
H31.4.1～H31.4.30
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

ファミリーマート那覇神里原通り店 那覇市壺屋1-8-33               魚介類販売業 第11302032号 H31.04.10 R08.04.30 玉城義勝

ファミリーマート　那覇久茂地二丁目店 那覇市久茂地2-8-12 098-860-5118  魚介類販売業 第11301968号 H31.04.05 R08.04.30 上原博一

まあちゃん 那覇市牧志3-8-32               飲食店営業 スナック 第11301310号 H31.04.04 R07.04.30 新崎盛樹

歌酒場　歌好きの店 那覇市古波蔵1-1-10 店舗 飲食店営業 バー 第11301875号 H31.04.18 R07.04.30 棚原盛喜

English Garden cafe&school 那覇市銘苅1-4-13 プティコルネ2階 098-988-3335  飲食店営業 スナック 第11301903号 H31.04.11 R07.04.30 國仲あきの

ファミリーマート　小禄南小学校前店 那覇市小禄4-6-1 098-859-7588  魚介類販売業 第11302004号 H31.04.12 R08.04.30 有限会社ＴＳ企画 取締役 照屋哲 那覇市小禄2-2-2 098-859-2261  

ファミリーマート小禄中学校前店 那覇市宇栄原1007-1 098-859-5565  魚介類販売業 第11302005号 H31.04.12 R08.04.30 根本健一

ローソン那覇西高校前店 那覇市金城2-18-3 098-858-2951  飲食店営業 そうざい 第11302076号 H31.04.15 R07.04.30 長嶺栄樹

ローソン那覇西高校前店 那覇市金城2-18-3 098-858-2951  魚介類販売業 第11302079号 H31.04.15 R07.04.30 長嶺栄樹

ローソン那覇西高校前店 那覇市金城2-18-3 098-858-2951  乳類販売業 第11302077号 H31.04.15 R07.04.30 長嶺栄樹

ローソン那覇西高校前店 那覇市金城2-18-3 098-858-2951  食肉販売業 第11302078号 H31.04.15 R07.04.30 長嶺栄樹

沖縄鶏卵販売株式会社 那覇市字真地288 098-834-2667  そうざい製造業 第11302080号 H31.04.12 R07.04.30 沖縄鶏卵販売株式会社 代表取締役 山田良克 那覇市字真地288 098-834-2667  

あひるのしっぽ 那覇市国場35-1 マックスビル302 飲食店営業 バー 第11310003号 H31.04.01 R07.04.30 親川勝利

プレミアウォッシュラウンジ
フトン巻きのジロー　与儀店

那覇市与儀2-21-6 飲食店営業 スナック 第11310002号 H31.04.01 R07.04.30 原國秀年

轍 那覇市内 098-862-6475  飲食店営業 簡易営業 第11310001号 H31.04.01 R06.04.30 岸本勇喜

エックスクラブ 那覇市東町18-4　2F 098-864-1798  飲食店営業 スナック 第11310004号 H31.04.02 R07.04.30 高原　町子

ファミリーマート三原大石通り店 那覇市三原3-16-2 098-833-6488  アイスクリーム類製造業 第11310013号 H31.04.03 R07.04.30 株式会社MK商事 代表取締役 國吉勝 浦添市城間3-25-6 201号サンパークパレス浦添 098-833-6488  

ロマーノ　ゴンドラ　ピザ 那覇市高良3-3-15               飲食店営業 レストラン 第11310024号 H31.04.05 R07.04.30 Romain　Cancellara

ゴンチャ　沖映通り店 那覇市牧志2-1-5 098-988-1321  飲食店営業 レストラン 第11310019号 H31.04.04 R07.04.30 株式会社茶々 代表取締役 大浜一郎 石垣市登野城69 098-943-8240  

つる屋 那覇市内 飲食店営業 簡易営業 第11310012号 H31.04.03 R06.04.30 靏田美智代

つる屋 那覇市内 喫茶店営業 簡易営業 第11310011号 H31.04.03 R06.04.30 靏田美智代

つる屋 那覇市内 菓子製造業 簡易営業 第11310010号 H31.04.03 R06.04.30 靏田美智代

ファミリーマート奥武山店 那覇市奥武山町46 098-852-1520  魚介類販売業 第11310061号 H31.04.11 R08.04.30 下地秀吉

おでん六助 那覇市壺屋1-2-19 石原アパート1F 098-867-6540  飲食店営業 おでん 第11310023号 H31.04.05 R07.04.30 新崎洋子

