
鳥取商工会議所

Ｎｏ． 　[サポーター企業名] [業種] [住所] [HPアドレス]

1 株式会社　林兼太郎商店 卸売・小売業 鳥取市湖山町東5-374-1 http://hayashi-kentaro.co.jp/
2 有限会社　三浅あみものセンター 製造業 鳥取県八頭郡八頭町久能寺896-33 http://www.amimono.co.jp/
3 光リフテック有限会社 サービス業（他に分類されないもの） 鳥取市千代水2-27 http://rifutekku.com
4 日新工業有限会社 建設業 鳥取市千代水1-73 http://www.nissin-k.net/
5 株式会社　アサヒメッキ 製造業 鳥取市南栄町1 http://www.asahimekki.jp
6 ＣＲＥＡ　ＨＡＩＲ　ＭＡＫＥ 生活関連サービス・娯楽業 鳥取市湖山町東2-160 http://www.ee-crea.com
7 特定非営利活動法人　気多の櫂 医療、福祉 鳥取市気高町浜村780-2
8 株式会社　矢谷印刷所 製造業 鳥取市幸町96 http://yatani-pr.com
9 有限会社　アレンジ 専門・技術サービス業 鳥取市南栄町63-14
10 学校法人　イナバ自動車学校 教育、学習支援業 鳥取市里仁97-1 http://www.inaba.ac.jp
11 有限会社　スイコー商会 卸売・小売業 倉吉市宮川町159-4 http://www.suikoweb.co.jp
12 株式会社　モリックスジャパン 情報通信業 鳥取市商栄町203-6 www.morrix.co.jp/
13 山陰警備保障株式会社 サービス業（他に分類されないもの） 鳥取市南安長1-1-2
14 有限会社　仕出し料理やまもと 製造業 鳥取市千代水1-72 http://www.shidashi-yamamoto.com/

15 こおげ建設株式会社 建設業 鳥取県八頭郡八頭町宮谷200-2
16 株式会社　アクシス 情報通信業 鳥取県八頭郡八頭町郡家77 www.t-axis.co.jp
17 学校法人鳥取県東部自動車学校 教育、学習支援業 鳥取市松並町3-122 www.tds.ac.jp
18 株式会社　人形のはなふさ 卸売・小売業 鳥取市湖山町東3-1 www.n-hanafusa.co.jp/
19 ｻﾝﾖｰｸﾞﾙｰﾌﾟ株式会社　セツ 生活関連サービス・娯楽業 鳥取市商栄町251-8 www.sanyo.gr.jp
20 山陰松島遊覧株式会社 生活関連サービス・娯楽業 鳥取県岩美郡岩美町大谷2182-12
21 ウッドファクトリー株式会社 製造業 鳥取市国府町糸谷16-16
22 株式会社　メモワールイナバ サービス業（他に分類されないもの） 鳥取市服部15-3
23 株式会社　中村商店 製造業 鳥取市賀露町西4-1803-3 www.matubagani.com
24 雪松造園 建設業 鳥取県岩美郡岩美町大谷1871-1
25 若桜木材協同組合 製造業 鳥取県八頭郡若桜町若桜1344-1
26 Ｒｕｆａｓ 生活関連サービス・娯楽業 鳥取市雲山137-65
27 株式会社　エステートセンター 不動産業 鳥取市南吉方1-114-3 www.estate-center.co.jp
28 株式会社　ヤマネ機材 卸売・小売業 鳥取市千代水3-50
29 株式会社　エスマート 卸売・小売業 鳥取市湖山町北3-303
30 株式会社　ナレッジサポート 教育、学習支援業 鳥取市湖山町東5-206花木ﾋﾞﾙ3F
31 有限会社　ヨコイ 飲食店、宿泊業 鳥取市南吉方3-507-4
32 有限会社　林オート サービス業（他に分類されないもの） 鳥取市湖山町東4-112
33 ちゃれきんぐ株式会社 教育、学習支援業 鳥取市田島659 www.kodomo-sports.com
34 有限会社　石野石材工業所 卸売・小売業 鳥取市南吉方1-110-2 www.ishinosekizai.co.jp
35 株式会社　三和木材市場 卸売・小売業 鳥取市行徳2-102
36 有限会社　ふかた 製造業 鳥取県八頭郡八頭町石田百井62-14
37 株式会社　ガレージゼロ 卸売・小売業 鳥取市覚寺48-4
38 有限会社　毛利商店 建設業 鳥取市湖山町北2-787
39 エム精工 製造業 鳥取市気高町土居150
40 特定非営利活動法人就労支援ｾﾝﾀｰ和貴の郷 医療、福祉 鳥取市河原町長瀬61-11
41 八光自動車有限会社 サービス業（他に分類されないもの） 鳥取市吉成南町1-24-7
42 有限会社　ウエスト興業八頭 建設業 鳥取市用瀬町別府43-1
43 ワイド警備保障株式会社 サービス業（他に分類されないもの） 鳥取市南吉方3-531
44 株式会社　金居商店 卸売・小売業 鳥取市本町1-203-4
45 株式会社　ベルシステム 製造業 鳥取市新品治町6
46 有限会社　くれよんカンパニー 生活関連サービス・娯楽業 鳥取市栄町722
47 有限会社　リックベル 卸売・小売業 鳥取県東伯郡北栄町妻波1074-7
48 有限会社　ギフトショップトダ 卸売・小売業 鳥取市古海647-1
49 有限会社　東部資源リサイクル 専門・技術サービス業 鳥取市西品治780-1
50 工作社 製造業 鳥取市下段269-1
51 有限会社　八上姫 製造業 鳥取市源太24-2
52 有限会社　螢光社 情報通信業 鳥取市青葉町2-212
53 エコ・リビング有限会社 製造業 鳥取市二階町2-216
54 株式会社　Ｔｒｅｅｓ 飲食店、宿泊業 鳥取市弥生町227 ｸﾞﾚｰｽﾋﾞﾙ
55 株式会社　シャルビー 卸売・小売業 鳥取市南安長2-122
56 株式会社　旺方トレーディング 卸売・小売業 鳥取市河原町布袋525-1 www.oho-tr.net
57 安藤自動車 サービス業（他に分類されないもの） 鳥取市青谷町青谷528-5
58 ヤマショウ 専門・技術サービス業 倉吉市上神1048-1
59 株式会社　アーステクノ 専門・技術サービス業 鳥取市里仁243-3
60 有限会社　岡本緑化 建設業 鳥取市叶236
61 株式会社　河原ソーイング 製造業 鳥取市河原町曳田84-8
62 ヘアーフレックス　イケモト 生活関連サービス・娯楽業 鳥取市江崎町41-1
63 有限会社　木本自動車 専門・技術サービス業 鳥取県東伯郡琴浦町逢束1325-1
64 網浜水産株式会社 製造業 鳥取市賀露町西4-1803-4
65 アイ・クリエート 不動産業 鳥取市扇町133-2 ｸﾘｴｰﾄﾋﾞﾙ110
66 株式会社　ピィーウェーブ 飲食店、宿泊業 鳥取市南隈173 ﾄﾘﾆﾃｨﾓｰﾙB
67 株式会社　ハウスケアサービス 専門・技術サービス業 鳥取市商栄町135
68 有限会社　プラスペリティ 生活関連サービス・娯楽業 鳥取市本町3-105
69 株式会社　よみうり企画 専門・技術サービス業 鳥取市商栄町135
70 株式会社　丸安 運輸業 鳥取市南安長2-625-1
71 株式会社　びようやなぎ 生活関連サービス・娯楽業 倉吉市山根557-1ﾊﾟｰﾌﾟﾙﾀｳﾝ2F http://loverofnails.wixsite.com/index/staff

