
R1.9.1～R1.9.30
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

Habiller 那覇市首里石嶺町4-198-3 佐久川ビル102号室 飲食店営業 レストラン 第11311015号 R01.09.04 R07.09.30 友利秀昭

Bar carat 那覇市久茂地2-16-24 NEW久茂地ビル2階 098-861-4389  飲食店営業 バー 第11311196号 R01.09.27 R07.09.30 運天沙由香               

BAR小谷 那覇市牧志3-13-57 098-863-6575  飲食店営業 食堂 第11310998号 R01.09.03 R07.09.30 小谷将寿               

ダイレックス小禄店 那覇市小禄1-26-22 098-894-6681  魚介類販売業 第11311056号 R01.09.09 R08.09.30 ダイレックス株式会社 代表取締役 多田高志 佐賀県 佐賀市高木瀬町長瀬930 0952-32-6511  

ダイレックス小禄店 那覇市小禄1-26-22 098-894-6681  食肉販売業 第11311055号 R01.09.09 R08.09.30 ダイレックス株式会社 代表取締役 多田高志 佐賀県 佐賀市高木瀬町長瀬930 0952-32-6511  

ダイレックス小禄店 那覇市小禄1-26-22 098-894-6681  乳類販売業 第11311054号 R01.09.09 R08.09.30 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  

一期一笑 那覇市松尾2-11-11 大城ビル105 098-800-2979  飲食店営業 パーラー 第11311014号 R01.09.04 R07.09.30 喜納しおり

菜奈 那覇市首里赤平町2-1-10               そうざい製造業 第11311082号 R01.09.13 R07.09.30 島袋広美

菜奈 那覇市首里赤平町2-1-10               菓子製造業 第11311081号 R01.09.13 R07.09.30 島袋広美

菜奈 那覇市首里赤平町2-1-10               喫茶店営業 第11311080号 R01.09.13 R07.09.30 島袋広美

あぐーしゃぶしゃぶ　さわだ 那覇市前島3-3-3               飲食店営業 居酒屋 第11311038号 R01.09.05 R07.09.30 佐和田光次郎

SERVO CAFE&BAR 那覇市松尾2-24-10 飲食店営業 レストラン 第11311195号 R01.09.27 R07.09.30 株式会社ING 代表取締役 荒木翔太 沖縄県 那覇市松尾2-24-10               

株式会社琉球新報社 那覇市泉崎1-10-3 098-865-5213  飲食店営業 パーラー 第11310997号 R01.09.03 R07.09.30 沖縄サントリー株式会社 代表取締役 澤入和広 沖縄県 那覇市字安謝628 098-868-2107  

八のや 那覇市牧志2-22-1 ライオンズマンション牧志第3 105号室               飲食店営業 居酒屋 第11311119号 R01.09.18 R07.09.30 神田並夫

SERVO CAFE&BAR 那覇市松尾2-24-10 098-917-0317  飲食店営業 レストラン 第11311194号 R01.09.27 R07.09.30 株式会社トライ 代表取締役 秋山基 北海道 札幌市中央区南一条西5-7 011-251-2070  

フトン巻きのジロー首里石嶺店10号店 那覇市首里石嶺町4-317 喫茶店営業 自販機 第11310996号 R01.09.03 R08.09.30 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  

ホテルブライオン那覇 那覇市松山2-15-13 098-868-1600  飲食店営業 カフェー 第11311013号 R01.09.04 R07.09.30 株式会社高田産業 代表取締役 高田幸治 沖縄県 那覇市おもろまち4-10-18 098-868-1808  

STEM RESORT -HAPPY BEACH- 那覇市松尾2-8-19 ドン・キホーテ国際通り店　7階               飲食店営業 カフェー 第11311012号 R01.09.04 R07.09.30 FND株式会社 代表取締役 梶岡之誠 沖縄県 那覇市松山1-4-12 098-861-6868  

ホテル・トリフィート那覇旭橋 那覇市西1-11-19 098-860-6430  飲食店営業 レストラン 第11311077号 R01.09.12 R07.09.30 ABアコモ株式会社 代表取締役 阿部裕二 東京都 千代田区神田神保町3-10-2 098-860-6430  

だんじゅ食堂 那覇市長田2-26-26 HIDEアパート101号               飲食店営業 食堂 第11311062号 R01.09.10 R07.09.30 宇良宗剛

琉球新報社 那覇市泉崎1-10-3 098-865-5111  飲食店営業 パーラー 第11310995号 R01.09.03 R07.09.30 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 那覇市鏡原町1-63

