
新規営業許可情報（R1.10） 【別添様式１】
許可番号 保健所 施設_住所 施設_屋号漢字 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

013229 西部総合事務所 米子市四日市町３８－３ 割烹きさら 武部　貴紘 01:飲食店営業 01:一般食堂 76:仕出屋・弁当屋 令和元年10月1日 令和8年2月28日

210008 西部総合事務所 米子市夜見町３０１８番地 大山ハムファクトリー株式会社　米子工場 大山ハムファクトリー株式会社 代表取締役社長 村上　隆 21:食肉製品製造業 令和元年10月1日 令和9年11月30日

190276 西部総合事務所 米子市夜見町３０１８番地 大山ハムファクトリー株式会社　米子工場 大山ハムファクトリー株式会社 代表取締役社長 村上　隆 19:食肉処理業 令和元年10月1日 令和9年11月30日

043235 西部総合事務所 米子市朝日町３０ ＩＣＥ 合同会社ｉｎｎｏｃｅｎｃｅ 代表 伊田　詩人 04:飲食店営業 78:社交飲食 令和元年10月2日 令和7年2月28日

013236 西部総合事務所 米子市福市１３９－３ 貫麗飯店 村田　貫一郎 01:飲食店営業 75:中華料理店 令和元年10月2日 令和7年11月30日

170418 西部総合事務所 境港市竹内団地２５５番地４ お食事処　美なと亭 株式会社　美なと亭 代表取締役 渡邉　昇 17:アイスクリ－ム類製造業 令和元年10月2日 令和8年5月31日

033237 西部総合事務所 米子市岡成５８０－３０８ ペンション　ミルキーウェイ 奥川　靖子 03:飲食店営業 77:旅館・ホテル 令和元年10月3日 令和6年11月30日

013238 西部総合事務所 米子市西町２４番地 かつ 川上　勝幸 01:飲食店営業 01:一般食堂 令和元年10月3日 令和8年2月28日

013239 西部総合事務所 米子市尾高町１０５ ヒカリカフェ 相澤　仁美 01:飲食店営業 01:一般食堂 令和元年10月3日 令和8年2月28日

051957 西部総合事務所 米子市尾高町１０５ ヒカリカフェ 相澤　仁美 05:菓子製造業 令和元年10月3日 令和8年2月28日

320992 西部総合事務所 境港市外江町２５６８－２ 榧野鮮魚店 榧野 亜津砂 32:そうざい製造業 令和元年10月4日 令和7年5月31日

320991 西部総合事務所 境港市湊町２０９番地 有限会社梅﨑水産 有限会社梅﨑水産 代表取締役 梅﨑　聖也 32:そうざい製造業 令和元年10月4日 令和7年5月31日

103016 西部総合事務所 境港市湊町２０９番地 有限会社梅﨑水産 有限会社梅﨑水産 代表取締役 梅﨑　聖也 10:魚介類販売業 令和元年10月4日 令和8年5月31日

130488 西部総合事務所 境港市湊町２０９番地 有限会社梅﨑水産 有限会社梅﨑水産 代表取締役 梅﨑　聖也 13:食品の冷凍又は冷蔵業 令和元年10月4日 令和7年5月31日

190084 中部総合事務所 倉吉市山根５９１　ウェルネス上井店内 バリューネットワーク　上井店 水谷耕治 19:食肉処理業 令和元年10月4日 令和8年2月28日

013240 西部総合事務所 米子市角盤町三丁目７６　レインボー３ビル１Ｆ Ｚｉｏ食堂 景山　陽介 01:飲食店営業 01:一般食堂 令和元年10月7日 令和7年2月28日

043241 西部総合事務所 米子市朝日町２４　ＳＳ－Ⅶビル１Ｆ ラウンジ桂 吉岡　紀子 04:飲食店営業 78:社交飲食 令和元年10月9日 令和7年2月28日

154384 西部総合事務所 米子市旗ケ崎２丁目１－４ デルパラ 旗ヶ崎店 株式会社アペックス西日本 代表取締役社長 森　吉平 15:喫茶店営業 91:自動販売機 令和元年10月9日 令和7年11月30日

043242 西部総合事務所 米子市角盤町一丁目７１番地 ｓｔａｎｄ－ｏｗｌ 加場　隆志 04:飲食店営業 78:社交飲食 令和元年10月9日 令和7年2月28日

043243 西部総合事務所 米子市東倉吉町１３１－３ ＣＡＭＡＲＡＤＥ 鷲見　勇介 04:飲食店営業 78:社交飲食 令和元年10月10日 令和7年2月28日

046507 中部総合事務所 倉吉市魚町２５５４ ムリーノ・ビアンコ 上所俊樹 04:飲食店営業 79:その他 76:仕出屋・弁当屋 令和元年10月10日 令和7年2月28日

051954 西部総合事務所 花神楽（株式会社　花園） 株式会社　花園 代表取締役 吉川　勝臣 05:菓子製造業 93:露店営業 令和元年10月11日 令和元年10月23日

016508 中部総合事務所 倉吉市堺町二丁目２４９－１３　１Ｆ 天厦同人 山本みゆき 01:飲食店営業 01:一般食堂 令和元年10月16日 令和8年2月28日

013244 西部総合事務所 米子市河崎3145 やきとりや　こけこっこ 朝倉　祐一郎 01:飲食店営業 01:一般食堂 令和元年10月17日 令和7年11月30日

