平成28年度会員名簿
No.

平成28年9月23日 現在

会社名

代表者名

郵便番号

住所

電話番号

FAX番号

会社ホームページ

商品区分

1 株式会社A＆E

代表取締役 大川 和彦

682-0643 鳥取県倉吉市下福田950番地

0858-29-6001 0858-29-6002 http://www.ae-tomato.com/

2 青木商店

青木 鶴市

689-3212 鳥取県西伯郡大山町名和737-2

0859-54-3173 0859-54-3174

水産品

3 有限会社赤石商店

代表取締役会長 赤石 有平

684-0016 鳥取県境港市花町112-1

0859-44-7400 0859-44-3245

菓子

4 株式会社アグリネット琴浦

代表取締役社長 馬野 慎一郎

689-2501 鳥取県東伯郡琴浦町赤碕1840-1

0858-55-0212 0858-55-2912 http://www.umano.co.jp/

農・畜産品

ブルーベリー飲料

5 有限会社あじや （上海茶楼）

大麻 泰愛

680-0942 鳥取市湖山町東４丁目３２番地

0857-32-1177 050-3156-0980

農・畜産品

かに玉ご飯他

6 アチーブエモーション

代表 網田 祐人

680-0834 鳥取市末広温泉町111アルファコート1F

0857-20-2385 0857-27-0459 http://www.achiemon.com/

農・畜産品

黒らっきょう

7 有限会社あぶい蒲鉾

代表取締役 油井 宗吉

689-2301 鳥取県東伯郡琴浦町八橋363-2

0858-52-2750 0858-53-1587 http://www.abui.co.jp/

8 株式会社アベ鳥取堂

代表取締役 阿部 正昭

680-0864 鳥取市富安2-28

0857-26-1311 0857-24-4280 http://www.abetori.co.jp/

9 株式会社石谷精華堂

代表取締役 石谷 幸子

682-0807 鳥取県倉吉市幸町459-1

0858-23-0141 0858-22-0002 http://www.kouendango.com/

菓子

打吹公園だんご

10 いずみ屋

山根 秀徳

680-0824 鳥取市行徳1-181

0857-22-3670 0857-22-3679

菓子

生姜せんべい

11 いなば和紙協業組合

会長 房安 光暁

689-0515 鳥取市青谷町河原350-1

0857-86-0211 0857-86-0345

和紙

因州和紙

12 株式会社今井書店

代表取締役 中尾 行雄

690-0887 島根県松江市殿町63

0852-24-2231 0852-27-8191 http://www.imaibooks.co.jp/

その他

書籍

13 因久山焼窯元

芦澤 良憲

680-0451 鳥取県八頭郡八頭町久能寺649

0858-72-0278 0858-72-1233 http://inkyuzan.ftw.jp/

陶磁器

因久山焼

14 因州・中井窯

坂本 章

680-1224 鳥取市河原町中井243-5

0858-85-0239 0858-85-0239 http://www.nakaigama.jp/

陶磁器

因州・中井窯
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農・畜産品

主力商品

水産品

郷土料理

トマト・トマトゼリー

板わかめ

鬼太郎煎餅

蒲鉾

元祖かに寿し

No.

