
R3.4.1～R.3.4.30
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
セイビン 那覇市久茂地2-16-24 ニュー久茂地ビル2F               飲食店営業 カフェー 第21030195号 R03.04.30 R09.04.30 玉城盛敏
大衆酒場　来来 那覇市長田2-1-11 城間アパート102号               飲食店営業 居酒屋 第21030020号 R03.04.05 R09.04.30 宮城俊
とんかつ太郎　小禄バイパス店 那覇市具志3-24-16 098-858-1129  飲食店営業 食堂 第21030060号 R03.04.09 R09.04.30 有限会社キャプテンズグループ 代表取締役 髙江洲義司 沖縄県 那覇市銘苅1-10-3 098-861-1129  
ローソン那覇田原一丁目店 那覇市田原1-1-1 飲食店営業 そうざい 第21030046号 R03.04.08 R09.04.30 嵩原務仁
ローソン那覇田原一丁目店 那覇市田原1-1-1 乳類販売業 乳類販売業 第21030045号 R03.04.08 R09.04.30 嵩原務仁
ローソン那覇田原一丁目店 那覇市田原1-1-1 食肉販売業 食肉販売業 第21030044号 R03.04.08 R09.04.30 嵩原務仁
ローソン那覇田原一丁目店 那覇市田原1-1-1 魚介類販売業 魚介類販売業 第21030043号 R03.04.08 R09.04.30 嵩原務仁
酒ト旨めし　ちょうじ 那覇市樋川1-1-65 金城ビル１F 098-894-6677  飲食店営業 居酒屋 第21030019号 R03.04.05 R09.04.30 株式会社Beyond 代表取締役 岡﨑真也 沖縄県 那覇市赤嶺2-14-10 グレイティフル岬305 098-894-6677  
YAKINIKUYA 那覇市樋川2-564-1               飲食店営業 居酒屋 第21030184号 R03.04.28 R09.04.30 株式会社マウンテンズカンパニー 代表取締役社長 山内皓斗 沖縄県 浦添市港川512-17 098-975-9799  
Bar Yoriko 那覇市牧志1-2-31 ハイサイおきなわビルB1F 098-863-2425  飲食店営業 スナック 第21030117号 R03.04.16 R09.04.30 我如古順子
ピースたばる 那覇市田原3-5-2 1F               飲食店営業 弁当屋 第21030056号 R03.04.09 R09.04.30 特定非営利活動法人Peace 理事 渡辺正一 沖縄県 那覇市高良3-8-23 1F 098-987-1924  
TAKANE 那覇市国場1 102号               飲食店営業 そば屋 第21030026号 R03.04.06 R09.04.30 高嶺和也
琉球料理研究所　まんがん 那覇市三原2-29-17 098-833-2226  そうざい製造業 そうざい製造業 第21030006号 R03.04.01 R09.04.30 渡口礼子
地酒と漁火の火人粋 那覇市泉崎2-4-2 098-851-9788  飲食店営業 居酒屋 第21030018号 R03.04.05 R09.04.30 株式会社SBSアドバンス 代表取締役 城間康史 沖縄県 那覇市松島1-1-15 城光ヒルズ101号室 098-800-2988  
あだん本店 那覇市安里388-135               飲食店営業 居酒屋 第21030089号 R03.04.13 R09.04.30 合同会社M'sコア 代表社員 當間香奈 沖縄県 那覇市安里388 098-884-7171  
あだん別館 那覇市安里388-5 1F               飲食店営業 居酒屋 第21030088号 R03.04.13 R09.04.30 合同会社M'sコア 代表社員 當間香奈 沖縄県 那覇市安里388 098-884-7171  
Hair Lounge THREE BEE 那覇市真嘉比3-20-24 MAKABIシティヒルズ2F 098-885-2740  飲食店営業 カフェー 第21030005号 R03.04.01 R09.04.30 玉城匠               
