
R1.8.1～R1.8.31
新規営業許可施設

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

ピザパルコ小禄店 那覇市小禄2-2-12 ユーミーたから101 098-852-0488  飲食店営業 そうざい 第11291885号 R01.08.21 R07.08.31 吉田信夫

Bakery Nowa 那覇市天久2-19-17 1階 098-860-7305  飲食店営業 そうざい 第11302051号 R01.08.01 R07.08.31 上原渉

Bakery Nowa 那覇市天久2-19-17 1階 098-860-7305  菓子製造業 第11302052号 R01.08.01 R07.08.31 上原渉

牛皇 那覇市久茂地2-13-14 ヨーロピアンビル5・6F 098-861-7747  飲食店営業 レストラン 第11310986号 R01.08.30 R07.08.31 山田瑚子

BAR　LUX 那覇市松山1-19-7 東和リースビル2-Ｂ 098-861-0211  飲食店営業 バー 第11310804号 R01.08.02 R07.08.31 金城ジェームスジョナタン

BAR　RUBY 那覇市松山1-13-8 タップスビル5F               飲食店営業 バー 第11310953号 R01.08.27 R07.08.31 赤嶺幸愛

GUTS 那覇市久茂地1-8-1 マキシ久茂地ビル102               飲食店営業 レストラン 第11310799号 R01.08.01 R07.08.31 株式会社SARCUS 代表取締役 木下久義 山口県 下関市豊前田町1-1-12 直商ビル5F 083-223-0555  

沖縄銀行崇元寺支店食堂 那覇市泊1-7-1 098-866-5145  飲食店営業 食堂 第11310854号 R01.08.14 R07.08.31 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  

NoCo2 那覇市安里388-13 栄町ロータリービル202 飲食店営業 バー 第11310826号 R01.08.07 R07.08.31 宮城拓也

本格炭火　やきとり屋吉兵衛 那覇市前島2-13-16 098-998-4781  飲食店営業 居酒屋 第11310817号 R01.08.06 R07.08.31 国仲弘文

dining ken 沖縄本島内一円 飲食店営業 自動車営業 第11310898号 R01.08.21 R06.08.31 狩俣健次

dining ken 沖縄本島内一円               喫茶店営業 自動車営業 第11310897号 R01.08.21 R06.08.31 狩俣健次

オハコルテ　ベーカリー 那覇市泉崎1-4-10 098-869-4217  食肉販売業 第11310816号 R01.08.06 R08.08.31 チューイチョークリビング株式会社 代表取締役 豊田里絵子 沖縄県 那覇市泉崎1-4-10 098-869-4217  

ファミリーマートプラスりうぼう泉崎 那覇市泉崎2-23-2 098-833-9062  飲食店営業 そうざい 第11310798号 R01.08.01 R07.08.31 株式会社リウボウストア 代表取締役 糸数剛一 沖縄県 那覇市松尾1-9-49 098-862-5032  

ファミリーマートプラスりうぼう泉崎 那覇市泉崎2-23-2 098-833-9062  乳類販売業 第11310797号 R01.08.01 R07.08.31 株式会社リウボウストア 代表取締役 糸数剛一 沖縄県 那覇市松尾1-9-49 098-862-5032  

ファミリーマートプラスりうぼう泉崎 那覇市泉崎2-23-2 098-833-9062  食肉販売業 第11310796号 R01.08.01 R07.08.31 株式会社リウボウストア 代表取締役 糸数剛一 沖縄県 那覇市松尾1-9-49 098-862-5032  

ファミリーマートプラスりうぼう泉崎 那覇市泉崎2-23-2 098-833-9062  魚介類販売業 第11310795号 R01.08.01 R07.08.31 株式会社リウボウストア 代表取締役 糸数剛一 沖縄県 那覇市松尾1-9-49 098-862-5032  

ファミリーマートプラスりうぼう泉崎 那覇市泉崎2-23-2 098-833-9062  
アイスクリーム類
製造業

第11310794号 R01.08.01 R07.08.31 株式会社リウボウストア 代表取締役 糸数剛一 沖縄県 那覇市松尾1-9-49 098-862-5032  

