
R3.6.1～R3.6.30
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 有効期限 申請者名 申請者電話

酒場感 那覇市古島1-23-2 譜久原ビル1F 098-882-1339 飲食店営業 第21030490号 R03.06.25 R09.06.30 根間孝仁
沖縄揚舛 沖縄県全域  飲食店営業 自動車営業 第21030494号 R03.06.28 R09.06.30 譜久村真希
樋川みらいこども園 那覇市樋川2-10-1 098-834-0962 飲食店営業 第21030502号 R03.06.29 R09.06.30 株式会社日本ユニテック 沖縄県 浦添市城間3019 座波建設ビル3階 098-878-1220
肉と野菜の産直屋かうだ 那覇市おもろまち4-17-10 秋桜ビル1階 098-860-6647 飲食店営業 第21030373号 R03.06.08 R09.06.30 株式会社スパイコア 沖縄県 浦添市勢理客2-1-35 みやぎビル102号 098-875-6112
株式会社リウボウフーズ 那覇市首里久場川町2-122-1 098-882-3208 そうざい製造業 第21030488号 R03.06.25 R09.06.30 株式会社リウボウフーズ 沖縄県 浦添市勢理客2-14-18 098-942-4077
陽より 那覇市泉崎2-3-6 098-996-5300 飲食店営業 第21030382号 R03.06.10 R09.06.30 豊見山陽子

さちばな弁当宇栄原店 那覇市宇栄原5-1-63 098-857-0055 飲食店営業 第21030472号 R03.06.22 R09.06.30
株式会社がらがらどんファミ
リー

沖縄県 浦添市当山2-5-1 098-879-3156

さちばな弁当宇栄原店 那覇市宇栄原5-1-63 098-857-0055 魚介類販売業 第21030471号 R03.06.22 R09.06.30
株式会社がらがらどんファミ
リー

沖縄県 浦添市当山2-5-1 098-879-3156

さちばな弁当宇栄原店 那覇市宇栄原5-1-63 098-857-0055 食肉販売業 第21030470号 R03.06.22 R09.06.30
株式会社がらがらどんファミ
リー

沖縄県 浦添市当山2-5-1 098-879-3156

琉球ダイニング　萬ねん 那覇市古島2-4 ガネーシャ5 101 098-917-0736 飲食店営業 第21030375号 R03.06.08 R09.06.30 與那嶺早也翔
ハピネス 那覇市松山1-6-2 3F 098-861-4499 飲食店営業 第21030363号 R03.06.03 R09.06.30 西銘員代
焼鳥　はくたい 那覇市久米2-6-5 098-943-1175 飲食店営業 第21030461号 R03.06.21 R09.06.30 長友大三

ブルーシール　ICE DREAM号 沖縄県全域  飲食店営業 自動車営業 第21030435号 R03.06.17 R09.06.30
フォーモストブルーシール株式
会社

沖縄県 浦添市牧港5-5-6 098-877-5103

ブルーシール　新都心あっぷるタウン店 那覇市おもろまち3-3-1 2F 098-941-8077 飲食店営業 第21030434号 R03.06.17 R09.06.30
フォーモストブルーシール株式
会社

