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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

沖縄銀行　国場支店食堂 那覇市仲井真377 098-855-5238  飲食店営業 食堂 第11301794号 R01.07.18 R07.07.31 第一総業株式会社 代表取締役 我如古正伸 沖縄県 那覇市古波蔵3-8-8 098-853-5353  

焼き鳥　あきちゃん 那覇市壺屋1-1-1 飲食店営業 食堂 第11302069号 R01.07.16 R07.07.31 合同会社琉球大阪 代表社員 増田ひと美 沖縄県 那覇市松尾2-22-17 098-851-9646  

外間製菓（ほかませいか） 那覇市牧志3-1-1 水上店舗第一街区１F 098-863-0252  菓子製造業 第11310716号 R01.07.16 R07.07.31 株式会社外間さん家 代表取締役 外間有里 沖縄県 那覇市牧志3-1-1 水上店舗第一街区１Ｆ

セブンイレブン那覇金城2丁目店 那覇市金城2-2-1               飲食店営業 そうざい 第11310660号 R01.07.03 R07.07.31 新垣賢幸

セブンイレブン那覇金城2丁目店 那覇市金城2-2-1               乳類販売業 第11310659号 R01.07.03 R07.07.31 新垣賢幸

セブンイレブン那覇金城2丁目店 那覇市金城2-2-1               食肉販売業 第11310658号 R01.07.03 R07.07.31 新垣賢幸

セブンイレブン那覇金城2丁目店 那覇市金城2-2-1               魚介類販売業 第11310657号 R01.07.03 R07.07.31 新垣賢幸

松のや　那覇小禄店 那覇市田原1-3-1               飲食店営業 食堂 第11310692号 R01.07.10 R07.07.31 株式会社松屋フーズ 代表取締役 瓦葺一利 東京都 武蔵野市中町1-14-5 0422-38-1139  

歴史を刻め 那覇市松山2-6-1 098-914-1283  飲食店営業 食堂 第11310666号 R01.07.04 R07.07.31 合同会社Bridge 代表社員 堀川香菜子 沖縄県 那覇市泉崎1-18-8 ゆちばな2泉崎306号室 098-860-8204  

北新地焼肉　尚 那覇市松山1-3-18 098-860-0958  飲食店営業 食堂 第11310719号 R01.07.18 R07.07.31 株式会社琉球カイザー 設立発起人 堺洋一郎 沖縄県 那覇市首里石嶺町3-114-1 098-943-8422  

漢謝園四川料理店 那覇市久米2-23-21 シャトー久米1F 098-868-6782  飲食店営業 中華料理 第11310724号 R01.07.18 R07.07.31 恩美株式会社 代表取締役 王飛舟 沖縄県 那覇市牧志2-22-1
ライオンズマンション
牧志第参106号

              

Y・Y 那覇市安里388-1-24 飲食店営業 バー 第11310732号 R01.07.19 R07.07.31 金城洋子

ボル 那覇市内               飲食店営業 簡易営業 第11310656号 R01.07.03 R06.07.31 畠山龍也

ボル 那覇市内               喫茶店営業 簡易営業 第11310655号 R01.07.03 R06.07.31 畠山龍也

Japanese SAKE dokoro あるこりずも 那覇市久茂地3-9-21 ＵＤ久茂地ビル３－Ａ 飲食店営業 バー 第11310665号 R01.07.04 R07.07.31 具志堅　仁

セブンイレブン新天地浮島店 那覇市松尾2-20-6               飲食店営業 そうざい 第11310675号 R01.07.05 R07.07.31 角屋隆司

セブンイレブン新天地浮島店 那覇市松尾2-20-6               食肉販売業 第11310674号 R01.07.05 R07.07.31 角屋隆司

セブンイレブン新天地浮島店 那覇市松尾2-20-6               魚介類販売業 第11310673号 R01.07.05 R07.07.31 角屋隆司

セブンイレブン新天地浮島店 那覇市松尾2-20-6               乳類販売業 第11310672号 R01.07.05 R07.07.31 角屋隆司

セブンイレブン国際通松尾1丁目店 那覇市松尾1-4-5               飲食店営業 そうざい 第11310654号 R01.07.03 R07.07.31 株式会社ジェイシーシー 代表取締役 淵邉俊紀 沖縄県 糸満市西崎町4-16-16 098-992-6259  

