
新規営業許可情報（R2.10） 【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

013437 西部総合事務所 西伯郡伯耆町宮原１００７－７ 米粉の焼菓子専門店　葉月 杉浦　七瀬 01:飲食店営業 01:一般食堂 令和2年10月1日 令和8年8月31日

052001 西部総合事務所 西伯郡伯耆町宮原１００７－７ 米粉の焼菓子専門店　葉月 杉浦　七瀬 05:菓子製造業 00: 令和2年10月1日 令和8年8月31日

154400 西部総合事務所 米子市長砂町１０６６ キャラ 有限会社日南葬祭センタ－ 代表取締役 原　千春 15:喫茶店営業 令和2年10月1日 令和9年2月28日

013438 西部総合事務所 西伯郡日吉津村日吉津１４５１－１ ｎｏｋｉ 内田　文 01:飲食店営業 01:一般食堂 令和2年10月1日 令和8年8月31日

052002 西部総合事務所 クレープ　ＮａＮａＩＲＯｙ’ｓ 株式会社ｙ’ｓＣｏｌｌｅｃＴｉｏｎ 代表取締役 常松　康弘 05:菓子製造業 93:露店営業 令和2年10月1日 令和7年11月30日

052003 西部総合事務所 米子市流通町２５－１３ 株式会社まつした 株式会社まつした 代表取締役社長 松下信照 05:菓子製造業 令和2年10月1日 令和8年11月30日

321001 西部総合事務所 境港市美保町３０９－４１ イシハラプランニング合同会社 イシハラプランニング合同会社 代表社員 石原　広夢 32:そうざい製造業 令和2年10月1日 令和8年5月31日

202850 西部総合事務所 米子市東倉吉町４１ もつ鍋　椿や ピクニコＰ＆Ｃ株式会社 代表取締役 神辺　勉 20:食肉販売業 令和2年10月2日 令和9年2月28日

103045 西部総合事務所 山一青果（鮮魚） 山城　幸和 10:魚介類販売業 92:自動車営業 令和2年10月5日 令和8年5月31日

103047 西部総合事務所 米子岩出 岩出　賀津雄 10:魚介類販売業 92:自動車営業 令和2年10月5日 令和7年11月30日

013439 西部総合事務所 米子市淀江町小波１０７３－２ こっこ家 有限会社田中商店 代表取締役 田中　健治 01:飲食店営業 01:一般食堂 令和2年10月5日 令和8年11月30日

016772 中部総合事務所 倉吉市上井町二丁目４－１４　アゲインビル１Ｆ ホルモンちづや倉吉駅前店 株式会社　ちづや 代表取締役 市田和也 01:飲食店営業 01:一般食堂 99:その他 令和2年10月5日 令和8年2月28日

043441 西部総合事務所 Ｄａ　Ｔａｋａ　ｉｌ　ｐｉｚｚａｎａｕｔａ 前田　孝之 04:飲食店営業 92:自動車営業 令和2年10月8日 令和9年8月31日

052006 西部総合事務所 Ｄａ　Ｔａｋａ　ｉｌ　ｐｉｚｚａｎａｕｔａ 前田　孝之 05:菓子製造業 92:自動車営業 令和2年10月8日 令和9年8月31日

130494 西部総合事務所 境港市外江町２５６８－２ 榧野鮮魚店 榧野 亜津砂 13:食品の冷凍又は冷蔵業 令和2年10月8日 令和8年5月31日

185536 西部総合事務所 米子市東福原六丁目１２番３９号 ウエルシア米子東福原店 ウエルシア薬局株式会社 代表取締役 水野　秀晴 18:乳類販売業 令和2年10月8日 令和8年11月30日

154401 西部総合事務所 米子市東福原六丁目１２番３９号 ウエルシア米子東福原店 ウエルシア薬局株式会社 代表取締役 水野　秀晴 15:喫茶店営業 91:自動販売機 令和2年10月8日 令和8年11月30日

202851 西部総合事務所 米子市東福原六丁目１２番３９号 ウエルシア米子東福原店 ウエルシア薬局株式会社 代表取締役 水野　秀晴 20:食肉販売業 令和2年10月8日 令和8年11月30日

103046 西部総合事務所 米子市東福原六丁目１２番３９号 ウエルシア米子東福原店 ウエルシア薬局株式会社 代表取締役 水野　秀晴 10:魚介類販売業 令和2年10月8日 令和8年11月30日

