
R3.5.1～R3.5.31
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 有効期限 申請者名 代表者役職 代表者名 申請者電話
Vinokinawa （ヴィノキナワ） 那覇市久茂地3-23-10 098-861-9527  飲食店営業 バー 第21030227号 R03.05.10 R09.05.31 亀谷美幸
おでん専門 おふくろ 那覇市久茂地1-8-7 カネモト産業ビル1F 098-868-6721  飲食店営業 食堂 第21030226号 R03.05.10 R09.05.31 山川秋久
リズム 那覇市辻2-8-17 1F 飲食店営業 カフェー 第21030225号 R03.05.10 R09.05.31 大城玲子
ぜんざいの富士家 那覇市内               喫茶店営業 簡易営業 第21030234号 R03.05.11 R08.05.31 仲本隆
スナック　キャット 那覇市小禄1-39-8 098-857-8868  飲食店営業 スナック 第21030233号 R03.05.11 R09.05.31 大城亜由美
セレスティアル・キャッスル 那覇市首里石嶺町4-911-4 098-917-5114  飲食店営業 カフェー 第21030232号 R03.05.11 R09.05.31 新城恵
マンガ喫茶 バリバリ 那覇市曙1-13-18 1階 098-867-8443  飲食店営業 食堂 第21030248号 R03.05.12 R09.05.31 屋良朝之
酒肴ミント 那覇市長田1-22-7 丸政アパートC-6 098-854-6067  飲食店営業 スナック 第21030247号 R03.05.12 R09.05.31 兼城ゆき子
羊や 那覇市前島2-14-28 グリーンマンション1F 098-917-5651  飲食店営業 食堂 第21030246号 R03.05.12 R09.05.31 仁村則明
クラブ　響 那覇市松山1-1-10 京ビル5ロマネスク松山4階 098-866-5350  飲食店営業 ﾅｲﾄｽﾅｯｸ 第21030245号 R03.05.12 R09.05.31 富元常代
恋文 那覇市安里388-5 098-884-3086  飲食店営業 ﾅｲﾄｽﾅｯｸ 第21030244号 R03.05.12 R09.05.31 鈴木フミ
居酒屋 さけぼうず 那覇市壺川3-1-10 1F 098-987-0762  飲食店営業 居酒屋 第21030243号 R03.05.12 R09.05.31 一安竜也
Water Water 那覇市牧志3-13-47 喫茶店営業 喫茶店営業 第21030272号 R03.05.17 R09.05.31 我謝　清
ものまね屋 しじみんちゅ 那覇市若狭2-4-18 23ビル 2F-B 098-863-4439  飲食店営業 バー 第21030271号 R03.05.17 R09.05.31 松下桂子
うるまんず 那覇市牧志2-1-13 102号 098-862-0125  飲食店営業 居酒屋 第21030270号 R03.05.17 R09.05.31 赤嶺光子
ロワジールホテル＆スパタワー那覇 那覇市内 098-868-2222  飲食店営業 簡易営業 第21030269号 R03.05.17 R08.05.31 株式会社ロワジール・ホテルズ沖縄 代表取締役 井上理 沖縄県 那覇市西3-2-1 098-868-2222  
日本マクドナルド小禄店 那覇市赤嶺2-1-10               アイスクリーム類製造業 ｱｲｽｸﾘｰﾑ類製造業 第21030281号 R03.05.18 R09.05.31 日本マクドナルド株式会社 代表取締役 日色保 東京都 新宿区西新宿6-5-1 03-6911-6000  
日本マクドナルド小禄店 那覇市赤嶺2-1-10               飲食店営業 レストラン 第21030280号 R03.05.18 R09.05.31 日本マクドナルド株式会社 代表取締役 日色保 東京都 新宿区西新宿6-5-1 03-6911-6000  
ほっともっと鏡原店 那覇市鏡原町34-1 098-858-0141  飲食店営業 弁当屋 第21030279号 R03.05.18 R09.05.31 株式会社グラン・ジュテ 代表取締役 長嶺真次 沖縄県 糸満市西崎町2-127-1 098-855-5629  
那覇東急REIホテル 那覇市旭町116-37 098-869-0109  飲食店営業 レストラン 第21030278号 R03.05.18 R09.05.31 株式会社東急REIホテル・ウエスト 代表取締役 飯塚雅人 東京都 渋谷区道玄坂1-10-7 03-3477-6019  
