
R3.1.1～R3.1.31
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

汽船琉球エキスプレス2 那覇市港町1-14 098-861-1884 飲食店営業 食堂 第21021703号 R03.01.19 R09.01.31 マルエーフェリー株式会社 代表取締役社長 有村和晃
奄美市名瀬入舟町8-
21

0997-52-2111

炭焼串房’s 那覇市前島3-6-1 1F 098-861-5574 飲食店営業 居酒屋 第21021718号 R03.01.20 R09.01.31 上原秀輝

とりぷる 那覇市久茂地2-16-24 ニュー久茂地ビル2F 098-861-6152 飲食店営業 ﾅｲﾄｽﾅｯｸ 第21021719号 R03.01.20 R09.01.31 馬場幸男

VOICE 那覇市牧志1-3-31 大平ビル2階 098-869-6212 飲食店営業 ﾅｲﾄｽﾅｯｸ 第21021720号 R03.01.20 R09.01.31 頭山卓也

那覇民主診療所 有料老人ホーム 那覇市松尾2-17-34  飲食店営業 食堂 第21021686号 R03.01.14 R09.01.31 日清医療食品株式会社 代表取締役 菅井正一
千代田区丸の内2-7-
3

098-864-2522

ながた屋 那覇市識名3-16-21 1F 098-836-6588 飲食店営業 食堂 第21021721号 R03.01.20 R09.01.31 古我知孝弘

ら～めん獅子丸 那覇市東町4-9 ドミール東101 098-862-5968 飲食店営業 食堂 第21021683号 R03.01.13 R09.01.31 金城榮治

酒処春美 那覇市壺屋1-10-4 1階  飲食店営業 スナック 第21021704号 R03.01.19 R09.01.31 浦崎春枝

マックスバリュ若狭店 那覇市若狭1-19-1 098-869-1100 飲食店営業 そうざい 第21021786号 R03.01.26 R09.01.31 イオン琉球株式会社 代表取締役 佐方圭二
島尻郡南風原町字兼
城514-1

098-889-5464

マックスバリュ若狭店 那覇市若狭1-19-1 098-869-1100 飲食店営業 寿司屋 第21021787号 R03.01.26 R09.01.31 イオン琉球株式会社 代表取締役 佐方圭二
島尻郡南風原町字兼
城514-1

098-889-5464

マックスバリュ若狭店 那覇市若狭1-19-1 098-869-1100 喫茶店営業 喫茶店営業 第21021788号 R03.01.26 R09.01.31 イオン琉球株式会社 代表取締役 佐方圭二
島尻郡南風原町字兼
城514-1

098-889-5464

マックスバリュ若狭店 那覇市若狭1-19-1 098-869-1100 喫茶店営業 自販機 第21021789号 R03.01.26 R09.01.31 イオン琉球株式会社 代表取締役 佐方圭二
島尻郡南風原町字兼
城514-1

098-889-5464

マックスバリュ若狭店 那覇市若狭1-19-1 098-869-1100 乳類販売業 乳類販売業 第21021790号 R03.01.26 R09.01.31 イオン琉球株式会社 代表取締役 佐方圭二
島尻郡南風原町字兼
城514-1

098-889-5464

マックスバリュ若狭店 那覇市若狭1-19-1 098-869-1100 食肉販売業 食肉販売業 第21021791号 R03.01.26 R09.01.31 イオン琉球株式会社 代表取締役 佐方圭二
島尻郡南風原町字兼
城514-1

098-889-5464

マックスバリュ若狭店 那覇市若狭1-19-1 098-869-1100 魚介類販売業 魚介類販売業 第21021792号 R03.01.26 R09.01.31 イオン琉球株式会社 代表取締役 佐方圭二
島尻郡南風原町字兼
城514-1

098-889-5464

あしどり 久茂地店 那覇市久茂地2-13-10 098-988-4600 飲食店営業 居酒屋 第21021705号 R03.01.19 R09.01.31 松本真澄

松屋 那覇市真嘉比3-1-14 松島マンション102 098-887-3249 飲食店営業 居酒屋 第21021706号 R03.01.19 R09.01.31 嘉陽宗徳

