
Ｒ1.6.1～Ｒ1.6.30
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

産直市場 輪っしょい 松尾店 那覇市松尾2-8-16 レガロパルマビルB1 098-867-2009  飲食店営業 居酒屋 第11310517号 R01.06.21 R07.06.30 南風見一樹

無国籍産直市場 輪っしょい 久茂地店 那覇市久茂地3-3-19 冨士ビル2F 098-867-2010  飲食店営業 居酒屋 第11310624号 R01.06.28 R07.06.30 南風見一樹

具志冷凍食品 那覇市高良2-8-13 098-858-9652  魚介類販売業 第11310440号 R01.06.12 R07.06.30 具志吉昭

具志冷凍食品 那覇市高良2-8-13 098-858-9652  食肉販売業 第11310439号 R01.06.12 R07.06.30 具志吉昭

野原食品 那覇市内 098-868-6669  飲食店営業 簡易営業 第11310395号 R01.06.05 R06.06.30 野原和弘

野原食品 那覇市内 098-868-6669  菓子製造業 簡易営業 第11310396号 R01.06.05 R06.06.30 野原和弘

財団法人エム・オー・エー沖縄事業団 那覇市首里久場川町2-8-2 098-886-5761  飲食店営業 簡易宿所 第11310419号 R01.06.07 R07.06.30 財団法人エム・オー・エー沖縄事業団 代表理事 糸数哲夫 那覇市首里久場川町2-8-2 098-886-5761  

サフラン 那覇市安里1-2-21 098-866-5525  飲食店営業 レストラン 第11310491号 R01.06.19 R07.06.30 株式会社ホテルロイヤルオリオン 代表取締役 澤岻幾郎　 那覇市安里1-2-21 098-866-5525  

ドルフィン 那覇市安里1-2-21 098-866-5525  飲食店営業 食堂 第11310490号 R01.06.19 R07.06.30 株式会社ホテルロイヤルオリオン 代表取締役 澤岻幾郎 那覇市安里1-2-21 098-866-5525  

四川飯店 那覇市安里1-2-21 098-866-5525  飲食店営業 レストラン 第11310489号 R01.06.19 R07.06.30 株式会社ホテルロイヤルオリオン 代表取締役 澤岻幾郎 那覇市安里1-2-21 098-866-5525  

旬膳・酒肴　楓 那覇市天久1-26-9 １F 098-894-3088  飲食店営業 小料理 第11310446号 R01.06.12 R07.06.30 知念賢治

居酒屋 ココさん 那覇市与儀1-1-23 1F 098-831-6553  飲食店営業 居酒屋 第11310424号 R01.06.10 R07.06.30 仲吉香織

お食事の店桃原 那覇市首里山川町2-7-10 098-886-0006  飲食店営業 食堂 第11310488号 R01.06.19 R07.06.30 佐久本初

(株)彦 那覇市久茂地1-1-1 098-866-6551  飲食店営業 食堂 第11310514号 R01.06.21 R07.06.30 株式会社彦 代表取締役 渡嘉敷昇 那覇市久茂地1-1-1 098-866-6551  

山ちゃん弁当 那覇市国場213 098-853-3242  飲食店営業 弁当屋 第11310486号 R01.06.19 R07.06.30 山城勝海

宇良家 那覇市前島2-4-14 髙橋マンション101 098-860-8454  飲食店営業 居酒屋 第11310463号 R01.06.14 R07.06.30 宇良宗一

BAR TENDER 那覇市松山1-33-6 砂川アパート1F 098-869-5321  飲食店営業 バー 第11310444号 R01.06.12 R07.06.30 吉田和浩

山内農場 那覇市銘苅1-3-1 アイ・ステーション店舗 1階2階 098-860-5688  飲食店営業 食堂 第11310513号 R01.06.21 R07.06.30 株式会社モンテローザフーズ 代表取締役 大神輝博 新宿区歌舞伎町1-21-1 0422-36-8888  

グランドストリート 那覇市牧志3-10-19 098-867-8233  飲食店営業 食堂 第11310462号 R01.06.14 R07.06.30 石原昌義

（株）サンエーV21 つぼがわ食品館 那覇市壺川2-13-14 098-853-5555  喫茶店営業 自販機 第11310473号 R01.06.17 R08.06.30 有限会社アクアステーション 取締役 玉寄和弘 浦添市当山2-8-1 広栄ビルB-3 098-870-7755  

