
R3.4.1～R3.4.30
継続営業許可施設

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
黄（コウ） 那覇市久茂地2-19-16 BG PLAZA 4B 098-863-6287  飲食店営業 ﾅｲﾄｽﾅｯｸ 第21030009号 R03.04.02 R09.04.30 仲宗根洋子
農家酒場　くしき 那覇市安里338-150 仲本店舗1階101号室 飲食店営業 小料理 第21030008号 R03.04.02 R09.04.30 上原直明
首里寮 那覇市首里桃原町1-16 098-886-1170  飲食店営業 食堂 第21030007号 R03.04.02 R09.04.30 西日本高速道路総合サービス沖縄株式会社 代表取締役 藤澤茂樹 沖縄県 浦添市屋富祖2-6-15 098-874-2877  
EAST 那覇市松山2-29-1 フェニックスビル6F 602号 098-863-9986  飲食店営業 ﾅｲﾄｽﾅｯｸ 第21030021号 R03.04.06 R08.04.30 東博一
BASARA 那覇市西2-7-12 ルート21西町ビル1階 098-917-5488  飲食店営業 レストラン 第21030032号 R03.04.07 R09.04.30 飯田才子
Lounge Bloomラウンジブルーム 那覇市松山1-19-11 パークサイド松山3階               飲食店営業 ﾅｲﾄｽﾅｯｸ 第21030031号 R03.04.07 R09.04.30 城間理奈
アダージョ 那覇市松山2-29-1 フェニックスビル702 098-868-7741  飲食店営業 スナック 第21030030号 R03.04.07 R09.04.30 澤岻リツ子
首里偕生園 那覇市首里石嶺町4-389 098-988-1034  飲食店営業 食堂 第21030029号 R03.04.07 R09.04.30 株式会社積徳商事 代表取締役 髙見みどり 沖縄県 那覇市宮城1-18-1 3階 098-851-3039  
琉球新麺「通堂」寄宮十字路前店 那覇市寄宮154-9 第2玉元ビル1F 098-834-0141  飲食店営業 食堂 第21030028号 R03.04.07 R09.04.30 有限会社オフィスりょう次 代表取締役 金城良次 沖縄県 那覇市金城5-4-6 通堂3階 098-852-0120  
ティールーム　ダージリン 那覇市楚辺1-2-68 1F 098-855-7282  飲食店営業 食堂 第21030027号 R03.04.07 R09.04.30 又吉康晶
ビッグエコー田原店 那覇市金城5-1-1 2F 098-858-1612  飲食店営業 食堂 第21030055号 R03.04.08 R09.04.30 株式会社沖縄第一興商 代表取締役 馬場勝彦 沖縄県 那覇市金城3-4-11 098-859-9777  
デッカーズカフェ 那覇市おもろまち2-6-11 098-861-0670  飲食店営業 レストラン 第21030054号 R03.04.08 R09.04.30 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号室 098-862-3376  
ぜんざいの富士家 那覇市内               喫茶店営業 簡易営業 第21030053号 R03.04.08 R08.05.31 仲本隆
のりちゃん 那覇市宇栄原3-29-9 5号室 098-858-4668  飲食店営業 カフェー 第21030052号 R03.04.08 R09.04.30 糸数節子
パイライフ 那覇市与儀2-21-13 三恵ハイム101 098-836-6595  喫茶店営業 喫茶店営業 第21030058号 R03.04.09 R09.04.30 親川仁志
小さな居酒屋 かりゆし 那覇市壺屋1-10-8 中津ビル1F 098-863-6765  飲食店営業 小料理 第21030057号 R03.04.09 R09.04.30 金城君子
首里りうぼう 那覇市首里久場川町2-122-1 098-884-1111  乳類販売業 乳類販売業 第21030073号 R03.04.12 R10.04.30 株式会社リウボウストア 代表取締役 糸数剛一 沖縄県 那覇市松尾1-9-49 098-864-2268  
呉屋天ぷら屋 那覇市松尾2-11-1 098-868-8782  飲食店営業 そうざい 第21030072号 R03.04.12 R09.04.30 呉屋カヅ子
～yell～ 那覇市松山1-14-3 シティ松山Ⅱ3-C               飲食店営業 スナック 第21030071号 R03.04.12 R09.04.30 友利静香
GANAHA BASE 那覇市久茂地2-19-16 みえばしステーションビル5階 5-A号室 098-867-4050  飲食店営業 バー 第21030070号 R03.04.12 R09.04.30 我那覇歩武
