
R2.8.1～R2.8.31
継続営業許可証施設

営業所名称 営業所番号 業種 営業の種類 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
JAWS MEATPIE 沖縄本島内一円 喫茶店営業 自動車営業 第21020748号 R02.08.03 R07.08.31 齋藤修

味と踊りの竜宮城 うらしま 那覇市久米2-10-6 098-861-1769  飲食店営業 料亭 第21020767号 R02.08.05 R08.08.31 株式会社御伽草子 代表取締役 与儀哲治 那覇市久米2-10-6 新垣ビル2F 098-861-1769  

陣屋 那覇市久米1-7-23 098-864-5908  飲食店営業 食堂 第21020759号 R02.08.04 R08.08.31 富田浩

そば処 こどら 那覇市壺川1-2-11 098-831-9112  飲食店営業 食堂 第21020760号 R02.08.04 R08.08.31 関口茂雄

CARON 那覇市松山1-14-8 098-861-8201  飲食店営業 ﾅｲﾄｽﾅｯｸ 第21020761号 R02.08.04 R08.08.31 喜納友子

クサワケ 那覇市安里388-1               飲食店営業 居酒屋 第21020768号 R02.08.05 R08.08.31 宮城有作

大空 那覇市久茂地3-11-10 098-864-1152  飲食店営業 ﾅｲﾄｽﾅｯｸ 第21020776号 R02.08.06 R08.08.31 川西希佐子

サクモト 那覇市松山1-10-3 098-869-8466  飲食店営業 バー 第21020780号 R02.08.07 R08.08.31 佐久本優

ダァリン 那覇市松山2-7-6 098-868-8415  飲食店営業 ﾅｲﾄｽﾅｯｸ 第21020783号 R02.08.11 R08.08.31 平良之人

CENTRO 那覇市泉崎1-5-13 098-943-1345  飲食店営業 居酒屋 第21020784号 R02.08.11 R08.08.31 太田謙

いしだ 那覇市東町6-18 098-863-8388  飲食店営業 スナック 第21020785号 R02.08.11 R08.08.31 金城信夫

有限会社サンセラ 那覇市西2-12-14 098-998-4686  食肉販売業 食肉販売業 第21020786号 R02.08.11 R08.08.31 有限会社サンセラ 代表取締役 仲田俊一 那覇市西2-12-14 098-998-4686  

お食事処梅八 那覇市字松川445-2 098-885-9823  飲食店営業 食堂 第21020796号 R02.08.12 R08.08.31 石原昌宜

ローソン那覇上之屋店 那覇市おもろまち2-5-1 098-862-0375  乳類販売業 乳類販売業 第21020797号 R02.08.12 R09.10.31 合資会社譜久山ストア 代表社員 譜久山長儀 那覇市泊2-1-1 098-863-8413  

cafe4 那覇市寄宮3-18-5 飲食店営業 バー 第21020798号 R02.08.12 R08.08.31 福島和也

ラグーン 那覇市安里1-2-21 098-866-5525  飲食店営業 バー 第21020810号 R02.08.13 R08.08.31 株式会社ホテルロイヤルオリオン 代表取締役社長 澤岻幾郎 那覇市安里1-2-21 098-866-5533  

そじ坊 那覇市鏡水150 098-840-1304  飲食店営業 そば屋 第21020811号 R02.08.13 R08.08.31 株式会社グルメ杵屋レストラン 代表取締役 稲本和彦 大阪市住之江区北加賀屋3-4-7 06-6683-1222  

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21020812号 R02.08.13 R08.08.31 有限会社ケイアイ 代表取締役 新城桂 那覇市金城2-2-5 098-859-3687  

中華料理 台北飯店 那覇市松山1-33-7 098-861-8409  飲食店営業 食堂 第21020813号 R02.08.13 R08.08.31 上原信栄

ワールドグルメバイキング アレッタ ホテルロコアナハ店 那覇市松尾1-1-2 098-867-0100  飲食店営業 レストラン 第21020819号 R02.08.14 R08.08.31 株式会社りゅうせきフロントライン 代表取締役 上運天清 浦添市勢理客4-20-1 098-875-5008  

