
平成２８年４月１日から平成２９年３月３１日までに営業許可を取得した施設一覧（食品衛生関係施設）
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サツドラ小樽若松店 小樽市若松２丁目６番８号 21-6220
株式会社　サッポロドラッグスト
アー

第　1　号 H28/4/1 喫茶店営業（自販機） 札幌市北区太平３条１丁目２番１８号 011-771-8100

スナック　和（なごみ） 小樽市奥沢２丁目１０番２２号 25-4697 松本　知子 第　1　号 H28/4/6 飲食店営業（軽　飲）

さんかく亭 小樽市稲穂３丁目１０番１６号 牧田　まり子 第　2　号 H28/4/6 飲食店営業（食　堂）

ネザーランド 小樽市花園４丁目４番１６号 64-1159 越後　諒治 第　3　号 H28/4/11 飲食店営業（軽　飲）

美味しんぼ・しんや 小樽市奥沢２丁目６番１８号 25-7053 佃　伸也 第　4　号 H28/4/11 飲食店営業（軽　飲）

ろばた鳥一心　小樽店 小樽市築港１１番５号 21-7177 株式会社　東和ｼｽﾃﾑ 第　7　号 H28/4/11 飲食店営業（軽　飲）
札幌市豊平区月寒東５条１０丁目１番１
８号

011-854-9899

居酒屋　おたる村 小樽市稲穂１丁目６番４号 64-5414 株式会社　優村 第　5　号 H28/4/13 飲食店営業（軽　飲） 小樽市朝里川温泉１丁目７７８番地１

居酒屋　TS-Y- 小樽市花園１丁目７番７号 24-8181 市川　ツヤ子 第　6　号 H28/4/13 飲食店営業（軽　飲）

惣菜・天ぷらの店　おかもと商店 小樽市新富町１２番１号 34-3848 株式会社　岡本商店 第　8　号 H28/4/18 飲食店営業（調　理） 小樽市入船２丁目７番９号 33-2280

豚肉専門店　ぼすとん 小樽市築港１１番５号 27-6500 小樽フードシステム株式会社 第　9　号 H28/4/18 飲食店営業（食　堂） 小樽市築港１１番５号 21-7109

菓子製造 小樽市築港１１番６号 21-3100 イオン北海道株式会社 第　1　号 H28/4/18 菓子製造業 札幌市白石区本通２１丁目南1番１０号 011-865-4120

ミートアンサンブルふかさわ 小樽市築港８番１１号 31-3677 有限会社　深澤精肉店 第　10　号 H28/4/19 飲食店営業（調　理） 小樽市新富町１２番２号 22-6839

ミートアンサンブルふかさわ 小樽市築港８番１１号 31-3677 有限会社　深澤精肉店 第　1　号 H28/4/19 食肉販売業 小樽市新富町１２番２号 22-6839

移動販売　Olha２号 小樽市内一円 細野　仁志 第　11　号 H28/4/19 飲食店営業（自動車）

小樽市民食堂 小樽市花園５丁目３番１号 64-5418 有限会社　山上菊池商店 第　12　号 H28/4/22 飲食店営業（食　堂） 小樽市豊川町１番１２号 33-2255

麺匠　義元左文字 小樽市色内１丁目１番１７号 64-9090 鈴木　孝将 第　13　号 H28/4/25 飲食店営業（食　堂）

GARDEN 小樽市堺町２番３号 61-6172 株式会社　FOOD　COLLECT 第　14　号 H28/4/25 飲食店営業（軽　飲） 小樽市高島１丁目５番３号 26-6026

珈琲店　はち 小樽市住吉町１２番１号 27-6408 布川　真紀子 第　2　号 H28/4/25 菓子製造業

Creamy’ｓ 小樽市堺町１番１７号 61-1515 株式会社　DOLCE　PLANNING 第　15　号 H28/4/25 飲食店営業（軽　飲） 小樽市高島３丁目５番１号 64-1578

NATURAL HONEY 小樽市色内１丁目２番１６号 株式会社　丸岡岡本商事 第　16　号 H28/4/27 飲食店営業（軽　飲） 札幌市東区北１３条東１５丁目２－６ 011-704-4329

スーパーチェーンシガ山の手店 小樽市入船５丁目９番１５号 27-1178 株式会社　ラルズ 第　17　号 H28/4/28 飲食店営業（調　理）
札幌市中央区南１３条西１１丁目２番３２
号

011-530-6000

ラルズマート手宮店 小樽市錦町２番１６号 21-2345 株式会社　ラルズ 第　18　号 H28/4/28 飲食店営業（調　理）
札幌市中央区南１３条西１１丁目２番３２
号

011-530-6000
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スーパーチェーンシガ桜町店 小樽市桜１丁目１７番１０号 54-1177 株式会社　ラルズ 第　19　号 H28/4/28 飲食店営業（調　理）
札幌市中央区南１３条西１１丁目２番３２
号

011-530-6000

レストファン小樽築港店 小樽市築港１１番８号 24-7745
株式会社　エスエスフードインター
ナショナル

第　20　号 H28/4/28 飲食店営業（食　堂） 千葉県市川市福栄１丁目１４番１２号 047-701-2120

可否茶館　ソフトクリームハウス 小樽市堺町５番３０号 24-0000 株式会社　ユニマットプレシャス 第　2　号 H28/4/28 喫茶店営業 東京都港区南青山２丁目１２番１４号 03-5244-9270

Ｂａｒ　屯所 小樽市花園１丁目８番１号 福田　明治 第　21　号 H28/4/28 飲食店営業（軽　飲）

美なつき 小樽市花園１丁目９番２６号 25-0201 高橋　みち子 第　22　号 H28/4/28 飲食店営業（軽　飲）

パブスナック　廣 小樽市花園１丁目９番２１号 32-4980 竹村　優子 第　23　号 H28/5/2 飲食店営業（軽　飲）

札幌トヨペット株式会社　小樽店 小樽市奥沢１丁目２４番２３号 22-3141
北海道コカ・コーラボトリング株式
会社

第　3　号 H28/5/6 喫茶店営業（自販機） 札幌市清田区清田１条１丁目２番１号 011-888-2001

小樽市桃内１丁目７９番地 26-1784 鈴木　吉成 第　1　号 H28/5/6
水産加工品製造業（ウ
ニ）

小樽市祝津２丁目２１０番地 須貝　進之介 第　2　号 H28/5/9
水産加工品製造業（ウ
ニ）

小樽市高島１丁目８番３５号 25-8050 外崎　正 第　3　号 H28/5/9
水産加工品製造業（ウ
ニ）

海の見える食堂　桂岡店 小樽市桂岡町２番地
011-513-
8120

株式会社　伊藤亭 第　24　号 H28/5/10 飲食店営業（食　堂） 札幌市北区北２７条西５丁目１番１２号 011-214-1802

I　am　I 小樽市稲穂１丁目１番７号 22-3333 丸玉産業株式会社 第　25　号 H28/5/11 飲食店営業（軽　飲） 小樽市稲穂１丁目１番７号 22-3333

麓洋 小樽市若竹町１９番２５号 64-1916 三友商社株式会社 第　26　号 H28/5/11 飲食店営業（食　堂）
札幌市東区北３４条東５丁目３－１６－３
０３号

