26日 令和6年1月31日 エムディフード株式会社 大阪府吹田市豊津町１－３３ 新規 飲食店営業
堺食衛第17011908号 ミスタードーナツ　イトーヨーカドー津久野店西区下田町２０‐１ 平成30年1月26日 平成30年1月26日 令和6年1月31日 エムディフード株式会社 大阪府吹田市豊津町１－３３ 新規 菓子製造業
堺食衛第17011903号 ハーベストの丘　バームクーヘン工房 南区鉢ヶ峯寺２４０５‐２ 平成30年4月24日 平成30年4月24日 令和6年4月30日 株式会社堺ファーム 堺市南区鉢ヶ峯寺２４０５‐２ 新規 菓子製造業
堺食衛第17011926号 ハーベストの丘　キッチンカー 堺市内一円 平成30年1月22日 平成30年1月22日 令和5年1月31日 株式会社堺ファーム 堺市南区鉢ヶ峯寺２４０５－２ 新規 菓子製造業（自動車）
堺食衛第17011928号 Ｃａｆｅ＆Ｍｅａｌ　ＭＵＪＩ　イオンモール堺北花田北区東浅香山町４丁１‐１２ イオンモール堺北花田　１Ｆ 平成30年3月12日 平成30年3月12日 令和6年3月31日 株式会社良品計画 東京都豊島区東池袋４丁目２６－３ 新規 飲食店営業
堺食衛第17011930号 Ｃａｆｅ＆Ｍｅａｌ　ＭＵＪＩ　イオンモール堺北花田北区東浅香山町４丁１‐１２ イオンモール堺北花田　１Ｆ 平成30年3月12日 平成30年3月12日 令和6年3月31日 株式会社良品計画 東京都豊島区東池袋４丁目２６－３ 新規 菓子製造業
堺食衛第17011932号 Ｃａｆｅ＆Ｍｅａｌ　ＭＵＪＩ　イオンモール堺北花田北区東浅香山町４丁１‐１２ イオンモール堺北花田　１Ｆ 平成30年3月12日 平成30年3月12日 令和6年3月31日 株式会社良品計画 東京都豊島区東池袋４丁目２６－３ 新規 乳製品製造業
堺食衛第17011943号 ファミリーマート　京屋御陵通店 堺区一条通２‐６ 平成30年1月23日 平成30年1月23日 令和6年1月31日 京屋ベネフィット株式会社 堺市西区浜寺船尾町西４丁５１６‐９ 新規 菓子製造業
堺食衛第17011939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30年1月23日 平成30年1月23日 令和6年1月31日 株式会社ティー・アンド・ティー 大阪府泉大津市旭町１８番１号１５０１ 新規 菓子製造業
堺食衛第17011946号 ファミリーマート京屋西湊店 堺区西湊町６丁３‐１１ 平成30年1月23日 平成30年1月23日 令和6年1月31日 京屋商事株式会社 堺市西区浜寺諏訪森町東３丁２６７‐１３ 新規 菓子製造業
堺食衛第17011938号 ファミリーマートなかもず駅北口店 北区中百舌鳥町２丁１０１ 平成30年1月23日 平成30年1月23日 令和6年1月31日 株式会社ファミリーマート 東京都港区芝浦３丁目１番２１号 新規 菓子製造業
堺食衛第17011947号 ファミリーマート京屋長曽根店 北区長曽根町１５６６‐３ 平成30年1月23日 平成30年1月23日 令和6年1月31日 京屋商事株式会社 堺市西区浜寺諏訪森町東３丁２６７‐１３ 新規 菓子製造業
堺食衛第17011949号 から好し　百舌鳥 北区百舌鳥赤畑町２丁１１３‐１ 平成30年1月26日 平成30年1月26日 令和6年1月31日 株式会社すかいらーくレストランツ 東京都武蔵野市西久保１丁目２５番８号 新規 飲食店営業
堺食衛第17011945号 ファミリーマート京屋平岡町店 西区平岡町３８‐１ 072-260-0009 平成30年1月23日 平成30年1月23日 令和6年1月31日 京屋ベネフィット株式会社 堺市西区浜寺船尾町西４丁５１６‐９ 新規 菓子製造業
堺食衛第17011944号 ファミリーマート泉北晴美台二丁店 南区晴美台２丁２‐１８ 平成30年1月23日 平成30年1月23日 令和6年1月31日 小林商店株式会社 堺市南区高倉台２丁３‐１ 303 新規 菓子製造業
堺食衛第17011959号 ファミリーマート堺美原青南台店 美原区青南台１丁目１‐３１ 平成30年1月24日 平成30年1月24日 令和6年1月31日 株式会社ＭＴＮ 大阪府富田林市中野町３丁目３０６７‐１ 新規 菓子製造業
堺食衛第17011958号 ファミリーマート美原大饗店 美原区大饗１６４‐１ 072-369-1171 平成30年1月24日 平成30年1月24日 令和6年1月31日 有限会社コバヤシ 大阪府和泉市室堂町６０‐９ 新規 菓子製造業
堺食衛第17011961号 ファミリーマート京屋東山店 中区東山５６５‐１ 072-230-0455 平成30年1月25日 平成30年1月25日 令和6年1月31日 京屋商事株式会社 堺市西区浜寺諏訪森町東３丁２６７‐１３ 新規 菓子製造業
堺食衛第17011976号 ファミリーマート堺高松店 東区高松７０‐４ 072-230-0069 平成30年1月26日 平成30年1月26日 令和6年1月31日 エフリンクス合同会社 堺市東区西野１６０‐１１ 新規 菓子製造業
堺食衛第17011979号 アンスリー北野田店 東区北野田５１‐４ 平成30年1月26日 平成30年2月1日 令和6年1月31日 南海フードシステム株式会社 大阪府大阪市中央区難波５丁目１‐６０ 更新 飲食店営業
堺食衛第17011974号 ファミリーマート堺西野店 東区西野４７９‐１ 072-230-0601 平成30年1月26日 平成30年1月26日 令和6年1月31日 エフリンクス合同会社 堺市東区西野１６０‐１１ 新規 菓子製造業
堺食衛第17011991号 咲蔵 堺区中瓦町２丁３‐２２ テクノ大徳ビル４階 平成30年1月29日 平成30年2月1日 令和6年1月31日 株式会社テクノ大徳 堺市西区浜寺石津町中１丁９‐１２ 更新 そうざい製造業
堺食衛第17012001号 ファミリーマート堺大野芝町 中区大野芝町１８３‐１ 平成30年1月29日 平成30年1月29日 令和6年1月31日 大阪サンヱー物流株式会社 大阪府枚方市長尾家具町２丁目１‐１ 新規 菓子製造業
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 大阪府大阪狭山市大野台２丁目２３番２号 新規 菓子製造業
堺食衛第17011987号 優光タクシー　６Ｆ３８５４ 中区深井北町６３０‐１ 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 東京都新宿区西新宿１丁目２４－１ 更新 喫茶店営業（自動販売機）
堺食衛第17011989号 神吉 南区岩室１０２‐２ 平成30年1月29日 平成30年3月1日 令和6年2月29日 有限会社スズキアトリエ 堺市南区岩室１０２‐２ 更新 飲食店営業
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 大阪府大阪狭山市大野台２丁目２３‐２ 新規 菓子製造業
堺食衛第17011992号 カレーハウス　ＣｏＣｏ　壱番屋 堺市内一円 平成30年1月29日 平成30年2月1日 令和5年1月31日 株式会社壱番屋 愛知県一宮市三ツ井６丁目１２‐２３ 更新 飲食店営業（自動車）
堺食衛第17012009号 ファミリーマート堺菩提町店 東区菩提町２丁９５‐４ 平成30年1月30日 平成30年1月30日 令和6年1月31日 株式会社Ｆプロデュースコーポレーション 和歌山県田辺市下万呂４６５－１０ 新規 菓子製造業
堺食衛第17012008号 ファミリーマート泉ヶ丘駅前店 南区茶山台１丁２‐３ 平成30年1月30日 平成30年1月30日 令和6年1月31日 株式会社泉北プランニング 堺市南区美木多上９５１‐１２ 新規 菓子製造業
堺食衛第17012007号 ファミリーマート栂・美木多駅前店 南区原山台２丁１‐２ 平成30年1月30日 平成30年1月30日 令和6年1月31日 株式会社泉北プランニング 堺市南区美木多上９５１‐１２ 新規 菓子製造業
堺食衛第17012012号 有限会社　ながた 西区菱木２丁２２１０ 平成30年1月31日 平成30年3月1日 令和6年2月29日 有限会社ながた 堺市西区菱木２丁２２１０ 更新 飲食店営業
堺食衛第17012013号 有限会社　ながた 西区菱木２丁２２１０ 平成30年1月31日 平成30年3月1日 令和6年2月29日 有限会社ながた 堺市西区菱木２丁２２１０ 更新 食肉処理業
堺食衛第17012014号 有限会社　ながた 西区菱木２丁２２１０ 平成30年1月31日 平成30年3月1日 令和6年2月29日 有限会社ながた 堺市西区菱木２丁２２１０ 更新 食肉販売業
堺食衛第17012018号 ファミリーマートベルランド総合病院店 中区東山５００‐３ ベルランド総合病院内072-236-5230 平成30年1月31日 平成30年1月31日 令和6年1月31日 株式会社グリーンライフ 大阪府和泉市府中町８丁目３‐１３ 新規 菓子製造業
堺食衛第17012021号 ファミリーマート堺泉北竹城台店 南区竹城台３丁２２‐８ 平成30年1月31日 平成30年1月31日 令和6年1月31日 西田商事株式会社 大阪府泉大津市東港町１５‐１８ 新規 菓子製造業
堺食衛第17012015号 せんぼく障害者作業所内配食サービスコスモス南区檜尾１３８２‐６ 平成30年1月31日 平成30年2月1日 令和6年1月31日 社会福祉法人コスモス 堺市東区野尻町８‐４ 更新 飲食店営業
堺食衛第17012031号 イトーヨーカ堂津久野店 西区下田町２０‐１ 072-266-7700 平成30年2月9日 平成30年2月9日 令和6年2月29日 株式会社イトーヨーカ堂 東京都千代田区二番町８‐８ 新規 菓子製造業
堺食衛第17012033号 純喫茶　昭和堂 東区北野田４７２‐１ ウォールストリートビル２Ｆ 平成30年2月27日 平成30年2月27日 令和6年2月29日 合同会社らいとすたっふ 堺市美原区平尾２５１５‐９ 新規 飲食店営業
堺食衛第17012038号 らくしょう 堺区新町１‐１５ 平成30年2月13日 平成30年2月13日 令和6年2月29日 有限会社ジェニュインハーツ 堺市堺区翁橋町１丁６‐１６‐１００４ 新規 飲食店営業
堺食衛第17012039号 ファインフーズ株式会社おおとり工場 西区鳳北町９丁２４ 072-264-6161 平成30年2月23日 平成30年2月23日 令和6年2月29日 ファインフーズ株式会社 堺市西区鳳北町９丁６ 新規 添加物製造業
堺食衛第17012052号 サンマルコ 堺区三国ヶ丘御幸通５９ 072-238-1101 平成30年2月9日 平成30年3月1日 令和6年2月29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 更新 飲食店営業
堺食衛第17012053号 とんかつＫＹＫ 堺区三国ヶ丘御幸通５９ 072-238-1101 平成30年2月9日 平成30年3月1日 令和6年2月29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 更新 飲食店営業
堺食衛第17012054号 阪本鳥厨房 堺区三国ヶ丘御幸通５９ 072-238-1101 平成30年2月9日 平成30年3月1日 令和6年2月29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 更新 食肉販売業
堺食衛第17012055号 清恵会病院　シダックス事業所 堺区南安井町１丁１‐１ 平成30年2月9日 平成30年2月9日 令和6年2月29日 シダックスフードサービス株式会社 東京都調布市調布ケ丘三丁目６‐３ 新規 飲食店営業
堺食衛第17012045号 ヒビノビア 堺区北瓦町２丁１‐２４ ぼてじゅうビルＢ１ 平成30年3月5日 平成30年3月5日 令和6年3月31日 株式会社喜色満面堂 大阪府和泉市池田下町１２２７‐９ 新規 飲食店営業
堺食衛第17012046号 キッチンオリジン初芝店 東区日置荘西町２丁１‐３ 072-288-4416 平成30年3月2日 平成30年3月2日 令和6年3月31日 オリジン東秀株式会社 東京都調布市調布ヶ丘１丁目１８番１号 ＫＤＸ調布ビル５階 新規 飲食店営業
堺食衛第17012047号 キッチンオリジン初芝店 東区日置荘西町２丁１‐３ 072-288-4416 平成30年3月2日 平成30年3月2日 令和6年3月31日 オリジン東秀株式会社 東京都調布市調布ヶ丘１丁目１８番１号 ＫＤＸ調布ビル５階 新規 菓子製造業
堺食衛第17012065号 薫風 堺区新町１‐２６ リュウパレス２１１号 平成30年3月12日 平成30年3月12日 令和6年3月31日 株式会社くれよん 堺市西区神野町２丁３‐２６ 新規 飲食店営業
堺食衛第17012058号 セブン‐イレブン　堺南花田町店 北区南花田町２７３‐１ 平成30年2月19日 平成30年2月19日 令和6年2月29日 ＴＨＥＲＭＡＧＹ株式会社 堺市南区赤坂台６丁２０‐１１ 新規 飲食店営業
堺食衛第17012064号 株式会社髙島屋　泉北店（５５１蓬莱） 南区茶山台１丁３‐１ 072-293-1101 平成30年2月28日 平成30年2月28日 令和6年2月29日 株式会社髙島屋 大阪府大阪市中央区難波５丁目１‐５ 新規 飲食店営業
堺食衛第17012072号 株式会社スターチェーン丸進浜寺店 西区浜寺南町３丁３‐６ 平成30年2月14日 平成30年3月1日 令和6年2月29日 株式会社スターチェーン丸進 堺市西区浜寺南町３丁３‐６ 更新 魚介類販売業
堺食衛第17012073号 株式会社スターチェーン丸進浜寺店 西区浜寺南町３丁３‐６ 平成30年2月14日 平成30年3月1日 令和6年2月29日 株式会社スターチェーン丸進 堺市西区浜寺南町３丁３‐６ 更新 飲食店営業
堺食衛第17012075号 紀州新宮流勝手丼　鮮の実 北区東浅香山町４丁１‐１２ ３階　Ｆ－９ 平成30年2月22日 平成30年2月22日 令和6年2月29日 株式会社錦 和歌山県新宮市井の沢１１－１２ 新規 飲食店営業
堺食衛第17012083号 彩催 堺市内一円 平成30年2月15日 平成30年4月1日 令和5年3月31日 株式会社彩催 大阪府大阪市平野区長吉六反２丁目６‐７ 更新 飲食店営業（露店）
堺食衛第17012113号 陵東館長曽根 北区長曽根町７１３‐２ 平成30年2月16日 平成30年3月1日 令和6年2月29日 株式会社テスティパル 大阪府大阪市中央区南久宝寺町４－３－５ 更新 飲食店営業
堺食衛第17012114号 アンジェリカ　ノートルダム　メイン厨房，バンケットＢ厨房中区深井清水町１３５１‐３ 平成30年2月16日 平成30年3月1日 令和6年2月29日 株式会社トレーダー愛 山口県下関市王喜本町６丁目４‐５０ 更新 飲食店営業
堺食衛第17012115号 アンジェリカ　ノートルダム　ケーキベーカリー中区深井清水町１３５１‐３ 平成30年2月16日 平成30年3月1日 令和6年2月29日 株式会社トレーダー愛 山口県下関市王喜本町６丁目４‐５０ 更新 飲食店営業
堺食衛第17012116号 アンジェリカ　ノートルダム　バンケットＡ厨房中区深井清水町１３５１‐３ 平成30年2月16日 平成30年3月1日 令和6年2月29日 株式会社日本セレモニー 山口県下関市王喜本町６丁目４‐５０ 更新 飲食店営業
堺食衛第17012117号 アンジェリカ　ノートルダム　バンケットＣ厨房中区深井清水町１３５１‐３ 平成30年2月16日 平成30年3月1日 令和6年2月29日 株式会社日本セレモニー 山口県下関市王喜本町６丁目４‐５０ 更新 飲食店営業
堺食衛第17012118号 アンジェリカ　ノートルダム　クラブヴィアージュ中区深井清水町１３５１‐３ 平成30年2月16日 平成30年3月1日 令和6年2月29日 株式会社日本セレモニー 山口県下関市王喜本町６丁目４‐５０ 更新 飲食店営業
堺食衛第17012104号 グルメシティ　深井駅前店 中区深井清水町３９９８ 072-278-7871 平成30年2月16日 平成30年3月1日 令和6年2月29日 株式会社ダイエー 兵庫県神戸市中央区港島中町４丁目１－１ 更新 飲食店営業
堺食衛第17012109号 ローソン堺若松台店 南区若松台３丁２‐１ 平成30年2月16日 平成30年3月1日 令和6年2月29日 株式会社ベアブック 堺市南区若松台１丁１‐２ 1202 更新 飲食店営業
堺食衛第17012187号 ミニストップ堺福田店 中区福田８６６‐１ 平成30年2月23日 平成30年2月23日 令和6年2月29日 ミニストップ株式会社 千葉県千葉市美浜区中瀬１丁目５－１ 新規 飲食店営業
堺食衛第17012189号 ミニストップ堺福田店 中区福田８６６‐１ 平成30年2月23日 平成30年2月23日 令和6年2月29日 ミニストップ株式会社 千葉県千葉市美浜区中瀬１丁目５－１ 新規 アイスクリーム類製造業
堺食衛第17012122号 株式会社髙島屋泉北店（八百一） 南区茶山台１丁３‐１ 072-293-1101 平成30年3月6日 平成30年3月6日 令和6年3月31日 株式会社髙島屋 大阪府大阪市中央区難波５丁目１‐５ 新規 飲食店営業
堺食衛第17012123号 株式会社髙島屋泉北店（堀忠・八百一）南区茶山台１丁３‐１ 072-293-1101 平成30年3月6日 平成30年3月6日 令和6年3月31日 株式会社髙島屋 大阪府大阪市中央区難波５丁目１‐５ 新規 そうざい製造業
堺食衛第17012141号 近商ストア東湊店 堺区春日通１丁５ 072-247-3081 平成30年2月20日 平成30年4月1日 令和6年3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 更新 飲食店営業
堺食衛第17012140号 近商ストア　大小路店 堺区市之町東１丁１‐７ 平成30年2月20日 平成30年4月1日 令和6年3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 更新 飲食店営業
堺食衛第17012132号 食堂カフェ　ｐｏｔｔｏ×タニタカフェ 北区東浅香山町４丁１‐１２ イオンモール堺北花田３階 平成30年3月6日 平成30年3月6日 令和6年3月31日 株式会社ｈ，ａ，ｓ 大阪府大阪市都島区友渕町２‐８‐３１ 新規 飲食店営業
堺食衛第17012145号 株式会社元祖たこ昌　竹粋亭 西区浜寺石津町西１丁３３８‐１ 平成30年2月20日 平成30年4月1日 令和6年3月31日 株式会社元祖たこ昌 大阪市中央区道頓堀１丁目４‐１５ 更新 飲食店営業
堺食衛第17012147号 ベストライフ堺西 西区下田町１８‐７ 平成30年2月20日 平成30年3月1日 令和6年2月29日 株式会社アスモフードサービス西日本 大阪府大阪市北区曽根崎１‐２‐９ 更新 飲食店営業
堺食衛第17012142号 堺市立久世小学校 中区平井９９９ 平成30年2月20日 平成30年4月1日 令和6年3月31日 中央フードサービス株式会社 大阪府大阪市福島区野田２‐１４‐１０ 更新 飲食店営業
堺食衛第17012143号 堺市立深井小学校 中区深井中町１４０９ 平成30年2月20日 平成30年4月1日 令和6年3月31日 中央フードサービス株式会社 大阪府大阪市福島区野田２‐１４‐１０ 更新 飲食店営業
堺食衛第17012150号 堺　典礼会館 堺区海山町４丁１７４‐２ 平成30年2月21日 平成30年3月1日 令和6年2月29日 株式会社日本セレモニー 山口県下関市王喜本町６丁目４‐５０ 更新 飲食店営業
堺食衛第17012155号 トリヨシ商店　堺東駅前店 堺区中瓦町２丁３‐１３ 中村ビル１階～２階 平成30年3月13日 平成30年3月13日 令和6年3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
堺食衛第17012161号 アイ・テニスクラブ 中区深井畑山町２７ 平成30年2月22日 平成30年4月1日 令和6年3月31日 株式会社アイ 堺市中区深井畑山町２７ 更新 飲食店営業
堺食衛第17012151号 中区平井７７５‐１ 平成30年2月26日 平成30年2月26日 令和6年2月29日 東京都中央区日本橋箱崎町３６番２号 新規 飲食店営業
堺食衛第17012158号 大盛化工株式会社 美原区多治井６３３ 平成30年7月27日 平成30年7月27日 令和6年7月31日 大盛化工株式会社 堺市美原区多治井６３３ 新規 添加物製造業
堺食衛第17012152号 ジョイフルランチ美原 美原区小寺５５‐３ 平成30年3月1日 平成30年3月1日 令和6年2月29日 ジョイフルランチ株式会社 和歌山県海南市幡川２００ 新規 飲食店営業
堺食衛第17012175号 株式会社サンプラザ　三国ヶ丘東店 北区黒土町２２６２‐１ 平成30年2月23日 平成30年4月1日 令和6年3月31日 株式会社サンプラザ 大阪府羽曳野市誉田３丁目３‐１５ 更新 飲食店営業
堺食衛第17012176号 株式会社サンプラザ　三国ヶ丘東店（寿司）北区黒土町２２６２‐１ 平成30年2月23日 平成30年4月1日 令和6年3月31日 株式会社サンプラザ 大阪府羽曳野市誉田３丁目３‐１５ 更新 飲食店営業
堺食衛第17012177号 株式会社サンプラザ　三国ヶ丘東店 北区黒土町２２６２‐１ 平成30年2月23日 平成30年4月1日 令和6年3月31日 株式会社サンプラザ 大阪府羽曳野市誉田３丁目３‐１５ 更新 菓子製造業
堺食衛第17012178号 株式会社サンプラザ　三国ヶ丘東店 北区黒土町２２６２‐１ 平成30年2月23日 平成30年4月1日 令和6年3月31日 株式会社サンプラザ 大阪府羽曳野市誉田３丁目３‐１５ 更新 魚介類販売業
堺食衛第17012180号 株式会社サンプラザ　三国ヶ丘東店 北区黒土町２２６２‐１ 平成30年2月23日 平成30年4月1日 令和6年3月31日 株式会社サンプラザ 大阪府羽曳野市誉田３丁目３‐１５ 更新 食肉販売業
堺食衛第17012165号 生鮮市場　大和 中区小阪２７０ 平成30年3月2日 平成30年3月2日 令和6年3月31日 株式会社大和水産 大阪府松原市東新町４丁目１５－５ 新規 飲食店営業
堺食衛第17012166号 生鮮市場　大和 中区小阪２７０ 平成30年3月2日 平成30年3月2日 令和6年3月31日 株式会社大和水産 大阪府松原市東新町４丁目１５－５ 新規 魚介類販売業
堺食衛第17012173号 堺東部障害者作業所 東区高松１０６ 平成30年2月23日 平成30年3月1日 令和6年2月29日 社会福祉法人コスモス 堺市東区野尻町８‐４ 更新 飲食店営業
堺食衛第17012174号 堺東部障害者作業所 東区高松１０６ 平成30年2月23日 平成30年2月23日 令和6年2月29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
堺食衛第17012182号 フルタ製菓株式会社美原工場社員食堂美原区黒山６６３ 平成30年2月26日 平成30年2月26日 令和6年2月29日 株式会社シンエイフード 大阪府大阪市旭区高殿２丁目２０－２ 新規 飲食店営業
堺食衛第17012184号 とんりゅうラーメン泉北店 南区御池台２丁１１‐１７ 平成30年2月26日 平成30年3月1日 令和6年2月29日 有限会社とんりゅう 堺市西区浜寺石津町中１丁６‐２１ 更新 飲食店営業
堺食衛第17012197号 萬亭 堺区少林寺町西１丁２‐２６ 日新ビル１Ｆ 平成30年2月27日 平成30年3月1日 令和6年2月29日 株式会社萬勝 堺市堺区大浜南町２丁８‐１０ 更新 飲食店営業
堺食衛第17012196号 Ｃａｆｅ＆Ｍｅａｌ　ＭＵＪＩ　イオンモール堺北花田北区東浅香山町４丁１‐１２ イオンモール堺北花田　１Ｆ 平成30年3月12日 平成30年3月12日 令和6年3月31日 株式会社良品計画 東京都豊島区東池袋４丁目２６－３ 新規 菓子製造業
堺食衛第17012199号 はるみだい保育園内魚国総本社 南区晴美台２丁２‐２ 平成30年2月27日 平成30年3月1日 令和6年2月29日 株式会社魚国総本社 大阪府大阪市中央区道修町１丁目６‐１９ 更新 飲食店営業
堺食衛第17012200号 ベビーセンターいっちん保育園内魚国総本社南区美木多上３０７５ 平成30年2月27日 平成30年4月1日 令和6年3月31日 株式会社魚国総本社 大阪府大阪市中央区道修町１丁目６‐１９ 更新 飲食店営業
堺食衛第17012212号 日本庭園　休憩所 堺区大仙中町 大仙公園内 平成30年2月28日 平成30年4月1日 令和6年3月31日 南海造園土木株式会社 堺市北区長曽根町１３０‐２３ 堺商工会議所会館 更新 飲食店営業
堺食衛第17012209号 堺市立中百舌鳥小学校 北区中百舌鳥町６丁１０３３‐２ 平成30年2月28日 平成30年4月1日 令和6年3月31日 名阪食品株式会社 奈良県桜井市大字吉備４５２‐７ 更新 飲食店営業
堺食衛第17012222号 コーナン堺三国ヶ丘店　店頭（ＣＣＷ単受）北区百舌鳥梅北町１丁２５‐１ 平成30年3月1日 平成30年4月1日 令和5年3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 更新 喫茶店営業（自動販売機）
堺食衛第17012219号 コカ・コーラボトラーズジャパン株式会社　津久野支店　軒下（ＣＣＷ単受）西区下田町２２‐３ 平成30年3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 大阪市西区南堀江４丁目２５－２４ 新規 喫茶店営業（自動販売機）
堺食衛第17012225号 株式会社寿工業内寿ゴルフセンター 中区東山６１４‐１ 平成30年3月1日 平成30年4月1日 令和5年3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 更新 喫茶店営業（自動販売機）
堺食衛第17012233号 炭火手焼き鰻　堀忠 堺区三国ヶ丘御幸通５９ Ｂ１ 平成30年3月14日 平成30年3月14日 令和6年3月31日 ブルーオーシャン株式会社 大阪府大阪市福島区野田２丁目１２－１０ 富士ビル５Ｆ 新規 飲食店営業
堺食衛第17012234号 ローズカフェ 北区中村町４６５‐１ アロー中環堺店内 平成30年3月27日 平成30年3月27日 令和6年3月31日 株式会社ＤＲＥＡＭ 大阪府泉大津市我孫子１丁目７－２４ 新規 飲食店営業
堺食衛第17012238号 羊の家　堺東店 堺区北瓦町２丁１‐９ 平成30年3月19日 平成30年3月19日 令和6年3月31日 株式会社Ｔｒｉｐｌｅ　Ｗｉｎ　Ｄｉｎｉｎｇ 堺市堺区北瓦町２丁１‐９ アークビル１Ｆ 新規 飲食店営業
堺食衛第17012236号 鮨桝槇塚台店 南区晴美台３丁１３‐１ 平成30年3月5日 平成30年4月1日 令和6年3月31日 鮨桝食品株式会社 大阪府八尾市老原９－１１５ 更新 飲食店営業
堺食衛第17012235号 堺市立御池台小学校 南区御池台２丁３‐１ 平成30年3月5日 平成30年4月1日 令和6年3月31日 朝日給食株式会社 堺市中区深阪２丁９‐１１ 更新 飲食店営業
堺食衛第17012255号 韓国スタンド　ファイティン　アジュンマ　堺東店堺区中瓦町２丁１‐１５ エスト瓦町ビル２Ｆ 平成30年3月6日 平成30年4月1日 令和6年3月31日 株式会社コズミックダイナー 大阪府大阪市北区野崎町９‐１３ 梅田扇町通ビル６Ｆ 更新 飲食店営業 韓国料理
堺食衛第17012248号 ０Ｈ４０２９　大阪 堺区大仙西町３丁９１ 平成30年3月23日 平成30年3月23日 令和6年3月31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 東京都新宿区西新宿３‐２０‐２ 新規 飲食店営業
堺食衛第17012256号 Ｊ－グリーン堺ドリームキャンプ 堺区築港八幡町１４５ 平成30年3月6日 平成30年4月1日 令和6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 大阪府大阪市西区立売堀１丁目３番１３号 更新 飲食店営業
堺食衛第17012257号 Ｊ－グリーン堺ドリームキャンプ 堺区築港八幡町１４５ 平成30年3月6日 平成30年4月1日 令和6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 大阪府大阪市西区立売堀１丁目３番１３号 更新 魚介類販売業
堺食衛第17012258号 Ｊ－グリーン堺ドリームキャンプ 堺区築港八幡町１４５ 平成30年3月6日 平成30年4月1日 令和6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 大阪府大阪市西区立売堀１丁目３番１３号 更新 食肉販売業
堺食衛第17012240号 無印良品イオンモール堺北花田　総菜売場Ａ北区東浅香山町４丁１‐１２ 平成30年3月12日 平成30年3月12日 令和6年3月31日 株式会社京阪百貨店 大阪府守口市河原町８‐３ 新規 飲食店営業



堺食衛第17012241号 無印良品イオンモール堺北花田　総菜売場Ｂ北区東浅香山町４丁１‐１２ 平成30年3月12日 平成30年3月12日 令和6年3月31日 株式会社京阪百貨店 大阪府守口市河原町８‐３ 新規 飲食店営業
堺食衛第17012242号 無印良品イオンモール堺北花田　精肉売場北区東浅香山町４丁１‐１２ 平成30年3月12日 平成30年3月12日 令和6年3月31日 株式会社京阪百貨店 大阪府守口市河原町８‐３ 新規 食肉販売業
堺食衛第17012243号 無印良品イオンモール堺北花田　鮮魚売場北区東浅香山町４丁１‐１２ 平成30年3月12日 平成30年3月12日 令和6年3月31日 株式会社京阪百貨店 大阪府守口市河原町８‐３ 新規 魚介類販売業
堺食衛第17012244号 無印良品イオンモール堺北花田　鮮魚売場北区東浅香山町４丁１‐１２ 平成30年3月12日 平成30年3月12日 令和6年3月31日 株式会社京阪百貨店 大阪府守口市河原町８‐３ 新規 飲食店営業
堺食衛第17012245号 無印良品イオンモール堺北花田　ベーカリー売場北区東浅香山町４丁１‐１２ 平成30年3月12日 平成30年3月12日 令和6年3月31日 株式会社京阪百貨店 大阪府守口市河原町８‐３ 新規 菓子製造業
堺食衛第17012246号 無印良品イオンモール堺北花田　寿司売場北区東浅香山町４丁１‐１２ 平成30年3月12日 平成30年3月12日 令和6年3月31日 株式会社京阪百貨店 大阪府守口市河原町８‐３ 新規 飲食店営業
堺食衛第17012253号 魚国総本社・堺２７２５４ 西区築港新町２丁３ 平成30年3月6日 平成30年4月1日 令和6年3月31日 株式会社魚国総本社 大阪府大阪市中央区道修町１丁目６‐１９ 更新 飲食店営業
堺食衛第17012249号 キッチンカー２号 堺市内一円 平成30年3月6日 平成30年3月6日 令和5年3月31日 株式会社グルメ杵屋 大阪府大阪市住之江区北加賀屋３‐４‐７ 新規 飲食店営業（自動車）
堺食衛第17012262号 丸一鋼管株式会社堺特品工場　社員食堂東区石原町２丁１２５ 平成30年3月7日 平成30年4月1日 令和6年3月31日 ウオクニ株式会社 兵庫県神戸市灘区船寺通４丁目５‐１６ 更新 飲食店営業
堺食衛第17012269号 ライフデリ　大阪狭山・堺南店 南区豊田１２２４‐１ 泉北サンシャインビル１Ｆ 平成30年3月12日 平成30年3月12日 令和6年3月31日 株式会社グリーンゲイツ 大阪府大阪狭山市狭山２丁目９００－１ 新規 飲食店営業
堺食衛第17012261号 すまいるセンター 南区桃山台２丁３‐４ 平成30年3月7日 平成30年4月1日 令和6年3月31日 株式会社ニシケンホームセンター 堺市南区桃山台２丁３－４ 更新 喫茶店営業
堺食衛第17012278号 Ｄｉａｎａ　堺東店 堺区翁橋町１丁２‐７ 堀内ビル地下１階、１階、２階 平成30年4月12日 平成30年4月12日 令和6年4月30日 株式会社ＣＰ・Ｆａｍｉｌｙ 大阪府枚方市川原町９番１８号 新規 飲食店営業
堺食衛第17012280号 ベルキンダー安井 堺区中安井町１丁１‐１１ 平成30年3月20日 平成30年3月20日 令和6年3月31日 株式会社マルワ 大阪府東大阪市新家３丁目９番３１号 新規 飲食店営業
堺食衛第17012279号 ベルキンダー 堺区南安井町３丁１‐１ 平成30年3月20日 平成30年3月20日 令和6年3月31日 株式会社マルワ 大阪府東大阪市新家３丁目９番３１号 新規 飲食店営業
堺食衛第17012283号 コスモ石油　堺製油所店 西区築港新町３丁１６ 平成30年3月16日 平成30年3月16日 令和6年3月31日 ハーベスト株式会社 神奈川県横浜市保土ケ谷区岩間町二丁目１２０番地 新規 飲食店営業
堺食衛第17012281号 ペガサス保育園つばさ 西区鳳北町１０丁３１‐２ 平成30年3月23日 平成30年3月23日 令和6年3月31日 株式会社マルワ 大阪府東大阪市新家三丁目９番３１号 新規 飲食店営業
堺食衛第17012276号 堺市立福田小学校 中区福田７２７ 平成30年3月26日 平成30年3月26日 令和6年3月31日 株式会社宝島 大阪府大阪市北区中之島六丁目２番２７号 新規 飲食店営業
堺食衛第17012277号 堺市立東陶器小学校 中区陶器北２５５６ 平成30年3月26日 平成30年3月26日 令和6年3月31日 株式会社宝島 大阪府大阪市北区中之島六丁目２番２７号 新規 飲食店営業
堺食衛第17012282号 竹中工務店　西日本機材センター店 美原区木材通３丁目１‐８ 平成30年3月26日 平成30年3月26日 令和6年3月31日 ハーベスト株式会社 神奈川県横浜市保土ケ谷区岩間町二丁目１２０番地 新規 飲食店営業
堺食衛第17012271号 株式会社京スぺハローサービス 南区檜尾３８５２‐７ 平成30年3月26日 平成30年3月26日 令和6年3月31日 株式会社京スぺハローサービス 堺市南区檜尾３８５２‐７ 新規 飲食店営業
堺食衛第17012274号 キッチンカーマーケット 堺市内一円 平成30年3月8日 平成30年3月8日 令和5年3月31日 株式会社オプティミスト 大阪府大阪市東住吉区鷹合三丁目１１番２３号 新規 飲食店営業（自動車）
堺食衛第17012275号 キッチンカーマーケット 堺市内一円 平成30年3月8日 平成30年3月8日 令和5年3月31日 株式会社オプティミスト 大阪府大阪市東住吉区鷹合三丁目１１番２３号 新規 菓子製造業（自動車）
堺食衛第17012293号 堺ヤクルト保育ルーム 北区百舌鳥西之町３丁６１０ 平成30年3月27日 平成30年3月27日 令和6年3月31日 ウオクニ株式会社 兵庫県神戸市灘区船寺通４丁目５－１６ 新規 飲食店営業
堺食衛第17012294号 株式会社丸本　大阪加工センター 中区東山３１４ 平成30年3月9日 平成30年4月1日 令和6年3月31日 株式会社丸本 徳島県海部郡海陽町大井字大谷４１ 更新 そうざい製造業
堺食衛第17012307号 ＫＯＨＹＯ堺店 堺区戎島町３丁２２‐１ 072-229-5040 平成30年3月15日 平成30年3月15日 令和6年3月31日 株式会社光洋 大阪府大阪市北区天神橋２丁目３－１６ 新規 菓子製造業
堺食衛第17012311号 ドリーム保育園 西区鶴田町１８‐５ 平成30年3月12日 平成30年4月1日 令和6年3月31日 柏原マルタマフーズ株式会社 大阪府藤井寺市川北３丁目４‐２３ 更新 飲食店営業
堺食衛第17012304号 やさしい風 西区鳳東町４丁３６５‐１ 平成30年3月19日 平成30年3月19日 令和6年3月31日 社会福祉法人野のちから 堺市西区鳳中町２丁２３‐８６ 新規 飲食店営業
堺食衛第17012303号 ＣＬＵＢ　ＨＡＲＢＯＲ 中区深井沢町３２６３ 平成30年3月20日 平成30年3月20日 令和6年3月31日 株式会社ＳＮ・ＪＡＰＡＮ 堺市中区深井沢町３２６３ 新規 飲食店営業
堺食衛第17012301号 株式会社髙島屋泉北店（サラダショップミヤコ）南区茶山台１丁３‐１ 072-293-1101 平成30年3月15日 平成30年3月15日 令和6年3月31日 株式会社髙島屋 大阪府大阪市中央区難波５丁目１‐５ 新規 飲食店営業
堺食衛第17012302号 阿波水産 南区小代３６０‐１ 平成30年3月12日 平成30年3月12日 令和6年3月31日 株式会社ウエストリナ 大阪市西区北堀江１－２－２７ サウス四ツ橋ビル５０１ 新規 飲食店営業
堺食衛第17012316号 堺女子短期大学 堺区浅香山町１丁２‐２０ 平成30年4月3日 平成30年4月3日 令和6年4月30日 株式会社ＬＥＯＣ 東京都千代田区大手町１－１－３ 新規 飲食店営業
堺食衛第17012317号 堺リベラル中学校高等学校　食堂 堺区浅香山町１丁２‐２０ 平成30年5月1日 平成30年5月1日 令和6年4月30日 株式会社ＬＥＯＣ 東京都千代田区大手町１丁目１－３ 新規 飲食店営業
堺食衛第17012315号 ドミノ・ピザ　深井店 中区深井清水町３５３１ 平成30年3月15日 平成30年3月15日 令和6年3月31日 株式会社ＧａｎｄＦ 堺市中区深井清水町３５３１ 新規 飲食店営業
堺食衛第17012322号 こぐまの森　保育園 東区西野４８８‐１７ 平成30年3月13日 平成30年4月1日 令和6年3月31日 イフスコヘルスケア株式会社 大阪市福島区福島７－１５－２６ 更新 飲食店営業
堺食衛第17012320号 泉ヶ丘アイプレイスＩショップ 南区三原台２丁７‐１ 平成30年3月13日 平成30年4月1日 令和6年3月31日 株式会社アスク 東京都中央区銀座８丁目１４‐１４ 更新 飲食店営業
堺食衛第17012313号 エーム４３５６（職員食堂） 南区原山台２丁７‐１ 平成30年3月22日 平成30年3月22日 令和6年3月31日 エームサービス株式会社 東京都港区赤坂２丁目２３番１号 新規 飲食店営業
堺食衛第17012325号 株式会社髙島屋大阪店堺販売部　ケーニヒス・クローネ堺区三国ヶ丘御幸通５９ 072-238-1101 平成30年3月14日 平成30年4月1日 令和6年3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 更新 飲食店営業
堺食衛第17012326号 株式会社髙島屋大阪店堺販売部　ケーニヒス・クローネ堺区三国ヶ丘御幸通５９ 072-238-1101 平成30年3月14日 平成30年4月1日 令和6年3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 更新 菓子製造業
堺食衛第17012335号 社会福祉法人やまびこ会　三宝こども園堺区海山町５丁１９５‐３ 平成30年3月14日 平成30年4月1日 令和6年3月31日 株式会社はり源 堺市堺区大浜中町３丁５‐１５ 更新 飲食店営業
堺食衛第17012339号 槇塚荘 南区逆瀬川１０３８‐２ 平成30年3月15日 平成30年3月15日 令和6年3月31日 株式会社テスティパル 大阪府大阪市中央区南久宝寺町４－３－５ 新規 飲食店営業
堺食衛第17012345号 駅舎カフェ 西区浜寺公園町２丁２３２ 平成30年4月3日 平成30年4月3日 令和6年4月30日 特定非営利活動法人浜寺公園駅舎保存活用の会 堺市西区浜寺公園町２丁２３２ 新規 飲食店営業
堺食衛第17012346号 駅舎カフェ 西区浜寺公園町２丁２３２ 平成30年4月3日 平成30年4月3日 令和6年4月30日 特定非営利活動法人浜寺公園駅舎保存活用の会 堺市西区浜寺公園町２丁２３２ 新規 菓子製造業
堺食衛第17012342号 株式会社十川ゴム　堺工場 中区上之５１６ 平成30年3月16日 平成30年4月1日 令和6年3月31日 センナリフーズ株式会社 奈良県大和高田市大谷７３７ 更新 飲食店営業
堺食衛第17012344号 まちかどステーション 南区槇塚台３丁１‐７ 平成30年3月16日 平成30年4月1日 令和6年3月31日 特定非営利活動法人ＡＳＵの会 堺市南区庭代台１丁４０‐１ 更新 飲食店営業
堺食衛第17012349号 株式会社髙島屋泉北店（たこ八） 南区茶山台１丁３‐１ 072-293-1101 平成30年3月28日 平成30年3月28日 令和6年3月31日 株式会社髙島屋 大阪府大阪市中央区難波５丁目１‐５ 新規 飲食店営業
堺食衛第17012350号 株式会社髙島屋泉北店（たこ八） 南区茶山台１丁３‐１ 072-293-1101 平成30年3月28日 平成30年3月28日 令和6年3月31日 株式会社髙島屋 大阪府大阪市中央区難波５丁目１‐５ 新規 そうざい製造業
堺食衛第17012351号 ＰＡＲＫハニープロジェクト大阪 堺市内一円 平成30年3月16日 平成30年3月16日 令和5年3月31日 株式会社大阪ハニー 大阪府大阪市北区大淀中１丁目８番１９号 新規 飲食店営業（自動車）
堺食衛第17012352号 ＰＡＲＫハニープロジェクト大阪 堺市内一円 平成30年3月16日 平成30年3月16日 令和5年3月31日 株式会社大阪ハニー 大阪府大阪市北区大淀中１丁目８番１９号 新規 菓子製造業（自動車）
堺食衛第17012356号 鳥貴族　堺宿院店 堺区市之町西１丁１‐２９ ＨＩＳビル１Ｆ 平成30年3月19日 平成30年4月1日 令和6年3月31日 ジェイエフエフシステムズ株式会社 堺市堺区中之町西１丁１‐３０ 更新 飲食店営業
堺食衛第17012357号 堺市立平岡小学校 西区堀上緑町１丁６‐１ 平成30年3月19日 平成30年3月19日 令和6年3月31日 株式会社宝島 大阪府大阪市北区中之島６丁目２番２７号 新規 飲食店営業
堺食衛第17012359号 ハーベストの丘　キッチンハウス 南区鉢ヶ峯寺２４０５‐１ 072-296-9911 平成30年3月19日 平成30年4月1日 令和6年3月31日 株式会社堺ファーム 堺市南区鉢ヶ峯寺２４０５‐２ 更新 飲食店営業
堺食衛第17012360号 ハーベストの丘　マイスター工房 南区鉢ヶ峯寺２４０５‐１ 072-296-9911 平成30年3月19日 平成30年4月1日 令和6年3月31日 株式会社堺ファーム 堺市南区鉢ヶ峯寺２４０５‐２ 更新 菓子製造業
堺食衛第17012361号 ハーベストの丘　マイスター工房 南区鉢ヶ峯寺２４０５‐１ 072-296-9911 平成30年3月19日 平成30年4月1日 令和6年3月31日 株式会社堺ファーム 堺市南区鉢ヶ峯寺２４０５‐２ 更新 乳処理業
堺食衛第17012362号 ハーベストの丘　マイスター工房 南区鉢ヶ峯寺２４０５‐１ 072-296-9911 平成30年3月19日 平成30年4月1日 令和6年3月31日 株式会社堺ファーム 堺市南区鉢ヶ峯寺２４０５‐２ 更新 アイスクリーム類製造業
堺食衛第17012363号 ハーベストの丘　マイスター工房 南区鉢ヶ峯寺２４０５‐１ 072-296-9911 平成30年3月19日 平成30年4月1日 令和6年3月31日 株式会社堺ファーム 堺市南区鉢ヶ峯寺２４０５‐２ 更新 食肉製品製造業
堺食衛第17012364号 ハーベストの丘　特産品加工工房 南区鉢ヶ峯寺２４０５‐１ 072-296-9911 平成30年3月19日 平成30年4月1日 令和6年3月31日 株式会社堺ファーム 堺市南区鉢ヶ峯寺２４０５‐２ 更新 菓子製造業
堺食衛第17012365号 ハーベストの丘　特産品加工工房 南区鉢ヶ峯寺２４０５‐１ 072-296-9911 平成30年3月19日 平成30年4月1日 令和6年3月31日 株式会社堺ファーム 堺市南区鉢ヶ峯寺２４０５‐２ 更新 そうざい製造業
堺食衛第17012366号 ハーベストの丘　マイスター工房（バター）南区鉢ヶ峯寺２４０５‐１ 072-296-9911 平成30年3月19日 平成30年4月1日 令和6年3月31日 株式会社堺ファーム 堺市南区鉢ヶ峯寺２４０５‐２ 更新 乳製品製造業
堺食衛第17012367号 ハーベストの丘　マイスター工房（ヨーグルト）南区鉢ヶ峯寺２４０５‐１ 072-296-9911 平成30年3月19日 平成30年4月1日 令和6年3月31日 株式会社堺ファーム 堺市南区鉢ヶ峯寺２４０５‐２ 更新 乳製品製造業
堺食衛第17012368号 ハーベストの丘　バームクーヘン工房 南区鉢ヶ峯寺２４０５‐２ 平成30年3月19日 平成30年4月1日 令和6年3月31日 株式会社堺ファーム 堺市南区鉢ヶ峯寺２４０５‐２ 更新 飲食店営業
堺食衛第17012369号 ハーベストの丘　バーベキューレストラン南区鉢ヶ峯寺２４０５‐２ 平成30年3月19日 平成30年4月1日 令和6年3月31日 株式会社堺ファーム 堺市南区鉢ヶ峯寺２４０５‐２ 更新 飲食店営業
堺食衛第17012371号 ハーベストの丘　バーベキューレストランドリンクコーナー南区鉢ヶ峯寺２４０５‐２ 平成30年3月19日 平成30年4月1日 令和6年3月31日 株式会社堺ファーム 堺市南区鉢ヶ峯寺２４０５‐２ 更新 飲食店営業
堺食衛第17012373号 ハーベストの丘　ふれあい広場フードハウス南区鉢ヶ峯寺２４０５‐２ 平成30年3月19日 平成30年4月1日 令和6年3月31日 株式会社堺ファーム 堺市南区鉢ヶ峯寺２４０５‐２ 更新 飲食店営業
堺食衛第17012374号 ハーベストの丘　マーチ広場　街のフードハウス南区鉢ヶ峯寺２４０５‐２ 平成30年3月19日 平成30年4月1日 令和6年3月31日 株式会社堺ファーム 堺市南区鉢ヶ峯寺２４０５‐２ 更新 飲食店営業
堺食衛第17012376号 ハーベストの丘　街のパン屋 南区鉢ヶ峯寺２４０５‐２ 平成30年3月19日 平成30年4月1日 令和6年3月31日 株式会社堺ファーム 堺市南区鉢ヶ峯寺２４０５‐２ 更新 菓子製造業
堺食衛第17012379号 ハーベストの丘　食のホールピザコーナー南区鉢ヶ峯寺２４０５‐２ 平成30年3月19日 平成30年4月1日 令和6年3月31日 株式会社堺ファーム 堺市南区鉢ヶ峯寺２４０５‐２ 更新 飲食店営業
堺食衛第17012380号 ハーベストの丘　ヒルズカフェ 南区鉢ヶ峯寺２４０５‐２ 平成30年3月19日 平成30年4月1日 令和6年3月31日 株式会社堺ファーム 堺市南区鉢ヶ峯寺２４０５‐２ 更新 飲食店営業
堺食衛第17012381号 ハーベストの丘　食のホール軽食コーナー南区鉢ヶ峯寺２４０５‐２ 平成30年3月19日 平成30年4月1日 令和6年3月31日 株式会社堺ファーム 堺市南区鉢ヶ峯寺２４０５‐２ 更新 飲食店営業
堺食衛第17012385号 ＫＡＳＵＹＡ　堺翁橋店 堺区翁橋町１丁３‐３ センター春日ビル１階 平成30年3月26日 平成30年3月26日 令和6年3月31日 株式会社パーフェクトウォッシュ大阪 大阪府大阪市住之江区北加賀屋４‐１‐５５ 新規 飲食店営業
堺食衛第17012387号 ファミリーマート　ベルアンサンブル店 西区菱木１丁２３４３‐１１ 平成30年3月20日 平成30年4月1日 令和6年3月31日 株式会社グリーンライフ 大阪府和泉市府中町８丁目３‐１３ 更新 飲食店営業
堺食衛第17012386号 ラウンジ　ＡＮＲＹ 中区深井沢町３１３８ エルモーソ・デ・昌栄２０１ 平成30年3月22日 平成30年3月22日 令和6年3月31日 株式会社リレイション 堺市中区深井清水町３５４９ 新規 飲食店営業
堺食衛第17012397号 堺市立少林寺小学校 堺区少林寺町東４丁１‐１ 平成30年3月22日 平成30年3月22日 令和6年3月31日 日本国民食株式会社 東京都中央区日本橋堀留町２丁目４－３ 新規 飲食店営業
堺食衛第17012404号 ラーメン荘　歴史を刻め　なかもず 北区中百舌鳥町６丁９９５‐３ 平成30年3月26日 平成30年3月26日 令和6年3月31日 株式会社元気ですか 大阪市東淀川区下新庄５丁目１－５９ 新規 飲食店営業
堺食衛第17012393号 百舌鳥こども園　西園舎　調理場 北区百舌鳥赤畑町５丁７０７‐２ 平成30年3月27日 平成30年3月27日 令和6年3月31日 ナンブフードサービス株式会社 堺市堺区出島海岸通４丁１‐２８ 新規 飲食店営業
堺食衛第17012399号 日清オイリオグループ株式会社　堺工場西区築港新町３丁３７ 072-280-2302 平成30年3月22日 平成30年3月22日 令和6年3月31日 日清オイリオグループ株式会社 東京都中央区新川１丁目２３－１ 新規 食用油脂製造業
堺食衛第17012400号 日清オイリオグループ株式会社　堺工場西区築港新町３丁３７ 072-280-2302 平成30年3月22日 平成30年3月22日 令和6年3月31日 日清オイリオグループ株式会社 東京都中央区新川１丁目２３－１ 新規 マーガリン又はショートニング製造業
堺食衛第17012402号 鳥貴族　初芝店 東区日置荘西町２丁７‐２ 泉並ビル１Ｆ 平成30年3月22日 平成30年4月1日 令和6年3月31日 株式会社グラッド 大阪府大阪市浪速区立葉１丁目２‐１２ 更新 飲食店営業
堺食衛第17012401号 軽の森　泉北店 南区原山台５丁１０‐２ 平成30年3月22日 平成30年4月1日 令和6年3月31日 株式会社ヨシダオートサービス 堺市北区長曽根町３０８３‐１０ 更新 飲食店営業
堺食衛第17012394号 ケアプラザ堺　調理場 南区城山台５丁２‐１ 平成30年3月22日 平成30年3月22日 令和6年3月31日 ナンブフードサービス株式会社 堺市堺区出島海岸通４丁１‐２８ 新規 飲食店営業
堺食衛第17012430号 堺市立大仙西小学校 堺区大仙西町４丁１２９ 平成30年3月23日 平成30年4月1日 令和6年3月31日 日本国民食株式会社 東京都中央区日本橋堀留町２丁目４‐３ 更新 飲食店営業
堺食衛第17012409号 メゾン・ド・イリゼ 北区長曽根町１８３‐５ 堺市産業振興センター内 平成30年3月26日 平成30年3月26日 令和6年3月31日 株式会社グランディ－ユ 堺市西区浜寺石津町東４丁５‐８ 浜寺ガーデンハイムＳ棟１０５ 新規 飲食店営業
堺食衛第17012410号 メゾン・ド・イリゼ 北区長曽根町１８３‐５ 堺市産業振興センター内 平成30年3月26日 平成30年3月26日 令和6年3月31日 株式会社グランディ－ユ 堺市西区浜寺石津町東４丁５‐８ 浜寺ガーデンハイムＳ棟１０５ 新規 菓子製造業
堺食衛第17012412号 特別養護老人ホーム　おおみの 東区西野４２ 平成30年3月23日 平成30年4月1日 令和6年3月31日 柏原マルタマフーズ株式会社 大阪府藤井寺市川北３丁目４‐２３ 更新 飲食店営業
堺食衛第17012413号 黒山警察署 美原区小平尾３７７‐２ 平成30年3月23日 平成30年3月23日 令和5年3月31日 株式会社山久 大阪府大阪市平野区喜連１－９－３５ 新規 喫茶店営業（自動販売機）
堺食衛第17012421号 サンプラザ美原余部店 美原区北余部４０‐３３ 平成30年3月23日 平成30年4月1日 令和6年3月31日 株式会社サンプラザ 大阪府羽曳野市誉田３丁目３‐１５ 更新 飲食店営業
堺食衛第17012423号 サンプラザ美原余部店 美原区北余部４０‐３３ 平成30年3月23日 平成30年4月1日 令和6年3月31日 株式会社サンプラザ 大阪府羽曳野市誉田３丁目３‐１５ 更新 飲食店営業
堺食衛第17012424号 サンプラザ美原余部店 美原区北余部４０‐３３ 平成30年3月23日 平成30年4月1日 令和6年3月31日 株式会社サンプラザ 大阪府羽曳野市誉田３丁目３‐１５ 更新 食肉販売業
堺食衛第17012425号 サンプラザ美原余部店 美原区北余部４０‐３３ 平成30年3月23日 平成30年4月1日 令和6年3月31日 株式会社サンプラザ 大阪府羽曳野市誉田３丁目３‐１５ 更新 魚介類販売業
堺食衛第17012478号 更科ほり 東区北野田４８－１ 北野田第１ビル２Ｆ７号 平成30年3月28日 平成30年3月28日 令和6年3月31日 有限会社更科 堺市東区南野田２８６‐８ 新規 飲食店営業
堺食衛第17012486号 堺市立福泉中央小学校 南区桃山台４丁１７‐１ 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 大阪府大阪市阿倍野区阪南町５丁目３‐５ 新規 飲食店営業
堺食衛第17012496号 鉄なべ堺東店 堺区北瓦町２丁３‐５ リオビル１Ｆ．２Ｆ 平成30年3月27日 平成30年5月1日 令和6年4月30日 有限会社ＷＩＮ　ＣＬＡＳＳ 大阪府大阪市浪速区恵美須西２‐３‐６ 更新 飲食店営業
堺食衛第17012514号 ファミリーマート　京屋匠町サテライト店 堺区匠町１ 家屋番号１番の１１ 平成30年4月16日 平成30年4月16日 令和6年4月30日 京屋商事株式会社 堺市西区浜寺諏訪森町東３丁２６７‐１３ 新規 飲食店営業
堺食衛第17012494号 堺市立錦小学校 堺区九間町東３丁１‐１７ 平成30年3月27日 平成30年4月1日 令和6年3月31日 株式会社テスティパル 大阪府大阪市中央区南久宝寺町４丁目３‐５ 更新 飲食店営業
堺食衛第17012490号 堺市立熊野小学校 堺区熊野町東５丁１‐４９ 平成30年3月27日 平成30年3月27日 令和6年3月31日 株式会社南テスティパル 堺市西区浜寺石津町西２丁７‐１０ 新規 飲食店営業
堺食衛第17012488号 堺市立市小学校 堺区市之町西３丁１‐１４ 平成30年3月27日 平成30年3月27日 令和6年3月31日 株式会社南テスティパル 堺市西区浜寺石津町西２丁７‐１０ 新規 飲食店営業
堺食衛第17012495号 堺市立五箇荘小学校 北区新堀町２丁５８ 平成30年3月27日 平成30年4月1日 令和6年3月31日 株式会社東テスティパル 大阪府門真市殿島町６－１ 更新 飲食店営業
堺食衛第17012493号 堺市立新金岡小学校 北区新金岡町１丁４‐１ 平成30年3月27日 平成30年4月1日 令和6年3月31日 株式会社東テスティパル 大阪府門真市殿島町６‐１ 更新 飲食店営業
堺食衛第17012489号 社会福祉法人関西福祉会　陵東館 北区長曽根町１２１０‐１ 平成30年3月27日 平成30年3月27日 令和6年3月31日 株式会社テスティパル 大阪府大阪市中央区南久宝寺町４－３－５ 新規 飲食店営業
堺食衛第17012491号 堺市立百舌鳥支援学校 北区百舌鳥西之町１丁１２４ 平成30年3月27日 平成30年3月27日 令和6年3月31日 株式会社東テスティパル 大阪府門真市殿島町６－１ 新規 飲食店営業
堺食衛第17012499号 桜珈琲 西区鳳西町２丁７８‐１ 平成30年3月27日 平成30年4月1日 令和6年3月31日 株式会社桜珈琲 堺市南区豊田９８２‐１ 更新 飲食店営業
堺食衛第17012500号 桜珈琲 西区鳳西町２丁７８‐１ 平成30年3月27日 平成30年4月1日 令和6年3月31日 株式会社桜珈琲 堺市南区豊田９８２‐１ 更新 菓子製造業
堺食衛第17012497号 株式会社髙島屋泉北店（四陸） 南区茶山台１丁３‐１ 072-293-1101 平成30年4月11日 平成30年4月11日 令和6年4月30日 株式会社髙島屋 大阪府大阪市中央区難波５丁目１‐５ 新規 そうざい製造業
堺食衛第17012501号 株式会社髙島屋泉北店（串鮮） 南区茶山台１丁３‐１ 072-293-1101 平成30年4月11日 平成30年4月11日 令和6年4月30日 株式会社髙島屋 大阪府大阪市中央区難波５丁目１‐５ 新規 そうざい製造業
堺食衛第17012502号 株式会社髙島屋泉北店（とり坂） 南区茶山台１丁３‐１ 072-293-1101 平成30年4月11日 平成30年4月11日 令和6年4月30日 株式会社髙島屋 大阪府大阪市中央区難波５丁目１‐５ 新規 そうざい製造業
堺食衛第17012503号 株式会社髙島屋泉北店（とりさか） 南区茶山台１丁３‐１ 072-293-1101 平成30年4月11日 平成30年4月11日 令和6年4月30日 株式会社髙島屋 大阪府大阪市中央区難波５丁目１‐５ 新規 そうざい製造業
堺食衛第17012505号 株式会社髙島屋泉北店（サンマルコ） 南区茶山台１丁３‐１ 072-293-1101 平成30年4月11日 平成30年4月11日 令和6年4月30日 株式会社髙島屋 大阪府大阪市中央区難波５丁目１‐５ 新規 そうざい製造業
堺食衛第17012508号 株式会社髙島屋泉北店（ＲＦ１・神戸コロッケ）南区茶山台１丁３‐１ 072-293-1101 平成30年4月11日 平成30年4月11日 令和6年4月30日 株式会社髙島屋 大阪府大阪市中央区難波５丁目１‐５ 新規 そうざい製造業
堺食衛第17012509号 株式会社髙島屋泉北店（梅の花） 南区茶山台１丁３‐１ 072-293-1101 平成30年4月11日 平成30年4月11日 令和6年4月30日 株式会社髙島屋 大阪府大阪市中央区難波５丁目１‐５ 新規 そうざい製造業
堺食衛第17012510号 株式会社髙島屋泉北店（きっち） 南区茶山台１丁３‐１ 072-293-1101 平成30年4月11日 平成30年4月11日 令和6年4月30日 株式会社髙島屋 大阪府大阪市中央区難波５丁目１‐５ 新規 そうざい製造業
堺食衛第17012512号 株式会社髙島屋泉北店（堀川亭） 南区茶山台１丁３‐１ 072-293-1101 平成30年4月11日 平成30年4月11日 令和6年4月30日 株式会社髙島屋 大阪府大阪市中央区難波５丁目１‐５ 新規 食肉処理業
堺食衛第17012507号 株式会社サンフィールド 堺市内一円 平成30年3月27日 平成30年3月27日 令和5年3月31日 株式会社サンフィールド 堺市堺区北安井町１‐１ サンフィールドビル 新規 飲食店営業（露店）
堺食衛第17012518号 １ポンドのステーキハンバーグ　タケル 堺市内一円 平成30年3月27日 平成30年3月27日 令和5年3月31日 株式会社ｋｏｏｋｏｏ＆ｃｏ 大阪府吹田市青山台４丁目１２－９ 新規 飲食店営業（自動車）
堺食衛第17012519号 １ポンドのステーキハンバーグ　タケル 堺市内一円 平成30年3月27日 平成30年3月27日 令和5年3月31日 株式会社ｋｏｏｋｏｏ＆ｃｏ 大阪府吹田市青山台４丁目１２－９ 新規 飲食店営業（露店）
堺食衛第17012563号 森田家 堺区築港八幡町１‐１ 堺浜えんため館２Ｆフードコート 平成30年4月3日 平成30年4月3日 令和6年4月30日 株式会社フォーネット 大阪府大阪市西淀川区柏里２－７－３０ 新規 飲食店営業
堺食衛第17012565号 ３９ラーメン 堺区築港八幡町１‐１ 堺浜えんため館２Ｆフードコート 平成30年4月3日 平成30年4月3日 令和6年4月30日 株式会社フォーネット 大阪府大阪市西淀川区柏里２－７－３０ 新規 飲食店営業
堺食衛第17012561号 ＢＩＮＣＨＯＴＡＮ　ＹＡＫＩＴＯＲＩ　ＫＩＮＯＳＨＩＴＡ北区中百舌鳥町２丁７５ Ｐｒｉｓｅビル 平成30年4月3日 平成30年4月3日 令和6年4月30日 株式会社Ｓｗｉｂｅｓ 堺市北区中百舌鳥町２丁７５ Ｐｒｉｓｅビル 新規 飲食店営業
堺食衛第17012560号 豚汁処　人情　錦えびすっち 西区浜寺石津町東２丁３‐３７ 平成30年3月30日 平成30年3月30日 令和6年3月31日 株式会社錦えびす 堺市西区浜寺石津町東１丁２‐１５ 新規 飲食店営業
堺食衛第17012557号 喫茶　ｍｉ：ｎｏ 中区見野山１６４ 平成30年4月4日 平成30年4月4日 令和6年4月30日 社会福祉法人五常会 堺市中区見野山１６４ 新規 飲食店営業
堺食衛第17012558号 ふらっと・ぷらっと　三原台 南区三原台３丁１‐８ 平成30年4月4日 平成30年4月4日 令和6年4月30日 社会福祉法人五常会 堺市中区見野山１６４ 新規 飲食店営業



堺食衛第17012564号 鶏力（トリッキー） 堺市内一円 平成30年4月3日 平成30年4月3日 令和5年4月30日 株式会社フォーネット 大阪府大阪市西淀川区柏里２－７－３０ 新規 飲食店営業（露店）
堺食衛第17012575号 関西大学堺キャンパスＣａｆｅｔｅｒｉａ　Ｐｏｒｔ堺区香ヶ丘町１丁１１‐１ 平成30年3月30日 平成30年4月1日 令和6年3月31日 大和食品株式会社 大阪府大阪市西淀川区柏里３丁目３‐３ 更新 飲食店営業
堺食衛第17012562号 ブルーエキスプレス株式会社　本社三宝営業所　軒下（ＣＣＷ単受）堺区海山町７丁２２７ 平成30年3月30日 平成30年3月30日 令和5年3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 喫茶店営業（自動販売機）
堺食衛第17012579号 Ｇｏｏｄ　ＢＢＱ　大泉緑地 北区金岡町１２８ 平成30年4月25日 平成30年4月25日 令和6年4月30日 株式会社初亀 大阪府枚方市三矢町２－５ コマサビル１Ｆ 新規 飲食店営業
堺食衛第17012580号 Ｇｏｏｄ　ＢＢＱ　大泉緑地 北区金岡町１２８ 平成30年4月25日 平成30年4月25日 令和6年4月30日 株式会社初亀 大阪府枚方市三矢町２－５ コマサビル１Ｆ 新規 アイスクリーム類製造業
堺食衛第17012581号 Ｇｏｏｄ　ＢＢＱ　大泉緑地 北区金岡町１２８ 平成30年4月25日 平成30年4月25日 令和6年4月30日 株式会社初亀 大阪府枚方市三矢町２－５ コマサビル１Ｆ 新規 食肉販売業
堺食衛第17012582号 Ｇｏｏｄ　ＢＢＱ　大泉緑地 北区金岡町１２８ 平成30年4月25日 平成30年4月25日 令和6年4月30日 株式会社初亀 大阪府枚方市三矢町２－５ コマサビル１Ｆ 新規 魚介類販売業
堺食衛第17012566号 まねき食品株式会社 堺市内一円 平成30年3月30日 平成30年3月30日 令和5年3月31日 まねき食品株式会社 兵庫県姫路市北条字北川原９５３ 新規 飲食店営業（露店）
堺食衛第18010007号 ナチュラルガーデン 中区深井水池町３２７０ 072-270-8510 平成30年4月3日 平成30年5月1日 令和6年4月30日 株式会社セルビスサービス 堺市堺区市之町東５丁２‐７ 更新 飲食店営業
堺食衛第18010009号 ナチュラルガーデン 中区深井水池町３２７０ 072-270-8510 平成30年4月3日 平成30年5月1日 令和6年4月30日 株式会社セルビスサービス 堺市堺区市之町東５丁２‐７ 更新 豆腐製造業
堺食衛第18010010号 障がい者通所授産施設「サニー・サイト」中区深井清水町３６５０‐１ 平成30年4月3日 平成30年5月1日 令和6年4月30日 社会福祉法人ばなな 堺市中区深井清水町３４８８‐１ 更新 菓子製造業
堺食衛第18010011号 ｃａｆé　ラポール 東区白鷺町３丁１８‐１７ 平成30年4月4日 平成30年4月4日 令和6年4月30日 社会福祉法人ラポール会 大阪府大阪狭山市東茱萸木４丁目１９７７番地 新規 飲食店営業
堺食衛第18010031号 Ｇｒａｃｉａ 堺区熊野町東１丁２‐２０ ジョイフル・ケイ３階 平成30年4月9日 平成30年4月9日 令和6年4月30日 ＴＯＵＢＵ株式会社 大阪府大阪市中央区東心斎橋１丁目４番１１号 706 新規 飲食店営業
堺食衛第18010023号 モスバーガーなかもず店 北区百舌鳥梅町３丁２４‐５ 平成30年4月24日 平成30年4月24日 令和6年4月30日 株式会社コウヨウフーズ 堺市南区御池台２丁４‐１２４ 新規 飲食店営業
堺食衛第18010029号 丸一鋼管株式会社向ヶ丘寮 西区上野芝向ヶ丘町６丁８‐５９ 平成30年4月4日 平成30年5月1日 令和6年4月30日 ウオクニ株式会社 神戸市灘区船寺通４丁目５‐１６ 更新 飲食店営業
堺食衛第18010022号 くら寿司株式会社 中区深阪１丁２‐２ 平成30年4月6日 平成30年4月6日 令和6年4月30日 くら寿司株式会社 堺市中区深阪１丁２‐２ 新規 魚肉練り製品製造業
堺食衛第18010035号 レストランココス堺臨海店 堺区築港八幡町１‐１ 平成30年4月5日 平成30年5月1日 令和6年4月30日 株式会社ココスジャパン 東京都港区港南２丁目１８‐１ 更新 飲食店営業
堺食衛第18010033号 かみなり 堺区三宝町３丁２０３‐８ 平成30年4月5日 平成30年5月1日 令和6年4月30日 有限会社かみなり 堺市堺区三宝町３丁２０３－８ 更新 飲食店営業
堺食衛第18010038号 株式会社万代諏訪森店 西区浜寺諏訪森町中３丁２４１‐２ 072-265-1381 平成30年4月5日 平成30年5月1日 令和6年4月30日 株式会社万代 大阪市生野区小路東３丁目１０‐１３ 更新 飲食店営業
堺食衛第18010034号 五浦ハム 堺市内一円 平成30年4月5日 平成30年4月5日 令和5年4月30日 有限会社五浦ハム 茨城県高萩市上手綱ヌカリ２５６５－１１ 新規 飲食店営業（露店）
堺食衛第18010049号 ホテル　ファイン 西区浜寺石津町西１丁１‐９ 平成30年4月9日 平成30年5月1日 令和6年4月30日 株式会社クローバー開発 大阪府大阪市天王寺区上汐３丁目３‐２ 更新 飲食店営業
堺食衛第18010052号 Ｋａｍａｍｕｒｏ　Ｃａｆｅ　１　Ｐｌａｔｅ 南区釜室１２１‐５ 平成30年4月13日 平成30年4月13日 令和6年4月30日 株式会社Ｍ＆Ｋ 堺市南区釜室１２１‐５ 新規 菓子製造業
堺食衛第18010059号 ファミリーマート堺錦之町 堺区錦之町西３丁２‐２４ 平成30年4月19日 平成30年4月19日 令和6年4月30日 株式会社アクロレーヴ 大阪府貝塚市堤２２０－１ 新規 飲食店営業
堺食衛第18010060号 ファミリーマート堺錦之町 堺区錦之町西３丁２‐２４ 平成30年4月19日 平成30年4月19日 令和6年4月30日 株式会社アクロレーヴ 大阪府貝塚市堤２２０－１ 新規 菓子製造業
堺食衛第18010058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30年4月10日 平成30年4月10日 令和6年4月30日 社会福祉法人なごみ福祉会 堺市堺区大町東１丁１‐８ 新規 ソース類製造業
堺食衛第18010055号 江戸前回転鮨　弥一　堺中央環状店 東区八下町１丁２ 平成30年4月10日 平成30年5月1日 令和6年4月30日 株式会社ウイルバーン商事 和歌山県和歌山市太田３丁目１‐２８ 更新 飲食店営業
堺食衛第18010069号 ファミリーマート堺大美野 東区大美野１６３‐５ 平成30年4月17日 平成30年4月17日 令和6年4月30日 株式会社アクロレーヴ 大阪府貝塚市堤２２０－１ 新規 飲食店営業
堺食衛第18010070号 ファミリーマート堺大美野 東区大美野１６３‐５ 平成30年4月17日 平成30年4月17日 令和6年4月30日 株式会社アクロレーヴ 大阪府貝塚市堤２２０－１ 新規 菓子製造業
堺食衛第18010067号 エキ・タカ泉ヶ丘（５５１蓬莱） 南区竹城台１丁１‐１ 平成30年4月18日 平成30年4月18日 令和6年4月30日 株式会社髙島屋 大阪府大阪市中央区難波５丁目１‐５ 新規 飲食店営業
堺食衛第18010068号 エキ・タカ泉ヶ丘（御座候） 南区竹城台１丁１‐１ 平成30年4月18日 平成30年4月18日 令和6年4月30日 株式会社髙島屋 大阪府大阪市中央区難波５丁目１‐５ 新規 菓子製造業
堺食衛第18010074号 セブン‐イレブン泉北高速泉ケ丘駅店 南区竹城台１丁１‐１ 平成30年4月18日 平成30年4月18日 令和6年4月30日 泉鉄産業株式会社 堺市南区茶山台１丁２‐１ 泉ヶ丘センタービル 新規 飲食店営業
堺食衛第18010056号 株式会社髙島屋泉北店（精肉コロッケ）南区茶山台１丁３‐１ 072-293-1101 平成30年4月11日 平成30年4月11日 令和6年4月30日 株式会社髙島屋 大阪府大阪市中央区難波５丁目１‐５ 新規 そうざい製造業
堺食衛第18010057号 株式会社髙島屋泉北店（中島水産鮮魚寿司厨房）南区茶山台１丁３‐１ 072-293-1101 平成30年4月18日 平成30年4月18日 令和6年4月30日 株式会社髙島屋 大阪府大阪市中央区難波５丁目１‐５ 新規 飲食店営業
堺食衛第18010089号 鳥貴族堺東２号店 堺区中瓦町１丁４‐６ 堺東センタービル１Ｆ 平成30年4月11日 平成30年5月1日 令和6年4月30日 ジェイエフエフシステムズ株式会社 堺市堺区中之町西１丁１‐３０ 更新 飲食店営業
堺食衛第18010087号 天日塩らーめん　べらしお中百舌鳥店 北区中百舌鳥町５丁６５９‐１ 平成30年4月11日 平成30年5月1日 令和6年4月30日 株式会社べらしおフード 堺市北区中百舌鳥町５丁３ 更新 飲食店営業
堺食衛第18010084号 ファミリーマート　ベルアンサンブル店 西区菱木１丁２３４３‐１１ 平成30年4月24日 平成30年4月24日 令和6年4月30日 株式会社グリーンライフ 大阪府和泉市府中町８丁目３‐１３ 新規 菓子製造業
堺食衛第18010090号 鳥貴族　光明池店 南区新檜尾台２丁１‐１ 泉北高速鉄道光明池駅舎附属店舗Ｂ－Ｃ区画平成30年4月11日 平成30年5月1日 令和6年4月30日 ジェイエフエフシステムズ株式会社 堺市堺区中之町西１丁１‐３０ 更新 飲食店営業
堺食衛第18010096号 日本絨氈株式会社　社員食堂 西区築港浜寺西町８‐１２ 平成30年4月12日 平成30年5月1日 令和6年4月30日 株式会社東テスティパル 大阪府門真市殿島町６－１ 更新 飲食店営業
堺食衛第18010094号 晴れる家５号館 西区上野芝向ヶ丘町６丁６ 平成30年4月18日 平成30年4月18日 令和6年4月30日 株式会社テスティパル 大阪府大阪市中央区南久宝寺町４－３－５ 新規 飲食店営業
堺食衛第18010093号 北野緑生園株式会社 美原区菅生１３２８ 072-361-6650 平成30年4月17日 平成30年4月17日 令和6年4月30日 北野緑生園株式会社 堺市美原区菅生１３２８ 新規 食用油脂製造業
堺食衛第18010097号 新日本工機　信太山寮 南区高尾２丁５００ 平成30年4月12日 平成30年5月1日 令和6年4月30日 株式会社東テスティパル 大阪府門真市殿島町６－１ 更新 飲食店営業
堺食衛第18010099号 Ｃａｆｅ　Ｅｂｉｓｕ 堺市内一円 平成30年4月13日 平成30年4月13日 令和5年4月30日 株式会社未来設備 大阪府大阪市生野区田島３－７－５ 新規 飲食店営業（露店）
堺食衛第18010102号 石家餃子店 堺市内一円 平成30年4月27日 平成30年4月27日 令和5年4月30日 有限会社オージー・コーポレーション 大阪市阿倍野区阿倍野筋１丁目５番１号 あべのルシアスＢ１（１０５号） 新規 飲食店営業（露店）
堺食衛第18010103号 元祖たこ昌 堺市内一円 平成30年4月16日 平成30年4月16日 令和5年4月30日 株式会社元祖たこ昌 大阪市中央区道頓堀１丁目４番１５号 新規 飲食店営業（露店）
堺食衛第18010116号 石焼炒飯店　アリオ鳳店 西区鳳南町３丁１９９‐１２ アリオ鳳３Ｆ 平成30年4月18日 平成30年5月1日 令和6年4月30日 株式会社サンマルクグリル 岡山県岡山市北区平田１７３‐１０４ 更新 飲食店営業
堺食衛第18010119号 Ｅｎｇｌｉｓｈ　Ｃａｆｅ＆Ｂａｒ　ＮＡＧＡＹＡ 西区鳳中町３丁７５‐８ 平成30年4月20日 平成30年4月20日 令和6年4月30日 有限会社トモ 堺市西区鳳中町５丁１６８‐５ 新規 飲食店営業
堺食衛第18010130号 ラウンジ　Ｒｅｉ 中区深井清水町３５２６ ルイ観光ビル恵応２０５号室 平成30年4月19日 平成30年5月1日 令和6年4月30日 株式会社リレイション 堺市中区深井清水町３５４９ 更新 飲食店営業
堺食衛第18010133号 ラウンジ　珀 中区深井清水町３５２６ ルイ観光ビル恵応２０２号室 平成30年4月19日 平成30年5月1日 令和6年4月30日 株式会社リレイション 堺市中区深井清水町３５４９ 更新 飲食店営業
堺食衛第18010132号 ｌｏｕｎｇｅ　Ｃｏｌｏｒ 中区深井清水町３５２６ ルイ観光ビル恵応２０１号室 平成30年4月19日 平成30年5月1日 令和6年4月30日 株式会社リレイション 堺市中区深井清水町３５４９ 更新 飲食店営業
堺食衛第18010131号 Ｌｏｕｎｇｅ　ｃｏｃｏ 中区深井清水町３５２６ ルイ観光ビル恵応２０３号室 平成30年4月19日 平成30年5月1日 令和6年4月30日 株式会社リレイション 堺市中区深井清水町３５４９ 更新 飲食店営業
堺食衛第18010129号 Ｌｏｕｎｇｅ　Ａｎｎ 中区深井清水町３５２６ ルイ観光ビル恵応１０２号室 平成30年4月19日 平成30年5月1日 令和6年4月30日 株式会社リレイション 堺市中区深井清水町３５４９ 更新 飲食店営業
堺食衛第18010140号 居酒家土間土間　堺東駅前店 堺区北瓦町２丁１‐２８ ヤングタウン１０３ビル４階 平成30年4月20日 平成30年5月1日 令和6年4月30日 株式会社大地 滋賀県野洲市小篠原８５９‐１ 更新 飲食店営業
堺食衛第18010136号 旬彩　心陣 堺区竜神橋町２丁３‐１ 平成30年5月7日 平成30年5月7日 令和6年5月31日 株式会社Ｊ・グローバル 大阪府大阪狭山市東池尻１丁目２１４７－１ １－６０８ 新規 飲食店営業
堺食衛第18010138号 肉バル　２９８６ 堺市内一円 平成30年4月20日 平成30年4月20日 令和5年4月30日 Ｇｏｕｒｍｅｔ　Ｌａｂｏ株式会社 堺市堺区北瓦町２丁２‐２４ 新規 飲食店営業（露店）
堺食衛第18010142号 日清シスコ本社工場 堺区石津北町８０ 平成30年5月2日 平成30年5月2日 令和6年5月31日 株式会社はり源 堺市堺区大浜中町３丁５‐１５ 新規 飲食店営業
堺食衛第18010146号 日鉄住金鋼板株式会社　堺　軒下（ＣＣＷ単受）堺区出島西町２ 平成30年4月23日 平成30年4月23日 令和5年4月30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 喫茶店営業（自動販売機）
堺食衛第18010143号 社会福祉法人ひまわり会　ひまわりの家蔵前北区蔵前町２丁１６‐１２ 平成30年4月23日 平成30年4月23日 令和6年4月30日 株式会社テスティパル 大阪府大阪市中央区南久宝寺町４－３－５ 新規 飲食店営業
堺食衛第18010145号 サーティワンアイスクリーム　イオンモール堺北花田北区東浅香山町４丁１‐１２ １階 平成30年5月25日 平成30年5月25日 令和6年5月31日 イッツ・コーポレーション株式会社 和歌山県和歌山市西汀丁５７ 新規 喫茶店営業
堺食衛第18010150号 ファミリーマート堺大野芝町店 中区大野芝町１８３‐１ 平成30年5月2日 平成30年5月2日 令和6年5月31日 エイ・ケイ・フランチャイズシステム株式会社 東京都品川区大崎１丁目２－２ 新規 飲食店営業
堺食衛第18010154号 ファミリーマート堺大野芝町店 中区大野芝町１８３‐１ 平成30年5月2日 平成30年5月2日 令和6年5月31日 エイ・ケイ・フランチャイズシステム株式会社 東京都品川区大崎１丁目２－２ 新規 菓子製造業
堺食衛第18010155号 うさぎ 堺市内一円 平成30年4月23日 平成30年4月23日 令和5年4月30日 株式会社うさぎ 堺市南区泉田中１１１‐２ 新規 飲食店営業（露店）
堺食衛第18010166号 手打草部うどん　のらや 西区鳳東町６丁６２０‐１ 072-260-1351 平成30年4月24日 平成30年5月1日 令和6年4月30日 株式会社のらや 堺市西区鳳東町６丁６２０‐１ 更新 飲食店営業
堺食衛第18010167号 手打草部うどん　のらや 西区鳳東町６丁６２０‐１ 072-260-1351 平成30年4月24日 平成30年5月1日 令和6年4月30日 株式会社のらや 堺市西区鳳東町６丁６２０‐１ 更新 麺類製造業
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 東京都新宿区西新宿１丁目２４－１ 更新 喫茶店営業（自動販売機）
堺食衛第18010177号 大阪府立大学　文化クラブ前 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 東京都新宿区西新宿１丁目２４－１ 更新 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 東京都新宿区西新宿１丁目２４－１ 更新 喫茶店営業（自動販売機）
堺食衛第18010171号 株式会社八田製作所 中区八田西町２丁１８‐３８ 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 東京都新宿区西新宿１丁目２４－１ 更新 喫茶店営業（自動販売機）
堺食衛第18010160号 まめの木　ＭＯＧＵ　ＶＩＬＬＡＧＥ店 中区毛穴町６４‐４ 平成30年5月8日 平成30年5月8日 令和6年5月31日 有限会社まめの木 堺市南区茶山台３丁３３‐１５ 新規 菓子製造業
堺食衛第18010163号 Ｋａｍａｍｕｒｏ　Ｃａｆｅ　１　Ｐｌａｔｅ 堺市内一円 平成30年4月24日 平成30年4月24日 令和5年4月30日 株式会社Ｍ＆Ｋ 堺市南区釜室１２１‐５ 新規 飲食店営業（露店）
堺食衛第18010183号 京都花泉　デイサービス絆新家 中区新家町４９９‐１ 平成30年4月27日 平成30年4月27日 令和6年4月30日 株式会社京都花泉 京都府京都市伏見区深草仙石屋敷町２７番地１７ グレース菱屋Ⅱ１０１号室 新規 飲食店営業
堺食衛第18010190号 魚国総本社・堺２７５３５ 中区平井３０３‐１ 平成30年4月25日 平成30年5月1日 令和6年4月30日 株式会社魚国総本社 大阪府大阪市中央区道修町１丁目６‐１９ 更新 飲食店営業
堺食衛第18010202号 生友商店 南区豊田１７７５‐１ 平成30年4月26日 平成30年5月1日 令和6年4月30日 有限会社生友商事 堺市南区豊田１７７５‐１ 更新 食肉販売業
堺食衛第18010205号 セブン‐イレブン　堺百舌鳥梅町３丁店 北区百舌鳥梅町３丁３１‐１０ 平成30年5月10日 平成30年5月10日 令和6年5月31日 合名会社モビリティ 堺市北区百舌鳥梅町１丁１８‐１４ 新規 飲食店営業
堺食衛第18010211号 住宅型有料老人ホーム　ひだまり 東区高松２２５‐１ 平成30年4月27日 平成30年5月1日 令和6年4月30日 有限会社マルフクメディカルフーズ 大阪府門真市三ツ島６丁目２５‐２１ 更新 飲食店営業
堺食衛第18010227号 コニカミノルタホールディング株式会社堺サイト１Ｆ（ＣＣＷ受託）堺区大仙西町３丁９１ 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 大阪市西区南堀江４丁目２５－２４ 更新 喫茶店営業（自動販売機）
堺食衛第18010221号 ＭＯＶＩＸ堺 堺区築港八幡町１‐１ 平成30年5月1日 平成30年5月1日 令和6年4月30日 株式会社松竹マルチプレックスシアターズ 東京都中央区築地４－１－１ 更新 飲食店営業
堺食衛第18010217号 ずんどう屋　堺鳳西店 西区鳳西町３丁３‐３ 平成30年5月7日 平成30年5月7日 令和6年5月31日 株式会社ＺＵＮＤ 兵庫県姫路市飾磨区下野田１丁目１７９番地 新規 飲食店営業
堺食衛第18010232号 株式会社岸交 西区鳳北町９丁４１ 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 大阪市西区南堀江４丁目２５－２４ 更新 喫茶店営業（自動販売機）
堺食衛第18010222号 堺中央典礼会館 中区新家町１‐２ 平成30年5月1日 平成30年6月1日 令和6年5月31日 株式会社日本セレモニー 山口県下関市王喜本町６丁目４‐５０ 更新 飲食店営業
堺食衛第18010230号 寿ゴルフセンター　堺　２階（ＣＣＷ受託）中区東山６１４‐１ 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 大阪市西区南堀江４丁目２５－２４ 更新 喫茶店営業（自動販売機）
堺食衛第18010220号 大翔 堺市内一円 平成30年5月1日 平成30年5月1日 令和5年4月30日 株式会社アイエスプランニング 京都府木津川市南加茂台７丁目１－１７ 新規 飲食店営業（露店）
堺食衛第18010233号 エーム５３１３店 西区築港新町３丁１２ 平成30年5月14日 平成30年5月14日 令和6年5月31日 エームサービス株式会社 東京都港区赤坂２丁目２３－１ 新規 飲食店営業
堺食衛第18010234号 株式会社万代　堺草部店 西区草部１５０６‐１ 平成30年5月2日 平成30年6月1日 令和6年5月31日 株式会社万代 大阪府大阪市生野区小路東３丁目１０‐１３ 更新 飲食店営業
堺食衛第18010236号 株式会社万代　堺草部店 西区草部１５０６‐１ 平成30年5月2日 平成30年6月1日 令和6年5月31日 株式会社万代 大阪府大阪市生野区小路東３丁目１０‐１３ 更新 食肉販売業
堺食衛第18010237号 株式会社万代　堺草部店 西区草部１５０６‐１ 平成30年5月2日 平成30年6月1日 令和6年5月31日 株式会社万代 大阪府大阪市生野区小路東３丁目１０‐１３ 更新 魚介類販売業
堺食衛第18010239号 マックスバリュ泉北晴美台店 南区晴美台１丁３０‐７ 072-291-8851 平成30年5月10日 平成30年5月10日 令和6年5月31日 株式会社光洋 大阪府大阪市北区天神橋２丁目３－１６ 新規 菓子製造業
堺食衛第18010266号 ケアライフ・メディカルサプライ株式会社　デイサービスケアライフ石津川西区浜寺石津町西２丁１‐６ 平成30年5月17日 平成30年5月17日 令和6年5月31日 株式会社ジェイエムエフ 大阪府大阪市阿倍野区阪南町５丁目３－５ 新規 飲食店営業
堺食衛第18010268号 パン工房　アンビション 南区三原台３丁１‐１０ 平成30年5月9日 平成30年6月1日 令和6年5月31日 特定非営利活動法人アンビション２２ 堺市南区晴美台１丁３０‐５ 更新 飲食店営業
堺食衛第18010269号 パン工房　アンビション 南区三原台３丁１‐１０ 平成30年5月9日 平成30年6月1日 令和6年5月31日 特定非営利活動法人アンビション２２ 堺市南区晴美台１丁３０‐５ 更新 菓子製造業
堺食衛第18010259号 リトルジュースバー 堺市内一円 平成30年5月9日 平成30年5月9日 令和5年5月31日 まんねん合同会社 北海道札幌市中央区南四条東３丁目１１－１ 新規 飲食店営業（自動車）
堺食衛第18010273号 イトーヨーカ堂津久野店（１Ｆ催事場） 西区下田町２０‐１ 072-266-7700 平成30年5月10日 平成30年6月1日 令和6年5月31日 株式会社イトーヨーカ堂 東京都千代田区二番町８‐８ 更新 アイスクリーム類製造業
堺食衛第18010271号 シャルム出屋敷 東区八下町１丁１２７‐１ 平成30年5月10日 平成30年6月1日 令和6年5月31日 イフスコヘルスケア株式会社 大阪市福島区福島７－１５－２６ 更新 飲食店営業
堺食衛第18010276号 ドミノ・ピザ　泉北岩室西店 南区岩室１９３‐１ 平成30年5月24日 平成30年5月24日 令和6年5月31日 株式会社ＧａｎｄＦ 堺市中区深井清水町３５３１ 新規 飲食店営業
堺食衛第18010282号 手打草部うどん　のらや 西区鳳東町６丁６２０‐１ 072-260-1351 平成30年5月11日 平成30年5月11日 令和6年5月31日 株式会社のらや 堺市西区鳳東町６丁６２０‐１ 新規 菓子製造業
堺食衛第18010289号 住友電工株式会社　関西流通センター 堺区三宝町７丁３５８ 平成30年5月14日 平成30年6月1日 令和5年5月31日 ナショナル・ベンディング株式会社 東京都品川区上大崎１－１５‐２２ 更新 喫茶店営業（自動販売機）
堺食衛第18010284号 Ａｃｅ　ｃｒｅａｍ 堺区少林寺町東２丁１‐２１ 平成30年5月22日 平成30年5月22日 令和6年5月31日 株式会社Ａｐｌａｎｎｉｎｇ 堺市堺区少林寺町東２丁１‐２１ 新規 アイスクリーム類製造業
堺食衛第18010286号 果汁工房果琳　イオンモール堺北花田店北区東浅香山町４丁１‐１２ 平成30年5月25日 平成30年5月25日 令和6年5月31日 株式会社青木商店 福島県郡山市八山田５丁目４０５ 新規 飲食店営業
堺食衛第18010295号 ホテル　ロータスモダン堺店 堺区出島海岸通４丁７‐５ 平成30年5月18日 平成30年5月18日 令和6年5月31日 株式会社ＨＭＳＤ 堺市堺区出島海岸通４丁７‐５ 新規 飲食店営業
堺食衛第18010294号 酒食和処　一茶 北区北長尾町５丁３‐２ 平成30年5月22日 平成30年5月22日 令和6年5月31日 有限会社リバーズ 堺市北区北長尾町１丁５‐３‐２ 新規 飲食店営業
堺食衛第18010292号 神戸牛専門店　吉祥吉 堺市内一円 平成30年5月15日 平成30年5月15日 令和5年5月31日 株式会社吉祥 兵庫県神戸市中央区元町通２丁目４－１４ 新規 飲食店営業（露店）
堺食衛第18010302号 株式会社ダイエーおおとり店　鮮魚寿司コーナー西区鳳東町７丁７３３ 072-275-1147 平成30年5月16日 平成30年6月1日 令和6年5月31日 株式会社ダイエー 神戸市中央区港島中町４丁目１‐１ 更新 飲食店営業
堺食衛第18010300号 アトリエ　コンフィチュール 中区深井清水町３４８３ レジデンス二反田　１０１号 平成30年5月16日 平成30年6月1日 令和6年5月31日 有限会社千総 堺市北区長曽根町１３０‐４２ さかい新事業創造センター１２１号 更新 菓子製造業
堺食衛第18010297号 鶴心 堺市内一円 平成30年5月16日 平成30年5月16日 令和5年5月31日 株式会社鶴心 大阪府大阪市住吉区苅田７丁目１２番１９号 新規 飲食店営業（自動車）
堺食衛第18010305号 グローバルケア浜寺　１号館厨房 西区浜寺石津町東２丁１２‐３０ 平成30年5月17日 平成30年6月1日 令和6年5月31日 株式会社テスティパル 大阪府大阪市中央区南久宝寺町４－３－５ 更新 飲食店営業
堺食衛第18010306号 グローバルケア浜寺　２号館厨房 西区浜寺石津町東２丁１２‐３０ 平成30年5月17日 平成30年6月1日 令和6年5月31日 株式会社テスティパル 大阪府大阪市中央区南久宝寺町４－３－５ 更新 飲食店営業
堺食衛第18010315号 リトルジュースバー 堺市内一円 平成30年5月17日 平成30年5月17日 令和5年5月31日 まんねん合同会社 北海道札幌市中央区南四条東丁目１１－１ 新規 喫茶店営業（露店）
堺食衛第18010329号 神戸牛専門店　吉祥吉 堺市内一円 平成30年5月18日 平成30年5月18日 令和5年5月31日 株式会社吉祥 兵庫県神戸市中央区元町通２丁目４－１４ 新規 飲食店営業（自動車）
堺食衛第18010327号 ＬＩＬ　ＢＵＴＣＨＥＲ 堺市内一円 平成30年5月18日 平成30年5月18日 令和5年5月31日 株式会社ＢＵＴＣＨＥＲ’Ｓ　ＪＥＲＫ　ＧＲＩＬＬ 埼玉県朝霞市幸町１－９－１９ 友愛マンション３０２ 新規 飲食店営業（自動車）
堺食衛第18010328号 ＬＩＬ　ＢＵＴＣＨＥＲ 堺市内一円 平成30年5月18日 平成30年5月18日 令和5年5月31日 株式会社ＢＵＴＣＨＥＲ’Ｓ　ＪＥＲＫ　ＧＲＩＬＬ 埼玉県朝霞市幸町１－９－１９ 友愛マンション３０２ 新規 飲食店営業（露店）
堺食衛第18010339号 大森産業株式会社 西区浜寺船尾町東４丁２２ 平成30年6月19日 平成30年6月19日 令和6年6月30日 大森産業株式会社 堺市南区庭代台４丁２０‐２ 新規 菓子製造業
堺食衛第18010341号 株式会社髙丸食品　土塔工場 中区土塔町２２９２‐８ 平成30年5月23日 平成30年5月23日 令和6年5月31日 株式会社髙丸食品 堺市北区百舌鳥赤畑町５丁７１５ 新規 そうざい製造業
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 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 東京都新宿区富久町１３－１５ 更新 飲食店営業
堺食衛第18010348号 をくだ屋技研社員食堂 美原区丹上２６３ 平成30年5月21日 平成30年6月1日 令和6年5月31日 株式会社アップケイズ 大阪府東大阪市御厨栄町２丁目１２‐２１ 更新 飲食店営業
堺食衛第18010342号 デイサービスセンター　ｃｏｃｏｒｏ美原 美原区多治井１１０ 平成30年5月23日 平成30年5月23日 令和6年5月31日 株式会社アップケイズ 大阪府東大阪市御厨栄町２丁目１２－２１ 新規 飲食店営業
堺食衛第18010343号 スイトピー 南区和田東１００１‐３ 平成30年5月21日 平成30年5月21日 令和6年5月31日 有限会社マルフクメディカルフーズ 大阪府門真市三ツ島６丁目２５－２１ 新規 飲食店営業
堺食衛第18010350号 しらさぎの郷２号館 東区日置荘西町４丁６‐１３ 平成30年5月30日 平成30年5月30日 令和6年5月31日 有限会社マルフクメディカルフーズ 大阪府門真市三ツ島６丁目２５‐２１ 新規 飲食店営業
堺食衛第18010351号 鳥貴族　泉ヶ丘店 南区竹城台１丁１‐２ ショップタウン泉ヶ丘３番街１Ｆ 平成30年5月22日 平成30年6月1日 令和6年5月31日 ジェイエフエフシステムズ株式会社 堺市堺区中之町西１丁１‐３０ 更新 飲食店営業
堺食衛第18010360号 Ｌｅ　Ｇｒａｎｄ　Ｃｈａｒｉｏｔ 堺区向陵中町１丁１‐８ 平成30年5月23日 平成30年7月1日 令和6年6月30日 株式会社日総フーズサービス 堺市堺区向陵中町１丁１‐８ 更新 飲食店営業
堺食衛第18010361号 Ｌｅ　Ｇｒａｎｄ　Ｃｈａｒｉｏｔ 堺区向陵中町１丁１‐８ 平成30年5月23日 平成30年7月1日 令和6年6月30日 株式会社日総フーズサービス 堺市堺区向陵中町１丁１‐８ 更新 菓子製造業



堺食衛第18010364号 コメダ珈琲店　堺鳳店 西区上６７０‐１１２ 平成30年5月23日 平成30年6月1日 令和6年5月31日 エクシト株式会社 愛知県名古屋市名東区上菅１丁目４１０ 更新 飲食店営業
堺食衛第18010362号 ユニットハウス野尻 東区野尻町１９２‐６３ 平成30年5月23日 平成30年6月1日 令和6年5月31日 株式会社Ｍｅｒｘ 大阪府大阪市中央区南本町１－７－１５ 明治安田生命堺筋本町ビル　１３階 更新 飲食店営業
堺食衛第18010363号 青山デイサービス北余部 美原区北余部９４‐１ 平成30年5月23日 平成30年6月1日 令和6年5月31日 株式会社Ｍｅｒｘ 大阪府大阪市中央区南本町１－７－１５ 明治安田生命堺筋本町ビル　１３階 更新 飲食店営業
堺食衛第18010366号 天ぷら　海ごこち　深井店 中区深井沢町３４０７ 平成30年5月25日 平成30年5月25日 令和6年5月31日 株式会社Ｐｌｅａｓａｎｔ　Ｐｌａｃｅ 堺市中区深井沢町３４０７ 新規 菓子製造業
堺食衛第18010369号 宅配ベーカリーパンダフル 南区新檜尾台３丁６‐１１ 平成30年5月24日 平成30年6月1日 令和6年5月31日 社会福祉法人コスモス 堺市東区野尻町８‐４ 更新 菓子製造業
堺食衛第18010383号 おしゃべりダック 堺区甲斐町東５丁２‐１５ 平成30年5月29日 平成30年6月1日 令和6年5月31日 有限会社タウリン 堺市堺区甲斐町東５丁２－１５ 更新 飲食店営業
堺食衛第18010382号 エムマーケット 北区百舌鳥梅町３丁４７‐５ 072-251-0883 平成30年6月5日 平成30年6月5日 令和6年6月30日 株式会社ハイデクスタ 堺市堺区宿院町西３丁１‐１４ 新規 そうざい製造業
堺食衛第18010384号 杵屋麦丸　泉ヶ丘ひろば専門店街店 南区茶山台１丁２‐１ 平成30年5月29日 平成30年6月1日 令和6年5月31日 株式会社グルメ杵屋レストラン 大阪市住之江区北加賀屋３丁目４‐７ 更新 飲食店営業
堺食衛第18010381号 ＧＴＳ　希望苑　はなゆら桃山台事業所 南区桃山台３丁４‐２ 平成30年6月6日 平成30年6月6日 令和6年6月30日 株式会社ゴチソー 大阪府東大阪市上六万寺町７－２ 新規 飲食店営業
堺食衛第18010401号 キョウワシキ工房 堺区出島町４丁４‐３ 平成30年5月30日 平成30年6月1日 令和6年5月31日 有限会社キョウワシキ工房 堺市堺区出島町４丁４‐３ 更新 飲食店営業
堺食衛第18010402号 ミュートス 中区見野山１７７‐１ 平成30年5月30日 平成30年6月1日 令和6年5月31日 株式会社オー・ケー・ディ 大阪府東大阪市菱屋東２丁目１４‐２８ 更新 飲食店営業
堺食衛第18010403号 ＨＯＴＥＬ　ＣＯＬＬＥＣＴ 中区見野山１７７‐２ 平成30年5月30日 平成30年6月1日 令和6年5月31日 株式会社オー・ケー・ディ 大阪府東大阪市菱屋東２丁目１４‐２８ 更新 飲食店営業
堺食衛第18010405号 ローソン堺南向陽二丁店 堺区南向陽町２丁３‐１０ 平成30年7月5日 平成30年7月5日 令和6年7月31日 株式会社フィード 堺市南区赤坂台４丁２３‐６ 新規 飲食店営業
堺食衛第18010413号 もつ鍋　たきもと 北区中長尾町３丁１‐２４ 平成30年5月31日 平成30年7月1日 令和6年6月30日 株式会社瀧本商店 堺市北区中長尾町３丁１‐２４ 更新 飲食店営業
堺食衛第18010427号 株式会社一光園 堺区石津町３丁７‐１７ 平成30年6月13日 平成30年6月13日 令和6年6月30日 株式会社一光園 堺市堺区石津町３丁７‐１５ 新規 そうざい製造業
堺食衛第18010418号 株式会社スミサク　休憩所（ＣＣＷ受託）堺区出島西町２ 平成30年6月1日 平成30年7月1日 令和5年6月30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 更新 喫茶店営業（自動販売機）
堺食衛第18010419号 大阪府立大学　堺購買前（ＣＣＷ受託） 中区学園町１‐１ 平成30年6月1日 平成30年7月1日 令和5年6月30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 更新 喫茶店営業（自動販売機）
堺食衛第18010423号 福栄鋼材株式会社　現場休憩所（ＣＣＷ受託）美原区今井２９７ 平成30年6月1日 平成30年7月1日 令和5年6月30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 更新 喫茶店営業（自動販売機）
堺食衛第18010428号 鮨　おおが 堺区大町東１丁２‐７ 平成30年6月5日 平成30年6月5日 令和6年6月30日 株式会社寿賀食品 堺市堺区大町東１丁１‐１８ 新規 飲食店営業
堺食衛第18010435号 セブン‐イレブン　堺浜寺石津町中店 西区浜寺石津町中２丁３８９‐４ 平成30年6月6日 平成30年7月1日 令和6年6月30日 株式会社エス・ティ・プリーズ 大阪府羽曳野市恵我之荘５丁目２‐１１ 更新 飲食店営業
堺食衛第18010439号 もりのさと大野芝 中区大野芝町１１９‐２ 平成30年6月12日 平成30年6月12日 令和6年6月30日 株式会社ニチダン 大阪府大阪市阿倍野区阪南町５－３－５ 新規 飲食店営業
堺食衛第18010451号 スーパーホテル　堺マリティマ 堺区大町西３丁４‐１ 平成30年6月7日 平成30年7月1日 令和6年6月30日 株式会社スーパーホテル 大阪府大阪市西区江戸堀３丁目６‐３５ 更新 飲食店営業
堺食衛第18010447号 阪南製麺株式会社 西区草部７６２‐１ 平成30年6月7日 平成30年6月7日 令和6年6月30日 阪南製麺株式会社 堺市西区草部７６２‐１ 新規 麺類製造業
堺食衛第18010448号 阪南製麺株式会社 西区草部７６２‐１ 平成30年6月7日 平成30年6月7日 令和6年6月30日 阪南製麺株式会社 堺市西区草部７６２‐１ 新規 飲食店営業
堺食衛第18010453号 Ｇｏｏｄ　ＢＢＱ　大泉緑地 堺市内一円 平成30年6月8日 平成30年6月8日 令和5年6月30日 株式会社初亀 大阪府枚方市三矢町２番５号 コマサビル１Ｆ 新規 飲食店営業（露店）
堺食衛第18010461号 シャープ堺匠寮　誠意館 堺区匠町１２ 平成30年6月26日 平成30年6月26日 令和6年6月30日 株式会社リエイ 千葉県浦安市入船１丁目５－２ 新規 飲食店営業
堺食衛第18010456号 パティスリー　ビアンシュール 北区中百舌鳥町２丁９３ 平成30年6月11日 平成30年7月1日 令和6年6月30日 有限会社ハナウ 大阪府大阪市西区新町１丁目８‐１ 行成ビル６Ｆ 更新 菓子製造業
堺食衛第18010460号 ＣＡＲＨＯＬＩＣ　ＣＡＦＥ　餃子江 東区草尾１２３‐４ 平成30年6月20日 平成30年6月20日 令和6年6月30日 テラ建物株式会社 堺市中区大野芝町２１９‐３ 新規 飲食店営業
堺食衛第18010462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30年6月20日 平成30年6月20日 令和6年6月30日 株式会社田中食品興業所 堺市堺区遠里小野町２丁４‐２６ 新規 乳製品製造業
堺食衛第18010474号 鎌倉パスタ　なかもず店 北区百舌鳥西之町２丁５３７ 平成30年6月13日 平成30年7月1日 令和6年6月30日 株式会社鎌倉パスタ 岡山県岡山市北区平田１７３‐１０４ 更新 飲食店営業
堺食衛第18010469号 愛のみせ 西区鳳東町１丁４７‐１ 上田店舗２号 平成30年6月19日 平成30年6月19日 令和6年6月30日 緒方工業合同会社 堺市西区上５２０‐７ 新規 飲食店営業
堺食衛第18010480号 ビフテキの南海グリル堺駅店 堺区戎島町３丁２２‐１ 平成30年6月14日 平成30年7月1日 令和6年6月30日 株式会社南海グリル 堺市堺区車之町西２丁１‐３０ 更新 飲食店営業
堺食衛第18010483号 サーティワンアイスクリーム堺福田ＲＳ店中区福田１０７９‐５ 平成30年6月14日 平成30年8月1日 令和6年7月31日 イッツ・コーポレーション株式会社 和歌山県和歌山市西汀丁５７ 更新 喫茶店営業
堺食衛第18010482号 株式会社　阪和薬店 南区豊田１５８８‐１ 阪和第一泉北病院内 平成30年6月14日 平成30年7月1日 令和6年6月30日 株式会社阪和薬店 大阪市住吉区我孫子西１丁目１５‐１ 更新 飲食店営業
堺食衛第18010484号 サーティワンアイスクリーム　泉北パンジョ店南区茶山台１丁３‐１ パンジョ２Ｆ 平成30年6月14日 平成30年7月1日 令和6年6月30日 イッツ・コーポレーション株式会社 和歌山県和歌山市西汀丁５７ 更新 喫茶店営業
堺食衛第18010490号 株式会社髙島屋泉北店（フレッシュジューススタンド）南区茶山台１丁３‐１ 072-293-1101 平成30年6月19日 平成30年6月19日 令和6年6月30日 株式会社髙島屋 大阪府大阪市中央区難波５丁目１‐５ 新規 飲食店営業
堺食衛第18010491号 株式会社髙島屋泉北店（梅の花） 南区茶山台１丁３‐１ 072-293-1101 平成30年6月15日 平成30年7月1日 令和6年6月30日 株式会社髙島屋 大阪府大阪市中央区難波５丁目１‐５ 更新 飲食店営業
堺食衛第18010492号 有限会社コモン 堺市内一円 平成30年6月15日 平成30年6月15日 令和5年6月30日 有限会社コモン 大阪府大阪市北区浪花町２－１－１００４ 新規 喫茶店営業（露店）
堺食衛第18010493号 たこ勝 堺区翁橋町１丁１０‐９ 平成30年7月3日 平成30年7月3日 令和6年7月31日 株式会社山勝 堺市堺区翁橋町１丁１０‐９ 新規 飲食店営業
堺食衛第18010500号 住宅型有料老人ホーム　ハートリンク浜寺西区浜寺石津町西２丁６‐１７ 平成30年6月18日 平成30年7月1日 令和6年6月30日 株式会社テスティパル 大阪府大阪市中央区南久宝寺町４－３－５ 更新 飲食店営業
堺食衛第18010497号 永盛商事 中区平井１０２８‐８ 072-349-9881 平成30年6月20日 平成30年6月20日 令和6年6月30日 永盛商事株式会社 堺市中区平井１０２８‐８ 新規 食肉処理業
堺食衛第18010499号 ＫＡＳＵＹＡ　かすやうどん　堺翁橋店 堺市内一円 平成30年6月18日 平成30年6月18日 令和5年6月30日 株式会社パーフェクトウォッシュ大阪 大阪市住之江区北加賀屋４丁目１－５５ 新規 飲食店営業（露店）
堺食衛第18010510号 くら寿司　石津店 堺区石津北町９４‐２ 平成30年6月19日 平成30年7月1日 令和6年6月30日 くら寿司株式会社 堺市中区深阪１丁２‐２ 更新 飲食店営業
堺食衛第18010506号 ホテル　アゴーラリージェンシー大阪堺　ビアガーデン２堺市内一円 平成30年6月19日 平成30年7月1日 令和5年6月30日 株式会社アゴーラホテルマネジメント堺 堺市堺区戎島町４丁４５‐１ 更新 飲食店営業（露店）
堺食衛第18010507号 ホテル　アゴーラリージェンシー大阪堺　ビアガーデン１堺市内一円 平成30年6月19日 平成30年7月1日 令和5年6月30日 株式会社アゴーラホテルマネジメント堺 堺市堺区戎島町４丁４５‐１ 更新 飲食店営業（露店）
堺食衛第18010508号 ホテル　アゴーラリージェンシー大阪堺　ビアガーデン３堺市内一円 平成30年6月19日 平成30年7月1日 令和5年6月30日 株式会社アゴーラホテルマネジメント堺 堺市堺区戎島町４丁４５‐１ 更新 飲食店営業（露店）
堺食衛第18010514号 たまり場 堺区香ヶ丘町１丁１８‐７ 浅香山川崎文化　１号 平成30年6月28日 平成30年6月28日 令和6年6月30日 株式会社蒼兼 堺市堺区向陵西町４丁９‐７ 新規 飲食店営業
堺食衛第18010513号 Ｌｏｗ 南区檜尾３１４０‐１ 進化第１１ビル　１０３号　 平成30年6月25日 平成30年6月25日 令和6年6月30日 株式会社メリー 堺市南区桃山台４丁２３‐３７ 新規 飲食店営業
堺食衛第18010517号 デリキッチン　なな菜 堺区北花田口町３丁１‐１５ 東洋ビル１Ｆ 平成30年6月21日 平成30年7月1日 令和6年6月30日 アークフーズ株式会社 大阪府堺市北区新金岡町２丁５‐８ 209 更新 飲食店営業
堺食衛第18010518号 デリキッチン　なな菜 堺区北花田口町３丁１‐１５ 東洋ビル１Ｆ 平成30年6月21日 平成30年7月1日 令和6年6月30日 アークフーズ株式会社 大阪府堺市北区新金岡町２丁５‐８ 209 更新 菓子製造業
堺食衛第18010519号 デリキッチン　なな菜 堺区北花田口町３丁１‐１５ 東洋ビル１Ｆ 平成30年6月21日 平成30年7月1日 令和6年6月30日 アークフーズ株式会社 大阪府堺市北区新金岡町２丁５‐８ 209 更新 そうざい製造業
堺食衛第18010532号 スーパー玉出　御陵店 堺区東湊町１丁８５ 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 大阪府大阪市北区太融寺町８－８ 日進ビルディング１００１号 新規 飲食店営業
堺食衛第18010539号 スーパー玉出　御陵店 堺区東湊町１丁８５ 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 大阪府大阪市北区太融寺町８－８ 日進ビルディング１００１号 新規 魚介類販売業
堺食衛第18010541号 スーパー玉出　御陵店 堺区東湊町１丁８５ 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 大阪府大阪市北区太融寺町８－８ 日進ビルディング１００１号 新規 食肉販売業
堺食衛第18010531号 スーパー玉出　神明店 堺区神明町東１丁１‐４ 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 大阪府大阪市北区太融寺町８－８ 日進ビルディング１００１号 新規 飲食店営業
堺食衛第18010534号 スーパー玉出　神明店 堺区神明町東１丁１‐４ 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 大阪府大阪市北区太融寺町８－８ 日進ビルディング１００１号 新規 食肉販売業
堺食衛第18010535号 スーパー玉出　神明店 堺区神明町東１丁１‐４ 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 大阪府大阪市北区太融寺町８－８ 日進ビルディング１００１号 新規 魚介類販売業
堺食衛第18010520号 響あい　北花田店 北区北花田町３丁３２‐１０ 平成30年6月21日 平成30年7月1日 令和6年6月30日 株式会社響あい 堺市中区深井清水町３８２４ 更新 飲食店営業
堺食衛第18010526号 ファミリーマート堺南花田店 北区南花田町３０ 平成30年6月21日 平成30年7月1日 令和6年6月30日 有限会社メビウスカンパニー 堺市北区南花田町３０ 更新 飲食店営業
堺食衛第18010537号 からあげの山ちゃん 中区新家町３４６‐１ 平成30年7月3日 平成30年7月3日 令和6年7月31日 株式会社ＲＩＳＥ 大阪府泉佐野市南中安松７４９番地１ 新規 飲食店営業
堺食衛第18010524号 ラウンジ　Ｌｕｎａ 中区深井沢町３１３８ エルモーソデ昌栄１０１ 平成30年6月21日 平成30年7月1日 令和6年6月30日 株式会社リレイション 堺市中区深井清水町３５４９ 更新 飲食店営業
堺食衛第18010523号 南海バス東山営業所 中区東山８０３ 平成30年6月21日 平成30年7月1日 令和6年6月30日 ナフス南株式会社 大阪市大正区泉尾７丁目１－１ 更新 飲食店営業
堺食衛第18010548号 アイリス倶楽部　初芝 東区菩提町３丁９‐１ 平成30年6月28日 平成30年6月28日 令和6年6月30日 ミストラルＨＤ株式会社 和歌山県紀の川市東国分１番地の３４ 新規 飲食店営業
堺食衛第18010533号 餃子食堂マルケン　北野田店 東区北野田４８‐１ 北野田第一ビル１Ｆ 平成30年6月25日 平成30年6月25日 令和6年6月30日 マルシェ株式会社 大阪市阿倍野区阪南町２丁目２０番１４号 新規 飲食店営業
堺食衛第18010552号 ダイニング＆カフェ　ｃｏｃｏｉｒｏ 南区和田２６４‐１ 平成30年6月22日 平成30年7月1日 令和6年6月30日 株式会社ＣＯＬＯＲＳ 奈良県北葛城郡王寺町王寺２丁目７番６号 シンコービル３０５号 更新 飲食店営業
堺食衛第18010562号 江久庵 堺区北三国ヶ丘町１丁２‐３６ 平成30年6月25日 平成30年7月1日 令和6年6月30日 ＥＨ製菓株式会社 堺市堺区北三国ヶ丘町１丁２‐３６ 更新 飲食店営業
堺食衛第18010563号 江久庵 堺区北三国ヶ丘町１丁２‐３６ 平成30年6月25日 平成30年7月1日 令和6年6月30日 ＥＨ製菓株式会社 堺市堺区北三国ヶ丘町１丁２‐３６ 更新 菓子製造業
堺食衛第18010570号 ファミリーマートＭＹＳ堺神石市之町店 堺区神石市之町１４‐４０ 平成30年6月25日 平成30年7月1日 令和6年6月30日 有限会社エム・ワイ・エス 大阪府大阪市住吉区山之内２丁目１１－８ 更新 飲食店営業
堺食衛第18010558号 ローソン堺出島店 堺区出島海岸通３丁５‐２０ 平成30年6月28日 平成30年6月28日 令和6年6月30日 株式会社エンプロート 大阪府大阪市住吉区大領５－９－３７ 新規 飲食店営業
堺食衛第18010580号 株式会社ダイエー　北野田店 東区丈六１８３‐１８ 072-234-3811 平成30年7月5日 平成30年7月5日 令和6年7月31日 株式会社ダイエー 神戸市中央区港島中町４丁目１‐１ 新規 菓子製造業
堺食衛第18010586号 ど鉄板アトリエ　テッパン。 堺市内一円 平成30年6月26日 平成30年6月26日 令和5年6月30日 株式会社アクア・ワークス 堺市南区美木多上２６６９ 新規 飲食店営業（露店）
堺食衛第18010593号 ベストライフ堺北 北区金岡町３０３４‐２１ 平成30年6月27日 平成30年8月1日 令和6年7月31日 株式会社アスモフードサービス西日本 大阪市北区曽根崎１丁目２番９号 更新 飲食店営業
堺食衛第18010592号 丸亀製麺　堺鳳店 西区鳳西町１丁７７‐７ 平成30年6月27日 平成30年8月1日 令和6年7月31日 株式会社丸亀製麺 東京都渋谷区道玄坂１－２１－１ 更新 飲食店営業
堺食衛第18010588号 グルメシティ　深井駅前店 中区深井清水町３９９８ 072-278-7871 平成30年7月10日 平成30年7月10日 令和6年7月31日 株式会社ダイエー 兵庫県神戸市中央区港島中町４丁目１－１ 新規 飲食店営業
堺食衛第18010589号 グルメシティ　深井駅前店 中区深井清水町３９９８ 072-278-7871 平成30年7月10日 平成30年7月10日 令和6年7月31日 株式会社ダイエー 兵庫県神戸市中央区港島中町４丁目１－１ 新規 菓子製造業
堺食衛第18010600号 泉北ゴルフセンター 南区高尾２丁５６７‐２ 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 東京都新宿区西新宿１丁目２４－１ 更新 喫茶店営業（自動販売機）
堺食衛第18010599号 泉北ゴルフセンター 南区高尾２丁５６７‐２ 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 東京都新宿区西新宿１丁目２４－１ 更新 喫茶店営業（自動販売機）
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 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 東京都新宿区富久町１３－１５ 更新 そうざい製造業
堺食衛第18010605号 焼肉　牛芯 南区原山台５丁１２‐７ 平成30年6月29日 平成30年8月1日 令和6年7月31日 阪神ローレルフーズ株式会社 大阪府大阪市浪速区難波中２丁目１０‐５２ ザ・なんばタワー４０８号 更新 飲食店営業
堺食衛第18010621号 じゅうじゅうカルビ　美原店 美原区黒山３９２‐１ 平成30年7月2日 平成30年8月1日 令和6年7月31日 株式会社トマトアンドアソシエイツ 兵庫県西宮市山口町 阪神流通センター１－２ 更新 飲食店営業
堺食衛第18010625号 かりぃー 堺区戎之町東２丁１‐７ １０５号室 平成30年7月9日 平成30年7月9日 令和6年7月31日 有限会社英和建装 堺市中区八田西町２丁２１‐２６ 新規 飲食店営業
堺食衛第18010637号 ポムの樹　プラットプラット店 堺区戎島町３丁２２‐１ プラットプラット２Ｆ 平成30年7月4日 平成30年8月1日 令和6年7月31日 有限会社ルシード 兵庫県三田市志手原１３４３‐１ 更新 飲食店営業
堺食衛第18010638号 家族葬空間　ファミリーメモリアルＳＡＫＡＩ西区浜寺石津町東２丁６‐１２ 平成30年7月4日 平成30年8月1日 令和6年7月31日 株式会社ファミリーメモリアル 堺市堺区市之町東５丁２‐７ 更新 飲食店営業
堺食衛第18010639号 家族葬空間　ファミリーメモリアルＳＡＫＡＩ西区浜寺石津町東２丁６‐１２ 平成30年7月4日 平成30年8月1日 令和6年7月31日 株式会社ファミリーメモリアル 堺市堺区市之町東５丁２‐７ 更新 喫茶店営業
堺食衛第18010640号 家族葬空間　ファミリーメモリアルＳＡＫＡＩ西区浜寺石津町東２丁６‐１２ 平成30年7月4日 平成30年8月1日 令和6年7月31日 株式会社ファミリーメモリアル 堺市堺区市之町東５丁２‐７ 更新 喫茶店営業
堺食衛第18010648号 ライフ　大仙店 堺区大仙西町６丁１８４‐１ 072-280-1051 平成30年7月12日 平成30年7月12日 令和6年7月31日 株式会社ライフコーポレーション 東京都中央区日本橋本町３丁目６‐２ 新規 飲食店営業
堺食衛第18010650号 山大興業株式会社堺流通センター事務所前①（ＣＣＷ受託）西区築港新町１丁５‐９ 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 大阪市西区南堀江４丁目２５－２４ 更新 喫茶店営業（自動販売機）
堺食衛第18010649号 株式会社クボタ堺臨海工場　２６番 西区築港新町３丁８ 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 大阪市西区南堀江４丁目２５－２４ 更新 喫茶店営業（自動販売機）
堺食衛第18010652号 大阪商業大学堺高等学校　食堂（ＣＣＷ受託）中区堀上町２９９ 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 大阪市西区南堀江４丁目２５－２４ 更新 喫茶店営業（自動販売機）
堺食衛第18010658号 京茶房　くるみ　ｃａｆé＆Ｄｅｌｉ 堺区鉄砲町１ イオンモール堺鉄砲町店 平成30年7月9日 平成30年7月9日 令和6年7月31日 株式会社フードクリエイト 大阪府大阪狭山市西山台６丁目１－１５ 新規 飲食店営業
堺食衛第18010661号 ホテル　ＳＵＮ 西区浜寺船尾町東１丁１０９ 平成30年7月9日 平成30年8月1日 令和6年7月31日 有限会社勝久興業 堺市西区浜寺船尾町東１丁１０９ 更新 飲食店営業
堺食衛第18010659号 株式会社四国屋台村 堺市内一円 平成30年7月9日 平成30年7月9日 令和5年7月31日 株式会社四国屋台村 愛媛県新居浜市船木甲２９５３－２ 新規 飲食店営業（露店）
堺食衛第18010660号 株式会社四国屋台村 堺市内一円 平成30年7月9日 平成30年7月9日 令和5年7月31日 株式会社四国屋台村 愛媛県新居浜市船木甲２９５３－２ 新規 飲食店営業（自動車）
堺食衛第18010665号 たこ焼き　たつま　なかもず店 中区新家町１‐１９ 平成30年7月25日 平成30年7月25日 令和6年7月31日 株式会社ＭＴＮ　Ｃｒｅｎａｔｉｏｎ 大阪府大阪市西区新町１丁目２－１３ 新規 飲食店営業
堺食衛第18010664号 マリオンクレープ　大阪パンジョ店 南区茶山台１丁３‐１ パンジョ２Ｆ 平成30年7月10日 平成30年8月1日 令和6年7月31日 株式会社マリオン 東京都渋谷区神宮前６丁５‐６ サンポウ総合ビル 更新 飲食店営業
堺食衛第18010666号 有限会社中井レストラン企画 堺市内一円 平成30年7月10日 平成30年7月10日 令和5年7月31日 有限会社中井レストラン企画 大阪市中央区釣鐘町丁目２－１１ 新規 飲食店営業（露店）
堺食衛第18010670号 ホリーズカフェ堺東店 堺区中瓦町２丁２‐７ 平成30年7月11日 平成30年8月1日 令和6年7月31日 株式会社ホリーズ 京都府京都市南区吉祥院定成町４‐２ 更新 飲食店営業
堺食衛第18010671号 ホリーズカフェ堺東店 堺区中瓦町２丁２‐７ 平成30年7月11日 平成30年8月1日 令和6年7月31日 株式会社ホリーズ 京都府京都市南区吉祥院定成町４‐２ 更新 アイスクリーム類製造業
堺食衛第18010678号 ＣＬＡＮ堺 堺区新在家町東４丁１‐３ 平成30年7月19日 平成30年7月19日 令和6年7月31日 コック食品株式会社 大阪府大東市御領３丁目１０番１号 新規 飲食店営業
堺食衛第18010676号 日本酒と泡とおでん　スタンド酒場てんてん北区東浅香山町４丁６ 平成30年7月25日 平成30年7月25日 令和6年7月31日 株式会社てんてん 堺市北区船堂町１丁１４‐２ １Ｆ 新規 飲食店営業
堺食衛第18010682号 中谷ビル　堺　３Ｆ喫煙所（ＣＣＷ単受） 堺区向陵中町４丁５‐２７ 平成30年7月13日 平成30年7月13日 令和5年7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 喫茶店営業（自動販売機）
堺食衛第18010688号 ノウル 西区上６０４‐１ 平成30年7月13日 平成30年8月1日 令和5年7月31日 株式会社サンコー 福岡県福岡市博多区博多駅南５丁目１４‐１８ 更新 喫茶店営業（自動販売機）
堺食衛第18010684号 麺屋　銀次郎 南区深阪南１８２ 平成30年7月23日 平成30年7月23日 令和6年7月31日 有限会社関西ビジネスサービス 堺市南区深阪南１７０ 新規 飲食店営業
堺食衛第18010697号 更科 西区上野芝町３丁４‐６ 平成30年7月17日 平成30年8月1日 令和6年7月31日 株式会社ナリ・エンタープライズ 大阪府大阪市浪速区幸町１丁目２‐１６ 更新 飲食店営業
堺食衛第18010698号 安心堂白雪姫 中区土師町１丁１２‐１３ 072-270-8360 平成30年7月17日 平成30年8月1日 令和6年7月31日 安心堂白雪姫有限会社 堺市中区土師町１丁１２‐１３ 更新 豆腐製造業
堺食衛第18010699号 安心堂白雪姫 中区土師町１丁１２‐１３ 072-270-8360 平成30年7月17日 平成30年8月1日 令和6年7月31日 安心堂白雪姫有限会社 堺市中区土師町１丁１２‐１３ 更新 そうざい製造業
堺食衛第18010693号 株式会社幸和　堺菩提店 東区菩提町４丁１‐１ 平成30年7月24日 平成30年7月24日 令和6年7月31日 株式会社幸和 大阪府羽曳野市伊賀６丁目５－２０ 新規 食肉販売業
堺食衛第18010700号 ゆめ工房 東区草尾５１１ 平成30年7月17日 平成30年8月1日 令和6年7月31日 社会福祉法人堺あすなろ会 堺市南区稲葉３丁１５８１ 更新 菓子製造業
堺食衛第18010696号 絆菩提　厨房 美原区菩提３０‐５ 平成30年7月18日 平成30年7月18日 令和6年7月31日 株式会社京都花泉 京都府京都市伏見区深草仙石屋敷町２７番地１７ グレース菱屋Ⅱ１０１ 新規 飲食店営業
堺食衛第18010702号 株式会社髙島屋泉北店　イベント 南区茶山台１丁３‐１ 072-293-1101 平成30年7月17日 平成30年8月1日 令和6年7月31日 株式会社髙島屋 大阪府大阪市中央区難波５丁目１‐５ 更新 飲食店営業
堺食衛第18010704号 有限会社ミートワールド　ます田 南区鴨谷台２丁２‐１ 平成30年7月26日 平成30年7月26日 令和6年7月31日 有限会社ミートワールドます田 大阪府岸和田市春木若松町２１－１ （スパ内） 新規 飲食店営業
堺食衛第18010705号 有限会社ミートワールド　ます田 南区鴨谷台２丁２‐１ 平成30年7月26日 平成30年7月26日 令和6年7月31日 有限会社ミートワールドます田 大阪府岸和田市春木若松町２１－１ （スパ内） 新規 食肉販売業
堺食衛第18010706号 山ちゃん商店 堺市内一円 平成30年7月18日 平成30年7月18日 令和5年7月31日 株式会社ＲＩＳＥ 大阪府泉佐野市南中安松７４９－１ 新規 飲食店営業（自動車）
堺食衛第18010711号 ラ・ムー堺インター店 中区平井７７２‐１ 平成30年8月8日 平成30年8月8日 令和6年8月31日 大黒天物産株式会社 岡山県倉敷市堀南７０４番地の５ 新規 飲食店営業
堺食衛第18010712号 ラ・ムー堺インター店 中区平井７７２‐１ 平成30年8月8日 平成30年8月8日 令和6年8月31日 大黒天物産株式会社 岡山県倉敷市堀南７０４番地の５ 新規 菓子製造業
堺食衛第18010714号 ラ・ムー堺インター店 中区平井７７２‐１ 平成30年8月8日 平成30年8月8日 令和6年8月31日 大黒天物産株式会社 岡山県倉敷市堀南７０４番地の５ 新規 魚介類販売業
堺食衛第18010715号 ラ・ムー堺インター店 中区平井７７２‐１ 平成30年8月8日 平成30年8月8日 令和6年8月31日 大黒天物産株式会社 岡山県倉敷市堀南７０４番地の５ 新規 飲食店営業
堺食衛第18010716号 ラ・ムー堺インター店 中区平井７７２‐１ 平成30年8月8日 平成30年8月8日 令和6年8月31日 大黒天物産株式会社 岡山県倉敷市堀南７０４番地の５ 新規 食肉販売業
堺食衛第18010717号 ラ・ムー堺インター店 中区平井７７２‐１ 平成30年8月8日 平成30年8月8日 令和6年8月31日 大黒天物産株式会社 岡山県倉敷市堀南７０４番地の５ 新規 飲食店営業



