
新規営業許可情報（R２.４） 【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

033321 西部総合事務所 日野郡日南町神戸上２９６２－１ ふるさと日南邑ファーム・イン テック株式会社 代表取締役 上村　勝文 03:飲食店営業 77:旅館・ホテル 01:一般食堂 76:仕出屋・弁当屋 令和2年4月1日 令和8年8月31日

202829 西部総合事務所 日野郡日南町神戸上２９６２－１ ふるさと日南邑ファーム・イン テック株式会社 代表取締役 上村　勝文 20:食肉販売業 令和2年4月1日 令和8年8月31日

043329 西部総合事務所 米子市両三柳２３８５－７ ＦＢ・炊飯事業部 株式会社　米吾 代表取締役 坪井　祥隆 04:飲食店営業 79:その他 令和2年4月1日 令和8年11月30日

023330 西部総合事務所 米子市両三柳２６０３ 陸上自衛隊　米子駐屯地 株式会社国土信和 代表取締役 浅岡　和也 02:飲食店営業 81:給食施設 令和2年4月1日 令和8年11月30日

043331 西部総合事務所 米子市皆生新田二丁目２－１ ローソン皆生労災前店 株式会社ウェイクストーン 代表取締役 石田　和明 04:飲食店営業 79:その他 令和2年4月1日 令和7年5月31日

185525 西部総合事務所 米子市皆生新田二丁目２－１ ローソン皆生労災前店 株式会社ウェイクストーン 代表取締役 石田　和明 18:乳類販売業 令和2年4月1日 令和8年5月31日

202831 西部総合事務所 米子市皆生新田二丁目２－１ ローソン皆生労災前店 株式会社ウェイクストーン 代表取締役 石田　和明 20:食肉販売業 令和2年4月1日 令和8年5月31日

103029 西部総合事務所 米子市皆生新田二丁目２－１ ローソン皆生労災前店 株式会社ウェイクストーン 代表取締役 石田　和明 10:魚介類販売業 令和2年4月1日 令和8年5月31日

051977 西部総合事務所 米子市皆生新田二丁目２－１ ローソン皆生労災前店 株式会社ウェイクストーン 代表取締役 石田　和明 05:菓子製造業 令和2年4月1日 令和7年5月31日

043320 西部総合事務所 西伯郡大山町所子字砂口１１０３ ローソン大山インター 金田　孝行 04:飲食店営業 79:その他 令和2年4月1日 令和8年8月31日

185523 西部総合事務所 西伯郡大山町所子字砂口１１０３ ローソン大山インター 金田　孝行 18:乳類販売業 令和2年4月1日 令和8年8月31日

202828 西部総合事務所 西伯郡大山町所子字砂口１１０３ ローソン大山インター 金田　孝行 20:食肉販売業 令和2年4月1日 令和8年8月31日

103026 西部総合事務所 西伯郡大山町所子字砂口１１０３ ローソン大山インター 金田　孝行 10:魚介類販売業 令和2年4月1日 令和8年8月31日

051975 西部総合事務所 西伯郡大山町所子字砂口１１０３ ローソン大山インター 金田　孝行 05:菓子製造業 令和2年4月1日 令和8年8月31日

033344 西部総合事務所 西伯郡大山町赤松明間原３１２－１ 鳥取県立大山青年の家 株式会社　ホーユー 代表取締役 山浦　芳樹 03:飲食店営業 77:旅館・ホテル 令和2年4月1日 令和8年8月31日

036691 中部総合事務所 倉吉市新町一丁目２４５４－２ ゲストハウス　ｔｏｋｏ．ｔｏｋｏ　米原邸 株式会社　エモーションズワーク 代表取締役 芦田倍芳 03:飲食店営業 77:旅館・ホテル 令和2年4月1日 令和9年2月28日

043345 西部総合事務所 米子市角盤町二丁目１３番地 ３１０ 栗原　里美 04:飲食店営業 78:社交飲食 令和2年4月2日 令和8年2月28日

013346 西部総合事務所 境港市松ケ枝町２３ シルクファーム　農園アトリエ 株式会社ＫＯＧＡＮＥ 代表取締役社長 石田　康雄 01:飲食店営業 01:一般食堂 令和2年4月3日 令和7年5月31日

185526 西部総合事務所 境港市松ケ枝町４２ 株式会社小川商店 株式会社小川商店 代表取締役 小川　清明 18:乳類販売業 令和2年4月3日 令和8年5月31日

202832 西部総合事務所 境港市松ケ枝町４２ 株式会社小川商店 株式会社小川商店 代表取締役 小川　清明 20:食肉販売業 令和2年4月3日 令和8年5月31日

103030 西部総合事務所 境港市松ケ枝町４２ 株式会社小川商店 株式会社小川商店 代表取締役 小川　清明 10:魚介類販売業 令和2年4月3日 令和8年5月31日