焼肉金城 那覇市久茂地3-29-24 098-917-1729  飲食店営業 レストラン 第11310070号 H31.04.12 R07.04.30 有限会社北谷金城 取締役 金城輝美 中頭郡北谷町北前1-11-10 098-983-7566  

焼き魚とお鮨専門店「焼乃　魚島」 那覇市久茂地2-16-3 098-917-5004  飲食店営業 居酒屋 第11310176号 H31.04.25 R07.04.30 株式会社バリューボックス 代表取締役 屋良竜紀 那覇市安謝247-8 098-943-9014  

DCクラブ 沖縄本島内一円 飲食店営業 自動車営業 第11310007号 H31.04.03 R06.04.30 島袋幸也

Royal Grace 那覇市松山2-9-2 1階 飲食店営業 カフェー 第11310121号 H31.04.19 R07.04.30 新田和弥

ホテルランタナ那覇国際通り 那覇市松尾2-8-1 098-862-3211  飲食店営業 レストラン 第11310006号 H31.04.02 R07.04.30 ランタナ興産株式会社 代表取締役 越智和俊 那覇市西2-12-1　1002号 098-862-3211  

松尾庵 那覇市松尾2-5-20 098-911-2312  飲食店営業 そば屋 第11310005号 H31.04.02 R07.04.30 株式会社ケイワ 代表取締役 小野敬二 那覇市松尾1-12-20 098-959-8059  

琉球通運（株）TC7冷凍・冷蔵倉庫 那覇市港町1-26-1 那覇港物流センター 098-863-5650  食品の冷凍又は冷蔵業 第11310060号 H31.04.11 R08.04.30 琉球通運株式会社 代表取締役 新垣大 浦添市伊奈武瀬1-9-6 098-863-5650  

ホテルランタナ那覇国際通り 那覇市松尾2-8-1 098-862-3211  喫茶店営業 自販機 第11310022号 H31.04.05 R08.04.30 株式会社琉仁カスタマーサービス 代表取締役 城英俊 中頭郡中城村字屋宜286 098-895-6045  

ROCK in OKINAWA 那覇市牧志2-5-27 1階               飲食店営業 カフェー 第11310058号 H31.04.11 R07.04.30 高良義弘

GAME　TIME 那覇市久米2-2-14 ルネサンス久米4-Ｂ 飲食店営業 バー 第11310017号 H31.04.03 R07.04.30 森田直輝

Pico食堂
那覇市首里汀良町3-17
新垣ビル2F

098-917-2725  飲食店営業 食堂 第11310015号 H31.04.03 R07.04.30 宗形雅年

鍋三昧 那覇市牧志2-22-1 ライオンズマンション牧志第参106               飲食店営業 中華料理 第11310016号 H31.04.03 R07.04.30 鍋三昧合同会社 代表社員 高延軍 那覇市牧志2-22-1 ライオンズマンション牧志第参106               

五番街 那覇市久米2-2-14 ルネサンス久米3-Ｂ 098-867-8814  飲食店営業 ﾅｲﾄｽﾅｯｸ 第11310014号 H31.04.03 R07.04.30 我喜屋紀子

ファミリーマートおもろまち二丁目店 那覇市おもろまち2-6-2 098-941-5788  魚介類販売業 第11310157号 H31.04.24 R08.04.30 上原博一

teianda（ティアンダー） 那覇市天久1-6-10 098-861-1152  菓子製造業 第11310018号 H31.04.04 R07.04.30 平田吉治

ちゅら沖縄 那覇市泉崎1-12-4 マラカイト泉崎ビル2-C               飲食店営業 小料理 第11310057号 H31.04.11 R07.04.30 株式会社BRIDGES 代表取締役 又吉真由美 那覇市久茂地3-16-19 2F 098-941-7950  