72 有限会社　しんせい 医療、福祉 鳥取市吉方温泉1-455
73 地建開発有限会社 不動産業 鳥取市吉方温泉1-455
74 株式会社　キューブ表面実装技術研究所 製造業 鳥取市気高町新町2-52 www.cubesmt.com/
75 特定非営利活動法人さくらんぼ 医療、福祉 鳥取市高住28-1
76 イムラ精工有限会社 製造業 鳥取市布袋366-1
77 有限会社　ファンシークリーニングいのうえ 生活関連サービス・娯楽業 鳥取市湖山町北4-804
78 株式会社　ＬＡＳＳＩＣ 情報通信業 鳥取市若葉台南7-5-1 www.lassic.co.jp/
79 株式会社　ＣＦＳ　板前亭ちくま 飲食店、宿泊業 鳥取市叶148-9 www.c-f-s.jp
80 野田幸洋土地家屋調査士事務所 サービス業（他に分類されないもの） 鳥取市松並町1-144-6 http://noda-office.main.jp
81 株式会社　ＦＰブレーン 金融・保険業 鳥取市興南町95-3
82 株式会社　ル・コションドール 製造業 鳥取市吉成南町2-1-11リトットマルシェ www.cochondor.com
83 株式会社　鳥取県庁食堂 飲食店、宿泊業 鳥取市東町1-271
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84 有限会社　仕出し鳥ケ島 製造業 鳥取市浜坂263-1
85 綜合印刷出版株式会社 製造業 鳥取市西町1-215
86 株式会社　ナカニシ 飲食店、宿泊業 鳥取市福部町細川727-20 http://www4.ocn.ne.jp~amimoto/