疾風ホルモン 那覇市内               飲食店営業 簡易営業 第11311007号 R01.09.04 R06.09.30 後木章太

障害福祉サービス事業所　アトリエ種子 那覇市首里平良町1-32-1 098-886-1797  喫茶店営業 第11311006号 R01.09.04 R07.09.30 社会福祉法人からし種の会 理事長 棚原信子 沖縄県 那覇市首里平良町1-32-1 098-886-1797  

自家焙煎珈琲みちくさ 那覇市内               飲食店営業 簡易営業 第11311005号 R01.09.04 R06.09.30 知念沙織

自家焙煎珈琲みちくさ 那覇市内               喫茶店営業 簡易営業 第11311004号 R01.09.04 R06.09.30 知念沙織

スパイスバル　ベベル 那覇市安里1-1-46 エステート安里1F 098-954-0700  飲食店営業 居酒屋 第11311047号 R01.09.06 R07.09.30 スペースグルーヴ株式会社 代表取締役 安谷屋栄 沖縄県 那覇市小禄1102-2               

特別養護老人ホーム　つじまち 那覇市辻2-27-1               飲食店営業 食堂 第11311076号 R01.09.12 R07.09.30 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  

ダイニングカフェ　ハニービー 那覇市首里当蔵町2-35 宮城店舗1階　1号室 飲食店営業 カフェー 第11311147号 R01.09.20 R07.09.30 比嘉由美子

ローソン国際通り 久茂地店 那覇市久茂地3-5-4 098-869-0054  乳類販売業 第11311046号 R01.09.06 R08.09.30 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  

ゆくい処　やたん堂 那覇市古波蔵1-6-36 仲村荘B　101 飲食店営業 居酒屋 第11311036号 R01.09.05 R07.09.30 仲村渠雄也

亜麻ちゃん食堂 那覇市牧志2-17-44 石川ビル1F 飲食店営業 食堂 第11311053号 R01.09.09 R07.09.30 柴田麻子

韓風創酒家　蓮 那覇市内 098-921-3638  飲食店営業 簡易営業 第11310999号 R01.09.04 R06.09.30 杉本勝義

小禄小学校PTA 那覇市内 098-917-3322  飲食店営業 簡易営業 第11311011号 R01.09.04 R06.09.30 安室厚

小禄小学校PTA 那覇市内 098-917-3322  飲食店営業 簡易営業 第11311010号 R01.09.04 R06.09.30 安室厚

小禄小学校PTA 那覇市内 098-917-3322  喫茶店営業 簡易営業 第11311009号 R01.09.04 R06.09.30 安室厚

OK Chef 那覇市久茂地1-1-1 B1F               飲食店営業 そうざい 第11311074号 R01.09.12 R07.09.30 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 7F 098-860-1550  

OK Chef 那覇市久茂地1-1-1 B1F               そうざい製造業 第11311073号 R01.09.12 R07.09.30 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 7F 098-860-1550  

ESTINATE HOTEL 那覇市内 098-943-4900  飲食店営業 簡易営業 第11311044号 R01.09.06 R06.09.30 株式会社グローバルエージェンツ 代表取締役 山﨑剛 東京都 渋谷区渋谷2-15-1 渋谷クロスタワー25F 03-6433-5790  

琉球 那覇市泉崎1-11-5 098-860-3300  飲食店営業 レストラン 第11311043号 R01.09.06 R07.09.30 株式会社かりゆし 代表取締役 當山智士 沖縄県 那覇市前島3-25-1               

鉄板焼　天 那覇市泉崎1-11-5 098-860-3300  飲食店営業 レストラン 第11311042号 R01.09.06 R07.09.30 株式会社かりゆし 代表取締役 當山智士 沖縄県 那覇市前島3-25-1               

Sushi Bar Taira 那覇市泉崎1-11-5 098-860-3300  飲食店営業 バー 第11311041号 R01.09.06 R07.09.30 株式会社かりゆし 代表取締役 當山智士 沖縄県 那覇市前島3-25-1               

Vino Vino 那覇市内               飲食店営業 簡易営業 第11311030号 R01.09.05 R06.09.30 細田和良

エメラルド 那覇市内               飲食店営業 簡易営業 第11311029号 R01.09.05 R06.09.30 新田保雄

蒸印（ムジルシ） 那覇市安里388-150 仲本店舗102 飲食店営業 居酒屋 第11311058号 R01.09.10 R07.09.30 三浦雄二郎

カラオケ居酒屋　ガムシャラ 那覇市松山1-32-5 チュラビスタビル6F 098-988-0022  飲食店営業 居酒屋 第11311193号 R01.09.27 R07.09.30 親泊昌弥

