
R4.2.1～R4.2.28
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 有効期間 申請者名 申請者電話
ゆくい処　どぅしぐわぁ～ 那覇市牧志2-5-2 098-864-0300  食肉販売業 第21031614号 R04.02.24 R10.02.29 大泊佑嗣
スイメン 那覇市大道172 2F               飲食店営業 第21031556号 R04.02.15 R10.02.29 宮里忠茂
TSUTA－L 那覇市松山1-8-8 オーキッド松山1F-B               飲食店営業 第21031514号 R04.02.08 R10.02.29 株式会社TPソリューション 東京都 中央区銀座1-22-11 銀座大竹ビジデンス2階 03-4500-7179  
ローソンおもろまち四丁目店 那覇市おもろまち4-10-2 098-975-9133  飲食店営業 第21031474号 R04.02.03 R10.02.29 上江田睦
とろり天使のわらびもち 那覇国際通り店 那覇市松尾2-8-19 ドン・キホーテ国際通り店内               飲食店営業 第21031590号 R04.02.21 R10.02.29 ORIGINAL VILLAGE株式会社 大阪府 大阪市福島区福島4-2-62-501               
バー JETT 那覇市牧志1-3-68 新垣ビル2F 098-988-1101  飲食店営業 第21031577号 R04.02.18 R10.02.29 合同会社poripori 沖縄県 那覇市銘苅288-3 県営安岡住宅1011               
ヨナサルウテ 那覇市首里山川町1-87-1 098-887-7936  飲食店営業 第21031543号 R04.02.14 R10.02.29 合同会社凰 沖縄県 那覇市首里山川町1-87-1 098-887-7936  
BAR Epic 那覇市松山2-9-7 クリスタルビル4-B               飲食店営業 第21031516号 R04.02.09 R10.02.29 西村堅一
yummy（ヤミー） 那覇市牧志3-4-8               飲食店営業 第21031452号 R04.02.01 R10.02.29 屋良広輝
TORICO 那覇市田原2-2-12 メゾン武 098-857-5016  魚介類販売業 第21031536号 R04.02.10 R10.02.29 渡慶次英智
Heart 那覇市宇栄原3-28-1 カリータウン2C               飲食店営業 第21031547号 R04.02.15 R10.02.29 平良美華
真心焼肉　うしびな～ 那覇市樋川2-3-1 210-1               飲食店営業 第21031450号 R04.02.01 R10.02.29 島尻真吾
セブン-イレブン那覇崇元寺通り店 那覇市泊1-7-1 098-862-5760  飲食店営業 第21031473号 R04.02.03 R10.02.29 林圣興
EXIT 那覇市松山1-34-3 2F               飲食店営業 第21031568号 R04.02.16 R10.02.29 株式会社I.Revolution 沖縄県 宜野湾市我如古3-12-17 マンションシティライツガネコ202号室 098-890-6917  
真心焼肉　うしびな～ 那覇市樋川2-3-1 210-1               食肉販売業 第21031449号 R04.02.01 R10.02.29 吉田純
KANEHIDE CRAFT BREWERY 那覇市旭町112-1 金秀ビル西館1階 098-868-6631  飲食店営業 第21031488号 R04.02.07 R10.02.29 金秀ホールディングス株式会社 沖縄県 那覇市旭町112-1 098-868-6631  
KANEHIDE CRAFT BREWERY 那覇市旭町112-1 金秀ビル西館1階 098-868-6631  酒類製造業 第21031487号 R04.02.07 R10.02.29 金秀ホールディングス株式会社 沖縄県 那覇市旭町112-1 098-868-6631  
焼肉　ZIPANG 那覇市久茂地2-10-16 南栄ビル1F               飲食店営業 第21031576号 R04.02.18 R10.02.29 株式会社GOOD FELLOWS 千葉県 千葉市花見川区さつきが丘2-29-2 043-257-6369  
キャンディスター 那覇市内               飲食店営業 臨時営業 第21031455号 R04.02.02 R09.02.28 星野秀之
韓国家庭料理の店　禅の豚 那覇市久茂地3-11-8 098-963-7995  飲食店営業 第21031535号 R04.02.10 R10.02.29 オールドルック株式会社 沖縄県 那覇市曙2-27-2               
