
R4.4.1～R4.4.30
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 有効期間 申請者名 申請者電話
海味弁当 那覇市銘苅335-10               飲食店営業 第21040003号 R04.04.04 R10.04.30 比嘉弘正               
カフェー　さくら 那覇市曙2-23-9 やまだビル1F               飲食店営業 第21040002号 R04.04.04 R10.04.30 久場良子               
かつさと 那覇市安謝664番地 マックスバリュー安謝内 098-860-7318  飲食店営業 第21040001号 R04.04.04 R10.04.30 有限会社ベリーズ 那覇市真嘉比2-19-9 4F 098-894-4651  
yamayan 那覇市首里金城町1-28               そうざい製造業 第21040012号 R04.04.06 R10.04.30 株式会社すかい二一 那覇市首里山川町1-51 098-887-2012  
はま寿司　那覇古島店 那覇市古島1-25-3               飲食店営業 第21040011号 R04.04.06 R10.04.30 株式会社はま寿司 港区港南2-18-1
BAR SAITANIYA　才谷屋 那覇市久米2-8-14 久米八番館ビル1-4 098-917-1944  飲食店営業 第21040010号 R04.04.06 R10.04.30 上原　彰太
焼肉居酒屋　しん吉や 那覇市久茂地3-29-41 098-864-0665  飲食店営業 第21040009号 R04.04.06 R10.04.30 翁長吾央               
ドミノ・ピザ　おもろまち店 那覇市真嘉比1-21-29 098-882-1771  飲食店営業 第21040008号 R04.04.06 R10.04.30 株式会社ドミノ・ピザ　ジャパン 千代田区岩本町1-10-3 紀繁ビル4,5F 0120-838-204  
沖縄　島商店 那覇市牧志1-3-62 2F 098-861-9267  飲食店営業 第21040007号 R04.04.06 R10.04.30 株式会社琉宴 那覇市久茂地3-9-3 田園ビル5F 098-917-4266  
Soleil Second 那覇市松山1丁目4-8 フラワードリームビル3F 098-868-9687  飲食店営業 第21040006号 R04.04.06 R10.04.30 知念孝               
bar Quizas 那覇市牧志3-13-12 ＋HACCHI204               飲食店営業 第21040013号 R04.04.07 R10.04.30 上原信次               
レモン農園直営 「ZASU」 那覇市小禄1-17-23               飲食店営業 第21040014号 R04.04.07 R10.04.30 トゥルーバ沖縄株式会社 那覇市久米2-4-14 JB・NAHAビル801号室 098-868-2333  
M’ｓ cafe 那覇市首里赤平町2-40-2 TORASE hill 1F               飲食店営業 第21040015号 R04.04.07 R10.04.30 安里昌則               
MK　Sweets 那覇市東町4-12 東壱番館502               菓子製造業 第21040016号 R04.04.07 R10.04.30 金城美智子               
Veggie Tone Okinawa 那覇市東町4-12 502               菓子製造業 第21040017号 R04.04.07 R10.04.30 西澤奈津               
小料理　ゆ～み～ 那覇市安里388-75 大城ビル2F 098-943-4886  飲食店営業 第21040018号 R04.04.07 R10.04.30 土田由美子               
ホテル　LE　ROI 那覇市辻2-21-3 098-988-0203  飲食店営業 第21040019号 R04.04.07 R10.04.30 株式会社LOL 福岡市博多区榎田2-9-38 401号 092-481-0250  
ローソン那覇高良店 那覇市高良3-11-23 098-858-8311  飲食店営業 第21040020号 R04.04.07 R10.04.30 Aiコンテント合同会社 浦添市伊祖3-13-1 3F 098-879-2213  
OKINAWA　SOBA　EIBUN 那覇市壺屋1-5-14 ボーボー屋ビル1F 098-914-3882  飲食店営業 第21040021号 R04.04.07 R10.04.30 中村栄文               
