
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） その他種目１ 初回許可年月日 許可終了日
第20180049号 鳥取市弥生町２９０　東邦ビル１Ｆ　Ｂ 海 杜　鴻嬌 飲食店営業 社交飲食     H30.05.07 H37.02.28
第20180050号 鳥取市弥生町３０８－２ ペペネーロ　イタリア館 0857-27-4736  木下龍雄 そうざい製造業 そうざい製造     H30.05.08 H36.02.29
第20180056号 鳥取市用瀬町用瀬４７９－１５ 御食事処　蔵 0858-87-3322  徳田真利子 飲食店営業 一般食堂 その他 H30.05.07 H35.05.31
第20180057号 クレープ喫茶　ラポール               大久保精二 菓子製造業 自動車営業     H30.05.07 H36.11.30
第20180058号 クレープ喫茶　ラポール               大久保精二 喫茶店営業 自動車営業     H30.05.07 H36.11.30
第20180059号 八頭郡智頭町智頭１８６１－１ 千代電子工業株式会社　新工場               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     H30.05.11 H36.05.31
第20180060号 元部鮮魚店               元部邦繁 魚介類販売業 自動車営業     H30.05.09 H35.05.31
第20180061号 鳥取市鹿野町鹿野４９３－３ 鹿野町イノシシ食肉解体処理施設               伊吹達也 食肉処理業 食肉処理     H30.05.10 H36.05.31
第20180062号 山下鮮魚               山下弘美 魚介類販売業 自動車営業     H30.05.16 H35.05.31
第20180103号 鳥取市尚徳町１１７ 一冨士フードサービス（株）28021 24-3510       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 一般食堂     H30.05.25 H37.02.28
第20180104号 鳥取市尚徳町１１７ ファミリーマート鳥取赤十字病院 36-9050       ワタキューセイモア株式会社 代表取締役 村田清和 飲食店営業 その他     H30.05.25 H36.02.29
第20180105号 鳥取市尚徳町１１７ ファミリーマート鳥取赤十字病院 36-9050       ワタキューセイモア株式会社 代表取締役 村田清和 菓子製造業 菓子製造     H30.05.25 H36.02.29
第20180106号 鳥取市尚徳町１１７ ファミリーマート鳥取赤十字病院 36-9050       ワタキューセイモア株式会社 代表取締役 村田清和 乳類販売業 乳類販売     H30.05.25 H37.02.28
第20180107号 鳥取市尚徳町１１７ ファミリーマート鳥取赤十字病院 36-9050       ワタキューセイモア株式会社 代表取締役 村田清和 食肉販売業 食肉販売     H30.05.25 H37.02.28
第20180108号 鳥取市尚徳町１１７ ファミリーマート鳥取赤十字病院 36-9050       ワタキューセイモア株式会社 代表取締役 村田清和 魚介類販売業 魚介類販売     H30.05.25 H37.02.28
第20180132号 八頭郡智頭町智頭２０５２－１６　２Ｆ 楽之               株式会社エコファイン鳥取 代表取締役 竹内成人 飲食店営業 一般食堂 仕出屋・弁当屋 H30.05.29 H35.05.31
第20180133号 鳥取市松並町二丁目６２５－４ ｙａｓｕｈａｒａ 0857-54-1075  安原義人 飲食店営業 一般食堂 その他 H30.05.28 H36.11.30
第20180134号 鳥取市立川町五丁目２６７－１ ドラッグストアウェルネス　立川店 36-8215       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 乳類販売業 乳類販売     H30.05.28 H37.02.28
第20180135号 鳥取市立川町五丁目２６７－１ ドラッグストアウェルネス　立川店 36-8215       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     H30.05.28 H37.02.28
第20180136号 鳥取市立川町五丁目２６７－１ ドラッグストアウェルネス　立川店 36-8215       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     H30.05.28 H37.02.28
