
新規営業許可情報（R4.4） 【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

010180 中部総合事務所 倉吉市昭和町一丁目２３８ 元町珈琲　鳥取倉吉の離れ 湊屋石油株式会社 代表取締役 山田友博 01:飲食店営業 令和4年4月7日 令和11年2月28日

010181 中部総合事務所 湖屋 有限会社　翠泉 代表取締役 牧田匡史 01:飲食店営業 令和4年4月7日 令和10年5月31日

010179 中部総合事務所 倉吉市和田３５７－１ あじさい 中本登貴子 01:飲食店営業 令和4年4月6日 令和11年2月28日

250017 中部総合事務所 倉吉市和田３５７－１ あじさい 中本登貴子 25:そうざい製造業 令和4年4月15日 令和11年2月28日

010182 中部総合事務所 倉吉市住吉町１１４ アサヒ食堂 松信憲是 01:飲食店営業 令和4年4月22日 令和11年2月28日

110032 中部総合事務所 東伯郡北栄町由良宿４９３－１ ベイクショップ　小僧ロップ 宮下　到 11:菓子製造業 令和4年4月22日 令和10年5月31日

120002 中部総合事務所 倉吉市上井町一丁目９－５ ホテルセントパレス倉吉　宴会棟４Ｆ　製造室 株式会社　ホテルセントパレス倉吉 代表取締役 名越宗弘 12:アイスクリーム類製造業 令和4年4月28日 令和11年2月28日

010183 中部総合事務所 Ｐｏｒｉｅｄｅｎｓ　フード部 堀江信一 01:飲食店営業 令和4年4月28日 令和9年5月31日

015434 西部総合事務所 日野郡日野町津地６９０ 日野町立ひのっこ保育所 株式会社メフォス 代表取締役 岡田　泰紀 01:飲食店営業 令和4年4月1日 令和10年8月31日

015436 西部総合事務所 西伯郡大山町末長４８８－１ 大山町立大山きゃらぼく保育園 株式会社メフォス 代表取締役 岡田　泰紀 01:飲食店営業 令和4年4月1日 令和10年8月31日

015441 西部総合事務所 米子市博労町四丁目５０ 魚国総本社・米子２６６３７ 株式会社魚国総本社 代表取締役 田所　伸浩 01:飲食店営業 令和4年4月1日 令和11年2月28日

015444 西部総合事務所 米子市新開三丁目１０－５ ローソン米子新開店 福光　正樹 01:飲食店営業 令和4年4月1日 令和10年11月30日

175001 西部総合事務所 日野郡江府町御机８３６番地５ 株式会社グリーンステージ　奥大山ファクトリー 株式会社グリーンステージ 代表取締役 菅原　輝之 17:氷雪製造業 令和4年4月1日 令和10年8月31日

015450 西部総合事務所 境港市元町１３０－２　まるかビル１Ｆ らーめん紫龍 灘先　紫野生 01:飲食店営業 令和4年4月7日 令和10年5月31日

015452 西部総合事務所 はなあみ 三澤　奈々 01:飲食店営業 令和4年4月11日 令和9年11月30日

015453 西部総合事務所 株式会社 岡製菓 株式会社 岡製菓 代表取締役 岡　登 01:飲食店営業 令和4年4月12日 令和10年5月31日

015454 西部総合事務所 米子市博労町一丁目５５ ＯＧＵＯＧＵ　ＩＣＥ　ＣＲＥＡＭ 小倉　将一 01:飲食店営業 令和4年4月11日 令和11年2月28日

015455 西部総合事務所 西伯郡大山町上万６７１番地４ そば処・極 合同会社ＩＤダイセン 代表社員 小村　満 01:飲食店営業 令和4年4月13日 令和10年8月31日

015458 西部総合事務所 境港市大正町７６ 韓国ポキ 株式会社優美 代表取締役 正留　優美 01:飲食店営業 令和4年4月16日 令和10年5月31日

245005 西部総合事務所 西伯郡南部町法勝寺５３０－１ やぶ勝製麺所 公益社団法人青年海外協力協会 代表理事 雄谷　良成 24:麺類製造業 令和4年4月19日 令和10年8月31日

015456 西部総合事務所 境港市上道町３３１５番地 おうちごはん。スミた 角田　梢 01:飲食店営業 令和4年4月20日 令和10年5月31日

015460 西部総合事務所 米子市日野町７番地 Ｇｏｏｄｓ＆Ｃａｆｅ　みっくす 株式会社ＧＯＯＤ  ＧＲＯＷ 代表取締役 亀井　智子 01:飲食店営業 令和4年4月25日 令和11年2月28日

