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ゆうな 那覇市古島1-24-19 末吉ビル1F 098-885-1114  飲食店営業 ﾅｲﾄｽﾅｯｸ 第11311937号 R02.01.20 R08.01.31 山入端和子

ワイズぐるっぺ 那覇市前島1-9-5 ハイム前島101 098-866-1332  飲食店営業 居酒屋 第11311855号 R02.01.08 R08.01.31 ワイズプランナーズ株式会社 代表取締役 比嘉澄人 沖縄県 那覇市泊1-11-9 098-860-0330

ヴリエ 那覇市上間343-1 金城マンション201 098-834-2379  飲食店営業 弁当屋 第11311854号 R02.01.08 R08.01.31 平安正身

ヴリエ 那覇市上間343-1 金城マンション201 098-834-2379  菓子製造業 第11311853号 R02.01.08 R08.01.31 平安正身

コープあっぷるタウン 那覇市おもろまち3-3-1 098-941-8020  菓子製造業 第11311929号 R02.01.17 R08.01.31 生活協同組合コープおきなわ 代表理事 山本靖郎 沖縄県 浦添市西原1-2-1 098-879-7751  

抱瓶沖縄店 那覇市久茂地2-18-1 098-860-1046  飲食店営業 居酒屋 第11312106号 R02.01.31 R08.01.31 株式会社沖縄抱瓶 代表取締役 髙橋光太郎 沖縄県 那覇市久茂地2-18-1 098-860-1046  

市食フーズ 那覇市松尾2-11-5 2階 098-866-5141  みそ製造業 第11311851号 R02.01.08 R08.01.31 上江洲正宜

居酒屋美乃 那覇市泉崎2-105-17               飲食店営業 居酒屋 第11311894号 R02.01.15 R08.01.31 石川良子

水玉 那覇市安里2-4-12 マキシアルパビル2階               飲食店営業 バー 第11311953号 R02.01.21 R08.01.31 大江祐

玉元さしみ店 那覇市安謝188-2 1階 098-862-3798  魚介類販売業 第11311893号 R02.01.15 R08.01.31 玉元エイ子

酒房思水 那覇市前島3-21-13 久髙アパート101 098-868-0524  飲食店営業 食堂 第11312105号 R02.01.31 R08.01.31 久髙明美

城山グルメテント 那覇市内               飲食店営業 簡易営業 第11311850号 R02.01.08 R07.01.31 小林和秀

塩屋 平和通り店 那覇市牧志3-2-59 1階 098-860-6405  アイスクリーム類製造業 第11311983号 R02.01.23 R08.01.31 株式会社パラダイスプラン 代表取締役 西里長治 沖縄県 宮古島市平良字久貝870-1 0980-73-4140  

民謡スナック友小 那覇市久茂地2-16-3 KM久茂地ビル2階 098-863-2558  飲食店営業 ﾅｲﾄｽﾅｯｸ 第11311876号 R02.01.14 R08.01.31 玉城とみ子

ベーカリー ファリーヌ 那覇市久茂地3-11-17 1F 098-861-0282  そうざい製造業 第11311865号 R02.01.09 R08.01.31 大屋裕董

ベーカリー ファリーヌ 那覇市久茂地3-11-17 1F 098-861-0282  菓子製造業 第11311864号 R02.01.09 R08.01.31 大屋裕董

ベーカリー ファリーヌ 那覇市久茂地3-11-17 1F 098-861-0282  乳類販売業 第11311863号 R02.01.09 R08.01.31 大屋裕董

日本料理　髙ノは 那覇市前島2-11-15 ライオンズマンション前島第2-101               飲食店営業 割烹 第11312025号 R02.01.28 R08.01.31 髙橋篤

まんが喫茶 ジャンプ。 那覇市西2-13-17 098-863-3692  飲食店営業 レストラン 第11311849号 R02.01.08 R08.01.31 渡慶次清多

