
R4.3.1～R4.3.31
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 有効期間 申請者名 申請者電話
首里彩ごはん　うない 那覇市首里汀良町1-32-1 098-988-9595  そうざい製造業 第21031691号 R04.03.08 R10.03.31 運天姿子
ごちそうや　飛梅 那覇市久茂地3-11-17 新星産業ビル2階 098-863-6639  菓子製造業 第21031708号 R04.03.10 R10.03.31 株式会社トリムフーズ 沖縄県 那覇市宇栄原1-26-23 098-861-5690  
ごちそうや　飛梅 那覇市久茂地3-11-17 新星産業ビル2階 098-863-6639  そうざい製造業 第21031709号 R04.03.10 R10.03.31 株式会社トリムフーズ 沖縄県 那覇市宇栄原1-26-23 098-861-5690  
旬鮮菜々　彩 那覇市安謝2-4-11 098-943-2705  飲食店営業 第21031699号 R04.03.09 R10.03.31 E-PRO株式会社 沖縄県 那覇市港町2-3-8 2階 098-943-2705  
Café＆Bar U 那覇市久茂地2-2-2 沖縄タイムスビル               飲食店営業 第21031673号 R04.03.04 R10.03.31 株式会社USEN 東京都 品川区上大崎3-1-1 03-6823-7111  
油そば専門店歌志軒　小禄店 那覇市字金城5-11-7 098-987-0222  飲食店営業 第21031672号 R04.03.04 R10.03.31 株式会社ステージングアップ沖縄 沖縄県 那覇市若狭2-14-12 098-917-5070  
Cousins Sweets 那覇市首里池端町26-1 4A               菓子製造業 第21031685号 R04.03.07 R10.03.31 田場ゆかり
C 2nd 那覇市松山1-5-1 ナムラプラザビル1階               飲食店営業 第21031671号 R04.03.04 R10.03.31 野本侑輝
仲里食肉 那覇市壺屋1-6-8 098-861-0901  そうざい製造業 第21031810号 R04.03.24 R10.03.31 仲里尚起
スナック 守礼 那覇市首里汀良町1-29 098-885-4467  飲食店営業 第21031684号 R04.03.07 R10.03.31 宮城むつ子
レンブラントスタイル那覇 那覇市西2-24-3 046-210-3133  飲食店営業 第21031652号 R04.03.02 R10.03.31 株式会社レンブラントホテル沖縄 神奈川県 厚木市中町2-13-1 046-210-3133  
chou chou 那覇市牧志1-2-1 モルビービル1F               飲食店営業 第21031707号 R04.03.10 R10.03.31 株式会社ニューエナジーJAPAN 沖縄県 那覇市楚辺2-35-14 古波津商事ビル102号 098-833-9112  
南風 那覇市東町5-1 1階 098-963-9238  飲食店営業 第21031735号 R04.03.11 R10.03.31 嘉数峻
ブルーシール　那覇空港　国際線ターミナル店 那覇市字鏡水150 那覇空港旅客ターミナル国際線内　区画：K2-03 098-987-4153  飲食店営業 第21031658号 R04.03.03 R10.03.31 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  
ごちそうや飛梅 那覇市久茂地3-11-17 新星産業ビル2階 098-863-6639  食肉販売業 第21031706号 R04.03.10 R10.03.31 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  
ごちそうや飛梅 那覇市久茂地3-11-17 新星産業ビル2階 098-863-6639  魚介類販売業 第21031705号 R04.03.10 R10.03.31 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  
宅食ライフ　クラヨシ浦添店 那覇市曙3-4-8 クラヨシビル2階 098-862-3474  飲食店営業 第21031769号 R04.03.17 R10.03.31 有限会社クラヨシ 沖縄県 那覇市曙3-4-8 098-862-3474  
ブランシェラ那覇　曙プレミスト 那覇市曙3-16-16               飲食店営業 第21031768号 R04.03.17 R10.03.31 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  
有限会社富士家 那覇市松山2-13-1 098-863-3546  アイスクリーム類製造業 第21031657号 R04.03.03 R10.03.31 有限会社富士家 沖縄県 那覇市松山2-13-1 098-863-3546  
有限会社富士家 那覇市松山2-13-1 098-863-3546  菓子製造業 第21031656号 R04.03.03 R10.03.31 有限会社富士家 沖縄県 那覇市松山2-13-1 098-863-3546  
