
R4.7.1～R4.7.31
新規営業許可施設

営業所名称 許可番号 許可開始日 許可終了日 申請者名 申請者電話
Fragola 沖縄県全域                             飲食店営業 自動車営業 第21040427号 R04.07.08 R10.07.31 石井祐司               
南谷茶房 那覇市首里鳥堀町4-8-2               飲食店営業 第21040514号 R04.07.28 R10.07.31 座波美枝子
ほうき星 那覇市字鏡水150 那覇空港旅客ターミナル国内線2F　北側ロビー              飲食店営業 第21040460号 R04.07.13 R10.07.31 株式会社ほうき星 浦添市港川2-16-2 港川沖商住宅25号               
沖縄料理と地頭鶏　炎 那覇市久茂地2-11-16 花ビル1F 098-860-9040                そうざい製造業 第21040475号 R04.07.20 R10.07.31 金城亨
ハイサイ酒店　那覇空港店 那覇市字鏡水150 那覇空港旅客ターミナルビル　３F               飲食店営業 第21040485号 R04.07.22 R10.07.31 株式会社MY企画 那覇市字国場366-2               
株式会社茂水産　加工センター 那覇市港町1-1-14               魚介類販売業 第21040418号 R04.07.06 R10.07.31 株式会社茂水産 浦添市字経塚354-2 098-917-6160    
newQ 国際通り店 那覇市松尾2-8-2 上原国際通りビル                             飲食店営業 第21040426号 R04.07.08 R10.07.31 寿製菓株式会社 米子市旗ケ崎2028 085-922-7456  
newQ 国際通り店 那覇市松尾2-8-2 上原国際通りビル                             菓子製造業 第21040425号 R04.07.08 R10.07.31 寿製菓株式会社 米子市旗ケ崎2028 085-922-7456  
LAUT 那覇市泉崎1-14-13                             飲食店営業 第21040473号 R04.07.19 R10.07.31 株式会社ティーダ 草加市北谷1-2-3 302号
ひとつぼいも 那覇市安里2-8-7 1F 098-868-1511                飲食店営業 第21040417号 R04.07.06 R10.07.31 大城篤史               
ドミノ・ピザ　小禄南店 那覇市小禄2-2-16 098-852-0055                飲食店営業 第21040448号 R04.07.12 R10.07.31 株式会社MATSU 姫路市広畑区北野町1-17               
焼肉ホルモン　はなうし 那覇市久茂地2-11-16 花ビル2F右側               食肉販売業 第21040404号 R04.07.04 R10.07.31 株式会社GANATAKU 浦添市城間4-20-1 グランドメゾン具志Ⅲ201号室               
ココリバ 那覇市久茂地3-25-19 F号室（２階）                             飲食店営業 第21040484号 R04.07.21 R10.07.31 玉城要               
To-Me 那覇市三原3-7-25 098-853-8060                飲食店営業 第21040399号 R04.07.01 R10.07.31 當銘由彦
手羽八　MUGEN　OKINAWA 那覇市泊1-18-1 シャトレ泊102号                             飲食店営業 第21040415号 R04.07.06 R10.07.31 KHK株式会社 浦添市字前田1288-1 098-943-3855  
トミノロマン 那覇市久茂地3-25-19 久茂地リバーサイドガーデン2-E 098-943-7062                飲食店営業 第21040403号 R04.07.04 R10.07.31 富田勇樹               
酢めし　ゆう 那覇市久茂地2-6-16 リバーサイドテラス久茂地2階D 098-988-9285                飲食店営業 第21040421号 R04.07.07 R10.07.31 株式会社八蔵 高松市兵庫町2-3 2階 087-821-5652  
ふわたこ 那覇市牧志3-18-3               飲食店営業 第21040474号 R04.07.20 R10.07.31 株式会社STAR’S 明石市船上町7-23
のびっと（こども発達支援センター） 那覇市小禄964-1 098-858-1663                菓子製造業 第21040414号 R04.07.06 R10.07.31 社会福祉法人ニライカナイ 南城市大里字大城1388-1 098-946-7177  
楽人 那覇市松山1-33-8               飲食店営業 第21040400号 R04.07.04 R10.07.31 鎌谷早苗               
味処　やまにし 那覇市宇栄原3-33-5 小禄マンション1-A                             飲食店営業 第21040407号 R04.07.05 R10.07.31 西川浩司               