堺食衛第18010718号 ラ・ムー堺インター店 中区平井７７２‐１ 平成30年8月8日 平成30年8月8日 令和6年8月31日 大黒天物産株式会社 岡山県倉敷市堀南７０４番地の５ 新規 菓子製造業
堺食衛第18010719号 ラ・ムー堺インター店 中区平井７７２‐１ 平成30年8月8日 平成30年8月8日 令和6年8月31日 大黒天物産株式会社 岡山県倉敷市堀南７０４番地の５ 新規 アイスクリーム類製造業
堺食衛第18010740号 株式会社クメリヤン 堺区甲斐町西３丁２‐１０ 平成30年7月23日 平成30年8月1日 令和6年7月31日 株式会社クメリヤン 堺市堺区甲斐町西３丁２‐１０ 更新 菓子製造業
堺食衛第18010745号 Ｃａｆｅ　Ｈｏｌｏｈｏｌｏ 東区引野町３丁１‐１０９ 平成30年7月24日 平成30年8月1日 令和6年7月31日 ユニバーサルブラザーフッド株式会社 堺市東区引野町３丁１‐１０８ 更新 飲食店営業
堺食衛第18010744号 医療法人暁美会　田中病院 美原区黒山３９‐１０ 平成30年7月24日 平成30年9月1日 令和6年8月31日 布施マルタマフーズ株式会社 大阪府東大阪市若江南町３丁目６‐７ 更新 飲食店営業
堺食衛第18010751号 社会福祉法人　小谷城福祉協会　泉北若竹保育園南区豊田１２６１ 平成30年7月24日 平成30年8月1日 令和6年7月31日 柏原マルタマフーズ株式会社 大阪府藤井寺市川北３丁目４－２３ 更新 飲食店営業
堺食衛第18010752号 ｍｏｍｏｎａ 堺市内一円 平成30年7月24日 平成30年7月24日 令和5年7月31日 株式会社ＬＥＡＤ 大阪市西区千代崎１丁目５－１１ 新規 飲食店営業（自動車）
堺食衛第18010753号 ｍｏｍｏｎａ 堺市内一円 平成30年7月24日 平成30年7月24日 令和5年7月31日 株式会社ＬＥＡＤ 大阪市西区千代崎１丁目５－１１ 新規 アイスクリーム類製造業（自動車）
堺食衛第18010754号 合同会社ミサキジャパン 堺市内一円 平成30年7月24日 平成30年7月24日 令和5年7月31日 合同会社ミサキジャパン 大阪府大阪市東住吉区駒川４丁目１３－４ 新規 飲食店営業（露店）
堺食衛第18010762号 地鶏　日向 西区菱木３丁２６０３ 平成30年7月27日 平成30年7月27日 令和6年7月31日 株式会社武 堺市西区菱木３丁２０１５‐１ 新規 飲食店営業
堺食衛第18010776号 ル・クロワッサン　堺東店 堺区北瓦町２丁１‐２２ 072-229-9603 平成30年7月26日 平成30年8月1日 令和6年7月31日 株式会社エムズフードアンドライフ 大阪府守口市東郷通３丁目１２‐６ 更新 飲食店営業
堺食衛第18010777号 ル・クロワッサン　堺東店 堺区北瓦町２丁１‐２２ 072-229-9603 平成30年7月26日 平成30年8月1日 令和6年7月31日 株式会社エムズフードアンドライフ 大阪府守口市東郷通３丁目１２‐６ 更新 菓子製造業
堺食衛第18010769号 松のや堺東店 堺区中瓦町２丁３‐１２ きくやビル１階 平成30年8月21日 平成30年8月21日 令和6年8月31日 株式会社松屋フーズ　 東京都武蔵野市中町１－１４－５ 新規 飲食店営業
堺食衛第18010778号 株式会社一光園 堺区石津町３丁７‐１５ 平成30年7月26日 平成30年8月1日 令和6年7月31日 株式会社一光園 堺市堺区石津町３丁７‐１５ 更新 魚介類販売業
堺食衛第18010780号 株式会社一光園 堺区石津町３丁７‐１７ 平成30年7月26日 平成30年8月1日 令和6年7月31日 株式会社一光園 堺市堺区石津町３丁７‐１５ 更新 魚介類販売業
堺食衛第18010775号 尼崎信用金庫上野芝支店 西区上野芝町３丁８‐２ 平成30年7月26日 平成30年8月1日 令和6年7月31日 シダックス大新東ヒューマンサービス株式会社 東京都調布市調布ケ丘３丁目６‐３ 更新 飲食店営業
堺食衛第18010781号 得得　大野芝店 中区大野芝町１３６‐１ 平成30年7月26日 平成30年8月1日 令和6年7月31日 株式会社家族亭 大阪府大阪市中央区安土町２丁目３－１３ 大阪国際ビルディング３０階 更新 飲食店営業
堺食衛第18010766号 株式会社大山畜産 堺市内一円 平成30年7月26日 平成30年7月26日 令和5年7月31日 株式会社大山畜産 大阪府大阪市鶴見区安田１丁目１１番２６号 新規 飲食店営業（露店）
堺食衛第18010828号 医療法人慈友会　堺山口病院　夜間入口横（ＣＣＷ単受）堺区東湊町６丁３８３ 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 大阪市西区南堀江４丁目２５－２４ 新規 喫茶店営業（自動販売機）
堺食衛第18010789号 ＷＩＬＬＥＲ　ＥＸＰＲＥＳＳ株式会社　事務所前　Ｇカフェ（ＣＣＷ単受）中区土塔町６２‐３ 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 大阪市西区南堀江４丁目２５－２４ 新規 喫茶店営業（自動販売機）
堺食衛第18010797号 ベジたる 東区菩提町４丁８２‐８ 平成30年8月13日 平成30年8月13日 令和6年8月31日 合同会社ベジたる 堺市東区日置荘北町２丁８‐２５ 新規 菓子製造業
堺食衛第18010808号 株式会社三星製作所　現場（ＣＣＷ受託）美原区黒山４５７‐１ 平成30年7月27日 平成30年9月1日 令和5年8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 更新 喫茶店営業（自動販売機）
堺食衛第18010795号 わらい食堂 堺市内一円 平成30年8月10日 平成30年8月10日 令和5年8月31日 株式会社治元 京都府宇治市大久保町南ノ口６４－２ 新規 飲食店営業（露店）
堺食衛第18010796号 タイガー軒 堺市内一円 平成30年8月10日 平成30年8月10日 令和5年8月31日 際コーポレーション株式会社 東京都目黒区大橋２丁目２２－８ 新規 飲食店営業（露店）
堺食衛第18010798号 ベジたる 堺市内一円 平成30年8月13日 平成30年8月13日 令和5年8月31日 合同会社ベジたる 堺市東区日置荘北町２丁８‐２５ 新規 菓子製造業（露店）
堺食衛第18010810号 Ｓａｌｏｎ　ｄｅ　Ｌｉｅｎ 堺区新町５‐１６ 堺東アサヒビル２Ｆ 072-245-9499 平成30年8月9日 平成30年8月9日 令和6年8月31日 Ｆｅｅｌ＆Ｔｈｉｎｋ株式会社 堺市堺区南花田口町１丁１‐９ シティーコート堺東１階 新規 飲食店営業
堺食衛第18010811号 くれたけイン南海堺駅前 堺区栄橋町１丁３‐１２ 平成30年8月9日 平成30年8月9日 令和6年8月31日 株式会社呉竹荘 静岡県浜松市中区東伊場１丁目１番２６号 新規 飲食店営業
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 東京都新宿区西新宿１丁目２４－１ 更新 喫茶店営業（自動販売機）
堺食衛第18010822号 田中亞鉛鍍金株式会社 西区築港新町３丁２７‐８ 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 東京都新宿区西新宿１丁目２４－１ 更新 喫茶店営業（自動販売機）
堺食衛第18010812号 有限会社デアイ商会 西区平岡町３６‐３ 072-271-4036 平成30年8月7日 平成30年8月7日 令和6年8月31日 有限会社デアイ商会 堺市西区平岡町３６‐３ 新規 食肉製品製造業
堺食衛第18010831号 ＶＥＧＡＮ　ＢＵＲＧ　ＫＩＴＣＨＥＮ 堺区北瓦町２丁１‐３３ 平成30年7月31日 平成30年8月1日 令和6年7月31日 株式会社街のあかり 堺市中区深井沢町３３４２ 更新 飲食店営業
堺食衛第18010853号 ファミリーマート堺美原青南台店 美原区青南台１丁目１‐３１ 平成30年8月3日 平成30年9月1日 令和6年8月31日 株式会社ＭＴＮ 大阪府富田林市中野町３丁目３０６７‐１ 更新 飲食店営業
堺食衛第18010870号 Ｓｔａｎｄｉｎｇ　Ｂａｒ　Ｌｉｅｂｅ 南区新檜尾台２丁１‐１ 平成30年8月23日 平成30年8月23日 令和6年8月31日 有限会社信 堺市堺区神石市之町４‐２２‐２ 新規 飲食店営業
堺食衛第18010877号 炭火焼鳥ＤＩＮＩＮＧ門 北区百舌鳥西之町２丁５４９‐１ 平成30年8月9日 平成30年9月1日 令和6年8月31日 株式会社ダウンタウン 大阪府大阪市中央区西心斎橋２丁目９‐３７ 更新 飲食店営業
堺食衛第18010876号 堺新家町食堂 中区新家町５６７‐４ 平成30年8月9日 平成30年9月1日 令和6年8月31日 株式会社フジオフードシステム 大阪府大阪市北区菅原町２‐１６ ＦＵＪＩＯ　ＢＬＤＧ 更新 飲食店営業
堺食衛第18010890号 サービス付高齢者向け住宅まごころ荘 中区小阪８４‐１ 平成30年8月10日 平成30年9月1日 令和6年8月31日 株式会社テスティパル 大阪府大阪市中央区南久宝寺町４－３－５ 更新 飲食店営業
堺食衛第18010882号 南部中央タクシー有限会社　堺　Ｇカフェ（ＣＣＷ単受）南区和田２９３５ 平成30年8月10日 平成30年8月10日 令和5年8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 喫茶店営業（自動販売機）
堺食衛第18010893号 おかんの糀 美原区青南台１丁目１５‐９ 平成30年8月15日 平成30年8月15日 令和6年8月31日 株式会社ｎａｔｕｒａｌｌｙ 堺市美原区青南台１丁目１５‐９ 新規 菓子製造業
堺食衛第18010894号 馬串　小山商店 堺市内一円 平成30年8月13日 平成30年8月13日 令和5年8月31日 株式会社小山商店 熊本県熊本市中央区保田窪２―９－１５ 新規 飲食店営業（露店）
堺食衛第18010897号 ライフなかもず店 北区長曽根町３０８１‐１７ 072-252-2651 平成30年8月14日 平成30年9月1日 令和6年8月31日 株式会社ライフコーポレーション 東京都中央区日本橋本町３丁目６‐２ 更新 飲食店営業
堺食衛第18010898号 ライフなかもず店 北区長曽根町３０８１‐１７ 072-252-2651 平成30年8月14日 平成30年9月1日 令和6年8月31日 株式会社ライフコーポレーション 東京都中央区日本橋本町３丁目６‐２ 更新 菓子製造業
堺食衛第18010899号 ライフなかもず店 北区長曽根町３０８１‐１７ 072-252-2651 平成30年8月14日 平成30年9月1日 令和6年8月31日 株式会社ライフコーポレーション 東京都中央区日本橋本町３丁目６‐２ 更新 魚介類販売業
堺食衛第18010901号 ライフなかもず店 北区長曽根町３０８１‐１７ 072-252-2651 平成30年8月14日 平成30年9月1日 令和6年8月31日 株式会社ライフコーポレーション 東京都中央区日本橋本町３丁目６‐２ 更新 食肉販売業
堺食衛第18010916号 ＭＹＴＨ－Ａｄａｇｉｏ 堺区北丸保園６‐２４ 平成30年8月15日 平成30年10月1日 令和6年9月30日 株式会社ＭＹＴＨ－堺 堺市堺区北丸保園６‐２４ 更新 飲食店営業
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 堺市北区中村町６０７‐１ 新規 魚介類販売業
堺食衛第18010919号 大起水産　街のみなと　まぐろパーク　堺本店　弁当惣菜厨房　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 堺市北区中村町６０７‐１ 新規 飲食店営業
堺食衛第18010920号 大起水産　街のみなと　まぐろパーク　堺本店　弁当惣菜厨房北区中村町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 堺市北区中村町６０７‐１ 新規 そうざい製造業
堺食衛第18010921号 大起水産　街のみなと　まぐろパーク　堺本店　フードコート北区中村町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 堺市北区中村町６０７‐１ 新規 飲食店営業
堺食衛第18010923号 大起水産　街のみなと　まぐろパーク　堺本店　寿司厨房北区中村町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 堺市北区中村町６０７‐１ 新規 飲食店営業
堺食衛第18010948号 ハラミとタン 堺区北瓦町１丁３‐１３ 平成30年8月29日 平成30年8月29日 令和6年8月31日 株式会社がやカンパニー 堺市東区北野田９７５‐１７ 新規 飲食店営業
堺食衛第18010946号 株式会社松井泉 堺区楠町３丁１‐２６ 平成30年8月20日 平成30年9月1日 令和6年8月31日 株式会社松井泉 堺市堺区楠町３丁１‐２６ 更新 飲食店営業
堺食衛第18010941号 ファミリーマート堺市之町東店 堺区市之町東６丁１‐２１ 平成30年8月20日 平成30年9月1日 令和6年8月31日 小林商店株式会社 堺市南区高倉台２丁３‐１ 303 更新 飲食店営業
堺食衛第18010942号 ファミリーマート堺市之町東店 堺区市之町東６丁１‐２１ 平成30年8月20日 平成30年9月1日 令和6年8月31日 小林商店株式会社 堺市南区高倉台２丁３‐１ 303 更新 菓子製造業
堺食衛第18010932号 大阪いずみ市民生活協同組合　コープセンター浅香北区東浅香山町２丁２３３ 平成30年8月27日 平成30年8月27日 令和6年8月31日 大阪いずみ市民生活協同組合 堺市堺区南花田口町２丁２‐１５ 新規 飲食店営業
堺食衛第18010933号 大阪いずみ市民生活協同組合　コープセンター浅香北区東浅香山町２丁２３３ 平成30年8月27日 平成30年8月27日 令和6年8月31日 大阪いずみ市民生活協同組合 堺市堺区南花田口町２丁２‐１５ 新規 菓子製造業
堺食衛第18010934号 大阪いずみ市民生活協同組合　コープセンター浅香北区東浅香山町２丁２３３ 平成30年8月27日 平成30年8月27日 令和6年8月31日 大阪いずみ市民生活協同組合 堺市堺区南花田口町２丁２‐１５ 新規 そうざい製造業
堺食衛第18010929号 大阪府立堺聴覚支援学校 北区百舌鳥陵南町１丁 平成30年8月20日 平成30年8月20日 令和6年8月31日 ハートスフードクリエーツ株式会社 兵庫県神戸市中央区山本通４－１４－２１ 401 新規 飲食店営業
堺食衛第18010939号 なちゅらフーズ 堺市内一円 平成30年8月20日 平成30年10月1日 令和5年9月30日 株式会社なちゅらフーズ 大阪府大阪市生野区巽南１丁目５番２８号 更新 飲食店営業（露店）
堺食衛第18010951号 三田製麺所 南区小代１１３‐１ 平成30年9月7日 平成30年9月7日 令和6年9月30日 株式会社エムピーキッチン 東京都渋谷区恵比寿西２丁目６番１１号 新規 飲食店営業
堺食衛第18010956号 ＭｉＹＯ，８７堺サービス付マンション 堺区宿屋町東１丁１‐４ 平成30年8月22日 平成30年8月22日 令和6年8月31日 奈良マルタマフーズ株式会社 奈良県桜井市大字大泉２ 新規 飲食店営業
堺食衛第18010959号 メゾン・デ・サントネール大浜 堺区大浜北町３丁１１‐１８ 平成30年8月22日 平成30年9月1日 令和6年8月31日 藏ウェルフェアサービス株式会社 大阪府大阪市中央区北久宝寺町２丁目５－９ 更新 飲食店営業
堺食衛第18010958号 メゾン・デ・サントネール石津川 西区浜寺石津町西２丁１‐９ 平成30年8月22日 平成30年9月1日 令和6年8月31日 藏ウェルフェアサービス株式会社 大阪府大阪市中央区北久宝寺町２丁目５－９ 更新 飲食店営業
堺食衛第18010957号 粉家 中区深井水池町３１６３‐１ ＢＲＵＴＵＳ　１Ｆ 平成30年8月22日 平成30年8月22日 令和6年8月31日 有限会社エステート企画 大阪府富田林市五軒家１丁目３－７ 新規 飲食店営業
堺食衛第18010955号 有限会社生友商事 南区豊田１７７５‐１ 平成30年8月22日 平成30年10月1日 令和6年9月30日 有限会社生友商事 堺市南区豊田１７７５‐１ 更新 そうざい製造業
堺食衛第18010962号 いずみの郷 南区竹城台１丁８‐２ 平成30年8月23日 平成30年9月1日 令和6年8月31日 一般社団法人堺市医師会 堺市堺区甲斐町東３丁２‐２６ 更新 喫茶店営業
堺食衛第18990088号 美木多いっちん保育園 南区美木多上５３‐１ 平成30年8月24日 平成30年8月24日 令和6年8月31日 株式会社マルワ 東大阪市新家３－９－３１ 新規 飲食店営業
堺食衛第18990089号 ベビーセンターいっちん保育園 南区美木多上３０７５ 平成30年8月24日 平成30年8月24日 令和6年8月31日 株式会社マルワ 東大阪市新家３－９－３１ 新規 飲食店営業
堺食衛第18010984号 株式会社十川ゴム　堺工場　事務所（ＣＣＷ受託）中区上之５１６ 平成30年8月27日 平成30年10月1日 令和5年9月30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 更新 喫茶店営業（自動販売機）
堺食衛第18010972号 ＭＡＲＵＥＳＵ　ＳＩＺＺＬＥ　ＳＨＯＰ 中区毛穴町６４‐４ 072-260-0788 平成30年11月6日 平成30年11月6日 令和6年11月30日 株式会社マルエス 堺市中区毛穴町８６‐１ 新規 菓子製造業
堺食衛第18010992号 串亭 堺区大町東４丁１‐１２ 平成30年9月3日 平成30年9月3日 令和6年9月30日 合同会社Ｆｏｕｎｔａｉｎ　Ｖａｌｌｅｙ 堺市堺区中三国ヶ丘町７丁３‐１９ 新規 飲食店営業
堺食衛第18010996号 手打ちそば体験教室　手打ちそば仁 北区宮本町４‐３ 奥野ビル３０５ 平成30年9月10日 平成30年9月10日 令和6年9月30日 株式会社グリーンリーフ 堺市北区宮本町４‐３ 奥野ビル３０５ 新規 麺類製造業
堺食衛第18010993号 ライオン株式会社大阪工場 西区築港新町２丁１３ 平成30年8月28日 平成30年9月1日 令和6年8月31日 株式会社ニッコクトラスト 東京都中央区日本橋堀留町２丁目４‐３ 更新 飲食店営業
堺食衛第18010998号 美原区太井８１‐１ 平成30年8月28日 平成30年9月1日 令和6年8月31日 東京都中央区日本橋箱崎町３６‐２ 更新 飲食店営業
堺食衛第18010987号 カレーハウス　ＤＯＮ 堺市内一円 平成30年8月28日 平成30年8月28日 令和5年8月31日 有限会社カレーハウスドン 三重県鈴鹿市算所１丁目１０－１０ 新規 飲食店営業（自動車）
堺食衛第18011009号 有限会社タカショク 堺区出島海岸通４丁７‐２４ 平成30年8月29日 平成30年9月1日 令和6年8月31日 有限会社タカショク 堺市堺区出島海岸通４丁７－２４ 更新 そうざい製造業
堺食衛第18011005号 前田道路株式会社　泉州営業所寮 西区鳳北町３丁２３ 平成30年8月29日 平成30年10月1日 令和6年9月30日 株式会社リエイ 千葉県浦安市入船１丁目５番２号 更新 飲食店営業
堺食衛第18011006号 エームＳＪ４４１５（デイサービス） 南区庭代台１丁５０‐１ 平成30年8月29日 平成30年10月1日 令和6年9月30日 エームサービスジャパン株式会社 東京都港区赤坂２丁目２３‐１ 更新 飲食店営業
堺食衛第18011007号 エームＳＪ４４１５（老健） 南区美木多上２３０８‐１ 平成30年8月29日 平成30年10月1日 令和6年9月30日 エームサービスジャパン株式会社 東京都港区赤坂２丁目２３‐１ 更新 飲食店営業
堺食衛第18011004号 鎌倉パスタ　堺泉北店 南区小代３６５‐６ 平成30年8月29日 平成30年10月1日 令和6年9月30日 株式会社鎌倉パスタ 岡山県岡山市北区平田１７３‐１０４ 更新 飲食店営業
堺食衛第18011024号 楽園 堺市内一円 平成30年8月31日 平成30年8月31日 令和5年8月31日 株式会社楽園 大阪府吹田市垂水町３丁目６－３７ 904 新規 飲食店営業（自動車）
堺食衛第18011028号 魚民　鳳東口駅前店 堺市内一円 072-228-3888 平成30年9月3日 平成30年9月3日 令和5年9月30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（露店）
堺食衛第18011029号 魚民　深井駅前店 堺市内一円 平成30年9月3日 平成30年9月3日 令和5年9月30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（露店）
堺食衛第18011035号 ＩＺＡＫＡ家　みっちゃん 堺市内一円 平成30年9月3日 平成30年9月3日 令和5年9月30日 有限会社みっちゃん 堺市堺区住吉橋町２丁１‐１０ 新規 飲食店営業（露店）
堺食衛第18011038号 堺駅前商店会 堺市内一円 平成30年9月3日 平成30年9月3日 令和5年9月30日 有限会社座庄八グループ 堺市堺区栄橋町１丁１０－１　ショップ南海堺 新規 飲食店営業（露店）
堺食衛第18011046号 べびーかすてら　すずや 堺市内一円 平成30年9月4日 平成30年9月4日 令和5年9月30日 株式会社ＵＳＤ 大阪市浪速区桜川１丁目６－４ ロータリー難波６０３号室 新規 飲食店営業（露店）
堺食衛第18011047号 べびーかすてら　すずや 堺市内一円 平成30年9月4日 平成30年9月4日 令和5年9月30日 株式会社ＵＳＤ 大阪市浪速区桜川１丁目６－４ ロータリー難波６０３号室 新規 菓子製造業（露店）
堺食衛第18011049号 ヤマダデンキ家電住まいる館　堺本店　カフェレスト東区八下町１丁５‐１ 平成30年9月6日 平成30年9月6日 令和6年9月30日 株式会社ヤマダデンキ 群馬県高崎市栄町１番１号 新規 飲食店営業
堺食衛第18011055号 糀屋　雨風 西区津久野町３丁３２‐１１ 平成30年9月11日 平成30年9月11日 令和6年9月30日 株式会社雨風 堺市西区津久野町３丁３２‐１１ 新規 菓子製造業
堺食衛第18011054号 龍旗信 堺市内一円 平成30年9月7日 平成30年9月7日 令和5年9月30日 株式会社龍旗信 堺市西区浜寺石津町西４丁１‐１９ 新規 飲食店営業（露店）
堺食衛第18011059号 玄品　堺天神 堺区熊野町東１丁２‐２５ 第２肥塚ビル１Ｆ 平成30年9月10日 平成30年9月10日 令和6年9月30日 株式会社遊 堺市堺区熊野町東１丁２‐２５ 新規 飲食店営業
堺食衛第18011060号 玄品　堺天神 堺区熊野町東１丁２‐２５ 第２肥塚ビル１Ｆ 平成30年9月10日 平成30年9月10日 令和6年9月30日 株式会社遊 堺市堺区熊野町東１丁２‐２５ 新規 魚介類販売業
堺食衛第18011067号 有限会社　美原製菓 美原区多治井２７ 平成30年9月11日 平成30年10月1日 令和6年9月30日 有限会社美原製菓 堺市美原区多治井２７ 更新 菓子製造業
堺食衛第18011066号 はち助 堺市内一円 平成30年9月11日 平成30年9月11日 令和5年9月30日 合同会社はち助 大阪府豊中市庄内西町３丁目１９－１４ 新規 菓子製造業（露店）
堺食衛第18011071号 株式会社柿の葉すし本舗たなか　堺もず店北区百舌鳥陵南町３丁３４ 平成30年9月12日 平成30年10月1日 令和6年9月30日 株式会社柿の葉すし本舗たなか 奈良県五條市住川町１４９０ 更新 飲食店営業
堺食衛第18011072号 株式会社マリ・エ・ファム 南区泉田中１０５‐１ 平成30年9月12日 平成30年10月1日 令和6年9月30日 株式会社マリ・エ・ファム 堺市南区泉田中１０５‐１ 更新 菓子製造業
堺食衛第18011070号 サイゼリヤ堺和田店 南区和田１０６７‐３ 平成30年9月12日 平成30年10月1日 令和6年9月30日 株式会社サイゼリヤ 埼玉県吉川市旭２－５ 更新 飲食店営業
堺食衛第18011069号 Ｔｈｒｅｅ　ｎｉｎｅ　９９９ 堺市内一円 平成30年9月12日 平成30年9月12日 令和5年9月30日 株式会社池永商店 和歌山県和歌山市小野町３丁目１４ 新規 飲食店営業（自動車）
堺食衛第18011074号 キッチンカーマーケット 堺市内一円 平成30年9月13日 平成30年9月13日 令和5年9月30日 株式会社オプティミスト 大阪市東住吉区鷹合３丁目１１－２３ 新規 飲食店営業（自動車）
堺食衛第18011077号 龍華山 堺市内一円 平成30年9月13日 平成30年9月13日 令和5年9月30日 株式会社ダイヨーセンコー 堺市中区毛穴町３２５－１ 新規 飲食店営業（露店）
堺食衛第18011078号 パルネット　東文堂書店 堺市内一円 平成30年9月13日 平成30年9月13日 令和5年9月30日 株式会社東文堂書店 堺市南区原山台１丁１‐９ 新規 飲食店営業（露店）
堺食衛第18011095号 シャトレーゼ堺けやき通り店 堺区向陵西町１丁１‐６ 平成30年9月20日 平成30年9月20日 令和6年9月30日 Ｉ・Ｓ・Ｍコーポレーション株式会社 大阪府高石市西取石６丁目３‐９ 新規 菓子製造業
堺食衛第18011084号 世界パン有限会社 堺区向陵西町１丁９‐１３ 平成30年9月14日 平成30年10月1日 令和6年9月30日 世界パン有限会社 堺市堺区向陵西町１丁９‐１３ 更新 菓子製造業
堺食衛第18011093号 介護老人福祉施設　ソルメゾン 東区菩提町２丁６２‐１ 平成30年9月14日 平成30年9月14日 令和6年9月30日 社会福祉法人頌徳福祉会 堺市東区菩提町２丁６２‐１ 新規 飲食店営業
堺食衛第18011097号 株式会社万代　堺高須店 堺区高須町１丁１‐５ 平成30年10月17日 平成30年10月17日 令和6年10月31日 株式会社万代 大阪府大阪市生野区小路東３丁目１０－１３ 新規 飲食店営業
堺食衛第18011098号 株式会社万代　堺高須店 堺区高須町１丁１‐５ 平成30年10月17日 平成30年10月17日 令和6年10月31日 株式会社万代 大阪府大阪市生野区小路東３丁目１０－１３ 新規 菓子製造業
堺食衛第18011099号 株式会社万代　堺高須店 堺区高須町１丁１‐５ 平成30年10月17日 平成30年10月17日 令和6年10月31日 株式会社万代 大阪府大阪市生野区小路東３丁目１０－１３ 新規 魚介類販売業
堺食衛第18011102号 株式会社万代　堺高須店 堺区高須町１丁１‐５ 平成30年10月17日 平成30年10月17日 令和6年10月31日 株式会社万代 大阪府大阪市生野区小路東３丁目１０－１３ 新規 食肉販売業
堺食衛第18011108号 三喜屋珈琲株式会社 堺市内一円 平成30年9月19日 平成30年9月19日 令和5年9月30日 三喜屋珈琲株式会社 京都府京都市右京区太秦唐渡町２２－１１ 新規 飲食店営業（露店）
堺食衛第18011109号 うどんの四國 堺市内一円 平成30年9月19日 平成30年9月19日 令和5年9月30日 株式会社日総フーズサービス 堺市堺区向陵中町１丁１‐８ 新規 飲食店営業（露店）
堺食衛第18011120号 千べろ家　ザビエル 堺区三国ヶ丘御幸通３９ 南海堺東駅南ビル１階９号 平成30年9月20日 平成30年10月1日 令和6年9月30日 株式会社クライム 大阪府大阪市中央区難波千日前１５－１９ 南海なんば文化会館５階 更新 飲食店営業
堺食衛第18011122号 羽衣国際大学レストラン・カフェテリア 西区浜寺南町１丁８９‐１ 平成30年9月20日 平成30年10月1日 令和6年9月30日 株式会社日米クック 大阪府大阪市北区大淀中１丁目１７‐２２ 更新 飲食店営業
堺食衛第18011123号 羽衣国際大学レストラン・カフェテリア 西区浜寺南町１丁８９‐１ 平成30年9月20日 平成30年10月1日 令和6年9月30日 株式会社日米クック 大阪府大阪市北区大淀中１丁目１７‐２２ 更新 菓子製造業
堺食衛第18011121号 Ｂｕｏｎｏ２ 美原区木材通４丁目１‐１６ 平成30年9月20日 平成30年10月1日 令和6年9月30日 株式会社４４ 堺市美原区さつき野西３丁目１７‐８ 更新 飲食店営業
堺食衛第18011139号 宅配クック　ワン・ツゥ・スリー　堺中央店堺区一条通７‐１ 平成30年9月28日 平成30年9月28日 令和6年9月30日 株式会社グッデイ 大阪府大阪市平野区平野南１－５－７ 新規 飲食店営業
堺食衛第18011133号 富士ベビー保育園 堺区南旅篭町東２丁２‐３４ 平成30年9月21日 平成30年10月1日 令和6年9月30日 特定非営利活動法人サニースマイル富士 堺市堺区南旅篭町東２丁２‐３４ 更新 飲食店営業
堺食衛第18011124号 ラ・ムー堺美原店 美原区平尾３２９ 072-361-0517 平成30年9月21日 平成30年10月1日 令和6年9月30日 大黒天物産株式会社 岡山県倉敷市堀南７０４番地５ 更新 飲食店営業
堺食衛第18011125号 ラ・ムー堺美原店 美原区平尾３２９ 072-361-0517 平成30年9月21日 平成30年10月1日 令和6年9月30日 大黒天物産株式会社 岡山県倉敷市堀南７０４番地５ 更新 飲食店営業
堺食衛第18011126号 ラ・ムー堺美原店 美原区平尾３２９ 072-361-0517 平成30年9月21日 平成30年10月1日 令和6年9月30日 大黒天物産株式会社 岡山県倉敷市堀南７０４番地５ 更新 飲食店営業
堺食衛第18011127号 ラ・ムー堺美原店 美原区平尾３２９ 072-361-0517 平成30年9月21日 平成30年10月1日 令和6年9月30日 大黒天物産株式会社 岡山県倉敷市堀南７０４番地５ 更新 菓子製造業



堺食衛第18011128号 ラ・ムー堺美原店 美原区平尾３２９ 072-361-0517 平成30年9月21日 平成30年10月1日 令和6年9月30日 大黒天物産株式会社 岡山県倉敷市堀南７０４番地５ 更新 菓子製造業
堺食衛第18011129号 ラ・ムー堺美原店 美原区平尾３２９ 072-361-0517 平成30年9月21日 平成30年10月1日 令和6年9月30日 大黒天物産株式会社 岡山県倉敷市堀南７０４番地５ 更新 食肉販売業
堺食衛第18011130号 ラ・ムー堺美原店 美原区平尾３２９ 072-361-0517 平成30年9月21日 平成30年10月1日 令和6年9月30日 大黒天物産株式会社 岡山県倉敷市堀南７０４番地５ 更新 魚介類販売業
堺食衛第18011132号 ラ・ムー堺美原店 美原区平尾３２９ 072-361-0517 平成30年9月21日 平成30年10月1日 令和6年9月30日 大黒天物産株式会社 岡山県倉敷市堀南７０４番地５ 更新 アイスクリーム類製造業
堺食衛第18011137号 スタッフプラス 堺市内一円 平成30年9月21日 平成30年9月21日 令和5年9月30日 株式会社スタッフプラス 大阪府八尾市太田新町１－１３６－１ 新規 飲食店営業（自動車）
堺食衛第18011160号 ホテル　アゴーラリージェンシー大阪堺　魚・肉・処理室堺区戎島町４丁４５‐１ 平成30年9月25日 平成30年10月1日 令和6年9月30日 株式会社アゴーラホテルマネジメント堺 堺市堺区戎島町４丁４５‐１ 更新 飲食店営業
堺食衛第18011161号 オールデイダイニング＆ラウンジ　ザ・ループ堺区戎島町４丁４５‐１ 平成30年9月25日 平成30年10月1日 令和6年9月30日 株式会社アゴーラホテルマネジメント堺 堺市堺区戎島町４丁４５‐１ 更新 飲食店営業
堺食衛第18011162号 メインバー　フォースル 堺区戎島町４丁４５‐１ 平成30年9月25日 平成30年10月1日 令和6年9月30日 株式会社アゴーラホテルマネジメント堺 堺市堺区戎島町４丁４５‐１ 更新 飲食店営業
堺食衛第18011163号 ホテル　アゴーラリージェンシー大阪堺　２６階宴会場厨房堺区戎島町４丁４５‐１ 平成30年9月25日 平成30年10月1日 令和6年9月30日 株式会社アゴーラホテルマネジメント堺 堺市堺区戎島町４丁４５‐１ 更新 飲食店営業
堺食衛第18011164号 ホテル　アゴーラリージェンシー大阪堺　４階宴会場主厨房堺区戎島町４丁４５‐１ 平成30年9月25日 平成30年10月1日 令和6年9月30日 株式会社アゴーラホテルマネジメント堺 堺市堺区戎島町４丁４５‐１ 更新 飲食店営業
堺食衛第18011165号 日本料理なにわ　鉄板焼なにわ 堺区戎島町４丁４５‐１ 平成30年9月25日 平成30年10月1日 令和6年9月30日 株式会社アゴーラホテルマネジメント堺 堺市堺区戎島町４丁４５‐１ 更新 飲食店営業
堺食衛第18011166号 ラ・プリマ 堺区戎島町４丁４５‐１ 平成30年9月25日 平成30年10月1日 令和6年9月30日 株式会社アゴーラホテルマネジメント堺 堺市堺区戎島町４丁４５‐１ 更新 飲食店営業
堺食衛第18011167号 ホテル　アゴーラリージェンシー大阪堺　製パン室堺区戎島町４丁４５‐１ 平成30年9月25日 平成30年10月1日 令和6年9月30日 株式会社アゴーラホテルマネジメント堺 堺市堺区戎島町４丁４５‐１ 更新 菓子製造業
堺食衛第18011168号 ホテル　アゴーラリージェンシー大阪堺　製菓室堺区戎島町４丁４５‐１ 平成30年9月25日 平成30年10月1日 令和6年9月30日 株式会社アゴーラホテルマネジメント堺 堺市堺区戎島町４丁４５‐１ 更新 菓子製造業
堺食衛第18011169号 ホテル　アゴーラリージェンシー大阪堺　アイスクリーム室堺区戎島町４丁４５‐１ 平成30年9月25日 平成30年10月1日 令和6年9月30日 株式会社アゴーラホテルマネジメント堺 堺市堺区戎島町４丁４５‐１ 更新 アイスクリーム類製造業
堺食衛第18011170号 ホテル　アゴーラリージェンシー大阪堺　３階宴会場厨房堺区戎島町４丁４５‐１ 平成30年9月25日 平成30年10月1日 令和6年9月30日 株式会社アゴーラホテルマネジメント堺 堺市堺区戎島町４丁４５‐１ 更新 飲食店営業
堺食衛第18011171号 日本料理なにわ　懐石コーナー 堺区戎島町４丁４５‐１ 平成30年9月25日 平成30年10月1日 令和6年9月30日 株式会社アゴーラホテルマネジメント堺 堺市堺区戎島町４丁４５‐１ 更新 飲食店営業
堺食衛第18011172号 日本料理なにわ　寿司コーナー 堺区戎島町４丁４５‐１ 平成30年9月25日 平成30年10月1日 令和6年9月30日 株式会社アゴーラホテルマネジメント堺 堺市堺区戎島町４丁４５‐１ 更新 飲食店営業
堺食衛第18011173号 日本料理なにわ　鍋物コーナー 堺区戎島町４丁４５‐１ 平成30年9月25日 平成30年10月1日 令和6年9月30日 株式会社アゴーラホテルマネジメント堺 堺市堺区戎島町４丁４５‐１ 更新 飲食店営業
堺食衛第18011174号 中国料理　龍鳳 堺区戎島町４丁４５‐１ 平成30年9月25日 平成30年10月1日 令和6年9月30日 株式会社アゴーラホテルマネジメント堺 堺市堺区戎島町４丁４５‐１ 更新 飲食店営業
堺食衛第18011175号 エグゼクティブ　ラウンジ 堺区戎島町４丁４５‐１ 平成30年9月25日 平成30年10月1日 令和6年9月30日 株式会社アゴーラホテルマネジメント堺 堺市堺区戎島町４丁４５‐１ 更新 飲食店営業
堺食衛第18011151号 デイサービスソラスト堺石津川内厨房富士産業西区浜寺石津町中３丁２‐８ 平成30年9月25日 平成30年10月1日 令和6年9月30日 富士産業株式会社 東京都港区新橋５３２‐７ 更新 飲食店営業
堺食衛第18011142号 羽衣国際大学レストラン・カフェテリア 西区浜寺南町１丁８９‐１ 平成30年9月25日 平成30年10月1日 令和6年9月30日 株式会社日米クック 大阪府大阪市北区大淀中１丁目１７‐２２ 更新 飲食店営業
堺食衛第18011153号 ファミリーマート堺深井沢町店 中区深井沢町２７７‐２ 平成30年9月27日 平成30年9月27日 令和6年9月30日 株式会社Ｆプロデュースコーポレーション 和歌山県田辺市下万呂４６５－１０ 新規 飲食店営業
堺食衛第18011154号 ファミリーマート堺深井沢町店 中区深井沢町２７７‐２ 平成30年9月27日 平成30年9月27日 令和6年9月30日 株式会社Ｆプロデュースコーポレーション 和歌山県田辺市下万呂４６５－１０ 新規 菓子製造業
堺食衛第18011158号 堺泉北２号線食堂 中区毛穴町１５９‐１ 平成30年9月25日 平成30年10月1日 令和6年9月30日 株式会社フジオフードシステム 大阪府大阪市北区菅原町２‐１６ ＦＵＪＩＯ　ＢＬＤＧ 更新 飲食店営業
堺食衛第18011145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 大阪市生野区小路東３丁目１０－１３ 更新 魚介類販売業
堺食衛第18011147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 大阪市生野区小路東３丁目１０－１３ 更新 食肉販売業
堺食衛第18011141号 のらや 堺市内一円 平成30年9月25日 平成30年9月25日 令和5年9月30日 株式会社のらや 堺市西区鳳東町６丁６２０‐１ 新規 飲食店営業（露店）
堺食衛第18011149号 池カラ 堺市内一円 平成30年9月25日 平成30年9月25日 令和5年9月30日 株式会社ＪＥＮＮＹ 大阪府松原市天美我堂７丁目１－９ 新規 飲食店営業（自動車）
堺食衛第18011191号 ワンコインタクシー 中区新家町３１３ 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 東京都新宿区西新宿１丁目２４－１ 新規 喫茶店営業（自動販売機）
堺食衛第18011182号 ダルマ食堂 堺市内一円 平成30年9月26日 平成30年9月26日 令和5年9月30日 株式会社テアトロ 堺市北区長曽根町９ ライオンズマンションなかもず駅前２０４号 新規 飲食店営業（露店）
堺食衛第18011200号 社会福祉法人美木多園　特別養護老人ホーム美樹の園南区美木多上１２７７‐１ 平成30年9月27日 平成30年10月1日 令和6年9月30日 株式会社ニチダン 大阪府大阪市阿倍野区阪南町５丁目３‐５ 更新 飲食店営業
堺食衛第18011193号 株式会社崔さんのお店 堺市内一円 平成30年9月27日 平成30年9月27日 令和5年9月30日 株式会社崔さんのお店 大阪府泉佐野市住吉町２７－１３ 新規 飲食店営業（露店）
堺食衛第18011214号 ピザーラ堺東店　ビバパエリア堺東店 堺区向陵西町４丁５‐１７ フレンドビラ三国ヶ丘１Ｆ 平成30年10月23日 平成30年10月23日 令和6年10月31日 株式会社ＯＴＡ 兵庫県川西市湯山台２－１－３ 新規 飲食店営業
堺食衛第18011224号 ｎａｔｕｒ＋Ｎ．ＫＬＡＳＳ南海三国ヶ丘店 堺区向陵中町２丁７‐１ 平成30年10月3日 平成30年10月3日 令和6年10月31日 株式会社ナチュアファーム 京都府船井郡京丹波町和田前田２番地１ 新規 飲食店営業
堺食衛第18011218号 マロックス株式会社　大阪支店　休憩室西区築港新町３丁３８ 平成30年10月1日 平成30年11月1日 令和5年10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 更新 喫茶店営業（自動販売機）
堺食衛第18011233号 ピッコロ．カプリーチョ 堺区北瓦町２丁３‐８ 北條第２ビル１Ｆ 072-238-3000 平成30年10月3日 平成30年11月1日 令和6年10月31日 有限会社ピッコロ 堺市堺区北瓦町２丁３‐８ 北條第２ビル１Ｆ 更新 飲食店営業
堺食衛第18011231号 Ｖｅｇｅ　Ｈｕｇ　Ｂｕｒｇｅｒ 堺市内一円 平成30年10月3日 平成30年10月3日 令和5年10月31日 社会福祉法人大阪手をつなぐ育成会 大阪府大東市末広町１５‐６ 新規 飲食店営業（自動車）
堺食衛第18011235号 セントラルキッチン 堺区車之町西２丁１‐３０ 072-222-0131 平成30年10月4日 平成30年11月1日 令和6年10月31日 株式会社南海グリル 堺市堺区車之町西２丁１‐３０ 更新 そうざい製造業
堺食衛第18011240号 咲蔵 堺市内一円 平成30年10月5日 平成30年10月5日 令和5年10月31日 株式会社テクノ大徳 堺市西区浜寺石津町中１丁９‐１２ 新規 飲食店営業（露店）
堺食衛第18011241号 カフェアイ 堺区京町通１‐１１ 平成30年10月23日 平成30年10月23日 令和6年10月31日 アイ株式会社 堺市堺区京町通１‐１１ 新規 飲食店営業
堺食衛第18011247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30年10月31日 平成30年10月31日 令和6年10月31日 京屋ベネフィット株式会社 堺市西区浜寺船尾町西４丁５１６‐９ 新規 飲食店営業
堺食衛第18011248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30年10月31日 平成30年10月31日 令和6年10月31日 京屋ベネフィット株式会社 堺市西区浜寺船尾町西４丁５１６‐９ 新規 菓子製造業
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 堺市堺区大町東１丁１‐２ 新規 そうざい製造業
堺食衛第18011253号 肉バル　ＪＡＷＳ 中区深井沢町３１８２ 平成30年10月22日 平成30年10月22日 令和6年10月31日 株式会社つかさき商店 大阪府和泉市王子町３丁目６番３５号 新規 飲食店営業
堺食衛第18011242号 株式会社アグリサポート美馬 堺市内一円 平成30年10月12日 平成30年10月12日 令和5年10月31日 株式会社アグリサポート美馬 徳島県美馬市穴吹町三島字三谷２６８番地 新規 飲食店営業（露店）
堺食衛第18011244号 株式会社肥後丸乃屋 堺市内一円 平成30年10月12日 平成30年10月12日 令和5年10月31日 株式会社肥後丸乃屋 熊本県熊本市中央区本荘５丁目１３番１４号 新規 飲食店営業（露店）
堺食衛第18011245号 高田蒲鉾 堺市内一円 平成30年10月12日 平成30年10月12日 令和5年10月31日 有限会社高田蒲鉾 熊本県葦北郡芦北町大字花岡３０９－５４ 新規 飲食店営業（露店）
堺食衛第18011246号 ＲＩＣＨ　ＧＡＲＤＥＮ 堺市内一円 平成30年10月9日 平成30年10月9日 令和5年10月31日 株式会社アコードデザイン 愛知県名古屋市中区栄４丁目１６番２７号 新規 飲食店営業（露店）
堺食衛第18011257号 奥出雲玄米食堂井上　イオンモール堺北花田店北区東浅香山町４丁１‐１２ 平成30年10月25日 平成30年10月25日 令和6年10月31日 株式会社サンマルクホールディングス 岡山県岡山市北区平田１７３－１０４ 新規 飲食店営業
堺食衛第18011265号 堺みやざき館　ＫＯＮＮＥ 堺区車之町西２丁１‐３０ 072-222-0131 平成30年10月25日 平成30年10月25日 令和6年10月31日 株式会社南海グリル 堺市堺区車之町西２丁１‐３０ 新規 飲食店営業
堺食衛第18011264号 天ぷら　海ごこち　堺店 堺区栄橋町１丁７‐１１ 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Ｐｌｅａｓａｎｔ　Ｐｌａｃｅ 堺市中区深井沢町３４０７ 新規 飲食店営業
堺食衛第18011268号 エア．ウォーター株式会社　堺事業所 西区築港新町２丁６‐４０ 平成30年10月15日 平成30年10月15日 令和6年10月31日 浅田給食株式会社 大阪府八尾市竹渕１丁目２２２－３ 新規 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 東京都中央区銀座１丁目８‐１ 更新 飲食店営業
堺食衛第18011274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 東京都中央区銀座１丁目８‐１ 更新 菓子製造業
堺食衛第18011272号 喫茶　のあのあ 西区鳳南町５丁５９４‐１ 平成30年10月16日 平成30年10月16日 令和6年10月31日 社会医療法人同仁会 堺市堺区大仙西町６丁１８４‐２ 新規 飲食店営業
堺食衛第18011263号 天ぷら　海ごこち　深井店 中区深井沢町３４０７ 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Ｐｌｅａｓａｎｔ　Ｐｌａｃｅ 堺市中区深井沢町３４０７ 新規 飲食店営業
堺食衛第18011275号 アトリエ　コンフィチュール 中区深井清水町３４８３ レジデンス二反田　１０１号 平成30年10月12日 平成30年11月1日 令和6年10月31日 有限会社千総 堺市北区長曽根町１３０‐４２ さかい新事業創造センター１２１号 更新 ソース類製造業
堺食衛第18011269号 やまわけキッチン 南区茶山台２丁１ ２１棟３０２号 平成30年10月22日 平成30年10月22日 令和6年10月31日 特定非営利活動法人ＳＥＩＮ 大阪府堺市南区若松台１－３－５－１０１ 新規 飲食店営業
堺食衛第18011270号 やまわけキッチン 南区茶山台２丁１ ２１棟３０２号 平成30年10月22日 平成30年10月22日 令和6年10月31日 特定非営利活動法人ＳＥＩＮ 大阪府堺市南区若松台１－３－５－１０１ 新規 そうざい製造業
堺食衛第18011279号 一蓮家　堺東店 堺区北瓦町２丁１‐３１ キラク－１　１階 平成30年10月24日 平成30年10月24日 令和6年10月31日 株式会社ＭＡＤ 大阪府東大阪市渋川町２－１－２２ 新規 飲食店営業
堺食衛第18011290号 スナック　ゆうゆ 北区百舌鳥梅北町１丁１７‐２ 平成30年10月16日 平成30年11月1日 令和6年10月31日 伸拓産業株式会社 堺市北区百舌鳥梅北町１丁１７‐２ 更新 飲食店営業
堺食衛第18011287号 食楽鳳 西区上６０１‐２ １Ｆ 平成30年12月21日 平成30年12月21日 令和6年12月28日 ＧＷＪ株式会社 大阪府東大阪市足代新町２４－２１－３０９ 布施コープ２号館 新規 飲食店営業
堺食衛第18011296号 天ぷら店　大吉 堺区栄橋町２丁４‐２８ 堺魚市場内 平成30年10月25日 平成30年10月25日 令和6年10月31日 有限会社大吉 堺市堺区新在家町西４丁２‐６ 新規 飲食店営業
堺食衛第18011295号 ピザハット泉北店 南区豊田１２２４‐１ 泉北サンシャインビル 平成30年10月26日 平成30年10月26日 令和6年10月31日 株式会社シルトクレーテ 堺市南区三原台２丁７‐２ ヴューイスト泉ヶ丘８１６ 新規 飲食店営業
堺食衛第18011311号 快活ＣＬＵＢ　堺百舌鳥店 北区百舌鳥西之町３丁５３０ 平成30年10月18日 平成30年11月1日 令和6年10月31日 株式会社快活フロンティア 神奈川県横浜市都筑区北山田３丁目１‐５０ 更新 飲食店営業
堺食衛第18011310号 石津川保育園 西区浜寺石津町東３丁６‐２５ 平成30年10月18日 平成30年11月1日 令和6年10月31日 株式会社南テスティパル 堺市西区浜寺石津町西２丁７‐１０ 更新 飲食店営業
堺食衛第18011303号 野の花 西区鳳中町２丁５０‐２ 平成30年10月18日 平成30年11月1日 令和6年10月31日 社会福祉法人野のちから 堺市西区鳳中町２丁２３‐８６ 更新 飲食店営業
堺食衛第18011305号 株式会社コノミヤ　深井店 中区八田北町４６２‐１ 平成30年10月18日 平成30年11月1日 令和6年10月31日 株式会社コノミヤ 大阪府大阪市鶴見区今津南１丁目５‐３２ 更新 飲食店営業
堺食衛第18011306号 株式会社コノミヤ　深井店 中区八田北町４６２‐１ 平成30年10月18日 平成30年11月1日 令和6年10月31日 株式会社コノミヤ 大阪府大阪市鶴見区今津南１丁目５‐３２ 更新 菓子製造業
堺食衛第18011307号 株式会社コノミヤ　深井店 中区八田北町４６２‐１ 平成30年10月18日 平成30年11月1日 令和6年10月31日 株式会社コノミヤ 大阪府大阪市鶴見区今津南１丁目５‐３２ 更新 魚介類販売業
堺食衛第18011309号 株式会社コノミヤ　深井店 中区八田北町４６２‐１ 平成30年10月18日 平成30年11月1日 令和6年10月31日 株式会社コノミヤ 大阪府大阪市鶴見区今津南１丁目５‐３２ 更新 食肉販売業
堺食衛第18011297号 たこ焼き　たつま 堺市内一円 平成30年10月18日 平成30年10月18日 令和5年10月31日 株式会社ＭＴＮ　Ｃｒｅｎａｔｉｏｎ 大阪府大阪市西区新町１丁目２番１３号 新規 飲食店営業（露店）
堺食衛第18011316号 ＬＩＦＥＤＥＬＩ　石津 堺区石津町３丁１４‐５４ 平成30年10月29日 平成30年10月29日 令和6年10月31日 株式会社ビオネスト 兵庫県神戸市中央区御幸通２丁目１‐６ 新規 飲食店営業
堺食衛第18011333号 ＢＬＡＮＣ　ｃｏｆｆｅｅｓｔａｎｄ 堺区中之町西１丁１‐７ 西野ビル１Ｆ 平成30年10月23日 平成30年10月23日 令和6年10月31日 株式会社ｐｉｃｃｈｉｏ 堺市南区若松台３丁３０‐５ 新規 飲食店営業
堺食衛第18011332号 シュガーショップ 西区築港新町３丁１６ コスモ石油内 平成30年10月31日 平成30年10月31日 令和6年10月31日 株式会社サトウ 堺市堺区甲斐町西３丁１‐１０ 新規 飲食店営業
堺食衛第18011326号 日本マクドナルド株式会社大庭寺店 南区大庭寺８３０ 平成30年10月22日 平成30年11月1日 令和6年10月31日 日本マクドナルド株式会社 東京都新宿区西新宿６丁目５‐１ 新宿アイランドタワー３８階、３９階、４０階 更新 アイスクリーム類製造業
堺食衛第18011335号 不二家　アンディ泉北店 中区小阪２７０ 平成30年10月23日 平成30年12月1日 令和6年11月30日 泉北ビル株式会社 堺市中区小阪２７０ 更新 菓子製造業
堺食衛第18011336号 不二家　アンディ泉北店 中区小阪２７０ 平成30年10月23日 平成30年12月1日 令和6年11月30日 泉北ビル株式会社 堺市中区小阪２７０ 更新 アイスクリーム類製造業
堺食衛第18011347号 串家物語　イオンモール　堺北花田店 北区東浅香山町４丁１‐１２ ４Ｆ 平成30年10月24日 平成30年11月1日 令和6年10月31日 株式会社フジオフードシステム 大阪府大阪市北区菅原町２‐１６ ＦＵＪＩＯ　ＢＬＤＧ 更新 飲食店営業
堺食衛第18011346号 堺浜寺食堂 西区浜寺南町３丁３‐３ 平成30年10月24日 平成30年11月1日 令和6年10月31日 株式会社フジオフードシステム 大阪府大阪市北区菅原町２‐１６ ＦＵＪＩＯ　ＢＬＤＧ 更新 飲食店営業
堺食衛第18011350号 ナチュラルガーデン 中区深井水池町３２７０ 072-270-8510 平成30年10月29日 平成30年10月29日 令和6年10月31日 株式会社セルビスサービス 堺市堺区市之町東５丁２‐７ 新規 そうざい製造業
堺食衛第18011348号 堺美原食堂 美原区北余部４７０‐１ 平成30年10月24日 平成30年11月1日 令和6年10月31日 株式会社フジオフードシステム 大阪府大阪市北区菅原町２‐１６ ＦＵＪＩＯ　ＢＬＤＧ 更新 飲食店営業
堺食衛第18011360号 ワイン酒場Ｒｉｎｏ 堺市内一円 平成30年11月1日 平成30年11月1日 令和5年10月31日 株式会社ライノス 堺市北区中百舌鳥町２丁８３ キラリ８－１ビル２０３ 新規 飲食店営業（露店）
堺食衛第18011362号 こぺてりあ　堺東銀座通り店 堺区北瓦町２丁１‐２６ 平成30年10月26日 平成30年10月26日 令和6年10月31日 株式会社Ｔ’ｓインベストメント 大阪府大阪市住吉区帝塚山中３丁目５番１９号 新規 飲食店営業
堺食衛第18011363号 こぺてりあ　堺東銀座通り店 堺区北瓦町２丁１‐２６ 平成30年10月26日 平成30年10月26日 令和6年10月31日 株式会社Ｔ’ｓインベストメント 大阪府大阪市住吉区帝塚山中３丁目５番１９号 新規 菓子製造業
堺食衛第18011367号 こぶくろ食堂 北区北長尾町２丁１‐２６ 第一新興ビル内１１号室 平成30年10月25日 平成30年11月1日 令和6年10月31日 株式会社ＧＯＡＬ 堺市北区北長尾町２丁１‐２６ 第一新興ビル内１１号室 更新 飲食店営業
堺食衛第18011375号 もず野 北区長曽根町３０８４‐１５ 平成30年11月15日 平成30年11月15日 令和6年11月30日 丸三住宅株式会社 大阪府松原市天美我堂７丁目４３４番 新規 飲食店営業
堺食衛第18011381号 富士産業かみいし厨房 堺区神石市之町１４‐１３ 平成30年10月29日 平成30年11月1日 令和6年10月31日 富士産業株式会社 東京都港区新橋５丁目３２‐７ ＦⅠビル 更新 飲食店営業
堺食衛第18011385号 ＣＥＬＩＡ　ＨＯＵＳＥ　ＣＥＬＩＡ　ＭＥＡＴ 西区浜寺石津町西２丁３‐１１ 072-247-2885 平成30年10月29日 平成30年11月1日 令和6年10月31日 株式会社セリア 堺市西区浜寺石津町西２丁３‐１１ 更新 食肉処理業
堺食衛第18011390号 小泉製作所　事務所前（ＣＣＷ受託） 堺区鉄砲町１８ 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 大阪市西区南堀江４丁目２５－２４ 更新 喫茶店営業（自動販売機）
堺食衛第18011407号 海ごこち　堺駅前店　 堺区栄橋町１丁４５ 平成31年1月25日 平成31年1月25日 令和7年1月31日 株式会社Ｐｌｅａｓａｎｔ　Ｐｌａｃｅ 堺市中区深井沢町３４０７ 新規 飲食店営業
堺食衛第18011410号 マクドナルドハンバーガー　百舌鳥店 北区百舌鳥西之町２丁５２６ 平成30年10月31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 堺市北区新金岡町５丁３‐１０１‐２０１ 更新 アイスクリーム類製造業
堺食衛第18011408号 かつや　堺大野芝店 中区大野芝町１２３ 平成30年10月31日 平成30年10月31日 令和6年10月31日 サト・アークランドフードサービス株式会社 大阪府大阪市中央区安土町２丁目３‐１３ 大阪国際ビルディング３０階 新規 飲食店営業
堺食衛第18011412号 ラーメンまこと屋　堺新家町店 中区新家町５８６‐２ 平成30年11月7日 平成30年11月7日 令和6年11月30日 株式会社マコトフードサービス 大阪府大阪市福島区吉野５丁目４－２３ 新規 飲食店営業
堺食衛第18011420号 ジョリーパスタ三宝町店 堺区三宝町４丁２６３‐１ 平成30年11月2日 平成30年12月1日 令和6年11月30日 株式会社ジョリーパスタ 東京都港区港南２丁目１８‐１ 更新 飲食店営業
堺食衛第18011425号 よつば珈琲 中区深井中町３２８３ 平成30年11月5日 平成30年12月1日 令和6年11月30日 泉北ホーム株式会社 堺市中区深井中町３２１１ 更新 飲食店営業
堺食衛第18011426号 よつば珈琲 中区深井中町３２８３ 平成30年11月5日 平成30年12月1日 令和6年11月30日 泉北ホーム株式会社 堺市中区深井中町３２１１ 更新 菓子製造業
堺食衛第18011423号 日本マクドナルド株式会社泉北イズミヤ店中区小阪２７０ イズミヤ泉北店２階 072-276-1075 平成30年11月5日 平成30年12月1日 令和6年11月30日 日本マクドナルド株式会社 東京都新宿区西新宿６丁目５‐１ 更新 アイスクリーム類製造業
堺食衛第18011431号 紀陽銀行　堺支店 堺区市之町東１丁１‐１０ 平成30年11月6日 平成30年12月1日 令和6年11月30日 株式会社ニチダン 大阪府大阪市阿倍野区阪南町５丁目３‐５ 更新 飲食店営業
堺食衛第18011446号 ２階北側厨房 堺区三国ヶ丘御幸通５９ 072-238-1101 平成30年11月7日 平成30年12月1日 令和6年11月30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 更新 飲食店営業
堺食衛第18011443号 しゃぶ扇 堺区三国ヶ丘御幸通５９ 平成30年11月7日 平成30年12月1日 令和6年11月30日 有限会社センエイ 大阪府大阪市淀川区田川３丁目１‐３７ 513 更新 飲食店営業
堺食衛第18011444号 株式会社ダイエー北野田店　魚屋の寿し東区丈六１８３‐１８ 072-234-3811 平成30年11月7日 平成30年12月1日 令和6年11月30日 株式会社ダイエー 神戸市中央区港島中町４丁目１‐１ 更新 飲食店営業
堺食衛第18011445号 株式会社ダイエー北野田店　焼魚コーナー東区丈六１８３‐１８ 072-234-3811 平成30年11月7日 平成30年12月1日 令和6年11月30日 株式会社ダイエー 神戸市中央区港島中町４丁目１‐１ 更新 飲食店営業
堺食衛第18011450号 マクドナルド堺黒土店 北区黒土町３００２‐２０ 072-256-0051 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 堺市北区新金岡町５丁３‐１０１‐２０１ 更新 アイスクリーム類製造業
堺食衛第18011448号 味千拉麺 堺市内一円 平成30年11月8日 平成30年11月8日 令和5年11月30日 重光産業株式会社 熊本県菊池郡菊陽町辛川４４８ 新規 飲食店営業（露店）
堺食衛第18011458号 永大産業堺店 西区築港新町２丁 平成30年11月9日 平成30年12月1日 令和6年11月30日 ハーベスト株式会社 神奈川県横浜市保土ヶ谷区岩間町２丁目１２０ 更新 飲食店営業
堺食衛第18011463号 日本マクドナルド株式会社　堺インターホームセンターダイキ店西区太平寺７１１‐１ 平成30年11月9日 平成30年12月1日 令和6年11月30日 日本マクドナルド株式会社 東京都新宿区新宿６丁目５－１ 更新 飲食店営業
堺食衛第18011464号 日本マクドナルド株式会社　堺インターホームセンターダイキ店西区太平寺７１１‐１ 平成30年11月9日 平成30年12月1日 令和6年11月30日 日本マクドナルド株式会社 東京都新宿区新宿６丁目５－１ 更新 アイスクリーム類製造業
堺食衛第18011456号 焼肉　味楽 中区八田北町３２９‐１ 平成30年11月9日 平成30年12月1日 令和6年11月30日 有限会社味楽 堺市中区八田北町３２９－１ 更新 飲食店営業
堺食衛第18011457号 焼肉　味楽 中区八田北町３２９‐１ 平成30年11月9日 平成30年12月1日 令和6年11月30日 有限会社味楽 堺市中区八田北町３２９－１ 更新 食肉販売業
堺食衛第18011453号 呑み処　なおちゃん 南区宮山台４丁７‐５ 平成30年11月27日 平成30年11月27日 令和6年11月30日 株式会社千愛 堺市南区和田３６６‐１３ 新規 飲食店営業
堺食衛第18011451号 エルマーズグリーン　コーヒー＆ベイクス堺市内一円 平成30年11月9日 平成30年11月9日 令和5年11月30日 株式会社カフーツ 東京都世田谷区玉川３丁目９－７ 新規 飲食店営業（露店）
堺食衛第18011452号 天草海まる 堺市内一円 平成30年11月9日 平成30年11月9日 令和5年11月30日 株式会社天草海食まるけん 熊本県熊本市南区南高江３丁目４－３ 新規 飲食店営業（露店）
堺食衛第18011477号 特別養護老人ホーム　くみのき苑　しらさぎ東区白鷺町３丁１８‐１７ 平成30年11月13日 平成30年11月13日 令和6年11月30日 社会福祉法人ラポール会 大阪府大阪狭山市東茱萸木４丁目１９７７番地 新規 そうざい製造業
堺食衛第18011476号 ほっともっと　美原おわい店 美原区大饗３４６‐１ 平成30年11月13日 平成30年11月13日 令和6年11月30日 株式会社エスカルゴ 兵庫県三田市天神２丁目２－１ ３０１号 新規 飲食店営業
堺食衛第18011478号 堺区桜之町西１丁３‐１６ 平成30年11月20日 平成30年11月20日 令和6年11月30日 株式会社一花 大阪府泉佐野市栄町６番５号 新規 飲食店営業
堺食衛第18011481号 マクドナルド光明池店 南区鴨谷台２丁１‐３ 平成30年11月14日 平成30年12月1日 令和6年11月30日 株式会社フルライフ 堺市南区鴨谷台２丁１－３ 更新 アイスクリーム類製造業



堺食衛第18011479号 上島珈琲貿易株式会社 堺市内一円 平成30年11月14日 平成30年11月14日 令和5年11月30日 上島珈琲貿易株式会社 堺市美原区太井１２２‐１ 新規 喫茶店営業（露店）
堺食衛第18011483号 フィオレヴィータ堺 堺区海山町３丁１５４‐４ 平成30年11月19日 平成30年11月19日 令和6年11月30日 株式会社ケアプラス 兵庫県伊丹市高台１丁目１ 新規 飲食店営業
堺食衛第18011490号 カラオケ　３０４　堺東店 堺区中瓦町２丁３‐２９ 瓦町ウエノビル７．８Ｆ 平成30年11月20日 平成30年11月20日 令和6年11月30日 株式会社ピクシー 大阪府池田市豊島南２丁目４－１６ 103 新規 飲食店営業
堺食衛第18011493号 いってつ 西区山田３丁１０６３‐１ 072-275-2911 平成30年11月16日 平成30年12月1日 令和6年11月30日 株式会社イデアプラス 大阪府大阪市中央区南本町２丁目３‐８ 更新 飲食店営業
堺食衛第18011497号 ＫＩＣＨＩＲＩ堺東駅前店 堺区中瓦町２丁２‐５ イガクニビル 平成30年11月20日 平成30年12月1日 令和6年11月30日 株式会社ＫＩＣＨＩＲＩ 東京都渋谷区渋谷一丁目１７番２号 更新 飲食店営業
堺食衛第18011504号 備長炭焼鳥　和鶏屋 堺区北瓦町２丁２‐９ 南栄ビル１Ｆ 平成30年11月21日 平成30年11月21日 令和6年11月30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
堺食衛第18011502号 生活協同組合エスコープ大阪 堺市内一円 平成30年11月21日 平成30年11月21日 令和5年11月30日 生活協同組合エスコープ大阪 堺市南区小代７２７ 新規 飲食店営業（露店）
堺食衛第18011503号 生活協同組合エスコープ大阪 堺市内一円 平成30年11月21日 平成30年11月21日 令和5年11月30日 生活協同組合エスコープ大阪 堺市南区小代７２７ 新規 菓子製造業（露店）
堺食衛第18011505号 支那そば　三八 堺市内一円 平成30年11月21日 平成30年11月21日 令和5年11月30日 有限会社三八 徳島県鳴門市撫養町弁財天字本町２８－１ 新規 飲食店営業（露店）
堺食衛第18011513号 株式会社ＵＳＤ 堺市内一円 平成30年11月22日 平成30年11月22日 令和5年11月30日 株式会社ＵＳＤ 大阪府大阪市浪速区桜川１丁目６－４ ロータリー難波６０３号 新規 菓子製造業（自動車）
堺食衛第18011526号 パン工房　サカグチ 南区御池台３丁１‐１８ 平成30年11月26日 平成30年12月29日 令和6年12月28日 有限会社坂口商店 堺市南区御池台３丁１‐１８ 更新 菓子製造業
堺食衛第18011521号 酒の大樹　堺市　自販機コーナー（ＣＣＷ単受）南区桃山台３丁１‐１６ 平成30年11月26日 平成30年11月26日 令和5年11月30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 喫茶店営業（自動販売機）
堺食衛第18011520号 株式会社ニッコクトラスト 堺市内一円 平成30年11月26日 平成30年11月26日 令和5年11月30日 株式会社ニッコクトラスト 東京都中央区日本橋堀留町２丁目４‐３ 新規 飲食店営業（自動車）
堺食衛第18011524号 あなごにて候　海昇 堺市内一円 平成30年11月26日 平成30年11月26日 令和5年11月30日 株式会社海昇活魚 兵庫県神戸市須磨区妙法寺字高取山１－１５７ 新規 飲食店営業（露店）
堺食衛第18011536号 ダイエー堺店　寿司コーナー 堺区山本町１丁１８‐１ 平成30年11月27日 平成30年12月1日 令和6年11月30日 株式会社ダイエー 兵庫県神戸市中央区港島中町４丁目１－１ 更新 飲食店営業
堺食衛第18011537号 ダイエー堺店　そう菜コーナー 堺区山本町１丁１８‐１ 平成30年11月27日 平成30年12月1日 令和6年11月30日 株式会社ダイエー 兵庫県神戸市中央区港島中町４丁目１－１ 更新 飲食店営業
堺食衛第18011538号 ダイエー堺店 堺区山本町１丁１８‐１ 平成30年11月27日 平成30年12月1日 令和6年11月30日 株式会社ダイエー 兵庫県神戸市中央区港島中町４丁目１－１ 更新 菓子製造業
堺食衛第18011539号 ダイエー堺店 堺区山本町１丁１８‐１ 平成30年11月27日 平成30年12月1日 令和6年11月30日 株式会社ダイエー 兵庫県神戸市中央区港島中町４丁目１－１ 更新 魚介類販売業
堺食衛第18011541号 ダイエー堺店 堺区山本町１丁１８‐１ 平成30年11月27日 平成30年12月1日 令和6年11月30日 株式会社ダイエー 兵庫県神戸市中央区港島中町４丁目１－１ 更新 食肉販売業
堺食衛第18011546号 祥福の湯 西区浜寺船尾町東３丁３０１ 平成30年11月27日 平成30年12月29日 令和6年12月28日 株式会社祥福企画 堺市西区浜寺船尾町東３丁３０１ 更新 飲食店営業
堺食衛第18011547号 祥福の湯 西区浜寺船尾町東３丁３０１ 平成30年11月27日 平成30年12月29日 令和6年12月28日 株式会社祥福企画 堺市西区浜寺船尾町東３丁３０１ 更新 アイスクリーム類製造業
堺食衛第18011543号 ソシオフードサービス朝日プリンテック堺工場中区八田寺町５００‐５ 平成30年11月27日 平成30年12月29日 令和6年12月28日 ソシオフードサービス株式会社 東京都港区芝４－１３－３ ＰＭＯ田町東１０Ｆ 更新 飲食店営業
堺食衛第18011542号 丸源ラーメン泉北店 南区和田４０ 平成30年11月27日 平成30年12月29日 令和6年12月28日 株式会社サンパーク 大阪府吹田市岸部北５－１１－１ 更新 飲食店営業
堺食衛第18011533号 泉州なにわ黒牛 堺市内一円 平成30年11月27日 平成30年11月27日 令和5年11月30日 株式会社Ｓｐｅｃｉａｌ　Ｆｏｏｄ．Ｊ 大阪府阪南市下出４２－３ 新規 飲食店営業（露店）
堺食衛第18011550号 いきなり！ステーキイオンモール堺鉄砲町店堺区鉄砲町１ 平成30年12月7日 平成30年12月7日 令和6年12月28日 株式会社ペッパーフードサービス 東京都墨田区太平４－１－３ オリナスタワー１７Ｆ 新規 飲食店営業
堺食衛第18011552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 大阪府大阪市生野区小路東３丁目１０‐１３ 更新 魚介類販売業
堺食衛第18011555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 大阪府大阪市生野区小路東３丁目１０‐１３ 更新 食肉販売業
堺食衛第18011556号 サンプラザ堺丹南物流センター 美原区真福寺２４０ 平成30年11月29日 平成30年12月29日 令和6年12月28日 株式会社サンエッセン 大阪府羽曳野市誉田３丁目３‐１５ 更新 食肉処理業
堺食衛第18011565号 珈琲屋　らんぷ　堺店 堺区高須町１丁１‐５０ 平成30年12月10日 平成30年12月10日 令和6年12月28日 株式会社ジェイ・アート 岐阜県大垣市郭町東２－１５ 新規 飲食店営業
堺食衛第18011569号 堺臨海生コン株式会社　食堂　（ＣＣＷ受託）西区築港新町１丁５‐１ 平成30年11月30日 平成30年12月29日 令和5年12月28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 更新 喫茶店営業（自動販売機）
堺食衛第18011574号 ケーキハウスリバージュ津久野店 西区神野町３丁１‐１１ 072-275-0144 平成30年11月30日 平成30年12月1日 令和6年11月30日 株式会社マツヒサ 堺市西区鳳西町１丁７８‐９ 更新 アイスクリーム類製造業
堺食衛第18011583号 ステーキハウス　じりゅう 堺区北瓦町２丁３‐２３ 第１駅前ビル３Ｆ 平成30年12月3日 平成30年12月29日 令和6年12月28日 株式会社じりゅう 堺市堺区北瓦町２丁３‐２３ 更新 飲食店営業
堺食衛第18011588号 旬彩食だんらん　堺泉北店 南区豊田８２５ 平成30年12月4日 平成30年12月29日 令和6年12月28日 株式会社フラット・フィールド・オペレーションズ 大阪府泉大津市我孫子１２９ 更新 飲食店営業
堺食衛第18011592号 公益社会館　津久野 西区津久野町１丁１１‐６ 平成30年12月11日 平成30年12月11日 令和6年12月28日 エクセル・サポート・サービス株式会社 大阪府大阪市中央区北浜２丁目６－１１ 新規 飲食店営業
堺食衛第18011595号 ジャンボカラオケ広場　深井駅前店 中区深井沢町３２３４ 平成30年12月28日 平成30年12月28日 令和6年12月28日 有限会社ジャンカラ堺 堺市堺区中瓦町２丁１‐１１ 新規 飲食店営業
堺食衛第18011604号 新和ゴルフセンター　堺　２Ｆ（ＣＣＷ単受）北区金岡町１９３７ 平成30年12月7日 平成30年12月7日 令和5年12月28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 喫茶店営業（自動販売機）
堺食衛第18011596号 ＭＯＫＵ 中区東山３４５ 平成30年12月7日 平成30年12月29日 令和6年12月28日 ラトリエ株式会社 堺市中区東山３４５ 更新 飲食店営業
堺食衛第18011601号 モスバーガー 堺市内一円 平成30年12月7日 平成30年12月7日 令和5年12月28日 株式会社コウヨウフーズ 堺市南区御池台２丁４‐１２４ 新規 飲食店営業（露店）
堺食衛第18011613号 なか卯　北花田店 北区北花田町２丁４‐１ 平成30年12月10日 平成30年12月29日 令和6年12月28日 株式会社なか卯 東京都港区港南２丁目１８‐１ 更新 飲食店営業
堺食衛第18011611号 さかい大谷漁港 北区中百舌鳥町３丁３５８‐１ 平成30年12月10日 平成30年12月29日 令和6年12月28日 株式会社ＴＯＲＩＫＯ 堺市北区中百舌鳥町３丁３５８‐１ 更新 飲食店営業
堺食衛第18011605号 松源北条店 西区北条町２丁２１‐８ 072-281-6121 平成31年2月21日 平成31年2月21日 令和7年2月28日 株式会社松源 和歌山県和歌山市田屋１３８番地 新規 飲食店営業
堺食衛第18011606号 松源北条店 西区北条町２丁２１‐８ 072-281-6121 平成31年2月21日 平成31年2月21日 令和7年2月28日 株式会社松源 和歌山県和歌山市田屋１３８番地 新規 菓子製造業
堺食衛第18011610号 そらうみ 堺市内一円 平成30年12月10日 平成30年12月10日 令和5年12月28日 株式会社智泉 大阪府泉大津市昭和町１０－１７ 新規 飲食店営業（露店）
堺食衛第18011621号 ドミノ・ピザ　上野芝町店 北区東上野芝町２丁５４８‐１ 平成31年1月15日 平成31年1月15日 令和7年1月31日 株式会社ドミノ・ピザ　ジャパン 東京都千代田区岩本町１丁目１０－３ 新規 飲食店営業
堺食衛第18011622号 ドミノ・ピザ　上野芝町店 北区東上野芝町２丁５４８‐１ 平成31年1月15日 平成31年1月15日 令和7年1月31日 株式会社ドミノ・ピザ　ジャパン 東京都千代田区岩本町１丁目１０－３ 新規 菓子製造業
堺食衛第18011633号 ひなぎくこども園 南区庭代台２丁９‐３８ 平成30年12月13日 平成30年12月13日 令和6年12月28日 株式会社マルワ 大阪府東大阪市新家３丁目９－３１ 新規 飲食店営業
堺食衛第18011646号 大衆肴天ぷら　娯楽 堺区北瓦町２丁３‐２３ 駅前ダイイチビル２Ｆ 平成30年12月18日 平成30年12月18日 令和6年12月28日 株式会社ｏｎ　ｒｅｔｕｒｎ 堺市堺区中瓦町２丁３‐１０ 新規 飲食店営業
堺食衛第18011644号 Ｙショップ近畿中央呼吸器センター店 北区長曽根町１１８０ 近畿中央呼吸器センター内 平成30年12月18日 平成30年12月18日 令和5年12月28日 シップヘルスケアフード株式会社 大阪府吹田市春日４丁目１３‐１５ 新規 喫茶店営業（自動販売機）
堺食衛第18011647号 配食のふれ愛　堺深井店 中区深井清水町３３９５ １Ｆ 平成30年12月20日 平成30年12月20日 令和6年12月28日 株式会社さくらネクスト 堺市中区深井清水町３３９５ １Ｆ 新規 飲食店営業
堺食衛第18011639号 ファミリーマート栂・美木多駅前店 南区原山台２丁１‐２ 平成30年12月14日 平成30年12月29日 令和6年12月28日 株式会社泉北プランニング 堺市南区美木多上９５１‐１２ 更新 飲食店営業
堺食衛第18011649号 株式会社スーパーサンエー　大美野店（惣菜）東区大美野１７０‐３ 072-230-3080 平成30年12月17日 平成30年12月29日 令和6年12月28日 株式会社スーパーサンエー 大阪府岸和田市大町４７５ 更新 飲食店営業
堺食衛第18011650号 株式会社スーパーサンエー　大美野店（鮮魚・すし）東区大美野１７０‐３ 072-230-3080 平成30年12月17日 平成30年12月29日 令和6年12月28日 株式会社スーパーサンエー 大阪府岸和田市大町４７５ 更新 飲食店営業
堺食衛第18011651号 株式会社スーパーサンエー　大美野店 東区大美野１７０‐３ 072-230-3080 平成30年12月17日 平成30年12月29日 令和6年12月28日 株式会社スーパーサンエー 大阪府岸和田市大町４７５ 更新 魚介類販売業
堺食衛第18011653号 株式会社スーパーサンエー　大美野店 東区大美野１７０‐３ 072-230-3080 平成30年12月17日 平成30年12月29日 令和6年12月28日 株式会社スーパーサンエー 大阪府岸和田市大町４７５ 更新 食肉販売業
堺食衛第18011654号 ＴＯＨＯシネマズ泉北１Ｆ 南区原山台５丁９‐５ アクロスモール泉北 平成30年12月17日 平成30年12月29日 令和6年12月28日 ＴＯＨＯシネマズ株式会社 東京都千代田区有楽町１丁目２‐２ 更新 飲食店営業
堺食衛第18011655号 ＴＯＨＯシネマズ泉北２Ｆ 南区原山台５丁９‐５ アクロスモール泉北 平成30年12月17日 平成30年12月29日 令和6年12月28日 ＴＯＨＯシネマズ株式会社 東京都千代田区有楽町１丁目２‐２ 更新 飲食店営業
堺食衛第18011660号 自然食カフェＧＲＡＮ 堺区南三国ヶ丘町１丁１‐１７ 平成30年12月20日 平成30年12月20日 令和6年12月28日 株式会社零 大阪府大阪市中央区谷町３丁目７－２ １００２号 新規 飲食店営業
堺食衛第18011661号 グランの食堂 堺区協和町４丁４６５ 耳原総合病院１Ｆ 平成30年12月20日 平成30年12月20日 令和6年12月28日 株式会社零 大阪府大阪市中央区谷町３丁目７－２ １００２号 新規 飲食店営業
堺食衛第18011664号 ニューライフ鳳　内厨房　株式会社日本シルバー食品西区上５４０‐１ 平成30年12月18日 平成30年12月29日 令和6年12月28日 株式会社日本シルバー食品 大阪府大阪市中央区内本町２丁目４‐１６ オフィスポート内本町２階 更新 飲食店営業
堺食衛第18011667号 たもん庵　津久野店 西区下田町２０‐１ イトーヨーカドー　１Ｆ 平成30年12月19日 平成30年12月29日 令和6年12月28日 株式会社瀬戸うどん 東京都港区港南２丁目１８‐１ 更新 飲食店営業
堺食衛第18011682号 デイサービスセンター雅老園 堺区楠町２丁１‐２０ 平成30年12月21日 平成30年12月29日 令和6年12月28日 淀川食品株式会社 大阪府大阪市淀川区三津屋中１丁１‐２ 更新 飲食店営業
堺食衛第18011684号 日本マクドナルド株式会社泉北２号堺上店中区毛穴町９２‐１ 平成30年12月21日 平成30年12月29日 令和6年12月28日 日本マクドナルド株式会社 東京都新宿区西新宿６丁目５－１ 更新 アイスクリーム類製造業
堺食衛第18011691号 マックスバリュ泉北晴美台店 南区晴美台１丁３０‐７ 072-291-8851 平成30年12月25日 平成30年12月29日 令和6年12月28日 株式会社光洋 大阪府大阪市北区天神橋２丁目３－１６ 更新 飲食店営業
堺食衛第18011694号 三菱マテリアル堺工場 西区築港新町３丁１‐９ 平成31年1月11日 平成31年1月11日 令和7年1月31日 株式会社ニッコクトラスト 東京都中央区日本橋堀留町２丁目４‐３ 新規 飲食店営業
堺食衛第18011719号 ごちそう村　堺なかもず店 北区金岡町１３８２‐１ 6 平成30年12月27日 平成31年2月1日 令和7年1月31日 株式会社入船 兵庫県高砂市高砂町横町１０３３ 更新 飲食店営業
堺食衛第18011713号 竹粋亭鳳店 西区鳳東町５丁５０８‐２ 072-260-5500 平成30年12月27日 平成31年2月1日 令和7年1月31日 株式会社元祖たこ昌 大阪府大阪市中央区道頓堀１丁目４‐１５ 更新 飲食店営業
堺食衛第18011714号 たこ昌鳳工場 西区鳳東町５丁５０８‐２ 072-260-5500 平成30年12月27日 平成31年2月1日 令和7年1月31日 株式会社元祖たこ昌 大阪府大阪市中央区道頓堀１丁目４‐１５ 更新 食品の冷凍又は冷蔵業
堺食衛第18011728号 なな菜　堺東ロータリー店 堺区三国ヶ丘御幸通３９ 平成31年1月30日 平成31年1月30日 令和7年1月31日 アークフーズ株式会社 堺市北区新金岡町２丁５‐８ 209 新規 飲食店営業
堺食衛第18011724号 ホテルリバティプラザ　ゴールドルーム 堺区翁橋町１丁９９ 平成30年12月28日 平成30年12月29日 令和6年12月28日 株式会社コンセルジュ 堺市堺区翁橋町１丁９９ 更新 飲食店営業
堺食衛第18011725号 ホテルリバティプラザ　シルバールーム　扇の間堺区翁橋町１丁９９ 平成30年12月28日 平成30年12月29日 令和6年12月28日 株式会社コンセルジュ 堺市堺区翁橋町１丁９９ 更新 飲食店営業
堺食衛第18011720号 八百旬 堺区大浜北町２丁２‐８ 平成30年12月28日 平成30年12月29日 令和6年12月28日 株式会社八百旬 堺市堺区柏木町１丁１－４０ 更新 飲食店営業
堺食衛第18011723号 八百旬 堺区大浜北町２丁２‐８ 平成30年12月28日 平成30年12月29日 令和6年12月28日 株式会社八百旬 堺市堺区柏木町１丁１－４０ 更新 食肉販売業
堺食衛第18011735号 浜寺ロングゴルフ　堺　２Ｆ打席（ＣＣＷ単受）西区浜寺船尾町西１丁１１ 平成31年1月7日 平成31年1月7日 令和6年1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 喫茶店営業（自動販売機）
堺食衛第18011741号 海鮮屋台　おくまん　三国ヶ丘店 堺区向陵中町２丁５‐１０ 平成31年1月15日 平成31年1月15日 令和7年1月31日 株式会社こうむら 大阪府大阪市北区中崎西１丁目４－２２ 新規 飲食店営業
堺食衛第18011745号 株式会社スーパーサンエー　新檜尾台店南区新檜尾台３丁６‐１ 平成31年1月8日 平成31年2月1日 令和7年1月31日 株式会社スーパーサンエー 大阪府岸和田市大町４７５ 更新 飲食店営業
堺食衛第18011746号 株式会社スーパーサンエー　新檜尾台店南区新檜尾台３丁６‐１ 平成31年1月8日 平成31年2月1日 令和7年1月31日 株式会社スーパーサンエー 大阪府岸和田市大町４７５ 更新 飲食店営業
堺食衛第18011747号 株式会社スーパーサンエー　新檜尾台店南区新檜尾台３丁６‐１ 平成31年1月8日 平成31年2月1日 令和7年1月31日 株式会社スーパーサンエー 大阪府岸和田市大町４７５ 更新 魚介類販売業
堺食衛第18011749号 株式会社スーパーサンエー　新檜尾台店南区新檜尾台３丁６‐１ 平成31年1月8日 平成31年2月1日 令和7年1月31日 株式会社スーパーサンエー 大阪府岸和田市大町４７５ 更新 食肉販売業
堺食衛第18011761号 全国キャラバン　フードトラック 堺市内一円 平成31年1月10日 平成31年2月1日 令和6年1月31日 株式会社魚国総本社 大阪府大阪市中央区道修町１丁目６‐１９ 更新 飲食店営業（自動車）
堺食衛第18011762号 乃が美　はなれ　堺東店 堺区中瓦町１丁４‐２０ 松本ビル１Ｆ 平成31年1月16日 平成31年1月16日 令和7年1月31日 株式会社パンタシア 堺市堺区中瓦町１丁４‐２０ 松本ビル１Ｆ 新規 菓子製造業
堺食衛第18011776号 株式会社サイゼリヤベルマージュ堺店 堺区田出井町１‐１ ベルマージュ堺４階 平成31年1月15日 平成31年2月1日 令和7年1月31日 株式会社サイゼリヤ 埼玉県吉川市旭２－５ 更新 飲食店営業
堺食衛第18011769号 ほっともっと堺大仙中町店 堺区大仙中町７‐９ 平成31年1月25日 平成31年1月25日 令和7年1月31日 株式会社エスカルゴ 兵庫県三田市天神２丁目２－１ ３０１号 新規 飲食店営業
堺食衛第18011774号 ひふみカフェ 西区草部１２５４‐２ 平成31年1月17日 平成31年1月17日 令和7年1月31日 株式会社ワゴンサービス 大阪府吹田市山田市場７番１号 ハイツＰリバー２０１ 新規 喫茶店営業
堺食衛第18011777号 肉のさかえ 中区土師町３丁２７‐３５ 平成31年1月15日 平成31年2月1日 令和7年1月31日 株式会社ＴＰＣ 大阪府松原市岡６－１０－１ 更新 飲食店営業
堺食衛第18011778号 肉のさかえ 中区土師町３丁２７‐３５ 平成31年1月15日 平成31年2月1日 令和7年1月31日 株式会社ＴＰＣ 大阪府松原市岡６－１０－１ 更新 食肉販売業
堺食衛第18011782号 阪和流通センター大阪株式会社　堺市　喫煙所（ＣＣＷ単受）堺区築港八幡町１‐６５ 平成31年1月16日 平成31年1月16日 令和6年1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 喫茶店営業（自動販売機）
堺食衛第18011784号 株式会社奥村組　堺　軒下（ＣＣＷ単受）堺区大浜西町５ 平成31年1月16日 平成31年1月16日 令和6年1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 喫茶店営業（自動販売機）
堺食衛第18011780号 みんなの食堂ｉｎ鳳 西区鳳中町２丁２３‐１１８ ファミール朝田１０１ 平成31年1月24日 平成31年1月24日 令和7年1月31日 一般社団法人あっと 堺市西区鳳中町２丁２３‐１１８ ファミール朝田Ａ館１階１０１ 新規 飲食店営業
堺食衛第18011793号 株式会社瀬岡食品 中区深井畑山町１５０‐２２ 平成31年1月17日 平成31年2月1日 令和7年1月31日 株式会社瀬岡食品 堺市中区深井畑山町１５０‐２２ 更新 豆腐製造業
堺食衛第18011796号 株式会社西友　上野芝店　若菜 西区上野芝町２丁７‐３ 西友上野芝店内 平成31年1月18日 平成31年2月1日 令和7年1月31日 株式会社西友 東京都北区赤羽二丁目１番１号 更新 飲食店営業
堺食衛第18011794号 株式会社みらい樹 中区深井沢町２４８５‐６ 平成31年1月18日 平成31年1月18日 令和7年1月31日 社会福祉法人阪南福祉事業会 大阪府岸和田市三田町９１１ 新規 飲食店営業
堺食衛第18011805号 なかなかの森　喫茶室 堺市内一円 平成31年1月21日 平成31年1月21日 令和6年1月31日 社会福祉法人わらしべ会 大阪府枚方市藤阪東町４丁目６－５ パークヒルズ５０１ 新規 飲食店営業（露店）
堺食衛第18011810号 ｈａｉ　ｈａｉ　ｈａｉ 堺区三国ヶ丘御幸通１７‐１ 平成31年2月1日 平成31年2月1日 令和7年1月31日 有限会社アイアイグリーン 堺市南区畑１６０ 新規 飲食店営業
堺食衛第18011819号 手打ち蕎麦　わたり 堺区北花田口町３丁２‐１３ 平成31年1月23日 平成31年3月1日 令和7年2月28日 綿利蕎麦製粉株式会社 堺市堺区北花田口町３丁２‐１３ 更新 飲食店営業
堺食衛第18011813号 焼肉市場　みや 北区中村町６０７‐１ 平成31年1月24日 平成31年1月24日 令和7年1月31日 株式会社みや 堺市北区中村町６０７‐１ 新規 飲食店営業
堺食衛第18011827号 グローバルケア百舌鳥 北区百舌鳥赤畑町３丁１２３‐２ 平成31年1月29日 平成31年1月29日 令和7年1月31日 ミストラルＨＤ株式会社 和歌山県紀の川市東国分１－３４ 新規 飲食店営業
堺食衛第18011828号 ダイキン金岡研修所 北区金岡町３０３６‐３ 平成31年1月25日 平成31年2月1日 令和7年1月31日 ウオクニ株式会社 神戸市灘区船寺通４丁目５‐１６ 更新 飲食店営業
堺食衛第18011829号 マルエス　シズルショップ 中区毛穴町６４‐４ 072-260-0788 平成31年2月21日 平成31年2月21日 令和7年2月28日 株式会社マルエス 堺市中区毛穴町８６‐１ 新規 喫茶店営業
堺食衛第18011831号 大崎工業株式会社 西区上８９ 平成31年1月28日 平成31年2月1日 令和6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 東京都新宿区西新宿１丁目２４－１ 更新 喫茶店営業（自動販売機）
堺食衛第18011832号 気まぐれ屋 東区日置荘西町３丁２８‐５ 平成31年1月28日 平成31年3月1日 令和7年2月28日 株式会社アップビーチ 堺市東区日置荘原寺町１７５‐２ 更新 飲食店営業
堺食衛第18011874号 ファミリーマート堺三宝町六丁店 堺区三宝町６丁３０５‐１ 平成31年1月30日 平成31年2月1日 令和7年1月31日 株式会社ＭＴＮ 大阪府富田林市中野町３丁目３０６７‐１ 更新 飲食店営業
堺食衛第18011864号 マクドナルド　なかもず店 北区中百舌鳥町２丁９１ 光恵第二ビル１Ｆ 平成31年2月12日 平成31年2月12日 令和7年2月28日 有限会社吉川商事 堺市北区新金岡町５丁３‐１０１‐２０１ 新規 飲食店営業
堺食衛第18011865号 マクドナルド　なかもず店 北区中百舌鳥町２丁９１ 光恵第二ビル１Ｆ 平成31年2月12日 平成31年2月12日 令和7年2月28日 有限会社吉川商事 堺市北区新金岡町５丁３‐１０１‐２０１ 新規 アイスクリーム類製造業
堺食衛第18011866号 株式会社セルビスサービス露店 堺市内一円 平成31年1月31日 平成31年1月31日 令和6年1月31日 株式会社セルビスサービス 堺市堺区市之町東５丁２‐７ 新規 菓子製造業（露店）
堺食衛第18011884号 大阪刑務所内食堂　はり源 堺区田出井町６‐１ 平成31年1月31日 平成31年2月1日 令和7年1月31日 株式会社はり源 堺市堺区大浜中町３丁５‐１５ 更新 飲食店営業
堺食衛第18011893号 和旬洋彩　ＢＢ橋 堺区栄橋町１丁５‐６ ＫＳハイムⅡ１Ｆ 平成31年2月4日 平成31年3月1日 令和7年2月28日 有限会社ビービーエフ 堺市堺区神南辺町２丁７６‐１ メゾンドール堺１Ｆ 更新 飲食店営業
堺食衛第18011896号 株式会社加納フーズ　原山台店 南区原山台５丁１６ サンディ泉北原山台店内 平成31年2月4日 平成31年3月1日 令和7年2月28日 株式会社加納フーズ 大阪府松原市南新町４丁目７４‐４ 更新 食肉販売業
堺食衛第18011901号 キッチン　キノクニヤ 堺区緑ヶ丘北町２丁１‐１６ 平成31年2月5日 平成31年3月1日 令和7年2月28日 有限会社紀の国屋 堺市西区鳳東町４丁３７４‐３ 更新 飲食店営業
堺食衛第18011900号 豚汁処　錦えびすっち　堺繁笑店 西区浜寺船尾町東３丁４０１ 平成31年2月8日 平成31年2月8日 令和7年2月28日 株式会社錦えびす 堺市西区浜寺石津町東１丁２‐１５ 新規 飲食店営業
堺食衛第18011899号 ３　ＬＥＥＰ 堺市内一円 平成31年2月5日 平成31年2月5日 令和6年2月29日 秀維繊維株式会社 大阪府大阪市住吉区清水丘３丁目１４－１０ 新規 飲食店営業（露店）
堺食衛第18011910号 ジャンボカラオケ広場　堺東２号店 堺区中瓦町２丁３‐２２ テクノ大徳ビル６Ｆ 平成31年2月21日 平成31年2月21日 令和7年2月28日 有限会社ジャンカラ堺 堺市堺区中瓦町２丁１‐１１ 新規 飲食店営業
堺食衛第18011912号 株式会社鮒芳 東区日置荘西町１丁２５‐３０ 平成31年2月12日 平成31年2月12日 令和7年2月28日 株式会社鮒芳 堺市堺区香ヶ丘町１丁‐９‐２８ 新規 飲食店営業
堺食衛第18011913号 株式会社鮒芳 東区日置荘西町１丁２５‐３０ 平成31年2月12日 平成31年2月12日 令和7年2月28日 株式会社鮒芳 堺市堺区香ヶ丘町１丁‐９‐２８ 新規 魚介類販売業
堺食衛第18011907号 祭り屋 堺市内一円 平成31年2月6日 平成31年3月1日 令和6年2月29日 株式会社ピィティエス 大阪府大阪市西淀川区柏里１－８－１４ 更新 飲食店営業（露店）
堺食衛第18011915号 南海電気鉄道　堺給食場 堺区戎島町３丁２２‐１ 南海堺駅ビル５Ｆ 平成31年2月7日 平成31年3月1日 令和7年2月28日 大王フードサービス株式会社 大阪府大阪市中央区瓦町１丁目１‐５ 更新 飲食店営業
堺食衛第18011934号 亜季 堺区戎之町東１丁２‐１３ ＫＯＥＩビル２Ｆ 平成31年2月12日 平成31年3月1日 令和7年2月28日 有限会社亜季 堺市堺区戎之町東１丁２‐１３ ＫＯＥＩビル２Ｆ 更新 飲食店営業
堺食衛第18011926号 雅庵 北区金岡町２２１６‐１ 平成31年2月19日 平成31年2月19日 令和7年2月28日 株式会社ニチダン 大阪府大阪市阿倍野区阪南町５丁目３－５ 新規 飲食店営業
堺食衛第18011932号 大起水産　街のみなと　北野田店 東区北野田１０８４ ベルヒル北野田１１１号 平成31年2月12日 平成31年2月12日 令和7年2月28日 大起水産株式会社 堺市北区中村町６０７‐１ 新規 魚介類販売業
堺食衛第18011933号 株式会社加地テック 美原区菩提６ 平成31年2月13日 平成31年2月13日 令和7年2月28日 株式会社お弁当の浜乃家 大阪府松原市三宅西４丁目７４０－７ 新規 飲食店営業



堺食衛第18011950号 堺東発酵所　鍛冶二丁 堺区中瓦町２丁３‐２９ 瓦町ウエノビル６Ｆ 平成31年2月15日 平成31年2月15日 令和7年2月28日 株式会社コズミックホールディングス 大阪府大阪市北区野崎町９番１３号 新規 飲食店営業
堺食衛第18011962号 株式会社万代なかもず店 北区金岡町１３８２‐１ 平成31年3月15日 平成31年3月15日 令和7年3月31日 株式会社万代 大阪府大阪市生野区小路東３丁目１０番１３号 新規 飲食店営業
堺食衛第18011963号 株式会社万代なかもず店 北区金岡町１３８２‐１ 平成31年3月15日 平成31年3月15日 令和7年3月31日 株式会社万代 大阪府大阪市生野区小路東３丁目１０番１３号 新規 菓子製造業
堺食衛第18011964号 株式会社万代なかもず店 北区金岡町１３８２‐１ 平成31年3月15日 平成31年3月15日 令和7年3月31日 株式会社万代 大阪府大阪市生野区小路東３丁目１０番１３号 新規 魚介類販売業
堺食衛第18011965号 株式会社万代なかもず店 北区金岡町１３８２‐１ 平成31年3月15日 平成31年3月15日 令和7年3月31日 株式会社万代 大阪府大阪市生野区小路東３丁目１０番１３号 新規 喫茶店営業
堺食衛第18011968号 株式会社万代なかもず店 北区金岡町１３８２‐１ 平成31年3月15日 平成31年3月15日 令和7年3月31日 株式会社万代 大阪府大阪市生野区小路東３丁目１０番１３号 新規 食肉販売業
堺食衛第18011956号 ローソン堺浜寺公園店 西区浜寺公園町２丁 平成31年3月4日 平成31年3月4日 令和7年3月31日 株式会社フィード 堺市南区赤坂台４丁２３‐６ 新規 飲食店営業
堺食衛第18011937号 太平寺幼稚園 西区太平寺２４９‐１ 平成31年2月13日 平成31年3月1日 令和7年2月28日 大阪栄養食品株式会社 堺市中区深井中町９１５ 更新 飲食店営業
堺食衛第18011940号 株式会社西友　堺福田店 中区陶器北１６７８ 平成31年2月13日 平成31年3月1日 令和7年2月28日 株式会社西友 東京都北区赤羽２丁目１‐１ 更新 魚介類販売業
堺食衛第18011938号 ザ・ハイクック（ナカバヤシ内） 東区野尻町２１８ ナカバヤシ株式会社内 平成31年2月13日 平成31年3月1日 令和7年2月28日 有限会社ＣＳカンパニー 奈良県香芝市上中５３６‐１ 更新 飲食店営業
堺食衛第18011936号 株式会社青いレンガ 堺市内一円 平成31年2月13日 平成31年4月1日 令和6年3月31日 株式会社青いレンガ 奈良県大和高田市大字市場１４４‐１１ 更新 菓子製造業（露店）
堺食衛第18011972号 肉料理　玉屋　本店 西区浜寺船尾町東３丁４１８ 平成31年2月22日 平成31年2月22日 令和7年2月28日 株式会社ミートタマ 堺市西区浜寺船尾町東３丁４１８ 新規 飲食店営業
堺食衛第18011974号 ケンタッキーフライドチキン　サンピア光明池店南区鴨谷台２丁２‐１ 平成31年2月27日 平成31年2月27日 令和7年2月28日 株式会社ｅａｔａｂｅｌｌ 和歌山県和歌山市梶取１７１－１ 新規 飲食店営業
堺食衛第18011977号 サーティワンアイスクリーム堺泉北２号ＲＳ店中区八田西町２丁１７‐５０ 平成31年2月20日 平成31年3月1日 令和7年2月28日 イッツ・コーポレーション株式会社 和歌山市西汀丁５７ 更新 喫茶店営業
堺食衛第18011987号 天神餅 堺区車之町東３丁１‐１ 平成31年2月21日 平成31年4月1日 令和7年3月31日 有限会社吉正 堺市堺区車之町東３丁１‐１ 更新 菓子製造業
堺食衛第18011981号 大起水産　街のみなと　堺店 北区中村町６０７‐１ 072-258-1002 平成31年3月4日 平成31年3月4日 令和7年3月31日 大起水産株式会社 堺市北区中村町６０７‐１ 新規 菓子製造業
堺食衛第18011984号 魚国総本社・堺２７８５０ 東区菩提町１丁１４４ 平成31年2月21日 平成31年3月1日 令和7年2月28日 株式会社魚国総本社 大阪府大阪市中央区道修町１丁目６‐１９ 更新 飲食店営業
堺食衛第18011998号 ヴューイスト泉ヶ丘 南区三原台２丁７‐２ ヴューイスト泉ヶ丘１階 平成31年2月22日 平成31年4月1日 令和7年3月31日 株式会社アスク 東京都中央区銀座８丁目１４‐１４ 更新 飲食店営業
堺食衛第18011999号 ヴューイスト泉ヶ丘 南区三原台２丁７‐２ ヴューイスト泉ヶ丘１階 平成31年2月22日 平成31年4月1日 令和7年3月31日 株式会社アスク 東京都中央区銀座８丁目１４‐１４ 更新 菓子製造業
堺食衛第18012004号 オランジェ　ベーカリー 南区原山台２丁２‐１‐２０１ 平成31年4月4日 平成31年4月4日 令和7年4月30日 株式会社Ｇｉｏｉｒｅ 堺市堺区向陵西町３丁１‐２１ 新規 飲食店営業
堺食衛第18012005号 オランジェ　ベーカリー 南区原山台２丁２‐１‐２０１ 平成31年4月4日 平成31年4月4日 令和7年4月30日 株式会社Ｇｉｏｉｒｅ 堺市堺区向陵西町３丁１‐２１ 新規 菓子製造業
堺食衛第18012024号 かさねや　堺東店 堺区北花田口町１丁１‐１ 第３アコービル１Ｆ 平成31年3月1日 平成31年3月1日 令和7年2月28日 株式会社ｗｈｉｔｅ 大阪府大阪市浪速区幸町３丁目３－２６ 新規 飲食店営業
堺食衛第18012008号 木津川シャーリング工場 西区築港新町３丁３６‐１ 平成31年2月26日 平成31年3月1日 令和6年2月29日 株式会社ジャパンビバレッジホールディングス 東京都新宿区西新宿１丁目２４－１ 更新 喫茶店営業（自動販売機）
堺食衛第18012010号 株式会社大阪真空機器製作所　手前 西区鳳東町７丁７７５ 平成31年2月26日 平成31年3月1日 令和6年2月29日 株式会社ジャパンビバレッジホールディングス 東京都新宿区西新宿１丁目２４－１ 更新 喫茶店営業（自動販売機）
堺食衛第18012023号 かさねや　堺鳳店 中区八田西町２丁１８‐５１ 丸十ビル１Ｆ 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ｗｈｉｔｅ 大阪府大阪市浪速区幸町３丁目３－２６ 新規 飲食店営業
堺食衛第18012015号 株式会社クボタ精機　通路 美原区木材通４丁目１５‐５ 平成31年2月26日 平成31年3月1日 令和6年2月29日 株式会社ジャパンビバレッジホールディングス 東京都新宿区西新宿１丁目２４－１ 更新 喫茶店営業（自動販売機）
堺食衛第18012038号 日鉄住金精鋼株式会社　堺工場 堺区出島西町１ 平成31年3月20日 平成31年3月20日 令和7年3月31日 ナンブフードサービス株式会社 堺市堺区出島海岸通４丁１‐２８ 新規 飲食店営業
堺食衛第18012032号 あたり庵　堺店 西区草部１２５４‐２ １２３堺インター店敷地内 平成31年2月27日 平成31年3月1日 令和7年2月28日 有限会社あたり庵 大阪府大阪市北区堂島３丁目２‐６ Ｂ１ 更新 飲食店営業
堺食衛第18012037号 ＳＡＲＭ　Ｄｉｎｉｎｇ 堺市内一円 平成31年2月27日 平成31年2月27日 令和6年2月29日 株式会社ＳＡＲＭ　Ｐｌａｎｎｉｎｇ 大阪府東大阪市衣摺２－７－５ 新規 飲食店営業（露店）
堺食衛第18012049号 デニーズ中百舌鳥店 北区長曽根町３０８１‐２８ 平成31年2月28日 平成31年4月1日 令和7年3月31日 株式会社セブン＆アイ・フードシステムズ 東京都千代田区二番町８‐８ 更新 飲食店営業
堺食衛第18012067号 大起水産　街のみなと　まぐろパーク　堺本店　弁当惣菜厨房北区中村町６０７‐１ 072-258-1002 平成31年3月4日 平成31年3月4日 令和7年3月31日 大起水産株式会社 堺市北区中村町６０７‐１ 新規 飲食店営業
堺食衛第18012059号 日立造船鉄構株式会社 西区築港新町１丁５‐１ 平成31年3月1日 平成31年4月1日 令和6年3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 更新 喫茶店営業（自動販売機）
堺食衛第18012057号 福山通運株式会社堺流通センター 西区築港新町３丁６‐１ 平成31年3月1日 平成31年4月1日 令和6年3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 更新 喫茶店営業（自動販売機）
堺食衛第18012056号 ほっかほっか亭光明池サンピア店 南区鴨谷台２丁２‐１ 平成31年3月1日 平成31年4月1日 令和7年3月31日 株式会社トゥモロー 堺市南区鴨谷台２丁２‐１ 更新 飲食店営業
堺食衛第18012078号 １６８３５事業所 堺区南安井町１丁１‐１ 平成31年3月8日 平成31年3月8日 令和7年3月31日 一冨士フードサービス株式会社 大阪府大阪市北区梅田３－３－２０ 新規 飲食店営業
堺食衛第18012079号 １６８４７事業所 堺区南安井町１丁１‐１ 平成31年3月5日 平成31年3月5日 令和7年3月31日 一冨士フードサービス株式会社 大阪府大阪市北区梅田３－３－２０ 新規 飲食店営業
堺食衛第18012082号 株式会社パルタック内高石給食有限会社西区築港新町１丁５‐１６ 平成31年3月6日 平成31年4月1日 令和7年3月31日 高石給食有限会社 大阪府高石市綾園３丁目１４‐２１ 更新 飲食店営業
堺食衛第18012087号 ほっかほっか亭堺山田店 西区山田１丁１１５６‐４ 平成31年3月15日 平成31年3月15日 令和7年3月31日 株式会社ほっかほっか亭総本部 大阪市北区鶴野町３番１０号 新規 飲食店営業
堺食衛第18012086号 ハーベストの丘　食のホール　ソフトクリームハウス南区鉢ヶ峯寺２４０５‐２ 平成31年3月20日 平成31年3月20日 令和7年3月31日 株式会社堺ファーム 堺市南区鉢ヶ峯寺２４０５‐２ 新規 飲食店営業
堺食衛第18012084号 宝あじ 堺市内一円 平成31年3月6日 平成31年3月6日 令和6年3月31日 宝あじ株式会社 堺市中区大野芝町１１４‐２ 新規 菓子製造業（露店）
堺食衛第18012095号 サンセリテなな堺浅香山 堺区香ヶ丘町２丁９‐１０ 平成31年3月8日 平成31年3月8日 令和7年3月31日 株式会社ケアプラス 兵庫県伊丹市高台１丁目１ 新規 飲食店営業
堺食衛第18012090号 株式会社西友　上野芝店 西区上野芝町２丁７‐３ 平成31年3月7日 平成31年4月1日 令和7年3月31日 株式会社西友 東京都北区赤羽二丁目１番１号 更新 魚介類販売業
堺食衛第18012093号 阪急ベーカリー光明池店 南区新檜尾台２丁１‐１ 光明池改札外駅付属ビル 平成31年3月25日 平成31年3月25日 令和7年3月31日 株式会社阪急ベーカリー 大阪市北区角田町８－７ 新規 菓子製造業
堺食衛第18012094号 カフェ・ド・クリエ光明池駅店 南区新檜尾台２丁１‐１ 光明池駅１Ｆ 平成31年3月20日 平成31年3月20日 令和7年3月31日 株式会社ポッカクリエイト 東京都千代田区九段南４－８－２１ 新規 飲食店営業
堺食衛第18012102号 フェリーチェけやき通り 堺区北三国ヶ丘町５丁１５８ 平成31年3月25日 平成31年3月25日 令和7年3月31日 株式会社テスティパル 大阪府大阪市中央区南久宝寺町４－３－５ 新規 飲食店営業
堺食衛第18012103号 堺市立金岡南小学校 北区金岡町１１８２‐１ 平成31年3月22日 平成31年3月22日 令和7年3月31日 株式会社東テスティパル 大阪府門真市殿島町６－１ 新規 飲食店営業
堺食衛第18012104号 株式会社美盛 北区長曽根町１６１７‐２ 平成31年3月8日 平成31年4月1日 令和7年3月31日 株式会社美盛 堺市北区長曽根町１６１７‐２ 更新 豆腐製造業
堺食衛第18012100号 たこ焼き　たつま　泉ヶ丘店 南区竹城台１丁１‐３ 平成31年3月18日 平成31年3月18日 令和7年3月31日 株式会社ＭＴＮ　Ｃｒｅｎａｔｉｏｎ 大阪府大阪市西区新町１丁目２－１３ 新規 飲食店営業
堺食衛第18012101号 特別養護老人ホーム　年輪 南区御池台５丁２‐２ 平成31年3月20日 平成31年3月20日 令和7年3月31日 社会福祉法人朋和会 堺市南区御池台５丁２‐２ 新規 飲食店営業
堺食衛第18012116号 堺市立浅香山小学校 堺区今池町５丁４‐４３ 平成31年3月11日 平成31年4月1日 令和7年3月31日 株式会社テスティパル 大阪府大阪市中央区南久宝寺町４丁目３‐５ 更新 飲食店営業
堺食衛第18012121号 Ｂｉｓｔｒｏ＋ｉｍａｇｉｎａｔｉｏｎ　Ｂａｒｕ　ＢＡＳＱＵＩＡＴ堺区榎元町６丁６‐７ 平成31年3月11日 平成31年4月1日 令和7年3月31日 大和建物株式会社 堺市堺区向陵中町２丁１‐３５ 更新 飲食店営業
堺食衛第18012119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31年3月11日 平成31年4月1日 令和7年3月31日 社会福祉法人なごみ福祉会 堺市堺区大町東１丁１‐８ 更新 菓子製造業
堺食衛第18012114号 堺市立浜寺東小学校 西区浜寺船尾町東１丁１０１ 平成31年3月11日 平成31年4月1日 令和7年3月31日 株式会社テスティパル 大阪府大阪市中央区南久宝寺町４丁目３‐５ 更新 飲食店営業
堺食衛第18012115号 堺市立浜寺小学校 西区浜寺諏訪森町東２丁１６３ 平成31年3月11日 平成31年4月1日 令和7年3月31日 株式会社テスティパル 大阪府大阪市中央区南久宝寺町４丁目３‐５ 更新 飲食店営業
堺食衛第18012117号 有限会社　美佳味 西区堀上緑町１丁１‐５ 平成31年3月11日 平成31年4月1日 令和7年3月31日 有限会社美佳味 堺市西区堀上緑町１丁１‐５ 更新 飲食店営業
堺食衛第18012122号 ＰＲＩＶＡＴＥ　ＤＩＮＩＮＧ　魚民 中区深井沢町３２９０ 深井プラザ２Ｆ 平成31年3月11日 平成31年4月1日 令和7年3月31日 株式会社モンテローザ 東京都新宿区歌舞伎町１丁目２１‐１ 更新 飲食店営業
堺食衛第18012112号 堺市立深阪小学校 中区深阪５丁１５‐１ 平成31年3月11日 平成31年4月1日 令和7年3月31日 株式会社南テスティパル 堺市西区浜寺石津町西２丁７‐１０ 更新 飲食店営業
堺食衛第18012113号 堺市立日置荘西小学校 東区日置荘西町６丁９‐１ 平成31年3月11日 平成31年4月1日 令和7年3月31日 株式会社南テスティパル 堺市西区浜寺石津町西２丁７‐１０ 更新 飲食店営業
堺食衛第18012120号 たこ一 南区野々井２５５ 平成31年3月15日 平成31年3月15日 令和7年3月31日 株式会社名代秘伝の味たこ一 堺市南区野々井２５５ 新規 飲食店営業
堺食衛第18012136号 あおい幼稚園給食室 中区福田１０３２‐２ 平成31年3月12日 平成31年3月12日 令和7年3月31日 ウオクニ株式会社 兵庫県神戸市灘区船寺通４丁目５－１６ 新規 飲食店営業
堺食衛第18012135号 菩提幼稚園給食室 東区菩提町１丁２６ 平成31年3月12日 平成31年3月12日 令和7年3月31日 ウオクニ株式会社 兵庫県神戸市灘区船寺通４丁目５－１６ 新規 飲食店営業
堺食衛第18012129号 株式会社魚米 南区野々井１７８‐５ 平成31年3月15日 平成31年3月15日 令和7年3月31日 株式会社魚米 大阪府和泉市光明台１丁目１１－８ 新規 魚介類販売業
堺食衛第18012149号 Ｊ－グリーン堺ドリームキャンプ 堺区築港八幡町１４５ 平成31年3月14日 平成31年3月14日 令和7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 大阪府大阪市西区立売堀１丁目３番１３号 新規 そうざい製造業
堺食衛第18012139号 医療法人　大泉会　むこうがおか 西区上野芝向ヶ丘町４丁２４‐３９ 平成31年3月13日 平成31年4月1日 令和7年3月31日 和泉マルタマフーズ株式会社 大阪府和泉市箕形町４丁目１‐１５ 更新 飲食店営業
堺食衛第18012145号 アン・アームズ 西区鳳東町２丁１６２‐４ エスタ鳳Ｂ１Ｆ 平成31年4月4日 平成31年4月4日 令和7年4月30日 株式会社アン 堺市北区百舌鳥赤畑町３丁１３８‐１ 新規 飲食店営業
堺食衛第18012141号 ベルランド総合病院　職員食堂 中区東山５００‐３ 平成31年3月13日 平成31年4月1日 令和7年3月31日 株式会社グリーンライフ 大阪府和泉市府中町８丁目３－１３ 更新 飲食店営業
堺食衛第18012152号 パティスリー　ベック　シュクレ　トナリエ店南区原山台２丁２‐１ 平成31年4月9日 平成31年4月9日 令和7年4月30日 新栄観光株式会社 大阪府大阪市浪速区敷津東１－９－１６ 新規 菓子製造業
堺食衛第18012153号 パティスリー　ベック　シュクレ　トナリエ店南区原山台２丁２‐１ 平成31年4月9日 平成31年4月9日 令和7年4月30日 新栄観光株式会社 大阪府大阪市浪速区敷津東１－９－１６ 新規 アイスクリーム類製造業
堺食衛第18012150号 （有）たろやん 堺市内一円 平成31年3月14日 平成31年3月14日 令和6年3月31日 有限会社たろやん 堺市堺区新町１‐７ ＳＡＫＡＩ東ビル１０２号 新規 飲食店営業（露店）
堺食衛第18012161号 クリーム本舗 堺区大浜北町２丁４‐１８ 平成31年3月20日 平成31年3月20日 令和7年3月31日 株式会社ＣＲＥＡＭ　ＨＯＮＰＯ 堺市堺区大浜北町２丁４‐１８ 新規 飲食店営業
堺食衛第18012162号 クリーム本舗 堺区大浜北町２丁４‐１８ 平成31年3月20日 平成31年3月20日 令和7年3月31日 株式会社ＣＲＥＡＭ　ＨＯＮＰＯ 堺市堺区大浜北町２丁４‐１８ 新規 菓子製造業
堺食衛第18012158号 セブン‐イレブン　堺鳳南町３丁店 西区鳳南町３丁１９９‐７３ 平成31年3月15日 平成31年3月15日 令和7年3月31日 株式会社セブン‐イレブン・ジャパン 東京都千代田区二番町８番地８ 新規 菓子製造業
堺食衛第18012163号 クリーム本舗 中区深井清水町３５３７‐１０３ 平成31年3月18日 平成31年3月18日 令和7年3月31日 株式会社ＣＲＥＡＭ　ＨＯＮＰＯ 堺市堺区大浜北町２丁４‐１８ 1 新規 飲食店営業
堺食衛第18012164号 クリーム本舗 中区深井清水町３５３７‐１０３ 平成31年3月18日 平成31年3月18日 令和7年3月31日 株式会社ＣＲＥＡＭ　ＨＯＮＰＯ 堺市堺区大浜北町２丁４‐１８ 1 新規 菓子製造業
堺食衛第18012167号 株式会社サンヨーメディカル　大阪工場美原区木材通２丁目３‐５ 平成31年4月5日 平成31年4月5日 令和7年4月30日 株式会社サンヨーメディカル 大阪府南河内郡河南町白木１１１０－１ 新規 添加物製造業
堺食衛第18012174号 なご海 堺区栄橋町１丁１‐５ １Ｆ 平成31年3月26日 平成31年3月26日 令和7年3月31日 株式会社Ｂ・Ｐ・Ｆ 堺市堺区東湊町１丁７３ 新規 飲食店営業
堺食衛第18012176号 ＪＯＵＲＮＥＹ　ＫＩＴＣＨＥＮ 北区中百舌鳥町２丁５２ 松川ビル１Ｆ 平成31年3月27日 平成31年3月27日 令和7年3月31日 株式会社ｔａｓｔｙ 堺市北区金岡町３０４５‐１ 903 新規 飲食店営業
堺食衛第18012178号 ザ・ハイクック 西区北条町１丁３０‐１２ 平成31年3月18日 平成31年4月1日 令和7年3月31日 有限会社ＣＳカンパニー 奈良県香芝市上中５３６‐１ 更新 飲食店営業
堺食衛第18012182号 別邸　和み 中区平井７３４‐２ 平成31年3月18日 平成31年4月1日 令和7年3月31日 株式会社ワールドエイト 堺市中区平井７３０ 更新 飲食店営業
堺食衛第18012180号 カルネキッチン 中区平井７３５ 平成31年3月18日 平成31年4月1日 令和7年3月31日 株式会社ワールドエイト 堺市中区平井７３０ 更新 飲食店営業
堺食衛第18012170号 特製からあげ　凛 堺市内一円 平成31年3月22日 平成31年3月22日 令和6年3月31日 株式会社Ｒ＆Ｋ 堺市堺区香ヶ丘町１丁３‐１５ 新規 飲食店営業（露店）
堺食衛第18012221号 株式会社中央海産 南区原山台５丁１６‐１ 平成31年3月25日 平成31年3月25日 令和7年3月31日 株式会社中央海産 大阪府大阪市東住吉区今林１丁目２番６８号 大阪市中央卸売市場東部市場内（株）中央水産内 新規 魚介類販売業
堺食衛第18012241号 医療法人若葉会　堺若葉会病院 北区新金岡町４丁１‐７ 平成31年3月20日 平成31年4月1日 令和7年3月31日 日清医療食品株式会社 東京都千代田区丸の内２丁目７‐３ 更新 飲食店営業
堺食衛第18012235号 セブン‐イレブン　堺浜寺石津町中店 西区浜寺石津町中２丁３８９‐４ 平成31年3月20日 平成31年3月20日 令和7年3月31日 株式会社エス・ティ・プリーズ 大阪府羽曳野市恵我之荘５丁目２‐１１ 新規 菓子製造業
堺食衛第18012240号 堺市立鳳小学校 西区鳳中町２丁２２ 平成31年3月20日 平成31年4月1日 令和7年3月31日 朝日給食株式会社 堺市中区深阪２丁９‐１１ 更新 飲食店営業
堺食衛第18012232号 青英学園幼稚園 中区深井沢町２４９４‐５ 平成31年3月20日 平成31年3月20日 令和7年3月31日 田中食品合同会社 堺市東区関茶屋２番地 新規 飲食店営業
堺食衛第18012239号 堺市立竹城台小学校 南区竹城台３丁２‐１ 平成31年3月20日 平成31年4月1日 令和7年3月31日 株式会社ジェイ・エス・エイ 堺市中区深阪２丁９‐１１ 更新 飲食店営業
堺食衛第18012237号 堺市立三原台小学校 南区三原台３丁２‐１ 平成31年3月20日 平成31年4月1日 令和7年3月31日 株式会社ジェイ・エス・エイ 堺市中区深阪２丁９‐１１ 更新 飲食店営業
堺食衛第18012230号 青英幼稚園 南区若松台３丁８‐１ 平成31年3月20日 平成31年3月20日 令和7年3月31日 田中食品合同会社 堺市東区関茶屋２番地 新規 飲食店営業
堺食衛第18012231号 膳や　トナリエ　栂美木多店 南区原山台２丁２‐１ トナリエ栂美木多３０２号 平成31年4月15日 平成31年4月15日 令和7年4月30日 森口産業株式会社 大阪府大阪市天王寺区南河堀町７－４８ 新規 飲食店営業
堺食衛第18012229号 ティ・ケイ　きっちん 南区鴨谷台２丁１‐３ １０３号 平成31年4月2日 平成31年4月2日 令和7年4月30日 株式会社ティ・ケイシステム 堺市中区深阪１５５４‐２ 新規 飲食店営業
堺食衛第18012249号 麺屋ふくちぁん　石津店　 西区浜寺石津町東２丁１‐８ 平成31年4月12日 平成31年4月12日 令和7年4月30日 株式会社アストジャパン 大阪府大東市新田中町４丁目１１ 新規 飲食店営業
堺食衛第18012250号 ジェイフード 堺市内一円 平成31年3月22日 平成31年3月22日 令和6年3月31日 株式会社ジェイフード 大阪府阪南市下出７４３－１７ 新規 飲食店営業（自動車）
堺食衛第18012257号 ハーベストの丘農産物直売所　またきて菜堺市内一円 平成31年3月26日 平成31年3月26日 令和6年3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 飲食店営業（露店）
堺食衛第18012261号 堺市立錦綾小学校 堺区錦綾町１丁６‐１９ 平成31年3月25日 平成31年4月1日 令和7年3月31日 ナフス株式会社 大阪府大阪市生野区巽南５丁４‐２６ 更新 飲食店営業
堺食衛第18012265号 和ダイニング大将 堺区熊野町東２丁１‐１２ 平成31年3月25日 平成31年4月1日 令和7年3月31日 株式会社ファーストアベニュー 大阪府寝屋川市三井南町２５－１０２ 更新 飲食店営業
堺食衛第18012262号 堺市立英彰小学校 堺区寺地町西４丁１‐１ 平成31年3月25日 平成31年4月1日 令和7年3月31日 ナフス株式会社 大阪府大阪市生野区巽南５丁４‐２６ 更新 飲食店営業
堺食衛第18012275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 平成31年4月3日 平成31年4月3日 令和7年4月30日 株式会社イトーヨーカ堂 東京都千代田区二番町８‐８ 新規 菓子製造業
堺食衛第18012290号 アマゾン堺　心幸サービス売店 堺区築港八幡町１３８‐７ 平成31年3月26日 平成31年3月26日 令和6年3月31日 心幸サービス株式会社 兵庫県尼崎市西長洲町１丁目３‐２０ 新規 喫茶店営業（自動販売機）
堺食衛第18012289号 ＫＯＢＥベルクライン 北区東浅香山町４丁１‐１２ イオン堺北花田店１階 平成31年4月8日 平成31年4月8日 令和7年4月30日 株式会社ＤＤフードオフィス 和歌山県岩出市根来３０番地の１１ 新規 喫茶店営業
堺食衛第18012282号 がんば白鷺保育園内魚国総本社 北区金岡町１６３４‐１ 平成31年3月26日 平成31年4月1日 令和7年3月31日 株式会社魚国総本社 大阪府大阪市中央区道修町１丁目６‐１９ 更新 飲食店営業
堺食衛第18012285号 ペガサス第二保育園 西区浜寺元町２丁１８７ 平成31年3月26日 平成31年4月1日 令和7年3月31日 柏原マルタマフーズ株式会社 大阪府藤井寺市川北３丁目４‐２３ 更新 飲食店営業
堺食衛第18012283号 はまでら保育園内魚国総本社 西区浜寺南町２丁４１１‐９ 平成31年3月26日 平成31年4月1日 令和7年3月31日 株式会社魚国総本社 大阪府大阪市中央区道修町１丁目６‐１９ 更新 飲食店営業
堺食衛第18012284号 第２ドレミ保育園 西区菱木１丁２２３３‐６ 平成31年3月26日 平成31年4月1日 令和7年3月31日 柏原マルタマフーズ株式会社 大阪府藤井寺市川北３丁目４‐２３ 更新 飲食店営業
堺食衛第18012286号 ドレミ保育園 西区菱木１丁２３１４‐７ 平成31年3月26日 平成31年4月1日 令和7年3月31日 柏原マルタマフーズ株式会社 大阪府藤井寺市川北３丁４‐２３ 更新 飲食店営業
堺食衛第18012287号 ドリームこども園分園 西区津久野町１丁４‐２５ 平成31年3月29日 平成31年3月29日 令和7年3月31日 柏原マルタマフーズ株式会社 大阪府藤井寺市川北３丁目４‐２３ 新規 飲食店営業
堺食衛第18012288号 堺平成病院 中区深井沢町６‐１３ 072-279-9777 平成31年3月28日 平成31年3月28日 令和7年3月31日 医療法人恵泉会 堺市西区浜寺公園町１丁１５ 新規 飲食店営業
堺食衛第18012279号 ケアハウス和風荘 美原区平尾２１９６ 平成31年3月26日 平成31年4月1日 令和7年3月31日 株式会社マルワ 大阪府東大阪市新家３丁目９‐３１ 更新 飲食店営業
堺食衛第18012306号 Ｍ－ｐｈｔ 堺区櫛屋町東２丁１‐１８ ソフィアパートⅡ３０１ 平成31年4月3日 平成31年4月3日 令和7年4月30日 株式会社フリーダム 堺市堺区南陵町４丁１‐７ 八聖ビル 新規 飲食店営業
堺食衛第18012307号 メンバーズ　カジュアル　ミンク 堺区櫛屋町東２丁２‐２７ ぺぱーみんとプラザ４０１号 平成31年4月3日 平成31年4月3日 令和7年4月30日 株式会社フリーダム 堺市堺区南陵町４丁１‐７ 八聖ビル 新規 飲食店営業
堺食衛第18012304号 株式会社サンユー都市開発 堺区甲斐町西１丁１‐３１ 平成31年3月27日 平成31年4月1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 東京都新宿区西新宿１丁目２４－１ 更新 喫茶店営業（自動販売機）
堺食衛第18012311号 やすらぎの園津久野　日清食堂 西区鶴田町１０‐７ 平成31年3月27日 平成31年4月1日 令和7年3月31日 日清医療食品株式会社 東京都千代田区丸の内２丁目７‐３ 更新 飲食店営業
堺食衛第18012312号 やすらぎの園　日清食堂 中区深井畑山町２５２８‐１ 平成31年3月27日 平成31年4月1日 令和7年3月31日 日清医療食品株式会社 東京都千代田区丸の内２丁目７‐３ 更新 飲食店営業
堺食衛第18012295号 ベルヒル北野田２Ｆシースルー（ＣＣＷ単受）東区北野田５０ 平成31年3月27日 平成31年3月27日 令和6年3月31日 株式会社アペックス西日本 大阪市西区南堀江４丁目２５－２４ 新規 喫茶店営業（自動販売機）
堺食衛第18012033号 サンプラザ堺丹南物流センター 美原区真福寺２４０ 平成31年2月27日 平成31年3月1日 令和7年2月28日 株式会社サンエッセン 大阪府羽曳野市誉田３丁目３‐１５ 更新 魚介類販売業
堺食衛第18012308号 スペースダイナー 南区茶山台１丁９‐１ ビッグバン内１Ｆ 平成31年4月1日 平成31年4月1日 令和7年3月31日 有限会社エムケーフーズ 大阪府藤井寺市恵美坂１－１－７ 新規 飲食店営業
堺食衛第18012319号 堺市立土師小学校 中区土師町３丁３５‐１ 平成31年3月28日 平成31年3月28日 令和7年3月31日 葉隠勇進株式会社 東京都港区芝４丁目１３－３ ＰＭＯ田町東１０Ｆ 新規 飲食店営業
堺食衛第18012318号 堺市立八田荘小学校 中区八田寺町２３１ 平成31年3月28日 平成31年3月28日 令和7年3月31日 葉隠勇進株式会社 東京都港区芝４丁目１３－３ ＰＭＯ田町東１０Ｆ 新規 飲食店営業
堺食衛第18012325号 学校法人　賢明学院 堺区霞ヶ丘町４丁３‐３０ 平成31年3月29日 令和1年5月1日 令和7年4月30日 株式会社富喜屋 大阪府高槻市西町３‐３ 更新 飲食店営業



