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チップ　Cafe Bar 那覇市安里101 飲食店営業 食堂 第11290183号 R02.07.09 R08.07.31 新垣薫

栄町天ぷらマーケット　がじまる 那覇市字大道130 メゾン大道　1階 098-988-0388  飲食店営業 居酒屋 第21020663号 R02.07.14 R08.07.31 仲宗根太               

BAR COLONY 那覇市松山1-35-6 松藤ビル201 098-987-6711  飲食店営業 バー 第21020628号 R02.07.08 R08.07.31 株式会社Rico 代表取締役 大城隆一 南城市大里稲嶺2690               

LALA　RICE 那覇市牧志3-1-1 098-866-3004  飲食店営業 カフェー 第21020621号 R02.07.07 R08.07.31 野田　学               

LA舞吉兆 那覇市前島3-21-2 オーキッド前島2階 098-959-5958  飲食店営業 バー 第21020594号 R02.07.01 R08.07.31 新濱巌               

Hang Over 那覇市松山2-7-6 仲宗根マンション2F               飲食店営業 バー 第21020648号 R02.07.10 R08.07.31 平良宗矢               

Red Caviar 那覇市久茂地3-9-11 ２F               飲食店営業 バー 第21020637号 R02.07.09 R08.07.31 平良宗矢

チャイナバル 那覇市松山2-21-29               飲食店営業 中華料理 第21020629号 R02.07.08 R08.07.31 照屋佑馬

Purple 那覇市松山1-33-2 HAMASHINビル3-B 098-988-1370  飲食店営業 バー 第21020638号 R02.07.09 R08.07.31 比嘉裕也

樹々 那覇市若狭2-4-16 4F-A               飲食店営業 ﾅｲﾄｽﾅｯｸ 第21020639号 R02.07.09 R08.07.31 西銘薫

オクマ探検隊 那覇市国場692               飲食店営業 居酒屋 第21020697号 R02.07.21 R08.07.31 奥間信利

美酒佳肴　かもめ 那覇市松山2-16-16 K1ビル201               飲食店営業 小料理 第21020654号 R02.07.13 R08.07.31 福永佳美

楽読　おき楽食堂 那覇市安里358               飲食店営業 食堂 第21020622号 R02.07.07 R08.07.31 久場敦子               

創作ダイニング　yy-300 那覇市安里388-5 飲食店営業 居酒屋 第21020595号 R02.07.01 R08.07.31 足立吉則               

むすび本舗 那覇市久米1-14-3 座安AP 1階 098-862-8846  飲食店営業 食堂 第21020605号 R02.07.03 R08.07.31 むすび本舗合同会社 代表社員 仲嶺朋史 那覇市久米1-14-3　1F

むすび本舗 那覇市久米1-14-3 座安AP 1階 098-862-8846  そうざい製造業 第21020606号 R02.07.03 R08.07.31 むすび本舗合同会社 代表社員 仲嶺朋史 那覇市久米1-14-3　1F

居酒屋ららみー 那覇市寄宮1-8-1 098-853-8814  飲食店営業 居酒屋 第21020630号 R02.07.08 R08.07.31 親里喜代子               

STUDIO SEA 那覇市松尾2-3-11 1F               飲食店営業 パーラー 第21020604号 R02.07.03 R08.07.31 永山圭               

レギュラー 那覇市松山2-7-13 コンパスビルB-2               飲食店営業 バー 第21020623号 R02.07.07 R08.07.31 新里和良

Bar Mocha 那覇市安謝620-185 共和店舗2階 飲食店営業 バー 第21020624号 R02.07.07 R08.07.31 我如古美保子               

沖縄銀行牧志支店食堂 那覇市牧志1-3-45 098-867-3171  飲食店営業 食堂 第21020596号 R02.07.01 R08.07.31 第一総業株式会社 代表取締役 我如古正伸 那覇市古波蔵3-8-8 098-853-5353  

まごころ弁当　丹丹 那覇市宇栄原496               そうざい製造業 第21020698号 R02.07.21 R08.07.31 東江なつき               

うつわ 那覇市松山2-7-5 098-882-2000  飲食店営業 料亭 第21020597号 R02.07.01 R08.07.31 The Top Field株式会社 代表取締役 上原将門 那覇市真嘉比1-1-10 098-882-2000  

バー　ＥＮ 那覇市東町11-3 中村ビル101 098-866-9110  飲食店営業 バー 第21020625号 R02.07.08 R08.07.31 株式会社尼崎中央 代表取締役 森澤純司 尼崎市竹谷町1-22 06-6430-1900  

