
令和4年度食品衛生優秀施設一覧

番
号

業種分類 屋号 営業者名 営業所所在地

1 飲食店営業 串かつ　永吉 阪井　浩章 堺区旭ヶ丘北町１丁５‐３０

2 飲食店営業 日清シスコ本社工場 株式会社はり源 堺区石津北町８０

3 飲食店営業 晴れる家４号館 株式会社プラン・ドゥ・クリエイト 堺区今池町２丁６‐２２

4 飲食店営業 ビフテキの南海グリル堺駅店 株式会社南海グリル 堺区戎島町３丁２２‐１

5 飲食店営業 アサヒフーズ株式会社 アサヒフーズ株式会社 堺区戎之町東１丁１３

6 飲食店営業 和食さと堺宿院店 サトフードサービス株式会社 堺区大町西１丁１‐１

7 飲食店営業 特別養護老人ホーム　ハートピア堺 株式会社テスティパル 堺区海山町３丁１５０‐１

8 飲食店営業 社会福祉法人やまびこ会　三宝こども園 株式会社はり源 堺区海山町５丁１９５‐３

9 飲食店営業 おおとり福祉会　堺ラ・メール 株式会社テスティパル 堺区柏木町３丁３‐９

10 飲食店営業 フォーユー堺東湊厨房 株式会社テスティパル 堺区春日通４丁２２‐１

11 飲食店営業 フェリーチェけやき通り 株式会社テスティパル 堺区北三国ヶ丘町５丁１５８

12 飲食店営業 南海グリル東店 株式会社南海グリル 堺区車之町西１丁２５‐１

13 飲食店営業 南海グリル中店 株式会社南海グリル 堺区車之町西１丁２５‐２

14 飲食店営業 天兆閣別館　無盡亭 株式会社南海グリル 堺区車之町西２丁１‐３０

15 飲食店営業 大阪ガス株式会社　南部事業所　社員食堂 株式会社東テスティパル 堺区住吉橋町２丁２‐１９

16 飲食店営業 ケイミュー株式会社堺工場食堂 株式会社東テスティパル 堺区築港南町１０

17 飲食店営業 シティホテル　青雲荘東館 株式会社青雲荘 堺区出島海岸通２丁３‐１９

18 飲食店営業 イオンスタイル堺鉄砲町（デリカ） イオンリテール株式会社 堺区鉄砲町１‐１

19 飲食店営業 咲蔵 株式会社テクノ大徳 堺区中瓦町２丁３‐２２

20 飲食店営業 和食さと　上野芝店 サトフードサービス株式会社 堺区南陵町１丁１‐２

21 飲食店営業 株式会社太洋工作所堺工場 株式会社フード・サービスコスモ 西区石津西町１１

22 飲食店営業 株式会社栗本鐵工所　社員食堂 株式会社東テスティパル 西区石津西町１４‐１

23 飲食店営業 晴れる家５号館 株式会社テスティパル 西区上野芝向ヶ丘町６丁６
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24 飲食店営業 さん天　堺鳳店 サトフードサービス株式会社 西区鳳西町２丁１‐２