フルカラー 那覇市安里388-6 098-887-3224  飲食店営業 居酒屋 第21020825号 R02.08.17 R08.08.31 鉢嶺慶人

カラオケ館　那覇新都心店 那覇市おもろまち4-11-16 098-868-2011  飲食店営業 レストラン 第21020826号 R02.08.17 R08.08.31 シダックス・コミュニティー株式会社 代表取締役 渡部記春 練馬区向山4-1-1 03-5784-8811  

UNBALANCE 那覇市松山1-8-8 098-869-6702  飲食店営業 バー 第21020833号 R02.08.18 R08.08.31 山里類

サンクス 那覇市曙2-3-12 098-861-2576  喫茶店営業 喫茶店営業 第21020831号 R02.08.18 R08.08.31 玉城謙二

サンクス 那覇市曙2-3-12 098-861-2576  清涼飲料水製造業 清涼飲料水製造業 第21020832号 R02.08.18 R08.08.31 玉城謙二

V21食品館　繁多川店 那覇市繁多川2-17-15 098-833-9000  魚介類販売業 魚介類販売業 第21020830号 R02.08.18 R08.08.31 株式会社サンエー 代表取締役 上地哲誠 宜野湾市大山7-2-10 098-898-2230  

ライブミュージックバーアンダーカレント 那覇市久茂地3-11-2 098-866-2288  飲食店営業 ﾅｲﾄｽﾅｯｸ 第21020829号 R02.08.18 R08.08.31 上原高夫

ななしん屋 那覇市牧志1-3-21 飲食店営業 カフェー 第21020849号 R02.08.21 R08.08.31 渡久山ミヨ

灯 那覇市三原1-10-28 098-836-2672  飲食店営業 バー 第21020853号 R02.08.25 R08.08.31 藤本愛子

琉球新麺 通堂 那覇市金城5-4-6 098-857-5577  飲食店営業 食堂 第21020854号 R02.08.25 R08.08.31 有限会社オフィスりょう次 代表取締役 金城良次 那覇市金城5-4-6 通堂3階 098-852-0120  

炭焼 串房’S めおと橋店 那覇市前島3-21-20 098-862-9793  飲食店営業 居酒屋 第21020855号 R02.08.25 R08.08.31 上原秀輝

カラオケタイム ni-ru 那覇市安里388-10 098-886-3865  飲食店営業 スナック 第21020856号 R02.08.25 R08.08.31 山城清美

音猫 那覇市首里金城町3-22 飲食店営業 カフェー 第21020865号 R02.08.27 R08.08.31 慶田尚志

集 那覇市字安里388 098-886-6064  飲食店営業 スナック 第21020866号 R02.08.27 R08.08.31 平良ヨネ

うるくの英 那覇市宇栄原942-1 飲食店営業 弁当屋 第21020867号 R02.08.27 R08.09.30 上原英子

お洒落バル・Kazu 那覇市安謝2-3-9               飲食店営業 レストラン 第21020873号 R02.08.28 R08.09.30 株式会社ル・パティシエ・ジョーギ 代表取締役 平安名常儀 那覇市安謝2-3-10　1階 098-868-7393  

恵比寿珈琲　麦酒 那覇市牧志3-5-14 飲食店営業 バー 第21020868号 R02.08.27 R08.08.31 一般社団法人　なは市場振興会 代表理事 新里俊一 那覇市牧志3-3-1 098-867-3580  

ガスト那覇小禄 那覇市金城5-11-6 098-840-1718  飲食店営業 食堂 第21020874号 R02.08.28 R09.09.30 株式会社すかいらーくレストランツ 代表取締役 大川原利明 武蔵野市西久保1-25-8 0422-37-5218  