パレットビアテラス１ 那覇市久茂地1-1-1 2Fテラス特設会場               飲食店営業 パーラー 第21030087号 R03.04.13 R09.04.30 株式会社ステーション 代表取締役 平良久美子 沖縄県 那覇市楚辺2-25-7 セントラルハイム南西301               
パレットビアテラス2 那覇市久茂地1-1-1 2Fテラス特設会場               飲食店営業 パーラー 第21030086号 R03.04.13 R09.04.30 株式会社ステーション 代表取締役 平良久美子 沖縄県 那覇市楚辺2-25-7 セントラルハイム南西301               
BAR　花花茶茶 那覇市おもろまち4-17-14 クイーンヒルズ6-A               飲食店営業 バー 第21030015号 R03.04.02 R09.04.30 池間雄樹               
4KLETT（シークレット） 那覇市久茂地1-6-1 ARTビル 1F A号               飲食店営業 レストラン 第21030042号 R03.04.08 R09.04.30 The Top Field株式会社 代表取締役 上原将門 沖縄県 那覇市真嘉比1-1-10 二千年チャイルドビル6F 098-882-2000  
疾風ホルモン　頂 那覇市久茂地2-4-21 新商マンション2F 098-894-2422  飲食店営業 レストラン 第21030004号 R03.04.01 R09.04.30 株式会社８７７０ 代表取締役 後木章太 沖縄県 那覇市久茂地3-6-11 メゾン久茂地202 098-866-8770  
セブン-イレブン首里城下町JAおきなわ店 那覇市首里汀良町1-29-2               飲食店営業 そうざい 第21030101号 R03.04.14 R09.04.30 株式会社JAおきなわAコープ 代表取締役 嘉数喜一 沖縄県 浦添市伊奈武瀬1-10-7 098-943-1862  
セブン-イレブン首里城下町JAおきなわ店 那覇市首里汀良町1-29-2               食肉販売業 食肉販売業 第21030100号 R03.04.14 R10.04.30 株式会社JAおきなわAコープ 代表取締役 嘉数喜一 沖縄県 浦添市伊奈武瀬1-10-7 098-943-1862  
セブン-イレブン首里城下町JAおきなわ店 那覇市首里汀良町1-29-2               魚介類販売業 魚介類販売業 第21030099号 R03.04.14 R10.04.30 株式会社JAおきなわAコープ 代表取締役 嘉数喜一 沖縄県 浦添市伊奈武瀬1-10-7 098-943-1862  
セブン-イレブン首里城下町JAおきなわ店 那覇市首里汀良町1-29-2               乳類販売業 乳類販売業 第21030098号 R03.04.14 R10.04.30 株式会社JAおきなわAコープ 代表取締役 嘉数喜一 沖縄県 浦添市伊奈武瀬1-10-7 098-943-1862  
酒処沖縄そば　おそば 那覇市具志1-2-1 くにアパート105号室               飲食店営業 小料理 第21030025号 R03.04.06 R09.04.30 合同会社カプセルトイ沖縄 代表社員 池間恵良 沖縄県 那覇市宇栄原4-1-3               
プレタポルテ 那覇市樋川2-2-5 ナナマンビル103               菓子製造業 菓子製造業 第21030067号 R03.04.12 R09.04.30 髙倉郷嗣
脱毛カフェ沖縄男脱毛 那覇市久茂地3-2-23 4F 098-860-2522  飲食店営業 カフェー 第21030003号 R03.04.01 R09.04.30 亀井宏之
那覇　そば処　たからまちがー 那覇市高良1-6-13 098-955-0240  飲食店営業 食堂 第21030180号 R03.04.26 R09.04.30 上原良太
居酒屋かりん 那覇市松山1-15-20 ライオンズマンション大文閣1F 098-951-2270  飲食店営業 居酒屋 第21030024号 R03.04.06 R09.04.30 下地義夫
bar アカギ 那覇市若狭1-22-9 アイゼン若狭ビル1F               飲食店営業 バー 第21030017号 R03.04.05 R09.04.30 津波古充教
ねま寿司 那覇市久茂地1-8-3 6F 098-867-3903  飲食店営業 寿司屋 第21030002号 R03.04.01 R09.04.30 根間宣彰
