
営業許可台帳

許可番号 保健所 施設_住所 施設_屋号漢字 施設_電話番号 名義人_法人名 名義人_代表者職名 名義人_代表者氏名漢字 業種 業態１ 業態２ 業態３ 業態４ 当初許可年月日 有効期限至

023091 西部総合事務所 米子市新開一丁目５番１１号 養護老人ホーム真誠会　皆生エスポワール 有限会社　メディカルフロンティア 取締役 前田　珠美 02:飲食店営業 81:給食施設 平成31年4月1日 令和7年11月30日

043105 西部総合事務所 境港市浜ノ町１１２ 丸合境港ターミナル店内 パンタジー　境港店 0859-47-0160 株式会社　オカノベーカリー 代表取締役 藤井　和重 04:飲食店営業 79:その他 平成31年4月1日 令和7年5月31日

051928 西部総合事務所 境港市浜ノ町１１２　丸合境港ターミナル店内 パンタジー　境港店 0859-47-0160 株式会社　オカノベーカリー 代表取締役 藤井　和重 05:菓子製造業 平成31年4月1日 令和7年5月31日

043104 西部総合事務所 米子市蚊屋２００－１　丸合みのかや店内 パンタジー　みのかや店 0859-27-3477 株式会社　オカノベーカリー 代表取締役 藤井　和重 04:飲食店営業 79:その他 平成31年4月1日 令和7年11月30日

051927 西部総合事務所 米子市蚊屋２００－１　丸合みのかや店内 パンタジー　みのかや店 0859-27-3477 株式会社　オカノベーカリー 代表取締役 藤井　和重 05:菓子製造業 平成31年4月1日 令和7年11月30日

023103 西部総合事務所 境港市竹内町２４１２番地 境港市学校給食センター 株式会社　東洋食品 代表取締役 荻久保　英男 02:飲食店営業 81:給食施設 平成31年4月1日 令和7年5月31日

046441 中部総合事務所 東伯郡北栄町東園８１９－２ ローソン鳥取大栄店 0858-36-4441 株式会社　ローソン山陰 代表取締役 牧野直樹 04:飲食店営業 79:その他 平成31年4月1日 令和7年5月31日

050663 中部総合事務所 東伯郡北栄町東園８１９－２ ローソン鳥取大栄店 0858-36-4441 株式会社　ローソン山陰 代表取締役 牧野直樹 05:菓子製造業 平成31年4月1日 令和7年5月31日

200728 中部総合事務所 東伯郡北栄町東園８１９－２ ローソン鳥取大栄店 0858-36-4441 株式会社　ローソン山陰 代表取締役 牧野直樹 20:食肉販売業 平成31年4月1日 令和7年5月31日

100877 中部総合事務所 東伯郡北栄町東園８１９－２ ローソン鳥取大栄店 0858-36-4441 株式会社　ローソン山陰 代表取締役 牧野直樹 10:魚介類販売業 平成31年4月1日 令和7年5月31日

181280 中部総合事務所 東伯郡北栄町東園８１９－２ ローソン鳥取大栄店 0858-36-4441 株式会社　ローソン山陰 代表取締役 牧野直樹 18:乳類販売業 平成31年4月1日 令和7年5月31日

051931 西部総合事務所 米子市陽田町３６－１ 丸合　米子南店　ベーカリー 0859-37-2665 株式会社　丸合 代表取締役 梅林　裕暁 05:菓子製造業 平成31年4月1日 令和8年2月28日

043113 西部総合事務所 米子市陽田町３６－１ 丸合　米子南店　ベーカリー 0859-37-2665 株式会社　丸合 代表取締役 梅林　裕暁 04:飲食店営業 79:その他 平成31年4月1日 令和8年2月28日

051932 西部総合事務所 米子市東福原六丁目１１－７ 丸合　東福原店　ベーカリー 0859-39-0088 株式会社　丸合 代表取締役 梅林　裕暁 05:菓子製造業 平成31年4月1日 令和7年11月30日

