
R3.9.1～R3.9.30
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
隣人部 那覇市久米1-1-24 アップルビル7F　7-C 098-943-7641  飲食店営業 第21030887号 R03.09.14 R09.09.30 勝連康介

沖縄小料理　ぼたん 那覇市前島3-10-11               飲食店営業 第21030845号 R03.09.08 R09.09.30 東恩納大一

らーめんふぶき　那覇店 那覇市長田1-24-21 コーポ田仲1階111号室               飲食店営業 第21030804号 R03.09.01 R09.09.30 JMC合同会社 沖縄県 豊見城市字豊崎1-681 O・TOSIマンション203               

Cafe T-era 那覇市首里平良町1-46 D.gran T-era101               飲食店営業 第21030965号 R03.09.30 R09.09.30 大嶺政史

peche 那覇市樋川1-24-3               菓子製造業 第21030941号 R03.09.27 R09.09.30 河村萌々

b-make 那覇市安謝2-2-2 1F               飲食店営業 第21030897号 R03.09.15 R09.09.30 工藤孝介

チョア味 那覇市楚辺2-2-39 ポニーロード城岳1階               飲食店営業 第21030909号 R03.09.17 R09.09.30 株式会社チョア味 沖縄県 那覇市樋川1-1-62 098-833-9102  

エブリーナイト（小料理カラオケBar） 那覇市宇栄原3-29-9 098-859-2923  食肉販売業 第21030834号 R03.09.07 R09.09.30 小堀端順子

エブリーナイト（小料理カラオケBar） 那覇市宇栄原3-29-9 098-859-2923  菓子製造業 第21030833号 R03.09.07 R09.09.30 小堀端順子

旬鮮魚　炭火焼き　縁 那覇市久米2-4-7 KYコーポ2F 098-975-5575  食肉販売業 第21030886号 R03.09.14 R09.09.30 浦崎政司

ほっともっと鳥堀店 那覇市首里鳥堀町4-18 098-866-2056  飲食店営業 第21030812号 R03.09.03 R09.09.30 株式会社ブレンズ 沖縄県 浦添市宮城1-36-8 098-876-7468  

てんぷら　みやら 那覇市若狭3-1-8 102号               飲食店営業 第21030940号 R03.09.27 R09.09.30 山﨑柊人

けんぱーのすばやー 那覇市おもろまち4-9-11 098-869-9281  飲食店営業 第21030854号 R03.09.09 R09.09.30 株式会社かりゆし21 沖縄県 宜野湾市普天間2-12-11 098-892-5016  

T's style Coffee 那覇市おもろまち4-2-8 098-861-3788  飲食店営業 第21030962号 R03.09.29 R09.09.30 株式会社タカダ 沖縄県 浦添市西洲2-7-3 098-875-3121  

T's style Coffee 那覇市おもろまち4-2-8 098-861-3788  菓子製造業 第21030961号 R03.09.29 R09.09.30 株式会社タカダ 沖縄県 浦添市西洲2-7-3 098-875-3121  

ナリス 那覇市泉崎1-14-10 ヴィラ泉崎1F               飲食店営業 第21030803号 R03.09.01 R09.09.30 株式会社Awayke 沖縄県 那覇市松山1-7-8 Aru フェリースビル1F 098-943-8783  

Blue ribbon Bar okinawa 那覇市松山2-9-3 K2ビル1F 098-862-2830  飲食店営業 第21030802号 R03.09.01 R09.09.30 株式会社SHIP 東京都 世田谷区池尻4-37-8               

台湾酒場炎龍 那覇市松尾2-8-34 市場アパート1F               飲食店営業 第21030832号 R03.09.07 R09.09.30 蘇文錚

きくちゃん 那覇市牧志3-11-17 国際通り屋台村1番               飲食店営業 第21030801号 R03.09.01 R09.09.30 菊原諒

串松屋 那覇市古波蔵4-5-13               飲食店営業 第21030865号 R03.09.10 R09.09.30 仲松実男

ちゅららぐーん 那覇市久茂地3-2-22 098-871-2023  飲食店営業 第21030885号 R03.09.14 R09.09.30 株式会社バタフライピー研究所 沖縄県 浦添市勢理客4-15-15 098-871-2023  

