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前アネックス

那覇市東町5-17 098-894-8628  飲食店営業 バー 第21021235号 R02.11.02 R08.11.30
株式会社リゾートリビング沖
縄

代表取締役 波照間正作
沖縄県那覇市西1-4-11
4-B

098-943-1355  

金城商店 那覇市東町17-11 204               飲食店営業 バー 第21021236号 R02.11.02 R08.11.30 金城宏和

フトン巻きのジロー小禄店 那覇市小禄4-2-2               喫茶店営業 自販機 第21021244号 R02.11.04 R09.11.30
株式会社琉仁カスタマーサー
ビス

代表取締役 城英俊 沖縄県中頭郡中城村字屋宜286 098-895-6045  

松尾庵 那覇市樋川2-3-1 201               飲食店営業 そば屋 第21021245号 R02.11.04 R08.11.30 株式会社ケイワ 代表取締役 小野敬二 沖縄県那覇市松尾1-12-20               
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1階 098-868-1358  飲食店営業 レストラン 第21021250号 R02.11.04 R08.11.30
農業生産法人有限会社我那覇
畜産

代表取締役 我那覇　崇 沖縄県名護市大川69 0980-55-8822  

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1階 098-868-1358  食肉販売業 第21021251号 R02.11.04 R08.11.30
農業生産法人有限会社我那覇
畜産

代表取締役 我那覇　崇 沖縄県名護市大川69 0980-55-8822  

Mogl macwri city 那覇市久茂地3-5-10 新城ビル102               飲食店営業 カフェー 第21021248号 R02.11.04 R08.11.30 伊波清弥
Bar　連 那覇市安里397 Bonchic101               飲食店営業 ﾅｲﾄｽﾅｯｸ 第21021246号 R02.11.04 R08.11.30 黄愛蘭
ギャラリーカフェ　フィ
ラート

那覇市牧志2-17-46               飲食店営業 レストラン 第21021249号 R02.11.04 R08.11.30 島袋こずえ

ハクナマタタ 那覇市牧志3-2-43               飲食店営業 カフェー 第21021247号 R02.11.04 R08.11.30 山内一起

J・Park安謝店 那覇市曙3-7-3 098-867-5740  喫茶店営業 自販機 第21021258号 R02.11.05 R09.11.30
株式会社琉仁カスタマーサー
ビス

代表取締役 城英俊 沖縄県中頭郡中城村字屋宜286 098-895-6045  

しゃぶ葉　那覇おもろまち 那覇市おもろまち3-3-1 2階 098-941-8091  食肉販売業 第21021260号 R02.11.05 R08.11.30
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 0422-51-8111  

RAID 那覇市松山1-13-8 タップスビル4F               飲食店営業 スナック 第21021257号 R02.11.05 R08.11.30 芝野翔
CROWN 那覇市松山2-15-8 富士家スクラッチビル2 098-955-8024  飲食店営業 バー 第21021259号 R02.11.05 R08.11.30 伊添一大

Gプラスオキナワ 那覇市内               飲食店営業 簡易営業 第21021272号 R02.11.06 R07.11.30
Gプラスエンターテイメント株
式会社

代表取締役 中河原毅
沖縄県那覇市泊1-3-2
沖縄ゼネラルグループビル3階

098-975-7400  

cafe&bar ICHI 那覇市字小禄818-1 モノトーンビル102               飲食店営業 食堂 第21021269号 R02.11.06 R08.11.30 金城槙
BAR TATCHAN 那覇市松山2-16-16 K1ビル　301               飲食店営業 バー 第21021270号 R02.11.06 R08.11.30 伊佐竜也
Cafe Liris 那覇市長田1-13-55 1F 098-996-2176  飲食店営業 食堂 第21021271号 R02.11.06 R08.11.30 親泊梓

バルコラボ　県庁前店 那覇市泉崎1-11-2 1F               飲食店営業 レストラン 第21021285号 R02.11.09 R08.11.30
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南上原1112-1
オーシャンビュー松山B1F

              

FINCA LA VIGIA OKINAWA 那覇市おもろまち4-19-1 RUCAFU OMOROMACHI203               飲食店営業 バー 第21021282号 R02.11.09 R08.11.30 有限会社noi enterprise 取締役 三木正人
東京都港区西麻布1-14-1
井門西麻布ビル1F

