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野島製菓㈱南樽市場店 小樽市新富町１２番１号 野島製菓株式会社 第　1　号 H30/4/4 菓子製造業 小樽市入船２丁目２５番１２号 34-0777

Canal　Street 小樽市色内１丁目５番７号 20-2200 ＡＢアコモ株式会社 第　1　号 H30/4/5 飲食店営業
東京都千代田区神田神保町三丁目１０
－２

03-6261-2295

北海道高等聾学校 小樽市銭函１丁目５番１号 62-2624 株式会社　ＬＥＯＣ 第　2　号 H30/4/5 飲食店営業 東京都千代田区大手町１丁目１番３号 03-5220-8550

北海道小樽未来創造高等学校 小樽市最上１丁目２９番１号 23-6105 株式会社　ＬＥＯＣ 第　3　号 H30/4/5 飲食店営業 東京都千代田区大手町１丁目１番３号 03-5220-8550

くーちゃんの家 小樽市長橋１丁目１０番９号 宮﨑　崇 第　4　号 H30/4/6 飲食店営業

㈲カネシン新保商店 小樽市新富町１２番１号 22-2674 有限会社　カネシン新保商店 第　1　号 H30/4/6 魚介類販売業 小樽市石山町１０番８号 22-2674

一ヨ佐々木商店 小樽市新富町１２番１号 22-7019 有限会社　一ヨ佐々木商店 第　5　号 H30/4/6 飲食店営業 小樽市住ノ江１丁目７番２号 32-2089

株式会社　食品急送　銭函第一セ
ンター

小樽市銭函３丁目２６３番地２６ 61-1254 株式会社　食品急送 第　1　号 H30/4/11
食品の冷凍又は冷蔵
業

札幌市手稲区西宮の沢３条３丁目１１番
１５号

011-681-7788

ＢＥＡＣＨ 小樽市花園１丁目９番２３号 熊谷　秀子 第　6　号 H30/4/11 飲食店営業

スヌーピー茶屋 小樽市堺町６番４号 27-0012 株式会社　寺子屋 第　7　号 H30/4/12 飲食店営業 京都府右京区西京極豆田町7番地 075-325-3535

スヌーピー茶屋 小樽市堺町６番４号 27-0012 株式会社　寺子屋 第　8　号 H30/4/12 飲食店営業 京都府右京区西京極豆田町7番地 075-325-3535

小樽港マリーナ 小樽市築港５番７号 22-1311
株式会社　ジャパンビバレッジ
ホールディングス

第　9　号 H30/4/12 飲食店営業 東京都新宿区西新宿１丁目２４番１号 03-5321-0701

木村蒲鉾店 小樽市錦町１８番１７号 22-3969 有限会社　木村蒲鉾店 第　1　号 H30/4/23 魚肉ねり製品製造業 小樽市錦町９番３号 22-3969

Viscum 小樽市花園１丁目９番７号 24-8800 加美　麻貴 第　10　号 H30/4/23 飲食店営業

レストランバス 小樽市内一円 網走バス株式会社 第　11　号 H30/4/24 飲食店営業 網走市南２条西１丁目１５番地 0152-43-4101

デニルタオ 小樽市堺町６番１３号 31-5580 株式会社　ケイシイシイ 第　12　号 H30/4/24 飲食店営業 千歳市泉沢１００７番地９０ 0123-28-3155

うろこ亭 小樽市色内１丁目５番１６号 21-7570 株式会社　サンウロコ鱗商会 第　13　号 H30/4/25 飲食店営業 小樽市色内１丁目５番１６号 31-5181

うろこ番屋 小樽市色内１丁目５番１６号 21-7600 株式会社　サンウロコ鱗商会 第　14　号 H30/4/25 飲食店営業 小樽市色内１丁目５番１６号 31-5181

うろこ番屋 小樽市色内１丁目５番１６号 21-7600 株式会社　サンウロコ鱗商会 第　15　号 H30/4/25 飲食店営業 小樽市色内１丁目５番１６号 31-5181

うろこ番屋 小樽市色内１丁目５番１６号 21-7600 株式会社　サンウロコ鱗商会 第　1　号 H30/4/25 食肉販売業 小樽市色内１丁目５番１６号 31-5181

うろこ番屋 小樽市色内１丁目５番１６号 21-7600 株式会社　サンウロコ鱗商会 第　2　号 H30/4/25 魚介類販売業 小樽市色内１丁目５番１６号 31-5181

松露庵　小樽店 小樽市堺町４番１７号 61-7445 株式会社　ワイズコーポレーション 第　1　号 H30/4/25 喫茶店営業 新潟県新潟市東区末広町３番１７号 025-250-7682
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肉バル酒場　肉BANARE 小樽市花園３丁目３番１２号 64-1829 郷六　純一 第　16　号 H30/4/26 飲食店営業

ＯＺＯＮＥ　ＲＯＣＫＳ 小樽市花園１丁目１２番２号 川嶋　茂 第　17　号 H30/5/1 飲食店営業

らあめんとおばんざい　麺乃夢恋 小樽市春香町３６１番地１ 65-7059 荒木　麻美 第　18　号 H30/5/8 飲食店営業

Orange STAR　銭函保育園 小樽市春香町３２８番地２ 株式会社　総合子育て支援塾IFC 第　19　号 H30/5/8 飲食店営業 札幌市西区西野２条４丁目３番１３号

猫カフェ　Ｍｅｏｗ　Ｌａｎｄ 小樽市幸２丁目１５番１１号 55-5951 馬場　景子 第　20　号 H30/5/8 飲食店営業

樽 小樽市花園１丁目９番１５号 25-1836 田名網　郁子 第　21　号 H30/5/11 飲食店営業

三央ストア 小樽市銭函２丁目２６番５号 62-4100 有限会社　シマダセイカ 第　3　号 H30/5/15 魚介類販売業 小樽市銭函２丁目１１番２８号 61-2100

