
R2.3.1～R2.3.31
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
天妃そば 那覇市久米1-14-3 座安アパート1F 098-943-9141  飲食店営業 そば屋 第11271570号 R02.03.16 R08.03.31 濱里桂子

株式会社丸玉 那覇市国場709-3 098-853-9719  菓子製造業 菓子製造業 第11312331号 R02.03.02 R08.03.31 株式会社丸玉 代表取締役 大田靖 沖縄県 那覇市牧志1-3-35 098-867-2567  

沖縄発酵酵素研究所 那覇市牧志3-8-30 国場陶芸ビル 098-866-5933  清涼飲料水製造業 清涼飲料水製造業 第11312409号 R02.03.12 R08.03.31
株式会社
オリエンタルホールディングス

代表取締役 内藤大輔 沖縄県 那覇市牧志3-8-30 国場陶芸ビル2階 098-866-5933  

兄弟寿司 那覇市松山1-4-4 高田産業ビル1F 098-868-8098  飲食店営業 寿司屋 第11312427号 R02.03.13 R08.03.31 安井一将

ホテルストレータ那覇（カフェ　ストレータ） 那覇市牧志1-19-8 098-860-7400  飲食店営業 レストラン 第11312426号 R02.03.13 R08.03.31 沖縄UDS株式会社 代表取締役 岡﨑勝彦 沖縄県 那覇市牧志2-16-8 BITPLAZAビル3F 098-894-8655  

ホテルストレータ那覇（あやぬむい） 那覇市牧志1-19-8 098-860-7400  飲食店営業 レストラン 第11312425号 R02.03.13 R08.03.31 沖縄UDS株式会社 代表取締役 岡﨑勝彦 沖縄県 那覇市牧志2-16-8 BITPLAZAビル3F 098-894-8655  

ホテルストレータ那覇（スカイサロン） 那覇市牧志1-19-8 098-860-7400  飲食店営業 バー 第11312424号 R02.03.13 R08.03.31 沖縄UDS株式会社 代表取締役 岡﨑勝彦 沖縄県 那覇市牧志2-16-8 BITPLAZAビル3F 098-894-8655  

五郎茶屋 那覇市牧志3-8-30 国場陶芸ビル2号館　3F 098-943-5556  飲食店営業 レストラン 第11312368号 R02.03.10 R08.03.31 株式会社アース 代表取締役 大澤有理 群馬県 伊勢崎市長沼町651-3 0270-50-5050  

魚屋直営食堂　魚まる 那覇市高良3-5-1 098-987-0085  飲食店営業 食堂 第11312356号 R02.03.09 R08.03.31 多和田真海

魚まる鮮魚 那覇市高良3-5-1 098-987-0889  魚介類販売業 魚介類販売業 第11312355号 R02.03.09 R08.03.31 多和田真海

うるくラボ 那覇市小禄785 1F               飲食店営業 カフェー 第11312408号 R02.03.12 R08.03.31 上原徹也

ローソン那覇松山二丁目店 那覇市松山2-1-18 098-864-2277  飲食店営業 そうざい 第11312498号 R02.03.25 R08.03.31 喜友名裕太

ローソン那覇松山二丁目店 那覇市松山2-1-18 098-864-2277  乳類販売業 乳類販売業 第11312497号 R02.03.25 R08.03.31 喜友名裕太

ローソン那覇松山二丁目店 那覇市松山2-1-18 098-864-2277  食肉販売業 食肉販売業 第11312496号 R02.03.25 R08.03.31 喜友名裕太

ローソン那覇松山二丁目店 那覇市松山2-1-18 098-864-2277  魚介類販売業 魚介類販売業 第11312495号 R02.03.25 R08.03.31 喜友名裕太

有限会社琉宮 那覇市牧志3-4-12 新天地商店街ビル1F 098-862-6401  そうざい製造業 そうざい製造業 第11312354号 R02.03.09 R08.03.31 有限会社琉宮 代表取締役 明石光博 沖縄県 那覇市松尾2-6-15 098-862-6401  

