
R3.10.1～R3.10.31
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 申請者電話
Lots and Lots 那覇市字天久1193-8 3階 098-917-2981  飲食店営業 第21031020号 R03.10.11 R09.10.31 株式会社ミーティッジ 沖縄県 那覇市字天久1193-8 098-917-2981  
高タンパク&低カロリーの肉料理専門店　KikuNiku 那覇市古島1-16-1 上地アパート１F 098-800-2699  飲食店営業 第21031043号 R03.10.13 R09.10.31 株式会社Innocent Mikku Rau 沖縄県 那覇市古島1-16-1 上地アパート１F 098-800-2699  
ヘルシーパスタ料理専門店　下地パスタ研究所 那覇市首里儀保町1-31               飲食店営業 第21030999号 R03.10.06 R09.10.31 下地慶幸
な 那覇市久茂地2-13-11               飲食店営業 第21031108号 R03.10.29 R09.10.31 糸賀直城
洋食酒場　トトロ 那覇市牧志2-23-6 知念アパート101 098-867-7608  菓子製造業 第21031046号 R03.10.14 R09.10.31 平良圭
スティル 那覇市松山1-14-20 野村ビル1F               飲食店営業 第21030985号 R03.10.04 R09.10.31 山田勇
タチアタルⅡ 那覇市牧志3-13-12 +8ビル106号室               飲食店営業 第21031042号 R03.10.13 R09.10.31 株式会社トーヤーマン 東京都 台東区下谷2-21-8 河野ビル1F 03-4291-7771  
囲 那覇市牧志3-13-12 ＋HACCHI206号               飲食店営業 第21031019号 R03.10.11 R09.10.31 長谷川聡
カラオケまねきねこ久茂地店 那覇市久茂地3-11-9               飲食店営業 第21031010号 R03.10.08 R09.10.31 株式会社コシダカ 群馬県 前橋市大友町1-5-1 027-280-3381  
熊屋 那覇市長田2-4-14　1F               そうざい製造業 第21031107号 R03.10.29 R09.10.31 志良堂清仁
レインボープラス 那覇市おもろまち4-17-17 3階 098-988-8722  菓子製造業 第21031041号 R03.10.13 R09.10.31 内田真美
Bar　千代 那覇市松山1-8-7 ロイヤルプラザ2ビル5F-B               飲食店営業 第21030994号 R03.10.05 R09.10.31 平良奈美
Girl's Bar マカレナ 那覇市寄宮1-30-16 松樹パレスビル2-A               飲食店営業 第21030977号 R03.10.01 R09.10.31 稲国直生
BAR ATELIER 那覇市牧志3-11-13 金城ビル2階               飲食店営業 第21031002号 R03.10.07 R09.10.31 千早亮
銀のさら　那覇南店 那覇市古波蔵3-14-11 098-917-2252  飲食店営業 第21031055号 R03.10.18 R09.10.31 株式会社ライドオンエクスプレス 東京都 港区三田3-5-27 住友不動産三田ツインビル西館17階 03-5444-3608  
焼肉　金ちゃん 那覇市松山1-13-5 ナムラプラスビル1F               飲食店営業 第21031062号 R03.10.19 R09.10.31 金城善貴
だいにんぐ　大松 那覇市牧志1-17-11               飲食店営業 第21030993号 R03.10.05 R09.10.31 渡真利勝一
サムズバイザシー小禄バイパス店 那覇市具志3-25-5 098-857-0339  そうざい製造業 第21031001号 R03.10.07 R09.10.31 株式会社グレートイースタン 沖縄県 沖縄市山内3-28-1 098-932-1819  
合同会社照光精肉店　加工所 那覇市樋川1-6-13 098-832-2591  食肉販売業 第21031106号 R03.10.29 R09.10.31 合同会社照光精肉店 沖縄県 那覇市樋川1-6-13 098-832-2591  
