
R3.2.1～R3.2.28
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
エニタイムフィットネ
ス津嘉山店

那覇市仲井真373 2F  喫茶店営業 自販機 第21021903号 R03.02.10 R10.02.29 株式会社ガウラ 代表取締役 有井雅己 東京都 渋谷区東2-26-16 03-6805-0207

Bar PLUS 那覇市松山2-14-1
玉キ米屋第5ビル
602

 飲食店営業 バー 第21021844号 R03.02.02 R09.02.28 高良真弥  

ファミリーマート那覇
空港CT/S店

那覇市鏡水400 E棟  飲食店営業 そうざい 第21021936号 R03.02.16 R09.02.28
株式会社沖縄ファ
ミリーマート

代表取締役 野﨑真人 沖縄県
那覇市港町3-4-
18

098-867-2420

ファミリーマート那覇
空港CT/S店

那覇市鏡水400 E棟  乳類販売業 乳類販売業 第21021937号 R03.02.16 R10.02.29
株式会社沖縄ファ
ミリーマート

代表取締役 野﨑真人 沖縄県
那覇市港町3-4-
18

098-867-2420

ファミリーマート那覇
第2地方合同庁舎
/S店

那覇市おもろまち2-
1-1

098-860-6135 飲食店営業 そうざい 第21021859号 R03.02.04 R09.02.28
株式会社沖縄ファ
ミリーマート

代表取締役 野﨑真人 沖縄県
那覇市港町3-4-
18

098-867-2084

ファミリーマート那覇
第2地方合同庁舎
/S店

那覇市おもろまち2-
1-1

098-860-6135 乳類販売業 第21021860号 R03.02.04 R10.02.29
株式会社沖縄ファ
ミリーマート

代表取締役 野﨑真人 沖縄県
那覇市港町3-4-
18

098-867-2084

琉球Styleまつもと 那覇市泉崎1-9-13 098-861-0763 飲食店営業 レストラン 第21021836号 R03.02.01 R09.02.28
有限会社松本料
理学院

代表取締役 我那覇理恵子 沖縄県
那覇市泉崎1-9-
13

098-861-0763

ワーチキン（와치
킨、WOW Chiken）

那覇市久米2-8-14
久米八番館1-2号
室

 飲食店営業 居酒屋 第21021861号 R03.02.04 R09.02.28 趙善娥  

全色市場店 那覇市安里379-2 098-875-9855 そうざい製造業 第21021862号 R03.02.04 R09.02.28 鉢嶺慶人  
全色市場店 那覇市安里379-2 098-875-9855 食肉販売業 第21021863号 R03.02.04 R09.02.28 鉢嶺慶人  

BAR Sou 那覇市牧志2-18-7
共伸産業ビル2-A
号室

 飲食店営業 バー 第21021884号 R03.02.08 R09.02.28 大城裕貴  

おうちごはんｅ
那覇市首里真和志
町2-21-3

098-943-7216 飲食店営業 レストラン 第21021868号 R03.02.05 R09.02.28 横田桂子  

ファミリーマート那覇
三原中央通り店

那覇市三原1-30-3  飲食店営業 そうざい 第21021926号 R03.02.15 R09.02.28 株式会社MK商事 代表取締役 國吉勝 沖縄県
浦添市城間3-25-
6

サンパークパレス
浦添201号

098-878-1561

ファミリーマート那覇
三原中央通り店

那覇市三原1-30-3  乳類販売業 第21021925号 R03.02.15 R09.02.28 株式会社MK商事 代表取締役 國吉勝 沖縄県
浦添市城間3-25-
6

サンパークパレス
浦添201号

098-878-1561

ファミリーマート那覇
三原中央通り店

那覇市三原1-30-3  魚介類販売業 第21021924号 R03.02.15 R09.02.28 株式会社MK商事 代表取締役 國吉勝 沖縄県
浦添市城間3-25-
6

サンパークパレス
浦添201号

098-878-1561

しゃぶ葉那覇小禄
店

那覇市金城5-11-6 098-840-1718 食肉販売業 第21021845号 R03.02.02 R09.02.28
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 東京都
武蔵野市西久保1-
25-8

