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認証事業所一覧（176事業所）（令和3年3月31日時点）

東部飲食店（27施設）

名称

スナック奈奈

とある田園亭

焼肉まさしげ湖山店

味楽庵なか山

Beach Cafe & Outdoor ‟ALOHA”

mocolifestyle store

スナック　コレクション

焼肉はるみ

パザパ

居酒屋あいうえお

花のれん

花のれん　春歌秋灯

ぴーぷる

有隣荘

ジャパンズ

TOTTORI COFFEE ROASTER

THE MILL'S

炭火焼肉　大平門　雲山店

焼肉屋　大平門　湖山店

本家夢屋　扇町店

とっ鳥屋　東町

焼肉　牛王

Dining Bar Connect（ダイニングバーコネクト）

炭火焼　ジュジュアン

焼鳥ぜん

BARアジト 鳥取市弥生町３３１中井ビル２F 飲食業

ひょうたん 鳥取市栄町661 飲食業

中部飲食店（14施設）

名称

焼肉大平門　本店

スナックあかり

焼肉まさしげ倉吉店

焼肉ちづや

ホルモンちづや倉吉駅前店

らーめん豚龍

ろばた麻畑や

あかまる牛肉店　ハワイ店

だいなぽいんと

燻製道楽

スナックブルーバード

北前船蕎麦街道

炉ばた焼　文

くいもの屋わん　倉吉駅前店

鳥取市末広温泉町271-1ほていビル1階

鳥取市末広温泉町751

鳥取市末広温泉町301-2

倉吉市北野776-9

倉吉市堺町二丁目970

東伯郡湯梨浜町田後1455-1

倉吉市上井町2-6-6 スクウエアビル606 2F

倉吉市上井212-5

倉吉市山根589-2

倉吉市清谷町一丁目82

倉吉市上井町二丁目4-14 アゲインビル1F

倉吉市上井町二丁目1-7

東伯郡湯梨浜町旭43番地

鳥取市瓦町526

鳥取市戎町417 鳥取シティホテル2階

鳥取市新字土沢107-2

鳥取市弥生町291番地 2階

鳥取市国安895

鳥取市弥生町220

鳥取市商栄町25１-4

鳥取市行徳一丁目155 Am's店内

施設所在地

倉吉市上井町一丁目10-15

東伯郡三朝町大字三朝921番地

施設所在地

鳥取市弥生町386 佐々木ビル1階

鳥取市河原町布袋1042

鳥取市湖山町東五丁目209

鳥取市本町2丁目218番地

岩美郡岩美町陸上636-22

鳥取市千代水二丁目130番地

鳥取市弥生町338-3

鳥取市岩吉195-6

鳥取市永楽温泉町354

鳥取市扇町101 パザパガーデン2F

鳥取市弥生町221番地

鳥取市今町一丁目１８０

鳥取市扇町130番地TMKビル1階

鳥取市立川町5丁目50-14

倉吉市駄経寺212-5

倉吉市上井306-1
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認証事業所一覧（176事業所）（令和3年3月31日時点）

西部飲食店（12施設）

名称

鉄板焼　ＴＨＥ　ＳＹＯＹＡ　（笑家）

お好み焼春

鉄板ふくもと

マカロニ食堂

出雲そば花びし

びーはいぶ

味処　美佐

食事処島原

米子の居酒屋　庄屋

藤吉郎

コミュニティ食堂tanocy

きままや

東部宿泊業（6施設）

名称
ホテルモナーク鳥取

ペンションくるーず

鳥取マリンクラブ

龍神荘

鴻南閣

鳥取ワシントンホテルプラザ

中部宿泊業（4施設）

名称

ホテルセントパレス倉吉

三朝館

はわい温泉　鹿鳴館

ブランナールみささ

西部宿泊業（8施設）

名称

ANAクラウンプラザホテル米子

株式会社ホテルハーベストイン米子

いこい亭菊萬

和荘　むくげ

ペンションわくわく村

ハレ　マカワオ

宿坊　観證院 山楽荘

大山ユートピア

米子市法勝寺町29-2

西伯郡大山町赤坂708

米子市角盤町2-76　トーアプラザ１Ｆ

東伯郡三朝町三朝388-1

施設所在地

米子市明治町180 美保エステート第5ビル

西伯郡大山町鈑戸1542-91

施設所在地

倉吉市上井町一丁目9-2

東伯郡三朝町山田174

施設所在地
鳥取市永楽温泉町403

岩美郡岩美町牧谷588-10

岩美郡岩美町大谷562-1

岩美郡岩美町大羽尾274-1

施設所在地

米子市久米町53-2

米子市弥生町8-27

米子市皆生温泉四丁目27番1号

境港市夕日ヶ丘1-74

西伯郡大山町赤松313-11

東伯郡湯梨浜町はわい温泉4-48

米子市道笑町四丁目134-1

鳥取市東品治町102

西伯郡大山町大山３６－１７

米子市明治町140駅前パーキングビル1階

西伯郡大山町大山14

米子市皆生温泉3丁目1-28

鳥取市富安一丁目148番地

米子市明治町295

境港市京町6

米子市東福原六丁目4番35号

米子市米原1454-9

米子市四日市町46
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認証事業所一覧（176事業所）（令和3年3月31日時点）

