
施設名 カテゴリ 紙クーポン 住所（番地以降） 電話番号 公式サイト

1 Sushi Restaurant 一目良膳 飲食店 紙OK 沖縄県石垣市美崎町2-8 ホテルイーストチャイナシー内3F 0980-82-7733 https://ichimokuryozen.com/

2 チャンプルー家 飲食店 紙OK 沖縄県那覇市牧志3-13-16 098-861-8477 http://shi-sa.com

3 NagoGroceryStore 飲食店 紙OK 沖縄県名護市城1-4-11 名護市営市場２階 0980-43-6910 https://www.nagogrocerystore.com

4 citta しまのおやつ 飲食店 紙OK 沖縄県中頭郡中城村南上原946-3 098-987-6330 https://www.instagram.com/citta_okinawa/

5 琉球村空港店 飲食店 NG 沖縄県那覇市鏡水150 098-852-0715 https://www.okikankyo.com/ryukyumura_kuko/

6 国際ステーキ天久店 飲食店 紙OK 沖縄県那覇市天久949 サンセットヒルズイン那覇1F 098-869-6388 https://www.sunsethillsinnaha.com/steak.php

7 羽地の駅 飲食店 紙OK 沖縄県名護市真喜屋763-1 0980-58-23235 http://haneji-eki.com

8 ホテルモントレ沖縄 スパ＆リゾート 飲食店 紙OK 沖縄県国頭郡恩納村字冨着1550-１ 098-993-7111 https://www.hotelmonterey.co.jp/okinawa/restaurant/

9 国際ステーキ松尾店 飲食店 紙OK 沖縄県那覇市松尾2-12-7 098-860-1236 https://www.townsinn.jp/

10 Coralway石垣空港店 飲食店 紙OK 沖縄県石垣市字白保1940-104-1 0980-87-0158 https://www.coralway.jp/hpgen/HPB/shop/shopguide.html

11 デザート ラボ ショコラ 飲食店 紙OK 沖縄県那覇市首里金城町4-70-4 1F 098-885-4531 https://chocolat2007.jp/

12 アクアベル オールデイダイニング 飲食店 紙OK  沖縄県国頭郡恩納村字瀬良垣2260 098-966-1302 https://www.anaintercontinental-manza.jp/restaurants/aqua-belle/

13 日本料理 雲海 飲食店 紙OK 沖縄県国頭郡恩納村字瀬良垣2260 098-966-1302 https://www.anaintercontinental-manza.jp/restaurants/unkai-japanese-cuisine/

14 琉球料理 オーキッド 飲食店 紙OK  沖縄県国頭郡恩納村字瀬良垣2260 098-966-1302 https://www.anaintercontinental-manza.jp/restaurants/orchid-ryukyu-cuisine/

15 バー ウェイビー 飲食店 紙OK  沖縄県国頭郡恩納村字瀬良垣2260 098-966-1302 https://www.anaintercontinental-manza.jp/restaurants/bar-wavy/

16 Salvatore Cuomo & Bar 万座ビーチ 飲食店 紙OK  沖縄県国頭郡恩納村字瀬良垣2260 098-966-1302 https://www.anaintercontinental-manza.jp/restaurants/salvatore-cuomo-bar-manza-beach/

17 Coralway那覇空港スナックコート店 飲食店 紙OK 沖縄県那覇市鏡水150 098-858-4611 https://www.coralway.jp/

18 The Oriental Grill by Karin 飲食店 紙OK  沖縄県国頭郡恩納村字瀬良垣2260 098-966-1302 https://www.anaintercontinental-manza.jp/restaurants/the-oriental-grill-by-karin/

19 バルコラボ県庁前店 飲食店 紙OK 沖縄県那覇市泉崎1-11-2 098-860-1956 https://ryukyuasteeda.jp/company/

20 ちゅらちゅら 飲食店 紙OK 沖縄県那覇市松尾2-8-30-1F 098-862-7781 なし

21 海人料理海邦丸 飲食店 紙OK 沖縄県国頭郡本部町字山川1421-1 0980-48-3343 https://hanasaki-marche.com/shoplist/detail.php?id=4

このページで地域クーポン加盟店を検索する方法
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②検索ウィンドウへ検索したい地域クーポン加盟店を入力

Ctrl F



22 BURIBUSHI和牛焼肉専門店 飲食店 紙OK 沖縄県国頭郡本部町山川1421-5オキナワハナサキマルシェ内 098-51-7111 https://hanasaki-marche.com/

23 ブルミンゴ 石垣ブランチ 飲食店 紙OK 沖縄県石垣市大川33-2 ピュアタウン大石4F 090-8821-4499 http://www.blumingo.com

24 照光精肉店 飲食店 紙OK 沖縄県那覇市松尾2-7-10 第一牧志公設市場1階 098-861-6895 https://www.terumitsu.com/

25 オーシャンラウンジ 飲食店 紙OK 沖縄県国頭郡本部町字野原466-3 0980-43-5858 https://oceanlounge.jp/

26 C KITCHEN 飲食店 紙OK 沖縄県中頭郡北谷町北谷1-14-4 Chulala2F 070-8530-8881 https://www.ckitchen.info

27 美らBright 飲食店 紙OK 沖縄県名護市運天原514-10 090-9302-6236 https://twitter.com/THE_IRONCOTTAGE

28 DivingServices SUNNY SUNNY 飲食店 紙OK 沖縄県石垣市字石垣340-3 0980-87-0411 http://sunnysunny.net

29 株式会社はやて モンブラン 飲食店 紙OK 沖縄県宮古島市平良字下里108-11 マリンターミナルビル２０３号 0980-72-6641 https://www.hayate-montblanc.com/

30 ミチタケマルプラス。 飲食店 紙OK 沖縄県石垣市大川209 070-4415-6991 https://michitakemar.official.ec

31 公設市場横丁 飲食店 紙OK 沖縄県那覇市松尾2-9-12 098-868-7300 なし

32 笑店 飲食店 紙OK 沖縄県那覇市首里金城町1-1 売店１号 080-4126-5933 http://www.ambitious.or.jp/about/partner/

33 BAR NOBU Boutique 飲食店 紙OK 沖縄県石垣市美崎町12-8 TOMOビル1F 0980-83-3494 https://barnobu.com/boutique/index.html

34 MantaFrog Cafe石垣島クッキー 飲食店 紙OK 沖縄県石垣市登野城3-3 さだとしビル1-B 0980-87-5512 https://mantafrog.com

35 渡海原 飲食店 紙OK 沖縄県国頭郡今帰仁村古宇利2525‐1 090-3653-3551 なし

36 マイパマ 飲食店 紙OK 沖縄県宮古島市平良字下里1657-128 0980-72-7810 なし

37 茶屋たかにゃ 飲食店 紙OK 沖縄県八重山郡竹富町字竹富518 0980-85-2980 http://www.kit.hi-ho.ne.jp/hayasaka-my/

38 伊芸レストラン上り線 飲食店 紙OK 沖縄県国頭郡金武町字伊芸1261 098-968-3554 http://www.okinawa-ds.jp

39 伊芸レストラン下り線 飲食店 紙OK 沖縄県国頭郡金武町字伊芸1264 098-968-3553 http://www.okinawa-ds.jp

40 ARCADIA石垣島 飲食店 紙OK 沖縄県石垣市新川1625-36 080-6489-1054 https://ishigaki-arcadia.com/

41 大城屋 飲食店 紙OK 沖縄県那覇市松尾2-7-10 第一牧志公設市場 1階 098-863-7270 なし

42 CHURASORA 飲食店 紙OK 沖縄県島尻郡渡嘉敷村字渡嘉敷346 080-6483-6240 http://www.retreatdive.jp/

43 株式会社センカ 那覇空港店 飲食店 紙OK 沖縄県那覇市字鏡水150 那覇空港構内線旅客ターミナルビル2階 098-858-4076 http://www.senka.co.jp/

44 Fontana Gelato 飲食店 紙OK 沖縄県那覇市牧志2-5-36 098-866-7819 なし

45 古民家味処 結 飲食店 紙OK 沖縄県国頭郡伊江村字東江前639 0980-49-5455 http://www.kokoro-house.com

46 石垣ペンギン 飲食店 紙OK 沖縄県石垣市大川199-1 0980-88-7803 https://penshoku.com/

47 てぃーら 飲食店 紙OK 沖縄県中頭郡北谷町美浜9-21 デポアイランドシーサイド 080-3177-5999 http://r3corporation.net/

48 魚久鮮魚 飲食店 紙OK 沖縄県那覇市松尾2-7-10 第一牧志公設市場内 098-866-4736 なし

49 青のゆくる館 飲食店 紙OK 沖縄県島尻郡座間味村座間味字座間味95 098-987-2277 https://www.vill-zamami-okinawa.com/

50 お魚屋みーかがん1号店 飲食店 紙OK 沖縄県糸満市西崎町4-19 道の駅いとまん内 080-2742-1805 https://sankosuisan.com/maguro/

51 お魚屋みーかがん2号店 飲食店 紙OK 沖縄県糸満市西崎町4-19 道の駅いとまん内 090-6864-0547 https://sankosuisan.com/maguro/

52 みーかがん 泊いゆまち店 飲食店 紙OK 沖縄県那覇市港町1-1-18  泊いゆまち内 080-3973-3502 https://sankosuisan.com/maguro/

53 二中前ミート 飲食店 紙OK 沖縄県那覇市松尾2-7-10 098-869-8060 なし

54 島の菓 八重山屋 飲食店 紙OK 沖縄県石垣市字白保1960-104-1 0980-87-0293 https://www.nanpudo.co.jp

55 琉球 美ら馬ホースくらぶ＆Cafe 飲食店 紙OK 沖縄県石垣市字伊原間365-6 090-9671-9999 https://churauma.jimdofree.com/

56 ⾧嶺鮮魚 飲食店 紙OK 沖縄県那覇市松尾2-7-10   第一牧志公設市場内 ⾧嶺鮮魚 098-867-2544 なし

57 湧川鮮魚 飲食店 紙OK 沖縄県那覇市松尾2-7-10 第一牧志公設市場 090-7464-6952 なし

58 宮城精肉店 飲食店 紙OK 沖縄県那覇市松尾2-7-10 098-866-3644 なし

59 泡盛之店 琉夏 サンライズ店 飲食店 紙OK 沖縄県那覇市牧志3-4-14 090-4033-9262 https://www.facebook.com/ryuka.naha

60 Craft＆Giftヤッチとムーン 飲食店 紙OK 沖縄県那覇市壺屋1-21-9 098-988-9639 なし

61 MOREMARE 飲食店 紙OK 沖縄県国頭郡本部町字石川424 080-1721-4889 https://churaumi.okinawa/area/restaurant/more-mare/

62 西表島 みなとのやおや 飲食店 紙OK 沖縄県八重山郡竹富町字南風見201 大原港旅客ターミナル内 080-6497-3800 https://ja-jp.facebook.com/iriomote.yaoya/



63 琉球の風ショップ 飲食店 NG 沖縄県宮古島市上野字宮国761-1 0980-74-7410 http://shigira.com

64 あざみ屋 美崎店 飲食店 紙OK 沖縄県石垣市美崎町9-14 0980-83-7277 https://minsah.co.jp/

65 石垣島バスターミナル売店 飲食店 紙OK 沖縄県石垣市美崎町3   バスターミナルビル 1F 080-3375-8030 なし

66 Proots 飲食店 紙OK 沖縄県浦添市港川2-16-7 098-955-9887 http://www.facebook.com/proots7

67 海神 飲食店 紙OK 沖縄県那覇市港町1-1-18  泊いゆまち内 098-863-3455 なし

68 レストランまぁーさんはうす 飲食店 紙OK 沖縄県沖縄市上地4-1-51 098-933-2551 https://crownhotel.jp/

69 鉄板焼きダイニング美らSUN 飲食店 NG 沖縄県国頭郡本部町浜元189 0980-43-6886 https://teppanyakichurasun.jimdosite.com

70 沖縄ホルモン野郎TEN 飲食店 紙OK 沖縄県那覇市国場1183-2 ぴゅあレジデンス205 098-836-7888 https://ten.okinawa/

71 琉球ダイニングふぁいみーる 飲食店 紙OK 沖縄県宮古島市平良字西里171 パティドゥビル201 0980-79-7061 https://faimeal.net

72 沖縄料理としゃぶしゃぶのお店 赤瓦 飲食店 紙OK 沖縄県宜野湾市宇地泊766 098-890-5555 https://www.akaga-ra.com/

73 焼肉ダイニング利休 飲食店 紙OK 沖縄県宮古島市平良字西里174 プチホテルプレミア１階 0980-79-7079 https://rikyu.okinawa.jp

74 天ぷらと酒・肴 がじまる 飲食店 紙OK 沖縄県那覇市字大道130  メゾン大道１F 098-988-0388 https://r.gnavi.co.jp/sk8u78sc0000/

75 味と踊りの竜宮城うらしま 飲食店 紙OK 沖縄県那覇市久米2-10-6 新垣ビル2F 098-861-1769 https://www.urashima.jp

76 石垣牛料理の店 Zelkova 飲食店 紙OK 沖縄県石垣市石垣2-5 0980-87-0017 https://www.instagram.com/zelkova_ishigaki_/

77 海物語本店 飲食店 紙OK 沖縄県国頭郡恩納村名嘉真2246 098-983-3113 なし

78 琉球古民家焼肉 琉喰 飲食店 紙OK 沖縄県国頭郡恩納村冨着1451-1 098-989-0234 なし

79 西口商店 飲食店 紙OK 沖縄県那覇市安里385-9 070-8972-2491 なし

80 焼肉ニライ 飲食店 紙OK 沖縄県国頭郡恩納村名嘉真2217-1 大道アパート1F 098-911-7998 https://www.cbcokinawa.com/nirai/

81 MEAT BAR BUTCHER Trico 飲食店 紙OK 沖縄県石垣市大川2 730サウコート 1F 0980-87-6266 https://www.oizumifoods.co.jp

82 炭焼肉石田屋 鉄板すてーきishida 石垣店 飲食店 紙OK 沖縄県石垣市大川2 730サウスコート３F 0980-87-9882 https://www.oizumifoods.co.jp

83 琉球料理と琉球舞踊 四つ竹 久米店 飲食店 紙OK 沖縄県那覇市久米2-22-1 098-866-3333 https://yotsutake.co.jp/

84 BlueCoast OKINAWA 本店 飲食店 紙OK 沖縄県国頭郡恩納村谷茶1571 2階 098-989-4711 なし

85 タッカンマリ食堂 飲食店 紙OK 沖縄県石垣市美崎町12-4 結ビル2-E 0980-87-9898 なし

86 SEAGARDEN 飲食店 紙OK 沖縄県中頭郡北谷町港15 シータイムビル2階 098-926-2755 なし

87 アグー専門店 南国亭 飲食店 紙OK 沖縄県島尻郡八重瀬町字仲座1075-2 098-998-1739 https://nangoku-agoo.business.site/?utm_source=gmb&utm_medium=referral

88 まぐろ問屋 やざえもん 沖縄新都心あっぷるタウン店 飲食店 紙OK 沖縄県那覇市おもろまち3-3-1 あっぷるタウン2F 098-941-8080 http://www.neo-emotion.jp

89 まぐろ問屋 三浦三崎港 恵み サンエー浦添西海岸PARCO CITY店 飲食店 紙OK 沖縄県浦添市西洲3-1-1 3F 098-988-3730 http://www.neo-emotion.jp

90 くめじまーるカフェ 飲食店 NG 沖縄県島尻郡久米島町真謝500-7 098-987-1108 https://www.kumejimarl.com/

91 アールズ・カフェ 飲食店 NG 沖縄県石垣市川平934 0980-88-2288 https://www.ryukyu-shinju.co.jp/index.html

92 お肉とチーズのてだこ亭 飲食店 紙OK 沖縄県那覇市松尾2-11-4 098-860-0150 https://www.tedakotei.com

93 鳥壱 飲食店 紙OK 沖縄県那覇市上間294 098-854-2920 https://birdoneah.com

94 タリーズコーヒー那覇空港店 飲食店 紙OK 沖縄県那覇市字鏡水150 098-840-1473 https://airport-trading.com

95 On the Beach CAFE 飲食店 紙OK 沖縄県国頭郡今帰仁村今泊612-2 0980-56-4560 https://taiken-jp.net

96 UFO Burger & Sandwich CAFE 飲食店 紙OK 沖縄県浦添市港川2-9-10 098-988-3658 https://ufoburger.jp/

97 焼肉やいま 飲食店 紙OK 沖縄県石垣市美崎町9-9 西ビル１階 0980-87-0933 https://yaima.co.jp/

98 幸ちゃんラーメン 那覇国際通り店 飲食店 紙OK 沖縄県那覇市牧志2-3-1 K2ビル1F 098-943-1566 https://dma-int.jp/

99 博多屋台ラーメン一幸舎 イーアス沖縄豊崎店 飲食店 紙OK 沖縄県豊見城市豊崎3-35 1470区画 098-996-5239 https://dma-int.jp/

100 Guilty's / Drunker's 飲食店 紙OK 沖縄県那覇市牧志3-1-4 098-943-6699 https://www.drunkers.jp/

101 居酒屋 れんまろ 飲食店 紙OK 沖縄県沖縄市比屋根2-13-1 098-930-1887 なし

102 日本酒×魚 魚ぽぽ 飲食店 紙OK 沖縄県沖縄市泡瀬4-21-12 098-955-4102 なし

103 鉄鍋家 飲食店 紙OK 沖縄県宜野湾市伊佐1-7-5 サンライズマンション101 098-893-0606 なし



104 チャーリーレストラン 飲食店 紙OK 沖縄県南城市玉城字親慶原28 098-948-1617 なし

105 つけ麺 舎楽 飲食店 紙OK 沖縄県中頭郡北中城村字ライカム1 3025区画 098-923-5766 https://dma-int.jp/

106 OUKA松山店 飲食店 紙OK 沖縄県那覇市松山1-5-1 ナムラビル1F 098-864-0669 なし

107 OUKA豊見城店 飲食店 紙OK 沖縄県豊見城市字高安413-1 大漁マンション1F 098-856-7111 なし

108 DINING蔵RA 飲食店 紙OK 沖縄県那覇市安謝1-3-10 HOPビル1F 098-862-2876 なし

109 焼肉ごっち 飲食店 紙OK 沖縄県那覇市金城5-1-7 098-857-3929 なし

110 Bremen 飲食店 紙OK 沖縄県那覇市樋川2-3-1 のうれんプラザ内119-4 098-914-1169 なし

111 炎家 飲食店 紙OK 沖縄県那覇市松山1-6-14 エンブレム松山1F 098-863-6960 なし

112 おうか愛知店 飲食店 紙OK 沖縄県宜野湾市愛知299丸清ビル2F 098-892-5034 なし

113 まぐろや美月 飲食店 紙OK 沖縄県浦添市宮城4-7-9 098-917-5558 なし

114 Tenku terrace OOLOO 飲食店 紙OK 沖縄県南城市つきしろ1663 オアシスビル1階 098-943-9058 なし

115 海物語石垣島店 飲食店 紙OK 沖縄県石垣市美崎町4-7 1階 0980-87-5377 なし

116 ALOALO BEACH 川平（ALOALO CAFE) 飲食店 紙OK 沖縄県石垣市川平1215-228 0980-87-0610 https://xn--aloalobeach-7e8ud3d.com/

117 石垣屋 飲食店 紙OK 沖縄県石垣市真栄里547-7 0980-82-4400 https://ishigakiya.com/

118 琉宮ダイニング亀千人久茂地店 飲食店 紙OK 沖縄県那覇市久茂地3-12-1  第一久茂地ビル3F 098-863-7484 https://www.trimfoods.net

119 Restaurant＆Bar VERY 飲食店 紙OK 沖縄県那覇市壺屋1-7-5 098-866-0901 https://restaurant-bar-very.owst.jp/

120 RIDER'S GARAGE CAFE & DINER 飲食店 紙OK 沖縄県宜野湾市普天間1-5-1 1F 098-943-8802 なし

121 おにぎり処首里 ななむすび 飲食店 紙OK 沖縄県那覇市首里真和志町2-1 １F 098-943-9138 https://japanese-restaurant-3133.business.site/?m=true

122 梅と沖縄料理の居酒屋 飛梅 国際通り店 飲食店 紙OK 沖縄県那覇市久茂地3-11-17  新星産業ビル２階 098-863-6639 https://www.trimfoods.net

123 琉球村空港店4階 飲食店 紙OK 沖縄県那覇市字鏡水150 那覇空港国内ターミナル４階 098-840-1201 なし

124 サブウェイ波の上ビーチ 飲食店 紙OK 沖縄県那覇市辻3-2-1 098-868-0500 https://www.subway.co.jp/index.html

