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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

新里製麺所 那覇市壺川1-18-6 098-834-5812  めん類製造業 第11311274号 R01.10.09 R07.10.31 新里淳仁

豚ホルモン専門　我那覇焼肉店 那覇市久茂地2-11-16 花ビル2階　西側 098-861-5382  飲食店営業 食堂 第11311227号 R01.10.01 R07.10.31 我那覇豚肉店.株式会社 代表取締役 我那覇直 沖縄県 名護市字宮里1410-1 0980-53-5017  

美らさんぴん 那覇市牧志3-1-13 098-852-1778  喫茶店営業 第11311273号 R01.10.09 R07.10.31 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  

二階の中華 那覇市安里388-10 浜千鳥アパート202 飲食店営業 居酒屋 第11311269号 R01.10.08 R07.10.31 大城忍

つくねＢＯＸ 那覇市牧志3-3-1               飲食店営業 居酒屋 第11311246号 R01.10.03 R07.10.31 比嘉辰宜

宮古そば　製麺所　SAIGA壺屋店 那覇市壺屋1-6-15 1F 飲食店営業 そば屋 第11311440号 R01.10.25 R07.10.31 花城亜里沙

そら　かふぇ 那覇市長田1-12-32 しゃとれ88　1Ｆ               飲食店営業 カフェー 第11311337号 R01.10.16 R07.10.31 鉢嶺典子

あぶり焼き　備長 那覇市上之屋1-20-9 富士屋オーシャンビル104 098-866-7020  飲食店営業 居酒屋 第11311241号 R01.10.02 R07.10.31 真喜志宗忠

Ocean good table 那覇市久茂地3-12-1 第一久茂地ビル102号 098-869-8212  飲食店営業 レストラン 第11311235号 R01.10.01 R07.10.31 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  

琉夏 那覇市松尾2-7-10 牧志公設市場               飲食店営業 バー 第11311245号 R01.10.03 R07.10.31 小野晃生

さわふじ 那覇市東町12-2 グレープハウス3-Ｃ 098-988-8522  飲食店営業 バー 第11311225号 R01.10.01 R07.10.31 玉那覇かおり

フードバー　トリコ 那覇市松山1-8-7 ロイヤルプラザ2ビル　3階               飲食店営業 バー 第11311244号 R01.10.03 R07.10.31 比嘉忠行

浜口水産 那覇市内 0980-74-5056  飲食店営業 簡易営業 第11311224号 R01.10.01 R06.10.31 浜口水産株式会社 代表取締役 濵口美由紀 沖縄県 宮古島市伊良部字国仲431-1 0980-74-5056  

Sea　Terasu 那覇市壺川2-11-6               飲食店営業 食堂 第11311240号 R01.10.02 R07.10.31 iーテラス合同会社 代表社員 新城あさみ 沖縄県 島尻郡伊平屋村字田名1571 0980-46-2632  

まかない家　宜野湾本店 那覇市内 098-890-5056  飲食店営業 簡易営業 第11311239号 R01.10.02 R06.10.31 松堂辰也

まかない家　宜野湾本店 那覇市内               喫茶店営業 簡易営業 第11311238号 R01.10.02 R06.10.31 松堂辰也

Leeフーズ 那覇市内               飲食店営業 簡易営業 第11311237号 R01.10.02 R06.10.31 島田京勲

CHILLOUT 那覇市内 098-884-1558  飲食店営業 簡易営業 第11311236号 R01.10.02 R06.10.31 黄　泰灝

とまり食堂 那覇市泊1-18-4               飲食店営業 食堂 第11311256号 R01.10.04 R07.10.31 新城エリヤ

shot bar Trip 那覇市松山1-35-21 大福館ビル2B               飲食店営業 バー 第11311243号 R01.10.03 R07.10.31 比嘉駿

磯ノ宮 那覇市具志1-3-7 蔵根住宅2F               飲食店営業 食堂 第11311255号 R01.10.04 R07.10.31 我如古盛和

