
R3.5.1～R3.5.31
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 有効期限 申請者名 代表者役職 代表者名 申請者電話
カラオケハウスパイナップル 那覇市松尾1-3-1 エスプリコートビルB1 098-869-8908  飲食店営業 スナック 第21030214号 R03.05.07 R09.05.31 有限会社慎 代表取締役 玉寄順次 沖縄県 那覇市松尾1-3-1 エスプリコートビルB1 098-861-9034  
浮島ガーデン 那覇市松尾2-12-3 098-943-2100  清涼飲料水製造業 清涼飲料水製造業 第21030305号 R03.05.21 R09.05.31 南西食堂株式会社 代表取締役 中曽根勇一郎 沖縄県 那覇市松尾2-12-3 098-943-2100  
いずみや那覇店 那覇市牧志2-17-3 プラザ21ビル1F               飲食店営業 バー 第21030277号 R03.05.18 R09.05.31 株式会社いずみや 代表取締役 小泉広記 千葉県 鎌ケ谷市東初富4-27-15 047-443-4503  
カフェ　翔南 那覇市曙2-27-2 ペガサスマンション201A               飲食店営業 カフェー 第21030213号 R03.05.07 R09.05.31 株式会社翔南 代表取締役 池原直慎 沖縄県 浦添市安波茶1-3-3               
琉球料理と琉球舞踊　四つ竹　久米店 那覇市久米2-22-1 098-866-3497  そうざい製造業 そうざい製造業 第21030242号 R03.05.11 R09.05.31 株式会社幸 代表取締役 奥村幸貞 沖縄県 那覇市久茂地3-15-6 098-861-7512  
studio 02 那覇市東町4-12 東壱番館502号               菓子製造業 菓子製造業 第21030212号 R03.05.07 R09.05.31 徳丸泰広
ROUTE29 那覇市松尾2-8-28 2階 098-951-3553  飲食店営業 居酒屋 第21030224号 R03.05.10 R09.05.31 タイムス株式会社 代表取締役 山田泰史 東京都 中央区銀座7-15-8-406号               
Damp❜s Room 那覇市若狭3-44-13 Nachulife WAKASA 101               飲食店営業 バー 第21030211号 R03.05.07 R09.05.31 木村千恵子
勝男　安里店 那覇市安里９ 098-963-9011  飲食店営業 居酒屋 第21030276号 R03.05.18 R09.05.31 株式会社GALA RESORT 代表取締役 中村桂 沖縄県 那覇市おもろまち１-１-25 2501号               
がんじゅう処　やいま 那覇市安里48 鼎アパート 1Ｆ 098-869-8083  飲食店営業 食堂 第21030256号 R03.05.13 R09.05.31 安佐伊義伸
小梅 那覇市安里1-3-3 1F-A 098-900-1943  飲食店営業 居酒屋 第21030285号 R03.05.19 R09.05.31 中山亮
小梅 那覇市安里1-3-3 1F-A 098-900-1943  そうざい製造業 そうざい製造業 第21030284号 R03.05.19 R09.05.31 中山亮
Cafe Nica's 那覇市牧志２-21-15 １Ｆ 098-917-2416  飲食店営業 レストラン 第21030223号 R03.05.10 R09.05.31 株式会社ＭＲ 代表取締役 仲本直哉 沖縄県 那覇市辻１-９-１ 098-917-6236  
喫茶　双 那覇市松尾2-3-25 アーバンヒルズ　1F               飲食店営業 カフェー 第21030222号 R03.05.10 R09.05.31 1000tas0合同会社 代表社員 鉢嶺慶人 沖縄県 那覇市泊3-1-2 Fステージ泊1005               
セブン-イレブン那覇泊２丁目店 那覇市泊2-6-7               飲食店営業 そうざい 第21030210号 R03.05.07 R09.05.31 福島政明
セブン-イレブン那覇泊２丁目店 那覇市泊2-6-7               魚介類販売業 魚介類販売業 第21030209号 R03.05.07 R10.05.31 福島政明
セブン-イレブン那覇泊２丁目店 那覇市泊2-6-7               乳類販売業 乳類販売業 第21030208号 R03.05.07 R10.05.31 福島政明