炭火焼き鳥ひでぶ 那覇市内               飲食店営業 簡易営業 第21020631号 R02.07.08 R07.07.31 上原大輝               

Peaal 那覇市久米1-4-24 飲食店営業 バー 第21020607号 R02.07.03 R08.07.31 砂川有菜               

華音 那覇市前島1-12-11 マイハートビル2F 飲食店営業 スナック 第21020735号 R02.07.31 R08.07.31 伊是名あやこ               

cafe Lotta 那覇市首里鳥堀町1-45 2F 098-975-9277  飲食店営業 食堂 第21020608号 R02.07.03 R08.07.31 嘉味田加織               

cafe Lotta 那覇市首里鳥堀町1-45 2F 098-975-9277  菓子製造業 第21020609号 R02.07.03 R08.07.31 嘉味田加織               

cafe Lotta 那覇市首里鳥堀町1-45 2F 098-975-9277  そうざい製造業 第21020610号 R02.07.03 R08.07.31 嘉味田加織               

株式会社沖縄急送　那覇港営業所 那覇市港町1-26-1 3F 098-868-0909  
食品の冷凍
又は冷蔵業

第21020611号 R02.07.03 R08.07.31 株式会社沖縄急送 代表取締役 富里正治 浦添市西洲2-6-4 098-873-0909  

アレルギー対応cafe　52hertz 那覇市松川3-2-1 松川協同住宅　1004室               飲食店営業 レストラン 第21020640号 R02.07.09 R08.07.31 久田優子               

のみくい屋台 那覇市首里鳥堀町1-46 吉嶺ビル1F               飲食店営業 居酒屋 第21020649号 R02.07.10 R08.07.31 松田義雄               

やなわらbar BALOCCO 那覇市壺屋2-18-1 102号 飲食店営業 バー 第21020612号 R02.07.03 R08.07.31 仲村砂紀               

沖縄居酒屋　くめや 那覇市久米2-11-26 1F 098-866-9433  飲食店営業 居酒屋 第21020613号 R02.07.03 R08.07.31 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

              

Sose a mi 那覇市牧志2-19-2 うるま住宅101 飲食店営業 バー 第21020655号 R02.07.13 R08.07.31 佐久川奈津子               
Toco Tropical 那覇市牧志3-1-1               飲食店営業 バー 第21020614号 R02.07.03 R08.07.31 灰野遼               

はなび屋　安里店 那覇市安里388-37               飲食店営業 居酒屋 第21020686号 R02.07.17 R08.07.31
ジェイエフエフシステムズ
株式会社

代表取締役 野村武 堺市中区深井水池町3471番地１ 072-247-7503  

カラオケBar　フェリス 那覇市東町11-18 東町プラネットビル2-A               飲食店営業 バー 第21020664号 R02.07.14 R08.07.31 又吉直美               

三木家　SANKIYA 那覇市壺屋1-28-21 三木ビル101               飲食店営業 そうざい 第21020626号 R02.07.07 R08.07.31 林 錦               

BAR　プチとまと 那覇市古波蔵2-24-23 なかよく古波蔵ビル2階               飲食店営業 バー 第21020641号 R02.07.09 R08.07.31 座安勇弥               

プーゾチーズケーキセラー
あっぷるタウン店

那覇市おもろまち3-1-1 コープあっぷるタウン1階 098-911-1430  菓子製造業 第21020656号 R02.07.13 R08.07.31 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　1階 098-859-0050  

ちょい呑み処　One-A 那覇市宇栄原3-29-16 1F               飲食店営業 バー 第21020657号 R02.07.13 R08.07.31 新崎明日香               

ローソン那覇　古波蔵三丁目店 那覇市古波蔵3-8-1 098-831-5857  食肉販売業 第21020669号 R02.07.16 R09.07.31 合同会社NS企画 代表社員 仲榮眞悟 那覇市小禄1-24-23　406号               

ローソン那覇　古波蔵三丁目店 那覇市古波蔵3-8-1 098-831-5857  飲食店営業 そうざい 第21020670号 R02.07.16 R08.07.31 合同会社NS企画 代表社員 仲榮眞悟 那覇市小禄1-24-23　406号               

ローソン那覇　古波蔵三丁目店 那覇市古波蔵3-8-1 098-831-5857  魚介類販売業 第21020671号 R02.07.16 R09.07.31 合同会社NS企画 代表社員 仲榮眞悟 那覇市小禄1-24-23　406号               

