
R3.8.1～R3.8.31
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 申請者電話
sea terasu 沖縄県全域               飲食店営業 自動車営業 第21030702号 R03.08.11 R09.08.31 i-テラス合同会社 沖縄県 那覇市泉崎2-105-13 エンゼルハイム泉崎405               
CHAI NEED US 那覇市繁多川1-1-8 丸久アパート102               飲食店営業 第21030673号 R03.08.05 R09.08.31 金子峻也
我部祖河食堂　前島58号店 那覇市前島3-3-3               飲食店営業 第21030656号 R03.08.03 R09.08.31 有限会社まあさんど 沖縄県 沖縄市上地4-20-1 098-989-9823  
Kahu-si　カフーシ 那覇市松尾2-11-25 098-861-5855  そうざい製造業 第21030735号 R03.08.18 R09.08.31 金城早樹
おもろ牧場　精肉加工所 那覇市繁多川3-16-1 メゾン山城1F 098-943-2511  そうざい製造業 第21030671号 R03.08.05 R09.08.31 株式会社おもろ企画 沖縄県 那覇市安謝1-2-3 098-943-2511  
すみたけ 那覇市久茂地2-13-14 ヨーロピアンビル1F 098-988-8501  飲食店営業 第21030728号 R03.08.17 R09.08.31 株式会社輪っしょい 沖縄県 那覇市久茂地3-13-12 宮里ビル203 098-963-9662  
ビンビール酒場韋駄天　那覇久米店 那覇市久米1-16-1               飲食店営業 第21030759号 R03.08.23 R09.08.31 株式会社TABELU 沖縄県 沖縄市海邦2-27-6               
陸上自衛隊那覇駐屯地 那覇市鏡水679 098-857-1155  飲食店営業 第21030691号 R03.08.10 R09.08.31 株式会社クルービー 東京都 中央区銀座3-14-13               
ギャレット 那覇市牧志3-9-26 2F               飲食店営業 第21030715号 R03.08.13 R09.08.31 宮城淳
D's　CAFE 那覇市首里末吉町3-44-1 ディーズカフェビル1F 098-894-8338  飲食店営業 第21030719号 R03.08.16 R09.08.31 大城千景
club CALNE 那覇市松山1-5-1 ナムラプラザビル1階 098-861-1426  飲食店営業 第21030787号 R03.08.30 R09.08.31 大城淳一郎
日本料理　髙ノは 那覇市前島2-11-15 ライオンズマンション前島第2-101 098-917-2236  魚介類販売業 第21030675号 R03.08.06 R09.08.31 髙橋篤
日本料理　髙ノは 那覇市前島2-11-15 ライオンズマンション前島第2-101 098-917-2236  食肉販売業 第21030674号 R03.08.06 R09.08.31 髙橋篤
牛角国際通り店 那覇市久茂地3-2-23 2F・3F 098-864-0141  飲食店営業 第21030690号 R03.08.10 R09.08.31 玉城博一
ロッキー食品 那覇市国場1190-4 098-836-7072  そうざい製造業 第21030705号 R03.08.12 R09.08.31 大田竜也
Bar Rush 那覇市松山2-9-7 2D 098-860-7575  飲食店営業 第21030670号 R03.08.05 R09.08.31 田中大輔
Cafe＆bar 33 Beach 那覇市大道172-35 Piccola Casa大道               飲食店営業 第21030657号 R03.08.04 R09.08.31 又吉智也
ファミリーマートさいおんスクエア店 那覇市安里2-1-1 098-860-8020  飲食店営業 第21030650号 R03.08.02 R09.08.31 伊波宏美
セブン-イレブン那覇仲井真店 那覇市字仲井真306-1 098-836-1211  飲食店営業 第21030649号 R03.08.02 R09.08.31 大城政智
Bar Ocean 那覇市若狭2-4-16 福栄館ビル5-B               飲食店営業 第21030669号 R03.08.05 R09.08.31 運天海
不思議なかき氷　沖縄繁多川店 那覇市繁多川2-17-10 098-833-7235  飲食店営業 第21030689号 R03.08.10 R09.08.31 上江洲邦男
冷凍餃子のお店　ぎょうざ丸　長田店 那覇市長田2-9-34               冷凍食品製造業 第21030680号 R03.08.06 R09.08.31 株式会社RAD.land 沖縄県 那覇市久茂地3-23-10 2階 098-917-2780  
