
R2.8.1～R2.8.31
新規営業許可施設

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 申請者住所 申請者電話番号
098-988-9920  飲食店営業 居酒屋 第11262230号 R02.08.14 R08.08.31 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2-15-33 103　 03-6450-4471  

              飲食店営業 食堂 第21020852号 R02.08.25 R08.08.31 株式会社T2プラン 代表取締役 田中ひとみ 福岡市南区高宮4-11-32               

098-867-0339  飲食店営業 居酒屋 第21020745号 R02.08.03 R08.08.31 有限会社イタリー堂 代表取締役 玉城よし子 那覇市泉崎1-21-21 098-867-0339  

              飲食店営業 レストラン 第21020770号 R02.08.06 R08.08.31 玉置裕也               

              飲食店営業 そうざい 第21020769号 R02.08.06 R08.08.31 川根健太               

098-866-0511  飲食店営業 食堂 第21020789号 R02.08.12 R08.08.31 比嘉隆元               

              飲食店営業 バー 第21020751号 R02.08.04 R08.08.31 嘉手苅理人               

098-885-4411  菓子製造業 菓子製造業 第21020790号 R02.08.12 R08.08.31 友利繁文               

そうざい製造業 そうざい製造業 第21020762号 R02.08.05 R08.08.31 渡慶次司               

              飲食店営業 居酒屋 第21020746号 R02.08.03 R08.08.31 岡村梢子               

              飲食店営業 そうざい 第21020841号 R02.08.21 R08.08.31 我如古秀明               

              食肉販売業 食肉販売業 第21020842号 R02.08.21 R09.08.31 我如古秀明               

              魚介類販売業 魚介類販売業 第21020843号 R02.08.21 R09.08.31 我如古秀明               

              乳類販売業 乳類販売業 第21020844号 R02.08.21 R09.08.31 我如古秀明               

              飲食店営業 レストラン 第21020791号 R02.08.12 R08.08.31 山崎達也               

そうざい製造業 そうざい製造業 第21020763号 R02.08.05 R08.08.31 福田加代子               

              飲食店営業 居酒屋 第21020860号 R02.08.27 R08.08.31 株式会社GOLD 代表取締役 浦宏幸 川口市戸塚東1-4-5 048-229-2493  

098-886-5889  飲食店営業 パーラー 第21020861号 R02.08.27 R08.08.31 金城みゆき               

              飲食店営業 居酒屋 第21020747号 R02.08.03 R08.08.31 宇江城松江               

              飲食店営業 パーラー 第21020781号 R02.08.11 R08.08.31 那良伊瑞代               

098-867-3993  飲食店営業 バー 第21020777号 R02.08.07 R08.08.31 古川直希               

098-885-8633  飲食店営業 そうざい 第21020752号 R02.08.04 R08.08.31 小橋川恭史

098-885-8633  乳類販売業 乳類販売業 第21020753号 R02.08.04 R09.08.31 小橋川恭史

098-885-8633  食肉販売業 食肉販売業 第21020754号 R02.08.04 R09.08.31 小橋川恭史

098-885-8633  魚介類販売業 魚介類販売業 第21020755号 R02.08.04 R09.08.31 小橋川恭史

098-962-9923  飲食店営業 居酒屋 第21020756号 R02.08.04 R08.08.31 波照間正樹               

              飲食店営業 バー 第21020771号 R02.08.06 R08.08.31 儀間美奈               

              飲食店営業 バー 第21020764号 R02.08.05 R08.08.31 松茂良早誉子               

              飲食店営業 バー 第21020772号 R02.08.06 R08.08.31 當眞嗣之奨               

              飲食店営業 居酒屋 第21020820号 R02.08.17 R08.08.31 株式会社ARCH 代表取締役 島袋志文 那覇市若狭3-28-11　1F 098-866-9343  

098-836-8381  そうざい製造業 そうざい製造業 第21020765号 R02.08.05 R08.08.31 有限会社漢美人本舗 代表取締役 金城一志 那覇市字古波蔵96-7 098-836-8381  

              飲食店営業 簡易営業 第21020757号 R02.08.04 R07.08.31 荷川取健二               

              飲食店営業 食堂 第21020792号 R02.08.12 R08.08.31 塩川正子               

飲食店営業 バー 第21020766号 R02.08.05 R08.08.31 安谷屋友滋               

098-885-2012  そうざい製造業 そうざい製造業 第21020758号 R02.08.04 R08.08.31 株式会社モンマルトル 代表取締役 植村慎太朗 那覇市真嘉比1-1-3 1階 098-885-2012  

