
新規営業許可情報（R２.6） 【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

013385 西部総合事務所 西伯郡大山町赤坂７０８ コミュニティ食堂タノシー 田中　亜未 01:飲食店営業 01:一般食堂 76:仕出屋・弁当屋 令和2年6月1日 令和7年8月31日

051990 西部総合事務所 西伯郡大山町赤坂７０８ コミュニティ食堂タノシー 田中　亜未 05:菓子製造業 00: 令和2年6月1日 令和7年8月31日

202840 西部総合事務所 米子市西福原九丁目１８００－１ 焼肉韓食房　だんだん 株式会社キュウ 代表取締役 張 修次 20:食肉販売業 00: 令和2年6月1日 令和8年11月30日

202841 西部総合事務所 米子市明治町１４０ 焼肉ホルモン　だんだん 株式会社キュウ 代表取締役 張 修次 20:食肉販売業 00: 令和2年6月1日 令和9年2月28日

202839 西部総合事務所 米子市角盤町一丁目１４６－４ 焼肉居酒屋　がんばりや 有限会社ウィズ 代表取締役 川島　栄子 20:食肉販売業 00: 令和2年6月1日 令和9年2月28日

016753 中部総合事務所 東伯郡湯梨浜町はわい温泉３－７ と庵 福本順理 01:飲食店営業 01:一般食堂 99:その他 令和2年6月1日 令和7年11月30日

202842 西部総合事務所 米子市米原九丁目３－２０ 東亜フーズ株式会社 東亜フ－ズ株式会社 代表取締役社長 秦野　博行 20:食肉販売業 00: 令和2年6月2日 令和8年11月30日

103040 西部総合事務所 米子市米原九丁目３－２０ 東亜フーズ株式会社 東亜フ－ズ株式会社 代表取締役社長 秦野　博行 10:魚介類販売業 00: 令和2年6月2日 令和8年11月30日

013387 西部総合事務所 米子市米原五丁目３７ 米子丿貫 株式会社ｓｉｍｑ 代表取締役 佐藤　義大 01:飲食店営業 05:めん類食堂 令和2年6月4日 令和8年11月30日

016754 中部総合事務所 倉吉市和田２２６－６ ぽっぷん　ＲＵ－ＦＵ 有限会社　おかわり 代表取締役 林　兼利 01:飲食店営業 01:一般食堂 76:仕出屋・弁当屋 99:その他 令和2年6月5日 令和8年2月28日

050722 中部総合事務所 倉吉市和田２２６－６ ぽっぷん　ＲＵ－ＦＵ 有限会社　おかわり 代表取締役 林　兼利 05:菓子製造業 令和2年6月5日 令和9年2月28日

046755 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 93:露店営業 令和2年6月5日 令和8年11月30日

051991 西部総合事務所 鯛餡吉日堂 芦屋フルーツ株式会社 代表取締役 岩本　啓 05:菓子製造業 93:露店営業 令和2年6月8日 令和7年8月31日

043389 西部総合事務所 米子市明治町１３２－１　角田ビル２Ｆ フェリーチェ　ラピスト 株式会社ｔｒｉｂｅ 代表取締役 三浦　涼 04:飲食店営業 78:社交飲食 令和2年6月8日 令和9年2月28日

013388 西部総合事務所 境港市大正町６０番地 サン　サン　サン 飯田　千晶 01:飲食店営業 01:一般食堂 令和2年6月8日 令和8年5月31日

013386 西部総合事務所 米子市両三柳５３８３－１ とん楽 冨田　栄一 01:飲食店営業 05:めん類食堂 76:仕出屋・弁当屋 令和2年6月8日 令和7年11月30日

013390 西部総合事務所 米子市淀江町西原１０９６－３ ラーメン悟空 株式会社ラーメン悟空 代表取締役 林原　尋生 01:飲食店営業 01:一般食堂 76:仕出屋・弁当屋 令和2年6月8日 令和7年11月30日

