
施設の名称 施設所在地 施設電話番号 営業者氏名 代表者肩書き 代表者氏名 営業者住所 営業者電話番号 営業の種類 許可年月日 許可満了日 許可番号
ＢＡＲ魔の巣 豊橋市広小路一丁目２３番地 株式会社　ＴＮ　ＦＡＭＩＬＩＡ 代表取締役 中村　剛 豊橋市下地町字宮腰３番地１ 75-2702 飲食店営業(一般食堂・レストラン等) 2021/9/24 2027/9/30 豊橋市指令3豊保生第111－212号

ｃｌｕｂ　Ｎ 豊橋市松葉町一丁目５１番地１  第２サン・フラッグビル３階Ａ号室 株式会社　ジャパン・ジェネラル 代表取締役 内田　陽介 豊橋市新栄町字一本木４１番地  エルディム新栄Ａ－２０６ 43-5724 飲食店営業(簡易な営業) 2021/9/30 2027/9/30 豊橋市指令3豊保生第111－238号

ＣＯＣＯ　ｃafe 豊橋市弥生町字東豊和１７番地 37-5050 株式会社　Ｋ－ＣＯＬＯＲＳ 代表取締役 鈴木　和絵 豊橋市弥生町字東豊和１７番地 37-5050 そうざい製造業 2021/9/7 2028/3/31 豊橋市指令3豊保生第135－8号

ＦＵＪＩＹＡ　ＫＯＢＥ　イオン豊橋南店 豊橋市野依町字落合１番地１２ 29-3578 株式会社　江﨑商店 代表取締役 江崎　正明 愛知県豊川市中条町一丁目１０番地 0533-86-1270 飲食店営業(その他) 2021/9/17 2028/3/31 豊橋市指令3豊保生第111－195号

ＦＵＪＩＹＡ　ＫＯＢＥ　イオン豊橋南店 豊橋市野依町字落合１番地１２ 29-3578 株式会社　江﨑商店 代表取締役 江崎　正明 愛知県豊川市中条町一丁目１０番地 0533-86-1270 菓子製造業(一般) 2021/9/17 2028/3/31 豊橋市指令3豊保生第121－28号

Ｈａｌｅｌｕｉａ 豊橋市大崎町字平嶋２番地１２ 尾﨑　美紀 飲食店営業(一般食堂・レストラン等) 2021/9/10 2027/3/31 豊橋市指令3豊保生第111－151号

ＬｉＡＮＧＥ 豊橋市駅前大通一丁目２６番地  東和アネックスビル２階２－Ｆ 中村　里江 飲食店営業(その他) 2021/9/13 2027/9/30 豊橋市指令3豊保生第111－191号

カフェ　レインボー 豊橋市東小浜町１６４番地２ 74-8513 特定非営利活動法人レインボー 理事長 柵木　通保 豊橋市東小浜町１６４番地２ 74-7140 菓子製造業(一般) 2021/9/10 2028/3/31 豊橋市指令3豊保生第121－22号

キアード２ 豊橋市上伝馬町５７番地２  上伝馬チャームビル１階 藤江　三成 飲食店営業(その他) 2021/9/16 2028/1/31 豊橋市指令3豊保生第111－193号

だいにんぐ　みやび 豊橋市前田南町二丁目２番地１ 藤田　昌子 菓子製造業(一般) 2021/9/21 2027/9/30 豊橋市指令3豊保生第121－30号

ドミノ・ピザ豊橋曙町店 豊橋市曙町字測点１４９番地２ 29-8477 株式会社　ドミノ・ピザジャパン 代表取締役 ジョシュア・ピーター・キリムニック 東京都千代田区岩本町一丁目１０番３号  紀繁ビル４，５階 03-5820-3794 飲食店営業(仕出し屋・弁当屋) 2021/9/22 2028/3/31 豊橋市指令3豊保生第111－217号

ひつまぶし長楽 豊橋市駅前大通一丁目１０２番地１ 56-1221 株式会社　長楽 代表取締役 長永　晶光 豊橋市西松山町３番地 55-5100 飲食店営業(一般食堂・レストラン等) 2021/9/3 2027/9/30 豊橋市指令3豊保生第111－158号

ひつまぶし長楽　牟呂店 豊橋市高洲町字森下３０番地１ 56-1221 株式会社　長楽 代表取締役 長永　晶光 豊橋市西松山町３番地 55-5100 飲食店営業(一般食堂・レストラン等) 2021/9/3 2028/1/31 豊橋市指令3豊保生第111－159号

