
R4.6.1～R4.6.30
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
パーティー　カラー 那覇市壺屋1-2-12 ３F仲原ビル               飲食店営業 第21040280号 R04.06.03 R10.06.30 株式会社PCH 那覇市与儀1-11-18 098-851-4565  
肉心 那覇市牧志3-11-1 グランビル2F 098-988-1935  飲食店営業 第21040300号 R04.06.08 R10.06.30 當山力               
オーガニックスペース　Pure　Crops　沖縄 那覇市安謝1-22-38 かふうBL　2F               飲食店営業 第21040356号 R04.06.21 R10.06.30 新垣ひろ子               
Ohayou Smoothies 那覇市松尾2-11-13-1               飲食店営業 第21040378号 R04.06.27 R10.06.30 藤澤由一               
トルネコパーパ 那覇市泉崎1-11-1 あらかきビル1F               飲食店営業 第21040314号 R04.06.10 R10.06.30 株式会社ガジルガゼル 宜野湾市愛知1-2-16 コーポ伊佐103 098-975-7793  
CLUB DIARESORT 那覇市松山1-5-1 ナムラプラザビル1階 098-868-7456  飲食店営業 第21040291号 R04.06.07 R10.06.30 株式会社ライジング沖縄 那覇市松山1-4-12 098-943-3339  
ピンクシーサー 那覇市松尾2-11-11 大城ビル1階104               飲食店営業 第21040371号 R04.06.24 R10.06.30 株式会社明啓 名古屋市名東区梅森坂西2-1106 052-825-4141  
VINO 那覇市おもろまち4-2-8 098-860-0122  飲食店営業 第21040370号 R04.06.24 R10.06.30 株式会社ジャンボツアーズ 那覇市久茂地2-15-10 098-867-0007  
13 TRECE 那覇市安里1-1-3 安里上原ビル101号 098-800-1245  飲食店営業 第21040369号 R04.06.24 R10.06.30 株式会社sayon 那覇市安里1-1-3 安里上原ビル101 098-800-1245  
OKINAWA OIMO LIKE 那覇市牧志2-4-11 TKビル2F　中部屋               飲食店営業 第21040308号 R04.06.09 R10.06.30 合同会社　フレンズ44 柏市松葉町1-13-1 12-3               
OKINAWA BLUE 那覇空港店 那覇市鏡水150 那覇空港ターミナルビル国内線エリア3階南側（区画：３S－06）               飲食店営業 第21040290号 R04.06.07 R10.06.30 久米仙酒造株式会社 那覇市仲井真155 098-832-3133  
漢謝園 那覇市久米2-23-21 098-868-6782  飲食店営業 第21040279号 R04.06.03 R10.06.30 曲穎               
味どころ　旬 那覇市古波蔵2-24-22 よぎアパート1階西側 098-996-1777  そうざい製造業 第21040313号 R04.06.10 R10.06.30 仲座優
BIBLIOTHECA MVSIC 那覇市字松川387-2 JOY-HOUSE・U 2階 098-960-7967  飲食店営業 第21040271号 R04.06.01 R10.06.30 前泊　正人               
辛味噌スタミナ鉄板　豚とん亭 那覇市牧志2-2-30 リウボウ商事本社ビル　2F               飲食店営業 第21040347号 R04.06.17 R10.06.30 株式会社G・company 那覇市松山2-10-6 ウォータービル7階 098-943-2531  
HARBOR NAHA 那覇市久茂地2-13-14 3F               飲食店営業 第21040299号 R04.06.08 R10.06.30 久場孔汰               
OPG ユニーク号 那覇市内 098-911-1265  飲食店営業 臨時営業 第21040312号 R04.06.10 R09.06.30 株式会社OPG 那覇市曙1-2-2 1F 098-911-1265  
