
R1.11.1～R1.11.30
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

えん沖縄 那覇市久茂地3丁目16番地19号 エステート久茂地201 098-941-7588  飲食店営業 居酒屋 第11290046号 R01.11.07 R07.11.30 株式会社BRIDGES 代表取締役 又吉真由美 沖縄県 那覇市久茂地3-16-19 2F 098-941-7950  

波の上music & BarBer 那覇市辻1-2-14 098-960-3838  喫茶店営業 第11311677号 R01.11.22 R07.11.30 株式会社A.K.A 代表取締役 新川奈津希 沖縄県 那覇市曙3-17-16 ポートサイド曙1F 098-943-9549  

ホテルコレクティブ　Vision & Emotion 那覇市松尾2-5-7 4Ｆ 098-860-8366  飲食店営業 レストラン 第11311546号 R01.11.05 R08.11.30 嘉新琉球COLLECTIVE株式会社 代表取締役 松本龍之 沖縄県 那覇市松山2-1-12 098-863-2388  

ホテルコレクティブ　居易園 那覇市松尾2-5-7 3Ｆ 098-860-8366  飲食店営業 レストラン 第11311545号 R01.11.05 R08.11.30 嘉新琉球COLLECTIVE株式会社 代表取締役 松本龍之 沖縄県 那覇市松山2-1-12 098-863-2388  

ホテルコレクティブ　Divertido 那覇市松尾2-5-7 4Ｆ 098-860-8366  飲食店営業 バー 第11311544号 R01.11.05 R08.11.30 嘉新琉球COLLECTIVE株式会社 代表取締役 松本龍之 沖縄県 那覇市松山2-1-12 098-863-2388  

ホテルコレクティブ　Altitude 那覇市松尾2-5-7 13Ｆ 098-860-8366  飲食店営業 カフェー 第11311543号 R01.11.05 R08.11.30 嘉新琉球COLLECTIVE株式会社 代表取締役 松本龍之 沖縄県 那覇市松山2-1-12 098-863-2388  

ホテルコレクティブ　メインキッチン 那覇市松尾2-5-7 2Ｆ 098-860-8366  飲食店営業 レストラン 第11311542号 R01.11.05 R08.11.30 嘉新琉球COLLECTIVE株式会社 代表取締役 松本龍之 沖縄県 那覇市松山2-1-12 098-863-2388  

ホテルコレクティブ 那覇市松尾2-5-7 2Ｆ 098-860-8366  菓子製造業 第11311541号 R01.11.05 R08.11.30 嘉新琉球COLLECTIVE株式会社 代表取締役 松本龍之 沖縄県 那覇市松山2-1-12 098-863-2388  

快活CLUB　那覇安謝店 那覇市字安謝664-32 098-951-1188  飲食店営業 レストラン 第11311584号 R01.11.12 R07.11.30 株式会社ヴァリック 代表取締役 谷井真吾 神奈川県 横浜市都筑区北山田3-1-50 045-590-4888  

ローソン旭橋駅前店 那覇市旭町1-9 098-866-8684  飲食店営業 そうざい 第11311566号 R01.11.08 R07.11.30 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  

ローソン旭橋駅前店 那覇市旭町1-9 098-866-8684  乳類販売業 第11311565号 R01.11.08 R08.11.30 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  

春 那覇市辻1-8-21 102               飲食店営業 小料理 第11311725号 R01.11.29 R07.11.30 木村　友美

首里　日々堂 那覇市首里石嶺町4-373-34 098-887-4693  飲食店営業 カフェー 第11311598号 R01.11.13 R07.11.30 山本みどり

The BAR shiokawa 那覇市久茂地3-15-15 第2やまこビル2F 098-869-6201  飲食店営業 バー 第11311561号 R01.11.08 R07.11.30 塩川学

Livehouse Output 那覇市牧志2-3-22 高良産業ビル2F 098-943-7031  飲食店営業 バー 第11311676号 R01.11.22 R07.11.30 濱里圭

スタンドＧ 那覇市鏡原町1-1               飲食店営業 小料理 第11311597号 R01.11.13 R07.11.30 具志一正

プリック・タイ　collab 那覇市久米2-20-21 098-862-5255  飲食店営業 食堂 第11311540号 R01.11.05 R07.11.30 株式会社テラコヤ 代表取締役 大城靖 沖縄県 那覇市識名1-4-7 601号室               

