
R3.1.1～R3.1.31
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
SACHI 那覇市辻1-13-1 クニナカ方1F               飲食店営業 ﾅｲﾄｽﾅｯｸ 第21021713号 R03.01.20 R09.01.31 川浦明美               

Ms LAUGHs 那覇市久茂地2-13-11 安次嶺ビル2階右 098-975-5040  飲食店営業 バー 第21021638号 R03.01.04 R09.01.31 嘉手川秀徳               

本家　新垣菓子店 那覇市首里赤平町1-3 098-884-3413  菓子製造業 菓子製造業 第21021639号 R03.01.04 R09.01.31 新垣淑武

BAR　ありんす 那覇市松山1-4-8 フラワードリーム6-A               飲食店営業 バー 第21021742号 R03.01.22 R09.01.31 清水なつみ               

ピパーチキッチン 那覇市西2-6-16 1F 098-988-4743  菓子製造業 菓子製造業 第21021640号 R03.01.04 R09.01.31 池城安信               

ピパーチキッチン 那覇市西2-6-16 1F 098-988-4743  そうざい製造業 そうざい製造業 第21021641号 R03.01.04 R09.01.31 池城安信               

EXES LOUNGE 那覇市泉崎1-11-5 098-860-3300  飲食店営業 バー 第21021660号 R03.01.07 R09.01.31 株式会社かりゆし 代表取締役 玉城智司 那覇市前島3-25-1               

MEGURO miso soup stand 那覇市樋川1-30-24 高良アパート103               飲食店営業 パーラー 第21021798号 R03.01.27 R09.01.31 目黒龍二

MILK 那覇市牧志2-7-27               飲食店営業 カフェー 第21021661号 R03.01.07 R09.01.31 株式会社興和フード 代表取締役 我那覇生一郎 那覇市牧志2-7-27 名城ビル102               

GLADMAN 那覇市内               喫茶店営業 簡易営業 第21021673号 R03.01.12 R08.01.31 伊禮浩太郎               

アワニコ　キッチン 那覇市若狭3-26-9 国吉アパート1F               飲食店営業 食堂 第21021685号 R03.01.14 R09.01.31 向山悠子               

DELICATESSEN　TRUNQ 那覇市おもろまち3-3-1 あっぷるタウン1F 098-960-2241  食肉販売業 食肉販売業 第21021700号 R03.01.19 R09.01.31 株式会社トランク 代表取締役 野間謙策 那覇市宇栄原1-15-1 1F 098-859-0050  

ドラッグイレブン古波蔵店 那覇市古波蔵2-25-32 098-840-4311  乳類販売業 乳類販売業 第21021818号 R03.01.28 R10.01.31
JR九州ドラッグイレブン
株式会社

代表取締役 畑井慎司 大野城市川久保1-2-1 092-583-3100  

おとどけ弁当　きなり 那覇市前島1-1-15 098-869-2303  飲食店営業 弁当屋 第21021642号 R03.01.04 R09.01.31 山城和也               

Blue Rose ～second～ 那覇市松山1-14-8 古謝ビル3-C               飲食店営業 ﾅｲﾄｽﾅｯｸ 第21021799号 R03.01.27 R09.01.31 濱田あすか               

おかずの店　このみ 那覇市古波蔵3-20-1 千代正マンション1-2               飲食店営業 弁当屋 第21021687号 R03.01.15 R09.01.31 阿嘉美佐子               

BASS DE RUMS　バスドラムス 那覇市牧志3-10-3 098-988-4431  飲食店営業 居酒屋 第21021729号 R03.01.21 R09.01.31 嘉数弘気               

焼肉　勇太郎 那覇市おもろまち4-17-10 秋桜ビル2Ｆ               飲食店営業 食堂 第21021674号 R03.01.12 R09.01.31
株式会社フードグラウン
ド

代表取締役 安部勇太郎
那覇市おもろまち4-21-
7

              