古稀 那覇市おもろまち4-17-14 クイーンヒルズ3F  飲食店営業 バー 第21021935号 R03.01.31 R09.01.31 合田奈兄

沖縄県酒造協同組合 那覇市港町2-8-9 098-868-1470 酒類製造業 酒類製造業 第21021710号 R03.01.19 R09.01.31 沖縄県酒造協同組合 代表理事 大城勤 那覇市港町2-8-9 098-868-1470

海産物料理とあわもりの店 なかむら
家

那覇市久茂地3-15-2 1F 098-861-8751 飲食店営業 居酒屋 第21021815号 R03.01.27 R09.01.31 宇座徳和

もつやき 松井 那覇市牧志1-9-17 及川ビル1F 098-866-9489 飲食店営業 居酒屋 第21021698号 R03.01.18 R09.01.31 松井祐樹

エームSJ3779 那覇市安里1-1-37 098-866-8773 飲食店営業 食堂 第21021779号 R03.01.25 R09.01.31
エームサービスジャパン株式会
社

代表取締役社長 山村俊夫 港区赤坂2-23-1  

エームSJ3785 那覇市牧志3-8-10 飲食店営業 食堂 第21021777号 R03.01.25 R09.01.31
エームサービスジャパン株式会
社

代表取締役社長 山村俊夫 港区赤坂2-23-1  

コープ寒川 那覇市首里寒川町2-80 098-882-2334 魚介類販売業 魚介類販売業 第21021707号 R03.01.19 R09.01.31 生活協同組合コープおきなわ 代表理事 川越雄一郎 浦添市西原1-2-1 098-879-7753

コープ寒川 那覇市首里寒川町2-80 098-882-2334 乳類販売業 乳類販売業 第21021708号 R03.01.19 R09.01.31 生活協同組合コープおきなわ 代表理事 川越雄一郎 浦添市西原1-2-1 098-879-7753

コープ寒川 那覇市首里寒川町2-80 098-882-2334 食肉販売業 食肉販売業 第21021709号 R03.01.19 R09.01.31 生活協同組合コープおきなわ 代表理事 川越雄一郎 浦添市西原1-2-1 098-879-7753

キムチとそばのやまや 那覇市久茂地2-21-12 098-862-7037 飲食店営業 食堂 第21021824号 R03.01.28 R09.01.31 山城朝直

有限会社ミツシゲ 那覇市壺川3-5-6 098-853-0845 飲食店営業 そうざい 第21021723号 R03.01.20 R09.01.31 有限会社ミツシゲ 代表取締役 桃原重吉 那覇市壺川91-1

有限会社ミツシゲ 那覇市壺川3-5-6 098-853-0845 魚介類販売業 魚介類販売業 第21021725号 R03.01.20 R09.01.31 有限会社ミツシゲ 代表取締役 桃原重吉 那覇市壺川91-1

有限会社ミツシゲ 那覇市壺川3-5-6 098-853-0845 乳類販売業 乳類販売業 第21021724号 R03.01.20 R09.01.31 有限会社ミツシゲ 代表取締役 桃原重吉 那覇市壺川91-1

有限会社ミツシゲ 那覇市壺川3-5-6 098-853-0845 食肉販売業 食肉販売業 第21021722号 R03.01.20 R09.01.31 有限会社ミツシゲ 代表取締役 桃原重吉 那覇市壺川91-1

コキヤ 那覇市牧志3-2-3 ハチミネクリスタル2F 098-868-5589 飲食店営業 食堂 第21021919号 R03.01.31 R09.01.31 株式会社ライフル 代表取締役 植田夕子 沖縄市美里1-2-16
ヤマーアパートB-
202

098-987-8360

フレッシュプラザユニオン 真嘉比店 那覇市真嘉比3-14-1 098-884-3320 飲食店営業 寿司屋 第21021767号 R03.01.25 R09.01.31 株式会社野嵩商会 代表取締役 仲村明
宜野湾市野嵩1-12-
13