セブンイレブン国際通松尾1丁目店 那覇市松尾1-4-5               食肉販売業 第11310653号 R01.07.03 R07.07.31 株式会社ジェイシーシー 代表取締役 淵邉俊紀 沖縄県 糸満市西崎町4-16-16 098-992-6259  

セブンイレブン国際通松尾1丁目店 那覇市松尾1-4-5               魚介類販売業 第11310652号 R01.07.03 R07.07.31 株式会社ジェイシーシー 代表取締役 淵邉俊紀 沖縄県 糸満市西崎町4-16-16 098-992-6259  

セブンイレブン国際通松尾1丁目店 那覇市松尾1-4-5               乳類販売業 第11310651号 R01.07.03 R07.07.31 株式会社ジェイシーシー 代表取締役 淵邉俊紀 沖縄県 糸満市西崎町4-16-16 098-992-6259  

セントラルキッチン那覇泉崎店 那覇市楚辺3-1-1 098-836-3989  菓子製造業 第11310650号 R01.07.03 R07.07.31 株式会社沖縄ファミリーマート 代表取締役 野﨑真人 沖縄県 那覇市港町3-4-18 098-867-2420  

セントラルキッチン那覇泉崎店 那覇市楚辺3-1-1 098-836-3989  そうざい製造業 第11310649号 R01.07.03 R07.07.31 株式会社沖縄ファミリーマート 代表取締役 野﨑真人 沖縄県 那覇市港町3-4-18 098-867-2420  

中真水産 那覇市松尾2-7-10 第一牧志公設市場 098-861-3501  魚介類販売業 第11310641号 R01.07.01 R07.07.31 株式会社中真 代表取締役 中真聰 沖縄県 那覇市松尾2-10-29 098-863-2056  

ふれあいハリネズミCHEESE 那覇市牧志3-12-4 ３F 098-943-0960  飲食店営業 バー 第11310780号 R01.07.30 R07.07.31 株式会社レッドライズ 代表取締役 源　聖人 埼玉県 川口市坂下町1-14-24 鳩ｹ谷ヤマト第一ビル１F 048-299-2111  

ラウンジ　蘭 那覇市久米2-8-10 パーム久米ビル1階 098-868-6440  飲食店営業 カフェー 第11310648号 R01.07.03 R07.07.31 前原奨子

沖縄ハイボール酒場　アカインコ 那覇市牧志2-4-15 飲食店営業 レストラン 第11310664号 R01.07.04 R07.07.31 株式会社ジェイシーシー 代表取締役 淵邉俊紀 沖縄県 糸満市西崎町4-16-16 098-992-6259  

永有鮮魚店 那覇市松尾2-7-10 第一牧志公設市場内               魚介類販売業 第11310748号 R01.07.24 R07.07.31 金城永勇

焼鳥こばこ 那覇市松尾2-8-11 平安座ビル2F 飲食店営業 居酒屋 第11310671号 R01.07.05 R07.07.31 株式会社こばこ 代表取締役 宇地原誠 沖縄県 那覇市久茂地3-9-3 田園ビル5F

浮島ガーデン 那覇市松尾2-12-3 098-943-2100  そうざい製造業 第11310640号 R01.07.01 R07.07.31 南西食堂株式会社 代表取締役 中曽根勇一郎 沖縄県 那覇市松尾2-12-3 098-943-2100  

Ryukyu　Teppan　梟 那覇市久米2-5-10 098-943-8866  飲食店営業 食堂 第11310742号 R01.07.22 R07.07.31 相原義輝

しゃぶしゃぶ紺　おもろまち店 那覇市おもろまち3-6-15 098-867-4129  飲食店営業 レストラン 第11310663号 R01.07.04 R07.07.31 株式会社碧 代表取締役 奥間弘子 沖縄県 那覇市東町19-25 098-863-1533  

バーピラミッド 那覇市松山1-14-13 ホテルタイラ地下1階 098-917-0031  飲食店営業 バー 第11310639号 R01.07.01 R07.07.31 平良竜太