043114 西部総合事務所 米子市東福原六丁目１１－７ 丸合　東福原店　ベーカリー 0859-39-0088 株式会社　丸合 代表取締役 梅林　裕暁 04:飲食店営業 99:その他 平成31年4月1日 令和7年11月30日

013118 西部総合事務所 境港市中野町５２８５－１ グランカフェＦ中野店 0859-36-8141 株式会社　グランエフスタイル 代表取締役 藤山　勝巳 01:飲食店営業 01:一般食堂 平成31年4月1日 令和6年5月31日

023117 西部総合事務所 境港市中野町５２８５－１ シニアステージ中野町 0859-44-1350 株式会社　米子クックパートナー 代表取締役 瀬尾　正人 02:飲食店営業 81:給食施設 平成31年4月1日 令和7年5月31日

043119 西部総合事務所 米子市角盤町二丁目６０－２　スタービル３Ｆ ＨＯＴ　ＬＩＰ 0859-31-2049 錦織　聖爾 04:飲食店営業 78:社交飲食 平成31年4月4日 令和8年2月28日

013120 西部総合事務所 西伯郡伯耆町富江６４ そば処ひだか 0859-39-9933 樋口　慶一 01:飲食店営業 05:めん類食堂 平成31年4月5日 令和7年8月31日

185497 西部総合事務所 境港市外江町２２４０－１ スーパードラッグひまわり境港店 0859-21-1605 株式会社　ププレひまわり 代表取締役 梶原　秀樹 18:乳類販売業 平成31年4月5日 令和7年5月31日

202810 西部総合事務所 境港市外江町２２４０－１ スーパードラッグひまわり境港店 0859-21-1605 株式会社　ププレひまわり 代表取締役 梶原　秀樹 20:食肉販売業 平成31年4月5日 令和7年5月31日

185498 西部総合事務所 米子市米原六丁目６－６ ドラッグストアウェルネス　米原６丁目店 0859-38-2325 株式会社ツルハグループドラッグ＆ファーマシー西日本 代表取締役社長 村上　正一 18:乳類販売業 平成31年4月5日 令和7年11月30日

202811 西部総合事務所 米子市米原六丁目６－６ ドラッグストアウェルネス　米原６丁目店 0859-38-2325 株式会社ツルハグループドラッグ＆ファーマシー西日本 代表取締役社長 村上　正一 20:食肉販売業 平成31年4月5日 令和7年11月30日

102962 西部総合事務所 米子市米原六丁目６－６ ドラッグストアウェルネス　米原６丁目店 0859-38-2325 株式会社ツルハグループドラッグ＆ファーマシー西日本 代表取締役社長 村上　正一 10:魚介類販売業 平成31年4月5日 令和7年11月30日

154365 西部総合事務所 米子市米原六丁目６－６ ドラッグストアウェルネス　米原６丁目店 0859-38-2325 株式会社ツルハグループドラッグ＆ファーマシー西日本 代表取締役社長 村上　正一 15:喫茶店営業 91:自動販売機 平成31年4月5日 令和7年11月30日

185496 西部総合事務所 米子市皆生温泉三丁目１１番１号 皆生游月　７Ｆ 0859-31-0080 白バラ商事株式会社 代表取締役 川下　勉 18:乳類販売業 91:自動販売機 平成31年4月5日 令和7年5月31日

185499 西部総合事務所 西伯郡伯耆町大原９２７－１　大山リハビリテーション病院内 生活彩家　大山リハビリテーション病院店 0859-68-5110 仙石　光寿 18:乳類販売業 平成31年4月9日 令和7年8月31日

154367 西部総合事務所 西伯郡伯耆町大原９２７－１　大山リハビリテーション病院内 生活彩家　大山リハビリテーション病院店 0859-68-5110 仙石　光寿 15:喫茶店営業 平成31年4月9日 令和6年8月31日