0422-37-5218

ローソン　首里駅前
店

那覇市首里汀良町
3-74

 飲食店営業 そうざい 第21021973号 R03.02.22 R09.02.28
合同会社Global
Shin Sen

代表社員 上江洲真樹 沖縄県
糸満市字潮平68-
10

098-959-0094

ローソン　首里駅前
店

那覇市首里汀良町
3-74

 乳類販売業 第21021972号 R03.02.22 R10.02.29
合同会社Global
Shin Sen

代表社員 上江洲真樹 沖縄県
糸満市字潮平68-
10

098-959-0094

あかりび 那覇市泉崎1-11-1 あらかきビル1階  飲食店営業 居酒屋 第21021869号 R03.02.05 R09.02.28 松茂良悠  
金ちゃん酒場 那覇市国場1183-5 098-836-6770 飲食店営業 居酒屋 第21021846号 R03.02.02 R09.02.28 内間順次  
サンセットヒルズイン
那覇

那覇市天久949 098-869-6388 喫茶店営業 自販機 第21021837号 R03.02.01 R10.02.29
株式会社琉仁カ
スタマーサービス

代表取締役 城英俊 沖縄県
中頭郡中城村字屋
宜286

098-895-6045

哥蓮 那覇市松山1-8-7
ロイヤルプラザⅡ
ビル3階B号室

 飲食店営業 ﾅｲﾄｽﾅｯｸ 第21021912号 R03.02.12 R09.02.28 金城清美  

Go Go Kappa 那覇市東町5-14 ポストビル3A  飲食店営業 バー 第21021847号 R03.02.02 R09.02.28 金城宏  
咲楽 那覇市安里1-1-60 太永ビル4F-A  飲食店営業 バー 第21021853号 R03.02.03 R09.02.28 奥平加代子  

BAR　ねこまんま 那覇市東町20-18 比嘉ビル2F  飲食店営業 バー 第21021838号 R03.02.01 R09.02.28
株式会社沖縄タク
ティクス

代表取締役 大城孝夫 沖縄県 那覇市西2-21-1
ル・サンク那覇西
街210号

098-860-3055

KEMURI　国際通り 那覇市牧志3-1-18 098-894-8150 飲食店営業 居酒屋 第21021904号 R03.02.10 R09.02.28 喜屋武直樹  
Bar Circus 那覇市松山1-13-8 TAPSビル4階  飲食店営業 バー 第21021893号 R03.02.09 R09.02.28 工藤大地  
Halever 那覇市内  飲食店営業 簡易営業 第21021839号 R03.02.01 R08.02.28 小松崎　礁  
刺身亭　山原 那覇市安里385  飲食店営業 居酒屋 第21021870号 R03.02.09 R09.02.28 崎山暖  
エリコーポレーション 那覇市安里388-11 098-996-3603 飲食店営業 食堂 第21021885号 R03.02.08 R09.02.28 照屋伸江
ひまわり 那覇市壺屋1-2-12 098-862-6097 飲食店営業 スナック 第21021854号 R03.02.03 R09.02.28 伊波恵子  

スナック尚 那覇市三原1-13-25
三原台マンション
202

098-832-3445 飲食店営業 スナック 第21021871号 R03.02.05 R09.02.28 根間尚子

青葉木cu
那覇市首里鳥堀町
1-46

098-927-4460 飲食店営業 スナック 第21021864号 R03.02.04 R09.02.28 富山美代子  

やきにくたんじろう
那覇寄宮店

那覇市寄宮2-5-44 赤嶺ビル1階 098-851-8998 飲食店営業 食堂 第21021872号 R03.02.05 R09.02.28 國吉真一郎  

しゃぶしゃぶ温野菜
おもろまち駅前店

那覇市おもろまち4-
17-25

新都心ヒルズ2F  食肉販売業 第21021959号 R03.02.19 R09.02.28 有限会社オオクボ 代表取締役 大久保勝 埼玉県
深谷市小前田654-
2

048-584-1750

照喜名パン製作所 那覇市国場1161-12 1F  菓子製造業 第21021939号 R03.02.17 R09.02.28 照喜名優美  
しゃぶしゃぶ温野菜
那覇天久店

那覇市天久2-28-9 RYU'Sビル2F 098-860-0831 食肉販売業 第21021894号 R03.02.09 R09.02.28 有限会社オオクボ 代表取締役 大久保勝 埼玉県
深谷市小前田654-
2

