
R2.4.1～R2.4.30
新規営業許可施設

営業所名称 営業所電話 営業の種類 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
豆福 那覇市山下町4-29 1F               喫茶店営業 第21020007号R02.04.01 R08.04.30 平良聡               
栄町せんべろからおけ 那覇市安里388-132               飲食店営業 バー 第21020004号R02.04.01 R08.04.30 下津佐　仁
松鶴 那覇市久米2-10-6 098-863-1321  飲食店営業 食堂 第21020005号R02.04.01 R08.04.30 株式会社承逸 代表取締役 新垣昌人 沖縄県 那覇市久米2-11-13               
クイックリー　ドン・キホーテ国際通り店 那覇市松尾2-8-19 ドン・キホーテ国際通り店内 098-911-9126  飲食店営業 パーラー 第21020006号R02.04.01 R08.04.30 クイックリージャパン株式会社 代表取締役 新垣龍太 沖縄県 那覇市鏡水崎原地先 098-911-9126  
RACCOON 那覇市牧志3-8-21 ポンプビル1階               飲食店営業 バー 第21020018号R02.04.02 R08.04.30 山崎竜治
しましゃぶや 那覇市金城5-8-11               飲食店営業 レストラン 第21020017号R02.04.02 R08.04.30 株式会社エムイー・ファクトリー 代表取締役 宮野真平 沖縄県 那覇市おもろまち3-5-24 508号室 098-869-8933  
舞ワイフ 那覇市松山2-1-14 仲間ビル3階 098-866-3545  飲食店営業 カフェー 第21020016号R02.04.02 R08.04.30 浜田聡
なみのうえ商店 那覇市若狭1-24 （旭ヶ丘公園内） 098-866-7473  食肉販売業 第21020019号R02.04.02 R08.04.30 一般社団法人那覇市観光協会 会長 佐久本武 沖縄県 那覇市牧志3-2-10 098-862-1442  
楽ロビkitchen 那覇市真嘉比1-29-16 ブランシュール真嘉比201 098-960-8800  そうざい製造業 第21020021号R02.04.02 R08.04.30 株式会社Lacoo 代表取締役 駒井正喜 沖縄県 那覇市真嘉比1-29-16 ブランシュール真嘉比201 098-960-8800  
olu'olu 那覇市上間209 イーストフィールド301号 飲食店営業 居酒屋 第21020020号R02.04.02 R08.04.30 謝敷宗明
酒処居酒屋まるしょう 那覇市前島3-4-12 ライオンズマンション1F               飲食店営業 居酒屋 第21020029号R02.04.03 R08.04.30 饒平名将一
金武アグー　しゃぶしゃぶ金武 那覇市牧志1-9-4               飲食店営業 レストラン 第21020024号R02.04.03 R08.04.30 瀬古雅英
MUSIC　BAR　Verona 那覇市松尾2-11-13 コーポうえず１階左 飲食店営業 バー 第21020023号R02.04.03 R08.04.30 株式会社English　Garden 代表取締役 金城　尚 沖縄県 那覇市おもろまち3-5-25 ハピネス新都心Ⅲ402
炭火料理と旨い酒まっすぐ 那覇市国場1167-9 098-855-0337  飲食店営業 居酒屋 第21020027号R02.04.03 R08.04.30 平良丞
居酒屋　心彩炉 那覇市字宇栄原993-1 098-858-8467  飲食店営業 居酒屋 第21020030号R02.04.03 R08.04.30 新垣栄作
ホテルストレータ那覇（カフェストレータ） 那覇市牧志1-19-8 098-860-7400  菓子製造業 第21020022号R02.04.03 R08.04.30 沖縄UDS株式会社 代表取締役 岡﨑勝彦 沖縄県 那覇市牧志2-16-8 BITPLAZAビル3F 098-894-8655  
隠れ家ダイニング　天麩羅　隠れ家 那覇市牧志2-1-19 1F奥 098-917-2522  飲食店営業 居酒屋 第21020028号R02.04.03 R08.04.30 株式会社島物語 代表取締役 佐橋信義 沖縄県 那覇市松尾2-1-6 兼城ビル2F               
スナックBijoux（ビジュー） 那覇市安里388-10 ラ・ポールビル3-C 飲食店営業 スナック 第21020026号R02.04.03 R08.04.30 知念真弓
PANDA 那覇市牧志3-8-21 ポンプビル1F 飲食店営業 バー 第21020025号R02.04.03 R08.04.30 渡邊　勝
