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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

串　Charcoal grill 那覇市長田2-4-15 マルヒロアパート102               飲食店営業 居酒屋 第11312092号 R02.01.31 R08.01.31 儀間英樹               

PataPata 那覇市牧志1-1-9               飲食店営業 カフェー 第11311985号 R02.01.23 R08.01.31 株式会社Smile Grit 代表取締役 津波古麗奈 沖縄県 那覇市古波蔵1-31-12 エンゼルハイム古蔵台102 098-894-8680  

3Ring 那覇市久茂地3-25-19 リバーサイドガーデンビル2A               飲食店営業 バー 第11311963号 R02.01.22 R08.01.31 玉城佳季               

BAR柊～hiiragi～ 那覇市松山1-35-6 1階               飲食店営業 バー 第11311996号 R02.01.24 R08.01.31 名嘉美奈               

flat 那覇市安里388-10 ラポールビル6-C               飲食店営業 バー 第11311868号 R02.01.09 R08.01.31 南風原茂男               

SUNNY&ME 那覇市首里山川町1-137 福建アパート205               菓子製造業 菓子製造業 第11311908号 R02.01.16 R08.01.31 小林香里               

SUNNY&ME 那覇市首里山川町1-137 福建アパート205               そうざい製造業 そうざい製造業 第11311907号 R02.01.16 R08.01.31 小林香里               

花ずみ 那覇市久米2-24-12 098-866-1732  飲食店営業 食堂 第11311984号 R02.01.23 R08.01.31 崎原志乃               

信濃路 那覇市首里大名町1-228-3 1F 098-886-6069  飲食店営業 食堂 第11311936号 R02.01.20 R08.01.31 比嘉清               

東急ステイ沖縄那覇 那覇市壺川3-2-1 098-833-1090  飲食店営業 レストラン 第11311930号 R02.01.17 R08.01.31 株式会社ノースグラフィック 代表取締役 山本壮一 北海道 札幌市中央区南三条西5-1-1 ノルベサ4F 011-281-1365  

たカ乃 那覇市首里汀良町2-31               飲食店営業 そば屋 第11311906号 R02.01.16 R08.01.31 宜保将治               

餃子屋　弐ノ弐　那覇店 那覇市牧志2-4-7 098-867-4322  飲食店営業 居酒屋 第11311866号 R02.01.09 R08.01.31 平良和也               

セブンイレブン那覇西2丁目店 那覇市西2-3-1 098-862-7227  飲食店営業 そうざい 第11311880号 R02.01.14 R08.01.31 島尻弘明               

セブンイレブン那覇西2丁目店 那覇市西2-3-1 098-862-7227  食肉販売業 食肉販売業 第11311879号 R02.01.14 R08.01.31 島尻弘明               

セブンイレブン那覇西2丁目店 那覇市西2-3-1 098-862-7227  魚介類販売業 魚介類販売業 第11311878号 R02.01.14 R08.01.31 島尻弘明               

セブンイレブン那覇西2丁目店 那覇市西2-3-1 098-862-7227  乳類販売業 乳類販売業 第11311877号 R02.01.14 R08.01.31 島尻弘明               

南インド料理　マリアラム 那覇市松尾2-19-39 グリーンハイツ那覇101号               飲食店営業 食堂 第11311895号 R02.01.15 R08.01.31 金子勝               

餃子の店　華　竜宮通り店 那覇市牧志3-13-1 シルバーマンション1F 098-917-0488  飲食店営業 食堂 第11311852号 R02.01.08 R08.01.31 有限会社ケイ・アシスト 代表取締役 華紀俊賢 沖縄県 那覇市牧志3-13-1 シルバーマンション202               

Sagitta 那覇市松山1-33-2 はましんビル　5階　5-D号室               飲食店営業 バー 第11311871号 R02.01.10 R08.01.31 木原大輔               

居酒屋　くんか 那覇市松山1-33-2 はましんビル1F 098-988-4735  飲食店営業 居酒屋 第11312024号 R02.01.28 R08.01.31 古謝知倫               