冷凍餃子のお店　ぎょうざ丸　長田店 那覇市長田2-9-34 098-987-0630  そうざい製造業 第21030679号 R03.08.06 R09.08.31 株式会社RAD.land 沖縄県 那覇市久茂地3-23-10 2階 098-917-2780  
Ricky 那覇市奥武山町26-10 098-943-6543  飲食店営業 第21030648号 R03.08.02 R09.08.31 信紀コーポレーション株式会社 沖縄県 那覇市若狭3-8-12 098-858-9122  
クリスピーチキントマト 沖縄県全域               飲食店営業 自動車営業 第21030758号 R03.08.23 R09.08.31 株式会社GOLD 埼玉県 川口市戸塚東1-4-5 048-229-2493  
グーフィー 那覇市小禄421-15               飲食店営業 第21030688号 R03.08.10 R09.08.31 我如古満
8 Lounge 那覇市松山2-1-15 RJビル302               飲食店営業 第21030794号 R03.08.31 R09.08.31 亀川瑞希
cafe RiiiiM 那覇市首里大名町3-12-1               飲食店営業 第21030647号 R03.08.02 R09.08.31 棚原治
炭火焼き鳥　鶏尽　那覇店 那覇市松尾2-11-13-1 コーポうえず1階 098-943-6791  飲食店営業 第21030644号 R03.08.02 R09.08.31 株式会社炭焼笑店陽 大阪府 大阪市西区北堀江2-16-14 06-6575-9828  
おばぁ直伝　山田すばと和琉料理 那覇市国場1169-5 098-851-5422  飲食店営業 第21030701号 R03.08.11 R09.08.31 株式会社ホウトク沖縄 沖縄県 島尻郡与那原町字東浜24-6 オアシス東浜 098-988-8344  
オイナリアン・モア那覇店 那覇市壺屋1-57-23 ボーボー屋ビル1F               飲食店営業 第21030779号 R03.08.27 R09.08.31 合同会社スタイルデザイン 沖縄県 中頭郡北谷町字浜川8-24 しまぜんビル2F-B               
ヒカリエ 那覇市首里赤田町1-1-4 3階               そうざい製造業 第21030668号 R03.08.05 R09.08.31 祖慶理恵
ヒカリエ 那覇市首里赤田町1-1-4 3階               菓子製造業 第21030667号 R03.08.05 R09.08.31 祖慶理恵
ジャスミン 那覇市おもろまち4-6-24 おもろまちドリームビル6F 098-861-1167  飲食店営業 第21030700号 R03.08.11 R09.08.31 我那覇崇
キッチン　ゆかり 那覇市寄宮2-16-9 1F 098-831-6660  飲食店営業 第21030699号 R03.08.11 R09.08.31 渡嘉敷ゆかり
Ricky 那覇市奥武山町26-10 098-943-6543  菓子製造業 第21030655号 R03.08.03 R09.08.31 信紀コーポレーション株式会社 沖縄県 那覇市若狭3-8-12 098-858-9122  
Ricky 那覇市奥武山町26-10 098-943-6543  冷凍食品製造業 第21030654号 R03.08.03 R09.08.31 信紀コーポレーション株式会社 沖縄県 那覇市若狭3-8-12 098-858-9122  
YAKINIKU LION 那覇市松山1-14-16 ニューサミットビル2F 098-988-8333  飲食店営業 第21030727号 R03.08.17 R09.08.31 株式会社MIROKU 沖縄県 那覇市寄宮3-18-49 山里アパート3階 098-988-0019  
DELIVERY LION 那覇市東町12-2 2-C 098-988-0019  飲食店営業 第21030726号 R03.08.17 R09.08.31 株式会社MIROKU 沖縄県 那覇市寄宮3-18-49 山里アパート3階 098-988-0019  
ダルマ食堂 那覇市字真地231-4               飲食店営業 第21030646号 R03.08.02 R09.08.31 屋嘉比真司
スナックCoCo 那覇市長田1-1-8               飲食店営業 第21030645号 R03.08.02 R09.08.31 金城加代子
麺や偶もとなり　那覇空港国際線店 那覇市鏡水150 那覇空港国際線               飲食店営業 第21030698号 R03.08.11 R09.08.31 島袋博昭
美らガーデン 那覇市国場978-101 098-959-0456  飲食店営業 第21030653号 R03.08.03 R09.08.31 知名晋太郎