大翔 那覇市内 072-920-7348  飲食店営業 簡易営業 第11311848号 R02.01.08 R07.01.31 石原優

お食事の店 千日 那覇市久米1-7-14 098-868-5387  飲食店営業 食堂 第11311870号 R02.01.10 R08.01.31 金城茂人

那覇そば 那覇亭 那覇市金城2-18-7 098-857-9504  飲食店営業 食堂 第11311875号 R02.01.14 R08.01.31 仲村睦子

わかさ弁当 那覇市前島3-21-3 1F 098-861-3128  飲食店営業 弁当屋 第11311982号 R02.01.23 R08.01.31 儀間勝美

BAR FREAKS A GO-GO! 那覇市松尾2-6-11 松尾ビル2F 098-955-0059  飲食店営業 バー 第11311928号 R02.01.17 R08.01.31 宮里伸介

カフェ HOUSE 那覇市高良2-8-45               飲食店営業 カフェー 第11311874号 R02.01.14 R08.01.31 髙良幸子

やきとり川乃家 那覇市前島3-21-1 098-863-6069  飲食店営業 居酒屋 第11311962号 R02.01.22 R08.01.31 粂井金次

からから 那覇市小禄1-15-23 上原アパート1F 098-857-8300  飲食店営業 小料理 第11311905号 R02.01.16 R08.01.31 金城正秀

ファミリーマート小禄田原店 那覇市田原2-1-1 098-858-7111  乳類販売業 第11311892号 R02.01.15 R08.01.31 宮平靖

ファミリーマート小禄田原店 那覇市田原2-1-1 098-858-7111  飲食店営業 そうざい 第11311891号 R02.01.15 R08.01.31 宮平靖

スナック あんまー 那覇市首里石嶺町4-163-1 かねむつ荘B-1 098-887-6313  飲食店営業 スナック 第11312091号 R02.01.31 R08.01.31 照屋八重子

ジョイフル おもろまち店 那覇市おもろまち1-6-3 098-941-5700  飲食店営業 レストラン 第11311867号 R02.01.09 R08.01.31 株式会社サンエー 代表取締役 上地哲誠 沖縄県 宜野湾市大山7-2-10 098-898-2018  

あじゃず 那覇市曙2-9-18 098-868-7488  飲食店営業 食堂 第11311995号 R02.01.24 R08.01.31 上原重雄

炭火焼とり寛 那覇市泉崎1-13-10 泉荘1F 098-862-8761  飲食店営業 居酒屋 第11311952号 R02.01.21 R08.01.31 有限会社泉川フーズ 代表取締役 泉川寛光 沖縄県 糸満市字阿波根1406-159 098-992-6622  

クリスティーの家 那覇市首里石嶺町4-15-7 1F 098-885-2126  喫茶店営業 喫茶店営業 第11311890号 R02.01.15 R08.01.31 赤嶺貴子

有限会社はやし屋 那覇市鏡水150 那覇空港内 098-884-3668  飲食店営業 パーラー 第11311994号 R02.01.24 R08.01.31 有限会社はやし屋 代表取締役 金城勇志 沖縄県 那覇市首里石嶺町3-139-2 098-884-3668  

有限会社はやし屋 那覇市鏡水150 那覇空港内 098-884-3668  アイスクリーム類製造業 第11311993号 R02.01.24 R08.01.31 有限会社はやし屋 代表取締役 金城勇志 沖縄県 那覇市首里石嶺町3-139-2 098-884-3668  

焼き立てパンの店かめしま 那覇市前島2-10-10 1F 098-866-6754  菓子製造業 第11311889号 R02.01.15 R08.01.31 亀島賢太郎

焼き立てパンの店かめしま 那覇市前島2-10-10 1F 098-866-6754  飲食店営業 そうざい 第11311888号 R02.01.15 R08.01.31 亀島賢太郎

焼き立てパンの店かめしま 那覇市前島2-10-10 1F 098-866-6754  乳類販売業 第11311887号 R02.01.15 R08.01.31 亀島賢太郎