朝里トンネル労務宿舎 小樽市天神２丁目２０番１１号 株式会社　ホクショク 第　22　号 H30/5/16 飲食店営業 札幌市北区屯田５条１０丁目１０－２４ 011-772-9005

鮮魚屋　いなせ 小樽市銭函２丁目４３番９号 中澤　幸雄 第　4　号 H30/5/17 魚介類販売業

Ｌｏｕｎｇｅ　Ｂｉｊｏｕ 小樽市花園１丁目９番１５号 24-7030 小林　奈央 第　23　号 H30/5/17 飲食店営業

共同交通株式会社　小樽営業所 小樽市新富町１０番１０号 29-4188
北海道コカ・コーラボトリング株式
会社

第　2　号 H30/5/17 喫茶店営業 札幌市清田区清田１条１丁目２番１号 011-888-2001

小樽かたりべ交流庵・なるほ堂 小樽市堺町２番１２号 石井　伸和 第　24　号 H30/5/23 飲食店営業

鮮魚屋　いなせ 小樽市銭函２丁目４３番９号 中澤　幸雄 第　25　号 H30/5/24 飲食店営業

パサール食堂 小樽市花園１丁目１２番５号 有限会社　すがわら 第　26　号 H30/5/28 飲食店営業 小樽市花園３丁目９番７号

ステーキ&ハイボール　ＯＴＡＲＵ　Ｋ
ＡＲＵＢＩ

小樽市稲穂２丁目１０番５号 26-6690 株式会社　スマイルエイジ 第　27　号 H30/5/30 飲食店営業 小樽市稲穂２丁目９番７号 32-1949

ラルズマートおたる山の手店 小樽市入船５丁目９番１５号 27-1178
北海道コカ・コーラボトリング株式
会社

第　3　号 H30/5/30 喫茶店営業 札幌市清田区清田１条１丁目２番１号 011-888-2001

スナック　貴夫人 小樽市花園１丁目１１番２号 24-3303 呉　美雪 第　28　号 H30/6/1 飲食店営業

パン工房　麦のこだわり　スペルト
小麦専用工場

小樽市銭函３丁目５２４番地２９
株式会社　北海道フレッシュセン
ター

第　2　号 H30/6/1 菓子製造業 札幌市中央区南７条西１丁目２番地１ 011-206-9555

中華食堂　くろ 小樽市色内１丁目１４番５号 鈴木　智郎 第　29　号 H30/6/4 飲食店営業

ネパール茶屋 小樽市稲穂２丁目１６番５号 24-8466 武田　友貴 第　30　号 H30/6/5 飲食店営業

広一ホリ商店 小樽市高島１丁目８番７号 有限会社　広一ホリ商店 第　1　号 H30/6/8 水産加工品製造業 小樽市高島４丁目８番２３号 33-7786

ヤマトホームコンビニエンス株式会
社

小樽市築港６番１３号
0570-200-
0000

北海道コカ・コーラボトリング株式
会社

第　4　号 H30/6/8 喫茶店営業 札幌市清田区清田１条１丁目２－１ 011-888-2001
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COMPARE 小樽市内一円 株式会社　Rapporto 第　31　号 H30/6/13 飲食店営業
札幌市白石区南郷通３丁目南８番７号ラ
イブリィ１階

樽音 小樽市稲穂５丁目１３番１７号 中西　哲也 第　32　号 H30/6/13 飲食店営業

小樽海鮮丼エン 小樽市堺町５番２５号 21-1000 株式会社　ノースグラフィック 第　33　号 H30/6/13 飲食店営業
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

(有)丸栄服部商店 小樽市新光１丁目９番１３号 有限会社　丸栄服部商店 第　1　号 H30/6/21 漬物製造業 小樽市新光３丁目１１番４号 54-8901

まるしぇ塩梅屋 小樽市新光１丁目９番１３号
特定非営利活動法人　おたる
AtoZ

第　34　号 H30/6/21 飲食店営業 小樽市朝里３丁目８番１４号 51-2311

おそうざいや　ゆづき 小樽市新光１丁目９番１３号 水口　雅美 第　35　号 H30/6/21 飲食店営業

ぽん太カフェ＆バー 小樽市新光町２２７番地２４ 51-5001 森岡　久美子 第　36　号 H30/6/25 飲食店営業

風に吹かれて食堂 小樽市稲穂５丁目９番１０号 61-1693 木本　芳伸 第　37　号 H30/6/26 飲食店営業

和牛　黒澤 小樽市色内１丁目１番１７号 26-6808 株式会社　スマイルエイジ 第　38　号 H30/6/27 飲食店営業 小樽市稲穂２丁目９番７号 26-3102

クレープ　ワン 小樽市色内１丁目１番１７号 26-6808 株式会社　スマイルエイジ 第　39　号 H30/6/27 飲食店営業 小樽市稲穂２丁目９番７号 26-3102

鮨庵　たか見 小樽市花園１丁目３番１５号 25-0930 髙見　信也 第　40　号 H30/6/27 飲食店営業

隠れ家本舗 小樽市花園１丁目８番１８号 65-7189 高崎　智由 第　41　号 H30/6/27 飲食店営業

喫茶　滝ん家 小樽市入船１丁目４番４号 65-7148 滝川　由紀恵 第　42　号 H30/6/28 飲食店営業

ダイヤモンドヘッド
小樽市銭函３丁目７０番先おたる
ドリームビーチ

石川　忍 第　43　号 H30/6/28 飲食店営業

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　44　号 H30/6/28 飲食店営業
札幌市中央区北１２条西１５丁目３１番４
９号

011-757-8688

コートダジュール
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　45　号 H30/6/28 飲食店営業

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　46　号 H30/6/28 飲食店営業

TAM　TAM
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　47　号 H30/6/28 飲食店営業

