
※申請済みで記載のない事業者様は申請内容確認中のため、確認が取れ次第公開いたします。 ７⽉19⽇ 時点
地域クーポン加盟店名 商品掲載サイトURL1 商品掲載サイトURL2 カテゴリ

JEENAR / APARTMENT OKINAWA hoosel.com お⼟産
Atelier43 http://www.atelier43.net 体験・アクティビティ,⼯芸品
APARTMENT OKINAWA SEASIDE apartment.okinawa お⼟産

わくわく名⼊れ⼯房 沖縄キング www.okinawaking.com www.okinawaking.com
体験・アクティビティ,お⼟産,クラフトショップ,⼯芸
品

南の島のどうぶつ⼯房イルモ https://www.irumo.com お⼟産,クラフトショップ
ソルキス https://solkiss.net 体験・アクティビティ
かみやーき⼩かまぼこ店 https://www.kamiyaki.jp/ https://www.kamiyaki.jp/ お⼟産
丸平おみやげ店 https://maruhira.base.shop お⼟産
シーラバーズ沖縄 https://bluecave-sealovers.net 体験・アクティビティ
Laboratorio 43pottery http://www.laboratorio43pottery.com 観光施設,体験・アクティビティ,お⼟産,⼯芸品
久⽶総合開発株式会社 https://kumesougoukaihatsu.com/ お⼟産
⼤宜味シークヮーサーパーク https://www.shikuwasa-park.com/ https://www.shikuwasa-park.com/ お⼟産
御菓⼦御殿読⾕本店 https://okashigoten.co.jp/ https://okashigoten.co.jp/ 観光施設,お⼟産
久⽶島港売店 http://www.kumejima.co.jp http://www.kumejima.co.jp 飲⾷,お⼟産
タイラ空港売店 http://taira-airport.jp/ お⼟産
平⽥観光 http://hirata-group.co.jp/ http://hirata-group.co.jp/ 観光施設,体験・アクティビティ
瀬⼾商店⽯垣港離島ターミナル店 https://ishigaki-seto.com https://i-seto.pro.jp お⼟産
POLEPOLE https://polepole-iriomote.jp/ 体験・アクティビティ
CUCOてぃんがーら https://www.facebook.com/CucoThingaraISG/ https://www.facebook.com/CucoThingaraISG/ お⼟産
御菓⼦御殿 ⽯垣店 https://okashigoten.co.jp/ お⼟産
soramoyo https://soramoyo.ocnk.net/ https://soramoyo.ocnk.net/ お⼟産,クラフトショップ

株式会社ジャンボツアーズ https://hiphopbus.jumbotours.co.jp/ https://hiphopbus.jumbotours.co.jp/
体験・アクティビティ,お⼟産,クラフトショップ,⼯芸
品

