
R1.8.1～R1.8.31
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

有限会社花ぐすく香華堂（栄町店） 那覇市安里388-6 栄町りうぼう内 098-885-7066  飲食店営業 そうざい 第11310930号 R01.08.23 R07.08.31 有限会社花ぐすく香華堂 代表取締役 花城嘉代子 沖縄県 那覇市田原2-2-3 098-859-0522  

有限会社花ぐすく香華堂（国場店） 那覇市国場703 リウボウストアー国場店内 098-836-1810  飲食店営業 そうざい 第11310815号 R01.08.06 R07.08.31 有限会社花ぐすく香華堂 代表取締役 花城嘉代子 沖縄県 那覇市田原2-2-3 098-859-0522  

有限会社花ぐすく香華堂（首里店） 那覇市首里久場川町2-122-1 首里りうぼう内 098-884-8780  飲食店営業 そうざい 第11310951号 R01.08.27 R07.08.31 有限会社花ぐすく香華堂 代表取締役 花城嘉代子 沖縄県 那覇市田原2-2-3 098-859-0522  

有限会社花ぐすく香華堂（天久店） 那覇市天久1-2-1 天久りうぼう楽市内 098-861-0106  飲食店営業 そうざい 第11310836号 R01.08.09 R07.08.31 有限会社花ぐすく香華堂 代表取締役 花城嘉代子 沖縄県 那覇市田原2-2-3 098-859-0522  

ゴディバ カフェ 那覇市おもろまち4-1 2階ブティックホール内 098-951-1265  飲食店営業 カフェー 第11310834号 R01.08.09 R07.08.31 沖縄ディーエフエス株式会社 代表取締役 小川光永 沖縄県 那覇市鏡水150 那覇空港ビルディング 098-951-1300  

酒処いこい 那覇市国場692 サードコーポ108               飲食店営業 バー 第11310814号 R01.08.06 R07.08.31 斉藤正彦

ほっともっと天久店 那覇市安謝2-1-8 098-863-9530  飲食店営業 弁当屋 第11310950号 R01.08.27 R07.08.31 株式会社ブリックス 代表取締役 田代隆吉 沖縄県 那覇市西2-6-16 098-863-9530  

グルメ館つじ 那覇市辻2-6-12 2F 098-868-3178  飲食店営業 レストラン 第11310812号 R01.08.06 R07.08.31 上原正秀

有限会社ジランバ屋 那覇市松尾2-9-17 098-863-3382  魚肉ねり製品製造業 第11310809号 R01.08.06 R07.08.31 有限会社ジランバ屋 代表取締役 玉城吉蔵 沖縄県 那覇市松尾2-9-17 098-863-3382  

社会福祉法人
からし種の会障害福祉サービス事業所　アトリエ

那覇市首里平良町1-32-1 098-886-1797  菓子製造業 第11310873号 R01.08.19 R07.08.31 社会福祉法人からし種の会 理事長 棚原信子 沖縄県 那覇市首里平良町1-32-1 098-886-1797  

肴家あうん 那覇市久米2-7-1 098-869-1860  飲食店営業 居酒屋 第11310885号 R01.08.20 R07.08.31 株式会社アメニティ 代表取締役 伊志嶺勲 沖縄県 那覇市寄宮2-2-3 098-855-5665  

舞姫 那覇市前島3-10-11 098-868-7090  飲食店営業 カフェー 第11310831号 R01.08.09 R07.08.31 高嶺恵子

トレビアン 那覇市松山1-29-13 沖商アパート1階 098-868-8480  飲食店営業 バー 第11310823号 R01.08.07 R07.08.31 仲村妙子

MUSIC BAR DAIDAI 那覇市おもろまち4-7-28 リバンプビル5階 098-867-7371  飲食店営業 バー 第11310822号 R01.08.07 R07.08.31 玉城富作

ピタマハ 那覇市牧志2-16-12 1階 098-862-1989  飲食店営業 スナック 第11310904号 R01.08.22 R07.08.31 山口正勝

ほっともっとおもろまち店 那覇市おもろまち4-10-23 098-861-8828  飲食店営業 弁当屋 第11310853号 R01.08.14 R07.08.31 株式会社ブレンズ 代表取締役 光武輝彦 沖縄県 浦添市宮城1-36-8 098-876-7468  

