
新規営業許可情報（R3.4-5月分） 【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

154406 西部総合事務所 米子市長砂町１０６６番地 喫茶キャラ 株式会社宮本工業所 代表取締役 宮本　芳樹 15:喫茶店営業 令和3年4月1日 令和10年2月29日

321006 西部総合事務所 境港市昭和町７－９ マルテ水産有限会社 マルテ水産有限会社 取締役 手銭　良 32:そうざい製造業 令和3年4月1日 令和8年5月31日

130498 西部総合事務所 境港市昭和町７－９ マルテ水産有限会社 マルテ水産有限会社 取締役 手銭　良 13:食品の冷凍又は冷蔵業 令和3年4月1日 令和9年5月31日

103061 西部総合事務所 境港市昭和町７－９ マルテ水産有限会社 マルテ水産有限会社 取締役 手銭　良 10:魚介類販売業 令和3年4月1日 令和9年5月31日

023542 西部総合事務所 米子市泉７０６番地 鳥取県立喜多原学園厨房（調理室） 株式会社広鉄二葉サービス 代表取締役 濱谷　英樹 02:飲食店営業 81:給食施設 令和3年4月1日 令和9年11月30日

023550 西部総合事務所 米子市両三柳２６０３ 陸上自衛隊　米子駐屯地　（隊員食堂） 協働美装株式会社 代表取締役 丹治　松二 02:飲食店営業 81:給食施設 令和3年4月1日 令和9年11月30日

023548 西部総合事務所 米子市皆生温泉四丁目１７－２１ 株式会社米吾　福原荘店 株式会社米吾 代表取締役 坪井　祥隆 02:飲食店営業 81:給食施設 令和3年4月1日 令和8年5月31日

190285 西部総合事務所 米子市旗ケ崎２１４７ 株式会社さんれい製造　ミートセンター 株式会社さんれい製造 代表取締役社長 小笹　宏典 19:食肉処理業 00: 令和3年4月1日 令和9年11月30日

023551 西部総合事務所 米子市夜見町３００１－１　（支援センターのぞみ内） 魚国総本社・米子２６６３３ 株式会社魚国総本社 代表取締役 田所　伸浩 02:飲食店営業 81:給食施設 令和3年4月1日 令和9年11月30日

016930 中部総合事務所 倉吉市関金町大鳥居１２３８ 鳥取県立農業大学校 株式会社 レパスト 代表取締役 西　剛平 01:飲食店営業 01:一般食堂 令和3年4月1日 令和9年11月30日

023503 西部総合事務所 米子市皆生新田一丁目８－１ 日清医療食品株式会社　山陰労災病院事業所 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4月5日 令和9年5月31日

321007 西部総合事務所 米子市両三柳２１２－３ 彩々　そうざい加工場 株式会社彩々 代表取締役 塩谷　隆之 32:そうざい製造業 令和3年4月5日 令和8年11月30日

043557 西部総合事務所 米子市明治町１８１番地 ローソン米子明治町店 飯塚　希 04:飲食店営業 79:その他 令和3年4月6日 令和9年2月28日

185554 西部総合事務所 米子市明治町１８１番地 ローソン米子明治町店 飯塚　希 18:乳類販売業 令和3年4月6日 令和10年2月29日

202864 西部総合事務所 米子市明治町１８１番地 ローソン米子明治町店 飯塚　希 20:食肉販売業 令和3年4月6日 令和10年2月29日

103063 西部総合事務所 米子市明治町１８１番地 ローソン米子明治町店 飯塚　希 10:魚介類販売業 令和3年4月6日 令和10年2月29日

052032 西部総合事務所 米子市明治町１８１番地 ローソン米子明治町店 飯塚　希 05:菓子製造業 令和3年4月6日 令和10年2月29日

046935 中部総合事務所 倉吉市西倉吉町１９－５ 福田鮮魚　ダイレックス西倉吉店 株式会社　福田鮮魚 代表取締役 福田正宏 04:飲食店営業 99:その他 令和3年4月6日 令和10年2月29日

100961 中部総合事務所 倉吉市西倉吉町１９－５ 福田鮮魚　ダイレックス西倉吉店 株式会社　福田鮮魚 代表取締役 福田正宏 10:魚介類販売業 令和3年4月6日 令和10年2月29日