合同会社照光精肉店　加工所 那覇市樋川1-6-13 098-832-2591  そうざい製造業 第21031105号 R03.10.29 R09.10.31 合同会社照光精肉店 沖縄県 那覇市樋川1-6-13 098-832-2591  
合同会社照光精肉店 那覇市松尾2-7-10 1F               食肉販売業 第21030984号 R03.10.04 R09.10.31 合同会社照光精肉店 沖縄県 那覇市樋川1-6-13 098-832-2591  
沖縄マンゴー＆フローズンスイーツ 那覇市首里山川町2-1-4               アイスクリーム類製造業 第21031082号 R03.10.26 R09.10.31 友利繁文
油麺 那覇市久茂地2-14-12 C18officeKUMOJI1F               飲食店営業 第21030983号 R03.10.04 R09.10.31 株式会社アッドバディ 東京都 新宿区高田馬場4-1-6 寿美ビル504 03-5937-4075  
パーラーこくば 那覇市字国場292-3               そうざい製造業 第21031067号 R03.10.20 R09.10.31 合同会社みらい 沖縄県 那覇市字国場292-3 098-836-1278  
ししや 那覇市牧志3-11-17 国際通り屋台村9番               飲食店営業 第21030976号 R03.10.01 R09.10.31 和田紘明
アイランド フィリピナ　ISLAND FILIPINA 那覇市天久2-1-17 1階               飲食店営業 第21030975号 R03.10.01 R09.10.31 平田ジェラルデーン
ニクサワヤキ 那覇市鏡原町5-7 葵マンション101 098-996-2989  飲食店営業 第21031027号 R03.10.12 R09.10.31 入澤圭介
トレヴィ 那覇市国場321-1 098-831-7565  飲食店営業 第21030982号 R03.10.04 R09.10.31 玉城典幸
ガジュマルキッチン 那覇市字大道128-4-2               飲食店営業 第21030981号 R03.10.04 R09.10.31 畠中育子
Riposino 18 Tavola Calda 那覇市久茂地3-8-6 新星LAFUTEビル2F 098-943-8111  飲食店営業 第21031073号 R03.10.22 R09.10.31 株式会社キャビネットフィールド 沖縄県 那覇市おもろまち4-12-13 リトルハウスおもろまちA-1 098-864-1800  
星乃珈琲店　那覇OPA店 那覇市泉崎1-20-1 カフーナ旭橋A街区               飲食店営業 第21031029号 R03.10.12 R09.10.31 株式会社オリエンタル 沖縄県 宜野湾市真志喜2-7-3 グランドハイツ103号 098-897-3951  
セブン-イレブン那覇新都心銘苅店 那覇市銘苅2-4-9 098-868-8305  飲食店営業 第21030974号 R03.10.01 R09.10.31 照屋林彩
榮椿 那覇市首里儀保町1-36 098-886-5889  そうざい製造業 第21030998号 R03.10.06 R09.10.31 金城みゆき
十二松六左衛門　那覇別邸 那覇市久茂地2-14-11 1F 098-861-8550  飲食店営業 第21031009号 R03.10.08 R09.10.31 （株）琉球DINER 沖縄県 那覇市泊2-5-3 1F               
味噌路 那覇市松山1-28-9               飲食店営業 第21030980号 R03.10.04 R09.10.31 中牟田淳
Wrangler 那覇市久茂地1-8-3 クイーンプラザビル4F 402号室               飲食店営業 第21031040号 R03.10.13 R09.10.31 金城達昭
酒処　色珠 那覇市松山1-7-1 松山ガーデンビル1A-2 098-927-4223  飲食店営業 第21030992号 R03.10.05 R09.10.31 株式会社一成華 沖縄県 浦添市伊祖1-22-2 1階               
ヘベレケ　BAR 那覇市牧志3-13-12 ハチミネビル201               飲食店営業 第21030997号 R03.10.06 R09.10.31 堀田尚希
肉丸 那覇市久米1-16-13 098-868-3456  飲食店営業 第21031008号 R03.10.08 R09.10.31 株式会社ダイフク沖縄 沖縄県 那覇市泊1-22-15 098-868-3456  