美ら海キッチンぱぱいや http://papaiya.main.jp/menu.cgi http://papaiya.main.jp/menu.cgi 飲⾷,お⼟産,クラフトショップ
育陶園本店 https://shop.ikutouen.com/ https://shop.ikutouen.com/ お⼟産,クラフトショップ,⼯芸品
SuiSavon-⾸⾥⽯鹸- 当蔵ギャラリーショップ  本店 https://www.suisavon.jp/ お⼟産
SuiSavon-⾸⾥⽯鹸- 国際通り松尾ギャラリーショップ https://www.suisavon.jp/ お⼟産
miyagiya https://magasin-miyagiya.com https://miyagiya.shop-pro.jp お⼟産,クラフトショップ,⼯芸品
SuiSavon-⾸⾥⽯鹸- 国際通り GREENギャラリーショップ https://www.suisavon.jp/ お⼟産
川平マリンサービス http://www.kabiramarine.jp http://www.kabiramarine.jp 観光施設,体験・アクティビティ
SuiSavon-⾸⾥⽯鹸- 市場本通りギャラリーショップ https://www.suisavon.jp/ お⼟産
SuiSavon-⾸⾥⽯鹸- サンエー那覇メインプレイスギャラリーショップ https://www.suisavon.jp/ お⼟産
育陶園やちむん道場 https://www.ikutouen.com/yachimun-dojo/ https://www.ikutouen.com/yachimun-dojo/ 観光施設,体験・アクティビティ,⼯芸品
SuiSavon-⾸⾥⽯鹸- 浦添PARCO CITYギャラリーショップ https://www.suisavon.jp/ お⼟産
SuiSavon-⾸⾥⽯鹸- ウミカジギャラリーショップ https://www.suisavon.jp/ お⼟産
SuiSavon-⾸⾥⽯鹸- イーアス沖縄豊崎ギャラリーショップ https://www.suisavon.jp/ お⼟産
SuiSavon-⾸⾥⽯鹸- 国際通り 久茂地ギャラリーショップ https://www.suisavon.jp/ お⼟産
ハイサイおじさん http://shi-sa.com http://shi-sa.com お⼟産
ハイサイおばさん http://shi-sa.com http://shi-sa.com お⼟産
ジャンピングシーサー http://shi-sa.com http://shi-sa.com お⼟産
体験王国むら咲むら https://murasakimura.com/ 観光施設
ザ・ペリドットスマートホテル タンチャワード オーシャンテラス http://theperidothotels.com/ 宿泊施設内テナント
丘の⼀本松 http://shi-sa.com http://shi-sa.com お⼟産
スローダイブ⽯垣島 http://slow-dive.net/ http://slow-dive.net/tour/limit-tour/bluegrotto 体験・アクティビティ
⽯垣島シュノーケルツアー http://ishigaki-snorkeling.com 体験・アクティビティ
万座⽑周辺活性化施設 https://www.manzamo.jp 観光施設,飲⾷
おきなわ雑貨市場わとわと https://watowato.bethelight-miyako.com/ 飲⾷,お⼟産,⼯芸品
チャンプルー家 http://shi-sa.com http://shi-sa.com お⼟産
陶眞窯 https://tousingama.com/ 体験・アクティビティ,⼯芸品
くぅーすの杜 忠孝蔵 http://www.chuko-awamori.com http://www.chuko-awamori.com 観光施設
トロピカルショップセブ島 http://shi-sa.com http://shi-sa.com お⼟産
壺屋陶器事業協同組合 http://www.tuboya.com お⼟産
沖縄アート体験 美ら⾵ https://taiken-jp.net/churak/ https://taiken-jp.net/churak/experience.html 体験・アクティビティ

シーサー体験 琉球窯 https://taiken-jp.net/ryukyu/ https://taiken-jp.net/ryukyu/experience.html
体験・アクティビティ,お⼟産,クラフトショップ,⼯芸
品

ハブボックス浦添パルコシティ店 https://habubox.com/ https://habubox.com/collections/lequiosian お⼟産
マンゴハウス 国際通り1号店 https://www.mangohouse.jp お⼟産
マンゴハウス 国際通り3号店 https://www.mangohouse.jp お⼟産
マンゴハウス 国際通り5号店 https://www.mangohouse.jp お⼟産
マンゴハウス イオンモール沖縄ライカム店 https://www.mangohouse.jp お⼟産
マンゴハウス 恩納ムーンビーチ前店 https://www.mangohouse.jp お⼟産
ネプチューン・ダイバーズ https://www.neptune-d.com https://www.neptune-d.com 体験・アクティビティ

STARGATE ENTERTAINMENT https://www.stargate-entertainment.com/
https://www.jalan.net/kankou/spt_guide0000002
08391/

