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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

Shotbar HOTLIP 那覇市前島3-4-12 ライオンズマンション101 飲食店営業 バー 第11301054号 R01.05.13 R07.05.31 江口稔

沖縄銀行首里支店食堂 那覇市首里儀保町2-13 098-885-2041  飲食店営業 食堂 第11301893号 R01.05.09 R07.05.31 第一総業株式会社 代表取締役 與那原信祐 那覇市古波蔵3-8-8 098-853-5353  

Palm Tree 那覇市牧志3-5-1 飲食店営業 パーラー 第11302066号 R01.05.10 R07.05.31 伊野勝久

M CRUE CAFE 那覇市国場692 サードコーポ106 098-996-2227  飲食店営業 食堂 第11310293号 R01.05.21 R07.05.31 丹羽俊介

ポー玉食堂 那覇市松尾2-12-7 098-860-1236  飲食店営業 食堂 第11310229号 R01.05.09 R07.05.31 上原崇

Bar　Y's 那覇市松山2-14-1 玉キ米屋第5ビル602               飲食店営業 バー 第11310248号 R01.05.14 R07.05.31 入江草太

Bar　604 那覇市松山1-33-2 HAMASINビル5F－C 飲食店営業 バー 第11310245号 R01.05.13 R07.05.31 末吉勇貴

ラジャー　インド料理レストラン 那覇市牧志1-1-37 1Ｆ 098-861-2545  飲食店営業 レストラン 第11310228号 R01.05.09 R07.05.31 REENA株式会社 代表取締役 クマール・プラビン 那覇市牧志1-1-37 1Ｆ 098-861-2545  

BAR　隣人部 那覇市久米1-1-24 アップルビル7F 098-943-7641  飲食店営業 バー 第11310348号 R01.05.28 R07.05.31 玉城光

りんがくや 那覇市首里寒川町 1-29-3 そうざい製造業 第11310211号 R01.05.07 R07.05.31 石川栄有

占茶房369 那覇市おもろまち4-7-26 クダビル401               喫茶店営業 第11310210号 R01.05.07 R07.05.31 上原弘文

沖縄銀行　波之上支店食堂 那覇市若狭1-1-12 098-866-5622  飲食店営業 食堂 第11310227号 R01.05.09 R07.05.31 第一総業株式会社 代表取締役 與那原信祐 那覇市古波蔵3-8-8 098-853-5353  

やまざき 那覇市松山2-16-16 K1ビル201 098-862-7555  飲食店営業 バー 第11310226号 R01.05.09 R07.05.31 生井順子

ウィークエンド 那覇市久米2-2-14 ルネサンス久米8F B 飲食店営業 バー 第11310247号 R01.05.14 R07.05.31 漢那　江利子

てびち屋本舗　泉崎店 那覇市泉崎1-9-7 098-987-6433  飲食店営業 居酒屋 第11310225号 R01.05.09 R07.05.31 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 嘉陽ビル2F 098-864-2341  

Anaphilaxis 那覇市前島2-3-15 1階 098-866-2889  飲食店営業 バー 第11310292号 R01.05.21 R07.05.31 我那覇みどり

アカギ 那覇市前島3-21-13 104号 飲食店営業 バー 第11310234号 R01.05.10 R07.05.31 真栄城守勝

酒処　智 那覇市牧志3-13-56               飲食店営業 スナック 第11310303号 R01.05.22 R07.05.31 玉城幸信

パイレーツ 那覇市牧志2-6-2 PIER88　201 098-868-1361  ソース類製造業 第11310233号 R01.05.10 R07.05.31 神谷孝拡

Lounge茜　accord 那覇市久米2-8-8 新栄プロパティビル2階ーＢ 098-866-7815  飲食店営業 カフェー 第11310214号 R01.05.08 R07.05.31 仲座茜

ローソン那覇宇栄原三丁目店 那覇市宇栄原3-21-1 1Ｆ               飲食店営業 そうざい 第11310209号 R01.05.07 R07.05.31 合同会社ＮＳ企画 代表社員 仲榮眞　悟 那覇市小禄1-24-23 406号

ローソン那覇宇栄原三丁目店 那覇市宇栄原3-21-1 1Ｆ               魚介類販売業 第11310208号 R01.05.07 R07.05.31 合同会社ＮＳ企画 代表社員 仲榮眞　悟 那覇市小禄1-24-23 406号

ローソン那覇宇栄原三丁目店 那覇市宇栄原3-21-1 1Ｆ               乳類販売業 第11310207号 R01.05.07 R07.05.31 合同会社ＮＳ企画 代表社員 仲榮眞　悟 那覇市小禄1-24-23 406号

