
R3.3.1～R3.3.31
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
琉球Dining　ひがし町家 那覇市東町4-12 東壱番館2階 098-866-8702 飲食店営業 居酒屋 第21022122号 R03.03.18 R09.03.31 有限会社ザバレスエンタープライズ 取締役 津波古功 沖縄県 那覇市若狭1-1-6 098-867-9690
本家　亀そば　わかさ店 那覇市若狭1-1-6 098-867-9690 飲食店営業 食堂 第21022079号 R03.03.10 R09.03.31 有限会社ザバレスエンタープライズ 取締役 津波古功 沖縄県 那覇市若狭1-1-6 098-867-9690
寄宮せんべろからおけ 那覇市寄宮3-19-5  飲食店営業 バー 第21022036号 R03.03.04 R09.03.31 下津佐仁
Kitchen　クチナ 那覇市天久2-9-13 クチナドーム1階  飲食店営業 パーラー 第21022166号 R03.03.23 R09.03.31 小禄あつ子
茶屋．小料理　たにもと 那覇市安里382 C  飲食店営業 小料理 第21022127号 R03.03.19 R09.03.31 谷本拓也
炭火串焼　鶏坊　小禄店 那覇市金城2-11-4 098-858-0175 そうざい製造業 そうざい製造業 第21022093号 R03.03.12 R09.03.31 平良一也
福飯 那覇市東町17-11 103号  そうざい製造業 そうざい製造業 第21022083号 R03.03.11 R09.03.31 上原幸隆

米風亭NAHA 那覇市若狭1-3-17 フランスビル1F-B  飲食店営業 食堂 第21022037号 R03.03.04 R09.03.31 TAK FOOD COMPANY株式会社 代表取締役 土門拓朗 北海道 札幌市中央区南三条西1-9-22 フロンティアビル3階  

カリーノ 那覇市松山1-29-7 ホテルカクテルステイナハ1F  飲食店営業 レストラン 第21022108号 R03.03.16 R09.03.31 株式会社シーズン 代表取締役 齋藤喜幸 東京都 文京区大塚1-5-23 03-5319-1891
桜坂すとぅ 那覇市牧志3-9-30  飲食店営業 バー 第21022028号 R03.03.02 R09.03.31 比嘉絵美里
Music＆Sports Café Z-2 那覇市久茂地2-19-16 BG Plaza5-B  飲食店営業 バー 第21022165号 R03.03.23 R09.03.31 座安亮摩
桜庭 那覇市おもろまち4-17-14 クイーンヒルズビル702  飲食店営業 バー 第21022029号 R03.03.02 R09.03.31 平良拓也
GOLD WELL 那覇市久茂地1-1-1  菓子製造業 菓子製造業 第21022022号 R03.03.01 R09.03.31 キセキノ株式会社 代表取締役 金井孟 沖縄県 那覇市辻1-2-15 098-987-1828
GOLD WELL 那覇市久茂地1-1-1  喫茶店営業 喫茶店営業 第21022023号 R03.03.01 R09.03.31 キセキノ株式会社 代表取締役 金井孟 沖縄県 那覇市辻1-2-15 098-987-1828
てんてん 那覇市繁多川3-7-15  飲食店営業 仕出し屋 第21022024号 R03.03.01 R09.03.31 屋宜雄太
朱雀 那覇市安里388-10 東江ビル1F  飲食店営業 バー 第21022217号 R03.03.30 R09.03.31 髙良かおり
ビストロバル　151a 那覇市楚辺1-1-1 ソヴェール201 飲食店営業 レストラン 第21022045号 R03.03.05 R09.03.31 渡邉智博
沖縄ガス㈱ショールーム 那覇市西3-13-2 098-863-7750 喫茶店営業 自販機 第21022067号 R03.03.09 R10.03.31 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
金武アグーと山城牛のしゃぶしゃぶ専門店 那覇市牧志1-3-56 ルシェンテビル1階、2階 098-917-0090 飲食店営業 居酒屋 第21022084号 R03.03.11 R09.03.31 新垣直哉
TRIP 那覇市松山1-13-6 4F 098-863-2005 飲食店営業 バー 第21022229号 R03.03.31 R09.03.31 株式会社MJ　OKINAWA 代表取締役 松山淳一 千葉県 千葉市美浜区幕張西3-1-15 098-863-2005
ローソン自衛隊那覇駐屯地店 那覇市鏡水679 098-857-7932 魚介類販売業 魚介類販売業 第21022030号 R03.03.02 R10.03.31 一般財団法人防衛弘済会 代表理事 山本一利 東京都 新宿区北山伏町1-11 03-5946-8701
松島こども園 那覇市古島2-30-12 098-943-3558 飲食店営業 食堂 第21022068号 R03.03.09 R09.03.31 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 03-3287-3611
くまから 那覇市牧志3-8-25 1F　103  飲食店営業 スナック 第21022063号 R03.03.08 R09.03.31 玉寄東作
Bar　裏庭 那覇市松山2-14-1 玉キ米屋第５ビル　502 飲食店営業 バー 第21022177号 R03.03.25 R09.03.31 上原　翔
Zion 那覇市松山1-14-16 サミットビル2-A 飲食店営業 バー 第21022085号 R03.03.11 R09.03.31 上原翔
ホワイトボード 那覇市泉崎1-14-7 阮氏ビル303  飲食店営業 バー 第21022031号 R03.03.02 R09.03.31 久手堅美香

