
許可番号 所在地 施設＿名称（屋号・商号） 施設＿電話番号１（所在地） 申請者＿申請者名 申請者＿役職名 申請者＿代表者 業種 種目（営業の種類） 初回許可年月日 許可終了日
第20180001号 鳥取市吉方温泉三丁目１５１－３ 持ち帰り寿司　とさき 22-0141       戸先宏幸 飲食店営業 すし屋 H30.04.04 H37.02.28
第20180002号 八頭郡智頭町智頭７１１－１ 鳥取県立智頭農林高等学校               株式会社　戸信 代表取締役 戸田　暖久 乳類販売業 自動販売機 H30.04.05 H36.05.31
第20180003号 鳥取市南栄町７０－２ 日立フェライト電子株式会社　Ｎ０棟               ナショナル・ベンディング株式会社 代表取締役 藤山雄一郎 喫茶店営業 自動販売機 H30.04.05 H36.11.30
第20180004号 鳥取市弥生町２４２－２　石田ビルⅡ　１Ｆ スナック　燦 22-0805       林　昌子 飲食店営業 社交飲食 H30.04.05 H37.02.28
第20180005号 鳥取市吉岡温泉町７４９－１ 吉岡温泉会館               ナショナル・ベンディング株式会社 代表取締役 藤山雄一郎 喫茶店営業 自動販売機 H30.04.06 H36.08.31
第20180006号 鳥取市弥生町３０５　リビオビル２F ヴァンベール２ 29-1196       小山由美子 飲食店営業 社交飲食 H30.04.05 H37.02.28
第20180007号 鳥取市大覚寺１０－７ しあわせとどける菓子工房　うずまきや 0857-22-0148  株式会社 ＫＡＺＵ 代表取締役 山本慎司 菓子製造業 菓子製造 H30.04.06 H36.11.30
第20180008号 鳥取市吉岡温泉町７４９－１ 吉岡温泉会館　一乃湯               株式会社　戸信 代表取締役 戸田暖久 乳類販売業 自動販売機 H30.04.06 H36.08.31
第20180009号 鳥取市叶字下井原１１４－５ 佐川急便（株）　鳥取店               アシード株式会社 代表取締役 河本大輔 喫茶店営業 自動販売機 H30.04.06 H36.11.30
第20180010号 えびすや               長谷川勝司 飲食店営業 露店営業 H30.04.06 H35.05.31
第20180011号 鳥取市末広温泉町２５３－５　Ｍビル１Ｆ わさび 51-1666       合同会社　Ｃｏｒｅ 代表社員 星見和正 飲食店営業 一般食堂 H30.04.10 H36.02.29
第20180012号 鳥取市弥生町３０９　ゾンネビル２階Ｆ室 Ｌｉｎｋ               澤田伸行 飲食店営業 社交飲食 H30.04.10 H37.02.28
第20180013号 中ちゃん               中砂　実 飲食店営業 自動車営業 H30.04.10 H35.11.30
第20180014号 鳥取市田島５７４ 一本堂　鳥取田島店 38-3070       有限会社　あたか 代表取締役 星見吉輝 菓子製造業 菓子製造 H30.04.10 H35.11.30
第20180015号 鳥取市栄町６６２ らーめん道場　太鼓判 29-2626       河野優子 飲食店営業 めん類食堂 H30.04.10 H36.02.29
第20180016号 八頭郡八頭町久能寺７２５ 鳥取県立八頭高等学校 0858-72-0022  ナショナル・ベンディング株式会社 代表取締役 藤山雄一郎 喫茶店営業 自動販売機 H30.04.11 H36.11.30
第20180017号 鳥取市元魚町三丁目２２３ ちむら元魚町本店 22-3825       株式会社　ちむら 代表取締役 千村直美 飲食店営業 一般食堂 H30.04.11 H36.02.29
第20180018号 鳥取市福部町湯山２０８３－１７ 砂丘コーヒー製造所 0857-54-1675  川下早苗 喫茶店営業 喫茶店 H30.04.12 H35.11.30
第20180019号 鳥取市福部町湯山２０８３－１７ 砂丘コーヒー製造所 0857-54-1675  川下早苗 アイスクリーム類製造業 アイスクリーム H30.04.12 H35.11.30
第20180020号 鳥取市吉成７２５－１ ドラッグコスモス吉成店               株式会社　コスモス薬品 代表取締役 宇野正晃 乳類販売業 乳類販売 H30.04.16 H36.11.30
第20180021号 鳥取市吉成７２５－１ ドラッグコスモス吉成店               株式会社　コスモス薬品 代表取締役 宇野正晃 食肉販売業 食肉販売 H30.04.16 H36.11.30
第20180022号 鳥取市吉成２０９－１ ドラッグストアウェルネス　吉成店 0857-36-9911  株式会社　ツルハグループドラッグ＆ファーマシー西日本 代表取締役 村上正一 食肉販売業 食肉販売 H30.04.16 H36.11.30
第20180023号 鳥取市吉成２０９－１ ドラッグストアウェルネス　吉成店 0857-36-9911  株式会社　ツルハグループドラッグ＆ファーマシー西日本 代表取締役 村上正一 魚介類販売業 魚介類販売 H30.04.16 H36.11.30
