
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20180193号 鳥取市末広温泉町３６９ あき坊 牧野愛希 飲食店営業 一般食堂     H30.07.03 H36.02.29
第20180194号 岩美郡岩美町田後６７－２ 凪 吉澤龍子 飲食店営業 一般食堂 仕出屋・弁当屋 H30.07.03 H36.05.31
第20180195号 鳥取市鹿野町鹿野１４２２－１ 鹿野ゆめ本陣 0857-84-1711  谷口勝代 アイスクリーム類製造業 アイスクリーム     H30.07.03 H37.05.31
第20180196号 鳥取市吉岡温泉町２９０－１ アトリエｄａ－ｎａ 古田尚子 飲食店営業 一般食堂     H30.07.03 H35.08.31
第20180197号 鳥取市末広温泉町３５５　レインボープラザビル　７Ｆ Ｄｏｍａｎｉ 0857-24-0139  株式会社　ブライト 代表取締役 寺垣裕子 飲食店営業 社交飲食     H30.07.03 H37.02.28
第20180198号 鳥取市西品治７９８－１ ローソン鳥取西品治店 0857-29-9800  有限会社　上田 代表取締役社長 上田俊通 飲食店営業 その他     H30.07.04 H35.11.30
第20180199号 鳥取市西品治７９８－１ ローソン鳥取西品治店 0857-29-9800  有限会社　上田 代表取締役社長 上田俊通 菓子製造業 菓子製造     H30.07.04 H35.11.30
第20180200号 鳥取市西品治７９８－１ ローソン鳥取西品治店 0857-29-9800  有限会社　上田 代表取締役社長 上田俊通 乳類販売業 乳類販売     H30.07.04 H36.11.30
第20180201号 鳥取市西品治７９８－１ ローソン鳥取西品治店 0857-29-9800  有限会社　上田 代表取締役社長 上田俊通 食肉販売業 食肉販売     H30.07.04 H36.11.30
第20180202号 鳥取市西品治７９８－１ ローソン鳥取西品治店 0857-29-9800  有限会社　上田 代表取締役社長 上田俊通 魚介類販売業 魚介類販売     H30.07.04 H36.11.30
第20180203号 鳥取市国府町新通り三丁目３０１－１ 倉式珈琲店ナチュラルガーデンマルイ国府 0857-51-0310  株式会社　ランディーズ 代表取締役 小林新一 飲食店営業 一般食堂     H30.07.09 H36.08.31
第20180204号 鳥取市末広温泉町７５２－４　山元ビル　１Ｆ 旬処　和味 0857-20-0746  米中和俊 飲食店営業 一般食堂     H30.07.09 H36.02.29
第20180205号 鳥取市末広温泉町２２１ ヒロシ！！デス 谷山　洋 飲食店営業 社交飲食     H30.07.04 H37.02.28
第20180206号 鳥取市吉岡温泉町６６６ 吉岡温泉会館　一ノ湯 0857-57-0555  白バラ商事株式会社 代表取締役 川下　勉 乳類販売業 自動販売機     H30.07.09 H36.08.31
第20180207号 鳥取市用瀬町用瀬３８３ 茶屋本陣　無名庵 0858-87-2983  木村正人 飲食店営業 一般食堂     H30.07.09 H36.05.31
第20180208号 八頭郡智頭町智頭１８６１－１ 千代電子工業株式会社　食堂               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     H30.07.09 H37.05.31
第20180209号 鳥取市国府町新通り二丁目２９３ 居酒屋風せんべろ酒場　夜来食堂 小林　進 飲食店営業 一般食堂     H30.07.09 H35.08.31
第20180210号 鳥取市弥生町２９３　ギャザビル３　３０２号 Ｋｕｏｎ 西村亮枝 飲食店営業 社交飲食     H30.07.09 H37.02.28
第20180211号 鳥取市湖山町南五丁目１０７ たこ焼屋　遊×２ 0857-31-4833  森　新市 飲食店営業 その他     H30.07.09 H35.08.31
第20180212号 鳥取市里仁１５１－１ 株式会社さんれいフーズ　鳥取支店 0857-28-5211  株式会社　さんれいフーズ 代表取締役 並河　勉 乳類販売業 乳類販売     H30.07.09 H36.08.31
第20180213号 鳥取市里仁１５１－１ 株式会社さんれいフーズ　鳥取支店 0857-28-5211  株式会社　さんれいフーズ 代表取締役 並河　勉 食肉販売業 食肉販売     H30.07.09 H36.08.31
第20180214号 鳥取市里仁１５１－１ 株式会社さんれいフーズ　鳥取支店 0857-28-5211  株式会社　さんれいフーズ 代表取締役 並河　勉 魚介類販売業 魚介類販売     H30.07.09 H36.08.31
第20180215号 マルイ宮長店               株式会社　サンインマルイ 代表取締役 松田欣也 飲食店営業 露店営業     H30.07.09 H35.11.30
第20180216号 鳥取市緑ケ丘三丁目１０－７ フレッシュランチ　ベル 0857-21-1840  森本佳子 飲食店営業 一般食堂 その他 H30.07.10 H35.08.31
第20180217号 岩美郡岩美町浦富２４７５－１０ 海の家　山根 山根伊津美 飲食店営業 その他     H30.07.12 H30.08.30