kukulu 那覇市牧志3-6-41 島商会ビル2F 098-943-8502 そうざい製造業 そうざい製造業 第21022109号 R03.03.16 R09.03.31
特定非営利活動法人沖縄青少年自
立援助センターちゅらゆい

理事 金城隆一 沖縄県 那覇市牧志3-6-41 島商会ビル2階 098-943-8502

たまご屋＆七転びちゃー起きー 那覇市松尾2-21-14  飲食店営業 居酒屋 第21022046号 R03.03.05 R09.03.31 知念慶一
スモークフーズ沖縄 那覇市西1-10-18 ねろめビル1F 098-868-5677 食肉製品製造業 食肉製品製造業 第21022038号 R03.03.04 R09.03.31 宮平武尚
よっちゃん亭 那覇市安里388-125 大山ビル1F  飲食店営業 レストラン 第21022047号 R03.03.05 R09.03.31 渡慶次洋
七福神 那覇市久茂地3-29-24 098-868-3937 飲食店営業 居酒屋 第21022048号 R03.03.05 R09.03.31 照屋雅之
平良商店 那覇市牧志2-7-24 泉川ビル1階  そうざい製造業 そうざい製造業 第21022032号 R03.03.02 R09.03.31 平良司
DELICATESSEN TRUNQ 那覇市おもろまち3-3-1 あっぷるタウン内1F 098-960-2241 飲食店営業 そうざい 第21022086号 R03.03.11 R09.03.31 株式会社トランク 代表取締役 野間謙策 沖縄県 那覇市宇栄原1-15-1 1階 098-857-4680
波の上わくわくキッズランド 那覇市辻3-2-1 2F 098-917-2273 飲食店営業 食堂 第21022033号 R03.03.02 R09.03.31 株式会社波之上産業 代表取締役 高田幸治 沖縄県 那覇市辻3-2-13 098-868-1808
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 2F 098-867-0100 菓子製造業 菓子製造業 第21022034号 R03.03.02 R09.03.31 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 沖縄県 浦添市勢理客4-20-1 098-874-6000

オキナビ 那覇市辻2-19-11 佐和田アパート1F 098-975-7831 飲食店営業 食堂 第21022035号 R03.03.02 R09.03.31 前田一
STAR CAPSULE CAFE 那覇市西2-3-15  飲食店営業 食堂 第21022039号 R03.03.04 R09.03.31 森山嘉昭
山将 那覇市東町5-1 2F 098-862-0999 そうざい製造業 そうざい製造業 第21022040号 R03.03.04 R09.03.31 山将株式会社 代表取締役 山里將平 沖縄県 那覇市東町5-1 2F
山将 那覇市東町5-1 2F 098-862-0999 菓子製造業 菓子製造業 第21022041号 R03.03.04 R09.03.31 山将株式会社 代表取締役 山里將平 沖縄県 那覇市東町5-1 2F
マロンの大冒険 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21022049号 R03.03.05 R09.03.31 畠勝好
Bar MANI 那覇市松山1-8-15 四季ビル1階-Ｂ 098-988-0012 飲食店営業 バー 第21022050号 R03.03.05 R09.03.31 ユキエンタープライズ株式会社 代表取締役 島袋幸江 沖縄県 那覇市松山1-8-15  
Lounge　姫 那覇市松山1-8-15 四季ビル4階-Ｄ 098-869-1129 飲食店営業 ﾅｲﾄｽﾅｯｸ 第21022042号 R03.03.04 R09.03.31 ユキエンタープライズ株式会社 代表取締役 島袋幸江 沖縄県 那覇市松山1-8-15  
炭火串焼　笑宴（えん） 那覇市首里石嶺町4-135-1 くしばるビル1F 098-885-6411 飲食店営業 居酒屋 第21022078号 R03.03.10 R09.03.31 森山厚
キッチンあみか 那覇市泊3-14-9 D.gran amica 泊3 1F  飲食店営業 パーラー 第21022087号 R03.03.11 R09.03.31 西原浩也
仁ぐゎー 那覇市牧志3-1-34  飲食店営業 居酒屋 第21022051号 R03.03.05 R09.03.31 敷島総研株式会社 代表取締役 長谷川尚吾 大阪府 大阪市住吉区万代東2-3-16 06-6695-1177
BAR GREEN 那覇市牧志3-8-21 ポンプビル1F-C  飲食店営業 バー 第21022052号 R03.03.05 R09.03.31 王田順太郎