モンマルトル 那覇市真嘉比1-1-3 エリタージュK1階 098-885-2012  飲食店営業 レストラン 第11311040号 R01.09.06 R07.09.30 株式会社モンマルトル 代表取締役 植村慎太朗 沖縄県 那覇市真嘉比1-1-3 エリタージュK1階 098-885-2012  

手づくり工房　球美の彩 那覇市内 098-985-4763  菓子製造業 簡易営業 第11311039号 R01.09.06 R06.09.30 渡慶次春子

バー疎開 那覇市三原1-16-25 098-836-3025  飲食店営業 バー 第11311068号 R01.09.12 R07.09.30 呉屋和美

七輪焼肉しぇいくはんず 那覇市久茂地2-11-6 宮平ビル1F 098-988-4533  飲食店営業 食堂 第11311162号 R01.09.26 R07.09.30 和﨑光朗

イオン琉球株式会社　マックスバリュ安謝店 那覇市安謝664-32 098-863-3662  飲食店営業 自販機 第11311067号 R01.09.12 R08.09.30 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  

居酒屋　三国 那覇市前島3-21-8 101号室 098-862-7333  飲食店営業 居酒屋 第11311145号 R01.09.20 R07.09.30 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号室 098-862-7333  

オハコルテベーカリー 那覇市泉崎1-4-10 098-869-4217  ソース類製造業 第11311192号 R01.09.27 R07.09.30 チューイチョークリビング株式会社 代表取締役 豊田里絵子 沖縄県 那覇市泉崎1-4-10 1F 098-869-4217  

ほっともっと西町店 那覇市辻1-9-20 098-864-0887  飲食店営業 弁当屋 第11311116号 R01.09.18 R07.09.30 株式会社ブレンズ 代表取締役 光武輝彦 沖縄県 浦添市宮城1-36-8 098-876-7468  

さくの川 那覇市松川541-3 1F 098-885-3210  飲食店営業 食堂 第11311115号 R01.09.18 R07.09.30 吉田陽子

（株）りゅうせきロジコム　那覇物流センター 那覇市前島3-27-1 098-868-3337  飲食店営業 食堂 第11311138号 R01.09.19 R07.09.30 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  

商ん道 那覇市仲井真279-5               飲食店営業 居酒屋 第11311161号 R01.09.26 R07.09.30 髙嶋晋也

ホテル沖縄withサンリオキャラクターズ 那覇市安里1-2-25 098-866-0011  飲食店営業 カフェー 第11311066号 R01.09.12 R07.09.30 株式会社サンテック開発 代表取締役社長 新垣旬子 沖縄県 那覇市久米2-11-13 098-863-9203  

焼肉レストラン　LOINS　松山店 那覇市松山2-10-13 沖商ビル1階 098-963-9729  飲食店営業 レストラン 第11311204号 R01.09.30 R07.09.30 株式会社アイティープラス 代表取締役 井上武夫 東京都 国分寺市本町1-5-12 042-300-3330  

ホルモン豚尾 那覇市内 098-957-6029  飲食店営業 簡易営業 第11311065号 R01.09.12 R06.09.30 池原順子

bar maro 那覇市若狭2-2-7 BCビルB‐1               飲食店営業 バー 第11311114号 R01.09.18 R07.09.30 久保田昌子

NOODLE DINING 麺D 那覇市泊1-15-8 098-800-1709  飲食店営業 レストラン 第11311079号 R01.09.13 R07.09.30 目取真　丈徳

リンガーハットイオン那覇店 那覇市金城5-10-2 1階               飲食店営業 食堂 第11311157号 R01.09.26 R07.09.30 リンガーハットジャパン株式会社 代表取締役 杉野隆宏 長崎県 長崎市鍛冶屋町6-50               

のりちゃん 那覇市三原1-10-25 森山ビル1Ｆ               飲食店営業 ﾅｲﾄｽﾅｯｸ 第11311112号 R01.09.18 R07.09.30 國吉則子

フルーツフルーツ・オキナワ 那覇市牧志2-1-4               飲食店営業 レストラン 第11311156号 R01.09.26 R07.09.30 ちゅらゆーな株式会社 代表取締役 近藤ゆうな 沖縄県 那覇市牧志2-1-4 4Ｆ

シーシャトーⅡ（船舶） 那覇市泊3-14-1 （泊港北岸） 098-869-2241  飲食店営業 バー 第11311144号 R01.09.20 R07.09.30 株式会社マリン観光開発 代表取締役 早川一正 沖縄県 那覇市泊3-14-1 098-869-2241  