BAR　ELMO 那覇市松山1-15-11 松山オキタビル4F               飲食店営業 バー 第21021646号 R03.01.05 R09.01.31 富本大祐               

まっちょん堂 那覇市牧志3-4-1 上原貸店舗               飲食店営業 パーラー 第21021668号 R03.01.08 R09.01.31 阿部尚之               

酒処　明日香 那覇市国場5番地 嘉数アパート102 098-854-6717  飲食店営業 小料理 第21021801号 R03.01.27 R09.01.31 宮里千鶴               

Bar つぐつぐ 那覇市若狭2-3-19 プリンセスビル5-D号室               飲食店営業 バー 第21021653号 R03.01.06 R09.01.31 宮里将嗣               

T's style Coffee　首里りうぼう店 那覇市首里久場川町2-122-1 首里りうぼう1階 098-885-6088  飲食店営業 カフェー 第21021669号 R03.01.08 R09.01.31 株式会社タカダ 代表取締役 高田聡 浦添市西洲2-7-3 098-875-3121  

T's style Coffee　首里りうぼう店 那覇市首里久場川町2-122-1 首里りうぼう1階 098-885-6088  菓子製造業 菓子製造業 第21021670号 R03.01.08 R09.01.31 株式会社タカダ 代表取締役 高田聡 浦添市西洲2-7-3 098-875-3121  

喫茶　ルイ 那覇市牧志3-1-12 098-866-3653  飲食店営業 食堂 第21021800号 R03.01.27 R09.01.31 平良進               

卸売センター 那覇市牧志2-2-30 1F 098-860-1550  食肉販売業 食肉販売業 第21021643号 R03.01.04 R09.01.31
株式会社ハンズオンカ
ンパニー

代表取締役 市川哲 那覇市牧志2-2-30 098-860-1550  

卸売センター 那覇市牧志2-2-30 1F 098-860-1550  魚介類販売業 魚介類販売業 第21021644号 R03.01.04 R09.01.31
株式会社ハンズオンカ
ンパニー

代表取締役 市川哲 那覇市牧志2-2-30 098-860-1550  

サルダート 那覇市牧志1-2-34               飲食店営業 バー 第21021647号 R03.01.05 R09.01.31 山内忍               

クレセントムーン 那覇市壺屋1-10-10 グランドパラダイスビル2F 098-863-4187  飲食店営業 バー 第21021645号 R03.01.04 R09.01.31 松隈保巳               

バー　ポリカラ 那覇市久茂地2-6-23 1F               飲食店営業 バー 第21021780号 R03.01.26 R09.01.31 合同会社poripori 代表社員 島長利行 那覇市銘苅288-3 県営安岡住宅1011               

一銀通りのスポットライト 那覇市牧志1-1-4 髙良ビル1Ｆ 098-863-8999  飲食店営業 居酒屋 第21021662号 R03.01.07 R09.01.31 矢田光               

からあげ本舗たまや小禄店 那覇市高良3-6-12 098-858-6033  飲食店営業 弁当屋 第21021648号 R03.01.05 R09.01.31 田所勇輝               

穂 sui 那覇市松尾2-9-6 高嶺ビル2F               飲食店営業 小料理 第21021654号 R03.01.06 R09.01.31 島袋さゆり               

アップナイト 那覇市若狭1-3-17 フランスビル2F 098-867-6137  飲食店営業 スナック 第21021649号 R03.01.05 R09.01.31 上地良一               

酒処　希林 那覇市壺屋1-1-19               飲食店営業 居酒屋 第21021650号 R03.01.05 R09.01.31 金城良幸               

A 那覇市樋川2-2-2 2F               飲食店営業 バー 第21021655号 R03.01.06 R09.01.31 最上勇人               

B 那覇市樋川2-2-2 3F 飲食店営業 バー 第21021663号 R03.01.07 R09.01.31 最上勇人               

C 那覇市壺屋1-6-23 3,4F 飲食店営業 バー 第21021651号 R03.01.05 R09.01.31 最上勇人               

スナック　かんびん 那覇市牧志3-7-18               飲食店営業 スナック 第21021652号 R03.01.05 R09.01.31 新崎盛樹               

