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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

和風亭 那覇市小禄1-3-3 098-859-0123  飲食店営業 食堂 第11310312号 R01.05.23 R07.05.31 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  

ミスタードーナツ壺川ショップ 那覇市壺川3-1-19 1F 098-831-7511  飲食店営業 食堂 第11310252号 R01.05.15 R07.05.31 有限会社ベリーズ 代表取締役 宮城智 那覇市真嘉比2-19-9 4F 098-894-4651  

ミスタードーナツ壺川ショップ 那覇市壺川3-1-19 1F 098-831-7511  菓子製造業 第11310253号 R01.05.15 R07.05.31 有限会社ベリーズ 代表取締役 宮城智 那覇市真嘉比2-19-9 4F 098-894-4651  

小料理かめや 那覇市松川3-18-23 098-887-0033  飲食店営業 居酒屋 第11310251号 R01.05.15 R07.05.31 亀島幸子

（有）琉球酥本舗 那覇市奥武山町14-5 098-857-8411  菓子製造業 第11310365号 R01.05.29 R07.05.31 有限会社琉球酥本舗 代表取締役 高田織絵 那覇市奥武山町14-5 098-857-7711  

（有）琉球酥本舗 那覇市奥武山町14-5 098-857-8411  そうざい製造業 第11310366号 R01.05.29 R07.05.31 有限会社琉球酥本舗 代表取締役 高田織絵 那覇市奥武山町14-5 098-857-7711  

海産物料理 大安丸 那覇市久茂地2-13-14 うるま荘1F 098-869-6687  飲食店営業 食堂 第11310302号 R01.05.22 R07.05.31 中本安明

マリオネット 那覇市宇栄原3-29-11 飲食店営業 バー 第11310254号 R01.05.16 R07.05.31 上原安江

スナックとまと 那覇市壺屋1-4-17 098-863-5035  飲食店営業 バー 第11310301号 R01.05.22 R07.05.31 並里澄子

酒膳処 ヴィーナス 那覇市松山2-28-2 1F 098-868-1219  飲食店営業 小料理 第11310291号 R01.05.21 R07.05.31 金城亮子

那覇空港わしたショップ 那覇市鏡水150 那覇空港ターミナルビル2F 098-840-1197  魚介類販売業 第11310240号 R01.05.13 R08.05.31 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 沖縄県産業支援センター7F 098-859-6456  

那覇空港わしたショップ 那覇市鏡水150 那覇空港ターミナルビル2F 098-840-1197  乳類販売業 第11310241号 R01.05.13 R08.05.31 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 沖縄県産業支援センター7F 098-859-6456  

那覇空港わしたショップ 那覇市鏡水150 那覇空港ターミナルビル2F 098-840-1197      食肉販売業 第11310242号 R01.05.13 R08.05.31 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 沖縄県産業支援センター7F 098-859-6456  

北の葵 泉崎店 那覇市泉崎1-14-7 ユートピア阮氏ビル1F 098-862-7878  飲食店営業 居酒屋 第11310263号 R01.05.16 R07.05.31 株式会社日新コーポレーション 代表取締役 石川清朝 宜野湾市長田1-19-10 玉善ビル3F 098-892-1123  

割烹 石なぐ 那覇市松山1-1-10 ロマネスク松山1F 098-868-0213  飲食店営業 割烹 第11310290号 R01.05.21 R07.05.31 松川明秀

合同会社 島唄ライブ樹里 那覇市松尾2-2-29 098-861-0722  飲食店営業 居酒屋 第11310346号 R01.05.28 R07.05.31 合同会社島唄ライブ樹里 代表社員 伊禮正哲 那覇市松尾2-2-29 098-861-0722  

小さなパン屋さん てぃーだかんかん 那覇市天久2-29-22 てぃ～だ新都心ビル1F 098-867-4911  菓子製造業 第11310270号 R01.05.17 R07.05.31 特定非営利活動法人てぃーだかんかん 理事長 下地弘一 那覇市天久2-29-22 てぃ～だ新都心ビル 098-867-4911  

小さなパン屋さん てぃーだかんかん 那覇市天久2-29-22 てぃ～だ新都心ビル1F 098-867-4911  そうざい製造業 第11310269号 R01.05.17 R07.05.31 特定非営利活動法人てぃーだかんかん 理事長 下地弘一 那覇市天久2-29-22 てぃ～だ新都心ビル 098-867-4911  

かばす亭 那覇市辻1-14-18 098-867-8451  飲食店営業 居酒屋 第11310280号 R01.05.20 R07.05.31 国仲恵子

HOT-TTO（ほっとっと） 那覇市田原2-8-11 コーポ原105 098-840-1616  飲食店営業 仕出し屋 第11310390号 R01.05.31 R07.05.31 長嶺忍