カンナムチキン　牧志店 那覇市牧志3-6-15 桜坂DINERⅠ A-102               飲食店営業 第21030864号 R03.09.10 R09.09.30 株式会社タイアップ 北海道 札幌市中央区大通西13-4-120 011-290-1800  

韓国食堂　ポックン 那覇市牧志3-3-21               飲食店営業 第21030831号 R03.09.07 R09.09.30 株式会社ティーダカンパニー 沖縄県 那覇市安里1-1-60 098-861-8136  

LOUNGE 30 MIJU 那覇市松山2-10-6 5-A               飲食店営業 第21030871号 R03.09.13 R09.09.30 菊地真一郎

小樽󠄀飯櫃 那覇市内               飲食店営業 臨時営業 第21030800号 R03.09.01 R08.09.30 株式会社小樽󠄀飯櫃 北海道 小樽市信香町1-4

博多屋台　とりたく 那覇市内               飲食店営業 臨時営業 第21030807号 R03.09.02 R08.09.30 大串拓也

すばやー上間本店 那覇市上間342-1 098-953-5388  麺類製造業 第21030908号 R03.09.17 R09.09.30 株式会社GRAB 沖縄県 那覇市辻2-9-25 098-868-4770  

すばやー上間本店 那覇市上間342-1 098-953-5388  そうざい製造業 第21030907号 R03.09.17 R09.09.30 株式会社GRAB 沖縄県 那覇市辻2-9-25 098-868-4770  

すばやー上間本店 那覇市上間342-1 098-953-5388  飲食店営業 第21030906号 R03.09.17 R09.09.30 株式会社GRAB 沖縄県 那覇市辻2-9-25 098-868-4770  

万果 那覇市内               飲食店営業 臨時営業 第21030806号 R03.09.02 R08.09.30 株式会社万果 沖縄県 中頭郡西原町字上原299 098-946-5778  

居酒屋はな 那覇市山下町8-22 友寄アパート1F 098-859-5366  飲食店営業 第21030805号 R03.09.02 R09.09.30 伊是名淳真

GOGO 那覇市松山2-8-3 山川ビル201号               飲食店営業 第21030844号 R03.09.08 R09.09.30 森昭夫

Le Cuip 那覇市天久2-2-28 n-flat　1F 098-988-8099  飲食店営業 第21030824号 R03.09.07 R09.09.30 上間雄二

ASOBIBA 那覇市安里1-1-60 太永ビル3-E               飲食店営業 第21030822号 R03.09.07 R09.09.30 石原名太吏

さかもと 那覇市久米2-11-1 098-917-5565  食肉販売業 第21030896号 R03.09.15 R09.09.30 株式会社さかもと 大阪府 羽曳野市はびきの2-6-12 06-4708-5911  

シーサードラゴン 那覇市牧志3-11-17 屋台番号17番 098-863-8129  飲食店営業 第21030830号 R03.09.07 R09.09.30 株式会社めだか 広島県 福山市丸之内2-1-14 084-926-9311  

やんばるコーヒー IN ハルcafe 那覇市安謝617-101 098-868-2213  飲食店営業 第21030811号 R03.09.03 R09.09.30 長浜準

ミラクル 那覇市松山1-12-10 2階 098-862-9599  飲食店営業 第21030810号 R03.09.03 R09.09.30 外間博勝

琉宮　平和通り店 那覇市牧志3-1-17 098-862-6400  飲食店営業 第21030939号 R03.09.27 R09.09.30 有限会社琉宮 沖縄県 那覇市牧志3-4-12 新天地商店街ビル1F 098-862-6401  

Cafe&Shishabar en:white 那覇市松山1-7-1 松山ガーデンビル2-C 098-943-8237  飲食店営業 第21030884号 R03.09.14 R09.09.30 平川伶王

鳥八 那覇市西2-4-14 098-861-1550  飲食店営業 第21030809号 R03.09.03 R09.09.30 長嶺麗士

石焼　石庵 那覇市久茂地2-18-16 ONCビル1階 098-941-2377  飲食店営業 第21030808号 R03.09.03 R09.09.30 株式会社サファリ 大阪府 大阪市淀川区西中島4-12-15 06-6302-5678  