堺食衛第18012329号 堺浜楽天温泉祥福１Ｆレストラン 堺区築港八幡町１‐１ 平成31年3月29日 令和1年5月1日 令和7年4月30日 株式会社祥福企画 堺市西区浜寺船尾町東３丁３０１ 更新 飲食店営業
堺食衛第18012330号 堺浜楽天温泉祥福２Ｆ和食ビュッフェ 堺区築港八幡町１‐１ 平成31年3月29日 令和1年5月1日 令和7年4月30日 株式会社祥福企画 堺市西区浜寺船尾町東３丁３０１ 更新 飲食店営業
堺食衛第18012331号 ハーモニー堺西 西区山田２丁１８９‐８ 平成31年4月3日 平成31年4月3日 令和7年4月30日 ミストラルＨＤ株式会社 和歌山県紀の川市東国分１－３４ 新規 飲食店営業
堺食衛第18012320号 森のコロッケ屋 堺市内一円 平成31年3月29日 平成31年3月29日 令和6年3月31日 株式会社ＷＯＲＬＤ　ＯＮＥ 堺市西区北条町２－１６－２４ 新規 飲食店営業（露店）
堺食衛第19010003号 アトリエ　ユウの家 堺区神保通３‐７ 平成31年4月1日 令和1年5月1日 令和7年4月30日 社会福祉法人ユウの家 堺市堺区神保通３‐７ 更新 飲食店営業
堺食衛第19010004号 アトリエ　ユウの家 堺区神保通３‐７ 平成31年4月1日 令和1年5月1日 令和7年4月30日 社会福祉法人ユウの家 堺市堺区神保通３‐７ 更新 菓子製造業
堺食衛第19010006号 ＧＹＲＥ 北区北長尾町３丁５‐９ 平成31年4月3日 平成31年4月3日 令和7年4月30日 株式会社ａｍｂｉｔｉｏｎ　Ｇｒｏｕｐ 堺市中区深井沢町３３９５ フェリス深井６０１号 新規 飲食店営業
堺食衛第19010002号 大起水産　街のみなと　北野田店 東区北野田１０８４ ベルヒル北野田１１１号 平成31年4月1日 令和1年5月1日 令和7年4月30日 大起水産株式会社 堺市北区中村町６０７‐１ 更新 飲食店営業
堺食衛第19010018号 セントラルキッチン 堺区車之町西２丁１‐３０ 072-222-0131 平成31年4月2日 令和1年5月1日 令和7年4月30日 株式会社南海グリル 堺市堺区車之町西２丁１‐３０ 更新 飲食店営業
堺食衛第19010016号 セブン‐イレブン　堺南花田町店 北区南花田町２７３‐１ 平成31年4月2日 平成31年4月2日 令和7年4月30日 ＴＨＥＲＭＡＧＹ株式会社 堺市南区赤坂台６丁２０‐１１ 新規 菓子製造業
堺食衛第19010013号 豚汁処　錦えびすっち 堺市内一円 平成31年4月2日 平成31年4月2日 令和6年4月30日 株式会社錦えびす 堺市西区浜寺石津町東１丁２‐１５ 新規 飲食店営業（露店）
堺食衛第19010021号 堺咲花病院　日清医療食品株式会社事業所南区原山台２丁７‐１ 平成31年4月3日 平成31年4月3日 令和7年4月30日 日清医療食品株式会社 東京都千代田区丸の内２丁目７－３ 新規 飲食店営業
堺食衛第19010029号 鶏笑　堺出島店 堺区出島海岸通１丁１１‐２０ 平成31年4月9日 平成31年4月9日 令和7年4月30日 株式会社實榮 大阪府大阪市中央区東心斎橋１丁目２－１ 新規 飲食店営業
堺食衛第19010031号 ディッパーダン　イオンモール堺鉄砲町店堺区鉄砲町１ イオンモール堺鉄砲町　３階 平成31年4月18日 平成31年4月18日 令和7年4月30日 株式会社オレンジフードコート 東京都江東区東陽２－２－２０ 新規 飲食店営業
堺食衛第19010030号 ライフ北野田店 東区北野田１５‐１ 072-236-3688 平成31年4月4日 令和1年6月1日 令和7年5月31日 株式会社ライフコーポレーション 東京都中央区日本橋本町３丁目６‐２ 更新 菓子製造業
堺食衛第19010038号 Ｙショップ堺咲花病院店 南区原山台２丁７‐１ 平成31年4月12日 平成31年4月12日 令和6年4月30日 株式会社ウェルアシスト 大阪府和泉市青葉台３丁目５－１６ 新規 喫茶店営業（自動販売機）
堺食衛第19010046号 ホウユウ株式会社 堺区海山町１丁８‐４ 平成31年4月9日 平成31年4月9日 令和7年4月30日 ホウユウ株式会社 堺市堺区海山町１丁８‐４ 新規 菓子製造業
堺食衛第19010040号 堺中央卸売市場　アーケード内　Ｇカフェ（ＣＣＷ単受）北区中村町６０７‐１ 平成31年4月5日 平成31年4月5日 令和6年4月30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 喫茶店営業（自動販売機）
堺食衛第19010043号 株式会社泉北本社事務所前（ＣＣＷ受託）西区平岡町３４‐１ 平成31年4月5日 令和1年5月1日 令和6年4月30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 更新 喫茶店営業（自動販売機）
堺食衛第19010042号 さつき野ゴルフセンター１Ｆ通路（ＣＣＷ単受）美原区さつき野西１丁目２０‐３ 平成31年4月5日 令和1年5月1日 令和6年4月30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 更新 喫茶店営業（自動販売機）
堺食衛第19010052号 株式会社Ｈｕｇｇ 堺市内一円 平成31年4月5日 平成31年4月5日 令和6年4月30日 株式会社Ｈｕｇｇ 堺市堺区翁橋町１丁８‐６ ＡＲＫⅢ２０１ 新規 飲食店営業（露店）
堺食衛第19010054号 ヒビノビア 堺市内一円 072-232-3615 平成31年4月9日 平成31年4月9日 令和6年4月30日 株式会社喜色満面堂 大阪府和泉市池田下町１２２７－９ 新規 飲食店営業（露店）
堺食衛第19010061号 文左亭　堺高須店 堺区高須町１丁１‐３８ ホームセンターコーナン堺高須店内 平成31年4月18日 平成31年4月18日 令和7年4月30日 カナディアングループ株式会社 東京都葛飾区堀切５丁目４２‐１ 新規 飲食店営業
堺食衛第19010062号 文左亭　堺高須店 堺区高須町１丁１‐３８ ホームセンターコーナン堺高須店内 平成31年4月18日 平成31年4月18日 令和7年4月30日 カナディアングループ株式会社 東京都葛飾区堀切５丁目４２‐１ 新規 菓子製造業
堺食衛第19010063号 文左亭　堺高須店 堺区高須町１丁１‐３８ ホームセンターコーナン堺高須店内 平成31年4月18日 平成31年4月18日 令和7年4月30日 カナディアングループ株式会社 東京都葛飾区堀切５丁目４２‐１ 新規 アイスクリーム類製造業
堺食衛第19010058号 コロケット 西区平岡町２４‐１ 平成31年4月9日 平成31年4月9日 令和7年4月30日 株式会社コロケット 堺市西区鶴田町３０‐８１ 新規 飲食店営業
堺食衛第19010079号 カフェテラス蘭館 東区北野田１０８４ ベルヒル北野田２０９ 平成31年4月8日 令和1年5月1日 令和7年4月30日 株式会社蘭館 大阪府東大阪市水走３－７－３５ 更新 飲食店営業
堺食衛第19010080号 カフェテラス蘭館 東区北野田１０８４ ベルヒル北野田２０９ 平成31年4月8日 令和1年5月1日 令和7年4月30日 株式会社蘭館 大阪府東大阪市水走３－７－３５ 更新 菓子製造業
堺食衛第19010065号 イオンフードスタイル　栂・美木多店 南区原山台２丁２‐１ 平成31年4月16日 平成31年4月16日 令和7年4月30日 株式会社ダイエー 神戸市中央区港町中町４丁目１番１ 新規 飲食店営業
堺食衛第19010066号 イオンフードスタイル　栂・美木多店 南区原山台２丁２‐１ 平成31年4月16日 平成31年4月16日 令和7年4月30日 株式会社ダイエー 神戸市中央区港町中町４丁目１番１ 新規 飲食店営業
堺食衛第19010067号 イオンフードスタイル　栂・美木多店 南区原山台２丁２‐１ 平成31年4月16日 平成31年4月16日 令和7年4月30日 株式会社ダイエー 神戸市中央区港町中町４丁目１番１ 新規 飲食店営業
堺食衛第19010068号 イオンフードスタイル　栂・美木多店 南区原山台２丁２‐１ 平成31年4月16日 平成31年4月16日 令和7年4月30日 株式会社ダイエー 神戸市中央区港町中町４丁目１番１ 新規 菓子製造業
堺食衛第19010069号 イオンフードスタイル　栂・美木多店 南区原山台２丁２‐１ 平成31年4月16日 平成31年4月16日 令和7年4月30日 株式会社ダイエー 神戸市中央区港町中町４丁目１番１ 新規 菓子製造業
堺食衛第19010070号 イオンフードスタイル　栂・美木多店 南区原山台２丁２‐１ 平成31年4月16日 平成31年4月16日 令和7年4月30日 株式会社ダイエー 神戸市中央区港町中町４丁目１番１ 新規 魚介類販売業
堺食衛第19010073号 イオンフードスタイル　栂・美木多店 南区原山台２丁２‐１ 平成31年4月16日 平成31年4月16日 令和7年4月30日 株式会社ダイエー 神戸市中央区港町中町４丁目１番１ 新規 食肉販売業
堺食衛第19010077号 風雲児　日ノ本 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 株式会社ＡＲＩＧＡＴＯ　ＦＡＣＴＯＲＹ 奈良県奈良市下三条町２－１ Ｓｉ－Ｒｏ三条２Ｆ 新規 飲食店営業（露店）
堺食衛第19010087号 泉北堂ｃａｆｅ 南区和田東３２９‐２ 平成31年4月9日 令和1年5月1日 令和7年4月30日 有限会社ヘアーメッセージ 堺市南区和田東３２９‐２ 更新 飲食店営業
堺食衛第19010088号 泉北堂ｃａｆｅ 南区和田東３２９‐２ 平成31年4月9日 令和1年5月1日 令和7年4月30日 有限会社ヘアーメッセージ 堺市南区和田東３２９‐２ 更新 菓子製造業
堺食衛第19010083号 そらうみ 堺市内一円 平成31年4月9日 平成31年4月9日 令和6年4月30日 株式会社智泉 大阪府泉大津市昭和町１０－１７ 新規 飲食店営業（自動車）
堺食衛第19010100号 なか卯中央環状堺店 北区八下北１‐６０ 平成31年4月11日 令和1年5月1日 令和7年4月30日 株式会社なか卯 東京都港区港南２丁目１８‐１ 更新 飲食店営業
堺食衛第19010097号 韓のおしり　鳳店 西区上４３５‐１ 平成31年4月11日 令和1年5月1日 令和7年4月30日 株式会社ＧＣＣ 大阪市淀川区宮原２－１４－１４ 更新 飲食店営業
堺食衛第19010106号 乃が美　はなれ　堺泉北店 南区小代１４８‐２ 平成31年4月26日 平成31年4月26日 令和7年4月30日 株式会社ＳＫＹコーポレーション 堺市南区小代１４８‐２ 新規 菓子製造業
堺食衛第19010112号 ＩＹＡＳＡＫＡ　堺 東区引野町１丁８４－１ 平成31年4月19日 平成31年4月19日 令和7年4月30日 クックメディカルフーズ株式会社 大阪府大東市御領３丁目９－２１ 新規 飲食店営業
堺食衛第19010111号 株式会社栄グループ 南区竹城台１丁１‐３ コノミヤ泉ヶ丘店内 平成31年4月15日 令和1年5月1日 令和7年4月30日 株式会社栄グループ 堺市西区鳳中町８丁２７４ 更新 食肉販売業
堺食衛第19010115号 株式会社クボタ新緑ヶ丘寮 堺区緑ヶ丘北町１丁４ 平成31年4月16日 令和1年5月1日 令和7年4月30日 ウオクニ株式会社 兵庫県神戸市灘区船寺通４丁目５‐１６ 更新 飲食店営業
堺食衛第19010119号 や台ずし初芝駅前町店 東区日置荘西町２丁７‐１ 令和1年5月23日 令和1年5月23日 令和7年5月31日 株式会社ヨシックスフーズ 愛知県名古屋市東区徳川１－９－３０ 新規 飲食店営業
堺食衛第19010122号 京都ぽーく亭 堺市内一円 平成31年4月16日 平成31年4月16日 令和6年4月30日 株式会社ネオ・ライズＰＲＯ 京都府京都市下京区油小路町２９０－１ 703 新規 飲食店営業（自動車）
堺食衛第19010123号 京都ぽーく亭 堺市内一円 平成31年4月16日 平成31年4月16日 令和6年4月30日 株式会社ネオ・ライズＰＲＯ 京都府京都市下京区油小路町２９０－１ 703 新規 飲食店営業（露店）
堺食衛第19010124号 菓庵　さとや 堺市内一円 平成31年4月16日 平成31年4月16日 令和6年4月30日 株式会社さとや 堺市堺区永代町６丁２‐１７ 新規 菓子製造業（露店）
堺食衛第19010130号 一／ＫＡＫＵＲＥＧＡ 堺区中瓦町２丁１‐３ ＴＥＫビル４階 平成31年4月26日 平成31年4月26日 令和7年4月30日 株式会社ＴＲＣ 大阪府大阪市浪速区幸町２丁目７－１７ アクティーコート堀江南９０２号 新規 飲食店営業
堺食衛第19010127号 家電住まいる館泉北堺インター店カフェレスト中区平井７７０‐１ 平成31年4月19日 平成31年4月19日 令和7年4月30日 株式会社ヤマダデンキ 群馬県高崎市栄町１－１ 新規 飲食店営業
堺食衛第19010157号 焼肉　達蔵 堺区戎島町３丁２２‐１ プラットプラット１Ｆ 平成31年4月19日 令和1年5月1日 令和7年4月30日 有限会社座庄八グループ 堺市堺区栄橋町１丁１０‐１ ショップ南海堺 更新 飲食店営業
堺食衛第19010145号 愛和ハウス 北区百舌鳥西之町１丁２０‐１ 平成31年4月19日 令和1年5月1日 令和7年4月30日 社会福祉法人なごみ福祉会 堺市堺区大町東１丁１‐８ 更新 菓子製造業
堺食衛第19010146号 株式会社サンプラザ北野田店 東区北野田１０８４ ベルヒル北野田１３２072-239-4741 平成31年4月19日 令和1年5月1日 令和7年4月30日 株式会社サンプラザ 大阪府羽曳野市誉田３丁目３‐１５ 更新 飲食店営業
堺食衛第19010147号 株式会社サンプラザ北野田店 東区北野田１０８４ ベルヒル北野田１３２072-239-4741 平成31年4月19日 令和1年5月1日 令和7年4月30日 株式会社サンプラザ 大阪府羽曳野市誉田３丁目３‐１５ 更新 菓子製造業
堺食衛第19010148号 株式会社サンプラザ北野田店 東区北野田１０８４ ベルヒル北野田１３２072-239-4741 平成31年4月19日 令和1年5月1日 令和7年4月30日 株式会社サンプラザ 大阪府羽曳野市誉田３丁目３‐１５ 更新 魚介類販売業
堺食衛第19010150号 株式会社サンプラザ北野田店 東区北野田１０８４ ベルヒル北野田１３２072-239-4741 平成31年4月19日 令和1年5月1日 令和7年4月30日 株式会社サンプラザ 大阪府羽曳野市誉田３丁目３‐１５ 更新 食肉販売業
堺食衛第19010151号 満月ゴー（号） 堺市内一円 平成31年4月19日 平成31年4月19日 令和6年4月30日 株式会社満月 大阪府泉佐野市市場南１丁目８番２０号 新規 飲食店営業（自動車）
堺食衛第19010152号 満月ゴー（号） 堺市内一円 平成31年4月19日 平成31年4月19日 令和6年4月30日 株式会社満月 大阪府泉佐野市市場南１丁目８番２０号 新規 菓子製造業（自動車）
堺食衛第19010158号 満月ゴー（号） 堺市内一円 平成31年4月19日 平成31年4月19日 令和6年4月30日 株式会社満月 大阪府泉佐野市市場南１丁目８番２０号 新規 飲食店営業（露店）
堺食衛第19010171号 いっぷく食堂 堺区遠里小野町１丁３‐９４ 平成31年4月22日 令和1年5月1日 令和7年4月30日 有限会社コミュニティーサポート 大阪府大阪市住吉区殿辻２丁目２‐８ 更新 飲食店営業
堺食衛第19010168号 堺東保育園 堺区榎元町５丁５‐２４ 平成31年4月22日 令和1年5月1日 令和7年4月30日 柏原マルタマフーズ株式会社 大阪府藤井寺市川北３丁目４‐２３ 更新 飲食店営業
堺食衛第19010167号 ひなた　菱木店 西区菱木１丁２３１３ 平成31年4月22日 平成31年4月22日 令和7年4月30日 デリケア株式会社 大阪府茨木市横江２丁目１‐２７ 新規 飲食店営業
堺食衛第19010182号 食品館アプロ堺香ヶ丘店 堺区香ヶ丘町１丁９‐２８ 令和1年5月15日 令和1年5月15日 令和7年5月31日 株式会社カノー 大阪府大阪市鶴見区浜５－６－２９ 新規 飲食店営業
堺食衛第19010183号 食品館アプロ堺香ヶ丘店 堺区香ヶ丘町１丁９‐２８ 令和1年5月15日 令和1年5月15日 令和7年5月31日 株式会社カノー 大阪府大阪市鶴見区浜５－６－２９ 新規 菓子製造業
堺食衛第19010184号 食品館アプロ堺香ヶ丘店 堺区香ヶ丘町１丁９‐２８ 令和1年5月15日 令和1年5月15日 令和7年5月31日 株式会社カノー 大阪府大阪市鶴見区浜５－６－２９ 新規 食肉販売業
堺食衛第19010189号 焼肉きんぐ　石津店 西区浜寺石津町西２丁８‐３ 平成31年4月24日 令和1年5月1日 令和7年4月30日 株式会社物語コーポレーション 愛知県豊橋市西岩田５丁目７番地の１１ 更新 飲食店営業
堺食衛第19010188号 せんぼく障害者作業所 南区檜尾１３８２‐６ 平成31年4月24日 令和1年5月1日 令和7年4月30日 社会福祉法人コスモス 堺市東区野尻町８‐４ 更新 菓子製造業
堺食衛第19010191号 ちゃんこ二瀬龍 堺市内一円 平成31年4月24日 平成31年4月24日 令和6年4月30日 一般社団法人大東倶楽部 大阪府大東市深野３丁目２８番３号 新規 飲食店営業（露店）
堺食衛第19010193号 天串と海鮮の店　はれ天 堺市内一円 平成31年4月24日 平成31年4月24日 令和6年4月30日 株式会社ココカラ 大阪府大阪市都島区友渕町３－７－５ 新規 飲食店営業（自動車）
堺食衛第19010210号 Ｃａｆｅ　ｔｏｃｏｔｏ 西区菱木２丁２１８３‐５ 令和1年5月23日 令和1年5月23日 令和7年5月31日 有限会社ｔｏｃｏｔｏ 堺市西区菱木２丁２１８３‐５ 新規 菓子製造業
堺食衛第19010211号 Ｃａｆｅ　ｔｏｃｏｔｏ 西区菱木２丁２１８３‐５ 令和1年5月23日 令和1年5月23日 令和7年5月31日 有限会社ｔｏｃｏｔｏ 堺市西区菱木２丁２１８３‐５ 新規 アイスクリーム類製造業
堺食衛第19010213号 日清医療食品深井こども園事業所 中区深井中町１３８４‐２ 厨房内 令和1年5月14日 令和1年5月14日 令和7年5月31日 日清医療食品株式会社 東京都千代田区丸の内２－７－３ 新規 飲食店営業
堺食衛第19010212号 セブン‐イレブン　堺野田店 東区北野田７８０‐１６ 平成31年4月25日 平成31年4月25日 令和7年4月30日 株式会社ＥＮＥＯＳジェネレーションズ 神奈川県横浜市西区みなとみらい４－４－２ 新規 菓子製造業
堺食衛第19010202号 初芝立命館中学・高等学校 東区西野１９４‐１ 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 東京都新宿区西新宿１丁目２４－１ 新規 喫茶店営業（自動販売機）
堺食衛第19010209号 ハーベストの丘　ビールイベント会場 堺市内一円 平成31年4月25日 令和1年5月1日 令和6年4月30日 株式会社堺ファーム 堺市南区鉢ヶ峯寺２４０５－２ 更新 飲食店営業（露店）
堺食衛第19010227号 堺市立さつき野小学校 美原区さつき野東１丁目６‐１ 平成31年4月26日 令和1年5月1日 令和7年4月30日 株式会社馬渕商事 東京都目黒区平町１丁目１６‐２４ 更新 飲食店営業
堺食衛第19010228号 堺市立美原西小学校 美原区太井５４８ 平成31年4月26日 令和1年5月1日 令和7年4月30日 株式会社馬渕商事 東京都目黒区平町１－１６－２４ 更新 飲食店営業
堺食衛第19010237号 株式会社鮒芳 堺区香ヶ丘町１丁９‐２８ 072-227-8481 令和1年5月15日 令和1年5月15日 令和7年5月31日 株式会社鮒芳 堺市堺区香ヶ丘町１丁９‐２８ 新規 魚介類販売業
堺食衛第19010230号 やまたけ　グリルミナト 堺区昭和通３丁４５ 令和1年5月7日 令和1年6月1日 令和7年5月31日 株式会社梅田やまたけ 堺市堺区西湊町６丁７‐１２ 更新 飲食店営業
堺食衛第19010239号 旭精工株式会社　１Ｆ自販機コーナー（ＣＣＷ受託）西区鳳東町６丁５７０ 令和1年5月7日 令和1年6月1日 令和6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 更新 喫茶店営業（自動販売機）
堺食衛第19010232号 マクドナルド３０９堺美原店 美原区平尾４１４‐１ 令和1年5月7日 令和1年6月1日 令和7年5月31日 株式会社オゼキ 堺市中区福田８４５‐１ 更新 飲食店営業
堺食衛第19010235号 クボタ精機株式会社　検査前１Ｆ（ＣＣＷ受託）美原区木材通４丁目１５‐５ 令和1年5月7日 令和1年6月1日 令和6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 更新 喫茶店営業（自動販売機）
堺食衛第19010238号 クボタ精機株式会社　食堂前（ＣＣＷ受託）美原区木材通４丁目１５‐５ 令和1年5月7日 令和1年6月1日 令和6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 更新 喫茶店営業（自動販売機）
堺食衛第19010245号 大起水産　堺工場 北区中村町６０７‐１ 令和1年5月8日 令和1年6月1日 令和7年5月31日 大起水産株式会社 堺市北区中村町６０７‐１ 更新 飲食店営業
堺食衛第19010248号 ファミリーマートなかもず駅北口店 北区中百舌鳥町２丁１０１ 令和1年5月8日 令和1年6月1日 令和7年5月31日 株式会社ファミリーマート 東京都港区芝浦３丁目１番２１号 更新 飲食店営業
堺食衛第19010256号 たこ焼　麗和 南区野々井１７８‐５ 令和1年5月15日 令和1年5月15日 令和7年5月31日 株式会社魚米 大阪府和泉市光明台１丁目１１－８ 新規 飲食店営業
堺食衛第19010258号 京馬 堺市内一円 令和1年5月8日 令和1年5月8日 令和6年5月31日 ココロパーク株式会社 京都府宇治市槇島町三十五５６－１４ 新規 飲食店営業（自動車）
堺食衛第19010263号 北海炉端ＭＯＺＵ別館 北区中百舌鳥町２丁２４４‐２ ３Ｆ 令和1年9月19日 令和1年9月19日 令和7年9月30日 株式会社ＺＩＧカンパニー 堺市北区中百舌鳥町２丁６９ 新規 飲食店営業
堺食衛第19010260号 牛兆　泉北店 中区小阪２７０ アンディＢ１ 令和1年5月9日 令和1年6月1日 令和7年5月31日 株式会社一千 大阪府茨木市小柳町９‐２１ 更新 飲食店営業
堺食衛第19010261号 牛兆　泉北店 中区小阪２７０ アンディＢ１ 令和1年5月9日 令和1年6月1日 令和7年5月31日 株式会社一千 大阪府茨木市小柳町９‐２１ 更新 食肉販売業
堺食衛第19010269号 Ｒ・Ｊ　ＣＯＦＦＥＥ　ＲＯＡＳＴＥＲＳ 堺市内一円 令和1年5月9日 令和1年5月9日 令和6年5月31日 テンセンス株式会社 大阪府大阪市北区天満３丁目２－１ 新規 飲食店営業（自動車）
堺食衛第19010279号 から好し　堺鉄砲町 堺区鉄砲町３７‐２ 令和1年5月29日 令和1年5月29日 令和7年5月31日 株式会社すかいらーくレストランツ 東京都武蔵野市西久保１丁目２５－８ 新規 飲食店営業
堺食衛第19010275号 すき家　堺津久野店 西区下田町２６‐２３ 令和1年5月10日 令和1年6月1日 令和7年5月31日 株式会社すき家 東京都港区港南２丁目１８‐１ 更新 飲食店営業
堺食衛第19010284号 セブン‐イレブン堺浜シーサイド店 堺区築港八幡町１‐１１２ 072-222-7772 令和1年5月13日 令和1年5月13日 令和7年5月31日 株式会社ＨＥＲＯＥＳ 大阪府大阪市西成区南津守６－５－４７ 新規 菓子製造業
堺食衛第19010293号 まぐろ日本酒スタンドバル　寛十郎 堺区中瓦町２丁２‐６ 令和1年5月16日 令和1年5月16日 令和7年5月31日 酒場ファクトリー株式会社 堺市北区新金岡町４丁３‐１６ １０５号 新規 飲食店営業
堺食衛第19010302号 セブン‐イレブン　ハートインＪＲ鳳駅東口店西区鳳東町１丁１２５ 令和1年5月14日 令和1年5月14日 令和7年5月31日 株式会社ジェイアール西日本デイリーサービスネット 兵庫県尼崎市潮江１丁目２‐１２ 新規 菓子製造業
堺食衛第19010299号 社会福祉法人コスモス　おおはま障害者作業所堺市内一円 令和1年5月31日 令和1年5月31日 令和6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（露店）
堺食衛第19010310号 尼崎信用金庫　もず支店 堺区向陵東町２丁７‐５ 令和1年5月15日 令和1年6月1日 令和7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 東京都調布市調布ケ丘３丁目６‐３ 更新 飲食店営業
堺食衛第19010309号 藏ウェルフェアサービス株式会社　ライフハーモニー堺なかもず事業所北区百舌鳥梅町１丁３‐７ 令和1年5月15日 令和1年5月15日 令和7年5月31日 藏ウェルフェアサービス株式会社 大阪府大阪市中央区北久宝寺町２丁目５番９号 新規 飲食店営業
堺食衛第19010304号 ハラルケバブ 堺市内一円 令和1年5月15日 令和1年5月15日 令和6年5月31日 合同会社ＤＡＮＩＸ 徳島市蔵本町２丁目４４ 新規 飲食店営業（自動車）
堺食衛第19010305号 ハラルケバブ 堺市内一円 令和1年5月15日 令和1年5月15日 令和6年5月31日 合同会社ＤＡＮＩＸ 徳島市蔵本町２丁目４４ 新規 飲食店営業（露店）
堺食衛第19010320号 香の川製麺　堺宿院店 堺区中之町東１丁１‐３０ 令和1年6月17日 令和1年6月17日 令和7年6月30日 株式会社フレンドリー 大阪府大東市寺川３丁目１２番１号 新規 飲食店営業
堺食衛第19010322号 エルマーズグリーン　コーヒー＆ベイクス中区東山７６５‐１ 令和1年5月16日 令和1年6月1日 令和7年5月31日 株式会社カフーツ 東京都世田谷区玉川３丁目９‐７ 更新 飲食店営業
堺食衛第19010323号 エルマーズグリーン　コーヒー＆ベイクス中区東山７６５‐１ 令和1年5月16日 令和1年6月1日 令和7年5月31日 株式会社カフーツ 東京都世田谷区玉川３丁目９‐７ 更新 菓子製造業
堺食衛第19010321号 やすらぎの介護シャローム　晴れる家２号館中区平井５３３‐１ 令和1年5月16日 令和1年6月1日 令和7年5月31日 株式会社テスティパル 大阪府大阪市中央区南久宝寺町４丁目３‐５ 更新 飲食店営業
堺食衛第19010315号 株式会社コノミヤ　竹城台店 南区竹城台４丁１‐２ 令和1年5月16日 令和1年6月1日 令和7年5月31日 株式会社コノミヤ 大阪市鶴見区今津南１‐５－３２ 更新 魚介類販売業
堺食衛第19010316号 株式会社コノミヤ　竹城台店 南区竹城台４丁１‐２ 令和1年5月16日 令和1年6月1日 令和7年5月31日 株式会社コノミヤ 大阪市鶴見区今津南１‐５－３２ 更新 食肉販売業
堺食衛第19010318号 株式会社コノミヤ　竹城台店 南区竹城台４丁１‐２ 令和1年5月16日 令和1年6月1日 令和7年5月31日 株式会社コノミヤ 大阪市鶴見区今津南１‐５－３２ 更新 飲食店営業
堺食衛第19010329号 インドレストラン　スラジュ　中百舌鳥店 北区金岡町１１８２‐２７ 令和1年5月17日 令和1年7月1日 令和7年6月30日 ＳＫ株式会社 大阪府大阪市住吉区長居東４丁目２‐２２ 更新 飲食店営業
堺食衛第19010328号 インド料理レストラン　スラジュ 中区深井沢町３２９９ 令和1年5月17日 令和1年7月1日 令和7年6月30日 ＳＫ株式会社 大阪府大阪市住吉区長居東４丁目２‐２２ 更新 飲食店営業
堺食衛第19010326号 かっぱ寿司　堺美原店 美原区黒山１６９‐１ 令和1年5月17日 令和1年6月1日 令和7年5月31日 カッパ・クリエイト株式会社 神奈川県横浜市西区みなとみらい２丁目２‐１ ランドマークタワー１２階 更新 飲食店営業
堺食衛第19010327号 ＥＨ製菓株式会社 堺市内一円 令和1年5月17日 令和1年6月1日 令和6年5月31日 ＥＨ製菓株式会社 堺市堺区北三国ヶ丘町１丁２‐３６ 更新 菓子製造業（自動車）
堺食衛第19010346号 梅木さんちの台所 堺区市之町東６丁２‐５ 令和1年5月21日 令和1年7月1日 令和7年6月30日 株式会社セルビスサービス 堺市堺区市之町東５丁２‐７ 更新 飲食店営業
堺食衛第19010345号 炭火焼肉酒家　牛角北花田店 北区北花田町２丁２７‐１ サンハイツ北花田 令和1年5月21日 令和1年6月1日 令和7年5月31日 株式会社ドリームアップ 大阪府泉大津市池園町７‐２８ 更新 飲食店営業
堺食衛第19010352号 デイサービスセンターひなた深井店 中区深井北町１７２‐１ 令和1年5月29日 令和1年5月29日 令和7年5月31日 デリケア株式会社 大阪府茨木市横江２丁目１－２７ 新規 飲食店営業
堺食衛第19010365号 豚野郎 中区深井沢町３１１７ １Ｆ 072-242-4050 令和1年5月29日 令和1年5月29日 令和7年5月31日 株式会社ａｍｂｉｔｉｏｎ　Ｇｒｏｕｐ 堺市中区深井沢町３３９５ フェリス深井６０１ 新規 飲食店営業
堺食衛第19010368号 炭火焼肉うしかい　初芝店 東区日置荘西町１丁１６‐１０ 072-285-5963 令和1年5月27日 令和1年7月1日 令和7年6月30日 株式会社ビースマイルプロジェクト 鹿児島県鹿児島市谷山中央１－４３８９ 更新 飲食店営業 焼肉
堺食衛第19010372号 みんなの食堂ｉｎ鳳 西区鳳中町２丁２３‐１１８ ファミール朝田１０１ 令和1年9月9日 令和1年9月9日 令和7年9月30日 一般社団法人あっと 堺市西区鳳中町２丁２３‐１１８ ファミール朝田Ａ館１階１０１ 新規 アイスクリーム類製造業



堺食衛第19010371号 ハーモニーさかい　学園町 中区学園町３‐１０ 令和1年6月3日 令和1年6月3日 令和7年6月30日 ミストラルＨＤ株式会社 和歌山県紀の川市東国分１‐３４ 新規 飲食店営業
堺食衛第19010375号 株式会社シキボウ堺 西区築港浜寺西町１１ 072-268-1727 令和1年5月29日 令和1年7月1日 令和7年6月30日 株式会社シキボウ堺 堺市西区築港浜寺西町１１ 更新 添加物製造業
堺食衛第19010378号 アンビション 南区桃山台１丁１‐１ 令和1年5月29日 令和1年6月1日 令和7年5月31日 特定非営利活動法人アンビション２２ 堺市南区晴美台１丁３０‐５ 更新 飲食店営業
堺食衛第19010382号 テアトロ　ポンテベッキオ 堺区翁橋町２丁１‐２ 072-282-7077 令和1年6月3日 令和1年6月3日 令和7年6月30日 有限会社山根 大阪府大阪市中央区北浜１－８－１６ 大阪証券取引所ビル１Ｆ 新規 飲食店営業
堺食衛第19010380号 丸源ラーメン堺福田店 中区福田５９８‐５ 072-235-2929 令和1年6月13日 令和1年6月13日 令和7年6月30日 株式会社サンパーク 大阪府吹田市岸部北５－１１－１ 新規 飲食店営業
堺食衛第19010393号 ＷｉＬＬ　ひまわり 北区百舌鳥梅北町５丁２５３‐１５ 072-250-7722 令和1年6月10日 令和1年6月10日 令和7年6月30日 特定非営利活動法人フィロソフィひまわり 堺市北区百舌鳥西之町３丁５２９ 新規 缶詰又は瓶詰食品製造業
堺食衛第19010394号 ＷｉＬＬ　ひまわり 北区百舌鳥梅北町５丁２５３‐１５ 072-250-7722 令和1年6月10日 令和1年6月10日 令和7年6月30日 特定非営利活動法人フィロソフィひまわり 堺市北区百舌鳥西之町３丁５２９ 新規 ソース類製造業
堺食衛第19010389号 ローソン堺東山店 中区東山５０５‐５ 令和1年5月31日 令和1年7月1日 令和7年6月30日 株式会社寺田 堺市中区東山７６９‐１ 更新 飲食店営業
堺食衛第19010387号 すき家３０９号堺黒山店 美原区黒山１６８‐１ 令和1年5月31日 令和1年7月1日 令和7年6月30日 株式会社すき家 東京都港区港南２丁目１８‐１ 更新 飲食店営業
堺食衛第19010402号 コニカミノルタ総合サービス株式会社・堺サイト・西テニスコート横堺区大仙西町３丁９１ 令和1年6月3日 令和1年7月1日 令和6年6月30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 更新 喫茶店営業（自動販売機）
堺食衛第19010406号 フレンチレストランＭＯＲＩ 西区鳳西町２丁１７‐５ 令和1年6月3日 令和1年7月1日 令和7年6月30日 森事務所株式会社 堺市西区鳳西町２丁１７‐５ 更新 菓子製造業
堺食衛第19010404号 株式会社アプリア１階 中区堀上町１０４ 令和1年6月13日 令和1年6月13日 令和7年6月30日 株式会社アプリア 堺市中区堀上町１０４ 新規 菓子製造業
堺食衛第19010409号 ローソン堺鉄砲町西店 堺区鉄砲町３２‐２ 令和1年6月6日 令和1年6月6日 令和7年6月30日 株式会社エンプロート 大阪府大阪市住吉区大領５－９－３７ 新規 飲食店営業
堺食衛第19010414号 ビューティードア株式会社 堺区北庄町２丁２‐２２ 072-256-4596 令和1年6月14日 令和1年6月14日 令和7年6月30日 ビューティードア株式会社 堺市堺区北庄町２丁２‐２２ 新規 食用油脂製造業
堺食衛第19010427号 日鉄鋼板株式会社食堂 堺区出島西町２ 令和1年6月7日 令和1年7月1日 令和7年6月30日 ナンブフードサービス株式会社 堺市堺区出島海岸通４丁１‐２８ 更新 飲食店営業
堺食衛第19010424号 ベリーズ・カフェ 堺市内一円 令和1年6月7日 令和1年7月1日 令和6年6月30日 株式会社Ｎ　Ｅ　ＰＲＯＪＥＣＴ 堺市中区深阪１‐１４‐５２ 更新 菓子製造業（自動車）
堺食衛第19010433号 ファミリーマート　京屋御陵通店 堺区一条通２‐６ 令和1年6月11日 令和1年7月1日 令和7年6月30日 京屋ベネフィット株式会社 堺市西区浜寺船尾町西４丁５１６‐９ 更新 飲食店営業
堺食衛第19010441号 じょいん 北区新金岡町５丁５‐１１０ 泉マンション１階 072-267-9243 令和1年6月17日 令和1年6月17日 令和7年6月30日 一般社団法人しぇいくはんず 堺市北区新金岡町５丁９‐６０８ 新規 飲食店営業
堺食衛第19010442号 じょいん 北区新金岡町５丁５‐１１０ 泉マンション１階 072-267-9243 令和1年6月17日 令和1年6月17日 令和7年6月30日 一般社団法人しぇいくはんず 堺市北区新金岡町５丁９‐６０８ 新規 菓子製造業
堺食衛第19010437号 ミルクレット土塔南店 中区土塔町３３４３ 072-235-1180 令和1年6月11日 令和1年7月1日 令和7年6月30日 株式会社新泉商事 堺市中区土塔町１９９１ 更新 アイスクリーム類製造業
堺食衛第19010446号 髙島屋堺店　２階　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7月9日 令和1年7月9日 令和7年7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 飲食店営業
堺食衛第19010449号 湊クラブ 堺区出島町２丁５‐２２ 令和1年6月13日 令和1年7月1日 令和7年6月30日 南海エフディサービス株式会社 大阪府大阪市中央区難波５丁目１‐６０ 更新 飲食店営業
堺食衛第19010451号 社会福祉法人ひまわり　サービス付き高齢者住宅　ひまわりの家　鳳西区鳳南町４丁４７６‐２ 令和1年6月13日 令和1年7月1日 令和7年6月30日 株式会社テスティパル 大阪府大阪市中央区南久宝寺町４丁目３‐５ 更新 飲食店営業
堺食衛第19010466号 １０６７Ｄ事業所 南区鴨谷台２丁５‐２ 072-297-6355 令和1年6月24日 令和1年6月24日 令和7年6月30日 イフスコヘルスケア株式会社 大阪市福島区福島７－１５－２６ 新規 飲食店営業
堺食衛第19010465号 いきなりステーキ堺インター店 南区小代４４０‐１ 令和1年6月19日 令和1年6月19日 令和7年6月30日 株式会社Ｇ７ジャパンフードサービス 兵庫県神戸市須磨区弥栄台５丁目１９番地２ 新規 飲食店営業
堺食衛第19010481号 ケンタッキーフライドチキン　プラットプラット堺駅前店堺区戎島町３丁２２‐１ プラットプラット１Ｆ 072-224-8244 令和1年6月26日 令和1年6月26日 令和7年6月30日 株式会社ｅａｔａｂｅｌｌ 和歌山県和歌山市梶取１７１－１ 新規 飲食店営業
堺食衛第19010500号 アン・デ・プルミエ 堺区香ヶ丘町１丁５‐３２ 072-238-2335 令和1年6月25日 令和1年6月25日 令和7年6月30日 株式会社はるかぜコミュニケーション 堺市堺区香ヶ丘町１丁３‐１ 新規 菓子製造業
堺食衛第19010499号 丸亀製麺　堺浜寺店 西区浜寺石津町西５丁３‐２２ 072-265-8628 令和1年6月21日 令和1年8月1日 令和7年7月31日 株式会社丸亀製麺 東京都渋谷区道玄坂１－２１－１ 更新 飲食店営業
堺食衛第19010503号 からあげ　金と銀　福田店 中区福田８６９‐１ 072-230-0886 令和1年7月25日 令和1年7月25日 令和7年7月31日 合同会社龍華山フードサービス 堺市堺区中之町東１丁１‐３２ 新規 飲食店営業
堺食衛第19010504号 くちの屋カフェ 南区原山台５丁９‐８ 令和1年6月24日 令和1年6月24日 令和7年6月30日 営業本部パートナーズ有限会社 大阪府泉南郡熊取町青葉台２－１２－１６ 新規 飲食店営業
堺食衛第19010501号 アンシャンテ 堺市内一円 令和1年6月21日 令和1年6月21日 令和6年6月30日 株式会社エステートフロンティア 兵庫県尼崎市上ノ島町２丁目１６－１－１０１ 新規 飲食店営業（自動車）
堺食衛第19010502号 アンシャンテ 堺市内一円 令和1年6月21日 令和1年6月21日 令和6年6月30日 株式会社エステートフロンティア 兵庫県尼崎市上ノ島町２丁目１６－１－１０１ 新規 菓子製造業（自動車）
堺食衛第19010513号 志なのすけ　堺東店 堺区北瓦町２丁１‐３０ 072-282-8801 令和1年6月24日 令和1年7月1日 令和7年6月30日 株式会社クロスキンキ 大阪府守口市東郷通３丁目１２‐６ 更新 飲食店営業
堺食衛第19010511号 ホテル　アゴーラリージェンシー大阪堺　ビアガーデン４堺市内一円 令和1年6月24日 令和1年7月1日 令和6年6月30日 株式会社アゴーラホテルマネジメント堺 堺市堺区戎島町４丁４５‐１ 更新 飲食店営業（露店）
堺食衛第19010521号 いってつ 西区山田３丁１０６３‐１ 072-275-2911 令和1年6月25日 令和1年7月1日 令和7年6月30日 株式会社イデアプラス 大阪府大阪市中央区南本町２丁目３‐８ 更新 食肉販売業
堺食衛第19010518号 ナチュラルガーデンそうざい製造 中区深井水池町３２３８ ３階 令和1年7月1日 令和1年7月1日 令和7年6月30日 株式会社セルビスサービス 堺市堺区市之町東５丁２‐７ 新規 そうざい製造業
堺食衛第19010530号 じゃんぼ　總本店　北野田店 東区丈六１７１‐７ 令和1年6月27日 令和1年7月1日 令和7年6月30日 ドリームアドバンス株式会社 大阪府東大阪市大蓮南４丁目２３‐２３ 更新 飲食店営業
堺食衛第19010539号 鉄板　ＣＡＦＥ 堺市内一円 令和1年6月27日 令和1年7月1日 令和6年6月30日 有限会社アスカ企画 大阪府大阪市浪速区大国１丁目３－２０ 更新 飲食店営業（露店）
堺食衛第19010536号 ＶＣＴＲＡ 堺市内一円 令和1年6月27日 令和1年6月27日 令和6年6月30日 株式会社ＤＥＤＩＣＡＴＥ 大阪府大阪市中央区安堂寺町２－３－５ 新規 飲食店営業（自動車）
堺食衛第19010542号 カフェドペラゴロ堺北花田店 北区東浅香山町４丁１‐１２ イオンモール堺北花田２Ｆ072-247-7177 令和1年6月28日 令和1年7月1日 令和7年6月30日 株式会社イオンイーハート 千葉県千葉市美浜区中瀬１‐５‐１ 更新 飲食店営業
堺食衛第19010541号 丸亀製麺　コーナン中百舌鳥店 北区中百舌鳥町３丁４２５‐２ ホームセンターコーナン内072-252-2227 令和1年6月28日 令和1年8月1日 令和7年7月31日 株式会社丸亀製麺 兵庫県神戸市中央区小野柄通７丁目１‐１ 更新 飲食店営業
堺食衛第19010550号 ジャンボカラオケ広場堺東店 堺区中瓦町２丁１‐１１ 中屋ビル１－５Ｆ 072-227-4774 令和1年7月1日 令和1年8月1日 令和7年7月31日 有限会社ジャンカラ堺 堺市堺区中瓦町２丁１‐１１ 更新 飲食店営業
堺食衛第19010552号 ダイエー堺店 堺区山本町１丁１８‐１ 令和1年7月9日 令和1年7月9日 令和7年7月31日 株式会社ダイエー 兵庫県神戸市中央区港島中町４丁目１－１ 新規 菓子製造業
堺食衛第19010543号 株式会社ネクスト・プレシャス 南区小代４４４‐１ 072-295-7331 令和1年7月8日 令和1年7月8日 令和7年7月31日 株式会社ネクスト・プレシャス 堺市南区小代４４４‐１ 新規 そうざい製造業
堺食衛第19010562号 日本ケンタッキー・フライド・チキン株式会社　コーナン中百舌鳥店北区中百舌鳥町３丁４２８‐２ 令和1年7月3日 令和1年8月1日 令和7年7月31日 日本ケンタッキー・フライド・チキン株式会社 神奈川県横浜市西区みなとみらい４丁目４－５ 更新 飲食店営業
堺食衛第19010576号 株式会社フジモト 堺区砂道町２丁３‐２３ 072-267-4428 令和1年7月5日 令和1年7月5日 令和7年7月31日 株式会社フジモト 兵庫県芦屋市大桝町１‐２５ 新規 アイスクリーム類製造業
堺食衛第19010565号 ｔｉｔａｎ　ＰＩＣＣＯＬＯ　ＴＲＥ 堺区櫛屋町東２丁２‐２４ ロイヤルコート２番館１Ｆ 令和1年7月31日 令和1年7月31日 令和7年7月31日 有限会社ピッコロ 堺市堺区北瓦町２丁３‐８ 新規 飲食店営業
堺食衛第19010563号 北新地　小春や 北区長曽根町１９２７‐５ 090-8456-4552 令和1年7月29日 令和1年7月29日 令和7年7月31日 株式会社イーナ 大阪府大阪市住吉区大領５‐３‐２７ 新規 飲食店営業
堺食衛第19010564号 北新地　小春や 北区長曽根町１９２７‐５ 090-8456-4552 令和1年7月29日 令和1年7月29日 令和7年7月31日 株式会社イーナ 大阪府大阪市住吉区大領５‐３‐２７ 新規 菓子製造業
堺食衛第19010570号 ファミリーマート堺土師店 中区土師町２丁３４‐６２ 令和1年7月4日 令和1年8月1日 令和7年7月31日 小林商店株式会社 堺市南区高倉台２丁３‐１ ３０３号 更新 飲食店営業
堺食衛第19010571号 ファミリーマート堺土師店 中区土師町２丁３４‐６２ 令和1年7月4日 令和1年8月1日 令和7年7月31日 小林商店株式会社 堺市南区高倉台２丁３‐１ ３０３号 更新 菓子製造業
堺食衛第19010566号 大阪府立泉北高等支援学校　給食室 南区原山台２丁６ 令和1年7月4日 令和1年7月4日 令和7年7月31日 株式会社マルタマフーズ 大阪府東大阪市若江南町２丁目９番１６号 新規 飲食店営業
堺食衛第19010575号 障害児者余暇生活支援センター　じらふ・泉北南区原山台４丁６‐４ 072-201-9900 令和1年7月4日 令和1年8月1日 令和7年7月31日 社会福祉法人ライフサポート協会 大阪府大阪市住吉区帝塚山東５丁目１０‐１５ 更新 飲食店営業
堺食衛第19010580号 しろくまストア堺東駅前店 堺区中瓦町２丁３‐１４ 栄屋ビル１階 072-228-6016 令和1年8月9日 令和1年8月9日 令和7年8月31日 ワタミ株式会社 東京都大田区羽田１丁目１番３号 新規 飲食店営業
堺食衛第19010583号 焼肉いちばん　福田店 中区福田６００‐１ 072-230-2901 令和1年7月5日 令和1年8月1日 令和7年7月31日 株式会社ＴＡＧ－１ 東京都港区港南２丁目１８‐１ 更新 飲食店営業
堺食衛第19010585号 ダイエーグルメシティ　中もず店（魚屋の寿司）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 兵庫県神戸市中央区港島中町４丁目１‐１ 更新 飲食店営業
堺食衛第19010586号 ダイエーグルメシティ　中もず店（米飯） 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 兵庫県神戸市中央区港島中町４丁目１‐１ 更新 飲食店営業
堺食衛第19010588号 ダイエーグルメシティ　中もず店（中華惣菜）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 兵庫県神戸市中央区港島中町４丁目１‐１ 更新 飲食店営業
堺食衛第19010589号 ダイエーグルメシティ　中もず店 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 兵庫県神戸市中央区港島中町４丁目１‐１ 更新 魚介類販売業
堺食衛第19010590号 ダイエーグルメシティ　中もず店（催事コーナー）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 兵庫県神戸市中央区港島中町４丁目１‐１ 更新 魚介類販売業
堺食衛第19010592号 ダイエーグルメシティ　中もず店 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 兵庫県神戸市中央区港島中町４丁目１‐１ 更新 食肉販売業
堺食衛第19010597号 ダイエーグルメシティ　中もず店（焼魚） 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 兵庫県神戸市中央区港島中町４丁目１‐１ 更新 飲食店営業
堺食衛第19010595号 エテルノテレサ浜寺元町 西区浜寺元町１丁１２０‐１ 072-267-1505 令和1年7月8日 令和1年8月1日 令和7年7月31日 株式会社セルビス 堺市堺区市之町東５丁２‐７ 更新 飲食店営業
堺食衛第19010599号 日本料理よしの 中区福田４３２‐１０ 072-237-2296 令和1年7月11日 令和1年7月11日 令和7年7月31日 ＹＯＳＨＩＮＯ．ヴィルシーナ株式会社 堺市中区福田４３２‐１０ 新規 飲食店営業
堺食衛第19010596号 泉北郵便局食堂 南区若松台３丁１‐３ 令和1年7月8日 令和1年8月1日 令和7年7月31日 ナンブフードサービス株式会社 堺市堺区出島海岸通４丁１‐２８ 更新 飲食店営業
堺食衛第19010605号 蜜香屋＆ＳＯＩＬｋｉｔｃｈｅｎ 堺市内一円 令和1年7月9日 令和1年7月9日 令和6年7月31日 株式会社ソイルワーキングス 大阪府東大阪市永和３丁目７－２０ 新規 飲食店営業（露店）
堺食衛第19010611号 株式会社箕面ビール 堺市内一円 令和1年7月10日 令和1年7月10日 令和6年7月31日 株式会社箕面ビール 大阪府箕面市牧落３－１９－１１ 新規 飲食店営業（露店）
堺食衛第19010618号 和ｂｉｓａｂｉ 堺区中瓦町２丁３‐２０ 072-221-1656 令和1年8月2日 令和1年8月2日 令和7年8月31日 株式会社利休 堺市南区美木多上２６６９ 新規 飲食店営業
堺食衛第19010617号 利休珈琲 堺区大仙西町６丁１８４‐１ 072-276-4408 令和1年7月11日 令和1年7月11日 令和7年7月31日 株式会社利休 堺市南区美木多上２６６９ 新規 飲食店営業
堺食衛第19010614号 香の川製麺　美原店 美原区平尾２８９‐３ 072-362-3202 令和1年8月9日 令和1年8月9日 令和7年8月31日 株式会社フレンドリー 大阪府大東市寺川３丁目１２－１ 新規 飲食店営業
堺食衛第19010619号 利休プリン 南区美木多上２６６９ 072-220-7888 令和1年8月2日 令和1年8月2日 令和7年8月31日 株式会社利休 堺市南区美木多上２６６９ 新規 菓子製造業
堺食衛第19010616号 笑屋　ＮＩＣＯ－ＹＡ 堺市内一円 令和1年7月11日 令和1年7月11日 令和6年7月31日 ニコニコのり株式会社 大阪府大阪市浪速区敷津東３丁目３－２３ 新規 飲食店営業（自動車）
堺食衛第19010624号 丸亀製麺　堺泉北店 南区豊田１０６１‐１ 令和1年7月12日 令和1年8月1日 令和7年7月31日 株式会社丸亀製麺 東京都渋谷区道玄坂１－２１－１ 更新 飲食店営業
堺食衛第19010623号 すき家　堺片蔵店 南区片蔵１３３３‐１ 令和1年7月12日 令和1年8月1日 令和7年7月31日 株式会社すき家 東京都港区港南２丁目１８‐１ 更新 飲食店営業
堺食衛第19010628号 創作イタリアン　丹Ｔａｎ治Ｊｉ 堺区永代町１丁１‐１３ 072-370-6979 令和1年7月19日 令和1年7月19日 令和7年7月31日 株式会社丹治 堺市東区南野田３３７‐１２４ 新規 飲食店営業
堺食衛第19010633号 寅虎ラーメン 堺区翁橋町１丁９‐１５ アトムビル１ＡＢ 令和1年7月19日 令和1年7月19日 令和7年7月31日 株式会社Ｒｅｅｄ商事 大阪府摂津市別府１－２２－３６ 新規 飲食店営業
堺食衛第19010634号 中尾食品工業株式会社 西区草部７１５ 072-273-4545 令和1年7月24日 令和1年7月24日 令和7年7月31日 中尾食品工業株式会社 堺市西区草部７１５ 新規 飲食店営業
堺食衛第19010638号 や台ずし　北野田駅前町 東区北野田９０‐３ エイトビル１階 072-237-8383 令和1年7月17日 令和1年8月1日 令和7年7月31日 株式会社ヨシックスフーズ 愛知県名古屋市東区徳川１－９－３０ 更新 飲食店営業
堺食衛第19010639号 来来亭　泉北アロー店 南区檜尾３６５４‐１９ 072-274-6556 令和1年7月17日 令和1年8月1日 令和7年7月31日 株式会社来来亭 滋賀県野洲市大篠原１８２４ 更新 飲食店営業
堺食衛第19010632号 空腹は最高のスパイスカレー 堺市内一円 令和1年7月17日 令和1年7月17日 令和6年7月31日 株式会社ＰａｇｅＰｏｒｔ 兵庫県神戸市中央区栄町通３－６－１ 新規 飲食店営業（自動車）
堺食衛第19010635号 上神谷Ｓ．Ｄ．ショップ 堺市内一円 令和1年7月17日 令和1年7月17日 令和6年7月31日 上神谷営業株式会社 堺市堺区南花田口町１丁１‐２１ 辻野ビル２０２ 新規 飲食店営業（露店）
堺食衛第19010636号 ラーメン　まこと屋 堺市内一円 令和1年7月19日 令和1年7月19日 令和6年7月31日 株式会社マコトフードサービス 大阪府大阪市福島区吉野５丁目４番２３号 新規 飲食店営業（露店）
堺食衛第19010649号 Ｄｉｎｉｎｇ＋お酒　凛 堺区香ヶ丘町１丁３‐１５ 072-355-7156 令和1年7月19日 令和1年7月19日 令和7年7月31日 株式会社Ｒ＆Ｋ 堺市堺区香ヶ丘町１丁３‐１５ 新規 飲食店営業
堺食衛第19010648号 食堂酒場　特製からあげ　凛 堺区四条通１‐２ 072-249-2229 令和1年7月19日 令和1年7月19日 令和7年7月31日 株式会社Ｒ＆Ｋ 堺市堺区香ヶ丘町１丁３‐１５ 新規 飲食店営業
堺食衛第19010646号 ごはん処　寄ってっ亭 堺区翁橋町１丁７‐１ グランキコーナ堺店内 令和1年7月23日 令和1年7月23日 令和7年7月31日 株式会社ジョイスタイル 大阪府大阪市北区豊崎３丁目４番１４号 新規 飲食店営業
堺食衛第19010663号 ルミエール堺店 堺区翁橋町１丁７‐１ グランキコーナ堺店内 令和1年7月25日 令和1年7月25日 令和7年7月31日 サンフェニックス株式会社 大阪府東大阪市森河内西二丁目２９－２０ 新規 飲食店営業
堺食衛第19010657号 高田工業所　堺寮内食堂　ウオクニ 堺区南島町３丁１２９ 072-227-1241 令和1年7月22日 令和1年8月1日 令和7年7月31日 ウオクニ株式会社 兵庫県神戸市灘区船寺通４丁目５‐１６ 更新 飲食店営業
堺食衛第19010658号 クランコート堺 堺区海山町１丁７‐１ 令和1年7月29日 令和1年7月29日 令和7年7月31日 クックメディカルフーズ株式会社 大阪府大東市御領３丁目９－２１ 新規 飲食店営業
堺食衛第19010659号 株式会社米乃家 西区上野芝町２丁７‐３ 西友上野芝店１Ｆ 令和1年7月22日 令和1年8月1日 令和7年7月31日 株式会社米乃家 愛知県名古屋市千種区内山２丁目１６‐２０ 更新 飲食店営業
堺食衛第19010660号 株式会社米乃家 西区上野芝町２丁７‐３ 西友上野芝店１Ｆ 令和1年7月22日 令和1年8月1日 令和7年7月31日 株式会社米乃家 愛知県名古屋市千種区内山２丁目１６‐２０ 更新 菓子製造業
堺食衛第19010668号 近商ストア　槇塚台店（惣菜） 南区晴美台３丁１３‐１ 072-291-6070 令和1年9月6日 令和1年9月6日 令和7年9月30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
堺食衛第19010669号 近商ストア　槇塚台店（寿司） 南区晴美台３丁１３‐１ 072-291-6070 令和1年9月6日 令和1年9月6日 令和7年9月30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
堺食衛第19010670号 近商ストア　槇塚台店 南区晴美台３丁１３‐１ 072-291-6070 令和1年9月6日 令和1年9月6日 令和7年9月30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
堺食衛第19010672号 近商ストア　槇塚台店 南区晴美台３丁１３‐１ 072-291-6070 令和1年9月6日 令和1年9月6日 令和7年9月30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
堺食衛第19010673号 近商ストア　槇塚台店 南区晴美台３丁１３‐１ 072-291-6070 令和1年9月6日 令和1年9月6日 令和7年9月30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 そうざい製造業
堺食衛第19010674号 近商ストア　槇塚台店 南区晴美台３丁１３‐１ 072-291-6070 令和1年9月6日 令和1年9月6日 令和7年9月30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 食肉処理業
堺食衛第19010698号 レ・ジェイド新金岡パークフィールズ 北区新金岡町２丁５‐３ レ・ジェイド新金岡パークフィールズ 令和1年10月24日 令和1年10月24日 令和7年10月31日 株式会社クオリティライフ・コンシェルジュ 東京都港区芝５丁目１３－１５ 新規 飲食店営業
堺食衛第19010699号 レ・ジェイド新金岡パークフィールズ 北区新金岡町２丁５‐３ レ・ジェイド新金岡パークフィールズ 令和1年10月24日 令和1年10月24日 令和7年10月31日 株式会社クオリティライフ・コンシェルジュ 東京都港区芝５丁目１３－１５ 新規 菓子製造業
堺食衛第19010694号 すみやき　おむすび　まる 北区百舌鳥赤畑町１丁１４‐１ 072-257-8091 令和1年7月24日 令和1年9月1日 令和7年8月31日 ブライダルホーム有限会社 堺市北区百舌鳥赤畑町１丁１４‐１ 更新 飲食店営業
堺食衛第19010693号 花咲浜寺 西区浜寺石津町中１丁１‐１ 令和1年7月24日 令和1年8月1日 令和7年7月31日 浅田給食株式会社 大阪府八尾市竹渕１丁目２２２‐３ 更新 飲食店営業
堺食衛第19010706号 セブン‐イレブン堺堀上緑町店 西区堀上緑町１丁１‐１ 072-272-5271 令和1年7月25日 令和1年7月25日 令和7年7月31日 株式会社エルミック 堺市西区鳳北町２丁８０‐１６ 新規 飲食店営業
堺食衛第19010702号 セブン‐イレブン堺深井水池町店 中区深井水池町３０１０ 072-270-7211 令和1年7月26日 令和1年7月26日 令和7年7月31日 株式会社エルミック 堺市西区鳳北町２丁８０‐１６ 新規 飲食店営業
堺食衛第19010721号 サーティワンアイスクリーム　しんかな中環ロードサイド店北区金岡町５５０‐１ 令和1年7月25日 令和1年8月1日 令和7年7月31日 イッツ・コーポレーション株式会社 和歌山県和歌山市西汀丁５７ 更新 喫茶店営業
堺食衛第19010713号 金魚グループ　Ｔ＆Ｍ 堺市内一円 令和1年7月25日 令和1年7月25日 令和6年7月31日 食品デザイン株式会社 大阪府大阪市西成区南津守６丁目１－２７ 新規 飲食店営業（露店）
堺食衛第19010724号 社会医療法人ペガサスペガサスリハビリテーション病院西区浜寺船尾町東４丁２６９ 072-265-5577 令和1年7月26日 令和1年7月26日 令和7年7月31日 社会医療法人ペガサス 堺市西区浜寺船尾町東４丁２４４ 新規 飲食店営業
堺食衛第19010730号 サンシャインコート御陵通り 堺区御陵通１‐９ 令和1年7月31日 令和1年7月31日 令和7年7月31日 太閤折詰株式会社 大阪府東大阪市若江南町３丁目７‐２２ 新規 飲食店営業
堺食衛第19010741号 株式会社サンプラザ北野田店（クッキング、サポート）東区北野田１０８４ ベルヒル北野田１３２072-239-4741 令和1年7月29日 令和1年8月1日 令和7年7月31日 株式会社サンプラザ 大阪府羽曳野市誉田３丁目３‐１５ 更新 飲食店営業
堺食衛第19010736号 カフェ　アンド　レストラン　ぐらん・じゅ 南区茶山台１丁８‐１ 072-290-0900 令和1年7月29日 令和1年8月1日 令和7年7月31日 株式会社ナイス 大阪府大阪市西成区長橋３丁目６‐３３ 更新 飲食店営業
堺食衛第19010734号 株式会社万代　御池台店 南区御池台２丁１２‐５ 072-298-5713 令和1年7月29日 令和1年9月1日 令和7年8月31日 株式会社万代 大阪市生野区小路東３丁目１０‐１３ 更新 食肉販売業
堺食衛第19010753号 有限会社山繁商事 堺区向陵東町１丁６‐３ 072-255-2941 令和1年7月30日 令和1年9月1日 令和7年8月31日 有限会社山繁商事 堺市堺区向陵東町１丁６‐３ 更新 食肉処理業
堺食衛第19010750号 地鶏鶏焼肉　寛 堺区栄橋町１丁５‐１０ 令和1年8月22日 令和1年8月22日 令和7年8月31日 株式会社バディコーポレーション 堺市堺区栄橋町１丁５‐１０ 新規 飲食店営業
堺食衛第19010759号 町田商店　中百舌鳥店 北区百舌鳥陵南町３丁１６４ 令和1年7月31日 令和1年7月31日 令和7年7月31日 株式会社ＧＩＦＴＪＡＰＡＮ 東京都町田市森野１－２３－１９ 新規 飲食店営業
堺食衛第19010763号 ｋｉｒａｒａベーカリー 北区百舌鳥陵南町３丁１９３ １－Ｃ 令和1年7月31日 令和1年9月1日 令和7年8月31日 有限会社幸智福祉社 堺市北区百舌鳥陵南町３丁３５ 更新 菓子製造業
堺食衛第19010764号 松源北条店 西区北条町２丁２１‐８ 072-281-6121 令和1年7月31日 令和1年8月1日 令和7年7月31日 株式会社松源 和歌山県和歌山市田屋１３８番地 更新 飲食店営業
堺食衛第19010765号 松源北条店 西区北条町２丁２１‐８ 072-281-6121 令和1年7月31日 令和1年8月1日 令和7年7月31日 株式会社松源 和歌山県和歌山市田屋１３８番地 更新 魚介類販売業
堺食衛第19010767号 松源北条店 西区北条町２丁２１‐８ 072-281-6121 令和1年7月31日 令和1年8月1日 令和7年7月31日 株式会社松源 和歌山県和歌山市田屋１３８番地 更新 食肉販売業
堺食衛第19010768号 悠友の家　津久野 西区宮下町１８‐７ 令和1年7月31日 令和1年9月1日 令和7年8月31日 有限会社マルフクメディカルフーズ 大阪府門真市三ツ島６丁目２５‐２１ 更新 飲食店営業
堺食衛第19010786号 ドッグカフェ　リンク＆リリー 西区菱木４丁２７６７‐１ 072-350-8328 令和1年8月5日 令和1年9月1日 令和7年8月31日 有限会社エスコム 堺市北区北花田町４丁９０‐１２ 更新 飲食店営業
堺食衛第19010793号 酒楽　たんと 南区深阪南２６８２ 072-235-5545 令和1年8月6日 令和1年9月1日 令和7年8月31日 株式会社たんと 堺市南区深阪南２６８２ 更新 飲食店営業



堺食衛第19010799号 利休珈琲 堺市内一円 令和1年8月6日 令和1年8月6日 令和6年8月31日 株式会社利休 堺市南区美木多上２６６９ 新規 飲食店営業（露店）
堺食衛第19010800号 日本酒肆やよや 堺区一条通２０‐１３ 072-275-8894 令和1年11月7日 令和1年11月7日 令和7年11月30日 合同会社酒肆やよや 大阪府大阪市住之江区粉浜２丁目７－４ 新規 飲食店営業
堺食衛第19010802号 日新製鋼株式会社　本館　事務所裏（ＣＣＷ単受）西区石津西町５ 令和1年8月7日 令和1年8月7日 令和6年8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 喫茶店営業（自動販売機）
堺食衛第19010801号 とりかわ権兵衛　堺東店 堺市内一円 令和1年8月7日 令和1年8月7日 令和6年8月31日 株式会社ビロー 大阪府岸和田市作才町１１３ 新規 飲食店営業（露店）
堺食衛第19010806号 ファミリーマート泉北深井駅前店 中区深井沢町３２８３ 令和1年8月27日 令和1年8月27日 令和7年8月31日 株式会社アクロレーヴ 大阪府貝塚市堤２２０－１ 新規 飲食店営業
堺食衛第19010807号 ファミリーマート泉北深井駅前店 中区深井沢町３２８３ 令和1年8月27日 令和1年8月27日 令和7年8月31日 株式会社アクロレーヴ 大阪府貝塚市堤２２０－１ 新規 菓子製造業
堺食衛第19010815号 仕出し弁当まほろば堺店 中区平井７１３‐５ 072-278-1001 令和1年8月19日 令和1年8月19日 令和7年8月31日 株式会社ブリッジオン 堺市堺区今池町６丁５‐３３ ９０３号 新規 飲食店営業
堺食衛第19010817号 ごはん屋しんちゃん 堺区築港八幡町１３８‐７ 令和1年8月9日 令和1年9月1日 令和7年8月31日 心幸クリエイト株式会社 兵庫県尼崎市西長洲町１丁目３‐２０ 更新 飲食店営業
堺食衛第19010819号 名物カレーうどん　得正 東区石原町２丁２６２‐３ 072-250-0161 令和1年8月13日 令和1年9月1日 令和7年8月31日 有限会社淡島 堺市東区引野町３丁１６６‐６ 更新 飲食店営業
堺食衛第19010818号 カレーハウスＣｏＣｏ壱番屋　堺インター店南区小代３６５‐７ 072-349-8776 令和1年8月28日 令和1年8月28日 令和7年8月31日 株式会社壱番屋 愛知県一宮市三ツ井六丁目１２－２３ 新規 飲食店営業
堺食衛第19010821号 らーめん醤 西区北条町１丁３０‐６ 072-277-6381 令和1年8月19日 令和1年8月19日 令和7年8月31日 株式会社壱流 大阪府東大阪市西堤２丁目１－３９ 新規 飲食店営業
堺食衛第19010830号 スターバックスコーヒー堺東中央線店 堺区北向陽町２丁２‐３ 令和1年9月17日 令和1年9月17日 令和7年9月30日 スターバックスコーヒージャパン株式会社 東京都品川区上大崎２丁目２５－２ 新規 飲食店営業
堺食衛第19010826号 サン宮 南区新檜尾台１丁６‐７ 080-5328-1361 令和1年8月16日 令和1年8月16日 令和7年8月31日 一般社団法人サン宮 堺市南区赤坂台１丁１３‐１１ 新規 飲食店営業
堺食衛第19010831号 株式会社雅蜂園 堺区三宝町２丁１３０‐４ 072-233-1138 令和1年8月21日 令和1年8月21日 令和7年8月31日 株式会社雅蜂園 堺市堺区三宝町２丁１３１‐１ ＣａＳａＴＫＹ１０２号室 新規 喫茶店営業
堺食衛第19010832号 良茶 堺区北瓦町２丁１‐３３ 令和1年8月23日 令和1年8月23日 令和7年8月31日 西沢国際株式会社 大阪府東大阪市菱屋西一丁目１９番２２号 新規 飲食店営業
堺食衛第19010833号 風林火山新金岡店 北区蔵前町３丁１‐４１ 072-252-4129 令和1年8月26日 令和1年8月26日 令和7年8月31日 株式会社風林火山 大阪府八尾市福万寺町２－１２ 新規 飲食店営業
堺食衛第19010843号 パティスリー　ラ・オートクテュール・マツモト北区北長尾町７丁１‐１７ 072-250-8139 令和1年8月19日 令和1年9月1日 令和7年8月31日 株式会社パティスリーチェルモ 大阪府大阪市東住吉区山坂２丁目９‐１９ 更新 菓子製造業
堺食衛第19010835号 うどん土佐屋　本店 南区深阪南１１７ 072-235-1038 令和1年8月22日 令和1年8月22日 令和7年8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 飲食店営業
堺食衛第19010873号 ファミリーマート南海堺駅前 堺区戎島町２丁７０‐１ 072-225-0208 令和1年8月22日 令和1年8月22日 令和7年8月31日 ＦＰＳ株式会社 堺市東区中茶屋５４‐２９ 新規 飲食店営業
堺食衛第19010869号 ファミリーマート堺金岡町店 北区金岡町３０３４‐３１ 072-240-0904 令和1年8月21日 令和1年8月21日 令和7年8月31日 ＦＰＳ株式会社 堺市東区中茶屋５４‐２９ 新規 飲食店営業
堺食衛第19010857号 ファミリーマート堺百舌鳥梅町二丁店 北区百舌鳥梅町２丁５０６ 072-240-2120 令和1年8月21日 令和1年8月21日 令和7年8月31日 ＦＰＳ株式会社 堺市東区中茶屋５４‐２９ 新規 飲食店営業
堺食衛第19010888号 なか卯　堺もず店 北区百舌鳥西之町３丁５０５ 令和1年8月20日 令和1年9月1日 令和7年8月31日 株式会社なか卯 東京都港区港南２丁目１８‐１ 更新 飲食店営業
堺食衛第19010853号 ファミリーマート堺百舌鳥陵南町店 北区百舌鳥陵南町３丁１６１ 072-276-3035 令和1年8月21日 令和1年8月21日 令和7年8月31日 ＦＰＳ株式会社 堺市東区中茶屋５４‐２９ 新規 飲食店営業
堺食衛第19010849号 ファミリーマート堺中長尾町店 北区中長尾町３‐３‐１ 072-240-2511 令和1年8月27日 令和1年8月27日 令和7年8月31日 ＦＰＳ株式会社 堺市東区中茶屋５４‐２９ 新規 飲食店営業
堺食衛第19010845号 ファミリーマート堺草部店 西区草部２５７‐１ 072-260-0650 令和1年8月27日 令和1年8月27日 令和7年8月31日 ＦＰＳ株式会社 堺市東区中茶屋５４‐２９ 新規 飲食店営業
堺食衛第19010877号 ファミリーマート堺深井中町 中区深井中町１９７３‐１ 072-276-6125 令和1年8月22日 令和1年8月22日 令和7年8月31日 ＦＰＳ株式会社 堺市東区中茶屋５４‐２９ 新規 飲食店営業
堺食衛第19010861号 ファミリーマート白鷺駅前店 東区白鷺町１‐２‐１２ 072-240-0190 令和1年8月21日 令和1年8月21日 令和7年8月31日 ＦＰＳ株式会社 堺市東区中茶屋５４‐２９ 新規 飲食店営業
堺食衛第19010890号 第３堺東部障害者作業所　ポケットリーフ東区高松１２３ 072-239-5639 令和1年8月20日 令和1年9月1日 令和7年8月31日 社会福祉法人コスモス 堺市東区野尻町８‐４ 更新 菓子製造業
堺食衛第19010865号 ファミリーマート堺草尾店 東区草尾７６４‐５ 072-234-7133 令和1年8月21日 令和1年8月21日 令和7年8月31日 ＦＰＳ株式会社 堺市東区中茶屋５４‐２９ 新規 飲食店営業
堺食衛第19010883号 ハラールキッチン・ぶんがらや 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 有限会社南洋元 岐阜県大垣市川口四丁目８６９番地の２ 新規 飲食店営業（露店）
堺食衛第19010892号 フェニーチェ堺ビュフェカウンター 堺区翁橋町２丁１‐１ フェニーチェ堺２Ｆ 令和1年9月17日 令和1年9月17日 令和7年9月30日 株式会社プランタン工房 堺市堺区櫛屋町東１丁２‐１２ 新規 飲食店営業
堺食衛第19010898号 ｅｎｉ－ｂｒｕ 北区中百舌鳥町２丁７１ イルグランディＢ１ 072-255-8317 令和1年8月22日 令和1年9月1日 令和7年8月31日 株式会社喜色満面堂 大阪府和泉市池田下町１２２７‐９ 更新 飲食店営業
堺食衛第19010902号 株式会社上原商店 美原区太井８５ 令和1年8月23日 令和1年10月1日 令和7年9月30日 株式会社上原商店 堺市美原区太井８５ 更新 食肉処理業
堺食衛第19010906号 株式会社上原商店 美原区太井８５ 令和1年8月23日 令和1年10月1日 令和7年9月30日 株式会社上原商店 堺市美原区太井８５ 更新 食肉販売業
堺食衛第19010900号 株式会社　万代　美原店 美原区大饗１４５‐１ 072-369-0028 令和1年8月23日 令和1年10月1日 令和6年9月30日 株式会社万代 大阪府大阪市生野区小路東３丁目１０‐１３ 更新 喫茶店営業（自動販売機）
堺食衛第19010910号 パティスリーＢＯＩＳ（ボワ） 堺区北波止町４２‐６ 072-267-4957 令和1年8月27日 令和1年8月27日 令和7年8月31日 株式会社三友プランニング 堺市堺区北波止町４２‐６ 新規 菓子製造業
堺食衛第19010916号 大起水産　街のみなと　堺店 北区中村町６０７‐１ 072-258-1002 令和1年8月29日 令和1年8月29日 令和7年8月31日 大起水産株式会社 堺市北区中村町６０７‐１ 新規 食肉販売業
堺食衛第19010909号 サイゼリヤ　フレスポしんかな 北区新金岡町５丁１‐１ フレスポしんかな１Ｆ 072-240-2081 令和1年8月26日 令和1年10月1日 令和7年9月30日 株式会社サイゼリヤ 埼玉県吉川市旭２‐５ 更新 飲食店営業
堺食衛第19010918号 ホルモン・立ち呑み　たきもと 北区北長尾町４丁４‐３ 072-283-7267 令和1年9月9日 令和1年9月9日 令和7年9月30日 株式会社瀧本商店 堺市北区中長尾町３‐１‐２４ 新規 飲食店営業
堺食衛第19010911号 ＬＩＦＥ　ｉｓ　ＰＡＲＫ　（ＬｉＰ）　Ａ 堺市内一円 令和1年8月26日 令和1年8月26日 令和6年8月31日 一般社団法人ＳＥＥＤＦＯＬＫＳ 堺市南区高倉台１丁１８‐１０ 新規 飲食店営業（露店）
堺食衛第19010912号 ＬＩＦＥ　ｉｓ　ＰＡＲＫ　（ＬｉＰ）　Ｂ 堺市内一円 令和1年8月26日 令和1年8月26日 令和6年8月31日 一般社団法人ＳＥＥＤＦＯＬＫＳ 堺市南区高倉台１丁１８‐１０ 新規 飲食店営業（露店）
堺食衛第19010927号 泉州庵 堺区甲斐町東１丁２‐１８ 072-269-4299 令和1年10月18日 令和1年10月18日 令和7年10月31日 株式会社堺の名物を広める会 堺市堺区甲斐町東１丁２‐１８ 新規 菓子製造業
堺食衛第19010926号 肴ｌａｂｏ． 堺区大町西３丁４‐１１ 080-3805-0141 令和1年9月11日 令和1年9月11日 令和7年9月30日 株式会社大阪海洋研究所 堺市西区下田町１９‐３４ 新規 飲食店営業
堺食衛第19010924号 永大産業 西区築港新町２丁 令和1年8月27日 令和1年8月27日 令和7年8月31日 ナンブフードサービス株式会社 堺市堺区出島海岸通４丁１‐２８ 新規 飲食店営業
堺食衛第19010922号 しゃんぴにおん 堺市内一円 令和1年8月27日 令和1年8月27日 令和6年8月31日 株式会社ＨＡＳＩＭＯＴＯ 堺市西区浜寺昭和町２丁２８３‐５ 新規 飲食店営業（露店）
堺食衛第19010923号 信楽窯焼きアップルパイ 堺市内一円 令和1年8月27日 令和1年8月27日 令和6年8月31日 有限会社丸倍製陶 滋賀県甲賀市信楽町長野９４４ 新規 菓子製造業（露店）
堺食衛第19010939号 Ｂ１精肉パック厨房 堺区三国ヶ丘御幸通５９ 072-238-1101 令和1年9月4日 令和1年9月4日 令和7年9月30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 食肉販売業
堺食衛第19010934号 ファミリーマート堺北長尾町 北区北長尾町８丁１‐１９ 072-240-2223 令和1年9月4日 令和1年9月4日 令和7年9月30日 ＦＰＳ株式会社 堺市東区中茶屋５４‐２９ 新規 飲食店営業
堺食衛第19010945号 Ｂ１　古市庵 堺区三国ヶ丘御幸通５９ 072-238-1101 令和1年9月4日 令和1年9月4日 令和7年9月30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 飲食店営業
堺食衛第19010946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4日 令和1年9月4日 令和7年9月30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 飲食店営業
堺食衛第19010947号 Ｂ１　伊藤ハム 堺区三国ヶ丘御幸通５９ 072-238-1101 令和1年9月4日 令和1年9月4日 令和7年9月30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 飲食店営業
堺食衛第19010954号 株式会社コノミヤ美原店 美原区南余部４４４‐１ 072-363-2025 令和1年8月29日 令和1年10月1日 令和7年9月30日 株式会社コノミヤ 大阪市鶴見区今津南１‐５ 32 更新 飲食店営業
堺食衛第19010955号 株式会社コノミヤ美原店 美原区南余部４４４‐１ 072-363-2025 令和1年8月29日 令和1年10月1日 令和7年9月30日 株式会社コノミヤ 大阪市鶴見区今津南１‐５ 32 更新 魚介類販売業
堺食衛第19010957号 株式会社コノミヤ美原店 美原区南余部４４４‐１ 072-363-2025 令和1年8月29日 令和1年10月1日 令和7年9月30日 株式会社コノミヤ 大阪市鶴見区今津南１‐５ 32 更新 食肉販売業
堺食衛第19010951号 松屋キッチンカー３号 堺市内一円 令和1年8月29日 令和1年8月29日 令和6年8月31日 株式会社松屋フーズ 東京都武蔵野市中町１丁目１４－５ 新規 飲食店営業（自動車）
堺食衛第19010958号 お好み焼うしたま 堺区中瓦町１丁４‐１４ 072-229-0521 令和1年8月30日 令和1年9月1日 令和7年8月31日 有限会社ハヤケン 堺市堺区中瓦町１丁４‐１４ 更新 飲食店営業
堺食衛第19010963号 株式会社永盛 中区楢葉１６８‐７ 072-320-3260 令和1年9月4日 令和1年9月4日 令和7年9月30日 株式会社永盛 堺市中区楢葉１６８‐７ 新規 食肉処理業
堺食衛第19010962号 ライフホープ初芝 東区引野町３丁２２５‐１ 令和1年9月24日 令和1年9月24日 令和7年9月30日 有限会社マルフクメディカルフーズ 大阪府門真市三ツ島６丁目２５‐２１ 新規 飲食店営業
堺食衛第19010970号 食品館　アプロ　浅香山店 北区東浅香山町１丁２４１ 072-252-7708 令和1年9月5日 令和1年9月5日 令和7年9月30日 株式会社カノー 大阪府大阪市鶴見区浜５丁目６‐２９ 新規 食肉処理業
堺食衛第19010969号 こころね 北区新金岡町５丁９‐１１６ 令和1年9月5日 令和1年9月5日 令和7年9月30日 一般社団法人日本福祉会 堺市北区新金岡町５丁９‐１１６ 新規 喫茶店営業
堺食衛第19010975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4日 令和1年9月4日 令和7年9月30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 魚肉練り製品製造業
堺食衛第19010980号 Ｓｗｅｅｔｓ　ＨＥＲＯ 堺市内一円 令和1年9月4日 令和1年9月4日 令和6年9月30日 株式会社ＴＡＲＯＣ 堺市堺区海山町４丁１６７‐３１ 新規 菓子製造業（自動車）
堺食衛第19010994号 堺市立三宝小学校 堺区三宝町５丁２８６ 令和1年9月6日 令和1年10月1日 令和7年9月30日 株式会社宝島 大阪府大阪市北区中之島６丁目２‐２７ 更新 飲食店営業
堺食衛第19010992号 カレーハウスＣｏＣｏ壱番屋　堺福田店 中区福田５７９‐２ 072-230-0024 令和1年9月11日 令和1年9月11日 令和7年9月30日 株式会社福来プロジェクト 堺市中区福田５７９‐２ 新規 飲食店営業
堺食衛第19010987号 ３２７３事業所 美原区今井３８７ 令和1年10月1日 令和1年10月1日 令和7年9月30日 イフスコヘルスケア株式会社 大阪市福島区福島７－１５－２６ 新規 飲食店営業
堺食衛第19010985号 近商ストア　槇塚台店（水産） 南区晴美台３丁１３‐１ 072-291-6070 令和1年9月6日 令和1年9月6日 令和7年9月30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
堺食衛第19010997号 鶏家　六角鶏 堺区北瓦町２丁２‐１０ 072-225-5222 令和1年9月9日 令和1年10月1日 令和7年9月30日 株式会社ユウ・フード・サービス 大阪府大阪市中央区高津３丁目１１‐１１ 更新 飲食店営業
堺食衛第19010996号 ジャンボカラオケ広場　新金岡駅前店 北区新金岡町５丁１‐１ フレスポしんかな西館４階072-258-5858 令和1年9月9日 令和1年10月1日 令和7年9月30日 有限会社ジャンカラ堺 堺市堺区中瓦町２丁１‐１１ 更新 飲食店営業
堺食衛第19011001号 チャイルド工芸 中区深阪１丁６‐１５ 072-239-2851 令和1年9月11日 令和1年9月11日 令和7年9月30日 株式会社ＪｉｎＵｐ 堺市中区深阪１丁６‐１５ 新規 菓子製造業
堺食衛第19011013号 クオレ堺鳳総合住宅センタ－ 西区鳳西町２丁９１‐５ 令和1年9月11日 令和1年10月1日 令和7年9月30日 デリケア株式会社 大阪府茨木市横江２丁目１‐２７ 更新 飲食店営業
堺食衛第19011011号 Ｕｎｉｖｅｒｓａｌ　Ｃａｆｅ　はなきりん 南区城山台２丁２‐１５ 072-350-3123 令和1年10月2日 令和1年10月2日 令和7年10月31日 株式会社ケアサポートりんぐ 堺市南区檜尾１１４‐１ 新規 飲食店営業
堺食衛第19011006号 三喜屋珈琲株式会社 堺市内一円 令和1年9月11日 令和1年9月11日 令和6年9月30日 三喜屋珈琲株式会社 京都府京都市右京区太秦唐渡町２２－１１ 新規 飲食店営業（自動車）
堺食衛第19011024号 らーめん砦　三国ヶ丘 堺区向陵中町２丁７‐１ Ｎ．ＫＬＡＳＳ　三国ヶ丘２０２ 令和1年9月18日 令和1年9月18日 令和7年9月30日 株式会社Ｄｒｅａｍ　Ｆａｃｔｏｒｙ 長崎県佐世保市ハウステンボス町１－１ 新規 飲食店営業
堺食衛第19011023号 ファンダンゴ 堺区戎島町５丁３ １階 072-256-4326 令和1年9月25日 令和1年9月25日 令和7年9月30日 合同会社ラブジューソー 堺市堺区戎島町５丁３ １階 新規 飲食店営業
堺食衛第19011014号 関西スーパー　しんかな店　（寿司） 北区新金岡町５丁１‐１ フレスポしんかな１階072-258-2065 令和1年9月12日 令和1年10月1日 令和7年9月30日 株式会社関西スーパーマーケット 兵庫県伊丹市中央５丁目３‐３８ 更新 飲食店営業
堺食衛第19011015号 関西スーパー　しんかな店　（惣菜） 北区新金岡町５丁１‐１ フレスポしんかな１階072-258-2065 令和1年9月12日 令和1年10月1日 令和7年9月30日 株式会社関西スーパーマーケット 兵庫県伊丹市中央５丁目３‐３８ 更新 飲食店営業
堺食衛第19011016号 関西スーパー　しんかな店　（煮魚） 北区新金岡町５丁１‐１ フレスポしんかな１階072-258-2065 令和1年9月12日 令和1年10月1日 令和7年9月30日 株式会社関西スーパーマーケット 兵庫県伊丹市中央５丁目３‐３８ 更新 飲食店営業
堺食衛第19011017号 関西スーパー　しんかな店 北区新金岡町５丁１‐１ フレスポしんかな１階072-258-2065 令和1年9月12日 令和1年10月1日 令和7年9月30日 株式会社関西スーパーマーケット 兵庫県伊丹市中央５丁目３‐３８ 更新 魚介類販売業
堺食衛第19011018号 関西スーパー　しんかな店 北区新金岡町５丁１‐１ フレスポしんかな１階072-258-2065 令和1年9月12日 令和1年10月1日 令和7年9月30日 株式会社関西スーパーマーケット 兵庫県伊丹市中央５丁目３‐３８ 更新 食肉販売業
堺食衛第19011019号 関西スーパー　しんかな店 北区新金岡町５丁１‐１ フレスポしんかな１階072-258-2065 令和1年9月12日 令和1年10月1日 令和7年9月30日 株式会社関西スーパーマーケット 兵庫県伊丹市中央５丁目３‐３８ 更新 菓子製造業
堺食衛第19011035号 昭和クラブ 堺区翁橋町１丁１０‐１６ 072-228-8388 令和1年9月18日 令和1年9月18日 令和7年9月30日 株式会社ＰＰＫ 大阪府大阪市西区西本町１－１２－２０ 新規 飲食店営業
堺食衛第19011039号 ０秒レモンサワー　ホルモン焼肉酒場　ときわ亭　堺東店堺区中瓦町２丁２‐２ 072-276-4814 令和1年9月20日 令和1年9月20日 令和7年9月30日 株式会社コズミックホールディングス 大阪府大阪市北区野崎町９－１３ 梅田扇町通ビル６Ｆ 新規 飲食店営業
堺食衛第19011046号 銀しゃり屋　ゲコ亭 堺区新在家町西１丁１‐３０ 072-238-0934 令和1年9月17日 令和1年10月1日 令和7年9月30日 株式会社フジオフードシステム 大阪府大阪市北区菅原町２‐１６ ＦＵＪＩＯ　ＢＬＤＧ 更新 飲食店営業
堺食衛第19011050号 たからや 西区津久野町１丁３‐２ 072-271-6006 令和1年9月17日 令和1年9月17日 令和7年9月30日 株式会社たからや 大阪府和泉市葛の葉町１－１４－７ 新規 飲食店営業
堺食衛第19011061号 みるくはうす 堺市内一円 令和1年9月17日 令和1年9月17日 令和6年9月30日 株式会社ＧＶＰマネージメント 堺市中区深井沢町３２６５ 新規 飲食店営業（露店）
堺食衛第19011075号 サニーカフェ 美原区北余部７６‐３ 072-362-8620 令和1年9月19日 令和1年10月1日 令和7年9月30日 特定非営利活動法人えん 堺市美原区北余部７６‐３ 更新 飲食店営業
堺食衛第19011076号 創作フレンチ　Ｎｏｉｒ 中区深井沢町３１５４ 春木マンション１０１ 令和1年9月24日 令和1年9月24日 令和7年9月30日 株式会社ＡＲＣ 堺市中区深井清水町３５４９ 新規 飲食店営業
堺食衛第19011077号 くれおーる 堺市内一円 令和1年9月20日 令和1年9月20日 令和6年9月30日 株式会社くれおーる 大阪府大阪市中央区千日前１丁目８－１８ 新規 飲食店営業（自動車）
堺食衛第19011088号 クラン　堺 堺区新在家町東４丁１‐３ 令和1年9月27日 令和1年9月27日 令和7年9月30日 クックメディカルフーズ株式会社 大阪府大東市御領３丁目９－２１ 新規 飲食店営業
堺食衛第19011083号 株式会社クリエイタス　堺工場 中区楢葉１６８‐７ 令和1年9月26日 令和1年9月26日 令和7年9月30日 株式会社クリエイタス 大阪府富田林市若松町５丁目１番９号 新規 食肉処理業
堺食衛第19011101号 株式会社クリハラント堺寮 堺区柏木町３丁４‐１１ 令和1年9月26日 令和1年10月1日 令和7年9月30日 株式会社リエイ 千葉県浦安市入船１丁目５‐２ 更新 飲食店営業
堺食衛第19011105号 セブン‐イレブン　堺中百舌鳥団地前店 北区金岡町１９６５‐１ 令和1年10月2日 令和1年10月2日 令和7年10月31日 合資会社ナンカワ 堺市北区金岡町１９６５‐１ 新規 飲食店営業
堺食衛第19011106号 セブン‐イレブン　堺中百舌鳥団地前店 北区金岡町１９６５‐１ 令和1年10月2日 令和1年10月2日 令和7年10月31日 合資会社ナンカワ 堺市北区金岡町１９６５‐１ 新規 菓子製造業
堺食衛第19011095号 竹粋亭鳳店　株式会社元祖たこ昌 西区鳳東町５丁５０８‐２ 072-260-5500 令和1年9月26日 令和1年10月1日 令和7年9月30日 株式会社元祖たこ昌 大阪府大阪市中央区道頓堀１丁目４‐１５ 更新 そうざい製造業
堺食衛第19011113号 株式会社ＡＦＲＥＸ　１Ｆ 中区伏尾７２２ 令和1年9月26日 令和1年10月1日 令和6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 東京都新宿区西新宿１丁目２４－１ 更新 喫茶店営業（自動販売機）
堺食衛第19011094号 くら寿司　石原店 東区石原町２丁５ 072-252-1015 令和1年9月26日 令和1年10月1日 令和7年9月30日 くら寿司株式会社 堺市中区深阪１丁２‐２ 更新 飲食店営業
堺食衛第19011097号 株式会社タチバナ商事 美原区真福寺１９３‐１ 072-363-0956 令和1年9月26日 令和1年10月1日 令和7年9月30日 株式会社タチバナ商事 堺市美原区真福寺１９３‐１ 更新 菓子製造業
堺食衛第19011121号 サービス付き高齢者向け住宅　フェリーチェ　けやき通り堺区北三国ヶ丘町５丁２‐１ 令和1年11月20日 令和1年11月20日 令和7年11月30日 株式会社アンダンテ 堺市北区東三国ヶ丘町４丁１‐２８ 新規 飲食店営業
堺食衛第19011127号 舞桜 北区百舌鳥梅北町３丁１１８‐４ 072-343-0588 令和1年10月10日 令和1年10月10日 令和7年10月31日 Ｎｅｘｔ　Ｄｉｆｆｕｓｉｏｎ株式会社 堺市北区百舌鳥梅北町３丁１１８‐４ 新規 飲食店営業
堺食衛第19011123号 ＳＥＶＥＮ　ＳＵＭＭＩＴＳ　ＣＯＦＦＥＥ 堺市内一円 令和1年9月30日 令和1年9月30日 令和6年9月30日 株式会社タガワ 大阪府大阪市福島区吉野４丁目２６－７ 新規 飲食店営業（自動車）
堺食衛第19011129号 ローソン　上野芝駅前店 西区上野芝町４丁６‐７ 令和1年10月2日 令和1年10月2日 令和7年10月31日 株式会社フィード 堺市南区赤坂台４丁２３‐６ 新規 飲食店営業
堺食衛第19011136号 お好み焼　百花 堺市内一円 令和1年10月1日 令和1年10月1日 令和6年9月30日 特定非営利活動法人和輪ワールド 堺市堺区少林寺町東２丁１‐５ 新規 飲食店営業（露店）
堺食衛第19011142号 堺ヤクルトピュアはまでら保育ルーム 西区浜寺船尾町東２丁２３７ 072-242-6336 令和1年10月16日 令和1年10月16日 令和7年10月31日 ウオクニ株式会社 兵庫県神戸市灘区船寺通４丁目５番１６号 新規 飲食店営業
堺食衛第19011141号 ｋｉｎｏ－ＣＯＣＯＣＨＩ 南区釜室１００１ 令和1年10月4日 令和1年10月4日 令和7年10月31日 株式会社カプセルコーポレーション 大阪府羽曳野市尺度１０２－１ 新規 飲食店営業
堺食衛第19011144号 キャルステージ三号 堺市内一円 令和1年10月2日 令和1年10月2日 令和6年10月31日 株式会社キャルステージ 大阪府和泉市伏屋町３丁目１２－４４ 新規 飲食店営業（自動車）
堺食衛第19011146号 焼きもの　どりむ家 堺市内一円 令和1年10月2日 令和1年10月2日 令和6年10月31日 有限会社ドリーム企画 香川県綾歌郡宇多津町浜五番丁６３－６ 新規 飲食店営業（露店）
堺食衛第19011150号 立花ケイタリング・サービス株式会社　大浜西町営業所堺区大浜西町９‐１ 令和1年10月3日 令和1年11月1日 令和7年10月31日 立花ケイタリング・サービス株式会社 堺市西区浜寺船尾町西４丁４２９‐１ 更新 飲食店営業
堺食衛第19011153号 株式会社グルメシティ近畿　なかもず店　従食（ＣＣＷ受託）北区中百舌鳥町３丁４２８‐２ 令和1年10月3日 令和1年11月1日 令和6年10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 更新 喫茶店営業（自動販売機）
堺食衛第19011151号 立花ケイタリング・サービス株式会社　築港新町第一営業所西区築港新町３丁２７‐８ 令和1年10月3日 令和1年11月1日 令和7年10月31日 立花ケイタリング・サービス株式会社 堺市西区浜寺船尾町西４丁４２９‐１ 更新 飲食店営業
堺食衛第19011164号 グランドクラブ　ポニーテール 堺区南花田口町１丁３‐１３ ジョイント２ビル２階 072-221-5757 令和1年10月9日 令和1年10月9日 令和7年10月31日 ＩＮＳＯＵ　ＣＥＮＴＲＡＬ株式会社 大阪府大阪市西区新町３丁目６番１０号 新規 飲食店営業
堺食衛第19011177号 関西スーパー　しんかな店（おはぎ） 北区新金岡町５丁１‐１ フレスポしんかな１階072-258-2065 令和1年10月15日 令和1年10月15日 令和7年10月31日 株式会社関西スーパーマーケット 兵庫県伊丹市中央５丁目３‐３８ 新規 菓子製造業
堺食衛第19011178号 関西スーパー　しんかな店 北区新金岡町５丁１‐１ フレスポしんかな１階072-258-2065 令和1年10月15日 令和1年10月15日 令和7年10月31日 株式会社関西スーパーマーケット 兵庫県伊丹市中央５丁目３‐３８ 新規 食肉処理業
堺食衛第19011182号 やまさん阪本 中区東山７７‐５ 072-239-6409 令和1年10月9日 令和1年11月1日 令和7年10月31日 株式会社やまさん 堺市中区東山７７‐５ 更新 飲食店営業
堺食衛第19011183号 カフェ・バンカレラ堺遠里小野店 堺区遠里小野町１丁３‐８９ 令和1年10月10日 令和1年11月1日 令和7年10月31日 株式会社マルハン 京都府京都市上京区出町今出川上る青龍町２３１ 更新 飲食店営業
堺食衛第19011184号 ごはんどき堺遠里小野店 堺区遠里小野町１丁３‐８９ 令和1年10月10日 令和1年11月1日 令和7年10月31日 株式会社マルハンダイニング 東京都江東区深川２丁目８‐１９ 更新 飲食店営業
堺食衛第12393701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 東京都千代田区二番町８‐８ 更新 飲食店営業
堺食衛第19011197号 あっちち本舗 堺市内一円 令和1年10月11日 令和1年10月11日 令和6年10月31日 株式会社あっちち本舗 大阪府大阪市阿倍野区阪南町３丁目２４－１１ 新規 飲食店営業（露店）
堺食衛第19011204号 ポッチャ 堺区翁橋町１丁５‐６ グランド翁橋町５号館１０７号072-222-9788 令和1年10月24日 令和1年10月24日 令和7年10月31日 株式会社クローバー 堺市堺区翁橋町１丁５‐６ 新規 飲食店営業
堺食衛第19011209号 あじあのおうさま 堺市内一円 令和1年10月16日 令和1年10月16日 令和6年10月31日 大一商事株式会社 大阪府大阪市住之江区新北島３丁目８‐１９ 607 新規 飲食店営業（露店）



