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Alternativation 小樽市富岡１丁目１４番１８号 23-7133 新妻　資男 第　1　号 H29/4/5 飲食店営業（軽　飲）

株式会社　東洋食品　小樽市立西
陵中学校営業所

小樽市富岡２丁目２６番１号 株式会社　東洋食品 第　2　号 H29/4/5 飲食店営業（軽　飲） 東京都台東区東上野１丁目１４番４号 03-3836-1281

ラルズマート手宮店従食 小樽市錦町２番１６号
北海道コカ・コーラボトリング株式
会社

第　1　号 H29/4/7 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

遊心 小樽市色内１丁目８番１号 上滝　桂子 第　3　号 H29/4/10 飲食店営業（食　堂）

祝津潮騒 小樽市祝津３丁目２１２番地 23-6535 有限会社　祝津潮騒 第　4　号 H29/4/13 飲食店営業（食　堂） 小樽市祝津３丁目２１２番地 23-6535

OTARU SWEET VAN 小樽市内一円 株式会社　ケイシイシイ 第　5　号 H29/4/13 飲食店営業（自動車） 千歳市泉沢１００７番地９０ 0123-28-3155

おいしい手作り工房 小樽市オタモイ３丁目２番１号 26-0074 鏡　幸子 第　1　号 H29/4/14 漬物製造業

太田鮮魚店 小樽市色内３丁目１０番１５号 太田　俊秀 第　1　号 H29/4/18 魚介類販売業

ベーカリーショップ　クリハラ　長崎
屋店

小樽市稲穂２丁目２０番１号 33-5848
有限会社　ベーカリーショップクリ
ハラ

第　2　号 H29/4/18 喫茶店営業 小樽市入船２丁目５番１号 23-3328

ティースリー 小樽市稲穂３丁目１１番３号 手島　大祐 第　6　号 H29/4/20 飲食店営業（軽　飲）

マンマミーア 小樽市花園３丁目１４番１１号 マルヨ栄愛株式会社 第　7　号 H29/4/20 飲食店営業（軽　飲） 小樽市花園３丁目４番６号 33-8109

鮨処　よし 小樽市色内１丁目１０番９号 23-1256 株式会社　すしよし本店 第　8　号 H29/4/21 飲食店営業（食　堂） 小樽市色内１丁目１０番９号 23-1256

株式会社　まる助 小樽市花園４丁目６番１０号 株式会社　まる助 第　1　号 H29/4/24
容器包装入食品製造
業

札幌市中央区南１４条西８丁目５番４０
号

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　1　号 H29/4/24 そうざい製造業
東京都港区港南２丁目１８番１号ＪＲ品
川イーストビル

03-5783-8758

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　2　号 H29/4/24 漬物製造業
東京都港区港南２丁目１８番１号ＪＲ品
川イーストビル

03-5783-8758

小樽美食坊　大連食堂 小樽市色内１丁目１番１７号
株式会社　ワールドゲストプランニ
ング

第　9　号 H29/4/24 飲食店営業（食　堂） 小樽市稲穂５丁目２７番１９号 26-6922

小樽和菓子工房　游菓 小樽市色内１丁目６番２７号 55-5747 青木　雄二 第　1　号 H29/4/24 菓子製造業

Pizzeria Trattoria La Terra 小樽市内一円 寺嶋　宏基 第　10　号 H29/4/26 飲食店営業（自動車）

RE：SOUND 小樽市花園１丁目９番７号 24-8200 小野　沙耶香 第　11　号 H29/4/26 飲食店営業（軽　飲）

ＵＭＥＹＡ　イオン小樽店 小樽市築港１１番６号 61-1750 株式会社　梅屋 第　2　号 H29/4/27 菓子製造業 旭川市高砂台２丁目２－１１ 0166-61-7998

ＵＭＥＹＡ　イオン小樽店 小樽市築港１１番６号 61-1750 株式会社　梅屋 第　3　号 H29/4/27 喫茶店営業 旭川市高砂台２丁目２－１１ 0166-61-7998

ＲＥ　di　ＲＯＭＡ　plus　ＯＴＡＲＵ 小樽市堺町３番１８号 26-6091 株式会社　Sei　unica 第　12　号 H29/4/27 飲食店営業（軽　飲） 札幌市豊平区月寒５条２－１４ 011-598-9997
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汸臼庵 小樽市堺町４番１８号 34-8280 株式会社　汸臼庵 第　13　号 H29/4/27 飲食店営業（軽　飲） 大阪府大阪市北区菅栄町１３－１５ 06-6351-2017

株式会社　山上長福水産 小樽市高島３丁目１３番１号 24-1605 株式会社　山上長福水産 第　2　号 H29/4/28 魚介類販売業 小樽市高島３丁目１３番１号 24-1605

炭火ホルモン　頂 小樽市稲穂２丁目１６番４号 55-2828 中川　遼 第　14　号 H29/4/28 飲食店営業（軽　飲）

町の小さな飲み屋さん　こばやし鉄
工

小樽市花園１丁目１１番１７号 小林　和美 第　15　号 H29/5/1 飲食店営業（軽　飲）

酒田商店 小樽市稲穂３丁目１１番３号 22-1635 酒田　昭之輔 第　16　号 H29/5/1 飲食店営業（調　理）

売店 小樽市入船５丁目３番１号 33-2213 サンカンパニー有限会社 第　1　号 H29/5/2 乳類販売業 札幌市東区北３６条東７丁目２番２３号 011-733-5255

ステーキ丼　えぞや 小樽市色内１丁目１番１７号 北海道山港物産株式会社 第　17　号 H29/5/2 飲食店営業（食　堂） 小樽市住吉町３番１４０２号 24-2453

ボートカフェ　はしけ 小樽市市内一円 川村　栄 第　18　号 H29/5/2 飲食店営業（船　舶）

家の味　心 小樽市桜１丁目１７番２号 54-9061 岩野　範子 第　19　号 H29/5/8 飲食店営業（軽　飲）

コミュニティスペース　おさんぽカ
フェ

小樽市銭函１丁目３２番１号 61-5115 有限会社　おいらーく 第　20　号 H29/5/9 飲食店営業（軽　飲） 札幌市東区東苗穂３条１丁目２番６５号 011-780-6500