沖縄山羊肉精肉店 那覇市樋川2-3-1 のうれんプラザ107-3               飲食店営業 第21040459号 R04.07.14 R10.07.31 株式会社農業生産法人中小家畜基礎医学研究所　久米島山羊牧場島尻郡久米島町奥武171-3               
小料理　実月 那覇市与儀2-14-1 098-996-2629                飲食店営業 第21040409号 R04.07.05 R10.07.31 堀川清美               
合同会社さちばなミート 那覇市宇栄原5-1-63 098-857-0055                飲食店営業 第21040435号 R04.07.11 R10.07.31 合同会社さちばなミート 那覇市宇栄原5-1-63 098-857-0055  
合同会社さちばなミート 那覇市宇栄原5-1-63 098-857-0055                そうざい製造業 第21040434号 R04.07.11 R10.07.31 合同会社さちばなミート 那覇市宇栄原5-1-63 098-857-0055  
合同会社さちばなミート 那覇市宇栄原5-1-63 098-857-0055                食肉販売業 第21040433号 R04.07.11 R10.07.31 合同会社さちばなミート 那覇市宇栄原5-1-63 098-857-0055  
スナック江梨 那覇市三原1-10-32 護得久アパート　1F 098-854-1322                飲食店営業 第21040408号 R04.07.05 R10.07.31 杉本琴美               
沖縄居酒屋　昭和村　平和通り店 那覇市牧志3-1-20 安村ビル2F・3F 098-866-0106                飲食店営業 第21040406号 R04.07.05 R10.07.31 新垣亮馬               
HOTEL ANTEROOM NAHA 那覇市内 098-860-5151                飲食店営業 臨時営業 第21040447号 R04.07.12 R09.07.31 沖縄UDS株式会社 那覇市牧志2-16-8 BIT　PLAZAビル3F 098-894-8655  
ゆくい処　どぅしぐわぁー 那覇市牧志2-5-2 098-863-0300                飲食店営業 第21040405号 R04.07.05 R10.07.31 大泊佑嗣               
オハコルテ　小禄店 那覇市赤嶺1-4-1 098-851-3215                飲食店営業 第21040413号 R04.07.06 R10.07.31 チューイチョーク株式会社 那覇市泉崎1-4-10 098-869-4227  
兄弟飯店 那覇市安里1-1-5 りゅうきゅうプライム202号               飲食店営業 第21040478号 R04.07.20 R10.07.31 郭良銭               
なかいま屋 那覇市仲井真287 城間アパート101 098-832-1818                飲食店営業 第21040526号 R04.07.29 R10.07.31 緒方聖治               
wine＆dish CRIB 那覇市久茂地3-25-19 久茂地リバーサイドガーデンビル2-D               飲食店営業 第21040525号 R04.07.29 R10.07.31 株式会社　CRIB 那覇市首里金城町1-10-4               
中華酒場　和樓 那覇市おもろまち4-7-26 102 098-861-1118                飲食店営業 第21040468号 R04.07.15 R10.07.31 平良和也
那覇 ohana cafe salon 那覇市泉崎1-14-7 阮氏ビル404号               飲食店営業 第21040420号 R04.07.07 R10.07.31 ACUMEN　合同会社 那覇市久茂地2-2-2 タイムスビル2F               
氷やひでちゃん 那覇市内                             飲食店営業 臨時営業 第21040411号 R04.07.06 R09.07.31 井山英俊               
コープこくば 那覇市国場368番地 098-831-8400                菓子製造業 第21040410号 R04.07.06 R10.07.31 生活協同組合コープおきなわ 浦添市西原1-2-1 098-879-7751  
ひとつぼいも 那覇市安里2-8-7 1F 098-868-1511                菓子製造業 第21040416号 R04.07.06 R10.07.31 大城篤史               
炙るチェリチェリ 那覇市久茂地3-8-19 098-861-1020  飲食店営業 第21040419号 R04.07.07 R10.07.31 株式会社ROCK FEVER LAND 那覇市久茂地3-8-19 3階               
きうっち家 那覇市久茂地2-6-2 久茂地ガーデンビル2A2号               飲食店営業 第21040446号 R04.07.12 R10.07.31 岸本貴昭               
ビークレヨン 那覇市安里420-1 098-885-6423                飲食店営業 第21040432号 R04.07.11 R10.07.31 友寄隆次 098-834-3948  
コープ首里 那覇市首里汀良町3-104-1 098-887-5633                菓子製造業 第21040423号 R04.07.08 R10.07.31 生活協同組合コープおきなわ 浦添市西原1-2-1 098-879-7711  