有限会社琉宮 那覇市牧志3-4-12 新天地商店街ビル1F 098-862-6401  菓子製造業 菓子製造業 第11312353号 R02.03.09 R08.03.31 有限会社琉宮 代表取締役 明石光博 沖縄県 那覇市松尾2-6-15 098-862-6401  

琉球菓子処琉宮　サンライズ店 那覇市牧志3-4-12 新天地商店街ビル1F 098-862-6401  飲食店営業 レストラン 第11312382号 R02.03.11 R08.03.31 有限会社琉宮 代表取締役 明石光博 沖縄県 那覇市松尾2-6-15 098-862-6401  

シマノソムタム 那覇市久茂地1-2-1 Y'sビル2C 飲食店営業 食堂 第11312332号 R02.03.03 R08.03.31 中込円

オーラ　アモル 那覇市安里388-13               飲食店営業 食堂 第11312333号 R02.03.04 R08.03.31 城間恒二

下町居酒屋亀千人　竜宮通り店 那覇市牧志3-12-19               飲食店営業 居酒屋 第11312347号 R02.03.06 R08.03.31 新垣仁

沖縄銀行与儀支店食堂 那覇市字与儀317 098-855-6021  飲食店営業 食堂 第11312423号 R02.03.13 R08.03.31 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  

プラザ山下 那覇市田原100 098-858-8704  食肉販売業 食肉販売業 第11312461号 R02.03.19 R08.03.31 前田利治

おっぱジェラート首里店
那覇市首里当蔵町2-15-5
（101）

098-884-6155  飲食店営業 パーラー 第11312407号 R02.03.12 R08.03.31 須藤朊子

島寿司 那覇市松川444-1 松原ハイム101 098-885-3781  飲食店営業 寿司屋 第11312381号 R02.03.11 R08.03.31 上地清次郎

介護老人保健施設　識名清風苑 那覇市識名3-20-12 098-836-8100  そうざい製造業 そうざい製造業 第11312346号 R02.03.06 R08.03.31 医療法人育泉会 理事長 金城順一 沖縄県 那覇市識名3-20-12 098-836-8100  

ステーキハウス　ビッグハート 那覇市銘苅1-19-2（2階） 098-943-5329  飲食店営業 レストラン 第11312406号 R02.03.12 R08.03.31 登川卓弥

bar living 那覇市牧志2-23-9 5F・6F 098-863-0703  飲食店営業 バー 第11312330号 R02.03.02 R08.03.31 與那覇香織

商店ai-n 那覇市古波蔵1-24-21 幸ビル108 098-987-0459  飲食店営業 パーラー 第11312329号 R02.03.02 R08.03.31 砂川清乃

若狭浦保育所 那覇市若狭3-18-6 098-867-7233  飲食店営業 食堂 第11312339号 R02.03.05 R08.03.31 株式会社日本ユニテック 代表取締役 安里盛一 沖縄県 浦添市字城間1985-1 098-878-1220  

二代目　麺天 那覇市銘苅1-2-17 クレセントビル1F 098-863-6207  飲食店営業 食堂 第11312435号 R02.03.16 R08.03.31 若山弘樹

家茶家 那覇市首里当蔵町2-14 098-943-6337  飲食店営業 カフェー 第11312405号 R02.03.12 R08.03.31 株式会社琉球ーライフ 代表取締役 宇良直也 沖縄県 那覇市首里当蔵町2-14 098-943-6337  

北山 那覇市泊2-1-10 リバーサイドビル103 098-861-9888  飲食店営業 スナック 第11312345号 R02.03.06 R08.03.31 知念園子

パーラーえびす 那覇市牧志3-5-17               飲食店営業 居酒屋 第11312560号 R02.03.30 R08.03.31 伊丹久

WAB 那覇市牧志3-5-18               飲食店営業 居酒屋 第11312338号 R02.03.05 R08.03.31 柄崎隆広

Acoustic Folk Bar After5 那覇市前島3-13-7 シティーハイムとまりん2F 201号               飲食店営業 バー 第11312337号 R02.03.05 R08.03.31 米須幹夫

たこ焼酒場　へべれけ屋　久茂地店 那覇市久茂地2-14-17 098-988-9981  飲食店営業 居酒屋 第11312380号 R02.03.11 R08.03.31 堀田尚希