87 ＪｕｎｋＹａｒｄ 卸売・小売業 鳥取市富安1-33-1
88 有限会社　オートメカサービス 専門・技術サービス業 鳥取市湖山町西2-456-2
89 松谷ポンプ株式会社 建設業 鳥取市千代水4-93 www.matsutani-pump.co.jp/
90 サンワールドツアー株式会社 生活関連サービス・娯楽業 鳥取市西町1-120
91 株式会社　情報サービス鳥取 サービス業（他に分類されないもの） 鳥取市富安1-74-3 日段商事ﾋﾞﾙ3F www.istori.jp
92 社会保険労務士　ＭＯＹＯＲＩＮＯ 専門・技術サービス業 鳥取市瓦町172 ｻﾝﾃﾗｽ1F
93 有限会社　カーボディーオオタ サービス業（他に分類されないもの） 鳥取市浜坂1-322-1
94 有限会社　一善や鳥取支店 製造業 鳥取市栗谷10 www.ichizenya.jp/
95 有限会社　モリモト興機 製造業 鳥取市気高町宝木1562-130 http://morimotokouki.jp
96 株式会社　Ｓ＆Ｓ サービス業（他に分類されないもの） 鳥取市扇町3 2F
97 株式会社　バード保険事務所 金融・保険業 鳥取市西町5-101
98 株式会社　東邦モーターパーツ 製造業 鳥取市叶114-10
99 有限会社　エスポアール 金融・保険業 鳥取市扇町130 TMKﾋﾞﾙ3-1
100 株式会社　清水 製造業 鳥取市古海542-1
101 カスタムショップガジロ有限会社 サービス業（他に分類されないもの） 鳥取市用瀬町鷹狩659-3
102 有限会社　サクセス 建設業 鳥取市若葉台南7-6-1
103 社会福祉法人讃美会おれんじ湖山ディサービス 医療、福祉 鳥取市湖山町東4-51
104 鳥取通信工業株式会社 建設業 鳥取市蔵田452
105 山名自動車工業 サービス業（他に分類されないもの） 鳥取市千代水1-148
106 鳥取県漁業協同組合本所 複合サービス事業 鳥取市賀露町西4-1806
107 有限会社　平木電機産業 製造業 鳥取県八頭郡八頭町大門12-2
108 株式会社　ササヤマ 製造業 鳥取市千代水4-36
109 有限会社　エービーシープラザ 不動産業 鳥取市吉成2-15-14
110 社会福祉法人やず 医療、福祉 鳥取県八頭郡八頭町宮谷123 www.yazu-sukoyaka.or.jp
111 有限会社　キリン 建設業 鳥取市吉方124-1
112 株式会社　アスカソーラー 卸売・小売業 鳥取市立川町5-71-13 http://www.askasolar.jp/
113 株式会社　中井脩 卸売・小売業 鳥取市栄町623 www.nakaishu.co.jp
114 ハロー保険株式会社 金融・保険業 鳥取市片原2-108 ｴｽﾃｰﾄﾋﾞﾙ
115 有限会社　圓山組 建設業 鳥取市福部町高江45-2
116 関西リース サービス業（他に分類されないもの） 鳥取市湖山町東1-647-18
117 太洋住研ホーロー株式会社 製造業 鳥取市正蓮寺98-5
118 有限会社　田畑商店 卸売・小売業 鳥取市天神町69
119 森澤設備有限会社 電気・ガス・熱供給・水道業 鳥取市古海452-2
120 株式会社　アベ鳥取堂 製造業 鳥取市富安2-28 www.abetori.co.jp
121 緑風園 建設業 鳥取県岩美郡岩美町岩井280-7
122 ＲＯＯＴＳ　ＪＡＰＡＮ株式会社 製造業 鳥取県岩美郡岩美町浦富991
123 井上エージェンシー有限会社 金融・保険業 鳥取市南吉方2-23
124 有限会社　キーワード 専門・技術サービス業 鳥取市若桜町39 www.keyword-co.net
125 有限会社　北村きのこ園 農業・林業 鳥取県八頭郡八頭町下野794 www.kinoko.co.jp
126 加藤どうぶつ病院 医療、福祉 鳥取市秋里1168 www.kato-sh.jp
127 有限会社　よねむら硝子店 卸売・小売業 鳥取市川端1-120 http://www2.ocn.ne.jp/~y-galasu/

128 鳥取トヨペット株式会社 卸売・小売業 鳥取市安長850 http://toyota-dealers.jp/16101/

129 ＴＲＥＡＳＵＲＥ 卸売・小売業 鳥取市興南町45
130 魚倉鮮魚店 卸売・小売業 倉吉市八屋213-3
131 株式会社　昭和工業 建設業 鳥取市安長206 http://shouwakougyo.co.jp
132 株式会社　やず友和苑 医療、福祉 鳥取県八頭郡八頭町宮谷200-4
133 宮部建設有限会社 建設業 鳥取市北園2-87
134 hair art　Ｃ．Ｎ．Ｐ 生活関連サービス・娯楽業 鳥取市正蓮寺33-5
135 澤田工業株式会社 製造業 鳥取市用瀬町鷹狩661-1 http://www.sawababy.com
136 株式会社　富士ユニコン 卸売・小売業 鳥取市布勢108 http://fujiunicon.com/
137 富士建設工業株式会社 建設業 鳥取市布勢108
138 有限会社　藤田仏具本店 卸売・小売業 鳥取市二階町3-216 http://www.fujitabutugu.jp
139 株式会社　鳥取平版社 製造業 鳥取市富安1-79
140 有限会社　アトラス警備保障 サービス業（他に分類されないもの） 鳥取県東伯郡湯梨浜町はわい長瀬2008-11

