
H31.3.1～H31.3.31
継続営業許可施設

営業所名称 営業所電話 許可番号 許可日 有効期間 申請者名 代表者役職 代表者名 申請者電話

小夜 那覇市東町27-19 Keiビル4階 098-867-8522  飲食店営業 ﾅｲﾄｽﾅｯｸ 第11302081号 H31.03.12 R07.03.31 横目小夜

居酒屋つぼ味 那覇市壷川2-5-1 098-854-5344  飲食店営業 居酒屋 第11302106号 H31.03.14 R07.03.31 屋富祖秀男

ラーメンハウス 札幌や 那覇市宇栄原4-2-11 098-858-4943  飲食店営業 そば屋 第11302082号 H31.03.12 R07.03.31 我那覇稔

栄町りうぼう 那覇市安里388-6 098-835-5165  飲食店営業 そうざい 第11302057号 H31.03.08 R06.10.31 株式会社リウボウストア 代表取締役 糸数剛一 那覇市松尾1-9-49 098-867-2060  

は～と給食 那覇市松川3-19-46 098-996-2092  飲食店営業 食堂 第11302083号 H31.03.12 R07.03.31 株式会社日本ユニテック 代表取締役 安里盛一 浦添市字城間1985-1 098-878-1220  

T’s style coffee 波の上ビーチ店 那覇市辻3-2-1 098-868-0502  飲食店営業 レストラン 第11302058号 H31.03.08 R07.03.31 株式会社波之上産業 代表取締役 高田幸治 那覇市辻3-2-13 098-868-1808  

T’s style coffee 波の上ビーチ店 那覇市辻3-2-1 098-868-0502  菓子製造業 第11302059号 H31.03.08 R07.03.31 株式会社波之上産業 代表取締役 高田幸治 那覇市辻3-2-13 098-868-1808  

サブウェイ 波の上ビーチ店 那覇市辻3-2-1 098-868-0500  飲食店営業 レストラン 第11302060号 H31.03.08 R07.03.31 株式会社波之上産業 代表取締役 高田幸治 那覇市辻3-2-13 098-868-1808  

サブウェイ 波の上ビーチ店 那覇市辻3-2-1 098-868-0500  菓子製造業 第11302061号 H31.03.08 R07.03.31 株式会社波之上産業 代表取締役 高田幸治 那覇市辻3-2-13 098-868-1808  

（株）琉珉珉 那覇市字古島2-3 サンライズ古島101 098-862-0178  食品の冷凍又は冷蔵業 第11302107号 H31.03.14 R07.03.31 株式会社琉珉珉

たそかれ珈琲 那覇市牧志1-14-3 1F 飲食店営業 カフェー 第11302041号 H31.03.06 R07.03.31 久高悠三

悦 那覇市安里388 098-885-6426  飲食店営業 カフェー 第11302031号 H31.03.01 R07.02.28 宮城エツ

タウンプラザかねひで古島店 那覇市古島1-13-1 098-885-7563  菓子製造業 第11302114号 H31.03.15 R07.03.31 金秀商事株式会社 代表取締役 中地健 西原町字小那覇494-1 098-946-2830  

タウンプラザかねひで古島店 那覇市古島1-13-1 098-885-7563  魚介類販売業 第11302112号 H31.03.15 R07.03.31 金秀商事株式会社 代表取締役 中地健 西原町字小那覇494-1 098-946-2830  

タウンプラザかねひで古島店 那覇市古島1-13-1 098-885-7563  乳類販売業 第11302113号 H31.03.15 R07.03.31 金秀商事株式会社 代表取締役 中地健 西原町字小那覇494-1 098-946-2830  

タウンプラザかねひで古島店 那覇市古島1-13-1 098-885-7563  食肉販売業 第11302111号 H31.03.15 R07.03.31 金秀商事株式会社 代表取締役 中地健 西原町字小那覇494-1 098-946-2830  

味処 魚河岸 那覇市前島2-7-11 098-867-6046      飲食店営業 居酒屋 第11302093号 H31.03.13 R07.03.31 具志堅孝夫

そば・うどん処さぬき屋 那覇市牧志1-4-36 098-868-9667  飲食店営業 食堂 第11302094号 H31.03.13 R07.03.31 上原久美子

新垣鮮魚店 那覇市松尾2-10-1 牧志第一公設市場No.151・152 098-866-6501  魚介類販売業 第11302084号 H31.03.12 R07.03.31 新垣百代