居酒屋アカマル商店 那覇市内 098-988-6109  飲食店営業 臨時営業 第21030973号 R03.10.01 R08.10.31 株式会社モアグリーンプロデュース 沖縄県 南城市大里字稲嶺2851-2 098-988-6109  
肉丸 那覇市久米1-16-13 098-868-3456  そうざい製造業 第21031007号 R03.10.08 R09.10.31 株式会社ダイフク沖縄 沖縄県 那覇市泊1-22-15 098-868-3456  
ザ・ナハテラス　リビングルーム　マロード 那覇市おもろまち2-14-1 098-864-1111  飲食店営業 第21030991号 R03.10.05 R09.10.31 ザ・テラスホテルズ株式会社 沖縄県 名護市喜瀬1808 098-864-1111  
RIDE OR DRINK 那覇市久茂地2-6-25 2F 098-863-8120  飲食店営業 第21030990号 R03.10.05 R09.10.31 宮城力也
ホテルリゾネックス那覇　9階スカイバンケット 那覇市前島3-11-1 098-862-7733  飲食店営業 第21030979号 R03.10.04 R09.10.31 ホテルリゾネックス名護株式会社 沖縄県 那覇市前島3-11-1 098-862-7733  
幸の鳥 那覇市内               飲食店営業 臨時営業 第21030978号 R03.10.04 R08.10.31 松島朝也
やきとり竜鳳　宇都宮880　あ　15-02 那覇市内 098-955-0266  飲食店営業 臨時営業 第21030986号 R03.10.04 R08.10.31 株式会社全国チェーン竜鳳 栃木県 宇都宮市下荒針町3590-1               
Bar＆Lounge 1800 那覇市松山1-6-17 セゾンハナハナ　ファイブビル6階               飲食店営業 第21031006号 R03.10.08 R09.10.31 須田紗梨菜
コープ首里 那覇市首里汀良町3-104-1 098-887-5633  魚介類販売業 第21031005号 R03.10.08 R09.10.31 生活協同組合コープおきなわ 沖縄県 浦添市西原1-2-1 098-879-7753  
酒吞気まるこ　那覇 那覇市牧志3-13-12 ＋hacchi101               飲食店営業 第21031039号 R03.10.13 R09.10.31 株式会社コジマ笑店 東京都 武蔵野市吉祥寺南町2-13-13 04-2241-1552  
成吉思男　那覇牧志店 那覇市牧志3-13-12 プラスハッチビル105 098-943-2655  飲食店営業 第21031038号 R03.10.13 R09.10.31 株式会社ベイシックス 東京都 渋谷区渋谷1-6-3 ヴィラファーストビル渋谷B1F 03-6712-6700  
Flower 那覇市寄宮1-30-16 松樹パレスビル2-B               飲食店営業 第21031004号 R03.10.08 R09.10.31 新里伸也
ペーニャあまんかい 那覇市前島1-5-7 飲食店営業 第21031018号 R03.10.11 R09.10.31 岡本祐子
東横イン那覇旭橋駅前 那覇市久米2-1-20 098-951-1045  飲食店営業 第21030989号 R03.10.05 R09.10.31 株式会社東横イン 東京都 大田区新蒲田1-7-4 03-5703-1045  
PIZZERIA ONDA 那覇市久茂地3-11-21 098-943-2960  飲食店営業 第21030988号 R03.10.05 R09.10.31 オンダ株式会社 沖縄県 那覇市銘苅2-9-24 314 098-943-9161  
のうれんポレポレ 那覇市三原1-14-51 仲里アパート102               飲食店営業 第21030996号 R03.10.06 R09.10.31 谷川勇起
こぱん 那覇市金城5-1 Waビル201 098-987-0694  飲食店営業 第21030995号 R03.10.06 R09.10.31 渡真利良二
安里屋すば 那覇市安里3-1-8               飲食店営業 第21031052号 R03.10.15 R09.10.31 株式会社安里屋 沖縄県 那覇市三原2-29-18 シーニック三原101号               
