
R2.5.1～R2.5.31
新規食品営業許可

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
焼肉万次郎 那覇市松尾2-10-26               飲食店営業 レストラン 第21020374号 R02.05.22 R08.05.31 株式会社ジェイシーシー 代表取締役 淵邉俊紀 沖縄県 糸満市西崎町4-16-16 098-992-6259  

お好み焼甲子園 那覇市内 098-975-5930  菓子製造業 簡易営業 第21020363号 R02.05.20 R07.05.31 浅田修兵

仲里食肉 那覇市松尾2-9-2 098-861-0901  食肉販売業 第21020403号 R02.05.26 R08.05.31 仲里尚起

泡盛之店　琉夏 那覇市牧志3-4-14 飲食店営業 バー 第21020251号 R02.05.01 R08.05.31 小野晃生

からおけ　りきちゃん　あやちゃん 那覇市古波蔵3-9-10 蔵アパート1-7               飲食店営業 バー 第21020302号 R02.05.12 R08.05.31 上間力

おニャンコ倶楽部 那覇市松山1-14-8 古謝ビル5階-A 098-869-6080  飲食店営業 カフェー 第21020250号 R02.05.01 R08.05.31 高松美里

ローソン自衛隊那覇駐屯地店 那覇市鏡水679 098-857-7932  飲食店営業 そうざい 第21020322号 R02.05.15 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  

ローソン自衛隊那覇駐屯地店 那覇市鏡水679 098-857-7932  乳類販売業 第21020321号 R02.05.15 R09.05.31 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  

DIA 那覇市松山1-4-3 宮里ビル2階 098-988-1802  飲食店営業 カフェー 第21020402号 R02.05.26 R08.05.31 浦崎克也               

久宮商店　本店 那覇市長田2-22-5 098-836-8955  飲食店営業 居酒屋 第21020249号 R02.05.01 R08.05.31 合同会社久宮 代表社員 宮麻衣 沖縄県 島尻郡久米島町兼城151               

オキナワ料理　波平てりとりー 那覇市松尾2-8-41               飲食店営業 居酒屋 第21020274号 R02.05.08 R08.05.31 株式会社てりとりー 代表取締役 福本浩幸 大阪府 大阪市北区堂山町18-17 06-6363-5789  

クイックリー古島店 那覇市銘苅1-19-1 098-911-9126  飲食店営業 カフェー 第21020346号 R02.05.19 R08.05.31 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  

ネパールレストラン　ラリーグラス 那覇市若狭3-3-15 102号室               飲食店営業 レストラン 第21020301号 R02.05.12 R08.05.31 合同会社NADI 代表社員
パウデル
・ビスヌ

沖縄県 那覇市首里鳥堀町2-20-3 2階               

ちょーでーぐぁ 那覇市牧志2-22-1 ライオンズマンション第三　1F               飲食店営業 食堂 第21020248号 R02.05.01 R08.05.31 SEISHIN株式会社 代表取締役 又吉世進 沖縄県 中頭郡西原町字呉屋86-7               

あうん屋 那覇市安里382 A               飲食店営業 カフェー 第21020266号 R02.05.07 R08.05.31 渡部完行               

台湾物産 那覇市若狭3-9-1 おきえいビル1F 食肉販売業 第21020300号 R02.05.12 R09.05.31 源氏合同会社 代表社員 李東輝 沖縄県 那覇市泉崎1-13-8 ハーモニー泉崎ビル3階               

食事処　和合 那覇市金城3-8-8 098-927-6234  飲食店営業 食堂 第21020247号 R02.05.01 R08.05.31 金城英紀               

食堂　faidama 那覇市松尾2-12-14 カサグラデ松尾1F 098-953-2616  そうざい製造業 第21020265号 R02.05.07 R08.05.31 高江洲毅               

torico（トリコ） 那覇市田原2-2-12 メゾン武102 098-857-5016  そうざい製造業 第21020246号 R02.05.01 R08.05.31 渡慶次英智               

torico（トリコ） 那覇市田原2-2-12 メゾン武102 098-857-5016  菓子製造業 第21020245号 R02.05.01 R08.05.31 渡慶次英智               