ぷらっと
小樽市銭函３丁目７０番先おたる
ドリームビーチ

千葉　秀樹 第　48　号 H30/6/28 飲食店営業

さくら荘 小樽市銭函３丁目６５番地１ 佐々木　智美 第　49　号 H30/7/3 飲食店営業

海宝樓倶楽部 小樽市東雲町１番１９号 株式会社　アムス 第　50　号 H30/7/3 飲食店営業 札幌市中央区南９条西４丁目３番１号

株式会社　小樽海洋水産 小樽市稲穂５丁目３番１０号 33-6323 株式会社　小樽海洋水産 第　1　号 H30/7/4 そうざい製造業 小樽市高島１丁目３番４号 33-6323

3 / 12 ページ



平成３０年４月１日から平成３１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

デニ　ルタオ 小樽市堺町６番１３号 31-5580 株式会社　ケイシイシイ 第　3　号 H30/7/4 菓子製造業 千歳市泉沢１００７番地９０ 0123-28-3361

山麓ゆりやすみ 小樽市春香町３５７番地 62-2228
株式会社　マックアースリゾート北
海道

第　51　号 H30/7/5 飲食店営業 小樽市春香町３５７番地 62-2228

Luna　Rossa 小樽市花園１丁目１１番１８号 阿部　朋子 第　52　号 H30/7/9 飲食店営業

Mariage 小樽市花園１丁目９番９号 64-5150 近藤　栄二 第　53　号 H30/7/9 飲食店営業

ＦＩＴＮＥＳＳ　ＳＴＵＤＩＯ　ＥＮＥＲＧＹ
Ｓ

小樽市潮見台１丁目１１番１２号 61-6160 株式会社　Ｉｆｕｔｏ 第　54　号 H30/7/9 飲食店営業 札幌市手稲区明日風２丁目１８番１号 011-688-2555

Etertal 小樽市花園１丁目１１番１５号 中村　美枝 第　55　号 H30/7/10 飲食店営業

くらしっく 小樽市花園１丁目４番２４号 33-9049 中西　笑美子 第　56　号 H30/7/12 飲食店営業

アルバコール 小樽市花園３丁目２番７号 佐藤　孝 第　57　号 H30/7/13 飲食店営業

マリンビーチ銭函　海の家
小樽市銭函３丁目３８９番地３地
先マリンビーチ銭函

一般社団法人　北海道地域イベン
ト推進協議会

第　58　号 H30/7/13 飲食店営業 小樽市銭函３丁目５番地１１ 011-596-7208

太平楽
小樽市銭函３丁目３８９番地３地
先マリンビーチ銭函

大平　勝昭 第　59　号 H30/7/13 飲食店営業

小樽芸術村ミュージアムカフェ 小樽市色内１丁目２番１７号 31-1033 株式会社　ニトリパブリック 第　62　号 H30/7/18 飲食店営業 札幌市北区新琴似７条１丁目２番３９号 011-717-5020

小樽芸術村ミュージアムカフェ 小樽市色内１丁目２番１７号 31-1033 株式会社　ニトリパブリック 第　63　号 H30/7/18 飲食店営業 札幌市北区新琴似７条１丁目２番３９号 011-717-5020

小樽タイムズガーデン 小樽市港町５番４号 24-1804 リブラアト北海道株式会社 第　4　号 H30/7/18 菓子製造業 小樽市港町５番４号 24-1804

小樽タイムズガーデン 小樽市港町５番４号 24-1804 リブラアト北海道株式会社 第　64　号 H30/7/18 飲食店営業 小樽市港町５番４号 24-1804

てんぷら　脇坂 小樽市色内１丁目１番１７号 22-8380 合同会社　脇坂 第　65　号 H30/7/18 飲食店営業 小樽市長橋１丁目１０番１‐３０１号

北海道デイリーライス㈱銭函工場 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　5　号 H30/7/23 菓子製造業 小樽市銭函３丁目５０２番地９ 62-7333

ウイングベイキャンプガーデン　海
と空

小樽市築港１１番２号 65-4129 株式会社　小樽ベイシティ開発 第　66　号 H30/7/26 飲食店営業 小樽市築港１１番５号 21-5555

Legare Cafe 小樽市内一円
有限会社　アップワード・モビリ
ティー

第　67　号 H30/7/27 飲食店営業 札幌市白石区本郷通２丁目北５番１９号

Ｙ’ｓ 小樽市花園１丁目９番１５号 22-8000 石島　洋一 第　68　号 H30/7/30 飲食店営業

ミッシェル 小樽市花園１丁目９番１５号 27-8688 株式会社　アートヒルズ 第　69　号 H30/8/1 飲食店営業 小樽市桜３丁目２０番２号 51-5300

小樽ポッケの家 小樽市緑１丁目３番２３号 小林　裕二 第　1　号 H30/8/6
容器包装入食品製造
業

てんぷら　脇坂　本店 小樽市山田町１番２２号 61-1148 合同会社　脇坂 第　70　号 H30/8/6 飲食店営業 小樽市長橋１丁目１０番１-３０１号
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グリル銀鱗荘 小樽市桜１丁目１番１３号 54-7010 株式会社　ニトリパブリック 第　71　号 H30/8/6 飲食店営業 札幌市北区新琴似７条１丁目２番３９号 011-717-5020

銀鱗荘 小樽市桜１丁目１番１３号 54-7010 株式会社　ニトリパブリック 第　72　号 H30/8/6 飲食店営業 札幌市北区新琴似７条１丁目２番３９号 011-717-5020

CLUB　わん日和 小樽市銭函２丁目４９番２９号 鹿内　正 第　73　号 H30/8/6 飲食店営業

回転寿司　うずしお 小樽市高島３丁目５番１号 64-1578 有限会社　若鶏時代なると 第　74　号 H30/8/7 飲食店営業 小樽市稲穂３丁目１６番１３号 32-3280

回転寿司　うずしお 小樽市高島３丁目５番１号 64-1578 有限会社　若鶏時代なると 第　5　号 H30/8/7 喫茶店営業 小樽市稲穂３丁目１６番１３号 32-3280