レストラン　マナ 那覇市首里石嶺町4-356 098-886-2311  飲食店営業 第21030821号 R03.09.06 R09.09.30 社会医療法人葦の会 沖縄県 那覇市首里石嶺町4-356 098-886-2311  

ピッツェリアマリノ　那覇メインプレイス店 那覇市おもろまち4-4-9 098-891-3031  飲食店営業 第21030820号 R03.09.06 R09.09.30 株式会社サンエー 沖縄県 宜野湾市大山7-2-10 098-898-2262  

ピッツェリアマリノ　那覇メインプレイス店 那覇市おもろまち4-4-9 098-891-3031  菓子製造業 第21030819号 R03.09.06 R09.09.30 株式会社サンエー 沖縄県 宜野湾市大山7-2-10 098-898-2262  

和風亭　那覇メインプレイス店 那覇市おもろまち4-4-9 098-891-3031  飲食店営業 第21030818号 R03.09.06 R09.09.30 株式会社サンエー 沖縄県 宜野湾市大山7-2-10 098-898-2262  

かつ乃屋　那覇メインプレイス店 那覇市おもろまち4-4-9 098-891-3031  飲食店営業 第21030817号 R03.09.06 R09.09.30 株式会社サンエー 沖縄県 宜野湾市大山7-2-10 098-898-2262  

すずらん　那覇メインプレイス店 那覇市おもろまち4-4-9 098-891-3031  飲食店営業 第21030816号 R03.09.06 R09.09.30 株式会社サンエー 沖縄県 宜野湾市大山7-2-10 098-898-2262  

スナックプラザ　那覇メインプレイス店 那覇市おもろまち4-4-9 098-891-3031  飲食店営業 第21030815号 R03.09.06 R09.09.30 株式会社サンエー 沖縄県 宜野湾市大山7-2-10 098-898-2262  

珈琲待夢　那覇メインプレイス店 那覇市おもろまち4-4-9 098-891-3031  飲食店営業 第21030814号 R03.09.06 R09.09.30 株式会社サンエー 沖縄県 宜野湾市大山7-2-10 098-898-2262  

花海　ANNEX 那覇市宇栄原3-29-10               飲食店営業 第21030853号 R03.09.09 R09.09.30 BAC合同会社 沖縄県 那覇市首里赤平町2-13-2 赤平市街地分譲住宅3階306号               

栄ノ肉 那覇市安里388 栄町市場内 098-886-0008  飲食店営業 第21030938号 R03.09.27 R09.09.30 山口貴裕

TESIO　２× 那覇市壺屋1-1-21               飲食店営業 第21030843号 R03.09.08 R09.09.30 嶺井大地

小料理　壷 那覇市牧志3-2-33 098-863-8330  飲食店営業 第21030813号 R03.09.06 R09.09.30 上原直江

CONTE 那覇市首里赤田町1-17 098-943-6239  飲食店営業 第21030829号 R03.09.07 R09.09.30 五十嵐亮

Sama 那覇市松山1-33-3 丸京ビル4 1-C               飲食店営業 第21030842号 R03.09.08 R09.09.30 慶田城開

琉球ネオ酒場　ららら 那覇市牧志3-11-17 屋台番号19               飲食店営業 第21030863号 R03.09.10 R09.09.30 玉那覇康亨

食堂ひまわりJ・PARK安謝店 那覇市曙3-7-3 098-667-2950  飲食店営業 第21030828号 R03.09.07 R09.09.30 株式会社エムオーシー 沖縄県 宜野湾市志真志4-1-1 098-896-0101  

食彩酒家シーズ 那覇市松川2-16-15 098-887-1523  飲食店営業 第21030937号 R03.09.27 R09.09.30 安仁屋泉

おでん・カラオケ・かふう 那覇市仲井真281 赤嶺アパート101 098-835-1090  飲食店営業 第21030827号 R03.09.07 R09.09.30 瑞慶覧留美子

御料理　もりや 那覇市久茂地2-17-14 WAKUTAビル1F 098-959-1153  飲食店営業 第21030866号 R03.09.10 R09.09.30 神守功

