
R3.11.1～R3.11.30
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 申請者電話
ぬーやんBar 那覇市松山1-19-18 東和商事ビル1-Ｂ               飲食店営業 第21031215号 R03.11.29 R09.11.30 親泊翔
K-POP Bar LAUGHs 那覇市久茂地3-9-9 9番地ビル3F               飲食店営業 第21031184号 R03.11.17 R09.11.30 嘉手川秀徳
Ron　Crib 那覇市牧志2-16-45               飲食店営業 第21031147号 R03.11.09 R09.11.30 比嘉龍矢
妃美呼 那覇市前島3-16-18 国吉ビル102号               飲食店営業 第21031214号 R03.11.29 R09.11.30 浜口広美
BAR LAFTEL 那覇市久茂地2-6-25 ランドマーク久茂地6F               飲食店営業 第21031138号 R03.11.08 R09.11.30 友利太人
居酒屋なかーてぃー　那覇国際通り店 那覇市牧志2-4-14 2F               飲食店営業 第21031113号 R03.11.01 R09.11.30 仲地隆豊
The　Little　Brother　ハシエンダ食堂 那覇市辻2-9-25               飲食店営業 第21031109号 R03.11.01 R09.11.30 十鳥春香
ファミリーマート　那覇天久二丁目店 那覇市天久2-6-5               飲食店営業 第21031137号 R03.11.08 R09.11.30 オーケイ運輸合資会社 沖縄県 那覇市泊2-2-11 098-867-2101  
うえはらさんのバー 那覇市牧志1-2-3               飲食店営業 第21031123号 R03.11.05 R09.11.30 赤嶺良光
KEN'S CAFE TOKYO 沖縄本店 那覇市安里1-4-16 サンサロビル1F 098-943-5922  飲食店営業 第21031208号 R03.11.26 R09.11.30 株式会社T-ReIve 沖縄県 中頭郡中城村字南上原1021 プリモタウン2-B               
花はな商店 那覇市牧志1-3-14               そうざい製造業 第21031146号 R03.11.09 R09.11.30 新垣健
美らぴんす　GLOW 那覇市松尾2-1-15-1 松尾貸店舗101               飲食店営業 第21031122号 R03.11.05 R09.11.30 山入端信乃
BAR 織瑠 那覇市松山2-11-6 キャスティー松山202 098-954-8847  飲食店営業 第21031119号 R03.11.04 R09.11.30 銘苅誠也
吉野家K58号線那覇新都心店 那覇市天久2-6-5 098-988-3000  飲食店営業 第21031136号 R03.11.08 R09.11.30 株式会社沖縄吉野家 東京都 中央区日本橋箱崎町36-2 098-834-9833  
ミスタードーナツ　天久りうぼうショップ 那覇市天久1-2-1 098-861-4226  飲食店営業 第21031112号 R03.11.01 R09.11.30 有限会社ベリーズ 沖縄県 那覇市真嘉比2-19-9 4F 098-894-4651  
ミスタードーナツ　天久りうぼうショップ 那覇市天久1-2-1 098-861-4226  菓子製造業 第21031111号 R03.11.01 R09.11.30 有限会社ベリーズ 沖縄県 那覇市真嘉比2-19-9 4F 098-894-4651  
ローソン宇栄原団地前店 那覇市宇栄原4-6-3 098-857-0070  飲食店営業 第21031110号 R03.11.01 R09.11.30 仲榮眞すえみ
スナック Kei 那覇市東町20-16 タイセイローズビル202 098-861-1142  飲食店営業 第21031115号 R03.11.02 R09.11.30 仲本啓子
キッチン　RIEN～KIZUNA 沖縄県全域               飲食店営業 自動車営業 第21031118号 R03.11.04 R09.11.30 五十嵐真弓
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  そうざい製造業 第21031117号 R03.11.04 R09.11.30 合同会社ソレール 沖縄県 那覇市真地169-1 CasaVilla真地401 098-996-1417  
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  飲食店営業 第21031116号 R03.11.04 R09.11.30 合同会社ソレール 沖縄県 那覇市真地169-1 CasaVilla真地401 098-996-1417  
Me's tacos 那覇市内               飲食店営業 臨時営業 第21031145号 R03.11.09 R08.11.30 波平美澄
ファミリーマート県総合福祉センター前店　株式会社ゆい 那覇市首里石嶺町4-376-3               飲食店営業 第21031114号 R03.11.02 R09.11.30 株式会社ゆい 沖縄県 那覇市首里石嶺町2-145 098-884-7762  
