
R4.5.1～R4.5.31
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
SOUTH GATE 那覇市若狭2-2-7 BCビル　ｂ4               飲食店営業 第21040150号 R04.05.02 R10.05.31 西銘成起               
日本料理　行雲 那覇市首里大名町3-3               飲食店営業 第21040147号 R04.05.02 R10.05.31 仲西智顕               
ファミリーマート那覇高校前店 那覇市泉崎2-1-5 098-833-9255  飲食店営業 第21040146号 R04.05.02 R10.05.31 株式会社沖縄ファミリーマート 那覇市港町3-4-18 098-867-2420  
シネマQ 那覇市おもろまち4-4-9 098-951-0011  飲食店営業 第21040145号 R04.05.02 R10.05.31 ザ・テラスホテルズ株式会社 名護市字喜瀬1808 0980-51-1333  
KOHALA HOTEL 那覇市泉崎2-3-11 098-996-1371  飲食店営業 第21040149号 R04.05.02 R10.05.31 株式会社宮藤 那覇市泉崎1-4-6 1階
株式会社ワークサポート 那覇市前島2-15-19 1F 098-994-8918  菓子製造業 第21040148号 R04.05.02 R10.05.31 株式会社ワークサポート 糸満市西崎5-9-18 098-994-8918  
umibe food truck 沖縄県全域               飲食店営業 自動車営業 第21040155号 R04.05.06 R10.05.31 沖縄フレッシュ株式会社 那覇市曙2-27-1 星ビル202 098-995-9127  
チャトニ・カレー店 那覇市泉崎1-7-7 201 098-975-7200  飲食店営業 第21040154号 R04.05.06 R10.05.31 畠山龍也               
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  飲食店営業 第21040153号 R04.05.06 R10.05.31 株式会社トリムフーズ 那覇市宇栄原1-26-23 098-857-7386  
焼肉　勇太郎 那覇市内 098-917-2929  飲食店営業 臨時営業 第21040152号 R04.05.06 R09.05.31 安部勇太郎
茶房あんり 那覇市首里大名町2-103-6 098-886-9182  飲食店営業 第21040151号 R04.05.06 R10.05.31 安里美千代
スナック　ナナ 那覇市東町18-4 東町ビル5F-A               飲食店営業 第21040157号 R04.05.09 R10.05.31 伊波清美               
Blue Port CAFE 那覇市西2-23-1 ホテル・アンドルームス那覇ポート 098-860-2134  飲食店営業 第21040156号 R04.05.09 R10.05.31 株式会社T-ReIve 中頭郡中城村字南上原1021 プリモタウン2-B 098-860-2134  
#　K-MEAT 那覇市牧志3-3-15               飲食店営業 第21040162号 R04.05.10 R10.05.31 株式会社QALETAQA 那覇市牧志3-3-15               
築地青空三代目 那覇市松山1-15-14 松山産業第3マンション1F 098-862-7956  飲食店営業 第21040161号 R04.05.10 R10.05.31 株式会社琉球青空三代目 那覇市牧志2-5-29 098-988-1719  
伊麺しょり 那覇市小禄1-4-25 098-857-3388  飲食店営業 第21040159号 R04.05.10 R10.05.31 大城信也
株式会社ホテルロイヤルオリオン 那覇市内 098-866-5533  飲食店営業 臨時営業 第21040158号 R04.05.10 R09.05.31 株式会社ホテルロイヤルオリオン 那覇市安里1-2-21 098-866-5533  
築地男前鮓　国際通り屋台村 那覇市牧志3-11-17 屋台番号2 飲食店営業 第21040160号 R04.05.10 R10.05.31 株式会社琉球青空三代目 那覇市牧志2-5-29 098-988-1719  
がじゅまるの如く 那覇市曙3-19-1 正栄ビル1F               飲食店営業 第21040173号 R04.05.11 R10.05.31 宮城亜沙香               
BLOOM 那覇市宇栄原3-28-2 302               飲食店営業 第21040172号 R04.05.11 R10.05.31 株式会社ヒューマンテクノコンサルタント 那覇市小禄94-1 テラスハウス小禄A 098-891-8925  
Executive　Lounge　Lien 那覇市牧志2-3-20 アーバンコア牧志201 098-988-9566  飲食店営業 第21040171号 R04.05.11 R10.05.31 崎浜陽士郎               