友の館　のんのん 小樽市錦町１２番１４号 能村　フサ子 第　75　号 H30/8/7 飲食店営業

セブン－イレブン小樽築港店 小樽市築港９番９号 23-2233 明田　昇士 第　76　号 H30/8/7 飲食店営業

セブン－イレブン小樽築港店 小樽市築港９番９号 23-2233 明田　昇士 第　1　号 H30/8/7 乳類販売業

セブン－イレブン小樽築港店 小樽市築港９番９号 23-2233 明田　昇士 第　2　号 H30/8/7 食肉販売業

セブン－イレブン小樽築港店 小樽市築港９番９号 23-2233 明田　昇士 第　5　号 H30/8/7 魚介類販売業

小樽天ぷら酒場カネイ 小樽市稲穂２丁目１４番９号 26-6797 横井　英 第　77　号 H30/8/7 飲食店営業

６６６ 小樽市銭函３丁目２３番地２３５ 64-1903 平田　一良 第　78　号 H30/8/10 飲食店営業

Ｈｏｋｋａｉｄｏｇ！ 小樽市内一円 Ｈｏｋｋａｉｄｏ７００株式会社 第　79　号 H30/8/10 飲食店営業
北海道虻田郡倶知安町北３条西３丁目１
５番地１

0136-55-8919

小羽茶 小樽市堺町２番３号 55-1282 小林　夏希 第　6　号 H30/8/13 菓子製造業

小羽茶 小樽市堺町２番３号 55-1282 小林　夏希 第　80　号 H30/8/13 飲食店営業

サツドラ朝里店 小樽市新光１丁目９番１７号 51-2255
株式会社　サッポロドラッグスト
アー

第　2　号 H30/8/13 乳類販売業 札幌市北区太平３条１丁目２番１８号 011-771-8100

サツドラ朝里店 小樽市新光１丁目９番１７号 51-2255
株式会社　サッポロドラッグスト
アー

第　3　号 H30/8/13 食肉販売業 札幌市北区太平３条１丁目２番１８号 011-771-8100

サツドラ朝里店 小樽市新光１丁目９番１７号 51-2255
株式会社　サッポロドラッグスト
アー

第　6　号 H30/8/13 魚介類販売業 札幌市北区太平３条１丁目２番１８号 011-771-8100

デニ　ルタオ 小樽市堺町６番１３号 31-5580 株式会社　ケイシイシイ 第　2　号 H30/8/13
食品の冷凍又は冷蔵
業

千歳市泉沢１００７番地９０ 0123-28-3155

モナムール 小樽市新光５丁目１９番４号 54-6557 中沖　篤子 第　81　号 H30/8/15 飲食店営業

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　7　号 H30/8/21 菓子製造業 小樽市最上１丁目２３番３号 64-7061

やきそば　中華　龍 小樽市銭函３丁目４番地３３ 62-5607 原田　久嗣 第　82　号 H30/8/21 飲食店営業
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手羽先ハイボール酒場 小樽市花園１丁目１２番１０号 31-7300 倉品　ますみ 第　83　号 H30/8/22 飲食店営業

カラオケパブ　たなか 小樽市花園１丁目１番１５号 田中　融 第　84　号 H30/8/22 飲食店営業

廣屋 小樽市緑１丁目２番１４号 廣田　智子 第　85　号 H30/8/23 飲食店営業

株式会社　エスケィフーズ 小樽市銭函５丁目５２番地４
0133-76-
2950

株式会社　エスケィフーズ 第　4　号 H30/8/28 食肉販売業 小樽市銭函５丁目５２番地４ 0133-76-2950

銭函ベース 小樽市張碓町４２７番地１ 福岡　広明 第　8　号 H30/8/30 菓子製造業

麺や　右衛門 小樽市花園１丁目５番７号 64-1948 須河　靖彦 第　86　号 H30/8/31 飲食店営業

キッチンはぴねす　小樽築港店 小樽市築港１１番８号 株式会社　ドリームマート 第　87　号 H30/8/31 飲食店営業
札幌市豊平区豊平３条１丁目１番５－６
０９号

011-865-6677

FITNESS STUDIO　ENERGYS 小樽市潮見台１丁目１１番１２号 61-6160 株式会社　Ifuto 第　6　号 H30/9/3 喫茶店営業 札幌市手稲区明日風２丁目１８番１号 011-688-2555

ローソン小樽稲穂店 小樽市稲穂１丁目３番１０号 32-5152 有限会社　大丸大橋商店 第　88　号 H30/9/4 飲食店営業 小樽市稲穂１丁目３番１３号 32-5152

ローソン小樽稲穂店 小樽市稲穂１丁目３番１０号 32-5152 有限会社　大丸大橋商店 第　3　号 H30/9/4 乳類販売業 小樽市稲穂１丁目３番１３号 32-5152

ローソン小樽稲穂店 小樽市稲穂１丁目３番１０号 32-5152 有限会社　大丸大橋商店 第　5　号 H30/9/4 食肉販売業 小樽市稲穂１丁目３番１３号 32-5152

ローソン小樽稲穂店 小樽市稲穂１丁目３番１０号 32-5152 有限会社　大丸大橋商店 第　7　号 H30/9/4 魚介類販売業 小樽市稲穂１丁目３番１３号 32-5152