クラブ　アマルティア 那覇市松山1-5-1 ナムラプラザビル1F 098-861-0001  飲食店営業 ﾅｲﾄｽﾅｯｸ 第21030130号 R03.04.19 R09.04.30 株式会社ライジング沖縄 代表取締役 中井勝也 沖縄県 那覇市松山1-4-12 098-943-3339  
一般財団法人　沖縄船員厚生協会 那覇市前島3-25-50 098-868-2775  そうざい製造業 そうざい製造業 第21030066号 R03.04.12 R09.04.30 一般財団法人沖縄船員厚生協会 代表理事 比嘉栄仁 沖縄県 那覇市前島3-25-50 098-868-2775  
沖縄そば　二郎　那覇店 那覇市長田2-1-1               飲食店営業 そば屋 第21030014号 R03.04.02 R09.04.30 株式会社スターフィールド二 代表取締役 星野哲平 沖縄県 那覇市田原2-7-1 098-858-7810  
居酒屋　あらた 那覇市寄宮3-15-17               飲食店営業 居酒屋 第21030085号 R03.04.13 R09.04.30 喜納美由紀
とんがらし 那覇市前島3-4-12 ライオンズマンション102               飲食店営業 バー 第21030001号 R03.04.01 R09.04.30 株式会社零 代表取締役 奥野美幸 沖縄県 那覇市久茂地2-17-18 801               
SHIVA MAHAL 那覇市楚辺1-3-21 098-832-8454  飲食店営業 レストラン 第21030013号 R03.04.02 R09.04.30 株式会社エス・アンド・ケイホールディングス 代表取締役 タパ・カピール・デーブ 東京都 江東区大島4-3-12 大島中村ビル2階 03-5626-1039  
CITY MART OKINAWA 那覇市前島2-19-12 098-943-6064  飲食店営業 カフェー 第21030012号 R03.04.02 R09.04.30 株式会社エス・アンド・ケイホールディングス 代表取締役 タパ・カピール・デーブ 東京都 江東区大島4-3-12 大島中村ビル2階 03-5626-1039  
CITY MART OKINAWA 那覇市前島2-19-12 098-943-6064  食肉販売業 食肉販売業 第21030011号 R03.04.02 R09.04.30 株式会社エス・アンド・ケイホールディングス 代表取締役 タパ・カピール・デーブ 東京都 江東区大島4-3-12 大島中村ビル2階 03-5626-1039  
girl'sbar Tiara 那覇市安里388-159 103号               飲食店営業 バー 第21030023号 R03.04.06 R09.04.30 谷山壱聖
居酒屋しまぐくる 那覇市赤嶺2-3-1 Fステージ赤嶺1-B 098-858-3622  飲食店営業 居酒屋 第21030036号 R03.04.07 R09.04.30 又吉未樹也
あーれん 那覇市古波蔵3-18-33 1F               飲食店営業 そば屋 第21030010号 R03.04.02 R09.04.30 宮城秀隆
ANGELS 那覇市松尾2-10-20               飲食店営業 バー 第21030016号 R03.04.05 R09.04.30 真崎耕一
星野リゾートOMO5沖縄那覇 那覇市松山1-3-16 098-867-2215  飲食店営業 レストラン 第21030129号 R03.04.19 R09.04.30 株式会社HRBO 代表取締役 中村海太 長野県 北佐久郡軽井沢町大字長倉2148
BAR AIR 那覇市松山1-14-16 ニューサミットビル3-B               飲食店営業 バー 第21030138号 R03.04.20 R09.04.30 下地裕之介
バー　EN 那覇市東町11-3 中村ビル101 098-866-9110  飲食店営業 バー 第21030041号 R03.04.08 R09.04.30 長谷徹司
ばーる 那覇市牧志3-1-1 水上店舗1階               飲食店営業 居酒屋 第21030194号 R03.04.30 R09.04.30 比嘉辰宜