黒ひげ 那覇市字安里388-5               飲食店営業 バー 第21020032号R02.04.06 R08.04.30 植山弘一朗
みずとみ精肉店 那覇市宮城1-18-1 098-860-1524  食肉販売業 第21020031号R02.04.06 R08.04.30 株式会社MIZUTOMI 代表取締役 市川　哲 沖縄県 うるま市州崎13-43 098-860-1524  
ちる酒場 那覇市古島2-4 098-861-3103  飲食店営業 居酒屋 第21020033号R02.04.06 R08.04.30 大城幹人
ラーメンとタコ焼きの店　george 那覇市鏡水150 098-996-3160  飲食店営業 食堂 第21020034号R02.04.06 R08.04.30 空港ターミナルサービス株式会社 代表取締役 上地登志郎 沖縄県 那覇市鏡水150 098-840-1593  
フォレストリバー 那覇市壺屋1-10-10 グランドパラダイスビル1階B室               飲食店営業 バー 第21020041号R02.04.07 R08.04.30 森川新也
まるちゃん 那覇市松尾2-7-17 UIビル2階               飲食店営業 居酒屋 第21020039号R02.04.07 R08.04.30 石丸智光
きぶし 那覇市久米1-1-21 ｵﾚﾝｼﾞﾋﾞﾙ3-D号室               飲食店営業 ﾅｲﾄｽﾅｯｸ 第21020038号R02.04.07 R08.04.30 外間儀章
Bar Imisore 那覇市東町20-7 TBCビル102               飲食店営業 バー 第21020046号R02.04.07 R08.04.30 株式会社てぃーち 代表取締役 安齋達也 沖縄県 那覇市東町20-7 TBCビル206               
ガスト那覇天久 那覇市天久2-6-9 098-860-4433  飲食店営業 レストラン 第21020047号R02.04.07 R08.04.30 株式会社すかいらーくレストランツ 代表取締役 大川原利明 東京都 武蔵野市西久保1-25-8 0422-37-5218  
バッカスの胃袋 那覇市牧志1-2-25 098-863-7227  飲食店営業 レストラン 第21020044号R02.04.07 R08.04.30 ヘリオスフードサービス株式会社 代表取締役 松田あゆみ 沖縄県 那覇市牧志1-2-25 098-863-7253  
琉球肉バル　バルコラボ 那覇市牧志3-11-12 098-975-7212  飲食店営業 食堂 第21020048号R02.04.07 R08.04.30 琉球アスティーダスポーツクラブ株式会社代表取締役 早川周作 沖縄県 中頭郡中城村字南上原1112-1オーシャンビュー松山Ⅱ　B1F               
なでしこ 那覇市松山1-35-21 大福館ﾋﾞﾙ6階-A               飲食店営業 ﾅｲﾄｽﾅｯｸ 第21020054号R02.04.08 R08.04.30 宮里はるみ
一番餃子　栄町店 那覇市安里388-5               飲食店営業 中華料理 第21020055号R02.04.08 R08.04.30 株式会社　興勝 代表取締役 韋　天喜 沖縄県 宜野湾市真栄原3-6-2 098-988-8850  
SORAOTO　～REBEL　THREE～ 那覇市久茂地3-9-1 久茂地センタービル4F 098-866-6776  飲食店営業 バー 第21020051号R02.04.08 R08.04.30 株式会社RL 代表取締役 濱元盛俊 沖縄県 那覇市久茂地3-9-1 4F               
REBEL TWO ～宴～ 那覇市前島3-25-2 7F 098-866-7166  飲食店営業 バー 第21020056号R02.04.08 R08.04.30 株式会社RL 代表取締役 濱元盛俊 沖縄県 那覇市久茂地3-9-1 4F               
REBEL　ONE 那覇市牧志1-3-32 たから苑1F 098-988-9393  飲食店営業 バー 第21020052号R02.04.08 R08.04.30 株式会社RL 代表取締役 濱元盛俊 沖縄県 那覇市久茂地3-9-1 4F               
麺ヤ事業部ブンキチ 那覇市安里388-97 デイブレイク102 飲食店営業 食堂 第21020053号R02.04.08 R08.04.30 宮城有作
Bar　LEAP 那覇市若狭2-3-13               飲食店営業 バー 第21020058号R02.04.09 R08.04.30 花城史
けんちゃん　ラーメン 那覇市内               飲食店営業 簡易営業 第21020057号R02.04.09 R07.04.30 国仲憲一
Home Bar Q.bow 那覇市久茂地3-9-11 アーバンビル2-A 098-867-6777  飲食店営業 バー 第21020061号R02.04.09 R08.04.30 齋藤幹峻