ROトルマリンウォーター 那覇市具志1-17-15 1F 098-857-7596  清涼飲料水製造業 第11310262号 R01.05.16 R07.05.31 真境名慎治

与儀精肉店 那覇市樋川2-2-11 098-834-4915  食肉販売業 第11310268号 R01.05.17 R07.05.31 与儀利幸

おかずの店（あかみね） 那覇市宇栄原2-21-10 098-857-5132  飲食店営業 そうざい 第11310362号 R01.05.29 R07.05.31 赤嶺貴子

プライム食品 那覇市泊2-14-3 1F 098-862-0782  食肉販売業 第11310300号 R01.05.22 R07.05.31 長嶺直一

プライム食品 那覇市泊2-14-3 1F 095-862-0782  魚介類販売業 第11310299号 R01.05.22 R07.05.31 長嶺直一

accoglienza（アッコリエンザ） 那覇市牧志1-20-13 SO牧志ビル1F 098-869-7844  飲食店営業 居酒屋 第11310310号 R01.05.23 R07.05.31 松田亜希子

伊是名島 那覇市大道172-20 098-886-9075  飲食店営業 カフェー 第11310287号 R01.05.21 R07.05.31 名渡山キミエ

カンビレー 那覇市古波蔵213 古蔵ビル1階 098-835-3281  飲食店営業 小料理 第11310382号 R01.05.31 R07.05.31 宮城亜矢子

こっころ 那覇市松山2-29-1 フェニックスビル6F 098-861-5596  飲食店営業 ﾅｲﾄｽﾅｯｸ 第11310259号 R01.05.16 R07.05.31 松岡裕香

Lounge 希 那覇市松山1-19-11 パークサイド松山3階-A 098-867-4224  飲食店営業 カフェー 第11310286号 R01.05.21 R07.05.31 城間亜希子

首里りうぼう 那覇市首里久場川町2-122-1 098-884-1111  飲食店営業 寿司屋 第11310277号 R01.05.20 R07.05.31 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  

首里りうぼう 那覇市首里久場川町2-122-1 098-884-1111  魚介類販売業 第11310278号 R01.05.20 R07.05.31 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  

首里りうぼう 那覇市首里久場川町2-122-1 098-884-1111  食肉販売業 第11310279号 R01.05.20 R07.05.31 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  

イタリアンハウス 那覇市首里石嶺町2-115 098-885-6401  飲食店営業 食堂 第11310298号 R01.05.22 R07.05.31 玉城万敬

ラウンジ りんず 那覇市松山1-14-19 PCビル4階 098-868-8612  飲食店営業 ﾅｲﾄｽﾅｯｸ 第11310285号 R01.05.21 R07.05.31 株式会社エイ・アイコーポレーション 代表取締役 鬼塚愛子 那覇市前島3-10-14 2階 098-868-3577  

スナック真知 那覇市泊2-5-7 098-867-6547  飲食店営業 食堂 第11310340号 R01.05.28 R07.05.31 佐久本シゲ

居酒屋福 旭橋駅前店 那覇市東町4-14 1･2F 098-869-1414  飲食店営業 居酒屋 第11310297号 R01.05.22 R07.05.31 孫暁宇

Darts & Bar Quatro 那覇市牧志1-3-31 太平ビル3F 飲食店営業 バー 第11310389号 R01.05.31 R07.05.31 新澤有

中華居食屋 中元 那覇市曙3-4-8 クラヨシビル1F 098-863-3225  飲食店営業 中華料理 第11310284号 R01.05.21 R07.05.31 中元久範

天井桟敷 那覇市安里388-10 103号 098-943-2660  飲食店営業 ﾅｲﾄｽﾅｯｸ 第11310324号 R01.05.24 R07.05.31 儀保良男

スナック美々 那覇市久米1-8-7 TAKAビル3-C 098-867-4155  飲食店営業 ﾅｲﾄｽﾅｯｸ 第11310296号 R01.05.22 R07.05.31 照屋美惠子

那覇ミート 港町工場 那覇市港町3-2-26 098-863-6440  そうざい製造業 第11310295号 R01.05.22 R08.05.31 株式会社那覇ミート 代表取締役 當山光行 南城市大里字大城1912-1 098-943-6066  

くれよん 那覇市久米2-6-7 プラザEPOCH2階               飲食店営業 スナック 第11310388号 R01.05.31 R07.05.31 新井美架子

日本サメの海物産株式会社 那覇市宇栄原1024-1 101 098-858-1298  食用油脂製造業 第11310274号 R01.05.20 R07.05.31 日本サメの海物産株式会社 代表取締役 上原市之介 那覇市宇栄原1024-1 101 098-858-1298  