キタノイチバ 那覇市上之屋1-1-31 2階 098-862-4588  飲食店営業 第21031037号 R03.10.13 R09.10.31 株式会社モンテローザフーズ 東京都 新宿区歌舞伎町1-21-1 0422-36-8888  
焼鳥　高しな　那覇 那覇市牧志3-13-12 ＋8ビル1F               飲食店営業 第21031036号 R03.10.13 R09.10.31 株式会社fun function 東京都 中央区日本橋2-2-4 日本橋せっつビル2F 03-5651-1704  
アミーゴ・タマキ 那覇市牧志3-13-12 098-917-4985  飲食店営業 第21031035号 R03.10.13 R09.10.31 株式会社COMATSU OKINAWA 沖縄県 那覇市牧志3-13-12 092-791-4668  
那覇ちょーちょ 那覇市牧志3-13-12 ＋HACCHI 1F 102               飲食店営業 第21031034号 R03.10.13 R09.10.31 株式会社寿カンパニー 宮城県 仙台市青葉区本町3-4-13 1303号 022-200-8454  
ビブロス堂　カフェ 那覇市曙3-6-24 098-868-4406  飲食店営業 第21031017号 R03.10.11 R09.10.31 株式会社ライフセンタービブロス堂 沖縄県 那覇市曙3-6-24 098-988-4781  
あんまー家 那覇市牧志3-13-13 1F 098-867-0237  飲食店営業 第21031033号 R03.10.13 R09.10.31 株式会社オスカル 沖縄県 那覇市牧志3-13-17 丸十商会ビル507号 098-868-9945  
カーサ・スエヨシ 那覇市首里末吉町1-152-15 パークサイド末吉1F 098-894-4000  飲食店営業 第21031032号 R03.10.13 R09.10.31 株式会社オスカル 沖縄県 那覇市牧志3-13-17 丸十商会ビル507号 098-868-9945  
TT　project 沖縄県全域               飲食店営業 自動車営業 第21031026号 R03.10.12 R09.10.31 玉城健
沙耶 那覇市安里388-7 東店舗1F 2号室 098-884-6718  飲食店営業 第21031061号 R03.10.19 R09.10.31 牧之瀬美奈子
御菓子御殿国際通り松尾店 那覇市松尾1-2-5 3F 098-862-0334  そうざい製造業 第21031031号 R03.10.13 R09.10.31 株式会社御菓子御殿 沖縄県 中頭郡読谷村字宇座657-1 098-958-7333  
HiGH 那覇市西1-16-26 2階 098-959-1486  飲食店営業 第21031054号 R03.10.18 R09.10.31 平良博一
エバ 那覇市銘苅180-1 朝忠ビル301               飲食店営業 第21031028号 R03.10.12 R09.10.31 喜納兼一
笑ya 那覇市松山1-14-10 クィーンズビル3階 098-862-6484  飲食店営業 第21031000号 R03.10.07 R09.10.31 金城和美
Siele 那覇市牧志3-6-15 桜坂DINER Ⅰ 2階B-102号室               飲食店営業 第21031051号 R03.10.15 R09.10.31 株式会社L'OREA 沖縄県 那覇市天久1-6-20 プランドールミオナ1階 098-941-8777  
日夏専門茶店 那覇市安里1-8-23 1階 098-866-4677  飲食店営業 第21031050号 R03.10.15 R09.10.31 株式会社ジェイシープランニング 沖縄県 那覇市字安里101 丸京工芸ビル402A 098-866-4677  
レストランWinWin 那覇市旭町114-6 098-867-9071  飲食店営業 第21031003号 R03.10.08 R09.10.31 株式会社R’sコーポレーション 沖縄県 浦添市城間4-32-5 098-867-3566  
とんかつ新宿さぼてん 那覇市久茂地1-1-1 デパートリウボウB1F               飲食店営業 第21031066号 R03.10.20 R09.10.31 株式会社グリーンハウスフーズ 東京都 新宿区西新宿3-20-2 03-6276-2250  
ライブ・ラウンジ　華 那覇市東町27-19 keiビル6-A               飲食店営業 第21031045号 R03.10.14 R09.10.31 仲村洋子