Bally's 那覇市前島2-1-7 ツインハウス5階B号室               飲食店営業 バー 第11311272号 R01.10.09 R07.10.31 城間勇介

ハイアット前　こてつ　桜坂・国際通り店 那覇市牧志3-8-1 金城ビル1F               飲食店営業 居酒屋 第11311421号 R01.10.24 R07.10.31 眞境名和明

ジュピター 那覇市首里汀良町3-79-1F               飲食店営業 バー 第11311266号 R01.10.08 R07.10.31 糸数留美

居酒屋　329 那覇市牧志3-4-8 山本ビル1F               飲食店営業 居酒屋 第11311271号 R01.10.09 R07.10.31 岸本貢

ＣＡＳＡ当蔵 那覇市首里当蔵町2-11-8 098-886-5080  飲食店営業 スナック 第11311420号 R01.10.24 R07.10.31 株式会社ヒューマンサポート 代表取締役 粟國英雅 沖縄県 那覇市首里池端町11 2F 098-886-5080  

すず菜 那覇市内 098-927-0775  飲食店営業 簡易営業 第11311264号 R01.10.08 R06.10.31 梶原涼香

cotu cotu 那覇市内               喫茶店営業 簡易営業 第11311263号 R01.10.08 R06.10.31 米城智淳

cotu cotu 那覇市内               飲食店営業 簡易営業 第11311262号 R01.10.08 R06.10.31 米城智淳

誠もち店 那覇市内 0980-48-4808  飲食店営業 簡易営業 第11311261号 R01.10.08 R06.10.31 比嘉誠

誠もち店 那覇市内 0980-48-4808  飲食店営業 簡易営業 第11311260号 R01.10.08 R06.10.31 比嘉誠

誠もち店 那覇市内 0980-48-4808  喫茶店営業 簡易営業 第11311259号 R01.10.08 R06.10.31 比嘉誠

Seed 那覇市東町4-12 東壱番館B-101               飲食店営業 バー 第11311306号 R01.10.15 R07.10.31 名嘉優華

鶏心 那覇市牧志2-2-30 1F（区画B-7）               飲食店営業 居酒屋 第11311438号 R01.10.25 R07.10.31 アンパサンド合同会社 代表社員 大城勇志 沖縄県 那覇市牧志3-12-8 フィットビル1階               

鳥拓 那覇市安里388-169 1F               飲食店営業 居酒屋 第11311379号 R01.10.18 R07.10.31 金子拓矢

島袋豆腐店 那覇市与儀2-3-12 098-855-2646  豆腐製造業 第11311290号 R01.10.10 R07.10.31 島袋幸子

有限会社　琉宮 那覇市内 098-861-6401  菓子製造業 簡易営業 第11311287号 R01.10.10 R06.10.31 明石　光博

大人のコンパ　Bar　Mist 那覇市壺屋1-2-12 仲原アパート207 飲食店営業 バー 第11311270号 R01.10.09 R07.10.31 仲尾次健

松原屋製菓 那覇市松尾2-9-9 098-863-2744  菓子製造業 第11311359号 R01.10.18 R07.10.31 合同会社松原屋製菓 代表社員 久高奈恵子 沖縄県 那覇市松尾2-7-21 098-863-2744  

大衆酒場こりす 那覇市前島2-7-13 098-861-7055  飲食店営業 居酒屋 第11311358号 R01.10.18 R07.10.31 株式会社ながまれ 代表取締役 加賀谷友美 沖縄県 那覇市安里1-1-46-302号               

大山畜産 那覇市泉崎1-20-1               飲食店営業 居酒屋 第11311284号 R01.10.10 R07.10.31 株式会社大山畜産 代表取締役 朴敏弘 大阪府 大阪市鶴見区安田1-11-26               