神庄 那覇市泉崎2-3-8 ロイヤルハイツ泉崎1F 098-996-3704  飲食店営業 第21031454号 R04.02.02 R10.02.29 農業生産法人株式会社NIKUYA 福岡県 福岡市中央区薬院1-6-28 2階 092-401-0290  
Back Born City 那覇市久茂地2-6-16 リバーサイドテラス久茂地2階2E               飲食店営業 第21031513号 R04.02.08 R10.02.29 仲村泰志
YAMADA　COFFEE　OKINAWA 那覇市泊2-15-6 1F               飲食店営業 第21031600号 R04.02.22 R10.02.29 山田浩之
コンフォートホテル那覇県庁前 那覇市久茂地1-3-11 098-941-7311  飲食店営業 第21031453号 R04.02.02 R10.02.29 株式会社グリーンズ 三重県 四日市市浜田町5-3 059-351-5593  
LINK　那覇店 那覇市天久1-6-20 プランドールミオナ1階               飲食店営業 第21031486号 R04.02.07 R10.02.29 株式会社L'OREA 沖縄県 那覇市天久1-6-20 プランドールミオナ1階 098-941-8777  
BAR CHILL OUT 那覇市安里388-159 103号室 098-917-4364  飲食店営業 第21031485号 R04.02.07 R10.02.29 知念孝
BAR　柊 那覇市松山1-35-6 松藤ビル1階               飲食店営業 第21031567号 R04.02.16 R10.02.29 大場健太郎
CLUB　SHINTO 那覇市松山1-13-8 タップスビルB1               飲食店営業 第21031512号 R04.02.08 R10.02.29 中村祥吾
パナマ原人 那覇市内               飲食店営業 臨時営業 第21031472号 R04.02.03 R09.02.28 塗矢健太
厨NiCoRo 那覇市前島3-3-3 2F 098-943-6311  飲食店営業 第21031484号 R04.02.04 R10.02.29 比嘉崇士
岸本製菓所 那覇市与儀2-2-9 098-832-5379  菓子製造業 第21031475号 R04.02.03 R10.02.29 岸本恵治
本家亀そば 那覇市内               飲食店営業 臨時営業 第21031471号 R04.02.03 R09.02.28 有限会社ザバレスエンタープライズ 沖縄県 那覇市若狭1-1-6 098-867-9690  
喫茶室リバティー 那覇市泉崎1-2-2               飲食店営業 第21031470号 R04.02.03 R10.02.29 (有)リバティー 沖縄県 那覇市識名3-19-12 903               
Gang Meet 沖縄県全域               飲食店営業 自動車営業 第21031534号 R04.02.10 R10.02.29 樋渡香樹
旬菜魚串　かたつむり 那覇市首里末吉町4-2-20 1F 098-884-8877  飲食店営業 第21031469号 R04.02.03 R10.02.29 小関淳子
イオン那覇店 那覇市金城5-10-2 098-852-1515  食肉販売業 第21031483号 R04.02.04 R10.02.29 イオン琉球株式会社 沖縄県 島尻郡南風原町字兼城514-1 098-889-5464  
セブン-イレブン那覇牧志店 那覇市牧志2-20-24 098-862-4004  飲食店営業 第21031542号 R04.02.14 R10.02.29 島袋美優
スナック　夢路 那覇市宇栄原3-29-16               飲食店営業 第21031482号 R04.02.04 R10.02.29 仲里鞠子
株式会社丸吉塩せんべい 那覇市繁多川4-11-9 098-854-9017  菓子製造業 第21031481号 R04.02.04 R10.02.29 株式会社丸吉塩せんべい 沖縄県 那覇市繁多川4-11-9 098-854-9017  
スナック　華　はな 那覇市東町12-1 ミリオンプラザビルⅡ1FB号室               飲食店営業 第21031480号 R04.02.04 R10.02.29 仲地喜美江
旬果沖縄店 那覇市泊1-18-1 シャトレ泊102 098-869-5554  菓子製造業 第21031533号 R04.02.10 R10.02.29 株式会社考福 沖縄県 那覇市泊1-18-1 シャトレ泊102 098-869-5554  