うまんちゅ 那覇市久茂地2-16-3 1階　KM久茂地ビル 098-943-2774  飲食店営業 居酒屋 第21021656号 R03.01.06 R09.01.31 沖縄アクロス株式会社 代表取締役 村松由勝 宜野湾市長田1-23-8 098-975-9122  

うまんちゅ 那覇市久茂地2-16-3 1階　KM久茂地ビル 098-943-2774  そうざい製造業 そうざい製造業 第21021657号 R03.01.06 R09.01.31 沖縄アクロス株式会社 代表取締役 村松由勝 宜野湾市長田1-23-8 098-975-9122  

DJ BAR BISH 那覇市安里388-10 浜千鳥アパート102               飲食店営業 バー 第21021658号 R03.01.06 R09.01.31 浦原淳一               

ほっともっと那覇西高前店 那覇市金城2-2-5 098-859-3687  飲食店営業 弁当屋 第21021659号 R03.01.06 R09.01.31 株式会社ブレンズ 代表取締役 光武輝彦 浦添市宮城1-36-8 098-876-8662  

魚勝食堂・神の赤肉　和牛男 那覇市松山2-6-1 松山コーポハウスB-6               飲食店営業 レストラン 第21021671号 R03.01.08 R09.01.31 株式会社DAY BREAK 代表取締役 小島渉 那覇市松山2-6-1
松山コーポハウス
1F

              

喫茶室　アルテ崎山 那覇市首里崎山町3-34 098-884-7522  飲食店営業 カフェー 第21021664号 R03.01.07 R09.01.31 霜鳥美也子

D 那覇市松尾2-19-15 1F,2F               飲食店営業 バー 第21021665号 R03.01.07 R09.01.31 最上勇人               

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21021672号 R03.01.08 R09.01.31 高良奈歩               

美食屋 セルポア 那覇市赤嶺1-1-6 098-840-1222  そうざい製造業 そうざい製造業 第21021675号 R03.01.12 R09.01.31 新田寛

缶太郎（創美ガーデン） 那覇市首里石嶺町1-132-8 ヌージビル2階 098-962-0838  飲食店営業 バー 第21021676号 R03.01.12 R09.01.31 島村竜太郎               

くびちりどぅし 那覇市首里末吉町4-5-21 敏正ビル2号館101号 098-886-3587  飲食店営業 居酒屋 第21021714号 R03.01.20 R09.01.31 上里操               

カラオケ喫茶　S 那覇市首里鳥堀町1-46               飲食店営業 バー 第21021677号 R03.01.12 R09.01.31 金城令               

やきとり竜鳳　1769 那覇市内 028-305-3133  飲食店営業 簡易営業 第21021667号 R03.01.07 R08.01.31
株式会社全国チェーン
竜鳳

代表取締役 鈴木美圭
宇都宮市下荒針町
3590-1

028-305-3133  

やきとり竜鳳　2444 那覇市内               飲食店営業 簡易営業 第21021666号 R03.01.07 R08.01.31 川上恭平               

WOODY 那覇市仲井真289               飲食店営業 バー 第21021678号 R03.01.12 R09.01.31 平良拓也               

営業所所在地 営業の種類 申請者住所
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沖縄ホルモン野郎　TEN 那覇市国場1183-2 ぴゅあレジデンス205 098-836-7888  飲食店営業 食堂 第21021680号 R03.01.13 R09.01.31
株式会社ジ・アイ・エス
フーズ

代表取締役 上原力
島尻郡八重瀬町友寄
909-17

友寄東ハイツA-17               

スナック　とーもー 那覇市長田1-24-5 満月荘107 098-854-2100  飲食店営業 スナック 第21021679号 R03.01.12 R09.01.31 根間淳子               