098-892-3087

フレッシュプラザユニオン 真嘉比店 那覇市真嘉比3-14-1 098-884-3320 飲食店営業 そうざい 第21021768号 R03.01.25 R09.01.31 株式会社野嵩商会 代表取締役 仲村明
宜野湾市野嵩1-12-
13

098-892-3087

フレッシュプラザユニオン 真嘉比店 那覇市真嘉比3-14-1 098-884-3320 菓子製造業 菓子製造業 第21021769号 R03.01.25 R09.01.31 株式会社野嵩商会 代表取締役 仲村明
宜野湾市野嵩1-12-
13

098-892-3087

フレッシュプラザユニオン 真嘉比店 那覇市真嘉比3-14-1 098-884-3320 飲食店営業 そうざい 第21021773号 R03.01.25 R09.01.31 株式会社野嵩商会 代表取締役 仲村明
宜野湾市野嵩1-12-
13

089-892-3087

フレッシュプラザユニオン 真嘉比店 那覇市真嘉比3-14-1 098-884-3320 魚介類販売業 魚介類販売業 第21021771号 R03.01.25 R09.01.31 株式会社野嵩商会 代表取締役 仲村明
宜野湾市野嵩1-12-
13

089-892-3087

フレッシュプラザユニオン 真嘉比店 那覇市真嘉比3-14-1 098-884-3320 乳類販売業 乳類販売業 第21021772号 R03.01.25 R10.01.31 株式会社野嵩商会 代表取締役 仲村明
宜野湾市野嵩1-12-
13

089-892-3087

フレッシュプラザユニオン 真嘉比店 那覇市真嘉比3-14-1 098-884-3320 食肉販売業 食肉販売業 第21021770号 R03.01.25 R09.01.31 株式会社野嵩商会 代表取締役 仲村明
宜野湾市野嵩1-12-
13

089-892-3087

momo Kitchen 那覇市首里汀良町3-25 泉川アパート1階 098-862-3979 飲食店営業 居酒屋 第21021841号 R03.01.31 R09.01.31 景井廉

ローソン那覇開南バス停前店 那覇市松尾2-17-20 098-869-3335 飲食店営業 そうざい 第21021793号 R03.01.26 R09.01.31 有限会社ウエモリ 代表取締役 上原守次 那覇市松尾2-17-20 098-869-3335

澤の家 那覇市古島2-5-17 1階 098-887-3116 飲食店営業 居酒屋 第21021776号 R03.01.25 R09.01.31 澤岻良二

伊江島食の家しまぶくろ 那覇市牧志3-10-5 アドビル2F 201号室 飲食店営業 居酒屋 第21021699号 R03.01.18 R09.01.31 島袋徳明

Marilyn 那覇市泉崎1-14-7 阮氏ビル304  飲食店営業 スナック 第21021775号 R03.01.25 R09.02.28 眞榮平千賀子

営業所所在地 営業の種類 申請者住所
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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

農業生産法人 株式会社伊江牛 若
狭直営店

那覇市若狭2-4-22 池村ビル1階 098-868-2911 飲食店営業 居酒屋 第21021823号 R03.01.28 R09.01.31 農業生産法人株式会社伊江牛 代表取締役 名嘉亜依子
国頭郡伊江村西江前
1898-1

098-996-2929

天妃 那覇市久茂地2-6-2
久茂地ガーデンビル
2B

098-867-8418 飲食店営業 ﾅｲﾄｽﾅｯｸ 第21021726号 R03.01.20 R09.01.31 三枝孝子

天久りうぼう 那覇市天久1-2-1 098-941-1188 飲食店営業 そうざい 第21021711号 R03.01.19 R09.01.31 株式会社リウボウストア 代表取締役 糸数剛一 那覇市松尾1-9-49 098-867-2060

ゆめ和 那覇市首里末吉町4-5-7 飲食店営業 居酒屋 第21021712号 R03.01.19 R09.01.31 比嘉清三

Ukishima Float Cafe 那覇市松尾2-12-36 M2543BL 2-A 098-943-9650 飲食店営業 バー 第21021727号 R03.01.20 R09.01.31 佐々木一真

