
R1.7.1～R1.7.31
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

竹炭・備長炭炉端 たけすみ 那覇市久茂地3-16-19 エステート久茂地101号 098-988-8159  飲食店営業 居酒屋 第11310781号 R01.07.30 R07.07.31 南風見一樹

スパイスハーブホリデー 那覇市牧志1-12-1 屋比久ビル101 098-867-7567  飲食店営業 レストラン 第11310669号 R01.07.05 R07.07.31 田村健太郎

BAR FATE 那覇市松山1-12-19 飲食店営業 バー 第11310686号 R01.07.10 R07.07.31 仲地理

てぃーら 那覇市松山1-7-5 サンステップビル2F 飲食店営業 小料理 第11310683号 R01.07.10 R07.07.31 永井しづか

クロワッサンのお店 クイニー 那覇市首里末吉町1-187-8 098-988-8867  飲食店営業 そうざい 第11310731号 R01.07.18 R07.07.31 山本和治

クロワッサンのお店 クイニー 那覇市首里末吉町1-187-8 098-988-8867  菓子製造業 第11310730号 R01.07.18 R07.07.31 山本和治

弁当 とまと 那覇市牧志2-16-6 098-861-7424  飲食店営業 弁当屋 第11310679号 R01.07.10 R07.07.31 照屋規雄

焼肉酒場てびち屋本舗 那覇市松山1-13-1 098-867-7177  飲食店営業 居酒屋 第11310704号 R01.07.12 R07.07.31 勇気フードサービス株式会社 代表取締役 下地勇気 沖縄県 那覇市前島2-1-5 098-864-2341  

ソルヴィータホテル那覇 那覇市松山2-17-17 098-863-1234  飲食店営業 レストラン 第11310703号 R01.07.12 R07.07.31 株式会社グリーンホスピタリティーマネジメント 代表取締役 落合順 東京都 新宿区西新宿3-20-2 03-3379-1193  

食事処 ガロ 那覇市首里大名町3-17-2 098-884-3975  飲食店営業 食堂 第11310778号 R01.07.30 R07.07.31 饒平名一

You 那覇市古波蔵2-23-14 我謝テナントビル2F 飲食店営業 ﾅｲﾄｽﾅｯｸ 第11310786号 R01.07.31 R07.07.31 伊佐ひろみ

やきとり鳥炭 那覇市牧志2-18-1 098-861-5008  飲食店営業 居酒屋 第11310764号 R01.07.26 R07.07.31 有限会社共生企画 代表取締役 宮里進 沖縄県 那覇市前島2-4-20 098-862-2022  

おにぎりや～ 那覇市松島2-1-4 098-887-6309  飲食店営業 パーラー 第11310785号 R01.07.31 R07.07.31 糸数祐美

パーラー 悠 那覇市安里112-2               飲食店営業 パーラー 第11310741号 R01.07.22 R07.07.31 玉城成子

居酒屋こまと 那覇市国場1183-4 新屋マンション102 098-955-0328  飲食店営業 居酒屋 第11310728号 R01.07.18 R07.07.31 洌鎌誠

まんまる商店 那覇市久茂地3-14-1 1F 098-863-5453  飲食店営業 食堂 第11310676号 R01.07.10 R07.07.31 安里正

ＣＯＣＯ 那覇市安里388-6 しんえいアパート201 飲食店営業 カフェー 第11310727号 R01.07.18 R07.07.31 渡嘉敷小百合

レストラン サン・ヴァンサン 那覇市銘苅2-4-35 アーバンプラネットビル2F 098-862-2240  飲食店営業 レストラン 第11310775号 R01.07.30 R07.07.31 新川すみ枝

からあげ屋 那覇市泊1-3-5 サンコート泊1F 098-861-7441  飲食店営業 食堂 第11310698号 R01.07.12 R07.07.31 田中秀和

ビッグエコー国際通り店 那覇市牧志1-3-55 ホテル山の内1F・B1F 098-869-9322  飲食店営業 食堂 第11310726号 R01.07.18 R07.07.31 株式会社沖縄第一興商 代表取締役 馬場勝彦 沖縄県 那覇市金城3-4-11 098-974-7188  

GRGホテル那覇 レストラン 那覇市松山2-16-10 098-866-8677  飲食店営業 レストラン 第11310697号 R01.07.12 R07.07.31 株式会社センダン 代表取締役 礒邉和彦 東京都 中央区日本橋小伝馬町10-1 03-6661-7860  

福耳福助　古波蔵店 那覇市古波蔵2-32-33 098-833-4981  飲食店営業 居酒屋 第11310754号 R01.07.25 R07.07.31 朝山恵太

あまんど 那覇市辻1-2-1 098-869-1845  飲食店営業 食堂 第11310705号 R01.07.12 R07.07.31 大田由美子

くもじ晴れ 那覇市牧志1-9-10 098-862-9700  飲食店営業 居酒屋 第11310784号 R01.07.31 R07.07.31 鉢嶺慶人

NoNa（与儀食品） 那覇市安謝2-15-18 098-867-9353  菓子製造業 第11310782号 R01.07.31 R07.07.31 與儀實勝

NoNa（与儀食品） 那覇市安謝2-15-18 098-867-9353  喫茶店営業 第11310783号 R01.07.31 R07.07.31 與儀實勝

（有）大国海産 小売店No21 那覇市港町1-1-18 098-941-0200  魚介類販売業 第11310744号 R01.07.24 R07.07.31 有限会社大国海産 代表取締役 國吉斉 沖縄県 那覇市港町1-1-5 098-863-0156  

小料理 とくがわ 那覇市久茂地2-19-5 赤崎荘102 098-862-6826  飲食店営業 小料理 第11310743号 R01.07.24 R07.07.31 鉢嶺ゆう子

エイ・アンド・ダブリュ沖縄株式会社 那覇市内 飲食店営業 簡易営業 第11310768号 R01.07.30 R06.07.31 エイ・アンド・ダブリュ沖縄株式会社 代表取締役 平良健一 沖縄県 宜野湾市新城2-33-5 098-878-2362  

エイ・アンド・ダブリュ沖縄株式会社 那覇市内 喫茶店営業 簡易営業 第11310767号 R01.07.30 R06.07.31 エイ・アンド・ダブリュ沖縄株式会社 代表取締役 平良健一 沖縄県 宜野湾市新城2-33-5 098-878-2362  

Bar Function 那覇市牧志3-8-32 2F 飲食店営業 バー 第11310787号 R01.07.31 R07.07.31 糸賀直城

営業所所在地 営業の種類 申請者住所
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