体験・アクティビティ

PUMEHANA adventures https://pumehana-iriomote.jp/ 体験・アクティビティ
ヨーガシャンティ https://yogashanti.jp/ 体験・アクティビティ,スポーツ・イベント
OKINAWAフルーツらんど https://www.okinawa-fruitsland.jp/ 観光施設
プーゾチーズケーキセラー⼩禄ラボ店 https://puzo.okinawa/ お⼟産
プーゾチーズケーキセラーイオンライカム店 https://puzo.okinawa/ お⼟産
プーゾチーズケーキセラー那覇空港店 https://puzo.okinawa/ お⼟産
沖縄宝島あっぷるタウン店 https://www.feenu.co.jp/shop/ お⼟産
プーゾチーズケーキセラー沖縄知花店 https://puzo.okinawa/ お⼟産
瀬⻑島47STORE https://www.umikajiterrace.com/profile/47store/ https://www.instagram.com/umikaji47/ 観光施設,お⼟産,⼯芸品
プーゾチーズケーキセラー豊⾒城店 https://puzo.okinawa/ お⼟産
プーゾチーズケーキセラーあっぷるタウン店 https://puzo.okinawa/ お⼟産
沖縄宝島浦添パルコシティ店 https://www.feenu.co.jp/ お⼟産
国際ステーキ天久店 https://www.sunsethillsinnaha.com/steak.php https://www.sunsethillsinnaha.com/steak.php 宿泊施設内テナント
沖縄レンタカー 合同会社 https://dm1221.com/ https://dm1221.com/ 観光施設
琉球真珠⽯垣空港店 https://www.ryukyu-shinju.co.jp/index.html お⼟産
おきなわワールド https://www.gyokusendo.co.jp/okinawaworld 観光施設
琉球真珠⽯垣店 https://www.ryukyu-shinju.co.jp/index.html お⼟産
琉球真珠川平本店 https://www.ryukyu-shinju.co.jp/index.html お⼟産
ガンガラーの⾕ https://gangala.com 観光施設
アールズ・カフェ https://www.ryukyu-shinju.co.jp/rscafe.html 飲⾷
⼤⽯林⼭ https://www.sekirinzan.com 観光施設

ハブボックスAKARA店 https://habubox.com/

https://habubox.com/collections/%E3%82%AA%E
3%83%AA%E3%82%AA%E3%83%B3%E3%83%93%E
3%83%BC%E3%83%AB%E3%82%B3%E3%83%A9%
E3%83%9C

お⼟産

ハブボックス美浜店 https://habubox.com/
https://habubox.com/collections/t%E3%82%B7%E
3%83%A3%E3%83%84

お⼟産

うるま市特産品の店 うるまーる https://uruma-ru.jp/member/urumaru/ お⼟産
琉球村 https://www.ryukyumura.co.jp/ 観光施設
⽻地の駅 haneji-eki.com お⼟産
道の駅許⽥ やんばる物産センター https://www.yanbaru-b.co.jp/ https://www.yanbaru-b.co.jp/ お⼟産,⼯芸品
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国際ステーキ松尾店 https://www.townsinn.jp/ 宿泊施設内テナント,飲⾷
Coralway⽯垣空港店 https://www.coralway.jp/hpgen/HPB/shop/shopguide.html お⼟産
株式会社アイランドエキスパート http://ie-kumejima.com/index.html 体験・アクティビティ
デザート ラボ ショコラ https://chocolat2007.jp/ https://chocolat2007.jp/item/gift お⼟産
ユートピアファーム宮古島 http://www.utopia-farm.net 観光施設
COCONUTS CLUB http://coconuts.okinawa/ 体験・アクティビティ
やちむんと暮らしの道具ｍａｎｏ http://mano.moon.bindcloud.jp/ https://mano.base.shop/ クラフトショップ,⼯芸品
美らオーチャードゴルフ倶楽部 https://www.churaorchard.co.jp/ 無し スポーツ・イベント
galleryはらいそ識名園 https://galleryharaiso.com/ ⼯芸品
galleryはらいそ https://galleryharaiso.com/ ⼯芸品
ALOHA SHOP PAIKAJI www.paikaji.co.jp www.paikaji.co.jp お⼟産
マリンクラブGigi http://marineclubgigi.com/ http://marineclubgigi.com/ 体験・アクティビティ
沖縄百貨店ハイビスカス1号店 http://www.hibis-cus.com/ https://www.rakuten.co.jp/u-hibiscus/ お⼟産
観光お⼟産品店⼣凪1号店 http://www.hibis-cus.com/ https://www.rakuten.co.jp/u-hibiscus/ お⼟産
お⼟産品店琉球MARKET1号店 http://www.hibis-cus.com/ https://www.rakuten.co.jp/u-hibiscus/ お⼟産
久⽶島⾺牧場 http://kumejimauma.jimdo.com/ http://kumejimauma.jimdo.com/ 体験・アクティビティ
陶芸⼯房てぃーだ http://www.gala-aoiumi.com/tida/ 観光施設,体験・アクティビティ,⼯芸品
Dear Okinawa, https://dearokinawa.thebase.in/ クラフトショップ
有限会社神村酒造 https://kamimura-shuzo.co.jp/ https://www.koosugura.jp/ 観光施設
エコツアーpukapuka http://www.eco-pukapuka.com 体験・アクティビティ
伊江島ビーチサイドホースパーク https://ie-horse.wixsite.com/ieuma/ https://ie-horse.wixsite.com/ieuma/menu 体験・アクティビティ
御菓⼦御殿 名護店 DINO恐⻯パーク https://www.okashigoten.co.jp/ 飲⾷,お⼟産
有限会社久⽶島薬草 http://kumejima-airport.co.jp/shop-food/ お⼟産
⽯垣島鍾乳洞 https://www.ishigaki-cave.com 観光施設
海想 https://kaisouokinawa.com/ お⼟産
SuiSavon-⾸⾥⽯鹸-オキナワ ハナサキマルシェギャラリーショップ https://hanasaki-marche.com/shoplist/detail.php?id=15 https://www.suisavon.jp/ お⼟産
かりゆしウェア展⽰即売所 http://www.oah-net.or.jp/ お⼟産
ＪＡＭマリンクラブ http://jammarineclub.com/ 体験・アクティビティ
古宇利オーシャンタワー https://www.kouri-oceantower.com/ 観光施設,お⼟産

