
R2.10.1～R2.10.31
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 申請者住所 申請者電話
食堂ひまわり おもろ店 那覇市おもろまち2-5-36 098-862-2763  飲食店営業 食堂 第21021056号 R02.10.01 R08.10.31 株式会社エムオーシー 代表取締役 具志堅守正 沖縄県宜野湾市志真志4-1-1 098-896-0101  
V21よぎ食品館 那覇市国場1162-2 098-833-5000  飲食店営業 そうざい 第21021055号 R02.10.01 R08.10.31 株式会社　サンエー 代表取締役 上地哲誠 沖縄県宜野湾市大山7-2-10 098-898-2250  
V21よぎ食品館 那覇市国場1162-2 098-833-5000  魚介類販売業 第21021053号 R02.10.01 R08.10.31 株式会社　サンエー 代表取締役 上地哲誠 沖縄県宜野湾市大山7-2-10 098-898-2250  
V21よぎ食品館 那覇市国場1162-2 098-833-5000  乳類販売業 第21021051号 R02.10.01 R08.10.31 株式会社　サンエー 代表取締役 上地哲誠 沖縄県宜野湾市大山7-2-10 098-898-2250  
V21よぎ食品館 那覇市国場1162-2 098-833-5000  食肉販売業 第21021052号 R02.10.01 R08.10.31 株式会社　サンエー 代表取締役 上地哲誠 沖縄県宜野湾市大山7-2-10 098-898-2250  
V21よぎ食品館 那覇市国場1162-2 098-833-5000  そうざい製造業 第21021054号 R02.10.01 R08.10.31 株式会社　サンエー 代表取締役 上地哲誠 沖縄県宜野湾市大山7-2-10 098-898-2250  

にく久 那覇市内 飲食店営業 簡易営業 第21021057号 R02.10.01 R07.09.30 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

098-917-4470  

株式会社津波古酒造 那覇市与儀2-8-53 098-832-3696  酒類製造業 第21021065号 R02.10.02 R08.10.31 株式会社津波古酒造 代表取締役 津波古章 沖縄県那覇市与儀2-8-53 098-832-3696  

ふく薬品 まかび店 那覇市真嘉比2-29-20 098-882-2930  喫茶店営業 自販機 第21021074号 R02.10.05 R09.10.31 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  

パティスリー・ランヴォール 那覇市真地205 フェリーチェみのり101号室 飲食店営業 スナック 第21021075号 R02.10.05 R08.11.30 福里優二
パティスリー・ランヴォール 那覇市真地205 フェリーチェみのり101号室 菓子製造業 第21021076号 R02.10.05 R08.11.30 福里優二
ローソン 那覇空港国内線搭乗口前店 那覇市鏡水150 098-840-1789  飲食店営業 そうざい 第21021082号 R02.10.06 R09.10.31 株式会社ショップス 代表取締役 安里清秀 沖縄県浦添市勢理客4-15-15 098-871-2018  
ローソン 那覇空港国内線搭乗口前店 那覇市鏡水150 098-840-1789  乳類販売業 第21021081号 R02.10.06 R09.10.31 株式会社ショップス 代表取締役 安里清秀 沖縄県浦添市勢理客4-15-15 098-871-2018  
創作居食家 やえん 那覇市松山1-12-5 パステル八重洲第5ビル1F 098-862-7678  飲食店営業 居酒屋 第21021088号 R02.10.07 R08.10.31 勇気フードサービス株式会社 代表取締役 下地勇気 沖縄県那覇市前島2-1-5 098-864-2341  
首里杜 那覇市首里金城町1-1 1F 098-886-2020  飲食店営業 レストラン 第21021089号 R02.10.07 R08.10.31 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石川888 0980-48-3645  
鮮魚卸 神谷 那覇市港町1-1-18 魚介類販売業 第21021093号 R02.10.08 R08.10.31 神谷美喜男
ラウンジ胡蝶 那覇市松山1-15-13 松本ビル1階 098-863-0025  飲食店営業 ﾅｲﾄｽﾅｯｸ 第21021094号 R02.10.08 R08.10.31 伊江美登里
サパー 幸 那覇市松山2-14-1 玉キ米屋第5ビル6F 098-868-4384  飲食店営業 スナック 第21021095号 R02.10.08 R08.10.31 福井貞幸

La Opera オペラ 那覇市松尾1-4-1 3Fコラムビル 098-867-7861  飲食店営業 バー 第21021104号 R02.10.09 R08.10.31 オフィスパーティーズ株式会社 代表取締役 廣田剛
沖縄県那覇市牧志1-2-31
おきなわ屋本社ビル5F