堺食衛第19011215号 いきなり！ステーキ堺東駅前店 堺区北瓦町２丁１‐２６ 令和1年10月25日 令和1年10月25日 令和7年10月31日 株式会社ペッパーフードサービス 東京都墨田区太平４－１－３ オリナスタワー１７Ｆ 新規 飲食店営業
堺食衛第19011214号 ライフ百舌鳥店 北区百舌鳥赤畑町２丁９１‐１ 072-252-7501 令和1年11月1日 令和1年11月1日 令和7年10月31日 株式会社ライフコーポレーション 東京都中央区日本橋本町３丁目６‐２ 新規 飲食店営業
堺食衛第19011213号 ライフ北野田店 東区北野田１５‐１ 072-236-3688 令和1年10月24日 令和1年10月24日 令和7年10月31日 株式会社ライフコーポレーション 東京都中央区日本橋本町３丁目６‐２ 新規 飲食店営業
堺食衛第19011218号 １Ｆ　正起屋厨房 堺区三国ヶ丘御幸通５９ 072-238-1101 令和1年10月21日 令和1年10月21日 令和7年10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 飲食店営業
堺食衛第19011219号 １Ｆ　ＲＦ１・いとはん 堺区三国ヶ丘御幸通５９ 072-238-1101 令和1年10月21日 令和1年10月21日 令和7年10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 飲食店営業
堺食衛第19011220号 １Ｆ　米八売場 堺区三国ヶ丘御幸通５９ 072-238-1101 令和1年10月21日 令和1年10月21日 令和7年10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 飲食店営業
堺食衛第19011221号 １Ｆ　米八厨房 堺区三国ヶ丘御幸通５９ 072-238-1101 令和1年10月21日 令和1年10月21日 令和7年10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 飲食店営業
堺食衛第19011222号 １Ｆ　まつおか 堺区三国ヶ丘御幸通５９ 072-238-1101 令和1年10月21日 令和1年10月21日 令和7年10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 飲食店営業
堺食衛第19011225号 コーニングジャパン店 堺区匠町１ 令和1年10月29日 令和1年10月29日 令和7年10月31日 コンパスグループ・ジャパン株式会社 東京都中央区築地５丁目５番１２号 新規 飲食店営業
堺食衛第19011223号 ＭＩＣＨＩ 堺市内一円 令和1年10月18日 令和1年10月18日 令和6年10月31日 株式会社未知インターナショナル 大阪府大阪市中央区谷町６丁目４番８号 新空堀ビル３階 新規 飲食店営業（露店）
堺食衛第19011226号 キッチン　オハナ 堺市内一円 令和1年10月18日 令和1年10月18日 令和6年10月31日 株式会社ＡＶＩＩ　ＩＭＡＧＥＷＯＲＫＳ 兵庫県神戸市中央区新港町８－２－９ 新港貿易会館 新規 飲食店営業（自動車）
堺食衛第19011230号 １６９７６事業所 北区長曽根町３０１８‐９ 令和1年10月21日 令和1年10月21日 令和7年10月31日 一冨士フードサービス株式会社 大阪府大阪市北区梅田３丁目３‐２０ 新規 飲食店営業
堺食衛第19011233号 株式会社オイシス南大阪工場 美原区木材通２丁目１‐１２ 072-362-8001 令和1年10月21日 令和1年11月1日 令和7年10月31日 株式会社オイシス 兵庫県神戸市長田区東尻池町２丁目５‐３ 更新 菓子製造業
堺食衛第19011253号 株式会社髙島屋堺店（キッチンスタジオ）堺区三国ヶ丘御幸通５９ 072-238-1101 令和1年10月23日 令和1年11月1日 令和7年10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 更新 飲食店営業
堺食衛第19011254号 株式会社髙島屋堺店（キッチンスタジオ）堺区三国ヶ丘御幸通５９ 072-238-1101 令和1年10月23日 令和1年11月1日 令和7年10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 更新 菓子製造業
堺食衛第19011245号 福栄鋼材従業員食堂 美原区今井２９７ 072-362-8938 令和1年10月29日 令和1年10月29日 令和7年10月31日 合同会社サンセレッソ 大阪府八尾市永畑町３－１－１２ 309 新規 飲食店営業
堺食衛第19011248号 Ｒ　ｃａｆｅ　ＨｕｌｉＨｕｌｉ　Ｃｈｉｃｋｅｎ 堺市内一円 令和1年10月23日 令和1年10月23日 令和6年10月31日 ヤマダアールカンパニー株式会社 滋賀県大津市花園町１７－１３ 新規 飲食店営業（露店）
堺食衛第19011249号 社会福祉法人ばなな 堺市内一円 令和1年10月23日 令和1年10月23日 令和6年10月31日 社会福祉法人ばなな 堺市中区深井清水町３４８８‐１ 新規 飲食店営業（露店）
堺食衛第19011266号 ギャラリー　ホンダ 中区深井沢町３１３４ 072-278-3381 令和1年10月25日 令和1年11月1日 令和7年10月31日 有限会社ホンダ陶芸 堺市中区深井沢町３１３４ 更新 飲食店営業
堺食衛第19011263号 キッチンカーマーケット 堺市内一円 令和1年10月25日 令和1年10月25日 令和6年10月31日 株式会社オプティミスト 大阪府大阪市東住吉区鷹合３丁目１１番２３号 新規 飲食店営業（自動車）
堺食衛第19011287号 セブン‐イレブン堺けやき通店 堺区榎元町５丁９‐１８ 令和1年11月19日 令和1年11月19日 令和7年11月30日 合名会社与本 堺市堺区榎元町５丁９‐１８ 新規 飲食店営業
堺食衛第19011269号 ミートショップまつうら 北区長曽根町１２９‐２ サンディ堺長曽根店内 令和1年10月28日 令和1年11月1日 令和7年10月31日 有限会社松浦 大阪府四條畷市田原台８丁目５‐６ 更新 食肉販売業
堺食衛第19011283号 セブン‐イレブン　堺大阪労災病院前店 北区長曽根町１５９４‐１ 令和1年11月20日 令和1年11月20日 令和7年11月30日 合名会社与本 堺市堺区榎元町５丁９‐１８ 新規 飲食店営業
堺食衛第19011274号 ホテル　ブランチャペルクリスマス 西区浜寺石津町西１丁１‐３ 072-244-5903 令和1年10月28日 令和1年12月1日 令和7年11月30日 太平地所株式会社 大阪府大阪市天王寺区上本町８丁目６‐２６ 更新 飲食店営業
堺食衛第19011275号 Ｗ；Ｈａｌｌ（ホール） 西区平岡町４５‐１ 072-273-3037 令和1年10月28日 令和1年11月1日 令和7年10月31日 株式会社ハイパーエージェンシー 堺市西区平岡町４５‐１ 更新 飲食店営業
堺食衛第19011270号 マルシゲ鳳店 西区鳳中町５丁１８５ 072-247-7807 令和1年10月28日 令和1年11月1日 令和7年10月31日 株式会社マルシゲ 大阪府大阪市中央区城見 ＭＩＤタワー（３５階） 更新 飲食店営業
堺食衛第19011271号 マルシゲ鳳店 西区鳳中町５丁１８５ 072-247-7807 令和1年10月28日 令和1年11月1日 令和7年10月31日 株式会社マルシゲ 大阪府大阪市中央区城見 ＭＩＤタワー（３５階） 更新 飲食店営業
堺食衛第19011272号 マルシゲ鳳店 西区鳳中町５丁１８５ 072-247-7807 令和1年10月28日 令和1年11月1日 令和7年10月31日 株式会社マルシゲ 大阪府大阪市中央区城見 ＭＩＤタワー（３５階） 更新 魚介類販売業
堺食衛第19011279号 東百舌鳥保育園内　魚国総本社 中区大野芝町６６‐１ 令和1年10月28日 令和1年11月1日 令和7年10月31日 株式会社魚国総本社 大阪府大阪市中央区道修町１丁目６‐１９ 更新 飲食店営業
堺食衛第19011277号 魚国総本社・堺２７２９３ 南区新檜尾台４丁１９‐１ 令和1年10月28日 令和1年11月1日 令和7年10月31日 株式会社魚国総本社 大阪府大阪市中央区道修町１丁目６‐１９ 更新 飲食店営業
堺食衛第19011298号 ニッカホーム西日本株式会社堺営業所中区深阪６丁１‐３０ 令和1年10月29日 令和1年10月29日 令和6年10月31日 ニッカホーム西日本株式会社 大阪府東大阪市吉田本町１丁目１－３０ 新規 喫茶店営業（自動販売機）
堺食衛第19011295号 有限会社百舌鳥鉄工所 美原区木材通２丁目１‐８ 令和1年10月29日 令和1年11月1日 令和6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 東京都新宿区西新宿１丁目２４－１ 更新 喫茶店営業（自動販売機）
堺食衛第19011303号 南海グリル 堺市内一円 令和1年11月8日 令和1年11月8日 令和6年11月30日 株式会社南海グリル 堺市堺区車之町西２丁１‐３０ 新規 飲食店営業（露店）
堺食衛第19011307号 羊の家　Ｊｒ． 堺区北瓦町２丁１‐３３ １Ｆ 令和1年11月6日 令和1年11月6日 令和7年11月30日 株式会社Ｔｒｉｐｌｅ　Ｗｉｎ　Ｄｉｎｉｎｇ 堺市堺区北瓦町２丁１‐９ 新規 飲食店営業
堺食衛第19011321号 株式会社太幸商店 西区鳳中町５丁１８５ スーパーマルシゲ鳳店内072-275-9922 令和1年10月31日 令和1年11月1日 令和7年10月31日 株式会社太幸商店 大阪府大阪狭山市東野西２丁目８２８‐４ 更新 食肉販売業
堺食衛第19011330号 カレーハウスＣｏＣｏ壱番屋　堺八下店 東区八下町３丁７ 072-240-3334 令和1年11月7日 令和1年11月7日 令和7年11月30日 株式会社福来プロジェクト 堺市中区福田５７９‐２ 新規 飲食店営業
堺食衛第19011358号 咲蔵 堺区中瓦町２丁３‐２２ テクノ大徳ビル６Ｆ 072-224-1187 令和1年11月1日 令和1年12月1日 令和7年11月30日 株式会社テクノ大徳 堺市西区浜寺石津町中１丁９‐１２ 更新 飲食店営業
堺食衛第19011344号 Ｃａｆｅ＆Ｂａｒ　ｍｏｔｏ 堺市内一円 令和1年11月1日 令和1年11月1日 令和6年10月31日 株式会社ｍｏｔｏ 大阪府泉佐野市大西１丁目１－４ 新規 飲食店営業（自動車）
堺食衛第19011356号 肉バル　ＪＡＷＳ 堺市内一円 令和1年11月1日 令和1年11月1日 令和6年10月31日 株式会社つかさき商店 大阪府和泉市王子町３丁目６番３５号 新規 飲食店営業（露店）
堺食衛第19011363号 忠岡漁業協同組合 堺市内一円 令和1年11月1日 令和1年11月1日 令和6年10月31日 忠岡漁業協同組合 大阪府泉北郡忠岡町新浜１丁目８－１１ 新規 飲食店営業（露店）
堺食衛第19011368号 めん処　六兵衛 北区南花田町１８１‐１ 令和1年11月5日 令和1年12月1日 令和7年11月30日 株式会社六兵衛 堺市北区南花田町１８１‐１ 更新 飲食店営業
堺食衛第19011371号 てんとう虫 北区中村町１０７０‐１ 令和1年11月5日 令和1年12月1日 令和7年11月30日 富士エンジニアリング株式会社 大阪府大阪市住吉区苅田５丁目１８‐１２ 更新 飲食店営業
堺食衛第19011381号 有限会社フジジョン 堺市内一円 令和1年11月6日 令和1年12月1日 令和6年11月30日 有限会社フジジョン 兵庫県川西市水明台３丁６‐４３ 更新 菓子製造業（露店）
堺食衛第19011385号 １Ｆ　まるたけ阪本売場（惣菜） 堺区三国ヶ丘御幸通５９ 072-238-1101 令和1年11月12日 令和1年11月12日 令和7年11月30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 飲食店営業
堺食衛第19011386号 １Ｆ　まるたけ阪本売場（精肉） 堺区三国ヶ丘御幸通５９ 072-238-1101 令和1年11月12日 令和1年11月12日 令和7年11月30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 食肉販売業
堺食衛第19011391号 大醤株式会社 堺区石津北町２０ 072-243-0184 令和1年11月7日 令和1年12月1日 令和7年11月30日 大醤株式会社 堺市堺区石津北町２０ 更新 缶詰又は瓶詰食品製造業
堺食衛第19011389号 ケンタッキーフライドチキン北花田店 北区北花田町３丁１７‐２ 令和1年11月7日 令和1年12月1日 令和7年11月30日 日本ケンタッキー・フライド・チキン株式会社 神奈川県横浜市西区みなとみらい４丁目４－５ 更新 飲食店営業
堺食衛第19011390号 ライフ福田店 中区福田４８４ 072-236-8177 令和1年11月7日 令和1年12月1日 令和7年11月30日 株式会社ライフコーポレーション 東京都中央区日本橋本町３丁目６‐２ 更新 飲食店営業
堺食衛第19011394号 １Ｆ　堀忠売場 堺区三国ヶ丘御幸通５９ 072-238-1101 令和1年11月12日 令和1年11月12日 令和7年11月30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 飲食店営業
堺食衛第19011396号 Ｓｔｕｄｙ　Ｌｉｂｒａｒｙ　堺東１号館 堺区中瓦町２丁１‐１０ 新栄ビル１階２階 令和1年12月2日 令和1年12月2日 令和7年12月28日 株式会社ホーム教育センター 奈良県北葛城郡王寺町王寺二丁目６番１号 新規 喫茶店営業
堺食衛第19011397号 株式会社ダイエーおおとり店（上海菜館）西区鳳東町７丁７３３ 072-275-1147 令和1年11月8日 令和1年12月1日 令和7年11月30日 株式会社ダイエー 神戸市中央区港島中町４丁目１‐１ 更新 飲食店営業
堺食衛第19011398号 コノミヤ泉ヶ丘店 南区竹城台１丁１‐３ 072-295-0561 令和1年11月8日 令和1年12月1日 令和7年11月30日 株式会社コノミヤ 大阪府大阪市鶴見区今津南１丁目５‐３２ 更新 食肉販売業
堺食衛第19011406号 有木物産株式会社 西区浜寺石津町東４丁５‐５１スーパーコノミヤ内 072-244-2033 令和1年11月11日 令和1年12月29日 令和7年12月28日 有木物産株式会社 堺市西区鳳中町８丁２７４ 更新 食肉販売業
堺食衛第19011405号 堺福泉療護園　食堂 西区草部３４１ 令和1年11月11日 令和1年12月1日 令和7年11月30日 株式会社テスティパル 大阪府大阪市中央区南久宝寺町４－３－５ 更新 飲食店営業
堺食衛第19011407号 株式会社髙島屋泉北店　（ＫＹＫ） 南区茶山台１丁３‐１ 072-293-1101 令和1年11月11日 令和1年12月1日 令和7年11月30日 株式会社髙島屋 大阪府大阪市中央区難波５丁目１‐５ 更新 食肉販売業
堺食衛第19011408号 株式会社髙島屋泉北店　（串鮮） 南区茶山台１丁３‐１ 072-293-1101 令和1年11月11日 令和1年12月1日 令和7年11月30日 株式会社髙島屋 大阪府大阪市中央区難波５丁目１‐５ 更新 食肉販売業
堺食衛第19011419号 ポプラ堺翁橋町店 堺区翁橋町１丁７‐１ 072-275-6075 令和1年12月23日 令和1年12月23日 令和7年12月28日 アンダーツリー株式会社 大阪府大阪市西区西本町一丁目２番８号 新規 飲食店営業
堺食衛第19011424号 麺や鳥の鶏次 北区中百舌鳥町２丁３００ 072-240-1711 令和1年11月21日 令和1年11月21日 令和7年11月30日 株式会社ＫＥＩＪＩ　ＰＲＯＪＥＣＴ 堺市北区中百舌鳥町５丁７９６‐２ 新規 飲食店営業
堺食衛第19011426号 麺や鶏次と貝次 北区中百舌鳥町５丁７９６‐２ 072-245-9790 令和1年11月21日 令和1年11月21日 令和7年11月30日 株式会社ＫＥＩＪＩ　ＰＲＯＪＥＣＴ 堺市北区中百舌鳥町５丁７９６‐２ 新規 飲食店営業
堺食衛第19011415号 カレーハウスＣｏＣｏ壱番屋　泉北高速深井駅前店中区深井沢町３２８１ 072-276-5630 令和1年11月14日 令和1年11月14日 令和7年11月30日 株式会社Ｇ－Ｙｏｕ 堺市中区福田１２８‐５ 新規 飲食店営業
堺食衛第19011442号 龍潭 東区草尾７２８‐１ 令和1年11月13日 令和1年12月1日 令和7年11月30日 有限会社龍潭 堺市東区草尾７２８‐１ 更新 飲食店営業
堺食衛第19011434号 セブン‐イレブン　堺赤坂台６丁店 南区赤坂台６丁２０‐１１ 令和1年11月20日 令和1年11月20日 令和7年11月30日 ＴＨＥＲＭＡＧＹ株式会社 堺市南区赤坂台６丁２０‐１１ 新規 飲食店営業
堺食衛第19011435号 セブン‐イレブン　堺赤坂台６丁店 南区赤坂台６丁２０‐１１ 令和1年11月20日 令和1年11月20日 令和7年11月30日 ＴＨＥＲＭＡＧＹ株式会社 堺市南区赤坂台６丁２０‐１１ 新規 菓子製造業
堺食衛第19011439号 Ｂｅｒｒｙ’ｓ　ｃａｆｅ 堺市内一円 令和1年11月13日 令和1年11月13日 令和6年11月30日 株式会社Ｎ　Ｅ　ＰＲＯＪＥＣＴ 堺市中区深阪１丁１４‐５２ 新規 菓子製造業（自動車）
堺食衛第19011440号 Ｂｅｒｒｙ’ｓ　ｃａｆｅ 堺市内一円 令和1年11月13日 令和1年11月13日 令和6年11月30日 株式会社Ｎ　Ｅ　ＰＲＯＪＥＣＴ 堺市中区深阪１丁１４‐５２ 新規 喫茶店営業（自動車）
堺食衛第19011451号 株式会社寿香 堺区戎之町東１丁２‐１９ 天神センター街１Ｆ 072-238-3308 令和1年11月19日 令和1年11月19日 令和7年11月30日 株式会社寿香 堺市堺区戎之町東１丁２‐１９ 天神センター街１Ｆ 新規 飲食店営業
堺食衛第19011449号 メイト００９６８号 北区中長尾町２丁４‐３ 072-250-1969 令和1年11月14日 令和1年12月1日 令和7年11月30日 株式会社メフォス西日本 大阪府大阪市中央区博労町２－２－１３ 更新 飲食店営業
堺食衛第19011464号 株式会社髙島屋堺店　鮮魚鮨 堺区三国ヶ丘御幸通５９ 072-238-1101 令和1年11月15日 令和1年12月1日 令和7年11月30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 更新 飲食店営業
堺食衛第19011465号 とんかつ　ＫＹＫ 堺区三国ヶ丘御幸通５９ 072-238-1101 令和1年11月15日 令和1年12月1日 令和7年11月30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 更新 食肉販売業
堺食衛第19011456号 有限会社吉野屋 北区東浅香山町３丁２１‐３７ 072-255-1363 令和1年11月15日 令和1年12月1日 令和7年11月30日 有限会社吉野屋 堺市北区東浅香山町３丁２１－３７ 更新 菓子製造業
堺食衛第19011454号 居場所カフェ　みんなのおうち 中区福田５２７‐２５ 0120-371-340 令和1年11月20日 令和1年11月20日 令和7年11月30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
堺食衛第19011452号 Ｋ ’ＺＯＮＥ 中区陶器北１６８６‐１ 令和1年11月19日 令和1年11月19日 令和7年11月30日 株式会社カフェトレス 大阪府大阪市西区新町２丁目４－２ 新規 喫茶店営業
堺食衛第19011466号 夢厨房 南区原山台５丁９‐５ アクロスモール１Ｆ 072-295-3511 令和1年11月15日 令和1年12月1日 令和7年11月30日 株式会社ウエストテール 堺市南区槇塚台３丁３１‐７ 更新 飲食店営業
堺食衛第19011467号 夢厨房 南区原山台５丁９‐５ アクロスモール１Ｆ 072-295-3511 令和1年11月25日 令和1年11月25日 令和7年11月30日 株式会社ウエストテール 堺市南区槇塚台３丁３１‐７ 新規 菓子製造業
堺食衛第19011458号 セルビス自動車営業 堺市内一円 令和1年11月15日 令和1年12月1日 令和6年11月30日 株式会社セルビス 堺市堺区市之町東５丁２‐７ 更新 飲食店営業（自動車）
堺食衛第19011459号 鶴橋風月 堺市内一円 令和1年11月15日 令和1年12月1日 令和6年11月30日 株式会社イデア 大阪府大阪市東成区東小橋３丁目１６‐３ 更新 飲食店営業（露店）
堺食衛第19011472号 １Ｆ　５５１蓬莱厨房 堺区三国ヶ丘御幸通５９ 072-238-1101 令和1年11月26日 令和1年11月26日 令和7年11月30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 飲食店営業
堺食衛第19011473号 １Ｆ　豆狸 堺区三国ヶ丘御幸通５９ 072-238-1101 令和1年11月26日 令和1年11月26日 令和7年11月30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 飲食店営業
堺食衛第19011474号 １Ｆ　柿安厨房 堺区三国ヶ丘御幸通５９ 072-238-1101 令和1年11月26日 令和1年11月26日 令和7年11月30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 飲食店営業
堺食衛第19011475号 １Ｆ　ドンク厨房 堺区三国ヶ丘御幸通５９ 072-238-1101 令和1年11月26日 令和1年11月26日 令和7年11月30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
堺食衛第19011476号 １Ｆ　ドンク売場 堺区三国ヶ丘御幸通５９ 072-238-1101 令和1年11月26日 令和1年11月26日 令和7年11月30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
堺食衛第19011479号 ＭＩＮＨ　ＴＨＩＮＨ　ＶＵＯＮＧ 西区北条町２丁５‐１４ 令和1年11月27日 令和1年11月27日 令和7年11月30日 ＮＢ　ＴＨＡＮＨ　ＭＩＮＨ合同会社 堺市西区北条町２丁５‐１４ 新規 飲食店営業
堺食衛第19011485号 ＰＡＮＤＯＲＡ 西区鳳東町７丁７３３‐７ 令和1年11月19日 令和1年12月1日 令和7年11月30日 株式会社パンドラ 東京都板橋区大山東町２５－１３ 更新 飲食店営業
堺食衛第19011487号 サーティワンアイスクリーム　アリオ鳳店西区鳳南町３丁１９９‐１２ アリオ鳳３Ｆ 令和1年11月19日 令和1年12月1日 令和7年11月30日 掛谷ビル株式会社 広島県福山市東桜町２－１１ 更新 飲食店営業
堺食衛第19011486号 サーティワンアイスクリーム　津久野イトーヨーカドー店西区下田町２０‐１ イトーヨーカドー津久野店１Ｆ 令和1年11月19日 令和1年12月1日 令和7年11月30日 掛谷ビル株式会社 広島県福山市東桜町２－１１ 更新 飲食店営業
堺食衛第19011483号 株式会社タイガ食品 東区北野田８９７‐２ 072-235-0217 令和1年11月27日 令和1年11月27日 令和7年11月30日 株式会社タイガ食品 堺市西区浜寺諏訪森町東２丁１９９‐８ 新規 食肉処理業
堺食衛第19011480号 やまだの餃子ドック 堺市内一円 令和1年11月19日 令和1年11月19日 令和6年11月30日 合同会社Ｍｏｖｅ 大阪府門真市中町１１－６０ 新規 飲食店営業（自動車）
堺食衛第19011493号 カフェ　ミント 北区新金岡町５丁４‐１ 令和1年11月20日 令和1年12月1日 令和7年11月30日 株式会社ミント 大阪府大阪市西淀川区姫里２丁目５‐８ ７０５号 更新 飲食店営業
堺食衛第19011495号 三茶ヤ　堺東店 堺区中瓦町２丁３‐１５ 072-238-8024 令和1年12月5日 令和1年12月5日 令和7年12月28日 株式会社ビロー 大阪府岸和田市作才町１１３ 新規 喫茶店営業
堺食衛第19011502号 シティホテル　青雲荘東館 堺区出島海岸通２丁３‐１９ 令和1年11月22日 令和1年12月29日 令和7年12月28日 株式会社青雲荘 堺市堺区出島海岸通２丁４‐１４ 更新 飲食店営業
堺食衛第19011503号 株式会社大阪パッケージガスセンター 堺区大浜西町４ 令和1年11月22日 令和1年12月29日 令和7年12月28日 株式会社大阪パッケージガスセンター 堺市堺区大浜西町４ 更新 添加物製造業
堺食衛第19011504号 泉北ゴルフセンター　ティーショット 南区高尾２丁５６７‐２ 072-273-0502 令和1年11月22日 令和1年12月29日 令和7年12月28日 中辻興産株式会社 堺市南区高尾２丁５６７‐２ 更新 飲食店営業
堺食衛第19011511号 株式会社アニメイトカフェ 堺市内一円 令和1年11月22日 令和1年11月22日 令和6年11月30日 株式会社アニメイトカフェ 東京都豊島区東池袋三丁目２番１号 新規 喫茶店営業（自動車）
堺食衛第19011514号 ＧＴＳ．永幸苑事業所 堺区柏木町３丁２‐１１ 令和1年12月4日 令和1年12月4日 令和7年12月28日 株式会社ゴチソー 大阪府東大阪市上六万寺町７番２号 新規 飲食店営業
堺食衛第19011520号 株式会社小島屋 堺区宿院町東１丁１‐２３ 令和1年11月26日 令和1年12月29日 令和7年12月28日 株式会社小島屋 堺市堺区宿院町東１丁１‐２３ 更新 菓子製造業
堺食衛第19011527号 真生印刷株式会社 堺区神南辺町５丁１５２‐２ 072-227-8911 令和1年11月26日 令和1年12月1日 令和7年11月30日 ナフス南株式会社 大阪市大正区泉尾７丁目１－１７ 更新 飲食店営業
堺食衛第19011523号 ステーキのどん中百舌鳥店 北区百舌鳥梅町３丁４６‐１ 072-254-3270 令和1年11月26日 令和1年12月1日 令和7年11月30日 株式会社アークミール 埼玉県さいたま市中央区上落合２丁目３－５ 更新 飲食店営業
堺食衛第19011538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 大阪府羽曳野市誉田３丁目５－１５ 新規 飲食店営業
堺食衛第19011540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 大阪府羽曳野市誉田３丁目５－１５ 新規 食肉販売業
堺食衛第19011541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 大阪府羽曳野市誉田３丁目５－１５ 新規 菓子製造業
堺食衛第19011534号 とんかつ・肴・そば　湖中堺駅ビル店 堺区戎島町３丁２２‐１ 072-221-3339 令和1年11月27日 令和1年12月1日 令和7年11月30日 株式会社こなか 大阪府大阪市港区弁天１丁目２‐２ ３００号 更新 飲食店営業
堺食衛第19011532号 錦わらい　中百舌鳥店 北区金岡町１３８２‐１ 072-240-0181 令和1年11月27日 令和1年12月1日 令和7年11月30日 株式会社治元 京都府宇治市大久保町南ノ口６４‐２ 更新 飲食店営業
堺食衛第19011528号 ハニューフードプロダクト株式会社堺工場東区八下町１丁１２２ 令和1年11月27日 令和1年12月29日 令和7年12月28日 ハニューフードプロダクト株式会社 大阪府大阪市住之江区南港中７丁目１‐２５ 更新 食肉処理業
堺食衛第19011544号 Ａｒｅｓｔａｕｒａｎｔ 堺区少林寺町東２丁１‐２１ 令和1年11月28日 令和1年12月1日 令和7年11月30日 株式会社Ａｐｌａｎｎｉｎｇ 堺市堺区少林寺町東２丁１‐２１ 更新 飲食店営業
堺食衛第19011550号 株式会社コノミヤ美原店 美原区南余部４４４‐１ 072-363-2025 令和1年11月28日 令和1年12月29日 令和7年12月28日 株式会社コノミヤ 大阪市鶴見区今津南１‐５ 32 更新 食肉処理業
堺食衛第19011548号 鉄板焼　ステーキ　焼肉　治平 南区泉田中１０６‐３ 072-292-2943 令和1年11月28日 令和1年12月29日 令和7年12月28日 有限会社治平 堺市南区泉田中１０６‐３ 更新 飲食店営業
堺食衛第19011560号 ホテル　Ｇｅｅ 西区北条町１丁３０‐２１ 072-281-5666 令和1年11月29日 令和1年12月1日 令和7年11月30日 株式会社ＧＩＦＴ 大阪府東大阪市布市町１丁目８‐４３ 更新 飲食店営業
堺食衛第19011556号 なか卯堺福田店 中区福田１０５４‐１ 令和1年11月29日 令和1年12月29日 令和7年12月28日 株式会社なか卯 東京都港区港南２丁目１８‐１ 更新 飲食店営業
堺食衛第19011563号 新浜寺マリーナ（オアシス） 西区浜寺諏訪森町西２丁 無番地海岸通り石津港内072-262-7311 令和1年12月4日 令和1年12月4日 令和7年12月28日 新浜寺マリーナ株式会社 堺市西区浜寺諏訪森町西２丁 無番地海岸通り石津港内 新規 飲食店営業
堺食衛第19011573号 すじ煮込みと魚の大衆炉端　頂屋 堺区北瓦町２丁３‐６ 北條ビル１Ｆ 072-275-5078 令和1年12月5日 令和1年12月5日 令和7年12月28日 株式会社ＦＯＲＴＲＩＺＥ 大阪府富田林市寿町４丁目１－７ 新規 飲食店営業
堺食衛第19011578号 株式会社コノミヤ泉ヶ丘店 南区竹城台１丁１‐３ 072-295-0561 令和1年12月4日 令和1年12月29日 令和7年12月28日 株式会社コノミヤ 大阪府大阪市鶴見区今津南１丁目５‐３２ 更新 そうざい製造業
堺食衛第19011583号 ちゃこ 西区浜寺南町３丁３‐８ 072-320-2254 令和1年12月5日 令和1年12月29日 令和7年12月28日 株式会社ちゃこ 堺市西区浜寺南町３丁３‐８ 更新 飲食店営業
堺食衛第19011587号 シーグレイス 中区深井沢町３１２６ 令和1年12月12日 令和1年12月12日 令和7年12月28日 株式会社ローカル 堺市中区八田北町５８６‐１ 新規 飲食店営業
堺食衛第19011591号 双和運輸倉庫株式会社 西区築港浜寺西町１９‐７ 令和1年12月9日 令和1年12月29日 令和7年12月28日 双和運輸倉庫株式会社 堺市堺区北波止町４２‐１ 更新 添加物製造業
堺食衛第19011598号 株式会社クボタ臨海工場食堂 西区築港新町３丁８ 072-247-1192 令和1年12月10日 令和1年12月29日 令和7年12月28日 ウオクニ株式会社 神戸市灘区船寺通４丁目５－１６ 更新 飲食店営業
堺食衛第19011596号 堺大阪祭典 中区深井清水町３７７６ 072-270-4242 令和1年12月10日 令和1年12月29日 令和7年12月28日 株式会社大阪祭典 大阪府大阪市浪速区戎本町１丁目７‐２３ 更新 飲食店営業
堺食衛第19011606号 株式会社コノミヤ　深井店 中区八田北町４６２‐１ 令和1年12月12日 令和1年12月29日 令和7年12月28日 株式会社コノミヤ 大阪府大阪市鶴見区今津南１丁目５‐３２ 更新 食肉処理業
堺食衛第19011610号 サンプラザ　堺少林寺町西店 堺区少林寺町西３丁１‐５ 072-229-4154 令和1年12月18日 令和1年12月18日 令和7年12月28日 株式会社サンプラザ 大阪府羽曳野市誉田３丁目３‐１５ 新規 飲食店営業
堺食衛第19011611号 サンプラザ　堺少林寺町西店 堺区少林寺町西３丁１‐５ 072-229-4154 令和1年12月18日 令和1年12月18日 令和7年12月28日 株式会社サンプラザ 大阪府羽曳野市誉田３丁目３‐１５ 新規 菓子製造業



堺食衛第19011612号 サンプラザ　堺少林寺町西店 堺区少林寺町西３丁１‐５ 072-229-4154 令和1年12月18日 令和1年12月18日 令和7年12月28日 株式会社サンプラザ 大阪府羽曳野市誉田３丁目３‐１５ 新規 魚介類販売業
堺食衛第19011626号 ビアード・パパの作りたて工房　南海堺東駅店堺区三国ヶ丘御幸通６３ 南海堺東駅構内 072-223-5017 令和1年12月16日 令和1年12月29日 令和7年12月28日 有限会社ボンズ 大阪府松原市天美我堂２丁目３８９‐１４ 更新 菓子製造業
堺食衛第19011628号 株式会社さかゑ寿司本店 堺区中瓦町１丁３‐１４ 072-229-8417 令和1年12月16日 令和1年12月29日 令和7年12月28日 株式会社さかゑ寿司本店 堺市堺区中瓦町１丁３‐１４ 更新 飲食店営業
堺食衛第19011625号 堺市立金岡小学校 北区金岡町１２５４ 令和1年12月24日 令和1年12月24日 令和7年12月28日 株式会社東テスティパル 大阪府門真市殿島町６－１ 新規 飲食店営業
堺食衛第19011629号 ＢＩＮＨ　ＡＮ　ベトナムレストラン 堺区北瓦町２丁２‐１１ グレイスビル２Ｆ 令和1年12月19日 令和1年12月19日 令和7年12月28日 ＱＡ合同会社 大阪府大阪市旭区高殿６－３－２５ 新規 飲食店営業
堺食衛第19011644号 てくてく商會 堺区今池町３丁３‐１６ 072-222-9403 令和1年12月19日 令和1年12月29日 令和7年12月28日 公益財団法人浅香山病院 堺市堺区今池町３丁３‐１６ 更新 飲食店営業
堺食衛第19011642号 餃子の王将　堺東店 堺区北瓦町２丁１‐２１ 072-227-4322 令和1年12月19日 令和1年12月29日 令和7年12月28日 株式会社王将フードサービス 京都府京都市山科区西野山射庭ノ上町２９４‐１ 更新 飲食店営業
堺食衛第19011641号 堺市茶室（伸庵） 堺区百舌鳥夕雲町２丁 大仙公園内 令和1年12月19日 令和1年12月29日 令和7年12月28日 公益社団法人堺観光コンベンション協会 堺市堺区甲斐町西１丁１‐３５ 更新 飲食店営業 喫茶
堺食衛第19011643号 有木物産株式会社 西区浜寺石津町東４丁５‐５１スーパーコノミヤ内 072-244-2033 令和1年12月19日 令和1年12月29日 令和7年12月28日 有木物産株式会社 堺市西区鳳中町８丁２７４ 更新 飲食店営業
堺食衛第19011647号 植田アルマイト工業株式会社社員食堂 東区石原町１丁１０３ 令和2年1月7日 令和2年1月7日 令和8年1月31日 株式会社都給食 京都府城陽市久世荒内１７７－６ 新規 飲食店営業
堺食衛第19011645号 ４５’ｓ　Ｂａｋｅｒｙ 東区西野４０１‐２ ＳＯＬＯやぶ内１Ｆ 072-239-3555 令和1年12月23日 令和1年12月23日 令和7年12月28日 株式会社ブランワン 京都府京都市中京区烏丸通蛸薬師上ル七観音町６３７番地 インターワンプレイス烏丸ビル７Ｆ 新規 菓子製造業
堺食衛第19011662号 ＰＩＳＯＬＡ堺石原店 東区石原町１丁１ 072-247-7765 令和1年12月23日 令和1年12月29日 令和7年12月28日 株式会社ピソラ 滋賀県草津市東矢倉１－５－２ 更新 飲食店営業
堺食衛第19011663号 横濱家系ラーメン神山 堺区翁橋町１丁５‐２０ ファーストビル２号館１Ｆ 令和1年12月25日 令和1年12月25日 令和7年12月28日 株式会社神山 堺市堺区翁橋町１丁５‐２０ ファーストビル２号館１Ｆ 新規 飲食店営業
堺食衛第19011674号 ９９５事業所 堺区竜神橋町２丁１‐２ 令和1年12月25日 令和2年2月1日 令和8年1月31日 一冨士フードサービス株式会社 大阪府大阪市北区梅田三丁目３番２０号 更新 飲食店営業
堺食衛第19011672号 ＢＡＲ　倉 中区福田６０１‐１ 中野ビル２Ｆ 令和1年12月27日 令和1年12月27日 令和7年12月28日 株式会社ＲＥＡＬ 堺市中区福田６０１‐１ 中野ビル２Ｆ 新規 飲食店営業
堺食衛第19011673号 大阪太平商事株式会社 中区平井２０２‐１ 令和1年12月25日 令和2年2月1日 令和8年1月31日 大阪太平商事株式会社 堺市中区平井２０２‐１ 更新 魚介類販売業
堺食衛第19011678号 こもれび　はうす 西区浜寺石津町東３丁９‐２４ 072-320-0137 令和2年1月14日 令和2年1月14日 令和8年1月31日 一般社団法人こもれび 堺市西区浜寺石津町東３丁９‐２４ 新規 飲食店営業
堺食衛第19011677号 小樽飯櫃 堺市内一円 令和1年12月26日 令和1年12月26日 令和6年12月28日 株式会社小樽飯櫃 北海道小樽市信香町１番４号 新規 飲食店営業（露店）
堺食衛第19011682号 カレーハウスＣｏＣｏ壱番屋　堺中百舌鳥店北区中百舌鳥町６丁９５９‐１ 072-240-3163 令和1年12月27日 令和2年2月1日 令和8年1月31日 株式会社壱番屋 愛知県一宮市三ツ井６丁目１２‐２３ 更新 飲食店営業
堺食衛第19011693号 弥次郎ミート 堺区南半町西２丁４‐３ 072-222-0665 令和2年1月7日 令和2年1月7日 令和8年1月31日 合同会社弥次郎ミート 大阪府泉大津市助松町１丁目８‐１３ 新規 飲食店営業
堺食衛第19011694号 弥次郎ミート 堺区南半町西２丁４‐３ 072-222-0665 令和2年1月7日 令和2年1月7日 令和8年1月31日 合同会社弥次郎ミート 大阪府泉大津市助松町１丁目８‐１３ 新規 食肉販売業
堺食衛第19011690号 ココンスイーツファクトリー 北区新金岡町５丁３‐２０３ シャトル新金岡１Ｆ 令和2年1月14日 令和2年1月14日 令和8年1月31日 株式会社エフ 大阪府大阪市北区曽根崎２－１４－１５ 新規 菓子製造業
堺食衛第19011712号 ふるさぽーとデイサービスセンター堺店東区日置荘北町２丁２１‐３６ 令和2年2月14日 令和2年2月14日 令和8年2月28日 株式会社ふるさぽーと 堺市東区日置荘北町２丁２１‐３６ 新規 菓子製造業
堺食衛第19011725号 バンカレラ堺店 西区浜寺石津町東１丁６‐３６ 令和2年1月9日 令和2年2月1日 令和8年1月31日 株式会社マルハン 京都府京都市上京区出町今出川上る青龍町２３１ 更新 飲食店営業
堺食衛第19011726号 ごはんどき堺店 西区浜寺石津町東１丁６‐３６ 令和2年1月9日 令和2年2月1日 令和8年1月31日 株式会社マルハンダイニング 東京都江東区深川２丁目８‐１９ 更新 飲食店営業
堺食衛第19011729号 ｒｉｃａｒｉｃａ 堺区向陵東町１丁２‐２０ 令和2年1月10日 令和2年2月1日 令和8年1月31日 株式会社ｒｉｃａｒｉｃａ 堺市堺区向陵東町１丁２‐２０ 更新 飲食店営業
堺食衛第19011730号 ｒｉｃａｒｉｃａ 堺区向陵東町１丁２‐２０ 令和2年1月10日 令和2年2月1日 令和8年1月31日 株式会社ｒｉｃａｒｉｃａ 堺市堺区向陵東町１丁２‐２０ 更新 アイスクリーム類製造業
堺食衛第19011734号 魚民 堺区戎島町４丁４５‐１ リージェンシープラザ１階072-228-3888 令和2年1月14日 令和2年2月1日 令和8年1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 更新 飲食店営業
堺食衛第19011733号 お食事処　笹味楽 北区蔵前町１丁３‐５ 蔵前温泉さらさのゆ内072-240-3955 令和2年1月14日 令和2年2月1日 令和8年1月31日 株式会社フラット・フィールド・オペレーションズ 大阪府泉大津市我孫子１２９ 更新 飲食店営業
堺食衛第19011740号 株式会社かん袋 堺区新在家町東１丁２‐１ 072-233-1218 令和2年1月15日 令和2年2月1日 令和8年1月31日 株式会社かん袋 堺市堺区新在家町東１丁２‐１ 更新 喫茶店営業
堺食衛第19011736号 ライフ福泉店 西区上４４４‐１ 072-275-0761 令和2年1月15日 令和2年2月1日 令和8年1月31日 株式会社ライフコーポレーション 東京都中央区日本橋本町３丁目６‐２ 更新 飲食店営業
堺食衛第19011737号 ライフ福泉店 西区上４４４‐１ 072-275-0761 令和2年1月15日 令和2年2月1日 令和8年1月31日 株式会社ライフコーポレーション 東京都中央区日本橋本町３丁目６‐２ 更新 飲食店営業
堺食衛第19011738号 ライフ福泉店 西区上４４４‐１ 072-275-0761 令和2年1月15日 令和2年2月1日 令和8年1月31日 株式会社ライフコーポレーション 東京都中央区日本橋本町３丁目６‐２ 更新 菓子製造業
堺食衛第19011758号 スミサク株式会社　食堂 堺区出島西町１ 令和2年1月16日 令和2年2月1日 令和8年1月31日 株式会社東テスティパル 大阪府門真市殿島町６－１ 更新 飲食店営業
堺食衛第19011747号 食品館アプロもず店 北区百舌鳥西之町２丁５０１ 072-247-7020 令和2年2月7日 令和2年2月7日 令和8年2月28日 株式会社カノー 大阪府大阪市鶴見区浜５－６－２９ 新規 飲食店営業
堺食衛第19011748号 食品館アプロもず店 北区百舌鳥西之町２丁５０１ 072-247-7020 令和2年2月7日 令和2年2月7日 令和8年2月28日 株式会社カノー 大阪府大阪市鶴見区浜５－６－２９ 新規 飲食店営業
堺食衛第19011749号 食品館アプロもず店 北区百舌鳥西之町２丁５０１ 072-247-7020 令和2年2月7日 令和2年2月7日 令和8年2月28日 株式会社カノー 大阪府大阪市鶴見区浜５－６－２９ 新規 菓子製造業
堺食衛第19011750号 食品館アプロもず店 北区百舌鳥西之町２丁５０１ 072-247-7020 令和2年2月7日 令和2年2月7日 令和8年2月28日 株式会社カノー 大阪府大阪市鶴見区浜５－６－２９ 新規 魚介類販売業
堺食衛第19011753号 食品館アプロもず店 北区百舌鳥西之町２丁５０１ 072-247-7020 令和2年2月7日 令和2年2月7日 令和8年2月28日 株式会社カノー 大阪府大阪市鶴見区浜５－６－２９ 新規 食肉販売業
堺食衛第19011755号 ＵＭＡＭＩ屋台 堺市内一円 令和2年1月16日 令和2年1月16日 令和7年1月31日 松原プランニング株式会社 大阪府松原市丹南３－７－１６ 新規 飲食店営業（露店）
堺食衛第19011756号 ＵＭＡＭＩ屋台 堺市内一円 令和2年1月16日 令和2年1月16日 令和7年1月31日 松原プランニング株式会社 大阪府松原市丹南３－７－１６ 新規 菓子製造業（露店）
堺食衛第19011764号 北の家族　アパホテル堺駅前店 堺区戎島町４丁２８‐６ アパホテル堺駅前店１Ｆ072-223-2104 令和2年1月17日 令和2年2月1日 令和8年1月31日 株式会社パートナーズダイニング 東京都新宿区西新宿７丁目２２－４３ 更新 飲食店営業
堺食衛第19011760号 株式会社永盛 中区楢葉１６８‐７ 072-320-3260 令和2年1月28日 令和2年1月28日 令和8年1月31日 株式会社永盛 堺市中区楢葉１６８‐７ 新規 そうざい製造業
堺食衛第19011781号 ＷｈｉｓｋｙＣａｔ 北区中百舌鳥町３丁３５８‐１０ライフステージ村田１Ｆ072-259-8667 令和2年1月20日 令和2年2月1日 令和8年1月31日 株式会社ＷｈｉｓｋｙＣａｔ 堺市北区中百舌鳥町３丁３５８‐１０ ライフステージ村田１Ｆ 更新 飲食店営業
堺食衛第19011767号 ファミリーマート堺鳳東町店 西区鳳東町２丁１６２‐１ 072-260-5551 令和2年1月20日 令和2年2月1日 令和8年1月31日 株式会社谷口 大阪府阪南市光陽台１丁目１０‐２ 更新 飲食店営業
堺食衛第19011773号 ビアードパパ　アリオ鳳店 西区鳳南町３丁１９９‐１２ アリオ鳳１Ｆ 072-272-6367 令和2年1月27日 令和2年1月27日 令和8年1月31日 株式会社麦の穂 大阪市北区西天満３－１３－２０ 新規 菓子製造業
堺食衛第19011783号 ふぐ政　泉北店 南区豊田１０４９‐１ 072-290-1427 令和2年1月20日 令和2年2月1日 令和8年1月31日 有限会社健崇 堺市西区平岡町１８５‐６５ 更新 飲食店営業
堺食衛第19011804号 株式会社かん袋 堺区新在家町東１丁２‐１ 072-233-1218 令和2年1月22日 令和2年3月1日 令和8年2月28日 株式会社かん袋 堺市堺区新在家町東１丁２‐１ 更新 菓子製造業
堺食衛第19011803号 どうとんぼり神座　アリオ鳳店 西区鳳南町３丁１９９‐１２ 072-274-3790 令和2年1月22日 令和2年3月1日 令和8年2月28日 株式会社どうとんぼり神座 奈良県北葛城郡広陵町安部４５３‐７ 更新 飲食店営業
堺食衛第19011805号 なか卯　堺狭山店 南区岩室１０８‐２ 令和2年1月22日 令和2年2月1日 令和8年1月31日 株式会社なか卯 東京都港区港南２丁目１８‐１ 更新 飲食店営業
堺食衛第19011798号 ジュンマルシェ 堺市内一円 令和2年1月22日 令和2年1月22日 令和7年1月31日 株式会社純工房 堺市北区長曽根町３０８２‐９ ＡＸＩＳＪＵＮ２Ｆ 新規 飲食店営業（自動車）
堺食衛第19011817号 和彩弥　嶋川 堺区北瓦町２丁１‐３２ 072-232-3504 令和2年1月23日 令和2年3月1日 令和8年2月28日 株式会社嶋川西店 堺市堺区北瓦町２丁１－３２ 更新 飲食店営業
堺食衛第19011808号 立花エンターテインメント・ワン株式会社西区浜寺船尾町西４丁４３２‐２ 072-261-7227 令和2年1月23日 令和2年2月1日 令和8年1月31日 立花エンターテインメント・ワン株式会社 堺市西区浜寺船尾町西４丁４３２‐２ 更新 魚介類販売業
堺食衛第19011809号 立花エンターテインメント・ワン株式会社西区浜寺船尾町西４丁４３２‐２ 072-261-7227 令和2年1月23日 令和2年3月1日 令和8年2月28日 立花エンターテインメント・ワン株式会社 堺市西区浜寺船尾町西４丁４３２‐２ 更新 食肉処理業
堺食衛第19011810号 立花エンターテインメント・ワン株式会社西区浜寺船尾町西４丁４３２‐２ 072-261-7227 令和2年1月23日 令和2年3月1日 令和8年2月28日 立花エンターテインメント・ワン株式会社 堺市西区浜寺船尾町西４丁４３２‐２ 更新 ソース類製造業
堺食衛第19011811号 立花エンターテインメント・ワン株式会社西区浜寺船尾町西４丁４３２‐２ 072-261-7227 令和2年1月23日 令和2年3月1日 令和8年2月28日 立花エンターテインメント・ワン株式会社 堺市西区浜寺船尾町西４丁４３２‐２ 更新 そうざい製造業
堺食衛第19011814号 ファインフーズ株式会社 西区鳳北町９丁６ 072-264-7790 令和2年1月23日 令和2年3月1日 令和8年2月28日 ファインフーズ株式会社 堺市西区鳳北町９丁６ 更新 食用油脂製造業
堺食衛第19011815号 ファインフーズ株式会社おおとり工場 西区鳳北町９丁２４ 072-264-6161 令和2年1月23日 令和2年3月1日 令和8年2月28日 ファインフーズ株式会社 堺市西区鳳北町９丁６ 更新 食用油脂製造業
堺食衛第19011821号 ゆうゆう　初芝 東区日置荘北町３丁２５‐３ 令和2年1月24日 令和2年3月1日 令和8年2月28日 有限会社マルフクメディカルフーズ 大阪府門真市三ツ島６丁目２５‐２１ 更新 飲食店営業
堺食衛第19011835号 １２９３事業所 北区中百舌鳥町３丁４２８‐２ 令和2年1月27日 令和2年3月1日 令和8年2月28日 一冨士フードサービス株式会社 大阪府大阪市北区梅田三丁目３番２０号 更新 飲食店営業
堺食衛第19011836号 ローソン堺百舌鳥店 北区百舌鳥赤畑町１丁４３‐２ 072-252-0707 令和2年1月27日 令和2年2月1日 令和8年1月31日 株式会社山藤 和歌山県和歌山市東鍛冶屋町２５ 更新 飲食店営業
堺食衛第19011845号 堺市農協生活センター 中区深井中町１４５５ 072-270-5454 令和2年1月27日 令和2年3月1日 令和8年2月28日 堺市農業協同組合 堺市西区上野芝町２丁１－１ 更新 そうざい製造業
堺食衛第19011846号 堺市農協生活センター 中区深井中町１４５５ 072-270-5454 令和2年1月27日 令和2年3月1日 令和8年2月28日 堺市農業協同組合 堺市西区上野芝町２丁１－１ 更新 みそ製造業
堺食衛第19011844号 フルタ製菓株式会社美原工場 美原区黒山６６３ 令和2年1月27日 令和2年2月1日 令和8年1月31日 フルタ製菓株式会社 大阪府大阪市生野区林寺６丁目７‐２２ 更新 菓子製造業
堺食衛第19011822号 アニメイトカフェ出張版 堺市内一円 令和2年1月27日 令和2年1月27日 令和7年1月31日 株式会社アニメイトカフェ 東京都豊島区東池袋３丁目２番１号 新規 飲食店営業（自動車）
堺食衛第19011850号 ホテルＬａＬａ２ 南区小代４０９‐１ 令和2年1月28日 令和2年2月1日 令和8年1月31日 有限会社リーガル 大阪府大阪市生野区小路東６丁目７‐２５ 更新 飲食店営業
堺食衛第19011849号 ホテルＬａＬａ１ 南区和田２２２ 令和2年1月28日 令和2年2月1日 令和8年1月31日 有限会社リーガル 大阪府大阪市生野区小路東６丁目７‐２５ 更新 飲食店営業
堺食衛第19011866号 焼肉　萬輝 北区百舌鳥梅町１丁２‐５ 072-257-5358 令和2年1月29日 令和2年2月1日 令和8年1月31日 株式会社萬輝 堺市北区百舌鳥梅町１丁２‐５ 更新 飲食店営業
堺食衛第19011868号 株式会社アースサポート堺浜寺 西区浜寺石津町中１丁９‐２４ 令和2年1月31日 令和2年1月31日 令和8年1月31日 クックメディカルフーズ株式会社 大阪府大東市御領三丁目９番２１号 新規 飲食店営業
堺食衛第19011862号 ミスタードーナツ　アリオ鳳ショップ 西区鳳南町３丁１９９‐１２ 072-273-7366 令和2年1月29日 令和2年3月1日 令和8年2月28日 ニップンドーナツ関西株式会社 大阪府東大阪市長田中２丁目２‐３０ 更新 飲食店営業
堺食衛第19011863号 ミスタードーナツ　アリオ鳳ショップ 西区鳳南町３丁１９９‐１２ 072-273-7366 令和2年1月29日 令和2年3月1日 令和8年2月28日 ニップンドーナツ関西株式会社 大阪府東大阪市長田中２丁目２‐３０ 更新 菓子製造業
堺食衛第19011864号 ＴＯＨＯシネマズ鳳 西区鳳南町３丁１９９‐１２ アリオ鳳４Ｆ 令和2年1月29日 令和2年3月1日 令和8年2月28日 ＴＯＨＯシネマズ株式会社 東京都千代田区有楽町１丁目２‐２ 更新 飲食店営業
堺食衛第19011865号 スターバックスコーヒー　アリオ鳳店 西区鳳南町３丁１９９‐１２ アリオ鳳　１Ｆ 072-273-3871 令和2年1月29日 令和2年3月1日 令和8年2月28日 スターバックスコーヒージャパン株式会社 東京都品川区上大崎２丁目２５‐２ 新目黒ビル 更新 飲食店営業
堺食衛第19011869号 マルエス　シズルショップ 中区毛穴町６４‐４ 072-260-0788 令和2年2月12日 令和2年2月12日 令和8年2月28日 株式会社マルエス 堺市中区毛穴町８６‐１ 新規 アイスクリーム類製造業
堺食衛第19011867号 まごころ荘北野田 東区西野４８５‐３ 令和2年1月31日 令和2年1月31日 令和8年1月31日 クックメディカルフーズ株式会社 大阪府大東市御領三丁目９番２１号 新規 飲食店営業
堺食衛第19011873号 桜珈琲　三国ヶ丘店 堺区向陵中町４丁２‐６ 072-246-9320 令和2年2月20日 令和2年2月20日 令和8年2月28日 株式会社桜珈琲 堺市南区豊田９８２‐１ 新規 飲食店営業
堺食衛第19011874号 桜珈琲　三国ヶ丘店 堺区向陵中町４丁２‐６ 072-246-9320 令和2年2月20日 令和2年2月20日 令和8年2月28日 株式会社桜珈琲 堺市南区豊田９８２‐１ 新規 菓子製造業
堺食衛第19011875号 オーガニックカフェ 堺区築港八幡町１‐１ 令和2年1月30日 令和2年3月1日 令和8年2月28日 株式会社エヌ・エス・ビー・コーポレーション 堺市堺区築港八幡町１‐１ 更新 飲食店営業
堺食衛第19011876号 オーガニックカフェ 堺区築港八幡町１‐１ 令和2年1月30日 令和2年3月1日 令和8年2月28日 株式会社エヌ・エス・ビー・コーポレーション 堺市堺区築港八幡町１‐１ 更新 菓子製造業
堺食衛第19011870号 ペッパーランチ　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店３Ｆフードコート内072-250-8870 令和2年1月30日 令和2年2月1日 令和8年1月31日 株式会社ホットパレット 東京都墨田区江東橋３－８－７ 錦糸町プラザビル１Ｆ 更新 飲食店営業
堺食衛第19011878号 三井住友銀行浜寺支店　シダックス店 西区浜寺諏訪森町西２丁９０ 令和2年1月30日 令和2年2月1日 令和8年1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 東京都調布市調布ケ丘３丁目６‐３ 更新 飲食店営業
堺食衛第19011877号 三井住友銀行泉北とが支店シダックス店南区原山台２丁４‐１ 令和2年1月30日 令和2年2月1日 令和8年1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 東京都調布市調布ケ丘３丁目６－３ 更新 飲食店営業
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 堺市中区深井清水町３８２４ 更新 飲食店営業
堺食衛第19011886号 焼肉仁炰 中区土塔町１４４‐９ 072-239-2161 令和2年2月5日 令和2年2月5日 令和8年2月28日 株式会社ＪｉｎＵｐ 堺市中区深阪１‐６‐１５ 新規 飲食店営業
堺食衛第19011879号 ファミリーマート堺高松店 東区高松７０‐４ 072-230-0069 令和2年1月31日 令和2年2月1日 令和8年1月31日 エフリンクス合同会社 堺市東区西野１６０‐１１ 更新 飲食店営業
堺食衛第19011888号 すむーじー　なにわ 堺市内一円 令和2年1月31日 令和2年1月31日 令和7年1月31日 不二精機株式会社 大阪府大阪市生野区巽東４－４－３７ 新規 飲食店営業（自動車）
堺食衛第19011897号 鳥まる 西区浜寺諏訪森町西３丁２４９‐８ 令和2年2月7日 令和2年2月7日 令和8年2月28日 Ｇｅｎｅｒａｌ　Ｃｏｍｐａｎｙ　ＭＡＲＵＩ株式会社 大阪府和泉市府中町１丁目２３－３６ 新規 飲食店営業
堺食衛第19011900号 一汁五穀 西区鳳南町３丁１９９‐１２ アリオ鳳３Ｆ 072-242-6677 令和2年2月4日 令和2年3月1日 令和8年2月28日 株式会社アネスティー 岡山県倉敷市宮前４１８－３ 更新 飲食店営業
堺食衛第19011912号 きらら保育園　上野芝ルーム 西区上野芝向ヶ丘町４丁２４‐２６ 令和2年2月5日 令和2年2月5日 令和8年2月28日 大阪栄養食品株式会社 堺市中区深井中町９１５ 新規 飲食店営業
堺食衛第19011914号 パンパレット鳳店 西区鳳南町３丁１９９‐１２ アリオ鳳３Ｆ 072-260-1243 令和2年2月5日 令和2年3月1日 令和8年2月28日 ニラックス株式会社 東京都武蔵野市西久保１－２５－８ 更新 飲食店営業
堺食衛第19011918号 アメリカ村　甲賀流　アリオ鳳店 西区鳳南町３丁１９９‐１２ 令和2年2月6日 令和2年3月1日 令和8年2月28日 株式会社甲賀流 大阪府大阪市中央区西心斎橋２丁目１８番４号 更新 飲食店営業
堺食衛第19011919号 深井酒場情熱ホルモン 中区深井沢町３２８２ ＫＭＫアドバンスビル　１Ｆ072-281-4129 令和2年2月6日 令和2年3月1日 令和8年2月28日 株式会社かわべフードサービス 大阪府大阪市中央区内本町１－１－８ 更新 飲食店営業
堺食衛第19011917号 てこや　初芝駅前店 東区日置荘西町２丁３‐１８ 令和2年2月6日 令和2年3月1日 令和8年2月28日 ヴァリオ株式会社 大阪府大阪市天王寺区大道１－１２－１３ 更新 飲食店営業
堺食衛第19011926号 住宅型有料老人ホーム　ナーシングホームまごころ荘石津西区浜寺石津町中１丁７‐１４ 令和2年2月18日 令和2年2月18日 令和8年2月28日 株式会社ゲイト 大阪府摂津市千里丘２丁目４－２６ 新規 飲食店営業
堺食衛第19011927号 住宅型有料老人ホーム　まごころ荘石津Ⅱ西区浜寺石津町中１丁７‐１６ 令和2年2月18日 令和2年2月18日 令和8年2月28日 株式会社ゲイト 大阪府摂津市千里丘２丁目４－２６ 新規 飲食店営業
堺食衛第19011924号 ごきげんや 堺市内一円 令和2年2月7日 令和2年2月7日 令和7年2月28日 合同会社美暮 堺市南区桃山台２丁１６‐２ 新規 菓子製造業（露店）
堺食衛第19011939号 ウッフ 西区鳳南町３丁１９９‐１２ アリオ鳳１Ｆ 072-271-0466 令和2年2月10日 令和2年3月1日 令和8年2月28日 株式会社セラ・ルージュ 大阪府大阪市北区天神橋４丁目７‐１３ 更新 飲食店営業
堺食衛第19011941号 函館市場　アリオ鳳店 西区鳳南町３丁１９９‐１２ ３Ｆ３２６０ 令和2年2月10日 令和2年3月1日 令和8年2月28日 アイン食品株式会社 堺市北区南花田町１８‐２ 更新 飲食店営業
堺食衛第19011929号 オリーブ 中区大野芝町２９０‐１ 令和2年2月10日 令和2年2月10日 令和8年2月28日 医療法人浩仁会 堺市中区大野芝町２９２ 新規 飲食店営業
堺食衛第19011944号 株式会社フレームワーク　浅香山工場　２Ｆ堺区砂道町２丁３‐２２ 072-260-4784 令和2年2月21日 令和2年2月21日 令和8年2月28日 株式会社フレームワーク 堺市堺区砂道町２丁３‐２２ 新規 食肉処理業
堺食衛第19011946号 デニーズ錦綾町店 堺区錦綾町２丁４‐５ 080-3258-1546 令和2年2月12日 令和2年3月1日 令和8年2月28日 株式会社セブン＆アイ・フードシステムズ 東京都千代田区二番町８‐８ 更新 飲食店営業
堺食衛第19011945号 ７ＦＳ社員食堂アリオ鳳店 西区鳳南町３丁１９９‐１２ 令和2年2月12日 令和2年3月1日 令和8年2月28日 株式会社セブン＆アイ・フードシステムズ 東京都千代田区二番町８‐８ 更新 飲食店営業
堺食衛第19011947号 魚竹 西区鳳南町３丁１９９‐１２ アリオ鳳１Ｆ 令和2年2月12日 令和2年3月1日 令和8年2月28日 有限会社魚竹蒲鉾店 大阪府大阪市平野区西脇３‐２‐１６ 更新 魚肉練り製品製造業
堺食衛第19011964号 堺伽俚 堺区三条通７‐２３ タニワビル１階 072-229-9989 令和2年2月14日 令和2年3月1日 令和8年2月28日 有限会社Ｄｕａｌ　Ｃ 堺市堺区三条通７‐２３ 更新 飲食店営業
堺食衛第19011960号 寛屋 北区百舌鳥西之町３丁５２７ 令和2年2月14日 令和2年3月1日 令和8年2月28日 株式会社アイエヌジー 和歌山県和歌山市和歌浦東３丁目５４‐７ 更新 飲食店営業
堺食衛第19011965号 ガスト堺菱木 西区山田３丁１０６０‐１ 令和2年2月14日 令和2年3月1日 令和8年2月28日 株式会社すかいらーくレストランツ 東京都武蔵野市西久保１丁目２５‐８ 更新 飲食店営業
堺食衛第19011955号 もつ鍋永楽 西区鳳西町２丁２８１ 令和2年2月14日 令和2年3月1日 令和8年2月28日 永福株式会社 堺市中区東八田３３９‐１ 更新 飲食店営業
堺食衛第19011973号 河内らーめん　喜神 西区鳳南町３丁１９９‐１２ アリオ鳳３Ｆ 072-272-8585 令和2年2月17日 令和2年3月1日 令和8年2月28日 株式会社きらく 大阪府富田林市旭ケ丘町５‐１１ 更新 飲食店営業
堺食衛第19011984号 新金岡幼稚園 北区新金岡町２丁５‐２ 令和2年2月25日 令和2年2月25日 令和8年2月28日 名阪食品株式会社 奈良県桜井市大字吉備４５２－７ 新規 飲食店営業
堺食衛第19011981号 株式会社大美野加工センター 東区大美野１６３‐１３ 072-236-7003 令和2年2月18日 令和2年3月1日 令和8年2月28日 株式会社大美野加工センター 堺市東区大美野１６３‐１３ 更新 菓子製造業
堺食衛第19011989号 株式会社　三宝化学研究所 堺区神南辺町１丁３１ 072-232-3845 令和2年2月19日 令和2年3月1日 令和8年2月28日 株式会社アップケイズ 大阪府東大阪市御厨栄町２丁目１２‐２１ 更新 飲食店営業
堺食衛第19011994号 ライフ堺プロセスセンター 堺区築港八幡町１‐３９ 令和2年3月13日 令和2年3月13日 令和8年3月31日 株式会社ライフコーポレーション 東京都中央区日本橋本町３丁目６‐２ 新規 食肉処理業
堺食衛第19011995号 ライフ堺プロセスセンター 堺区築港八幡町１‐３９ 令和2年3月13日 令和2年3月13日 令和8年3月31日 株式会社ライフコーポレーション 東京都中央区日本橋本町３丁目６‐２ 新規 そうざい製造業
堺食衛第19012000号 セブン‐イレブン　ハートインＪＲ鳳駅東口店西区鳳東町１丁１２５ 令和2年2月20日 令和2年4月1日 令和8年3月31日 株式会社ジェイアール西日本デイリーサービスネット 兵庫県尼崎市潮江１丁目２‐１２ 更新 飲食店営業
堺食衛第19012009号 かつ楽 西区鳳南町３丁１９９‐１２ アリオ鳳３階 令和2年2月20日 令和2年3月1日 令和8年2月28日 株式会社ハロー 奈良県奈良市学園中３丁目１３４４‐３９ 更新 飲食店営業
堺食衛第19012012号 夢厨房（ゆめ・きっちん） 西区鳳南町３丁１９９‐１２ 072-272-6411 令和2年2月20日 令和2年3月1日 令和8年2月28日 株式会社ウエストテール 堺市南区槇塚台３丁３１‐７ 更新 飲食店営業
堺食衛第19012013号 夢厨房（ゆめ・きっちん） 西区鳳南町３丁１９９‐１２ 072-272-6411 令和2年2月28日 令和2年2月28日 令和8年2月28日 株式会社ウエストテール 堺市南区槇塚台３丁３１‐７ 新規 菓子製造業
堺食衛第19012006号 マクドナルド鳳アリオ店 西区鳳南町３丁１９９‐１２ アリオ鳳１Ｆ 072-273-5981 令和2年2月20日 令和2年3月1日 令和8年2月28日 日本マクドナルド株式会社 東京都新宿区西新宿６丁目５‐１ 更新 飲食店営業
堺食衛第19012007号 マクドナルド鳳アリオ店 西区鳳南町３丁１９９‐１２ アリオ鳳１Ｆ 072-273-5981 令和2年2月20日 令和2年3月1日 令和8年2月28日 日本マクドナルド株式会社 東京都新宿区西新宿６丁目５‐１ 更新 アイスクリーム類製造業



堺食衛第19012036号 株式会社明和食品 北区野遠町９‐９ 072-246-1555 令和2年2月21日 令和2年4月1日 令和8年3月31日 株式会社明和食品 堺市北区野遠町９‐９ 更新 食品の冷凍又は冷蔵業
堺食衛第19012037号 株式会社明和食品 北区野遠町９‐９ 072-246-1555 令和2年2月21日 令和2年4月1日 令和8年3月31日 株式会社明和食品 堺市北区野遠町９‐９ 更新 食肉処理業
堺食衛第19012038号 株式会社明和食品 北区野遠町９‐９ 072-246-1555 令和2年2月21日 令和2年4月1日 令和8年3月31日 株式会社明和食品 堺市北区野遠町９‐９ 更新 食肉販売業
堺食衛第19012039号 株式会社明和食品 北区野遠町９‐９ 072-246-1555 令和2年2月21日 令和2年4月1日 令和8年3月31日 株式会社明和食品 堺市北区野遠町９‐９ 更新 そうざい製造業
堺食衛第19012031号 仲川交通 西区浜寺石津町西２丁７‐１６ 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 東京都新宿区西新宿１丁目２４－１ 更新 飲食店営業（自動販売機）
堺食衛第19012040号 コナズ珈琲　堺 中区八田西町１丁２‐２ 072-274-6070 令和2年2月26日 令和2年2月26日 令和8年2月28日 株式会社トリドールジャパン 兵庫県神戸市中央区小野柄通７丁目１番１号 新規 飲食店営業
堺食衛第19012035号 はま寿司　堺草尾店 東区草尾６３３‐１ 令和2年2月21日 令和2年3月1日 令和8年2月28日 株式会社はま寿司 東京都港区港南２丁目１８‐１ 更新 飲食店営業
堺食衛第19012045号 中国料理　兆楽 西区上６５１ 072-273-4326 令和2年2月25日 令和2年4月1日 令和8年3月31日 株式会社ダイマル 堺市西区上６５１ 更新 飲食店営業
堺食衛第19012052号 果汁工房　果琳　アリオ鳳店 西区鳳南町３丁１９９‐１２ アリオ鳳店１階 072-289-7620 令和2年2月25日 令和2年3月1日 令和8年2月28日 株式会社青木商店 福島県郡山市八山田５丁目４０５ 更新 飲食店営業
堺食衛第19012049号 ビッグボーイ　堺大庭寺店 南区大庭寺８５７‐１ 072-284-2220 令和2年2月25日 令和2年4月1日 令和8年3月31日 株式会社ビッグボーイジャパン 東京都港区港南２丁目１８‐１ 更新 飲食店営業
堺食衛第19012054号 利休抹茶本舗 堺市内一円 令和2年2月25日 令和2年2月25日 令和7年2月28日 株式会社オプティミスト 大阪府大阪市東住吉区鷹合三丁目１１番２３号 新規 飲食店営業（自動車）
堺食衛第19012055号 利休抹茶本舗 堺市内一円 令和2年2月25日 令和2年2月25日 令和7年2月28日 株式会社オプティミスト 大阪府大阪市東住吉区鷹合三丁目１１番２３号 新規 菓子製造業（自動車）
堺食衛第19012059号 ホテル　ロータス　堺店 堺区出島海岸通４丁７‐１０ 令和2年2月26日 令和2年3月1日 令和8年2月28日 株式会社Ｂｅｓｔ　Ｄｅｌｉｇｈｔ　Ｇｒｏｕｐ 大阪府大阪市都島区中野町１丁目１３‐４ 更新 飲食店営業
堺食衛第19012060号 肉の竹田屋 西区鳳東町７丁７３３ おおとりウイングス内072-275-0617 令和2年2月26日 令和2年3月1日 令和8年2月28日 株式会社竹田屋 大阪府羽曳野市向野２丁目５‐１９ 更新 飲食店営業
堺食衛第19012061号 ローソン美原阿弥店 美原区阿弥１０１ 072-361-8770 令和2年2月26日 令和2年3月1日 令和8年2月28日 株式会社大谷 堺市美原区青南台２丁目５‐９ 更新 飲食店営業
堺食衛第19012075号 堺市立新湊小学校 堺区西湊町６丁６‐１ 令和2年2月27日 令和2年4月1日 令和8年3月31日 株式会社宝島 大阪府大阪市北区中之島６丁目２‐２７ 更新 飲食店営業
堺食衛第19012066号 ＪＡＲＤＩＮ 堺区櫛屋町東２丁１‐１８ ソフィアパートⅡ３Ｆ 令和2年3月12日 令和2年3月12日 令和8年3月31日 株式会社フリーダム 堺市堺区南陵町４丁１‐７ 八聖ビル 新規 飲食店営業
堺食衛第19012071号 有限会社かき豊中店 堺区宿院町東２丁２‐１２ 072-233-1467 令和2年2月27日 令和2年3月1日 令和8年2月28日 有限会社かき豊中店 堺市堺区宿院町東２丁２‐１２ 更新 飲食店営業
堺食衛第19012068号 サービス付き高齢者向け住宅　ルグラン北花田北区北花田町３丁２２‐９ 令和2年2月28日 令和2年2月28日 令和8年2月28日 布施マルタマフーズ株式会社 大阪府東大阪市若江南町３丁目６‐７ 新規 飲食店営業
堺食衛第19012069号 和楽 中区深井沢町３１４７‐１ 107 072-270-1555 令和2年2月28日 令和2年2月28日 令和8年2月28日 株式会社松川 堺市中区深井沢町３１４７‐１ 107 新規 飲食店営業
堺食衛第19012067号 おいしい塩らーめん　波の花　堺店 中区平井７３５ 072-276-4644 令和2年3月6日 令和2年3月6日 令和8年3月31日 Ｄインベストメント株式会社 大阪府高槻市別所本町２９－３ 新規 飲食店営業
堺食衛第19012080号 いろは珈琲 堺区百舌鳥夕雲町２丁１６７‐１大仙公園内 072-220-2341 令和2年2月28日 令和2年3月1日 令和8年2月28日 株式会社ミュー 堺市西区上野芝町５丁１１‐５ 更新 飲食店営業
堺食衛第19012084号 さぬき麺屋　鳳直売所 西区鳳南町３丁１９９‐１２ アリオ鳳１Ｆフードコート072-272-0160 令和2年2月28日 令和2年3月1日 令和8年2月28日 株式会社はなまる 東京都中央区日本橋箱崎町３６－２ 更新 飲食店営業
堺食衛第19012093号 ユタカ中央交通株式会社・本社・軒下 西区鳳東町６丁６２６‐１ 令和2年3月2日 令和2年4月1日 令和7年3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 更新 喫茶店営業（自動販売機）
堺食衛第19012089号 ＭＴＰスポーツガーデン　登美丘　テニスコート（ＣＣＷ受託）東区高松３６５‐１ 令和2年3月2日 令和2年4月1日 令和7年3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 更新 喫茶店営業（自動販売機）
堺食衛第19012118号 くら寿司　北花田店 北区北花田町３丁３２‐３ 072-252-9812 令和2年3月3日 令和2年4月1日 令和8年3月31日 くら寿司株式会社 堺市中区深阪１丁２‐２ 更新 飲食店営業
堺食衛第19012116号 ９２３事業所 北区百舌鳥梅町１丁１５‐１０ 令和2年3月3日 令和2年4月1日 令和8年3月31日 一冨士フードサービス株式会社 大阪府大阪市北区梅田三丁目３番２０号 更新 飲食店営業
堺食衛第19012117号 ２９事業所 西区浜寺元町３丁２１３ 三井住友銀行自修寮内 令和2年3月3日 令和2年4月1日 令和8年3月31日 一冨士フードサービス株式会社 大阪府大阪市北区梅田三丁目３番２０号 更新 飲食店営業
堺食衛第19012108号 ペッパーランチ　アリオ鳳店 西区鳳南町３丁１９９‐１２ アリオ鳳店内Ｆ－０７ 072-274-6292 令和2年3月3日 令和2年4月1日 令和8年3月31日 株式会社ホットパレット 東京都墨田区江東橋３－８－７ 錦糸町プラザビル１Ｆ 更新 飲食店営業
堺食衛第19012110号 堺市立八下西小学校 東区引野町１丁１１０ 令和2年3月3日 令和2年4月1日 令和8年3月31日 名阪食品株式会社 奈良県桜井市大字吉備４５２‐７ 更新 飲食店営業
堺食衛第19012107号 菩提こども園しらさぎ給食室 東区白鷺町３丁１８‐８ 072-285-0610 令和2年3月23日 令和2年3月23日 令和8年3月31日 ウオクニ株式会社 兵庫県神戸市灘区船寺通４丁目５番１６号 新規 飲食店営業
堺食衛第19012112号 堺市立野田小学校 東区北野田８９７‐２ 令和2年3月3日 令和2年4月1日 令和8年3月31日 名阪食品株式会社 奈良県桜井市大字吉備４５２‐７ 更新 飲食店営業
堺食衛第19012111号 堺市立登美丘南小学校 東区草尾５９６ 令和2年3月3日 令和2年4月1日 令和8年3月31日 名阪食品株式会社 奈良県桜井市大字吉備４５２‐７ 更新 飲食店営業
堺食衛第19012114号 ２０９６事業所 南区宮山台４丁４‐１ 令和2年3月3日 令和2年4月1日 令和8年3月31日 一冨士フードサービス株式会社 大阪府大阪市北区梅田三丁目３番２０号 更新 飲食店営業
堺食衛第19012115号 堺市立新檜尾台小学校 南区新檜尾台３丁７‐１ 令和2年3月3日 令和2年4月1日 令和8年3月31日 一冨士フードサービス株式会社 大阪府大阪市北区梅田３丁目３‐２０ 更新 飲食店営業
堺食衛第19012129号 香　カオリン 堺区翁橋町１丁９‐２ スウィングプラザ翁橋１０５090-3358-0270 令和2年3月9日 令和2年3月9日 令和8年3月31日 株式会社ｅｓ 大阪府松原市南新町２丁目２９７ 新規 飲食店営業
堺食衛第19012133号 ロンフーダイニング堺北花田店 北区東浅香山町４丁１‐１２ 令和2年3月4日 令和2年4月1日 令和8年3月31日 ＪＢレストラン株式会社 愛知県名古屋市緑区桶狭間切戸２２１７番地 更新 飲食店営業
堺食衛第19012127号 有限会社デアイ商会 西区平岡町３６‐３ 072-271-4036 令和2年3月4日 令和2年3月4日 令和8年3月31日 有限会社デアイ商会 堺市西区平岡町３６‐３ 新規 そうざい製造業
堺食衛第19012131号 有限会社デアイ商会 西区平岡町３６‐３ 072-271-4036 令和2年3月4日 令和2年4月1日 令和8年3月31日 有限会社デアイ商会 堺市西区平岡町３６‐３ 更新 食肉処理業
堺食衛第19012132号 皿多屋 西区鳳南町３丁１９９‐１２ イトーヨーカドー鳳店内 令和2年3月4日 令和2年4月1日 令和8年3月31日 サラダカフェ株式会社 大阪府吹田市広芝町１０番３５号 江坂南口第二ビル２階 更新 飲食店営業
堺食衛第19012126号 スポーツカフェ　メッツ 中区平井７３０ 072-270-0099 令和2年3月11日 令和2年3月11日 令和8年3月31日 株式会社メイトＯ．Ｋ．Ｅ 堺市中区平井７３０ 新規 飲食店営業
堺食衛第19012134号 日本マクドナルド泉ヶ丘ジョイパーク店 南区三原台１丁１‐３ 令和2年3月4日 令和2年4月1日 令和8年3月31日 株式会社オゼキ 堺市中区福田８４５‐１ 更新 飲食店営業
堺食衛第19012138号 Ｃａｆｅ＆Ｄｉｎｎｅｒ　ＣＯＭＳ 堺区北瓦町２丁２‐９ 南栄ビル２階 072-343-5001 令和2年3月5日 令和2年4月1日 令和8年3月31日 株式会社プリメールソリューションサービス 堺市堺区北花田口町３丁１‐１５ 更新 飲食店営業
堺食衛第19012137号 手づくり家庭料理の店　咲菜 西区鳳南町３丁１９９‐１２ 080-3788-3266 令和2年3月5日 令和2年4月1日 令和8年3月31日 株式会社千惣 大阪府大阪市住吉区苅田７－１１－１９ 更新 飲食店営業
堺食衛第19012141号 職人手焼き鰻　儀門 南区茶山台１丁３‐１ パンジョ４Ｆ 072-294-3331 令和2年3月13日 令和2年3月13日 令和8年3月31日 ブルーオーシャン株式会社 大阪府大阪市福島区野田２丁目１２番１０号 冨士ビル５Ｆ 新規 飲食店営業
堺食衛第19012146号 伊藤園 西区鳳南町３丁１９９‐１２ アリオ鳳店内イトーヨーカドー１Ｆ 令和2年3月6日 令和2年4月1日 令和8年3月31日 株式会社伊藤園 東京都渋谷区本町３丁目４７‐１０ 更新 アイスクリーム類製造業
堺食衛第19012149号 ライフ　堺駅前店（惣菜） 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 東京都中央区日本橋本町３丁目６‐２ 更新 飲食店営業
堺食衛第19012150号 ライフ　堺駅前店（焼魚） 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 東京都中央区日本橋本町３丁目６‐２ 更新 飲食店営業
堺食衛第19012152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 東京都中央区日本橋本町３丁目６‐２ 更新 魚介類販売業
堺食衛第19012154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 東京都中央区日本橋本町３丁目６‐２ 更新 食肉販売業
堺食衛第19012155号 ライフ　堺駅前店 堺区戎島町２丁６２‐７ 令和2年3月10日 令和2年3月10日 令和8年3月31日 株式会社ライフコーポレーション 東京都中央区日本橋本町３丁目６‐２ 新規 飲食店営業
堺食衛第19012156号 大仙病院食堂 西区北条町１丁２‐３１ 令和2年3月9日 令和2年4月1日 令和8年3月31日 和泉マルタマフーズ株式会社 大阪府和泉市箕形町４丁目１－１５ 更新 飲食店営業
堺食衛第19012157号 焼肉　昌久園 南区茶山台１丁３‐１ パンジョ４Ｆ 072-290-0141 令和2年3月9日 令和2年4月1日 令和8年3月31日 株式会社昌久園 堺市堺区車之町東３丁１－９ 更新 飲食店営業
堺食衛第19012178号 宇部興産株式会社　社員食堂 西区築港新町３丁１ 令和2年3月10日 令和2年3月10日 令和8年3月31日 株式会社アップケイズ 大阪府東大阪市御厨栄町２－１２－２１ 新規 飲食店営業
堺食衛第19012163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 東京都千代田区二番町８‐８ 更新 飲食店営業
堺食衛第19012165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 東京都千代田区二番町８‐８ 更新 飲食店営業
堺食衛第19012166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 東京都千代田区二番町８‐８ 更新 魚介類販売業
堺食衛第19012167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 東京都千代田区二番町８‐８ 更新 魚介類販売業
堺食衛第19012170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 東京都千代田区二番町８‐８ 更新 食肉販売業
堺食衛第19012171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 東京都千代田区二番町８‐８ 更新 食肉販売業
堺食衛第19012161号 ミスタードーナツ　泉北パンジョ店 南区茶山台１丁３‐１ 泉北パンジョ２Ｆ 072-290-2293 令和2年3月10日 令和2年4月1日 令和8年3月31日 立花エンターテインメント・ワン株式会社 堺市西区浜寺船尾町西４丁４３２－２ 更新 飲食店営業
堺食衛第19012162号 ミスタードーナツ　泉北パンジョ店 南区茶山台１丁３‐１ 泉北パンジョ２Ｆ 072-290-2293 令和2年3月10日 令和2年4月1日 令和8年3月31日 立花エンターテインメント・ワン株式会社 堺市西区浜寺船尾町西４丁４３２－２ 更新 菓子製造業
堺食衛第19012174号 ミスタードーナツ　トナリエ栂・美木多 南区原山台２丁２‐１ ２階 令和2年4月3日 令和2年4月3日 令和8年4月30日 立花エンターテインメント・ワン株式会社 堺市西区浜寺船尾町西４丁４３２‐２ 新規 飲食店営業
堺食衛第19012159号 ミスタードーナツ光明池アクト店 南区鴨谷台２丁１‐３ 光明池アクト１Ｆ 072-293-5940 令和2年3月10日 令和2年5月1日 令和8年4月30日 立花エンターテインメント・ワン株式会社 堺市西区浜寺船尾町西４丁４３２‐２ 更新 飲食店営業
堺食衛第19012160号 ミスタードーナツ光明池アクト店 南区鴨谷台２丁１‐３ 光明池アクト１Ｆ 072-293-5940 令和2年3月10日 令和2年5月1日 令和8年4月30日 立花エンターテインメント・ワン株式会社 堺市西区浜寺船尾町西４丁４３２‐２ 更新 菓子製造業
堺食衛第19012177号 鶏こう 堺市内一円 令和2年3月10日 令和2年3月10日 令和7年3月31日 株式会社コウ・フード・サービス 滋賀県大津市瀬田２丁目１３－２６－１５０３ 新規 飲食店営業（露店）
堺食衛第19012189号 株式会社コノミヤ中もず店 中区新家町１‐１９ 072-289-0561 令和2年3月11日 令和2年4月1日 令和8年3月31日 株式会社コノミヤ 大阪府大阪市鶴見区今津南１丁目５‐３２ 更新 飲食店営業
堺食衛第19012195号 Ｈｉｙｏｒｉ　Ｆａｓｔ 西区鳳南町３丁１９９‐１２ アリオ鳳１Ｆフードコート内072-289-5540 令和2年3月13日 令和2年3月13日 令和8年3月31日 株式会社Ｇｏｌｄ　ｓｔｕｆｆ　ｆｌｏｕｒ 大阪府八尾市光町２丁目３番 アリオ八尾１Ｆ 新規 飲食店営業
堺食衛第19012199号 たこ焼き　かわちゃん 堺市内一円 令和2年3月12日 令和2年3月12日 令和7年3月31日 有限会社福興 和歌山県岩出市岡田２３４番地の７ 新規 飲食店営業（露店）
堺食衛第19012206号 さかい利晶の杜 堺区宿院町西２丁１‐１ 072-260-4386 令和2年3月16日 令和2年3月16日 令和8年3月31日 大阪ガスビジネスクリエイト株式会社 大阪府大阪市西区京町堀１丁目４－１６ センチュリービル３・４階 新規 喫茶店営業
堺食衛第19012203号 株式会社スーパーサンエー　大美野店（惣菜）東区大美野１７０‐３ 072-230-3080 令和2年3月17日 令和2年3月17日 令和8年3月31日 株式会社スーパーサンエー 大阪府岸和田市大町４７５ 新規 そうざい製造業
堺食衛第19012208号 株式会社　立花エレテック　堺寮 堺区出島海岸通３丁５‐３５ 令和2年3月16日 令和2年4月1日 令和8年3月31日 株式会社リエイ 千葉県浦安市入船１丁目５‐２ 新浦安センタービル 更新 飲食店営業
堺食衛第19012213号 堺市立五箇荘東小学校 北区北花田町２丁２０３ 令和2年3月16日 令和2年4月1日 令和8年3月31日 株式会社東テスティパル 大阪府門真市殿島町６－１ 更新 飲食店営業
堺食衛第19012216号 タマダ病院 北区蔵前町２丁１５‐３９ 令和2年3月16日 令和2年3月16日 令和8年3月31日 日清医療食品株式会社 東京都千代田区丸の内２丁目７－３ 新規 飲食店営業
堺食衛第19012214号 堺市立新金岡東小学校 北区新金岡町４丁１‐９ 令和2年3月16日 令和2年4月1日 令和8年3月31日 株式会社東テスティパル 大阪府門真市殿島町６－１ 更新 飲食店営業
堺食衛第19012211号 堺市立東浅香山小学校 北区大豆塚町１丁６０ 令和2年3月16日 令和2年4月1日 令和8年3月31日 株式会社シンエイフード 大阪府大阪市旭区高殿２丁目２０‐２ 更新 飲食店営業
堺食衛第19012221号 学校法人羽衣学園　羽衣国際大学 西区浜寺南町１丁８９‐１ 令和2年3月18日 令和2年3月18日 令和8年3月31日 学校法人羽衣学園 大阪府高石市東羽衣１丁目１１－５７ 新規 菓子製造業
堺食衛第19012222号 社会福祉法人おおとり福祉会　特別養護老人ホーム　朗友館西区鳳東町６丁６５９‐１ 令和2年3月16日 令和2年3月16日 令和8年3月31日 株式会社テスティパル 大阪府大阪市中央区南久宝寺町４－３－５ 新規 飲食店営業
堺食衛第19012210号 堺市立白鷺小学校 東区白鷺町２丁８‐１ 令和2年3月16日 令和2年4月1日 令和8年3月31日 株式会社馬渕商事 東京都目黒区平町１丁目１６‐２４ 更新 飲食店営業
堺食衛第19012209号 堺市立登美丘西小学校 東区大美野１３５ 令和2年3月16日 令和2年4月1日 令和8年3月31日 株式会社馬渕商事 東京都目黒区平町１丁目１６‐２４ 更新 飲食店営業
堺食衛第19012220号 杵屋麦丸　泉ヶ丘ひろば専門店街店 南区茶山台１丁２‐１ 令和2年3月19日 令和2年3月19日 令和8年3月31日 株式会社グルメ杵屋レストラン 大阪市住之江区北加賀屋３丁目４‐７ 新規 麺類製造業
堺食衛第19012207号 旭水産株式会社 堺市内一円 令和2年3月16日 令和2年4月1日 令和7年3月31日 旭水産株式会社 堺市中区田園７６１‐３ 更新 飲食店営業（露店）
堺食衛第19012239号 ナンブフードサービス株式会社 堺区出島海岸通４丁１‐２８ 072-244-3541 令和2年3月17日 令和2年4月1日 令和8年3月31日 ナンブフードサービス株式会社 堺市堺区出島海岸通４丁１‐２８ 更新 飲食店営業
堺食衛第19012235号 大裕鋼業株式会社 堺区大浜西町９‐２ 令和2年3月17日 令和2年4月1日 令和8年3月31日 株式会社アップケイズ 大阪府東大阪市御厨栄町２丁目１２‐２１ 更新 飲食店営業
堺食衛第19012234号 日本ノボパン工業株式会社 堺区築港南町４ 令和2年3月17日 令和2年4月1日 令和8年3月31日 株式会社アップケイズ 大阪府東大阪市御厨栄町２丁目１２‐２１ 更新 飲食店営業
堺食衛第19012231号 堺市立浜寺昭和小学校 西区浜寺昭和町２丁２８２ 令和2年3月17日 令和2年4月1日 令和8年3月31日 ナンブフードサービス株式会社 堺市堺区出島海岸通４丁１‐２８ 更新 飲食店営業
堺食衛第19012233号 堺市立家原寺小学校 西区家原寺町１丁７‐１ 令和2年3月17日 令和2年4月1日 令和8年3月31日 ナンブフードサービス株式会社 堺市堺区出島海岸通４丁１‐２８ 更新 飲食店営業
堺食衛第19012232号 堺市立津久野小学校 西区津久野町３丁１４‐１１ 令和2年3月17日 令和2年4月1日 令和8年3月31日 ナンブフードサービス株式会社 堺市堺区出島海岸通４丁１‐２８ 更新 飲食店営業
堺食衛第19012237号 わらべや日洋堺工場シダックス店 東区北野田８３０ 令和2年3月17日 令和2年4月1日 令和8年3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 東京都調布市調布ケ丘３丁目６‐３ 更新 飲食店営業
堺食衛第19012266号 ホテル　ステラ 堺区甲斐町東６丁１‐３ 令和2年4月27日 令和2年4月27日 令和8年4月30日 株式会社プレンティ 大阪府豊中市庄内東町２丁目３－１１ サンライズビル２号館２Ｆ 新規 飲食店営業
堺食衛第19012269号 うどんの専門店です四国 南区茶山台１丁３‐１ パンジョ４Ｆ 令和2年3月18日 令和2年4月1日 令和8年3月31日 株式会社日総フーズサービス 堺市堺区向陵中町１丁１－８ 更新 飲食店営業
堺食衛第19012270号 うどんの専門店です四国 南区茶山台１丁３‐１ パンジョ４Ｆ 令和2年3月18日 令和2年4月1日 令和8年3月31日 株式会社日総フーズサービス 堺市堺区向陵中町１丁１－８ 更新 麺類製造業
堺食衛第19012243号 株式会社髙島屋泉北店（古市庵） 南区茶山台１丁３‐１ 072-293-1101 令和2年3月18日 令和2年4月1日 令和8年3月31日 株式会社髙島屋 大阪府大阪市中央区難波５丁目１‐５ 更新 飲食店営業
堺食衛第19012244号 株式会社髙島屋泉北店（有久場） 南区茶山台１丁３‐１ 072-293-1101 令和2年3月18日 令和2年4月1日 令和8年3月31日 株式会社髙島屋 大阪府大阪市中央区難波５丁目１‐５ 更新 飲食店営業
堺食衛第19012246号 株式会社髙島屋泉北店（パパスカフェ） 南区茶山台１丁３‐１ 072-293-1101 令和2年3月18日 令和2年4月1日 令和8年3月31日 株式会社髙島屋 大阪府大阪市中央区難波５丁目１‐５ 更新 飲食店営業
堺食衛第19012247号 株式会社髙島屋泉北店（珈夢亭） 南区茶山台１丁３‐１ 072-293-1101 令和2年3月18日 令和2年4月1日 令和8年3月31日 株式会社髙島屋 大阪府大阪市中央区難波５丁目１‐５ 更新 飲食店営業
堺食衛第19012248号 株式会社髙島屋泉北店（ＫＹＫ） 南区茶山台１丁３‐１ 072-293-1101 令和2年3月18日 令和2年4月1日 令和8年3月31日 株式会社髙島屋 大阪府大阪市中央区難波５丁目１‐５ 更新 飲食店営業
堺食衛第19012249号 株式会社髙島屋泉北店（とり坂） 南区茶山台１丁３‐１ 072-293-1101 令和2年3月18日 令和2年4月1日 令和8年3月31日 株式会社髙島屋 大阪府大阪市中央区難波５丁目１‐５ 更新 飲食店営業
堺食衛第19012250号 株式会社髙島屋泉北店（堀忠・八百一）南区茶山台１丁３‐１ 072-293-1101 令和2年3月18日 令和2年4月1日 令和8年3月31日 株式会社髙島屋 大阪府大阪市中央区難波５丁目１‐５ 更新 飲食店営業
堺食衛第19012251号 株式会社髙島屋泉北店（道頓堀今井） 南区茶山台１丁３‐１ 072-293-1101 令和2年3月18日 令和2年4月1日 令和8年3月31日 株式会社髙島屋 大阪府大阪市中央区難波５丁目１‐５ 更新 飲食店営業
堺食衛第19012252号 株式会社髙島屋泉北店（米八） 南区茶山台１丁３‐１ 072-293-1101 令和2年3月18日 令和2年4月1日 令和8年3月31日 株式会社髙島屋 大阪府大阪市中央区難波５丁目１‐５ 更新 飲食店営業
堺食衛第19012253号 株式会社髙島屋泉北店｛共同厨房（予備）｝南区茶山台１丁３‐１ 072-293-1101 令和2年3月18日 令和2年4月1日 令和8年3月31日 株式会社髙島屋 大阪府大阪市中央区難波５丁目１‐５ 更新 飲食店営業
堺食衛第19012256号 株式会社髙島屋泉北店（堀川亭） 南区茶山台１丁３‐１ 072-293-1101 令和2年3月18日 令和2年4月1日 令和8年3月31日 株式会社髙島屋 大阪府大阪市中央区難波５丁目１‐５ 更新 食肉販売業
堺食衛第19012257号 株式会社髙島屋泉北店（伊藤ハム） 南区茶山台１丁３‐１ 072-293-1101 令和2年3月18日 令和2年4月1日 令和8年3月31日 株式会社髙島屋 大阪府大阪市中央区難波５丁目１‐５ 更新 食肉販売業
堺食衛第19012259号 株式会社髙島屋泉北店（菓子裏共同厨房）南区茶山台１丁３‐１ 072-293-1101 令和2年3月19日 令和2年3月19日 令和8年3月31日 株式会社髙島屋 大阪府大阪市中央区難波５丁目１‐５ 新規 菓子製造業
堺食衛第19012242号 株式会社ウイステリアフーズ 堺市内一円 令和2年3月18日 令和2年3月18日 令和7年3月31日 株式会社ウイステリアフーズ 大阪府大阪市都島区片町２丁目７－１２ １Ｆ 新規 飲食店営業（露店）
堺食衛第19012261号 株式会社ウイステリアフーズ 堺市内一円 令和2年3月18日 令和2年3月18日 令和7年3月31日 株式会社ウイステリアフーズ 大阪府大阪市都島区片町２丁目７－１２ １Ｆ 新規 飲食店営業（自動車）
堺食衛第19012273号 串家物語　アリオ鳳店 西区鳳南町３丁１９９‐１２ アリオ鳳３Ｆ 令和2年3月19日 令和2年4月1日 令和8年3月31日 株式会社フジオフードシステム 大阪府大阪市北区菅原町２‐１６ ＦＵＪＩＯ　ＢＬＤＧ 更新 飲食店営業
堺食衛第19012278号 ほっかほっか亭堺毛穴町店 中区毛穴町１５１‐２ 令和2年3月24日 令和2年3月24日 令和8年3月31日 株式会社服部社 大阪府岸和田市吉井町１丁目１３‐１４ 新規 飲食店営業
堺食衛第19012272号 串の井 南区茶山台１丁３‐１ パンジョ４階 072-293-3455 令和2年3月19日 令和2年4月1日 令和8年3月31日 株式会社串の井 堺市南区美木多上３４３ 更新 飲食店営業
堺食衛第19012289号 鎌倉パスタ　アリオ鳳店 西区鳳南町３丁１９９‐１２ アリオ鳳３Ｆ 072-260-0309 令和2年3月23日 令和2年4月1日 令和8年3月31日 株式会社鎌倉パスタ 岡山県岡山市北区平田１７３番地１０４ 更新 飲食店営業
堺食衛第19012283号 幼保連携型認定こども園　成和子供園 中区土師町５丁１２‐３２ 令和2年4月1日 令和2年4月1日 令和8年3月31日 株式会社松ちゃん給食 大阪府八尾市相生町１丁目８‐４３ 新規 飲食店営業
堺食衛第19012295号 グルメ珈琲の店　Ｍａｍｅｋａｎ　深井店 中区深井中町６７１‐１ 072-242-2748 令和2年3月23日 令和2年4月1日 令和8年3月31日 株式会社ロンテン 堺市北区百舌鳥赤畑町４丁２５５‐１ 更新 飲食店営業
堺食衛第19012290号 サイゼリヤ堺深井店 中区深井清水町３８４７ 072-281-8222 令和2年3月23日 令和2年4月1日 令和8年3月31日 株式会社サイゼリヤ 埼玉県吉川市旭２－５ 更新 飲食店営業
堺食衛第19012292号 らんらん 南区茶山台１丁３‐１ パンジョ４Ｆ 072-294-3296 令和2年3月23日 令和2年4月1日 令和8年3月31日 有限会社ビーエナジー 堺市南区茶山台１丁３‐１ 更新 飲食店営業
堺食衛第19012296号 グルメ珈琲の店　Ｍａｍｅｋａｎ 南区茶山台１丁３‐１ パンジョ３Ｆ 072-294-3215 令和2年3月23日 令和2年4月1日 令和8年3月31日 株式会社ロンテン 堺市北区百舌鳥赤畑町４丁２５５－１ 更新 飲食店営業
堺食衛第19012291号 どんどん 南区茶山台１丁３‐１ パンジョ４Ｆ 072-294-3313 令和2年3月23日 令和2年4月1日 令和8年3月31日 有限会社ビーエナジー 堺市南区茶山台１丁３‐１ 更新 飲食店営業
堺食衛第19012286号 堺市立桃山台小学校 南区桃山台２丁６‐１ 072-299-0038 令和2年3月23日 令和2年4月1日 令和8年3月31日 朝日給食株式会社 堺市中区深阪２丁９‐１１ 更新 飲食店営業
堺食衛第19012285号 きはる 堺市内一円 令和2年3月23日 令和2年3月23日 令和7年3月31日 株式会社ＴＣ＆ＭＯ 堺市北区新金岡町４丁２‐１２ 703 新規 飲食店営業（露店）



堺食衛第19012301号 藏セントラルキッチン株式会社　スーパー・コート堺神石１号館事業所堺区神石市之町７‐２８ 令和2年3月30日 令和2年3月30日 令和8年3月31日 藏セントラルキッチン株式会社 大阪府松原市岡６丁目６－２５ 新規 飲食店営業
堺食衛第19012305号 藏セントラルキッチン株式会社　スーパー・コート堺神石２号館事業所堺区神石市之町１９‐２７ 令和2年3月30日 令和2年3月30日 令和8年3月31日 藏セントラルキッチン株式会社 大阪府松原市岡６丁目６－２５ 新規 飲食店営業
堺食衛第19012303号 藏セントラルキッチン株式会社　ライフハーモニー堺なかもず事業所北区百舌鳥梅町１丁３‐６ 令和2年3月24日 令和2年3月24日 令和8年3月31日 藏セントラルキッチン株式会社 大阪府松原市岡６丁目６－２５ 新規 飲食店営業
堺食衛第19012304号 藏セントラルキッチン株式会社　スーパー・コート堺事業所北区百舌鳥赤畑町４丁３４１‐１ 令和2年3月26日 令和2年3月26日 令和8年3月31日 藏セントラルキッチン株式会社 大阪府松原市岡６丁目６－２５ 新規 飲食店営業
堺食衛第19012306号 業務スーパー　堺学園町店 中区学園町２‐３９ 072-235-2541 令和2年3月25日 令和2年3月25日 令和8年3月31日 グランマルシェ株式会社 大阪府大阪市浪速区木津川２丁目２－３７ 新規 飲食店営業
堺食衛第19012307号 業務スーパー　堺学園町店 中区学園町２‐３９ 072-235-2541 令和2年3月25日 令和2年3月25日 令和8年3月31日 グランマルシェ株式会社 大阪府大阪市浪速区木津川２丁目２－３７ 新規 菓子製造業
堺食衛第19012302号 藏セントラルキッチン株式会社　スーパー・コート堺白鷺事業所中区新家町５３１‐１ 令和2年3月24日 令和2年3月24日 令和8年3月31日 藏セントラルキッチン株式会社 大阪府松原市岡６丁目６－２５ 新規 飲食店営業
堺食衛第19012326号 じゅらく 堺区中瓦町１丁２‐１３ 令和2年3月25日 令和2年4月1日 令和8年3月31日 有限会社鉄板焼じゅらく 堺市堺区中瓦町１丁２‐１３ 更新 飲食店営業
堺食衛第19012327号 堺ディスプレイプロダクト株式会社　アネックス棟２階食堂堺区匠町１ 令和2年3月25日 令和2年4月1日 令和8年3月31日 フタバ給食株式会社 大阪府八尾市久宝寺３－４－１７ 更新 飲食店営業
堺食衛第19012322号 Ｃａｆｅ　ｄｅ　Ｍ 堺区熊野町東１丁２‐１ 072-228-7552 令和2年3月27日 令和2年3月27日 令和8年3月31日 株式会社リューズ 堺市堺区熊野町東１丁２‐１ 新規 飲食店営業
堺食衛第19012320号 ひまわり給食平井 中区平井３８‐７ 072-275-9116 令和2年3月27日 令和2年3月27日 令和8年3月31日 株式会社Ｗｉｎｇ 大阪府大阪市西成区千本中２丁目１２番１６号 新規 飲食店営業
堺食衛第19012323号 とんかついなば和幸 南区茶山台１丁３‐１ パンジョ４Ｆ 072-290-2511 令和2年3月25日 令和2年4月1日 令和8年3月31日 和幸株式会社 東京都板橋区板橋１丁目４２‐２ 更新 飲食店営業
堺食衛第19012328号 ハーベストの丘　ベジカフェ 南区鉢ヶ峯寺２４０５‐１ 072-296-9911 令和2年3月25日 令和2年4月1日 令和8年3月31日 株式会社堺ファーム 堺市南区鉢ヶ峯寺２４０５‐２ 更新 飲食店営業
堺食衛第19012321号 堺市立原山ひかり小学校 南区原山台４丁３‐１ 令和2年3月30日 令和2年3月30日 令和8年3月31日 株式会社ニチダン 大阪府大阪市阿倍野区阪南町５丁目３番５号 新規 飲食店営業
堺食衛第19012348号 ダイキン株式会社誠風寮社員食堂 堺区旭ヶ丘北町１丁３‐２４ 令和2年3月26日 令和2年4月1日 令和8年3月31日 ウオクニ株式会社 神戸市灘区船寺通４丁目５－１６ 更新 飲食店営業
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 東京都新宿区西新宿１丁目２４－１ 更新 喫茶店営業（自動販売機）
堺食衛第19012341号 近畿中央呼吸器センター 北区長曽根町１１８０ 072-258-6377 令和2年3月30日 令和2年3月30日 令和8年3月31日 株式会社塩梅 大阪府茨木市学園南町７－５ 新規 飲食店営業
堺食衛第19012346号 冠生園 西区鳳南町３丁１９９‐１２ 072-274-4111 令和2年3月26日 令和2年4月1日 令和8年3月31日 アイワイフーズ株式会社 埼玉県加須市豊野台２丁目７１７‐８ 更新 飲食店営業
堺食衛第19012342号 堺めぐみ保育園分園内魚国総本社 東区日置荘北町３丁２９２‐１ 令和2年3月26日 令和2年4月1日 令和8年3月31日 株式会社魚国総本社 大阪府大阪市中央区道修町１丁目６‐１９ 更新 飲食店営業
堺食衛第19012336号 くろやま保育園内魚国総本社 美原区黒山４１５‐１ 令和2年3月26日 令和2年4月1日 令和8年3月31日 株式会社魚国総本社 大阪府大阪市中央区道修町１丁目６‐１９ 更新 飲食店営業
堺食衛第19012352号 利休庵 堺区築港八幡町１‐１ えんため館２Ｆフードコート072-228-6770 令和2年3月30日 令和2年3月30日 令和8年3月31日 株式会社フォーネット 堺市堺区竜神橋町２丁３‐１ ８２７号 新規 飲食店営業
堺食衛第19012353号 武蔵 堺区築港八幡町１‐１ えんため館２Ｆフードコート072-228-6770 令和2年3月30日 令和2年3月30日 令和8年3月31日 株式会社フォーネット 堺市堺区竜神橋町２丁３‐１ ８２７号 新規 飲食店営業
堺食衛第19012354号 特別養護老人ホーム　クレーネ堺 中区福田３３９‐２ 令和2年3月31日 令和2年3月31日 令和8年3月31日 柏原マルタマフーズ株式会社 大阪府藤井寺市川北３丁目４－２３ 新規 飲食店営業
堺食衛第19012359号 正流田舎そば 南区茶山台１丁３‐１ パンジョ４Ｆ 072-294-3284 令和2年3月27日 令和2年4月1日 令和8年3月31日 株式会社田舎そば 大阪府豊中市新千里西町３丁目１５‐１２ 更新 飲食店営業
堺食衛第19012360号 コーヒーハウス　イーグル 美原区平尾２７７ 072-362-6976 令和2年3月30日 令和2年5月1日 令和8年4月30日 株式会社イーグル 堺市美原区平尾２７７ 更新 飲食店営業
堺食衛第19012371号 プレイ 堺市内一円 令和2年3月30日 令和2年3月30日 令和7年3月31日 株式会社アヅミエンジニア 大阪府大阪市西区北堀江３丁目１０－４ 新規 飲食店営業（自動車）
堺食衛第19012372号 プレイ 堺市内一円 令和2年3月30日 令和2年3月30日 令和7年3月31日 株式会社アヅミエンジニア 大阪府大阪市西区北堀江３丁目１０－４ 新規 飲食店営業（露店）
堺食衛第19012377号 リンガーハット　アリオ鳳店 西区鳳南町３丁１９９‐１２ アリオ鳳１階 令和2年3月31日 令和2年4月1日 令和8年3月31日 リンガーハットジャパン株式会社 長崎県長崎市鍛冶屋町６－５０ 更新 飲食店営業
堺食衛第20010003号 ｃｏｃｏｃｈｉ 堺区築港八幡町１‐１７ グッドマン堺４Ｆ 令和2年4月1日 令和2年5月1日 令和8年4月30日 株式会社ビークラフトサカイ 堺市堺区大浜中町３丁１２‐２３ 更新 飲食店営業
堺食衛第20010013号 いわし舟 堺区市之町東３丁２‐１３ 072-223-0881 令和2年4月2日 令和2年5月1日 令和8年4月30日 有限会社村田家 堺市堺区竜神橋町１丁３－１４ 更新 飲食店営業
堺食衛第20010011号 サンディ堺長曽根店 北区長曽根町３０２４‐１ 072-256-1125 令和2年4月2日 令和2年5月1日 令和8年4月30日 有限会社活喜 大阪府大阪市平野区喜連４丁目５－３ 更新 飲食店営業
堺食衛第20010012号 サンディ堺長曽根店 北区長曽根町３０２４‐１ 072-256-1125 令和2年4月2日 令和2年5月1日 令和8年4月30日 有限会社活喜 大阪府大阪市平野区喜連４丁目５－３ 更新 魚介類販売業
堺食衛第20010014号 ゆっくりばこ 南区檜尾１４９‐２ 072-247-4318 令和2年4月7日 令和2年4月7日 令和8年4月30日 西紋建匠株式会社 堺市南区鴨谷台３丁３‐５ ４０６号 新規 飲食店営業
堺食衛第20010015号 ゆっくりばこ 南区檜尾１４９‐２ 072-247-4318 令和2年4月7日 令和2年4月7日 令和8年4月30日 西紋建匠株式会社 堺市南区鴨谷台３丁３‐５ ４０６号 新規 菓子製造業
堺食衛第20010017号 スイーツ　ファクトリー　スリーズ 堺区向陵中町２丁７‐１ Ｎ．ＫＬＡＳＳ三国ヶ丘２Ｆ072-224-1187 令和2年4月7日 令和2年4月7日 令和8年4月30日 レ・フレール株式会社 堺市堺区中瓦町２丁３‐２２ テクノ大徳ビル４階 新規 飲食店営業
堺食衛第20010016号 日本伸銅株式会社　食堂 堺区匠町２０‐１ 令和2年4月24日 令和2年4月24日 令和8年4月30日 株式会社都給食 京都府城陽市久世荒内１７７番地の６ 新規 飲食店営業
堺食衛第20010018号 大阪ガスリキッド株式会社 西区築港浜寺町４ 大阪ガス株式会社泉北製造所第一工場内072-268-1604 令和2年4月3日 令和2年5月1日 令和8年4月30日 大阪ガスリキッド株式会社 大阪府大阪市中央区北浜４‐７‐１９ 更新 添加物製造業
堺食衛第20010019号 はあーと工房 東区日置荘西町８丁１‐１ 072-286-2260 令和2年4月3日 令和2年5月1日 令和8年4月30日 社会福祉法人こころの窓 堺市東区日置荘西町８丁１‐１ 更新 菓子製造業
堺食衛第20010035号 帝塚山グランパ 堺区三国ヶ丘御幸通５９ 高島屋堺店Ｂ１ 072-226-5590 令和2年4月6日 令和2年5月1日 令和8年4月30日 株式会社シック 大阪府大阪市住吉区帝塚山中２丁目１０‐５ 更新 飲食店営業
堺食衛第20010032号 昔洋食　みつけ亭 西区鳳南町３丁１９９‐１２ アリオ鳳３Ｆ 072-273-1011 令和2年4月6日 令和2年5月1日 令和8年4月30日 株式会社心斎橋ミツヤ 大阪府大阪市中央区心斎橋筋２丁３－２１ 更新 飲食店営業
堺食衛第20010025号 三杉屋　泉ヶ丘店 南区三原台１‐１‐３ 072-289-8777 令和2年4月7日 令和2年4月7日 令和8年4月30日 株式会社三杉屋 大阪府池田市石橋１‐１－８ 新規 飲食店営業
堺食衛第20010026号 三杉屋　泉ヶ丘店 南区三原台１‐１‐３ 072-289-8777 令和2年4月7日 令和2年4月7日 令和8年4月30日 株式会社三杉屋 大阪府池田市石橋１‐１－８ 新規 食肉処理業
堺食衛第20010027号 三杉屋　泉ヶ丘店 南区三原台１‐１‐３ 072-289-8777 令和2年4月7日 令和2年4月7日 令和8年4月30日 株式会社三杉屋 大阪府池田市石橋１‐１－８ 新規 そうざい製造業
堺食衛第20010037号 三杉屋　泉ヶ丘店 南区三原台１‐１‐３ 072-289-8777 令和2年4月6日 令和2年5月1日 令和8年4月30日 株式会社三杉屋 大阪府池田市石橋１‐１－８ 更新 飲食店営業
堺食衛第20010038号 三杉屋　泉ヶ丘店 南区三原台１‐１‐３ 072-289-8777 令和2年4月6日 令和2年5月1日 令和8年4月30日 株式会社三杉屋 大阪府池田市石橋１‐１－８ 更新 魚介類販売業
堺食衛第20010040号 三杉屋　泉ヶ丘店 南区三原台１‐１‐３ 072-289-8777 令和2年4月6日 令和2年5月1日 令和8年4月30日 株式会社三杉屋 大阪府池田市石橋１‐１－８ 更新 食肉販売業
堺食衛第20010048号 食堂よこやま 堺区砂道町１丁１１‐１０ 072-227-9177 令和2年4月7日 令和2年5月1日 令和8年4月30日 有限会社ヨコヤマフードサービス 堺市堺区砂道町１丁１１‐１０ 更新 飲食店営業
堺食衛第20010041号 カラオケライブ　百舌鳥八幡店 北区百舌鳥梅北町５丁４７２ 072-251-3355 令和2年4月8日 令和2年4月8日 令和8年4月30日 株式会社第一関西 大阪府大阪市港区波除３丁目１－２０－１０Ｆ 新規 飲食店営業
堺食衛第20010049号 扶桑化学工業株式会社 西区築港新町３丁２７‐１０ 072-244-9091 令和2年4月7日 令和2年5月1日 令和8年4月30日 朝日給食株式会社 大阪府豊中市庄内宝町２丁目７‐２ 更新 飲食店営業
堺食衛第20010046号 社会福祉法人フローラ藤の会ケアハウスはーとらんど西区津久野町１丁７‐２０ 令和2年4月7日 令和2年5月1日 令和8年4月30日 布施マルタマフーズ株式会社 大阪府東大阪市若江南町３丁目６‐７ 更新 飲食店営業
堺食衛第20010044号 餃子の王将深井店 中区深井中町６７０‐１ 令和2年4月7日 令和2年5月1日 令和8年4月30日 株式会社王将フードサービス 京都府京都市山科区西野山射庭ノ上町２９４‐１ 更新 飲食店営業
堺食衛第20010062号 自遊工房 堺区北庄町１丁６‐２４ 令和2年4月8日 令和2年5月1日 令和8年4月30日 特定非営利活動法人あいらぶ 堺市北区百舌鳥梅町１丁１９‐６ 更新 飲食店営業
堺食衛第20010073号 岩谷産業　いづみ寮 堺区神明町西１丁１‐２８ 令和2年4月10日 令和2年5月1日 令和8年4月30日 株式会社レクトン 東京都中央区新川１丁目１７‐２５ 更新 飲食店営業
堺食衛第20010077号 イオンフードスタイル　栂・美木多店　移動販売堺市内一円 令和2年4月10日 令和2年4月10日 令和7年4月30日 株式会社ダイエー 兵庫県神戸市中央区港島中町４丁目１－１ 新規 魚介類販売業（自動車）
堺食衛第20010079号 イオンフードスタイル　栂・美木多店　移動販売堺市内一円 令和2年4月10日 令和2年4月10日 令和7年4月30日 株式会社ダイエー 兵庫県神戸市中央区港島中町４丁目１－１ 新規 食肉販売業（自動車）
堺食衛第20010087号 株式会社丸紅商会 堺区寺地町東３丁２‐２ 令和2年4月13日 令和2年5月1日 令和8年4月30日 株式会社丸紅商会 堺市堺区寺地町東３丁２‐２ 更新 添加物製造業
堺食衛第20010081号 ＳＡＨＡＮＪＩ　アリオ鳳店 西区鳳南町３丁１９９‐１２ 072-247-4648 令和2年4月15日 令和2年4月15日 令和8年4月30日 株式会社フィットイット 東京都新宿区西新宿７丁目８－１１ 新規 喫茶店営業
堺食衛第20010096号 光明幼稚園（給食室） 北区新金岡町４丁６ 令和2年4月14日 令和2年5月1日 令和8年4月30日 株式会社なごみキッズサービス 愛知県名古屋市中川区服部２丁目１０６ 更新 飲食店営業
堺食衛第20010105号 焼肉ホルモン酒場　がやが屋 堺区北瓦町１丁４‐５１ 072-238-2989 令和2年4月16日 令和2年4月16日 令和8年4月30日 株式会社がやカンパニー 堺市東区北野田９７５‐１７ 新規 飲食店営業
堺食衛第20010106号 焼肉ホルモン酒場　がやが屋 堺区北瓦町１丁４‐５１ 072-238-2989 令和2年4月16日 令和2年4月16日 令和8年4月30日 株式会社がやカンパニー 堺市東区北野田９７５‐１７ 新規 食肉販売業
堺食衛第20010099号 元禄寿司堺東店 堺区中瓦町２丁２‐１４ 072-223-4577 令和2年4月15日 令和2年5月1日 令和8年4月30日 元禄産業株式会社 大阪府東大阪市足代１丁目１２‐１ 更新 飲食店営業
堺食衛第20010101号 御陵天然温泉　亀の湯 北区黒土町２２６４‐３ 072-252-4126 令和2年4月15日 令和2年5月1日 令和8年4月30日 株式会社ジョム 大阪府八尾市光町１丁目３９‐１ 更新 飲食店営業
堺食衛第20010102号 来来亭　堺白鷺店 東区白鷺町３丁１７‐１ 072-286-3666 令和2年4月15日 令和2年5月1日 令和8年4月30日 株式会社来来亭 滋賀県野洲市大篠原１８２４ 更新 飲食店営業
堺食衛第20010104号 ０Ｈ２８１７　大阪 南区若松台１丁２‐１ 072-297-2650 令和2年5月15日 令和2年5月15日 令和8年5月31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 東京都新宿区西新宿３丁目２０番２号 新規 飲食店営業
堺食衛第20010107号 銀座に志かわ堺東店 堺区新町１‐７ サカイ東ビル１階 072-222-7311 令和2年4月23日 令和2年4月23日 令和8年4月30日 株式会社ビケンテクノ 大阪府吹田市南金田２丁目１２番１号 新規 菓子製造業
堺食衛第20010109号 高麗ガーデン浜寺店 西区浜寺諏訪森町西４丁３８０‐３ 072-267-7333 令和2年4月20日 令和2年4月20日 令和8年4月30日 有限会社コーライ 堺市中区堀上町１７３‐１ １０２号 新規 食肉販売業
堺食衛第20010117号 ジエットコーヒー株式会社 堺区今池町１丁１‐４６ 072-233-0567 令和2年4月17日 令和2年6月1日 令和8年5月31日 ジエットコーヒー株式会社 堺市堺区今池町１丁１‐４６ 更新 清涼飲料水製造業
堺食衛第20010116号 ひかり保育園 北区南長尾町１丁１‐６ 令和2年4月17日 令和2年5月1日 令和8年4月30日 株式会社マルワ 大阪府東大阪市新家３－９－３１ 更新 飲食店営業
堺食衛第20010128号 Ｆｏｏｄ　ＬＡＢＯ　てんてん 北区北花田町２丁１８０‐２ 令和2年4月21日 令和2年4月21日 令和8年4月30日 株式会社てんてん 堺市北区船堂町１丁１４‐２ １Ｆ 新規 そうざい製造業
堺食衛第20010121号 丼どん亭 中区深井沢町３２７７ プログレスビル１Ｆ 令和2年4月20日 令和2年4月20日 令和8年4月30日 有限会社クライムＣＡＴ 堺市西区上２４９‐１ 新規 飲食店営業
堺食衛第20010141号 ビューティードア株式会社 西区鳳東町７丁７９０‐９ 072-370-0101 令和2年4月24日 令和2年4月24日 令和8年4月30日 ビューティードア株式会社 堺市堺区北庄町２丁２‐２２ 新規 食用油脂製造業
堺食衛第20010136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4月21日 令和2年5月1日 令和8年4月30日 株式会社イトーヨーカ堂 東京都千代田区二番町８‐８ 更新 菓子製造業
堺食衛第20010146号 オンリーワン　ウエディング　サンパレス（１階厨房）中区深井水池町３２３８ 072-278-2211 令和2年4月23日 令和2年4月23日 令和8年4月30日 株式会社セルビス 堺市堺区市之町東５丁２‐７ 新規 食肉販売業
堺食衛第20010148号 株式会社マルエス 中区毛穴町８６‐１ 072-274-0888 令和2年4月21日 令和2年6月1日 令和8年5月31日 株式会社マルエス 堺市中区毛穴町８６‐１ 更新 魚肉練り製品製造業
堺食衛第20010154号 きんのぶた鳳北店 堺区神石市之町９‐３６ 072-266-8298 令和2年4月24日 令和2年4月24日 令和8年4月30日 株式会社ワン・ダイニング 大阪府大阪市西区新町１丁目２７‐９ 新規 食肉販売業
堺食衛第20010158号 ワンカルビ堺西店 堺区山本町３丁８５‐１ 072-227-4129 令和2年4月24日 令和2年4月24日 令和8年4月30日 株式会社ワン・ダイニング 大阪府大阪市西区新町１丁目２７‐９ 新規 食肉販売業
堺食衛第20010151号 Ｈａｗａｉｉａｎ　Ｃａｆｅ　ＫＯＫＯ 北区東浅香山町４丁１‐１２ イオンモール堺北花田店３Ｆフードフォレスト072-242-4452 令和2年4月24日 令和2年4月24日 令和8年4月30日 株式会社たんとたんと 大阪府大阪市福島区吉野２－１－８ 新規 飲食店営業
堺食衛第20010156号 ワンカルビ　百舌鳥店 北区百舌鳥陵南町３丁８ 072-277-2941 令和2年4月28日 令和2年4月28日 令和8年4月30日 株式会社ワン・ダイニング 大阪府大阪市西区新町１丁目２７‐９ 新規 食肉販売業
堺食衛第20010159号 株式会社ダイエー　ボンテ 西区鳳東町７丁７３３ 072-275-1147 令和2年4月22日 令和2年5月1日 令和8年4月30日 株式会社ダイエー 神戸市中央区港島中町４丁目１‐１ 更新 飲食店営業
堺食衛第20010160号 株式会社ダイエーおおとり店 西区鳳東町７丁７３３ 072-275-1147 令和2年4月22日 令和2年5月1日 令和8年4月30日 株式会社ダイエー 神戸市中央区港島中町４丁目１‐１ 更新 飲食店営業
堺食衛第20010161号 株式会社ダイエー　ボンテ 西区鳳東町７丁７３３ 072-275-1147 令和2年4月22日 令和2年5月1日 令和8年4月30日 株式会社ダイエー 神戸市中央区港島中町４丁目１‐１ 更新 菓子製造業
堺食衛第20010153号 千尋の道 美原区南余部１６１ 072-362-2951 令和2年4月30日 令和2年4月30日 令和8年4月30日 株式会社ますや酒店 大阪府大阪市平野区瓜破４－２－２０ 新規 飲食店営業
堺食衛第20010157号 きんのぶた　泉北和田西店 南区大庭寺７９９‐１ 令和2年4月28日 令和2年4月28日 令和8年4月30日 株式会社ワン・ダイニング 大阪府大阪市西区新町１丁目２７‐９ 新規 食肉販売業
堺食衛第20010155号 ワンカルビ　泉北店 南区大庭寺８７１‐２ 072-295-8129 令和2年4月28日 令和2年4月28日 令和8年4月30日 株式会社ワン・ダイニング 大阪府大阪市西区新町１丁目２７‐９ 新規 食肉販売業
堺食衛第20010173号 有木物産株式会社 堺区一条通１３‐２３ コノミヤ堺東店内 072-229-5890 令和2年4月23日 令和2年6月1日 令和8年5月31日 有木物産株式会社 堺市西区鳳中町８丁２７４ 更新 飲食店営業
堺食衛第20010174号 有木物産株式会社 堺区一条通１３‐２３ コノミヤ堺東店内 072-229-5890 令和2年4月23日 令和2年5月1日 令和8年4月30日 有木物産株式会社 堺市西区鳳中町８丁２７４ 更新 食肉販売業
堺食衛第20010169号 魚庭の廻転寿司 堺区緑ヶ丘南町１丁１‐１ 072-243-8144 令和2年4月23日 令和2年5月1日 令和8年4月30日 株式会社あじみ屋 大阪府松原市一津屋６丁目１‐１ 更新 飲食店営業
堺食衛第20010226号 ひびの亭 北区中百舌鳥町５丁６５９‐１ 072-240-2909 令和2年4月27日 令和2年4月27日 令和8年4月30日 株式会社べらしおフード 堺市北区中百舌鳥町５丁３ 新規 食肉販売業
堺食衛第20010171号 有木物産株式会社 中区新家町１‐１９ 072-234-0299 令和2年4月23日 令和2年6月1日 令和8年5月31日 有木物産株式会社 堺市西区鳳中町８丁２７４ 更新 飲食店営業
堺食衛第20010172号 有木物産株式会社 中区新家町１‐１９ 072-234-0299 令和2年4月23日 令和2年5月1日 令和8年4月30日 有木物産株式会社 堺市西区鳳中町８丁２７４ 更新 食肉販売業
堺食衛第20010167号 ラーメン　魁力屋　美原店 美原区北余部西４丁目８２‐１ 072-363-2166 令和2年4月23日 令和2年6月1日 令和8年5月31日 株式会社Ｙｏｕ　Ｓｕｎ 堺市美原区北余部西４丁目８２‐１ 更新 飲食店営業
堺食衛第20010177号 株式会社サンプラザ　三原台店　寿司調理室（１Ｆ）南区三原台３丁１‐２ 令和2年4月23日 令和2年5月1日 令和8年4月30日 株式会社サンプラザ 大阪府羽曳野市誉田３丁目３‐１５ 更新 飲食店営業
堺食衛第20010178号 株式会社サンプラザ　三原台店　寿司調理室（２Ｆ）南区三原台３丁１‐２ 令和2年4月23日 令和2年5月1日 令和8年4月30日 株式会社サンプラザ 大阪府羽曳野市誉田３丁目３‐１５ 更新 飲食店営業
堺食衛第20010179号 株式会社サンプラザ　三原台店　惣菜調理室（１Ｆ）南区三原台３丁１‐２ 令和2年4月23日 令和2年5月1日 令和8年4月30日 株式会社サンプラザ 大阪府羽曳野市誉田３丁目３‐１５ 更新 飲食店営業
堺食衛第20010181号 株式会社サンプラザ　三原台店 南区三原台３丁１‐２ 令和2年4月23日 令和2年5月1日 令和8年4月30日 株式会社サンプラザ 大阪府羽曳野市誉田３丁目３‐１５ 更新 魚介類販売業
堺食衛第20010200号 焼肉ホルモンブンゴ堺東店 堺区中瓦町２丁２‐１１ 第二冨士ビル１階 072-275-4453 令和2年4月27日 令和2年4月27日 令和8年4月30日 株式会社インターナショナルサポート 大阪府大阪市城東区中浜３丁目１７番２２号 新規 食肉販売業
堺食衛第20010204号 天兆閣別館　無盡亭 堺区車之町西２丁１‐３０ 072-222-0131 令和2年4月24日 令和2年5月1日 令和8年4月30日 株式会社南海グリル 堺市堺区車之町西２丁１‐３０ 更新 飲食店営業
堺食衛第20010193号 淀川鐵工株式会社（１Ｆ休憩板・塗） 西区築港新町２丁６‐２６ 令和2年4月24日 令和2年4月24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 東京都新宿区西新宿１丁目２４－１ 新規 喫茶店営業（自動販売機）
堺食衛第20010203号 六五 西区鳳東町４丁４０３ ナカツジ店舗１Ｆ２Ｆ 令和2年4月30日 令和2年4月30日 令和8年4月30日 株式会社コートク 堺市西区菱木２丁２１７２‐１４ 新規 飲食店営業
堺食衛第20010197号 高麗ガーデン本店 中区福田１３９５‐１ 072-237-2111 令和2年4月30日 令和2年4月30日 令和8年4月30日 有限会社コーライ 堺市中区堀上町１７３‐１ １０２号 新規 食肉販売業
堺食衛第20010201号 炭火焼肉　鶴兆美原店 美原区平尾２９８‐１ 072-362-1129 令和2年5月1日 令和2年5月1日 令和8年4月30日 株式会社鶴兆 奈良県香芝市今泉４６４－１ 新規 食肉販売業
堺食衛第20010196号 そば処　片蔵 南区片蔵４０７ 072-297-3939 令和2年4月30日 令和2年4月30日 令和8年4月30日 合同会社Ｔ・Ｎ 堺市南区片蔵４０７ 新規 麺類製造業
堺食衛第20010227号 ラ　ドルチェヴィータ 堺区大仙中町８‐１ 令和2年4月30日 令和2年4月30日 令和8年4月30日 株式会社ＷＩＮＧ　ＴＩＰ 堺市堺区大仙中町８‐２ 新規 アイスクリーム類製造業
堺食衛第20010214号 スペインバル　プルポ 北区中百舌鳥町３丁３５７‐２ 令和2年4月27日 令和2年6月1日 令和8年5月31日 株式会社テアトロ 堺市北区長曽根町９ ライオンズマンションなかもず駅前２０４号 更新 飲食店営業
堺食衛第20010213号 ダルマ食堂 東区白鷺町１丁６‐１１ 令和2年4月27日 令和2年6月1日 令和8年5月31日 株式会社テアトロ 堺市北区長曽根町９ ライオンズマンションなかもず駅前２０４号 更新 飲食店営業
堺食衛第20010211号 ナフス南株式会社堺支店 東区草尾６ 令和2年4月27日 令和2年5月1日 令和8年4月30日 ナフス南株式会社 大阪市大正区泉尾７丁目１‐１７ 更新 飲食店営業
堺食衛第20010229号 韓国料理　マダン 南区岩室１４２‐１１ 072-235-3053 令和2年5月1日 令和2年5月1日 令和8年4月30日 株式会社華祥コーポレーション 堺市南区岩室１４２‐１１ 新規 食肉販売業
堺食衛第20010230号 韓国料理　マダン 南区岩室１４２‐１１ 072-235-3053 令和2年5月1日 令和2年5月1日 令和8年4月30日 株式会社華祥コーポレーション 堺市南区岩室１４２‐１１ 新規 そうざい製造業
堺食衛第20010238号 ドトールコーヒーショップ　三国ヶ丘駅店堺区向陵中町２丁７‐１ Ｎ．ＫＬＡＳＳ　２階 令和2年4月28日 令和2年5月1日 令和8年4月30日 株式会社ドトールコーヒー 東京都渋谷区神南１丁目１０‐１ 更新 飲食店営業
堺食衛第20010240号 Ｊｅｎｎｙ’ｓ　Ｉｃｅ　Ｃｒｅｐｅ　ＳＨＯＰ 堺区三宝町２丁１３１‐４ 072-242-4602 令和2年5月1日 令和2年5月1日 令和8年4月30日 株式会社ジェニーズ・カンパニー 大阪府河内長野市美加の台５－１－７ 新規 菓子製造業
堺食衛第20010241号 Ｊｅｎｎｙ’ｓ　Ｉｃｅ　Ｃｒｅｐｅ　ＳＨＯＰ 堺区三宝町２丁１３１‐４ 072-242-4602 令和2年5月1日 令和2年5月1日 令和8年4月30日 株式会社ジェニーズ・カンパニー 大阪府河内長野市美加の台５－１－７ 新規 喫茶店営業
堺食衛第20010242号 Ｊｅｎｎｙ’ｓ　Ｉｃｅ　Ｃｒｅｐｅ　ＳＨＯＰ 堺区三宝町２丁１３１‐４ 072-242-4602 令和2年5月1日 令和2年5月1日 令和8年4月30日 株式会社ジェニーズ・カンパニー 大阪府河内長野市美加の台５－１－７ 新規 アイスクリーム類製造業
堺食衛第20010231号 大衆肉食堂　えーびす 堺区熊野町東４丁１‐１８ 令和2年4月28日 令和2年5月1日 令和8年4月30日 堺市堺区熊野町東４丁１‐１８ 更新 飲食店営業
堺食衛第20010248号 なべいち　百舌鳥店 北区百舌鳥梅北町３丁１１５‐１ 令和2年5月7日 令和2年5月7日 令和8年5月31日 サトフードサービス株式会社 大阪府大阪市中央区安土町２丁目３‐１３ 大阪国際ビルディング３０階 新規 食肉販売業
堺食衛第20010243号 株式会社パルタック内株式会社マルコシ西区築港新町１丁５‐１６ 令和2年4月28日 令和2年4月28日 令和8年4月30日 株式会社マルコシ 東京都足立区新田２－１０－６ 新規 飲食店営業
堺食衛第20010237号 ＢＯＲＮ 西区津久野町１丁１‐８ 令和2年4月28日 令和2年5月1日 令和8年4月30日 有限会社ＳＨＩＯＮ＆ＢＯＲＮ 堺市西区上１６９‐３ 更新 飲食店営業
堺食衛第20010232号 昌カンパニー本社工場 西区鶴田町１４‐２ 令和2年4月28日 令和2年5月1日 令和8年4月30日 株式会社昌カンパニー 堺市西区鶴田町１４‐２ 更新 魚介類販売業
堺食衛第20010233号 昌カンパニー本社工場 西区鶴田町１４‐２ 令和2年4月28日 令和2年5月1日 令和8年4月30日 株式会社昌カンパニー 堺市西区鶴田町１４‐２ 更新 食肉処理業
堺食衛第20010234号 昌カンパニー本社工場 西区鶴田町１４‐２ 令和2年4月28日 令和2年5月1日 令和8年4月30日 株式会社昌カンパニー 堺市西区鶴田町１４‐２ 更新 ソース類製造業