011-299-5354

コミュニティカフェ　mina mina ＆ ア
トリエ　SUN

小樽市新光１丁目２番２５号 小笹　芽里 第　27　号 H28/5/13 飲食店営業（食　堂）

mamma pan 小樽市石山町１２番６号 諏訪　真美 第　3　号 H28/5/16 菓子製造業

小樽掖済会病院　６階食堂 小樽市稲穂１丁目４番１号 24-0325
株式会社　ジャパンビバレッジ
ホールディングス

第　28　号 H28/5/17 飲食店営業（自販機） 東京都新宿区西新宿１丁目２４番１号 03-5321-0701

広大 小樽市蘭島１丁目７番２５号 佐伯　昌史 第　29　号 H28/5/19 飲食店営業（軽　飲）

すぱいす　ちーずちーず 小樽市花園３丁目４番６号 27-6787 了津　景一 第　30　号 H28/5/25 飲食店営業（軽　飲）

ココカラファイン都通店 小樽市稲穂２丁目１５番８号 22-2622
株式会社　ココカラファインヘルス
ケア

第　2　号 H28/5/25 食肉販売業（包装肉）
神奈川県横浜市港北区新横浜３丁目１７
番６号

045-548-5996

ローソン小樽堺町店 小樽市堺町２番８号 34-3770 有限会社　宮坂 第　31　号 H28/5/26 飲食店営業（軽　飲）
札幌市手稲区西宮の沢１条３丁目１番３
号

ローソン小樽堺町店 小樽市堺町２番８号 34-3770 有限会社　宮坂 第　1　号 H28/5/26 乳類販売業
札幌市手稲区西宮の沢１条３丁目１番３
号

ローソン小樽堺町店 小樽市堺町２番８号 34-3770 有限会社　宮坂 第　3　号 H28/5/26 食肉販売業（包装肉）
札幌市手稲区西宮の沢１条３丁目１番３
号
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ローソン小樽新光二丁目店 小樽市新光２丁目３番５号 54-9988 長谷部　拓也 第　32　号 H28/5/26 飲食店営業（軽　飲）

ローソン小樽新光二丁目店 小樽市新光２丁目３番５号 54-9988 長谷部　拓也 第　2　号 H28/5/26 乳類販売業

ローソン小樽新光二丁目店 小樽市新光２丁目３番５号 54-9988 長谷部　拓也 第　4　号 H28/5/26 食肉販売業（包装肉）

ローソン小樽新光二丁目店 小樽市新光２丁目３番５号 54-9988 長谷部　拓也 第　1　号 H28/5/26
魚介類販売業（包装
魚）

宅配弁当　藏唖樹 小樽市長橋１丁目３番１４号 61-1027 株式会社　Courage 第　33　号 H28/5/31 飲食店営業（弁　当） 小樽市長橋１丁目３番１４号 61-1027

カラオケ　藤 小樽市花園３丁目９番１２号 25-8778 柳　芳子 第　34　号 H28/5/31 飲食店営業（軽　飲）

絵本とパンと環境雑貨の店　ワオ
キツネザル

小樽市色内２丁目１３番１５号 64-1504 神　聡子 第　4　号 H28/6/3 喫茶店営業

中華料理　萬珍閣 小樽市有幌町２番２０号 26-6339 宮　為群 第　35　号 H28/6/6 飲食店営業（食　堂）

しょうび 小樽市稲穂４丁目５番５号 荒内　樹子 第　36　号 H28/6/6 飲食店営業（軽　飲）

CAFE　BAAL 小樽市稲穂３丁目８番１０号 22-2282 松本　明久 第　37　号 H28/6/6 飲食店営業（軽　飲）

どんぶり茶屋　おたる堺町通り店 小樽市堺町３番２４号 64-5593 株式会社　レイジックス 第　38　号 H28/6/7 飲食店営業（食　堂） 札幌市中央区南３条東１丁目７番地 011-558-3211

株式会社　小樽観光振興公社 小樽市港町４番２号 29-3131 株式会社　小樽観光振興公社 第　2　号 H28/6/9
魚介類販売業（包装
魚）

小樽市港町４番３号 29-3131

廻転ずしとっぴ～小樽運河通店 小樽市港町６番４号 27-8111 株式会社　海晃フード 第　39　号 H28/6/9 飲食店営業（食　堂）
札幌市中央区南１条西１１丁目３２７番
地

011-211-0388

Mon Jardin 小樽市幸４丁目４番１４号 22-6234 藤島　元美 第　40　号 H28/6/10 飲食店営業（軽　飲）

小樽市忍路１丁目２４８番地 64-3113 阿部　朋行 第　4　号 H28/6/14 水産加工品製造業

居酒屋　天海 小樽市花園１丁目１１番２４号 27-7002 合同会社　グスターレ 第　42　号 H28/6/15 飲食店営業（軽　飲） 小樽市緑２丁目１８番１８号

株式会社　北海千日　第２工場 小樽市銭函３丁目５１７番地５ 61-6168 株式会社　北海千日 第　1　号 H28/6/16 豆腐製造業 小樽市銭函３丁目５２４番地１２ 62-4170

小野青果店 小樽市色内３丁目１０番１５号 23-0776 小野　啓二 第　5　号 H28/6/17 食肉販売業（包装肉）

ローソン小樽富岡一丁目店 小樽市富岡１丁目５番２５号 34-8680 有限会社　宮坂 第　43　号 H28/6/20 飲食店営業（軽　飲）
札幌市手稲区西宮の沢１条３丁目１番３
号

ローソン小樽富岡一丁目店 小樽市富岡１丁目５番２５号 34-8680 有限会社　宮坂 第　3　号 H28/6/20 乳類販売業
札幌市手稲区西宮の沢１条３丁目１番３
号

ローソン小樽富岡一丁目店 小樽市富岡１丁目５番２５号 34-8680 有限会社　宮坂 第　6　号 H28/6/20 食肉販売業（包装肉）
札幌市手稲区西宮の沢１条３丁目１番３
号

有限会社　神崎 小樽市手宮１丁目１番２号 22-8367 有限会社　神崎 第　44　号 H28/6/22 飲食店営業（軽　飲） 小樽市手宮１丁目１番２号 22-8367
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和膳　夢二亭 小樽市入船２丁目８番１号 64-9082 株式会社　ＪＩＳ北海道 第　45　号 H28/6/27 飲食店営業（食　堂） 札幌市中央区南５条西２丁目１ 011-522-5277

中善 小樽市梅ヶ枝町２番１１号 33-6711 有限会社　中善 第　46　号 H28/6/29 飲食店営業（食　堂） 小樽市花園１丁目２番６号 33-6711

株式会社　北海千日　第２工場 小樽市銭函３丁目５１７番地５ 61-6168 株式会社　北海千日 第　1　号 H28/6/30 そうざい製造業 小樽市銭函３丁目５２４番地１２ 62-4170