Le Cuip 那覇市天久2-2-28 n-flat　1F 098-988-8099  菓子製造業 第21030823号 R03.09.07 R09.09.30 上間雄二

赤ひげラーメン 那覇市松山2-21-16 アネックス東苑1－B               飲食店営業 第21030826号 R03.09.07 R09.09.30 株式会社ハートライン 宮城県 仙台市若林区六丁の目西町8-1 斎喜センタービル705号 022-355-8160  

パシフィックホテル沖縄① 那覇市内 098-868-5162  飲食店営業 臨時営業 第21030841号 R03.09.08 R08.09.30 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  

パシフィックホテル沖縄② 那覇市内 098-868-5162  飲食店営業 臨時営業 第21030840号 R03.09.08 R08.09.30 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  

パシフィックホテル沖縄③ 那覇市内 098-868-5162  飲食店営業 臨時営業 第21030839号 R03.09.08 R08.09.30 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  

生活の柄 那覇市安里388-1 098-884-6863  飲食店営業 第21030825号 R03.09.07 R09.09.30 糸満盛仁

パシフィックホテル沖縄④ 那覇市内 098-868-5162  飲食店営業 臨時営業 第21030838号 R03.09.08 R08.09.30 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  

スターバックスコーヒー那覇メインプレイス店 那覇市おもろまち4-4-9 098-951-3349  飲食店営業 第21030837号 R03.09.08 R09.09.30 スターバックスコーヒージャパン株式会社 東京都 品川区上大崎2-25-2               
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スナック　結 那覇市安里388-10 高嶺ビル1-A               飲食店営業 第21030852号 R03.09.09 R09.09.30 国吉和子

OKAWARI 那覇市内               飲食店営業 臨時営業 第21030836号 R03.09.08 R08.09.30 株式会社Bae&Company 東京都 府中市是政3-35-106 03-6260-8703  

ミスタードーナツ那覇メインプレイスショップ 那覇市おもろまち4-4-9 098-951-3348  飲食店営業 第21030835号 R03.09.08 R09.09.30 有限会社ロイヤルフーヅ 沖縄県 那覇市泉崎2-3-8 ロイヤルハイツ泉崎5F 098-855-1552  

バナナ 那覇市松山2-16-16 K1ビル4階               飲食店営業 第21030851号 R03.09.09 R09.09.30 漢那宗也

国際通り屋台村チームヤシの木 那覇市牧志3-11-17 屋台番号4               飲食店営業 第21030870号 R03.09.13 R09.09.30 合同会社ビック・ドリーム 沖縄県 那覇市牧志3-13-62 フェアスティック牧志203               

那覇メインプレイス（惣菜）精肉 那覇市おもろまち4-4-9 098-851-2234  そうざい製造業 第21030862号 R03.09.10 R09.09.30 株式会社サンエー 沖縄県 宜野湾市大山7-2-10 098-898-2262  

那覇メインプレイス（鮮魚） 那覇市おもろまち4-4-9 098-851-2234  飲食店営業 第21030861号 R03.09.10 R09.09.30 株式会社サンエー 沖縄県 宜野湾市大山7-2-10 098-898-2262  

那覇メインプレイス 那覇市おもろまち4-4-9 098-851-2234  魚介類販売業 第21030860号 R03.09.10 R09.09.30 株式会社サンエー 沖縄県 宜野湾市大山7-2-10 098-898-2262  

那覇メインプレイス 那覇市おもろまち4-4-9 098-851-2234  そうざい製造業 第21030859号 R03.09.10 R09.09.30 株式会社サンエー 沖縄県 宜野湾市大山7-2-10 098-898-2262  

那覇メインプレイス 那覇市おもろまち4-4-9 098-851-2234  食肉販売業 第21030855号 R03.09.10 R09.09.30 株式会社サンエー 沖縄県 宜野湾市大山7-2-10 098-898-2262  

串焼き　串揚げ　あちこっこ 那覇市寄宮2-6-1 098-834-7337  飲食店営業 第21030850号 R03.09.09 R09.09.30 西平勝也

韓国居酒屋サルグヤ 那覇市銘苅1-10-6 098-864-0404  飲食店営業 第21030895号 R03.09.15 R09.09.30 宮城宗次

スナック　ルージュ 那覇市久米2-16-1 やぎビル204 098-862-9984  飲食店営業 第21030858号 R03.09.10 R09.09.30 金城則江

