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013172 西部総合事務所 米子市角盤町二丁目４１－３ 籠乃鶏　大山 有限会社エム・エム 代表取締役 大山　雅弘 01:飲食店営業 01:一般食堂 令和元年7月1日 令和7年2月28日

013184 西部総合事務所 米子市東町２１２　共同ビル１Ｆ 立ち飲み居酒屋ドラム缶米子店 井上　正博 01:飲食店営業 01:一般食堂 99:その他 令和元年7月1日 令和8年2月28日

103006 西部総合事務所 米子市陰田町６４９－１ 西日本フード株式会社　島根営業部 西日本フード株式会社 代表取締役 山上　金生 10:魚介類販売業 令和元年7月2日 令和8年2月28日

043189 西部総合事務所 米子市朝日町２５　よこやまビル１Ｆ らいむらいと 吉山　茂樹 04:飲食店営業 78:社交飲食 令和元年7月2日 令和8年2月28日

050675 中部総合事務所 東伯郡北栄町妻波６３３－１ 梶谷ファーム 梶谷勝弘 05:菓子製造業 令和元年7月2日 令和8年5月31日

046487 中部総合事務所 合同会社　ふれあい 合同会社　ふれあい 代表社員 小林憲司 04:飲食店営業 93:露店営業 令和元年7月2日 令和7年11月30日

050676 中部総合事務所 合同会社　ふれあい 合同会社　ふれあい 代表社員 小林憲司 05:菓子製造業 93:露店営業 令和元年7月2日 令和7年11月30日

154374 西部総合事務所 境港市渡町２７１１ マルイ渡店　イートイン 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 令和元年7月4日 令和8年5月31日

154375 西部総合事務所 境港市渡町2711 マルイ渡店 日本アクアネット　株式会社 代表取締役 川名喜一 15:喫茶店営業 91:自動販売機 令和元年7月4日 令和8年5月31日

023185 西部総合事務所 境港市渡町２７１１番地 マルイ渡店（惣菜） 株式会社米子マルイ 代表取締役 松田　欣也 02:飲食店営業 76:仕出屋・弁当屋 79:その他 令和元年7月4日 令和7年5月31日

051947 西部総合事務所 境港市渡町２７１１番地 マルイ渡店（惣菜） 株式会社米子マルイ 代表取締役 松田　欣也 05:菓子製造業 令和元年7月4日 令和8年5月31日

013186 西部総合事務所 境港市渡町２７１１番地 マルイ渡店（すし屋） 株式会社米子マルイ 代表取締役 松田　欣也 01:飲食店営業 04:すし屋 令和元年7月4日 令和8年5月31日

190275 西部総合事務所 境港市渡町２７１１番地 マルイ渡店 株式会社米子マルイ 代表取締役 松田　欣也 19:食肉処理業 令和元年7月4日 令和8年5月31日

103005 西部総合事務所 境港市渡町２７１１番地 マルイ渡店 株式会社米子マルイ 代表取締役 松田　欣也 10:魚介類販売業 令和元年7月4日 令和8年5月31日

043187 西部総合事務所 境港市渡町２７１１番地 マルイ渡店（鮮魚焼魚） 株式会社米子マルイ 代表取締役 松田　欣也 04:飲食店営業 79:その他 令和元年7月4日 令和8年5月31日

185508 西部総合事務所 境港市渡町２７１１番地 マルイ渡店 株式会社米子マルイ 代表取締役 松田　欣也 18:乳類販売業 令和元年7月4日 令和8年5月31日

043188 西部総合事務所 マルイ渡店（露店） 株式会社米子マルイ 代表取締役 松田　欣也 04:飲食店営業 93:露店営業 令和元年7月4日 令和6年11月30日

016486 中部総合事務所 倉吉市駄経寺町１９８－２ グリルダイバーｎｕｔ′７１０ 葛窪隼人 01:飲食店営業 01:一般食堂 令和元年7月4日 令和7年2月28日

043191 西部総合事務所 米子市皆生温泉三丁目２１６９ 海の家Ａ 森　啓 04:飲食店営業 79:その他 令和元年7月6日 令和元年8月25日

043192 西部総合事務所 米子市皆生温泉三丁目 海の家Ｂ 森　啓 04:飲食店営業 79:その他 令和元年7月6日 令和元年8月25日

152174 中部総合事務所 倉吉市山根５５－２３３ ル・サンテリオン　１Ｆロビー 株式会社　アペックス西日本 代表取締役 森　吉平 15:喫茶店営業 91:自動販売機 令和元年7月8日 令和8年2月28日