太平楽 小樽市銭函３丁目 大平　勝昭 第　47　号 H28/7/1 飲食店営業（海水浴）

寺さん 小樽市花園３丁目２番８号 27-1158 株式会社　寺さん 第　48　号 H28/7/4 飲食店営業（軽　飲） 小樽市花園３丁目2番８号 27-1357

TAM TAM（タムタム）
小樽市銭函３丁目７０番先おたる
ドリームビーチ

深井　静枝 第　51　号 H28/7/8 飲食店営業（海水浴）

ここほの
小樽市銭函３丁目７０番先おたる
ドリームビーチ

菊池　美紀 第　52　号 H28/7/8 飲食店営業（海水浴）

パラソル
小樽市銭函３丁目７０番先おたる
ドリームビーチ

今野　義徳 第　53　号 H28/7/8 飲食店営業（海水浴）

アンドボーダー（＆　border）
小樽市銭函３丁目７０番先おたる
ドリームビーチ

株式会社　アンドボーダー 第　54　号 H28/7/8 飲食店営業（海水浴） 札幌市東区北６条東２丁目２番３号 011-721-5508

カンジーハウス
小樽市銭函３丁目７０番先おたる
ドリームビーチ

菊田　恵子 第　55　号 H28/7/8 飲食店営業（海水浴）

赤い家
小樽市銭函３丁目７０番先おたる
ドリームビーチ

栗林　真規子 第　56　号 H28/7/8 飲食店営業（海水浴）

浜の原ちゃん
小樽市銭函３丁目７０番先おたる
ドリームビーチ

原田　敏行 第　57　号 H28/7/8 飲食店営業（海水浴）

和　Dining　颯楽 小樽市花園１丁目８番２０号 33-3775 久保　博征 第　1　号 H28/7/11 乳製品製造業

和　Dining　颯楽 小樽市花園１丁目８番２０号 33-3775 久保　博征 第　5　号 H28/7/11 水産加工品製造業

onely 小樽市花園１丁目７番７号 尾張　紘平 第　58　号 H28/7/12 飲食店営業（軽　飲）

TIME
小樽市銭函３丁目７０番先おたる
ドリームビーチ

有限会社　メディアサポート 第　60　号 H28/7/14 飲食店営業（海水浴）
札幌市中央区北１２条西１５丁目３１番４
９号

いいじゃん・そうじゃん
小樽市銭函３丁目７０番先おたる
ドリームビーチ

田頭　晃 第　61　号 H28/7/14 飲食店営業（海水浴）

大浜家
小樽市銭函３丁目７０番先おたる
ドリームビーチ

菊地　ひろ子 第　62　号 H28/7/14 飲食店営業（海水浴）

＆Border（売店棟）
小樽市銭函３丁目７０番先おたる
ドリームビーチ

（株）アンドボーダー 第　63　号 H28/7/14 飲食店営業（海水浴） 札幌市東区北６条東２丁目２番３号

ポッケの家 小樽市緑１丁目３番２３号 秋野　惠美子 第　64　号 H28/7/19 飲食店営業（軽　飲）

小樽市蘭島１丁目１番１号 64-2005 山田　友子 第　6　号 H28/7/19
水産加工品製造業（ウ
ニ）

俺のそばや 小樽市花園１丁目９番１２号 大島　稔人 第　65　号 H28/7/20 飲食店営業（食　堂）
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ツッツランド
小樽市銭函３丁目７０番先おたる
ドリームビーチ

筒井　弘子 第　66　号 H28/7/22 飲食店営業（海水浴）

株式会社　コスモジャパン 小樽市銭函５丁目５３番地４
0133-72-
8131

株式会社　コスモジャパン 第　1　号 H28/7/22 食肉処理業 小樽市銭函５丁目５３番４号 0133-72-8131

株式会社　コスモジャパン 小樽市銭函５丁目５３番地４
0133-72-
8131

株式会社　コスモジャパン 第　1　号 H28/7/22
食品の冷凍又は冷蔵
業

小樽市銭函５丁目５３番４号 0133-72-8131

株式会社　コスモジャパン 小樽市銭函５丁目５３番地４
0133-72-
8131

株式会社　コスモジャパン 第　1　号 H28/7/22 食肉製品製造業 小樽市銭函５丁目５３番４号 0133-72-8131

株式会社　コスモジャパン 小樽市銭函５丁目５３番地４
0133-72-
8131

株式会社　コスモジャパン 第　2　号 H28/7/22 そうざい製造業 小樽市銭函５丁目５３番４号 0133-72-8131

おやき屋　甘 小樽市稲穂１丁目３番５号 佐々木　玉喜 第　4　号 H28/7/22 菓子製造業

おやき屋　甘 小樽市稲穂１丁目３番５号 佐々木　玉喜 第　5　号 H28/7/22 喫茶店営業

ライジングサン
小樽市銭函３丁目サンセットビー
チ

大脇　麻美 第　67　号 H28/7/22 飲食店営業（海水浴）

春ちゃん商店 小樽市赤岩１丁目８番１７号 68-9081 阿部　朋行 第　6　号 H28/7/22 喫茶店営業

春ちゃん商店 小樽市赤岩１丁目８番１７号 68-9081 阿部　朋行 第　3　号 H28/7/22 魚介類販売業

春ちゃん商店 小樽市赤岩１丁目８番１７号 68-9081 阿部　朋行 第　7　号 H28/7/22 食肉販売業

ヤマジュウイチ　佐藤商店 小樽市内一円 佐藤　直幸 第　68　号 H28/7/26 飲食店営業（自動車）

三角マーケット 小樽市稲穂３丁目１０番１６号 亀山　洋 第　69　号 H28/7/29 飲食店営業（軽　飲）

居酒屋　大千軒 小樽市花園１丁目１１番１６号 西田　節子 第　70　号 H28/7/29 飲食店営業（軽　飲）

Veggie Kebab 小樽市色内１丁目１番１７号 小笠原　健太 第　71　号 H28/8/3 飲食店営業（軽　飲）

有限会社　丸安商事 小樽市堺町６番５号 21-3131 有限会社　丸安商事 第　72　号 H28/8/4 飲食店営業（軽　飲） 小樽市堺町６番４号 23-3715

PLAZA小樽屋 小樽市堺町７番１号 24-3711 大同食品株式会社 第　4　号 H28/8/4 乳類販売業 小樽市港町６番２号 33-4147

ＺＥＲＯ 小樽市花園１丁目１１番２４号 26-6911 加藤　久志 第　73　号 H28/8/5 飲食店営業（軽　飲）

マルタニセイパン 小樽市緑１丁目１５番１号 27-2321 谷口　圭 第　5　号 H28/8/5 菓子製造業

マルタニセイパン 小樽市緑１丁目１５番１号 27-2321 谷口　圭 第　74　号 H28/8/5 飲食店営業（調　理）

Ｔｈｅ　ＣＯＡＳＴ　（ザ　コースト） 小樽市花園１丁目６番５号 65-8484 和田　慎平 第　75　号 H28/8/9 飲食店営業（軽　飲）

ノースマリン 小樽市港町４番５号 32-3911 有限会社　北欧産業 第　7　号 H28/8/10 喫茶店営業 小樽市港町４番５号 32-3911
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KLASS KITCHEN 小樽市内一円 ハーティガン　リース　ゼーン 第　76　号 H28/8/10 飲食店営業（自動車）

RSRバックステージカフェ 小樽市銭函５丁目 佐々木　栄一 第　77　号 H28/8/10 飲食店営業（食　堂）

スパイシーカフェ　ナツメグミ 小樽市朝里２丁目１番６号 株式会社　HGO 第　78　号 H28/8/15 飲食店営業（軽　飲） 小樽市花園４丁目４番１６号 64-1159

小樽運河レストラン　輝　１Ｆ 小樽市港町５番４号 61-1114 株式会社　ノースグラフィック 第　79　号 H28/8/18 飲食店営業（食　堂）
札幌市中央区南３条西５丁目１番地１
ノルベサ４Ｆ