⽯垣島のガラス館
https://yaeyama.or.jp/%E7%9F%B3%E5%9E%A3%E5%B3%B6%E
3%81%AE%E3%82%AC%E3%83%A9%E3%82%B9%E9%A4%A8/

体験・アクティビティ

DMMかりゆし⽔族館 https://kariyushi-aquarium.com/ なし 観光施設
ユインチホテル南城 https://www.yuinchi.jp/ 宿泊施設内テナント
琉球ぴらす 浮島通り店 https://www.ryukyu-piras.com/ お⼟産
恩納村海浜公園ナビービーチ https://www.nabee.info/ https://www.nabee.info/marine/ 体験・アクティビティ
ぎゃらりーゆしびん https://www.yushibin.net/ https://www.yushibin.net/ 体験・アクティビティ,⼯芸品
プーゾチーズケーキセラー豊⾒城店 https://puzo.okinawa/ お⼟産
古酒家 松尾店 https://koosya.co.jp/ http://koosya.jp/ お⼟産
古酒家 久茂地店 https://koosya.co.jp/ http://koosya.jp/ お⼟産
古酒家 本店 https://koosya.co.jp/ http://koosya.jp/ お⼟産

アクアベル オールデイダイニング
https://www.anaintercontinental-manza.jp/restaurants/aqua-
belle/

https://www.anaintercontinental-
manza.jp/restaurants/aqua-belle/

飲⾷

⽇本料理 雲海
https://www.anaintercontinental-manza.jp/restaurants/unkai-
japanese-cuisine/

https://www.anaintercontinental-
manza.jp/restaurants/unkai-japanese-cuisine/

飲⾷

オーシャンカフェ
https://www.anaintercontinental-manza.jp/restaurants/ocean-
cafe/

https://www.anaintercontinental-
manza.jp/restaurants/ocean-cafe/

飲⾷

琉球料理 オーキッド
https://www.anaintercontinental-manza.jp/restaurants/orchid-
ryukyu-cuisine/

https://www.anaintercontinental-
manza.jp/restaurants/orchid-ryukyu-cuisine/

飲⾷

Coralway那覇空港売店 https://www.coralway.jp/ お⼟産
合名会社 久⽶島相互タクシー https://www.kanko-kumejima.com/members/kumesogotakusi 観光施設,体験・アクティビティ

バー ウェイビー
https://www.anaintercontinental-manza.jp/restaurants/bar-
wavy/

https://www.anaintercontinental-
manza.jp/restaurants/bar-wavy/

飲⾷

東南植物楽園 https://www.southeast-botanical.jp/ なし 観光施設

Salvatore Cuomo & Bar 万座ビーチ
https://www.anaintercontinental-
manza.jp/restaurants/salvatore-cuomo-bar-manza-beach/

https://www.anaintercontinental-
manza.jp/restaurants/salvatore-cuomo-bar-
manza-beach/

