
新規営業許可情報（R3.３） 【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

200794 中部総合事務所 鳥取東伯ミート移動販売車　９９５ 鳥取東伯ミート株式会社 代表取締役 種子光幸 20:食肉販売業 92:自動車営業 令和3年3月1日 令和9年5月31日

202861 西部総合事務所 米子市吉岡１２５－１ ダイソー　米子ガイナ店 株式会社大創産業 代表取締役 矢野　靖二 20:食肉販売業 00: 令和3年3月1日 令和9年11月30日

185551 西部総合事務所 米子市吉岡１２５－１ ダイソー　米子ガイナ店 株式会社大創産業 代表取締役 矢野　靖二 18:乳類販売業 00: 令和3年3月1日 令和9年11月30日

103060 西部総合事務所 米子市吉岡１２５－１ ダイソー　米子ガイナ店 株式会社大創産業 代表取締役 矢野　靖二 10:魚介類販売業 00: 令和3年3月1日 令和9年11月30日

016923 中部総合事務所 倉吉市東仲町２５７１ クラカフェ 特定非営利活動法人　未来 理事長 岸田寛昭 01:飲食店営業 01:一般食堂 99:その他 令和3年3月2日 令和9年2月28日

046924 中部総合事務所 倉吉市上井１９５－１２　ＪＲ倉吉駅ビル２Ｆ 駅ナカＣａｆｅ　和茶 特定非営利活動法人　ふるさと遊誘駅舎館 理事長 牧野光照 04:飲食店営業 99:その他 令和3年3月2日 令和9年2月28日

013533 西部総合事務所 米子市両三柳２６７８ ｃｒｅｐｅ　７７１６’ｓ 株式会社ｙ’ｓ　ｃｏｌｌｅｃｔｉｏｎ 代表取締役 常松　康弘 01:飲食店営業 01:一般食堂 令和3年3月3日 令和9年11月30日

043534 西部総合事務所 ピザアンドパスタ　ハジッコ 山中　武 04:飲食店営業 92:自動車営業 令和3年3月3日 令和8年11月30日

043536 西部総合事務所 ０からコーヒー研究所 瀧山　雅人 04:飲食店営業 93:露店営業 令和3年3月3日 令和8年8月31日

320175 中部総合事務所 倉吉市関金町関金宿８９６－１ あおい堂 株式会社　西河商店 代表取締役 西河葉子 32:そうざい製造業 令和3年3月4日 令和8年11月30日

280057 中部総合事務所 東伯郡湯梨浜町田後３２０－２ 松井酒造　田後工場 松井酒造合名会社 社員 松井　薫 28:酒類製造業 令和3年3月4日 令和9年11月30日

200795 中部総合事務所 鳥取東伯ミート移動販売車　８６８０ 鳥取東伯ミート株式会社 代表取締役 種子光幸 20:食肉販売業 92:自動車営業 令和3年3月5日 令和9年5月31日

052029 西部総合事務所 日野郡日南町生山１４８－２ キャンディーズキッチン 濵岡　哲義 05:菓子製造業 00: 令和3年3月5日 令和9年8月31日

023530 西部総合事務所 日野郡日南町生山１４８－２ キャンディーズキッチン 濵岡　哲義 02:飲食店営業 76:仕出屋・弁当屋 令和3年3月5日 令和8年8月31日

043535 西部総合事務所 キャンディーズキッチン 濵岡　哲義 04:飲食店営業 92:自動車営業 令和3年3月5日 令和9年8月31日

321005 西部総合事務所 米子市米原五丁目５－１ グラン　米子 ユウベル株式会社 代表取締役 上田　利道 32:そうざい製造業 00: 令和3年3月5日 令和8年11月30日

026925 中部総合事務所 東伯郡琴浦町田越５５０ メフォス１０５３８号店 株式会社　メフォス 代表取締役 岡田泰紀 02:飲食店営業 81:給食施設 令和3年3月8日 令和9年5月31日

026926 中部総合事務所 東伯郡琴浦町下伊勢１６４－１ メフォス１０５３９号店 株式会社　メフォス 代表取締役 岡田泰紀 02:飲食店営業 81:給食施設 令和3年3月8日 令和9年5月31日

