
R1.12.1～R1.12.31
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

CAMP BAR CHILLAX 那覇市泉崎1-12-4 マラカイト泉崎4B               飲食店営業 バー 第11311839号 R01.12.26 R08.01.31 伊村一郎

BAR LUX 那覇市松山1-19-7 東和リースビル2-Ｂ 098-861-0211  飲食店営業 バー 第11311741号 R01.12.02 R08.01.31 合同会社Next Stage 代表社員 砂川武人 沖縄県
島尻郡与那原町字東浜78-67
MeithⅢ203

嘉陽鮮魚 那覇市首里石嶺町4-100-203 098-917-0258  飲食店営業 居酒屋 第11311740号 R01.12.02 R08.01.31 稲福典子
飯ト寿　小やじ 那覇市松尾2-11-5 上江洲ビル1F               飲食店営業 居酒屋 第11311800号 R01.12.17 R08.01.31 千葉達実

三崎港ラーメン 那覇市おもろまち1-4-6 098-869-6585  飲食店営業 食堂 第11311788号 R01.12.12 R08.01.31
有限会社
シー・エフ・ビルマネジメント

代表取締役 倉橋隆行 神奈川県
鎌倉市大船2-19-35
CFネッツ鎌倉ビル

0467-50-0681  

居酒屋つか太郎 那覇市東町20-18 比嘉ビル1F 098-862-1288  飲食店営業 居酒屋 第11311777号 R01.12.11 R08.01.31 合同会社Next Stage 代表社員 砂川武人 沖縄県
島尻郡与那原町字東浜78-67
MeithⅢ203

              

酒と膳　江戸紫 那覇市松山1-8-8 オーキッド松山6F 098-861-5228  飲食店営業 ﾅｲﾄｽﾅｯｸ 第11311751号 R01.12.04 R08.01.31 照屋順子
天ぷら酒場　てつ 那覇市松山1-19-19 1-A号 098-988-1622  飲食店営業 居酒屋 第11311844号 R01.12.27 R08.01.31 平田尭也
URU 那覇市泊2-1-11 飲食店営業 バー 第11311739号 R01.12.02 R08.01.31 吉田卓郎
march 那覇市字安里82-1 098-800-2553  飲食店営業 カフェー 第11311795号 R01.12.13 R08.01.31 松岡美知世
マックスバリュ壺川店 那覇市壺川2-4-2 098-996-1880  喫茶店営業 自販機 第11311738号 R01.12.02 R09.01.31 株式会社ゼコー 代表取締役 庄野道彦 福岡県 福岡市博多区那珂6-1-2 092-461-2515  
マックスバリュ新都心めかる店 那覇市銘苅1-10-15 098-941-1105  喫茶店営業 自販機 第11311737号 R01.12.02 R09.01.31 株式会社ゼコー 代表取締役 庄野道彦 福岡県 福岡市博多区那珂6-1-2 092-461-2515  
マックスバリュ若狭店 那覇市若狭1-19-1 098-869-1100  喫茶店営業 自販機 第11311736号 R01.12.02 R09.01.31 株式会社ゼコー 代表取締役 庄野道彦 福岡県 福岡市博多区那珂6-1-2 092-461-2515  
Ice　Oasis 那覇市牧志3-1-1               飲食店営業 パーラー 第11311746号 R01.12.04 R08.01.31 アイスオアシス株式会社 代表取締役 潘　松　明 沖縄県 那覇市上之屋1-10-8-1202 098-988-8689  
ななまかい 那覇市真嘉比1-28-7 098-887-7003  飲食店営業 レストラン 第11311735号 R01.12.02 R08.01.31 株式会社ななまかい 代表取締役 上原泰則 沖縄県 那覇市真嘉比1-28-7 098-887-7003  

肉鉄板炉端　肉島屋 那覇市久茂地3-15-19 2F 098-868-1129  飲食店営業 居酒屋 第11311745号 R01.12.03 R08.01.31 株式会社88インターナショナル 代表取締役 金城康樹 沖縄県
那覇市久茂地3-16-19
2F