有限会社富士家 那覇市松山2-13-1 098-863-3546  そうざい製造業 第21031655号 R04.03.03 R10.03.31 有限会社富士家 沖縄県 那覇市松山2-13-1 098-863-3546  
パティスリー旬果屋フルーツスタンド 那覇市おもろまち4-12-9 采ビル1階 098-862-7908  菓子製造業 第21031734号 R04.03.11 R10.03.31 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1階 098-858-4800  
Craft beer Time 那覇市若狭1-15-13 1F右               飲食店営業 第21031733号 R04.03.11 R10.03.31 神戸夢乃
まんが喫茶ルルアナ 那覇市仲井真379               飲食店営業 第21031647号 R04.03.01 R10.03.31 智拓株式会社 沖縄県 那覇市東町14-3 浜川第一ビル201 098-943-1606  
MY TACO RICE 那覇市牧志2-17-9 第3ワコー101               飲食店営業 第21031698号 R04.03.09 R10.03.31 仲本修大
さちばなミート 那覇市宇栄原5-1-63 098-857-0055  そうざい製造業 第21031732号 R04.03.11 R10.03.31 棚原有生
アイタル食堂 那覇市内               飲食店営業 臨時営業 第21031648号 R04.03.01 R09.03.31 奥薗良輔
着物とお食事の店　彩り 那覇市大道55-7 098-927-0836  飲食店営業 第21031651号 R04.03.02 R10.03.31 下田美智代
ホテルユクエスタ東町 那覇市東町7-22 098-866-0620  飲食店営業 第21031794号 R04.03.22 R10.03.31 株式会社エムズ 沖縄県 那覇市泊3-2-13 098-866-8582  
新里製麵所　まんぞく家 那覇市松尾2-20-9 1F               飲食店営業 第21031784号 R04.03.18 R10.03.31 新里武
新里製麺所　まんぞく家 那覇市松尾2-20-9 1F               麺類製造業 第21031783号 R04.03.18 R10.03.31 新里武
新里製麺所　まんぞく家 那覇市松尾2-20-9 1F               そうざい製造業 第21031782号 R04.03.18 R10.03.31 新里武
焼肉金城　ぎゅうぎゅう号 沖縄県全域               飲食店営業 自動車営業 第21031650号 R04.03.02 R10.03.31 金城早苗
那覇市地域密着型高齢者複合施設　わらてぃーだ 那覇市字国場329-1 098-855-7773  飲食店営業 第21031697号 R04.03.09 R10.03.31 りっか株式会社 沖縄県 那覇市小禄1-15-14 098-987-5086  
Bar　ONOFF 那覇市天久1003 098-894-8097  飲食店営業 第21031670号 R04.03.04 R10.03.31 株式会社結ホールディングス 沖縄県 那覇市首里山川町1-68 ファイブテラス1階 098-988-0514  
ROOM396 那覇市松山2-9-7 クリスタルビル5-C               飲食店営業 第21031704号 R04.03.10 R10.03.31 名嘉眞由貴
味噌めしや　まるたま 那覇市泉崎2-4-3 1F 098-831-7656  飲食店営業 第21031646号 R04.03.01 R10.03.31 中西武久
REAL 那覇市松山2-15-15 長山ビル202・203               飲食店営業 第21031669号 R04.03.04 R10.03.31 照喜名亜里沙
ジャーキーズバーガー 那覇市前島1-9-5 ハイム前島101               飲食店営業 第21031654号 R04.03.03 R10.03.31 比嘉大介
嘉例屋 那覇市字安里388-69 サカエールニライカナイ201号               飲食店営業 第21031653号 R04.03.03 R10.03.31 株式会社CHAMPLUGH 沖縄県 那覇市字安里388-69 サカエールニライカナイ201号               
Bar　ENTRANCE 那覇市久茂地3-23-10 よなはビル5階               飲食店営業 第21031674号 R04.03.04 R10.03.31 比嘉将
FUZZY 那覇市松山1-8-7 ロイヤルプラザ2ビル5F-A               飲食店営業 第21031731号 R04.03.11 R10.03.31 野村恭介
らーめん工房　赤まる 那覇市前島2-3-6 102               飲食店営業 第21031668号 R04.03.04 R10.03.31 合同会社プラウ 沖縄県 那覇市前島2-3-6 102               