おふくろ 那覇市大道171               飲食店営業 第21031025号 R03.10.12 R09.10.31 山城澄子
ヤンバルクイナ 那覇市東町5-14 ポストビル1F 098-862-0090  飲食店営業 第21031016号 R03.10.11 R09.10.31 上原啓紀
最強　Collabo　44 那覇市松尾1-4-1 コラムビル5階 098-869-7884  飲食店営業 第21031015号 R03.10.11 R09.10.31 吉田剛
カラオケスナック　エスプラス 那覇市三原2-1-11 098-835-0353  飲食店営業 第21031014号 R03.10.11 R09.10.31 比嘉節子
カラオケ バー On The RoDo 那覇市松山1-15-20 大文閣107 098-943-2205  飲食店営業 第21031081号 R03.10.26 R09.10.31 守屋和美
Living　Bar　リズム 那覇市東町20-16 タイセイローズビル1階               飲食店営業 第21031013号 R03.10.11 R09.10.31 松本満津枝
肉丸 那覇市久米1-16-13 098-868-3456  冷凍食品製造業 第21031012号 R03.10.11 R09.10.31 株式会社ダイフク沖縄 沖縄県 那覇市泊1-22-15 098-868-3456  
肉丸 那覇市久米1-16-13 098-868-3456  食肉販売業 第21031011号 R03.10.11 R09.10.31 株式会社ダイフク沖縄 沖縄県 那覇市泊1-22-15 098-868-3456  
ほっともっと真嘉比店 那覇市真嘉比3-19-8 098-885-1055  飲食店営業 第21031060号 R03.10.19 R10.10.31 株式会社ブレンズ 沖縄県 浦添市宮城1-36-8 098-876-7468  
サロンゆりちゃん 那覇市壺屋1-18-40 098-862-4839  飲食店営業 第21031070号 R03.10.21 R09.10.31 久保田多美子
Kitchen 那覇市安里1-4-15 梅村ビル201 098-943-4524  飲食店営業 第21031024号 R03.10.12 R09.10.31 渡嘉敷百合子
ハートランドおきなわ寒川ベーカリー 那覇市首里寒川町2-80-80 コープ寒川店内 098-882-2334  菓子製造業 第21031089号 R03.10.27 R09.10.31 株式会社ハートランドおきなわ 沖縄県 中頭郡西原町字兼久287-1 098-945-2220  
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chez TAIRA おもろまち 那覇市おもろまち4-10-38 スカイガーデンビル2F 098-987-9777  飲食店営業 第21031023号 R03.10.12 R09.10.31 平良朝政
麺匠竹虎沖縄新都心店 那覇市おもろまち4-7-18 1F 098-869-2110  飲食店営業 第21031022号 R03.10.12 R09.10.31 クックマンブラザーズ株式会社 東京都 新宿区西新宿6-2-3 03-5909-5260  
やきとり　きんじろう 那覇市仲井真130-3 仲井真マンション101号室 098-836-3332  飲食店営業 第21031021号 R03.10.12 R09.10.31 嘉陽保
LOUNGE　GREEN 那覇市松山1-8-15 四季ビル3階　3-A               飲食店営業 第21031080号 R03.10.26 R09.10.31 大城有紀子
HAND4 那覇市松尾2-2-32 1F 098-988-0487  飲食店営業 第21031030号 R03.10.13 R09.10.31 久田健太
古民家カフェ　茶ぁ―やー 那覇市安里2-6-6               飲食店営業 第21031104号 R03.10.29 R09.10.31 有限会社ジェリートーマス 千葉県 千葉市緑区おゆみ野南4-2-3 043-292-0107  
まきし商店。 那覇市牧志2-19-21               飲食店営業 第21031049号 R03.10.15 R09.10.31 山里嘉克
kana 那覇市松尾2-10-27               飲食店営業 第21031044号 R03.10.14 R09.10.31 阪口真司