098-941-7950  

BB 那覇市松山1-14-3 シティ松山Ⅱ　4階               飲食店営業 カフェー 第11311734号 R01.12.02 R08.01.31 日吉優
Salsa　Caliente 那覇市東町20-19 東町ガーデンビル5F               飲食店営業 バー 第11311733号 R01.12.02 R08.01.31 宮國真由子
お食事処あん 那覇市東町8-10 仲村アパート102               飲食店営業 食堂 第11311744号 R01.12.03 R08.01.31 有限会社クレイン 代表取締役 新里初子 沖縄県 那覇市泉崎1-22-11 098-862-0776  
ポークたまごおにぎり本店
那覇空港国際線4F店

那覇市鏡水150
那覇空港
国際線ターミナルビル4F

098-866-0291  飲食店営業 レストラン 第11311774号 R01.12.10 R08.01.31
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 沖縄県 那覇市松尾2-8-35 098-866-0291  

kitchen cafe Orioritto 那覇市西1-8-11 コーポ藤1F 098-860-8863  飲食店営業 カフェー 第11311821号 R01.12.20 R08.01.31 株式会社MOE・LINO 代表取締役 渕野龍起 沖縄県
那覇市西1-8-11
コーポ藤1F

              

Recovery 那覇市寄宮3-18-3 マルヨシビルB-1左 098-996-3606  飲食店営業 バー 第11311743号 R01.12.03 R08.01.31 泉貞紀

ホルモン名嘉真 那覇市松尾2-10-20               飲食店営業 居酒屋 第11311776号 R01.12.11 R08.01.31 株式会社U-MORE 代表取締役 山﨑基史 東京都
渋谷区恵比寿1-23-13
アルカイビル5F

03-6277-3636  

おいしい弁当 那覇市内               飲食店営業 簡易営業 第11311732号 R01.12.02 R07.01.31 合同会社はる 代表社員 伊波沙織 沖縄県
那覇市字仲井真370-1
（211）

              

嘉陽鮮魚 那覇市首里石嶺町4-100-203 098-917-0258  魚介類販売業 第11311731号 R01.12.02 R08.01.31 稲福典子
とぅんち小 那覇市内               飲食店営業 簡易営業 第11311742号 R01.12.03 R07.01.31 株式会社デリカりゅうしん 代表取締役 砂川正幸 沖縄県 糸満市西崎6-10-2 098-889-0500  

酒肴　茶々丸 那覇市久茂地2-6-2
久茂地ガーデンビル
3B－2号室

              飲食店営業 小料理 第11311750号 R01.12.04 R08.01.31 大田葉子

はんたぴあ 那覇市繁多川5-17-10 098-832-2555  飲食店営業 食堂 第11311749号 R01.12.04 R08.01.31 特定非営利活動法人あごらぴあ 代表理事 山城亨 沖縄県 那覇市松川445-2 098-885-1739  
MATERIAL CLUB 那覇市松山1-13-5 ナムラプラス2階 098-862-3410  飲食店営業 カフェー 第11311755号 R01.12.06 R08.01.31 高安曙日
LATO 那覇市松山1-13-5 ナムラプラス3階 098-988-8757  飲食店営業 カフェー 第11311754号 R01.12.06 R08.01.31 岡元一樹
The PARLOR
by ISLAND BROTHERS

那覇市松尾2-1-4 098-963-5258  飲食店営業 レストラン 第11311784号 R01.12.12 R08.01.31 株式会社アドプロ 代表取締役 德永修一 沖縄県 那覇市久茂地2-10-16 098-867-5903  

赤ほりゅう 那覇市松山2-6-1 1F　A-6 098-943-4464  飲食店営業 居酒屋 第11311753号 R01.12.06 R08.01.31 髙柳拓未
WJUFSサテライトキッチンいしみ
ね

那覇市首里石嶺町4-389 098-943-7440  飲食店営業 食堂 第11311828号 R01.12.24 R08.01.31 WJUフードシステムズ株式会社 代表取締役 本間弘行 東京都
新宿区西新宿7-18-5
VORT西新宿