九州うまかもん酒場　琉神 那覇市おもろまち1-4-17 098-943-4138  飲食店営業 第21040289号 R04.06.07 R10.06.30 株式会社エンドレス 中頭郡北谷町美浜9-12               
Kan 那覇市松山2-29-1 フェニックスビル5F　503 098-861-9189  飲食店営業 第21040270号 R04.06.01 R10.06.30 藤原一美               
スナック パール 那覇市東町5-9 新琉ビル2階-203号 098-863-1538  飲食店営業 第21040269号 R04.06.01 R10.06.30 大井マサ子               
V21 食品館 きょうはら店 那覇市鏡原町35-24 098-857-3755  食肉販売業 第21040268号 R04.06.07 R10.06.30 株式会社サンエー 宜野湾市大山7-2-10 098-898-2262  
V21 食品館 きょうはら店 那覇市鏡原町35-24 098-857-3755  魚介類販売業 第21040267号 R04.06.07 R10.06.30 株式会社サンエー 宜野湾市大山7-2-10 098-898-2262  
V21 食品館 きょうはら店 那覇市鏡原町35-24 098-857-3755  そうざい製造業 第21040266号 R04.06.07 R10.06.30 株式会社サンエー 宜野湾市大山7-2-10 098-898-2262  
bar Trip 那覇市松山2-10-1 39プラザビル4階               飲食店営業 第21040265号 R04.06.01 R10.06.30 比嘉駿               
大衆酒場　あが家ぁ!! 那覇市内               飲食店営業 臨時営業 第21040264号 R04.06.01 R09.06.30 後冨底進一               
沖縄そば黄金屋　南風原店 那覇市内 098-917-364   飲食店営業 臨時営業 第21040263号 R04.06.01 R09.06.30 株式会社ウッドワーク 南城市大里字古堅260-2 與那嶺店舗101 098-917-0364  
Shiryu 那覇市前島2-11-8 ドラゴンビル101 098-943-9102  飲食店営業 第21040311号 R04.06.10 R10.06.30 株式会社勇進 武蔵野市吉祥寺南町2-10-6 ジョージパーク布袋堂101 0422-29-9112  
mare 那覇市西1-20-13               飲食店営業 第21040278号 R04.06.03 R10.06.30 株式会社ティーダ 草加市北谷1-2-3 302号               
九州うまかもん酒場　琉神 那覇市おもろまち1-4-17 098-943-4138  密封包装食品製造業 第21040288号 R04.06.07 R10.06.30 株式会社エンドレス 中頭郡北谷町美浜9-12 098-988-7029  
カラオケBar 63 那覇市おもろまち4-17-14 クイーンヒルズ2-B               飲食店営業 第21040307号 R04.06.09 R10.06.30 濱上夏希               
BAR 遊びの間～いつもここから～ 那覇市東町4-14 イーストタウンビル3F               飲食店営業 第21040283号 R04.06.06 R10.06.30 河内英貴               
オパール 那覇市若狭3-44-14 やなぎビル2階               飲食店営業 第21040275号 R04.06.02 R10.06.30 田場幸子
スナック寿賀 那覇市おもろまち4-17-14 クイーンヒルズビル4階 098-867-7844  飲食店営業 第21040274号 R04.06.02 R10.06.30 宮城由起江               
むんじゅる弁当 那覇市壺屋2-13-17 １階 098-853-5207  飲食店営業 第21040273号 R04.06.02 R10.06.30 眞榮城隆
Enjoy BAR タカP 那覇市おもろまち４-17-14 4階-B               飲食店営業 第21040384号 R04.06.28 R10.06.30 株式会社　Onelimited 豊見城市座安297-3               
家庭料理の店　ハイサイ　ふーちばー 那覇市泉崎1-13-25 マンクビル1F 098-862-1355  飲食店営業 第21040272号 R04.06.02 R10.06.30 仲田裕子