CAFE&KITCHEN MINO 那覇市寄宮2-5-39               飲食店営業 レストラン 第11312400号 R02.03.12 R08.03.31 石原稔

フレッシュプラザユニオン古島店 那覇市銘苅1-19-1 アクロスプラザ古島駅前店 1階 098-941-2088  菓子製造業 菓子製造業 第11312399号 R02.03.12 R08.03.31 株式会社野嵩商会 代表取締役 仲村明 沖縄県 宜野湾市野嵩1-12-13 098-892-3087  

フレッシュプラザユニオン古島店 那覇市銘苅1-19-1 アクロスプラザ古島駅前店 1階 098-941-2088  乳類販売業 乳類販売業 第11312398号 R02.03.12 R09.03.31 株式会社野嵩商会 代表取締役 仲村明 沖縄県 宜野湾市野嵩1-12-13 098-892-3087  

フレッシュプラザユニオン古島店 那覇市銘苅1-19-1 アクロスプラザ古島駅前店 1階 098-941-2088  飲食店営業 そうざい 第11312397号 R02.03.12 R08.03.31 株式会社野嵩商会 代表取締役 仲村明 沖縄県 宜野湾市野嵩1-12-13 098-892-3087  

合同会社おひさま 那覇市古波蔵2-9-25               菓子製造業 菓子製造業 第11312589号 R02.03.31 R08.03.31 合同会社おひさま 代表社員 西勇次郎 沖縄県 那覇市古波蔵2-9-25               

ORIENTAL LOUNGE ACT 那覇市久茂地3-3-1 3F 098-988-0044  飲食店営業 バー 第11312343号 R02.03.06 R08.03.31 株式会社mk 代表取締役 森永幸希 沖縄県 那覇市久茂地3-7-10 しあわせ荘久茂地3-B 098-975-7287  

有限会社　池宮商事 那覇市内               飲食店営業 簡易営業 第11312336号 R02.03.05 R07.03.31 有限会社池宮商事 代表取締役 池宮城正樹 沖縄県 沖縄市胡屋1-8-12               

有限会社　池宮商事 那覇市内               菓子製造業 簡易営業 第11312335号 R02.03.05 R07.03.31 有限会社池宮商事 代表取締役 池宮城正樹 沖縄県 沖縄市胡屋1-8-12               

有限会社　池宮商事 那覇市内               喫茶店営業 簡易営業 第11312334号 R02.03.05 R07.03.31 有限会社池宮商事 代表取締役 池宮城正樹 沖縄県 沖縄市胡屋1-8-12               

スナック　JUN 那覇市東町12-1               飲食店営業 スナック 第11312351号 R02.03.09 R08.03.31 佐久川潤子

マキシ茶屋 那覇市松尾2-8-19 ドンキホーテ国際通り店　1F               喫茶店営業 喫茶店営業 第11312422号 R02.03.13 R08.03.31 サハシ鋼機株式会社 代表取締役 佐橋信義 愛知県 名古屋市港区藤前1-728 052-364-7431  

コルト 那覇市三原1-10-28               飲食店営業 バー 第11312524号 R02.03.27 R08.03.31 川満一郎

ウォーターステーションK 那覇市国場1180-11 098-833-1677  喫茶店営業 喫茶店営業 第11312396号 R02.03.12 R08.03.31 金城幸治

伊藤ハムミート販売西株式会社
沖縄センター

那覇市港町2-18-3 098-860-7601  食肉販売業 食肉販売業 第11312439号 R02.03.17 R09.03.31 伊藤ハムミート販売西株式会社 代表取締役 石原幹也 兵庫県 西宮市高畑町4-27 0798-66-1863  

琉球料理亜砂呂 那覇市松尾2-9-7 カーサ仲田1F               魚肉ねり製品製造業 魚肉ねり製品製造業 第11312360号 R02.03.10 R08.03.31 上原昇

琉球料理亜砂呂 那覇市松尾2-9-7 カーサ仲田1F               飲食店営業 そうざい 第11312359号 R02.03.10 R08.03.31 上原昇