会社名

代表者名

郵便番号
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電話番号

会社ホームページ

FAX番号

商品区分

主力商品

15 株式会社因州屋

代表取締役 前田 清吉

680-0912 鳥取市商栄町155

0857-24-6611 0857-27-1811 http://www.inshuya.com/

和紙

和紙製品

16 因州若桜焼

創作家 大坪 英治

680-0701 鳥取県八頭郡若桜町若桜1173-16

0858-82-1217 0858-88-1271

玩具

麒麟獅子土鈴

17 上嶋 敏正

上嶋 敏正

680-0864 鳥取市吉成133-1

0857-21-3463 0857-21-3463

玩具

麒麟獅子

18 牛ノ戸焼

小林 孝男

680-1225 鳥取市河原町牛戸185

0858-85-0655 0858-71-0625

陶磁器

牛ノ戸焼

19 梅津酒造有限会社

代表取締役 梅津 雅典

689-2223 鳥取県東伯郡北栄町大字大谷1350

0858-37-2008 0858-37-2023 http://umetsu-sake.jp/

20 有限会社エー・オー・エヌ・ケミカル

代表取締役 安積 正人

689-1112 鳥取市若葉台南7-5-1

0857-30-0308 0857-30-1031

21 株式会社江原酒造本店

代表取締役 江原 康平

689-2301 鳥取県東伯郡琴浦町八橋1400

0858-52-2203

22 エムケイ開発株式会社（大山望）

代表取締役 河上 貴一

689-4213 鳥取県西伯郡伯耆町金屋谷1801

0859-62-7577 0859-62-7578 http://daisen-b.net/

農・畜産品

季節の野菜詰合せ

23 株式会社エムコ

代表取締役 遠藤三男

684-0075 鳥取県境港市西工業団地51

0859-21-7100 0859-21-7101 http://teinei.jp

農・畜産品

黒にんにく熟成エキス

24 株式会社エムズプランニング

代表取締役 宮部 文雄

680-0872 鳥取市宮長3-1

0857-51-7088 0857-51-7089 http://www.mz-plan.co.jp

農・畜産品

ブルーベリー関連商品

25 株式会社オオタ

代表取締役 太田 栄市

680-0074 鳥取市卯垣3-515

0857-22-8558 0857-27-5858

26 大谷酒造株式会社

代表取締役 大谷 修子

689-2352 鳥取県東伯郡琴浦町大字浦安368番地 0858-53-0111 0858-53-0112 http://www.takaisami.co.jp

27 おぎはら工房

荻原 克明

680-0824 鳥取市行徳1-310

0857-23-9945

玩具

願字玉

28 おぐら屋

小椋 愛子

681-0024 鳥取県岩美郡岩美町岩井319

0857-72-0520 0857-72-0520

玩具

木彫十二支

29 おしどり調剤薬局有限会社

代表取締役 宇田 勲

689-3514 鳥取県米子市尾高1386

0859-27-0338 0859-21-3232 http://oshidori-pharmacy.co.jp/

30 オフィスたなか

代表 田中 康夫

680-1243 鳥取市河原町佐貫132-1

0858-85-2422 0858-85-2422 http://office-tanaka.org
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http://www.h3.dion.ne.jp/~aon-chem/