03-5414-0025  

沖縄　逸の彩ホテル 那覇市牧志3-18-33 098-863-8877  飲食店営業 レストラン 第21021284号 R02.11.09 R08.11.30
合同会社イーストグローバル
リミテッド

業務執行社員
恵美壽投資有限公司
職務執行者　ユエ
ン・マン・イン

大阪府大阪市中央区道頓堀2-3-25 06-6213-9040  

花商ファクトリーカフェ 那覇市金城5-1-2 コーポナポリ201号 098-955-7014  飲食店営業 食堂 第21021283号 R02.11.09 R08.11.30 株式会社花商 代表取締役 花城梨花
沖縄県那覇市牧志3-4-14
新天地ビル123

098-955-7014  

ダーツバー 那覇市松山2-9-3 K2ビル5階               飲食店営業 バー 第21021281号 R02.11.09 R08.11.30 喜瀬信吾
カラオケ喫茶　とんぼ 那覇市辻1-3-19 B1               飲食店営業 スナック 第21021286号 R02.11.09 R08.11.30 玉城美惠子
笑タイム 那覇市久米2-2-14               飲食店営業 居酒屋 第21021279号 R02.11.09 R08.11.30 新垣翔
グルメ館つじ 那覇市辻2-6-12 2F 098-868-3178  飲食店営業 レストラン 第21021280号 R02.11.09 R08.11.30 上原寿秀

株式会社カフー 那覇市内 098-917-4347  飲食店営業 簡易営業 第21021300号 R02.11.10 R07.11.30 株式会社カフー 代表取締役 池間清智
沖縄県那覇市港町1-1-18
7号室

098-917-4347  

HACHIYA 那覇市松山1-6-14 エンブレム松山402               飲食店営業 バー 第21021298号 R02.11.10 R08.11.30 伊藤正博
inSP 那覇市安里63 マートンドームⅡ102号               魚介類販売業 第21021295号 R02.11.10 R08.11.30 大隣隆之
inSP 那覇市安里63 マートンドームⅡ102号               食肉販売業 第21021296号 R02.11.10 R08.11.30 大隣隆之
green Tomo 那覇市松川1-5-34 前田様方               飲食店営業 カフェー 第21021299号 R02.11.10 R08.11.30 呉屋智美
inSP 那覇市安里63 マートンドームⅡ102号               飲食店営業 居酒屋 第21021294号 R02.11.10 R08.11.30 大隣隆之
きんそば 那覇市首里平良町1-36 1F そうざい製造業 第21021293号 R02.11.10 R08.11.30 金城孝太
JOKER’S 那覇市松山1-14-3 シティ松山1-B 飲食店営業 バー 第21021297号 R02.11.10 R08.11.30 森俊哉
波の上クリスタルホテル 那覇市若狭1-20-7 098-869-7011  飲食店営業 仕出し屋 第21021314号 R02.11.11 R08.11.30 株式会社リゾートライフ 代表取締役 松井泰子 沖縄県宮古島市平良字西里176-2               
裕徳商店 那覇市牧志3-4-1 098-867-1857  喫茶店営業 第21021313号 R02.11.11 R08.11.30 渡部恭治
骨汁屋 那覇市安里385 098-886-3333  飲食店営業 パーラー 第21021312号 R02.11.11 R08.11.30 山口貴裕
おにぎり処首里　ななむす
び

那覇市首里真和志町2-1 101 098-943-9138  そうざい製造業 第21021315号 R02.11.11 R08.11.30 茂野賢一

グランホテルオペレーショ
ン株式会社　リーガロイヤ
ルグラン沖縄

那覇市旭町1-9 098-867-3331  食肉販売業 第21021326号 R02.11.12 R08.11.30
グランホテルオペレーション
株式会社

代表取締役 佐藤健人 沖縄県那覇市旭町1-9 098-867-3331  

セブン-イレブン　DR沖縄
県庁前ロイネット店

那覇市泉崎1-10-1 098-943-1000  飲食店営業 そうざい 第21021320号 R02.11.12 R08.11.30 ダイワロイヤル株式会社 代表取締役 原田健 東京都千代田区飯田橋2-18-2 03-3263-5949  

セブン-イレブン　DR沖縄
県庁前ロイネット店

那覇市泉崎1-10-1 098-943-1000  乳類販売業 第21021321号 R02.11.12 R09.11.30 ダイワロイヤル株式会社 代表取締役 原田健 東京都千代田区飯田橋2-18-2 03-3263-5949  