03-5338-5333  

WJUFSサテライトキッチン北嶺 那覇市首里石嶺町4-439 098-943-7441  飲食店営業 食堂 第11311827号 R01.12.24 R08.01.31 WJUフードシステムズ株式会社 代表取締役 本間弘行 東京都
新宿区西新宿7-18-5
VORT西新宿

03-5338-5333  

くくるキッチン 那覇市真地216-17 Kukuru+ 1F 098-888-5996  飲食店営業 食堂 第11311845号 R01.12.27 R08.01.31 一般社団法人Kukuru 代表理事 鈴木惠 沖縄県 那覇市真地216-17 098-888-5996  
薬酒Bar MORIS 那覇市牧志2-16-15 2Ｆ               飲食店営業 バー 第11311748号 R01.12.04 R08.01.31 ＦＣＲマーケティング株式会社 代表取締役 倉林啓士郎 沖縄県 沖縄市安慶田5-1-16 098-923-0547  
和風ダイニング壺 那覇市壺川2-5-6 098-836-2078  飲食店営業 居酒屋 第11311752号 R01.12.06 R08.01.31 美里達徳
M'sガーデン店 那覇市東町10-1 098-866-7777  喫茶店営業 第11311747号 R01.12.04 R08.01.31 三州観光開発沖縄株式会社 代表取締役 具志繁 沖縄県 那覇市牧志2-16-54 098-867-3566  
イグレック 那覇市東町27-4 美館ビル6Ｆ               飲食店営業 カフェー 第11311838号 R01.12.26 R08.01.31 マックキー君代

ファミリーマート国際通り牧志 那覇市牧志2-4-18 098-866-8094  飲食店営業 そうざい 第11311758号 R01.12.06 R08.01.31 合同会社いろは 代表社員 玉城義勝 沖縄県
那覇市松尾2-12-16-604
プレサンスロジェ松尾レーヴタ
ワー

098-868-3030  

ファミリーマート国際通り牧志 那覇市牧志2-4-18 098-866-8094  乳類販売業 第11311757号 R01.12.06 R09.01.31 合同会社いろは 代表社員 玉城義勝 沖縄県
那覇市松尾2-12-16-604
プレサンスロジェ松尾レーヴタ
ワー

098-868-3030  

カラクサマンマ 那覇市牧志1-8-3 ＦＡＮ緑ヶ丘ビル1Ｆ 098-914-3573  飲食店営業 居酒屋 第11311761号 R01.12.09 R08.01.31 仲田俊亮

ＯＫＩＮＡＷＡ　ＢＯＸ
ＣＡＦＥ＆ＳＰＡＣＥ

那覇市泉崎1-20-1
カフーナＡ街区
那覇OPA　2Ｆ

098-894-9200  飲食店営業 レストラン 第11311799号 R01.12.17 R08.01.31
株式会社
トランジットジェネラルオフィス

代表取締役 中村貞裕 東京都

渋谷区恵比寿4-20-4
恵比寿ガーデンプレイス
グラススクエアB1階
PORTAL　POINT　EBISU　C1

ＯＫＩＮＡＷＡ　ＢＯＸ
ＣＡＦＥ＆ＳＰＡＣＥ

那覇市泉崎1-20-1
カフーナＡ街区
那覇OPA　2Ｆ

098-894-9200  菓子製造業 第11311798号 R01.12.17 R08.01.31
株式会社
トランジットジェネラルオフィス

代表取締役 中村貞裕 東京都

渋谷区恵比寿4-20-4
恵比寿ガーデンプレイス
グラススクエアB1階
PORTAL　POINT　EBISU　C1

ちょい呑み家くろまる 那覇市東町14-22 国正ビル203号               飲食店営業 バー 第11311783号 R01.12.12 R08.01.31 安里正美
小太郎 那覇市牧志2-19-2 うるま住宅101 098-868-1665  飲食店営業 食堂 第11311760号 R01.12.09 R08.01.31 佐久川春義

