
R2.2.1～R2.2.29
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
モスバーガー那覇壺屋店 那覇市壺屋2-24-14 098-835-9891  飲食店営業 食堂 第11312237号 R02.02.18 R08.02.28 株式会社多翔 代表取締役 平良健栄 沖縄県 那覇市字国場404-1 098-836-2614  
スナック守礼 那覇市牧志3-6-27 平山ビル2F 098-866-5418  飲食店営業 おでん 第11312117号 R02.02.04 R08.02.28 金城和男
西口商店 那覇市安里385               飲食店営業 居酒屋 第11312172号 R02.02.13 R08.03.31 最上勇人
琉球大洋株式会社 那覇市港町3-4-1 098-862-2720  魚介類販売業 魚介類販売業 第11312190号 R02.02.13 R08.02.28 琉球大洋株式会社 代表取締役 滝上豊 沖縄県 那覇市港町3-4-1 098-862-2720  
琉球大洋株式会社 那覇市港町3-4-1 098-862-2720  食品の冷凍又は冷蔵業 食品の冷凍又は冷蔵業 第11312189号 R02.02.13 R08.02.28 琉球大洋株式会社 代表取締役 滝上豊 沖縄県 那覇市港町3-4-1 098-862-2720  
(株)第一パン 石嶺工場 那覇市首里石嶺町3-4-1 2F 098-887-2018  そうざい製造業 そうざい製造業 第11312139号 R02.02.06 R08.02.28 株式会社第一パン 代表取締役 新垣清太 沖縄県 那覇市首里石嶺町4-236 098-886-2018  
ラウンジ小町 那覇市小禄1287-1 ウインズビル3F-C 098-858-7841  飲食店営業 スナック 第11312114号 R02.02.04 R08.03.31 金城洋子
喫茶店 門 那覇市牧志3-1-8 098-863-2387  飲食店営業 食堂 第11312220号 R02.02.17 R08.02.28 喜納敏子
茶蘭花 那覇市牧志3-11-14 098-863-3602  飲食店営業 ﾅｲﾄｽﾅｯｸ 第11312112号 R02.02.03 R08.02.28 石川美恵子
マルヨシ食品 那覇市小禄1-28-5 1F 098-857-7047  食肉販売業 食肉販売業 第11312133号 R02.02.05 R08.02.28 伊良部良重
マルヨシ食品 那覇市小禄1-28-5 1F 098-857-7047  魚介類販売業 魚介類販売業 第11312132号 R02.02.05 R08.02.28 伊良部良重
魚秀 那覇市松尾2-10-29 098-869-6763  魚介類販売業 魚介類販売業 第11312254号 R02.02.20 R08.02.28 樋口秀喜
こてまり 那覇市久茂地3-6-11 メゾン久茂地1階 098-861-7346  飲食店営業 食堂 第11312313号 R02.02.28 R08.02.28 渡久地恵美子
美情 那覇市久米1-4-24 098-866-6214  飲食店営業 ﾅｲﾄｽﾅｯｸ 第11312327号 R02.02.28 R08.02.28 天久喜美子
ナイトスポット マリア 那覇市松山1-14-8 古謝ビル3F 098-861-9919  飲食店営業 ﾅｲﾄｽﾅｯｸ 第11312111号 R02.02.03 R08.02.28 津嘉山銀子
仕出し ロジエ 那覇市若狭2-8-13 098-868-7387  飲食店営業 仕出し屋 第11312116号 R02.02.04 R08.02.28 小沢雅幸
T’sKitchen とぅんだ～ 那覇市泉崎1-13-25 マンクビル1-A 098-866-0201  飲食店営業 バー 第11312155号 R02.02.07 R08.02.28 大城壮司
カフェ サイファー 那覇市識名1106-3 サンライズマンション識名201 098-853-2222  飲食店営業 食堂 第11312236号 R02.02.18 R08.02.28 浦崎亜希子
スナック あさ 那覇市牧志1-3-32 2F 098-861-4012  飲食店営業 スナック 第11312235号 R02.02.18 R08.02.28 金城朝子