株式会社ビィ・フォアード 那覇市牧志1-14-11               喫茶店営業 自販機 第11310691号 R01.07.10 R08.07.31 沖縄コカ・コーラボトリング株式会社 代表取締役 城英俊 沖縄県 浦添市伊祖5-14-1 098-895-6045  

ガールズバーViVi 那覇市久米1-1-24 アップルビル7A 098-988-0080  飲食店営業 バー 第11310647号 R01.07.03 R07.07.31 長濱真輝

フロレスタ 那覇市天久2-29-3 タートルマンションQ B-1 098-943-1765  菓子製造業 第11310638号 R01.07.01 R07.07.31 有限会社現代企画 代表取締役 牧志隆 沖縄県 那覇市宇栄原2-18-14 098-858-0785  

松島小学校PTA 那覇市古島2-30-12 098-884-8784  飲食店営業 食堂 第11310646号 R01.07.03 R07.07.31 伊良皆ひろみ

松島小学校PTA 那覇市内               喫茶店営業 簡易営業 第11310645号 R01.07.03 R06.07.31 伊良皆ひろみ

手づくりの店セントポーリア 那覇市長田2-26-31 菓子製造業 第11310644号 R01.07.03 R07.07.31 諸見里和子

手づくりの店セントポーリア 那覇市長田2-26-31 そうざい製造業 第11310643号 R01.07.03 R07.07.31 諸見里和子

當山食品 那覇市内 飲食店営業 簡易営業 第11310637号 R01.07.01 R06.07.31 當山リサ

當山食品 那覇市内 喫茶店営業 簡易営業 第11310636号 R01.07.01 R06.07.31 當山リサ

Cafe Planta 那覇市牧志3-5-9 098-987-6664  飲食店営業 レストラン 第11310690号 R01.07.10 R07.07.31 親川啓

Cafe Planta 那覇市牧志3-5-9 098-987-6664  菓子製造業 第11310689号 R01.07.10 R07.07.31 親川啓

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11310642号 R01.07.03 R07.07.31 新里広喜

BAR 兼城 那覇市西1-7-7 協春アパート103号               飲食店営業 バー 第11310715号 R01.07.16 R07.07.31 合同会社かねしろ 代表社員 兼城靖 沖縄県 島尻郡八重瀬町宜次231-138 2Ｆ 098-998-0168  

焼肉　琉宮苑 那覇市牧志3-13-53 098-943-5888  飲食店営業 食堂 第11310670号 R01.07.05 R07.07.31 株式会社大輝 代表取締役 村上輝幸 沖縄県 那覇市牧志1-1-25 1F 098-880-0034  

DUENDE 那覇市宇栄原3-30-3 マイシティビル　1－A 098-857-7557  飲食店営業 バー 第11310688号 R01.07.10 R07.07.31 津波古聖賀

Ladies＆Girls　Bar　555 那覇市松山2-7-6 仲宗根マンションF棟　2－G               飲食店営業 バー 第11310779号 R01.07.30 R07.07.31 下地智宏

MADAM　WITCH 那覇市壺屋1-2-12 2F               飲食店営業 バー 第11310687号 R01.07.10 R07.07.31 宮里　麗

昭和物語 那覇市前島3-21-13 久高アパート103号 098-943-2350  飲食店営業 居酒屋 第11310662号 R01.07.04 R07.07.31 株式会社Fun  it okinawa 代表取締役 髙橋　智 沖縄県 浦添市安波茶1-6-5 098-875-6611  

あかくくり 那覇市久茂地2-12-9 久茂地プラネットビル3C               飲食店営業 バー 第11310661号 R01.07.04 R07.07.31 崎原千恵子

晴れ時々パン 那覇市おもろまち4-6-17 おもろパークテラス　1F 098-943-1414  菓子製造業 第11310668号 R01.07.05 R07.07.31 株式会社竹珠食品 代表取締役 具志堅昭二 沖縄県 那覇市古島2-16-18 098-887-7511  

Ankle Breaker 那覇市東町17-11 302 飲食店営業 バー 第11310685号 R01.07.10 R07.07.31 赤嶺緋里

Cafe de Salt 那覇市小禄1-20-9               飲食店営業 カフェー 第11310684号 R01.07.10 R07.07.31 喜納志を

