
新規営業許可情報（R1.11） 【別添様式１】

許可番号 保健所 施設_住所 施設_屋号漢字 名義人_法人名 名義人_代表者職名 名義人_代表者氏名漢字 業種 業態１ 業態２ 業態３ 業態４ 当初許可年月日 有効期限至

013250 西部総合事務所 米子市淀江町西原１１３９－２ カフェレスト　アミエル 齋木　美行 01:飲食店営業 01:一般食堂 76:仕出屋・弁当屋 令和元年11月1日 令和6年11月30日

043254 西部総合事務所 米子市道笑町四丁目１２５―４ ほっかほっか亭　道笑町店 有限会社マイライフ 代表取締役 寺地　昭弘 04:飲食店営業 79:その他 令和元年11月1日 令和8年2月28日

043256 西部総合事務所 境港市大正町７３番地 シルクファーム　苺一縁 株式会社ＫＯＧＡＮＥ 代表取締役 石田　康雄 04:飲食店営業 79:その他 令和元年11月1日 令和8年5月31日

051959 西部総合事務所 境港市大正町７３番地 シルクファーム　苺一縁 株式会社ＫＯＧＡＮＥ 代表取締役 石田　康雄 05:菓子製造業 令和元年11月1日 令和8年5月31日

170420 西部総合事務所 境港市大正町７３番地 シルクファーム　苺一縁 株式会社ＫＯＧＡＮＥ 代表取締役 石田　康雄 17:アイスクリ－ム類製造業 令和元年11月1日 令和8年5月31日

046510 中部総合事務所 倉吉市福庭町二丁目１１ ローソン倉吉福庭町店 川口世紀 04:飲食店営業 99:その他 令和元年11月1日 令和8年2月28日

050684 中部総合事務所 倉吉市福庭町二丁目１１ ローソン倉吉福庭町店 川口世紀 05:菓子製造業 令和元年11月1日 令和8年2月28日

100894 中部総合事務所 倉吉市福庭町二丁目１１ ローソン倉吉福庭町店 川口世紀 10:魚介類販売業 令和元年11月1日 令和8年2月28日

200739 中部総合事務所 倉吉市福庭町二丁目１１ ローソン倉吉福庭町店 川口世紀 20:食肉販売業 令和元年11月1日 令和8年2月28日

181295 中部総合事務所 倉吉市福庭町二丁目１１ ローソン倉吉福庭町店 川口世紀 18:乳類販売業 令和元年11月1日 令和8年2月28日

046509 中部総合事務所 東伯郡湯梨浜町久留１３－１ ローソン鳥取アロハ店 川口世紀 04:飲食店営業 99:その他 令和元年11月1日 令和7年11月30日

050683 中部総合事務所 東伯郡湯梨浜町久留１３－１ ローソン鳥取アロハ店 川口世紀 05:菓子製造業 令和元年11月1日 令和7年11月30日

100893 中部総合事務所 東伯郡湯梨浜町久留１３－１ ローソン鳥取アロハ店 川口世紀 10:魚介類販売業 令和元年11月1日 令和7年11月30日

200738 中部総合事務所 東伯郡湯梨浜町久留１３－１ ローソン鳥取アロハ店 川口世紀 20:食肉販売業 令和元年11月1日 令和7年11月30日

181294 中部総合事務所 東伯郡湯梨浜町久留１３－１ ローソン鳥取アロハ店 川口世紀 18:乳類販売業 令和元年11月1日 令和7年11月30日

046511 中部総合事務所 東伯郡湯梨浜町田後３４０－１ ローソン鳥取ハワイ店 中部酒類販売株式会社 代表取締役 福井裕紀 04:飲食店営業 79:その他 令和元年11月1日 令和7年11月30日

050685 中部総合事務所 東伯郡湯梨浜町田後３４０－１ ローソン鳥取ハワイ店 中部酒類販売株式会社 代表取締役 福井裕紀 05:菓子製造業 令和元年11月1日 令和7年11月30日

200740 中部総合事務所 東伯郡湯梨浜町田後３４０－１ ローソン鳥取ハワイ店 中部酒類販売株式会社 代表取締役 福井裕紀 20:食肉販売業 令和元年11月1日 令和7年11月30日

181296 中部総合事務所 東伯郡湯梨浜町田後３４０－１ ローソン鳥取ハワイ店 中部酒類販売株式会社 代表取締役 福井裕紀 18:乳類販売業 令和元年11月1日 令和7年11月30日

100895 中部総合事務所 東伯郡湯梨浜町田後３４０－１ ローソン鳥取ハワイ店 中部酒類販売株式会社 代表取締役 福井裕紀 10:魚介類販売業 令和元年11月1日 令和7年11月30日

