
H31.4.1～H31.4.30
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

株式会社 ハドムフードサービス 那覇市小禄1351 098-987-0521  豆腐製造業 第11310008号 H31.04.03 R07.04.30 株式会社　ハドムフードサービス 代表取締役 赤嶺英一 那覇市小禄1351 098-987-0521  

株式会社 ハドムフードサービス 那覇市小禄1351 098-987-0521  そうざい製造業 第11310009号 H31.04.03 R07.04.30 株式会社　ハドムフードサービス 代表取締役 赤嶺英一 那覇市小禄1351 098-987-0521  

酒菜那覇 那覇市牧志3-10-8 飲食店営業 スナック 第11310034号 H31.04.10 R07.04.30 池上重文

泡盛酒場 ほたる橋 那覇市大道164 ライオンズマンション101 飲食店営業 バー 第11310059号 H31.04.11 R07.04.30 座喜味盛勝

識名そば 那覇市識名1206-1 098-996-2939  飲食店営業 そば屋 第11310103号 H31.04.17 R07.04.30 新地直洋

識名そば 那覇市識名1206-1 098-996-2939  めん類製造業 第11310104号 H31.04.17 R07.04.30 新地直洋

識名そば 那覇市内 098-996-2939  飲食店営業 簡易営業 第11310102号 H31.04.17 R06.04.30 新地直洋

あじとや 那覇市首里崎山町1-37-3 1F 098-955-5706  飲食店営業 食堂 第11310101号 H31.04.17 R07.04.30 山崎憲次

マルコポーロ りうぼう首里店 那覇市首里久場川町2-122-1 098-885-2240  飲食店営業 そうざい 第11310054号 H31.04.11 R07.04.30 株式会社ぐしけん 代表取締役 具志堅久雄 うるま市洲崎12-90 098-921-2229  

マルコポーロ りうぼう首里店 那覇市首里久場川町2-122-1 098-885-2240  菓子製造業 第11310055号 H31.04.11 R07.04.30 株式会社ぐしけん 代表取締役 具志堅久雄 うるま市洲崎12-90 098-921-2229  

○や食堂 那覇市辻2-9-15 1F 098-869-1984  飲食店営業 食堂 第11310117号 H31.04.18 R07.04.30 知念静子

レストラン アカシア 那覇市久茂地3-20-5 098-862-6135  飲食店営業 レストラン 第11310052号 H31.04.11 R07.04.30 丸喜ペイント株式会社 代表取締役 喜納弘子 那覇市久茂地3-20-5 098-862-6135  

Blue beat 那覇市東町16-12 東アパート103 098-863-6339  飲食店営業 居酒屋 第11310029号 H31.04.10 R07.04.30 川端悠介

寿司きさらぎ 那覇市松川1-16-23 1F 098-853-6692  飲食店営業 寿司屋 第11310067号 H31.04.12 R07.04.30 金城正徳

UCCカフェメルカード首里りうぼう店 那覇市首里久場川町2-122-1 首里りうぼう地階               飲食店営業 食堂 第11310116号 H31.04.18 R07.04.30 山口武史

和加奈 那覇市高良3-8-19 098-858-8598  飲食店営業 寿司屋 第11310156号 H31.04.24 R07.04.30 屋良朝一

Kina’s Bar 那覇市古波蔵1-6-1 098-831-6423  飲食店営業 ﾅｲﾄｽﾅｯｸ 第11310085号 H31.04.16 R07.04.30 喜納博

コープ首里 那覇市首里汀良町3-104-1 098-887-5633  魚介類販売業 第11310049号 H31.04.11 R07.04.30 生活協同組合コープおきなわ 代表理事 山本靖郎 浦添市西原1-2-1 098-879-7711  

コープ首里 那覇市首里汀良町3-104-1 098-887-5633  乳類販売業 第11310050号 H31.04.11 R08.04.30 生活協同組合コープおきなわ 代表理事 山本靖郎 浦添市西原1-2-1 098-879-7711  

コープ首里 那覇市首里汀良町3-104-1 098-887-5633  食肉販売業 第11310051号 H31.04.11 R07.04.30 生活協同組合コープおきなわ 代表理事 山本靖郎 浦添市西原1-2-1 098-879-7711  

お酒と茶漬けの空空 那覇市久茂地3-11-10 ハーモニー久茂地B1 098-868-1395  飲食店営業 小料理 第11310205号 H31.04.26 R06.04.30 仲田一

南の味一番 平家亭 那覇市松山1-14-13 098-868-8222      飲食店営業 割烹 第11310066号 H31.04.12 R07.04.30 株式会社マルヒラ

サンエーＶ２１食品館　高良店 那覇市高良3-2-23 098-858-3111  魚介類販売業 第11310098号 H31.04.17 R07.04.30 株式会社サンエー 代表取締役 上地哲誠 宜野湾市大山7-2-10 098-898-2018  

サンエーＶ２１食品館　高良店 那覇市高良3-2-23 098-858-3111  乳類販売業 第11310099号 H31.04.17 R07.04.30 株式会社サンエー 代表取締役 上地哲誠 宜野湾市大山7-2-10 098-898-2018  