ローソン那覇宇栄原三丁目店 那覇市宇栄原3-21-1 1Ｆ               食肉販売業 第11310206号 R01.05.07 R07.05.31 合同会社ＮＳ企画 代表社員 仲榮眞　悟 那覇市小禄1-24-23 406号

Club OSCAR 那覇市松山1-4-8 フラワードリームビル5F 098-866-7707  飲食店営業 バー 第11310224号 R01.05.09 R07.05.31 滝口雄也

スナック　理沙 那覇市久米2-8-8 新栄プロパティー久米2A号室 飲食店営業 ﾅｲﾄｽﾅｯｸ 第11310213号 R01.05.08 R07.05.31 真謝　理沙

時代 那覇市壺屋1-10-11 丸安企画ビル202               飲食店営業 バー 第11310212号 R01.05.08 R07.05.31 知念亮次

大雅ダイニング 那覇市おもろまち4-8-7 グランブルービル2F 飲食店営業 居酒屋 第11310244号 R01.05.13 R07.05.31 合同会社大雅 代表社員 小林雅人 那覇市おもろまち4-8-7 グランブルービル2F

家庭料理わだち 那覇市繁多川3-16-1 メゾン山城102号 098-887-0877  飲食店営業 居酒屋 第11310223号 R01.05.09 R07.05.31 土屋静代

酒家　とりふく 那覇市松山2-14-1 玉キ米屋第５ビル101 飲食店営業 居酒屋 第11310383号 R01.05.31 R07.05.31 小渕隆雄

おやつと軽食の店　ゆめや 那覇市長田1-20-11 菓子製造業 第11310222号 R01.05.09 R07.05.31 伊佐のぞみ

スナック　水晶 那覇市松山1-14-3 2-A 飲食店営業 ﾅｲﾄｽﾅｯｸ 第11310265号 R01.05.16 R07.05.31 王小云

リウボウ食品館 那覇市久茂地1-1-1 098-867-1301  菓子製造業 第11310232号 R01.05.10 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  

チェリーパール 那覇市久米2-8-10 パーム久米3階 飲食店営業 バー 第11310264号 R01.05.16 R07.05.31 合同会社マール 代表取締役 山井照子 港区麻布十番2-10-1 401号

桜坂セントラル 那覇市牧志3-9-26 098-861-8505  飲食店営業 バー 第11310215号 R01.05.08 R07.05.31 株式会社エル・ディー・アンド・ケイ 代表取締役 大谷秀政 渋谷区宇田川町18-4 03-6861-7880  

SPLUSH 那覇市松山2-1-14 仲間ビル7F 098-988-9779  飲食店営業 バー 第11310250号 R01.05.15 R07.05.31 酒井宏朗

HANABI 那覇市牧志3-3-1               飲食店営業 バー 第11310347号 R01.05.28 R07.05.31 座安勇弥

BISTRO bom ba 那覇市内 098-987-8377  飲食店営業 簡易営業 第11310230号 R01.05.10 R06.05.31 石田直也

マリンソーダ 那覇市松山1-4-8 フラワードリームビル6F-B 飲食店営業 バー 第11310243号 R01.05.13 R07.05.31 髙橋香織

みくに 那覇市松川2-1-3 飲食店営業 パーラー 第11310311号 R01.05.23 R07.05.31 平良瑞明

赤道ラーメン首里駅前店 那覇市首里鳥堀町4-23 098-800-8001  飲食店営業 食堂 第11310231号 R01.05.10 R07.05.31 株式会社イクソス沖縄 代表取締役 饒平名知賢 沖縄市東1-5-12 098-989-1856  

居酒屋　七段 那覇市内               飲食店営業 簡易営業 第11310216号 R01.05.09 R06.05.31 株式会社矢摩斗 代表取締役 北原千穂 糸満市西崎6-16-5 サンスリービル601号 098-894-6301  

株式会社　魚友 那覇市松尾2-9-15 098-866-5442  魚介類販売業 第11310364号 R01.05.29 R07.05.31 株式会社魚友 代表取締役 平良友二 那覇市松尾2-9-15 098-866-5442  

株式会社　魚友 那覇市松尾2-9-15 098-866-5442  飲食店営業 居酒屋 第11310363号 R01.05.29 R07.05.31 株式会社魚友 代表取締役 平良友二 那覇市松尾2-9-15 098-866-5442  

フーズバー　Shin 那覇市松山1-33-3 京ビル4　5階　5-C号室 098-863-4511  飲食店営業 バー 第11310249号 R01.05.15 R07.05.31 新城義明