トロピカーナ 那覇市松尾2-8-19               飲食店営業 第21031532号 R04.02.10 R10.02.29 株式会社琉球プロジェクト 沖縄県 うるま市みどり町4-20-1 ロイヤルマンション602               
Raku Ne 楽 音 那覇市樋川2-3-1 のうれんプラザ               飲食店営業 第21031531号 R04.02.10 R10.02.29 比嘉安江
コーヒーラウンジ、ディオール 那覇市おもろまち4-20-22 サンテラスTK2階 098-861-1391  飲食店営業 第21031511号 R04.02.08 R10.02.29 徳元政子
オロクドーナツ 那覇市鏡原町10-8 1F               菓子製造業 第21031589号 R04.02.21 R10.02.29 琉球T＆I's合同会社 沖縄県 那覇市鏡原町10-2 098-859-8220  
イエローカード 那覇市宇栄原3-29-21 2F 098-857-4711  飲食店営業 第21031510号 R04.02.08 R10.02.29 我謝るみ子
JOHN BAR 那覇市長田2-1-11 城間アパート103 098-832-0984  飲食店営業 第21031509号 R04.02.08 R10.02.29 神谷龍輝
宮城スーパー 那覇市字上間192-1 098-854-0895  飲食店営業 第21031508号 R04.02.08 R10.02.29 株式会社トマリ 沖縄県 那覇市字上間192-1 098-854-0895  
あいす 那覇市安里388 1F               飲食店営業 第21031507号 R04.02.08 R10.02.29 上原きよみ
信吉 那覇市久茂地1-8-3 クイーンプラザビル1F 098-868-7705  飲食店営業 第21031537号 R04.02.10 R10.02.29 前原信也
C-STAND92 沖縄県全域               飲食店営業 自動車営業 第21031530号 R04.02.10 R10.02.29 山川倫人
ふたり空間　はっち∞ 那覇市松山2-1-14 仲間ビル6階 098-868-8330  飲食店営業 第21031566号 R04.02.16 R10.02.29 仲村有史
仲里食肉 那覇市壺屋1-6-8 098-861-0901  食肉販売業 第21031515号 R04.02.09 R10.02.29 仲里尚起
沖縄ぜんざいの店　純 那覇市首里山川町1-48 098-886-6060  飲食店営業 第21031522号 R04.02.09 R10.02.29 安慶名美智子
カバのパン屋さん 那覇市国場1183-2 ぴゅあレジデンス201 098-855-9888  菓子製造業 第21031506号 R04.02.08 R10.02.29 濱元伸
あきそば 那覇市辻1-11-5 1F 098-861-4683  飲食店営業 第21031505号 R04.02.08 R10.02.29 米蔵昭子
サイクルヒット 那覇市寄宮1-11-6 1階 098-832-0233  飲食店営業 第21031504号 R04.02.08 R10.02.29 金城孝
呑み食い屋　やました 那覇市山下町1-24 098-858-8420  飲食店営業 第21031503号 R04.02.08 R10.02.29 赤嶺尚志
ブンコノブンコ 那覇市壺屋1-6-2 3F 飲食店営業 第21031588号 R04.02.21 R10.02.29 ディ・スペック株式会社 沖縄県 那覇市壺屋1-6-2 4F
とまり木 那覇市前島3-12-3 花城アパート1F               飲食店営業 第21031521号 R04.02.09 R10.02.29 与那覇チヨ子
Nest 那覇市大道133-3 フォンテーンビル3階               飲食店営業 第21031520号 R04.02.09 R10.02.29 髙良亘
Dining Bar Cantaro 那覇市首里石嶺町1-132-8               飲食店営業 第21031541号 R04.02.14 R10.02.29 株式会社中山浩成 沖縄県 那覇市首里石嶺町1-132-8               
あっぱりしゃん 那覇市久茂地3-23-8 浦崎ビル2F 098-861-1112  飲食店営業 第21031519号 R04.02.09 R10.02.29 株式会社渡南 沖縄県 那覇市久茂地3-23-8 浦崎ビル2F 098-861-1112  
有料老人ホーム　グリーンハウス首里 那覇市首里赤田町3-5 098-943-7862  飲食店営業 第21031613号 R04.02.24 R10.02.29 株式会社コーワ 沖縄県 豊見城市上田247-14 098-996-4567  
