
R2.12.1～R2.12.31
新規営業許可施設

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
みえみし 那覇市宇栄原984-4  飲食店営業 居酒屋 第21021623号 R02.12.25 R09.01.31 金城美津江  
阿波や壱兆　那覇店　天
国酒場別邸

那覇市松尾2-10-20 098-961-8629 飲食店営業 居酒屋 第21021439号 R02.12.02 R09.01.31 株式会社BRグループ 代表取締役 鶴英樹 東京都 大田区蒲田5-25-5 深井ビル2F 098-961-8629

阿波や壱兆　那覇店　天
国酒場別邸

那覇市松尾2-10-20 098-961-8629 食肉販売業 第21021440号 R02.12.02 R09.01.31 株式会社BRグループ 代表取締役 鶴英樹 東京都 大田区蒲田5-25-5 深井ビル2F 098-961-8629

ラーメン　志のわ 那覇市真嘉比3-1-14
松島マンショ
ン1F

 飲食店営業 食堂 第21021479号 R02.12.08 R09.01.31 具志優輝  

産直市場　輪っしょい
松尾店

那覇市松尾2-8-16
レガロパルマ
ビルB1

098-867-2009 飲食店営業 居酒屋 第21021428号 R02.12.01 R09.01.31 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

kurtos kalacs 那覇市安謝2-12-1 098-917-5119 菓子製造業 第21021480号 R02.12.08 R09.01.31 株式会社ボージャ沖縄 代表取締役 嘉数なおみ 沖縄県 那覇市若狭3-23-21 2階 098-860-6788
kurtos kalacs 那覇市安謝2-12-1 098-917-5119 飲食店営業 パーラー 第21021481号 R02.12.08 R09.01.31 株式会社ボージャ沖縄 代表取締役 嘉数なおみ 沖縄県 那覇市若狭3-23-21 2階 098-860-6788

グリル
那覇市おもろまち4-8-
9

 飲食店営業 レストラン 第21021505号 R02.12.14 R09.01.31 合同会社アローズ 代表社員 山内侑紀 沖縄県 豊見城市豊崎1-1175
ジ・オーシャンテラス豊崎
1413号

098-894-6427

浮島ガーデン 那覇市松尾2-12-3 098-943-2100 みそ製造業 第21021622号 R02.12.25 R09.01.31 南西食堂株式会社 代表取締役 中曽根勇一郎 沖縄県 那覇市松尾2-12-3 098-943-2100
浮島ガーデン 那覇市松尾2-12-3 098-943-2100 菓子製造業 第21021621号 R02.12.25 R09.01.31 南西食堂株式会社 代表取締役 中曽根勇一郎 沖縄県 那覇市松尾2-12-3 098-943-2100
セブン-イレブン那覇新
都心天久店

那覇市天久1-9-1  飲食店営業 そうざい 第21021456号 R02.12.03 R09.01.31 仲宗根朝克  

セブン-イレブン那覇新
都心天久店

那覇市天久1-9-1  魚介類販売業 第21021455号 R02.12.03 R10.01.31 仲宗根朝克  

セブン-イレブン那覇新
都心天久店

那覇市天久1-9-1  乳類販売業 第21021454号 R02.12.03 R10.01.31 仲宗根朝克  

セブン-イレブン那覇新
都心天久店

那覇市天久1-9-1  食肉販売業 第21021453号 R02.12.03 R10.01.31 仲宗根朝克  

カラオケまねきねこ　那
覇国際通り2号店

那覇市牧志1-2-31 6階  飲食店営業 食堂 第21021608号 R02.12.24 R09.01.31 株式会社コシダカ 代表取締役 腰髙博 群馬県 前橋市大友町1-5-1 027-280-3381

セブンイレブン那覇旭町
金秀ビル前店

那覇市旭町116-37 1階 098-860-0711 飲食店営業 そうざい 第21021429号 R02.12.01 R09.01.31 株式会社金秀本社 代表取締役 新垣秀彦 沖縄県 那覇市旭町112-1 098-868-6699

セブンイレブン那覇旭町
金秀ビル前店

那覇市旭町116-37 1階 098-860-0711 菓子製造業 第21021430号 R02.12.01 R09.01.31 株式会社金秀本社 代表取締役 新垣秀彦 沖縄県 那覇市旭町112-1 098-868-6699

