
R3.3.1～R3.3.31
継続営業許可施設

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
株式会社りゅうせき低温流通物流
センター

那覇市港町3-7-35 098-862-2549
食品の冷凍又は冷蔵
業

食品の冷凍又は
冷蔵業

第21022025号 R03.03.01 R10.03.31 株式会社りゅうせき低温流通 代表取締役 遠山剛正 沖縄県 那覇市港町3-7-35 098-862-2549

沖縄赤十字病院 那覇市与儀1-3-1 098-834-4140 飲食店営業 食堂 第21022089号 R03.03.11 R10.03.31 日清医療食品株式会社 代表取締役 菅井正一 東京都 千代田区丸の内2-7-3 098-864-2522

一口茶房 那覇市久茂地1-1-1 リウボウB1  菓子製造業 菓子製造業 第21022043号 R03.03.04 R09.03.31 長岡雄二

キーコーヒー 那覇市久茂地1-1-1 パレット久茂地B-1 098-869-2881 喫茶店営業 喫茶店営業 第21022071号 R03.03.09 R09.03.31 沖縄キーコーヒー株式会社 代表取締役 島袋嘉一 沖縄県 豊見城市豊崎3-83 098-996-1771
小料理屋 菜彩 那覇市久茂地3-11-7 古謝ビル1階 098-860-5500 飲食店営業 小料理 第21022044号 R03.03.04 R09.03.31 比嘉ひろ子
和きっちん九 那覇市東町27-17 兼次ビル1F 098-866-4871 飲食店営業 小料理 第21022064号 R03.03.08 R09.03.31 宮城優一郎
V21じょうがく食品館 那覇市楚辺1-14-10 098-891-3031 飲食店営業 寿司屋 第21022072号 R03.03.09 R09.03.31 株式会社サンエー 代表取締役 上地哲誠 沖縄県 宜野湾市大山7-2-10 098-898-2262
株式会社第一パン 石嶺工場 那覇市首里石嶺町3-4-1 2F 098-887-2018 菓子製造業 菓子製造業 第21022090号 R03.03.11 R09.03.31 株式会社第一パン 代表取締役 新垣清太 沖縄県 那覇市首里石嶺町4-236 098-886-2018
有限会社花ぐすく香華堂（パレット
久茂地店）

那覇市久茂地1-1-1
パレット久茂地内デパートリ
ウボウ地下１階

098-862-3851 飲食店営業 そうざい 第21022164号 R03.03.23 R09.03.31 有限会社花ぐすく香華堂 代表取締役 花城嘉代子 沖縄県 那覇市田原2-2-3 098-859-0524

新屋敷ストア 那覇市泊3-2-14 098-868-9011 乳類販売業 乳類販売業 第21022073号 R03.03.09 R10.03.31 玉城秀一
ファミリーマート 那覇市立病院店 那覇市古島2-31-1 098-882-3235 飲食店営業 そうざい 第21022137号 R03.03.19 R09.03.31 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
Leopard 那覇市東町11-18 東町プラネット2-B 098-867-9358 飲食店営業 バー 第21022081号 R03.03.10 R09.03.31 西岡梨緒奈
梨杏 那覇市東町5-9 新琉ビル3階-2 098-868-6513 飲食店営業 スナック 第21022082号 R03.03.10 R09.03.31 親川和美
CLAIRE 那覇市久米2-8-8 新栄プロパティ久米　2階 098-867-3252 飲食店営業 スナック 第21022074号 R03.03.09 R09.03.31 與儀恵里香
ちぬまん 久茂地店 那覇市久茂地3-2-1 098-917-1475 飲食店営業 食堂 第21022098号 R03.03.12 R09.03.31 株式会社沖縄観光開発 代表取締役 新垣さとみ 沖縄県 糸満市字武富589-3 098-996-5432
パーラー ゆいゆい 那覇市牧志3-1-1 市場本通り内 飲食店営業 パーラー 第21022111号 R03.03.16 R09.03.31 西銘直子
御菓子御殿 国際通り松尾店 那覇市松尾1-2-5 3階 098-862-0334 飲食店営業 レストラン 第21022171号 R03.03.24 R09.03.31 株式会社御菓子御殿 代表取締役 澤岻英樹 沖縄県 中頭郡読谷村字宇座657-1 098-958-7333
Mongoose(マングース) 那覇市牧志2-23-7 1F 飲食店営業 カフェー 第21022112号 R03.03.16 R09.03.31 玉城勘司
韓美膳DELI 那覇市久茂地1-1-1 パレット久茂地地下1F 098-866-6780 飲食店営業 そうざい 第21022138号 R03.03.19 R09.03.31 株式会社GANJYU 代表取締役 上間政博 沖縄県 豊見城市字豊崎3-64 098-840-2920
割烹 叶 那覇市久茂地2-6-2 久茂地ガーデンビル2A-1 098-869-2588 飲食店営業 割烹 第21022125号 R03.03.18 R09.03.31 松浦隆裕
株式会社リウボウフーズ 那覇市久茂地1-1-1 098-867-1288 飲食店営業 そうざい 第21022161号 R03.03.23 R09.03.31 株式会社リウボウフーズ 代表取締役 糸数剛一 沖縄県 浦添市勢理客2-14-18 098-942-4077
株式会社リウボウフーズ 那覇市久茂地1-1-1 098-867-1288 菓子製造業 菓子製造業 第21022160号 R03.03.23 R09.03.31 株式会社リウボウフーズ 代表取締役 糸数剛一 沖縄県 浦添市勢理客2-14-18 098-942-4077
グリーン・グルメ リウボウ店 那覇市久茂地1-1-1 B1F  飲食店営業 そうざい 第21022113号 R03.03.16 R09.03.31 株式会社リウボウストア 代表取締役 糸数剛一 沖縄県 那覇市松尾1-9-49 098-867-2060
成² 那覇市牧志1-6-15 1F 098-868-2329 飲食店営業 居酒屋 第21022118号 R03.03.17 R09.03.31 山城康成
デパートリウボウ B1 グルメステー
ジ

