
R2.3.1～R2.3.31
継続営業許可施設

営業所名称 営業所電話 営業の種類 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
イオン那覇店 那覇市金城5-10-2 098-852-1515  飲食店営業 そうざい 第11312392号 R02.03.12 R08.03.31 イオン琉球株式会社 代表取締役社長 坊池学 沖縄県 島尻郡南風原町兼城514-1 098-889-5464  

メンズクラブ 那覇市牧志3-11-10 098-863-8764  飲食店営業 カフェー 第11312575号 R02.03.31 R08.03.31 又吉武子

ラウンジ LA・lune 那覇市久米2-8-10 パーム久米ビル2F 098-869-2338  飲食店営業 バー 第11312574号 R02.03.31 R08.03.31 小宅世喜枝

小料理ゆいまーる 那覇市上間333-1 上間店舗103号室               飲食店営業 小料理 第11312367号 R02.03.10 R08.03.31 大城ゆう子

サンカクマート 那覇市字鏡水150番地
那覇空港国内線
ターミナルビル3階

098-840-1473  乳類販売業 乳類販売業 第11312366号 R02.03.10 R09.03.31 エアポートトレーディング株式会社 代表取締役 丸橋弘和 沖縄県 那覇市字鏡水150番地 098-840-1473  

美吟 那覇市銘苅1-16-5 ふくふくビル3F 098-861-8888  飲食店営業 スナック 第11312352号 R02.03.09 R08.03.31 新垣百合子

ダイニング壽濃 那覇市宇栄原1-28-10 赤嶺マンション2-103 098-859-1184  飲食店営業 小料理 第11312510号 R02.03.27 R08.03.31 上原美濃

酒膳 きき 那覇市若狭2-1-9 日天ビル1-B 098-862-5646  飲食店営業 小料理 第11312365号 R02.03.10 R08.04.30 與那嶺知秋

イオン那覇店 那覇市金城5-10-2 098-852-1111  飲食店営業 寿司屋 第11312390号 R02.03.12 R08.03.31 イオン琉球株式会社 代表取締役 佐方圭二 沖縄県 島尻郡南風原町字兼城514-1 098-889-5464  

イオン那覇店 那覇市金城5-10-2 098-852-1111  飲食店営業 寿司屋 第11312391号 R02.03.12 R08.03.31 イオン琉球株式会社 代表取締役 佐方圭二 沖縄県 島尻郡南風原町字兼城514-1 098-889-5464  

イオン那覇店 那覇市金城5-10-2 098-852-1111  飲食店営業 そうざい 第11312392号 R02.03.12 R08.03.31 イオン琉球株式会社 代表取締役 佐方圭二 沖縄県 島尻郡南風原町字兼城514-1 098-889-5464  

イオン那覇店 那覇市金城5-10-2 098-852-1111  魚介類販売業 魚介類販売業 第11312393号 R02.03.12 R08.03.31 イオン琉球株式会社 代表取締役 佐方圭二 沖縄県 島尻郡南風原町字兼城514-1 098-889-5464  

かりん 那覇市松山1-15-20
ライオンズマンション
大文閣1F

098-951-2270  飲食店営業 居酒屋 第11312440号 R02.03.17 R08.03.31 鈴木香奈

鳩坊 那覇市曙1-20-30 1F 098-869-4930  飲食店営業 食堂 第11312344号 R02.03.06 R08.03.31 比嘉良博

焼き立てパンの店かめしま 那覇市若狭1-2-21 1F 098-861-4322  飲食店営業 そうざい 第11312404号 R02.03.12 R08.03.31 亀島ヤス子

焼き立てパンの店かめしま 那覇市若狭1-2-21 1F 098-861-4322  菓子製造業 菓子製造業 第11312403号 R02.03.12 R08.03.31 亀島ヤス子

焼き立てパンの店かめしま 那覇市若狭1-2-21 1F 098-861-4322  乳類販売業 乳類販売業 第11312402号 R02.03.12 R08.03.31 亀島ヤス子