居食屋ふェいと 那覇市久茂地3-11-7 3F 098-869-2153  飲食店営業 居酒屋 第21020059号R02.04.09 R08.04.30 前原信輝
MW　okinawa 那覇市松山1-15-14 松山産業第3マンション1F 098-943-5322  飲食店営業 おでん 第21020060号R02.04.09 R08.04.30 宮山徹也
たまご屋 那覇市松尾2-21-14               飲食店営業 パーラー 第21020066号R02.04.10 R08.04.30 下地教
Maison de Fujii 那覇市松山2-20-13 ミネビル202               菓子製造業 第21020065号R02.04.10 R08.04.30 藤井隆一
Maison de Fujii 那覇市松山2-20-13 ミネビル202               そうざい製造業 第21020064号R02.04.10 R08.04.30 藤井隆一
Kazami 那覇市松尾2-10-29               飲食店営業 居酒屋 第21020063号R02.04.10 R08.04.30 嘉数智靖
スシロー那覇国際通り店 那覇市久茂地3-3-16 サツドラ沖縄国際通り店2F               飲食店営業 寿司屋 第21020071号R02.04.10 R08.04.30 株式会社あきんどスシロー 代表取締役 堀江陽 大阪府 吹田市江坂町1-22-2 06-6368-1001  
スシロー那覇国際通り店 那覇市久茂地3-3-16 サツドラ沖縄国際通り店2F               魚介類販売業 第21020070号R02.04.10 R08.04.30 株式会社あきんどスシロー 代表取締役 堀江陽 大阪府 吹田市江坂町1-22-2 06-6368-1001  
松尾　大黒苑 那覇市松尾2-11-3 飲食店営業 居酒屋 第21020062号R02.04.10 R08.04.30 前底譲
Penguin Bar Fairy 那覇市松山2-6-16 098-863-9993  飲食店営業 バー 第21020067号R02.04.10 R08.04.30 上原由雨子
還元レストラン　南乃畑 那覇市牧志2-16-13 地下1階 098-866-5421  飲食店営業 レストラン 第21020069号R02.04.10 R08.04.30 株式会社観光ホテル山市 代表取締役 御園千惠男 沖縄県 那覇市牧志2-16-13 098-866-5421  
PEACE　RESORT 那覇市松山2-1-1 プロスパービル2F 098-975-5144  飲食店営業 ﾅｲﾄｽﾅｯｸ 第21020068号R02.04.10 R08.04.30 株式会社LOVE&PEACE 代表取締役 杉平幹太 沖縄県 那覇市松山2-26-1 アビタシオンTAKE松山305号室               
カフェ・ド・ロレーヌ 那覇市山下町28-35 ベルメゾン山下1F               飲食店営業 レストラン 第21020106号R02.04.13 R08.04.30 久保たみ子
聖子 那覇市三原1-10-25 森山ビル地下3号               飲食店営業 スナック 第21020105号R02.04.13 R08.04.30 翁長聖子
夢屋 那覇市久米1-1-24 アップルビル3C               飲食店営業 小料理 第21020103号R02.04.13 R08.04.30 神里紀行
丸安そば 那覇市樋川2-3-1 のうれんプラザ1階　104 飲食店営業 食堂 第21020102号R02.04.13 R08.04.30 仲里享
からあげ酒場　パリパリ 那覇市宇栄原3-28-1 カリータウン1-Ａ 098-857-0909  飲食店営業 居酒屋 第21020104号R02.04.13 R08.04.30 田口　修
馬～さん亭 那覇市牧志1-13-8 KAITOビル1F 098-862-1301  飲食店営業 居酒屋 第21020101号R02.04.13 R08.04.30 浅井清美
FETTi okinawa 那覇市久茂地3-4-1 キャプテンズビル6F 098-862-7610  飲食店営業 バー 第21020100号R02.04.13 R08.04.30 株式会社O.Three 代表取締役 竹内庸平 沖縄県 那覇市久茂地3-4-1 キャプテンズビル6F               
EL FARO 那覇市安里1-1-60 太永ビル6F 098-868-4770  そうざい製造業 第21020098号R02.04.13 R08.04.30 株式会社GRAB 代表取締役 土山直純 沖縄県 那覇市辻2-9-25 098-868-4770  
浜川食品 那覇市国場921-2               乳類販売業 第21020109号R02.04.14 R09.04.30 浜川太