㈱ゼンリンインターマップ 那覇市宮城1-14-25 1F 098-857-3883  喫茶店営業 自販機 第21030040号 R03.04.08 R10.04.30 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  
BURGER TIME 那覇市牧志2-4-11 1F右側               食用油脂製造業 食用油脂製造業 第21030188号 R03.04.28 R09.04.30 佐古一将
Guilty's Drunker's 那覇市牧志3-1-4 098-943-6699  飲食店営業 カフェー 第21030065号 R03.04.12 R09.04.30 株式会社アイアール 代表取締役 上原一徹 沖縄県 那覇市牧志3-1-4               
Ristorante Aico × co 那覇市旭町119-37 カフーナ旭橋C街区1階 098-953-6228  飲食店営業 レストラン 第21030035号 R03.04.07 R09.04.30 合同会社AICO 代表社員 佐藤幸治 沖縄県 那覇市国場190-2               
ニューヨーク　ピザ 那覇市牧志3-8-33               飲食店営業 レストラン 第21030097号 R03.04.14 R09.04.30 株式会社ハートコネクション 代表取締役 中田賢一 沖縄県 那覇市牧志1-2-3 098-941-5570  
イチ晴ダイフク 那覇市牧志1-2-32               菓子製造業 菓子製造業 第21030142号 R03.04.21 R09.04.30 株式会社みそのコーポレーション 代表取締役 水谷忠嗣 沖縄県 宜野湾市野嵩1-17-10 098-943-5940  
Cafe＆Bar　ALOHA 那覇市松尾2-1-6               飲食店営業 バー 第21030039号 R03.04.08 R09.04.30 灰野遼
波の上Garden 那覇市若狭1-25 098-866-7473  飲食店営業 スナック 第21030034号 R03.04.07 R09.04.30 株式会社リゾートマジック 代表取締役 玉城　功 沖縄県 浦添市沢岻1-46-5 エコマックス21ビル 098-879-2246  
えびす御利益ガーデン 那覇市牧志3-5-14 （えびす通り）               飲食店営業 パーラー 第21030033号 R03.04.07 R09.04.30 新里俊一
BARコトノハ 那覇市松尾2-12-8               飲食店営業 バー 第21030037号 R03.04.07 R09.04.30 中村聡三朗
ファミリーマート国際通り中央 那覇市牧志1-2-24 098-941-7070  飲食店営業 そうざい 第21030165号 R03.04.23 R09.04.30 株式会社沖縄ファミリーマート 代表取締役 野﨑真人 沖縄県 那覇市港町3-4-18 098-867-2084  
ファミリーマート国際通り中央 那覇市牧志1-2-24 098-941-7070  乳類販売業 乳類販売業 第21030164号 R03.04.23 R10.04.30 株式会社沖縄ファミリーマート 代表取締役 野﨑真人 沖縄県 那覇市港町3-4-18 098-867-2084  
treasure 那覇市松尾2-10-20 098-861-3897  飲食店営業 バー 第21030064号 R03.04.12 R09.04.30 合同会社沖縄treasure 代表社員 小林剛 沖縄県 那覇市松尾2-10-27 098-861-3897  
Abura Bar OKINAWA 那覇市牧志2-1-16               飲食店営業 バー 第21030137号 R03.04.20 R09.04.30 國岡美佐
なおちゃん食堂 那覇市国場692 サードコーポ108               飲食店営業 食堂 第21030084号 R03.04.13 R09.04.30 徳和目尚子
Lamp 那覇市東町17-11 ふくろう館303号室 飲食店営業 バー 第21030096号 R03.04.14 R09.04.30 前田艶美
BAR　ぐっぴぐっぴ 那覇市松山2-9-7 クリスタルビル3-B 飲食店営業 バー 第21030038号 R03.04.08 R09.04.30 新地大貴
Cafe&居酒屋クロトン 那覇市樋川2-16-17 サニーパートナー与儀2-A 飲食店営業 居酒屋 第21030063号 R03.04.12 R09.04.30 赤嶺清成