125 T's style Coffee波の上ビーチ 飲食店 紙OK 沖縄県那覇市辻3-2-1 098-868-0502 https://tsstylecoffee.jp/

126 コスタビレッジ エスパーナ 飲食店 紙OK 沖縄県那覇市辻3-2-1 098-868-8898 http://nami-espana.jp/bbq/index.html

127 そば自家製麺 沖縄料理 御殿 飲食店 紙OK 沖縄県名護市中山1016-5 0980-54-8515 https://www.okashigoten.co.jp/

128 ポーたま沖縄本部町店 飲食店 紙OK 沖縄県国頭郡本部町山川1421-5 オキナワハナサキマルシェ内 0980-43-0116 https://www.maedasangyo.net/

129 山原ステーキ 飲食店 紙OK 沖縄県名護市字幸喜111-1 0980-43-7811 https://www.yanbaru-steak.co.jp

130 古民家食堂 ゆくる 飲食店 紙OK 沖縄県国頭郡本部町備瀬520 0980-43-0828 https://www.yukuru-motobu.com/

131 ツチトイブキ 飲食店 紙OK 沖縄県那覇市松尾2-7-27 プチメゾンド松尾1F 080-3906-9753 https://www.trunq.jp

132 デリカテッセントランク小禄店 飲食店 紙OK 沖縄県那覇市赤嶺1-1-3 １F 080-3901-9753 https://www.trunq.jp

133 ワイン食堂トランク小禄店 飲食店 紙OK 沖縄県那覇市赤嶺1-1-3 １F 098-927-0094 https://www.trunq.jp

134 美ら花 別邸 飲食店 紙OK 沖縄県名護市幸喜109 0980-53-0331 https://www.chura-hana.com/

135 ⿁さん久茂地店 飲食店 紙OK 沖縄県那覇市久茂地3-12-4   (ラフテビルB1) 098-861-5578 https://www.trimfoods.net/

136 焼肉おおつか 飲食店 紙OK 沖縄県石垣市大川270-2 0980-87-9611 https://yakiniku-ootsuka.com/

137 ブルーウォーターシュリンプ＆ティースタンドマークマーシュ 飲食店 紙OK 沖縄県中頭郡北中城村ライカム1   イオンモール沖縄ライカム3階 098-923-0366 https://maezawafoods.co.jp/

138 サムズセーラーイン国際通り店 飲食店 紙OK 沖縄県那覇市牧志3-1-3 098-918-0808 http://www.sams-okinawa.jp/index.jsp

139 サムズアンカーイン国際通り店 飲食店 紙OK 沖縄県那覇市久茂地3-3-18 098-862-9090 http://www.sams-okinawa.jp/index.jsp

140 サムズマウイ久茂地店 飲食店 紙OK 沖縄県那覇市久茂地2-15-3 098-862-9085 http://www.sams-okinawa.jp/index.jsp

141 サムズマウイ国際通り店 飲食店 紙OK 沖縄県那覇市牧志1-3-53 098-861-9595 http://www.sams-okinawa.jp/index.jsp

142 カフェ・マーメイド 飲食店 紙OK 沖縄県中頭郡中城村字久場1963 中城モール1階 098-895-6188 https://www.cafemmd.okinawa/

143 町の麺処琉家本店 飲食店 紙OK 沖縄県那覇市松尾1-6-8 098-862-3480 https://www.instagram.com/ryuya_group/

144 サムズアンカーイン宜野湾店 飲食店 紙OK 沖縄県宜野湾市真志喜624-1 098-897-5555 http://www.sams-okinawa.jp/index.jsp



145 サムズカフェ 飲食店 紙OK 沖縄県中頭郡北中城村安谷屋1934 098-935-3699 http://www.sams-okinawa.jp/index.jsp

146 サムズバイザシー泡瀬店 飲食店 紙OK 沖縄県沖縄市泡瀬1-41-15 098-937-3421 http://www.sams-okinawa.jp/index.jsp

147 サムズバイザシー小禄バイパス店 飲食店 紙OK 沖縄県那覇市具志3-25-5 098-857-0339 http://www.sams-okinawa.jp/index.jsp

148 サムズアンカーインイーアス沖縄豊崎店 飲食店 紙OK 沖縄県豊見城市豊崎3-35 イーアス沖縄豊崎2階 098-856-3535 http://www.sams-okinawa.jp/index.jsp

149 上島珈琲店サンエー浦添西海岸パルコシティ店 飲食店 NG 沖縄県浦添市西洲3-1-1 098-953-7352 https://www.ueshima-coffee-ten.jp/

150 やきとりしまぶ～ 飲食店 NG 沖縄県糸満市西崎町3-72シャトーＮ102号室 098-894-6582 なし

151 居酒屋 ここから 飲食店 紙OK 沖縄県沖縄市泡瀬3-1-6 當真ビル１階 098-937-3133 https://www.kokokarayassan.com

152 STEAK HOUSE DAY'S 飲食店 紙OK 沖縄県那覇市田原2-2-4 098-857-4129 https://fbj3000.gorp.jp/

153 お好み焼き＆カフェ笑味 飲食店 紙OK 沖縄県うるま市石川東恩納1431-17 080-9851-7410 https://www.okonomiyaki-emi.com

154 ワイン食堂トランク久茂地店 飲食店 紙OK 沖縄県那覇市久茂地3-6-13 098-866-5355 https://www.trunq.jp

155 和酒房 山本 飲食店 紙OK 沖縄県沖縄市泡瀬2-17-17 098-989-8704 https://loco.yahoo.co.jp/place/g-m4sCPH7j712/

156 SUBWAY那覇新都心店 飲食店 紙OK 沖縄県那覇市おもろまち4-2-8 098-861-3327 なし

157 T's style Coffee那覇新都心店 飲食店 紙OK 沖縄県那覇市おもろまち4-2-8 098-861-3788 なし

158 SUBWAY首里りうぼう店 飲食店 紙OK 沖縄県那覇市首里久場川町2-122-1    TSUTAYA首里店内 1階 098-885-6088 なし

159 T's style Coffee首里りうぼう店 飲食店 紙OK 沖縄県那覇市首里久場川町2-122-1    TSUTAYA首里店内 1階 098-885-6088 なし

160 SASUKE 飲食店 NG 沖縄県中頭郡北谷町美浜34-3 デポセントラルビル3階 098-989-9290 https://wagyu-sasuke.com

161 ゴンチャ オキナワハナサキマルシェ店 飲食店 紙OK 沖縄県国頭郡本部町山川1421-5 オキナワハナサキマルシェ内 0980-43-9488 https://store.gongcha.co.jp/gcj/spot/detail?code=0000000128

162 レストラン 海宝 飲食店 紙OK 沖縄県宮古島市城辺保良591-1 0980-77-2323 http://kaihoukan.co.jp

163 焼肉 極上牛 飲食店 紙OK 沖縄県那覇市田原3-7-2 小禄リースビル302 098-951-4129 https://gokujougyu.jp/

164 ワイン酒場 ふじ晴 飲食店 紙OK 沖縄県那覇市久茂地3-11-10 ハーモニー久茂地ビル3階 098-911-8388 なし

165 焼肉もとぶ牧場 もとぶ店 飲食店 紙OK 沖縄県国頭郡本部町字大浜881-1 0980-51-6777  http://www.motobu-farm.com

166 焼肉もとぶ牧場 国際通り店 飲食店 紙OK 沖縄県那覇市松尾1-1-2 レグザリウボウ内2F 098-860-7511  http://www.motobu-farm.com

167 酒処 咲むら 飲食店 紙OK 沖縄県那覇市安里388-54 さくらビル１階 098-884-7500 なし

168 百年古家 大家（うふやー） 飲食店 紙OK 沖縄県名護市中山90 0980-53-0280 https://ufuya.com/

169 REST LE SACRO 飲食店 紙OK 沖縄県国頭郡今帰仁村古宇利480-3 0980-56-5633 http://rest-le-sacro.com/

170 島豚石焼燦 飲食店 紙OK 沖縄県那覇市松山2-7-3城間ビル１階 098-863-2991 なし

171 すき焼き松山燦別館 飲食店 紙OK 沖縄県那覇市松山1-7-3呉マンション1階 098-975-7715 なし

172 居酒屋だんりゅう 飲食店 紙OK 沖縄県那覇市若狭3-45-10 070-5400-6642 なし

173 カレーハウスCoCo壱番屋沖縄北谷国体道路店 飲食店 NG 沖縄県中頭郡北谷町上勢頭844-1 098-926-1851 https://www.ichibanya.co.jp/

174 カレーハウスCoCo壱番屋ラウンドワン南風原店 飲食店 NG 沖縄県島尻郡南風原町兼城552 098-882-6551 https://www.ichibanya.co.jp/

175 俺ん家 飲食店 紙OK 沖縄県那覇市牧志3-14-16   コーポ誉１階 098-943-9903 https://tabelog.com/okinawa/A4701/A470101/47014197/dtlrvwlst/B260392857/

176 プチット リュ 飲食店 紙OK 沖縄県那覇市松尾2-17-32 弥栄ビル1階 098-863-0716 http://www.petiterue.jp/

177 海鮮酒家 中山 飲食店 紙OK 沖縄県宮古島市平良字西里1-10 0980-73-1959 https://www.chu-zan.jp/index.html

178 蕎麦ダイニング 赤坂 飲食店 紙OK 沖縄県那覇市金城5-16-14 ステーション１０１A 098-859-0666 https://www.ryukyu-foods.com

179 島唄楽園 美ら美ら 飲食店 紙OK 沖縄県宮古島市平良字西里182 0980-73-3130 https://www.chu-zan.jp/index.html

180 Ma-Blue Garden House 飲食店 NG 沖縄県国頭郡本部町新里247-1 0980-48-2222 http://ma-blue.com

181 BRUAL American village 飲食店 紙OK 沖縄県中頭郡北谷町美浜9-21  デポアイランドシーサイド２階 098-989-7373 なし

182 旨唐揚げと居酒メシ ミライザカ 久茂地店  飲食店 紙OK 沖縄県那覇市久茂地3-12-1 第一久茂地ビル2階 098-860-9494 https://www.watami.co.jp/

183 すき焼きしゃぶしゃぶ 琉球の牛 飲食店 紙OK 沖縄県那覇市牧志3-2-3 Hachimine Crystal 5F 098-975-7544 https://www.u-shi.net/ss_naha.html

184 コッコ食堂 飲食店 紙OK 沖縄県国頭郡本部町字備瀬355 090-4785-9658 https://www.kokko-collagen.com/

185 七福神 飲食店 紙OK 沖縄県那覇市久茂地3-29-24 098-868-3937 https://www.shichihukujin.jp/



186 BRUAL 飲食店 紙OK 沖縄県宮古島市平良下里269-2 １F 0980-79-7344 なし

187 プロースト東京 飲食店 紙OK 沖縄県豊見城市瀬⾧174-6 瀬⾧島ウミカジテラス17番 098-894-6292 https://exert.co.jp/

188 焼肉 琉球の牛 恩納本館 飲食店 紙OK 沖縄県国頭郡恩納村前兼久909-2 098-965-2233 https://www.u-shi.net/

189 焼肉 琉球の牛 恩納別館 飲食店 紙OK 沖縄県国頭郡恩納村前兼久101-1 098-923-1196 https://www.u-shi.net/

190 焼肉 琉球の牛 北谷 飲食店 紙OK 沖縄県中頭郡北谷町美浜51-1マカイリゾート2階 098-989-3405 https://www.u-shi.net/

191 焼肉 琉球の牛 那覇国際通り 飲食店 紙OK 沖縄県那覇市牧志3-2-3 Hachimine Crystal3F 098-987-6150 https://www.u-shi.net/

192 BLUE OCEAN STEAK 飲食店 紙OK 沖縄県中頭郡北谷町美浜51-2 ヒューネッツビル2階 098-988-5625 https://www.steak-okinawa.jp/

193 CAFE GOZZA 飲食店 紙OK 沖縄県国頭郡恩納村山田2427 098-923-3137 なし

194 cafe and fruits BUNBUN 飲食店 紙OK 沖縄県中頭郡北谷町美浜9-7 PLAZA-F 1F 098-923-2270 https://bunokinawa.com/

195 親父のまぐろ ウミカジテラス店 飲食店 紙OK 沖縄県豊見城市瀬⾧174-6 ウミカジテラス内14 098-996-2757 https://www.umikajiterrace.com/profile/mirai/

196 親父のまぐろ イーアス沖縄豊崎店 飲食店 紙OK 沖縄県豊見城市豊崎3-35 イーアス沖縄豊崎１F 098-996-2343 https://toyosaki.iias.jp/shop/detail/f0ee13ed-3043-4a41-83f8-dcd7c437e469

197 イタリアン酒場 クッチーナ マンテカーレ 飲食店 紙OK 沖縄県糸満市潮平629-1 KIマンション103 098-994-1771 https://www.facebook.com/mantecare

198 MAGIC OCEAN 飲食店 紙OK 沖縄県中頭郡北谷町字美浜34-5 デポセントラルビル4F 098-989-4320 http://magicpot.jp/

199 BUTCHER KINJO 焼肉金城美浜店 飲食店 紙OK 沖縄県中頭郡北谷町美浜51-2-1F 098-923-2904 http://yakiniku-kinjo.com

200 沖縄料理ちぬまん恩納サンセットモール名嘉真店 飲食店 紙OK 沖縄県国頭郡恩納村名嘉真2199-1 098-967-7551 https://www.chinuman.com/

201 沖縄料理ちぬまん恩納村ムーンビーチ前別邸 飲食店 紙OK 沖縄県国頭郡恩納村前兼久523-2 098-989-0987 https://www.chinuman.com/

202 レストラン サン ヴァンサン 飲食店 NG 沖縄県那覇市銘苅2-4-35 アーバンプラネットビル２F 098-862-2240 http://www.st-vincent.in

203 レッドロブスター沖縄北谷店 飲食店 紙OK 沖縄県中頭郡北谷町美浜8-10 098-923-0164 https://www.redlobster.jp/

204 おいしい魚とやきとりの店 一巡 飲食店 紙OK 沖縄県那覇市久茂地2-11-7 浦崎アパート1階 098-862-1398 https://ichijun.owst.jp/

205 沖縄料理ちぬまん万座邸 飲食店 紙OK 沖縄県国頭郡恩納村冨着9 098-923-0622 https://www.chinuman.com/

206 スシロー浦添バークレーズコート店 飲食店 NG 沖縄県浦添市当山2-2-4 098-870-0563 http://www.akindo-sushiro.co.jp/

207 一鮮満 飲食店 紙OK 沖縄県那覇市おもろまち4-2 098-861-7878 なし

208 スシロー糸満西崎店 飲食店 NG 沖縄県糸満市西崎町4-22-3 098-840-8094 http://www.akindo-sushiro.co.jp/

209 琉球煙力 石垣島店 飲食店 紙OK 沖縄県石垣市浜崎町2-3-23 0980-87-7642 https://yakiniku-ootsuka.com/

210 沖縄料理ちぬまん国際通り牧志店 飲食店 紙OK 沖縄県那覇市牧志1-2-26 098-941-0998 https://www.chinuman.com/

211 スシロー那覇天久店 飲食店 NG 沖縄県那覇市字天久1101-1 098-860-8836 http://www.akindo-sushiro.co.jp/

212 スシローうるまみどり町店 飲食店 NG 沖縄県うるま市みどり町6-1-21 098-982-4268 http://www.akindo-sushiro.co.jp/

213 スシロー北谷店 飲食店 NG 沖縄県中頭郡北谷町字伊平伊礼前原39 098-921-7045 http://www.akindo-sushiro.co.jp/

214 スシロー沖縄住吉店 飲食店 NG 沖縄県沖縄市住吉1-7-36 098-921-4751 http://www.akindo-sushiro.co.jp/

215 デジャングム 飲食店 紙OK 沖縄県浦添市仲間2-31-1 098-878-0041 なし

216 あぐー豚しゃぶしゃぶ専門店 オーシャンBoo！読谷村本店 飲食店 紙OK 沖縄県中頭郡読谷村瀬名波821 098-914-1153 なし

217 あぐー豚しゃぶしゃぶ専門店 オーシャンBoo！恩納村店 飲食店 紙OK 沖縄県国頭郡恩納村前兼久80  2階 050-5597-8584 なし

218 あぐー豚しゃぶしゃぶ専門店 オーシャンBoo！那覇店 飲食店 紙OK 沖縄県那覇市久米2-11-26 幸福ビル1階 050-5872-1443 なし

219 メシバル 飲食店 紙OK 沖縄県宮古島市平良字下里215-3 2F 0980-79-5870 https://paina-terrace.com/

220 島唄と沖縄料理ちぬまん国際通り久茂地店 飲食店 紙OK 沖縄県那覇市久茂地3-2-1 098-917-1475 https://www.chinuman.com/

221 島唄と沖縄料理 花琉球 てんぶす那覇店 飲食店 紙OK 沖縄県那覇市牧志3-2-3  鉢嶺クリスタルビル 1F 098-943-2087 https://www.hanaryukyu.com/

222 鰻屋 兆 飲食店 紙OK 沖縄県那覇市仲井真1 コーポ喜楽１階 098-834-0588 https://unagiya-kizashi.favy.jp/

223 島唄と沖縄料理 花琉球 本店 飲食店 紙OK 沖縄県那覇市牧志2-6-30 ベウラビル1F 098-943-2995 https://www.hanaryukyu.com/

224 沖縄料理ちぬまん国際通り安里店 飲食店 紙OK 沖縄県那覇市安里1-1-58 光生ビル1F 098-943-7464 https://www.chinuman.com/

225 AMERICAN DINER A Sign 飲食店 紙OK 沖縄県那覇市牧志3-11-17 国際通り屋台村 090-1944-5529 https://www.okinawa-yatai.jp/

226 フルーツカフェ 飲食店 紙OK 沖縄県名護市字為又1220-71 0980-52-1568 https://www.okinawa-fruitsland.jp/



227 琉球焼肉ナカマ 飲食店 紙OK 沖縄県国頭郡恩納村名嘉真2083-1 098-967-7029 http://www.umore.co.jp/

228 STEAK HOUSE NAKAMA 飲食店 紙OK 沖縄県国頭郡恩納村名嘉真2247-1 098-967-7022 http://www.umore.co.jp/

229 島しゃぶしゃぶNAKAMA 飲食店 紙OK 沖縄県那覇市久茂地3-3-1 ニューサンパルコビルB1 098-917-1529 http://www.umore.co.jp/

230 串ナカマ 飲食店 紙OK 沖縄県那覇市松尾2-10-27 098-943-9418 http://www.umore.co.jp/

231 焼肉ホルモン名嘉真 飲食店 紙OK 沖縄県那覇市松尾2-10-20 098-975-5252 http://www.umore.co.jp/

232 hale 'aina HOA 飲食店 紙OK 沖縄県国頭郡恩納村名嘉真2159-1 098-967-8755 http://www.umore.co.jp/

233 やんばるの家庭料理みつ子ばぁばの台所 飲食店 紙OK 沖縄県那覇市久茂地1-4-13パークシティ泉崎２階 098-862-3588 https://mitsuko.okinawa/

234 沖縄創作居酒屋天の川食堂 飲食店 紙OK 沖縄県国頭郡本部町大浜863-4大都ビル102 0980-43-0143 https://www.okiroko.jp/tingara

235 ととちゃんぷる 飲食店 紙OK 沖縄県国頭郡恩納村字恩納341-2 098-982-3360 http://www.f-a-p.jp/toto_okinawa.html

236 万座テーブル 飲食店 紙OK 沖縄県国頭郡恩納村瀬良垣2503-2 098-982-3218 http://www.f-a-p.jp/manza_table.html

237 アダン 飲食店 紙OK 沖縄県国頭郡恩納村字恩納2585 098-982-3272 https://tabelog.com/okinawa/A4703/A470303/47001085/

238 スシローはにんす宜野湾店 飲食店 NG 沖縄県宜野湾市大山7-1400-16 はにんす宜野湾内 098-942-2001 http://www.akindo-sushiro.co.jp/

239 スシロー那覇国際通り店 飲食店 NG 沖縄県那覇市久茂地3-3-16 サツドラ沖縄国際通り店2F 098-860-7018 http://www.akindo-sushiro.co.jp/

240 うるまジェラート 飲食店 紙OK 沖縄県うるま市与那城照間1860-1 098-978-8017 http://www.urugela.com/

241 酒肴飯まる清 飲食店 紙OK 沖縄県那覇市松山2-21-19  ケンヨウビル１Ｆ 098-869-4280 https://www.sake-marukiyo.com

242 中華レストラン残波苑 飲食店 紙OK 沖縄県中頭郡読谷村字宇座1133 098-958-4080 https://www.zanpa-golfclub.jp

243 パーラー岬 飲食店 紙OK 沖縄県中頭郡読谷村字宇座1133 098-958-1938 https://www.zanpa-golfclub.jp/

244 石垣牛和牛亭 金城 那覇松山店 飲食店 紙OK 沖縄県那覇市松山2-10-13沖商マンション１階 098-917-1729 https://yakiniku-kinjo.com