ドキドキ 那覇市前島3-1-7 平良アパート2F               飲食店営業 カフェー 第11312395号 R02.03.12 R08.03.31 濱元安一

ジスタス那覇 那覇市西2-5-5 098-868-0758  喫茶店営業 自販機 第11312358号 R02.03.10 R09.03.31 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  

琉球炭火やきとり金丸　久茂地店 那覇市久茂地2-5-8 098-943-1194  飲食店営業 居酒屋 第11312434号 R02.03.16 R08.03.31 稲泉大輔

琉球横丁　アガリコ餃子楼 那覇市牧志2-2-30 リウボウ商事本社ビルB1F 098-917-5544  飲食店営業 居酒屋 第11312379号 R02.03.11 R08.03.31 株式会社Stove's market 代表取締役 戸塚庸平 東京都 中央区日本橋室町4-3-6 03-3710-2090  

琉炭 那覇市久茂地1-2-1 Y'Sビル1-B 098-867-8636  飲食店営業 居酒屋 第11312550号 R02.03.30 R08.03.31 ハイサイキッチン株式会社 代表取締役 北川彰 沖縄県 那覇市久茂地1-2-1 Y'Sビル1F 098-867-8636  

まてつ 那覇市久茂地3-9-6 森家ビル1F 098-868-6654  飲食店営業 居酒屋 第11312432号 R02.03.16 R08.03.31 眞境名雅人

二代目寿し処　はがま 那覇市西1-7-2 098-861-8998  飲食店営業 寿司屋 第11312438号 R02.03.17 R08.03.31 大里靖

ラウンジ東 那覇市松山1-12-5 パステルTMビル7階A号室               飲食店営業 ﾅｲﾄｽﾅｯｸ 第11312376号 R02.03.11 R08.03.31 東恩納靖

和琉創作Dining　新 那覇市おもろまち4-19-1 ルカフおもろまち2F 098-917-4408  飲食店営業 居酒屋 第11312547号 R02.03.27 R08.03.31 新里秀文

あぱらぎJr. 那覇市牧志3-1-6 5F 098-862-7677  飲食店営業 居酒屋 第11312431号 R02.03.16 R08.03.31 池原慎弥
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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
ONE HUNDRED 那覇市松山2-1-15 アールジェービル301号               飲食店営業 バー 第11312375号 R02.03.11 R08.03.31 RLD株式会社 代表取締役 末吉靖二 沖縄県 那覇市松山1-14-20 098-988-1719  

BAR SPIC 那覇市松山2-9-7 クリスタルビル3-D               飲食店営業 バー 第11312394号 R02.03.12 R08.03.31 福里久史

大衆酒場　TSUJICHO 那覇市辻2-6-11　1F               飲食店営業 居酒屋 第11312521号 R02.03.27 R08.03.31 悦田修

花づみ 那覇市久茂地3-11-10 ハーモニー久茂地5F　501 098-863-9468  飲食店営業 スナック 第11312437号 R02.03.17 R08.03.31 片岡敏子

焼肉ごっち 那覇市金城5-1-7 098-857-3929  飲食店営業 居酒屋 第11312429号 R02.03.16 R08.03.31 有限会社幸喜開発 取締役 川上秀喜 沖縄県 那覇市天久1-17-5 098-862-2815  

GOLFZON　ちゅらかん 那覇市松山2-9-6 朝日ビル2階 098-943-2920  飲食店営業 バー 第11312413号 R02.03.13 R08.03.31 三浦渚

ことこと 那覇市松山2-29-1 フェニックスビル4階 098-917-6450  飲食店営業 バー 第11312412号 R02.03.13 R08.03.31 大城純子

地酒と炙りの火人粋 那覇市久茂地3-12-18 098-860-5211  飲食店営業 居酒屋 第11312459号 R02.03.19 R08.03.31 株式会社SBSアドバンス 代表取締役 城間康史 沖縄県 那覇市松島1-1-15 城光ヒルズ101号室 098-800-2988  

炉端の火人粋 那覇市小禄320-2 098-851-8880  飲食店営業 居酒屋 第11312473号 R02.03.23 R08.03.31 株式会社SBSアドバンス 代表取締役 城間康史 沖縄県 那覇市松島1-1-15 城光ヒルズ101号室 098-800-2988  