R 那覇市牧志3-6-27 １階中 飲食店営業 バー 第21020244号 R02.05.01 R08.05.31 木田直人               

やきとり　白鳥（スワン） 那覇市泉崎1-17-1 ケイエムビル１階 飲食店営業 食堂 第21020317号 R02.05.14 R08.05.31 大谷明正               

Joker 那覇市松山1-14-3 シティ松山1-B 飲食店営業 バー 第21020243号 R02.05.01 R08.05.31 大島　涼               

ビストロバー　CocoRomance 那覇市牧志2-18-33 098-943-5672  飲食店営業 バー 第21020264号 R02.05.07 R08.05.31 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  

生け簀の銀次 那覇市おもろまち4-12-9 菜ビル2階 098-963-9825  魚介類販売業 第21020316号 R02.05.14 R08.05.31 株式会社琉仁 代表取締役 稲垣勝也 沖縄県 糸満市潮崎町4-14-9 098-963-7788  

系図座・用物座（呈茶サービス） 那覇市首里金城町1-2 098-886-2020  喫茶店営業 第21020273号 R02.05.08 R08.05.31 一般財団法人沖縄美ら島財団 代表理事 花城良廣 沖縄県 国頭郡本部町字石川888 0980-48-3645  

火鉢屋 那覇市安謝2-1-8 2階 098-863-8293  魚介類販売業 第21020242号 R02.05.01 R08.05.31 株式会社琉仁 代表取締役 稲垣勝也 沖縄県 糸満市潮崎町4-14-9 098-963-7788  

産地直送仲買人　目利きの銀次 那覇市天久1-9-19 098-863-3442  魚介類販売業 第21020263号 R02.05.07 R08.05.31 株式会社琉仁 代表取締役 稲垣勝也 沖縄県 糸満市潮崎町4-14-9 098-963-7788  

伊佐製麺所 那覇市三原1-13-7 098-834-5243  そうざい製造業 第21020262号 R02.05.07 R08.05.31 株式会社伊佐製麺所 代表取締役 伊佐欣彦 沖縄県 那覇市三原1-13-7 098-834-5243  

いぶし銀次郎　小禄店 那覇市赤嶺1-3-6 098-851-4275  魚介類販売業 第21020261号 R02.05.07 R08.05.31 株式会社琉仁 代表取締役 稲垣勝也 沖縄県 糸満市潮崎町4-14-9 098-963-7788  

Bar Vijon 那覇市若狭2-3-19 プリンセスビル5-A 098-894-8733  飲食店営業 バー 第21020260号 R02.05.07 R08.05.31 長嶺直彦               

旬菜こかぶ亭 那覇市久茂地2-17-7 098-867-3732  飲食店営業 小料理 第21020259号 R02.05.07 R08.05.31 宮里安昭               

VOGUE（ヴォーグ） 那覇市久茂地2-13-14 ヨーロピアンビル3F 098-862-5884  飲食店営業 バー 第21020258号 R02.05.07 R08.05.31 エルライフエス株式会社 代表取締役 瀬良垣武 沖縄県 那覇市久茂地2-7-3 名嘉真ビル301 098-863-1670  

バー　リミックス 那覇市牧志1-1-9 おきしょビル2F 098-861-2356  飲食店営業 バー 第21020257号 R02.05.07 R08.05.31 エルライフエス株式会社 代表取締役 瀬良垣武 沖縄県 那覇市久茂地2-7-3 名嘉真ビル301 098-863-1670  

ラウンジ　コムシェトワ 那覇市若狭2-3-19 プリンセスビル2F-D 098-863-2292  飲食店営業 バー 第21020256号 R02.05.07 R08.05.31 川満亜希子               

磨心　MAGOKORO 那覇市東町12-1 ミリオンプラザⅡ　1-D               飲食店営業 居酒屋 第21020255号 R02.05.07 R08.05.31 砂川卓磨               

古酒楽 那覇市銘苅2-4-35 アーバンプラネットビル5階 098-951-0123  飲食店営業 カフェー 第21020272号 R02.05.08 R08.05.31 山崎純哉               

SUNSHIN（サンシン） 那覇市松尾2-24-5 098-962-2884  そうざい製造業 第21020254号 R02.05.07 R08.05.31 我如古直樹               