小料理BAR　甘美 那覇市若狭3-26-9 飲食店営業 バー 第11310952号 R01.08.27 R07.08.31 髙江洲文音

ふくろう 那覇市東町7-23 1F 098-862-8286  飲食店営業 スナック 第11310803号 R01.08.02 R07.08.31 宮里良子

結 那覇市泉崎1-12-4 マラカイト泉崎ビル3-A 飲食店営業 小料理 第11310792号 R01.08.01 R07.08.31 比嘉小百合

t.craft 那覇市若狭1-18-9 飲食店営業 パーラー 第11310863号 R01.08.16 R07.08.31 照屋通義

琉球ステーキ　究 那覇市牧志3-6-40 098-860-2935  飲食店営業 レストラン 第11310835号 R01.08.09 R07.08.31 株式会社FACE 代表取締役 藏下究 沖縄県 那覇市牧志3-6-40               

COCONE 那覇市国場35-1 マックスビル302               飲食店営業 バー 第11310813号 R01.08.06 R07.08.31 吉田七海

CLUB LIT 那覇市松山1-14-17 池原ビル2Ｆ 098-869-0669  飲食店営業 ﾅｲﾄｽﾅｯｸ 第11310886号 R01.08.20 R07.08.31 合同会社LIT 代表社員 平野嵩典 沖縄県 那覇市松山1-14-17 池原ビル2Ｆ               

魔女梨華 那覇市国場35-1 MAXビル205               飲食店営業 ﾅｲﾄｽﾅｯｸ 第11310791号 R01.08.01 R07.08.31 新垣絹代

はらみや 那覇市牧志3-1-38 098-943-7729  飲食店営業 居酒屋 第11310833号 R01.08.09 R07.08.31 株式会社德尚 代表取締役 髙良徳尚 沖縄県 那覇市松尾2-10-1 第一牧志公設市場内 098-869-5448  

串焼　當り屋 那覇市東町7-24 玉城アパート103号 飲食店営業 居酒屋 第11310790号 R01.08.01 R07.08.31 當山啓一郎

愛 那覇市大道172               飲食店営業 スナック 第11310802号 R01.08.02 R07.08.31 島袋聖子

鬼茶房 那覇市松尾1-16-6 上原共同住宅1Ｆ 098-943-0747  飲食店営業 食堂 第11310811号 R01.08.06 R07.08.31 オニクル株式会社 代表取締役 鬼頭著 沖縄県 那覇市赤嶺2-11-15 303 098-996-5395  

焼肉キッチンスタジアム黒5 那覇市久茂地2-18-20 098-917-0069  飲食店営業 レストラン 第11310810号 R01.08.06 R07.08.31 株式会社黒５ 代表取締役 曺成道 東京都 豊島区池袋2-46-3 シーマ100ビル1Ｆ 03-5396-6829  

ファミリーマート西消防署通り店 那覇市東町27-9 098-862-6112  
アイスクリーム類
製造業

第11310808号 R01.08.06 R07.08.31 有限会社夢元気 代表取締役 德村剛 沖縄県 那覇市東町27-9 098-862-6112  

カラオケ缶詰バー缶太郎 那覇市大道172-20 サンタマリアビル301               飲食店営業 バー 第11310793号 R01.08.01 R07.08.31 島袋貴子

GIRLS&BUNNY 那覇市松山2-9-7 クリスタルビル2-Ａ               飲食店営業 バー 第11310789号 R01.08.01 R07.08.31 永堀浩史

焼肉ROINS 那覇市久茂地2-6-16 リバーサイドテラス久茂地1F 098-943-9129  飲食店営業 レストラン 第11310788号 R01.08.01 R07.08.31 株式会社アイティープラス 代表取締役 井上武夫 東京都 国分寺市本町1-5-12 042-300-3330  

地魚仕立て屋　おりた鮮魚店 那覇市与儀366-3 城徳アパートＢ　105号室               飲食店営業 そうざい 第11310906号 R01.08.22 R07.08.31 糸数信

地魚仕立て屋　おりた鮮魚店 那覇市与儀366-3 城徳アパートＢ　105号室               魚介類販売業 第11310905号 R01.08.22 R07.08.31 糸数信

bar young rush 那覇市若狭2-4-16 福栄館ビル5-Ｂ               飲食店営業 バー 第11310801号 R01.08.02 R07.08.31 仲村渠雄大

プリプリ 那覇市松山2-1-14 仲間ビル5階 098-867-3667  飲食店営業 カフェー 第11310832号 R01.08.09 R07.08.31 平良裕一

