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1 第20190473号 八頭郡智頭町福原２９４ 森カフェ　かろり 0857-50-0636  智頭石油株式会社 代表取締役社長 米井哲郎 菓子製造業 菓子製造     R01.10.01 R07.05.31
2 第20190474号 八頭郡智頭町智頭１８７５ 智頭　心和苑 0858-75-2717  株式会社　アペックス西日本 代表取締役 森　吉平 喫茶店営業 自動販売機     R01.10.03 R08.05.31
3 第20190475号 岩美郡岩美町浦富１０４１－１ 岩美町中央公民館 0857-72-0510  アシード株式会社 代表取締役社長 河本大輔 喫茶店営業 自動販売機     R01.10.03 R08.05.31
4 第20190497号 八頭郡八頭町郡家７５－３ レストラングリーン 0858-72-0843  土手操夫 飲食店営業 一般食堂 仕出屋・弁当屋 R01.10.31 R07.11.30
5 第20190493号 八頭郡八頭町坂田３０ 株式会社北岡本店　鳥取工場 0858-71-0316  株式会社　北岡本店 代表取締役 北岡　篤 清涼飲料水製造業 清涼飲料水製造     R01.10.25 R07.11.30
6 第20190494号 八頭郡八頭町坂田３０ 株式会社北岡本店　鳥取工場 0858-71-0316  株式会社　北岡本店 代表取締役 北岡　篤 酒類製造業 酒類製造     R01.10.25 R07.11.30
7 第20190476号 鳥取市幸町７１　鳥取市役所内 ダンクショップ鳥取市役所店 0857-30-7017  株式会社　戸信 代表取締役 戸田暖久 飲食店営業 その他     R01.10.08 R06.11.30
8 第20190477号 鳥取市幸町７１　鳥取市役所内 ダンクショップ鳥取市役所店 0857-30-7017  株式会社　戸信 代表取締役 戸田暖久 乳類販売業 乳類販売     R01.10.08 R07.11.30
9 第20190471号 鳥取市古海６６１－１６ ケーキのお店　ＫＯＯＮｅｅｄｓ 0857-50-1192  株式会社　ＫＯＯＮｅｅｄｓ 代表取締役 酒井邦宏 菓子製造業 菓子製造     R01.10.01 R08.08.31

10 第20190472号 鳥取市古海６６１－８ ケーキのお店　ＫＯＯＮｅｅｄｓ 0857-50-1192  株式会社　ＫＯＯＮｅｅｄｓ 代表取締役 酒井邦宏 菓子製造業 菓子製造     R01.10.01 R08.08.31
11 第20190478号 鳥取市鹿野町今市１３３７ ローソン気高鹿野町店 0857-38-0077  株式会社　林兼太郎商店 代表取締役 林　憲二 飲食店営業 その他     R01.10.08 R08.05.31
12 第20190479号 鳥取市鹿野町今市１３３７ ローソン気高鹿野町店 0857-38-0077  株式会社　林兼太郎商店 代表取締役 林　憲二 菓子製造業 菓子製造     R01.10.08 R08.05.31
13 第20190480号 鳥取市鹿野町今市１３３７ ローソン気高鹿野町店 0857-38-0077  株式会社　林兼太郎商店 代表取締役 林　憲二 乳類販売業 乳類販売     R01.10.08 R08.05.31
14 第20190481号 鳥取市鹿野町今市１３３７ ローソン気高鹿野町店 0857-38-0077  株式会社　林兼太郎商店 代表取締役 林　憲二 食肉販売業 食肉販売     R01.10.08 R08.05.31
15 第20190482号 鳥取市鹿野町今市１３３７ ローソン気高鹿野町店 0857-38-0077  株式会社　林兼太郎商店 代表取締役 林　憲二 魚介類販売業 魚介類販売     R01.10.08 R08.05.31

16 第20190487号 鳥取市幸町７１
鳥取市役所新庁舎　１Ｆハート
フルコーナー

0857-30-8131  株式会社　アペックス西日本 代表取締役 森　吉平 喫茶店営業 自動販売機     R01.10.10 R07.11.30

17 第20190483号
鳥取市晩稲３４８　イオンモール
鳥取北　レストラン街１２８番

鳥さく 0857-31-0029  株式会社　さんわファクトリー 代表取締役 村上　浩 飲食店営業 一般食堂     R01.10.08 R08.08.31

18 第20190484号 鳥取市吉成７７９－３７ もう言葉がでません               
ジャパンベーカリーマーケティン
グ株式会社

代表取締役社長 岸本拓也 菓子製造業 菓子製造     R01.10.08 R06.11.30

19 第20190486号 Ｍａｃｉｏ　Ｌａｂｏ               藤田陽介 菓子製造業 露店営業     R01.10.10 R07.11.30

20 第20190485号
鳥取市幸町７１　鳥取市役所新
庁舎市民交流棟　２階

すなば珈琲　鳥取市役所店 0857-23-4649  有限会社　むらかみ 代表取締役 村上亜由美 飲食店営業 一般食堂 仕出屋・弁当屋 R01.10.08 R06.11.30

21 第20190489号 鳥取市今町二丁目３１２ てんてん               岸本勝法 飲食店営業 一般食堂     R01.10.11 R07.11.30
22 第20190488号 鳥取市安長２５２－１ ホルモンソバ 重山千恵美 飲食店営業 その他     R01.10.10 R07.08.31
23 第20190490号 鳥取市新１０８－１６ 麺場　田所商店 0857-51-1890  株式会社　アクティブ 代表取締役 岡　博由貴 飲食店営業 めん類食堂     R01.10.11 R07.11.30
24 第20190491号 美歎牧場移動販売車―Ⅱ               鳥取県畜産農業協同組合 代表理事組合長 木下　智 食肉販売業 自動車営業     R01.10.23 R07.11.30
25 第20190492号 鳥取市末広温泉町７５８　２階 ＰＡＳＨＡ 0857-30-0203  株式会社　リソウズ 代表取締役 竹田勇希 飲食店営業 社交飲食     R01.10.24 R07.02.28

26 第20190496号 鳥取市幸町７１
フルーツショップフェリース　鳥
取市役所店

0857-50-0705  
特定非営利活動法人　フェリー
ス

理事長 岡村恵美 飲食店営業 一般食堂     R01.10.31 R07.11.30