245 石垣牛専門 焼肉金城 北谷本店 飲食店 紙OK 沖縄県中頭郡北谷町北前1-11-10 098-983-7566 https://yakiniku-kinjo.com

246 丸源ラーメン 沖縄美里店 飲食店 紙OK 沖縄県沖縄市美里仲原町1-3 098-989-3135 なし

247 丸源ラーメン 那覇国場店 飲食店 紙OK 沖縄県那覇市仲井真148 098-831-5758 なし

248 丸源ラーメン 浦添店 飲食店 紙OK 沖縄県浦添市港川2-24-1 098-917-1145 なし

249 BISTRO LUIRE 飲食店 紙OK 沖縄県国頭郡恩納村字眞栄田3459-1 098-923-1213 https://www.bistro-luire.com

250 月うさぎ 飲食店 紙OK 沖縄県那覇市泉崎1-14-2 宮里ビル1階 098-863-5358 https://r.gnavi.co.jp/r44auv580000/

251 オーシャンBoo!美ら海店 飲食店 紙OK 沖縄県国頭郡本部町具志堅623-1 0980-43-0550 https://okinawamarinelife.com/

252 レストランでいご 飲食店 紙OK 沖縄県糸満市米須1056 098-997-3385 http://www.himeyuri-deigo.com

253 読谷焼肉 縁 飲食店 紙OK 沖縄県中頭郡読谷村波平1971-1 103 098-923-2984 なし

254 しゃぶ右衛門 うるまみどり町店 飲食店 紙OK 沖縄県うるま市みどり町6-2-18 ミネグリーンビル1F 098-923-3739 なし

255 OKINAWA DINING かぁびら 飲食店 紙OK 沖縄県糸満市西崎6-12-8 506BLDG.1F 098-851-4433 https://www.kaabira.com/

256 疾風ホルモン 頂 飲食店 紙OK 沖縄県那覇市久茂地2-4-21  新商マンション2 F 098-894-2422 http://www.sp8770.com/

257 沖縄の味 石嶺食堂 飲食店 紙OK 沖縄県那覇市首里石嶺町4-346-1 098-884-9977 https://www.ishimineshokudo.com

258 癒酒屋こんちわ首里城前店 飲食店 紙OK 沖縄県那覇市首里当蔵町1-10パレスサイドヴィラ1階 098-882-4111 https://lin.ee/M9UFHzz

259 Parlor&Bar Konchiwa 飲食店 紙OK 沖縄県那覇市首里当蔵町1-10パレスサイドヴィラ1階 098-943-5735 なし

260 おちゃ と おさけ と ごはん。 Imadomare 飲食店 紙OK 沖縄県国頭郡今帰仁村今泊3007 0980-43-6708 http://www.imadomare.jp

261 中国料理 孔雀樓 飲食店 紙OK 沖縄県宜野湾市大山2-22-8 098-897-3548 https://r.gnavi.co.jp/f475400/?sc_lid=home_check_shop

262 琉球料理松ノ下 飲食店 紙OK 沖縄県国頭郡恩納村恩納2767 098-966-8881 https://www.manzamo.jp

263 かっぽう山吹 飲食店 紙OK 沖縄県名護市大東1-7-19 0980-52-2143 https://yamabuki.okinawa/

264 なかま商店 飲食店 紙OK 沖縄県那覇市安里385 090-7078-8117 なし

265 博多だるまSOUTH JAPAN 飲食店 NG 沖縄県中頭郡北中城村字ライカム1    イオンモール沖縄ライカム4F 098-930-7880 なし

266 Cafe Lairise 今帰仁店 飲食店 紙OK 沖縄県国頭郡今帰仁村今泊681 0980-43-0886 http://cafe-lairise.com/

267 C&C BREAKFAST OKINAWA 飲食店 紙OK 沖縄県那覇市松尾2-9-6タカミネビル1F 098-927-9295 https://www.ccbokinawa.com



268 やっぱりステーキ1stカクテルプラザ店 飲食店 紙OK 沖縄県那覇市松山1ｰ34ｰ3（カクテルプラザ1F） 098-863-2929 https://yapparigroup.jp/

269 やっぱりステーキ2nd松山店 飲食店 紙OK 沖縄県那覇市松山2-7-16 098-988-3344 https://yapparigroup.jp

270 やっぱりステーキ3rd国際通りがじゅまる店 飲食店 紙OK 沖縄県那覇市牧志１ｰ2ｰ31 ハイサイおきなわビル２F 098-917-0298 https://yapparigroup.jp

271 やっぱりステーキ4th国際通り店 飲食店 紙OK 沖縄県那覇市牧志3ｰ12ｰ4 高泉ビル2Ｆ 098-867-2929 https://yapparigroup.jp

272 やっぱりステーキ5thあしびなー店 飲食店 紙OK 沖縄県豊見城市豊崎1-188 沖縄アウトレットモール あしびなー 2F 098-840-2929 https://yapparigroup.jp

273 やっぱりステーキ6th首里りうぼう店 飲食店 紙OK 沖縄県那覇市首里久場川町2-122-1 首里りうぼう 1F 098-887-2929 https://yapparigroup.jp

274 やっぱりステーキ7th豊見城店 飲食店 紙OK 沖縄県豊見城市豊見城459-3 098-851-1129 https://yapparigroup.jp

275 やっぱりステーキ8th久茂地店 飲食店 紙OK 沖縄県那覇市久米2-5-10 098-862-5529 https://yapparigroup.jp

276 やっぱりステーキ9th津嘉山店 飲食店 紙OK 沖縄県島尻郡南風原町字津嘉山1581 098-987-1529 https://yapparigroup.jp

277 やっぱりステーキEXPRESS 南城大里店 飲食店 紙OK 沖縄県南城市大里字高平高宮城原97-2 098-946-2911 https://yapparigroup.jp

278 やっぱり 食べほ カクテルプラザ店 飲食店 紙OK 沖縄県那覇市松山1-34-3 カクテルプラザビル2F 098-988-1235 https://yapparigroup.jp

279 沖縄そばと沖縄ちゃんぽんのお店 やっぱりちゃん 飲食店 紙OK 沖縄県豊見城市字豊崎3-35(イーアス沖縄豊崎内) 098-851-8979 https://yapparigroup.jp

280 オーシャンビューレストラン「レイール」 飲食店 紙OK 沖縄県糸満市西崎町1-6-1 098-992-7500 https://www.southernbeach-okinawa.com/

281 プールサイドレストランサザンテラス 飲食店 紙OK 沖縄県糸満市西崎町1-6-1 098-992-7500 https://www.southernbeach-okinawa.com/

282 焼肉もとぶ牧場 名護店 飲食店 紙OK 沖縄県名護市宇茂佐の森4-2-14 0980-43-6277 http://www.motobu-farm.com

283 焼肉もとぶ牧場 那覇店 飲食店 紙OK 沖縄県那覇市久茂地2-1-3 久茂地ＭＫビル3Ｆ 098-943-3897 http://www.motobu-farm.com

284 The Gozero Grill 飲食店 紙OK 沖縄県宮古島市平良西里596 0980-79-9116 https://www.sfhm.co.jp/

285 ホルモン・焼肉 ぼくけ 飲食店 紙OK 沖縄県那覇市久米1-3-6 098-860-5258 https://bokuke.ti-da.net/

286 沖縄料理 呑み食い処 龍 飲食店 紙OK 沖縄県沖縄市上地2-17-1  ホテルグランアリーナ1F 098-931-9186 なし

287 しろくまカフェ 宮古島店 飲食店 紙OK 沖縄県宮古島市平良久貝654-23 0980-79-9630 https://shirokumacafe.net/

288 天空のレストラン 大宜味スカイテラス 飲食店 NG 沖縄県国頭郡大宜味村字田港427-2 0980-44-2255 https://www.skyterrace.co.jp

289 てぃーだんぶい 飲食店 紙OK 沖縄県那覇市牧志2-23-20 098-867-7069 https://r.gnavi.co.jp/f300900/

290 お好み焼き甲子園 飲食店 紙OK 沖縄県那覇市前島3-16-18-101 098-975-5930 なし

291 またたびや ダイニングバー 飲食店 紙OK 沖縄県宮古島市下地川満800-37 0980-76-4161 https://matatabi-ya.com

292 島cuisine あーすん 飲食店 紙OK 沖縄県那覇市金城5-13-5 098-851-5360 https://earthen069.business.site/

293 沖縄のお酒とみやぶた ゆい 飲食店 紙OK 沖縄県石垣市川平678-1 050-1196-1982 https://yui.favy.jp/

294 Transit Cafe 飲食店 紙OK 沖縄県中頭郡北谷町宮城2-220-2F 098-936-5076 https://transitcafe-okinawa.com/

295 十割そば 山楽 飲食店 紙OK 沖縄県那覇市牧志3-6-34 098-987-6033 https://hyattregencynaha.jp/

296 ロングソフトクリーム沖縄アメリカンビレッジ店 飲食店 紙OK 沖縄県中頭郡北谷町美浜9-1デポアイランド C1F 090-2198-5958 https://longsoftcream.business.site/

297 海の旅亭おきなわ名嘉真荘・食事処「海の坊」 飲食店 紙OK 沖縄県国頭郡恩納村字名嘉真855-1 098-911-6650 https://www.okinawa-ryotei.jp/

298 うみぞら 飲食店 紙OK 沖縄県中頭郡読谷村波平2414遊プラザ2F 098-958-5881 http://www.umizora.net/

299 Cherish The Sea 飲食店 紙OK 沖縄県中頭郡北谷町美浜34-1 レクー沖縄北谷スパ＆リゾートプレミア３F 098-989-9497 なし

300 リゾート系かき氷専門店 -the Sea- 飲食店 紙OK 沖縄県那覇市牧志3-1-16 098-943-7250 https://www.the-sea.jp/

301 焼肉ホルモン八重山おときち 飲食店 紙OK 沖縄県石垣市新栄町2-7 0980-88-8129 http://www.nikubiru.com/

302 韓国料理香り純豆腐 飲食店 紙OK 沖縄県南城市大里字仲間735 050-1572-1495 https://logostree.com/

303 Coral Tree Cafe 飲食店 紙OK 沖縄県石垣市大川209-６ 0980-83-1588 https://www.instagram.com/coral.tree.cafe/

304 沖縄BBQるぐんちゅ 飲食店 NG 沖縄県国頭郡本部町崎本部671-14 090-5530-5553 http://web.rugoos.com

305 ブラックハーレム 飲食店 紙OK 沖縄県那覇市牧志2-7-22 コスモビル６F 098-866-8912 http://black-harlem.boo.jp/

306 宮古ぜんざいと家めしの店 眞茶屋 飲食店 紙OK 沖縄県宮古島市平良字下里1 宮古島市公設市場２階 0980-72-7727 なし

307 JUMBO STEAK HAN'S久茂地本店 飲食店 紙OK 沖縄県那覇市久茂地3-27-10 098-863-8890 https://www.instagram.com/jumbosteak_hans_official/

308 JUMBO STEAK HAN'S松山店 飲食店 紙OK 沖縄県那覇市松山1-15-20 098-869-7005 https://www.instagram.com/jumbosteak_hans_official/



309 JUMBO STEAK HAN'S国際通り牧志店 飲食店 紙OK 沖縄県那覇市牧志2-3-1 K2ビル2F 098-860-1129 https://www.instagram.com/jumbosteak_hans_official/

310 JUMBO STEAK HAN'S奇跡の１マイル店 飲食店 紙OK 沖縄県那覇市久茂地3-1-10 MIビル2F 098-943-3729 https://www.instagram.com/jumbosteak_hans_official/

311 JUMBO STEAK HAN'S美浜店 飲食店 紙OK 沖縄県中頭郡北谷町字美浜9-1デポアイランドビルA館2F 098-926-2888 https://www.instagram.com/jumbosteak_hans_official/

312 JUMBO STEAK HAN'S北谷デポセントラル店 飲食店 紙OK 沖縄県中頭郡北谷町字美浜34-3 デポアイランドビル2F 098-930-2983 https://www.instagram.com/jumbosteak_hans_official/

313 JUMBO STEAK HAN'S沖縄ライカム店 飲食店 紙OK 沖縄県中頭郡北中城村ライカム１ (４０１９) 098-930-2983 https://www.instagram.com/jumbosteak_hans_official/

314 Steak＆VegetableGardenHAN'Sあっぷるタウン店 飲食店 紙OK 沖縄県那覇市おもろまち3-3-1 あっぷるタウン2F 098-869-2983 https://www.instagram.com/jumbosteak_hans_official/

315 若獅子 WAKASHI 飲食店 紙OK 沖縄県那覇市松尾2-8-37CAVE松尾1F 098-917-5011 https://retty.me/area/PRE47/ARE144/SUB14402/100001339445/

316 臺瓏 飲食店 紙OK 沖縄県那覇市松尾2-10-23 098-894-5116 https://www.okiland.jp/

317 焼肉こうちゃん 飲食店 紙OK 沖縄県名護市為又1219-163 0980-43-9820 なし

318 北海道キッチン YOSHIMI 飲食店 紙OK 沖縄県浦添市西洲3-1-1 PARCOCITY3F 098-943-6512 https://www.yoshimi-ism.com/

319 福寿し 飲食店 紙OK 沖縄県国頭郡恩納村字名嘉真2212-1 098-967-8868 なし

320 和きっちん九 飲食店 紙OK 沖縄県那覇市東町27-17（1F） 098-866-4871 なし

321 焼肉居酒屋はなゆう 飲食店 紙OK 沖縄県宜野湾市真志喜2-28-27 098-890-3744 なし

322 和琉酒菜 藍 飲食店 紙OK 沖縄県那覇市久米1-1-20 真和ビル１Ｆ 098-861-0497 https://tabelog.com/okinawa/A4701/A470101/47000902/

323 海人割烹 げん 飲食店 紙OK 沖縄県石垣市新栄町25-5 0980-83-2766 http://ishigaki-gen.com/

324 くら寿司イオンモール沖縄ライカム店 飲食店 紙OK 沖縄県中頭郡北中城村字ライカム1   イオンモール沖縄ライカム Rycom Village A 2F 098-923-5177 https://www.kurasushi.co.jp/

325 海人居酒屋 源 美崎店 飲食店 紙OK 沖縄県石垣市美崎町16-10 0980-82-8007 http://ishigaki-gen.com/

326 海人居酒屋 源 平得店 飲食店 紙OK 沖縄県石垣市平得175-3 0980-88-6350 http://ishigaki-gen.com/

327 くら寿司沖縄豊崎店 飲食店 紙OK 沖縄県豊見城市豊崎1-411 豊崎ライフスタイルセンターTOMITON内 098-996-3469 https://www.kurasushi.co.jp/

328 くら寿司沖縄北谷店 飲食店 紙OK 沖縄県中頭郡北谷町美浜3-1-3 098-989-0677 https://www.kurasushi.co.jp/

329 海人居酒屋 源 総本店 飲食店 紙OK 沖縄県石垣市大川286 源ビル2F 0980-88-8321 http://ishigaki-gen.com/

330 くら寿司沖縄名護店 飲食店 紙OK 沖縄県名護市字名護4513 0980-43-5207 https://www.kurasushi.co.jp/

331 海人めし 飲食店 紙OK 沖縄県石垣市大川286 源ビル1F 0980-83-0550 http://ishigaki-gen.com/

332 くら寿司ABLOうるま店 飲食店 紙OK 沖縄県うるま市字豊原9-1 098-989-0770 https://www.kurasushi.co.jp/

333 くら寿司アクロスプラザ古島駅前店 飲食店 紙OK 沖縄県那覇市銘苅1-19-2 098-987-6325 https://www.kurasushi.co.jp/

334 くら寿司イオン那覇店 飲食店 紙OK 沖縄県那覇市金城5-10-2 イオン那覇2F 098-995-6108 https://www.kurasushi.co.jp/

335 くら寿司イオン南風原店 飲食店 紙OK 沖縄県島尻郡南風原町字宮平264 イオン南風原2F 098-987-9610 https://www.kurasushi.co.jp/

336 農家れすとらん 楽園の果実 飲食店 紙OK 沖縄県宮古島市下地字来間476-1 0980-76-2991 https://rakuen-kajitsu.jp/

337 美ら海キッチンぱぱいや 飲食店 紙OK 沖縄県国頭郡本部町字山川973-3 0980-48-4351 http://papaiya.main.jp/

338 カプリシャス食堂 飲食店 紙OK 沖縄県豊見城市瀬⾧174-6 ウミカジテラス20番 098-894-6222 なし

339 和牛専門 焼肉天神 飲食店 紙OK 沖縄県中頭郡北谷町字美浜9-12アメリカンデポビルC棟2階 098-988-7029 なし

340 Blanc de Blanc 飲食店 紙OK 沖縄県那覇市久米2-19-1 1F 098-943-9955 https://barblancdeblanc.wixsite.com/mysite

341 おさかな料理でんじろう 飲食店 NG 沖縄県名護市宮里3-25-5サンセットマンション102 0980-43-0542 なし

342 Cafe&Bar5083 飲食店 紙OK 沖縄県那覇市楚辺2-41-14 098-996-5083 https://www.gloryislandokinawa.com/cafebar5083

343 石垣牛と海鮮の店てっぺん 飲食店 紙OK 沖縄県石垣市石垣15-4 0980-88-8581 https://ishigakijimateppen.co.jp/

344 石垣牛と海鮮の店こてっぺん 飲食店 紙OK 沖縄県石垣市美崎町12-7 0980-87-0257 https://ishigakijimateppen.co.jp/

345 海鮮館どてっぺん 飲食店 紙OK 沖縄県石垣市八島町2-4 0980-84-2121 https://ishigakijimateppen.co.jp/

346 福岡 炉端もん 飲食店 紙OK 沖縄県那覇市牧志1-1-39 STEPビル1F-A号 098-860-7761 なし

347 海鮮ばってん 飲食店 NG 沖縄県中頭郡北谷町美浜2-5-8ひのビル1階 098-921-7270 https://kaisenbatten.gorp.jp/

348 H&Bジェラ沖縄 飲食店 紙OK 沖縄県那覇市松尾2-7-10  第一牧志公設市場２F 090-8708-9047 http://nasubi9056.at.webry.info/

349 ザ・リッツカールトン沖縄 レストラン(ちゅらぬうじ・グスク・喜瀬） 飲食店 紙OK 沖縄県名護市喜瀬1343-1 0980-43-5555 https://www.ritzcarlton.com/jp/hotels/japan/okinawa



350 ザ・リッツ・カールトン 沖縄 ザ・ロビーラウンジ 飲食店 紙OK 沖縄県名護市喜瀬1343-1 0980-43-5555 https://www.ritzcarlton.com/jp/hotels/japan/okinawa

351 海風よ 飲食店 紙OK 沖縄県国頭郡恩納村名嘉真2606 098-967-8222 https://umikaziyo.com

352 HARRY'S 飲食店 紙OK 沖縄県宮古島市平良狩俣358-1 西平安名岬展望台前 0980-72-5610 https://www.harrys.fun/

353 焼肉明洞 牧港店 飲食店 紙OK 沖縄県浦添市牧港4-6-1 098-876-2074 https://www.myungdong-okinawa.com/

354 焼肉明洞 小禄バイパス店 飲食店 紙OK 沖縄県那覇市具志3-12-1 098-859-5151 https://www.myungdong-okinawa.com/

355 炭火焼肉 平和苑 飲食店 紙OK 沖縄県那覇市辻1-4-25 098-861-5217 https://g.page/heiwaen-okinawa?share

356 プチレストラン エメラルド 飲食店 紙OK 沖縄県名護市宮里3-25-5  サンセットマンション103 0980-54-0770 なし

357 海中茶屋 飲食店 紙OK 沖縄県うるま市与那城屋平4 海の駅あやはし館内 070-3801-8884 https://ryukyu-pro.com/

358 島唄と地料理 とぅばらーま 国際通り店 飲食店 紙OK 沖縄県那覇市牧志2-7-25 098-862-3124 https://jcc-okinawa.net/

359 沖縄地料理 波照間 国際通り店 飲食店 紙OK 沖縄県那覇市牧志1-2-30 098-863-8859 https://jcc-okinawa.net/

360 沖縄地料理 あんがま 国際通り店 飲食店 紙OK 沖縄県那覇市松尾1-2-2 098-867-3111 https://jcc-okinawa.net/

361 A&W 宮古空港店 飲食店 NG 沖縄県宮古島市平良字下里1657-128 0980-75-4737 https://miyakoap.co.jp/

362 琉球料理 首里天楼 飲食店 紙OK 沖縄県那覇市牧志1-3-60 098-863-4091 https://jcc-okinawa.net/

363 海人居食屋 源丸 飲食店 紙OK 沖縄県石垣市新川2373-13 0980-82-0277 なし

364 ツバメ食堂 飲食店 紙OK 沖縄県那覇市松尾2-7-10 098-867-8696 http://www.tsubame-shokudo.jp/index.html

