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154388 西部総合事務所 米子市目久美町２２－２ 喫茶ポケット 張本　政子 15:喫茶店営業 令和2年3月1日 令和8年2月28日

016686 中部総合事務所 倉吉市上井町二丁目４－１ ＴＲＯＵＢＡＤＯＵＲ（トラバドール） 原田滝介 01:飲食店営業 01:一般食堂 79:その他 令和2年3月1日 令和8年2月28日

043309 西部総合事務所 米子市東町２１８ Ｂｒａｎｄ　ｎｅｗ　ｄａｙ 陶山　清 04:飲食店営業 78:社交飲食 令和2年3月2日 令和8年2月28日

130490 西部総合事務所 境港市昭和町１２－１８ 大海　株式会社　食品工場 大海株式会社 代表取締役 森脇哲雄 13:食品の冷凍又は冷蔵業 令和2年3月2日 令和8年5月31日

154392 西部総合事務所 米子市西福原二丁目１－１０ 米子しんまち天満屋４Ｆ従食 株式会社アペックス西日本 代表取締役社長 森　吉平 15:喫茶店営業 91:自動販売機 令和2年3月3日 令和8年11月30日

016692 中部総合事務所 倉吉市幸町461-6 倉吉葬祭会館　創想の杜 有限会社　公益社小山 代表取締役 小山裕二 01:飲食店営業 01:一般食堂 令和2年3月3日 令和8年2月28日

016693 中部総合事務所 倉吉市大正町１０７９－８ 扇雀食堂 中川浩詞 01:飲食店営業 01:一般食堂 79:その他 令和2年3月3日 令和9年2月28日

043311 西部総合事務所 米子市朝日町６４－３　２Ｆ ハイボール　Ｂａｒ　Ｈｏｐｅ 足立　寛士 04:飲食店営業 78:社交飲食 令和2年3月4日 令和8年2月28日

043312 西部総合事務所 米子市角盤町二丁目２３－３ Ｂ 山口　渉 04:飲食店営業 78:社交飲食 令和2年3月4日 令和9年2月28日

043310 西部総合事務所 米子市角盤町二丁目７６－２　フェイスビル３Ｆ ＡＬＬ ＩＮＴ株式会社 代表取締役 藤本　将也 04:飲食店営業 78:社交飲食 令和2年3月4日 令和9年2月28日

154391 西部総合事務所 米子市久米町１４６　１Ｆ エニタイムフィットネス　米子店 株式会社ガウラ 代表取締役社長 有井　雅己 15:喫茶店営業 91:自動販売機 令和2年3月4日 令和9年2月28日

016689 中部総合事務所 倉吉市新町一丁目２４２１－１３ ＺＵＣＣＡ 安藤宏昭 01:飲食店営業 01:一般食堂 99:その他 令和2年3月4日 令和9年2月28日

043315 西部総合事務所 米子市上福原五丁目５－８３ おむすび三休　米子上福原店 Ｄｏ　ｃｏｒｐｏｒａｔｉｏｎ株式会社 代表取締役 宮内　幸一 04:飲食店営業 79:その他 令和2年3月5日 令和8年11月30日

043314 西部総合事務所 とっとり花回廊 一般財団法人　鳥取県観光事業団 理事長 衣笠　克則 04:飲食店営業 93:露店営業 令和2年3月5日 令和7年5月31日

013313 西部総合事務所 米子市旗ケ崎六丁目２－２８ Ｌｉｖｅ　シン・ワンメイク 黒田　雅彦 01:飲食店営業 01:一般食堂 令和2年3月5日 令和7年11月30日

043316 西部総合事務所 葭’ｚｕ　ｃａｆｅ　Ｌａｎｄ　ｙａｃｈｔ 木村　孝史 04:飲食店営業 92:自動車営業 令和2年3月6日 令和8年11月30日

046690 中部総合事務所 倉吉市清谷町一丁目７８ ローソン倉吉清谷町店 中部酒類販売株式会社 代表取締役 福井裕紀 04:飲食店営業 79:その他 令和2年3月6日 令和9年2月28日

050707 中部総合事務所 倉吉市清谷町一丁目７８ ローソン倉吉清谷町店 中部酒類販売株式会社 代表取締役 福井裕紀 05:菓子製造業 令和2年3月6日 令和9年2月28日

