
H31.3.1～H31.3.31
新規営業許可施設

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

株式会社あさひ 那覇市宇栄原4-7-2 098-858-2651  食肉製品製造業 第11302042号 H31.03.13 R07.03.31 株式会社あさひ 代表取締役 赤嶺厚司 那覇市宇栄原3-20-5 098-857-0779  

ファミリーマート　久茂地美栄橋店 那覇市久茂地3-17-5 098-860-5250  そうざい製造業 第11302050号 H31.03.27 R07.03.31 合同会社いろは 代表社員 玉城義勝 那覇市松尾2-12-16
プレサンスロジェ松尾
レーヴタワー604号

098-868-3036  

おきなわドキドキ倶楽部 那覇市松山1-6-17 セゾンハナハナ5ビル　4階 飲食店営業 ﾅｲﾄｽﾅｯｸ 第11301042号 H31.03.08 R07.03.31 志良堂一也
那覇ゲートViTO店 那覇市鏡水150               飲食店営業 スナック 第11301702号 H31.03.07 R07.03.31 ANA FESTA株式会社 代表取締役 鈴木裕二 大田区羽田空港3-3-2 03-6700-5370  
スターバックスコーヒー
那覇空港国内線ゲート内店

那覇市鏡水150               飲食店営業 スナック 第11301707号 H31.03.07 R07.03.31 ANA FESTA株式会社 代表取締役 鈴木裕二 大田区羽田空港3-3-2 03-6700-5370  