ぶらうん 那覇市首里当蔵町2-35 098-885-9388  菓子製造業 第11311283号 R01.10.10 R07.10.31 宮城陽子

ファミリーマート東町店 那覇市東町7-14 098-860-2085  飲食店営業 そうざい 第11311297号 R01.10.11 R07.10.31 上原眞希

ファミリーマート東町店 那覇市東町7-14 098-860-2085  乳類販売業 第11311296号 R01.10.11 R07.10.31 上原眞希

BAR Hello 那覇市松山2-8-5 FORTUNE BLD 3F               飲食店営業 バー 第11311282号 R01.10.10 R07.10.31 MAATUBANG NIKKY

モダマフーズ 那覇市内               喫茶店営業 簡易営業 第11311281号 R01.10.10 R06.10.31 田中幸一

あじあめんろーど 那覇市内 098-867-3558  飲食店営業 簡易営業 第11311279号 R01.10.10 R06.10.31 学校法人尚学院 理事長 名城政次郎 沖縄県 那覇市泊2-17-4 098-867-3558  

ポケットマーニー 那覇市内 098-886-5211  飲食店営業 簡易営業 第11311278号 R01.10.10 R06.10.31 野原朝博

amitapi 那覇市牧志3-2-10 てんぶす那覇1F　D-1 098-861-0129  飲食店営業 カフェー 第11311356号 R01.10.18 R07.10.31 株式会社amitapi 代表取締役 池宮城政章 沖縄県 那覇市泊3-16-7 ライオンズマンション泊三丁目101 098-963-7595  

やっぱり昭和が好き 那覇市久米1-1-21 オレンジビル5階C号室               飲食店営業 バー 第11311295号 R01.10.11 R07.10.31 信清浩史

焼肉むむ 那覇市内 098-988-1130  飲食店営業 簡易営業 第11311277号 R01.10.10 R06.10.31 島長利行

キッチンうさぎ 那覇市金城2-2-7 ティアラパレスⅠ　1階               飲食店営業 食堂 第11311294号 R01.10.11 R07.10.31 髙良真澄

ALICE 那覇市久米2-8-14 久米八番館2階2号室               飲食店営業 レストラン 第11311355号 R01.10.18 R07.10.31 粟國高太

（株）丸吉塩せんべい（丸吉カフェ） 那覇市内 098-854-9017  飲食店営業 簡易営業 第11311276号 R01.10.10 R06.10.31 株式会社丸吉塩せんべい 代表取締役 新田民子 沖縄県 那覇市繁多川4-11-9 098-854-9017  

モダマフーズ 那覇市内               飲食店営業 簡易営業 第11311280号 R01.10.10 R06.10.31 田中幸一

Zooton's 那覇市久茂地3-4-9 098-861-0231  飲食店営業 カフェー 第11311416号 R01.10.24 R07.10.31 株式会社OKA 代表取締役 岡勝 沖縄県 那覇市壺屋2-1-10 11号               

Zooton's Shuri 那覇市首里山川町3-61-9 桂商事ビル3F 098-917-0980  飲食店営業 レストラン 第11311389号 R01.10.21 R07.10.31 株式会社OKA 代表取締役 岡勝 沖縄県 那覇市壺屋2-1-10 11号               

Cafe　VG 那覇市久茂地2-14-12 C18　KUMOJI office　1階               飲食店営業 レストラン 第11311354号 R01.10.18 R07.10.31 重谷羅利

shodai bio nature 那覇市泉崎1-20 2F               飲食店営業 パーラー 第11311307号 R01.10.16 R07.10.31 株式会社agricoeules 代表取締役 竹内勝哉 愛知県 名古屋市中区栄2-1-12               

Regina 那覇市松山1-13-8 TAPSビルディング5階               飲食店営業 バー 第11311371号 R01.10.18 R07.10.31 富原菜生

宝食堂 那覇市天久2-6-8               飲食店営業 食堂 第11311370号 R01.10.18 R07.10.31 有限会社宝伸実業 代表取締役 松田隆弘 愛知県 豊橋市築地町17 0532-33-7771  

