
R2.5.1～R2.5.31
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
タウンプラザかねひで　にしのまち市場 那覇市西3-3-4 098-863-4500  菓子製造業 第21020252号 R02.05.01 R08.05.31 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  
我部祖河食堂 げんじやー 那覇市牧志3-107-6 飲食店営業 食堂 第21020291号 R02.05.11 R08.05.31 有限会社まあさんど 代表取締役 田畑ユカリ 沖縄県 沖縄市比屋根1-10-5 098-989-9823  
居酒屋ふくぎ 那覇市銘苅1-16-5 2階 098-861-8393  飲食店営業 居酒屋 第21020290号 R02.05.11 R08.05.31 普久原明美
タイラ麦天ぷら店 那覇市識名1-16-32 1F 098-854-6591  菓子製造業 第21020289号 R02.05.11 R08.05.31 平良清子
ななほし食堂 那覇市首里鳥堀町1-45-2 1F 098-917-1747  飲食店営業 食堂 第21020288号 R02.05.11 R08.05.31 上原健
風彈(ふうたん) 那覇市久茂地3-29-17 098-867-2220  飲食店営業 居酒屋 第21020287号 R02.05.11 R08.05.31 久髙友之真
フレッシュプラザユニオン前島店 那覇市前島2-6-１ 1F 098-867-5006  菓子製造業 第21020286号 R02.05.11 R08.05.31 株式会社野嵩商会 代表取締役 仲村明 沖縄県 宜野湾市野嵩1-12-13 098-892-3087  
フレッシュプラザユニオン前島店 那覇市前島2-6-1 1F 098-867-5006  乳類販売業 第21020285号 R02.05.11 R08.05.31 株式会社野嵩商会 代表取締役 仲村明 沖縄県 宜野湾市野嵩1-12-13 098-892-3087  
フレッシュプラザユニオン前島店 那覇市前島2-6-1 1F 098-867-5006  食肉販売業 第21020284号 R02.05.11 R08.05.31 株式会社野嵩商会 代表取締役 仲村明 沖縄県 宜野湾市野嵩1-12-13 098-892-3087  
フレッシュプラザユニオン前島店 那覇市前島2-6-1 1F 098-867-5006  魚介類販売業 第21020283号 R02.05.11 R08.05.31 株式会社野嵩商会 代表取締役 仲村明 沖縄県 宜野湾市野嵩1-12-13 098-892-3087  
フレッシュプラザユニオン前島店 那覇市前島2-6-1 1F 098-867-5006  飲食店営業 そうざい 第21020282号 R02.05.11 R08.05.31 株式会社野嵩商会 代表取締役 仲村明 沖縄県 宜野湾市野嵩1-12-13 098-892-3087  
フレッシュプラザユニオン 前島店 那覇市前島2-6-1 1F 098-867-5006  飲食店営業 寿司屋 第21020281号 R02.05.11 R08.05.31 株式会社野嵩商会 代表取締役 仲村明 沖縄県 宜野湾市野嵩1-12-13 098-892-3087  
フレッシュプラザユニオン 前島店 那覇市前島2-6-1 1F 098-867-5006  飲食店営業 そうざい 第21020280号 R02.05.11 R08.05.31 株式会社野嵩商会 代表取締役 仲村明 沖縄県 宜野湾市野嵩1-12-13 098-892-3087  
Betty 那覇市若狭3-1-8 1階 098-863-6412  飲食店営業 ﾅｲﾄｽﾅｯｸ 第21020308号 R02.05.12 R08.05.31 名城恵
株式会社あさひ 那覇市宇栄原4-7-2 098-858-2651  そうざい製造業 第21020306号 R02.05.12 R08.05.31 株式会社あさひ 代表取締役 赤嶺厚司 沖縄県 那覇市宇栄原3-20-5 098-857-0779  
株式会社あさひ 那覇市宇栄原4-7-2 098-858-2651  清涼飲料水製造業 第21020307号 R02.05.12 R08.05.31 株式会社あさひ 代表取締役 赤嶺厚司 沖縄県 那覇市宇栄原3-20-5 098-857-0779  
郷土料理･居酒屋･めんそーれ 那覇市久米1-1-25 1階 098-866-8208  飲食店営業 居酒屋 第21020305号 R02.05.12 R08.05.31 友利英伸
パーラーかめちゃん 那覇市安謝2-31-27 飲食店営業 パーラー 第21020304号 R02.05.12 R08.05.31 島袋ノリ子
サイコロ堂 那覇市三原1-1-1 B1 飲食店営業 バー 第21020303号 R02.05.12 R08.05.31 伊東剛希
らーめん翔琉亭 那覇市鏡原町26-26 098-859-2805  飲食店営業 食堂 第21020330号 R02.05.15 R08.05.31 大城勝宏
MAMI’S GARDEN 那覇市松山1-34-3 B-2号室 飲食店営業 バー 第21020329号 R02.05.15 R08.05.31 浅井まゆみ
東京ラーメン 那覇市首里末吉町4-2-18 1F 098-887-2866  飲食店営業 食堂 第21020328号 R02.05.15 R08.05.31 比嘉明