コープおろく 那覇市鏡原町34-21 098-857-0069                菓子製造業 第21040422号 R04.07.08 R10.07.31 生活協同組合コープおきなわ 浦添市西原1-2-1 098-879-7711  
海鮮居酒屋　ちゅらさん亭 那覇市東町5-15 朝日ビル1階 098-861-0476                飲食店営業 第21040424号 R04.07.08 R10.07.31 新里晋規
Italian Barrel Cocochi 那覇市天久1-27-24 １F 098-988-3385                飲食店営業 第21040458号 R04.07.13 R10.07.31 下地真太郎               
やっぱり　つぼ味 那覇市壺川2-1-2 キャンディーハウス1階 098-855-1339                飲食店営業 第21040483号 R04.07.21 R10.07.31 金城宏               
MUSIC BAR LEGEND 那覇市久米1-1-21 オレンジビル8F 098-861-9555                飲食店営業 第21040465号 R04.07.14 R10.07.31 仲宗根寿               
4NINE 那覇市松山2-9-17 カーニバルビル2階                             飲食店営業 第21040456号 R04.07.13 R10.07.31 株式会社TCプロジェクト 那覇市松山1-35-6 松藤ビル501号 098-860-2221  
にじいろや 那覇市内               飲食店営業 臨時営業 第21040464号 R04.07.14 R09.07.31 辺士名明美               
ステーキ松屋 那覇市牧志3-8-31 098-959-1612                飲食店営業 第21040482号 R04.07.21 R10.07.31 合同会社　ぴのきお 那覇市前島2-14-24 098-867-3080  
琉球サンロイヤルホテル株式会社　フランス料理ボルドー那覇市東町6-20 10F 098-862-3811                飲食店営業 第21040431号 R04.07.11 R10.07.31 琉球サンロイヤルホテル株式会社 那覇市東町6-20 098-862-3811  
琉球サンロイヤルホテル株式会社　マゼラン・カフェ那覇市東町6-20 098-862-3811                飲食店営業 第21040430号 R04.07.11 R10.07.31 琉球サンロイヤルホテル株式会社 那覇市東町6-20 098-862-3811  
琉球サンロイヤルホテル株式会社　和琉レストラン四季那覇市東町6-20 1F 098-862-3811                飲食店営業 第21040429号 R04.07.11 R10.07.31 琉球サンロイヤルホテル株式会社 那覇市東町6-20 098-862-3811  
しゃぶしゃぶ萬天　MANTEN 那覇市樋川2-3 のうれんプラザ2F201               飲食店営業 第21040463号 R04.07.14 R10.07.31 谷川明慈               
株式会社　沖縄しまや 那覇市国場240 098-834-2664                菓子製造業 第21040428号 R04.07.11 R10.07.31 株式会社　沖縄しまや 那覇市国場240 098-834-8711  
丸江弁当 那覇市久米1-25-9 098-868-3322                飲食店営業 第21040445号 R04.07.12 R10.07.31 仲村由記江               
明夜来 那覇市東町17-11 ふくろう館203号 098-943-2819                飲食店営業 第21040513号 R04.07.28 R10.07.31 阿部マリ               
選茶空間 那覇市壺屋1-18-38 098-897-7459                飲食店営業 第21040455号 R04.07.13 R10.07.31 神里勝
セブン-イレブン那覇開南店 那覇市樋川2-1-35 098-853-1711                飲食店営業 第21040462号 R04.07.14 R10.07.31 大城大斗               
カフェ チェリー 那覇市安里388-159 玉那覇ビル1F 103号               飲食店営業 第21040444号 R04.07.12 R10.07.31 山里ハル子               
Cafe&Bar cura 那覇市小禄902-3 ゆがふ商事ビル2-A 098-857-6822                飲食店営業 第21040443号 R04.07.12 R10.07.31 合同会社ゆがふ商事 那覇市小禄902-3 098-857-7580  
上原食品 那覇市内               飲食店営業 臨時営業 第21040441号 R04.07.12 R09.07.31 上原直也               
海さん～市 那覇市東町4-14 イーストタウンビル1F               飲食店営業 第21040461号 R04.07.14 R10.07.31 株式会社琉球海宝 那覇市古波蔵2-12-22 A-1               
神田鮮魚店 那覇市字上間543               魚介類販売業 第21040440号 R04.07.12 R10.07.31 神田貞純