CASA 那覇市久茂地2-3-16 上原マンション201 098-864-5612  飲食店営業 バー 第11310821号 R01.08.07 R07.08.31 上原一夫

株式会社伊波フードサービス 那覇市鏡原町3-1 098-859-5757  飲食店営業 弁当屋 第11310852号 R01.08.14 R07.08.31 伊波優

さだこ天ぷら屋 那覇市松尾2-12-12 098-867-1358  菓子製造業 第11310993号 R01.08.30 R07.08.31 池間貞子

さだこ天ぷら屋 那覇市松尾2-12-12 098-867-1358  そうざい製造業 第11310994号 R01.08.30 R07.08.31 池間貞子

ちゅらちゅら 那覇市松尾1-4-10 ホテル国際プラザ 2F 098-963-9924  飲食店営業 居酒屋 第11310929号 R01.08.23 R07.08.31 株式会社UP 代表取締役 中田強太 福岡県 福岡市博多区博多駅東3-3-16 川清ビル204号室 092-451-7711  

つのぶえ 那覇市泊2-5-14 098-867-7116  飲食店営業 弁当屋 第11310851号 R01.08.14 R06.08.31 仲嶺佳子

一平すし 那覇市与儀200-3 098-854-8709  飲食店営業 寿司屋 第11310850号 R01.08.14 R07.08.31 諸見里慶子

牛屋 那覇市松山2-14-10 098-869-2324  飲食店営業 食堂 第11310949号 R01.08.27 R07.08.31 比嘉武

ファミリーマート真嘉比中央店 那覇市真嘉比1-28-5 098-835-5020  飲食店営業 そうざい 第11310825号 R01.08.07 R07.08.31 株式会社ジョイント 代表取締役 饒平名知範 沖縄県 那覇市三原3-16-6 コートヴィレッジ三原大石通り301 098-836-6164  

酒場 KUMECHO 那覇市久米1-4-20 098-951-3342  飲食店営業 居酒屋 第11310824号 R01.08.07 R07.08.31 宮里武

バイキング居酒屋 リオ 那覇市松山1-34-3 カクテルプラザ2F 098-868-6222  飲食店営業 居酒屋 第11310849号 R01.08.14 R07.08.31 有限会社ベイリーフ 代表取締役 奥間昇 沖縄県 那覇市松山1-34-3 098-868-6222  

双子屋 那覇市松山2-16-12 福島ビル4-A 飲食店営業 ﾅｲﾄｽﾅｯｸ 第11310895号 R01.08.21 R07.08.31 大嶺やよい

(有)髙良ミート 那覇市安里388-1 098-884-3994  魚介類販売業 第11310908号 R01.08.23 R07.08.31 有限会社髙良ミート 代表取締役 髙良武夫 沖縄県 那覇市安里388-1 098-884-3994  

(有)髙良ミート 那覇市安里388-1 098-884-3994  食肉販売業 第11310909号 R01.08.23 R07.08.31 有限会社髙良ミート 代表取締役 髙良武夫 沖縄県 那覇市安里388-1 098-884-3994  

(有)髙良ミート 那覇市安里388-1 098-884-3994  食肉販売業 第11310910号 R01.08.23 R07.08.31 有限会社髙良ミート 代表取締役 髙良武夫 沖縄県 那覇市安里388-1 098-884-3994  

スナック＆喫茶優 那覇市古島1-4-3 098-887-1756  飲食店営業 食堂 第11310872号 R01.08.19 R07.08.31 平敷光子

株式会社丸大 長田店 那覇市長田1-17-9 098-853-3464  飲食店営業 そうざい 第11310864号 R01.08.19 R07.08.31 株式会社丸大 代表取締役 大城義弘 沖縄県 島尻郡南風原町字宮平251 098-889-3465  

株式会社丸大 長田店 那覇市長田1-17-9 098-853-3464  魚介類販売業 第11310865号 R01.08.19 R07.08.31 株式会社丸大 代表取締役 大城義弘 沖縄県 島尻郡南風原町字宮平251 098-889-3465  