141 医療法人社団野津医院 医療、福祉 鳥取市卯垣4-101
142 メディクス有限会社 情報通信業 鳥取市扇町70 http://medixweb.jp
143 有限会社　第一設備工業 建設業 鳥取市商栄町122-1
144 ＲＥＬＥ 生活関連サービス・娯楽業 鳥取市福部町海士317-9
145 有限会社　ロータス 飲食店、宿泊業 鳥取市鹿野町今市8 http://www.yumehiko.co.jp
146 有限会社　八木谷生花店 卸売・小売業 鳥取市国府町新町2-256
147 有限会社　ティーエムアール鳥取 卸売・小売業 鳥取市吉成731-1
148 株式会社　アスコ 専門・技術サービス業 鳥取市南吉方1-73 http://www.asc-co.jp/
149 有限会社　オーケーデザイン 専門・技術サービス業 鳥取市湖山町北4-660
150 有限会社　タイヤステーションダブリュー 卸売・小売業 鳥取市南隈156-1
151 株式会社　ワイ・ビー 卸売・小売業 鳥取市南隈152--2
152 サイトウコンサルタント株式会社 専門・技術サービス業 鳥取市千代水2-121-2 http://saitocon.jp
153 曙工舎有限会社 専門・技術サービス業 鳥取市千代水2-151 http://akebono-k.jp
154 株式会社　勝原製作所 製造業 鳥取市南栄町2 http://www.katsuhara.co.jp
155 アーサー企画株式会社 不動産業 鳥取市川端1-206 http://arther-k.com
156 有限会社　リフォームワン 建設業 鳥取市川端1-206 http://reform-o.kir.jp
157 大分からあげ　みのつ家 卸売・小売業 鳥取市吉方温泉3-151-3ｻﾝﾗｲﾌﾏﾝｼｮﾝ102号
158 株式会社　アール企画 専門・技術サービス業 鳥取市大覚寺150-78
159 農事組合法人　八頭船岡農場 農業・林業 鳥取県八頭郡八頭町船岡456-5
160 有限会社　徳吉薬局 卸売・小売業 鳥取市吉成南町1-27-9
161 有限会社　アーサ 生活関連サービス・娯楽業 鳥取市寿町731-7 ｽｶｲｺｰﾄｺﾄﾌﾞｷ201 http://hair-arsa.com
162 あおやサイエンス株式会社 製造業 鳥取市青谷町善田1-4 http://aoya.jp
163 株式会社　ニット工房鳥取　中部事務所 製造業 倉吉市鴨河内1704 http://www.antai.co.jp
164 安泰ソーイング株式会社 製造業 倉吉市鴨河内1704 http://www.antai.co.jp
165 有限会社　葡萄家 卸売・小売業 鳥取市雲山154-26
166 有限会社　夢屋 製造業 鳥取県八頭郡智頭町智頭1534-7
167 株式会社　Monolink　Cammpany 製造業 鳥取市興南町24
168 有限会社　浅田左官工業 建設業 鳥取市津ﾉ井255-1
169 グレース株式会社 卸売・小売業 鳥取市徳尾189-1
170 株式会社　和架 専門・技術サービス業 鳥取市賀露町4045-2 http://waka-hms.com/
171 ＴＥＮＧＯＫＵ 卸売・小売業 鳥取市吉方温泉4-725
172 ＬＩＬＹ　ＨＡＩＲ　ＤＥＳＩＧＮ 生活関連サービス・娯楽業 鳥取市大杙201-1 http://lily-hair.net/
173 有限会社　河原工業 建設業 鳥取市河原町河原83-2



174 東洋交通施設株式会社 建設業 鳥取市安長78-7 http://www.hal.ne.jp/~toyo-kt
175 株式会社　モストブリスク 飲食店、宿泊業 鳥取市桂木251-1
176 株式会社　メディカルアートみやわき 医療、福祉 鳥取市丸山町265
177 有限会社　レーブ 生活関連サービス・娯楽業 鳥取市南隈480 http://revehair.jp
178 株式会社　カーハウスプロテク サービス業（他に分類されないもの） 鳥取市千代水2-139
179 株式会社　ＲＡＳＰＡＣ 飲食店、宿泊業 鳥取市南吉方2-75-4 ｾｼﾞｭｰﾙ南吉方B-102
180 原田家具店 建設業 鳥取市青谷町青谷3783
181 有限会社　日研アドバンス 建設業 鳥取市津ﾉ井291-8
182 有限会社　中央企画 サービス業（他に分類されないもの） 鳥取市徳吉268-1 http://www.i-select.jp
183 株式会社　鳥取県倉吉自動車学校 教育、学習支援業 鳥取県東伯郡北栄町西園866 http://www.kurayoshi-ds.com
184 有限会社　ジュエリー＆メガネ　スイス 卸売・小売業 鳥取市栄町322 http://www.jewelry-swiss.com
185 有限会社　ヘアースパイス 生活関連サービス・娯楽業 鳥取市松並町2-536-1
186 有限会社　トータル電機 建設業 鳥取市南栄町30-8
187 ファミリーマート鳥取古海店 卸売・小売業 鳥取市古海661-5
188 株式会社　インテリアフクタ 建設業 鳥取市元魚町4-101 http://www.if-101.com
189 有限会社　エスジーシステム 専門・技術サービス業 鳥取市緑ヶ丘1-10-12 http://www.sg3.jp/
190 株式会社　ＫＯＤＡＮＩきっぺい 卸売・小売業 鳥取市徳尾399-2
191 株式会社　ジェイ・エイ・エス 卸売・小売業 鳥取市馬場233-1 http://www.jss-jp.com
192 アンジン株式会社 金融・保険業 倉吉市駄経寺町2-5
193 株式会社　Ａｓｕｋａ－ｉｅｉ 情報通信業 鳥取市元魚町2-201ｴｽﾃｰﾄﾋﾞﾙV3-3 http://asuka-iei.net
194 高洋電機有限会社 製造業 鳥取市国府町新通り2-216
195 有限会社　ハピュア 生活関連サービス・娯楽業 鳥取県東伯郡湯梨浜町久留32-2
196 有限会社　はまぶん 卸売・小売業 鳥取市南吉方1-110-2 http://i-hamabun.com
197 株式会社　プラスビッツ 情報通信業 鳥取市松並町2-160 城北ﾋﾞﾙ308号 http://www.plusbits.jp
198 有限会社　エイダン事務機 卸売・小売業 鳥取市南安長3-47
199 Ｆitness Ｊa-んぐる 教育、学習支援業 鳥取市吉成南町2-9-10 http://webspace.ddo.jp/ja-nguru

