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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

茶房　翠庵 那覇市首里当蔵町2-54-3 2Ｆ 098-884-6410  飲食店営業 スナック 第11310410号 R01.06.05 R07.06.30 渡邊節子

一 那覇市松尾1-3-16 飲食店営業 中華料理 第11310409号 R01.06.05 R07.06.30 株式会社Legame 代表取締役 王亜紅 宜野湾市真栄原2-3-8
ミルコマンション真栄原
スカイルーク1306号

              

ステーキハウスビッグハート（那覇店） 那覇市古波蔵1-1-1 098-832-6223  飲食店営業 レストラン 第11310516号 R01.06.21 R07.06.30 合同会社ハートコーポレーション 代表社員 宮里悟 那覇市古波蔵1-1-1 098-832-6223  

酒月　那覇店 那覇市牧志2-13-7 1F 098-943-3990  飲食店営業 居酒屋 第11310408号 R01.06.05 R07.06.30 株式会社レッドライズ 代表取締役 源聖人 川口市坂下町1-14-24 鳩ヶ谷ヤマト第一ビル1F 048-299-2111  

INDIGO 那覇市久茂地1-2-25 G7ビル102               飲食店営業 食堂 第11310407号 R01.06.05 R07.06.30 株式会社沖縄ING 代表取締役 仲地みゆき 国頭郡宜野座村字漢那2042-9 098-968-8842  

日本酒　エビス 那覇市久茂地2-1-1               飲食店営業 居酒屋 第11310493号 R01.06.19 R07.06.30 株式会社てりとりー 代表取締役 福本浩幸 大阪市北区堂山町18-17 06-6363-5789  

ホルモン・焼肉　ぼくけ 那覇市久米1-3-6 098-860-5258  飲食店営業 レストラン 第11310492号 R01.06.19 R07.06.30 朴盛俊

酒のみ屋　魚久 那覇市松尾2-9-5 1F               飲食店営業 居酒屋 第11310434号 R01.06.11 R07.06.30 株式会社ゆいまーる 代表取締役 久髙唯光 那覇市松山2-5-10 305号 098-866-4736  

天しーさー 那覇市銘苅335-10 コーポマエシロ1F　102               飲食店営業 居酒屋 第11310465号 R01.06.14 R07.06.30 桃原知之

レナ 那覇市松尾2-7-10 098-868-0028  喫茶店営業 第11310601号 R01.06.27 R07.06.30 長嶺里美

Maison de Fujii 那覇市松山2-20-13 ミネビル202               飲食店営業 レストラン 第11310464号 R01.06.14 R07.06.30 藤井隆一

二中前ミート 那覇市松尾2-7-10 那覇市第一牧志公設市場 098-869-8060  食肉販売業 第11310600号 R01.06.27 R07.06.30 照屋勇

くに鮮魚店 那覇市松尾2-7-10 那覇市牧志第一公設市場 098-861-5456  魚介類販売業 第11310563号 R01.06.26 R07.06.30 知念エリ子

RIGHT　ARM　CAFE 那覇市壺川2-11-6 1F 098-927-1730  飲食店営業 カフェー 第11310406号 R01.06.05 R07.06.30 和田周一

BAR　GOLD　DUST 那覇市牧志1-9-8 丸生ビル１F 098-867-5118  飲食店営業 バー 第11310515号 R01.06.21 R07.06.30 株式会社FACE 代表取締役 塩川　学 那覇市牧志1-9-8 098-863-3359  

マルマサミート 那覇市松尾2-7-10 那覇市牧志第一公設市場 098-862-6409  食肉販売業 第11310599号 R01.06.27 R07.06.30 上原昌光

上原精肉店 那覇市松尾2-7-10 098-867-6024  食肉販売業 第11310598号 R01.06.27 R07.06.30 上原正敏

小料理家チャンピオン 那覇市安里388-30 098-885-8897  飲食店営業 小料理 第11310405号 R01.06.05 R07.06.30 當銘英一

デザートラボショコラ 那覇市首里金城町4-70-4 098-885-4531  喫茶店営業 自販機 第11310404号 R01.06.05 R08.06.30
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 新宿区西新宿1-24-1 03-5321-0701  