セブン-イレブン那覇泊２丁目店 那覇市泊2-6-7               食肉販売業 食肉販売業 第21030207号 R03.05.07 R10.05.31 福島政明
バー　シャムス 那覇市牧志3-6-30 Pac.K1-A号               飲食店営業 バー 第21030262号 R03.05.14 R09.05.31 佐古則興
魚国総本社・那覇291767 那覇市樋川2-7-1 098-853-7715  飲食店営業 そうざい 第21030241号 R03.05.11 R09.05.31 株式会社魚国総本社 代表取締役 田所伸浩 大阪府 大阪市中央区道修町1-6-19               
魚国総本社・那覇291903 那覇市識名2-2-1 098-833-5995  飲食店営業 そうざい 第21030206号 R03.05.07 R09.05.31 株式会社魚国総本社 代表取締役 田所伸浩 大阪府 大阪市中央区道修町1-6-19               
Shinny 那覇市宇栄原1-28-1 ハラ産業ビル2F 098-858-3505  飲食店営業 ﾅｲﾄｽﾅｯｸ 第21030221号 R03.05.10 R09.05.31 染井美幸
Sand ya Sun 那覇市繁多川1-3-24 1階               飲食店営業 弁当屋 第21030205号 R03.05.07 R09.05.31 仲村諒伍
K-CO KARAOKE BAR 那覇市東町6-18 パーム東町3-B号室               飲食店営業 バー 第21030204号 R03.05.07 R09.05.31 大城桂子
STEAK 473 那覇市久茂地1-2-1 Y'sビル　2-A               飲食店営業 レストラン 第21030220号 R03.05.10 R09.05.31 Master Mind株式会社 代表取締役 與那嶺有司 沖縄県 那覇市若狭2-4-1               
肉汁餃子酒場　わお 那覇市久茂地2-6-2 久茂地ガーデンビル2F 2A-2号室               飲食店営業 居酒屋 第21030219号 R03.05.10 R09.05.31 本間智幸
Lounge Bar Gee 那覇市東町12-1 ミリオンプラザ1号館 3-B               飲食店営業 スナック 第21030249号 R03.05.13 R09.05.31 河野健治
季節料理たいよう 那覇市久茂地3-16-10 アリーゼ久茂地1F 098-861-4555  飲食店営業 寿司屋 第21030240号 R03.05.11 R09.05.31 大底晃陽
テラスブルー 那覇市久茂地2-23-12 098-869-0077  飲食店営業 レストラン 第21030218号 R03.05.10 R09.05.31 アールエヌティーホテルズ株式会社 代表取締役社長 本山浩平 東京都 世田谷区桜新町1-34-6 03-5707-8888  
RAI 那覇市松山2-29-1 フェニックスビル201               飲食店営業 バー 第21030261号 R03.05.14 R09.05.31 知花樹
774 那覇市壺屋1-4-15 コントラストビル2F               飲食店営業 バー 第21030217号 R03.05.10 R09.05.31 五十嵐渚
ちょい呑み酒場　和いわい 那覇市松尾2-8-30               飲食店営業 バー 第21030231号 R03.05.11 R09.05.31 金城一也
Indoor Golf 365 那覇市上之屋1-20-9 富士家オーシャンビル2F 0120-426-847  飲食店営業 バー 第21030291号 R03.05.20 R09.05.31 株式会社ラフテル 代表取締役 伊藤大介 沖縄県 那覇市牧志2-21-1 小湾ビル1F 0120-426-847  
コミック＆カフェバー　モケモケ 那覇市若狭2-5-15               飲食店営業 バー 第21030230号 R03.05.11 R09.05.31 平良幸嗣
BAR COOPER 新都心 那覇市銘苅1-10-6 2F               飲食店営業 バー 第21030239号 R03.05.11 R09.05.31 比嘉利宗
麺屋　おがわら 那覇市久米2-15-10               飲食店営業 食堂 第21030216号 R03.05.10 R09.05.31 小河原健太
あんじんもこ 那覇市赤嶺2-7-12 2F               飲食店営業 レストラン 第21030255号 R03.05.13 R09.05.31 通事朋子
