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特定非営利活動法人
回想療法センター鳥取

理事長 小林幸男
八頭郡八頭町安井宿７
７１－１

0858-71-1158 夢工房こばちゃん 菓子製造業 菓子製造 第20220452号 R05.02.02 R11.11.30

保﨑広美
鳥取市鹿野町鹿野１１８
９－１

0857-84-2046 鯉心庵 飲食店営業 飲食店 第20220455号 R05.02.02 R11.05.31

濵下圭介 鳥取市栄町７０５ 0857-24-4133 浜下水産 魚介類販売業 魚介類販売 第20220450号 R05.02.02 R11.02.28
山根政行 鳥取市末広温泉町７０９ 0857-22-5548 やまかん 飲食店営業 飲食店 第20220451号 R05.02.02 R11.02.28

本間　一 鳥取市川端一丁目１１８ 0857-29-1506
パティスリー＆カフェ　ド
ロップ

飲食店営業 飲食店 第20220453号 R05.02.02 R11.02.28

本間　一 鳥取市川端一丁目１１８ 0857-29-1506
パティスリー＆カフェ　ド
ロップ

菓子製造業 菓子製造 第20220454号 R05.02.02 R11.02.28

有限会社　みやもと 代表取締役 宮本　徹 鳥取市秋里１３３６ 0857-24-9120 炭火焼肉　どらごん 菓子製造業 菓子製造 第20220474号 R05.02.07 R11.08.31

前田　太
鳥取市末広温泉町２５３
－５　Ｍビル　1Ｆ

ミュージックバー　Ｑ 飲食店営業 社交飲食 第20220475号 R05.02.07 R11.02.28

鳥取食品工業株式会社 代表取締役 波当根靖夫
鳥取市南安長二丁目１
３０

0857-22-1228 鳥取食品工業株式会社 漬物製造業 漬物製造 第20220476号 R05.02.09 R12.08.31

株式会社　林商店 代表取締役 林　勝 八屋 飲食店営業 自動車営業 第20220520号 R05.02.14 R11.11.30

岩﨑幸子 鳥取市丸山町１６５ 福部アイデア館
みそ又はしょうゆ製造
業

みそ又はしょうゆ 第20220521号 R05.02.17 R11.11.30

合同会社　ＳＤＧ 代表社員 田中美紗代
鳥取市片原三丁目２０４
片原ビル　２０３号

Ｇｒｅｅｎ　ｆｉｅｌｄ 飲食店営業 その他 第20220522号 R05.02.21 R11.02.28

牛臥電気工事有限会社 代表取締役 義仲　聡 八頭郡智頭町福原１９ ａｓ　ｉｓ．ｍｏｏ そうざい製造業 そうざい製造 第20220542号 R05.02.22 R11.05.31
波田野史郎 はたの亭　キッチンカー 飲食店営業 自動車営業 第20220548号 R05.02.22 R11.11.30
株式会社　ｅｎⅰｓｈｉ－
縁

代表取締役 上野淳史
鳥取市湖山町北三丁目
１６４

粋な中華蕎麦　みらい 飲食店営業 飲食店 第20220544号 R05.02.22 R11.08.31

株式会社　マルワ渡辺
水産

代表取締役 渡辺隆一 鳥取市大杙２０２－１ 0857-23-8639
マルワ渡辺水産　鳥取
大杙店

飲食店営業 その他 第20220549号 R05.02.22 R11.11.30

株式会社　マルワ渡辺
水産

代表取締役 渡辺隆一 鳥取市大杙２０２－１ 0857-23-8639
マルワ渡辺水産　鳥取
大杙店

魚介類販売業 魚介類販売 第20220550号 R05.02.22 R11.11.30

株式会社　トライアルカ
ンパニー

代表取締役 石橋亮太 鳥取市大杙２０２－１ 0857-51-0658
スーパーセンタートライ
アル鳥取大杙店

飲食店営業 その他 第20220551号 R05.02.22 R11.11.30

株式会社　トライアルカ
ンパニー

代表取締役 石橋亮太 鳥取市大杙２０２－１ 0857-51-0658
スーパーセンタートライ
アル鳥取大杙店

食肉販売業 食肉販売 第20220552号 R05.02.22 R11.11.30

株式会社　ジェイ・エス・
エス

代表取締役 植木敬次 丼めしや 飲食店営業 自動車営業 第20220545号 R05.02.22 R11.11.30

株式会社　福田建築事
務所

代表取締役 福田　均 ジャンピー 飲食店営業 自動車営業 第20220546号 R05.02.22 R11.11.30

山田　勇
鳥取市末広温泉町１５２
ＴＳビル　２Ｆ

花恋 飲食店営業 社交飲食 第20220547号 R05.02.22 R11.02.28

株式会社　ＭＯＲＩＺＯ 代表取締役 森　雅道 スマイルクッキー 飲食店営業 自動車営業 第20220553号 R05.02.22 R11.11.30
土井将明 鳥取市瓦町３６８ 0857-22-2389 土井製菓　瓦町店 飲食店営業 その他 第20220556号 R05.02.24 R11.02.28
加藤莉空 ゴールデンカウ 飲食店営業 自動車営業 第20220557号 R05.02.24 R11.11.30
徳田輝美 炭火焼肉　まほら 飲食店営業 自動車営業 第20220558号 R05.02.27 R11.11.30

小山　勘
鳥取市弥生町３０９　２
階　Ｅ室

Ｓｅｅｋ 飲食店営業 社交飲食 第20220561号 R05.02.27 R11.02.28

谷山　洋 ヒロシ！！デス。 飲食店営業 自動車営業 第20220559号 R05.02.27 R11.11.30
米花陽志 トータス 飲食店営業 自動車営業 第20220562号 R05.02.27 R11.11.30
山根瑞紀 Ｄｉｎｉｎｇ　キッチンカー 飲食店営業 自動車営業 第20220560号 R05.02.27 R11.11.30


