
申請者＿申請者名
申請者＿役
職名

申請者＿代
表者

所在地１
施設＿電話番号
１

施設＿名称（屋号・商号）
１

業種
種目（営業
の種類）（給
食の種類）

その他種目
（営業の種
類）１

その他種目（営
業の種類）２

その他
種目（営
業の種
類）３

許可番号
許可開始
日

許可終了
日

戸田敦志
岩美郡岩美町蒲生１１１１－
１

ｃｈａｉ　ｂａｂａ 飲食店営業 その他    第20210029号 R03.04.28 R08.05.31

年岡憲司 鳥取市田島７３６－５ ＨＹＧＧＥ 飲食店営業 一般食堂    第20210004号 R03.04.05 R08.11.30

國米重紀 鳥取市末広温泉町１５９－５ 0857-50-1841 リードペイ 飲食店営業 一般食堂 その他   第20210010号 R03.04.08 R10.02.29

丸山邦憲 鳥取市元町２７５
本とパンとポン私設図書
室「トりんくまんまる」

飲食店営業 一般食堂    第20210013号 R03.04.12 R09.02.28

丸山邦憲 鳥取市元町２７５
本とパンとポン私設図書
室「トりんくまんまる」

菓子製造業 菓子製造    第20210014号 R03.04.12 R09.02.28

中林興輔  やまひがし倶楽部 乳類販売業 自動車営業    第20210001号 R03.04.01 R09.11.30

中林興輔  やまひがし倶楽部 食肉販売業 自動車営業    第20210002号 R03.04.01 R09.11.30

中林興輔  やまひがし倶楽部
魚介類販売
業

自動車営業    第20210003号 R03.04.01 R09.11.30

徳田輝美
鳥取市弥生町２９３　ギャザ
ビル３　１０１号

0857-50-1529 炭火焼肉　まほら 飲食店営業 一般食堂 その他   第20210006号 R03.04.06 R10.02.29

徳田輝美
鳥取市弥生町２９３　ギャザ
ビル３　１０１号

0857-50-1529 炭火焼肉　まほら 食肉販売業 食肉販売    第20210007号 R03.04.06 R10.02.29

松尾浩一 鳥取市弥生町２１５  海鮮問屋　うお酔 飲食店営業 一般食堂
仕出屋・弁当
屋

  第20210005号 R03.04.06 R09.02.28

株式会社　Ｒｉｓｉｎｇ
Ｇａｔｅ

代表取締役 伊藤秀平
鳥取市湖山町東一丁目１４
７－３

ｗａｒｅ　ｈｏｕｓｅ 食肉販売業 食肉販売    第20210008号 R03.04.08 R09.08.31

株式会社　お肉の店
匠

代表取締役 加藤　匠
鳥取市賀露町北三丁目１４
－２

0857-30-1020 株式会社　お肉の店　匠
そうざい製造
業

そうざい製
造

   第20210011号 R03.04.09 R08.08.31

株式会社　ひまわり 代表取締役 蒋　潤  ひまわり 飲食店営業 露店営業    第20210009号 R03.04.08 R08.05.31

馬場由香子
鳥取市末広温泉町７５５－２
みうらビル　２階

 もつ鍋　わおん 飲食店営業 一般食堂    第20210012号 R03.04.12 R10.02.29

堀尾泰樹 鳥取市弥生町２５９　２Ｆ Ｒｅｖｉｖｅ 飲食店営業 社交飲食    第20210018号 R03.04.19 R09.02.28

株式会社　ひまわり 代表取締役 蒋　潤 鳥取市鹿野町今市２－７ 0857-77-4961 鹿野寒舎 飲食店営業 旅館・ホテル 一般食堂 仕出屋・弁当屋 その他 第20210016号 R03.04.14 R08.05.31

株式会社　ひまわり 代表取締役 蒋　潤 鳥取市鹿野町今市２－７ 0857-77-4961 鹿野寒舎
そうざい製造
業

そうざい製
造

   第20210017号 R03.04.14 R08.05.31

中村和宏 鳥取市北園一丁目２６４
カフェ＆ダイニング
キューブ

飲食店営業 一般食堂 その他   第20210015号 R03.04.13 R08.08.31



川口正之 鳥取市庖丁人町６－２ 0857-30-6567 一止盧　川口 飲食店営業 一般食堂    第20210019号 R03.04.15 R09.02.28

山田真由実
鳥取市南吉方一丁目１１６‐
１　駅南ハイツ　１０２号

からあげと珈琲のお店
星空１２２

飲食店営業 一般食堂 その他   第20210025号 R03.04.23 R08.11.30

野藤佳佑  つばさ 飲食店営業 自動車営業    第20210020号 R03.04.20 R09.05.31

有限会社　むらかみ 代表取締役 村上亜由美 鳥取市白兎６１３ 0857-59-6700 うさぎのぱん屋 飲食店営業 その他    第20210021号 R03.04.28 R08.11.30

有限会社　むらかみ 代表取締役 村上亜由美 鳥取市白兎６１３ 0857-59-6700 うさぎのぱん屋 菓子製造業 菓子製造    第20210022号 R03.04.28 R09.11.30

有限会社　むらかみ 代表取締役 村上亜由美 鳥取市白兎６１３ 0857-59-6700 Ｙショップ白うさぎ店 乳類販売業 乳類販売    第20210023号 R03.04.28 R09.11.30

株式会社　ＯＭＯＩ 代表取締役 川村　諒志
鳥取市福部町湯山２１６４－
６５７　サンコスモス　１０３－
１号

さんかく氷 飲食店営業 一般食堂 その他   第20210024号 R03.04.22 R08.11.30

ＣＨＨＡＭ　ＢＡＨＤＵ
Ｒ　ＫＨＡＴＲＩ

鳥取市東品治町１１５
ＡＳＩＡＮ　ＳＰＩＣＥ　ＣＡＦＥ
Ｓ．Ｓ．Ｓ

飲食店営業 一般食堂 その他   第20210028号 R03.04.27 R10.02.29

株式会社　ＧＲＯＷ
ＵＰ

代表取締役 柴原史則  
ＧＲＯＷ　ＵＰ　キッチン
カー

飲食店営業 自動車営業    第20210026号 R03.04.23 R09.11.30

株式会社　ＫＩＤＯ 代表取締役 城戸博宣
鳥取市弥生町３３８　それい
ゆビル　２Ｆ

0857-24-4339 風紋 飲食店営業 一般食堂 その他   第20210027号 R03.04.26 R09.02.28

中山　修 鳥取市吉成二丁目１６－１１ 0857-22-3330 Ｐｏｏｌ　Ｂａｒ　Ｂｒｅａｋ　ｒｕｎ 飲食店営業 社交飲食 その他   第20210030号 R03.04.28 R09.11.30

村上雅美
鳥取市弥生町１４０　柄本ビ
ル　１Ｆ

0857-29-1234 焼鳥屋 飲食店営業 一般食堂    第20210031号 R03.04.30 R10.02.29