ドミノ・ピザ前島店 那覇市前島3-22-1               飲食店営業 レストラン 第21020112号R02.04.14 R08.04.30 株式会社ドミノ・ピザジャパン 代表取締役
ジョシュア
・ピーター
・キリムニック

東京都 千代田区岩本町1-10-3 紀繁ビル4，5F 03-5820-3794  

肉処　瑞祥 那覇市牧志2-18-4 パレット牧志1F               飲食店営業 レストラン 第21020111号R02.04.14 R08.04.30 株式会社ホール・グリーン 代表取締役 宮谷幸藏 沖縄県 浦添市西洲2-9-2 098-879-0088  
和日助 那覇市長田1-13-53 1F 098-927-3377  飲食店営業 そうざい 第21020113号R02.04.14 R08.04.30 糸数香
ネパールカレー＆スープセレクト沖縄 那覇市久米2-24-1 西武ｱﾊﾟｰﾄ1-B 098-943-6868  飲食店営業 食堂 第21020110号R02.04.14 R08.04.30 株式会社承逸 代表取締役 新垣昌人 沖縄県 那覇市久米2-11-13 098-943-6868  
居酒屋ＹＳＳ 那覇市久茂地3-23-10 よなはビル201号 098-917-2780  飲食店営業 居酒屋 第21020124号R02.04.15 R08.04.30 株式会社RAD.land 代表取締役 大城祐貴 沖縄県 那覇市久茂地3-23-10 2階 098-917-2780  
エイディーズガーデン 那覇市久米1-1-21 オレンジビル8F               飲食店営業 バー 第21020131号R02.04.16 R08.04.30 與座朝恵
料理とお酒の店　毬 那覇市久茂地1-1-1 903　9F               飲食店営業 食堂 第21020130号R02.04.16 R08.04.30 上間健太郎
うちなーだいにんぐ　じなんぼう 沖縄本島内一円               飲食店営業 自動車営業第21020129号R02.04.16 R07.04.30 平良司
うちなーだいにんぐ　じなんぼう 沖縄本島内一円               喫茶店営業 自動車営業第21020128号R02.04.16 R07.04.30 平良司
うちなーだいにんぐ　じなんぼう 沖縄本島内一円               飲食店営業 自動車営業第21020127号R02.04.16 R07.04.30 平良司
うちなーだいにんぐ　じなんぼう 沖縄本島内一円               喫茶店営業 自動車営業第21020126号R02.04.16 R07.04.30 平良司
ナイトウィッチ 那覇市久茂地2-12-9 プラネットビル4C               飲食店営業 バー 第21020125号R02.04.16 R08.04.30 玉城明人
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まぐろ大吉 那覇市銘苅1-19-1 アクロスプラザ古島駅前　1F               飲食店営業 寿司屋 第21020133号R02.04.16 R08.04.30 株式会社茂水産 代表取締役 仲嶺茂 沖縄県 浦添市経塚354-2 098-917-6160  
まぐろ大吉 那覇市銘苅1-19-1 アクロスプラザ古島駅前　1F               魚介類販売業 第21020132号R02.04.16 R08.04.30 株式会社茂水産 代表取締役 仲嶺茂 沖縄県 浦添市経塚354-2 098-917-6160  