051948 西部総合事務所 米子市東福原四丁目２２－１ シャトレーゼ　米子皆生通り店 株式会社ブライダルギャラリー・ノバ 代表取締役社長 廣戸　剣一郎 05:菓子製造業 令和元年7月9日 令和6年11月30日

185509 西部総合事務所 米子市東福原四丁目２２－１ シャトレーゼ　米子皆生通り店 株式会社ブライダルギャラリー・ノバ 代表取締役社長 廣戸　剣一郎 18:乳類販売業 令和元年7月9日 令和6年11月30日

043190 西部総合事務所 米子市角盤町二丁目７６－２　フェイスビル　２階 Ｌａ　Ｒｅｖｅ 安藤　美奈子 04:飲食店営業 78:社交飲食 令和元年7月9日 令和8年2月28日

013193 西部総合事務所 米子市両三柳１７００－１ 空蝉 スポリカ株式会社 代表取締役 荒濵　優治 01:飲食店営業 01:一般食堂 令和元年7月10日 令和6年11月30日

103007 西部総合事務所 境港市小篠津町２５７番地２ お食事処　日本海 有限会社　山陰パイオニア 代表取締役 松下　幸雄 10:魚介類販売業 令和元年7月10日 令和8年5月31日

013195 西部総合事務所 境港市竹内町２９５ コリンズ 灘先　力雄 01:飲食店営業 01:一般食堂 令和元年7月10日 令和8年5月31日

202819 西部総合事務所 米子市富益町３３９３番地 鳥取西部農業協同組合　ＪＡグリーンはま 鳥取西部農業協同組合 代表理事組合長 谷本 晴美 20:食肉販売業 令和元年7月11日 令和7年11月30日

043196 西部総合事務所 米子市角盤町二丁目６６　デイトスビル１Ｆ ＲＯＤＩＮ 株式会社光琳コミュニケーションズ 代表取締役 今川　圭一 04:飲食店営業 78:社交飲食 令和元年7月11日 令和7年2月28日

046491 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 04:飲食店営業 99:その他 令和元年7月11日 令和元年8月31日

046488 中部総合事務所 多幸福 淀瀬秀司 01:飲食店営業 92:自動車営業 令和元年7月12日 令和7年11月30日

050677 中部総合事務所 多幸福 淀瀬秀司 05:菓子製造業 92:自動車営業 令和元年7月12日 令和7年11月30日

016490 中部総合事務所 倉吉市明治町１０３２－１９ 四季の花　打吹天女 株式会社　チュウブ 代表取締役社長 小柴雅央 01:飲食店営業 01:一般食堂 76:仕出屋・弁当屋 令和元年7月12日 令和7年2月28日

016489 中部総合事務所 東伯郡北栄町西園４８５－３ 北京 株式会社　マキ 代表取締役 牧原千恵 01:飲食店営業 01:一般食堂 79:その他 令和元年7月12日 令和8年5月31日

152175 中部総合事務所 パティスリーモンテ 飛川貴寛 15:喫茶店営業 93:露店営業 令和元年7月12日 令和6年11月30日

013198 西部総合事務所 西伯郡伯耆町小林１２３－４０ ステンドグラス体験工房「グラスメイト」 隅　信弘 01:飲食店営業 01:一般食堂 令和元年7月16日 令和7年8月31日

013197 西部総合事務所 西伯郡大山町御来屋４９７ 松涛園 坂本　通彦 01:飲食店営業 03:料理店 76:仕出屋・弁当屋 令和元年7月17日 令和6年8月31日

013194 西部総合事務所 米子市日下６８９－１ 食べれる森　シュトレン 丸瀬　和憲 01:飲食店営業 01:一般食堂 令和元年7月18日 令和6年11月30日

051949 西部総合事務所 米子市日下６８９－１ 食べれる森　シュトレン 丸瀬　和憲 05:菓子製造業 令和元年7月18日 令和6年11月30日

181290 中部総合事務所 倉吉市明治町１０３２－１９ 打吹回廊 株式会社　チュウブ 代表取締役社長 小柴雅央 18:乳類販売業 令和元年7月18日 令和8年2月28日

013200 西部総合事務所 境港市京町１０５、１０６番地 Ｓｈａｎｔｉ　Ｂａｒ 向田　桃 01:飲食店営業 01:一般食堂 令和元年7月19日 令和7年5月31日