株式会社JTB沖縄 沖縄本島内一円 098-860-5440  飲食店営業 自動車営業 第11312005号 R02.01.27 R07.01.31 株式会社JTB沖縄 代表取締役 杉本健次 沖縄県 那覇市旭町112-1 098-860-5440  

やきとん居酒屋KIN-KAN　久茂地店 那覇市久茂地2-7-21 名嘉真ビル1F 098-963-9123  飲食店営業 居酒屋 第11311872号 R02.01.10 R08.01.31 株式会社スターシステム 代表取締役 神田透 沖縄県 那覇市久茂地2-4-21-605号 新商マンション

沖縄県漁協青壮年部連絡協議会 那覇市内 098-860-2600  飲食店営業 簡易営業 第11311847号 R02.01.08 R07.01.31 金城勝               

Fruits Cafe 湊 那覇市牧志3-12-8 フィットビル2階               飲食店営業 レストラン 第11312090号 R02.01.31 R08.01.31 有限会社サン・タナカ 代表取締役 田中和人 神奈川県 鎌倉市梶原2-22-1 0467-45-6743  

沖縄おにぎりキング 那覇市内               飲食店営業 簡易営業 第11311862号 R02.01.09 R07.01.31 永山勝大               

crush 那覇市久茂地3-5-7 久茂地第一マンション102号室 098-988-1915  飲食店営業 バー 第11311873号 R02.01.14 R08.01.31 伊覇勇作               

粋な和食や　うさく（魚咲） 那覇市牧志1-1-39 ステップビル2F-B               飲食店営業 居酒屋 第11312058号 R02.01.30 R08.01.31 瑞慶覧長太               

島人酒場　もうあしびー 那覇市久茂地2-12-24 1F 098-863-4384  飲食店営業 居酒屋 第11311927号 R02.01.17 R08.01.31 株式会社シンパドー 代表取締役 新川唯和 沖縄県 那覇市久米2-10-1 シャトレブランツェ405 098-863-4384  

和食居酒屋クーパーズ 那覇市壺屋1-33-1 国吉アパート1階 098-943-0098  飲食店営業 居酒屋 第11311885号 R02.01.15 R08.01.31 嘉手苅尚               

もーあしび 那覇市上間545 098-831-7068  飲食店営業 スナック 第11311951号 R02.01.21 R08.01.31 西浜陽子               

ダイニングバーLine 那覇市松尾1-3-1 エスプリーコートビル5F 098-917-0717  飲食店営業 居酒屋 第11311902号 R02.01.16 R08.01.31 株式会社人成 代表取締役 与那覇晃淳 沖縄県 那覇市松尾1-3-1 エスプリコートビル5F               

Kitchen Ryugu 那覇市内               飲食店営業 簡易営業 第11311881号 R02.01.14 R07.01.31 大曾根隆土               

ボンネットホテル 那覇市安里2-4-7 （3階） 098-917-5511  飲食店営業 食堂 第11312057号 R02.01.30 R08.01.31 FIRST STREET DESIGN株式会社 代表取締役 小池邦彦 沖縄県 那覇市牧志1-3-67 3F 098-869-1050  

布あそびCafeてくてく 那覇市首里石嶺町2-92 プラザ石嶺Ⅱ101               飲食店営業 カフェー 第11312056号 R02.01.30 R08.01.31 玉城由紀               

タウンプラザかねひで壺川店 那覇市壺川3-1-5 098-836-5050  飲食店営業 寿司屋 第11311924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  

ちゃんぷるー酒場ゴーヤー 那覇市松尾1-3-7               飲食店営業 居酒屋 第11311900号 R02.01.16 R08.01.31 屋良朝彦               

とりビアー那覇店 那覇市久米2-5-10 098-943-7874  飲食店営業 居酒屋 第11311899号 R02.01.16 R08.01.31 株式会社とりビアー 代表取締役 桑畑直樹 宮崎県 都城市豊満町980-1 0986-47-4456  

