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田中一夫
岩美郡岩美町浦富１０３３－
１５

焼肉牛車 飲食店営業 一般食堂 第20200227号 R02.07.02 R09.05.31

松岡知一郎 岩美郡岩美町浦富２４７５ 松岡食品 飲食店営業 その他 第20200231号 R02.07.07 R08.05.31
株式会社　あきんど
太郎

代表取締役 松井太郎
八頭郡八頭町安井宿７７１
－１

株式会社あきんど太
郎

そうざい製造
業

そうざい製
造

第20200254号 R02.07.30 R07.11.30

食肉販売業 食肉販売 第20200229号 R02.07.03 R09.08.31
食品の冷凍
又は冷蔵業

食品の冷凍
又は冷蔵

第20200230号 R02.07.03 R09.08.31

株式会社　ＴＲＥＥＳ
ＦＡＣＴＯＲＹ

代表取締役 山根大樹 鳥取市布勢１４６－１
ＴＲＥＥＳ　ＳＷＥＥＴＳ
ＦＡＣＴＯＲＹ

菓子製造業 菓子製造 第20200228号 R02.07.03 R08.08.31

株式会社　ＧＲＯＷ
ＵＰ

代表取締役 柴原史則 鳥取市千代水四丁目２７
スーパートライアル千
代水店

菓子製造業 菓子製造 第20200223号 R02.07.02 R08.08.31

有限会社　ファースト 代表取締役 宮本亜希子 鳥取市港町５０－２ 有限会社ファースト
そうざい製造
業

そうざい製
造

第20200225号 R02.07.02 R07.08.31

亀谷隆敏
鳥取市南町９０３　タエヤビ
ルヂング

たえ屋 菓子製造業 菓子製造 第20200233号 R02.07.07 R07.11.30

株式会社　フィットイッ
ト

代表取締役 長谷川雅之
鳥取市晩稲３４８　イオン
モール鳥取北　１Ｆ

ＳＡＨＡＮＪＩ 喫茶店営業 喫茶店 第20200226号 R02.07.02 R07.08.31

有限会社　ＳＵＮＡＢ
Ａ　ＣＯＭＰＡＮＹ

代表取締役 村上和良
鳥取市永楽温泉町５５６
ホープスターとっとりビル　７

すなば　ビアガーデン 飲食店営業 一般食堂 第20200224号 R02.07.02 R08.02.28

太田　諒
鳥取市末広温泉町３０１－２
２Ｆ

Ｏｃｅａｎ 飲食店営業 社交飲食 第20200222号 R02.07.02 R08.02.28

株式会社　ｔｒｉｂｅ 代表取締役 三浦　涼 鳥取市末広温泉町２７２　２ Ｍｏｕｓｓｙ　－Ｎｅｘｕｓ 飲食店営業 社交飲食 第20200232号 R02.07.07 R08.02.28
中野知彦 鳥取市弥生町２４５ Ｔｏｐ　Ａｒｍ 飲食店営業 社交飲食 第20200234号 R02.07.13 R08.02.28

竹本　学
鳥取市湖山町東一丁目３７
０　ピアザビル　１０２

ブルーバード 飲食店営業 社交飲食 第20200235号 R02.07.13 R07.08.31

小佐友美
鳥取市末広温泉町３６９　ロ
イヤルスエヒロビル　１Ｆ

ダイニング 飲食店営業 一般食堂 第20200240号 R02.07.16 R08.02.28

ネクステージサービ
スクリエイツ株式会社

代表取締役 山上真治 鳥取市千代水四丁目２
炭火焼肉酒家　牛角
鳥取湖山店

食肉販売業 食肉販売 第20200236号 R02.07.13 R08.08.31

森　昭弘 鳥取市小沢見５８１－１
プチリゾート小沢見
竜宮城

飲食店営業 旅館・ホテル 第20200242号 R02.07.17 R08.11.30

飲食店営業 自動車営業 第20200237号 R02.07.16 R08.08.31
菓子製造業 自動車営業 第20200238号 R02.07.16 R08.08.31

入江知己
鳥取市末広温泉町３５３　小
熊第３ビル　２Ｆ

ばちもん 飲食店営業 社交飲食 第20200243号 R02.07.17 R08.02.28

岡本浪子 鳥取市弥生町３９１ スナック　ナイン 飲食店営業 社交飲食 第20200241号 R02.07.16 R09.02.28

株式会社　マルテＳＦ 代表取締役社長 畠山広幸
鳥取市南安長二丁目６３３
－１

株式会社マルテＳＦ
本社工場

松本千晶 ｃａｆｅ　ｂｌｏｏｍ
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飲食店営業 自動車営業 第20200244号 R02.07.17 R08.08.31
菓子製造業 自動車営業 第20200245号 R02.07.17 R08.08.31

株式会社　アルティマ 代表取締役 小谷拓也
鳥取市福部町湯山２１６４－
８１４

鳥取砂丘海水浴場 飲食店営業 その他 第20200239号 R02.07.16 R02.08.31

小林友子
鳥取市末広温泉町３０４　尾
崎ビル　１０１号

おばんざい　ゆう 飲食店営業 一般食堂 第20200247号 R02.07.28 R09.02.28

株式会社　ＦＦＣ 代表取締役 瀧村　優 鳥取市扇町７５－２
フードスペース　Ｆｉｖｅ
Ｒ　グラン鳥取店

飲食店営業 一般食堂 第20200246号 R02.07.28 R08.11.30

鳥取県立鳥取湖陵高
等学校

その他 上原正樹
鳥取市湖山町北三丁目２５
０

鳥取県立鳥取湖陵高
等学校

菓子製造業 菓子製造 第20200248号 R02.07.29 R09.08.31

桝田康広
鳥取市元町１２４　デザイン
バンクビルヂング　２Ｆ

ｅｖｅｒ　ｇｒｅｅｎ 飲食店営業 一般食堂 第20200255号 R02.07.30 R09.02.28

宍道真理子
鳥取市弥生町３８３　観光ビ
ル　２Ｆ－１

ＰＲＩＶＡＴＥ　ＬＯＵＮＧ
Ｅ　Ｌｕｍｉｎｅ

飲食店営業 社交飲食 第20200249号 R02.07.29 R08.02.28

安谷　亨
鳥取市弥生町３８３　観光ビ
ル　１Ｆ

酒家力　かいり 飲食店営業 一般食堂 第20200253号 R02.07.30 R09.02.28

村上和良
鳥取市千代水三丁目３１－
２

東伯牛・鳥取和牛　と
うはく牧場

飲食店営業 一般食堂 第20200250号 R02.07.29 R08.08.31

岸本久江 みにょん 飲食店営業 自動車営業 第20200252号 R02.07.30 R07.11.30

森尾太宥 鳥取市弥生町１７４
シュビドゥバーセント
ラルキッチン

食肉販売業 食肉販売 第20200256号 R02.07.30 R08.02.28

有岡英起
鳥取市末広温泉町３６１　第
２エイトビル　２Ｆ

ＳＷＡＧ 飲食店営業 一般食堂 第20200251号 R02.07.29 R09.02.28

株式会社　Ｆｒｏｎｔｌｉｎｅ 代表取締役 小島義治 Ｆｒｏｎｔｌｉｎｅ