長崎屋小樽店従食 小樽市稲穂２丁目２０番１号 33-3810
北海道コカ・コーラボトリング株式
会社

第　8　号 H30/9/10 喫茶店営業 札幌市清田区清田１条１丁目２番１号 011-888-2001

ポートサイドゴルフ・テニスクラブ 小樽市潮見台４丁目４６番地 22-6721
北海道コカ・コーラボトリング株式
会社

第　9　号 H30/9/10 喫茶店営業 札幌市清田区清田１条１丁目２番１号 011-888-2001

旬味創作　はしをね 小樽市花園５丁目７番３号 24-8187 大澤　保 第　112　号 H30/9/13 飲食店営業

セブンイレブン塩谷店 小樽市塩谷２丁目１７番７号 26-3800 内田　翔太 第　111　号 H30/9/14 飲食店営業

セブンイレブン塩谷店 小樽市塩谷２丁目１７番７号 26-3800 内田　翔太 第　9　号 H30/9/14 乳類販売業

セブンイレブン塩谷店 小樽市塩谷２丁目１７番７号 26-3800 内田　翔太 第　13　号 H30/9/14 魚介類販売業

トライアル小樽新光店 小樽市新光５丁目１番１号
北海道コカ・コーラボトリング株式
会社

第　13　号 H30/9/14 喫茶店営業 札幌市清田区清田１条１丁目２番１号 011-888-2001

札幌ワシダ１号 小樽市内一円 株式会社　札幌ワシダ 第　113　号 H30/9/18 飲食店営業 札幌市豊平区豊平３条６丁目１番８号

そば・酒処　くるみや 小樽市住ノ江２丁目５番１号 65-0008 古磯　正人 第　114　号 H30/9/19 飲食店営業

それから 小樽市最上１丁目１２番１４号 24-2955 藤田　恵一 第　115　号 H30/9/19 飲食店営業
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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 水島　正登 第　143　号 H30/9/27 飲食店営業

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 水島　正登 第　12　号 H30/9/27 乳類販売業

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 水島　正登 第　10　号 H30/9/27 食肉販売業

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 水島　正登 第　14　号 H30/9/27 魚介類販売業

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 滝吉　逸朗 第　144　号 H30/9/27 飲食店営業

ら～麺　京や 小樽市稲穂３丁目４番１５号 27-0036 松原　大輔 第　145　号 H30/9/27 飲食店営業

スーパーセンタートライアル小樽朝
里店

小樽市新光５丁目１番１号 株式会社　トライアルカンパニー 第　11　号 H30/9/28 食肉販売業
福岡県福岡市東区多の津一丁目１２番２
号

092-626-5550

スーパーセンタートライアル小樽朝
里店

小樽市新光５丁目１番１号 株式会社　トライアルカンパニー 第　13　号 H30/9/28 乳類販売業
福岡県福岡市東区多の津一丁目１２番２
号

092-626-5550

スーパーセンタートライアル小樽朝
里店

小樽市新光５丁目１番１号 株式会社　トライアルカンパニー 第　15　号 H30/9/28 魚介類販売業
福岡県福岡市東区多の津一丁目１２番２
号

092-626-5550

スーパーセンタートライアル小樽朝
里店

小樽市新光５丁目１番１号 株式会社　トライアルカンパニー 第　146　号 H30/9/28 飲食店営業
福岡県福岡市東区多の津一丁目１２番２
号

092-626-5550

スーパーセンタートライアル小樽朝
里店

小樽市新光５丁目１番１号 株式会社　トライアルカンパニー 第　147　号 H30/9/28 飲食店営業
福岡県福岡市東区多の津一丁目１２番２
号

092-626-5550

小樽北匠庵 小樽市色内１丁目６番２７号 26-6464 株式会社　トリニティー 第　148　号 H30/9/28 飲食店営業 東京都港区東新橋２丁目５番１４号 03-6895-5833

小樽北匠庵 小樽市色内１丁目６番２７号 26-6464 株式会社　トリニティー 第　1　号 H30/9/28 めん類製造業 東京都港区東新橋２丁目５番１４号 03-6895-5833

平野パン 小樽市奥沢２丁目１０番２１号 61-1929 株式会社　平野商店 第　20　号 H30/10/1 乳類販売業 小樽市奥沢１丁目２５番７号 32-3838

すし屋　高大 小樽市稲穂１丁目４番１５号 真田　高大 第　173　号 H30/10/2 飲食店営業

海街 小樽市色内１丁目１番１７号 川上　範恭 第　174　号 H30/10/3 飲食店営業

麺処　龍仁 小樽市入船４丁目７番８号 21-2480 鈴木　恵祐 第　178　号 H30/10/9 飲食店営業

ホクショク緑 小樽市緑３丁目１３番１５号 株式会社　ホクショク 第　179　号 H30/10/10 飲食店営業 札幌市北区屯田５条１０丁目１０番２４号 011-772-9005

ぐなしる 小樽市内一円 佐々木　彰吾 第　180　号 H30/10/11 飲食店営業

石蔵カフェ　ヴェールボア 小樽市相生町９番９号 55-0984 株式会社　円甘味 第　181　号 H30/10/11 飲食店営業 小樽市入船１丁目２番２２号 61-1138

餃子とビールですけど 小樽市花園１丁目１１番１６号 26-6609 株式会社　北海道テイスト 第　182　号 H30/10/11 飲食店営業 小樽市塩谷２丁目１５番１７号

串焼大将　花園店 小樽市花園３丁目１０番１４号 23-4411 株式会社　北海道テイスト 第　183　号 H30/10/11 飲食店営業 小樽市塩谷２丁目１５番１７号
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すずめのお宿 小樽市銭函３丁目２３番地２３５ 64-1903 平田　一良 第　184　号 H30/10/17 飲食店営業

ほっと１２ 小樽市内一円 田島　靖 第　185　号 H30/10/17 飲食店営業

LA心VIN 小樽市花園１丁目１１番１７号 61-1281 渡辺　幸宏 第　186　号 H30/10/23 飲食店営業

平野パン 小樽市奥沢２丁目１０番２１号 61-1929 株式会社　平野商店 第　187　号 H30/10/24 飲食店営業 小樽市奥沢１丁目２５番７号 32-3838

株式会社　丸本本間食品 小樽市銭函１丁目３０番５号 62-5155 株式会社　丸本本間食品 第　4　号 H30/10/24 そうざい製造業 小樽市銭函１丁目３０番５号 62-5155

Ｃａｆｅ pan gi 小樽市内一円 河口　淳基 第　188　号 H30/10/29 飲食店営業

木下コーヒーサービス 小樽市幸２丁目１７番２０号 23-0281 木下　勝博 第　16　号 H30/10/29 魚介類販売業

木下コーヒーサービス 小樽市幸２丁目１７番２０号 23-0281 木下　勝博 第　21　号 H30/10/29 乳類販売業

育成院売店 小樽市オタモイ１丁目２０番２０号
26-4880(内
線935)

