
R2.9.1～R2.9.30
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 申請者電話
ザ・ビッグエクスプレス 小禄店 那覇市小禄3-7-2 098-840-1110  乳類販売業 乳類販売業 第21020893号 R02.09.04 R09.09.30 イオン琉球株式会社 代表取締役 佐方圭二 沖縄県 島尻郡南風原町字兼城514-1 098-951-0032  

マックスバリュ安謝店 那覇市安謝664-32 098-957-1616  飲食店営業 寿司屋 第21020894号 R02.09.04 R08.09.30 イオン琉球株式会社 代表取締役 佐方圭二 沖縄県 島尻郡南風原町字兼城514-1 098-951-0032  

JAおきなわAコープ首里城下町店 那覇市首里汀良町1-29-2 098-884-1305  喫茶店営業 自販機 第21020899号 R02.09.07 R09.09.30 株式会社マーフィード 代表取締役 池田比呂志 神奈川県 横浜市中区日本大通60 朝日生命横浜ビル 045-228-1147  

林檎 那覇市東町4-14 イーストタウンビル5階 098-863-2499  飲食店営業 スナック 第21020916号 R02.09.08 R08.09.30 長堂幸代

セルフィーユ 那覇市前島3-11-1 2階 098-862-7733  飲食店営業 レストラン 第21020917号 R02.09.09 R08.09.30 ホテルリゾネックス名護株式会社 代表取締役 伊差川武 沖縄県 那覇市前島3-11-1 0980-53-8021  

茶わき 那覇市安里379 飲食店営業 スナック 第21020918号 R02.09.09 R08.09.30 奥平良子

歌凛 那覇市壺屋2-18-6 1-B 098-853-1136  飲食店営業 スナック 第21020919号 R02.09.09 R08.09.30 天願フサ子

菓子処 花風 那覇市おもろまち4-4-9 1F 098-951-3350  菓子製造業 菓子製造業 第21020920号 R02.09.09 R08.09.30 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12-90 098-892-6060  

ローソンおもろまち駅前店 那覇市おもろまち4-19-20 098-866-7076  飲食店営業 そうざい 第21020925号 R02.09.10 R08.09.30 久高幸雄

カラオケパブ 声魂 那覇市久茂地2-12-9 PLANETビル5階-B 098-863-2612  飲食店営業 バー 第21020926号 R02.09.10 R08.09.30 當眞嗣剛

ベルズキッチン 那覇市久米1-8-7 TAKAビル2-A 098-863-4654  飲食店営業 バー 第21020927号 R02.09.10 R08.09.30 平敷寿々子

タンパラヤ 那覇市牧志1-3-37               飲食店営業 居酒屋 第21020928号 R02.09.10 R08.09.30 真栄城ヨシ子

瑞泉酒造株式会社 那覇市内 098-884-1968  飲食店営業 簡易営業 第21020931号 R02.09.11 R07.09.30 瑞泉酒造株式会社 沖縄県 那覇市首里崎山町1-35 098-884-1968  

富士産業㈱天久台病院事業所 那覇市天久1123 098-863-3245  飲食店営業 食堂 第21020933号 R02.09.11 R08.09.30 富士産業株式会社 代表取締役 中村勝彦 東京都 港区新橋5-32-7 03-5400-6111  

富士産業㈱パークヒル天久事業所 那覇市天久1123 098-862-9678  飲食店営業 食堂 第21020932号 R02.09.11 R08.09.30 富士産業株式会社 代表取締役 中村勝彦 東京都 港区新橋5-32-7 03-5400-6111  

のん 那覇市宇栄原1-28-1 ハラ産業ビル106               飲食店営業 食堂 第21020939号 R02.09.14 R08.09.30 上原則子

お食事処 みかど 那覇市松山1-3-18 1F 098-868-7082  飲食店営業 食堂 第21020940号 R02.09.14 R08.09.30 中村裕之

Gon・カフェ 那覇市与儀2-14-1 102号 飲食店営業 カフェー 第21020941号 R02.09.14 R08.10.31 阿波根庸啓

姚姚 中華廣場 那覇市松山1-18-8 オリエントビル1F 098-863-3284  飲食店営業 中華料理 第21020955号 R02.09.15 R08.09.30 河野延市

いしぐふー 那覇市具志3-28-25 CASA’S101号室 飲食店営業 仕出し屋 第21020960号 R02.09.16 R08.09.30 いしぐふー合同会社 代表社員 池原五月 沖縄県 那覇市天久955-5 天久望洋邸602号室 098-879-7517  

沖縄国際ユースホステル 那覇市奥武山町51 098-857-0073  飲食店営業 旅館 第21020963号 R02.09.17 R08.09.30 一般財団法人日本ユースホステル協会 代表理事 寺島眞 東京都 渋谷区代々木神園町3-1 国立オリンピック記念青少年総合センター内 03-5738-0546  

ファミリーマート 辻一丁目店 那覇市辻1-2-22 098-862-9100  飲食店営業 そうざい 第21020964号 R02.09.17 R08.09.30 株式会社プライム 代表取締役 玉城周一郎 沖縄県 那覇市辻1-2-22 098-862-9100  