085852-2204 http://www.ebara-shuzo.com/

酒

冨玲

農・畜産品

梨酢

酒

その他

酒

農・畜産品

その他

伯陽長

綿炭

純米吟醸 鷹勇
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31 株式会社門永水産

代表取締役 松本 勝志

684-0034 鳥取県境港市昭和町12-27

0859-44-3011 0859-42-6778 http://www.kadonaga.co.jp

32 香取開拓農業協同組合

代表理事組合長 田中 喬

689-3316 鳥取県西伯郡大山町豊房2595-8

0859-53-8850 0859-53-8088 http://katorimura.com/

農・畜産品

飲むヨーグルト

33 有限会社門脇茶屋

代表取締役 門脇 秀樹

680-0003 鳥取市覚寺619-1

0857-24-6630 0857-26-2314 http://www3.ocn.ne.jp/~chaya/

郷土料理

こんにゃく田楽

34 株式会社カニ倶楽部

代表取締役 根平 崇史

684-0023 鳥取県境港市京町152

水産品

カニののこめし

35 株式会社かねまさ浜下商店

代表取締役 浜下 哲爾

680-0907 鳥取市賀露町北3-1-7

0857-28-2391 0857-28-6646 http://www.hamashita.jp

水産品

松葉ガニ・干物

36 かろや商店

井口 善博

680-0034 鳥取市元魚町3-201

0857-22-3914 0857-24-0281 http://www.karoya.net/

水産品

とうふ竹輪・あご竹輪

37 株式会社かわばた

代表取締役 川端 雄勇

689-4402 鳥取県日野郡江府町小江尾651-5

0859-75-3362 0859-75-3405 http://www.kasarabara.com/

農・畜産品

ブルーベリー加工品

689-1211 鳥取市用瀬町別府361

0858-87-3009 0858-87-3170

38 岸田手袋・靴下製造所

岸田 輝男

080-4263-8059 0859-21-5191

水産品

主力商品

カニ加工品

繊維

アパレル製品

農・畜産品

エリンギ茸他

39 有限会社北村きのこ園

代表取締役 北村 大司

680-0415 鳥取県八頭郡八頭町下野794番地

0858-73-8314 0858-73-8315 http://www.kinoko.co.jp/

40 有限会社亀甲や

代表取締役 小谷 寛

680-0023 鳥取市片原2-116

0857-23-7021 0857-23-7160

41 菌興椎茸協同組合

理事長 常田 禮孝

680-0864 鳥取市吉成140-1

0857-29-7020 0857-29-7025 http://www.siitake.com/

農・畜産品

へるしいたけ

42 株式会社グラン・クリュ食工房

代表取締役 廣松 妙子

680-0824 鳥取市行徳2-260

0857-20-2520 0857-20-2520 http://www.tottori-musee.jp/

農・畜産品

黒らっきょう醤

43 紅茶の会

代表者 藤原 一輝

680-0862 鳥取市雲山298-36

0857-27-6926 0857-27-6926

農・畜産品

鳥取紅茶

44 工房ゆみはま

田中 博文

684-0043 鳥取県境港市竹内町899

0859-45-7610

45 株式会社幸屋エイ・ピー

代表取締役 西村 好徳

680-0914 鳥取市南安長2-697

0857-24-1507 0857-26-9247 http://www.koya-ap.com/

46 有限会社こがね

代表取締役 北中 敏博

689-2301 鳥取県東伯郡八橋391-2

0858-53-0050 0858-53-0565 http://kogane.hs-kotoura.com/top/html/cover.html
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菓子

繊維

農・畜産品

菓子

銘菓 二十世紀

弓浜絣

各種漬物類

シューパリジャン

No.