空弁 立川 那覇市鏡水150 098-987-4753 飲食店営業 スナック 第21021753号 R03.01.22 R09.01.31 株式会社立川フードサービス 代表取締役 宮平良哲 那覇市鏡水崎原地先 098-858-1900

ファミリーストアーあけぼの 那覇市曙3-12-7 098-862-3017 飲食店営業 そうざい 第21021813号 R03.01.27 R09.01.31 川満玄一

ファミリーストアーあけぼの 那覇市曙3-12-7 098-862-3017 乳類販売業 乳類販売業 第21021814号 R03.01.27 R10.01.31 川満玄一

フレッシュプラザ ユニオン 赤嶺店 那覇市赤嶺2-4-4 098-857-6577 飲食店営業 そうざい 第21021830号 R03.01.29 R09.01.31 株式会社野嵩商会 代表取締役 仲村明
宜野湾市野嵩1-12-
13

098-892-3087

フレッシュプラザ ユニオン 赤嶺店 那覇市赤嶺2-4-4 098-857-6577 飲食店営業 寿司屋 第21021831号 R03.01.29 R09.01.31 株式会社野嵩商会 代表取締役 仲村明
宜野湾市野嵩1-12-
13

098-892-3087

夢島 那覇市松山2-6-1
松山コーポハウスA-
11

098-863-4808 飲食店営業 居酒屋 第21021735号 R03.01.21 R09.01.31 浜川義彦

フィーリング 那覇市松山1-14-8 古謝ビル4F 098-862-8867 飲食店営業 カフェー 第21021797号 R03.01.27 R09.01.31 仲嶺延彦

居酒屋 ばるけん 那覇市長田2-1-4 嘉数荘107号室 098-836-1356 飲食店営業 居酒屋 第21021754号 R03.01.22 R09.01.31 桃原健

ロワジールホテル＆スパタワー那覇 那覇市内 098-868-2222 菓子製造業 簡易営業 第21021755号 R03.01.22 R08.01.31
株式会社ロワジール・ホテルズ
沖縄

代表取締役 井上理 那覇市西3-2-1 098-868-2222

スナック Rush 那覇市若狭2-4-16 福栄館ビル4C 098-862-6633 飲食店営業 スナック 第21021756号 R03.01.22 R09.01.31 根間よし枝

真菜板家 綱 那覇市松山1-34-3
カクテルプラザビル
1F

 飲食店営業 居酒屋 第21021757号 R03.01.22 R09.01.31 渡真利綱信

鳥壱 那覇市上間294 098-854-2920 飲食店営業 食堂 第21021774号 R03.01.25 R09.02.28 合同会社ミルフィーユ・ミル 代表社員 大城ルミ 那覇市上間294 853-3029

エームSJ4759 那覇市安里3-1-57 098-867-4525 飲食店営業 食堂 第21021794号 R03.01.26 R10.01.31
エームサービスジャパン株式会
社

代表取締役 山村俊夫 港区赤坂2-23-1 098-867-4525

アムール 那覇市字大道172-20 サンマリアビル501 飲食店営業 カフェー 第21021812号 R03.01.27 R09.02.28 湖城律子

V21食品館　繁多川店 那覇市繁多川2-17-15 098-833-9000 乳類販売業 乳類販売業 第21021811号 R03.01.27 R10.02.29 株式会社サンエ－ 代表取締役 上地哲誠 宜野湾市大山7-2-10 098-898-2230

製菓製造 那覇市安里1-2-21 098-866-5525 菓子製造業 菓子製造業 第21021810号 R03.01.27 R09.01.31
株式会社ホテルロイヤルオリオ
ン

代表取締役社長 澤㞴幾郎 那覇市安里1-2-21 098-866-5533

麺樹 那覇市字安里386 1階 飲食店営業 そば屋 第21021809号 R03.01.27 R09.01.31 名嘉千枝

遊楽堂 那覇市内  菓子製造業 簡易営業 第21021796号 R03.01.26 R08.01.31 嵩西正彦

家庭料理 おかぁー 那覇市宇栄原6-5-5 赤嶺アパート103号  飲食店営業 食堂 第21021821号 R03.01.28 R09.01.31 具志恵子

琉宮ダイニング亀千人 那覇市久茂地3-12-1 第一久茂地ビル3F 098-863-7484 飲食店営業 居酒屋 第21021822号 R03.01.28 R09.01.31 株式会社トリムフーズ 代表取締役 泉英治
那覇市宇栄原1-26-
23