011-281-1365

小樽運河レストラン　輝　２Ｆ 小樽市港町５番４号 61-1114 株式会社　ノースグラフィック 第　80　号 H28/8/18 飲食店営業（軽　飲）
札幌市中央区南３条西５丁目１番地１
ノルベサ４Ｆ

011-281-1365

CABANA　BAR 小樽市稲穂３丁目１１番１号 26-6943 株式会社　BayNation 第　81　号 H28/8/25 飲食店営業（軽　飲） 小樽市稲穂３丁目１１番１号 26-6943

小樽屋入船店 小樽市住吉町１番１号 61-1190 大同食品株式会社 第　5　号 H28/8/29 乳類販売業 小樽市港町６番２号 33-4147

スナック　ＷＩＴＨ 小樽市花園１丁目９番２４号 林　和雄 第　82　号 H28/8/29 飲食店営業（軽　飲）

七桃星　小樽店 小樽市花園１丁目６番５号 64-7021 濵谷　晋平 第　83　号 H28/8/31 飲食店営業（軽　飲）

株式会社　ミドリ小型ハイヤー 小樽市稲穂５丁目１１番３号 22-1497 株式会社　アペックス 第　8　号 H28/8/31 喫茶店営業（自販機） 愛知県大府市柊山町２丁目４１８番地 0562-47-1218

札幌木工センター銭函工場 小樽市銭函３丁目２６３番地２０ 61-2500
北海道コカ・コーラボトリング株式
会社

第　9　号 H28/9/1 喫茶店営業（自販機） 札幌市清田区清田１条１丁目２番１号 011-662-1223

ＦＥＳＴＡ　ポートサイド店 小樽市勝納町１番９号 24-1949
株式会社　ジャパンビバレッジ
ホールディングス

第　10　号 H28/9/5 喫茶店営業（自販機） 東京都新宿区西新宿１丁目２４番１号 03-5321-0701

(有)亀山精肉店 小樽市新富町１２番１号 23-0722 有限会社　亀山精肉店 第　84　号 H28/9/7 飲食店営業（調　理） 小樽市入船２丁目１番３号 22-5818

(有)亀山精肉店 小樽市新富町１２番１号 23-0722 有限会社　亀山精肉店 第　8　号 H28/9/7 食肉販売業 小樽市入船２丁目１番３号 22-5818

株式会社　桝谷食品 小樽市祝津２丁目３３４番地 23-1800 株式会社　桝谷食品 第　1　号 H28/9/13 魚肉ねり製品製造業 小樽市祝津２丁目３３４番地 23-1800

手打ちそば工房経塚 小樽市花園４丁目９番１号 61-7208 経塚　民男 第　1　号 H28/9/14 めん類製造業

有限会社　共和商事　第一工場 小樽市天神１丁目１４番３号 34-0027 有限会社　共和商事 第　1　号 H28/9/14 添加物製造業 小樽市天神１丁目１４番３号 34-0027

三角マーケット　１号店 小樽市稲穂３丁目１０番１６号 亀山　洋 第　123　号 H28/9/15 飲食店営業（食　堂）

三角マーケット　２号店 小樽市稲穂３丁目１０番１６号 亀山　洋 第　124　号 H28/9/15 飲食店営業（軽　飲）

三角マーケット　３号店 小樽市稲穂３丁目１０番１６号 亀山　洋 第　125　号 H28/9/15 飲食店営業（軽　飲）

株式会社　ショクセン 小樽市銭函３丁目２６３番地２９ 61-5711 株式会社　ショクセン 第　1　号 H28/9/15 醤油製造業 小樽市銭函３丁目２６３番地２９ 61-5711

株式会社　ショクセン 小樽市銭函３丁目２６３番地２９ 61-5711 株式会社　ショクセン 第　2　号 H28/9/15 添加物製造業 小樽市銭函３丁目２６３番地２９ 61-5711
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HATAKENONAKA 小樽市稲穂１丁目９番１１号 畑中　晃佑 第　164　号 H28/9/16 飲食店営業（軽　飲）

（株）　エスケイフーズ 小樽市銭函５丁目５２番地４
0133-76-
2950

株式会社　エスケイフーズ 第　2　号 H28/9/20
容器包装入食品製造
業

小樽市銭函５丁目５２番地４ 011-886-1688

スナック　ハモンド 小樽市花園１丁目１１番２４号 23-1131 加賀　金治郎 第　165　号 H28/9/21 飲食店営業（軽　飲）

ボア 小樽市花園１丁目４番９号 33-1339 釘本　洋子 第　168　号 H28/9/23 飲食店営業（軽　飲）

Ｓ－ＬＩＮＥ　株式会社 小樽市勝納町９番１１２号 31-7020 Ｓ－ＬＩＮＥ株式会社 第　17　号 H28/9/26 食肉販売業 小樽市勝納町９番１１２号 31-7020

本谷企画 小樽市新光２丁目２４番１９号 54-4611 本谷　登己雄 第　20　号 H28/9/26 魚介類販売業

居酒屋・イタリアン　てっら　terra 小樽市稲穂２丁目１３番１６号 29-0711 相松　謙輔 第　194　号 H28/9/27 飲食店営業（軽　飲）

potato collection 小樽市手宮１丁目５番２３号 64-5079 株式会社　DOLCE　PLANNING 第　22　号 H28/9/28 菓子製造業 小樽市高島３丁目５番１号 64-1578

パン屋こむぎ 小樽市花園２丁目６番１７号
050-3395-
1156

岡部　洋子 第　205　号 H28/9/28 飲食店営業（弁　当）

パン屋こむぎ 小樽市花園２丁目６番１７号
050-3395-
1156

岡部　洋子 第　23　号 H28/9/28 菓子製造業

アザレアおたる入船 小樽市入船４丁目２８番１号 23-3280 日清医療食品株式会社 第　206　号 H28/9/29 飲食店営業（食　堂） 東京都千代田区丸の内２丁目７番３号 03-3287-3611

味の栄六 小樽市堺町２番１２号 24-0006 株式会社　味の栄六 第　208　号 H28/10/4 飲食店営業（食　堂） 小樽市色内１丁目２番１４号 24-0006

カワセ酒店 小樽市花園１丁目１２番２１号 川瀬　準也 第　209　号 H28/10/5 飲食店営業（軽　飲）

聖夜 小樽市花園１丁目１２番３号 原山　幸久 第　210　号 H28/10/5 飲食店営業（軽　飲）

スーパーアークス奥沢店 小樽市奥沢２丁目１０番１３号 24-2345 株式会社　ラルズ 第　24　号 H28/10/5 菓子製造業
札幌市中央区南１３条西１１丁目２番３２
号

011-530-6000

スーパーアークス奥沢店 小樽市奥沢２丁目１０番１３号 24-2345 株式会社　ラルズ 第　213　号 H28/10/5 飲食店営業（弁　当）
札幌市中央区南１３条西１１丁目２番３２
号

011-530-6000

和食処　きた浜 小樽市色内１丁目４番２０号 23-2600
株式会社　マイステイズ・ホテル・
マネジメント

第　214　号 H28/10/5 飲食店営業（食　堂） 東京都港区六本木６丁目２番３１号 03-6866-4347

スーパーアークス奥沢店 小樽市奥沢２丁目１０番１３号 24-2345 株式会社　ラルズ 第　26　号 H28/10/5 喫茶店営業（自販機）
札幌市中央区南１３条西１１丁目２番３２
号