ビバ東幸 豊橋市東幸町字長山３５番地５ 75-7253 株式会社　きてん 代表取締役 近藤　喜典 豊橋市東岩田二丁目１８番地８ 63-7795 そうざい製造業 2021/9/9 2028/7/31 豊橋市指令3豊保生第135－7号

ほっともっと豊橋神ノ輪店 豊橋市神ノ輪町７７番地 38-5670 岸野　吉一 飲食店営業(仕出し屋・弁当屋) 2021/9/1 2028/3/31 豊橋市指令3豊保生第111－147号

井村屋フーズ株式会社　七根工場　第二製造室　ＦＬＯ 豊橋市西七根町字奥足田口８８番地 21-2311 井村屋フーズ株式会社 代表取締役 菅沼　重元 豊橋市中原町字地歩２４番地１ 41-1191 菓子製造業(一般) 2021/9/14 2027/3/31 豊橋市指令3豊保生第121－24号

花朧　豊橋駅前店 豊橋市松葉町二丁目５３番地  鈴木ビル２階 53-1015 株式会社　欣龍 代表取締役 山田　裕 愛知県田原市浦町西畑１５１番地１ 0531-23-0205 食肉販売業(一般) 2021/9/16 2027/9/30 豊橋市指令3豊保生第113－6号

喰処、楓 豊橋市菰口町一丁目５８番地４  コーポラスみなか１０１号 32-0122 松本　康弘 飲食店営業(一般食堂・レストラン等) 2021/9/6 2028/1/31 豊橋市指令3豊保生第111－163号

串カツの中村屋２号店 豊橋市広小路一丁目３７番地 鈴木　健正 飲食店営業(一般食堂・レストラン等) 2021/9/13 2027/9/30 豊橋市指令3豊保生第111－181号

慶華楼本店ＰＬＵＳ 豊橋市小畷町５９５番地  コーポ原 株式会社　りあふ 代表取締役 佐野　大輔 豊橋市駅前大通一丁目１１４番地  豊橋ビル１Ｆ１０７ 飲食店営業(一般食堂・レストラン等) 2021/9/17 2027/9/30 豊橋市指令3豊保生第111－211号

鶏笑　豊橋店 豊橋市雲谷町字ハシヅメ３番地８６ 41-3270 加藤　素基 飲食店営業(仕出し屋・弁当屋) 2021/9/30 2028/7/31 豊橋市指令3豊保生第111－170号

合同会社　ＫＯＩＺＡ　ＤＩ　ＭＩＮＥＩＲＯ 豊橋市飯村北三丁目２３番地９ 合同会社　ＫＯＩＺＡ　ＤＩ　ＭＩＮＥＩＲＯ 代表社員 山下　セルソ 福井県越前市新保一丁目３－１０ 飲食店営業(一般食堂・レストラン等) 2021/9/2 2028/7/31 豊橋市指令3豊保生第111－168号

大勝庵 豊橋市三ツ相町１８１番地２ 31-2786 渡辺　誠 飲食店営業(一般食堂・レストラン等) 2021/9/30 2027/1/31 豊橋市指令3豊保生第111－215号

配食のふれ愛　豊橋店 豊橋市潮崎町４６番地１ 26-7746 ゆうみ株式会社 代表取締役 美甘　祐司 豊橋市草間町字二本松５番地１ 26-6585 飲食店営業(仕出し屋・弁当屋) 2021/9/7 2027/3/31 豊橋市指令3豊保生第111－155号

平井こうじ屋 豊橋市西新町２４番地 52-2070 山本　峰男 飲食店営業(その他) 2021/9/2 2027/1/31 豊橋市指令3豊保生第111－175号

平井こうじ屋 豊橋市西新町２４番地 52-2070 山本　峰男 みそ又はしょうゆ製造業(みそ) 2021/9/2 2027/1/31 豊橋市指令3豊保生第130－1号

鈴木珈琲店 豊橋市松葉町一丁目４番地 55-6689 東海相互株式会社 代表取締役 鈴木　依子 豊橋市松葉町一丁目４番地 55-6689 飲食店営業(一般食堂・レストラン等) 2021/9/16 2027/9/30 豊橋市指令3豊保生第111－180号

朧月 豊橋市駅前大通一丁目３４番地１  ＭＫＧ＠駅前ビル２階 55-5722 モンドダイニング株式会社 代表取締役 山田　拓也 豊橋市駅前大通一丁目３４番地１  ＭＫＧ＠駅前ビル２階３階 55-5722 食肉販売業(一般) 2021/9/16 2027/9/30 豊橋市指令3豊保生第113－7号