GRADE グレード 那覇市松山1-33-2 はましんビル5-A 098-861-8280  飲食店営業 第21030902号 R03.09.16 R09.09.30 中村直惠

クリア 那覇市国場35-1 MAXビル1-A               飲食店営業 第21030905号 R03.09.17 R09.09.30 宮城有子

アジアンダイニング　テラコヤ 那覇市寄宮3-12-17 地下1F 098-914-1147  飲食店営業 第21030948号 R03.09.28 R09.09.30 株式会社テラコヤ 沖縄県 那覇市識名1-4-7 サントピア識名601

MEGURO miso soup stand 那覇市内 098-996-5026  飲食店営業 臨時営業 第21030849号 R03.09.09 R08.09.30 目黒龍二

Lounge Diana ラウンジ ディアナ 那覇市松山2-1-13 沖縄建装松山ビル3階 098-863-6788  飲食店営業 第21030898号 R03.09.15 R09.09.30 大城陽子

玲子 那覇市若狭2-4-16 098-863-6710  飲食店営業 第21030921号 R03.09.22 R09.09.30 鈴木玲子

クレオパトラ 那覇市松山1-1-10 京ビルロマネスク2階 098-861-0757  飲食店営業 第21030964号 R03.09.30 R09.09.30 中尾めぐみ

サロン　ブルーナイト 那覇市松山2-10-1 39ビル地下1階 098-863-2646  飲食店営業 第21030848号 R03.09.09 R09.09.30 仲里理恵子

牛屋 那覇市辻2-7-25 098-868-4738  飲食店営業 第21030847号 R03.09.09 R09.09.30 比嘉武

倶楽部　仙 那覇市松山2-17-7 1F 098-862-8586  飲食店営業 第21030846号 R03.09.09 R09.09.30 知念かおり

Dynamite 那覇市松山1-6-14 エンブレム松山202号室               飲食店営業 第21030869号 R03.09.13 R09.09.30 城間勇介

ファミリーマート　那覇市役所前店 那覇市久茂地1-3-1 098-951-3532  飲食店営業 第21030931号 R03.09.24 R09.09.30 伊波宏美

てつじ 那覇市字小禄818-1 Monotonebldg101               飲食店営業 第21030894号 R03.09.15 R09.09.30 YKchan's株式会社 沖縄県 糸満市字糸満989-57 098-927-5795  

RYU:X TOWER The EAST 那覇市おもろまち1-1-25 1F 098-867-2860  飲食店営業 第21030857号 R03.09.10 R09.09.30 株式会社アスク 東京都 中央区銀座8-14-14 銀座昭和通りビル3F 03-6775-3968  

奇跡の手羽先サラリーマン横丁那覇久茂地二丁目店 那覇市久茂地2-24-14 1階 098-943-3488  飲食店営業 第21030930号 R03.09.24 R09.09.30 株式会社KAT 沖縄県 那覇市久茂地2-24-14 1階 098-943-3488  

虎’ kitchen 那覇市東町20-7 TBCビル207 098-988-8641  飲食店営業 第21030856号 R03.09.10 R09.09.30 儀保孝弥

（有）鏡原酒販 那覇市内               飲食店営業 臨時営業 第21030868号 R03.09.13 R08.09.30 有限会社鏡原酒販 沖縄県 那覇市鏡原町33-10 098-943-6655  

VOLARE KUME 那覇市久米2-9-11 Abc久米ビル　1階               飲食店営業 第21030901号 R03.09.16 R09.09.30 サトーゴ　ピエトロ

BABYBABY　HAMBURGER&BOOKS 那覇市首里金城町4-6 3F               飲食店営業 第21030947号 R03.09.28 R09.09.30 宮平駿也

PECOS 那覇市若狭1-3-17 若狭ビル１F 098-861-0035  飲食店営業 第21030900号 R03.09.16 R09.09.30 勝谷雄宇

木灰そば　とらや 那覇市赤嶺1-5-14 金城ビル1階 098-858-2077  飲食店営業 第21030867号 R03.09.13 R09.09.30 屋良朝也

