
R1.10.1～R1.10.31
継続営業許可施設

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

ジェフサンライズ那覇店 那覇市壺屋1-1-5 098-867-4941  飲食店営業 食堂 第11311338号 R01.10.16 R07.10.31 ジェフ沖縄株式会社 代表取締役 喜名史弥 沖縄県 島尻郡与那原町字上与那原467 098-944-2312  

そら食堂 那覇市久茂地3-9-3 田園ビル1F 098-867-9352  飲食店営業 食堂 第11311226号 R01.10.01 R07.10.31 青山昌弘

まえはらみそ 那覇市国場233 098-854-8302  みそ製造業 第11311268号 R01.10.08 R07.10.31 前原正美

まえはらみそ 那覇市国場233 098-854-8302  そうざい製造業 第11311267号 R01.10.08 R07.10.31 前原正美

朱雀 那覇市辻1-5-11 098-868-5290  飲食店営業 食堂 第11311439号 R01.10.25 R07.10.31 崎山和子

ベーカリー｢パンの木｣ 那覇市牧志3-4-7 菓子製造業 第11311302号 R01.10.11 R07.10.31 仲本弘

七輪焼肉安安　パイプライン店 那覇市銘苅180-1 朝忠ビル1F 098-869-8081  飲食店営業 食堂 第11311265号 R01.10.08 R07.10.31 株式会社富士達 代表取締役 川上富達 神奈川県 横浜市神奈川区六角橋1-4-4 045-410-0371  

武村松月堂 那覇市首里鳥堀町1-16-3 098-884-4793  菓子製造業 第11311336号 R01.10.16 R07.10.31 武村功

らんたん亭 那覇市久茂地2-6-2 久茂地ガーデンビル3F3C 098-862-8266  飲食店営業 居酒屋 第11311419号 R01.10.24 R07.10.31 五島一美

ジップマートさつき店 那覇市宇栄原3-14-11 098-851-7740  そうざい製造業 第11311335号 R01.10.16 R07.10.31 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  

ジップマートさつき店 那覇市宇栄原3-14-11 098-851-7740 菓子製造業 第11311334号 R01.10.16 R07.10.31 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  

ジップマートさつき店 那覇市宇栄原3-14-11 098-851-7740  食肉販売業 第11311333号 R01.10.16 R07.10.31 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  

ジップマートさつき店 那覇市宇栄原3-14-11 098-851-7740 魚介類販売業 第11311332号 R01.10.16 R07.10.31 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  

ジップマートさつき店 那覇市宇栄原3-14-11 098-851-7740    乳類販売業 第11311331号 R01.10.16 R07.10.31 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  

ジップマートさつき店 那覇市宇栄原3-14-11 098-851-7740 喫茶店営業 第11311330号 R01.10.16 R07.10.31 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  

ローソン那覇ハーバービュー通店 那覇市泉崎1-3-1 098-867-7255  そうざい製造業 第11311495号 R01.10.30 R07.10.31 合同会社結コーポレーション 代表社員 太田桂子 沖縄県 那覇市首里崎山町4-74 098-867-7255  

ローソン那覇ハーバービュー通店 那覇市泉崎1-3-1 098-867-7255  食肉販売業 第11311494号 R01.10.30 R08.10.31 合同会社結コーポレーション 代表社員 太田桂子 沖縄県 那覇市首里崎山町4-74 098-867-7255  

天ぷら食堂 桜囲 那覇市壺屋1-1-22 当山ビル1F 098-869-9255      飲食店営業 割烹 第11311305号 R01.10.15 R07.10.31 桜井憲昭

居酒屋 絹 那覇市若狭3-33-1 1F 098-863-0075  飲食店営業 居酒屋 第11311418号 R01.10.24 R07.10.31 宮城絹江

club ajito 那覇市松山1-13-8 タップスビル1階 098-866-8444  飲食店営業 カフェー 第11311291号 R01.10.10 R07.10.31 下里勝也