スナックねくすと 那覇市寄宮1-27-12 098-833-5765  飲食店営業 ﾅｲﾄｽﾅｯｸ 第11312364号 R02.03.10 R08.04.30 上原つぎえ

すみれ茶屋 たちふじ 那覇市安里48 098-861-8164  飲食店営業 居酒屋 第11312363号 R02.03.10 R08.03.31 猪頭明美

海のちんぼらぁ 那覇市前島2-13-15 098-863-5123  飲食店営業 居酒屋 第11312401号 R02.03.12 R08.03.31 株式会社アメニティ 代表取締役 慶田盛克磨 沖縄県 那覇市寄宮2-2-3 098-855-5665  

那覇ビーチサイドホテル 那覇市辻3-2-36 098-862-2300  飲食店営業 旅館 第11312411号 R02.03.13 R08.04.30 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  

玉城パーラー 那覇市内 098-994-7294  飲食店営業 簡易営業 第11312342号 R02.03.06 R07.04.30 玉城幸三郎

玉城パーラー 那覇市内 098-994-7294  喫茶店営業 簡易営業 第11312341号 R02.03.06 R07.04.30 玉城幸三郎

玉城パーラー 那覇市内 098-994-7294  菓子製造業 簡易営業 第11312340号 R02.03.06 R07.04.30 玉城幸三郎

ファミリーマート オーケイ泊店 那覇市泊2-2-11 098-869-3779  飲食店営業 そうざい 第11312362号 R02.03.10 R08.04.30 オーケイ運輸合資会社 代表社員 大山盛弘 沖縄県 那覇市泊2-2-11 098-867-2101  

ファミリーマート オーケイ泊店 那覇市泊2-2-11 098-869-3779  乳類販売業 乳類販売業 第11312361号 R02.03.10 R08.04.30 オーケイ運輸合資会社 代表社員 大山盛弘 沖縄県 那覇市泊2-2-11 098-867-2101  

那覇西クリニック 那覇市赤嶺2-1-9 098-858-1201  飲食店営業 食堂 第11312476号 R02.03.23 R08.03.31 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  

合資会社 秀水
有料老人ホームレイクビュー

那覇市古波蔵4-13-27 飲食店営業 食堂 第11312475号 R02.03.23 R08.03.31 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  

沖縄南部療育医療センター 那覇市寄宮2-3-1 098-833-6031  飲食店営業 食堂 第11312549号 R02.03.27 R08.03.31 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  

友寄クリニック 那覇市泉崎2-2-6 098-836-1991  飲食店営業 食堂 第11312449号 R02.03.18 R08.03.31 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  

介護付有料老人ホームひまわり 那覇市小禄1丁目2-21               飲食店営業 食堂 第11312474号 R02.03.23 R08.03.31 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  

REHAB 那覇市牧志2-4-14 3A 098-988-1198  飲食店営業 バー 第11312348号 R02.03.06 R08.03.31 PATRY PAUL

守礼パ-ラ- 那覇市内               飲食店営業 簡易営業 第11312350号 R02.03.09 R07.04.30 垣花美代子

守礼パ-ラ- 那覇市内               喫茶店営業 簡易営業 第11312349号 R02.03.09 R07.04.30 垣花美代子

就労継続支援A型 とんとんみー 那覇市繁多川5-22-6 1F 098-855-8879  飲食店営業 食堂 第11312448号 R02.03.18 R08.03.31 特定非営利活動法人なんくる 理事長 與那嶺康 沖縄県 那覇市繁多川5-22-6 1F 098-855-8879  

お食事処 三笠 那覇市久米1-15-3 098-862-8981  飲食店営業 食堂 第11312460号 R02.03.19 R08.03.31 奥間梅子

GOLD DISC 那覇市松山1-14-19 B1 098-868-1268  飲食店営業 食堂 第11312523号 R02.03.27 R08.03.31 合同会社JAIL HOUSE 代表社員 山畑昌也 沖縄県 那覇市松山1-14-19 B1