大衆食堂・酒場　花笠Ⅱ 那覇市牧志1-3-14               飲食店営業 食堂 第11310896号 R01.08.21 R07.08.31 石川フミ子

Q 那覇市宇栄原3-28-1 カリータウン1-B               飲食店営業 カフェー 第11310980号 R01.08.29 R07.08.31 山城健斗

オーガニックカフェ　レイナニ 那覇市内               飲食店営業 簡易営業 第11310800号 R01.08.02 R06.08.31 上原進吾

那覇ゴールデン 那覇市松尾2-11-16               飲食店営業 居酒屋 第11310807号 R01.08.06 R07.08.31 株式会社Kaya Okinawa 代表取締役 宮脇脩 沖縄県 那覇市松尾2-5-3 ANNRIビル3F               

アグーしゃぶしゃぶ　みるく 那覇市若狭1-14-10 098-866-1566  飲食店営業 食堂 第11310884号 R01.08.20 R07.08.31 HMJ株式会社 代表取締役 平田樹里 沖縄県 那覇市前島3-19-3 098-866-1566  

Dream　Food 那覇市東町11-12 清洲ビル203号室 飲食店営業 レストラン 第11310806号 R01.08.06 R07.08.31 Dream　Food合同会社 代表社員 ロキ・イムティアズ・アメド 沖縄県 那覇市東町11-12 清洲ビル203号室               

matto 沖縄本島内一円               喫茶店営業 自動車営業 第11310805号 R01.08.06 R06.08.31 當間正人

味　らく田 那覇市首里鳥堀町1-46 飲食店営業 食堂 第11310830号 R01.08.09 R07.08.31 島田順平

あした 那覇市久茂地3-9-12 1階               飲食店営業 居酒屋 第11310820号 R01.08.07 R07.08.31 島袋達典

モツ焼き四番屋 那覇市安里380-4 アイアイⅡ101 飲食店営業 居酒屋 第11310819号 R01.08.07 R07.08.31 株式会社GOLD 代表取締役 浦宏幸 埼玉県 川口市戸塚東1-4-5 048-420-8178  

Tee Room タッチ 那覇市上間245-1 南風ビル１階-101号 098-855-8887  飲食店営業 スナック 第11310829号 R01.08.09 R07.08.31 島袋健弥

みずきこども園 那覇市松川2-3-10 098-894-6228  そうざい製造業 第11310818号 R01.08.14 R07.08.31 社会福祉法人わかめ福祉会 理事長 饒平名勝彦 沖縄県 那覇市首里石嶺町3-199-2 098-894-6228  

タマニ 那覇市前島3-4-12 ライオンズマンション前島101号 飲食店営業 食堂 第11310928号 R01.08.23 R07.08.31 前泊聖

レストバー　キャンサー 那覇市東町12-2 グレープハウス4階　4-D号室 飲食店営業 バー 第11310828号 R01.08.09 R07.08.31 髙橋直樹

オリエ 那覇市安里386-8 飲食店営業 スナック 第11310848号 R01.08.14 R07.08.31 比嘉おりえ

琉球料理　美榮 那覇市久茂地1-8-8 098-867-1356  飲食店営業 食堂 第11310927号 R01.08.23 R07.08.31 株式会社琉球食文化研究所 代表取締役 花城良廣 沖縄県 那覇市久茂地1-8-8 098-867-1356  

CHEE 那覇市久米1-1-21 オレンジビル6-Ｄ               飲食店営業 バー 第11310883号 R01.08.20 R07.08.31 通事千秋

Le Cafe Du Chateau
（ル・カフェ・ド・シャトー）

沖縄本島内一円 喫茶店営業 自動車営業 第11310827号 R01.08.09 R06.08.31 今井淳

波の上ビーチ　シェイブアイス 沖縄本島内一円               喫茶店営業 自動車営業 第11310846号 R01.08.14 R06.08.31 田中真史

モンマルトル 那覇市真嘉比1-1-3 エリタージュK　1階 098-885-2012  飲食店営業 レストラン 第11310859号 R01.08.15 R07.08.31 植村慎太朗

グランドキャビンホテル那覇小禄 那覇市宇栄原1-27-1 098-857-2212  飲食店営業 食堂 第11310902号 R01.08.22 R07.08.31 沖縄GRGホテルズ株式会社 代表取締役 高田幸治 沖縄県 那覇市松山2-16-10 098-868-6155  