泉 那覇市安里388-5 1F               飲食店営業 第21030734号 R03.08.18 R09.08.31 津覇賢治郎
おもろ殿内 那覇市安謝1-2-3 098-866-7395  飲食店営業 第21030652号 R03.08.03 R09.08.31 株式会社おもろ企画 沖縄県 那覇市安謝1-2-3 098-866-7395  
DEAIBA 那覇市西1-20-13 玉木ビル2F 098-943-8810  飲食店営業 第21030697号 R03.08.11 R09.08.31 金城和也
Sio Co Show 那覇市大道128-4-2 長嶺ビル101               飲食店営業 第21030665号 R03.08.05 R09.08.31 伊波清弥
マルトモ 那覇市繁多川1-21-5 コーポ長嶺102               飲食店営業 第21030661号 R03.08.04 R09.08.31 マルトモ株式会社 沖縄県 那覇市字大道235 KaFuU 3E               
楽Bar 那覇市前島3-9-24 1F               飲食店営業 第21030687号 R03.08.10 R09.08.31 郝涛
麺や堂幻 那覇市前島1-12-11 マイハートビル1F 098-860-7464  飲食店営業 第21030651号 R03.08.03 R09.08.31 平兼一
ヤマナカリー別邸 那覇市安里387-14 レジデンス安里2F               飲食店営業 第21030777号 R03.08.26 R09.08.31 山中教行
ラーメンハウス札幌や 那覇市古波蔵2-2-18               飲食店営業 第21030660号 R03.08.04 R09.08.31 真栄田義教
焼肉ふくろう 那覇市金城3-4-1               食肉販売業 第21030714号 R03.08.13 R09.08.31 株式会社KYOSHIN 沖縄県 那覇市金城5-16-4 ソレイユ光202 098-851-9099  
笑夢 那覇市若狭1-3-17 ソシアルコア3-A               飲食店営業 第21030659号 R03.08.04 R09.08.31 宮里盛重
パシフィックホテル沖縄　竜潭 那覇市西3-6-1 098-868-5162  飲食店営業 第21030658号 R03.08.04 R09.08.31 パシフィック観光産業株式会社 沖縄県 那覇市西3-6-1 098-868-5162  
もんじゃ家　首里鳥堀店 那覇市首里鳥堀町1-45 098-884-3867  飲食店営業 第21030664号 R03.08.05 R09.08.31 坂口勝幸
Kugani 那覇市内               飲食店営業 臨時営業 第21030666号 R03.08.05 R08.08.31 真栄城直之
居食屋　碧海 那覇市久茂地2-11-1               飲食店営業 第21030663号 R03.08.05 R09.08.31 宮里雄三
BAR TRUST 那覇市曙2-23-9 やまたいビル1F（102）               飲食店営業 第21030757号 R03.08.23 R09.08.31 中村丈
かふぇらうんじ　将 那覇市久茂地3-29-21 098-861-8895  飲食店営業 第21030662号 R03.08.05 R09.08.31 比嘉かおる
ダイニングバー　ACOUTE 那覇市久茂地3-11-17 新星産業ビル4F               飲食店営業 第21030733号 R03.08.18 R09.08.31 仲松宗一郎
BURGER STAND HiFive 那覇市牧志3-12-12 よへなアパート102号室               飲食店営業 第21030686号 R03.08.10 R09.08.31 合同会社Bambi 沖縄県 那覇市牧志3-12-12 よへなアパート102号室               
CHAI NEED US 那覇市繁多川1-1-8 丸久アパート102               菓子製造業 第21030672号 R03.08.05 R09.08.31 金子峻也
ハイサイチキン 那覇市牧志2-15-12 比嘉ビル1F               飲食店営業 第21030756号 R03.08.23 R09.08.31 株式会社NON-BAY 沖縄県 那覇市松山1-6-10               
ハイサイチキン 那覇市牧志2-15-12 比嘉ビル1F               そうざい製造業 第21030755号 R03.08.23 R09.08.31 株式会社NON-BAY 沖縄県 那覇市松山1-6-10               
有限会社花ぐすく香華堂 那覇市田原2-2-3 098-859-0522  そうざい製造業 第21030678号 R03.08.06 R09.08.31 有限会社花ぐすく香華堂 沖縄県 那覇市田原2-2-3 098-859-0522  