麻雀倶楽部ドラドラ 那覇市泊2-3-3 松田ビル2F 098-861-9246  飲食店営業 食堂 第11312548号 R02.03.27 R08.03.31 佐久本忠

カフェ・ダイニング marumi house 那覇市字与儀318番地 マイホームイン与儀 1階 098-996-2233  飲食店営業 レストラン 第11312433号 R02.03.16 R08.03.31 株式会社イリスウィズダムおきなわ 代表取締役 翁長順子 沖縄県 那覇市字与儀318 098-996-2454  

PineTreeBless Tギャラリア店 那覇市おもろまち4-1 Tギャラリア沖縄3階 098-941-3335  飲食店営業 レストラン 第11312522号 R02.03.27 R08.03.31 株式会社徳慶 代表取締役 小渡勝也 沖縄県 中頭郡北谷町伊平417-1 098-926-0158  

県庁地下総合売店サンプラザ 那覇市泉崎1-2-2 098-868-4001  乳類販売業 乳類販売業 第11312421号 R02.03.13 R09.03.31 金秀商事株式会社 代表取締役 知念三也 沖縄県 中頭郡西原町字小那覇494-1 098-946-2830  

ローズ・ルーム 那覇市松尾2-24-2 098-863-2783  飲食店営業 食堂 第11312378号 R02.03.11 R08.03.31 仲村良雄

トランジットカフェ 那覇市鏡水150
那覇空港国内線旅客
ターミナル3F

098-858-8787  飲食店営業 スナック 第11312420号 R02.03.13 R08.03.31
ロイヤル空港高速フードサービス
株式会社

代表取締役 伊東千寿 東京都 世田谷区桜新町1-34-6 03-5707-7090  

トランジットカフェ 那覇市鏡水150 那覇空港国内線ビル3F 098-858-8787  ｱｲｽｸﾘｰﾑ類製造業 ｱｲｽｸﾘｰﾑ類製造業 第11312419号 R02.03.13 R08.03.31
ロイヤル空港高速フードサービス
株式会社

代表取締役 伊東千寿 東京都 世田谷区桜新町1-34-6 03-5707-7090  

南の居酒屋かいゆうてい 那覇市松山2-10-13 沖商マンション109号 098-869-4248  飲食店営業 居酒屋 第11312447号 R02.03.18 R08.04.30 新城順治

JAおきなわ首里支店 那覇市内 098-887-7882  飲食店営業 簡易営業 第11312357号 R02.03.10 R07.03.31 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  

居酒屋 くいなー 那覇市繁多川2-1-62 石田アパート1F 098-855-2550  飲食店営業 居酒屋 第11312588号 R02.03.31 R08.03.31 金城絹子

和風だいにんぐ 粋や 那覇市安里2-6-24 リファイン安里B101 098-861-2220  飲食店営業 居酒屋 第11312377号 R02.03.11 R08.03.31 比嘉明

株式会社 サンエー V21 じょうがく食品館 那覇市楚辺1-14-10 098-891-3031  喫茶店営業 自販機 第11312418号 R02.03.13 R09.03.31 有限会社　アクアステーション 取締役 玉寄和弘 沖縄県 浦添市当山2-8-1 広栄ビルB-3 098-870-7755  

アクア居酒家 和 那覇市古島2-24-12 098-884-2085  飲食店営業 居酒屋 第11312417号 R02.03.13 R08.03.31 比嘉一博

上原精肉店 那覇市小禄421-25 そうざい製造業 そうざい製造業 第11312494号 R02.03.25 R08.03.31 上原正敏

上原精肉店 那覇市小禄421-25 食肉販売業 食肉販売業 第11312493号 R02.03.25 R08.03.31 上原正敏

ファミリーストアふくやま 那覇市松川3-14-1 098-884-6286  飲食店営業 そうざい 第11312492号 R02.03.25 R08.03.31 川満和美

ファミリーストアふくやま 那覇市松川3-14-1 098-884-6286  乳類販売業 乳類販売業 第11312491号 R02.03.25 R08.03.31 川満和美