新北投 那覇市前島3-13-1 098-869-3114  飲食店営業 小料理 第11312165号 R02.02.10 R08.02.28 黄燕鳳
青柳 那覇市久茂地2-10-24 1F 098-869-6211  飲食店営業 食堂 第11312153号 R02.02.07 R08.02.28 仲本久恵
めんそーれ 那覇市松山2-12-7 ISビル3階-B 098-863-9990  飲食店営業 ﾅｲﾄｽﾅｯｸ 第11312152号 R02.02.07 R08.02.28 新垣愛子
味の店しろま 那覇市西2-24-20 098-868-3433  飲食店営業 食堂 第11312279号 R02.02.26 R08.02.28 城間信子
スナックゆうすげ 那覇市牧志3-10-9 098-868-3506  飲食店営業 スナック 第11312136号 R02.02.06 R08.02.28 安里文子
いづみ洋菓子店 那覇市繁多川2-1-57 098-855-0345  菓子製造業 菓子製造業 第11312186号 R02.02.13 R08.02.28 平良玄昭
ローソン那覇牧志公園前 那覇市牧志3-13-23 098-867-4355  乳類販売業 乳類販売業 第11312160号 R02.02.10 R08.02.28 有限会社和興 代表取締役 島袋勇 沖縄県 西原町字津花波121 098-946-6772  
ローソン那覇牧志公園前 那覇市牧志3-13-23 098-867-4355  食肉販売業 食肉販売業 第11312161号 R02.02.10 R08.02.28 有限会社和興 代表取締役 島袋勇 沖縄県 西原町字津花波121 098-946-6772  
ローソン那覇牧志公園前 那覇市牧志3-13-23 098-867-4355  飲食店営業 そうざい 第11312164号 R02.02.10 R08.02.28 有限会社和興 代表取締役 島袋勇 沖縄県 西原町字津花波121 098-946-6772  
ローソン那覇牧志公園前 那覇市牧志3-13-23 098-867-4355  魚介類販売業 魚介類販売業 第11312162号 R02.02.10 R08.02.28 有限会社和興 代表取締役 島袋勇 沖縄県 西原町字津花波121 098-946-6772  
幸の味 那覇市小禄1-12-30 098-858-1658  飲食店営業 そうざい 第11312185号 R02.02.13 R08.02.28 鹿川幸子
幸の味 那覇市小禄1-12-30 098-858-1653  菓子製造業 菓子製造業 第11312184号 R02.02.13 R08.02.28 鹿川幸子
お食事処 徳門 那覇市寄宮2-5-48 善朝ビル1階 098-834-4640  飲食店営業 食堂 第11312167号 R02.02.12 R08.02.28 金城重夫
アロハ 那覇市牧志3-8-32 098-866-6834  飲食店営業 カフェー 第11312203号 R02.02.14 R08.02.28 上間千恵子
O’s House 那覇市久米2-8-2 098-863-3120  飲食店営業 食堂 第11312278号 R02.02.26 R08.02.28 小渡直子
おれんじ 那覇市長田2-20-1 玉城荘1階 098-855-3611  飲食店営業 食堂 第11312211号 R02.02.17 R08.03.31 玉城直規
おれんじ 那覇市長田2-20-1 玉城荘1階 098-855-3611  菓子製造業 菓子製造業 第11312210号 R02.02.17 R08.03.31 玉城直規
美食房 夕月 那覇市内 098-862-7466  飲食店営業 簡易営業 第11312147号 R02.02.07 R07.02.28 小渡利之
崎山食堂 那覇市首里崎山町1-37-4 1F 098-885-6537  飲食店営業 食堂 第11312183号 R02.02.13 R08.02.28 當眞千代子
高良精肉店 那覇市松尾1-11-2 1F 098-863-8086  食肉販売業 食肉販売業 第11312182号 R02.02.13 R08.02.28 高良成年
パーラー赤とんぼ 那覇市松尾2-21-16 098-866-9535  飲食店営業 パーラー 第11312234号 R02.02.18 R08.02.28 中村和美