TENKATSU麻亜蹴都 那覇市松尾2-10-20               飲食店営業 カフェー 第11310706号 R01.07.12 R07.07.31 新豚企画株式会社 代表取締役 宮下正徳 沖縄県 那覇市久茂地3-9-5 奥武ビル5-B 03-3461-2234  

海角八号 那覇市前島3-6-12 めぐみアパート1F　101               飲食店営業 居酒屋 第11310747号 R01.07.24 R07.07.31 株式会社あまはい計画 代表取締役 友寄貞丸 沖縄県 那覇市久米2-6-1 マルアマンション403               

ホテルパークスタジアム那覇 那覇市山下町10-2               喫茶店営業 自販機 第11310682号 R01.07.10 R08.07.31 株式会社　琉仁カスタマーサービス 代表取締役 城英俊 沖縄県 中頭郡中城村屋宜286 098-895-6045  

Dーカフェ 那覇市大道123               飲食店営業 レストラン 第11310681号 R01.07.10 R07.07.31 有限会社ヘルスサポート 代表取締役 高良まき子 沖縄県 那覇市安里3-1-47               

クーロン 那覇市久米2-6-1 マルアマンション101 098-988-0518  飲食店営業 居酒屋 第11310680号 R01.07.10 R07.07.31 D＆L株式会社 代表取締役 林　祥清 沖縄県 那覇市久米2-6-1 マルアマンション101 098-988-0518  

Cafe...and 那覇市内 098-959-6191  飲食店営業 簡易営業 第11310667号 R01.07.05 R06.07.31 宮内涼太

アグーとんかつコション浮島通り店 那覇市内               飲食店営業 簡易営業 第11310678号 R01.07.10 R06.07.31 株式会社クレド 代表取締役 龍田明 沖縄県 那覇市牧志3-2-30 098-987-6950  

営業所所在地 営業の種類 申請者住所
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コーヒーハウス潤 那覇市久茂地2-1-15 久茂地第一ビル2-A               飲食店営業 食堂 第11310702号 R01.07.12 R07.07.31 我那覇安勇

かつサンド専門店きわむ 那覇市牧志1-2-32 1F　南側 098-943-3851  飲食店営業 パーラー 第11310729号 R01.07.18 R07.07.31 株式会社Active Leisure 代表取締役 北川裕生 沖縄県 那覇市松山2-7-3 城間ビル101               

SUGGY 那覇市安里382 098-988-8087  飲食店営業 食堂 第11310777号 R01.07.30 R07.07.31 株式会社プルアラウンド 代表取締役 杉浦哲郎 沖縄県 那覇市山下町9-33 1階 098-988-8087  

かふう食堂 那覇市首里石嶺町2-70-26 JAすいまーる　02号室 098-885-6533  飲食店営業 食堂 第11310677号 R01.07.10 R07.07.31 仲尾幸一

株式会社プレゴファーム 那覇市具志875 那覇空港ボウルスカイレーン1階 098-852-0088  ソース類製造業 第11310776号 R01.07.30 R07.07.31 株式会社プレゴファーム 代表取締役 玉城弘康 沖縄県 豊見城市豊崎1-468 098-852-0088  

ザ・プールサイドバー 那覇市牧志3-9-10 098-865-5552  飲食店営業 バー 第11310701号 R01.07.12 R07.07.31 株式会社パームロイヤル 代表取締役 高倉幸一 沖縄県 那覇市牧志3-9-10 098-864-1611  

Cawaii Cafe & Bar でりしゃすぽしゃけ 那覇市おもろまち4-6-24 おもろまちDream BLDG 5F 098-917-4840  飲食店営業 カフェー 第11310700号 R01.07.12 R07.07.31 野村奈那

那覇中央郵便局 那覇市壺川3-3-8 0570-005-396  乳類販売業 自販機 第11310740号 R01.07.22 R08.07.31 沖縄ヤクルト株式会社 代表取締役社長 増谷義昭 沖縄県 宜野湾市大山7-13-3 098-897-8960  

カラオケ喫茶　ツル 那覇市安里387-5 098-884-4771  飲食店営業 バー 第11310699号 R01.07.12 R07.07.31 富村和正

割烹　いけはら 那覇市前島3-12-6 砂川ビル1階 098-868-4178  飲食店営業 割烹 第11310763号 R01.07.26 R07.07.31 池原　健

