
平成３０年４月１日から平成３１年３月３１日までに営業を許可（確認）した施設一覧（環境衛生関係施設）

営業施設名 施設所在地 施設の電話番号 営業者名 許可確認番号 許可確認日 業種区分 営業者住所 営業者の電話番号 備考

ホテル・トリフィート小樽運河 色内1-5-7 22-2200 ABアコモ㈱ 保環指令第2号 H30.4.5 旅館業（旅館・ホテル） 東京都千代田区神田神保町3-10-2
ピア公園ハイツ 花園3-9-7 ㈲すがわら 保環指令第3号 H30.4.5 旅館業（簡易宿所） 小樽市花園3-9-7
ＨＺ　ＨＯＵＳＥ 銭函3-183-5 間　尚美 保環指令第4号 H30.4.9 旅館業（簡易宿所）
オーシャンフロント　ひかり 銭函2-6-1 62-7778 光超寺 保環指令第5号 H30.4.11 旅館業（簡易宿所） 小樽市銭函2-6-1
くーちゃんの家 長橋1-10-9 宮﨑　崇 保環指令第6号 H30.4.11 旅館業（簡易宿所）
ＡＵＢＥ　ｈａｉｒ　ｆｉｎｏ 稲穂3-10-20 31-6655 ㈱Ａ’Ｇｒｏｕｐ 保環指令第7号 H30.4.27 美容業 東京都港区南青山2-27-7
Ｏｔａｒｕ　Ｖｉｌｌａ 稲穂5-13-21 相澤　亮佑 保環指令第8号 H30.5.30 旅館業（簡易宿所）
Ｏｔａｒｕ　Ｖｉｌｌａ　Ａｎｎｅｘ 稲穂5-13-23 相澤　亮佑 保環指令第9号 H30.5.30 旅館業（簡易宿所）

ゲストハウス小樽色内 色内1-7-1 29-1003 ㈱オー・プラン 保環指令第10号 H30.6.7 旅館業（簡易宿所） 小樽市色内1-9-6
Guest　House　KOOKAI 朝里4-6-8 011-522-8857 ㈱メイプル・ホーム 保環指令第11号 H30.6.11 旅館業（簡易宿所） 札幌市中央区南5条西21-1-24
樽音 稲穂5-13-17 中西　哲也 保環指令第12号 H30.6.15 旅館業（簡易宿所）

蔵宿　末広 入船1-3-10 64-1027 ㈱ニチヤク 保環指令第14号 H30.6.25 旅館業（簡易宿所） 小樽市入船1-3-10
海宝樓倶楽部 東雲町1-19 64-9090 ㈱アムス 保環指令第15号 H30.6.26 旅館業（旅館・ホテル） 札幌市中央区南9条西4丁目3-1
小樽ヴラット　勝納４．６ 勝納町4-6 五十嵐　稔 保環指令第16号 H30.6.27 旅館業（簡易宿所）

サンシャインパーク 若松1-6-8 31-0000 日本信達㈱ 保環指令第17号 H30.7.9 旅館業（簡易宿所） 小樽市桜3-20-2
理容サカイ 若竹町3-17 32-4032 坂井　八重子 保環指令第18号 H30.7.3 理容所
MAGIC BUS HOSTEL OTARU 花園3-1-5 24-5200 ㈱Ｍａｇｉｃ　Ｂｕｓ 保環指令第19号 H30.7.18 旅館業（簡易宿所） 札幌市白石区平和通2南6-34-214
サンリバ　アネックス稲穂 稲穂5-2-7 ㈲英知社 保環指令第20号 H30.7.24 旅館業（簡易宿所） 札幌市北区あいの里1条7丁目3-20
ウイングベイ　キャンプガーデン　海と空 築港11-2 65-4129 ㈱小樽ベイシティ開発 保環指令第21号 H30.7.26 旅館業（簡易宿所） 小樽市築港11-2
バーバーショップヨシダ 赤岩1-9-13 22-3660 吉田　貴之 保環指令第23号 H30.8.3 理容所
銀鱗荘 桜1-1-13 54-7010 ㈱ニトリパブリック 保環指令第24号 H30.8.8 旅館業（旅館・ホテル） 札幌市北区新琴似7条1丁目2番39号
Ｇｕｅｓｔ　Ｈｏｕｓｅ　Ｒｉｎｇｏ 相生町5-20 大秦合同会社 保環指令第37号 H30.8.22 旅館業（簡易宿所） 小樽市相生町5-20
サロン　マーリエ 新富町14-18 24-0330 安宅　佐知子 保環指令38号 H30.9.3 美容業
ウェルネス水天宮 相生町4-40 24-0200 吉田　年男 保環指令第39号 H30.9.20 旅館業（簡易宿所）
Otaru YaDo（オタル　ヤド） 稲穂1-3-10 64-7066 ㈱プラス 保環指令第40号 H30.9.27 旅館業（簡易宿所） 札幌市北区北23条西3丁目2-20
つかね美容室 若竹町4-4 32-0079 塚根　みどり 保環指令第42号 H30.10.3 美容業
ヘアカラー専門店fufu 稲穂2-20-1 26-6633 ㈱Fast Beauty 保環指令第43号 H30.10.5 美容業 東京都港区芝大門1-3-11
Ｇｕｅｓｔ　Ｈｏｕｓｅ　Ａｓａｈｉ 相生町2-15 大秦合同会社 保環指令第44号 H30.10.22 旅館業（簡易宿所) 小樽市相生町5-20