沖縄県 浦添市牧港5-5-6 098-877-5103

ライオンミドリ 那覇市牧志3-18-23  飲食店営業 第21030462号 R03.06.22 R09.06.30 野口泉

焼肉ホルモン　のぼり苑　久茂地店 那覇市久茂地3-25-19
リバーサイドガーデンビル1-
A

098-959-7600 食肉販売業 第21030403号 R03.06.14 R09.06.30 與世田将平

Howdy Garden（ハウディ　ガーデン） 那覇市松尾2-11-13 コーポうえず1階左  飲食店営業 第21030371号 R03.06.07 R09.06.30 政枝秀治
大阪王将　那覇メインプレイス店 那覇市おもろまち4-4-9 098-951-3300 飲食店営業 第21030369号 R03.06.07 R09.06.30 株式会社サンエー 沖縄県 宜野湾市大山7-2-10 098-898-2262
ハンズカフェ　那覇メインプレイス店 那覇市おもろまち4-4-9 098-951-3300 飲食店営業 第21030368号 R03.06.07 R09.06.30 株式会社サンエー 沖縄県 宜野湾市大山7-2-10 098-898-2262
タリーズコーヒー　那覇メインプレイス店 那覇市おもろまち4-4-9 098-951-3300 飲食店営業 第21030367号 R03.06.07 R09.06.30 株式会社サンエー 沖縄県 宜野湾市大山7-2-10 098-898-2262
カラオケBAR　シャバラ 那覇市久茂地2-4-14 301号　エイトビル3F  飲食店営業 第21030372号 R03.06.08 R09.06.30 友寄隆也
N.T. HOI QUAN 那覇市若狭2-3-15 B1  飲食店営業 第21030360号 R03.06.01 R09.06.30 株式会社TD東京 埼玉県 吉川市平沼1-4-2 102  
ハイアットリージェンシー那覇沖縄
SAKURAZAKA

那覇市牧志3-6-20 2F 098-917-5526 菓子製造業 第21030484号 R03.06.25 R09.06.30
PHR沖縄ホテルマネジメント株
式会社

東京都 港区西麻布1-2-7 098-917-5526

ハイアットリージェンシー那覇沖縄
SAKURAZAKA

那覇市牧志3-6-20 2F 098-917-5526 飲食店営業 第21030483号 R03.06.25 R09.06.30
PHR沖縄ホテルマネジメント株
式会社

東京都 港区西麻布1-2-7 098-917-5526

ハイアットリージェンシー那覇沖縄
Milano | Grill

那覇市牧志3-6-20 18F 098-917-5526 飲食店営業 第21030482号 R03.06.25 R09.06.30
PHR沖縄ホテルマネジメント株
式会社

東京都 港区西麻布1-2-7 098-917-5526

ハイアットリージェンシー那覇沖縄　The
Bar

那覇市牧志3-6-20 18F 098-917-5526 飲食店営業 第21030510号 R03.06.30 R09.06.30
PHR沖縄ホテルマネジメント株
式会社

東京都 港区西麻布1-2-7 098-917-5526

ハイアットリージェンシー那覇沖縄　The
Lounge

那覇市牧志3-6-20 1F 098-917-5526 飲食店営業 第21030509号 R03.06.30 R09.06.30
PHR沖縄ホテルマネジメント株
式会社

東京都 港区西麻布1-2-7 098-917-5526

沖縄かりゆしアーバンリゾート・ナハ　6，
7F

那覇市前島3-25-1 098-860-2111 飲食店営業 第21030410号 R03.06.15 R09.06.30 株式会社かりゆし 沖縄県
国頭郡恩納村字名嘉真2591-
1

098-967-8803

沖縄かりゆしアーバンリゾート・ナハ　THE
DINING 暖琉満菜

那覇市前島3-25-1 098-860-2111 飲食店営業 第21030409号 R03.06.15 R09.06.30 株式会社かりゆし 沖縄県
国頭郡恩納村字名嘉真2591-
1

098-967-8803

コンフォートイン那覇泊港 那覇市前島3-1-4 098-866-4711 飲食店営業 第21030436号 R03.06.17 R09.06.30 株式会社グリーンズ 三重県 四日市市浜田町5-3 059-351-5593
糸満西崎さしみ 那覇市壺屋1-1-1  魚介類販売業 第21030445号 R03.06.17 R09.06.30 上原泰一
ミスターう　台湾屋台丸 那覇市泉崎1-14-19 098-955-7308 飲食店営業 第21030479号 R03.06.24 R09.06.30 株式会社一番 沖縄県 糸満市西崎町4-17-20 098-994-2999
セブン-イレブン那覇リッチモンドホテル店 那覇市久茂地2-23-12 098-863-3443 飲食店営業 第21030486号 R03.06.25 R09.06.30 陸希
小林商店 那覇市内  飲食店営業 臨時営業 第21030387号 R03.06.10 R08.06.30 小林二郎