セブンイレブン那覇旭町
金秀ビル前店

那覇市旭町116-37 1階 098-860-0711 乳類販売業 第21021431号 R02.12.01 R10.01.31 株式会社金秀本社 代表取締役 新垣秀彦 沖縄県 那覇市旭町112-1 098-868-6699

セブンイレブン那覇旭町
金秀ビル前店

那覇市旭町116-37 1階 098-860-0711 食肉販売業 第21021432号 R02.12.01 R10.01.31 株式会社金秀本社 代表取締役 新垣秀彦 沖縄県 那覇市旭町112-1 098-868-6699

セブンイレブン那覇旭町
金秀ビル前店

那覇市旭町116-37 1階 098-860-0711 魚介類販売業 第21021433号 R02.12.01 R10.01.31 株式会社金秀本社 代表取締役 新垣秀彦 沖縄県 那覇市旭町112-1 098-868-6699

フルーツとサンドのお店
la cuncina

那覇市樋川2-3-1
のうれんプラ
ザ107-2

 菓子製造業 第21021472号 R02.12.07 R09.01.31 株式会社　COYU 代表取締役 津田雄佑 沖縄県 那覇市港町2-14-24 098-851-7422

のんびり家
那覇市おもろまち4丁
目20-21

 飲食店営業 居酒屋 第21021543号 R02.12.18 R09.01.31 K・パートナーズ株式会社 代表取締役 土屋佳弘 沖縄県
那覇市首里大名町3-
96-1

レーヴ首里石嶺本通り
902

 

肉庵小滝野那覇店 那覇市久米2-2-1 1F 098-988-0377 飲食店営業 レストラン 第21021434号 R02.12.01 R09.01.31 株式会社小滝野 代表取締役 佐藤涼太 東京都 港区白金1-14-10 03-6408-9537
SONOKA 園花 那覇市西1-14-14 加登BL 1階  飲食店営業 スナック 第21021435号 R02.12.01 R09.01.31 川谷園恵  
ビストロ　ルボングー 那覇市安里379-15  そうざい製造業 第21021441号 R02.12.02 R09.01.31 株式会社タブローズ 代表取締役 山口慎一 沖縄県 那覇市安里379-15 098-963-9088

Bar　NAHA 那覇市若狭1-3-17
フランスビル4
－D号室

 飲食店営業 バー 第21021436号 R02.12.01 R09.01.31 新城強師  

BAR　358 那覇市西1-21-11
AZビル4－C
号室

 飲食店営業 バー 第21021437号 R02.12.01 R09.01.31 大場健太郎  

一新 那覇市牧志1-12-6
金城ビル101
号室

 飲食店営業 居酒屋 第21021452号 R02.12.03 R09.01.31 新城太一  

BAR　ルーチュ 那覇市久茂地3-23-10 よなはビル403 098-960-7765 飲食店営業 バー 第21021442号 R02.12.02 R09.01.31
株式会社ユイマールソ
リューション

代表取締役 畑内敬典 沖縄県 那覇市松島1-10-11 201  

カラオケBar　4.5 那覇市松山2-16-12 福島ビル5-B  飲食店営業 バー 第21021443号 R02.12.02 R09.01.31 亀谷海輝  
はたけや 那覇市松川2-11-6 そうざい製造業 第21021491号 R02.12.10 R09.01.31 大嵩巧  
ONE CARAT 那覇市松山1-14-22 丸善ビル2階 098-866-4747 飲食店営業 スナック 第21021451号 R02.12.03 R09.01.31 株式会社TAKI　Group 代表取締役 瀧正明 沖縄県 那覇市おもろまち1-1-25 3021号  
プロスタイル旅館　那覇
県庁前

那覇市久米2-2-1 098-917-1629 飲食店営業 バー 第21021444号 R02.12.02 R09.01.31 株式会社プロスタイル旅館 代表取締役 佐藤新也 神奈川県 横浜市中区常盤町5-64 045-662-2222

チャンプルーブース 那覇市内  飲食店営業 簡易営業 第21021438号 R02.12.01 R08.01.31 株式会社TWO SEVENS 代表取締役 大津秀一 神奈川県
川崎市宮前区菅生4-
14-21

 