なかだ 那覇市首里真和志町1-36 1階               飲食店営業 第21031088号 R03.10.27 R09.10.31 仲田靖
Shot Bar WING 那覇市松山1-5-1 ナムラプラザビル1F               飲食店営業 第21031087号 R03.10.27 R09.10.31 ㈱ R・corporation 兵庫県 神戸市須磨区横尾2-24-1               
Sports Bar Athlete 那覇市松山2-9-7 クリスタルビル2-C               飲食店営業 第21031048号 R03.10.15 R09.10.31 羽地克起
JUMBO　STEAK　HAN’S 国際通り店 那覇市牧志2-3-1 K2ビル2F 098-860-1129  飲食店営業 第21031047号 R03.10.15 R09.10.31 株式会社ステージングアップ沖縄 沖縄県 那覇市若狭2-14-12 098-917-5070  
ラス　トレス　ラマス 那覇市久茂地2-6-16 リバーサイドテラス久茂地2F 098-943-4122  飲食店営業 第21031103号 R03.10.29 R09.10.31 内山三枝
和食　方寸 那覇市久米1-25-24 1F 098-863-6316  飲食店営業 第21031053号 R03.10.18 R09.10.31 西平守和
コワーキングスペース＆セルフBAR　ハイファイ 那覇市東町11-1 1F               飲食店営業 第21031072号 R03.10.22 R09.10.31 藤克朗
熊鶏沖縄１号車 沖縄県全域               飲食店営業 自動車営業 第21031079号 R03.10.26 R09.10.31 熊野商業株式会社 沖縄県 那覇市国場1191-2-602               
うなりざき 那覇市若狭3-7-25 098-866-7596  菓子製造業 第21031065号 R03.10.20 R09.10.31 東濵よし子
ライトハウス　ラウンジ 那覇市天久1000 おもと会大浜第一病院12F 098-863-2781  飲食店営業 第21031059号 R03.10.19 R09.10.31 株式会社ハーモニー・ウィー・ニード 東京都 港区赤坂4-1-1 03-6234-4229  
カフェテリア　サンデー 那覇市天久1000 おもと会大浜第一病院3F 098-863-2781  飲食店営業 第21031058号 R03.10.19 R09.10.31 株式会社ハーモニー・ウィー・ニード 東京都 港区赤坂4-1-1 03-6234-4229  
みーちゃん食堂 那覇市港町1-13-23               飲食店営業 第21031078号 R03.10.26 R09.10.31 山口ともえ
雀荘ポン 那覇市東町12-2 グレープハウス4-C               飲食店営業 第21031064号 R03.10.20 R09.10.31 新里秀明
酒処　あぐ 那覇市小禄1287-1 ウィンズビル4階 098-857-0577  飲食店営業 第21031057号 R03.10.19 R09.10.31 富濱みどり
うるくそば 那覇市内               飲食店営業 臨時営業 第21031056号 R03.10.19 R08.10.31 藤井ユカ
ジョリーパスタ　那覇真嘉比店 那覇市真嘉比3-19-29 098-988-9080  飲食店営業 第21031071号 R03.10.22 R09.10.31 株式会社ジョリーパスタ 東京都 港区港南2-18-1 03-6833-8833  
株式会社　ヒューネッツ 那覇市内 098-832-7101  飲食店営業 臨時営業 第21031063号 R03.10.20 R08.10.31 株式会社ヒューネッツ 沖縄県 那覇市小禄1-1-1 098-996-2112  
沖縄地料理　龍潭国際通り本店 那覇市久茂地3-29-66 098-860-7135  飲食店営業 第21031086号 R03.10.27 R09.10.31 株式会社ジェイシーシー 沖縄県 糸満市西崎町4-16-16 098-992-6259  
ヘリオス酒造株式会社 那覇市内               飲食店営業 臨時営業 第21031069号 R03.10.21 R08.10.31 ヘリオス酒造株式会社 沖縄県 名護市字許田405 0980-52-3372  
おきなわステーキ 那覇市前島3-8-12               飲食店営業 第21031068号 R03.10.21 R09.10.31 上原秀輝
