
新規営業許可情報（R3.7） 【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 当初許可年月日 有効期限至

015078 西部総合事務所 米子市皆生温泉三丁目７－８ たつ美 有限会社AM商事 代表取締役 森　慶子 01:飲食店営業 令和3年7月1日 令和10年5月31日

015081 西部総合事務所 米子市朝日町２４ Ｂａｒ　ＢＯＤＨＩ 長谷川　悟 01:飲食店営業 令和3年7月2日 令和10年2月29日

015079 西部総合事務所 米子市角盤町二丁目７６　トーアビル５Ｆ Ｍｅｒｒｙ 安藤　さおり 01:飲食店営業 令和3年7月2日 令和10年2月29日

015080 西部総合事務所 もねぷらす 上田　藍 01:飲食店営業 令和3年7月2日 令和8年11月30日

160001 中部総合事務所 倉吉市山根５５７－１ 新あじそう　水産加工センター 新あじそう株式会社 代表取締役 宇﨑孝也 16:水産製品製造業 令和3年7月5日 令和10年2月29日

110003 中部総合事務所 倉吉市福庭町２丁目７３ パティスリー　ミノウラ パティスリーＭＩＮＯＵＲＡ株式会社 代表取締役 箕浦大助 11:菓子製造業 令和3年7月7日 令和10年2月29日

010009 中部総合事務所 倉吉市山根５３２ 自然食品店フクラ 福羅江美子 01:飲食店営業 令和3年7月7日 令和10年2月29日

030002 中部総合事務所 倉吉市関金町泰久寺７７－１ （有）大平フードシステム調理センター　第２加工場 有限会社　大平フードシステム 代表取締役 加藤正義 03:食肉販売業 令和3年7月7日 令和9年11月30日

160002 中部総合事務所 東伯郡琴浦町徳万６９４－１０ 酒房　銀 嶋﨑早苗 16:水産製品製造業 令和3年7月7日 令和9年5月31日

015084 西部総合事務所 米子市糀町二丁目２００ ホテル　ルートイン米子 ルートインジャパン株式会社 代表取締役 永山　泰樹 01:飲食店営業 令和3年7月7日 令和10年2月29日

015083 西部総合事務所 米子市皆生温泉三丁目４番地 ＫＡＩＫＥ ＫＡＪＹＵ 株式会社メリット 代表取締役 柏井　光 01:飲食店営業 令和3年7月9日 令和3年8月31日

015082 西部総合事務所 米子市皆生温泉三丁目４番地 ＮＡＧＡＣＨＡ　Ｃａｆé　１８０１　ｉｎ　ＫＡＩＫＥ 有限会社長田茶店 代表取締役 長田　吉太郎 01:飲食店営業 令和3年7月9日 令和3年8月22日

010008 中部総合事務所 倉吉市上井町二丁目５－１　ピュアビル１Ｆ ＣＬＥＡＲ　ＦＩＬＥ 有限会社　ハピュア 代表取締役 濵本誠也 01:飲食店営業 令和3年7月9日 令和10年2月29日

010012 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 01:飲食店営業 令和3年7月13日 令和3年8月31日

010011 中部総合事務所 Ｅｓ’　ｓｈｒｉｍｐ 須田絵里香 01:飲食店営業 令和3年7月13日 令和9年11月30日

010010 中部総合事務所 東伯郡北栄町江北７３８－４ ＳＨＩＮＥ 北本広美 01:飲食店営業 令和3年7月13日 令和10年5月31日

015089 西部総合事務所 米子市三旗町７－１６ 丸合　上後藤店 株式会社丸合 代表取締役 梅林　裕暁 01:飲食店営業 令和3年7月14日 令和10年2月29日

035002 西部総合事務所 米子市三旗町７－１６ 丸合　上後藤店 株式会社丸合 代表取締役 梅林　裕暁 03:食肉販売業 令和3年7月14日 令和10年2月29日

045010 西部総合事務所 米子市三旗町７－１６ 丸合　上後藤店 株式会社丸合 代表取締役 梅林　裕暁 04:魚介類販売業 令和3年7月14日 令和10年2月29日

115010 西部総合事務所 米子市三旗町７－１６ 丸合　上後藤店 株式会社丸合 代表取締役 梅林　裕暁 11:菓子製造業 令和3年7月14日 令和10年2月29日