小樽市忍路１丁目２９２番地 小林　洋 第　1　号 H29/5/10
水産加工品製造業（ウ
ニ）

小樽市忍路１丁目２９２番地 小林　涼 第　2　号 H29/5/10
水産加工品製造業（ウ
ニ）

和弘食品（株）北海道工場 小樽市銭函３丁目５０４番地１ 62-0505
株式会社　ジャパンビバレッジ
ホールディングス

第　21　号 H29/5/16 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

ファミリーマート小樽長橋５丁目店 小樽市長橋５丁目２２番２７号 31-2680 佐藤　悠 第　22　号 H29/5/18 飲食店営業（軽　飲）

ファミリーマート小樽長橋５丁目店 小樽市長橋５丁目２２番２７号 31-2680 佐藤　悠 第　2　号 H29/5/18 乳類販売業

ファミリーマート小樽長橋５丁目店 小樽市長橋５丁目２２番２７号 31-2680 佐藤　悠 第　1　号 H29/5/18 食肉販売業（包装肉）

ファミリーマート小樽長橋５丁目店 小樽市長橋５丁目２２番２７号 31-2680 佐藤　悠 第　3　号 H29/5/18
魚介類販売業（包装
魚）

小樽はまなす歌謡教室 小樽市奥沢１丁目１８番１８号 22-9305 中沢　良子 第　23　号 H29/5/18 飲食店営業（軽　飲）

北海道デイリーライス株式会社 小樽市銭函３丁目５０２番地９ 62-7333 北海道デイリーライス株式会社 第　2　号 H29/5/19
容器包装入食品製造
業

小樽市銭函３丁目５０２番地９ 62-7333

炭火焼肉弁当　小樽カルビ 小樽市オタモイ１丁目２番７号 株式会社　スマイルエイジ 第　24　号 H29/5/22 飲食店営業（弁　当） 小樽市稲穂２丁目９番７号 32-1949

たっちゃん 小樽市内一円 野﨑　達美 第　25　号 H29/5/22 飲食店営業（自動車）

月と珈本 小樽市住吉町４番４号 24-1031 計良　夢奈 第　26　号 H29/5/22 飲食店営業（軽　飲）
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二輪草 小樽市花園１丁目４番２４号 土屋　修 第　27　号 H29/5/22 飲食店営業（軽　飲）

手羽先ハイボール酒場 小樽市花園１丁目１２番１０号 31-7300 黒田　悠太 第　28　号 H29/5/23 飲食店営業（軽　飲）

ＭＡＧＩＣＢＡＲ　Ｐacket 小樽市花園１丁目９番２６号 65-7090 竹田　恭平 第　29　号 H29/5/23 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 株式会社　ファミリーマート 第　30　号 H29/5/24 飲食店営業（軽　飲） 東京都豊島区東池袋３丁目１番１号 03-3989-6600

ファミリーマート小樽運河 小樽市港町５番３号 31-0162 株式会社　ファミリーマート 第　2　号 H29/5/24 食肉販売業（包装肉） 東京都豊島区東池袋３丁目１番１号 03-3989-6600

ファミリーマート小樽運河 小樽市港町５番３号 31-0162 株式会社　ファミリーマート 第　4　号 H29/5/24
魚介類販売業（包装
魚）

東京都豊島区東池袋３丁目１番１号 03-3989-6600

ファミリーマート小樽運河 小樽市港町５番３号 31-0162 株式会社　ファミリーマート 第　3　号 H29/5/24 乳類販売業 東京都豊島区東池袋３丁目１番１号 03-3989-6600

Ｃａｆｅ　&　Ｈａｌｌ　Ｍａｔａｎｏ 小樽市張碓町５３１番地１６ 62-1541 亦野　寿子 第　31　号 H29/5/29 飲食店営業（軽　飲）

ファミリーマート小樽稲穂２丁目店 小樽市稲穂２丁目１８番１号 23-1185 細川　文惠 第　5　号 H29/5/29
魚介類販売業（包装
魚）

活　小樽水産 小樽市花園１丁目１１番１０号 61-7227 株式会社　プロスペラール 第　32　号 H29/5/30 飲食店営業（軽　飲） 小樽市花園１丁目１１番１０号 61-7227

手羽先ハイボール酒場 小樽市花園１丁目１２番１０号 31-7300 佐々木　健二 第　33　号 H29/5/30 飲食店営業（軽　飲）

やすらぎ荘　売店 小樽市オタモイ１丁目２０番１８号 26-3272
一般社団法人　小樽身体障害者
福祉協会

第　4　号 H29/6/2 喫茶店営業 小樽市稲穂４丁目１番２号 23-4570

Ｂｕｄｄｙ’ｓ 小樽市張碓町７５番地１ 佐藤　是介 第　34　号 H29/6/6 飲食店営業（軽　飲）

株式会社　ＩＴＯ商事 小樽市オタモイ３丁目２５番５号 55-0486 牟　東威 第　3　号 H29/6/6 水産加工品製造業

Out Works Zootj 小樽市最上１丁目１８番１号 新田　洵司 第　35　号 H29/6/6 飲食店営業（軽　飲）

曲イ田中酒造株式会社　亀甲蔵 小樽市信香町２番２号 21-2390 曲イ田中酒造株式会社 第　1　号 H29/6/6 清涼飲料水製造業 小樽市色内３丁目２番５号 21-2390

バーベキューハウス　フクロー 小樽市張碓町２３８番地 64-9133 今井　朋子 第　36　号 H29/6/8 飲食店営業（軽　飲）

小樽洋菓子舗ルタオ１Ｆ 小樽市堺町７番１６号 40-5480 株式会社　ケイシイシイ 第　1　号 H29/6/9
アイスクリーム類製造
業

千歳市泉沢１００７番地９０ 0123-28-3155

SHUKURA 小樽市稲穂２丁目４番６号 64-5338 株式会社　虹希 第　37　号 H29/6/9 飲食店営業（軽　飲） 小樽市花園１丁目１１番３号 24-6009

すずなり 小樽市高島１丁目４番１６号 24-1231 合同会社　小樽高島成田漁業部 第　39　号 H29/6/15 飲食店営業（軽　飲） 小樽市高島１丁目８番２１号 23-7331