013446 西部総合事務所 米子市皆生四丁目２６０５番 かつや鳥取米子店 株式会社ウッドベル 代表取締役 小川　美樹 01:飲食店営業 01:一般食堂 令和2年10月9日 令和9年5月31日

023440 西部総合事務所 日野郡日南町神福１８０５－１ いばら元気会 河上　仁美 02:飲食店営業 76:仕出屋・弁当屋 01:一般食堂 令和2年10月9日 令和9年8月31日

185538 西部総合事務所 米子市中島一丁目１番５号 タナベ商会 田邊克子 18:乳類販売業 令和2年10月9日 令和7年11月30日

052004 西部総合事務所 西伯郡日吉津村日吉津７９０ 橋井加工場 橋井　道代 05:菓子製造業 令和2年10月9日 令和8年8月31日

052005 西部総合事務所 境港市岬町１番地７６ Ｈａｙａｍｉ洋菓子店 景山　郁美 05:菓子製造業 00: 令和2年10月9日 令和9年5月31日

043451 西部総合事務所 米子市朝日町２５ サワッディー 佐藤　ナリラット 04:飲食店営業 78:社交飲食 令和2年10月12日 令和9年2月28日

013442 西部総合事務所 米子市加茂町二丁目２０４　米子商工会議所７階 Ｏ’ｔｙａｎｏ　２ 特定非営利活動法人あかり広場 代表理事 渡部　恵子 01:飲食店営業 01:一般食堂 令和2年10月12日 令和8年2月28日

310127 西部総合事務所 境港市竹内団地２７８－７ 神楽セントラルキッチン 株式会社アールデザインプロダクツ 代表取締役 高見　功司 31:麺類製造業 令和2年10月12日 令和8年5月31日

321002 西部総合事務所 境港市竹内団地２７８－７ 神楽セントラルキッチン　新工場 株式会社アールデザインプロダクツ 代表取締役 高見　功司 32:そうざい製造業 令和2年10月12日 令和9年5月31日

013445 西部総合事務所 米子市西福原七丁目６－３２ Ｈｉｇｈ　Ｃｏｌｏｒ弁当 株式会社ふくよね 代表取締役 本池　峰 01:飲食店営業 01:一般食堂 10:弁当屋 令和2年10月12日 令和7年11月30日

013447 西部総合事務所 境港市高松町１４８２－１０ 拉麺屋神楽境港店 株式会社アールデザインプロダクツ 代表取締役 高見　功司 01:飲食店営業 05:めん類食堂 令和2年10月12日 令和9年5月31日

013448 西部総合事務所 米子市皆生四丁目１１番３５号 拉麺屋神楽米子店 株式会社アールデザインプロダクツ 代表取締役 高見　功司 01:飲食店営業 05:めん類食堂 令和2年10月12日 令和9年5月31日

013449 西部総合事務所 米子市錦町三丁目１４８－２ 拉麺屋神楽米子錦町店 株式会社アールデザインプロダクツ 代表取締役 高見　功司 01:飲食店営業 05:めん類食堂 令和2年10月12日 令和8年2月28日

046774 中部総合事務所 倉吉市上井町一丁目２１９－２ Ｎｏ．３８ 株式会社　Ｉｔ’ｓ Ｍｉｎｅ 代表取締役 小椋さやか 04:飲食店営業 78:社交飲食 令和2年10月12日 令和8年2月28日

016773 中部総合事務所 倉吉市関金町安歩８１－１ ｃａｃａｌａ 本田淳子 01:飲食店営業 01:一般食堂 76:仕出屋・弁当屋 99:その他 令和2年10月12日 令和7年11月30日

050726 中部総合事務所 倉吉市関金町安歩８１－１ ｃａｃａｌａ 本田淳子 05:菓子製造業 令和2年10月12日 令和8年11月30日

050727 中部総合事務所 東伯郡湯梨浜町泊９４１－１ 月よう日 酒井千里 05:菓子製造業 令和2年10月12日 令和8年11月30日

013444 西部総合事務所 米子市万能町１６１番地 麺家　まつ 松本　由理子 01:飲食店営業 01:一般食堂 令和2年10月13日 令和8年2月28日

043450 西部総合事務所 境港市上道町３０８２ たこＱ 中山　知子 04:飲食店営業 79:その他 01:一般食堂 令和2年10月13日 令和8年5月31日

052009 西部総合事務所 境港市上道町３０８２ たこＱ 中山　知子 05:菓子製造業 00: 令和2年10月13日 令和9年5月31日

154402 西部総合事務所 米子市花園町３６－１ ヴェルディマンションギャラリー米子 有限会社日東ベンディング中国 代表取締役社長 藤井　隆 15:喫茶店営業 91:自動販売機 令和2年10月14日 令和9年2月28日