048-584-1750

営業所所在地 営業の種類 申請者住所
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しゃぶしゃぶ温野菜
那覇小禄店

那覇市鏡原町10-11 098-858-0831 食肉販売業 第21021960号 R03.02.19 R09.02.28 有限会社オオクボ 代表取締役 大久保勝 埼玉県
深谷市小前田654-
2

048-584-1750

男のきもち 那覇市若狭3-2-27
コルパック沖縄ビ
ル201

 飲食店営業 バー 第21021886号 R03.02.08 R09.02.28 金田真輝  

おきなわ焼肉ホルモ
ン　すだく那覇店

那覇市牧志2-3-17 高良ビル1F 098-917-0429 飲食店営業 居酒屋 第21021865号 R03.02.04 R09.02.28
合同会社
NSFOOD

代表社員 岸本英一郎 沖縄県
那覇市松島1-23-
1

ヒルズ真嘉比2F  

とりかわ博多かわっ
こ

那覇市牧志2-3-20
アーバンコア牧志
102号

098-943-3935 飲食店営業 居酒屋 第21021927号 R03.02.16 R09.02.28
FIRST STREET
DINING株式会社

代表取締役 小池邦彦 沖縄県
那覇市牧志1-3-
35

1F 098-869-1050

リバティ 那覇市東町4-14 7階  飲食店営業 食堂 第21021873号 R03.02.05 R09.02.28 山口千晴  
ウッドビルハウス 那覇市松尾1-2-19 1F 098-868-7434 飲食店営業 バー 第21021874号 R03.02.05 R09.02.28 末吉増斗  
ひとりしゃぶしゃぶ
いち

那覇市金城5-9-1
ワイズイン那覇小
禄駅前1F

 飲食店営業 居酒屋 第21021905号 R03.02.10 R09.02.28
株式会社ツース
リー

代表取締役 中井勇気 東京都
新宿区西新宿7-9-
6

03-6279-3008

ファミリーマート　那
覇鏡原中学校前

那覇市小禄1-3-10  飲食店営業 そうざい 第21022008号 R03.02.25 R09.02.28 有限会社TS企画 取締役 照屋哲 沖縄県 那覇市小禄2-2-2  

ファミリーマート　那
覇鏡原中学校前

那覇市小禄1-3-10  乳類販売業 第21022007号 R03.02.25 R09.02.28 有限会社TS企画 取締役 照屋哲 沖縄県 那覇市小禄2-2-2  

DQ（デンジャラスク
イーン）

那覇市壺屋1-2-12 仲原ビル206  飲食店営業 バー 第21021875号 R03.02.05 R09.02.28 宮里優  

BAR RIZE 那覇市安里388-6 098-943-6966 飲食店営業 バー 第21021887号 R03.02.08 R09.02.28 前泊康彦  

BAR 弁K
那覇市古波蔵2-24-
24

098-851-7921 飲食店営業 バー 第21021991号 R03.02.24 R09.02.28 宮里章司  

BAR　夢叶象ガネー
シャ

那覇市寄宮3-15-17 098-835-0585 飲食店営業 バー 第21021888号 R03.02.08 R09.02.28 宮里章司  

BAR Between 那覇市長田1-23-22 098-855-7778 飲食店営業 バー 第21021992号 R03.02.24 R09.02.28 前泊康彦  

White 那覇市東町17-11
ふくろう館4階401
号室

 飲食店営業 バー 第21021913号 R03.02.12 R09.02.28 中野幸仁  

マリア 那覇市久米1-15-6 1階  飲食店営業 レストラン 第21021889号 R03.02.08 R09.02.28 比嘉　朗  
駒 那覇市安里388-141 大山アパート104 098-887-2577 飲食店営業 ﾅｲﾄｽﾅｯｸ 第21021906号 R03.02.10 R09.02.28 佐久間香  
カラオケ　ミィ 那覇市安里388-1 098-885-9456 飲食店営業 バー 第21021907号 R03.02.10 R09.02.28 玉城しのぶ  
鼠 那覇市久茂地3-9- UD久茂地ビル屋  飲食店営業 バー 第21021928号 R03.02.16 R09.02.28 菅﨑将市  
鉄板焼だん 那覇市牧志2-15-9 101-B  飲食店営業 居酒屋 第21021895号 R03.02.09 R09.02.28 団上博斗  

