
申請者名 所在地 施設電話番号 施設名称（屋号・商号） 業種
種目（営業
の種類）

その他
種目

許可番号
許可開始
日

許可終了
日

株式会社　東浜 岩美郡岩美町陸上３４ 0857-73-5055
レストランアルマーレ　株
式会社東浜

菓子製造業 菓子製造     第20200192号 R02.06.04 R09.05.31

小松知里 八頭郡若桜町若桜１１ ギャラリー　カフェ　ふく 菓子製造業 菓子製造     第20200195号 R02.06.05 R07.11.30

小西美明
岩美郡岩美町大谷２７
３－２

セシカ 飲食店営業 社交飲食     第20200204号 R02.06.15 R08.05.31

飲食店営業 その他     第20200186号 R02.06.04 R07.08.31
菓子製造業 菓子製造     第20200187号 R02.06.04 R08.08.31
アイスクリー
ム類製造業

アイスクリー
ム

    第20200188号 R02.06.04 R08.08.31

中石朋佳
鳥取市河原町曳田７３
９－１

焼き菓子工房　－éｐａｎｏ
ｕｉ－

菓子製造業 菓子製造     第20200190号 R02.06.04 R09.05.31

飲食店営業 一般食堂     第20200193号 R02.06.04 R08.05.31
菓子製造業 菓子製造     第20200194号 R02.06.04 R08.05.31

藤原裕彦  自家焙煎珈琲　藤原 飲食店営業 自動車営業     第20200189号 R02.06.04 R07.11.30

尾崎謙二 鳥取市安長２５２－１ 0857-37-0178 ＫＯＮＯ’Ｓ
アイスクリー
ム類製造業

アイスクリー
ム

    第20200196号 R02.06.09 R07.08.31

毛　頴
鳥取市弥生町１７５　２
Ｆ

 雅 飲食店営業 社交飲食     第20200191号 R02.06.04 R09.02.28

有限会社　湖山大門
鳥取市湖山町東一丁
目１４７

湖山大門 食肉販売業 食肉販売     第20200202号 R02.06.12 R08.08.31

株式会社　Ｒｉｓｉｎｇ　Ｇａ
ｔｅ

鳥取市湖山町東一丁
目１４７－３

ｗａｒｅ　ｈｏｕｓｅ 食肉販売業 食肉販売     第20200203号 R02.06.12 R08.08.31

西本　剛
鳥取市弥生町２６８　森
ビル　１Ｆ

0857-51-0677 ワイン食堂　ｓｔｅｌｌａ 飲食店営業 一般食堂 その他 第20200200号 R02.06.10 R08.02.28

扶持本勝利
鳥取市用瀬町用瀬４０
５－３

0858-87-3390 川のｈｏｔｏｒｉ用瀬 飲食店営業 一般食堂 その他 第20200206号 R02.06.17 R09.05.31

星　宗親 鳥取市扇町１３９ 0857-50-0335 もつ宗 食肉販売業 食肉販売     第20200205号 R02.06.15 R08.11.30
飲食店営業 その他     第20200207号
乳類販売業 乳類販売     第20200208号
食肉販売業 食肉販売     第20200209号
魚介類販売業魚介類販売     第20200210号

株式会社　鹿野地鶏  鹿野地鶏 飲食店営業 露店営業     第20200201号 R02.06.12 R07.11.30
小林弘泰 鳥取市西品治８４８ 0857-23-0602 城北高校 乳類販売業 自動販売機     第20200198号 R02.06.10 R08.11.30
株式会社　鳥取フーズ 鳥取市今町二丁目１１ 0857-21-3055 北の大地 食肉販売業 食肉販売     第20200212号 R02.06.19 R08.11.30

栗田知枝
鳥取市弥生町２４１　渡
辺ビル　２Ｆ

 ｓｎａｃｋ　ｍｉｉｅ 飲食店営業 社交飲食     第20200216号 R02.06.26 R08.02.28

白バラ商事株式会社
鳥取市今町二丁目１５
１　鳥取大丸　３Ｆ

0857-25-2111 鳥取大丸３Ｆ 乳類販売業 自動販売機     第20200211号 R02.06.19 R08.11.30

セブン-イレブン　鳥取布
勢店

0857-28-9398鳥取市布勢３２８－１岩見　勉 R02.06.18 R08.08.31

鳥取市安長２５２－１山下正樹

竹村尚子
鳥取市用瀬町用瀬５０
２－５

竹村邸

大阪屋　山下商店
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日

有限会社　さんたく
鳥取市富安二丁目１３
８－４　６階

0857-21-3861 ＰＡＪＡ鳥取 乳類販売業 自動販売機     第20200214号 R02.06.19 R08.11.30

鳥取市国府町新通り四
丁目４０８－１６

0857-38-3271
ホームプラザナフコ　鳥
取立川店

    第20200197号 R02.06.10 R08.08.31

鳥取市古海３０３ 0857-51-0039
株式会社　鳥取最上イン
クス　通路

    第20200199号 R02.06.10 R08.08.31

グランワールドカップ　鳥
取店　３Ｆ

    第20200221号 R02.06.30 R08.11.30

グランワールドカップ　鳥
取店　１Ｆ自販機コー

    第20200220号 R02.06.30 R08.11.30

和栗　英
鳥取市末広温泉町１１
５　ホワイトビル　１Ｆ

0857-22-0818 盛 飲食店営業 社交飲食     第20200215号 R02.06.24 R09.02.28

鳥取西いなばまちづく
り株式会社

 道の駅西いなば気楽里 飲食店営業 露店営業     第20200213号 R02.06.19 R07.11.30

有限会社　かわと興産  Ｋｉｎｓａｔｔａ　ＧＯ 飲食店営業 自動車営業     第20200217号 R02.06.26 R08.11.30

田村聡子
鳥取市末広温泉町３５
５　レインボープラザ鳥
取ビル　５階　５０２号

ｄｅａｒ．．． 飲食店営業 社交飲食     第20200219号 R02.06.30 R08.02.28

寿製菓株式会社  どんどろけ 喫茶店営業 露店営業     第20200218号 R02.06.30 R08.11.30

0857-21-8880鳥取市扇町７５－２

株式会社　アペックス
西日本

喫茶店営業 自動販売機