堺食衛第20010235号 昌カンパニー本社工場 西区鶴田町１４‐２ 令和2年4月28日 令和2年5月1日 令和8年4月30日 株式会社昌カンパニー 堺市西区鶴田町１４‐２ 更新 そうざい製造業
堺食衛第20010262号 アンスリーＮ．ＫＬＡＳＳ三国ヶ丘店 堺区向陵中町２丁７‐１ ２Ｆ 令和2年4月30日 令和2年5月1日 令和8年4月30日 南海フードシステム株式会社 大阪府大阪市中央区難波中５丁目１‐６０ 更新 飲食店営業
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 大阪府岸和田市作才町１１３‐１ 新規 食肉販売業
堺食衛第20010255号 さい楽 北区蔵前町２丁１７‐３３ 072-254-8873 令和2年5月8日 令和2年5月8日 令和8年5月31日 有限会社オオサカインターナショナル 堺市南区岩室９５６番地 再楽館ビル 新規 飲食店営業
堺食衛第20010266号 京都　錦わらい　堺鳳店 西区鳳東町７丁８４５‐１ 072-260-0757 令和2年4月30日 令和2年5月1日 令和8年4月30日 株式会社治元 京都府宇治市大久保町南ノ口６４‐２ 更新 飲食店営業
堺食衛第20010274号 株式会社ＩＨＩインフラシステム・堺工場・売店前堺区大浜西町３ 令和2年5月1日 令和2年6月1日 令和7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 更新 喫茶店営業（自動販売機）
堺食衛第20010280号 焼肉　仁家　北花田店 北区北花田町３丁４３‐９ 072-258-4129 令和2年5月11日 令和2年5月11日 令和8年5月31日 イーサ・コーポレーション株式会社 大阪府泉佐野市上瓦屋８８６ 新規 食肉販売業
堺食衛第20010278号 龍旗信　総本店 西区津久野町１丁９‐１５ 072-274-4015 令和2年5月8日 令和2年5月8日 令和8年5月31日 株式会社龍旗信 堺市西区浜寺石津町西４丁１‐１９ 新規 そうざい製造業
堺食衛第20010300号 フォーユー堺深井 中区深井清水町１４６４‐１ 令和2年5月7日 令和2年6月1日 令和8年5月31日 東大阪マルタマフーズ株式会社 大阪府東大阪市若江南町３丁目６‐７ 更新 飲食店営業
堺食衛第20010282号 Ｒｅｄ　Ｓｔｏｎｅ　Ｃｏｆｆｅｅ 東区草尾１４４３‐１ 072-349-3308 令和2年5月11日 令和2年5月11日 令和8年5月31日 株式会社Ｐｉｅｔｒａ　Ｒｏｓｓａ 堺市東区草尾１４４３‐１ 新規 飲食店営業
堺食衛第20010287号 美原人酒場 美原区南余部１６１ 令和2年5月7日 令和2年5月7日 令和8年5月31日 有限会社ダイスマネージ 堺市堺区南瓦町１‐２０ 新規 飲食店営業
堺食衛第20010299号 リンガー号 堺市内一円 令和2年5月7日 令和2年5月7日 令和7年5月31日 リンガーハットジャパン株式会社 長崎県長崎市鍛冶屋町６番５０号 新規 飲食店営業（自動車）
堺食衛第20010309号 ０Ｈ４４４７大阪 堺区老松町３丁７７ 令和2年5月8日 令和2年5月8日 令和8年5月31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 東京都新宿区西新宿３丁目２０番２号 新規 飲食店営業
堺食衛第20010313号 木曽路　宿院店 堺区寺地町西１丁１‐５ 072-228-5001 令和2年5月14日 令和2年5月14日 令和8年5月31日 株式会社木曽路 愛知県名古屋市昭和区白金３丁目１８－１３ 新規 食肉販売業
堺食衛第20010317号 イオンフードスタイル津久野店 西区津久野町１丁７‐４０ 072-260-5411 令和2年5月21日 令和2年5月21日 令和8年5月31日 株式会社ダイエー 兵庫県神戸市中央区港島中町４丁目１番１号 新規 飲食店営業
堺食衛第20010318号 イオンフードスタイル津久野店 西区津久野町１丁７‐４０ 072-260-5411 令和2年5月21日 令和2年5月21日 令和8年5月31日 株式会社ダイエー 兵庫県神戸市中央区港島中町４丁目１番１号 新規 菓子製造業
堺食衛第20010319号 イオンフードスタイル津久野店 西区津久野町１丁７‐４０ 072-260-5411 令和2年5月21日 令和2年5月21日 令和8年5月31日 株式会社ダイエー 兵庫県神戸市中央区港島中町４丁目１番１号 新規 飲食店営業
堺食衛第20010320号 イオンフードスタイル津久野店 西区津久野町１丁７‐４０ 072-260-5411 令和2年5月21日 令和2年5月21日 令和8年5月31日 株式会社ダイエー 兵庫県神戸市中央区港島中町４丁目１番１号 新規 飲食店営業
堺食衛第20010312号 木曽路　堺店 中区深井北町５５７‐３ 072-281-3009 令和2年5月14日 令和2年5月14日 令和8年5月31日 株式会社木曽路 愛知県名古屋市昭和区白金３丁目１８‐１３ 新規 食肉販売業
堺食衛第20010331号 株式会社ＥＮＥＯＳジェネレーションズ　堺福田ＳＳ中区福田１０５４‐６ 072-234-0591 令和2年5月12日 令和2年6月1日 令和8年5月31日 株式会社ＥＮＥＯＳジェネレーションズ 神奈川県横浜市西区みなとみらい４－４－２ 更新 飲食店営業
堺食衛第20010344号 ガスト堺緑ヶ丘中町店 堺区緑ヶ丘中町１丁１‐３３ 令和2年5月13日 令和2年7月1日 令和8年6月30日 株式会社すかいらーくレストランツ 東京都武蔵野市西久保１丁目２５‐８ 更新 飲食店営業
堺食衛第20010350号 Ａｎａｂｅｌ　Ｌｅｅ 北区中百舌鳥町２丁６０ 令和2年5月13日 令和2年6月1日 令和8年5月31日 有限会社バシャコ 堺市北区中百舌鳥町１丁２９‐３ 更新 飲食店営業
堺食衛第20010336号 堺　宝寿堂 北区北長尾町１丁７‐４ 令和2年5月15日 令和2年5月15日 令和8年5月31日 株式会社古商 堺市北区蔵前町１丁１８‐２０ 新規 菓子製造業
堺食衛第20010337号 堺　宝寿堂 北区北長尾町１丁７‐４ 令和2年5月15日 令和2年5月15日 令和8年5月31日 株式会社古商 堺市北区蔵前町１丁１８‐２０ 新規 喫茶店営業
堺食衛第20010343号 株式会社トウペ　社員食堂 西区築港新町１丁５‐１１ 令和2年5月19日 令和2年5月19日 令和8年5月31日 株式会社アップケイズ 大阪府東大阪市御厨栄町２丁目１２－２１ 新規 飲食店営業
堺食衛第20010340号 ｃｏｃｏ－ｔｏｗｅｒ 西区上野芝町３丁２‐６ 令和2年5月18日 令和2年5月18日 令和8年5月31日 クックメディカルフーズ株式会社 大阪府大東市御領３丁目９－２１ 新規 飲食店営業
堺食衛第20010341号 株式会社髙島屋泉北店（わくわくスポット）南区茶山台１丁３‐１ 072-293-1101 令和2年5月14日 令和2年5月14日 令和8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１‐５ 新規 魚肉練り製品製造業
堺食衛第20010338号 新中国料理　ＨＡＲＡＫＡＷＡ 南区檜尾３１４０‐１ 072-272-0303 令和2年5月21日 令和2年5月21日 令和8年5月31日 株式会社ＨＡＲＡＫＡＷＡ 堺市南区檜尾３１４０‐１ 新規 そうざい製造業
堺食衛第20010358号 そんぽの家Ｓ　三国ヶ丘　厨房 堺区中三国ヶ丘町７丁１‐９ 令和2年5月14日 令和2年6月1日 令和8年5月31日 ＳＯＭＰＯケアフーズ株式会社 東京都品川区東品川４丁目１２－８ 更新 飲食店営業
堺食衛第20010361号 スシロー堺三宝店 堺区三宝町３丁１７３‐４ 072-221-1411 令和2年5月14日 令和2年6月1日 令和8年5月31日 株式会社あきんどスシロー 大阪府吹田市江坂町１丁目２２‐２ 更新 飲食店営業
堺食衛第20010364号 肉と八菜　ＯＴＯＫＩＣＨＩ 堺区熊野町東４丁１‐１８ 肉ビル２Ｆ 令和2年5月15日 令和2年5月15日 令和8年5月31日 堺市堺区熊野町東４丁１‐１８ 新規 食肉販売業
堺食衛第20010359号 大阪ガス泉北第一製造所内食堂　株式会社はり源西区築港浜寺町４ 令和2年5月14日 令和2年7月1日 令和8年6月30日 株式会社はり源 堺市堺区大浜中町３丁５‐１５ 更新 飲食店営業
堺食衛第20010355号 大阪府立大学生活協同組合 中区学園町１‐１ 交流会館内 令和2年5月14日 令和2年6月1日 令和8年5月31日 大阪府立大学生活協同組合 堺市中区学園町１‐１ 大阪府立大学内 更新 飲食店営業
堺食衛第20010354号 有限会社東地商店 東区丈六１７４ 072-237-2019 令和2年5月14日 令和2年6月1日 令和8年5月31日 有限会社東地商店 堺市東区丈六１７４ 更新 飲食店営業
堺食衛第20010362号 泉北２号線酒場情熱ホルモン 南区豊田７９６‐２ 令和2年5月19日 令和2年5月19日 令和8年5月31日 株式会社かわべフードサービス 大阪府大阪市中央区内本町１丁目１‐８ 新規 食肉販売業
堺食衛第20010366号 リトルマーメイド南海三国ヶ丘駅店 堺区向陵中町２丁７‐１ 令和2年5月15日 令和2年6月1日 令和8年5月31日 ＧＬＯＢＡＬ　ＥＮＴＥＲＴＡＩＮＭＥＮＴ株式会社 大阪府吹田市岸部北５丁目１１‐１ 更新 菓子製造業
堺食衛第20010382号 じゃんぼ總本店　ＪＲ堺市駅前店 堺区北三国ヶ丘町８丁８‐１８ 072-233-3311 令和2年5月18日 令和2年6月1日 令和8年5月31日 株式会社Ｙｅ－Ｅｒ 兵庫県宝塚市御所の前町４‐５ 更新 飲食店営業
堺食衛第20010384号 焼肉亭　樽一 堺区南島町１丁１‐５ 072-229-8709 令和2年5月18日 令和2年6月1日 令和8年5月31日 有限会社樽一 堺市堺区南島町１丁１‐５ 更新 飲食店営業
堺食衛第20010385号 ＣＥＬＩＡ　ＨＯＵＳＥ　ＣＥＬＩＡ　ＭＥＡＴ 西区浜寺石津町西２丁３‐１１ 072-247-2885 令和2年5月18日 令和2年6月1日 令和8年5月31日 株式会社セリア 堺市西区浜寺石津町西２丁３‐１１ 更新 飲食店営業
堺食衛第20010386号 ＣＥＬＩＡ　ＨＯＵＳＥ　ＣＥＬＩＡ　ＭＥＡＴ 西区浜寺石津町西２丁３‐１１ 072-247-2885 令和2年5月18日 令和2年6月1日 令和8年5月31日 株式会社セリア 堺市西区浜寺石津町西２丁３‐１１ 更新 食肉販売業
堺食衛第20010376号 ごきげんや 西区家原寺町１丁２０‐８ 令和2年5月29日 令和2年5月29日 令和8年5月31日 合同会社美暮 堺市南区桃山台２丁１６‐２ 新規 飲食店営業
堺食衛第20010377号 ごきげんや 西区家原寺町１丁２０‐８ 令和2年5月29日 令和2年5月29日 令和8年5月31日 合同会社美暮 堺市南区桃山台２丁１６‐２ 新規 菓子製造業
堺食衛第20010381号 株式会社津久見 西区菱木１丁２４４４‐１ 072-273-2050 令和2年5月18日 令和2年6月1日 令和8年5月31日 株式会社津久見 堺市西区菱木１丁２４４４‐１ 更新 飲食店営業
堺食衛第20010392号 居酒屋　きらく 中区深井沢町３３０１ 072-277-3232 令和2年5月18日 令和2年6月1日 令和8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 更新 飲食店営業
堺食衛第20010405号 創作イタリアン　丹Ｔａｎ治Ｊｉ 堺区永代町１丁１‐１３ 072-370-6979 令和2年5月22日 令和2年5月22日 令和8年5月31日 株式会社丹治 堺市東区南野田３３７‐１２４ 新規 菓子製造業
堺食衛第20010393号 食品館　アプロ　浅香山店 北区東浅香山町１丁２４１ 072-252-7708 令和2年5月19日 令和2年6月1日 令和8年5月31日 株式会社カノー 大阪府大阪市鶴見区浜５丁目６‐２９ 更新 飲食店営業
堺食衛第20010394号 食品館　アプロ　浅香山店 北区東浅香山町１丁２４１ 072-252-7708 令和2年5月19日 令和2年6月1日 令和8年5月31日 株式会社カノー 大阪府大阪市鶴見区浜５丁目６‐２９ 更新 飲食店営業
堺食衛第20010395号 食品館　アプロ　浅香山店 北区東浅香山町１丁２４１ 072-252-7708 令和2年5月19日 令和2年6月1日 令和8年5月31日 株式会社カノー 大阪府大阪市鶴見区浜５丁目６‐２９ 更新 飲食店営業
堺食衛第20010396号 食品館　アプロ　浅香山店 北区東浅香山町１丁２４１ 072-252-7708 令和2年5月19日 令和2年6月1日 令和8年5月31日 株式会社カノー 大阪府大阪市鶴見区浜５丁目６‐２９ 更新 魚介類販売業
堺食衛第20010398号 食品館　アプロ　浅香山店 北区東浅香山町１丁２４１ 072-252-7708 令和2年5月19日 令和2年6月1日 令和8年5月31日 株式会社カノー 大阪府大阪市鶴見区浜５丁目６‐２９ 更新 食肉販売業
堺食衛第20010407号 清水水産　鳳店 西区鳳北町１０丁６８ 072-262-1911 令和2年6月1日 令和2年6月1日 令和8年5月31日 グランマルシェ株式会社 大阪府大阪市浪速区木津川二丁目２番３７号 新規 飲食店営業
堺食衛第20010408号 清水水産　鳳店 西区鳳北町１０丁６８ 072-262-1911 令和2年6月1日 令和2年6月1日 令和8年5月31日 グランマルシェ株式会社 大阪府大阪市浪速区木津川二丁目２番３７号 新規 魚介類販売業
堺食衛第20010403号 清水水産　堺学園町店 中区学園町２‐３９ 072-235-2541 令和2年5月20日 令和2年5月20日 令和8年5月31日 グランマルシェ株式会社 大阪府大阪市浪速区木津川２丁目２－３７ 新規 飲食店営業
堺食衛第20010404号 清水水産　堺学園町店 中区学園町２‐３９ 072-235-2541 令和2年5月20日 令和2年5月20日 令和8年5月31日 グランマルシェ株式会社 大阪府大阪市浪速区木津川２丁目２－３７ 新規 魚介類販売業
堺食衛第20010399号 清水水産　堺福田店 中区福田５３６ 072-234-2022 令和2年5月20日 令和2年5月20日 令和8年5月31日 グランマルシェ株式会社 大阪府大阪市浪速区木津川２丁目２番３７号 新規 魚介類販売業
堺食衛第20010400号 清水水産　堺福田店 中区福田５３６ 072-234-2022 令和2年5月20日 令和2年5月20日 令和8年5月31日 グランマルシェ株式会社 大阪府大阪市浪速区木津川２丁目２番３７号 新規 飲食店営業
堺食衛第20010410号 ｆａｒｍｅｒｓ　ｒｅｓｔａｕｒａｎｔ　ＢＯＤＡＩ 東区菩提町１丁５３‐１ 072-369-4335 令和2年5月19日 令和2年5月19日 令和8年5月31日 社会福祉法人徳昇福祉会 堺市東区菩提町１丁５３‐１ 新規 そうざい製造業
堺食衛第20010406号 焼肉ダイニング王道Ｐｒｅｍｉｕｍ　堺泉北店南区和田２５７ 072-297-8929 令和2年5月26日 令和2年5月26日 令和8年5月31日 株式会社Ｃ．Ｐ　Ｄｉｎｉｎｇ 大阪府大阪市城東区鴫野西２－１８－６ 新規 食肉販売業
堺食衛第20010421号 銀のさら・釜寅おおとり和泉店 西区山田１丁１０８７‐１ 072-260-6140 令和2年5月21日 令和2年6月1日 令和8年5月31日 株式会社イデアプラス 大阪府大阪市中央区南本町２丁目３‐８ 更新 飲食店営業
堺食衛第20010423号 サンプラザさつき野店 美原区さつき野東１丁目５‐１ 072-362-6717 令和2年5月21日 令和2年6月1日 令和8年5月31日 株式会社サンプラザ 大阪府羽曳野市誉田３丁目３‐１５ 更新 魚介類販売業
堺食衛第20010425号 サンプラザさつき野店 美原区さつき野東１丁目５‐１ 072-362-6717 令和2年5月21日 令和2年6月1日 令和8年5月31日 株式会社サンプラザ 大阪府羽曳野市誉田３丁目３‐１５ 更新 食肉販売業
堺食衛第20010439号 オンリーワン　ウエディング　サンパレス（１階厨房）中区深井水池町３２３８ 072-278-2211 令和2年5月26日 令和2年5月26日 令和8年5月31日 株式会社セルビス 堺市堺区市之町東５丁２‐７ 新規 食肉処理業
堺食衛第20010434号 天串と海鮮の店　はれ天 堺市内一円 令和2年5月22日 令和2年6月1日 令和7年5月31日 株式会社ココカラ 大阪府大阪市都島区友渕町３‐７‐５ 更新 飲食店営業（露店）
堺食衛第20010474号 自遊工房 堺区北庄町１丁６‐２４ 令和2年5月25日 令和2年7月1日 令和8年6月30日 特定非営利活動法人あいらぶ 堺市北区百舌鳥梅町１丁１９‐６ 更新 菓子製造業
堺食衛第20010456号 有限会社鮒鶴 堺区神保通３‐９ 072-227-6980 令和2年5月25日 令和2年7月1日 令和8年6月30日 有限会社鮒鶴 堺市堺区神保通３‐９ 更新 飲食店営業
堺食衛第20010463号 コロケット 西区鶴田町３０‐８１ 令和2年5月27日 令和2年5月27日 令和8年5月31日 株式会社コロケット 堺市西区鶴田町３０‐８１ 新規 飲食店営業
堺食衛第20010452号 惣菜と定食　はしや　アリオ鳳 西区鳳南町３丁１９９‐１２ アリオ鳳３Ｆ（３１０区画）072-260-1250 令和2年5月25日 令和2年6月1日 令和8年5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 東京都品川区東五反田５－１０－１８ 更新 飲食店営業
堺食衛第20010453号 株式会社オイシス南大阪工場 美原区木材通２丁目１‐１２ 072-362-8001 令和2年5月25日 令和2年7月1日 令和8年6月30日 株式会社オイシス 兵庫県神戸市長田区東尻池町２丁目５‐３ 更新 飲食店営業
堺食衛第20010454号 株式会社オイシス南大阪工場 美原区木材通２丁目１‐１２ 072-362-8001 令和2年5月25日 令和2年7月1日 令和8年6月30日 株式会社オイシス 兵庫県神戸市長田区東尻池町２丁目５‐３ 更新 魚肉練り製品製造業
堺食衛第20010455号 株式会社オイシス南大阪工場 美原区木材通２丁目１‐１２ 072-362-8001 令和2年5月25日 令和2年7月1日 令和8年6月30日 株式会社オイシス 兵庫県神戸市長田区東尻池町２丁目５‐３ 更新 そうざい製造業
堺食衛第20010478号 炭火焼鳥たちばな　堺市駅前本店 堺区北三国ヶ丘町８丁８‐２２ 令和2年6月16日 令和2年6月16日 令和8年6月30日 立花エンターテインメント・ワン株式会社 堺市西区浜寺船尾町西４丁４３２‐２ 新規 飲食店営業
堺食衛第20010490号 利休 堺区南三国ヶ丘町５丁２‐２７ 072-221-2777 令和2年6月24日 令和2年6月24日 令和8年6月30日 株式会社オーエステック 堺市堺区南三国ヶ丘町５丁２‐２７ 新規 飲食店営業
堺食衛第20010489号 楓林閣 堺区北瓦町２丁４‐１６ 富士ビル 072-238-1605 令和2年5月27日 令和2年6月1日 令和8年5月31日 大光洋株式会社 堺市堺区北瓦町２丁４‐１６ 更新 飲食店営業
堺食衛第20010486号 ドトールコーヒー　なかもず駅前店 北区中百舌鳥町２丁１０ 令和2年5月27日 令和2年6月1日 令和8年5月31日 株式会社ドトールコーヒー 東京都渋谷区神南１丁目１０‐１ 更新 飲食店営業
堺食衛第20010481号 セブン‐イレブン　堺美原区役所前店 美原区黒山４０４‐１ 072-362-7011 令和2年5月29日 令和2年5月29日 令和8年5月31日 合同会社エイチ・ツー・ケー 堺市美原区黒山４０４‐１ 新規 飲食店営業
堺食衛第20010485号 丸善食品株式会社 堺市内一円 令和2年5月27日 令和2年6月1日 令和7年5月31日 丸善食品株式会社 大阪府大阪市東住吉区今川５－５－１５ 更新 飲食店営業（自動車）
堺食衛第20010493号 日本亭三宝店 堺区松屋大和川通１丁１０‐１青木ビルⅡ号館１Ｆ 072-223-4949 令和2年5月28日 令和2年6月1日 令和8年5月31日 株式会社盛昌 堺市堺区向陵西町１丁９‐１ 更新 飲食店営業
堺食衛第20010492号 アトリエ　マイハウス 西区浜寺石津町東３丁２‐１３ 072-241-0116 令和2年5月28日 令和2年7月1日 令和8年6月30日 有限会社マイハウス 堺市西区浜寺石津町中３丁１４‐２１ 更新 菓子製造業
堺食衛第20010500号 フローレンス泉ヶ丘 南区槇塚台３丁１‐２５ 令和2年5月28日 令和2年6月1日 令和8年5月31日 株式会社Ｍｅｒｘ 大阪府大阪市中央区南本町１－７－１５ 明治安田生命堺筋本町ビル　１３階 更新 飲食店営業
堺食衛第20010508号 丸市菓子舗 堺区市之町東１丁２‐２６ 令和2年6月3日 令和2年6月3日 令和8年6月30日 株式会社丸市菓子舗 堺市堺区市之町東１丁２‐２６ 新規 飲食店営業
堺食衛第20010519号 Ｍ２ 堺区中瓦町１丁３‐１３ 酒谷ビル 072-267-4899 令和2年6月1日 令和2年6月1日 令和8年5月31日 株式会社Ｏｆｆｉｃｅ　ＭＺ 堺市堺区向陵中町３丁３‐１７ 更新 飲食店営業
堺食衛第20010517号 やまさん阪本商店株式会社 堺区石津北町６３ 072-243-0419 令和2年6月8日 令和2年6月8日 令和8年6月30日 やまさん阪本商店株式会社 堺市堺区石津北町６３ 新規 食肉処理業
堺食衛第20010523号 株式会社ＩＨＩインフラシステム　堺工場　北厚生棟　軒下堺区大浜西町３ 令和2年6月1日 令和2年7月1日 令和7年6月30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 更新 喫茶店営業（自動販売機）
堺食衛第20010520号 有限会社ぶんぶく寿司 中区深井中町１９６４‐６ 072-278-0758 令和2年6月1日 令和2年7月1日 令和8年6月30日 有限会社ぶんぶく寿司 堺市中区深井中町１９６４‐６ 更新 飲食店営業
堺食衛第20010524号 ラウンドワンスタジアム　堺中央環状店　３階東区石原町２丁２４１ 令和2年6月1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 大阪府大阪市中央区難波５丁目１番６０号 更新 喫茶店営業
堺食衛第20010534号 麺匠大阪らーめんしおじん堺東店 堺区中瓦町２丁１‐８ 072-222-6326 令和2年6月4日 令和2年6月4日 令和8年6月30日 株式会社ルピナス・Ｆ 堺市西区鳳東町４丁３１７ 新規 そうざい製造業
堺食衛第20010546号 資材部　ブッチャー 堺区車之町西２丁１‐３０ 072-222-0121 令和2年6月4日 令和2年7月1日 令和8年6月30日 株式会社南海グリル 堺市堺区車之町西２丁１‐３０ 更新 食肉処理業
堺食衛第20010555号 田ｊｙｕ 堺区新町１‐２０ リノ堺東１－Ｃ 令和2年6月10日 令和2年6月10日 令和8年6月30日 株式会社田重田組 堺市北区百舌鳥赤畑町２丁５２ 新規 飲食店営業
堺食衛第20010551号 民芸藤よし 堺区戎島町４丁４５‐１ ホテルアゴーラリージェンシー大阪堺Ｂ１Ｆ令和2年6月9日 令和2年6月9日 令和8年6月30日 堺市堺区戎島町４丁４５‐１ 新規 そうざい製造業
堺食衛第20010552号 民芸藤よし 堺区戎島町４丁４５‐１ ホテルアゴーラリージェンシー大阪堺Ｂ１Ｆ令和2年6月9日 令和2年6月9日 令和8年6月30日 堺市堺区戎島町４丁４５‐１ 新規 魚介類販売業
堺食衛第20010564号 泉南乳業株式会社　堺工場 中区土塔町１９９１ 072-236-0888 令和2年6月5日 令和2年7月1日 令和8年6月30日 泉南乳業株式会社 更新 乳処理業
堺食衛第20010565号 泉南乳業株式会社　堺工場 中区土塔町１９９１ 072-236-0888 令和2年6月5日 令和2年7月1日 令和8年6月30日 泉南乳業株式会社 更新 乳製品製造業
堺食衛第20010559号 ｇｒａｍ　パンジョ　泉ヶ丘店 南区茶山台１丁３‐１ パンジョ泉北２Ｆ 072-294-3339 令和2年6月8日 令和2年6月8日 令和8年6月30日 株式会社ｇｒａｍ‐ｒｏｕｔｉｎｅ 東京都渋谷区代官山町１７－６ 新規 飲食店営業
堺食衛第20010569号 鳥貴族三国ヶ丘店 堺区向陵中町２丁１‐１１ 令和2年6月8日 令和2年7月1日 令和8年6月30日 トラオム株式会社 大阪府大阪市浪速区立葉１丁目２‐１２ ナミコービル３Ｆ 更新 飲食店営業
堺食衛第20010579号 Ｊｅｎｎｙ’ｓ　Ｉｃｅ　Ｃｒｅｐｅ　ＳＨＯＰ 堺区三宝町２丁１３１‐４ 072-242-4602 令和2年6月8日 令和2年6月8日 令和8年6月30日 株式会社ジェニーズ・カンパニー 大阪府河内長野市美加の台５－１－７ 新規 飲食店営業
堺食衛第20010566号 日本マクドナルド南海堺駅店 堺区戎島町３丁２２‐１ 072-225-2021 令和2年6月8日 令和2年7月1日 令和8年6月30日 有限会社サクセスフーズ 大阪府大阪市住之江区新北島３丁目８‐１２ 更新 飲食店営業
堺食衛第20010567号 日本マクドナルド南海堺駅店 堺区戎島町３丁２２‐１ 072-225-2021 令和2年6月8日 令和2年7月1日 令和8年6月30日 有限会社サクセスフーズ 大阪府大阪市住之江区新北島３丁目８‐１２ 更新 アイスクリーム類製造業
堺食衛第20010574号 ファーマーズ　オリジン　Ｆａｒｍｅｒ’ｓ　ｏｒｉｇｉｎ美原区平尾３３３３ 072-350-9473 令和2年6月10日 令和2年6月10日 令和8年6月30日 株式会社松原工務店 大阪府大阪狭山市大野台２丁目１１‐５ 新規 食肉販売業
堺食衛第20010591号 臨海ホテル北店 堺区出島浜通６‐２ 令和2年6月9日 令和2年7月1日 令和8年6月30日 株式会社山一 堺市堺区出島浜通６－２ 更新 飲食店営業
堺食衛第20010593号 ロイヤルホスト堺石津川店 西区浜寺船尾町西２丁３５４ 072-264-1071 令和2年6月10日 令和2年7月1日 令和8年6月30日 ロイヤルフードサービス株式会社 東京都世田谷区桜新町１丁目３４‐６ 更新 飲食店営業
堺食衛第20010595号 麺家鳳 西区鳳東町１丁 鳳駅構内 072-272-3191 令和2年6月10日 令和2年7月1日 令和8年6月30日 株式会社ジェイアール西日本フードサービスネット 大阪市淀川区西中島５丁目４‐２０ 更新 飲食店営業
堺食衛第20010592号 株式会社アップワードデイサービスセンターすこやかさん南区檜尾５５０ 令和2年6月10日 令和2年7月1日 令和8年6月30日 株式会社ニチダン 大阪府大阪市阿倍野区阪南町５丁目３‐５ 更新 飲食店営業
堺食衛第20010605号 ダイキン工業株式会社堺製作所　金岡工場北区金岡町１３０４ 令和2年6月12日 令和2年7月1日 令和8年6月30日 ウオクニ株式会社 神戸市灘区船寺通４丁目５－１６ 更新 飲食店営業
堺食衛第20010607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6月17日 令和2年6月17日 令和8年6月30日 株式会社イトーヨーカ堂 東京都千代田区二番町８‐８ 新規 喫茶店営業
堺食衛第20010618号 ラーメン魁力屋　堺海山町店 堺区海山町２丁１２０ 072-222-6690 令和2年6月15日 令和2年8月1日 令和8年7月31日 株式会社魁力屋 京都府京都市中京区鳥丸通錦小路上る手洗水町６７０ 更新 飲食店営業
堺食衛第20010616号 大阪府立農芸高等学校 美原区北余部５９５‐１ 令和2年6月15日 令和2年7月1日 令和8年6月30日 大阪府 大阪府大阪市中央区大手前２丁目１‐２２ 更新 食肉処理業
堺食衛第20010617号 大阪府立農芸高等学校 美原区北余部５９５‐１ 令和2年6月15日 令和2年7月1日 令和8年6月30日 大阪府 大阪府大阪市中央区大手前２丁目１‐２２ 更新 食肉販売業
堺食衛第20010642号 けとばし屋チャンピオン堺東店 堺区中瓦町１丁３‐３ 072-247-8772 令和2年6月17日 令和2年8月1日 令和8年7月31日 株式会社セカンドステージ 堺市堺区中瓦町１丁３‐３ 更新 飲食店営業
堺食衛第20010656号 ｍｉｊｉｎｃｏ 堺区熊野町東２‐１‐１０ 米澤ビルⅡ１０８号室 令和2年6月19日 令和2年6月19日 令和8年6月30日 株式会社フリーダム 堺市堺区南陵町４丁１‐７ 八聖ビル 新規 飲食店営業
堺食衛第20010651号 株式会社なだ万　堺厨房所 美原区黒山７７６ 令和2年6月18日 令和2年8月1日 令和8年7月31日 株式会社なだ万 東京都千代田区紀尾井町４番１号 更新 飲食店営業
堺食衛第20010652号 株式会社なだ万　堺厨房所 美原区黒山７７６ 令和2年6月18日 令和2年8月1日 令和8年7月31日 株式会社なだ万 東京都千代田区紀尾井町４番１号 更新 そうざい製造業
堺食衛第20010655号 株式会社髙島屋泉北店（道頓堀今井） 南区茶山台１丁３‐１ 072-293-1101 令和2年6月22日 令和2年6月22日 令和8年6月30日 株式会社髙島屋 大阪府大阪市中央区難波５丁目１‐５ 新規 菓子製造業
堺食衛第20010658号 包包點心　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プラウ４Ｆ072-246-5127 令和2年6月19日 令和2年6月19日 令和8年6月30日 ニラックス株式会社 東京都武蔵野市西久保１丁目２５‐８ 新規 菓子製造業
堺食衛第20010670号 株式会社コノミヤ堺東店 堺区一条通１３‐２３ 072-232-0561 令和2年6月22日 令和2年8月1日 令和8年7月31日 株式会社コノミヤ 大阪府大阪市鶴見区今津南１丁目５‐３２ 更新 飲食店営業
堺食衛第20010671号 株式会社コノミヤ堺東店 堺区一条通１３‐２３ 072-232-0561 令和2年6月22日 令和2年8月1日 令和8年7月31日 株式会社コノミヤ 大阪府大阪市鶴見区今津南１丁目５‐３２ 更新 菓子製造業
堺食衛第20010672号 むか新　金岡公園店 北区蔵前町１丁５‐２ 令和2年6月22日 令和2年8月1日 令和8年7月31日 株式会社向新 大阪府泉佐野市上町３丁１１‐４ 更新 喫茶店営業
堺食衛第20010677号 和洋空間居食屋　いさりび　堺本店 北区東浅香山町１丁２５６ 072-251-4966 令和2年6月22日 令和2年7月1日 令和8年6月30日 有限会社Ｎｅｗ　Ａｇｅ 堺市中区福田２７０‐１４ 更新 飲食店営業
堺食衛第20010666号 やよい軒　堺大野芝店 中区大野芝町１７９ 072-230-5006 令和2年6月26日 令和2年6月26日 令和8年6月30日 株式会社プレナス 福岡県福岡市博多区上牟田１丁目１９番２１号 新規 飲食店営業
堺食衛第20010700号 ローソン堺鉄砲町店 堺区鉄砲町１‐７ 令和2年6月23日 令和2年7月1日 令和8年6月30日 マルキ株式会社 堺市堺区三宝町１丁２１‐２ 更新 飲食店営業



堺食衛第20010698号 イトーヨーカ堂津久野店 西区下田町２０‐１ 072-266-7700 令和2年6月23日 令和2年8月1日 令和8年7月31日 株式会社イトーヨーカ堂 東京都千代田区二番町８‐８ 更新 喫茶店営業
堺食衛第20010719号 けとばし屋チャンピオン堺東店 堺区中瓦町１丁３‐３ 072-247-8772 令和2年6月24日 令和2年6月24日 令和8年6月30日 株式会社セカンドステージ 堺市堺区中瓦町１丁３‐３ 新規 食肉販売業
堺食衛第20010724号 ケーキハウスリバージュ津久野店 西区神野町３丁１‐１１ 072-275-0144 令和2年6月24日 令和2年7月1日 令和8年6月30日 株式会社マツヒサ 堺市西区鳳西町１丁７８‐９ 更新 飲食店営業
堺食衛第20010725号 ケーキハウスリバージュ津久野店 西区神野町３丁１‐１１ 072-275-0144 令和2年6月24日 令和2年7月1日 令和8年6月30日 株式会社マツヒサ 堺市西区鳳西町１丁７８‐９ 更新 菓子製造業
堺食衛第20010721号 くら寿司株式会社 中区深阪１丁２‐２ 令和2年6月24日 令和2年7月1日 令和8年6月30日 くら寿司株式会社 堺市中区深阪１丁２‐２ 更新 菓子製造業
堺食衛第20010717号 株式会社フードクリエイティブファクトリー中区伏尾３８９ 令和2年6月26日 令和2年6月26日 令和8年6月30日 株式会社フードクリエイティブファクトリー 東京都中野区松が丘１－１０－２０ 新規 菓子製造業
堺食衛第20010713号 オレンジダイナー 堺市内一円 令和2年6月24日 令和2年6月24日 令和7年6月30日 株式会社オレンジダイナー 大阪府貝塚市二色３丁目７－５ 新規 飲食店営業（自動車）
堺食衛第20010728号 とり　鳳 堺市内一円 令和2年6月25日 令和2年6月25日 令和7年6月30日 大森産業株式会社 堺市南区庭代台４丁２０‐２ 新規 飲食店営業（露店）
堺食衛第20010740号 パンパレット鳳店 西区鳳南町３丁１９９‐１２ アリオ鳳３Ｆ 072-260-1243 令和2年7月10日 令和2年7月10日 令和8年7月31日 ニラックス株式会社 東京都武蔵野市西久保１－２５－８ 新規 菓子製造業
堺食衛第20010735号 大山珈琲 東区大美野８１‐２ 令和2年6月26日 令和2年7月1日 令和8年6月30日 株式会社日光企画 大阪府大東市三住町１７‐１２ 更新 飲食店営業
堺食衛第20010736号 大山珈琲 東区大美野８１‐２ 令和2年6月26日 令和2年7月1日 令和8年6月30日 株式会社日光企画 大阪府大東市三住町１７‐１２ 更新 菓子製造業
堺食衛第20010737号 ミートショップ　アサダ泉北 南区茶山台１丁２‐３ 072-292-1129 令和2年6月26日 令和2年8月1日 令和8年7月31日 エムエスエイ株式会社 大阪府羽曳野市高鷲１０丁目７‐４ 更新 飲食店営業
堺食衛第20010738号 ミートショップ　アサダ泉北 南区茶山台１丁２‐３ 072-292-1129 令和2年6月26日 令和2年8月1日 令和8年7月31日 エムエスエイ株式会社 大阪府羽曳野市高鷲１０丁目７‐４ 更新 食肉販売業
堺食衛第20010748号 三杉屋　泉ヶ丘店 南区三原台１‐１‐３ 072-289-8777 令和2年6月29日 令和2年8月1日 令和8年7月31日 株式会社三杉屋 大阪府池田市石橋１‐１－８ 更新 菓子製造業
堺食衛第20010750号 かごの屋　泉北泉ヶ丘店 南区若松台１丁１‐４ 072-295-8510 令和2年7月6日 令和2年7月6日 令和8年7月31日 株式会社ＫＲホールディングス 大阪府吹田市豊津町９‐１ 新規 魚介類販売業
堺食衛第20010751号 かごの屋　泉北泉ヶ丘店 南区若松台１丁１‐４ 072-295-8510 令和2年7月6日 令和2年7月6日 令和8年7月31日 株式会社ＫＲホールディングス 大阪府吹田市豊津町９‐１ 新規 食肉販売業
堺食衛第20010758号 39 堺区中瓦町２丁３‐５ 令和2年7月2日 令和2年7月2日 令和8年7月31日 株式会社ＫＭＴワークス 堺市西区浜寺船尾町東１丁１３０ 新規 飲食店営業
堺食衛第20010759号 ＳＯＨＯさんあい 西区上野芝町１丁１６‐５７ 令和2年6月30日 令和2年6月30日 令和8年6月30日 社会福祉法人さんあい 堺市西区上野芝町１丁１６‐５７ 新規 飲食店営業
堺食衛第20010761号 焼肉ライク　堺東店 堺区北瓦町２丁１‐２６ 利久ビル 072-247-7129 令和2年7月16日 令和2年7月16日 令和8年7月31日 株式会社ギャップコーポレーション 大阪府大阪市東成区大今里南１丁目２２－１４ 今里ビル３０１ 新規 飲食店営業
堺食衛第20010764号 株式会社もち吉　大阪堺店 北区長曽根町３００２‐９ 072-240-1751 令和2年7月8日 令和2年7月8日 令和8年7月31日 株式会社もち吉 福岡県直方市大字下境２４００ 新規 菓子製造業
堺食衛第20010768号 コージーガーデン土師 中区土師町３丁１９‐３３ 令和2年7月2日 令和2年8月1日 令和8年7月31日 奈良マルタマフーズ株式会社 奈良県桜井市大字大泉２ 更新 飲食店営業
堺食衛第20010763号 株式会社もち吉　堺泉北店 中区毛穴町１２７‐１ 072-260-1220 令和2年7月8日 令和2年7月8日 令和8年7月31日 株式会社もち吉 福岡県直方市大字下境２４００ 新規 菓子製造業
堺食衛第20010765号 株式会社Ｇａｉｎｅｒｚ 堺市内一円 令和2年7月2日 令和2年7月2日 令和7年7月31日 株式会社Ｇａｉｎｅｒｚ 大阪府大阪市西区北堀江１－１６－２３ ベルフレージュ１階 新規 飲食店営業（自動車）
堺食衛第20010770号 シーガル　ダイナー 北区中百舌鳥町１丁５ 令和2年7月3日 令和2年8月1日 令和8年7月31日 株式会社テアトロ 堺市北区長曽根町９ ライオンズマンションなかもず駅前２０４号 更新 飲食店営業
堺食衛第20010772号 和楽ふたつめ 中区深井沢町３１５４ 春木マンション２０２ 072-277-0715 令和2年7月6日 令和2年7月6日 令和8年7月31日 株式会社松川 堺市中区深井沢町３１４７‐１‐１０７ 新規 飲食店営業
堺食衛第20010773号 ｍｙ　ｃｏｏｋｃａｒ 堺市内一円 令和2年7月3日 令和2年7月3日 令和7年7月31日 ＧＬＯＢＡＬ　ＥＮＴＥＲＴＡＩＮＭＥＮＴ株式会社 大阪府吹田市岸部北５－１１－１ 新規 飲食店営業（自動車）
堺食衛第20010774号 ｍｙ　ｃｏｏｋｃａｒ 堺市内一円 令和2年7月3日 令和2年7月3日 令和7年7月31日 ＧＬＯＢＡＬ　ＥＮＴＥＲＴＡＩＮＭＥＮＴ株式会社 大阪府吹田市岸部北５－１１－１ 新規 菓子製造業（自動車）
堺食衛第20010780号 ダイエー堺店 堺区山本町１丁１８‐１ 令和2年7月6日 令和2年8月1日 令和8年7月31日 株式会社ダイエー 兵庫県神戸市中央区港島中町４丁目１－１ 更新 飲食店営業
堺食衛第20010781号 ダイエー堺店 堺区山本町１丁１８‐１ 令和2年7月6日 令和2年8月1日 令和8年7月31日 株式会社ダイエー 兵庫県神戸市中央区港島中町４丁目１－１ 更新 喫茶店営業
堺食衛第20010779号 日和合精株式会社　第二工場 西区築港浜寺西町１９‐８ 072-268-3355 令和2年7月6日 令和2年8月1日 令和8年7月31日 日和合精株式会社 堺市西区築港浜寺西町１９‐４ 更新 添加物製造業
堺食衛第20010787号 要薬品株式会社臨海第二工場 西区築港浜寺西町８‐１８ 072-268-3339 令和2年7月7日 令和2年8月1日 令和8年7月31日 要薬品株式会社 大阪市西区京町堀３丁目２‐７ 更新 添加物製造業
堺食衛第20010785号 Ｓｈｉｒｏ 中区深阪２丁１０‐４８ メルクヌール深阪１０３ 令和2年7月14日 令和2年7月14日 令和8年7月31日 株式会社吉永建設 大阪府泉大津市曽根町２－３－２６ 新規 飲食店営業
堺食衛第20010793号 豪快　立ち寿司　堺店　 堺区栄橋町１丁７‐１１ 岡本ビル１Ｆ 令和2年7月9日 令和2年7月9日 令和8年7月31日 株式会社松竹テクノ 堺市堺区戎島町２丁６２‐１‐１２１１ 新規 飲食店営業
堺食衛第20010802号 かごの屋北花田店 北区船堂町１丁１‐５ 072-250-1245 令和2年7月10日 令和2年7月10日 令和8年7月31日 株式会社ＫＲホールディングス 大阪府吹田市豊津町９‐１ 新規 魚介類販売業
堺食衛第20010803号 かごの屋北花田店 北区船堂町１丁１‐５ 072-250-1245 令和2年7月10日 令和2年7月10日 令和8年7月31日 株式会社ＫＲホールディングス 大阪府吹田市豊津町９‐１ 新規 食肉販売業
堺食衛第20010805号 ＭＩＫＡＮ 中区深阪２丁１６‐４０ 072-220-7387 令和2年7月13日 令和2年7月13日 令和8年7月31日 ＬＥＡＤ．ｉｎｃ合同会社 堺市南区晴美台１丁３２‐１５ 新規 飲食店営業
堺食衛第20010801号 梅の花　パンジョ泉北店 南区茶山台１丁３‐１ パンジョＳＣ４Ｆ 072-290-1073 令和2年7月9日 令和2年8月1日 令和8年7月31日 株式会社梅の花サービス西日本 福岡県久留米市天神町１４６ 更新 飲食店営業
堺食衛第20010800号 鎌倉パスタ　泉北パンジョ店 南区茶山台１丁３‐１ 令和2年7月9日 令和2年8月1日 令和8年7月31日 株式会社鎌倉パスタ 岡山県岡山市北区平田１７３‐１０４ 更新 飲食店営業
堺食衛第20010810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 大阪府堺市西区津久野町３丁３２‐１１ 更新 ソース類製造業
堺食衛第20010816号 なか卯　三国ヶ丘駅前店 堺区向陵中町４丁７‐３０ 三国ヶ丘ＮＤビル１Ｆ 令和2年7月13日 令和2年8月1日 令和8年7月31日 株式会社なか卯 東京都港区港南２丁目１８‐１ 更新 飲食店営業
堺食衛第20010815号 堺寮 堺区緑町２丁５９ 令和2年7月13日 令和2年8月1日 令和8年7月31日 中央フードサービス株式会社 大阪府大阪市福島区野田２丁目１４‐１０ 更新 飲食店営業
堺食衛第20010825号 １Ｒｏｕｔｅ 堺区翁橋町１丁２‐９ ジャンボプラザビル２階 令和2年7月14日 令和2年8月1日 令和8年7月31日 株式会社たきがわ 堺市北区百舌鳥本町１丁１３ 更新 飲食店営業
堺食衛第20010839号 ココス堺浅香山店 北区東浅香山町１丁１４２ 072-256-2038 令和2年7月15日 令和2年8月1日 令和8年7月31日 株式会社ココスジャパン 東京都港区港南２丁目１８‐１ 更新 飲食店営業
堺食衛第20010845号 ローソンストア１００　萩原天神駅前店 東区日置荘原寺町５０‐２ 072-288-5099 令和2年7月27日 令和2年7月27日 令和8年7月31日 株式会社ローソンストア１００ 神奈川県川崎市幸区大宮町１３１０番 新規 飲食店営業
堺食衛第20010849号 ローソンストア１００　泉ヶ丘駅前店 南区竹城台１丁１‐２ 072-284-5699 令和2年7月28日 令和2年7月28日 令和8年7月31日 株式会社ローソンストア１００ 神奈川県川崎市幸区大宮町１３１０番 新規 飲食店営業
堺食衛第20010841号 ＴＨＥ　ＰＡＲＫ　ＯＨＡＳＵ 南区若松台２丁５‐１ 大蓮公園内 072-249-0082 令和2年7月22日 令和2年7月22日 令和8年7月31日 株式会社ＰＡＲＫＥＲ 京都府京都市下京区烏丸通七条下る東塩小路町７２１番地の１ 新規 飲食店営業
堺食衛第20010853号 ｓｗｅｅｔ．ｒｕ１４８４ 堺市内一円 令和2年7月15日 令和2年7月15日 令和7年7月31日 有限会社石橋自動車 大阪府泉佐野市日根野１４２１－３ 新規 飲食店営業（自動車）
堺食衛第20010857号 セントラル硝子株式会社　戎島寮食堂 堺区北波止町４４ 令和2年7月16日 令和2年8月1日 令和8年7月31日 ウオクニ株式会社 神戸市灘区船寺通４丁目５‐１６ 更新 飲食店営業
堺食衛第20010859号 株式会社ハイドロエッジ 西区築港新町３丁１‐２３ 072-244-7221 令和2年7月16日 令和2年8月1日 令和8年7月31日 株式会社ハイドロエッジ 堺市西区築港新町３丁１‐２３ 更新 添加物製造業
堺食衛第20010863号 社会福祉法人こころの家族　特別養護老人ホーム　故郷の家南区檜尾３３６０‐１２ 令和2年7月16日 令和2年7月16日 令和8年7月31日 株式会社テスティパル 大阪府大阪市中央区南久宝寺町４－３－５ 新規 飲食店営業
堺食衛第20010860号 Ｅｔｅｒｎｉｔｙ株式会社 堺市内一円 令和2年7月16日 令和2年7月16日 令和7年7月31日 Ｅｔｅｒｎｉｔｙ株式会社 堺市東区日置荘西町１丁５３‐３５ 新規 飲食店営業（自動車）
堺食衛第20010864号 堺味噌だれ餃子　まんぷく亭 堺区田出井町１‐１‐１１３ ベルマージュ堺１Ｆ 072-260-5299 令和2年7月22日 令和2年7月22日 令和8年7月31日 萬福フーズ株式会社 堺市堺区田出井町１‐１‐１１３ ベルマージュ堺１Ｆ 新規 そうざい製造業
堺食衛第20010866号 びっくりドンキー堺美原店 美原区黒山１４１‐１ 072-369-2221 令和2年7月17日 令和2年8月1日 令和8年7月31日 株式会社ビーエムエス 大阪市中央区南本町１－４－１０ 更新 飲食店営業
堺食衛第20010867号 泉ヶ丘メモリアルホール 南区竹城台１丁１‐１ 072-299-1180 令和2年7月22日 令和2年7月22日 令和8年7月31日 株式会社セルビス 堺市堺区市之町東５丁２‐７ 新規 飲食店営業
堺食衛第20010875号 配食のふれ愛堺店 東区引野町２丁６８‐１６ 072-287-3120 令和2年7月29日 令和2年7月29日 令和8年7月31日 スリートラスト株式会社 堺市東区引野町２丁２‐６ 新規 飲食店営業
堺食衛第20010886号 Ｇ　Ｃｌａｓｓ 堺区南花田口町１丁３‐１３ ジョイント２ビル３階３０３号室 令和2年8月4日 令和2年8月4日 令和8年8月31日 ＭＡＴＳＵＳＨＯＵ株式会社 堺市堺区南花田口町１丁３‐１３ 新規 飲食店営業
堺食衛第20010887号 ｃｏｃｏａ 北区北花田町４丁８９‐５８ 072-220-9823 令和2年7月22日 令和2年7月22日 令和8年7月31日 株式会社ｃｏｃｏａ 堺市北区北花田町４丁８９‐５８ 新規 菓子製造業
堺食衛第20010878号 ファミリーマート堺新金岡店 北区新金岡町５丁１‐２ 072-240-1037 令和2年7月21日 令和2年8月1日 令和8年7月31日 大昌有限会社 堺市南区茶山台３丁１０‐６ 更新 飲食店営業
堺食衛第20010884号 ライフホープ初芝２番館 東区引野町１丁７３‐２ 令和2年7月27日 令和2年7月27日 令和8年7月31日 有限会社マルフクメディカルフーズ 大阪府門真市三ツ島６丁目２５－２１ 新規 飲食店営業
堺食衛第20010896号 アン・ラクレット 堺市内一円 令和2年7月22日 令和2年7月22日 令和7年7月31日 株式会社ワン・スマイル 兵庫県西宮市南甲子園１丁目１３番１２号 新規 飲食店営業（自動車）
堺食衛第20010936号 石鍋笑義 堺区北安井町１‐１ サンフィールドビル１階 令和2年8月6日 令和2年8月6日 令和8年8月31日 株式会社ＣＯＭＭＥＲＣＩＡＬ　ＦＩＲＭ 堺市堺区北安井町１‐１ 新規 飲食店営業
堺食衛第20010928号 Ｃｈｉｎｅｓｅ　Ｄｉｎｉｎｇ　Ｋａ－Ｋａ 堺区南花田口町１丁１‐９ シティーコート堺東１階072-222-3566 令和2年7月27日 令和2年8月1日 令和8年7月31日 Ｆｅｅｌ＆Ｔｈｉｎｋ株式会社 堺市堺区南花田口町１丁１‐９ シティコート堺東１階 更新 飲食店営業
堺食衛第20010930号 味亭 堺区大町東２丁１‐１４ 072-225-5335 令和2年7月27日 令和2年9月1日 令和8年8月31日 関西システム株式会社 大阪市西成区南津守７－１３－８ 更新 飲食店営業
堺食衛第20010921号 新日鐵住金株式会社鳳寮内食堂 西区鳳西町１丁７９‐７ 令和2年7月27日 令和2年8月1日 令和8年7月31日 株式会社ニッコクトラスト 東京都中央区日本橋堀留町２丁目４‐３ 更新 飲食店営業
堺食衛第20010917号 ファミリーマート堺西野店 東区西野４７９‐１ 072-230-0601 令和2年7月27日 令和2年8月1日 令和8年7月31日 エフリンクス合同会社 堺市東区西野１６０‐１１ 更新 飲食店営業
堺食衛第20010935号 デニッシュ専門店　ｍａｅｌｋ 堺市内一円 令和2年7月27日 令和2年7月27日 令和7年7月31日 株式会社ＳＵＰＥＲＮＯＶＡ 香川県丸亀市綾歌町富熊１５６０－１ 新規 菓子製造業（露店）
堺食衛第20010942号 八剣伝　北野田駅前店 東区北野田４８‐４ 北野田ビル１Ｆ 072-230-5156 令和2年7月28日 令和2年8月1日 令和8年7月31日 マルシェ株式会社 大阪府大阪市阿倍野区阪南町２丁目２０‐１４ 更新 飲食店営業
堺食衛第20010940号 ＹＳＰ帝塚山学院大学泉ヶ丘 南区晴美台４丁２‐２ 別館１階 令和2年8月4日 令和2年8月4日 令和8年8月31日 株式会社エヌケイ深井 大阪府東大阪市長田三丁目３番１１号 新規 飲食店営業
堺食衛第20010957号 株式会社サンプラザ　三国ヶ丘東店（おはぎ）北区黒土町２２６２‐１ 令和2年7月30日 令和2年9月1日 令和8年8月31日 株式会社サンプラザ 大阪府羽曳野市誉田３丁目３‐１５ 更新 菓子製造業
堺食衛第20010949号 ＤＡＮＩＥＬ．Ｋ 北区百舌鳥梅町３丁２‐９ ラヴィータ中百舌鳥１０２072-276-4505 令和2年7月31日 令和2年7月31日 令和8年7月31日 株式会社ハーマン 堺市中区土師町３丁２７‐２６ 新規 飲食店営業
堺食衛第20010950号 無煙個室焼肉イノウエ 北区百舌鳥梅町３丁５‐１ 072-275-5369 令和2年7月31日 令和2年7月31日 令和8年7月31日 株式会社ハーマン 堺市中区土師町３丁２７‐２６ 新規 飲食店営業
堺食衛第20010954号 四季彩 西区鳳中町２丁２３‐８６ 072-263-0202 令和2年7月30日 令和2年9月1日 令和8年8月31日 社会福祉法人野のちから 堺市西区鳳中町２丁２３‐８６ 更新 飲食店営業
堺食衛第20010955号 四季彩 西区鳳中町２丁２３‐８６ 072-263-0202 令和2年7月30日 令和2年9月1日 令和8年8月31日 社会福祉法人野のちから 堺市西区鳳中町２丁２３‐８６ 更新 菓子製造業
堺食衛第20010951号 ラウンジ　Ｗｉｓｈ 中区深井沢町３１３８ エルモーソデ昌栄１０２ 令和2年8月4日 令和2年8月4日 令和8年8月31日 株式会社リレイション 堺市中区深井清水町３５４９ 新規 飲食店営業
堺食衛第20010960号 ホテル　アンジュエトワール 西区浜寺船尾町東２丁２１４ 072-265-5177 令和2年7月31日 令和2年9月1日 令和8年8月31日 有限会社西海興産 堺市西区浜寺船尾町東２丁２１４ 更新 飲食店営業
堺食衛第20010988号 ライフ石津店 堺区石津北町９０‐１ 072-243-1400 令和2年8月26日 令和2年8月26日 令和8年8月31日 株式会社ライフコーポレーション 東京都中央区日本橋本町３丁目６‐２ 新規 飲食店営業
堺食衛第20011021号 セブン‐イレブン堺浜シーサイド店 堺区築港八幡町１‐１１２ 072-222-7772 令和2年8月4日 令和2年9月1日 令和8年8月31日 株式会社ＨＥＲＯＥＳ 大阪府大阪市西成区南津守６－５－４７ 更新 飲食店営業
堺食衛第20010982号 日鉄神鋼シャーリング株式会社堺シーヤリング工場西区築港新町３丁３６‐１ 令和2年8月4日 令和2年9月1日 令和8年8月31日 朝日給食株式会社 大阪府豊中市庄内宝町２丁目７‐２ 更新 飲食店営業
堺食衛第20010983号 ライフ福泉店 西区上４４４‐１ 072-275-0761 令和2年8月6日 令和2年8月6日 令和8年8月31日 株式会社ライフコーポレーション 東京都中央区日本橋本町３丁目６‐２ 新規 飲食店営業
堺食衛第20010980号 八剣伝鳳駅前店 西区鳳東町５丁４２１‐２ 令和2年8月4日 令和2年9月1日 令和8年8月31日 株式会社イケシンコーポレーション 堺市堺区向陵中町６丁５‐２８ 更新 飲食店営業
堺食衛第20011003号 イズミヤ株式会社泉北店 中区小阪２７０ 072-270-7305 令和2年8月5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 大阪府大阪市西成区花園南１丁目４‐４ 更新 飲食店営業
堺食衛第20011004号 イズミヤ株式会社泉北店 中区小阪２７０ 072-270-7305 令和2年8月5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 大阪府大阪市西成区花園南１丁目４‐４ 更新 飲食店営業
堺食衛第20011005号 イズミヤ株式会社泉北店 中区小阪２７０ 072-270-7305 令和2年8月5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 大阪府大阪市西成区花園南１丁目４‐４ 更新 菓子製造業
堺食衛第20011002号 株式会社サンフード 東区石原町２丁５２‐５ 令和2年8月5日 令和2年9月1日 令和8年8月31日 株式会社サンフード 堺市東区石原町２丁５２‐５ 更新 食肉処理業
堺食衛第20011012号 清恵会三宝病院内厨房 堺区松屋町１丁４‐１ 令和2年8月6日 令和2年9月1日 令和8年8月31日 富士産業株式会社 東京都港区新橋５丁目３２‐７ 更新 飲食店営業
堺食衛第20011013号 清恵会三宝病院内外来食堂厨房 堺区松屋町１丁４‐１ 令和2年8月6日 令和2年9月1日 令和8年8月31日 富士産業株式会社 東京都港区新橋５丁目３２‐７ 更新 飲食店営業
堺食衛第20011011号 セントラルキッチン 堺区車之町西２丁１‐３０ 072-222-0131 令和2年8月6日 令和2年9月1日 令和8年8月31日 株式会社南海グリル 堺市堺区車之町西２丁１‐３０ 更新 食肉処理業
堺食衛第20011018号 ドトールコーヒー　ベルランド総合病院店中区東山５００‐３ 072-236-5220 令和2年8月6日 令和2年9月1日 令和8年8月31日 株式会社グリーンライフ 大阪府和泉市府中町８丁目３‐１３ 更新 飲食店営業
堺食衛第20011010号 島之内フジマル醸造所キッチンカー 堺市内一円 令和2年8月6日 令和2年8月6日 令和7年8月31日 株式会社パピーユ 大阪府大阪市中央区島之内１－１－１４ 新規 飲食店営業（自動車）
堺食衛第20011028号 株式会社サンプラザ金岡店 北区金岡町７０４‐２ 072-257-0592 令和2年8月27日 令和2年8月27日 令和8年8月31日 株式会社サンプラザ 大阪府羽曳野市誉田３丁目３‐１５ 新規 飲食店営業
堺食衛第20011027号 肉処　むすび 北区長曽根町７３４‐４ 072-250-1429 令和2年8月18日 令和2年8月18日 令和8年8月31日 株式会社ＪＯＹＭＡＫＥ 堺市美原区小平尾１６ 新規 飲食店営業
堺食衛第20011050号 ファミリーマートベルランド総合病院店 中区東山５００‐３ ベルランド総合病院内072-236-5230 令和2年8月7日 令和2年9月1日 令和8年8月31日 株式会社グリーンライフ 大阪府和泉市府中町８丁目３‐１３ 更新 飲食店営業
堺食衛第20011039号 イズミヤ株式会社　原山台店 南区原山台５丁９‐８ 072-296-3388 令和2年8月7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 大阪市西成区花園南１丁目４－４ 更新 飲食店営業
堺食衛第20011032号 株式会社万代　堺大庭寺店 南区小代６４７ 072-294-5020 令和2年9月7日 令和2年9月7日 令和8年9月30日 株式会社万代 大阪市生野区小路東３－１０－１３ 新規 飲食店営業
堺食衛第20011033号 株式会社万代　堺大庭寺店 南区小代６４７ 072-294-5020 令和2年9月7日 令和2年9月7日 令和8年9月30日 株式会社万代 大阪市生野区小路東３－１０－１３ 新規 菓子製造業
堺食衛第20011034号 株式会社万代　堺大庭寺店 南区小代６４７ 072-294-5020 令和2年9月7日 令和2年9月7日 令和8年9月30日 株式会社万代 大阪市生野区小路東３－１０－１３ 新規 菓子製造業
堺食衛第20011036号 株式会社万代　堺大庭寺店 南区小代６４７ 072-294-5020 令和2年9月7日 令和2年9月7日 令和8年9月30日 株式会社万代 大阪市生野区小路東３－１０－１３ 新規 食肉販売業
堺食衛第20011037号 株式会社万代　堺大庭寺店 南区小代６４７ 072-294-5020 令和2年9月7日 令和2年9月7日 令和8年9月30日 株式会社万代 大阪市生野区小路東３－１０－１３ 新規 魚介類販売業
堺食衛第20011030号 炭火焼肉たむら 堺市内一円 令和2年8月7日 令和2年8月7日 令和7年8月31日 株式会社ＴＫＦ 大阪府大阪市城東区中央１－８－３０ 503 新規 飲食店営業（露店）
堺食衛第20011057号 有限会社泉忠老舗 堺区寺地町東３丁２‐２３ 072-232-3160 令和2年8月11日 令和2年9月1日 令和8年8月31日 有限会社泉忠老舗 堺市堺区寺地町東３丁２‐２３ 更新 菓子製造業
堺食衛第20011062号 有限会社古谷商店 中区深井北町４‐３ 令和2年8月13日 令和2年9月1日 令和8年8月31日 有限会社古谷商店 堺市中区深井北町４－３ 更新 麺類製造業
堺食衛第20011065号 横濱家系ラーメン神山 堺区中瓦町１丁３‐６ 令和2年8月14日 令和2年8月14日 令和8年8月31日 株式会社神山 堺市堺区翁橋町１丁５‐２０ ファーストビル２号館１Ｆ 新規 飲食店営業
堺食衛第20011066号 アニメイトカフェ　キッチンカー 堺市内一円 令和2年8月14日 令和2年8月14日 令和7年8月31日 株式会社アニメイトカフェ 東京都豊島区東池袋３丁目２－１ 新規 喫茶店営業（自動車）
堺食衛第20011067号 オレンジドリーム号　ｋｅｉ 堺市内一円 令和2年8月14日 令和2年8月14日 令和7年8月31日 東京都中央区日本橋箱崎町３６－２ 新規 飲食店営業（自動車）
堺食衛第20011068号 木曽路　宿院店 堺区寺地町西１丁１‐５ 072-228-5001 令和2年8月18日 令和2年8月18日 令和8年8月31日 株式会社木曽路 愛知県名古屋市昭和区白金３丁目１８－１３ 新規 魚介類販売業
堺食衛第20011072号 株式会社エスアイ食品 北区百舌鳥陵南町３丁１９７ 072-281-2929 令和2年8月27日 令和2年8月27日 令和8年8月31日 株式会社エスアイ食品 堺市北区百舌鳥陵南町３丁１９７ 新規 食肉処理業
堺食衛第20011071号 こども園うえの 中区上之４１０‐１ 令和2年8月18日 令和2年8月18日 令和8年8月31日 株式会社マルワ 大阪府東大阪市新家３丁目９番３１号 新規 飲食店営業
堺食衛第20011069号 木曽路　堺店 中区深井北町５５７‐３ 072-281-3009 令和2年8月18日 令和2年8月18日 令和8年8月31日 株式会社木曽路 愛知県名古屋市昭和区白金３丁目１８‐１３ 新規 魚介類販売業
堺食衛第20011076号 ローソン堺旭ヶ丘南町店 堺区旭ヶ丘南町１丁１３ 072-245-7883 令和2年8月18日 令和2年9月1日 令和8年8月31日 有限会社ラックフォレスト 堺市堺区大仙中町９‐１８ 406 更新 飲食店営業
堺食衛第20011080号 浜寺太陽幼稚園 西区浜寺石津町東５丁８‐２５ 令和2年8月18日 令和2年8月18日 令和8年8月31日 一冨士フードサービス株式会社 大阪府大阪市北区梅田３丁目３－２０ 新規 飲食店営業
堺食衛第20011089号 マクドナルド大仙店 堺区大仙西町６丁１８４‐３ 072-280-0747 令和2年8月19日 令和2年9月1日 令和8年8月31日 有限会社サクセスフーズ 大阪府大阪市住之江区新北島３丁目８‐１２ 更新 飲食店営業
堺食衛第20011087号 ミートタマ 西区浜寺船尾町東３丁４１８ 令和2年8月19日 令和2年9月1日 令和8年8月31日 株式会社ミートタマ 堺市西区浜寺船尾町東３丁４１８ 更新 食肉処理業
堺食衛第20011092号 ウゴキマスミス 堺市内一円 令和2年8月19日 令和2年8月19日 令和7年8月31日 株式会社スミス 大阪市北区浪花町６－２ １Ｆ 新規 飲食店営業（自動車）
堺食衛第20011095号 Ｋ＆Ｃ　ｋｉｔｃｈｅｎ 堺市内一円 令和2年8月19日 令和2年8月19日 令和7年8月31日 株式会社博報社 大阪市平野区喜連西４‐６‐６９ 新規 飲食店営業（自動車）
堺食衛第20011097号 オンリーワン　ウエディング　サンパレス（１階厨房）中区深井水池町３２３８ 072-278-2211 令和2年8月20日 令和2年9月1日 令和8年8月31日 株式会社セルビス 堺市堺区市之町東５丁２‐７ 更新 そうざい製造業
堺食衛第20011098号 みわ 南区原山台２丁５ （原山公園内　便利施設） 令和2年8月26日 令和2年8月26日 令和8年8月31日 株式会社Ｓａｎｓｅｉ　Ｃｏｒｐｏｒａｔｉｏｎ 堺市北区金岡町１５９２‐１０１ 新規 飲食店営業
堺食衛第20011100号 鶏笑　堺東店 堺区市之町東５丁２‐１４ 072-247-8639 令和2年9月2日 令和2年9月2日 令和8年9月30日 株式会社実栄 大阪府大阪市中央区南船場２－５－１３ 新規 飲食店営業
堺食衛第20011115号 三宝荘 堺区甲斐町西１丁２‐３３ 072-232-5668 令和2年9月1日 令和2年9月1日 令和8年8月31日 株式会社グリーン観光ホールディングス 東京都中央区築地３－１４－５ 新規 飲食店営業
堺食衛第20011121号 永田商店 北区長曽根町４０８－１ 関西ビル１階北側 令和3年5月25日 令和3年5月25日 令和9年5月31日 さきわい工房株式会社 堺市北区長曽根町４０８‐１ 関西ビル１階北側 新規 食肉販売業



堺食衛第20011120号 焼肉１１２９ 中区大野芝町５９５‐２ 令和2年8月28日 令和2年8月28日 令和8年8月31日 株式会社松屋 大阪府藤井寺市恵美坂１丁目１３‐２９ 新規 食肉販売業
堺食衛第20011144号 株式会社鮒芳 堺区香ヶ丘町１丁９‐２８ 072-227-8481 令和2年8月26日 令和2年9月1日 令和8年8月31日 株式会社鮒芳 堺市堺区香ヶ丘町１丁９‐２８ 更新 飲食店営業
堺食衛第20011147号 株式会社新潟屋 堺区出島町５丁４‐１３ 令和2年8月26日 令和2年10月1日 令和8年9月30日 株式会社新潟屋 堺市堺区出島町５丁４‐１３ 更新 飲食店営業
堺食衛第20011148号 株式会社新潟屋 堺区出島町５丁４‐１３ 令和2年8月26日 令和2年10月1日 令和8年9月30日 株式会社新潟屋 堺市堺区出島町５丁４‐１３ 更新 菓子製造業
堺食衛第20011137号 マルトクラーメン 西区浜寺石津町西２丁９‐１１石津山大ビル１Ｆ 072-283-5995 令和2年8月26日 令和2年9月1日 令和8年8月31日 株式会社ｏｆｆｉｃｅ７５ 堺市東区白鷺町１丁９‐１６ 更新 飲食店営業
堺食衛第20011142号 堺市立東百舌鳥小学校 中区土塔町１３９ 令和2年8月26日 令和2年9月1日 令和8年8月31日 日本国民食株式会社 東京都中央区日本橋堀留町２丁目４‐３ 更新 飲食店営業
堺食衛第20011157号 マクドナルド堺一条店 堺区一条通１４‐１５ ２Ｆ 072-222-1707 令和2年8月27日 令和2年9月1日 令和8年8月31日 有限会社サクセスフーズ 大阪府大阪市住之江区新北島３丁目８‐１２ 更新 飲食店営業
堺食衛第20011159号 マクドナルド堺一条店 堺区一条通１４‐１５ ２Ｆ 072-222-1707 令和2年8月27日 令和2年9月1日 令和8年8月31日 有限会社サクセスフーズ 大阪府大阪市住之江区新北島３丁目８‐１２ 更新 アイスクリーム類製造業
堺食衛第20011150号 ＲＯＵＴＥ２６ 堺区戎島町５丁３ 072-222-3130 令和2年9月14日 令和2年9月14日 令和8年9月30日 株式会社サウスポイント 堺市堺区戎島町５丁１１ 新規 飲食店営業
堺食衛第20011151号 カフェ　ケセラセラ 堺区戎島町５丁１１ 072-222-3130 令和2年9月14日 令和2年9月14日 令和8年9月30日 株式会社サウスポイント 堺市堺区戎島町５丁１１ 新規 飲食店営業
堺食衛第20011169号 マクドナルド堺石津店 西区浜寺石津町西２丁７‐１ 072-244-6808 令和2年8月27日 令和2年9月1日 令和8年8月31日 日本マクドナルド株式会社 東京都新宿区西新宿６丁目５番１号 更新 飲食店営業
堺食衛第20011170号 マクドナルド堺石津店 西区浜寺石津町西２丁７‐１ 072-244-6808 令和2年8月27日 令和2年9月1日 令和8年8月31日 日本マクドナルド株式会社 東京都新宿区西新宿６丁目５番１号 更新 アイスクリーム類製造業
堺食衛第20011158号 ファインガーデン　泉北店 西区太平寺７４０‐１ 他１０筆 072-296-0333 令和2年8月27日 令和2年9月1日 令和8年8月31日 有限会社カラフル 大阪府大阪市天王寺区上汐３丁目３‐２ 更新 飲食店営業
堺食衛第20011160号 マルトクラーメン 東区白鷺町１丁９‐１６ 072-254-0109 令和2年8月27日 令和2年9月1日 令和8年8月31日 株式会社ｏｆｆｉｃｅ７５ 堺市東区白鷺町１丁９‐１６ 更新 飲食店営業
堺食衛第20011166号 ＰＩＳＯＬＡ堺泉北店 南区豊田１０６６‐１ 072-349-8540 令和2年8月27日 令和2年9月1日 令和8年8月31日 株式会社ピソラ 滋賀県草津市東矢倉１－５－２ 更新 飲食店営業
堺食衛第20011167号 がんこ寿司パンジョ泉北店 南区茶山台１丁３‐１ 令和2年8月27日 令和2年10月1日 令和8年9月30日 がんこフードサービス株式会社 大阪府大阪市淀川区新北野１丁目２‐１３ 更新 飲食店営業
堺食衛第20011174号 さいせいデイサービスセンター鳳 西区鳳南町５丁７１０‐１ 072-260-2231 令和2年9月8日 令和2年9月8日 令和8年9月30日 株式会社ジェイエムエフ 大阪府大阪市阿倍野区阪南町５－５－１８ 新規 飲食店営業
堺食衛第20011178号 株式会社サンプラザ北野田店（おはぎ）東区北野田１０８４ ベルヒル北野田１３２072-239-4741 令和2年8月28日 令和2年9月1日 令和8年8月31日 株式会社サンプラザ 大阪府羽曳野市誉田３丁目３‐１５ 更新 菓子製造業
堺食衛第20011188号 高麗ガーデン 中区福田１３９５‐１ 072-237-2111 令和2年8月31日 令和2年10月1日 令和8年9月30日 有限会社コーライ 堺市中区堀上町１７３‐１ １０２号 更新 飲食店営業
堺食衛第20011183号 社会福祉法人コスモス　せんぼく障害者作業所南区檜尾１３８２‐６ 令和2年9月4日 令和2年9月4日 令和8年9月30日 社会福祉法人コスモス 堺市東区野尻町８‐４ 新規 そうざい製造業
堺食衛第20011219号 Ｇｅｌａｔｅｒｉａ　Ｒ 堺区御陵通５‐１４ 080-1170-1313 令和2年12月11日 令和2年12月11日 令和8年12月28日 株式会社ＳＴＡＧＥ 堺市北区百舌鳥西之町３丁５８５‐６ 新規 飲食店営業
堺食衛第20011220号 Ｇｅｌａｔｅｒｉａ　Ｒ 堺区御陵通５‐１４ 080-1170-1313 令和2年12月11日 令和2年12月11日 令和8年12月28日 株式会社ＳＴＡＧＥ 堺市北区百舌鳥西之町３丁５８５‐６ 新規 菓子製造業
堺食衛第20011221号 Ｇｅｌａｔｅｒｉａ　Ｒ 堺区御陵通５‐１４ 080-1170-1313 令和2年12月11日 令和2年12月11日 令和8年12月28日 株式会社ＳＴＡＧＥ 堺市北区百舌鳥西之町３丁５８５‐６ 新規 アイスクリーム類製造業
堺食衛第20011218号 てこや　白鷺駅前店 東区白鷺町１丁１‐２ 072-253-8888 令和2年9月2日 令和2年10月1日 令和8年9月30日 ヴァリオ株式会社 大阪府大阪市天王寺区大道１丁目１２－１３ 更新 飲食店営業
堺食衛第20011225号 株式会社大金楼 西区鳳南町４丁３８２ 令和2年9月3日 令和2年10月1日 令和8年9月30日 株式会社大金楼 堺市西区鳳南町４丁３８２ 更新 飲食店営業
堺食衛第20011227号 ホテルアストンプラザ大阪堺 堺区大町東４丁２‐３０ 令和2年9月8日 令和2年9月8日 令和8年9月30日 株式会社京都プラザホテルズ 京都府京都市南区西九条蔵王町２８番地 新規 飲食店営業
堺食衛第20011233号 Ｓｔｒａｗｂｅｒｒｙ　Ｆｅｔｉｓｈ 北区東浅香山町４丁１‐１２ ３Ｆ 072-247-9776 令和2年9月17日 令和2年9月17日 令和8年9月30日 ＧＯＯＤ　ＩＤＥＡ　ＣＯＭＰＡＮＹ株式会社 奈良県北葛城郡広陵町馬見北４－６－７ 新規 飲食店営業
堺食衛第20011228号 特別養護老人ホーム　グリーンハウス　内厨房北区百舌鳥本町３丁４３０ 令和2年9月7日 令和2年10月1日 令和8年9月30日 富士産業株式会社 東京都港区新橋５丁目３２‐７ 更新 飲食店営業
堺食衛第20011230号 デイリーヤマザキ深井駅前 中区深井沢町３２９２ 072-277-2130 令和2年10月1日 令和2年10月1日 令和8年9月30日 山崎製パン株式会社 東京都千代田区岩本町３－１０－１ 新規 飲食店営業
堺食衛第20011234号 ４７６４６事業所 南区三原台１丁２‐３ 令和2年9月16日 令和2年9月16日 令和8年9月30日 一冨士フードサービス株式会社 大阪府大阪市北区梅田３－３－２０ 新規 飲食店営業
堺食衛第20011240号 スマイルキッチン　グッドサン 堺市内一円 令和2年9月8日 令和2年9月8日 令和7年9月30日 株式会社ストリートフードメイカーズ 大阪府守口市文園町７－１１ 新規 飲食店営業（自動車）
堺食衛第20011252号 ＫＯＢＯ　Ｂｒｅｗｅｒｙ 堺市内一円 令和2年10月30日 令和2年10月30日 令和7年10月31日 特定非営利活動法人関西堺・チェコ国際交流協会 堺市西区鳳北町１０丁６０ 新規 飲食店営業（露店）
堺食衛第20011253号 チェコ料理 堺市内一円 令和2年10月30日 令和2年10月30日 令和7年10月31日 特定非営利活動法人関西堺・チェコ国際交流協会 堺市西区鳳北町１０丁６０ 新規 飲食店営業（露店）
堺食衛第20011254号 ピーアンドエム　チェコ 堺市内一円 令和2年10月30日 令和2年10月30日 令和7年10月31日 特定非営利活動法人関西堺・チェコ国際交流協会 堺市西区鳳北町１０丁６０ 新規 飲食店営業（露店）
堺食衛第20011256号 株式会社髙島屋堺店　まるたけ阪本厨房堺区三国ヶ丘御幸通５９ 072-238-1101 令和2年9月10日 令和2年10月1日 令和8年9月30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 更新 食肉販売業
堺食衛第20011257号 株式会社髙島屋堺店　鮮魚売場 堺区三国ヶ丘御幸通５９ 072-238-1101 令和2年9月10日 令和2年10月1日 令和8年9月30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 更新 魚介類販売業
堺食衛第20011272号 石窯やき芋　きょうもいも 北区東浅香山町４丁１‐１２ イオンモール堺北花田３Ｆ 令和2年9月24日 令和2年9月24日 令和8年9月30日 株式会社ｈ，ａ，ｓ 大阪府大阪市都島区友渕町２－８－３１ 新規 飲食店営業
堺食衛第20011271号 ヴィディヤカフェ堺市駅前店 北区北長尾町１丁７‐８ せんぼくビル１階 令和2年9月17日 令和2年9月17日 令和8年9月30日 株式会社三ツ島コーヒー 大阪府門真市舟田町１１番６－２号 新規 飲食店営業
堺食衛第20011266号 うどん土佐屋　深井店 中区深井清水町４０２２‐１ 072-247-8722 令和2年9月11日 令和2年9月11日 令和8年9月30日 株式会社うっさんうむさん 堺市南区深阪南１１７ 新規 食肉販売業
堺食衛第20011265号 うどん土佐屋　本店 南区深阪南１１７ 072-235-1038 令和2年9月11日 令和2年9月11日 令和8年9月30日 株式会社うっさんうむさん 堺市南区深阪南１１７ 新規 食肉販売業
堺食衛第20011276号 かに道楽堺店 堺区中瓦町１丁１‐１ 令和2年9月14日 令和2年10月1日 令和8年9月30日 株式会社大阪かに道楽 大阪市中央区西心斎橋２丁目９－１６ 更新 飲食店営業
堺食衛第20011290号 ファミリーマート堺山本町店 堺区山本町２丁５９ 072-225-5070 令和2年9月25日 令和2年9月25日 令和8年9月30日 株式会社ファミリーマート 東京都港区芝浦３丁目１－２１ 新規 飲食店営業 コンビニエンスストア
堺食衛第20011291号 ファミリーマート堺山本町店 堺区山本町２丁５９ 072-225-5070 令和2年9月25日 令和2年9月25日 令和8年9月30日 株式会社ファミリーマート 東京都港区芝浦３丁目１－２１ 新規 菓子製造業
堺食衛第20011286号 零 中区深井沢町３１９６ 令和2年9月16日 令和2年9月16日 令和8年9月30日 株式会社ＳＬＯＷ　ＬＩＦＥ 堺市南区赤坂台６丁１４‐７ 301 新規 飲食店営業
堺食衛第20011287号 ｄｉｎｉｎｇ　ｃａｆｅ　ＳＱＵＡＲＥ 南区深阪南２６８６ 072-350-5577 令和2年9月28日 令和2年9月28日 令和8年9月30日 泉北スクエア株式会社 堺市南区深阪南２６８６ 新規 飲食店営業
堺食衛第20011288号 ｄｉｎｉｎｇ　ｃａｆｅ　ＳＱＵＡＲＥ 南区深阪南２６８６ 072-350-5577 令和2年9月28日 令和2年9月28日 令和8年9月30日 泉北スクエア株式会社 堺市南区深阪南２６８６ 新規 菓子製造業
堺食衛第20011285号 殿さま蓮根株式会社 堺市内一円 令和2年9月15日 令和2年9月15日 令和7年9月30日 殿さま蓮根株式会社 熊本県熊本市西区田崎町３８０－９ 新規 飲食店営業（露店）
堺食衛第20011289号 ｄｉｎｉｎｇ　ｃａｆｅ　ＳＱＵＡＲＥ 堺市内一円 令和2年9月28日 令和2年9月28日 令和7年9月30日 泉北スクエア株式会社 堺市南区深阪南２６８６ 新規 飲食店営業（露店）
堺食衛第20011296号 炭火焼肉　いっちゃん 堺区石津町３丁７‐９ 072-367-4667 令和2年9月24日 令和2年9月24日 令和8年9月30日 株式会社志関倖 堺市堺区石津町３丁７‐９ 新規 飲食店営業
堺食衛第20011300号 桜ＣＯＦＦＥＥＬＡＢＯ，Ｂａｋｅｒｙ，ＣＨＯＣＯＬＡＴＥ南区豊田９８２‐２ 令和2年9月28日 令和2年9月28日 令和8年9月30日 株式会社桜珈琲 堺市南区豊田９８２‐１ 新規 菓子製造業
堺食衛第20011301号 桜ＣＯＦＦＥＥＬＡＢＯ，Ｂａｋｅｒｙ，ＣＨＯＣＯＬＡＴＥ南区豊田９８２‐２ 令和2年9月28日 令和2年9月28日 令和8年9月30日 株式会社桜珈琲 堺市南区豊田９８２‐１ 新規 喫茶店営業
堺食衛第20011304号 ローソンストア１００　堺北三国ヶ丘店 堺区北三国ヶ丘町５丁４‐１５ 072-282-7099 令和2年9月25日 令和2年9月25日 令和8年9月30日 株式会社ローソンストア１００ 神奈川県川崎市幸区大宮町１３１０番 新規 飲食店営業
堺食衛第20011309号 シャトレーゼ堺大庭寺店 南区大庭寺８７１‐１ 072-296-6080 令和2年10月28日 令和2年10月28日 令和8年10月31日 株式会社山本酒店 堺市南区大庭寺８７２‐５ 新規 菓子製造業
堺食衛第20011319号 サービス付高齢者向け住宅　ポポラーレ堺区北庄町１丁６‐２２ 令和2年10月19日 令和2年10月19日 令和8年10月31日 株式会社ゲイト 大阪府摂津市千里丘２丁目４－２６ 新規 飲食店営業
堺食衛第20011312号 ホテル　アン・ブレイン 堺区向陵中町１丁１‐１７ 072-251-1100 令和2年9月23日 令和2年11月1日 令和8年10月31日 ケイファミリー株式会社 堺市堺区向陵中町１丁１‐１７ 更新 飲食店営業
堺食衛第20011318号 ニュータナカヤ 堺区栄橋町１丁６‐５ 072-233-7766 令和2年9月25日 令和2年9月25日 令和8年9月30日 株式会社Ｆｏｏｍａｎ　ＬＡＢ 福岡県筑紫野市二日市中央６－３－７ 坂田ビル３Ｆ 新規 飲食店営業
堺食衛第20011316号 ｐａｔｉｓｓｅｒｉｅ　Ｅｉｆｆｅｌ 中区深井清水町３９６９ 072-277-8100 令和2年9月28日 令和2年9月28日 令和8年9月30日 株式会社ひばり 堺市中区深井清水町３９８０ 新規 飲食店営業
堺食衛第20011313号 田仲北野田病院 東区北野田７０７ 令和2年9月23日 令和2年10月1日 令和8年9月30日 医療法人紀陽会 堺市東区北野田７０７ 更新 飲食店営業
堺食衛第20011324号 イズミヤ株式会社阪和堺店 堺区田出井町１‐１ 100 072-229-2323 令和2年9月24日 令和2年10月1日 令和8年9月30日 イズミヤ株式会社 大阪市西成区花園南１丁目４‐４ 更新 飲食店営業
堺食衛第20011325号 イズミヤ株式会社阪和堺店 堺区田出井町１‐１ 100 072-229-2323 令和2年9月24日 令和2年10月1日 令和8年9月30日 イズミヤ株式会社 大阪市西成区花園南１丁目４‐４ 更新 菓子製造業
堺食衛第20011331号 セブン‐イレブン堺中百舌鳥駅南口店 北区中百舌鳥町５丁１６ 令和2年9月30日 令和2年9月30日 令和8年9月30日 有限会社市場谷 堺市北区中百舌鳥町５丁１６ 新規 飲食店営業
堺食衛第20011323号 マクドナルド堺黒土店 北区黒土町３００２‐２０ 072-256-0051 令和2年9月24日 令和2年10月1日 令和8年9月30日 有限会社吉川商事 堺市北区新金岡町５丁３‐１０１‐２０１ 更新 飲食店営業
堺食衛第20011330号 鶴もつ 北区百舌鳥梅町３丁９‐９ 令和2年10月1日 令和2年10月1日 令和8年9月30日 株式会社ＨＩＲＯ・ＤＩＮＩＮＧ 堺市北区百舌鳥梅町３丁９‐９ 新規 飲食店営業
堺食衛第20011326号 ミートタマ 西区浜寺船尾町東３丁４１８ 令和2年9月24日 令和2年10月1日 令和8年9月30日 株式会社ミートタマ 堺市西区浜寺船尾町東３丁４１８ 更新 食肉販売業
堺食衛第20011327号 日鉄テックスエンジ株式会社堺寮 中区東八田３５５‐１ 令和2年9月24日 令和2年10月1日 令和8年9月30日 株式会社リエイ 千葉県浦安市入船１丁目５‐２ ＮＢＦ新浦安タワー１４Ｆ 更新 飲食店営業
堺食衛第20011348号 韓国屋台料理　とらじ 堺区中瓦町１丁３‐２３ スイスレジャービル　１Ｆ 令和2年9月30日 令和2年9月30日 令和8年9月30日 株式会社三栄コーポレーション 大阪府河内長野市千代田南町１番３０号 新規 飲食店営業
堺食衛第20011347号 魚べい　堺鳳店 堺区神石市之町９‐４０ 072-275-4961 令和2年10月14日 令和2年10月14日 令和8年10月31日 元気寿司株式会社 栃木県宇都宮市大通り２丁目１番５号 新規 飲食店営業
堺食衛第20011342号 ニューヤマザキディリーストアー堺草尾店東区草尾６０２‐２ 072-230-0775 令和2年9月25日 令和2年10月1日 令和8年9月30日 株式会社スプリット 大阪府東大阪市渋川町３丁目９‐２５ 更新 飲食店営業
堺食衛第20011343号 ニューヤマザキディリーストアー堺草尾店東区草尾６０２‐２ 072-230-0775 令和2年9月25日 令和2年10月1日 令和8年9月30日 株式会社スプリット 大阪府東大阪市渋川町３丁目９‐２５ 更新 菓子製造業
堺食衛第20011349号 株式会社万代　御池台店 南区御池台２丁１２‐５ 072-298-5713 令和2年10月14日 令和2年10月14日 令和8年10月31日 株式会社万代 大阪市生野区小路東３丁目１０‐１３ 新規 菓子製造業
堺食衛第20011351号 アンスリー堺プラットプラット店 堺区戎島町３丁２２‐１ 072-225-0278 令和2年9月28日 令和2年10月1日 令和8年9月30日 南海フードシステム株式会社 大阪府大阪市中央区難波５丁目１番６０号 更新 飲食店営業
堺食衛第20011362号 Ｓｔａｎｄｉｎｇ　ｂａｒ＆Ｅｖｅｎｔ　ｂａｓｅ＋ 西区鳳南町２丁１０１‐１３ 072-350-5833 令和2年10月6日 令和2年10月6日 令和8年10月31日 赤坂株式会社 堺市西区鳳東町７丁７３３ おおとりウイングス１Ｆ 新規 飲食店営業
堺食衛第20011363号 河童ラーメン本舗 堺市内一円 令和2年9月28日 令和2年9月28日 令和7年9月30日 株式会社河童ヌードル 大阪府箕面市萱野５丁目１２番１号 新規 飲食店営業（自動車）
堺食衛第20011373号 麺や鶏次と貝次 北区中百舌鳥町５丁７９６‐２ 072-245-9790 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ＫＥＩＪＩ　ＰＲＯＪＥＣＴ 堺市北区中百舌鳥町５丁７９６‐２ 新規 そうざい製造業
堺食衛第20011380号 ファミリーマート京屋東山店 中区東山５６５‐１ 072-230-0455 令和2年9月30日 令和2年10月1日 令和8年9月30日 京屋商事株式会社 堺市西区浜寺諏訪森町東３丁２６７‐１３ 更新 飲食店営業
堺食衛第20011412号 和伸工業株式会社　社員食堂 美原区多治井８４１ 令和2年10月1日 令和2年10月1日 令和8年9月30日 株式会社アップケイズ 大阪府東大阪市御厨栄町２丁目１２‐２１ 新規 飲食店営業
堺食衛第20011397号 スイーツラボアンヌプリ 堺市内一円 令和2年10月1日 令和2年10月1日 令和7年9月30日 株式会社ｎｅｘｔ　ｉｎｎｏｖａｔｉｏｎ 大阪府大東市灰塚５－１－４５ ＢＵＩＬＤよしかわ１階 新規 菓子製造業（露店）
堺食衛第20011401号 ＢＬＵＥＳＭＯＢＩＬＥ５２９ 堺市内一円 令和2年10月1日 令和2年10月1日 令和7年9月30日 株式会社ブルースモービル 東京都港区西麻布１－７－９ 綿工連西麻布ビル１階 新規 飲食店営業（自動車）
堺食衛第20011410号 バーガーズカフェグリルフクヨシ堺北店 北区中長尾町２丁５‐１６ 072-260-4945 令和2年10月13日 令和2年10月13日 令和8年10月31日 株式会社セオリア 大阪府大阪市淀川区西中島５丁目８番２９号 新規 飲食店営業
堺食衛第20011406号 真鯛研究所 西区浜寺石津町西４丁１‐１ 令和2年10月5日 令和2年10月5日 令和8年10月31日 株式会社夢志堂 堺市西区上野芝町８丁２２‐５‐３ 新規 飲食店営業
堺食衛第20011405号 ラウンジ蘭　Ｒａｎ 中区深井沢町３１３８ エルモーソデ昌栄２０３号 令和2年10月7日 令和2年10月7日 令和8年10月31日 株式会社リレイション 堺市中区深井清水町３５４９ 新規 飲食店営業
堺食衛第20011407号 堺泉北住宅博　堺　広場（ＣＣＷ受託） 中区東八田２７５‐１ 令和2年10月2日 令和2年11月1日 令和7年10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 更新 喫茶店営業（自動販売機）
堺食衛第20011417号 肉処　むすび 北区長曽根町７３４‐４ 072-250-1429 令和2年10月20日 令和2年10月20日 令和8年10月31日 株式会社ＪＯＹＭＡＫＥ 堺市美原区小平尾１６ 新規 食肉販売業
堺食衛第20011422号 Ｖ．Ｉ．Ｐ 堺区南花田口町１丁３‐１３ ジョイント２ビル３階３０６号室 令和2年10月15日 令和2年10月15日 令和8年10月31日 ＭＡＴＳＵＳＨＯＵ株式会社 堺市堺区南花田口町１丁３‐１３ 新規 飲食店営業
堺食衛第20011420号 じゅうじゅうカルビ中百舌鳥店 北区長曽根町３０４７‐１ 令和2年10月13日 令和2年10月13日 令和8年10月31日 株式会社トマトアンドアソシエイツ 兵庫県西宮市山口町阪神流通センター１－２ 新規 食肉販売業
堺食衛第20011423号 ポプラ堺浜寺船尾町店 西区浜寺船尾町東２丁１８０ 072-265-0778 令和2年11月13日 令和2年11月13日 令和8年11月30日 株式会社楽園 堺市西区浜寺船尾町東２丁１８０ 新規 飲食店営業
堺食衛第20011421号 じゅうじゅうカルビ　美原店 美原区黒山３９２‐１ 令和2年10月13日 令和2年10月13日 令和8年10月31日 株式会社トマトアンドアソシエイツ 兵庫県西宮市山口町 阪神流通センター１－２ 新規 食肉販売業
堺食衛第20011418号 志乃家 美原区今井８９‐１ 072-361-2646 令和2年10月6日 令和2年11月1日 令和8年10月31日 有限会社志乃家 堺市美原区今井８９‐１ 更新 飲食店営業
堺食衛第20011430号 ＺＩＯＮ　ＬＯＵＮＧＥ 堺区戎之町東１丁１‐２５ ロイヤルコート７番館１階１０１号室 令和2年10月30日 令和2年10月30日 令和8年10月31日 株式会社Ｋ’ｓ 堺市堺区戎之町東１丁１‐２５ 新規 飲食店営業
堺食衛第20011426号 割烹　十仁角 堺区市之町東１丁１‐２６ 072-223-5657 令和2年10月7日 令和2年11月1日 令和8年10月31日 有限会社十仁角 堺市堺区七道東町１８２‐３ ファミール堺２０２号 更新 飲食店営業
堺食衛第20011529号 ファインフーズ株式会社 西区鳳北町９丁６ 072-264-7790 令和2年10月7日 令和2年11月1日 令和8年10月31日 ファインフーズ株式会社 堺市西区鳳北町９丁６ 更新 乳製品製造業
堺食衛第20011428号 槇塚幼稚園給食室 南区槇塚台１丁９ 令和2年10月26日 令和2年10月26日 令和8年10月31日 有限会社関西幼稚園給食 大阪府寝屋川市点野５－４－３ 新規 飲食店営業
堺食衛第20011431号 株式会社ダイエーおおとり店 西区鳳東町７丁７３３ 072-275-1147 令和2年10月8日 令和2年11月1日 令和8年10月31日 株式会社ダイエー 神戸市中央区港島中町４丁目１‐１ 更新 魚介類販売業
堺食衛第20011443号 大阪糖菓株式会社 堺区南島町４丁１４８‐１２ 072-282-2790 令和2年10月9日 令和2年11月1日 令和8年10月31日 大阪糖菓株式会社 大阪府八尾市若林町２丁目８８ 更新 菓子製造業
堺食衛第20011448号 なご海 堺区栄橋町１丁１‐５ １Ｆ 令和2年10月15日 令和2年10月15日 令和8年10月31日 株式会社Ｂ・Ｐ・Ｆ 堺市堺区東湊町１丁７３ 新規 魚介類販売業
堺食衛第20011449号 なご海 堺区栄橋町１丁１‐５ １Ｆ 令和2年10月15日 令和2年10月15日 令和8年10月31日 株式会社Ｂ・Ｐ・Ｆ 堺市堺区東湊町１丁７３ 新規 食肉販売業
堺食衛第20011442号 ＫＡＳＵＹＡ和泉店 堺市内一円 令和2年10月9日 令和2年10月9日 令和7年10月31日 株式会社カーフィックス 大阪府大阪狭山市山本北１４２３－４ 新規 飲食店営業（自動車）
堺食衛第20011446号 移動販売スーパーマーケット　マキバ 堺市内一円 令和2年10月9日 令和2年10月9日 令和7年10月31日 株式会社ライフィット 和歌山県岩出市宮７１－１ パストラルビル１－Ｃ号室 新規 食肉販売業（自動車）
堺食衛第20011447号 移動販売スーパーマーケット　マキバ 堺市内一円 令和2年10月9日 令和2年10月9日 令和7年10月31日 株式会社ライフィット 和歌山県岩出市宮７１－１ パストラルビル１－Ｃ号室 新規 魚介類販売業（自動車）
堺食衛第20011458号 ライフデリ堺店 堺区香ヶ丘町１丁１０‐２８ 101 072-267-4347 令和2年10月14日 令和2年10月14日 令和8年10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
堺食衛第20011451号 かっぱ寿司堺向陵店 堺区向陵東町１丁１‐２５ 072-240-2071 令和2年10月12日 令和2年11月1日 令和8年10月31日 カッパ・クリエイト株式会社 神奈川県横浜市西区みなとみらい２丁目２‐１ ランドマークタワー１２階 更新 飲食店営業
堺食衛第20011453号 ファミリーメモリアル深井 中区東八田１５８‐１ 072-276-7221 令和2年10月20日 令和2年10月20日 令和8年10月31日 株式会社ファミリーメモリアル 堺市堺区市之町東５丁２‐７ 新規 飲食店営業
堺食衛第20011456号 泉北メモリアルホール 南区鴨谷台２丁３‐１ 072-299-8181 令和2年10月20日 令和2年10月20日 令和8年10月31日 株式会社セルビス 堺市堺区市之町東５丁２‐７ 新規 飲食店営業
堺食衛第20011460号 曽呂利 堺区宿屋町西１丁１‐１ 072-238-6504 令和2年10月13日 令和2年11月1日 令和8年10月31日 有限会社曽呂利 堺市堺区中之町東４丁１‐２６ 更新 菓子製造業
堺食衛第20011461号 曽呂利 堺区宿屋町西１丁１‐１ 072-238-6504 令和2年10月13日 令和2年11月1日 令和8年10月31日 有限会社曽呂利 堺市堺区中之町東４丁１‐２６ 更新 喫茶店営業
堺食衛第20011459号 ケイミュー株式会社堺工場食堂 堺区築港南町１０ 令和2年10月13日 令和2年11月1日 令和8年10月31日 株式会社東テスティパル 大阪府門真市殿島町６－１ 更新 飲食店営業
堺食衛第20011464号 鳥治食品株式会社 西区鳳東町７丁７３３ 072-275-0615 令和2年10月13日 令和2年11月1日 令和8年10月31日 鳥治食品株式会社 大阪府大阪市淀川区新北野２丁目６‐３０ 更新 飲食店営業
堺食衛第20011465号 鳥治食品株式会社 西区鳳東町７丁７３３ 072-275-0615 令和2年10月13日 令和2年11月1日 令和8年10月31日 鳥治食品株式会社 大阪府大阪市淀川区新北野２丁目６‐３０ 更新 食肉販売業
堺食衛第20011467号 南海グリルキッチンカー 堺市内一円 令和2年10月13日 令和2年10月13日 令和7年10月31日 株式会社南海グリル 堺市堺区車之町西２丁１‐３０ 新規 飲食店営業（自動車）
堺食衛第20011474号 しゃぶ葉　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４階072-240-5207 令和2年10月28日 令和2年10月28日 令和8年10月31日 株式会社すかいらーくレストランツ 東京都武蔵野市西久保１丁目２５－８ 新規 食肉販売業
堺食衛第20011473号 しゃぶ葉　堺上野芝店 西区上野芝町２丁７‐３ 072-281-0413 令和2年10月16日 令和2年10月16日 令和8年10月31日 株式会社すかいらーくレストランツ 東京都武蔵野市西久保１丁目２５‐８ 新規 食肉販売業
堺食衛第20011482号 スガキヤ　おおとり堺店 西区鳳東町７丁７３３ 令和2年10月15日 令和2年11月1日 令和8年10月31日 スガキコシステムズ株式会社 愛知県名古屋市中区丸の内１－１６－２ 更新 飲食店営業
堺食衛第20011480号 サーティワンアイスクリーム　深井ＲＳ店中区深井北町６３７‐２ 072-277-3931 令和2年10月15日 令和2年11月1日 令和8年10月31日 イッツ・コーポレーション株式会社 和歌山県和歌山市西汀丁５７ 更新 喫茶店営業
堺食衛第20011491号 焼肉特急美原駅 美原区平尾２９２‐１ 072-363-2917 令和2年11月19日 令和2年11月19日 令和8年11月30日 株式会社松屋 大阪府藤井寺市恵美坂１－１３－２９ 新規 飲食店営業
堺食衛第20011492号 焼肉特急美原駅 美原区平尾２９２‐１ 072-363-2917 令和2年11月19日 令和2年11月19日 令和8年11月30日 株式会社松屋 大阪府藤井寺市恵美坂１－１３－２９ 新規 食肉販売業
堺食衛第20011504号 食鮮館日之出屋 堺区南半町西２丁１‐１０ 072-232-5125 令和2年10月19日 令和2年11月1日 令和8年10月31日 株式会社日之出屋岩橋 堺市堺区南半町西１丁１‐１２ 更新 飲食店営業
堺食衛第20011505号 食鮮館日之出屋 堺区南半町西２丁１‐１０ 072-232-5125 令和2年10月19日 令和2年11月1日 令和8年10月31日 株式会社日之出屋岩橋 堺市堺区南半町西１丁１‐１２ 更新 食肉販売業
堺食衛第20011506号 食鮮館日之出屋 堺区南半町西２丁１‐１０ 072-232-5125 令和2年10月19日 令和2年11月1日 令和8年10月31日 株式会社日之出屋岩橋 堺市堺区南半町西１丁１‐１２ 更新 飲食店営業
堺食衛第20011507号 食鮮館日之出屋 堺区南半町西２丁１‐１０ 072-232-5125 令和2年10月19日 令和2年11月1日 令和8年10月31日 株式会社日之出屋岩橋 堺市堺区南半町西１丁１‐１２ 更新 魚介類販売業



堺食衛第20011509号 新緑浜寺船尾 西区浜寺船尾町東１丁１３３‐１ 令和2年10月19日 令和2年11月1日 令和8年10月31日 有限会社マルフクメディカルフーズ 大阪府門真市三ツ島６丁目２５‐２１ 更新 飲食店営業
堺食衛第20011513号 ガスト東百舌鳥店 中区新家町５８９‐３ 072-230-2012 令和2年10月19日 令和2年12月1日 令和8年11月30日 株式会社すかいらーくレストランツ 東京都武蔵野市西久保１丁目２５‐８ 更新 飲食店営業
堺食衛第20011502号 大村紙業 美原区木材通４丁目１１‐５ 令和2年10月19日 令和2年11月1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 東京都新宿区西新宿１丁目２４－１ 更新 喫茶店営業（自動販売機）
堺食衛第20011522号 ２２３事業所 堺区一条通２０‐５ 銀泉ビル内 令和2年10月20日 令和2年12月1日 令和8年11月30日 一冨士フードサービス株式会社 大阪府大阪市北区梅田三丁目３番２０号 ダイシンビル５Ｆ 更新 飲食店営業
堺食衛第20011525号 医療法人以和貴会　北条病院 北区百舌鳥陵南町１丁７７‐１ 072-277-1119 令和2年10月20日 令和2年12月1日 令和8年11月30日 医療法人以和貴会 堺市北区中村町４５０ 更新 飲食店営業
堺食衛第20011527号 きらく 西区鳳東町７丁７３３ おおとりウイングス１Ｆ072-273-1228 令和2年10月20日 令和2年11月1日 令和8年10月31日 株式会社きらく 大阪府富田林市旭ケ丘町５－１１ 更新 飲食店営業
堺食衛第20011526号 ペガサス保育園 西区鳳北町１０丁３１‐１ 令和2年10月20日 令和2年12月1日 令和8年11月30日 株式会社マルワ 大阪府東大阪市新家３丁目９‐３１ 更新 飲食店営業
堺食衛第20011524号 社会福祉法人コスモス　ふれあいの里かたくら　配食サービスコスモス南区片蔵１６５ 072-291-5679 令和2年10月20日 令和2年11月1日 令和8年10月31日 社会福祉法人コスモス 堺市東区野尻町８‐４ 更新 飲食店営業
堺食衛第20011535号 ひびの亭 北区中百舌鳥町５丁６５９‐１ 072-240-2909 令和2年10月21日 令和2年11月1日 令和8年10月31日 株式会社べらしおフード 堺市北区中百舌鳥町５丁３ 更新 飲食店営業
堺食衛第20011531号 ほっともっと堺南長尾店 北区南長尾町５丁４‐９ 072-240-0102 令和2年10月28日 令和2年10月28日 令和8年10月31日 株式会社エスカルゴ 兵庫県三田市天神２－２－１ ３０１号 新規 飲食店営業
堺食衛第20011532号 喫茶＆軽食　Ｋ．Ｋ 西区浜寺石津町東２丁３‐３４ 072-355-2602 令和2年10月22日 令和2年10月22日 令和8年10月31日 株式会社惠雲 堺市西区浜寺石津町東２丁４‐２４ 新規 飲食店営業
堺食衛第20011542号 桜珈琲　泉北店 南区豊田９５７‐３ 072-290-3900 令和2年10月22日 令和2年11月1日 令和8年10月31日 株式会社リオ・コーポレーション 堺市南区豊田９８２‐１ 更新 飲食店営業
堺食衛第20011543号 桜珈琲　泉北店 南区豊田９５７‐３ 072-290-3900 令和2年10月22日 令和2年11月1日 令和8年10月31日 株式会社リオ・コーポレーション 堺市南区豊田９８２‐１ 更新 菓子製造業
堺食衛第20011555号 ＣＡＦＥ　ＲＡＫＵＥＮ 西区浜寺船尾町東２丁１８０ ラクエンプラス店内 令和2年11月10日 令和2年11月10日 令和8年11月30日 株式会社レーヴ 大阪府岸和田市箕土路町２－１３－２４ 新規 飲食店営業
堺食衛第20011549号 大翔株式会社 西区草部５２４‐５ 072-273-0078 令和2年10月23日 令和2年11月1日 令和8年10月31日 大翔株式会社 堺市西区草部５２４‐５ 更新 魚介類販売業
堺食衛第20011550号 グルメシティ　深井駅前店 中区深井清水町３９９８ 072-278-7871 令和2年10月23日 令和2年12月1日 令和8年11月30日 株式会社ダイエー 兵庫県神戸市中央区港島中町４丁目１－１ 更新 飲食店営業
堺食衛第20011551号 グルメシティ　深井駅前店 中区深井清水町３９９８ 072-278-7871 令和2年10月23日 令和2年12月1日 令和8年11月30日 株式会社ダイエー 兵庫県神戸市中央区港島中町４丁目１－１ 更新 魚介類販売業
堺食衛第20011553号 グルメシティ　深井駅前店 中区深井清水町３９９８ 072-278-7871 令和2年10月23日 令和2年12月1日 令和8年11月30日 株式会社ダイエー 兵庫県神戸市中央区港島中町４丁目１－１ 更新 食肉販売業
堺食衛第20011556号 ＲＥＶＥ 堺市内一円 令和2年10月23日 令和2年10月23日 令和7年10月31日 株式会社レーヴ 大阪府岸和田市箕土路町２－１３－２４ 新規 飲食店営業（露店）
堺食衛第20011566号 医療法人杏和会　阪南病院 中区八田南之町２７７ 072-278-0381 令和2年10月26日 令和2年11月1日 令和8年10月31日 医療法人杏和会 堺市中区八田南之町２７７ 更新 飲食店営業
堺食衛第20011557号 スパ・リフレ 南区美木多上９０３‐６ 072-284-2626 令和2年10月26日 令和2年11月1日 令和8年10月31日 株式会社リフレ 堺市北区北花田町４丁８９‐３ 更新 飲食店営業
堺食衛第20011602号 ローソン　ＬＰ　堺北瓦町一丁店 堺区北瓦町１丁５‐１４ 令和2年10月28日 令和2年10月28日 令和8年10月31日 株式会社フィード 堺市南区赤坂台４丁２３‐６ 新規 飲食店営業
堺食衛第20011623号 株式会社高速オフセット　商業印刷センター堺区松屋大和川通３丁１３２ 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 東京都新宿区西新宿１丁目２４－１ 新規 喫茶店営業（自動販売機）
堺食衛第20011576号 マッハ車検　堺鉄砲町店 堺区三宝町４丁２４９ 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 東京都新宿区西新宿１丁目２４－１ 新規 喫茶店営業（自動販売機）
堺食衛第20011579号 オアシス　大浜北店 堺区大浜北町２丁１‐２７ 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 東京都新宿区西新宿１丁目２４－１ 新規 飲食店営業（自動販売機）
堺食衛第20011593号 みらい住宅流通株式会社 北区百舌鳥赤畑町１丁８‐４ 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 東京都新宿区西新宿１丁目２４－１ 新規 喫茶店営業（自動販売機）
堺食衛第20011586号 日立造船株式会社堺事業所 西区築港新町１丁５‐１ 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 東京都新宿区西新宿１丁目２４－１ 新規 喫茶店営業（自動販売機）
堺食衛第20011614号 株式会社クボタケミックス　組合 西区石津西町１４‐２ 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 東京都新宿区西新宿１丁目２４－１ 新規 喫茶店営業（自動販売機）
堺食衛第20011590号 コノミヤ　浜寺石津店 西区浜寺石津町東４丁５‐５１ 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 東京都新宿区西新宿１丁目２４－１ 新規 喫茶店営業（自動販売機）
堺食衛第20011601号 コノミヤ　中もず店 中区新家町１‐１９ 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 東京都新宿区西新宿１丁目２４－１ 新規 喫茶店営業（自動販売機）
堺食衛第20011615号 幸せの食卓 中区土師町１‐６‐１５ ヴィラレスポワール１Ｆ 令和2年10月28日 令和2年10月28日 令和8年10月31日 株式会社Ｍｅｄｉｃａｌ　Ｍｉｒａｉ 堺市南区三原台２丁７‐１ ４０３号 新規 飲食店営業
堺食衛第20011621号 ヤマトプロテック株式会社 美原区木材通２‐２‐３８ 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 東京都新宿区西新宿１丁目２４－１ 新規 喫茶店営業（自動販売機）
堺食衛第20011620号 コノミヤ　美原店 美原区南余部４４４‐１ 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 東京都新宿区西新宿１丁目２４－１ 新規 喫茶店営業（自動販売機）
堺食衛第20011578号 パンジョショッピングセンター 南区茶山台１丁３‐１ 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 東京都新宿区西新宿１丁目２４－１ 新規 喫茶店営業（自動販売機）
堺食衛第20011632号 ライフ百舌鳥店 北区百舌鳥赤畑町２丁９１‐１ 072-252-7501 令和2年10月28日 令和2年12月1日 令和8年11月30日 株式会社ライフコーポレーション 東京都中央区日本橋本町３丁目６‐２ 更新 飲食店営業
堺食衛第20011633号 ライフ百舌鳥店 北区百舌鳥赤畑町２丁９１‐１ 072-252-7501 令和2年10月28日 令和2年12月1日 令和8年11月30日 株式会社ライフコーポレーション 東京都中央区日本橋本町３丁目６‐２ 更新 飲食店営業
堺食衛第20011634号 ライフ百舌鳥店 北区百舌鳥赤畑町２丁９１‐１ 072-252-7501 令和2年10月28日 令和2年12月1日 令和8年11月30日 株式会社ライフコーポレーション 東京都中央区日本橋本町３丁目６‐２ 更新 菓子製造業
堺食衛第20011635号 ライフ百舌鳥店 北区百舌鳥赤畑町２丁９１‐１ 072-252-7501 令和2年10月28日 令和2年12月1日 令和8年11月30日 株式会社ライフコーポレーション 東京都中央区日本橋本町３丁目６‐２ 更新 魚介類販売業
堺食衛第20011637号 ライフ百舌鳥店 北区百舌鳥赤畑町２丁９１‐１ 072-252-7501 令和2年10月28日 令和2年12月1日 令和8年11月30日 株式会社ライフコーポレーション 東京都中央区日本橋本町３丁目６‐２ 更新 食肉販売業
堺食衛第20011628号 マツヒサリバージュ 西区鳳西町１丁７８‐９ 令和2年10月28日 令和2年11月1日 令和8年10月31日 株式会社マツヒサ 堺市西区鳳西町１丁７８‐９ 更新 飲食店営業
堺食衛第20011631号 韓国料理　マダン 南区岩室１４２‐１１ 072-235-3053 令和2年10月28日 令和2年12月1日 令和8年11月30日 株式会社華祥コーポレーション 堺市南区岩室１４２‐１１ 更新 飲食店営業
堺食衛第20011630号 かごの屋　泉北泉ヶ丘店 南区若松台１丁１‐４ 072-295-8510 令和2年10月28日 令和2年11月1日 令和8年10月31日 株式会社ＫＲホールディングス 大阪府吹田市豊津町９‐１ 更新 飲食店営業
堺食衛第20011647号 小倉屋株式会社堺営業所 堺区南清水町１丁２‐１０ 072-233-8433 令和2年10月29日 令和2年11月1日 令和8年10月31日 小倉屋株式会社 大阪府大阪市中央区難波１丁目６‐１２ 更新 そうざい製造業
堺食衛第20011656号 ＭＩＹＡＫＯ 堺区櫛屋町東１丁２‐４ 令和2年11月4日 令和2年11月4日 令和8年11月30日 義正インターナショナルトレード株式会社 堺市堺区櫛屋町東１丁２‐４ 新規 飲食店営業
堺食衛第20011652号 日清医療食品マーヤの里上野芝事業所西区上野芝町５丁９‐２０ 令和2年10月29日 令和2年11月1日 令和8年10月31日 日清医療食品株式会社 東京都千代田区丸の内２－７－３ 東京ビルディング２０階 更新 飲食店営業
堺食衛第20011658号 炭火とワイン堺東店 堺区中瓦町２丁３‐１０ 072-255-5009 令和2年11月6日 令和2年11月6日 令和8年11月30日 株式会社大地 滋賀県野洲市小篠原８５９番地１ 新規 飲食店営業
堺食衛第20011660号 メガビッグ光明池駅前店 南区鴨谷台２丁１‐３ 光明池アクトビルＢ１階 令和2年11月16日 令和2年11月16日 令和8年11月30日 株式会社第一興商 東京都品川区北品川５丁目５番２６号 新規 飲食店営業
堺食衛第20011671号 丸萬本家 堺区宿院町東１丁２‐２０ 072-242-4400 令和2年11月4日 令和2年11月4日 令和8年11月30日 株式会社丸萬本家 大阪府大阪市住吉区帝塚山中５丁目８－２５ 新規 飲食店営業
堺食衛第20011676号 味久羅株式会社 北区金岡町２８５８‐６ 令和2年11月2日 令和2年12月1日 令和8年11月30日 味久羅株式会社 堺市北区金岡町２８５８‐６ 更新 そうざい製造業
堺食衛第20011674号 日本製鉄株式会社　瀬戸内製鉄所阪神地区（堺）社員食堂西区石津西町５ 令和2年11月2日 令和2年12月1日 令和8年11月30日 株式会社東テスティパル 大阪府門真市殿島町６－１ 更新 飲食店営業
堺食衛第20011673号 新日本工機株式会社　食堂 南区高尾２丁５００‐１ 令和2年11月2日 令和2年12月1日 令和8年11月30日 株式会社東テスティパル 大阪府門真市殿島町６－１ 更新 飲食店営業
堺食衛第20011677号 イカヤキング 堺市内一円 令和2年11月2日 令和2年12月1日 令和7年11月30日 株式会社ＢＲＭ 大阪府東大阪市衣摺５丁目４‐２３ ＨＡＶＥ衣摺６号室 更新 飲食店営業（露店）
堺食衛第20011687号 イズミヤ株式会社泉北店 中区小阪２７０ 072-270-7305 令和2年11月4日 令和2年12月1日 令和8年11月30日 イズミヤ株式会社 大阪府大阪市西成区花園南１丁目４‐４ 更新 飲食店営業
堺食衛第20011688号 イズミヤ株式会社泉北店 中区小阪２７０ 072-270-7305 令和2年11月4日 令和2年12月1日 令和8年11月30日 イズミヤ株式会社 大阪府大阪市西成区花園南１丁目４‐４ 更新 菓子製造業
堺食衛第20011689号 イズミヤ株式会社泉北店 中区小阪２７０ 072-270-7305 令和2年11月4日 令和2年12月1日 令和8年11月30日 イズミヤ株式会社 大阪府大阪市西成区花園南１丁目４‐４ 更新 魚介類販売業
堺食衛第20011691号 イズミヤ株式会社泉北店 中区小阪２７０ 072-270-7305 令和2年11月4日 令和2年12月1日 令和8年11月30日 イズミヤ株式会社 大阪府大阪市西成区花園南１丁目４‐４ 更新 食肉販売業
堺食衛第20011706号 堺伽俚 堺区三条通７‐２３ タニワビル１階 072-229-9989 令和2年11月6日 令和2年12月1日 令和8年11月30日 有限会社Ｄｕａｌ　Ｃ 堺市堺区三条通７‐２３ 更新 そうざい製造業
堺食衛第20011699号 グリーンベリーズコーヒーアリオ鳳店 西区鳳南町３丁１９９‐１２ 072-289-8311 令和2年11月13日 令和2年11月13日 令和8年11月30日 株式会社Ｄ．Ｋ　Ｉｎｔｅｒｎａｔｉｏｎａｌ 大阪府大阪市北区堂島浜１－１－８ 新規 飲食店営業
堺食衛第20011700号 グリーンベリーズコーヒーアリオ鳳店 西区鳳南町３丁１９９‐１２ 072-289-8311 令和2年11月13日 令和2年11月13日 令和8年11月30日 株式会社Ｄ．Ｋ　Ｉｎｔｅｒｎａｔｉｏｎａｌ 大阪府大阪市北区堂島浜１－１－８ 新規 菓子製造業
堺食衛第20011713号 ＴＡＮ　ＴＡＮ　ＭＡＲＴ　ＳＡＫＡＩ 堺区甲斐町東２丁１‐４３ 令和2年11月11日 令和2年11月11日 令和8年11月30日 ＳＥＩＫＯ合同会社 堺市堺区甲斐町東２丁１‐４３ 新規 飲食店営業
堺食衛第20011716号 株式会社髙島屋泉北店（ＲＦ１・神戸コロッケ）南区茶山台１丁３‐１ 072-293-1101 令和2年11月10日 令和2年12月1日 令和8年11月30日 株式会社髙島屋 大阪府大阪市中央区難波５丁目１‐５ 更新 飲食店営業
堺食衛第20011725号 ローソン堺百舌鳥陵南町店 北区百舌鳥陵南町３丁４９７ 令和2年11月11日 令和2年11月11日 令和8年11月30日 株式会社山藤 和歌山県和歌山市東鍛冶屋町２５番地 新規 飲食店営業
堺食衛第20011729号 ラクエンダイニング　浜寺店 西区浜寺船尾町東２丁１８０ 072-265-1188 令和2年11月18日 令和2年11月18日 令和8年11月30日 株式会社祥福企画 堺市西区浜寺船尾町東３丁３０１ 新規 飲食店営業
堺食衛第20011746号 軽の森　新車市場 堺区三宝町４丁２５０ 令和2年11月13日 令和2年11月13日 令和7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 東京都新宿区西新宿１丁目２４－１ 新規 喫茶店営業（自動販売機）
堺食衛第20011747号 メディカルリハ堺 北区中長尾町１丁２‐６ 令和2年11月19日 令和2年11月19日 令和8年11月30日 有限会社マルフクメディカルフーズ 大阪府門真市三ツ島６－２５－２１ 新規 飲食店営業
堺食衛第20011748号 ステンレスパイプ工業株式会社　工場 美原区木材通４丁目１６‐８ 令和2年11月13日 令和2年11月13日 令和7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 東京都新宿区西新宿１丁目２４－１ 新規 喫茶店営業（自動販売機）
堺食衛第20011759号 ファミリーマート堺砂道町店 堺区砂道町１丁１５‐１８ 072-225-5440 令和2年11月20日 令和2年11月20日 令和8年11月30日 株式会社アクロレーヴ 大阪府貝塚市堤２２０－１ 新規 飲食店営業
堺食衛第20011765号 ファミリーマート堺砂道町店 堺区砂道町１丁１５‐１８ 072-225-5440 令和2年11月20日 令和2年11月20日 令和8年11月30日 株式会社アクロレーヴ 大阪府貝塚市堤２２０－１ 新規 菓子製造業
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 東京都港区芝浦３丁目１番２１号 新規 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 東京都港区芝浦３丁目１番２１号 新規 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 東京都港区芝浦３丁目１番２１号 新規 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 東京都港区芝浦３丁目１番２１号 新規 菓子製造業
堺食衛第20011756号 株式会社ユニマット　リタイアメント・コミュニティ　堺ケアセンターそよ風堺区南島町５丁１６１‐２ 072-225-5410 令和2年11月16日 令和2年12月1日 令和8年11月30日 株式会社ユニマット　リタイアメント・コミュニティ 東京都港区北青山２－７‐１３ プラセオ青山ビル 更新 飲食店営業
堺食衛第20011755号 すき家　３１０号堺大野芝店 中区大野芝町２０９‐１ 令和2年11月16日 令和2年12月1日 令和8年11月30日 株式会社すき家 東京都港区港南２丁目１８‐１ 更新 飲食店営業
堺食衛第20011757号 コスミック　３０ 南区大庭寺８９３‐１ 072-284-8883 令和2年11月16日 令和2年12月1日 令和8年11月30日 株式会社コスミッククリエイト 堺市南区稲葉２丁２９８５‐３ 更新 飲食店営業
堺食衛第20011783号 Ｌｏｕｎｇｅ　Ｗｉｎｄ’ｓ 堺区熊野町東１丁１‐２０ ジョイフルケイ３Ｃ 令和2年11月19日 令和2年11月19日 令和8年11月30日 株式会社ＨＩＴＯＴＳＵ 堺市北区中百舌鳥町５丁７ 新規 飲食店営業
堺食衛第20011782号 まんぷく亭 堺市内一円 令和2年11月20日 令和2年11月20日 令和7年11月30日 萬福フーズ株式会社 堺市堺区田出井町１‐１‐１１３ ベルマージュ堺１Ｆ 新規 飲食店営業（露店）
堺食衛第20011787号 株式会社ジェイフーズ 堺市内一円 令和2年11月17日 令和2年11月17日 令和7年11月30日 株式会社ジェイフーズ 大阪府南河内郡千早赤阪村千早１０３９ 新規 飲食店営業（自動車）
堺食衛第20011789号 大阪王将　堺東店 堺区中瓦町２丁３‐１１ 072-275-4065 令和2年11月18日 令和2年11月18日 令和8年11月30日 株式会社イシン 堺市堺区永代町５丁１‐１２ 新規 飲食店営業
堺食衛第20011793号 魚民 西区鳳東町１丁３４‐１ ２階 072-260-1488 令和2年11月18日 令和2年12月1日 令和8年11月30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 更新 飲食店営業
堺食衛第20011791号 株式会社　亀田組小寺宿舎 美原区小寺４４８‐１ 令和2年11月19日 令和2年11月19日 令和8年11月30日 サンコー食品株式会社 神奈川県大和市下鶴間２７７４番地１３ 新規 飲食店営業
堺食衛第20011794号 居酒屋てんてん 北区船堂町１丁１４‐２ １Ｆ 072-258-1027 令和2年11月19日 令和2年12月1日 令和8年11月30日 株式会社てんてん 堺市北区船堂町１丁１４‐２ １Ｆ 更新 飲食店営業
堺食衛第20011796号 株式会社ナードケミカルズ　堺工場 西区築港新町３丁６‐３ 072-247-1355 令和2年11月19日 令和2年12月1日 令和8年11月30日 株式会社ナードケミカルズ 兵庫県尼崎市西長洲町２丁目６‐１ 更新 添加物製造業
堺食衛第20011800号 勝兵衛　泉北店 南区高尾３丁２４１‐１ 072-274-7730 令和2年11月19日 令和2年12月29日 令和8年12月28日 株式会社フーズクリエーション 大阪府大阪市中央区船越町１丁目６‐６ 更新 飲食店営業
堺食衛第20011803号 ｃａｆｅ＆ｂａｒ　Ｃｈａｒｇｅ 堺市内一円 令和2年11月19日 令和2年11月19日 令和7年11月30日 一般社団法人エル・チャレンジ 大阪府大阪市中央区法円坂１丁目１－３５ 新規 飲食店営業（露店）
堺食衛第20011804号 Ａｄｄ　Ｗａｌｌ　ｃａｆｅ 堺市内一円 令和2年11月19日 令和2年11月19日 令和7年11月30日 株式会社Ａｄｄ　Ｗａｌｌ　 堺市南区泉田中７－１ 新規 飲食店営業（露店）
堺食衛第20011805号 大阪産（もん）料理　空 堺市内一円 令和2年11月20日 令和2年11月20日 令和7年11月30日 有限会社ティケイ企画 大阪府大阪市西区北堀江１－１－２７ イマイビル１０階 新規 飲食店営業（露店）
堺食衛第20011806号 焼き菓子専門店　花神楽　ぱんだ焼き、プチクロ堺市内一円 令和2年11月20日 令和2年11月20日 令和7年11月30日 株式会社花園 東京都荒川区西日暮里１－５７－１５ 新規 菓子製造業（露店）
堺食衛第20011817号 堺市立重症心身障害者（児）支援センター（ベルデさかい）堺区旭ヶ丘中町４丁３‐１ 072-275-8510 令和2年11月24日 令和2年12月1日 令和8年11月30日 社会福祉法人三篠会 広島県広島市安佐北区小河原町１２８１番地 更新 飲食店営業
堺食衛第20011813号 特養アリオン　淀川食品株式会社 西区浜寺石津町西１丁２‐７ 令和2年11月24日 令和2年12月1日 令和8年11月30日 淀川食品株式会社 大阪府大阪市淀川区三津屋中１丁目１‐２ 更新 飲食店営業
堺食衛第20011818号 日本マクドナルド株式会社泉北イズミヤ店中区小阪２７０ イズミヤ泉北店２階 072-276-1075 令和2年11月24日 令和2年12月1日 令和8年11月30日 日本マクドナルド株式会社 東京都新宿区西新宿６丁目５‐１ 更新 飲食店営業
堺食衛第20011819号 きんのぶた　泉北和田西店 南区大庭寺７９９‐１ 令和2年11月24日 令和2年12月1日 令和8年11月30日 株式会社ワン・ダイニング 大阪府大阪市西区新町１丁目２７‐９ 更新 飲食店営業
堺食衛第20011814号 小さな道の駅ひよしのさと 堺市内一円 令和2年11月24日 令和2年12月1日 令和7年11月30日 有限会社小さな道の駅ひよしのさと 奈良県吉野郡東吉野村大字鷲家２２４ 更新 飲食店営業（露店）
堺食衛第20011832号 バーガーキング　アリオ鳳 西区鳳南町３丁１９９‐１２ 令和2年12月1日 令和2年12月1日 令和8年11月30日 株式会社ビーケー・ジャパン 東京都千代田区一番町１６－１ 共同ビル一番町３Ｆ 新規 飲食店営業
堺食衛第20011827号 ステップキッチン 堺市内一円 令和2年11月25日 令和2年11月25日 令和7年11月30日 株式会社ＧｌｏｂａｌＯｎｅＳｔｅｐ 堺市堺区榎元町３丁２‐６ 新規 飲食店営業（自動車）
堺食衛第20011829号 地鶏鶏焼肉　寛 堺市内一円 令和2年11月30日 令和2年11月30日 令和7年11月30日 株式会社バディコーポレーション 堺市堺区栄橋町１丁５‐１０ 新規 飲食店営業（露店）
堺食衛第20011835号 すし一流　堺泉北店 南区和田２６３ 令和2年11月26日 令和2年12月1日 令和8年11月30日 株式会社ベック 大阪府大阪市中央区南本町１丁目４‐１０ 更新 飲食店営業
堺食衛第20011841号 丸亀製麺号 堺市内一円 令和2年11月26日 令和2年11月26日 令和7年11月30日 株式会社トリドールホールディングス 東京都渋谷区道玄坂１丁目２１番１号 新規 飲食店営業（自動車）
堺食衛第20011853号 ベトナム料理専門店　ＫＯＫＯＲＯ　ＴＡＭ堺区向陵中町２丁５‐８ 令和2年12月2日 令和2年12月2日 令和8年12月28日 兄弟合同会社 堺市堺区向陵中町２丁５‐８ 新規 飲食店営業
堺食衛第20011859号 幸せのパンケーキ堺東店 堺区三国ヶ丘御幸通３９ 072-275-5220 令和2年11月30日 令和2年11月30日 令和8年11月30日 株式会社ダイフク 堺市中区東山４３‐１ 新規 飲食店営業
堺食衛第20011860号 幸せのパンケーキ堺東店 堺区三国ヶ丘御幸通３９ 072-275-5220 令和2年11月30日 令和2年11月30日 令和8年11月30日 株式会社ダイフク 堺市中区東山４３‐１ 新規 菓子製造業
堺食衛第20011852号 割烹はんなん 堺区北瓦町１丁４‐１３ 令和2年12月8日 令和2年12月8日 令和8年12月28日 株式会社阪南水産 堺市堺区菅原通５丁３９‐１ 新規 飲食店営業
堺食衛第20011862号 太陽食堂 堺区築港八幡町１‐１ ＳＵＮＬＵＫＹ内 令和2年11月30日 令和2年12月29日 令和8年12月28日 日方商事株式会社 京都府長岡京市神足下八ノ坪３３‐１ 更新 飲食店営業
堺食衛第20011873号 高麗ガーデン浜寺店 西区浜寺諏訪森町西４丁３８０‐３ 072-267-7333 令和2年11月30日 令和2年12月29日 令和8年12月28日 有限会社コーライ 堺市中区堀上町１７３‐１ １０２号 更新 飲食店営業
堺食衛第20011864号 ピザーラ鳳店 西区鳳南町１丁２‐２ アーバンプラザイースト072-274-2800 令和2年11月30日 令和2年12月1日 令和8年11月30日 有限会社アップディトコーポレーション 堺市西区鳳南町１丁２‐２ 更新 飲食店営業
堺食衛第20011875号 麦の会共同作業所 堺区神石市之町１６‐５２ 072-264-6407 令和2年12月1日 令和2年12月29日 令和8年12月28日 社会福祉法人麦の会 堺市堺区神石市之町１６‐５２ 更新 菓子製造業
堺食衛第20011874号 ＳＵＮ　ＣＡＦＥ 堺区築港八幡町１‐１ ＳＵＮＬＵＣＫＹ内 令和2年12月1日 令和2年12月29日 令和8年12月28日 ジャパンレジャーサービス株式会社 京都府京都市中京区車屋町通二条下ル仁王門突抜町３２５ 更新 喫茶店営業
堺食衛第20011876号 野崎レディースクリニック 北区百舌鳥梅町３丁３２‐４ 令和2年12月4日 令和2年12月4日 令和8年12月28日 株式会社Ｙｕｒｉ　ｎｏ　Ｍｏｒｉ 堺市北区百舌鳥梅町３丁３２‐４ 新規 飲食店営業
堺食衛第20011883号 ＳＴＡＲ．Ｆ．Ｒ．Ｋ 堺区大町東２丁２‐４ 令和2年12月3日 令和2年12月3日 令和8年12月28日 ＬＩＮＨ　ＶＹ合同会社 堺市堺区大町東２丁２‐４ 新規 飲食店営業
堺食衛第20011885号 Ｔａｃｏｓ　ｙ　Ｔｅｑｕｉｌａ　Ｍｏｌｅ 北区中百舌鳥町２丁７１ イルグランディ１Ｆ 072-283-3144 令和2年12月7日 令和2年12月7日 令和8年12月28日 株式会社ライノス 堺市北区中百舌鳥町２丁８３ キラリ８－１ビル２０３ 新規 飲食店営業
堺食衛第20011886号 ピザーラ泉北店 南区栂１８３‐２ 072-290-1400 令和2年12月2日 令和2年12月29日 令和8年12月28日 株式会社ＯＴＡ 兵庫県川西市湯山台２丁目１‐３ 更新 飲食店営業
堺食衛第20011889号 セブン‐イレブン堺蔵前町店 北区蔵前町２丁１７‐３９ 072-252-7311 令和2年12月4日 令和2年12月4日 令和8年12月28日 合同会社エイチ・ツー・ケー 堺市美原区黒山４０４‐１ 新規 飲食店営業
堺食衛第20011888号 アメトニジ 西区家原寺町１丁１８‐６ 072-288-7744 令和2年12月24日 令和2年12月24日 令和8年12月28日 株式会社ダイヨーセンコー 堺市中区毛穴町３２５‐１ 新規 飲食店営業
堺食衛第20011894号 里山キッチン 南区桃山台１丁１‐１ 堺市南区役所１階 令和2年12月10日 令和2年12月10日 令和8年12月28日 特定非営利活動法人ＡＳＵの会 堺市南区槇塚台３丁１‐７ 新規 飲食店営業
堺食衛第20011895号 堺区少林寺町西４丁１‐２７ 072-222-1223 令和2年12月4日 令和2年12月29日 令和8年12月28日 堺市堺区少林寺町西４丁１－２７ 更新 菓子製造業
堺食衛第20011905号 ダイキン福祉サービス株式会社堺営業所北区金岡町１３０４ 072-259-9291 令和2年12月7日 令和2年12月7日 令和8年12月28日 ダイキン福祉サービス株式会社 大阪府大阪市北区中崎西２丁目４‐１２ 梅田センタービル１９Ｆ 新規 喫茶店営業
堺食衛第20011896号 餃子の王将　中環金岡店 北区長曽根町１４７９‐１ 072-252-6533 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ＦＯＲＴＲＩＺＥ 大阪府富田林市寿町４丁目１－７ 更新 飲食店営業
堺食衛第20011906号 おおさかもん料理　鮨　守屋 北区百舌鳥梅町３丁２１‐９ ハイツプラムナイン１０１072-252-8989 令和2年12月14日 令和2年12月14日 令和8年12月28日 株式会社アイエー 堺市堺区大仙町３‐２９ 新規 飲食店営業
堺食衛第20011903号 株式会社髙島屋泉北店　イベント 南区茶山台１丁３‐１ 072-293-1101 令和2年12月9日 令和2年12月9日 令和8年12月28日 株式会社髙島屋 大阪府大阪市中央区難波５丁目１‐５ 新規 菓子製造業