翁長鮮魚店 那覇市松尾2-7-10 牧志公設市場 0987-862-4145 魚介類販売業 第11310597号 R01.06.27 R07.06.30 翁長武則

喫茶BOMBER 那覇市具志3-11-2 パークサイド高良1階 098-895-3388  飲食店営業 食堂 第11310403号 R01.06.05 R07.06.30 翁長康仁

オキテネムル 那覇市泉崎1-8-2 1階               飲食店営業 居酒屋 第11310402号 R01.06.05 R07.06.30 國仲雄理

宮城スーパー 那覇市上間209 098-854-0895  そうざい製造業 第11310401号 R01.06.05 R07.06.30 株式会社みやすー沖縄フードサービス 代表取締役 渡眞利妙子 那覇市字上間192-1

仲々 那覇市内               飲食店営業 簡易営業 第11310400号 R01.06.05 R06.06.30 仲俊明

アルテC号店 那覇市首里鳥堀町1-46 1F 098-884-7514  飲食店営業 カフェー 第11310420号 R01.06.07 R07.06.30 宇地原まりえ

FUKU　BISTRO　Dining 那覇市壺川1-2-6 098-366-7454  飲食店営業 居酒屋 第11310414号 R01.06.06 R07.06.30 前城裕二

やきとり竜鳳1399 那覇市内 098-955-0266  飲食店営業 簡易営業 第11310399号 R01.06.05 R06.06.30 許田典義

BAR checkmate! 那覇市松山1-6-17 セゾンハナハナ5ビル3階 098-963-9174  飲食店営業 バー 第11310474号 R01.06.17 R07.06.30 生田目直樹

COFFEE HOLIC 那覇市牧志3-4-1 喫茶店営業 第11310447号 R01.06.12 R07.06.30 玉那覇孝子

Kingsman 那覇市久米2-8-8 新栄プロパティー久米5-B               飲食店営業 バー 第11310413号 R01.06.06 R07.06.30 天久佳祐

いぶし銀次郎　小禄店 那覇市赤嶺1-3-6 098-851-4275  飲食店営業 居酒屋 第11310412号 R01.06.06 R07.06.30 株式会社琉仁 代表取締役 新垣安仁 宜野湾市宇地泊99 マサミツビル205 098-963-7788  

ENTRO　SOUP&TAPAS 那覇市内 0980-59-6778  飲食店営業 簡易営業 第11310398号 R01.06.05 R06.06.30 比嘉大陸

三高水産（株） 那覇市内               飲食店営業 簡易営業 第11310397号 R01.06.05 R06.06.30 三高水産株式会社 代表取締役 馬詰剛 糸満市西崎町4-17-10 098-995-3588  

食事処　阿蘇 那覇市松山1-6-22 伊是名マンション1Ｆ 098-868-7880  飲食店営業 食堂 第11310415号 R01.06.06 R07.06.30 村田康臣

創作うどんの店　だいすけ 那覇市内 飲食店営業 簡易営業 第11310394号 R01.06.05 R06.06.30 原圭介

Club M-Resort沖縄 那覇市松山2-9-13 1階               飲食店営業 カフェー 第11310423号 R01.06.10 R07.06.30 与那覇勇輝

サーターアンダギー　歩 那覇市松尾2-7-10 那覇市第一牧志公設市場　2F 098-863-1171  菓子製造業 第11310562号 R01.06.26 R07.06.30 尾崎順子

産地直送仲買人　目利きの銀次 那覇市天久1-9-19 098-863-3442  飲食店営業 居酒屋 第11310445号 R01.06.12 R07.06.30 株式会社琉仁 代表取締役 新垣安仁 宜野湾市字宇地泊99 マサミツビル205 098-963-7788  

生け簀の銀次 那覇市おもろまち4-12-9 菜ビル2階 098-963-9825  飲食店営業 居酒屋 第11310487号 R01.06.19 R07.06.30 株式会社琉仁 代表取締役 新垣安仁 宜野湾市字宇地泊99 マサミツビル205 098-963-7788  