033255 西部総合事務所 西伯郡大山町大山１４４－３ 山のうえ 山本　竜也 03:飲食店営業 77:旅館・ホテル 令和元年11月5日 令和8年8月31日

043257 西部総合事務所 米子市陽田町３６－１ 丸合　米子南店　食肉惣菜 株式会社　丸合 代表取締役 梅林　裕暁 04:飲食店営業 79:その他 令和元年11月5日 令和8年2月28日

103018 西部総合事務所 あいきょう　こまわり号　２ 有限会社　安達商事 代表取締役 安達　亨司 10:魚介類販売業 92:自動車営業 令和元年11月7日 令和8年8月31日

185515 西部総合事務所 あいきょう　こまわり号　２ 有限会社　安達商事 代表取締役 安達　亨司 18:乳類販売業 92:自動車営業 令和元年11月7日 令和8年8月31日

202822 西部総合事務所 あいきょう　こまわり号　２ 有限会社　安達商事 代表取締役 安達　亨司 20:食肉販売業 92:自動車営業 令和元年11月7日 令和8年8月31日

016515 中部総合事務所 東伯郡湯梨浜町中興寺４００－３ 交流センターゆるりん館 株式会社　コネクト 代表取締役 虻川栄治 01:飲食店営業 01:一般食堂 76:仕出屋・弁当屋 79:その他 令和元年11月8日 令和6年11月30日

013258 西部総合事務所 米子市両三柳５２－１ プランツ 永見　佳樹 01:飲食店営業 01:一般食堂 76:仕出屋・弁当屋 令和元年11月11日 令和6年11月30日

190279 西部総合事務所 米子市流通町４３０－２４ 米子チルドＰＣ 大黒天物産株式会社 代表取締役 大賀　昭司 19:食肉処理業 令和元年11月13日 令和7年11月30日

013260 西部総合事務所 米子市角盤町一丁目２７番地外　１階 四川中華　ＧＯＣＨＩ／ＣＡＦＥ’Ｓ　ＫＩＴＣＨＥＮ　ＯＮ　ＴＨＥ　ＴＡＢＬＥ 有限会社　トモコミュニケーションズ 取締役 遠藤　智美 01:飲食店営業 01:一般食堂 令和元年11月13日 令和7年2月28日

013262 西部総合事務所 米子市皆生新田二丁目２－１０ 麺屋　八兵衛　米子店 株式会社８ｅｓｔ 代表取締役 岩﨑　健治 01:飲食店営業 01:一般食堂 令和元年11月13日 令和8年5月31日

043261 西部総合事務所 特産センター野の花 公益社団法人　青年海外協力協会 代表理事 雄谷　良成 04:飲食店営業 93:露店営業 令和元年11月14日 令和6年11月30日

043264 西部総合事務所 海月丸 ＴＩｐｌｕｓ合同会社 代表社員 松本　達也 04:飲食店営業 93:露店営業 令和元年11月14日 令和7年5月31日

190278 西部総合事務所 米子市淀江町小波９６７番地 よどえジビエ工房 松尾　憲之 19:食肉処理業 令和元年11月14日 令和7年11月30日

043263 西部総合事務所 米子市吉岡１２５－１ るるすけ 松原　毅 04:飲食店営業 79:その他 令和元年11月14日 令和7年11月30日

051960 西部総合事務所 米子市吉岡１２５－１ るるすけ 松原　毅 05:菓子製造業 令和元年11月14日 令和7年11月30日

046517 中部総合事務所 グリルダイバーｎｕｔ´７１０ 葛窪隼人 04:飲食店営業 93:露店営業 令和元年11月14日 令和6年11月30日

170421 西部総合事務所 西伯郡日吉津村日吉津大字日吉津１１６０　イオンモール日吉津 からあげフェスティバルin鳥取 株式会社ＦＭなかつ 代表取締役 梅本　靖之 17:アイスクリ－ム類製造業 令和元年11月15日 令和元年11月17日

043259 西部総合事務所 からあげフェスティバルin鳥取 株式会社ＦＭなかつ 代表取締役 梅本　靖之 04:飲食店営業 93:露店営業 令和元年11月15日 令和元年11月17日

013266 西部総合事務所 米子市角盤町一丁目２７番地外　６階 サウナ＆ステイ 有限会社　トモコミュニケーションズ 取締役 遠藤　智美 01:飲食店営業 01:一般食堂 令和元年11月18日 令和7年2月28日

016578 中部総合事務所 倉吉市上井町二丁目５－１　ピュアビル１Ｆ 焼とり　ひょうたん 上嵜健二 01:飲食店営業 01:一般食堂 79:その他 令和元年11月18日 令和8年2月28日

046579 中部総合事務所 倉吉市東巌城町１９０ セブン－イレブン倉吉東巌城町店 道家　忍 04:飲食店営業 79:その他 令和元年11月18日 令和8年2月28日