046936 中部総合事務所 東伯郡湯梨浜町田後４１８－１ 福田鮮魚　ダイレックス湯梨浜店 株式会社　福田鮮魚 代表取締役 福田正宏 04:飲食店営業 99:その他 令和3年4月6日 令和9年11月30日

100962 中部総合事務所 東伯郡湯梨浜町田後４１８－１ 福田鮮魚　ダイレックス湯梨浜店 株式会社　福田鮮魚 代表取締役 福田正宏 10:魚介類販売業 令和3年4月6日 令和9年11月30日

320176 中部総合事務所 東伯郡湯梨浜町田後１９５－５ 福田鮮魚 株式会社　福田鮮魚 代表取締役 福田正宏 32:そうざい製造業 令和3年4月6日 令和8年11月30日

100963 中部総合事務所 東伯郡湯梨浜町田後１９５－５ 福田鮮魚 株式会社　福田鮮魚 代表取締役 福田正宏 10:魚介類販売業 令和3年4月6日 令和9年11月30日

043559 西部総合事務所 境港市本町４０ のんの 永見　通 04:飲食店営業 79:その他 令和3年4月7日 令和8年5月31日

052034 西部総合事務所 サウス 南　隆夫 05:菓子製造業 92:自動車営業 令和3年4月7日 令和9年5月31日

170430 西部総合事務所 米子市淀江町今津４１８－１ メイちゃん農場 大下　哲治 17:アイスクリ－ム類製造業 令和3年4月7日 令和9年11月30日

043560 西部総合事務所 サウス 南　隆夫 04:飲食店営業 92:自動車営業 令和3年4月8日 令和9年5月31日

052033 西部総合事務所 米子市旗ケ崎四丁目３－１ あんしゃんて 富田　博美 05:菓子製造業 令和3年4月8日 令和8年11月30日

043562 西部総合事務所 境港市美保町２４ おいもやあきべえ 角　達之 04:飲食店営業 79:その他 令和3年4月8日 令和8年5月31日

043563 西部総合事務所 米子市尾高町１４７　とさやビル　２０２号 ＢＡＲ　ＫＡＪＩ 梶谷　耕司 04:飲食店営業 78:社交飲食 令和3年4月9日 令和10年2月29日

043558 西部総合事務所 山陰福祉の会 特定非営利活動法人山陰福祉の会 理事長 山中　裕二 04:飲食店営業 93:露店営業 令和3年4月12日 令和9年2月28日

052035 西部総合事務所 西伯郡南部町法勝寺３４１（複合施設内） ルポゼ 社会福祉法人祥和会 理事長 坂本　昭文 05:菓子製造業 令和3年4月12日 令和8年8月31日

043561 西部総合事務所 西伯郡南部町法勝寺３４１（複合施設内） ルポゼ 社会福祉法人祥和会 理事長 坂本　昭文 04:飲食店営業 79:その他 01:一般食堂 令和3年4月12日 令和8年8月31日

100964 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 10:魚介類販売業 令和3年4月13日 令和8年11月30日

023566 西部総合事務所 西伯郡南部町福成３２９３番地 祥福園厨房 社会福祉法人伯耆の国 理事長 山野　良夫 02:飲食店営業 81:給食施設 令和3年4月14日 令和9年8月31日

202865 西部総合事務所 境港市高松町４２６ 佐々木商店 佐々木　涼子 20:食肉販売業 00: 令和3年4月14日 令和9年5月31日

185555 西部総合事務所 境港市高松町４２６ 佐々木商店 佐々木　涼子 18:乳類販売業 令和3年4月14日 令和9年5月31日

043564 西部総合事務所 米子市旗ケ崎２１３０ ＯＢＥＮＴＯ　ＨＯＵＳＥ　円 株式会社Ｔｉｅｓ 代表取締役 重岡　勝巳 04:飲食店営業 79:その他 令和3年4月15日 令和8年11月30日

103064 西部総合事務所 境港市美保町３０９－４１ イシハラプランニング合同会社 イシハラプランニング合同会社 代表社員 石原　広夢 10:魚介類販売業 令和3年4月15日 令和9年5月31日