365 Bali Cafe Some One 飲食店 紙OK 沖縄県豊見城市瀬⾧174-6 瀬⾧島ウミカジテラス26番 090-6010-1403 なし

366 SHOT-BAR FOXHOLE 飲食店 紙OK 沖縄県那覇市久茂地2-20-12 上原ビル1F 098-963-8630 https://www.facebook.com/bar.foxhole

367 島唄ライブおばぁの家 海音 飲食店 紙OK 沖縄県那覇市牧志1-3-58タキオンビルB1F 098-868-4388 なし

368 あーりおーるカフェ＆ハウス 飲食店 紙OK 沖縄県石垣市野底1086-20 090-5518-2516 https://arioru.com

369 鰓呼吸 那覇久茂地店 飲食店 紙OK 沖縄県那覇市久茂地2-6-16 098-868-8388 なし

370 寿司 正茶春 飲食店 紙OK 沖縄県石垣市大川225 080-2690-5044 なし

371 大衆肉割烹 にく久 久茂地店 飲食店 紙OK 沖縄県那覇市久茂地3-12-1 第一久茂地ビル1F 098-869-1888 なし

372 久茂地 免許皆伝酒場 飲食店 紙OK 沖縄県那覇市久茂地2-4-16 山内ビル1F 098-943-8408 なし

373 炭火焼きジンギスカン 羊蹄山 飲食店 紙OK 沖縄県那覇市牧志1-3-11 花笠楼1F 098-917-4888 なし

374 鰓呼吸 石垣島美崎町店 飲食店 紙OK 沖縄県石垣市美崎町7-14 ホテルエメラルドアイル1F 098-87-0688 なし

375 鰓呼吸 宮古島店 飲食店 紙OK 沖縄県宮古島市平良西里300-3 098-73-4588 なし

376 鰓呼吸 名護店 飲食店 紙OK 沖縄県名護市宮里3-29-12 フェニックスパークホテル1F 098-54-2388 なし

377 ぶらんちゅ 飲食店 紙OK 沖縄県那覇市牧志3-9-5 098-894-8778 なし

378 石垣島 炭火焼 牛串＆ホルモンふじた 飲食店 紙OK 沖縄県石垣市石垣20-3 パインハウス1Ｆ 0980-80-9011 https://www.instagram.com/gyugushi_horumon_fujita/

379 島唄ライブおばぁの家 海音 別邸 飲食店 紙OK 沖縄県那覇市牧志1-3-59 シーサーイン那覇B1F 098-917-0688 なし

380 ワルンルンパ 飲食店 紙OK 沖縄県国頭郡本部町並里1241-11 080-3995-3674 https://foodteclab.com

381 モクレレ 飲食店 紙OK 沖縄県国頭郡本部町大浜872-9 080-6499-3331 https://foodteclab.com

382 沖縄食材酒家 なかや 飲食店 紙OK 沖縄県国頭郡恩納村前兼久523-2 丸福マンション1Ｆ 098-965-4659 https://nakaya-okinawa.com/

383 バー・オモプラッタ 飲食店 紙OK 沖縄県国頭郡恩納村冨着58 098-963-0933 https://bar-omoplata.com/

384 地酒とまごころ料理 つくも 飲食店 紙OK 沖縄県那覇市泉崎1-14-14 098-867-9918 なし

385 レストランｂａｒ字南風見 飲食店 紙OK 沖縄県八重山郡竹富町字南風見508-51 0980-85-5777 https://azahaemi.com/

386 AZZURRA 飲食店 紙OK 沖縄県石垣市大川209-6 0980-87-5535 なし

387 久茂地日本酒エビス 飲食店 紙OK 沖縄県那覇市久茂地2-1-1  第一比嘉ビル102 098-862-5501 https://sites.google.com/view/territory-haisai/

388 ゆくり家 お花 飲食店 紙OK 沖縄県沖縄市髙原6-13-1 098-932-7210 http://assist-japan.co.jp/

389 ふる里茶寮 そじ坊那覇空港店 飲食店 NG 沖縄県那覇市鏡水150那覇空港新旅客ターミナルビル4F 098-840-1304 https://www.gourmet-kineya-hd.co.jp/

390 くるまえびキッチンTAMAYA 飲食店 紙OK 沖縄県名護市運天原131-4 0980-52-8080 https://kitchentamaya.amebaownd.com/



391 オキナワ酒場波平てりとりー 飲食店 紙OK 沖縄県那覇市松尾2-8-41 098-953-8783 https://sites.google.com/view/territory-haisai/

392 びっくりステーキ 飲食店 紙OK 沖縄県国頭郡金武町字金武4086-1 098-968-4744 http://www.instagram.com/bikkuri_steak.kin

393 沖縄黒毛和牛 焼肉パナリ 国際通り平和通り入口店 飲食店 紙OK 沖縄県那覇市牧志3-2-1 098-868-1130 https://jcc-okinawa.net/

394 車えびレストラン球屋 飲食店 紙OK 沖縄県国頭郡宜野座村宜野座1008 098-968-4435 https://ginozaab.jimdofree.com/

395 琉球ハイボール酒場 千鳥屋栄町店 飲食店 紙OK 沖縄県那覇市安里栄町388-5 098-885-4266 https://jcc-okinawa3.sakura.ne.jp/bbs/

396 まーさん道 飲食店 紙OK 沖縄県石垣市美崎町3 0980-83-4050 なし

397 石垣島麺処 飲食店 紙OK 沖縄県石垣市真栄里324-11 0980-87-9271 なし

398 ぱいかじ恩納本店 飲食店 NG 沖縄県国頭郡恩納村字冨着573-1 098-964-5393 https://paikaji.jp/shop/onna/

399 ぱいかじ デイゴ別邸 飲食店 NG 沖縄県国頭郡恩納村字冨着760-1 098-989-5649 https://paikaji.jp/shop/deigo/

400 呑み処 めしざんまい 飲食店 紙OK 沖縄県宮古島市平良字西里245 0980-73-1199 なし

401 やきにく CHAN石垣島 飲食店 紙OK 沖縄県石垣市美崎町8-9 石垣島ヴィレッジ3階 0980-87-9777 なし

402 夢乃屋 飲食店 紙OK 沖縄県石垣市美崎町2-3 0980-88-1222 なし

403 COKOFU 飲食店 紙OK 沖縄県浦添市港川2-12-7 港川外国人住宅50号 098-955-6844 https://cokofu.com/

404 餃子屋 弐ノ弐 牧志店 飲食店 紙OK 沖縄県那覇市牧志3-13-10 098-868-7922 なし

405 沖縄創作料理ロケーションダイニング凪 飲食店 紙OK 沖縄県国頭郡恩納村字山田501-3 2F 098-964-5505 http://nagidining.biz/

406 ぎゅうとん合戦 恩納御殿 飲食店 紙OK 沖縄県国頭郡恩納村字仲泊583-1 098-989-4133 https://gyuton.biz/

407 ISHIGAKI MARKET 飲食店 紙OK 沖縄県石垣市伊原間231-12 0980-84-5007 なし

408 あじまー商店 石垣のごちそうてぃんがーら 飲食店 紙OK 沖縄県石垣市大川250-3 与儀ビル1F 0980-87-5925 https://www.tune-up.biz/

409 島のごちそう てぃんがーら 飲食店 紙OK 沖縄県石垣市登野城641-5 0980-87-9936 https://www.tune-up.biz/

410 Blue Entrance Kitchen 飲食店 紙OK 沖縄県国頭郡恩納村前兼久32-1 098-989-5512 なし

411 Kaboo 飲食店 紙OK 沖縄県石垣市川平917-1 090-1086-2413 なし

412 soraniwa hotel and cafe 飲食店 紙OK 沖縄県宮古島市伊良部字伊良部721-1 0980-74-5520 http://soraniwa.org/

413 かま田 飲食店 紙OK 沖縄県宮古島市平良字下里737-11 0980-72-0296 https://shokusaikamata.storeinfo.jp

414 ボリウッドドリームズ 飲食店 紙OK 沖縄県中頭郡北谷町美浜9-1 デポアイランドビルA 2階沖縄 098-926-0977 https://www.bollywood-dreams.jp

415 沖縄居酒家石垣島 飲食店 紙OK 沖縄県石垣市石垣14-3 0980-83-5052 http://ishigakijima.daa.jp

416 ボリウッドジュエル 飲食店 紙OK 沖縄県中頭郡北谷町美浜9-8 シーサイドスクエアA10沖縄 098-989-1922 https://www.bollywood-dreams.jp

417 オリオンや 飲食店 紙OK 沖縄県国頭郡恩納村名嘉真2160-1 098-960-8064 なし

418 膳 飲食店 NG 沖縄県中頭郡読谷村瀬名波628 098-958-0555 https://zen-okinawa.gorp.jp

419 和琉料理結庵 飲食店 紙OK 沖縄県中頭郡北中城村字喜舎場1478 098-935-1500 https://kurashinohakko.jp/

420 BAR 星ノ庭 飲食店 紙OK 沖縄県中頭郡北中城村字喜舎場1478 098-935-1500 https://kurashinohakko.jp/

421 大丸パーラー 飲食店 紙OK 沖縄県宮古島市平良字下里603 0980-72-7837 https://daimaruparlor.com

422 叙々苑 沖縄おもろまち店 飲食店 紙OK 沖縄県那覇市おもろまち4-19-1 ルカフオモロマチ3階 098-860-0089 https://www.jojoen.co.jp/

423 叙々苑 沖縄浦添パルコシティ店 飲食店 紙OK 沖縄県浦添市西洲3-1-1 サンエー浦添西海岸PARCOCITY3F 098-871-0189 https://www.jojoen.co.jp/

424 琉球王国 さんご家 飲食店 紙OK 沖縄県宮古島市平良字西里231 0980-75-3235 http://sangoya.jp/

425 石垣島ALLFOODｓ＆ DELI ティダパナ 飲食店 紙OK 沖縄県石垣市大川206（南側店舗） 0980-82-7806 https://tidapana.com/

426 宮古島焼肉 火神 飲食店 紙OK 沖縄県宮古島市平良字松原548-1 0980-79-5129 http://kagami.okinawa

427 高さんの店 飲食店 紙OK 沖縄県石垣市登野城168-7 0980-87-0787 https://ko-sannomise.com/

428 沖縄郷土料理 舟蔵 飲食店 紙OK 沖縄県石垣市新川舟蔵2481-1 0980-88-0030 https://www.grandvrio-hotelresort.com/ishigaki/

429 石垣牛焼肉＆ダイニング 琉華 飲食店 紙OK 沖縄県石垣市新川舟蔵2481-1 0980-88-0030 https://www.grandvrio-hotelresort.com/ishigaki/

430 カフェバー デイゴ 飲食店 紙OK 沖縄県石垣市新川舟蔵2481-1 0980-88-0030 https://www.grandvrio-hotelresort.com/ishigaki/

431 てぃーだ（TEEDA) 飲食店 紙OK 沖縄県石垣市新川舟蔵2471-1 0980-88-0030 https://www.grandvrio-hotelresort.com/ishigaki/



432 ガジュマルロック 飲食店 紙OK 沖縄県国頭郡今帰仁村古宇利1933-1 080-6492-6945 なし

433 輪っしょい 那覇国際通り松尾店 飲食店 紙OK 沖縄県那覇市松尾2-8-16 レガロパロマビルB1 098-867-2009 https://wassyoifamily.com/shop-list/wassyoifamily-matuo/

434 竹炭 炉端焼き たけすみ 飲食店 紙OK 沖縄県那覇市久茂地3-16-19 101 098-988-8159 https://wassyoifamily.com/shop-list/takesumi/

435 魚寿司 公設市場総本店 飲食店 紙OK 沖縄県那覇市松尾2-11-11 098-860-9651 https://wassyoifamily.com/shop-list/uozusi/

436 魚寿司 公設市場総本店 離れ 飲食店 紙OK 沖縄県那覇市松尾2-11-15 098-860-9651 https://wassyoifamily.com/shop-list/uozusi/

437 グッドファームズキッチン 飲食店 紙OK 沖縄県那覇市久米2-30-6 098-988-9789 https://wassyoifamily.com/shop-list/good-farms-kitchen/

438 島料理うらさき 飲食店 紙OK 沖縄県石垣市大川222 090-4772-3201 https://urasaki-shimaryori.favy.jp/

439 キリンビア＆スナック 飲食店 紙OK 沖縄県那覇市鏡水150   那覇空港国内線ターミナルビル4階 098-858-6851 http://www.royal-contract-service.co.jp/

440 ホーリーおもろまち 飲食店 紙OK 沖縄県那覇市おもろまち4-3-28 098-951-1886 http://p-time.co.jp/

441 炙るチェリチェリ 飲食店 紙OK 沖縄県那覇市久茂地3-8-19 098-861-1020 なし

442 沖縄市漁業協同組合パヤオ直売店 飲食店 NG 沖縄県沖縄市泡瀬1-11-34 098-938-5811 http://www.payao-okinawa.com/restaurant.php

443 アゲサワ 飲食店 紙OK 沖縄県那覇市久茂地3-3-3  1階 098-943-4438 なし

444 キッチンのぎ 飲食店 紙OK 沖縄県沖縄市仲宗根町15-15 101 098-989-8258 https://kitchennogi.com/

445 キャプテンズイン国際通り店 飲食店 紙OK 沖縄県那覇市久茂地3-4-1 098-868-4670 http://www.okinawa-steak.com/

446 キャプテンズイン東町店 飲食店 紙OK 沖縄県那覇市東町4-15 098-860-4129 http://www.okinawa-steak.com/

447 キャプテンズイン美浜店 飲食店 紙OK 沖縄県中頭郡北谷町美浜15-67 2F 098-926-3053 http://www.okinawa-steak.com/

448 そば家鶴小 壷川店 飲食店 紙OK 沖縄県那覇市壷川1-3-7 098-836-3719 http://www.okinawa-soba.co.jp/

449 そば家鶴小 美里店 飲食店 紙OK 沖縄県沖縄市美原3-21-6 098-938-1811 http://www.okinawa-soba.co.jp/

450 そば家鶴小 北谷店 飲食店 紙OK 沖縄県中頭郡北谷町北谷1-11-10 098-926-2202 http://www.okinawa-soba.co.jp/

451 とんかつ太郎 小禄店 飲食店 紙OK 沖縄県那覇市具志３-24-16 098-858-1129 http://www.captains-g.co.jp/?page_id=42

452 とんかつ太郎 新都心店 飲食店 紙OK 沖縄県那覇市銘苅1-10-3 098-861-1129 http://www.captains-g.co.jp/?page_id=42

453 とんかつ太郎 北谷店 飲食店 紙OK 沖縄県中頭郡北谷町美浜2-1-12 098-926-3711 http://www.captains-g.co.jp/?page_id=42

454 焼肉居酒屋 カルビ大王 飲食店 紙OK 沖縄県沖縄市比屋根1-8-6 098-933-8929 http://www.captains-g.co.jp/?page_id=48

455 玉らん 飲食店 紙OK 沖縄県那覇市松山2-1-15 2F 098-941-0232 なし

456 魚じん 飲食店 紙OK 沖縄県那覇市松山2-1-15 1F 098-941-3851 なし

457 しゃぶしゃぶ もり島 飲食店 紙OK 沖縄県石垣市新栄町14-10 赤嶺店舗１F 0980-83-5255 なし

458 BAR NOBU 飲食店 紙OK 沖縄県石垣市美崎町12-8 TOMOビル1F 0980-83-3494 https://barnobu.com

459 島唄三線ライブ居酒屋結風 飲食店 NG 沖縄県石垣市美崎町13 2階 0980-88-7008 http://www.yuikaji.com/

460 大衆酒場 魚仁 飲食店 紙OK 沖縄県石垣市石垣7-3 0980-87-0135 なし

461 やんばるダイニング松の古民家 飲食店 NG 沖縄県名護市大南2-14-5 0980-43-0900 https://tabelog.com/okinawa/A4702/A470201/47014042/

462 K's town CAFE 飲食店 紙OK 沖縄県島尻郡八重瀬町伊覇93-2 098-996-1571 http://r.gnavi.co.jp/fahj000/

463 ステーキハウス８８辻本店 飲食店 紙OK 沖縄県那覇市辻2-8-21 098-862-3553 http://s88.co.jp/

464 鉄板焼ステーキレストラン碧 東町本店 飲食店 紙OK 沖縄県那覇市東町19-25 098-917-3205 https://www.heki.co.jp/tenpo/honten.html

465 鉄板焼ステーキレストラン碧 国際通り松尾店 飲食店 紙OK 沖縄県那覇市松尾1-2-9 098-941-1129 https://www.heki.co.jp/tenpo/matsuo.html

466 ステーキハウス８８国際通り店 飲食店 紙OK 沖縄県那覇市牧志3-1-6 勉強堂ビル2階 098-866-3760 http://s88.co.jp/

467 しゃぶしゃぶ専門店紺 東町本店 飲食店 紙OK 沖縄県那覇市東町19-25 098-917-3200 https://kou.okinawa/tenpo/higashimachi.html

468 suksma 飲食店 紙OK 沖縄県石垣市美崎町8-9  石垣島ヴィレッジ 0980-87-5100 https://suksma.okinawa/

469 琉球亭 飲食店 紙OK 沖縄県国頭郡恩納村谷茶1593-8 098-989-4991 なし

470 ステーキハウス８８国際通り店ANNEX 飲食店 紙OK 沖縄県那覇市牧志3-1-6 勉強堂ビルB1階 098-860-7588 http://s88.co.jp/

471 山海の幸 あじつぼ 飲食店 NG 沖縄県中頭郡読谷村字楚辺1326-3 098-956-2723 なし

472 ＷａＧｙｕ－ＣａｆｅＫＡＰＵＫＡ 飲食店 紙OK 沖縄県中頭郡北谷町美浜51-1  マカイリゾート１Ｆ 098-923-5010 なし



473 Ｈａｗａｉｉａｎ－Ｃａｆｅ ＫＡＰＵＫＡ 飲食店 紙OK 沖縄県中頭郡北谷町美浜34-3  デポセントラルビルＢ１ 098-989-4408 https://hawaiiancafekapuka.com/

474 焼肉どうらく北谷店 飲食店 紙OK 沖縄県中頭郡北谷町美浜34-5  デポセントラル３Ｆ 098-923-0329 https://yakinikudouraku.com/shop/d.chatan

475 牛骨琉球ラーメンＭＡＲＵＭＡＲＯ 飲食店 紙OK 沖縄県中頭郡北谷町美浜34-3   ３Ｆ 098-923-0737 なし

476 回転寿司北海素材北谷店 飲食店 紙OK 沖縄県中頭郡北谷町美浜34-2  レクー沖縄北谷スパ＆リゾート1Ｆ 098-923-0518 https://www.hokkaisozai.com/

477 我那覇豚肉店 本店 飲食店 紙OK 沖縄県那覇市前島1-1-1 石嶺ビル1F 098-863-5380 https://www.ganaha-butaniku.co.jp/

478 肉まる産業 泉崎店 飲食店 紙OK 沖縄県那覇市泉崎1-14-7阮氏ビル1F 098-862-7878 https://nikumarusangyou.owst.jp

479 焼肉乃我那覇本店 飲食店 紙OK 沖縄県名護市宮里1410-1 0980-43-5369 https://www.ganaha-butaniku.co.jp/

480 和琉ダイニングみふね 飲食店 紙OK 沖縄県石垣市新川1129-2 0980-87-8737 なし

481 さわのや 飲食店 紙OK 沖縄県国頭郡本部町渡久地15-7 0980-47-3029 https://sawanoya.net/

482 CAFE&BAR U 飲食店 紙OK 沖縄県那覇市久茂地2-2-2   タイムスビル 1F 098-862-1888 https://usen.com/

483 大地の恵 おもろまち店 飲食店 紙OK 沖縄県那覇市おもろまち1-1-2ダイワロイネットホテル内18階 098-860-8788 なし

484 SUNNY'S 飲食店 NG 沖縄県中頭郡北谷町美浜9-1デポアイランドビルA棟１F 098-989-3626 なし

485 豚匠 那覇邸 飲食店 紙OK 沖縄県那覇市東町6-18 パーム東町ビル 5階 098-860-7608 なし

486 豚匠 宮古島邸 飲食店 NG 沖縄県宮古島市平良西里276-1 098-79-9525 なし

487 食堂えがお 飲食店 紙OK 沖縄県石垣市美崎町8-13 102 0980-87-6265 なし

488 pocke farm 飲食店 NG 沖縄県中頭郡北谷町美浜9-12デポビルB 080-8581-1405 なし

489 島唄ライブ居酒屋ちょんちょん 飲食店 紙OK 沖縄県那覇市牧志2-3-20アーバンコアビル1F 098-894-7005 なし

490 もみだれ辛ホルモン獅子楼石垣島店 飲食店 紙OK 沖縄県石垣市石垣3-2 0980-82-7770 なし

491 らーめん工房赤まる 飲食店 紙OK 沖縄県那覇市前島2-3-6 070-5819-3228 なし

492 名護ステーキ 飲食店 紙OK 沖縄県名護市東江5-8-20 0980-43-9275 https://nagosteak.gorp.jp/

493 石垣島の石垣さん家の石垣牛 飲食店 紙OK 沖縄県石垣市美崎町8-9 石垣島ビレッジ 080-2720-0546 なし

494 琉球ダイニング 家守家 飲食店 紙OK 沖縄県名護市東江5-4-24 1F 0980-52-3008 https://yamoriya2914.wixsite.com/yamoriya