ぢすぼ～イ 那覇市前島2-1-7 ツインハウス3階　3-Ｂ号室 飲食店営業 バー 第11310422号 R01.06.10 R07.06.30 宮良勲

鶏せん 那覇市松尾2-7-10 牧志公設市場 098-861-1052  食肉販売業 第11310561号 R01.06.26 R07.06.30 具志堅美柚

浮島ギョーザ蘭桂坊 那覇市内 098-862-5373  飲食店営業 簡易営業 第11310411号 R01.06.06 R06.06.30 永淵健司

スタンド末広 那覇市安里388-9 102 098-943-9773  飲食店営業 バー 第11310418号 R01.06.07 R07.06.30 横田有津子

長嶺鮮魚 那覇市松尾2-7-10 第一牧志公設市場（仮設） 098-867-2544  魚介類販売業 第11310623号 R01.06.28 R07.06.30 長嶺次江

与那嶺鮮魚 那覇市松尾2-7-10 （第一牧志公設市場 仮設市場） 098-867-4241  魚介類販売業 第11310560号 R01.06.26 R07.06.30 与那嶺治美

中国飯店 那覇市久茂地2-3-11 1階               飲食店営業 中華料理 第11310533号 R01.06.25 R07.06.30 川島国際貿易株式会社 代表取締役 刘　翔 那覇市松尾1-10-24 ホークシティ那覇ビル1階               

具志冷凍食品 沖縄本島内一円               食肉販売業 自動車営業 第11310417号 R01.06.07 R06.06.30 具志吉昭

具志冷凍食品 沖縄本島内一円               魚介類販売業 自動車営業 第11310416号 R01.06.07 R06.06.30 具志吉昭

鶏せん 那覇市松尾2-9-6 高嶺ビル1F　右               食肉販売業 第11310433号 R01.06.11 R07.06.30 具志堅美柚

Grand　Jete　グランジュテ 那覇市宇栄原1008-1 （1-Ｄ） 飲食店営業 カフェー 第11310461号 R01.06.14 R07.06.30 加藤次美

Grand　Jete　グランジュテ 那覇市字宇栄原1008-1 （1-Ｄ） 菓子製造業 第11310460号 R01.06.14 R07.06.30 加藤次美

竜丹 那覇市古波蔵3-19-12 098-834-4871  飲食店営業 食堂 第11310442号 R01.06.12 R07.06.30 金城克

Bar　チャーリー 那覇市松山1-6-2               飲食店営業 バー 第11310421号 R01.06.10 R07.06.30 嘉数さゆり

喜島屋 那覇市松尾2-7-10 098-864-0731  飲食店営業 パーラー 第11310596号 R01.06.27 R07.06.30 株式会社喜島屋 代表取締役 喜島さとみ 那覇市松尾2-10-1 第一牧志公設市場内 098-831-6138  

ユーロビートカフェ 那覇市久米2-8-8 新栄プロパティ久米3-C               飲食店営業 バー 第11310485号 R01.06.19 R07.06.30 杉木良彦

日本蕎麦　弁慶 那覇市小禄1-39-8 098-858-4588  飲食店営業 そば屋 第11310432号 R01.06.11 R07.06.30 宇野達哉

肉久茂地　はなれ 那覇市久茂地3-23-10 よなはビル102号 098-943-6410  飲食店営業 食堂 第11310457号 R01.06.14 R07.06.30 株式会社さかもと 代表取締役 阪本貴則 羽曳野市はびきの2-6-12 06-4708-5911  

南国酒場　ハロハロ食堂 那覇市久茂地3-11-19 屋良アパート1階 飲食店営業 居酒屋 第11310456号 R01.06.14 R07.06.30 中村聡三朗

沖縄セントラル病院 那覇市与儀1-26-6 098-854-5511  飲食店営業 食堂 第11310511号 R01.06.21 R07.06.30 りっか株式会社 代表取締役 比嘉康裕 那覇市小禄1-15-14 098-987-5086  

高良牛肉店 那覇市松尾2-7-10 098-867-4477  食肉販売業 第11310595号 R01.06.27 R07.06.30 與儀光哲

カラオケ居酒屋　ティアラ 那覇市松山2-14-13 2Ｆ 098-988-0429  飲食店営業 居酒屋 第11310481号 R01.06.19 R07.06.30 山里太志