046756 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 スナック　フォワイエ 中江真弓 04:飲食店営業 78:社交飲食 令和2年6月9日 令和9年2月28日

051992 西部総合事務所 博多彩り 山口　成彰 05:菓子製造業 93:露店営業 令和2年6月11日 令和8年8月31日

033391 西部総合事務所 米子市明治町１７５　ＧＲＨ１Ｆ ＦＡＲＭ　Ｃａｆｅ　ＹＯＮＡＧＯ 株式会社肉の今川 代表取締役 河上　貴一 03:飲食店営業 77:旅館・ホテル 01:一般食堂 76:仕出屋・弁当屋 令和2年6月12日 令和8年2月28日

016757 中部総合事務所 東伯郡琴浦町野井倉６８８－１３０ 一向平キャンプ場 株式会社　一向平キャンプ場 代表取締役 都築法明 01:飲食店営業 01:一般食堂 令和2年6月15日 令和8年5月31日

043393 西部総合事務所 米子市朝日町４９－１　アイワビル１Ｆ とも子 新田　智子 04:飲食店営業 78:社交飲食 令和2年6月17日 令和9年2月28日

043394 西部総合事務所 米子市角盤町二丁目７７　マロンビル５Ｆ ファレノプシス 𠮷岡　史和 04:飲食店営業 78:社交飲食 令和2年6月17日 令和8年2月28日

043395 西部総合事務所 米子市米原九丁目１－５３ ほっともっと米子米原店 有限会社オダ 代表取締役 小田　貞子 04:飲食店営業 79:その他 令和2年6月17日 令和8年11月30日

043396 西部総合事務所 アクイール 有限会社フローレス 代表取締役 藤原　広典 04:飲食店営業 93:露店営業 令和2年6月18日 令和7年8月31日

350082 西部総合事務所 米子市旗ケ崎２０２２番地６ クリクラ山陰　米子プラント 株式会社ＴＡＭＡＹＡ 代表取締役 木村　和弘 35:清涼飲料水製造業 令和2年6月19日 令和8年11月30日

013397 西部総合事務所 米子市皆生新田三丁目２４－３６ 華 廣戸　久美 01:飲食店営業 01:一般食堂 令和2年6月19日 令和8年5月31日

181352 中部総合事務所 倉吉市福庭８５４ ファミリーマート　シグナス部 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2年6月19日 令和9年2月28日

050723 中部総合事務所 ｃａｆｅ　ＤＡＴＣＨＡ 正司清美 05:菓子製造業 92:自動車営業 令和2年6月22日 令和7年11月30日

185534 西部総合事務所 ローソン日南生山店 田邊　誠 18:乳類販売業 92:自動車営業 令和2年6月23日 令和8年8月31日

202843 西部総合事務所 ローソン日南生山店 田邊　誠 20:食肉販売業 92:自動車営業 令和2年6月23日 令和8年8月31日

103041 西部総合事務所 ローソン日南生山店 田邊　誠 10:魚介類販売業 92:自動車営業 令和2年6月23日 令和8年8月31日

013399 西部総合事務所 米子市日ノ出町一丁目１３－２３　２Ｆ あそびＣａｆｅ　コロン 高平　勇生 01:飲食店営業 01:一般食堂 令和2年6月26日 令和8年2月28日

033401 西部総合事務所 西伯郡大山町大山４０－９ 緑荘 田中　和子 03:飲食店営業 77:旅館・ホテル 01:一般食堂 令和2年6月26日 令和7年8月31日

023398 西部総合事務所 米子市米原六丁目８６４－３ おおた農園　いちご屋 大太　勇三 02:飲食店営業 76:仕出屋・弁当屋 令和2年6月26日 令和7年11月30日

043400 西部総合事務所 米子市朝日町５８番地　中央ビル１ＦＢ Ｓａｙａ 小谷　美恵 04:飲食店営業 78:社交飲食 令和2年6月29日 令和9年2月28日
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