BAR　M'S 那覇市久米2-2-14 ルネサンス久米1F               飲食店営業 バー 第11311369号 R01.10.18 R07.10.31 當銘由輝

㈱仲善カフェくるくま 那覇市内 098-949-1189  飲食店営業 簡易営業 第11311324号 R01.10.16 R06.10.31 農業生産法人株式会社仲善 代表取締役 仲本陽子 沖縄県 南城市知念字知念1190 098-949-1189  

カキ小屋　小嵐 那覇市字寄宮155 098-996-3773  飲食店営業 居酒屋 第11311399号 R01.10.23 R07.10.31 小嵐豪

首里振興会 那覇市内               飲食店営業 簡易営業 第11311323号 R01.10.16 R06.10.31 嘉陽田詮

Bar Lounge J 那覇市松山2-9-7 クリスタルビル5階5-D               飲食店営業 バー 第11311322号 R01.10.16 R07.10.31 與儀賢太

はこさく山ちゃん 那覇市牧志1-8-3 FAN緑ヶ丘ビル2F 098-862-8239  飲食店営業 居酒屋 第11311506号 R01.10.31 R07.10.31 山内一晃

ショーパブ　マンジ　MANJI 那覇市松山1-14-15 098-867-3883  飲食店営業 バー 第11311436号 R01.10.25 R07.10.31 藤田僚

やきとり鳥炭 那覇市牧志2-18-1 1F 098-861-5008  飲食店営業 居酒屋 第11311368号 R01.10.18 R07.10.31 上原信也

チュラビスタ　セナガ 那覇市具志3-24-1 098-987-1000  飲食店営業 パーラー 第11311388号 R01.10.21 R07.10.31 株式会社ラグラス 代表取締役 鈴木康子 沖縄県 那覇市天久2-13-8 098-943-7027  

沖縄から夜ふかし 那覇市松山2-1-14 仲間ビル6階 098-868-8330  飲食店営業 カフェー 第11311352号 R01.10.18 R07.10.31 譜久村大樹

CHUDOG（チュドッグ） 那覇市樋川2-3-1 のうれんプラザ2F               飲食店営業 パーラー 第11311366号 R01.10.18 R07.10.31 株式会社佑コーポレーション 代表取締役 権寧振 沖縄県 糸満市字阿波根1406-64 098-959-9015  

串焼き三二〇 那覇市安里2-4-3 RJビルディングB1               飲食店営業 居酒屋 第11311398号 R01.10.23 R07.10.31 株式会社320 代表取締役 宮城光生 沖縄県 那覇市牧志2-11-45 098-988-9277  
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cafe  MONDOOR 那覇市内               喫茶店営業 簡易営業 第11311320号 R01.10.16 R06.10.31 生駒匠

おたくLabo沖縄ロワイヤル 那覇市松山1-33-3 京ビル4　1階1-C号室 098-943-7896  飲食店営業 バー 第11311365号 R01.10.18 R07.10.31 株式会社Press Start to Play 代表取締役 岩間達也 東京都 江東区毛利2-9-13 セボンパークビュー住吉403 03-6823-5506  

ウォルフブロイ 那覇市内               飲食店営業 簡易営業 第11311319号 R01.10.16 R06.10.31 ウォルフブロイ合同会社 代表社員 戸村由香 沖縄県 那覇市首里寒川町1-5-2 シャールレーク首里城公園3-307               

沖福鮮魚店 那覇市牧志2-2-30 国際通りのれん街1F（区画B-3）               飲食店営業 居酒屋 第11311434号 R01.10.25 R07.10.31 株式会社Green Dining 代表取締役 渡辺拓也 沖縄県 中頭郡北谷町美浜1-3-4 サンセットビュー201 098-923-3015  

株式会社沖食商事 那覇市内 098-877-0778  喫茶店営業 簡易営業 第11311350号 R01.10.18 R06.10.31 株式会社沖食商事 代表取締役 中村徹 沖縄県 浦添市勢理客4-4-1 098-877-0778  