25 飲食店営業
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

株式会社テスティパル 西区鳳東町６丁６５９‐１

26 飲食店営業
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

株式会社テスティパル 西区鳳南町４丁４７６‐２

27 飲食店営業 社会福祉法人日下会　こども園くさべ 株式会社はり源 西区草部１４２０

28 飲食店営業 堺福泉療護園　食堂 株式会社テスティパル 西区草部３４１

29 飲食店営業 おおとり福祉会　朗友サロン 株式会社テスティパル 西区草部７４３

30 飲食店営業 堺福祉会（ハートピア泉北・愛和園） 株式会社テスティパル 西区太平寺３３１

31 飲食店営業 日立造船株式会社　堺工場食堂 株式会社東テスティパル 西区築港新町１丁５‐１

32 飲食店営業
大阪ガス泉北第一製造所内食堂
株式会社はり源

株式会社はり源 西区築港浜寺町４

33 飲食店営業
社会福祉法人フローラ藤の会
ケアハウスはーとらんど

布施マルタマフーズ株式会社 西区津久野町１丁７‐２０

34 飲食店営業 住宅型有料老人ホーム　ハートリンク浜寺 株式会社テスティパル 西区浜寺石津町西２丁６‐１７

35 飲食店営業 グローバルケア浜寺　１号館厨房 株式会社テスティパル 西区浜寺石津町東２丁１２‐３０

36 飲食店営業 石津川保育園 株式会社南テスティパル 西区浜寺石津町東３丁６‐２５

37 飲食店営業 エテルノテレサ浜寺元町 株式会社セルビス 西区浜寺元町１丁１２０‐１

38 飲食店営業 第２ドレミ保育園 柏原マルタマフーズ株式会社 西区菱木１丁２２３３‐６

39 飲食店営業 ドレミ保育園 柏原マルタマフーズ株式会社 西区菱木１丁２３１４‐７

40 飲食店営業 東百舌鳥保育園内　魚国総本社 株式会社魚国総本社 中区大野芝町６６‐１

41 飲食店営業 八田荘第二こども園 株式会社魚国総本社 中区毛穴町２７３‐５

42 飲食店営業
サービス付高齢者向け住宅
まごころ荘参番館

株式会社テスティパル 中区小阪１０４‐１

43 飲食店営業 旭寿司 谷口　一美 中区小阪３５９

44 飲食店営業 サービス付高齢者向け住宅まごころ荘 株式会社テスティパル 中区小阪８４‐１

45 飲食店営業 西陶器こども園 名阪食品株式会社 中区田園９５１

46 飲食店営業
株式会社プラン・ドゥ・クリエイト
晴れる家１号館事業所

株式会社プラン・ドゥ・クリエイト 中区土塔町２０４４‐６６
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47 飲食店営業 万る味 南　延弘 中区八田西町２丁１９‐４１

48 飲食店営業
小規模多機能型居宅介護事業所
ひがしやま

株式会社テスティパル 中区東山７２０‐１

49 飲食店営業 やすらぎの介護シャローム　晴れる家２号館 株式会社テスティパル 中区平井５３３‐１

50 飲食店営業 阪和第二泉北病院 株式会社Ｎｉｓｈｉｋｉ　Ｆｏｏｄｓ 中区深井北町３１７６

51 飲食店営業 オンリーワン　ウエディング　サンパレス 株式会社セルビス 中区深井水池町３２３８

52 飲食店営業 フォーユー堺深阪　厨房 株式会社テスティパル 中区深阪１丁６‐２０

53 飲食店営業 日本料理よしの
ＹＯＳＨＩＮＯ．ヴィルシーナ
株式会社

中区福田４３２‐１０

54 飲食店営業 大起水産回転寿司　北野田店 大起水産株式会社 東区北野田１０７７

55 飲食店営業 大起水産　街のみなと　北野田店 大起水産株式会社 東区北野田１０８４

56 飲食店営業 日野病院　１Ｆ　厨房 社会医療法人頌徳会 東区北野田６２６

57 飲食店営業 そば処　片蔵 合同会社Ｔ・Ｎ 南区片蔵４０７

58 飲食店営業 槇塚荘 株式会社テスティパル 南区逆瀬川１０３８‐２

59 飲食店営業 新日本工機　信太山寮 株式会社東テスティパル 南区高尾２丁５００

60 飲食店営業 日本料理　寅吉 吉富　道代 南区茶山台１丁１‐４

61 飲食店営業 カフェ　アンド　レストラン　ぐらん・じゅ 株式会社ナイス 南区茶山台１丁８‐１

62 飲食店営業 ふぐ政　泉北店 有限会社健崇 南区豊田１０４９‐１

63 飲食店営業 阪和第一泉北病院 株式会社Ｎｉｓｈｉｋｉ　Ｆｏｏｄｓ 南区豊田１５８８‐１

64 飲食店営業 さん天　堺豊田店 サトフードサービス株式会社 南区豊田８５６

65 飲食店営業
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

株式会社テスティパル 南区檜尾３３６０‐１２

66 飲食店営業 竹宝保育園 株式会社魚国総本社 南区桃山台４丁１‐１

67 飲食店営業 和食さと　堺美原店 サトフードサービス株式会社 美原区平尾２９５‐１

68 飲食店営業 ナービス堺なかもず店
コンパスグループ・ジャパン
株式会社

北区金岡町３０４３‐９

69 飲食店営業 社会福祉法人ひまわり会　ひまわりの家蔵前 株式会社テスティパル 北区蔵前町２丁１６‐１２
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70 飲食店営業 和食さと新金岡店 サトフードサービス株式会社 北区蔵前町３丁６‐７３