ファミリーマート国際通り中央店 那覇市牧志1-2-24 098-941-7070  魚介類販売業 第11310056号 H31.04.11 R08.04.30 合同会社新ヤマタイヤ 代表社員 新城広幸 浦添市伊祖2-3-5 098-879-2889  

ファミリーマート　天久一丁目　店 那覇市天久1-9-18 098-869-3277  魚介類販売業 第11310033号 H31.04.10 R08.04.30 上原盛秀

ファミリーマート那覇国際高校前店 那覇市安謝1-1-2 098-862-8847  魚介類販売業 第11310032号 H31.04.10 R08.04.30 上原盛秀

PORTAL CAFE　那覇港店 那覇市通堂町2-1 098-943-0411  喫茶店営業 第11310062号 H31.04.11 R07.04.30 株式会社OKINAWA PORTAL 代表取締役 髙山征嗣 那覇市字小禄1831-1 098-851-4130  

文月 那覇市安里388-10 1F 飲食店営業 ﾅｲﾄｽﾅｯｸ 第11310071号 H31.04.12 R07.04.30 佐久本友幸

CAFE ARCO BALENO 那覇市長田1-24-21 コーポ田仲101 飲食店営業 レストラン 第11310158号 H31.04.24 R07.04.30 沖縄環境ソリューションTS株式会社 代表取締役 平良豊 浦添市港川2-23-10 601 098-975-8387  

Dining　宇琉馬 那覇市松川279-1 武村ビル101 098-832-6796  飲食店営業 居酒屋 第11310125号 H31.04.19 R07.04.30 當銘貴光

Port　クッキー 那覇市安謝104-3 丸進コーポ301 菓子製造業 第11310159号 H31.04.24 R07.04.30 比嘉みやこ

はなえみ 那覇市壺屋1-33-1 国吉アパート1F 098-911-4354  飲食店営業 居酒屋 第11310118号 H31.04.18 R07.04.30 株式会社考福 代表取締役 福本考平 那覇市泊1-18-1 シャトレ泊102 098-869-5554  

株式会社ニチレイ・ロジスティクス九州
那覇新港物流センター

那覇市港町1-26-1 098-860-0200  食品の冷凍又は冷蔵業 第11310141号 H31.04.23 R08.04.30
株式会社ニチレイ・
ロジスティクス九州

代表取締役 高松浩司 福岡市東区東浜2-85-19 098-643-5725  

株式会社ニチレイ・ロジスティクス九州
那覇新港物流センター

那覇市港町1-26-1 098-860-0200  魚介類販売業 第11310140号 H31.04.23 R08.04.30
株式会社ニチレイ・
ロジスティクス九州

代表取締役 高松浩司 福岡市東区東浜2-85-19 098-643-5725  

株式会社ニチレイ・ロジスティクス九州
那覇新港物流センター

那覇市港町1-26-1 098-860-0200  食肉販売業 第11310139号 H31.04.23 R08.04.30
株式会社ニチレイ・
ロジスティクス九州

代表取締役 高松浩司 福岡市東区東浜2-85-19 098-643-5725  

ウォルフブロイ 那覇市首里池端町34 飲食店営業 レストラン 第11310177号 H31.04.25 R07.04.30 ウォルフブロイ合同会社 代表社員 戸村由香 那覇市首里寒川町1-5-2 シャールレーク首里城公園3号棟307

ウォルフブロイ 那覇市首里池端町34 酒類製造業 第11310178号 H31.04.25 R07.04.30 ウォルフブロイ合同会社 代表社員 戸村由香 那覇市首里寒川町1-5-2 シャールレーク首里城公園3号棟307

TEX-MEX 沖縄本島内一円               飲食店営業 自動車営業 第11310021号 H31.04.05 R06.04.30 照屋通邦

TEX-MEX 沖縄本島内一円               喫茶店営業 自動車営業 第11310020号 H31.04.05 R06.04.30 照屋通邦

小禄 笑 酒場　鏡家 那覇市宇栄原3-29-12               飲食店営業 居酒屋 第11310124号 H31.04.19 R07.04.30 赤嶺優二