コンニチハ 那覇市首里汀良町2-31 102               飲食店営業 第21040322号 R04.06.13 R10.06.30 塩川弘樹               
座波菓子店 那覇市首里石嶺町3-6-1 098-886-7454  菓子製造業 第21040277号 R04.06.03 R10.06.30 座波広光
カフェ＆バー　JETT 那覇市牧志1-3-68 新垣ビル　3F 098-988-11101 飲食店営業 第21040306号 R04.06.09 R10.06.30 合同会社pori pori 那覇市銘苅288-3 県営安岡住宅1011               
池宮商会 那覇市内               飲食店営業 臨時営業 第21040276号 R04.06.03 R09.06.30 池宮城樹               
スープオン 那覇市おもろまち4-11-36 グランドールおもろまち102 098-963-6570  そうざい製造業 第21040305号 R04.06.09 R10.06.30 株式会社ライトブレイン 那覇市おもろまち4-11-36 グランドールおもろまち102 098-963-6570  
RED CAMP 那覇市久茂地3-3-9 白宝堂ビル地下1階 098-860-8808  飲食店営業 第21040282号 R04.06.06 R10.06.30 謝名堂昌二               
笑和や 那覇市古島2-5-7 ファミリーマンション仲本101 098-963-7778  飲食店営業 第21040281号 R04.06.06 R10.06.30 松田道行               
Rosticceria Largo Palazzo 那覇市辻󠄀2-28-28 098-975-5730  飲食店営業 第21040298号 R04.06.08 R10.06.30 木村信教               
Bar　燈 那覇市牧志3-13-20 KAITOビルⅡ　3階               飲食店営業 第21040304号 R04.06.09 R10.06.30 徳村建児               
浪花ひとくち餃子　餃々　美栄橋駅前店 那覇市久茂地2-19-16 BG PLAZA 1-B 098-917-1178  飲食店営業 第21040287号 R04.06.07 R10.06.30 ジョイプラス株式会社 那覇市上間1-9-10 098-854-9808  
小料理、酒処、舞 那覇市久米2-14-12 金城ビル1F               飲食店営業 第21040286号 R04.06.07 R10.06.30 中村早苗               
ナイトインYES 那覇市東町20-16 タイセイローズビル101 098-861-8519  飲食店営業 第21040285号 R04.06.07 R10.06.30 赤嶺ひとみ               
史樹 那覇市牧志3-2-43 3F 098-867-9966  飲食店営業 第21040303号 R04.06.09 R10.06.30 松本識
Bar　ルーティーン 那覇市松山2-9-5 フラミンゴⅡビル　6F　6-B 098-943-3788  飲食店営業 第21040332号 R04.06.14 R10.06.30 水野隼               
絆家 那覇市内               飲食店営業 臨時営業 第21040284号 R04.06.07 R09.06.30 山口将生               
WHITE　HAZE 那覇市松尾2-8-8 1F               飲食店営業 第21040342号 R04.06.16 R10.06.30 津覇政也               
牛屋 沖縄県全域 869-2324      飲食店営業 自動車営業 第21040351号 R04.06.20 R10.06.30 比嘉武               
ダーツバー　サザンガーデン 那覇市内 098-863-0155  飲食店営業 臨時営業 第21040297号 R04.06.08 R09.06.30 新本直樹               
ザ　キッチンホステルアオ 那覇市久茂地1-4-1 098-863-8156  菓子製造業 第21040348号 R04.06.17 R10.06.30 株式会社エステートプランナー 那覇市久茂地1-3-18 だるまマンション602号室 098-975-7421  
あかさたな 那覇市松尾2-11-11 098-862-0129  飲食店営業 第21040296号 R04.06.08 R10.06.30 根間ソヨ               
居酒Bar おたる 喜夢楽 那覇市泉崎1-12-4 マラカイト泉崎ビル2F-A 098-863-3524  飲食店営業 第21040295号 R04.06.08 R10.06.30 木村秀則