Lounge　絆 -kizuna- 那覇市松山2-1-15 RJ松山ビル403号               飲食店営業 第21031121号 R03.11.05 R09.11.30 琉球テクノソリューションズ株式会社 沖縄県 宜野湾市新城2-9-20 098-988-3002  
酒房　李白 那覇市首里鳥堀町2-1-1 比嘉ビル2F 098-885-7664  飲食店営業 第21031144号 R03.11.09 R09.11.30 宮平いく子
くじら 那覇市前島2-18-15 幸アパートA棟               飲食店営業 第21031177号 R03.11.16 R09.11.30 當間嗣敏
台湾豆花屋 那覇市樋川2-3-1 のうれんプラザ1F　115-1区画               飲食店営業 第21031152号 R03.11.10 R09.11.30 陳肖霞
四番屋　屋台村 那覇市内               飲食店営業 臨時営業 第21031135号 R03.11.08 R08.11.30 株式会社GOLD 埼玉県 川口市戸塚東1-4-5               
ECAQI 那覇市牧志3-2-33               飲食店営業 第21031134号 R03.11.08 R09.11.30 村山泰
Music BAR ケツの穴 那覇市前島1-2-10 山城ビル1F               飲食店営業 第21031133号 R03.11.08 R09.11.30 株式会社Wing 沖縄県 那覇市長田2-5-21 金アパート102号 098-987-4483  
TWO BAR 1号店 那覇市久茂地2-16-24 ニュー久茂地ビルB階 098-862-4790  飲食店営業 第21031132号 R03.11.08 R09.11.30 株式会社Wing 沖縄県 那覇市長田2-5-21 金アパート102号 098-987-4483  
TWO BAR 2号店 那覇市久茂地2-16-24 ニュー久茂地ビルB階 098-867-8789  飲食店営業 第21031131号 R03.11.08 R09.11.30 株式会社Wing 沖縄県 那覇市長田2-5-21 金アパート102号 098-987-4483  
カラオケ＆ダーツバー　ゴリラ 那覇市松山1-34-3 カクテルプラザ地下1階               飲食店営業 第21031120号 R03.11.05 R09.11.30 大濵正義
Uchina Time 那覇市東町20-7 TBCビル101               飲食店営業 第21031183号 R03.11.17 R09.11.30 仲宗根稔
ローソン那覇崇元寺通店 那覇市安里1-8-4 098-867-0288  飲食店営業 第21031130号 R03.11.08 R09.11.30 伊佐真泉
MUSIC POWER SPOT 那覇市松山1-33-2 HAMASHIN4-C               飲食店営業 第21031151号 R03.11.10 R09.11.30 吉田剛
ぼんぢりや一銀通り店 那覇市牧志1-1-9 おきしょビル1F 098-861-8451  飲食店営業 第21031129号 R03.11.08 R09.11.30 有限会社海援隊沖縄 沖縄県 那覇市牧志1-2-1 098-868-8383  
Infini（アンフィニ） 那覇市久米1-1-24 アップルビル4F 098-862-0149  飲食店営業 第21031128号 R03.11.08 R09.11.30 外間尚子
BAR LOT 那覇市銘苅3-23-16 あ～とび～る3F               飲食店営業 第21031150号 R03.11.10 R09.11.30 狩俣秀貴
gruss 那覇市小禄1-39-8 コーポかねしろ1F               飲食店営業 第21031187号 R03.11.18 R09.11.30 糸数淳
花音 那覇市松山1-8-19 シティまつやまビル2階-C 098-861-9078  飲食店営業 第21031229号 R03.11.30 R09.11.30 桃原かおり
Funny Farm（ファニーファーム） 那覇市牧志1-14-16               飲食店営業 第21031143号 R03.11.09 R09.11.30 宮里剛
富久屋 那覇市首里当蔵町1-14 098-884-4201  飲食店営業 第21031127号 R03.11.08 R09.11.30 富名腰米子
酒膳　桜 那覇市松山1-12-5 パステル八重洲ビル3階 098-867-8288  飲食店営業 第21031126号 R03.11.08 R09.11.30 平田尚子
EL Patio 那覇市泉崎2-4-1 糸数ビル1階 098-987-1443  飲食店営業 第21031125号 R03.11.08 R09.11.30 太田謙
居食屋　良肴 那覇市繁多川5-23-29 098-853-3366  飲食店営業 第21031124号 R03.11.08 R09.11.30 嘉手納良朝
憩いや46 那覇市前島3-15-18 102               飲食店営業 第21031142号 R03.11.09 R09.11.30 城間由紀子