ファミリーマート 辻一丁目店 那覇市辻1-2-22 098-862-9100  魚介類販売業 第11310053号 H31.04.11 R08.04.30 株式会社プライム 代表取締役 玉城周一郎 豊見城市字上田524-1

お好み鉄板　がるぼ 那覇市久米2-4-7 KYコーポB1F 092-943-3816  飲食店営業 居酒屋 第11310069号 H31.04.12 R07.04.30 窪田勇樹

焼肉鉄板焼＆居食屋DENNY'S 那覇市松尾2-23-7 KAMIMOTO　BLD　202号室               飲食店営業 食堂 第11310031号 H31.04.10 R07.04.30 安里正人

栄町ステーキ 那覇市安里388-5 飲食店営業 食堂 第11310068号 H31.04.12 R07.04.30 大城一幸

ファミリーマート安謝恵比須神社前店 那覇市安謝260 098-860-7031  魚介類販売業 第11310030号 H31.04.10 R08.04.30 株式会社プライム 代表取締役 玉城周一郎 豊見城市字上田524-1 098-862-9100  

ラウンジ　華 那覇市首里汀良町3-38-2 1Ｆ               飲食店営業 スナック 第11310025号 H31.04.05 R07.04.30 惣慶栄子

Curry Bar NATSUE 那覇市三原1-10-28 1F 飲食店営業 バー 第11310138号 H31.04.23 R07.04.30 石坂賢吾

matto 沖縄本島内一円 飲食店営業 自動車営業 第11310028号 H31.04.10 R06.04.30 當間正人

もぐもぐキッチン 那覇市松山2-13-11               飲食店営業 弁当屋 第11310137号 H31.04.23 R07.04.30 合同会社ホット企画 代表社員 前泊寿 那覇市若狭1-18-15 シーサイドパレスWAKASA402号 098-996-2841  

営業所所在地 営業の種類 申請者住所
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コープ首里 那覇市首里汀良町3-104-1 098-887-5633  そうざい製造業 第11310048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  

ファミリーマート那覇松山一丁目店 那覇市松山1-5-1 1F 098-860-1678  魚介類販売業 第11310086号 H31.04.16 R08.04.30 我那覇睦

国際通りパーラーじゅんちゃん 那覇市安里1-1-5 琉球プライム2-2               飲食店営業 居酒屋 第11310065号 H31.04.12 R07.04.30 山城大夢

しゃぶしゃぶ美食蔵部 那覇市辻1-4-10               飲食店営業 居酒屋 第11310046号 H31.04.11 R07.04.30 一宮章広

バイオレット 沖縄本島内一円 喫茶店営業 自動車営業 第11310045号 H31.04.11 R06.04.30 植松亜希子

ベーカリーカフェ　ティノコパン 那覇市泉崎1-20-1 那覇OPA（２F） 098-943-9697  飲食店営業 レストラン 第11310044号 H31.04.11 R07.04.30 株式会社クライマックスコーヒー 代表取締役 菊地学 沖縄市上地3-10-1 098-989-1500  

WOWWOWハワイアンレモネード＆
ポケストップ

那覇市泉崎1-20-1 那覇OPA（２F）               飲食店営業 レストラン 第11310043号 H31.04.11 R07.04.30 株式会社クライマックスコーヒー 代表取締役 菊地学 沖縄市上地3-10-1 098-989-1500  

ファミリーマート　アイランドビュー店 那覇市当間301 航空自衛隊那覇基地内 098-859-1866  魚介類販売業 第11310042号 H31.04.11 R08.04.30 玉城信子

のろし（noroshi） 那覇市西1-8-18 101 098-943-3555  飲食店営業 居酒屋 第11310096号 H31.04.17 R07.04.30 謝花周吾

工事現ば～KIT 那覇市松山1-14-10 クィーンズビル4-B 飲食店営業 バー 第11310123号 H31.04.19 R07.04.30 篠原将太

イベントバー　エデン沖縄 那覇市久米2-8-14 久米8番館404 飲食店営業 バー 第11310038号 H31.04.11 R07.04.30 合同会社コア 代表社員 香本浩史 西宮市戸崎町5-3 610号               