011-530-6000

cafe　グランマ　赤岩 小樽市高島４丁目１０番１３号 金井　桃代 第　215　号 H28/10/6 飲食店営業（軽　飲）

スーパーアークス奥沢店 小樽市奥沢２丁目１０番１３号 24-2345
北海道コカ・コーラボトリング株式
会社

第　27　号 H28/10/6 喫茶店営業（自販機） 札幌市清田区１条１丁目２番１号 011-888-2001

おたる　夢市場 小樽市稲穂２丁目１３番９号 22-0555 杉村　文也 第　217　号 H28/10/7 飲食店営業（弁　当）

もちもちポテト 小樽市内一円 松本　秀樹 第　218　号 H28/10/11 飲食店営業（自動車）
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小樽　おり鮨 小樽市色内１丁目２番８号 森瀬　英之 第　219　号 H28/10/13 飲食店営業（食　堂）

カフェ　サードプレイス 小樽市花園３丁目３番３号 61-1339 渡辺　秀自 第　220　号 H28/10/14 飲食店営業（軽　飲）

アンティーク　カフェ　メトロノーム 小樽市奥沢３丁目１番９号 55-2008 早川　千江子 第　221　号 H28/10/18 飲食店営業（軽　飲）

スナック　エレガント 小樽市花園１丁目９番９号 32-2952 松浦　桂子 第　222　号 H28/10/18 飲食店営業（軽　飲）

みどり茶房 小樽市緑１丁目２０番８号 西出　登美子 第　223　号 H28/10/21 飲食店営業（軽　飲）

アートヒルズ望海 小樽市桜３丁目２０番２号 51-5300 日本信達株式会社 第　224　号 H28/10/24 飲食店営業（食　堂） 小樽市入船１丁目４－３ 31-0005

アートヒルズ望海 小樽市桜３丁目２０番２号 51-5300 日本信達株式会社 第　10　号 H28/10/24 そうざい製造業 小樽市入船１丁目４－３ 31-0005

アートヒルズ望海 小樽市桜３丁目２０番２号 51-5300 日本信達株式会社 第　55　号 H28/10/24 水産加工品製造業 小樽市入船１丁目４－３ 31-0005

円吉山別墅 小樽市緑２丁目３７番１３号 秋野　治郎 第　225　号 H28/10/24 飲食店営業（食　堂）

potato collection 小樽市手宮１丁目５番２３号 64-5079 株式会社　DOLCE　PLANNING 第　226　号 H28/10/24 飲食店営業（調　理） 小樽市高島３丁目５番１号 64-1578

とんかつ　うみのや 小樽市花園３丁目５番１号 吉川　淳 第　227　号 H28/10/26 飲食店営業（食　堂）

いろり庵 小樽市花園１丁目３番１５号 27-7672 中濱　佳郎 第　228　号 H28/10/27 飲食店営業（軽　飲）

なんじゃ・もんじ屋 小樽市花園３丁目８番１２号 61-1960 小野　修志 第　229　号 H28/10/31 飲食店営業（軽　飲）

ら・ら 小樽市花園１丁目９番２６号 24-2855 川田　英正 第　230　号 H28/10/31 飲食店営業（軽　飲）

RE　ｄｉ　ＲＯＭＡ　ｐｌｕｓ　ＯＴＡＲＵ 小樽市堺町３番１８号 26-6091 株式会社　Sei　unica 第　231　号 H28/10/31 飲食店営業（軽　飲）
札幌市豊平区月寒東５条６丁目２番１４
号

011-598-9997

いこいのBar　豊笑 小樽市花園１丁目９番２４号 豊田　英樹 第　232　号 H28/11/1 飲食店営業（軽　飲）

ファミリーマート小樽色内１丁目 小樽市色内１丁目３番１３号 31-7535 池端　久喜 第　233　号 H28/11/7 飲食店営業（軽　飲）

ファミリーマート小樽色内１丁目 小樽市色内１丁目３番１３号 31-7535 池端　久喜 第　18　号 H28/11/7 乳類販売業

ファミリーマート小樽色内１丁目 小樽市色内１丁目３番１３号 31-7535 池端　久喜 第　20　号 H28/11/7 食肉販売業（包装肉）

ファミリーマート小樽色内１丁目 小樽市色内１丁目３番１３号 31-7535 池端　久喜 第　24　号 H28/11/7
魚介類販売業（包装
魚）

ニュー三幸　小樽本店　宴会場 小樽市稲穂１丁目３番６号 33-3500 株式会社　ニュー三幸 第　234　号 H28/11/8 飲食店営業（食　堂） 小樽市稲穂１丁目３番６号 33-3500

chou-chou 小樽市花園１丁目１２番４号 27-5188 菅原　恭子 第　235　号 H28/11/8 飲食店営業（軽　飲）
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LUSH 小樽市花園１丁目９番９号 32-5077 吉田　麻央理 第　236　号 H28/11/10 飲食店営業（軽　飲）

トルネードカフェ 小樽市春香町３５７番地 62-2228 矢野　貴弘 第　237　号 H28/11/14 飲食店営業（軽　飲）

魚萬 小樽市稲穂２丁目９番９号 34-0088 株式会社　モンテローザフーズ 第　238　号 H28/11/14 飲食店営業（軽　飲） 東京都新宿区歌舞伎町１丁目２１番１号 0422-36-8888

小樽なると屋 小樽市築港１１番１号 31-2929 株式会社　FOOD　COLLECT 第　239　号 H28/11/17 飲食店営業（軽　飲） 小樽市高島１丁目５番３号 26-6026

カフェ・ベルアミ 小樽市最上１丁目１２番１４号 24-2955 長濱　範生 第　240　号 H28/11/22 飲食店営業（軽　飲）

セブン‐イレブン小樽銭函店 小樽市銭函２丁目２番１５号 62-5277 株式会社　藤平商店 第　241　号 H28/11/24 飲食店営業（軽　飲） 小樽市稲穂３丁目２０番１２号 22-7771

セブン‐イレブン小樽銭函店 小樽市銭函２丁目２番１５号 62-5277 株式会社　藤平商店 第　19　号 H28/11/24 乳類販売業 小樽市稲穂３丁目２０番１２号 22-7771

セブン‐イレブン小樽銭函店 小樽市銭函２丁目２番１５号 62-5277 株式会社　藤平商店 第　21　号 H28/11/24 食肉販売業（包装肉） 小樽市稲穂３丁目２０番１２号 22-7771

セブン‐イレブン小樽銭函店 小樽市銭函２丁目２番１５号 62-5277 株式会社　藤平商店 第　25　号 H28/11/24
魚介類販売業（包装
魚）

小樽市稲穂３丁目２０番１２号 22-7771

小料理　てくてく 小樽市花園１丁目１２番２号 32-5990 工藤　克子 第　242　号 H28/11/29 飲食店営業（軽　飲）

Ｉ’ｓ　アイズ 小樽市花園１丁目１１番１８号 24-5996 伊藤　京子 第　243　号 H28/11/29 飲食店営業（軽　飲）

五香飯店 小樽市花園１丁目６番６号 32-7825 小関　啓人 第　244　号 H28/11/29 飲食店営業（食　堂）

小樽ファンクルージング 小樽市高島１丁目３番１８号 23-3700 株式会社　ラファ 第　245　号 H28/11/29 飲食店営業（食　堂） 小樽市朝里２丁目１番５号 54-3730