＃BUBBLE 那覇市松山2-1-15 RJ松山ビル5階　505 098-975-9623                飲食店営業 第21040481号 R04.07.21 R10.07.31 NMコーポレーション株式会社 横浜市西区南幸2-9-19 045-290-6161  
餅の店やまや 那覇市壷屋2-20-34 098-832-8758                菓子製造業 第21040439号 R04.07.12 R10.07.31 津嘉山廣
炭火串房 みつき 那覇市前島2-15-10 グリーンステージ1F 098-861-3232                飲食店営業 第21040438号 R04.07.12 R10.07.31 新城光信
八重山そば ジュネ 那覇市前島3-9-21 1F 098-868-5869                飲食店営業 第21040437号 R04.07.12 R10.07.31 大底智和
クッチーナ イタリアーナ タマナハ 那覇市上間260-1 神里アパート1F 098-927-4812                飲食店営業 第21040454号 R04.07.13 R10.07.31 玉那覇彰
そば屋 のはら 那覇市牧志3-12-1 098-867-7659                飲食店営業 第21040453号 R04.07.13 R10.07.31 野原朝盛
KANTIPUR CURRY HOUSE NEPALESE & INDIAN CUISINE那覇市西1-15-6 西町ビル2階 098-988-3513                飲食店営業 第21040452号 R04.07.13 R10.07.31 株式会社シリガネェシヤェ　ナモ　インターナショナル 宜野湾市大謝名4-4-2 ハイディアパートB棟102号室
スポカフェ　レキオス 那覇市牧志2-3-20 １F 098-943-5223                飲食店営業 第21040524号 R04.07.29 R10.07.31 株式会社エービーシーサービス 那覇市田原1-17-9 098-859-5555  
ありむら 那覇市久茂地3-25-19 久茂地リバーサイドガーデンビル2階C号室               飲食店営業 第21040477号 R04.07.20 R10.07.31 有村柳子               
スナック.BB 那覇市小禄1287-1 ウィンズビル5階-C 098-858-1584                飲食店営業 第21040451号 R04.07.13 R10.07.31 久貝田鶴美               
あさひそば 那覇市泉崎1-21-21 098-867-0339                飲食店営業 第21040449号 R04.07.13 R10.07.31 大城文子               
ビンビール酒場韋駄天　小禄新町店那覇市宇栄原1-28-1 ハラ産業ビル105号室 098-851-9366                飲食店営業 第21040472号 R04.07.19 R10.07.31 (株)TABELU 沖縄市海邦2-27-6               
ティールーム　クリオネ 那覇市安里420-1 松和産業ビル１階               飲食店営業 第21040497号 R04.07.25 R10.07.31 上間重則
塩おむすびと御御御付け「満月」 沖縄県全域               飲食店営業 自動車営業 第21040508号 R04.07.27 R10.07.31 野崎真               
高良学校給食センター 那覇市高良2-12-1                             飲食店営業 第21040492号 R04.07.25 R11.07.31 株式会社オーディフ 浦添市内間1-7-12 098-875-1291  
就労支援　あ・ん 那覇市首里桃原町1-8 １F 098-887-7071                菓子製造業 第21040532号 R04.07.29 R10.07.31 特定非営利活動法人あごらぴあ 那覇市松川445-2 098-885-1739  
ALBINO 那覇市壺屋1-2-12 仲原ビル2F               飲食店営業 第21040496号 R04.07.25 R10.07.31 阿嘉義竜               
BLUE EGG・アビスラポルテ 那覇市松尾2-8-19 ドン・キホーテ国際通り店2階A 098-943-2324                飲食店営業 第21040491号 R04.07.25 R10.07.31 株式会社プロジェクトセレネ 名古屋市中区大須3-30-60 大須301ビル5階 052-684-9989  
田芋工房 きん田＆龍の蔵 那覇市天久1-28-31 ヴィラ・アンソレイユⅡ 101 098-963-9488                菓子製造業 第21040467号 R04.07.15 R10.07.31 有限会社インターリンク沖縄 金武町字金武429番地 098-968-3329  
YAKINIKU 牛門 1階 那覇市牧志2-5-7 コーラルビル1F 098-943-5129                飲食店営業 第21040471号 R04.07.19 R10.07.31 知念拓弥               
豚とん亭　久茂地本店 那覇市久茂地1-4-1 くもいちビル1階                             飲食店営業 第21040402号 R04.07.04 R10.07.31 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  