新日本海サービス株式会社 小樽市築港７番８号 33-3261 新日本海サービス株式会社 第　1　号 H29/6/19
缶詰又は瓶詰食品製
造業

大阪市北区梅田２丁目５番２５号 06-6341-1321

カラオケ・スナック　ゆうらく 小樽市花園１丁目８番２１号 24-1270 佐々木　せつ子 第　40　号 H29/6/20 飲食店営業（軽　飲）

3 / 12 ページ



平成２９年４月１日から平成３０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

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　41　号 H29/6/20 飲食店営業（自動車） 栃木県宇都宮市新里町甲４４５ 028-652-3018

マルスイ小樽マリン株式会社 小樽市銭函５丁目５５番地３
0133-76-
1311

マルスイ小樽マリン株式会社 第　2　号 H29/6/21 そうざい製造業 小樽市銭函５丁目５５番地３ 0133-76-1311

Ｒｉｅｎ 小樽市花園１丁目９番５号 33-0010 株式会社　Ｒｉｅｎ 第　42　号 H29/6/22 飲食店営業（軽　飲） 小樽市オタモイ１丁目２１番１１号 33-0010

余市がんがら分店　串焼　涼 小樽市花園１丁目１１番２１号 65-7031 田村　涼 第　48　号 H29/6/27 飲食店営業（軽　飲）

太平楽 小樽市銭函３丁目銭函海水浴場 大平　勝昭 第　49　号 H29/6/28 飲食店営業（海水浴）

sato coffee 小樽市内一円 有限会社　丸三青木商事 第　5　号 H29/6/28 喫茶店営業（自動車） 札幌市中央区南１１条西１丁目３番２号 011-511-5008

Ｌａ　ｐｅｔｉｔｅ　ｐȇｃｈｅ 小樽市銭函２丁目３６番５号 佐藤　美貴 第　52　号 H29/6/29 飲食店営業（軽　飲）

Ｌａ　ｐｅｔｉｔｅ　ｐȇｃｈｅ 小樽市銭函２丁目３６番５号 佐藤　美貴 第　3　号 H29/6/29 菓子製造業

セブンイレブン小樽桂岡店 小樽市桂岡町３番１号 62-4811 有限会社　彩商事 第　55　号 H29/7/6 飲食店営業（軽　飲） 小樽市桂岡町３番１号 62-4811

セブンイレブン小樽桂岡店 小樽市桂岡町３番１号 62-4811 有限会社　彩商事 第　3　号 H29/7/6 食肉販売業（包装肉） 小樽市桂岡町３番１号 62-4811

セブンイレブン小樽桂岡店 小樽市桂岡町３番１号 62-4811 有限会社　彩商事 第　6　号 H29/7/6
魚介類販売業（包装
魚）

小樽市桂岡町３番１号 62-4811

セブンイレブン小樽桂岡店 小樽市桂岡町３番１号 62-4811 有限会社　彩商事 第　4　号 H29/7/6 乳類販売業 小樽市桂岡町３番１号 62-4811

ＳＯＵＮＤ　ＣＩＴＹ 小樽市銭函２丁目３８番６号 石飛　吉髙 第　56　号 H29/7/6 飲食店営業（軽　飲）

小樽カルビ２号車 小樽市内一円 株式会社　スマイルエイジ 第　61　号 H29/7/12 飲食店営業（自動車） 小樽市稲穂２丁目９番７号 32-1949

のみどころ　La Miho 小樽市入船１丁目６番９号 22-7442 長谷　美保 第　62　号 H29/7/12 飲食店営業（軽　飲）

Sapphire 小樽市色内１丁目９番６号 外﨑　正 第　63　号 H29/7/12 飲食店営業（軽　飲）

小樽和菓子工房　游菓 小樽市色内１丁目６番２７号 55-5747 青木　雄二 第　64　号 H29/7/12 飲食店営業（軽　飲）

Ｉ’ｓ　アイズ 小樽市花園１丁目９番２３号 24-5996 伊藤　京子 第　65　号 H29/7/12 飲食店営業（軽　飲）

さかな料理　浜茶屋 小樽市花園３丁目２番１４号 24-0769 銭谷　規子 第　67　号 H29/7/20 飲食店営業（軽　飲）

炭火焼肉弁当　小樽カルビ 小樽市オタモイ１丁目２番７号 株式会社　スマイルエイジ 第　3　号 H29/7/21 そうざい製造業 小樽市稲穂２丁目９番７号 32-1949

炭火焼肉弁当　小樽カルビ 小樽市オタモイ１丁目２番７号 株式会社　スマイルエイジ 第　1　号 H29/7/21
食品の冷凍又は冷蔵
業

小樽市稲穂２丁目９番７号 32-1949

札幌シーフーズ（株）小樽工場 小樽市銭函５丁目５７番地２０
0133-76-
6911

札幌シーフーズ株式会社 第　4　号 H29/7/21 水産加工品製造業
札幌市中央区北１４条西１８丁目１番１８
号ＳＳＦ５７ビル

011-374-1122
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札幌シーフーズ（株）小樽工場 小樽市銭函５丁目５７番地１７
0133-76-
6911

札幌シーフーズ株式会社 第　4　号 H29/7/21 そうざい製造業
札幌市中央区北１４条西１８丁目１番１８
号ＳＳＦ５７ビル

011-374-1122

小樽カルビ１号車 小樽市内一円 株式会社　スマイルエイジ 第　68　号 H29/7/24 飲食店営業（自動車） 小樽市稲穂２丁目９番７号 32-1949

小樽カルビ３号車 小樽市内一円 株式会社　スマイルエイジ 第　69　号 H29/7/24 飲食店営業（自動車） 小樽市稲穂２丁目９番７号 32-1949

新日本海サービス株式会社 小樽市築港７番８号 33-3261 新日本海サービス株式会社 第　3　号 H29/7/24 漬物製造業 大阪市北区梅田２丁目５番２５号 06-6341-1321

有限会社　丸藤水産 小樽市祝津２丁目３４８番地 29-0581 有限会社　丸藤水産 第　1　号 H29/7/25 食肉処理業 小樽市祝津２丁目３４８番地 29-0581

コープさっぽろオタモイ店 小樽市オタモイ１丁目３番２６号 26-3235 生活協同組合コープさっぽろ 第　70　号 H29/7/25 飲食店営業（調　理） 札幌市西区発寒１１条５丁目１０番１号 011-671-5624

コープさっぽろオタモイ店 小樽市オタモイ１丁目３番２６号 26-3235 生活協同組合コープさっぽろ 第　71　号 H29/7/25 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