ドリームQ 那覇市内 098-945-4110  飲食店営業 簡易営業 第11311258号 R01.10.08 R06.10.31 新垣久

ドリームQ 那覇市内 098-945-4110  菓子製造業 簡易営業 第11311257号 R01.10.08 R06.10.31 新垣久

ダイレックス津嘉山店 那覇市字仲井真375-1 098-833-8137  魚介類販売業 第11311299号 R01.10.11 R08.10.31 ダイレックス株式会社 代表取締役 多田高志 佐賀県 佐賀市高木瀬町大字長瀬930 0952-32-6511  

ダイレックス津嘉山店 那覇市仲井真375-1 098-833-8137  乳類販売業 第11311300号 R01.10.11 R08.10.31 ダイレックス株式会社 代表取締役 多田高志 佐賀県 佐賀市高木瀬町大字長瀬930 0952-32-6511  

ダイレックス津嘉山店 那覇市字仲井真375-1 098-833-8137  食肉販売業 第11311301号 R01.10.11 R08.10.31 ダイレックス株式会社 代表取締役 多田高志 佐賀県 佐賀市高木瀬町大字長瀬930 0952-32-6511  

マウイ ステーキハウス 那覇市久茂地2-15-13 098-862-9085  飲食店営業 レストラン 第11311378号 R01.10.18 R07.10.31 株式会社グレートイースタン 代表取締役 藤尾　政弘 沖縄県 沖縄市与儀1-29-1 098-933-5882  

新町商店 那覇市宇栄原3-27-52 098-857-1710      食肉販売業 第11311289号 R01.10.10 R08.10.31 比嘉トシ

新町商店 那覇市宇栄原3-27-52 098-857-1710      乳類販売業 第11311288号 R01.10.10 R08.10.31 比嘉トシ

上原精肉鮮魚店 那覇市曙2-22-32 098-862-2523  魚介類販売業 第11311328号 R01.10.16 R07.10.31 上原英雄

上原精肉鮮魚店 那覇市曙2-22-32 098-862-2523  食肉販売業 第11311329号 R01.10.16 R07.10.31 上原英雄

首里殿内 那覇市首里金城町2-81 098-885-6161  飲食店営業 食堂 第11311298号 R01.10.11 R07.10.31 株式会社おもろ企画 代表取締役 神谷弘隆 沖縄県 那覇市安謝1-2-3 098-866-7395  

南風堂株式会社 那覇市内 098-995-3111  菓子製造業 簡易営業 第11311285号 R01.10.10 R06.10.31 南風堂株式会社 代表取締役 淵邉直樹 沖縄県 糸満市西崎4-15-2

南風堂株式会社 那覇市内 098-995-3111  アイスクリーム類製造業 簡易営業 第11311286号 R01.10.10 R06.10.31 南風堂株式会社 代表取締役 淵邉直樹 沖縄県 糸満市西崎4-15-2

むつみ橋かどや 那覇市牧志1-3-49 098-868-6286  飲食店営業 食堂 第11311304号 R01.10.15 R07.10.31 石川幸紀

いすけ 那覇市若狭3-1-1 GIBOビル1階 098-868-2040  飲食店営業 寿司屋 第11311357号 R01.10.18 R07.10.31 井戸向大輔

マルミヤ食堂 那覇市若狭3-25-6 1F 098-868-7560  飲食店営業 食堂 第11311327号 R01.10.16 R07.10.31 宮里春美

居食屋「甚兵衛」 那覇市久茂地2-6-2 久茂地ガーデンビル1B 098-862-1696  飲食店営業 居酒屋 第11311326号 R01.10.16 R07.10.31 有限会社フジタ 取締役 藤田洋一 沖縄県 那覇市牧志2-16-46 1205号

ダブルツリーｂｙヒルトン　那覇首里城
グランドキャッスル　カフェ＆ダイニング

那覇市首里山川町1-132-1 4F 098-886-5454  飲食店営業 レストラン 第11311377号 R01.10.18 R07.10.31 株式会社琉球ホテルリゾート那覇 代表取締役 堀本卓 沖縄県 那覇市首里山川町1-132-1 098-886-5454  

ダブルツリーｂｙヒルトン　那覇首里城　メインキッチン 那覇市首里山川町1-132-1 2F 098-886-5454  飲食店営業 レストラン 第11311376号 R01.10.18 R07.10.31 株式会社琉球ホテルリゾート那覇 代表取締役 堀本卓 沖縄県 那覇市首里山川町1-132-1 098-886-5454  