EIGHT_THOUSAND_EIGHT 8008 沖縄県全域 飲食店営業 自動車営業 第21040024号 R04.04.08 R10.04.30 金城美由紀
居酒屋　てぇげぇ 那覇市繁多川3-8-21 飲食店営業 第21040023号 R04.04.08 R10.04.30 才田浩
沖縄居食屋　梨恵 那覇市若狭1-2-22 102号 飲食店営業 第21040022号 R04.04.08 R10.04.30 髙良梨恵
ぱん家10Ten 那覇市安謝2-3-9 1F 098-868-7910  菓子製造業 第21040037号 R04.04.11 R10.04.30 翁長良和               
ローソン那覇若狭三丁目店 那覇市若狭3-43-15 098-861-2226  そうざい製造業 第21040036号 R04.04.11 R10.04.30 合同会社　YMカンパニー 那覇市前島3-22-16 トーマス前島601号               
BIG GOOD 那覇市長田1-13-55 飲食店営業 第21040035号 R04.04.11 R10.04.30 大城良太
ガールズバー　アダマス 那覇市東町12-1 ミリオンプラザⅡ　3-C 飲食店営業 第21040034号 R04.04.11 R10.04.30 新屋真朱
のどか家 那覇市松山1-8-7 ロイヤルプラザⅡ　2F-B 098-866-8277  飲食店営業 第21040033号 R04.04.11 R10.04.30 西嶋二郎
アセローラフレッシュ 那覇市内               飲食店営業 臨時営業 第21040032号 R04.04.11 R09.04.30 農業生産法人株式会社アセロラフレッシュ 国頭郡本部町字並里52-2 0980-47-2505  
んまむぬ家 那覇市首里平良町2-111 098-927-5736  飲食店営業 第21040031号 R04.04.11 R10.04.30 喜屋武奈緒               
んまむぬ家 那覇市首里平良町2-111 098-927-5736  菓子製造業 第21040030号 R04.04.11 R10.04.30 喜屋武奈緒               
ラウンジ　キャンティー 那覇市松山1-8-19 シティまつやま５階-B 098-861-0644  飲食店営業 第21040029号 R04.04.11 R10.04.30 粟国智子               
BAR Blue Lagoon 那覇市東町5-14 ポストビル2階-201 098-943-2222  飲食店営業 第21040028号 R04.04.11 R10.04.30 上地透               
スマイル 那覇市東町27-4 美館ビル501号 098-861-7748  飲食店営業 第21040027号 R04.04.11 R10.04.30 長浜ヒロエ               
泡盛BAR酔ing 那覇市久茂地3-9-3 098-943-9700  飲食店営業 第21040026号 R04.04.11 R10.04.30 嘉数茂一               
酒場KUMECHO 那覇市内 098-951-3342  飲食店営業 臨時営業 第21040025号 R04.04.11 R09.04.30 宮里武               
眞路 那覇市赤嶺2-9-4 ボナールK1階 098-996-3969  飲食店営業 第21040046号 R04.04.12 R10.04.30 金城真奈美               
ニュー・ヒガワ 那覇市樋川2-1-26-1 飲食店営業 第21040045号 R04.04.12 R10.04.30 坂晴紀
のれん街　沖縄ステーキ 那覇市内 098-866-1550  飲食店営業 臨時営業 第21040044号 R04.04.12 R09.04.30 株式会社　ハンズオンカンパニー 那覇市牧志2-2-30 ２F 098-866-1550  
炭焼き　にはち 那覇市安里388-67 1F 098-887-2424  飲食店営業 第21040043号 R04.04.12 R10.04.30 大嶺雄司
Snack Bar 島の人 那覇市おもろまち4-8-7 グランブルービル202 098-862-3636  飲食店営業 第21040042号 R04.04.12 R10.04.30 大濵幸恵
パンの園 那覇市長田2-13-17 コーポ屋比久102 098-832-6407  菓子製造業 第21040041号 R04.04.12 R10.04.30 喜納賢榮
マンチーズ 那覇市安里1-1-58 光生ビル201 098-863-3371  飲食店営業 第21040040号 R04.04.12 R10.04.30 永戸昭男
お食事処　花 那覇市寄宮2-1-3 宮木原アパート1F 098-831-6780  飲食店営業 第21040039号 R04.04.12 R10.04.30 新垣直美