五六家 那覇市古島1-24-20               飲食店営業 居酒屋 第11310154号 H31.04.24 R07.04.30 宮里和征

Lounge Alaise 那覇市松山1-1-10 京ビル5ロマネスク4階　4-A号室               飲食店営業 カフェー 第11310037号 H31.04.11 R07.04.30 大賀はづき

Reve 那覇市国場35-1 MAXビル2階　203               飲食店営業 ﾅｲﾄｽﾅｯｸ 第11310095号 H31.04.17 R07.04.30 外間りさ

ドン・キホーテ国際通り店 那覇市松尾2-8-19 098-951-2311  乳類販売業 第11310094号 H31.04.17 R08.04.30 株式会社ドン・キホーテ 代表取締役 大原孝治 目黒区青葉台2-19-10 03-5725-7532  

ドン・キホーテ国際通り店 那覇市松尾2-8-19 098-951-2311  食肉販売業 第11310093号 H31.04.17 R08.04.30 株式会社ドン・キホーテ 代表取締役 大原孝治 目黒区青葉台2-19-10 03-5725-7532  

ドン・キホーテ国際通り店 那覇市松尾2-8-19 098-951-2311  魚介類販売業 第11310092号 H31.04.17 R08.04.30 株式会社ドン・キホーテ 代表取締役 大原孝治 目黒区青葉台2-19-10 03-5725-7532  

ファミリーマート那覇小禄一丁目店 那覇市小禄1-27-3 098-852-1952  魚介類販売業 第11310080号 H31.04.15 R08.04.30 前島邦信

BAR　フリーダム 那覇市国場35-1 マックスビル301号 飲食店営業 バー 第11310091号 H31.04.17 R07.04.30 亀田敬佑

鉄板ダイニング　カフー 那覇市内 098-862-0417  飲食店営業 簡易営業 第11310036号 H31.04.11 R06.04.30 亀田安稔

有限会社　坦々亭 那覇市内 飲食店営業 簡易営業 第11310035号 H31.04.11 R06.04.30 有限会社坦々亭 取締役 東江俊幸 中頭郡中城村字南上原448-1 098-8915-5121 

一軒目 那覇市松尾2-9-15 098-868-7117  飲食店営業 居酒屋 第11310079号 H31.04.15 R07.04.30 川野良蔵

キャップキッチン 沖縄本島内一円 喫茶店営業 自動車営業 第11310064号 H31.04.12 R06.04.30 富永令

ファミリーマート那覇松山中央店 那覇市松山2-9-7 1階 098-860-5251  乳類販売業 第11310136号 H31.04.23 R07.04.30 花城栄三

ファミリーマート那覇松山中央店 那覇市松山2-9-7 1階 098-860-5251  飲食店営業 そうざい 第11310135号 H31.04.23 R07.04.30 花城栄三

ファミリーマート那覇松山中央店 那覇市松山2-9-7 1階 098-860-5251  アイスクリーム類製造業 第11310134号 H31.04.23 R07.04.30 花城栄三

BAR SPEARS 那覇市松山2-29-1 フェニックスビル3階302号室               飲食店営業 バー 第11310115号 H31.04.18 R07.04.30 白石智裕

あなたのビビンバ 那覇市牧志3-12-8 フィットビル2Ｆ 098-917-2930  飲食店営業 食堂 第11310114号 H31.04.18 R07.04.30 合同会社ミラニング 代表社員 金義坤 那覇市牧志3-12-8 フィットビル2Ｆ 098-917-2930  

くらぶ　瓶 那覇市久茂地2-6-25 ランドマークくもじビル2階 098-863-8120  飲食店営業 カフェー 第11310084号 H31.04.16 R07.04.30 瀬長直子

ぽかぽか 那覇市松山1-19-11 パークサイド松山4階　4-Ｂ号室               飲食店営業 カフェー 第11310122号 H31.04.19 R07.04.30 桃原直哉

沖縄セラードコーヒー 那覇市内 098-875-0123  喫茶店営業 簡易営業 第11310076号 H31.04.15 R06.04.30 有限会社沖縄セラードコーヒー 代表取締役 末吉業久 浦添市港川2-15-5 27号 098-875-0123  