首里茶屋 那覇市首里赤平町2-40-1 宮城邸3階               飲食店営業 第21031149号 R03.11.10 R09.11.30 アトリエブックアンドベッド株式会社 東京都 港区南青山2-2-15 ウィン青山B1Z+ 03-6432-9141  
WHITE HAZE 京美堂 那覇市久茂地3-5-13 シティースペースビル1F 098-867-1543  飲食店営業 第21031182号 R03.11.17 R09.11.30 仲間政一
憂鬱U-2 那覇市与儀125-24               飲食店営業 第21031159号 R03.11.11 R09.11.30 平良朝賢
BAR Nicki 那覇市松山2-15-15 長山かばんビル3階301号室               飲食店営業 第21031148号 R03.11.10 R09.11.30 沖浦伶史
やぎとそば太陽 那覇市内 098-965-3133  飲食店営業 臨時営業 第21031141号 R03.11.09 R08.11.30 仲西洋陽
MeatGallery松藤 那覇市国場1183-2 ぴゅあレジデンス203 098-833-7829  食肉販売業 第21031140号 R03.11.09 R09.11.30 株式会社FACE 沖縄県 那覇市牧志3-6-40 1階               
TAKA商 那覇市内               飲食店営業 臨時営業 第21031139号 R03.11.09 R08.11.30 仲西隆
トラックキッチンWing 沖縄県全域 098-996-2128  飲食店営業 自動車営業 第21031191号 R03.11.19 R09.11.30 合同会社はる 沖縄県 那覇市仲井真360 テナントビルK（201） 098-996-2128  
オーガニック市場てんぶす那覇店 那覇市牧志2-23-20 高良アパート1F 098-955-3599  菓子製造業 第21031176号 R03.11.16 R09.11.30 有限会社オーガニック市場てんぶす 沖縄県 沖縄市比屋根2-2-8 098-880-6866  
SHOT BAR 乱痴気 那覇市松山2-14-1 時計台ビル302               飲食店営業 第21031158号 R03.11.11 R09.11.30 池間睦彦
琉球らいふ　Cafe 那覇市首里当蔵町2-14               飲食店営業 第21031162号 R03.11.12 R09.11.30 株式会社ワラビガミ 沖縄県 那覇市宇栄原3-16-15 098-851-4169  
広島お好み焼　とん 那覇市久米2-5-10 098-943-8866  飲食店営業 第21031175号 R03.11.16 R09.11.30 株式会社SKY 沖縄県 中頭郡北中城村字ライカム480-1101 098-932-0760  
ホルモン　ここから　美栄橋店 那覇市久茂地2-24-20 098-894-8929  飲食店営業 第21031203号 R03.11.25 R09.11.30 株式会社沖縄ここから 沖縄県 浦添市西原2-19-5 098-800-1886  
アリババ 那覇市久茂地3-9-10 楚野ビルB1F 098-960-0042  飲食店営業 第21031197号 R03.11.24 R09.11.30 株式会社塩浜商店 沖縄県 那覇市若狭3-7-18 098-868-1646  
CLUB STILL 那覇市松山1-14-20 野村ビル1F               飲食店営業 第21031157号 R03.11.11 R09.11.30 株式会社PAPA 沖縄県 那覇市松山1-14-20 野村ビル1F               
與儀パーラー 那覇市内               飲食店営業 臨時営業 第21031156号 R03.11.11 R08.11.30 與儀常光
渡久地商店 那覇市泉崎1-12-7 沖縄県不動産会館ビルB1               飲食店営業 第21031213号 R03.11.29 R09.11.30 渡久地政治
琉球新麺「久」KYU 那覇市久茂地2-18-19 098-861-8583  飲食店営業 第21031155号 R03.11.11 R09.11.30 有限会社オフィスりょう次 沖縄県 那覇市金城5-4-6 通堂3階 098-852-0120  
居酒屋野郎　りょう次 那覇市久茂地2-18-18 098-861-8583  飲食店営業 第21031154号 R03.11.11 R09.11.30 有限会社オフィスりょう次 沖縄県 那覇市金城5-4-6 通堂3階 098-852-0120  
カラオケ歌丸国場店 那覇市国場1164-9 大嶺ビル2F 098-833-5161  飲食店営業 第21031153号 R03.11.11 R09.11.30 山口貴
おより神社 那覇市牧志3-13-61 098-927-3349  菓子製造業 第21031161号 R03.11.11 R09.11.30 屋嘉比朝之
いけみやぎ商店 沖縄県全域               飲食店営業 自動車営業 第21031212号 R03.11.29 R09.11.30 上原彰悟
和琉鉄板　くだか 那覇市牧志3-13-20 KAITOビルⅡ２F 098-917-5158  食肉販売業 第21031166号 R03.11.15 R09.11.30 株式会社Ajimar 東京都 北区堀船2-9-17 502号               