有限会社花ぐすく香華堂 那覇市田原2-2-3 098-859-0522  菓子製造業 第21030677号 R03.08.06 R09.08.31 有限会社花ぐすく香華堂 沖縄県 那覇市田原2-2-3 098-859-0522  
club epica 那覇市松山1-5-1 ナムラプラザビル3F 098-917-0729  飲食店営業 第21030685号 R03.08.10 R09.08.31 株式会社エピカ 沖縄県 那覇市松山1-5-1 098-917-0729  
姉妹弁当 那覇市鏡原町21-8 098-857-4997  飲食店営業 第21030676号 R03.08.06 R09.08.31 大浜英子
tropic city 那覇市牧志3-1-22 呉屋商会ビル2階右側               飲食店営業 第21030713号 R03.08.13 R09.08.31 下地空良
東洋飯店　那覇店 那覇市銘苅2-11-24 098-869-6103  飲食店営業 第21030684号 R03.08.10 R09.08.31 有限会社東洋飯店 沖縄県 中頭郡北谷町字桑江584-20 098-936-9331  
とりとん 那覇市宇栄原1-28-7 098-859-2338  飲食店営業 第21030683号 R03.08.10 R09.08.31 赤嶺幹子
ファミリーマート　長田沖大前店 那覇市長田2-4-22 098-853-7700  飲食店営業 第21030696号 R03.08.11 R09.08.31 株式会社峰商 沖縄県 那覇市真地40-6               
プランB 那覇市字安里388-159 玉那覇ビル201号室               飲食店営業 第21030743号 R03.08.19 R09.08.31 我喜屋詩織
新鮮市場　旬 那覇市松山1-35-1 098-941-6955  魚介類販売業 第21030682号 R03.08.10 R09.08.31 株式会社新鮮市場旬 沖縄県 那覇市松山1-35-1 098-941-6955  
Cafe Wouls 那覇市泊1-23-1               飲食店営業 第21030718号 R03.08.16 R09.08.31 山里翔
3 store 那覇市安里393-4               飲食店営業 第21030730号 R03.08.18 R09.08.31 1000tas0合同会社 沖縄県 那覇市泊3-1-2 Fステージ泊               
馳走別邸　那覇前島 那覇市前島2-1-7 ツインハウス1-A号 098-868-7207  飲食店営業 第21030681号 R03.08.10 R09.08.31 新日本フーズ有限会社 大阪府 大阪市中央区内本町2-4-10 06-6975-4321  
海音　別邸 那覇市牧志1-3-59 シーサー・イン那覇B1               飲食店営業 第21030742号 R03.08.19 R09.08.31 株式会社DIGプライミング沖縄 沖縄県 那覇市牧志2-21-1 小湾ビル1F 098-917-4470  
ブーランジェリーパティスリー　いまいパン 那覇市古島1-28-5 098-911-1397      菓子製造業 第21030704号 R03.08.12 R09.08.31 いまいパン合同会社 沖縄県 那覇市真地12-4 836-3008      
サンエーV21じょうがく食品館 那覇市楚辺1-14-10 098-891-3031  飲食店営業 第21030703号 R03.08.12 R09.08.31 株式会社サンエー 沖縄県 宜野湾市大山7-2-10 098-898-2262  
Bar Bull's eye 那覇市宇栄原3-28-2 ジョナサンビル3-B               飲食店営業 第21030754号 R03.08.23 R09.08.31 平田政秀
株式会社ジミー　那覇工場 那覇市銘苅3-8-5 2階 098-869-9222  菓子製造業 第21030712号 R03.08.13 R09.08.31 株式会社ジミー 沖縄県 宜野湾市大山7-2-20 098-897-9585  
マジックバー　SAKURA 那覇市若狭1-3-17 フランスビル1F               飲食店営業 第21030711号 R03.08.13 R09.08.31 紙弘幸
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セブン-イレブン琉球新報天久ビル店 那覇市天久905 098-868-7268  飲食店営業 第21030710号 R03.08.13 R09.08.31 長嶺幸輝
拓水 那覇市安里385 098-887-3300  魚介類販売業 第21030695号 R03.08.11 R09.08.31 上原カズ子
炭火串焼かなめ 那覇市東町12-2 グレープハウス1-C 098-953-0778  飲食店営業 第21030694号 R03.08.11 R09.08.31 松田要