ネストホテル那覇西 那覇市西1-20-19 098-988-9696  飲食店営業 第21031683号 R04.03.07 R10.03.31 ネストホテルジャパン株式会社 東京都 中央区八重洲2-7-2 03-4577-6641  
パーラーアスナロ 那覇市牧志1-2-8 1F左 098-867-7522  飲食店営業 第21031679号 R04.03.07 R10.03.31 上間勤也
LINK　安里店 那覇市字安里388-136 友寄ビル201               飲食店営業 第21031682号 R04.03.07 R10.03.31 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1F 098-941-8777  
エススタイル 那覇市松山2-10-1 松山39（スリーナイン）ビル3-B               飲食店営業 第21031659号 R04.03.03 R10.03.31 冨永実助
Girl's Bar Yoasobi 那覇市宇栄原3-28-2 ジョナサンビル4-A号室               飲食店営業 第21031681号 R04.03.07 R10.03.31 當山裕次
スナック　和美 那覇市古波蔵2-24-19 098-836-1776  飲食店営業 第21031667号 R04.03.04 R10.03.31 玉城静江
スナック　えびす 那覇市三原1-10-27               飲食店営業 第21031666号 R04.03.04 R10.03.31 知念スミ子
酒処京 那覇市与儀184-9               飲食店営業 第21031665号 R04.03.04 R10.03.31 根路銘安清
カフェ龍樋 那覇市首里金城町1-1 1F 098-886-2020  飲食店営業 第21031664号 R04.03.04 R10.03.31 一般財団法人沖縄美ら島財団 沖縄県 国頭郡本部町字石川888 0980-48-3645  
サンエーV２１じょうがく食品館 那覇市楚辺1-14-10 098-891-3031  そうざい製造業 第21031663号 R04.03.04 R10.03.31 株式会社サンエー 沖縄県 宜野湾市大山7-2-10 098-898-2262  
サンエーV２１じょうがく食品館 那覇市楚辺1-14-10 098-891-3031  魚介類販売業 第21031662号 R04.03.04 R10.03.31 株式会社サンエー 沖縄県 宜野湾市大山7-2-10 098-898-2262  
サンエーV２１じょうがく食品館 那覇市楚辺1-14-10 098-891-3031  食肉販売業 第21031661号 R04.03.04 R10.03.31 株式会社サンエー 沖縄県 宜野湾市大山7-2-10 098-898-2262  
前島メロディ 那覇市前島3-16-18-205 国吉ビル               飲食店営業 第21031660号 R04.03.04 R10.03.31 岸亜理沙
カラオケ居酒屋　ティアラ 那覇市松山2-14-13 2階 098-988-0429  飲食店営業 第21031703号 R04.03.10 R10.03.31 伊添一大
BAR　OREO 那覇市松山2-9-7 クリスタルビル3-A               飲食店営業 第21031678号 R04.03.07 R10.03.31 新地大貴
ローソン宇栄原団地前店 那覇市宇栄原4-6-3 098-857-0070  そうざい製造業 第21031680号 R04.03.07 R10.03.31 仲榮眞すえみ
cafe　plus 沖縄県全域               飲食店営業 自動車営業 第21031690号 R04.03.08 R10.03.31 合同会社１プラス１ 沖縄県 那覇市前島2-11-1               
居酒屋　舞梨乃 那覇市三原2-19-3 098-836-1052  飲食店営業 第21031677号 R04.03.07 R10.03.31 根路銘恵達
Cote Dor 那覇市牧志1-4-33 嘉数ビル1階 098-988-1620  飲食店営業 第21031702号 R04.03.10 R10.03.31 株式会社Cote Dor 沖縄県 那覇市牧志1-4-33 098-988-1620  
スシ　カフェ　ダックス 那覇市真地352-1               飲食店営業 第21031696号 R04.03.09 R10.03.31 親川勝利
かなりや 那覇市古波蔵3-5-22 1F               飲食店営業 第21031676号 R04.03.07 R10.03.31 武内歌奈子
炉端焼き　ちどり 那覇市松山1-6-3 宮城ビル1階全号室 098-988-3497  飲食店営業 第21031689号 R04.03.08 R10.03.31 崎原大志
フランク亭 那覇市前島2-19-21 平良ビル1階               飲食店営業 第21031675号 R04.03.07 R10.03.31 遠藤文子
巡（じゅん） 那覇市久茂地2-12-9 プラネットビル5F 098-864-5118  飲食店営業 第21031688号 R04.03.08 R10.03.31 奥山道代