BAR　BETTY'S 那覇市おもろまち4-7-26 くだビル2F               飲食店営業 バー 第11311552号 R01.11.07 R07.11.30 阿波連のり子

麺や　はぐれ雲 那覇市牧志2-19-19-21               飲食店営業 食堂 第11311539号 R01.11.05 R07.11.30 稲嶺盛一郎

セブンイレブン松山2丁目店 那覇市松山2-8-13               飲食店営業 そうざい 第11311531号 R01.11.01 R07.11.30 横山寛

セブンイレブン松山2丁目店 那覇市松山2-8-13               食肉販売業 第11311530号 R01.11.01 R07.11.30 横山寛

セブンイレブン松山2丁目店 那覇市松山2-8-13               魚介類販売業 第11311529号 R01.11.01 R07.11.30 横山寛

セブンイレブン松山2丁目店 那覇市松山2-8-13               乳類販売業 第11311528号 R01.11.01 R07.11.30 横山寛

KURAN 那覇市松山1-35-21 大福館ビル3-A               飲食店営業 バー 第11311560号 R01.11.08 R07.11.30 新崎宏美

セブンイレブン国際通牧志2丁目店 那覇市牧志2-4-14               飲食店営業 そうざい 第11311583号 R01.11.12 R07.11.30 吉田洋平

セブンイレブン国際通牧志2丁目店 那覇市牧志2-4-14               食肉販売業 第11311582号 R01.11.12 R07.11.30 吉田洋平

セブンイレブン国際通牧志2丁目店 那覇市牧志2-4-14               魚介類販売業 第11311581号 R01.11.12 R07.11.30 吉田洋平

セブンイレブン国際通牧志2丁目店 那覇市牧志2-4-14               乳類販売業 第11311580号 R01.11.12 R07.11.30 吉田洋平

うちな～亭 那覇市牧志3-2-10 那覇市ぶんかテンブス館　3階 飲食店営業 食堂 第11311611号 R01.11.14 R07.11.30 甘　朝平

Bar花々緒 那覇市久茂地3-15-18 ロイヤルマンション久茂地101 飲食店営業 バー 第11311596号 R01.11.13 R07.11.30 照屋悦子

アゲサワ 那覇市久茂地3-3-3 小林ビル1階 098-943-4438  飲食店営業 居酒屋 第11311615号 R01.11.15 R07.11.30 株式会社ROCK FEVER LAND 代表取締役 本多毅 沖縄県 那覇市久米2-11-3 3階               

大衆食堂・酒場　花笠2号店 那覇市牧志1-3-14 098-867-3830  飲食店営業 食堂 第11311538号 R01.11.05 R07.11.30 友利政彦               

A 那覇市松山1-35-21 6B               飲食店営業 バー 第11311537号 R01.11.05 R07.11.30 糸数亜里沙               

Yuna's 那覇市松山1-8-7 ロイヤルプラザ2ビル　5F-B号室               飲食店営業 ﾅｲﾄｽﾅｯｸ 第11311527号 R01.11.01 R07.11.30 富名腰由美子               

スナック friend 那覇市東町12-1 ミリオンプラザビル1号店　4F-B号               飲食店営業 ﾅｲﾄｽﾅｯｸ 第11311558号 R01.11.08 R07.11.30 真栄田あゆみ               

がらむまさら 那覇市内               飲食店営業 簡易営業 第11311526号 R01.11.01 R06.11.30 株式会社がらむまさら 代表取締役 眞船祐至 沖縄県 那覇市字天久778               

縁活氣 那覇市宇栄原3-3-5               飲食店営業 小料理 第11311551号 R01.11.07 R07.11.30 平良奈菜

CAFE plat 那覇市牧志1-1-39 STEPビル1-G 098-943-1455  飲食店営業 レストラン 第11311557号 R01.11.08 R07.11.30 西原基子

エス．アット 那覇市牧志3-6-27 イトミンビル1F 098-943-3955  飲食店営業 居酒屋 第11311610号 R01.11.14 R07.11.30 株式会社ニューイースト 代表取締役 琴寄真美 栃木県 足利市常盤町36 0284-64-9837  

