
新規営業許可情報（R3.2） 【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

033512 西部総合事務所 米子市西福原一丁目１－５５　１Ｆ スマイルホテル米子 株式会社ホスピタリティオペレーションズ 代表取締役 田中　章生 03:飲食店営業 77:旅館・ホテル 01:一般食堂 令和3年2月1日 令和9年11月30日

154403 西部総合事務所 米子市長砂町１０６６ キャラ 有限会社日南葬祭センタ－ 代表取締役 原　千春 15:喫茶店営業 令和3年2月1日 令和9年2月28日

013513 西部総合事務所 米子市加茂町二丁目１１６　市役所前ビル１Ｆ ＧＲＩＣＨ　ＩＮＳＡＬＡＴＡ Ｐａｓｓａｒｅａ合同会社 代表社員 渡邉　隼基 01:飲食店営業 01:一般食堂 令和3年2月1日 令和8年2月28日

013518 西部総合事務所 米子市上後藤七丁目１－３５ しゃぶしゃぶ　すき焼き　食べ放題　金星 足立　寛士 01:飲食店営業 01:一般食堂 76:仕出屋・弁当屋 令和3年2月1日 令和8年11月30日

036834 中部総合事務所 東伯郡北栄町亀谷１４６１－２ 宿泊付きデイサービス　レインボゥ　ロード 株式会社　ウィーズ 代表取締役 砂原　博士 03:飲食店営業 77:旅館・ホテル 令和3年2月2日 令和8年5月31日

320173 中部総合事務所 東伯郡湯梨浜町泊無番地 海の駅とまり 湯梨浜振興合同会社 職務執行者 戸羽正廣 32:そうざい製造業 令和3年2月3日 令和8年11月30日

130497 西部総合事務所 西伯郡大山町鈑戸１５４２－８０ プリムローズ 株式会社プリムローズガーデン 代表取締役 工藤　かおる 13:食品の冷凍又は冷蔵業 00: 令和3年2月4日 令和9年8月31日

013521 西部総合事務所 米子市東福原四丁目２２－１６ しゃぶしゃぶ旬菜アトリエ 株式会社石田コーポレーション 代表取締役社長 石田　康雄 01:飲食店営業 01:一般食堂 令和3年2月4日 令和9年11月30日

013522 西部総合事務所 米子市西福原二丁目１－１０　天満屋 いく美 株式会社いく美 代表取締役 岩田 昭弘 01:飲食店営業 01:一般食堂 79:その他 令和3年2月5日 令和9年11月30日

013523 西部総合事務所 米子市米原二丁目１－１　ホープタウン アントニオ 株式会社いく美 代表取締役 岩田 昭弘 01:飲食店営業 01:一般食堂 79:その他 令和3年2月5日 令和9年11月30日

043525 西部総合事務所 境港市松ケ枝町６０－８ まっちぃの家 足立　真知子 04:飲食店営業 78:社交飲食 令和3年2月5日 令和8年5月31日

013526 西部総合事務所 境港市上道町６４０－２ 食楽亭 都田　豊 01:飲食店営業 01:一般食堂 令和3年2月5日 令和9年2月28日

013524 西部総合事務所 米子市万能町１７５番地 イタリア料理　ピアノピアノ 笹島　順子 01:飲食店営業 01:一般食堂 令和3年2月5日 令和9年2月28日

016835 中部総合事務所 倉吉市山根４３ もりのみ（あずさパン工房出張所） 社会医療法人　仁厚会 理事長 藤井一博 01:飲食店営業 01:一般食堂 99:その他 令和3年2月5日 令和8年2月28日