サクセス 沖縄県全域               飲食店営業 第21040321号 R04.06.13 R10.06.30 眞喜志康彦               
守礼そば 那覇市高良3-7-27 098-859-1155  飲食店営業 第21040294号 R04.06.08 R10.06.30 仲村昭
あめいろ食堂 那覇市樋川1-3-7 098-911-4953  飲食店営業 第21040293号 R04.06.08 R10.06.30 宇浦恵子               
TORICO 那覇市田原2-2-12 メゾン武102 098-857-5016  飲食店営業 第21040292号 R04.06.08 R10.06.30 渡慶次英智               
パレットビアテラス 那覇市久茂地1-1-1 パレットくもじ2階テラスエリア               飲食店営業 第21040396号 R04.06.30 R10.06.30 株式会社ステーション 那覇市楚辺2-25-7 セントラルハイム南西301 988-9499      
牛角おもろまち駅前店 那覇市おもろまち4-19-23 098-866-2929  飲食店営業 第21040302号 R04.06.09 R10.06.30 株式会社オリエンタル 宜野湾市真志喜2-7-3 グランドハイツ103号               
地中海市場　エゲ 那覇市内               飲食店営業 臨時営業 第21040301号 R04.06.09 R09.06.30 デデコチクルシャット               
SPORTSスタジアム応 那覇市字田原4-5-10 098-8581399   飲食店営業 第21040310号 R04.06.10 R10.06.30 上原紀男               
ホテル山の内 那覇市牧志1-3-55 098-862-5301  飲食店営業 第21040331号 R04.06.14 R10.06.30 山の内観光株式会社 那覇市牧志1-3-55 098-862-5301  
Place 那覇市牧志1-1-9 おきしょビル2階               飲食店営業 第21040339号 R04.06.15 R10.06.30 東ダワーンマサヒコ               
花紋 那覇市長田1-23-1 098-955-6364  飲食店営業 第21040338号 R04.06.15 R10.06.30 伊佐苗子               
スナック奈々 那覇市松山2-29-1 フェニックスビル2F 098-861-5147  飲食店営業 第21040315号 R04.06.10 R10.06.30 渡部久子
JUMBO　STEAK　HAN’S　久茂地本店 那覇市久茂地3-27-10 098-863-8890  飲食店営業 第21040309号 R04.06.10 R10.06.30 株式会社ステージングアップ沖縄 那覇市若狭2-14-12 098-917-5070  
オカシノニワ 那覇市首里鳥堀町3-1-1               菓子製造業 第21040320号 R04.06.13 R10.06.30 山口こず恵               
NAGAMARE　BASE 那覇市樋川2-3-1 のうれんプラザ2F 098-851-8217  そうざい製造業 第21040330号 R04.06.14 R10.06.30 株式会社ながまれ 那覇市前島2-7-13 098-861-7055  
心亭　ゆのたに 那覇市久茂地1-1-1 デパートリウボウ地下1階 098-867-1030  飲食店営業 第21040319号 R04.06.13 R10.06.30 株式会社沖食ライスサービス 浦添市勢理客4-4-1 098-877-0680  
心亭　ゆのたに 那覇市久茂地1-1-1 デパートリウボウ地下1階 098-867-1030  菓子製造業 第21040318号 R04.06.13 R10.06.30 株式会社沖食ライスサービス 浦添市勢理客4-4-1 098-877-0680  
おにぎり処　越後 那覇市天久1-2-1 天久りうぼう楽市店内 098-877-0680  飲食店営業 第21040317号 R04.06.13 R10.06.30 株式会社沖食ライスサービス 浦添市勢理客4-4-1 098-877-0680  
おにぎり処　越後 那覇市天久1-2-1 天久りうぼう楽市店内 098-877-0680  菓子製造業 第21040316号 R04.06.13 R10.06.30 株式会社沖食ライスサービス 浦添市勢理客4-4-1 098-877-0680  