New York Pizza 那覇市牧志3-8-33 桜坂ダイナーⅡ　1A 098-943-2299  飲食店営業 第21031555号 R04.02.15 R10.02.29 佐藤功平
豚ホルモン専門　我那覇焼肉店 那覇市久茂地2-11-16 花ビル2F東側 098-861-2990  飲食店営業 第21031518号 R04.02.09 R10.02.29 我那覇豚肉店株式会社 沖縄県 名護市宮里1410-1 0980-53-5017  
ERISTOFF 那覇市松山1-8-19 シティまつやまビル3-B               飲食店営業 第21031554号 R04.02.15 R10.02.29 浜川拓也
平和食堂 那覇市泊1-28-1 糸数病院内 098-863-5205  飲食店営業 第21031517号 R04.02.09 R10.02.29 株式会社PEACE I.BRO. 沖縄県 那覇市泊1-29-8 098-863-5205  
酒処やすらぎ 那覇市大道172 佐平AP1F               飲食店営業 第21031529号 R04.02.10 R10.02.29 新垣美佐子
セブンイレブン那覇一日橋店 那覇市字上間286-1 098-836-3571  飲食店営業 第21031599号 R04.02.22 R10.02.29 長田悟
くいものBarタント 那覇市首里鳥堀町1-40 098-884-1720  飲食店営業 第21031528号 R04.02.10 R10.02.29 宮平永一郎
なかや 那覇市久茂地3-7-10 1F 098-867-8221  飲食店営業 第21031527号 R04.02.10 R10.02.29 仲間テリーケイコ
沖縄県農業協同組合　首里支店 那覇市内 098-887-7882  飲食店営業 臨時営業 第21031526号 R04.02.10 R09.02.28 沖縄県農業協同組合 沖縄県 那覇市壺川2-9-1 098-831-5555  
沖縄串カツ　せんべろ家 那覇市安里385               飲食店営業 第21031553号 R04.02.15 R10.02.29 山口貴裕
そば処　琉風 那覇市鏡水150 那覇空港ターミナルビル1F 098-857-6876  飲食店営業 第21031525号 R04.02.10 R10.02.29 株式会社リウボウ商事 沖縄県 那覇市牧志2-2-30 098-862-5111  
琉風 那覇市字安次嶺518 那覇空港管理棟 098-857-6876  飲食店営業 第21031524号 R04.02.10 R10.02.29 株式会社リウボウ商事 沖縄県 那覇市牧志2-2-30 098-862-5111  
SAKE LABORATORY 那覇市久茂地2-6-16 リバーサイドテラス久茂地2-C               飲食店営業 第21031570号 R04.02.17 R10.02.29 我喜屋悠
ハーベストムーン 那覇市安里388-10 金城ビル2F 098-885-0067  飲食店営業 第21031540号 R04.02.14 R10.02.29 大浜美智子
久茂地　BASE 那覇市久茂地3-2-5 098-975-5517  飲食店営業 第21031612号 R04.02.24 R10.02.29 有限会社　たけちゃんほーむ 沖縄県 那覇市字田原4-2-6 シャトレ田原Ⅱ　1-C 098-859-0833  
パブリックエンジェル　小禄店 那覇市赤嶺1-4-3               飲食店営業 第21031598号 R04.02.22 R10.02.29 安座間三知裕
Café　みんと 那覇市松山2-29-2 GIビル 098-894-4005  飲食店営業 第21031552号 R04.02.15 R10.02.29 特定非営利活動法人PCNET 北海道 札幌市中央区南一条東2-3-2 011-209-3881  
ブラックハーレム 那覇市牧志2-7-22 ソシアルコスモビル6F 098-866-8912  飲食店営業 第21031551号 R04.02.15 R10.02.29 翁長剛
大衆酒場　エイクラ 那覇市牧志3-5-18               飲食店営業 第21031597号 R04.02.22 R10.02.29 株式会社コノジアイランド 千葉県 船橋市夏見4-25-4 04-7425-5586  
セブン-イレブン那覇楚辺1丁目店 那覇市楚辺1-301               飲食店営業 第21031596号 R04.02.22 R10.02.29 角屋隆司
Chura Cafe 那覇市安次嶺1-8 201号室 098-996-5241  飲食店営業 第21031611号 R04.02.24 R10.02.29 株式会社MR 沖縄県 那覇市辻1-9-1 098-917-6236  
札幌飛燕　那覇店 那覇市壺川1-13-5               飲食店営業 第21031632号 R04.02.25 R10.02.29 TAK FOOD COMPANY株式会社 北海道 札幌市中央区南三条西1-9-22 フロンティアビル3階               