真喜 那覇市東町12-1 ミリオンプラザビル1号館　3階3-C号室 飲食店営業 スナック 第21030062号 R03.04.12 R09.04.30 長浜真喜子
セブン‐イレブン那覇小禄駅前店 那覇市金城5-2-6               飲食店営業 そうざい 第21030116号 R03.04.16 R09.04.30 新垣賢幸
セブン‐イレブン那覇小禄駅前店 那覇市金城5-2-6               食肉販売業 食肉販売業 第21030115号 R03.04.16 R10.04.30 新垣賢幸
セブン‐イレブン那覇小禄駅前店 那覇市金城5-2-6               魚介類販売業 魚介類販売業 第21030114号 R03.04.16 R10.04.30 新垣賢幸
セブン‐イレブン那覇小禄駅前店 那覇市金城5-2-6               乳類販売業 乳類販売業 第21030113号 R03.04.16 R10.04.30 新垣賢幸
ホテルオーシャン 那覇市安里2-4-8 098-863-2288  そうざい製造業 そうざい製造業 第21030083号 R03.04.13 R09.04.30 株式会社フォン・ジャパン 代表取締役 河﨑伊佐子 大阪府 大阪市西区立売堀5-3-18 06-6535-8386  
スコヤカいちばん餃子 那覇市久茂地3-11-17 新星産業ビル1F 098-943-0547  飲食店営業 居酒屋 第21030059号 R03.04.09 R09.04.30 株式会社ファンフロンティア 代表取締役 岩田秀樹 島根県 松江市上乃木5-18-31 0852-20-2828  
いっちゃん 那覇市安里388-6               飲食店営業 小料理 第21030082号 R03.04.13 R09.04.30 親川香織
フィールドキッチン 那覇市三原3-18-32               飲食店営業 弁当屋 第21030081号 R03.04.13 R09.04.30 上原政之
フィールドキッチン 那覇市三原3-18-32               そうざい製造業 そうざい製造業 第21030080号 R03.04.13 R09.04.30 上原政之
やぎ御やぁ 那覇市長田2-3-13 1F               飲食店営業 小料理 第21030136号 R03.04.20 R09.04.30 中村聖子
Heaven's heart 那覇市松山1-12-5 パステルビル4-A               飲食店営業 バー 第21030061号 R03.04.12 R09.04.30 株式会社BRグループ 代表取締役 鶴英樹 東京都 大田区蒲田5-25-5 深井ビル2階 03-3730-6972  
割烹　錬 那覇市牧志1-12-16 一銀久茂地ハイム1F 098-866-8046  飲食店営業 小料理 第21030095号 R03.04.14 R09.04.30 宮里敏行
BAR ONE 那覇市松山2-15-8 2階               飲食店営業 バー 第21030079号 R03.04.13 R09.04.30 上原拓人
プレイランド名宝那覇店CVM 那覇市天久2-6-8 098-951-0158  喫茶店営業 自販機 第21030128号 R03.04.19 R10.04.30 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  
まいすく家　別邸 那覇市松尾2-11-3 飲食店営業 居酒屋 第21030078号 R03.04.13 R09.04.30 前底譲
居酒屋３７０ 那覇市首里石嶺町4-198 佐久川ビル1階 098-800-7653  飲食店営業 居酒屋 第21030094号 R03.04.14 R09.04.30 佐和田健
肉丸 那覇市久米1-16-13               飲食店営業 仕出し屋 第21030141号 R03.04.21 R09.04.30 株式会社ダイフク 代表取締役 増本健吾 長崎県 佐世保市矢峰町1039 0956-37-8277  
2up　ダブルアップ 那覇市松尾2-10-20               飲食店営業 パーラー 第21030093号 R03.04.15 R09.04.30 髙橋渓樹
韓国市場＆市場焼肉 那覇市牧志3-5-4 098-866-7755  飲食店営業 レストラン 第21030092号 R03.04.14 R09.04.30 株式会社沖縄旅クラブ 代表取締役 チャン・チョン・ヨン 沖縄県 那覇市牧志3-5-4 098-866-2233  
