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焼肉ホルモン　はなうし 那覇市久茂地2-11-16 花ビル２F右側               飲食店営業 食堂 第21021050号 R02.10.01 R08.10.31 株式会社　GANATAKU 代表取締役 我那覇卓也
沖縄県浦添市城間4-20-1
201号室

              

クラブ　S 那覇市松山1-5-1 ナムラビル1階 098-864-5123  飲食店営業 カフェー 第21021048号 R02.10.01 R08.10.31 株式会社久保田屋 代表取締役 前田真吾
沖縄県那覇市おもろまち1-1-1
RYU:XTOWERTheWEST2607号室

              

パーラー桑江 那覇市壺川3-2-5               飲食店営業 自販機 第21021047号 R02.10.01 R09.10.31 株式会社atari 代表取締役 田中大輔 沖縄県那覇市壺屋1-18-11 098-917-6488  
奇跡の手羽先 那覇市久茂地2-24-14               飲食店営業 居酒屋 第21021045号 R02.10.01 R08.10.31 株式会社　TA 代表取締役 田島貴博 福岡県福岡市博多区上牟田1-11-25-301               
カラオケの店ま～み～ 那覇市繁多川5-3-20 仲本アパート1F               飲食店営業 バー 第21021046号 R02.10.01 R08.10.31 大城増美
マルセ 那覇市久茂地2-12-3 2階 098-867-8293  飲食店営業 ﾅｲﾄｽﾅｯｸ 第21021049号 R02.10.01 R08.10.31 渡嘉敷夕也

ごはん処　欣也／手羽屋　弘〇 那覇市泉崎1-20-1
カフーナ旭橋A街区
那覇オーパ2F

098-943-1001  飲食店営業 レストラン 第21021063号 R02.10.02 R08.10.31 KHK株式会社 代表取締役 菊池欣也 沖縄県浦添市字前田1288番地1 098-943-3855  

ワールドグルメバイキングレストラン
アレッタ

那覇市内 098-868-6578  飲食店営業 簡易営業 第21021067号 R02.10.02 R07.10.31
株式会社りゅうせきフロントラ
イン

代表取締役社長上運天清 沖縄県浦添市勢理客4-20-1 098-875-5008  

照光精肉店加工所 那覇市樋川1-6-13 098-832-2591  そうざい製造業 第21021060号 R02.10.02 R08.10.31 照屋康裕
シュタム 那覇市金城3-8-21 1F 098-857-7475  飲食店営業 食堂 第21021064号 R02.10.02 R08.10.31 髙良法和
BLUE OCEAN 那覇市東町5-15 202 098-860-2277  飲食店営業 バー 第21021059号 R02.10.02 R08.10.31 宮城和也
Bakery　KoKo 那覇市首里当蔵町2-14 やまごう102号 098-917-1099  菓子製造業 第21021062号 R02.10.02 R08.10.31 宮城博美
Bakery　KoKo 那覇市首里当蔵町2-14 やまごう102号 098-917-1099  飲食店営業 そうざい 第21021061号 R02.10.02 R08.10.31 宮城博美

福祉サービス事業所あかちち 那覇市松川2-16-1 シオンハウス　3階 098-943-7670  飲食店営業 弁当屋 第21021070号 R02.10.05 R08.10.31
（公社）沖縄県精神保健福祉
会連合会

