
平成２１年度

認定番号 施 設 の 名 称 所 在 地

第１号 学校法人 愛真幼稚園 鳥取市西町一丁目２２６番地

第２号 鳥取大学附属小学校 鳥取市湖山町南四丁目１０１番地

第３号 鳥取大学附属中学校 鳥取市湖山町南四丁目１０１番地

平成２３年度

認定番号 施 設 の 名 称 所 在 地

第４号 ローソン岩美町店 岩美郡岩美町大字浦富字穴ノ前６３０

第５号 ローソン鳥取末広店 鳥取市末広温泉町７５６

第６号 ローソン美萩野団地入口店 鳥取市伏野字中ノ茶屋裏１７７４－１３

第７号 ローソン倉吉上井店 倉吉市上井町１－１９２－１

第８号 ローソン三朝温泉店 東伯郡三朝町大瀬字上河原４９８－１

第９号 ローソン鳥取ハワイ店 東伯郡湯梨浜町大字田後３４０－１

第10号 ローソン米子加茂町店 米子市加茂町二丁目１４１番地

第11号 ローソン境港市役所前店 境港市上道町３２８６

第12号 ローソン鳥取河原町店 鳥取市河原町河原字中河原５４番地１１

第13号 ローソン智頭町店 八頭郡智頭町大字市瀬字竹ノ出口1478番地 1

第14号 ローソン吉岡温泉口店 鳥取市松原字東前田５４番地１

第15号 ローソン気高鹿野町店 鳥取市鹿野町大字今市字井津尻１３３９番地

第16号 ローソン岩美国府町店 鳥取市国府町新通り三丁目３３８番地

第17号 ローソン国府宮ノ下店 鳥取市国府町奥谷三丁目３１０番地

第18号 ローソン鳥取津ノ井店 鳥取市東大路字長峰２４０番地１

第19号 ローソン鳥取若葉台入口店 鳥取市海蔵寺字赤坂５５番地７

第20号 ローソン鳥取雲山店 鳥取市新字上沢１１１番地２

第21号 ローソン鳥取正蓮寺店 鳥取市正蓮寺字法花寺５１番地１

第22号 ローソン鳥取的場店 鳥取市的場二丁目８５番地

第23号 ローソン鳥取行徳店 鳥取市行徳一丁目２０５番地

第24号 ローソン鳥取東町店 鳥取市東町三丁目２５８番地

第25号 ローソン鳥取秋里店 鳥取市秋里７５２番地１

第26号 ローソン鳥取西品治店 鳥取市西品治字田島前ノ二７９８番地１

第27号 ローソン鳥取浜坂団地入口店 鳥取市浜坂一丁目８８１番地１

第28号 ローソン鳥取湖山東店 鳥取市湖山町東五丁目１０３番地

第29号 ローソン鳥取千代水店 鳥取市千代水三丁目１４８番地

第30号 ローソン鳥取賀露店 鳥取市賀露町西一丁目３０２０番地１

第31号 ローソン倉吉宮川店 倉吉市宮川町二丁目４９番地

第32号 ローソン倉吉広瀬店 倉吉市広瀬町１７３３番地１

第33号 ローソン倉吉秋喜店 倉吉市秋喜字四反長３１２番地１

第34号 ローソン倉吉郵便局前店 倉吉市昭和町二丁目２６３番地

第35号 ローソン倉吉産高前店 倉吉市上井字新土手３６９番地１

第36号 ローソン倉吉厚生病院口店 倉吉市東巌城町１７３番地１

第37号 ローソン倉吉下古川店 倉吉市下古川字八反縄手２０５番地１

第38号 ローソン琴浦丸尾店 東伯郡琴浦町大字丸尾字女給１０５番地１



平成２３年度（つづき）

認定番号 施 設 の 名 称 所 在 地

第39号 ローソン琴浦浦安店 東伯郡琴浦町下伊勢５２８番地１

第40号 ローソン湯梨浜長和田店 東伯郡湯梨浜町大字長和田字井尻1487番地1

第41号 ローソン北栄町北尾店 東伯郡北栄町北尾字弐ノ坪９０番地１

第42号 ローソン江府町店 日野郡江府町大字小江尾字流田下モ14番地1

第43号 ローソン伯耆溝口店 西伯郡伯耆町字沢尻６３番地１

第44号 ローソン西伯名和店 西伯郡大山町宮長７２１番地３

第45号 ローソン米子二本木店 米子市二本木字浜田１１２６番地１

第46号 ローソン米子熊党店 米子市熊党字高砂３３８番地５