第20180024号 鳥取市宮長字下宝殿２３９－７ ドラッグストアウェルネス　宮長店 0857-51-7131  株式会社　ツルハグループドラッグ＆ファーマシー西日本 代表取締役 村上正一 食肉販売業 食肉販売 H30.04.16 H36.11.30
第20180025号 鳥取市宮長字下宝殿２３９－７ ドラッグストアウェルネス　宮長店 0857-51-7131  株式会社　ツルハグループドラッグ＆ファーマシー西日本 代表取締役 村上正一 魚介類販売業 魚介類販売 H30.04.16 H36.11.30
第20180026号 八頭郡八頭町富枝３８ 柿の里因幡太田邸 0858-71-0736  株式会社　ＱＵＯＮ 代表取締役 松井成樹 飲食店営業 旅館・ホテル H30.04.17 H36.11.30
第20180027号 八頭郡八頭町富枝３８ 柿の里因幡太田邸 0858-71-0736  株式会社　ＱＵＯＮ 代表取締役 松井成樹 菓子製造業 菓子製造 H30.04.17 H36.11.30
第20180028号 八頭郡八頭町富枝３８ 柿の里因幡太田邸　ひとつ山 0858-71-0736  株式会社　ＱＵＯＮ 代表取締役 松井成樹 飲食店営業 一般食堂 H30.04.17 H35.11.30
第20180029号 八頭郡八頭町富枝３８ 柿の里因幡太田邸　ひとつ山 0858-71-0736  株式会社　ＱＵＯＮ 代表取締役 松井成樹 菓子製造業 菓子製造 H30.04.17 H35.11.30
第20180030号 鳥取市富安二丁目１９ Ｃａｍｅｌ０８５７ 澤　千明 飲食店営業 一般食堂 H30.04.17 H36.11.30
第20180031号 鳥取市富安二丁目１９ Ｃａｍｅｌ０８５７ 澤　千明 菓子製造業 菓子製造 H30.04.17 H36.11.30
第20180032号 鳥取市青谷町井手５７２－５ 一冨士フードサービス（株）ダイキンアレス青谷Ⅱ期 85-2440       一冨士フードサービス株式会社 代表取締役 山岡直方 飲食店営業 旅館・ホテル H30.04.17 H36.11.30
第20180033号 鳥取市晩稲３４８　イオンモール鳥取北店２Ｆ　フードコート まねきイオンモール鳥取北店 32-8139       株式会社　テイスティーワン 代表取締役 玉川政一 飲食店営業 一般食堂 H30.04.17 H36.08.31
第20180034号 鳥取市栄町６０４　１Ｆ おくだいら商店               奥平　大 飲食店営業 一般食堂 H30.04.18 H36.02.29
第20180035号 鳥取市栄町６０４　１Ｆ おくだいら商店               奥平　大 菓子製造業 菓子製造 H30.04.18 H36.02.29
第20180036号 鳥取市生山１１１ おくね 0858-51-8011  垣屋里恵 飲食店営業 一般食堂 H30.04.18 H35.11.30
第20180037号 とくし丸               株式会社　エスマート 代表取締役 川木光義 乳類販売業 自動車営業 H30.04.18 H36.11.30
第20180038号 とくし丸               株式会社　エスマート 代表取締役 川木光義 食肉販売業 自動車営業 H30.04.18 H36.11.30
第20180039号 とくし丸               株式会社　エスマート 代表取締役 川木光義 魚介類販売業 自動車営業 H30.04.18 H36.11.30
第20180040号 ＃今日のサイトウＢａｒ               岩谷　彩 飲食店営業 露店営業 H30.04.24 H35.05.31
第20180041号 鳥取市用瀬町用瀬５０４－１ イエローカフェ 0858-87-3386  松本豪平 飲食店営業 一般食堂 H30.04.24 H35.05.31
第20180042号 岩美郡岩美町陸上５８８ 民宿ＡＬＯＨＡ 72-0099       喜瀬雅彦 飲食店営業 旅館・ホテル H30.04.24 H36.05.31
第20180043号 八頭郡智頭町智頭７４３ 森の３７３ 森　祥子 飲食店営業 一般食堂 H30.04.27 H36.05.31
第20180044号 鳥取市湯所町二丁目２５８ セブン－イレブン鳥取湯所町店 20-0217       下村　司 飲食店営業 その他 H30.04.27 H37.02.28
第20180045号 鳥取市湯所町二丁目２５８ セブン－イレブン鳥取湯所町店 20-0217       下村　司 乳類販売業 乳類販売 H30.04.27 H37.02.28
第20180046号 鳥取市湯所町二丁目２５８ セブン－イレブン鳥取湯所町店 20-0217       下村　司 食肉販売業 食肉販売 H30.04.27 H37.02.28
第20180047号 鳥取市湯所町二丁目２５８ セブン－イレブン鳥取湯所町店 20-0217       下村　司 魚介類販売業 魚介類販売 H30.04.27 H37.02.28
第20180048号 鳥取市国府町美歎長谷７１９ 美歎牧場バーベキューハウス 21-6986       鳥取県畜産農業協同組合 その他 木下　智 乳類販売業 乳類販売 H30.04.27 H36.08.31