宮城精肉店 那覇市松尾2-7-10 第一牧志公設市場 098-866-3644  食肉販売業 第11310559号 R01.06.26 R07.06.30 宮城　良充

junket 那覇市安里1-1-60 太永ビル3階　F号室 098-868-8117  飲食店営業 バー 第11310455号 R01.06.14 R07.06.30 亀岡祐作
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玉蔵 那覇市曙1-3-6 1F そうざい製造業 第11310494号 R01.06.19 R07.06.30 関原健

琉球放送株式会社 那覇市内 098-867-2151  飲食店営業 簡易営業 第11310453号 R01.06.14 R06.06.30 琉球放送株式会社 代表取締役 中村一彦 那覇市久茂地2-3-1 098-867-2151  

立ち飲み居酒屋ドラム缶　栄町店 那覇市安里404 結アパート105号               飲食店営業 居酒屋 第11310452号 R01.06.14 R07.06.30 林義一

コープこくば 那覇市国場368 098-831-8400  そうざい製造業 第11310450号 R01.06.14 R07.06.30 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  

パーラー　ここから 那覇市内               飲食店営業 簡易営業 第11310454号 R01.06.14 R06.06.30 株式会社沖縄ここから 代表取締役 又吉佳祐 浦添市西原2-19-5               

セブンイレブン那覇新都心公園前店 那覇市おもろまち4-17-1               飲食店営業 そうざい 第11310510号 R01.06.21 R07.06.30 末吉勇

セブンイレブン那覇新都心公園前店 那覇市おもろまち4-17-1               食肉販売業 第11310509号 R01.06.21 R07.06.30 末吉勇

セブンイレブン那覇新都心公園前店 那覇市おもろまち4-17-1               魚介類販売業 第11310508号 R01.06.21 R07.06.30 末吉勇

セブンイレブン那覇新都心公園前店 那覇市おもろまち4-17-1               乳類販売業 第11310507号 R01.06.21 R07.06.30 末吉勇

セブンイレブン小禄1丁目店 那覇市小禄1-19-11               飲食店営業 そうざい 第11310622号 R01.06.28 R07.06.30 徳田文博

セブンイレブン小禄1丁目店 那覇市小禄1-19-11               食肉販売業 第11310621号 R01.06.28 R07.06.30 徳田文博

セブンイレブン小禄1丁目店 那覇市小禄1-19-11               魚介類販売業 第11310620号 R01.06.28 R07.06.30 徳田文博

セブンイレブン小禄1丁目店 那覇市小禄1-19-11               乳類販売業 第11310619号 R01.06.28 R07.06.30 徳田文博

セブンイレブン那覇松山1丁目店 那覇市松山1-3-7               飲食店営業 そうざい 第11310506号 R01.06.21 R07.06.30 株式会社セブンイレブン・沖縄 代表取締役 久鍋研二 那覇市松山1-3-9 098-862-3711  

セブンイレブン那覇松山1丁目店 那覇市松山1-3-7               食肉販売業 第11310505号 R01.06.21 R07.06.30 株式会社セブンイレブン・沖縄 代表取締役 久鍋研二 那覇市松山1-3-9 098-862-3711  

セブンイレブン那覇松山1丁目店 那覇市松山1-3-7               魚介類販売業 第11310504号 R01.06.21 R07.06.30 株式会社セブンイレブン・沖縄 代表取締役 久鍋研二 那覇市松山1-3-9 098-862-3711  

セブンイレブン那覇松山1丁目店 那覇市松山1-3-7               乳類販売業 第11310503号 R01.06.21 R07.06.30 株式会社セブンイレブン・沖縄 代表取締役 久鍋研二 那覇市松山1-3-9 098-862-3711  

琉球菓子処　琉宮 那覇市松尾2-7-10 2F 098-861-2666  飲食店営業 食堂 第11310558号 R01.06.26 R07.06.30 有限会社琉宮 代表取締役 明石光博 那覇市松尾2-6-15 098-862-6401  

琉球菓子処　琉宮 那覇市松尾2-7-10 2F 098-861-2666  そうざい製造業 第11310557号 R01.06.26 R07.06.30 有限会社琉宮 代表取締役 明石光博 那覇市松尾2-6-15 098-862-6401  