第47号 ローソン皆生労災前店 米子市皆生新田二丁目２番１号

第48号 ローソン米子皆生三丁目店 米子市皆生三丁目２７２８番地

第49号 ローソン米子皆生温泉店 米子市皆生温泉町四丁目３番地１

第50号 ローソン米子新開店 米子市新開三丁目１０番５号

第51号 ローソン米子警察署通り店 米子市上福原９２１番地１

第52号 ローソン米子両三柳西店 米子市両三柳字孫六通３３５２番地３

第53号 ローソン米子自衛隊通店 米子市両三柳字大沢十八５６０番地

第54号 ローソン米子河崎店 米子市河崎字長谷川東１６１２番地

第55号 ローソン米子西福原店 米子市西福原２７番地３

第56号 ローソン米子西福原六丁目店 米子市西福原六丁目３番３７号

第57号 ローソン米子西福原七丁目店 米子市西福原七丁目１１０１番地１

第58号 ローソン米子米原入口店 米子市米原四丁目５番６４号

第59号 ローソン米子米原東店 米子市米原七丁目６７４番地

第60号 ローソン米子観音寺新町店 米子市観音寺新町一丁目１５番７号

第61号 ローソン米子道笑町店 米子市道笑町四丁目４７番地１

第62号 ローソン米子糀町店 米子市糀町二丁目１５７番地

第63号 ローソン米子福市店 米子市福市字長畑８６１番地６４

第64号 ローソン西伯法勝寺店 西伯郡南部町法勝寺字才ノ木２３０番地２

第65号 ローソン南部会見店 西伯郡南部町天万字一本木３０７番地１

第66号 ローソン米子祇園町店 米子市祇園町二丁目２３４番地

第67号 ローソン米子義方小前店 米子市角盤町四丁目１６２番地１

第68号 ローソン米子上後藤店 米子市上後藤七丁目３０９番地２

第69号 ローソン米子医大前店 米子市西町７９番地

第70号 ローソン米子三本松口店 米子市両三柳字大沢１６－２６８－２

第71号 ローソン米子彦名店 米子市彦名町字藪中下－４２０７番地１

第72号 ローソン米子弓ヶ浜店 米子市夜見町２４２３番地３３

第73号 ローソン米子和田店 米子市和田町字塚灘１７３８番地１

第74号 ローソン境港外江店 境港市外江町２４１４番地１

第75号 ローソン境港三軒屋店 境港市三軒屋町字島屋西２４８９番地１

第76号 ローソン境港竹内店 境港市竹内町字煤竹場３５６５番地３１

第77号 ローソン境港浜ノ町店 境港市浜ノ町１０３番地

第78号 ローソン境港市渡町店 境港市渡町字中小堀１９０３番地１

第79号 ローソン鳥取吉成店 鳥取市宮長井原２７８番地２



平成２３年度（つづき）

認定番号 施 設 の 名 称 所 在 地

第80号 ローソン鳥取大前店 鳥取市湖山町北二丁目１１０

第81号 ローソン倉吉中河原店 倉吉市中河原字上林３８９番地１

第82号 ローソン鳥取大栄店 東伯郡北栄町東園中稲田８１９番地２

第83号 ローソン西伯淀江店 米子市淀江町今津１４３番地１

第84号 ローソン米子角盤町店 米子市角盤町三丁目１６１番地

第85号 ローソン米子錦町店 米子市錦町三丁目２番１号

第86号 ローソン米子旗ヶ崎店 米子市旗ヶ崎七丁目１１番１２号

第87号 ローソン両三柳中央店 米子市両三柳字大沢十四５０番地２

平成２５年度

認定番号 施 設 の 名 称 所 在 地

第88号 フローレンス永楽通りグランドアーク 鳥取市永楽温泉町５５５番地４

第89号 フローレンス青葉町グランドアーク 鳥取市青葉町二丁目２０４番地３

第90号 フローレンス鳥取幸町グランドアーク 鳥取市幸町1番

第91号 フローレンス昭和町グランドアーク 米子市昭和町７１番地３

第92号 フローレンス米原グランドアーク 米子市米原七丁目２番１６