023538 西部総合事務所 米子市錦町三丁目７７番地 米子市ねむの木保育園 株式会社メフォス 代表取締役 岡田　泰紀 02:飲食店営業 81:給食施設 令和3年3月8日 令和9年2月28日

200796 中部総合事務所 倉吉市清谷町二丁目６７ しゃぶしゃぶ温野菜　倉吉店 有限会社　こがね 取締役 山上真治 20:食肉販売業 令和3年3月9日 令和10年2月29日

100959 中部総合事務所 東伯郡琴浦町徳万４４３－１ 石見会館 有限会社　石見会館 代表取締役 石見真嗣 10:魚介類販売業 令和3年3月10日 令和9年5月31日

013540 西部総合事務所 米子市西福原二丁目１－１０　米子しんまち天満屋２F カフェ　レクラン 伊藤　朋子 01:飲食店営業 01:一般食堂 令和3年3月10日 令和9年11月30日

013539 西部総合事務所 境港市朝日町４８－２ ＰＯＳＥＩＤＯＮ 岩本　有子 01:飲食店営業 01:一般食堂 令和3年3月10日 令和9年5月31日

013543 西部総合事務所 米子市茶町８７ Ｒｅｓｔａｕｒａｎｔ　ＢＡＲ　関 関　由子 01:飲食店営業 01:一般食堂 令和3年3月10日 令和9年2月28日

023541 西部総合事務所 西伯郡大山町大塚７１７番地 日清医療食品　軽費老人ホーム　玉真園 日清医療食品株式会社 代表取締役社長 菅井　正一 02:飲食店営業 81:給食施設 令和3年3月10日 令和9年8月31日

043544 西部総合事務所 米子市西福原六丁目８８３－２ セブン‐イレブン米子西福原６丁目店 髙見　文夫 04:飲食店営業 79:その他 令和3年3月10日 令和8年11月30日

185553 西部総合事務所 米子市西福原六丁目８８３－２ セブン‐イレブン米子西福原６丁目店 髙見　文夫 18:乳類販売業 令和3年3月10日 令和9年11月30日

202862 西部総合事務所 米子市西福原六丁目８８３－２ セブン‐イレブン米子西福原６丁目店 髙見　文夫 20:食肉販売業 令和3年3月10日 令和9年11月30日

103062 西部総合事務所 米子市西福原六丁目８８３－２ セブン‐イレブン米子西福原６丁目店 髙見　文夫 10:魚介類販売業 令和3年3月10日 令和9年11月30日

043537 西部総合事務所 米子市西福原六丁目１８－７ Ｓｏｕｒｉｒｅ 池田　将之 04:飲食店営業 79:その他 令和3年3月11日 令和8年11月30日

016927 中部総合事務所 東伯郡琴浦町赤碕１０５３－１１ ＯＩＴＯＭＡ 松尾匠真 01:飲食店営業 01:一般食堂 99:その他 令和3年3月12日 令和8年5月31日

050744 中部総合事務所 東伯郡琴浦町赤碕１０５３－１１ ＯＩＴＯＭＡ 松尾匠真 05:菓子製造業 令和3年3月12日 令和8年5月31日

013545 西部総合事務所 米子市四日市町８５－２ Ｌ’ａｔｅｌｉｅｒ ＢＡＵＤＲＹ　ＭｉＣＨＡＥＬ 01:飲食店営業 01:一般食堂 令和3年3月12日 令和9年2月28日

043546 西部総合事務所 米子のともちゃん 山田　智美 04:飲食店営業 92:自動車営業 令和3年3月16日 令和9年11月30日

016928 中部総合事務所 倉吉市上井町一丁目１０－２６　２Ｆ 焼鳥ひょうたん 上嵜健二 01:飲食店営業 01:一般食堂 99:その他 令和3年3月17日 令和10年2月29日

013531 西部総合事務所 米子市米原九丁目３－１６　永井ビル１Ｆ ベジとん 株式会社パワフルジャパン伯耆 代表取締役 河上　貴一 01:飲食店営業 01:一般食堂 令和3年3月17日 令和9年11月30日

043549 西部総合事務所 米子市朝日町２４　ＳＳビル７　２Ｆ ガンエィン（和やか） 住野　アンサナ 04:飲食店営業 78:社交飲食 令和3年3月19日 令和9年2月28日