BAR　ZiP 那覇市久茂地2-12-9 プラネットビル3-C               飲食店営業 第21030883号 R03.09.14 R09.09.30 具志堅哲章

KURA-S' BAR 那覇市安里388-169 1F               飲食店営業 第21030960号 R03.09.29 R09.09.30 藏元智恵美

鮮魚つかさ屋 那覇市泉崎2-3-16 1F               魚介類販売業 第21030914号 R03.09.21 R09.09.30 大城司

キングオブチキン 那覇市牧志3-11-17 国際通り屋台村　屋台番号20               飲食店営業 第21030893号 R03.09.15 R09.09.30 射手園大志郎

ヨギパーラー 那覇市内               飲食店営業 臨時営業 第21030882号 R03.09.14 R08.09.30 與儀幸子

蝦夷前立喰い処　ちょこっと寿し 那覇市牧志3-11-17 屋台番号15 098-866-8177  飲食店営業 第21030904号 R03.09.17 R09.09.30 株式会社タイアップ 北海道 札幌市中央区大通西13-4-120 011-290-1800  

リストランテ　アルティジャーノ 那覇市田原2-9-4 2F 098-987-0423  飲食店営業 第21030881号 R03.09.14 R09.09.30 國吉辰巳

ウォーターステーション小禄中央店 那覇市小禄5-13-4 コーポひまわり1-D 098-858-3232  飲食店営業 第21030880号 R03.09.14 R09.09.30 前原民子

AGAIN 那覇市おもろまち4-8-21 2階 098-868-0077  飲食店営業 第21030892号 R03.09.15 R09.09.30 普天間隼人

マクドナルドサンエー那覇メインプレイス店 那覇市おもろまち4-4-9 098-951-3430  飲食店営業 第21030891号 R03.09.15 R09.09.30 日本マクドナルド株式会社 東京都 新宿区西新宿6-5-1 03-6911-5000  

安座間産婦人科 那覇市真嘉比1-21-13 098-917-0556  飲食店営業 第21030890号 R03.09.15 R09.09.30 日清医療食品株式会社 東京都 千代田区丸の内2-7-3 098-864-2550  

鮨・一品かわじ 那覇市松山2-7-13 コンパスビル1F 098-863-0404  飲食店営業 第21030889号 R03.09.15 R09.09.30 川村安二

ケンタッキーフライドチキンサンエーメインプレイス店 那覇市おもろまち4-4-9 サンエー那覇メインプレイス2Fフードコート内 098-951-3365  飲食店営業 第21030888号 R03.09.15 R09.09.30 株式会社リウエン商事 沖縄県 浦添市勢理客4-17-11 098-875-2168  

GREEN DRAGON 那覇市松山1-13-8 TAPSビルディング6階               飲食店営業 第21030899号 R03.09.16 R09.09.30 株式会社HUNCH 沖縄県 那覇市松山1-13-8               

Bar　Position 那覇市久茂地2-6-25 ランドマークくもじ7F 098-917-1243  飲食店営業 第21030920号 R03.09.22 R09.09.30 株式会社Position 沖縄県 那覇市久茂地2-6-25 ランドマークくもじ7F 098-917-1243  

BAR FAMILIA 那覇市松山2-11-6 エステート松山203               飲食店営業 第21030913号 R03.09.21 R09.09.30 FAMILIA合同会社 沖縄県 那覇市松山2-11-6 エステート松山203

mare 那覇市西1-20-13 タマキビル1F 飲食店営業 第21030903号 R03.09.17 R09.09.30 甲斐悠介

珈琲屋　ARAKI 那覇市天久1-7-13 Kハウス102 098-894-9502  飲食店営業 第21030929号 R03.09.24 R09.09.30 i-tec株式会社 沖縄県 浦添市伊祖2-2-2 098-877-1033  

鮮魚つかさ屋 那覇市泉崎2-3-16 1F               飲食店営業 第21030912号 R03.09.21 R09.09.30 大城司

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  菓子製造業 第21030911号 R03.09.21 R09.09.30 株式会社かりゆし 沖縄県 国頭郡恩納村字名嘉真2591-1 098-967-8801  