ダイニングカラオケ マイム 那覇壺川店 那覇市壺川1-3-4 沖縄メディアモールビル1F 098-854-8337 飲食店営業 第21030378号 R03.06.09 R09.06.30 株式会社トップミュージック 新潟県 新潟市東区牡丹山3-2-19 025-279-1117

ACQUA OKINAWA 那覇市松山1-6-14 エンブレム松山2階201号室  飲食店営業 第21030429号 R03.06.16 R09.06.30 合同会社ファースト 東京都 新宿区北新宿2-16-22 ライフピア北新宿101  
TRIP 那覇市松山1-13-8 TAPSビル4F 098-863-2005 飲食店営業 第21030446号 R03.06.17 R09.06.30 株式会社美浜エステート 千葉県 千葉市美浜区幕張西3-1-15  
ハイアットリージェンシー那覇　従業員食
堂

那覇市牧志3-6-20 098-866-8003 飲食店営業 第21030402号 R03.06.14 R09.06.30 株式会社センダン 東京都 中央区日本橋小伝馬町10-1 03-6661-7860

アスティーダ　ショップ 那覇市牧志2-7-22 ソシアビルコスモ1F 098-861-7707 飲食店営業 第21030395号 R03.06.11 R09.06.30
琉球アスティーダスポーツクラ
ブ株式会社

沖縄県
中頭郡中城村字南上原1112-
1

オーシャンビュー松山B1 098-851-8701

prime247curry 安里店 那覇市安里1-4-16 安里サンサロビル1F 098-943-5922 飲食店営業 第21030447号 R03.06.17 R09.06.30 株式会社prime247 沖縄県 中頭郡北谷町北谷2-16-7-1  
As 那覇市久米2-8-8 新栄プロパティ久米5-B  飲食店営業 第21030414号 R03.06.15 R09.06.30 親富祖竜太
村咲 那覇市牧志3-11-17 屋台番号14  飲食店営業 第21030499号 R03.06.29 R09.06.30 當山清哉
ヤギ一番 那覇市牧志3-9-9  飲食店営業 第21030393号 R03.06.11 R09.06.30 金城拓哉

AGURO ROAST COFFEE 那覇市内  飲食店営業 臨時営業 第21030463号 R03.06.22 R08.06.30 赤嶺和博

japanese Soba DINING 舞天 那覇市おもろまち4-3-28 1F  飲食店営業 第21030498号 R03.06.29 R09.06.30 有限会社カイコーポレーション 沖縄県 那覇市おもろまち2-6-13 ラ・アシエンダ・ウノ8A  
牛魔王蘭州拉麺 那覇市松尾2-24-1-2  飲食店営業 第21030379号 R03.06.09 R09.06.30 王雷
ライブハウス　チャクラ 那覇市牧志1-2-1 花ビル5F  飲食店営業 第21030514号 R03.06.30 R09.06.30 石岡裕

チーズバル　ティンガーラ 那覇市銘苅2-4-39 UTビル5階 098-862-2858 飲食店営業 第21030454号 R03.06.18 R09.06.30 野倉清隆

Modico（モディコ） 那覇市松川2-2-14 1F  飲食店営業 第21030481号 R03.06.25 R09.06.30 宮城裕二
おでん Bar 凡 那覇市松山2-28-2 1階 098-861-3245 飲食店営業 第21030377号 R03.06.09 R09.06.30 南敏江
株式会社おもろ企画 那覇市内 098-943-2511 飲食店営業 臨時営業 第21030455号 R03.06.18 R08.06.30 株式会社おもろ企画 沖縄県 那覇市安謝1-2-3 098-943-2511
Champagne Lounge 512 deux 那覇市牧志3-6-15 1階-A  飲食店営業 第21030466号 R03.06.22 R09.06.30 団上陽菜