酒膳　日野 那覇市鏡原町6-6 098-857-7408  飲食店営業 第21030693号 R03.08.11 R09.08.31 日野由美子
ラウンジグリーンレインボー 那覇市東町12-1 ミリオンプラザⅡ　1-C 098-862-3377  飲食店営業 第21030732号 R03.08.18 R09.08.31 新川さとみ
BARごとう 那覇市牧志1-13-12               飲食店営業 第21030692号 R03.08.11 R09.08.31 五島志昴
食堂　インド 那覇市牧志3-8-29 098-868-7981  飲食店営業 第21030725号 R03.08.17 R09.08.31 金城健二
15club 那覇市西1-21-11 AZビル3-C               飲食店営業 第21030724号 R03.08.17 R09.08.31 吉田直樹
沖縄　青二才 那覇市松尾2-6-24 ルクソール松尾1F 098-863-5001  飲食店営業 第21030741号 R03.08.19 R09.08.31 株式会社青二才 東京都 杉並区阿佐谷北2-25-3               
ミュージックホーム　テンダー 那覇市久茂地2-21-1 渡口万年ビル701               飲食店営業 第21030709号 R03.08.13 R09.08.31 渡口護
丸栄ホール 那覇市安里388-136 友寄アパート101               飲食店営業 第21030717号 R03.08.16 R09.08.31 宮里耕司
さぼらみ　saborami 那覇市松尾2-11-23               飲食店営業 第21030708号 R03.08.13 R09.08.31 久高浩平
喫茶ユガフー 那覇市楚辺1-3-7 098-851-8630  飲食店営業 第21030707号 R03.08.13 R09.08.31 有限会社OST企画 沖縄県 那覇市楚辺1-3-7 1F 098-833-8444  
ファミリーマート寒川店 那覇市繁多川3-8-5 098-886-7286  飲食店営業 第21030740号 R03.08.19 R09.08.31 伊志嶺史男
Agudus 那覇市東町12-1 ミリオンプラザⅡ（3-A） 098-869-1825  飲食店営業 第21030723号 R03.08.17 R09.08.31 友利綾子
ぐでーじゅ 那覇市牧志2-17-47               飲食店営業 第21030706号 R03.08.13 R09.08.31 盛田滋
沖縄家庭料理の店　ケンミン食堂 那覇市字鏡水150 3階               飲食店営業 第21030765号 R03.08.24 R09.08.31 空港ターミナルサービス株式会社 沖縄県 那覇市字鏡水150 3階 098-840-1593  
Chez Nori 那覇市安里2-4-12 マキシ－アルパ1F               飲食店営業 第21030786号 R03.08.30 R09.08.31 上原力
神保町やきそば　みかさ 那覇市泉崎1-10-3 琉球新報本社ビル1F               飲食店営業 第21030750号 R03.08.20 R09.08.31 FIRST STREET DINING株式会社 沖縄県 那覇市牧志1-3-35 1F 098-869-1050  
うちな～家 那覇市牧志3-2-63 カデナビル2F 098-861-3759  飲食店営業 第21030716号 R03.08.16 R09.08.31 丹羽英加寿
カフェバー　ノラリ 那覇市松尾1-2-18 松尾ビル2階 098-943-2441  飲食店営業 第21030731号 R03.08.18 R09.08.31 太田謙
shisha pub JACKASS 那覇市久茂地3-18-2 久茂地大城ビル1F               飲食店営業 第21030764号 R03.08.24 R09.08.31 菅又駿
ファミリーマート　真和志小学校前店 那覇市識名1-1-7 098-854-5222  飲食店営業 第21030722号 R03.08.17 R09.08.31 株式会社ジョイント 沖縄県 那覇市三原3-16-6 コートヴィレッジ三原大石通り301 098-836-6164  
ファミリーマート　繁多川四丁目店 那覇市繁多川4-8-27 098-836-2556  飲食店営業 第21030721号 R03.08.17 R09.08.31 株式会社ジョイント 沖縄県 那覇市三原3-16-6 コートヴィレッジ三原大石通り301 098-836-6164  
ローソン那覇ハーバービュー通店 那覇市泉崎1-3-1 098-867-7255  飲食店営業 第21030720号 R03.08.17 R09.08.31 合同会社結コーポレーション 沖縄県 那覇市首里崎山町4-74 098-867-7255  
平和横丁 那覇市内               飲食店営業 臨時営業 第21030729号 R03.08.17 R08.08.31 高良裕伍
