
R2.4.1～R2.4.30
継続営業許可施設

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 代表者役職代表者名 申請者電話

草果菜cafe 那覇市久茂地3-2-22 JAドリーム館 098-917-1500  喫茶店営業 第21020009号 R02.04.01 R08.04.30
農業生産法人株式会社
沖縄美ら島ファーム

代表取締役 前川和弘 沖縄県 国頭郡本部町字大浜874-11 1F               

草果菜cafe 那覇市久茂地3-2-22 JAドリーム館 098-917-1500  
アイスクリーム類
製造業

第21020008号 R02.04.01 R08.04.30
農業生産法人株式会社
沖縄美ら島ファーム

代表取締役 前川和弘 沖縄県 国頭郡本部町字大浜874-11 1F               

モビーディック 那覇市通堂町2-1 那覇港 098-866-0489  飲食店営業 食堂 第21020049号 R02.04.07 R08.04.30 有限会社ウエストマリン 代表取締役 本永愼三 沖縄県 那覇市通堂町2-1 098-866-0489  

春いち 那覇市久米1-1-24 アップルビル1F 098-864-5564  飲食店営業 居酒屋 第21020072号 R02.04.10 R08.04.30 与那城良春

彩鳥味鳥酔気 那覇市牧志1-13-7 098-861-8291  飲食店営業 居酒屋 第21020096号 R02.04.10 R08.04.30 阿嘉宗保

オアシス 協同病院店 那覇市古波蔵4-10-55 3階               飲食店営業 食堂 第21020045号 R02.04.07 R08.04.30 株式会社沖縄総合給食 代表取締役 新屋敷循 沖縄県 豊見城市字名嘉地263-1 098-856-7690  

与儀パーラー 那覇市内               飲食店営業 簡易営業 第21020001号 R02.04.01 R07.04.30 与儀常行

与儀パーラー 那覇市内               菓子製造業 簡易営業 第21020002号 R02.04.01 R07.04.30 与儀常行

与儀パーラー 那覇市内               喫茶店営業 簡易営業 第21020003号 R02.04.01 R07.04.30 与儀常行

ハンバーガーショップSHURI 那覇市首里儀保町1-27-4 1F 098-884-2274  飲食店営業 食堂 第21020043号 R02.04.07 R08.04.30 金城栄一

金城豆腐店 那覇市首里儀保町1-27-4 1F 098-884-2274  豆腐製造業 豆腐製造業 第21020042号 R02.04.07 R08.04.30 金城栄一

創作沖縄料理 二幸 那覇市牧志2-1-18 098-861-7722  飲食店営業 居酒屋 第21020040号 R02.04.07 R08.04.30 株式会社国際観光グループ 代表取締役 渡辺潤一郎 沖縄県 那覇市牧志2-1-18 098-861-7722  

ダイニング Ryugu 那覇市東町6-18 パーム東町ビル2-A 飲食店営業 小料理 第21020095号 R02.04.10 R08.04.30 奥浜沙代子

わたしんち 那覇市寄宮3-3-1 098-853-0802  飲食店営業 パーラー 第21020094号 R02.04.10 R08.04.30 大宜見千恵子

居楽屋 白木屋 那覇市牧志2-1-1 プランタビル5階 098-867-5188  飲食店営業 居酒屋 第21020093号 R02.04.10 R08.04.30 株式会社モンテローザフーズ 代表取締役 大神輝博 東京都 新宿区歌舞伎町1-21-1 0422-36-8288  

そば屋 鶴小 壷川店 那覇市壺川1-3-7 098-836-3719  飲食店営業 そば屋 第21020092号 R02.04.10 R08.04.30 有限会社キャプテンズグループ 代表取締役 高江洲幸子 沖縄県 うるま市字州崎8-12 098-934-8131  