遼庵 稲穂1-8-6 34-1600 ａｉｒＢｅｓｔ㈱ 保環指令第45号 H30.10.23 旅館業（簡易宿所) 福岡県福岡市博多区博多駅東1-1-33

ホステルＴＳ小樽 稲穂3-18-10 34-8600 ㈱ライズ 保環指令第46号 H30.10.26 旅館業（簡易宿所) 札幌市白石区米里3条2-8-37

ビレッジハウス銭函共同浴場 銭函1-7-11 62-3510 ビレッジハウス・マネジメント㈱ 保環指令第47号 H30.11.1 公衆浴場業 東京都港区三田1-1-15

Ｌｉｔｔｌｅ　Ｂａｒｒｅｌ　Ｇｕｅｓｔ　Ｈｏｕｓｅ　＆　Ｃａｆｅ 花園3-4-17 61-1050 ㈱フィルム 保環指令第48号 H30.11.9 旅館業（簡易宿所） 小樽市花園3-4-17
Ｅｙｅｌａｓｈ　ｓａｌｏｎ　Ｒｉｒｉ 富岡1-10-23 澤　亜美 衛指令第49号 H30.11.15 美容業
梅の屋　Ｂ館 花園1-2-2 64-6090 梅の屋㈱ 衛指令第51号 H30.12.7 旅館業（簡易宿所) 小樽市花園1-2-2
ホテルソニア小樽 色内1-4-21 23-2600 ㈱マイステイズ・ホテル・マネジメント 衛指令第55号 H30.12.18 旅館業（旅館・ホテル) 東京都港区六本木6-2-31
やどや　グリーンハウス 緑1-22-27 31-0000 日本信達㈱ 衛指令第56号 H30.12.21 旅館業（簡易宿所) 小樽市桜3-20-2
フレンドホーム 新光1-29-8 54-1400 安藤　忠五郎 衛指令第57号 H30.12.26 旅館業（簡易宿所)
ShiNK 豊川町15-12 庄司　しのぶ 衛指令第59号 H31.1.21 美容業
リバーサイドハウス 新光5-4-19 川原木　なつみ 衛指令第60号 H31.2.4 旅館業（簡易宿所)
Otaru Tap Room 色内2-4-8 合同会社Staylink 衛指令第61号 H31.2.7 旅館業（簡易宿所) 札幌市豊平区豊平２条４丁目１－４３
Ｇｕｅｓｔ　Ｈｏｕｓｅ　ＫＯＯＫＡＩ 朝里4-6-8 011-596-6659 日本クリエイタス合同会社 衛指令第63号 H31.2.19 旅館業（簡易宿所) 札幌市中央区南6条西22-2-17-105
㈱雅美舎　小樽工場 港町8-4 ㈱雅美舎 衛指令第64号 H31.2.19 クリーニング業 札幌市白石区川下616番54
Ｈｏｓｔｅｌ　順風満帆 緑1-21-21 合同会社ええんちゃう 衛指令第65号 H31.2.25 旅館業（簡易宿所) 小樽市緑1-21-21
グリーンルーム 稲穂5-2-2 長田　亜美 衛指令第67号 H31.2.27 旅館業（簡易宿所)
チャイカビル 銭函2-2-3 ㈱難陀 衛指令第68号 H31.3.5 旅館業（簡易宿所) 札幌市中央区南5条西2-2
ハーバービュー外人坂 相生町2-2 成瀬　正隆 衛指令第69号 H31.3.5 旅館業（簡易宿所)
スポーツ＆スパリゾート小樽ｂｙソプラティコ 築港11-3,5 21-7100 ㈱小樽ベイシティ開発 衛指令第71号 H31.3.12 公衆浴場業 小樽市築港11-5
Ｕ５Ｒ 花園3-11-9 011-596-6659 日本クリエイタス合同会社 衛指令第72号 H31.3.14 旅館業（簡易宿所) 札幌市中央区南6条西22-2-17-105
Ｈｅｒｂｏｒ　Ｌｉｇｈｔ　ＳＨＩＮＯＮＯＭＥ 東雲町1 64-9090 ㈱アムス 衛指令第73号 H31.3.26 旅館業（簡易宿所) 札幌市中央区南9条西4丁目3-1
Ｈｅｒｂｏｒ　Ｌｉｇｈｔ　ＫＡＩＨＯＵＲＯＵ 東雲町1-19 64-9090 ㈱アムス 衛指令第74号 H31.3.26 旅館業（簡易宿所) 札幌市中央区南9条西4丁目3-1
プライマリーハーツ 入船1-11-11 32-1905 長江　眞澄 衛指令第75号 H31.3.20 美容業
エンパイアー　ホクレン朝里店 新光2-1-5 ㈱エンパイアー小樽支店 衛指令第76号 H31.3.27 クリーニング業 小樽市天神1-17-25
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