アトリエ琉華-rucca
那覇市首里大名町
2-100-5

大名ハイツ302
アイスクリーム類
製造業

第21020136号R02.04.16 R08.04.30 孫香織

モンマルトル 那覇市真嘉比1-1-3 エリタージュK1階 098-885-2012  食肉販売業 第21020138号R02.04.16 R08.04.30 株式会社モンマルトル 代表取締役 植村慎太朗 沖縄県 那覇市真嘉比1-1-3 エリタージュK1階 098-885-2012  
黒毛和牛専門　焼肉にく久 那覇市牧志1-3-11 花笠楼1F 098-917-4888  食肉販売業 第21020135号R02.04.16 R08.04.30 株式会社DIGプライミング沖縄 代表取締役 伊藤大介 沖縄県 那覇市牧志2-21-1 小湾ビル1階               
相席屋　沖縄国際通り店 那覇市牧志1-1-39 ステップビル２F 098-943-8453  飲食店営業 居酒屋 第21020134号R02.04.16 R08.04.30 株式会社TWENTY NINE 代表取締役 坂下竜太郎 東京都 渋谷区円山町15-4 近藤ビル4階 03-6416-9029  
くずし割烹　粋 那覇市壺川1-13-6 コーポ高良1F 098-996-4949  飲食店営業 割烹 第21020137号R02.04.16 R08.04.30 金城康友
からちゃん 那覇市若狭1-18-6-1 飲食店営業 パーラー 第21020148号R02.04.17 R08.04.30 知名直哉
てんぷら店辻芳 那覇市辻2-7-12 098-868-6277  飲食店営業 そうざい 第21020149号R02.04.17 R08.04.30 喜屋武絹枝
Viviana 那覇市牧志2-19-16 098-975-9075  飲食店営業 バー 第21020147号R02.04.17 R08.04.30 合同会社K・Style 代表社員 竹内利孝 沖縄県 那覇市牧志3-9-22               
fufuttopan 那覇市首里鳥堀町4-123-4 2階               菓子製造業 第21020160号R02.04.20 R08.04.30 仲村由雅
鳥善 那覇市内               飲食店営業 簡易営業 第21020150号R02.04.20 R07.04.30 前村善春
Sports Bar GLOCALS 那覇市久茂地1-8-3 クインプラザ401号室 飲食店営業 バー 第21020156号R02.04.20 R08.04.30 山川　倫人
RESORT　MAGIC 那覇市辻3-3-1 食肉販売業 第21020158号R02.04.20 R08.04.30 株式会社リゾートマジック 代表取締役 玉城功 沖縄県 浦添市沢岻1-46-5 エコマックス21ビル               
パーラーじゅんちゃん 那覇市安里1-1-5 りゅうきゅうプライム2階 098-863-5222  飲食店営業 居酒屋 第21020151号R02.04.20 R08.04.30 有限会社じゅんちゃん 取締役 山城淳 沖縄県 那覇市安里3-20-12 ハイツ城3階               
鉄板ダイニングごち家 那覇市松山2-8-5 フォーチュンビル1階 098-867-2639  飲食店営業 居酒屋 第21020152号R02.04.20 R08.04.30 株式会社K21 代表取締役 桑江広継 沖縄県 那覇市首里鳥堀町1-46 Yアパート201               
お酒と茶漬けの空空 那覇市久茂地3-11-10 ハーモニー久茂地B1 098-868-1395  飲食店営業 小料理 第21020159号R02.04.20 R08.04.30 松原隆直
割烹まほろば 那覇市真嘉比1-2-14 098-943-3444  飲食店営業 割烹 第21020157号R02.04.20 R08.04.30 株式会社田宮 代表取締役 水嶋亨 沖縄県 那覇市真嘉比1-2-14               
イビスコ 那覇市久茂地2-10-19 101 098-988-3111  食肉販売業 第21020155号R02.04.20 R08.04.30 安室優
イビスコ 那覇市久茂地2-10-19 101 098-988-3111  そうざい製造業 第21020154号R02.04.20 R08.04.30 安室優
イビスコ 那覇市久茂地2-10-19 101 098-988-3111  めん類製造業 第21020153号R02.04.20 R08.04.30 安室優
杏屋　高良店 那覇市高良3-6-12 098-858-6033  飲食店営業 居酒屋 第21020169号R02.04.21 R08.04.30 朝山恵太
志楽 那覇市東町8-10 仲村アパート101 098-862-1423  飲食店営業 スナック 第21020171号R02.04.21 R08.04.30 備瀬恵子
GIZA　PALACE 那覇市おもろまち4-8-9 Faceビル４Ｆ 098-866-1159  飲食店営業 カフェー 第21020170号R02.04.21 R08.04.30 具志堅辰雄
居酒屋　獅子まる 那覇市松川295-1 098-884-5822  飲食店営業 居酒屋 第21020167号R02.04.21 R08.04.30 太田正人
TRATTORIA　Lamp 那覇市松山1-7-3 呉マンション1-A 098-927-8675  そうざい製造業 第21020168号R02.04.21 R08.04.30 上江田崇
すき焼き　松山　燦　別館 那覇市松山1-7-3 呉マンション1F 098-975-7715  食肉販売業 第21020166号R02.04.21 R08.04.30 株式会社燦 代表取締役 前田勝吾 沖縄県 那覇市松山2-7-3 城間ビル1F 098-863-2991  
すき焼き　松山　燦　別館 那覇市松山1-7-3 呉マンション1F 098-975-7715  そうざい製造業 第21020165号R02.04.21 R08.04.30 株式会社燦 代表取締役 前田勝吾 沖縄県 那覇市松山2-7-3 城間ビル1F 098-863-2991  
まぐろ大吉 那覇市銘苅11-19-1 アクロスプラザ古島駅前1F 098-988-4030  そうざい製造業 第21020164号R02.04.21 R08.04.30 株式会社茂水産 代表取締役 仲嶺茂 沖縄県 浦添市経塚354-2               