154366 西部総合事務所 境港市米川町４４番地 済生会境港総合病院内１階売店　グリーンリーブスモール 0859-44-4409 株式会社光洋ショップ－プラス 代表取締役 高木　孝昌 15:喫茶店営業 91:自動販売機 平成31年4月10日 令和7年5月31日

100879 中部総合事務所 東伯郡湯梨浜町田後４１８－１ 福田鮮魚 0858-35-4395 福田正宏 10:魚介類販売業 平成31年4月10日 令和7年11月30日

046445 中部総合事務所 東伯郡湯梨浜町田後４１８－１ 福田鮮魚 0858-35-4395 福田正宏 04:飲食店営業 99:その他 平成31年4月10日 令和7年11月30日

051933 西部総合事務所 西伯郡大山町安原１０５０ 特定非営利活動法人　YSSだいせん 0859-53-5111 特定非営利活動法人　YSSだいせん 代表 入澤　由美 05:菓子製造業 平成31年4月10日 令和7年8月31日

043121 西部総合事務所 米子市角盤町二丁目７６　ＴＯＡビル３Ｆ 百華 0859-23-2033 株式会社　ＣＲＥＡ 代表取締役 野々村　千春 04:飲食店営業 78:社交飲食 平成31年4月10日 令和7年2月28日

013122 西部総合事務所 米子市彦名町５２１２番地３ みんなのあじと 0859-46-0288 田邉　千秋 01:飲食店営業 01:一般食堂 平成31年4月10日 令和6年11月30日

013123 西部総合事務所 米子市角盤町二丁目５７ 旬彩えん 0859-21-7550 株式会社　Ｔｉｅｓ 代表取締役 重岡　勝巳 01:飲食店営業 01:一般食堂 平成31年4月10日 令和7年2月28日

043125 西部総合事務所 米子市角盤町二丁目７６　ＴＯＡビル２階 ＶＩＡ 0859-32-7360 株式会社ＣＲＥＡ 代表取締役 野々村　千春 04:飲食店営業 78:社交飲食 平成31年4月10日 令和7年2月28日

200729 中部総合事務所 東伯郡湯梨浜町田後４１８－１ 大三ミート産業株式会社　湯梨浜店 大三ミート産業株式会社 代表取締役 大家　大 20:食肉販売業 平成31年4月10日 令和7年11月30日

046446 中部総合事務所 東伯郡湯梨浜町田後４１８－１ イーティーズ湯梨浜店 株式会社　イーティーズ 代表取締役 原田航太 04:飲食店営業 99:その他 76:仕出屋・弁当屋 平成31年4月10日 令和6年11月30日

050666 中部総合事務所 東伯郡湯梨浜町田後４１８－１ イーティーズ湯梨浜店 株式会社　イーティーズ 代表取締役 原田航太 05:菓子製造業 平成31年4月10日 令和7年11月30日

181281 中部総合事務所 東伯郡湯梨浜町田後４１８－１ ダイレックス湯梨浜店 0858-35-2067 ダイレックス株式会社 代表取締役 貞方宏司 18:乳類販売業 平成31年4月10日 令和7年11月30日

100878 中部総合事務所 東伯郡湯梨浜町田後４１８－１ ダイレックス湯梨浜店 0858-35-2067 ダイレックス株式会社 代表取締役 貞方宏司 10:魚介類販売業 平成31年4月10日 令和7年11月30日

200730 中部総合事務所 東伯郡湯梨浜町田後４１８－１ ダイレックス湯梨浜店 0858-35-2067 ダイレックス株式会社 代表取締役 貞方宏司 20:食肉販売業 平成31年4月10日 令和7年11月30日

016442 中部総合事務所 倉吉市関金町関金宿１１３９ 白金食堂 0858-45-2000 特定非営利活動法人　養生の郷 理事長 青木邦男 01:飲食店営業 01:一般食堂 平成31年4月8日 令和7年11月30日