你好小吃 那覇市内 飲食店営業 簡易営業 第11311536号 R01.11.05 R06.11.30 鈴木麗子

你好小吃 那覇市内 菓子製造業 簡易営業 第11311535号 R01.11.05 R06.11.30 鈴木麗子

アジア料理　ナズカニヤ 那覇市三原1-9-15 102号 098-996-3199  飲食店営業 レストラン 第11311548号 R01.11.06 R07.11.30 松原孝夫

バレルピット 那覇市前島2-19-1 當間アパート101号室               飲食店営業 バー 第11311550号 R01.11.07 R07.11.30 嘉数睦

ジーオー・ファーム 那覇市内 098-985-8292  飲食店営業 簡易営業 第11311547号 R01.11.06 R06.11.30 株式会社ジーオー・ファーム 代表取締役 吉田秀則 沖縄県 島尻郡久米島町宇根ナカシ浜127-7 098-985-8292  

ふくや 那覇市宇栄原3-29-9               飲食店営業 小料理 第11311577号 R01.11.11 R07.11.30 長浜貴之

有限会社FECｵﾌｨｽ 那覇市内               飲食店営業 簡易営業 第11311554号 R01.11.08 R06.11.30 有限会社FECｵﾌｨｽ 代表取締役 山城智二 沖縄県 那覇市安里1-1-58 098-869-9505  

Birthday Suit 那覇市東町12-1 ミリオンプラザ1号　4F-C号室               飲食店営業 スナック 第11311576号 R01.11.11 R07.11.30 石垣栄

ほっともっと西町店 那覇市辻1-9-25 098-864-0887  飲食店営業 弁当屋 第11311608号 R01.11.14 R07.11.30 照屋充則

沖縄県農業協同組合 那覇市内 098-831-5170  食肉販売業 簡易営業 第11311553号 R01.11.08 R06.11.30 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2-9-1 098-831-5170  

肥後勝 那覇市泉崎1-7-19 098-868-7710  飲食店営業 寿司屋 第11311573号 R01.11.11 R07.11.30 大城一統

スナック　パムパム 那覇市東町12-1 ミリオンプラザ1号館4-A 098-868-2286  飲食店営業 バー 第11311575号 R01.11.11 R07.11.30 上原自人

ホテルメダリオン 那覇市曙2-1-1 5F 098-869-2141  飲食店営業 旅館 第11311628号 R01.11.19 R07.11.30 マギー株式会社 代表取締役 宮城典子 沖縄県 那覇市曙2-1-1 5F 098-869-2141  

酒れBAR　伽羅 那覇市内               飲食店営業 簡易営業 第11311570号 R01.11.11 R06.11.30 池畑秀美

琉球ハイボール酒場　万次郎 那覇市松尾2-10-26 098-894-2266  飲食店営業 居酒屋 第11311593号 R01.11.13 R07.11.30 株式会社沖縄六角堂 代表取締役 淵邉俊一 沖縄県 糸満市西崎町4-16-11               

春 那覇市安里388-1               飲食店営業 カフェー 第11311591号 R01.11.13 R07.11.30 比嘉俊行

アレルギー対応Cafe　52hertz 那覇市安里376               飲食店営業 食堂 第11311590号 R01.11.13 R07.11.30 久田優子

食呑工房　平良 那覇市泉崎1-12-4 098-860-7170  飲食店営業 居酒屋 第11311673号 R01.11.22 R07.11.30 平良晋吾

リウボウ百貨店　7F従業員食堂 那覇市久茂地1-1-1 098-867-1171  喫茶店営業 自販機 第11311605号 R01.11.14 R08.11.30 株式会社ジャパンビバレッジホールディングス 代表取締役 及川剛 東京都 新宿区西新宿1-24-1 03-5321-0701  

燕郷房（ヤンキョウファン） 那覇市泉崎1-11-3 098-862-0011  飲食店営業 中華料理 第11311704号 R01.11.27 R07.11.30 株式会社ツバメ組 代表取締役 成田邦誉 沖縄県 那覇市泉崎1-11-3 098-862-0011  

沖縄銀行　若松支店　イートランド沖縄㈱ 那覇市松山2-27-1 098-989-6629  飲食店営業 食堂 第11311641号 R01.11.20 R07.11.30 イートランド沖縄株式会社 代表取締役 加藤高邦 沖縄県 沖縄市美里5-24-10 098-989-6629  