一般社団法人　小樽身体障害者
福祉協会

第　22　号 H30/10/30 乳類販売業 小樽市稲穂４丁目１番２号 23-4570

焼きとり居酒屋　小樽炭花 小樽市花園１丁目１２番１９号 64-5056 小黒　隆史 第　189　号 H30/11/1 飲食店営業

金賞コロッケ　小樽運河本店 小樽市色内１丁目１番１７号 株式会社　アートクリエイト 第　190　号 H30/11/1 飲食店営業 小樽市祝津３丁目８番地 32-0111

複合会社　太田グループ 小樽市緑１丁目７番３号 24-9555 太田　明乃 第　191　号 H30/11/5 飲食店営業

ARINCO MOU DASH 小樽市稲穂３丁目１０番１３号 55-0214 対馬　佳紀 第　14　号 H30/11/8 菓子製造業

ローソン小樽花園二丁目店 小樽市花園２丁目６番１号 24-3963 有限会社　宮坂 第　17　号 H30/11/8 魚介類販売業
札幌市手稲区西宮の沢１条３丁目１番３
号

ローソン小樽新光一丁目店 小樽市新光１丁目２９番１号 54-2003 有限会社　宮坂 第　18　号 H30/11/8 魚介類販売業
札幌市手稲区西宮の沢１条３丁目１番３
号

ルーインズ（ruins） 小樽市花園３丁目４番１７号 61-1050 株式会社　フィルム 第　192　号 H30/11/9 飲食店営業 小樽市花園３丁目４番１７号 61-1050

セイコーマート新光 小樽市新光５丁目１８番２号 54-8801 株式会社　知床屋まつもと 第　193　号 H30/11/19 飲食店営業 斜里郡斜里町ウトロ東１５６番地 01522-2-5012

セイコーマート新光 小樽市新光５丁目１８番２号 54-8801 株式会社　知床屋まつもと 第　13　号 H30/11/19 食肉販売業 斜里郡斜里町ウトロ東１５６番地 01522-2-5012

セイコーマート新光 小樽市新光５丁目１８番２号 54-8801 株式会社　知床屋まつもと 第　19　号 H30/11/19 魚介類販売業 斜里郡斜里町ウトロ東１５６番地 01522-2-5012

セイコーマート新光 小樽市新光５丁目１８番２号 54-8801 株式会社　知床屋まつもと 第　23　号 H30/11/19 乳類販売業 斜里郡斜里町ウトロ東１５６番地 01522-2-5012

セイコーマート新光 小樽市新光５丁目１８番２号 54-8801 株式会社　知床屋まつもと 第　15　号 H30/11/19 菓子製造業 斜里郡斜里町ウトロ東１５６番地 01522-2-5012

忍路加工場 小樽市忍路１丁目２４８番地１ 猪狩　知宏 第　194　号 H30/11/20 飲食店営業
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平成３０年４月１日から平成３１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

忍路加工場　別棟 小樽市忍路１丁目２４８番地１ 猪狩　知宏 第　195　号 H30/11/20 飲食店営業

絵本と環境雑貨の店　ワオキツネ
ザル

小樽市富岡２丁目３番１２号 61-6355 神　聡子 第　196　号 H30/11/20 飲食店営業

北海道電力株式会社　石狩湾新港
火力発電所

小樽市銭函５丁目１９２番地１ 株式会社　マルコシ 第　197　号 H30/11/22 飲食店営業 東京都足立区新田２丁目１０番６号 03-3914-2108

ＢＥＴＳＵＢＡＲＡ 小樽市花園１丁目１１番１６号 ＡＭＡＮＥＫＵ合同会社 第　198　号 H30/11/26 飲食店営業 小樽市奥沢３丁目２６番１４号

居酒家　まる翔 小樽市花園３丁目９番７号 31-3110 中山　翔太 第　199　号 H30/11/27 飲食店営業

平野パン 小樽市長橋２丁目１７番１６号 32-4231 株式会社　平野商店 第　24　号 H30/11/28 乳類販売業 小樽市奥沢１丁目２５番７号 32-3838

小樽らーめん　一期一会 小樽市新光４丁目３番２４号 51-5135 木越　忠之 第　200　号 H30/12/3 飲食店営業

もりまちのパンやさん　たむら 小樽市内一円 田村　真悟 第　201　号 H30/12/4 飲食店営業

小林漁業 小樽市手宮３丁目２番４号 23-9679 小林　康廣 第　20　号 H30/12/6 魚介類販売業

麓のカフェ 小樽市最上２丁目１６番２１号 55-2334 坂田　千佳子 第　202　号 H30/12/10 飲食店営業

函館　麺工房　小樽店 小樽市稲穂２丁目２０番１号 金内　明美 第　203　号 H30/12/10 飲食店営業

ＳＨＡＲＡＫＵ 小樽市稲穂３丁目１１番３号 24-1155 有限会社　写楽 第　204　号 H30/12/10 飲食店営業 小樽市緑１丁目１７番１９号 29-1005

晴々 小樽市花園１丁目９番７号 34-1708 有限会社　ビー・ファイン 第　205　号 H30/12/12 飲食店営業 小樽市奥沢２丁目９番２１号 34-1708

天狗丸 小樽市稲穂２丁目１３番１６号 32-0109 水田　尚弘 第　206　号 H30/12/12 飲食店営業

花園工場 小樽市花園１丁目４番１７号 61-7622 株式会社　FOOD　COLLECT 第　1　号 H30/12/14 食肉処理業 小樽市高島１丁目５番３号 26-6026