東部理美容業（18施設）

名称 施設所在地 営業形態

terrace hair care 鳥取市吉成3-12-10 美容業

カットスペース　オアシス 鳥取市湯所町2-306 理容業

ＣＵＴＳＡＬＯＮ　ＯＫＡＤＡ 鳥取市滝山465番地5 理容業

オーガニック白髪染め専門店　美染　丸山店 鳥取市丸山町265-11 美容業

オーガニック白髪染め専門店　美染　宮長店 鳥取市宮長8-6 美容業

まつエク専門店エフスール 鳥取市湖山町西一丁目710 美容業

美容室エフアルム 鳥取市湖山町西一丁目710 美容業

Hair and make Aisle 鳥取市興南町71-1 美容業

美容室りっつ 鳥取市湖山町西三丁目149-2 美容業

Blisshair 鳥取市的場136-3西山ビル1-D 美容業

かっとはうす遊 鳥取市松並町一丁目162-5 理容業

タニグチヘアサロン 鳥取市栄町412 理容業

中央病院理容室タニグチヘアサロン 鳥取市江津730 理容業

facesふぇいせす 鳥取市東品治114　コスモス駅南ビル1F 理容業

ヘアメイク　ひな 鳥取市用瀬町鷹狩764-4 美容業

Rob Hearts 鳥取市西町5丁目113-2 美容業

モリキ美容院 鳥取市弥生町２０８ 美容業

美容室WORKS
鳥取市湯所町２－３２８マンションデル
フィール１F

美容業

中部理美容業（9施設）

名称 施設所在地 営業形態

ケイズカット・ワン 倉吉市山根648-9 理容業

ビューティサロンげんきはうす 倉吉市米田町2丁目72-4 美容業

ビダン・ティアラ 東伯郡琴浦町八橋1495 理容業、美容業

ヘアースタジオ・エアー 東伯郡湯梨浜町田後304-3 理容業

マニッシュかわた 東伯郡湯梨浜町田後658-5 美容業

ヘアクリニック　ウエダ 倉吉市新田380-1 理容業

サロンドエリーアンベリー 倉吉市福守町179-3 理容業

ちょきちょきルーム楽 倉吉市上井町一丁目12番地 美容業

カット・ザウルス・カワモト 東伯郡三朝町本泉294-9 理容業

西部理美容業（14施設）
名称 施設所在地 営業形態

Color studio air 米子市上後藤6-9-26 美容業

BEAUTY　SALON 　MASUDA　＆　air wedding 米子市河崎1090-1 美容業

SALON　DE　JEMINI 米子市上後藤2-9-36 美容業

モリタ美容室 西伯郡伯耆町真野1063-3 美容業

kiki～まつげエクステ・ネイル・ヘアセット・着付け
米子市皆生新田1-3-21
クラールハイム105

美容業

ヘアサロンタカミ 西伯郡大山町塩津241 美容業

ヘアーサロンリアン 米子市東町198番地 理容業

シャトレ美容室 米子市米原1460 美容業

HAIR SALON ADA 米子市角盤町1-60-9 美容業

美容室view 米子市東福原6-9-5 美容業

美容室あかえ２番館 米子市旗ヶ崎八丁目3-12 美容業

ヘアモードSUMI 米子市皆生温泉一丁目1-19 美容業

カットサロンM２ 米子市安倍98-6 理容業

美容室ＡｔｏＺ 米子市米原５－９－１７ 美容業
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認証事業所一覧（176事業所）（令和3年3月31日時点）

