
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 初回許可年月日 許可終了日
第20190044号 岡島鮮魚               岡島正幸 魚介類販売業 自動車営業     R01.05.08 R06.05.31
第20190045号 鳥取市弥生町３４７ 旬魚　たつみ鳥取店 0857-50-1133  有限会社　松井工業 代表取締役 井崎　恵 飲食店営業 一般食堂     R01.05.08 R08.02.28
第20190046号 鳥取市卯垣五丁目８ 株式会社エルスリー 0857-21-1314  株式会社　マルテＳＦ 代表取締役 山本慎治 飲食店営業 給食施設     R01.05.08 R08.02.28
第20190048号 八頭郡智頭町大屋１６０ まるたんぼう 上田　誠 菓子製造業 菓子製造     R01.05.10 R07.05.31
第20190049号 八頭郡智頭町早瀬２３５－７ 虹色工房 0858-78-0133  古田かよ子 みそ製造業 みそ製造     R01.05.10 R07.05.31
第20190050号 鳥取市用瀬町宮原８４－１ 鳥取市用瀬町農産物加工施設 0858-87-3786  山元久子 みそ製造業 みそ製造     R01.05.10 R07.05.31
第20190051号 鳥取市河原町高福８３７ ＳＷＥＥＴＳ　ＰＥＥＲ　たいやき研究所 0858-85-3680  株式会社　アクティブ 代表取締役 岡　博由貴 喫茶店営業 喫茶店     R01.05.10 R06.05.31
第20190052号 鳥取市河原町高福８３７ ＳＷＥＥＴＳ　ＰＥＥＲ　たいやき研究所 0858-85-3680  株式会社　アクティブ 代表取締役 岡　博由貴 菓子製造業 菓子製造     R01.05.10 R07.05.31
第20190053号 鳥取市河原町高福８３７ ＳＷＥＥＴＳ　ＰＥＥＲ　たいやき研究所 0858-85-3680  株式会社　アクティブ 代表取締役 岡　博由貴 アイスクリーム類製造業 アイスクリーム     R01.05.10 R07.05.31
第20190117号 鳥取市雲山３００－７ ドラッグコスモス雲山店 0857-25-1890  株式会社　コスモス薬品 代表取締役 横山英昭 乳類販売業 乳類販売     R01.05.16 R07.11.30
第20190118号 鳥取市雲山３００－７ ドラッグコスモス雲山店 0857-25-1890  株式会社　コスモス薬品 代表取締役 横山英昭 食肉販売業 食肉販売     R01.05.16 R07.11.30
第20190119号 鳥取市雲山３００－７ ドラッグコスモス雲山店 0857-25-1890  株式会社　コスモス薬品 代表取締役 横山英昭 魚介類販売業 魚介類販売     R01.05.16 R07.11.30
第20190137号 八頭郡若桜町若桜１１３ ギャラリー　カフェ　ふく 小松知里 飲食店営業 一般食堂 その他 R01.05.17 R06.11.30
第20190138号 岩美郡岩美町本庄４４９－１２ いっぷく　四季 川下里美 飲食店営業 一般食堂 その他 R01.05.20 R07.05.31
第20190139号 岩美郡岩美町本庄４４９－１２ いっぷく　四季 川下里美 菓子製造業 菓子製造     R01.05.20 R07.05.31
第20190140号 鳥取市浜坂八丁目１０－２ カフェ　メロウ 衣笠　唯 飲食店営業 一般食堂 その他 R01.05.20 R06.08.31
第20190141号 鳥取市国府町新通り二丁目２９３　５号室 またきてや 小林　進 飲食店営業 一般食堂     R01.05.21 R06.08.31
第20190142号 鳥取市永楽温泉町２６２ 白うさぎ 0857-77-4639  特定非営利活動法人　白うさぎ 代表取締役 天鬼弥生 飲食店営業 一般食堂 その他 R01.05.21 R08.02.28
第20190175号 鳥取市栄町７２３　７２３ビル　２Ｆ　Ｂ号 酒食処　令 0857-20-1144  古市美代子 飲食店営業 社交飲食     R01.05.23 R07.02.28
第20190191号 八頭郡八頭町徳丸１２０－１ ローソン八頭八東店 0858-84-2810  有限会社　瀬戸商店 代表取締役 瀬戸和由 飲食店営業 その他     R01.05.24 R06.11.30