株式会社丸大 長田店 那覇市長田1-17-9 098-853-3464  乳類販売業 第11310866号 R01.08.19 R07.08.31 株式会社丸大 代表取締役 大城義弘 沖縄県 島尻郡南風原町字宮平251 098-889-3465  

株式会社丸大 長田店 那覇市長田1-17-9 098-853-3464  食肉販売業 第11310867号 R01.08.19 R07.08.31 株式会社丸大 代表取締役 大城義弘 沖縄県 島尻郡南風原町字宮平251 098-889-3465  

居酒屋ほのぼの 那覇市長田2-10-2 098-835-1802  飲食店営業 居酒屋 第11310847号 R01.08.14 R07.08.31 渡慶次茂光

瑞穂酒造株式会社 那覇市首里末吉町4-5-16 098-885-0121  清涼飲料水製造業 第11310882号 R01.08.20 R07.08.31 瑞穂酒造株式会社 代表取締役 玉那覇美佐子 沖縄県 那覇市首里末吉町4-5-16 098-885-0121  

瑞穂酒造株式会社 那覇市首里末吉町4-5-16 098-885-0121  酒類製造業 第11310881号 R01.08.20 R07.08.31 瑞穂酒造株式会社 代表取締役 玉那覇美佐子 沖縄県 那覇市首里末吉町4-5-16 098-885-0121  

Dosukoi Bar Fuji 那覇市大道172-18 102号 飲食店営業 バー 第11310837号 R01.08.09 R07.08.31 砂川富士美

麺屋なりよし 那覇市牧志2-3-22 高良ビル1F 098-988-8544  飲食店営業 食堂 第11310838号 R01.08.14 R07.08.31 株式会社グランキュイジーヌ 代表取締役 竹田敬介 東京都 中央区勝どき6-3-2 4216 03-5859-0087  

迎恩亭LOUNGE GEIONTEI 那覇市大道35 098-884-3191  飲食店営業 食堂 第11310880号 R01.08.20 R07.08.31 有限会社沖縄ホテル 代表取締役 宮里公宜 沖縄県 那覇市大道35 098-884-3191  

はんなり 那覇市壺川1-2-10 098-831-7644  飲食店営業 居酒屋 第11310985号 R01.08.30 R07.08.31 兼次学

居酒屋んっ 那覇市安里386 098-886-2059  飲食店営業 居酒屋 第11310978号 R01.08.29 R07.08.31 又吉力

赤とんがらし 那覇市東町20-19 東町ガーデンビル1F 098-995-8929  飲食店営業 居酒屋 第11310926号 R01.08.23 R07.08.31 上原信一

スコレー 那覇市久茂地2-17-1 リバティービル2F 098-869-0843  飲食店営業 ﾅｲﾄｽﾅｯｸ 第11310845号 R01.08.14 R07.08.31 多和田智子

Bar GENESIS 那覇市辻2-1-23 1階 098-995-9111  飲食店営業 ﾅｲﾄｽﾅｯｸ 第11310925号 R01.08.23 R07.08.31 大城誠順

あっちゃん 那覇市牧志3-10-5 3階 098-863-0873  飲食店営業 ﾅｲﾄｽﾅｯｸ 第11310844号 R01.08.14 R07.08.31 多和田秀雄

しのぶ 那覇市若狭3-44-14 やなぎビル2F 098-861-7168  飲食店営業 ﾅｲﾄｽﾅｯｸ 第11310879号 R01.08.20 R07.08.31 宮城光子

フード＆パッケージ りぼん 那覇市天久1-26-20 098-863-8053  乳類販売業 第11310862号 R01.08.16 R08.08.31 株式会社名城 代表取締役 名城孝 沖縄県 浦添市西洲2-6-1 098-870-1117  

ティールーム 絆 那覇市首里鳥堀町3-73-1 1F 098-886-6937  飲食店営業 食堂 第11310878号 R01.08.20 R07.08.31 知念敏子