コープさっぽろオタモイ店 小樽市オタモイ１丁目３番２６号 26-3235 生活協同組合コープさっぽろ 第　4　号 H29/7/25 菓子製造業 札幌市西区発寒１１条５丁目１０番１号 011-671-5624

スナック　花いち 小樽市花園１丁目１１番２５号 32-5777 越智　いち 第　72　号 H29/7/28 飲食店営業（軽　飲）

浜の屋 小樽市祝津３丁目２５９番地 23-5559 カクコメ茨木産業株式会社 第　73　号 H29/7/31 飲食店営業（食　堂） 小樽市祝津３丁目１４５番地 23-5559

暖カフェ 小樽市稲穂１丁目１番８号 社会福祉法人　ノマド福祉会 第　74　号 H29/8/2 飲食店営業（軽　飲） 小樽市赤岩２丁目６６番７号 31-2222

クルーズキッチン 小樽市内一円
0166-92-
1718

株式会社　クールスター 第　75　号 H29/8/9 飲食店営業（自動車）
札幌市清田区美しが丘１条９丁目１番１
号

011-207-9001

麺屋　うんが 小樽市色内１丁目１番１７号 若山　梨乃 第　78　号 H29/8/10 飲食店営業（食　堂）

Ｂａｒ　Ａｚｉｔｏ 小樽市花園１丁目１１番１６号 石原　誠 第　79　号 H29/8/16 飲食店営業（軽　飲）

ちょこっと呑み屋　りん 小樽市花園１丁目１番１５号 渡辺　夕紀子 第　80　号 H29/8/17 飲食店営業（軽　飲）

惣菜　和 小樽市銭函１丁目８番２２号 62-6074 瀬川　和子 第　81　号 H29/8/18 飲食店営業（調　理）

Ｐａｌ 小樽市花園１丁目１２番２号 34-0700 宮本　章弘 第　82　号 H29/8/22 飲食店営業（軽　飲）

Ｂｅｅｆ　＆　Ｗｉｎｅｂａｒ　灯－LAMP 小樽市花園３丁目８番１８号 61-1170 浅野　之薫 第　83　号 H29/8/22 飲食店営業（軽　飲）

セブンイレブン小樽花園２丁目店 小樽市花園２丁目７番４号 23-1534 株式会社　山高高木 第　84　号 H29/8/24 飲食店営業（軽　飲） 小樽市花園４丁目１８番１号 23-1534

セブンイレブン小樽花園２丁目店 小樽市花園２丁目７番４号 23-1534 株式会社　山高高木 第　5　号 H29/8/24 乳類販売業 小樽市花園４丁目１８番１号 23-1534

セブンイレブン小樽花園２丁目店 小樽市花園２丁目７番４号 23-1534 株式会社　山高高木 第　4　号 H29/8/24 食肉販売業（包装肉） 小樽市花園４丁目１８番１号 23-1534

セブンイレブン小樽花園２丁目店 小樽市花園２丁目７番４号 23-1534 株式会社　山高高木 第　8　号 H29/8/24
魚介類販売業（包装
魚）

小樽市花園４丁目１８番１号 23-1534
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株式会社　桑田屋 小樽市新光２丁目２１番１７号 34-3840 株式会社　桑田屋 第　5　号 H29/8/24 菓子製造業 札幌市西区山の手１条３丁目５番１６号 011-641-8529

ファミリーマート小樽稲穂２丁目店 小樽市稲穂２丁目１８番１号 23-1185 細川　文恵 第　85　号 H29/8/25 飲食店営業（軽　飲）

熱闘ホルモン甲子園 小樽市花園１丁目１２番３号 22-2969 合同会社　ＨＵＳＴＬＥ　JET 第　94　号 H29/9/4 飲食店営業（軽　飲） 小樽市花園１丁目１２番３号 22-2969

浜大商事株式会社 小樽市内一円 浜大商事株式会社 第　95　号 H29/9/5 飲食店営業（自動車） 群馬県前橋市元総社町９４８番地８ 027-289-9338

スープキッチン　札幌 小樽市港町６番５号 24-8000 株式会社　コモセン 第　96　号 H29/9/6 飲食店営業（軽　飲） 札幌市中央区南６条東３丁目３番地２ 011-242-3001

和膳　夢二亭 小樽市入船２丁目８番１号 64-9082 株式会社　池本 第　97　号 H29/9/6 飲食店営業（食　堂）
山梨県南都富士河口湖河口１１６０番地
２

0555-73-8038

共和紙業株式会社 小樽市銭函３丁目５０３番地８ 62-6211
北海道コカ・コーラボトリング株式
会社

第　6　号 H29/9/7 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

ノーススタートランスポート（株）本
社現業所

小樽市港町７番２号 24-0211
北海道コカ・コーラボトリング株式
会社

第　8　号 H29/9/11 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

ＭＯＧ　Ｋｉｔｃｈｅｎ 小樽市内一円
011-215-
5848

加藤　晃之 第　110　号 H29/9/12 飲食店営業（自動車）

小松食品（株） 小樽市新光１丁目２番２号 54-6233
北海道コカ・コーラボトリング株式
会社

第　9　号 H29/9/13 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

和み処　ひより 小樽市花園１丁目１２番３号 佐々木　忠康 第　111　号 H29/9/13 飲食店営業（軽　飲）

スーパーアークス長橋店 小樽市長橋２丁目１７番２３号 31-2345 株式会社　マーフィード 第　10　号 H29/9/13 喫茶店営業（自販機）
神奈川県横浜市中区日本大通６０朝日
生命横浜ビル２階

045-228-1147

スーパーアークス長橋店 小樽市長橋２丁目１７番２３号 31-2345 株式会社　ラルズ 第　12　号 H29/9/13 魚介類販売業
札幌市中央区南１３条西１１丁目２番３２
号

011-530-6000

スーパーアークス長橋店 小樽市長橋２丁目１７番２３号 31-2345 株式会社　ラルズ 第　112　号 H29/9/13 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

スーパーアークス長橋店 小樽市長橋２丁目１７番２３号 31-2345 株式会社　ラルズ 第　5　号 H29/9/13 そうざい製造業
札幌市中央区南１３条西１１丁目２番３２
号

011-530-6000

スーパーアークス長橋店 小樽市長橋２丁目１７番２３号 31-2345 株式会社　ラルズ 第　6　号 H29/9/13 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

スーパーアークス長橋店 小樽市長橋２丁目１７番２３号 31-2345 株式会社　ラルズ 第　113　号 H29/9/13 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