韓国市場＆市場焼肉 那覇市牧志3-5-4 098-866-7755  食肉販売業 食肉販売業 第21030091号 R03.04.14 R09.04.30 株式会社沖縄旅クラブ 代表取締役 チャン・チョン・ヨン 沖縄県 那覇市牧志3-5-4 098-866-2233  
ますお 那覇市安里381-3 1F 098-975-7477  飲食店営業 居酒屋 第21030090号 R03.04.14 R09.04.30 比嘉博文
Dining bar 馬酔木 ASHIBI 那覇市松山1-19-11 パークサイド松山4-C               飲食店営業 バー 第21030127号 R03.04.19 R09.04.30 外間涼子
ウララカ 那覇市松尾2-9-16               そうざい製造業 そうざい製造業 第21030126号 R03.04.19 R09.04.30 本多航
ウララカ 那覇市松尾2-9-16               飲食店営業 食堂 第21030125号 R03.04.19 R09.04.30 本多航
BAR Robinson 那覇市おもろまち4-17-14 クイーンヒルズ2-B               飲食店営業 バー 第21030163号 R03.04.23 R09.04.30 古堅志乃
UG's coffee 那覇市壺屋1-18-38 098-988-3306  飲食店営業 バー 第21030108号 R03.04.15 R09.04.30 小宮有二
カレー屋タケちゃん 那覇市壺屋1-18-38 098-988-3306  飲食店営業 レストラン 第21030107号 R03.04.15 R09.04.30 仲嶺豪晃
日本海　いづも 那覇市牧志2-2-30 リウボウ商事本社ビルB1階　C-5 098-988-1154  飲食店営業 居酒屋 第21030162号 R03.04.23 R09.04.30 株式会社南の島のスパイス 代表取締役 下遠野亘 沖縄県 那覇市牧志2-2-30 リウボウビル3階 098-963-9135  
シックスボギー 那覇市松山2-14-1 玉キ米屋第5ビル604               飲食店営業 バー 第21030140号 R03.04.21 R09.04.30 金城安希
ホルモン　ペペ 那覇市牧志2-2-30 リウボウ商事本社ビル1階　A-2 098-963-9135  飲食店営業 居酒屋 第21030161号 R03.04.23 R09.04.30 株式会社南の島のスパイス 代表取締役 下遠野亘 沖縄県 那覇市牧志2-2-30 リウボウビル3階 098-963-9135  
焼肉　勇太郎 那覇市内               飲食店営業 簡易営業 第21030106号 R03.04.15 R08.04.30 安部勇太郎
炉端屋　スミドコロ 那覇市内 098-963-9984  飲食店営業 簡易営業 第21030105号 R03.04.15 R08.04.30 合同会社スカイリンクス 代表社員 須賀貴也 沖縄県 那覇市久茂地3-9-21 UD久茂地ビル1階               
Bar Chula 那覇市松山2-14-1 玉キ米屋第5ビル302               飲食店営業 バー 第21030179号 R03.04.26 R09.04.30 株式会社DAY BREAK 代表取締役 小島渉 沖縄県 那覇市松山2-6-1 松山コーポハウス1F               
アサス 那覇市泉崎1-14-7 阮氏ビル402号               飲食店営業 バー 第21030112号 R03.04.16 R09.04.30 川上大樹
BAR路地裏 那覇市小禄1-20-9               飲食店営業 バー 第21030124号 R03.04.19 R09.04.30 嘉弥真克也
Premier 那覇市松山1-5-1 ナムラプラザ地下1階               飲食店営業 ﾅｲﾄｽﾅｯｸ 第21030111号 R03.04.16 R09.04.30 株式会社ORC 代表取締役 北川裕生 沖縄県 那覇市松山1-5-1 ナムラプラザビル1階               