495 うさぎや 飲食店 NG 沖縄県石垣市石垣1-1 0980-88-5014 https://usagiya-ishigaki.com/

496 一魚一会 飲食店 NG 沖縄県石垣市大川216 ピュアネス石田1階 0980-87-0926 https://usagiya-ishigaki.com/info/ichigyo.html

497 YYY CLUB iE RESORT レストラン PARADISE 飲食店 紙OK 沖縄県国頭郡伊江村字東江前1965 0980-49-5011 https://ie-resort.com/

498 民謡ライブ沖縄地料理わらゆい 飲食店 紙OK 沖縄県那覇市牧志2-3-1 K2ビルわらゆい 098-869-8661 http://warayui.owst.jp

499 あぐーの隠れ家 北谷店 飲食店 紙OK 沖縄県中頭郡北谷町美浜2-2-2 098-926-1121 なし

500 あぐーの隠れ家 万座店 飲食店 紙OK 沖縄県国頭郡恩納村瀬良垣2501-6 098-966-2172 なし

501 あぐーの隠れ家 冨着店 飲食店 紙OK 沖縄県国頭郡恩納村冨着1-1 1F 098-975-8808 なし

502 宮古島とんかつ琉宮 飲食店 紙OK 沖縄県宮古島市松原551 2F 0980-73-2620 https://tonkatsuryuuguu.wixsite.com/-site-2

503 焼肉＆ステーキ 美ら 飲食店 紙OK 沖縄県国頭郡恩納村冨着1-1 2F 098-975-6363 なし

504 okinawasun 飲食店 紙OK 沖縄県国頭郡本部町備瀬224 090-9473-0909 https://www.instagram.com/okinawasun_simaloha/

505 クモジテッパンバール やぽん 飲食店 紙OK 沖縄県那覇市久茂地2-6-25クモジランドマークビル１F 098-869-2033 なし

506 麺や 堂幻 飲食店 NG 沖縄県那覇市前島1-12-11マイハートビル1-A 098-860-7464 なし

507 蝦夷前立喰い処 ちょこっと寿し 飲食店 紙OK 沖縄県那覇市牧志3-11-17 098-866-8177 https://chocotto.group/

508 ちょこっと寿し 飲食店 紙OK 沖縄県那覇市牧志2-7-24 セゾン宝ビル2階 098-988-8239 https://chocotto.group/

509 カンナムチキン牧志店 飲食店 紙OK 沖縄県那覇市牧志3-6-15 桜坂DINER1 098-894-8700 https://www.instagram.com/kannamuchiken/?utm_medium=copy_link

510 真お魚と野菜 飲食店 紙OK 沖縄県宜野湾市真志喜2-28-27 102 098-890-3335 https://shinosakanayasai.business.site/?utm_source=gmb&utm_medium=referral

511 道頓堀 飲食店 紙OK 沖縄県那覇市松尾2-10-1 第一牧志公設市場2階 098-866-0557 http://www.dotonbori-naha.jp

512 純沖縄料理 三線の花 飲食店 紙OK 沖縄県国頭郡恩納村字冨着756-1 098-989-5515 なし

513 TROPICAL MASSAMAN 飲食店 紙OK 沖縄県中頭郡北谷町美浜9-1 デポアイランドA棟2階 080-7580-1591 https://www.instagram.com/tropicalmassaman_okinawa/



514 吉﨑食堂 久茂地本店 飲食店 紙OK 沖縄県那覇市久茂地2-5-1 098-863-8246 https://r.gnavi.co.jp/f214000/

515 ステーキレストランSADO 飲食店 NG 沖縄県うるま市高江洲1094-1 098-973-0515 http://steak-sado.okinawa/

516 采 美浜店 飲食店 紙OK 沖縄県中頭郡北谷町美浜15-67 グルメ館2Ｆ 098-926-2138 https://r.gnavi.co.jp/f277400/

517 吉﨑食堂 おもろまち店 飲食店 紙OK 沖縄県那覇市おもろまち4-17-29 098-869-8246 https://r.gnavi.co.jp/f214001/

518 金太郎本店 飲食店 NG 沖縄県那覇市松山2-7-1 098-917-2211 なし

519 ビストロスマイル 飲食店 紙OK 沖縄県石垣市登野城624 赤嶺ﾏﾝｼｮﾝ101 0980-88-8020 https://www.instagram.com/ishigaki.bistro_smile/

520 あじ彩石垣島 飲食店 NG 沖縄県石垣市大川554-1 0980-82-2700 http://www.e-ajisai.jp

521 沖縄大衆酒場 おでんの金太郎 飲食店 紙OK 沖縄県那覇市松山2-7-1 098-917-2211 なし

522 Japanese Soba DINING 舞天本店 飲食店 紙OK 沖縄県那覇市おもろまち4-3-28-1F 098-862-1336 https://kai-booten.jp/

523 KAI 飲食店 紙OK 沖縄県豊見城市字豊崎5-1 098-840-6333 https://kai-booten.jp/

524 居酒屋恩納つばき 飲食店 紙OK 沖縄県国頭郡恩納村前兼久858‐1 098-965-7705 なし

525 COLOSSEO262 飲食店 紙OK 沖縄県那覇市久茂地2-6-2 久茂地ガーデンビル1F-C 098-988-9865 なし

526 やんばるジェラート 大石林山店 飲食店 紙OK 沖縄県国頭郡国頭村宜名真1241 0980-41-8117 https://yanbarugelato.info/

527 パーラーキング 飲食店 紙OK 沖縄県国頭郡本部町崎本部5025-2 098-43-6662 https://www.king0403.co.jp/parlorking

528 やんばるジェラート ハナサキマルシェ店 飲食店 紙OK 沖縄県国頭郡本部町山川1421-5 098-943-5434 https://yanbarugelato.info/

529 鉄板ダイニングBell 飲食店 紙OK 沖縄県那覇市おもろまち4-6-22 おもろまちT-MAXビル1階 098-943-3200 http://r.gnavi.co.jp/f593700/

530 SEASIDE STEAK BEEFY’S 飲食店 紙OK 沖縄県中頭郡北谷町字美浜9-21 4F 098-982-7566 https://beefys.jp/

531 やんばるジェラート ライカム店 飲食店 紙OK 沖縄県中頭郡北中城村ライカム１ 080-7033-6308 https://yanbarugelato.info/

532 Bar ヨナミネハウス 飲食店 NG 沖縄県島尻郡座間味村阿嘉144 098-896-4786 https://peraichi.com/landing_pages/view/y-house/

533 TEECH 飲食店 紙OK 沖縄県宜野湾市大山3-5-1（2F) 098-894-5817 なし

534 YAN CAFE 飲食店 紙OK 沖縄県中頭郡北谷町北谷2-20-1  ハンビーマーケットNO9 098-989-0708 なし

535 琉どん屋～POKE BOWL～ 飲食店 紙OK 沖縄県中頭郡読谷村大木469-2 098-988-7812 https://pokebowl-jp.square.site 

536 Chez Nori 飲食店 紙OK 沖縄県那覇市安里2-4-12  マキシーアルパ1階 098-862-8778 https://www.otv.co.jp/okitive/article/28459/

537 沖縄酒場 海王 飲食店 紙OK 沖縄県石垣市美崎町9-10 0980-87-9782 なし

538 しゃぶしゃぶ美山 南風原店 飲食店 紙OK 沖縄県島尻郡南風原町字宮平264 イオン南風原ショッピングセンター1F  098-996-1478 http://www.pierthirty.co.jp/

539 豚の虜 飲食店 紙OK 沖縄県那覇市牧志3-11-17 国際通り屋台村 9番 090-5937-9358 なし

540 ポークマン 飲食店 紙OK 沖縄県那覇市牧志2-2-30国際通りのれん街1階 098-943-5707 なし

541 沖縄ハイボール酒場アカインコ牧志国際通り店 飲食店 紙OK 沖縄県那覇市牧志2-4-15 098-9785-7678 https://jcc-okinawa.net/

542 炭火やきとりかん 飲食店 紙OK 沖縄県糸満市西崎6-4-11 098-992-1284 なし

543 ニライカナイ 飲食店 紙OK 沖縄県島尻郡渡嘉敷村字阿波連124 098-987-3422 https://nilai-kanai.com/restaurant/

544 島のうまいもん、北のうまいもん、なごぬふぁ 飲食店 紙OK 沖縄県名護市宮里6-6-13 0980-54-1702 なし

545 shima-monkey島の猿 飲食店 紙OK 沖縄県島尻郡久米島町字比嘉160-56 098-985-8585 https://www.instagram.com/shima__monkey

546 居酒屋 山将 飲食店 紙OK 沖縄県那覇市東町5-1 2F 098-862-0999 https://yamasyoo.com/pages/tempo

547 わわcafE 飲食店 紙OK 沖縄県中頭郡北谷町浜川227 S-60 098-923-2410 https://www.ooobase.com/

548 琉球 肉丸 飲食店 紙OK 沖縄県那覇市久米1-16-13 098-868-3456 https://nikumaru-honten.com/

549 レモネードbyレモニカ 宮古島パイナガマ店 飲食店 紙OK 沖縄県宮古島市平良久貝654‐23 0980-79-0205 なし

550 ユキシオステーキ 飲食店 NG 沖縄県宮古島市平良字久貝654-12 0980-79-7978 https://minamino-shima.com/yukishio-steak/

551 さくらや 飲食店 紙OK 沖縄県那覇市久茂地2-7-21 名嘉真ビル2階 098-867-7755 なし

552 九州うまかもん酒場 琉神 飲食店 紙OK 沖縄県那覇市おもろまち1-4-17 098-943-4138 https://umakamon-ryujin.com/

553 J.’ｓ Kitchen 飲食店 紙OK 沖縄県国頭郡本部町山川556 0980-43-0766 なし

554 ホライズン カレーワークス 飲食店 紙OK 沖縄県中頭郡北谷町美浜9-46ディストーションシーサイドビル2階 098-989-8012 なし



555 Chatan Burger Base Atabii's 飲食店 紙OK 沖縄県中頭郡北谷町字美浜9-21デポアイランドシーサイドビル1階テナントB 098-987-8700 https://atabiis.com/

556 まりさこ 飲食店 紙OK 沖縄県那覇市おもろまち4-6-24 ドリームビルディング1階 098-941-5678 http://p-time.co.jp/

557 スターバックスコーヒー那覇空港国内線ゲート内店 飲食店 紙OK 沖縄県那覇市鏡水150   那覇空港旅客ターミナルビル2階 098-894-6105 http://www.anafesta.com

558 あまわり 飲食店 紙OK 沖縄県中頭郡北谷町砂辺368 098-936-0429 https://amawariokinawa.wordpress.com/

559 焼肉レストランロインズ久茂地店 飲食店 紙OK 沖縄県那覇市久茂地2-6-16 リバーサイドテラス久茂地１F 098-943-9129 https://roins-okinawa.com/

560 琉球 飲食店 紙OK 沖縄県国頭郡本部町山川1421-5 ハナサキマルシェ内 070-3802-6648 なし

561 やんばるジェラート イーアス豊崎店 飲食店 紙OK 沖縄県豊見城市字豊崎3-35 080-4866-8538 https://yanbarugelato.info/

562 串焼きダイニング ウグイス 飲食店 紙OK 沖縄県那覇市松尾1-4-2 テラスビル２F 098-975-5761 https://www.naha-uguisu.com/

563 国際通り屋台村 team ヤシの木 飲食店 紙OK 沖縄県那覇市牧志3-11-16 080-3544-2485 なし

564 えん沖縄 飲食店 紙OK 沖縄県那覇市久茂地3-16-19 2F 098-941-7588 https://www.bridges.okinawa/

565 ステーキハウス８８北谷店 飲食店 紙OK 沖縄県中頭郡北谷町美浜9-17 at's Chatan2F 098-923-0788 http://s88.co.jp/chatan.html

566 ステーキハウス88恩納店 飲食店 紙OK 沖縄県国頭郡恩納村字前兼久167-2 098-965-2929 https://www.bridges.okinawa/

567 ステーキハウス８８美ら海店 飲食店 紙OK 沖縄県国頭郡本部町浦崎278-3 0980-51-7588 http://s88.co.jp/88chura.html

568 ステーキハウス88Jr.読谷店 飲食店 紙OK 沖縄県中頭郡読谷村大湾359-1レキオススクエアB-2 098-956-2988 https://www.bridges.okinawa/

569 お魚とお野菜和縁 飲食店 紙OK 沖縄県那覇市久茂地2-19-20 098-869-0007 なし

570 ちゅら 飲食店 紙OK 沖縄県那覇市久茂地2-14-5 098-988-1886 https://www.bridges.okinawa/

571 屋台村 じゅんちゃん 飲食店 NG 沖縄県那覇市牧志3-11-17 080-3544-2485 なし

572 焼肉レストランロインズ松山店 飲食店 紙OK 沖縄県那覇市松山2-10-13 沖商マンション1F 098-963-9729 https://tabelog.com/okinawa/A4701/A470101/47025093/

573 古宇利島の駅ソラハシ ソラハシFRUIT 飲食店 紙OK 沖縄県国頭郡今帰仁村古宇利323-1 0980-56-2128 https://kanau.co.jp/

574 古宇利島の駅ソラハシ 沖縄食堂 空橋 飲食店 紙OK 沖縄県国頭郡今帰仁村古宇利323-1 0980-56-2128 https://kanau.co.jp/

575 沖らく 飲食店 NG 沖縄県那覇市牧志3-11-17   国際通り屋台村18 080-5203-3498 なし

576 アジト国体道路店 飲食店 紙OK 沖縄県中頭郡北谷町伊平458-1イーグルロッジ半地下 098-936-1986 https://ajito-kokutaidouroten.gorp.jp/

577 沖縄酒場ろく 飲食店 紙OK 沖縄県宮古島市平良下里576-2 0980-79-9664 https://sakaba6.com/

578 ダブルデッカー 飲食店 紙OK 沖縄県中頭郡北谷町美浜9-8 098-926-1991 なし

579 デッカーズキッチン 飲食店 紙OK 沖縄県中頭郡北谷町美浜9-1 098-989-5307 なし

580 Halelea-DINER 飲食店 紙OK 沖縄県国頭郡恩納村真栄田2786-1 070-8467-5490 http://halelea.okinawa/

581 ボートレースアンテナショップカフェ 飲食店 紙OK 沖縄県那覇市久茂地3-29-70 098-943-6746 なし

582 うみんちゅＳｅａＦｏｏｄ 飲食店 紙OK 沖縄県国頭郡今帰仁村古宇利323-1 0980-56-3333 https://www.naki-umi.com/

583 ステーキダイニング８８松尾店 飲食店 紙OK 沖縄県那覇市松尾2-5-1 松尾124区ビル2F 098-943-8888 http://s88.co.jp/matsuo.html

584 沖縄地料理 風月楼 恩納本店 飲食店 紙OK 沖縄県国頭郡恩納村冨着554-2 098-963-0771 https://jcc-okinawa.net/

585 バリューダイニングあいりん 宮古島本店 飲食店 紙OK 沖縄県宮古島市平良字下里208-7 0980-73-6565 https://valuemen-in-miyako.net/

586 ステーキハウス８８国際通り西口店 飲食店 紙OK 沖縄県那覇市松尾1-4-3 永昇商事ビル2F 098-867-8888 http://s88.co.jp/nishiguchi.html

587 ステーキハウス８８那覇空港店 飲食店 紙OK 沖縄県那覇市鏡水150 那覇空港際内連結ターミナルビル3F 098-996-4388 http://s88.co.jp/ 

588 南の島の台所 あじ小屋 飲食店 紙OK 沖縄県石垣市美崎町11-2 黒島ビル1階 0980-88-5681 https://xn--igtm8381b.okinawa/

589 名代蕎麦処美濃作 飲食店 紙OK 沖縄県那覇市辻2-8-21 2F 098-861-7383 なし

590 沖縄菜園ビュッフェ カラカラ あしびなー店 飲食店 紙OK 沖縄県豊見城市豊崎1-1193 098-840-2280 https://jcc-okinawa.net/

591 ステーキハウス８８Jr.松山店 飲食店 紙OK 沖縄県那覇市松山2-10-13 松山沖商マンション1F 098-869-7888 http://s88.co.jp/88jr.html

592 ステーキハウス８８Ｊｒ.イオン那覇店 飲食店 紙OK 沖縄県那覇市金城5-10-2 イオン那覇店3階 098-894-8845 http://s88.co.jp/88jr_aeon_naha.html

593 島人ダイニング TARAJI 飲食店 紙OK 沖縄県石垣市美崎町12-4 結ビル地下１階 0980-83-5151 https://xn--igtm8381b.okinawa/

594 ステーキハウス８８Ｊｒ.真嘉比店 飲食店 紙OK 沖縄県那覇市真嘉比1-28-7 098-894-8878 http://s88.co.jp/88jr_makabi.html

595 島の美食や なかゆくい 飲食店 紙OK 沖縄県石垣市美崎町9-2 0980-82-7118 https://xn--igtm8381b.okinawa/



596 満天アグー石亭 飲食店 紙OK 沖縄県石垣市美崎町1-3 八重山港運ビル１F 0980-87-9932 なし

597 ハッピーズ 飲食店 紙OK 沖縄県石垣市美崎町8-9 石垣ヴィレッジ1F 090-8700-4544 なし

598 肉屋文月 飲食店 紙OK 沖縄県那覇市牧志3-9-9 098-866-3909 https://fumituki.owst.jp/?lad_media=lis_google&lec_tm=c-10044533.m-1.a-276968411.d-m.kwd-402120418264.kw-703101642.aw-.ak-449905

599 采 小禄店 飲食店 紙OK 沖縄県那覇市金城5-11-6 小禄ガーデンビル2Ｆ 098-859-7300 https://r.gnavi.co.jp/f276000/

600 オーシャンズピザ 飲食店 紙OK 沖縄県中頭郡読谷村高志保915ガラ青い海内 098-958-7711 なし

601 デザート王国イオンモール沖縄ライカム店 飲食店 紙OK 沖縄県中頭郡北中城村字ライカム1 098-982-2005 https://www.createrestaurants.com/

602 焼肉CURURU 飲食店 紙OK 沖縄県宮古島市伊良部字仲地282-3 080-1352-2971 なし

603 うちなーだいにんぐ じなんぼう 飲食店 紙OK 沖縄県那覇市牧志2-7-24 B1 098-868-6250 https://jinanbou.owst.jp/

604 やっぱりステーキ新都心真嘉比店 飲食店 紙OK 沖縄県那覇市真嘉比1-12-17コーポまるよし 090-961-01129 なし

605 ハンバーグステーキ８８Ｊｒ.浦添バークレーズコート店 飲食店 紙OK 沖縄県浦添市当山2-2-12バークレーズコート 098-988-8198 http://s88.co.jp/88jr_barclayscourt.html

606 石垣牛専門 焼肉金城 石垣島大川店 飲食店 紙OK 沖縄県石垣市大川278 0980-87-9808 http://yakiniku-kinjo.com

607 うまいもの酒場 芳野商店 飲食店 紙OK 沖縄県宮古島市平良下里535-5  1階 0980-79-7284 https://yoshinoshoten.com/

608 しゃぶしゃぶヒトナベ一人一鍋 飲食店 紙OK 沖縄県浦添市当山2-2-12 バークレーズコート内 098-988-8184 http://hitonabe.s88.co.jp/

609 ステーキハウス８８Ｊｒ.マックスバリュ安謝店 飲食店 紙OK 沖縄県那覇市安謝664-32 イオンタウン安謝内 098-894-8629 http://s88.co.jp/88jr_maxvalu_aja.html

610 焼肉 石垣牛 うしみず 飲食店 紙OK 沖縄県石垣市浜崎町2-2-6  パティオ石垣1階 0980-88-1929 なし

611 レストラン珊瑚table 飲食店 紙OK 沖縄県国頭郡今帰仁村字仲宗根371-4 090-1946-8524 https://www.sangotable.okinawa/

612 ちゅら海CAFEかふぅ 飲食店 紙OK 沖縄県国頭郡恩納村真栄田2224-1 080-1758-0808 https://cafekafuu.wixsite.com/index