食堂てんてん 那覇市松尾2-9-7 カーサナカタ101               飲食店営業 食堂 第21021681号 R03.01.13 R09.01.31 新里朝重               

花はな商店 那覇市牧志1-3-14               飲食店営業 食堂 第21021682号 R03.01.13 R09.01.31 新垣健               

セブン-イレブン那覇与儀東店 那覇市字与儀368-17 098-833-0711  飲食店営業 そうざい 第21021737号 R03.01.21 R09.01.31 株式会社金秀本社 代表取締役 新垣秀彦 那覇市旭町112-1 098-868-6622  

セブン-イレブン那覇与儀東店 那覇市字与儀368-17 098-833-0711  魚介類販売業 魚介類販売業 第21021738号 R03.01.21 R10.01.31 株式会社金秀本社 代表取締役 新垣秀彦 那覇市旭町112-1 098-868-6622  

セブン-イレブン那覇与儀東店 那覇市字与儀368-17 098-833-0711  乳類販売業 乳類販売業 第21021739号 R03.01.21 R10.01.31 株式会社金秀本社 代表取締役 新垣秀彦 那覇市旭町112-1 098-868-6622  

セブン-イレブン那覇与儀東店 那覇市字与儀368-17 098-833-0711  食肉販売業 食肉販売業 第21021740号 R03.01.21 R10.01.31 株式会社金秀本社 代表取締役 新垣秀彦 那覇市旭町112-1 098-868-6622  

セブン-イレブン那覇与儀東店 那覇市字与儀368-17 098-833-0711  菓子製造業 菓子製造業 第21021741号 R03.01.21 R09.01.31 株式会社金秀本社 代表取締役 新垣秀彦 那覇市旭町112-1 098-868-6622  

スピードキング 那覇市若狭2-3-13 1F 098-867-0266  飲食店営業 居酒屋 第21021684号 R03.01.13 R09.01.31 杉尾友紀               

琉球銀行寄宮・与儀支店食堂　コスモ
フーズ（株）

那覇市寄宮173-2 2Ｆ 098-862-9241  飲食店営業 食堂 第21021688号 R03.01.15 R09.01.31 コスモフーズ株式会社 代表取締役 野々村充教 那覇市字銘苅322-5 真栄城ビル203号 098-862-9241  

BAR YASSA 那覇市久茂地2-6-25 ランドマークくもじ5F               飲食店営業 バー 第21021694号 R03.01.18 R09.01.31 仲本新               

コープ寒川 那覇市首里寒川町2-80 098-882-2334  そうざい製造業 そうざい製造業 第21021701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  

五六家 那覇市古島1-24-20 098-886-5680  飲食店営業 居酒屋 第21021689号 R03.01.15 R09.01.31 前泊清太               

レモネードスタンドオキナワ 那覇市松尾2-1-1               飲食店営業 パーラー 第21021730号 R03.01.21 R09.01.31 菊地思溫               

48 那覇市壺屋1-9-11 なかよく壺屋ビル1F-左               飲食店営業 バー 第21021695号 R03.01.18 R09.01.31 諸見川知佐子               

フォータイムズファン 那覇市久茂地2-14-18 サニーパートナービル4-2               飲食店営業 ﾅｲﾄｽﾅｯｸ 第21021696号 R03.01.18 R09.01.31 国吉敏江               

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  そうざい製造業 そうざい製造業 第21021766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  

海生味（みなみ） 那覇市樋川2-3-1 のうれんプラザ内123-2               魚介類販売業 魚介類販売業 第21021731号 R03.01.21 R09.01.31 吉田浩               

Okinawa  Cyber  Box 那覇市松山1-32-5 Chulavista松山Biz7F 飲食店営業 バー 第21021690号 R03.01.15 R09.01.31 保栄茂　仁               