やまちゃん 那覇市三原2-21-28 098-832-0920  飲食店営業 食堂 第11310979号 R01.08.29 R07.08.31 垣花シゲ

吉﨑食堂おもろまち店 那覇市おもろまち4-17-29 098-869-8246  飲食店営業 居酒屋 第11310948号 R01.08.27 R07.08.31 株式会社ナチュラルキッチン 代表取締役 吉﨑俊朗 沖縄県 那覇市おもろまち2-6-18 1402号 098-867-6578  

㈱上原ミート市場前店 那覇市松尾2-9-19 098-866-8506  飲食店営業 そうざい 第11310992号 R01.08.30 R07.08.31 株式会社上原ミート 代表取締役 上原宏昭 沖縄県 豊見城市字豊崎3-85 098-850-2915  

(有)マリンフーズ 那覇市小禄391 上原アパート1階 098-857-8922  そうざい製造業 第11310947号 R01.08.27 R07.08.31 有限会社マリンフーズ 代表取締役 大見謝恒洋 沖縄県 那覇市小禄391 098-857-8922  

本家亀そば イオン那覇店 那覇市金城5-10-2 イオン那覇店フードコート内 098-880-0065  飲食店営業 食堂 第11310977号 R01.08.29 R07.08.31 合同会社琉栄フーズ 代表社員 紀伊野和人 沖縄県 那覇市首里石嶺町4-191-17 098-887-4633  

沖縄県漁連鮮魚地方卸売市場 那覇市港町1-1-18 098-861-4709  魚介類せり売営業 第11310923号 R01.08.23 R07.08.31 沖縄県漁業協同組合連合会 代表理事 上原亀一 沖縄県 那覇市前島3-25-39 098-860-2600  

味の店ぼんぼん 那覇市松尾2-8-30 098-863-4696  飲食店営業 食堂 第11310901号 R01.08.22 R07.08.31 大城繁

垣花食堂 那覇市小禄1102 098-858-4594  飲食店営業 食堂 第11310876号 R01.08.20 R07.08.31 宮里トミ子

医療法人天仁会 天久台病院 那覇市内 098-868-2101  飲食店営業 簡易営業 第11310856号 R01.08.15 R06.08.31 医療法人天仁会 理事長 平良直樹 沖縄県 那覇市字天久1123 098-868-2101  

SOUL TO SOUL 那覇市久茂地3-3-1 ニューサンパルコビル2F 098-863-9939  飲食店営業 ﾅｲﾄｽﾅｯｸ 第11310875号 R01.08.20 R07.08.31 中本昌敏

父ちゃんの店 那覇市松山1-28-8 染井ビル1階 098-869-1357  飲食店営業 スナック 第11310889号 R01.08.21 R07.08.31 當真嗣也

喫茶わさび 那覇市若狭2-3-12 098-867-6064  飲食店営業 食堂 第11310921号 R01.08.23 R07.08.31 西山憲明

沖縄淡水魚販売 那覇市山下町24-9 098-857-5224  そうざい製造業 第11310888号 R01.08.21 R07.08.31 古堅隆
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美美 那覇市松山1-12-5 パステルTMビル2F 098-866-3031  飲食店営業 ﾅｲﾄｽﾅｯｸ 第11310894号 R01.08.21 R07.08.31 仲地秀夫

壺川　久兵衛 那覇市壺川2-9-7 098-831-9811  飲食店営業 居酒屋 第11310944号 R01.08.27 R07.08.31 金城吉孝

てんtoてん 那覇市識名4-5-2 098-853-1060  飲食店営業 食堂 第11310972号 R01.08.29 R07.08.31 真喜志三千子

Cozy 那覇市牧志2-16-9 サンキョウビル1F 098-866-6095  飲食店営業 食堂 第11310893号 R01.08.21 R07.08.31 新城高久

青柳 那覇市首里石嶺町4-15-34 098-884-6717  飲食店営業 食堂 第11310971号 R01.08.29 R07.08.31 福山順恵

仲座フーズ 那覇市与儀1-6-19 098-834-6809  飲食店営業 そうざい 第11310942号 R01.08.27 R07.08.31 仲座学

エリカ 那覇市前島3-11-13 飲食店営業 スナック 第11310970号 R01.08.29 R07.08.31 邱寧

鮮魚卸組合売店 那覇市港町1-1-18 098-868-1096  乳類販売業 第11310919号 R01.08.23 R08.08.31 沖縄鮮魚卸流通協同組合 代表理事 國吉斉 沖縄県 那覇市港町1-1 098-868-1096  