サンエーＶ２１食品館　高良店 那覇市高良3-2-23 098-858-3111  食肉販売業 第11310100号 H31.04.17 R07.04.30 株式会社サンエー 代表取締役 上地哲誠 宜野湾市大山7-2-10 098-898-2018  

サンエーV21食品館　高良店 那覇市高良3-2-23 098-858-3111  そうざい製造業 第11310097号 H31.04.17 R07.04.30 株式会社　サンエー 代表取締役 上地哲誠 宜野湾市大山7-2-10 098-898-2230  

Steak&Vegetable Garden HAN’S
あっぷるタウン店

那覇市おもろまち3-3-1 あっぷるタウン2F 098-869-2983  飲食店営業 レストラン 第11310155号 H31.04.24 R07.04.30 株式会社サンアビリティ 代表取締役 仲本貴博 中頭郡北谷町字美浜9-1 デポアイランドビルA館2F 098-926-2888  

地料理・旬菜 土香る 那覇市松尾2-6-24 ルクソール松尾B1F 098-943-9460  飲食店営業 居酒屋 第11310047号 H31.04.11 R07.04.30 村岡省吾

町田精肉店 那覇市安里388 098-885-1300  食肉販売業 第11310195号 H31.04.26 R07.04.30 町田宗一

東光園 那覇市牧志2-5-7 1･2F 098-866-4758  飲食店営業 食堂 第11310153号 H31.04.24 R07.04.30 座安孝男

マリエールオークパイン 那覇市古島1-15-11 098-886-3030  飲食店営業 レストラン 第11310194号 H31.04.26 R07.04.30 株式会社サンレー 代表取締役 佐久間庸和 那覇市壺川3-1-7 098-886-3030  

マリエールオークパイン喫茶 那覇市古島1-15-11 098-886-3030  喫茶店営業 第11310193号 H31.04.26 R07.04.30 株式会社サンレー 代表取締役 佐久間庸和 那覇市壺川3-1-7 098-886-3030  

ファミリーマート REXA RYUBO 店 那覇市松尾1-1-2 098-863-3705  魚介類販売業 第11310063号 H31.04.11 R08.05.31 株式会社沖縄ファミリーマート 代表取締役社長 野﨑真人 那覇市港町3-4-18 098-863-3705  

琉球海鮮「りーさん堂」 那覇市久茂地3-9-5 098-864-2638  飲食店営業 居酒屋 第11310078号 H31.04.15 R07.04.30 李植川

舞台と地料理ライラ 那覇市牧志2-1-1 098-941-5003  飲食店営業 食堂 第11310175号 H31.04.25 R07.04.30 株式会社ジェイシーシー 代表取締役 淵邊俊一 糸満市西崎町4-16-16 098-992-6259  

炭火焼居酒屋 炎（えん） 那覇市寄宮156 1F 098-836-8933      飲食店営業 居酒屋 第11310077号 H31.04.15 R07.04.30 大嶺智也

ファミリーストア てんば 那覇市古島2-3-1 098-886-3781  飲食店営業 そうざい 第11310152号 H31.04.24 R07.04.30 川満和美

ファミリーストア てんば 那覇市古島2-3-1 098-886-3781  乳類販売業 第11310151号 H31.04.24 R07.04.30 川満和美

ポケットマーニー 那覇市首里寒川町1-4 098-886-5211  飲食店営業 食堂 第11310204号 H31.04.26 R07.04.30 野原朝博

酒処つる○ 那覇市長田2-4-17 嘉助アパート102 098-836-3133  飲食店営業 居酒屋 第11310192号 H31.04.26 R07.04.30 末吉絹江

上原食肉 那覇市鏡原町1-57 098-857-1082  食肉販売業 第11310191号 H31.04.26 R07.04.30 上原幸恵

ぎおん祭り 那覇市古波蔵1-1-11 098-854-3704  飲食店営業 居酒屋 第11310173号 H31.04.25 R07.04.30 仲大盛吉章

サテンドール 那覇市若狭1-3-17 フランスビル3-D 098-869-1952  飲食店営業 ﾅｲﾄｽﾅｯｸ 第11310203号 H31.04.26 R07.04.30 仲村渠光信

株式会社リウボウフーズ 那覇市首里久場川町2-122-1 098-882-3208  飲食店営業 そうざい 第11310120号 H31.04.19 R07.04.30 株式会社リウボウフーズ 代表取締役 小橋川恭史 浦添市勢理客2-14-18 098-942-4077  

ZIPANG 那覇市おもろまち4-7-26 KUDAおもろまちビル1階 098-995-8455  飲食店営業 居酒屋 第11310150号 H31.04.24 R07.04.30 真謝貴兵

ショットバー バンブーイン 那覇市久茂地3-16-12 華僑ビル3F 098-941-5011  飲食店営業 バー 第11310172号 H31.04.25 R07.04.30 吉川智子