豚とん亭　久茂地セントラルキッチン那覇市久茂地1-4-1 くもいちビル1階                             そうざい製造業 第21040401号 R04.07.04 R10.07.31 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  
YAKINIKU 牛門 2階 那覇市牧志2-5-7 コーラルビル2F 098-943-5129                飲食店営業 第21040470号 R04.07.19 R10.07.31 知念拓弥               
海の恵　港町店 那覇市港町2-3-8 1F               飲食店営業 第21040466号 R04.07.15 R10.07.31 比嘉恵美               
マリンソーダ 那覇市松山1-4-8 フラワードリームビル６F-B                             飲食店営業 第21040469号 R04.07.19 R10.07.31 本田岳人               
赤とんぼ 那覇市前島3-11-5 下地ビル1F 098-868-6588                飲食店営業 第21040476号 R04.07.20 R10.07.31 稲嶺恵子               
Bar　Position 那覇市内 098-917-1243                飲食店営業 臨時営業 第21040507号 R04.07.27 R09.07.31 山入端敬               
ハチドリ 那覇市前島3-11-13 1階               飲食店営業 第21040480号 R04.07.21 R10.07.31 穐丸和宏               
三原りうぼう 那覇市三原1-4-30 098-853-4859  098-835-4034  飲食店営業 第21040479号 R04.07.21 R10.07.31 株式会社リウボウストア 那覇市松尾1-9-49 098-867-2060  
コントラバス　ハウゼ 那覇市繁多川1-7-32               飲食店営業 第21040495号 R04.07.25 R10.07.31 高江洲章               
BAR　Rectoru 那覇市松山1-4-8 フラワードリームビル7ーA               飲食店営業 第21040494号 R04.07.25 R10.07.31 上運天稜也               
姫 那覇市牧志3-8-20 かみやビル　2F               飲食店営業 第21040512号 R04.07.28 R10.07.31 志良堂律子
あんだぎーごろー屋 那覇市前島3-15-6               飲食店営業 第21040490号 R04.07.25 R10.07.31 名城史和               
団欒酒場 赤とんぼ 那覇市東町11-19 098-861-8565                飲食店営業 第21040489号 R04.07.25 R10.07.31 株式会社アメニティ 那覇市寄宮2-2-3 098-855-5665  
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ふじ 那覇市首里鳥堀町4-106-4 098-886-7158                飲食店営業 第21040488号 R04.07.25 R10.07.31 嘉数洋子               
さいおんスクエア 那覇市内 098-860-7440                飲食店営業 臨時営業 第21040487号 R04.07.25 R09.07.31 眞榮里勝太               
居酒屋寿司大吉 那覇市古島2-26-15 098-886-0886                飲食店営業 第21040486号 R04.07.25 R10.07.31 仲程正信
サイコーチキン 那覇市識名3-17-8 新垣アパート1-C 098-854-7188                飲食店営業 第21040523号 R04.07.29 R10.07.31 下地和人               
RIN　BAGEL　Works　KUME 沖縄県全域               飲食店営業 自動車営業 第21040436号 R04.07.11 R10.07.31 株式会社RIN 中頭郡北谷町北谷1-4-5 ロゼリ本店ビル1F 098-989-7778  
Peace Rock Cafe 那覇市牧志2-3-20 098-863-0314                飲食店営業 第21040531号 R04.07.29 R10.07.31 前森成悟               
小料理　きよみ 那覇市安里385               飲食店営業 第21040511号 R04.07.28 R10.07.31 砂川清美               
焼肉ひだや　那覇松山店 那覇市松山2-11-12 エステート松山Ⅱ　２階 098-843-2941                飲食店営業 第21040504号 R04.07.27 R10.07.31 株式会社クリエル 岡山市南区泉田421-20 086-242-0630  
幸せの南国シュークリーム 那覇市松尾2-8-19 ドン・キホーテ国際通り店　1階               飲食店営業 第21040506号 R04.07.27 R10.07.31 津崎高明               
幸せの南国シュークリーム 那覇市松尾2-8-19 ドン・キホーテ国際通り店　1階               菓子製造業 第21040505号 R04.07.27 R10.07.31 津崎高明               