Nubia 那覇市牧志3-2-41 桜坂下フォレストガーデン1F               飲食店営業 レストラン 第11310858号 R01.08.15 R07.08.31 石田隆司

㈱KAINAN DELI 那覇市楚辺1-2-69 浦崎ビル1階               飲食店営業 弁当屋 第11310892号 R01.08.21 R07.08.31 株式会社KAINAN DELI 代表取締役 兼元愛子 沖縄県 那覇市樋川1-22-29               

波の上ビーチ　シェイブアイス（POW） 沖縄本島内一円               喫茶店営業 自動車営業 第11310871号 R01.08.19 R06.08.31 田中真史
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コザ麦酒工房　那覇久茂地店 那覇市久茂地3-23-6               飲食店営業 居酒屋 第11310857号 R01.08.15 R07.08.31 大濱安彦

Player's 那覇市松山1-8-19 シティー松山4F-B号室 飲食店営業 バー 第11310891号 R01.08.21 R07.08.31 比嘉良二

大衆・炭火焼肉はじべえ。 那覇市与儀1-8-5 098-996-5129  飲食店営業 食堂 第11310861号 R01.08.16 R07.08.31 金城源

QUATRO 那覇市字安里388-10 ラ・ポールビル5-Ｂ 飲食店営業 バー 第11310877号 R01.08.20 R07.08.31 澤田翔輝

三高水産　第2加工場 那覇市港町1-1-18 そうざい製造業 第11310860号 R01.08.16 R07.08.31 三高水産株式会社 代表取締役 馬詰剛 沖縄県 糸満市西崎町4-17-10 098-995-3588  

HOTEL Mr.KINJO
Eminenceinn MAKISHI2

那覇市牧志3-22-38 2号 098-917-0214  飲食店営業 食堂 第11310870号 R01.08.19 R07.08.31 株式会社MR 代表取締役 仲本直哉 沖縄県 那覇市辻1-9-1 098-917-6236  

skewers side dish 那覇市内               飲食店営業 簡易営業 第11310855号 R01.08.15 R06.08.31 名幸健悟

01肉神様 那覇市長田1-20-15               飲食店営業 居酒屋 第11310946号 R01.08.27 R07.08.31 松島朝史

ニコさら202 那覇市宇栄原3-11-17 赤嶺マンション202号室               菓子製造業 第11310945号 R01.08.27 R07.08.31 赤嶺早知子

ひよっこ食堂 那覇市字国場668-3               飲食店営業 食堂 第11310976号 R01.08.29 R07.08.31 國吉実

ぐるまーう 那覇市牧志3-1-1 飲食店営業 カフェー 第11310890号 R01.08.21 R07.08.31 合同会社ぐるまーう 代表社員 加納牧子 沖縄県 那覇市牧志3-1-1

居酒屋圓（えん） 那覇市牧志1-12-6 金城ビル1F 098-860-9977  飲食店営業 居酒屋 第11310874号 R01.08.20 R07.08.31 株式会社尼崎中央 代表取締役 森澤純司 兵庫県 尼崎市竹谷町1-22 06-6430-1900  

与那国薬草園（株） 那覇市内 飲食店営業 簡易営業 第11310869号 R01.08.19 R06.08.31 杉本繁文

与那国島食堂 那覇市内 0980-87-3577  飲食店営業 簡易営業 第11310868号 R01.08.19 R06.08.31 与那国町長　外間守吉 沖縄県 八重山郡与那国町字与那国129 0980-87-3577  

奏門 那覇市泉崎1-14-7 阮氏ビル202               飲食店営業 バー 第11310887号 R01.08.21 R07.08.31 具志堅栄治

ファミリーマートおもろまち四丁目店 那覇市おもろまち4-12-13 098-869-1610  魚介類販売業 第11310900号 R01.08.22 R08.08.31 有限会社ＳＯ・ＲＡ 代表取締役 長嶺直哲 沖縄県 那覇市松島1-3-16 098-871-5800  

オリーブ 那覇市若狭2-4-17 アーバンパレス102               飲食店営業 食堂 第11310920号 R01.08.23 R07.08.31 伊良部一茂

つぼや　じんじん 那覇市壺屋1-15-32 飲食店営業 食堂 第11310975号 R01.08.29 R07.08.31 国場匠繕

南国BAR HOA -ホア- 那覇市松山1-8-8 オーキッド松山ビル8階               飲食店営業 バー 第11310899号 R01.08.22 R07.08.31 高田美幸