居酒屋　ブルースカイ 那覇市鏡原町3-1 098-859-5757  そうざい製造業 第21040395号 R04.06.30 R10.06.30 株式会社伊波フードサービス 那覇市鏡原町3-1 098-859-5757  
有限会社　大国海産　小売店No21 那覇市港町1-1-18 泊いゆまち内 941-0200      飲食店営業 第21040337号 R04.06.15 R10.06.30 有限会社大国海産 那覇市港町1-1-5 098-863-0156  
スパンキーJr 沖縄県全域               飲食店営業 自動車営業 第21040355号 R04.06.21 R10.06.30 株式会社琉球プランテーションズ 豊見城市字豊見城1012-6 098-851-3692  
民宿なは 那覇市西2-24-1 098-867-8627  飲食店営業 第21040329号 R04.06.14 R10.06.30 久手堅憲治
介護付有料老人ホーム鏡原偕生園 那覇市小禄1-11-3 098-859-3553  飲食店営業 第21040328号 R04.06.14 R10.06.30 株式会社偕生ケアサービス 那覇市小禄1-11-1 098-859-3553  
とん珍亭 那覇市国場724-1 098-836-3654  そうざい製造業 第21040368号 R04.06.24 R10.06.30 株式会社明光産業 那覇市金城2-16-4 098-858-3972  
世界食堂　地球屋 　琉球安里駅前店 那覇市安里388 098-886-7231  飲食店営業 第21040327号 R04.06.14 R10.06.30 株式会社ブルーオーシャン・カムーンラボ 那覇市安里388 098-886-7231  
おきなわ惣菜　智方家 那覇市壺屋1-5-14 ボーボー屋ビル2F 098-861-3967  菓子製造業 第21040326号 R04.06.14 R10.06.30 二階堂さとみ
お酒喫茶　DEAI 那覇市久茂地2-19-16 BG　PLAZA　３F-C 098-866-1189  飲食店営業 第21040325号 R04.06.14 R10.06.30 真栄城　優子
カラオケ喫茶　キャロット 那覇市宇栄原3-29-21 新崎ビル101               飲食店営業 第21040341号 R04.06.16 R10.06.30 平川かよ子               
ナンポー/スノーラグーンアイスクリーム 那覇市松尾2-8-19               飲食店営業 第21040367号 R04.06.24 R10.06.30 株式会社ナンポー 那覇市曙3-21-2 098-867-7902  
喫茶セーラム 那覇市松山1-15-9 1F 098-863-6856  飲食店営業 第21040324号 R04.06.14 R10.06.30 具志堅創一郎
howlin'g 那覇市壺屋1-10-8               飲食店営業 第21040354号 R04.06.21 R10.06.30 宮城潤二
すずらん食堂 那覇市与儀1-26-11 098-854-5716  飲食店営業 第21040323号 R04.06.14 R10.06.30 桃原英子
サービス付き高齢者向け住宅　愛の杜 那覇市繁多川2-6-18 098-864-2550  飲食店営業 第21040336号 R04.06.15 R10.06.30 日清医療食品株式会社 千代田区丸の内2-7-3 03-3287-3611  
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R4.6.1～R4.6.30
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
照麺 那覇市久茂地2-20-9 なかむら荘1階 098-868-6885  飲食店営業 第21040335号 R04.06.15 R10.06.30 照屋治               
ファミリーマート 沖縄赤十字病院 店 那覇市与儀1-3-1 098-834-2014  飲食店営業 第21040334号 R04.06.15 R10.06.30 株式会社みなとコーポレーション 那覇市港町2-16-5 098-865-3710  
エナジック沖縄国際ユースホステル 那覇市奥武山町51-3 098-857-0073  飲食店営業 第21040346号 R04.06.17 R10.06.30 株式会社エナジックインターナショナル 中央区京橋1-1-6 越前屋ビル7F 03-5205-6030  
リリー 那覇市宇栄原3-28-1 2F　2-B号室               飲食店営業 第21040353号 R04.06.21 R10.06.30 島袋梨奈               