代表理事 山田圭吾 沖縄県島尻郡南風原町宮平206-1 098-889-4011  

がブリチキン　松山通り店 那覇市松山1-11-19 シティまつやま1F 098-860-6828  飲食店営業 居酒屋 第21021071号 R02.10.05 R08.10.31 株式会社ファンフロンティア 代表取締役 岩田秀樹 島根県松江市上乃木5-18-31 0852-20-2828  
インズバ 那覇市松山2-9-7 クリスタルビル3－C               飲食店営業 バー 第21021073号 R02.10.05 R08.10.31 奥原真之介
Dream Cafe 那覇市若狭2-5-8 1階               飲食店営業 食堂 第21021068号 R02.10.05 R08.10.31 山里真弓
Dream Cafe 那覇市若狭2-5-8 1階               菓子製造業 第21021069号 R02.10.05 R08.10.31 山里真弓
Lucifer 那覇市字国場35-1 マックスビル305               飲食店営業 バー 第21021072号 R02.10.05 R08.10.31 金城湧乃
焼肉　肉之介 那覇市松山1-8-15 2-C               飲食店営業 食堂 第21021078号 R02.10.06 R08.10.31 上原進之介
girl's bar HEART 那覇市宇栄原3-28-2 ジョナサンビル４-A               飲食店営業 バー 第21021080号 R02.10.06 R08.10.31 谷山壱聖
花琉球　てんぶす那覇店 那覇市牧志3-2-3 鉢嶺クリスタルビル1F 098-943-2087  飲食店営業 食堂 第21021079号 R02.10.06 R08.10.31 新垣信喜
club Vernis 那覇市松山2-1-18 住太郎松山ビル　4-AB号室               飲食店営業 ﾅｲﾄｽﾅｯｸ 第21021085号 R02.10.07 R08.10.31 許田隆誠
琉球ドリンクラボ 那覇市牧志3-4-1 水上店舗1F               飲食店営業 バー 第21021087号 R02.10.07 R08.10.31 中村智明
FEEL　FREE 那覇市辻2-28-8 1階101号室 098-917-1979  飲食店営業 カフェー 第21021086号 R02.10.07 R08.10.31 吉田敬二
マルチ商店 那覇市港町1-1-9               魚介類販売業 第21021092号 R02.10.08 R08.10.31 宮城春基
兎に角 那覇市安里388-1 飲食店営業 居酒屋 第21021091号 R02.10.08 R08.10.31 髙並妙子
774 那覇市壺屋1-4-15 コントラストビル2F               飲食店営業 バー 第21021099号 R02.10.09 R08.10.31 山口翔太
とくしまる1号車 沖縄本島内一円               乳類販売業 自動車営業 第21021097号 R02.10.09 R07.10.31 新田仁子
とくしまる1号車 沖縄本島内一円               食肉販売業 自動車営業 第21021096号 R02.10.09 R07.10.31 新田仁子
とくしまる1号車 沖縄本島内一円               魚介類販売業 自動車営業 第21021098号 R02.10.09 R07.10.31 新田仁子

JULI　PARTY 那覇市久米1-8-7 TAKABLD　3B               飲食店営業 バー 第21021101号 R02.10.09 R08.10.31
モンテネズマークウェーズ
ジュリアン輝芳

かふう　KAFUU 沖縄本島内一円               飲食店営業 自動車営業 第21021102号 R02.10.09 R07.10.31 我那覇武昌
酒処　糸 那覇市古波蔵3-20 1-17               飲食店営業 スナック 第21021100号 R02.10.09 R08.10.31 宮里栄子

インサラータ 那覇市東町5-1 一高美乃アパート1階 098-864-5395  飲食店営業 仕出し屋 第21021107号 R02.10.12 R08.10.31 スペアミント株式会社 代表取締役 山里將太
沖縄県那覇市おもろまち4-17-24
新都心ヒルズ602

098-864-5395  

居酒屋デゴイチ　D-51 那覇市与儀1-18-22 098-987-4577  飲食店営業 居酒屋 第21021108号 R02.10.12 R08.10.31 嘉数良幸

I LOVE BEEF OKINAWA 那覇市真嘉比1-1-11 コーポラス向日葵1F 098-975-9969  飲食店営業 そうざい 第21021117号 R02.10.13 R08.10.31 株式会社エスリカー 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

098-866-8808  

I LOVE BEEF OKINAWA 那覇市真嘉比1-1-11 コーポラス向日葵1F 098-975-9969  食肉販売業 第21021118号 R02.10.13 R08.10.31 株式会社エスリカー 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

098-866-8808  

はま寿司那覇小禄店 那覇市小禄3-6-3 098-859-8001  飲食店営業 寿司屋 第21021123号 R02.10.13 R08.10.31 株式会社はま寿司 代表取締役 石井憲一 東京都港区港南2-18-1 03-6833-8032  
Altimo 那覇市松山2-8-7 マツミツビルB1               飲食店営業 バー 第21021120号 R02.10.13 R08.10.31 清水正和
BAR LUXE 那覇市松山1-18-10 プランビル松山2階               飲食店営業 バー 第21021121号 R02.10.13 R08.10.31 糸数涼子
クラブ　上原 那覇市松山2-16-16 K1ビル1階               飲食店営業 カフェー 第21021122号 R02.10.13 R08.10.31 上原仁美
Lian 那覇市東町27-19 keiビル3階　3-A               飲食店営業 食堂 第21021119号 R02.10.13 R08.10.31 山内里香
扇 那覇市東町28-4番 美ら館ビル202号 098-863-5058  飲食店営業 ﾅｲﾄｽﾅｯｸ 第21021124号 R02.10.13 R08.10.31 仲嶺房子
カフェ　hoccoripon 那覇市高良3-3-15 098-995-9123  飲食店営業 食堂 第21021133号 R02.10.14 R08.10.31 社会福祉法人ニライカナイ 理事長 豊村良春 沖縄県南城市大里字大城1388-1 098-946-7177  
Die Waage 那覇市安里1-1-60 太永ビル3-C 098-867-8118  飲食店営業 バー 第21021134号 R02.10.14 R08.10.31 山田和彦
沖縄銀行　与儀支店 那覇市与儀317 098-855-6021  飲食店営業 食堂 第21021143号 R02.10.15 R08.10.31 イートランド沖縄株式会社 代表取締役 加藤高邦 沖縄市美里5-24-10 098-989-6629  
ひとつぼし 那覇市天久一丁目6-23 098-959-4924  飲食店営業 割烹 第21021144号 R02.10.15 R08.10.31 株式会社　Yバランス企画 代表取締役 新垣介範 沖縄県宜野湾市我如古1-5-5-2F 098-959-4924  