セブン-イレブン　DR沖縄
県庁前ロイネット店

那覇市泉崎1-10-1 098-943-1000  食肉販売業 第21021322号 R02.11.12 R09.11.30 ダイワロイヤル株式会社 代表取締役 原田健 東京都千代田区飯田橋2-18-2 03-3263-5949  

セブン-イレブン　DR沖縄
県庁前ロイネット店

那覇市泉崎1-10-1 098-943-1000  魚介類販売業 第21021323号 R02.11.12 R09.11.30 ダイワロイヤル株式会社 代表取締役 原田健 東京都千代田区飯田橋2-18-2 03-3263-5949  

ESPACO　エスパソ 那覇市松山2-9-7 クリスタルビル4-C               飲食店営業 バー 第21021325号 R02.11.12 R08.11.30 喜屋武典晃
穭　ヒツジ 那覇市牧志1-4-7               飲食店営業 カフェー 第21021327号 R02.11.12 R08.11.30 山口直樹
THE CAPE 那覇市古波蔵3-7-2 Y WAVE COURT 102               飲食店営業 レストラン 第21021324号 R02.11.12 R08.11.30 栗原理一
あっぱれバナナ 那覇市久茂地1-1-1 地下1階 飲食店営業 スナック 第21021333号 R02.11.13 R08.11.30 株式会社ナガサキ 代表取締役 長崎　努 沖縄県那覇市久米1-24-14 098-868-2506  
やきとん　満壘 沖縄本島内一円               飲食店営業 自動車営業 第21021337号 R02.11.13 R07.11.30 柴原健太郎
Bar Pop's 那覇市久茂地2-6-25 ランドマークくもじ4Ｆ               飲食店営業 バー 第21021335号 R02.11.13 R08.11.30 神里春也
Soup and Stories 那覇市松山1-7-3 呉マンション1-Ａ               飲食店営業 仕出し屋 第21021336号 R02.11.13 R08.11.30 上江田崇
ショッパーズ天久 那覇市天久923 098-867-1011  飲食店営業 食堂 第21021334号 R02.11.13 R08.11.30 玉城ゆかり
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丸元亭 那覇市古波蔵3-19-12 玉寄ビル1F               飲食店営業 居酒屋 第21021343号 R02.11.16 R08.11.30 合同会社グローアップ 代表社員 渡口翔子 沖縄県那覇市古波蔵3-19-12               
ほっともっと長田店 那覇市長田2-9-30-101号 098-836-3969  飲食店営業 弁当屋 第21021344号 R02.11.16 R08.11.30 株式会社知栄 代表取締役 知名亮一 沖縄県那覇市長田2-9-30-101号 098-836-3969  
バーラウンジ虹音 那覇市松山2-26-3 2F 098-988-8859  飲食店営業 バー 第21021345号 R02.11.16 R08.11.30 宮城由美
DELICATESSEN　TRUNQ 那覇市おもろまち3-3-1 あっぷるタウン内1F 098-960-2241  そうざい製造業 第21021349号 R02.11.17 R08.11.30 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1-15-1 098-859-0050  
DELICATESSEN　TRUNQ 那覇市おもろまち3-3-1 あっぷるタウン内1F 098-960-2241  菓子製造業 第21021350号 R02.11.17 R08.11.30 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1-15-1 098-859-0050  
守礼　2号車 沖縄本島内一円               飲食店営業 自動車営業 第21021356号 R02.11.17 R07.11.30 宮城むつ子
PuruGui 那覇市松山2-14-1 701号室               飲食店営業 カフェー 第21021351号 R02.11.17 R08.11.30 末永祐貴
あぶさん 沖縄本島内一円               飲食店営業 自動車営業 第21021354号 R02.11.17 R07.11.30 神山晋吾
INFINITY 那覇市松山2-10-6 ウォータービル4B               飲食店営業 バー 第21021352号 R02.11.17 R08.11.30 武市一輝
ぜん 那覇市内               飲食店営業 簡易営業 第21021353号 R02.11.17 R07.11.30 新里祐也
ちいさな　かまど 那覇市曙3-14-12               菓子製造業 第21021348号 R02.11.17 R08.11.30 翁長由紀子
守礼　1号車 沖縄本島内一円               飲食店営業 自動車営業 第21021355号 R02.11.17 R07.11.30 宮城むつ子
ポコアポコ　久茂地店 那覇市久茂地3-13-1 2F 098-975-7878  飲食店営業 居酒屋 第21021361号 R02.11.18 R08.11.30 有限会社ポコアポコ 代表取締役 仲吉修 沖縄県宜野湾市真志喜3-7-8               
多田浜 那覇市久茂地2-14-18 1F 098-867-2737  飲食店営業 割烹 第21021363号 R02.11.18 R08.11.30 合同会社多田浜 代表社員 仲大盛冨貴子 沖縄県那覇市久茂地2-14-18 098-867-2737  
スカイウェルネススポーツ 那覇市字具志890-1 098-857-0008  喫茶店営業 自販機 第21021362号 R02.11.18 R09.11.30 那覇空港ゴルフ練習場株式会 代表取締役 長嶺国盛 沖縄県那覇市字具志890-1 098-857-0008  