カフェドニース 那覇市古波蔵3-6-26 赤嶺アパート2F 098-836-3835  飲食店営業 第21030910号 R03.09.21 R09.09.30 赤嶺諒多

Bar Un Jour 那覇市前島3-9-1 B1 098-943-5877  飲食店営業 第21030919号 R03.09.22 R09.09.30 木村信教

lounge　葵 那覇市松山1-14-16 ニューサミットビル3階3-B号室               飲食店営業 第21030918号 R03.09.22 R09.09.30 中村美穂

Heaven's　Kitchen　Okinawa 沖縄県全域               飲食店営業 自動車営業 第21030917号 R03.09.22 R09.09.30 伊集達也

魚屋直営すし食堂　魚まる 那覇市前島2-19-10 098-988-4583  飲食店営業 第21030936号 R03.09.27 R09.09.30 多和田真海

Bar Lounge hope 那覇市若狭2-4-16 6A 098-975-5251  飲食店営業 第21030916号 R03.09.22 R09.09.30 安座間尚彦

酒処　咲むら 那覇市字安里388-54 さくらビル1F               飲食店営業 第21030928号 R03.09.24 R09.09.30 上原美桜枝

あき坊 那覇市牧志3-8-19 高江洲ビル201 098-866-6686  飲食店営業 第21030915号 R03.09.22 R09.09.30 金城明弘

まきし商店。 那覇市牧志2-19-21               飲食店営業 第21030927号 R03.09.24 R09.09.30 池原由加

九電工那覇寮食堂 那覇市古波蔵3-5-12               飲食店営業 第21030963号 R03.09.30 R09.09.30 コスモフーズ株式会社 沖縄県 那覇市字銘苅322-5 真栄城ビル203 098-862-9241  

海樹HOUSE 那覇市小禄5-13-2 098-857-2878  飲食店営業 第21030926号 R03.09.24 R09.09.30 笠原敬一

満天 那覇市内 098-943-6623  飲食店営業 臨時営業 第21030925号 R03.09.24 R08.09.30 宮城拓也

超レトロ石垣牛ステーキハウス桜坂 那覇市壺屋1-10-4 098-862-3729  飲食店営業 第21030924号 R03.09.24 R09.09.30 株式会社オリエンタルホールディングス 沖縄県 那覇市牧志3-8-30               

たろうぜんざいじろうそば 那覇市牧志3-8-30 国場陶芸ビル1階 098-886-7678  飲食店営業 第21030923号 R03.09.24 R09.09.30 株式会社オリエンタルホールディングス 沖縄県 那覇市牧志3-8-30               

Bar Rondo 那覇市安里1-4-16 安里サンサロビル2F 098-975-7880  飲食店営業 第21030935号 R03.09.27 R09.09.30 平良滝一
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ALGOS 那覇市久茂地2-17-18 久茂地第二マンション1階 098-943-4433  飲食店営業 第21030922号 R03.09.24 R09.09.30 松田真也

Shimu　はまかわ 那覇市松山1-1-6 吉川ビル1F 098-861-0155  飲食店営業 第21030959号 R03.09.29 R09.09.30 浜川達洋

カラオケ屋　和sabi 那覇市久茂地2-1-2 第2比嘉ビル2F               飲食店営業 第21030958号 R03.09.29 R09.09.30 比嘉賀博

琉球小籠包 那覇市牧志1-9-1 一銀マンションビル1F               飲食店営業 第21030946号 R03.09.28 R09.09.30 松田篤

ポッキポッキ 那覇市壺屋1-5-16 1F               飲食店営業 第21030944号 R03.09.28 R09.09.30 CHO HYO JIN

居酒屋でいご 那覇市宇栄原3-33-5 098-857-8000  飲食店営業 第21030957号 R03.09.29 R09.09.30 宮平健

キロ弁　那覇店 那覇市泊2-4-3 高橋ビル102 098-943-0458  飲食店営業 第21030934号 R03.09.27 R09.09.30 金城哲也

AKINDO 那覇市久茂地3-15-15 第2やまこビル1F 098-953-2275  飲食店営業 第21030933号 R03.09.27 R09.09.30 大城直也