第20190192号 八頭郡八頭町徳丸１２０－１ ローソン八頭八東店 0858-84-2810  有限会社　瀬戸商店 代表取締役 瀬戸和由 菓子製造業 菓子製造     R01.05.24 R06.11.30
第20190193号 八頭郡八頭町徳丸１２０－１ ローソン八頭八東店 0858-84-2810  有限会社　瀬戸商店 代表取締役 瀬戸和由 乳類販売業 乳類販売     R01.05.24 R07.11.30
第20190194号 八頭郡八頭町徳丸１２０－１ ローソン八頭八東店 0858-84-2810  有限会社　瀬戸商店 代表取締役 瀬戸和由 食肉販売業 食肉販売     R01.05.24 R07.11.30
第20190195号 八頭郡八頭町徳丸１２０－１ ローソン八頭八東店 0858-84-2810  有限会社　瀬戸商店 代表取締役 瀬戸和由 魚介類販売業 魚介類販売     R01.05.24 R07.11.30
第20190196号 鳥取市鹿野町岡木２８０－３ 道の駅西いなば気楽里　レストラン 0857-82-3178  鳥取西いなばまちづくり株式会社 代表取締役 長尾裕昭 飲食店営業 一般食堂 仕出屋・弁当屋 R01.05.24 R07.05.31
第20190197号 鳥取市鹿野町岡木２８０－３ 道の駅西いなば気楽里　農産加工室 0857-82-3178  鳥取西いなばまちづくり株式会社 代表取締役 長尾裕昭 飲食店営業 仕出屋・弁当屋 その他 R01.05.24 R06.05.31
第20190198号 鳥取市鹿野町岡木２８０－３ 道の駅西いなば気楽里　物販コーナー 0857-82-3178  鳥取西いなばまちづくり株式会社 代表取締役 長尾裕昭 乳類販売業 乳類販売     R01.05.24 R07.05.31
第20190199号 鳥取市鹿野町岡木２８０－３ 道の駅西いなば気楽里　物販コーナー 0857-82-3178  鳥取西いなばまちづくり株式会社 代表取締役 長尾裕昭 食肉販売業 食肉販売     R01.05.24 R07.05.31
第20190200号 鳥取市鹿野町岡木２８０－３ 道の駅西いなば気楽里　物販コーナー 0857-82-3178  鳥取西いなばまちづくり株式会社 代表取締役 長尾裕昭 魚介類販売業 魚介類販売     R01.05.24 R07.05.31
第20190201号 鳥取市富安二丁目９２－３ ローソン鳥取富安店 0857-29-8071  岡垣健資 飲食店営業 その他     R01.05.27 R07.11.30
第20190202号 鳥取市富安二丁目９２－３ ローソン鳥取富安店 0857-29-8071  岡垣健資 菓子製造業 菓子製造     R01.05.27 R07.11.30
第20190203号 鳥取市富安二丁目９２－３ ローソン鳥取富安店 0857-29-8071  岡垣健資 乳類販売業 乳類販売     R01.05.27 R07.11.30
第20190204号 鳥取市富安二丁目９２－３ ローソン鳥取富安店 0857-29-8071  岡垣健資 食肉販売業 食肉販売     R01.05.27 R07.11.30
第20190205号 鳥取市富安二丁目９２－３ ローソン鳥取富安店 0857-29-8071  岡垣健資 魚介類販売業 魚介類販売     R01.05.27 R07.11.30
第20190206号 鳥取市末広温泉町７５３　川戸ビル　１Ｆ 和食堂　せのお 0857-30-5556  妹尾嘉勝 飲食店営業 一般食堂     R01.05.27 R07.02.28
第20190207号 八頭郡智頭町智頭１３４４－４ うしぶせファーム 0858-75-2328  株式会社　うしぶせファーム 代表取締役 岸本真広 食肉販売業 食肉販売     R01.05.27 R07.05.31
第20190208号 鳥取市杉崎４７６－１ ばりうまラーメン杉崎店 0857-54-1848  九鬼壽光 飲食店営業 めん類食堂 その他 R01.05.27 R06.11.30
第20190209号 鳥取市杉崎４７６－１ ばりうまラーメン杉崎店 0857-54-1848  九鬼壽光 菓子製造業 菓子製造     R01.05.27 R07.11.30