たこマックス小禄店 那覇市宇栄原1-28-7 長嶺アパート1F               飲食店営業 第21031687号 R04.03.08 R10.03.31 嶺井克己
忘れな草 那覇市長田1-23-17 長田アパート1F 098-854-6899  飲食店営業 第21031830号 R04.03.30 R10.03.31 新川紀子
よってき屋 沖縄県全域 098-963-9135  飲食店営業 自動車営業 第21031742号 R04.03.14 R10.03.31 合同会社シーマインド 沖縄県 豊見城市真玉橋584 098-987-9066  
はなじゅみ 那覇市久茂地2-17-1 098-862-1182  飲食店営業 第21031686号 R04.03.08 R10.03.31 宮里清美
Patty color 那覇市内               飲食店営業 臨時営業 第21031701号 R04.03.10 R09.03.31 上原綾子
スーパーホテル那覇・新都心 那覇市おもろまち4-16-27 098-861-9000  飲食店営業 第21031829号 R04.03.30 R10.03.31 株式会社スーパーホテル 大阪府 大阪市西区江戸堀3-6-35 06-6543-9000  
098 那覇市松尾2-11-11 大城ビル103               飲食店営業 第21031700号 R04.03.10 R10.03.31 照喜名一希
ビ・ファーム 那覇市松山1-12-5 パステルTMビル6-A               飲食店営業 第21031695号 R04.03.09 R10.03.31 西平守彦
AQUA 那覇市首里石嶺町2-118-1 102 098-884-3559  飲食店営業 第21031694号 R04.03.09 R10.03.31 新里洋子
ファミリーマート奥武山店 那覇市奥武山町46 098-852-1520  飲食店営業 第21031767号 R04.03.17 R10.03.31 H.Y.S合同会社 沖縄県 那覇市奥武山町46 098-852-1520  
スカイラウンジ香港 那覇市安里2-4-8 12F 098-863-2288  飲食店営業 第21031693号 R04.03.09 R10.03.31 株式会社フォン・ジャパン 大阪府 大阪市中央区平野町1-8-14 06-6227-8086  
ゆくいひろば 那覇市安里2-4-8 1F 098-863-2288  飲食店営業 第21031692号 R04.03.09 R10.03.31 株式会社フォン・ジャパン 大阪府 大阪市中央区平野町1-8-14 06-6227-8086  
あんじんもこ 那覇市赤嶺2-7-12 2F               そうざい製造業 第21031793号 R04.03.22 R10.03.31 通事朋子
Miyoshi　Sour　Stand 那覇市松尾2-11-12 098-943-0311  飲食店営業 第21031809号 R04.03.24 R10.03.31 池田裕司
コリアンレストラン　チャンガ 那覇市牧志2-18-4 パレット牧志１階               飲食店営業 第21031730号 R04.03.11 R10.03.31 株式会社SIO CO SHOW 沖縄県 那覇市久茂地3-5-10 102 098-975-5816  
ラウンジ凛 那覇市久米2-8-12 SOビル2F 098-862-0777  飲食店営業 第21031714号 R04.03.10 R10.03.31 矢上隆子
Bar新時代マル 那覇市東町18-4 東町ビル4-D               飲食店営業 第21031755号 R04.03.15 R10.03.31 新里達広
MIYABI 那覇市牧志2-17-2 あきひろビル1F 098-869-9120  飲食店営業 第21031729号 R04.03.11 R10.03.31 屋嘉部裕
club　GENCO 那覇市松山1-3-18 フォレシティ松山ビル2階               飲食店営業 第21031720号 R04.03.10 R10.03.31 大城雅之
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ネオ大衆酒場オロダン劇場東町店 那覇市東町18-4 東町ビル4-E               飲食店営業 第21031728号 R04.03.11 R10.03.31 新里達広
A$ -えいどる- 那覇市久米2-2-14 ルネサンス久米ビル6階-B 098-861-5088  飲食店営業 第21031801号 R04.03.23 R10.03.31 知念栄太
カラオケ歌酒場～オロ～ 那覇市東町18-4 東町ビル2-A               飲食店営業 第21031727号 R04.03.11 R10.03.31 新里達広
林家 那覇市前島2-19-21 平良ビル1階-103               飲食店営業 第21031719号 R04.03.10 R10.03.31 林美伶
PUBあみゅーず 那覇市松山1-35-21 大福館ビル3-C 098-861-8198  飲食店営業 第21031718号 R04.03.10 R10.03.31 當真隆子
