
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20180861号 鳥取市弥生町１４０　柄本ビル　１Ｆ センベロ　マルマル 西田昌樹 飲食店営業 一般食堂     H31.03.01 H37.02.28
第20180862号 鳥取市賀露町西三丁目２７－１ すなば　テラス 0857-31-4649  村上和良 飲食店営業 その他     H31.03.01 H36.08.31
第20180863号 鳥取市末広温泉町７７２　コアスエヒロビル　２Ｆ Ｂａｒ　ｌｏｕｎｇｅ　Ｍ 0857-27-5131  板敷大二郎 飲食店営業 社交飲食     H31.03.04 H37.02.28
第20180864号 鳥取市東町三丁目３０７ 明和会渡辺病院 0857-24-1151  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     H31.03.04 H38.02.28
第20180865号 クレープカフェ　ジーマ               松井正信 飲食店営業 自動車営業     H31.03.05 H36.11.30
第20180866号 クレープカフェ　ジーマ               松井正信 菓子製造業 自動車営業     H31.03.05 H36.11.30
第20180867号 鳥取市吉方温泉二丁目６４１ 鳥取ゲストハウス　ミライエＢＡＳＥ 0857-30-6062  智頭石油株式会社 代表取締役 米井哲郎 飲食店営業 旅館・ホテル     H31.03.06 H37.02.28
第20180868号 鳥取市東品治町１０１ フォルテ 楢山真由美 飲食店営業 一般食堂     H31.03.06 H38.02.28
第20180869号 鳥取市緑ケ丘三丁目１８－２１ ローソン鳥取緑ケ丘三丁目店 0857-24-5513  川戸眞由美 乳類販売業 乳類販売     H31.03.08 H37.08.31
第20180870号 鳥取市緑ケ丘三丁目１８－２１ ローソン鳥取緑ケ丘三丁目店 0857-24-5513  川戸眞由美 飲食店営業 その他     H31.03.08 H36.08.31
第20180871号 鳥取市緑ケ丘三丁目１８－２１ ローソン鳥取緑ケ丘三丁目店 0857-24-5513  川戸眞由美 菓子製造業 菓子製造     H31.03.08 H36.08.31
第20180872号 鳥取市緑ケ丘三丁目１８－２１ ローソン鳥取緑ケ丘三丁目店 0857-24-5513  川戸眞由美 魚介類販売業 魚介類販売     H31.03.08 H37.08.31
第20180873号 鳥取市緑ケ丘三丁目１８－２１ ローソン鳥取緑ケ丘三丁目店 0857-24-5513  川戸眞由美 食肉販売業 食肉販売     H31.03.08 H37.08.31
第20180874号 八頭郡若桜町若桜９９８－２ 若桜エゴマ工房               有限会社　若桜農林振興 代表取締役 棟尾　潔 食用油脂製造業 食用油脂製造     H31.03.08 H37.11.30
第20180875号 鳥取市気高町北浜二丁目２１ ドラッグストアウェルネス　気高店 0857-37-6363  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     H31.03.08 H37.05.31
第20180876号 鳥取市気高町北浜二丁目２１ ドラッグストアウェルネス　気高店 0857-37-6363  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     H31.03.08 H37.05.31
第20180877号 鳥取市南町９０３ ちょこっと酒場　たえ屋               亀谷隆敏 飲食店営業 一般食堂     H31.03.08 H36.11.30
第20180878号 鳥取市末広温泉町１５１ 喫茶ベニ屋 0857-22-2874  平田瑩壹 そうざい製造業 そうざい製造     H31.03.08 H38.02.28
第20180879号 鳥取市賀露町西三丁目２７－１ とうふちくわの里・かろいち店 0857-32-2220  株式会社　ちむら 代表取締役 千村直美 アイスクリーム類製造業 アイスクリーム     H31.03.12 H37.08.31
第20180880号 鳥取市西品治８４８ 城北横丁 0857-23-0602  特定非営利活動法人　フェリース 理事長 岡村恵美 飲食店営業 一般食堂     H31.03.12 H37.11.30
第20180881号 パン工房ほとり               吉田翔太 飲食店営業 露店営業     H31.03.14 H36.05.31