あんじんもこ 那覇市赤嶺2-7-12 2F               菓子製造業 菓子製造業 第21030254号 R03.05.13 R09.05.31 通事朋子
居酒屋　福　旭橋駅前店 那覇市東町4-14-1 そうざい製造業 そうざい製造業 第21030253号 R03.05.13 R09.05.31 朴真善
自宅 café Sekereiya 那覇市古島2-16-26 1F               飲食店営業 食堂 第21030252号 R03.05.13 R09.05.31 玉城克也
ぽっぽ家 那覇市三原1-10-28               飲食店営業 スナック 第21030238号 R03.05.11 R09.05.31 洲鎌英史
フィッシャーマンズクラブ 那覇市牧志3-2-41 2F               飲食店営業 レストラン 第21030229号 R03.05.11 R09.05.31 赤嶺直哉
laugh laugh 那覇市安謝104-3 丸進コーポ301               菓子製造業 菓子製造業 第21030237号 R03.05.11 R09.05.31 大里かおり
ローソン天久小学校前店 那覇市天久2-3-33 098-863-3636  飲食店営業 そうざい 第21030323号 R03.05.27 R09.05.31 阿波根スミ子
お菜晩酌しずか 那覇市松山1-8-15 四季ビル2-B 098-943-1581  飲食店営業 小料理 第21030228号 R03.05.11 R09.05.31 金城朋子
ファミリーマート石嶺小学校前店 那覇市首里石嶺町4-90-1 098-871-4077  飲食店営業 そうざい 第21030236号 R03.05.11 R09.05.31 有限会社夢元気 代表取締役 德村剛 沖縄県 那覇市東町27-9 098-862-6112  
ファミリーマート石嶺小学校前店 那覇市首里石嶺町4-90-1 098-871-4077  乳類販売業 乳類販売業 第21030235号 R03.05.11 R10.05.31 有限会社夢元気 代表取締役 德村剛 沖縄県 那覇市東町27-9 098-862-6112  
スポットライト 那覇市久茂地2-12-9 久茂地プラネットビル2F 098-894-8824  飲食店営業 バー 第21030264号 R03.05.17 R09.05.31 玉城博康
屋台BAR ALOHA 那覇市内               飲食店営業 簡易営業 第21030215号 R03.05.10 R08.05.31 灰野莉紗
そば処　KoHaRu 那覇市古波蔵1-8-7 アンリマンション102               飲食店営業 そば屋 第21030263号 R03.05.17 R09.05.31 高口由美子
福助の玉子焼き　市場本通り店 那覇市松尾2-9-11 101               飲食店営業 そうざい 第21030251号 R03.05.13 R09.05.31 有限会社ちぬまんフーズ 代表取締役 新垣信喜 沖縄県 糸満市糸満2275 098-996-2355  
JONAKA COFFEE 那覇市内               飲食店営業 簡易営業 第21030250号 R03.05.13 R08.05.31 渡嘉敷紗弥子
楽Bar 那覇市前島3-9-24 1F 098-917-6162  喫茶店営業 喫茶店営業 第21030275号 R03.05.18 R09.05.31 株式会社有果教育 代表取締役 郝涛 沖縄県 那覇市前島3-9-24 1F               
KIZUNA.na 那覇市おもろまち4-8-7 グランブルービル3階               飲食店営業 バー 第21030290号 R03.05.20 R09.05.31 田村杏奈
カラオケダイニング　酒れBar　伽羅 那覇市久米1-8-7 2B 飲食店営業 バー 第21030260号 R03.05.14 R09.05.31 池畑秀美
アジート 那覇市牧志1-11-1 1F               飲食店営業 バー 第21030259号 R03.05.14 R09.05.31 御幡英司
club bize 那覇市松山2-16-14 CLOUD Ⅰ BLDG 3階               飲食店営業 カフェー 第21030258号 R03.05.14 R09.05.31 外間旭
串かつとワイン　寶船 那覇市久茂地3-8-2 2F               飲食店営業 居酒屋 第21030257号 R03.05.14 R09.05.31 株式会社Muffin Top 代表取締役 島袋優子 沖縄県 島尻郡八重瀬町後原1124-2               