居酒屋　宙太 那覇市東町4-12 東壱番館B1階　B103号室               飲食店営業 第21031717号 R04.03.10 R10.03.31 西平勇太
Club　ZEUS 那覇市松山2-12-2 プラーカニッシンビル2階               飲食店営業 第21031716号 R04.03.10 R10.03.31 神谷友全
尚 那覇市久米2-8-14 久米8番館ビル3-C 098-868-7875  飲食店営業 第21031713号 R04.03.10 R10.03.31 渡名喜明美
本マグロ炉端劇場魚島屋 那覇市久茂地3-15-19 098-869-7204  飲食店営業 第21031715号 R04.03.10 R10.03.31 株式会社バリューボックス 沖縄県 那覇市安謝247-8 098-943-9014  
スナック　悠 那覇市東町27-19 Keiビル1F 098-863-5010  飲食店営業 第21031712号 R04.03.10 R10.03.31 中村砂織
夜香花 那覇市若狭2-4-22 サニーパートナーWAKASA201               飲食店営業 第21031711号 R04.03.10 R10.03.31 渡慶次スミ子
ラウンジ　真由美 那覇市松山1-12-5 パステルTMビル2階B号室 098-863-7733  飲食店営業 第21031710号 R04.03.10 R10.03.31 知念真由美
BLUE BOOKS café 沖縄 那覇市旭町7 098-975-9290  飲食店営業 第21031792号 R04.03.22 R10.03.31 リソル株式会社 千葉県 茂原市真名1808-1 03-6328-1495  
焼肉　ふくろう 那覇市金城3-4-1 098-851-9099  飲食店営業 第21031726号 R04.03.11 R10.03.31 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  
バー夜桜 那覇市樋川1-27-28               飲食店営業 第21031725号 R04.03.11 R10.03.31 具志弘子
居酒屋　三幸 那覇市安里491-4 098-866-0928  飲食店営業 第21031724号 R04.03.11 R10.03.31 株式会社沖縄エステート 沖縄県 那覇市安里138 098-866-0920  
サンプラザホテル 那覇市安里138 098-866-0920  飲食店営業 第21031723号 R04.03.11 R10.03.31 株式会社沖縄エステート 沖縄県 那覇市安里138 098-866-0920  
センター 那覇市牧志3-9-24               飲食店営業 第21031722号 R04.03.11 R10.03.31 保永子
ポポコーヒー 那覇市松山1-35-14 New Normal Hotelビル１F 098-917-2258  飲食店営業 第21031800号 R04.03.23 R10.03.31 有限会社H＆Lオファー 沖縄県 島尻郡与那原町字東浜78-67 MeithⅢ302               
本格パスタと沖縄タコスの店　PasTaco 那覇市字鏡水150 4階飲食店 098-840-1593  飲食店営業 第21031808号 R04.03.24 R10.03.31 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  
お気楽酒屋　風まかせ 那覇市松尾1-7-5 コーポラス松尾1F 098-862-6457  飲食店営業 第21031721号 R04.03.11 R10.03.31 新垣盛勝
MIRIENDA 沖縄県全域               飲食店営業 自動車営業 第21031754号 R04.03.15 R10.03.31 Saka Carlson James ilao
RIN BAGEL Works Makishi 那覇市牧志3-20-36 BiBi Hotel NAHA One Style Makishi 1F               飲食店営業 第21031760号 R04.03.16 R10.03.31 株式会社RIN 沖縄県 中頭郡北谷町北谷1-4-5 ロゼリ本店ビル1F 098-989-7778  
琉球茶房すーる 那覇市久茂地3-25-7 098-861-5155  飲食店営業 第21031741号 R04.03.14 R10.03.31 有限会社ケイ・ティ・ハウジングカンパニー 沖縄県 那覇市牧志1-13-1 098-867-9422  
Cafe ＆ Bar 5083 那覇市楚辺2-41-14 9F 098-996-5083  飲食店営業 第21031828号 R04.03.29 R10.03.31 G Corporation株式会社 沖縄県 那覇市小禄5-13-10 098-851-3796  
ファミリーマート　那覇小禄一丁目店 那覇市小禄1-27-3               飲食店営業 第21031740号 R04.03.14 R10.03.31 前島邦信
癒しの家スマイル 那覇市松山2-12-3 山根ビル2F 098-866-9727  そうざい製造業 第21031781号 R04.03.18 R10.03.31 合同会社ソフトライオンズ 沖縄県 那覇市松山2-12-3 山根ビル2F 098-866-9727  