ローソン那覇　古波蔵三丁目店 那覇市古波蔵3-8-1 098-831-5857  乳類販売業 第21020672号 R02.07.16 R09.07.31 合同会社NS企画 代表社員 仲榮眞悟 那覇市小禄1-24-23　406号               

Sports　Bar　Tigers 那覇市高良3-7-9 1F               飲食店営業 バー 第21020642号 R02.07.09 R08.07.31 宮城英史

仲田幸子の店 那覇市久米2-8-10 パーム久米1階A号室 飲食店営業 ﾅｲﾄｽﾅｯｸ 第21020643号 R02.07.09 R08.07.31 仲田正江               

コスモフーズ　愛泉保育園 那覇市安里3-19-16 098-862-9241  飲食店営業 食堂 第21020650号 R02.07.10 R08.07.31 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

098-862-9241  

LIVING BAR La LUNA 那覇市牧志1-12-16 一銀ハイム201号 098-800-2004  飲食店営業 バー 第21020632号 R02.07.08 R08.07.31 有限会社Y'Sプランニング 代表取締役 渡真利優子
那覇市宇栄原951-1
ニューライフガーデン小禄509号

              

琉球海鮮処　湊 那覇市久茂地3-5-13 シティスペースビル2-B 098-943-2520  飲食店営業 居酒屋 第21020644号 R02.07.09 R08.07.31 株式会社ジェス 代表取締役 無量谷潤
小田原市南鴨宮3-4-12
福元ビル1F-A

0465-44-4318  

M'sガーデン 那覇市東町10-1 098-867-4801  喫茶店営業 自販機 第21020658号 R02.07.13 R09.07.31 琉仁カスタマーサービス 代表取締役 城英俊 中頭郡中城村字屋宜286 098-895-6045  

サーティーワンアイスクリーム
那覇メインプレイス店

那覇市おもろまち4-4-9 098-917-6163  喫茶店営業 第21020673号 R02.07.16 R08.07.31
エイ・アンド・ダブリュ沖縄
株式会社

代表取締役 平良健一 浦添市字牧港1196 098-878-2362  

CLUB FESTA OKINAWA 那覇市牧志2-3-22 髙良産業ビル3F 098-943-6541  飲食店営業 カフェー 第21020645号 R02.07.09 R08.07.31 AYA合同会社 代表社員 玉城幸也 那覇市首里石嶺町3-328-3 098-885-4840  

Anabel 那覇市牧志3-8-31 2B 098-975-9730  飲食店営業 バー 第21020685号 R02.07.17 R08.07.31 芳松武               

唐揚げ専門　たけ田商店 那覇市銘苅3-10-22 098-887-4511  飲食店営業 食堂 第21020651号 R02.07.10 R08.07.31 株式会社竹珠食品 代表取締役 具志堅昭二 那覇市古島2-16-18 098-887-7511  

営業所所在地 営業の種類
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牛角　天久店 那覇市天久1-28-28 098-943-1804  食肉販売業 第21020652号 R02.07.10 R08.07.31 株式会社オリエンタル 代表取締役 折田康幸
宜野湾市真志喜2-7-3
グランドハイツ103号

098-897-3951  

牛角　おもろまち駅前店 那覇市おもろまち4-19-23 098-866-2929  食肉販売業 第21020653号 R02.07.10 R08.07.31 株式会社オリエンタル 代表取締役 折田康幸
宜野湾市真志喜2-7-3
グランドハイツ103号

098-897-3951  

空 那覇市久茂地3-3-19 冨士ビル2F 098-975-5185  飲食店営業 居酒屋 第21020659号 R02.07.13 R08.07.31 合同会社Niko-Niko 代表社員 川口泰輝
那覇市牧志1-3-8-1
うぷやー南彩B-1

              

CLUB RYUKYU 那覇市松山2-9-17 カーニバルビル4F               飲食店営業 ﾅｲﾄｽﾅｯｸ 第21020687号 R02.07.20 R08.07.31 石嶺真史               

CLUB琉球 那覇市松山2-9-17 カーニバルビル5F               飲食店営業 ﾅｲﾄｽﾅｯｸ 第21020688号 R02.07.20 R08.07.31 譜久嶺雄也               

BAR Coral 那覇市松山2-16-12 1F　福島ビル 飲食店営業 バー 第21020674号 R02.07.16 R08.07.31 菅原凪               

しゃぶしゃぶと島豚料理　みなみ 那覇市久米2-11-4 久米ガーデンビル1A 098-943-2729  そうざい製造業 第21020689号 R02.07.20 R08.07.31 宮城翔伍               