英良 那覇市久茂地3-16-19 2F 098-864-2220  食肉販売業 第21021140号 R02.10.15 R08.10.31 株式会社　BRIDGES 代表取締役 又吉真由美
沖縄県那覇市久茂地3-16-19
2F

098-941-7950  

えん沖縄 那覇市久茂地3-16-19 2F 098-941-7588  食肉販売業 第21021141号 R02.10.15 R08.10.31 株式会社　BRIDGES 代表取締役 又吉真由美
沖縄県那覇市久茂地3-16-19
2F

098-941-7950  

bar枯渇 那覇市牧志3-8-25 2階               飲食店営業 バー 第21021142号 R02.10.15 R08.10.31 木下雄治朗
SPLUSH 那覇市松山2-1-14 仲間ビル7F 098-988-9779  飲食店営業 バー 第21021139号 R02.10.15 R08.10.31 嘉味田大雅

トランスコスモス壺川 那覇市壺川3-2-6 098-833-6100  喫茶店営業 自販機 第21021150号 R02.10.16 R09.10.31
沖縄コカ・コーラボトリング株式
会社

代表取締役 城英俊 沖縄県浦添市伊祖5-14-1 098-895-6045  

永當蕎麦 那覇市内               飲食店営業 簡易営業 第21021153号 R02.10.16 R07.10.31 株式会社ラキア 代表取締役 當山賢伍 沖縄県那覇市久茂地2-6-1               
ファミリーマート古島店 那覇市松島1-3-16 098-871-5800  飲食店営業 そうざい 第21021148号 R02.10.16 R08.10.31 有限会社ＳＯ・ＲＡ 代表取締役 長嶺直哲 沖縄県那覇市松島1-3-16 098-871-5800  
ファミリーマート古島店 那覇市松島1-3-16 098-871-5800  乳類販売業 第21021149号 R02.10.16 R08.10.31 有限会社ＳＯ・ＲＡ 代表取締役 長嶺直哲 沖縄県那覇市松島1-3-16 098-871-5800  
すばや　福 那覇市楚辺1-1-40 儀間アパート1階左               飲食店営業 食堂 第21021152号 R02.10.16 R08.10.31 古田和彦
CIELO 那覇市壺屋1-10-11 丸安企画ビル202 098-975-9825  飲食店営業 バー 第21021151号 R02.10.16 R08.10.31 仲村実彦
練磨 那覇市松山1-19-12 Meith松山101               飲食店営業 寿司屋 第21021155号 R02.10.19 R08.10.31 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  
永當蕎麦 那覇市久茂地2-6-1               飲食店営業 食堂 第21021168号 R02.10.20 R08.10.31 株式会社ラキア 代表取締役 當山賢伍 沖縄県那覇市久茂地2-6-1               
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琉球酒場　まーさんの家 那覇市松尾1-3-1 エスプリコートB1F 098-975-7525  飲食店営業 居酒屋 第21021169号 R02.10.20 R08.10.31 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

              

王門 那覇市おもろまち4-17-13               飲食店営業 中華料理 第21021163号 R02.10.20 R08.10.31 島袋路朋
セブンイレブン那覇古波蔵2丁目店 那覇市古波蔵2-25-30               飲食店営業 そうざい 第21021164号 R02.10.20 R08.10.31 金城吉明
セブンイレブン那覇古波蔵2丁目店 那覇市古波蔵2-25-30               食肉販売業 第21021165号 R02.10.20 R09.10.31 金城吉明
セブンイレブン那覇古波蔵2丁目店 那覇市古波蔵2-25-30               魚介類販売業 第21021166号 R02.10.20 R09.10.31 金城吉明
セブンイレブン那覇古波蔵2丁目店 那覇市古波蔵2-25-30               乳類販売業 第21021167号 R02.10.20 R09.10.31 金城吉明
Bar serendipity 那覇市東町27-19 Keiビル1-B               飲食店営業 バー 第21021171号 R02.10.20 R08.10.31 榊萌
がじゅまるの如く 那覇市曙3-19-1 正栄ビル1F               飲食店営業 食堂 第21021172号 R02.10.20 R08.10.31 薗田大典
たべのみ屋　さくな 那覇市古波蔵2-15-1 古波蔵アパート101 098-833-5818  飲食店営業 居酒屋 第21021170号 R02.10.20 R08.10.31 堀川祐輔
北の酒場食うかい東町店 那覇市東町7-24 玉城アパート102 098-867-1151  飲食店営業 居酒屋 第21021173号 R02.10.20 R08.10.31 小林ゆかり