かよ 那覇市久米2-23-13 101号               飲食店営業 第21040333号 R04.06.15 R10.06.30 真栄田かよ子               
とまりキッチン 沖縄県全域               飲食店営業 自動車営業 第21040345号 R04.06.17 R10.06.30 株式会社ユーファースト 那覇市泊1-3-2 098-868-8282  
小料理　美せき 那覇市松山1-28-8 098-869-9228  飲食店営業 第21040340号 R04.06.16 R10.06.30 國吉初美
BAR  HARP 那覇市久茂地2-13-20 ラ・ビエンテ久茂地2F               飲食店営業 第21040352号 R04.06.20 R10.06.30 山根春風               
ファミリーマート　那覇天久店 那覇市天久1068-9 098-860-6550  飲食店営業 第21040344号 R04.06.17 R10.06.30 株式会社プライム 豊見城市字上田524-1               
ファミリーマート安謝恵比須神社前店 那覇市安謝260 098-860-7031  飲食店営業 第21040343号 R04.06.17 R10.06.30 株式会社プライム 豊見城市字上田524-1 098-862-9100  
ペーチン屋 那覇市泉崎2-10-14 098-832-0912  飲食店営業 第21040394号 R04.06.30 R10.06.30 新城佑子               
ペーチン屋 那覇市泉崎2-10-14 098-832-0912  菓子製造業 第21040393号 R04.06.30 R10.06.30 新城佑子               
鬼茶房 Oni Cafe powered by MANGOSIX 那覇市松尾1-16-6 上原共同住宅1F 098-943-0747  菓子製造業 第21040366号 R04.06.24 R10.06.30 オニクル株式会社 那覇市赤嶺2-11-15 303 098-996-5395  
ニューラウンジ　モンテ 那覇市牧志2-18-7 共伸産業ビル地下1階 098-868-8070  飲食店営業 第21040350号 R04.06.20 R10.06.30 仲本武               
るみシャーマ 那覇市東町17-11 東ふくろう館202 098-866-3877  飲食店営業 第21040349号 R04.06.20 R10.06.30 友寄留美子               
泉崎洋食　さぼらん亭 那覇市泉崎1-17-20 1階 098-869-2138  飲食店営業 第21040365号 R04.06.24 R10.06.30 株式会社奥原 那覇市泉崎1-17-20 1階               
BAR OBIKA！ 那覇市おもろまち4-17-17 SOLビル4階 098-988-9591  飲食店営業 第21040364号 R04.06.24 R10.06.30 井上祥
Bar Lounge Q 那覇市前島3-25-2 7F 098-866-7166  飲食店営業 第21040392号 R04.06.30 R10.06.30 株式会社RL 那覇市長田1-23-1               
osteria due 那覇市泊1-8-12 シンアイマンション泊1階店舗 098-975-7554  飲食店営業 第21040377号 R04.06.27 R10.06.30 合同会社DUE 国頭郡本部町浜元335-1 0980-43-9444  
沖縄料理と泡盛の店　ふくぎ 那覇市久茂地3-15-1 やまこ第一ビル1F 098-862-2087  飲食店営業 第21040358号 R04.06.24 R10.06.30 嘉手苅聡
しまもと 那覇市泉崎1-3-18 098-863-6213  飲食店営業 第21040357号 R04.06.24 R10.06.30 島本直幸
トリックアートバー　Boo!? 那覇市牧志2-7-22 ソシアルビル　コスモ　4F               飲食店営業 第21040376号 R04.06.27 R10.06.30 田中貴久
沖縄ハーバービューホテル　「宴会ホット」 那覇市泉崎2-46 098-853-2958  飲食店営業 第21040363号 R04.06.24 R10.06.30 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  