Bar＆Cafe 7C 那覇市おもろまち4-17-9 TNビル1F 098-988-9111  飲食店営業 第21040170号 R04.05.11 R10.05.31 山縣純
すずらん 那覇市東町20-16 タイセイビル 201号室 飲食店営業 第21040169号 R04.05.11 R10.05.31 杉田智恵               
すし　きわむ 那覇市おもろまち4-10-12 當銘ビル1階 098-869-3555  飲食店営業 第21040168号 R04.05.11 R10.05.31 親川研               
魚萬 那覇市おもろまち4-17-30 玉城ビル1階 098-941-3388  飲食店営業 第21040167号 R04.05.11 R10.05.31 株式会社モンテローザフーズ 新宿区歌舞伎町1-21-1 0422-36-8888  
スクエアー 那覇市壺屋1-1-7 098-864-0470  飲食店営業 第21040166号 R04.05.11 R10.05.31 池宮城秀代               
デイサービスセンター琉球苑 那覇市宇栄原1-8-1 098-858-6000  飲食店営業 第21040164号 R04.05.11 R10.05.31 有限会社トータルケア結 那覇市宇栄原1-8-1 098-858-6000  
カラオケ小料理　海 那覇市牧志3-8-19 高江洲ビル102 098-862-0969  飲食店営業 第21040163号 R04.05.11 R10.05.31 國吉美枝子               
ラウンジ SR 那覇市久茂地2-15-3 嘉栄産業ビル地下1階 098-861-8612  飲食店営業 第21040165号 R04.05.11 R10.05.31 照屋芳和               
双日ロイヤルインフライトケイタリング株式
会社 沖縄工場

那覇市鏡水崎原地先 国際物流拠点産業集積地域内 098-891-9890  そうざい製造業 第21040176号 R04.05.12 R10.05.31 双日ロイヤルインフライトケイタリング株式会社 泉南市泉州空港南1 072-456-6370  

KUON　久遠 那覇市東町20-19 東町ガーデンビル302号               飲食店営業 第21040184号 R04.05.12 R10.05.31 市川久美子               
ホテルグランコンソルト那覇 那覇市松尾1-18-25 098-860-5577  飲食店営業 第21040183号 R04.05.12 R10.05.31 株式会社コンソルト 大阪市淀川区西中島1-12-7 06-6304-3141  
居酒屋 五月 那覇市仲井真290-3 新恵コーポ102 098-854-5776  飲食店営業 第21040178号 R04.05.12 R10.05.31 伊江初枝
くらた 那覇市久米1-2-6 金城アパート102号 098-863-8033  飲食店営業 第21040177号 R04.05.12 R10.05.31 山内弘光
One-Third Salad Works 那覇市松山1-7-3 呉マンション1-A 098-927-8675  飲食店営業 第21040175号 R04.05.12 R10.05.31 上江田崇
海人ぬ宝 那覇市牧志3-5-9 飲食店営業 第21040174号 R04.05.12 R10.05.31 小林剛
マックスバリュ松山店 那覇市松山2-22-1 098-951-1414  飲食店営業 第21040182号 R04.05.12 R10.05.31 イオン琉球株式会社 島尻郡南風原町兼城514-1 098-889-5464  
マックスバリュ松山店 那覇市松山2-22-1 098-951-1414  菓子製造業 第21040181号 R04.05.12 R10.05.31 イオン琉球株式会社 島尻郡南風原町兼城514-1 098-889-5464  
マックスバリュ松山店 那覇市松山2-22-1 098-951-1414  魚介類販売業 第21040179号 R04.05.12 R10.05.31 イオン琉球株式会社 島尻郡南風原町兼城514-1 098-889-5464  
マックスバリュ松山店 那覇市松山2-22-1 098-951-1414  食肉販売業 第21040180号 R04.05.12 R10.05.31 イオン琉球株式会社 島尻郡南風原町兼城514-1 098-889-5464  
鉄板焼　川原 那覇市寄宮2-5-39 荻堂貸店舗1-1 098-800-2349  飲食店営業 第21040188号 R04.05.13 R10.05.31 宮城貴謙               
酒処　よっちゃん。 那覇市久茂地2-6-16 リバーサイドテラス久茂地2階-B号室               飲食店営業 第21040187号 R04.05.13 R10.05.31 当山義弥               
ホテルアートステイ那覇国際通り 那覇市牧志1-3-43 098-861-7070  飲食店営業 第21040186号 R04.05.13 R10.05.31 リゾーツ琉球株式会社 豊見城市字瀬長174-5 098-996-5181  