015090 西部総合事務所 米子市三旗町７－１６ 丸合上後藤店　花咲 東洋食品株式会社 代表取締役 黒田　要一郎 01:飲食店営業 令和3年7月14日 令和10年2月29日

015087 西部総合事務所 株式会社ＳＣ鳥取（ガイナーレ鳥取） 株式会社ＳＣ鳥取 代表取締役 塚野　真樹 01:飲食店営業 令和3年7月15日 令和8年8月31日

015086 西部総合事務所 ｆｏｏｄ　ｔｒｕｃｋ　９３ 細田　久実子 01:飲食店営業 令和3年7月15日 令和9年8月31日

010013 中部総合事務所 ｃａｆｅ　ＤＡＴＣＨＡ 正司清美 01:飲食店営業 令和3年7月15日 令和9年11月30日

015088 西部総合事務所 ホテル大山しろがね 鳥取砂丘大山観光株式会社 代表取締役 澤志郎 01:飲食店営業 令和3年7月15日 令和8年8月31日

010014 中部総合事務所 東伯郡北栄町妻波２３５９ ローソン北栄町妻波店 株式会社　カンシャス 代表取締役 仙石光寿 01:飲食店営業 令和3年7月16日 令和10年5月31日

010015 中部総合事務所 倉吉市上井町一丁目１０－１８　つむらビル１Ｆ３号室ＬＵＸ 前田翔生 01:飲食店営業 令和3年7月20日 令和10年2月29日

315001 西部総合事務所 米子市旗ケ崎２１０２番地 株式会社ホクニチ 株式会社　ホクニチ 代表取締役 酒井昭徳 31:食品の小分け業 令和3年7月20日 令和9年11月30日

015091 西部総合事務所 米子市淀江町佐陀１６０５－１ 寿製菓株式会社  お菓子の壽城 （飛び助屋） 壽製菓株式会社 城内　正行 01:飲食店営業 令和3年7月20日 令和9年11月30日

015092 西部総合事務所 皆生グランドホテル　天水 株式会社皆生グランドホテル 代表取締役 伊坂　明 01:飲食店営業 令和3年7月20日 令和9年5月31日

015093 西部総合事務所 西伯郡大山町御来屋１０２３ 理智宿 ピアス　リチャード　トーマス01:飲食店営業 令和3年7月20日 令和9年8月31日

010016 中部総合事務所 倉吉市上井町２丁目２－１６ さっぽろ一番 山田美和子 01:飲食店営業 令和3年7月21日 令和10年2月29日

015085 西部総合事務所 米子市西福原五丁目６－１２ 星空のレストラン 株式会社スタジオニコフィルム 代表取締役 伊田　徹平 01:飲食店営業 令和3年7月22日 令和3年8月29日

125001 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 12:アイスクリーム類製造業 令和3年7月26日 令和9年11月30日

015094 西部総合事務所 Ｓｈａｎｔｉ　Ｂａｒ 向田　桃 01:飲食店営業 令和3年7月27日 令和8年11月30日

035003 西部総合事務所 米子市彦名町５１－４ 花房精肉店 株式会社はなふさ 代表取締役 花房　稔 03:食肉販売業 令和3年7月28日 令和9年11月30日

255005 西部総合事務所 米子市彦名町５１－４ 花房精肉店 株式会社はなふさ 代表取締役 花房　稔 25:そうざい製造業 令和3年7月28日 令和9年11月30日

015097 西部総合事務所 ＴＲＡＹ 株式会社ＴＲＡＹ 代表取締役 田端　大祐 01:飲食店営業 令和3年7月28日 令和9年11月30日

015095 西部総合事務所 Ｂｏｉｓ　Ｆｌｏｔｔｅ 本田 萌果 01:飲食店営業 令和3年7月28日 令和8年8月31日

010018 中部総合事務所 幸福 小谷　怜 01:飲食店営業 令和3年7月28日 令和8年11月30日

010017 中部総合事務所 鳥取東伯ミート株式会社　二号店 鳥取東伯ミート株式会社 代表取締役 種子光幸 01:飲食店営業 令和3年7月26日 令和9年11月30日
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