那覇市久茂地1-1-1 地下1階 098-867-1171 飲食店営業 食堂 第21022198号 R03.03.26 R09.04.30
株式会社リウボウインダスト
リー

代表取締役 糸数剛一 沖縄県 那覇市久茂地1-1-1 098-867-1171

さそり座 那覇市長田1-24-13 1F 098-836-5779 飲食店営業 パーラー 第21022139号 R03.03.19 R09.03.31 林孟儒
ローリングビーンズ 那覇市松川3-17-1 098-886-6066 喫茶店営業 喫茶店営業 第21022119号 R03.03.17 R09.03.31 上田雅明
銀河 那覇市松山1-8-13 比嘉ビル1階 098-863-0135 飲食店営業 ﾅｲﾄｽﾅｯｸ 第21022140号 R03.03.19 R09.03.31 照屋芳和
童（わらび） 那覇市東町12-2 グレープハウスビル2F-B 098-863-6369 飲食店営業 食堂 第21022196号 R03.03.26 R09.03.31 山添仁
TSUKA2 那覇市首里鳥堀町1-46 B1  飲食店営業 居酒屋 第21022233号 R03.03.31 R09.03.31 永山司
Cocotte3丁目cafe＆雑貨 那覇市前島3-7-14 オレンジハウス1F 098-861-9508 飲食店営業 食堂 第21022141号 R03.03.19 R09.03.31 東江美智代
ル・セイグル 那覇市安里1-8-23 f・ラジエル301  菓子製造業 菓子製造業 第21022251号 R03.03.31 R09.03.31 四方令子
ニュース棟 食堂 那覇市字大道88-5 1F 098-885-5330 飲食店営業 食堂 第21022193号 R03.03.26 R09.03.31 石川正一
ふみ月 那覇市東町5-9 新琉ビル2F  飲食店営業 ﾅｲﾄｽﾅｯｸ 第21022142号 R03.03.19 R09.03.31 新里めぐみ
キッチン トライ 那覇市松尾1-11-2 長嶺アパート1F 098-863-5757 飲食店営業 弁当屋 第21022183号 R03.03.25 R09.03.31 泉秀浩
すき家 329号那覇上間店 那覇市上間276-1 098-855-0711 飲食店営業 食堂 第21022208号 R03.03.29 R09.04.30 株式会社すき家 代表取締役 小川一政 東京都 港区南2-18-1  
ドンク沖縄リウボウ店 那覇市久茂地1-1-1 B1F 098-869-8227 飲食店営業 レストラン 第21022192号 R03.03.26 R09.03.31 株式会社ドンク 代表取締役 中土忠 兵庫県 神戸市中央区三宮町2-10-19 078-441-2041
ドンク沖縄リウボウ店 那覇市久茂地1-1-1 B1F 098-869-8227 菓子製造業 菓子製造業 第21022191号 R03.03.26 R09.03.31 株式会社ドンク 代表取締役 中土忠 兵庫県 神戸市中央区三宮町2-10-19 078-441-2041
ぶくぶく茶屋嘉例（かりぃ） 那覇市首里池端町9 098-885-5017 飲食店営業 パーラー 第21022172号 R03.03.24 R09.03.31 大城博子
ちょっと・・・ 那覇市樋川1-28-33 098-832-0384 飲食店営業 居酒屋 第21022209号 R03.03.29 R09.04.30 高江洲和輝
SORIANO 那覇市安里385  飲食店営業 バー 第21022184号 R03.03.25 R09.03.31 友寄貴夫
焼膳 那覇市牧志1-16-10 098-868-5390 飲食店営業 居酒屋 第21022216号 R03.03.30 R09.04.30 玉城善信
飲食店 だるま 那覇市古島2-23-1 飲食店営業 食堂 第21022195号 R03.03.26 R09.03.31 當山あゆみ
イヤリング 那覇市牧志3-9-3 098-864-2860 飲食店営業 バー 第21022190号 R03.03.26 R09.03.31 久高タミ子
Aloha(アロハ) 那覇市宇栄原1-11-3 098-859-1713 飲食店営業 仕出し屋 第21022231号 R03.03.31 R09.03.31 粟国千明
リラクゼーションサロン＆ティー
ルームRIES～リーズ～

