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1 第20190501号 八頭郡八頭町安井宿７７１－１ 株式会社あきんど太郎 0858-71-0219 株式会社　あきんど太郎 代表取締役 松井太郎 食用油脂製造業 食用油脂製造    R01.11.05 R07.11.30
2 第20190495号 鳥取市湖山町東二丁目２２２－５ ＨＹＰＥＲ　ＦＩＴ２４　鳥取湖山店 0857-51-0881 株式会社　ドクターズ・マン 代表取締役 橋本　総 喫茶店営業 自動販売機    R01.11.01 R08.08.31
3 第20190499号 鳥取市興南町３９－３ 四季の味 0857-54-1689 株式会社　ＳＫジャパン 代表取締役 王　宏宇 飲食店営業 中華料理店 その他   R01.11.01 R07.11.30
4 第20190519号 鳥取市幸町９８ シニアステージ幸町南館 0857-51-1658 日清医療食品株式会社 代表取締役 菅井正一 飲食店営業 給食施設    R01.11.07 R07.11.30

5 第20190502号
鳥取市晩稲３４８　イオンモール鳥取
北　１Ｆ

ビアードパパ　イオンモール鳥
取北店

0857-38-3065 株式会社　葡萄家 代表取締役 山根一利 菓子製造業 菓子製造    R01.11.05 R08.08.31

6 第20190520号 鳥取市幸町９８
シニアステージ幸町南館ラウン
ジ

0857-32-8157 株式会社　グランエフスタイル 代表取締役 藤山勝巳 飲食店営業 一般食堂    R01.11.07 R06.11.30

7 第20190521号 鳥取市幸町９８ グランカフェＦ　幸町店 0857-50-2853 株式会社　グランエフスタイル 代表取締役 藤山勝巳 飲食店営業 一般食堂    R01.11.07 R07.11.30
8 第20190498号 鳥取市吉岡温泉町１７０－４ Ｃａｆｅ　ルゥ 0857-54-5002 吉澤典子 菓子製造業 菓子製造    R01.11.01 R08.08.31

9 第20190500号 鳥取市安長１７５－２ ＮＡＭＡＳＴＥ 0857-28-4840
ＫＨＡＴＲＩ　ＣＨＨＡＭ　ＢＡＨＡ
ＤＵＲ

飲食店営業 一般食堂 その他   R01.11.01 R07.08.31

10 第20190522号 トミー３号店  富山昭次郎 飲食店営業 露店営業    R01.11.06 R06.11.30
11 第20190554号 トミー１号店  富山昭次郎 飲食店営業 露店営業    R01.11.11 R06.11.30
12 第20190555号 トミー１号店  富山昭次郎 菓子製造業 露店営業    R01.11.11 R06.11.30
13 第20190523号 トミー３号店  富山昭次郎 菓子製造業 露店営業    R01.11.06 R06.11.30
14 第20190556号 トミー２号店  富山昭次郎 飲食店営業 露店営業    R01.11.11 R06.11.30
15 第20190557号 トミー２号店  富山昭次郎 菓子製造業 露店営業    R01.11.11 R06.11.30
16 第20190558号 トミー４号店  富山昭次郎 飲食店営業 露店営業    R01.11.11 R06.11.30
17 第20190559号 トミー４号店  富山昭次郎 菓子製造業 露店営業    R01.11.11 R06.11.30
18 第20190524号 鳥取市晩稲３４８ イオン鳥取北店　カフェランテ 0857-38-3301 イオンリテール株式会社 代表取締役 井出武美 飲食店営業 一般食堂 その他   R01.11.07 R07.08.31