南西食品株式会社 那覇市内 0980-52-2066  喫茶店営業 簡易営業 第11311869号 R02.01.10 R07.01.31 南西食品株式会社 代表取締役 中本泰一郎 沖縄県 名護市宮里1-28-8 0980-52-2066  

郷土料理ここ 那覇市松尾2-1-27 098-866-5255  飲食店営業 食堂 第11311904号 R02.01.16 R08.01.31 與那原榮子

エームSJ4760 那覇市安里3-1-47 098-866-7806  飲食店営業 食堂 第11311926号 R02.01.17 R08.01.31 エームサービスジャパン株式会社 代表取締役 山村俊夫 東京都 港区赤坂2-23-1 098-857-4525  

ティールームメモリー 那覇市安謝619-3 真栄城ビル1F 098-862-1133  飲食店営業 食堂 第11311886号 R02.01.15 R08.01.31 冨山嘉津二

留美 那覇市若狭2-4-19 1F 098-861-8729  飲食店営業 スナック 第11311903号 R02.01.16 R08.01.31 渡真利留美子

割烹とどろき 那覇市久茂地3-11-12 1F 098-862-1060  飲食店営業 食堂 第11311981号 R02.01.23 R08.01.31 島袋佳謹

ケータリング 桜 那覇市天久796-4 飲食店営業 仕出し屋 第11311950号 R02.01.21 R08.01.31 伊佐眞光

芭蕉(食堂） 那覇市泉崎1-3-14 098-863-7897  飲食店営業 食堂 第11311949号 R02.01.21 R08.01.31 久場紀美子

広子クラブ 那覇市松山2-8-7 マルミツビル2F 098-861-5395  飲食店営業 バー 第11311925号 R02.01.17 R08.01.31 饒平名広子

珈琲専科に～ちぇ 那覇市字古波蔵1-8-9 1階 098-854-4568  飲食店営業 カフェー 第11311884号 R02.01.15 R08.01.31 髙嶺泰江

TopNote 那覇市久米2-8-10 パーム久米ビル B1F 098-869-9077  飲食店営業 レストラン 第11311980号 R02.01.23 R08.01.31 津波古静香

狩俣製麺所 那覇市牧志1-4-61 1F 098-867-1959  めん類製造業 第11311901号 R02.01.16 R08.01.31 狩俣義一

焼肉ひびき 那覇市字国場1193-1 098-833-2929  飲食店営業 食堂 第11312055号 R02.01.30 R08.01.31 上間直樹

割烹千尋 那覇市若狭1-15-15 1F 098-868-4362  飲食店営業 割烹 第11312004号 R02.01.27 R08.01.31 島袋繁子

営業所所在地 営業の種類 申請者住所
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タウンプラザかねひで壺川店 那覇市壺川3-1-5 098-836-5050  菓子製造業 第11311920号 R02.01.17 R08.01.31 金秀商事株式会社 代表取締役 知念三也 沖縄県 西原町字小那覇494-1 098-946-2830  

タウンプラザかねひで壺川店 那覇市壺川3-1-5 098-836-5050  魚介類販売業 第11311921号 R02.01.17 R08.01.31 金秀商事株式会社 代表取締役 知念三也 沖縄県 西原町字小那覇494-1 098-946-2830  

タウンプラザかねひで壺川店 那覇市壺川3-1-5 098-836-5050  乳類販売業 第11311922号 R02.01.17 R09.01.31 金秀商事株式会社 代表取締役 知念三也 沖縄県 西原町字小那覇494-1 098-946-2830  

タウンプラザかねひで壺川店 那覇市壺川3-1-5 098-836-5050  食肉販売業 第11311923号 R02.01.17 R08.01.31 金秀商事株式会社 代表取締役 知念三也 沖縄県 西原町字小那覇494-1 098-946-2830  

タウンプラザかねひで壺川店 那覇市壺川3-1-5 098-836-5050  そうざい製造業 第11311919号 R02.01.17 R08.01.31 金秀商事株式会社 代表取締役 知念三也 沖縄県 西原町字小那覇494-1 098-946-2830  