185527 西部総合事務所 西伯郡南部町鶴田１１０ とっとり花回廊　売店 一般財団法人鳥取県観光事業団 理事長 衣笠　克則 18:乳類販売業 00: 令和2年4月3日 令和8年8月31日

013348 西部総合事務所 米子市宗像２６４ 蔵カフェ宗像 大西　審 01:飲食店営業 01:一般食堂 令和2年4月6日 令和7年11月30日

013347 西部総合事務所 米子市西福原七丁目１２ー２７ 八仙閣 三上　泰裕 01:飲食店営業 06:中華料理店 令和2年4月6日 令和8年11月30日

043352 西部総合事務所 境港市末広町８１ オリオン 樋ヶ　さおり 04:飲食店営業 78:社交飲食 令和2年4月6日 令和8年5月31日

013351 西部総合事務所 米子市安倍１７４－８ 割烹甚 江木　充 01:飲食店営業 01:一般食堂 令和2年4月7日 令和8年11月30日

043353 西部総合事務所 米子市角盤町二丁目７７　マロンビル２Ｆ 合同会社ＭＩＮＥＲＶＡ 合同会社ＭＩＮＥＲＶＡ 代表社員 竹安　慎一 04:飲食店営業 78:社交飲食 令和2年4月7日 令和9年2月28日

043350 西部総合事務所 米子市朝日町３０　SSビルＸＩ１Ｆ Ｂａｒ　Ｓｔ．Ｌａｚｙ 吉岡　大介 04:飲食店営業 78:社交飲食 令和2年4月7日 令和9年2月28日

043354 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 Ｌｅｂｅｎ 大林　秀 04:飲食店営業 78:社交飲食 令和2年4月7日 令和8年2月28日

181340 中部総合事務所 倉吉市小田２０４－５ 鳥取県立倉吉総合産業高等学校 株式会社　戸信 代表取締役 戸田暖久 18:乳類販売業 91:自動販売機 令和2年4月7日 令和9年2月28日

152199 中部総合事務所 倉吉市福庭８５４ 鳥取看護大学　Ａ館　１Ｆ食堂 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2年4月8日 令和9年2月28日

016701 中部総合事務所 倉吉市上井町一丁目１１－８　フェイスビル１Ｆ　Ｃ号 創作バル　ＲＯＣＣＯ 園田俊樹 01:飲食店営業 01:一般食堂 99:その他 令和2年4月9日 令和9年2月28日

050709 中部総合事務所 倉吉市明治町１０３５－１ Ｌｅ　Ｃｉｅｌ　ｄｅｕｘ 船越智子 05:菓子製造業 令和2年4月9日 令和9年2月28日

051981 西部総合事務所 米子市角盤町一丁目２７番地外　１階 ＯＮ　ＴＨＥ　ＴＡＢＬＥ 有限会社　トモコミュニケーションズ 取締役 遠藤　智美 05:菓子製造業 00: 令和2年4月10日 令和9年2月28日

043355 西部総合事務所 Ｆｒｏｎｔ　lｉｎｅ 納夢　陸 04:飲食店営業 93:露店営業 令和2年4月10日 令和7年5月31日

043356 西部総合事務所 Ｆｒｏｎｔ　lｉｎｅ 納夢　陸 04:飲食店営業 92:自動車営業 令和2年4月10日 令和8年5月31日

016702 中部総合事務所 東伯郡湯梨浜町旭４１２－１ とん吉 小原将大 01:飲食店営業 01:一般食堂 99:その他 令和2年4月13日 令和8年11月30日

181341 中部総合事務所 東伯郡三朝町三朝９３９－１ すーはー温泉 株式会社　新藤 代表取締役社長 新藤祐一 18:乳類販売業 91:自動販売機 令和2年4月13日 令和8年11月30日

170424 西部総合事務所 米子市淀江町佐陀１６０５－１　１階 すなば珈琲　お菓子の壽城店 有限会社ＳＵＮＡＢＡ　ＣＯＭＰＡＮＹ 代表取締役 村上　和良 17:アイスクリ－ム類製造業 00: 令和2年4月14日 令和8年11月30日

013359 西部総合事務所 米子市淀江町佐陀１６０５－１　２階 すなば珈琲　お菓子の壽城店 有限会社ＳＵＮＡＢＡ　ＣＯＭＰＡＮＹ 代表取締役 村上　和良 01:飲食店営業 01:一般食堂 令和2年4月14日 令和8年11月30日

013360 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 有限会社ＳＵＮＡＢＡ　ＣＯＭＰＡＮＹ 代表取締役 村上　和良 01:飲食店営業 01:一般食堂 79:その他 令和2年4月14日 令和7年5月31日

