
R2.9.1～R2.9.30
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
酒場　春夏秋冬 那覇市金城5-8-11 パークサイド220　1-a 098-996-1185  飲食店営業 居酒屋 第21021030号 R02.09.30 R08.09.30 宮國幸弘

kitchen QUGA 沖縄本島内一円 098-851-3303  飲食店営業 自動車営業 第21020953号 R02.09.15 R07.09.30 當間正一

kitchen QUGA 沖縄本島内一円               喫茶店営業 自動車営業 第21020954号 R02.09.15 R07.09.30 當間正一

カラオケスタジオ　奏音～かのん～ 那覇市宇栄原3-29-1 高良住宅201号室 飲食店営業 スナック 第21020905号 R02.09.08 R08.09.30 島尻早百合

Bar THRILL 那覇市松山2-8-5 フォーチュンビル地下1階               飲食店営業 バー 第21020974号 R02.09.18 R08.09.30 與儀　龍

あーすん 那覇市金城5-13-5               飲食店営業 レストラン 第21020922号 R02.09.10 R08.09.30 有限会社大鏡 代表取締役 平良修一 沖縄県 那覇市字小禄912-1 098-857-7117  

熊屋 那覇市長田2-4-14 1F               飲食店営業 レストラン 第21020906号 R02.09.08 R08.09.30 志良堂清仁

熊屋 那覇市長田2-4-14 1F               ソース類製造業 ソース類製造業 第21020907号 R02.09.08 R08.09.30 志良堂清仁

株式会社花商 那覇市金城5-1-2 コーポナポリ　2F 098-955-7014  そうざい製造業 そうざい製造業 第21020975号 R02.09.18 R08.09.30 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  

YAITERU本店 那覇市久茂地2-24-17 098-963-9916  飲食店営業 居酒屋 第21020887号 R02.09.03 R08.09.30 株式会社リュウハン 代表取締役 光武輝彦 沖縄県 浦添市宮城1-36-8 098-875-0434  

炉端屋　スミドコロ 那覇市久茂地3-9-21 UD久茂地ビル1F 飲食店営業 居酒屋 第21020890号 R02.09.04 R08.09.30 合同会社スカイリンクス 代表社員 須賀貴也 沖縄県 那覇市久茂地3-9-21               

国際ステーキ　天久店 那覇市字天久949 098-869-6388  飲食店営業 食堂 第21020888号 R02.09.03 R08.09.30 上原嵩

町の麺処　凪 那覇市楚辺2-26-7 アベニューよぎ102号               飲食店営業 食堂 第21020886号 R02.09.02 R08.09.30 前里総二郎

KBCみらい保育園 那覇市壺川3-5-3               飲食店営業 食堂 第21020895号 R02.09.07 R08.09.30 株式会社尚円会 代表取締役 東畑ちえみ 沖縄県 那覇市壺川2-3-7 098-834-9424  

桃どん 那覇市首里汀良町3-20               飲食店営業 自販機 第21020976号 R02.09.18 R09.09.30 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  

Twenti 那覇市若狭2-4-16 福栄館ビル5-B 飲食店営業 バー 第21020896号 R02.09.07 R08.09.30 新垣美紗

牧志テラス　123 那覇市牧志3-3-16               飲食店営業 居酒屋 第21020885号 R02.09.02 R08.09.30 合同会社NORI company 代表社員 二宮徳人 沖縄県 那覇市若狭2-2-7 BCビル202               

ツチトイブキ 那覇市松尾2-7-27               飲食店営業 バー 第21021021号 R02.09.28 R08.09.30 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 1階 098-859-0050  

あるべろぐらんで 那覇市牧志3-2-43 平和通り仲間ビル1F               飲食店営業 居酒屋 第21020908号 R02.09.08 R08.09.30 新城善基

NOBLE　ANNEX 那覇市松山2-16-14 CLOUDⅠビル2階 飲食店営業 カフェー 第21020884号 R02.09.02 R08.09.30 株式会社プリンスホールディング 代表取締役 森田克己 神奈川県 横浜市西区北幸2-5-3 045-290-6161  