マルスイ冷蔵株式会社 小樽市銭函５丁目５８番地５
0133-74-
3181

マルスイ冷蔵株式会社 第　5　号 H30/12/26 そうざい製造業
札幌市中央区北１２条西２０丁目２番１
号

0133-75-2255

マルスイ冷蔵株式会社 小樽市銭函５丁目５８番地５
0133-74-
3181

マルスイ冷蔵株式会社 第　19　号 H30/12/26 水産加工品製造業
札幌市中央区北１２条西２０丁目２番１
号

0133-75-2255

居酒屋　功 小樽市長橋２丁目１０番２６号 55-0644 佐藤　俊行 第　207　号 H30/12/28 飲食店営業

ホウムラ食品 小樽市船浜町８番３１号 54-7979 有限会社　ホウムラ 第　21　号 H31/1/4 魚介類販売業 小樽市花園３丁目１９番９号 54-7979

ホウムラ食品 小樽市船浜町８番３１号 54-7979 有限会社　ホウムラ 第　20　号 H31/1/4 水産加工品製造業 小樽市花園３丁目１９番９号 54-7979

ローソン小樽花園三丁目店 小樽市花園３丁目１８番１２号 24-6258 有限会社　宮坂 第　22　号 H31/1/17 魚介類販売業
札幌市手稲区西宮の沢１条３丁目１番３
号

らーめん　みそら 小樽市堺町４番１３号 64-1250 相生　仁 第　208　号 H31/1/23 飲食店営業
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平成３０年４月１日から平成３１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
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電話番号

サツドラ小樽堺町店 小樽市堺町２番１７号 31-3232
株式会社　サッポロドラッグスト
アー

第　209　号 H31/1/24 飲食店営業 札幌市北区太平３条１丁目２番１８号 011-771-8100

OTARU TAP ROOM 小樽市色内２丁目４番８号 細見　文乃 第　210　号 H31/1/25 飲食店営業

株式会社　ジョイントフーズ 小樽市張碓町４９７番地 藤原　正秀 第　6　号 H31/1/28
食品の冷凍又は冷蔵
業

株式会社　ジョイントフーズ 小樽市張碓町４９７番地 藤原　正秀 第　21　号 H31/1/28 水産加工品製造業

株式会社　ジョイントフーズ 小樽市張碓町４９７番地 藤原　正秀 第　3　号 H31/1/28 漬物製造業

IL ONAI  （イルオナイ） 小樽市色内１丁目４番２１号 23-2600
株式会社　マイステイズ・ホテル・
マネジメント

第　211　号 H31/1/31 飲食店営業 東京都港区六本木６丁目２番３１号 03-6866-4347

SONIA COFFEE 小樽市色内１丁目４番２１号 23-2600
株式会社　マイステイズ・ホテル・
マネジメント

第　212　号 H31/1/31 飲食店営業 東京都港区六本木６丁目２番３１号 03-6866-4347

小樽酒房　海坊’S 小樽市山田町１番１号 29-1000 小谷　登 第　213　号 H31/2/4 飲食店営業

小樽市民食堂 小樽市花園５丁目３番１号 31-6200 真鍋　剛史 第　215　号 H31/2/7 飲食店営業

石と鉄　STONE　and　IRON 小樽市色内２丁目２番８号 61-1214 株式会社　ゲンテンクリエイト 第　216　号 H31/2/8 飲食店営業 小樽市色内２丁目２番８号

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　217　号 H31/2/12 飲食店営業
札幌市中央区南１３条西１１丁目２番３２
号

011-530-6000

OTARU　CAFE × HELLO　KITTY 小樽市入船１丁目２番３２号 22-8823 株式会社　ピュア 第　218　号 H31/2/12 飲食店営業 小樽市入船１丁目２番３号 22-7015

駅なかマート　タルシェ 小樽市内一円 31-1111 株式会社　たるしぇ 第　14　号 H31/2/12 食肉販売業 小樽市稲穂２丁目２２番１５号 31-1111

駅なかマート　タルシェ 小樽市内一円 31-1111 株式会社　たるしぇ 第　23　号 H31/2/12 魚介類販売業 小樽市稲穂２丁目２２番１５号 31-1111

駅なかマート　タルシェ 小樽市内一円 31-1111 株式会社　たるしぇ 第　25　号 H31/2/12 乳類販売業 小樽市稲穂２丁目２２番１５号 31-1111

梅園 小樽市花園１丁目１１番１８号 64-7535 白山　千枝 第　219　号 H31/2/13 飲食店営業

The LOCAL BAKE SHOP 小樽市星野町２５番１号 藤沢　玲美 第　220　号 H31/2/14 飲食店営業

The LOCAL BAKE SHOP 小樽市星野町２５番１号 藤沢　玲美 第　16　号 H31/2/14 菓子製造業

酒楽や　恵方 小樽市稲穂１丁目４番１５号 牧野　由佳 第　221　号 H31/2/20 飲食店営業

華乃 小樽市花園３丁目９番６号 33-7070 木下　佳子 第　222　号 H31/2/25 飲食店営業

ペルソナ 小樽市花園１丁目１２番２号 61-6200 第　223　号 H31/2/26 飲食店営業

麺ｓ　９６代目 小樽市花園１丁目９番１２号 工藤　繁明 第　224　号 H31/3/7 飲食店営業
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平成３０年４月１日から平成３１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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営業者の
電話番号

雪あかり 小樽市稲穂２丁目７番２号 株式会社　ケルプ 第　225　号 H31/3/7 飲食店営業 東京都港区赤坂4丁目2－3

コープさっぽろ小樽南店２F店内
（カップ）

小樽市入船１丁目７番７号 24-2345
北海道コカ・コーラボトリング株式
会社

第　24　号 H31/3/7 喫茶店営業 札幌市清田区清田１条１丁目２番１号 011-888-2001

福利厚生　小樽支店食堂（CVM） 小樽市色内１丁目８番１号 22-1228
北海道コカ・コーラボトリング株式
会社

第　25　号 H31/3/7 喫茶店営業 札幌市清田区清田１条１丁目２番１号 011-888-2001

らーめん　御麺安　二代目 小樽市新光２丁目２８番１３号 54-2008 株式会社　優村 第　226　号 H31/3/11 飲食店営業 小樽市朝里川温泉１丁目７７８番地１