200 株式会社　ＳＵＮＹＯＵ 製造業 鳥取市千代水1-1-7 http://www.sunyoujp.com
201 みどりハウス有限会社 専門・技術サービス業 鳥取市南町512
202 株式会社　ファイナール 製造業 鳥取市上味野15 http://finarl.co.jp
203 株式会社　ＴＨＥ　ＮＡＴＵＲＥＳ 卸売・小売業 鳥取市川端1-210 http://nollys.net
204 株式会社　山本鉄工所 製造業 鳥取市気高町奥沢見883-6
205 株式会社　ＴＲＳ サービス業（他に分類されないもの） 鳥取市行徳1-308
206 株式会社　鳥取介護サービス 医療、福祉 鳥取市国安959-3 http://www.tottorikaigo.com
207 ＡＮＧＥＬ　ＨＯＵＳＥ 卸売・小売業 鳥取市栄町764 http://www.angelwanwan.jp/
208 株式会社　三立 卸売・小売業 鳥取市叶150-6 http://www.sanritz-bird.co.jp
209 ＮＥ製作所 製造業 鳥取県岩美郡岩美町浦富545-21
210 有限会社　コタニ 製造業 鳥取県岩美郡岩美町岩井271-2 http://www.k-kotani.com
211 株式会社　アークス 建設業 鳥取県東伯郡北栄町東園316-3 http://www.arcs-net.jp
212 有限会社　キュート 生活関連サービス・娯楽業 倉吉市駄経寺町73-10 http://nail-qute.com
213 株式会社　イブキ 卸売・小売業 鳥取市本高315-7
214 株式会社　ムーブ 専門・技術サービス業 鳥取市弥生町302-2 ｷﾞｬｻﾞﾋﾞﾙ2 3F
215 福田クレーン 建設業 鳥取市湖山町南2-821-1
216 鳥取商事株式会社 サービス業（他に分類されないもの） 鳥取市吉方温泉1-223-2 http://www.tottori-shoji.co.jp/

217 トミタ電機株式会社 製造業 鳥取市幸町123 http://www.tomita-electric.com

218 馬野建設株式会社 建設業 鳥取県東伯郡琴浦町赤碕1840-1 http://www.umano.co.jp/
219 船越工業株式会社 建設業 鳥取市湖山町東5-366-1
220 株式会社　Ａｉｓｌｅ 生活関連サービス・娯楽業 鳥取市興南町71-1 http://we-aisle.com
221 株式会社　因幡組 建設業 鳥取市河原町西円通寺25-2
222 株式会社　マミー 卸売・小売業 鳥取市商栄町203-6 http://www.hl-mammy.jp/
223 気高電機株式会社 製造業 鳥取市気高町宝木1561-8 http://www.ketaka.co.jp/
224 株式会社　オグラ 建設業 鳥取市湖山町東3-51-2 http://ogura.pw
225 有限会社　とうふ工房雨滝 製造業 鳥取市国府町雨滝510 http://amedaki.jp/
226 株式会社　気高プロダクツ 製造業 鳥取市気高町宝木1561-8
227 板前亭ちくま鳥取店 飲食店、宿泊業 鳥取市本町3-201
228 有限会社　堀鍍金工業所 製造業 鳥取市南栄町26-2 http://www.horimekki.com
229 有限会社　福田建機 サービス業（他に分類されないもの） 鳥取市舟木126-2
230 アイ・プラチナ 卸売・小売業 鳥取市扇町133-2
231 聖和精機株式会社 製造業 鳥取市若葉台南7-4-26
232 株式会社　鳥取スター電機 製造業 鳥取市南吉方2-20 http://tottoristar.co.jp
233 鳥取旭工業株式会社 製造業 鳥取市雲山360-1 http://www.tottori-asahi.com
234 特定非営利活動法人　フェリース 医療、福祉 鳥取市徳尾334-3 http://w01.tp1.jp/~a752132888/index.html

235 株式会社　スズキ自販鳥取 卸売・小売業 鳥取市丸山町266-8 http://sj-tottori.jp/
236 株式会社　森下久平商店 卸売・小売業 鳥取市戎町119-2
237 鳥取共同青果株式会社 卸売・小売業 鳥取市南安長2-697
238 社会福祉法人　あすなろ会 医療、福祉 鳥取市川端4-115 http://www.t-asunaro.jp/
239 智頭石油株式会社 卸売・小売業 鳥取県八頭郡智頭町智頭640-1 http://www.chizu-sekiyu.com
240 株式会社　吉備総合電設 建設業 鳥取市田園町3-101 http://www.kibix.co.jp
241 社会福祉法人　鳥取県厚生事業団 医療、福祉 鳥取市伏野2259-43 http://www.tottori-kousei.jp/
242 株式会社　砂丘園芸 建設業 鳥取市片原1-106 http://www.sakyu-engei.co.jp
243 特定非営利活動法人賀露おやじの会 サービス業（他に分類されないもの） 鳥取市賀露町南5-2433-5 http://home.karooyaji.org/
244 株式会社　栗山組 建設業 鳥取市古海714 http://www.kuriyamagumi.com/
245 吉野設備工業株式会社 電気・ガス・熱供給・水道業 鳥取市岩吉96-28
246 トスク株式会社 卸売・小売業 鳥取市行徳1-103
247 株式会社　寺谷組 建設業 鳥取県八頭郡智頭町市瀬1478-5 http://www.teratanigumi.co.jp/

248 株式会社　ケイハピネス 卸売・小売業 鳥取市安長80-1
249 有限会社　横山板金工作所 建設業 鳥取市湖山町東1-231
250 株式会社　コクヨＭＶＰ 製造業 鳥取市湖山町南2-201
251 山野商事株式会社 卸売・小売業 鳥取市商栄町160 http://www.yamano-s.com
252 大和設備倉吉株式会社 建設業 倉吉市和田東町180 http://www.amedia-daiwa.co.jp
253 株式会社　シバガーメント 製造業 鳥取県八頭郡八頭町富枝297-1
254 鳥取鶏卵販売株式会社 卸売・小売業 鳥取市湖山町西3-401
255 株式会社　トリーカ青谷工場 製造業 鳥取市青谷町青谷4295-1
256 ダイヤモンド電機株式会社　　鳥取工場 製造業 鳥取市南栄町18 http://www.diaelec.co.jp/
257 株式会社　吉谷機械製作所 製造業 鳥取市古海356-1 http://www.yoshitani-kikai.co.jp