71 飲食店営業 社会福祉法人関西福祉会　陵東館 株式会社テスティパル 北区長曽根町１２１０‐１

72 飲食店営業
大起水産　街のみなと　まぐろパーク
堺本店　弁当惣菜厨房

大起水産株式会社 北区中村町６０７‐１

73 飲食店営業
株式会社プラン・ドゥ・クリエイト
晴れる家３号館事業所

株式会社プラン・ドゥ・クリエイト 北区東浅香山町２丁３３４

74 飲食店営業 イオン堺北花田店　サービスデリ イオンリテール株式会社 北区東浅香山町４丁１‐１２

75 飲食店営業 医療法人仁悠会吉川病院 医療法人仁悠会吉川病院 北区東三国ヶ丘町４丁１‐２５

76 飲食店営業 アサヒフーズ株式会社南花田米飯工場 アサヒフーズ株式会社 北区南花田町３８８‐２

77 飲食店営業 なべいち　百舌鳥店 サトフードサービス株式会社 北区百舌鳥梅北町３丁１１５‐１

78 飲食店営業
大起水産　街のみなと　まぐろパーク
堺本店　寿司厨房

大起水産株式会社 北区中村町６０７‐１

79 飲食店営業 大起水産　回転寿司　堺店 大起水産株式会社 北区中村町６０７‐１

80 食肉販売業 河村ホルモン店 河村　利夫 堺区協和町１丁３７６‐１

81 食肉販売業 イオンスタイル堺鉄砲町（畜産） イオンリテール株式会社 堺区鉄砲町１‐１

82 食肉販売業 イオン堺北花田店　畜産 イオンリテール株式会社 北区東浅香山町４丁１‐１２

83 魚介類販売業 イオンスタイル堺鉄砲町（水産） イオンリテール株式会社 堺区鉄砲町１‐１

84 魚介類販売業 大翔株式会社 大翔株式会社 西区草部５２４‐５

85 魚介類販売業 大阪太平商事株式会社 大阪太平商事株式会社 中区平井２０２‐１

86 魚介類販売業 旭水産株式会社 旭水産株式会社 北区中村町６０７‐１

87 魚介類販売業 イオン堺北花田店　水産 イオンリテール株式会社 北区東浅香山町４丁１‐１２

88 魚介類販売業
大起水産　街のみなと　まぐろパーク
堺本店　鮮魚コーナー

大起水産株式会社 北区中村町６０７‐１

89 乳処理業 泉南乳業株式会社　堺工場 泉南乳業株式会社 中区土塔町１９９１

90 食肉処理業 セントラルキッチン 株式会社南海グリル 堺区車之町西２丁１‐３０

91 食肉処理業 資材部　ブッチャー 株式会社南海グリル 堺区車之町西２丁１‐３０

92 食肉処理業 有限会社デアイ商会 有限会社デアイ商会 西区平岡町３６‐３
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93 菓子製造業 日清シスコ株式会社 日清シスコ株式会社 堺区石津北町８０