智（トモ） 那覇市松山1-19-18 東和商事ビル2F 098-862-9966  飲食店営業 ﾅｲﾄｽﾅｯｸ 第11312416号 R02.03.13 R08.03.31 島袋智恵子

沖縄居酒家 すん。 那覇市牧志3-1-39 098-917-1950  飲食店営業 居酒屋 第11312573号 R02.03.31 R08.03.31 山本拓矢

幸パーラー 那覇市内               飲食店営業 簡易営業 第11312374号 R02.03.11 R07.04.30 鶴田幸恵

幸パーラー 那覇市内               喫茶店営業 簡易営業 第11312373号 R02.03.11 R07.04.30 鶴田幸恵

幸パーラー 那覇市内               菓子製造業 簡易営業 第11312372号 R02.03.11 R07.04.30 鶴田幸恵

金城パーラー 那覇市内               飲食店営業 簡易営業 第11312371号 R02.03.11 R07.04.30 金城稲子

金城パーラー 那覇市内               喫茶店営業 簡易営業 第11312370号 R02.03.11 R07.04.30 金城稲子

金城パーラー 那覇市内               菓子製造業 簡易営業 第11312369号 R02.03.11 R07.04.30 金城稲子

申請者住所営業所所在地
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営業所名称 営業所電話 営業の種類 許可番号 許可日 有効期間 申請者名 代表者役職 代表者名 申請者電話申請者住所営業所所在地
リウボウ食品館 那覇市久茂地1-1-1 地下1階 098-867-1301  食肉販売業 食肉販売業 第11312415号 R02.03.13 R08.03.31 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  

リウボウ食品館 那覇市久茂地1-1-1 地下1階 098-867-1301  魚介類販売業 魚介類販売業 第11312414号 R02.03.13 R08.03.31 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  

リウボウ食品館 那覇市久茂地1-1-1 地下1階 098-867-1301  乳類販売業 乳類販売業 第11312410号 R02.03.13 R08.03.31 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  

キッチン コーラル 那覇市松川2-15-8 飲食店営業 食堂 第11312520号 R02.03.27 R08.03.31 手島洋

ネットカフェ ジョイBOX 那覇市首里儀保町3-16 098-886-9429  飲食店営業 スナック 第11312430号 R02.03.16 R08.03.31 幸喜隆春

有限会社グリーンフィールド 那覇市港町4-2 098-866-9009  食品の冷凍又は冷蔵業 食品の冷凍又は冷蔵業 第11312446号 R02.03.18 R09.03.31 有限会社グリーンフィールド 代表取締役 大城正雄 沖縄県 那覇市港町4-2 098-866-9009  

有限会社グリーンフィールド 那覇市港町4-2 098-866-9009  そうざい製造業 そうざい製造業 第11312445号 R02.03.18 R09.03.31 有限会社グリーンフィールド 代表取締役 大城正雄 沖縄県 那覇市港町4-2 098-866-9009  

琉球銀行那覇新都心支店食堂
コスモフーズ（株）

那覇市銘苅2-2-1 098-862-9241  飲食店営業 食堂 第11312546号 R02.03.27 R08.03.31 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  

(有)前里製パン工場 那覇市首里儀保町3-21 098-884-1254  菓子製造業 菓子製造業 第11312587号 R02.03.31 R08.03.31 有限会社前里製パン工場 代表取締役 前里嘉之 沖縄県 那覇市首里儀保町3-21 098-884-1254  

(有)前里製パン工場 那覇市首里儀保町3-21 098-884-1254  飲食店営業 仕出し屋 第11312586号 R02.03.31 R08.03.31 有限会社前里製パン工場 代表取締役 前里嘉之 沖縄県 那覇市首里儀保町3-21 098-884-1254  

そば処 うちなあ家 那覇市泊3-12-14 1F 098-861-8783  飲食店営業 食堂 第11312483号 R02.03.25 R08.03.31 上地義一