しゃぶしゃぶと島豚料理　みなみ 那覇市久米2-11-4 久米ガーデンビル1A 098-943-2729  食肉販売業 第21020690号 R02.07.20 R08.07.31 宮城翔伍               

鮨　寄宮たいら 那覇市寄宮2-34-23 1F 飲食店営業 寿司屋 第21020684号 R02.07.17 R08.07.31 平良勉               

凰心 那覇市松山1-8-15 四季ビル4-C               飲食店営業 バー 第21020675号 R02.07.16 R08.07.31 新垣　麻紀               

いちごいちえ 那覇市松山1-6-2 オーナーズビル4FB 飲食店営業 スナック 第21020676号 R02.07.16 R08.07.31 吉岡祐樹               

BAR 　ガソリン　オキナワ 那覇市松山2-7-13 コンパスビル２階               飲食店営業 バー 第21020683号 R02.07.17 R08.07.31 仲座江莉紗               

炭火料理と旨い酒　まっすぐ 那覇市国場1167-9 098-855-0337  菓子製造業 第21020720号 R02.07.29 R08.07.31 平良はるか               

ゆり子 那覇市楚辺1-1-52 1階               飲食店営業 バー 第21020732号 R02.07.30 R08.07.31 石川ゆり子               

鶏テツ 那覇市内 飲食店営業 簡易営業 第21020665号 R02.07.14 R07.07.31 宮里英一               

Lucifer 那覇市国場35-1 マックスビル305 飲食店営業 バー 第21020699号 R02.07.21 R08.07.31 新垣りょうな               

夢 那覇市牧志3-9-30               飲食店営業 バー 第21020721号 R02.07.29 R08.07.31 ワイドナー由紀子               

牛角　国際通り店 那覇市久茂地3-2-23 2F・3F 098-864-0141  食肉販売業 第21020691号 R02.07.20 R08.07.31 有限会社line work 代表取締役 山城隆行 那覇市銘苅3-21-5               

鶏さん 那覇市内               飲食店営業 簡易営業 第21020666号 R02.07.14 R07.07.31 村吉政也               

ステーション山下 那覇市小禄421-35 飲食店営業 カフェー 第21020682号 R02.07.17 R08.07.31 與儀清美               

餃子酒場　やまき 那覇市繁多川1-3-29               飲食店営業 居酒屋 第21020722号 R02.07.29 R08.07.31 八巻徳幸               

Snap Recon Music Bar 那覇市若狭1-3-17 フランスビル5階               飲食店営業 バー 第21020701号 R02.07.22 R08.07.31 SAKA CARLSON JAMES ILAO               

鎌倉ハム　国際通りのれん街 那覇市牧志2-2-30
リウボウ商事本社ビル
B1F　D-2

              飲食店営業 居酒屋 第21020713号 R02.07.28 R08.07.31 株式会社南の島のスパイス 代表取締役 下遠野亘
那覇市松尾2-15-33
コートヴィレッジ松尾103

098-963-9135  

肉の殿堂と出世料理　北斎
国際通りのれん街

那覇市牧志2-2-30
リウボウ商事本社ビル
B1F　D-6

              飲食店営業 居酒屋 第21020714号 R02.07.28 R08.07.31 株式会社南の島のスパイス 代表取締役 下遠野亘
那覇市松尾2-15-33
コートヴィレッジ松尾103

098-963-9135  

やきとん居酒屋KIN-KAN 那覇市字安里388-83 1F               飲食店営業 居酒屋 第21020681号 R02.07.17 R08.07.31 株式会社スターシステム 代表取締役 神田透
那覇市久茂地2-4-21-605号
新商マンション

松田商店 那覇市内               飲食店営業 簡易営業 第21020677号 R02.07.16 R07.07.31 松田拓也               

沖縄県男女共同参画センター 那覇市西3-11-1 098-866-9090  喫茶店営業 自販機 第21020692号 R02.07.20 R09.07.31
沖縄コカ・コーラボトリング
株式会社

代表取締役 城英俊 浦添市伊祖5-14-1 098-895-6045  

金城 那覇市松山2-10-13 松山沖商マンション105号室               飲食店営業 食堂 第21020723号 R02.07.29 R08.07.31 有限会社北谷金城 取締役 金城輝美 中頭郡北谷町北前1-11-10 098-983-7566  