シモンベーカリー 那覇市泊1-17-11 1F 098-862-8698  飲食店営業 弁当屋 第11312180号 R02.02.13 R08.02.28 肥後一夫
シモンベーカリー 那覇市泊1-17-11 1F 098-862-8698  菓子製造業 菓子製造業 第11312181号 R02.02.13 R08.02.28 肥後一夫
居酒屋よいよい亭 那覇市久米1-15-7 098-863-6105  飲食店営業 居酒屋 第11312266号 R02.02.25 R08.02.28 大城利彦
錦屋 那覇市牧志2-13-20 第一ワコーマンション103号 098-863-4933  そうざい製造業 そうざい製造業 第11312249号 R02.02.19 R08.02.28 四元隆
宝隆軒 那覇市港町2-8-43 098-862-2100  飲食店営業 食堂 第11312179号 R02.02.13 R08.02.28 安里仁志
仲里眼科 那覇市田原1-9-1 098-857-0140  飲食店営業 食堂 第11312252号 R02.02.20 R08.02.28 仲村章
スワン 那覇市牧志3-5-1 2F 098-862-6805  飲食店営業 食堂 第11312178号 R02.02.13 R08.02.28 譜久島節子
株式会社 エイコーワールド 那覇市若狭1-13-17 1F 098-866-6673  食肉販売業 食肉販売業 第11312248号 R02.02.19 R09.02.28 株式会社エイコーワールド 代表取締役 島徹 沖縄県 那覇市若狭1-13-17 098-866-6673  
ほおずき 那覇市若狭2-4-22 池村ビル103               飲食店営業 カフェー 第11312177号 R02.02.13 R08.02.28 大宮政子
gemini 那覇市寄宮156 よりみや館201               飲食店営業 バー 第11312233号 R02.02.18 R08.02.28 石原征子
モスバーガー首里石嶺店 那覇市首里石嶺町4-242-4 098-887-7755  飲食店営業 食堂 第11312295号 R02.02.27 R08.02.28 有限会社ドリーマーフーズ 代表取締役 宮城邦晴 沖縄県 石垣市字新川2424-4 0980-83-6163  
モスバーガー那覇国場店 那覇市国場977-1 098-854-8666  飲食店営業 食堂 第11312176号 R02.02.13 R08.02.28 有限会社まるとく商事 代表取締役 宜保光 沖縄県 那覇市国場977-1 098-833-1162  
枝 那覇市東町12-2 グレープハウス1F 098-868-8777  飲食店営業 居酒屋 第11312175号 R02.02.13 R08.02.28 天達範枝
タウンプラザかねひで与儀店 那覇市与儀2-7-15 098-853-7774  そうざい製造業 そうざい製造業 第11312200号 R02.02.14 R08.02.28 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与儀店 那覇市与儀2-7-15 098-853-7774  食肉販売業 食肉販売業 第11312199号 R02.02.14 R08.02.28 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与儀店 那覇市与儀2-7-15 098-853-7774  魚介類販売業 魚介類販売業 第11312198号 R02.02.14 R08.02.28 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与儀店 那覇市与儀2-7-15 098-853-7774  乳類販売業 乳類販売業 第11312197号 R02.02.14 R09.02.28 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与儀店 那覇市与儀2-7-15 098-853-7774  菓子製造業 菓子製造業 第11312196号 R02.02.14 R08.02.28 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  