手づくりの店　テルヤ 那覇市字松川516               
魚肉ねり製品
製造業

第21020188号R02.04.23 R08.04.30 當山礼子

手づくりの店　テルヤ 那覇市字松川516               そうざい製造業 第21020187号R02.04.23 R08.04.30 當山礼子

日本料理　髙ノは 那覇市前島2-11-15
ライオンズマンション
前島第2-101

              そうざい製造業 第21020184号R02.04.23 R08.04.30 髙橋篤

BAR ivy 那覇市久米2-2-14 ルネサンス久米5F               飲食店営業 バー 第21020179号R02.04.23 R08.04.30 中畑怜菜
にくほんぽ　アクロス古島店 那覇市銘苅1-19-1               食肉販売業 第21020183号R02.04.23 R08.04.30 株式会社エムツー 代表取締役 松岡裕史 宮崎県 都城市宮丸町2798-3               
にくほんぽ　アクロス古島店 那覇市銘苅1-19-1               そうざい製造業 第21020182号R02.04.23 R08.04.30 株式会社エムツー 代表取締役 松岡裕史 宮崎県 都城市宮丸町2798-3 0986-21-4910  
BAR　Duce　別館 那覇市松山2-10-13 201号 098-800-1264  飲食店営業 バー 第21020180号R02.04.23 R08.04.30 株式会社テンダーズ 代表取締役 山城朋也 沖縄県 那覇市松山2-7-1 098-917-2211  
プチット　リュ 那覇市松尾2-17-32 弥栄ビル1階 098-863-0716  菓子製造業 第21020174号R02.04.23 R08.04.30 新屋健一
COZY　BOX 那覇市松山2-29-1 フェニックスビル2階-202 098-864-2528  飲食店営業 バー 第21020181号R02.04.23 R08.04.30 池村孝光
BLue CaFe 那覇市牧志2-13-13 ニューシティマキシ1F 098-864-2950  飲食店営業 カフェー 第21020186号R02.04.23 R08.04.30 天願哲
CONTE 那覇市首里赤田町1-17 098-943-6239  菓子製造業 第21020176号R02.04.23 R08.04.30 五十嵐 亮
CONTE 那覇市首里赤田町1-17 098-943-6239  そうざい製造業 第21020175号R02.04.23 R08.04.30 五十嵐 亮
絆家 那覇市おもろまち4-8-9 2F 098-943-8558  飲食店営業 居酒屋 第21020185号R02.04.23 R08.04.30 山口理価枝
炭火焼肉BISTRO山城牛 那覇市松山1-5-1 ナムラプラザ1Ｆ 098-988-9161  食肉販売業 第21020178号R02.04.23 R08.04.30 新垣直哉
金武アグーしゃぶしゃぶ琉球 那覇市牧志1-3-49 098-988-9161  食肉販売業 第21020177号R02.04.23 R08.04.30 新垣直哉
ファミリーマート那覇沖映通り店 那覇市牧志1-4-33 098-860-2286      飲食店営業 そうざい 第21020196号R02.04.23 R08.04.30 株式会社ホクガン 代表取締役 吉本臣司 沖縄県 那覇市港町3-6-1 098-866-1932
ファミリーマート那覇沖映通り店 那覇市牧志1-4-33 098-860-2286      乳類販売業 第21020199号R02.04.23 R08.04.30 株式会社ホクガン 代表取締役 吉本臣司 沖縄県 那覇市港町3-6-1 098-866-1932   
ファミリーマート那覇沖映通り店 那覇市牧志1-4-33 098-860-2286      魚介類販売業 第21020198号R02.04.23 R08.04.30 株式会社ホクガン 代表取締役 吉本臣司 沖縄県 那覇市港町3-6-1               