富士家 那覇市松山2-13-1 2F 098-869-3171  飲食店営業 居酒屋 第21030287号 R03.05.19 R09.05.31 有限会社富士家 取締役 仲本隆 沖縄県 那覇市松山2-13-1 098-869-3171  
ニュー司 那覇市松山1-8-5 オーキット松山3F 098-868-8488  飲食店営業 ﾅｲﾄｽﾅｯｸ 第21030286号 R03.05.19 R09.05.31 福冨トモ子
就労継続支援B型事業所　Cafe　わきみず 那覇市首里石嶺町4-356-5 098-886-2320  飲食店営業 スナック 第21030295号 R03.05.20 R09.05.31 社会医療法人葦の会 理事長 田頭真一 沖縄県 那覇市首里石嶺町4-356 098-886-2311  
花ざかり 那覇市松尾2-22-20 098-868-7785  飲食店営業 おでん 第21030293号 R03.05.20 R09.05.31 有限会社アクセル 代表取締役 東江敏広 沖縄県 那覇市泉崎2-22-3
CLEAR(クリアー) 那覇市宇栄原3-28-2 ジョナサンビル4-B 飲食店営業 ﾅｲﾄｽﾅｯｸ 第21030292号 R03.05.20 R09.05.31 金城幸男
就労継続支援B型事業所　Cafe　わきみず 那覇市首里石嶺町4-356-5 098-886-2320  菓子製造業 菓子製造業 第21030296号 R03.05.20 R09.05.31 社会医療法人葦の会 理事長 田頭真一 沖縄県 那覇市首里石嶺町4-356 098-886-2311  
バーズ アイ 那覇市天久1028 飲食店営業 レストラン 第21030298号 R03.05.21 R09.05.31 比嘉武
寿し処 にふえーでーびる 那覇市泉崎1-22-3 098-862-6465  飲食店営業 居酒屋 第21030306号 R03.05.24 R09.05.31 嘉数智
豚ホルモン炭火焼 ぶうや 那覇市泉崎1-9-9 098-863-8051  飲食店営業 居酒屋 第21030314号 R03.05.25 R09.05.31 兼次祐美子
えんがわ 那覇市高良2-7-61 098-859-0367  喫茶店営業 喫茶店営業 第21030313号 R03.05.25 R09.05.31 東濵江利子
杏屋　新都心店 那覇市銘苅1-10-6 098-864-0404  飲食店営業 居酒屋 第21030311号 R03.05.25 R09.05.31 宮城宗次
ビアパラダイス 那覇市久茂地2-14-18 サニーパートナー那覇ビル4F左側 飲食店営業 バー 第21030318号 R03.05.25 R09.05.31 田盛勉
オーシャンビュー天ぷらダイニング天久テラス 那覇市字天久839 098-863-0294  飲食店営業 レストラン 第21030320号 R03.05.26 R09.05.31 有限会社天ぷら専門店天風 取締役 中村洋子 沖縄県 那覇市字天久839 098-863-0294  
ローソン那覇旭町店 那覇市旭町116-37 098-868-3539  飲食店営業 そうざい 第21030319号 R03.05.26 R09.05.31 合同会社結コーポレーション 代表社員 太田桂子 沖縄県 那覇市首里崎山町4-74 098-867-7255  
わいわい 那覇市安里388-10 2F 飲食店営業 スナック 第21030333号 R03.05.31 R09.05.31 大城康児
有限会社比嘉酒造 那覇市内 098-958-2205  飲食店営業 簡易営業 第21030332号 R03.05.31 R08.05.31 有限会社比嘉酒造 代表取締役 比嘉兼作 沖縄県 中頭郡読谷村字長浜1061 098-958-2205  
ガールズバーゼロワン 那覇市安里388-10 ラポールビル7-A 飲食店営業 バー 第21030331号 R03.05.31 R09.05.31 田島伸泉
らーめん名嘉商店 那覇市壺川1-13-5 098-834-8451  飲食店営業 食堂 第21030330号 R03.05.31 R09.05.31 名嘉宵司
ブリズ・パレ 那覇市松山1-14-20 野村ビル1階 098-866-4410  飲食店営業 カフェー 第21030336号 R03.05.31 R08.05.31 株式会社GREEN 代表取締役 中田貴大 沖縄県 那覇市松山1-14-20 野村ビル1階 098-866-4410  
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