Master Birdie 那覇市久米1-8-7 2B               飲食店営業 バー 第21030283号 R03.05.19 R09.05.31 新濱巌
春 那覇市安里388-1               飲食店営業 カフェー 第21030289号 R03.05.20 R09.05.31 久場兼英
イベントハウス 那覇市若狭2-4-20 1階               飲食店営業 食堂 第21030274号 R03.05.18 R09.05.31 伊添寿
ResortBar RISE 那覇市安里1-1-58 光生ビル2F               飲食店営業 レストラン 第21030346号 R03.05.31 R09.05.31 國吉真之介
Mandy 那覇市牧志1-2-11               飲食店営業 バー 第21030329号 R03.05.28 R09.05.31 翁長俊行
GOHAN CAFE HANA HANA 那覇市壺屋1-34-1 川口ビル1階A 101号               飲食店営業 レストラン 第21030321号 R03.05.26 R09.05.31 緒方哲治
GIRLS BAR JESSIE 那覇市牧志3-1-22               飲食店営業 バー 第21030288号 R03.05.20 R09.05.31 新垣雅也
めん処　夢ノ弥 那覇市古島1-4-11 コーポ光103 098-943-8399  飲食店営業 食堂 第21030297号 R03.05.20 R09.05.31 株式会社HY＆D 代表取締役 日高利和 沖縄県 那覇市真嘉比2-16-26 アビタシオン23-703 098-943-8399  
やっぱりステーキ新都心真嘉比店 那覇市真嘉比1-12-17 コーポまるよし101 098-961-1129  飲食店営業 食堂 第21030273号 R03.05.18 R09.05.31 株式会社HY＆D 代表取締役 日高利和 沖縄県 那覇市真嘉比2-16-26 アビタシオン23-703 098-943-8399  
THE DINER 那覇市おもろまち4-17-25 T＆C新都心ヒルズ1F               飲食店営業 レストラン 第21030310号 R03.05.24 R09.05.31 株式会社しにやすグループ 代表取締役 山口裕平 沖縄県 島尻郡八重瀬町玻名城125               
金武アグーと山城牛のしゃぶしゃぶ琉球 [別邸] 那覇市牧志1-3-56 ルシェンテビル 1階 2階 098-917-0090  食肉販売業 食肉販売業 第21030309号 R03.05.24 R09.05.31 新垣直哉
Jhir House ＆ Musics 那覇市前島2-1-7 ツインハウス6B 098-988-1965  飲食店営業 レストラン 第21030304号 R03.05.21 R09.05.31 I＆E株式会社 代表取締役 ポウデル・スモン 沖縄県 那覇市山下町2-5 3階2号室               
Che sara 那覇市牧志1-20-7 興世山ビル1F 098-988-3499  そうざい製造業 そうざい製造業 第21030308号 R03.05.24 R09.05.31 古川竜也
いなり屋ごん 那覇市泊1-11-6               飲食店営業 パーラー 第21030282号 R03.05.19 R09.05.31 株式会社がらむまさら 代表取締役 眞船祐至 沖縄県 那覇市字天久778               
セブン-イレブン那覇壺川1丁目店 那覇市壺川1-12-11 098-836-5636  飲食店営業 そうざい 第21030317号 R03.05.25 R09.05.31 比嘉竜司
セブン-イレブン那覇壺川1丁目店 那覇市壺川1-12-11 098-836-5636  乳類販売業 乳類販売業 第21030316号 R03.05.25 R09.05.31 比嘉竜司
一日橋天ぷら（宮城スーパー） 那覇市上間193-6               食肉販売業 食肉販売業 第21030303号 R03.05.21 R09.05.31 株式会社トマリ 代表取締役 渡眞利佳紀 沖縄県 那覇市字上間192-1 098-854-0895  
一日橋天ぷら（宮城スーパー） 那覇市上間193-6               魚介類販売業 魚介類販売業 第21030302号 R03.05.21 R09.05.31 株式会社トマリ 代表取締役 渡眞利佳紀 沖縄県 那覇市字上間192-1 098-854-0895  
Bistro Howdy 那覇市松川279-1 武村ビル201               飲食店営業 レストラン 第21030301号 R03.05.21 R09.05.31 政枝秀治