023520 西部総合事務所 米子市尾高町１４７　１F 膳・むすびや 小池　ゆかり 02:飲食店営業 76:仕出屋・弁当屋 令和3年2月8日 令和8年2月28日

013528 西部総合事務所 米子市角盤町二丁目７５ 金栄 金山　賢宏 01:飲食店営業 01:一般食堂 令和3年2月8日 令和9年2月28日

052024 西部総合事務所 米子市皆生温泉四丁目２９－１０　２階 有限会社皆生菊乃家 有限会社皆生菊乃家 代表取締役 柴野　憲史 05:菓子製造業 00: 令和3年2月10日 令和9年5月31日

043520 西部総合事務所 西伯郡大山町佐摩９７５ Ｙショップ大山店 井上　聡 04:飲食店営業 79:その他 令和3年2月10日 令和9年8月31日

185549 西部総合事務所 西伯郡大山町佐摩９７５ Ｙショップ大山店 井上　聡 18:乳類販売業 令和3年2月10日 令和9年8月31日

202859 西部総合事務所 西伯郡大山町佐摩９７５ Ｙショップ大山店 井上　聡 20:食肉販売業 令和3年2月10日 令和9年8月31日

103058 西部総合事務所 西伯郡大山町佐摩９７５ Ｙショップ大山店 井上　聡 10:魚介類販売業 令和3年2月10日 令和9年8月31日

023527 西部総合事務所 米子市上福原二丁目９－８ 石川 石川　美穂 02:飲食店営業 76:仕出屋・弁当屋 令和3年2月10日 令和8年11月30日

052026 西部総合事務所 たま屋 株式会社合格 代表取締役 玉井　宏生 05:菓子製造業 93:露店営業 令和3年2月12日 令和8年2月28日

043522 西部総合事務所 米子市角盤町三丁目７６番地　レインボービルⅢ４０１ ＯＬＩＶＥ 山口　渉 04:飲食店営業 78:社交飲食 令和3年2月12日 令和8年2月28日

103059 西部総合事務所 﨑原商店 﨑原　幸雄 10:魚介類販売業 92:自動車営業 令和3年2月16日 令和8年11月30日

013523 西部総合事務所 境港市大正町１２７－２ 味自慢　はまかぜ 田中　洋子 01:飲食店営業 01:一般食堂 76:仕出屋・弁当屋 令和3年2月16日 令和8年5月31日

185550 西部総合事務所 境港市蓮池町５７番１ ザグザグ境港店 株式会社ザグザグ 代表取締役 森　信 18:乳類販売業 令和3年2月16日 令和9年5月31日

102860 西部総合事務所 境港市蓮池町５７番１ ザグザグ境港店 株式会社ザグザグ 代表取締役 森　信 10:魚介類販売業 令和3年2月16日 令和9年5月31日

046920 中部総合事務所 ＰＡＬＭＡ 草野力哉 04:飲食店営業 92:自動車営業 令和3年2月16日 令和8年5月31日

046921 中部総合事務所 ｋｏｔｏｋｏｔｏ 石角成文　※角は中央線が突き抜ける 04:飲食店営業 92:自動車営業 令和3年2月17日 令和9年5月31日

013523 西部総合事務所 米子市角盤町一丁目２７－２　６階 ＧＯＯＤ　ＢＬＥＳＳ　ＧＡＲＤＥＮ　ＳＡＵＮＡ　＆　ＳＴＡＹ 株式会社ジョイアーバン 代表取締役社長 宇田川　正樹 01:飲食店営業 01:一般食堂 77:旅館・ホテル 令和3年2月18日 令和9年2月28日

013526 西部総合事務所 西伯郡南部町法勝寺２５７－４ お食事処　居酒屋あっちゃん 田中　亮 01:飲食店営業 01:一般食堂 令和3年2月19日 令和8年8月31日

181373 中部総合事務所 ｋｕｒｕｒｕ 一般社団法人　ＳＯＲＴＥ 代表理事 森下里美 18:乳類販売業 92:自動車営業 令和3年2月19日 令和9年5月31日

200792 中部総合事務所 ｋｕｒｕｒｕ 一般社団法人　ＳＯＲＴＥ 代表理事 森下里美 20:食肉販売業 92:自動車営業 令和3年2月19日 令和9年5月31日