あだん 那覇市安里388 098-885-6578  飲食店営業 居酒屋 第11312482号 R02.03.25 R08.03.31 森江誠

スナックうりずん 那覇市壺屋1-2-12 1階               飲食店営業 バー 第11312509号 R02.03.27 R08.03.31 大城美佐子

割烹石松 那覇市壺屋2-18-12 098-854-6314  飲食店営業 割烹 第11312545号 R02.03.27 R08.03.31 神山光雄

Maligaya 那覇市若狭2-3-19 プリンセスビル2階-B 098-866-5037  飲食店営業 バー 第11312455号 R02.03.19 R08.03.31 外間エバンジェリン

砂川商店 那覇市内 飲食店営業 簡易営業 第11312442号 R02.03.18 R07.04.30 砂川仙太郎

砂川商店 那覇市内 喫茶店営業 簡易営業 第11312441号 R02.03.18 R07.04.30 砂川仙太郎

友利パーラー 那覇市内 飲食店営業 簡易営業 第11312452号 R02.03.19 R07.03.31 友利日出夫

友利パーラー 那覇市内 喫茶店営業 簡易営業 第11312453号 R02.03.19 R07.03.31 友利日出夫

つくみ（司球美） 那覇市具志3-26-11 098-858-3388  飲食店営業 居酒屋 第11312508号 R02.03.27 R08.03.31 平良朝弘

茶暮里 那覇市久茂地3-11-6 098-866-5388  飲食店営業 食堂 第11312584号 R02.03.31 R08.03.31 高江進

ろばた川万 那覇市久茂地2-12-1 玉城歯科ビル1F               飲食店営業 居酒屋 第11312471号 R02.03.23 R08.03.31 株式会社かわまん商店 代表取締役 川満清隆 沖縄県 浦添市宮城1-24-1 098-875-1455  

BAR OVER RAP 那覇市久茂地3-9-21 UD久茂地ビル5F 098-862-3610  飲食店営業 バー 第11312540号 R02.03.27 R08.03.31 新城直敏

丸勝パーラー 那覇市内 098-850-0685  喫茶店営業 簡易営業 第11312451号 R02.03.19 R07.03.31 平良キヨ子

丸勝パーラー 那覇市内 098-850-0685  飲食店営業 簡易営業 第11312450号 R02.03.19 R07.03.31 平良キヨ子

PINO’S PLACE 那覇市東町11-12 清洲ビル1F 098-868-4084  飲食店営業 ﾅｲﾄｽﾅｯｸ 第11312514号 R02.03.27 R08.03.31 中村瑠美子

酒菜房 NOMO屋 那覇市松山1-33-2 はましんビル3階-A 098-863-3292  飲食店営業 バー 第11312470号 R02.03.23 R08.03.31 野原はつみ

スナックゆう 那覇市国場706               飲食店営業 バー 第11312513号 R02.03.27 R08.03.31 仲本葉子

株式会社ティンミー 那覇市字小禄1602 098-852-1778  菓子製造業 菓子製造業 第11312512号 R02.03.27 R08.03.31 株式会社ティンミー 代表取締役 島袋篤 沖縄県 那覇市字小禄1602 098-852-1778  

居酒屋OUCHO 那覇市宇栄原3-34-32 098-996-3961  飲食店営業 居酒屋 第11312539号 R02.03.27 R08.03.31 粟國良樹

ビリヤード＆ダーツ ミリオン 那覇市壺屋2-8-1 第2マンションひめゆり1F 飲食店営業 バー 第11312511号 R02.03.27 R08.03.31 儀間裕章

サロン・ド・パルジュ 那覇市松山1-8-7 ロイヤルプラザ2ビル4F 098-869-7037  飲食店営業 ﾅｲﾄｽﾅｯｸ 第11312538号 R02.03.27 R08.03.31 西原紀美乃

涼 那覇市久茂地3-17-5 美栄橋ビルB1F 098-861-8236  飲食店営業 ﾅｲﾄｽﾅｯｸ 第11312502号 R02.03.27 R08.03.31 玉城智子