桜坂g 那覇市牧志3-9-27 2Ｆ 098-863-4344  飲食店営業 キャバレー 第21020253号 R02.05.07 R08.05.31 柳子憲二               

Ristorante e Festival CROSS 47 那覇市安里2-4-7 1F 098-943-9625  そうざい製造業 第21020279号 R02.05.11 R08.05.31 THE CROSS株式会社 代表取締役 井上翔輝 沖縄県 那覇市安里2-4-7 098-943-9625  

よろず居酒屋へうげ者 那覇市首里平良町1-41               飲食店営業 居酒屋 第21020373号 R02.05.21 R08.05.31 前田大輝               

食ゆりは 那覇市久茂地3-25-19 リバーサイドガーデン1-Ｃ 098-863-2322  そうざい製造業 第21020271号 R02.05.08 R08.05.31 吉元勇人               

バーボンハウス 那覇市東町5-14 POSTビル3-Ｄ               飲食店営業 バー 第21020270号 R02.05.08 R08.05.31 株式会社JSP 代表取締役 石川一輝 沖縄県 那覇市牧志2-7-22               

やっぱりステーキ1st　カクテルプラザ店 那覇市松山1-34-3 カクテルプラザ1F 098-863-2929  食肉販売業 第21020269号 R02.05.08 R08.05.31 株式会社ディーズプランニング 代表取締役 義元大蔵 沖縄県 那覇市牧志2-16-46
タカラマンション
マキシー1　1501号

098-864-2929  

やっぱりステーキ6ｔｈ　首里りうぼう店 那覇市首里久場川町2-122-1 098-887-2929  食肉販売業 第21020320号 R02.05.15 R08.05.31 株式会社ディーズプランニング 代表取締役 義元大蔵 沖縄県 那覇市牧志2-16-46
タカラマンション
マキシー1　1501号

098-864-2929  

やっぱりステーキ8th　久茂地店 那覇市久米2-5-10 098-862-5529  食肉販売業 第21020268号 R02.05.08 R08.05.31 株式会社ディーズプランニング 代表取締役 義元大蔵 沖縄県 那覇市牧志2-16-46
タカラマンション
マキシー1　1501号

098-864-2929  

やっぱりステーキ4th　国際通店 那覇市牧志3-12-4 高泉ビル2F 098-867-2929  食肉販売業 第21020410号 R02.05.27 R08.05.31 株式会社ディーズプランニング 代表取締役 義元大蔵 沖縄県 那覇市牧志2-16-46
タカラマンション
マキシー1　1501号

098-988-9709  

やっぱりステーキ2nd　松山店 那覇市松山2-7-16 098-988-3344  食肉販売業 第21020315号 R02.05.14 R08.05.31 株式会社ディーズプランニング 代表取締役 義元大蔵 沖縄県 那覇市牧志2-16-46
タカラマンション
マキシー1　1501号

098-864-2929  

我那覇豚肉店．カフーナ旭橋 那覇市旭町1-9 カフーナ旭橋B街区1F               食肉販売業 第21020267号 R02.05.08 R08.05.31 我那覇豚肉店．株式会社 代表取締役 我那覇直 沖縄県 名護市宮里1410-1 0980-53-5017  

営業所所在地 営業の種類 申請者住所
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琉球料理研究所　まんがん 那覇市三原2-29-3 098-833-2226  そうざい製造業 第21020278号 R02.05.11 R08.05.31 渡口礼子               

BAR　Pinky　Rose 那覇市東町18-4 東町ビル4-B 098-862-0134  飲食店営業 バー 第21020277号 R02.05.11 R08.05.31 大城建留               

疾風ホルモン前島店 那覇市前島3-7-6 ダイドーリースビル1F 098-866-7550  食肉販売業 第21020276号 R02.05.11 R08.05.31 株式会社8770 代表取締役 後木章太 沖縄県 那覇市久茂地3-6-11 メゾン久茂地202 098-866-8770  