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 第21030433号 R03.06.17 R09.06.30 鈴木香奈

BEEF shin 那覇市曙2-21-14  食肉販売業 第21030416号 R03.06.15 R09.06.30 山下能史
〇作やん 那覇市曙2-8-6 098-963-9801 飲食店営業 第21030442号 R03.06.17 R09.06.30 渡嘉敷真作
福まん家　ビッグ小禄店 那覇市小禄3-7-2 098-996-5299 飲食店営業 第21030366号 R03.06.04 R09.06.30 合同会社THE SEED 沖縄県 那覇市安里1-1-45-905 メゾン髙倉安里 098-959-5554
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ヒューイットリゾート那覇　TIIDA 那覇市安里2-5-16 1階 098-943-8325 飲食店営業 第21030469号 R03.06.22 R09.06.30
コアホテルマネジメント沖縄株
式会社

沖縄県 那覇市安里2-5-16 098-943-8325

ヒューイットリゾート那覇　The Bar 那覇市安里2-5-16 13階 098-943-8325 飲食店営業 第21030468号 R03.06.22 R09.06.30
コアホテルマネジメント沖縄株
式会社

沖縄県 那覇市安里2-5-16 098-943-8325

ヒューイットリゾート那覇　MASAN 那覇市安里2-5-16 13階 098-943-8325 飲食店営業 第21030467号 R03.06.22 R09.06.30
コアホテルマネジメント沖縄株
式会社

沖縄県 那覇市安里2-5-16 098-943-8325

ノジック 那覇市牧志1-1-39 ステップビル5F 098-867-5030 飲食店営業 第21030491号 R03.06.25 R09.06.30 株式会社H＆T 沖縄県 那覇市安里2-6-24 リファイン安里1F 098-943-5501
屋台村　じゅんちゃん 那覇市牧志3-11-17 屋台番号16  飲食店営業 第21030512号 R03.06.30 R09.06.30 有限会社じゅんちゃん 沖縄県 那覇市安里3-20-12 ハイツ城3階  
居酒屋やんばる 那覇市三原1-10-33  飲食店営業 第21030506号 R03.06.30 R09.06.30 山城経子
飛梅食堂　豚トン味 那覇市牧志3-11-17 屋台番号19  飲食店営業 第21030408号 R03.06.15 R09.06.30 株式会社トリムフーズ 沖縄県 那覇市宇栄原1-26-23 098-857-7386
喫茶 EASE 那覇市泉崎1-5-1 098-861-8762 飲食店営業 第21030444号 R03.06.17 R09.06.30 平良強
一鮮満 那覇市おもろまち4-2 098-861-7878 飲食店営業 第21030480号 R03.06.25 R09.06.30 森山賢四郎
彦　本店 那覇市おもろまち4-15-3 098-941-5057 飲食店営業 第21030427号 R03.06.16 R09.06.30 株式会社彦 沖縄県 那覇市久茂地1-1-1 098-866-6551
リバーサイド琉炭 那覇市久茂地2-6-20 第一久高木材ビル1F  飲食店営業 第21030504号 R03.06.29 R09.06.30 ハイサイキッチン株式会社 沖縄県 那覇市久茂地1-2-1 Y'sビル1F  
masacari sakurazaka 那覇市牧志3-8-33  飲食店営業 第21030374号 R03.06.08 R09.06.30 マザーシップ合同会社 沖縄県 那覇市久茂地2-2-2 098-800-2604
守礼堂　食品製造部 那覇市国場1143 098-832-3422 そうざい製造業 第21030426号 R03.06.16 R09.06.30 株式会社守礼堂 沖縄県 那覇市久茂地3-2-17 カネトヨビル3F 098-863-6121
守礼堂のお菓子工房 那覇市国場1143 098-832-3422 菓子製造業 第21030425号 R03.06.16 R09.06.30 株式会社守礼堂 沖縄県 那覇市久茂地3-2-17 カネトヨビル3F 098-863-6121
キッチンリュウグウ 那覇市鏡原町3-7 キヨハラスポーツビル101  飲食店営業 第21030361号 R03.06.03 R09.06.30 大曽根隆土
うちなー家庭料理みや 那覇市西1-4-1 ノビル商会ビル1-A 098-869-3339 飲食店営業 第21030388号 R03.06.11 R09.06.30 宮城禮子
旬果屋フルーツスタンド 那覇市具志3-23-25 プチメゾン具志1F 098-858-4800 菓子製造業 第21030364号 R03.06.03 R09.06.30 株式会社旬果屋 沖縄県 那覇市具志3-23-25 プチメゾン具志1F  
喫茶カラーズ 那覇市牧志3-6-5 1F 098-800-2521 飲食店営業 第21030400号 R03.06.14 R09.06.30 稲嶺竜司
串焼　鳥久 那覇市国場116 盛秋アパート1F 098-953-6255 飲食店営業 第21030411号 R03.06.15 R09.06.30 新垣久
プレタポルテ 那覇市樋川2-2-5 ナナマンビル103  飲食店営業 第21030396号 R03.06.11 R09.06.30 髙倉郷嗣
満（みつる） 那覇市識名3-17-7  飲食店営業 第21030391号 R03.06.11 R09.06.30 上原ヨシ
美ら焼や　本店 那覇市若狭2-13-15  飲食店営業 第21030485号 R03.06.25 R09.06.30 合同会社美ら焼 沖縄県 那覇市若狭2-13-15  