きらく食堂 那覇市松尾2-10-1 第一公設市場2F 098-868-8564  飲食店営業 食堂 第11302095号 H31.03.13 R07.03.31 親川元康

城 那覇市壺屋1-2-12 飲食店営業 バー 第11302096号 H31.03.13 R07.03.31 浅沼良子

沖縄銀行本店食堂5階食堂 那覇市久茂地3-10-1 098-867-2141  飲食店営業 食堂 第11302062号 H31.03.08 R07.03.31 第一総業株式会社 代表取締役 與那原信祐 那覇市古波蔵3-8-8 098-853-5353  

ノーリーズ ダイナー 那覇市泉崎1-17-9 098-863-7044  飲食店営業 レストラン 第11302097号 H31.03.13 R07.03.31 仲間徳宏

仲田鮮魚 那覇市松尾2-10-1 牧志第一公設市場No.126，125，124 098-863-5712  魚介類販売業 第11302085号 H31.03.12 R07.03.31 仲田明美

ヤマセ商会 那覇市松尾2-10-1 牧志第一公設市場No.132，133 098-868-7337  魚介類販売業 第11302108号 H31.03.14 R07.03.31 樋口隆一

尾家産業（株）沖縄営業所 那覇市港町2-18-2 098-951-0630  魚介類販売業 第11302100号 H31.03.13 R08.03.31 尾家産業株式会社 代表取締役 尾家啓二 大阪市北区豊崎6-11-27 06-6375-0151  

尾家産業（株）沖縄営業所 那覇市港町2-18-2 098-951-0630  乳類販売業 第11302099号 H31.03.13 R08.03.31 尾家産業株式会社 代表取締役 尾家啓二 大阪市北区豊崎6-11-27 06-6375-0151  

尾家産業（株）沖縄営業所 那覇市港町2-18-2 098-951-0630  食肉販売業 第11302098号 H31.03.13 R08.03.31 尾家産業株式会社 代表取締役 尾家啓二 大阪市北区豊崎6-11-27 06-6375-0151  

つぼやてんぷら 那覇市壺屋2-24-12 1-A 098-836-6781      飲食店営業 そうざい 第11302126号 H31.03.15 R07.03.31 本村ミヨ

居酒屋しぃ～ぶん 那覇市牧志1-4-38 098-861-5532  飲食店営業 居酒屋 第11302101号 H31.03.13 R07.03.31 緑間重治

Kitchenひろ 那覇市西1-7-7 協春アパート101 098-861-0653      飲食店営業 小料理 第11302086号 H31.03.12 R07.03.31 當間広子

ANAクラウンプラザホテル
沖縄ハーバービュー「桃翠」

那覇市泉崎2-46 098-853-2111  飲食店営業 中華料理 第11302087号 H31.03.12 R07.03.31 ザ・ホテリエ・グループ那覇株式会社 代表取締役 牟田祐子 港区赤坂1-12-33 03-4570-6900  

久米（クニンダ） 那覇市久米2-1-5 (2F) 098-866-0850  飲食店営業 レストラン 第11302115号 H31.03.15 R07.03.31 スターツ・ナハ・オペレーションズ株式会社 代表取締役 中松学 那覇市久米2-1-5 098-866-0787  

The Lounge（ザ・ラウンジ） 那覇市久米2-1-5 (1F) 098-866-0787  飲食店営業 スナック 第11302116号 H31.03.15 R07.03.31 スターツ・ナハ・オペレーションズ株式会社 代表取締役 中松学 那覇市久米2-1-5 098-866-0787  

レストラン琉璃庵（リュウリアン） 那覇市久米2-1-5 (2F) 098-866-0850  飲食店営業 レストラン 第11302117号 H31.03.15 R07.03.31 スターツ・ナハ・オペレーションズ株式会社 代表取締役 中松学 那覇市久米2-1-5 098-866-0787  

BAR蓮（バー・レン） 那覇市久米2-1-5 098-866-0850  飲食店営業 バー 第11302118号 H31.03.15 R07.03.31 スターツ・ナハ・オペレーションズ株式会社 代表取締役 中松学 那覇市久米2-1-5 098-866-0787  

Parkers Mood jazz club 那覇市久茂地3-9-11 アーバンビル5F 098-861-2565  飲食店営業 バー 第11302063号 H31.03.08 R07.03.31 城間巧介