ライブハウス　フォーク村 那覇市東町5-18 国吉ビル2F               飲食店営業 第21031565号 R04.02.16 R10.02.29 上里広光
Kitchen 33 那覇市壺屋1-1-15 102               飲食店営業 第21031550号 R04.02.15 R10.02.29 塩政司
ステーキハウス88国際通り西口店 那覇市松尾1-4-3 098-867-8888  飲食店営業 第21031549号 R04.02.15 R10.02.29 株式会社沖縄テクノクリエイト 沖縄県 那覇市辻2-8-21 098-988-3866  
食酒房　助 那覇市久茂地3-29-21 098-862-7461  飲食店営業 第21031548号 R04.02.15 R10.02.29 國場三枝子
恵多 那覇市若狭1-15-13 島袋アパート1階左側店舗               飲食店営業 第21031575号 R04.02.18 R10.02.29 河野愛
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girl's bar　HEART 那覇市久米2-8-10 パーム久米ビル5-A               飲食店営業 第21031595号 R04.02.22 R10.02.29 谷山壱聖
Night in 亜龍 那覇市松山1-12-5 パステルTMビル2-D 098-862-3346  飲食店営業 第21031546号 R04.02.15 R10.02.29 日笠ちどり
LYS 那覇市前島1-1-1 石嶺ビル2階 098-869-1800  飲食店営業 第21031564号 R04.02.16 R10.02.29 金城正光
スナック　らん 那覇市若狭2-4-16 福栄館ビル1階-A 098-863-0441  飲食店営業 第21031563号 R04.02.16 R10.02.29 上里直美
Szuki 那覇市松山2-29-1 フェニックスビル702               飲食店営業 第21031574号 R04.02.18 R10.02.29 鈴木梨紗
イチバノマエ 那覇市松尾2-9-14 098-963-8153  飲食店営業 第21031569号 R04.02.17 R10.02.29 川満倫由
らっきー 那覇市字安謝185 098-866-8787  菓子製造業 第21031562号 R04.02.16 R10.02.29 赤嶺恵子
らっきー 那覇市字安謝185 098-866-8787  そうざい製造業 第21031561号 R04.02.16 R10.02.29 赤嶺恵子
株式会社寄宮 那覇市港町2-7-16 098-863-8666  食肉販売業 第21031560号 R04.02.16 R10.02.29 株式会社寄宮 沖縄県 那覇市港町2-7-16 098-863-8666  
家庭菜園ハウス 那覇市高良2-8-45               飲食店営業 第21031594号 R04.02.22 R10.02.29 高良幸子
心粋 那覇市字安里386               飲食店営業 第21031610号 R04.02.24 R10.02.29 神山晋吾
珈琲香房 那覇市鏡原町33-15 濱門アパート1階 098-857-9539  飲食店営業 第21031559号 R04.02.16 R10.02.29 名嘉原安俊
エンタメ酒場なんくる 那覇市牧志2-3-22 高良産業ビル1F               飲食店営業 第21031587号 R04.02.21 R10.02.29 石塚拓也
京都祇園　服部　那覇店 那覇市樋川2-3-1 のうれんプラザ109Z画               飲食店営業 第21031573号 R04.02.18 R10.02.29 服部高史
kitchen Roots 那覇市安里379 104号室               飲食店営業 第21031631号 R04.02.25 R10.02.29 三浦慎太郎
沖縄製粉株式会社 那覇市内 098-868-3141  飲食店営業 臨時営業 第21031572号 R04.02.18 R09.02.28 沖縄製粉株式会社 沖縄県 那覇市通堂町1-1 098-868-3141  
Bar　RAY 那覇市久茂地3-23-10 よなはビル4F　403               飲食店営業 第21031586号 R04.02.21 R10.02.29 合同会社Diva 沖縄県 那覇市久茂地3-23-10 よなはビル704号               
マルチフードトラック 沖縄県全域               飲食店営業 自動車営業 第21031585号 R04.02.21 R10.02.29 日下部尚樹