コマネチ　国際通り店 那覇市久茂地3-3-3               飲食店営業 第21040038号 R04.04.12 R10.04.30 株式会社極カンパニー 那覇市久茂地3-9-11 アーバンビル地下1階 098-861-9199  
沖縄バルのお店　オキバル 那覇市久茂地2-7-21 名嘉真ビル1F 098-943-0005  飲食店営業 第21040049号 R04.04.13 R10.04.30 株式会社AVENTURA　WORKS 那覇市与儀2-15-24
トラント・トロワ３３ 那覇市長田1-24-17 丸勝荘101 飲食店営業 第21040048号 R04.04.13 R10.04.30 原一馬
ぼんぢりや　古島店 那覇市古島1-1-11 コーポオーシャン1階 098-882-4117  飲食店営業 第21040047号 R04.04.13 R10.04.30 有限会社　海援隊沖縄 豊見城市上田559 098-851-3869  
果実とロマンス 那覇市牧志1-1-39 ステップビル3F-B               飲食店営業 第21040050号 R04.04.14 R10.04.30 大城良太               
童夢 那覇市牧志3-10-5 アドビル101               飲食店営業 第21040051号 R04.04.14 R10.04.30 知念信男               
サケトメシ　〆〆 那覇市牧志3-13-12 プラスハッチビル205               飲食店営業 第21040056号 R04.04.14 R10.04.30 株式会社　AND EIGHT 那覇市牧志3-13-12 プラスハッチビル205               
バー・セカンド 那覇市松山1-6-3 宮城ビル202 098-943-6296  飲食店営業 第21040055号 R04.04.14 R10.04.30 屋冨祖悟
BASSHILINE COFFEE＆Life 那覇市内               飲食店営業 臨時営業 第21040054号 R04.04.14 R09.04.30 喜久山宣之
カラオケBanBan　奥武山公園前店 那覇市鏡原町10-2 鏡原UビルⅡ　1階 飲食店営業 第21040053号 R04.04.14 R10.04.30 株式会社シン・コーポレーション 新宿区山吹町346-6 日新ビル4F 03-5225-1410  
BAR SPADE 那覇市久茂地3-23-10 よなはビル2F　202 098-988-8005  飲食店営業 第21040052号 R04.04.14 R10.04.30 株式会社メインセイルトラスト 那覇市久茂地3-23-10 よなはビル6階 098-988-8005  
カラオケ　ミィ 那覇市安里388-1 098-885-9456  飲食店営業 第21040067号 R04.04.15 R10.04.30 呉屋一成               
島思い 那覇市東町4-12 飲食店営業 第21040066号 R04.04.15 R10.04.30 前底啓司               
米ふぁみりぃ 那覇市首里平良町1-21 098-884-9722  飲食店営業 第21040065号 R04.04.15 R10.04.30 有限会社山七 那覇市首里平良町1-21 098-884-9722  
DSP 那覇市久米2-8-14 久米8番館　地下B号室               飲食店営業 第21040064号 R04.04.15 R10.04.30 株式会社Reafort 那覇市泉崎1-12-1 ララプレイスリゾート沖縄県庁前701               
酒処いろは 那覇市前島3-11-13               飲食店営業 第21040063号 R04.04.15 R10.04.30 伊良皆樹               
焼肉金ちゃん 那覇市内               飲食店営業 臨時営業 第21040062号 R04.04.15 R09.04.30 金城善貴
優花 那覇市東町20-16 タイセイローズビル4F 098-868-8093  飲食店営業 第21040061号 R04.04.15 R10.04.30 島袋光枝
街の惣菜屋さん 那覇市松山2-20-15 オリコ紹介ビル1F               飲食店営業 第21040060号 R04.04.15 R10.04.30 知花嘉美
SARAI 那覇市松尾2-24-9 飲食店営業 第21040059号 R04.04.15 R10.04.30 小山久美子
てん一　新都心店 那覇市天久1-28-12 1F 098-867-7363  飲食店営業 第21040058号 R04.04.15 R10.04.30 宮城宗次
スカイラウンジマリーエ 那覇市字旭町112-1 金秀ビル9F 098-868-6801  飲食店営業 第21040057号 R04.04.15 R10.04.30 金秀商事株式会社 中頭郡西原町字小那覇494-1 098-946-2830  