258 株式会社　マルカン鳥取工場 製造業 鳥取市湖山町東2-309
259 社会福祉法人地域でくらす　いくのさん家 医療、福祉 鳥取市湖山町西2-237-2
260 株式会社　セブンデザイン 情報通信業 鳥取市国府町新通り3-330-202 http://7dc.jp
261 鳥取電子株式会社 製造業 鳥取市布勢103-2 http://www.t-denshi.com
262 株式会社　愛進堂 卸売・小売業 鳥取市商栄町221-1 http://www.aishindo.co.jp/
263 株式会社　原田建設 建設業 鳥取市数津62-2 http://www.haraken.com



264 大和建設株式会社 建設業 鳥取市天神町5-2 http://www.daiwacc.co.jp
265 有限会社　酒井建設 建設業 倉吉市山根622-1 http://www.sakai-kensetsu.com/

266 株式会社　エナテクス 建設業 倉吉市海田西町2-37 http://www.enatex.co.jp/
267 一般社団法人ひといろ工房 医療、福祉 鳥取市西品治592-1
268 株式会社　明治製作所 製造業 倉吉市駄経寺町390 http://www.meiji-df.co.jp/
269 株式会社　ホテルセントパレス倉吉 飲食店、宿泊業 倉吉市上井町1-9-2 http://www.stpalace.jp
270 株式会社　チュウブ 建設業 鳥取県東伯郡琴浦町大字逢束1061-6
271 打吹建設株式会社 建設業 倉吉市旭田町60-1
272 安泰ニット株式会社 製造業 鳥取市安長80-2
273 有限会社　こがね 飲食店、宿泊業 鳥取県東伯郡琴浦町391-2
274 日ノ丸西濃運輸株式会社 運輸業 鳥取市湖山町東3-40
275 公益財団法人鳥取県国際交流財団 サービス業（他に分類されないもの） 鳥取市湖山町西4-110-5 http://www.torisakyu.or.jp/
276 学校法人藤田学院 教育、学習支援業 倉吉市福庭854 http://www.cygnus.ac.jp
277 ＭＥＥＴＳＷＯＲＫＳ 複合サービス事業 鳥取市若葉台北3-10-8 http://meetsworks.com
278 東宝企業　株式会社 卸売・小売業 倉吉市大正町2丁目90番地 http://www.tohokigyo.com/
279 有限会社　アイスバーグ 生活関連サービス・娯楽業 鳥取市秋里1091-4 http://www.iceberg-1.com
280 株式会社　ゼンヤクノー 製造業 鳥取市賀露町4001 http://www.zenyakuno.jp
281 株式会社　鳥取建材 建設業 鳥取市里仁581-1 http://www.tottori-kenzai.com/

282 株式会社　新興螺子 製造業 鳥取県東伯郡北栄町岩坪225-3 http://www.shinkhorashi.jp
283 内外精機工業　株式会社　　鳥取工場 製造業 鳥取県東伯郡三朝町神倉927 http://www.naigai-sk.co.jo/
284 有限会社　トータル電機 建設業 鳥取市南栄町30番地8
285 有限会社　マツケン 建設業 鳥取市緑ヶ丘2丁目61番地
286 千代建設　株式会社 建設業 鳥取県八頭郡智頭町智頭600-2
287 株式会社　高野組 建設業 鳥取県東伯郡琴浦町赤碕817-7 http://www.kounogumi.co.jp/
288 株式会社　川口精工 製造業 鳥取県岩美郡岩美町蒲生1115 http://www.kawaguchi-seiko.com