セブンイレブン国際通OTSビル店 那覇市松尾1-2-3 098-951-2233  飲食店営業 そうざい 第11310547号 R01.06.26 R07.06.30 沖縄ツーリスト株式会社 代表取締役 東良和 那覇市松尾1-2-3 098-951-2233  

セブンイレブン国際通OTSビル店 那覇市松尾1-2-3 098-951-2233  食肉販売業 第11310546号 R01.06.26 R07.06.30 沖縄ツーリスト株式会社 代表取締役 東良和 那覇市松尾1-2-3 098-951-2233  

セブンイレブン国際通OTSビル店 那覇市松尾1-2-3 098-951-2233  魚介類販売業 第11310545号 R01.06.26 R07.06.30 沖縄ツーリスト株式会社 代表取締役 東良和 那覇市松尾1-2-3 098-951-2233  

セブンイレブン国際通OTSビル店 那覇市松尾1-2-3 098-951-2233  乳類販売業 第11310544号 R01.06.26 R07.06.30 沖縄ツーリスト株式会社 代表取締役 東良和 那覇市松尾1-2-3 098-951-2233  

sunbiscus 沖縄本島内一円               喫茶店営業 自動車営業 第11310469号 R01.06.17 R06.06.30 瀬上敏明

sunbiscus 沖縄本島内一円               飲食店営業 自動車営業 第11310468号 R01.06.17 R06.06.30 瀬上敏明

Cafune 那覇市牧志1-4-59 石川ビル1F 飲食店営業 レストラン 第11310543号 R01.06.26 R07.06.30 株式会社GOFORIT 代表取締役 天方麻衣子 那覇市泊3-1-2 Fステージ泊206               

新垣鮮魚店 那覇市松尾2-7-10 098-866-6501  魚介類販売業 第11310594号 R01.06.27 R07.06.30 新垣百代

西銘鮮魚店 那覇市松尾2-7-10 魚介類販売業 第11310556号 R01.06.26 R07.06.30 西銘誠

Buddha 那覇市若狭1-3-17 フランスビル4-E号室               飲食店営業 バー 第11310475号 R01.06.19 R07.06.30 眞喜志翔太

Bar　Stare 那覇市若狭2-3-19 プリンセスビル2－Ｃ               飲食店営業 バー 第11310502号 R01.06.21 R07.06.30 謝花喜直

ウォーターステーション長田店 那覇市長田2-23-1 098-832-1132  喫茶店営業 第11310618号 R01.06.28 R07.06.30 新城広美

魚久鮮魚 那覇市松尾2-7-10 098-866-4736  魚介類販売業 第11310555号 R01.06.26 R07.06.30 株式会社ゆいまーる 代表取締役 久髙唯光 那覇市松山2-5-10 305号               

CLUB 美らら 那覇市松山2-7-5 UPビル2階 098-863-3581  飲食店営業 ﾅｲﾄｽﾅｯｸ 第11310480号 R01.06.19 R07.06.30 佐々木かずみ

JA久米島支店女性部 那覇市内 098-985-8102  飲食店営業 簡易営業 第11310467号 R01.06.17 R06.06.30 沖縄県農業協同組合 代表理事 大城勉 那覇市壺川2-9-1 098-831-5555  

JA久米島支店女性部 那覇市内 098-985-8102  菓子製造業 簡易営業 第11310466号 R01.06.17 R06.06.30 沖縄県農業協同組合 代表理事 大城勉 那覇市壺川2-9-1 098-831-5555  

grace 那覇市宇栄原3-29-9               飲食店営業 バー 第11310476号 R01.06.19 R07.06.30 政田さゆり

からおけ喫茶　元.気.ちゃん 那覇市長田1-22-3 大城アパート102 098-855-0148  飲食店営業 スナック 第11310499号 R01.06.21 R07.06.30 上原とも子

楽らく 那覇市宇栄原1-28-1 098-858-5858  飲食店営業 弁当屋 第11310528号 R01.06.25 R07.06.30 金城　幸政

株式会社上原ミート 那覇市松尾2-7-10 098-850-2915  食肉販売業 第11310554号 R01.06.26 R07.06.30 株式会社上原ミート 代表取締役 上原宏昭 豊見城市豊崎3-85 098-850-2915  