くもざき 那覇市久茂地1-4-1               飲食店営業 居酒屋 第11301833号 H31.03.25 R07.03.31 株式会社ＧＭ 代表取締役 石川拓人 渋谷区恵比寿西2-8-8 ウエストエビスビル4F 03-3770-8234  
ポークたまごおにぎり本店（株） 那覇市松尾2-10-20 2F 098-866-0291  そうざい製造業 第11301876号 H31.03.14 R07.03.31 ポークたまごおにぎり本店株式会社 代表取締役 清川勝朗 那覇市松尾2-8-35 098-866-0291  
ポークたまごおにぎり本店　空港1F店 那覇市鏡水150 那覇空港国内線ターミナル1F 098-996-3588  飲食店営業 食堂 第11301877号 H31.03.14 R07.03.31 ポークたまごおにぎり本店株式会社 代表取締役 清川勝朗 那覇市松尾2-8-35 098-866-0291  
ポークたまごおにぎり本店 那覇市松尾2-8-35 098-867-9550  飲食店営業 食堂 第11301878号 H31.03.14 R07.03.31 ポークたまごおにぎり本店株式会社 代表取締役 清川勝朗 那覇市松尾2-8-35 098-866-0291  
酒菜・民謡ライブ　ちぶや 那覇市壺屋1-7-14 098-861-2188  飲食店営業 居酒屋 第11301891号 H31.03.26 R07.03.31 株式会社健食 代表取締役 島袋弘三 うるま市石川1-51-22
source kitchen 那覇市松川3-2-1 松川共同住宅1004 098-851-4533  飲食店営業 弁当屋 第11301894号 H31.03.14 R07.03.31 株式会社Ganshina 代表取締役 國吉留美子 那覇市具志3-6-17
Members　望月 那覇市東町12-1 ミリオンプラザビルⅠ（1-B） 飲食店営業 スナック 第11301906号 H31.03.05 R07.03.31 清水美奈子
JOY FIT 24 那覇市おもろまち3-3-1 あっぷるタウン3階 098-860-1662  喫茶店営業 自販機 第11301908号 H31.03.13 R08.03.31 株式会社ヤマウチ 代表取締役 岡本将 高松市田村町397 087-867-6868  
酒膳　巴梛 那覇市松山1-33-3 京ﾋﾞﾙ3階 098-988-8837  飲食店営業 小料理 第11301955号 H31.03.01 R07.03.31 渡慶次真紀
ステーキヒカル開南店 那覇市樋川1-26-15 098-987-1029  飲食店営業 レストラン 第11301957号 H31.03.12 R07.03.31 株式会社ヒカル 代表取締役 亀谷光 那覇市松山2-8-7 マルミツビル1F 098-860-9059  
SODA BAR 那覇 那覇市牧志2-1-21 トライアングルビル               飲食店営業 パーラー 第11301967号 H31.03.22 R07.03.31 株式会社ビーズインターナショナル 代表取締役 皆川伸一郎 目黒区東山1-1-2 東山ビル7F 03-5768-2233  
Bistro YOSHIHIKO 那覇市松山2-15-1 098-860-5959  飲食店営業 レストラン 第11301986号 H31.03.11 R07.03.31 勇気フードサービス株式会社 代表取締役 下地勇気 那覇市前島2-1-5 098-864-2341  
bar 2D 那覇市松山2-14-1 玉キ米屋ビル201 飲食店営業 バー 第11301987号 H31.03.11 R07.03.31 佐藤大吾
KARAOKE BAR K. 那覇市西1-21-11 AZビル　3階A号室               飲食店営業 バー 第11301995号 H31.03.05 R07.03.31 金城民雄
BAR STEREO 那覇市安里388-52 2F　101               飲食店営業 バー 第11301996号 H31.03.13 R07.03.31 親川香織
江戸前寿司　叶和 那覇市久茂地2-21-2 098-975-7433  飲食店営業 寿司屋 第11301997号 H31.03.04 R07.03.31 合同会社ＴＯＷＡ 代表社員 箭子雅也 那覇市久茂地2-21-2 098-975-7433  
中真水産　海鮮料理 那覇市松尾2-11-15 飲食店営業 居酒屋 第11302002号 H31.03.14 R07.03.31 中真順子
MRO Japan（社員食堂） 那覇市字大嶺260 098-851-7886  飲食店営業 食堂 第11302007号 H31.03.11 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 オリオン会館3階 098-878-1220  
リゾートバージェミニ沖縄 那覇市牧志2-3-20 ｱｰﾊﾞﾝｺｱﾋﾞﾙ3F 098-862-5272  飲食店営業 バー 第11302008号 H31.03.01 R07.03.31 FIRST STREET DINING株式会社 代表取締役 小池邦彦 那覇市牧志1-3-67 3F 098-869-1050  
BETTER GIRL 那覇市久茂地1-2-25 G7ビル101 飲食店営業 食堂 第11302025号 H31.03.14 R07.03.31 眞山光治
奏（kanade） 那覇市内 098-866-0906  飲食店営業 簡易営業 第11302026号 H31.03.01 R06.03.31 株式会社ATGSENSE Entertainment 代表取締役 森田恭平 渋谷区神泉町12-7 3F 03-5860-8150  
Ｂ型劇場 那覇市おもろまち4-16-18 1F 飲食店営業 居酒屋 第11302027号 H31.03.07 R07.03.31 浦崎芳郎
Cozy Beach Club 沖縄本島内一円               飲食店営業 自動車営業 第11302029号 H31.03.05 R06.03.31 FND株式会社 代表取締役 梶岡之誠 那覇市松山1-4-12 098-861-6868  
Cozy Beach Club 沖縄本島内一円               喫茶店営業 自動車営業 第11302030号 H31.03.05 R06.03.31 FND株式会社 代表取締役 梶岡之誠 那覇市松山1-4-12 098-861-6868  