第20180218号 岩美郡岩美町浦富中浜２４７５－１０ 海の家　あずま屋 村上恒夫 飲食店営業 その他     H30.07.12 H30.08.31
第20180219号 鳥取市福部町湯山２１６４－８１４ 鳥取砂丘海水浴場               株式会社　サンドヒルズ商事 代表取締役 山根弘司 飲食店営業 その他     H30.07.12 H30.08.31
第20180220号 鳥取市今町二丁目２１９　チョコビル　１Ｆ 砂丘屋 菊池　久 飲食店営業 一般食堂     H30.07.13 H35.11.30
第20180221号 鳥取市晩稲３０８ （株）パナソニックアソシエイツ鳥取 0857-28-8477  有限会社　日東ベンディング中国 代表取締役社長 藤井　隆 喫茶店営業 自動販売機     H30.07.13 H36.08.31
第20180222号 鳥取市湖山町東一丁目４０３ じゅうべえ 竹本　学 飲食店営業 一般食堂 その他 H30.07.19 H36.08.31
第20180223号 岩美郡岩美町浦富２４７５－１４ 海の家　ハシモト 橋本窓香 飲食店営業 その他     H30.07.19 H30.08.31
第20180224号 鳥取市千代水二丁目８１ 来来亭　鳥取店 0857-51-1717  株式会社　来来亭 代表取締役 豆田敏典 飲食店営業 一般食堂 その他 H30.07.19 H36.08.31
第20180225号 鳥取市徳尾５８－５ 宅配クック　ワン・ツゥ・スリー　鳥取店 0857-30-0771  有限会社　ウエルアップ 代表取締役 下田哲也 飲食店営業 仕出屋・弁当屋     H30.07.19 H35.08.31
第20180226号 鳥取市下味野６５５－３ 久松商事 宮部次郎 食肉販売業 食肉販売     H30.07.19 H36.08.31
第20180227号 鳥取市末広温泉町１５４ カフェ　スマイル工場 0857-51-0225  山根章誉 飲食店営業 一般食堂     H30.07.20 H36.02.29
第20180228号 せかいのまんなか               浦林真大 飲食店営業 露店営業     H30.07.23 H35.11.30
第20180229号 八頭郡智頭町市瀬１５２９ ザ・大黒天　智頭店 0858-75-1080  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     H30.07.26 H37.05.31
第20180230号 八頭郡智頭町市瀬１５２９ ザ・大黒天　智頭店 0858-75-1080  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     H30.07.26 H37.05.31
第20180231号 八頭郡智頭町市瀬１５２９ ザ・大黒天　智頭店 0858-75-1080  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     H30.07.26 H37.05.31
第20180232号 八頭郡智頭町市瀬１５２９ ザ・大黒天　智頭店 0858-75-1080  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     H30.07.26 H37.05.31
第20180233号 八頭郡智頭町市瀬１５２９ ザ・大黒天　智頭店 0858-75-1080  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     H30.07.26 H37.05.31
第20180234号 鳥取市末広温泉町１１５　ホワイトビル　１Ｆ ｓｎａｃｋ　ＪＯＫＥＲ 0857-26-3200  西尾眞ゆみ 飲食店営業 社交飲食     H30.07.26 H36.02.29
第20180235号 鳥取市湖山町西四丁目１１０－５　鳥取砂丘コナン空港ビル　２Ｆ アジアンリゾートラウンジ陶庵 0857-31-0007  株式会社　グラン・クリュ食工房 代表取締役 廣松妙子 飲食店営業 一般食堂 その他 H30.07.26 H35.08.31
第20180236号 鳥取市湖山町西四丁目１１０－５ ＨＡＮＡＲＥ 0858-73-8211  有限会社　ひよこカンパニー 代表取締役 小原利一郎 飲食店営業 一般食堂 その他 H30.07.26 H36.08.31
第20180237号 鳥取市湖山町西四丁目１１０－５ ＨＡＮＡＲＥ 0858-73-8211  有限会社　ひよこカンパニー 代表取締役 小原利一郎 アイスクリーム類製造業 アイスクリーム     H30.07.26 H36.08.31
第20180238号 千哲               井上博史 飲食店営業 自動車営業     H30.07.26 H35.11.30
第20180239号 鳥取市湖山町西四丁目１１０－５ アゼリア 0857-28-0988  日ノ丸観光株式会社 取締役社長 米原正明 飲食店営業 一般食堂     H30.07.26 H36.08.31
第20180240号 鳥取市湖山町北二丁目３１２ 台湾料理　豊味園 0857-30-0033  株式会社　皓元 代表取締役 胡　筱卉 飲食店営業 中華料理店 その他 H30.07.30 H36.08.31
第20180241号 鳥取市田園町四丁目１１６　Ｒｅｍｉｃａテナント　１Ｆ ｋｉｔｃｈｅｎ　ｐｉｃｃｏｌｏ 0857-51-1556  懸樋香代子 飲食店営業 仕出屋・弁当屋     H30.07.30 H35.11.30


