
No 市町村名 家畜人工授精所名 開設者
1 鳥取市 (公財)鳥取県畜産振興協会 (公財)鳥取県畜産振興協会
2 鳥取市 菊丸家畜人工授精所 菊丸ファーム
3 鳥取市 伊藤家畜人工授精所 伊藤　夏日
4 鳥取市 坂口牧場家畜人工授精所 坂口　博一
5 鳥取市 田中哲夫家畜人工授精所 田中　哲夫
6 鳥取市 鳥取種雄牛センター 谷口　拓也
7 鳥取市 橋本牧場家畜人工授精所 橋本　賢藏
8 鳥取市 鳥取いなば農業協同組合家畜人工授精所 鳥取いなば農業協同組合
9 鳥取市 高津原家畜人工授精所 横川　啓一郎
10 鳥取市 鳥取大学農学部附属動物医療センター センター長　菱沼貢
11 鳥取市 鳥取大学農学部附属フィールドサイエンスセンター センター長　山口武視
12 八頭町 大川家畜授精所 大川　勇
13 八頭町 川戸家畜人工授精所 川戸　和昭
14 八頭町 林幸一家畜人工授精所 林　幸一
15 八頭町 (株)ナカムラファーム家畜人工授精所 (株)ナカムラファーム
16 八頭町 今嶌家畜人工授精所 今嶌　英臣
17 智頭町 うしぶせファーム人工授精所 岸本　真一郎
18 智頭町 國岡恒雄家畜人工授精所 國岡　恒雄
19 智頭町 山村人工授精所 山村　克則
20 智頭町 安住家畜人工授精所 安住　和典
21 若桜町 山本家畜人工授精所 山本　勘次郎
22 若桜町 大谷家畜人工授精所 大谷　拓史
23 若桜町 有限会社　津村運送 津村　将彦
24 倉吉市 松島家畜人工授精所・診療所 松島　孝志
25 倉吉市 坂本家畜人工授精所 坂本　孝幸
26 倉吉市 西村家畜人工授精所 西村　英樹
27 倉吉市 ますい家畜人工授精所 増井　秀人
28 倉吉市 大森家畜人工授精所 大森　智司
29 倉吉市 鳥飼家畜人工授精所 鳥飼　雄太郎
30 倉吉市 藤井家畜人工授精所 藤井　英樹
31 倉吉市 武本家畜人工授精所 武本　真宗
32 倉吉市 野儀家畜人工授精所 野儀　増弘
33 倉吉市 宮本家畜人工授精所 宮本　良
34 倉吉市 鳥取中央農協家畜人工授精所 鳥取中央農業協同組合　
35 倉吉市 北村家畜人工授精所 北村　義博
36 倉吉市 植田家畜人工授精所 植田　達美
37 倉吉市 影井家畜人工授精所 影井　健治

○38 倉吉市 江谷家畜人工授精所 江谷　直哉
○39 倉吉市 岡本家畜人工授精所 岡本　公宏
○40 倉吉市 加藤家畜人工授精所 加藤　高一
○41 倉吉市 徳安家畜人工授精所 徳安　晴也
42 琴浦町 有限会社ドリームファームやまもと家畜人工授精所 屋内　賢滋
43 琴浦町 種子家畜人工授精所 種子　範夫
44 琴浦町 近藤家畜人工授精所 近藤　大介
45 琴浦町 高力家畜人工授精所 高力　和美
46 琴浦町 合同会社三浦牧場家畜人工授精所 三浦　幹雄
47 琴浦町 手嶋家畜人工授精所 手嶋　浩二
48 琴浦町 てしま家畜人工授精所 手嶋　和博
49 琴浦町 内山家畜人工授精所 内山　瑞希
50 琴浦町 福田家畜人工授精所 福田　寛
51 琴浦町 鳥取県畜産農業協同組合家畜人工授精所 鳥取県畜産農業協同組合
52 琴浦町 盛山牧場家畜人工授精所 盛山　裕彰
53 琴浦町 斉尾家畜人工授精所 斉尾　利昭
54 琴浦町 天野牧場家畜人工授精所 天野　光雄
55 琴浦町 生田畜産家畜人工授精所 生田　智之
56 琴浦町 西長家畜人工授精所 西長　正二
57 琴浦町 Kurumi&Mfar株式会社家畜人工授精所 小椋　学

○58 琴浦町 別所家畜人工授精所 別所　昌治
○59 琴浦町 中本家畜人工授精所 中本　卓
60 北栄町 株式会社北栄ファーム家畜人工授精所 株式会社北栄ファーム
61 北栄町 福本家畜医院 福本　幸久
62 北栄町 伊藤家畜人工授精所 伊藤　義文
63 北栄町 株式会社山下畜産家畜人工授精所 (株)山下畜産
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64 三朝町 小谷家畜人工授精所 小谷　和史
65 三朝町 岡﨑家畜人工授精所 岡﨑　久徳
66 米子市 株式会社柳谷ファーム 株式会社柳谷ファーム
67 米子市 鳥取西部農協家畜人工授精所 鳥取西部農業協同組合
68 伯耆町 池本家畜人工授精所 池本　俊朗
69 伯耆町 小町家畜人工授精所 遠藤　寛明
70 伯耆町 加川家畜人工授精所 加川　賢明
71 伯耆町 宮﨑家畜人工授精所 宮﨑　浩樹
72 伯耆町 篠田家畜人工授精所 篠田　卓男
73 伯耆町 皓家畜人工授精所 前田　皓
74 伯耆町 田中家畜人工授精所 田中　知恵
75 伯耆町 木嶋動物病院家畜人工授精所 木嶋　泰洋
76 伯耆町 神庭家畜人工授精所 神庭　晃司
77 大山町 奥田家畜人工授精所 奥田　裕隆
78 大山町 岡﨑家畜人工授精所 岡﨑　悠一
79 大山町 高橋家畜人工授精所 高橋　誠
80 大山町 秋田家畜人工授精所 秋田　拡美
81 大山町 西田家畜人工授精所 西田　佳樹
82 大山町 尾古家畜人工授精所 尾古　博明
83 大山町 吉田家畜人工授精所 吉田　隆晴
84 大山町 松田家畜人工授精所 松田　康昌

○85 大山町 香取家畜人工授精所 田中　喬
○86 大山町 梅實家畜人工授精所 梅實　茂之
○87 大山町 西山家畜人工授精所 西山　友之
88 南部町 西谷家畜人工授精所 西谷　拓実
89 南部町 安部種畜牧場 安部　友紀
90 南部町 のびとファーム家畜人工授精所 奥山　俊二
91 南部町 恩田家畜人工授精所 恩田　一秀
92 南部町 前谷家畜人工授精所 前谷　憲博
93 南部町 中谷家畜人工授精所 中谷　大輔
94 日野町 大下家畜人工授精所 大下　宏
95 日野町 松本家畜人工授精所 松本　勝美
96 日野町 梅林家畜人工授精所 梅林　征人
97 日南町 宮脇家畜人工授精所 宮脇　昭夫
98 日南町 山形家畜人工授精所 山形　俊樹
99 日南町 石橋家畜人工授精所 石橋　弘充
100 日南町 中田家畜人工授精所 中田　誠