613 ステーキハウス８８Ｊｒ.美里店 飲食店 紙OK 沖縄県沖縄市美里4-17-38 A号棟 098-988-5288 http://s88.co.jp/88jr_misato.html

614 すし太郎 飲食店 紙OK 沖縄県石垣市字石垣34 0980-88-7171 http://sushitarou.com/

615 ステーキハウス８８Ｊｒ.＋イオンモール沖縄ライカム店 飲食店 紙OK 沖縄県中頭郡北中城村字ライカム1 イオンモール沖縄ライカム 098-988-8168 http://s88.co.jp/88jr_aeon_rycom.html

616 江戸前寿司 叶和 飲食店 紙OK 沖縄県那覇市久茂地2-21-2 レーヴK1F 098-975-7433 https://towa-sushi.com

617 居酒屋だいじゅ 飲食店 紙OK 沖縄県石垣市大川18-2 0980-87-5355 なし

618 とりから一番イオンモール沖縄ライカム店 飲食店 NG 沖縄県中頭郡北中城村字ライカム1 098-982-2009 http://.createrestaurants.com/

619 サニータコス & OKINAWA BBQ GARDEN 飲食店 紙OK 沖縄県名護市旭川147 0980-43-5821 https://sunny-tacos.com/

620 マノアパンケーキハウスイオンモール沖縄ライカム店 飲食店 紙OK 沖縄県中頭郡北中城村字ライカム1 098-982-2012 http://.createrestaurants.com/

621 ローストビーフ星イオンモール沖縄ライカム店 飲食店 NG 沖縄県中頭郡北中城村字ライカム1 098-982-2016 http://.createrestaurants.com/

622 ISLAND  GALLERY 飲食店 紙OK 沖縄県石垣市大川250 0980-87-0863 なし

623 鉄板・お好み焼 蓮 沖縄店 飲食店 紙OK 沖縄県那覇市松山2-10-13   松山沖商マンション108号 098-917-2348 http://www.mizushima-cg.com/geo/geoindex.html

624 ダグズ・バーガー石垣島店 飲食店 紙OK 沖縄県石垣市大川209-6 0980-87-9166 https://www.dougsburger.com/

625 きらく食堂 飲食店 紙OK 沖縄県那覇市松尾2-7-10 第一牧志公設市場2F 098-868-8564 なし

626 フランス料理HIBISCUS 飲食店 紙OK 沖縄県南城市知念志喜屋187-3 098-949-7002 https://www.resto-hibiscus.com/

627 居酒屋恩納まつり 飲食店 紙OK 沖縄県国頭郡恩納村字冨着507 098-964-4321 なし

628 お好み家 うーまる 飲食店 紙OK 沖縄県石垣市川平844-1 0980-88-2841 なし

629 焼肉専科 いしなぎ屋 飲食店 紙OK 沖縄県石垣市大川43 0980-83-9929 https://ishinagiya.com/

630 ONIYANMA  CAFE&BAR 飲食店 紙OK 沖縄県中頭郡北谷町美浜9-19 ディストーションファッションビル2F 098-987-8889 https://instagram.com/oniyanma_coffee.cafebar?igshid=YmMyMTA2M2Y=

631 島の野菜Bistro DRAPEAU 飲食店 紙OK 沖縄県石垣市大川538-2 u-Viento1階 0980-87-7942 なし

632 RICE BOWL FACTORY 飲食店 紙OK 沖縄県国頭郡今帰仁村古宇利348-1 0980-56-1666 https://www.instagram.com/rbf.okinawa

633 沖縄古民家七輪焼肉 恩納だから。 飲食店 紙OK 沖縄県国頭郡恩納村字安富祖1267 098-969-3745 https://www.yakiniku-onnadakara.com/

634 PIZZA&ITARIANBAR COBY 飲食店 紙OK 沖縄県中頭郡北谷町港8-8 098-989-5467 なし

635 MK CAFE 飲食店 紙OK 沖縄県豊見城市瀬⾧174-6 ウミカジテラス38 098-800-2768 https://mk-cafe.storeinfo.jp/

636 HANAHOU嘉手納店 飲食店 紙OK 沖縄県中頭郡嘉手納町嘉手納297-2 098-989-8414 https://hanahou.ne.jp



637 本格炭火やきとり屋吉兵衛 飲食店 紙OK 沖縄県那覇市前島2-13-16 090-4470-6425 https://kitibee.com

638 アメリカンキッチン 飲食店 紙OK 沖縄県沖縄市山内3-28-2 098-930-1313 https://www.fujiofood.com

639 ローズガーデン 飲食店 紙OK 沖縄県中頭郡北中城村字屋宜原165-1 098-932-2800 https://www.fujiofood.com

640 串家物語イオンモール沖縄ライカム 飲食店 紙OK 沖縄県中頭郡北中城村ライカム1   イオンモール沖縄ライカム5F 098-933-9444 https://www.fujiofood.com

641 一蘭 那覇国際通り店 飲食店 紙OK 沖縄県那覇市牧志1-2-24 琉球セントラルビルB1F 098-861-1101 https://ichiran.com/shop/kyushu/naha-kokusaidori/

642 丸沖商店 飲食店 紙OK 沖縄県名護市幸喜1398－1 0980-53-1323 https://maruokishouten.gorp.jp/

643 CORECURRY  コープあっぷるタウン店 飲食店 紙OK 沖縄県那覇市おもろまち3-3-1 コープあっぷるタウン2階 098-975-7907 http://www.corecurry.jp/

644 季節炉端 おもろまち商店 飲食店 紙OK 沖縄県那覇市おもろまち4-9-2   オアシスグリーン1F 098-863-5828 https://faep500.gorp.jp/

645 CORECURRY  美原本店 飲食店 紙OK 沖縄県沖縄市美原3-19-8 098-937-1717 http://www.corecurry.jp/

646 居酒屋海八 飲食店 紙OK 沖縄県石垣市美崎町センター通り7-10 1F東 0980-88-8672 なし

647 インドカレーマダン 飲食店 紙OK 沖縄県石垣市美崎町センター通り7-10 1F西 0980-87-7307 なし

648 どんぶりの店 志貴 飲食店 NG 沖縄県那覇市鏡水150 098-859-0019 なし

649 串家物語イーアス沖縄豊崎店 飲食店 紙OK 沖縄県豊見城市豊崎3-35 イーアス沖縄豊崎3F 098-851-1819 https://www.fujiofood.com

650 我那覇豚肉店 カフーナ旭橋店 飲食店 紙OK 沖縄県那覇市旭町1-9 カフーナ旭橋Ｂ街区ビル1Ｆ 098-868-1358 https://ganahabutanikuten-kafuna.owst.jp

651 どん家 東江ＳＴ店 飲食店 紙OK 沖縄県名護市東江1-2-13 0980-53-3000 https://www.san-a.co.jp/

652 さち福やcafeイーアス沖縄豊崎店 飲食店 紙OK 沖縄県豊見城市豊崎3-35 イーアス沖縄豊崎3F 098-856-7556 https://www.fujiofood.com

653 タリーズコーヒー 八重瀬シティ店 飲食店 紙OK 沖縄県島尻郡八重瀬町字屋宜原99-1 098-998-3111 https://www.san-a.co.jp/

654 炭火焼ステーキの店 牛屋 飲食店 紙OK 沖縄県那覇市松尾2-5-12 098-861-8719 なし

655 和風亭 宜野湾コンベンションシティ店 飲食店 紙OK 沖縄県宜野湾市字宇地泊558-10 098-897-3330 https://www.san-a.co.jp/

656 ジョイフル 古謝店 飲食店 紙OK 沖縄県沖縄市古謝2-16-34 098-934-3344 https://www.san-a.co.jp/

657 珈琲待夢 ハンビータウン店 飲食店 紙OK 沖縄県中頭郡北谷町北前1-2-3 098-936-9100 https://www.san-a.co.jp/

658 ステーキハウスジャム 飲食店 紙OK 沖縄県国頭郡恩納村冨着1518 098-965-2626 http://www.jam-groups.com/

659 ジョイフル 喜友名店 飲食店 紙OK 沖縄県宜野湾市喜友名1-2-20 098-893-3320 https://www.san-a.co.jp/

660 回転居酒屋はいさい 飲食店 紙OK 沖縄県石垣市大川215 090-6864-9167 https://tabelog.com/okinawa/A4705/A470501/47021366/

661 タリーズコーヒー 浦添西海岸パルコシティ店 飲食店 紙OK 沖縄県浦添市西洲3-1-1 098-871-1120 https://www.san-a.co.jp/

662 珈琲待夢 豊見城ウイングシティ店 飲食店 紙OK 沖縄県豊見城市字高安261-2  098-850-5100 https://www.san-a.co.jp/

663 和風亭 八重瀬シティ店 飲食店 紙OK 沖縄県島尻郡八重瀬町字屋宜原99-1 098-998-3111 https://www.san-a.co.jp/

664 大阪王将 具志川メインシティ店 飲食店 紙OK 沖縄県うるま市字江洲450-1 098-974-1300 https://www.san-a.co.jp/

665 珈琲待夢 具志川メインシティ店 飲食店 紙OK 沖縄県うるま市字江洲450-1 098-974-1300 https://www.san-a.co.jp/

666 タリーズコーヒー 那覇メインプレイス店 飲食店 紙OK 沖縄県那覇市おもろまち4-4-9 098-951-3300 https://www.san-a.co.jp/

667 えびのやイーアス沖縄豊崎店 飲食店 紙OK 沖縄県豊見城市豊崎3-35イーアス沖縄豊崎1F 098-850-1866 https://www.fujiofood.com

668 大阪王将 つかざんシティ店 飲食店 紙OK 沖縄県島尻郡南風原町字津嘉山1471-2 098-882-7755 https://www.san-a.co.jp/

669 和風亭 赤道店 飲食店 紙OK 沖縄県うるま市字高江洲1026-9 098-974-3001 https://www.san-a.co.jp/

670 どん家 与勝シティ店 飲食店 紙OK 沖縄県うるま市勝連南風原5111 098-978-8888 https://www.san-a.co.jp/

671 珈琲待夢 つかざんシティ店 飲食店 紙OK 沖縄県島尻郡南風原町字津嘉山1471-2 098-882-7755 https://www.san-a.co.jp/

672 大阪王将 那覇メインプレイス店 飲食店 紙OK 沖縄県那覇市おもろまち4-4-9 098-951-3300 https://www.san-a.co.jp/

673 和風亭 為又店 飲食店 紙OK 沖縄県名護市為又904-5    0980-54-0022 https://www.san-a.co.jp/

674 珈琲待夢 那覇メインプレイス店 飲食店 紙OK 沖縄県那覇市おもろまち4-4-9 098-951-3300 https://www.san-a.co.jp/

675 食事処 具志堅くわっちぃー 飲食店 紙OK 沖縄県石垣市美崎町1 0980-82-0781 なし

676 どん家 具志川メインシティ店 飲食店 紙OK 沖縄県うるま市字江洲450-1 098-974-1300 https://www.san-a.co.jp/

677 琉球回転寿司海來 飲食店 紙OK 沖縄県那覇市字鏡水150 098-840-1636 https://airport-terminal-service.co.jp/



678 珈琲待夢 西原シティ店 飲食店 紙OK 沖縄県中頭郡西原町字嘉手苅130 098-882-9100 https://www.san-a.co.jp/

679 和風亭 浦西店 飲食店 紙OK 沖縄県浦添市西原5-1-1 098-875-5678 https://www.san-a.co.jp/

680 魚民泡瀬店 飲食店 NG 沖縄県沖縄市泡瀬4-4-3 有限会社むつみ総業テナントビル 2階 098-934-3888 https://www.monteroza.co.jp/

681 ぬちまーすレストラン たかはなり 飲食店 紙OK 沖縄県うるま市与那城宮城2768 098-923-0390 https://nuchima-su.co.jp/

682 珈琲待夢 経塚シティ店 飲食店 紙OK 沖縄県浦添市字経塚652-1 098-871-3333 https://www.san-a.co.jp/

683 かつ満イーアス沖縄豊崎店 飲食店 紙OK 沖縄県豊見城市豊崎3-35イーアス沖縄豊崎1F 098-851-2550 https://www.fujiofood.com

684 大阪王将 西原シティ店 飲食店 紙OK 沖縄県中頭郡西原町字嘉手苅130 098-882-9100 https://www.san-a.co.jp/

685 和風亭 石垣店 飲食店 紙OK 沖縄県石垣市字真栄里301-1  0980-83-5550 https://www.san-a.co.jp/

686 晴 飲食店 紙OK 沖縄県那覇市松尾2-8-46山城ビル1階 098-943-7056 なし

687 ピッツェリアマリノ 那覇メインプレイス店 飲食店 紙OK 沖縄県那覇市おもろまち4-4-9 098-951-3300 https://www.san-a.co.jp/

688 珈琲待夢 宜野湾コンベンションシティ店 飲食店 紙OK 沖縄県宜野湾市字宇地泊558-10 098-897-3330 https://www.san-a.co.jp/

689 豚しゃぶ七輪焼琉味 飲食店 紙OK 沖縄県那覇市久茂地2-1-12-1F 098-963-9181 https://r.gnavi.co.jp/8w6x3c0t0000/

690 大阪王将 北谷はまがわ店 飲食店 紙OK 沖縄県中頭郡北谷町字宮城1-37 098-926-0370 https://www.san-a.co.jp/

691 和風亭 泡瀬店 飲食店 紙OK 沖縄県沖縄市泡瀬2-1-5 098-929-2000 https://www.san-a.co.jp/

692 珈琲待夢 浦添西海岸パルコシティ店 飲食店 紙OK 沖縄県浦添市西洲3-1-1 098-871-1120 https://www.san-a.co.jp/

693 大阪王将 宜野湾コンベンションシティ店 飲食店 紙OK 沖縄県宜野湾市字宇地泊558-10 098-897-3330 https://www.san-a.co.jp/

694 和風亭 大湾シティ店 飲食店 紙OK 沖縄県中頭郡読谷村字大湾343 098-956-3399 https://www.san-a.co.jp/

695 かつ乃屋 具志川メインシティ店 飲食店 紙OK 沖縄県うるま市字江洲450-1 098-974-1300 https://www.san-a.co.jp/

696 和風亭 マチナトシティ店 飲食店 紙OK 沖縄県浦添市字城間2008-1 098-879-4111 https://www.san-a.co.jp/

697 大阪王将 大湾シティ店 飲食店 紙OK 沖縄県中頭郡読谷村字大湾343 098-956-3399 https://www.san-a.co.jp/

698 和風亭 板良敷店 飲食店 紙OK 沖縄県島尻郡与那原町字板良敷621 098-945-3333 https://www.san-a.co.jp/

699 かつ乃屋 那覇メインプレイス店 飲食店 紙OK 沖縄県那覇市おもろまち4-4-9 098-951-3300 https://www.san-a.co.jp/

700 大阪王将 浦添西海岸パルコシティ店 飲食店 紙OK 沖縄県浦添市西洲3-1-1 098-871-1120 https://www.san-a.co.jp/

701 あしびJima 飲食店 紙OK 沖縄県宜野湾市大山2-2-2 098-899-2978 https://ashibijima.com/

702 和風亭 浦添西海岸パルコシティ店 飲食店 紙OK 沖縄県浦添市西洲3-1-1 098-871-1120 https://www.san-a.co.jp/

703 ローズガーデンカフェイオンモール沖縄ライカム店 飲食店 紙OK 沖縄県中頭郡北中城村ライカム1  イオンモール沖縄ライカム1F 098-989-7721 https://www.fujiofood.com

704 ハンズカフェ 那覇メインプレイス店 飲食店 紙OK 沖縄県那覇市おもろまち4-4-9 098-951-3300 https://www.san-a.co.jp/

705 ピッツェリアマリノ 西原シティ店 飲食店 紙OK 沖縄県中頭郡西原町字嘉手苅130 098-882-9100 https://www.san-a.co.jp/

706 和風亭 ハンビータウン店 飲食店 紙OK 沖縄県中頭郡北谷町北前1-2-3 098-936-9100 https://www.san-a.co.jp/

707 HANAHOU 飲食店 紙OK 沖縄県中頭郡読谷村瀬名波216 098-958-0568 https://hanahou.ne.jp

708 ジョイフル まえはら店 飲食店 紙OK 沖縄県宜野湾市真栄原3-7-5 098-897-2520 https://www.san-a.co.jp/

709 和風亭 石川シティ店 飲食店 紙OK 沖縄県うるま市石川2521-1 098-965-3300 https://www.san-a.co.jp/

710 牧志琉 飲食店 紙OK 沖縄県那覇市牧志3-11-17 国際通り屋台村内12番 080-3374-2929 https://www.okinawa-yatai.jp/yatai/%e7%89%a7%e5%bf%97%e7%90%89/

711 かつ乃屋 浦添西海岸パルコシティ店 飲食店 紙OK 沖縄県浦添市西洲3-1-1 098-871-1120 https://www.san-a.co.jp/

712 ジョイフル 宮古店 飲食店 紙OK 沖縄県宮古島市平良字下里605 0980-74-2205 https://www.san-a.co.jp/

713 和風亭 豊見城ウイングシティ店 飲食店 紙OK 沖縄県豊見城市字高安261-2  098-850-5100 https://www.san-a.co.jp/

714 きち屋 飲食店 NG 沖縄県那覇市久茂地3-5-7久茂地第一マンション103 098-868-7601 https://tabelog.com/okinawa/A4701/A470101/47013688/

715 和風亭 宮古島シティ店 飲食店 紙OK 沖縄県宮古島市平良字下里2511-43 0980-73-8800 https://www.san-a.co.jp/

716 すずらん 那覇メインプレイス店 飲食店 紙OK 沖縄県那覇市おもろまち4-4-9 098-951-3300 https://www.san-a.co.jp/

717 ジョイフル しおざき店 飲食店 紙OK 沖縄県糸満市潮崎町2-2 098-992-8889 https://www.san-a.co.jp/

718 和風亭 つかざんシティ店 飲食店 紙OK 沖縄県島尻郡南風原町字津嘉山1471-2 098-882-7755 https://www.san-a.co.jp/



719 ピッツェリアマリノ 経塚シティ店 飲食店 紙OK 沖縄県浦添市字経塚652-1 098-871-3333 https://www.san-a.co.jp/

720 どん家 中の町タウン店 飲食店 紙OK 沖縄県沖縄市胡屋2-1-56 098-932-2322 https://www.san-a.co.jp/

721 ジョイフル おもろまち店 飲食店 紙OK 沖縄県那覇市おもろまち1-6-3 098-941-5700 https://www.san-a.co.jp/

722 和風亭 那覇メインプレイス店 飲食店 紙OK 沖縄県那覇市おもろまち4-4-9 098-951-3300 https://www.san-a.co.jp/

723 ピッツェリアマリノ 具志川店 飲食店 紙OK 沖縄県うるま市字江洲468-1 098-974-9110 https://www.san-a.co.jp/

724 ジョイフル 宜野湾コンベンションシティ店 飲食店 紙OK 沖縄県宜野湾市字宇地泊558-10 098-897-3330 https://www.san-a.co.jp/

725 和風亭 西原シティ店 飲食店 紙OK 沖縄県中頭郡西原町字嘉手苅130 098-882-9100 https://www.san-a.co.jp/

726 ピッツェリアマリノ 浦添西海岸パルコシティ店 飲食店 紙OK 沖縄県浦添市西洲3-1-1 098-871-1120 https://www.san-a.co.jp/

727 和風亭 しおざきシティ店 飲食店 紙OK 沖縄県糸満市潮崎町2-2 098-840-3333 https://www.san-a.co.jp/

728 和風亭 なかぐすく店 飲食店 紙OK 沖縄県中頭郡中城村字南上原795 098-942-3333 https://www.san-a.co.jp/

729 和風亭 経塚シティ店 飲食店 紙OK 沖縄県浦添市字経塚652-1 098-871-3333 https://www.san-a.co.jp/

730 居酒屋くろべぇ 飲食店 紙OK 沖縄県宮古島市平良西里251-1 ディーライフビル1F 0980-79-5080 なし

731 一隼 飲食店 紙OK 沖縄県八重山郡竹富町字上原10-720 0980-85-7833 https://www.iriomotejima-ichitaka.com/

732 PAINAGAMA BLUE BOOTH 飲食店 NG 沖縄県宮古島市平良字下里247-2 0980-79-0898 なし

733 ツマンデ呑めるみやこパーラー ハイサイ！ 飲食店 紙OK 沖縄県宮古島市平良字下里601 ちゅらハウス1F 0980-79-6633 なし

734 ジェフ与那原店 飲食店 NG 沖縄県島尻郡与那原町字上与那原467 098-945-3501 https://jefokinawa.co.jp/

735 spice＆fresh 飲食店 紙OK 沖縄県宮古島市平良下里398-2 070-3305-6779 https://www.instagram.com/spice_and_fresh/?igshid=YmMyMTA2M2Y%3D