株式会社　トップ・ラン　北海道こん
にゃく工房

小樽市銭函３丁目５２４番地７ 64-1325 株式会社　トップ・ラン 第　1　号 H28/11/29
こんにゃく及びところて
ん製造業

小樽市銭函３丁目５２１番地１９ 62-6422

パーラージァンジァン 小樽市オタモイ１丁目２番７号 26-2185
株式会社　ジャパンビバレッジ
ホールディングス

第　28　号 H28/11/30 喫茶店営業（自販機） 東京都新宿区西新宿１丁目２４番１号 03-5321-0701

やきとり竜鳳 小樽市内一円 株式会社　全国チェーン竜鳳 第　246　号 H28/12/1 飲食店営業（自動車） 栃木県宇都宮市新里町甲４４５ 028-652-3018

中国料理　華花 小樽市築港１１番５号 61-1311 株式会社　小樽ベイシティ開発 第　247　号 H28/12/2 飲食店営業（食　堂） 小樽市築港１１番５号 21-5000

朝里川温泉スキー場センターハウ
ス１階ロビー

小樽市朝里川温泉１丁目３９４番
地

54-0101
北海道コカ・コーラボトリング株式
会社

第　29　号 H28/12/2 喫茶店営業（自販機） 札幌市清田区清田１条１丁目２番１号 011-888-2001

ファミリーマート小樽運河 小樽市港町５番３号 31-0162 南　大隆 第　248　号 H28/12/5 飲食店営業（軽　飲）

ファミリーマート小樽運河 小樽市港町５番３号 31-0162 南　大隆 第　22　号 H28/12/5 食肉販売業（包装肉）

ファミリーマート小樽運河 小樽市港町５番３号 31-0162 南　大隆 第　26　号 H28/12/5
魚介類販売業（包装
魚）

ファミリーマート小樽運河 小樽市港町５番３号 31-0162 南　大隆 第　20　号 H28/12/5 乳類販売業
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コープさっぽろ　みどり店　寿司作
業室

小樽市富岡１丁目１２番１号 24-0689 生活協同組合コープさっぽろ 第　250　号 H28/12/12 飲食店営業（弁　当） 札幌市西区発寒１１条５丁目１０番１号 011-671-5624

ＢＡＲ　屯所 小樽市花園１丁目８番１号 濱田　まり恵 第　251　号 H28/12/13 飲食店営業（軽　飲）

スノードロップスコーヒー 小樽市銭函２丁目２番８号 福岡　広明 第　252　号 H28/12/14 飲食店営業（軽　飲）

銭函ベース 小樽市銭函２丁目３６番２６号 福岡　広明 第　25　号 H28/12/14 菓子製造業

小樽酒房　海坊’S 小樽市山田町１番１号 32-3322 株式会社　三洋トレーディング 第　253　号 H28/12/16 飲食店営業（軽　飲） 小樽市築港８番４号 27-3410

酒処　美ゆ喜 小樽市花園１丁目１２番３号 33-2111 斉藤　みゆき 第　254　号 H28/12/19 飲食店営業（軽　飲）

小樽物産 小樽市堺町５番２９号 22-6557 鍵谷　祥子 第　255　号 H28/12/20 飲食店営業（軽　飲）

小樽物産 小樽市堺町５番２９号 22-6557 鍵谷　祥子 第　27　号 H28/12/20 魚介類販売業

MONSAN 小樽市内一円 門脇　保 第　256　号 H28/12/21 飲食店営業（自動車）

株式会社　フロンティア 小樽市築港８番１１号 株式会社　フロンティア 第　257　号 H28/12/22 飲食店営業（軽　飲） 札幌市西区西野２条７丁目３番５号 011-666-3554

株式会社　フロンティア 小樽市築港８番１１号 株式会社　フロンティア 第　3　号 H28/12/22
容器包装入食品製造
業

札幌市西区西野２条７丁目３番５号 011-666-3554

天狗堂　小樽店 小樽市港町６番４号 64-1139 株式会社　空と大地 第　258　号 H28/12/22 飲食店営業（軽　飲） 札幌市清田区平岡２条６丁目３番１２号 011-888-0440

セイコーマート　小樽入船 小樽市入船４丁目７番２号 24-1030 株式会社　北進商事 第　259　号 H28/12/26 飲食店営業（軽　飲） 北広島市白樺町１丁目７番地１ 011-373-8601

セイコーマート　小樽入船 小樽市入船４丁目７番２号 24-1030 株式会社　北進商事 第　26　号 H28/12/26 菓子製造業 北広島市白樺町１丁目７番地１ 011-373-8601

セイコーマート　小樽入船 小樽市入船４丁目７番２号 24-1030 株式会社　北進商事 第　23　号 H28/12/26 食肉販売業（包装肉） 北広島市白樺町１丁目７番地１ 011-373-8601

セイコーマート　小樽入船 小樽市入船４丁目７番２号 24-1030 株式会社　北進商事 第　28　号 H28/12/26
魚介類販売業（包装
魚）

北広島市白樺町１丁目７番地１ 011-373-8601

セイコーマート　小樽入船 小樽市入船４丁目７番２号 24-1030 株式会社　北進商事 第　21　号 H28/12/26 乳類販売業 北広島市白樺町１丁目７番地１ 011-373-8601

ニッカバー　リタ 小樽市色内１丁目１番１７号 33-5001 株式会社　たるしぇ 第　260　号 H28/12/28 飲食店営業（軽　飲） 小樽市稲穂２丁目２２番１５号小樽駅内 31-1111

株式会社　吉田ハム　札幌営業所 小樽市銭函３丁目５２２番地４ 62-6800 株式会社　吉田ハム 第　24　号 H28/12/28 食肉販売業（包装肉） 岐阜県大垣市寿町１番地の１ 0584-78-5108

ルミナス 小樽市花園１丁目１１番２５号 24-3773 梅本　舞 第　261　号 H28/12/28 飲食店営業（軽　飲）

MONSAN 小樽市銭函２丁目４９番５号 門脇　保 第　262　号 H29/1/4 飲食店営業（軽　飲）

梅の屋 小樽市花園１丁目２番２号 梅の屋株式会社 第　263　号 H29/1/13 飲食店営業（旅　館） 小樽市花園１丁目２番２号
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まつはま 小樽市緑１丁目２１番２号 25-0625 松濱　百幸 第　264　号 H29/1/19 飲食店営業（弁　当）

くぼ家 小樽市堺町４番４号 31-1132 株式会社　アートクリエイト 第　265　号 H29/1/20 飲食店営業（軽　飲） 小樽市祝津３丁目８番地 32-0111

スナック　陽子 小樽市花園１丁目１２番５号 33-3212 笹井　陽子 第　266　号 H29/1/24 飲食店営業（軽　飲）

北洋銀行小樽中央支店 小樽市稲穂２丁目２番４号
北海道コカ・コーラボトリング株式
会社

第　30　号 H29/1/24 喫茶店営業（自販機） 札幌市清田区清田１条１丁目２番１号 011-888-2001

すし処　みやた 小樽市色内１丁目１２番８号 27-0133 宮田　宜史 第　267　号 H29/1/30 飲食店営業（食　堂）

居酒屋　あさり村 小樽市新光１丁目１１番５号 64-5575 合同会社　優匠 第　268　号 H29/2/8 飲食店営業（軽　飲） 小樽市朝里川温泉１丁目７７８番地１ 64-5575

