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第20190235号 八頭郡八頭町安井宿２４０－１ お好み焼き　じゅじゅ 木原達哉 飲食店営業 その他   R01.07.01 R06.11.30
第20190236号 鳥取市栄町７０６ すなば珈琲　鳥取駅前店 0857-27-4649 村上和良 飲食店営業 一般食堂 その他  R01.07.01 R07.02.28
第20190237号 鳥取市栄町６１１ ラーメンきよ馨 0857-22-8577 株式会社　グリーンライフ 代表取締役 大越一馬 飲食店営業 めん類食堂   R01.07.01 R07.02.28
第20190238号 飲食店営業 旅館・ホテル 一般食堂 その他
第20190239号 アイスクリーム類製造業 アイスクリーム   
第20190240号  飲食店営業 その他   
第20190241号  菓子製造業 菓子製造   
第20190242号  魚介類販売業 魚介類販売   
第20190243号  食肉販売業 食肉販売   
第20190244号  乳類販売業 乳類販売   
第20190245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   R01.07.04 R01.08.31
第20190246号 飲食店営業 その他   R01.07.09 R01.08.31
第20190247号 食肉販売業 食肉販売   R01.07.09 R01.08.31
第20190248号 魚介類販売業 魚介類販売   R01.07.09 R01.08.31
第20190249号 飲食店営業 一般食堂   R01.07.10 R07.11.30
第20190250号 アイスクリーム類製造業 アイスクリーム   R01.07.10 R07.11.30
第20190251号 菓子製造業 菓子製造   R01.07.10 R07.11.30
第20190252号 みそ製造業 みそ製造   R01.07.10 R07.11.30
第20190253号 豆腐製造業 豆腐製造   R01.07.10 R07.11.30
第20190254号 ばちもん２  入江知己 喫茶店営業 露店営業   R01.07.10 R06.11.30
第20190256号 岩美郡岩美町浦富２４７５－１０ 海の家　あずまや 中尾明代 飲食店営業 その他   R01.07.11 R01.08.31
第20190257号 岩美郡岩美町浦富２４７５－１４ 海の家　ハシモト  山下窓香 飲食店営業 その他   R01.07.11 R01.08.31
第20190255号 鳥取市弥生町１７５　２Ｆ 絆  孫　景梅 飲食店営業 社交飲食   R01.07.11 R08.02.28
第20190258号 鳥取市富安二丁目３６ ＳＰＯＯＮ 0857-50-0469 株式会社　ひかり 代表取締役 迫　朗禎 飲食店営業 一般食堂 その他  R01.07.11 R06.11.30
第20190259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   R01.07.11 R01.08.25
第20190260号 飲食店営業 その他   
第20190261号 乳類販売業 乳類販売   
第20190262号 食肉販売業 食肉販売   
第20190263号 魚介類販売業 魚介類販売   

第20190264号
鳥取市今町一丁目１６２　松保ビ
ル　１Ｆ

モンクス  谷口項祐 飲食店営業 一般食堂 その他  R01.07.16 R07.11.30

第20190265号
鳥取市元町１２１　定有堂ビル
３Ｆ

Ｌｕｚ　Ｃａｆｅ  大西雄也 飲食店営業 一般食堂   R01.07.16 R08.02.28

第20190266号 鳥取市大杙２１７ カフェレスト　鳥取東店 0857-50-0522 株式会社　ヤマダ電機 代表取締役 三嶋恒夫 飲食店営業 一般食堂 その他  R01.07.16 R06.11.30
第20190267号 鳥取市古海５４２－１ 株式会社清水　新事務所  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   R01.07.16 R07.08.31
第20190268号 岩美郡岩美町本庄４４９－１２ 四季 0857-73-1023 田中里美 飲食店営業 社交飲食   R01.07.22 R07.05.31
第20190269号  飲食店営業 一般食堂 その他  R06.11.30
第20190270号  菓子製造業 菓子製造   R07.11.30
第20190271号 飲食店営業 その他   
第20190272号 菓子製造業 菓子製造   
第20190273号 食肉販売業 食肉販売   
第20190274号 魚介類販売業 魚介類販売   
第20190275号 乳類販売業 乳類販売   