052008 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１Ｆ スイートガーデン　イオン日吉津店 中本　亜沙美 05:菓子製造業 令和2年10月14日 令和8年8月31日

170427 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１Ｆ スイートガーデン　イオン日吉津店 中本　亜沙美 17:アイスクリ－ム類製造業 令和2年10月14日 令和9年8月31日

321003 西部総合事務所 日野郡日南町生山３８６番地 道の駅日野川の郷　共同加工所 日南トマト加工株式会社 代表取締役 内田　章久 32:そうざい製造業 令和2年10月15日 令和8年8月31日

023453 西部総合事務所 米子市西福原六丁目３－５０　１０１号 まごころ弁当　米子中央店 須藤　哲也 02:飲食店営業 76:仕出屋・弁当屋 令和2年10月16日 令和7年11月30日

043454 西部総合事務所 米子市朝日町６５　あさひざビル１Ｆ アレグレ 福原　レジーナ 04:飲食店営業 78:社交飲食 令和2年10月16日 令和9年2月28日

013456 西部総合事務所 米子市明治町１７５番地　グリーンリッチホテル米子駅前　２階 山内農場 株式会社モンテローザフーズ 代表取締役 大神　輝博 01:飲食店営業 01:一般食堂 82:生食用食肉調理店 令和2年10月16日 令和9年2月28日

043455 西部総合事務所 あんしゃん亭 富田　博美 04:飲食店営業 93:露店営業 令和2年10月16日 令和7年11月30日

013452 西部総合事務所 西伯郡大山町平田３－５ 山茶花 林原　千代子 01:飲食店営業 01:一般食堂 令和2年10月16日 令和8年8月31日

043457 西部総合事務所 米子市朝日町４９－１　アイワビル１Ｆ ＯＭＯＩ 小林　想 04:飲食店営業 78:社交飲食 令和2年10月20日 令和8年2月28日

052010 西部総合事務所 西伯郡日吉津村日吉津４６９－３ Ｌ’ｅｃｒｉｎ 伊藤　朋子 05:菓子製造業 00: 令和2年10月21日 令和8年8月31日

013458 西部総合事務所 西伯郡日吉津村日吉津１１６０－１　イオンモール日吉津１Ｆ Ｓｐｉｃｅ　Ｋｉｎｇｄｏｍ　イオンモール日吉津店 株式会社スパイス王国 代表取締役 中川　藤一郎 01:飲食店営業 01:一般食堂 令和2年10月21日 令和9年8月31日

046775 中部総合事務所 東伯郡湯梨浜町久留２６－１ ハワイ夢マート 鳥取東伯ミート株式会社 代表取締役 種子光幸 04:飲食店営業 99:その他 令和2年10月21日 令和8年11月30日

016776 中部総合事務所 倉吉市新町三丁目１０８１ 歴史カフェ会津 松林安美 01:飲食店営業 01:一般食堂 99:その他 令和2年10月21日 令和9年2月28日

043460 西部総合事務所 旬鮮いけよし 池吉　信 04:飲食店営業 92:自動車営業 令和2年10月22日 令和8年2月28日

013459 西部総合事務所 西伯郡伯耆町岩立９－８ ごはん処　春か秋とう 北藤　龍 01:飲食店営業 01:一般食堂 令和2年10月23日 令和8年8月31日

013464 西部総合事務所 米子市車尾四丁目１４－１３ カレーキング 吉江　信彦 01:飲食店営業 01:一般食堂 令和2年10月26日 令和8年11月30日
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052013 西部総合事務所 米子市花園町１１９－１ フロレスタ米子店 有限会社米川 代表取締役 米川　祐介 05:菓子製造業 00: 令和2年10月26日 令和9年2月28日

043465 西部総合事務所 米子市花園町１１９－１ フロレスタ米子店 有限会社米川 代表取締役 米川　祐介 04:飲食店営業 79:その他 令和2年10月26日 令和8年2月28日

043463 西部総合事務所 米子市角盤町二丁目７６　トーアプラザビル１Ｆ ９９９ 中　寿宏 04:飲食店営業 78:社交飲食 令和2年10月26日 令和9年2月28日