てふ・てふ 那覇市牧志3-11-13 金城ビル2-1　2F 飲食店営業 バー 第21020299号 R02.05.12 R08.05.31 喜友名木綿子               

トックリキワタ珈琲店 那覇市牧志1-2-11 098-869-0200  菓子製造業 第21020275号 R02.05.11 R08.05.31 齋藤進               

首里彩ごはん　うない 那覇市首里汀良町1-32-1 098-988-9595  菓子製造業 第21020345号 R02.05.19 R08.05.31 運天姿子               

GYPSY 那覇市松山2-9-7 クリスタルビル5-C               飲食店営業 バー 第21020372号 R02.05.21 R08.05.31 井上　明               

ラウンジ　宴 那覇市松山1-15-11 松山オキタビル2階 098-866-7127  飲食店営業 スナック 第21020298号 R02.05.12 R08.05.31 大野優子               

かき屋 那覇市内 飲食店営業 簡易営業 第21020297号 R02.05.12 R07.05.31 ウィン・ブルーム株式会社 代表取締役 川満香市 沖縄県 那覇市楚辺2-40-9 1F               

酒肴の店　もず 那覇市久茂地2-19-16 みえばしステーションビル1F 098-866-8946  飲食店営業 ﾅｲﾄｽﾅｯｸ 第21020362号 R02.05.20 R08.05.31 武村秀美               

Seasoning  Chicken 那覇市泉崎1-20-1 那覇OPA２F　217 098-975-9959  飲食店営業 そうざい 第21020296号 R02.05.12 R08.05.31 KHK株式会社 代表取締役 菊池欣也 沖縄県 浦添市字前田1288-1 098-943-3855  

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21020314号 R02.05.14 R08.05.31 松山　剛               

五笑門　小禄店 那覇市小禄543 098-858-3441  飲食店営業 居酒屋 第21020338号 R02.05.18 R08.05.31 松山剛               

アドリアーノ 那覇市小禄550 2階 098-858-5633  飲食店営業 レストラン 第21020337号 R02.05.18 R08.05.31 松山剛               

福耳福助　新都心 那覇市内 098-868-5666  飲食店営業 簡易営業 第21020295号 R02.05.12 R07.05.31 比嘉利宗               

杏屋　新都心 那覇市内 098-864-0404  飲食店営業 簡易営業 第21020294号 R02.05.12 R07.05.31 宮城宗次               

POCO　CAFE 那覇市牧志1-3-61 098-988-9980  喫茶店営業 第21020293号 R02.05.12 R08.05.31 髙良　聡               

がじゅまる 那覇市首里汀良町3-80-2               飲食店営業 弁当屋 第21020401号 R02.05.26 R08.05.31 山口勝枝               

POCO　CAFE 那覇市牧志1-3-61 098-988-9980  菓子製造業 第21020292号 R02.05.12 R08.05.31 髙良　聡               

海鮮トロ箱と島やさい天串　ぬもんちゅが 那覇市牧志1-2-8 098-917-4649  飲食店営業 居酒屋 第21020313号 R02.05.14 R08.05.31 株式会社シャーク 代表取締役 塚本健太 福岡県
北九州市小倉北区
片野新町3-1-2

メディプラカーサ1001号               

カフカ 那覇市久茂地2-4-17 マルユービル202 飲食店営業 スナック 第21020312号 R02.05.14 R08.05.31 伊是名せつ子               

赤から　沖縄久茂地店 那覇市久茂地1-4-1 098-894-8585  食肉販売業 第21020336号 R02.05.18 R08.05.31 シーエスシー株式会社 代表取締役 長谷川道治愛知県 名古屋市東区泉1-13-35 CSC　HISAYAビル5F 052-955-2066  

オレんち 那覇市安謝271 飲食店営業 居酒屋 第21020344号 R02.05.19 R08.05.31 比嘉保弘               

MONTECRISTO 那覇市久茂地3-29-17 十和田ビル2F 098-943-9616  飲食店営業 バー 第21020311号 R02.05.14 R08.05.31 中村司               

リビング＆ダイニングhinode 那覇市牧志1-6-13 グリーンヒルハイツ1F 098-863-2332  飲食店営業 居酒屋 第21020309号 R02.05.12 R08.05.31 兼次秀樹               