ゆき 那覇市松山1-7-5 サンステップビル301 飲食店営業 バー 第21020693号 R02.07.20 R08.07.31 村上由希子               

セブンイレブン　那覇楚辺店 那覇市楚辺1-36-1 098-855-4747  飲食店営業 そうざい 第21020702号 R02.07.22 R08.07.31 稲嶺盛仁               

セブンイレブン　那覇楚辺店 那覇市楚辺1-36-1 098-855-4747  乳類販売業 第21020703号 R02.07.22 R09.07.31 稲嶺盛仁               

セブンイレブン　那覇楚辺店 那覇市楚辺1-36-1 098-855-4747  食肉販売業 第21020704号 R02.07.22 R09.07.31 稲嶺盛仁               

セブンイレブン　那覇楚辺店 那覇市楚辺1-36-1 098-855-4747  魚介類販売業 第21020705号 R02.07.22 R09.07.31 稲嶺盛仁               

KIINO italian diner 那覇市牧志3-11-12 102号室               飲食店営業 レストラン 第21020724号 R02.07.29 R08.07.31 金城慶典               

あひるのしっぽ 那覇市国場35-1 マックスビル202 098-800-1816  飲食店営業 バー 第21020706号 R02.07.22 R08.07.31 親川勝利               

モンキーキック 那覇市安里388-5 2F 098-988-8830  飲食店営業 バー 第21020736号 R02.07.31 R08.07.31 赤嶺彰洋               

すば処　あじぐくる 那覇市首里大名町2-22-1               飲食店営業 そば屋 第21020725号 R02.07.29 R08.07.31 株式会社 Hana Okinawa 代表取締役 嘉陽　恵里香 浦添市安波茶3-25-3

SAMIs craft GIN&BAR 那覇市壺屋1-9-11 なかよく壺屋ビル2階左               飲食店営業 バー 第21020708号 R02.07.27 R08.07.31 仲田収               

ニューオキナワ 那覇市牧志2-2-30 B-1 098-988-0721  飲食店営業 居酒屋 第21020715号 R02.07.28 R08.07.31 平良司               

カラオケ喫茶ひさし 那覇市首里久場川町2-86-2 098-885-6394  飲食店営業 ﾅｲﾄｽﾅｯｸ 第21020709号 R02.07.27 R08.07.31 仲宗根トシ子

テキーラバー　エローテ 那覇市牧志1-1-39 ステップビル4－B 098-917-5469  飲食店営業 バー 第21020726号 R02.07.29 R08.07.31 株式会社Gatito 代表取締役 伊藤裕香
品川区大井4-10-7
アルテール大井

03-3774-7757  

スナック　OK牧場 那覇市壺屋1-9-11 なかよく壺屋ビル2F右               飲食店営業 スナック 第21020727号 R02.07.29 R08.07.31 上地和枝               

The Shop No.27 那覇市長田2-20-1 タマキ荘1階 菓子製造業 第21020737号 R02.07.31 R08.07.31 ブラウン涼子               

地下バル　でんこちゃん 那覇市牧志2-2-30 Ｂ1Ｆ 098-975-5880  飲食店営業 レストラン 第21020728号 R02.07.29 R08.07.31 株式会社ａｔａｒｉ 代表取締役 田中大輔 那覇市壺屋1-18-11 098-917-6488  

たこ焼き酒場　くれおーる
国際通りのれん街

那覇市内               飲食店営業 簡易営業 第21020729号 R02.07.29 R07.07.31 株式会社南の島のスパイス 代表取締役 下遠野亘
那覇市松尾2-15-33
コートヴィレッジ松尾103

098-963-9135  

ホルモン　すたーと 那覇市安里388-10 高安店舗101 098-943-1729  飲食店営業 食堂 第21020730号 R02.07.29 R08.07.31 株式会社沖縄ここから 代表取締役 又吉佳祐 浦添市西原2-19-5 098-800-1886  

ONE  TWO  CURRY  OKINAWA 那覇市おもろまち4-17-14 クイーンヒルズビル1F 飲食店営業 食堂 第21020733号 R02.07.30 R08.07.31 比嘉椿               

one 那覇市安里1-1-60 太永ビル3-B 098-861-0848  飲食店営業 バー 第21020738号 R02.07.31 R08.07.31 福田秀樹               

happylemon　国際通りのれん街店 那覇市牧志2-2-30               喫茶店営業 第21020744号 R02.07.31 R08.07.31 株式会社OKINAWA PORTAL 代表取締役 髙山征嗣 那覇市通堂町2-1 098-917-4250  
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