第20180882号 和蘭陀焼               株式会社　秀宝 代表取締役 山口和美 菓子製造業 露店営業     H31.03.18 H36.05.31
第20180883号 鳥取市佐治町余戸３９１ 余戸宿 谷上雄亮 飲食店営業 旅館・ホテル     H31.03.18 H36.05.31
第20180884号 鳥取市賀露町４１６７ 伊藤ハムミート販売西株式会社 0857-28-5586  伊藤ハムミート販売西株式会社 代表取締役 上谷一也 食肉販売業 食肉販売     H31.03.20 H37.08.31
第20180885号 鳥取市賀露町４１６７ 伊藤ハム販売株式会社 0857-28-5586  伊藤ハム販売株式会社 代表取締役 牛丸友幸 食肉販売業 食肉販売     H31.03.20 H37.08.31
第20180886号 鳥取市吉方温泉一丁目３２２ メフォス西日本１０３６５号店 0857-22-2559  株式会社　メフォス西日本 代表取締役 岡田泰紀 飲食店営業 給食施設     H31.03.22 H38.02.28
第20180887号 鳥取市鹿野町鹿野４９９－２ 鳥取地どりピヨ食鳥処理場 0857-84-2929  株式会社　鹿野地鶏 代表取締役 岡本大助 食肉処理業 食肉処理     H31.03.20 H37.05.31
第20180888号 鳥取市桜谷２７１－４ ドラッグストアウェルネス　桜谷店 0857-36-7070  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     H31.03.25 H37.11.30
第20180889号 鳥取市桜谷２７１－４ ドラッグストアウェルネス　桜谷店 0857-36-7070  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     H31.03.25 H37.11.30
第20180890号 鳥取市国府町新通り四丁目４０８－８ ドラッグストアウェルネス　国府店 0857-25-1771  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     H31.03.25 H37.08.31
第20180891号 鳥取市国府町新通り四丁目４０８－８ ドラッグストアウェルネス　国府店 0857-25-1771  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     H31.03.25 H37.08.31
第20180892号 鳥取市松並町三丁目１２２ 東部自動車学校食堂 0857-23-3111  有限会社　仕出し料理やまもと 代表取締役 谷口敦夫 飲食店営業 一般食堂     H31.03.25 H37.11.30
第20180893号 鳥取市菖蒲５１８－２ ローソン鳥取インター店 0857-24-5316  岸田健資 飲食店営業 仕出屋・弁当屋 その他 H31.03.25 H37.08.31
第20180894号 鳥取市菖蒲５１８－２ ローソン鳥取インター店 0857-24-5316  岸田健資 菓子製造業 菓子製造     H31.03.25 H37.08.31
第20180895号 鳥取市菖蒲５１８－２ ローソン鳥取インター店 0857-24-5316  岸田健資 乳類販売業 乳類販売     H31.03.25 H37.08.31
第20180896号 鳥取市菖蒲５１８－２ ローソン鳥取インター店 0857-24-5316  岸田健資 食肉販売業 食肉販売     H31.03.25 H37.08.31
第20180897号 鳥取市菖蒲５１８－２ ローソン鳥取インター店 0857-24-5316  岸田健資 魚介類販売業 魚介類販売     H31.03.25 H37.08.31
第20180898号 八頭郡八頭町姫路１７７－１ 安徳の館 0858-74-0604  三浅保則 飲食店営業 一般食堂     H31.03.28 H37.11.30
第20180899号 鳥取市南安長二丁目６９０ 浜部鮮魚店 0857-26-9548  浜部万亀夫 魚介類販売業 魚介類販売     H31.03.28 H37.08.31
第20180900号 鳥取市賀露町西一丁目２９３６－３ Ｐ・ＰＬＡＮＴ 0857-77-4633  株式会社　エコファームみなか 代表取締役 笹山容子 そうざい製造業 そうざい製造     H31.03.28 H37.08.31
第20180901号 鳥取市用瀬町屋住２７８ ゆいの宿　古民家長谷川邸               特定非営利活動法人　グリーンツーリズムもちがせ 理事長 鳥谷一弘 飲食店営業 旅館・ホテル     H31.03.28 H36.05.31
第20180902号 サンマート               株式会社　サンマート 代表取締役 岩崎陽一 飲食店営業 露店営業     H31.03.28 H36.05.31