046937 中部総合事務所 倉吉市上井町二丁目１６－４　スクエアビル１０３ ＣＨＡＮＣＥ 岩室美紀 04:飲食店営業 78:社交飲食 令和3年4月15日 令和9年2月28日

046938 中部総合事務所 倉吉市上井町一丁目２０６ 集美 尹　敬凌 04:飲食店営業 78:社交飲食 令和3年4月15日 令和10年2月29日

016939 中部総合事務所 東伯郡琴浦町浦安１８９ すみれ 山根悟資 01:飲食店営業 05:めん類食堂 99:その他 令和3年4月15日 令和9年5月31日

043567 西部総合事務所 ＳＯＩ　ＳＴＡＮＣＥ 株式会社アキヨシフードサービス 代表取締役 比田　明義 04:飲食店営業 93:露店営業 令和3年4月19日 令和8年5月31日

023568 西部総合事務所 米子市皆生新田三丁目７－８ 柏原マルタマフーズ（株）皆生温泉病院 柏原マルタマフーズ株式会社 代表取締役 鶴巻　秀雄 02:飲食店営業 81:給食施設 令和3年4月19日 令和9年5月31日

046940 中部総合事務所 倉吉市福庭８５４ コンビニ　シグナス　ファミリー店 有限会社　打吹環境 代表取締役 笠田直樹 04:飲食店営業 99:その他 令和3年4月19日 令和9年2月28日

181375 中部総合事務所 倉吉市福庭８５４ コンビニ　シグナス　ファミリー店 有限会社　打吹環境 代表取締役 笠田直樹 18:乳類販売業 令和3年4月19日 令和10年2月29日

043569 西部総合事務所 米子市新開五丁目２－８ あなたは人狼です 澤和　夏己 04:飲食店営業 78:社交飲食 令和3年4月20日 令和8年11月30日

185556 西部総合事務所 境港市渡町２７１１ ドラッグストアウェルネス　境港渡店 株式会社ツルハグループドラッグ＆ファーマシー西日本 代表取締役社長 村上　正一 18:乳類販売業 00: 令和3年4月20日 令和9年5月31日

202866 西部総合事務所 境港市渡町２７１１ ドラッグストアウェルネス　境港渡店 株式会社ツルハグループドラッグ＆ファーマシー西日本 代表取締役社長 村上　正一 20:食肉販売業 00: 令和3年4月20日 令和9年5月31日
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103065 西部総合事務所 境港市渡町２７１１ ドラッグストアウェルネス　境港渡店 株式会社ツルハグループドラッグ＆ファーマシー西日本 代表取締役社長 村上　正一 10:魚介類販売業 00: 令和3年4月20日 令和9年5月31日

154408 西部総合事務所 境港市渡町２７１１ ドラッグストアウェルネス　境港渡店 株式会社ツルハグループドラッグ＆ファーマシー西日本 代表取締役社長 村上　正一 15:喫茶店営業 91:自動販売機 令和3年4月20日 令和9年5月31日

043565 西部総合事務所 境港市本町１９ さかいの山ちゃん 合同会社ОММ 代表社員 山本　志織 04:飲食店営業 79:その他 01:一般食堂 令和3年4月20日 令和8年5月31日

043572 西部総合事務所 米子市東倉吉町６４　本町ビル２Ｆ Ｅｌ　ｄｏｒａｄｏ 植田　貴太 04:飲食店営業 78:社交飲食 令和3年4月21日 令和9年2月28日

023570 西部総合事務所 米子市淀江町福岡２４１番地 まごころ弁当　米子店 座山　尚也 02:飲食店営業 76:仕出屋・弁当屋 令和3年4月22日 令和8年11月30日

043571 西部総合事務所 Ｋｉｒｒa 渡邊　賢志 04:飲食店営業 93:露店営業 令和3年4月22日 令和9年2月28日

016941 中部総合事務所 東伯郡琴浦町徳万４９１ ｃａｆｅ　ほのぼの 高橋太雅 01:飲食店営業 01:一般食堂 79:その他 令和3年4月22日 令和9年5月31日