グリーンハウス国場 那覇市字国場326               飲食店営業 食堂 第11310974号 R01.08.29 R07.08.31 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

New Cinema Parlor 那覇市松尾2-12-35               飲食店営業 レストラン 第11310973号 R01.08.29 R07.08.31 株式会社GRAB 代表取締役 土山直純 沖縄県 那覇市辻2-9-25 098-868-4770  

沖縄CLIPマルシェ 那覇市内               喫茶店営業 簡易営業 第11310943号 R01.08.27 R06.08.31
沖縄セルラーアグリ＆
マルシェ株式会社

代表取締役 國吉博樹 沖縄県 那覇市松山1-2-1 0120-907-101  

仲座フーズ 那覇市与儀1-6-19 098-834-6809  食肉販売業 第11310941号 R01.08.27 R07.08.31 仲座学

仲座フーズ 那覇市与儀1-6-19 098-834-6809  魚介類販売業 第11310940号 R01.08.27 R07.08.31 仲座学

仲座フーズ 那覇市与儀1-6-19 098-834-6809  乳類販売業 第11310932号 R01.08.27 R07.08.31 仲座学

バルコラボ　TAKKYUバル 那覇市鏡原町1-63 亀甲ビル1Ｆ               飲食店営業 食堂 第11310939号 R01.08.27 R07.08.31
琉球アスティーダ
スポーツクラブ株式会社

代表取締役 早川周作 沖縄県 那覇市鏡原町1-63 亀甲ビル1Ｆ               

すし　むらかみ 那覇市牧志2-13-20 第1ワコーマンション102 098-943-1717  飲食店営業 寿司屋 第11310936号 R01.08.27 R07.08.31 村上清一

南の島のキューブラスク 那覇市内               喫茶店営業 簡易営業 第11310911号 R01.08.23 R06.08.31 株式会社I.Pro.Fix 代表取締役 伊東竜一 沖縄県 那覇市久茂地2-3-11 レナトス久茂地ビル3F 098-860-4830  

中真水産 那覇市港町1-1-18               飲食店営業 寿司屋 第11310968号 R01.08.29 R07.08.31 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  

8LUCK 那覇市小禄656-6 又吉ビル1階               飲食店営業 スナック 第11310984号 R01.08.30 R07.08.31 新里和貴

CABIN&HOTEL　ReTIME 那覇市東町14-10 098-861-1810  飲食店営業 レストラン 第11310964号 R01.08.29 R07.08.31 株式会社ピーネクスト 代表取締役 木村光一朗 沖縄県 那覇市おもろまち4-3-28 098-867-3636  

Pink．デジ 那覇市安里388-10 ラポールビル2-Ｂ               飲食店営業 居酒屋 第11310963号 R01.08.29 R07.08.31 松崎弘絵

はいさい 那覇市安里379 1F 098-884-1619  飲食店営業 パーラー 第11310961号 R01.08.29 R07.08.31 上原寿雄

ビッグボーナス 那覇市西1-21-11 AZビル4階A号室               飲食店営業 バー 第11310960号 R01.08.29 R07.08.31 仲村尚之

じゃがいも 那覇市前島3-12-10 棚原ビル102号               飲食店営業 スナック 第11310959号 R01.08.29 R07.08.31 久貝良子

ひろみ 那覇市大道172 098-885-7890  飲食店営業 カフェー 第11310958号 R01.08.29 R07.08.31 金城末子

めんそーれ 那覇市壺屋1-2-12 仲原ビル1階2番目               飲食店営業 スナック 第11310983号 R01.08.30 R07.08.31 浜川初枝

首里汀良町自治会 那覇市内 098-885-7814  飲食店営業 簡易営業 第11310957号 R01.08.29 R06.08.31 親泊康行

首里汀良町自治会 那覇市内 098-885-7814  喫茶店営業 簡易営業 第11310956号 R01.08.29 R06.08.31 親泊康行

中華そば　夜鳴き屋 那覇市内 飲食店営業 簡易営業 第11310955号 R01.08.29 R06.08.31 比嘉裕哉

株式会社トランク 那覇市内               飲食店営業 簡易営業 第11310954号 R01.08.29 R06.08.31 株式会社トランク 代表取締役 野間謙策 沖縄県 那覇市字宇栄原1-15-1 1F 098-857-4680  
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