営業所所在地 営業の種類 申請者住所
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串カツ田中 那覇市牧志2-2-30 リウボウ商事本社ビル1Ｆ               飲食店営業 居酒屋 第11311773号 R01.12.10 R08.01.31 株式会社南の島のスパイス 代表取締役 下遠野亘 沖縄県
那覇市松尾2-15-33
コートヴィレッジ松尾103

03-5839-2974  

ロッキーカナイ 那覇市牧志2-2-30 リウボウ商事本社ビル1Ｆ               飲食店営業 居酒屋 第11311772号 R01.12.10 R08.01.31 株式会社南の島のスパイス 代表取締役 下遠野亘 沖縄県
那覇市松尾2-15-33
コートヴィレッジ松尾103

03-5839-2974  

酒　揚　魚すし大漁 那覇市牧志2-2-30 リウボウ商事本社ビル1Ｆ               飲食店営業 居酒屋 第11311771号 R01.12.10 R08.01.31 株式会社南の島のスパイス 代表取締役 下遠野亘 沖縄県
那覇市松尾2-15-33
コートヴィレッジ松尾103

03-5839-2974  

ムーチョ 那覇市牧志2-2-30 リウボウ商事本社ビル1Ｆ               飲食店営業 居酒屋 第11311770号 R01.12.10 R08.01.31 株式会社極カンパニー 代表取締役 橋本智 沖縄県
那覇市久茂地3-9-11
アーバンビル地下1階

098-861-9199  

治郎丸 那覇市牧志2-2-30 リウボウ商事本社ビル1Ｆ               飲食店営業 居酒屋 第11311769号 R01.12.10 R08.01.31 株式会社海帆 代表取締役 久田敏貴 愛知県
名古屋市中村区名駅4-15-15
名古屋総合市場ビル3階Ｏ

052-586-2666  

香川　一福 那覇市牧志2-2-30 リウボウ商事本社ビル1F               飲食店営業 食堂 第11311768号 R01.12.10 R08.01.31 株式会社BigBelly 代表取締役 大林芳彰 東京都 豊島区池袋2-10-6 03-3590-3170  
牛タンいろ葉　国際通りのれん街 那覇市牧志2-2-30 リウボウ商事本社ビル1F 098-917-1506  飲食店営業 居酒屋 第11311767号 R01.12.10 R08.01.31 株式会社Stove's market 代表取締役 清水暁弘 東京都 中央区日本橋室町4-3-6 03-3710-2090  
沖縄SOUL FOOD　じゃむ 那覇市牧志2-2-30 リウボウ商事本社ビル1Ｆ               飲食店営業 居酒屋 第11311766号 R01.12.10 R08.01.31 株式会社炭焼笑店　陽 代表取締役 行友裕二 大阪府 大阪市西区北堀江2-16-14 06-6575-9828  

神豚 那覇市牧志2-2-30 リウボウ商事本社ビル1F               飲食店営業 居酒屋 第11311765号 R01.12.10 R08.01.31 株式会社Hi-STAND 代表取締役 戸田博章 東京都
目黒区下目黒6-1-27
アメニティハウス601

03-5839-2974  

焼き鳥　野菜巻ごう　国際通り店 那覇市牧志2-2-30 リウボウ商事本社ビル1Ｆ 098-894-7622  飲食店営業 居酒屋 第11311764号 R01.12.10 R08.01.31 株式会社ネクストグローバル 代表取締役 時吉宏昌 神奈川県
横浜市鶴見区矢向1-20-40
703号

045-581-2633  

Nice&EZ 那覇市松山2-9-7 クリスタルビル2-B               飲食店営業 バー 第11311782号 R01.12.12 R08.01.31 上妻大亮
波ぬ花 那覇市安里388-52 098-885-7580  飲食店営業 バー 第11311763号 R01.12.10 R08.01.31 與座寿美恵
丸栄ミート　プラス 那覇市久茂地2-19-12 098-863-6116  飲食店営業 食堂 第11311762号 R01.12.10 R08.01.31 宮城榮
歩　サーターアンダギー 那覇市松尾2-7-10 第一牧志公設市場　2F 098-863-1171  菓子製造業 第11311820号 R01.12.20 R08.01.31 末廣瑛子
レインボーコーヒー 那覇市内 飲食店営業 簡易営業 第11311759号 R01.12.09 R07.01.31 比嘉盛昭
アーレント 那覇市松山1-8-19 シティまつやま3F-C               飲食店営業 ﾅｲﾄｽﾅｯｸ 第11311792号 R01.12.13 R08.01.31 西里亜理沙
オキナビ 那覇市辻2-19-11 1F               飲食店営業 食堂 第11311787号 R01.12.12 R08.01.31 松岡敬吾