210011 西部総合事務所 米子市淀江町西原１０９６－３ ラーメン悟空 株式会社ラーメン悟空 代表取締役 林原　尋生 21:食肉製品製造業 令和3年3月19日 令和9年11月30日

043547 西部総合事務所 ＡＫＡＴＵＫＩあきちゃん 舩越　亮則 04:飲食店営業 93:露店営業 令和3年3月19日 令和8年5月31日

052030 西部総合事務所 ＡＫＡＴＵＫＩだいちゃん 原　大介 05:菓子製造業 93:露店営業 令和3年3月19日 令和9年2月28日

046929 中部総合事務所 倉吉市上井町一丁目１０－１　ミツワビル２Ｆ カフェ・ブリュ 吉田　巧 04:飲食店営業 78:社交飲食 99:その他 令和3年3月22日 令和10年2月29日

154407 西部総合事務所 米子市赤井手７０２ 山陰福山通運株式会社 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3年3月22日 令和9年11月30日

016931 中部総合事務所 東伯郡三朝町横手１５－１ ふるさと健康むら物産館内喫茶サンテ 山口智栄子 01:飲食店営業 01:一般食堂 令和3年3月23日 令和8年11月30日

013553 西部総合事務所 米子市三本松一丁目２－１ 紫音 廣戸　久美 01:飲食店営業 01:一般食堂 令和3年3月23日 令和9年2月28日

043552 西部総合事務所 特産センター「野の花」販売協議会 板井　隆 04:飲食店営業 93:露店営業 令和3年3月23日 令和8年8月31日

013554 西部総合事務所 米子市旗ケ崎六丁目１５－２６ 西部ろうあ仲間サロン会 特定非営利活動法人西部ろうあ仲間サロン会 理事長 森田　忠正 01:飲食店営業 01:一般食堂 令和3年3月24日 令和8年11月30日

043555 西部総合事務所 キッチン　きりん組 岡本　健二 04:飲食店営業 92:自動車営業 令和3年3月25日 令和9年8月31日

052031 西部総合事務所 キッチン　きりん組 岡本　健二 05:菓子製造業 92:自動車営業 令和3年3月25日 令和9年8月31日

046933 中部総合事務所 倉吉市宮川町１５９－６０ 玉川ベーカリー 鷲﨑裕里 04:飲食店営業 99:その他 令和3年3月26日 令和9年2月28日
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050745 中部総合事務所 倉吉市宮川町１５９－６０ 玉川ベーカリー 鷲﨑裕里 05:菓子製造業 令和3年3月26日 令和9年2月28日

046932 中部総合事務所 倉吉市上井町一丁目１０－１８　津村ビル スナック　凛 竹田麻里 04:飲食店営業 78:社交飲食 令和3年3月26日 令和9年2月28日

100960 中部総合事務所 倉吉市昭和町二丁目１１６ フリーチルドレン 株式会社　コネクト 代表取締役 虻川栄治 10:魚介類販売業 令和3年3月26日 令和10年2月29日

130500 西部総合事務所 境港市昭和町５－５ 株式会社上野水産　セレクター工場 株式会社上野水産 代表取締役 上野　慶 13:食品の冷凍又は冷蔵業 令和3年3月29日 令和9年5月31日

013556 西部総合事務所 日野郡日野町野田２７７－８ 味処四季 株式会社四季 代表取締役 山中　ユカリ 01:飲食店営業 01:一般食堂 76:仕出屋・弁当屋 令和3年3月29日 令和9年8月31日

130499 西部総合事務所 境港市竹内団地２５７ 株式会社さんれフーズ　境港冷蔵庫 株式会社さんれいフ－ズ 代表取締役 並河　元 13:食品の冷凍又は冷蔵業 令和3年3月29日 令和9年5月31日

202863 西部総合事務所 境港市竹内団地２５７ 株式会社さんれフーズ　境港冷蔵庫 株式会社さんれいフ－ズ 代表取締役 並河　元 20:食肉販売業 令和3年3月29日 令和9年5月31日

016934 中部総合事務所 倉吉市明治町１０１６－１３　たけのやビル ｃａｆｅ　ＯＨＡＮＡ 石宝幸恵 01:飲食店営業 01:一般食堂 99:その他 令和3年3月31日 令和10年2月29日
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