LADY LUCK 那覇市松山1-6-17 セゾンハナハナ5ビル　2階 098-860-7404  飲食店営業 カフェー 第11310714号 R01.07.16 R07.07.31 渡久地祐史

シエル　ラボ 那覇市松山2-9-7 クリスタルビル5階5-B号室               飲食店営業 バー 第11310725号 R01.07.18 R07.07.31 株式会社モード・デ・ラボ 代表取締役 渡嘉敷恵里香 沖縄県 那覇市松山2-23-13
メゾンプラージュ八重洲6
303

              

沖縄すば屋ー　天龍 那覇市具志1-2-1 くにアパート105号室 飲食店営業 食堂 第11310746号 R01.07.24 R07.07.31 有限会社天龍 代表取締役 玉城正治 沖縄県 那覇市鏡水150 （那覇空港ターミナルビル内） 098-857-6889  

セブンイレブンロワジールホテル那覇店 那覇市西3-2-1 098-863-8164  飲食店営業 そうざい 第11310723号 R01.07.18 R07.07.31 株式会社八宝物産 代表取締役 仲松徹 沖縄県 那覇市西2-3-1 098-863-8164  

セブンイレブンロワジールホテル那覇店 那覇市西3-2-1 098-863-8164  食肉販売業 第11310722号 R01.07.18 R07.07.31 株式会社八宝物産 代表取締役 仲松徹 沖縄県 那覇市西2-3-1 098-863-8164  

セブンイレブンロワジールホテル那覇店 那覇市西3-2-1 098-863-8164  魚介類販売業 第11310721号 R01.07.18 R07.07.31 株式会社八宝物産 代表取締役 仲松徹 沖縄県 那覇市西2-3-1 098-863-8164  

セブンイレブンロワジールホテル那覇店 那覇市西3-2-1 098-863-8164  乳類販売業 第11310720号 R01.07.18 R07.07.31 株式会社八宝物産 代表取締役 仲松徹 沖縄県 那覇市西2-3-1 098-863-8164  

J-PARK安謝店　ひまわり食堂 那覇市曙3-7-3 098-8647-5740 喫茶店営業 自販機 第11310739号 R01.07.22 R08.07.31
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 東京都 新宿区西新宿1-24-1 03-5321-0701  

食事どころ　米井加 那覇市首里鳥堀町1-46 アートフル鳥堀1F　7号               飲食店営業 食堂 第11310753号 R01.07.25 R07.07.31 金城智和

和創作　久茂地川 那覇市久茂地1-2-25 G7ビル　B1 098-943-6558  飲食店営業 割烹 第11310752号 R01.07.25 R07.07.31 植木正人

海小屋　Cafe＆Bar 那覇市おもろまち4-8-18 1F               飲食店営業 レストラン 第11310751号 R01.07.25 R07.07.31 髙畑浩二

WANTED 那覇市松山1-34-3 カクテルプラザ地下1階 098-863-0343  飲食店営業 カフェー 第11310738号 R01.07.22 R07.07.31 新川款

バー　アーク 那覇市松山1-34-3 カクテルプラザビル2階 098-862-1928  飲食店営業 バー 第11310718号 R01.07.18 R07.07.31 屋嘉比智尚

麺場 神徳 那覇市壺屋2-23-24 098-836-0160  飲食店営業 食堂 第11310737号 R01.07.22 R07.07.31 株式会社PDC 代表取締役 徳原博守 東京都 品川区旗の台3-11-13 03-6426-9561  

前屋 那覇市松山2-16-1 キングスアレイ松山2-C 飲食店営業 バー 第11310736号 R01.07.22 R07.07.31 株式会社越前谷 代表取締役 越前谷栄輝 沖縄県 那覇市松山2-16-1 キングスアレイ松山2-A

ドトールコーヒーショップ　イオン那覇店 那覇市金城5-10-2 098-852-1122  飲食店営業 スナック 第11310774号 R01.07.30 R07.07.31 株式会社リウエン商事 代表取締役 金城徹 沖縄県 浦添市勢理客4-17-11 098-875-2168  