Coffee House CHAFF 小樽市稲穂３丁目１１番１号 64-1359 佐藤　道之 第　269　号 H29/2/9 飲食店営業（軽　飲）

有限会社　奥村商店 小樽市石山町２８番９号 34-3000 有限会社　奥村商店 第　27　号 H29/2/9 菓子製造業 小樽市石山町28番9号 34-3000

ジェイフード札幌工場 小樽市銭函５丁目５７番地３
0133-62-
9475

ジェイフード株式会社 第　11　号 H29/2/13 そうざい製造業 東京都品川区西五反田２丁目２５番１号 03-5719-1644

ディアナ 小樽市花園１丁目８番８号 64-1585 佐藤　洋一 第　270　号 H29/2/15 飲食店営業（軽　飲）

小樽協会病院食堂 小樽市住ノ江１丁目６番１５号 24-3256 シダックスアイ株式会社 第　271　号 H29/2/16 飲食店営業（食　堂） 東京都調布市調布ヶ丘３丁目６番地３ 042-441-8112

小樽掖済会病院　職員食堂 小樽市稲穂１丁目４番１号 ワタキューセイモア株式会社 第　272　号 H29/2/20 飲食店営業（食　堂）
京都府綴喜郡井手町大字多賀小字茶臼
塚１２番地の２

075-361-4135

株式会社　日総　東小樽病院内事
業所

小樽市新光２丁目２９番３号 株式会社　日総 第　273　号 H29/2/20 飲食店営業（食　堂） 札幌市東区東苗穂３条３丁目１番３１号 011-785-0015

北海道ダイニング　１階 小樽市住吉町３番１６号 24-5800 株式会社　オルゴール堂 第　274　号 H29/2/22 飲食店営業（食　堂） 小樽市住吉町４番１号 21-3380

北海道ダイニング　２階 小樽市住吉町３番１６号 24-5800 株式会社　オルゴール堂 第　275　号 H29/2/22 飲食店営業（食　堂） 小樽市住吉町４番１号 21-3380

株式会社　ＧＦＦ　北海道工場 小樽市築港６番２号 21-7001 株式会社　ＧＦＦ 第　12　号 H29/2/22 そうざい製造業 東京都港区港南２丁目１８番１号 03-5783-8758

北伊所 小樽市山田町２番２号 株式会社　ホクセイレン 第　276　号 H29/2/23 飲食店営業（軽　飲） 札幌市東区北３８条東２０丁目１番６号 011-789-8822

あらみす 小樽市花園１丁目１１番１８号 22-2555 和合　幸恵 第　280　号 H29/2/28 飲食店営業（軽　飲）

たけうちさんち 小樽市銭函１丁目３７番８号 62-5821 竹内　光子 第　281　号 H29/3/2 飲食店営業（食　堂）

たるせい商事 小樽市銭函１丁目６番４号 62-7327 川端　一弘 第　4　号 H29/3/2
容器包装入食品製造
業

小樽酒房　海坊’Ｓ 小樽市山田町１番１号 29-1000 山内　有美子 第　282　号 H29/3/7 飲食店営業（軽　飲）

らべんだあ船内レストラン 小樽市築港７番２号 34-2321 新日本海サービス株式会社 第　289　号 H29/3/7 飲食店営業（食　堂） 大阪市北区梅田２丁目５番２５号 06-6341-1321
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営業施設名 施設所在地
施設の

電話番号
営業者名 許可番号 許可日 業種区分 営業者住所

営業者の
電話番号

らべんだあ船内テイクアウトコー
ナー

小樽市築港７番２号 34-2321 新日本海サービス株式会社 第　290　号 H29/3/7 飲食店営業（軽　飲） 大阪市北区梅田２丁目５番２５号 06-6341-1321

らべんだあ船内売店 小樽市築港７番２号 34-2321 新日本海サービス株式会社 第　25　号 H29/3/7 乳類販売業 大阪市北区梅田２丁目５番２５号 06-6341-1321

小樽らーめん一番 小樽市入船１丁目２番１６号 22-5517 山内　有美子 第　291　号 H29/3/8 飲食店営業（食　堂）

小樽港湾労働者福祉センター内１Ｆ 小樽市港町４番４号
北海道コカ・コーラボトリング株式
会社

第　32　号 H29/3/8 喫茶店営業（自販機） 札幌市清田区清田１条１丁目２番１号 011-888-2001

ハッピークレープ小樽店 小樽市稲穂２丁目２０番１号 29-0713 パンパシフィックフーズ株式会社 第　298　号 H29/3/14 飲食店営業（軽　飲） 東京都江戸川区北葛西４丁目１４番１号 03-5667-7421

ベルコシティホール小樽西 小樽市長橋４丁目４番１０号 29-4444 河合　正直 第　299　号 H29/3/15 飲食店営業（食　堂）

ＮＯ－ＮＡＭＥ 小樽市東雲町２番１号 今村　美紗 第　300　号 H29/3/16 飲食店営業（食　堂）

スナック　貴夫人 小樽市花園１丁目９番７号 24-3303 呉　美雪 第　316　号 H29/3/17 飲食店営業（軽　飲）

美帆 小樽市花園１丁目９番２２号 27-3627 澤田　美穂子 第　317　号 H29/3/17 飲食店営業（軽　飲）

スナック　Ryoga 小樽市花園１丁目１１番１８号 24-3151 酒井　成子 第　318　号 H29/3/21 飲食店営業（軽　飲）

美園アイスクリーム　イオン小樽店 小樽市築港１１番６号 21-6137
有限会社　美園アイスクリーム本
舗

第　35　号 H29/3/21 菓子製造業 小樽市稲穂２丁目１２－１５ 22-9043

ONE-EIGHTY 小樽市花園１丁目１１番２１号 33-2771 輕部　直純 第　319　号 H29/3/21 飲食店営業（軽　飲）

寿し　なかむら 小樽市山田町１番２１号 26-6566 中村　美喜雄 第　320　号 H29/3/22 飲食店営業（食　堂）

ミス　チャミー 小樽市花園１丁目９番６号 32-0909 宮川　千秋 第　321　号 H29/3/22 飲食店営業（軽　飲）

パストプーロ（ベーカリー） 小樽市築港１１番６号 21-3100 イオン北海道　株式会社 第　322　号 H29/3/23 飲食店営業（弁　当） 札幌市白石区本通２１丁目南１番１０号 011-865-4120

北日本冷蔵株式会社 小樽市高島１丁目８番１４号 23-7261 北日本冷蔵株式会社 第　16　号 H29/3/23 そうざい製造業 札幌市中央区西７丁目１番地２ 011-252-3800

yukimichi 小樽市張碓町５６０番地２４ 55-5886 五十嵐　隆行 第　345　号 H29/3/23 飲食店営業（軽　飲）

銭函スコット（旧コース） 小樽市銭函３丁目１７７番地 62-4475 株式会社　スコット 第　346　号 H29/3/23 飲食店営業（食　堂） 札幌市中央区北２条西４丁目１番地 011-231-8896

銭函スコット（新コース） 小樽市銭函３丁目７３番地 62-4211 株式会社　スコット 第　35　号 H29/3/23 乳類販売業 札幌市中央区北2条西4丁目1番地 011-231-8896

北海道小樽高等支援学校 小樽市銭函１丁目１０番１号 61-3400 株式会社　LEOC 第　347　号 H29/3/28 飲食店営業（食　堂） 東京都千代田区大手町1丁目1番3号 03-5220-8550