ファミリーマート那覇沖映通り店 那覇市牧志1-4-33 098-860-2286      
アイスクリーム類
製造業

第21020197号R02.04.23 R08.04.30 株式会社ホクガン 代表取締役 吉本臣司 沖縄県 那覇市港町3-6-1               

五笑門 那覇市内 飲食店営業 簡易営業 第21020201号R02.04.24 R07.04.30 山口　貴
taoちゃん 那覇市内 飲食店営業 簡易営業 第21020202号R02.04.24 R07.04.30 赤嶺隆臣
燻製酒場　煙人 那覇市久米1-4-26 ジグラートビル１階 098-867-4609  そうざい製造業 第21020203号R02.04.24 R08.04.30 白木裕紀子
PIZZERIA　ONDA 那覇市久茂地3-11-21 098-943-2960  そうざい製造業 第21020200号R02.04.24 R08.04.30 オンダ株式会社 代表取締役 鈴木　学 沖縄県 那覇市銘苅2-9-24 エレガンテむつみ314 098-943-9161  
BAR　Duce 那覇市久茂地2-13-20 ラビエンテ久茂地ビル503号 098-963-7182  飲食店営業 バー 第21020204号R02.04.24 R08.04.30 株式会社テンダーズ 代表取締役 山城朋也 沖縄県 那覇市松山2-7-1 098-917-2211  
まるどり 那覇市首里赤平町2-1-2 101               飲食店営業 居酒屋 第21020214号R02.04.27 R08.04.30 大城盛美
七輪焼肉安安 小禄バイパス店 那覇市具志3-12-25 098-857-7648  食肉販売業 第21020212号R02.04.27 R08.04.30 株式会社富士達 代表取締役 川上富達 神奈川県横浜市神奈川区六角橋1-4-4 045-410-0371  
ほっともっと宇栄原店 那覇市宇栄原1018-2 098-858-2695  飲食店営業 弁当屋 第21020215号R02.04.27 R08.04.30 株式会社ブレンズ 代表取締役 光武輝彦 沖縄県 浦添市宮城1-36-8 098-876-7468  
豊 那覇市久茂地3-29-17 十和田ビル101 098-860-7886  飲食店営業 居酒屋 第21020211号R02.04.27 R08.04.30 有限会社千大 代表取締役 大山勉 沖縄県 那覇市久茂地3-29-17 十和田ビル101 098-860-7886  
豊 那覇市久茂地3-29-17 十和田ビル101 098-860-7886  食肉販売業 食肉販売業第21020210号R02.04.27 R08.04.30 有限会社千大 代表取締役 大山勉 沖縄県 那覇市久茂地3-29-17 十和田ビル101 098-860-7886  
豊 那覇市久茂地3-29-17 十和田ビル101 098-860-7886  そうざい製造業 第21020209号R02.04.27 R08.04.30 有限会社千大 代表取締役 大山勉 沖縄県 那覇市久茂地3-29-17 十和田ビル101 098-860-7886  
だいにんぐ　かわしげ 那覇市松山1-8-15 四季ビル1F 098-861-9510  飲食店営業 寿司屋 第21020208号R02.04.27 R08.04.30 金城安一郎