ルノワール 那覇市久茂地2-14-18
サニーパートナーNAHAビル
2階

 飲食店営業 第21030460号 R03.06.21 R09.06.30 茂宮昂大

ナミの店 那覇市若狭2-4-16 福栄館ビル2F 098-863-1452 飲食店営業 第21030376号 R03.06.09 R09.06.30 宜保波子
BAR DA LIBERTY 那覇市松山2-16-1 キングスアレイ松山2-B  飲食店営業 第21030487号 R03.06.25 R09.06.30 玉城幸也
ミュージックバー 那覇市久茂地1-8-3 クインプラザ5F  飲食店営業 第21030432号 R03.06.17 R09.06.30 新島翔
Kitchen KENOHI 那覇市首里石嶺町4-78-1  飲食店営業 第21030478号 R03.06.24 R09.06.30 湖城紀子
瑞穂酒造株式会社 那覇市内 098-885-0121 飲食店営業 臨時営業 第21030448号 R03.06.17 R08.06.30 瑞穂酒造株式会社 沖縄県 那覇市首里末吉町4-5-16 098-885-0121
特定非営利活動法人チャレンジサポート・
クローバー

那覇市曙1-20-46 098-963-9633 菓子製造業 第21030508号 R03.06.30 R09.06.30
特定非営利活動法人チャレン
ジサポート・クローバー

沖縄県 那覇市曙1-20-46 098-963-9633

いかたれー小 那覇市小禄1280 1階 098-859-5995 飲食店営業 第21030473号 R03.06.24 R09.06.30 照屋きよみ
～kitchen～太陽 沖縄県全域  飲食店営業 自動車営業 第21030503号 R03.06.29 R09.06.30 上原信也
Amour 那覇市松山1-8-19 シティまつやま5階-C  飲食店営業 第21030441号 R03.06.17 R09.06.30 松野栄利子
HAMMOCK 那覇市牧志3-11-17 屋台番号20  飲食店営業 第21030465号 R03.06.22 R09.06.30 藤川将吾
ウイスキーバー白州 那覇市松山2-10-1 39プラザ松山ビル5F 098-911-4458 飲食店営業 第21030401号 R03.06.14 R09.06.30 AG・コーポレーション株式会社 沖縄県 那覇市松山2-1-15 098-941-3851
日々青天 那覇市松山2-22-15  飲食店営業 第21030457号 R03.06.18 R09.06.30 合同会社KHYプランニング 沖縄県 那覇市松山2-22-15 1F  