051950 西部総合事務所 西伯郡日吉津村日吉津２５８７番地 お菓子屋　ｒｅｓｐｉｒｅｒ 得津　圭子 05:菓子製造業 令和元年7月19日 令和6年8月31日

013199 西部総合事務所 西伯郡日吉津村日吉津２５８７番地 お菓子屋　ｒｅｓｐｉｒｅｒ 得津　圭子 01:飲食店営業 01:一般食堂 令和元年7月19日 令和6年8月31日

185510 西部総合事務所 西伯郡大山町西坪３２－３０ 金田商店 金田　美津子 18:乳類販売業 令和元年7月19日 令和7年8月31日

154376 西部総合事務所 西伯郡日吉津村日吉津３８ 株式会社　ビックツール新工場 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 令和元年7月19日 令和7年8月31日

043202 西部総合事務所 ちっちき亭 本多　正悟 04:飲食店営業 92:自動車営業 令和元年7月19日 令和7年8月31日

043201 西部総合事務所 境港市松ケ枝町33 じげの物産　2号館 千代むすび酒造株式会社 代表取締役 岡空　晴夫 04:飲食店営業 99:その他 令和元年7月19日 令和8年5月31日

170416 西部総合事務所 境港市松ケ枝町33 じげの物産　2号館 千代むすび酒造株式会社 代表取締役 岡空　晴夫 17:アイスクリ－ム類製造業 令和元年7月19日 令和8年5月31日

046492 中部総合事務所 倉吉市上井町一丁目１１－８　フェイスビル１F ｃｒｙｓｔａｌ 岡田麻理子 04:飲食店営業 78:社交飲食 令和元年7月19日 令和8年2月28日

016493 中部総合事務所 倉吉市上井３３１－１ 雑貨笛 山根美紀 01:飲食店営業 01:一般食堂 令和元年7月19日 令和7年2月28日

043203 西部総合事務所 米子市皆生温泉四丁目１８６２ 海の家 黒見　舞 04:飲食店営業 79:その他 令和元年7月23日 令和元年8月31日

170417 西部総合事務所 米子市弥生町８番地２７ レストラン　プライムタイム 株式会社ホテルハーベストイン米子 代表取締役 内田　雄一朗 17:アイスクリ－ム類製造業 令和元年7月23日 令和8年2月28日1
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185511 西部総合事務所 西伯郡伯耆町丸山１６４７－１３ Ｒｏｙａｌ　Ｈｏｔｅｌ　大山 白バラ商事株式会社 代表取締役 川下　勉 18:乳類販売業 91:自動販売機 令和元年7月24日 令和7年8月31日

154378 西部総合事務所 タリーズコーヒー東福原店　外販 株式会社　トイボックス 代表取締役 木口　順一郎 15:喫茶店営業 93:露店営業 令和元年7月24日 令和6年8月31日

013206 西部総合事務所 日野郡日野町根雨６７９－１ そば道場たたらや 安達 幸博 01:飲食店営業 74:めん類食堂 令和元年7月25日 令和7年8月31日

013207 西部総合事務所 米子市角盤町二丁目４６番地 Ｈａｒｍｏｎｉｅ 下吉　輝 01:飲食店営業 01:一般食堂 76:仕出屋・弁当屋 令和元年7月25日 令和7年2月28日

013205 西部総合事務所 西伯郡大山町束積３１２－１ 学びの里　甲川 徳永　幸実 01:飲食店営業 01:一般食堂 令和元年7月25日 令和7年8月31日

013204 西部総合事務所 米子市上福原７４７－６ とっときカレー 徳岡　佐恵子 01:飲食店営業 01:一般食堂 令和元年7月25日 令和7年11月30日

043208 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３　４０５号室 あ・うん 中林　吉伸 04:飲食店営業 78:社交飲食 令和元年7月29日 令和7年2月28日

013209 西部総合事務所 西伯郡伯耆町小林２２６番地 そば処　桔梗 遠藤　悦子 01:飲食店営業 05:めん類食堂 令和元年7月31日 令和6年8月31日

051951 西部総合事務所 米子市中町１１０番地 たいやきさん 矢曳　佳子 05:菓子製造業 令和元年7月31日 令和7年2月28日

154377 西部総合事務所 米子市中町１１０番地 たいやきさん 矢曳　佳子 15:喫茶店営業 令和元年7月31日 令和7年2月28日

2