有料老人ホーム琉球 那覇市宇栄原3-19-12 098-894-3949  飲食店営業 食堂 第11311918号 R02.01.17 R08.01.31 有限会社トータルケア結 代表取締役 渡慶次葉末子 沖縄県 那覇市宇栄原1-8-1 098-894-3949  

バー 鼎（かなえ） 那覇市松山1-8-3 098-862-1069  飲食店営業 バー 第11312089号 R02.01.31 R08.01.31 平良一夫

築地本家北大地 那覇市銘苅310 098-867-3456  飲食店営業 居酒屋 第11311979号 R02.01.23 R08.01.31 仲本正樹

infinity無限 那覇市寄宮1-30-19 宮里ビル1F 098-832-7252  飲食店営業 バー 第11311961号 R02.01.22 R08.01.31 小宗美和子

花笠食堂 那覇市牧志3-2-48 098-866-6085  飲食店営業 食堂 第11311935号 R02.01.20 R08.01.31 有限会社花笠食堂 取締役 山城健 沖縄県 那覇市牧志3-2-48 098-866-6085  

AQUARIUS 那覇市牧志1-20-13 SO牧志ビル5F               飲食店営業 バー 第11311917号 R02.01.17 R08.01.31 具志幸貴

Bar＆Repas ERIO 那覇市牧志2-7-26 宮里ビル2F 098-861-7088  飲食店営業 バー 第11311948号 R02.01.21 R08.01.31 田中成

BAR DEAR Moon 那覇市松山2-15-15 長山ビル2-A 098-861-0180  飲食店営業 バー 第11311934号 R02.01.20 R08.01.31 新垣守

ネットボックス 壺川店 那覇市壺川3-1-19 3F 098-833-6603  飲食店営業 食堂 第11312003号 R02.01.27 R08.01.31 儀間尚子

彩膳 日だまり 那覇市久茂地3-13-11 伊芸ビル2F 098-860-8672  飲食店営業 居酒屋 第11311947号 R02.01.21 R08.01.31 株式会社オズマプロデュース 代表取締役 小林稔 東京都 世田谷区三軒茶屋2-51-34 カッサトレス1階 03-5433-3381  

ボラーチョス(Borrachos) 那覇市内 098-943-4488  飲食店営業 簡易営業 第11311883号 R02.01.15 R07.01.31 瀬戸口潮

JAおきなわ 食菜館「菜々色畑」 那覇市内               飲食店営業 簡易営業 第11311882号 R02.01.15 R07.01.31 沖縄県農業協同組合 代表理事 普天間朝重 沖縄県 那覇市壺川2-9-1 098-831-5555  

かめはまそば 那覇市松山2-14-1 玉キ米屋第5ビル1F 098-863-0939  そうざい製造業 第11312104号 R02.01.31 R08.01.31 有限会社創建ホーム 取締役 中重忠章 沖縄県 那覇市安里53 メゾンセンチュリー安里605 098-868-8191  

KOZYS BAKE HOUSE 那覇市大道172 1F 098-884-9334  飲食店営業 パーラー 第11311915号 R02.01.17 R08.01.31 大城幸次

KOZYS BAKE HOUSE 那覇市大道172 1F 098-884-9334  菓子製造業 第11311914号 R02.01.17 R08.01.31 大城幸次

酒月 那覇市松山1-15-7 マツヤマ115ビル102号 098-861-5117  飲食店営業 居酒屋 第11311945号 R02.01.21 R08.01.31 羽根田隆博

ローソン タイムスビル店 那覇市久茂地2-2-2 098-860-7262  食肉販売業 第11311978号 R02.01.23 R09.01.31 與那原繁富

ローソン タイムスビル店 那覇市久茂地2-2-2 098-860-7262  魚介類販売業 第11311977号 R02.01.23 R09.01.31 與那原繁富

ローソン タイムスビル店 那覇市久茂地2-2-2 098-860-7262  乳類販売業 第11311976号 R02.01.23 R09.01.31 與那原繁富