串焼 あだん 那覇市安里388-5 1階 098-884-7171  飲食店営業 居酒屋 第11310149号 H31.04.24 R07.04.30 森江誠

五枝松 那覇市安里388-134 098-884-6500  飲食店営業 割烹 第11310171号 H31.04.25 R07.04.30 小橋川文広

ローソン那覇東町店 那覇市東町20-7 098-951-3353  飲食店営業 そうざい 第11310199号 H31.04.26 R07.04.30 内村謙也

ローソン那覇東町店 那覇市東町20-7 098-951-3353  魚介類販売業 第11310200号 H31.04.26 R07.04.30 内村謙也

ローソン那覇東町店 那覇市東町20-7 098-951-3353  乳類販売業 第11310201号 H31.04.26 R07.04.30 内村謙也

ローソン那覇東町店 那覇市東町20-7 098-951-3353  食肉販売業 第11310202号 H31.04.26 R07.04.30 内村謙也

Aコープ首里石嶺店 那覇市首里石嶺町4-7-1 098-884-0053  そうざい製造業 第11310188号 H31.04.26 R07.04.30 東洋食品株式会社 代表取締役 黒田要一郎 北九州市門司区黄金町6-28 093-391-3631  

十勝ホルモン KEMURI　桜坂店 那覇市牧志3-8-2 098-943-4542  飲食店営業 居酒屋 第11310148号 H31.04.24 R07.04.30 株式会社ガロードダイニング 代表取締役 横田直聡 那覇市おもろまち2-6-18 D’グラフォート沖縄タワー2204号 098-868-1775  

ふくや 那覇市古島2-1-7 098-885-4347  飲食店営業 食堂 第11310147号 H31.04.24 R07.04.30 嘉数良子

「居酒屋」酒豪 那覇市泉崎1-8-6 098-861-2160  飲食店営業 居酒屋 第11310146号 H31.04.24 R07.04.30 大城美枝子

有限会社 料亭那覇 那覇市辻2-2-11 098-868-5577  飲食店営業 料亭 第11310167号 H31.04.25 R07.04.30 有限会社　料亭那覇 代表取締役 上江洲安明 那覇市辻2-2-11 098-868-5577  

わしたショップ 国際通り店 那覇市内 098-864-0555  飲食店営業 簡易営業 第11310126号 H31.04.23 R06.04.30 株式会社沖縄県物産公社 代表取締役 島袋芳敬 那覇市小禄1831-1 沖縄産業支援センター7階 098-859-6456  

わしたショップ 国際通り店 那覇市内 098-864-0555  菓子製造業 簡易営業 第11310127号 H31.04.23 R06.04.30 株式会社沖縄県物産公社 代表取締役 島袋芳敬 那覇市小禄1831-1 沖縄産業支援センター7階 098-859-6456  

沖縄下町バル　ククル 那覇市久米1-4-15 098-988-1962  飲食店営業 スナック 第11310142号 H31.04.24 R07.04.30 泉川年洋

牛屋 那覇市松尾2-5-12 098-861-8719  飲食店営業 レストラン 第11310186号 H31.04.26 R07.04.30 株式会社コンビ・フーズ 代表取締役 昇久光 那覇市牧志3-13-17 丸十商会ビル507号 098-868-9945  

シェーキーズ壺川店 那覇市壺川3-4-8 1F 098-832-3643  飲食店営業 レストラン 第11310198号 H31.04.26 R06.04.30 ザ・テラスホテルズ株式会社 代表取締役 國場幸伸 名護市字喜瀬1808 0980-51-1333  

大戸屋　壺川店 那覇市壺川3-4-8 2F 098-833-8171  飲食店営業 食堂 第11310197号 H31.04.26 R06.04.30 ザ・テラスホテルズ株式会社 代表取締役 國場幸伸 名護市字喜瀬1808 0980-51-1333  

カプリチョーザ天久店 那覇市天久1-1-1 リウボウ楽市 内 098-860-5300  飲食店営業 レストラン 第11310196号 H31.04.26 R07.04.30 ザ・テラスホテルズ株式会社 代表取締役 國場幸伸 名護市字喜瀬1808 0980-51-1333  

club DIVA 那覇市松山1-14-19 松樹PCビル3階               飲食店営業 カフェー 第11310166号 H31.04.25 R07.04.30 石垣弘樹

J-MORE 那覇市松山2-9-1 昭南産業ビル地下1階 098-863-1200  飲食店営業 カフェー 第11310165号 H31.04.25 R07.04.30 株式会社Ｊ－ＭＯＲＥ 代表取締役 新里妃鶴 那覇市松山2-9-1 昭南産業ビルB1 098-863-1200  

焼きとり 常希 那覇市具志1-2-1 くにアパート104 098-840-1057  飲食店営業 居酒屋 第11310162号 H31.04.25 R07.04.30 村田常行

天樹苑（ドリームパン） 那覇市天久1122 098-868-2914  菓子製造業 第11310160号 H31.04.25 R07.04.30 医療法人　天仁会 理事長 平良直樹 那覇市天久1123 098-868-2101  
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