キッチンタイム 那覇市壺屋2-5-11 1F 098-832-4314  飲食店営業 食堂 第21020327号 R02.05.15 R08.05.31 小橋川清二
中野天ぷら 那覇市久米2-24-18 098-863-2239  飲食店営業 そうざい 第21020325号 R02.05.15 R08.05.31 長瀬智子
中野天ぷら 那覇市久米2-24-18 098-863-2239  魚介類販売業 第21020326号 R02.05.15 R08.05.31 長瀬智子
ひろし屋食品（株）第二工場 那覇市安謝617-121・617-122 098-863-0421  そうざい製造業 第21020324号 R02.05.15 R08.05.31 ひろし屋食品株式会社 代表取締役 糸数力也 沖縄県 那覇市安謝617-49 098-863-0421  
ひろし屋食品株式会社 那覇市字安謝617-49 098-863-0421  豆腐製造業 第21020323号 R02.05.15 R08.05.31 ひろし屋食品株式会社 代表取締役 糸数力也 沖縄県 那覇市字安謝617-49 098-863-0421  
夢演歌・ひとみ 那覇市久米1-1-21 オレンジビル3階 098-868-7801  飲食店営業 ﾅｲﾄｽﾅｯｸ 第21020341号 R02.05.18 R08.05.31 仲座美佐子
BAR One More 那覇市松山1-7-5 サンステップビル2階-201               飲食店営業 バー 第21020340号 R02.05.18 R08.05.31 宮城新治
沖縄 つる丸 那覇市安里388-10 東江ビル1F 098-887-1050  飲食店営業 居酒屋 第21020339号 R02.05.18 R08.05.31 根間篤志
食酒ラウンジ 梵 那覇市松山1-12-5 パステル八重洲ビル3階 098-862-9279  飲食店営業 ﾅｲﾄｽﾅｯｸ 第21020380号 R02.05.21 R08.05.31 新崎えり子
ぼんぢりや 那覇市久米2-5-13 1、2F 098-867-8806  飲食店営業 居酒屋 第21020379号 R02.05.21 R08.05.31 有限会社海援隊沖縄 代表取締役 塩村充 沖縄県 那覇市牧志1-2-1 098-851-3869  
京都篁（たかむら） 那覇市松山2-9-13 1F 098-867-8697  飲食店営業 食堂 第21020378号 R02.05.21 R08.05.31 高村潤瑞
ふく薬品 こはぐら店 那覇市古波蔵3-18-5 098-833-8105  喫茶店営業 自販機 第21020377号 R02.05.21 R09.05.31 株式会社ビジネスサポート沖縄代表取締役 中島真澄 沖縄県 浦添市仲間2-5-3 1F 098-870-0231  
町の麺処　琉家本店 那覇市松尾1-6-8 098-862-3480  飲食店営業 食堂 第21020376号 R02.05.21 R08.05.31 前里総二郎
琉球銀行本店食堂コスモフーズ(株) 那覇市久茂地1-11-1 5F 098-866-1212  飲食店営業 食堂 第21020375号 R02.05.21 R08.05.31 コスモフーズ株式会社 代表取締役 野々村充教沖縄県 那覇市字銘苅322-5 真栄城ビル203 098-862-9241  
焼肉五苑 小禄店 那覇市具志3-25-11 098-859-7460  飲食店営業 食堂 第21020385号 R02.05.25 R08.06.30 株式会社徳慶 代表取締役 小渡勝也 沖縄県 中頭郡北谷町字伊平417-1 098-926-0158  
山下食堂 那覇市山下町9-19               飲食店営業 食堂 第21020384号 R02.05.25 R08.05.31 高良信子
一般財団法人防衛弘済会陸上沖縄事業所 那覇市鏡水679 陸上自衛隊那覇駐屯地内 098-857-7932  飲食店営業 食堂 第21020391号 R02.05.26 R08.05.31 一般財団法人防衛弘済会 代表理事 山本一利 東京都 新宿区北山伏町1-11 03-5946-8701  
ナイトイン 汀 那覇市東町17-11 ふくろう館3F 098-869-5586  飲食店営業 ﾅｲﾄｽﾅｯｸ 第21020390号 R02.05.26 R08.05.31 豊見山美代子
居酒屋 ベスマ 那覇市楚辺3-1-33 1F 098-834-4589  飲食店営業 居酒屋 第21020389号 R02.05.26 R08.05.31 前盛充彦
オーシャン 那覇市若狭1-3-17 ソシアルコア1F 1-D号 098-861-2296  飲食店営業 スナック 第21020416号 R02.05.28 R08.06.30 山下純子
コロッケ倶楽部 沖縄おもろまち店 那覇市おもろまち2-5-11 098-941-0230  飲食店営業 レストラン 第21020415号 R02.05.28 R08.05.31 株式会社ボナー 代表取締役 歌野繁美 福岡県 北九州市小倉北区熊本2-10-10 093-551-2511  
中華そば 天龍 那覇市曙2-9-12 1F 098-862-9998  飲食店営業 食堂 第21020414号 R02.05.28 R08.05.31 伊山博己
居酒屋ジパング 那覇市久茂地3-9-11 アーバンビル1F 098-867-5638  飲食店営業 居酒屋 第21020413号 R02.05.28 R08.05.31 真謝貴兵
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