115039 西部総合事務所 米子市日野町７番地 Ｇｏｏｄｓ＆Ｃａｆｅ　みっくす 株式会社ＧＯＯＤ  ＧＲＯＷ 代表取締役 亀井　智子 11:菓子製造業 令和4年4月25日 令和11年2月28日

015451 西部総合事務所 米子市皆生新田１番４１号 ラー麺ずんどう屋　米子皆生店 株式会社ＺＵＮＤ 代表取締役 馬場　紳介 01:飲食店営業 令和4年4月25日 令和10年5月31日

115040 西部総合事務所 境港市上道町２１０８－６ 一般社団法人はまゆう 一般社団法人はまゆう 代表理事 若原　紀子 11:菓子製造業 令和4年4月23日 令和10年5月31日

165026 西部総合事務所 境港市松ケ枝町３６ 有限会社板倉博商店鮮魚部 有限会社板倉博商店 代表取締役 板倉　一晃 16:水産製品製造業 令和4年4月23日 令和10年5月31日

015464 西部総合事務所 境港市元町１８９１ ｓｕｎｎｙ 寺本　界 01:飲食店営業 令和4年4月25日 令和10年5月31日

015457 西部総合事務所 米子市末広町２１２　コア６０・１Ｆ ｉｚａｋａｙａ　ととじ 堀田　優二 01:飲食店営業 令和4年4月25日 令和11年2月28日

015461 西部総合事務所 境港市清水町５９５－２ 中華料理　龍江 合同会社日生商事 代表社員 中原　博仁 01:飲食店営業 令和4年4月25日 令和10年5月31日

015462 西部総合事務所 米子市皆生新田三丁目２－８ Ｌ’ｅｃｒｉｎ皆生レインボーウィング店 伊藤　朋子 01:飲食店営業 令和4年4月25日 令和10年5月31日

015459 西部総合事務所 米子市法勝寺町２２ 鮨とざき 株式会社とざき 代表取締役 外﨑　義人 01:飲食店営業 令和4年4月20日 令和11年2月28日

015463 西部総合事務所 ｔｒｕｃｋ　ｃａｆｅ　Ｃｈａｎａ 布留麻未 01:飲食店営業 令和4年4月25日 令和10年11月30日

115041 西部総合事務所 米子市両三柳５８－２ もう言葉がでません　マルイ両三柳店 有限会社葡萄家 代表取締役 山根　一利 11:菓子製造業 令和4年4月26日 令和10年8月31日

015466 西部総合事務所 境港市大正町８８ 美保ノ喜久蔵商店 イシハラプランニング合同会社 代表社員 石原　広夢 01:飲食店営業 令和4年4月26日 令和10年5月31日

015470 西部総合事務所 境港市昭和町９－５　境港水産物直売センター 株式会社マルツ 株式会社マルツ 代表取締役 足立　由紀夫 01:飲食店営業 令和4年4月27日 令和10年5月31日

115042 西部総合事務所 米子市皆生温泉四丁目２－６　ヴィラ皆生一番館１０１ 纏 安井　丈晴 11:菓子製造業 令和4年4月27日 令和10年5月31日

015468 西部総合事務所 米子市皆生温泉三丁目４番地 ＮＡＧＡＣＨＡＣａｆé１８０１ 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4年4月27日 令和4年8月28日

015467 西部総合事務所 米子市皆生温泉三丁目４番地 杜々堂 ａｎｄ Ｗｉｌｌｉａｍ’ｓＢａｎａｎａ ジーピースタッフ株式会社 代表取締役 末廣　朋大 01:飲食店営業 令和4年4月27日 令和4年8月28日

015473 西部総合事務所 小さな託児　ｋｏｍｏｒｉ－コモリ－ 髙橋　貴恵 01:飲食店営業 令和4年4月28日 令和10年8月31日

015471 西部総合事務所 米子市尾高１２８９－１ グリンゴ堂 井中　友子 01:飲食店営業 令和4年4月28日 令和10年11月30日

015469 西部総合事務所 米子市角盤町一丁目３０番地 ＪＵ－ＪＵ 朝倉　祐一郎 01:飲食店営業 令和4年4月28日 令和11年2月28日
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