有限会社 アクアサプライ 小禄店 那覇市小禄1-27-1 松下住宅1F 098-852-0500  清涼飲料水製造業 第21040185号 R04.05.13 R10.05.31 有限会社 アクアサプライ 名護市城1-11-15 0980-51-0130  
琉球マカト 那覇市首里汀良町2-31               飲食店営業 第21040190号 R04.05.16 R10.05.31 比嘉千咲               
Howdy Stand 那覇市牧志1-3-68               飲食店営業 第21040189号 R04.05.16 R10.05.31 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  
けおけお　がじまる 沖縄県全域               飲食店営業 自動車営業 第21040196号 R04.05.17 R10.05.31 嘉数透               
かぁらやま 那覇市宇栄原3-28-10               飲食店営業 第21040195号 R04.05.17 R10.05.31 金城卓也               
Bistro Howdy 那覇市松川279-1 武村ビル201               飲食店営業 第21040194号 R04.05.17 R10.05.31 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  
就労サポート　ジャンプ 那覇市字大道54 098-887-0112  飲食店営業 第21040193号 R04.05.17 R10.05.31 株式会社はなたけ 那覇市与儀225-2               
Nohara 那覇市内 098-896-1177  飲食店営業 臨時営業 第21040197号 R04.05.17 R09.05.31 野原和弘               
厚生センター1F　隊員クラブ令王 那覇市当間252 海上自衛隊　那覇航空基地内               飲食店営業 第21040192号 R04.05.17 R10.05.31 令王JAPAN合同会社 鹿屋市西原4-10-3 ベルタウン3階               
ムジカ 那覇市西1-8-11 コーポ藤B1F 098-869-2636  飲食店営業 第21040191号 R04.05.17 R10.05.31 藤本友己
童夢 那覇市牧志3-10-5 アドビル101 そうざい製造業 第21040201号 R04.05.18 R10.05.31 知念信男
AirsoftGun＆DiningBar　WILD GEESE 那覇市若狭2-3-15 久和ビル3F 098-943-9991  飲食店営業 第21040205号 R04.05.18 R10.05.31 宮城誠
パラダイス　キッチン 那覇市首里汀良町3-40 飲食店営業 第21040204号 R04.05.18 R10.05.31 池宮城学               
Bar  Spin 那覇市久茂地2-19-16 BGプラザビル3-A 098-943-8887  飲食店営業 第21040203号 R04.05.18 R10.05.31 名嘉一真               
ホテル サン・クイーン 那覇市安里2-4-2-1 098-869-6600  飲食店営業 第21040200号 R04.05.18 R10.05.31 株式会社ホテル総合プランニング 那覇市安里2-4-2-1 098-869-6600  
沖縄そば　すぅーぎぃーじぃ 那覇市泊1-8-15 大城アパート1階 098-863-8553  飲食店営業 第21040199号 R04.05.18 R10.05.31 崎濱秀貴
コミュニティアンドスパ　那覇セントラルホテ
ル（ちむどんCafeきーぬしちゃ～）

那覇市牧志2-16-36 098-862-6070  飲食店営業 第21040198号 R04.05.18 R10.05.31 株式会社まえたか 那覇市牧志2-16-32 098-862-6070  

ミネルバ 那覇市若狭1-3-17 フランスビル1階-C 098-863-5033  飲食店営業 第21040207号 R04.05.18 R10.05.31 下里敏史
BAR TO BAR 那覇市松山1-15-20 ライオンズマンション大文閣ビル1F 098-863-0757  飲食店営業 第21040206号 R04.05.18 R10.05.31 大城都
金城商店 那覇市長田2-2-25 とけし荘101               食肉製品製造業 第21040202号 R04.05.18 R10.05.31 金城宏和
茶房　心 那覇市泊3-2-5 1F               飲食店営業 第21040209号 R04.05.19 R10.05.31 日比野敦司               
chill coffee ＆ beer 那覇市松尾2-12-36 2-A               飲食店営業 第21040208号 R04.05.19 R10.05.31 𣘺立真之               
郷土料理の店　ここ 那覇市松尾2-1-26 1F 098-866-5255  飲食店営業 第21040211号 R04.05.20 R10.05.31 岡田直人               