僕ができること。 那覇市首里当蔵町2-14 ヤマゴウビル 098-887-2133 菓子製造業 第11311604号 R01.11.14 R07.11.30 合同会社ソレール 代表社員 冨田徹也 沖縄県 那覇市真地169-1 CasaVilla真地401 098-887-2133 

スカイウェルネススポーツ 那覇市字具志890-1 1F 098-857-0008  喫茶店営業 自販機 第11311603号 R01.11.14 R08.11.30 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               

スカイウェルネススポーツ 那覇市字具志890-1 2F 098-857-0008  喫茶店営業 自販機 第11311602号 R01.11.14 R08.11.30 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               

居酒屋廉祐 那覇市久茂地1-8-19 永山ビル101 098-861-3118  飲食店営業 居酒屋 第11311617号 R01.11.18 R07.11.30 佐渡山秀樹

カフェバーGoMe 那覇市内 098-989-6953  飲食店営業 簡易営業 第11311586号 R01.11.13 R06.11.30 三田利治

株式会社エス・ティ商事 那覇市内               飲食店営業 簡易営業 第11311585号 R01.11.13 R06.11.30 株式会社エス・ティ商事 代表取締役 中本哲 鳥取県 鳥取市河原町布袋51 0858-85-2691  

龍潭 那覇市おもろまち2-14-1 2階               飲食店営業 レストラン 第11311708号 R01.11.28 R07.11.30 ザ・テラスホテルズ株式会社 代表取締役 國場幸伸 沖縄県 名護市字喜瀬1808 0980-51-1333  

LASIMA 那覇市おもろまち2-14-1 3階               飲食店営業 レストラン 第11311707号 R01.11.28 R07.11.30 ザ・テラスホテルズ株式会社 代表取締役 國場幸伸 沖縄県 名護市字喜瀬1808 0980-51-1333  

アグー豚専門店　源 那覇市牧志3-11-1 グランビル2F               飲食店営業 居酒屋 第11311658号 R01.11.21 R07.11.30 角裕一

DELIGHT　Member's Club 那覇市東町4-14 イーストタウンビル7-C               飲食店営業 バー 第11311649号 R01.11.20 R07.11.30 株式会社ディライト・ワン 代表取締役 青山一広 東京都 港区芝大門2-6-12 03-6721-5444  

agu・bao 那覇市安里1-4-15               飲食店営業 食堂 第11311624号 R01.11.19 R07.11.30 M.K株式会社 代表取締役 張　爲　駿 沖縄県 那覇市三原1-26-40-412号               

M'sガーデン店 那覇市東町10-1 098-866-7777  喫茶店営業 第11311623号 R01.11.19 R07.11.30 株式会社M'sコーポレーション 代表取締役 川畑幸貴 沖縄県 浦添市城間4-32-5 098-867-3566  

株式会社高良ミート 那覇市字大道129-2 098-884-3994  食肉販売業 第11311703号 R01.11.27 R07.11.30 株式会社髙良ミート 代表取締役 髙良武一郎 沖縄県 那覇市字大道129-2 098-884-3994  
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株式会社高良ミート 那覇市字大道129-2 098-884-3994  そうざい製造業 第11311702号 R01.11.27 R07.11.30 株式会社髙良ミート 代表取締役 髙良武一郎 沖縄県 那覇市字大道129-2 098-884-3994  

月光荘 那覇市内 098-862-5328  飲食店営業 簡易営業 第11311616号 R01.11.18 R06.11.30 面川達郎

Barロイヤル 那覇市若狭2-3-19 プリンセスビル5B               飲食店営業 バー 第11311657号 R01.11.21 R07.11.30 松原正佳

ASIAN　DINING　RESTAURANT 那覇市西2-6-16 コーポ流翔１階 098-863-9871  飲食店営業 レストラン 第11311655号 R01.11.21 R07.11.30 株式会社ASIAN　CORPORATION 代表取締役 ネウパネスザン 沖縄県 那覇市西2-6-16 コーポ流翔１階 098-863-9871  

512 那覇市松山1-35-21 大福館5-B号室               飲食店営業 バー 第11311654号 R01.11.21 R07.11.30 団上陽菜