Fugetsu 那覇市鏡水286-1
那覇空港国際線
新旅客ターミナルビル

098-840-1228  飲食店営業 スナック 第11312194号 R02.02.14 R08.02.28 風月フーズ株式会社 代表取締役 福山恭子 福岡県 福岡市南区野間1-11-8 092-551-0031  

沖縄県農業協同組合
真和志支店女性部研修室

那覇市寄宮3-10-1 2F 098-831-5252  みそ製造業 みそ製造業 第11312311号 R02.02.28 R08.02.28 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  

沖縄県農業協同組合
真和志支店女性部研修室

那覇市寄宮3-10-1 2F 098-831-5252  菓子製造業 菓子製造業 第11312310号 R02.02.28 R08.02.28 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  

沖縄県農業協同組合
真和志支店女性部研修室

那覇市寄宮3-10-1 2F 098-831-5252  そうざい製造業 そうざい製造業 第11312309号 R02.02.28 R08.02.28 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  

沖縄県農業協同組合
真和志支店女性部研修室

那覇市寄宮3-10-1 2F 098-831-5252  ソース類製造業 ソース類製造業 第11312308号 R02.02.28 R08.02.28 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  

スナック努理夢 那覇市宇栄原1-28-1 原産業ビル205 098-857-2639  飲食店営業 スナック 第11312247号 R02.02.19 R08.02.28 新川ルミ子
シュシュ那覇店 那覇市久茂地2-13-16 098-868-5669  飲食店営業 弁当屋 第11312294号 R02.02.27 R08.02.28 田中勇輝
(株)仲村米穀商事食品工場 那覇市曙1-13-8 098-867-4351  納豆製造業 納豆製造業 第11312268号 R02.02.26 R08.03.31 株式会社仲村米穀商事 代表取締役 仲村久 沖縄県 那覇市曙1-14-26 098-861-3573  
春風堂 那覇市壺屋1-1-9 1F 098-863-2817  菓子製造業 菓子製造業 第11312192号 R02.02.14 R08.02.28 重信直達
Ree リー 那覇市若狭1-3-17 フランスビル4-B               飲食店営業 ﾅｲﾄｽﾅｯｸ 第11312212号 R02.02.17 R08.03.31 玉城眞理子
はやと鮮魚店 那覇市安里388 098-886-8165  魚介類販売業 魚介類販売業 第11312293号 R02.02.27 R08.02.28 金城はやと
あんぱんまん 那覇市若狭1-12-13 098-868-6803  飲食店営業 食堂 第11312232号 R02.02.18 R08.03.31 奥平京子
焼き立てパンの店 かめしま田原店 那覇市田原4-1-6 メゾン金城101 098-859-3877  飲食店営業 弁当屋 第11312245号 R02.02.19 R08.02.28 肥後利幸
焼き立てパンの店 かめしま田原店 那覇市田原4-1-6 メゾン金城101 098-859-3877  菓子製造業 菓子製造業 第11312244号 R02.02.19 R08.02.28 肥後利幸
パーラー1丁目 那覇市小禄1-23-5 098-857-8712  飲食店営業 パーラー 第11312218号 R02.02.17 R08.02.28 上原正一
SHOT-BAR FOXHOLE 那覇市久茂地2-20-12 上原ビル103 098-963-8630  飲食店営業 食堂 第11312238号 R02.02.19 R08.03.31 安田智宏
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R2.2.1～R2.2.29
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 申請者電話営業所所在地 営業の種類 申請者住所
株式会社JALUXエアポート
ブルースカイ22番ゲートスナック店

那覇市鏡水150 那覇空港ターミナルビル内 098-858-0261  飲食店営業 スナック 第11312275号 R02.02.26 R08.02.28 株式会社JALUXエアポート 代表取締役 島下隆範 東京都 港区港南1-2-70 03-5756-9110  

株式会社JALUXエアポート
ブルースカイ22番ゲートスナック店

那覇市鏡水150 那覇空港ターミナルビル内 098-858-0261  アイスクリーム類製造業 ｱｲｽｸﾘｰﾑ類製造業 第11312274号 R02.02.26 R08.02.28 株式会社JALUXエアポート 代表取締役 島下隆範 東京都 港区港南1-2-70 03-5756-9110  

モスバーガー那覇真嘉比店 那覇市真嘉比3-2-14 098-882-3433  飲食店営業 食堂 第11312258号 R02.02.21 R08.02.28 株式会社山浩商事 代表取締役 山端康成 沖縄県 名護市城2-1-21 0980-52-2067  
ホテルJALシティ那覇ファミーユ 那覇市牧志1-3-70 098-866-2580  飲食店営業 レストラン 第11312292号 R02.02.27 R08.02.28 株式会社サン・ビスタ那覇 代表取締役 佐藤雅之 沖縄県 那覇市牧志1-3-70 098-866-2580  
八重山かまぼこ 那覇市安謝2-15-14 098-868-5289  魚肉ねり製品製造業 魚肉ねり製品製造業 第11312325号 R02.02.28 R08.02.28 金城ヒロ子
八重山かまぼこ 那覇市安謝2-15-9 098-862-3125  魚肉ねり製品製造業 魚肉ねり製品製造業 第11312324号 R02.02.28 R08.02.28 金城ヒロ子
真子 那覇市三原1-10-25 地階b-1号               飲食店営業 カフェー 第11312273号 R02.02.26 R08.02.28 仲村真子
合資会社神宮會館 那覇市辻2-23-8 098-868-2455  飲食店営業 レストラン 第11312296号 R02.02.28 R08.03.31 合資会社神宮會館 代表社員 屋冝賢 沖縄県 那覇市辻2-23-8 098-868-2455  
日和ひより 那覇市大道172-13 098-885-6288  飲食店営業 居酒屋 第11312307号 R02.02.28 R08.02.28 平敷和弘
遠藤珈琲 那覇市松尾2-11-15 萩堂ビル1階 喫茶店営業 喫茶店営業 第11312323号 R02.02.28 R08.02.28 遠藤晃治
りょうり さか木 那覇市久茂地3-9-21 UD久茂地ビルB1 098-864-0285  飲食店営業 割烹 第11312289号 R02.02.27 R08.02.28 中原淳一