セブンイレブン小樽稲穂５丁目店 小樽市稲穂５丁目４番１８号 27-7122
株式会社　セブン－イレブン・ジャ
パン

第　124　号 H29/9/14 飲食店営業（軽　飲） 東京都千代田区二番町８番地８ 03-6238-3711

セブンイレブン小樽稲穂５丁目店 小樽市稲穂５丁目４番１８号 27-7122
株式会社　セブン－イレブン・ジャ
パン

第　9　号 H29/9/14 乳類販売業 東京都千代田区二番町８番地８ 03-6238-3711

セブンイレブン小樽稲穂５丁目店 小樽市稲穂５丁目４番１８号 27-7122
株式会社　セブン－イレブン・ジャ
パン

第　9　号 H29/9/14 食肉販売業（包装肉） 東京都千代田区二番町８番地８ 03-6238-3711

セブンイレブン小樽稲穂５丁目店 小樽市稲穂５丁目４番１８号 27-7122
株式会社　セブン－イレブン・ジャ
パン

第　15　号 H29/9/14
魚介類販売業（包装
魚）

東京都千代田区二番町８番地８ 03-6238-3711

ラルズ　シガ長橋店 小樽市長橋２丁目１７番２３号 31-2345
北海道コカ・コーラボトリング株式
会社

第　13　号 H29/9/15 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
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札樽ゴルフ倶楽部　レストラン
小樽市朝里川温泉１丁目５０４番
地

54-5511 株式会社　Ｓａｓｓｏｎ 第　125　号 H29/9/15 飲食店営業（食　堂） 小樽市朝里川温泉１丁目５０４番地 54-5511

札樽ゴルフ倶楽部　コース売店
小樽市朝里川温泉１丁目５０４番
地

54-5511 株式会社　Ｓａｓｓｏｎ 第　126　号 H29/9/15 飲食店営業（軽　飲） 小樽市朝里川温泉１丁目５０４番地 54-5511

中央タクシー（株） 小樽市オタモイ１丁目２番３号 34-2020
北海道コカ・コーラボトリング株式
会社

第　18　号 H29/9/19 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

ＵＤトラックス　小樽支店 小樽市塩谷２丁目１番６号 26-1123
北海道コカ・コーラボトリング株式
会社

第　19　号 H29/9/19 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

杉商㈱桜町ＳＳ 小樽市桜５丁目７番１号 52-2414
北海道コカ・コーラボトリング株式
会社

第　20　号 H29/9/19 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

パン工房　うぃすてりあ　小樽店 小樽市色内１丁目１０番４号 65-7180
株式会社　メディカルシステムネッ
トワーク

第　8　号 H29/9/22 菓子製造業 札幌市中央区北１０条西２４丁目３番地 011-615-9900

パン工房　うぃすてりあ　小樽店 小樽市色内１丁目１０番４号 65-7180
株式会社　メディカルシステムネッ
トワーク

第　161　号 H29/9/22 飲食店営業（調　理） 札幌市中央区北１０条西２４丁目３番地 011-615-9900

千春鮨 小樽市色内１丁目５番１０号 29-4689 五十嵐　眞智子 第　172　号 H29/9/27 飲食店営業（食　堂）

あおいねこ 小樽市高島２丁目１７番１２号 64-5756 山本　聖子 第　173　号 H29/9/28 飲食店営業（軽　飲）

松露庵　小樽店 小樽市堺町４番１７号 31-5055 株式会社　ワイズコーポレーション 第　11　号 H29/9/28 菓子製造業 新潟県新潟市東区末広町３番１７号 075-254-6744

さくら食品株式会社 小樽市奥沢１丁目２１番１５号 25-1030 さくら食品株式会社 第　2　号 H29/9/28
アイスクリーム類製造
業

小樽市奥沢１丁目２１番１５号 25-1030

ひとりＣＳＡｓｈｏｐ 小樽市花園２丁目１１番１号 ミリケン　恵子 第　174　号 H29/10/5 飲食店営業（調　理）

ＺＥＲＯ 小樽市内一円 沓掛　和彦 第　175　号 H29/10/5 飲食店営業（自動車）

千真水産 小樽市稲穂２丁目１番８号 55-0030 千葉　真一 第　26　号 H29/10/12 魚介類販売業

湖　うみ 小樽市花園１丁目１１番１８号 新田　幸子 第　176　号 H29/10/12 飲食店営業（軽　飲）

おたる夢酒場 小樽市稲穂１丁目７番１５号 葛西　隆宏 第　177　号 H29/10/20 飲食店営業（軽　飲）

お食事処　丸味屋 小樽市稲穂３丁目１０番１５号 22-6522 株式会社　丸信あい田 第　178　号 H29/10/30 飲食店営業（食　堂） 小樽市稲穂３丁目１０番１６号 27-2173

丸味屋 小樽市稲穂３丁目１０番１６号 22-6522 株式会社　丸信あい田 第　24　号 H29/10/30 水産加工品製造業 小樽市稲穂３丁目１０番１６号 27-2173

丸味屋 小樽市稲穂３丁目１０番１６号 22-6522 株式会社　丸信あい田 第　27　号 H29/10/30 魚介類販売業 小樽市稲穂３丁目１０番１６号 22-6522

ＨＡＬＡＬ食堂 小樽市稲穂３丁目１０番１６号 61-7039 株式会社　アマントレーディング 第　179　号 H29/10/30 飲食店営業（食　堂） 小樽市桜１丁目１１番１８号 61-7152

ISO 小樽市色内２丁目２番１４号 31-1888 株式会社　ファインドリームス 第　180　号 H29/10/31 飲食店営業（軽　飲）
札幌市北区北１５条西４丁目２番１６号
NRKビル３階

011-700-1001

銘酒角打ちセンター　たかの 小樽市稲穂２丁目２２ 高野　洋一 第　181　号 H29/11/1 飲食店営業（軽　飲）
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真珠（パール） 小樽市花園１丁目８番１１号 24-3623 柏　美香 第　182　号 H29/11/7 飲食店営業（軽　飲）

いちの家 小樽市色内３丁目１０番１５号 32-7737 小笠原　光一 第　183　号 H29/11/8 飲食店営業（食　堂）

DOLCE　PLANNING 小樽市高島２丁目６番１２号 64-1578 株式会社　DOLCE　PLANNING 第　12　号 H29/11/14 菓子製造業 小樽市高島２丁目６番１２号 64-1578