ウインナーショップ 沖縄本島内一円               飲食店営業 自動車営業 第21030300号 R03.05.21 R08.05.31 株式会社美河ハム 代表取締役 大橋和彦 愛知県 豊川市川花町1-33 0533-80-7686  
なかゆくい 那覇市牧志3-1-26               飲食店営業 パーラー 第21030299号 R03.05.21 R09.05.31 久田健太
アグーしゃぶしゃぶ　みるく 那覇市若狭1-14-10 098-866-1566  食肉販売業 食肉販売業 第21030307号 R03.05.24 R09.05.31 HMJ株式会社 代表取締役 平田樹里 沖縄県 那覇市前島3-19-3 098-866-1566  
木漏れ日 那覇市久茂地3-25-19 2A-2               飲食店営業 居酒屋 第21030345号 R03.05.31 R09.05.31 株式会社マウントヒット 代表取締役 當山竜市 沖縄県 那覇市宇栄原1-15-1 1F 098-859-0050  
焼肉明洞小禄バイパス店 那覇市具志3-12-1 098-859-5151  食肉販売業 食肉販売業 第21030344号 R03.05.31 R10.05.31 株式会社太田 代表取締役 朴英玉 沖縄県 浦添市牧港4-6-1 098-876-2759  
Bar フルベース 那覇市寄宮3-18-9 TAMAKIビル3F               飲食店営業 バー 第21030315号 R03.05.25 R09.05.31 仲間栄輝
串焼きとだしカレー。Makato 那覇市泉崎1-16-14 1F 098-868-9333  そうざい製造業 そうざい製造業 第21030335号 R03.05.31 R09.05.31 與儀守清
BAR OAK 那覇市牧志3-8-33 桜坂DINER B               飲食店営業 バー 第21030343号 R03.05.31 R09.05.31 株式会社オーク 代表取締役 成松芳光 東京都 新宿区西新宿5-21-8 2F 03-5358-0581  
全力焼鳥 那覇市内               飲食店営業 簡易営業 第21030322号 R03.05.26 R08.05.31 玉城祐也
なかむら屋　那覇店 那覇市辻2-28-3               飲食店営業 そば屋 第21030328号 R03.05.28 R09.05.31 宮城睦子
島mi-chi 那覇市大道133-3 フォンテーンビル2F               飲食店営業 居酒屋 第21030327号 R03.05.28 R09.05.31 上原綾子
マル玉パーラー 沖縄本島内一円               飲食店営業 自動車営業 第21030326号 R03.05.28 R08.05.31 玉城操
CLUB ONE CARAT 那覇市松山1-14-22 丸善ビル2階 098-866-4747  飲食店営業 ﾅｲﾄｽﾅｯｸ 第21030325号 R03.05.28 R09.05.31 株式会社ワンカラット 代表取締役 瀧正明 千葉県 柏市金山784-1               
沖縄山羊肉精肉店 那覇市樋川2-3-1 のうれんプラザ107               食肉販売業 食肉販売業 第21030342号 R03.05.31 R09.05.31 株式会社農業生産法人中小家畜基礎医学研究所　久米島山羊牧場 代表取締役 米須博光 沖縄県 島尻郡久米島町奥武171-3               
摩天楼 那覇市牧志3-2-28               飲食店営業 居酒屋 第21030341号 R03.05.31 R09.05.31 外間健太
ザ・キッチンホステルアオ 那覇市久茂地1-4-1 くもいちビル1階 098-863-8156  飲食店営業 レストラン 第21030324号 R03.05.28 R09.05.31 株式会社エステートプランナー 代表取締役 上原勝 沖縄県 那覇市寄宮2-30-36 grandpa501 098-840-4025  
秀家 那覇市古波蔵4-5-26               飲食店営業 そうざい 第21030340号 R03.05.31 R09.05.31 株式会社サウスコースト 代表取締役 平良一秀 沖縄県 那覇市港町2-3-9 098-988-8340  
（有）ゼンオキ食品 那覇市曙3-18-30 098-867-2275  そうざい製造業 そうざい製造業 第21030334号 R03.05.31 R09.05.31 有限会社ゼンオキ食品 代表取締役 榮野川拓 沖縄県 那覇市曙3-17-27 098-867-2275  
