
新規営業許可情報（R２.7） 【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

033392 西部総合事務所 米子市西福原一丁目１－５５ ダイニングキッチン　Ｆａｍｉｌｌｅ 菅原　昭雄 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7月1日 令和7年11月30日

043402 西部総合事務所 米子市朝日町４９－１　アイワビル１Ｆ Ｃｒａｎｅ 朝木　愛香 04:飲食店営業 78:社交飲食 令和2年7月2日 令和9年2月28日

016760 中部総合事務所 倉吉市上井町二丁目３－１１ 創作和食　うみ 有限会社　Ｙ’ｓプランニング 代表取締役 山内大輝 01:飲食店営業 01:一般食堂 令和2年7月6日 令和9年2月28日

036759 中部総合事務所 東伯郡湯梨浜町はわい温泉４－４８ はわい温泉　鹿鳴館 株式会社　一笑堂 代表取締役 坂根広章 03:飲食店営業 77:旅館・ホテル 令和2年7月6日 令和7年11月30日

046761 中部総合事務所 東伯郡湯梨浜町橋津５８４－１ 海の家　キララ 清水美代子 04:飲食店営業 99:その他 令和2年7月7日 令和2年8月31日

013404 西部総合事務所 米子市冨士見町二丁目１５６ 酒坊　千成ひょうたん 西野　耕平 01:飲食店営業 01:一般食堂 令和2年7月8日 令和8年2月28日

154398 西部総合事務所 夢みなとタワー 一般財団法人鳥取県観光事業団 理事長 衣笠　克則 15:喫茶店営業 93:露店営業 令和2年7月8日 令和7年8月31日

051994 西部総合事務所 夢みなとタワー 一般財団法人鳥取県観光事業団 理事長 衣笠　克則 05:菓子製造業 93:露店営業 令和2年7月8日 令和7年8月31日

016762 中部総合事務所 倉吉市関金町関金宿１２１３ さすてな亭 前田敬孝 01:飲食店営業 01:一般食堂 76:仕出屋・弁当屋 99:その他 令和2年7月8日 令和7年11月30日

013406 西部総合事務所 米子市米原五丁目２－２５ 情熱食堂　米原店 株式会社ブレインフードサービス 代表取締役 鈴木　仁 01:飲食店営業 01:一般食堂 令和2年7月10日 令和8年11月30日

152205 中部総合事務所 倉吉市上神１１６６ 灘手ゴルフセンター 鳥取ペプシコーラ販売株式会社 代表取締役 奥村元昭 15:喫茶店営業 91:自動販売機 令和2年7月10日 令和9年2月28日

202844 西部総合事務所 米子市西福原二丁目１－１ＹＮＴ第１０ビル１Ｆ 牛角　米子しんまち店 株式会社ファンフロンティア 代表取締役 岩田　佳子 20:食肉販売業 00: 令和2年7月13日 令和8年11月30日

043405 西部総合事務所 Ｆｏｏｄ　ｔｒｕｃｋ　ＬＮ 山川　彩 04:飲食店営業 92:自動車営業 令和2年7月13日 令和8年11月30日

051995 西部総合事務所 Ｆｏｏｄ　ｔｒｕｃｋ　ＬＮ 山川　彩 05:菓子製造業 92:自動車営業 令和2年7月13日 令和8年11月30日

200776 中部総合事務所 倉吉市清谷町二丁目４５ 牛角　倉吉店 ネクステージサービスクリエイツ株式会社 代表取締役 山上真治 20:食肉販売業 令和2年7月13日 令和9年2月28日

043407 西部総合事務所 米子市朝日町３０番地 絆 株式会社ｔｏｒｉｓ 代表取締役 清水　淑子 04:飲食店営業 78:社交飲食 令和2年7月14日 令和9年2月28日

016763 中部総合事務所 東伯郡北栄町由良宿１３７１－２ 焼肉　ゆら道場 妻由道明 01:飲食店営業 01:一般食堂 令和2年7月15日 令和9年5月31日

013408 西部総合事務所 米子市淀江町稲吉２８５番地２ 株式会社　真名井 株式会社真名井 代表取締役 奥田　智世美 01:飲食店営業 01:一般食堂 令和2年7月16日 令和8年11月30日