181338 中部総合事務所 倉吉市清谷町一丁目７８ ローソン倉吉清谷町店 中部酒類販売株式会社 代表取締役 福井裕紀 18:乳類販売業 令和2年3月6日 令和9年2月28日

200767 中部総合事務所 倉吉市清谷町一丁目７８ ローソン倉吉清谷町店 中部酒類販売株式会社 代表取締役 福井裕紀 20:食肉販売業 令和2年3月6日 令和9年2月28日

100925 中部総合事務所 倉吉市清谷町一丁目７８ ローソン倉吉清谷町店 中部酒類販売株式会社 代表取締役 福井裕紀 10:魚介類販売業 令和2年3月6日 令和9年2月28日

310041 中部総合事務所 倉吉市福守町２２１－２ （有）武本製麺所 有限会社　武本製麺所 代表取締役 武本香奈絵 31:めん類製造業 令和2年3月9日 令和8年2月28日

016696 中部総合事務所 倉吉市山根５３２－７ ｃａｆｅ　ｆｌｅｕｒ 有限会社　ファッションルームオサキ 代表取締役 尾崎汎成 01:飲食店営業 01:一般食堂 令和2年3月9日 令和8年2月28日

170423 西部総合事務所 西伯郡南部町鶴田１１０ 花回廊ソフトクリーム西館店 宝製菓株式会社 代表取締役社長 河越　行夫 17:アイスクリ－ム類製造業 令和2年3月10日 令和8年8月31日

170422 西部総合事務所 西伯郡南部町鶴田１１０ 宝製菓　花回廊店 宝製菓株式会社 代表取締役社長 河越　行夫 17:アイスクリ－ム類製造業 令和2年3月10日 令和8年8月31日

154393 西部総合事務所 西伯郡南部町鶴田１１０ 宝製菓　花回廊店 宝製菓株式会社 代表取締役社長 河越　行夫 15:喫茶店営業 令和2年3月10日 令和8年8月31日

051974 西部総合事務所 米子市蚊屋１８３－６ 山ぱん工房 山﨑　俊輔 05:菓子製造業 令和2年3月10日 令和7年11月30日

043317 西部総合事務所 米子市日野町５７　大塚ビル１Ｆ わらび餅専門店ユニコーンカフェ ｌｅｉｒａｒｉｃｈ合同会社 代表 井上　美和 04:飲食店営業 79:その他 令和2年3月11日 令和9年2月28日

013318 西部総合事務所 米子市旗ケ崎２０３０番地２ 中華料理　華龍 株式会社華龍 代表取締役 王　竟軍 01:飲食店営業 06:中華料理店 令和2年3月11日 令和8年11月30日

013319 西部総合事務所 米子市角盤町一丁目５９番地 境港かに食堂 有限会社とやま旅館 代表取締役 兜山　真宏 01:飲食店営業 01:一般食堂 令和2年3月11日 令和8年2月28日

016695 中部総合事務所 東伯郡湯梨浜町松崎６１９ Ｌｉｂｒａｒｉｅ　ｂｙ　ＨＡＫＵＳＥＮ 小島　毅 01:飲食店営業 01:一般食堂 79:その他 令和2年3月11日 令和8年11月30日

016697 中部総合事務所 倉吉市上井町二丁目８－９　マンションジュネシオン１階Ｃ ごはん屋　まあるい月 近藤富士子 01:飲食店営業 01:一般食堂 令和2年3月11日 令和8年2月28日

046694 中部総合事務所 東伯郡北栄町北尾９０－１ ローソン北栄町北尾店 株式会社　アサリノ 代表取締役 森本　章文 04:飲食店営業 79:その他 令和2年3月12日 令和8年5月31日

181339 中部総合事務所 東伯郡北栄町北尾９０－１ ローソン北栄町北尾店 株式会社　アサリノ 代表取締役 森本　章文 18:乳類販売業 令和2年3月12日 令和8年5月31日

200768 中部総合事務所 東伯郡北栄町北尾９０－１ ローソン北栄町北尾店 株式会社　アサリノ 代表取締役 森本　章文 20:食肉販売業 令和2年3月12日 令和8年5月31日

100926 中部総合事務所 東伯郡北栄町北尾９０－１ ローソン北栄町北尾店 株式会社　アサリノ 代表取締役 森本　章文 10:魚介類販売業 令和2年3月12日 令和8年5月31日