大衆串揚酒場　足立屋 那覇市内 098-869-8040  飲食店営業 簡易営業 第21021178号 R02.10.21 R07.10.31 足立フーズ株式会社 代表取締役 永田明
沖縄県宜野湾市伊佐3-29-2
リバーサイドマンション伊佐102号室

098-892-4800  

七輪焼肉　安安　牧志駅前店 那覇市安里1-1-60 太永ビル2F 098-975-7329  食肉販売業 第21021177号 R02.10.21 R08.10.31 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  
カラオケラウンジ舞 那覇市宇栄原3-28-1 カリータウン2-D               飲食店営業 スナック 第21021176号 R02.10.21 R08.10.31 大城計子

大衆串揚酒場　足立屋 那覇市松尾2-10-20 098-869-8040  飲食店営業 居酒屋 第21021188号 R02.10.22 R08.10.31 足立フーズ株式会社 代表取締役 永田明
沖縄県宜野湾市伊佐3-29-2
リバーサイドマンション伊佐102号室

098-892-4800  

Sof Cho 那覇市松山2-8-5 3階 098-895-1777  飲食店営業 バー 第21021182号 R02.10.22 R08.10.31 株式会社GEAR 代表取締役 加藤貴教
沖縄県那覇市壺屋2-26-11
1階

098-855-1777  

ごとう 那覇市牧志3-1-18               飲食店営業 そば屋 第21021185号 R02.10.22 R08.10.31 堤英治
犬と猫 那覇市安里388-5 栄町ロータリーアパート201               飲食店営業 バー 第21021186号 R02.10.22 R08.10.31 成田桃子
大人の焼肉 那覇市壺屋1-2-12 1F               飲食店営業 居酒屋 第21021184号 R02.10.22 R08.10.31 新垣武也
上村商店 那覇市松尾2-7-10 第一牧志公設市場               飲食店営業 パーラー 第21021187号 R02.10.22 R08.10.31 上村正史
コンボ 那覇市字上間245-1 南風ビル101号室 098-855-8887  飲食店営業 レストラン 第21021183号 R02.10.22 R08.10.31 田地行智昭
ファミリーマート　壺川駅前 那覇市壺川3-3-5 098-834-9115  乳類販売業 第21021194号 R02.10.23 R09.10.31 株式会社沖縄ファミリーマート 代表取締役 野﨑真人 沖縄県那覇市港町3-4-18               
ファミリーマート　那覇松山一丁目 那覇市松山1-5-1 098-860-1678  乳類販売業 第21021191号 R02.10.23 R09.10.31 株式会社沖縄ファミリーマート 代表取締役 野﨑真人 沖縄県那覇市港町3-4-18               
ファミリーマート　那覇松山一丁目 那覇市松山1-5-1 098-860-1678  飲食店営業 そうざい 第21021192号 R02.10.23 R08.10.31 株式会社沖縄ファミリーマート 代表取締役 野﨑真人 沖縄県那覇市港町3-4-18               
ファミリーマート　那覇松山一丁目 那覇市松山1-5-1 098-860-1678  魚介類販売業 第21021193号 R02.10.23 R09.10.31 株式会社沖縄ファミリーマート 代表取締役 野﨑真人 沖縄県那覇市港町3-4-18               
ファミリーマート　壺川駅前 那覇市壺川3-3-5 098-834-9115  飲食店営業 そうざい 第21021195号 R02.10.23 R08.10.31 株式会社沖縄ファミリーマート 代表取締役 野﨑真人 沖縄県那覇市港町3-4-18 098-867-2084  

CUA HANG VIET OKINAWA 那覇市前島3-21-8 瑞慶覧ビル102               魚介類販売業 第21021196号 R02.10.23 R08.10.31 T＆Q合同会社 代表社員
マック・ヴァ
ン・タック

沖縄県那覇市前島3-21-8
瑞慶覧ビル102

              