浮島家 那覇市松尾2-12-7 098-860-1236  飲食店営業 第21030753号 R03.08.23 R09.08.31 株式会社国際企画 沖縄県 那覇市松尾2-12-7 098-860-1236  
Pink Lady 那覇市松山1-12-19 グレープハウス4階               飲食店営業 第21030739号 R03.08.19 R09.08.31 株式会社OnMedia 沖縄県 那覇市壺川2-5-8               
海鮮と地鶏酒場　富乃家 那覇市字与儀366-9 コーポ本若101号               飲食店営業 第21030785号 R03.08.30 R09.08.31 浅川将輝
那覇　そば処　たからまちがー 那覇市高良1-6-13 098-955-0240  そうざい製造業 第21030738号 R03.08.19 R09.08.31 上原良太
萬天 那覇市牧志3-2-10 ブンカテンブス館D-1 098-860-8448  飲食店営業 第21030737号 R03.08.19 R09.08.31 谷川明慈
Bar Lounge　凛 那覇市松山1-8-8 オーキッド松山3-B               飲食店営業 第21030736号 R03.08.19 R09.08.31 株式会社一成華 沖縄県 浦添市伊祖1-22-2 1階               
JAPANESE　TACOS　MyBOX那覇大道店 那覇市字大道128-4-2 長嶺ビル101               飲食店営業 第21030771号 R03.08.25 R09.08.31 蛭間尚子
さーたーあんだーぎーの店安室　株式会社安室養鶏場 那覇市首里平良町1-66 102号 098-884-3060  食品の小分け業 第21030793号 R03.08.31 R09.08.31 株式会社安室養鶏場 沖縄県 中頭郡西原町字棚原262 098-945-6777  
喫茶　海 那覇市字当間252 098-857-1191  飲食店営業 第21030772号 R03.08.25 R09.08.31 松川玉枝
Bambino 那覇市東町11-1 1F 098-866-1180  飲食店営業 第21030776号 R03.08.26 R09.08.31 藤真之
米と汁と、おつまみ 那覇市壺川1-16-15 アイホーム壺川A1               飲食店営業 第21030770号 R03.08.25 R09.08.31 吉澤充彦
ローソン　首里駅前店 那覇市首里汀良町3-74 098-882-1933  そうざい製造業 第21030763号 R03.08.24 R09.08.31 合同会社Global Shin Sen 沖縄県 糸満市字潮平68-10 098-959-0094  
CLUB DIARESORT 那覇市松山1-5-1 ナムラプラザビル1階 098-868-7456  飲食店営業 第21030749号 R03.08.20 R09.08.31 株式会社ライジング沖縄 沖縄県 那覇市松山1-4-12 098-943-3339  
POLEDANCE&PARTYSPACE　Next 那覇市牧志2-18-4 2-C　パレット牧志               飲食店営業 第21030752号 R03.08.23 R09.08.31 株式会社Gratitude 沖縄県 那覇市久茂地3-9-9 九番地ビル5F               
牛皇 那覇市久茂地2-13-14 ヨーロピアンビル5・6F               飲食店営業 第21030769号 R03.08.30 R09.08.31 グランクリュ合同会社 沖縄県 那覇市久茂地2-13-14 ヨーロピアンビル5F               
角打ち酒場足立屋 那覇市松尾2-10-20 098-868-8250  飲食店営業 第21030748号 R03.08.20 R09.08.31 足立フーズ株式会社 沖縄県 宜野湾市伊佐3-29-2 098-963-9295  
焼酎酒場いざよい 那覇市おもろまち4-7-29 K2ビル2B               飲食店営業 第21030747号 R03.08.20 R09.08.31 千葉拓身
かぁみぃ兄にぃのクラムチャウダー 沖縄県全域               飲食店営業 自動車営業 第21030784号 R03.08.30 R09.08.31 喜瀬一史
日々草 那覇市牧志3-3-2               飲食店営業 第21030768号 R03.08.25 R09.08.31 下地秀樹
LIQUID THE STORE 那覇市壺屋1-1-21 1F               飲食店営業 第21030767号 R03.08.25 R09.08.31 村上純司
KARIYUSHI COFFEE AND BEER STAND 那覇市牧志3-2-39 098-917-5570  飲食店営業 第21030751号 R03.08.23 R09.08.31 株式会社エル・ディー・アンド・ケイ 東京都 渋谷区宇田川町18-4 03-6861-7880  