焼肉ホルモン　のぼり苑　久茂地店 那覇市久茂地3-25-19 リバーサイドガーデンビル1-A 098-959-7600  飲食店営業 食堂 第21020909号 R02.09.08 R08.09.30 與世田将平

カリータイム 那覇市樋川1-34-5 島アパート1F 098-833-3700  飲食店営業 食堂 第21020949号 R02.09.15 R08.09.30 島袋有太

ふくみつ 那覇市壺屋1-30-16-101 そうざい製造業 そうざい製造業 第21020934号 R02.09.14 R08.09.30 山下奈保子

隠れ家ダイニング　天麩羅隠れ家 那覇市牧志2-1-19 1F奥 098-917-2522  そうざい製造業 そうざい製造業 第21020929号 R02.09.11 R08.09.30 株式会社島物語 代表取締役 佐橋信義 沖縄県 那覇市松尾2-1-6               

タイフード　ホチホチ 那覇市大道41 1F               飲食店営業 食堂 第21020883号 R02.09.02 R08.09.30 泉　弘史

BAR Champagne 那覇市松山1-34-3 カクテルプラザB-7               飲食店営業 バー 第21020889号 R02.09.03 R08.09.30 嘉陽　樹

Royal Grace 那覇市松山2-9-2 高野氏貸店舗1F 098-911-2379  飲食店営業 カフェー 第21020891号 R02.09.04 R08.09.30 多嘉良一樹

K-STYLE 那覇市久米1-1-24 アップルビル7-B               飲食店営業 バー 第21020923号 R02.09.10 R08.09.30 浜口優斗

USHIGAMI 那覇市久茂地2-13-20 ラ・ビエンテ久茂地　2階               飲食店営業 レストラン 第21020957号 R02.09.16 R08.09.30 株式会社39エンターテイメント 代表取締役 吉見政晃 沖縄県 那覇市金城2-5-7 ヒルズマンション第二　1階               

ブルーボーダーカフェ 那覇市久米1-8-7 TAKAビル2-B号               飲食店営業 カフェー 第21020977号 R02.09.18 R08.09.30 福井悠翔

HAPPINESS DISCOVERY 那覇市内               喫茶店営業 簡易営業 第21020892号 R02.09.04 R07.09.30 玉城直人

ミュージックバーじゃがいも 那覇市牧志3-9-30 2F               飲食店営業 バー 第21020897号 R02.09.07 R08.09.30 宇江城茂雄

川かみ鮮魚 那覇市松尾2-10-20               飲食店営業 パーラー 第21020956号 R02.09.16 R08.09.30 安里基紀

株式会社あべりあ 那覇市牧志2-5-36 098-866-7819  乳製品製造業 乳製品製造業 第21020898号 R02.09.07 R08.09.30 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  

OKINAWAN　Club　HUB 那覇市牧志3-12-4 アーバンコアビル地下1階 098-867-5301  飲食店営業 居酒屋 第21020910号 R02.09.08 R08.09.30 名嘉元俊明

海　牛　久茂地店 那覇市久茂地3-12-4 ラフテビル5階 098-867-1170  飲食店営業 居酒屋 第21020911号 R02.09.08 R08.09.30 名嘉元俊明

KARAOKE　RESORT　2001 那覇市久茂地3-12-4 ラフテビル2階 098-867-2001  飲食店営業 居酒屋 第21020912号 R02.09.08 R08.09.30 名嘉元俊明

南方倶楽部　HUB 那覇市久茂地3-11-17 新星産業ビル3階 098-867-6116  飲食店営業 居酒屋 第21020913号 R02.09.08 R08.09.30 名嘉元俊明