Citrine
那覇市久茂地2-19-
16

BG Plaza5－C  飲食店営業 バー 第21021896号 R03.02.09 R09.02.28 幸喜勇斗  

(有)漢美人本舗
那覇市仲井真279-
26

098-851-4581 飲食店営業 食堂 第21021908号 R03.02.10 R09.02.28
有限会社漢美人
本舗

代表取締役 金城一志 沖縄県
那覇市仲井真279-
26

098-851-4581

こてん 那覇市松山1-7-1
松山ガーデンビル
2-D

 飲食店営業 居酒屋 第21021914号 R03.02.12 R09.02.28 中村哲也  

BAR Asty Okinawa 那覇市松山2-1-18 住太郎ビル6-Ｃ 098-943-2104 飲食店営業 バー 第21021993号 R03.02.24 R09.02.28 照屋博之  
タコトロピカル 那覇市内  飲食店営業 簡易営業 第21021897号 R03.02.09 R08.02.28 灰野遼  
kitchen 084 那覇市内 098-868-0840 飲食店営業 簡易営業 第21021898号 R03.02.09 R08.02.28 山口翔太  
からあげ本舗　金の
鶏　津嘉山店

那覇市仲井真379-2  飲食店営業 食堂 第21021915号 R03.02.12 R09.02.28 比嘉利宗  

沖縄宝島 那覇市内  飲食店営業 簡易営業 第21021916号 R03.02.12 R08.02.28
株式会社沖縄物
産企業連合

代表取締役 羽地朝昭 沖縄県
那覇市金城3-8-
11

098-857-7200

Bar Vell 那覇市松山1-35-21 大福館ビル3-B  飲食店営業 バー 第21021921号 R03.02.15 R09.02.28 赤嶺杏奈  

築地銀だこ 沖縄本島内一円  飲食店営業 自動車営業 第21021971号 R03.02.22 R08.02.28
株式会社沖縄の
空と海

代表取締役 安西孝博 沖縄県 那覇市金城5-1-1 WA!ビル308号  

Bar Two-Three 那覇市宇栄原4-1-3 102  飲食店営業 バー 第21021950号 R03.02.18 R09.02.28 阿波根和樹  

元祖どないや沖縄 那覇市牧志3-2-51 奥間ビル1-A 098-867-6551 飲食店営業 居酒屋 第21021961号 R03.02.19 R09.02.28
有限会社金城
コーポレーション

代表取締役 金城貴之 沖縄県
那覇市三原2-10-
15

098-854-2769

スウィーティー 那覇市久米2-2-14 ルネサンス久米7 098-869-7771 飲食店営業 バー 第21021940号 R03.02.17 R09.02.28 比嘉祐治  

HOT BOX 那覇市東町19-10
イバック東町ビル
3-A

 飲食店営業 バー 第21021941号 R03.02.17 R09.02.28 上地大志郎  

Woman's Bar
Cherish

那覇市東町12-1
ミリオンプラザビル
1　3-A

 飲食店営業 バー 第21021942号 R03.02.17 R09.02.28 西村沙希子  

DEPSY 那覇市松尾2-11-22  飲食店営業 バー 第21021970号 R03.02.22 R09.02.28 新里健  
CB 那覇市壺屋1-10-1 623BLD 102  飲食店営業 バー 第21021943号 R03.02.17 R09.02.28 宮國博寿  
TACOS  Bar 那覇市牧志2-15-9 101-Ｂ 飲食店営業 バー 第21021951号 R03.02.18 R09.02.28 吉池藍
亀かめそば 那覇市若狭1-3-6 098-869-5253 飲食店営業 そば屋 第21021994号 R03.02.24 R09.02.28 岸本夕貴  
セブンイレブン　那
覇前島店

那覇市前島1-1-3 098-869-8009 飲食店営業 そうざい 第21021986号 R03.02.22 R09.02.28 運天太志  

セブンイレブン　那
覇前島店

那覇市前島1-1-3 098-869-8009 乳類販売業 第21021985号 R03.02.22 R09.02.28 運天太志  
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セブンイレブン　那
覇前島店