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  飲食店営業 第21031766号 R04.03.17 R10.03.31 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               
嘉例カレー 那覇市松尾2-6-12 大川ビル3F               飲食店営業 第21031759号 R04.03.16 R10.03.31 三好隆太郎
パティスリー旬果屋フルーツスタンド 那覇市おもろまち4-12-9 采ビル1階 098-862-7908  飲食店営業 第21031753号 R04.03.15 R10.03.31 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1階 098-858-4800  
食堂　faidama 那覇市松尾2-12-14 1F 098-953-2616  飲食店営業 第21031752号 R04.03.15 R10.03.31 高江洲毅
食堂　faidama 那覇市松尾2-12-14 1F 098-953-2616  菓子製造業 第21031751号 R04.03.15 R10.03.31 高江洲毅
駅前やきとり串清 那覇市久茂地2-24-21 崎山ビル1F 098-861-1243  飲食店営業 第21031750号 R04.03.15 R10.03.31 津波古薫
串豚 那覇市泊1-22-16 藤ビル103号 098-862-9416  飲食店営業 第21031749号 R04.03.15 R10.03.31 喜屋武満
語い処　みるく世果報 那覇市首里赤田町1-16 098-885-8824  飲食店営業 第21031748号 R04.03.15 R10.03.31 与儀喜道
昼空屋 那覇市仲井真217-1 2階               飲食店営業 第21031827号 R04.03.28 R10.03.31 平田晃一
きずな 那覇市壺屋1-2-12               飲食店営業 第21031747号 R04.03.15 R10.03.31 津嘉山和枝
有限会社照喜名製麺所 那覇市樋川1-6-5 098-832-1468  麺類製造業 第21031744号 R04.03.15 R10.03.31 有限会社照喜名製麺所 沖縄県 那覇市樋川1-6-5 098-832-1468  
首里名物ぎぼまんじゅう 那覇市首里久場川町2-109-1 べリエールHIGA1-B 098-884-1764  菓子製造業 第21031743号 R04.03.15 R10.03.31 祖慶米子
魚国総本社・那覇291947 那覇市宇栄原4-17-10               飲食店営業 第21031758号 R04.03.16 R10.03.31 株式会社魚国総本社 大阪府 大阪市中央区道修町1-6-19 06-6478-5700  
魚国総本社・那覇291948 那覇市首里久場川町2-18-10               飲食店営業 第21031765号 R04.03.17 R10.03.31 株式会社魚国総本社 大阪府 大阪市中央区道修町1-6-19 06-6478-5700  
カラオケ居酒屋ティアラ 那覇市松山2-14-13 2F 098-988-0429  食肉販売業 第21031764号 R04.03.17 R10.03.31 伊添一大
collection 那覇市松山1-33-7 タツモトビル2階               飲食店営業 第21031780号 R04.03.18 R10.03.31 株式会社ONEカンパニー 沖縄県 中頭郡北中城村字島袋533-8               
ちゃんや 那覇市牧志1-2-30 1F 098-864-5411  飲食店営業 第21031779号 R04.03.18 R10.03.31 矢野雅之
バー　縁 那覇市三原1-10-25 アサヒビルB-2号               飲食店営業 第21031757号 R04.03.16 R10.03.31 豊村ミドリ
沖縄総合事務局食堂 那覇市おもろまち2-1-1 1F               飲食店営業 第21031791号 R04.03.22 R10.03.31 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  
Comic＆Cafe　Boxy 那覇市与儀2-21-12 098-987-4333  飲食店営業 第21031756号 R04.03.16 R10.03.31 洲鎌真也
Mow Mow × Tropical 沖縄県全域               飲食店営業 自動車営業 第21031763号 R04.03.17 R10.03.31 新井大也
たらふく弁当 沖縄県全域               飲食店営業 自動車営業 第21031807号 R04.03.24 R10.03.31 石川真也
じょうとう食堂 那覇市樋川2-2-2 098-831-6090  飲食店営業 第21031762号 R04.03.17 R10.03.31 池間菜々