YAKKUN WORLD CLUB 那覇市首里崎山町4-44-2               飲食店営業 第21040080号 R04.04.20 R10.04.30 儀間康哲               
ダーツ・バー　フィードバック 那覇市松山1-34-3 カクテルプラザビルB1 098-868-8744  飲食店営業 第21040074号 R04.04.20 R10.04.30 知念宏美               
てんぷら　花笠Jr. 那覇市松山2-22-4               飲食店営業 第21040079号 R04.04.20 R10.04.30 今　隆視               
ほっともっと首里駅前店 那覇市首里鳥堀町4-18               飲食店営業 第21040073号 R04.04.20 R10.04.30 根路銘宗滝
O3 那覇市松山2-9-7 クリスタルビル3-C               飲食店営業 第21040078号 R04.04.20 R10.04.30 祥雲　亮               
女性限定BAR　藤川 那覇市東町12-1 3階　3-D号室 飲食店営業 第21040077号 R04.04.20 R10.04.30 平田愛里
SOYSOY naha 那覇市久茂地1-1-1 デパートりうぼう４階               飲食店営業 第21040076号 R04.04.20 R10.04.30 具志堅玲乃               
ホットトラック 沖縄県全域               飲食店営業 自動車営業 第21040072号 R04.04.20 R10.04.30 宮城青也               
LUPINUS TEA BREAK 那覇市内 098-951-3300  飲食店営業 臨時営業 第21040071号 R04.04.20 R09.04.30 川上未穂               
Oasis　オアシス 那覇市宇栄原3-30-3 2D 098-858-3384  飲食店営業 第21040070号 R04.04.20 R10.04.30 平良美華               
やす吉 那覇市安里388-67 2F 098-884-6280  飲食店営業 第21040069号 R04.04.20 R10.04.30 屋嘉比康史               
Minsa　Cafe 那覇市内 098-800-1430  飲食店営業 臨時営業 第21040068号 R04.04.20 R09.04.30 青山朋佳               
姉妹 那覇市樋川1-30-1               飲食店営業 第21040075号 R04.04.20 R10.04.30 石川敬子               
地魚仕立て屋　おりた鮮魚店 那覇市与儀366-3 城徳アパートB105 098-855-0090  飲食店営業 第21040092号 R04.04.21 R10.04.30 株式会社オリタトサカナ 那覇市与儀366-3 城徳アパートB105 098-855-0090  
地魚仕立て屋　おりた鮮魚店 那覇市与儀366-3 城徳アパートB105 098-855-0090  魚介類販売業 第21040091号 R04.04.21 R10.04.30 株式会社オリタトサカナ 那覇市与儀366-3 城徳アパートB105 098-855-0090  
味処　わくた 那覇市東町14-22 国正ビル201               飲食店営業 第21040090号 R04.04.21 R10.04.30 友寄　哲也               
やきとり竜鳳　1832 那覇市内               飲食店営業 臨時営業 第21040089号 R04.04.21 R09.04.30 羽地博也
good farms kitchen 那覇市久米2-30-6 098-988-9789  飲食店営業 第21040088号 R04.04.21 R10.04.30 株式会社　輪っしょい 那覇市久茂地3-29-41 久茂地マンション203 098-963-9662  
ボートレースアンテナショップカフェ 那覇市久茂地3-29-70 ココスガーデンテラス1F-B 098-943-6746  飲食店営業 第21040087号 R04.04.21 R10.04.30 合同会社ケイズプロジェクト 中頭郡北谷町字砂辺406-1 098-923-0069  
桔梗屋 那覇市内               飲食店営業 臨時営業 第21040086号 R04.04.21 R09.04.30 株式会社リウボウインダストリー 那覇市久茂地1-1-1 098-867-1171  
くりーむ堂 那覇市内               飲食店営業 臨時営業 第21040085号 R04.04.21 R09.04.30 株式会社リウボウインダストリー 那覇市久茂地1-1-1 098-867-1171  