かわひら 那覇市西1-12-15 098-868-0670  乳類販売業 乳類販売業 第21020875号 R02.08.28 R08.08.31 有限会社かわひら 代表取締役 川平道弘 那覇市西1-12-14 098-868-0670  

かわひら 那覇市西1-12-15 098-868-0670  飲食店営業 そうざい 第21020876号 R02.08.28 R08.08.31 有限会社かわひら 代表取締役 川平道弘 那覇市西1-12-14 098-868-0670  

かわひら 那覇市西1-12-15 098-868-0670  菓子製造業 菓子製造業 第21020877号 R02.08.28 R08.08.31 有限会社かわひら 代表取締役 川平道弘 那覇市西1-12-14 098-868-0670  

voz de risa 那覇市松山1-19-13 098-943-5821  飲食店営業 レストラン 第21020878号 R02.08.28 R08.08.31 赤嶺貴美恵

R 那覇市松山1-1-10 098-942-2610  飲食店営業 ﾅｲﾄｽﾅｯｸ 第21020881号 R02.08.31 R08.08.31 崎山智美

大ちゃん 那覇市安里379 飲食店営業 パーラー 第21020904号 R02.08.31 R08.08.31 中田一也

スナックサロンカラオケ　アイ 那覇市久茂地3-2-17 098-867-0345  飲食店営業 バー 第21020921号 R02.08.31 R08.08.31 喜納美智子

ローソン那覇若狭2丁目店 那覇市若狭2-3-1 098-864-1511  飲食店営業 そうざい 第21020943号 R02.08.31 R08.08.31 宮城浩彦

ローソン那覇若狭2丁目店 那覇市若狭2-3-1 098-864-1511  魚介類販売業 魚介類販売業 第21020946号 R02.08.31 R08.08.31 宮城浩彦

ローソン那覇若狭2丁目店 那覇市若狭2-3-1 098-864-1511  乳類販売業 乳類販売業 第21020944号 R02.08.31 R08.08.31 宮城浩彦

ローソン那覇若狭2丁目店 那覇市若狭2-3-1 098-864-1511  食肉販売業 食肉販売業 第21020945号 R02.08.31 R08.08.31 宮城浩彦

蜃気樓 那覇市牧志3-10-5 098-863-7285  飲食店営業 ﾅｲﾄｽﾅｯｸ 第21020947号 R02.08.31 R08.08.31 国吉美恵子

さくら 那覇市前島1-12-11 098-863-2193  飲食店営業 スナック 第21020948号 R02.08.31 R08.08.31 安仁屋育好

(株)那覇ミート 港町工場 那覇市港町3-2-26 098-863-6440  食肉製品製造業 食肉製品製造業 第21020970号 R02.08.31 R08.08.31 株式会社那覇ミート 代表取締役 諸見康秀 南城市大里大城1912-1 098-875-1110  

(株)那覇ミート 港町工場 那覇市港町3-2-26 098-863-6440  食肉処理業 食肉処理業 第21020971号 R02.08.31 R08.08.31 株式会社那覇ミート 代表取締役 諸見康秀 南城市大里大城1912-1 098-875-1110  

サムズ・マウイ国際通り店 那覇市牧志1-3-53 098-861-9595  飲食店営業 レストラン 第21020972号 R02.08.31 R08.08.31 株式会社グレートイースタン 代表取締役 藤尾政弘 沖縄市山内3-28-1 098-933-5882  

カラオケステーション ボイス 那覇市牧志2-18-4 098-866-8315  飲食店営業 ﾅｲﾄｽﾅｯｸ 第21020973号 R02.08.31 R08.08.31 合資会社共伸商事 代表社員 渡久地政巳 那覇市牧志2-18-4

スナックサロン彩花 那覇市字安里388 098-885-7549  飲食店営業 ﾅｲﾄｽﾅｯｸ 第21020983号 R02.08.31 R08.08.31 空閑美子
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