
許可番号 所在地 施設＿名称（屋号・商号） 施設＿電話番号（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 その他種目２ 初回許可年月日 許可終了日
第20180903号 鳥取市賀露町西三丁目２７－２　鳥取県立とっとり賀露かにっこ館 かにっこ館 0857-38-9669  一般財団法人　鳥取県観光事業団 理事長 衣笠克則 喫茶店営業 自動販売機         H31.04.02 R07.08.31
第20190001号 鳥取市気高町上光１４２－１ （株）三善 0857-82-2796  株式会社　三善 代表取締役 安藤栄依子 清涼飲料水製造業 清涼飲料水製造         H31.04.01 R08.05.31
第20190002号 鳥取市末広温泉町７５３　かわとビル　１Ｆ 花舞 0857-30-4840  土橋美佳 飲食店営業 社交飲食         H31.04.02 R07.02.28
第20190003号 八頭郡若桜町若桜９８１－１ ＭＡＨＡＲＥ 0858-71-0515  合同会社　プラス・ツー 代表社員 鈴木正明 飲食店営業 一般食堂 その他     H31.04.03 R07.11.30
第20190004号 鳥取市弥生町３０２－２　ギャザビル２　１０１号室 Ｓｕｎｎｙ　ｓｉｄｅ　ｂａｒ　サニバル 岸本皇治 飲食店営業 一般食堂 その他     H31.04.03 R08.02.28
第20190005号 鳥取市河原町布袋５５６ とうふちくわの里 0858-76-3333  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 その他     H31.04.05 R07.05.31
第20190006号 鳥取市末広温泉町６５５－１ レストラン　ビッグオニオン 0857-27-5705  小原正裕 飲食店営業 一般食堂 仕出屋・弁当屋 その他 H31.04.05 R07.02.28
第20190007号 鳥取市末広温泉町６５５－１ レストラン　ビッグオニオン 0857-27-5705  小原正裕 菓子製造業 菓子製造         H31.04.05 R08.02.28
第20190008号 鳥取市福部町湯山２０８３－１７ 鳥取砂丘情報館サンドパルとっとり　３階 0857-20-2231  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         H31.04.08 R07.11.30
第20190009号 鳥取市河内１４６２－３６ 安蔵森林公園 0857-56-6888  有限会社　ティーティーエモーションズ 代表取締役 藤木　巧 飲食店営業 旅館・ホテル 一般食堂 仕出屋・弁当屋 H31.04.09 R06.08.31
第20190010号 鳥取市河原町高福８３７ 清流茶屋　かわはら 0858-85-5331  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         H31.04.09 R07.05.31
第20190011号 アイワナ堂屋台               有限会社　アイワナドゥ岩戸 代表取締役 河合慎一郎 飲食店営業 露店営業         H31.04.09 R06.05.31
第20190012号 鳥取市賀露町西三丁目１２ 株式会社　弁慶丸 株式会社　弁慶丸 代表取締役 河西千明 魚介類販売業 魚介類販売         H31.04.09 R06.08.31
第20190013号 移動販売車　２号車               有限会社　むらかみ 代表取締役 村上亜由美 飲食店営業 自動車営業         H31.04.09 R07.11.30
第20190014号 鹿苑放送局               阿部宏美 飲食店営業 露店営業         H31.04.15 R06.11.30
第20190015号 鳥取市福部町湯山２１６４－６５７ 足湯カフェ・ラクダナ               宮脇　大 飲食店営業 一般食堂 その他     H31.04.15 R06.11.30
第20190016号 鳥取市福部町湯山２１６４－６５７ 足湯カフェ・ラクダナ               宮脇　大 菓子製造業 菓子製造         H31.04.15 R06.11.30
第20190017号 移動スーパー『とくし丸』               諸道　勲 乳類販売業 自動車営業         H31.04.15 R07.11.30
第20190018号 移動スーパー『とくし丸』               諸道　勲 食肉販売業 自動車営業         H31.04.15 R07.11.30
第20190019号 移動スーパー『とくし丸』               諸道　勲 魚介類販売業 自動車営業         H31.04.15 R07.11.30
第20190020号 くましまや               中嶋康裕 飲食店営業 露店営業         H31.04.15 R06.05.31