拓蔵 那覇市松尾2-5-20               飲食店営業 カフェー 第21020914号 R02.09.08 R08.09.30 出井拓磨

エリ　コーポレーション 那覇市寄宮1-23-19 寄宮共同住宅101               食肉販売業 食肉販売業 第21020915号 R02.09.08 R08.09.30 照屋伸江

とりから商店 那覇市曙2-22-11 飲食店営業 弁当屋 第21020950号 R02.09.15 R08.09.30 小渕隆雄

鮨梅酢本店 那覇市松山1-8-7 ロイヤルプラザ2　1F               飲食店営業 寿司屋 第21020991号 R02.09.24 R08.09.30 島袋正人

Lounge IRIS 那覇市松山1-6-2 オーナーズビル3F-A 098-869-3939  飲食店営業 スナック 第21020924号 R02.09.10 R08.09.30 新里悦子

COCO MEALS 那覇市国場686-1               飲食店営業 弁当屋 第21021031号 R02.09.30 R08.09.30 吉村光司

BAR　SSS 那覇市安里388-6 202               飲食店営業 バー 第21020935号 R02.09.14 R08.09.30 與那嶺拓実

BAR　SIMBA 那覇市松山1-13-8 TAPSビル5F 098-862-3300  飲食店営業 バー 第21020961号 R02.09.17 R08.09.30 合同会社Next Stage 代表社員 砂川武人 沖縄県 那覇市泊2-5-6 102号 098-894-8058  

つきのわ 那覇市牧志1-4-32 098-862-5328  飲食店営業 バー 第21020992号 R02.09.24 R08.09.30 面川達郎

ラウンジ　ゴールデン 那覇市松山2-7-13 コンパスビル3階 098-866-4022  飲食店営業 ﾅｲﾄｽﾅｯｸ 第21020930号 R02.09.11 R08.09.30 川村由美子

ステーキハウス88Jr　那覇イオン店 那覇市金城5-10-2 イオン那覇3階 098-894-8845  飲食店営業 レストラン 第21020936号 R02.09.14 R08.09.30 株式会社沖縄テクノクリエイト 代表取締役 金城康次 沖縄県 那覇市辻2-8-21 098-894-8845  

8nos 那覇市松山1-12-5 パステルTMビル4－B               飲食店営業 バー 第21020951号 R02.09.15 R08.09.30 八木政信

Craft Beer House 麦BAKU 那覇市久茂地3-9-21 UD久茂地ビル2F 098-861-8915  飲食店営業 バー 第21020937号 R02.09.14 R08.09.30 池田合亜

ラウンジ凛 那覇市松山2-10-6 ウォータービル5-A 098-869-1733  飲食店営業 スナック 第21020958号 R02.09.16 R08.09.30 株式会社一成華 代表取締役 小菅織江 沖縄県 浦添市伊祖1-22-2 1階               

日本料理　聖 那覇市おもろまち4-16-18               飲食店営業 割烹 第21020952号 R02.09.15 R08.09.30 國吉聖

牧志そば 那覇市松尾2-9-5 1F               飲食店営業 食堂 第21020978号 R02.09.18 R08.09.30 株式会社多家 代表取締役 武島ミユキ 沖縄県 那覇市田原4-2-6               

ビックワン　那覇店 那覇市内 098-867-8707  飲食店営業 簡易営業 第21020938号 R02.09.14 R07.09.30 比嘉千里

守礼　松川店 那覇市松川2-4-15 飲食店営業 居酒屋 第21020959号 R02.09.16 R08.09.30 宮城むつ子

BOULANGERIE　BZ 那覇市与儀368-22 メゾンコーワ101 098-836-1861  飲食店営業 そうざい 第21020993号 R02.09.24 R08.09.30 有限会社BZ 取締役 川満祐也 沖縄県 那覇市与儀368-22 メゾンコーワ101 098-836-1861  

BOULANGERIE　BZ 那覇市与儀368-22 メゾンコーワ101 098-836-1861  菓子製造業 菓子製造業 第21020994号 R02.09.24 R08.09.30 有限会社BZ 取締役 川満祐也 沖縄県 那覇市与儀368-22 メゾンコーワ101 098-836-1861  