上原パーラー 那覇市内               飲食店営業 簡易営業 第21020037号 R02.04.07 R07.04.30 上原スミ子

上原パーラー 那覇市内               喫茶店営業 簡易営業 第21020036号 R02.04.07 R07.04.30 上原スミ子

上原パーラー 那覇市内               菓子製造業 簡易営業 第21020035号 R02.04.07 R07.04.30 上原スミ子

プレステージ ラウンジ 那覇市おもろまち4-1 3階レストラン内 098-951-1300  飲食店営業 レストラン 第21020050号 R02.04.08 R08.04.30 沖縄ディーエフエス株式会社 代表取締役 小川光永 沖縄県 那覇市鏡水150 那覇空港ビルディング 098-840-1331  

おとん 那覇市字安里379-21 1F 飲食店営業 居酒屋 第21020090号 R02.04.10 R08.04.30 池田哲也

オハコルテベーカリー
ベーカリーレストラン
＆DIYインテリアショップ

那覇市泉崎1-4-10 喜納ビル1F 098-869-1830  飲食店営業 レストラン 第21020089号 R02.04.10 R08.04.30 チューイチョークリビング株式会社 代表取締役 豊田里絵子 沖縄県 那覇市泉崎1-4-10 1F 098-869-1830  

富士家 那覇市泊2-10-9 1F 098-869-3403  飲食店営業 食堂 第21020088号 R02.04.10 R08.04.30 仲本隆

タウンプラザかねひで与儀公園市場 那覇市寄宮1-8-45 098-832-3939  そうざい製造業 第21020087号 R02.04.10 R08.04.30 金秀商事株式会社 代表取締役 知念三也 沖縄県 西原町字小那覇494-1 098-946-2830  

タウンプラザかねひで与儀公園市場 那覇市寄宮1-8-45 098-832-3939  食肉販売業 第21020086号 R02.04.10 R08.04.30 金秀商事株式会社 代表取締役 知念三也 沖縄県 西原町字小那覇494-1 098-946-2830  

タウンプラザかねひで与儀公園市場 那覇市寄宮1-8-45 098-832-3939  魚介類販売業 第21020085号 R02.04.10 R08.04.30 金秀商事株式会社 代表取締役 知念三也 沖縄県 西原町字小那覇494-1 098-946-2830  

タウンプラザかねひで与儀公園市場 那覇市寄宮1-8-45 098-832-3939  乳類販売業 第21020084号 R02.04.10 R09.04.30 金秀商事株式会社 代表取締役 知念三也 沖縄県 西原町字小那覇494-1 098-946-2830  

タウンプラザかねひで与儀公園市場 那覇市寄宮1-8-45 098-832-3939  飲食店営業 寿司屋 第21020083号 R02.04.10 R08.04.30 金秀商事株式会社 代表取締役 知念三也 沖縄県 西原町字小那覇494-1 098-946-2830  

タウンプラザかねひで与儀公園市場 那覇市寄宮1-8-45 098-832-3939  菓子製造業 第21020082号 R02.04.10 R08.04.30 金秀商事株式会社 代表取締役 知念三也 沖縄県 西原町字小那覇494-1 098-946-2830  

花水樹 那覇市首里末吉町4-2-21 仲間ビル2F 098-885-7678  飲食店営業 スナック 第21020081号 R02.04.10 R08.04.30 金城マサ子

タウンプラザかねひであけぼの店 那覇市曙3-19-7 098-861-7014  菓子製造業 第21020080号 R02.04.10 R08.04.30 金秀商事株式会社 代表取締役 知念三也 沖縄県 西原町字小那覇494-1 098-946-2830  

タウンプラザかねひであけぼの店 那覇市曙3-19-7 098-861-7014  飲食店営業 寿司屋 第21020079号 R02.04.10 R08.04.30 金秀商事株式会社 代表取締役 知念三也 沖縄県 西原町字小那覇494-1 098-946-2830  

ローソン那覇真嘉比入口店 那覇市真嘉比1-2-1               飲食店営業 そうざい 第21020078号 R02.04.10 R08.04.30 新里剛司

ローソン那覇真嘉比入口店 那覇市真嘉比1-2-1               魚介類販売業 第21020073号 R02.04.10 R09.04.30 新里剛司