ホテルサンパレス球陽館 那覇市久茂地2-5-1 098-863-4181                飲食店営業 第21040503号 R04.07.27 R10.07.31 株式会社球陽館ホテルズおきなわ 那覇市久茂地2-5-11 098-863-4181  
会員制BAR　PON　国際通り 那覇市牧志1-2-3 HCビル 3-A階               飲食店営業 第21040502号 R04.07.27 R10.07.31 斉藤翔吾               
コスタビレッジ エスパーナ 那覇市辻3-2-1 098-868-8584                飲食店営業 第21040501号 R04.07.27 R10.07.31 株式会社波之上産業 那覇市辻3-2-13 098-868-1808  
Bar Reraise 那覇市松山1-14-15 ナムラプラウド202                             飲食店営業 第21040522号 R04.07.29 R10.07.31 池田柾               
HELLS CITY RECORDS 那覇市泉崎1-12-7 不動産会館B1F-C号               飲食店営業 第21040500号 R04.07.27 R10.07.31 花城克昭               
あいえんきえん 那覇市古波蔵2-4-15 上原ビル1階 098-833-1139                飲食店営業 第21040499号 R04.07.27 R10.07.31 永山健太郎               
LOCA 那覇市松山2-1-13 沖縄建装松山ビル5階北側 098-863-8778  飲食店営業 第21040530号 R04.07.29 R10.07.31 仲宗根拓也
どーる博多 那覇市東町11-3 中村ビル102号               飲食店営業 第21040521号 R04.07.29 R10.07.31 重留揚平               
スナックあや 那覇市安里388               飲食店営業 第21040498号 R04.07.27 R10.07.31 平良文子               
レトロ 那覇市古島1-23-2 譜久原ビル1F-A 098-885-5748                飲食店営業 第21040510号 R04.07.28 R10.07.31 砂川春恵               
しゅう乃や 那覇市久茂地3-25-19 久茂地リバーサイドガーデンビル1-C               飲食店営業 第21040509号 R04.07.28 R10.07.31 前泊安男
琉球銀行　田原支店 那覇市小禄902-3 098-857-0391                飲食店営業 第21040517号 R04.07.29 R10.07.31 コスモフーズ株式会社 那覇市銘苅322-5 真栄城ビル203 098-862-9241  
疾風ホルモン 那覇市久茂地2-6-2 久茂地ガーデンビル2C 098-864-0881                飲食店営業 第21040527号 R04.07.29 R10.07.31 後木俊介
カラオケ＆BAR　バスターコール 那覇市牧志2-2-30 リウボウ商事本社ビル2階 098-943-1072                飲食店営業 第21040516号 R04.07.29 R10.07.31 熊谷将吾               
Bar WOKHO 那覇市松山1-28-11 前里ビル1階                             飲食店営業 第21040457号 R04.07.13 R10.07.31 株式会社松嶺自動車商会 島尻郡八重瀬町字仲座488 098-996-1955  
首里城公園 那覇市内 098-886-2020  098-886-2022  飲食店営業 臨時営業 第21040515号 R04.07.29 R09.07.31 一般財団法人　沖縄美ら島財団 国頭郡本部町石川888 0980-48-3645  
貝とワインのお店　サザエさん 那覇市久茂地1-8-1 マキシ久茂地ビル1F 098-941-7580                飲食店営業 第21040529号 R04.07.29 R10.07.31 スマイル沖縄株式会社 那覇市久茂地1-8-1 1F 098-941-7580  
たまき屋 那覇市大道172 1F﨑原方               飲食店営業 第21040528号 R04.07.29 R10.07.31 普久原泰
手料理の店 しむ 那覇市前島2-1-7 ツインビル1-D                             飲食店営業 第21040442号 R04.07.12 R10.07.31 岸本留美子               
FREE MOON 沖縄 那覇市安里1-6-8 2階                             飲食店営業 第21040493号 R04.07.25 R10.07.31 森林拓也               
BAR　忘我 那覇市松山1-14-10 クインズビル4階                             飲食店営業 第21040450号 R04.07.13 R10.07.31 嘉手川雅               
沖縄県漁連製氷貯氷施設 那覇市港町1-1-27 098-868-3886                氷雪製造業 第21040412号 R04.07.06 R10.07.31 沖縄県漁業協同組合連合会 那覇市前島3-25-39 098-860-2600  