シーシャトーⅡ（船舶） 那覇市内 098-869-2241  飲食店営業 簡易営業 第11311140号 R01.09.20 R06.09.30 株式会社マリン観光開発 代表取締役 早川一正 沖縄県 那覇市泊3-14-1 098-869-2241  

シーシャトーⅡ（船舶） 那覇市内 098-869-2241  喫茶店営業 簡易営業 第11311139号 R01.09.20 R06.09.30 株式会社マリン観光開発 代表取締役 早川一正 沖縄県 那覇市泊3-14-1 098-869-2241  

AGESEN　本店 那覇市仲井真124-7 1Ｆ 098-851-7811  飲食店営業 食堂 第11311134号 R01.09.19 R07.09.30 城間匡裕               

髙葉 那覇市松山1-14-16 ニューサミットビル　4-Ｂ号室               飲食店営業 バー 第11311133号 R01.09.19 R07.09.30 髙木梨乃               

RYUKYU BALI-ZA 那覇市松山1-32-5 むらたビル1F 098-988-9558  飲食店営業 食堂 第11311110号 R01.09.18 R07.09.30 田中貴久               

ハンバーグハウス　ひーぐるま 那覇市久茂地3-16-19 エステート久茂地102 098-862-5333  飲食店営業 レストラン 第11311188号 R01.09.27 R07.09.30 髙橋敏行               

楊の店 那覇市壺屋1-1-1               飲食店営業 居酒屋 第11311131号 R01.09.19 R07.09.30 楊鳳英               

y's 那覇市おもろまち4-7-26 kudaおもろまちビル502 098-975-5888  飲食店営業 バー 第11311130号 R01.09.19 R07.09.30 與那嶺由美子
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新規営業許可施設
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かつてん（まごごろ弁当） 那覇市宮城1-16-12 098-859-5930  飲食店営業 食堂 第11311129号 R01.09.19 R07.09.30 有限会社現代企画 代表取締役 牧志隆 沖縄県 那覇市宇栄原2-18-14 098-858-0785  

時代屋　武勇伝 那覇市泉崎1-12-4 マラカイト泉崎ビル2-C号室               飲食店営業 バー 第11311132号 R01.09.19 R07.09.30 ヒラシキ　シマブクロ　美智代               

居酒屋　おきな 那覇市おもろまち4-17-13 1F 飲食店営業 居酒屋 第11311128号 R01.09.19 R07.09.30 翁長明子               

焙煎工房ゆうばんた珈琲 那覇市内               喫茶店営業 簡易営業 第11311109号 R01.09.18 R06.09.30 比嘉政勝               

キャップキッチン 那覇市牧志3-5-1 沖商ビル105・106 飲食店営業 パーラー 第11311127号 R01.09.19 R07.09.30 富永令               

ファミリーマート安里1丁目店 那覇市安里1-1-53 098-868-7446  飲食店営業 そうざい 第11311155号 R01.09.26 R07.09.30 永田長準               

居酒屋　真 那覇市大道103 098-887-5470  飲食店営業 居酒屋 第11311126号 R01.09.19 R07.09.30 玉那覇悟               

GRGホテル那覇東町 那覇市東町6-16 098-862-7200  飲食店営業 レストラン 第11311125号 R01.09.19 R07.09.30 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2-16-10 098-862-7200  

お茶屋Bar　和 那覇市松山1-8-15 四季ビル2階　2-A               飲食店営業 ﾅｲﾄｽﾅｯｸ 第11311124号 R01.09.19 R07.09.30 糸滿和枝

アジア麺ロード 那覇市内               飲食店営業 簡易営業 第11311123号 R01.09.19 R06.09.30 緒方修

らーめん　沖縄鶏白湯　鶏神 那覇市内               飲食店営業 簡易営業 第11311122号 R01.09.19 R06.09.30 泉井淳一

和琉創作Dining　新 那覇市おもろまち4-19-1 RUKAFU　OMOROMACHI2階 098-917-4408  飲食店営業 居酒屋 第11311143号 R01.09.20 R07.09.30 有限会社おもろハウジング 代表取締役 天久学 沖縄県 那覇市おもろまち4丁目9番21 098-869-2208  

Elly's cafe 那覇市内 098-967-7888  飲食店営業 簡易営業 第11311121号 R01.09.19 R06.09.30 乙井恵理子

O,S 那覇市松山2-9-7 4-Ａ 098-862-5322  飲食店営業 スナック 第11311185号 R01.09.27 R07.09.30 髙橋敏行

ホテルランタナ那覇松山 那覇市松山一丁目13番20 098-917-6106  飲食店営業 レストラン 第11311153号 R01.09.26 R07.09.30 ランタナ興産株式会社 代表取締役 越智和俊 沖縄県 那覇市西2丁目12番1-1002号 06-6459-9557  