Parfait Bar Polepole 小樽市花園１丁目８番１号 山本　真紀子 第　227　号 H31/3/12 飲食店営業

あられみどり屋 小樽市稲穂２丁目１６番３号 25-4577 有限会社　あられみどり屋 第　17　号 H31/3/12 菓子製造業 稲穂２丁目16番３号 25-4577

スーパーアークス奥沢店２階共有
スペース

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　26　号 H31/3/12 喫茶店営業 札幌市清田区清田１条１丁目２番１号 011-888-2001

カラオケ　花ぞの 小樽市花園１丁目８番２０号 29-3030 大滝　法仁 第　241　号 H31/3/15 飲食店営業

海宝樓クラブ 小樽市東雲町１番１９号 64-9090 株式会社　アムス 第　242　号 H31/3/15 飲食店営業 札幌市中央区南９条西４丁目３番１号 011-512-6005

日本製粉株式会社小樽工場　従業
員食堂

小樽市高島１丁目１番３号 23-9111 株式会社　リエイ 第　243　号 H31/3/15 飲食店営業
千葉県浦安市入船１丁目５番２号ＮＢＦ
新浦安タワー１４階

011-222-8633

すし処　貫 小樽市色内１丁目７番３号 25-6842 合同会社　すし処貫 第　244　号 H31/3/15 飲食店営業 小樽市色内１丁目７番３号 25-6842

Ｋｉｔｃｈｅｎ　Ｂａｒ　ＣＯＬＬＩＮＳ 小樽市花園１丁目１２番２０号 稲吉　綾乃 第　268　号 H31/3/27 飲食店営業

きっちん米禄 小樽市入船２丁目２番１４号 神田　由佳 第　269　号 H31/3/27 飲食店営業

ホクレンショップ朝里店 小樽市新光２丁目１番５号 52-4150
北海道コカ・コーラボトリング株式
会社

第　30　号 H31/3/27 喫茶店営業 札幌市清田区清田１条１丁目２番１号 011-888-2001

スナック　志津華 小樽市花園１丁目９番６号 65-7280 滝谷　美帆 第　284　号 H31/3/27 飲食店営業

鯉桜 小樽市稲穂２丁目１３番１７号 髙橋　祐一 第　286　号 H31/3/29 飲食店営業
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電話番号

野島製菓㈱南樽市場店 小樽市新富町１２番１号 野島製菓株式会社 第　1　号 H30/4/4 食品販売業 小樽市入船２丁目２５番１２号 34-0777

デニ　ルタオ 小樽市堺町６番１３号 31-5580 株式会社　ケイシイシイ 第　20　号 H30/7/4 食品販売業 千歳市泉沢１００７番地９０ 0123-28-3155

ワタキューセイモア㈱２F休憩室 小樽市新光５丁目１３番３号 54-6525 東北フローズン株式会社 第　21　号 H30/7/23 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

(有)丸栄服部商店 小樽市新光１丁目９番１３号 54-5732 有限会社　丸栄服部商店 第　22　号 H30/7/23 食品販売業 小樽市新光３丁目１１番４号 54-8901

セブン－イレブン小樽築港店 小樽市築港９番９号 23-2233 明田　昇士 第　23　号 H30/8/7 食品販売業

サツドラ朝里店 小樽市新光１丁目９番１７号 51-2255
株式会社　サッポロドラッグスト
アー

第　24　号 H30/8/13 食品販売業 札幌市北区太平３条１丁目２番１８号 011-771-8100

ローソン小樽稲穂店 小樽市稲穂１丁目３番１０号 32-5152 有限会社　大丸大橋商店 第　25　号 H30/9/4 食品販売業 小樽市稲穂１丁目３番１３号 32-5152

セブンイレブン塩谷店 小樽市塩谷２丁目１７番７号 26-3800 内田　翔太 第　26　号 H30/9/14 食品販売業

小野商店 小樽市内一円 小野　静雄 第　27　号 H30/9/26 食品販売業

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 水島　正登 第　28　号 H30/9/27 食品販売業

スーパーセンタートライアル小樽朝
里店

小樽市新光５丁目１番１号 株式会社　トライアルカンパニー 第　29　号 H30/9/28 食品販売業
福岡県福岡市東区多の津一丁目１２番
２号

092-626-5550

平野パン 小樽市奥沢２丁目１０番２１号 61-1929 株式会社　平野商店 第　30　号 H30/10/1 食品販売業 小樽市奥沢１丁目２５番７号 32-3838

平野パン 小樽市内一円 株式会社　平野商店 第　31　号 H30/10/1 食品販売業 小樽市奥沢１丁目２５番７号 32-3838

平野パン 小樽市内一円 株式会社　平野商店 第　32　号 H30/10/1 食品販売業 小樽市奥沢１丁目２５番７号 32-3838

小樽シーポートマーケット 小樽市築港５番１号 24-4114 東北フローズン株式会社 第　33　号 H30/10/9 食品販売業
岩手県一関市萩荘字下モ下釜５４番地
１

0191-24-4111

木下コーヒーサービス 小樽市幸２丁目１７番２０号 23-0281 木下　勝博 第　34　号 H30/10/29 食品販売業

セイコーマート新光 小樽市新光５丁目１８番２号 54-8801 株式会社　知床屋まつもと 第　36　号 H30/11/19 食品販売業 斜里郡斜里町ウトロ東１５６番地 01522-2-5012

平野パン 小樽市長橋２丁目１７番１６号 32-4231 株式会社　平野商店 第　46　号 H30/11/28 食品販売業 小樽市奥沢１丁目２５番７号 32-3838

駅なかマート　タルシェ 小樽市内一円 31-1111 株式会社　たるしぇ 第　49　号 H31/2/12 食品販売業 小樽市稲穂２丁目２２番１５号 31-1111
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