首里東道Dining＠なぎいろ 那覇市首里大中町1-32-6 1F そうざい製造業 第21020343号 R02.05.19 R08.05.31 伊波良子               

首里東道Dining＠なぎいろ 那覇市首里大中町1-32-6 1F 菓子製造業 第21020347号 R02.05.19 R08.05.31 伊波良子               

ぎん 那覇市松山1-14-8 古謝ビル1階 098-862-4670  飲食店営業 バー 第21020310号 R02.05.14 R08.05.31 仲村安奈               

民謡居酒屋むんじゅるー 那覇市寄宮3-18-9 玉城ビル地下1階 098-853-3907  飲食店営業 スナック 第21020319号 R02.05.15 R08.05.31 仲道良樹               

合同会社　魚かつ 那覇市久米2-13-6 098-862-4883  魚介類販売業 第21020335号 R02.05.18 R08.05.31 合同会社魚かつ 代表社員 儀間龍哉 沖縄県 那覇市久米2-13-6 098-862-4883  

ピノス 那覇市長田2-25-10 098-835-0703  飲食店営業 カフェー 第21020371号 R02.05.21 R08.05.31 長濱克典               

TOUCA　BAKE　SHOP 那覇市首里赤田町1-6 飲食店営業 レストラン 第21020334号 R02.05.18 R08.05.31 竹本　瞳               

TOUCA　BAKE　SHOP 那覇市首里赤田町1-6 菓子製造業 第21020333号 R02.05.18 R08.05.31 竹本　瞳               

HARP　naha 那覇市松山1-7-1 松山ガーデンビル2-A               飲食店営業 バー 第21020332号 R02.05.18 R08.05.31 沖縄YUI合同会社 代表社員 宮﨑展昌 沖縄県 那覇市松山1-8-15

鉄板ダイニング×かのん 那覇市松尾1-19-29 TMビル1F 098-868-9600  飲食店営業 居酒屋 第21020331号 R02.05.18 R08.05.31 髙野　豊               

居酒屋小僧　じぇいや 那覇市久茂地2-19-20 国吉ビル1F 098-863-3544  飲食店営業 居酒屋 第21020409号 R02.05.27 R08.05.31 宮里　龍               

浮島龍門 那覇市松尾2-4-13               飲食店営業 居酒屋 第21020408号 R02.05.27 R08.05.31 星野敬太郎               

Ol'e 那覇市松山2-14-10 2F 098-864-1224  飲食店営業 ﾅｲﾄｽﾅｯｸ 第21020361号 R02.05.20 R08.05.31 有限会社スクラッチ 取締役 仲本隆 沖縄県 那覇市松山2-13-1 098-869-3171  

スクラッチ 那覇市松山2-13-1 2F               飲食店営業 カフェー 第21020360号 R02.05.20 R08.05.31 有限会社スクラッチ 取締役 仲本隆 沖縄県 那覇市松山2-13-1 098-869-3171  

富士家 那覇市泊2-10-9 1F               飲食店営業 食堂 第21020342号 R02.05.19 R08.05.31 有限会社スクラッチ 取締役 仲本隆 沖縄県 那覇市松山2-13-1 098-869-3171  

富士家 那覇市松山2-13-1 098-863-3546  
アイスクリーム類
製造業

第21020359号 R02.05.20 R08.05.31 有限会社スクラッチ 取締役 仲本隆 沖縄県 那覇市松山2-13-1 098-869-3171  

富士家 那覇市松山2-13-1 098-863-3546  菓子製造業 第21020358号 R02.05.20 R08.05.31 有限会社スクラッチ 取締役 仲本隆 沖縄県 那覇市松山2-13-1 098-869-3171  

富士家 那覇市松山2-13-1 098-863-3546  そうざい製造業 第21020357号 R02.05.20 R08.05.31 有限会社スクラッチ 取締役 仲本隆 沖縄県 那覇市松山2-13-1 098-869-3171  

しおのか 那覇市久茂地2-24-8 三愛プレイス1F 098-863-9101  飲食店営業 小料理 第21020356号 R02.05.20 R08.05.31 金城渉               