木箱　KIBAKO 那覇市内               飲食店営業 簡易営業 第11310083号 H31.04.16 R06.04.30 真謝亜希子

ローソン那覇若狭三丁目店 那覇市若狭3-43-15 098-861-2226  飲食店営業 そうざい 第11310113号 H31.04.18 R07.04.30 島袋祐一

ローソン那覇若狭三丁目店 那覇市若狭3-43-15 098-861-2226  乳類販売業 第11310112号 H31.04.18 R07.04.30 島袋祐一

ローソン那覇若狭三丁目店 那覇市若狭3-43-15 098-861-2226  魚介類販売業 第11310111号 H31.04.18 R07.04.30 島袋祐一

ローソン那覇若狭三丁目店 那覇市若狭3-43-15 098-861-2226  食肉販売業 第11310110号 H31.04.18 R07.04.30 島袋祐一

ファミリーマート 寒川店 那覇市繁多川3-8-5 098-886-7286  魚介類販売業 第11310090号 H31.04.17 R08.04.30 伊志嶺史男

HAMA FISH HARBOR 那覇市内 飲食店営業 簡易営業 第11310082号 H31.04.16 R06.04.30 真崎耕一

Coffee Ever Green 那覇市泊1-22-16 藤ビル102 喫茶店営業 第11310174号 H31.04.25 R07.04.30 緒方辰哉

季節料理　山冨貴 那覇市与儀2-2-1 102 098-836-2088  飲食店営業 食堂 第11310109号 H31.04.18 R07.04.30 富田俊弘

リウボウ食品館 那覇市久茂地1-1-1 098-867-1301  飲食店営業 寿司屋 第11310108号 H31.04.18 R07.04.30 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  

Tida Smile 沖縄本島内一円 飲食店営業 自動車営業 第11310190号 H31.04.26 R06.04.30 池田裕葉

ファミリーマート那覇松山中央店 那覇市松山2-9-7 1階 098-860-5251  魚介類販売業 第11310133号 H31.04.23 R07.04.30 花城栄三

Ｔ・Ｔ 那覇市内 アイスクリーム類製造業 簡易営業 第11310089号 H31.04.17 R06.04.30 鈴木稔浩

からっと 那覇市内 飲食店営業 簡易営業 第11310088号 H31.04.17 R06.04.30 株式会社トラオム 代表取締役 比嘉修 那覇市泊3-11-18 098-861-6330  

からっと 那覇市内 喫茶店営業 簡易営業 第11310087号 H31.04.17 R06.04.30 株式会社トラオム 代表取締役 比嘉修 那覇市泊3-11-18 098-861-6330  

株式会社沖縄テクノクリエイト 那覇市久米1-7-15 098-988-3866  そうざい製造業 第11310189号 H31.04.26 R07.04.30 株式会社沖縄テクノクリエイト 代表取締役 金城康次 那覇市辻2-8-21 098-988-3866  

ラウンジ　ゴールデン 那覇市松山2-7-13 コンパスビル3階               飲食店営業 ﾅｲﾄｽﾅｯｸ 第11310132号 H31.04.23 R07.04.30 豊見山卓

ROUTE46 那覇市寄宮3-18-3 マルヨシビルB1右 飲食店営業 バー 第11310119号 H31.04.19 R07.04.30 玉城重徳

カラオケ小料理五圓 那覇市小禄1-39-11 玉城アパート1F               飲食店営業 小料理 第11310131号 H31.04.23 R07.04.30 清野和子

ａｍｉｔａｐｉ 那覇市内 飲食店営業 簡易営業 第11310107号 H31.04.18 R06.04.30 株式会社ａｍｉｔａｐｉ 代表取締役 池宮城政章 那覇市泊3-16-7 ライオンズマンション泊３丁目101 098-963-7595  

レストランHikari 那覇市内 飲食店営業 簡易営業 第11310106号 H31.04.18 R06.04.30 大城元治

レストランHikari 那覇市内 喫茶店営業 簡易営業 第11310105号 H31.04.18 R06.04.30 大城元治

泡盛と沖縄地料理　あかはち 那覇市松尾1-2-7 098-943-8383  飲食店営業 食堂 第11310170号 H31.04.25 R07.04.30 株式会社ジェイシーシー 代表取締役 淵邉俊紀 糸満市西崎町4-16-16 098-992-6259  