会社名

代表者名

郵便番号
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FAX番号

会社ホームページ

商品区分

主力商品

47 国造焼

山本 浩彩

682-0915 鳥取県倉吉市不入岡390

0858-22-8388 0858-22-8388

陶磁器

国造焼

48 ごとう絣店

後藤 和文

683-0041 鳥取県米子市茶町10

0859-22-5414 0859-22-5499

繊維

弓浜絣

49 寿製菓株式会社

代表取締役社長 城内 正行

683-0845 鳥取県米子市旗ヶ崎2028

0859-22-7456 0859-22-7464 http://www.okashinet.co.jp/

菓子

因幡の白兎

50 こばやし農園

代表 小林 秀徳

683-0254 鳥取県米子市別所1185

0859-26-5558 0859-26-5668 http://pear21.p-kit.com/

農・畜産品

二十一世紀梨

51 株式会社米吾

代表取締役社長 入口 幹

683-0036 鳥取県米子市奈喜良284-4

0859-33-2221 0859-33-2226 http://www.komego.co.jp/

郷土料理

吾左衛門寿司

52 境港物産振興会

会長 岡空 晴夫

684-0033

53 株式会社澤井珈琲

代表取締役 澤井 幹雄

683-0804 鳥取県米子市米原4-6-30

54 有限会社三晃

代表取締役 村上 亜由美

680-0864 鳥取市吉成502-9

55 三幸丸

三好 政浩

689-2501 鳥取県東伯郡琴浦町赤碕1976-4

56 有限会社サンドリップ

代表取締役 森田 剛士

57 有限会社ジェイテック

鳥取県境港市上道町3002
境港商工会議所内

0859-44-1111 0859-42-6577

その他

地域振興

0859-34-6533 0859-34-6648 http://www.sawaicoffee.co.jp/

農・畜産品

珈琲・紅茶

0857-31-4651 0857-31-4651 http://www.ginrin-grp.com/

郷土料理

活白いか姿造り

080-2939-5547 0858-55-1869

水産品

680-1241 鳥取市河原町長瀬69-26

0858-85-1251 0858-85-1439

農・畜産品

ブルーベリー

取締役 渡辺 建夫

680-0833 鳥取市末広温泉町751

0857-21-1919 0857-21-1961

農・畜産品

コロッケ

58 株式会社シセイ堂デザイン

代表取締役 植木 誠

680-0841 鳥取市吉方温泉町3-802

0857-22-1122 0857-22-1133 http://www.siseidodesign.jp

59 しまいべ織

森原 潔子

680-0002 鳥取市浜坂東1-14-22

0857-29-1256 0857-29-2157

60 嶋田米穀株式会社

取締役社長 佐藤 隆治

682-0915 鳥取県倉吉市不入岡85-1

0858-27-2277 0858-27-2278 http://www.medakanomure.com/

61 株式会社シャルビー

代表取締役 工藤 裕司

680-0914 鳥取市南安長2-122

0857-21-2720 0857-21-6139 http://www.shallbe.jp/

62 白雪食品株式会社

代表取締役 小西 新太郎

664-0846 兵庫県伊丹市伊丹１丁目１番地19号

072-775-3571 072-770-2504 http://www.konishi.co.jp/
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その他

繊維

農・畜産品

その他

農・畜産品

干し物

木製クラフト商品

しまいべ織

米穀

化粧品

漬物
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63 陣構茶生産組合

代表理事 橋井恭一

689-3203 鳥取県西伯郡大山町小竹1298-11

0859-54-4292 0859-54-4292 http://www.daisen.jp/p/2/area/yamagawa/57/

64 諏訪酒造株式会社

代表取締役 東田 雅彦

689-1402 鳥取県八頭郡智頭町大字智頭451

0858-75-0618 0858-75-3082 http://www.suwaizumi.jp/

65 有限会社清月

代表取締役 田部 浩之

683-0814 鳥取県米子市尾高町105

0859-22-5227 0859-32-6005 http://seigetu.jp

66 株式会社ゼンヤクノー

代表取締役 森下 慎太郎

680-0905 鳥取市賀露町4001

0857-28-2521 0857-28-4688 http://www.zenyakuno.co.jp/

農・畜産品

鳥取のはま茶他

67 株式会社大栄共同開発

代表取締役 塚本 富秋

689-2221 鳥取県西伯郡北栄町由良宿561

0858-37-5451 0858-37-5452

農・畜産品

大栄西瓜

68 大山スマイルファーム

小林 美穂子

689-3121 鳥取県西伯郡大山町岡559

農・畜産品

なた豆茶・野菜ジャム

69 大山乳業農業協同組合

代表理事組合長 幅田信一郎

689-2393 鳥取県東伯郡琴浦町保37-1

0858-52-2211 0858-53-1501 http://www.dainyu.or.jp

農・畜産品

牛乳

70 大山ハム株式会社

代表取締役社長 増井 隆夫

683-0851 鳥取県米子市夜見町3018

0859-24-7052 0859-24-7088 http://www.daisenham.com

農・畜産品

ハム

71 株式会社高田商店

代表取締役 高田 章央

680-0823 鳥取市幸町1-7

0857-22-5216 0857-29-4614

水産品

海産珍味

72 有限会社高塚かまぼこ店

代表取締役 高塚 賀人

689-2301 鳥取県東伯郡琴浦町八橋162

0858-52-2717 0858-52-2732 http://takakama.hal.ne.jp

水産品

蒲鉾

73 宝製菓株式会社

代表取締役 河越 行夫

689-2304 鳥取県東伯郡琴浦町大字逢束1075-265 0858-49-5555 0858-49-5678 http://www.sweet-takara.com/

74 宝福一有限会社

代表取締役 倉都 章

682-0851 鳥取県倉吉市西倉吉町23-1

0858-28-2321 0858-28-2323 http://takarafukuichi.jp

代表理事 八村 輝夫

680-0831 鳥取市栄町651

0857-26-2367 0857-26-2399 http://mingei.exblog.jp/11780825/

76 田手商店

代表 田手広樹

684-0001 鳥取県境港市清水町622-2

77 有限会社田中農場

代表取締役 田中 正保

78 谷尾商店

谷尾 伸一

75

財団法人鳥取民芸美術館
たくみ工芸店

090-7549-2455 0858-58-3229 http://dsf.littlestar.jp/

農・畜産品

主力商品

酒

菓子

菓子

農・畜産品

紅茶・緑茶

諏訪泉

焼酎カステラ

銘菓 大風呂敷

漬物・佃煮

陶磁器

陶器

0859-30-3997 0859-42-4554

農・畜産品

干物

680-0426 鳥取県八頭郡八頭町下坂442

0858-72-2826 0858-72-2827 http://www.hal.ne.jp/umaimon/member/tanaka/index.html

農・畜産品

農産加工品

689-3309 鳥取県西伯郡大山町国信804-1

0859-53-3324 0859-53-3324

水産品

紅ズワイガニ
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No.