アンド・アールグレイ 那覇市内               飲食店営業 臨時営業 第21040084号 R04.04.21 R09.04.30 株式会社リウボウインダストリー 那覇市久茂地1-1-1 098-867-1171  
アイスビストロ・ヒライ 那覇市内               飲食店営業 臨時営業 第21040083号 R04.04.21 R09.04.30 株式会社リウボウインダストリー 那覇市久茂地1-1-1 098-867-1171  
ナチュリノ 那覇市内               飲食店営業 臨時営業 第21040082号 R04.04.21 R09.04.30 株式会社リウボウインダストリー 那覇市久茂地1-1-1 098-867-1171  
Bar 18 ARTIST GUILD 那覇市内               飲食店営業 臨時営業 第21040081号 R04.04.21 R09.04.30 株式会社キャビネットフィールド 那覇市おもろまち4-12-13 A-1 098-864-1800  
ファミリーマート　繁多川四丁目店 那覇市繁多川4-8-27               飲食店営業 第21040103号 R04.04.22 R10.04.30 株式会社MK商事 浦添市城間3-25-6-201号 サンパークパレス浦添 098-878-1561  
ファミリーマート　那覇小禄本通り店 那覇市小禄201               飲食店営業 第21040102号 R04.04.22 R10.04.30 前島邦信               
Coco Smoothie 那覇市樋川2-2-5 ナナマンビルⅡ105               飲食店営業 第21040101号 R04.04.22 R10.04.30 玉城綾乃               
マックスバリュ新都心めかる店 那覇市銘苅1-10-15               食肉販売業 第21040100号 R04.04.22 R10.04.30 イオン琉球株式会社 島尻郡南風原町字兼城514-1 098-889-5464  
首里うかじ 那覇市首里当蔵町2-13               飲食店営業 第21040109号 R04.04.22 R10.04.30 辻󠄀絢平               
開南そば屋 那覇市樋川2-1-26               飲食店営業 第21040099号 R04.04.22 R10.04.30 瑞慶覧恵美子               
グッディ・フォーユー那覇 那覇市安里1-1-5 りゅうきゅうプライム102 098-963-9120  飲食店営業 第21040108号 R04.04.22 R10.04.30 株式会社グッディ・フォーユー六本木 港区南青山5-18-10 コーポラス明石102 03-6434-9155  
グッディ・フォーユー那覇 那覇市安里1-1-5 りゅうきゅうプライム102 098-963-9120  菓子製造業 第21040107号 R04.04.22 R10.04.30 株式会社グッディ・フォーユー六本木 港区南青山5-18-10 コーポラス明石102 03-6434-9155  
グッディ・フォーユー那覇 那覇市安里1-1-5 りゅうきゅうプライム102 098-963-9120  そうざい製造業 第21040106号 R04.04.22 R10.04.30 株式会社グッディ・フォーユー六本木 港区南青山5-18-10 コーポラス明石102 03-6434-9155  
Spoon 那覇市松山1-14-10 クイーンズビル1階               飲食店営業 第21040098号 R04.04.22 R10.04.30 糸数大輝               
医療法人　銀河　AZクリニック 那覇市奥武山町46-2 りゅうとうビル 098-851-3127  飲食店営業 第21040105号 R04.04.22 R10.04.30 日清医療食品株式会社 千代田区丸の内2-7-3 03-3287-3611  
Bar　EMOTION 那覇市金城2-2-7 ティアラパレス2F 098-857-8100  飲食店営業 第21040104号 R04.04.22 R10.04.30 山里勇作               
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R4.4.1～R4.4.30
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 有効期間 申請者名 申請者電話営業所所在地 営業の種類 申請者住所
昭和スタイル酒場　日の出ヤキニク 那覇市壺屋1-1-14 098-975-9707  飲食店営業 第21040097号 R04.04.22 R10.04.30 下井みのり               
