
新規営業許可情報（R２.５） 【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

043364 西部総合事務所 米子市福市８６１－６４ ローソン米子福市店 株式会社ＤＥＥＰ 代表取締役 吉田　正 04:飲食店営業 79:その他 令和2年5月1日 令和8年11月30日

185529 西部総合事務所 米子市福市８６１－６４ ローソン米子福市店 株式会社ＤＥＥＰ 代表取締役 吉田　正 18:乳類販売業 令和2年5月1日 令和8年11月30日

202834 西部総合事務所 米子市福市８６１－６４ ローソン米子福市店 株式会社ＤＥＥＰ 代表取締役 吉田　正 20:食肉販売業 令和2年5月1日 令和8年11月30日

103032 西部総合事務所 米子市福市８６１－６４ ローソン米子福市店 株式会社ＤＥＥＰ 代表取締役 吉田　正 10:魚介類販売業 令和2年5月1日 令和8年11月30日

051983 西部総合事務所 米子市福市８６１－６４ ローソン米子福市店 株式会社ＤＥＥＰ 代表取締役 吉田　正 05:菓子製造業 令和2年5月1日 令和8年11月30日

043365 西部総合事務所 米子市福市１７１８-２ ローソン米子永江団地入口店 株式会社ＤＥＥＰ 代表取締役 吉田　正 04:飲食店営業 79:その他 令和2年5月1日 令和8年11月30日

185530 西部総合事務所 米子市福市１７１８-２ ローソン米子永江団地入口店 株式会社ＤＥＥＰ 代表取締役 吉田　正 18:乳類販売業 令和2年5月1日 令和8年11月30日

202835 西部総合事務所 米子市福市１７１８-２ ローソン米子永江団地入口店 株式会社ＤＥＥＰ 代表取締役 吉田　正 20:食肉販売業 令和2年5月1日 令和8年11月30日

103033 西部総合事務所 米子市福市１７１８-２ ローソン米子永江団地入口店 株式会社ＤＥＥＰ 代表取締役 吉田　正 10:魚介類販売業 令和2年5月1日 令和8年11月30日

051984 西部総合事務所 米子市福市１７１８-２ ローソン米子永江団地入口店 株式会社ＤＥＥＰ 代表取締役 吉田　正 05:菓子製造業 令和2年5月1日 令和8年11月30日

016708 中部総合事務所 倉吉市上神５４９－１ ＧＯＮＪＩ’Ｓ　ＣＵＲＲＹ 小西浩之 01:飲食店営業 01:一般食堂 99:その他 令和2年5月1日 令和8年2月28日

051987 西部総合事務所 米子市四日市町３８－３ 割烹きさら 武部　貴紘 05:菓子製造業 令和2年5月7日 令和8年2月28日

013371 西部総合事務所 米子市車尾五丁目８－９ ｌｉｑｕｉｄ 岸川　智耶 01:飲食店営業 01:一般食堂 令和2年5月7日 令和7年11月30日

051988 西部総合事務所 米子市淀江町小波１２１６ 有限会社赤石商店　淀江工場 有限会社赤石商店 代表取締役 赤石　周平 05:菓子製造業 令和2年5月7日 令和7年11月30日

043372 西部総合事務所 鹿糠 鹿糠　俊二 04:飲食店営業 93:露店営業 令和2年5月7日 令和7年5月31日

046709 中部総合事務所 倉吉市上井町二丁目５－１　ピュアビル４Ｆ Ｐａｐｉｌｌｏｎ 安藤美杏花 04:飲食店営業 78:社交飲食 令和2年5月7日 令和9年2月28日

046710 中部総合事務所 倉吉市上井町一丁目９－１９ Ａｎｇｅ 伊澤圭恵 04:飲食店営業 78:社交飲食 令和2年5月8日 令和9年2月28日

043376 西部総合事務所 米子市角盤町二丁目７６－２　フェイスビル５Ｆ ＡＰＩＡ ＩＮＴ株式会社 代表取締役 藤本　将也 04:飲食店営業 78:社交飲食 令和2年5月11日 令和8年2月28日