ホテルマリンウェスト那覇 那覇市西1-8-15 098-863-0055  飲食店営業 旅館 第11312501号 R02.03.27 R08.03.31 美吉産業株式会社 代表取締役 國吉健 沖縄県 那覇市西1-8-15 098-868-4407  

お食事のでいご 那覇市曙2-27-9 1F 098-861-0400  飲食店営業 食堂 第11312500号 R02.03.27 R08.03.31 岡田直人

でいご 那覇市曙3-14-13 飲食店営業 弁当屋 第11312531号 R02.03.27 R08.04.30 友利尚博

桃の家 那覇市久茂地2-19-16 美栄橋ステーションビル2A 098-862-3457  飲食店営業 ﾅｲﾄｽﾅｯｸ 第11312581号 R02.03.31 R08.03.31 平川正浩

パティスリーアプリコット（真嘉比店） 那覇市真嘉比2-30-17 グランドアビタシオン101 098-911-6976  菓子製造業 菓子製造業 第11312535号 R02.03.27 R08.03.31 金城秀治郎

Cafe Flip Flop 那覇市松尾1-11-3 比嘉ビル1F 飲食店営業 レストラン 第11312572号 R02.03.31 R08.03.31 津嘉山千晶

LeGUMBO(ル・ガンボ) 那覇市久茂地3-6-11 メゾン久茂地1F 098-863-1262  飲食店営業 バー 第11312571号 R02.03.31 R08.03.31 佐藤勉

米須パーラー 那覇市内 飲食店営業 簡易営業 第11312530号 R02.03.27 R07.04.30 米須清治

米須パーラー 那覇市内 菓子製造業 簡易営業 第11312528号 R02.03.27 R07.04.30 米須清治

米須パーラー 那覇市内 喫茶店営業 簡易営業 第11312529号 R02.03.27 R07.04.30 米須清治

ふる里 那覇市久茂地1-1-1 地下1階 098-862-0979  飲食店営業 食堂 第11312579号 R02.03.31 R08.03.31 親里栄行

米須商事 那覇市内 098-945-5713  飲食店営業 簡易営業 第11312525号 R02.03.27 R07.04.30 米須清二

米須商事 那覇市内 098-945-5713  菓子製造業 簡易営業 第11312526号 R02.03.27 R07.04.30 米須清二

米須商事 那覇市内 098-945-5713  喫茶店営業 簡易営業 第11312527号 R02.03.27 R07.04.30 米須清二

有限会社沖縄ケータリングサービス 那覇市小禄1-8-1 田原ハイツⅡ 098-852-0051  そうざい製造業 そうざい製造業 第11312554号 R02.03.30 R08.03.31
有限会社
沖縄ケータリングサービス

代表取締役 村田通孝 沖縄県 那覇市小禄1-8-1 田原ハイツⅡ1階 098-840-3024  

知念商店 那覇市内               飲食店営業 簡易営業 第11312551号 R02.03.30 R07.03.31 知念勝子

知念商店 那覇市内               菓子製造業 簡易営業 第11312552号 R02.03.30 R07.03.31 知念勝子

知念商店 那覇市内               喫茶店営業 簡易営業 第11312553号 R02.03.30 R07.03.31 知念勝子

スナックM 那覇市宇栄原3-30-3 マイシティービル2-E号室 飲食店営業 ﾅｲﾄｽﾅｯｸ 第11312570号 R02.03.31 R08.03.31 上地松子

おろく夜市 那覇市小禄3-6-1 サザンビル2F 098-858-5580  飲食店営業 居酒屋 第11312569号 R02.03.31 R08.03.31 野原康朋

スナック花伝 那覇市若狭1-3-17 フランスビル2-B 098-868-8865  飲食店営業 スナック 第11312568号 R02.03.31 R08.03.31 管野宜子

九州味処すかぶら 那覇市東町20-12 イーストハイツ1F 098-861-1555  飲食店営業 居酒屋 第11312590号 R02.03.31 R08.03.31 川崎哲司
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