ウォーターステーション首里中央店 那覇市首里汀良町3-70 1F 098-884-4132  喫茶店営業 喫茶店営業 第11311912号 R02.01.17 R08.01.31 山城貴司

琉堂 泊店 那覇市泊2-15-8 1F 098-861-1947  菓子製造業 第11312002号 R02.01.27 R08.01.31 株式会社琉堂 代表取締役 野瀬三稔 沖縄県 那覇市泊2-15-8 泊マンション1F 098-861-1947  

カラオケスタジオ歌のさんぽ道 那覇市若狭1-10-2 地下1階 098-868-6845  飲食店営業 食堂 第11312087号 R02.01.31 R08.01.31 玉城徳丸

豆ポレポレ 那覇市内 098-927-3260  喫茶店営業 簡易営業 第11311896号 R02.01.16 R07.01.31 仲村良行

花商 那覇市牧志3-4-1 098-862-8816  菓子製造業 第11312022号 R02.01.28 R08.01.31 株式会社花商 代表取締役 花城梨花 沖縄県 那覇市牧志3-4-14-123号 098-862-8816  

居酒屋中洲 那覇市赤嶺1-3-4 1F 098-858-4516  飲食店営業 居酒屋 第11311992号 R02.01.24 R08.01.31 松本和子

琉球銀行 大道支店 那覇市字大道128-3 098-887-0171  飲食店営業 食堂 第11312001号 R02.01.27 R08.01.31 コスモフーズ株式会社 代表取締役 野々村充教 沖縄県 那覇市字銘苅322-5 真栄城ビル203 098-862-9241  

スナック カルチェ 那覇市古波蔵2-24-24 2F 098-831-6728  飲食店営業 スナック 第11311991号 R02.01.24 R08.01.31 新里和子

Mojo Bar Lounge 那覇市久茂地3-18-2 久茂地 大城ビル3階 098-988-4950  飲食店営業 レストラン 第11311990号 R02.01.24 R08.01.31 株式会社メインセイルトラスト 代表取締役 ハッターグラントアディソン 沖縄県 那覇市久茂地3-23-10 よなはビル6階 098-866-5031  

セレナード 那覇市東町20-18 比嘉ビル202 098-866-4209  飲食店営業 スナック 第11311960号 R02.01.22 R08.01.31 上原勝雄

タウンプラザかねひで小禄店 那覇市字小禄1285 098-858-1154  そうざい製造業 第11311944号 R02.01.21 R08.01.31 金秀商事株式会社 代表取締役 知念三也 沖縄県 西原町字小那覇494-1 098-946-2830  

タウンプラザかねひで小禄店 那覇市字小禄1285 098-858-1154  食肉販売業 第11311943号 R02.01.21 R08.01.31 金秀商事株式会社 代表取締役 知念三也 沖縄県 西原町字小那覇494-1 098-946-2830  

タウンプラザかねひで小禄店 那覇市字小禄1285 098-858-1154  魚介類販売業 第11311942号 R02.01.21 R08.01.31 金秀商事株式会社 代表取締役 知念三也 沖縄県 西原町字小那覇494-1 098-946-2830  

タウンプラザかねひで小禄店 那覇市字小禄1285 098-858-1154  乳類販売業 第11311941号 R02.01.21 R08.01.31 金秀商事株式会社 代表取締役 知念三也 沖縄県 西原町字小那覇494-1 098-946-2830  

タウンプラザかねひで小禄店 那覇市字小禄1285 098-858-1154  菓子製造業 第11311940号 R02.01.21 R08.01.31 金秀商事株式会社 代表取締役 知念三也 沖縄県 西原町字小那覇494-1 098-946-2830  

ビストロ ル・ボン・グー 那覇市安里379-15 098-963-9088  飲食店営業 レストラン 第11312036号 R02.01.29 R08.01.31 株式会社タブローズ 代表取締役 山口慎一 沖縄県 那覇市安里379-15 098-963-9088  