19 第20190706号
鳥取市弥生町１０７－２　ユキビル１
１階

九州魂　鳥取弥生町店 0857-20-5500 株式会社　オーイズミフーズ 代表取締役 大泉賢治 飲食店営業 一般食堂
生食用食肉調理
店

  R01.11.20 R07.02.28

20 第20190608号 鳥取市安蔵公園スキー場  
有限会社　ティー・ティー・エ
モーションズ

代表取締役 藤木　巧 飲食店営業 露店営業    R01.11.14 R06.11.30

21 第20190578号
鳥取市末広温泉町１５８－２　Ｍビル
２Ｆ

ＣＨＡＩＮＳ 0857-51-1158 居組千紘 飲食店営業 社交飲食    R01.11.12 R08.02.28

22 第20190579号
鳥取市末広温泉町３５５　レインボー
プラザ鳥取ビル　３階　３０７号室

Ｃｏｐｐｅｎ  森下智宏 飲食店営業 社交飲食    R01.11.12 R08.02.28

23 第20190574号 鳥取市津ノ井２７６－３ ますこ食堂 0857-51-3038 福田享典 飲食店営業 一般食堂 仕出屋・弁当屋 旅館・ホテル その他 R01.11.11 R07.11.30
24 第20190575号 鳥取市津ノ井２７６－３ フードセンターふくた 0857-51-3038 福田享典 乳類販売業 乳類販売    R01.11.11 R07.11.30
25 第20190576号 鳥取市津ノ井２７６－３ フードセンターふくた 0857-51-3038 福田享典 食肉販売業 食肉販売    R01.11.11 R07.11.30
26 第20190577号 鳥取市津ノ井２７６－３ フードセンターふくた 0857-51-3038 福田享典 魚介類販売業 魚介類販売    R01.11.11 R07.11.30
27 第20190594号 鳥取市弥生町３５４　アラジンビル 阿羅仁 0857-24-2926 石井直輝 飲食店営業 一般食堂    R01.11.14 R07.02.28
28 第20190681号 鳥取市青谷町青谷３０７１ ジビエ工房　弥生の里 0857-85-1696 秋田典昭 そうざい製造業 そうざい製造    R01.11.19 R06.11.30
29 第20190682号 鳥取市末広温泉町２５１ 旬のや　藤 0857-23-3800 藤原一冴 飲食店営業 一般食堂    R01.11.19 R07.02.28
30 第20190715号 鳥取市福部町細川６５９－１ さんえい  三栄株式会社 代表取締役 松田かおり 飲食店営業 一般食堂    R01.11.29 R06.11.30
31 第20190707号 鳥取市吉成南町二丁目１－１１ ＲＩＴＯＴＴＯ　ＭＡＲＣＨÉ 0857-51-7877 有限会社　ひよこカンパニー 代表取締役 小原利一郎 飲食店営業 一般食堂 その他   R01.11.21 R07.11.30
32 第20190708号 鳥取市吉成南町二丁目１－１１ ＲＩＴＯＴＴＯ　ＭＡＲＣＨÉ 0857-51-7877 有限会社　ひよこカンパニー 代表取締役 小原利一郎 食肉販売業 食肉販売    R01.11.21 R07.11.30
33 第20190709号 鳥取市吉成南町二丁目１－１１ ＲＩＴＯＴＴＯ　ＭＡＲＣＨÉ 0857-51-7877 有限会社　ひよこカンパニー 代表取締役 小原利一郎 乳類販売業 乳類販売    R01.11.21 R07.11.30
34 第20190710号 鳥取市吉成南町二丁目１－１１ ＲＩＴＯＴＴＯ　ＭＡＲＣＨÉ 0857-51-7877 有限会社　ひよこカンパニー 代表取締役 小原利一郎 菓子製造業 菓子製造    R01.11.21 R07.11.30
35 第20190711号 幸甚縁  藤原明広 飲食店営業 露店営業    R01.11.25 R06.11.30
36 第20190712号 鳥取市福部町湯山２０８３－１７ 砂の美術館１階 0857-20-2231 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    R01.11.25 R07.11.30
37 第20190714号 鳥取市吉岡温泉町４６５ 重箱　ａｄｕｍａ 吉田裕志 飲食店営業 一般食堂    R01.11.29 R08.08.31
38 第20190713号 鳥取市弥生町３３６　角田ビル　１Ｆ ぶどう酒  野田　衛 飲食店営業 一般食堂    R01.11.28 R08.02.28
39 第20190716号 鳥取市吉成南町一丁目２５－１７ シャトレーゼ吉成店 0857-53-5733 株式会社　ＧＲＯＷ　ＵＰ 代表取締役 柴原史則 菓子製造業 菓子製造    R01.11.29 R06.11.30
40 第20190717号 鳥取市吉成南町一丁目２５－１７ シャトレーゼ吉成店 0857-53-5733 株式会社　ＧＲＯＷ　ＵＰ 代表取締役 柴原史則 乳類販売業 乳類販売    R01.11.29 R07.11.30
41 第20190718号 鳥取市徳尾１７５－４ 弁当・惣菜うらき 0857-29-8044 浦木耕作 飲食店営業 仕出屋・弁当屋    R01.11.29 R08.08.31

42 第20190719号
鳥取市末広温泉町３５５－２　レイン
ボープラザ鳥取ビル　２Ｆ　２０１

ＴＨＥ　ＣＬＵＢ  ＡＴＳ株式会社 代表取締役 刘　天琦 飲食店営業 社交飲食    R01.11.29 R07.02.28

43 第20190720号 パシャ　ケバブ  アカギュル　イスマイル 飲食店営業 露店営業    R01.11.29 R06.11.30