マックスバリュ牧志店 那覇市牧志2-10-1 098-860-5590  飲食店営業 第21040362号 R04.06.24 R10.06.30 イオン琉球株式会社 島尻郡南風原町字兼城514-1 098-889-5464  
マックスバリュ牧志店 那覇市牧志2-10-1 098-860-5590  魚介類販売業 第21040361号 R04.06.24 R10.06.30 イオン琉球株式会社 島尻郡南風原町字兼城514-1 098-889-5464  
マックスバリュ牧志店 那覇市牧志2-10-1 098-860-5590  食肉販売業 第21040360号 R04.06.24 R10.06.30 イオン琉球株式会社 島尻郡南風原町字兼城514-1 098-889-5464  
喫茶トップスピン 那覇市宇栄原1-28-6 赤嶺マンション1F 098-857-1944  飲食店営業 第21040359号 R04.06.24 R10.06.30 比嘉学
美ら笑34CAFE 那覇市宇栄原3-29-20 新町テナント2F               飲食店営業 第21040375号 R04.06.27 R10.06.30 柳沼一成
ファミリーマート那覇真嘉比三丁目店 那覇市真嘉比3-15-21               飲食店営業 第21040374号 R04.06.27 R10.06.30 饒平名知尚
儿 那覇市松山1-35-21 大福館ビル2F 098-866-3012  飲食店営業 第21040383号 R04.06.28 R10.06.30 照屋藤子
軽食の店　ルビー 那覇市泊3-4-15 098-868-1721  飲食店営業 第21040382号 R04.06.28 R10.06.30 仲松淳一
自衛隊那覇病院 那覇市赤嶺322 098-857-1155  飲食店営業 第21040391号 R04.06.30 R10.06.30 株式会社東武 新宿区上落合1-16-7
オキネシア 那覇市内 098-882-2577  飲食店営業 臨時営業 第21040373号 R04.06.27 R09.06.30 株式会社オキネシア 那覇市三原2-37-3 098-882-2577  
筑前屋　久茂地店 那覇市久茂地3-12-4 ラフテビル1F 098-917-2534  飲食店営業 第21040381号 R04.06.28 R10.06.30 株式会社カスタマーズディライト 江東区新砂1-6-35 Nビル東陽町6階 03-6458-7401  
ピュアエンタープライズ 那覇市繁多川4-21-20 大嶺アパート102号 098-885-8860  清涼飲料水製造業 第21040380号 R04.06.28 R10.06.30 有限会社　大成住設 那覇市繁多川4-21-20 098-885-8860  
ECOプランニング 県内一円 飲食店営業 自動車営業 第21040390号 R04.06.30 R10.06.30 株式会社ECOプランニング 糸満市字糸満646 098-994-1214  
米ふぁみりぃ 那覇市首里平良町1-21 098-884-9722  菓子製造業 第21040379号 R04.06.28 R10.06.30 有限会社山七 那覇市首里平良町1-21 098-884-9722  
炭火焼へべれけ屋　本店 那覇市牧志1-8-2 098-987-6389  飲食店営業 第21040389号 R04.06.30 R10.06.30 株式会社HOHO 那覇市牧志1-8-2 098-987-6389  
たこ焼酒場　へべれけ屋　久茂地店 那覇市久茂地2-14-17 098-987-6389  飲食店営業 第21040388号 R04.06.30 R10.06.30 株式会社HOHO 那覇市牧志1-8-2 098-987-6389  
ヘベレケBAR 那覇市牧志3-13-12 プラスハッチビル201 飲食店営業 第21040387号 R04.06.30 R10.06.30 株式会社HOHO 那覇市牧志1-8-2 098-987-6389  
居酒屋ごなん坊 那覇市安里388-10 永山ビル1F 098-887-3087  飲食店営業 第21040386号 R04.06.30 R10.06.30 上原将平
RED CAMP 那覇市久茂地3-3-9 白宝堂ビル地下1階 098-860-8808  飲食店営業 第21040385号 R04.06.30 R10.06.30 謝名堂昌二
M-78 那覇市東町5-15 朝日ビル2F-A 飲食店営業 第21040398号 R04.06.30 R10.06.30 前田達也
備長炭焼　みやび問屋 那覇市久茂地2-13-11 1階 098-943-3979  飲食店営業 第21040397号 R04.06.30 R10.06.30 又吉奈津樹
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