ファミリーマート那覇新都心メディアビル店 那覇市おもろまち1-3-31 098-941-3015  飲食店営業 そうざい 第11311975号 R02.01.23 R08.01.31 上原眞希

ファミリーマート那覇新都心メディアビル店 那覇市おもろまち1-3-31 098-941-3015  乳類販売業 第11311966号 R02.01.23 R08.01.31 上原眞希

ファミリーマート那覇新都心メディアビル店 那覇市おもろまち1-3-31 098-941-3015  食肉販売業 第11311967号 R02.01.23 R08.01.31 上原眞希

食堂伸ちゃん 那覇市壺屋2-1-6 098-854-0141  飲食店営業 食堂 第11311959号 R02.01.22 R08.01.31 山口キヨ

中真水産 那覇市港町1-1-18 No.19 098-861-6032  魚介類販売業 第11311974号 R02.01.23 R08.01.31 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  

真栄里精肉鮮魚店 那覇市古島2-4-27 1階 098-886-5506  食肉販売業 第11312035号 R02.01.29 R08.01.31 真栄里正裕

COLOSSEO 262 那覇市久茂地2-6-2 久茂地ガーデンビル1F-C 098-988-9865  飲食店営業 レストラン 第11312021号 R02.01.28 R08.01.31 浅井慎平

ガスト那覇新都心店 那覇市おもろまち4-2-13 098-951-0707  飲食店営業 レストラン 第11311973号 R02.01.23 R08.01.31 株式会社すかいらーくレストランツ 代表取締役 大川原利明 東京都 武蔵野市西久保1-25-8 0422-37-5218  

ヒヤミカチ弁当 那覇市長田2-8-18 島袋アパート102号室               飲食店営業 弁当屋 第11311972号 R02.01.23 R08.01.31 玉榮由紀子

炭火串焼 笑宴(えん) 那覇市首里石嶺町4-135-1 くしばるビル1F 098-885-6411  飲食店営業 居酒屋 第11312034号 R02.01.29 R08.01.31 久貝彦一朗

中真水産 那覇市松尾2-11-1 098-863-2056  魚介類販売業 第11311989号 R02.01.24 R08.01.31 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  

小料理 無限 那覇市高良1-4-48 タカキヨ荘106号 飲食店営業 小料理 第11312020号 R02.01.28 R08.01.31 川上久江

笑獅子堂 那覇市泉崎1-19-16 1F 098-860-8866  飲食店営業 居酒屋 第11312103号 R02.01.31 R08.01.31 福仲新
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R2.1.1～R1.1.31
継続営業許可施設

営業所名称 営業所電話 許可番号 許可年月日 有効期間 申請者名 代表者役職 代表者名 申請者電話

なかま商店 那覇市安里385-101               飲食店営業 居酒屋 第11312102号 R02.01.31 R08.01.31 長坂光芳

居酒屋かんから・カン 那覇市小禄421-23 098-857-0310  飲食店営業 居酒屋 第11311999号 R02.01.27 R08.01.31 上原武二

黄金茶屋 那覇市内               喫茶店営業 簡易営業 第11311954号 R02.01.22 R07.01.31 村田倫弥

栄町りうぼう 那覇市安里388-6 098-835-5165  乳類販売業 第11312006号 R02.01.28 R08.01.31 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1-9-49 098-867-2060  

栄町りうぼう 那覇市安里388-6 098-835-5165  食肉販売業 第11312018号 R02.01.28 R08.01.31 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1-9-49 098-867-2060  

栄町りうぼう 那覇市安里388-6 098-835-5165  魚介類販売業 第11312017号 R02.01.28 R08.01.31 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1-9-49 098-867-2060  

BAR SMAILE 那覇市牧志2-16-21 国吉アパート1F 098-866-3424  飲食店営業 バー 第11312053号 R02.01.30 R08.01.31 水谷彰男

那覇市立病院(那覇市立病院職員互助会めばえ保育所) 那覇市古島2-31-1 098-871-4322  飲食店営業 食堂 第11312052号 R02.01.30 R08.01.31 日清医療食品株式会社 代表取締役 菅井正一 東京都 千代田区丸の内2-7-3 098-864-2522  