麺屋台　かじまや 那覇市内               飲食店営業 臨時営業 第21040210号 R04.05.20 R09.05.31 上原栄吾               
BIG MAMA 那覇市首里石嶺町3-77-1               飲食店営業 第21040213号 R04.05.23 R10.05.31 赤嶺歩               
カレーハウスCoCo壱番屋那覇天久店 那覇市天久1-28 098-941-7400  飲食店営業 第21040212号 R04.05.23 R10.05.31 株式会社フルラッキーコーポレーション 福岡市博多区東光寺町2-1-22 壱番屋2F 092-441-6644  
漢美人本舗合同会社 那覇市仲井真279-26 098-836-8381  飲食店営業 第21040214号 R04.05.23 R10.05.31 漢美人本舗合同会社 那覇市仲井真279-26 098-836-8381  
客家荘 那覇市壼屋1-18-33 098-943-3306  そうざい製造業 第21040222号 R04.05.24 R10.05.31 島袋貴充               
熊のやきとり　沖縄 那覇市牧志3-6-27 イトミンビル2階 098-963-9919  飲食店営業 第21040225号 R04.05.24 R10.05.31 入眞地順治               
BBQ LiB PLUS 那覇市久茂地2-17-5 302号 075-200-9953  飲食店営業 第21040218号 R04.05.24 R10.05.31 株式会社LiB　PLUS 向日市寺戸町七ノ坪160 075-200-9953  
やきとり大希 那覇市大道44               飲食店営業 第21040217号 R04.05.24 R10.05.31 古波蔵保司               
ミラクル　フード 那覇市牧志3-2-51 オクマビル1F               飲食店営業 第21040216号 R04.05.24 R10.05.31 株式会社MAGICAL R-1 浦添市宮城1-36-2 1F 098-875-3335  
やっぱり食べほ 那覇市松山1-34-3 カクテルプラザビル2F 098-988-1235  飲食店営業 第21040215号 R04.05.24 R10.05.31 株式会社ディーズプランニング 那覇市牧志2-16-46 タカラマンションマキシ-1　1501号 098-988-9709  
ファミリーマート那覇西高校前 那覇市金城2-2-9 098-859-8282  飲食店営業 第21040223号 R04.05.24 R10.05.31 TOP株式会社 那覇市長田2-35-13 098-831-5917  
客家荘 那覇市壼屋1-18-33 098-943-3306  飲食店営業 第21040224号 R04.05.24 R10.05.31 島袋貴充               
The　Corner 那覇市松尾2-5-27 大城貸ビル　2F 098-800-1278  飲食店営業 第21040230号 R04.05.25 R10.05.31 (株)WTSC 那覇市牧志2-17-17 まきしビル104               
CONCEPT BAR NEOS 那覇市松山2-1-15 RJ松山ビル403号室               飲食店営業 第21040227号 R04.05.25 R10.05.31 仲村渠力矢
そば処　わかまつ 那覇市松山2-16-12 福島ビル　B1F 098-953-9716  飲食店営業 第21040226号 R04.05.25 R10.05.31 池宮城弘美               
餃子酒場　金五郎　泉崎店 那覇市泉崎1-22-1 パラダイスビル1-A 098-917-1477  飲食店営業 第21040228号 R04.05.25 R10.05.31 株式会社ぼたん 那覇市泉崎1-22-1 パラダイスビル1-A 098-866-3318  
居酒屋　ららみー 那覇市寄宮1-8-1 098-853-8814  飲食店営業 第21040229号 R04.05.25 R10.05.31 嘉数良幸               
SHINKU 那覇市久茂地3-29-15 クリスティーニャ山田ビル2F               飲食店営業 第21040240号 R04.05.26 R10.05.31 株式会社Vacuu 那覇市銘苅1-4-13 プティコルネ4-C               
BROWN SUGAR 那覇市牧志2-17-17 104号               飲食店営業 第21040239号 R04.05.26 R10.05.31 (株)WTSC 那覇市牧志2-17-17 まきしビル104               
M.AND.ROSE 那覇市大道128-4-2 長嶺ビル101　MyBOX那覇大道               飲食店営業 第21040238号 R04.05.26 R10.05.31 中井万里子               
小料理　とくがわ 那覇市久茂地2-24-7 第2美栄荘　1F               飲食店営業 第21040237号 R04.05.26 R10.05.31 鉢嶺ゆう子               