大城うなぎ店 那覇市松尾2-7-10 098-861-3585  魚介類販売業 第11310553号 R01.06.26 R07.06.30 新垣スミ子

がんじゅう堂 那覇市松尾2-7-10 098-861-5400  飲食店営業 食堂 第11310593号 R01.06.27 R07.06.30 長堂圭一郎

照光精肉店 那覇市松尾2-7-10 １Ｆ               食肉販売業 第11310592号 R01.06.27 R07.06.30 照屋康裕

島唄ライブ　太陽 那覇市前島1-12-11 マイハートビル7-A 飲食店営業 バー 第11310498号 R01.06.21 R07.06.30 銘苅正士

上海ヌードル珊 那覇市赤嶺2-11-20 098-859-3331  飲食店営業 中華料理 第11310497号 R01.06.21 R07.06.30 株式会社イークリエイト 代表取締役 中島真澄
京都市中京区両替町通
押小路下る金吹町457-1

              

ヘルシーキッチン 那覇市古島2-4-1 098-882-3311  飲食店営業 弁当屋 第11310496号 R01.06.21 R07.06.30 山里賢太

モスバーガー那覇新都心店 那覇市銘苅2-1-22 098-941-4939  飲食店営業 食堂 第11310527号 R01.06.25 R07.06.30 株式会社　山浩商事 代表取締役 山端　康成 名護市城2-1-21 0980-52-2067  

流川ラーメン 那覇市泉崎1-14-17 098-943-8898  飲食店営業 そば屋 第11310526号 R01.06.25 R07.06.30 郝　偉

あだん 那覇市松尾2-7-10 098-863-6742  飲食店営業 食堂 第11310552号 R01.06.26 R07.06.30 比嘉美枝子

鴻福 那覇市牧志2-17-46 オリオンハウス沖縄1F 098-988-3833  飲食店営業 食堂 第11310495号 R01.06.21 R07.06.30 盛鴻株式会社 代表取締役 呉岩松 那覇市字銘苅322-5 真栄城ビルⅠ・202号室               

ぜんの豚 那覇市久茂地3-11-8 098-963-7995  飲食店営業 食堂 第11310524号 R01.06.25 R07.06.30 普久原一作

ツバメ食堂 那覇市松尾2-7-10 098-867-8696  飲食店営業 食堂 第11310591号 R01.06.27 R07.06.30 清光商事合同会社 代表社員 張本英龍 那覇市松尾2-24-20 098-867-8696  

道頓堀 那覇市松尾2-7-10 2階 098-866-0557  飲食店営業 食堂 第11310590号 R01.06.27 R07.06.30 有限会社　上原商会 代表取締役 上原　功 那覇市久茂地2-17-20 (有)上原商会久茂地ビル1階 098-860-0558  

モリヤマミート 那覇市松尾2-7-10 那覇市牧志第一公設市場 098-861-3525  食肉販売業 第11310589号 R01.06.27 R07.06.30 森山紹栄

湧川鮮魚 那覇市松尾2-7-10 第１牧志公設市場               魚介類販売業 第11310551号 R01.06.26 R07.06.30 湧川敏充

丸竹食肉店 那覇市松尾2-7-10               食肉販売業 第11310588号 R01.06.27 R07.06.30 又吉俊蔵

居酒屋　火鉢屋 那覇市安謝2-1-8 098-863-8293  飲食店営業 居酒屋 第11310523号 R01.06.25 R07.06.30 株式会社琉仁 代表取締役 新垣安仁 宜野湾市字宇地泊99 マサミツビル205 098-963-7788  

THE COFFEE STAND 那覇市松尾2-9-19 喫茶店営業 第11310522号 R01.06.25 R07.06.30 上原司

赤ひげラーメン　那覇安里店 那覇市安里1-4-15               飲食店営業 食堂 第11310615号 R01.06.28 R07.06.30 株式会社ハートライン 代表取締役 村上利雄 仙台市若林区六丁の目西町8-1 705号 022-355-8160  

タコライスの店　てィーだ 那覇市長田1-22-18 丸信アパート109 098-833-5018  飲食店営業 食堂 第11310572号 R01.06.27 R07.06.30 玉村研一