289 有限会社　ひよこカンパニー 製造業 鳥取県八頭郡八頭町橋本877 http://www.oenosato.com
290 東伯ガス産業　株式会社 電気・ガス・熱供給・水道業 鳥取県東伯郡琴浦町徳万731 http://touhakugas.jp/
291 株式会社　田中商店 運輸業 鳥取県東伯郡琴浦町赤碕2540-14 http://tanaka-shoten.com/
292 有限会社　新町仏具印判店 卸売・小売業 鳥取市新町115
293 はやし社会保険労務士事務所 サービス業（他に分類されないもの） 鳥取市富安2-61 ｱﾘﾓﾄﾋﾞﾙ1F
294 松風荘旅館 飲食店、宿泊業 倉吉市瀬崎町2751-1 http://www.sirakabe.net
295 ＴＩＡＲＡ 生活関連サービス・娯楽業 鳥取県東伯郡琴浦町八橋1495 http://hairmakebidan.com
296 ＨＡＩＲ　ＤＥＳＩＧＮ　ＳＴＥＬＬＡ 生活関連サービス・娯楽業 鳥取市秋里738-1 http://hair-stella.jp
297 一般社団法人　ノーマライゼーションとっとり 医療、福祉 鳥取市大覚寺77-56
298 有限会社　鳥取インテリアサービス 建設業 鳥取市南安長1丁目18-22
299 有限会社　オフィス・チムニィ 卸売・小売業 鳥取市商栄町122番地1 http://officechimney.com
300 ちづ司法書士行政書士事務所 サービス業（他に分類されないもの） 鳥取県八頭郡智頭町智頭1896番地6
301 有限会社　辰巳園 建設業 倉吉市和田309番地 http://www.tatsumien.jp
302 株式会社　デザインリンクス 専門・技術サービス業 鳥取市片原1-107 http://design-links.co.jp
303 ＷＡＮＤＥＲ　ＢＲＵＳＨ サービス業（他に分類されないもの） 鳥取市吉成南1丁目24-7
304 株式会社　山根商事 教育、学習支援業 鳥取市立川町2丁目205 http://yamanetrade.com
305 トランスポート鳥取　株式会社 建設業 鳥取市船木117-1 http://www.ttcttc.jp
306 株式会社　オオタ 卸売・小売業 鳥取市卯垣3丁目515 http://life-energy-ota.jp/
307 株式会社　大昌エンジニアリング 建設業 鳥取市覚寺72-41
308 有限会社　谷本エンヂニアリング 製造業 鳥取市晩稲433 http://www.tme-c.com/
309 有限会社　大和工業所 建設業 鳥取市南隈239
310 株式会社　キリンの里 医療、福祉 鳥取市松並町1-144-6
311 有限会社　山﨑金属 製造業 倉吉市西倉吉126
312 株式会社　キョウエイ サービス業（他に分類されないもの） 鳥取市気高町1-53 http://kyoei-l.co.jp
313 有限会社　森田グレーン 建設業 鳥取市国安195-2
314 株式会社　ウェブプラン・プロモーション 専門・技術サービス業 鳥取市北園2丁目200番地 http://wp-pro.jp
315 若桜観光株式会社 運輸業 鳥取県八頭郡若桜町𣇃米631-13 http://www.hyounosen.co.jp
316 野間田建築設計 建設業 鳥取県東伯郡琴浦町赤碕777番地 http://nomakensekkei.com/
317 有限会社　城南電装 サービス業（他に分類されないもの） 鳥取市湖山町東3丁目78
318 打吹商事　株式会社 卸売・小売業 倉吉市海田西町1-158 http://utsubukidouji.com/
319 株式会社　ルネックス 卸売・小売業 倉吉市宮川町127-2
320 有限会社　アトラス 専門・技術サービス業 鳥取市河原町鮎ヶ丘1141 http://www.atoras.jp
321 郡家コンクリート工業株式会社 製造業 鳥取県八頭郡八頭町山上363-17 http://www.kooge.jp/
322 有限会社　ことぶき 飲食店、宿泊業 鳥取市興南町46
323 学校法人　稲葉幼稚園 教育、学習支援業 鳥取市滝山449-1
324 中山精工株式会社　鳥取工場 製造業 倉吉市大原山ﾉ下665-1 http://www.nakayamaseiko.co.jp/

325 特定非営利活動法人　とっとり未来 医療、福祉 鳥取市吉方温泉1丁目620-3
326 有限会社　倉西鉄工所 建設業 鳥取県東伯郡琴浦町逢束1054
327 株式会社　ソルヘム 医療、福祉 鳥取県東伯郡琴浦町徳万70-1
328 株式会社　クリエイト 医療、福祉 鳥取市大杙206-2 http://cosmos.main.jp/
329 有限会社　湖山大門 飲食店、宿泊業 鳥取市湖山町東1丁目147 http://koyama-daimon.com/
330 株式会社　トヨタレンタリース鳥取 卸売・小売業 鳥取市安長850-1 http://hoken2.wix.com/toyotarenttottori

331 株式会社　ぼやーじゅ 医療、福祉 鳥取市湖山町南5丁目177番地1
332 有限会社　ボデーショップユー サービス業（他に分類されないもの） 鳥取市安長90-1
333 早島設備　有限会社 建設業 鳥取市福部町湯山959番地3
334 特定非営利活動法人　いちばん星 医療、福祉 鳥取市江津176番地
335 有限会社　共栄自動車 サービス業（他に分類されないもの） 鳥取県八頭郡智頭町山根151番地2
336 株式会社　いなば仁風会 医療、福祉 鳥取市行徳1丁目316番地2
337 山本印刷　株式会社 製造業 倉吉市広栄町971-21 http://www.yp-dream.co.jp/
338 Ｄａｒｔｓ＆Ｂａｒ Ｌａｎｃｅ 飲食店、宿泊業 鳥取市永楽温泉町353
339 株式会社　　池内 建設業 鳥取市用瀬町屋住113
340 特定非営利活動法人夢ハウス 医療、福祉 鳥取市南吉方1丁目2-2
341 ヘアースペースたいむ 生活関連サービス・娯楽業 鳥取市松並町2丁目200-1
342 株式会社　ＦＭ鳥取 情報通信業 鳥取市東品治町106鳥取ﾊﾞｽﾀｰﾐﾅﾙ2F http://www.radiobird.net
343 株式会社　高田商店 卸売・小売業 鳥取市幸町1番地7
344 特定非営利活動法人東伯けんこう 医療、福祉 鳥取県東伯郡琴浦町徳万352-4
345 株式会社　アクティブ 飲食店、宿泊業 鳥取市新105 http://www.active-future.jp
346 有限会社　清水 卸売・小売業 鳥取市国府町糸谷8番地3
347 株式会社　ダスキンいなば サービス業（他に分類されないもの） 鳥取市大杙220-5
348 株式会社　ごきげん倶楽部 飲食店、宿泊業 鳥取市滝山602番地 http://gokigenclub.com
349 株式会社　オートギャラリー サービス業（他に分類されないもの） 鳥取県八頭郡八頭町土師百井358-1
350 株式会社　ＪＡいなば燃料センター 卸売・小売業 鳥取市湖山町東5丁目261 http://www.jainaba.com/nen/index.html

351 株式会社　ドリームかわはら 卸売・小売業 鳥取市河原町高福837 http://www.yakamihime.com
352 株式会社　ＩＲＩＥ サービス業（他に分類されないもの） 鳥取市南栄町33-23
353 有限会社　マキシマイズ 飲食店、宿泊業 鳥取市扇町92