046942 中部総合事務所 焼肉どばし 土橋繁幸 04:飲食店営業 93:露店営業 令和3年4月22日 令和8年5月31日

170431 西部総合事務所 米子市米原九丁目３番２０号 ＲｏｃｈｅⓒＴＯＡ 東亜青果株式会社 代表取締役社長 秦野　博行 17:アイスクリ－ム類製造業 26:ソフト 令和3年4月23日 令和9年11月30日

103066 西部総合事務所 平田鮮魚 平田　清 10:魚介類販売業 92:自動車営業 令和3年4月26日 令和8年5月31日

052037 西部総合事務所 檸檬の樹 伴海　新次 05:菓子製造業 92:自動車営業 令和3年4月27日 令和9年5月31日

013581 西部総合事務所 境港市外江町２２８１－３ 焼肉あじよし 朴　亨柱 01:飲食店営業 01:一般食堂 令和3年4月28日 令和8年5月31日

013547 西部総合事務所 米子市尾高２７７３－３ 麺や銀乃助 有限会社中の原銀嶺 代表取締役 絹見　安史 01:飲食店営業 01:一般食堂 令和3年4月28日 令和9年11月30日

046943 中部総合事務所 倉吉市新陽町２ セブンーイレブン倉吉上灘小学校前店 川西仁美 04:飲食店営業 99:その他 令和3年4月28日 令和10年2月29日

200797 中部総合事務所 倉吉市新陽町２ セブンーイレブン倉吉上灘小学校前店 川西仁美 20:食肉販売業 00: 令和3年4月28日 令和10年2月29日

181376 中部総合事務所 倉吉市新陽町２ セブンーイレブン倉吉上灘小学校前店 川西仁美 18:乳類販売業 00: 令和3年4月28日 令和10年2月29日

100965 中部総合事務所 倉吉市新陽町２ セブンーイレブン倉吉上灘小学校前店 川西仁美 10:魚介類販売業 00: 令和3年4月28日 令和10年2月29日

043576 西部総合事務所 善ちゃん 株式会社ＲＣ・クリエイティブグループ 代表取締役 中村　友樹 04:飲食店営業 92:自動車営業 令和3年4月30日 令和9年5月31日

013579 西部総合事務所 米子市米原七丁目２－９ シニアステージ米原ラウンジ 株式会社グランエフスタイル 代表取締役 藤山　勝巳 01:飲食店営業 01:一般食堂 令和3年5月6日 令和8年11月30日

013578 西部総合事務所 米子市米原七丁目２－９ ごはん処百彩米原店 株式会社グランエフスタイル 代表取締役 藤山　勝巳 01:飲食店営業 01:一般食堂 令和3年5月6日 令和8年11月30日

023577 西部総合事務所 米子市米原七丁目２－９ シニアステージ米原　レストラン百彩 株式会社グランエフスタイル 代表取締役 藤山　勝巳 02:飲食店営業 81:給食施設 令和3年5月6日 令和9年11月30日

013575 西部総合事務所 米子市両三柳５０８１－２０２ Ｔａｉ　restaurant　ソンラオ ジャンタタム　ソンタワン 01:飲食店営業 01:一般食堂 令和3年5月7日 令和9年11月30日

320177 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 32:そうざい製造業 令和3年5月7日 令和8年11月30日

043580 西部総合事務所 あいみ虹の会 野口　清香 04:飲食店営業 93:露店営業 令和3年5月10日 令和9年2月28日

052038 西部総合事務所 あいみ虹の会 野口　清香 05:菓子製造業 93:露店営業 令和3年5月10日 令和9年2月28日

043582 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２F ラグジュアリー 三谷　和美 04:飲食店営業 78:社交飲食 令和3年5月10日 令和10年2月29日

013573 西部総合事務所 西伯郡大山町末長４９０－１ ＢＡＵＭ　＆　ＫＵＣＨＥＮ 中川　郁夫 01:飲食店営業 01:一般食堂 令和3年5月11日 令和8年8月31日

170432 西部総合事務所 西伯郡大山町末長４９０－１ ＢＡＵＭ　＆　ＫＵＣＨＥＮ 中川　郁夫 17:アイスクリ－ム類製造業 26:ソフト 令和3年5月11日 令和9年8月31日