バナナ 那覇市若狭2-3-19
プリンセスビ
ル　４F－D

098-894-8939 飲食店営業 バー 第21021450号 R02.12.03 R09.01.31 髙田継人  

鮨処もとい 那覇市西1-5-8
西沖商マン
ション1F

098-866-9234 醤油製造業 第21021449号 R02.12.03 R09.01.31 松田雄太  

鮨処もとい 那覇市西1-5-8
西沖商マン
ション1F

098-866-9234 そうざい製造業 第21021448号 R02.12.03 R09.01.31 松田雄太  

大衆割烹　えびす 那覇市具志1-15-20  飲食店営業 食堂 第21021485号 R02.12.09 R09.01.31 池田真一  

bar　re:zero 那覇市久米1-1-21
オレンジビル
7F　C・D号室

 飲食店営業 バー 第21021461号 R02.12.04 R09.01.31 渡嘉敷夕也  

ブルーラ　メール 那覇市松山2-9-1
昭南産業ビル
303

 飲食店営業 ﾅｲﾄｽﾅｯｸ 第21021520号 R02.12.16 R09.01.31 石川哲也  

あおみどりの木 那覇市松尾2-19-10 098-863-3730 飲食店営業 カフェー 第21021473号 R02.12.07 R09.01.31 當銘すみれ  

RYUKA 那覇市前島2-1-7
ツインハウス
2F-B

 飲食店営業 バー 第21021474号 R02.12.07 R09.01.31 株式会社ARCH 代表取締役 島袋志文 沖縄県 那覇市若狭3-28-11 1F  

209 那覇市安里1-7-17  飲食店営業 食堂 第21021462号 R02.12.04 R09.01.31 馬場﨑耕治  

営業所所在地 営業の種類 申請者住所
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R2.12.1～R2.12.31
新規営業許可施設

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 申請者電話営業所所在地 営業の種類 申請者住所
なんちゃっ亭 那覇市安謝86-1  飲食店営業 居酒屋 第21021475号 R02.12.07 R09.01.31 濱田雅彦  

ほっくんズBAR　Pulperia 那覇市東町19-10
イバック東町
ビル2-A

 飲食店営業 バー 第21021482号 R02.12.08 R09.01.31 合同会社ミツバチ 代表社員 保久盛勇 沖縄県 糸満市西崎1-22-8 エムズキャッスル401号  

キッチンカー・道草 沖縄本島内一円  飲食店営業 自動車営業 第21021497号 R02.12.10 R08.01.31 與那嶺伊智子  
ティーダの海　久茂地店 那覇市久茂地2-20-7 098-988-4256 飲食店営業 居酒屋 第21021483号 R02.12.08 R09.01.31 ミオナカンパニー合同会社 代表社員 比嘉治 沖縄県 沖縄市高原6-15-3 202号
家味本店 那覇市牧志3-4-8  飲食店営業 食堂 第21021476号 R02.12.07 R09.01.31 合同会社　琉球大阪 代表社員 増田ひと美 沖縄県 那覇市松尾2-22-17 098-851-9646
CLEA 那覇市宇栄原3-28-1 3-D  飲食店営業 バー 第21021500号 R02.12.11 R09.01.31 柴引尚也  

bar TWO FACE 那覇市若狭2-4-16
福栄館ビル1
－C

 飲食店営業 バー 第21021484号 R02.12.08 R09.01.31 關口敬介  

CROSS47 那覇市安里2-4-7 1F 098-943-9625 菓子製造業 第21021609号 R02.12.24 R09.01.31 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
沖縄ガールズバー　エビ
エビ那覇久米店

那覇市久米2-8-8
新栄プロパ
ティー久米3-B

 飲食店営業 バー 第21021532号 R02.12.17 R09.01.31 株式会社バリオス 代表取締役 橘和太郎 東京都 台東区寿2-1-6 アイステージ寿203号室  

BBQ NAWA 那覇市曙1-3-6  そうざい製造業 第21021506号 R02.12.14 R09.01.31 照屋通邦  
焼肉ホルモン赤白 那覇市久米2-20-21 八木ビル1階 098-863-3633 飲食店営業 食堂 第21021493号 R02.12.10 R09.01.31 株式会社栗田おりべ 代表取締役 織部久典 沖縄県 那覇市松尾2-3-13 崎山氏店舗2階 098-866-8870
串ダイニング笑神 那覇市久茂地3-11-7 3F、4F  飲食店営業 居酒屋 第21021494号 R02.12.10 R09.01.31 合同会社ルクスジャパン 代表社員 新井正人 千葉県 船橋市東船橋5-16-9  