354 マックス電機株式会社 製造業 鳥取市面影2丁目20-13
355 株式会社　プレマスペース 医療、福祉 鳥取市田園町3丁目335-2
356 Ａｎｇｌｅ 生活関連サービス・娯楽業 鳥取市東今在家123-31
357 株式会社　ＮＩＣ智頭コンタクトセンター サービス業（他に分類されないもの） 鳥取県八頭郡智頭町福原19番地
358 ソレックス有限会社 建設業 鳥取県東伯郡北栄町田井195番地
359 アイエム電子株式会社 製造業 鳥取市山城町6番40号 www.imenet.co.jp
360 株式会社　吉田一陽堂薬局 医療、福祉 鳥取市戎町413
361 はまもと工務店 建設業 鳥取市福部町海士649-2
362 有限会社　ｉ－ｄｅｅ 生活関連サービス・娯楽業 鳥取市興南町45 http://i-dee.net/
363 株式会社　エコファームみなか 農業・林業 鳥取市気高町飯里304番地
364 鳥取本通商店街振興組合 複合サービス事業 鳥取市栄町401番地
365 Ｃａｒａｖａｎ 生活関連サービス・娯楽業 鳥取市湖山町北3丁目219 ｹｱﾝｽﾞAP1F http://caravan-hair.com
366 ｄａｄａｐａ 生活関連サービス・娯楽業 鳥取市賀露町西3-1-21 http://dadapa-hd.jugem.jp
367 株式会社　TAICHIRO 卸売・小売業 鳥取市福部町岩度276 http://taichiro.co.jp
368 株式会社　あかまる牛肉店 卸売・小売業 倉吉市旭田町69 http://akamaru-shop.com/
369 サイクルショップ　フクハマ 卸売・小売業 鳥取市瓦町623 http://www.cs-fukuhama.com/
370 株式会社　山陰政経研究所 情報通信業 鳥取市千代水4-18丸信ビル3F http://www.seikeireport.co.jp/
371 有限会社　北村きのこ園 製造業 鳥取県八頭郡八頭町下野794 http://www.kinoko.co.jp
372 オフィス　フロックス 専門・技術サービス業 鳥取県倉吉市福庭1-159-1
373 有限会社　セイク設計 専門・技術サービス業 鳥取県東伯郡琴浦町徳万168-22
374 株式会社　万事屋 建設業 鳥取市吉方145-3
375 ほくしん株式会社 不動産業 鳥取市湖山町北2丁目303-1 http://web-hokushin.jp/
376 有限会社　グリーンコーム 建設業 鳥取県八頭郡智頭町智頭2668-1
377 株式会社　エコファイン鳥取 建設業 鳥取県八頭郡智頭町智頭2668-1
378 株式会社　オーエムジェイ 卸売・小売業 鳥取県八頭郡八頭町坂田97-1
379 共栄製本株式会社 製造業 鳥取市徳尾125-14
380 株式会社　フロニュズ 卸売・小売業 鳥取市青谷町奥崎161
381 株式会社　ダスキン鳥取 生活関連サービス・娯楽業 鳥取市古海330-1
382 有限会社　木の原 生活関連サービス・娯楽業 鳥取市北園1-209
383 ナチュラルケアサロンＳｈｉｎｙｏｕ 生活関連サービス・娯楽業 鳥取市瓦町418 http://www.shinyou.net
384 株式会社　ことうら 卸売・小売業 鳥取県東伯郡琴浦町別所1030-1 http://kotoura-umaimonya.jp/
385 株式会社　トミサワ 製造業 鳥取県八頭郡智頭町南方1183 http://www.fa-tomisawa.com
386 有限会社　キコー設備 電気・ガス・熱供給・水道業 鳥取県東伯郡北栄町亀谷950-4
387 中部小野田レミコン株式会社 製造業 倉吉市鴨川12番地1
388 中部共同生コン株式会社 製造業 倉吉市鴨川12番地1
389 株式会社　さくら 医療・福祉 鳥取市西品治780番地2前田マンション101号

390 武蔵屋食堂 飲食店・宿泊業 鳥取市職人町15
391 居酒屋　小次郎 飲食店・宿泊業 鳥取市末広温泉町755みうらビル1F
392 株式会社　ＡｘｉｓＣｒｅａｔｅ 飲食店・宿泊業 鳥取市古海824-20
393 鳥取県板金工業組合 複合サービス事業（郵便局・農業協同組合等） 鳥取市緑ヶ丘3丁目14番5
394 鳥取紙工株式会社 製造業 鳥取市青谷町大坪71 http://www.torishiko.co.jp
395 福山建築 建設業 倉吉市山根539-1maruwa39plaza2F http://happy-mountain.jp/
396 有限会社　浦川塗装店 建設業 倉吉市和田235-1
397 一般社団法人　あいおい 医療・福祉 鳥取県東伯郡北栄町江北3854 http://aioi3854.webcrow.jp
398 特定非営利活動法人　創造 医療・福祉 倉吉市八屋301-1
399 千代興業有限会社 建設業 鳥取市千代水2-46
400 株式会社　ウシオ 卸売・小売業 鳥取市二階町1-218 http://ushio-group.jp/
401 株式会社　イヌイ 卸売・小売業 鳥取市吉方温泉町4丁目703 http://druginui.biz
402 岩世自動車工業有限会社 その他のサービス業 倉吉市清谷336-1 http://www.iwase-auto.com
403 ケイビーシー株式会社 建設業 鳥取市里仁52-2 http://www.kawaguchi-group.jp/
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