和琉酒宴　英良 那覇市久茂地3-16-19 2F 098-864-2220  飲食店営業 居酒屋 第11311781号 R01.12.12 R08.01.31 株式会社BRIDGES 代表取締役 又吉真由美 沖縄県
那覇市久茂地3-16-19
2F

098-941-7950  

ZARA 那覇市松尾2-7-17 098-975-5578  飲食店営業 居酒屋 第11311786号 R01.12.12 R08.01.31 株式会社S-ma 代表取締役 渡嘉敷勇 沖縄県 那覇市字国場40-1 098-834-7428  
鉄板酒場ますお 那覇市安里381-3 1F 098-975-7477  飲食店営業 居酒屋 第11311794号 R01.12.13 R08.01.31 日下部尚樹
伊平屋村漁業協同組合 那覇市内 0980-46-2368  魚介類販売業 簡易営業 第11311775号 R01.12.11 R07.01.31 伊平屋村漁業協同組合 代表理事 新垣雅士 沖縄県 島尻郡伊平屋村字我喜屋217- 0980-46-2368  
アニソンライブBAR放課後てぃー
たいむ

那覇市久米2-8-8 新栄プロパティ久米3-A 飲食店営業 バー 第11311785号 R01.12.12 R08.01.31 井上彩夏

マンゴーライス
ピンクアリゲーター

那覇市松尾2-11-11-104               飲食店営業 パーラー 第11311780号 R01.12.12 R08.01.31 直野秀一郎

Tsubogawa Garage cafe and bar 那覇市壺川1-14-8               飲食店営業 食堂 第11311791号 R01.12.13 R08.01.31 新垣盛也
BULL DOG 那覇市久茂地3-9-21 UD久茂地ビル6F               飲食店営業 バー 第11311824号 R01.12.23 R08.01.31 島袋裕次
和 那覇市字仲井真216-1 飲食店営業 ﾅｲﾄｽﾅｯｸ 第11311790号 R01.12.13 R08.01.31 島袋美佐江
城南小学校 那覇市内 098-917-3305  飲食店営業 簡易営業 第11311779号 R01.12.12 R07.01.31 大城直美
城南小学校 那覇市内 098-917-3305  喫茶店営業 簡易営業 第11311778号 R01.12.12 R07.01.31 大城直美
ソプンガヌンナル 那覇市安里2-4-17 ライオンズマンション101号               飲食店営業 食堂 第11311789号 R01.12.13 R08.01.31 李　成萬
末廣ブルース 那覇市松尾2-7-20 098-942-4020  飲食店営業 居酒屋 第11311793号 R01.12.13 R08.01.31 上原良太
ポークマン 那覇市牧志2-2-30 リウボウ商事本社ビル1F               飲食店営業 居酒屋 第11311796号 R01.12.16 R08.01.31 合同会社こころざし 代表社員 志村冬樹 神奈川県 茅ヶ崎市共恵1-3-22 0467-88-7425  
西南門小そば 那覇市西1-20-13 098-868-5352  飲食店営業 食堂 第11311833号 R01.12.25 R08.01.31 株式会社タマキ 代表取締役 玉城信子 沖縄県 那覇市西1-20-13 098-868-5352  
せんべろ酒場
ドランク餃子　酔拳

那覇市松尾2-8-17 泉ビル1F               飲食店営業 居酒屋 第11311819号 R01.12.20 R08.01.31 株式会社琉宴 代表取締役 屋良朝樹 沖縄県
那覇市久茂地3-9-3
田園ビル5F