ほのか 那覇市松山1-6-14 エンブレム松山ビル1階 098-863-6960  飲食店営業 第21030932号 R03.09.27 R09.09.30 株式会社Happy Agent 沖縄県 那覇市金城5-1-7 098-862-2983  

Street Vendor 那覇市内               飲食店営業 臨時営業 第21030972号 R03.09.30 R08.09.30 上野将弘

美乃作 那覇市前島2-13-17 098-861-4380  飲食店営業 第21030956号 R03.09.29 R09.09.30 宮城スミ

琉球の兎 那覇市牧志2-7-27 名城ビル2F 098-975-7754  飲食店営業 第21030955号 R03.09.29 R09.09.30 福島豊

ばんしるー． 那覇市長田1-21-1 コーポ長田106号 098-835-2008  飲食店営業 第21030943号 R03.09.28 R09.09.30 石原博之

スナック樹樹 那覇市前島3-13-1               飲食店営業 第21030942号 R03.09.28 R09.09.30 伊良皆みね子

ワイン食堂トランク　イタリアゴハン　小禄店 那覇市赤嶺1-1-3 みたのビル1F 098-927-0094  飲食店営業 第21030971号 R03.09.30 R09.09.30 株式会社トランク 沖縄県 那覇市宇栄原1-15-1 1階 098-859-0050  

DELICATESSEN TRUNQ 小禄店 那覇市赤嶺1-1-3 みたのビル1F 098-927-0094  飲食店営業 第21030970号 R03.09.30 R09.09.30 株式会社トランク 沖縄県 那覇市宇栄原1-15-1 1F 098-859-0050  

DELICATESSEN TRUNQ 小禄店 那覇市赤嶺1-1-3 みたのビル1F 098-927-0094  菓子製造業 第21030969号 R03.09.30 R09.09.30 株式会社トランク 沖縄県 那覇市宇栄原1-15-1 1階 098-859-0050  

DELICATESSEN TRUNQ 小禄店 那覇市赤嶺1-1-3 みたのビル1F 098-927-0094  そうざい製造業 第21030968号 R03.09.30 R09.09.30 株式会社トランク 沖縄県 那覇市宇栄原1-15-1 1階 098-859-0050  

DELICATESSEN TRUNQ 小禄店 那覇市赤嶺1-1-3 みたのビル1F 098-927-0094  清涼飲料水製造業 第21030967号 R03.09.30 R09.09.30 株式会社トランク 沖縄県 那覇市宇栄原1-15-1 1階 098-859-0050  

DELICATESSEN TRUNQ 小禄店 那覇市赤嶺1-1-3 みたのビル1F 098-927-0094  酒類製造業 第21030966号 R03.09.30 R09.09.30 株式会社トランク 沖縄県 那覇市宇栄原1-15-1 1階 098-859-0050  

花木酒店 那覇市牧志3-13-12 202               飲食店営業 第21030954号 R03.09.29 R09.09.30 合同会社花木 大阪府 大阪市浪速区幸町1-4-11 06-6562-6111  

花木酒店 那覇市牧志3-13-12 202               食肉販売業 第21030953号 R03.09.29 R09.09.30 合同会社花木 大阪府 大阪市浪速区幸町1-4-11 06-6562-6111  

伊江島物産センター 那覇市内 0980-49-5555  飲食店営業 臨時営業 第21030952号 R03.09.29 R08.09.30 株式会社伊江島物産センター 沖縄県 国頭郡伊江村字川平519-3 0980-49-5555  

ワイン＆グリル　パラダイスノワール 那覇市泊2-15-4 098-988-1159  飲食店営業 第21030951号 R03.09.29 R09.09.30 兼島次雄

武ちゃん食堂 那覇市金城3-4-3 1F               飲食店営業 第21030950号 R03.09.29 R09.09.30 上原秀之

満天 那覇市内 飲食店営業 臨時営業 第21030949号 R03.09.29 R08.09.30 大西幸春

Cafe T-era 那覇市首里平良町1-46 D.gran T-era101               菓子製造業 第21030987号 R03.09.30 R09.09.30 大嶺政史

3 / 3 ページ