那覇空港国内線ラウンジ（ダイヤモンド・プレミアラウンジ、サクララウンジ） 那覇市鏡水150 那覇空港国内線旅客ターミナルビル内 098-840-1540  飲食店営業 第21031196号 R03.11.24 R09.11.30 日本航空株式会社 東京都 品川区東品川2-4-11 098-840-1501  
Music Dining yy 那覇市寄宮1-30-16 パレスビル1-A               飲食店営業 第21031174号 R03.11.16 R09.11.30 株式会社絆粋 沖縄県 名護市字大浦173               
那覇空港サクララウンジANNEX 那覇市鏡水150 那覇空港国内線旅客ターミナルビル内 098-840-1540  飲食店営業 第21031195号 R03.11.24 R09.11.30 日本航空株式会社 東京都 品川区東品川2-4-11 098-840-1501  
琉美 那覇市曙2-14-20               飲食店営業 第21031165号 R03.11.15 R09.11.30 赤嶺和枝
店、ついて行ってイイですか？ 那覇市松山2-1-14 仲間ビル2階               飲食店営業 第21031190号 R03.11.19 R09.11.30 浜田聡
（株）ジミー那覇店 那覇市銘苅3-8-5 098-861-1110  飲食店営業 第21031164号 R03.11.15 R09.11.30 株式会社ジミー 沖縄県 宜野湾市大山7-2-20 098-897-9585  
（株）ジミー那覇店 那覇市銘苅3-8-5 098-861-1110  菓子製造業 第21031163号 R03.11.15 R09.11.30 株式会社ジミー 沖縄県 宜野湾市大山7-2-20 098-897-9585  
BAR野うさぎ 那覇市宇栄原3-33-20               飲食店営業 第21031181号 R03.11.17 R09.11.30 幸地悦子
うまんちゅ食堂 那覇市曙2-10-11 国吉アパート1階               飲食店営業 第21031189号 R03.11.19 R09.11.30 合同会社うまんちゅカンパニー 沖縄県 那覇市曙2-10-11 国吉アパート1階               
丸昌食品 那覇市曙3-11-30 098-861-4400  食肉販売業 第21031222号 R03.11.30 R09.11.30 平良恵
あん 那覇市松川2-1-47               飲食店営業 第21031172号 R03.11.16 R09.11.30 安里弘明
スチームダイニング　しまぶた屋 那覇市久茂地3-29-41 久茂地マンション1F 098-861-2739  飲食店営業 第21031171号 R03.11.16 R09.11.30 株式会社SINKA 沖縄県 国頭郡恩納村恩納6369-1 098-989-7522  
夢屋 那覇市牧志2-13-16               飲食店営業 第21031170号 R03.11.16 R09.11.30 嘉数宜和
食事処　七福 那覇市久茂地2-9-12               飲食店営業 第21031169号 R03.11.16 R09.11.30 仲地益見
朱朱 那覇市久茂地2-4-17 1F 098-861-5939  飲食店営業 第21031168号 R03.11.16 R09.11.30 伊豆見弘子
エル　パティオ 那覇市内 098-987-1443  飲食店営業 臨時営業 第21031167号 R03.11.16 R08.11.30 太田謙
上智商事 那覇市内               飲食店営業 臨時営業 第21031173号 R03.11.16 R08.11.30 上間道子
ダイニング時 那覇市若狭2-1-9 日天ビル1-A 098-868-1921  飲食店営業 第21031180号 R03.11.17 R09.11.30 比嘉時美
居酒屋　鶴千 那覇市安里1-6-8 HAPPYビル1-A 098-861-2266  飲食店営業 第21031179号 R03.11.17 R09.11.30 比嘉一盛
ファミリーマート　那覇若松店 那覇市松山2-4-11 098-860-7877  飲食店営業 第21031178号 R03.11.17 R09.11.30 株式会社MK商事 沖縄県 浦添市城間3-25-6-201号 サンパークパレス浦添 098-833-6488  
Bar 24 那覇市小禄1287-1 ウィンズビル5-B 098-859-1055  飲食店営業 第21031192号 R03.11.22 R09.11.30 福田あかね
ベトナムバイク屋台コムゴン 那覇市内               飲食店営業 臨時営業 第21031186号 R03.11.18 R08.11.30 岡崎竜真
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味な海　なぁ～た 那覇市泊1-19-15 098-863-3128  飲食店営業 第21031185号 R03.11.18 R09.11.30 嘉数昌也
月のあかり 那覇市久茂地2-20-1 098-963-8865  飲食店営業 第21031188号 R03.11.19 R09.11.30 長嶺紀子
Bar moana 那覇市久米2-11-4 久米ガーデンビル2F 098-988-8884  飲食店営業 第21031202号 R03.11.25 R09.11.30 有限会社ハリマ 千葉県 鴨川市池田321-1 04-7093-1324  