013358 西部総合事務所 米子市淀江町佐陀１６０５－１　１階 すなば珈琲　お菓子の壽城店 有限会社ＳＵＮＡＢＡ　ＣＯＭＰＡＮＹ 代表取締役 村上　和良 01:飲食店営業 01:一般食堂 79:その他 令和2年4月14日 令和8年11月30日

026703 中部総合事務所 東伯郡湯梨浜町松崎５５５－３ ｓｏｒｔｅ 一般社団法人　ＳＯＲＴＥ 代表理事 森下里美 02:飲食店営業 76:仕出屋・弁当屋99:その他 令和2年4月15日 令和7年11月30日

043357 西部総合事務所 米子市皆生新田二丁目１－３ ファミリーマート米子皆生新田店 安本　勝美 04:飲食店営業 79:その他 令和2年4月15日 令和7年5月31日

185528 西部総合事務所 米子市皆生新田二丁目１－３ ファミリーマート米子皆生新田店 安本　勝美 18:乳類販売業 00: 令和2年4月15日 令和8年5月31日

202833 西部総合事務所 米子市皆生新田二丁目１－３ ファミリーマート米子皆生新田店 安本　勝美 20:食肉販売業 00: 令和2年4月15日 令和8年5月31日

103031 西部総合事務所 米子市皆生新田二丁目１－３ ファミリーマート米子皆生新田店 安本　勝美 10:魚介類販売業 00: 令和2年4月15日 令和8年5月31日

051982 西部総合事務所 米子市皆生新田二丁目１－３ ファミリーマート米子皆生新田店 安本　勝美 05:菓子製造業 00: 令和2年4月15日 令和7年5月31日

013361 西部総合事務所 米子市夜見町３０７８番９８ 伯耆家 株式会社ｓｉｍｑ 代表取締役 佐藤　義大 01:飲食店営業 74:めん類食堂 令和2年4月16日 令和8年11月30日
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154396 西部総合事務所 トリヱコーヒー 梅林　真 15:喫茶店営業 93:露店営業 令和2年4月17日 令和7年11月30日

103035 西部総合事務所 境港市竹内団地１５８番地 株式会社ショクリュー山陰量販課 株式会社ショクリュー 代表取締役 梅島　信也 10:魚介類販売業 令和2年4月17日 令和8年5月31日

103034 西部総合事務所 境港市中野町３２９４ 株式会社小林冷蔵境港営業所仕立て場 株式会社小林冷蔵 代表取締役 小林　和夫 10:魚介類販売業 令和2年4月17日 令和8年5月31日

013362 西部総合事務所 境港市大正町３８ （株）元気亭ぐるーぷ 株式会社元気亭ぐるーぷ 代表取締役社長 奥森　隆夫 01:飲食店営業 01:一般食堂 令和2年4月20日 令和8年5月31日

320997 西部総合事務所 境港市大正町３８ （株）元気亭ぐるーぷ 株式会社元気亭ぐるーぷ 代表取締役社長 奥森　隆夫 32:そうざい製造業 令和2年4月20日 令和8年5月31日

130491 西部総合事務所 境港市大正町３８ （株）元気亭ぐるーぷ 株式会社元気亭ぐるーぷ 代表取締役社長 奥森　隆夫 13:食品の冷凍又は冷蔵業 令和2年4月20日 令和8年5月31日

013363 西部総合事務所 米子市尾高町２５ たれりん 末田　貴己 01:飲食店営業 01:一般食堂 令和2年4月20日 令和8年2月28日

202836 西部総合事務所 米子市昭和町６２ 焼肉ぷるこぎ　米子店 合同会社Ｎｏｓａｋａ 代表社員 野坂　孝 20:食肉販売業 00: 令和2年4月20日 令和9年2月28日

013366 西部総合事務所 米子市米原八丁目１１－６０ ＫＥＮＡＲＩ 金川　福熙 01:飲食店営業 01:一般食堂 76:仕出屋・弁当屋 令和2年4月20日 令和7年11月30日

050710 中部総合事務所 倉吉市山根５５７－１ 手づくり惣菜　匠庵 新あじそう株式会社 代表取締役 宇﨑孝也 05:菓子製造業 令和2年4月21日 令和9年2月28日

051985 西部総合事務所 米子市東福原六丁目２－３７ ハレルヤ焼菓子店 門脇　真弓 05:菓子製造業 令和2年4月23日 令和7年11月30日

130492 西部総合事務所 米子市両三柳２１２－３ カンダフード食品加工 株式会社カンダフードカンパニー 代表取締役 田中　義晴 13:食品の冷凍又は冷蔵業 00: 令和2年4月24日 令和7年11月30日

013367 西部総合事務所 米子市東倉吉町５８　＆Ａビル１階 はちかくＳＴＯＲＥ ブライアンテック有限会社 代表取締役 濱島　純 01:飲食店営業 01:一般食堂 79:その他 令和2年4月24日 令和8年2月28日