Bar yuna 那覇市松山1-33-3
丸京ビル4　6
－A

 飲食店営業 バー 第21021542号 R02.12.17 R09.01.31 富名腰由美子  

iROYA.～色や～ 那覇市松山1-35-21
大福館ビル4
階　5-B号室

 飲食店営業 バー 第21021512号 R02.12.15 R09.01.31 眞榮城峰子  

ぱっしょん　首里城東店
那覇市首里石嶺町2-
172-5

 喫茶店営業 第21021533号 R02.12.17 R09.01.31 當眞裕子  

はたけや 那覇市松川2-11-6 飲食店営業 小料理 第21021492号 R02.12.10 R09.01.31 大嵩巧  
シーテラス 那覇市内  飲食店営業 簡易営業 第21021495号 R02.12.10 R08.01.31 i-テラス合同会社 代表社員 新城あさみ 沖縄県 那覇市泉崎2-105-13 エンゼルハイム泉崎405 098-996-3637
シーテラス 那覇市内  喫茶店営業 簡易営業 第21021496号 R02.12.10 R08.01.31 i-テラス合同会社 代表社員 新城あさみ 沖縄県 那覇市泉崎2-105-13 エンゼルハイム泉崎405 098-996-3637
株式会社マグナス製薬 那覇市古波蔵1-7-31 1F 098-836-5971 食肉販売業 第21021507号 R02.12.14 R09.01.31 株式会社マグナス製薬 代表取締役 坂井徹平 東京都 板橋区高島平4-2-5 03-5968-3602

ラフアンドフリー 那覇市小禄1287-1
ウィンズビル2
階2-B

 飲食店営業 バー 第21021508号 R02.12.14 R09.01.31 新垣里志  

BAR ムー大陸 マンモス 那覇市松山1-16-14
ニューサミット
ビル1-Ｂ号

 飲食店営業 おでん 第21021521号 R02.12.16 R09.01.31 宮山徹也  

フェアーアトラクションズ_
コーヒースタンド_

那覇市内  飲食店営業 簡易営業 第21021501号 R02.12.11 R08.01.31 横井澄人  

ゆうなの花 那覇市東町6-18 パーム東町1F 098-863-8199 飲食店営業 居酒屋 第21021509号 R02.12.14 R09.01.31 株式会社小さなお祝い 代表取締役 安里啓子 沖縄県 那覇市東町6-18 パーム東町1F  
Music Bar ＆ 雑貨　京
美堂

那覇市牧志2-16-16
伊津野ビル1
階101号室

098-863-2249 飲食店営業 バー 第21021522号 R02.12.16 R09.01.31 大野えり子  

こっころ。 那覇市松山2-29-1
フェニックスビ
ル6階

098-869-1107 飲食店営業 バー 第21021553号 R02.12.21 R09.01.31 照喜名一希  

グリーンドラッグ　与儀店 那覇市与儀274 098-836-0338 喫茶店営業 自販機 第21021554号 R02.12.21 R10.01.31 株式会社大賀薬局 代表取締役 大賀崇浩 福岡県
福岡市博多区博多駅前
3-9-1

092-483-8777

Etha 那覇市壺屋1-22-38 098-866-1635 飲食店営業 レストラン 第21021523号 R02.12.16 R09.01.31 有限会社育陶園 代表取締役 新垣若菜 沖縄県 那覇市壺屋1-22-33 098-866-1635

M 那覇市安里388
栄町ロータ
リーアパート

飲食店営業 食堂 第21021573号 R02.12.22 R09.01.31 下地美香  

Rio 那覇市松山1-3-21
第3松栄ビル
B1

飲食店営業 バー 第21021572号 R02.12.22 R09.01.31 玉那覇義彦  

元祖大東ソバ　浮島通り 那覇市松尾2-3-11 1F  飲食店営業 食堂 第21021534号 R02.12.17 R09.01.31 伊佐譲二  
Bar Dr. Feelgood 那覇市久茂地2-4-17 マルユウビル  飲食店営業 バー 第21021571号 R02.12.22 R09.01.31 渡辺康一  
ジャッジ 那覇市楚辺1-5-8 城間ビル1F  飲食店営業 カフェー 第21021524号 R02.12.16 R09.01.31 長浜真美  
BAR ROKUICHI 那覇市松山1-14-8 古謝ビル3－D  飲食店営業 バー 第21021555号 R02.12.21 R09.01.31 宮城久斉  