茉賢道 那覇市樋川2-3-1 のうれんプラザ2F　210-2 098-987-4290  飲食店営業 食堂 第11311387号 R01.10.21 R07.10.31 狩俣賢仁

QUEENSBORO　KITCHEN 沖縄本島内一円               飲食店営業 自動車営業 第11311467号 R01.10.29 R06.10.31 金城孝哉

料理いっさく 那覇市久米1-7-21 赤嶺ビル1-2号 098-943-0010  飲食店営業 小料理 第11311457号 R01.10.28 R07.10.31 宮城雄作

中華厨房　齊華房 那覇市内 098-943-5466  飲食店営業 簡易営業 第11311349号 R01.10.18 R06.10.31 松下享介

まろ庵 那覇市宇栄原3-11-17 赤嶺マンション202号室               菓子製造業 第11311411号 R01.10.24 R07.10.31 上原峰子

沖縄フレッシュ株式会社 那覇市内 098-995-9127  飲食店営業 簡易営業 第11311348号 R01.10.18 R06.10.31 沖縄フレッシュ株式会社 代表取締役 内間勲 沖縄県 那覇市曙2-27-1 星ビル202号               

久米島物産販売 那覇市内 098-985-8072  飲食店営業 簡易営業 第11311347号 R01.10.18 R06.10.31 久米島物産販売株式会社 代表取締役 吉田昌美 沖縄県 島尻郡久米島町字真謝3 098-985-8072  

M'Sリバーサイド 那覇市旭町114-6 098-863-2691  喫茶店営業 自販機 第11311410号 R01.10.24 R08.10.31 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  

カラオケ・スナック　きみの瞳 那覇市宇栄原3-28-1 カリータウン　3-C 098-857-1940  飲食店営業 スナック 第11311466号 R01.10.29 R07.10.31 上地幸夫

男前鮓 那覇市牧志2-2-30 1F（区画B-6）               飲食店営業 寿司屋 第11311397号 R01.10.23 R07.10.31 株式会社MIZUTOMI 代表取締役 市川哲 沖縄県 うるま市字州崎13-43 098-975-5588  

みずとみ精肉店 那覇市牧志2-2-30 1Ｆ（区画Ｂ-１） 098-975-5588  飲食店営業 レストラン 第11311396号 R01.10.23 R07.10.31 株式会社ハンズオンカンパニー 代表取締役 市川哲 沖縄県 那覇市久茂地2-22-12 久茂地UFビル7F               

一社　泡盛マイスター協会 那覇市内               飲食店営業 簡易営業 第11311363号 R01.10.18 R06.10.31 塩川学

かしわ歯科 那覇市内 098-992-4171  飲食店営業 簡易営業 第11311362号 R01.10.18 R06.10.31 洪柏青

蓬萊閣 那覇市内 0980-82-3158  飲食店営業 簡易営業 第11311361号 R01.10.18 R06.10.31 東郷清龍

一般社団法人一二三 那覇市内 098-943-7300  喫茶店営業 簡易営業 第11311360号 R01.10.18 R06.10.31 一般社団法人一二三 代表理事 玉元涼子 沖縄県 中頭郡北中城村字安谷屋2191-4 098-943-7300  

那覇市場卸売センター（魚介） 那覇市牧志2-2-30 1F（区画B-4）               魚介類販売業 第11311395号 R01.10.23 R07.10.31 株式会社MIZUTOMI 代表取締役 市川哲 沖縄県 うるま市字州崎13-43 098-975-5588  

ハイボール酒場　とりもん 那覇市仲井真287 城間アパート103号室               飲食店営業 居酒屋 第11311386号 R01.10.21 R07.10.31 緒方聖治

Lounge M 那覇市松山2-1-13 沖縄建装松山ビル4階南側 098-869-4439  飲食店営業 カフェー 第11311451号 R01.10.28 R07.10.31 伊波百子