沖縄料理と地頭鶏　炎 那覇市久茂地2-11-16 098-860-9040  飲食店営業 居酒屋 第11302033号 H31.03.25 R07.03.31 金城亨
えいと 那覇市内               飲食店営業 簡易営業 第11302034号 H31.03.04 R06.03.31 國仲雄理
バー　ゆくし 那覇市松山1-14-3 シティ松山2               飲食店営業 バー 第11302035号 H31.03.06 R07.03.31 宮城健
大衆酒場 トロッコ 那覇市長田2-2-23 とけしｱﾊﾟｰﾄ101 飲食店営業 バー 第11302036号 H31.03.12 R07.03.31 賀数拓也
ぬもんちゅが 那覇市牧志1-2-8 098-917-4649  飲食店営業 居酒屋 第11302037号 H31.03.11 R07.03.31 株式会社Style 代表取締役 金山洋明 京都市中京区橋弁慶町224 SOHO烏丸204号室               
りーさん堂 那覇市久茂地1-5-3 1F 098-917-5812  飲食店営業 居酒屋 第11302039号 H31.03.08 R07.03.31 株式会社陳記商事 代表取締役 陳桂生 那覇市安里1-4-15 梅村ビル1F
ブルームーンパートナーズ株式会社 那覇市銘苅2-3-1 404号室 098-911-1964  飲食店営業 自販機 第11302040号 H31.03.08 R08.03.31 株式会社ジャパンビバレッジホールディングス 代表取締役 及川剛 新宿区西新宿1-24-1 03-5321-0701  
ヒラヤーチー専門店 那覇市内 飲食店営業 簡易営業 第11302043号 H31.03.07 R06.03.31 津覇政也
レインボー 那覇市内               喫茶店営業 簡易営業 第11302044号 H31.03.07 R06.03.31 株式会社七色 代表取締役 大城進一 中頭郡西原町字呉屋69-2 098-946-4508  
居酒屋　くまから屋 那覇市壺川3-4-11 1F 098-855-0820  飲食店営業 居酒屋 第11302045号 H31.03.08 R07.03.31 大城臣作
神の赤肉 那覇市松山2-6-1 松山コーポハウスB-6 飲食店営業 レストラン 第11302046号 H31.03.11 R07.03.31 合同会社Bridge 代表社員 堀川香菜子 那覇市泉崎1-18-8 ゆちばな2泉崎306 098-860-8204  
MARCELLAS CLUB 那覇市松山1-4-8 フラワードリームビル1F 飲食店営業 カフェー 第11302047号 H31.03.08 R07.03.31 平良和史
いけや 那覇市字松川772 飲食店営業 居酒屋 第11302048号 H31.03.12 R07.03.31 川上敬子
大庭学園　給食調理室 那覇市楚辺2-26-15 098-836-2601  飲食店営業 仕出し屋 第11302049号 H31.03.13 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 ｵﾘｵﾝ会館3階 098-878-1220  
まなぐくる 那覇市内 098-858-1284  飲食店営業 簡易営業 第11302053号 H31.03.08 R06.03.31 金城真奈美
八重山capra山羊 那覇市東町8-10 仲村アパート201号 飲食店営業 仕出し屋 第11302054号 H31.03.13 R07.03.31 砂川商店合同会社 代表社員 砂川幸雄 豊見城市字饒波151-2 098-850-5735  
The SCARPETTERS 那覇市内 098-926-0828  飲食店営業 簡易営業 第11302055号 H31.03.08 R06.03.31 株式会社ARS LONGA 代表取締役 仲村大輔 那覇市前島1-1-1 3F 098-869-4111  
タウンプラザかねひで古島店 那覇市古島1-13-1 098-885-7563  そうざい製造業 第11302056号 H31.03.15 R07.03.31 金秀商事株式会社 代表取締役 中地健 中頭郡西原町小那覇494-1 098-946-2830  
前島タッチュー 那覇市前島3-4-12 ライオンズマンション103 飲食店営業 小料理 第11302065号 H31.03.25 R07.03.31 大城有斗
アジアン居酒屋　サバイディー 那覇市松尾2-24-6 赤嶺ふとんビル102 098-917-2870  飲食店営業 居酒屋 第11302067号 H31.03.12 R07.03.31 具志堅興真
高良牛肉店 那覇市松尾2-10-1 098-867-4477  食肉販売業 食肉販売業 第11302068号 H31.03.14 R07.03.31 與儀光哲
Kira Hime　カラオケミュージックバー 那覇市前島1-12-11 マイハートビル5階C号室               飲食店営業 バー 第11302070号 H31.03.12 R07.03.31 伊志嶺秀美
パン屋とま。 那覇市字与儀185-1 098-987-1621  飲食店営業 そうざい 第11302072号 H31.03.26 R07.03.31 崎原幹郎
パン屋とま。 那覇市字与儀185-1 098-987-1621  菓子製造業 菓子製造業 第11302071号 H31.03.26 R07.03.31 崎原幹郎
RELAX 那覇市牧志3-8-1 金城ビル2F 098-943-7137  飲食店営業 バー 第11302073号 H31.03.12 R07.03.31 東　寿子
NEAR 那覇市字仲井真278-3 長嶺店舗2F 飲食店営業 バー 第11302074号 H31.03.13 R07.03.31 浦崎良樹
焼肉バカ一代 那覇市内               飲食店営業 簡易営業 第11302075号 H31.03.12 R06.03.31 株式会社夢廣場Japan 代表取締役 福庭大資 那覇市久茂地3-9-9 1F 098-943-6588  
コイン式冒険酒場 ニューヤフソ 那覇市内 飲食店営業 簡易営業 第11302088号 H31.03.13 R06.03.31 髙江洲義継