那覇市前島1-1-3 098-869-8009 食肉販売業 第21021984号 R03.02.22 R09.02.28 運天太志  

セブンイレブン　那
覇前島店

那覇市前島1-1-3 098-869-8009 魚介類販売業 第21021983号 R03.02.22 R09.02.28 運天太志  

GORILLA GOLF
CLUB

那覇市久茂地2-16-
24

ニュー久茂地ビル
3F

098-862-0921 飲食店営業 バー 第21021999号 R03.02.25 R09.02.28
勇気フードサービ
ス株式会社

代表取締役 下地勇気 沖縄県 那覇市前島2-1-5 098-864-2341

eight8 那覇市大道172-20 サンマリアビル302  飲食店営業 スナック 第21021952号 R03.02.18 R09.02.28 嶺井智子  
ぱぴぷぺぽ 那覇市楚辺1-3-6 神山ビル  菓子製造業 第21022000号 R03.02.25 R09.02.28 崎山光則  

株式会社国建6F
那覇市久茂地1-2-
20

098-862-1106 喫茶店営業 自販機 第21022010号 R03.02.26 R10.02.29
沖縄コカ・コーラボ
トリング株式会社

代表取締役 城英俊 沖縄県
浦添市伊祖5-14-
1

098-895-6045

株式会社国建9F
那覇市久茂地1-2-
20

098-862-1106 喫茶店営業 自販機 第21022011号 R03.02.26 R10.02.29
沖縄コカ・コーラボ
トリング株式会社

代表取締役 城英俊 沖縄県
浦添市伊祖5-14-
1

098-895-6045

美膳米工房
那覇市首里石嶺町
2-83-1

宮平アパート2B  菓子製造業 第21021969号 R03.02.22 R09.02.28 山内美由紀  

BLANCO 那覇市内  飲食店営業 簡易営業 第21021962号 R03.02.19 R08.02.28 田本精一郎  

Tsumugi 那覇市松山2-9-3 K2ビル4-A  飲食店営業 レストラン 第21022009号 R03.02.26 R09.02.28
株式会社アットバ
ディ

代表取締役 向和人 東京都
新宿区高田馬場4-
1-6

03-5937-4075

Pt Cafe4 那覇市松山2-16-12 福島ビル4-D  飲食店営業 バー 第21021968号 R03.02.22 R09.02.28 福島和也  
シーサー神社 那覇市壺屋1-7-9 098-862-7800 飲食店営業 バー 第21022012号 R03.02.26 R09.02.28 宮城光男  

Trillion 那覇市壺屋2-8-1
第2マンションひめ
ゆり1F

 飲食店営業 バー 第21021995号 R03.02.24 R09.02.28 安座間千寿  

旅の寄所 那覇市久茂地3-9-6 森家ビル3階C  飲食店営業 小料理 第21022001号 R03.02.25 R09.02.28 中川幸治  

ホルモン　スタート 那覇市松山1-7-1
松山ガーデンビル
1F

098-917-4129 飲食店営業 レストラン 第21022002号 R03.02.25 R09.02.28
株式会社沖縄ここ
から

代表取締役 又吉佳祐 沖縄県
浦添市西原2-19-
5

098-800-1886

G 那覇市小禄656-6  飲食店営業 レストラン 第21022013号 R03.02.26 R09.02.28 下村和晃  

club AZUL 那覇市松山1-14-16
ニューサミットビル
5階号室

 飲食店営業 カフェー 第21022014号 R03.02.26 R09.02.28 北島京祐  

和晩酌　嶺 那覇市久米1-7-21 102号室  飲食店営業 割烹 第21022003号 R03.02.25 R09.02.28 稲嶺盛伍  
Tiffany 那覇市松山2-9-7 クリスタルビル4-A  飲食店営業 バー 第21022015号 R03.02.26 R09.02.28 比嘉駿  

アニソンバー百式 那覇市久米1-12-14 アップルビル5-b 098-943-5488 飲食店営業 バー 第21022016号 R03.02.26 R09.02.28
設立発起人　前原
康之

 

voyage 那覇市松山2-10-1 39プラザ5F  飲食店営業 バー 第21022017号 R03.02.26 R09.02.28 根間勉  
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