ダブルツリーｂｙヒルトン　那覇首里城 那覇市首里山川町1-132-1 098-886-5454  菓子製造業 第11311375号 R01.10.18 R07.10.31 株式会社琉球ホテルリゾート那覇 代表取締役 堀本卓 沖縄県 那覇市首里山川町1-132-1 098-886-5454  

ダブルツリーｂｙヒルトン　那覇首里城　舜天 那覇市首里山川町1-132-1 3F 098-886-5454  飲食店営業 レストラン 第11311374号 R01.10.18 R07.10.31 株式会社琉球ホテルリゾート那覇 代表取締役 堀本卓 沖縄県 那覇市首里山川町1-132-1 098-886-5454  

ダブルツリーｂｙヒルトン　那覇首里城　　富士 那覇市首里山川町1-132-1 3F 098-886-5454  飲食店営業 レストラン 第11311373号 R01.10.18 R07.10.31 株式会社琉球ホテルリゾート那覇 代表取締役 堀本卓 沖縄県 那覇市首里山川町1-132-1 098-886-5454  

ダブルツリーｂｙヒルトン　那覇首里城　サンセットラウンジ 那覇市首里山川町1-132-1 20F 098-886-5454  飲食店営業 バー 第11311372号 R01.10.18 R07.10.31 株式会社琉球ホテルリゾート那覇 代表取締役 堀本卓 沖縄県 那覇市首里山川町1-132-1 098-886-5454  

BAR Owl 那覇市久茂地1-8-7 カネモト産業ビル2階 098-867-5494  飲食店営業 ﾅｲﾄｽﾅｯｸ 第11311507号 R01.10.31 R07.10.31 高江洲義尚

クライム 那覇市山下町30-8 山下ハイツ1階 098-858-4539  飲食店営業 食堂 第11311417号 R01.10.24 R07.10.31 石川進

沖縄そば処 月桃安里店 那覇市安里3-1-8 飲食店営業 食堂 第11311400号 R01.10.23 R07.10.31 金城匠

ふしぎや 那覇市安里1-7-17 千代正ビル101 飲食店営業 バー 第11311325号 R01.10.16 R07.10.31 伊佐範誠

宮里酒造所 那覇市小禄645 098-857-3065  酒類製造業 第11311353号 R01.10.18 R07.10.31 宮里徹

沖縄特産販売株式会社 那覇市内               喫茶店営業 簡易営業 第11311293号 R01.10.11 R06.10.31 沖縄特産販売株式会社 代表取締役 與那覇玲 沖縄県 豊見城市豊崎3-84               

まるいし製麺 那覇市内 098-934-8330  飲食店営業 簡易営業 第11311303号 R01.10.15 R06.10.31 照屋寛人

Cocoジャスミン 那覇市安里388(栄町市場内) 098-927-8180  飲食店営業 スナック 第11311437号 R01.10.25 R07.10.31 ヘンスリ睦美

株式会社辻スーパー 那覇市辻2-6-12 098-868-3116  そうざい製造業 第11311425号 R01.10.25 R07.10.31 株式会社辻スーパー 代表取締役 上原正秀 沖縄県 那覇市辻2-6-12 098-868-3116  

株式会社辻スーパー 那覇市辻2-6-12 098-868-3116  乳類販売業 第11311424号 R01.10.25 R07.10.31 株式会社辻スーパー 代表取締役 上原正秀 沖縄県 那覇市辻2-6-12 098-868-3116  

ローソン那覇上之屋店 那覇市おもろまち2-5-1 098-862-0375  飲食店営業 そうざい 第11311367号 R01.10.18 R07.10.31 合資会社譜久山ストア 代表社員 譜久山長儀 沖縄県 那覇市泊2-1-1 098-863-8413  

ゆうばん まんじゃー星 那覇市牧志3-9-17 1F 098-869-9305  飲食店営業 居酒屋 第11311524号 R01.10.31 R07.10.31 新垣昭男

陶器と喫茶 南窯 那覇市壷屋1-9-29 098-861-6404  喫茶店営業 第11311415号 R01.10.24 R07.10.31 島袋常博

ヴィレッヂ・マーケット 那覇市泊1-1-1 稲和マンション102 098-869-1668  飲食店営業 レストラン 第11311453号 R01.10.28 R07.10.31 寺岡智也