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かめ食堂 那覇市樋川2-3-1 のうれんプラザ2F 飲食店営業 居酒屋 第21030160号 R03.04.23 R09.04.30 株式会社ながまれ 代表取締役 加賀谷友美 沖縄県 那覇市安里1-1-46-302号               
隠れ家BAR　秘密基地 那覇市松山1-7-5 サンステップビル302               飲食店営業 バー 第21030123号 R03.04.19 R09.04.30 井出浩二
ウエハラ　ハヤト 那覇市内               飲食店営業 簡易営業 第21030110号 R03.04.16 R08.04.30 上原隼人
パーラーひまわり 那覇市港町3-1-23               飲食店営業 パーラー 第21030187号 R03.04.28 R09.04.30 有限会社ミナミ商事 代表取締役 稲嶺大樹 沖縄県 島尻郡南風原町喜屋武387 098-888-2086  
With 那覇市松山2-12-7 ISビル2階-A               飲食店営業 バー 第21030139号 R03.04.21 R09.04.30 金城真紀
1LDK 沖縄本島内一円               飲食店営業 自動車営業 第21030186号 R03.04.28 R08.04.30 伊波清弥
丸麺屋製作所 那覇市松山2-9-6 朝日ビル101 098-963-7986  飲食店営業 食堂 第21030178号 R03.04.26 R09.04.30 山里友紀
midnight tea lounge coco茶 那覇市若狭1-3-17 フランスビル3-D               飲食店営業 バー 第21030159号 R03.04.23 R09.04.30 新城志宗
Amahare 那覇市久茂地3-8-1 1階 03-6435-3747  飲食店営業 バー 第21030158号 R03.04.23 R09.04.30 NEXUS Culinary Creations株式会社 代表取締役 吉田七奈子 沖縄県 那覇市久茂地3-8-1 1階               
ほほばれ 那覇市久茂地3-8-1 1階 098-868-1329  飲食店営業 レストラン 第21030157号 R03.04.23 R09.04.30 NEXUS Co. Inc株式会社 代表取締役 吉田純一 東京都 港区麻布十番2-8-10 パティオ麻布十番ビル3階               
ほほばれ 那覇市久茂地3-8-1 1階 098-868-1329  ソース類製造業 ソース類製造業 第21030156号 R03.04.23 R09.04.30 NEXUS Co. Inc株式会社 代表取締役 吉田純一 東京都 港区麻布十番2-8-10 パティオ麻布十番ビル3階               
株式会社 寄宮 那覇市港町2-7-16 098-863-8666  菓子製造業 菓子製造業 第21030155号 R03.04.23 R09.04.30 株式会社　寄宮 代表取締役 渡久地政也 沖縄県 那覇市港町2-7-16 098-863-8666  
ほほばれ 那覇市久茂地3-8-1 1階 098-868-1329  そうざい製造業 そうざい製造業 第21030154号 R03.04.23 R09.04.30 NEXUS Co. Inc株式会社 代表取締役 吉田純一 東京都 港区麻布十番2-8-10 パティオ麻布十番ビル3階               
ほほばれ 那覇市久茂地3-8-1 1階 098-868-1329  食肉販売業 食肉販売業 第21030153号 R03.04.23 R09.04.30 NEXUS Co. Inc株式会社 代表取締役 吉田純一 東京都 港区麻布十番2-8-10 パティオ麻布十番ビル3階               
ミュージックスポット　花 那覇市前島1-12-11 マイハートビル6-B               飲食店営業 バー 第21030152号 R03.04.23 R09.04.30 花城雅之
隠れ酒場　珀玖 那覇市壺屋1-1-1               飲食店営業 バー 第21030151号 R03.04.23 R09.04.30 田中栄梨子
D-51 那覇市内 098-987-4577  飲食店営業 簡易営業 第21030150号 R03.04.23 R08.04.30 嘉数良幸
マル玉パーラー 沖縄本島内一円               喫茶店営業 自動車営業 第21030177号 R03.04.26 R08.04.30 玉城操