上原商店 沖縄本島内一円               喫茶店営業 自動車営業 第11310735号 R01.07.22 R06.07.31 上原敏照

アットホーム佐平 那覇市寄宮1-11-13 1F               飲食店営業 バー 第11310717号 R01.07.18 R07.07.31 新垣八十恵

銀座に志かわ沖縄那覇店 那覇市おもろまち4-9-1 アリスシティビル1F 098-864-2400  菓子製造業 第11310745号 R01.07.24 R07.07.31 ひまわりガス株式会社 代表取締役 前原雅司 沖縄県 沖縄市知花4-49-6 098-937-9123  

よっちゃんＢＡＲアルコールキャンディ 那覇市松山2-9-5 クリスタルビル3－Ａ 098-860-0600  飲食店営業 バー 第11310734号 R01.07.22 R07.07.31 名嘉真由貴

ひな 那覇市壺屋2-13-26 第一大福マンション107               飲食店営業 バー 第11310773号 R01.07.30 R07.07.31 山城祥人

ハイウェイ食堂 那覇市前島2-3-6 1階               飲食店営業 食堂 第11310733号 R01.07.22 R07.07.31 島袋達典

沖縄セントラル病院 那覇市与儀1-26-6 098-836-5311  飲食店営業 食堂 第11310772号 R01.07.30 R07.07.31 クローバー合同会社 代表社員 大城篤 沖縄県 島尻郡南風原町字神里141               

笑・酒処　姫 那覇市三原1-10-28 1F 飲食店営業 ﾅｲﾄｽﾅｯｸ 第11310762号 R01.07.26 R07.07.31 伊佐由紀子

肉のみや 那覇市前島1-1-18 麻生ビル102 飲食店営業 食堂 第11310750号 R01.07.25 R07.07.31 上地翔士

海斗 那覇市古波蔵1-6-36               飲食店営業 居酒屋 第11310749号 R01.07.25 R07.07.31 諸見里米子

台湾料理　福楽 那覇市国場1185-2 コーポ嘉数1F 098-996-3625  飲食店営業 中華料理 第11310761号 R01.07.26 R07.07.31 株式会社福楽 代表取締役 岡村サオリ 沖縄県 那覇市国場1185-2 コーポ嘉数1F 098-996-3625  

kitchen 084 ～ohashi～ 那覇市牧志3-5-19 飲食店営業 食堂 第11310771号 R01.07.30 R07.07.31 山口翔太

レッスンカフェ　あおばと 那覇市三原2-15-6 板良敷店舗101号 飲食店営業 食堂 第11310760号 R01.07.26 R07.07.31 鳩間可奈子

手づくり発酵ストア 那覇市国場396-102 そうざい製造業 第11310759号 R01.07.26 R07.07.31 與儀直美

手づくり発酵ストア 那覇市国場396-102 菓子製造業 第11310758号 R01.07.26 R07.07.31 與儀直美

サボテン 那覇市松山2-9-15 旧昭南産業ビル1階　102号室 飲食店営業 カフェー 第11310757号 R01.07.26 R07.07.31 新田和弥

CLUB REED 那覇市松山2-9-17 カーニバルビル2F 098-987-6585  飲食店営業 カフェー 第11310756号 R01.07.26 R07.07.31 倉津勇希

SUBWAY 那覇市字鏡水150 那覇空港際内連結ターミナル内4階               菓子製造業 第11310755号 R01.07.26 R07.07.31 株式会社ジェイシーシー 代表取締役 淵邉俊紀 沖縄県 糸満市西崎町4-16-16 098-992-6259  

ステーキ一番 那覇市久米1-1-25 めんそーれビル2F 飲食店営業 レストラン 第11310770号 R01.07.30 R07.07.31 友利未佳

チャーリーの酒場 那覇市久米2-8-8 新栄プロパティビル5階A 飲食店営業 バー 第11310769号 R01.07.30 R07.07.31 比嘉隆裕

小料理　花の里 那覇市おもろまち4-8-7 グランブルービル302号               飲食店営業 スナック 第11310766号 R01.07.30 R07.07.31 川村真弓

Today 那覇市泉崎1-13-25 マンクビル2-Ａ               飲食店営業 バー 第11310765号 R01.07.30 R07.07.31 高良美幸
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