RINA's kitchen 那覇市久米1-4-15  飲食店営業 弁当屋 第21022070号 R03.03.09 R09.03.31 合同会社Kouri ocean side 代表社員 藤澤昂平 沖縄県 国頭郡今帰仁村字古宇利328-1  

レキオ 那覇市安里388-6 幸地店舗2階 098-885-9779 飲食店営業 バー 第21022128号 R03.03.19 R09.03.31 漢那薫
みやびの杜保育園 那覇市安謝1-15-13 098-941-5580 飲食店営業 食堂 第21022069号 R03.03.09 R09.03.31 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
球 那覇市松山2-1-13 沖縄建装松山ビル4階 098-987-6999 飲食店営業 スナック 第21022123号 R03.03.18 R09.03.31 株式会社猫八 代表取締役 井浦泉 福岡県 福岡市博多区中洲3-1-2 川丈ビル2階  
日夏専門茶店 那覇市安里1-1-60 太永ビル3-E  飲食店営業 カフェー 第21022129号 R03.03.19 R09.03.31 株式会社ジェイシープランニング 代表取締役 陳秋卉 沖縄県 那覇市安里101番地 丸条工芸ビル402A  
Cafe & Shisha Bar Crazy Clown 那覇市松尾2-1-15  飲食店営業 カフェー 第21022077号 R03.03.10 R09.03.31 岸本詳平
スナック Saran 那覇市松山1-14-3 シティマツヤマⅡ　3-A  飲食店営業 スナック 第21022080号 R03.03.10 R09.03.31 中西真帆
ぜんの豚 那覇市久茂地3-11-8 098-963-7995 飲食店営業 食堂 第21022088号 R03.03.11 R09.03.31 株式会社ZEN 代表取締役 全亮雨 沖縄県 宜野湾市大山4-3-1 098-975-7764
並木 那覇市樋川2-16-17 サニーパートナー与儀1F 098-834-5265 飲食店営業 食堂 第21022094号 R03.03.12 R09.03.31 上江洲太
ガッツバー　オキナワ 那覇市久茂地2-12-9 KTPLANETビル6階 飲食店営業 バー 第21022105号 R03.03.15 R09.03.31 小原井彰悟
スナック　MiKAN 那覇市古波蔵2-24-1 宮平アパート203 098-836-5459 飲食店営業 スナック 第21022095号 R03.03.12 R09.03.31 松原越子
ネストホテル那覇久茂地 那覇市久茂地2-22-5 098-975-7385 飲食店営業 レストラン 第21022130号 R03.03.19 R09.03.31 ネストホテルジャパン株式会社 代表取締役 河内中 東京都 港区新橋2-19-10 新橋マリンビル8階 03-4577-6641
末吉さしみ店 那覇市前島3-10-14 098-863-2622 飲食店営業 食堂 第21022131号 R03.03.19 R09.03.31 平川高司
HOTARU 那覇市東町14-22 国正ビル　2階204号  飲食店営業 バー 第21022205号 R03.03.29 R09.03.31 内嶺裕貴
ZERO ONE 那覇市安里1-1-60 大永ビル4階B号  飲食店営業 バー 第21022106号 R03.03.15 R09.03.31 伊藝尚良
米神楽 那覇市久茂地1-1-1 098-869-3518 飲食店営業 弁当屋 第21022096号 R03.03.12 R09.03.31 上原太志
チルアウト 那覇市安里388-6 コーポ未来202 098-884-1558 飲食店営業 居酒屋 第21022114号 R03.03.17 R09.03.31 神谷剛
club Reale 那覇市松山1-14-15 ナムラプラウドビル202  飲食店営業 ﾅｲﾄｽﾅｯｸ 第21022097号 R03.03.12 R09.03.31 下地裕之介
Chillrug Okinawa 那覇市おもろまち4-8-9 フェイスビル3F  飲食店営業 カフェー 第21022107号 R03.03.15 R09.03.31 株式会社シェアハピ 代表取締役 與那覇翔 沖縄県 豊見城市宜保2-1-5  
はなはなアトリエカフェ 那覇市牧志2-9-46 1F 098-867-3115 そうざい製造業 そうざい製造業 第21022163号 R03.03.23 R09.03.31 垣花和美
まにもご 沖縄本島内一円  飲食店営業 自動車営業 第21022099号 R03.03.12 R08.03.31 株式会社OKIKANG 代表取締役 チュ・ソンミン 沖縄県 那覇市国場1000-3 カンセイホーム国場2-A 098-851-8994
まにもご 沖縄本島内一円  喫茶店営業 自動車営業 第21022100号 R03.03.12 R08.03.31 株式会社OKIKANG 代表取締役 チュ・ソンミン 沖縄県 那覇市国場1000-3 カンセイホーム国場2-A 098-851-8994
沖縄県立若夏学院 那覇市首里大名町3-112  飲食店営業 食堂 第21022162号 R03.03.23 R09.03.31 株式会社オーディフ 代表取締役 村野勝子 沖縄県 浦添市内間1-7-12 098-875-1291