綾門 那覇市内               飲食店営業 簡易営業 第11311142号 R01.09.20 R06.09.30 土屋理恵子               

BARマテリア 那覇市久米1-8-7 TAKAビル2-Ｄ               飲食店営業 バー 第11311184号 R01.09.27 R07.09.30 直原輝光               

Kiku Niku 那覇市内 098-800-2699  飲食店営業 簡易営業 第11311141号 R01.09.20 R06.09.30 喜久村拓也               

シャム 那覇市内               飲食店営業 簡易営業 第11311151号 R01.09.26 R06.09.30 井上康               

米仙 那覇市松尾2-10-20 マルヤアパート102 098-917-4711  飲食店営業 バー 第11311182号 R01.09.27 R07.09.30 菊地思溫               

株式会社ネクサス倉庫 那覇市曙3-19-27               食肉販売業 第11311181号 R01.09.27 R08.09.30 株式会社ネクサス 代表取締役 伊波俊幸 沖縄県 浦添市伊奈武瀬1-11-1 098-987-6335  

株式会社ネクサス倉庫 那覇市曙3-19-27               魚介類販売業 第11311180号 R01.09.27 R08.09.30 株式会社ネクサス 代表取締役 伊波俊幸 沖縄県 浦添市伊奈武瀬1-11-1 098-987-6335  

配食のふれ愛　那覇中央店 那覇市与儀2-13-8 098-987-1896  飲食店営業 そうざい 第11311179号 R01.09.27 R07.09.30 金子智和

アースハンモックカフェ 那覇市内               飲食店営業 簡易営業 第11311150号 R01.09.26 R06.09.30 株式会社アミナコレクション 代表取締役 進藤さわと 神奈川県 横浜市緑区鴨居4-50-1 045-681-0711  

BARガガギゴ 那覇市松山1-14-3 シティ松山Ⅱ　2-Ａ               飲食店営業 バー 第11311210号 R01.09.30 R07.09.30 福里久史               

次和 那覇市大道173-7 仲里アパート1Ｆ 098-886-6139  飲食店営業 スナック 第11311209号 R01.09.30 R07.09.30 比嘉和夫               

はいからさん 那覇市辻2-5-12 １階               飲食店営業 ﾅｲﾄｽﾅｯｸ 第11311149号 R01.09.26 R07.09.30 平良優美               

ファミリーマート安里1丁目店 那覇市安里1-1-53 098-868-7446  乳類販売業 第11311154号 R01.09.26 R07.09.30 永田長準               

勝連漁業協同組合 那覇市内 098-983-0003  飲食店営業 簡易営業 第11311176号 R01.09.27 R06.09.30 勝連漁業協同組合 組合長 上原勇行 沖縄県 うるま市勝連平敷屋3821-18 098-983-0003  

アロイナ　タベタ 那覇市内 098-989-9890  飲食店営業 簡易営業 第11311148号 R01.09.26 R06.09.30 イーストへブン株式会社 代表取締役 廣瀬弘之 東京都 江東区新木場2-6-3 098-989-9890  

なかとみ菓子店 那覇市内               菓子製造業 簡易営業 第11311173号 R01.09.27 R06.09.30 富島仁               

株式会社ホテルサン沖縄 那覇市久茂地1-5-15 098-866-1111  菓子製造業 第11311208号 R01.09.30 R07.09.30 株式会社ホテルサン沖縄 代表取締役 嘉味田薫 沖縄県 那覇市久茂地1-5-15 098-866-1111  

沖縄明治乳業株式会社 那覇市内               アイスクリーム類製造業 簡易営業 第11311172号 R01.09.27 R06.09.30 沖縄明治乳業株式会社 代表取締役 村田紳 沖縄県 浦添市牧港1-65-1 098-877-3475  

ハイボーラーズ 那覇市松尾2-3-11 1F               飲食店営業 バー 第11311207号 R01.09.30 R07.09.30 湧川善彦               

ティーヌン 那覇市内               飲食店営業 簡易営業 第11311206号 R01.09.30 R06.09.30 株式会社スパイスロード 代表取締役 木下修一 東京都 新宿区高田馬場1-6-16 ユニオンビル2Ｆ 03-3207-3672  

ソウルフードバンコク 那覇市内               飲食店営業 簡易営業 第11311205号 R01.09.30 R06.09.30 株式会社フロムエイジア 代表取締役 島田博史 東京都 目黒区東山3-15-2 ソナー第2ビル2階 03-6410-5163  
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