飲⾷

Coralway那覇空港スナックコート店 https://www.coralway.jp/ お⼟産

The Oriental Grill by Karin
https://www.anaintercontinental-manza.jp/restaurants/the-
oriental-grill-by-karin/

https://www.anaintercontinental-
manza.jp/restaurants/the-oriental-grill-by-karin/

飲⾷

株式会社⽯垣島トラベルセンター https://itc-ishigaki.jp/ 体験・アクティビティ
⻄武タクシー株式会社 https://www.seibutaxi.jp/ なし 体験・アクティビティ
南国市場 松尾店 https://www.instagram.com/nangoku_ichiba/ https://www.instagram.com/nangoku_ichiba/ お⼟産

琉球ガラス村 https://www.ryukyu-glass.co.jp/
観光施設,体験・アクティビティ,お⼟産,クラフト
ショップ,⼯芸品

うるまんちゅSeaTrip https://urumanchu.com/sea/ https://urumanchu.com/sea/ 体験・アクティビティ
御菓⼦御殿 那覇空港店 https://www.okashigoten.co.jp/ お⼟産
テルメヴィラちゅらーゆ https://www.hotespa.net/spa/chula-u/ 体験・アクティビティ
マザーズアイ・プラス https://www.facebook.com/matherseye.plus なし 宿泊施設内テナント,お⼟産,⼯芸品
ビン food http://binfood.jp/ http://shop.binfood.jp/ お⼟産,クラフトショップ,⼯芸品

ガラス⼯房スタジオ琉璃 https://okinawa-natural-glassstudio-ruri.business.site/ https://page.line.me/917gwhpa
体験・アクティビティ,お⼟産,クラフトショップ,⼯芸
品

株式会社沖縄⿊糖 http://okinawa-kokuto.co.jp 飲⾷,お⼟産
東タクシー https://www.higashi-taxi.com https://www.higashi-taxi.com 体験・アクティビティ
⽷満タクシー https://www.higashi-taxi.com https://www.higashi-taxi.com 体験・アクティビティ
レストショップ 琉球の館 http://himeyuri.co.jp 体験・アクティビティ
レストショップ 琉球の館 http://himeyuri.co.jp お⼟産
タピックタラソセンター宜野座 https://www.thalasso-osi.jp/ 観光施設,体験・アクティビティ,スポーツ・イベント
ユインチホテル南城 https://www.yuinchi.jp/ 宿泊施設内テナント
美浜硝⼦ 宇宙 https://mihamaglass.com ⼯芸品
美浜硝⼦ NATURALLY https://www.mihamaglass.com ⼯芸品
美浜硝⼦ ほっこり家 https://www.mihamaglass.com ⼯芸品
美浜硝⼦ かんざし屋 https://www.mihamaglass.com ⼯芸品
オリックスレンタカー久⽶島空港店 https://car.orix.co.jp/shops/?shops_pk=801 https://car.orix.co.jp/shops/?shops_pk=801 観光施設,体験・アクティビティ
三ツ星タクシー合名会社 http://3star-taxi.jp 体験・アクティビティ
ショップなは https://www.naha-navi.or.jp/magazine/2020/12/17543/ お⼟産
シーサー那覇店 https://www.seasir.com/naha/ https://www.seasir.com/lp/saihakken-next 体験・アクティビティ
マリンクラブ ベリー那覇店 https://www.berry7.com/naha/ https://www.seasir.com/lp/saihakken-next 体験・アクティビティ
シーサー海⼈商店 https://umikizai.com/ https://www.seasir.com/lp/saihakken-next お⼟産
シーサー阿嘉島店 https://www.seasir.com/aka/ https://www.seasir.com/lp/saihakken-next 体験・アクティビティ
マリンクラブ ベリー喜瀬店 https://www.berry7.com/kise/ https://www.seasir.com/lp/saihakken-next 体験・アクティビティ
介護旅⾏うるま www.familyokinawa.com familyokinawa.business.site 体験・アクティビティ
株式会社ドドンパ⾞店 dodonpa-renta.com dodonpa-renta.com 体験・アクティビティ
琉球ガラス匠⼯房 https://www.takumi-kobo.com https://www.takumi-kobo.com/experience 体験・アクティビティ