              飲食店営業 バー 第21020773号 R02.08.06 R08.08.31 山田朝海               

              飲食店営業 弁当屋 第21020774号 R02.08.06 R08.08.31 水野ひとみ               

              食肉販売業 食肉販売業 第21020778号 R02.08.07 R08.08.31 TAP HOA VIET-NAHA合同会社 代表社員 グエン・ニャ・ヌー・イー 那覇市牧志3-2-43　2階               

              魚介類販売業 魚介類販売業 第21020779号 R02.08.07 R08.08.31 TAP HOA VIET-NAHA合同会社 代表社員 グエン・ニャ・ヌー・イー 那覇市牧志3-2-43　2階               

              飲食店営業 中華料理 第21020793号 R02.08.12 R08.08.31 宝珠株式会社 代表取締役 崎本宝珠 那覇市松尾1-15-29　501               

098-884-6755  飲食店営業 居酒屋 第21020775号 R02.08.06 R08.08.31 知念みどり               那覇市首里末吉町4-2-21

那覇市牧志1-2-1花ビル3階

那覇市仲井真279-26

那覇市松山2-25-17

那覇市松山1-19-18東和商事ビル3-A

那覇市松山2-9-7エリタージュK1階

那覇市三原1-10-25森山ビル103

那覇市首里山川町2-1-4

那覇市宇栄原947

那覇市牧志3-2-43-2F

那覇市牧志3-2-43-2F

那覇市松尾1-2-13

那覇市松山2-10-6WATER4-A

那覇市真嘉比2-5-11他5筆

那覇市真嘉比2-5-11他5筆

那覇市真嘉比1-1-3エリタージュK1階

那覇市真嘉比2-5-11他5筆

那覇市真嘉比2-5-11他5筆

那覇市若狭1-12-17-1F

那覇市西1-21-11AZビル4-A号室

那覇市東町4-12東壱番館B101

那覇市久茂地1-2-1

那覇市田原210-2

那覇市安里1-5-3

那覇市首里儀保町1-36

那覇市牧志3-9-30

那覇市牧志3-5-1

那覇市久茂地3-9-11アーバンビル4F

那覇市安里388-11-102

那覇市曙3-11-13

那覇市曙3-11-13

那覇市曙3-11-13

那覇市曙3-11-13

那覇市久茂地3-13-15

那覇市安里410-4

那覇市泉崎1-21-21

那覇市牧志3-10-7

那覇市首里鳥堀町1-46

那覇市牧志2-1-17牧志スポーツビル2F

モンマルトル

営業所所在地

那覇市内

串かつ田中 久茂地店

沖縄料理　あさひ

自然派食堂　タマテバコ

セブンイレブン那覇真嘉比2丁目店

セブンイレブン那覇真嘉比2丁目店

セブンイレブン那覇真嘉比2丁目店

セブン-イレブン那覇曙3丁目店

トラットリア　ヤマザキ

BAR　SHAVE

島唄ライブ居酒屋　結歌

TAP HOA VIET-NAHA

TAP HOA VIET-NAHA

～　シエラ　～

荷川取商店

BAR　CALMA

営業所名所

THE LADY

榮椿

島バナナ

Gaian

（有）漢美人本舗

BAR　Achami

むら家

Bento屋

ぴあす　pierce

中国茶館　パンダ飲茶

営業の種類

もつ焼き四番屋

セブンイレブン那覇真嘉比2丁目店

天猫　てぃんまやー

セブン-イレブン那覇曙3丁目店

居酒屋　まさき

Honey,I'mGood

麺家　ゆきたく

セブン-イレブン那覇曙3丁目店

セブン-イレブン那覇曙3丁目店

那覇市首里汀良町2-31

ストリートパーラー　シュリ

貫太郎

やさいや友利

弁慶の台所

上原商店

居酒屋新天地
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R2.8.1～R2.8.31
新規営業許可施設

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 申請者住所 申請者電話番号
              アイスクリーム類製造業 ｱｲｽｸﾘｰﾑ類製造業第21020802号 R02.08.13 R08.08.31 株式会社美十 代表取締役社長酒井宏彰 京都市南区西九条高畠町35-2 075-681-0201  