赤ひげ 那覇市牧志3-8-19 高江洲ビル2-2号室 098-866-6262  飲食店営業 バー 第21030069号 R03.04.12 R09.04.30 宮里嘉位
きらら 那覇市宇栄原3-30-3 ﾏｲｼﾃｨﾋﾞﾙ1-ｃ 098-857-6110  飲食店営業 バー 第21030068号 R03.04.12 R09.04.30 赤嶺義輝
麗 那覇市大道172-20 4F 098-887-5578  飲食店営業 カフェー 第21030077号 R03.04.13 R09.04.30 山城明美
ミュージックホーム テンダー 那覇市久茂地3-25-12 098-866-3336  飲食店営業 バー 第21030076号 R03.04.13 R09.04.30 渡口護
おやつ工房 Bon Appetit ボナペティ 那覇市首里石嶺町2-162 2F 菓子製造業 菓子製造業 第21030075号 R03.04.13 R09.04.30 大山理加
πウォーター　ティールーム　ローズ 那覇市上間588-2 1F 098-853-1471  飲食店営業 食堂 第21030074号 R03.04.13 R09.04.30 宮良和代
我那覇豚肉店 那覇市前島1-1-1 石嶺ビル1F 098-863-5380  飲食店営業 レストラン 第21030102号 R03.04.14 R09.04.30 我那覇豚肉店．株式会社 代表取締役 我那覇直 沖縄県 名護市宮里1410-1 0980-53-5017  
我那覇豚肉店 那覇市前島1-1-1 石嶺ビル1F 098-863-5380  食肉販売業 食肉販売業 第21030103号 R03.04.14 R09.04.30 我那覇豚肉店．株式会社 代表取締役 我那覇直 沖縄県 名護市宮里1410-1 0980-53-5017  
株式会社メック・インターナショナル 那覇市曙3-18-10 098-868-8773  魚介類販売業 魚介類販売業 第21030104号 R03.04.15 R09.04.30 株式会社メック・インターナショナル 代表取締役 森山領介 沖縄県 那覇市曙3-18-10 098-868-8773  
チャビラホテル那覇 那覇市金城5-11-1 098-840-1000  飲食店営業 カフェー 第21030109号 R03.04.15 R09.04.30 株式会社チャビラ 代表取締役 山内志乃 沖縄県 那覇市金城5-11-1 098-840-1000  
苺 那覇市久米1-1-24 アップルビル5-C 098-867-3715  飲食店営業 小料理 第21030122号 R03.04.16 R09.04.30 大城奈奈
フレッシュプラザ ユニオン 赤嶺店 那覇市赤嶺2-4-4 098-857-6577  飲食店営業 そうざい 第21030121号 R03.04.16 R09.04.30 株式会社野嵩商会 代表取締役 仲村明 沖縄県 宜野湾市野嵩1-12-13 098-892-3087  
フレッシュプラザ ユニオン 赤嶺店 那覇市赤嶺2-4-4 098-857-6577  魚介類販売業 魚介類販売業 第21030120号 R03.04.16 R09.04.30 株式会社野嵩商会 代表取締役 仲村明 沖縄県 宜野湾市野嵩1-12-13 098-892-3087  
フレッシュプラザ ユニオン 赤嶺店 那覇市赤嶺2-4-4 098-857-6577  食肉販売業 食肉販売業 第21030119号 R03.04.16 R09.04.30 株式会社野嵩商会 代表取締役 仲村明 沖縄県 宜野湾市野嵩1-12-13 098-892-3087  
La Vague 那覇市泉崎2-1-7 1F 098-851-4111  飲食店営業 レストラン 第21030118号 R03.04.16 R09.04.30 石川隆昇
Cafe ふぁみりー 那覇市東町9-7 1階 飲食店営業 レストラン 第21030132号 R03.04.19 R09.04.30 合同会社ふぁみりー 代表社員 金城照子 沖縄県 那覇市東町9-7 1階
居酒屋 ひょうきん 那覇市泉崎1-17-17 1F 098-860-8077  飲食店営業 居酒屋 第21030131号 R03.04.19 R09.04.30 髙畠太郎
ニューポート弁当 那覇市曙2-22-9 098-861-4270  そうざい製造業 そうざい製造業 第21030133号 R03.04.20 R09.04.30 宮城康信
De感太 那覇市久茂地2-13-11 2F 098-862-2286  飲食店営業 居酒屋 第21030135号 R03.04.20 R09.05.31 名嘉山敬康
株式会社 寄宮 那覇市港町2-7-16 098-863-8666  食品の冷凍又は冷蔵業 食品の冷凍又は冷蔵業 第21030134号 R03.04.20 R09.05.31 株式会社　寄宮 代表取締役社長 渡久地政也 沖縄県 那覇市港町2-7-16 098-863-8666  