185514 西部総合事務所 ローソン日南生山店 田邊　誠 18:乳類販売業 92:自動車営業 令和元年10月17日 令和8年8月31日

103017 西部総合事務所 ローソン日南生山店 田邊　誠 10:魚介類販売業 92:自動車営業 令和元年10月17日 令和8年8月31日

202820 西部総合事務所 ローソン日南生山店 田邊　誠 20:食肉販売業 92:自動車営業 令和元年10月17日 令和8年8月31日

130489 西部総合事務所 米子市旗ケ崎２０２８ 寿製菓株式会社　本社工場 寿製菓株式会社 代表取締役社長 城内　正行 13:食品の冷凍又は冷蔵業 令和元年10月17日 令和9年11月30日

190277 西部総合事務所 西伯郡伯耆町大殿９７６番地 ファミリーストアいしかわ 有限会社　いしかわ 代表取締役 石川　邦子 19:食肉処理業 令和元年10月17日 令和8年8月31日

185513 西部総合事務所 西伯郡伯耆町大殿９７６番地 ファミリーストアいしかわ 有限会社　いしかわ 代表取締役 石川　邦子 18:乳類販売業 令和元年10月17日 令和8年8月31日

152177 中部総合事務所 倉吉市関金町関金宿１８９１－１ 介護老人保健施設　ひまわり関金 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 令和元年10月18日 令和7年11月30日

043245 西部総合事務所 みさきや 野田　令子 04:飲食店営業 92:自動車営業 令和元年10月21日 令和7年11月30日

043246 西部総合事務所 米子市岩倉町７６番地 ＮＡＧＡＣＨＡ　Ｃａｆé　１８０１ 有限会社長田茶店 代表取締役 長田　吉太郎 04:飲食店営業 79:その他 令和元年10月23日 令和7年2月28日

170419 西部総合事務所 米子市岩倉町７６番地 ＮＡＧＡＣＨＡ　Ｃａｆé　１８０１ 有限会社長田茶店 代表取締役 長田　吉太郎 17:アイスクリ－ム類製造業 令和元年10月23日 令和7年2月28日

043251 西部総合事務所 ＪＡＰ　ＢＲＥＷＥＲＹ 有限会社ＴＨＩＮＫ＆ＣＯ． 代表取締役 落合　拡朗 04:飲食店営業 93:露店営業 令和元年10月24日 令和7年2月28日

013247 西部総合事務所 米子市西倉吉町５７番地　１階 あばれ太鼓 橋本　直樹 01:飲食店営業 01:一般食堂 令和元年10月28日 令和8年2月28日

043248 西部総合事務所 米子市角盤町二丁目７６　トーアビル２Ｆ ｃｌｕｂ　ＴＡＭＢＯＵＲ 渡辺　友昌 04:飲食店営業 78:社交飲食 令和元年10月28日 令和7年2月28日

043249 西部総合事務所 米子市角盤町二丁目７７　マロンビル３Ｆ ファレノプシス 𠮷岡　史和 04:飲食店営業 78:社交飲食 令和元年10月28日 令和8年2月28日

260088 西部総合事務所 米子市彦名町２４４２－７ 石谷醤油店 石谷　真澄 26:醤油製造業 令和元年10月28日 令和6年11月30日

202821 西部総合事務所 美歎牧場移動販売車－Ⅲ 鳥取県畜産農業協同組合 代表理事組合長 木下　智 20:食肉販売業 92:自動車営業 令和元年10月28日 令和7年11月30日

013252 西部総合事務所 米子市富益町650 マロ 渡辺　きみ江 01:飲食店営業 01:一般食堂 令和元年10月29日 令和6年11月30日

152178 中部総合事務所 倉吉市住吉町７４－１ 株式会社エスマート　打吹店　店頭 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 令和元年10月30日 令和8年2月28日

016513 中部総合事務所 倉吉市福庭町一丁目１０１ 麺屋　八兵衛　倉吉店 株式会社　８ｅｓｔ 代表取締役 岩﨑健治 01:飲食店営業 05:めん類食堂 79:その他 令和元年10月30日 令和8年2月28日

026512 中部総合事務所 倉吉市住吉町７４－１ 株式会社エスマート　打吹店 株式会社　エスマート 代表取締役 川木光義 02:飲食店営業 76:仕出屋・弁当屋 79:その他 令和元年10月30日 令和8年2月28日

100896 中部総合事務所 倉吉市住吉町７４－１ 株式会社エスマート　打吹店 株式会社　エスマート 代表取締役 川木光義 10:魚介類販売業 令和元年10月30日 令和8年2月28日

200741 中部総合事務所 倉吉市住吉町７４－１ 株式会社エスマート　打吹店 株式会社　エスマート 代表取締役 川木光義 20:食肉販売業 令和元年10月30日 令和8年2月28日

181297 中部総合事務所 倉吉市住吉町７４－１ 株式会社エスマート　打吹店 株式会社　エスマート 代表取締役 川木光義 18:乳類販売業 令和元年10月30日 令和8年2月28日

013253 西部総合事務所 米子市加茂町二丁目１５３　１Ｆ Ｓｈｉｒｏ　ＬＡＢ　ＪＡＰＡＮ 白川　淳一 01:飲食店営業 01:一般食堂 令和元年10月31日 令和7年2月28日

051958 西部総合事務所 米子市加茂町二丁目１５３　１Ｆ Ｓｈｉｒｏ　ＬＡＢ　ＪＡＰＡＮ 白川　淳一 05:菓子製造業 令和元年10月31日 令和7年2月28日

026514 中部総合事務所 倉吉市福守町７２－１６ ハーバルコパン 白水亜樹 02:飲食店営業 76:仕出屋・弁当屋 令和元年10月31日 令和7年2月28日