mini Lounge CoCo 那覇市若狭2-4-16 福栄館ビル2階A号室               飲食店営業 ﾅｲﾄｽﾅｯｸ 第11302089号 H31.03.14 R07.03.31 平川哲也
Sound office FIVE 那覇市松山1-33-2 HAMASHIN3階3-E号室 飲食店営業 バー 第11302090号 H31.03.15 R07.03.31 Best Wing株式会社 代表取締役 岩本晃和 岡崎市羽根北町4-2-19
株式会社ぐしけんファーム 那覇市内               アイスクリーム類製造業 簡易営業 第11302091号 H31.03.13 R06.03.31 農業生産法人株式会社ぐしけんファーム 代表取締役 具志堅興一 名護市字屋部918 0980-53-8715  
ムーンガラムマサラ 那覇市内               喫茶店営業 簡易営業 第11302092号 H31.03.13 R06.03.31 新垣孝明
沖縄製油株式会社 那覇市字安謝620番地 172 098-868-4181  食用油脂製造業 第11302103号 H31.03.19 R07.03.31 沖縄製油株式会社 代表取締役 高田恵喜 那覇市字安謝620番地 172 098-868-4181  
順子の屋 那覇市宇栄原3-29-9 098-859-2923  飲食店営業 小料理 第11302104号 H31.03.22 R07.03.31 小堀端順子
西井商店 那覇市内               喫茶店営業 簡易営業 第11302105号 H31.03.14 R06.03.31 西井浩司
ReLIFE 那覇市松山2-16-12 2階 2-D号室 飲食店営業 バー 第11302109号 H31.03.19 R07.03.31 比嘉克也
中華厨房　齊華房 那覇市首里汀良町3-101-1 098-943-5466  飲食店営業 中華料理 第11302110号 H31.03.22 R07.03.31 松下享介
元気食堂 那覇市与儀1-2-9 那覇警察署内食堂 飲食店営業 食堂 第11302119号 H31.03.19 R07.03.31 又吉茂
ESPERZA’S 那覇市内 098-956-2514  飲食店営業 簡易営業 第11302120号 H31.03.19 R06.03.31 有限会社OBBLIGATO Homemade Foods 取締役 エスパーザ マーク エドワード 中頭郡読谷村古堅497-1 1F 098-956-2514  
NO  4 那覇市松山2-14-1 604号室 飲食店営業 バー 第11302121号 H31.03.20 R07.03.31 S－STYLE株式会社 代表取締役 和田直久 木更津市瓜倉489-1 0438-40-4051  
沖縄大学生活協同組合 那覇市国場555 03-5321-0701  喫茶店営業 自販機 第11302122号 H31.03.19 R08.03.31 株式会社ジャパンビバレッジホールディングス 代表取締役 及川剛 新宿区西新宿1-24-1 03-5321-0701  
缶太郎（創美ガーデン） 那覇市首里石嶺町1-132-8 ヌージビル２階               飲食店営業 バー 第11302123号 H31.03.19 R07.03.31 島袋貴子
コスモフーズ日本銀行那覇支店 那覇市おもろまち1-2-1 098-862-9241  飲食店営業 食堂 第11302125号 H31.03.25 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  
ガールズバー　rise（リゼ） 那覇市安里388-6 金城ビル1F 098-943-6966  飲食店営業 バー 第11302127号 H31.03.20 R07.03.31 長濱真輝
串焼酒場　歩炉（POLLO） 那覇市久茂地2-17-5 098-911-7620  飲食店営業 居酒屋 第11302128号 H31.03.20 R07.03.31 伊波幸兵
LE　DECO 那覇市若狭2-3-19 プリンセスビル2階　2A 098-975-9200  飲食店営業 バー 第11302129号 H31.03.20 R07.03.31 比嘉聡
KATSUMIグループ屋台 那覇市内 飲食店営業 簡易営業 第11302130号 H31.03.19 R06.03.31 勝見悦典
Hearts 那覇市松山1-14-8 古謝ビル　3-D号室 098-862-2577  飲食店営業 カフェー 第11302138号 H31.03.22 R07.03.31 瀬長麻里亜
あのおみせ 沖縄本島内一円               喫茶店営業 自動車営業 第11302140号 H31.03.25 R06.03.31 宮國若志
あのおみせ 沖縄本島内一円               飲食店営業 自動車営業 第11302139号 H31.03.25 R06.03.31 宮國若志
クリフビール 那覇市内 飲食店営業 簡易営業 第11302147号 H31.03.22 R06.03.31 株式会社クリフクラフト 代表取締役 宮城修 沖縄市比屋根6-18-1 098-953-7237  
Bremen 那覇市樋川2-3-1 のうれんプラザ119-4 飲食店営業 パーラー 第11302149号 H31.03.25 R07.03.31 與那覇勝
WINE　BAR　VIN　BANG 那覇市安里382 1F 飲食店営業 バー 第11302150号 H31.03.27 R07.03.31 有限会社カーブ・デ・チネン 取締役 仲本直哉 那覇市辻2-6-8 089-868-3810  
GSカフェ 那覇市牧志2-3-1 098-867-4820  喫茶店営業 喫茶店営業 第11302151号 H31.03.26 R07.03.31 学生サービスセンター株式会社 代表取締役 早川祐夫 中頭郡中城村南上原1000-1 098-895-4736  
いろ花 那覇市松山2-16-16 K1ビル3階302号室 飲食店営業 バー 第11302158号 H31.03.28 R07.03.31 翁長優雅
具志てんぷら 那覇市高良1-11-12 具志アパート1階 飲食店営業 そうざい 第11302165号 H31.03.27 R07.03.31 島袋忍