DOLCE　PLANNING 小樽市高島２丁目６番１２号 64-1578 株式会社　DOLCE　PLANNING 第　2　号 H29/11/14 乳製品製造業 小樽市高島２丁目６番１２号 64-1578

DOLCE　PLANNING 小樽市高島２丁目６番１２号 64-1578 株式会社　DOLCE　PLANNING 第　3　号 H29/11/14
アイスクリーム類製造
業

小樽市高島２丁目６番１２号 64-1578

Bal snack NEO 小樽市花園１丁目１２番２０号 志賀　みどり 第　185　号 H29/11/16 飲食店営業（軽　飲）

港町イタリアン　ガバチョ！！ 小樽市築港１１番５号 21-5565 小樽フードシステム株式会社 第　186　号 H29/11/16 飲食店営業（食　堂） 小樽市築港１１番５号 21-7109

小樽洋菓子舗ルタオ 小樽市堺町７番１６号 40-5480 株式会社　ケイシイシイ 第　27　号 H29/11/17 喫茶店営業 千歳市泉沢１００７番地９０ 0123-28-3155

ゆらぎ
小樽市朝里川温泉１丁目３０６番
地３９

52-0922
特定非営利活動法人　北海道地
域福祉支援センター

第　187　号 H29/11/20 飲食店営業（軽　飲） 小樽市朝里川温泉１丁目３０６番地３９ 52-0922

朝里川温泉スキー場　ガルチック
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　28　号 H29/11/20 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

オクタゴン 小樽市堺町１番１７号 61-1515 株式会社　DOLCE　PLANNING 第　13　号 H29/11/24 菓子製造業 小樽市高島２丁目６番１２号 0134-64-1578

串かつ風土　小樽店 小樽市花園１丁目１０番９号 61-7611 株式会社　アトリエフ 第　188　号 H29/11/27 飲食店営業（軽　飲）
札幌市白石区平和通１６丁目北５番２０
号

011-598-7017

ラルズマート桜町店 小樽市桜１丁目１７番９号
北海道コカ・コーラボトリング株式
会社

第　29　号 H29/11/28 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

La salle de F（ラ・サルー・ドゥ・エフ） 小樽市花園１丁目８番１８号 64-1047 小田柿　富美子 第　189　号 H29/11/28 飲食店営業（軽　飲）

小樽市高島１丁目８番２１号 23-7331 合同会社　小樽高島成田漁業部 第　25　号 H29/11/29
水産加工品製造業（ウ
ニ）

小樽市高島１丁目８番２１号

スナック　ココロ 小樽市花園１丁目１１番２１号 34-8018 松田　美和 第　190　号 H29/11/29 飲食店営業（軽　飲）

花銀酒家 小樽市花園１丁目１０番９号 64-1125 アクトス株式会社 第　192　号 H29/12/4 飲食店営業（食　堂） 札幌市白石区平和通１６丁目北５－２０ 011-522-8986

ローソン小樽港町店 小樽市港町７番２号 31-6693 小林　保 第　193　号 H29/12/4 飲食店営業（軽　飲）

ローソン小樽港町店 小樽市港町７番２号 31-6693 小林　保 第　12　号 H29/12/4 食肉販売業（包装肉）

ローソン小樽港町店 小樽市港町７番２号 31-6693 小林　保 第　28　号 H29/12/4
魚介類販売業（包装
魚）

ローソン小樽港町店 小樽市港町７番２号 31-6693 小林　保 第　14　号 H29/12/4 乳類販売業

ピカンティ　小樽船見坂 小樽市稲穂３丁目１０番１２号 31-5275 幸和商事株式会社 第　194　号 H29/12/5 飲食店営業（食　堂） 小樽市稲穂３丁目１０番１２号 61-1143
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和弘食品（株）本社 小樽市銭函３丁目５０４番地１ 62-0505
株式会社　ジャパンビバレッジ
ホールディングス

第　195　号 H29/12/5 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

朝里川温泉スキー場　バルト・シュ
ネー

小樽市朝里川温泉１丁目３９４番
地

54-0101 株式会社　Ｓａｓｓｏｎ 第　196　号 H29/12/6 飲食店営業（食　堂） 小樽市朝里川温泉１丁目５０４番地 54-5511

朝里川温泉スキー場　コーヒースタ
ンド

小樽市朝里川温泉１丁目３９４番
地

54-0101 株式会社　Ｓａｓｓｏｎ 第　197　号 H29/12/6 飲食店営業（軽　飲） 小樽市朝里川温泉１丁目５０４番地 54-5511

朝里川温泉スキー場　ガルチックハ
ウス

小樽市朝里川温泉１丁目３９４番
地

54-0101 株式会社　Ｓａｓｓｏｎ 第　198　号 H29/12/6 飲食店営業（食　堂） 小樽市朝里川温泉１丁目５０４番地 54-5511

株式会社　北源 小樽市銭函３丁目５２１番地１３ 62-7862 株式会社　北源 第　1　号 H29/12/8 食用油脂製造業 小樽市銭函３丁目５２１番地１３ 62-7862

朝里川温泉スキー場　バルーガー
小樽市朝里川温泉１丁目３９４番
地

54-0101 株式会社　Ｓａｓｓｏｎ 第　199　号 H29/12/15 飲食店営業（軽　飲） 小樽市朝里川温泉１丁目５０４番地 52-5511

焼肉　やまき 小樽市桜１丁目２１番２６号 土門　剛 第　200　号 H29/12/26 飲食店営業（軽　飲）

小樽らーめん一番 小樽市入船１丁目２番１６号 22-5517 後藤　章平 第　201　号 H29/12/28 飲食店営業（軽　飲）

東急JV朝里トンネル職員宿舎 小樽市天神２丁目２０番１１号 株式会社　ホクショク 第　202　号 H29/12/28 飲食店営業（食　堂） 札幌市北区屯田５条１０丁目１０－２４ 011-772-9005