181315 中部総合事務所 倉吉市東巌城町１９０ セブン－イレブン倉吉東巌城町店 道家　忍 18:乳類販売業 令和元年11月18日 令和8年2月28日

200753 中部総合事務所 倉吉市東巌城町１９０ セブン－イレブン倉吉東巌城町店 道家　忍 20:食肉販売業 令和元年11月18日 令和8年2月28日

100908 中部総合事務所 倉吉市東巌城町１９０ セブン－イレブン倉吉東巌城町店 道家　忍 10:魚介類販売業 令和元年11月18日 令和8年2月28日

103019 西部総合事務所 境港市相生町１６ 旨いもん市場　海月丸 ＴＩｐｌｕｓ合同会社 代表社員 松本　達也 10:魚介類販売業 令和元年11月19日 令和8年5月31日

202823 西部総合事務所 米子市上福原七丁目７－１９ かねまる商店 亀尾　亮一 20:食肉販売業 令和元年11月19日 令和6年11月30日

185516 西部総合事務所 米子市上福原七丁目７－１９ かねまる商店 亀尾　亮一 18:乳類販売業 令和元年11月19日 令和7年11月30日

013267 西部総合事務所 米子市法勝寺町２２ 鮨とざき 外﨑　義人 01:飲食店営業 04:すし屋 76:仕出屋・弁当屋 令和元年11月19日 令和7年2月28日

050692 中部総合事務所 東伯郡湯梨浜町園２２８６－１ 湯梨浜町活性化センター「はまなす」 鳥取中央農業協同組合 代表理事組合長 栗原隆政 05:菓子製造業 令和元年11月20日 令和7年11月30日

154385 西部総合事務所 米子市角盤町一丁目２７番地外　２階 ＧＯＯＤ　ＢＬＥＳＳ　ＧＡＲＤＥＮ 株式会社　ジョイアーバン 代表取締役社長 宇田川　正樹 15:喫茶店営業 令和元年11月21日 令和7年2月28日

154386 西部総合事務所 米子市角盤町一丁目２７番地外　３階 ＧＯＯＤ　ＢＬＥＳＳ　ＧＡＲＤＥＮ 株式会社　ジョイアーバン 代表取締役社長 宇田川　正樹 15:喫茶店営業 令和元年11月21日 令和7年2月28日

103020 西部総合事務所 米子市夜見町２９４１ 株式会社　太陽食品 株式会社　太陽食品 代表取締役 原田　秀樹 10:魚介類販売業 令和元年11月21日 令和7年11月30日

350081 西部総合事務所 日野郡日南町霞９１５－１ 大塚食品有限会社 大塚食品有限会社 代表取締役 大塚一成 35:清涼飲料水製造業 令和元年11月21日 令和8年8月31日

043269 西部総合事務所 西伯郡日吉津村日吉津１１６０－１ イオン日吉津店　食品教育センター イオンリテール株式会社 代表取締役 井出　武美 04:飲食店営業 79:その他 令和元年11月22日 令和8年8月31日
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190280 西部総合事務所 西伯郡大山町豊成７９－２ 名和食鶏有限会社 名和食鶏有限会社 代表取締役 枝谷　純一 19:食肉処理業 令和元年11月22日 令和8年8月31日

033271 西部総合事務所 西伯郡大山町大山３２ 華山 株式会社ＳＷＩＦＴ 代表取締役 清原　幹也 03:飲食店営業 77:旅館・ホテル 令和元年11月26日 令和8年8月31日

013270 西部総合事務所 米子市朝日町３０－９ きら家 渡邊　賢志 01:飲食店営業 01:一般食堂 令和元年11月26日 令和7年11月30日

013273 西部総合事務所 米子市東福原三丁目９番1号 季節の天ぷら　百彩 株式会社グランエフスタイル 代表取締役 藤山　勝巳 01:飲食店営業 01:一般食堂 令和元年11月28日 令和7年11月30日

023272 西部総合事務所 米子市東福原三丁目９番1号 シニアステージ東福原　レストラン百彩 株式会社グランエフスタイル 代表取締役 藤山　勝巳 02:飲食店営業 81:給食施設 令和元年11月28日 令和7年11月30日

013274 西部総合事務所 米子市河崎１３８８－１ ラーメン為次郎 早川　謙二 01:飲食店営業 01:一般食堂 令和元年11月28日 令和7年11月30日

046580 中部総合事務所 倉吉市上井町二丁目５－１ ピュアビル３－Ａ Ｂｅｒｒｙ　Ｃｈｏｃｏｌａｔ 岸　小百合 04:飲食店営業 78:社交飲食 令和元年11月28日 令和7年2月28日
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