第20190021号 鳥取市宮長２７８－２ ローソン鳥取吉成店 0857-53-1970  株式会社　ＦＣＩよろず 代表取締役 池田　了 飲食店営業 その他         H31.04.16 R07.11.30
第20190022号 鳥取市宮長２７８－２ ローソン鳥取吉成店 0857-53-1970  株式会社　ＦＣＩよろず 代表取締役 池田　了 乳類販売業 乳類販売         H31.04.16 R07.11.30
第20190023号 鳥取市宮長２７８－２ ローソン鳥取吉成店 0857-53-1970  株式会社　ＦＣＩよろず 代表取締役 池田　了 食肉販売業 食肉販売         H31.04.16 R07.11.30
第20190024号 鳥取市宮長２７８－２ ローソン鳥取吉成店 0857-53-1970  株式会社　ＦＣＩよろず 代表取締役 池田　了 魚介類販売業 魚介類販売         H31.04.16 R07.11.30
第20190025号 鳥取市宮長２７８－２ ローソン鳥取吉成店 0857-53-1970  株式会社　ＦＣＩよろず 代表取締役 池田　了 菓子製造業 菓子製造         H31.04.16 R07.11.30
第20190026号 鮮魚たじま商店　２号               但馬清敏 魚介類販売業 自動車営業         H31.04.17 R06.05.31
第20190027号 鳥取市弥生町３４８　弥生町ポイント３４８ビル　２Ｆ ＰＵＢＬＩＣ　ＢＡＲ　ＬＩＴ 山根佑介 飲食店営業 一般食堂         H31.04.18 R07.02.28
第20190028号 八頭郡八頭町宮谷２４９－３ やずふれあい市場 0858-72-3955  株式会社　やずふれあい市場 代表取締役 田崎宏親 飲食店営業 仕出屋・弁当屋         H31.04.22 R06.11.30
第20190029号 八頭郡八頭町宮谷２４９－３ やずふれあい市場 0858-72-3955  株式会社　やずふれあい市場 代表取締役 田崎宏親 そうざい製造業 そうざい製造         H31.04.22 R06.11.30
第20190030号 八頭郡八頭町用呂５５－２ 藤原みそこうじ店 藤原啓司 みそ製造業 みそ製造         H31.04.22 R06.11.30
第20190031号 鳥取市末広温泉町７７０－３ やきとり家　すみれ鳥取店 0857-51-1129  株式会社　オールラウンド 代表取締役 岸野勝矢 飲食店営業 一般食堂         H31.04.22 R07.02.28
第20190032号 鳥取市晩稲３４８　イオンモール鳥取北　１F いきなり！ステーキ　イオンモール鳥取北店 0857-50-1333  株式会社　健菜厨房 代表取締役 北井加代子 飲食店営業 一般食堂 その他     H31.04.24 R07.08.31
第20190034号 砂丘フレンド               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 露店営業         H31.04.25 R06.05.31
第20190035号 八頭郡智頭町埴師５４ 土師の里 0858-75-3121  谷口君子 飲食店営業 一般食堂 仕出屋・弁当屋     H31.04.25 R06.05.31
第20190036号 八頭郡智頭町埴師５４ 土師の里 0858-75-3121  谷口君子 菓子製造業 菓子製造         H31.04.25 R07.05.31
第20190037号 八頭郡智頭町埴師５４ 土師の里 0858-75-3121  谷口君子 そうざい製造業 そうざい製造         H31.04.25 R06.05.31
第20190038号 鳥取市福部町湯山２０８３－１６ クラブハウス 0857-50-0951  株式会社　Ｆ．Ｐ．Ｏ 代表取締役 山根健司 アイスクリーム類製造業 アイスクリーム         H31.04.25 R06.11.30
第20190039号 鳥取市湖山町西一丁目７２６ カフェプティメゾン　ひとつ屋根の下 0857-30-5354  西尾　誠 アイスクリーム類製造業 アイスクリーム         H31.04.25 R07.08.31
第20190040号 八頭郡智頭町福原２９４ 森カフェ　かろり               智頭石油株式会社 代表取締役社長 米井哲郎 飲食店営業 一般食堂         H31.04.25 R06.05.31
第20190041号 鳥取市岩吉２２６ パプリカ 0857-28-2043  毛利孝子 菓子製造業 菓子製造         H31.04.26 R06.08.31
第20190042号 鳥取市湖山町西一丁目７０６ 今を粋ろ 0857-50-0129  上野淳史 飲食店営業 めん類食堂         H31.04.26 R07.08.31
第20190043号 自家焙煎珈琲　藤原               藤原裕彦 飲食店営業 自動車営業         H31.04.26 R06.11.30