050708 中部総合事務所 東伯郡北栄町北尾９０－１ ローソン北栄町北尾店 株式会社　アサリノ 代表取締役 森本　章文 05:菓子製造業 令和2年3月12日 令和8年5月31日

051976 西部総合事務所 米子市目久美町３８－８　コーポ広戸１０１ 菓子はな 花田　真 05:菓子製造業 令和2年3月16日 令和9年2月28日

013322 西部総合事務所 日野郡日南町霞７８５ キッチンみなみ 株式会社アシスト日南 代表取締役 西村　恵輝 01:飲食店営業 01:一般食堂 76:仕出屋・弁当屋 令和2年3月16日 令和8年8月31日

013324 西部総合事務所 西伯郡大山町下市８２－８ おむすび屋　ひとむすび 小橋　俊哉 01:飲食店営業 01:一般食堂 76:仕出屋・弁当屋 令和2年3月18日 令和7年8月31日

013323 西部総合事務所 西伯郡大山町赤松626－5 Bramley 吉田　理佳子 01:飲食店営業 01:一般食堂 令和2年3月18日 令和8年8月31日

103027 西部総合事務所 米子市淀江町小波1209－5 ドラッグコスモス淀江店 株式会社コスモス薬品 代表取締役 横山　英昭 10:魚介類販売業 令和2年3月18日 令和8年11月30日

185524 西部総合事務所 米子市淀江町小波1209－5 ドラッグコスモス淀江店 株式会社コスモス薬品 代表取締役 横山　英昭 18:乳類販売業 令和2年3月18日 令和8年11月30日

202830 西部総合事務所 米子市淀江町小波1209－5 ドラッグコスモス淀江店 株式会社コスモス薬品 代表取締役 横山　英昭 20:食肉販売業 令和2年3月18日 令和8年11月30日

043326 西部総合事務所 （株）清松庵出雲大社店 株式会社　清松庵 代表取締役 川上　正 04:飲食店営業 93:露店営業 令和2年3月19日 令和7年5月31日

051978 西部総合事務所 みさきや 野田　令子 05:菓子製造業 92:自動車営業 令和2年3月19日 令和8年5月31日

154394 西部総合事務所 米子市角盤町一丁目３０番地 株式会社　米子髙島屋（レクラン） 株式会社　米子髙島屋 代表取締役 森　紳二郎 15:喫茶店営業 令和2年3月23日 令和9年2月28日

013333 西部総合事務所 米子市明治町２６２ スポーツカフェだんだんスタジアム 八丁　豊 01:飲食店営業 01:一般食堂 令和2年3月23日 令和8年2月28日

103028 西部総合事務所 米子市新開七丁目５－４５ 株式会社　海産舎 株式会社　海産舎 代表取締役 福田　龍二 10:魚介類販売業 令和2年3月23日 令和7年11月30日
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190282 西部総合事務所 米子市新開七丁目５－４５ 株式会社　海産舎 株式会社　海産舎 代表取締役 福田　龍二 19:食肉処理業 令和2年3月23日 令和7年11月30日

320995 西部総合事務所 米子市新開七丁目５－４５ 株式会社　海産舎 株式会社　海産舎 代表取締役 福田　龍二 32:そうざい製造業 令和2年3月23日 令和7年11月30日

051979 西部総合事務所 あじわい工房　まひろ 松井　雅人 05:菓子製造業 93:露店営業 令和2年3月23日 令和8年11月30日

046698 中部総合事務所 倉吉市東巌城町２１３－１ ホットペッカー倉吉店 小林憲司 04:飲食店営業 79:その他 76:仕出屋・弁当屋 令和2年3月24日 令和8年2月28日

033332 西部総合事務所 西伯郡伯耆町金屋谷３番地１０ 島根電工グループ大山保養所 島根電工株式会社 代表取締役 荒木　恭司 03:飲食店営業 77:旅館・ホテル 令和2年3月25日 令和8年8月31日

013335 西部総合事務所 米子市車尾五丁目１２－２９ 麺屋　噂 大東　純也 01:飲食店営業 05:めん類食堂 令和2年3月25日 令和8年11月30日

013334 西部総合事務所 米子市西福原八丁目１－１ 福わらい 有限会社翠のさと 代表取締役 福原　裕之 01:飲食店営業 01:一般食堂 令和2年3月25日 令和7年11月30日