はーべーる 那覇市松尾2-24-17 1F 飲食店営業 小料理 第21020407号 R02.05.27 R08.05.31 又吉京子               

琉球の牛　那覇国際通り 那覇市牧志3-2-3 HACHIMINE CRYSTAL 3F 098-987-6150  食肉販売業 第21020370号 R02.05.21 R08.05.31 株式会社Ready Go 代表取締役 菊池秀明 沖縄県 国頭郡恩納村字前兼久124 098-964-3422  

琉球の牛　那覇国際通り 那覇市牧志3-2-3 HACHIMINE CRYSTAL 3F 098-987-6150  魚介類販売業 第21020369号 R02.05.21 R08.05.31 株式会社Ready Go 代表取締役 菊池秀明 沖縄県 国頭郡恩納村字前兼久124 098-964-3422  

すきやき・しゃぶしゃぶ　琉球の牛 那覇市牧志3-2-3 HACHIMINE CRYSTAL 5F 098-975-7544  食肉販売業 第21020368号 R02.05.21 R08.05.31 株式会社Ready Go 代表取締役 菊池秀明 沖縄県 国頭郡恩納村字前兼久124 098-964-3422  

すきやき・しゃぶしゃぶ　琉球の牛 那覇市牧志3-2-3 HACHIMINE CRYSTAL 5F 098-975-7544  魚介類販売業 第21020367号 R02.05.21 R08.05.31 株式会社Ready Go 代表取締役 菊池秀明 沖縄県 国頭郡恩納村字前兼久124 098-964-3422  
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R2.5.1～R2.5.31
新規食品営業許可

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
首里あんどん 那覇市首里山川町1-71 098-885-7128  飲食店営業 居酒屋 第21020412号 R02.05.28 R08.05.31 竹谷博               

ぱいかじ国際通り牧志店 那覇市牧志2-3-1 K2ビル２F 098-863-3270  飲食店営業 居酒屋 第21020355号 R02.05.20 R08.05.31 合同会社JOO 代表社員 下地　穣 沖縄県 浦添市経塚1-10-18               

グラスワイン　桜坂ル・ボワ 那覇市牧志3-2-41 桜坂下フォレストガーデン２F-A 098-868-3650  そうざい製造業 第21020400号 R02.05.26 R08.05.31 株式会社クラシコ 代表取締役 前森裕人 沖縄県 那覇市おもろまち3-5-24
トゥエルヴ
ガーデンディア306

098-854-7511  

焼肉レストランロインズ松山店 那覇市松山2-10-13 松山沖商マンション１F 098-663-9729  食肉販売業 第21020354号 R02.05.20 R08.05.31 株式会社アイティープラス 代表取締役 井上武夫 東京都 国分寺市本町1-5-12 042-300-3330  

SNK 沖縄本島内一円 飲食店営業 自動車営業 第21020353号 R02.05.20 R07.05.31 株式会社Hi‐STAND 代表取締役 戸田博章 東京都 目黒区下目黒6-1-27 601               

エミーズ 那覇市首里儀保町1-31 105 飲食店営業 カフェー 第21020399号 R02.05.26 R08.05.31 鈴木誠               

琉球おばんざい　沢音 那覇市若狭2-4-17 アーバンパレス101 098-953-3374  飲食店営業 小料理 第21020383号 R02.05.22 R08.05.31 永吉沢子               

あけみんち 那覇市安里388-141 飲食店営業 スナック 第21020366号 R02.05.21 R08.05.31 玉那覇明美               

居酒屋　松 那覇市松山1-7-6 アシハラビル1F 098-864-1410  飲食店営業 居酒屋 第21020365号 R02.05.21 R08.05.31 諸見里尚美               

ダイニング車庫 那覇市松山1-6-10 098-863-2888  飲食店営業 居酒屋 第21020420号 R02.05.29 R08.05.31 株式会社NON-BAY 代表取締役 河島謙二 沖縄県 那覇市松山1-6-10 098-866-6888  

栄町ブギーバック 那覇市安里388-69 2F 098-943-6829  飲食店営業 レストラン 第21020382号 R02.05.22 R08.05.31 オーヴェルアロマ株式会社 代表取締役 奥住守彦 沖縄県 那覇市曙2-10-24 098-943-6829  