ブルーシールパーラー 那覇市おもろまち3-3-1 2F 098-941-8077  喫茶店営業 自販機 第11311946号 R02.01.21 R09.01.31 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 中頭郡中城村字屋宜286 098-895-6045  

Wizard 那覇市おもろまち4-8-7 グランブルービル402・403号室               飲食店営業 カフェー 第11311898号 R02.01.16 R08.01.31 仲宗根朝之               

karaoke bar M's box 那覇市宇栄原3-28-1 カリータウン3-A               飲食店営業 バー 第11312023号 R02.01.28 R08.01.31 知念真喜子               

Bar kitty 那覇市おもろまち4-8-7 グランブルービル201号 098-869-8004  飲食店営業 バー 第11311916号 R02.01.17 R08.01.31 松原綱輝               

Home Nagi 那覇市三原1-14-3 比嘉アパート101               飲食店営業 バー 第11311913号 R02.01.17 R08.01.31 照屋江実子               

Gwave Cafe 那覇市内 098-942-8416  喫茶店営業 簡易営業 第11311897号 R02.01.16 R07.01.31 琉球インタラクティブ株式会社 代表取締役 臼井隆秀 沖縄県 宜野湾市大山3-11-32 098-988-1572  

魚はる 那覇市古島2-1-6 098-943-7989  飲食店営業 居酒屋 第11312088号 R02.01.31 R08.01.31 山口理価枝

さぬきまんなかうまいもん市 那覇市泉崎1-10-3 株式会社琉球新報　１階特設会場 098-865-5200  飲食店営業 そうざい 第11311933号 R02.01.20 R08.01.31 古賀亮次

さぬきまんなかうまいもん市 那覇市内 098-865-5200  飲食店営業 簡易営業 第11311932号 R02.01.20 R07.01.31 古賀亮次

春 那覇市辻1-8-21 102               そうざい製造業 そうざい製造業 第11311909号 R02.01.17 R07.11.30 木村友美

春 那覇市辻1-8-21 102               菓子製造業 菓子製造業 第11311911号 R02.01.17 R08.01.31 木村友美

旅するBAR　Gypsy 沖縄本島内一円               飲食店営業 自動車営業 第11311931号 R02.01.20 R07.01.31 河野孝志

Bambino 那覇市内 098-866-1180  飲食店営業 簡易営業 第11311910号 R02.01.17 R07.01.31 藤克朗

THE CORNER～Coffee＆Beans～ 那覇市松山1-14-13 HOTEL TAIRA 1F 098-943-1213  飲食店営業 カフェー 第11311939号 R02.01.21 R08.01.31 The　Top　Field株式会社 代表取締役 上原将門 沖縄県 那覇市真嘉比1-1-10               

Tokyo 流儀 那覇市松山2-1-14 仲間ビル4階 098-861-7273  飲食店営業 カフェー 第11311938号 R02.01.21 R08.01.31 仲村崇志               

深夜肉　まる中 那覇市松山1-28-9               飲食店営業 食堂 第11311958号 R02.01.22 R08.01.31 中村正憲               

Aya 那覇市東町5-14 ポストビル2階               飲食店営業 バー 第11312054号 R02.01.30 R08.01.31 上原彩香               

M'sニューポート 那覇市曙2-1-1 098-863-8673  喫茶店営業 自販機 第11312000号 R02.01.27 R09.01.31 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 中頭郡中城村字屋宜286 098-895-6045  

お食事処　魚っほ 那覇市松尾2-9-7 カーサ仲田101号 098-943-1117  飲食店営業 食堂 第11311971号 R02.01.23 R08.01.31 渡慶次政子