たくよし 那覇市前島3-2-22               飲食店営業 居酒屋 第11311394号 R01.10.23 R07.10.31 内間拓也

うりずん 那覇市安里388-5 098-885-2178  飲食店営業 食堂 第11311473号 R01.10.29 R07.10.31 株式会社マーサン 代表取締役 土屋徹 沖縄県 那覇市字安里388-5 098-885-2178  

うりずん別館 那覇市安里387 098-885-2178  飲食店営業 食堂 第11311472号 R01.10.29 R07.10.31 株式会社マーサン 代表取締役 土屋徹 沖縄県 那覇市字安里388-5 098-885-2178  

Q（ナイン） 那覇市宇栄原3-28-1 カリータウン1-B               飲食店営業 カフェー 第11311409号 R01.10.24 R07.10.31 比嘉ゆうな

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11311433号 R01.10.25 R07.10.31 合同会社麺天 代表社員 若山勝己 沖縄県 那覇市銘苅1-2-17 クレセントビル1F 098-863-6207  

Welcome 那覇市松山2-29-1 6F 098-866-7131  飲食店営業 バー 第11311408号 R01.10.24 R07.10.31 島袋常毅               

おいしい食堂 那覇市国場335-3 098-996-2128  そうざい製造業 第11311491号 R01.10.30 R07.10.31 合同会社はる 代表社員 伊波沙織 沖縄県 那覇市仲井真370-1 （211） 098-996-2128  

おいしい食堂 那覇市国場335-3 098-996-2128  菓子製造業 第11311490号 R01.10.30 R07.10.31 合同会社はる 代表社員 伊波沙織 沖縄県 那覇市仲井真370-1 （211） 098-996-2128  

小料理　厨 那覇市久米1-1-21 オレンジビル5F-D               飲食店営業 小料理 第11311469号 R01.10.29 R07.10.31 新垣鶴子

ほっともっと天久店 那覇市安謝2-1-8 098-863-1502  飲食店営業 弁当屋 第11311432号 R01.10.25 R07.10.31 大城隆

那覇市場卸売センター（食肉） 那覇市牧志2-2-30 1F（区画B-5）               食肉販売業 第11311458号 R01.10.29 R07.10.31 株式会社MIZUTOMI 代表取締役 市川哲 沖縄県 うるま市州崎13-43               

寿司亭　暖治 那覇市安里385               飲食店営業 寿司屋 第11311489号 R01.10.30 R07.10.31 崎山伸二

Kume Sakaba 2903 那覇市久米2-8-14 久米8番館　1F-1 098-917-2446  飲食店営業 食堂 第11311407号 R01.10.24 R07.10.31 三浦司

いずみや 那覇市牧志2-2-30 1階（B区画-8）               飲食店営業 バー 第11311431号 R01.10.25 R07.10.31 株式会社いずみや 代表取締役 小泉広記 千葉県 鎌ケ谷市東初富4-27-15 047-443-4503  

Cafe Nori 那覇市宇栄原1-5-15 1F               飲食店営業 カフェー 第11311505号 R01.10.31 R07.10.31 瀬底姿子               

ファミリーマート那覇赤嶺一丁目店 那覇市赤嶺1-5-7 098-891-8081  飲食店営業 そうざい 第11311463号 R01.10.29 R07.10.31 合同会社IGEI企画 代表社員 伊藝聡 沖縄県 豊見城市字真玉橋553 リバーサイド2F 098-850-0555  

ファミリーマート那覇赤嶺一丁目店 那覇市赤嶺1-5-7 098-891-8081  乳類販売業 第11311462号 R01.10.29 R08.10.31 合同会社IGEI企画 代表社員 伊藝聡 沖縄県 豊見城市字真玉橋553 リバーサイド2F 098-850-0555  

ファミリーマート那覇赤嶺一丁目店 那覇市赤嶺1-5-7 098-891-8081  魚介類販売業 第11311461号 R01.10.29 R08.10.31 合同会社IGEI企画 代表社員 伊藝聡 沖縄県 豊見城市字真玉橋553 リバーサイド2F 098-850-0555  