94 菓子製造業 天神餅 有限会社吉正 堺区車之町東３丁１‐１

95 菓子製造業 朝日製パン株式会社 朝日製パン株式会社 堺区東雲西町１丁２‐２２

96 菓子製造業 株式会社福寿堂秀信 株式会社福寿堂秀信 堺区鉄砲町１‐１３

97 菓子製造業 堺菓匠　夢や 今田　隆啓 中区深井中町１０４６‐８

98 菓子製造業 ウエダパン株式会社 ウエダパン株式会社 中区深井畑山町１６１‐４

99 菓子製造業 有限会社一心堂 有限会社一心堂 東区日置荘原寺町１９‐７

100 菓子製造業 あかり製菓有限会社 あかり製菓有限会社 南区岩室４４３‐２

101 菓子製造業 泉北堂ｃａｆｅ 有限会社ヘアーメッセージ 南区和田東３２９‐２

102 菓子製造業 有限会社美原食品包装 有限会社美原食品包装 美原区多治井２６５

103 あん類製造業 株式会社田中食品興業所 株式会社田中食品興業所 堺区遠里小野町２丁４‐２６

104 あん類製造業 堺区北三国ヶ丘町７丁４‐１９

105
清涼飲料水
製造業

ジエットコーヒー株式会社 ジエットコーヒー株式会社 堺区今池町１丁１‐４６

106 液卵製造業 株式会社デイリーエッグ 株式会社デイリーエッグ 中区深阪１丁１６‐４５

107
水産製品
製造業

株式会社川喜 株式会社川喜 堺区老松町１丁１

108
食用油脂
製造業

ファインフーズ株式会社
ＭＩＮＡＴＯファクトリー

ファインフーズ株式会社 堺区匠町１７‐８

109
食用油脂
製造業

ファインフーズ株式会社おおとり工場 ファインフーズ株式会社 西区鳳北町９丁２４

110
みそ又は
しょうゆ
製造業

大醤株式会社 大醤株式会社 堺区石津北町２０

111 豆腐製造業 株式会社福井食品 株式会社福井食品 中区陶器北４８１

112
そうざい
製造業

中尾食品工業株式会社 中尾食品工業株式会社 西区草部７１５

113
そうざい
製造業

ベルキッチン 社会医療法人生長会 西区菱木１丁２３４３‐９

114
そうざい
製造業

株式会社マルエス 株式会社マルエス 中区毛穴町８６‐１

115
そうざい
製造業

株式会社マルマサフード 株式会社マルマサフード 中区深井畑山町２４９９‐３１
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116
そうざい
製造業

株式会社オイシス南大阪工場 株式会社オイシス 美原区木材通２丁目１‐１２

117 漬物製造業 堺共同漬物株式会社 堺共同漬物株式会社 中区深阪２丁１４‐５０

118 漬物製造業 株式会社ビワコ屋 株式会社ビワコ屋 北区南花田町５５‐２

119
密封包装
食品製造業

アトリエ　コンフィチュール 有限会社千総 中区深井清水町３４８３

120 添加物製造業 ファインフーズ株式会社 ファインフーズ株式会社 西区鳳北町９丁６

121
海藻製造
・加工業

株式会社山徳 株式会社山徳 美原区大饗１００‐１

122
その他の
食料品製造
・加工業

株式会社やまつ辻田 株式会社やまつ辻田 中区福田２８０

123 集団給食施設 おおぞら保育園 （社福）あおば福祉会 堺区田出井町２‐４５

124 集団給食施設 みんなの保育園 （社福）ちぐさの森 西区鳳北町１０丁１００‐１

125 集団給食施設 鳳西こども園 （社福）鳳会 西区鳳西町１丁７５‐４

126 集団給食施設 おおとり保育園 （社福）ちぐさの森 西区鳳南町３丁１９９‐２０

127 集団給食施設 介護老人保健施設みみはら （社医）同仁会 西区鳳南町５丁５９４‐１

128 集団給食施設 認定こども園鈴ノ宮保育園 （社福）白帆会 西区草部１８００

129 集団給食施設 陶器北こども園 （社福）公和会 中区陶器北３０８‐１

130 集団給食施設 久世こども園 （社福）愛育社 中区東山７７‐５１

131 集団給食施設 社会福祉法人　南湖会　泉ヶ丘学院 （社福）南湖会 中区平井４８２

132 集団給食施設 登美丘西こども園 （社福）堺ひかり会 東区大美野１３４‐１８

133 集団給食施設 とみなみこども園 （社福）堺ひかり会 東区草尾６１１‐１

134 集団給食施設 平和の園 （社福）淳心会 南区高倉台３丁４‐１

135 集団給食施設 社会福祉法人　堺あかり会　美原北こども園 （社福）堺あかり会 美原区黒山５６２‐１

136 集団給食施設
社会福祉法人　関西福祉会
新金岡西こども園

（社福）関西福祉会 北区新金岡町２丁５‐１９

137 集団給食施設 ときわこども園 （社福）堺常磐会 北区常磐町３丁１８‐５

138 集団給食施設 北花田こども園 （社福）堺常磐会 北区東浅香山町４丁１‐２２
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139 集団給食施設
社会福祉法人堺暁福祉会
幼保連携型認定こども園あかつき保育園

（社福）堺暁福祉会 北区南花田町１６８７‐２

140 集団給食施設 ろばのこ保育園 （社福）夢の樹 北区百舌鳥梅町１丁１６‐１