              菓子製造業 菓子製造業 第21020803号 R02.08.13 R08.08.31 株式会社美十 代表取締役社長酒井宏彰 京都市南区西九条高畠町35-2 075-681-0201  

098-960-3271  菓子製造業 菓子製造業 第21020804号 R02.08.13 R08.08.31 武富聡子               

098-960-3271  そうざい製造業 そうざい製造業 第21020805号 R02.08.13 R08.08.31 武富聡子               

飲食店営業 スナック 第21020794号 R02.08.12 R08.08.31 合同会社Toi Tree 代表社員 青山朋佳 浦添市宮城4-18-20　403号室               

098-975-9233  飲食店営業 寿司屋 第21020782号 R02.08.11 R08.08.31 株式会社ハッピーハント 代表取締役 山岸雄人 西東京市住吉町1-21-23 042-452-5449  

098-917-2955  飲食店営業 小料理 第21020795号 R02.08.12 R08.08.31 株式会社うとぅいむち 代表取締役 金城加奈美 那覇市松山2-1-13　1階 098-917-2955  

              飲食店営業 そうざい 第21020821号 R02.08.17 R08.08.31 藤原克也               

              食肉販売業 食肉販売業 第21020822号 R02.08.17 R09.08.31 藤原克也               

              魚介類販売業 魚介類販売業 第21020823号 R02.08.17 R09.08.31 藤原克也               

              乳類販売業 乳類販売業 第21020824号 R02.08.17 R09.08.31 藤原克也               

098-862-6292  飲食店営業 そうざい 第21020806号 R02.08.13 R08.08.31 宮城敦               

098-862-6292  乳類販売業 乳類販売業 第21020807号 R02.08.13 R09.08.31 宮城敦               

              飲食店営業 ﾅｲﾄｽﾅｯｸ 第21020818号 R02.08.14 R08.08.31 前川浩之介               

098-858-2355  飲食店営業 おでん 第21020817号 R02.08.14 R08.08.31 兼次八重美               

              飲食店営業 バー 第21020808号 R02.08.13 R08.08.31 比嘉駿               

098-863-3455  魚介類販売業 魚介類販売業 第21020816号 R02.08.14 R08.08.31 大城博康               

098-861-7383  飲食店営業 そば屋 第21020809号 R02.08.13 R08.08.31 株式会社沖縄テクノクリエイト 代表取締役 金城康次 那覇市辻2-8-21 098-988-3866  

              飲食店営業 カフェー 第21020815号 R02.08.14 R08.08.31 當銘真也               

098-863-7200  飲食店営業 レストラン 第21020850号 R02.08.24 R08.08.31 AJITA株式会社 代表取締役 ロハニ・アジタ 那覇市牧志3-15-51　2F 098-863-7200  

飲食店営業 パーラー 第21020814号 R02.08.14 R08.08.31 上原麻寿男               

098-963-9492  飲食店営業 バー 第21020835号 R02.08.20 R08.08.31 西崎宏幸               

098-943-1339  飲食店営業 バー 第21020857号 R02.08.26 R08.08.31 株式会社リゾートリビング沖縄 代表取締役 波照間正作 那覇市西1-4-11　4-B 098-943-1355  

098-863-0995  飲食店営業 カフェー 第21020836号 R02.08.20 R08.08.31 赤嶺望               

              飲食店営業 スナック 第21020879号 R02.08.31 R08.08.31 岡田良子               

098-884-7310  飲食店営業 食堂 第21020880号 R02.08.31 R08.08.31 松原貴文               

098-988-9502  飲食店営業 バー 第21020834号 R02.08.19 R08.08.31 岡本和則               

              飲食店営業 バー 第21020845号 R02.08.21 R08.08.31 仲村美乃               

098-886-2373  飲食店営業 食堂 第21020858号 R02.08.26 R08.08.31 豊　小枝子

098-864-2525  飲食店営業 バー 第21020837号 R02.08.20 R08.08.31 島尻雅彦

              飲食店営業 スナック 第21020869号 R02.08.28 R08.08.31 野澤操子               

098-863-8653  飲食店営業 バー 第21020846号 R02.08.21 R08.08.31 宮城和也               

              飲食店営業 食堂 第21020838号 R02.08.20 R08.08.31 宮城恭代               

098-861-1769  そうざい製造業 そうざい製造業 第21020862号 R02.08.27 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　2F 098-861-1769  