いっちゃん食堂 那覇市松山1-12-2 098-868-1535  飲食店営業 食堂 第11310614号 R01.06.28 R07.06.30 宮良順子

華族 那覇市松山2-1-13 沖縄建装松山ビル7階南側               飲食店営業 ﾅｲﾄｽﾅｯｸ 第11310521号 R01.06.25 R07.06.30 中川りつ子

天たか小料理店 那覇市西1-10-8 大城マンション101号 飲食店営業 食堂 第11310570号 R01.06.27 R07.06.30 小出　隆

ファミリーマート小禄南店 那覇市小禄2-2-2 098-859-2261  飲食店営業 そうざい 第11310520号 R01.06.25 R07.06.30 前島　邦信

ファミリーマート小禄南店 那覇市小禄2-2-2 098-859-2261  乳類販売業 第11310519号 R01.06.25 R08.06.30 前島　邦信
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和族 那覇市松尾2-7-10 飲食店営業 パーラー 第11310587号 R01.06.27 R07.06.30 玉城　康鷹

上原山羊肉店 那覇市松尾2-7-10 098-862-8382  食肉販売業 第11310550号 R01.06.26 R07.06.30 上原幸恵

きらく食堂 那覇市松尾2-7-10 2F 098-868-8564  飲食店営業 食堂 第11310586号 R01.06.27 R07.06.30 親川元康

さくら亭 那覇市松尾2-7-10 2階 098-864-1168  飲食店営業 食堂 第11310585号 R01.06.27 R07.06.30 津波古政和

次郎坊 那覇市松尾2-7-10 098-866-6099  飲食店営業 食堂 第11310584号 R01.06.27 R07.06.30 長濱きよみ

コーヒースタンド小嶺 那覇市松尾2-7-10 喫茶店営業 第11310625号 R01.06.28 R07.06.30 小嶺勇

えん 那覇市松尾2-7-10 第一牧志公設市場2階 098-862-0228  飲食店営業 食堂 第11310583号 R01.06.27 R07.06.30 仲本周二

美里精肉店 那覇市松尾2-7-10 1F 098-867-3976  食肉販売業 第11310582号 R01.06.27 R07.06.30 美里和子

かつ亭　豊年 那覇市松尾2-7-10 098-862-9164  飲食店営業 食堂 第11310581号 R01.06.27 R07.06.30 比嘉トヨ

H&Bジェラ沖縄 那覇市松尾2-7-10 第一牧志公設市場2F アイスクリーム類製造業 第11310549号 R01.06.26 R07.06.30 野口洋子

H&Bジェラ沖縄 那覇市松尾2-7-10 第一牧志公設市場2F 飲食店営業 食堂 第11310548号 R01.06.26 R07.06.30 野口洋子

みき屋 那覇市松尾2-7-10 2F 098-863-1158  喫茶店営業 第11310626号 R01.06.28 R07.06.30 合同会社みき屋 代表社員 金城泰正 那覇市牧志3-2-43 098-863-1158  

仲田鮮魚 那覇市松尾2-7-10 098-863-5105  魚介類販売業 第11310580号 R01.06.27 R07.06.30 合同会社仲田鮮魚 代表社員 仲田秀雄 那覇市港町1-1-18 098-863-5105  

仲田鮮魚 那覇市松尾2-7-10 098-860-8578  魚介類販売業 第11310579号 R01.06.27 R07.06.30 仲田明美

上原鮮魚店 那覇市松尾2-7-10 魚介類販売業 第11310578号 R01.06.27 R07.06.30 上原英美

ヤマセ商会 那覇市松尾2-7-10 098-868-7337  魚介類販売業 第11310577号 R01.06.27 R07.06.30 樋口隆一

ファミリーマート東町店 那覇市東町7-14 098-860-2085  飲食店営業 そうざい 第11310569号 R01.06.27 R07.06.30 長嶺健

ファミリーマート東町店 那覇市東町7-14 098-860-2085  乳類販売業 第11310568号 R01.06.27 R07.06.30 長嶺健

RYUKA 那覇市前島2-1-7 ツインハウス2F-B               飲食店営業 バー 第11310566号 R01.06.27 R07.06.30 島袋博文

ジョイント 那覇市内               飲食店営業 簡易営業 第11310564号 R01.06.27 R06.06.30 安孫子　豪
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