ワイン食堂トランク　ニカイゴハン 那覇市おもろまち4-17-10 秋桜ビル2階 098-867-9753  そうざい製造業 第21020216号R02.04.27 R08.04.30 株式会社トランク 代表取締役 野間謙策 沖縄県 那覇市宇栄原1-15-1 1階 098-857-4680  
焼肉オリオン国際通り店 那覇市牧志2-2-30 B1階 098-917-0312  食肉販売業 第21020217号R02.04.27 R08.04.30 渡口洋平
韓国食堂＆居酒屋パップパップ 那覇市松山1-1-10 京ビル1F 098-988-8628  飲食店営業 食堂 第21020213号R02.04.27 R08.04.30 株式会社パップッパップ 代表取締役 柳青道 沖縄県 那覇市松山1-1-10 京ビル1F 098-988-8628  
Cafe＆Bar　MANZOKU 那覇市辻2-8-6 飲食店営業 カフェー 第21020225号R02.04.30 R08.04.30 金城一也
酒膳　やど 那覇市牧志1-3-20 飲食店営業 居酒屋 第21020230号R02.04.30 R08.04.30 大宿友木子
いまいパン合同会社 那覇市真地12-4 098-836-3008  菓子製造業 第21020227号R02.04.30 R08.04.30 いまいパン合同会社 代表社員 今井陽介 沖縄県 那覇市真地12-4 098-836-3008  
いまいパン合同会社 那覇市真地12-4 098-836-3008  そうざい製造業 第21020226号R02.04.30 R08.04.30 いまいパン合同会社 代表社員 今井陽介 沖縄県 那覇市真地12-4 098-836-3008  
グラーノ 那覇市久米2-3-13 西鉄リゾートイン那覇1F 098-861-5553  飲食店営業 レストラン 第21020233号R02.04.30 R08.04.30 株式会社ピースリーアルファー 代表取締役 仲本満 沖縄県 豊見城市我那覇426-4 098-861-5553  
麺屋　宵 那覇市松山1-12-14 ライト産業ビル１F 098-867-8670  飲食店営業 食堂 第21020228号R02.04.30 R08.04.30 株式会社ISSI 代表取締役 立田一真 福岡県 福岡市博多区美野島3-1-2 906 092-260-7963  
寿司割烹　雛 那覇市松山2-26-3 098-868-3903  飲食店営業 寿司屋 第21020224号R02.04.30 R08.04.30 小波津啓史
ワイス 那覇市牧志3-8-21 ポンプビル1-A 098-868-6999  飲食店営業 バー 第21020229号R02.04.30 R08.04.30 川上美里
BAR3 那覇市久茂地2-14-18 サニパートナーNAHA 3F 098-917-4343  飲食店営業 バー 第21020234号R02.04.30 R08.04.30 城間傑
BAR　ぴろちゃん 那覇市牧志3-6-27 イトミンビル1F 098-943-3955  飲食店営業 バー 第21020223号R02.04.30 R08.04.30 下里賢成
パポテペパン 那覇市首里当蔵町2-14 098-987-6725  菓子製造業 第21020232号R02.04.30 R08.04.30 中森 周
パポテペパン 那覇市首里当蔵町2-14 098-987-6725  喫茶店営業 第21020231号R02.04.30 R08.04.30 中森周
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