堺食衛第20011904号 株式会社髙島屋泉北店　イベント２ 南区茶山台１丁３‐１ 072-293-1101 令和2年12月9日 令和2年12月9日 令和8年12月28日 株式会社髙島屋 大阪府大阪市中央区難波５丁目１‐５ 新規 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 大阪府大阪狭山市大野台２丁目２３‐２ 更新 飲食店営業
堺食衛第20011922号 リビオシティ三国ヶ丘 堺区中三国ヶ丘町６丁１‐１ 令和3年3月25日 令和3年3月25日 令和9年3月31日 株式会社クオリティライフ・コンシェルジュ 東京都港区芝５丁目１３－１５ 新規 飲食店営業
堺食衛第20011923号 リビオシティ三国ヶ丘 堺区中三国ヶ丘町６丁１‐１ 令和3年3月25日 令和3年3月25日 令和9年3月31日 株式会社クオリティライフ・コンシェルジュ 東京都港区芝５丁目１３－１５ 新規 菓子製造業
堺食衛第20011918号 ａｕショップ　堺東一条通店　店内（ＣＣＷ協受）堺区一条通１６‐８ 令和2年12月8日 令和2年12月29日 令和7年12月28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 更新 喫茶店営業（自動販売機）
堺食衛第20011920号 鶏笑　堺東店 堺区市之町東５丁２‐１４ 072-247-8639 令和2年12月9日 令和2年12月9日 令和8年12月28日 株式会社実栄 大阪府大阪市中央区南船場２－５－１３ 新規 食肉販売業
堺食衛第20011919号 南海電気鉄道株式会社　北野田駅　上りホーム（ＣＣＷ受託）東区北野田５０ 令和2年12月8日 令和2年12月29日 令和7年12月28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 更新 喫茶店営業（自動販売機）
堺食衛第20011912号 ヤマギシファーム　堺店 南区豊田８９６‐４ 072-296-6166 令和2年12月8日 令和2年12月29日 令和8年12月28日 ヤマギシズム生活豊里実顕地農事組合法人 三重県津市高野尾町５０１０ 更新 飲食店営業
堺食衛第20011929号 ビクトリー保育園 北区中長尾町２丁５‐２２ 令和2年12月9日 令和2年12月9日 令和8年12月28日 株式会社魚国総本社 大阪府大阪市中央区道修町１丁目６－１９ 新規 飲食店営業
堺食衛第20011930号 阪和第二泉北病院 中区深井北町３１７６ 令和2年12月9日 令和2年12月9日 令和8年12月28日 株式会社Ｎｉｓｈｉｋｉ　Ｆｏｏｄｓ 大阪府大阪市住吉区苅田５－１８－２０ 新規 飲食店営業
堺食衛第20011925号 てこや　萩原天神店 東区日置荘原寺町９５‐４ 072-286-1166 令和2年12月9日 令和2年12月29日 令和8年12月28日 ヴァリオ株式会社 大阪市天王寺区大道１－１２－１３ 更新 飲食店営業
堺食衛第20011926号 １２３泉北店 南区高尾３丁２４１‐１ 令和2年12月9日 令和2年12月29日 令和8年12月28日 株式会社ワゴンサービス 大阪府吹田市山田市場７‐１ ハイツＰリバー２０１ 更新 喫茶店営業
堺食衛第20011928号 有限会社美佳味 堺市内一円 令和2年12月9日 令和2年12月9日 令和7年12月28日 有限会社美佳味 堺市西区堀上緑町１丁１‐５ 新規 飲食店営業（自動車）
堺食衛第20011932号 株式会社ダイエーおおとり店　焼魚 西区鳳東町７丁７３３ 072-275-1147 令和2年12月10日 令和2年12月29日 令和8年12月28日 株式会社ダイエー 神戸市中央区港島中町４丁目１‐１ 更新 飲食店営業
堺食衛第20011934号 タコベル　アリオ鳳 西区鳳南町３丁１９９‐１２ 072-284-8809 令和2年12月16日 令和2年12月16日 令和8年12月28日 株式会社ＴＢジャパン 東京都中央区日本橋蛎殻町１丁目５－６ 新規 飲食店営業
堺食衛第20011931号 桃谷樓泉北髙島屋パンジョ店 南区茶山台１丁３‐１ 072-290-2508 令和2年12月10日 令和2年12月29日 令和8年12月28日 有限会社日本クリーンシステムズ 奈良市芝辻町２丁目１１－６ 更新 飲食店営業
堺食衛第20011941号 民芸藤よし 堺区戎島町４丁４５‐１ ホテルアゴーラリージェンシー大阪堺Ｂ１Ｆ令和2年12月14日 令和2年12月14日 令和8年12月28日 堺市堺区戎島町４丁４５‐１ 新規 食肉販売業
堺食衛第20011936号 西区浜寺船尾町東１丁１１２ 072-267-2471 令和2年12月11日 令和2年12月29日 令和8年12月28日 東京都中央区日本橋箱崎町３６‐２ 更新 飲食店営業 牛丼屋
堺食衛第20011939号 大野会館 東区日置荘田中町１８６‐１ 令和2年12月11日 令和2年12月29日 令和8年12月28日 株式会社大野葬祭 堺市東区関茶屋１００ 更新 飲食店営業
堺食衛第20011942号 西玄 東区草尾５７０‐１ シティーホール北野田 令和2年12月11日 令和2年12月11日 令和8年12月28日 株式会社西玄 兵庫県神戸市長田区大丸町１－１７－５ 新規 飲食店営業
堺食衛第20011944号 ＳＥＮ　ＲＥＳＴＡＵＲＡＮＴ 堺区中瓦町１丁４‐６ ４Ｆ 令和2年12月14日 令和2年12月14日 令和8年12月28日 ＮＴ株式会社 大阪府大阪市浪速区恵美須東２－６－１８ 新規 飲食店営業 ベトナム料理
堺食衛第20011955号 ＨＯＭＥ　ＦＯＯＤ 堺区甲斐町西１丁１‐２８ １０７号 令和2年12月17日 令和2年12月17日 令和8年12月28日 ＨＯＭＥ合同会社 堺市堺区甲斐町西１丁１‐２８ １０７号 新規 飲食店営業
堺食衛第20011948号 珈琲豆処夢珈 北区長曽根町３０７９‐１４ 072-256-6600 令和2年12月14日 令和2年12月29日 令和8年12月28日 株式会社三洋産業 大分県別府市富士見町７‐２ 更新 飲食店営業
堺食衛第20011951号 株式会社福井食品 中区陶器北４８１ 072-236-0985 令和2年12月14日 令和2年12月29日 令和8年12月28日 株式会社福井食品 堺市中区陶器北４８１ 更新 豆腐製造業
堺食衛第20011952号 株式会社福井食品 中区陶器北４８１ 072-236-0985 令和2年12月14日 令和2年12月29日 令和8年12月28日 株式会社福井食品 堺市中区陶器北４８１ 更新 そうざい製造業
堺食衛第20011954号 クランコート堺弐番館 中区平井２９２‐１ 令和2年12月23日 令和2年12月23日 令和8年12月28日 クックメディカルフーズ株式会社 大阪府大東市御領３丁目９番２１号 新規 飲食店営業
堺食衛第20011959号 生鮮スーパー　ショウエイ 西区浜寺南町３丁３‐６ 072-268-2010 令和2年12月16日 令和2年12月16日 令和8年12月28日 株式会社章榮水産 大阪府枚方市宗谷２－１５－２２ 新規 魚介類販売業
堺食衛第20011961号 有限会社つづみ屋 西区浜寺南町３丁３‐６ 072-262-2900 令和2年12月16日 令和2年12月16日 令和8年12月28日 有限会社つづみ屋 大阪府吹田市垂水町１丁目４１－１０ 新規 飲食店営業
堺食衛第20011962号 有限会社つづみ屋 西区浜寺南町３丁３‐６ 072-262-2900 令和2年12月16日 令和2年12月16日 令和8年12月28日 有限会社つづみ屋 大阪府吹田市垂水町１丁目４１－１０ 新規 食肉販売業
堺食衛第20011977号 無添蔵北花田店 北区北花田町３丁３２‐２ 令和2年12月17日 令和2年12月29日 令和8年12月28日 くら寿司株式会社 堺市中区深阪１丁２‐２ 更新 飲食店営業
堺食衛第20011973号 ライフ福泉店 西区上４４４‐１ 072-275-0761 令和2年12月17日 令和3年2月1日 令和9年1月31日 株式会社ライフコーポレーション 東京都中央区日本橋本町３丁目６‐２ 更新 魚介類販売業
堺食衛第20011975号 ライフ福泉店 西区上４４４‐１ 072-275-0761 令和2年12月17日 令和3年2月1日 令和9年1月31日 株式会社ライフコーポレーション 東京都中央区日本橋本町３丁目６‐２ 更新 食肉販売業
堺食衛第20011976号 ライフ福泉店 西区上４４４‐１ 072-275-0761 令和2年12月17日 令和3年3月1日 令和9年2月28日 株式会社ライフコーポレーション 東京都中央区日本橋本町３丁目６‐２ 更新 飲食店営業
堺食衛第20011981号 株式会社田中食品興業所　本社工場 堺区遠里小野町２丁４‐２６ 令和2年12月25日 令和2年12月25日 令和8年12月28日 株式会社田中食品興業所 堺市堺区遠里小野町２丁４‐２６ 新規 清涼飲料水製造業
堺食衛第20011982号 株式会社田中食品興業所　第２工場 堺区遠里小野町２丁４‐２６ 令和2年12月25日 令和2年12月25日 令和8年12月28日 株式会社田中食品興業所 堺市堺区遠里小野町２丁４‐２６ 新規 清涼飲料水製造業
堺食衛第20011980号 幸せのパンケーキ　堺店 中区深井沢町３２９０ 深井プラザＡ－５号 令和2年12月22日 令和2年12月22日 令和8年12月28日 株式会社ダイフク 堺市中区東山４３‐１ 新規 菓子製造業
堺食衛第20011986号 ライフ　初芝東店 東区日置荘西町１丁１３‐１２ 072-286-2861 令和3年1月20日 令和3年1月20日 令和9年1月31日 株式会社ライフコーポレーション 東京都中央区日本橋本町３丁目６－２ 新規 飲食店営業
堺食衛第20011987号 ライフ　初芝東店 東区日置荘西町１丁１３‐１２ 072-286-2861 令和3年1月20日 令和3年1月20日 令和9年1月31日 株式会社ライフコーポレーション 東京都中央区日本橋本町３丁目６－２ 新規 飲食店営業
堺食衛第20011988号 ライフ　初芝東店 東区日置荘西町１丁１３‐１２ 072-286-2861 令和3年1月20日 令和3年1月20日 令和9年1月31日 株式会社ライフコーポレーション 東京都中央区日本橋本町３丁目６－２ 新規 飲食店営業
堺食衛第20011989号 ライフ　初芝東店 東区日置荘西町１丁１３‐１２ 072-286-2861 令和3年1月20日 令和3年1月20日 令和9年1月31日 株式会社ライフコーポレーション 東京都中央区日本橋本町３丁目６－２ 新規 魚介類販売業
堺食衛第20011991号 ライフ　初芝東店 東区日置荘西町１丁１３‐１２ 072-286-2861 令和3年1月20日 令和3年1月20日 令和9年1月31日 株式会社ライフコーポレーション 東京都中央区日本橋本町３丁目６－２ 新規 食肉販売業
堺食衛第20011997号 Ｄｉｙｏ　Ｒｅｓｔａｕｒａｎｔ 堺区北半町西１‐２４ 令和3年1月18日 令和3年1月18日 令和9年1月31日 ＰＲＡＳＨＮＡ　ＴＲＡＤＩＮＧ株式会社 東京都中野区東中野１－５６－８ 大島ビル新館６０５ 新規 飲食店営業
堺食衛第20011999号 ホットスプリング美原 美原区菅生９０３‐３ 令和2年12月22日 令和2年12月29日 令和8年12月28日 太閤折詰株式会社 大阪府東大阪市若江南町３丁目７‐２２ 更新 飲食店営業
堺食衛第20012008号 株式会社クライオワン 堺区大浜西町４ 令和2年12月24日 令和3年2月1日 令和8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 東京都新宿区西新宿１丁目２４－１ 更新 喫茶店営業（自動販売機）
堺食衛第20012005号 植木病院 北区黒土町３００２‐５ 令和2年12月24日 令和2年12月24日 令和7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 東京都新宿区西新宿１丁目２４－１ 新規 喫茶店営業（自動販売機）
堺食衛第20012011号 今日亭中もず店 北区百舌鳥梅町１丁１５‐５ 072-252-7605 令和2年12月24日 令和2年12月29日 令和8年12月28日 株式会社信貴山養蜂園 大阪府東大阪市若江東町４丁目３‐１ 更新 飲食店営業
堺食衛第20012007号 中外炉工業 西区築港新町２丁４ 令和2年12月24日 令和3年2月1日 令和8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 東京都新宿区西新宿１丁目２４－１ 更新 喫茶店営業（自動販売機）
堺食衛第20012012号 有限会社リトルベア 西区浜寺諏訪森町中２丁１９０‐７ 令和2年12月24日 令和3年2月1日 令和9年1月31日 有限会社リトルベア 堺市西区浜寺諏訪森町中２丁１９０－７ 更新 菓子製造業
堺食衛第20012009号 コープ深阪 中区伏尾３５３ 令和2年12月24日 令和3年2月1日 令和8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 東京都新宿区西新宿１丁目２４－１ 更新 喫茶店営業（自動販売機）
堺食衛第20012015号 餃子の王将　泉ヶ丘店 南区竹城台１丁１‐２ ショップタウン泉ヶ丘三番街 令和2年12月24日 令和2年12月29日 令和8年12月28日 株式会社王将フードサービス 京都府京都市山科区西野山射庭ノ上町２９４‐１ 更新 飲食店営業
堺食衛第20012019号 堺味噌だれ餃子　まんぷく亭 堺区田出井町１‐１‐１１３ ベルマージュ堺１Ｆ 072-260-5299 令和2年12月28日 令和2年12月28日 令和8年12月28日 萬福フーズ株式会社 堺市堺区田出井町１‐１‐１１３ ベルマージュ堺１Ｆ 新規 飲食店営業
堺食衛第20012023号 ラ・ムー堺美原店 美原区平尾３２９ 072-361-0517 令和3年1月20日 令和3年1月20日 令和9年1月31日 大黒天物産株式会社 岡山県倉敷市堀南７０４番地５ 新規 菓子製造業
堺食衛第20012016号 堺ハーベストの丘　地ビール工房 南区鉢ヶ峯寺２４０５‐２ 令和2年12月25日 令和2年12月25日 令和8年12月28日 株式会社ワールドインテック 福岡県北九州市小倉北区大手町１１－２ 新規 酒類製造業
堺食衛第20012017号 ハーベストの丘　出店１ 堺市内一円 令和2年12月25日 令和2年12月29日 令和7年12月28日 株式会社堺ファーム 堺市南区鉢ヶ峯寺２４０５‐２ 更新 飲食店営業（露店）
堺食衛第20012033号 阪和第一泉北病院 南区豊田１５８８‐１ 令和2年12月28日 令和3年2月1日 令和9年1月31日 株式会社Ｎｉｓｈｉｋｉ　Ｆｏｏｄｓ 大阪府大阪市住吉区苅田５丁目１８－２０ 更新 飲食店営業
堺食衛第20012044号 浜寺ロングゴルフ　堺　１Ｆ（ＣＣＷ受託）西区浜寺船尾町西１丁１１ 令和3年1月5日 令和3年2月1日 令和8年1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 更新 喫茶店営業（自動販売機）
堺食衛第20012041号 魚国総本社・堺２７２６８ 中区新家町４９‐１ 令和3年1月5日 令和3年2月1日 令和9年1月31日 株式会社魚国総本社 大阪府大阪市中央区道修町１丁目６‐１９ 更新 飲食店営業
堺食衛第20012047号 大阪第一交通株式会社　泉北営業所　駐車場軒下南区豊田３３４‐２ 令和3年1月5日 令和3年1月5日 令和8年1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 喫茶店営業（自動販売機）
堺食衛第20012042号 カフェ　Ｃｈａ　Ｃｈａ 南区三原台１丁２‐３ ルルポ泉ヶ丘１Ｆ 080-7562-0294 令和3年1月5日 令和3年2月1日 令和9年1月31日 株式会社シーエムエス福祉開発 堺市南区三原台１丁２‐３ 更新 飲食店営業
堺食衛第20012059号 ミスタードーナツ　堺三国ヶ丘ショップ 堺区向陵西町３丁１‐２１ 072-238-4820 令和3年1月12日 令和3年1月12日 令和9年1月31日 株式会社ダスキン 大阪府吹田市豊津町１－３３ 新規 飲食店営業
堺食衛第20012061号 ミスタードーナツ　堺三国ヶ丘ショップ 堺区向陵西町３丁１‐２１ 072-238-4820 令和3年1月12日 令和3年1月12日 令和9年1月31日 株式会社ダスキン 大阪府吹田市豊津町１－３３ 新規 菓子製造業
堺食衛第20012062号 なか卯　府大前店 北区中百舌鳥町６丁９９６‐２ 令和3年1月7日 令和3年2月1日 令和9年1月31日 株式会社なか卯 東京都港区港南２丁目１８‐１ 更新 飲食店営業
堺食衛第20012064号 Ｂａｒ　ＲＯＤＥＯ 堺区熊野町東２丁１‐１０ 米澤ビルⅡ１０１ 令和3年1月8日 令和3年1月8日 令和9年1月31日 合同会社ミライ 堺市堺区熊野町東２丁１‐１０ 米澤ビルⅡ１０１号 新規 飲食店営業
堺食衛第20012067号 Ｆｏｏｄ　ＬＡＢＯ　てんてん 北区北花田町２丁１８０‐２ 令和3年1月12日 令和3年1月12日 令和9年1月31日 株式会社てんてん 堺市北区船堂町１丁１４‐２ １Ｆ 新規 飲食店営業
堺食衛第20012070号 ももポート 南区桃山台１丁３‐１３ 令和3年1月18日 令和3年1月18日 令和9年1月31日 南海フードシステム株式会社 大阪市中央区難波５丁目１－６０ 新規 飲食店営業
堺食衛第20012075号 Ｇｒａｃｅ 堺区新町１‐２０ リノ堺東ビル１Ｃ号室 令和3年1月15日 令和3年1月15日 令和9年1月31日 有限会社トータルサービス 大阪府大阪市中央区船場中央３－２－８ 210 新規 飲食店営業
堺食衛第20012081号 デイリーヤマザキ堺深井沢町店 中区深井沢町３２７０ 072-270-6125 令和3年1月12日 令和3年3月1日 令和9年2月28日 山崎製パン株式会社 東京都千代田区岩本町３丁目１０‐１ 更新 飲食店営業
堺食衛第20012095号 ケイエムシーケアセンター　八田事業所中区八田北町６１１‐７ 令和3年1月12日 令和3年2月1日 令和9年1月31日 株式会社ケイエムシー 堺市西区宮下町９‐２２ 更新 飲食店営業
堺食衛第20012076号 ラーメンラボ　うさぎプラス 南区深阪南２６８２‐２ 8 072-370-4218 令和3年1月12日 令和3年1月12日 令和9年1月31日 株式会社うさぎ 堺市南区泉田中１１１‐２ 新規 飲食店営業
堺食衛第20012111号 フォーユー堺東湊厨房 堺区春日通４丁２２‐１ 令和3年1月13日 令和3年2月1日 令和9年1月31日 株式会社テスティパル 大阪府大阪市中央区南久宝寺町４－３－５ 更新 飲食店営業
堺食衛第20012105号 ニュー薔薇 堺区櫛屋町東２丁２‐５ 072-221-5481 令和3年1月13日 令和3年2月1日 令和9年1月31日 株式会社薔薇 堺市堺区櫛屋町東２丁２－５ 更新 飲食店営業
堺食衛第20012107号 シティホール堺西 堺区寺地町東１丁１‐２４ ３階 072-232-4194 令和3年2月2日 令和3年2月2日 令和9年2月28日 株式会社裕善 大阪府池田市空港１丁目５番２１号 新規 飲食店営業
堺食衛第20012106号 牛肉卸問屋直営　焼肉ホルモン　おときち　堺駅南口店堺区栄橋町１丁６‐５ 令和3年1月28日 令和3年1月28日 令和9年1月31日 音吉株式会社 堺市堺区熊野町東４丁１‐１８ 新規 飲食店営業
堺食衛第20012103号 居酒屋　義経 堺区栄橋町１丁１０‐１ ショップ南海内 令和3年1月18日 令和3年1月18日 令和9年1月31日 株式会社美幸 堺市堺区三宝町１丁１４‐３９ 新規 飲食店営業
堺食衛第20012113号 日本ゼネラルフード（０８３８）事業所 堺区山本町５丁９５‐１ クボタアルファーコート堺食堂 令和3年1月13日 令和3年2月1日 令和9年1月31日 日本ゼネラルフード株式会社 愛知県名古屋市中区千代田五丁目７番５号 更新 飲食店営業
堺食衛第20012108号 内食レストラン南花田 北区南花田町１８‐１ すたいる南花田 令和3年1月27日 令和3年1月27日 令和9年1月31日 株式会社日本シルバー食品 大阪府大阪市中央区内本町二丁目４番１６号 オフィスポート内本町２階 新規 飲食店営業
堺食衛第20012112号 サービス付高齢者向け住宅　まごころ荘参番館中区小阪１０４‐１ 令和3年1月13日 令和3年2月1日 令和9年1月31日 株式会社テスティパル 大阪府大阪市中央区南久宝寺町４－３－５ 更新 飲食店営業
堺食衛第20012115号 食品館　アプロ　浅香山店 北区東浅香山町１丁２４１ 072-252-7708 令和3年1月14日 令和3年2月1日 令和9年1月31日 株式会社カノー 大阪府大阪市鶴見区浜５丁目６‐２９ 更新 飲食店営業
堺食衛第20012117号 ナービス堺なかもず店 北区金岡町３０４３‐９ 令和3年1月14日 令和3年2月1日 令和9年1月31日 コンパスグループ・ジャパン株式会社 東京都中央区築地五丁目５番１２号 更新 飲食店営業
堺食衛第20012134号 ａｎｇｏｌｏ１．３ 堺区北瓦町２丁１‐１１ 072-223-0777 令和3年1月18日 令和3年1月18日 令和9年1月31日 株式会社エム・エー・ワイ 堺市堺区中瓦町２丁３‐１８ 新規 飲食店営業
堺食衛第20012133号 祝 北区金岡町２０１１ ２階 令和3年1月25日 令和3年1月25日 令和9年1月31日 株式会社アウルホーム 堺市北区金岡町３０１５‐９ 新規 飲食店営業
堺食衛第20012125号 ジョリーパスタ中百舌鳥店 北区長曽根町３０７８‐６ 072-258-4506 令和3年1月15日 令和3年2月1日 令和9年1月31日 株式会社ジョリーパスタ 東京都港区港南２丁目１８‐１ 更新 飲食店営業
堺食衛第20012132号 神戸クロ鯛 堺市内一円 令和3年1月15日 令和3年1月15日 令和8年1月31日 株式会社ｂｉｔｔｅｒ　ｗｏｏｄ 兵庫県姫路市相野２０１ 新規 菓子製造業（露店）
堺食衛第20012142号 ｃｏｏｐｙ 堺市内一円 令和3年1月15日 令和3年1月15日 令和8年1月31日 株式会社ｃｏｏｐｙ 堺市北区東三国ヶ丘町１丁１‐１‐９１２ 新規 飲食店営業（自動車）
堺食衛第20012169号 シバ　ダイニング 堺区柳之町西２丁３‐１ 令和3年2月16日 令和3年2月16日 令和9年2月28日 ＰＲＡＳＨＮＡ　ＴＲＡＤＩＮＧ株式会社 東京都中野区東中野１－５６－８ 大島ビル新館６０５ 新規 飲食店営業
堺食衛第20012174号 ローソン堺百舌鳥赤畑町店 北区百舌鳥赤畑町４丁２４７‐３ 072-254-6241 令和3年1月22日 令和3年1月22日 令和9年1月31日 株式会社山藤 和歌山県和歌山市東鍛冶屋町２５ 新規 飲食店営業
堺食衛第20012144号 ファミリーマート美原大饗店 美原区大饗１６４‐１ 072-369-1171 令和3年1月18日 令和3年2月1日 令和9年1月31日 有限会社コバヤシ 大阪府和泉市室堂町６０‐９ 更新 飲食店営業
堺食衛第20012185号 宝寿堂 北区東雲東町１丁１‐１５ 令和3年1月22日 令和3年1月22日 令和9年1月31日 株式会社古商 堺市北区蔵前町１丁１８‐２０ 新規 飲食店営業
堺食衛第20012183号 有限会社山忠 美原区太井３９１‐３４ 072-363-0410 令和3年1月19日 令和3年2月1日 令和9年1月31日 有限会社山忠 堺市美原区太井３９１‐３４ 更新 飲食店営業
堺食衛第20012190号 立花エンターテインメント・ワン株式会社　期間限定ショップ南区三原台１丁１‐３ ジョイパーク泉ヶ丘 072-294-7353 令和3年1月26日 令和3年1月26日 令和9年1月31日 立花エンターテインメント・ワン株式会社 堺市西区浜寺船尾町西４丁４３２‐２ 新規 飲食店営業
堺食衛第20012200号 咲蔵 堺区中瓦町２丁３‐２２ テクノ大徳ビル６Ｆ 072-224-1187 令和3年1月27日 令和3年1月27日 令和9年1月31日 株式会社テクノ大徳 堺市西区浜寺石津町中１丁９‐１２ 新規 魚介類販売業
堺食衛第20012202号 堺区中瓦町２丁３‐２６ ＡＢホテル１Ｆ 072-275-4129 令和3年2月8日 令和3年2月8日 令和9年2月28日 東京都中央区日本橋箱崎町３６‐２ 新規 飲食店営業
堺食衛第20012196号 エイジングコート堺東　レストランなごみ　堺区大町東４丁１‐３０ 072-222-1230 令和3年2月4日 令和3年2月4日 令和9年2月28日 ナンブフードサービス株式会社 堺市堺区出島海岸通４丁１‐２８ 新規 飲食店営業
堺食衛第20012192号 丸一鋼管株式会社　堺工場社員食堂 西区石津西町１６ 令和3年1月20日 令和3年2月1日 令和9年1月31日 ウオクニ株式会社 兵庫県神戸市灘区船寺通４丁目５‐１６ 更新 飲食店営業
堺食衛第20012203号 Ｖｅｌｔｈ 堺市内一円 令和3年1月20日 令和3年1月20日 令和8年1月31日 株式会社渉しょう 大阪府泉南市樽井４－２３－１９ 新規 飲食店営業（自動車）
堺食衛第20012207号 居楽屋　白木屋 西区鳳東町４丁３０７‐６ 星和ＣＩＴＹ　Ｂ．Ｌ．Ｄ鳳　２階 令和3年1月21日 令和3年3月1日 令和9年2月28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番１号 更新 飲食店営業 居酒屋
堺食衛第20012206号 目利きの銀次 西区鳳東町４丁３０７‐６ 星和ＣＩＴＹ　Ｂ．Ｌ．Ｄ鳳　１階 令和3年1月21日 令和3年3月1日 令和9年2月28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番１号 更新 飲食店営業
堺食衛第20012209号 青木松風庵泉北高倉台店 南区高倉台２丁４０‐８ 072-298-0306 令和3年1月21日 令和3年2月1日 令和9年1月31日 株式会社青木松風庵 大阪府阪南市黒田４５３番地の１５ 更新 菓子製造業
堺食衛第20012219号 新世界おやじの串や 堺市内一円 令和3年1月21日 令和3年1月21日 令和8年1月31日 有限会社ＫＡＺ 大阪府大阪市浪速区恵美須東２丁目４－１４ 新規 飲食店営業（自動車）
堺食衛第20012238号 ピッコロ．カプリーチョ 堺区北瓦町２丁３‐８ 北條第２ビル１Ｆ 072-238-3000 令和3年1月27日 令和3年1月27日 令和9年1月31日 有限会社ピッコロ 堺市堺区北瓦町２丁３‐８ 北條第２ビル１Ｆ 新規 菓子製造業
堺食衛第20012241号 ウィングチップ 堺区大仙中町８‐２ 令和3年1月28日 令和3年1月28日 令和9年1月31日 株式会社ＷＩＮＧ　ＴＩＰ 堺市堺区大仙中町８‐２ 新規 飲食店営業
堺食衛第20012242号 ウィングチップ 堺区大仙中町８‐２ 令和3年1月28日 令和3年1月28日 令和9年1月31日 株式会社ＷＩＮＧ　ＴＩＰ 堺市堺区大仙中町８‐２ 新規 菓子製造業
堺食衛第20012227号 株式会社万代　金岡店 北区蔵前町１丁７‐１５ レインボー金岡内 072-258-3991 令和3年1月25日 令和3年3月1日 令和9年2月28日 株式会社万代 大阪府大阪市生野区小路東３丁目１０‐１３ 更新 喫茶店営業
堺食衛第20012232号 羽衣びーふ亭 西区鳳中町１０丁３９２ 072-261-5252 令和3年1月25日 令和3年3月1日 令和9年2月28日 株式会社ビロー 大阪府岸和田市作才町１１３ 更新 飲食店営業
堺食衛第20012229号 寿司雅グループ株式会社 中区深井沢町３２６３ 令和3年1月25日 令和3年3月1日 令和9年2月28日 寿司雅グループ株式会社 堺市中区深井沢町２７１４‐２ 更新 飲食店営業
堺食衛第20012258号 ＴＨＥ　ＳＨＩＳＨＡ　ＳＡＣＡＹ 堺区五月町２‐３０ 中畑ビル１階１０２号072-275-6969 令和3年2月2日 令和3年2月2日 令和9年2月28日 株式会社トキト 堺市中区土師町４丁５‐１７ 新規 飲食店営業
堺食衛第20012247号 大衆酒場どんがめ　堺東 堺区中瓦町２丁３‐１０ 富士ビル１Ｆ 令和3年1月26日 令和3年3月1日 令和9年2月28日 株式会社コズミックホールディングス 大阪府大阪市北区野崎町９‐１３ 梅田扇町通ビル６Ｆ 更新 飲食店営業
堺食衛第20012253号 糀食堂 北区東浅香山町４丁１‐１２ 令和3年2月19日 令和3年2月19日 令和9年2月28日 株式会社雨風 堺市西区津久野町３丁３２‐１１ 新規 飲食店営業
堺食衛第20012244号 支援センターしらさぎ食堂 東区白鷺町２丁９‐３２ 令和3年1月26日 令和3年2月1日 令和9年1月31日 新大阪食品産業株式会社 大阪府大東市平野屋２丁９‐３０ 更新 飲食店営業
堺食衛第20012264号 龍谷保育園 堺区神明町東３丁１‐１０ 令和3年1月27日 令和3年3月1日 令和9年2月28日 名阪食品株式会社 奈良県桜井市大字吉備４５２‐７ 更新 飲食店営業
堺食衛第20012275号 茶寮　つぼ市製茶本舗　ＮＯＤＡＴＥ 北区東浅香山町４丁１‐１２ イオンモール堺北花田 令和3年2月19日 令和3年2月19日 令和9年2月28日 株式会社Ｃ・Ｈ・Ａ 大阪府高石市高師浜１丁目１４－１８ 新規 飲食店営業
堺食衛第20012276号 茶寮　つぼ市製茶本舗　ＮＯＤＡＴＥ 北区東浅香山町４丁１‐１２ イオンモール堺北花田 令和3年2月19日 令和3年2月19日 令和9年2月28日 株式会社Ｃ・Ｈ・Ａ 大阪府高石市高師浜１丁目１４－１８ 新規 菓子製造業
堺食衛第20012265号 暁美会　田中病院　従業員食堂 美原区黒山３９‐１０ 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 大阪府東大阪市御厨栄町２丁目１２‐２１ 更新 飲食店営業
堺食衛第20012266号 クシロブレーキ 美原区小平尾４４４‐１ 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 大阪府東大阪市御厨栄町２－１２－２１ 更新 飲食店営業
堺食衛第20012271号 和三盆 堺市内一円 令和3年1月27日 令和3年1月27日 令和8年1月31日 株式会社ちよ松レストランマネージメント 大阪府泉佐野市下瓦屋２－４－５９ 新規 飲食店営業（露店）
堺食衛第20012294号 ライフ堺インター店 西区太平寺７１１‐１ 072-294-7233 令和3年2月22日 令和3年2月22日 令和9年2月28日 株式会社ライフコーポレーション 東京都中央区日本橋本町３丁目６番２号 新規 飲食店営業
堺食衛第20012295号 ライフ堺インター店 西区太平寺７１１‐１ 072-294-7233 令和3年2月22日 令和3年2月22日 令和9年2月28日 株式会社ライフコーポレーション 東京都中央区日本橋本町３丁目６番２号 新規 魚介類販売業
堺食衛第20012296号 ライフ堺インター店 西区太平寺７１１‐１ 072-294-7233 令和3年2月22日 令和3年2月22日 令和9年2月28日 株式会社ライフコーポレーション 東京都中央区日本橋本町３丁目６番２号 新規 飲食店営業
堺食衛第20012297号 ライフ堺インター店 西区太平寺７１１‐１ 072-294-7233 令和3年2月22日 令和3年2月22日 令和9年2月28日 株式会社ライフコーポレーション 東京都中央区日本橋本町３丁目６番２号 新規 菓子製造業



堺食衛第20012299号 ライフ堺インター店 西区太平寺７１１‐１ 072-294-7233 令和3年2月22日 令和3年2月22日 令和9年2月28日 株式会社ライフコーポレーション 東京都中央区日本橋本町３丁目６番２号 新規 食肉販売業
堺食衛第20012300号 ｋｉｎｏ－ＣＯＣＯＣＨＩ 南区釜室１００１ 令和3年1月29日 令和3年1月29日 令和9年1月31日 株式会社カプセルコーポレーション 大阪府羽曳野市尺度１０２－１ 新規 菓子製造業
堺食衛第20012305号 マスターズステージ泉ヶ丘 南区三原台１丁３‐８ 072-284-6500 令和3年1月29日 令和3年3月1日 令和9年2月28日 泉南生活協同組合 大阪府泉南市信達岡中１４８９‐１０ 更新 飲食店営業
堺食衛第20012327号 蒸気茶楼　蒸’ｓ 北区東浅香山町４丁１‐１２ 無印良品イオンモール堺北花田店内 令和3年2月19日 令和3年2月19日 令和9年2月28日 株式会社ワークポイント 大阪府高石市綾園７－５－７０ 新規 飲食店営業
堺食衛第20012328号 蒸気茶楼　蒸’ｓ 北区東浅香山町４丁１‐１２ 無印良品イオンモール堺北花田店内 令和3年2月19日 令和3年2月19日 令和9年2月28日 株式会社ワークポイント 大阪府高石市綾園７－５－７０ 新規 菓子製造業
堺食衛第20012318号 なか卯　２６号堺浜寺南店 西区浜寺南町３丁７‐１５ 令和3年2月1日 令和3年3月1日 令和9年2月28日 株式会社なか卯 東京都港区港南２丁目１８‐１ 更新 飲食店営業
堺食衛第20012319号 ピザーラ・ビバパエリア堺店 東区日置荘西町３丁１９‐５ リバティー初芝１Ｆ 072-285-9300 令和3年2月4日 令和3年2月4日 令和9年2月28日 株式会社ユイット 静岡県富士市本市場９－２ 新規 飲食店営業
堺食衛第20012340号 むか新　堺本館 堺区櫛屋町東１丁１‐１０ 072-227-0330 令和3年2月2日 令和3年3月1日 令和9年2月28日 株式会社向新 大阪府泉佐野市上町３丁目１１‐４ 更新 喫茶店営業
堺食衛第20012345号 南区大庭寺６２２ 072-290-5221 令和3年2月2日 令和3年3月1日 令和9年2月28日 堺市南区小代１４８‐１ 更新 そうざい製造業
堺食衛第20012339号 有限会社保田食品 堺市内一円 令和3年2月2日 令和3年3月1日 令和8年2月28日 有限会社保田食品 大阪府松原市立部１丁目６‐１９ 更新 飲食店営業（露店）
堺食衛第20012338号 有限会社保田食品 堺市内一円 令和3年2月2日 令和3年3月1日 令和8年2月28日 有限会社保田食品 大阪府松原市立部１－６－１９ 更新 菓子製造業（露店）
堺食衛第20012344号 株式会社秀宝（和蘭陀焼） 堺市内一円 令和3年2月2日 令和3年3月1日 令和8年2月28日 株式会社秀宝 大阪府東大阪市今米２丁目５‐３５ 更新 菓子製造業（露店）
堺食衛第20012358号 アローム　もず店 堺区向陵東町３丁６‐１１ 072-259-0022 令和3年2月3日 令和3年3月1日 令和9年2月28日 有限会社タカダ 堺市堺区向陵東町３丁６‐１１ 更新 菓子製造業
堺食衛第20012353号 はやし堺市駅前店 北区北長尾町１丁６‐９ 令和3年2月3日 令和3年3月1日 令和9年2月28日 カナート株式会社 大阪府大阪市住之江区南港中２丁目１‐１０９ 更新 飲食店営業
堺食衛第20012354号 はやし堺市駅前店 北区北長尾町１丁６‐９ 令和3年2月3日 令和3年3月1日 令和9年2月28日 カナート株式会社 大阪府大阪市住之江区南港中２丁目１‐１０９ 更新 菓子製造業
堺食衛第20012355号 はやし堺市駅前店 北区北長尾町１丁６‐９ 令和3年2月3日 令和3年3月1日 令和9年2月28日 カナート株式会社 大阪府大阪市住之江区南港中２丁目１‐１０９ 更新 魚介類販売業
堺食衛第20012347号 響あい　深井店 中区深井清水町３８２４ 令和3年2月3日 令和3年3月1日 令和9年2月28日 株式会社響あい 堺市中区深井清水町３８２４ 更新 飲食店営業
堺食衛第20012371号 伊勢や三国ヶ丘店 堺区向陵中町２丁７‐１ Ｎ．ＫＬＡＳＳ三国ヶ丘２階072-275-5965 令和3年2月22日 令和3年2月22日 令和9年2月28日 株式会社Ｂｅｃｈｅ 大阪市北区天神橋２－２－１０ 新規 飲食店営業
堺食衛第20012369号 瓦亭 堺区北瓦町２丁１‐１７ 令和3年2月5日 令和3年3月1日 令和9年2月28日 マイファミリー株式会社 堺市堺区北瓦町２丁１‐１７ 更新 飲食店営業
堺食衛第20012389号 風雲児　日ノ本 堺市内一円 令和3年2月5日 令和3年2月5日 令和8年2月28日 株式会社ＡＲＩＧＡＴＯ　　ＦＡＣＴＯＲＹ 奈良県奈良市下三条町２丁目１ Ｓｉ－Ｒｏ三条２Ｆ 新規 飲食店営業（自動車）
堺食衛第20012394号 デリ　ピッコロ　クアトロ 堺区三国ヶ丘御幸通１５４ ジョルノビル１１４号 令和3年3月3日 令和3年3月3日 令和9年3月31日 有限会社ピッコロ 堺市堺区北瓦町２丁３‐８ 北條第２ビル１Ｆ 新規 飲食店営業
堺食衛第20012392号 堺区戎之町東１丁１ 令和3年2月8日 令和3年3月1日 令和9年2月28日 東京都中央区日本橋箱崎町３６‐２ 更新 飲食店営業
堺食衛第20012395号 岡三証券株式会社　鳳寮 西区鳳西町１丁６７‐４ 令和3年2月8日 令和3年3月1日 令和9年2月28日 株式会社共立メンテナンス 東京都千代田区外神田２－１８－８ 更新 飲食店営業
堺食衛第20012391号 クレイジースパイス　アクロスモール泉北店南区原山台５丁９‐５ アクロスモール泉北１Ｆ 令和3年3月11日 令和3年3月11日 令和9年3月31日 株式会社ＴＨＥＡＴＥＲ９ 北海道余市郡余市町黒川町４丁目９３番地 新規 飲食店営業
堺食衛第20012398号 エスコ２１ 堺市内一円 令和3年2月8日 令和3年2月8日 令和8年2月28日 有限会社エスコ２１ホールディングス 大阪府大阪狭山市岩室２丁目２３３－１ 新規 飲食店営業（自動車）
堺食衛第20012409号 株式会社サカイフード 北区船堂町２丁１０‐６ 072-251-3838 令和3年2月10日 令和3年2月10日 令和9年2月28日 株式会社サカイフード 堺市北区百舌鳥赤畑町２丁６８ 新規 食肉処理業
堺食衛第20012410号 セカンド・ライフ深井中町 中区深井中町７４３‐１２ 令和3年2月16日 令和3年2月16日 令和9年2月28日 有限会社マルフクメディカルフーズ 大阪府門真市三ツ島６－２５－２１ 新規 飲食店営業
堺食衛第20012419号 焼肉たきもと 北区中長尾町３丁１‐２４ 令和3年2月10日 令和3年3月1日 令和9年2月28日 株式会社瀧本商店 堺市北区中長尾町３丁１‐２４ 更新 飲食店営業
堺食衛第20012420号 瀧本商店 北区中長尾町３丁１‐２４ 令和3年2月10日 令和3年3月1日 令和9年2月28日 株式会社瀧本商店 堺市北区中長尾町３丁１‐２４ 更新 食肉販売業
堺食衛第20012422号 西尾化学工業株式会社 中区深井北町７７８‐１ 令和3年2月10日 令和3年3月1日 令和9年2月28日 西尾化学工業株式会社 堺市中区深井北町７７８‐１ 更新 添加物製造業
堺食衛第20012424号 銀次郎 堺区栄橋町１丁７‐５ 072-238-4551 令和3年2月22日 令和3年2月22日 令和9年2月28日 株式会社伊賀上 堺市堺区栄橋町１丁７‐５ 新規 飲食店営業
堺食衛第20012426号 たこ焼き鉄板バル　ＯＣＴＯ 北区中百舌鳥町２丁２４４‐２ ５Ｆ 072-247-7766 令和3年2月17日 令和3年2月17日 令和9年2月28日 株式会社ｔｈｒｅｅ　ｉｓｌａｎｄ　ｇｒｏｕｐ 堺市北区中百舌鳥町２丁２４４‐２ 新規 飲食店営業
堺食衛第20012427号 ダイキン福祉サービス株式会社　堺（臨海）営業所西区築港新町３丁１２ 令和3年2月16日 令和3年2月16日 令和9年2月28日 ダイキン福祉サービス株式会社 大阪府大阪市北区中崎西２丁目４－１２ 新規 喫茶店営業
堺食衛第20012434号 台湾料理　九份茶樓 堺市内一円 令和3年2月15日 令和3年2月15日 令和8年2月28日 株式会社デュナミス 大阪府大阪市西区江戸堀２－１－１ 新規 飲食店営業（自動車）
堺食衛第20012438号 菩提苑 堺区東雲西町１丁６‐２３ 072-238-8881 令和3年2月16日 令和3年3月1日 令和9年2月28日 株式会社セルビスサービス 堺市堺区市之町東５丁２‐７ 更新 飲食店営業
堺食衛第20012439号 スターバックスコーヒー　堺フェニックス通り利晶の杜店堺区宿院町西２丁１‐４１ 令和3年2月16日 令和3年3月1日 令和9年2月28日 スターバックスコーヒージャパン株式会社 東京都品川区上大崎２丁目２５‐２ 更新 飲食店営業
堺食衛第20012436号 鉄板串　Ｊｙｕ－ 堺区中瓦町２丁１‐３ ＴＥＫビルＢ１ 令和3年2月17日 令和3年2月17日 令和9年2月28日 株式会社ＣＲＯＷＮ 堺市堺区中瓦町２丁１‐６ 新規 飲食店営業
堺食衛第20012459号 ＣＬＯＵＤ 堺区北清水町１丁２‐１５ 令和3年2月24日 令和3年2月24日 令和9年2月28日 株式会社ＵＮＩＴＹ 大阪府大阪市北区中之島６－１－３８ 4301 新規 飲食店営業
堺食衛第20012461号 堺区西湊町５丁７‐２８ 令和3年2月18日 令和3年3月1日 令和9年2月28日 堺市堺区西湊町５丁７－２８ 更新 菓子製造業
堺食衛第20012463号 梅の花　さかい利晶の杜店 堺区宿院町西２丁１‐１７ 072-225-0506 令和3年2月18日 令和3年3月1日 令和9年2月28日 株式会社梅の花サービス西日本 福岡県久留米市天神町１４６番地 更新 飲食店営業
堺食衛第20012460号 立花エンターテインメント・ワン株式会社豆腐工場西区浜寺船尾町西４丁４３２‐２ 072-261-7227 令和3年2月18日 令和3年3月1日 令和9年2月28日 立花エンターテインメント・ワン株式会社 堺市西区浜寺船尾町西４丁４３２‐２ 更新 豆腐製造業
堺食衛第20012455号 セブン‐イレブン　堺大美野東店 東区大美野２‐１０ 072-236-5211 令和3年2月26日 令和3年2月26日 令和9年2月28日 株式会社セブン‐イレブン・ジャパン 東京都千代田区二番町８－８ 新規 飲食店営業
堺食衛第20012453号 大阪府中央子ども家庭センター・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 令和3年2月19日 令和3年2月19日 令和9年2月28日 キョウワプロテック株式会社 福島県福島市五月町３－２０ 新規 飲食店営業
堺食衛第20012452号 ニッカブロックパーク 堺市内一円 令和3年2月18日 令和3年2月18日 令和8年2月28日 ニッカホーム西日本株式会社 大阪府東大阪市吉田本町一丁目１－３０ 新規 飲食店営業（自動車）
堺食衛第20012465号 ＳＡＩＲＡＫＵ 堺市内一円 令和3年2月18日 令和3年2月18日 令和8年2月28日 有限会社オオサカインターナショナル 堺市南区岩室９５６ 再楽館ビル 新規 飲食店営業（自動車）
堺食衛第20012469号 ミスタードーナツ　堺東駅前ショップ 堺区三国ヶ丘御幸通１５４ ジョルノ１Ｆ１０１ 072-222-0510 令和3年3月10日 令和3年3月10日 令和9年3月31日 株式会社ダスキン岸和田 大阪府岸和田市磯上町４丁目１６－４ 新規 飲食店営業
堺食衛第20012470号 ミスタードーナツ　堺東駅前ショップ 堺区三国ヶ丘御幸通１５４ ジョルノ１Ｆ１０１ 072-222-0510 令和3年3月10日 令和3年3月10日 令和9年3月31日 株式会社ダスキン岸和田 大阪府岸和田市磯上町４丁目１６－４ 新規 菓子製造業
堺食衛第20012468号 子ぶたのシェフ 堺区中瓦町１丁３‐１４ 072-229-8417 令和3年2月19日 令和3年3月1日 令和9年2月28日 株式会社さかゑ寿司本店 堺市堺区中瓦町１丁３‐１４ 更新 飲食店営業
堺食衛第20012471号 熟成焼肉いちばん　上野芝店 西区北条町２丁２１‐１７ 072-278-8822 令和3年2月25日 令和3年2月25日 令和9年2月28日 株式会社ＴＡＧ－１ 東京都港区港南二丁目１８‐１ 新規 食肉販売業
堺食衛第20012474号 熟成焼肉いちばん　福田店 中区福田６００‐１ 072-230-2901 令和3年2月25日 令和3年2月25日 令和9年2月28日 株式会社ＴＡＧ－１ 東京都港区港南２丁目１８‐１ 新規 食肉販売業
堺食衛第20012494号 Ｅｓｓｅｇｏ 堺区向陵中町２丁６‐１ １Ｆ 令和3年2月24日 令和3年2月24日 令和9年2月28日 株式会社ｒｉｃａｒｉｃａ 堺市堺区向陵東町１丁２‐２０ 新規 飲食店営業
堺食衛第20012495号 Ｅｓｓｅｇｏ 堺区向陵中町２丁６‐１ １Ｆ 令和3年2月24日 令和3年2月24日 令和9年2月28日 株式会社ｒｉｃａｒｉｃａ 堺市堺区向陵東町１丁２‐２０ 新規 そうざい製造業
堺食衛第20012496号 Ｅｓｓｅｇｏ 堺区向陵中町２丁６‐１ １Ｆ 令和3年2月24日 令和3年2月24日 令和9年2月28日 株式会社ｒｉｃａｒｉｃａ 堺市堺区向陵東町１丁２‐２０ 新規 菓子製造業
堺食衛第20012492号 ＢＡＲ　ＲＥＰＬＡＹ 堺区櫛屋町東１丁２‐２６ アバンティＨＡＧＩ２階 令和3年3月1日 令和3年3月1日 令和9年2月28日 株式会社Ｌｅａｄ 大阪府大阪狭山市東野西３丁目７９２ 新規 飲食店営業
堺食衛第20012490号 鮮魚匠　海童 西区鳳東町７丁７３３ 鳳ウイングス１Ｆ 072-271-4755 令和3年2月22日 令和3年3月1日 令和9年2月28日 株式会社海童 堺市西区鳳東町７丁７３３ 鳳ウイングス１Ｆ 更新 飲食店営業
堺食衛第20012491号 鮮魚匠　海童 西区鳳東町７丁７３３ 鳳ウイングス１Ｆ 072-271-4755 令和3年2月22日 令和3年3月1日 令和9年2月28日 株式会社海童 堺市西区鳳東町７丁７３３ 鳳ウイングス１Ｆ 更新 魚介類販売業
堺食衛第20012505号 信州そば処　そじ坊 堺区三国ヶ丘御幸通６１ ショップ南海堺東１Ｆ 072-222-6450 令和3年2月24日 令和3年3月1日 令和9年2月28日 株式会社グルメ杵屋レストラン 大阪市住之江区北加賀屋３丁４‐７ 更新 飲食店営業
堺食衛第20012504号 有限会社高砂屋（１Ｆ） 堺区中瓦町２丁３‐１８ 令和3年2月24日 令和3年3月1日 令和9年2月28日 有限会社高砂屋 堺市堺区中瓦町２丁３‐１８ 更新 飲食店営業
堺食衛第20012506号 株式会社青木松風庵堺本店 堺区緑ヶ丘南町１丁１‐２１ 令和3年2月24日 令和3年3月1日 令和9年2月28日 株式会社青木松風庵 大阪府阪南市黒田４５３番地の１５ 更新 菓子製造業
堺食衛第20012500号 耳原総合病院内売店　グリーンリーブスモール堺区協和町４丁４６５ 令和3年2月24日 令和3年4月1日 令和9年3月31日 株式会社光洋ショップ‐プラス 神奈川県横浜市金沢区福浦１丁目５‐１ 更新 飲食店営業
堺食衛第20012503号 株式会社辰巳商会　堺ケミカルターミナル西区築港新町２丁８ 令和3年2月24日 令和3年4月1日 令和9年3月31日 株式会社辰巳商会 大阪府大阪市港区築港４丁目１‐１ 更新 添加物製造業
堺食衛第20012519号 株式会社フラーズ 美原区今井９１‐２ 072-361-4800 令和3年3月10日 令和3年3月10日 令和9年3月31日 株式会社フラーズ 大阪府羽曳野市羽曳が丘１－１２－７ 新規 菓子製造業
堺食衛第20012520号 株式会社フラーズ 美原区今井９１‐２ 072-361-4800 令和3年3月10日 令和3年3月10日 令和9年3月31日 株式会社フラーズ 大阪府羽曳野市羽曳が丘１－１２－７ 新規 飲食店営業
堺食衛第20012521号 株式会社フラーズ 美原区今井９１‐２ 072-361-4800 令和3年5月17日 令和3年5月17日 令和9年5月31日 株式会社フラーズ 大阪府羽曳野市羽曳が丘１－１２－７ 新規 食品の冷凍又は冷蔵業
堺食衛第20012512号 鶴橋風月・泉ヶ丘駅前店 南区竹城台１丁１‐２ ２　三番街２階 072-295-5850 令和3年2月24日 令和3年4月1日 令和9年3月31日 立花エンターテインメント・ワン株式会社 堺市西区浜寺船尾町西４丁４３２‐２ 更新 飲食店営業
堺食衛第20012532号 ライフ　堺駅前店 堺区戎島町２丁６２‐７ 令和3年2月25日 令和3年4月1日 令和9年3月31日 株式会社ライフコーポレーション 東京都中央区日本橋本町３丁目６‐２ 更新 喫茶店営業
堺食衛第20012533号 食品館　アプロ　浅香山店 北区東浅香山町１丁２４１ 072-252-7708 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 大阪府大阪市鶴見区浜５丁目６‐２９ 更新 菓子製造業
堺食衛第20012545号 ファミリーマート堺金岡町店 北区金岡町３０３４‐３１ 072-240-0940 令和3年3月4日 令和3年3月4日 令和9年3月31日 株式会社ファミリーマート 東京都港区芝浦三丁目１番２１号 新規 飲食店営業
堺食衛第20012539号 シェフの隠れ家 中区深井沢町３１３８ エルモソーデ昌栄Ｂ－１072-277-3218 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Ｓｗｅｅｔ　Ｓｔｙｌｅ 堺市中区深井沢町３１７２ 更新 飲食店営業
堺食衛第20012543号 焼肉　味龍 中区平井７３５‐２ 令和3年3月10日 令和3年3月10日 令和9年3月31日 Ｄインベストメント株式会社 大阪府高槻市別所本町２９番３号 新規 飲食店営業
堺食衛第20012544号 焼肉　味龍 中区平井７３５‐２ 令和3年3月10日 令和3年3月10日 令和9年3月31日 Ｄインベストメント株式会社 大阪府高槻市別所本町２９番３号 新規 食肉販売業
堺食衛第20012536号 株式会社竹中工務店西野寮 東区西野４２９‐３ 令和3年2月25日 令和3年3月1日 令和9年2月28日 ウオクニ株式会社 神戸市灘区船寺通４丁目５－１６ 更新 飲食店営業
堺食衛第20012526号 ３０９ゴルフ１Ｆ 美原区平尾３２４１ 令和3年2月25日 令和3年4月1日 令和8年3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 更新 喫茶店営業（自動販売機）
堺食衛第20012527号 ３０９ゴルフ２Ｆ 美原区平尾３２４１ 令和3年2月25日 令和3年4月1日 令和8年3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 更新 喫茶店営業（自動販売機）
堺食衛第20012535号 堺市立上神谷支援学校 南区御池台４丁２４‐１ 令和3年2月25日 令和3年4月1日 令和9年3月31日 朝日給食株式会社 堺市中区深阪２丁９‐１１ 更新 飲食店営業
堺食衛第20012537号 肉焼総本家　三輪 堺市内一円 令和3年2月25日 令和3年3月1日 令和8年2月28日 株式会社Ｓａｎｓｅｉ　Ｃｏｒｐｏｒａｔｉｏｎ 堺市北区新金岡町１５９２‐１０１ 更新 飲食店営業（自動車）
堺食衛第20012549号 すき家中百舌鳥店 北区中百舌鳥町４丁５５７‐１ 令和3年2月26日 令和3年4月1日 令和9年3月31日 株式会社すき家 東京都港区港南２丁目１８‐１ 更新 飲食店営業
堺食衛第20012553号 金岡フィッシングセンター＆ＢＢＱ 北区長曽根町１１７９‐１８ 地内 令和3年3月18日 令和3年3月18日 令和9年3月31日 株式会社味起央 堺市北区南花田町３６‐１ 新規 飲食店営業
堺食衛第20012554号 金岡フィッシングセンター＆ＢＢＱ 北区長曽根町１１７９‐１８ 地内 令和3年3月18日 令和3年3月18日 令和9年3月31日 株式会社味起央 堺市北区南花田町３６‐１ 新規 魚介類販売業
堺食衛第20012550号 中国料理　生友 南区豊田１７７５‐１ アミューズメントビル１Ｆ 令和3年2月26日 令和3年3月1日 令和9年2月28日 有限会社生友商事 堺市南区豊田１７７５‐１ 更新 飲食店営業
堺食衛第20012556号 Ｌａ　ｐｅｃｈｅ 南区槇塚台４丁５‐１ 072-289-8484 令和3年3月2日 令和3年3月2日 令和9年3月31日 株式会社ＯＲＩＥＮＴＡＬ　ＦＯＯＤＳ　 東京都品川区東品川２丁目５番６ １７１０号 新規 飲食店営業
堺食衛第20012567号 カフェレスト　ロイヤル 堺区神石市之町３‐３８ 令和3年3月1日 令和3年4月1日 令和9年3月31日 株式会社ユニコ 堺市西区浜寺船尾町東４丁２７１‐６ 更新 飲食店営業
堺食衛第20012561号 ＢＩＲＴＨ　ＣＯＦＦＥＥ 南区原山台５丁９‐５ アクロスモールＢ館１Ｆ 令和3年3月9日 令和3年3月9日 令和9年3月31日 株式会社日光企画 大阪府大東市三住町１７－１２ 新規 飲食店営業
堺食衛第20012573号 ｃａｆｅ　ＩＲＯＨＡ 堺区百舌鳥夕雲町２丁２０４ 072-245-0168 令和3年3月9日 令和3年3月9日 令和9年3月31日 株式会社ミュー 堺市西区上野芝町５丁１１‐５ 新規 飲食店営業
堺食衛第20012574号 ｃａｆｅ　ＩＲＯＨＡ 堺区百舌鳥夕雲町２丁２０４ 072-245-0168 令和3年3月9日 令和3年3月9日 令和9年3月31日 株式会社ミュー 堺市西区上野芝町５丁１１‐５ 新規 菓子製造業
堺食衛第20012583号 一冨士フードサービス株式会社　９３５事業所堺区竜神橋町２丁２‐１ 令和3年3月2日 令和3年4月1日 令和9年3月31日 一冨士フードサービス株式会社 大阪府大阪市北区梅田三丁目３番２０号 更新 飲食店営業
堺食衛第20012576号 株式会社ＩＨＩインフラシステム南食堂 堺区大浜西町３ 令和3年3月2日 令和3年4月1日 令和9年3月31日 ナンブフードサービス株式会社 堺市堺区出島海岸通４丁１‐２８ 更新 飲食店営業
堺食衛第20012569号 Ｙショップ近畿中央呼吸器センター店 北区長曽根町１１８０ 072-251-6960 令和3年3月30日 令和3年3月30日 令和9年3月31日 ショップヘルスケアフード株式会社 大阪府吹田市春日４丁目１３－１５ 新規 喫茶店営業
堺食衛第20012585号 堺市立黒山小学校 美原区阿弥９３ 令和3年3月2日 令和3年4月1日 令和9年3月31日 一冨士フードサービス株式会社 大阪府大阪市北区梅田３丁目３－２０ 更新 飲食店営業
堺食衛第20012575号 バンポー工業株式会社 美原区木材通１丁目５‐８ 令和3年3月2日 令和3年4月1日 令和9年3月31日 株式会社アップケイズ 大阪府東大阪市御厨栄町２丁目１２‐２１ 更新 飲食店営業
堺食衛第20012587号 堺市立八上小学校 美原区大饗１１７‐１ 令和3年3月2日 令和3年4月1日 令和9年3月31日 一冨士フードサービス株式会社 大阪府大阪市北区梅田３丁目３－２０ 更新 飲食店営業
堺食衛第20012572号 株式会社髙島屋泉北店（サンマルコ） 南区茶山台１丁３‐１ 072-293-1101 令和3年3月5日 令和3年3月5日 令和9年3月31日 株式会社髙島屋 大阪府大阪市中央区難波５丁目１‐５ 新規 菓子製造業
堺食衛第20012581号 ＹＡＫＩＮＩＫＵ　ＢＵＦＦＥＴ　左近　アクロスモール泉北店南区原山台５丁９‐５ アクロスモール泉北Ｂ館１階072-293-3929 令和3年3月10日 令和3年3月10日 令和9年3月31日 左近商事株式会社 大阪府泉佐野市南中岡本２８５ 新規 飲食店営業
堺食衛第20012582号 ＹＡＫＩＮＩＫＵ　ＢＵＦＦＥＴ　左近　アクロスモール泉北店南区原山台５丁９‐５ アクロスモール泉北Ｂ館１階072-293-3929 令和3年3月10日 令和3年3月10日 令和9年3月31日 左近商事株式会社 大阪府泉佐野市南中岡本２８５ 新規 食肉販売業
堺食衛第20012584号 堺市立赤坂台小学校 南区赤坂台２丁２‐１ 令和3年3月2日 令和3年4月1日 令和9年3月31日 一冨士フードサービス株式会社 大阪府大阪市北区梅田３丁目３－２０ 更新 飲食店営業
堺食衛第20012588号 １ポンドのステーキハンバーグ　タケル 堺市内一円 令和3年3月2日 令和3年4月1日 令和8年3月31日 株式会社ｋｏｏｋｏｏ＆ｃｏ 大阪府吹田市青山台４丁目１２‐９ 更新 飲食店営業（露店）
堺食衛第20012586号 ＢＩＧＵＰ　ＪＡＰＡＮ 堺市内一円 令和3年3月2日 令和3年3月2日 令和8年3月31日 株式会社ＢＩＧＵＰ　ＪＡＰＡＮ 大阪府泉佐野市鶴原２８０６－１０３ 新規 飲食店営業（自動車）
堺食衛第20012592号 マクドナルド　堺東駅前店 堺区三国ヶ丘御幸通１５４ 令和3年3月24日 令和3年3月24日 令和9年3月31日 有限会社サクセスフーズ 大阪府大阪市住之江区新北島３－８－１２ 新規 飲食店営業
堺食衛第20012590号 社会医療法人同仁会耳原総合病院 堺区協和町４丁４６５ 072-241-0501 令和3年3月3日 令和3年4月1日 令和9年3月31日 社会医療法人同仁会 堺市堺区大仙西町６丁１８４‐２ 更新 飲食店営業
堺食衛第20012594号 ＭＵＲＡＭＯＴＯ　ＤＲＯＮＥ　ＴＥＲＲＡＣＥ北区長曽根町１２０６‐４ 072-275-6235 令和3年3月12日 令和3年3月12日 令和9年3月31日 村本建設株式会社 奈良県北葛城郡広陵町大字平尾１１－１ 新規 飲食店営業
堺食衛第20012596号 鶴橋粉舗てこや　泉ヶ丘駅前店 南区竹城台１丁１‐２ ショップタウン泉ヶ丘３番街１Ｆ072-290-6600 令和3年3月9日 令和3年3月9日 令和9年3月31日 ヴァリオ株式会社 大阪府大阪市天王寺区大道１丁目１２番１３号 新規 飲食店営業
堺食衛第20012593号 丸善食品株式会社 堺市内一円 令和3年4月28日 令和3年4月28日 令和8年4月30日 丸善食品株式会社 大阪府大阪市東住吉区今川５丁目５番１５号 新規 飲食店営業（露店）
堺食衛第20012604号 ドーミー三国ヶ丘 堺区向陵中町４丁７‐３２ 令和3年3月4日 令和3年4月1日 令和9年3月31日 株式会社共立メンテナンス 東京都千代田区外神田２丁目１８－８ 更新 飲食店営業
堺食衛第20012600号 パオ＆クレープ 北区中百舌鳥町３丁４２８‐２ フードコート内 072-258-8678 令和3年3月9日 令和3年3月9日 令和9年3月31日 カナディアングループ株式会社 東京都葛飾区堀切５－４２－１ 新規 飲食店営業
堺食衛第20012601号 パオ＆クレープ 北区中百舌鳥町３丁４２８‐２ フードコート内 072-258-8678 令和3年3月9日 令和3年3月9日 令和9年3月31日 カナディアングループ株式会社 東京都葛飾区堀切５－４２－１ 新規 菓子製造業
堺食衛第20012606号 有限会社美原食品包装 美原区多治井２６５ 令和3年3月4日 令和3年4月1日 令和9年3月31日 有限会社美原食品包装 堺市美原区多治井２６５ 更新 菓子製造業
堺食衛第20012607号 堺市立安井小学校 堺区南安井町４丁１‐５ 令和3年3月5日 令和3年4月1日 令和9年3月31日 株式会社南テスティパル 堺市西区浜寺石津町西２丁７‐１０ 更新 飲食店営業
堺食衛第20012609号 堺市立錦西小学校 堺区神明町西２丁１‐１ 令和3年3月5日 令和3年4月1日 令和9年3月31日 株式会社南テスティパル 堺市西区浜寺石津町西２丁７‐１０ 更新 飲食店営業
堺食衛第20012610号 大阪ガス株式会社　南部事業所　社員食堂堺区住吉橋町２丁２‐１９ 令和3年3月5日 令和3年4月1日 令和9年3月31日 株式会社東テスティパル 大阪府門真市殿島町６－１ 更新 飲食店営業
堺食衛第20012613号 堺市立北八下小学校 北区中村町２５０ 令和3年3月5日 令和3年4月1日 令和9年3月31日 名阪食品株式会社 奈良県桜井市大字吉備４５２‐７ 更新 飲食店営業
堺食衛第20012608号 堺市立東三国丘小学校 北区東三国ヶ丘町２丁２‐１ 令和3年3月5日 令和3年4月1日 令和9年3月31日 株式会社東テスティパル 大阪府門真市殿島町６‐１ 更新 飲食店営業
堺食衛第20012612号 堺市立福泉上小学校 西区上１２７‐１ 令和3年3月5日 令和3年4月1日 令和9年3月31日 名阪食品株式会社 奈良県桜井市大字吉備４５２‐７ 更新 飲食店営業
堺食衛第20012611号 堺市立福泉東小学校 西区草部９４６‐１ 令和3年3月5日 令和3年4月1日 令和9年3月31日 名阪食品株式会社 奈良県桜井市大字吉備４５２‐７ 更新 飲食店営業
堺食衛第20012618号 サンマルコ 堺区三国ヶ丘御幸通５９ 072-238-1101 令和3年3月8日 令和3年3月8日 令和9年3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
堺食衛第20012628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 大阪府羽曳野市誉田３丁目３番１５号 新規 飲食店営業
堺食衛第20012629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 大阪府羽曳野市誉田３丁目３番１５号 新規 飲食店営業
堺食衛第20012630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 大阪府羽曳野市誉田３丁目３番１５号 新規 菓子製造業
堺食衛第20012619号 パティスリーフォンセ 西区鳳南町１丁３‐３ 072-272-8408 令和3年3月8日 令和3年4月1日 令和9年3月31日 株式会社アプリベル 堺市西区鳳南町３丁３０１‐９ ２５０２号 更新 飲食店営業
堺食衛第20012620号 パティスリーフォンセ 西区鳳南町１丁３‐３ 072-272-8408 令和3年3月8日 令和3年4月1日 令和9年3月31日 株式会社アプリベル 堺市西区鳳南町３丁３０１‐９ ２５０２号 更新 菓子製造業



堺食衛第20012623号 かみむら牧場　深井店 中区深井北町３１０６‐１ 072-201-1129 令和3年4月12日 令和3年4月12日 令和9年4月30日 株式会社ビースマイルプロジェクト 鹿児島県鹿児島市谷山中央１－４３８９ 新規 飲食店営業
堺食衛第20012645号 虹色キッズこども園 堺区南清水町１丁４５ 令和3年3月19日 令和3年3月19日 令和9年3月31日 ハーベスト株式会社 神奈川県横浜市保土ケ谷区岩間町２丁目１２０ 新規 飲食店営業
堺食衛第20012647号 邦和病院内厨房 中区新家町７００‐１ 令和3年3月12日 令和3年3月12日 令和9年3月31日 株式会社ジャパンメディカルフード 大阪府大阪市平野区長吉川辺３丁目１６－７ 新規 飲食店営業
堺食衛第20012646号 社会福祉法人マーヤ　マーヤの里鈴の宮中区毛穴町２９４‐１ 令和3年3月18日 令和3年3月18日 令和9年3月31日 日清医療食品株式会社 東京都千代田区丸の内２－７－３ 新規 飲食店営業
堺食衛第20012644号 日新シール工業　シダックス店 美原区木材通４丁目２‐１１ 令和3年3月24日 令和3年3月24日 令和9年3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 東京都調布市調布ヶ丘３丁目６－３ 新規 飲食店営業
堺食衛第20012649号 名代秘伝の味　たこ一　光明池店 南区鴨谷台２丁１‐３ 070-1773-4005 令和3年3月22日 令和3年3月22日 令和9年3月31日 株式会社名代秘伝の味たこ一 堺市南区野々井２５５ 新規 飲食店営業
堺食衛第20012642号 ｃｕｎｉｃｕｌｕｓ 堺市内一円 令和3年3月9日 令和3年3月9日 令和8年3月31日 株式会社ラビット 大阪府泉佐野市長滝１６８７－５ 新規 飲食店営業（自動車）
堺食衛第20012643号 ｃｕｎｉｃｕｌｕｓ 堺市内一円 令和3年3月9日 令和3年3月9日 令和8年3月31日 株式会社ラビット 大阪府泉佐野市長滝１６８７－５ 新規 菓子製造業（自動車）
堺食衛第20012656号 おおとりの森こども園 西区鳳北町１丁１‐１ 令和3年3月16日 令和3年3月16日 令和9年3月31日 Ｍ’Ｓキッチン株式会社 大阪府泉南郡熊取町七山３丁目９９６－３ 新規 飲食店営業
堺食衛第20012650号 泉光幼稚園 中区東山７３８ 令和3年3月10日 令和3年4月1日 令和9年3月31日 株式会社松ちゃん給食 大阪府八尾市相生町１丁目８‐４３ 更新 飲食店営業
堺食衛第20012658号 キッチンカー３号 堺市内一円 令和3年3月10日 令和3年3月10日 令和8年3月31日 株式会社グルメ杵屋 大阪府大阪市住之江区北加賀屋３丁目４－７ 新規 飲食店営業（自動車）
堺食衛第20012662号 漁すけ鳳駅前店・鳳オレンジ（肉バル） 西区鳳東町１丁３５‐１ 072-349-8780 令和3年3月11日 令和3年4月1日 令和9年3月31日 株式会社イケシンコーポレーション 大阪府大阪市住之江区西加賀屋１丁目１‐５０ 更新 飲食店営業
堺食衛第20012661号 ＧＴＳフォーユー堺東山事業所 中区東山１００８ 令和3年3月11日 令和3年4月1日 令和9年3月31日 株式会社ゴチソー 大阪府東大阪市上六万寺町７‐２ 更新 飲食店営業
堺食衛第20012660号 ＧＴＳいきいき希望苑八田事業所 中区八田西町２丁６‐８ 令和3年3月11日 令和3年4月1日 令和9年3月31日 株式会社ゴチソー 大阪府東大阪市上六万寺町７‐２ 更新 飲食店営業
堺食衛第20012664号 Ｋａｍａｍｕｒｏ　Ｃａｆｅ　１　Ｐｌａｔｅ 南区釜室１２１‐５ 令和3年3月15日 令和3年3月15日 令和9年3月31日 株式会社Ｍ＆Ｋ 堺市南区釜室１２１‐５ 新規 そうざい製造業
堺食衛第20012676号 ミートファクトリー　しまちゃん 堺区戎之町東２丁１‐７ 菅原ビル１Ｆ 072-222-1029 令和3年3月17日 令和3年3月17日 令和9年3月31日 株式会社ブローフィン 堺市堺区戎之町東２丁１‐７ 新規 飲食店営業
堺食衛第20012674号 株式会社マルエス 中区毛穴町８６‐１ 072-274-0888 令和3年3月12日 令和3年4月1日 令和9年3月31日 株式会社マルエス 堺市中区毛穴町８６‐１ 更新 そうざい製造業
堺食衛第20012675号 牛たん焼き　仙台辺見　堺三原台店 南区三原台４丁４６‐１ 令和3年3月12日 令和3年4月1日 令和9年3月31日 日本レストランシステム株式会社 東京都渋谷区猿楽町１０‐１１ 更新 飲食店営業
堺食衛第20012681号 ローマ軒　堺東店 堺区三国ヶ丘御幸通６１ 南海堺東南館１階 072-222-2626 令和3年3月22日 令和3年3月22日 令和9年3月31日 株式会社Ｂｅｃｈｅ 大阪府大阪市中央区博労町３－１－１３ 新規 飲食店営業
堺食衛第20012682号 堺市立八下中学校 北区中村町９７７‐２０ 令和3年3月26日 令和3年3月26日 令和9年3月31日 株式会社サンエッセン 大阪府羽曳野市誉田３－３－１５ 新規 飲食店営業
堺食衛第20012685号 堺市立金岡南中学校 北区金岡町２４６９ 令和3年3月26日 令和3年3月26日 令和9年3月31日 株式会社サンエッセン 大阪府羽曳野市誉田３－３－１５ 新規 飲食店営業
堺食衛第20012694号 レストラン　レ・フレール 北区百舌鳥陵南町３丁４１３ 令和3年3月29日 令和3年3月29日 令和9年3月31日 株式会社ジェイフード 大阪府阪南市下出７４３‐１７ 新規 食品の冷凍又は冷蔵業
堺食衛第20012690号 堺市立美原中学校 美原区小平尾３９０ 令和3年3月26日 令和3年3月26日 令和9年3月31日 株式会社サンエッセン 大阪府羽曳野市誉田３－３－１５ 新規 飲食店営業
堺食衛第20012687号 堺市立さつき野学園 美原区さつき野東１丁目６‐１ 令和3年3月26日 令和3年3月26日 令和9年3月31日 株式会社サンエッセン 大阪府羽曳野市誉田３－３－１５ 新規 飲食店営業
堺食衛第20012688号 堺市立美原西中学校 美原区大饗１０２‐２ 令和3年3月26日 令和3年3月26日 令和9年3月31日 株式会社サンエッセン 大阪府羽曳野市誉田３－３－１５ 新規 飲食店営業
堺食衛第20012679号 ３２８１事業所 南区城山台５丁１‐１ 令和3年3月22日 令和3年3月22日 令和9年3月31日 イフスコヘルスケア株式会社 大阪府大阪市福島区福島７丁目１５番２６号 新規 飲食店営業
堺食衛第20012680号 えむかん 堺市内一円 令和3年3月15日 令和3年3月15日 令和8年3月31日 有限会社エム・カンパニー 大阪府大阪市住之江区平林北２丁目７番 １２８号 新規 飲食店営業（自動車）
堺食衛第20012704号 香川うどん 堺区翁橋町１丁４‐５ スカイビル１Ｆ 令和3年3月17日 令和3年3月17日 令和9年3月31日 株式会社香川 堺市西区津久野町１丁５‐１２ 新規 飲食店営業
堺食衛第20012699号 かみむら牧場　深井店 中区深井北町３１０６‐１ 072-201-1129 令和3年4月12日 令和3年4月12日 令和9年4月30日 株式会社ビースマイルプロジェクト 鹿児島県鹿児島市谷山中央１－４３８９ 新規 食肉販売業
堺食衛第20012696号 三和紙工株式会社 美原区多治井６００ 令和3年3月16日 令和3年4月1日 令和8年3月31日 ナショナル・ベンディング株式会社 東京都品川区上大崎１－１５‐２２ 更新 喫茶店営業（自動販売機）
堺食衛第20012695号 Ｎ・Ｃ 堺市内一円 令和3年3月16日 令和3年4月1日 令和8年3月31日 南海ケータリングサービス株式会社 大阪府高石市取石５丁目２‐４０ 更新 飲食店営業（露店）
堺食衛第20012698号 サンレク 堺市内一円 令和3年3月16日 令和3年3月16日 令和8年3月31日 株式会社サンレク 堺市南区岩室９５６ 新規 飲食店営業（露店）
堺食衛第20012703号 株式会社礎　桜キッチン 堺市内一円 令和3年3月16日 令和3年3月16日 令和8年3月31日 株式会社礎 大阪市阿倍野区播磨町１－２０－２３ 601 新規 飲食店営業（自動車）
堺食衛第20012707号 ＨＡＰＰＹ　ＰＯＣＫＥＴＳ 堺市内一円 令和3年3月17日 令和3年3月17日 令和8年3月31日 ケンセイ観光株式会社 堺市堺区協和町１丁５０ 新規 飲食店営業（自動車）
堺食衛第20012708号 ＨＡＰＰＹ　ＰＯＣＫＥＴＳ 堺市内一円 令和3年3月17日 令和3年3月17日 令和8年3月31日 ケンセイ観光株式会社 堺市堺区協和町１丁５０ 新規 菓子製造業（自動車）
堺食衛第20012719号 魚国総本社・堺２７２４４ 堺区三国ヶ丘御幸通１５４ ジョルノ３階 令和3年3月26日 令和3年3月26日 令和9年3月31日 株式会社魚国総本社 大阪府大阪市中央区道修町１丁目６‐１９ 新規 飲食店営業
堺食衛第20012717号 日清医療食品　つくし保育園事業所 中区深井東町２６５５ 令和3年3月18日 令和3年4月1日 令和9年3月31日 日清医療食品株式会社 東京都千代田区丸の内２丁目７‐３ 更新 飲食店営業
堺食衛第20012718号 八田荘養護老人ホーム　日清事業所 中区八田南之町１６２‐３ 令和3年3月18日 令和3年4月1日 令和9年3月31日 日清医療食品株式会社 東京都千代田区丸の内２丁目７‐３ 更新 飲食店営業
堺食衛第20012716号 魚国総本社・堺２７１９１ 南区御池台３丁４‐１ 令和3年3月18日 令和3年4月1日 令和9年3月31日 株式会社魚国総本社 大阪府大阪市中央区道修町１丁目６‐１９ 更新 飲食店営業
堺食衛第20012725号 堺市立浜寺石津小学校 西区浜寺石津町中２丁３‐２８ 令和3年3月23日 令和3年3月23日 令和9年3月31日 株式会社宝島 大阪府大阪市北区中之島６－２－２７ 新規 飲食店営業
堺食衛第20012723号 なんやかんや 西区鳳中町２丁４０‐１８ 令和3年3月24日 令和3年3月24日 令和9年3月31日 株式会社ＹＹ企画 大阪府東大阪市池之端町４－２４ 新規 飲食店営業
堺食衛第20012722号 あわじさんちのかれーぱん 堺市内一円 令和3年3月19日 令和3年3月19日 令和8年3月31日 ネオヴェーション合同会社 大阪府箕面市桜２丁目５－７６ 新規 菓子製造業（自動車）
堺食衛第20012726号 マルキ精肉堺百舌鳥店 北区百舌鳥赤畑町３丁１１４‐１ 令和3年3月22日 令和3年4月1日 令和9年3月31日 株式会社エヌゼット 大阪府茨木市駅前１丁目４－３０ 更新 飲食店営業
堺食衛第20012728号 デイリーカナート向ヶ丘店 西区津久野町１丁１２‐１ 072-271-0786 令和3年3月22日 令和3年4月1日 令和9年3月31日 カナート株式会社 大阪市住之江区南港中２丁目１‐１０９ 更新 飲食店営業
堺食衛第20012729号 デイリーカナート向ヶ丘店 西区津久野町１丁１２‐１ 072-271-0786 令和3年3月22日 令和3年4月1日 令和9年3月31日 カナート株式会社 大阪市住之江区南港中２丁目１‐１０９ 更新 飲食店営業
堺食衛第20012730号 デイリーカナート向ヶ丘店 西区津久野町１丁１２‐１ 072-271-0786 令和3年3月22日 令和3年4月1日 令和9年3月31日 カナート株式会社 大阪市住之江区南港中２丁目１‐１０９ 更新 魚介類販売業
堺食衛第20012732号 デイリーカナート向ヶ丘店 西区津久野町１丁１２‐１ 072-271-0786 令和3年3月22日 令和3年4月1日 令和9年3月31日 カナート株式会社 大阪市住之江区南港中２丁目１‐１０９ 更新 食肉販売業
堺食衛第20012736号 羽衣びーふ亭 西区鳳中町１０丁３９２ 072-261-5252 令和3年3月29日 令和3年3月29日 令和9年3月31日 株式会社ビロー 大阪府岸和田市作才町１１３ 新規 食肉販売業
堺食衛第20012740号 堺中央メモリアルホール 堺区北三国ヶ丘町８丁７‐１２ 072-224-0099 令和3年3月23日 令和3年4月1日 令和9年3月31日 株式会社セルビス 堺市堺区市之町東５丁２‐７ 更新 飲食店営業
堺食衛第20012749号 デイリーヤマザキ　ジョルノ堺東 堺区三国ヶ丘御幸通１５４ 072-228-3911 令和3年3月29日 令和3年3月29日 令和9年3月31日 山崎製パン株式会社 東京都千代田区岩本町３－１０－１ 新規 飲食店営業
堺食衛第20012750号 デイリーヤマザキ　ジョルノ堺東 堺区三国ヶ丘御幸通１５４ 072-228-3911 令和3年3月29日 令和3年3月29日 令和9年3月31日 山崎製パン株式会社 東京都千代田区岩本町３－１０－１ 新規 菓子製造業
堺食衛第20012741号 味亭 堺区大町東２丁１‐１４ 072-225-5335 令和3年5月31日 令和3年5月31日 令和9年5月31日 関西システム株式会社 大阪市西成区南津守７－１３－８ 新規 そうざい製造業
堺食衛第20012742号 味亭 堺区大町東２丁１‐１４ 072-225-5335 令和3年5月31日 令和3年5月31日 令和9年5月31日 関西システム株式会社 大阪市西成区南津守７－１３－８ 新規 菓子製造業
堺食衛第20012763号 天ぷら　てん助 堺区栄橋町２丁４‐２８ 堺魚市場 072-260-4367 令和3年3月25日 令和3年3月25日 令和9年3月31日 株式会社夢を 堺市堺区少林寺町東１丁１‐９ 新規 飲食店営業
堺食衛第20012754号 丸亀製麺　堺美原店 美原区黒山３８６‐１ 令和3年3月24日 令和3年4月1日 令和9年3月31日 株式会社丸亀製麺 東京都渋谷区道玄坂１－２１－１ 更新 飲食店営業
堺食衛第20012756号 大阪アメリカ村　甲賀流 堺市内一円 令和3年3月24日 令和3年5月1日 令和8年4月30日 株式会社甲賀流 大阪府大阪市中央区西心斎橋２丁目１８‐４ 更新 飲食店営業（露店）
堺食衛第20012757号 天串と海鮮の店　はれ天 堺市内一円 令和3年3月24日 令和3年3月24日 令和8年3月31日 株式会社ココカラ 大阪市都島区友渕町３－７－５ 新規 飲食店営業（自動車）
堺食衛第20012844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3年3月31日 令和3年3月31日 令和9年3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 飲食店営業
堺食衛第20012841号 シャープ液晶工場アネックス棟１階ダイニングカフェ堺区匠町１ 令和3年3月25日 令和3年5月1日 令和9年4月30日 株式会社ジィーディーフードサービス 堺市東区日置荘田中町１３４‐１ 更新 飲食店営業
堺食衛第20012846号 立花エンターテインメント・ワン株式会社西区浜寺船尾町西４丁４３２‐２ 072-261-7227 令和3年3月25日 令和3年3月25日 令和9年3月31日 立花エンターテインメント・ワン株式会社 堺市西区浜寺船尾町西４丁４３２‐２ 新規 食肉販売業
堺食衛第20012839号 肉のいざなぎ 西区下田町１１‐１ 072-261-1629 令和3年3月25日 令和3年5月1日 令和9年4月30日 株式会社Ｒｅａｌｉｚｅ 大阪府大阪市中央区内久宝寺町４丁目３‐３ 更新 食肉販売業
堺食衛第20012842号 安心堂白雪姫 中区土師町１丁１２‐１３ 072-270-8360 令和3年3月25日 令和3年4月1日 令和9年3月31日 安心堂白雪姫有限会社 堺市中区土師町１丁１２‐１３ 更新 菓子製造業
堺食衛第20012835号 末廣寿司 東区草尾１ 令和3年3月25日 令和3年4月1日 令和9年3月31日 有限会社大貴 堺市東区草尾１ 更新 飲食店営業
堺食衛第20012838号 介護老人保健施設　いずみの郷 南区竹城台１丁８‐２ 令和3年3月25日 令和3年4月1日 令和9年3月31日 株式会社ニチダン 大阪府大阪市阿倍野区阪南町５丁目３‐５ 更新 飲食店営業
堺食衛第20012840号 から吉 堺市内一円 令和3年3月25日 令和3年4月1日 令和8年3月31日 特定非営利活動法人南大阪自立支援センター 堺市堺区少林寺町東２丁２‐３ 更新 飲食店営業（自動車）
堺食衛第20012837号 ピザーラ近畿号 堺市内一円 令和3年3月25日 令和3年5月1日 令和8年4月30日 株式会社フォーシーズ 東京都港区南青山５丁目１２‐４ 更新 飲食店営業（自動車）
堺食衛第20012850号 日清シスコ 堺区石津北町８０ 令和3年3月26日 令和3年5月1日 令和8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 東京都新宿区西新宿１丁目２４－１ 更新 喫茶店営業（自動販売機）
堺食衛第20012855号 ファミリーマート京屋匠町店 堺区匠町１ 令和3年3月26日 令和3年4月1日 令和9年3月31日 京屋商事株式会社 堺市西区浜寺諏訪森町東３丁２６７‐１３ 更新 飲食店営業
堺食衛第20012851号 扶桑工業 堺区神南辺町６丁１５３‐１ 令和3年3月26日 令和3年5月1日 令和8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 東京都新宿区西新宿１丁目２４－１ 更新 喫茶店営業（自動販売機）
堺食衛第20012854号 ダイキン工業金岡新館３Ｆ 北区金岡町１３０４ 令和3年3月26日 令和3年5月1日 令和8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 東京都新宿区西新宿１丁目２４－１ 更新 喫茶店営業（自動販売機）
堺食衛第20012853号 ダイキン金岡新館４Ｆ 北区金岡町１３０４ 令和3年3月26日 令和3年5月1日 令和8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 東京都新宿区西新宿１丁目２４－１ 更新 喫茶店営業（自動販売機）
堺食衛第20012859号 焙煎工房　ｍｉｋｉｙａ　ｃｏｆｆｅｅ 北区百舌鳥梅北町２丁１０２‐１ 072-255-7007 令和3年3月26日 令和3年4月1日 令和9年3月31日 三喜屋珈琲株式会社 京都府京都市右京区太秦唐渡町２２‐１１ 更新 飲食店営業
堺食衛第20012847号 サントリーロジスティクス（株） 西区石津西町７‐８ 令和3年3月26日 令和3年5月1日 令和8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 東京都新宿区西新宿１丁目２４－１ 更新 飲食店営業（自動販売機）
堺食衛第20012862号 松毬もんじゃ居酒屋 中区深井清水町４０３４ 中迫ビル１階 072-278-7767 令和3年4月13日 令和3年4月13日 令和9年4月30日 株式会社六輝 堺市中区深井清水町４０３４ 中迫ビル１階 新規 飲食店営業
堺食衛第20012857号 堺市立宮山台小学校 南区宮山台２丁２‐１ 令和3年3月26日 令和3年4月1日 令和9年3月31日 ナンブフードサービス株式会社 堺市堺区出島海岸通４丁１‐２８ 更新 飲食店営業
堺食衛第20012858号 堺市立はるみ小学校 南区晴美台３丁３‐１ 令和3年3月26日 令和3年4月1日 令和9年3月31日 ナンブフードサービス株式会社 堺市堺区出島海岸通４丁１‐２８ 更新 飲食店営業
堺食衛第20012867号 株式会社東紅給食セントラルキッチン堺工場堺区南島町３丁１３７‐１ 令和3年3月29日 令和3年4月1日 令和9年3月31日 株式会社東紅給食 大阪府大阪市住吉区長居１丁目１５‐１７ 更新 飲食店営業
堺食衛第20012876号 ホテルイルグランディ 堺区寺地町西３丁３‐１８ 072-232-0880 令和3年3月31日 令和3年3月31日 令和9年3月31日 廣田観光株式会社 兵庫県明石市藤江２０２８－７６ 新規 飲食店営業
堺食衛第20012868号 セブン‐イレブン泉北高速光明池駅店 南区新檜尾台２丁１‐１ 令和3年3月29日 令和3年4月1日 令和9年3月31日 泉鉄産業株式会社 堺市南区茶山台１丁２‐１ 泉ヶ丘センタービル 更新 飲食店営業
堺食衛第20012893号 Ｌｅ　Ｇｒａｎｄ　Ｃｈａｒｉｏｔ 堺区向陵中町１丁１‐８ 令和3年4月14日 令和3年4月14日 令和9年4月30日 株式会社日総フーズサービス 堺市堺区向陵中町１丁１‐８ 新規 アイスクリーム類製造業
堺食衛第20012900号 日本亭　御陵前店 堺区南旅篭町東１丁１‐３２ オリエントシティＳ　１Ｆ072-223-8015 令和3年4月13日 令和3年4月13日 令和9年4月30日 株式会社盛昌 堺市堺区向陵西町１丁９‐１ 新規 飲食店営業
堺食衛第20012884号 株式会社センチュリーミート 北区金岡町２５５８‐４ 072-254-6558 令和3年3月30日 令和3年5月1日 令和9年4月30日 株式会社センチュリーミート 堺市北区金岡町２５５８‐４ 更新 食肉処理業
堺食衛第20012885号 株式会社センチュリーミート 北区金岡町２５５８‐４ 072-254-6558 令和3年3月30日 令和3年5月1日 令和9年4月30日 株式会社センチュリーミート 堺市北区金岡町２５５８‐４ 更新 食肉販売業
堺食衛第20012892号 臨海ホテル石津店 西区浜寺石津町西２丁４‐１０ 072-244-0088 令和3年3月30日 令和3年4月1日 令和9年3月31日 株式会社山一 堺市堺区出島浜通６‐２ 更新 飲食店営業
堺食衛第20012894号 ＯＫＡＩＲＩＮａ菜 西区浜寺石津町西２丁４‐１０ 072-244-0088 令和3年3月30日 令和3年4月1日 令和9年3月31日 株式会社山一 堺市堺区出島浜通６‐２ 更新 飲食店営業
堺食衛第20012899号 デュランタ浜寺 西区浜寺石津町東４丁１２‐１９ 令和3年3月31日 令和3年3月31日 令和9年3月31日 和泉マルタマフーズ株式会社 大阪府和泉市箕形町４－１－１５ 新規 飲食店営業
堺食衛第20012898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 令和3年3月30日 令和3年3月30日 令和9年3月31日 和泉マルタマフーズ株式会社 大阪府和泉市箕形町４－１－１５ 新規 飲食店営業
堺食衛第20012883号 株式会社丸本　大阪加工センター 中区東山３１４ 令和3年3月30日 令和3年5月1日 令和9年4月30日 株式会社丸本 徳島県海部郡海陽町大井字大谷４１ 更新 食肉処理業
堺食衛第20012907号 社会福祉法人宏和会特別養護老人ホーム　グレース堺堺区京町通１‐２１ 令和3年3月31日 令和3年3月31日 令和9年3月31日 東大阪マルタマフーズ株式会社 大阪府東大阪市若江南町２丁目９‐１６ 新規 飲食店営業
堺食衛第20012906号 ケアメゾン堺さわらび 堺区高砂町３丁７７‐２ 令和3年3月31日 令和3年3月31日 令和9年3月31日 東大阪マルタマフーズ株式会社 大阪府東大阪市若江南町２丁目９－１６ 新規 飲食店営業
堺食衛第20012905号 すずらん 堺区市之町東２丁１‐７ 令和3年4月1日 令和3年4月1日 令和9年3月31日 東大阪マルタマフーズ株式会社 大阪府東大阪市若江南町２丁目９－１６ 新規 飲食店営業
堺食衛第20012910号 フォーユー堺北花田 北区北花田町２丁１９６‐１ 令和3年3月31日 令和3年3月31日 令和9年3月31日 東大阪マルタマフーズ株式会社 大阪府東大阪市若江南町２丁目９‐１６ 新規 飲食店営業
堺食衛第20012909号 ココライン 西区上野芝町５丁１１‐１３ 令和3年3月31日 令和3年3月31日 令和9年3月31日 東大阪マルタマフーズ株式会社 大阪府東大阪市若江南町２－９－１６ 新規 飲食店営業
堺食衛第20012903号 レガート堺東山 中区東山１７５‐３ 令和3年4月1日 令和3年4月1日 令和9年3月31日 東大阪マルタマフーズ株式会社 大阪府東大阪市若江南町２丁目９－１６ 新規 飲食店営業
堺食衛第20012902号 グランドライフ堺Ⅱ番館 中区八田北町８１１‐１ 令和3年4月1日 令和3年4月1日 令和9年3月31日 東大阪マルタマフーズ株式会社 大阪府東大阪市若江南町２丁目９－１６ 新規 飲食店営業
堺食衛第20012911号 石原ラ軍団ＤＸ 南区深阪南１８２ 泉ヶ丘ＡＳビルＣ号室 令和3年4月19日 令和3年4月19日 令和9年4月30日 株式会社らーめんカンパニー 堺市中区深阪２丁１０‐１８ 新規 飲食店営業
堺食衛第20012915号 くちば物産株式会社 堺市内一円 令和3年3月31日 令和3年5月1日 令和8年4月30日 くちば物産株式会社 大阪府摂津市鳥飼上３丁目３‐２９ 更新 菓子製造業（露店）
堺食衛第21010001号 ポピアガーデン 堺区車之町西２丁１‐３０ 072-222-0131 令和3年4月1日 令和3年5月1日 令和9年4月30日 株式会社南海グリル 堺市堺区車之町西２丁１‐３０ 更新 そうざい製造業
堺食衛第21010006号 炭火焼肉うしかい　初芝店 東区日置荘西町１丁１６‐１０ 072-285-5963 令和3年4月1日 令和3年5月1日 令和9年4月30日 株式会社ビースマイルプロジェクト 鹿児島県鹿児島市谷山中央１－４３８９ 更新 食肉販売業 焼肉
堺食衛第21010002号 ベック　シュクレ 南区原山台１丁２‐４ 072-284-5522 令和3年4月1日 令和3年5月1日 令和9年4月30日 新栄観光株式会社 大阪府大阪市浪速区敷津東１丁目９‐１６ 更新 飲食店営業
堺食衛第21010003号 ベック　シュクレ 南区原山台１丁２‐４ 072-284-5522 令和3年4月1日 令和3年5月1日 令和9年4月30日 新栄観光株式会社 大阪府大阪市浪速区敷津東１丁目９‐１６ 更新 菓子製造業
堺食衛第21010004号 ベック　シュクレ 南区原山台１丁２‐４ 072-284-5522 令和3年4月1日 令和3年5月1日 令和9年4月30日 新栄観光株式会社 大阪府大阪市浪速区敷津東１丁目９‐１６ 更新 缶詰又は瓶詰食品製造業
堺食衛第21010014号 ローソン堺豊田店 南区豊田１１８６‐１ 令和3年4月16日 令和3年4月16日 令和9年4月30日 五井物産株式会社 堺市中区平井６２３‐４６ 新規 飲食店営業
堺食衛第21010022号 みはらカフェ　グリーンデイ　オレンジデイ美原区黒山７８２‐１０ 美原総合福祉会館内072-362-3939 令和3年4月5日 令和3年5月1日 令和9年4月30日 社会福祉法人大阪府社会福祉事業団 大阪府箕面市白島３丁目５‐５０ 更新 飲食店営業
堺食衛第21010031号 千房堺髙島屋支店 堺区三国ヶ丘御幸通５９ 堺髙島屋Ｂ１ 072-223-4340 令和3年4月6日 令和3年5月1日 令和9年4月30日 千房株式会社 大阪府大阪市中央区道頓堀１丁目５‐５ 更新 飲食店営業
堺食衛第21010033号 リテリコ 堺区神石市之町９‐１ 令和3年4月6日 令和3年5月1日 令和9年4月30日 株式会社ユニコ 堺市西区浜寺船尾町東４丁２７１‐６ 更新 飲食店営業
堺食衛第21010028号 大阪府立東百舌鳥高等学校内食堂 中区土塔町２３７７‐５ 令和3年4月7日 令和3年4月7日 令和9年4月30日 株式会社ホーユー 広島県広島市中区舟入本町１７番１号 新規 飲食店営業
堺食衛第21010040号 一作鮨 東区日置荘西町１丁２０‐５ 令和3年4月7日 令和3年5月1日 令和9年4月30日 有限会社花のころ 堺市東区日置荘北町３丁１‐４０ 更新 飲食店営業
堺食衛第21010048号 ビッグボーイ中百舌鳥店 北区百舌鳥梅町１丁２７‐７ 072-256-2752 令和3年4月8日 令和3年5月1日 令和9年4月30日 株式会社ビッグボーイジャパン 東京都港区港南２－１８－１ 更新 飲食店営業
堺食衛第21010050号 はせまぁと 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 有限会社長谷通商 堺市北区南花田町１１８ 新規 飲食店営業（自動車）
堺食衛第21010051号 はせまぁと 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 有限会社長谷通商 堺市北区南花田町１１８ 新規 菓子製造業（自動車）
堺食衛第21010053号 Ｃｏｕｎｔｒｙ　Ｋｉｔｃｈｅｎ 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ＵＮＴＡＫＥ 大阪府和泉市黒石町１０４ 新規 飲食店営業（自動車）
堺食衛第21010058号 ミスタードーナツ　ベルマージュ堺ショップ堺区田出井町１‐１ 072-232-2500 令和3年4月9日 令和3年5月1日 令和9年4月30日 株式会社ダスキン岸和田 大阪府岸和田市磯上町４丁目１６‐４ 更新 飲食店営業
堺食衛第21010059号 ミスタードーナツ　ベルマージュ堺ショップ堺区田出井町１‐１ 072-232-2500 令和3年4月9日 令和3年5月1日 令和9年4月30日 株式会社ダスキン岸和田 大阪府岸和田市磯上町４丁目１６‐４ 更新 菓子製造業
堺食衛第21010060号 なな菜　上野芝店 西区上野芝町２丁７‐３ 西友上野芝店１Ｆ 令和3年4月20日 令和3年4月20日 令和9年4月30日 アークフーズ株式会社 堺市北区新金岡町２丁５‐８ 209 新規 飲食店営業
堺食衛第21010064号 大起水産　街のみなと　堺東店 堺区三国ヶ丘御幸通６１ 南海堺東ビル南館３Ｆ072-229-0055 令和3年4月23日 令和3年4月23日 令和9年4月30日 大起水産株式会社 堺市北区中村町６０７‐１ 新規 飲食店営業
堺食衛第21010065号 ベトナム食材専門店　３ＭＩＥＮ　ＭＡＲＴ－ＳＡＫＡＩ西区浜寺石津町西４丁６‐２１ 令和3年4月20日 令和3年4月20日 令和9年4月30日 ＨＡＴＴＯＣＯ－日越商事株式会社 堺市堺区北安井町１‐１０ ＬＨビル４０２号 新規 飲食店営業
堺食衛第21010071号 ファーマーズ　オリジン　Ｆａｒｍｅｒ’ｓ　ｏｒｉｇｉｎ美原区平尾３３３３ 072-350-9473 令和3年4月12日 令和3年5月1日 令和9年4月30日 株式会社松原工務店 大阪府大阪狭山市大野台２丁目１１‐５ 更新 飲食店営業
堺食衛第21010072号 鳥兼 堺市内一円 令和3年4月12日 令和3年5月1日 令和8年4月30日 有限会社鳥兼 鳥取県末広温泉町７１１ 更新 飲食店営業（露店）