会社名

代表者名

郵便番号

住所

電話番号

FAX番号

会社ホームページ

商品区分

主力商品

79 有限会社谷本工業

代表取締役 谷本 一馬

682-0602 鳥取県倉吉市上米積１１０１番地5

0858-28-3334 0858-28-3957 http://ajikurahonpo.com

農・畜産品

ドレみそゴールド

80 有限会社田畑商店

代表取締役 田畑 耕市

680-0847 鳥取市天神町69番地

0857-22-2328 0857-22-0428 http://www.nashi-bijin.com/

農・畜産品

フルーツらっきょう

81 玉田や

藤縄 幸孝

680-0036 鳥取市川端2-124

0857-22-2402 0857-22-4944

82 田村商店

田村 範夫

689-4121 鳥取県西伯郡伯耆町大殿579

0859-68-3500 0859-68-3500 http://www.houki-town.jp/p/13/2/5/14

農・畜産品

味噌・醤油

83 だんだんスタジアム合資会社

坂田 守

683-0053 鳥取県米子市明治町２６２番地

0859-33-7707 0859-22-9779 yonago-d@dansanstadium.com

農・畜産品

大山鶏から揚げ

84 竹扇堂

株本 覚

680-0824 鳥取市行徳2-432

0857-29-8284 0857-29-8284 http://www.tottorikasa.com

木・竹工品

しゃんしゃん傘

85 竹豊工芸

小笹 努

680-0835 鳥取市東品治町113

0857-22-3295 0857-22-3295

木・竹工品

創作竹工芸

86 株式会社ちむら

代表取締役 千村 直美

680-1202 鳥取市河原町布袋556

0858-76-3333 0858-76-3335 http://www.toufuchikuwa.com

水産品

ちくわ・蒲鉾

87 中央印刷株式会社

代表取締役 松下 顕吾

689-1121 鳥取市南栄町34

0857-53-2221 0857-53-2201 http://www.torinet.co.jp

その他

印刷

88 千代むすび酒造株式会社

代表取締役 岡空 晴夫

684-0004 鳥取県境港市大正町131

0859-42-3191 0859-42-3515 http://www.chiyomusubi.co.jp

89 株式会社鶴太屋

代表取締役 北垣 潤子

682-0021 鳥取県倉吉市上井780-7

0858-24-6080 0858-24-6090

農・畜産品

佃煮

90 有限会社鶴乃觜

代表取締役 井上 裕貴

682-0885 鳥取県倉吉市堺町3-100

0858-23-5161 0858-23-5160 http://www.tsurunohashi.com/

農・畜産品

わかめふりふり

91 株式会社ティエスピー

代表取締役 諸𠮷 稔

680-0911 鳥取市千代水1-70-1

0857-29-5222 0857-29-5255 http://www.t-s-p.jp

92 手づくりハム工房つくしんぼ

平口 正則

680-0746 鳥取県八頭郡若桜町吉川610-2

0858-83-0565 0858-83-0568

93 株式会社テラファーマ

代表取締役 奥田 真悟

680-0942 鳥取市湖山町東4-93

0857-39-9085 0857-39-9086 http://tottorinashio.com

94 有限会社とうふ工房雨滝

代表取締役 山野 松美

680-0201 鳥取市国府町雨滝510

0857-58-0770 0857-58-0778 http://amedaki.jp/
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菓子

酒

その他

農・畜産品

菓子

農・畜産品

因幡の白兎せんべい

日本酒

因州和紙イヤリング

ハム

とっとりなしおゼリー

豆腐・大豆加工品

No.