052036 西部総合事務所 西伯郡大山町末長４９０－１ ＢＡＵＭ　＆　ＫＵＣＨＥＮ 新田　孝一 05:菓子製造業 令和3年5月11日 令和9年8月31日

023583 西部総合事務所 米子市西町３６－１ 鳥取大学医学部附属病院　給食事業部 株式会社味屋コーポレーション 代表取締役 土井 一朗 02:飲食店営業 81:給食施設 令和3年5月11日 令和10年2月29日

043584 西部総合事務所 三条屋 三五　守道 04:飲食店営業 92:自動車営業 令和3年5月11日 令和8年11月30日

050746 中部総合事務所 よしくんの焼鳥 小川良人 05:菓子製造業 92:自動車営業 令和3年5月11日 令和9年5月31日

050752 中部総合事務所 東伯郡湯梨浜町長和田１７６８－１ Ｍａｉｓｏｎ　ｄｅ　ｊｅｕ 寺地由香梨 05:菓子製造業 令和3年5月12日 令和8年11月30日

046965 中部総合事務所 二代目うっさん 株式会社　Ｓ．Ｂ． 代表取締役 境脇一真 04:飲食店営業 93:露店営業 令和3年5月12日 令和8年5月31日

181377 中部総合事務所 倉吉市上井町一丁目１１－７ ウエルシア倉吉上井店 ウエルシア薬局株式会社 代表取締役 松本忠久 18:乳類販売業 令和3年5月12日 令和10年2月29日

200799 中部総合事務所 倉吉市上井町一丁目１１－７ ウエルシア倉吉上井店 ウエルシア薬局株式会社 代表取締役 松本忠久 20:食肉販売業 令和3年5月12日 令和10年2月29日

100973 中部総合事務所 倉吉市上井町一丁目１１－７ ウエルシア倉吉上井店 ウエルシア薬局株式会社 代表取締役 松本忠久 10:魚介類販売業 令和3年5月12日 令和10年2月29日

152230 中部総合事務所 倉吉市上井町一丁目１１－７ ウエルシア倉吉上井店 ウエルシア薬局株式会社 代表取締役 松本忠久 15:喫茶店営業 91:自動販売機 令和3年5月12日 令和10年2月29日

050753 中部総合事務所 倉吉市魚町２５２１ ４　ｃｏｆｆｅｅ 牧田瑠実 05:菓子製造業 令和3年5月14日 令和9年2月28日

043586 西部総合事務所 月のかほり 木村　かおり 04:飲食店営業 93:露店営業 令和3年5月17日 令和8年11月30日

013585 西部総合事務所 境港市外江町２３６３－２ 安喜吉外江店 株式会社アキヨシフードサービス 代表取締役 比田　明義 01:飲食店営業 01:一般食堂 令和3年5月17日 令和9年5月31日

050754 中部総合事務所 東伯郡湯梨浜町中興寺３４０－１ たみ 合同会社　うかぶＬＬＣ 代表社員 三宅航太郞 05:菓子製造業 令和3年5月18日 令和8年11月30日

320178 中部総合事務所 東伯郡湯梨浜町中興寺３４０－１ たみ 合同会社　うかぶＬＬＣ 代表社員 三宅航太郞 32:そうざい製造業 令和3年5月18日 令和8年11月30日

043587 西部総合事務所 Ｃａｆｅ　Ｌａ　Ｃｉｅｌ 大石　耀平 04:飲食店営業 92:自動車営業 令和3年5月19日 令和8年5月31日

013588 西部総合事務所 米子市冨士見町二丁目１５０ 居酒屋　ひょうたん 田尾　隆雄 01:飲食店営業 01:一般食堂 令和3年5月20日 令和9年2月28日

046966 中部総合事務所 倉吉市昭和町二丁目１１６ フリチル　昭和町 株式会社　コネクト 代表取締役 虻川栄治 04:飲食店営業 79:その他 令和3年5月20日 令和9年2月28日