ローソン那覇真嘉比入口店 那覇市真嘉比1-2-1               乳類販売業 第21020074号 R02.04.10 R09.04.30 新里剛司

ローソン那覇真嘉比入口店 那覇市真嘉比1-2-1               食肉販売業 第21020075号 R02.04.10 R09.04.30 新里剛司

共済会食堂 那覇市通堂町1-1 098-868-3141  飲食店営業 食堂 第21020077号 R02.04.10 R08.04.30 沖縄製粉株式会社 代表取締役 竹内一郎 沖縄県 那覇市通堂町1-1 098-868-3141  

はいさい 那覇市宇栄原4-4-25 飲食店営業 居酒屋 第21020076号 R02.04.10 R08.04.30 金城みどり

俺ん家 那覇市牧志3-14-16 コーポ誉1F 098-943-9903  飲食店営業 居酒屋 第21020091号 R02.04.10 R08.04.30 渡邉学

イタリエーヌ 那覇市銘苅180-1 朝忠ビル1F 098-867-9848  飲食店営業 食堂 第21020099号 R02.04.13 R08.04.30 又吉百合子

那覇市沿岸漁業協同組合 那覇市港町3-1-17 098-861-2707  魚介類せり売営業 第21020108号 R02.04.13 R08.04.30 那覇市沿岸漁業協同組合 代表理事 石垣伸太郎 沖縄県 那覇市港町3-1-17 098-861-2707  

あがいてぃーだ 那覇市松山1-27-11 ロコイン沖縄1F 098-869-6511  飲食店営業 レストラン 第21020107号 R02.04.13 R08.04.30 株式会社りゅうせきフロントライン 代表取締役 上運天清 沖縄県 浦添市勢理客4-20-1 098-875-5008  

オハコルテベーカリー
ベーカリーレストラン
＆DIYインテリアショップ

那覇市泉崎1-4-10 喜納ビル1F 098-869-1830  菓子製造業 第21020123号 R02.04.14 R08.04.30 チューイチョークリビング株式会社 代表取締役 豊田里絵子 沖縄県 那覇市泉崎1-4-10 1F 098-869-1830  

内地ャンプルー 那覇市牧志3-8-32 1F 飲食店営業 居酒屋 第21020122号 R02.04.14 R08.04.30 山城紹信

沖縄ハーバービューホテル　「簡易営業」 那覇市内 098-853-2111  飲食店営業 簡易営業 第21020097号 R02.04.13 R07.04.30 ザ・ホテリエ・グループ那覇株式会社 代表取締役 堀　公人 東京都 新宿区四谷2-9-15 東京ユナイテッド綜合事務所内 03-5360-8280  

Cafe 1or8 那覇市おもろまち3-6-14 098-862-8288  飲食店営業 カフェー 第21020121号 R02.04.14 R08.04.30 有限会社アイ・ステーション 代表取締役 安和朝彦 沖縄県 那覇市おもろまち3-6-14

小花 那覇市宇栄原3-30-3 マイシティービル 1-B 飲食店営業 カフェー 第21020120号 R02.04.14 R08.04.30 赤嶺義輝

べんり屋 那覇市安里388 098-877-7754  飲食店営業 パーラー 第21020119号 R02.04.14 R08.04.30 朱暁玲

パーラーナカサト 那覇市内 喫茶店営業 簡易営業 第21020117号 R02.04.14 R07.04.30 中里由美子

パーラーナカサト 那覇市内
アイスクリーム類
製造業

簡易営業 第21020118号 R02.04.14 R07.04.30 中里由美子

生活協同組合沖縄県高齢者協同組合配彩 那覇市首里末吉町3-15-1 コーポサンアンクル101 098-884-8335  飲食店営業 仕出し屋 第21020116号 R02.04.14 R08.04.30
生活協同組合
沖縄県高齢者協同組合

代表理事 竹森鋼 沖縄県 那覇市首里末吉町3-15-1 コーポサンアンクル101 098-884-8335  

営業所所在地 営業の種類 申請者住所
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R2.4.1～R2.4.30
継続営業許可施設