ファミリーマート 辻一丁目店 那覇市辻1-2-22 098-862-9100  食肉販売業 食肉販売業 第21020966号 R02.09.17 R08.09.30 株式会社プライム 代表取締役 玉城周一郎 沖縄県 那覇市辻1-2-22 098-862-9100  

ファミリーマート 辻一丁目店 那覇市辻1-2-22 098-862-9100  乳類販売業 乳類販売業 第21020965号 R02.09.17 R08.09.30 株式会社プライム 代表取締役 玉城周一郎 沖縄県 那覇市辻1-2-22 098-862-9100  

フレンチレストラン ラトリエ 那覇市上之屋1-10-3 エレガンスコーポフェリーチェ2F 098-862-8167  飲食店営業 レストラン 第21020967号 R02.09.17 R08.10.31 島袋司

美酒乱 那覇市東町18-4 東町ビル2-C 飲食店営業 バー 第21020968号 R02.09.17 R08.09.30 長谷川真由美

すし屋の芳野 那覇市辻1-5-19 リヴェール辻1階 098-863-0901  飲食店営業 寿司屋 第21020982号 R02.09.18 R08.09.30 岩野方信

韓国食堂（アリラン） 那覇市安里388-5 098-988-3321  飲食店営業 食堂 第21020987号 R02.09.23 R08.09.30 金容鮮

南国アグー亭 那覇市久米2-10-12 098-917-2941  飲食店営業 食堂 第21020988号 R02.09.23 R08.09.30 株式会社沖縄南国フーズ 代表取締役 國場勉 沖縄県 島尻郡八重瀬町仲座1075-2 098-998-1739  

南国アグー亭 那覇市久米2-10-12 098-917-2941  食肉販売業 食肉販売業 第21020989号 R02.09.23 R08.09.30 株式会社沖縄南国フーズ 代表取締役 國場勉 沖縄県 島尻郡八重瀬町仲座1075-2 098-998-1739  

タセット 那覇市楚辺3-1-25 2F 098-832-2705  飲食店営業 食堂 第21021008号 R02.09.24 R08.10.31 平岡昇

㈱みなと食品沖縄 デリカ工場 那覇市港町3-4-18 沖縄ファミリーマート総合センター2階 098-865-3710  そうざい製造業 そうざい製造業 第21021009号 R02.09.24 R09.10.31 株式会社みなと食品沖縄 代表取締役 城間雅啓 沖縄県 那覇市港町2-16-5 098-865-3710  

㈱みなと食品沖縄 デリカ工場 那覇市港町3-4-18 沖縄ファミリーマート総合センター2階 098-865-3710  めん類製造業 めん類製造業 第21021010号 R02.09.24 R09.10.31 株式会社みなと食品沖縄 代表取締役 城間雅啓 沖縄県 那覇市港町2-16-5 098-865-3710  

CafeBar Jet Rag 那覇市牧志2-12-24 たけみつビル2F 098-868-3020  飲食店営業 バー 第21021011号 R02.09.24 R08.09.30 岡田賢一郎

サムズ セーラーイン 那覇市牧志3-1-3 098-918-0808  飲食店営業 レストラン 第21021018号 R02.09.25 R08.11.30 株式会社グレートイースタン 代表取締役 藤尾政弘 沖縄県 沖縄市山内3-28-1 098-933-5882  

蓮（REN） 那覇市牧志3-11-18 1F 098-861-9979  飲食店営業 居酒屋 第21021027号 R02.09.28 R08.10.31 山下芳史

一心 那覇市長田2-1-11 城間アパート101号 098-836-8842  飲食店営業 寿司屋 第21021040号 R02.09.30 R08.09.30 當銘佑哉

30’s room（サーティーズルーム） 那覇市久茂地2-13-20 ラビエンテ久茂地201 098-869-2294  飲食店営業 カフェー 第21021041号 R02.09.30 R08.10.31 宮城卓也

ファミリーマート壺屋一丁目店 那覇市壺屋1-26-13 098-860-1817  乳類販売業 乳類販売業 第21021042号 R02.09.30 R09.09.30 澤成博

チャイニーズキッチン 金龍 那覇市田原4-7-1 098-858-8070  飲食店営業 中華料理 第21021043号 R02.09.30 R08.10.31 波平均

株式会社ハートコープおきなわ 那覇市おもろまち3-3-1 食肉販売業 食肉販売業 第21021044号 R02.09.30 R08.09.30 株式会社ハートコープおきなわ 代表取締役 上地清升 沖縄県 那覇市おもろまち3-3-1

豚豚時代 那覇市泉崎2-2-4 K2ビル101 098-855-7447  飲食店営業 居酒屋 第21021090号 R02.09.30 R08.09.30 今田香

ニューうらわ 那覇市牧志3-10-4 2F               飲食店営業 ﾅｲﾄｽﾅｯｸ 第21021116号 R02.09.30 R08.09.30 富名腰智子

若竹福祉会 那覇市内 098-877-0664  飲食店営業 簡易営業 第21021146号 R02.09.30 R07.09.30 社会福祉法人若竹福祉会 理事長 村田凉子 沖縄県 浦添市前田998-3 098-877-0664  

若竹福祉会 那覇市内 098-877-0664  喫茶店営業 簡易営業 第21021147号 R02.09.30 R07.09.30 社会福祉法人若竹福祉会 理事長 村田凉子 沖縄県 浦添市前田998-3 098-877-0664  
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