ナトゥーラいへや 那覇市内               飲食店営業 簡易営業 第11311970号 R02.01.23 R07.01.31 仲田文子

花茶館 那覇市牧志3-2-42 098-914-1102  飲食店営業 食堂 第11311969号 R02.01.23 R08.01.31 島尻桃希

フルーツとサンドの店　lacuncina 那覇市内 098-851-7422  飲食店営業 簡易営業 第11311957号 R02.01.22 R07.01.31 株式会社COYU 代表取締役 津田雄祐 沖縄県 那覇市港町2-14-24 098-851-7422  

ラッキータコス 那覇市牧志3-1-11 プレストビル2F 098-943-4901  飲食店営業 食堂 第11311968号 R02.01.23 R08.01.31 朴木一悦               

二代目　みなみ 那覇市寄宮3-19-5 ヘルスビル101 098-987-4373  飲食店営業 バー 第11312019号 R02.01.28 R08.01.31 山城勝也               

黄金茶屋 那覇市内               飲食店営業 簡易営業 第11311956号 R02.01.22 R07.01.31 村田倫弥               

黄金茶屋 那覇市内               菓子製造業 簡易営業 第11311955号 R02.01.22 R07.01.31 村田倫弥               

蔵土（クランド） 那覇市旭町112-15 098-862-6846  飲食店営業 居酒屋 第11311988号 R02.01.24 R08.01.31 株式会社いしだ文栄堂 代表取締役 小橋川篤夫 沖縄県 那覇市繁多川1-6-16 098-836-2514  

ファミリーマート石嶺小学校前店 那覇市首里石嶺町4-90-1 098-871-4077  ｱｲｽｸﾘｰﾑ類製造業 ｱｲｽｸﾘｰﾑ類製造業 第11311998号 R02.01.27 R08.01.31 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  

味ノ坊 那覇市内 飲食店営業 簡易営業 第11311987号 R02.01.24 R07.01.31 株式会社サクセスジャパン 代表取締役 吉見政晃 沖縄県 名護市東江1-9-13 0980-53-7557  

旬鮮魚　炭火焼き　縁 那覇市久米2-4-7 KYコーポ2F 098-975-5575  飲食店営業 居酒屋 第11312016号 R02.01.28 R08.01.31 浦崎政司               
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酒処　優子 那覇市国場214 105号室               飲食店営業 スナック 第11312013号 R02.01.28 R08.01.31 渡真利優子               

BEACH　SIDE 那覇市松山1-4-8 4F-A　フラワードリームビル               飲食店営業 バー 第11312084号 R02.01.31 R08.01.31 比嘉佑里南               

株式会社ニューロンシステム 那覇市内               飲食店営業 簡易営業 第11311997号 R02.01.27 R07.01.31 株式会社ニューロンシステム 代表取締役 宮良信介 沖縄県 那覇市辻2-6-1 098-868-9986  

club REINE 那覇市松山2-16-14 クラウドⅠビル3階 098-863-4669  飲食店営業 カフェー 第11312009号 R02.01.28 R08.01.31 上地泰樹               

ソラノイロ　国際通りのれん街店 那覇市牧志2-2-30　B1F 国際通りのれん街               飲食店営業 レストラン 第11312067号 R02.01.30 R08.01.31 株式会社みたのクリエイト 代表取締役 田野治樹 沖縄県 中頭郡中城村字南上原816 南マンション105号 098-895-6002  

琉球トンコツ島豚ヌードル 那覇市牧志2-2-30　B1F 国際通りのれん街               飲食店営業 レストラン 第11312066号 R02.01.30 R08.01.31 株式会社みたのクリエイト 代表取締役 田野治樹 沖縄県 中頭郡中城村字南上原816 南マンション105号 098-895-6002  

琉球トロ肉そば 那覇市牧志2-2-30　B1F 国際通りのれん街               飲食店営業 レストラン 第11312065号 R02.01.30 R08.01.31 株式会社みたのクリエイト 代表取締役 田野治樹 沖縄県 中頭郡中城村字南上原816 南マンション105号 098-895-6002  