亜炉麻 那覇市おもろまち4-9-10 ブギービル2F 098-943-2727  飲食店営業 居酒屋 第11312458号 R02.03.19 R08.03.31 株式会社SBSアドバンス 代表取締役 城間康史 沖縄県 那覇市松島1-1-15 城光ヒルズ101号室 098-800-2988  

Show ＆ Restaurant SunSeaN -三線- 那覇市牧志1-2-31 ハイサイおきなわビルB1F 098-894-3443  飲食店営業 レストラン 第11312436号 R02.03.17 R08.03.31 我如古順子

翔菊 那覇市松山1-18-10 プランビル松山1F               飲食店営業 居酒屋 第11312444号 R02.03.18 R08.03.31 林憲範

興南テラス（食堂兼寄宿舎） 那覇市古島1-7-3               飲食店営業 食堂 第11312559号 R02.03.30 R08.03.31 株式会社琉球フーズ 代表取締役 上原直之 沖縄県 那覇市金城5-16-14 098-859-0666  

ローソン　タイムスビル店 那覇市久茂地2-2-2 098-866-0800  飲食店営業 そうざい 第11312519号 R02.03.27 R08.03.31 有限会社うえはら 代表取締役 上原秋志 沖縄県 那覇市宇栄原4-8-14 098-858-6045  

ローソン　タイムスビル店 那覇市久茂地2-2-2 098-866-0800  乳類販売業 乳類販売業 第11312518号 R02.03.27 R08.03.31 有限会社うえはら 代表取締役 上原秋志 沖縄県 那覇市宇栄原4-8-14 098-858-6045  

ファミリーマート那覇与儀二丁目 那覇市与儀2-15-8 098-834-9608  飲食店営業 そうざい 第11312490号 R02.03.25 R08.03.31 株式会社沖縄ファミリーマート 代表取締役 野﨑真人 沖縄県 那覇市港町3-4-18 098-867-2074  

ファミリーマート那覇与儀二丁目 那覇市与儀2-15-8 098-834-9608  乳類販売業 乳類販売業 第11312489号 R02.03.25 R08.03.31 株式会社沖縄ファミリーマート 代表取締役 野﨑真人 沖縄県 那覇市港町3-4-18 098-867-2074  

ファミリーマート那覇与儀二丁目 那覇市与儀2-15-8 098-834-9608  アイスクリーム類製造業 ｱｲｽｸﾘｰﾑ類製造業 第11312488号 R02.03.25 R08.03.31 株式会社沖縄ファミリーマート 代表取締役 野﨑真人 沖縄県 那覇市港町3-4-18 098-867-2074  

ファミリーマート那覇国場 那覇市国場1182-8 098-835-9800  飲食店営業 そうざい 第11312487号 R02.03.25 R08.03.31 株式会社沖縄ファミリーマート 代表取締役 野﨑真人 沖縄県 那覇市港町3-4-18 098-867-2074  

ファミリーマート那覇国場 那覇市国場1182-8 098-835-9800  乳類販売業 乳類販売業 第11312486号 R02.03.25 R08.03.31 株式会社沖縄ファミリーマート 代表取締役 野﨑真人 沖縄県 那覇市港町3-4-18 098-867-2074  

ファミリーマート那覇市役所前 那覇市久茂地1-3-1 098-951-3532  飲食店営業 そうざい 第11312485号 R02.03.25 R08.03.31 株式会社沖縄ファミリーマート 代表取締役 野﨑真人 沖縄県 那覇市港町3-4-18 098-867-2074  

ファミリーマート那覇市役所前 那覇市久茂地1-3-1 098-951-3532  乳類販売業 乳類販売業 第11312484号 R02.03.25 R08.03.31 株式会社沖縄ファミリーマート 代表取締役 野﨑真人 沖縄県 那覇市港町3-4-18 098-867-2074  

KIku Bar 那覇市若狭1-3-17 フランスビル2-A               飲食店営業 バー 第11312443号 R02.03.18 R08.03.31 野原千佳子