ほっともっと久茂地3丁目店 那覇市久茂地3-3-3 098-860-3650  飲食店営業 弁当屋 第21030146号 R03.04.21 R09.04.30 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  
しむじょう 那覇市首里末吉町2-124 098-884-1933  飲食店営業 そば屋 第21030145号 R03.04.21 R09.04.30 株式会社ニーバナフーズ 代表取締役 新垣英司 沖縄県 那覇市首里末吉町2-124 098-884-1933  
ほっともっと石田中学校前店 那覇市繁多川5-17-2 098-831-8184  飲食店営業 弁当屋 第21030144号 R03.04.21 R09.04.30 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  
沖縄海鮮問屋 那覇市内 098-861-2254  飲食店営業 簡易営業 第21030143号 R03.04.21 R08.04.30 有限会社鮮魚仲買マルエイ商事 代表取締役 嘉数博信 沖縄県 那覇市港町1-1-5 098-861-2254  
iD 那覇市松山1-14-3               飲食店営業 カフェー 第21030168号 R03.04.23 R09.04.30 知念正章
baby cafe KOBANCHI 那覇市古波蔵2-15-12 サントリーニ1F 飲食店営業 カフェー 第21030167号 R03.04.23 R09.04.30 小林香織
B.G.M. 那覇市松尾2-10-20 大成開発ビル103 飲食店営業 レストラン 第21030166号 R03.04.23 R09.04.30 川満悠江
FISH JAM (フィッシュジャム) 那覇市与儀114 静香荘101 098-855-2322  飲食店営業 居酒屋 第21030171号 R03.04.26 R09.04.30 玉井丈久
Blue Moon 那覇市牧志1-2-8 我謝ビル1F-B 098-917-5810  飲食店営業 レストラン 第21030170号 R03.04.26 R09.04.30 原田翔馬
コムゴン(ＣＯ’ＭＮＧＯＮ) 那覇市壺屋1-34-8               そうざい製造業 そうざい製造業 第21030200号 R03.04.30 R09.04.30 岡崎竜真
緑 那覇市安里388 栄町市場内               飲食店営業 パーラー 第21030169号 R03.04.26 R09.04.30 久高みどり
有限会社カネヤマ水産 那覇市内 098-863-7065  飲食店営業 簡易営業 第21030181号 R03.04.28 R08.04.30 有限会社カネヤマ水産 取締役 當山清伸 沖縄県 那覇市港町1-1-5 098-863-7065  
株式会社くがに菓子本店 那覇市鏡原町29-8 098-859-0828  菓子製造業 菓子製造業 第21030189号 R03.05.01 R09.05.31 株式会社くがに菓子本店 代表取締役 新垣實 沖縄県 那覇市銘苅221-1 098-860-7274  
和風そば みつまる 那覇市久米2-13-7 098-866-9244  飲食店営業 そば屋 第21030198号 R03.04.30 R09.04.30 株式会社ミツ丸 代表取締役 國吉卓 沖縄県 那覇市久米2-21-14 098-866-9244  
株式会社茂水産 解体場 那覇市港町1-1-18 098-863-0416  魚介類販売業 魚介類販売業 第21030202号 R03.04.30 R09.05.31 株式会社茂水産 代表取締役 仲嶺茂 沖縄県 浦添市経塚354-2 098-884-1697  
株式会社茂水産 那覇市港町1-1-18 098-863-0416  魚介類販売業 魚介類販売業 第21030201号 R03.04.30 R09.05.31 株式会社茂水産 代表取締役 仲嶺茂 沖縄県 浦添市経塚354-2 098-884-1697  
銀鈴亭 那覇市安里2-6-45 098-866-1128  飲食店営業 食堂 第21030197号 R03.04.30 R09.04.30 木村桂子
かぁらやま 那覇市宇栄原3-28-10               飲食店営業 カフェー 第21030196号 R03.04.30 R09.04.30 長嶺徳子
コムゴン(ＣＯ’ＭＮＧＯＮ) 那覇市壺屋1-34-8               飲食店営業 食堂 第21030199号 R03.04.30 R09.04.30 岡崎竜真
沖縄県立芸術大学学食 那覇市首里当蔵町1-9 098-887-2350  飲食店営業 食堂 第21030203号 R03.04.30 R09.04.30 コスモフ－ズ株式会社 代表取締役 野々村充教 沖縄県 那覇市銘苅322-5 真栄城ビル203 098-862-9241  
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