炙り味噌らーめん麺匠真武咲弥沖縄店 那覇市牧志2-2-30　B1F               飲食店営業 レストラン 第11312083号 R02.01.31 R08.01.31 サムライヌードル株式会社 代表取締役 奥村宗浩 東京都 渋谷区道玄坂2-10-3 03-6416-3778  

大衆馬肉酒場　馬王 那覇市牧志2-2-30　Ｂ1Ｆ 国際通りのれん街               飲食店営業 居酒屋 第11312008号 R02.01.28 R08.01.31 株式会社Ｎ・Ｉ 代表取締役 河村則夫 大阪府 池田市石橋1-11-17 072-762-0338  

クラフトビール　しまねこ 那覇市牧志2-2-30 リウボウ商事本社ビル               飲食店営業 バー 第11312064号 R02.01.30 R08.01.31 ビア・キャッツ株式会社 代表取締役 スティーブンズ・トッド・マイケル 東京都 文京区大塚6-10-14 602号 03-5904-8949  

らーめん山頭火　国際通りのれん街店 那覇市牧志2-2-30 リウボウ商事本社ビルB1F　D-E区画 098-943-1793  飲食店営業 レストラン 第11312063号 R02.01.30 R08.01.31 カメイ株式会社 代表取締役 亀井文行 宮城県 仙台市青葉区国分町3-1-18 098-860-3871  

〇上水産　国際どおり店 那覇市牧志2-2-30　B1F 国際通りのれん街               飲食店営業 居酒屋 第11312062号 R02.01.30 R08.01.31 株式会社南の島のスパイス 代表取締役 下遠野亘 沖縄県 那覇市松尾2-15-33 コートヴィレッジ松尾103 098-963-9135  

焼鳥酒場　本田商店　琉球横丁店 那覇市牧志2-2-30 リウボウ商事本社ビルB1F　国際通りのれん街               飲食店営業 居酒屋 第11312061号 R02.01.30 R08.01.31 株式会社rings 代表取締役 髙山亮 千葉県 習志野市津田沼4-10-33 清水ビル3階 047-409-9500  

でんすけ商店　国際通りのれん街 那覇市牧志2-2-30　B1F 098-988-0107  飲食店営業 居酒屋 第11312060号 R02.01.30 R08.01.31 株式会社田中商店 代表取締役 田中大輔 沖縄県 那覇市泉崎1-16-1               

BAR217 那覇市牧志2-2-30　B1F 国際通りのれん街               飲食店営業 バー 第11312007号 R02.01.28 R08.01.31 株式会社N・I 代表取締役 河村則夫 大阪府 池田市石橋1-11-17 072-762-0338  

焼肉オリオン国際通り店 那覇市牧志2-2-30 リウボウ商事本社ビルＢ1階　国際通りのれん街 098-917-0312  飲食店営業 食堂 第11312059号 R02.01.30 R08.01.31 渡口洋平               

カラオケ酒場　訳あり 那覇市牧志2-2-30 B1F               飲食店営業 バー 第11312082号 R02.01.31 R08.01.31 株式会社輪っしょい 代表取締役 南風見一樹 沖縄県 那覇市久茂地3-29-41 久茂地マンション203 098-963-9662  

麺屋　白虎 那覇市首里石嶺町1-132-8 098-887-3380  飲食店営業 そば屋 第11312031号 R02.01.29 R08.01.31 砂川久幸               

Bar Lime Light 那覇市若狭2-3-19 3-C               飲食店営業 バー 第11312080号 R02.01.31 R08.01.31 具志光               

かよキッチン 那覇市銘苅335-1               飲食店営業 弁当屋 第11312046号 R02.01.30 R08.01.31 桃原知之               

コクワエナジー新都心給油所 那覇市安謝2-6-17 098-864-0907  喫茶店営業 自販機 第11312045号 R02.01.30 R09.01.31 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 中頭郡中城村字屋宜286 098-895-6045  