和食と沖縄料理 あだん 那覇市鏡水280
那覇空港国際線
ターミナルビル3F

098-987-0265  飲食店営業 割烹 第11312272号 R02.02.26 R08.02.28 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  

カラオケハウス・とまと 那覇市上間283-2 098-832-5037  飲食店営業 食堂 第11312297号 R02.02.28 R08.03.31 有限会社渡嘉敷商会 代表取締役 渡嘉敷元 沖縄県 那覇市古波蔵4-1-8 098-854-1002  
咲むら 那覇市安里388-6 098-884-7500  飲食店営業 居酒屋 第11312288号 R02.02.27 R08.02.28 上原美桜枝
たんぽぽ弁当 那覇市泊2-18-1 098-861-8168  飲食店営業 弁当屋 第11312271号 R02.02.26 R08.02.28 池原弘美
くしのみや ゆうむちゃ 那覇市牧志3-6-2 098-800-7517  飲食店営業 居酒屋 第11312287号 R02.02.27 R08.02.28 國仲丈士
スナック慎 那覇市松山1-14-16 サミットビル3F 098-864-5171  飲食店営業 ﾅｲﾄｽﾅｯｸ 第11312270号 R02.02.26 R08.02.28 上原清美
うさぎno登り坂 那覇市壺屋1-10-10 グランドパラダイスビル2-A 098-863-9355  飲食店営業 スナック 第11312303号 R02.02.28 R08.02.28 国吉泰子
邂逅 那覇市牧志3-10-3 098-863-6509  飲食店営業 カフェー 第11312322号 R02.02.28 R08.02.28 知念正弘

リウボウシダックス店 那覇市久茂地1-1-1 098-868-3016  飲食店営業 食堂 第11312321号 R02.02.28 R08.02.28
シダックスコントラクト
フードサービス株式会社

代表取締役 杉山充 東京都 調布市調布ケ丘3-6-3               

リウボウシダックス店 那覇市久茂地1-1-1 098-868-3016  喫茶店営業 喫茶店営業 第11312320号 R02.02.28 R08.02.28
シダックスコントラクト
フードサービス株式会社

代表取締役 杉山充 東京都 調布市調布ケ丘3-6-3               

スナックきみ 那覇市楚辺2-26-7 1F 098-853-8222  飲食店営業 ﾅｲﾄｽﾅｯｸ 第11312300号 R02.02.28 R08.02.28 羽地勝枝
琉球銀行 金城支店食堂 那覇市金城5-4-11 098-862-9241  飲食店営業 食堂 第11312299号 R02.02.28 R08.02.28 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  
炉ふと 那覇市牧志1-1-9 1F 098-863-0401  飲食店営業 居酒屋 第11312319号 R02.02.28 R08.02.28 鉢嶺慶人
酒肴飯 まる清 那覇市内 098-869-4280  飲食店営業 簡易営業 第11312314号 R02.02.28 R07.02.28 久場清教
ローソン那覇空港国際線ターミナル店 那覇市鏡水286-1               飲食店営業 そうざい 第11312317号 R02.02.28 R08.02.28 株式会社ショップス 代表取締役 安里清秀 沖縄県 浦添市勢理客4-15-15 098-871-2018  
ローソン那覇空港国際線ターミナル店 那覇市鏡水286-1               魚介類販売業 魚介類販売業 第11312315号 R02.02.28 R08.02.28 株式会社ショップス 代表取締役 安里清秀 沖縄県 浦添市勢理客4-15-15 098-871-2018  
ローソン那覇空港国際線ターミナル店 那覇市鏡水286-1               乳類販売業 乳類販売業 第11312318号 R02.02.28 R08.02.28 株式会社ショップス 代表取締役 安里清秀 沖縄県 浦添市勢理客4-15-15 098-871-2018  
ローソン那覇空港国際線ターミナル店 那覇市鏡水286-1               食肉販売業 食肉販売業 第11312316号 R02.02.28 R08.02.28 株式会社ショップス 代表取締役 安里清秀 沖縄県 浦添市勢理客4-15-15 098-871-2018  
お食事処ゆみ 那覇市松山2-6-1 A-1 098-868-6318  飲食店営業 バー 第11312326号 R02.02.28 R08.02.28 明　洋興
居酒屋小僧 じぇいや 那覇市久茂地2-19-20 国吉ビル1F 098-863-3544      飲食店営業 居酒屋 第11312328号 R02.02.28 R08.02.28 新垣博光
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