ヨルノヒダマリ 那覇市松山1-18-10 プランビル松山3F 098-943-4001  飲食店営業 第21040235号 R04.05.26 R10.05.31 市川ひおり               
鮨　喜くむら 那覇市松山1-7-1 松山ガーデンビル1-C               飲食店営業 第21040234号 R04.05.26 R10.05.31 喜久村健太               
bar Carib 那覇市国場35-1 マックスビル102               飲食店営業 第21040233号 R04.05.26 R10.05.31 下地勝樹               
デイサービス・那覇 那覇市楚辺1-2-58 上原貸店舗1F 098-833-7781  飲食店営業 第21040232号 R04.05.26 R10.05.31 株式会社 ケアネット徳洲会沖縄 うるま市みどり町5-14-7 098-972-2008  
ヤキトリ　サンダーロード 那覇市久茂地2-11-1 アルファビル1F 098-868-6503  飲食店営業 第21040231号 R04.05.26 R10.05.31 佐々木康雄               
Farbe 那覇市東町4-12 東壱番館502               菓子製造業 第21040236号 R04.05.26 R10.05.31 高尾美穂
喫酒店　カウパー 那覇市松山2-9-7 クリスタルビル2A               飲食店営業 第21040251号 R04.05.27 R10.05.31 株式会社YAMATO OKINAWA 那覇市松山2-9-7 クリスタルビル2A               
酒膳　綵花 那覇市久茂地2-24-7               飲食店営業 第21040250号 R04.05.27 R10.05.31 奥野美幸               
国場りうぼう 那覇市国場703 098-833-8282  そうざい製造業 第21040255号 R04.05.30 R10.05.31 株式会社リウボウストア 那覇市松尾1-9-49 098-867-2060  
国場りうぼう 那覇市国場703 098-833-8282  そうざい製造業 第21040254号 R04.05.30 R10.05.31 株式会社リウボウストア 那覇市松尾1-9-49 098-867-2060  
やっぱりステーキ　3rd　国際通り　がじゅま 那覇市牧志1-2-31 ハイサイおきなわ2F-A 098-917-0298  飲食店営業 第21040253号 R04.05.30 R10.05.31 株式会社ディーズプランニング 那覇市牧志2-16-46 タカラマンションマキシ-1　1501号 098-864-2929  

営業所所在地 営業の種類 申請者住所
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R4.5.1～R4.5.31
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 申請者電話営業所所在地 営業の種類 申請者住所
さえぐさ 那覇市字小禄421-15 098-857-8082  飲食店営業 第21040252号 R04.05.30 R10.05.31 知念順子
チュラフルマーケット 那覇市おもろまち1-4-6 1階 098-917-5980  そうざい製造業 第21040259号 R04.05.31 R10.05.31 ちゅらゆーな株式会社 那覇市おもろまち1-4-6 1階 098-917-5980  
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  そうざい製造業 第21040258号 R04.05.31 R10.05.31 上江田睦               
パパイヤ 那覇市宇栄原1-28-1 ハラ産業ビル1F 098-858-4542  飲食店営業 第21040262号 R04.05.31 R10.05.31 藤原民子
AQUA 那覇市松山1-14-19 松樹ビル２F　204               飲食店営業 第21040261号 R04.05.31 R10.05.31 松川辰太郎               
トラットリア ディ・マーレ 那覇市東町5-19 ホテルユクエスタ旭橋1F 098-862-4788  飲食店営業 第21040257号 R04.05.31 R10.05.31 株式会社 ケイツーレストランズ 浦添市牧港4-26-1-502 プラウディアコート浦添 098-874-5878  
琉球料理　ぬちがふぅ 那覇市壺屋1-28-3 098-861-2952  飲食店営業 第21040256号 R04.05.31 R10.05.31 ラッキーリング沖縄株式会社 那覇市壺屋1-28-3 098-861-2952  
チュラフルマーケット 那覇市おもろまち1-4-6 1階 098-917-5980  菓子製造業 第21040260号 R04.05.31 R10.05.31 ちゅらゆーな株式会社 那覇市おもろまち1-4-6 1階 098-917-5980  
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