BAR　ウォーリーハウス 那覇市松山2-1-18 住太郎ビル6-A               飲食店営業 バー 第11310246号 R01.05.14 R07.05.31 花城光希

前屋 那覇市内               飲食店営業 簡易営業 第11310239号 R01.05.13 R06.05.31 株式会社セブン 代表取締役 山本淳 大阪市中央区本町3-4-11               

HANABI 那覇市内               飲食店営業 簡易営業 第11310238号 R01.05.13 R06.05.31 株式会社セブン 代表取締役 山本淳 大阪市中央区本町3-4-11               

OKINAWA Food Flea 2 那覇市内 飲食店営業 簡易営業 第11310237号 R01.05.13 R06.05.31 石井雄一郎

OKINAWA Food Flea 1 那覇市内 飲食店営業 簡易営業 第11310236号 R01.05.13 R06.05.31 石井雄一郎

Aコープ首里城下町 那覇市内 098-884-1305  喫茶店営業 簡易営業 第11310235号 R01.05.13 R06.05.31 JAおきなわAコープ 代表取締役 新城武一郎 浦添市伊奈武瀬1-10-7 089-943-1862  

第五瑞樹丸 沖縄本島内一円               飲食店営業 自動車営業 第11310281号 R01.05.20 R06.05.31 松山幹

興南学園 那覇市古島1-7-1 098-884-3293  乳類販売業 自販機 第11310344号 R01.05.28 R08.05.31 沖縄ヤクルト株式会社 代表取締役 増谷義昭 宜野湾市大山7-13-3 098-897-8960  

一般財団法人日本放送協会共済会　NHK 那覇市おもろまち2-6-21 098-865-2222  乳類販売業 自販機 第11310343号 R01.05.28 R08.05.31 沖縄ヤクルト株式会社 代表取締役 増谷義昭 宜野湾市大山7-13-3 098-897-8960  

真和志高等学校 那覇市真地248 098-833-0810  乳類販売業 自販機 第11310289号 R01.05.21 R08.05.31 沖縄ヤクルト株式会社 代表取締役 増谷義昭 宜野湾市大山7-13-3 098-897-8960  

那覇新都心メディアビル 那覇市おもろまち1-3-31               乳類販売業 自販機 第11310342号 R01.05.28 R08.05.31 沖縄ヤクルト株式会社 代表取締役 増谷義昭 宜野湾市大山7-13-3 098-897-8960  

特別養護老人ホーム大名 那覇市首里大名町1-43-2 098-886-5070  乳類販売業 自販機 第11310288号 R01.05.21 R08.05.31 沖縄ヤクルト株式会社 代表取締役 増谷義昭 宜野湾市大山7-13-3 098-897-8960  

ノラクロ 那覇市松尾1-2-18 松尾ビル1階 098-943-2441  飲食店営業 バー 第11310261号 R01.05.16 R07.05.31 太田謙

CLUB BJ 那覇市松山1-6-14 エンブレム松山5階               飲食店営業 カフェー 第11310260号 R01.05.16 R07.05.31 株式会社Mackey 代表取締役 牧口展也 中央区銀座8-11-5 正金ビル2Ｆ               

SOIS 那覇市松山1-33-2 HAMASHINビル5F 098-943-6001  飲食店営業 バー 第11310341号 R01.05.28 R07.05.31 合同会社OKJ企画 代表社員 坂本公敏 那覇市松山1-33-2 HAMASHINビル5F 098-943-6001  

てる屋 那覇市若狭2-4-16 5A 飲食店営業 バー 第11310267号 R01.05.17 R07.05.31 照屋睦博

いもや 那覇市内               飲食店営業 簡易営業 第11310258号 R01.05.16 R06.05.31 山入端嘉光

いもや 那覇市内               喫茶店営業 簡易営業 第11310257号 R01.05.16 R06.05.31 山入端嘉光

株式会社名護パイナップルイワイナリー 那覇市内 0980-53-0017  飲食店営業 簡易営業 第11310256号 R01.05.16 R06.05.31 株式会社名護パイナップルワイナリー 代表取締役 上江洲朝則 名護市字為又1196-7 0980-53-0017  

株式会社名護パイナップルイワイナリー 那覇市内 0980-53-0017  飲食店営業 簡易営業 第11310255号 R01.05.16 R06.05.31 株式会社名護パイナップルワイナリー 代表取締役 上江洲朝則 名護市字為又1196-7 0980-53-0017  

営業所所在地 営業の種類 申請者住所
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Place 那覇市東町27-4 美館ビル3階　301               飲食店営業 バー 第11310266号 R01.05.17 R07.05.31 桑木久美江