第20180137号 鳥取市立川町五丁目２６７－１ ドラッグストアウェルネス　立川店 36-8215       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 喫茶店営業 自動販売機     H30.05.28 H37.02.28
第20180138号 鳥取市吉岡温泉町１７０－４ Ｃａｆｅ　ルゥ 0857-54-5002  吉澤典子 飲食店営業 一般食堂     H30.05.28 H36.08.31
第20180140号 鳥取市立川町五丁目２６７－１ ラ・ムー鳥取東店 36-1340       大黒天物産株式会社 代表取締役 大賀昭司 飲食店営業 一般食堂 その他 H30.05.30 H37.02.28
第20180141号 鳥取市立川町五丁目２６７－１ ラ・ムー鳥取東店 36-1340       大黒天物産株式会社 代表取締役 大賀昭司 アイスクリーム類製造業 アイスクリーム     H30.05.30 H37.02.28
第20180142号 鳥取市立川町五丁目２６７－１ ラ・ムー鳥取東店 36-1340       大黒天物産株式会社 代表取締役 大賀昭司 乳類販売業 乳類販売     H30.05.30 H37.02.28
第20180143号 鳥取市立川町五丁目２６７－１ ラ・ムー鳥取東店 36-1340       大黒天物産株式会社 代表取締役 大賀昭司 魚介類販売業 魚介類販売     H30.05.30 H37.02.28
第20180144号 鳥取市立川町五丁目２６７－１ ラ・ムー鳥取東店 36-1340       大黒天物産株式会社 代表取締役 大賀昭司 飲食店営業 すし屋     H30.05.30 H37.02.28
第20180145号 鳥取市立川町五丁目２６７－１ ラ・ムー鳥取東店 36-1340       大黒天物産株式会社 代表取締役 大賀昭司 食肉販売業 食肉販売     H30.05.30 H37.02.28
第20180146号 鳥取市立川町五丁目２６７－１ ラ・ムー鳥取東店 36-1340       大黒天物産株式会社 代表取締役 大賀昭司 飲食店営業 その他 仕出屋・弁当屋 H30.05.30 H37.02.28
第20180147号 鳥取市立川町五丁目２６７－１ ラ・ムー鳥取東店 36-1340       大黒天物産株式会社 代表取締役 大賀昭司 菓子製造業 菓子製造     H30.05.30 H37.02.28
第20180148号 鳥取市立川町五丁目２６７－１ ラ・ムー鳥取東店 36-1340       大黒天物産株式会社 代表取締役 大賀昭司 飲食店営業 その他     H30.05.30 H37.02.28
第20180149号 鳥取市千代水四丁目２７ トライアル千代水店 38-8877       株式会社　マルワ渡辺水産 代表取締役 渡辺隆一 飲食店営業 すし屋     H30.05.30 H36.08.31
第20180150号 鳥取市千代水四丁目２７ トライアル千代水店 38-8877       株式会社　マルワ渡辺水産 代表取締役 渡辺隆一 魚介類販売業 魚介類販売     H30.05.30 H36.08.31
第20180151号 鳥取市天神町３４－１ ローソン鳥取天神町 0857-22-0633  株式会社　葡萄家 代表取締役 山根一利 飲食店営業 その他     H30.05.30 H36.11.30
第20180152号 鳥取市天神町３４－１ ローソン鳥取天神町 0857-22-0633  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     H30.05.30 H36.11.30
第20180153号 鳥取市天神町３４－１ ローソン鳥取天神町 0857-22-0633  株式会社　葡萄家 代表取締役 山根一利 乳類販売業 乳類販売     H30.05.30 H36.11.30
第20180154号 鳥取市天神町３４－１ ローソン鳥取天神町 0857-22-0633  株式会社　葡萄家 代表取締役 山根一利 食肉販売業 食肉販売     H30.05.30 H36.11.30
第20180155号 鳥取市天神町３４－１ ローソン鳥取天神町 0857-22-0633  株式会社　葡萄家 代表取締役 山根一利 魚介類販売業 魚介類販売     H30.05.30 H36.11.30
第20180156号 鳥取市立川町五丁目２６７－１ ラ・ムー鳥取東店 36-1340       大黒天物産株式会社 代表取締役 大賀昭司 菓子製造業 菓子製造     H30.05.30 H37.02.28