170426 西部総合事務所 米子市淀江町稲吉２８５番地２ 株式会社　真名井 株式会社真名井 代表取締役 奥田　智世美 17:アイスクリ－ム類製造業 00: 令和2年7月16日 令和8年11月30日

043409 西部総合事務所 米子市皆生温泉三丁目２１６９ 海の家 森　啓 04:飲食店営業 79:その他 令和2年7月18日 令和2年8月23日

290158 西部総合事務所 日野郡日野町上菅６６４番地 菅福食文化伝承館 長谷川　弘信 29:豆腐製造業 令和2年7月21日 令和8年7月20日

250107 西部総合事務所 日野郡日野町上菅６６４番地 菅福食文化伝承館 長谷川　弘信 25:みそ製造業 令和2年7月21日 令和8年8月31日

043411 西部総合事務所 米子市西福原二丁目１番１０号 株式会社米子しんまち天満屋　４階厨房 株式会社米子しんまち天満屋 代表取締役 江國　成基 04:飲食店営業 79:その他 令和2年7月21日 令和8年11月30日

051996 西部総合事務所 米子市西福原二丁目１番１０号 株式会社米子しんまち天満屋　４階厨房 株式会社米子しんまち天満屋 代表取締役 江國　成基 05:菓子製造業 00: 令和2年7月21日 令和8年11月30日

013413 西部総合事務所 米子市灘町二丁目１０４ 一番軒 冨田　一子 01:飲食店営業 05:めん類食堂 令和2年7月22日 令和9年2月28日

043410 西部総合事務所 米子市西福原五丁目６－１２ ＴＲＥＥ’Ｓ　ＢＥＥＲ　ＧＡＲＤＥＮ 株式会社スタジオニコフィルム 代表取締役 伊田　徹平 04:飲食店営業 79:その他 令和2年7月23日 令和2年9月22日

202845 西部総合事務所 米子市朝日町５８ 焼肉一八 有限会社クリーンサービス山陰 代表取締役 湖山　彰夫 20:食肉販売業 00: 令和2年7月27日 令和9年2月28日

033412 西部総合事務所 西伯郡伯耆町真野６９４－５ わんこと泊まれる宿　ビッツ　アンド　ボブズ 加藤　孝美 03:飲食店営業 77:旅館・ホテル 01:一般食堂 令和2年7月27日 令和7年8月31日

016764 中部総合事務所 東伯郡湯梨浜町宇野１９８２－１ アイアム　カフェ 西川孝一 01:飲食店営業 01:一般食堂 99:その他 令和2年7月27日 令和7年11月30日

051997 西部総合事務所 米子市角盤町二丁目２１ 佑佐囍 長澤　静香 05:菓子製造業 令和2年7月28日 令和9年2月28日

051998 西部総合事務所 西伯郡大山町保田１９９－１ カフェ　マーガレット 有限会社タニノエージェンシー 代表取締役 谷　由美子 05:菓子製造業 令和2年7月28日 令和7年8月31日

043414 西部総合事務所 株式会社白鳳 株式会社白鳳 代表取締役 伊澤　勇人 04:飲食店営業 93:露店営業 令和2年7月28日 令和7年11月30日

043415 西部総合事務所 ちっちき亭 本多　正悟 04:飲食店営業 93:露店営業 令和2年7月29日 令和8年8月31日

051999 西部総合事務所 ちっちき亭 本多　正悟 05:菓子製造業 93:露店営業 令和2年7月29日 令和8年8月31日

043416 西部総合事務所 米子市朝日町４９－１　アイワビル４Ｆ ディスカバリー 林原　博孝 04:飲食店営業 78:社交飲食 令和2年7月29日 令和9年2月28日

185535 西部総合事務所 日野郡日南町神福８９７ 山本清乳舎 山本　昌樹 18:乳類販売業 令和2年7月31日 令和8年8月31日
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