              飲食店営業 自動車営業 第21020839号 R02.08.20 R07.08.31 又吉聖矢               

              飲食店営業 居酒屋 第21020847号 R02.08.21 R08.08.31 楊忠鳳               

098-863-5228  飲食店営業 食堂 第21020859号 R02.08.26 R08.08.31 関口吉博               

              飲食店営業 バー 第21020870号 R02.08.28 R08.08.31 岡薗美香               

              飲食店営業 カフェー 第21020848号 R02.08.21 R08.08.31 油矢由花利               

              飲食店営業 パーラー 第21020871号 R02.08.28 R08.08.31 前田智嗣               

              飲食店営業 バー 第21020851号 R02.08.25 R08.08.31 マザーシップ合同会社 代表社員 鈴江憲 那覇市久茂地2-2-2　2F               

飲食店営業 バー 第21020872号 R02.08.28 R08.08.31 義元公隆               

飲食店営業 バー 第21020863号 R02.08.27 R08.08.31 大城陽平               

098-851-4111  菓子製造業 菓子製造業 第21020864号 R02.08.27 R08.08.31 石川隆昇               

那覇市安里388-22　大村ビル102号

那覇市久茂地1-8-3-2F

那覇市泉崎2-1-7-1F

那覇市安里1-4-15　梅村ビル1階

那覇市久米2-12-1

那覇市久米2-8-8　新栄プロパティービル5-C

那覇市安里388-1栄町市場内

那覇市楚辺1-5-10

那覇市久米2-6-7　プラザエポックビル203号室

那覇市東町5-14　ポストビル203号室

那覇市樋川2-3-1　のうれんプラザ119-2

那覇市久米2-10-6　新垣ビル2F

沖縄本島内一円

那覇市松尾2-9-7

那覇市西1-21-11　AZビル1階1-C号室

那覇市首里石嶺町1-155-1-1F

那覇市松山1-8-8　オーキッド松山6A　

那覇市字大道172-20　サンマリアビル301

那覇市首里金城町2-36

那覇市牧志2-17-44　石川ビル2F

那覇市宇栄原1-28-1ハラ産業ビル202

那覇市牧志2-13-6　カカズハイムビル2F

那覇市真嘉比1-28-9

那覇市久茂地2-24-18

那覇市東町11-17

那覇市松山2-9-1　昭南産業ビル2階

那覇市牧志3-2-10　てんぶす那覇1F-A-1

那覇市若狭2-2-12　ビクトリアホテルB1

那覇市高良1-11-13-1F

那覇市松山2-14-1-501号室

那覇市港町1-1-18　泊いゆまち内　16

那覇市辻2-8-21-2F

那覇市松山2-1-13-1F 

那覇市首里大名町3-35-3

那覇市首里大名町3-35-3

那覇市首里大名町3-35-3

那覇市首里大名町3-35-3

那覇市牧志3-2-10　てんぶす那覇1F-A-1

那覇市松尾2-8-19

那覇市松尾2-8-19

那覇市泉崎2-3-7-1F

那覇市泉崎2-3-7-1F

那覇市銘苅1-4-13-2F

那覇市久茂地2-17-1　リバティビル102

営業所所在地

パーラーさぁたん

Bar stir laboratory

ホテル　リビングイン旭橋駅前　プレミア

NEW AZIENT CLUB

味処　たんぽぽ

Girls'Bar ARROWS

鳳凰餃子

名代蕎麦処　美濃作

shot bar Loop

おでん　たから

エベレスト　カリーハウス

海神

club Apis

セブンイレブン那覇首里大名町3丁目店

食堂　Sajiro

食堂　Sajiro

みんさーカフェ

ローソン国際通牧志店

ローソン国際通牧志店

バナナパラダイス

喜多郎寿し　那覇久茂地店

セブンイレブン那覇首里大名町3丁目店

セブンイレブン那覇首里大名町3丁目店

セブンイレブン那覇首里大名町3丁目店

Bar　AHHO

赤道ラーメン　久米ライフセンター前店

ホールプレイス

La　Vague

masacari

ICHI　BAR

営業所名所
バナナパラダイス

九州女

Den・Den

さくら

SP kitchen

モラカフェ

えん

Taco-cafe

ゆくい処　石だたみ

BAR SKY ROSE

アンマーの味＆桂

味と踊りの竜宮城うらしま

営業の種類

ちむ

芸能館
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