肉丸 那覇市久米1-16-13 098-868-3456  食肉販売業 食肉販売業 第21030149号 R03.04.23 R09.04.30 株式会社ダイフク 代表取締役 増本健吾 長崎県 佐世保市矢峰町1039 0956-37-8277  
Bar Fate 那覇市松尾1-5-12 プラウドビル202 098-911-0533  飲食店営業 バー 第21030148号 R03.04.23 R09.04.30 畑内敬典
ファミリーマート銘苅三丁目店 那覇市銘苅3-22-19 098-864-1533  乳類販売業 乳類販売業 第21030147号 R03.04.23 R10.04.30 渡慶次道和
Forward 沖縄本島内一円               飲食店営業 自動車営業 第21030176号 R03.04.26 R08.04.30 株式会社Forward 代表取締役 村田優里香 東京都 渋谷区恵比寿1-22-8 1001号 03-5422-7572  
かき氷喫茶　氷天下 沖縄本島内一円               飲食店営業 自動車営業 第21030175号 R03.04.26 R08.04.30 株式会社scatora 代表取締役 澤田翔太 大阪府 大阪市中央区南本町３-３-25-403               
かき氷喫茶　氷天下 沖縄本島内一円               喫茶店営業 自動車営業 第21030174号 R03.04.26 R08.04.30 株式会社scatora 代表取締役 澤田翔太 大阪府 大阪市中央区南本町３-３-25-403               
YOGA CAFE OKINAWA 那覇市三原2-26-1 2F               飲食店営業 カフェー 第21030173号 R03.04.26 R09.04.30 灰野遼
七輪焼肉しぇいくはんず 那覇市内               飲食店営業 簡易営業 第21030172号 R03.04.26 R08.04.30 和崎光明
サワムラ　スタイル 那覇市久米1-7-21 赤嶺ビル1-1号室               飲食店営業 バー 第21030183号 R03.04.28 R09.04.30 垰坂徹
Regina 那覇市松山１-13-８ TAPSビルディング５階               飲食店営業 バー 第21030193号 R03.04.30 R09.04.30 合同会社ＮＴ 代表社員 富原菜生 沖縄県 那覇市曙２-26-６ タカダ曙マンション202号室               
一日橋てんぷら（宮城スーパー） 那覇市上間193-6 098-854-0895  飲食店営業 そうざい 第21030182号 R03.04.28 R09.04.30 株式会社トマリ 代表取締役 渡真利佳紀 沖縄県 那覇市字上間192-1 1F               
Style Private Bar 那覇市おもろまち４-17-14 クイーンヒルズ４-Ｂ               飲食店営業 バー 第21030190号 R03.04.30 R09.04.30 株式会社Style 代表取締役 三宅広太郎 京都府 京都市中京区百足屋町390-４ 075-708-2946  
忠孝酒造株式会社 那覇市内 098-850-1257  飲食店営業 簡易営業 第21030185号 R03.04.28 R08.04.30 忠孝酒造株式会社 代表取締役社長 大城勤 沖縄県 豊見城市名嘉地132 098-850-1257  
スシエビス　国際通りのれん街店 那覇市牧志2-2-30 リウボウ商事本社ビル1階B 098-917-4592  飲食店営業 寿司屋 第21030192号 R03.04.30 R09.04.30 株式会社南の島のスパイス 代表取締役 下遠野亘 沖縄県 那覇市牧志2-2-30 リウボウビル3階 098-963-9135  
Ocean good table　国際通りのれん街 那覇市牧志2-2-30 リウボウ商事本社ビル1階B 098-917-4592  飲食店営業 居酒屋 第21030191号 R03.04.30 R09.04.30 株式会社南の島のスパイス 代表取締役 下遠野亘 沖縄県 那覇市牧志2-2-30 リウボウビル3階 098-963-9135  
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