あいすの家銭函店 小樽市桂岡町２番２号 62-0141 石本　悟 第　37　号 H29/3/28 菓子製造業

株式会社日総　小樽杉の子幼稚園
内事業所

小樽市幸４丁目２５番１２号 27-3898 株式会社　日総 第　350　号 H29/3/28 飲食店営業（食　堂） 札幌市東区東苗穂３条３丁目１番３１号 011-785-0015
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平成２８年４月１日から平成２９年３月３１日までに営業許可を取得した施設一覧（食品衛生関係施設）

営業施設名 施設所在地
施設の

電話番号
営業者名 許可番号 許可日 業種区分 営業者住所

営業者の
電話番号

すなっく　夢ん中 小樽市花園１丁目１２番４号 23-6002 中村　眞佐子 第　352　号 H29/3/28 飲食店営業（軽　飲）

ちびっこいちご 小樽市堺町７番２号 仁藤　奈知子 第　353　号 H29/3/31 飲食店営業（軽　飲）

ちびっこいちご 小樽市堺町７番２号 仁藤　奈知子 第　38　号 H29/3/31 菓子製造業

Carroll Gardens 小樽市稲穂１丁目３番９号 藤元　繭香 第　354　号 H29/3/31 飲食店営業（軽　飲）

咖喱酒場　ケラン 小樽市稲穂１丁目３番９号 アクトス株式会社 第　355　号 H29/3/31 飲食店営業（軽　飲） 札幌市中央区南５条西６丁目９番４号 011-522-8986

和風だし伊藤圓 小樽市稲穂１丁目３番９号 伊藤　強 第　356　号 H29/3/31 飲食店営業（食　堂）

寿し処　彩華 小樽市稲穂１丁目３番９号 永山　亮 第　357　号 H29/3/31 飲食店営業（食　堂）

和バル　TAKU 小樽市稲穂１丁目３番９号 菊地　拓也 第　358　号 H29/3/31 飲食店営業（軽　飲）

TEPPAN　てつ屋 小樽市稲穂１丁目３番９号 有限会社　アクセル 第　359　号 H29/3/31 飲食店営業（軽　飲） 小樽市新光１丁目１１番８０１号

KOI-CHAN 小樽市稲穂１丁目３番９号 有限会社　伊勢鮨 第　360　号 H29/3/31 飲食店営業（食　堂） 小樽市稲穂３丁目１５番３号 23-1425
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平成２８年４月１日から平成２９年３月３１日までに食品販売業登録を取得した施設一覧（食品衛生関係施設）

営業施設名 施設所在地
施設の

電話番号
営業者名 登録番号 登録日 業種区分 営業者住所

営業者の
電話番号

らーめん一番 小樽市入船１丁目２番１６号 22-5517 後藤　章平 第　1　号 H28/4/26 食品販売業

ローソン小樽新光二丁目店 小樽市新光２丁目３番５号 54-9988 長谷部　拓也 第　11　号 H28/5/26 食品販売業

ローソン小樽堺町店 小樽市堺町２番８号 34-3770 有限会社　宮坂 第　10　号 H28/5/26 食品販売業
札幌市手稲区西宮の沢１条３丁目１番３
号

小野青果店 小樽市色内３丁目１０番１５号 23-0776 小野　啓二 第　18　号 H28/6/17 食品販売業

ローソン小樽富岡一丁目店 小樽市富岡１丁目５番２５号 34-8680 有限会社　宮坂 第　19　号 H28/6/20 食品販売業
札幌市手稲区西宮の沢１条３丁目１番３
号

和風菓子　菓々 小樽市手宮１丁目５番２３号 株式会社　DOLCE　PLANNING 第　20　号 H28/7/13 食品販売業 小樽市高島３丁目５番１号 64-1578

春ちゃん商店 小樽市赤岩１丁目８番１７号 68-9081 阿部　朋行 第　22　号 H28/7/22 食品販売業

玄米ドコロ　メグリ　メグル 小樽市内一円 成田　美輪 第　21　号 H28/7/22 食品販売業

大正湯 小樽市花園４丁目１４番１５号 23-1893 有限会社　小樽大正湯 第　23　号 H28/8/30 食品販売業 小樽市花園４丁目１４番１５号 23-1893

セラーズ小樽富岡店 小樽市富岡２丁目２番２７号 22-4403 株式会社　マルタたかはし 第　24　号 H28/9/8 食品販売業 小樽市富岡２丁目２番２７号 22-4403

ツルハドラッグ朝里店 小樽市新光２丁目１番４号 51-3200 株式会社　ツルハ 第　26　号 H28/9/15 食品販売業 札幌市東区北２４条東２０丁目１番２１号 011-783-2754

柴田食糧株式会社 小樽市港町５番３号 22-1035 柴田食糧株式会社 第　27　号 H28/9/16 食品販売業 小樽市港町５番３号 22-1035

小樽物産 小樽市堺町５番２９号 22-6557 鍵谷　祥子 第　29　号 H28/9/23 食品販売業

藤澤酒店 小樽市奥沢３丁目２３番８号 22-2047 藤澤　榮太郎 第　30　号 H28/10/11 食品販売業

アートヒルズ望海 小樽市桜３丁目２０番２号 51-5300 日本信達株式会社 第　31　号 H28/10/24 食品販売業 小樽市入船１丁目４番３号 31-0005

ファミリーマート小樽色内１丁目 小樽市色内１丁目３番１３号 31-7535 池端　久喜 第　33　号 H28/11/7 食品販売業

セブン‐イレブン小樽銭函店 小樽市銭函２丁目２番１５号 62-5277 株式会社　藤平商店 第　40　号 H28/11/24 食品販売業 小樽市稲穂３丁目２０番１２号 22-7771

ファミリーマート小樽運河 小樽市港町５番３号 31-0162 南　大隆 第　45　号 H28/12/5 食品販売業

小樽物産 小樽市堺町５番２９号 22-6557 鍵谷　祥子 第　46　号 H28/12/20 食品販売業

株式会社　フロンティア 小樽市築港８番１１号 株式会社　フロンティア 第　47　号 H28/12/22 食品販売業 札幌市西区西野２条７丁目３番５号 011-666-3554

セイコーマート　小樽入船 小樽市入船４丁目７番２号 24-1030 株式会社　北進商事 第　48　号 H28/12/26 食品販売業 北広島市白樺町１丁目７番地１ 011-373-8601

らべんだあ船内売店 小樽市築港７番２号 34-2321 新日本海サービス株式会社 第　49　号 H29/3/7 食品販売業 大阪市北区梅田２丁目５番２５号 06-6341-1321
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平成２８年４月１日から平成２９年３月３１日までに食品販売業登録を取得した施設一覧（食品衛生関係施設）

営業施設名 施設所在地
施設の

電話番号
営業者名 登録番号 登録日 業種区分 営業者住所

営業者の
電話番号

らべんだあ船内自販機コーナー 小樽市築港７番２号 34-2321 新日本海サービス株式会社 第　50　号 H29/3/7 食品販売業 大阪市北区梅田２丁目５番２５号 06-6341-1321

小樽らーめん一番 小樽市入船１丁目２番１６号 22-5517 山内　有美子 第　51　号 H29/3/8 食品販売業

美園アイスクリーム　イオン店 小樽市築港１１番６号 21-6137
有限会社　美園アイスクリーム本
舗

第　52　号 H29/3/14 食品販売業 小樽市稲穂２丁目１２番１５号 22-9043
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