ヤフソチキン 那覇市内               飲食店営業 臨時営業 第21040096号 R04.04.22 R09.04.30 照屋寛樹               
おもろダイニング　山葵 那覇市おもろまち4-8-8 1F・2F 098-869-1401  飲食店営業 第21040095号 R04.04.22 R10.04.30 有限会社海援隊沖縄 豊見城市字上田559 098-851-3869  
博多　一幸舎 那覇市内               飲食店営業 臨時営業 第21040094号 R04.04.22 R09.04.30 株式会社ディーエムエー 福岡市中央区今泉2-3-23 ARTK’s上人橋3F 092-401-0005  
FINCA　LA　VIGIA　OKINAWA 那覇市内               飲食店営業 臨時営業 第21040093号 R04.04.22 R09.04.30 有限会社noi enter prise 港区西麻布1-14-1 井門西麻布ビル1階               
Howdy Garden 那覇市松尾2-11-13 コーポうえず1F左 098-943-1980  飲食店営業 第21040111号 R04.04.25 R10.04.30 株式会社Howdy 中頭郡北谷町字美浜34-5 アメリカンビレッジデポセントラル5F 098-989-9494  
ランタン 那覇市安里2-4-15 西田店舗1-3 098-988-7800  飲食店営業 第21040110号 R04.04.25 R10.04.30 上間和千代
魚寿司　国際通りのれん街 那覇市牧志2-2-30 リウボウ商事本社ビル1階　B 098-963-9135  飲食店営業 第21040128号 R04.04.26 R10.04.30 株式会社南の島のスパイス 那覇市牧志2-2-30 リウボウビル3階 098-963-9135  
大人の駄菓子屋横丁 那覇市牧志2-2-30 リウボウ商事本社ビルB1階　C-1 098-963-9135  飲食店営業 第21040127号 R04.04.26 R10.04.30 株式会社南の島のスパイス 那覇市牧志2-2-30 リウボウビル3階 098-963-9135  
フラモンバナナ 沖縄県全域               飲食店営業 自動車営業 第21040126号 R04.04.26 R10.04.30 山本美樹               
むいむい弁当 那覇市国場1183-4 新屋マンション104               そうざい製造業 第21040125号 R04.04.26 R10.04.30 城間泰地               
美酒　大和撫子 那覇市牧志2-2-30 国際通りのれん街2階 098-943-5739  飲食店営業 第21040124号 R04.04.26 R10.04.30 米本美咲               
海酒　イケヤレ 那覇市牧志2-2-30 国際通りのれん街2階               飲食店営業 第21040123号 R04.04.26 R10.04.30 米本美咲               
沖縄　ユラユラ 那覇市牧志2-2-30 2F               飲食店営業 第21040122号 R04.04.26 R10.04.30 株式会社Hi-STAND 品川区南大井2-1-11 1201号 03-5839-2974  
水曜日のズキュン！ 那覇市牧志2-2-30 2F               飲食店営業 第21040121号 R04.04.26 R10.04.30 株式会社Hi-STAND 品川区南大井2-1-11 1201号 03-5839-2974  
ベトナムレストラン 那覇市壺屋2-26-12 1階 098-851-4335  飲食店営業 第21040120号 R04.04.26 R10.04.30 PHAM VAN TUYEN
ocean good table 那覇市牧志2-2-30 国際通りのれん街2階 098-943-1402  飲食店営業 第21040119号 R04.04.26 R10.04.30 株式会社サンクワーク 中野区鷺宮3-9-21 フラッツ鷺宮401 03-3338-4765  
ロバート　タイワン　ブロンクス 那覇市牧志2-2-30 国際通りのれん街2階 098-943-1702  飲食店営業 第21040118号 R04.04.26 R10.04.30 株式会社サンクワーク 中野区鷺宮3-9-21 フラッツ鷺宮401 03-3338-4765  
CLUB　GODIVA 那覇市松山2-9-5 フラミンゴビル3F               飲食店営業 第21040117号 R04.04.26 R10.04.30 新垣俊輔               
63 cafe NAHA 那覇市辻󠄀3-2-1 コスタビレッジエスパーナ2階               飲食店営業 第21040116号 R04.04.26 R10.04.30 RLD株式会社 那覇市松山1-14-20 098-917-5859  