REHAB 那覇市牧志2-4-14 3A               飲食店営業 バー 第21021697号 R03.01.18 R09.01.31
ジャムアンドカンパニー
ジャパン合同会社

代表社員 朴木一悦
名古屋市中区栄4-7-
17

ユタカビル2階               

Red Cup 那覇市松山2-1-18 住太郎ビル5F AB               飲食店営業 バー 第21021781号 R03.01.26 R09.01.31 EmptySpace株式会社 代表取締役 原田大輔 横浜市中区山下町27               

マロンの大冒険 那覇市牧志3-8-20 神谷ビル102               飲食店営業 バー 第21021702号 R03.01.19 R09.01.31 畠勝好               

Blue Ocean 那覇市松山2-9-7 クリスタルビル5-A               飲食店営業 バー 第21021782号 R03.01.26 R09.01.31 川越ひかる               

ハベル食堂 那覇市久茂地2-11-1 アルファビル2Ｆ               飲食店営業 居酒屋 第21021802号 R03.01.27 R09.01.31
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 那覇市泊1-3-2
沖縄ゼネラルグ
ループビル3階

              

セブン-イレブン那覇銘苅3丁目店 那覇市銘苅3-10-17               飲食店営業 そうざい 第21021758号 R03.01.25 R09.01.31 角屋隆司               

セブン-イレブン那覇銘苅3丁目店 那覇市銘苅3-10-17               食肉販売業 食肉販売業 第21021759号 R03.01.25 R10.01.31 角屋隆司               

セブン-イレブン那覇銘苅3丁目店 那覇市銘苅3-10-17               魚介類販売業 魚介類販売業 第21021760号 R03.01.25 R10.01.31 角屋隆司               

セブン-イレブン那覇銘苅3丁目店 那覇市銘苅3-10-17 098-862-5011  乳類販売業 乳類販売業 第21021761号 R03.01.25 R10.01.31 角屋隆司               

餃子酒場　金五郎 那覇市久茂地2-18-21 サザリース1-A 098-866-3318  飲食店営業 居酒屋 第21021715号 R03.01.20 R09.01.31 株式会社ぼたん 代表取締役 伊志嶺毅 那覇市西1-5-11
ロイヤル西町マン
ション702号

              

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 そうざい製造業 そうざい製造業 第21021716号 R03.01.20 R09.01.31 島袋徳明

まえだ 那覇市与儀1-19-34 098-833-1489  飲食店営業 小料理 第21021717号 R03.01.20 R09.01.31 比嘉瀧子

抱瓶　那覇久茂地店 那覇市久茂地2-18-1 098-860-1046  そうざい製造業 そうざい製造業 第21021732号 R03.01.21 R09.01.31 株式会社沖縄抱瓶 代表取締役 髙橋光太郎 那覇市久茂地2-18-1               

絶品　四川火鍋 那覇市牧志2-22-1 ライオンズ牧志第三106 098-963-9882  飲食店営業 中華料理 第21021733号 R03.01.21 R09.01.31 藤木美雪               

BAR O－RION 那覇市若狭2-4-16 福栄館ビル4－B号               飲食店営業 バー 第21021803号 R03.01.27 R09.01.31 嘉数亮               

Motown Bar SPIRITS 那覇市おもろまち4-7-26 KUDAおもろまちビル401               飲食店営業 バー 第21021804号 R03.01.27 R09.01.31 千葉大介               

東原 那覇市上間209-2               飲食店営業 スナック 第21021743号 R03.01.22 R09.01.31 宮里尚子               

（株）JALJTAセールス 那覇市鏡水150 098-857-3811  乳類販売業 自販機 第21021762号 R03.01.25 R10.01.31 沖縄ヤクルト株式会社 代表取締役 増谷義昭 宜野湾市大山7-13-3 098-897-8960  

Bar Drinking habit No.1 那覇市若狭1-3-17 フランスビル2-Ｄ               飲食店営業 バー 第21021744号 R03.01.22 R09.01.31 川満優               