とんかつの店 ながた 那覇市長田2-20-1 098-834-5339  飲食店営業 食堂 第11312033号 R02.01.29 R08.01.31 垣花盛功

韓国料理店 サランヘ 那覇市久茂地2-24-17 098-927-9169  飲食店営業 レストラン 第11312032号 R02.01.29 R08.01.31 朴進浩

花しんじゅ 那覇市宇栄原3-30-3 マイシティービル2F 098-859-1088  飲食店営業 スナック 第11312051号 R02.01.30 R08.01.31 赤嶺幹子

ファミリーマート識名三丁目店 那覇市識名3-12-18 098-854-4102  飲食店営業 そうざい 第11312050号 R02.01.30 R08.01.31 山本功

ファミリーマート識名三丁目店 那覇市識名3-12-18 098-854-4102  乳類販売業 第11312037号 R02.01.30 R08.01.31 山本功

クラブ 愛 那覇市松山1-14-8 古謝ビル1階 098-863-8886  飲食店営業 ﾅｲﾄｽﾅｯｸ 第11312086号 R02.01.31 R08.01.31 佐々木友美

秘密基地首里石嶺支部 那覇市首里石嶺町4-100-2 098-884-7754  飲食店営業 レストラン 第11312015号 R02.01.28 R08.01.31 有限会社レコ琉球 取締役 百田行宏 沖縄県 豊見城市字豊見城67 098-851-7948  

紫苑 那覇市安里386-8 宇良氏貸店舗1階               飲食店営業 ﾅｲﾄｽﾅｯｸ 第11312049号 R02.01.30 R08.01.31 宮城良枝

The SCARPETTERS 沖縄本島内一円 098-869-4111  飲食店営業 自動車営業 第11312014号 R02.01.28 R07.01.31 株式会社ARS LONGA 代表取締役 仲村大輔 沖縄県 那覇市前島1-1-1 098-869-4111  

スカイレーン 那覇市具志875 098-858-1005  飲食店営業 パーラー 第11312048号 R02.01.30 R08.01.31 那覇空港ゴルフ練習場株式会社 代表取締役 長嶺国盛 沖縄県 那覇市字具志890 098-857-0008  

食彩酒房まつもと 那覇市松山1-7-1 松山ガーデンビル1F 098-861-1890  飲食店営業 食堂 第11312085号 R02.01.31 R08.01.31 株式会社あぐーマジック 代表取締役 具志堅未来 沖縄県 那覇市首里山川町1-22-3 グランシャトレ首里702 098-861-1890  

亜実 那覇市安里388-102 大山アパート102 098-886-5056  飲食店営業 スナック 第11312012号 R02.01.28 R08.01.31 沖山初子

いったー家 那覇市字安里388 宜志富ビル1階 098-885-6484  飲食店営業 バー 第11312011号 R02.01.28 R08.01.31 仲筋美枝子

MaMa’s Cafe shishi 那覇市松島1-17-14 098-953-9394  飲食店営業 食堂 第11312010号 R02.01.28 R08.01.31 石間里美

(株)安室養鶏場 那覇市首里久場川町1-20 098-884-3060  菓子製造業 第11312047号 R02.01.30 R08.01.31 株式会社安室養鶏場 代表取締役 安室朝統 沖縄県 那覇市首里久場川町1-20 098-945-4126  

(株)安室養鶏場 那覇市首里久場川町1-20 098-884-3060  食肉販売業 第11312038号 R02.01.30 R08.01.31 株式会社安室養鶏場 代表取締役 安室朝統 沖縄県 那覇市首里久場川町1-20 098-945-4126  

かぁかぁの店 那覇市三原1-10-25 2F               飲食店営業 ﾅｲﾄｽﾅｯｸ 第11312081号 R02.01.31 R08.01.31 比嘉京子               

