
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20180139号 岩美郡岩美町大谷２１８２ー１２ クルーズ船「Ｍｕｓｅ」 73-1212       山陰松島遊覧（株） 代表取締役 川口博樹 飲食店営業 一般食堂     H30.06.06 H36.05.31
第20180157号 鳥取市吉岡温泉町４６６ パーラー株湯 57-0808       吉田裕志 アイスクリーム類製造業 アイスクリーム     H30.06.05 H36.08.31
第20180158号 鳥取市幸町１４８ 和貴の郷　幸町作業所               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     H30.06.05 H36.11.30
第20180159号 鳥取市福部町湯山１５３８－３ ＳＰＡＣＥ 武安良太 飲食店営業 一般食堂     H30.06.05 H35.11.30
第20180160号 鳥取市二階町三丁目１２１ 宝月堂 0857-22-3745  有限会社　宝月堂 代表取締役 佐々木稔郎 菓子製造業 菓子製造     H30.06.06 H37.02.28
第20180161号 すなばキッチンカー　３号車               有限会社　三晃 代表取締役 村上亜由美 飲食店営業 自動車営業     H30.06.06 H36.11.30
第20180162号 八頭郡八頭町奥谷１８９－１ ドラッグストア　ウェルネス　郡家店 0858-76-7115  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     H30.06.06 H36.11.30
第20180163号 八頭郡八頭町奥谷１８９－１ ドラッグストア　ウェルネス　郡家店 0858-76-7115  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     H30.06.06 H36.11.30
第20180164号 八頭郡八頭町奥谷１８９－１ ドラッグストア　ウェルネス　郡家店 0858-76-7115  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     H30.06.06 H36.11.30
第20180165号 八頭郡八頭町奥谷１８９－１ ドラッグストア　ウェルネス　郡家店 0858-76-7115  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     H30.06.06 H36.11.30
第20180166号 福ばい屋               小椋一彦 飲食店営業 露店営業     H30.06.07 H35.11.30
第20180167号 福ばい屋               小椋一彦 菓子製造業 露店営業     H30.06.07 H35.11.30
第20180168号 鳥取市河原町長瀬６１－１ 和貴の郷 0858-85-3737  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     H30.06.07 H37.05.31
第20180169号 岩美郡岩美町蒲生１１１５－２ 岩美町蒲生活性化施設（一寸法師の館） 0857-76-0636  中川正仁 そうざい製造業 そうざい製造     H30.06.07 H36.05.31
第20180170号 岩美郡岩美町蒲生１１１５－２ 岩美町蒲生活性化施設（一寸法師の館） 0857-76-0636  中川正仁 菓子製造業 菓子製造     H30.06.07 H37.05.31
第20180171号 岩美郡岩美町蒲生１１１５－２ 岩美町蒲生活性化施設（一寸法師の館） 0857-76-0636  中川正仁 みそ製造業 みそ製造     H30.06.07 H37.05.31
第20180172号 鳥取市弥生町３４６　弥生町山本テナント　３号室 ＴａｔｏｅＢＡＲ鳥取 吉井健一 飲食店営業 社交飲食     H30.06.08 H37.02.28
第20180173号 鳥取市湖山町西四丁目１１０－５ すなば珈琲　鳥取砂丘コナン空港店 0857-28-4649  村上和良 飲食店営業 一般食堂 その他 H30.06.12 H35.08.31
第20180174号 鳥取市戎町４６３ 鳥吉 0857-22-4300  有限会社　鳥吉 代表取締役 米澤和美 飲食店営業 一般食堂 その他 H30.06.12 H37.02.28
第20180175号 やきとり竜鳳               株式会社　全国チェーン竜鳳 代表取締役 鈴木明治 飲食店営業 自動車営業     H30.06.13 H36.08.31
第20180176号 八頭郡智頭町早瀬３２２－１ フードショップなぎ 78-0215       谷口満紀 飲食店営業 仕出屋・弁当屋     H30.06.15 H36.05.31
第20180177号 八頭郡八頭町下坂４９３－２ ファミリーマート郡家下坂店 0858-76-7110  株式会社　Ｔ’ｓＣＯＭＰＡＳＳ 代表取締役 武美寧兼 飲食店営業 その他     H30.06.19 H36.11.30
第20180178号 八頭郡八頭町下坂４９３－２ ファミリーマート郡家下坂店 0858-76-7110  株式会社　Ｔ’ｓＣＯＭＰＡＳＳ 代表取締役 武美寧兼 菓子製造業 菓子製造     H30.06.19 H36.11.30
第20180179号 八頭郡八頭町下坂４９３－２ ファミリーマート郡家下坂店 0858-76-7110  株式会社　Ｔ’ｓＣＯＭＰＡＳＳ 代表取締役 武美寧兼 食肉販売業 食肉販売     H30.06.19 H36.11.30
第20180180号 八頭郡八頭町下坂４９３－２ ファミリーマート郡家下坂店 0858-76-7110  株式会社　Ｔ’ｓＣＯＭＰＡＳＳ 代表取締役 武美寧兼 魚介類販売業 魚介類販売     H30.06.19 H36.11.30
第20180181号 八頭郡八頭町下坂４９３－２ ファミリーマート郡家下坂店 0858-76-7110  株式会社　Ｔ’ｓＣＯＭＰＡＳＳ 代表取締役 武美寧兼 乳類販売業 乳類販売     H30.06.19 H36.11.30
第20180182号 鳥取市弥生町２６３－３　メッカビル２Ｆ Ｐｉｃｋ 0857-29-7073  河村美香 飲食店営業 社交飲食     H30.06.18 H37.02.28
第20180183号 鳥取市気高町勝見６７０－１０ パン　貝　日　和 0857-35-0548  西川典子 菓子製造業 菓子製造     H30.06.18 H36.05.31
第20180184号 鳥取市安長２０５－２ ウッズカンパニー               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     H30.06.19 H36.08.31
第20180185号 鳥取市弥生町３９３　１Ｆ Ａｉｎｅ 0857-21-0101  宮嶋夕貴 飲食店営業 社交飲食     H30.06.26 H36.02.29
第20180186号 鳥取市湖山町南二丁目４０１－１ ローソン・ポプラ鳥取湖山南店 0857-28-3090  山田美和子 飲食店営業 その他     H30.06.29 H36.08.31
第20180187号 鳥取市湖山町南二丁目４０１－１ ローソン・ポプラ鳥取湖山南店 0857-28-3090  山田美和子 菓子製造業 菓子製造     H30.06.29 H36.08.31
第20180188号 鳥取市湖山町南二丁目４０１－１ ローソン・ポプラ鳥取湖山南店 0857-28-3090  山田美和子 乳類販売業 乳類販売     H30.06.29 H36.08.31
第20180189号 鳥取市湖山町南二丁目４０１－１ ローソン・ポプラ鳥取湖山南店 0857-28-3090  山田美和子 食肉販売業 食肉販売     H30.06.29 H36.08.31
第20180190号 鳥取市湖山町南二丁目４０１－１ ローソン・ポプラ鳥取湖山南店 0857-28-3090  山田美和子 魚介類販売業 魚介類販売     H30.06.29 H36.08.31
第20180191号 鳥取市南隈１５５－１ ビッグモーター鳥取店               株式会社　アペックス西日本 代表取締役 森　吉平 喫茶店営業 自動販売機     H30.06.29 H36.08.31
第20180192号 鳥取市尚徳町１１７ 鳥取赤十字病院新棟２Ｆ自販機コーナー               株式会社　アペックス西日本 代表取締役 森　吉平 喫茶店営業 自動販売機     H30.06.29 H37.02.28