ヴィレッヂ・マーケット 那覇市泊1-1-1 稲和マンション102 098-869-1668  菓子製造業 第11311452号 R01.10.28 R07.10.31 寺岡智也

そば処くんち 那覇市首里鳥堀町4-19 098-886-9284  飲食店営業 パーラー 第11311414号 R01.10.24 R07.10.31 知念肇

居酒屋ぐるくん 那覇市若狭3-20-8 098-866-3667  飲食店営業 居酒屋 第11311413号 R01.10.24 R07.10.31 奥平秀光

うなりざき 那覇市若狭3-6-8 098-866-7596  菓子製造業 第11311435号 R01.10.25 R07.10.31 東濵よし子

カラオケ がんこ 那覇市寄宮3-18-9 2F 098-854-5255  飲食店営業 バー 第11311412号 R01.10.24 R07.10.31 仲間邦昭

築地銀だこ 那覇市金城5-10-2 1F 098-859-5363  飲食店営業 食堂 第11311492号 R01.10.30 R07.10.31 株式会社ホットランド 代表取締役 佐瀬守男 東京都 中央区新富1-9-6 03-3553-8885  

築地銀だこ 那覇市金城5-10-2 1F 098-859-5363  菓子製造業 第11311493号 R01.10.30 R07.10.31 株式会社ホットランド 代表取締役 佐瀬守男 東京都 中央区新富1-9-6 03-3553-8885  

新里酒造株式会社 那覇市内               飲食店営業 簡易営業 第11311351号 R01.10.18 R06.10.31 新里酒造株式会社 代表取締役 新里健二 沖縄県 沖縄市古謝3-22-8 098-939-5050  

焼肉東光園 那覇市松山2-10-1 スリーナインビル1F 098-869-1815  飲食店営業 食堂 第11311468号 R01.10.29 R07.10.31 座安弘和

石川酒造場ブース 那覇市内 098-945-3515  飲食店営業 簡易営業 第11311321号 R01.10.16 R06.10.31 株式会社 石川酒造場 代表取締役 大城俊男 沖縄県 西原町小那覇1438-1 098-945-3515  

ほっともっと首里末吉店 那覇市古島2-28-2 098-886-9251  飲食店営業 弁当屋 第11311364号 R01.10.18 R07.10.31 大城隆

ミスティ― 那覇市東町12-2 3F-D               飲食店営業 ﾅｲﾄｽﾅｯｸ 第11311456号 R01.10.28 R07.10.31 川端直子

mommy（マミー） 那覇市おもろまち4-17-14 クィーンヒルズ202 098-868-7405  飲食店営業 スナック 第11311465号 R01.10.29 R07.10.31 森泉子

久米仙酒造株式会社 那覇市内 098-832-3133  飲食店営業 簡易営業 第11311380号 R01.10.18 R06.10.31 久米仙酒造株式会社 代表取締役 比嘉洋一 沖縄県 那覇市仲井真155 098-832-3133  

デザートラボショコラ 那覇市首里金城町4-70-4 1F 098-885-4531  菓子製造業 第11311471号 R01.10.29 R07.10.31 田島由幸

営業所所在地 営業の種類 申請者住所
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ha-na 那覇市松尾2-6-12 大川ビル1F 098-862-3073  飲食店営業 食堂 第11311470号 R01.10.29 R07.10.31 古市滋人

RENEMIA 那覇市牧志2-7-15 嘉数アパート101号 098-866-2501  飲食店営業 カフェー 第11311523号 R01.10.31 R07.10.31 株式会社レネミア 代表取締役 金城博之 沖縄県 那覇市牧志2-23-6 098-860-8372  

居酒屋 五圓 那覇市小禄1-37-19 098-859-3076  飲食店営業 居酒屋 第11311464号 R01.10.29 R07.10.31 清野和子

music Bar QUEEN 那覇市小禄911 098-859-4727  飲食店営業 小料理 第11311522号 R01.10.31 R07.10.31 徳山ひろみ