株式会社　M・O・T 小樽市入船３丁目６番１８号 64-1271 株式会社　M・O・T 第　4　号 H30/1/4
容器包装入食品製造
業

小樽市入船３丁目６番１８号 64-1271

Ｌｕｃｅ 小樽市新光２丁目１番２６号 61-7493 小林　あづさ 第　203　号 H30/1/4 飲食店営業（軽　飲）

ゲストハウス小樽　和の風 小樽市花園４丁目１４番１５号 61-7161
北海道コカ・コーラボトリング株式
会社

第　30　号 H30/1/10 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

餃子とビールですけど 小樽市花園１丁目１１番１６号 佐々木　健二 第　204　号 H30/1/10 飲食店営業（軽　飲）

万年青 小樽市山田町２番９号 河﨑　政夫 第　205　号 H30/1/11 飲食店営業（軽　飲）

ワインビストロ　カタバミ 小樽市稲穂２丁目１６番６号 酒井　満好 第　206　号 H30/1/17 飲食店営業（軽　飲）

茶寮　青葉ヶ丘 小樽市花園５丁目６番４号 64-9077 中村　功二 第　207　号 H30/1/18 飲食店営業（食　堂）

CoCo壱番屋　小樽有幌町店 小樽市有幌町２番１２号 21-7166 株式会社　キサチ 第　208　号 H30/1/18 飲食店営業（食　堂） 小樽市有幌町２番１２号 21-7166

戸田建設㈱食堂 小樽市塩谷２丁目３８番５号 株式会社　ホクショク 第　209　号 H30/1/18 飲食店営業（食　堂） 札幌市北区屯田５条１０丁目１０－２４ 011-772-9005

若鶏時代なると本店 小樽市稲穂３丁目１６番１３号 32-3280 有限会社　若鶏時代なると 第　210　号 H30/1/18 飲食店営業（食　堂） 小樽市稲穂３丁目１６番１３号 32-3280

若鶏時代なると本店 小樽市稲穂３丁目１６番１３号 32-3280 有限会社　若鶏時代なると 第　12　号 H30/1/24 そうざい製造業 小樽市稲穂３丁目１６番１３号 32-3280

札幌シーフーズ小樽工場 小樽市銭函５丁目５７番地２１
0133-76-
6911

札幌シーフーズ株式会社 第　26　号 H30/1/24 水産加工品製造業
札幌市中央区北１４条西１８丁目１番１８
号ＳＳＦ５７ビル

011-374-1122

マスカレード 小樽市花園１丁目９番５号 64-1777 髙野　えり子 第　211　号 H30/1/24 飲食店営業（軽　飲）
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小樽カルビ　出抜小路店 小樽市色内１丁目１番１７号 株式会社　スマイルエイジ 第　212　号 H30/1/29 飲食店営業（軽　飲） 小樽市稲穂２丁目９番７号 26-3102

余市小樽舗装工事食堂 小樽市緑３丁目１３番１５号
エヌ・エス・フードシステム株式会
社

第　213　号 H30/2/6 飲食店営業（食　堂） 札幌市東区東苗穂３条３丁目１－３１ 011-784-7230

ローソンおたる望洋店 小樽市望洋台３丁目７番２２号 54-6087 有限会社　宮坂 第　214　号 H30/2/6 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

ローソンおたる望洋店 小樽市望洋台３丁目７番２２号 54-6087 有限会社　宮坂 第　13　号 H30/2/6 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

ローソンおたる望洋店 小樽市望洋台３丁目７番２２号 54-6087 有限会社　宮坂 第　15　号 H30/2/6 乳類販売業
札幌市手稲区西宮の沢１条３丁目１番３
号

ほっともっと小樽奥沢１丁目店 小樽市奥沢１丁目２３番１７号 31-2251 株式会社　プレナス 第　215　号 H30/2/6 飲食店営業（弁　当）
福岡県福岡市博多区上牟田１丁目１９番
２１号

092-452-3600

おたる　夢市場 小樽市稲穂２丁目１３番９号 22-0555
ＳＵＧＩＭＵＲＡ　ＳＥＡＦＯＯＤ合同
会社

第　29　号 H30/2/7 魚介類販売業 小樽市稲穂２丁目１３番９号 22-0555

居酒屋　あさり村 小樽市新光１丁目１１番５号 64-5575 株式会社　優村 第　218　号 H30/2/16 飲食店営業（軽　飲） 小樽市朝里川温泉１丁目７７８番地１

ラム家 小樽市花園３丁目１８番１０号 乳井　秀憲 第　219　号 H30/2/22 飲食店営業（軽　飲）

boite de nuit haco 小樽市花園３丁目１６番１号 寳福　良子 第　220　号 H30/2/27 飲食店営業（軽　飲）

鮮魚の魚一 小樽市錦町９番４号 銭谷　正健 第　30　号 H30/3/2 魚介類販売業

タケダのザンギ 小樽市堺町４番１８号 有限会社　越後屋陶器店 第　224　号 H30/3/2 飲食店営業（軽　飲） 小樽市花園４丁目４番１号 33-1633

ごはんや新ｃｈａｎ 小樽市張碓町１７６番地 62-4995 森山　新之輔 第　225　号 H30/3/6 飲食店営業（軽　飲）

アンビシャス 小樽市花園３丁目９番７号 磯野　竜巳 第　226　号 H30/3/7 飲食店営業（軽　飲）

小樽洋菓子舗ルタオ１Ｆ 小樽市堺町７番１６号 31-4500 株式会社　ケイシイシイ 第　7　号 H30/3/7
食品の冷凍又は冷蔵
業

千歳氏泉沢１００７番地９０ 0123-28-3155

串焼大将　小樽分店 小樽市塩谷２丁目１５番１７号 26-2770 近藤　洋平 第　237　号 H30/3/12 飲食店営業（調　理）

自立サポート彩り舎 小樽市花園４丁目７番５号 64-7062 株式会社　イーゼル 第　248　号 H30/3/13 飲食店営業（弁　当） 小樽市最上１丁目２３番３号 64-7061

社会福祉法人　小樽高島福祉会
給食サービスセンター

小樽市手宮１丁目５番３０号 31-2100 社会福祉法人　小樽高島福祉会 第　253　号 H30/3/16 飲食店営業（仕　出） 小樽市手宮１丁目５番３０番 31-2100

ならみだてストアー 小樽市潮見台１丁目４番１７号 23-2372 楢見舘　勝己 第　17　号 H30/3/19 食肉販売業（包装肉）

０１（ＺＥＲＯ　ＯＮＥ） 小樽市花園１丁目１１番１５号 稲沢　友美 第　280　号 H30/3/26 飲食店営業（軽　飲）

宅配クックワン・ツゥ・スリー小樽店 小樽市若竹町１３番１１６号 64-7511 フロックス株式会社 第　293　号 H30/3/26 飲食店営業（仕　出） 小樽市花園２丁目５番２号 65-8081