那覇市おもろまち4-6-17 おもろパークテラスB3-3 098-943-3980 喫茶店営業 喫茶店営業 第21022250号 R03.03.31 R09.03.31 大石大祐

浪花ひとくち餃子 餃々 那覇松山 那覇市松山1-8-19 シティまつやまビル1F-B 098-861-3677 飲食店営業 居酒屋 第21022249号 R03.03.31 R09.04.30 ジョイプラス株式会社 代表取締役 大城敬一 沖縄県 那覇市上間1-9-10 098-854-9808
松亭 那覇市小禄1-31-15 1F 098-858-6836 飲食店営業 食堂 第21022215号 R03.03.30 R09.03.31 松本一德
ファミリーマート銘苅三丁目店 那覇市銘苅3-22-19 098-864-1533 飲食店営業 そうざい 第21022214号 R03.03.30 R09.03.31 渡慶次道和
黒門徳乃介 那覇市松尾1-9-33  飲食店営業 寿司屋 第21022248号 R03.03.31 R09.03.31 德山孝二
炭焼牛たん東山・ウッチェリーノ
沖縄リウボウ店

那覇市久茂地1-1-1 リウボウ地下1階 098-866-9875 飲食店営業 食堂 第21022227号 R03.03.30 R09.04.30 有限会社サークルエヌ 代表取締役 嘉陽宗隆 沖縄県 那覇市牧志3-2-56 098-860-9875

Bar K 那覇市松山2-14-1 玉キ米屋第5ビル503  飲食店営業 バー 第21022226号 R03.03.30 R09.03.31 又吉健一
ホテルルートイン那覇旭橋駅東
レストラン 花茶屋

那覇市泉崎1-19-12 098-860-8311 飲食店営業 レストラン 第21022225号 R03.03.30 R09.05.31 ルートインジャパン株式会社 代表取締役 永山泰樹 東京都 品川区大井1-35-3 03-3777-5515

カレーハウスCoCo壱番屋 那覇金
城店

那覇市金城5-1-1 Wa 1階 102号 098-891-8277 飲食店営業 食堂 第21022228号 R03.03.30 R09.04.30 嶋田真佐人

ドン・キー 那覇市松尾2-19-31 開南センタービル1階 098-861-8534 飲食店営業 食堂 第21022247号 R03.03.31 R09.04.30 神谷真規
串一 那覇市古波蔵3-20-1 1F 098-855-9470 飲食店営業 居酒屋 第21022246号 R03.03.31 R09.04.30 玉栄一郎
七輪焼肉安安小禄バイパス店 那覇市具志3-12-25 098-857-7648 飲食店営業 食堂 第21022245号 R03.03.31 R09.04.30 株式会社富士達 代表取締役 川上富達 神奈川県 横浜市神奈川区六角橋1-4-4 045-328-6090

ホライズンカレーワークス 那覇市内  飲食店営業 簡易営業 第21022244号 R03.03.31 R08.03.31 株式会社七海コーポレーション 代表取締役 佐藤彰延 沖縄県 那覇市曙1-13-22 1階 098-943-6552

営業所所在地 営業の種類 申請者住所
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