goo-choki-par 那覇市東町6-18 パーム東町2-B               飲食店営業 バー 第21030339号 R03.05.31 R09.05.31 後藤田和征
Bar Link 那覇市若狭2-3-19 プリンセスビル1-B               飲食店営業 バー 第21030338号 R03.05.31 R09.05.31 仲里瞬
銘苅センター 那覇市銘苅2-3-20 098-943-2144  飲食店営業 食堂 第21030337号 R03.05.31 R09.05.31 株式会社オーディフ 代表取締役 村野勝子 沖縄県 浦添市内間1-7-12 098-875-1291  
金城小学校 那覇市金城4-3-1 098-852-0787  飲食店営業 食堂 第21030358号 R03.05.31 R09.05.31 株式会社オーディフ 代表取締役 村野勝子 沖縄県 浦添市内間1-7-12 098-875-1291  
大名センター 那覇市首里大名町1-49 098-886-1565  飲食店営業 食堂 第21030359号 R03.05.31 R09.05.31 株式会社オーディフ 代表取締役 村野勝子 沖縄県 浦添市内間1-7-12 098-875-1291  
古蔵センター 那覇市古波蔵1-33-1 098-831-5963  飲食店営業 食堂 第21030357号 R03.05.31 R09.05.31 株式会社オーディフ 代表取締役 村野勝子 沖縄県 浦添市内間1-7-12 098-875-1291  
揚げあん 那覇市内 098-858-6033  飲食店営業 簡易営業 第21030356号 R03.05.31 R08.05.31 田所勇輝
那覇市真和志小学校学校給食センター 那覇市寄宮3-1-1 098-836-7090  飲食店営業 食堂 第21030355号 R03.05.31 R09.05.31 株式会社日本ユニテック 代表取締役 安里盛一 沖縄県 浦添市城間3019 座波建設ビル3F 098-878-1220  
那覇市立天久小学校給食センター 那覇市天久1-4-4-1 098-836-7090  飲食店営業 食堂 第21030354号 R03.05.31 R09.05.31 株式会社日本ユニテック 代表取締役 安里盛一 沖縄県 浦添市城間3019 座波建設ビル3F 098-878-1220  
那覇市鏡原学校給食センター 那覇市鏡原町36-1 098-859-3456  飲食店営業 食堂 第21030353号 R03.05.31 R09.05.31 株式会社日本ユニテック 代表取締役 安里盛一 沖縄県 浦添市城間3019 座波建設ビル3F 098-878-1220  
沖縄県立那覇商業高等学校 那覇市松山1-16-1               飲食店営業 食堂 第21030352号 R03.05.31 R09.05.31 株式会社オーディフ 代表取締役 村野勝子 沖縄県 浦添市内間1-7-12 098-875-1291  
那覇市立天久みらいこども園 那覇市天久1-4-1               飲食店営業 食堂 第21030351号 R03.05.31 R09.05.31 株式会社オーディフ 代表取締役 村野勝子 沖縄県 浦添市内間1-7-12 098-875-1291  
ダブルツリーbyヒルトン那覇首里城 那覇市内 098-915-2329  飲食店営業 簡易営業 第21030350号 R03.05.31 R08.05.31 （株）琉球ホテルリゾート那覇 代表取締役 鍋岡良三 沖縄県 那覇市首里山川町1-132-1 098-915-2329  
宇栄原みらいこども園 那覇市宇栄原4-17-10 098-857-0483  飲食店営業 食堂 第21030349号 R03.05.31 R09.05.31 コスモフーズ株式会社 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  
那覇市立与儀小学校 那覇市与儀1-1-1 098-917-3317  飲食店営業 食堂 第21030348号 R03.05.31 R09.05.31 コスモフーズ株式会社 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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久場川みらいこども園 那覇市首里久場川町2-18-10 098-886-8042  飲食店営業 食堂 第21030347号 R03.05.31 R09.05.31 コスモフーズ株式会社 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  

2 / 2 ページ