CUA HANG VIET OKINAWA 那覇市前島3-21-8 瑞慶覧ビル102               食肉販売業 第21021197号 R02.10.23 R08.10.31 T&Q合同会社 代表社員
マック・ヴァ
ン・タック

沖縄県那覇市前島3-21-8
瑞慶覧ビル102

              

WILD SANDWICH 那覇市銘苅1-3-28 MTパレス1F 098-943-8787  飲食店営業 そうざい 第21021198号 R02.10.23 R08.10.31 新垣大

食彩酒房　まつもと 那覇市松山1-10-1 098-861-1890  飲食店営業 レストラン 第21021201号 R02.10.26 R08.10.31 株式会社あぐーマジック 代表取締役 具志堅未来
沖縄県那覇市首里山川町1-22-3
グランシャトレ首里702

098-861-1890  

BAR GOLD 那覇市おもろまち4-7-26 502号               飲食店営業 バー 第21021202号 R02.10.26 R08.10.31 下地奈々江
亀亀FREEdom 那覇市西1-21-11 AZビル１-B               飲食店営業 バー 第21021211号 R02.10.27 R08.10.31 亀井優輝
Punga Ponga 那覇市牧志1-11-11 1F               飲食店営業 スナック 第21021210号 R02.10.27 R08.10.31 翁長みどり
株式会社リウボウフーズ 那覇市宮城1-18-1 098-859-9008  そうざい製造業 第21021213号 R02.10.28 R08.10.31 株式会社リウボウフーズ 代表取締役 糸数剛一 沖縄県浦添市勢理客2-14-18 098-942-4077  
（株）アメィジング沖縄 那覇市松山1-10-8 098-861-1890  食肉販売業 第21021212号 R02.10.28 R08.10.31 株式会社アメィジング沖縄 代表取締役 具志堅美柚 沖縄県那覇市松山1-8-5 098-861-1890  
小禄宮城りうぼう 那覇市宮城1-18-1 エスタジオ小禄1F 098-858-8855  そうざい製造業 第21021214号 R02.10.28 R08.10.31 株式会社リウボウストア 代表取締役 糸数剛一 沖縄県那覇市松尾1-9-49 098-867-2060  
エンタメ　キッチン 那覇市久茂地3-8-18               飲食店営業 レストラン 第21021217号 R02.10.28 R08.10.31 百々弘明
Sirius 那覇市松山1-6-14 エンブレム松山4階               飲食店営業 カフェー 第21021216号 R02.10.28 R08.10.31 西平嗣郎
琉海 那覇市牧志3-11-17 6番               飲食店営業 居酒屋 第21021215号 R02.10.28 R08.10.31 石和貞人
肴・心・孝 KOU 那覇市東町18-4 東町ビル3aB               飲食店営業 小料理 第21021218号 R02.10.28 R08.10.31 池間孝順
Cafe Soba　カフェソバ 那覇市首里桃原町2-1-22 201               飲食店営業 レストラン 第21021224号 R02.10.29 R08.10.31 合田貴洋
マルコポーロ　宇栄原店 那覇市宇栄原5-1-43 098-996-2731  菓子製造業 第21021228号 R02.10.30 R08.10.31 株式会社ぐしけん 代表取締役 具志堅正秀 沖縄県うるま市州崎12-90               
マルコポーロ　宇栄原店 那覇市宇栄原5-1-43 098-996-2731  そうざい製造業 第21021229号 R02.10.30 R08.10.31 株式会社ぐしけん 代表取締役 具志堅正秀 沖縄県うるま市州崎12-90               
ラウンジ琉輪 那覇市鏡水150 国際線エリア4F 098-996-3500  飲食店営業 カフェー 第21021227号 R02.10.30 R08.10.31 株式会社JTB沖縄 代表取締役 杉本健次 沖縄県那覇市旭町112-1 098-861-1427  

食処　いずみや 那覇市泉崎1-14-10 VILLAIZUMIZAKI 1階 098-894-3441  そうざい製造業 第21021231号 R02.10.30 R08.10.31
株式会社リロケーションサポー
ト

代表取締役 下地邦之 沖縄県那覇市松山1-8-15 098-851-4001  

ドライフルーツ・菓子工房島バナナ 那覇市牧志3-1-24 098-863-6821  飲食店営業 パーラー 第21021230号 R02.10.30 R08.10.31 株式会社沖食 代表取締役 廣瀬達雄
沖縄県那覇市牧志3-5-1
沖商ビル

098-863-6821  

島酒場　きん八 那覇市牧志3-11-16,17               飲食店営業 居酒屋 第21021232号 R02.10.30 R08.10.31 知念　光
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