013370 西部総合事務所 西伯郡大山町上市３００ 喫茶　ニコ やよの郷一般社団法人 代表理事 山下　弥生 01:飲食店営業 01:一般食堂 76:仕出屋・弁当屋 令和2年4月24日 令和7年8月31日

043368 西部総合事務所 米子市明治町２２８　綿辺ビル３Ｆ ＢＡＲ　ＥＮＺＩＡＮ 來間　怜史 04:飲食店営業 78:社交飲食 令和2年4月24日 令和8年2月28日

051986 西部総合事務所 西伯郡大山町長田２８２ てまひま 薮田　佳奈 05:菓子製造業 令和2年4月27日 令和7年8月31日

185532 西部総合事務所 境港市東雲町１９ 草場食料品店 草場清司 18:乳類販売業 00: 令和2年4月27日 令和8年5月31日

016704 中部総合事務所 倉吉市明治町１０２９－１１ お米と自然食品ぷらすｃａｆｅ　ねこ。 福本靖子 01:飲食店営業 01:一般食堂 99:その他 令和2年4月27日 令和8年2月28日

050711 中部総合事務所 倉吉市明治町１０２９－１１ お米と自然食品ぷらすｃａｆｅ　ねこ。 福本靖子 05:菓子製造業 令和2年4月27日 令和9年2月28日

170158 中部総合事務所 倉吉市明治町１０２９－１１ お米と自然食品ぷらすｃａｆｅ　ねこ。 福本靖子 17:アイスクリ－ム類製造業 令和2年4月27日 令和9年2月28日

043369 西部総合事務所 境港市佐斐神町１６３４番地 セブン-イレブン米子鬼太郎空港店 米子空港サービス株式会社 代表取締役社長 谷藤　裕 04:飲食店営業 79:その他 令和2年4月28日 令和8年5月31日

185531 西部総合事務所 境港市佐斐神町１６３４番地 セブン-イレブン米子鬼太郎空港店 米子空港サービス株式会社 代表取締役社長 谷藤　裕 18:乳類販売業 00: 令和2年4月28日 令和8年5月31日

202837 西部総合事務所 境港市佐斐神町１６３４番地 セブン-イレブン米子鬼太郎空港店 米子空港サービス株式会社 代表取締役社長 谷藤　裕 20:食肉販売業 00: 令和2年4月28日 令和8年5月31日

103036 西部総合事務所 境港市佐斐神町１６３４番地 セブン-イレブン米子鬼太郎空港店 米子空港サービス株式会社 代表取締役社長 谷藤　裕 10:魚介類販売業 00: 令和2年4月28日 令和8年5月31日

016707 中部総合事務所 倉吉市明治町１０１７－４１ 一ふじ 尾﨑匡司 01:飲食店営業 01:一般食堂 99:その他 令和2年4月28日 令和9年2月28日

046706 中部総合事務所 東伯郡琴浦町逢束１０６８－１ セブン－イレブン琴浦逢束店 株式会社　輪一緒 代表取締役 新川健一 04:飲食店営業 99:その他 令和2年4月28日 令和8年5月31日

100928 中部総合事務所 東伯郡琴浦町逢束１０６８－１ セブン－イレブン琴浦逢束店 株式会社　輪一緒 代表取締役 新川健一 10:魚介類販売業 令和2年4月28日 令和8年5月31日

200770 中部総合事務所 東伯郡琴浦町逢束１０６８－１ セブン－イレブン琴浦逢束店 株式会社　輪一緒 代表取締役 新川健一 20:食肉販売業 令和2年4月28日 令和8年5月31日

181343 中部総合事務所 東伯郡琴浦町逢束１０６８－１ セブン－イレブン琴浦逢束店 株式会社　輪一緒 代表取締役 新川健一 18:乳類販売業 令和2年4月28日 令和8年5月31日

046705 中部総合事務所 倉吉市生田４６３－４ セブン－イレブン倉吉生田店 株式会社　輪一緒 代表取締役 新川健一 04:飲食店営業 99:その他 令和2年4月28日 令和9年2月28日

100927 中部総合事務所 倉吉市生田４６３－４ セブン－イレブン倉吉生田店 株式会社　輪一緒 代表取締役 新川健一 10:魚介類販売業 令和2年4月28日 令和9年2月28日

200769 中部総合事務所 倉吉市生田４６３－４ セブン－イレブン倉吉生田店 株式会社　輪一緒 代表取締役 新川健一 20:食肉販売業 令和2年4月28日 令和9年2月28日

181342 中部総合事務所 倉吉市生田４６３－４ セブン－イレブン倉吉生田店 株式会社　輪一緒 代表取締役 新川健一 18:乳類販売業 令和2年4月28日 令和9年2月28日
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