堺食衛第21010077号 スターバックスコーヒー　イオンモール堺鉄砲町店堺区鉄砲町１ 令和3年4月22日 令和3年4月22日 令和9年4月30日 スターバックスコーヒージャパン株式会社 東京都品川区上大崎２丁目２５－２ 新規 飲食店営業
堺食衛第21010079号 株式会社プラン・ドゥ・クリエイト　晴れる家３号館事業所北区東浅香山町２丁３３４ 令和3年4月13日 令和3年5月1日 令和9年4月30日 株式会社プラン・ドゥ・クリエイト 大阪市北区末広町３－１１ 天しもビル７階 更新 飲食店営業
堺食衛第21010080号 三田屋本店　中百舌鳥 北区百舌鳥梅町３丁２４‐１０ 072-250-5500 令和3年4月13日 令和3年5月1日 令和9年4月30日 株式会社ユタカ 堺市南区三原台４丁３７‐９ 更新 飲食店営業
堺食衛第21010081号 創作割烹　湖泉　別館 南区茶山台１丁２‐３ 072-284-5115 令和3年4月14日 令和3年5月1日 令和9年4月30日 株式会社湖泉 堺市南区茶山台１丁２‐３ 更新 飲食店営業
堺食衛第21010090号 ＳＨＩＫＡＮＯＫＯ 堺市内一円 令和3年4月15日 令和3年4月15日 令和8年4月30日 グランシュシュ株式会社 兵庫県神戸市北区京地２－３－１１ 新規 菓子製造業（自動車）
堺食衛第21010097号 ハラミとタン 堺区北瓦町１丁３‐１３ 令和3年4月22日 令和3年4月22日 令和9年4月30日 株式会社がやカンパニー 堺市東区北野田９７５‐１７ 新規 食肉販売業
堺食衛第21010104号 Ｄ．．ｌａｂｏ 堺区戎之町西２丁２‐１９ 戎マンション１階 令和3年4月27日 令和3年4月27日 令和9年4月30日 有限会社樹設備 大阪府大阪市住之江区中加賀屋２－８－２０ 新規 飲食店営業
堺食衛第21010105号 Ｄ．．ｌａｂｏ 堺区戎之町西２丁２‐１９ 戎マンション１階 令和3年4月27日 令和3年4月27日 令和9年4月30日 有限会社樹設備 大阪府大阪市住之江区中加賀屋２－８－２０ 新規 菓子製造業
堺食衛第21010102号 Ｆｏｏｄ　ＬＡＢＯ　てんてん 北区北花田町２丁１８０‐２ 令和3年4月22日 令和3年4月22日 令和9年4月30日 株式会社てんてん 堺市北区船堂町１丁１４‐２ １Ｆ 新規 菓子製造業
堺食衛第21010100号 ＣｒｏｓｓＦｉｔ　Ｓａｋａｉ　Ｋ．Ｈ．Ｄ 北区北花田町３丁１７‐６ ホリゾンビル４階 令和3年4月20日 令和3年4月20日 令和9年4月30日 トライアングルフィットネス株式会社 大阪府大阪市中央区大手前１－４－２ 都住創大手前１０１号室 新規 飲食店営業
堺食衛第21010106号 花りぼん堺北花田 北区新堀町１丁７６‐１ 令和3年4月21日 令和3年4月21日 令和9年4月30日 株式会社アップケイズ 大阪府東大阪市御厨栄町２丁目１２番２１号 新規 飲食店営業
堺食衛第21010112号 グッドタイムリビングなかもず店 北区金岡町１４２３‐７７ 令和3年4月19日 令和3年5月1日 令和9年4月30日 コンパスグループ・ジャパン株式会社 東京都中央区築地五丁目５番１２号 更新 飲食店営業
堺食衛第21010116号 ライフコート堺御陵前 堺区旭通１‐１６ 令和3年4月26日 令和3年4月26日 令和9年4月30日 クックメディカルフーズ株式会社 大阪府大東市御領３丁目９－２１ 新規 飲食店営業
堺食衛第21010119号 チクタク 堺区竜神橋町１丁１‐９ 令和3年5月27日 令和3年5月27日 令和9年5月31日 多田興産株式会社 堺市堺区松屋町２丁１２４ 新規 飲食店営業
堺食衛第21010117号 エヌズコート美原 美原区多治井１６４‐３ 令和3年4月26日 令和3年4月26日 令和9年4月30日 クックメディカルフーズ株式会社 大阪府大東市御領３丁目９－２１ 新規 飲食店営業
堺食衛第21010122号 すき家　堺ＩＣ店 南区小代４５７‐１ 令和3年4月20日 令和3年5月1日 令和9年4月30日 株式会社すき家 東京都港区港南２丁目１８‐１ 更新 飲食店営業
堺食衛第21010128号 株式会社宗平 堺区石津町１丁１‐４ 令和3年5月7日 令和3年5月7日 令和9年5月31日 株式会社宗平 堺市堺区石津町１丁１‐４ 新規 食肉販売業
堺食衛第21010125号 Ｚｏｎｅ　カフェ 中区陶器北１６８６‐１ 072-236-2339 令和3年4月23日 令和3年4月23日 令和9年4月30日 株式会社ＺＯｎｅ 兵庫県西宮市甲子園洲鳥町１０－３－２０５ 新規 飲食店営業
堺食衛第21010134号 株式会社髙島屋泉北店（ＫＹＫ） 南区茶山台１丁３‐１ 072-293-1101 令和3年5月6日 令和3年5月6日 令和9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１‐５ 新規 そうざい製造業
堺食衛第21010137号 串カツかすうどん田中　泉北店 南区大庭寺８１３‐２ 072-349-6688 令和3年4月22日 令和3年5月1日 令和9年4月30日 株式会社ビロー 大阪府岸和田市作才町１１３ 更新 飲食店営業
堺食衛第21010138号 遊膳 南区高尾２丁５６７‐１ 泉北ゴルフセンター内 令和3年4月22日 令和3年5月1日 令和9年4月30日 株式会社一成 堺市西区山田１丁１２７２‐１ 更新 飲食店営業
堺食衛第21010143号 昭和電工株式会社　社員食堂 堺区海山町６丁２２４ 令和3年5月7日 令和3年5月7日 令和9年5月31日 村上給食株式会社 大阪府東大阪市稲田新町３丁目４－１１ 新規 飲食店営業
堺食衛第21010146号 有限会社ニッシン 美原区太井８５ 072-363-3360 令和3年4月23日 令和3年5月1日 令和9年4月30日 有限会社ニッシン 大阪府吹田市青葉丘北１８‐１０ 1302 更新 食肉処理業
堺食衛第21010161号 三国ヶ丘ＦＵＺＺ 堺区向陵中町４丁４‐３２ チボリビル１Ｆ 072-256-7666 令和3年5月11日 令和3年5月11日 令和9年5月31日 株式会社ＦＵＺＺ　ＣＯＲＰＯＲＡＴＩＯＮ 堺市堺区向陵中町４丁４‐３２ チボリビル１Ｆ 新規 飲食店営業
堺食衛第21010149号 ユノカド 堺区南島町２丁５９ 令和3年5月14日 令和3年5月14日 令和9年5月31日 株式会社ユノカ・ラボ 堺市堺区南島町２丁５９ 新規 菓子製造業
堺食衛第21010150号 パンダムーチョベーカリー 西区鳳東町７丁７３３ おおとりウイングス１Ｆ 令和3年4月28日 令和3年4月28日 令和9年4月30日 株式会社キッチンカーコーポレーション 大阪府大阪市城東区古市２－８－１７ 新規 菓子製造業
堺食衛第21010151号 ｗｅｌｌｎｅｓｓ　ｓｍｏｏｔｈｉｅ　ｍｅｕｃｈｅ 中区平井７０９‐１ 令和3年5月6日 令和3年5月6日 令和9年5月31日 株式会社ＬＥＧＯ　ＨＡＩＲ 大阪府富田林市藤沢台５－２－１４ 新規 飲食店営業
堺食衛第21010148号 焼肉のはや 堺市内一円 令和3年4月26日 令和3年4月26日 令和8年4月30日 株式会社大新フード 大阪府和泉市富秋町２－１０－２ 新規 食肉販売業（自動車）
堺食衛第21010152号 ＣＦダイニング 堺市内一円 令和3年4月26日 令和3年4月26日 令和8年4月30日 株式会社ＣＦダイニング 大阪府大阪市東住吉区矢田一丁目２０番２２号 新規 飲食店営業（露店）
堺食衛第21010167号 いちゃりば 堺市内一円 令和3年4月27日 令和3年5月1日 令和8年4月30日 株式会社いちゃりば 大阪府大阪市大正区平尾４丁目２３‐１１ 更新 飲食店営業（露店）
堺食衛第21010183号 神戸はなあん金岡蔵前店 北区南花田町２５８‐２ ホームセンターコーナン金岡蔵前店内 令和3年4月28日 令和3年5月1日 令和9年4月30日 株式会社ハローハロー 兵庫県西宮市宮西町３‐９ 更新 飲食店営業
堺食衛第21010168号 鶴橋粉舗てこや　なかもず駅前店 北区中百舌鳥町６丁８１４ １階 072-258-5599 令和3年5月17日 令和3年5月17日 令和9年5月31日 ヴァリオ株式会社 大阪府大阪市天王寺区大道１丁目１２－１３ 新規 飲食店営業
堺食衛第21010180号 エースケータリング 堺市内一円 令和3年4月28日 令和3年5月1日 令和8年4月30日 株式会社エースケータリング 大阪府大東市中垣内５丁目６－１０ 更新 飲食店営業（露店）
堺食衛第21010179号 エースケータリング 堺市内一円 令和3年4月28日 令和3年4月28日 令和8年4月30日 株式会社エースケータリング 大阪府大東市中垣内５‐６‐１０ 新規 飲食店営業（自動車）
堺食衛第21010188号 キンダーキッズインターナショナルスクール堺校北区長曽根町１６３３‐１ 令和3年5月7日 令和3年5月7日 令和9年5月31日 有限会社中山フードサービス 大阪府八尾市沼１－６８－２ 新規 飲食店営業
堺食衛第21010195号 さつき食堂 南区御池台５丁２‐６ 令和3年4月30日 令和3年5月1日 令和9年4月30日 社会福祉法人さつき会 堺市南区御池台５丁２‐６ 更新 飲食店営業
堺食衛第21010196号 ひのき酵素浴　ナナイロ 堺区中瓦町１丁１‐４ 072-221-2716 令和3年5月24日 令和3年5月24日 令和9年5月31日 株式会社ナナイロ 堺市堺区中瓦町１丁１‐４ 新規 飲食店営業
堺食衛第21010210号 じゃんぼ總本店　堺東店 堺区中瓦町２丁２‐９ 令和3年5月24日 令和3年5月24日 令和9年5月31日 ドリームアドバンス株式会社 大阪府東大阪市大蓮南４丁目２３‐２３ 新規 飲食店営業
堺食衛第21010202号 旨さ一番　壱番亭　泉北ニュータウン栂店南区栂４２８ 072-296-5535 令和3年5月21日 令和3年5月21日 令和9年5月31日 株式会社グルメ杵屋レストラン 大阪府大阪市住之江区北加賀屋３丁目４－７ 新規 飲食店営業
堺食衛第21010211号 ＢＩＧ　ＳＭＩＬＥ　ＭＡＲＫＥＴ 堺市内一円 令和3年5月7日 令和3年5月7日 令和8年5月31日 株式会社ファーストオーシャン 大阪府大阪市港区築港２丁目４番２ 402 新規 飲食店営業（自動車）
堺食衛第21010222号 鹿児島ラーメン　真琴 美原区大保２８１‐１ 072-362-2928 令和3年5月13日 令和3年5月13日 令和9年5月31日 有限会社真琴 堺市美原区大保２８１‐１ 新規 飲食店営業
堺食衛第21010230号 一／ＫＡＫＵＲＥＧＡ 堺区中瓦町２丁１‐３ ＴＥＫビル　４階 令和3年5月13日 令和3年5月13日 令和9年5月31日 株式会社ＹＫＨ 東京都新宿区神楽坂６丁目３８番地３０５号 新規 飲食店営業
堺食衛第21010233号 大衆焼肉こじま　堺宿院店　　 堺区宿院町東３丁１‐６ メゾンドフェニックス１Ｆ 令和3年5月28日 令和3年5月28日 令和9年5月31日 株式会社Ｓｎａｉｌ　ｔｒａｃｋ 大阪府大阪市東淀川区東淡路１丁目５－５１ 新規 飲食店営業
堺食衛第21010237号 情熱屋台 堺市内一円 令和3年5月13日 令和3年5月13日 令和8年5月31日 有限会社コム 兵庫県神戸市中央区八雲通６丁目２番８号 新規 飲食店営業（自動車）
堺食衛第21010244号 公益財団法人浅香山病院　介護老人保健施設　みあ・かーさ堺区今池町４丁４‐１２ 令和3年5月19日 令和3年5月19日 令和9年5月31日 日清医療食品株式会社 東京都千代田区丸の内２－７－３ 新規 飲食店営業
堺食衛第21010243号 社会福祉法人浅香山記念会　かーさ・びあんか三国ヶ丘堺区北三国ヶ丘町２丁４‐１ 令和3年5月19日 令和3年5月19日 令和9年5月31日 日清医療食品株式会社 東京都千代田区丸の内２－７－３ 新規 飲食店営業
堺食衛第21010245号 大泉緑地スポーツハウス付属食堂 北区中村町７９９ 令和3年5月28日 令和3年5月28日 令和9年5月31日 株式会社初亀 大阪府枚方市三矢町２－５ コマサビル１Ｆ 新規 飲食店営業
堺食衛第21010252号 ＃チルフル 堺区中瓦町２丁１‐２ 辰野ビル２階 令和3年5月28日 令和3年5月28日 令和9年5月31日 株式会社ａｎｄ．Ｔ 大阪府八尾市志紀町南２丁目１３０ 新規 飲食店営業
堺食衛第21010253号 ＃チルフル 堺区中瓦町２丁１‐２ 辰野ビル２階 令和3年5月28日 令和3年5月28日 令和9年5月31日 株式会社ａｎｄ．Ｔ 大阪府八尾市志紀町南２丁目１３０ 新規 菓子製造業
堺食衛第21010257号 ほっともっと堺金岡店 北区金岡町３０３３‐６ 令和3年5月26日 令和3年5月26日 令和9年5月31日 株式会社エスカルゴ 兵庫県三田市天神２丁目２－１ 301 新規 飲食店営業
堺食衛第21010259号 上神谷　焼鳥酒場 南区豊田１１６８ 令和3年5月27日 令和3年5月27日 令和9年5月31日 株式会社総誠工業 大阪府大阪狭山市山本北１２９７－２ 新規 飲食店営業
堺食衛第21010258号 マクドナルド庭代台東店 南区御池台２丁１３‐１ 令和3年5月27日 令和3年5月27日 令和9年5月31日 株式会社ＷＩＬＬ　ＬＩＦＥ 堺市南区御池台２丁１３‐１ 新規 飲食店営業
堺食衛第21010262号 コロナ対策　無人焼肉製作所 堺区中瓦町２丁１‐３ ＴＥＫビル　２Ｆ 令和3年5月20日 令和3年5月20日 令和9年5月31日 株式会社ＣＲＯＷＮ 堺市堺区中瓦町２丁１‐６ 新規 飲食店営業
堺食衛第21010273号 近畿中央呼吸器センター 北区長曽根町１１８０ 令和3年5月19日 令和3年5月19日 令和9年5月31日 株式会社塩梅 大阪府茨木市学園南町７番５号 新規 飲食店営業
堺食衛第21010283号 サポートハウス　アンダンテ 堺区今池町３丁３‐１６ 令和3年5月31日 令和3年5月31日 令和9年5月31日 公益財団法人浅香山病院 堺市堺区今池町３丁３‐１６ 新規 飲食店営業
堺食衛第21010284号 株式会社ニチダン　大阪労災病院店 北区長曽根町１１７９‐３ 令和3年5月20日 令和3年5月20日 令和9年5月31日 株式会社ニチダン 大阪府大阪市阿倍野区阪南町５－３－５ 新規 飲食店営業
堺食衛第21010292号 焼肉しょう 堺区戎之町東２丁１‐１６ 072-275-8229 令和3年5月25日 令和3年5月25日 令和9年5月31日 株式会社さとり 堺市南区大庭寺５６９‐１７ 新規 飲食店営業
堺食衛第21010293号 焼肉しょう 堺区戎之町東２丁１‐１６ 072-275-8229 令和3年5月25日 令和3年5月25日 令和9年5月31日 株式会社さとり 堺市南区大庭寺５６９‐１７ 新規 食肉販売業
堺食衛第21010286号 はや　泉北の郷 南区原山台５丁２１‐２ 令和3年5月27日 令和3年5月27日 令和9年5月31日 イーサ・コーポレーション株式会社 大阪府泉佐野市上瓦屋８８６ 新規 飲食店営業
堺食衛第21010287号 はや　泉北の郷 南区原山台５丁２１‐２ 令和3年5月27日 令和3年5月27日 令和9年5月31日 イーサ・コーポレーション株式会社 大阪府泉佐野市上瓦屋８８６ 新規 食肉販売業
堺食衛第21010305号 ホルモン肉問屋　小川商店　堺東店 堺区中瓦町２丁１‐５ 令和3年5月31日 令和3年5月31日 令和9年5月31日 株式会社ＤＲＥＡＭ　ＲＥＡＬＩＴＹ 大阪府大阪市城東区鴫野西２－１８－６ 新規 飲食店営業
堺食衛第21010315号 三菱商事ライフサイエンス株式会社　堺工場堺区神南辺町５丁１５２ 令和3年5月28日 令和3年5月28日 令和9年5月31日 三菱商事ライフサイエンス株式会社 東京都千代田区有楽町一丁目１番３号 新規 添加物製造業
堺食衛第21010316号 三菱商事ライフサイエンス株式会社　堺工場堺区神南辺町５丁１５２ 令和3年5月28日 令和3年5月28日 令和9年5月31日 三菱商事ライフサイエンス株式会社 東京都千代田区有楽町一丁目１番３号 新規 乳製品製造業
堺食衛第21010310号 Ｂａｒしらふ 中区深井清水町３７６０ オルグビル　４階 令和3年5月27日 令和3年5月27日 令和9年5月31日 合同会社Ｂｅａｔｓ 堺市北区百舌鳥陵南町２丁６８０ 新規 飲食店営業
堺食衛第21010332号 吉川病院 北区東三国ヶ丘町４丁１‐２５ 令和3年5月28日 令和3年5月28日 令和8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 東京都新宿区西新宿１丁目２４－１ 新規 飲食店営業（自動販売機）
堺食衛第21010308号 ライフコート深井 中区大野芝町１８８‐９ 令和3年5月28日 令和3年5月28日 令和9年5月31日 クックメディカルフーズ株式会社 大阪府大東市御領３丁目９－２１ 新規 飲食店営業
堺食衛第21010343号 はなカーゴサービス 堺市内一円 令和3年5月31日 令和3年5月31日 令和8年5月31日 株式会社はなカーゴサービス 大阪府和泉市王子町３丁目１３－８ 新規 飲食店営業（自動車）
堺食衛第21012617号 利休珈琲 堺区永代町６丁１‐１８ 令和3年6月18日 令和3年6月18日 令和9年6月30日 株式会社駒太郎 堺市堺区永代町６丁１‐１８ 新規 飲食店営業 喫茶、菓子製造
堺食衛第21012619号 利休珈琲 堺区永代町６丁１‐１８ 令和3年6月18日 令和3年6月18日 令和9年6月30日 株式会社駒太郎 堺市堺区永代町６丁１‐１８ 新規 菓子製造業 菓子製造
堺食衛第21010250号 とっつぁんのおかあちゃん　堺東店 堺区中瓦町２丁１‐１５ エスト瓦町ビルディング１Ｆ 令和3年6月1日 令和3年6月1日 令和9年5月31日 株式会社どん 大阪府大阪市福島区福島７丁目２１番７号 新規 飲食店営業
堺食衛第21010330号 株式会社スイス 堺区中瓦町２丁２‐１５ 令和3年6月1日 令和3年6月1日 令和9年5月31日 株式会社スイス 堺市堺区中瓦町１丁２‐３０ 新規 飲食店営業
堺食衛第21010335号 福屋 堺区石津町４丁５‐２１ 072-247-8075 令和3年6月1日 令和3年6月1日 令和9年5月31日 銘心株式会社 大阪府泉南郡岬町孝子８３ 新規 飲食店営業 簡易宿泊所
堺食衛第21010163号 シティホテル　青雲荘本館 堺区出島海岸通２丁４‐１４ 令和3年6月1日 令和3年6月1日 令和9年5月31日 株式会社青雲荘 堺市堺区出島海岸通２丁４‐１４ 新規 飲食店営業
堺食衛第21010266号 ラウンジ　ｓｌｅｎｄｅｒ 堺区熊野町東２丁１‐１０ 米澤ビルⅡ４階４０２・４０３号室 令和3年6月11日 令和3年6月11日 令和9年6月30日 株式会社ＴＥＧＵＬＡ 堺市堺区大仙西町６丁１６８‐２ 新規 飲食店営業 スナック、ラウンジ
堺食衛第21010184号 ゼロワンネーブルハウス 堺区甲斐町西３丁３‐１１ 072-221-2000 令和3年6月1日 令和3年6月1日 令和9年5月31日 阪南倉庫株式会社 堺市堺区大町西３丁２‐３ 新規 飲食店営業
堺食衛第21010285号 美々卯　堺店 堺区中之町東１丁１‐１２ 令和3年6月1日 令和3年6月1日 令和9年5月31日 株式会社美々卯 大阪市中央区平野町４丁目６‐１８ 新規 飲食店営業
堺食衛第21010164号 サガミ堺山本店 堺区山本町３丁７７ 072-233-3595 令和3年6月1日 令和3年6月1日 令和9年5月31日 サガミレストランツ株式会社 名古屋市守山区八剣２丁目１１８ 新規 飲食店営業
堺食衛第21010209号 新和ゴルフセンター　堺　南１Ｆ入口（ＣＣＷ単受）北区金岡町１９３７ 令和3年6月1日 令和3年6月1日 令和8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21010269号 創作まぜそば○△□ 北区中百舌鳥町５丁６５９‐１ 令和3年6月1日 令和3年6月1日 令和9年5月31日 株式会社べらしおフード 堺市北区中百舌鳥町５丁３ 新規 飲食店営業
堺食衛第21010166号 くら寿司中百舌鳥店 北区百舌鳥梅町３丁４６‐６ 072-252-9949 令和3年6月1日 令和3年6月1日 令和9年5月31日 くら寿司株式会社 堺市中区深阪１丁２‐２ 新規 飲食店営業
堺食衛第21010333号 大阪－１ 西区築港新町２丁４ 令和3年6月28日 令和3年6月28日 令和9年6月30日 株式会社きっちんカンパニー 京都市上京区河原町丸太町上る桝屋町３６９ 新規 飲食店営業
堺食衛第21010201号 魚国総本社・堺２７２０６ 西区石津西町１４‐２ 令和3年6月1日 令和3年6月1日 令和9年5月31日 株式会社魚国総本社 大阪府大阪市中央区道修町１丁目６‐１９ 新規 飲食店営業 集団給食
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 東京都調布市調布ケ丘３丁目６‐３ 新規 飲食店営業
堺食衛第21010194号 ファミリーマート京屋平岡町店 西区平岡町３８‐１ 072-260-0009 令和3年6月1日 令和3年6月1日 令和9年5月31日 京屋ベネフィット株式会社 堺市西区浜寺船尾町西４丁５１６‐９ 新規 飲食店営業
堺食衛第21010297号 手打草部うどん　のらや 西区鳳東町６丁６２０‐１ 072-260-1351 令和3年6月1日 令和3年6月1日 令和9年5月31日 株式会社のらや 堺市西区鳳東町６丁６２０‐１ 新規 冷凍食品製造業
堺食衛第21010270号 ファインフーズ株式会社 西区鳳北町９丁６ 072-264-7790 令和3年6月1日 令和3年6月1日 令和9年5月31日 ファインフーズ株式会社 堺市西区鳳北町９丁６ 新規 添加物製造業 食品工場
堺食衛第21010214号 株式会社プラン・ドゥ・クリエイト　晴れる家１号館事業所中区土塔町２０４４‐６６ 令和3年6月1日 令和3年6月1日 令和9年5月31日 株式会社プラン・ドゥ・クリエイト 大阪府大阪市北区末広町３－１１ 天しもビル７階 新規 飲食店営業
堺食衛第21012622号 くら寿司株式会社　深阪工場 中区深阪１丁２‐２ 令和3年6月1日 令和3年6月1日 令和9年5月31日 くら寿司株式会社 堺市中区深阪１丁２‐２ 新規 複合型そうざい製造業 食品工場
堺食衛第21010324号 ローソン　堺日置荘店 東区日置荘西町１丁１５‐５ 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 東京都品川区大崎１丁目１１－２ 新規 飲食店営業 コンビニエンスストア
堺食衛第21010323号 ローソン　日置荘西町一丁店 東区日置荘西町１丁４１‐２４ 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 東京都品川区大崎１丁目１１－２ 新規 飲食店営業 コンビニエンスストア
堺食衛第21010224号 いろとり鶏 東区丈六１８３‐２ 朝日マンション１階２号072-236-1110 令和3年6月1日 令和3年6月1日 令和9年5月31日 株式会社レイカラー 堺市北区北花田町３丁２９‐１８ 新規 飲食店営業
堺食衛第21010208号 ベルヒル　北野田　１Ｆ　シースルー（ＣＣＷ単受）東区北野田１０８４ 令和3年6月1日 令和3年6月1日 令和8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21010170号 株式会社　万代　美原店 美原区大饗１４５‐１ 072-369-0028 令和3年6月1日 令和3年6月1日 令和9年5月31日 株式会社万代 大阪府大阪市生野区小路東３丁目１０‐１３ 新規 飲食店営業 お寿司、惣菜
堺食衛第21010171号 株式会社　万代　美原店 美原区大饗１４５‐１ 072-369-0028 令和3年6月1日 令和3年6月1日 令和9年5月31日 株式会社万代 大阪府大阪市生野区小路東３丁目１０‐１３ 新規 菓子製造業
堺食衛第21010172号 株式会社　万代　美原店 美原区大饗１４５‐１ 072-369-0028 令和3年6月1日 令和3年6月1日 令和9年5月31日 株式会社万代 大阪府大阪市生野区小路東３丁目１０‐１３ 新規 魚介類販売業
堺食衛第21010173号 株式会社　万代　美原店 美原区大饗１４５‐１ 072-369-0028 令和3年6月1日 令和3年6月1日 令和9年5月31日 株式会社万代 大阪府大阪市生野区小路東３丁目１０‐１３ 新規 食肉販売業
堺食衛第21010248号 ドトールコーヒーショップ泉ヶ丘駅店 南区竹城台１丁１‐１ 072-291-4612 令和3年6月1日 令和3年6月1日 令和9年5月31日 有限会社都麗美 堺市南区鴨谷台２丁２‐１ 新規 飲食店営業 喫茶店
堺食衛第21010218号 福蔵 南区片蔵１７６‐１ 072-291-4828 令和3年6月1日 令和3年6月1日 令和9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 喫茶店
堺食衛第21010219号 福蔵 南区片蔵１７６‐１ 072-291-4828 令和3年6月1日 令和3年6月1日 令和9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 菓子工房
堺食衛第21010220号 福蔵 南区片蔵１７６‐１ 072-291-4828 令和3年6月1日 令和3年6月1日 令和9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 みそ又はしょうゆ製造業 工房
堺食衛第21010225号 オアシス 南区泉田中６７４ 令和3年6月1日 令和3年6月1日 令和9年5月31日 特定非営利活動法人ピュア・ハート御池 堺市南区御池台１丁２８‐１２２ 新規 飲食店営業 喫茶店
堺食衛第21010249号 名代カレーうどん　きらく 南区原山台５丁９‐５ アクロスモール泉北１Ｆ072-294-9400 令和3年6月1日 令和3年6月1日 令和9年5月31日 株式会社きらく 大阪府富田林市旭ケ丘町５‐１１ 新規 飲食店営業 うどん
堺食衛第21012606号 ＣＨＩＬＬＮＥＲＤ 南区美木多上２２０７－２ 令和3年6月15日 令和3年6月15日 令和9年6月30日 有限会社みきた 堺市南区美木多上１２１７ 新規 飲食店営業 カフェ
堺食衛第21010320号 ＴＯＫＩＷＡ 堺市内一円 令和3年6月1日 令和3年6月1日 令和8年5月31日 株式会社ＴＯＫＩＷＡ 兵庫県伊丹市野間１丁目２‐３ 新規 飲食店営業（自動車） キッチンカー
堺食衛第21010319号 ＴＯＫＩＷＡ 堺市内一円 令和3年6月1日 令和3年6月1日 令和8年5月31日 株式会社ＴＯＫＩＷＡ 兵庫県伊丹市野間１丁目２‐３ 新規 飲食店営業（露店） 露店
堺食衛第21010328号 Ｎ・Ｃ・Ａ 堺市内一円 令和3年6月1日 令和3年6月1日 令和8年5月31日 南海ケータリングサービス株式会社 大阪府高石市取石５丁目２‐４０ 新規 飲食店営業（露店） 露店
堺食衛第21012632号 ワインガレージ　ワインノ和 堺区三国ヶ丘御幸通１５４ 堺東ジョルノ１Ｆ 令和3年6月11日 令和3年6月11日 令和9年6月30日 株式会社ワインハーツ 堺市堺区一条通１‐２５ 新規 飲食店営業 バー
堺食衛第21012626号 株式会社大和商会 北区東三国ヶ丘町５丁４‐１５ 072-251-7305 令和3年6月16日 令和3年6月16日 令和9年6月30日 株式会社大和商会 堺市北区東三国ヶ丘町５丁４‐１５ 新規 食品の小分け業 食品小分け業
堺食衛第21012635号 ハーモニー槇塚台 南区槇塚台１丁１１‐６ 令和3年6月7日 令和3年6月7日 令和9年6月30日 ミストラルＨＤ株式会社 和歌山県紀の川市東国分１－３４ 新規 飲食店営業 ショートステイ
堺食衛第21012625号 ファースト企画 堺市内一円 令和3年6月2日 令和3年6月2日 令和8年6月30日 ファースト企画株式会社 愛媛県松山市新立町３－１８ 新規 飲食店営業（露店） 露店
堺食衛第21012639号 ゴーゴーカレー堺東店／油そば　きりん寺　堺東店堺区新町５‐１７ 令和3年6月21日 令和3年6月21日 令和9年6月30日 株式会社ライクイット 堺市堺区並松町９‐４ 新規 飲食店営業 カレー屋／麺屋
堺食衛第21012637号 大醤株式会社 堺区石津北町２０ 072-243-0184 令和3年6月10日 令和3年6月10日 令和9年6月30日 大醤株式会社 堺市堺区石津北町２０ 新規 密封包装食品製造業 食品工場
堺食衛第21012638号 大醤株式会社 堺区石津北町２０ 072-243-0184 令和3年6月10日 令和3年6月10日 令和9年6月30日 大醤株式会社 堺市堺区石津北町２０ 新規 食品の小分け業 食品工場
堺食衛第21012640号 ファミリーマート　ＪＲ堺市駅前店 北区北長尾町１丁７‐６ 令和3年6月3日 令和3年7月1日 令和9年6月30日 株式会社エイアンドエム 堺市西区浜寺公園町２丁１１１‐４ 新規 飲食店営業 コンビニエンスストア
堺食衛第21012734号 株式会社サカイフード 北区船堂町２丁１０‐６ 072-251-3838 令和3年6月8日 令和3年6月8日 令和9年6月30日 株式会社サカイフード 堺市北区百舌鳥赤畑町２丁６８ 新規 そうざい製造業 食肉加工
堺食衛第21012733号 フラワー＆カフェ　フルール 南区高倉台１丁１５‐４ 072-291-5015 令和3年6月18日 令和3年6月18日 令和9年6月30日 光栄商事株式会社 堺市南区高倉台１丁１５‐４ 新規 飲食店営業 喫茶店
堺食衛第21012732号 ふくふく堂 堺市内一円 令和3年6月4日 令和3年7月1日 令和8年6月30日 大東建設工業株式会社 大阪府大阪市住之江区浜口東２丁目１０‐７ 新規 飲食店営業（露店）
堺食衛第21012763号 医療法人淳康会　堺近森病院 堺区北清水町２丁４‐１ 令和3年6月7日 令和3年7月1日 令和9年6月30日 医療法人淳康会 堺市堺区北清水町２丁４‐１ 新規 飲食店営業
堺食衛第21012755号 ローソン堺大仙西町店 堺区大仙西町６丁１８４‐１ 令和3年6月7日 令和3年7月1日 令和9年6月30日 株式会社エンプロート 大阪府大阪市住吉区大領５丁目９‐３７ 新規 飲食店営業 コンビニエンスストア



堺食衛第21012762号 介護付有料老人ホーム　フェリーチェ三国ヶ丘北区東三国ヶ丘町４丁１‐２８ 072-259-5010 令和3年6月7日 令和3年7月1日 令和9年6月30日 株式会社アンダンテ 堺市北区東三国ヶ丘町４丁１‐２８ 新規 飲食店営業
堺食衛第21012739号 株式会社万代　堺深井店 中区深井清水町２１４０‐１ 令和3年7月7日 令和3年7月7日 令和9年7月31日 株式会社万代 大阪府大阪市生野区小路東３丁目１０－１３ 新規 飲食店営業 食品スーパー
堺食衛第21012740号 株式会社万代　堺深井店 中区深井清水町２１４０‐１ 令和3年7月7日 令和3年7月7日 令和9年7月31日 株式会社万代 大阪府大阪市生野区小路東３丁目１０－１３ 新規 魚介類販売業 食品スーパー
堺食衛第21012741号 株式会社万代　堺深井店 中区深井清水町２１４０‐１ 令和3年7月7日 令和3年7月7日 令和9年7月31日 株式会社万代 大阪府大阪市生野区小路東３丁目１０－１３ 新規 食肉販売業 食品スーパー
堺食衛第21012752号 カレーハウス　ＣｏＣｏ壱番屋 堺市内一円 令和3年6月7日 令和3年6月7日 令和8年6月30日 株式会社バンブーフードサービス 大阪府大阪市住之江区泉１－１－８２ マグスミノエ１Ｆ　カレーハウスＣｏＣｏ壱番屋内 新規 飲食店営業（自動車） 自動車営業
堺食衛第21012784号 武蔵 堺区翁橋町１丁４‐１８ ロイヤルパレスビル１Ｆ072-229-6341 令和3年6月8日 令和3年7月1日 令和9年6月30日 株式会社ＹＯフーズ 堺市堺区翁橋町１丁４‐１８ 新規 飲食店営業 焼肉
堺食衛第21012775号 株式会社ビワコ屋 北区南花田町５５‐２ 令和3年6月17日 令和3年6月17日 令和9年6月30日 株式会社ビワコ屋 堺市北区南花田町５５‐２ 新規 漬物製造業
堺食衛第21012798号 Ｓｑｕｉｒｒｅｌ　ｇｒｏｕｐ 堺区三国ヶ丘御幸通１７‐１ 070-4296-5289 令和3年6月11日 令和3年6月11日 令和9年6月30日 Ｓｑｕｉｒｒｅｌ　ｇｒｏｕｐ合同会社 堺市堺区三国ヶ丘御幸通１７‐１ 新規 密封包装食品製造業
堺食衛第21012803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3年6月15日 令和3年6月15日 令和9年6月30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 食堂
堺食衛第21012802号 かごの屋北花田店 北区船堂町１丁１‐５ 072-250-1245 令和3年7月9日 令和3年7月9日 令和9年7月31日 株式会社ＫＲホールディングス 大阪府吹田市豊津町９‐１ 新規 飲食店営業 和食一般、パン製造店内飲食、（パン店頭販売）
堺食衛第21012796号 株式会社デイリーエッグ 中区深阪１丁１６‐４５ 072-270-7547 令和3年6月23日 令和3年6月23日 令和9年6月30日 株式会社デイリーエッグ 兵庫県赤穂市東有年１６５０ 新規 液卵製造業 食品工場
堺食衛第21012795号 丸亀製麺　堺深井店 中区深井北町３４９９ 072-270-0789 令和3年6月14日 令和3年6月14日 令和9年6月30日 株式会社丸亀製麺 兵庫県神戸市中央区小野柄通７丁目１－１ 新規 飲食店営業 うどん屋
堺食衛第21012793号 ロングライフ上野芝 中区深井中町８９７‐１ 令和3年6月9日 令和3年7月1日 令和9年6月30日 ロングライフダイニング株式会社 大阪府大阪市北区中崎西２丁目４‐１２ 梅田センタービル２５Ｆ 新規 飲食店営業
堺食衛第21012811号 肉焼屋　堺東店 堺区北瓦町２丁１‐４ 令和3年6月21日 令和3年6月21日 令和9年6月30日 株式会社ＲＩＣＣＯ 大阪府大阪市北区天神橋５丁目１－５ 新規 飲食店営業 焼き肉
堺食衛第21012812号 肉焼屋　堺東店 堺区北瓦町２丁１‐４ 令和3年6月21日 令和3年6月21日 令和9年6月30日 株式会社ＲＩＣＣＯ 大阪府大阪市北区天神橋５丁目１－５ 新規 食肉販売業 焼き肉
堺食衛第21012824号 近商ストア東湊店 堺区春日通１丁５ 072-247-3081 令和3年6月16日 令和3年6月16日 令和9年6月30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21012814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3年6月11日 令和3年6月11日 令和9年6月30日 株式会社イトーヨーカ堂 東京都千代田区二番町８‐８ 新規 飲食店営業 スーパー
堺食衛第21012820号 まるたけ阪本 美原区菩提７０‐８ 令和3年6月10日 令和3年7月1日 令和9年6月30日 株式会社まるたけ阪本 堺市美原区菩提７０‐８ 新規 食肉処理業 食肉処理
堺食衛第21012831号 サウスオールシティ 西区鳳南町３丁１９９‐１ 令和3年6月11日 令和3年7月1日 令和9年6月30日 ヤマト運輸株式会社 東京都中央区銀座２丁目１６－１０ 新規 飲食店営業 カフェ
堺食衛第21012837号 しゃぶしゃぶ美山 西区鳳南町３丁１９９‐１２ アリオ鳳アリオモール３Ｆ072-294-6644 令和3年6月11日 令和3年7月1日 令和9年6月30日 株式会社アネスティー 岡山県倉敷市宮前４１８‐３ 新規 飲食店営業 レストラン
堺食衛第21012826号 ｍａｃｃａ．ｍ 東区南野田２０２‐８ 令和3年6月16日 令和3年6月16日 令和9年6月30日 有限会社未来 堺市東区南野田２０２‐８ 新規 菓子製造業 ネット販売
堺食衛第21012845号 住宅型有料老人ホーム　シルバーハウス恵乃郷堺区春日通４丁２３‐２１ 令和3年6月18日 令和3年6月18日 令和9年6月30日 東大阪マルタマフーズ株式会社 大阪府東大阪市若江南町２丁目９－１６ 新規 飲食店営業 集団給食
堺食衛第21012852号 居酒屋　ぐろーばる 堺区出島海岸通１丁１４‐１２ 令和3年6月16日 令和3年6月16日 令和9年6月30日 株式会社Ｇｌｏｂａｌ　Ｉｎｎｏｖａｔｉｏｎ 大阪府大阪市西区南堀江１丁目１１－９ ＳＯＮＯ四ツ橋ビル４Ｆ４０５号 新規 飲食店営業 居酒屋
堺食衛第21012864号 大醤株式会社 堺区石津北町２０ 072-243-0184 令和3年6月15日 令和3年7月1日 令和9年6月30日 大醤株式会社 堺市堺区石津北町２０ 新規 みそ又はしょうゆ製造業 食品工場
堺食衛第21012873号 イトーヨーカ堂津久野店 西区下田町２０‐１ 072-266-7700 令和3年6月18日 令和3年6月18日 令和9年6月30日 株式会社イトーヨーカ堂 東京都千代田区二番町８‐８ 新規 飲食店営業 スーパーマーケット
堺食衛第21012856号 株式会社ＷＳ　ｐｌｕｓ 美原区太井６９１‐１１ 令和3年6月22日 令和3年6月22日 令和9年6月30日 株式会社ＷＳ　ｐｌｕｓ 堺市美原区太井６９１‐１１ 新規 そうざい製造業 スープ製造
堺食衛第21012858号 ｃｏｔｏｆ　ＫＩＴＣＨＥＮ　健康号 堺市内一円 令和3年6月15日 令和3年6月15日 令和8年6月30日 サラヤ株式会社 大阪府大阪市東住吉区湯里２－２－８ 新規 飲食店営業（自動車） 自動車営業
堺食衛第21012875号 ダイアナリリー 堺区南瓦町１‐２１ 令和3年6月17日 令和3年6月17日 令和9年6月30日 合同会社ダイアナリリー 堺市堺区南瓦町１‐２１ 新規 飲食店営業 バー
堺食衛第21012877号 マクドナルド　イオンそよら新金岡店 北区新金岡町４丁１‐１１ 令和3年7月2日 令和3年7月2日 令和9年7月31日 有限会社吉川商事 堺市北区新金岡町５丁３‐１０１ 201 新規 飲食店営業
堺食衛第21012878号 マクドナルド　イオンそよら新金岡店 北区新金岡町４丁１‐１１ 令和3年7月2日 令和3年7月2日 令和9年7月31日 有限会社吉川商事 堺市北区新金岡町５丁３‐１０１ 201 新規 アイスクリーム類製造業
堺食衛第21012883号 にぎり長次郎　上野芝店 西区上野芝町３丁５‐１７ 072-276-7505 令和3年6月16日 令和3年7月1日 令和9年6月30日 株式会社フーズネット 大阪府大阪市中央区安土町２丁目３‐１３ 大阪国際ビルディング３０階 新規 飲食店営業 寿司屋
堺食衛第21012886号 平尾荘 美原区平尾１９３８ 令和3年6月16日 令和3年7月1日 令和9年6月30日 太閤折詰株式会社 大阪府東大阪市若江南町３丁目７‐２２ 新規 飲食店営業
堺食衛第21012879号 餃子の王将　トナリエ栂・美木多店 南区原山台２丁２‐１ 072-289-7670 令和3年6月18日 令和3年6月18日 令和9年6月30日 株式会社弘曜 大阪府八尾市志紀町３丁目１９－１ 新規 飲食店営業 中華料理
堺食衛第21012893号 ランドリー＆カフェ 堺区緑ヶ丘北町２丁２‐８ 令和3年6月23日 令和3年6月23日 令和9年6月30日 第一ビル株式会社 堺市中区上之２０８‐１４ 新規 飲食店営業 ランドリーが主で少しのコーヒーコーナー
堺食衛第21012900号 社会福祉法人南の風　特別養護老人ホーム　朱雀北区中長尾町１丁２ 令和3年6月21日 令和3年6月21日 令和9年6月30日 日清医療食品株式会社 東京都千代田区丸の内２－７－３ 新規 飲食店営業 集団給食
堺食衛第21012922号 医療法人朝日会　朝日会病院 堺区大仙中町２‐８ 令和3年6月24日 令和3年6月24日 令和9年6月30日 日清医療食品株式会社 東京都千代田区丸の内２丁目７－３ 新規 飲食店営業 集団給食
堺食衛第21012921号 スターバックスコーヒー　そよら新金岡店北区新金岡町４丁１‐１１ 令和3年7月2日 令和3年7月2日 令和9年7月31日 スターバックスコーヒージャパン株式会社 東京都品川区上大崎２丁目２５‐２ 新規 飲食店営業 カフェ
堺食衛第21012919号 焼肉特急　堺もず駅 西区北条町１丁２４‐８ 072-270-2900 令和3年7月20日 令和3年7月20日 令和9年7月31日 株式会社松屋 大阪府藤井寺市恵美坂１丁目１３－２９ 新規 飲食店営業 焼肉、食肉販売
堺食衛第21012920号 焼肉特急　堺もず駅 西区北条町１丁２４‐８ 072-270-2900 令和3年7月20日 令和3年7月20日 令和9年7月31日 株式会社松屋 大阪府藤井寺市恵美坂１丁目１３－２９ 新規 食肉販売業 焼肉、食肉販売
堺食衛第21012908号 びっくりドンキー上野芝店 西区北条町２丁２１‐２３ 072-270-3330 令和3年6月18日 令和3年7月1日 令和9年6月30日 ワイ・テイ・ワイ産業株式会社 堺市堺区市之町西２丁１‐１５ 新規 飲食店営業 一般食堂
堺食衛第21012915号 高倉台みんなのマーケット 南区高倉台３丁２‐２ 令和3年6月18日 令和3年7月1日 令和9年6月30日 社会福祉法人ライフサポート協会 大阪府大阪市住吉区帝塚山東五丁目１０‐１５ 新規 飲食店営業 食料品販売店
堺食衛第21012916号 高倉台みんなのマーケット 南区高倉台３丁２‐２ 令和3年6月18日 令和3年7月1日 令和9年6月30日 社会福祉法人ライフサポート協会 大阪府大阪市住吉区帝塚山東五丁目１０‐１５ 新規 魚介類販売業 鮮魚店
堺食衛第21012932号 中華居酒屋　天龍 中区辻之８１２‐２０ 072-320-0846 令和3年6月23日 令和3年6月23日 令和9年6月30日 恒和商事株式会社 堺市南区三原台２丁７‐７６ 新規 飲食店営業 中華居酒屋
堺食衛第21012929号 近江焼肉ホルモン　すだく　堺北野田店東区北野田９４‐４ デルタ北野田１０１ 令和3年6月28日 令和3年6月28日 令和9年6月30日 株式会社ＦＯＲＴＲＩＺＥ 大阪府富田林市寿町４丁目１番７号 新規 飲食店営業 焼肉屋
堺食衛第21012960号 イオンスタイル新金岡　ホットデリカ・リワードキッチン北区新金岡町４丁１‐１１ 072-240-2058 令和3年7月7日 令和3年7月7日 令和9年7月31日 イオンリテール株式会社 千葉県千葉市美浜区中瀬１丁目５－１ 新規 飲食店営業
堺食衛第21012961号 イオンスタイル新金岡　焼き魚 北区新金岡町４丁１‐１１ 072-240-2058 令和3年7月7日 令和3年7月7日 令和9年7月31日 イオンリテール株式会社 千葉県千葉市美浜区中瀬１丁目５－１ 新規 飲食店営業
堺食衛第21012962号 イオンスタイル新金岡　寿司作業場 北区新金岡町４丁１‐１１ 072-240-2058 令和3年7月7日 令和3年7月7日 令和9年7月31日 イオンリテール株式会社 千葉県千葉市美浜区中瀬１丁目５－１ 新規 飲食店営業
堺食衛第21012963号 イオンスタイル新金岡　畜産 北区新金岡町４丁１‐１１ 072-240-2058 令和3年7月7日 令和3年7月7日 令和9年7月31日 イオンリテール株式会社 千葉県千葉市美浜区中瀬１丁目５－１ 新規 食肉販売業
堺食衛第21012964号 イオンスタイル新金岡　水産・水産寿司北区新金岡町４丁１‐１１ 072-240-2058 令和3年7月7日 令和3年7月7日 令和9年7月31日 イオンリテール株式会社 千葉県千葉市美浜区中瀬１丁目５－１ 新規 魚介類販売業
堺食衛第21012965号 イオンスタイル新金岡　カンテボーレ 北区新金岡町４丁１‐１１ 072-240-2058 令和3年7月7日 令和3年7月7日 令和9年7月31日 イオンリテール株式会社 千葉県千葉市美浜区中瀬１丁目５－１ 新規 菓子製造業
堺食衛第21012976号 ファミリーマート堺市立総合医療センター店西区家原寺町１丁１‐１ 072-260-0019 令和3年6月22日 令和3年7月1日 令和9年6月30日 株式会社フジオフードシステム 大阪府大阪市北区菅原町２‐１６ ＦＵＪＩＯ　ＢＬＤＧ 新規 飲食店営業 コンビニエンスストア
堺食衛第21012966号 西矢 南区和田１２０‐３ 令和3年6月22日 令和3年7月1日 令和9年6月30日 有限会社ニシハラエデュキャン 堺市中区上之６３０‐７３ 新規 飲食店営業 焼肉
堺食衛第21013007号 株式会社マリネックス 北区常磐町３丁８‐５ 072-258-9071 令和3年6月23日 令和3年7月1日 令和9年6月30日 株式会社マリネックス 堺市北区常磐町３丁８‐５ 新規 清涼飲料水製造業
堺食衛第21013008号 ミルクレット長尾町店 北区南長尾町５丁１‐４ 令和3年6月23日 令和3年6月23日 令和9年6月30日 株式会社新泉商事 堺市中区土塔町１９９１ 新規 飲食店営業
堺食衛第21012989号 スーパーマーケット　コーヨー　諏訪の森店西区浜寺諏訪森町西２丁７９‐１ 072-267-5040 令和3年6月23日 令和3年7月1日 令和9年6月30日 株式会社光洋 大阪府大阪市北区天神橋２丁目３－１６ 新規 魚介類販売業 スーパーマーケット
堺食衛第21012991号 スーパーマーケット　コーヨー　諏訪の森店西区浜寺諏訪森町西２丁７９‐１ 072-267-5040 令和3年6月23日 令和3年7月1日 令和9年6月30日 株式会社光洋 大阪府大阪市北区天神橋２丁目３－１６ 新規 飲食店営業 スーパーマーケット、寿司
堺食衛第21012992号 スーパーマーケット　コーヨー　諏訪の森店西区浜寺諏訪森町西２丁７９‐１ 072-267-5040 令和3年6月23日 令和3年7月1日 令和9年6月30日 株式会社光洋 大阪府大阪市北区天神橋２丁目３－１６ 新規 飲食店営業 スーパーマーケット、デリカ
堺食衛第21012993号 スーパーマーケット　コーヨー　諏訪の森店西区浜寺諏訪森町西２丁７９‐１ 072-267-5040 令和3年6月23日 令和3年7月1日 令和9年6月30日 株式会社光洋 大阪府大阪市北区天神橋２丁目３－１６ 新規 食肉販売業 スーパーマーケット、食肉
堺食衛第21013035号 スーパーマーケット　コーヨー　諏訪の森店西区浜寺諏訪森町西２丁７９‐１ 072-267-5040 令和3年6月28日 令和3年6月28日 令和9年6月30日 株式会社光洋 大阪府大阪市北区天神橋２丁目３－１６ 新規 菓子製造業 スーパーマーケット
堺食衛第21012985号 ラーメン　はなてん 堺市内一円 令和3年6月23日 令和3年6月23日 令和8年6月30日 株式会社カーフィックス 大阪府大阪狭山市山本北１４２３－４ 新規 飲食店営業（露店） ラーメン、かき氷
堺食衛第21013016号 ＩＺＡＫＡ家　みっちゃん 堺区竜神橋町１丁７‐１ 072-222-6456 令和3年6月24日 令和3年7月1日 令和9年6月30日 有限会社みっちゃん 堺市堺区住吉橋町２丁１‐１０ 新規 飲食店営業 居酒屋
堺食衛第21013014号 株式会社ＳＯＫＫ 西区築港浜寺町１ ゼネラル石油株式会社内 令和3年6月24日 令和3年7月1日 令和9年6月30日 株式会社ＳＯＫＫ 堺市西区築港浜寺町２ 新規 飲食店営業 売店
堺食衛第21013011号 ＣＡＦＥ　ＥＡＳＴ 南区豊田４０ 泉北陣内病院内 令和3年6月30日 令和3年6月30日 令和9年6月30日 エスケイ産業株式会社 堺市堺区香ヶ丘町１丁１４‐１８ 新規 飲食店営業 カフェ
堺食衛第21013028号 匠秀月 北区新金岡町５丁３‐５１６ 072-252-9369 令和3年6月25日 令和3年8月1日 令和9年7月31日 有限会社モリフーズ 堺市北区新金岡町５丁３‐５１６ 新規 飲食店営業 日本料理
堺食衛第21013031号 ローソン岩室店 南区岩室１９０ 令和3年6月28日 令和3年6月28日 令和9年6月30日 株式会社寺田 堺市中区東山７６９－１ 新規 飲食店営業 コンビニ
堺食衛第21013024号 株式会社鮒芳 堺市内一円 令和3年6月25日 令和3年6月25日 令和8年6月30日 株式会社鮒芳 堺市堺区香ヶ丘町１丁９‐２８ 新規 飲食店営業（露店） 露店
堺食衛第21013026号 エリザベス２世 堺市内一円 令和3年6月25日 令和3年6月25日 令和8年6月30日 株式会社カーフィックス 大阪府大阪狭山市山本北１４２３－４ 新規 飲食店営業（自動車） キッチンカー
堺食衛第21013070号 ローソン　ＪＲ堺市駅前店 堺区東雲西町１丁１‐１ 令和3年7月1日 令和3年7月1日 令和9年6月30日 株式会社フィード 堺市南区赤坂台４丁２３‐６ 新規 飲食店営業 コンビニエンスストア
堺食衛第21013058号 株式会社万代　金岡店 北区蔵前町１丁７‐１５ レインボー金岡内 072-258-3991 令和3年6月28日 令和3年8月1日 令和9年7月31日 株式会社万代 大阪府大阪市生野区小路東３丁目１０‐１３ 新規 飲食店営業 スーパーマーケット
堺食衛第21013059号 株式会社万代　金岡店 北区蔵前町１丁７‐１５ レインボー金岡内 072-258-3991 令和3年6月28日 令和3年8月1日 令和9年7月31日 株式会社万代 大阪府大阪市生野区小路東３丁目１０‐１３ 新規 食肉販売業 スーパーマーケット
堺食衛第21013060号 株式会社万代　金岡店 北区蔵前町１丁７‐１５ レインボー金岡内 072-258-3991 令和3年6月28日 令和3年8月1日 令和9年7月31日 株式会社万代 大阪府大阪市生野区小路東３丁目１０‐１３ 新規 魚介類販売業 スーパーマーケット
堺食衛第21013037号 からやま　堺長曽根店 北区長曽根町３８７‐３ 072-257-5366 令和3年8月20日 令和3年8月20日 令和9年8月31日 サト・アークランドフードサービス株式会社 大阪府大阪市中央区安土町２－３－１３ 大阪国際ビルディング３０階 新規 飲食店営業 レストラン
堺食衛第21013044号 ロッテリア津久野イトーヨーカドー店 西区下田町２０‐１ 072-267-5033 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 大阪府岸和田市藤井町１丁目１‐９ 新規 飲食店営業 ファーストフード
堺食衛第21013068号 魚国総本社・堺２７５３６ 中区東八田２６‐１ 令和3年6月28日 令和3年7月1日 令和9年6月30日 株式会社魚国総本社 大阪府大阪市中央区道修町１丁目６‐１９ 新規 飲食店営業
堺食衛第21013033号 ル・ミトロン　堺北野田店 東区丈六１８３‐２ 朝日マンション１０３号室072-289-9834 令和3年7月8日 令和3年7月8日 令和9年7月31日 株式会社アイズ 堺市東区日置荘原寺町８３－３ ２階 新規 菓子製造業 パン屋
堺食衛第21013106号 カフェホテル　おひるねラッコ 西区浜寺船尾町東２丁２４９ 令和3年6月29日 令和3年8月1日 令和9年7月31日 ミラージュ株式会社 大阪府大阪市住吉区帝塚山中４丁目５－５ 新規 飲食店営業 ホテル
堺食衛第21013104号 アクアクララ堺 美原区木材通１丁目９‐９ 令和3年6月29日 令和3年8月1日 令和9年7月31日 クラレテクノ株式会社 大阪府大阪市北区角田町８‐１ 新規 清涼飲料水製造業
堺食衛第21013108号 スターバックスコーヒー　泉北槇塚台店 南区釜室１０００‐１ 072-284-0567 令和3年6月29日 令和3年8月1日 令和9年7月31日 スターバックスコーヒージャパン株式会社 東京都品川区上大崎二丁目２５‐２ 新規 飲食店営業 カフェ
堺食衛第21013128号 百花 堺区旭ヶ丘北町１丁２‐１１ 第３和伸ビル１Ｆ 072-245-6023 令和3年7月7日 令和3年7月7日 令和9年7月31日 一般社団法人ＣｒｏｓｓＬｉｎｋ 堺市堺区旭ヶ丘北町１丁２‐１１ 新規 飲食店営業 店頭販売
堺食衛第21013126号 はにわプリン工場 中区土師町２丁３０‐２６ 令和3年8月12日 令和3年8月12日 令和9年8月31日 株式会社Ｐａｓａｈ 堺市中区深井沢町３４０７ 新規 菓子製造業
堺食衛第21013119号 ｓｐａｃｅ．ＳＵＥＭＵＲＡ 南区若松台２丁５‐１ 令和3年7月9日 令和3年7月9日 令和9年7月31日 株式会社Ａｄｄ　Ｗａｌｌ 堺市南区泉田中７‐１ 新規 飲食店営業 カフェ
堺食衛第21013120号 ｓｐａｃｅ．ＳＵＥＭＵＲＡ 南区若松台２丁５‐１ 令和3年7月9日 令和3年7月9日 令和9年7月31日 株式会社Ａｄｄ　Ｗａｌｌ 堺市南区泉田中７‐１ 新規 菓子製造業 カフェ
堺食衛第21013122号 ぞうめし屋 堺市内一円 令和3年6月30日 令和3年6月30日 令和8年6月30日 有限会社ハッピー 愛知県西尾市吉良町吉田亥改１１３ 新規 飲食店営業（自動車） 自動車営業
堺食衛第21013123号 ぞうめし屋 堺市内一円 令和3年6月30日 令和3年6月30日 令和8年6月30日 有限会社ハッピー 愛知県西尾市吉良町吉田亥改１１３ 新規 飲食店営業（露店） 露店営業
堺食衛第21013144号 ヴィ・ド・フランス　初芝店 東区日置荘西町２丁１‐３ 072-286-3334 令和3年7月1日 令和3年8月1日 令和9年7月31日 株式会社ヴィ・ド・フランス 東京都千代田区岩本町３丁目１０‐１ 新規 飲食店営業 喫茶店
堺食衛第21013145号 ヴィ・ド・フランス　初芝店 東区日置荘西町２丁１‐３ 072-286-3334 令和3年7月1日 令和3年8月1日 令和9年7月31日 株式会社ヴィ・ド・フランス 東京都千代田区岩本町３丁目１０‐１ 新規 菓子製造業
堺食衛第21013161号 から揚げ　鶏パリス　堺市駅前店 堺区東雲西町１丁８‐６９ 令和3年7月16日 令和3年7月16日 令和9年7月31日 有限会社権兵衛 大阪府大阪市西区京町堀１－６－１２ 新規 飲食店営業 唐揚げ持ち帰り
堺食衛第21013159号 ＳＡＫＡＩＮＯＭＡ　Ｃａｆｅ＆Ｒｅｓｉｄｅｎｃｅ 堺区熊野町西１丁１‐２３ 令和3年7月8日 令和3年7月8日 令和9年7月31日 株式会社インフィクス 大阪府大阪市中央区北浜２丁目１‐１６ ４Ｆ 新規 菓子製造業 カフェ　卸
堺食衛第21013163号 ＣＡＲＲＹ 堺市内一円 令和3年7月5日 令和3年7月5日 令和8年7月31日 株式会社ユーピー 兵庫県川西市鼓が滝１丁目２５番１０ 203 新規 飲食店営業（自動車） キッチンカー
堺食衛第21013164号 株式会社ジェイフーズ 堺市内一円 令和3年7月5日 令和3年7月5日 令和8年7月31日 株式会社ジェイフーズ 大阪府南河内郡千早赤阪村千早１０３９番地 新規 飲食店営業（自動車） キッチンカ―
堺食衛第21013174号 ほっかほっか亭八田西店 中区八田西町２丁４‐１１ 072-276-3720 令和3年7月14日 令和3年7月14日 令和9年7月31日 株式会社樹木 堺市南区檜尾５７５‐３７ 新規 飲食店営業 持ち帰り弁当
堺食衛第21013199号 ファミリーマート浜寺石津町店 西区浜寺石津町西３丁４‐１９ 令和3年7月7日 令和3年8月1日 令和9年7月31日 株式会社ＭＴＮ 大阪府富田林市中野町３丁目３０６７‐１ 新規 飲食店営業 コンビニエンスストア
堺食衛第21013196号 ミニストップ堺北野田店 東区北野田５５２‐２ 令和3年7月7日 令和3年8月1日 令和9年7月31日 株式会社マフハ 大阪府大阪狭山市東野西３丁目７００‐１ 新規 飲食店営業 コンビニ
堺食衛第21013214号 鶴橋風月　アクロスモール泉北店 南区原山台５丁９‐５ アクロスモール泉北 072-295-1008 令和3年7月8日 令和3年9月1日 令和9年8月31日 有限会社ワイ・ティー・エス 堺市南区原山台５丁９‐５ 新規 飲食店営業 お好み焼
堺食衛第21013223号 大醤株式会社 堺区石津北町２０ 072-243-0184 令和3年7月9日 令和3年7月9日 令和9年7月31日 大醤株式会社 堺市堺区石津北町２０ 新規 食肉製品製造業
堺食衛第21013227号 医療法人紀和会　正風病院内食堂 北区新金岡町５丁１‐３ 令和3年7月9日 令和3年8月1日 令和9年7月31日 ナンブフードサービス株式会社 堺市堺区出島海岸通４丁１‐２８ 新規 飲食店営業 集団給食
堺食衛第21013253号 株式会社富惣 堺区遠里小野町３丁４‐１ 072-229-8800 令和3年7月16日 令和3年7月16日 令和9年7月31日 株式会社富惣 堺市堺区遠里小野町３丁４‐１ 新規 複合型そうざい製造業 惣菜製造
堺食衛第21013241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7月13日 令和3年7月13日 令和9年7月31日 株式会社四季堂 大阪府東大阪市柏田東町３－９ 新規 飲食店営業 カステラ
堺食衛第21013246号 Ｇａｓｈｉ　Ｃｏｕｎ 堺区北瓦町２丁２‐２ 田中愛ビル２Ｆ 令和3年7月13日 令和3年7月13日 令和9年7月31日 有限会社ＧＣ 堺市堺区北瓦町２丁２‐２ 新規 飲食店営業 バー
堺食衛第21013247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 令和3年7月14日 令和3年7月14日 令和9年7月31日 株式会社八風 堺市堺区熊野町西３丁２‐２ 新規 そうざい製造業 うどん居酒屋
堺食衛第21013248号 ライフ福田店 中区福田４８４ 072-236-8177 令和3年7月29日 令和3年7月29日 令和9年7月31日 株式会社ライフコーポレーション 東京都中央区日本橋本町３丁目６‐２ 新規 飲食店営業 スーパーマーケット
堺食衛第21013275号 文左亭　堺店 堺区石津北町９０‐３ ホームセンターコーナン堺店フードコート内072-280-1330 令和3年7月19日 令和3年7月19日 令和9年7月31日 カナディアングループ株式会社 東京都葛飾区堀切５丁目４２－１ 新規 飲食店営業 たい焼き屋
堺食衛第21013260号 デイリーカナート中百舌鳥店 北区中百舌鳥町５丁８０５‐２ 令和3年7月13日 令和3年8月1日 令和9年7月31日 カナート株式会社 大阪府大阪市住之江区南港中２丁目１‐１０９ 新規 魚介類販売業 スーパー
堺食衛第21013261号 デイリーカナート中百舌鳥店 北区中百舌鳥町５丁８０５‐２ 令和3年7月13日 令和3年8月1日 令和9年7月31日 カナート株式会社 大阪府大阪市住之江区南港中２丁目１‐１０９ 新規 飲食店営業 スーパー
堺食衛第21013262号 デイリーカナート中百舌鳥店 北区中百舌鳥町５丁８０５‐２ 令和3年7月13日 令和3年8月1日 令和9年7月31日 カナート株式会社 大阪府大阪市住之江区南港中２丁目１‐１０９ 新規 飲食店営業 スーパー
堺食衛第21013263号 デイリーカナート中百舌鳥店 北区中百舌鳥町５丁８０５‐２ 令和3年7月13日 令和3年8月1日 令和9年7月31日 カナート株式会社 大阪府大阪市住之江区南港中２丁目１‐１０９ 新規 菓子製造業 スーパー
堺食衛第21013276号 伊たこ焼 堺市内一円 令和3年7月13日 令和3年7月13日 令和8年7月31日 株式会社山福 大阪府寝屋川市早子町３－７ 新規 飲食店営業（自動車） 自動車営業
堺食衛第21013281号 喫茶ミキ 堺区旭ヶ丘北町１丁２‐１１ 第３和伸ビル１Ｆ 072-245-6023 令和3年7月14日 令和3年7月14日 令和9年7月31日 一般社団法人ＣｒｏｓｓＬｉｎｋ 堺市堺区旭ヶ丘北町１丁２‐１１ 新規 飲食店営業 喫茶店
堺食衛第21013282号 河童ラーメン本舗　堺店 堺区三宝町３丁１７５ 令和3年7月14日 令和3年8月1日 令和9年7月31日 株式会社河童ヌードル 大阪府大阪市西成区北開１丁目２‐２１ 新規 飲食店営業 ラーメン屋
堺食衛第21013284号 座庄八 堺区栄橋町１丁１０‐１ ショップ南海堺 072-223-0048 令和3年7月14日 令和3年8月1日 令和9年7月31日 有限会社座庄八グループ 堺市堺区栄橋町１丁１０‐１ ショップ南海堺 新規 飲食店営業 居酒屋
堺食衛第21013290号 天下一品　堺深井店 中区深井中町３３０８ 072-277-0545 令和3年7月14日 令和3年8月1日 令和9年7月31日 株式会社大塚フーズ 堺市中区深井中町３３０８ 新規 飲食店営業 ラーメン屋
堺食衛第21013297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7月15日 令和3年7月15日 令和9年7月31日 株式会社四季堂 大阪府東大阪市柏田東町３－９ 新規 菓子製造業
堺食衛第21013300号 すき家　２６号堺山本店 堺区山本町３丁７８ 令和3年7月15日 令和3年8月1日 令和9年7月31日 株式会社すき家 東京都港区港南２丁目１８‐１ 新規 飲食店営業 牛丼屋
堺食衛第21013302号 阪堺電気軌道株式会社　浜寺駅 西区浜寺公園町２丁 令和3年7月15日 令和3年8月1日 令和8年7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 自動販売機
堺食衛第21013295号 Ｐｈｏ　３１０ 中区新家町３４６‐９ 090-6801-3974 令和3年7月27日 令和3年7月27日 令和9年7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 レストラン
堺食衛第21013292号 カレーハウスＣｏＣｏ壱番屋 堺市内一円 令和3年7月15日 令和3年7月15日 令和8年7月31日 株式会社壱番屋 愛知県一宮市三ツ井６丁目１２－２３ 新規 飲食店営業（自動車） キッチンカー
堺食衛第21013309号 牛たん利久 堺市内一円 令和3年7月16日 令和3年7月16日 令和8年7月31日 株式会社利久 宮城県岩沼市吹上２－３６－１ 新規 飲食店営業（自動車） キッチンカー
堺食衛第21013334号 北区百舌鳥梅町２丁３‐３ 072-256-2417 令和3年7月19日 令和3年8月1日 令和9年7月31日 東京都中央区日本橋箱崎町３６‐２ 新規 飲食店営業
堺食衛第21013320号 ｓｐａｃｅ．ＳＵＥＭＵＲＡ（Ｒｅ） 南区若松台２丁５‐１ 令和3年7月21日 令和3年7月21日 令和9年7月31日 一般社団法人Ｒｅ 堺市南区泉田中７‐１ 新規 飲食店営業 喫茶店（シェアキッチン）



堺食衛第21013321号 ｓｐａｃｅ．ＳＵＥＭＵＲＡ（Ｒｅ） 南区若松台２丁５‐１ 令和3年7月21日 令和3年7月21日 令和9年7月31日 一般社団法人Ｒｅ 堺市南区泉田中７‐１ 新規 菓子製造業 喫茶店（シェアキッチン）
堺食衛第21013330号 ０Ｈ２６９２　大阪 南区高倉台３丁２‐２ 令和3年7月19日 令和3年8月1日 令和9年7月31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 東京都新宿区西新宿３丁目２０‐２ 新規 飲食店営業 有料老人ホーム
堺食衛第21013326号 緑王館　光明池店 南区鴨谷台２丁２‐６ 南海光明池ビル３Ｆ 072-298-3347 令和3年7月19日 令和3年8月1日 令和9年7月31日 有限会社遠藤青汁大阪研究所 堺市中区大野芝町２７２‐１ 新規 飲食店営業
堺食衛第21013349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3年8月2日 令和3年8月2日 令和9年8月31日 株式会社ｔｒａｄｅ　ＫＫＮ 堺市堺区新町１‐７ ＳＡＫＡＩ東ビル１０２号 新規 飲食店営業 居酒屋
堺食衛第21013355号 熟成焼肉いちばん　上野芝店 西区北条町２丁２１‐１７ 072-278-8822 令和3年7月20日 令和3年8月1日 令和9年7月31日 株式会社ＴＡＧ－１ 東京都港区港南二丁目１８‐１ 新規 飲食店営業 しゃぶしゃぶ、焼肉
堺食衛第21013370号 クボタ堺製造所　Ｊ－１１８　Ａ４棟 堺区石津北町６４ 令和3年7月21日 令和3年9月1日 令和8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 東京都新宿区西新宿１丁目２４－１ 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 カップ式自動販売機
堺食衛第21013368号 株式会社クボタケミックス　屋外 西区石津西町１４‐２ 令和3年7月21日 令和3年9月1日 令和8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 東京都新宿区西新宿１丁目２４－１ 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 カップ式自動販売機
堺食衛第21013366号 八尾製作所　出荷場　屋外 中区大野芝町８６‐１ 令和3年7月21日 令和3年9月1日 令和8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 東京都新宿区西新宿１丁目２４－１ 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 カップ式自動販売機
堺食衛第21013364号 スーパーサンエー 堺市内一円 令和3年7月21日 令和3年8月1日 令和8年7月31日 株式会社スーパーサンエー 大阪府岸和田市大町４７５ 新規 飲食店営業（露店） 露店
堺食衛第21013391号 時計台　マック 堺区旭ヶ丘中町１丁６‐２７ 令和3年7月26日 令和3年8月1日 令和9年7月31日 有限会社時計台 堺市堺区旭ヶ丘中町１丁６‐２７ 205 新規 飲食店営業 喫茶店
堺食衛第21013394号 株式会社万代　ビバモール美原南インター店美原区黒山１００８ 072-363-8200 令和3年8月31日 令和3年8月31日 令和9年8月31日 株式会社万代 大阪府大阪市生野区小路東３丁目１０番１３号 新規 飲食店営業 スーパー
堺食衛第21013395号 株式会社万代　ビバモール美原南インター店美原区黒山１００８ 072-363-8200 令和3年8月31日 令和3年8月31日 令和9年8月31日 株式会社万代 大阪府大阪市生野区小路東３丁目１０番１３号 新規 食肉販売業 スーパー
堺食衛第21013396号 株式会社万代　ビバモール美原南インター店美原区黒山１００８ 072-363-8200 令和3年8月31日 令和3年8月31日 令和9年8月31日 株式会社万代 大阪府大阪市生野区小路東３丁目１０番１３号 新規 魚介類販売業 スーパー
堺食衛第21013397号 株式会社万代　ビバモール美原南インター店美原区黒山１００８ 072-363-8200 令和3年8月31日 令和3年8月31日 令和9年8月31日 株式会社万代 大阪府大阪市生野区小路東３丁目１０番１３号 新規 菓子製造業 スーパー
堺食衛第21013401号 Ｇｏｏｄ　Ｇｏｏｄ　ｆｏｏｄｓ 堺市内一円 令和3年7月26日 令和3年7月26日 令和8年7月31日 株式会社ＦＵＮＰＡＮＹ 大阪府大阪市城東区関目１丁目１６－１８ 新規 飲食店営業（自動車） キッチンカー
堺食衛第21013408号 セブン‐イレブン堺百舌鳥梅町１丁店 北区百舌鳥梅町１丁１８‐１４ 072-250-2004 令和3年7月27日 令和3年9月1日 令和9年8月31日 合名会社モビリティ 堺市北区百舌鳥梅町１丁１８‐１４ 新規 飲食店営業 コンビニエンスストア
堺食衛第21013404号 ＦＯＯＤ　ＴＲＵＣＫ　ＧＯＣＨＩ 堺市内一円 令和3年7月27日 令和3年7月27日 令和8年7月31日 株式会社エスケイエス 大阪府岸和田市中井町１丁目４－１０ 新規 飲食店営業（自動車） キッチンカー
堺食衛第21013423号 大阪府立だいせん聴覚高等支援学校 堺区大仙町１‐１ 令和3年7月28日 令和3年7月28日 令和9年7月31日 株式会社ミセスコロケット 大阪府大東市御領３－１０－３６ 新規 飲食店営業 委託給食
堺食衛第21013419号 スーパー・コート堺神石 堺区神石市之町７‐２８ 令和3年8月5日 令和3年8月5日 令和9年8月31日 株式会社日米クック 大阪府大阪市北区大淀中１－１７－２２ 新規 飲食店営業 有料老人ホーム、集団給食
堺食衛第21013420号 スーパー・コート堺神石２号館 堺区神石市之町１９‐２７ 令和3年8月5日 令和3年8月5日 令和9年8月31日 株式会社日米クック 大阪府大阪市北区大淀中１－１７－２２ 新規 飲食店営業 有料老人ホーム、集団給食
堺食衛第21013422号 スーパー・コート堺 北区百舌鳥赤畑町４丁３４１‐１ 令和3年8月4日 令和3年8月4日 令和9年8月31日 株式会社日米クック 大阪府大阪市北区大淀中１－１７－２２ 新規 飲食店営業 有料老人ホーム集団給食
堺食衛第21013426号 １ｐｌａｔｅ　ｄｅｌｉ　ｐｌｕｓ 西区堀上緑町２丁２‐１２ 令和3年8月5日 令和3年8月5日 令和9年8月31日 株式会社Ｍ＆Ｋ 堺市南区釜室１２１‐５ 新規 飲食店営業 テイクアウト専門店
堺食衛第21013427号 １ｐｌａｔｅ　ｄｅｌｉ　ｐｌｕｓ 西区堀上緑町２丁２‐１２ 令和3年8月5日 令和3年8月5日 令和9年8月31日 株式会社Ｍ＆Ｋ 堺市南区釜室１２１‐５ 新規 菓子製造業 テイクアウト専門店
堺食衛第21013421号 スーパー・コート堺白鷺 中区新家町５３１‐１ 令和3年8月4日 令和3年8月4日 令和9年8月31日 株式会社日米クック 大阪府大阪市北区大淀中１－１７－２２ 新規 飲食店営業 有料老人ホーム集団給食
堺食衛第21013430号 ドトールコーヒーショップビバモール美原南インター店美原区黒山４６８ ビバモール美原南インター店１Ｆ072-369-0771 令和3年8月10日 令和3年8月10日 令和9年8月31日 株式会社ビバホーム 埼玉県さいたま市浦和区上木崎１－１３－１ 新規 飲食店営業 喫茶店
堺食衛第21013429号 丸果じゅ屋 堺市内一円 令和3年7月28日 令和3年7月28日 令和8年7月31日 株式会社ＵＮＴＡＫＥ 大阪府和泉市黒石町１０４ 新規 飲食店営業（自動車） キッチンカー
堺食衛第21013440号 富士工業株式会社 堺区柏木町４丁４‐１２ 072-244-8450 令和3年7月29日 令和3年8月1日 令和9年7月31日 富士工業株式会社 堺市堺区柏木町４丁４‐１２ 新規 添加物製造業 添加物製造業
堺食衛第21013447号 株式会社昌久園 堺区車之町東３丁１‐９ 令和3年7月29日 令和3年8月1日 令和9年7月31日 株式会社昌久園 堺市堺区車之町東３丁１‐９ 新規 飲食店営業 焼肉
堺食衛第21013451号 ローソン堺大浜店 堺区大浜北町３丁３‐１６ 令和3年7月29日 令和3年8月1日 令和9年7月31日 株式会社エンプロート 大阪府大阪市住吉区大領５丁目９‐３７ 新規 飲食店営業 コンビニ
堺食衛第21013449号 株式会社万代諏訪森店 西区浜寺諏訪森町中３丁２４１‐２ 072-265-1381 令和3年7月29日 令和3年9月1日 令和9年8月31日 株式会社万代 大阪市生野区小路東３丁目１０‐１３ 新規 魚介類販売業
堺食衛第21013455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 令和3年7月30日 令和3年7月30日 令和9年7月31日 株式会社ニチダン 大阪府大阪市阿倍野区阪南町５－３－５ 新規 飲食店営業 集団給食
堺食衛第21013457号 Ｓｑｕｉｒｒｅｌ　ｇｒｏｕｐ 堺区三国ヶ丘御幸通１７‐１ 070-4296-5289 令和3年7月30日 令和3年7月30日 令和9年7月31日 Ｓｑｕｉｒｒｅｌ　ｇｒｏｕｐ合同会社 堺市堺区三国ヶ丘御幸通１７‐１ 新規 飲食店営業 ドリンクのテイクアウト専門
堺食衛第21013462号 東横イン堺東駅 堺区市之町東６丁２‐１４ 072-282-1045 令和3年7月30日 令和3年8月1日 令和9年7月31日 株式会社東横イン 東京都大田区新蒲田１丁目７‐４ 新規 飲食店営業 ビジネスホテル
堺食衛第21013465号 有限会社　阿波井 西区浜寺船尾町東２丁２６５ 072-263-2951 令和3年7月30日 令和3年9月1日 令和9年8月31日 有限会社阿波井 大阪府和泉市いぶき野４丁目３‐３ １３０２号 新規 飲食店営業
堺食衛第21013476号 ＳＡＫＡＩ総合医療センター食堂 西区家原寺町１丁１ 072-271-6692 令和3年7月30日 令和3年8月1日 令和9年7月31日 株式会社フジオフードシステム 大阪府大阪市北区菅原町２‐１６ ＦＵＪＩＯ　ＢＬＤＧ 新規 飲食店営業 外来客用食堂、兼職員用食堂
堺食衛第21013460号 天野山カントリークラブ 南区別所１５４９‐４６ 令和3年7月30日 令和3年9月1日 令和9年8月31日 大和開発観光株式会社 大阪府河内長野市天野町９０６‐２ 新規 飲食店営業
堺食衛第21013461号 天野山カントリークラブききょう 南区別所１５４９‐４６ 令和3年7月30日 令和3年9月1日 令和9年8月31日 大和開発観光株式会社 大阪府河内長野市天野町９０６‐２ 新規 飲食店営業
堺食衛第21013494号 サファリ堺 堺区宿院町東２丁２‐１８ 令和3年8月2日 令和3年8月1日 令和9年7月31日 株式会社サファリ堺 堺市堺区宿院町東２丁２‐１８ 新規 飲食店営業 ホテル
堺食衛第21013505号 堺相互タクシー株式会社・新本社・自販機コーナー北区黒土町１０８ 令和3年8月2日 令和3年9月1日 令和8年8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21013501号 ヨロズ精工　１Ｆ 西区草部１２３５‐１ 令和3年8月2日 令和3年9月1日 令和8年8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21013484号 Ｒｅｄ　Ｓｔｏｎｅ　Ｃｏｆｆｅｅ 中区新家町６９３‐１ 藤田ビル１階 令和3年8月11日 令和3年8月11日 令和9年8月31日 株式会社Ｐｉｅｔｒａ　Ｒｏｓｓａ 堺市東区草尾１４４３‐１ 新規 飲食店営業 カフェ
堺食衛第21013485号 Ｒｅｄ　Ｓｔｏｎｅ　Ｃｏｆｆｅｅ 中区新家町６９３‐１ 藤田ビル１階 令和3年8月11日 令和3年8月11日 令和9年8月31日 株式会社Ｐｉｅｔｒａ　Ｒｏｓｓａ 堺市東区草尾１４４３‐１ 新規 菓子製造業 カフェ
堺食衛第21013486号 陳麻家ビバモール美原南インター店 美原区黒山１００８ ビバモール美原南インター内 令和3年9月15日 令和3年9月15日 令和9年9月30日 株式会社ＺＯＯ 大阪府大阪市西区新町１－３３－２３ 新規 飲食店営業 中華料理店
堺食衛第21013481号 株式会社ジェイ・エス・ディー 美原区平尾５７２‐２ 072-363-7771 令和3年8月10日 令和3年8月10日 令和9年8月31日 株式会社ジェイ・エス・ディー 堺市美原区平尾５７２‐２ 新規 食品の小分け業 チョコレート小分け
堺食衛第21013503号 クボタ精機株式会社　堺事務所前（ＣＣＢＪＩ受託）美原区木材通４丁目１５‐５ 令和3年8月2日 令和3年9月1日 令和8年8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21013488号 Ｄｅｓｉｇｎ　Ｏｈａｓｕ　Ｄａｙｓ 南区若松台２丁５‐１ 大蓮公園内 令和3年8月4日 令和3年8月4日 令和9年8月31日 株式会社大倉 大阪府大阪市都島区片町１－５－１３ 新規 飲食店営業 カフェ
堺食衛第21013487号 ｃｏｏｐｙ 堺市内一円 令和3年8月2日 令和3年8月2日 令和8年8月31日 株式会社ｃｏｏｐｙ 堺市北区東三国ヶ丘町１丁１‐１ 912 新規 飲食店営業（自動車） キッチンカー
堺食衛第21013512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 令和3年8月3日 令和3年9月1日 令和9年8月31日 株式会社第一関西 大阪府大阪市港区波除３－１－２０ １０Ｆ 新規 飲食店営業 カラオケ店
堺食衛第21013518号 カラオケ　ライブ　中百舌鳥店 北区百舌鳥梅町３丁５‐１ 令和3年8月3日 令和3年9月1日 令和9年8月31日 株式会社第一関西 大阪府大阪市港区波除３－１－２０ １０Ｆ 新規 飲食店営業 カラオケ
堺食衛第21013517号 大阪府立堺聴覚支援学校 北区百舌鳥陵南町１丁 令和3年8月3日 令和3年8月3日 令和9年8月31日 株式会社ミセスコロケット 大阪府大東市御領３丁目１０－３６ 新規 飲食店営業 委託給食
堺食衛第21013542号 喫茶　笑 堺区幸通２‐２４ 令和3年8月4日 令和3年9月1日 令和9年8月31日 合同会社Ｚｉｎ 堺市堺区幸通２‐２４ 新規 飲食店営業 カラオケ喫茶
堺食衛第21013557号 ＩＮＳＴＡＮＴ 堺区宿屋町東３丁１‐２７ 072-276-4417 令和3年8月16日 令和3年8月16日 令和9年8月31日 七道株式会社 堺市堺区桜之町西３丁３‐２１ 新規 飲食店営業 カフェ、バー
堺食衛第21013532号 武士天 堺区南半町西２丁２‐４ 令和3年8月4日 令和3年9月1日 令和9年8月31日 株式会社武士天 堺市堺区南半町西２丁２‐４ 新規 そうざい製造業 仕出し屋
堺食衛第21013528号 ライフなかもず店 北区長曽根町３０８１‐１７ 072-252-2651 令和3年8月4日 令和3年9月1日 令和9年8月31日 株式会社ライフコーポレーション 東京都中央区日本橋本町３丁目６‐２ 新規 飲食店営業 スーパーマーケット
堺食衛第21013529号 ライフなかもず店 北区長曽根町３０８１‐１７ 072-252-2651 令和3年8月4日 令和3年9月1日 令和9年8月31日 株式会社ライフコーポレーション 東京都中央区日本橋本町３丁目６‐２ 新規 飲食店営業 スーパーマーケット
堺食衛第21013530号 ライフなかもず店 北区長曽根町３０８１‐１７ 072-252-2651 令和3年8月4日 令和3年9月1日 令和9年8月31日 株式会社ライフコーポレーション 東京都中央区日本橋本町３丁目６‐２ 新規 飲食店営業 スーパーマーケット
堺食衛第21013559号 喫茶　あよあよ 北区百舌鳥梅町３丁２０‐１０ 072-252-4802 令和3年8月10日 令和3年8月10日 令和9年8月31日 社会福祉法人たんぽぽひろば 堺市北区百舌鳥梅町３丁２０‐１０ 新規 そうざい製造業
堺食衛第21013545号 北星興業株式会社 西区築港新町３丁２７‐７ 令和3年8月4日 令和3年9月1日 令和9年8月31日 北星興業株式会社 堺市西区築港新町３丁２７‐７ 新規 添加物製造業 添加物製造業
堺食衛第21013556号 創作居酒屋　はなび 西区浜寺石津町中３丁１５‐１９ 令和3年8月23日 令和3年8月23日 令和9年8月31日 ジェイエフエフシステムズ株式会社 堺市堺区中之町西１丁１‐３０ 新規 飲食店営業 居酒屋
堺食衛第21013552号 ＬＡＩＤ　ＢＡＣＫ　ＢＹ　ＢＵＲＧＥＲＬＩＯＮ 西区鳳東町４丁４０８‐１ 鳳ロイヤルビル 令和3年8月6日 令和3年8月6日 令和9年8月31日 ＳＯＵＬ　ＧＯＯＤ　ＣＯＭＰＡＮＹ株式会社 大阪府大阪市西区京町堀１－９－１０ 新規 飲食店営業 ハンバーガー屋
堺食衛第21013576号 株式会社コノミヤ泉ヶ丘店 南区竹城台１丁１‐３ 072-295-0561 令和3年8月4日 令和3年9月1日 令和9年8月31日 株式会社コノミヤ 大阪府大阪市鶴見区今津南１丁目５‐３２ 新規 菓子製造業
堺食衛第21013544号 キッチンカーコーポレーション３ 堺市内一円 令和3年8月4日 令和3年8月4日 令和8年8月31日 株式会社キッチンカーコーポレーション 大阪府大阪市都島区東野田町４－１８－１１ 新規 飲食店営業（自動車） キッチンカー
堺食衛第21013569号 ＳＣＨＯＯＬ　ＢＵＳ　ＣＯＦＦＥＥ　ＲＯＡＳＴＥＲＳ堺区大浜北町３丁３‐５ 令和3年9月13日 令和3年9月13日 令和9年9月30日 スクールバストレーディング株式会社 京都府京都市中京区河原町通竹屋町上る大文字町２４４番地 新規 飲食店営業 カフェ
堺食衛第21013560号 ヴィ・ド・フランス中百舌鳥店 北区中百舌鳥町２丁１０１ 令和3年8月5日 令和3年9月1日 令和9年8月31日 株式会社ヴィ・ド・フランス 東京都千代田区岩本町三丁目１０‐１ 新規 飲食店営業 パン屋
堺食衛第21013561号 ヴィ・ド・フランス中百舌鳥店 北区中百舌鳥町２丁１０１ 令和3年8月5日 令和3年9月1日 令和9年8月31日 株式会社ヴィ・ド・フランス 東京都千代田区岩本町三丁目１０‐１ 新規 菓子製造業 パン屋
堺食衛第21013579号 ＳＥＮ　ＫＡＲＡＯＫＥ 堺区中瓦町１丁４‐６ ３Ｆ 072-260-4938 令和3年8月11日 令和3年8月11日 令和9年8月31日 ＮＴ株式会社 大阪府大阪市浪速区恵美須東２－６－１８ 新規 飲食店営業 カラオケ
堺食衛第21013578号 Ｓａｌｏｎ　ｄｅ　Ｌｉｅｎ 堺区新町５‐１６ 堺東アサヒビル２Ｆ 072-245-9499 令和3年8月13日 令和3年8月13日 令和9年8月31日 Ｆｅｅｌ＆Ｔｈｉｎｋ株式会社 堺市堺区南花田口町１丁１‐９ シティーコート堺東１階 新規 そうざい製造業 通信販売
堺食衛第21013581号 マイハウス 西区浜寺石津町中３丁１４‐２１ 令和3年8月6日 令和3年9月1日 令和9年8月31日 有限会社マイハウス 堺市西区浜寺石津町中３丁１４‐２１ 新規 飲食店営業 喫茶店
堺食衛第21013595号 居楽屋　白木屋 北区中百舌鳥町２丁１０１ 光恵第１ビル２階 令和3年8月10日 令和3年9月1日 令和9年8月31日 株式会社モンテローザ 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21013615号 餃子の王将 堺区向陵中町２丁４‐１３ 栄光ビル１Ｆ 072-258-7388 令和3年8月11日 令和3年9月1日 令和9年8月31日 株式会社王将フードサービス 京都府京都市山科区西野山射庭ノ上町２９４‐１ 新規 飲食店営業 餃子
堺食衛第21013611号 旭水産株式会社 北区中村町６０７‐１ 072-259-5582 令和3年8月11日 令和3年9月1日 令和9年8月31日 旭水産株式会社 堺市中区田園７６１‐３ 新規 魚介類販売業
堺食衛第21013612号 日立造船株式会社　堺工場食堂 西区築港新町１丁５‐１ 令和3年8月11日 令和3年9月1日 令和9年8月31日 株式会社東テスティパル 大阪府門真市殿島町６－１ 新規 飲食店営業 集団給食
堺食衛第21013620号 ローソン堺長曽根町店 北区長曽根町１９０３‐１ 令和3年8月12日 令和3年9月1日 令和9年8月31日 有限会社ラックフォレスト 堺市堺区大仙中町９‐１８ 406 新規 飲食店営業 コンビニエンスストア
堺食衛第21013639号 たこ八 堺市内一円 令和3年8月16日 令和3年8月16日 令和8年8月31日 株式会社たこ八 大阪府大阪市中央区千日前１－５－１９ （寿楽ビル） 新規 飲食店営業（自動車） キッチンカー
堺食衛第21013655号 カラオケＪＯＹＳＯＵＮＤ北花田店 北区北花田町１丁１７‐４ 072-255-8440 令和3年8月17日 令和3年9月1日 令和9年8月31日 株式会社スタンダード 東京都港区芝公園２丁目４‐１ 新規 飲食店営業 カラオケ
堺食衛第21013663号 ２４／７　ＳＨＯＰ 美原区阿弥８０‐１３ 令和3年8月24日 令和3年8月24日 令和9年8月31日 ＢＡＯＮＧＯＣ合同会社 堺市東区南野田１４５‐４ （４棟４０３号） 新規 飲食店営業 そうざい屋
堺食衛第21013667号 カラオケ　ライブ　ＪＲ堺市駅前店 北区北長尾町１丁７‐１ クラウンビル２Ｆ 072-258-1345 令和3年8月18日 令和3年9月1日 令和9年8月31日 株式会社第一関西 大阪市港区波除３丁目１－２０ １０Ｆ 新規 飲食店営業 カラオケ
堺食衛第21013670号 バー　さんちゃん 堺区向陵東町２丁６‐１３ クリーンハイム三松地下１階１号 令和3年8月20日 令和3年8月20日 令和9年8月31日 合同会社ＳＰＡＣＥＢＡＮＫ 大阪府大阪市中央区難波４丁目３番２１号 ４Ｆ５ 新規 飲食店営業 バー
堺食衛第21013671号 Ｐａｎｃｈｉ　Ｌｉｎｅ 堺区向陵東町２丁６‐１３ クリーンハイム三松地下１階６号 令和3年8月20日 令和3年8月20日 令和9年8月31日 合同会社ＳＰＡＣＥＢＡＮＫ 大阪府大阪市中央区難波４丁目３番２１号 ４Ｆ５ 新規 飲食店営業 バー
堺食衛第21013672号 こころ 堺区向陵東町２丁６‐１３ クリーンハイム三松地下１階５号 令和3年8月20日 令和3年8月20日 令和9年8月31日 合同会社キャリアプラン 大阪府大阪市浪速区難波中２－６－１７ ２Ｆ３ 新規 飲食店営業 バー
堺食衛第21013676号 けやきハウス２号館 堺区昭和通２丁３６‐２ 令和3年8月24日 令和3年8月24日 令和9年8月31日 有限会社マルフクメディカルフーズ 大阪府門真市三ツ島６丁目２５番２１号 新規 飲食店営業 有料老人ホーム
堺食衛第21013675号 けやきハウス 堺区東湊町４丁２６５‐１ 令和3年8月24日 令和3年8月24日 令和9年8月31日 有限会社マルフクメディカルフーズ 大阪府門真市三ツ島６丁目２５番２１号 新規 飲食店営業 有料老人ホーム
堺食衛第21013684号 ｔｒａｔｔｏｒｉａ　ＫＯＳＨＩＮ 堺区向陵中町２丁３‐１３ ハイキャッスルビル２Ｆ 令和3年9月21日 令和3年9月21日 令和9年9月30日 株式会社東海ケミカル 静岡県磐田市東平松１２４８－４ 新規 飲食店営業 イタリアン
堺食衛第21013688号 そらうみ 堺市内一円 令和3年8月20日 令和3年8月20日 令和8年8月31日 株式会社智泉 大阪府泉大津市昭和町１０－１７ 新規 飲食店営業（自動車） キッチンカー
堺食衛第21013701号 株式会社サンプラザ金岡店 北区金岡町７０４‐２ 072-257-0592 令和3年8月23日 令和3年9月1日 令和9年8月31日 株式会社サンプラザ 大阪府羽曳野市誉田３丁目３‐１５ 新規 魚介類販売業 スーパー
堺食衛第21013699号 イズミゴルフ 南区美木多上１３６９‐３ 令和3年8月23日 令和3年9月1日 令和9年8月31日 株式会社エヌ・エフ 堺市北区北花田町４丁８９‐３ 新規 飲食店営業 喫茶店
堺食衛第21013696号 和みＤｉｎｉｎｇ　ほんまもん 南区和田２５７ 令和3年8月27日 令和3年8月27日 令和9年8月31日 株式会社Ｃ．Ｐ　Ｄｉｎｉｎｇ 大阪府大阪市城東区鴫野西２丁目１８－６ 新規 飲食店営業 居酒屋
堺食衛第21013709号 はじめ 中区深井沢町３１５５ 阪和ビル１Ｆ 072-279-3929 令和3年9月7日 令和3年9月7日 令和9年9月30日 株式会社さとり 堺市南区大庭寺５６９‐１７ 新規 飲食店営業 焼肉
堺食衛第21013710号 はじめ 中区深井沢町３１５５ 阪和ビル１Ｆ 072-279-3929 令和3年9月7日 令和3年9月7日 令和9年9月30日 株式会社さとり 堺市南区大庭寺５６９‐１７ 新規 食肉販売業 持ち帰り食肉
堺食衛第21013716号 ＧＴＳいきいき希望苑泉ヶ丘事業所 南区高倉台２丁２５‐５ 令和3年8月24日 令和3年9月1日 令和9年8月31日 株式会社ゴチソー 大阪府東大阪市上六万寺町７‐２ 新規 飲食店営業 集団給食
堺食衛第21013708号 旨んまーいステーキ／大阪うなぎ・割烹　藤原堺市内一円 令和3年8月24日 令和3年8月24日 令和8年8月31日 株式会社丸三食品 大阪府大阪市東住吉区今林２丁目１３－２９ 新規 飲食店営業（自動車） 自動車営業
堺食衛第21013711号 はや　総本店　ＳＬ夢広場 堺市内一円 令和3年8月24日 令和3年8月24日 令和8年8月31日 有限会社Ｅテーブル 堺市南区原山台５丁２１‐２ 新規 飲食店営業（露店） 露店
堺食衛第21013734号 Ｂａｒ　ピッコロ　ドゥエ 堺区北瓦町２丁２‐２ 田中愛ビル１Ｆ 072-238-3055 令和3年8月25日 令和3年10月1日 令和9年9月30日 有限会社ピッコロ 堺市堺区北瓦町２丁３‐８ 北條第２ビル１Ｆ 新規 飲食店営業 ＢＡＲ（バール）
堺食衛第21013731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8月30日 令和3年8月30日 令和9年8月31日 株式会社ＯＲＬＡＮＺ 堺市堺区西湊町６丁３‐７ 新規 飲食店営業 テイクアウト
堺食衛第21013736号 株式会社三友プランニング 堺区北波止町４２‐６ 072-267-4957 令和3年8月25日 令和3年10月1日 令和9年9月30日 株式会社三友プランニング 堺市堺区北波止町４２‐６ 新規 菓子製造業 食品工場
堺食衛第21013750号 陵東館別邸 北区長曽根町７１５ 令和3年9月1日 令和3年9月1日 令和9年8月31日 社会福祉法人関西福祉会 堺市北区長曽根町１２１０‐１ 新規 飲食店営業 喫茶店
堺食衛第21013773号 Ｂｕｌｌ　Ｐｕｌｕ　ビバモール美原南インター店美原区黒山１００８ ビバモール美原南インター１階 令和3年9月8日 令和3年9月8日 令和9年9月30日 株式会社アンドビー 大阪府八尾市桜ケ丘２－７６ 井上第一ビル１階 新規 飲食店営業 カフェ
堺食衛第21013774号 Ｂｕｌｌ　Ｐｕｌｕ　ビバモール美原南インター店美原区黒山１００８ ビバモール美原南インター１階 令和3年9月8日 令和3年9月8日 令和9年9月30日 株式会社アンドビー 大阪府八尾市桜ケ丘２－７６ 井上第一ビル１階 新規 菓子製造業 カフェ
堺食衛第21013777号 カラオケ　ライブ　堺岩室店 南区岩室９５６ からふね屋ビル 令和3年8月26日 令和3年9月1日 令和9年8月31日 株式会社第一関西 大阪市港区波除３丁目１－２０ １０Ｆ 新規 飲食店営業 カラオケ
堺食衛第21013781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 令和3年8月27日 令和3年9月1日 令和9年8月31日 株式会社サンプラザ 大阪府羽曳野市誉田３丁目３‐１５ 新規 飲食店営業 スーパー
堺食衛第21013813号 ＫＡＳＵＹＡ　ビバモール美原南インター店美原区黒山１００８ 令和3年9月15日 令和3年9月15日 令和9年9月30日 株式会社アドバンス 大阪府東大阪市渋川町３－１４－２８ 新規 飲食店営業 飲食店
堺食衛第21013827号 株式会社Ｔｈｅ　Ｒｉｋｙｕ　そらや 堺区中三国ヶ丘町１丁１‐５１ 令和3年9月3日 令和3年9月3日 令和9年9月30日 株式会社Ｔｈｅ　Ｒｉｋｙｕ 堺市堺区中三国ヶ丘町１丁１‐５１ 新規 飲食店営業 日本酒バー
堺食衛第21013825号 大起水産　街のみなと　まぐろパーク　堺本店　寿司コーナー北区中村町６０７‐１ 072-258-1002 令和3年9月1日 令和3年9月1日 令和9年8月31日 大起水産株式会社 堺市北区中村町６０７‐１ 新規 飲食店営業 寿司屋
堺食衛第21013820号 ホテルファインガーデン堺１号店 西区浜寺石津町西１丁１‐５ 令和3年8月30日 令和3年10月1日 令和9年9月30日 株式会社オリーブ 大阪府大阪市天王寺区上汐３丁目３‐２ 新規 飲食店営業 ホテル
堺食衛第21013822号 フレンチレストランＭＯＲＩ 西区鳳西町２丁１７‐５ 令和3年8月30日 令和3年10月1日 令和9年9月30日 森事務所株式会社 堺市西区鳳西町２丁１７‐５ 新規 飲食店営業 フレンチ料理
堺食衛第21013838号 膳や　ｍｕｓｉ－ｖｅｇｅ＋ 堺区戎島町３丁２２‐１ プラットプラット１１８区画 令和3年8月31日 令和3年10月1日 令和9年9月30日 森口産業株式会社 大阪府大阪市天王寺区南河堀町７‐４８ 新規 飲食店営業 一般食堂
堺食衛第21013834号 株式会社　一輝 堺市内一円 令和3年8月31日 令和3年9月1日 令和8年8月31日 株式会社一輝 大阪府大阪市平野区加美東２－２－３ 新規 飲食店営業（露店） 露店
堺食衛第21013832号 んっちゃん餃子 堺市内一円 令和3年8月31日 令和3年8月31日 令和8年8月31日 合同会社ＮＦｏｏｄｓ　 大阪府吹田市豊津町５３－１９Ａ 新規 飲食店営業（露店） 露店
堺食衛第21013853号 Ｓ・Ｅ・Ｉ　ロジテックス株式会社 堺区三宝町７丁３５８ 令和3年9月1日 令和3年10月1日 令和8年9月30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 自動販売機
堺食衛第21013851号 株式会社加納フーズ　福田店 中区福田５３６‐１ 072-235-2986 令和3年9月1日 令和3年10月1日 令和9年9月30日 株式会社加納フーズ 大阪府松原市南新町４丁目７４‐４ 新規 食肉販売業 食肉店頭販売
堺食衛第21013855号 大阪食品流通センター　堺　１Ｆシースルー（ＣＣＷ単受）東区八下町１丁１２２ 令和3年9月1日 令和3年10月1日 令和8年9月30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 自動販売機
堺食衛第21013844号 Ｃｏｐｅ　Ｓｔａｎｄ 堺市内一円 令和3年9月1日 令和3年9月1日 令和8年8月31日 株式会社ミールファーム 大阪府和泉市阪本町２９９－３ 新規 飲食店営業（自動車） キッチンカー
堺食衛第21013866号 株式会社髙島屋大阪店堺販売部　ジューススタンド堺区三国ヶ丘御幸通５９ 072-238-1101 令和3年9月2日 令和3年10月1日 令和9年9月30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 飲食店営業 喫茶
堺食衛第21013864号 ふくふく家 堺区中瓦町１丁３‐１４ 072-222-6066 令和3年9月2日 令和3年10月1日 令和9年9月30日 株式会社ふくふく家 堺市堺区中瓦町１丁３‐１４ 新規 飲食店営業 ふぐ料理
堺食衛第21013862号 げんきＮＡキッチン 北区長曽根町１６２４‐１ バンブーハイツ１０１号室 令和3年9月7日 令和3年9月7日 令和9年9月30日 株式会社ヒューマン・ライフ 堺市北区黒土町２１７３‐１ 新規 飲食店営業 テイクアウト、デリバリー
堺食衛第21013861号 お絵かき号 堺市内一円 令和3年9月2日 令和3年9月2日 令和8年9月30日 株式会社カーフィックス 大阪府大阪狭山市山本北１４２３－４ 新規 飲食店営業（自動車） キッチンカー
堺食衛第21013877号 ＢＡＲ　ＢＲ１０ 堺区翁橋町１丁９‐１５ アトムビル５Ｂ 令和3年9月9日 令和3年9月9日 令和9年9月30日 株式会社ジョージーズ 大阪府大阪市中央区南本町３－４－４ 新規 飲食店営業 バー
堺食衛第21013875号 丸福餃子 堺区柏木町４丁３‐１０ 令和3年10月6日 令和3年10月6日 令和9年10月31日 有限会社天下第一 大阪府大阪市浪速区戎本町２丁目５番１８号 新規 そうざい製造業 食品製造
堺食衛第21013876号 丸福餃子 堺区柏木町４丁３‐１０ 令和3年10月6日 令和3年10月6日 令和9年10月31日 有限会社天下第一 大阪府大阪市浪速区戎本町２丁目５番１８号 新規 冷凍食品製造業 食品製造



堺食衛第21013899号 焼肉レストラン　フタバ 北区北花田町３丁４２‐１１ 072-255-9090 令和3年9月6日 令和3年10月1日 令和9年9月30日 有限会社焼肉フタバ 堺市北区北花田町４丁１１１‐１６ 新規 飲食店営業 焼肉店
堺食衛第21013894号 ミートショップアサダ泉北店 堺市内一円 令和3年9月6日 令和3年10月1日 令和8年9月30日 エムエスエイ株式会社 大阪府羽曳野市高鷲１０丁目７‐４ 新規 飲食店営業（露店） 露店
堺食衛第21013913号 株式会社魚国 堺区栄橋町２丁４‐１ 堺魚市場 072-222-7007 令和3年9月10日 令和3年9月10日 令和9年9月30日 株式会社魚国 堺市堺区竜神橋町２丁１５‐３ 新規 魚介類販売業 鮮魚販売
堺食衛第21013917号 ドミノ・ピザ堺大浜北店 堺区大浜北町３丁１０‐２ 072-225-5311 令和3年9月7日 令和3年11月1日 令和9年10月31日 株式会社ドミノ・ピザジャパン 東京都千代田区岩本町１丁目１０‐３ 新規 飲食店営業 ピザ屋
堺食衛第21013920号 北区北花田町３丁３２‐６ 072-256-2418 令和3年9月7日 令和3年10月1日 令和9年9月30日 東京都中央区日本橋箱崎町３６‐２ 新規 飲食店営業 牛丼屋
堺食衛第21013922号 や台ずし　ＪＲ堺市駅前町 北区北長尾町１丁７‐７ 072-250-7779 令和3年9月7日 令和3年10月1日 令和9年9月30日 株式会社ヨシックスフーズ 愛知県名古屋市東区徳川１－９－３０ 新規 飲食店営業 居酒屋
堺食衛第21013912号 パンスタジオ　深井店 中区八田北町４６２‐１ コノミヤ深井店内 令和3年10月4日 令和3年10月4日 令和9年10月31日 株式会社エフエフビー 福岡県大野城市仲畑２丁目１３－３３ 新規 菓子製造業 パン屋
堺食衛第21013914号 ザめしや堺小阪店 中区小阪３８７‐１ 072-277-9471 令和3年9月7日 令和3年10月1日 令和9年9月30日 株式会社ライフフーズ 大阪府吹田市江坂町１丁目１３‐４１ 新規 飲食店営業 定食屋
堺食衛第21013911号 沼谷珈琲 南区原山台５丁１７‐２ 072-297-0788 令和3年10月19日 令和3年10月19日 令和9年10月31日 沼谷織物株式会社 堺市南区原山台５丁１７‐２ 新規 飲食店営業 喫茶店
堺食衛第21013943号 ダイエーグルメシティ　中もず店 北区中百舌鳥町３丁４２８‐２ 072-251-4147 令和3年9月17日 令和3年9月17日 令和9年9月30日 株式会社ダイエー 兵庫県神戸市中央区港島中町４丁目１‐１ 新規 飲食店営業 スーパー
堺食衛第21013944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3年9月17日 令和3年9月17日 令和9年9月30日 株式会社ダイエー 兵庫県神戸市中央区港島中町４丁目１‐１ 新規 菓子製造業 スーパー
堺食衛第21013935号 餃子の王将堺浜寺店 西区浜寺船尾町東２丁２２０ 令和3年9月9日 令和3年10月1日 令和9年9月30日 株式会社王将フードサービス 京都市山科区西野山射庭ノ上町２９４－１ 新規 飲食店営業 中華料理店
堺食衛第21013932号 堺中環酒場情熱ホルモン 東区八下町３丁７ 072-256-5129 令和3年9月9日 令和3年10月1日 令和9年9月30日 株式会社かわべフードサービス 大阪府大阪市中央区内本町１丁目１‐８ 新規 飲食店営業 焼肉店
堺食衛第21013939号 スガキヤ　ビバモール美原南インター店美原区黒山１００８ ビバモール美原南インター２Ｆ 令和3年9月15日 令和3年9月15日 令和9年9月30日 スガキコシステムズ株式会社 愛知県名古屋市中区丸の内１－１６－２ 新規 飲食店営業 ラーメン屋
堺食衛第21013940号 ブロンコビリー　ビバモール美原南インター店美原区黒山１０１３ 別棟飲食２ 072-362-8758 令和3年9月15日 令和3年9月15日 令和9年9月30日 株式会社ブロンコビリー 愛知県名古屋市名東区平和が丘１丁目７５番地 新規 飲食店営業 レストラン
堺食衛第21013950号 ローソンＳ清恵会病院店 堺区南安井町１丁１‐１ 令和3年9月10日 令和3年10月1日 令和9年9月30日 株式会社ベアブック 堺市南区若松台１丁１‐２ １２０２号 新規 飲食店営業 コンビニエンスストア
堺食衛第21013949号 お芋とカヌレ　オミツカフェ　なかもず店 北区百舌鳥梅北町５丁１７ ライブコートＭＯＺＵ１Ｆ 令和3年9月14日 令和3年9月14日 令和9年9月30日 株式会社Ｈａｒｕ 大阪府大阪市中央区平野町１－６－５ 大山ビル３Ｆ 新規 飲食店営業 カフェ
堺食衛第21013952号 本格炭火焼肉　輪　泉北２号線店 南区大庭寺１１７０‐３ 令和3年9月10日 令和3年10月1日 令和9年9月30日 株式会社ＫＩＺＵＮＡ 大阪府大阪市中央区久太郎町２丁目５番２８号 新規 飲食店営業 焼肉
堺食衛第21013953号 肉匠　和の一 南区大庭寺１１７０‐３ 令和3年9月10日 令和3年10月1日 令和9年9月30日 株式会社ＫＩＺＵＮＡ 大阪府大阪市中央区久太郎町２丁目５番２８号 新規 食肉販売業 食肉販売店
堺食衛第21013966号 ヴィベール 堺区東雲西町１丁２‐２ 令和3年9月13日 令和3年10月1日 令和9年9月30日 株式会社ヴィベール 堺市堺区東雲西町１丁２‐２ 新規 飲食店営業 カフェ
堺食衛第21013967号 ヴィベール 堺区東雲西町１丁２‐２ 令和3年9月13日 令和3年10月1日 令和9年9月30日 株式会社ヴィベール 堺市堺区東雲西町１丁２‐２ 新規 菓子製造業
堺食衛第21013981号 Ｙ’ｓ 堺区戎之町東１丁２‐２ サトリビル１０２号室 令和3年9月22日 令和3年9月22日 令和9年9月30日 有限会社ワイズ・アーキテック 大阪府大阪市東淀川区豊新３丁目８－１１ ３Ｃ 新規 飲食店営業 バー
堺食衛第21013962号 株式会社ダイエーおおとり店 西区鳳東町７丁７３３ 072-275-1147 令和3年9月13日 令和3年10月1日 令和9年9月30日 株式会社ダイエー 神戸市中央区港島中町４丁目１‐１ 新規 飲食店営業 スーパーマーケット
堺食衛第21013988号 鮨橋貴明 堺区北瓦町２丁１‐１１ ＯＫＡＭＯＴＯビル１Ｆ072-247-9808 令和3年10月4日 令和3年10月4日 令和9年10月31日 株式会社ｏｎ　ｒｅｔｕｒｎ 堺市堺区北瓦町２丁３‐２３ 駅前第一ビル 新規 飲食店営業 居酒屋
堺食衛第21013991号 ｔｅｎｊｉｎｍｏｃｈｉ＋ 堺区車之町東３丁１‐３３ 令和3年11月24日 令和3年11月24日 令和9年11月30日 有限会社吉正 堺市堺区車之町東３丁１‐１ 新規 菓子製造業 和洋菓子
堺食衛第21013993号 ラーメン横綱堺プラットプラット店 堺区戎島町３丁２２‐１ プラットプラット１０２号072-242-7576 令和3年9月14日 令和3年10月1日 令和9年9月30日 株式会社横綱厨房 京都府京都市西京区桂乾町１１‐６ 新規 飲食店営業 ラーメン店
堺食衛第21013987号 大起水産　街のみなと　まぐろパーク　堺本店　一貫売りコーナー北区中村町６０７‐１ 072-258-1002 令和3年9月17日 令和3年9月17日 令和9年9月30日 大起水産株式会社 堺市北区中村町６０７‐１ 新規 飲食店営業 寿司の製造、加工、販売
堺食衛第21013989号 からあげ・揚げ物　でんぐり 北区中長尾町３丁１‐２６ 072-260-4542 令和3年9月24日 令和3年9月24日 令和9年9月30日 株式会社Ｋｉｎｄ　ｈｅａｒｔ 堺市北区中長尾町３丁１‐２６ 新規 飲食店営業
堺食衛第21014020号 和食さと新金岡店 北区蔵前町３丁６‐７３ 072-259-9097 令和3年9月15日 令和3年10月1日 令和9年9月30日 サトフードサービス株式会社 大阪府大阪市中央区安土町２丁目３‐１３ 大阪国際ビルディング３０階 新規 飲食店営業 ファミリーレストラン
堺食衛第21014021号 和食さと新金岡店 北区蔵前町３丁６‐７３ 072-259-9097 令和3年9月30日 令和3年9月30日 令和9年9月30日 サトフードサービス株式会社 大阪府大阪市中央区安土町２丁目３‐１３ 大阪国際ビルディング３０階 新規 食肉販売業 ファミリーレストラン
堺食衛第21014018号 なないろこども園 北区金岡町３０４２‐４ 令和3年9月21日 令和3年9月21日 令和9年9月30日 株式会社南テスティパル 堺市西区浜寺石津町西２丁７‐１０ 新規 飲食店営業 集団給食
堺食衛第21014019号 ＳＬＩＴＳ 西区浜寺昭和町１丁１５７ 令和3年9月22日 令和3年9月22日 令和9年9月30日 株式会社鳳凰 堺市西区浜寺元町２丁１７１‐２ 新規 飲食店営業 カフェバー
堺食衛第21014009号 特別養護老人ホーム　パルハウスくさべ西区草部１４１７ 令和3年9月27日 令和3年9月27日 令和9年9月30日 名阪食品株式会社 奈良県桜井市大字吉備４５２－７ 新規 飲食店営業 集団給食
堺食衛第21014012号 ぱぱの揚げ物語 堺市内一円 令和3年9月15日 令和3年9月15日 令和8年9月30日 合同会社Ｉ・Ｇ 神奈川県川崎市川崎区駅前本町１１－２ 川崎フロンティアビル４Ｆ 新規 飲食店営業（自動車） キッチンカー
堺食衛第21014032号 ＴＨＥ　ｂａｓｅ　ＣＡＦＥ　ＤＩＮＩＮＧ 堺区香ヶ丘町１丁５‐４ 令和3年9月27日 令和3年9月27日 令和9年9月30日 株式会社ＡＮＤａｓ 大阪府大阪市中央区本町４丁目５－４ 新規 飲食店営業 レストラン
堺食衛第21014031号 戦三国 堺区北瓦町２丁１‐２８ ヤングタウン１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 大光洋株式会社 堺市堺区北瓦町２丁４‐１６ 新規 飲食店営業 居酒屋
堺食衛第21014040号 Ａｂｏｕｌａｎｇｅｒｉｅ 堺区少林寺町東２丁１‐２１ 令和3年9月16日 令和3年10月1日 令和9年9月30日 株式会社Ａｐｌａｎｎｉｎｇ 堺市堺区少林寺町東２丁１‐２１ 新規 菓子製造業 パン屋
堺食衛第21014038号 ピクチャーブックギャラリー　リール 中区深井水池町３１２５ 072-220-9295 令和3年9月16日 令和3年10月1日 令和9年9月30日 株式会社オフィスリール 堺市中区深井水池町３１２５ 新規 飲食店営業 喫茶
堺食衛第21014062号 ピザハット鳳店 西区鳳南町５丁４８３‐３ 072-274-9177 令和3年9月17日 令和3年10月1日 令和9年9月30日 日本ピザハット株式会社 神奈川県横浜市西区みなとみらい４丁目４－５ 新規 飲食店営業 ピザの店頭販売、宅配
堺食衛第21014042号 やかた 東区菩提町２丁２７‐２０ 令和3年9月22日 令和3年9月22日 令和9年9月30日 株式会社華 大阪府大阪市旭区森小路２－８－１６ 新規 飲食店営業 バー
堺食衛第21014044号 インドアジアン料理　ニムタ　　ビバモール美原南インター２階美原区黒山１００８ ビバモール２階フードコート内 令和3年9月24日 令和3年9月24日 令和9年9月30日 ＡＮＵＰＭ　ＧＲＯＵＰ合同会社 埼玉県新座市東２丁目１番３号 新規 飲食店営業 カレー屋
堺食衛第21014058号 大阪の味らーめん喜らくアクロスモール店南区原山台５丁９‐５ アクロスモール泉北１Ｆ072-294-9400 令和3年9月17日 令和3年10月1日 令和9年9月30日 株式会社きらく 大阪府富田林市旭ケ丘町５‐１１ 新規 飲食店営業 飲食店
堺食衛第21014048号 キッチン田 堺市内一円 令和3年9月17日 令和3年9月17日 令和8年9月30日 トライト株式会社 大阪府守口市梅園町８－１ 新規 飲食店営業（自動車） キッチンカー
堺食衛第21014081号 民芸肉料理　はや総本店 堺区向陵西町４丁１‐２１ 令和3年10月1日 令和3年10月1日 令和9年9月30日 有限会社Ｅテーブル 堺市南区原山台５丁２１‐２ 新規 飲食店営業 焼肉店
堺食衛第21014082号 民芸肉料理　はや総本店 堺区向陵西町４丁１‐２１ 令和3年10月1日 令和3年10月1日 令和9年9月30日 有限会社Ｅテーブル 堺市南区原山台５丁２１‐２ 新規 食肉販売業 焼肉店
堺食衛第21014083号 住宅型有料老人ホーム　恵乃郷石津ホーム堺区石津町３丁１４‐３ 令和3年9月24日 令和3年9月24日 令和9年9月30日 東大阪マルタマフーズ株式会社 大阪府東大阪市若江南町２丁目９番１６号 新規 飲食店営業
堺食衛第21014113号 セッツ株式会社　本社事業場 西区築港新町１丁５‐１０ 072-280-2650 令和3年9月22日 令和3年10月1日 令和9年9月30日 セッツ株式会社 大阪府大阪市福島区野田６丁目２‐３９ 新規 添加物製造業
堺食衛第21014108号 スシロー　ビバモール美原南インター店美原区黒山１０１３ 072-369-3373 令和3年9月30日 令和3年9月30日 令和9年9月30日 株式会社あきんどスシロー 大阪府吹田市江坂町一丁目２２－２ 新規 飲食店営業 回転寿司
堺食衛第21014123号 ライフ城山台店 南区城山台２丁２‐１４ 072-298-4888 令和3年9月22日 令和3年11月1日 令和9年10月31日 株式会社ライフコーポレーション 東京都中央区日本橋本町３丁目６‐２ 新規 飲食店営業 スーパーマーケット
堺食衛第21014124号 ライフ城山台店 南区城山台２丁２‐１４ 072-298-4888 令和3年9月22日 令和3年11月1日 令和9年10月31日 株式会社ライフコーポレーション 東京都中央区日本橋本町３丁目６‐２ 新規 飲食店営業 スーパーマーケット
堺食衛第21014115号 ケアハウス美和 南区三木閉５７ 令和3年9月22日 令和3年10月1日 令和9年9月30日 株式会社ナリコマエンタープライズ 大阪府茨木市五日市１丁目７‐２７ 新規 飲食店営業 集団給食
堺食衛第21014110号 ウラモリ　ＢＡＳＥ　ｃｏｏｐｅｒ 堺市内一円 令和3年9月22日 令和3年9月22日 令和8年9月30日 株式会社リバーシップ 大阪府大阪市北区天神橋３丁目４－１４ 天満ガーデン３Ｆ 新規 飲食店営業（自動車） キッチンカー
堺食衛第21014160号 なべいち　百舌鳥店 北区百舌鳥梅北町３丁１１５‐１ 令和3年10月1日 令和3年10月1日 令和9年9月30日 サトフードサービス株式会社 大阪府大阪市中央区安土町２丁目３‐１３ 大阪国際ビルディング３０階 新規 飲食店営業 ファミリーレストラン
堺食衛第21014129号 Ｋｉｔｃｈｅｎ１６４ 西区鳳東町２丁２１１‐２ 令和3年9月28日 令和3年9月28日 令和9年9月30日 株式会社セカンド・ステージ 堺市堺区南花田口町２丁３‐２０ 新規 飲食店営業 カフェ
堺食衛第21014128号 蘭々 西区鳳東町６丁６４７‐１ ２Ｆ 令和3年9月28日 令和3年9月28日 令和9年9月30日 有限会社一真 堺市西区鳳東町６丁６４７‐４ 新規 飲食店営業 バー
堺食衛第21014131号 麺場　田所商店　堺鳳店 西区鳳東町７丁８４５‐１ 令和3年10月18日 令和3年10月18日 令和9年10月31日 株式会社トライ・インターナショナル 千葉県千葉市美浜区中瀬２－６－１ 新規 飲食店営業 味噌ラーメン店
堺食衛第21014147号 Ｌｅａｆ　＆　Ｍｏｎｉｃａ 西区鳳西町３丁９‐１０ 令和3年10月11日 令和3年10月11日 令和9年10月31日 株式会社М 堺市中区東八田３４０‐１ 新規 飲食店営業 カフェ
堺食衛第21014158号 三井食品有限会社 中区深井中町２０１１‐１４ 072-279-3468 令和3年9月24日 令和3年10月1日 令和9年9月30日 三井食品有限会社 堺市中区深井中町２０１１‐１４ 新規 麺類製造業
堺食衛第21014156号 ドミノ・ピザ美原店 美原区南余部１５１‐１ 072-369-2301 令和3年9月24日 令和3年11月1日 令和9年10月31日 株式会社ドミノ・ピザジャパン 東京都千代田区岩本町１丁目１０‐３ 新規 飲食店営業
堺食衛第21014155号 アニメイトカフェ　キッチンカー　２号車 堺市内一円 令和3年9月24日 令和3年9月24日 令和8年9月30日 株式会社アニメイトカフェ 東京都豊島区東池袋３－２－１ 新規 飲食店営業（自動車） キッチンカー
堺食衛第21014161号 紀州勝浦　日の出丸 堺区南安井町６丁１‐１ 令和3年10月1日 令和3年10月1日 令和9年9月30日 株式会社ユートピアカンパニー 和歌山県東牟婁郡那智勝浦町大字天満８３０－１８ 新規 飲食店営業 どんぶり屋
堺食衛第21014170号 住宅型有料老人ホームスイート美原 美原区平尾２１１２‐１ 令和3年9月29日 令和3年9月29日 令和9年9月30日 株式会社テスティパル 大阪府大阪市中央区南久宝寺町４丁目３－５ 新規 飲食店営業 有料老人ホーム（集団給食）
堺食衛第21014174号 どないや　深井店 堺市内一円 令和3年9月28日 令和3年10月1日 令和8年9月30日 有限会社大阪音響設備 堺市中区深井中町１１６７‐５ 新規 飲食店営業（露店） 露店
堺食衛第21014171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9月28日 令和3年9月28日 令和8年9月30日 株式会社Ｆ．Ｐ．Ｈコーポレーション 兵庫県神戸市中央区元町通２丁目３－１ 新規 飲食店営業（露店） 露店
堺食衛第21014188号 ＨＡ　ＬＯＮＧ　ＲＥＳＴＡＵＲＡＮＴ 堺区北瓦町２丁２‐１１ オズ堺東ＢＬＤ２Ｆ 072-275-6882 令和3年10月1日 令和3年10月1日 令和9年9月30日 ＮＴ合同会社 堺市堺区北瓦町２丁２‐１１ オズ堺東ＢＬＤ２Ｆ 新規 飲食店営業 ベトナム料理
堺食衛第21014196号 パティスリー　アッシュ 中区深井沢町３３９５ フェリス深井１０１ 072-278-5220 令和3年9月30日 令和3年9月30日 令和9年9月30日 株式会社アッシュプリュス 堺市中区深井沢町３３９５ 101 新規 菓子製造業 洋菓子製造販売
堺食衛第21014191号 ひがしやま　デイサービス 中区東山７１９‐１ 令和3年9月29日 令和3年10月1日 令和9年9月30日 株式会社テスティパル 大阪府大阪市中央区南久宝寺町４－３－５ 新規 飲食店営業
堺食衛第21014189号 小規模多機能型居宅介護事業所　ひがしやま中区東山７２０‐１ 令和3年9月29日 令和3年10月1日 令和9年9月30日 株式会社テスティパル 大阪府大阪市中央区南久宝寺町４－３－５ 新規 飲食店営業
堺食衛第21014210号 ＬｕＬｕ 堺区熊野町東１丁２‐１２ 令和3年10月28日 令和3年10月28日 令和9年10月31日 ビビッドクルー合同会社 堺市中区深井沢町３１２６ グランドール深井２０２号 新規 飲食店営業 スナック
堺食衛第21014209号 Ｎｓ． 西区宮下町７‐５ 令和4年1月12日 令和4年1月12日 令和10年1月31日 有限会社国本商店 堺市西区宮下町７‐５ 新規 飲食店営業 居酒屋
堺食衛第21014213号 居酒屋　かいゆう亭 東区白鷺町１丁６‐１１ 072-258-4119 令和3年10月8日 令和3年10月8日 令和9年10月31日 有限会社かいゆう亭 堺市東区白鷺町１丁６‐１１ 新規 飲食店営業 居酒屋
堺食衛第21014248号 日新製鋼株式会社本館事務所 堺区出島西町５ 令和3年10月1日 令和3年11月1日 令和8年10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 自動販売機
堺食衛第21014236号 株式会社梅田やまたけ　本社工場 堺区西湊町６丁７‐１２ 令和3年10月1日 令和3年11月1日 令和9年10月31日 株式会社梅田やまたけ 堺市堺区西湊町６丁７‐１２ 新規 そうざい製造業 そうざい製造業
堺食衛第21014244号 喜多重機株式会社 北区中村町６０１‐１ 令和3年10月1日 令和3年11月1日 令和8年10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 自動販売機
堺食衛第21014240号 日新製鋼株式会社月星海運 西区石津西町５ 令和3年10月1日 令和3年11月1日 令和8年10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 自動販売機
堺食衛第21014242号 日新製鋼株式会社新保全 西区石津西町５ 令和3年10月1日 令和3年11月1日 令和8年10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 自動販売機
堺食衛第21014246号 ロイヤルタクシー 西区草部１１４０‐１ 令和3年10月1日 令和3年11月1日 令和8年10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 自動販売機
堺食衛第21014258号 ＢＡＫＥＲＹ５１　オオトリ 西区鳳東町３丁２８０‐１ 072-247-4227 令和3年10月18日 令和3年10月18日 令和9年10月31日 有限会社きたに 堺市堺区中三国ヶ丘町６丁４‐１８ 新規 飲食店営業 パン屋
堺食衛第21014259号 ＢＡＫＥＲＹ５１　オオトリ 西区鳳東町３丁２８０‐１ 072-247-4227 令和3年10月18日 令和3年10月18日 令和9年10月31日 有限会社きたに 堺市堺区中三国ヶ丘町６丁４‐１８ 新規 菓子製造業 パン屋
堺食衛第21014257号 ふぐかず 西区鳳中町２丁４８‐５ 令和3年10月5日 令和3年10月5日 令和9年10月31日 Ｄｅａｔｓフード株式会社 和泉市府中町１丁目６－１３ ３階 新規 飲食店営業 和食
堺食衛第21014250号 大座間池ゴルフプラザ堺打球場内シースルー（ＣＣＷ単受）美原区丹上９４‐１ 令和3年10月1日 令和3年11月1日 令和8年10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 自動販売機
堺食衛第21014238号 美原病院喫茶室 美原区今井３８０ 令和3年10月1日 令和3年11月1日 令和9年10月31日 医療法人好寿会 大阪府羽曳野市蔵之内５５０－８ 新規 飲食店営業 喫茶室
堺食衛第21014274号 にんにん 堺区三国ヶ丘御幸通１‐４ 072-227-0556 令和3年10月4日 令和3年11月1日 令和9年10月31日 有限会社ケー・アンド・ビーインターナショナル 大阪府大阪市住之江区南港北２丁目１‐１０ ＡＴＣオズ棟６階６０２号 新規 飲食店営業 一般食堂
堺食衛第21014267号 １９時のＧｏｈｏｕｂｉ 北区中百舌鳥町５丁２２ カサレスなかもず１０１072-256-4192 令和3年10月12日 令和3年10月12日 令和9年10月31日 サブロクカンパニー株式会社 大阪府大阪市住吉区苅田７－５－１３ コーポウエキ１０３ 新規 飲食店営業 カフェ
堺食衛第21014278号 有限会社ホリカワ 堺市内一円 令和3年10月4日 令和3年10月4日 令和8年10月31日 有限会社ホリカワ 堺市美原区太井５７４‐４ 新規 飲食店営業（自動車） キッチンカー
堺食衛第21014293号 諏訪ノ森駅旧駅舎 西区浜寺諏訪森町西２丁７８ 令和3年11月2日 令和3年11月2日 令和9年11月30日 特定非営利活動法人浜寺諏訪森を考える会 堺市西区浜寺諏訪森町中１丁１０３‐１ 新規 飲食店営業 喫茶店
堺食衛第21014308号 ＭＨ３７５９大阪 堺区今池町３丁３‐１６ 令和3年10月6日 令和3年11月1日 令和9年10月31日 グリーンホスピタリティフードサービス株式会社 東京都新宿区西新宿３丁目２０‐２ 新規 飲食店営業 コンビニエンスストア
堺食衛第21014307号 ＭＨ３７５９大阪２ 堺区今池町３丁３‐１６ 令和3年10月6日 令和3年11月1日 令和9年10月31日 グリーンホスピタリティフードサービス株式会社 東京都新宿区西新宿３丁目２０‐２ 新規 飲食店営業 コンビニエンスストア
堺食衛第21014309号 昭和町ボストン　堺店 堺区戎島町３丁２２‐１ プラットプラット１Ｆ 令和3年10月6日 令和3年11月1日 令和9年10月31日 有限会社ボストン 大阪府大阪市阿倍野区阪南町１丁５０‐５ 新規 飲食店営業 洋食レストラン
堺食衛第21014313号 居酒屋　与太郎 北区北花田町１丁５２‐１ 072-252-8861 令和3年10月12日 令和3年10月12日 令和9年10月31日 有限会社東海観光 大阪府泉大津市板原１２５５ 新規 飲食店営業 居酒屋
堺食衛第21014306号 ローソン堺浜寺元町１丁店 西区浜寺元町１丁１３ 072-265-6859 令和3年10月6日 令和3年11月1日 令和9年10月31日 有限会社カピス 大阪府河内長野市千代田台町１３‐２１ 新規 飲食店営業 コンビニエンスストア
堺食衛第21014326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 令和3年10月6日 令和3年11月1日 令和9年10月31日 総合食品エスイー株式会社 京都府京都市伏見区竹田藁屋町８０ 新規 食肉販売業
堺食衛第21014310号 うどん土佐屋　深井店 中区深井清水町４０２２‐１ 072-247-8722 令和3年10月6日 令和3年11月1日 令和9年10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 飲食店営業 うどん屋
堺食衛第21014311号 うどん土佐屋　深井店 中区深井清水町４０２２‐１ 072-247-8722 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21014354号 ら道本店　堺店 堺区緑町１丁１５‐８ 令和3年10月26日 令和3年10月26日 令和9年10月31日 合同会社Ｊ．フィドルファドル 堺市北区長曽根町１１９９‐３ 新規 飲食店営業 ラーメン屋
堺食衛第21014355号 ら道本店　堺店 堺区緑町１丁１５‐８ 令和3年10月26日 令和3年10月26日 令和9年10月31日 合同会社Ｊ．フィドルファドル 堺市北区長曽根町１１９９‐３ 新規 そうざい製造業 ラーメン、スープ販売
堺食衛第21014340号 ａｓｓｅｍｂｌｅ　ｏｎ　ｅｉｇｈｔ 堺区熊野町東４丁１‐１８ 肉ビル４Ｆ 072-222-8833 令和3年10月7日 令和3年11月1日 令和9年10月31日 堺市堺区熊野町東４丁１‐１８ 新規 飲食店営業 バー
堺食衛第21014352号 スターバックスコーヒー　堺プラットプラット店堺区戎島町３丁２２‐１ 072-225-0323 令和3年10月7日 令和3年11月1日 令和9年10月31日 スターバックスコーヒージャパン株式会社 東京都品川区上大崎２丁目２５‐２ 新規 飲食店営業 喫茶店
堺食衛第21014348号 民芸藤よし 堺区戎島町４丁４５‐１ ホテルアゴーラリージェンシー大阪堺Ｂ１Ｆ令和3年10月7日 令和3年11月1日 令和9年10月31日 堺市堺区戎島町４丁４５‐１ 新規 飲食店営業 居酒屋
堺食衛第21014349号 うどん・そば　藤よし 堺区戎島町４丁４５‐１ ホテルアゴーラリージェンシー大阪堺Ｂ１Ｆ令和3年10月7日 令和3年12月1日 令和9年11月30日 堺市堺区戎島町４丁４５‐１ 新規 飲食店営業 うどん・そば
堺食衛第21014342号 さん天　堺鳳店 西区鳳西町２丁１‐２ 072-242-6660 令和3年10月7日 令和3年11月1日 令和9年10月31日 サトフードサービス株式会社 大阪府大阪市中央区安土町２丁目３‐１３ 大阪国際ビルディング３０階 新規 飲食店営業 天丼屋
堺食衛第21014358号 株式会社コノミヤ中もず店 中区新家町１‐１９ 072-289-0561 令和3年10月27日 令和3年10月27日 令和9年10月31日 株式会社コノミヤ 大阪府大阪市鶴見区今津南１丁目５‐３２ 新規 飲食店営業 スーパー
堺食衛第21014360号 堺共同漬物株式会社 中区深阪２丁１４‐５０ 072-237-2421 令和3年10月29日 令和3年10月29日 令和9年10月31日 堺共同漬物株式会社 堺市中区深阪２丁１４‐５０ 新規 漬物製造業 漬物製造・卸・販売
堺食衛第21014344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 令和3年10月7日 令和3年11月1日 令和9年10月31日 株式会社サンプラザ 大阪府羽曳野市誉田３丁目３‐１５ 新規 飲食店営業 スーパー
堺食衛第21014345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 令和3年10月7日 令和3年11月1日 令和9年10月31日 株式会社サンプラザ 大阪府羽曳野市誉田３丁目３‐１５ 新規 魚介類販売業 スーパー
堺食衛第21014337号 フルタ製菓株式会社平尾工場 美原区平尾１０１８‐１ 令和3年10月7日 令和3年11月1日 令和9年10月31日 フルタ製菓株式会社 大阪府大阪市生野区林寺６丁目７‐２２ 新規 菓子製造業
堺食衛第21014362号 ＢＩＮＨ　ＭＩＮＨ　ＣＯＦＦＥＥ＆ＦＯＯＤ 堺区大浜北町２丁２‐１４ 大浜ハイツ１階 令和3年10月18日 令和3年10月18日 令和9年10月31日 ＨＬＴ合同会社 堺市堺区大浜北町２丁２‐１４ 大浜ハイツ１階 新規 飲食店営業 ベトナム料理店
堺食衛第21014363号 ＢＩＮＨ　ＭＩＮＨ　ＣＯＦＦＥＥ＆ＦＯＯＤ 堺区大浜北町２丁２‐１４ 大浜ハイツ１階 令和3年10月18日 令和3年10月18日 令和9年10月31日 ＨＬＴ合同会社 堺市堺区大浜北町２丁２‐１４ 大浜ハイツ１階 新規 食肉販売業 ベトナム料理店
堺食衛第21014364号 ＢＩＮＨ　ＭＩＮＨ　ＣＯＦＦＥＥ＆ＦＯＯＤ 堺区大浜北町２丁２‐１４ 大浜ハイツ１階 令和3年10月18日 令和3年10月18日 令和9年10月31日 ＨＬＴ合同会社 堺市堺区大浜北町２丁２‐１４ 大浜ハイツ１階 新規 魚介類販売業 ベトナム料理店
堺食衛第21014369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3年11月1日 令和3年11月1日 令和9年10月31日 株式会社モスストアカンパニー 東京都品川区大崎２丁目１－１ 新規 飲食店営業 ファーストフード
堺食衛第21014361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10月20日 令和3年10月20日 令和9年10月31日 五井物産株式会社 堺市中区平井６２３‐４６ 新規 飲食店営業 コンビニ
堺食衛第21014365号 Ｅｔｅｒｎｉｔｙ　ｋｉｔｃｈｅｎ 堺市内一円 令和3年10月8日 令和3年10月8日 令和8年10月31日 Ｅｔｅｒｎｉｔｙ株式会社 堺市東区日置荘西町１丁５３‐３５ 新規 飲食店営業（露店） 露店
堺食衛第21014377号 鯛餡吉日堂 堺市内一円 令和3年10月11日 令和3年10月11日 令和8年10月31日 芦屋フルーツ株式会社 兵庫県芦屋市呉川町１６－１０－１ 新規 飲食店営業（露店） 露店
堺食衛第21014389号 ＰＩＳＯＬＡ堺旭ヶ丘店 堺区旭ヶ丘中町１丁１‐１ 令和3年10月21日 令和3年10月21日 令和9年10月31日 株式会社ピソラ 滋賀県草津市東矢倉１丁目５－２ 新規 飲食店営業 イタリアンレストラン
堺食衛第21014396号 ジョリーパスタ　大仙店 堺区大仙西町６丁１５８‐１ 令和3年10月12日 令和3年11月1日 令和9年10月31日 株式会社ジョリーパスタ 東京都港区港南２丁目１８‐１ 新規 飲食店営業 イタリアン
堺食衛第21014392号 炭焼・創作料理　ＭＯＺＵ 北区中百舌鳥町２丁６９ ラレックス中百舌鳥ＢＳビル１０１号 令和3年10月12日 令和3年11月1日 令和9年10月31日 株式会社ＺＩＧカンパニー 堺市北区中百舌鳥町２丁６９ 新規 飲食店営業 居酒屋
堺食衛第21014390号 なないろこども園　分園 北区長曽根町３０３５‐２ 令和3年10月13日 令和3年10月13日 令和9年10月31日 株式会社南テスティパル 堺市西区浜寺石津町西２丁７‐１０ 新規 飲食店営業
堺食衛第21014388号 藏セントラルキッチン　ベルシャンテ事業所中区深阪１丁１３‐６７ 令和3年10月25日 令和3年10月25日 令和9年10月31日 藏セントラルキッチン株式会社 大阪府松原市岡６丁目６番２５号 新規 飲食店営業 福祉給食
堺食衛第21014401号 Ａ　ＬＡ　ＫＡＲＡＴＴＯ 堺区一条通１１‐１６ 令和3年11月11日 令和3年11月11日 令和9年11月30日 合同会社プレミア 堺市堺区一条通１１‐１６ 新規 飲食店営業 テイクアウト専門店