100957 中部総合事務所 ｋｕｒｕｒｕ 一般社団法人　ＳＯＲＴＥ 代表理事 森下里美 10:魚介類販売業 92:自動車営業 令和3年2月19日 令和9年5月31日

013522 西部総合事務所 米子市明治町２２１ 居酒屋あげあげ 井田　昌伸 01:飲食店営業 01:一般食堂 令和3年2月21日 令和9年2月28日

023524 西部総合事務所 米子市河崎８７３ もねぷらす 上田　藍 02:飲食店営業 76:仕出屋・弁当屋 令和3年2月22日 令和8年11月30日

052027 西部総合事務所 米子市河崎８７３ もねぷらす 上田　藍 05:菓子製造業 00: 令和3年2月22日 令和8年11月30日

052028 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 05:菓子製造業 令和3年2月22日 令和9年8月31日

013527 西部総合事務所 米子市四日市町７９　東ビル１F Ｎｅｗ　Ｒｉｖｅｒ　Ｓｉｄｅ　Ａｉｒ 岩田　章吾 01:飲食店営業 01:一般食堂 令和3年2月22日 令和8年2月28日

043521 西部総合事務所 米子市西福原六丁目３－６０ Ｍａｔｓｕｍｏｔｏ 株式会社ＴＡＩＮＥＲ 代表取締役 野田　浩司 04:飲食店営業 79:その他 令和3年2月24日 令和8年11月30日

052025 西部総合事務所 米子市西福原六丁目３－６０ Ｍａｔｓｕｍｏｔｏ 株式会社ＴＡＩＮＥＲ 代表取締役 野田　浩司 05:菓子製造業 令和3年2月24日 令和9年11月30日

043529 西部総合事務所 はちまき　はっちゃん 原　寛善 04:飲食店営業 92:自動車営業 令和3年2月25日 令和8年2月28日

046922 中部総合事務所 東伯郡湯梨浜町田後３６８ セブン‐イレブン湯梨浜田後店 津田華奈子 04:飲食店営業 99:その他 令和3年2月25日 令和9年11月30日

181374 中部総合事務所 東伯郡湯梨浜町田後３６８ セブン‐イレブン湯梨浜田後店 津田華奈子 18:乳類販売業 令和3年2月25日 令和9年11月30日

200793 中部総合事務所 東伯郡湯梨浜町田後３６８ セブン‐イレブン湯梨浜田後店 津田華奈子 20:食肉販売業 令和3年2月25日 令和9年11月30日

100958 中部総合事務所 東伯郡湯梨浜町田後３６８ セブン‐イレブン湯梨浜田後店 津田華奈子 10:魚介類販売業 令和3年2月25日 令和9年11月30日

013528 西部総合事務所 米子市西福原一丁目１－２０ 山猫亭 吉岡　大介 01:飲食店営業 01:一般食堂 令和3年2月26日 令和9年11月30日

154405 西部総合事務所 米子市新開三丁目１－１５ ハナミズキ 福谷　悦子 15:喫茶店営業 令和3年2月26日 令和9年11月30日

013532 西部総合事務所 米子市夜見町３０７８－９８ 伯耆家 特定非営利活動法人結 代表理事 峰村　慧 01:飲食店営業 05:めん類食堂 令和3年2月26日 令和9年11月30日

023525 西部総合事務所 米子市両三柳２０８６ 宅配クック１２３　米子店 尾澤運送有限会社 代表取締役 尾沢　聡巳 02:飲食店営業 76:仕出屋・弁当屋 令和3年2月28日 令和8年11月30日

185552 西部総合事務所 米子市両三柳２０８６ 宅配クック１２３　米子店 尾澤運送有限会社 代表取締役 尾沢　聡巳 18:乳類販売業 令和3年2月28日 令和9年11月30日
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