就労支援あ・ん 那覇市内 098-885-1739 飲食店営業 臨時営業 第21030428号 R03.06.16 R08.06.30
特定非営利活動法人あごらぴ
あ

沖縄県 那覇市松山445-2 098-885-1739

ダイニングバーアイイー 那覇市松尾1-21-63  飲食店営業 第21030394号 R03.06.11 R09.06.30 永堀浩史
三原りうぼう 那覇市三原1-4-30 098-853-4859 食肉販売業 第21030406号 R03.06.15 R09.06.30 株式会社リウボウストア 沖縄県 那覇市松尾1-9-49 098-867-2060
三原りうぼう 那覇市三原1-4-30 098-853-4859 魚介類販売業 第21030407号 R03.06.15 R09.06.30 株式会社リウボウストア 沖縄県 那覇市松尾1-9-49 098-867-2060
首里りうぼう 那覇市首里久場川町2-122-1 098-884-1111 そうざい製造業 第21030370号 R03.06.07 R09.06.30 株式会社リウボウストア 沖縄県 那覇市松尾1-9-49 098-867-2060
ノイカフェ 那覇市松尾2-10-20 2F 098-917-5865 飲食店営業 第21030390号 R03.06.11 R09.06.30 松本幸二
TENKATSU麻亜蹴都 那覇市松尾2-10-20  飲食店営業 第21030511号 R03.06.30 R09.06.30 株式会社千歳 沖縄県 那覇市松尾2-10-20 2階1-2号室  
居食屋　あがり 那覇市東町5-9 新琉ビル1F 098-800-1396 飲食店営業 第21030507号 R03.06.30 R09.06.30 國仲真理子
Witch's 那覇市壺屋2-4-3  飲食店営業 第21030456号 R03.06.18 R09.06.30 面川達郎
鶏寿 那覇市内  飲食店営業 臨時営業 第21030452号 R03.06.18 R08.06.30 上原麻寿男
アスカ鮮魚 那覇市港町1-1-18 泊いゆまち内  魚介類販売業 第21030495号 R03.06.28 R09.06.30 長嶺幸光
カフェロワジール by ロワジールホテル那
覇

那覇市おもろまち4-1 Tギャラリア沖縄 by DFS 0120-782-460 飲食店営業 第21030384号 R03.06.10 R09.06.30
株式会社ロワジールホテルズ
沖縄