株式会社郷土活性化組合 沖縄支社 琉風 那覇市松尾2-7-26 098-860-9622 そうざい製造業 そうざい製造業 第21022132号 R03.03.19 R09.03.31 株式会社郷土活性化組合 代表取締役 河野圭一 兵庫県 神戸市中央区中山手通2-3-18 メープル中山手102 098-860-9622

株式会社郷土活性化組合 沖縄支社 琉風 那覇市松尾2-7-26 098-860-9622 食品の冷凍又は冷蔵業 食品の冷凍又は冷蔵業 第21022133号 R03.03.19 R09.03.31 株式会社郷土活性化組合 代表取締役 河野圭一 兵庫県 神戸市中央区中山手通2-3-18 メープル中山手102 098-860-9622

株式会社郷土活性化組合 沖縄支社 琉風 那覇市松尾2-7-26 098-860-9622 食肉販売業 食肉販売業 第21022134号 R03.03.19 R09.03.31 株式会社郷土活性化組合 代表取締役 河野圭一 兵庫県 神戸市中央区中山手通2-3-18 メープル中山手102 098-860-9622

デパートリウボウ　地下1階総菜コーナー 那覇市久茂地1-1-1 098-867-1171 飲食店営業 パーラー 第21022194号 R03.03.26 R09.03.31 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
Bi-jou 那覇市赤嶺1-6-18 Bi-jou 1階  飲食店営業 レストラン 第21022159号 R03.03.23 R09.03.31 赤嶺理沙
Music Bar Rojou 那覇市三原1-10-28 伊藤貸店舗1階  飲食店営業 バー 第21022135号 R03.03.19 R09.03.31 森島和樹
さくら屋 那覇市内  菓子製造業 簡易営業 第21022110号 R03.03.16 R08.03.31 株式会社シーガル 代表取締役 大島正仁 沖縄県 浦添市港川417-1 098-975-9018
うらら 那覇市松山1-12-5 パステルTMBLD7階A号室  飲食店営業 バー 第21022117号 R03.03.17 R09.03.31 RLD株式会社 代表取締役 末吉靖二 沖縄県 那覇市松山1-14-20  
BAR ONE 那覇市牧志3-8-20 神谷ビル102 098-866-0313 飲食店営業 バー 第21022124号 R03.03.18 R09.03.31 福田秀樹
パレットビアテラス 那覇市内  飲食店営業 簡易営業 第21022115号 R03.03.17 R08.03.31 株式会社ステーション 代表取締役 平良久美子 沖縄県 那覇市楚辺2-25-7 セントラルハイム南西301 098-988-9499
パレットビアテラス 那覇市内  飲食店営業 簡易営業 第21022116号 R03.03.17 R08.03.31 株式会社ステーション 代表取締役 平良久美子 沖縄県 那覇市楚辺2-25-7 セントラルハイム南西301 098-988-9499
ガールズ・バー　Garden（ガーデン） 那覇市久米1-1-24 アップルビル2A 098-943-2595 飲食店営業 バー 第21022158号 R03.03.23 R09.03.31 長濱真輝
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21022136号 R03.03.19 R09.03.31 根路銘政次
すば　カルフォルニア 那覇市国場201  飲食店営業 そば屋 第21022167号 R03.03.24 R09.03.31 亀谷長嗣
Howdy Stand（ハウディ　スタンド） 那覇市牧志1-3-68 1F  飲食店営業 バー 第21022157号 R03.03.23 R09.03.31 政枝秀治
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21022168号 R03.03.24 R09.03.31 大城道
FUZZY 那覇市松山1-8-7 ロイヤルプラザⅡ　5-A  飲食店営業 スナック 第21022206号 R03.03.29 R09.03.31 鈴木重尚
あぶり焼　備長 那覇市上之屋1-20-9 富士屋オーシャンビル104号室 098-866-7020 飲食店営業 居酒屋 第21022169号 R03.03.24 R09.03.31 有限会社てんてこまい 取締役 儀間浩文 沖縄県 那覇市前島2-12-9 3階 098-861-9500
おでん小谷 那覇市牧志2-2-30 リウボウ商事本社ビル地下1階 098-987-6615 飲食店営業 居酒屋 第21022145号 R03.03.22 R09.03.31 小谷将寿
PROSTYLE TERRACE NAHA 2F 那覇市久米2-3-2 098-988-4860 飲食店営業 食堂 第21022197号 R03.03.26 R09.03.31 株式会社　プロスタイル旅館 代表取締役社長 佐藤新也 神奈川県 横浜市中区常盤町5-64 045-662-2222