013336 西部総合事務所 米子市明治町１４０　駅前パーキングビル１Ｆ ＣＡＳＵＡＬ　ＢＡＲ　３０．ＴＲＥＮＴＥ 近藤　由香理 01:飲食店営業 01:一般食堂 令和2年3月25日 令和9年2月28日

154395 西部総合事務所 境港市竹内団地252－1 境港ターミナル1F 株式会社アペックス西日本 代表取締役社長 森　吉平 15:喫茶店営業 91:自動販売機 令和2年3月25日 令和8年5月31日

013337 西部総合事務所 米子市西福原二丁目１－１０ タイレストラン　ソンラオ 平野　瑞江 01:飲食店営業 01:一般食堂 76:仕出屋・弁当屋 令和2年3月25日 令和7年11月30日

013325 西部総合事務所 米子市東倉吉町６８　木村ビル１Ｆ トラットリア富の巣 富谷　祐也 01:飲食店営業 01:一般食堂 令和2年3月25日 令和9年2月28日

046699 中部総合事務所 倉吉市上井町一丁目１０－２６ Ｃｈｅｒｉｓｈ 中野雅斗 04:飲食店営業 78:社交飲食 令和2年3月26日 令和8年2月28日

043338 西部総合事務所 境港市松ケ枝町５ 境港カヌレ 西上　正廣 04:飲食店営業 79:その他 令和2年3月30日 令和7年5月31日

043339 西部総合事務所 境港市末広町４８ 酒呑処　思いで横丁 溝口　悟 04:飲食店営業 78:社交飲食 令和2年3月30日 令和7年5月31日

051980 西部総合事務所 境港市松ケ枝町５ 境港カヌレ 西上　正廣 05:菓子製造業 令和2年3月30日 令和8年5月31日

013340 西部総合事務所 米子市東倉吉町２５　石原ビル１Ｆ 久美酒 拝藤　誠 01:飲食店営業 01:一般食堂 令和2年3月30日 令和9年2月28日

290157 西部総合事務所 米子市両三柳４７番地３ 有限会社　美宏 有限会社　美宏 代表取締役 伊藤　宏志 29:豆腐製造業 令和2年3月30日 令和8年11月30日

320996 西部総合事務所 米子市両三柳４７番地３ 有限会社　美宏 有限会社　美宏 代表取締役 伊藤　宏志 32:そうざい製造業 令和2年3月30日 令和8年11月30日

013342 西部総合事務所 米子市角盤町二丁目７８ 小さな居酒屋　なごみ 合同会社　和企画 代表社員 山本　昭二 01:飲食店営業 01:一般食堂 令和2年3月30日 令和8年2月28日

013341 西部総合事務所 米子市淀江町小波１２０３－１５ ラーメン　つけ麺　今を粋ろ　Ｌａｂｏ 株式会社　今を粋ろ 代表取締役 渡辺　貞治 01:飲食店営業 05:めん類食堂 令和2年3月30日 令和8年11月30日

046700 中部総合事務所 東伯郡北栄町田井４８８－１ 北条オートキャンプ場 株式会社　チュウブ 代表取締役社長 小柴雅央 04:飲食店営業 79:その他 令和2年3月30日 令和7年5月31日

320166 中部総合事務所 東伯郡湯梨浜町はわい長瀬１３５０ いなか食品株式会社はわい加工所 いなか食品株式会社 代表取締役 井中紳二 32:そうざい製造業 令和2年3月30日 令和8年11月30日

140034 中部総合事務所 東伯郡湯梨浜町はわい長瀬１３５０ いなか食品株式会社はわい加工所 いなか食品株式会社 代表取締役 井中紳二 14:缶詰又は瓶詰食品製造業 令和2年3月30日 令和8年11月30日

350034 中部総合事務所 東伯郡湯梨浜町はわい長瀬１３５０ いなか食品株式会社はわい加工所 いなか食品株式会社 代表取締役 井中紳二 35:清涼飲料水製造業 令和2年3月30日 令和8年11月30日

270066 中部総合事務所 東伯郡湯梨浜町はわい長瀬１３５０ いなか食品株式会社はわい加工所 いなか食品株式会社 代表取締役 井中紳二 27:ソ－ス類製造業 令和2年3月30日 令和8年11月30日

013343 西部総合事務所 米子市末広町２１２ せな 二岡　真貴子 01:飲食店営業 01:一般食堂 76:仕出屋・弁当屋 令和2年3月31日 令和8年2月28日
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