沖縄県 那覇市西3-2-1 098-868-2222

茶房ギャラリー紅型の老舗たくみ 那覇市赤嶺1-12-16 098-996-3821 飲食店営業 第21030474号 R03.06.24 R09.06.30 城間一男
美食屋　セルポア 那覇市赤嶺1-1-6 098-840-1222 飲食店営業 第21030424号 R03.06.16 R09.06.30 新田寛
美食屋　セルポア 那覇市赤嶺1-1-6 098-840-1222 菓子製造業 第21030458号 R03.06.18 R09.06.30 新田寛
丸友那覇総本店 那覇市樋川2-3-1 のうれんプラザ109区画  飲食店営業 第21030399号 R03.06.11 R09.06.30 LAU TSZ YIU
丸友那覇総本店 那覇市樋川2-3-1 のうれんプラザ109区画  魚介類販売業 第21030398号 R03.06.11 R09.06.30 LAU TSZ YIU
パーラー小やじ 那覇市松尾2-11-8 与那邸1F 098-860-8668 飲食店営業 第21030475号 R03.06.24 R09.06.30 千葉達実
CANTY COFFEE 那覇市牧志3-3-1  飲食店営業 第21030383号 R03.06.10 R09.06.30 平井千也
48（よんぱち）PAN 那覇市前島1-5-1 098-988-1361 飲食店営業 第21030365号 R03.06.04 R09.06.30 長谷川義弘
おでん　小料理　美和 那覇市松山1-33-1 与儀アパート1F 098-863-2429 飲食店営業 第21030381号 R03.06.10 R09.06.30 松岡美佐代
SPIRITS 那覇市泉崎1-12-4 マラカイト泉崎ビル3B  飲食店営業 第21030500号 R03.06.29 R09.06.30 原﨑尚子
万華 那覇市壺屋1-2-13 島袋ビル101  飲食店営業 第21030362号 R03.06.03 R09.06.30 河井添杰
Cafe Blossom 那覇市長田2-12-1 城間荘C棟103 098-851-8138 飲食店営業 第21030397号 R03.06.11 R09.06.30 株式会社ホームランド 沖縄県 那覇市長田2-24-54 098-832-8226
テイク 那覇市東町6-23 コーポあさひ102 098-943-0977 食肉販売業 第21030440号 R03.06.17 R09.06.30 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
テイク 那覇市東町6-23 コーポあさひ102 098-943-0977 魚介類販売業 第21030439号 R03.06.17 R09.06.30 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
テイク 那覇市東町6-23 コーポあさひ102 098-943-0977 そうざい製造業 第21030438号 R03.06.17 R09.06.30 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
テイク 那覇市東町6-23 コーポあさひ102 098-943-0977 飲食店営業 第21030437号 R03.06.17 R09.06.30 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
Cafe＆Bar Tresent 那覇市辻2-12-11 098-917-5392 飲食店営業 第21030431号 R03.06.17 R09.06.30 合同会社Tresent 沖縄県 那覇市辻2-12-11 098-917-5392
しゃぶしゃぶ紺　東町本店 那覇市東町19-25 098-917-3200 飲食店営業 第21030496号 R03.06.29 R09.06.30 株式会社碧 沖縄県 那覇市東町19-25 098-863-1533
鉄板焼ステーキレストラン碧　東町本店 那覇市東町19-25 098-917-3205 飲食店営業 第21030497号 R03.06.29 R09.06.30 株式会社碧 沖縄県 那覇市東町19-25 098-863-1533
AMERICAN DINER A Sign 那覇市牧志3-11-17 屋台番号7  飲食店営業 第21030501号 R03.06.29 R09.06.30 滝澤啓二
ゆうゆ 那覇市泉崎2-103-27 比嘉ビル1F  飲食店営業 第21030430号 R03.06.16 R09.06.30 宮城義明
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Tropical Road 那覇市上間209 イーストフィールドビル203  飲食店営業 第21030489号 R03.06.25 R09.06.30 渡嘉敷唯太郎
Cafe Kanoa 那覇市牧志1-1-42 1F  飲食店営業 第21030415号 R03.06.15 R09.06.30 合同会社Kanoa 沖縄県 那覇市牧志1-1-42 2F 098-917-5931
Watta_場 那覇市牧志3-1-1  飲食店営業 第21030451号 R03.06.17 R09.06.30 内間仙
山の内観光㈱ 那覇市牧志1-3-55 3階 098-862-6078 飲食店営業 第21030389号 R03.06.11 R09.06.30 山の内観光株式会社 沖縄県 那覇市牧志1-3-55 098-862-5301
沖縄そば　なかざ家 那覇市金城3-7-1 098-859-0214 そうざい製造業 第21030405号 R03.06.14 R09.06.30 株式会社EFFORT 沖縄県 那覇市牧志1-4-4  
沖縄そば　なかざ家 那覇市金城3-7-1 098-859-0214 菓子製造業 第21030404号 R03.06.14 R09.06.30 株式会社EFFORT 沖縄県 那覇市牧志1-4-4  