ゲンキ食堂 那覇市壷屋2-23-10 098-854-5302  飲食店営業 食堂 第11310635号 R01.06.28 R07.06.30 宮城祠

R 35 那覇市赤嶺1-4-3 2階               飲食店営業 バー 第11310443号 R01.06.12 R07.06.30 新城利和

すし銀 那覇市久米2-6-7 プラザエポックビル1Ｆ 098-866-5424  飲食店営業 食堂 第11310472号 R01.06.17 R07.06.30 前川浩基

たけやん寿し 那覇市前島3-11-13 098-868-3413  飲食店営業 食堂 第11310459号 R01.06.14 R07.06.30 川畑猛

KOKO HEAD（ココヘッド） 那覇市首里桃原町2-1-22 ヴィバース201 飲食店営業 カフェー 第11310484号 R01.06.19 R07.06.30 屋冨祖麻貴

民宿なかはら 那覇市首里山川町1-69-3 098-887-7073  飲食店営業 旅館 第11310471号 R01.06.17 R07.06.30 名嘉原久子

うちなー天ぷら家 ぬーぼー 那覇市首里平良町2-70 1F 飲食店営業 居酒屋 第11310576号 R01.06.27 R07.06.30 比嘉省吾

ガールズバー　ホワイトレディ 那覇市久米1-1-24 3-B 098-868-3356  飲食店営業 バー 第11310458号 R01.06.14 R07.06.30 川元康隆

（合）ライフプロテクト 那覇市安謝254 098-861-5209  飲食店営業 仕出し屋 第11310470号 R01.06.17 R07.06.30 合同会社ライフプロテクト 代表社員 名嘉廣 宜野湾市真栄原2-6-36 098-942-8333  

プーゾチーズケーキセラー　小禄ラボ店 那覇市宇栄原1-15-1 1階 098-857-4680  菓子製造業 第11310532号 R01.06.25 R07.06.30 株式会社トランク 代表取締役 野間謙策 那覇市宇栄原1-15-1 1階 098-857-4680  

ラウンジ LOOP 那覇市田原3-8-7 いそ平ビル2F 098-859-2639  飲食店営業 ﾅｲﾄｽﾅｯｸ 第11310483号 R01.06.19 R07.06.30 我那覇めぐみ

沖縄尚学高校内食堂 那覇市国場747 098-833-1744  飲食店営業 食堂 第11310482号 R01.06.19 R07.06.30 株式会社オーディフ 代表取締役 村野勝子 浦添市内間1-7-12 098-875-1291  

有限会社白バラ洋菓子店 那覇市長田2-22-6 098-855-6385  菓子製造業 第11310575号 R01.06.27 R07.06.30 有限会社白バラ洋菓子店 代表取締役 比嘉恭一 那覇市長田2-22-6 098-855-6385  

やきとり安喜 那覇市安謝260 098-869-9880  飲食店営業 食堂 第11310531号 R01.06.25 R07.06.30 大嶺寛巳

明洞小禄バイパス店 那覇市具志3-12-1 098-859-5151  飲食店営業 レストラン 第11310512号 R01.06.21 R07.06.30 株式会社太田 代表取締役 朴英玉 浦添市牧港4-6-1 098-876-2759  

あやぐ食堂 那覇市首里久場川町2-128-1 098-885-6585  飲食店営業 食堂 第11310451号 R01.06.14 R07.06.30 平良喜和子

フォーモストブルーシール(株) 那覇市内 098-877-5107  飲食店営業 簡易営業 第11310449号 R01.06.14 R06.06.30 フォーモストブルーシール株式会社 代表取締役 水田正明 浦添市牧港5-5-6 098-877-5103  

居酒屋　味ん味ん 那覇市字真嘉比2-2-16 098-884-5733  飲食店営業 居酒屋 第11310530号 R01.06.25 R07.06.30 髙吉幸子

尼商 那覇市内               飲食店営業 簡易営業 第11310448号 R01.06.14 R06.06.30 諸田肇

我空我空（ワンカラ・ワンカラ） 那覇市松尾1-12-8 松尾ハウスB1 098-868-9253  飲食店営業 ﾅｲﾄｽﾅｯｸ 第11310479号 R01.06.19 R07.06.30 玉城輝美

美食ダイニング えん沖縄 那覇市久茂地3-16-19 エステート久茂地201 098-941-7588  飲食店営業 居酒屋 第11310634号 R01.06.28 R07.06.30 株式会社えん沖縄 代表取締役 ン・ハンヤン 那覇市久茂地3-16-19 098-941-7588  

家庭料理の店まんじゅまい 那覇市久茂地3-9-23 098-867-2771  飲食店営業 食堂 第11310501号 R01.06.21 R07.06.30 冨永ユキ子