日本サメの海産物株式会社 那覇市宇栄原1024-1 101 098-858-1298  魚介類販売業 第11310273号 R01.05.20 R07.05.31 日本サメの海産物株式会社 代表取締役 上原市之介 那覇市宇栄原1024-1 101 098-858-1298  

鉄板焼ステーキレストラン碧 牧志店 那覇市牧志3-2-3 098-866-2939  飲食店営業 レストラン 第11310345号 R01.05.28 R07.05.31 株式会社碧 代表取締役 奥間弘子 那覇市東町19-25 098-863-1533  

くろ潮の大関 那覇市牧志1-9-13 098-869-2217  飲食店営業 居酒屋 第11310322号 R01.05.24 R07.05.31 株式会社 創’S kitchenまんまる 代表取締役 兼次亨 中頭郡西原町与那城90

めん場 神徳 那覇市松山1-12-17 1F 098-868-6246  飲食店営業 食堂 第11310333号 R01.05.28 R07.05.31 株式会社PDC 代表取締役 徳原博守 品川区旗の台3-11-13 03-6426-9561  

株式会社センカ 那覇空港店 那覇市鏡水150 那覇空港ターミナルビル2F 098-858-4076  魚介類販売業 第11310350号 R01.05.29 R08.05.31 株式会社センカ 代表取締役 片山優 池田市空港2-2-5 空港施設株式会社大阪綜合ビル3階06-6856-6410  

株式会社センカ 那覇空港店 那覇市鏡水150 那覇空港ターミナルビル2F 098-858-4076  食肉販売業 第11310349号 R01.05.29 R08.05.31 株式会社センカ 代表取締役 片山優 池田市空港2-2-5 空港施設株式会社大阪綜合ビル3階06-6856-6410  

我如古鮮魚 那覇市小禄421-15 098-859-1277  魚介類販売業 第11310315号 R01.05.24 R07.05.31 我如古満

海鮮居酒屋 とんばる 那覇市三原1-23-1 098-835-2994  飲食店営業 居酒屋 第11310314号 R01.05.24 R07.05.31 富原盛武

カリージュ 那覇市東町12-2 グレープハウスビル4FB 098-941-4152  飲食店営業 ﾅｲﾄｽﾅｯｸ 第11310381号 R01.05.31 R07.05.31 小橋川かおり

チャコ沖縄支店 那覇市松山1-6-20 098-868-6001  飲食店営業 食堂 第11310328号 R01.05.28 R07.05.31 有限会社うえち 代表取締役 大里喜広 那覇市大道30 098-887-1233  

チャコ沖縄本店 那覇市松山1-6-22 098-868-6001  飲食店営業 食堂 第11310327号 R01.05.28 R07.05.31 有限会社うえち 代表取締役 大里喜広 那覇市大道30 098-887-1233  

具志堅家～ 那覇市久茂地1-4-7 098-867-0475  飲食店営業 居酒屋 第11310359号 R01.05.29 R07.05.31 具志堅耕治

EMiKO’S SECOND STAGE 那覇市泉崎1-14-7 阮氏ビル203 098-862-1664  飲食店営業 スナック 第11310387号 R01.05.31 R07.05.31 鈴木恵美子

琉辛豚 ISEZAKI 那覇市内 098-800-7490  飲食店営業 簡易営業 第11310352号 R01.05.29 R06.05.31 佐藤和美

料理や ろくすけ 那覇市松山2-16-12 フクシマビル 1F 098-868-8837  飲食店営業 小料理 第11310379号 R01.05.31 R07.05.31 島袋裕康

華恋 那覇市古波蔵2-23-14 2F 098-836-6533  飲食店営業 カフェー 第11310386号 R01.05.31 R07.05.31 長嶺洋子

Road ＆ Sky 那覇市久米1-16-5 丸保マンション1階 098-868-8221  飲食店営業 食堂 第11310378号 R01.05.31 R07.05.31 野辺一政

元祖大東ソバ 那覇市牧志1-4-59 098-867-3889  飲食店営業 食堂 第11310385号 R01.05.31 R07.05.31 伊佐譲二

コスモフーズ県庁市役所出張所食堂 那覇市泉崎1-8-16 2F               飲食店営業 食堂 第11310384号 R01.05.31 R07.05.31 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  

サークル 那覇市安里388 098-886-1104  飲食店営業 居酒屋 第11310393号 R01.05.31 R07.05.31 東増美

リトルバーパパス 那覇市松山1-35-21 大福館ビル1F 098-863-6189  飲食店営業 ﾅｲﾄｽﾅｯｸ 第11310392号 R01.05.31 R07.05.31 山口美由紀

Applause Bar & Dish 那覇市久茂地3-15-1 やまこビル2F 098-869-1008  飲食店営業 バー 第11310391号 R01.05.31 R07.05.31 濱川大輔
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