島酒と肴『しまぁとあて』 那覇市牧志3-11-17 屋台番号13  飲食店営業 第21030443号 R03.06.17 R09.06.30 株式会社ハッピーカムカム 沖縄県 那覇市牧志2-17-46 098-943-2081

アピアチェーレ 那覇市牧志1-3-17 宇良アパート1F 098-862-0244 飲食店営業 第21030380号 R03.06.10 R09.06.30 嘉数正克
辛ちゃんチキン 那覇市久茂地1-8-1 マキシ久茂地102号  飲食店営業 第21030392号 R03.06.11 R09.06.30 株式会社EBARA 沖縄県 那覇市牧志2-7-15  
沖らく 那覇市牧志3-11-17 屋台番号18  飲食店営業 第21030513号 R03.06.30 R09.06.30 マーズダイナー合同会社 沖縄県 那覇市牧志3-11  
cafe club CAROL OKINAWA 那覇市牧志3-2-39  飲食店営業 第21030417号 R03.06.15 R09.06.30 菊川逸乃
葡萄酒・麦酒　やまぐすく 那覇市久茂地3-28-8 1F左 098-953-0095 飲食店営業 第21030505号 R03.06.30 R09.06.30 山城忠志
焼鳥　一葉 那覇市牧志1-11-1 3階  飲食店営業 第21030385号 R03.06.10 R09.06.30 谷口裕輝
かりゆしそば 那覇市久米1-1-1 ラポール久米102号 098-862-0090 飲食店営業 第21030464号 R03.06.22 R09.06.30 上原啓紀
13TRECE（13番） 那覇市安里1-1-3 安里上原ビル101 098-800-1245 飲食店営業 第21030492号 R03.06.28 R09.06.30 宮城佳宏
安謝学校給食センター 那覇市安謝2-15-28  飲食店営業 第21030412号 R03.06.15 R09.06.30 株式会社尚円会 沖縄県 那覇市壺屋2-3-7 098-834-9424
上間学校給食センター 那覇市長田2-11-60  飲食店営業 第21030413号 R03.06.15 R09.06.30 株式会社尚円会 沖縄県 那覇市壺屋2-3-7 098-834-9424

ゆらり　あちねー 那覇市牧志3-11-17 屋台番号9  飲食店営業 第21030493号 R03.06.28 R09.06.30
農業生産法人株式会社モアグ
リーンプロデュース

沖縄県 南城市大里稲嶺2851-2 098-988-6109

わらほんど 那覇市銘苅3-4-1  飲食店営業 第21030453号 R03.06.18 R09.06.30 櫻庭陽子
東西企画 那覇市内  飲食店営業 臨時営業 第21030450号 R03.06.17 R08.06.30 株式会社東西企画 広島県 廿日市市地御前3-25-23  
東西企画 那覇市内  飲食店営業 臨時営業 第21030449号 R03.06.17 R08.06.30 株式会社東西企画 広島県 廿日市市地御前3-25-23  
琉苑 那覇市松尾1-3-1 エスプリコート2階 098-866-4884 飲食店営業 第21030515号 R03.06.30 R09.06.30 株式会社ジェイテック 福島県 福島市置賜町7-2  
株式会社南水産 那覇市港町1-1-18 098-850-4548 魚介類販売業 第21030386号 R03.06.10 R09.06.30 株式会社南水産 沖縄県 豊見城市根差部45-58 098-850-4548
Bar LoCo 那覇市松山2-8-5 2階  飲食店営業 第21030477号 R03.06.24 R09.06.30 前川哲輝
さくら 那覇市東町27-19 Keiビル5F  飲食店営業 第21030459号 R03.06.21 R09.06.30 安里ひとみ

味ノ坊 那覇市牧志3-11-17 屋台番号3  飲食店営業 第21030476号 R03.06.24 R09.06.30 株式会社サクセスジャパン 沖縄県 名護市東江1-9-13 098-053-7557
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