ムーン　ガラムマサラ 那覇市牧志3-17-21 飲食店営業 カフェー 第11310339号 R01.05.28 R07.05.31 新垣孝明

SURE 那覇市牧志3-8-21 ポンプビル2-G 飲食店営業 バー 第11310276号 R01.05.20 R07.05.31 田本元

エルグラン西町本店 那覇市西2-19-1 098-869-1818  喫茶店営業 自販機 第11310275号 R01.05.20 R08.05.31 ビープラス・グループ株式会社 代表取締役 岩田憲行 大分市府内町3-4-20 098-574-9180  

club Star 那覇市松山1-13-6 098-861-1041  飲食店営業 ﾅｲﾄｽﾅｯｸ 第11310338号 R01.05.28 R07.05.31 株式会社MJ　OKINAWA 代表取締役 松山淳一 千葉市美浜区幕張西3-1-15

Bar REGALIS 那覇市若狭1-3-17 フランスビル2-C               飲食店営業 バー 第11310323号 R01.05.24 R07.05.31 髙木健太

ゼロスタイル 那覇市三原2-20-2 プランビル1F               飲食店営業 バー 第11310283号 R01.05.21 R07.05.31 嘉手川重秀

居酒屋　松っさん 那覇市内 098-893-3352  飲食店営業 簡易営業 第11310272号 R01.05.20 R06.05.31 松田明浩

ウエストバーガー　CHIRUKO　RINO 那覇市西3-15-50 098-975-9585  飲食店営業 レストラン 第11310337号 R01.05.28 R07.05.31 盛フードサービス株式会社 代表取締役 富川盛史 那覇市松山1-8-15 098-975-7848  

mou 那覇市内 098-963-9425  飲食店営業 簡易営業 第11310271号 R01.05.20 R06.05.31 諸喜田晃

Bar Lounge 桜 -sakura- 那覇市松山2-10-1 39プラザ松山ビル2階 098-917-1898  飲食店営業 カフェー 第11310361号 R01.05.29 R07.05.31 吉野桜湖

居酒屋ぶちさ～ 那覇市久米2-14-8 座安ビル101 098-860-0366  飲食店営業 居酒屋 第11310309号 R01.05.23 R07.05.31 久光洋輔

auショップ真嘉比店 那覇市真嘉比265-4 098-943-4800  喫茶店営業 自販機 第11310336号 R01.05.28 R08.05.31 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  

特別養護老人ホーム　那覇偕生園 那覇市首里石嶺町4-390 098-886-2845  喫茶店営業 自販機 第11310335号 R01.05.28 R08.05.31 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  

（有）大雅天久台病院3F 那覇市天久1068-7 098-862-2883  喫茶店営業 自販機 第11310334号 R01.05.28 R08.05.31 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  

上原商店 沖縄本島内一円 飲食店営業 自動車営業 第11310294号 R01.05.22 R06.05.31 上原敏照

上海雲呑　楼 那覇市内               飲食店営業 簡易営業 第11310282号 R01.05.21 R06.05.31 楼永偉

本家亀そば港町本店 那覇市港町3-1-17 098-863-5639  飲食店営業 食堂 第11310332号 R01.05.28 R07.05.31 鬼塚蒼一郎

すいれん 那覇市安里388-10 浜千鳥アパート1F               飲食店営業 ﾅｲﾄｽﾅｯｸ 第11310308号 R01.05.23 R07.05.31 兼久千賀子

おおたけ保育園 那覇市曙2-8-13               飲食店営業 食堂 第11310321号 R01.05.24 R07.05.31 日清医療食品株式会社 代表取締役 菅井正一 千代田区丸の内2-7-3 098-864-2522  

club lady 那覇市松山2-8-5 FORTUNE BLD B1F 飲食店営業 カフェー 第11310320号 R01.05.24 R07.05.31 竹本啓一

CAFE 916 那覇市牧志3-8-31 2F               飲食店営業 バー 第11310331号 R01.05.28 R07.05.31 前田智嗣

ヘリオス酒造株式会社 那覇市内 0980-52-3372  飲食店営業 簡易営業 第11310307号 R01.05.23 R06.05.31 ヘリオス酒造株式会社 代表取締役 松田亮 名護市字許田405 0980-52-3372  

ヘリオス酒造株式会社 那覇市内 0980-52-3372  飲食店営業 簡易営業 第11310306号 R01.05.23 R06.05.31 ヘリオス酒造株式会社 代表取締役 松田亮 名護市字許田405 0980-52-3372  

ヘリオス酒造株式会社 那覇市内 0980-52-3372  飲食店営業 簡易営業 第11310305号 R01.05.23 R06.05.31 ヘリオス酒造株式会社 代表取締役 松田亮 名護市字許田405 0980-52-3372  