043375 西部総合事務所 米子市角盤町二丁目７６－２　フェイスビル３Ｆ Ｇｒａｎｄｅ 木下　耕平 04:飲食店営業 78:社交飲食 令和2年5月11日 令和9年2月28日

023349 西部総合事務所 米子市旗ケ崎六丁目１６６－１ 住宅型有料老人ホーム　ナーシングホーム　サンライズ萱島グレイス合同会社 代表社員 伊達　秀幸 02:飲食店営業 81:給食施設 01:一般食堂 令和2年5月11日 令和7年11月30日

013374 西部総合事務所 米子市万能町１７３ 創作ダイニング　ファン・ミール 荒金　昭宏 01:飲食店営業 01:一般食堂 令和2年5月11日 令和9年2月28日

023373 西部総合事務所 米子市皆生温泉二丁目１９－４０ スープ＆デリ　Ｏｌｉｖｅ！ 野津　みゆき 02:飲食店営業 76:仕出屋・弁当屋 79:その他 令和2年5月12日 令和7年5月31日

016712 中部総合事務所 倉吉市駄経寺町２１２－５ 北前船蕎麦街道 光信　宏 01:飲食店営業 74:めん類食堂 76:仕出屋・弁当屋 99:その他 令和2年5月13日 令和8年2月28日

046711 中部総合事務所 オットーのヨーロッパ屋台 Ｄｅｌｉ－Ａｒｔ合同会社 代表社員 ＺＥＩＤＬＥＲ　ＯＴＴＯ　ＩＳＴＶＡＮ 04:飲食店営業 93:露店営業 令和2年5月13日 令和7年5月31日

050712 中部総合事務所 オットーのヨーロッパ屋台 Ｄｅｌｉ－Ａｒｔ合同会社 代表社員 ＺＥＩＤＬＥＲ　ＯＴＴＯ　ＩＳＴＶＡＮ 05:菓子製造業 93:露店営業 令和2年5月13日 令和7年5月31日

200771 中部総合事務所 鳥取東伯ミート移動販売車　８１９１ 鳥取東伯ミート株式会社 代表取締役 種子光幸 20:食肉販売業 92:自動車営業 令和2年5月13日 令和8年5月31日

043377 西部総合事務所 境港市松ケ枝町６５ プレイスポットＭ 上村　由里 04:飲食店営業 78:社交飲食 令和2年5月14日 令和8年5月31日

154397 西部総合事務所 米子市皆生温泉三丁目１７－７ 東光園　ティ－ラウンジ ベネフィットホテル株式会社 代表取締役 小林　みな子 15:喫茶店営業 令和2年5月14日 令和8年5月31日

043378 西部総合事務所 米子市東福原四丁目２３－１１　Ｈ．Ｋ．Ｔビル１Ｆ 子・子・子 奥田　理津江 04:飲食店営業 78:社交飲食 令和2年5月14日 令和8年11月30日

103037 西部総合事務所 米子市明治町２２７番地 美酒佳肴　ゆらく 高井　賢一 10:魚介類販売業 令和2年5月15日 令和9年2月28日

023379 西部総合事務所 西伯郡伯耆町大殿９７７－１ ＳＳＣ岸本食品加工所 株式会社Ｓｕｎ－ｉｎ　Ｓｏｃｉａｌ　Ｃｏｍｍｕｎｉｃａｔｉｏｎ 代表取締役 山中　裕二 02:飲食店営業 76:仕出屋・弁当屋 令和2年5月19日 令和7年8月31日

320998 西部総合事務所 西伯郡伯耆町大殿９７７－１ ＳＳＣ岸本食品加工所 株式会社Ｓｕｎ－ｉｎ　Ｓｏｃｉａｌ　Ｃｏｍｍｕｎｉｃａｔｉｏｎ 代表取締役 山中　裕二 32:そうざい製造業 令和2年5月19日 令和7年8月31日