営業所所在地 営業の種類 申請者住所
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R3.3.1～R3.3.31
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 申請者電話営業所所在地 営業の種類 申請者住所
PROSTYLE TERRACE NAHA 14F 那覇市久米2-3-2 098-988-4860 飲食店営業 バー 第21022199号 R03.03.26 R09.03.31 株式会社プロスタイル旅館 代表取締役社長 佐藤新也 神奈川県 横浜市中区常盤町5-64 045-662-2222
さかなやぁー 那覇市港町3-1-17  飲食店営業 食堂 第21022156号 R03.03.23 R09.03.31 林都志
さかなやぁー 那覇市港町3-1-17  魚介類販売業 魚介類販売業 第21022155号 R03.03.23 R09.03.31 林都志
TOP 那覇市東町4-14　3-C号室 イーストタウンビル  飲食店営業 スナック 第21022207号 R03.03.29 R09.03.31 浦﨑ジェニファー
ファミリーマート那覇三原中央通り店 那覇市三原1-30-3 098-833-6073 食肉販売業 食肉販売業 第21022154号 R03.03.23 R10.03.31 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
エロス 那覇市与儀125-24  飲食店営業 カフェー 第21022178号 R03.03.25 R09.03.31 平良朝賢
上原荘 那覇市辻1-5-20 098-917-1789 飲食店営業 食堂 第21022170号 R03.03.24 R09.03.31 上原健
fuku 那覇市三原1-29-26 098-975-5640 飲食店営業 そうざい 第21022179号 R03.03.25 R09.03.31 宮城佐知子
ふくろう 那覇市国場692 サードコーポ110  飲食店営業 ﾅｲﾄｽﾅｯｸ 第21022232号 R03.03.31 R09.03.31 下里まり子
ボローニャ 沖縄本島内一円 098-943-4481 飲食店営業 自動車営業 第21022173号 R03.03.24 R08.03.31 株式会社カセイ 代表取締役 眞榮城嘉成 沖縄県 那覇市泊1-26-12 098-943-4481
ボローニャ 沖縄本島内一円  喫茶店営業 自動車営業 第21022174号 R03.03.24 R08.03.31 株式会社カセイ 代表取締役 眞榮城嘉成 沖縄県 那覇市泊1-26-12 098-943-4481
クリスピーチキン 沖縄本島内一円  飲食店営業 自動車営業 第21022185号 R03.03.25 R08.03.31 株式会社GOLD 代表取締役 浦宏幸 埼玉県 川口市戸塚東1-4-5  
餃子屋　弐ノ弐　牧志店 那覇市牧志3-13-10 098-868-7922 飲食店営業 中華料理 第21022180号 R03.03.25 R09.03.31 宮里祐希
RUDAN 那覇市おもろまち4-17-14 クィーンヒルズ2階2-A号室  飲食店営業 ﾅｲﾄｽﾅｯｸ 第21022181号 R03.03.25 R09.03.31 下里祐梨
ABBU 那覇市国場1183-4 098-851-9286 菓子製造業 菓子製造業 第21022182号 R03.03.25 R09.03.31 山田亜理砂
はな 那覇市壺屋2-7-16 上原アパート1F 喫茶店営業 喫茶店営業 第21022200号 R03.03.26 R09.03.31 上運天初美
アレルギー対応cafe　52hertz 那覇市松川3-2-1 松川共同住宅1004 098-880-3881 そうざい製造業 そうざい製造業 第21022230号 R03.03.31 R09.03.31 久田優子
ユーチューBAR 那覇市内  飲食店営業 簡易営業 第21022213号 R03.03.30 R08.03.31 森田拓也
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