こIcchi 那覇市泉崎1-8-6               飲食店営業 小料理 第21020962号 R02.09.17 R08.09.30 砂川美奈子

焼き鳥　やっちゃん 沖縄本島内一円 飲食店営業 自動車営業 第21021026号 R02.09.28 R07.09.30 田原真紀人

VOGUE 那覇市久茂地2-13-14 ヨーロピアンビル3F 098-862-5884  飲食店営業 バー 第21020980号 R02.09.18 R08.09.30 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丁目2番31号 おきなわ屋本社ビル5階 098-867-7861  

KIKUNIKU mania 那覇市久米2-15-10 久米第二ガーデンビル1-C号               飲食店営業 バー 第21020979号 R02.09.18 R08.09.30 (株)Innocent Mikku Rau 代表取締役 喜久村拓也 沖縄県 那覇市古島1-16-1 上地アパート1F 098-800-2699  

那覇市立こども園西給食センター 那覇市楚辺2-1-1               飲食店営業 食堂 第21020984号 R02.09.23 R08.09.30 株式会社オーディフ 代表取締役 村野勝子 沖縄県 浦添市内間1-7-12 098-875-1291  

サロン杉 那覇市安里388-5 栄町ロータリーアパート1F               飲食店営業 バー 第21020981号 R02.09.18 R08.09.30 上原美佐子

すばやー 那覇市松山1-6-8               飲食店営業 食堂 第21020995号 R02.09.24 R08.09.30 株式会社GRAB 代表取締役 土山直純 沖縄県 那覇市辻2-9-25               

Bar　サニーブライアン 那覇市安里388-10 高嶺ビル2F               飲食店営業 バー 第21020985号 R02.09.23 R08.09.30 森本一郎

元気炉端まんたん 那覇市久茂地3-16-6 098-861-1993  飲食店営業 食堂 第21020996号 R02.09.24 R08.09.30 株式会社CHP 代表取締役 水上清隆 沖縄県 那覇市久茂地3-16-6 098-861-1993  

Jhir House&Musics 那覇市前島2-1-7 6-B               飲食店営業 レストラン 第21021032号 R02.09.30 R08.09.30 Poudel Suman

焼鳥とお酒　鳥拓 那覇市安里1-3-3 安里家ビル2階 098-643-7349  飲食店営業 居酒屋 第21020997号 R02.09.24 R08.09.30 金子拓矢

尚学舎 那覇市長田2-15-15 098-835-4980      飲食店営業 仕出し屋 第21020998号 R02.09.24 R08.09.30 南天Okinawa株式会社 代表取締役 普天間初子 沖縄県 浦添市内間1-7-12 098-875-1291  

営業所所在地 営業の種類 申請者住所
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沖縄尚学高校内食堂 那覇市国場747 098-833-1744      飲食店営業 食堂 第21020999号 R02.09.24 R08.09.30 南天Okinawa株式会社 代表取締役 普天間初子 沖縄県 浦添市内間1-7-12 098-875-1291  

キッチンハウス　のはら 那覇市古波蔵4-1-1               飲食店営業 食堂 第21020986号 R02.09.23 R08.09.30 株式会社のはら 代表取締役 野原勉 沖縄県 那覇市楚辺2-34-48               

ゲートワン那覇店 那覇市仲井真217-1 1F 098-996-5025  飲食店営業 パーラー 第21021004号 R02.09.24 R08.09.30 平田利奈

お弁当ハウス味彩 那覇市長田1-24-10 098-836-6919  飲食店営業 弁当屋 第21021033号 R02.09.30 R08.09.30 野口敬吾

もみじ弁当 那覇市金城5-11-11 ヴィラサンパティーク102号 098-859-0915  飲食店営業 食堂 第21021000号 R02.09.24 R08.09.30 城戸伸一郎