736 ジェフ豊見城店 飲食店 NG 沖縄県豊見城市字田頭66-1 098-856-1053 https://jefokinawa.co.jp/

737 濱焼北海道魚萬浦添ピーズスクエア店 飲食店 NG 沖縄県浦添市西原2-4-1 098-878-7788 https://www.monteroza.co.jp/

738 ジェフサンライズ那覇店 飲食店 NG 沖縄県那覇市壺屋1-1-5 098-867-4941 https://jefokinawa.co.jp/

739 濱焼北海道魚萬おもろまち駅前店 飲食店 NG 沖縄県那覇市おもろまち4-17-30 098-941-3388 https://www.monteroza.co.jp/

740 山内農場那覇新都心店 飲食店 NG 沖縄県那覇市銘苅1-3-1 アイ･ステーション店舗 1階2階 098-860-5688 https://www.monteroza.co.jp/

741 勝手にサワー笑笑おもろまち駅前店 飲食店 NG 沖縄県那覇市おもろまち1-1-12 那覇新都心センタービル 1階 098-867-2089 https://www.monteroza.co.jp/

742 キタノイチバ那覇新都心店 飲食店 NG 沖縄県那覇市上之屋1-1-31 098-862-4588 https://www.monteroza.co.jp/

743 民謡ステージ 歌姫 飲食店 紙OK 沖縄県那覇市松尾1-2-31 ハイサイおきなわビルB1F 098-863-2425 https://www.yoriko-ganeko-official.com/

744 BURGER STAND Hi-Five 飲食店 NG 沖縄県那覇市牧志3-12-12 098-987-6223 https://hi5-okinawa.com/

745 宮古島 幸蔵 飲食店 紙OK 沖縄県宮古島市平良下里568 0980-79-5551 なし

746 OK STEAK×Hamburg イーアス豊崎店 飲食店 紙OK 沖縄県豊見城市字豊崎3-35 098-860-1550 なし

747 山原新鮮組 飲食店 紙OK 沖縄県名護市城1-12-2にふぇーでービル1Ｆ 0980-54-0040 なし

748 郷土料理と泡盛 あんまー家 飲食店 紙OK 沖縄県那覇市牧志3-13-13 098-867-0237 なし

749 海のちんぼらぁ 飲食店 紙OK 沖縄県那覇市前島2-13-15 098-863-5123 なし

750 ドンコリism 飲食店 NG 沖縄県宮古島市平良下里597 亀川ビル105 0980-79-0978 http://www.doncolino.com

751 うまいもの商店 海老蔵 飲食店 紙OK 沖縄県宮古島市平良字下里1 公設市場B2 090-5461-1113 なし

752 BEEF RUSH29 飲食店 紙OK 沖縄県浦添市西洲3-1-1 サンエー浦添西海岸パルコシティ3階 098-871-0200 https://www.createrestaurants.com/

753 団欒酒場赤とんぼ 飲食店 紙OK 沖縄県那覇市東町11-19 098-861-8565 なし

754 琉海 飲食店 紙OK 沖縄県那覇市牧志3-11-17 国際通り屋台村内6番 090-8355-1515 https://www.okinawa-yatai.jp/yatai/%e7%82%89%e7%ab%af%e7%84%bc%e3%81%8d-%e3%81%a7%e3%82%93%e3%81%99%e3%81%91%e5%95%86%e5%ba%97-%e5%b1%8b%e5%8f%b0%e6%9d%91/

755 沖縄の台所 ぱいかじ国際通り店 飲食店 紙OK 沖縄県那覇市久茂地3-29-68 2階 098-868-8557 http://www.global-st.jp

756 本マグロ炉端劇場 魚島屋 久茂地店 飲食店 紙OK 沖縄県那覇市久茂地3-15-19 098-869-7204 なし

757 串かつとワイン 寶船～ほうせん～ 飲食店 紙OK 沖縄県那覇市久茂地3-8-2 嘉数ビル２階 070-8463-0288 https://housen-okinawa.com/

758 島唄ライブ＆沖縄料理 かなぐすく 飲食店 紙OK 沖縄県那覇市松尾1-3-1   エスプリコートビル２Ｆ 098-862-8876 http://www.okinawa-kanagusuku.com/

759 沖縄料理居酒屋 抱瓶 沖縄店 飲食店 紙OK 沖縄県那覇市久茂地2-18-1 098-860-1046 https://dachibin-okinawa.com/



760 うりずん 飲食店 紙OK 沖縄県那覇市安里388-5 098-885-2178 http://urizun.okinawa/index.html

761 肴家あうん 飲食店 紙OK 沖縄県那覇市久米2-7-1 098-869-1860 なし

762 Pizzeria da ENZO 飲食店 紙OK 沖縄県国頭郡恩納村真栄田715-3 098-923-5924 https://annulus.ryukyu/

763 JUMBO STEAK HAN'S名護十字路 飲食店 紙OK 沖縄県名護市城2-1-12 0980-43-0675 https://hans-nagoten.com

764 タリーズコーヒー マチナトシティ店 飲食店 紙OK 沖縄県浦添市字城間2008-1 098-879-4111 https://www.san-a.co.jp/

765 糸満漁民食堂 飲食店 紙OK 沖縄県糸満市西崎町4-17 098-992-7277 なし

766 今いゆ玉しろ 飲食店 紙OK 沖縄県那覇市具志875 那覇空港ボウルスカイレーン1階 098-852-0088 なし

767 當眞ノ里 飲食店 紙OK 沖縄県那覇市樋川2-3-1のうれんプラザＡ－１１２ 098-987-0939 なし

768 居酒屋 海kai 飲食店 紙OK 沖縄県国頭郡本部町字大浜874-13 0980-47-5573 なし

769 焼鳥 髙しな 那覇 飲食店 NG 沖縄県那覇市牧志3-13-12    +HACCHI 103 090-2859-5678 なし

770 asian cafe ChaiDee 飲食店 紙OK 沖縄県那覇市田原4-7-8  1階 098-859-7858 https://ramayana.co.jp/

771 CORECURRY  イオンモール沖縄 ライカム店 飲食店 紙OK 沖縄県中頭郡北中城村字ライカム1 3階 050-8881-3176 http://www.corecurry.jp/

772 シークストア 飲食店 紙OK 沖縄県国頭郡本部町字瀬底500 0980-47-2150 なし

773 洋食酒場トトロ 飲食店 紙OK 沖縄県那覇市牧志2-23-6   知念アパート101 098-867-7608 なし

774 牛角 国際通り店 飲食店 紙OK 沖縄県那覇市久茂地3-2-23 2階 098-98-0141 http://www.global-st.jp

775 居酒屋琉球王古波蔵店 飲食店 紙OK 沖縄県那覇市壺川2-13-26 098-853-7470 なし

776 ロイヤルスナックコート 飲食店 紙OK 沖縄県那覇市鏡水150 那覇空港国内線旅客ターミナルビル2階 098-858-8726 http://www.royal-contract-service.co.jp/

777 喫茶 海坊主 飲食店 紙OK 沖縄県石垣市美崎町8-12 0980-82-1223 なし

778 GO KINGS! CAFE 飲食店 紙OK 沖縄県中頭郡北谷町美浜9-7 098-989-7238 https://go-kings.com/

779 鉄板焼おいで家 飲食店 紙OK 沖縄県那覇市久茂地2-7-21 098-988-6440 https://r.gnavi.co.jp/f470200/

780 石垣島きたうち牧場 浜崎本店 飲食店 紙OK 沖縄県石垣市浜崎町2-3-24 0980-83-7000 https://krs-beef.jp/hamasaki/

781 Indoor Golf 365 飲食店 紙OK 沖縄県那覇市上之屋1-20-9 富士家オーシャンビル2F 050-3159-8609 なし

782 石垣島きたうち牧場 美崎店 飲食店 紙OK 沖縄県石垣市美崎町11-1 0980-84-2929 https://krs-beef.jp/misaki/

783 石垣島きたうち牧場 真栄里店 飲食店 紙OK 沖縄県石垣市字真栄里387-6 0980-87-5029 https://krs-beef.jp/maeri/

784 炭火焼和牛ハンバーグ 牛米衛 飲食店 紙OK 沖縄県中頭郡北中城村ライカム1 イオンモール沖縄ライカム3階フードコート 098-996-3488 なし

785 和琉創作Dining 新 飲食店 紙OK 沖縄県那覇市おもろまち4-19-1 ルカフおもろまち2F 098-917-4408 https://owner.tabiiro.jp/official/gourmet/s/312566/#top

786 韓国料理UMAGON 飲食店 紙OK 沖縄県那覇市壺屋2-5-7   １F 098-831-5686 https://www.instagram.com/umaI_umagon/

787 焼肉大昇 飲食店 紙OK 沖縄県名護市宮里7-3-35 0980-53-2739 なし

788 ライフタイムリスペクト 飲食店 紙OK 沖縄県名護市城1-13-17 080-6486-9173 なし

789 ホットドッグ石垣島 飲食店 紙OK 沖縄県石垣市真栄里354-5 0980-87-0100 https://instagram.com/hotdog.ishigakijima?igshid=YmMyMTA2M2Y=

790 沖縄、石垣島料理と八重山そばの店いちばんざぁ 飲食店 紙OK 沖縄県石垣市真栄里354-5 0980-83-5080 https://instagram.com/ichibanzaa?igshid=YmMyMTA2M2Y=

791 やんばるレストランステーキ&シーフード58 飲食店 紙OK 沖縄県名護市名護4558-8 0980-43-5892 なし

792 マンダレー食堂 飲食店 紙OK 沖縄県那覇市大道172-2 098-960-3253 なし

793 スエヨシ亭 飲食店 紙OK 沖縄県那覇市首里末吉町1-152-15-B1 098-885-4919 なし

794 りゅうみ 飲食店 紙OK 沖縄県那覇市松尾2-7-10 第一牧志公設市場2F 090-1345-1616 https://makishi-public-market.jp/admin/wp-content/uploads/2022/10/%E8%B1%9A%E3%81%97%E3%82%83%E3%81%B6%E3%80%80%E3%82%8A%E3%82%85%E3%81%86%E3%81%BF.pdf

795 コフタ 飲食店 紙OK 沖縄県中頭郡読谷村大木375   A-23 098-962-0462 なし

796 go at cafe 飲食店 紙OK 沖縄県宮古島市上野字宮国214-1 0980-79-7900 https://www.goatcafe.jp/

797 かじやー食堂 飲食店 紙OK 沖縄県八重山郡竹富町字南風見仲36-20 090-3795-8792 https://kajiya-syokudou.business.site/?utm_source=gmb&utm_medium=referral

798 肉御殿 糸満本店 飲食店 紙OK 沖縄県糸満市西崎2-25-6  （1F) 098-995-0846 なし

799 ビストロ モンマルトル 飲食店 紙OK 沖縄県那覇市真嘉比1-1-3 エリタージュK1階 098-885-2012 http://www.montmartre-cafj.com/

800 バーニーズグループ 飲食店 紙OK 沖縄県宮古島市平良西里251-10 0980-75-3124 http://miyako-bernies.jp



801 サンマルクカフェ イオンモール沖縄ライカム店 飲食店 NG 沖縄県中頭郡北中城村字ライカム1 098-931-0309 https://www.saint-marc-hd.com/hd/search_index/

802 サンマルクカフェ 沖縄パルコシティ店 飲食店 NG 沖縄県浦添市西洲3-1-1 098-917-0938 https://www.saint-marc-hd.com/hd/search_index/

803 JACK IN THE STEAK 飲食店 紙OK 沖縄県国頭郡恩納村字冨着199 2F 098-923-2664 https://onnasonsteak-Jack.com

804 泡盛と沖縄料理 郷家 飲食店 紙OK 沖縄県宮古島市平良字西里570-2 0980-74-2358 https://zumi-goya.com/

805 肉御殿 豊見城店 飲食店 紙OK 沖縄県豊見城市田頭155-1 イオンタウン 098-856-1129 なし

806 島人酒場 もぅあしび～ 飲食店 紙OK 沖縄県那覇市久茂地2-12-24 098-863-4386 https://www.big-advance.site/s/172/1711

807 coral port LOUNGE the Kitchen 飲食店 紙OK 沖縄県宮古島市伊良部字佐和田1727 0980-78-6630 https://shimojishima.jp/

808 coral port LOUNGE Cafe ＆ Bar 飲食店 紙OK 沖縄県宮古島市伊良部字佐和田1727 0980-78-6603 https://shimojishima.jp/

809 coral port Grab ＆ Go 飲食店 紙OK 沖縄県宮古島市伊良部字佐和田1727 0980-78-6365 https://shimojishima.jp/

810 海の家ハウオリ 飲食 飲食店 紙OK 沖縄県島尻郡渡嘉敷村字阿波連170-6 098-987-2335 https://www.aharen.com

811 そば処ゆうなみ坂下店 飲食店 紙OK 沖縄県那覇市松川301-15 098-887-5080 なし

812 郷土料理めんそーれ 飲食店 紙OK 沖縄県那覇市久米1-1-25 めんそーれビル1F 098-866-8208 https://owner.tabiiro.jp/official/gourmet/s/312564/

813 焼肉オリオン 国際通りのれん街 飲食店 紙OK 沖縄県那覇市牧志2-2-30 国際通りのれん街1F 098-917-0312 なし

814 燻製沖縄料理 かびら亭 飲食店 NG 沖縄県石垣市川平868-1 0980-88-2188 なし

815 笑獅子堂 飲食店 紙OK 沖縄県那覇市泉崎1-19-16 098-860-8866 なし

816 氾濫バーガー チムフガス 瀬⾧島ウミカジテラス店 飲食店 紙OK 沖縄県豊見城市瀬⾧174-6  瀬⾧島ウミカジテラス 1階4番 098-851-8782 なし

817 沖縄手作りジェラート yukuRu 飲食店 紙OK 沖縄県豊見城市瀬⾧174-6 瀬⾧島ウミカジテラス1階7番 098-996-1577 なし

818 神戸元町ドリア 飲食店 NG 沖縄県中頭郡北中城村ライカム1 4階 098-930-1309 https://www.saint-marc-hd.com/grill

819 ロイヤルホスト那覇空港店 飲食店 紙OK 沖縄県那覇市鏡水150   那覇空港国内線ターミナルビル4階 098-857-6873 http://www.royal-contract-service.co.jp/

820 ホテル星立西表島 飲食店 紙OK 沖縄県八重山郡竹富町字西表949 0980-85-7528 なし

821 担たん亭 飲食店 紙OK 沖縄県石垣市新川2117－2 0980-82-2190 https://ishigaki-takana.com/

822 アグー豚しゃぶと沖縄料理安里家 飲食店 紙OK 沖縄県那覇市安里1-3-3 098-911-3537 https://e-sakamoto.jp

823 島野菜カフェリハロウビーチ 飲食店 紙OK 沖縄県石垣市真栄里192-2 0980-87-0865 https://lit.link/hellowinc

824 リンケンズキッチン 飲食店 紙OK 沖縄県中頭郡北谷町美浜8-11 098-926-3008 http://rinkenshotel.com/facilities/

825 居酒屋ヤンバルクイナ 飲食店 紙OK 沖縄県那覇市東町5-14 ポストビル1階 098-862-0090 なし

826 pia Sapido 南風原店 飲食店 紙OK 沖縄県島尻郡南風原町字宮平264 イオン南風原ショッピングセンター1F  098-996-4197 http://www.pierthirty.co.jp/index.html

827 五穀 ライカム店 飲食店 紙OK 沖縄県中頭郡北中城村ライカム1 イオンモール沖縄ライカム4F 098-923-2350 http://www.pierthirty.co.jp/index.html

828 張家飯沖縄イオンモールライカム店 飲食店 紙OK 沖縄県中頭郡北中城村字ライカム１ 098-923-3002 http://www.pierthirty.co.jp/index.html

829 しゃぶしゃぶ美山 浦添店 飲食店 紙OK 沖縄県浦添市西洲3-1-1 サンエーPARCO CITY 1F 098-988-0133 http://www.pierthirty.co.jp/index.html

830 五穀 名護店 飲食店 紙OK 沖縄県名護市字名護見取川原4472 イオン名護 2F 098-43-7734 http://www.pierthirty.co.jp/index.html

831 とんかつ名代さくら亭南風原店 飲食店 紙OK 沖縄県島尻郡南風原町字宮平264 イオン南風原ショッピングセンター1F 098-851-9696 http://www.pierthirty.co.jp/index.html

832 上海キッチンライカム店 飲食店 紙OK 沖縄県中頭郡北中城村ライカム1 イオンモール沖縄ライカム3 098-933-7550 http://www.pierthirty.co.jp/index.html

833 ササキバー＆カレー 飲食店 紙OK 沖縄県宮古島市平良東仲宗根233 0980-79-9333 https://foodplace.jp/sasakibandc

834 Craft Beer Pub Beer Rize 飲食店 紙OK 沖縄県中頭郡北谷町宮城1-464 1F 098-911-2278 https://www.instagram.com/beer_rize_okinawa/

835 笑和や 飲食店 紙OK 沖縄県那覇市古島2-5-7 090-5035-2799 なし

836 cafe and dining Limpid 飲食店 紙OK 沖縄県浦添市港川2-14-5 098-943-1713 https://www.limpid39.com

837 やき鶏・とり鍋 もり島 飲食店 紙OK 沖縄県石垣市石垣58 １F 0980-82-8878 https://instagram.com/tori_morishima?igshid=YmMyMTA2M2Y=

838 Bocca burger 飲食店 紙OK 沖縄県宮古島市平良字久貝654-6 0980-79-0300 https://liff.line.me/1657186716-PLj6G0yk/store/detail/?store_id=12734

839 ハイサイチキン 飲食店 紙OK 沖縄県那覇市牧志2-15-12 -１F 090-6905-7888 https://chicken.okinawa/

840 沖縄料理と地頭鶏 炎 飲食店 紙OK 沖縄県那覇市久茂地2-11-16花ビル1階 098-860-9040 https://okinawaryouri-jitoko-en.gorp.jp

841 The DINER（ザ・ダイナー） 飲食店 紙OK 沖縄県那覇市おもろまち4-17-24 T＆C新都心ヒルズ1F 080-4286-4284 https://www.big-advance.site/c/172/1481



842 肉処 うむい 飲食店 紙OK 沖縄県国頭郡今帰仁村今泊138 0980-43-7036 https://nakijin-umui.jp

843 炭火焼肉 大 飲食店 紙OK 沖縄県石垣市真栄里307-6 0980-83-8989 https://yakiniku-dai.com/

844 ジンギスカンとラムしゃぶ 生らむ苑 飲食店 紙OK 沖縄県那覇市久米2-11-4久米ガーデンビル1F 098-917-2948 https://harimatekkin.com/lamb/shop-okinawa/

845 レストラン入江 飲食店 紙OK 沖縄県宮古島市伊良部字伊良部1493-1 0980-78-3895 https://south-island.jp/restaurant/

846 SEASIDE VILLAGE SACRO 飲食店 紙OK 沖縄県名護市済井出1315-1 090-1360-3960 https://rest-le-sacro.com/seaside-village-sacro/

847 花はな商店 飲食店 紙OK 沖縄県那覇市牧志1-3-14 098-975-7859  https://www.hanahanashoten.com

848 兄弟寿司 飲食店 紙OK 沖縄県那覇市松山1-4-12高田産業ビル1F 098-868-8098 なし

849 麺屋サマー太陽 飲食店 紙OK 沖縄県宮古島市平良字西里845-1 0980-79-0597 https://summer-taiyo.com

850 ぼんぢりや 一銀通り店 飲食店 紙OK 沖縄県那覇市牧志1-1-9 1F 098-861-8451 なし

851 福わ家 泉崎店 飲食店 紙OK 沖縄県那覇市泉崎1-13-23 島田産業ビル1F 098-869-7772 なし

852 おもろダイニング 山葵 飲食店 紙OK 沖縄県那覇市おもろまち4-8-8 098-869-1401 なし

853 Chesara ケサラ 飲食店 紙OK 沖縄県那覇市牧志1-20-7 098-988-3499 https://www.chesara.jp/

854 今帰仁アグー料理一式⾧堂屋 飲食店 紙OK 沖縄県国頭郡今帰仁村字玉城710－1 0980-56-4782 https://nakijin.net/

855 焼肉酒場 てびち屋本舗 飲食店 紙OK 沖縄県那覇市松山1-13-1 098-867-7177 なし

856 南方倶楽部 HUB 飲食店 紙OK 沖縄県那覇市久茂地3-11-17 新星産業ビル３階 098-867-6116 なし

857 海さん～市 飲食店 紙OK 沖縄県那覇市東町4-14イーストタウンビル１F 098-975-7131 https://www.big-advance.site/s/172/2373/company