170151 中部総合事務所 倉吉市関金町関金宿１１３９ 白金食堂 0858-45-2000 特定非営利活動法人　養生の郷 理事長 青木邦男 17:アイスクリ－ム類製造業 平成31年4月8日 令和7年11月30日

046443 中部総合事務所 高塚かまぼこ店 有限会社　高塚かまぼこ店 代表取締役 高塚賀人 04:飲食店営業 93:露店営業 平成31年4月10日 令和6年5月31日

043124 西部総合事務所 米子市角盤町二丁目７６　トーアプラザビル５Ｆ オーキッド 0859-33-9966 株式会社カンダフードカンパニー 代表取締役 田中　義晴 04:飲食店営業 78:社交飲食 平成31年4月11日 令和7年2月28日

026448 中部総合事務所 倉吉市上井町二丁目４－６　 ホテルアーク２１　１階 ＣＨＩＴＯＳＥ 0858-26-8608 株式会社　シューティングスター 代表取締役 多曽田聖志 02:飲食店営業 01:一般食堂 76:仕出屋・弁当屋 平成31年4月12日 令和7年2月28日

043129 西部総合事務所 米子市大崎３２６－１ ファミリーマート米子大崎店 0859-48-2705 島﨑　大介 04:飲食店営業 79:その他 平成31年4月15日 令和6年11月30日

185500 西部総合事務所 米子市大崎３２６－１ ファミリーマート米子大崎店 0859-48-2705 島﨑　大介 18:乳類販売業 平成31年4月15日 令和7年11月30日

102963 西部総合事務所 米子市大崎３２６－１ ファミリーマート米子大崎店 0859-48-2705 島﨑　大介 10:魚介類販売業 平成31年4月15日 令和7年11月30日

202812 西部総合事務所 米子市大崎３２６－１ ファミリーマート米子大崎店 0859-48-2705 島﨑　大介 20:食肉販売業 平成31年4月15日 令和7年11月30日

051935 西部総合事務所 米子市大崎３２６－１ ファミリーマート米子大崎店 0859-48-2705 島﨑　大介 05:菓子製造業 平成31年4月15日 令和6年11月30日

016450 中部総合事務所 東伯郡北栄町田井４８９－１ 母大笑 0858-36-5033 株式会社　チュウブ 代表取締役社長 小柴雅央 01:飲食店営業 01:一般食堂 平成31年4月15日 令和7年5月31日

026444 中部総合事務所 倉吉市関金町大鳥居１６８０ Ｆｏｏｄ　Ｆａｃｔｏｒｙ　Ｍｏｒｅ 藤井哲夫 02:飲食店営業 76:仕出屋・弁当屋 平成31年4月18日 令和6年11月30日

050665 中部総合事務所 倉吉市関金町大鳥居１６８０ Ｆｏｏｄ　Ｆａｃｔｏｒｙ　Ｍｏｒｅ 藤井哲夫 05:菓子製造業 平成31年4月18日 令和6年11月30日

046452 中部総合事務所 倉吉市上井町一丁目１－８ スナック奈美 0858-26-3607 田中南海子 04:飲食店営業 78:社交飲食 平成31年4月17日 令和8年2月28日

043126 西部総合事務所 境港市大正町８８番地 クオッポジョニー 0859-21-5281 米子ガイナックス株式会社 代表取締役 赤井　孝美 04:飲食店営業 79:その他 平成31年4月17日 令和7年5月31日

046447 中部総合事務所 東伯郡湯梨浜町引地５６５－１ 老龍頭 0858-32-2677 一般財団法人　鳥取県観光事業団 理事長 衣笠克則 04:飲食店営業 79:その他 平成31年4月10日 令和6年11月30日

013127 西部総合事務所 西伯郡伯耆町小林６４４－３ カフェ　うさぎや 0859-57-7974 入江　幸代 01:飲食店営業 01:一般食堂 平成31年4月18日 令和7年8月31日