95

会社名

特定非営利活動法人
鳥取県障害者就労事業振興センター

代表者名

郵便番号

住所

会長 廣田 和幸

683-0802 鳥取県米子市東福原1-1-45

96 とっと工房＆ふみ子の手作り工房

代表 やまね ふみ子

680-0864 鳥取市吉成1090

97 鳥取いなば農業協同組合

代表理事 谷口 節次

98 鳥取因幡焼

99 鳥取県菓子工業組合

電話番号

FAX番号

会社ホームページ

0859-31-1015 0859-31-1035

商品区分

その他

080-3054-7521 0857-24-7521 http://tottokoubou.jp

その他

680-0942 鳥取市湖山町東5-261

0857-32-1100 0857-32-1130 http://jainaba.com/

農・畜産品

三木 健太郎

680-0072 鳥取市滝山547-32

0857-24-5771 0857-24-5771

代表理事 小谷 寛

680-0833 鳥取市末広温泉町160

0857-29-0021

100 公益社団法人鳥取県観光連盟

会長 中島 守

680-0831 鳥取市栄町606 まるもビル5階

101 株式会社鳥取県食

代表取締役 北村 龍一郎

102 一般財団法人鳥取市農業公社

陶磁器

ちりめん・ガラス細工

らっきょう・柿・梨

鳥取因幡焼

菓子

菓子

0857-39-2111 0857-39-2100 http://www.tottori-guide.jp

その他

観光

682-0925 鳥取県倉吉市秋喜257-8

0858-28-3811 0858-28-3813 http://www.umaiokome.net

農・畜産品

米穀

理事長 平木 一義

680-0942 鳥取市湖山町東5-228

0857-31-6800 0857-31-6800

農・畜産品

農産加工品

103 鳥取中央農業協同組合

代表理事 福山 巌

682-0867 鳥取県倉吉市越殿町1409

0858-23-3000 0858-28-0900 http://ja-tottorichuou.or.jp/

農・畜産品

とまり漬

104 鳥取中浦株式会社

代表取締役 鷦鷯 順

680-0001 鳥取市浜坂6-14-11

0857-24-5431 0857-24-5233 http://www.nakaura-f.co.jp

菓子

105 株式会社鳥取はまみ屋

代表取締役 山本 達也

683-0845 鳥取県米子市旗ヶ崎6-4-10

0859-29-4614 0859-29-4106 http://tottori.hamamiya-fp.com/

農・畜産品

鳥取和牛カレー

106 泊綜合食品株式会社

代表取締役 岸田 隆志

680-0913 鳥取市安長85

0857-28-6211 0857-28-0905 http://www.tomari.co.jp

農・畜産品

らっきょう

107 豊田アストリア有限会社

代表取締役 豊田 翔二

683-0003 鳥取県米子市皆生3-18-38

0859-33-9848 0859-33-9848

郷土料理

レトルトカレー

108 中井酒造株式会社

代表取締役 中井 俊郎

682-0856 鳥取県倉吉市中河原555

0858-28-0821 0858-28-0898 http://yasio.net

酒

清酒

109 中川酒造株式会社

取締役蔵元 中川 盛雄

680-0061 鳥取市立川町2-305

0857-24-9330 0857-26-3806 http://www6.ocn.ne.jp/~torisake/

酒

いなば鶴

110 有限会社長田茶店

代表取締役 長田 吉太郎

683-0845 鳥取県米子市旗ケ崎2141番地

0859-34-2023 0859-22-5191 http://www.nagatachamise.com

農・畜産品

山陰銘茶

7 ページ

085729-0022

主力商品

二十世紀スイートサンド

No.