098-867-7861  

沖縄居酒屋 やーじぐゎー 那覇市前島2-14-1 大山アパート1階 098-866-8328  飲食店営業 居酒屋 第21021103号 R02.10.09 R08.10.31 若松友作
ビジネスホテル うえず荘 那覇市松川3-17-17 098-887-0323  飲食店営業 旅館 第21021109号 R02.10.12 R08.10.31 上江洲佳世
コープこくば 那覇市国場368 098-831-8400  魚介類販売業 第21021127号 R02.10.13 R08.10.31 生活協同組合コープおきなわ 代表理事 川越雄一郎 沖縄県浦添市西原1-2-1 098-879-7711  
コープこくば 那覇市国場368 098-831-8400  食肉販売業 第21021128号 R02.10.13 R08.10.31 生活協同組合コープおきなわ 代表理事 川越雄一郎 沖縄県浦添市西原1-2-1 098-879-7711  
コープこくば 那覇市国場368 098-831-8400  乳類販売業 第21021129号 R02.10.13 R08.10.31 生活協同組合コープおきなわ 代表理事 川越雄一郎 沖縄県浦添市西原1-2-1 098-879-7711  
ボンファン リウボウ店 那覇市久茂地1-1-1 1F 098-869-4731  菓子製造業 第21021125号 R02.10.13 R08.10.31 有限会社ボンファン 代表取締役 金城善治 沖縄県那覇市古波蔵1-1-6 098-834-2680  
華 HANA 那覇市東町12-2 グレープハウスビル 2-A 飲食店営業 ﾅｲﾄｽﾅｯｸ 第21021126号 R02.10.13 R08.11.30 東江えつ子
バー サクラザカ 那覇市牧志3-8-1 飲食店営業 カフェー 第21021138号 R02.10.14 R08.10.31 有限会社ちゃんぷるー 取締役 安里朝光 沖縄県那覇市長田1-1-8

ONE FOR 那覇市久茂地3-16-11 ブロッサムⅡ1階 098-917-1875  飲食店営業 バー 第21021135号 R02.10.14 R08.10.31
株式会社エン・エンタープライ
ズ

代表取締役 山城純次 沖縄県那覇市天久2-31-16 098-988-8880  

YS商会 那覇市内 飲食店営業 簡易営業 第21021137号 R02.10.14 R07.10.31 島袋善克
ミルク 那覇市松尾2-10-20 ちとせビル1F 098-863-0231  飲食店営業 食堂 第21021136号 R02.10.14 R08.10.31 宮城啓
Lounge Le lien 那覇市松山1-33-3 京ビル4 5-A号室 098-917-0588  飲食店営業 ﾅｲﾄｽﾅｯｸ 第21021145号 R02.10.15 R08.10.31 西銘夏希
株式会社ジミー那覇店 那覇市銘苅3-8-5 098-861-1110  飲食店営業 食堂 第21021156号 R02.10.19 R08.10.31 株式会社ジミー 代表取締役 稲嶺盛一郎 沖縄県宜野湾市大山7-2-20 098-897-9585  
株式会社ジミー那覇店 那覇市銘苅3-8-5 098-861-1110  そうざい製造業 第21021157号 R02.10.19 R08.10.31 株式会社ジミー 代表取締役 稲嶺盛一郎 沖縄県宜野湾市大山7-2-20 098-897-9585  
スターバックスコーヒー イオン那覇
ショッピングセンター店

那覇市金城5-10-2 イオン那覇店1階 098-852-1140  飲食店営業 食堂 第21021159号 R02.10.19 R08.11.30
スターバックスコーヒージャパ
ン株式会社