吉嶺ミート 那覇市首里崎山町4-170 098-885-2169  食肉販売業 第11302102号 H31.03.13 R07.03.31 吉嶺剛

株式会社丸大 国場店 那覇市国場976 098-833-1725  飲食店営業 寿司屋 第11302064号 H31.03.08 R07.03.31 株式会社丸大 代表取締役 大城義弘 島尻郡南風原町宮平251 098-889-3465  

てんぷら坂 那覇市壺屋1-10-32               飲食店営業 食堂 第11302210号 H31.03.29 R07.03.31 長嶺政美

小料理ちえ乃 那覇市辻1-14-16 098-864-1067      飲食店営業 小料理 第11302156号 H31.03.22 R07.03.31 奥平智榮子

すし・海鮮 半助屋 那覇市与儀96番地 當間荘101 098-836-3123  飲食店営業 居酒屋 第11302157号 H31.03.22 R07.03.31 満名吉秋

ベーカリーペコパン 那覇市松川1-11-21 098-836-2595  菓子製造業 第11302146号 H31.03.20 R07.03.31 髙井俊哉

居酒屋 親子亭 那覇市首里石嶺町2-10-1 098-884-6142      飲食店営業 食堂 第11302131号 H31.03.19 R07.03.31 本村安男

沖縄工業 寄宿舎 那覇市松川3-20-1 098-832-3831  飲食店営業 食堂 第11302132号 H31.03.19 R07.03.31 株式会社　日本ユニテック 代表取締役 安里誠一 浦添市城間1985-1 オリオン会館5階 098-878-1220  

弁当のまんま家 那覇市古島2-2-1 大城アパート1階 098-886-1499      飲食店営業 弁当屋 第11302159号 H31.03.25 R07.03.31 伊是名興文

（株）ジミー那覇工場 那覇市銘苅3-8-5 098-869-9222  菓子製造業 第11302160号 H31.03.25 R07.03.31 株式会社ジミー 代表取締役 稲嶺盛一郎 宜野湾市大山7-2-20 098-897-9585  

ベーカリー プルミエ 那覇市安里1-2-21 098-862-6847  菓子製造業 第11302161号 H31.03.25 R07.03.31 株式会社ホテルロイヤルオリオン 代表取締役 那覇市安里1-2-21 098-866-5533  

営業三課 那覇市松山1-15-14 松山産業第3ビル2階 098-862-1515  飲食店営業 ﾅｲﾄｽﾅｯｸ 第11302162号 H31.03.25 R07.03.31 江口新一

ライブハウス島唄 那覇市牧志1-2-31 3F 098-863-6040  飲食店営業 居酒屋 第11302163号 H31.03.25 R07.03.31 有限会社ディグ音楽プロモーション 代表取締役 知名定徳 北中城村美崎122番地 098-863-0839  

髙良精肉店 那覇市松尾2-11-16 098-861-3751  食肉販売業 第11302164号 H31.03.25 R07.03.31 髙良勇

Cafe Nakaya 那覇市鏡原町1-1 たかちよビル102               飲食店営業 カフェー 第11302171号 H31.03.26 R07.03.31 特定非営利活動法人ナカヤ 理事長 屋富祖忠治 那覇市小禄1-4-15 コハツハイツ103 098-857-7161  

カラオケヒルズ ジョイ ユウビ 那覇市銘苅2-4-18 2F 098-988-1239  飲食店営業 食堂 第11302172号 H31.03.26 R07.03.31 有限会社ジョイメディア 代表取締役 石原育一 沖縄市園田2-32-1 098-933-8335  

長堂食品店 那覇市繁多川2-12-17 098-854-1304  豆腐製造業 第11302174号 H31.03.26 R07.03.31 長堂　嘉明

長堂食品店 那覇市繁多川2-12-17 098-854-1304  そうざい製造業 第11302175号 H31.03.26 R07.03.31 長堂　嘉明

そば処 らん 那覇市長田1-22-18 丸信アパート101 098-854-5347  飲食店営業 そば屋 第11302176号 H31.03.26 R07.03.31 嘉数　学

AQUA アクア 那覇市牧志2-16-6 照屋ビル2F               飲食店営業 バー 第11302177号 H31.03.26 R07.03.31 伊原智雄

抹茶李庵 沖縄本島内一円               喫茶店営業 自動車営業 第11302178号 H31.03.26 R06.03.31 亀田亜希

酒楽 Bar Sun Shine 那覇市久茂地2-14-21 一銀サービスビル2階 098-868-5851  飲食店営業 バー 第11302188号 H31.03.28 R07.03.31 伊波興治