ぜんの豚 那覇市久茂地3-11-8 098-963-7995  飲食店営業 食堂 第11312457号 R02.03.19 R08.03.31 全　亮雨

カラオケバー　ダイア 那覇市寄宮156 よりみや館202               飲食店営業 バー 第11312456号 R02.03.19 R08.03.31 城間恵美子

日本郵便（株）那覇中央郵便局　食堂 那覇市壺川3-3-8               飲食店営業 食堂 第11312517号 R02.03.27 R08.03.31 赤嶺勝也

MUTEKI 那覇市松山2-1-14 仲間ビル2階               飲食店営業 カフェー 第11312481号 R02.03.25 R08.03.31 関稔

月. 那覇市久米2-8-10 パーム久米ビル3階-A               飲食店営業 ﾅｲﾄｽﾅｯｸ 第11312585号 R02.03.31 R08.03.31 上原一徹

LUXES 那覇市松山2-1-13 沖縄建装松山ビル6F               飲食店営業 バー 第11312480号 R02.03.25 R08.03.31 川村知弥

バルCo-Lab　那覇新都心 那覇市おもろまち4-6-17 おもろまちパークテラスB 2F 098-917-2064  飲食店営業 レストラン 第11312544号 R02.03.27 R08.03.31
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
中頭郡中城村
字南上原1112-1

オーシャンビュー松山Ⅱ
B1F

              

バルCo-Lab　那覇天久店 那覇市天久2-2-5 ファミール天久　1F 098-988-3477  飲食店営業 食堂 第11312543号 R02.03.27 R08.03.31
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
中頭郡中城村
字南上原1112-1

オーシャンビュー松山Ⅱ
B1F

              

バルコラボ　肉バル那覇松山店 那覇市松山1-7-1 松山ガーデンビル　A-1 098-863-3571  飲食店営業 食堂 第11312542号 R02.03.27 R08.03.31
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
中頭郡中城村
字南上原1112-1

オーシャンビュー松山Ⅱ
B1F

              

Bar　202号室 那覇市松山2-16-16 K-1ビル202 098-862-7313  飲食店営業 バー 第11312541号 R02.03.27 R08.03.31 合同会社Next Stage 代表社員 砂川武人 沖縄県 那覇市泊2-5-6 102号室               

陸上自衛隊　那覇駐屯地 那覇市鏡水679 098-857-1155  飲食店営業 食堂 第11312472号 R02.03.23 R08.03.31 株式会社スマイル企画 代表取締役 年岡裕也 福岡県 福岡市博多区比恵町19-28 092-710-4616  

肉屋文月 那覇市牧志3-9-9 098-866-3909  飲食店営業 食堂 第11312454号 R02.03.19 R08.03.31 佐久本友幸

おもろはうす 那覇市おもろまち4-17-25 新都心ヒルズ1F 098-867-0868  飲食店営業 居酒屋 第11312507号 R02.03.27 R08.03.31 新垣直哉

（株）ニューロンシステム 那覇市辻2-6-1 ホテルプレシア　2Fレストラン 098-864-2111  そうざい製造業 そうざい製造業 第11312516号 R02.03.27 R08.03.31 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  

金武アグーしゃぶしゃぶ琉球（国際通り店） 那覇市牧志1-3-49 098-975-7929  飲食店営業 居酒屋 第11312515号 R02.03.27 R08.03.31 新垣直哉

我那覇豚肉店　カフーナ旭橋 那覇市旭町1-9 カフーナ旭橋　B街区　1F 098-868-1358  そうざい製造業 そうざい製造業 第11312479号 R02.03.25 R08.03.31 我那覇豚肉店．株式会社 代表取締役 我那覇直 沖縄県 名護市宮里1410-1 0980-53-5017  

居酒屋てぃーち 那覇市牧志2-5-4 098-861-3662  飲食店営業 居酒屋 第11312478号 R02.03.25 R08.03.31 株式会社Leute 代表取締役 上原拓麿 沖縄県 那覇市天久1-6-1 MYビル301 098-914-1118  

Girl's Collection 那覇市久米2-8-8 4F-A 098-894-3882  飲食店営業 バー 第11312477号 R02.03.25 R08.03.31 宮城普弥也