牛屋 那覇市内 098-869-2324  飲食店営業 臨時営業 第21040115号 R04.04.26 R09.04.30 比嘉武               
沖縄ハーバービューホテル　「宴会コール」 那覇市泉崎2-46 098-853-2958  飲食店営業 第21040114号 R04.04.26 R10.04.30 ザ・ホテリエ・グループ那覇株式会社 那覇市泉崎2-46 098-853-2958  
どんぶりの店　志貴 那覇市鏡水150番地 那覇空港ターミナル4F 098-876-4613  飲食店営業 第21040113号 R04.04.26 R10.04.30 有限会社　志貴 浦添市大平2-14-10 098-876-4613  
泡盛ダイニング　のみ亭 那覇市久米2-25-11 102 098-868-1663  飲食店営業 第21040112号 R04.04.26 R10.04.30 池原末来               
居酒屋　とみ 那覇市三原1-13-14 103 098-861-6300  飲食店営業 第21040133号 R04.04.27 R10.04.30 株式会社　富 那覇市久米2-3-15 COI那覇ビル 098-861-6300  
ガールズバー　ダズル 那覇市松山2-16-12 福島ビル4-D               飲食店営業 第21040132号 R04.04.27 R10.04.30 比嘉亮貴               
オキサカ　フードワークス 那覇市安里388-6 コーポ未来202号 098-917-5959  飲食店営業 第21040131号 R04.04.27 R10.04.30 株式会社リレーション 那覇市安里2-6-23 1005号 098-943-7570  
カラフル 那覇市牧志3-13-12 ＋ハッチビル2階　203号室 098-943-9910  飲食店営業 第21040130号 R04.04.27 R10.04.30 泊亮               
居酒屋風カラオケスナック　喜多郎 那覇市首里石嶺町3-77-1 102号               飲食店営業 第21040129号 R04.04.27 R10.04.30 石川美恵子               
炭焼き鶏×沖縄酒場Jimmy 那覇市東町5-1 104               飲食店営業 第21040141号 R04.04.28 R10.04.30 小山伸一               
つけそば慶次 那覇市国場668-3 飲食店営業 第21040140号 R04.04.28 R10.04.30 髙柳拓未
家庭料理　はな 那覇市繁多川1-20-6 098-835-0158  飲食店営業 第21040139号 R04.04.28 R10.04.30 渡口早苗               
アイランド 那覇市田原3-11-7 098-859-1826  飲食店営業 第21040138号 R04.04.28 R10.04.30 玉城真一               
わか松 那覇市牧志2-13-7 ルミナスコート1F 098-869-0070  飲食店営業 第21040137号 R04.04.28 R10.04.30 合同会社　吉 那覇市久茂地3-5-7 久茂地第一マンション103号 098-868-7610  
造り酒屋 百甕 那覇市牧志1-2-25 098-863-7254  飲食店営業 第21040136号 R04.04.28 R10.04.30 ヘリオスフードサービス株式会社 那覇市牧志1-2-25 098-863-7258  
スノーラグーンアイスクリーム 那覇市内               飲食店営業 臨時営業 第21040135号 R04.04.28 R09.04.30 株式会社ナンポー 那覇市曙3-21-2 098-867-7902  
さし味や 那覇市曙2-8-1 098-869-8811  飲食店営業 第21040134号 R04.04.28 R10.04.30 上原弘江               
炭火ダイニング　COCOKARA 那覇市久茂地3-29-16 098-943-1347  飲食店営業 第21040142号 R04.04.28 R10.04.30 糸数昌樹               
おろく居酒屋　コウKitchen 那覇市宇栄原1-28-1 ハラ産業ビル102 098-859-4459  飲食店営業 第21040143号 R04.04.28 R10.04.30 眞喜志康太
浮島ガーデン 那覇市内 098-943-2100  飲食店営業 臨時営業 第21040144号 R04.04.28 R09.04.30 南西食堂株式会社 那覇市松尾2-12-3 098-943-2100  
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