ACCENDO POPCORN 那覇市内               飲食店営業 臨時営業 第21031761号 R04.03.17 R09.03.31 一般社団法人一二三 沖縄県 中頭郡北中城村安谷屋2191-4 301 098-923-1553  
スナック　ひろ 那覇市三原1-14-5               飲食店営業 第21031775号 R04.03.17 R10.03.31 渡嘉敷尚子
たんぽぽ 那覇市大道172               飲食店営業 第21031774号 R04.03.17 R10.03.31 我那覇トミ子
酒肴インディア 那覇市松山1-1-6 吉川アパート1階 098-866-0722  飲食店営業 第21031773号 R04.03.17 R10.03.31 宮城直子
喫茶　エルメス 那覇市西1-15-22 上地アパート1階               飲食店営業 第21031772号 R04.03.17 R10.03.31 上地勝秀
ぐしちゃん銀バナナ農園 那覇市大道128-4-2 長嶺ビル101               飲食店営業 第21031806号 R04.03.24 R10.03.31 久保文乃
S.lag　Makishi 那覇市牧志1-1-39 ステップビル4階A号室               飲食店営業 第21031778号 R04.03.18 R10.03.31 島尻拓也
ZASU Lemon Parlor 那覇市小禄1-2-25               飲食店営業 第21031826号 R04.03.28 R10.03.31 トゥルーバ沖縄株式会社 沖縄県 那覇市久米2-4-14 JB・NAHAビル801号室 098-868-2333  
風風ラーメン　松山店 那覇市松山1-14-16 ニューサミットビル1階 098-861-7669  飲食店営業 第21031771号 R04.03.17 R10.03.31 株式会社サン企画 沖縄県 那覇市首里大名町1-52-10 アンフィニ首里103 098-955-0106  
Bar　ボンバーズ 那覇市若狭2-4-19 早瀬ビル102号               飲食店営業 第21031770号 R04.03.17 R10.03.31 上地守
ファミリーマート牧志二丁目店 那覇市牧志2-20-20 098-860-9536  飲食店営業 第21031805号 R04.03.24 R10.03.31 株式会社沖縄ファミリーマート 沖縄県 那覇市港町3-4-18 098-867-2420  
マンガ倉庫　とりさく 那覇市高良3-1-12               飲食店営業 第21031790号 R04.03.22 R10.03.31 田中公作
マンガ倉庫　とりさく 那覇市内               飲食店営業 臨時営業 第21031777号 R04.03.18 R09.03.31 田中公作
ちるり 那覇市牧志3-3-14 098-943-2611  飲食店営業 第21031785号 R04.03.22 R10.03.31 佐藤健司
大衆マルコク劇場 那覇市国場1161-14 山川店舗1F 098-836-0836  菓子製造業 第21031787号 R04.03.22 R10.03.31 新里達広
島人ぬ宝 那覇市松尾2-10-27 098-861-3897  飲食店営業 第21031776号 R04.03.18 R10.03.31 小林剛
おでんの金太郎 那覇市松山2-7-1               飲食店営業 第21031822号 R04.03.25 R10.03.31 山城朋也
金太郎　本店 那覇市松山2-7-1 098-917-2211  飲食店営業 第21031821号 R04.03.25 R10.03.31 山城朋也
沖縄銀行　高橋食堂 那覇市前島2-21-1 098-863-3136  飲食店営業 第21031786号 R04.03.22 R10.03.31 第一総業株式会社 沖縄県 那覇市古波蔵3-8-8 098-853-5353  
沖縄県女性相談所 那覇市寄宮2-4-1               飲食店営業 第21031820号 R04.03.25 R10.03.31 株式会社オーディフ 沖縄県 浦添市内間1-7-12 098-875-1291  
地中海レストラン　エゲ 那覇市おもろまち4-8-9 1F               飲食店営業 第21031799号 R04.03.23 R10.03.31 デデコチ　クルシャット
まえじま食堂 那覇市前島2-1-20               飲食店営業 第21031789号 R04.03.22 R10.03.31 宇栄原美佐子
ファミリーマート那覇与儀二丁目店 那覇市与儀2-15-8 098-834-9608  飲食店営業 第21031834号 R04.03.31 R10.03.31 株式会社プライム 沖縄県 豊見城市字上田524-1 2F               
首里彩ごはん　うない 那覇市首里汀良町1-32-1               飲食店営業 第21031788号 R04.03.22 R10.03.31 運天姿子
グランドストーン 那覇市泉崎2-104-12 098-855-8533  飲食店営業 第21031798号 R04.03.23 R10.03.31 渡嘉敷千鶴