098-917-4266  

オールド　ウェイブ　ジ 那覇市松川2-4-15               飲食店営業 バー 第11311801号 R01.12.18 R08.01.31 古波蔵保司
Two Finger 那覇市久茂地2-6-16 2F 098-988-3431  飲食店営業 バー 第11311797号 R01.12.17 R08.01.31 株式会社アイティープラス 代表取締役 井上武夫 東京都 国分寺市本町1-5-12 042-300-3330  

コミックバスター新都心店 那覇市天久1-6-2 03-5321-0701  喫茶店営業 自販機 第11311807号 R01.12.19 R09.01.31
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 東京都 新宿区西新宿1-24-1 03-5321-0701  

コミックバスター新都心店 那覇市天久1-6-2 03-5321-0701  喫茶店営業 自販機 第11311806号 R01.12.19 R09.01.31
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 東京都 新宿区西新宿1-24-1 03-5321-0701  

小さな焼き菓子屋さんmucu 那覇市長田2-4-3 メゾン光102               菓子製造業 第11311803号 R01.12.18 R08.01.31 東江禎之
小さな焼き菓子屋さんmucu 那覇市長田2-4-3 メゾン光102               飲食店営業 カフェー 第11311802号 R01.12.18 R08.01.31 東江禎之
いちゃらなCafe 那覇市内               飲食店営業 簡易営業 第11311805号 R01.12.19 R07.01.31 長嶺直美
玉蔵 那覇市曙1-3-6 1階 098-869-1105  そうざい製造業 第11311818号 R01.12.20 R08.01.31 有限会社諸見里ポートリー 代表取締役 諸見里治 沖縄県 島尻郡八重瀬町字宜次562 098-998-8623  
焼き鳥屋 那覇市内               飲食店営業 簡易営業 第11311804号 R01.12.19 R07.01.31 仲宗根清彦
泡盛と沖縄地料理　んじゃみ 那覇市牧志3-2-3 098-917-0262  飲食店営業 居酒屋 第11311837号 R01.12.26 R08.01.31 株式会社ジェイシーシー 代表取締役 淵邉俊紀 沖縄県 糸満市西崎町4-16-16 098-992-6259  
琉球ハイボール酒場　千鳥屋 那覇市安里栄町388-5               飲食店営業 居酒屋 第11311835号 R01.12.26 R08.01.31 株式会社ジェイシーシー 代表取締役 淵邉俊紀 沖縄県 糸満市西崎町4-16-16 098-992-6259  
マルセ 那覇市久茂地2-12-3 2階 098-867-8293  飲食店営業 ﾅｲﾄｽﾅｯｸ 第11311825号 R01.12.24 R08.01.31 狩俣和喜
知念商店 那覇市内               飲食店営業 簡易営業 第11311832号 R01.12.25 R07.01.31 知念清孝
知念商店 那覇市内               喫茶店営業 簡易営業 第11311831号 R01.12.25 R07.01.31 知念清孝
知念商店 那覇市内               菓子製造業 簡易営業 第11311830号 R01.12.25 R07.01.31 知念清孝
スナック会議室 那覇市久米2-8-10 パーム久米2F               飲食店営業 ﾅｲﾄｽﾅｯｸ 第11311843号 R01.12.27 R08.01.31 塩川こころ
BAR　夢叶象（ガネーシャ） 那覇市寄宮3-15-17               飲食店営業 バー 第11311829号 R01.12.25 R08.01.31 前泊康彦
蓮 那覇市内               飲食店営業 簡易営業 第11311834号 R01.12.26 R07.01.31 宮城侑弥
FLAPCOFFEEandBAKESHOP 那覇市内 098-800-2450  喫茶店営業 簡易営業 第11311842号 R01.12.27 R07.01.31 酒井貴博
北部農林高等学校 那覇市内 0980-52-2634  食肉販売業 簡易営業 第11311841号 R01.12.27 R07.01.31 北部農林高等学校 その他 新垣博之 沖縄県 名護市字宇茂佐13 0980-52-2634  
KEMURI 那覇市内 098-868-1775  飲食店営業 簡易営業 第11311840号 R01.12.27 R07.01.31 伊佐望
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