043467 西部総合事務所 ヨーロッパ屋台ＯＴＴＯ Ｄｅｌｉ－Ａｒｔ合同会社 代表社員 ＺＥＩＤＬＥＲ　ＯＴＴＯ　ＩＳＴＶＡＮ 04:飲食店営業 92:自動車営業 令和2年10月26日 令和7年11月30日

052014 西部総合事務所 ヨーロッパ屋台ＯＴＴＯ Ｄｅｌｉ－Ａｒｔ合同会社 代表社員 ＺＥＩＤＬＥＲ　ＯＴＴＯ　ＩＳＴＶＡＮ 05:菓子製造業 92:自動車営業 令和2年10月26日 令和7年11月30日

185539 西部総合事務所 米子市米原二丁目１番１号 ホープタウンマルイ店 株式会社サンインマルイ 代表取締役 松田　欣也 18:乳類販売業 令和2年10月26日 令和8年11月30日

103049 西部総合事務所 米子市米原二丁目１番１号 ホープタウンマルイ店 株式会社サンインマルイ 代表取締役 松田　欣也 10:魚介類販売業 令和2年10月26日 令和8年11月30日

202854 西部総合事務所 米子市米原二丁目１番１号 ホープタウンマルイ店 株式会社サンインマルイ 代表取締役 松田　欣也 20:食肉販売業 令和2年10月26日 令和8年11月30日

023462 西部総合事務所 米子市米原二丁目１番１号 ホープタウンマルイ店 株式会社サンインマルイ 代表取締役 松田　欣也 02:飲食店営業 76:仕出屋・弁当屋 79:その他 令和2年10月26日 令和7年11月30日

052012 西部総合事務所 米子市米原二丁目１番１号 ホープタウンマルイ店 株式会社サンインマルイ 代表取締役 松田　欣也 05:菓子製造業 令和2年10月26日 令和8年11月30日

050728 中部総合事務所 倉吉市福吉町１３６５－１ ラ・ムー倉吉南店　パクパク 大黒天物産株式会社 代表取締役 大賀　昭司 05:菓子製造業 令和2年10月26日 令和9年2月28日

046777 中部総合事務所 倉吉市魚町２５２１ ４　ｃｏｆｆｅｅ 牧田瑠実 04:飲食店営業 99:その他 令和2年10月27日 令和8年2月28日

202853 西部総合事務所 日野郡日野町根雨１７０番地１（金持テラス内） 日野町特産品ブランド化実行委員会（まめなか屋） 松本　洋一 20:食肉販売業 00: 令和2年10月28日 令和9年8月31日

043468 西部総合事務所 米子市尾高町１３２ Ｍ 竹林　幸光 04:飲食店営業 78:社交飲食 令和2年10月28日 令和9年2月28日

052011 西部総合事務所 米子市両三柳５８－２ もう言葉がでません　マルイ両三柳店 有限会社葡萄家 代表取締役 山根　一利 05:菓子製造業 令和2年10月28日 令和7年11月30日

043443 西部総合事務所 西伯郡南部町法勝寺２３０－２ ローソン　西伯法勝寺店 加藤　裕二 04:飲食店営業 79:その他 76:仕出屋・弁当屋 令和2年10月30日 令和8年8月31日

185537 西部総合事務所 西伯郡南部町法勝寺２３０－２ ローソン　西伯法勝寺店 加藤　裕二 18:乳類販売業 00: 令和2年10月30日 令和9年8月31日

202852 西部総合事務所 西伯郡南部町法勝寺２３０－２ ローソン　西伯法勝寺店 加藤　裕二 20:食肉販売業 00: 令和2年10月30日 令和9年8月31日

103048 西部総合事務所 西伯郡南部町法勝寺２３０－２ ローソン　西伯法勝寺店 加藤　裕二 10:魚介類販売業 00: 令和2年10月30日 令和9年8月31日

052007 西部総合事務所 西伯郡南部町法勝寺２３０－２ ローソン　西伯法勝寺店 加藤　裕二 05:菓子製造業 00: 令和2年10月30日 令和9年8月31日

016778 中部総合事務所 東伯郡琴浦町徳万１１７－３１　テナントビル１Ｆ くつろぎ酒場　ハナタレ 山下光世 01:飲食店営業 01:一般食堂 99:その他 令和2年10月30日 令和8年5月31日
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