BAR MUGEN 那覇市松山1-8-7 ロイヤルプラザⅡ　4A               飲食店営業 第21031819号 R04.03.25 R10.03.31 株式会社BRAVE 沖縄県 那覇市銘苅1-7-30 サニーグランデ107               
ラーメンplus 那覇市松尾2-10-20               飲食店営業 第21031804号 R04.03.24 R10.03.31 国仲憲一
せんべろplus 那覇市松尾2-10-20               飲食店営業 第21031803号 R04.03.24 R10.03.31 合同会社1プラス1 沖縄県 那覇市前島2-11-1               
ホテルシャングリラ 那覇市曙2-28-1 098-861-8210  飲食店営業 第21031797号 R04.03.23 R10.03.31 有限会社仲里開発 沖縄県 那覇市曙2-28-1 098-861-8210  
ケンタッキーフライドチキン小禄店 那覇市赤嶺1-4-4 098-857-7839  飲食店営業 第21031796号 R04.03.23 R10.03.31 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  
51 那覇市安里388-13 栄町ロータリービル102               飲食店営業 第21031802号 R04.03.24 R10.03.31 前田健
CHUDOG 那覇市内               飲食店営業 臨時営業 第21031814号 R04.03.24 R09.03.31 株式会社佑コーポレーション 沖縄県 糸満市阿波根1406-64 098-959-9015  
BAR 3F 那覇市若狭1-3-17 フランスビル3-B               飲食店営業 第21031833号 R04.03.31 R10.03.31 山城佑斗
ワーチキン 那覇市内 098-962-0644  飲食店営業 臨時営業 第21031813号 R04.03.24 R09.03.31 趙善娥
まにもご 那覇市内               飲食店営業 臨時営業 第21031812号 R04.03.24 R09.03.31 株式会社OKIKANG 沖縄県 那覇市国場1000-3 カンセイホーム国場2-A 098-851-8994  
沖縄県立那覇みらい支援学校 那覇市古波蔵4-10-17               飲食店営業 第21031825号 R04.03.28 R10.03.31 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  
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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 申請者電話申請者住所営業所所在地 営業の種類
島のくわっちーキッチン 沖縄県全域               飲食店営業 自動車営業 第21031818号 R04.03.25 R10.03.31 増井直樹
株式会社　結トラベル 那覇市内               飲食店営業 臨時営業 第21031811号 R04.03.24 R09.03.31 株式会社　結トラベル 沖縄県 那覇市具志3-23-13 098-851-9617  
みやぎ菓子店 那覇市小禄807-1 098-857-4197  菓子製造業 第21031823号 R04.03.25 R10.03.31 宮城悦子
情報棟食堂 那覇市大道77 098-885-5311  飲食店営業 第21031817号 R04.03.25 R10.03.31 株式会社大育 沖縄県 那覇市大道77 098-885-5311  
情報棟食堂 那覇市大道77 098-885-5311  菓子製造業 第21031816号 R04.03.25 R10.03.31 株式会社大育 沖縄県 那覇市大道77 098-885-5311  
RENEMIA 那覇市牧志2-7-15 098-866-2501  菓子製造業 第21031815号 R04.03.25 R10.03.31 株式会社レネミア 沖縄県 那覇市牧志2-23-6 098-860-8372  
福岡炉端もん 那覇市牧志1-1-39 STEPビル1F-A号 098-860-7761  飲食店営業 第21031824号 R04.03.28 R10.03.31 株式会社ミチツクル 福岡県 福岡市中央区今泉1-16-17 1F 092-739-0126  
BaR HiDeY@ 那覇市三原2-3-3 富原ビルA101               飲食店営業 第21031832号 R04.03.31 R10.03.31 大城秀徳
社会福祉法人　そてつの会授産施設　そてつ 那覇市古波蔵4-7-14               飲食店営業 第21031831号 R04.03.31 R10.03.31 コスモフーズ株式会社 沖縄県 那覇市銘苅322-5 真栄城ビル203 098-862-9241  
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