ごはん屋 de SU-SU-SOON 那覇市内 098-936-6237  飲食店営業 簡易営業 第11311393号 R01.10.23 R06.10.31 吉田理恵

AQUA 那覇市上間209 098-831-5827  飲食店営業 ﾅｲﾄｽﾅｯｸ 第11311521号 R01.10.31 R07.10.31 與那原春美

ファミリーマートおもろまち四丁目店 那覇市おもろまち4-12-13 098-869-1610  飲食店営業 そうざい 第11311422号 R01.10.25 R07.11.30 有限会社ＳＯ・ＲＡ 代表取締役 長嶺直哲 沖縄県 那覇市松島1-3-16 098-871-5800  

ファミリーマートおもろまち四丁目店 那覇市おもろまち4-12-13 098-869-1610  乳類販売業 第11311423号 R01.10.25 R07.11.30 有限会社ＳＯ・ＲＡ 代表取締役 長嶺直哲 沖縄県 那覇市松島1-3-16 098-871-5800  

そば処 ゆうなみ坂下店 那覇市松川301-15               飲食店営業 食堂 第11311520号 R01.10.31 R07.10.31 又吉周

沖縄料理ちぬまん安里店 那覇市安里1-1-58 1F 098-943-7464  飲食店営業 食堂 第11311455号 R01.10.28 R07.10.31 株式会社沖縄観光開発 代表取締役 新垣さとみ 沖縄県 糸満市字武富589-3 098-996-5432  

さかえ 那覇市牧志3-12-20 098-866-6401  飲食店営業 食堂 第11311519号 R01.10.31 R07.10.31 生島サツエ

Karaoke＆Bar Cor 那覇市東町5-15 2階 202 飲食店営業 バー 第11311518号 R01.10.31 R07.10.31 上原章

ココレカ 那覇市与儀368-20 098-851-9777  菓子製造業 第11311406号 R01.10.24 R07.10.31 村井智行

クレメンタイン 那覇市東町17-11 ふくろう館304 飲食店営業 小料理 第11311504号 R01.10.31 R07.10.31 砂川美和

居酒屋 和気あいあい 那覇市国場1183-2 ぴゅあレジデンス2F 098-831-8067  飲食店営業 居酒屋 第11311503号 R01.10.31 R07.10.31 上間仁志

丸高ミート 那覇市松尾2-11-16 098-863-2087  食肉販売業 第11311502号 R01.10.31 R07.10.31 岩切進

居酒屋 接 那覇市国場1186-5 098-833-0979  飲食店営業 居酒屋 第11311486号 R01.10.30 R07.10.31 新垣接子

安里精肉店 那覇市安里385 098-885-2022  食肉販売業 第11311517号 R01.10.31 R07.10.31 安里俊幸

癒酒屋 こんちわ 那覇市内               飲食店営業 簡易営業 第11311499号 R01.10.31 R06.10.31 多和田剛

スターサンド 那覇市当間252 098-857-1191  飲食店営業 食堂 第11311516号 R01.10.31 R07.10.31 具志雅巳

スナック城 那覇市字大道172-20 サンマリアビル5F 098-884-3303  飲食店営業 スナック 第11311498号 R01.10.31 R07.10.31 赤崎正子

MIUMIU 那覇市松山1-33-3 京ビル4　6階-A号室 098-867-5673  飲食店営業 バー 第11311515号 R01.10.31 R07.10.31 上里学

農業生産法人株式会社伊江牛 那覇市内 098-868-2911  喫茶店営業 簡易営業 第11311496号 R01.10.31 R06.10.31 農業生産法人株式会社伊江牛 代表取締役 名嘉亜依子 沖縄県 国頭郡伊江村字西江前1898-1 098-996-2992  

なんくる亭 那覇市西1-21-3 098-867-9973  飲食店営業 居酒屋 第11311514号 R01.10.31 R07.10.31 赤嶺守信

Angel 那覇市松山2-29-1 フェニックスビル701 飲食店営業 ﾅｲﾄｽﾅｯｸ 第11311513号 R01.10.31 R07.10.31 譜久島洋子

はるきんち 那覇市泉崎1-14-7 阮氏ビル4階 飲食店営業 スナック 第11311512号 R01.10.31 R07.10.31 宮城春樹
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