170152 中部総合事務所 東伯郡湯梨浜町引地５６５－１ 老龍頭 0858-32-2677 一般財団法人　鳥取県観光事業団 理事長 衣笠克則 17:アイスクリ－ム類製造業 平成31年4月10日 令和6年11月30日

051934 西部総合事務所 西伯郡伯耆町小林６４４－３ カフェ　うさぎや 0859-57-7974 入江　幸代 05:菓子製造業 平成31年4月18日 令和7年8月31日

170411 西部総合事務所 境港市竹内団地２７６ ＳＵＰＥＲ　ＣＥＮＴＥＲ　ＰＬＡＮＴ－５ 境港店 0859-47-5600 株式会社　ＰＬＡＮＴ 代表取締役 三ツ田佳史 17:アイスクリ－ム類製造業 平成31年4月18日 令和7年5月31日

100880 中部総合事務所 東伯郡湯梨浜町引地５６４－２ 道の駅燕趙園 0858-32-2184 一般財団法人　鳥取県観光事業団 理事長 衣笠克則 10:魚介類販売業 平成31年4月15日 令和7年11月30日

051936 西部総合事務所 日野郡日南町生山３８６ 道の駅にちなん日野川の郷　共同加工実習室 0859-82-1707 原田　晋太郎 05:菓子製造業 平成31年4月18日 令和7年8月31日

016449 中部総合事務所 倉吉市関金町山口２０３０－４６ 薬膳食堂　犬挟 0858-45-1314 合同会社　つなぐ 代表社員 楠本博文 01:飲食店営業 01:一般食堂 平成31年4月15日 令和7年11月30日

043128 西部総合事務所 境港市松ケ枝町５７ 妖怪　ＢＡＫＥ 株式会社寺子屋ウエーブ 代表取締役 吉川　富巳子 04:飲食店営業 79:その他 平成31年4月18日 令和6年5月31日

013130 西部総合事務所 西伯郡南部町阿賀９１５－２ 南部町地域農産物加工施設めぐみの里 0859-30-2221 南部町 町長 陶山　清孝 01:飲食店営業 01:一般食堂 平成31年4月18日 令和6年8月31日

050664 中部総合事務所 東伯郡琴浦町逢束５００－１ パティスリー　モンテ 0858-53-6226 飛川貴寛 05:菓子製造業 平成31年4月15日 令和7年5月31日

130041 中部総合事務所 東伯郡琴浦町逢束５００－１ パティスリー　モンテ 0858-53-6226 飛川貴寛 13:食品の冷凍又は冷蔵業 平成31年4月15日 令和6年5月31日

013135 西部総合事務所 米子市皆生新田二丁目２－１０ 麺屋　八兵衛　米子店 0859-21-9001 岩﨑　健治 01:飲食店営業 01:一般食堂 平成31年4月19日 令和7年5月31日

033131 西部総合事務所 西伯郡伯耆町真野６９４－８ ふくふくＰｅｎｓｉｏｎ 0859-57-7896 住友　泰之 03:飲食店営業 77:旅館・ホテル 平成31年4月19日 令和7年8月31日

043138 西部総合事務所 米子市角盤町二丁目６９番地　Ｍビル２Ｆ Ｍｉｒａｇｅ 0859-36-8326 株式会社ジェイアンドエイチ 代表取締役 小坪　匡至 04:飲食店営業 78:社交飲食 平成31年4月24日 令和7年2月28日

043137 西部総合事務所 中浦食品株式会社　大山パーキングエリア上り売店 0859-68-4995 中浦食品株式会社 代表取締役社長 鷦鷯　順 04:飲食店営業 93:露店営業 平成31年4月24日 令和6年5月31日

013136 西部総合事務所 境港市松ケ枝町３３ すなば珈琲　水木ロード店 0859-21-4647 村上　和良 01:飲食店営業 01:一般食堂 平成31年4月24日 令和7年5月31日