樹里 那覇市安里388-10 ラポールビル4F 098-885-3882  飲食店営業 ﾅｲﾄｽﾅｯｸ 第11312030号 R02.01.29 R08.01.31 下地康代               

らいぶら 那覇市字与儀320-5 098-955-3944  菓子製造業 第11312079号 R02.01.31 R08.01.31 平良恒四郎               

PIZZA & WINE BAR COBY 那覇市久茂地3-9-7 パーム久茂地ビル1階 098-943-3222  飲食店営業 レストラン 第11312078号 R02.01.31 R08.01.31 株式会社にぃにぃカンパニー 代表取締役 松田篤 沖縄県 うるま市勝連南風原108-1               

スナック くまんかい 那覇市牧志3-10-9               飲食店営業 スナック 第11312077号 R02.01.31 R08.01.31 野原昇

アガパンサス 那覇市安里388-108 098-886-3876  飲食店営業 スナック 第11312101号 R02.01.31 R08.01.31 金城栄子

竹すし 那覇市小禄233 098-858-7361  飲食店営業 寿司屋 第11312100号 R02.01.31 R08.01.31 照屋武雄

35COFFEE ドンキホーテ国際通り店 那覇市松尾2-8-19 2F 098-840-7885  飲食店営業 カフェー 第11312044号 R02.01.30 R08.01.31 ソーエイドー株式会社 代表取締役 大城宗貞 沖縄県 島尻郡八重瀬町字玻名城1123-1 ヤエセヒルズ103 098-840-7885  

えいと 那覇市久米2-8-12 098-861-7050  飲食店営業 居酒屋 第11312043号 R02.01.30 R08.01.31 國仲雄理               

琉堂 那覇市内               喫茶店営業 簡易営業 第11312028号 R02.01.29 R07.01.31 株式会社琉堂 代表取締役 野瀬三稔 沖縄県 那覇市泊2-15-8 泊マンション1F 098-861-1947  

琉堂 那覇市内               菓子製造業 簡易営業 第11312027号 R02.01.29 R07.01.31 株式会社琉堂 代表取締役 野瀬三稔 沖縄県 那覇市泊2-15-8 泊マンション1F 098-861-1947  

琉堂 那覇市内               アイスクリーム類製造業 簡易営業 第11312026号 R02.01.29 R07.01.31 株式会社琉堂 代表取締役 野瀬三稔 沖縄県 那覇市泊2-15-8 泊マンション1F 098-861-1947  

富久 那覇市若狭2-13-15 1F               飲食店営業 食堂 第11312098号 R02.01.31 R08.01.31 西田和子

お食事の店ことぶき 那覇市安謝183 098-862-6063  飲食店営業 食堂 第11312097号 R02.01.31 R08.01.31 古堅貞雄

歌一番 那覇市首里石嶺町4-135-1 くしばるビル1F 098-885-1815  飲食店営業 スナック 第11312096号 R02.01.31 R08.01.31 小禄裕一

鮮魚と炭焼　春夏秋冬　小禄本店 那覇市金城5-8-16 098-858-0766  飲食店営業 居酒屋 第11312095号 R02.01.31 R08.01.31 宮國幸弘

喫茶 雲雀屋 那覇市安里1-4-10 伊集ビル1F 飲食店営業 スナック 第11312099号 R02.01.31 R09.01.31 伊集和子

ファミリーマートREXA　RYUBO 那覇市松尾1-1-2 098-863-3705  アイスクリーム類製造業 第11312094号 R02.01.31 R08.01.31 株式会社沖縄ファミリーマート 代表取締役社長 野﨑真人 沖縄県 那覇市港町3-4-18 098-867-2420  

カフェレストラン　リリーローズ 那覇市首里汀良町2-22-1 ライオンズマンション守礼101号 098-886-1466  飲食店営業 レストラン 第11312093号 R02.01.31 R08.01.31 友利郁子

酒処 むらさき 那覇市安里388-102 大山アパート101 098-887-4878  飲食店営業 スナック 第11312107号 R02.01.31 R08.01.31 玉城茉莉香               
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