会社名

代表者名

郵便番号

住所

電話番号

会社ホームページ

FAX番号

商品区分

主力商品

111 中野竹藝

代表 中野 泰助

682-0826 鳥取県倉吉市東仲町2573

0858-23-7500 0858-23-7500

木・竹工品

112 南家織物

南家 均

684-0071 鳥取県境港市外江町3641

0859-42-3233 0859-42-3233

繊維

113 株式会社楠城屋商店

代表取締役 濱崎 圭祐

680-0061 鳥取市立川町4-116

0857-22-2118 0857-21-2861

農・畜産品

醤油・味噌

114 日本海観光開発株式会社

代表取締役 稲田 二千武

689-3318 鳥取県西伯郡大山町大山25番

0859-48-6801 0859-48-6802 http://www.goenyuin.com/

農・畜産品

豆腐系加工品

115 にゅうぱある

代表 松田喜久子

680-0942 鳥取県鳥取市湖山町東5丁目114

0857-31-6644

郷土料理

ホルモン焼きそば

116 株式会社白山命水

代表取締役 垣内 紘一

753-0221 山口県山口市大内矢田北6丁目15-15

083-941-5780 083-941-5702 http://www.hakusanmeisui.com/

農・畜産品

白山名水

117 株式会社林兼太郎商店

代表取締役 林 憲二

680-0942 鳥取市湖山町東5-371-1

0857-31-1255 0857-31-1251

118 株式会社はりまや

代表取締役 山本 良文

683-0054 鳥取県米子市糀町１丁目１６５番地

0859-34-0290 0859-34-0360 http://www.hahaha-harimaya.co.jp

農・畜産品

こんにゃく

119 有限会社ひよこカンパニー

代表取締役 小原 利一郎

680-0414 鳥取県八頭郡八頭町橋本126

0858-73-8211 0858-73-8212 http://www.oenosato.com

農・畜産品

卵

120 平野流和紙ちぎり絵

代表 平野 滋子

689-4503 鳥取県日野郡日野町根雨632

0859-72-0007 0859-72-0007

和紙

和紙ちぎり絵

121 有限会社深澤製菓

代表取締役 深澤 泰洋

680-0914 鳥取市南安長2-78-2

0857-22-4863 0857-22-4860 http://www.oiri.jp/

菓子

ぽん煎餅

122 福田養蜂場

福田 収

680-0153 鳥取市国府町法花寺60

0857-24-8528 0857-24-8528 http://www.838.jp/

農・畜産品

蜂蜜

123 有限会社ふくべむら特産品本舗

取締役社長 小谷 博文

689-0105 鳥取市福部町湯山104

0857-74-3158 0857-74-3158

農・畜産品

砂たまご・砂コーヒー

124 藤井酒造合資会社

藤井 公典

682-0123 鳥取県東伯郡三朝町三朝870-1

0858-43-0856 0858-43-0856 http://www.fujii-sake.co.jp/

125 有限会社フリーダム

代表取締役 瀧 将文

680-0845 鳥取市富安1-40

0857-29-8125 0857-29-8148 http://yakitori-ya.shop-pro.jp/

農・畜産品

焼き鳥

126 ブリリアントアソシエイツ株式会社

代表取締役 福嶋登美子

680-0043 鳥取市大榎町3-3

0857-32-6030 0857-50-1587 http://www.karoko.jp/

農・畜産品

ピンク醤油他

8 ページ

http://www.horusoba.com/

酒

酒

竹工芸品

弓浜絣

二十世紀梨酎ハイ

三朝正宗

No.