㈱ひまわり総合食品 那覇市内 098-874-8395  飲食店営業 簡易営業 第11312029号 R02.01.29 R07.01.31 株式会社ひまわり総合食品 代表取締役 高良憲夫 沖縄県 浦添市内間5-14-1 098-874-8395  

カラオケリゾート2001 那覇市久茂地3-12-4 ラフテビル2F 098-867-2001  飲食店営業 居酒屋 第11312042号 R02.01.30 R08.01.31 HUBフードネットワークス株式会社 代表取締役 名嘉元俊明 沖縄県 那覇市字天久803               

かいざん久茂地店 那覇市久茂地3-12-4 ラフテビル4F 098-867-8778  飲食店営業 居酒屋 第11312041号 R02.01.30 R08.01.31 HUBフードネットワークス株式会社 代表取締役 名嘉元俊明 沖縄県 那覇市字天久803               

琉創居食屋　海牛 那覇市久茂地3-12-4 ラフテビル5F 098-867-1170  飲食店営業 居酒屋 第11312040号 R02.01.30 R08.01.31 HUBフードネットワークス株式会社 代表取締役 名嘉元俊明 沖縄県 那覇市字天久803               

南方倶楽部　HUB 那覇市久茂地3-11-7 新星産業ビル3F 098-867-6116  飲食店営業 居酒屋 第11312039号 R02.01.30 R08.01.31 HUBフードネットワークス株式会社 代表取締役 名嘉元俊明 沖縄県 那覇市字天久803               

オキナワンクラブ　HUB 那覇市牧志2-3-20 アーバンコアビルB1F 098-867-5301  飲食店営業 居酒屋 第11312076号 R02.01.31 R08.01.31 HUBフードネットワークス株式会社 代表取締役 名嘉元俊明 沖縄県 那覇市字天久803               

かいざん　古島店 那覇市古島2-26-9 西和末吉ビル1F 098-885-0555  飲食店営業 居酒屋 第11312075号 R02.01.31 R08.01.31 HUBフードネットワークス株式会社 代表取締役 名嘉元俊明 沖縄県 那覇市字天久803               

大衆食堂　下町小 那覇市壺屋1-1-1               飲食店営業 食堂 第11312074号 R02.01.31 R08.01.31 株式会社　健食 代表取締役 島袋弘三 沖縄県 うるま市石川1-51-22               

専門学校ITカレッジ沖縄学園祭「．MATURI　」ドットマツリ 那覇市内 098-833-6714  飲食店営業 簡易営業 第11312073号 R02.01.31 R07.01.31 学校法人フジ学園 理事長 鉢嶺清浩 沖縄県 那覇市樋川1-1-77 098-833-6714  

Second 那覇市松山2-1-15 RJ松山ビル5階　505               飲食店営業 カフェー 第11312072号 R02.01.31 R08.01.31 株式会社プリンスホールディング 代表取締役 森田克己 神奈川県 横浜市西区北幸2-5-3 045-290-6161  

ベビーギャング 那覇市松山2-1-15 RJ松山ビル5階　501               飲食店営業 カフェー 第11312071号 R02.01.31 R08.01.31 株式会社プリンスホールディング 代表取締役 森田克己 神奈川県 横浜市西区北幸2-5-3 045-290-6161  

ポロバシカレーハウスとスパイスセンター 那覇市久米2-14-8 座安ビル101号 098-914-3614  飲食店営業 レストラン 第11312070号 R02.01.31 R08.01.31 株式会社PROBASHI・International 代表取締役 ホセイン・モハマド・エマダット 東京都 豊島区西池袋1-5-4               

TEPPAN BAR AO TO BLUE 那覇市首里真和志町1-58               飲食店営業 居酒屋 第11312069号 R02.01.31 R08.01.31 山城秀倫               

カラクサマンマ 那覇市牧志1-8-3 FAN緑ヶ丘ビル1F 098-914-3573  飲食店営業 居酒屋 第11312068号 R02.01.31 R08.01.31 宮城有作               
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