お食事処さふらん 那覇市天久838 098-869-3663  飲食店営業 食堂 第11310938号 R01.08.27 R06.08.31 多和田文子

ゆいんち 那覇市楚辺2-41-10 1F 098-836-6934  飲食店営業 食堂 第11310903号 R01.08.22 R07.08.31 仲松健男

夢一輪 那覇市安里388-10 098-884-6366  飲食店営業 スナック 第11310935号 R01.08.27 R07.08.31 大城惠子

ワイズ・カフェ 那覇市牧志1-13-5 098-863-5102  飲食店営業 食堂 第11310934号 R01.08.27 R07.08.31 中谷裕

Mori chu 那覇市久茂地2-19-16
美栄橋ステーションビル1F
1-C号室

098-863-1588  飲食店営業 バー 第11310969号 R01.08.29 R07.08.31 森田忠

那覇地区漁業協同組合 那覇市港町1-1-9 098-868-5472  魚介類せり売営業 第11310922号 R01.08.23 R07.08.31 那覇地区漁業協同組合 代表理事 山内得信 沖縄県 那覇市港町1-1-9 098-868-5472  

酒菜屋 楽 那覇市曙1-20-30 2F 098-869-9324  飲食店営業 居酒屋 第11310924号 R01.08.23 R07.08.31 副田桂一

GANCIA 那覇市久茂地3-16-12 1F 098-864-2488  飲食店営業 レストラン 第11310967号 R01.08.29 R07.08.31 野上巌

琉球料理ちぬまん泉崎店 那覇市泉崎2-4-2 098-836-2660  飲食店営業 食堂 第11310937号 R01.08.27 R07.08.31 有限会社ちぬまんフーズ 代表取締役 新垣信喜 沖縄県 糸満市糸満2275 098-996-2355  

合同会社ザヤスの店 那覇市宇栄原496 098-859-2508  飲食店営業 弁当屋 第11310966号 R01.08.29 R07.08.31 合同会社ザヤスの店 代表社員 座安直也 沖縄県 那覇市字宇栄原496

レストラン チャーリー多幸寿(チャーリーソース) 那覇市松尾1-3-4 2F 098-861-9995  飲食店営業 レストラン 第11310965号 R01.08.29 R07.08.31 勝田祥徳

Lounge COCO’N 那覇市松山1-8-7 ロイヤルプラザ2 6F 098-867-4433  飲食店営業 ﾅｲﾄｽﾅｯｸ 第11310962号 R01.08.29 R07.08.31 岩崎悦子

BEER PARA DINING 那覇市真嘉比2-2-18 1F 098-886-8989  飲食店営業 バー 第11310933号 R01.08.27 R07.08.31 田盛勉

ReBorn 那覇市安里388-125 大山ビル2A 飲食店営業 バー 第11310991号 R01.08.30 R06.08.31 島袋清美

モスバーガー那覇金城店 那覇市赤嶺1-1-4 098-857-9547  飲食店営業 食堂 第11310990号 R01.08.30 R07.08.31 有限会社スカイ 代表取締役 新垣茂 沖縄県 那覇市赤嶺1-1-4 098-857-9547  

あかね食堂 那覇市安里3-1-44 1F 098-868-0286  飲食店営業 食堂 第11310982号 R01.08.30 R07.08.31 安里初子

Cafe ウサ美 那覇市松尾2-24-6 赤嶺ふとんビル1-1号               喫茶店営業 第11310981号 R01.08.30 R07.08.31 伊佐奈美子

KARAOKEBAR　RIO'S 那覇市東町11-18 東町プラネットビル3F               飲食店営業 バー 第11310988号 R01.08.30 R07.08.31 比嘉優次

BAJO 那覇市松尾2-11-11 大城ビル102 飲食店営業 パーラー 第11310989号 R01.08.30 R07.08.31 伊藤直記

乱棒 那覇市松山1-14-15 宮川ビル102               飲食店営業 バー 第11310987号 R01.08.30 R07.08.31 本多弘和
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