103038 西部総合事務所 西伯郡伯耆町大殿９７７－１ ＳＳＣ岸本食品加工所 株式会社Ｓｕｎ－ｉｎ　Ｓｏｃｉａｌ　Ｃｏｍｍｕｎｉｃａｔｉｏｎ 代表取締役 山中　裕二 10:魚介類販売業 令和2年5月19日 令和8年8月31日

013380 西部総合事務所 米子市和田町３４３９－５ 海辺の山小屋　しぇ・あん 安達　毅 01:飲食店営業 01:一般食堂 令和2年5月21日 令和7年11月30日

043382 西部総合事務所 株式会社　米吾 株式会社米吾 代表取締役 坪井　祥隆 04:飲食店営業 92:自動車営業 令和2年5月22日 令和7年11月30日

016748 中部総合事務所 倉吉市清谷町一丁目８２ 焼肉ちづや 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 76:仕出屋・弁当屋 99:その他 令和2年5月22日 令和8年2月28日

046749 中部総合事務所 倉吉市上井町一丁目１１－８　フェイスビル１Ｆ スナック　ＣＲＥＡ 岸田真由美 04:飲食店営業 78:社交飲食 99:その他 令和2年5月22日 令和9年2月28日

046751 中部総合事務所 倉吉市河北町１２５－１ ラ・ムー　倉吉店 大黒天物産株式会社 代表取締役 大賀　昭司 04:飲食店営業 99:その他 令和2年5月26日 令和9年2月28日

050720 中部総合事務所 倉吉市河北町１２５－１ ラ・ムー　倉吉店 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5月26日 令和9年2月28日

050721 中部総合事務所 倉吉市河北町１２５－１ ラ・ムー　倉吉店 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5月26日 令和9年2月28日

043381 西部総合事務所 米子市長砂町７０番地１ ファミリーマート米子長砂店 株式会社ファミリーマート 代表取締役 澤田　貴司 04:飲食店営業 79:その他 令和2年5月31日 令和9年2月28日

185533 西部総合事務所 米子市長砂町７０番地１ ファミリーマート米子長砂店 株式会社ファミリーマート 代表取締役 澤田　貴司 18:乳類販売業 令和2年5月31日 令和9年2月28日

202838 西部総合事務所 米子市長砂町７０番地１ ファミリーマート米子長砂店 株式会社ファミリーマート 代表取締役 澤田　貴司 20:食肉販売業 令和2年5月31日 令和9年2月28日

103039 西部総合事務所 米子市長砂町７０番地１ ファミリーマート米子長砂店 株式会社ファミリーマート 代表取締役 澤田　貴司 10:魚介類販売業 令和2年5月31日 令和9年2月28日

051989 西部総合事務所 米子市長砂町７０番地１ ファミリーマート米子長砂店 株式会社ファミリーマート 代表取締役 澤田　貴司 05:菓子製造業 令和2年5月31日 令和9年2月28日

013383 西部総合事務所 米子市宗像５３４－３ 三日月商店 塩谷　誠也 01:飲食店営業 05:めん類食堂 令和2年5月27日 令和7年11月30日

013384 西部総合事務所 境港市竹内団地２７７ お食事処　海堂 有限会社オンワード 取締役 梶田　由美子 01:飲食店営業 01:一般食堂 76:仕出屋・弁当屋 令和2年5月27日 令和7年5月31日

280053 中部総合事務所 倉吉市東仲町２５８７ 倉吉ビール株式会社 倉吉ビール株式会社 代表取締役 福井恒美 28:酒類製造業 令和2年5月28日 令和8年2月28日

016752 中部総合事務所 倉吉市東仲町２５８７ ＢＲＥＷ　ＬＡＢ　ＫＵＲＡＹＯＳＨＩ 倉吉ビール株式会社 代表取締役 福井恒美 01:飲食店営業 01:一般食堂 99:その他 令和2年5月28日 令和8年2月28日
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新規営業許可情報（R２.５） 【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

320999 西部総合事務所 米子市皆生温泉四丁目２９－１０　２階 有限会社皆生菊乃家 有限会社皆生菊乃家 代表取締役 柴野　憲史 32:そうざい製造業 令和2年5月28日 令和7年5月31日
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