ファミリーマート那覇赤嶺一丁目店 那覇市赤嶺1-5-7 098-891-8081  アイスクリーム類製造業 第11311460号 R01.10.29 R07.10.31 合同会社IGEI企画 代表社員 伊藝聡 沖縄県 豊見城市字真玉橋553 リバーサイド2F 098-850-0555  

Sun　Room　Sweets 那覇市内 098-892-4418  飲食店営業 簡易営業 第11311405号 R01.10.24 R06.10.31 我如古寿

ラウンジ　翔・ 那覇市松山1-1-10 京ビル5ロマネスク　2階　2-C号室               飲食店営業 ﾅｲﾄｽﾅｯｸ 第11311450号 R01.10.28 R07.10.31 羽地政雄

じょうとう食堂 那覇市樋川2-2-2 098-831-6090  飲食店営業 食堂 第11311430号 R01.10.25 R07.10.31 新垣みゆき

アトリエ琉華　rucca 那覇市首里大名町2-100-5 大名ハイツ302 菓子製造業 第11311488号 R01.10.30 R07.10.31 孫　香織

クイックリー 那覇市内 098-911-9126  喫茶店営業 簡易営業 第11311429号 R01.10.25 R06.10.31 クイックリージャパン株式会社 代表取締役 新垣龍太 沖縄県 那覇市鏡水崎原地先 098-911-9126  

松鶴 那覇市内 098-863-1321  飲食店営業 簡易営業 第11311428号 R01.10.25 R06.10.31 株式会社承逸 代表取締役 新垣昌人 沖縄県 那覇市久米2-11-13 098-943-6868  

COLOSSEO　262 那覇市内 098-988-9865  飲食店営業 簡易営業 第11311427号 R01.10.25 R06.10.31 浅井慎平

BEEAR(カメカメキッチン） 那覇市内 飲食店営業 簡易営業 第11311426号 R01.10.25 R06.10.31 池城安司

ホテルトリフィート那覇旭橋 那覇市西1-11-19 1F 098-860-6430  飲食店営業 レストラン 第11311454号 R01.10.28 R07.10.31 アンド・キッチン株式会社 代表取締役 岡　貴治 東京都 千代田区神田神保町3-10-2 03-6261-2295  

ハートランドおきなわ　こくば 那覇市国場368 098-831-8300  菓子製造業 第11311487号 R01.10.30 R07.10.31 株式会社ハートランドおきなわ 代表取締役 川越雄一郎 沖縄県 那覇市首里汀良町3-104-1

デッカーズカフェ 那覇市内 098-861-0670  飲食店営業 簡易営業 第11311449号 R01.10.28 R06.10.31 株式会社エムイー・ファクトリー 代表取締役 宮野真平 沖縄県 那覇市おもろまち3-5-24 508号 098-869-8933  

rokkan COFFEE 那覇市樋川1-29-9 098-996-5311  喫茶店営業 第11311485号 R01.10.30 R07.10.31 奥武拓也

久米総合開発（株） 那覇市内 098-985-3254  魚介類販売業 簡易営業 第11311459号 R01.10.29 R06.10.31 久米総合開発株式会社 代表取締役 安里美加子 沖縄県 島尻郡久米島町字北原1 098-985-3254  

Bar　AHHO 那覇市松山1-14-3 3-A号室               飲食店営業 バー 第11311501号 R01.10.31 R07.10.31 大城陽平

株式会社沖縄伊藤園 那覇市内               喫茶店営業 簡易営業 第11311500号 R01.10.31 R06.10.31 株式会社沖縄伊藤園 代表取締役 小林浩幸 沖縄県 糸満市西崎町4-10-4 098-994-3600

cafe 88's 那覇市内               飲食店営業 簡易営業 第11311497号 R01.10.31 R06.10.31 高坂主理
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