たみーずキッチン 那覇市長田1-6-9
ドリームフェ
リーチェ1F

 飲食店営業 レストラン 第21021535号 R02.12.17 R09.01.31 比嘉尚海  

BAR OREO 那覇市松山2-12-7 I・Sビル3－C  飲食店営業 バー 第21021541号 R02.12.17 R09.01.31 親泊美幸  
からあげ専門店うさから 那覇市若狭3-26-14 2F 098-867-8656 飲食店営業 仕出し屋 第21021536号 R02.12.17 R09.01.31 本村龍太  
酒楽　かなめ 那覇市三原1-15-26  飲食店営業 バー 第21021544号 R02.12.18 R09.01.31 新里芳枝  
そうざい　田舎 那覇市松尾2-10-20  そうざい製造業 第21021570号 R02.12.22 R09.01.31 新城英吉  
麺屋　なりよし 那覇市牧志2-3-22 1－B  飲食店営業 食堂 第21021584号 R02.12.23 R09.01.31 座安博之  
まったりサブカル　ぺる
ち

那覇市久米2-8-14
久米八番館ビ
ル4階　4号室

 飲食店営業 バー 第21021569号 R02.12.22 R09.01.31 新垣麗奈  

Bar poco rit 那覇市松山2-10-1
39Plaza松山
B1F

 飲食店営業 バー 第21021556号 R02.12.21 R09.01.31 宮里　伸  

NO NAME 那覇市泉崎1-14-7 阮氏ビル4F  飲食店営業 バー 第21021537号 R02.12.17 R09.01.31 浜崎陵  
和BAR 那覇市松山1-7-13 1F 098-943-8783 飲食店営業 バー 第21021540号 R02.12.17 R09.01.31 長濱秋三  
BAR　不細工 那覇市牧志3-11-10  飲食店営業 バー 第21021545号 R02.12.18 R09.01.31 大濵正義  
やきいも繁多川堂 那覇市繁多川1-21-5 コーポ長嶺 098-833-2839 飲食店営業 仕出し屋 第21021568号 R02.12.22 R09.01.31 合同会社髙良広告 代表社員 髙良圭一 沖縄県 那覇市繁多川1-21-5 コーポ長嶺103 098-833-2839

KING KABAB 那覇市久米2-33-11  飲食店営業 レストラン 第21021585号 R02.12.23 R09.01.31 Dream Food合同会社 代表役員
ロキ・イムティア
ズ・アメド

沖縄県 那覇市東町11-12 清洲ビル203号室  

MUSIC STAGE 那覇市牧志3丁目1番6 勉強堂ビル5  飲食店営業 居酒屋 第21021586号 R02.12.23 R09.01.31 大城博立  

Girl‘s bar W 那覇市松山1-12-5
パステルTMビ
ル3階C号室

 飲食店営業 バー 第21021634号 R02.12.28 R09.01.31 上原良友  

寄り道 那覇市松山2丁目1-13
沖縄建装ビル
602号室

 飲食店営業 バー 第21021557号 R02.12.21 R09.01.31 新里文彬  

UTA PARADISE 那覇市泉崎1-14-7 阮氏ビル5F  飲食店営業 バー 第21021558号 R02.12.21 R09.01.31 有限会社イーコス 取締役 祖慶宗 沖縄県 那覇市安謝101-11 098-868-5632
さかえ 那覇市牧志3-12-20 098-866-6401 飲食店営業 食堂 第21021546号 R02.12.18 R09.01.31 生島なおみ
五笑門　小禄店 那覇市小禄543 098-858-3441 飲食店営業 居酒屋 第21021620号 R02.12.25 R09.01.31 山口貴  
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五笑門　小禄店 那覇市小禄543 098-858-3441 飲食店営業 居酒屋 第21021619号 R02.12.25 R09.01.31 宮城宗次  
ファミリーマート三原大
石通り店