堺食衛第21014412号 木曽路　宿院店 堺区寺地町西１丁１‐５ 072-228-5001 令和3年10月15日 令和3年10月15日 令和9年10月31日 株式会社木曽路 愛知県名古屋市昭和区白金３丁目１８－１３ 新規 飲食店営業 飲食店
堺食衛第21014413号 木曽路　堺店 中区深井北町５５７‐３ 072-281-3009 令和3年10月15日 令和3年10月15日 令和9年10月31日 株式会社木曽路 愛知県名古屋市昭和区白金３丁目１８‐１３ 新規 飲食店営業 飲食店
堺食衛第21014425号 ゴンチャ　イオンモール堺鉄砲町店 堺区鉄砲町１ イオンモール堺鉄砲町１Ｆ 令和3年10月29日 令和3年10月29日 令和9年10月31日 株式会社Ｔｅａｆｙ 北海道札幌市北区北三十三条西２－１－１５ ＫＡＮＴＩＮＥ 新規 飲食店営業 飲食店
堺食衛第21014443号 株式会社福寿堂秀信 堺区鉄砲町１‐１３ 令和3年10月14日 令和3年11月1日 令和9年10月31日 株式会社福寿堂秀信 大阪府大阪市中央区宗右衛門町３‐１４ 新規 菓子製造業 和菓子
堺食衛第21014435号 さくら作業所 中区堀上町１５８‐４ 072-220-6027 令和3年10月14日 令和3年11月1日 令和9年10月31日 特定非営利活動法人Ｃ・ドリームの会 大阪府大阪市阿倍野区王子町３丁目５‐３１ 新規 飲食店営業 定食屋
堺食衛第21014441号 ミルクレットＳ 南区茶山台１丁２‐３ ショップタウン泉ヶ丘 072-291-0603 令和3年10月14日 令和3年11月1日 令和9年10月31日 株式会社新泉商事 堺市中区土塔町１９９１ 新規 飲食店営業 カフェ、小売
堺食衛第21014437号 社会福祉法人よしみ会　グランドオーク百寿南区茶山台３丁２２‐１１ 072-291-0222 令和3年10月14日 令和3年11月1日 令和9年10月31日 社会福祉法人よしみ会 堺市中区大野芝町６６‐１ 新規 飲食店営業 カフェ
堺食衛第21014458号 株式会社川喜 堺区老松町１丁１ 令和3年10月15日 令和3年11月1日 令和9年10月31日 株式会社川喜 堺市堺区老松町１丁１ 新規 水産製品製造業 水産加工
堺食衛第21014461号 ミートショップまつうら 西区浜寺諏訪森町中１丁７７サンディ諏訪ノ森店内072-265-8530 令和3年10月15日 令和3年11月1日 令和9年10月31日 有限会社松浦 大阪府四條畷市田原台８丁目５‐６ 新規 飲食店営業 精肉店
堺食衛第21014455号 大戸屋　ごはん処　泉北パンジョ店 南区茶山台１丁３‐１ パンジョ４階 令和3年10月15日 令和3年11月1日 令和9年10月31日 株式会社大戸屋 横浜市西区北幸１－１－８ 新規 飲食店営業 定食屋
堺食衛第21014485号 モスバーガーＪＲ堺市駅店 堺区東雲西町１丁１‐１１ 072-232-2905 令和3年10月18日 令和3年11月1日 令和9年10月31日 有限会社サンショウ企画 堺市堺区東雲西町１丁１‐１１ 新規 飲食店営業 ファーストフード
堺食衛第21014480号 カフェテラス　パンジョ店 南区茶山台１丁３‐１ 072-294-3307 令和3年11月17日 令和3年11月17日 令和9年11月30日 株式会社貴志川フーズ 堺市南区宮山台４丁６‐１６ 新規 飲食店営業 ファーストフード
堺食衛第21014479号 モスバーガー　泉北光明池店 南区新檜尾台２丁１‐１ 072-295-3223 令和3年11月1日 令和3年11月1日 令和9年10月31日 株式会社コウヨウフーズ 堺市南区御池台２丁４‐１２４ 新規 飲食店営業 ハンバーガーショップ
堺食衛第21014504号 立花ケイタリング・サービス株式会社　築港新町第二営業所西区築港新町３丁３０ 令和3年10月19日 令和3年11月1日 令和9年10月31日 立花ケイタリング・サービス株式会社 堺市西区浜寺船尾町西４丁４２９‐１ 新規 飲食店営業 社員食堂
堺食衛第21014508号 立花エンターテインメント・ワン株式会社西区浜寺船尾町西４丁４３２‐２ 072-261-7227 令和3年10月29日 令和3年10月29日 令和9年10月31日 立花エンターテインメント・ワン株式会社 堺市西区浜寺船尾町西４丁４３２‐２ 新規 そうざい製造業 おせち製造
堺食衛第21014511号 和食さと　堺美原店 美原区平尾２９５‐１ 令和3年10月22日 令和3年10月22日 令和9年10月31日 サトフードサービス株式会社 大阪府大阪市中央区安土町２丁目３‐１３ 大阪国際ビルディング３０階 新規 飲食店営業 ファミリーレストラン
堺食衛第21014512号 和食さと　堺美原店 美原区平尾２９５‐１ 令和3年10月22日 令和3年10月22日 令和9年10月31日 サトフードサービス株式会社 大阪府大阪市中央区安土町２丁目３‐１３ 大阪国際ビルディング３０階 新規 食肉販売業 ファミリーレストラン
堺食衛第21014523号 石窯やき芋　きょうもいも 北区東浅香山町４丁１‐１２ イオンモール堺北花田３Ｆ 令和3年10月29日 令和3年10月29日 令和9年10月31日 株式会社ｈ，ａ，ｓ 大阪府大阪市都島区友渕町２－８－３１ 新規 飲食店営業 やき芋スイーツ（店頭）　イートイン有り
堺食衛第21014518号 株式会社万代堺土師店 中区深井北町３４６５ 072-281-2990 令和3年11月15日 令和3年11月15日 令和9年11月30日 株式会社万代 大阪市生野区小路東３丁目１０－１３ 新規 飲食店営業 総合スーパー
堺食衛第21014516号 パナソニックエイジフリーケアセンター堺日置荘デイサービス東区日置荘西町７丁１０‐１５ 令和3年10月25日 令和3年10月25日 令和9年10月31日 株式会社ダイフク 堺市中区東山４３‐１ 新規 飲食店営業 デイサービス
堺食衛第21014521号 株式会社万代北野田店 東区北野田８８０ 072-239-9201 令和3年11月8日 令和3年11月8日 令和9年11月30日 株式会社万代 大阪府大阪市生野区小路東３丁目１０‐１３ 新規 飲食店営業 スーパー
堺食衛第21014537号 ＳＤＰ東工場２Ｆ社員食堂 堺区匠町１ 令和3年10月21日 令和3年12月1日 令和9年11月30日 ナンブフードサービス株式会社 堺市堺区出島海岸通４丁１‐２８ 新規 飲食店営業
堺食衛第21014534号 麦の会　第三作業所 南区晴美台１丁３０‐２ 102 072-205-9903 令和3年10月21日 令和3年11月1日 令和9年10月31日 社会福祉法人麦の会 堺市堺区神石市之町１６‐５２ 新規 菓子製造業 菓子製造
堺食衛第21014527号 帝塚山学院大学　泉ヶ丘キャンパス　中庭南区晴美台４丁２‐２ 令和3年10月21日 令和3年10月21日 令和8年10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 自動販売機
堺食衛第21014533号 モミ　アンド　トイズ 堺市内一円 令和3年10月21日 令和3年11月1日 令和8年10月31日 株式会社コーワフードサービス 大阪府大阪市此花区島屋６丁目２‐６１ 新規 飲食店営業（自動車） キッチンカー
堺食衛第21014532号 サンカク　クレープ 堺市内一円 令和3年10月21日 令和3年10月21日 令和8年10月31日 株式会社ルートナイン 大阪府松原市天美西５丁目２５６－１ 新規 飲食店営業（自動車） キッチンカー
堺食衛第21014541号 パン工房カワ泉北深井店 中区堀上町３６‐１ 令和3年10月22日 令和3年11月1日 令和9年10月31日 株式会社カワ 和歌山県有田郡広川町大字広５０１‐５ 新規 菓子製造業 パン屋
堺食衛第21014544号 麺屋うさぎ 南区泉田中１１１‐２ 072-296-1166 令和3年10月22日 令和3年12月29日 令和9年12月28日 株式会社うさぎ 堺市南区泉田中１１１‐２ 新規 飲食店営業 ラーメン店
堺食衛第21014543号 エテルノスポーツ原山台 南区原山台１丁１４‐１２ １１４ビル 令和3年10月26日 令和3年10月26日 令和9年10月31日 株式会社ダイフク 堺市中区東山４３‐１ 新規 飲食店営業 デイサービス
堺食衛第21014574号 近商ストア東湊店 堺区春日通１丁５ 072-247-3081 令和3年10月25日 令和3年12月1日 令和9年11月30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 スーパーマーケット
堺食衛第21014575号 近商ストア東湊店 堺区春日通１丁５ 072-247-3081 令和3年10月25日 令和3年12月1日 令和9年11月30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 スーパーマーケット
堺食衛第21014576号 和食さと堺宿院店 堺区大町西１丁１‐１ 072-232-3611 令和3年11月1日 令和3年11月1日 令和9年10月31日 サトフードサービス株式会社 大阪府大阪市中央区安土町２丁目３番１３号 大阪国際ビルディング３０階 新規 食肉販売業
堺食衛第21014577号 和食さと堺宿院店 堺区大町西１丁１‐１ 072-232-3611 令和3年11月1日 令和3年11月1日 令和9年10月31日 サトフードサービス株式会社 大阪府大阪市中央区安土町２丁目３番１３号 大阪国際ビルディング３０階 新規 飲食店営業 ファミリーレストラン
堺食衛第21014570号 新中国料理　ＨＡＲＡＫＡＷＡ 南区檜尾３１４０‐１ 072-272-0303 令和3年10月25日 令和3年12月1日 令和9年11月30日 株式会社ＨＡＲＡＫＡＷＡ 堺市南区檜尾３１４０‐１ 新規 飲食店営業 中華料理
堺食衛第21014578号 ＷＩＮＤ　ＳＴＲＥＥＴ　ＦＯＯＤＳ 堺市内一円 令和3年10月25日 令和3年10月25日 令和8年10月31日 合同会社ヤマモト商店 堺市南区茶山台３丁９‐７ 新規 飲食店営業（自動車） キッチンカー
堺食衛第21014591号 ドトールコーヒーショップ堺市総合医療センター店西区家原寺町１丁１ 072-274-0313 令和3年10月26日 令和3年11月1日 令和9年10月31日 株式会社フジオフードシステム 大阪府大阪市北区菅原町２‐１６ ＦＵＪＩＯ　ＢＬＤＧ 新規 飲食店営業 カフェ
堺食衛第21014592号 魚国総本社・堺２７９１９ 西区鳳東町１丁６７‐５ 令和3年10月26日 令和3年11月1日 令和9年10月31日 株式会社魚国総本社 大阪府大阪市中央区道修町１丁目６‐１９ 新規 飲食店営業 社員食堂
堺食衛第21014583号 Ｙｕｐ！Ｎｏｐ！ 堺市内一円 令和3年10月26日 令和3年10月26日 令和8年10月31日 株式会社ＲＥＴＯＷＮ 大阪府大阪市浪速区湊町１－４－１ 新規 飲食店営業（露店） 露店
堺食衛第21014608号 和食さと　上野芝店 堺区南陵町１丁１‐２ 072-244-0053 令和3年11月11日 令和3年11月11日 令和9年11月30日 サトフードサービス株式会社 大阪府大阪市中央区安土町２丁目３‐１３ 大阪国際ビルディング３０階 新規 飲食店営業 ファミリーレストラン
堺食衛第21014609号 和食さと　上野芝店 堺区南陵町１丁１‐２ 072-244-0053 令和3年11月11日 令和3年11月11日 令和9年11月30日 サトフードサービス株式会社 大阪府大阪市中央区安土町２丁目３‐１３ 大阪国際ビルディング３０階 新規 食肉販売業 ファミリーレストラン
堺食衛第21014607号 ワオッ　堺東店 堺区甲斐町東６丁１‐２８ 令和3年11月9日 令和3年11月9日 令和9年11月30日 株式会社プレンティ 大阪府豊中市庄内東町２丁目３番１１号 サンライズビル２号館２Ｆ 新規 飲食店営業 ホテル
堺食衛第21014619号 ＫＯＨＹＯ堺店 堺区戎島町３丁２２‐１ 072-229-5040 令和3年10月27日 令和3年11月1日 令和9年10月31日 株式会社光洋 大阪府大阪市北区天神橋２丁目３－１６ 新規 菓子製造業 スーパーマーケット
堺食衛第21014622号 ＫＯＨＹＯ堺店 堺区戎島町３丁２２‐１ 072-229-5040 令和3年10月27日 令和3年11月1日 令和9年10月31日 株式会社光洋 大阪府大阪市北区天神橋２丁目３－１６ 新規 飲食店営業 スーパーマーケット
堺食衛第21014623号 ＫＯＨＹＯ堺店 堺区戎島町３丁２２‐１ 072-229-5040 令和3年10月27日 令和3年11月1日 令和9年10月31日 株式会社光洋 大阪府大阪市北区天神橋２丁目３－１６ 新規 飲食店営業 スーパーマーケット
堺食衛第21014624号 ＫＯＨＹＯ堺店 堺区戎島町３丁２２‐１ 072-229-5040 令和3年10月27日 令和3年11月1日 令和9年10月31日 株式会社光洋 大阪府大阪市北区天神橋２丁目３－１６ 新規 魚介類販売業 スーパーマーケット
堺食衛第21014625号 ＫＯＨＹＯ堺店 堺区戎島町３丁２２‐１ 072-229-5040 令和3年10月27日 令和3年11月1日 令和9年10月31日 株式会社光洋 大阪府大阪市北区天神橋２丁目３－１６ 新規 食肉販売業 スーパーマーケット
堺食衛第21014620号 雨風醤油 西区津久野町３丁３２‐１１ 令和3年10月27日 令和3年12月1日 令和9年11月30日 株式会社雨風 大阪府堺市西区津久野町３丁３２‐１１ 新規 酒類製造業 酒類製造、小売販売
堺食衛第21014631号 株式会社オークワ　堺美原店 美原区黒山１４１‐１ 072-362-3941 令和3年10月27日 令和3年12月1日 令和9年11月30日 株式会社オークワ 和歌山県和歌山市中島１８５‐３ 新規 飲食店営業 スーパーマーケット
堺食衛第21014632号 株式会社オークワ　堺美原店 美原区黒山１４１‐１ 072-362-3941 令和3年10月27日 令和3年12月1日 令和9年11月30日 株式会社オークワ 和歌山県和歌山市中島１８５‐３ 新規 魚介類販売業 スーパーマーケット
堺食衛第21014633号 株式会社オークワ　堺美原店 美原区黒山１４１‐１ 072-362-3941 令和3年10月27日 令和3年12月1日 令和9年11月30日 株式会社オークワ 和歌山県和歌山市中島１８５‐３ 新規 食肉販売業 スーパーマーケット
堺食衛第21014634号 株式会社オークワ　堺美原店 美原区黒山１４１‐１ 072-362-3941 令和3年10月27日 令和3年12月1日 令和9年11月30日 株式会社オークワ 和歌山県和歌山市中島１８５‐３ 新規 菓子製造業 スーパーマーケット
堺食衛第21014598号 就労継続支援Ｂ型事業所バンジー 堺市内一円 令和3年10月27日 令和3年10月27日 令和8年10月31日 特定非営利活動法人動 大阪府富田林市久野喜台２－１７－３１ 新規 飲食店営業（露店） 露店
堺食衛第21014643号 魚国総本社・堺２７４２６ 堺区戎島町５丁１ 令和3年10月28日 令和3年11月1日 令和9年10月31日 株式会社魚国総本社 大阪府大阪市中央区道修町１丁目６‐１９ 新規 飲食店営業 社員食堂
堺食衛第21014645号 魚国総本社・堺２７４２７ 堺区北波止町３０‐１ 令和3年10月28日 令和3年11月1日 令和9年10月31日 株式会社魚国総本社 大阪府大阪市中央区道修町１丁目６‐１９ 新規 飲食店営業 社員寮
堺食衛第21014641号 コメダ珈琲　堺なかもず店 北区長曽根町３０７３‐７ 072-267-4851 令和3年10月28日 令和3年12月1日 令和9年11月30日 株式会社にぶ 堺市北区南花田町３６４‐１ 新規 飲食店営業 喫茶店
堺食衛第21014640号 ケンタッキーフライドチキン　アリオ鳳店西区鳳南町３丁１９９‐１２ アリオ鳳１階 令和3年11月26日 令和3年11月26日 令和9年11月30日 株式会社ｅａｔａｂｅｌｌ 和歌山県和歌山市梶取１７１－１ 新規 飲食店営業 ファーストフード店
堺食衛第21014657号 南海グリル中店 堺区車之町西１丁２５‐２ 令和3年10月29日 令和3年12月1日 令和9年11月30日 株式会社南海グリル 堺市堺区車之町西２丁１‐３０ 新規 飲食店営業 ステーキハウス
堺食衛第21014653号 株式会社シーフード 中区深井中町７４０‐１４ 令和3年10月29日 令和3年11月1日 令和9年10月31日 株式会社シーフード 大阪府大阪狭山市大野台４丁目２５‐１８ 新規 魚介類販売業 魚の加工販売
堺食衛第21014651号 株式会社穂の香　ピースフリー堺 美原区大饗３５２‐１ 令和3年11月22日 令和3年11月22日 令和9年11月30日 クックメディカルフーズ株式会社 大阪府大東市御領３丁目９－２１ 新規 飲食店営業 集団給食
堺食衛第21014682号 小間久商店 堺区翁橋町２丁５‐１４ 令和3年11月1日 令和3年12月1日 令和8年11月30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 自動販売機
堺食衛第21014686号 ローソン南海七道駅前店 堺区三宝町１丁４４‐１ 令和3年11月8日 令和3年11月8日 令和9年11月30日 マルキ株式会社 堺市堺区三宝町１丁２１‐２ 新規 飲食店営業 コンビニエンスストア
堺食衛第21014678号 福山通運堺１Ｆ 西区築港新町３丁６‐１ 令和3年11月1日 令和3年12月1日 令和8年11月30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 自動販売機
堺食衛第21014684号 仲川交通 西区浜寺石津町西２丁７‐１６ 令和3年11月1日 令和3年12月1日 令和8年11月30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 自動販売機
堺食衛第21014680号 寿ゴルフセンター１Ｆ 中区東山６１４‐１ 令和3年11月1日 令和3年12月1日 令和8年11月30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 自動販売機
堺食衛第21014710号 株式会社フジモト 堺区砂道町２丁３‐２３ 072-267-4428 令和3年11月2日 令和3年12月1日 令和9年11月30日 株式会社フジモト 兵庫県芦屋市大桝町１‐２５ 新規 菓子製造業 菓子製造
堺食衛第21014708号 中国酒菜　暢暢 西区上野芝町２丁２３９‐１ 072-279-2838 令和3年11月2日 令和3年12月1日 令和9年11月30日 有限会社井上フーズ 大阪府岸和田市土生町２丁目２５‐８ 新規 飲食店営業 中国料理
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 大阪府大阪市西区九条１丁目２８番４号 新規 飲食店営業 ラーメン屋
堺食衛第21014729号 大起水産　堺工場 北区中村町６０７‐１ 令和3年11月19日 令和3年11月19日 令和9年11月30日 大起水産株式会社 堺市北区中村町６０７‐１ 新規 魚介類販売業
堺食衛第21014724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17日 令和3年11月17日 令和9年11月30日 株式会社セルビスサービス 堺市堺区市之町東５丁２‐７ 新規 菓子製造業 洋菓子卸
堺食衛第21014730号 治平　はなれ 南区泉田中１０６‐３ 令和3年11月4日 令和3年11月4日 令和9年11月30日 有限会社治平 堺市南区泉田中１０６‐３ 新規 飲食店営業 テイクアウト
堺食衛第21014736号 ＨＡＬＡＬ　ＦＲＩＥＤ　ＣＨＩＣＫＥＮ 堺市内一円 令和3年11月4日 令和3年11月4日 令和8年11月30日 Ｍａｘｘｉｍａ　Ｅｎｇｉｎｅｅｒｉｎｇ　Ｉｎｃｏｒｐｏｒａｔｅｄ合同会社 大阪府大阪市中央区伏見町４丁目４番９号 オーエックス淀屋橋ビル３階 新規 飲食店営業（自動車） キッチンカー
堺食衛第21014746号 丸亀製麺　コーナン堺石津店 堺区石津北町９０‐３ 072-245-8880 令和3年11月5日 令和3年12月1日 令和9年11月30日 株式会社丸亀製麺 東京都渋谷区道玄坂１丁目２１－１ 新規 飲食店営業 うどん屋
堺食衛第21014744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3年11月8日 令和3年11月8日 令和9年11月30日 株式会社ｎｉｃｏ　ｐｌｕｓ 堺市西区浜寺石津町西２丁８‐２ 新規 飲食店営業 定食屋
堺食衛第21014770号 三菱ＵＦＪ銀行　堺駅前支店 堺区戎島町３丁２２‐１ 令和3年11月8日 令和3年12月1日 令和9年11月30日 株式会社ニチダン 大阪市阿倍野区阪南町５丁目３‐５ 新規 飲食店営業 社員食堂
堺食衛第21014762号 いちふくスーパー　一福 東区日置荘西町１丁２５‐３０ 072-287-3010 令和3年11月8日 令和3年12月1日 令和9年11月30日 丸富産業株式会社 堺市東区日置荘西町１丁２５‐３０ 新規 食肉販売業 スーパーマーケット
堺食衛第21014786号 真鯛研究所 西区浜寺石津町西４丁１‐１ 令和3年11月18日 令和3年11月18日 令和9年11月30日 株式会社夢志堂 堺市西区上野芝町８丁２２‐５‐３ 新規 そうざい製造業 ラーメン屋
堺食衛第21014784号 ｗａｂｉ－ｓａｂｉ 西区浜寺昭和町１丁１５７ 令和3年12月9日 令和3年12月9日 令和9年12月28日 株式会社Ｈ＆Ｙ　ｄｕｐｌｅ 堺市北区奥本町２丁４ １Ｆ号 新規 飲食店営業 カフェ
堺食衛第21014785号 ｗａｂｉ－ｓａｂｉ 西区浜寺昭和町１丁１５７ 令和3年12月9日 令和3年12月9日 令和9年12月28日 株式会社Ｈ＆Ｙ　ｄｕｐｌｅ 堺市北区奥本町２丁４ １Ｆ号 新規 菓子製造業 カフェ
堺食衛第21014781号 泉北ラボ 南区高倉台１丁２‐１ シェアタウン泉ヶ丘ネクストＤ棟２ 令和3年12月8日 令和3年12月8日 令和9年12月28日 一般社団法人泉北のまちと暮らしを考える財団 堺市南区城山台１丁１１‐５ 新規 飲食店営業 カフェ、子ども食堂（予定）
堺食衛第21014794号 住宅型有料老人ホーム　オリーブの樹 中区大野芝町１６８‐１ 令和3年11月16日 令和3年11月16日 令和9年11月30日 ミストラルＨＤ株式会社 和歌山県岩出市根来２５１－２８ 新規 飲食店営業 有料老人ホーム
堺食衛第21014796号 株式会社ＯＮＥ　ソレイユの丘平井営業所中区平井３８‐７ 令和3年11月18日 令和3年11月18日 令和9年11月30日 株式会社ＯＮＥ 大阪府泉佐野市鶴原１５７８－３ 新規 飲食店営業 有料老人ホーム
堺食衛第21014800号 登龍軒 中区伏尾１３０‐１ 令和3年11月10日 令和3年12月1日 令和9年11月30日 有限会社登龍軒 堺市中区伏尾１３０‐１ 新規 飲食店営業 中華料理
堺食衛第21014793号 アニメイトカフェキッチンカー 堺市内一円 令和3年11月10日 令和3年11月10日 令和8年11月30日 株式会社アニメイトカフェ 東京都豊島区東池袋３丁目２番１号 新規 飲食店営業（自動車） 自動車
堺食衛第21014807号 和心フーズ 堺市内一円 令和3年11月11日 令和3年11月11日 令和8年11月30日 和心フーズ株式会社 大阪府交野市私部西４丁目９番１０号 新規 飲食店営業（露店） 露店
堺食衛第21014814号 グランドライフ堺 中区八田西町３丁７‐４６ 令和3年11月16日 令和3年11月16日 令和9年11月30日 東大阪マルタマフーズ株式会社 大阪府東大阪市若江南町２丁目９－１６ 新規 飲食店営業 集団給食
堺食衛第21014837号 ライフデリ堺・松原店 堺区北三国ヶ丘町８丁７‐３４寺喜作ビル１０２号 令和3年11月30日 令和3年11月30日 令和9年11月30日 株式会社シーズコーポレーション 大阪府大阪市中央区谷町３丁目１－１７ 新規 飲食店営業 宅配弁当
堺食衛第21014838号 浅香工業株式会社 堺区海山町２丁１１７ 令和3年11月22日 令和3年11月22日 令和9年11月30日 株式会社アップケイズ 大阪府東大阪市御厨栄町２丁目１２－２１ 新規 飲食店営業 社員食堂
堺食衛第21014931号 Ｂｉｏ　ｔｏｐｏｓ 西区津久野町３丁３２‐１１ コージーコートアメカゼⅠ１０２号 令和3年11月25日 令和3年11月25日 令和9年11月30日 株式会社雨風 堺市西区津久野町３丁３２‐１１ 新規 そうざい製造業 カフェ
堺食衛第21014833号 ｔｅａｍ　ＧＡＮＺ　ｃａｆｅ 東区日置荘西町２丁５‐２５ 072-289-6087 令和3年12月2日 令和3年12月2日 令和9年12月28日 有限会社ピーウィ 大阪府守口市佐太中町１－８－７ 新規 飲食店営業 Ｂａｒ
堺食衛第21014824号 やたい劇場ムゲン 堺市内一円 令和3年11月15日 令和3年12月1日 令和8年11月30日 株式会社ムゲン 大阪府大阪市西区立売堀６丁目６‐１５ 新規 飲食店営業（露店） 露店
堺食衛第21014828号 丸亀屋　２号 堺市内一円 令和3年11月15日 令和3年11月15日 令和8年11月30日 株式会社三木物流 香川県坂出市林田町４２８５－３１０ 新規 飲食店営業（自動車） キッチンカー
堺食衛第21014829号 丸亀屋　１号 堺市内一円 令和3年11月15日 令和3年11月15日 令和8年11月30日 株式会社三木物流 香川県坂出市林田町４２８５－３１０ 新規 飲食店営業（自動車） キッチンカー
堺食衛第21014843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 令和3年11月22日 令和3年11月22日 令和9年11月30日 株式会社暖 堺市堺区向陵中町４丁７‐１２ 新規 飲食店営業 居酒屋
堺食衛第21014848号 ＵＰ－ＲＯＡＲ 堺区南花田口町１丁２‐６ 令和3年11月16日 令和3年12月1日 令和9年11月30日 有限会社ＵＰ－ＲＯＡＲ 堺市堺区宿屋町東２丁１‐９ 新規 飲食店営業 焼き鳥屋
堺食衛第21014850号 有限会社木村製氷 東区北野田５１５‐７ 072-235-2272 令和3年11月16日 令和3年12月1日 令和9年11月30日 有限会社木村製氷 堺市東区北野田５１５‐７ 新規 氷雪製造業
堺食衛第21014842号 志乃家 堺市内一円 令和3年11月16日 令和3年11月16日 令和8年11月30日 有限会社志乃家 堺市美原区今井８９‐１ 新規 飲食店営業（自動車） キッチンカー
堺食衛第21014863号 大阪刑務所 堺区田出井町６‐１ 令和3年11月17日 令和3年12月1日 令和9年11月30日 大阪刑務所 堺市堺区田出井町６‐１ 新規 菓子製造業 パン
堺食衛第21014873号 マスターズマンション　ひまわり 堺区北安井町１８‐１ 令和3年11月18日 令和3年12月1日 令和9年11月30日 泉南生活協同組合 大阪府泉南市信達岡中１４８９‐１０ 新規 飲食店営業 レストラン
堺食衛第21014895号 ローソン新金岡店 北区蔵前町３丁５‐６８ 令和3年11月22日 令和3年11月22日 令和9年11月30日 株式会社寺田 堺市中区東山７６９‐１ 新規 飲食店営業 コンビニエンスストア
堺食衛第21014889号 魚国総本社・堺２７３４１ 美原区木材通２丁目２‐３８ 令和3年11月19日 令和3年12月1日 令和9年11月30日 株式会社魚国総本社 大阪府大阪市中央区道修町１丁目６‐１９ 新規 飲食店営業 社員食堂
堺食衛第21014893号 一風堂　堺インター店 南区小代４４０‐１ 072-289-6740 令和3年12月6日 令和3年12月6日 令和9年12月28日 株式会社力の源カンパニー 福岡県福岡市中央区大名１－１３－１４ 新規 飲食店営業 ラーメン業態（イートインのみ）
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 東京都江東区木場１丁目５‐２５ 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 自動販売機
堺食衛第21014902号 真鯛研究所 西区浜寺石津町西４丁１‐１ 令和3年11月22日 令和3年11月22日 令和9年11月30日 株式会社夢志堂 堺市西区上野芝町８丁２２‐５‐３ 新規 魚介類販売業 ラーメン屋
堺食衛第21014905号 ＡＧｃａｆｅ　米粉専門店 堺市内一円 令和3年11月22日 令和3年11月22日 令和8年11月30日 有限会社南出製粉所 大阪府泉大津市助松町２－２－１１ 新規 飲食店営業（露店） 露店
堺食衛第21014913号 おおはま障害者作業所 堺区東湊町５丁２７６ 072-241-1900 令和3年11月24日 令和3年12月1日 令和9年11月30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 集団給食
堺食衛第21014914号 おおはま障害者作業所 堺区東湊町５丁２７６ 072-241-1900 令和3年11月24日 令和3年12月1日 令和9年11月30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 焼菓子
堺食衛第21014915号 おおはま障害者作業所 堺区東湊町５丁２７６ 072-241-1900 令和3年11月24日 令和3年12月1日 令和9年11月30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 喫茶店
堺食衛第21014912号 はちみつ屋　雅蜂園 堺区三宝町２丁１３１‐１ ＣａＳａＴＫＹ１０２号 072-233-1138 令和3年11月29日 令和3年11月29日 令和9年11月30日 株式会社雅蜂園 堺市堺区三宝町２丁１３１‐１ ＣａＳａＴＫＹ１０２号 新規 飲食店営業 喫茶店
堺食衛第21014909号 札幌海老麺舎　コーナン中もず店 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 令和3年12月10日 令和3年12月10日 令和9年12月28日 ＯＨｏｌｄｉｎｇｓ株式会社 大阪府大阪市中央区難波１－５－２３ 法善寺タウンビル１階 新規 飲食店営業 つけ麺、ラーメン
堺食衛第21014910号 大阪労災病院　内厨房　株式会社第一食品北区長曽根町１１７９‐３ 令和3年12月13日 令和3年12月13日 令和9年12月28日 株式会社第一食品 大阪府東大阪市高井田本通４丁目１番５号 新規 飲食店営業 患者給食
堺食衛第21014919号 オンリーワン　ウエディング　サンパレス中区深井水池町３２３８ 072-278-2211 令和3年11月24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 堺市堺区市之町東５丁２‐７ 新規 飲食店営業 レストラン
堺食衛第21014920号 パパ・ヘミングウエイ 中区深井水池町３２３８ 072-278-2211 令和3年11月24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 堺市堺区市之町東５丁２‐７ 新規 飲食店営業 レストラン
堺食衛第21014923号 パン・ド・エッセ 中区深井水池町３２８２ 072-270-6612 令和3年11月24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 堺市堺区市之町東５丁２‐７ 新規 飲食店営業 カフェ
堺食衛第21014924号 パン・ド・エッセ 中区深井水池町３２８２ 072-270-6612 令和3年11月24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 堺市堺区市之町東５丁２‐７ 新規 菓子製造業 カフェ、パン（卸）
堺食衛第21014935号 カレーパンだ。／ルビーをつけながら 東区北野田１０８４ ベルヒル北野田１階 令和3年12月9日 令和3年12月9日 令和9年12月28日 株式会社ジュエルフジミ 大阪府泉大津市田中町５番１５号 新規 菓子製造業 パン屋
堺食衛第21014937号 あいあい傘 堺市内一円 令和3年11月25日 令和3年12月1日 令和8年11月30日 有限会社太田食品 大阪府門真市小路町１‐１２ 新規 飲食店営業（露店） 露店
堺食衛第21014955号 マクドナルド　堺福田店 中区福田８４５‐１ 072-234-8222 令和3年11月26日 令和3年12月1日 令和9年11月30日 株式会社オゼキ 堺市中区福田８４５‐１ 新規 飲食店営業 ファーストフード
堺食衛第21014944号 更科ほり 東区北野田４８－１ 北野田第１ビル２Ｆ７号 令和3年12月1日 令和3年12月1日 令和9年11月30日 有限会社更科 堺市東区南野田２８６‐８ 新規 菓子製造業 店頭販売、ネット販売
堺食衛第21014945号 堺美原営業所 美原区平尾１０６０‐１ 令和3年11月26日 令和3年12月29日 令和9年12月28日 株式会社丸中商事 大阪府大阪市中央区日本橋１丁目１７‐２０ 新規 飲食店営業 学生食堂



堺食衛第21014961号 ファミリーマート大阪ろうさい病院店 北区長曽根町１１７９‐３ 072-259-9811 令和3年12月21日 令和3年12月21日 令和9年12月28日 株式会社オアシスＭＳＣ 東京都大田区蒲田５丁目３８－３ 蒲田朝日ビルディング 新規 飲食店営業 コンビニエンスストア
堺食衛第21014979号 満マル　堺市駅前店 北区北長尾町２丁５‐９ 令和3年11月29日 令和3年12月29日 令和9年12月28日 株式会社てんてん 堺市北区船堂町１丁１４‐２ １Ｆ 新規 飲食店営業 居酒屋
堺食衛第21014968号 リグナイト株式会社 西区築港新町２丁５ 令和3年11月29日 令和3年12月29日 令和9年12月28日 株式会社アップケイズ 大阪府東大阪市御厨栄町２丁目１２‐２１ 新規 飲食店営業 社員食堂
堺食衛第21014972号 株式会社美乃や 西区浜寺諏訪森町中２丁１８０ 072-261-0407 令和3年11月29日 令和3年12月1日 令和9年11月30日 株式会社美乃や 堺市西区浜寺諏訪森町中２丁１８０ 新規 菓子製造業 和菓子
堺食衛第21014975号 ビックエコー鳳２６号 西区鳳西町２丁１‐１５ 072-264-4426 令和3年11月29日 令和3年12月1日 令和9年11月30日 株式会社第一興商近畿 大阪府大阪市平野区平野西５丁目８‐１８ 新規 飲食店営業 カラオケ
堺食衛第21014988号 株式会社Ｏ．Ｓフーズ 中区深井清水町３５５３ 072-340-1734 令和3年12月7日 令和3年12月7日 令和9年12月28日 株式会社Ｏ．Ｓフーズ 大阪府岸和田市尾生町７丁目１０‐５ 新規 食肉販売業 食肉卸
堺食衛第21014997号 ビーナスケアセンター 北区中長尾町３丁４‐１３ ユーハイライズ１階 令和3年12月8日 令和3年12月8日 令和9年12月31日 株式会社ビーナス 堺市堺区田出井町１‐１ ベルマージュ堺２階 新規 飲食店営業 通所介護事業所
堺食衛第21015002号 社会医療法人生長会ベルキッチン 西区家原寺町１丁１‐１ 令和3年12月10日 令和3年12月10日 令和9年12月28日 社会医療法人生長会 大阪府和泉市肥子町１丁目１０－１７ 新規 飲食店営業 病院給食
堺食衛第21015006号 麺や　火々乃一家 北区中百舌鳥町３丁３４７‐２４ 令和3年12月9日 令和3年12月9日 令和9年12月28日 株式会社ＫＥＩＪＩ　ＰＲＯＪＥＣＴ 堺市北区中百舌鳥町５丁７９６‐２ 新規 飲食店営業 ラーメン
堺食衛第21015005号 スクエアりりぃキッチン 中区福田５５４‐５ 令和3年12月23日 令和3年12月23日 令和9年12月28日 株式会社光 堺市南区和田東９８８‐１ 新規 飲食店営業 弁当屋
堺食衛第21015017号 ホテルファインガーデン堺２号店 西区浜寺石津町西１丁１‐３４ 令和3年12月2日 令和3年12月29日 令和9年12月28日 株式会社オリーブ 大阪府大阪市天王寺区上汐３丁目３‐２ 新規 飲食店営業 ホテル
堺食衛第21015015号 じゃんぼ總本店　深井店 中区深井清水町３８５２ 072-279-3311 令和3年12月2日 令和3年12月29日 令和9年12月28日 ドリームアドバンス株式会社 大阪府東大阪市大蓮南４丁目２３‐２３ 新規 飲食店営業 たこ焼き
堺食衛第21015022号 オーツー 中区深井沢町３１７９ 令和3年12月14日 令和3年12月14日 令和9年12月28日 株式会社アビリティ 大阪府和泉市国分町１５２８ 新規 飲食店営業 居酒屋
堺食衛第21015027号 ロッテリア 東区日置荘西町２丁１‐１ 072-287-1025 令和3年12月3日 令和3年12月29日 令和9年12月28日 株式会社ロッテリア 東京都新宿区西新宿３丁目２０‐１ 新規 飲食店営業 ファストフード
堺食衛第21015024号 ふくら手延べ製麺所 堺市内一円 令和3年12月3日 令和3年12月3日 令和8年12月28日 株式会社八勝長谷製麺 兵庫県南あわじ市福良乙１０９３－７ 新規 飲食店営業（露店） 露店
堺食衛第21015038号 ＤＥＬＩＣＩＯＵＳ　ＤＩＮＩＮＧ　ＳＡＫＡＩ 堺区中瓦町２丁３‐２２ テクノ大徳ビル　３階072-238-2888 令和3年12月6日 令和3年12月29日 令和9年12月28日 株式会社テクノ大徳 堺市西区浜寺石津町中１丁９‐１２ 新規 飲食店営業 居酒屋
堺食衛第21015045号 Ｂａｒ　Ｏｎｅ 堺区熊野町東１丁２‐２０ ジョイフルＫビル　２ＦＣ号室 令和3年12月16日 令和3年12月16日 令和9年12月28日 株式会社千 堺市北区野遠町９６‐７ 新規 飲食店営業 バー
堺食衛第21015042号 チャペルストーリー 堺区甲斐町東６丁１‐２６ 令和3年12月6日 令和3年12月29日 令和9年12月28日 株式会社堺チャペル 堺市堺区甲斐町東６丁１‐２６ 新規 飲食店営業 ホテル
堺食衛第21015032号 新関西製鐵社員食堂 堺区塩浜町５ 令和3年12月6日 令和3年12月29日 令和9年12月28日 株式会社都給食 京都府城陽市久世荒内１７７‐６ 新規 飲食店営業 集団給食
堺食衛第21015040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 令和3年12月6日 令和3年12月29日 令和9年12月28日 有限会社サクセスフーズ 大阪府大阪市住之江区新北島３丁目８‐１２ 新規 飲食店営業 ファストフード
堺食衛第21015044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3年12月10日 令和3年12月10日 令和9年12月28日 株式会社クリエイト・レストランツ・ホールディングス 東京都品川区東五反田５丁目１０‐１８ 新規 飲食店営業 天丼屋
堺食衛第21015034号 新関西製鐵青雲寮食堂 南区高尾３丁２２３‐１ 令和3年12月6日 令和3年12月29日 令和9年12月28日 株式会社都給食 京都府城陽市久世荒内１７７‐６ 新規 飲食店営業 集団給食
堺食衛第21015062号 なか卯　浜寺石津店 西区浜寺石津町中１丁６‐１８ 令和3年12月7日 令和3年12月29日 令和9年12月28日 株式会社なか卯 東京都港区港南２丁目１８‐１ 新規 飲食店営業 定食屋
堺食衛第21015066号 自由多幸寿　ＬＩＢＲＥ 堺市内一円 令和3年12月7日 令和3年12月7日 令和8年12月28日 株式会社ＲＡＤ 兵庫県神戸市中央区江戸町１００ 高砂ビル 新規 飲食店営業（自動車） キッチンカー
堺食衛第21015072号 オーエム工業株式会社　泉北工場 西区築港浜寺西町６ 令和3年12月14日 令和3年12月14日 令和9年12月28日 株式会社アップケイズ 大阪府東大阪市御厨栄町２丁目１２－２１ 新規 飲食店営業 社員食堂
堺食衛第21015076号 や台ずし深井駅前町 中区深井沢町３２８３ 072-277-8878 令和3年12月8日 令和3年12月29日 令和9年12月28日 株式会社ヨシックスフーズ 愛知県名古屋市東区徳川１－９－３０ 新規 飲食店営業 寿司居酒屋
堺食衛第21015070号 介護老人保健施設ソルヴィラージュ 東区北野田６３６ 令和3年12月13日 令和3年12月13日 令和9年12月28日 社会医療法人頌徳会 堺市東区北野田６２６ 新規 飲食店営業 喫茶店
堺食衛第21015074号 有限会社ヘアーメッセージ　泉北堂　製造工場Ⅲ南区深阪南３１０‐３ 令和3年12月8日 令和3年12月29日 令和9年12月28日 有限会社ヘアーメッセージ 堺市南区和田東３２９‐２ 新規 菓子製造業 食パン卸
堺食衛第21015078号 大阪太平商事株式会社 中区平井２０２‐１ 令和3年12月15日 令和3年12月15日 令和9年12月28日 大阪太平商事株式会社 堺市中区平井２０２‐１ 新規 食品の小分け業
堺食衛第21015101号 ＣＲＹＳＴＡＬ　ＳＣＥＮＥ 堺区南花田口町１丁３‐１３ ジョイント２ビル２階 令和3年12月10日 令和3年12月29日 令和9年12月28日 ＫＡＧＥＹＡＭＡ　ＭＡＮＡＧＥＭＥＮＴ　ＧＲＯＵＰ株式会社 大阪府大阪市浪速区大国１丁目１０－２１ 新規 飲食店営業 ラウンジ
堺食衛第21015103号 マサルイカリ寿司株式会社 中区福田４８４‐４３ 072-237-3845 令和3年12月10日 令和3年12月29日 令和9年12月28日 マサルイカリ寿司株式会社 堺市中区福田４８４‐４３ 新規 飲食店営業 寿司
堺食衛第21015100号 ベンツ３号 堺市内一円 令和3年12月10日 令和3年12月10日 令和8年12月28日 有限会社鶴金社中 東京都練馬区大泉学園町３－２１－７ 新規 飲食店営業（自動車） キッチンカー
堺食衛第21015115号 ７９　ＶｉｅｔＭａｒｔ　Ｓａｋａｉ 堺区大浜北町２丁２‐８ 令和3年12月24日 令和3年12月24日 令和9年12月28日 ＴＬＣ株式会社 大阪府大阪市浪速区大国二丁目１番１６号 パインブルックマンション１０６号 新規 食肉処理業 食肉処理
堺食衛第21015124号 マクドナルド北花田店 北区北花田町２丁２１‐３ 令和3年12月13日 令和3年12月29日 令和9年12月28日 有限会社サクセスフーズ 大阪府大阪市住之江区新北島３丁目８‐１２ 新規 飲食店営業 ハンバーガーレストランチェーン店
堺食衛第21015121号 七輪焼肉安安　なかもず店 北区百舌鳥梅北町５丁４７２ はりまや中もず店２階072-258-2929 令和3年12月13日 令和3年12月29日 令和9年12月28日 株式会社富士達 神奈川県横浜市神奈川区六角橋１丁目４－４ 新規 飲食店営業 焼肉屋
堺食衛第21015118号 くら寿司　平井店 中区平井４２‐３ 令和3年12月13日 令和4年2月1日 令和10年1月31日 くら寿司株式会社 堺市中区深阪１丁２‐２ 新規 飲食店営業 寿司店
堺食衛第21015131号 ホルモン屋こじま 北区中百舌鳥町６丁９９１‐４ 令和3年12月21日 令和3年12月21日 令和9年12月28日 株式会社エーワイフードサービス 大阪府堺市美原区北余部西４丁８２－１ 新規 飲食店営業 焼肉屋
堺食衛第21015132号 ホルモン屋こじま 北区中百舌鳥町６丁９９１‐４ 令和3年12月21日 令和3年12月21日 令和9年12月28日 株式会社エーワイフードサービス 大阪府堺市美原区北余部西４丁８２－１ 新規 食肉販売業 食肉販売
堺食衛第21015135号 株式会社西友　堺・福田店　若菜 中区陶器北１６７８ 令和3年12月14日 令和3年12月29日 令和9年12月28日 株式会社西友 東京都北区赤羽２丁目１番１号 新規 飲食店営業 スーパー（惣菜）
堺食衛第21015148号 フロレスタキッチンコドモ 堺区南向陽町２丁３‐２６ 072-225-0088 令和3年12月17日 令和3年12月17日 令和9年12月28日 株式会社アースモバイル 堺市堺区南向陽町２丁３‐２６ 新規 飲食店営業 ドーナツ屋
堺食衛第21015159号 フロレスタキッチンコドモ 堺区南向陽町２丁３‐２６ 072-225-0088 令和3年12月17日 令和3年12月17日 令和9年12月28日 株式会社アースモバイル 堺市堺区南向陽町２丁３‐２６ 新規 菓子製造業 ドーナツ屋
堺食衛第21015146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 072-275-5631 令和3年12月16日 令和3年12月16日 令和9年12月28日 株式会社アースモバイル 堺市堺区南向陽町２丁３‐２６ 新規 飲食店営業 ドーナツ屋
堺食衛第21015147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 072-275-5631 令和3年12月16日 令和3年12月16日 令和9年12月28日 株式会社アースモバイル 堺市堺区南向陽町２丁３‐２６ 新規 菓子製造業 ドーナツ屋
堺食衛第21015176号 有限会社宝泉菓子舗 堺区南三国ヶ丘町３丁５‐１３ 令和3年12月16日 令和3年12月29日 令和9年12月28日 有限会社宝泉菓子舗 堺市堺区南三国ヶ丘町３丁５‐１３ 新規 菓子製造業 和菓子（卸）
堺食衛第21015173号 鶏屋　Ｗａｋａｍｅ 堺区中瓦町１丁１‐１３ 令和3年12月20日 令和3年12月20日 令和9年12月28日 株式会社ｗａｋａｍｅ　ｍｏｎｓｔｅｒｓ 堺市堺区中瓦町１丁１‐１３ 新規 飲食店営業 居酒屋
堺食衛第21015171号 鶏屋　Ｗａｋａｍｅ　鳳店 西区鳳東町１丁５０‐２ 令和3年12月20日 令和3年12月20日 令和9年12月28日 株式会社ｗａｋａｍｅ　ｍｏｎｓｔｅｒｓ 堺市堺区中瓦町１丁１‐１３ 新規 飲食店営業 居酒屋
堺食衛第21015172号 鶏屋　Ｗａｋａｍｅ　鳳店 西区鳳東町１丁５０‐２ 令和3年12月20日 令和3年12月20日 令和9年12月28日 株式会社ｗａｋａｍｅ　ｍｏｎｓｔｅｒｓ 堺市堺区中瓦町１丁１‐１３ 新規 食肉販売業 居酒屋
堺食衛第21015162号 韓国料理　マダン 南区岩室１４２‐１１ 072-235-3053 令和3年12月21日 令和3年12月21日 令和9年12月28日 株式会社華祥コーポレーション 堺市南区岩室１４２‐１１ 新規 漬物製造業
堺食衛第21015185号 株式会社シティホテル　サンプラザ 堺区竜神橋町１丁１‐２０ 072-222-0818 令和3年12月17日 令和3年12月29日 令和9年12月28日 株式会社シティホテル　サンプラザ 堺市堺区竜神橋町１丁１‐２０ 新規 飲食店営業 ホテル
堺食衛第21015183号 立呑処おかわり 北区中百舌鳥町２丁２４３‐３ 072-252-2232 令和3年12月17日 令和3年12月29日 令和9年12月28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 居酒屋
堺食衛第21015201号 カフェ　アネッロ 堺区今池町３丁３‐１６ 令和3年12月21日 令和3年12月29日 令和9年12月28日 コムーネリベラルホールディングス株式会社 京都府京都市中京区聚楽廻東町３２ 新規 飲食店営業 軽飲食
堺食衛第21015203号 喫茶一二三 堺区一条通１０‐８ 令和3年12月21日 令和3年12月29日 令和9年12月28日 豊産商株式会社 堺市堺区一条通１０－９ 新規 飲食店営業 喫茶店
堺食衛第21015206号 センバ商店　餃子部 西区鳳中町６丁１９８‐３ 令和3年12月28日 令和3年12月28日 令和9年12月28日 株式会社エフィール 大阪府大阪市中央区南船場３－３－２６ 新規 飲食店営業 居酒屋
堺食衛第21015217号 ＨＩＭＡＬＡＹＡ　ＭＵＲＡ　ＩＮＤＩＡＮ　ＮＥＰＡＬＩ　ＲＥＳＴＡＵＲＡＮＴ堺区東雲西町１丁７‐１ 072-238-8810 令和3年12月28日 令和3年12月28日 令和9年12月28日 合同会社ＲＥＨＡＮ 大阪府大阪市住吉区我孫子３丁目９番１７ ３０２号 新規 飲食店営業 インド料理
堺食衛第21015223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12月27日 令和3年12月27日 令和9年12月28日 株式会社サンプラザ 大阪府羽曳野市誉田３丁目３番１５号 新規 魚介類販売業 食品スーパー
堺食衛第21015224号 セブン‐イレブン堺中百舌鳥町６丁店 北区中百舌鳥町６丁１０４０‐３ 072-258-0094 令和3年12月24日 令和4年2月1日 令和10年1月31日 合同会社ＯＫＵＴＡＮＩ 堺市北区中百舌鳥町６丁１０４０‐３ 新規 飲食店営業 コンビニエンスストア
堺食衛第21015228号 アトリエ　コンフィチュール 中区深井清水町３４８３ レジデンス二反田　１０１号 令和3年12月24日 令和3年12月29日 令和9年12月28日 有限会社千総 堺市北区長曽根町１３０‐４２ さかい新事業創造センター１２１号 新規 密封包装食品製造業 卸し
堺食衛第21015244号 餃子酒場　目茶食茶 堺区栄橋町１丁９‐５ 令和3年12月28日 令和3年12月28日 令和9年12月28日 萬福フーズ株式会社 堺市堺区田出井町１‐１‐１１３ 新規 飲食店営業 居酒屋
堺食衛第21015245号 餃子専門店　萬福亭 堺区栄橋町１丁９‐５ 令和3年12月28日 令和3年12月28日 令和9年12月28日 萬福フーズ株式会社 堺市堺区田出井町１‐１‐１１３ 新規 そうざい製造業 居酒屋
堺食衛第21015241号 大阪労災病院 北区長曽根町１１７９‐３ 令和3年12月28日 令和3年12月28日 令和9年12月28日 フタバ給食株式会社 大阪府八尾市久宝寺３－４－１７ 新規 飲食店営業
堺食衛第21015237号 キューティーホテル 西区草部１９８４‐１ 072-272-3450 令和3年12月27日 令和3年12月29日 令和9年12月28日 株式会社草部観光 大阪府大阪市阿倍野区相生通二丁目７番４４号 新規 飲食店営業 ホテル
堺食衛第21015236号 株式会社スーパーツール　社員食堂 中区見野山１５８ 令和4年1月20日 令和4年1月20日 令和10年1月31日 株式会社フード・サービスコスモ 大阪府大阪市中央区南船場一丁目７番３号 新規 飲食店営業 集団給食
堺食衛第21015260号 フクシ浜寺 西区浜寺元町３丁２４１‐３ 令和4年1月17日 令和4年1月17日 令和10年1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21015274号 ＢＡＫＥＲＹ５１　三国ヶ丘店 堺区向陵中町４丁４‐４ 072-246-5535 令和4年2月1日 令和4年2月1日 令和10年1月31日 有限会社きたに 堺市堺区中三国ヶ丘町６丁４‐１８ 新規 菓子製造業 パン屋
堺食衛第21015281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4年1月18日 令和4年1月18日 令和10年1月31日 株式会社サンプラザ 大阪府羽曳野市誉田３丁目５－１５ 新規 魚介類販売業 スーパー
堺食衛第21015286号 株式会社五郎藤 堺区柏木町４丁４‐１４ 令和4年1月7日 令和4年2月1日 令和10年1月31日 株式会社五郎藤 堺市堺区楠町１丁２‐１４ 新規 そうざい製造業 鰻かばやき卸業
堺食衛第21015283号 株式会社五郎藤 堺区栄橋町２丁４‐１ 堺魚市場 令和4年1月7日 令和4年2月1日 令和10年1月31日 株式会社五郎藤 堺市堺区楠町１丁２‐１４ 新規 魚介類販売業
堺食衛第21015282号 ベルキッチン 西区菱木１丁２３４３‐９ 072-274-0331 令和4年1月7日 令和4年2月1日 令和10年1月31日 社会医療法人生長会 大阪府和泉市肥子町１丁目１０‐１７ 新規 そうざい製造業 病院向け給食セントラルキッチン
堺食衛第21015304号 シャトレーゼ中もず店 北区百舌鳥梅町３丁２５‐１ 072-255-8538 令和4年2月4日 令和4年2月4日 令和10年2月29日 株式会社ブックスファミリア 堺市北区百舌鳥梅町３丁２５‐１ 新規 菓子製造業 洋菓子店
堺食衛第21015324号 おばんざい　華 中区深井中町２０１１‐２２ 令和4年1月17日 令和4年1月17日 令和10年1月31日 株式会社朋友会 堺市西区神野町２丁１４‐１ 新規 飲食店営業 居酒屋
堺食衛第21015336号 森のカフェ 堺区大浜北町５丁７‐１ 大浜公園内 072-275-6599 令和4年1月20日 令和4年1月20日 令和10年1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 カフェ
堺食衛第21015334号 餃子家しんしん 北区東浅香山町２丁４ 第２萬晃ビル１０１ 072-245-9095 令和4年2月1日 令和4年2月1日 令和10年1月31日 株式会社エーワイフードサービス 堺市美原区北余部西４‐８２‐１ 新規 飲食店営業 餃子専門店
堺食衛第21015337号 Ｌｕｍｉｅｒｅ 北区東浅香山町３丁１７ 令和4年1月17日 令和4年1月17日 令和10年1月31日 株式会社Ｆｉｒｓｔ　Ｄｅｓｉｇｎ 大阪府大阪市浪速区難波中３丁目４番１号 ＳＯＰＨＩＡなんばＳＴＵＤＩＯ２階 新規 飲食店営業 喫茶
堺食衛第21015335号 イトーヨーカ堂津久野店 西区下田町２０‐１ 072-266-7700 令和4年1月25日 令和4年1月25日 令和10年1月31日 株式会社イトーヨーカ堂 東京都千代田区二番町８‐８ 新規 飲食店営業 スーパーマーケット
堺食衛第21015358号 株式会社マルマサフード 中区深井畑山町２４９９‐３１ 令和4年1月17日 令和4年2月1日 令和10年1月31日 株式会社マルマサフード 堺市中区深井畑山町２４９９‐３１ 新規 そうざい製造業
堺食衛第21015349号 韓城 南区原山台５丁９‐５ アクロスモール泉北店Ａ館１階フードコート令和4年1月21日 令和4年1月21日 令和10年1月31日 東信株式会社 福岡県福岡市東区香椎照葉２丁目６番１ ６０１号 新規 飲食店営業 韓国料理
堺食衛第21015347号 モミ　アンド　トイズ 堺市内一円 令和4年1月17日 令和4年1月17日 令和9年1月31日 株式会社コーワフードサービス 大阪府大阪市此花区島屋６丁目２番６１号 新規 飲食店営業（自動車） キッチンカー
堺食衛第21015367号 浜寺ロングゴルフ 西区浜寺船尾町西１丁１１ 令和4年1月18日 令和4年2月1日 令和10年1月31日 石津紡績株式会社 愛知県名古屋市昭和区丸屋町４丁目１８－６ 新規 飲食店営業 ゴルフ練習場
堺食衛第21015376号 雨風醤油 西区津久野町３丁３２‐１１ 令和4年2月7日 令和4年2月7日 令和10年2月29日 株式会社雨風 大阪府堺市西区津久野町３丁３２‐１１ 新規 みそ又はしょうゆ製造業 製造業食品
堺食衛第21015382号 Ｇ８３１ 北区中百舌鳥町２丁８３ キラリ８‐１ビル１０１ 令和4年1月19日 令和4年1月19日 令和10年1月31日 エムタス合同会社 奈良県香芝市旭ケ丘２丁目２４－１ 新規 飲食店営業 カフェ
堺食衛第21015385号 鮨　ＮＯＮＯＵＥ 北区中百舌鳥町２丁３００ ｌｓ－ｎａｋａｍｏｚｕ２－Ｃ 令和4年1月19日 令和4年2月1日 令和10年1月31日 株式会社ＦＯＲＴＲＩＺＥ 大阪府富田林市寿町４丁目１－７ 新規 飲食店営業 寿司屋
堺食衛第21015383号 珈琲所　コメダ珈琲店　堺深阪店 中区深阪２丁１０‐３５ 072-230-2221 令和4年1月19日 令和4年2月1日 令和10年1月31日 ＭＳニューマン株式会社 大阪府大阪市住之江区南港東３丁目２‐４０ 新規 飲食店営業 喫茶店
堺食衛第21015387号 有限会社天下第一　堺店 堺区翁橋町１丁８‐３ 令和4年1月27日 令和4年1月27日 令和10年1月31日 有限会社天下第一 大阪府大阪市浪速区戎本町２－５－１８ 新規 飲食店営業 ラーメン
堺食衛第21015389号 ＴＧＡＬ堺北店 北区中長尾町２丁５‐１６ 令和4年1月21日 令和4年1月21日 令和10年1月31日 株式会社７ｓ 大阪府大阪市淀川区東三国１－２０－３１ 新規 飲食店営業 ハンバーガー屋
堺食衛第21015392号 漁火酒場　まつかぜ 中区深井沢町３１５８ 072-270-7799 令和4年1月20日 令和4年2月1日 令和10年1月31日 株式会社ムラカミコーポレーション 堺市中区深井沢町３１５８ 新規 飲食店営業 居酒屋
堺食衛第21015414号 天ぷら大吉　堺東店 堺区中瓦町１丁３‐５ 令和4年2月8日 令和4年2月8日 令和10年2月29日 有限会社大吉 堺市堺区新在家町西４丁２－６ 新規 飲食店営業 飲食店（天ぷら）
堺食衛第21015412号 とんかつ・洋食の店ＩＣＨＩＢＡＮ 北区百舌鳥赤畑町１丁２１‐１ 令和4年1月25日 令和4年1月25日 令和10年1月31日 株式会社ＩＣＨＩＢＡＮ 堺市北区百舌鳥赤畑町１丁２１‐１ 新規 飲食店営業 飲食店（とんかつ）
堺食衛第21015418号 ミニストップ堺津久野町店 西区津久野町３丁８‐２２ 072-264-1610 令和4年1月21日 令和4年2月1日 令和10年1月31日 株式会社マフハ 大阪府大阪狭山市東野西３丁目７００‐１ 新規 飲食店営業 コンビニ
堺食衛第21015447号 でん 堺区砂道町２丁１‐１０ 072-238-2941 令和4年1月24日 令和4年2月1日 令和10年1月31日 株式会社ゼンショク 大阪府茨木市駅前１丁目４‐３０ 新規 飲食店営業 焼肉
堺食衛第21015446号 株式会社和み 堺区南庄町１丁２‐２１ 令和4年2月1日 令和4年2月1日 令和10年1月31日 株式会社和み 堺市堺区南庄町１丁２‐２１ 新規 飲食店営業 お弁当
堺食衛第21015436号 天婦羅　はたけ 北区中長尾町４丁４‐２０ 令和4年2月7日 令和4年2月7日 令和10年2月29日 合同会社はたけ 堺市北区中長尾町４丁４‐２０ 新規 飲食店営業 天婦羅屋
堺食衛第21015432号 老人保健施設クローバー悠苑 東区西野２２９‐１ 令和4年1月24日 令和4年2月1日 令和10年1月31日 柏原マルタマフーズ株式会社 大阪府藤井寺市川北３丁目４‐２３ 新規 飲食店営業
堺食衛第21015451号 ＳＵＮＲＩＳＥ 西区浜寺石津町西３丁３‐３ サンシャイン石津川１０２号 令和4年1月27日 令和4年1月27日 令和10年1月31日 ＨＬＴ合同会社 堺市堺区大浜北町２丁２‐１４ 大浜ハイツ１階 新規 飲食店営業 ベトナム料理、カラオケ
堺食衛第21015473号 株式会社阪南水産 堺区菅原通５丁３９‐１ 令和4年1月26日 令和4年2月1日 令和10年1月31日 株式会社阪南水産 堺市堺区菅原通５丁３９‐１ 新規 魚介類販売業 鮮魚加工卸売業
堺食衛第21015479号 鍋’ｓ　キッチン 堺区鉄砲町１‐１ イオンモール堺鉄砲町１階 令和4年1月26日 令和4年3月1日 令和10年2月29日 株式会社クリエイト・レストランツ・ホールディングス 東京都品川区東五反田５丁目１０‐１８ 新規 飲食店営業 鍋料理
堺食衛第21015461号 スシロー浜寺船尾店 西区浜寺船尾町東３丁３９８ 令和4年1月26日 令和4年2月1日 令和10年1月31日 株式会社あきんどスシロー 大阪府吹田市江坂町１丁目２２‐２ 新規 飲食店営業 寿司屋
堺食衛第21015469号 有限会社オカイフーズ 南区晴美台４丁２‐１ 帝塚山学院中高等学校内 令和4年1月26日 令和4年3月1日 令和10年2月29日 有限会社オカイフーズ 大阪府河内長野市北貴望ケ丘２７‐２５ 新規 飲食店営業 学食
堺食衛第21015490号 松屋・松のや堺大野芝店 中区大野芝町１３７‐１ 072-247-4185 令和4年2月17日 令和4年2月17日 令和10年2月29日 株式会社松屋フーズ 東京都武蔵野市中町１－１４－５ 新規 飲食店営業 牛丼屋
堺食衛第21015503号 源平水軍 堺区中瓦町１丁３‐１８ 072-276-4898 令和4年2月2日 令和4年2月2日 令和10年2月29日 株式会社ＧＥＮＰＥＩ 堺市堺区中瓦町１丁３‐１８ 新規 飲食店営業 居酒屋
堺食衛第21015504号 前田製菓株式会社堺工場 堺区協和町５丁４８０ 令和4年1月28日 令和4年3月1日 令和10年2月29日 前田製菓株式会社 堺市堺区京町通１‐３２ 新規 菓子製造業 菓子製造工場
堺食衛第21015522号 ロッテリア　南海堺東店 堺区三国ヶ丘御幸通６１ 072-275-6810 令和4年1月31日 令和4年3月1日 令和10年2月29日 株式会社ロッテリア 東京都新宿区西新宿３丁目２０‐１ 新規 飲食店営業 ファストフード
堺食衛第21015517号 カレーハウスＴ＆Ａ堺三宝店 堺区三宝町３丁１７４ 令和4年1月31日 令和4年3月1日 令和10年2月29日 株式会社サクセスウエイ 大阪市北区天満２丁目７‐１１ サンバレー天満３Ｆ 新規 飲食店営業 カレー屋
堺食衛第21015524号 株式会社万代　御池台店 南区御池台２丁１２‐５ 072-298-5713 令和4年1月31日 令和4年3月1日 令和10年2月29日 株式会社万代 大阪市生野区小路東３丁目１０‐１３ 新規 飲食店営業 スーパーマーケット
堺食衛第21015525号 株式会社万代　御池台店 南区御池台２丁１２‐５ 072-298-5713 令和4年1月31日 令和4年3月1日 令和10年2月29日 株式会社万代 大阪市生野区小路東３丁目１０‐１３ 新規 魚介類販売業 スーパーマーケット
堺食衛第21015535号 Ｖ２＆Ｍ　ＢＹ　ＦＲＵＩＴＳ　ＢＡＲ　ＡＯＫＩ　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072-275-7460 令和4年2月1日 令和4年3月1日 令和10年2月29日 株式会社青木商店 福島県郡山市八山田５－４０５ 新規 飲食店営業 ジューススタンド
堺食衛第21015530号 株式会社小島屋 堺区宿院町東１丁１‐２３ 令和4年2月2日 令和4年2月2日 令和10年2月29日 株式会社小島屋 堺市堺区宿院町東１丁１‐２３ 新規 飲食店営業 喫茶店
堺食衛第21015531号 ちく満 堺区宿院町西１丁１‐１６ 072-232-0093 令和4年2月1日 令和4年3月1日 令和10年2月29日 株式会社ちく満 堺市堺区宿院町西１丁１‐１６ 新規 密封包装食品製造業
堺食衛第21015533号 ピザポケット鳳店 西区鳳南町４丁４７２ マンション春木１０１号072-271-5577 令和4年2月1日 令和4年3月1日 令和10年2月29日 ポケットフーズ株式会社 福岡県福岡市博多区博多駅南１－３－１ 新規 飲食店営業 宅配ピザ
堺食衛第21015543号 ダイワフード株式会社　おつけもの処「いせや」堺区向陵中町１丁１‐１ 072-255-1611 令和4年2月15日 令和4年2月15日 令和10年2月29日 ダイワフード株式会社 堺市堺区向陵中町１丁１‐１ 新規 漬物製造業 漬物製造、販売
堺食衛第21015553号 口福堂　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072-275-7445 令和4年2月2日 令和4年3月1日 令和10年2月29日 株式会社柿安本店 三重県桑名市吉之丸８番地 新規 菓子製造業 和菓子屋
堺食衛第21015547号 マツヒサリバージュ 西区鳳西町１丁７８‐９ 令和4年2月2日 令和4年3月1日 令和10年2月29日 株式会社マツヒサ 堺市西区鳳西町１丁７８‐９ 新規 菓子製造業
堺食衛第21015549号 ファミリーマート堺日置荘原寺店 東区日置荘原寺町２９‐６ 072-287-7771 令和4年2月2日 令和4年3月1日 令和10年2月29日 小林商店株式会社 堺市南区高倉台２丁３‐１ 303 新規 飲食店営業 コンビニ
堺食衛第21015563号 久世福商店　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072-275-5679 令和4年2月3日 令和4年3月1日 令和10年2月29日 株式会社ｅａｔａｂｅｌｌ 和歌山県和歌山市梶取１７１－１ 新規 飲食店営業 ジェラート
堺食衛第21015571号 にぎりの徳兵衛　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 令和4年2月4日 令和4年3月1日 令和10年2月29日 株式会社アトム 神奈川県横浜市西区みなとみらい二丁目２番１号 新規 飲食店営業 寿司店
堺食衛第21015581号 鎌倉パスタ　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 令和4年2月4日 令和4年3月1日 令和10年2月29日 株式会社鎌倉パスタ 岡山県岡山市北区平田１７３‐１０４ 新規 飲食店営業 飲食店（パスタ）
堺食衛第21015568号 Ｂａｂｙ　ｂａｎａｎａ 美原区平尾３９２‐１ 令和4年2月22日 令和4年2月22日 令和10年2月29日 合同会社エスアンドエフ 兵庫県川西市加茂２丁目２０－２０ 新規 飲食店営業 テイクアウト専門店
堺食衛第21015575号 カフェ・バンカレラ原山台店 南区原山台５丁１６‐２ 072-284-1121 令和4年2月4日 令和4年3月1日 令和10年2月29日 株式会社マルハンダイニング 東京都江東区深川２丁目８‐１９ 新規 飲食店営業 カフェ
堺食衛第21015576号 ごはんどき原山台店 南区原山台５丁１６‐２ 072-284-1121 令和4年2月4日 令和4年3月1日 令和10年2月29日 株式会社マルハンダイニング 東京都江東区深川２丁目８‐１９ 新規 飲食店営業 定食屋
堺食衛第21015583号 焼肉ダイニング王道Ｐｒｅｍｉｕｍ　堺泉北店南区和田２５７ 072-297-8929 令和4年2月4日 令和4年3月1日 令和10年2月29日 株式会社Ｃ．Ｐ　Ｄｉｎｉｎｇ 大阪府大阪市城東区鴫野西２－１８－６ 新規 飲食店営業 焼肉屋



堺食衛第21015595号 タイガー軒　堺鉄砲町 堺区鉄砲町１‐１ イオンモール堺鉄砲町１階072-225-4098 令和4年2月7日 令和4年3月1日 令和10年2月29日 際コーポレーション株式会社 東京都目黒区大橋２丁目２２‐８ 新規 飲食店営業 中華料理
堺食衛第21015590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 イオンモール堺北花田店１階 令和4年2月22日 令和4年2月22日 令和10年2月29日 株式会社Ｍａｎｇｏ　ｓｔａｒ　ｊａｐａｎ 東京都港区芝５－２－１ 新規 飲食店営業 テイクアウト専門店
堺食衛第21015591号 食品館アプロ　堺水池店 中区深井水池町３４６５ 072-278-1222 令和4年3月7日 令和4年3月7日 令和10年3月31日 株式会社カノー 大阪府大阪市鶴見区浜５丁目６‐２９ 新規 飲食店営業 スーパーマーケット
堺食衛第21015592号 食品館アプロ　堺水池店 中区深井水池町３４６５ 072-278-1222 令和4年3月7日 令和4年3月7日 令和10年3月31日 株式会社カノー 大阪府大阪市鶴見区浜５丁目６‐２９ 新規 食肉販売業 スーパーマーケット
堺食衛第21015593号 食品館アプロ　堺水池店 中区深井水池町３４６５ 072-278-1222 令和4年3月7日 令和4年3月7日 令和10年3月31日 株式会社カノー 大阪府大阪市鶴見区浜５丁目６‐２９ 新規 魚介類販売業 スーパーマーケット
堺食衛第21015594号 有限会社ホリカワ 堺市内一円 令和4年2月7日 令和4年2月7日 令和9年2月28日 有限会社ホリカワ 堺市美原区太井５７４‐４ 新規 飲食店営業（自動車） キッチンカー
堺食衛第21015605号 とんかつ　幸運豚 堺区築港八幡町１‐１ 令和4年2月14日 令和4年2月14日 令和10年2月29日 ラフテル合同会社 堺市堺区築港八幡町１‐１ 新規 飲食店営業 とんかつ屋
堺食衛第21015617号 ビアードパパ　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072-227-6966 令和4年2月9日 令和4年3月1日 令和10年2月29日 株式会社ベック 大阪府大阪市中央区南本町１丁目４‐１０ ＳＴＯＲＫビル７Ｆ 新規 菓子製造業 洋菓子店
堺食衛第21015620号 カプリチョーザ　ピッツァ　アンド　ビュッフェ　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別館072-227-6690 令和4年2月9日 令和4年3月1日 令和10年2月29日 株式会社エクステンド 京都府城陽市枇杷庄出羽４０‐２ 新規 飲食店営業 イタリア料理
堺食衛第21015630号 メディカルケアなかもず 北区百舌鳥梅町１丁１０‐１ 令和4年3月2日 令和4年3月2日 令和10年3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 有料老人ホーム
堺食衛第21015623号 メリーさんの野菜畑 中区深井清水町３８３２ 令和4年2月9日 令和4年3月1日 令和10年2月29日 株式会社メリーグラウンド 堺市中区深井清水町３８３２ 新規 飲食店営業 八百屋（惣菜の店頭販売）
堺食衛第21015641号 デイサービスひなた 中区小阪２８４ 令和4年2月10日 令和4年3月1日 令和10年2月29日 デリケア株式会社 大阪府茨木市横江２丁目１‐２７ 新規 飲食店営業 集団給食
堺食衛第21015662号 サンマルクカフェ南海堺東駅店 堺区三国ヶ丘御幸通６１ 南海堺東駅コンコース２階 令和4年2月14日 令和4年3月1日 令和10年2月29日 南海エフディサービス株式会社 大阪府大阪市中央区難波五丁目１‐６０ 新規 飲食店営業 喫茶店
堺食衛第21015652号 おおとり福祉会　堺ラ・メール 堺区柏木町３丁３‐９ 令和4年2月14日 令和4年4月1日 令和10年3月31日 株式会社テスティパル 大阪府大阪市中央区南久宝寺町４－３－５ 新規 飲食店営業 集団給食
堺食衛第21015676号 イオンスタイル堺鉄砲町（カンテボーレ）堺区鉄砲町１‐１ 072-221-0006 令和4年2月14日 令和4年3月1日 令和10年2月29日 イオンリテール株式会社 千葉県千葉市美浜区中瀬１丁目５‐１ 新規 飲食店営業 スーパー
堺食衛第21015677号 イオンスタイル堺鉄砲町（共用厨房） 堺区鉄砲町１‐１ 072-221-0006 令和4年2月14日 令和4年3月1日 令和10年2月29日 イオンリテール株式会社 千葉県千葉市美浜区中瀬１丁目５‐１ 新規 飲食店営業 スーパー
堺食衛第21015678号 イオンスタイル堺鉄砲町（マイセレクトデリカ）堺区鉄砲町１‐１ 072-221-0006 令和4年2月14日 令和4年3月1日 令和10年2月29日 イオンリテール株式会社 千葉県千葉市美浜区中瀬１丁目５‐１ 新規 飲食店営業 スーパー
堺食衛第21015679号 イオンスタイル堺鉄砲町（デリカ） 堺区鉄砲町１‐１ 072-221-0006 令和4年2月14日 令和4年3月1日 令和10年2月29日 イオンリテール株式会社 千葉県千葉市美浜区中瀬１丁目５‐１ 新規 飲食店営業 スーパー
堺食衛第21015680号 イオンスタイル堺鉄砲町（焼魚屋さん） 堺区鉄砲町１‐１ 072-221-0006 令和4年2月14日 令和4年3月1日 令和10年2月29日 イオンリテール株式会社 千葉県千葉市美浜区中瀬１丁目５‐１ 新規 飲食店営業 スーパー
堺食衛第21015681号 イオンスタイル堺鉄砲町（ジューススタンド）堺区鉄砲町１‐１ 072-221-0006 令和4年2月14日 令和4年4月1日 令和10年3月31日 イオンリテール株式会社 千葉県千葉市美浜区中瀬１丁目５‐１ 新規 飲食店営業 スーパー
堺食衛第21015682号 イオンスタイル堺鉄砲町（畜産） 堺区鉄砲町１‐１ 072-221-0006 令和4年2月14日 令和4年3月1日 令和10年2月29日 イオンリテール株式会社 千葉県千葉市美浜区中瀬１丁目５‐１ 新規 食肉販売業 スーパー
堺食衛第21015683号 イオンスタイル堺鉄砲町（水産） 堺区鉄砲町１‐１ 072-221-0006 令和4年2月14日 令和4年3月1日 令和10年2月29日 イオンリテール株式会社 千葉県千葉市美浜区中瀬１丁目５‐１ 新規 魚介類販売業 スーパー
堺食衛第21015684号 イオンスタイル堺鉄砲町（カンテボーレ）堺区鉄砲町１‐１ 072-221-0006 令和4年2月14日 令和4年3月1日 令和10年2月29日 イオンリテール株式会社 千葉県千葉市美浜区中瀬１丁目５‐１ 新規 菓子製造業 スーパー
堺食衛第21015660号 天麩羅　えびのや　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 令和4年2月14日 令和4年3月1日 令和10年2月29日 株式会社フジオフードシステム 大阪府大阪市北区菅原町２‐１６ ＦＵＪＩＯ　ＢＬＤＧ． 新規 飲食店営業 天ぷら屋
堺食衛第21015647号 焼肉きんぐ　堺百舌鳥店 北区百舌鳥梅町２丁３‐１ 令和4年3月3日 令和4年3月3日 令和10年3月31日 株式会社物語コーポレーション 愛知県豊橋市西岩田５丁目７－１１ 新規 飲食店営業 焼肉屋
堺食衛第21015658号 魚国総本社・堺２７３１２ 西区築港新町２丁２ 令和4年2月14日 令和4年3月1日 令和10年2月29日 株式会社魚国総本社 大阪府大阪市中央区道修町１丁目６‐１９ 新規 飲食店営業
堺食衛第21015648号 株式会社ＴＦＯＳ　堺ニュークックチルセンター西区浜寺石津町西２丁７‐１０ 令和4年3月17日 令和4年3月17日 令和10年3月31日 株式会社ＴＦＯＳ 大阪府大阪市西区新町１丁目１０－２ 新規 そうざい製造業 そうざい製造業
堺食衛第21015654号 堺福祉会（ハートピア泉北・愛和園） 西区太平寺３３１ 令和4年2月14日 令和4年4月1日 令和10年3月31日 株式会社テスティパル 大阪府大阪市中央区南久宝寺町４－３－５ 新規 飲食店営業 集団給食
堺食衛第21015656号 堺市立宮園小学校 中区宮園町４‐１ 令和4年2月14日 令和4年4月1日 令和10年3月31日 株式会社南テスティパル 堺市西区浜寺石津町西２丁７‐１０ 新規 飲食店営業
堺食衛第21015649号 キッチンオリジン初芝店 東区日置荘西町２丁１‐３ 072-288-4416 令和4年2月22日 令和4年2月22日 令和10年2月29日 オリジン東秀株式会社 東京都調布市調布ヶ丘１丁目１８番１号 ＫＤＸ調布ビル５階 新規 そうざい製造業 弁当店
堺食衛第21015642号 セブン‐イレブン泉北高速栂・美木多駅店南区桃山台２丁１‐１ 令和4年3月28日 令和4年3月28日 令和10年3月31日 泉鉄産業株式会社 堺市南区茶山台１丁２‐１ 泉ヶ丘センタービル 新規 飲食店営業 コンビニエンスストア
堺食衛第21015708号 おひつごはん　海の穂まれ 堺区鉄砲町１‐１ イオンモール堺鉄砲町１階 令和4年2月15日 令和4年3月1日 令和10年2月29日 株式会社イオンイーハート 千葉県千葉市美浜区中瀬１丁目５‐１ 新規 飲食店営業 和食屋
堺食衛第21015701号 文左亭　ベスピア堺インター店 西区太平寺７１１‐１ 令和4年2月25日 令和4年2月25日 令和10年2月29日 カナディアングループ株式会社 東京都葛飾区堀切５－４２－１ 新規 飲食店営業 たこ焼きテイクアウト
堺食衛第21015700号 みなせん 中区八田北町４６２‐１ 令和4年2月17日 令和4年2月17日 令和10年2月29日 合同会社カンパニー野口 大阪府大阪市大正区南恩加島３－１５－２３ ジュネス佐藤４０２号 新規 飲食店営業 たこ焼き屋
堺食衛第21015702号 エームＳＪ４３５１ 南区小代４１４‐１５ 令和4年2月15日 令和4年4月1日 令和10年3月31日 エームサービスジャパン株式会社 東京都港区赤坂２丁目２３‐１ 新規 飲食店営業 集団給食
堺食衛第21015716号 ＣＡＦＥ　Ｙｕｒｉ　ｎｏ　Ｍｏｒｉ 東区白鷺町１丁２０‐２２ 令和4年2月25日 令和4年2月25日 令和10年2月29日 株式会社Ｙｕｒｉ　ｎｏ　Ｍｏｒｉ 堺市北区百舌鳥梅町３丁３２‐４ 新規 飲食店営業 カフェ
堺食衛第21015725号 イオンスタイル堺鉄砲町（スイーツ） 堺区鉄砲町１‐１ 072-221-0006 令和4年2月18日 令和4年4月1日 令和10年3月31日 イオンリテール株式会社 千葉県千葉市美浜区中瀬１丁目５‐１ 新規 菓子製造業 スーパー
堺食衛第21015719号 ラーメン魁力屋堺新金岡店 北区蔵前町２丁１６‐４１ 令和4年2月18日 令和4年3月1日 令和10年2月29日 株式会社魁力屋 京都府京都市中京区烏丸通錦小路上る手洗水町６７０番地 新規 飲食店営業 ラーメン屋
堺食衛第21015717号 ナムコランド鳳店　ＭＯＭＩ＆ＴＯＹ’Ｓ 西区鳳南町３丁１９９‐１２ アリオ鳳３Ｆ 令和4年2月18日 令和4年3月1日 令和10年2月29日 株式会社バンダイナムコアミューズメント 東京都港区芝浦３丁目１‐３５ 新規 飲食店営業 テイクアウト専門店
堺食衛第21015718号 堺原池ＢＢＱ　ｍａｔｏｉ 中区八田寺町３２０‐２０ 令和4年3月15日 令和4年3月15日 令和10年3月31日 株式会社バーベキューアンドコー 兵庫県明石市松の内２丁目２番地 新規 飲食店営業 バーベキュー施設
堺食衛第21015722号 株式会社ダイエー北野田店 東区丈六１８３‐１８ 072-234-3811 令和4年2月18日 令和4年3月1日 令和10年2月29日 株式会社ダイエー 神戸市中央区港島中町４丁目１‐１ 新規 そうざい製造業 スーパー
堺食衛第21015723号 シナモンキッチンカー 堺市内一円 令和4年2月18日 令和4年2月18日 令和9年2月28日 株式会社アニメイトカフェ 東京都豊島区東池袋３丁目２－１ 新規 飲食店営業（自動車） 自動車
堺食衛第21015735号 エンゼル堺 堺区櫛屋町東１丁２‐２５ 令和4年2月24日 令和4年2月24日 令和10年2月29日 合同会社恵美酒グループ 堺市堺区櫛屋町東１丁２‐２５ 新規 飲食店営業 バー
堺食衛第21015737号 がっつり本舗　堺店 堺区大浜南町２丁８‐２１ 072-227-8806 令和4年2月28日 令和4年2月28日 令和10年2月29日 株式会社アサカ食品 大阪府大阪市住之江区新北島２丁目８－７ 新規 飲食店営業 店頭販売
堺食衛第21015741号 ミルクレット深井店 中区土塔町１９９１ 令和4年2月21日 令和4年3月1日 令和10年2月29日 株式会社新泉商事 堺市中区土塔町１９９１ 新規 飲食店営業 テイクアウト
堺食衛第21015743号 株式会社髙島屋泉北店（ウィークリースポット２）南区茶山台１丁３‐１ 072-293-1101 令和4年3月1日 令和4年3月1日 令和10年2月29日 株式会社髙島屋 大阪府大阪市中央区難波５丁目１‐５ 新規 飲食店営業 店頭販売
堺食衛第21015752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 令和4年2月22日 令和4年3月1日 令和10年2月29日 株式会社フレームワーク 堺市堺区砂道町２丁３‐２２ 新規 そうざい製造業 ネット通販
堺食衛第21015749号 すみびたんとと和くら　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072-221-0511 令和4年2月22日 令和4年3月1日 令和10年2月29日 株式会社治元 京都府宇治市大久保町南ノ口６４‐２ 新規 飲食店営業 炭火焼
堺食衛第21015750号 わらい食堂　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072-221-7772 令和4年2月22日 令和4年3月1日 令和10年2月29日 株式会社治元 京都府宇治市大久保町南ノ口６４‐２ 新規 飲食店営業 鉄板焼
堺食衛第21015746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 令和4年2月22日 令和4年3月1日 令和10年2月29日 株式会社オールハーツ・カンパニー 愛知県名古屋市中区栄２‐４‐１８ 岡谷鋼機ビルディング１階 新規 菓子製造業 パン屋
堺食衛第21015745号 ステラケミファ株式会社 堺区海山町７丁２２７ 令和4年2月22日 令和4年3月1日 令和10年2月29日 株式会社はり源 堺市堺区大浜中町３丁５－１５ 新規 飲食店営業 集団給食
堺食衛第21015759号 ローソン堺中瓦町２丁店 堺区中瓦町２丁３‐２９ 瓦町ウエノビル１Ｆ 令和4年2月24日 令和4年3月1日 令和10年2月29日 株式会社フィード 堺市南区赤坂台４丁２３‐６ 新規 飲食店営業 コンビニエンスストア
堺食衛第21015757号 ｌｏｕｎｇｅ　遊 堺区戎之町東２丁１‐７ 菅原ビル２０１号 令和4年2月24日 令和4年3月1日 令和10年2月29日 株式会社ＡＣＵＴＥ 堺市堺区東湊町２丁１４６‐１ 新規 飲食店営業 ラウンジ
堺食衛第21015758号 ０　Ｚｅｒｏ 堺区熊野町東１丁２‐２０ ジョイフルＫビル１階 令和4年2月24日 令和4年3月1日 令和10年2月29日 株式会社千 堺市北区野遠町９６‐７ 新規 飲食店営業 ラウンジ
堺食衛第21015772号 Ｂａｒ　礼 堺区向陵中町４丁７‐２５ 川口ビル１０２ 072-276-4974 令和4年3月16日 令和4年3月16日 令和10年3月31日 株式会社ライノス 堺市北区中百舌鳥町２丁８３ キラリ８－１ビル２０３ 新規 飲食店営業 居酒屋
堺食衛第21015767号 串かつ食べ放題　串まる 堺区鉄砲町１‐１ イオンモール堺鉄砲町１階 令和4年2月25日 令和4年3月1日 令和10年2月29日 津田産業株式会社 大阪府大阪市阿倍野区昭和町２丁目１９‐２５ 新規 飲食店営業 飲食店（串かつ）
堺食衛第21015770号 ｐｉａＳａｐｉｄｏ 堺区鉄砲町１‐１ イオンモール堺鉄砲町１階 令和4年2月25日 令和4年3月1日 令和10年2月29日 株式会社ピアーサーティー西日本 岡山県倉敷市宮前４１８‐３ 新規 飲食店営業 ベーカリーレストラン
堺食衛第21015764号 わらび商店　なかもず店 北区金岡町１１８２‐２８ 令和4年3月1日 令和4年3月1日 令和10年2月29日 株式会社マイスターシャーレ 堺市北区金岡町１１８２‐２８ 新規 飲食店営業 店頭販売
堺食衛第21015766号 わらび商店　なかもず店 北区金岡町１１８２‐２８ 令和4年3月1日 令和4年3月1日 令和10年2月29日 株式会社マイスターシャーレ 堺市北区金岡町１１８２‐２８ 新規 菓子製造業 卸売
堺食衛第21015765号 協同畜産株式会社 西区浜寺石津町東４丁５‐５１ 令和4年2月25日 令和4年3月1日 令和10年2月29日 協同畜産株式会社 大阪府羽曳野市伊賀６丁目５－２０ 新規 食肉販売業 精肉店
堺食衛第21015776号 スターバックスコーヒー　堺百舌鳥店 北区百舌鳥陵南町２丁６３３‐１ 072-275-5198 令和4年3月24日 令和4年3月24日 令和10年3月31日 スターバックスコーヒージャパン株式会社 東京都品川区上大崎２－２５－２ 新規 飲食店営業 喫茶店
堺食衛第21015779号 株式会社ダイワ 北区北長尾町１丁４‐３ 令和4年2月28日 令和4年4月1日 令和10年3月31日 株式会社ダイワ 堺市北区北長尾町１丁４‐３ 新規 菓子製造業 菓子製造
堺食衛第21015782号 医療法人仁悠会吉川病院 北区東三国ヶ丘町４丁１‐２５ 令和4年2月28日 令和4年3月1日 令和10年2月29日 医療法人仁悠会吉川病院 堺市北区東三国ヶ丘町４丁１‐２５ 新規 飲食店営業 集団給食
堺食衛第21015777号 Ｆａｒｍｅｒｓ　Ｃａｆｅ　ＢＯＤＡＩ 東区菩提町２丁１５ 令和4年2月28日 令和4年4月1日 令和10年3月31日 社会福祉法人徳昇福祉会 堺市東区菩提町１丁５３‐１ 新規 飲食店営業 カフェ
堺食衛第21015778号 Ｆａｒｍｅｒｓ　Ｃａｆｅ　ＢＯＤＡＩ 東区菩提町２丁１５ 令和4年2月28日 令和4年4月1日 令和10年3月31日 社会福祉法人徳昇福祉会 堺市東区菩提町１丁５３‐１ 新規 菓子製造業 卸し、店頭販売
堺食衛第21015774号 ジャージー食品 堺市内一円 令和4年2月28日 令和4年2月28日 令和9年2月28日 ジャージー食品株式会社 熊本県阿蘇郡南小国町満願寺６４９４－１ 新規 飲食店営業（自動車） キッチンカー
堺食衛第21015798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 令和4年3月8日 令和4年3月8日 令和10年3月31日 株式会社フレームワーク 堺市堺区砂道町２丁３‐２２ 新規 食肉製品製造業
堺食衛第21015792号 株式会社松井泉 堺区楠町３丁１‐２６ 令和4年3月1日 令和4年4月1日 令和10年3月31日 株式会社松井泉 堺市堺区楠町３丁１‐２６ 新規 そうざい製造業 水産加工業
堺食衛第21015790号 大阪第一交通（株）　堺営業所　軒下 西区浜寺石津町中１丁１０９ 令和4年3月1日 令和4年4月1日 令和9年3月31日 株式会社アペックス西日本 大阪府大阪市西区南堀江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21015796号 堺市立向丘小学校 西区上野芝向ヶ丘町６丁７‐１ 令和4年3月1日 令和4年4月1日 令和10年3月31日 朝日給食株式会社 堺市中区深阪２丁９‐１１ 新規 飲食店営業 集団給食
堺食衛第21015794号 ＥＬＥＶＥＮＳＥＳ 西区平岡町２７４‐６ 令和4年3月9日 令和4年3月9日 令和10年3月31日 株式会社藤内 堺市西区平岡町２７４‐６ 新規 菓子製造業 菓子製造業（焼菓子ネット販売）
堺食衛第21015791号 サンマルクカフェアリオ鳳店 西区鳳南町３丁１９９‐１２ 072-272-3091 令和4年3月1日 令和4年4月1日 令和10年3月31日 株式会社サンマルクカフェ 岡山県岡山市北区平田１７３‐１０４ 新規 飲食店営業 カフェ
堺食衛第21015804号 大陽日酸ガス＆ウェルディング株式会社　堺支店中区楢葉２１１ 072-236-0085 令和4年3月1日 令和4年4月1日 令和10年3月31日 大陽日酸ガス＆ウェルディング株式会社 大阪府大阪市西区新町４丁目１７‐１０ 新規 添加物製造業 添加物製造
堺食衛第21015799号 ｆａｒｍｅｒｓ　ｒｅｓｔａｕｒａｎｔ　ＢＯＤＡＩ 東区菩提町１丁５３‐１ 072-369-4335 令和4年3月1日 令和4年4月1日 令和10年3月31日 社会福祉法人徳昇福祉会 堺市東区菩提町１丁５３‐１ 新規 飲食店営業 バイキング
堺食衛第21015800号 ｆａｒｍｅｒｓ　ｒｅｓｔａｕｒａｎｔ　ＢＯＤＡＩ 東区菩提町１丁５３‐１ 072-369-4335 令和4年3月1日 令和4年4月1日 令和10年3月31日 社会福祉法人徳昇福祉会 堺市東区菩提町１丁５３‐１ 新規 菓子製造業 店頭販売
堺食衛第21015807号 ｔｒａｔｔｏｒｉａ　ＫＯＳＨＩＮ 堺区向陵中町２丁３‐１３ ハイキャッスルビル２Ｆ 令和4年3月11日 令和4年3月11日 令和10年3月31日 株式会社東海ケミカル 静岡県磐田市東平松１２４８－４ 新規 そうざい製造業 イタリアン
堺食衛第21015821号 ライフ　大仙店 堺区大仙西町６丁１８４‐１ 072-280-1051 令和4年3月2日 令和4年4月1日 令和10年3月31日 株式会社ライフコーポレーション 東京都中央区日本橋本町３丁目６‐２ 新規 飲食店営業 スーパーマーケット
堺食衛第21015822号 ライフ　大仙店 堺区大仙西町６丁１８４‐１ 072-280-1051 令和4年3月2日 令和4年4月1日 令和10年3月31日 株式会社ライフコーポレーション 東京都中央区日本橋本町３丁目６‐２ 新規 魚介類販売業 スーパーマーケット
堺食衛第21015823号 ライフ　大仙店 堺区大仙西町６丁１８４‐１ 072-280-1051 令和4年3月2日 令和4年4月1日 令和10年3月31日 株式会社ライフコーポレーション 東京都中央区日本橋本町３丁目６‐２ 新規 食肉販売業 スーパーマーケット
堺食衛第21015824号 ライフ　大仙店 堺区大仙西町６丁１８４‐１ 072-280-1051 令和4年3月2日 令和4年4月1日 令和10年3月31日 株式会社ライフコーポレーション 東京都中央区日本橋本町３丁目６‐２ 新規 菓子製造業 スーパーマーケット
堺食衛第21015812号 有限会社壱好 堺区栄橋町２丁４‐１ 堺魚市場 令和4年3月2日 令和4年4月1日 令和10年3月31日 有限会社壱好 堺市堺区栄橋町２丁２‐２３ ベルメゾン堺５０５号 新規 魚介類販売業 魚卸売
堺食衛第21015820号 ライフ　堺駅前店（ベーカリー） 堺区戎島町２丁６２‐７ 令和4年3月16日 令和4年3月16日 令和10年3月31日 株式会社ライフコーポレーション 東京都中央区日本橋本町３丁目６‐２ 新規 菓子製造業 スーパーマーケット
堺食衛第21015811号 ７ＦＳ社員食堂津久野店 西区下田町２０‐１ 令和4年3月2日 令和4年4月1日 令和10年3月31日 株式会社セブン＆アイ・フードシステムズ 東京都千代田区二番町８‐８ 新規 飲食店営業 社員食堂
堺食衛第21015819号 魚国総本社・堺２７５１５ 美原区大饗１５９‐７ 令和4年3月10日 令和4年3月10日 令和10年3月31日 株式会社魚国総本社　 大阪府大阪市中央区道修町１丁目６－１９ 新規 飲食店営業 集団給食
堺食衛第21015810号 竹宝保育園 南区桃山台４丁１‐１ 令和4年3月2日 令和4年4月1日 令和10年3月31日 株式会社魚国総本社 大阪府大阪市中央区道修町１丁目６‐１９ 新規 飲食店営業 集団給食
堺食衛第21015829号 住宅型有料老人ホーム　ランドマーク堺堺区旭通１‐１６ 令和4年3月7日 令和4年3月7日 令和10年3月31日 株式会社Ｙ＆Ｓフードサービス 大阪府八尾市安中町４－３－１６ ＪＲ八尾駅前ビル３Ｆ３０４号室 新規 飲食店営業 集団給食
堺食衛第21015834号 有限会社成味屋 北区北花田町３丁４４‐１０ 072-255-1539 令和4年3月3日 令和4年4月1日 令和10年3月31日 有限会社成味屋 堺市北区北花田町３丁４４‐１０ 新規 そうざい製造業 昆布巻きの製造
堺食衛第21015839号 馬場記念病院 西区浜寺船尾町東４丁２４４ 令和4年3月3日 令和4年4月1日 令和10年3月31日 株式会社ユニコ 堺市西区浜寺船尾町東４丁２７１‐６ 新規 飲食店営業 売店
堺食衛第21015838号 堺市１１１ 西区上野芝向ヶ丘町４丁２４‐３０ 072-276-6010 令和4年3月3日 令和4年4月1日 令和10年3月31日 和泉マルタマフーズ株式会社 大阪府和泉市箕形町４丁目１‐１５ 新規 飲食店営業 集団給食
堺食衛第21015837号 ラーメン大勝 西区鳳北町９丁４７ 令和4年3月3日 令和4年4月1日 令和10年3月31日 株式会社祥福企画 堺市西区浜寺船尾町東３丁３０１ 新規 飲食店営業 ラーメン屋
堺食衛第21015827号 Ｏｃｅａｎｉｓｔ 中区大野芝町７６‐２２ 令和4年3月14日 令和4年3月14日 令和10年3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 ドリンク店
堺食衛第21015833号 泉北堂　Ⅱ工場 南区和田東３２９‐１ 令和4年3月3日 令和4年4月1日 令和10年3月31日 有限会社ヘアーメッセージ 堺市南区和田東３２９‐２ 新規 菓子製造業 パン屋
堺食衛第21015854号 ＢＡＲ　Ｂａｃｈ 堺区向陵中町６丁３‐３ マンション富士２号１０９ 令和4年3月7日 令和4年3月7日 令和10年3月31日 ＬＡＸ合同会社 大阪府大阪市西区江之子島１丁目７－３ 1212 新規 飲食店営業 バー
堺食衛第21015846号 はっぴーらいふ堺 堺区昭和通１丁７‐３ 072-243-7750 令和4年3月8日 令和4年3月8日 令和10年3月31日 株式会社イートハピネス 大阪府大阪市北区同心２丁目３－２３ ２０２号 新規 飲食店営業 集団給食
堺食衛第21015840号 ケンタッキーフライドチキン北花田店 北区北花田町３丁１７‐２ 令和4年3月4日 令和4年4月1日 令和10年3月31日 日本ケンタッキー・フライド・チキン株式会社 神奈川県横浜市西区みなとみらい４丁目４－５ 新規 菓子製造業 チキン
堺食衛第21015841号 ケンタッキーフライドチキン北花田店 北区北花田町３丁１７‐２ 令和4年3月4日 令和4年4月1日 令和10年3月31日 日本ケンタッキー・フライド・チキン株式会社 神奈川県横浜市西区みなとみらい４丁目４－５ 新規 そうざい製造業 チキン
堺食衛第21015853号 スシロー堺百舌鳥店 北区百舌鳥陵南町３丁１ 令和4年3月24日 令和4年3月24日 令和10年3月31日 株式会社あきんどスシロー 大阪府吹田市江坂町１－２２－２ 新規 飲食店営業 寿司屋
堺食衛第21015850号 どら焼きカフェ　米花 中区平井１２４‐１ 072-320-9086 令和4年3月14日 令和4年3月14日 令和10年3月31日 株式会社りーどけあ 堺市北区野遠町１９２‐３１ 新規 飲食店営業 カフェ
堺食衛第21015851号 どら焼きカフェ　米花 中区平井１２４‐１ 072-320-9086 令和4年3月14日 令和4年3月14日 令和10年3月31日 株式会社りーどけあ 堺市北区野遠町１９２‐３１ 新規 菓子製造業 インターネット販売
堺食衛第21015848号 マザーグース 中区毛穴町２４ 令和4年3月25日 令和4年3月25日 令和10年3月31日 合同会社ＯＺ 大阪府大阪狭山市今熊１丁目５５０－４ 新規 飲食店営業 弁当製造販売
堺食衛第21015849号 マザーグース 中区毛穴町２４ 令和4年3月25日 令和4年3月25日 令和10年3月31日 合同会社ＯＺ 大阪府大阪狭山市今熊１丁目５５０－４ 新規 菓子製造業
堺食衛第21015842号 北野田こども園 東区北野田８８６‐１ 令和4年3月4日 令和4年4月1日 令和10年3月31日 株式会社富喜屋 大阪府高槻市西町３‐１ 新規 飲食店営業 集団給食
堺食衛第21015859号 南清水にじいろキッズこども園　給食室 堺区南清水町１丁５‐１ 令和4年3月7日 令和4年3月7日 令和10年3月31日 ウオクニ株式会社 兵庫県神戸市灘区船寺通４丁目５番１６号 新規 飲食店営業 こども園
堺食衛第21015863号 ＫＦＣ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072-227-6996 令和4年3月7日 令和4年4月1日 令和10年3月31日 日本ケンタッキー・フライド・チキン株式会社 神奈川県横浜市西区みなとみらい４丁目４－５ 新規 飲食店営業 ファーストフード
堺食衛第21015862号 すき家　堺黒土店 北区黒土町２３５５‐１ 令和4年3月7日 令和4年4月1日 令和10年3月31日 株式会社すき家 東京都港区港南２丁目１８‐１ 新規 飲食店営業 牛丼店
堺食衛第21015871号 ミスタードーナツ　イオンモール堺鉄砲町ショップ堺区鉄砲町１‐１ イオンモール堺鉄砲町３階 令和4年3月8日 令和4年4月1日 令和10年3月31日 株式会社ダスキン岸和田 大阪府岸和田市磯上町４丁目１６‐４ 新規 飲食店営業 ドーナツ屋
堺食衛第21015872号 ミスタードーナツ　イオンモール堺鉄砲町ショップ堺区鉄砲町１‐１ イオンモール堺鉄砲町３階 令和4年3月8日 令和4年4月1日 令和10年3月31日 株式会社ダスキン岸和田 大阪府岸和田市磯上町４丁目１６‐４ 新規 菓子製造業 ドーナツ屋
堺食衛第21015869号 サーティワンアイスクリーム　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 令和4年3月8日 令和4年4月1日 令和10年3月31日 イッツ・コーポレーション株式会社 和歌山県和歌山市西汀丁５７ 新規 飲食店営業 アイスクリームの販売
堺食衛第21015873号 竹清　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072-228-0870 令和4年3月8日 令和4年4月1日 令和10年3月31日 株式会社はなまる 東京都中央区日本橋箱崎町３６‐２ 新規 飲食店営業 うどん
堺食衛第21015868号 タリーズコーヒー　イオンモール堺鉄砲町堺区鉄砲町１‐１ イオンモール堺鉄砲町２階 令和4年3月8日 令和4年4月1日 令和10年3月31日 株式会社ファーストスクエア 大阪府大阪市東住吉区鷹合４丁目１７‐４ 新規 飲食店営業 喫茶店
堺食衛第21015867号 堺市立百舌鳥小学校 北区百舌鳥梅町２丁４９８ 令和4年3月8日 令和4年4月1日 令和10年3月31日 ナンブフードサービス株式会社 堺市堺区出島海岸通４丁１‐２８ 新規 飲食店営業 集団給食
堺食衛第21015870号 サンマルクカフェアリオ鳳店 西区鳳南町３丁１９９‐１２ 072-272-3091 令和4年3月8日 令和4年4月1日 令和10年3月31日 株式会社サンマルクカフェ 岡山県岡山市北区平田１７３‐１０４ 新規 菓子製造業 パン卸
堺食衛第21015879号 堺市立大仙小学校 堺区大仙中町１６‐１ 令和4年3月9日 令和4年4月1日 令和10年3月31日 ナフス株式会社 大阪府大阪市生野区巽南５丁目４‐２６ 新規 飲食店営業 集団給食
堺食衛第21015877号 モスバーガー　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 令和4年3月9日 令和4年4月1日 令和10年3月31日 株式会社コウヨウフーズ 堺市南区御池台２丁４‐１２４ 新規 飲食店営業 飲食店（ハンバーガー）
堺食衛第21015885号 堺市立五箇荘中学校 北区新堀町１丁８５‐２ 令和4年3月9日 令和4年4月1日 令和10年3月31日 株式会社万福 大阪府大阪市東住吉区杭全７丁目１‐６ 新規 飲食店営業 集団給食（盛付のみ）
堺食衛第21015886号 堺市立金岡北中学校 北区新金岡町１丁５‐１ 令和4年3月9日 令和4年4月1日 令和10年3月31日 株式会社万福 大阪府大阪市東住吉区杭全７丁目１‐６ 新規 飲食店営業 集団給食（盛付のみ）
堺食衛第21015883号 堺市立大泉中学校 北区新金岡町４丁９‐１ 令和4年3月9日 令和4年4月1日 令和10年3月31日 株式会社万福 大阪府大阪市東住吉区杭全７丁目１‐６ 新規 飲食店営業 集団給食（盛付のみ）
堺食衛第21015887号 堺市立中百舌鳥中学校 北区中百舌鳥町６丁１０３４‐１１ 令和4年3月9日 令和4年4月1日 令和10年3月31日 株式会社万福 大阪府大阪市東住吉区杭全７丁目１‐６ 新規 飲食店営業 集団給食（盛付のみ）
堺食衛第21015882号 堺市立長尾中学校 北区長曽根町１１７９‐５ 令和4年3月9日 令和4年4月1日 令和10年3月31日 株式会社万福 大阪府大阪市東住吉区杭全７丁目１‐６ 新規 飲食店営業 集団給食（盛付のみ）



堺食衛第21015884号 堺市立陵南中学校 北区百舌鳥西之町１丁７５ 令和4年3月9日 令和4年4月1日 令和10年3月31日 株式会社万福 大阪府大阪市東住吉区杭全７丁目１‐６ 新規 飲食店営業 集団給食（盛付のみ）
堺食衛第21015888号 堺市立東百舌鳥中学校 中区新家町２６０ 令和4年3月9日 令和4年4月1日 令和10年3月31日 株式会社万福 大阪府大阪市東住吉区杭全７丁目１‐６ 新規 飲食店営業 集団給食（盛付のみ）
堺食衛第21015891号 堺市立深井中学校 中区深井沢町２４７０‐１ 令和4年3月9日 令和4年4月1日 令和10年3月31日 株式会社万福 大阪府大阪市東住吉区杭全７丁目１‐６ 新規 飲食店営業 集団給食（盛付のみ）
堺食衛第21015890号 堺市立八田荘中学校 中区八田北町５８０‐１１ 令和4年3月9日 令和4年4月1日 令和10年3月31日 株式会社万福 大阪府大阪市東住吉区杭全７丁目１‐６ 新規 飲食店営業 集団給食（盛付のみ）
堺食衛第21015889号 堺市立深井中央中学校 中区深井北町２２０‐１ 令和4年3月9日 令和4年4月1日 令和10年3月31日 株式会社万福 大阪府大阪市東住吉区杭全７丁目１‐６ 新規 飲食店営業 集団給食（盛付のみ）
堺食衛第21015893号 堺市立南八下中学校 東区菩提町２丁５８ 令和4年3月9日 令和4年4月1日 令和10年3月31日 株式会社万福 大阪府大阪市東住吉区杭全７丁目１‐６ 新規 飲食店営業 集団給食（盛付のみ）
堺食衛第21015892号 堺市立日置荘中学校 東区日置荘北町３丁１１‐２８ 令和4年3月9日 令和4年4月1日 令和10年3月31日 株式会社万福 大阪府大阪市東住吉区杭全７丁目１‐６ 新規 飲食店営業 集団給食（盛付のみ）
堺食衛第21015878号 竹城台東保育園 南区土佐屋台１４９５ 令和4年3月9日 令和4年4月1日 令和10年3月31日 ナフス株式会社 大阪府大阪市生野区巽南５丁目４‐２６ 新規 飲食店営業 集団給食
堺食衛第21015874号 風のこもんず 南区高倉台１丁２‐１ Ｄ棟１ 072-295-0533 令和4年3月22日 令和4年3月22日 令和10年3月31日 社会福祉法人野のちから 堺市西区鳳中町２丁２３‐８６ 新規 飲食店営業 喫茶店
堺食衛第21015880号 利休抹茶本舗 堺市内一円 令和4年3月9日 令和4年3月9日 令和9年3月31日 株式会社ＶＥＮＵＥ 大阪府和泉市三林町１５２－１ 新規 飲食店営業（自動車） キッチンカー
堺食衛第21015894号 給食のおばさん　大阪店 堺市内一円 令和4年3月10日 令和4年3月10日 令和9年3月31日 リベージュインターナショナル有限会社 東京都八王子市明神町三丁目２６番１号 新規 飲食店営業（自動車） キッチンカー
堺食衛第21015899号 ピザハット浅香山店 堺区浅香山町３丁１２‐１０ 令和4年3月24日 令和4年3月24日 令和10年3月31日 日本ピザハット株式会社 神奈川県横浜市西区みなとみらい４丁目４‐５ 新規 飲食店営業 ピザ屋
堺食衛第21015901号 社会福祉法人そうび会　つるぎ荘・やしも地域サポートセンター東区石原町３丁１５０ 令和4年3月24日 令和4年3月24日 令和10年3月31日 日清医療食品株式会社 東京都千代田区丸の内２－７－３ 新規 飲食店営業 集団給食
堺食衛第21015900号 社会福祉法人そうび会　特別養護老人ホームつるぎ荘東区日置荘田中町１４３‐１ 令和4年3月24日 令和4年3月24日 令和10年3月31日 日清医療食品株式会社 東京都千代田区丸の内２－７－３ 新規 飲食店営業 集団給食
堺食衛第21015902号 堺市立美原北小学校 美原区大保１９ 令和4年3月11日 令和4年4月1日 令和10年3月31日 株式会社宝島 大阪府大阪市北区中之島６丁目２‐２７ 新規 飲食店営業 学校給食
堺食衛第21015903号 堺市立平尾小学校 美原区平尾３６０ 令和4年3月11日 令和4年4月1日 令和10年3月31日 株式会社宝島 大阪府大阪市北区中之島６丁目２‐２７ 新規 飲食店営業 学校給食
堺食衛第21015908号 モスバーガー　中環大泉店 北区金岡町２８３８‐１ 令和4年3月14日 令和4年4月1日 令和10年3月31日 株式会社メビウス 和歌山県紀の川市貴志川町井ノ口６８４‐６ 新規 飲食店営業 ファーストフード店
堺食衛第21015907号 ペガサス福泉中央こども園 南区稲葉１丁３１３１‐２ 令和4年3月29日 令和4年3月29日 令和10年3月31日 株式会社マルワ 大阪府東大阪市新家３丁目９－３１ 新規 飲食店営業 集団給食
堺食衛第21015917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3月30日 令和4年3月30日 令和10年3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 みそ又はしょうゆ製造業 製造業
堺食衛第21015918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3月30日 令和4年3月30日 令和10年3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 そうざい製造業 製造業
堺食衛第21015920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3月30日 令和4年3月30日 令和10年3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 漬物製造業 製造業
堺食衛第21015921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3月30日 令和4年3月30日 令和10年3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 菓子製造業 製造業
堺食衛第21015911号 大起水産 堺市内一円 令和4年3月15日 令和4年3月15日 令和9年3月31日 大起水産株式会社 堺市北区中村町６０７‐１ 新規 飲食店営業（露店） 露店
堺食衛第21015926号 セブン‐イレブン堺松屋大和川通店 堺区松屋大和川通１丁９‐１ 令和4年3月23日 令和4年3月23日 令和10年3月31日 株式会社セブン‐イレブン・ジャパン 東京都千代田区二番町８－８ 新規 飲食店営業 コンビニエンスストア
堺食衛第21015927号 介護老人福祉施設ソルメゾン（喫茶） 東区菩提町２丁６２‐１ 令和4年3月16日 令和4年4月1日 令和10年3月31日 社会福祉法人頌徳福祉会 堺市東区菩提町２丁６２‐１ 新規 飲食店営業 喫茶
堺食衛第21015932号 ＣＬＯＵＤ 堺市内一円 令和4年3月17日 令和4年3月17日 令和9年3月31日 株式会社ＵＮＩＴＹ 大阪府大阪市北区中之島６－１－３８ ４３０１号 新規 飲食店営業（露店） 露店
堺食衛第21015933号 ＳＡＫＡＩＮＯＭＡ　Ｃａｆｅ＆Ｒｅｓｉｄｅｎｃｅ 堺市内一円 令和4年3月17日 令和4年3月17日 令和9年3月31日 株式会社インフィクス 大阪府大阪市中央区北浜２－１－１６ 新規 飲食店営業（露店） 露店
堺食衛第21015937号 堺市立神石小学校 堺区石津町２丁６‐１ 令和4年3月18日 令和4年4月1日 令和10年3月31日 日本国民食株式会社 東京都中央区日本橋堀留町２丁目４‐３ 新規 飲食店営業 集団給食
堺食衛第21015952号 びっくりドンキー北花田店 北区新堀町２丁１１８‐３ 令和4年3月22日 令和4年4月1日 令和10年3月31日 ワイ・テイ・ワイ産業株式会社 堺市堺区市之町西２丁１‐１５ 新規 飲食店営業 ファミリーレストラン
堺食衛第21015957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 令和4年3月31日 令和4年3月31日 令和10年3月31日 大起水産株式会社 堺市北区中村町６０７‐１ 新規 魚介類販売業 魚のカット販売
堺食衛第21015958号 大起水産　街のみなと　堺店 北区中村町６０７‐１ 072-258-1002 令和4年3月31日 令和4年3月31日 令和10年3月31日 大起水産株式会社 堺市北区中村町６０７‐１ 新規 魚介類販売業 魚のカット販売
堺食衛第21015954号 ミスタードーナツ　深井駅前ショップ 中区深井清水町３９９８ 令和4年3月22日 令和4年4月1日 令和10年3月31日 株式会社ルビフ 大阪府大阪市西区江戸堀１丁目４‐２３ 新規 飲食店営業 カフェ
堺食衛第21015955号 ミスタードーナツ　深井駅前ショップ 中区深井清水町３９９８ 令和4年3月22日 令和4年4月1日 令和10年3月31日 株式会社ルビフ 大阪府大阪市西区江戸堀１丁目４‐２３ 新規 菓子製造業 カフェ
堺食衛第21015959号 餃子家しんしん 堺市内一円 令和4年3月22日 令和4年3月22日 令和9年3月31日 株式会社エーワイフードサービス 堺市美原区北余部西４丁目８２‐１ 新規 飲食店営業（露店） 露店
堺食衛第21015961号 牛かつ　上村 堺区鉄砲町１‐１ イオンモール堺鉄砲町３階 令和4年3月23日 令和4年4月1日 令和10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 東京都品川区東五反田５丁目１０‐１８ 新規 飲食店営業 牛かつ定食専門店
堺食衛第21015966号 食堂ネコとトラ 堺市内一円 令和4年3月23日 令和4年3月23日 令和9年3月31日 株式会社サンゴーハチ 堺市中区田園６７９‐４ 新規 飲食店営業（自動車） キッチンカー
堺食衛第21015974号 Ｊ－ＧＲＥＥＮ　堺　ＤＲＥＡＭ　ＣＡＭＰ 堺区築港八幡町１４５ 令和4年3月29日 令和4年3月29日 令和10年3月31日 株式会社ＬＥＯＣ 東京都千代田区大手町１－１－３ 新規 飲食店営業 レストラン、ＢＢＱ（持ち帰り無し）
堺食衛第21015975号 堺相互タクシー株式会社 北区黒土町３００４‐１ 令和4年3月24日 令和4年3月24日 令和9年3月31日 サントリービバレッジソリューション株式会社 東京都新宿区西新宿８－１７－１ 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 カップ式自動販売機
堺食衛第21015973号 セブン‐イレブン堺若松台１丁店 南区若松台１丁２‐１ 令和4年3月30日 令和4年3月30日 令和10年3月31日 株式会社セブン‐イレブン・ジャパン 東京都千代田区２番町８番地８ 新規 飲食店営業 コンビニエンスストア
堺食衛第21015988号 ずんどう屋堺山本町店 堺区山本町３丁８０‐１ 令和4年3月25日 令和4年4月1日 令和10年3月31日 株式会社ＺＵＮＤ 兵庫県姫路市飾磨区下野田１丁目１７９ 新規 飲食店営業 ラーメン屋
堺食衛第21015982号 パティスリーチェルモ初芝店 東区野尻町５３７‐２ 072-286-6824 令和4年3月25日 令和4年4月1日 令和10年3月31日 株式会社パティスリーチェルモ 大阪府大阪市東住吉区山坂２丁目９‐１９ 新規 菓子製造業 洋菓子店
堺食衛第21015998号 ウエダパン株式会社 中区深井畑山町１６１‐４ 令和4年3月28日 令和4年4月1日 令和10年3月31日 ウエダパン株式会社 堺市中区深井畑山町１６１‐４ 新規 菓子製造業 パン製造
堺食衛第21016011号 堺市立大泉小学校 北区新金岡町４丁８‐１ 令和4年3月29日 令和4年4月1日 令和10年3月31日 株式会社馬渕商事 東京都目黒区平町１丁目１６‐２４ 新規 飲食店営業 学校給食
堺食衛第21016012号 堺市立西百舌鳥小学校 北区百舌鳥西之町１丁８２ 令和4年3月29日 令和4年4月1日 令和10年3月31日 株式会社馬渕商事 東京都目黒区平町１丁目１６‐２４ 新規 飲食店営業 学校給食
堺食衛第21016014号 堺市立日置荘小学校 東区日置荘西町１７５ 令和4年3月29日 令和4年4月1日 令和10年3月31日 株式会社馬渕商事 東京都目黒区平町１丁目１６‐２４ 新規 飲食店営業 学校給食
堺食衛第21016013号 堺市立登美丘東小学校 東区丈六２２４ 令和4年3月29日 令和4年4月1日 令和10年3月31日 株式会社馬渕商事 東京都目黒区平町１丁目１６‐２４ 新規 飲食店営業 学校給食
堺食衛第21016028号 ホテル　アゴーラリージェンシー大阪堺　テラス営業堺市内一円 令和4年3月30日 令和4年3月30日 令和9年3月31日 株式会社アゴーラホテルマネジメント堺 堺市堺区戎島町４丁４５‐１ 新規 飲食店営業（露店） 露店