第20190276号
鳥取市弥生町３８３　観光ビル
２Ｆ

Ａｎｇｅ 0857-30-7211 柳澤　彩 飲食店営業 社交飲食   R01.07.22 R07.02.28

第20190277号 飲食店営業 その他   
第20190278号 菓子製造業 菓子製造   
第20190279号 食肉販売業 食肉販売   
第20190280号 魚介類販売業 魚介類販売   
第20190281号 乳類販売業 乳類販売   
第20190283号 鳥取市晩稲８２－１　２Ｆ Ｒｅ：ｍａｋｅ　ｃａｆｅ 0857-30-7345 株式会社　ＦＫプランナーオフィス 代表取締役 福井好二 飲食店営業 一般食堂   R01.07.24 R06.08.31
第20190284号 鳥取市津ノ井２４８－１１ （株）悠彩 0857-51-6818 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   R01.07.24 R07.11.30
第20190282号 鳥取市賀露町西三丁目２７－１ すなば珈琲　賀露店 0857-31-4649 有限会社　三晃 代表取締役 村上亜由美 アイスクリーム類製造業 アイスクリーム   R01.07.24 R06.08.31
第20190285号 姜茶  福永達則 喫茶店営業 自動車営業   R01.07.24 R06.11.30
第20190287号 飲食店営業 その他   R01.07.29 R06.08.31
第20190288号 アイスクリーム類製造業 アイスクリーム   R01.07.29 R06.08.31
第20190289号 鳥取市栄町７１２ や台ずし鳥取駅前町 0857-23-5528 株式会社　ヨシックス 代表取締役 吉岡昌成 飲食店営業 一般食堂   R01.07.29 R07.02.28
第20190286号 鳥取市湖山町東二丁目２２２－５ ＨＹＰＥＲ　ＦＩＴ　２４　鳥取湖山店 0857-37-1502 えびす本郷株式会社 代表取締役 渡邉健次 乳類販売業 自動販売機   R01.07.29 R07.08.31
第20190290号 鳥取市栄町７０７－２ ＥＳＯＬＡ　鳥取店 0857-51-0809 株式会社　ヴィクセス 代表取締役 中元孝太 飲食店営業 一般食堂 その他  R01.07.31 R07.02.28

第20190291号
鳥取市弥生町３７５　楢山ビル
２Ｆ　２号

ＬＥ’Ａ 德安あすか 飲食店営業 社交飲食   R01.07.31 R08.02.28

第20190292号 飲食店営業 一般食堂 その他  
第20190293号 菓子製造業 菓子製造   
第20190294号 移良町始  株式会社　移良町始 代表取締役 植田洋志 食肉販売業 自動車営業   R01.07.31 R07.11.30

R01.07.22 R08.02.28

西尾かおり R01.07.22

R01.07.16 R07.08.31

R07.11.30R01.07.31

理事長 楠　喜雄 R01.07.24 R08.02.28

代表取締役 西山雄一郎

Ｂｅｌｌｅ　ｆｏｒéｔ鳥取市雲山１３７－７１ 0857-30-5255 株式会社　友森 代表取締役 赤堀光彦

ファミリーマートパレットとっとり鳥取市弥生町３２３－１ 0857-36-8290 鳥取本通商店街振興組合

鳥取市南隈５６３ 有限会社　西山家具 0857-32-8215 有限会社　西山家具

鳥取市千代水三丁目１２３ セブンイレブン　鳥取千代水３丁目店 0857-28-9177 藤原友和

ローソン鳥取東町店

さくらの香八頭郡八頭町宮谷２４９－３

鳥取市東町三丁目２５８ 0857-21-3244 豊国秀和

鳥取市青谷町青谷４０６４－１２ 青谷ようこそ館 0857-85-0600 株式会社　風土資産研究会 代表取締役 小林勝憲

鳥取市賀露町西 ＫＡＲＯ　Ｂｅａｃｈ　ＳＭＩＬＥ 0857-51-0315 株式会社　移良町始 代表取締役 植田洋志

代表取締役 小原利一郎

代表取締役 長尾裕昭

R01.07.03 R06.11.30

R01.07.03 R08.05.31

八頭郡八頭町下野３３１

鳥取市鹿野町岡木２８０－３
ファミリーマート道の駅西いなば気楽
里

ダイニングレストラン　ＩＲＯＲＩ 0858-71-0275 有限会社　ひよこカンパニー

鳥取西いなばまちづくり株式会社