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 代表者役職代表者名 申請者電話営業所所在地 営業の種類 申請者住所
Dirty Martini 那覇市久茂地2-24-14 シュシュビル久茂地2F               飲食店営業 レストラン 第21020115号 R02.04.14 R08.04.30 株式会社井筒屋 代表取締役 新里勇 沖縄県 浦添市港川458 098-878-7878  

新三 那覇市久茂地2-10-22 ハイツ国場1F 098-866-3022  飲食店営業 割烹 第21020114号 R02.04.14 R08.04.30 宮城聡

ケンタッキーフライドチキン
パレット久茂地店

那覇市久茂地1-1-1 098-867-2885  飲食店営業 食堂 第21020146号 R02.04.16 R08.04.30 株式会社　リウエン商事 代表取締役 金城徹 沖縄県 浦添市勢理客4-17-11 098-875-2168  

一どん 那覇市泉崎1-7-7 1F 098-862-3313  飲食店営業 食堂 第21020145号 R02.04.16 R08.04.30 株式会社いちどんＣＯＭＰＡＮＹ 代表取締役 向江司 沖縄県 那覇市泉崎1丁目8番8号 泉崎マンション602 098-861-7833  

とまとコーポレーション 那覇市内 飲食店営業 簡易営業 第21020142号 R02.04.16 R07.04.30 當銘由功

とまとコーポレーション 那覇市内 菓子製造業 簡易営業 第21020143号 R02.04.16 R07.04.30 當銘由功

とまとコーポレーション 那覇市内 喫茶店営業 簡易営業 第21020144号 R02.04.16 R07.04.30 當銘由功

アコークロー 那覇市松山1-14-5 ホテルロコイン松山1F 098-869-6565  飲食店営業 レストラン 第21020141号 R02.04.16 R08.04.30 株式会社りゅうせきフロントライン 代表取締役 上運天清 沖縄県 浦添市勢理客4-20-1 098-875-5008  

C＆C BREAKFAST 那覇市松尾2-9-6 タカミネビル1F 飲食店営業 レストラン 第21020139号 R02.04.16 R08.04.30 宮島修

C＆C BREAKFAST 那覇市松尾2-9-6 タカミネビル1F 菓子製造業 第21020140号 R02.04.16 R08.04.30 宮島修

ふじさん 那覇市国場30 098-855-0177  飲食店営業 ﾅｲﾄｽﾅｯｸ 第21020163号 R02.04.20 R08.04.30 照屋文子

春海ユースホステル 那覇市泊2-22-10 098-867-3218  飲食店営業 簡易宿所 第21020162号 R02.04.20 R08.04.30 大浜皓

綾 那覇市安里2-4-17 ライオンズマンション102098-863-6451  飲食店営業 スナック 第21020161号 R02.04.20 R08.04.30 南千恵子

green green 那覇市松山1-35-21 大福館ビル5-C 098-861-3110  飲食店営業 バー 第21020194号 R02.04.23 R08.04.30 浦崎みどり

南島酒房 黒うさぎ 那覇市久茂地3-8-3-2F 098-864-2887  飲食店営業 居酒屋 第21020173号 R02.04.21 R08.04.30 照喜名健

bar 枯渇 那覇市安里388-10 高嶺ビル2階 飲食店営業 バー 第21020172号 R02.04.21 R08.04.30 木下雄治朗

スナックだるま 那覇市前島3-16-18 1F 098-862-6802  飲食店営業 カフェー 第21020193号 R02.04.23 R08.04.30 上原千賀子

淡々 那覇市久米2-7-11 福地ビル2F 098-863-5265  飲食店営業 食堂 第21020192号 R02.04.23 R08.04.30 福地田鶴子

キャプテンズイン東町店 那覇市東町4-15               飲食店営業 レストラン 第21020191号 R02.04.23 R08.04.30 株式会社幸コーポレーション 代表取締役 高江洲義幸 沖縄県 那覇市具志3-24-16 098-934-1129  

ブルーシール 国際通り店 那覇市牧志1-2-32 098-867-1450  飲食店営業 スナック 第21020189号 R02.04.23 R08.04.30 中山龍二