居酒屋　だんりゅう 那覇市若狭3-45-10               飲食店営業 居酒屋 第21021734号 R03.01.21 R09.01.31 岸本昌明               

食King 那覇市牧志2-13-6 2F               飲食店営業 カフェー 第21021745号 R03.01.22 R09.01.31 敷島総研株式会社 代表取締役 長谷川尚吾
大阪市住吉区万代東2-
3-16

066-695-1177  

いちゃりばにぃにぃ 那覇市松尾1-5-12 プラウドビル101               飲食店営業 バー 第21021746号 R03.01.22 R09.01.31 合同会社Diva 代表社員 畑内敬典 那覇市久茂地3-23-10 よなはビル704               

Food Bar CLAN 那覇市松山1-32-5 むらたビル1F               飲食店営業 バー 第21021763号 R03.01.25 R09.01.31 髙橋伸文               

カサブランカ 那覇市牧志3-10-8               飲食店営業 スナック 第21021783号 R03.01.26 R09.01.31 大濵悦子               

大吉 那覇市前島3-13-1 098-860-0515  飲食店営業 バー 第21021784号 R03.01.26 R09.01.31 砂川国彦               

那覇クリスタルホテル 那覇市松山1-33-8 098-862-2111  飲食店営業 レストラン 第21021764号 R03.01.25 R09.01.31 株式会社リゾートライフ 代表取締役 松井泰子
宮古島市平良西里176-
2

0980-79-8800  

まんまる畑 那覇市内               喫茶店営業 簡易営業 第21021747号 R03.01.22 R08.01.31 大城聖子               

Bar JETLAG 那覇市松山2-9-3 K2ビル4-B               飲食店営業 バー 第21021765号 R03.01.25 R09.01.31 富安真美               

BAR BAM 那覇市東町19-10 イバックビル1-B               飲食店営業 バー 第21021785号 R03.01.26 R09.01.31
マクナリー　ロメロ　昌
秀

              

一期一笑 那覇市松尾2-11-11 大城ビル105 098-800-2979  飲食店営業 レストラン 第21021825号 R03.01.29 R09.01.31 李娟               

美食心酔　かがや 那覇市泉崎1-14-1 098-867-4880  菓子製造業 菓子製造業 第21021826号 R03.01.29 R09.01.31 加賀谷久美子               

百和カフェ 那覇市首里大名町1-50-2               飲食店営業 食堂 第21021819号 R03.01.28 R09.01.31 宮城百代               

セット麻雀　雀辰 那覇市松山2-14-1 玉キ米屋第5ビル301               飲食店営業 スナック 第21021820号 R03.01.28 R09.01.31 仲村俊彦               

Penguin Bar Fairy 那覇市松山2-6-16 098-863-9993  そうざい製造業 そうざい製造業 第21021827号 R03.01.29 R09.01.31 上原由雨子               
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R3.1.1～R3.1.31
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
美味満福　那覇栄町店 那覇市字安里379 知念店舗103号               飲食店営業 居酒屋 第21021828号 R03.01.29 R09.01.31 松永武尊               

久米小町 那覇市久米2-25-13 1F               飲食店営業 バー 第21021805号 R03.01.27 R09.01.31 山田正済               

BAR 3+3 那覇市牧志1-3-17 098-988-9515  飲食店営業 バー 第21021806号 R03.01.27 R09.01.31 関根三十三               

ナムラホール 那覇市松山1-5-1 プラザビル2階 098-863-5224  飲食店営業 カフェー 第21021807号 R03.01.27 R09.01.31 中村隆

BAR RON 那覇市松山1-8-19 シティまつやまビル4階-C号室               飲食店営業 バー 第21021808号 R03.01.27 R09.01.31 松本龍太郎               

茶暮里 那覇市久茂地3-11-6 098-866-5388  飲食店営業 食堂 第21021829号 R03.01.29 R09.01.31 國吉洋子
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