‟ONE HAND” -Go Go- 那覇市西3-15-50               飲食店営業 第21031075号 R03.10.25 R09.10.31 宜保政紀
マーサンミッシェル 那覇市おもろまち4-20-31 098-869-0880  菓子製造業 第21031085号 R03.10.27 R09.10.31 株式会社ココスアイランドオキナワ 沖縄県 那覇市おもろまち4-20-31 098-869-0880  
Pou 那覇市長田2-27-4 1F               飲食店営業 第21031096号 R03.10.28 R09.10.31 渡嘉敷唯昭
医療法人　社団かびら会　川平病院 那覇市古波蔵3-5-25 098-835-4290  飲食店営業 第21031074号 R03.10.25 R09.10.31 日清医療食品株式会社 東京都 千代田区丸の内2-7-3 東京ビルディング20階 03-3287-3611  
田崎病院 那覇市松川319 098-886-2623  飲食店営業 第21031076号 R03.10.25 R09.10.31 日清医療食品株式会社 東京都 千代田区丸の内2-7-3 東京ビルディング20階 03-3287-3611  
長堂屋（那覇店） 那覇市安里2-4-17 ライオンズマンション105 098-917-0206  飲食店営業 第21031095号 R03.10.28 R09.10.31 株式会社一直線 沖縄県 名護市大東1-11-15               
ウチナーカフェ・ココ 那覇市樋川2-3-1 のうれんプラザ内1階 098-834-7818  飲食店営業 第21031084号 R03.10.27 R09.10.31 新城美枝子
まごころ弁当　那覇中央店 那覇市首里当蔵町2-14 ヤマゴウビル1F 098-970-2597  飲食店営業 第21031094号 R03.10.28 R09.10.31 株式会社ライフサポート 沖縄県 那覇市小禄1280 コーポドリーム2-D 098-970-2597  
オーラ　アミーゴ 那覇市安里388-13 栄町ロータリービル101               飲食店営業 第21031077号 R03.10.26 R09.10.31 城間恒二
ビアバー　チェビス 那覇市牧志3-5-14               飲食店営業 第21031102号 R03.10.29 R09.10.31 崔成宇
たけちゃん 那覇市大道172-2               飲食店営業 第21031101号 R03.10.29 R09.10.31 大城マツ子
SORA 那覇市安里388-124 仲本ビル1-B               飲食店営業 第21031100号 R03.10.29 R09.10.31 大城美子
福まる農場 那覇市内 098-888-3564  飲食店営業 臨時営業 第21031083号 R03.10.27 R08.10.31 農業生産法人株式会社福まる農場 沖縄県 島尻郡南風原町字宮平585 098-888-3564  
翁屋 那覇市寄宮2-29-45 098-833-5625  豆腐製造業 第21031099号 R03.10.29 R09.10.31 翁長良和
オフリミッツ 那覇市安里385               飲食店営業 第21031093号 R03.10.28 R09.10.31 清川正人
幸せのポテト 沖縄県全域               飲食店営業 自動車営業 第21031098号 R03.10.29 R09.10.31 株式会社沖縄アプサイ 沖縄県 那覇市金城2-22-7 098-859-8501  
コープ寒川 那覇市首里寒川町2-80 098-882-2334  そうざい製造業 第21031092号 R03.10.28 R09.10.31 生活協同組合コープおきなわ 沖縄県 浦添市西原1-2-1 098-879-7753  
コープ寒川 那覇市首里寒川町2-80 098-882-2334  菓子製造業 第21031091号 R03.10.28 R09.10.31 生活協同組合コープおきなわ 沖縄県 浦添市西原1-2-1 098-879-7753  
まるたか 那覇市松尾2-11-16 098-863-2087  飲食店営業 第21031090号 R03.10.28 R09.10.31 岩切進
グランシャリオ 那覇市内               飲食店営業 臨時営業 第21031097号 R03.10.29 R08.10.31 加藤さち
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