宅配クックワン・ツゥ・スリー小樽店 小樽市若竹町１３番１１６号 64-7511 フロックス株式会社 第　28　号 H30/3/26 乳類販売業 小樽市花園２丁目５番２号 65-8081
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北海道職業能力開発大学校　学生
ホール食堂

小樽市銭函３丁目１９０番地 62-3553 株式会社　リエイ 第　294　号 H30/3/27 飲食店営業（食　堂）
千葉県浦安市入船１丁目５番２号ＮＢＦ
新浦安タワー１４階

047-355-8181

北海道職業能力開発大学校　学生
寮食堂

小樽市銭函３丁目１９２番地 62-3553 株式会社　リエイ 第　295　号 H30/3/27 飲食店営業（食　堂）
千葉県浦安市入船１丁目５番２号ＮＢＦ
新浦安タワー１４階

047-355-8181

民宿錦園 小樽市錦町２２番１５号 64-1973 海順貿易株式会社 第　301　号 H30/3/29 飲食店営業（旅　館） 小樽市錦町２２番１５号 64-1973

医療法人社団　島田脳神経外科
てみや　デイケアセンター

小樽市錦町１番２号 61-1625 株式会社　ベネミール 第　302　号 H30/3/29 飲食店営業（食　堂）
東京都千代田区外神田１丁目１８番１３
号

03-3253-1711

㈱三慶ビッグバン小樽店 小樽市真栄１丁目１番３号 24-0808 有限会社　コバヤシ 第　30　号 H30/3/30 乳類販売業（自販機） 小樽市信香町６番１１号 21-1166

小樽地鶏本舗　食肉処理 小樽市塩谷１丁目１番４８号 株式会社　小樽地鶏本舗 第　3　号 H30/3/30 食肉処理業 小樽市幸３丁目２９番５号
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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

ＵＭＥＹＡ　イオン小樽店 小樽市築港１１番６号 61-1750 株式会社　梅屋 第　1　号 H29/4/27 食品販売業 旭川市高砂台２丁目２－１１ 0166-61-7998

株式会社　山上長福水産 小樽市高島３丁目１３番１号 24-1605 株式会社　山上長福水産 第　2　号 H29/4/28 食品販売業 小樽市高島３丁目１３番１号 24-1605

売店 小樽市入船５丁目３番１号 33-2213 サンカンパニー有限会社 第　3　号 H29/5/2 食品販売業 札幌市東区北３６条東７丁目２番２３号 011-733-5255

ファミリーマート小樽長橋５丁目店 小樽市長橋５丁目２２番２７号 31-2680 佐藤　悠 第　5　号 H29/5/18 食品販売業

ファミリーマート小樽運河 小樽市港町５番３号 31-0162 株式会社　ファミリーマート 第　10　号 H29/5/24 食品販売業 東京都豊島区東池袋３丁目１番１号 011-261-5005

体育館売店 小樽市花園５丁目２番２号
一般社団法人　小樽身体障害者
福祉協会

第　13　号 H29/6/1 食品販売業 小樽市稲穂４丁目１番２号 23-4570

やすらぎ荘　売店 小樽市オタモイ１丁目２０番１８号 26-3272
一般社団法人　小樽身体障害者
福祉協会

第　14　号 H29/6/2 食品販売業 小樽市稲穂４丁目１番２号 23-4570

育成院　売店 小樽市オタモイ１丁目２０番２０号 26-4880
一般社団法人　小樽身体障害者
福祉協会

第　15　号 H29/6/2 食品販売業 小樽市稲穂４丁目１番２号 23-4570

ベーカリーショップ　クリハラ　長崎
屋店

小樽市稲穂２丁目２０番１号 33-5848
有限会社　ベーカリーショップクリ
ハラ

第　16　号 H29/6/6 食品販売業 小樽市入船２丁目５番１号 23-3328

セブンイレブン小樽桂岡店 小樽市桂岡町３番１号 62-4811 有限会社　彩商事 第　17　号 H29/7/6 食品販売業 小樽市桂岡町３番１号 62-4811

ひとりCSAshop 小樽市花園２丁目１１番１号 ミリケン　恵子 第　18　号 H29/7/18 食品販売業

ケーズデンキ小樽店 小樽市勝納町７番３号 33-8200 東北フローズン株式会社 第　19　号 H29/8/17 食品販売業 岩手県一関市荻荘字下モ下釜５４番地１ 0191-24-4111

セブンイレブン小樽花園２丁目店 小樽市花園２丁目７番４号 23-1534 株式会社　山高高木 第　20　号 H29/8/24 食品販売業 小樽市花園４丁目１８番１号 23-1534

セブンイレブン小樽稲穂５丁目店 小樽市稲穂５丁目４番１８号 27-7122
株式会社　セブン－イレブン・ジャ
パン

第　21　号 H29/9/14 食品販売業 東京都千代田区二番町８番地８ 03-6238-3711

荒澤商事有限会社 小樽市色内１丁目１５番１号 33-8851 荒澤商事有限会社 第　22　号 H29/9/20 食品販売業 小樽市色内１丁目１５番１号 33-8851

千真水産 小樽市稲穂２丁目１番８号 55-0030 千葉　真一 第　23　号 H29/10/12 食品販売業

丸味屋 小樽市稲穂３丁目１０番１６号 22-6522 株式会社　丸信あい田 第　25　号 H29/10/30 食品販売業 小樽市稲穂３丁目１０番１６号 27-2173

ローソン小樽港町店 小樽市港町７番２号 31-6693 小林　保 第　44　号 H29/12/4 食品販売業

小樽らーめん一番 小樽市入船１丁目２番１６号 22-5517 後藤　章平 第　45　号 H29/12/28 食品販売業

ローソンおたる望洋店 小樽市望洋台３丁目７番２２号 54-6087 有限会社　宮坂 第　46　号 H30/2/6 食品販売業
札幌市手稲区西宮の沢１条３丁目１番３
号

とうふと惣菜の店めぐろ 小樽市稲穂３丁目１１番２号 24-2258 目黒　節子 第　47　号 H30/3/7 食品販売業

小樽市内一円 株式会社　Sei unica 第　1　号 H30/3/19 行商
札幌市豊平区月寒東５条６丁目２番１４
号

011-598-9997
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