もみじ弁当 那覇市金城5-11-11 ヴィラサンパティーク102号 098-859-0915  そうざい製造業 そうざい製造業 第21021001号 R02.09.24 R08.09.30 城戸伸一郎

もみじ弁当 那覇市金城5-11-11 ヴィラサンパティーク102号 098-859-0915  菓子製造業 菓子製造業 第21021002号 R02.09.24 R08.09.30 城戸伸一郎

ヨリミチ酒場　さびねこ 那覇市古島1-4-11 コーポ光102号               飲食店営業 居酒屋 第21021003号 R02.09.24 R08.09.30 志良堂尚之

Cafe ＆ Bar Garden 那覇市牧志3-5-10               飲食店営業 バー 第21021015号 R02.09.25 R08.09.30 瑞慶覧一也

あ～れん 那覇市古波蔵3-18-33 コーポ新垣1F               飲食店営業 食堂 第21021022号 R02.09.28 R08.09.30 阿波連正

ジャッキーステーキハウス 那覇市西1-7-3 1・2F 098-868-2408  そうざい製造業 そうざい製造業 第21021005号 R02.09.24 R08.09.30 有限会社ジャッキーステーキハウス 取締役 伊波よし子 沖縄県 那覇市西1-7-3 098-868-2408  

ジャッキーステーキハウス 那覇市西1-7-3 2F 098-868-2408  食肉販売業 食肉販売業 第21021006号 R02.09.24 R08.09.30 有限会社ジャッキーステーキハウス 取締役 伊波よし子 沖縄県 那覇市西1-7-3 098-868-2408  

カラオケマイム　新都心店 那覇市銘苅2-4-18 2F               飲食店営業 食堂 第21021023号 R02.09.28 R08.09.30 株式会社トップミュージック 代表取締役 峯野徹哉 新潟県 新潟市東区牡丹山3-2-19 025-279-1117  

かいざん古島店 那覇市古島2-26-9 金城ビル1F 098-885-0555  飲食店営業 居酒屋 第21021024号 R02.09.28 R08.09.30 名嘉元球代

かいざん久茂地店 那覇市久茂地3-12-4 ラフテビル4階 098-867-8778  飲食店営業 居酒屋 第21021025号 R02.09.28 R08.09.30 名嘉元球代

パーラー熱風アジア 那覇市壺屋1-18-35               飲食店営業 食堂 第21021034号 R02.09.30 R08.09.30 宮阪靖夫

パーラー熱風アジア 那覇市壺屋1-18-35               菓子製造業 菓子製造業 第21021035号 R02.09.30 R08.09.30 宮阪靖夫

大衆ビストロ　BALLOWS 那覇市久茂地3-11-19 屋良アパート1階               飲食店営業 居酒屋 第21021016号 R02.09.25 R08.09.30 中村聡三朗

オリジン 那覇市松山2-8-5 フォーチュンビル4階               飲食店営業 バー 第21021036号 R02.09.30 R08.09.30 株式会社CERO 代表取締役 又吉貢暉 沖縄県 国頭郡恩納村字安富祖1228-1 ラウレア201号               

1,000円ステーキ！ステーキハウス88Jr.
マックスバリュ安謝店

那覇市安謝664-32 イオンタウン安謝敷地内 098-894-8629  飲食店営業 レストラン 第21021037号 R02.09.30 R08.09.30 株式会社沖縄テクノクリエイト 代表取締役 金城康次 沖縄県 那覇市辻2-8-21 098-988-3866  

豚しゃぶ専門店　豚匠那覇店 那覇市東町6-18 パーム東町ビル5F 098-860-7608  飲食店営業 レストラン 第21021038号 R02.09.30 R08.09.30 株式会社Haru 代表取締役 葛山敏幸 大阪府 大阪市中央区平野町1-6-5 大山ビル3F 06-6223-7890  

桃花 那覇市前島2-5-12 松原アパート1階 098-863-1070  飲食店営業 カフェー 第21021039号 R02.09.30 R08.09.30 上里清美
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