DINING　和ぎ 那覇市三原1-14-2 1F 098-854-5030  飲食店営業 第21031609号 R04.02.24 R10.02.29 照屋江実子
久茂地　免許皆伝酒場 那覇市久茂地2-4-16 山内ビル1F 098-943-8408  飲食店営業 第21031571号 R04.02.18 R10.02.29 株式会社DIGプライミング沖縄 沖縄県 那覇市上之屋1-20-9 富士家オーシャンビル2階205号室               
anuhea_liko 那覇市字宇栄原718 SGO3階               菓子製造業 第21031630号 R04.02.25 R10.02.29 赤嶺好
有限会社ケア＆サービスおもろまちデイセンター若枝 那覇市安謝2-26-30               飲食店営業 第21031584号 R04.02.21 R10.02.29 日清医療食品株式会社 東京都 千代田区丸の内2-7-3 03-3287-3611  
人生酒場 那覇市松山2-9-6 1F 098-955-5330  飲食店営業 第21031608号 R04.02.24 R10.02.29 株式会社B.N OKINAWA 沖縄県 豊見城市字真玉橋190-3 友アパート101 098-955-5330  
小料理・酒処こころ 那覇市古波蔵3-20-1 千代正マンション1F-15               飲食店営業 第21031583号 R04.02.21 R10.02.29 長田やす子
La passione 那覇市樋川1-13-38               飲食店営業 第21031582号 R04.02.21 R10.02.29 合同会社NOI International 沖縄県 那覇市樋川1-13-38               
ひげ茶びん 那覇市安里388-7 東店舗1-3号               飲食店営業 第21031581号 R04.02.21 R10.02.29 植山弘一朗
Bee Bee 那覇市牧志2-3-20 アーバンコア牧志5階 098-988-1878  飲食店営業 第21031644号 R04.02.28 R10.02.29 株式会社ゆめごまん 沖縄県 島尻郡八重瀬町字東風平473-2 098-988-1878  
ダブルスリー 那覇市古島2-1-6               飲食店営業 第21031607号 R04.02.24 R10.02.29 長堂真大
客家荘 那覇市壺屋1-18-33 098-943-3306  飲食店営業 第21031593号 R04.02.22 R10.02.29 有限会社美華園フードサービス 沖縄県 那覇市壺屋1-7-9 2F 098-868-9935  
あぐー豚しゃぶしゃぶ専門店　オーシャンBoo！　那覇店 那覇市久米2-11-26 幸福ビル1F 098-866-9433  飲食店営業 第21031643号 R04.02.28 R10.02.29 株式会社make up company 沖縄県 中頭郡読谷村瀬名波821 098-914-1153  
味処わくた 那覇市東町11-16 だるまアパート1F               飲食店営業 第21031606号 R04.02.24 R10.02.29 友寄哲也
ローソン那覇三原一丁目店 那覇市三原1-13-10 098-836-0804  飲食店営業 第21031605号 R04.02.24 R10.02.29 株式会社福や 沖縄県 那覇市三原1-13-10 098-836-0804  
アパホテル（那覇若狭大通） 那覇市松山1-33-8 098-862-2111  飲食店営業 第21031642号 R04.02.28 R10.02.29 アパホテル株式会社 東京都 港区赤坂3-2-3 03-5570-2111  
ギンパラ 那覇市寄宮2-30-45 島ビル1F               飲食店営業 第21031629号 R04.02.25 R10.02.29 喜納兼一
マクドナルドひめゆり通り店 那覇市壺屋2-3-7 098-834-4897  飲食店営業 第21031628号 R04.02.25 R10.02.29 日本マクドナルド株式会社 東京都 新宿区西新宿6-5-1 098-834-4897  
沖縄ハーバービューホテル　「宴会下処理」 那覇市泉崎2-46 098-853-2958  飲食店営業 第21031641号 R04.02.28 R10.02.29 ザ・ホテリエ・グループ那覇株式会社 沖縄県 那覇市泉崎2-46 098-853-2958  
Lounge 結 那覇市久茂地2-16-24 ニュー久茂地ビル2F 098-868-8606  飲食店営業 第21031645号 R04.02.28 R10.02.29 末吉梨恵子
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