琉球銀行　那覇ポートビル 那覇市東町2-1 098-866-1212  飲食店営業 食堂 第21021365号 R02.11.18 R08.11.30 コスモフーズ株式会社 代表取締役 野々村充教
沖縄県那覇市銘苅322-5
真栄城ビル203

098-862-9241  

焼肉　三八五 那覇市寄宮155 1階               飲食店営業 食堂 第21021366号 R02.11.18 R08.11.30 豊見山　卓
Cafe & Darts bar Seaside 那覇市若狭1-3-17 若狭ビル2階               飲食店営業 バー 第21021367号 R02.11.18 R08.11.30 金城一也
ちいさな　かまど 那覇市曙3-14-12               喫茶店営業 第21021368号 R02.11.18 R08.11.30 翁長由紀子
PIZZERIA AL CASTELLO 那覇市内               飲食店営業 簡易営業 第21021369号 R02.11.18 R07.11.30 PILAT MIRCO
安室鮮魚店 那覇市宇栄原2-1235 098-858-7401  飲食店営業 食堂 第21021359号 R02.11.18 R08.11.30 安室茂
安室鮮魚店 那覇市宇栄原2-1235 098-858-7401  魚介類販売業 第21021360号 R02.11.18 R08.11.30 安室茂
カラオケ歌丸　新都心店 那覇市銘苅2-4-28 098-866-4533  飲食店営業 スナック 第21021364号 R02.11.18 R08.11.30 宮城宗次

喫酒店　カウパー 那覇市松山2-9-7 クリスタルビル2Ａ               飲食店営業 バー 第21021371号 R02.11.19 R08.11.30 株式会社大和 代表取締役 相上勇太
福岡県福岡市博多区中洲2-5-13
第2ラインビル6階

092-263-1150  

アルペジョーネ 那覇市おもろまち4-17-27 098-868-3569  飲食店営業 カフェー 第21021372号 R02.11.19 R08.11.30 上原博子
パン工房そてつ 那覇市首里石嶺町2-189-2 098-887-5120  飲食店営業 そうざい 第21021378号 R02.11.20 R08.11.30 社会福祉法人そてつの会 理事長 仲眞良勝 沖縄県那覇市古波蔵4丁目7番14号 098-853-0640  
パン工房そてつ 那覇市首里石嶺町2-189-2 098-887-5120      菓子製造業 第21021379号 R02.11.20 R08.11.30 社会福祉法人そてつの会 理事長 仲眞良勝 沖縄県那覇市古波蔵4丁目7番14号 098-853-0640  
すし　なかのや 那覇市東町12-2 グレープハウス1－B               飲食店営業 寿司屋 第21021374号 R02.11.20 R08.11.30 株式会社なかのや 代表取締役 金城 毅 沖縄県那覇市東町12-2               
Darts × Karaoke H＆N 那覇市久米2-8-14 久米8番館ビルB1F               飲食店営業 バー 第21021377号 R02.11.20 R08.11.30 真境名一
沖縄料理　我謝ハル子酒場 那覇市久米1-7-21 赤嶺ビル2F-1               飲食店営業 居酒屋 第21021375号 R02.11.20 R08.11.30 我謝裕樹
ECXIA OKINAWA 那覇市松山1-4-8-2Ｆ               飲食店営業 キャバレー 第21021376号 R02.11.20 R08.11.30 玉城優矢
ゴンチャ那覇メインプレイ
ス店