098-857-7386

居酒屋 オックス 那覇市宇栄原1-4-6 098-996-4154 飲食店営業 居酒屋 第21021832号 R03.01.29 R09.01.31 上地勝次

copin 那覇市若狭2-4-16 福栄館ビル3階-B  飲食店営業 スナック 第21021833号 R03.01.29 R09.01.31 川上梨花

フライトン 那覇市三原2-2-1 098-832-6777 飲食店営業 居酒屋 第21021834号 R03.01.29 R09.01.31 瑞慶覧孝

ぱんぷきんの台所 那覇市楚辺1-3-10 1F 098-914-1408 飲食店営業 弁当屋 第21021850号 R03.01.31 R09.01.31 安次富昌亮

天久りうぼう 那覇市天久1-2-1 098-941-1188 魚介類販売業 魚介類販売業 第21021852号 R03.01.31 R09.01.31 株式会社リウボウストア 代表取締役 糸数剛一 那覇市松尾1-9-49 098-867-2060

天久りうぼう 那覇市天久1-2-1 098-941-1188 飲食店営業 寿司屋 第21021851号 R03.01.31 R09.01.31 株式会社リウボウストア 代表取締役 糸数剛一 那覇市松尾1-9-49 098-867-2060

旬彩厨房 うのや 那覇市字古波蔵1-6-1 102 098-836-8871 飲食店営業 居酒屋 第21021858号 R03.01.31 R08.01.31 上原悟

抹茶李庵 沖縄本島内一円  菓子製造業 自動車営業 第21021867号 R03.01.31 R08.01.31 亀田亜希

仲々 那覇市牧志1-1-14 安木屋ビル 1F 098-869-8883 飲食店営業 居酒屋 第21021882号 R03.01.31 R09.01.31 仲俊明

かき小屋那覇桜坂店 那覇市牧志3-2-37 098-917-0932 飲食店営業 居酒屋 第21021883号 R03.01.31 R09.01.31
株式会社ジャックポットプランニ
ング

代表取締役 中川洋 世田谷区代沢5-17-4 03-3413-9555

スナック凡 那覇市安里388-7 東店舗101 飲食店営業 スナック 第21021901号 R03.01.31 R09.01.31 上地ヤス子

らくらくラーメン 那覇市字上間425 ソフタックビル1F 098-853-1088 飲食店営業 中華料理 第21021902号 R03.01.31 R09.01.31 川畑英節

デル・ピアッツァ 那覇市首里石嶺町3-8-1 YKビル1F 098-887-5598 飲食店営業 居酒屋 第21021920号 R03.01.31 R09.01.31 新崎計太

ムーンラビッツ 那覇市松山1-8-8 オーキッド松山7F 098-941-3511 飲食店営業 ﾅｲﾄｽﾅｯｸ 第21021923号 R03.01.31 R09.01.31 柿原司  

寿司.居酒屋 八起
那覇市首里石嶺町4-463-
5

098-884-6961 飲食店営業 居酒屋 第21021934号 R03.01.31 R09.01.31 川上剛

沖縄ツーリスト(株) 那覇市松尾1-2-3 098-868-5931 喫茶店営業 自販機 第21021958号 R03.01.31 R10.01.31
株式会社琉仁カスタマーサービ
ス

代表取締役 城英俊
中頭郡中城村屋宜
286

098-895-6045

そば屋 やまぐすく
那覇市首里石嶺町4-373-
13

コーポ首里101 098-885-7392 飲食店営業 そば屋 第21021933号 R03.01.31 R09.01.31 多嘉山俊満

clubクラッチ 那覇市安里1-1-60 太永ビル地下1階 098-867-0355 飲食店営業 ﾅｲﾄｽﾅｯｸ 第21021949号 R03.01.31 R09.01.31 上原勉
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