那覇市三原3-16-2 098-833-6488 魚介類販売業 第21021567号 R02.12.22 R10.01.31 株式会社MK商事 代表取締役 國吉勝 沖縄県
浦添市城間3-25-6-201
号

サンパークパレス浦添 098-878-1561

花琉球本店 那覇市牧志2-6-30 ベウラビル1F 098-943-2995 飲食店営業 食堂 第21021587号 R02.12.23 R09.01.31 新垣信喜
イオン琉球(株)イオン那
覇店2F従業員休憩室

那覇市金城5-10-2 098-852-1515 喫茶店営業 自販機 第21021566号 R02.12.22 R10.01.31
株式会社ジャパンビバレッ
ジホールディングス

代表取締役 及川剛 東京都 新宿区西新宿1-24-1 03-5321-0701

株式会社リウボウインダ
ストリー　6階催事場

那覇市内 098-867-1171 飲食店営業 簡易営業 第21021599号 R02.12.24 R08.01.31
株式会社リウボウインダス
トリー

代表取締役 糸数剛一 沖縄県 那覇市久茂地1-1-1 098-867-1171

株式会社リウボウインダ
ストリー　6階催事場

那覇市内 098-867-1171 飲食店営業 簡易営業 第21021598号 R02.12.24 R08.01.31
株式会社リウボウインダス
トリー

代表取締役 糸数剛一 沖縄県 那覇市久茂地1-1-1 098-867-1171

貴竹 那覇市松山2-20-13 ミネビル1F 098-975-7855 飲食店営業 居酒屋 第21021588号 R02.12.23 R09.01.31 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  
十勝ホルモンKEMURI
曙店

那覇市曙2-25-39 098-868-1775 食肉販売業 第21021618号 R02.12.25 R09.01.31
株式会社ガロードダイニン
グ

代表取締役 横田直聡 沖縄県 那覇市おもろまち2-6-18
グラフォート沖縄タワー
2204号D'

 

ゆくい処かまどぅ 那覇市壺屋1-1-1  飲食店営業 食堂 第21021589号 R02.12.23 R09.01.31 有限会社イープ 代表取締役 村濱興範 沖縄県 那覇市壺屋1-4-5 コーポ池原1F 098-988-1664
アドリアーノ 那覇市小禄550 098-858-5633 飲食店営業 レストラン 第21021590号 R02.12.23 R09.01.31 宮城宗次  
アドリアーノ 那覇市小禄550 098-858-5633 飲食店営業 レストラン 第21021591号 R02.12.23 R09.01.31 山口貴  

Bar Radio
那覇市おもろまち2-6-
11

フロンティアビ
ル南ウイング

098-861-7282 飲食店営業 バー 第21021617号 R02.12.25 R09.01.31 大城学  

Bar Lounge 那覇クラス 那覇市松山2-9-7  飲食店営業 バー 第21021616号 R02.12.25 R09.01.31 上原裕介  

酒膳処　かい 那覇市東町27-19
Keiビル4-B号
室

 飲食店営業 小料理 第21021592号 R02.12.23 R09.01.31 慶田城開  

生らむ苑 那覇市久米2-11-4
久米ガーデン
ビル1F

098-917-2948 飲食店営業 食堂 第21021593号 R02.12.23 R09.01.31 有限会社ハリマ 取締役 張磨敦行 千葉県 鴨川市池田321-1 04-7093-1324

コミック・バスター　那覇
若狭店

那覇市松山1-34-3
カクテルプラ
ザ1F

098-863-9070 飲食店営業 食堂 第21021615号 R02.12.25 R09.01.31
株式会社シークーコーポ
レーション

代表取締役 湧川健 沖縄県 那覇市松山1-34-3 カクテルプラザ1F 098-863-9070

大黒苑 那覇市松尾2-11-3  飲食店営業 居酒屋 第21021635号 R02.12.28 R09.01.31 前底泉  
が寿〇 那覇市三原1-10-25 森山ビル104  飲食店営業 バー 第21021636号 R02.12.28 R09.01.31 照屋美和子  
BBQ NAWA 那覇市曙1-3-6  飲食店営業 レストラン 第21021637号 R02.12.28 R09.01.31 照屋通邦  
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