那覇市おもろまち4-4-9 098-988-1157  飲食店営業 パーラー 第21021380号 R02.11.24 R08.11.30 株式会社茶々 代表取締役 大浜一郎 沖縄県石垣市字登野城69 098-943-8240  

竹炭・備長炭炉端　たけす
み

那覇市久茂地3-16-19 エステート久茂地101 098-988-8159  飲食店営業 居酒屋 第21021383号 R02.11.25 R08.11.30 株式会社輪っしょい 代表取締役 南風見一樹
沖縄県那覇市久茂地3-13-12
宮里ビル203

098-963-9662  

織部 那覇市小禄1-39-11 玉城アパート2-B               飲食店営業 小料理 第21021384号 R02.11.25 R08.11.30 島本尚季
Darts ＆ Foodbar M 那覇市久米1-1-21-3C               飲食店営業 バー 第21021388号 R02.11.25 R08.11.30 浦田証悟
あたいぐわぁー 那覇市泊2-13-1               そうざい製造業 第21021387号 R02.11.25 R08.11.30 西京子
Girlsbar S 那覇市久米1-1-24-7B               飲食店営業 バー 第21021389号 R02.11.25 R08.11.30 浦田証悟
フルスイング 沖縄本島内一円               飲食店営業 自動車営業 第21021382号 R02.11.25 R07.11.30 上原沙弥乃
あけぼのラーメン 那覇市曙3-20-28 098-863-1807  飲食店営業 中華料理 第21021385号 R02.11.25 R08.11.30 田中泰三
TAPIOCAZ 那覇市おもろまち4-3-28 098-867-9933  飲食店営業 パーラー 第21021390号 R02.11.25 R08.11.30 儀間達広
薬酒Bar　Time 那覇市牧志2-16-15 2F 098-875-5400  飲食店営業 レストラン 第21021386号 R02.11.25 R08.11.30 松原潤
七輪焼肉安安　パイプライ
ン店

那覇市銘苅180-1 朝忠ビル1F 098-869-8081  食肉販売業 第21021396号 R02.11.26 R08.11.30 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1-4-4 045-328-6090  

Hydeli 那覇市牧志3-6-20
ハイアットリージェン
シー那覇沖縄1F

098-866-8888  食肉販売業 第21021397号 R02.11.26 R09.11.30
PHR沖縄ホテルマネジメント株
式会社

代表取締役 佐藤健人 東京都港区西麻布1-2-7 098-866-8888  

EIBUN 那覇市壺屋1-1-18 高良アパート1F               そうざい製造業 第21021394号 R02.11.26 R08.11.30 中村栄文
EIBUN 那覇市壺屋1-1-18 高良アパート1F               飲食店営業 仕出し屋 第21021395号 R02.11.26 R08.11.30 中村栄文
SAKURA　CAFE 那覇市松川2-13-23 金城店舗 098-885-0550  飲食店営業 パーラー 第21021398号 R02.11.26 R08.11.30 川村真弓
THE・PEONY 那覇市松尾1-3-3 1F 098-866-0868  飲食店営業 パーラー 第21021404号 R02.11.27 R08.11.30 株式会社あべりあ 代表取締役 比嘉円香 沖縄県那覇市牧志2-5-36 098-866-7819  
鮨　きくち 那覇市前島3-25-1 とまりん2階               飲食店営業 寿司屋 第21021406号 R02.11.27 R08.11.30 合同会社Madama 代表社員 多和田真一朗 沖縄県那覇市牧志3-15-37-11404               
トキシラズ 那覇市安里1-1-59 2F               飲食店営業 バー 第21021405号 R02.11.27 R08.11.30 浜畑康貴

おきちゅるうどん 那覇市楚辺1-15-4 1F右               飲食店営業 食堂 第21021416号 R02.11.30 R08.11.30 株式会社scatora 代表取締役 澤田翔太
大阪府大阪市中央区南本町3-3-25
403号

              

vidaloca 那覇市内               飲食店営業 簡易営業 第21021417号 R02.11.30 R07.11.30 川内一範
桜坂夜市 那覇市牧志3丁目8-32               飲食店営業 居酒屋 第21021415号 R02.11.30 R08.11.30 具志堅勇
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