ぬーじボンボン別館 那覇市久茂地2-6-1 コーポカミハマ2-A               飲食店営業 第21030783号 R03.08.30 R09.08.31 奥間朝樹
FELIZ 那覇市松尾1-4-1 コラムビルB1               飲食店営業 第21030775号 R03.08.26 R09.08.31 株式会社West Side Club 沖縄県 那覇市東町19-7 202号               
Yes!!! PICNIC PARLOR 那覇市字安謝183 098-943-5806  飲食店営業 第21030762号 R03.08.24 R09.08.31 又吉悟
就労継続支援事業所 BakeryHouse KiKi 那覇市旭町116-37 自治会館ビル1階 098-988-0443  飲食店営業 第21030761号 R03.08.24 R09.08.31 一般社団法人yamaken 沖縄県 島尻郡南風原町字兼城329 1F 098-987-1747  
就労継続支援事業所 BakeryHouse KiKi 那覇市旭町116-37 自治会館ビル1階 098-988-0443  菓子製造業 第21030760号 R03.08.24 R09.08.31 一般社団法人yamaken 沖縄県 島尻郡南風原町字兼城329 1F 098-987-1747  
坂下水産株式会社　加工場 那覇市泊3-1-24 宮城アパート1階 098-866-3404  魚介類販売業 第21030792号 R03.08.31 R09.08.31 坂下水産株式会社 沖縄県 那覇市港町1-1-5 （市場内27号） 098-866-3404  
727 那覇市松山1-12-19 グレープハウス3F               飲食店営業 第21030774号 R03.08.26 R09.08.31 古波蔵健樹
はいさい 那覇市壺屋1-4-17               飲食店営業 第21030799号 R03.08.31 R09.08.31 儀間ヨシ
二万八千石 那覇市安里388-10 浜千鳥アパート1F 098-885-6478  飲食店営業 第21030766号 R03.08.25 R09.08.31 新崎栄作
とまそば 那覇市牧志2-1-19 1F               飲食店営業 第21030773号 R03.08.26 R09.08.31 當間正人
めし処　いちについて 那覇市牧志3-5-10               飲食店営業 第21030778号 R03.08.27 R09.08.31 平田健太郎
TOTAL　FOOD　PLANNER 那覇市大道128-4-2 長嶺ビル101               飲食店営業 第21030791号 R03.08.31 R09.08.31 田村香正
サイレンス　カスク 那覇市久茂地2-14-17 久茂地ビル2階               飲食店営業 第21030782号 R03.08.30 R09.08.31 諸見里真卓
ローソン那覇旭町店 那覇市旭町116-37 098-868-3539  そうざい製造業 第21030781号 R03.08.30 R09.08.31 合同会社結コーポレーション 沖縄県 那覇市首里崎山町4-74 098-867-7255  
bar＆snack 444 那覇市久米1-8-7 TAKA BLD.1-B               飲食店営業 第21030788号 R03.08.30 R09.08.31 大城康仁
ta-boo 那覇市泉崎1-12-4 マラカイト泉崎ビル4F               飲食店営業 第21030780号 R03.08.30 R09.08.31 宮里広健
姫コレクション 那覇市松山1-18-10 プランビル松山3F               飲食店営業 第21030790号 R03.08.31 R09.08.31 平良真
ODEN TIMES オデン タイムズ 那覇市若狭2-3-13 098-861-8385  飲食店営業 第21030798号 R03.08.31 R09.08.31 浦崎章信
酒場TQ 那覇市牧志3-4-7 やまみやビル1F 098-917-1995  飲食店営業 第21030797号 R03.08.31 R09.08.31 株式会社歩幸商会 沖縄県 那覇市牧志3-4-7 やまみやビル1F 098-917-1995  
bar HANAYA 那覇市若狭1-2-21 コーポラス具志201 098-955-7181  飲食店営業 第21030789号 R03.08.31 R09.08.31 渡久地亮
五円 那覇市松川1-8-30               飲食店営業 第21030796号 R03.08.31 R09.08.31 國仲竹子
やっぱりステーキ　2nd　松山店 那覇市松山2-7-16 098-988-3344  飲食店営業 第21030795号 R03.08.31 R09.08.31 義元大蔵
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