代表取締役 水口貴文 東京都品川区上大崎2-25-2 03-5745-5510  

れもん 那覇市壷屋1-4-20 098-862-5764  飲食店営業 バー 第21021158号 R02.10.19 R08.10.31 宮城勝子
ラーメン暖暮那覇小禄店 那覇市金城5-11-7 098-996-4056  飲食店営業 食堂 第21021175号 R02.10.20 R08.10.31 株式会社ハートコネクション 代表取締役 中田賢一 沖縄県那覇市牧志1-2-3 03-5980-8075  
蕎麦 寶 那覇市牧志2-2-20 NCビル201 098-869-5388  飲食店営業 そば屋 第21021174号 R02.10.20 R08.10.31 上條博司
ゆりか 那覇市安里388-141 098-834-4982  飲食店営業 スナック 第21021180号 R02.10.21 R08.10.31 伊敷ヨリ子
酒膳 邦 那覇市具志2-33-16 1F 098-857-5705  飲食店営業 食堂 第21021179号 R02.10.21 R08.10.31 宇江原邦子
有限会社永吉豆腐加工所 那覇市繁多川4-7-22 098-854-9714  豆腐製造業 第21021189号 R02.10.22 R08.10.31 有限会社永吉豆腐加工所 取締役 永吉史弥 沖縄県那覇市繁多川4-7-22 098-854-9714  
とんかつ太郎 小禄バイパス店 那覇市具志3-24-16 098-858-1129  飲食店営業 レストラン 第21021200号 R02.10.23 R08.11.30 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8-12 098-934-4129  
こだわり とんかつ太郎新都心店 那覇市銘苅1-10-3 098-861-1129  飲食店営業 食堂 第21021199号 R02.10.23 R08.10.31 有限会社キャプテンズグループ 代表取締役 髙江洲義司 沖縄県那覇市銘苅1-10-3 098-861-1129  
CAFE　紫美蘭香 那覇市銘苅1-10-44 2F 098-868-9664  飲食店営業 スナック 第21021206号 R02.10.27 R08.11.30 有限会社創和印章 代表取締役 境弘子 沖縄県那覇市銘苅1-10-44 098-868-9664  
居酒屋ふじ家 那覇市三原1-1-1 1F 098-853-8603  飲食店営業 居酒屋 第21021208号 R02.10.27 R08.10.31 喜納フジ子
ムイ・ポッコ 那覇市壺川3-4-10 098-855-1479  飲食店営業 食堂 第21021207号 R02.10.27 R08.11.30 野原正恵
和琉酒菜 藍 那覇市久米1-1-20 真和ビル1F 098-861-0497  飲食店営業 居酒屋 第21021209号 R02.10.27 R08.10.31 新里千加武
スナック　HELLO 那覇市字国場35-1 MAXビル1F 098-836-3535  飲食店営業 スナック 第21021219号 R02.10.28 R08.10.31 比嘉涼子
TAMARIBA・R 泊・泊（ぱく・はく） 那覇市久茂地3-9-6 森家ビル3-A 098-861-4041  飲食店営業 カフェー 第21021221号 R02.10.28 R08.10.31 有銘宏文
新ちゃん 那覇市前島2-1-7 ツインハウスビル2階 098-861-5147  飲食店営業 ﾅｲﾄｽﾅｯｸ 第21021220号 R02.10.28 R08.10.31 新田直美
Lounge Bar クリスタル・シー 那覇市松山1-8-19 シティー松山2F 飲食店営業 ﾅｲﾄｽﾅｯｸ 第21021226号 R02.10.29 R08.10.31 宮城譜三博
鶴 那覇市牧志3-8-25 098-862-0629  飲食店営業 ﾅｲﾄｽﾅｯｸ 第21021225号 R02.10.29 R08.10.31 佐々木一枝

海産物えんがん 那覇市港町3-1-17 098-869-7837  飲食店営業 食堂 第21021234号 R02.10.30 R08.11.30 那覇市沿岸漁業協同組合 代表理事
組合長
石垣伸太郎

沖縄県那覇市港町3-1-17 098-861-2707  

ハッピー洋菓子店 第三工場 那覇市字小禄696 1F 098-857-4781  菓子製造業 第21021233号 R02.10.30 R08.10.31 有限会社ハッピー洋菓子店 取締役 大城美紀 沖縄県那覇市小禄5-13-7 098-857-4781  
沖縄製粉サービスセンター 那覇市東町18-3 098-868-3141  菓子製造業 第21021267号 R02.10.31 R08.10.31 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  
沖縄製粉サービスセンター 那覇市東町18-3 098-868-3141  めん類製造業 第21021268号 R02.10.31 R08.10.31 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  
砂川商店 那覇市内 菓子製造業 簡易営業 第21021463号 R02.10.31 R07.04.30 砂川仙太郎
パブ喫茶あや 那覇市識名3-17-8 098-854-6727  飲食店営業 食堂 第21021319号 R02.10.31 R08.10.31 上原ヨシ
やっぱりつぼ味 那覇市壺川2-1-2 キャンデーハウス1F 098-855-1339  飲食店営業 居酒屋 第21021381号 R02.10.31 R08.10.31 屋富祖秀男
カミュ 那覇市宇栄原3-33-19 098-857-1538  飲食店営業 カフェー 第21021255号 R02.10.31 R08.10.31 松竹八重
小料理 野の花 那覇市牧志1-12-19 098-864-0439  飲食店営業 小料理 第21021423号 R02.10.31 R08.10.31 識名喜美子
飾菜美酒 沖縄 芯酔屋 那覇市久茂地2-25-1 1F 098-867-8811  飲食店営業 居酒屋 第21021467号 R02.10.31 R08.10.31 宇野祐造
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