東部その他（27施設）

名称 施設所在地 営業形態

アフター・アワーズ 鳥取市末広温泉町401 ライブハウス

鳥の劇場 鳥取市鹿野町鹿野1812-1 劇場

鳥取砂丘砂の美術館 鳥取市福部町湯山2083-17 観光施設

吉岡温泉会館　一ノ湯 鳥取市吉岡温泉町666 公衆浴場

株式会社エル・オフィス 鳥取市湖山町北一丁目427番1 不動産業

カウンセリングルーム鳥
鳥取市富安二丁目151-5
第10 ガーデンハイツ観光412号

カウンセリング

ネイルサロンClear 鳥取市扇町101 パザパガーデン7号 ネイルサロン

T's GYM
鳥取市千代水二丁目35
八幡東栄ビル1F

スポーツジム

株式会社トラベルハウス 鳥取市千代水二丁目45 EKビル2F 旅行業

山陰松島遊覧株式会社 岩美郡岩美町大谷2182 観光業

鳥取市民会館 鳥取市掛出町12番地 サービス業

ケーズデンキ鳥取本店 鳥取市古海590 小売業

ほくしん株式会社 鳥取大学前店 鳥取市湖山町二丁目303番地1 不動産業

ほくしん株式会社 鳥取駅前店 鳥取市扇町102番地　エスディビル1F 不動産業

殿ダム交流館 鳥取市国府町殿46 サービス業

ＴＲＡＭＢＯＵＬ 鳥取市緑ヶ丘3丁目21-59 サービス業

ちゃれきんぐ田島教室 鳥取市田島659番地 サービス業

鳥取砂丘サンドボードスクール 鳥取市福部町湯山2164-806（受付場所） アクティビティ体験

ジュエリーショップ NONBODY 鳥取市幸町22 第一マルニハイツ1F 小売業

株式会社トヨタレンタリース鳥取　鳥取駅前店 鳥取市富安2丁目16 レンタカー

ベルマン・コスメティック 鳥取市永楽温泉町５０９－１０２ エステ・小売業

JPツーウェイコンタクト株式会社
鳥取プロスペリティセンター

鳥取市若葉台南五丁目17番1号 コールセンター

鳥取市文化センター 鳥取市吉方温泉三丁目701番地 サービス業

鳥取県立生涯学習センター（県民ふれあい会館） 鳥取市扇町21番地 サービス業

さくら鍼灸院 鳥取市湖山町東１－１４７－１ 鍼灸・整体業

有限会社中谷かばん店 鳥取市栄町７６２ 小売業

株式会社トヨタレンタリース鳥取
鳥取砂丘コナン空港店

鳥取市湖山町東三丁目86 レンタカー

中部その他（18施設）
名称 施設所在地 営業形態
有限会社ニュールビークリーニング 倉吉市駄経寺町二丁目5番地 クリーニング業

有限会社ニュールビークリーニング東宝西倉吉店 倉吉市西倉吉町13-5 クリーニング業（取次店）

有限会社ニュールビークリーニング河北プラザ店 倉吉市福庭町二丁目88 クリーニング業（取次店）

RIZE Fitness 倉吉市駄経寺町198-2 スポーツジム

ゆず 東伯郡三朝町山田70　斉木別館館内 エステ業

梨花
東伯郡三朝町三朝365-1
依山楼岩崎館内

エステ業

Apprici 東伯郡三朝町山田174　三朝館館内 エステ業

梨花調剤薬局 倉吉市津原392-4 保険調剤薬局

円形劇場くらよしフィギュアミュージアム 倉吉市鍛冶町一丁目2971-2 博物館

学校法人鳥取県自動車学校 倉吉市西倉吉町137番地 自動車教習所

鳥取中部ふるさと斎場 倉吉市円谷町346番地1 火葬場・飲食業

株式会社クラエー 倉吉市鴨川町32番地1 廃棄物処理業、建設業、下水処理

三朝バイオリン美術館 東伯郡三朝町三朝199－1 美術館

中国庭園燕趙園 東伯郡湯梨浜町引地566-1 観光業

Area9 倉吉市広栄町８８９番地９　１F スポーツ施設

スイッチーズ 倉吉市広栄町８８９番地９　２F
児童福祉施設（放課後等デ
イサービス・児童発達支援・
保育所等訪問支援）

あきたの整体院 東伯郡琴浦町下伊勢５２４－１ 整体業

鳥取県天神川流域下水道天神浄化センター 東伯郡湯梨浜町はわい長瀬1517 下水処理場維持管理
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認証事業所一覧（176事業所）（令和3年3月31日時点）

西部その他（19施設）

名称 施設所在地 営業形態

オイルキャップ米子空港給油所 境港市小篠津町20 ガソリンスタンド

スマホ修理工房鳥取米子店 米子市東倉吉町64番地　本町ビル1階 電気通信業

学校法人山陰中央自動車学校 米子市両三柳3027番地5 自動車教習所

タイヒーリングセン 米子市車尾5-6-18-101 リラクゼーション業

フィットネス＆スタジオ　パル 西伯郡伯耆町大殿1010パルプラスオン内 スポーツジム

ペアーレ中海 米子市錦町3-77  フィットネスクラブ・カルチャーセンター

三光株式会社　本社 境港市昭和町5-17 産業廃棄物処理業

三光株式会社　潮見工場 境港市潮見町1 産業廃棄物処理業

みつわ環境開発株式会社 米子市安倍22-1 産業廃棄物処理業

水木しげる記念館 境港市本町5番地 観光施設

鳥取県立米子コンベンションセンター 米子市末広町294 サービス業・飲食業

ＳＡＮＫＯ夢みなとタワー／タワーズカフェ 境港市竹内団地255-3 サービス業・飲食業

office_hirosawa 米子市両三柳2086戸田マンション106 精密機器修理

YUSHUCA 米子市淀江町小波１２０６－４ エステ業

株式会社海産舎 米子市新開7－5－45 食品加工業

海とくらしの史料館 境港市花町８－１ 民俗資料館

株式会社トヨタレンタリース鳥取　米子店 米子市東福原二丁目19－46 レンタカー

株式会社トヨタレンタリース鳥取　米子駅前店 米子市末広町130 レンタカー

株式会社トヨタレンタリース鳥取
米子鬼太郎空港店

境港市小篠津町21－4 レンタカー