016967 中部総合事務所 倉吉市山根５６７－６　ノアビル１０３ Ｆｏｏｄ　Ｓｔａｇｅ　ＫＯＢＡＮ 近藤　稔 01:飲食店営業 01:一般食堂 令和3年5月20日 令和9年2月28日

046968 中部総合事務所 倉吉市山根５６７－６　ノアビル２０３ Ｔｅａｍｓ 近藤　稔 04:飲食店営業 78:社交飲食 令和3年5月20日 令和9年2月28日

321008 西部総合事務所 米子市錦町二丁目３－１　ホテルアクシス１Ｆ ＳＯ－ＪＵ 藏重　夕季 32:そうざい製造業 令和3年5月24日 令和9年2月28日

052039 西部総合事務所 境港市竹内町６０３－１ 小さなベーグル屋　ｔｏｒｉｃｏ 荒本　憂 05:菓子製造業 令和3年5月24日 令和9年5月31日
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154409 西部総合事務所 境港市竹内町６０３－１ 小さなベーグル屋　ｔｏｒｉｃｏ 荒本　憂 15:喫茶店営業 令和3年5月24日 令和8年5月31日

050755 中部総合事務所 東伯郡三朝町片柴９７２ なかつや 米原桂子 05:菓子製造業 令和3年5月26日 令和9年11月30日

100974 中部総合事務所 東伯郡琴浦町浦安３７３ いわみ 定常剛弘 10:魚介類販売業 令和3年5月26日 令和9年5月31日

046970 中部総合事務所 ぽっぷん　ＲＵ－ＦＵ 有限会社　おかわり 代表取締役 林　兼利 04:飲食店営業 92:自動車営業 令和3年5月26日 令和9年5月31日

013590 西部総合事務所 米子市角盤町二丁目１０５－５　東宝会館ビル１Ｆ 熟成鮨　心寿 関　悠介 01:飲食店営業 04:すし屋 令和3年5月27日 令和10年2月29日

023591 西部総合事務所 米子市皆生温泉四丁目１７５４番７　エバーグリーン皆生２３０ 幸永サービス合同会社 幸永サービス合同会社 代表社員 永本　賢治 02:飲食店営業 76:仕出屋・弁当屋 令和3年5月27日 令和8年5月31日

043593 西部総合事務所 米子市角盤町二丁目７６－２　フェイスビル５F VQ 藤本　将也 04:飲食店営業 78:社交飲食 令和3年5月27日 令和9年2月28日

023594 西部総合事務所 日野郡日野町野田３３２番地 メフォス西日本　０１０３８号店 株式会社メフォス西日本 代表取締役 岡田　泰紀 02:飲食店営業 81:給食施設 令和3年5月27日 令和9年8月31日

013592 西部総合事務所 米子市中町１４－９ ごはん処　春か秋とう　中町店 北藤　龍 01:飲食店営業 05:めん類食堂 令和3年5月27日 令和10年2月29日

013589 西部総合事務所 米子市弥生町１２番地　米子グルメプラザ ぎんから 平元　拓幸 01:飲食店営業 01:一般食堂 令和3年5月27日 令和10年2月29日

043596 西部総合事務所 米子市朝日町５８番６　のぞみタウン２F　２０２号 ピーズ 立山　あずさ 04:飲食店営業 78:社交飲食 令和3年5月28日 令和10年2月29日

050756 中部総合事務所 東伯郡北栄町由良宿４９３－１　１階 ベイクショップ　小僧ロップ 宮下　到 05:菓子製造業 令和3年5月28日 令和9年5月31日

046971 中部総合事務所 倉吉市上井町一丁目１０－1　ミツワビル１Ｆ スナック　ｎｏｎｎａ 山口めぐみ 04:飲食店営業 78:社交飲食 令和3年5月28日 令和10年2月29日

321009 西部総合事務所 米子市米原六丁目１－１４ Ｎｏｎ　ｃａｆｅ 株式会社カミナリ 代表取締役 加藤　寛大 32:そうざい製造業 00: 令和3年5月31日 令和8年11月30日

043595 西部総合事務所 ｐｅｒ　ｔｅ 株式会社ｐｃｂ 代表取締役 石橋　千代 04:飲食店営業 92:自動車営業 令和3年5月31日 令和8年8月31日
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