営業の種類営業所所在地 申請者住所
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H31.3.1～H31.3.31
新規営業許可施設

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 申請者電話営業の種類営業所所在地 申請者住所

株式会社JTB 那覇市旭町112-1 1F 098-861-1427  喫茶店営業 自販機 第11302180号 H31.03.28 R08.03.31 沖縄コカ･コーラボトリング株式会社 代表取締役 城英俊 浦添市伊祖5-14-1 098-895-6045  
瑞富株式会社 那覇市内 098-860-1527  飲食店営業 簡易営業 第11302181号 H31.03.27 R06.03.31 瑞富株式会社 代表取締役 市川哲 那覇市久茂地2-22-12 久茂地UFビル7F 098-860-1527  
Break 那覇市松山2-1-13 松山建装ビル　2F               飲食店営業 バー 第11302183号 H31.03.29 R07.03.31 津覇政也
PINE 那覇市松山2-1-14 仲間ビル3階 098-866-3545  飲食店営業 カフェー 第11302187号 H31.03.29 R07.03.31 大塚敏彦
おきなわ屋 那覇市牧志1-2-31 098-860-7848  喫茶店営業 自販機 第11302190号 H31.03.28 R08.03.31 沖縄コカ･コーラボトリング株式会社 代表取締役 城英俊 浦添市伊祖5-14-1 098-895-6045  
しゃぶしゃぶと島豚料理　みなみ 那覇市内 098-943-2729  飲食店営業 簡易営業 第11302201号 H31.03.29 R06.03.31 宮城翔伍
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