REGALIS 那覇市若狭1-3-14 2Ｆ               飲食店営業 バー 第11310169号 H31.04.25 R07.04.30 伊藤麻紀

ファミリーマート那覇高校前 那覇市泉崎2-1-5 098-833-9255  魚介類販売業 第11310168号 H31.04.25 R08.04.30 合同会社Ｋ２ 代表社員 仲地克浩 那覇市宇栄原825-7 098-858-6052  

Pono Pono 那覇市牧志1-2-1 モルビービル1F 飲食店営業 パーラー 第11310145号 H31.04.24 R07.04.30 株式会社よのき 代表取締役 堺洋一郎 奈良市右京3-2-7 0742-93-8611  

魚革命　波瀾万丈 那覇市三原1-24-10 コーポレス大湾102 098-987-4401  飲食店営業 居酒屋 第11310130号 H31.04.23 R07.04.30 與儀周成

ミュージアムカフェ球陽 那覇市首里金城町1-2 098-886-2020  飲食店営業 カフェー 第11310144号 H31.04.24 R07.04.30 一般財団法人沖縄美ら島財団 代表理事 花城良廣 国頭郡本部町石川888 0980-48-3645  

Lien 那覇市松山1-14-3 シティ松山Ⅱ2階　2-B号室               飲食店営業 カフェー 第11310129号 H31.04.23 R07.04.30 山川奈津子

おやつと軽食の店　ゆめや 那覇市長田1-20-11 飲食店営業 食堂 第11310143号 H31.04.24 R07.04.30 伊佐のぞみ

長田商店 那覇市三原1-28-7 飲食店営業 カフェー 第11310187号 H31.04.26 R07.04.30 長田靖

SPORTSBAR EN 那覇市内 098-868-2566  飲食店営業 簡易営業 第11310128号 H31.04.23 R06.04.30 根間紀基

ファミリーマート　大同火災久米ビル店 那覇市久米2-2-20               魚介類販売業 第11310164号 H31.04.25 R08.04.30 狩俣昭宏

エームSJ　4796 那覇市安里1-1-17               飲食店営業 食堂 第11310163号 H31.04.25 R07.04.30 エームサービスジャパン株式会社 代表取締役 山村俊夫 港区赤坂2-23-1 03-6234-7500  

ワイン居酒屋 Makato 那覇市首里赤平町2-1-2 知念マンション103 098-884-1777  飲食店営業 食堂 第11310161号 H31.04.25 R07.04.30 平田守

琉球麻辣 那覇市宇栄原3-29-20 2階               飲食店営業 食堂 第11310185号 H31.04.26 R07.04.30 富塚優萌

よう子の部屋 那覇市若狭3-23-17 飲食店営業 カフェー 第11310184号 H31.04.26 R07.04.30 安次嶺洋子
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YELL 那覇市銘苅3-23-16 3F               飲食店営業 バー 第11310183号 H31.04.26 R07.04.30 亀川真紀

港町通堂製麺所 那覇市通堂町4-22 飲食店営業 食堂 第11310182号 H31.04.26 R07.04.30 株式会社エムイー・ファクトリー 代表取締役 宮野真平 那覇市銘苅1-3-11 098-869-8933  

首里天ぷら家 那覇市首里石嶺町3-30-9 １Ｆ 098-887-0085  飲食店営業 そうざい 第11310181号 H31.04.26 R07.04.30 伊波米子

首里天ぷら家 那覇市首里石嶺町3-30-9 １Ｆ 098-887-0085  魚介類販売業 第11310180号 H31.04.26 R07.04.30 伊波米子

グラスワイン桜坂ル・ボワ 那覇市内               飲食店営業 簡易営業 第11310179号 H31.04.26 R06.04.30 株式会社クラシコ 代表取締役 前森裕人 那覇市おもろまち3-5-24 トゥエルヴガーデンディア306 098-854-7511  
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