ヘリオス酒造株式会社 那覇市内 0980-52-3372  飲食店営業 簡易営業 第11310304号 R01.05.23 R06.05.31 ヘリオス酒造株式会社 代表取締役 松田亮 名護市字許田405 0980-52-3372  

きんそば 那覇市首里平良町1-36 1F               飲食店営業 そば屋 第11310319号 R01.05.24 R07.05.31 金城孝太

Yugafu 那覇市牧志3-6-40 098-866-7808  飲食店営業 カフェー 第11310318号 R01.05.24 R07.05.31 與儀朋恵

Yugafu 那覇市牧志3-6-40 098-866-7808  菓子製造業 第11310317号 R01.05.24 R07.05.31 與儀朋恵

居酒屋栄ちゃん 那覇市鏡原町1-54 飲食店営業 居酒屋 第11310316号 R01.05.24 R07.05.31 新垣栄作

株式会社安室養鶏場 那覇市首里石嶺町1-132-5               菓子製造業 第11310330号 R01.05.28 R07.05.31 株式会社安室養鶏場 代表取締役 安室朝統 那覇市首里久場川町1-20 098-887-5509  

桃 那覇市古波蔵2-23-14 1階               飲食店営業 バー 第11310329号 R01.05.28 R07.05.31 新城和代

食堂じょーぐぅー 那覇市長田1-23-17 長田アパート103               飲食店営業 食堂 第11310360号 R01.05.29 R07.05.31 大石勉

70Kitchen 那覇市内               飲食店営業 簡易営業 第11310313号 R01.05.24 R06.05.31 宮城奈緒

ファミリーマート那覇高校前 那覇市泉崎2-1-5 098-833-9255  飲食店営業 そうざい 第11310358号 R01.05.29 R07.05.31 合同会社K2 代表社員 仲地克浩 那覇市宇栄原825-7 098-858-6052  

ファミリーマート那覇高校前 那覇市泉崎2-1-5 098-833-9255  乳類販売業 第11310357号 R01.05.29 R07.05.31 合同会社K2 代表社員 仲地克浩 那覇市宇栄原825-7 098-858-6052  

海山味市場場外店 那覇市内 098-863-6110  飲食店営業 簡易営業 第11310326号 R01.05.28 R06.05.31 阿嘉義竜

サッポロ生ビール黒ラベル　THE　PERFECT　DAYS　2019那覇市内               飲食店営業 簡易営業 第11310356号 R01.05.29 R06.05.31 TSP太陽株式会社 代表取締役 能村祐己 目黒区東山1-17-16 03-3719-3721  

SURE 那覇市牧志3-8-21 ポンプビル2-G 098-868-1178  飲食店営業 バー 第11310355号 R01.05.29 R07.05.31 大澤敦彦

ボールドーナツパーク 那覇市内               菓子製造業 簡易営業 第11310354号 R01.05.29 R06.05.31 沖縄製粉株式会社 代表取締役 竹内一郎 那覇市通堂町1-1 098-868-3141  

ボールドーナツパーク 那覇市内               喫茶店営業 簡易営業 第11310353号 R01.05.29 R06.05.31 沖縄製粉株式会社 代表取締役 竹内一郎 那覇市通堂町1-1 098-868-3141  

紅虎餃子房　久茂地店 那覇市内 098-943-3772  飲食店営業 簡易営業 第11310325号 R01.05.28 R06.05.31 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 098-866-1144  

アリラン　ホットドッグ 那覇市松尾2-8-19               飲食店営業 パーラー 第11310380号 R01.05.31 R07.05.31 田巻洋

マルトモ弁当 那覇市繁多川1-21-5 飲食店営業 弁当屋 第11310377号 R01.05.31 R07.05.31 仲間朝之

パーラーねこじた 那覇市内 飲食店営業 簡易営業 第11310351号 R01.05.29 R06.05.31 松山幹

泊いゆまち 那覇市内               飲食店営業 簡易営業 第11310376号 R01.05.31 R06.05.31 満名トシ子

K 那覇市若狭2-4-18 福栄館ビル4-A               飲食店営業 バー 第11310375号 R01.05.31 R07.05.31 宮里君斗

ゆいまーるスムージー　朱夏 那覇市牧志2-3-1 K2ビル1F 飲食店営業 パーラー 第11310374号 R01.05.31 R07.05.31 髙橋美清

南の島のキューブラスクソフト 那覇市内 喫茶店営業 簡易営業 第11310373号 R01.05.31 R06.05.31 伊東竜一
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