ちょーでーぐぁ 那覇市内 098-882-8215  飲食店営業 簡易営業 第11311622号 R01.11.19 R06.11.30 SEISHIN株式会社 代表取締役 又吉世進 沖縄県 中頭郡西原町字呉屋86-7 098-882-8215  

焼肉琉風園 那覇市樋川2-3-1 のうれんプラザ2F               飲食店営業 食堂 第11311653号 R01.11.21 R07.11.30 有限会社美華園フードサービス 代表取締役 園美恵 沖縄県 那覇市壺屋1-7-9 2F               

琉球中華イリ 那覇市内               飲食店営業 簡易営業 第11311621号 R01.11.19 R06.11.30 砂川大吾

KaKa 那覇市国場35-1 MAXビル3階301号室               飲食店営業 バー 第11311652号 R01.11.21 R07.11.30 砂川直之

ロワジールホテル 那覇市西3-2-1 098-868-2222  喫茶店営業 自販機 第11311690号 R01.11.26 R08.11.30 沖縄コカ・コーラボトリング株式会社 代表取締役 城英俊 沖縄県 浦添市伊祖5-14-1 098-895-6045  

ベジタルサンドイッチ 那覇市内               飲食店営業 簡易営業 第11311648号 R01.11.20 R06.11.30 福池勇治

monotone 那覇市牧志1-1-39 STEPビル4A               飲食店営業 バー 第11311688号 R01.11.26 R07.11.30 金城善貴

sports BAR AVANCE 那覇市東町12-2 グレープハウス5-C               飲食店営業 バー 第11311720号 R01.11.29 R07.11.30 具志龍太

花海 那覇市宇栄原3-30-3 マイシティビル1F-F 098-851-7703  飲食店営業 バー 第11311664号 R01.11.22 R07.11.30 赤嶺幹子

ホーンテッドバー久茂地霊園 那覇市久茂地2-14-17 久茂地ビル2F　B号室               飲食店営業 バー 第11311663号 R01.11.22 R07.11.30 藤友康仁

酒処　縁 那覇市久米1-8-7 TAKAビル1-B号               飲食店営業 小料理 第11311719号 R01.11.29 R07.11.30 川満勲

居酒屋　三国 那覇市前島3-21-8 101号 098-862-7333  そうざい製造業 第11311662号 R01.11.22 R07.11.30 株式会社芯芯産業 代表取締役 董　剛 沖縄県 那覇市前島3-21-8 101号               

098　SECRET　KITCHEN 沖縄本島内一円               飲食店営業 自動車営業 第11311661号 R01.11.22 R06.11.30 株式会社ハッピーカムカム 代表取締役 横井聖司 沖縄県 那覇市牧志2-17-46 098-943-2081  

HICONA　CURRY 那覇市牧志3-9-30 宮城店舗（桜坂）B号室 098-943-8988  飲食店営業 食堂 第11311687号 R01.11.26 R07.11.30 大城直彦

Ryukyu　Italian　&　Grill　Trattoria　HANMI 那覇市前島3-12-7-202 098-962-0739  飲食店営業 レストラン 第11311686号 R01.11.26 R07.11.30 鈴木貴絵

BAR　月～ライト～ 那覇市松山2-10-6 WATERビル3階　3-B号室               飲食店営業 バー 第11311698号 R01.11.27 R07.11.30 小底辰起

ダイニングアメージング　み・の 那覇市字安里388-36 ネクステージnicoheim2階               飲食店営業 レストラン 第11311697号 R01.11.27 R07.11.30 長嶺稔

cafe PIANO 那覇市首里山川町1-50 098-943-8718  飲食店営業 カフェー 第11311715号 R01.11.29 R07.11.30 平安山雅子

S.lag 那覇市久茂地3-9-11 アーバンビル3階　3-A号室               飲食店営業 バー 第11311696号 R01.11.27 R07.11.30 島尻拓也

BOM　BRAZIL　Familia　Ryukyu 那覇市牧志2-17-46 HACHINO'Sビル5階               飲食店営業 レストラン 第11311712号 R01.11.29 R07.11.30 FCRマーケティング株式会社 代表取締役 倉林啓士郎 沖縄県 沖縄市安慶田5-1-16 098-923-0547  

酒処　中ちゃん 那覇市安里379               飲食店営業 居酒屋 第11311710号 R01.11.29 R07.11.30 照喜名亜里沙
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