味ノ坊 那覇市赤嶺2-1-7 098-851-8333  飲食店営業 居酒屋 第11310478号 R01.06.19 R07.06.30 株式会社サクセスジャパン 代表取締役 吉見政晃 名護市東江1-9-13 0980-53-7557  

スナック美佐 那覇市宇栄原3-33-19 098-858-8605  飲食店営業 バー 第11310477号 R01.06.19 R07.06.30 政田美佐子

喫茶フルーツ 那覇市小禄1-39-8 098-857-7853  飲食店営業 食堂 第11310500号 R01.06.28 R07.06.30 嵩原三雄

鮮魚のふくむら 那覇市東町15-16 098-863-4415  魚介類販売業 第11310529号 R01.06.25 R07.06.30 譜久村俊一

飲み処 ヒロ 那覇市久米1-1-21 オレンジビル 6-B 飲食店営業 バー 第11310617号 R01.06.28 R07.06.30 与那覇博幸

すずろ 那覇市若狭3-44-13 Nachulife WAKASA 1階 098-867-9862  飲食店営業 ﾅｲﾄｽﾅｯｸ 第11310633号 R01.06.28 R07.06.30 下地典枝

桃華 那覇市東町6-18 パーム東町3階 098-867-2933  飲食店営業 ﾅｲﾄｽﾅｯｸ 第11310616号 R01.06.28 R07.06.30 又吉百子

月とう 那覇市久茂地2-4-21 新商マンション203 飲食店営業 居酒屋 第11310632号 R01.06.28 R07.06.30 上原一恵

菜の花 那覇市樋川1-30-10 098-831-7366  飲食店営業 パーラー 第11310574号 R01.06.27 R07.06.30 花城芳枝

ひばり屋 那覇市内 喫茶店営業 簡易営業 第11310573号 R01.06.27 R06.06.30 辻佐知子

寿し きゅうちゃん 那覇市牧志2-7-27 名城ビル2F 098-868-9996  飲食店営業 食堂 第11310525号 R01.06.25 R07.06.30 石本久

電解還元水お水宅配便 那覇市宇栄原3-1-15 098-894-2667  清涼飲料水製造業 第11310542号 R01.06.26 R07.06.30 玉城清永

有限会社ジャッキーステーキハウス 那覇市西1-7-3 098-868-2408  飲食店営業 レストラン 第11310571号 R01.06.27 R07.06.30 有限会社ジャッキーステーキハウス 取締役 伊波よし子 那覇市西1-7-3 098-868-2408  

上原食品 那覇市壺屋2-19-15 1F 098-832-4535  飲食店営業 仕出し屋 第11310631号 R01.06.28 R07.06.30 上原典子

しゃれーど 那覇市辻2-9-26 098-868-9537  飲食店営業 食堂 第11310541号 R01.06.26 R07.06.30 松田登喜

すすき野 那覇市安里388-13 2F(201) 098-885-3831  飲食店営業 スナック 第11310613号 R01.06.28 R07.06.30 金城初美

美咲 那覇市安里388-6 宇良アパート101 098-884-6266  飲食店営業 食堂 第11310518号 R01.06.25 R07.06.30 吉里恒子

首里いろは庭 那覇市首里金城町3-34-5 098-885-3666  飲食店営業 食堂 第11310567号 R01.06.27 R07.06.30 津嘉山正恒

沖縄警察本部職員食堂 那覇市泉崎1-2-2 098-862-0110  飲食店営業 食堂 第11310565号 R01.06.27 R07.06.30 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  

Ooty 那覇市牧志1-8-2 2F 飲食店営業 カフェー 第11310630号 R01.06.28 R07.06.30 樽井晋作

CAFE BIRD 那覇市東町11-1 098-862-8703  飲食店営業 バー 第11310612号 R01.06.28 R07.06.30 赤嶺英樹

フロレスタカフェ 那覇市天久2-29-3 タートルマンションQ B-1 098-943-1765  飲食店営業 レストラン 第11310629号 R01.06.28 R07.06.30 有限会社　現代企画 代表取締役 牧志隆 那覇市宇栄原2-18-14               

営業所所在地 営業の種類 申請者住所
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ミドリ薬品 三原店 那覇市三原1-13-1 098-835-4888  乳類販売業 第11310628号 R01.06.28 R08.06.30 株式会社マツモトキヨシ九州販売 代表取締役 上村浩司 福岡市博多区住吉2-2-1 099-269-5188  

Nairu Uppi 那覇市久米2-2-14 ルネサンスハナハナビル8A 飲食店営業 バー 第11310627号 R01.06.28 R07.06.30 小渡剛
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