ブルーシール 国際通り店 那覇市牧志1-2-32 098-867-1450  
アイスクリーム類
製造業

第21020190号 R02.04.23 R08.04.30 中山龍二

焼立てパントムソーヤ 那覇市小禄1297-1 1F 098-857-2457  菓子製造業 第21020207号 R02.04.24 R08.04.30 奥平浩吉

ムーンドライブカフェ 那覇市牧志3-7-18 1階 098-863-9995  飲食店営業 バー 第21020206号 R02.04.24 R08.05.31 赤間力也

BAYOU 那覇市安里388-90 098-943-3436  飲食店営業 バー 第21020205号 R02.04.24 R08.04.30 糸洲朝昭

㈱リウボウインダストリー６階催事場 那覇市内 098-867-1171  飲食店営業 簡易営業 第21020222号 R02.04.27 R07.04.30 株式会社リウボウインダストリー 代表取締役 糸数剛一 沖縄県 那覇市久茂地1-1-1 098-867-1171  

㈱リウボウインダストリー６階催事場 那覇市内 098-867-1171  飲食店営業 簡易営業 第21020221号 R02.04.27 R07.04.30 株式会社リウボウインダストリー 代表取締役 糸数剛一 沖縄県 那覇市久茂地1-1-1 098-867-1171  

㈱リウボウインダストリー６階催事場 那覇市内 098-867-1171  飲食店営業 簡易営業 第21020220号 R02.04.27 R07.04.30 株式会社リウボウインダストリー 代表取締役 糸数剛一 沖縄県 那覇市久茂地1-1-1 098-867-1171  

㈱リウボウインダストリー６階催事場 那覇市内 098-867-1171  飲食店営業 簡易営業 第21020219号 R02.04.27 R07.04.30 株式会社リウボウインダストリー 代表取締役 糸数剛一 沖縄県 那覇市久茂地1-1-1 098-867-1171  

デパートリウボウB1集中厨房
那覇市久茂地1-1-1
(パレット久茂地)

098-867-1171  飲食店営業 そうざい 第21020218号 R02.04.27 R08.04.30 株式会社リウボウインダストリー 代表取締役 糸数剛一 沖縄県 那覇市久茂地1-1-1 098-867-1171  

炭火酒場 輪乃家 那覇市泊1-1-14 1F 098-869-1790  飲食店営業 居酒屋 第21020237号 R02.04.30 R08.04.30 石井孝典

レオダッシュ 那覇市松山1-8-8 オーキッド松山2階-A 098-866-7640  飲食店営業 食堂 第21020236号 R02.04.30 R08.04.30 比嘉芳彦

アナザーデイ 那覇市久米2-8-14 久米8番館ビル3階 098-861-8232  飲食店営業 ﾅｲﾄｽﾅｯｸ 第21020235号 R02.04.30 R08.04.30 石垣聡

あぐろ焙煎珈琲店 那覇市久米2-24-12 1F 098-862-1995  飲食店営業 食堂 第21020241号 R02.04.30 R08.04.30 赤嶺和博

トランスコスモス シー・アール・エム沖縄（株） 那覇市おもろまち4-2-23 098-951-0800  喫茶店営業 自販機 第21020240号 R02.04.30 R09.04.30
株式会社ジャパンビバレッジ
ホールディングス

代表取締役 及川剛 東京都 新宿区西新宿1-24-1 03-5321-0416  

トランスコスモス シー･アール・エム沖縄（株） 那覇市壺川3-2-6 壺川ビル 098-951-0800  喫茶店営業 自販機 第21020239号 R02.04.30 R09.04.30
株式会社ジャパンビバレッジ
ホールディングス

代表取締役 及川剛 東京都 新宿区西新宿1-24-1 03-5321-0416  

パブ オードリー 那覇市久米1-1-24 6-A 098-867-8508  飲食店営業 バー 第21020238号 R02.04.30 R08.04.30 小渡和道

パブラウンジおび 那覇市東町20-18 1F 098-864-2287  飲食店営業 ﾅｲﾄｽﾅｯｸ 第21020318号 R02.04.30 R08.04.30 白石和子
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