154368 西部総合事務所 境港市松ケ枝町５４ 妖菓堂 0859-30-4141 株式会社染創 代表取締役 漆原　輝之 15:喫茶店営業 平成31年4月24日 令和6年5月31日

016451 中部総合事務所 倉吉市巌城１００５ オムロン倉吉　シダックス店 0858-47-3130 シダックスコントラクトフードサービス株式会社 代表取締役 杉山　充 01:飲食店営業 01:一般食堂 平成31年4月22日 令和8年2月28日

152162 中部総合事務所 倉吉市巌城１００５ オムロンスイッチアンドデバイス株式会社　倉吉事業所　食堂ホール 株式会社　アペックス西日本 代表取締役 森　吉平 15:喫茶店営業 91:自動販売機 平成31年4月24日 令和8年2月28日

033132 西部総合事務所 西伯郡伯耆町金屋谷３－１０ 星屑のリトリート 0859-57-8107 旭テクノプラント株式会社 代表取締役 藤森　健 03:飲食店営業 77:旅館・ホテル 平成31年4月22日 令和7年8月31日

013133 西部総合事務所 米子市米原四丁目５－５５ カラオケＢａｎＢａｎ　米子米原店 0859-35-7700 株式会社シン・コーポレーション 代表取締役 加藤　伸司 01:飲食店営業 01:一般食堂 平成31年4月24日 令和7年11月30日

16454 中部総合事務所 倉吉市伊木２０７－２３ ＬéａＬéａ 福井佳誉 01:飲食店営業 01:一般食堂 79:その他 平成31年4月25日 令和7年2月28日

013140 西部総合事務所 境港市本町１－１ le thé　池屋 0859-21-9982 有限会社　池商 代表取締役 池田　炳植 01:飲食店営業 01:一般食堂 79:その他 平成31年4月25日 令和6年5月31日

170413 西部総合事務所 境港市本町１－１ le thé　池屋 0859-21-9982 有限会社　池商 代表取締役 池田　炳植 17:アイスクリ－ム類製造業 平成31年4月25日 令和7年5月31日

051937 西部総合事務所 米子市皆生新田二丁目５－１２ ニコスイーツ 0859-37-3722 新田　孝一 05:菓子製造業 平成31年4月25日 令和7年5月31日

170412 西部総合事務所 境港市松ケ枝町４８番地 シルクファーム　黄金カフェ 0859-57-9457 株式会社ＫＯＧＡＮＥ 代表取締役 石田　康雄 17:アイスクリ－ム類製造業 平成31年4月25日 令和7年5月31日

043139 西部総合事務所 米子市角盤町二丁目７６番地　トーアビル１Ｆ Ｃａｍｉｎｏ 0859-31-2480 株式会社ジェイアンドエイチ 代表取締役 小坪　匡至 04:飲食店営業 78:社交飲食 平成31年4月25日 令和7年2月28日

051939 西部総合事務所 境港市竹内団地２０８番地５ 中浦食品株式会社　境港工場（調理室） 0859-45-7500 中浦食品株式会社 代表取締役社長 鷦鷯　順 05:菓子製造業 平成31年4月26日 令和6年5月31日

013142 西部総合事務所 米子市泉７０６－４９１ Ｓｔａｒｌｉｎｇ　Ｃａｆｅ 0859-30-3636 株式会社　Ｗｈｉｓｋｅｙ　Ｊａｃｋ 代表取締役 西野　太一 01:飲食店営業 01:一般食堂 平成31年4月25日 令和7年11月30日

013141 西部総合事務所 西伯郡南部町鶴田１１０ 吾左衛門本舗～花回廊店～ 0859-26-1511 株式会社　米吾 代表取締役 坪井　祥隆 01:飲食店営業 01:一般食堂 79:その他 平成31年4月26日 令和6年8月31日