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 第21031211号 R03.11.29 R09.11.30 株式会社ハコサク 沖縄県 那覇市牧志1-8-3 FAN緑ヶ丘ビル2F 098-862-8239  
興南てらす　1階 那覇市古島1-7-1               飲食店営業 第21031201号 R03.11.25 R09.11.30 上原勝雄
がじゅまる弁当 那覇市曙1-6-19 098-868-8662  飲食店営業 第21031194号 R03.11.24 R09.11.30 株式会社シンアイ産業 沖縄県 浦添市屋富祖1-3-5 シンアイ産業ビル1F 098-943-3072  
コープベーカリー 那覇市首里汀良町3-104-1               菓子製造業 第21031193号 R03.11.24 R09.11.30 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  
いしぐふー 那覇市具志3-28-25 CASA’S101号室 098-987-1517  密封包装食品製造業 第21031207号 R03.11.26 R09.11.30 いしぐふー合同会社 沖縄県 那覇市天久955-5 天久望洋邸602号室 098-858-0881  
やきとり　白鳥 那覇市内 098-800-1932  飲食店営業 臨時営業 第21031200号 R03.11.25 R08.11.30 大谷明正
シマシマ 那覇市安里388-6               飲食店営業 第21031228号 R03.11.30 R09.11.30 金城朝子
SUKE×２　YARO 那覇市松山1-8-8 オーキッド松山6階-A               飲食店営業 第21031206号 R03.11.26 R09.11.30 株式会社PLUS ONE 北海道 札幌市北区北二十四条西4-2-6 第一鶴会館1階 011-769-9006  
穴Bar　ハブハブ 那覇市長田1-24-14 1F               飲食店営業 第21031199号 R03.11.25 R09.11.30 屋比久和也
お祭り市場 那覇市内               飲食店営業 臨時営業 第21031198号 R03.11.25 R08.11.30 阿波根直幸
ガーベラ 沖縄県全域               飲食店営業 自動車営業 第21031221号 R03.11.30 R09.11.30 比嘉勤
エンジェル 那覇市安里388-9               飲食店営業 第21031227号 R03.11.30 R09.11.30 上間加代子
Bar KEMURI～SAMURAI弐～ 那覇市前島3-16-18 国吉ビル201               飲食店営業 第21031220号 R03.11.30 R09.11.30 浅田修兵
Cafe＆Bar Garden 那覇市牧志3-5-10               飲食店営業 第21031218号 R03.11.30 R09.11.30 金城一也
とみや 那覇市泉崎1-5-12 1F               飲食店営業 第21031205号 R03.11.26 R09.11.30 富原盛博
CAFÉ plat 那覇市牧志1-1-39 STEPビル1-G               飲食店営業 第21031217号 R03.11.30 R09.11.30 株式会社plat 沖縄県 宜野湾市喜友名2-28-22-803号 KURASUKA宜野湾               
大戸屋ごはん処 那覇市牧志2-10-1 098-885-4535  飲食店営業 第21031204号 R03.11.26 R09.11.30 有限会社沖縄ショップ企画 沖縄県 那覇市首里末吉町3-25-8 098-885-4535  
柏屋食堂 那覇市松尾2-11-22 098-869-8833  飲食店営業 第21031210号 R03.11.29 R09.11.30 関根博史
憩 那覇市壺屋1-10-10 グランドパラダイス1-A               飲食店営業 第21031209号 R03.11.29 R09.11.30 前盛美枝子
スナック桃園 那覇市安里388-22               飲食店営業 第21031226号 R03.11.30 R09.11.30 比嘉真理子
OKINAWA RESORT CAFE ＆ BAR ama9 那覇市内 098-975-5059  飲食店営業 臨時営業 第21031216号 R03.11.30 R08.11.30 株式会社アマステージ 東京都 千代田区外神田3-3-5 ヨシヰビル地下 03-6260-8358  
ISM 那覇市松山1-14-8 古謝ビル2F 098-868-9888  飲食店営業 第21031225号 R03.11.30 R09.11.30 神谷尚久
青果暁 那覇市首里大名町2-8-1 比嘉アパート1F（103～104）               飲食店営業 第21031224号 R03.11.30 R09.11.30 仲地麻衣
宮城菓子店 那覇市大道172 098-885-1411  菓子製造業 第21031223号 R03.11.30 R09.11.30 宮城良和
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