会社名

代表者名

郵便番号

住所

電話番号

FAX番号

なし

会社ホームページ

商品区分

127 古田ミツバチ農園

古田 治人

680-1414 鳥取市下段188-1

0857-23-8888

128 株式会社ヘイセイ

代表取締役 種子 晋司

689-2303 鳥取県東伯郡琴浦町徳万731

0858-53-0771 0858-52-2200 http://www.agodashi.com/

水産品

129 北条ワイン醸造所

代表責任者 山田 定広

689-2106 鳥取県東伯郡北栄町松神608

0858-36-2015 0858-36-2014 http://www.hojyowine.jp/

酒

130 有限会社宝月堂

代表取締役 佐々木稔郎

680-0033 鳥取市二階町3-121

0857-22-3745 0857-22-3748 http://hougetsudou.jp

131 法勝寺焼皆生窯

安藤 釉三

683-0001 鳥取県米子市皆生温泉2-19-52

0859-33-2826 0859-33-2842

陶磁器

132 ホテイ堂

藤田 信良

680-0813 鳥取市寿町910

0857-22-2087 0857-29-4295

菓子

133 株式会社ＭＹ ＨＯＮＥＹ

代表取締役 麻田 恵

689-2101 鳥取県東伯郡北栄町江北508

0858-24-5078 0857-33-4188 http://myhoneyjapan.com

134 株式会社前田商店

代表取締役 前田 一郎

689-0106 鳥取市福部町海士20-1

0857-74-3211 0857-74-3210 http://www.maeta-shoten.com

水産品

練製品

135 有限会社前田水産

代表取締役 前田 哲弥

683-0101 鳥取県米子市大篠津町387

0859-28-8337 0859-28-8343 http://kanisho-m.com/

水産品

紅ずわいがに棒身

136 眞名焼(眞名かいろうの里)

難波 勲

681-0023 岩美郡岩美町真名1064-2

0857-37-5322 0857-37-5322

陶磁器

眞名焼

137 松本甲一郎商店

松本 隆博

684-0072 鳥取県境港市渡町1188

0859-45-0438 0859-45-1311

農・畜産品

はま漬

138 丸京製菓株式会社

代表取締役副社長 鷲見 雄司

683-0845 鳥取県米子市旗ケ崎2002-2

0859-22-4136 0859-33-4543 http://www.marukyo-seika.co.jp/

139 株式会社三善

代表取締役 安藤 栄依子

689-0214 鳥取市気高町上光142-1

0857-82-2796 0857-82-3320

農・畜産品

140 民芸工房 なか屋

中村 恭佳

680-0851 鳥取市大杙138

0857-24-6230 0857-24-6230

その他

141 村上絣織物

村上 一枝

683-0102 鳥取県米子市和田町922

0859-28-8385 0859-28-8385

繊維
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農・畜産品

主力商品

菓子

農・畜産品

菓子

ハチミツ

あご入り鰹ふりだし

北条ワイン

砂の丘

法勝寺焼

仁風閣

ナッツ蜂蜜漬

どら焼き

醤油・味噌

でんでん太鼓

弓浜絣

No.

会社名

代表者名

郵便番号

住所

電話番号

FAX番号

会社ホームページ

商品区分

主力商品

142 株式会社めぐみ

代表取締役 遠藤 美絵

683-0344 鳥取県西伯郡南部町上中谷2016

0859-35-7511 0859-35-7511 http://www.megumi-llc.jp/

農・畜産品

143 モルタルマジック株式会社

代表取締役 池原 正樹

689-0332 鳥取市気高町勝見184-2

0857-82-6660 0857-82-6661 http://morutaru-magic.jp

その他

砂加工品

144 有限会社大和商会

代表取締役 石原 秀敏

680-0004 鳥取市北園2-190

0857-24-4355 0857-24-4372

その他

砂絵版画

145 有限会社山根酒造場

代表取締役 山根 正紀

689-0518 鳥取市青谷町大坪249

0857-85-0730 0857-85-0465 http://hiokizakura.jp/

146 有限会社山本おたふく堂

代表取締役 山本 浩一

689-2301 鳥取県東伯郡琴浦町八橋348

0858-53-2345 0858-53-2347 http://www.otafukudo.com

菓子

風呂敷饅頭

147 夢食研株式会社

代表取締役 阿部 雄悦

689-4105 鳥取県西伯郡伯耆町久古1042

0859-68-3231 0859-68-3232

菓子

おからかりんとう

148 有限会社米子屋旅館

代表取締役 江本 由美

689-4401 鳥取県日野郡江府町江尾2000

0859-75-2400 0859-75-3964

郷土料理

大山おこわ

149 株式会社楽粹

代表取締役 行光 秀夫

689-1412 鳥取県八頭郡智頭町芦津上ノ平ル504

0858-75-2512 0858-75-2514 http://www.rakusui.co.jp

農・畜産品

豆腐

150 株式会社緑水園

代表取締役 足立 喜義

683-0343 鳥取県西伯郡南部町下中谷606

0859-66-5111 0859-66-5112 http://www.town.nanbu.tottori.jp/ryokusuiko/

農・畜産品

竹するめ
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酒

どんぐり関連商品

日置桜