ぱいかじ国際通り久茂地店 那覇市久茂地3-29-68 久茂地産業ビル201 098-868-8557  飲食店営業 居酒屋 第21020364号 R02.05.21 R08.05.31 玉城博一               

ホテルコレクティブ那覇 那覇市松尾2-5-7 098-860-8366  喫茶店営業 自販機 第21020388号 R02.05.25 R09.05.31
株式会社琉仁
カスタマーサービス

代表取締役 城秀俊 沖縄県 中頭郡中城村屋宜286 098-895-6045  

炉端居酒屋ぱぱらぎ 那覇市おもろまち4-10-8 098-880-0858  飲食店営業 居酒屋 第21020398号 R02.05.26 R08.05.31 有限会社グローバルスタッフ 代表取締役 山城隆行 沖縄県 那覇市銘苅3-21-5 098-860-4477  

ドリンク　ファミリー 那覇市牧志3-7-16 仲間ビル2Ｆ               飲食店営業 バー 第21020381号 R02.05.22 R08.05.31 泉辰成               

Cafe The Hologram City 那覇市久米2-16-48 天久ビル地下１階               飲食店営業 バー 第21020387号 R02.05.25 R08.05.31 國吉保世弥               

live in BAILA 那覇市久米1-7-23 沖広産業ビル2F 098-867-7995  飲食店営業 バー 第21020397号 R02.05.26 R08.05.31 猪野屋恵留               

ラウンジ楓 那覇市首里鳥堀町1-46 1F 飲食店営業 バー 第21020386号 R02.05.25 R08.05.31 金城ひろみ               

ジャングルBAR　ジュマンジ 那覇市久茂地2-13-20 ラ・ビエンテ久茂地202 098-869-0333  飲食店営業 バー 第21020396号 R02.05.26 R08.05.31 知花宏樹               

島ノ飯　みなもと 那覇市牧志2-13-12 TKハイム 098-943-3348  飲食店営業 居酒屋 第21020395号 R02.05.26 R08.05.31 古波蔵源               

Little Rockers 那覇市牧志1-20-13 SO牧志ビル4F 飲食店営業 バー 第21020419号 R02.05.29 R08.05.31 鷲巣祐介               

クラブ　モア 那覇市松山2-9-1 昭南産業ビル403               飲食店営業 バー 第21020411号 R02.05.28 R08.05.31 宮城普弥也               

株式会社　極上牛グループ 那覇市田原3-7-2 小禄リースビル302 098-851-4129  食肉販売業 第21020406号 R02.05.27 R08.05.31 株式会社　極上牛グループ 代表取締役 葛培正 沖縄県 那覇市田原3-7-2 小禄リースビル302 098-851-4129  

ダーツ　Bar　Chip 那覇市久茂地3-23-10 よなはビル501               飲食店営業 バー 第21020394号 R02.05.26 R08.05.31 金城裕樹               

ステーキヒカル開南店 那覇市樋川1-26-15 102               食肉販売業 第21020405号 R02.05.27 R08.05.31 株式会社ヒカル 代表取締役 亀谷光 沖縄県 那覇市松山二丁目8番地7号マルミツビル1F 098-860-9059  

合同会社　魚かつ 那覇市久米2-13-6 098-862-4883  食肉販売業 第21020393号 R02.05.26 R08.05.31 合同会社魚かつ 代表社員 儀間龍哉 沖縄県 那覇市久米2-13-6 098-862-4883  

屋台けんちゃんラーメン 那覇市内 飲食店営業 簡易営業 第21020392号 R02.05.26 R07.05.31 奥原京子               

ほくと 那覇市泉崎1-18-2 下崎ビル1階 098-861-3798  そうざい製造業 第21020418号 R02.05.29 R08.05.31 上原洋子

配達レストラン 那覇市宇栄原3-29-20 2F               飲食店営業 仕出し屋 第21020404号 R02.05.27 R08.05.31 城間義仁               

鮨　かわごえ 那覇市久米1-16-5 丸保マンション2F 飲食店営業 寿司屋 第21020417号 R02.05.29 R08.05.31 株式会社コーテッツ 代表取締役 西岡徹也 東京都 世田谷区玉堤1-21-16 03-5758-7300  
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