Restaurant & Bar Very 那覇市壺屋1-7-5 098-868-3100  飲食店営業 レストラン 第11312506号 R02.03.27 R08.03.31 株式会社レイズ・フィールド 代表取締役 上原賢三 沖縄県 那覇市小禄657-1 エトワール401

サボテン 那覇市松山2-9-15 旧昭南産業ビル１階102号室 098-943-6562  飲食店営業 カフェー 第11312505号 R02.03.27 R08.03.31 富村博嗣

長月・別邸 那覇市東町6-18 パーム東町4B 098-867-6261  飲食店営業 小料理 第11312583号 R02.03.31 R08.03.31 髙松尚美

Foxey 那覇市松山2-9-15 旧昭南産業ビル１階101号室 098-867-2817  飲食店営業 カフェー 第11312504号 R02.03.27 R08.03.31 富村博嗣

居酒屋　祭 那覇市牧志3-13-56 098-861-0441  飲食店営業 居酒屋 第11312582号 R02.03.31 R08.03.31 新垣亮馬

いずみ幼児園 那覇市泉崎1-15-19               飲食店営業 食堂 第11312537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 那覇市銘苅322-5 真栄城ビル203 098-862-9241  

ニコバー沖縄那覇店 那覇市久茂地2-12-9 久茂地プラネットビル5階C 098-975-7671  飲食店営業 バー 第11312536号 R02.03.27 R08.03.31 株式会社MTコーポレーション 代表取締役 山田誠 宮城県
仙台市青葉区
国分町2-1-11

022-226-8754  

インターネットカフェ　ROYAL 那覇市松山1-19-18 東和商事ビル1F　A号室 098-917-4288  飲食店営業 カフェー 第11312503号 R02.03.27 R08.03.31 神谷駿太

岩木鮮魚　新都心店 那覇市おもろまち3-3-1 098-869-9158  魚介類販売業 魚介類販売業 第11312558号 R02.03.30 R08.03.31 株式会社沖縄イワキ 代表取締役 岩木宜子 宮崎県 延岡市稲葉崎町2-133 0982-35-5588  

岩木鮮魚　新都心店 那覇市おもろまち3-3-1 098-869-9158  飲食店営業 寿司屋 第11312557号 R02.03.30 R08.03.31 株式会社沖縄イワキ 代表取締役 岩木宜子 宮崎県 延岡市稲葉崎町2-133 0982-35-5588  

ミルタピ 那覇市内               喫茶店営業 簡易営業 第11312499号 R02.03.27 R07.03.31 SETHI ANJI

スナック未完成 那覇市牧志3-10-10               飲食店営業 バー 第11312534号 R02.03.27 R08.03.31 當真夢乃

蛸屋本店隠れ家 那覇市牧志3-4-1 飲食店営業 食堂 第11312533号 R02.03.27 R08.03.31 合同会社琉球大阪 代表社員 増田ひと美 沖縄県 那覇市松尾2-22-17 098-851-9646  

つよのへや 那覇市首里赤平町2-2 第一樹香園ビル2F               飲食店営業 バー 第11312580号 R02.03.31 R08.03.31 渡口剛

満月 那覇市安里388-10 203号室               飲食店営業 バー 第11312532号 R02.03.27 R08.03.31 大西幸春

Den・Den 那覇市字大道172-20 サンマリアビル301               飲食店営業 バー 第11312556号 R02.03.30 R08.03.31 羽地裕治

あんばい 那覇市松山1-6-2 オーナーズビル1階A               飲食店営業 小料理 第11312555号 R02.03.30 R08.03.31 新地良徳

スカイウェルネススポーツ24H 那覇市具志875 1F 098-996-5252  喫茶店営業 自販機 第11312578号 R02.03.31 R09.03.31 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  

BAR　ぴっぴ 那覇市久茂地2-17-1 リバティビル201号               飲食店営業 バー 第11312577号 R02.03.31 R08.03.31 金子拓矢

沖縄の台所　ぱいかじ西町店 那覇市西1-5-8 西沖商マンション1F 098-866-3544  飲食店営業 居酒屋 第11312576号 R02.03.31 R08.03.31 玉城博一
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