焼肉きんぐ 那覇新都心店 那覇市上之屋1-1-1               飲食店営業 レストラン 第11302191号 H31.03.28 R07.03.31 株式会社ｇｌｏｂ 代表取締役 古市誉富 福山市王子町1-3-5 084-920-0041  

麗王 那覇市松山2-11-6 2F 098-863-7411      飲食店営業 ﾅｲﾄｽﾅｯｸ 第11302194号 H31.03.28 R07.03.31 末金典子

ベルファーレ 那覇市松山1-18-14 清洲第2ビル3階               飲食店営業 カフェー 第11302195号 H31.03.28 R07.03.31 清水貴史

コスモフーズ（琉球銀行真嘉比支店内食堂） 那覇市古島352 2F 098-862-9241  飲食店営業 食堂 第11302202号 H31.03.29 R07.03.31 コスモフーズ株式会社 代表取締役 野々村充教 那覇市銘苅322-5 真栄城ビル203 098-862-9241  

かりゆし 那覇市安里388-10 1F 098-886-9120  飲食店営業 ﾅｲﾄｽﾅｯｸ 第11302203号 H31.03.29 R07.03.31 安里玲子

国吉豆腐店 那覇市真地22 098-854-7607  豆腐製造業 第11302204号 H31.03.29 R07.03.31 国吉真司

レリエル 那覇市松山1-13-5 ナムラプラスビル4階 098-943-4279  飲食店営業 カフェー 第11302205号 H31.03.29 R07.03.31 大城空

コーヒーハウス ぽえむ 開南店 那覇市松尾2-22-27 098-866-9777  飲食店営業 食堂 第11302206号 H31.03.29 R07.03.31 有限会社ぽえむ 代表取締役 武田通子 那覇市松尾2-22-27 098-856-7428  

株式会社丸大 長田店 那覇市長田1-17-9 098-853-3464  飲食店営業 寿司屋 第11302207号 H31.03.29 R07.03.31 株式会社丸大 代表取締役 大城義弘 島尻郡南風原町宮平251 098-889-3465  
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焼肉レストラン ROINS 那覇市久茂地2-6-16               飲食店営業 レストラン 第11302208号 H31.03.29 R07.03.31 株式会社RDキッチン 代表取締役 井上武夫 那覇市久茂地2-6-16 098-943-9129  

旬菜酒房お福 那覇市首里汀良町3-101-4 1階 098-884-1446  飲食店営業 居酒屋 第11302211号 H31.03.29 R07.03.31 比嘉栄子

和流炭焼 石庭 那覇市松山2-1-18 2F 098-861-1611  飲食店営業 居酒屋 第11302214号 H31.03.29 R07.03.31 水上康士郎

花鈴 那覇市寄宮3-15-15 098-831-6387  飲食店営業 小料理 第11302215号 H31.03.29 R07.03.31 新城雄二

小料理Bar 恋月 那覇市首里当蔵2-20 1F 飲食店営業 小料理 第11302145号 H31.03.20 R07.03.31 加藤いずみ

医療法人城南会 小禄みなみ診療所 那覇市宮城1-1-37 098-857-3949  飲食店営業 食堂 第11302155号 H31.03.22 R07.03.31 医療法人城南会 理事長 山根邦夫 那覇市字松川442 098-836-3553  

Le Romarin 那覇市古島1-1-13 コーポ真101 098-885-0077  飲食店営業 レストラン 第11302170号 H31.03.26 R07.03.31 津波真人

てぃーち2 那覇市牧志2-4-5 098-861-3662  飲食店営業 居酒屋 第11302173号 H31.03.26 R07.03.31 仲地　拓馬

すき家 329号那覇古波蔵店 那覇市古波蔵3-14-2 098-987-0496  飲食店営業 食堂 第11302192号 H31.03.28 R07.03.31 株式会社九州すき家 代表取締役 向山陽 港区港南2-18-1 03-5783-8850  

じゃがいも 那覇市樋川2-6-17 098-855-1929      飲食店営業 食堂 第11302193号 H31.03.28 R07.03.31 国吉良昌

ダイニング りゅう 那覇市上之屋402-9 3階 098-866-8953  飲食店営業 レストラン 第11302196号 H31.03.28 R07.03.31 古堅幸子

ティアラ 那覇市若狭2-4-16 福栄館ビル4-B 098-869-5212  飲食店営業 スナック 第11302209号 H31.03.29 R07.03.31 砂邊好江

ベキラ 那覇市若狭3-2-1 098-866-6441  飲食店営業 バー 第11302213号 H31.03.29 R07.03.31 本永英子
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