858 沖縄大衆居酒屋うまんちゅ 飲食店 紙OK 沖縄県那覇市久茂地2-16-3KMくもじビル1F 098-943-2774 https://umancyu.com/

859 茶処 真壁ちなー 飲食店 紙OK 沖縄県糸満市真壁223 098-997-3207 https://www.instagram.com/makabe.chinaa

860 厳選アグーと島野菜 ちむ 飲食店 紙OK 沖縄県那覇市松山2-1-13 1階 098-917-2955 http://www.chimu.okinawa

861 焼肉金牛 飲食店 紙OK 沖縄県石垣市美崎町8-8 0980-82-2232 http://ishigaki-kingyu.com/

862 島しゃぶ屋 豚とん拍子 飲食店 紙OK 沖縄県名護市東江4-18-1 0980-43-9394 なし

863 海 牛 久茂地店 飲食店 紙OK 沖縄県那覇市久茂地3-12-4 ラフテビル５階 098-867-1170 なし

864 ちゅらっと。 飲食店 紙OK 沖縄県石垣市名蔵1124-1 0980-82-4888 なし

865 デリ＆バル ＠ISLAND 飲食店 紙OK 沖縄県石垣市石垣25 1-C 00-0-0000 https://www.instagram.com/AT_ISLAND

866 LUCKY TACOS 飲食店 紙OK 沖縄県那覇市牧志3-1-11プレストビル2F 098-943-4901 https://www.lucky-tacos.com/

867 ステーキハウス ビックリ大将 飲食店 紙OK 沖縄県宮古島市平良字西里1304-8 0980-72-8270 なし

868 七輪焼肉安安 糸満店 飲食店 紙OK 沖縄県糸満市潮平725-1 098-995-2051 https://anan.fuji-tatsu.co.jp/

869 オーシャンバーベキュー 飲食店 NG 沖縄県国頭郡恩納村山田357-2 080-6495-2941 http://ocean-bbq.com

870 琉球Domino 食堂たに 飲食店 紙OK 沖縄県八重山郡竹富町字鳩間111-1 0980-85-6780 https://adanashi.hp.peraichi.com/

871 七輪焼肉安安 小禄バイパス店 飲食店 紙OK 沖縄県那覇市具志3-12-25 098-857-7648 https://anan.fuji-tatsu.co.jp/

872 七輪焼肉安安 牧志駅前店 飲食店 紙OK 沖縄県那覇市安里1-1-60 大光不動産BLDG.Ⅱ 2F 098-975-7329 https://anan.fuji-tatsu.co.jp/

873 七輪焼肉安安 津嘉山店 飲食店 紙OK 沖縄県島尻郡南風原町津嘉山1338-3 098-996-5400 https://anan.fuji-tatsu.co.jp/

874 ぶたや黒将 飲食店 紙OK 沖縄県中頭郡読谷村字座喜味1893 098-957-1129 https://butaya-kuromasa.jp/

875 カジュアルスペイン酒場オレンジブーム 飲食店 紙OK 沖縄県中頭郡北谷町美浜51-3フェリシダーデ103 098-936-9339 なし

876 ヘベレケBAR 飲食店 紙OK 沖縄県那覇市牧志3-13-12プラスハッチビル201 050-1350-3024 なし

877 島酒と肴『しまぁとあて』 飲食店 NG 沖縄県那覇市牧志3-11-16 店舗番号13 098-943-2081 なし

878 民謡居酒屋ゆうなの花 飲食店 紙OK 沖縄県那覇市東町6-18 パーム東町1階 098-863-8199 なし

879 鳳凰餃子 飲食店 紙OK 沖縄県那覇市安里1-4-15梅村1F 090-6866-4891 なし

880 肉久茂地はなれ 飲食店 紙OK 沖縄県那覇市久茂地3-23-10 よなはビル1F 098-943-6410 https://e-sakamoto.jp/

881 沖縄食堂 じまんや 飲食店 NG 沖縄県那覇市牧志2-17-46 098-943-2081 なし

882 らぁめん酒場まうろあ 飲食店 紙OK 沖縄県那覇市松山2-6-1 050-5492-2164 なし



883 ホルモン人糸満西崎店 飲食店 紙OK 沖縄県糸満市西崎6-16-8オーキッドガーデン山城1F 098-996-2914 なし

884 ホルモン人うるま店 飲食店 紙OK 沖縄県うるま市喜屋武551-1 098-987-8929 なし

885 ホルモン人宮古島本店 飲食店 紙OK 沖縄県宮古島市平良下里596-1 0980-73-2911 なし

886 OKINAWAN Club HUB 飲食店 紙OK 沖縄県那覇市牧志2-3-20 アーバンコア牧志B1 098-867-5301 なし

887 鎌倉パスタ イオンモール沖縄ライカム店 飲食店 紙OK 沖縄県中頭郡北中城村ライカム1 098-931-9309 https://www.saint-marc-hd.com/kamakura/

888 島時間 飲食店 紙OK 沖縄県国頭郡恩納村恩納7335ｰ4 098-966-1111 https://shimajikan.owst.jp

889 カフェオーシャン 飲食店 紙OK 沖縄県島尻郡与那原町字板良敷611-3 090-6857-7938 https://travel.rakuten.co.jp/HOTEL/176620/176620.html

890 うちなー食道 鳴声以外 飲食店 紙OK 沖縄県国頭郡本部町谷茶434-14 0980-43-6789 https://r.gnavi.co.jp/sbv47hku0000/

891 Miyoshi Sour stand 飲食店 紙OK 沖縄県那覇市松尾2-11-12 098-943-0311 なし

892 屋台村ゆうなみ 飲食店 紙OK 沖縄県那覇市牧志3-11-17 090-2502-1889 なし

893 飯ト寿小やじ 飲食店 紙OK 沖縄県那覇市松尾2-11-5 098-963-9090 なし

894 肉庵 小滝野 那覇店 飲食店 NG 沖縄県那覇市久米2-2-1 1F 098-988-0377 なし

895 コリアンレストラン チャンガ 飲食店 紙OK 沖縄県那覇市牧志2-18-4   パレット牧志 098-988-0218 なし

896 Taste of Okinawa 飲食店 紙OK 沖縄県那覇市壺屋1-6-21 098-943-6313 https://tasteof.okinawa/

897 居酒屋 楽笑 飲食店 紙OK 沖縄県名護市大中1-4-4 0980-52-4567 https://rakusyou4567.owst.jp

898 冨士天ぷら いだ天 宮古南店 飲食店 紙OK 沖縄県宮古島市平良字松原631 イオンタウン宮古南ショッピングセンター内 0980-72-8788 https://www.thanksinfinity.com/

899 にんにく焼肉プルシン 宮古島店 飲食店 紙OK 沖縄県宮古島市平良下里83-3 0980-79-5529 https://purushin.com/

900 タコライスcafe きじむなぁ 恩納村店 飲食店 紙OK 沖縄県国頭郡恩納村字恩納6092-1 098-966-8389 https://benthos.co.jp

901 A&W屋宜原店 飲食店 NG 沖縄県中頭郡北中城村屋宜原700 098-933-1479 https://www.awok.co.jp/

902 タコライスcafe きじむなぁ ウミカジテラス店 飲食店 紙OK 沖縄県豊見城市瀬⾧174-6 28番 098-851-3023 https://benthos.co.jp

903 A&W牧港店 飲食店 NG 沖縄県浦添市牧港4-9-1 098-876-6081 https://www.awok.co.jp/

904 花咲か爺さんの家 飲食店 紙OK 沖縄県那覇市大道172-31-1 090-1179-6160 https://hanasakajiisannoie.com

905 Naughty By Nature 飲食店 紙OK 沖縄県中頭郡北谷町美浜51-3 フェリシダーデ1F 098-923-2770 https://lit.link/nbnokinawa

906 A&W名護店 飲食店 NG 沖縄県名護市東江5-16-12 0980-52-4909 https://www.awok.co.jp/

907 にんにく焼肉プルシン 久茂地店 飲食店 紙OK 沖縄県那覇市久茂地3-9-9 九番地ビル1Ｆ 098-943-6588 https://purushin.com/

908 タコライスcafe きじむなぁ デポアイランド店 飲食店 紙OK 沖縄県中頭郡北谷町美浜9-1 デポアイランドビルC棟2階 098-989-5100 https://benthos.co.jp

909 A&W名桜店 飲食店 NG 沖縄県名護市宇茂佐1703-8 0980-51-1873 https://www.awok.co.jp/

910 A&W北谷店 飲食店 NG 沖縄県中頭郡北谷町上勢頭549-2 098-936-6593 https://www.awok.co.jp/

911 A&W泡瀬店 飲食店 NG 沖縄県沖縄市与儀1-1-1 098-932-1766 https://www.awok.co.jp/

912 A&W美浜店 飲食店 NG 沖縄県中頭郡北谷町美浜2-5-5 098-936-9005 https://www.awok.co.jp/

913 A&W美里店 飲食店 NG 沖縄県沖縄市美里仲原町1-1 098-934-9222 https://www.awok.co.jp/

914 タコスカフェ タコロコ 飲食店 紙OK 沖縄県中頭郡北谷町美浜9-12 アメリカンビレッジB棟2階 098-923-2320 https://benthos.co.jp

915 A&Wプラザハウス店 飲食店 NG 沖縄県沖縄市久保田3-1-12 098-932-3965 https://www.awok.co.jp/

916 A&W那覇金城店 飲食店 NG 沖縄県那覇市金城5-8-8 098-840-1567 https://www.awok.co.jp/

917 ハンモックカフェ ラ・イスラ 飲食店 紙OK 沖縄県豊見城市瀬⾧174-6 27番 098-894-6888 https://benthos.co.jp

918 A&W糸満店 飲食店 NG 沖縄県糸満市阿波根1543-1 098-840-3377 https://www.awok.co.jp/

919 A&W新都心おもろ店 飲食店 NG 沖縄県那覇市おもろまち4-21-22 098-860-2537 https://www.awok.co.jp/

920 Pizzeria Bar Ariccia 飲食店 紙OK 沖縄県中頭郡北谷町美浜9-21 デポアイランドシーサイドビル1階 098-923-3304 https://benthos.co.jp

921 A&Wうるま安慶名店 飲食店 NG 沖縄県うるま市安慶名1-4-5 098-923-3067 https://www.awok.co.jp/

922 A&Wマリンタウンあがり浜店 飲食店 NG 沖縄県島尻郡与那原町東浜68-1-3 098-988-1004 https://www.awok.co.jp/

923 A&W国際通り松尾店 飲食店 NG 沖縄県那覇市松尾1-1-1 2階 098-917-5502 https://www.awok.co.jp/



924 A&Wイーアス沖縄豊崎店 飲食店 NG 沖縄県豊見城市字豊崎3-35 098-996-3399 https://www.awok.co.jp/

925 タコライスcafe きじむなぁ イーアス沖縄豊崎店 飲食店 紙OK 沖縄県豊見城市豊崎3-35 2階2490 098-987-0858 https://benthos.co.jp

926 マシソヨ北谷店 飲食店 紙OK 沖縄県中頭郡北谷町美浜9-8シーサイドスクエア1FB区画 070-2682-6355 なし

927 栄ノ肉 飲食店 紙OK 沖縄県那覇市安里388 098-886-0008 なし

928 花はな商店ウミカジ３７ 飲食店 紙OK 沖縄県豊見城市瀬⾧174-6 098-851-3487 https://instagram.com/hanahanashoten.umikaji37?igshid=YmMyMTA2M2Y=

929 ピノキオイオン南風原店 飲食店 紙OK 沖縄県島尻郡南風原町字宮平264イオン南風原1F 098-996-3308 https://www.fujiofood.com

930 ピノキオイオンタウン武富店 飲食店 紙OK 沖縄県糸満市武富仲間田原194イオンタウン武富内 098-851-3311 https://www.fujiofood.com

931 気まぐれバディー 飲食店 紙OK 沖縄県中頭郡北谷町北前1-6-6 098-989-8222 https://kimagure-buddy.com/

932 CrossoverCafe614（ロクイチヨン） 飲食店 紙OK 沖縄県沖縄市中央1-17-15 2階 080-4275-6140 https://www.614.world/

933 沖縄料理とうまいもん てぃーだむーん 飲食店 紙OK 沖縄県那覇市松尾2-11-7-1F 098-943-0063 https://www.tidamoon.com/

934 旬菜庵豚球 飲食店 紙OK 沖縄県那覇市牧志2-1-17 1F 090-9590-9401 なし

935 タコライスcafe きじむなぁ イオンモール沖縄ライカム店 飲食店 紙OK 沖縄県中頭郡北中城村字ライカム1 3階フードコート内 098-923-5880 https://benthos.co.jp

936 焼き魚とお鮨専門店 焼乃 魚島 飲食店 紙OK 沖縄県那覇市久茂地2-16-3 １階 098-917-5004 https://valuebox.okinawa

937 大衆ワインビストロ エガリテ 飲食店 紙OK 沖縄県那覇市牧志1-4-33 嘉数ビル2A 098-864-0813 なし

938 カフェギャラリー土花土花 飲食店 紙OK 沖縄県国頭郡恩納村前兼久243-1 098-965-1666 https://dokadoka.jp/

939 TWO BAR 1号店 飲食店 紙OK 沖縄県那覇市久茂地2-16-24ニュー久茂地ビルB階 098-862-4790 なし

940 Music BAR ケツの穴 飲食店 紙OK 沖縄県那覇市前島1-2-10山城ビル1F 098-943-8996 なし

941 MUSIC STATION 飲食店 紙OK 沖縄県那覇市久茂地1-8-3 クイーンプラザビル6F 098-943-6681 なし

942 幸せのパンケーキ ウミカジテラス 沖縄店 飲食店 NG 沖縄県豊見城市瀬⾧174-6 ウミカジテラス 32 098-851-0009 なし

943 エイトマンズシーバーグ 飲食店 紙OK 沖縄県那覇市若狭1-21-1 098-863-7744 https://www.nano-associates.com/

944 SEA BAR LOUNGE 飲食店 紙OK 沖縄県那覇市若狭1-21-1   4F 098-863-7755 https://www.nano-associates.com/

945 POCO CAFE OKINAWA 飲食店 NG 沖縄県那覇市牧志1-3-62 1F 098-880-3340 https://linktr.ee/pococafe

946 沖縄料理・鉄板ダイニング 花火 飲食店 紙OK 沖縄県那覇市松尾1-3-8 098-987-6492 なし

947 Cafe Bar SEE THE SEA 飲食店 紙OK 沖縄県豊見城市瀬⾧174-6 ウミカジテラス＃41 098-996-4640 https://goo.gl/maps/ebWPp98VZocbumrE6

948 元祖石垣牛カツ 飲食店 紙OK 沖縄県石垣市大川279 0980-87-6105 https://medicareport.co.jp/

949 空 飲食店 紙OK 沖縄県那覇市久茂地3-3-19富士ビル２階 098-975-5185 なし

950 TENGOKU FRUIT PARLOUR 飲食店 紙OK 沖縄県沖縄市上地3-11-8 098-988-0031 なし

951 いちげん屋 飲食店 紙OK 沖縄県中頭郡北谷町美浜9-8シーサイドスクエア1F 098-936-6333 なし

952 島唄ライブ居食屋和おん 飲食店 紙OK 沖縄県宮古島市平良字西里565-3 0980-73-5275 http://miyakojimawaon.com/

953 1color 飲食店 紙OK 沖縄県那覇市牧志1-4-7 098-861-7274 https://www.1color.net/

954 本格パスタとタコスの店 PasTaco 飲食店 紙OK 沖縄県那覇市字鏡水150 098-840-1249 https://airport-terminal-service.co.jp/

955 焼肉ホルモンのぼり苑 久茂地店 飲食店 紙OK 沖縄県那覇市久茂地3-25-19   リバーサイドガーデンビル１ーA 098-959-7600 https://www.noborien.com/kumoji/

956 甘味処鎌倉 北谷デポアイランド店 飲食店 紙OK 沖縄県中頭郡北谷町字美浜９-1デポアイランドA棟1F 098-989-5916 https://www.instagram.com/kamakuradepo/

957 SHRIMP BUS沖縄北谷 飲食店 紙OK 沖縄県中頭郡北谷町美浜34－５ DepoCentral 2F 098-989-3887 https://shrimp-okinawa.business.site/?utm_source=gmb&utm_medium=referral

958 焼肉BAR いちころ 飲食店 紙OK 沖縄県沖縄市上地1-15-15 1F右 098-959-9386 https://www.instagram.com/ichikoro_yakiniku/

959 やきとり白鳥 飲食店 紙OK 沖縄県那覇市泉崎1-17-1 098-800-1932 なし

960 しろくまストア 石垣730記念碑前店 飲食店 紙OK 沖縄県石垣市美崎町1-2 福宝堂ビル1階 0980-87-7901 なし

961 琉果 飲食店 紙OK 沖縄県国頭郡本部町備瀬401 0980-43-5211 http://foodcreative.co.jp/

962 十二松六左衛門 那覇別邸 飲食店 紙OK 沖縄県那覇市久茂地2-14-11 098-861-8550 なし

963 焼肉５８９ 飲食店 紙OK 沖縄県宮古島市平良字西里223 0980-79-5589 なし

964 焼肉福牛 飲食店 紙OK 沖縄県中頭郡北谷町字美浜9-1デポアイランドE棟2階 098-917-6281 なし



965 ROLL ICECREAM FACTORY 石垣島ココナッツテラス店 飲食店 紙OK 沖縄県石垣市新川1703ｰ4 0980-87-5403 https://coconutterrace.com/

966 炭火焼へべれけ屋本店 飲食店 紙OK 沖縄県那覇市牧志1-8-2 098-987-6389 https://akr0883461645.owst.jp/

967 たこ焼酒場へべれけ屋久茂地店 飲食店 紙OK 沖縄県那覇市久茂地2-14-17 098-988-9981 https://takoyakisakabaheberekeyakumoji.owst.jp/

968 泡盛と海産物のぱやお 飲食店 NG 沖縄県那覇市安里379-11 098-885-6446 なし

969 やまかさふぁい実之和 飲食店 紙OK 沖縄県宮古島市平良下里560-1 0980-79-0050 なし

970 焼肉なかお 飲食店 紙OK 沖縄県宮古島市平良西里244 0980-79-0429 https://yakiniku-nakao.com

971 まーさんの家 飲食店 NG 沖縄県那覇市松尾1-3-1   エスプリコートビル B１階 098-975-7525 なし

972 KAME ANDAGI 飲食店 紙OK 沖縄県中頭郡北谷町字美浜34-2レクー沖縄スパ＆リゾート1F 098-989-8801 https://www.kameandagi.com/

973 隠れ家ダイニング 天麩羅 隠れ家 飲食店 紙OK 沖縄県那覇市牧志2-1-19 1F 098-917-2522 なし

974 炉端屋 スミドコロ 飲食店 NG 沖縄県那覇市久茂地3-9-21 UD久茂地ビル1階 098-963-9984 https://instagram.com/sumidokoro.robataya?igshid=YmMyMTA2M2Y=

975 焼き鳥野菜巻 ごう 飲食店 紙OK 沖縄県那覇市牧志2-2-30 国際通りのれん街A-5区画 098-894-7622 http://next-global.jp/

976 NUTSTOWN COFFEEROASTERS 飲食店 紙OK 沖縄県石垣市大川538-2 U-viento1F 0980-87-0979 https://lit.link/hellowinc

977 沖縄料理かなさんやー  飲食店 紙OK 沖縄県中頭郡北谷町美浜34-5デポセントラルビル3階 098-987-8282 なし

978 うちなー家庭料理ちゅらはま食堂 飲食店 紙OK 沖縄県中頭郡北谷町美浜9-46ディストーションシーサイドビル3階 098-926-1300 なし

979 YAMBURGER石垣島 飲食店 紙OK 沖縄県石垣市美崎町16-14 1B 0980-87-6010 http://www.yamburger.net

980 YAMBURGER宮古島 飲食店 紙OK 沖縄県宮古島市伊良部国仲128 0980-78-5030 http://www.yamburger.net

981 SOYSOY 飲食店 紙OK 沖縄県国頭郡本部町字谷茶10 0980-43-6003 https://www.soysoy.info/

982 ブルーシール宮古島店 飲食店 紙OK 沖縄県宮古島市平良字西里465-1 0980-79-9114 https://www.blueseal.co.jp/shop/miyako_island.html

983 Mango farm kitchen 飲食店 紙OK 沖縄県石垣市美崎町4-7 海人工房テナント 0980-88-8151 http://www.firston.co.jp

984 焼肉ひだや那覇松山店 飲食店 紙OK 沖縄県那覇市松山2-11-12   エステート松山Ⅱ ２階 098-943-2941 なし

985 あかじまのカフェとごはんguu guu 飲食店 紙OK 沖縄県島尻郡座間味村阿嘉53 00-0-0000 https://www.instagram.com/yuuki_guuguu2021/?igshid=YmMyMTA2M2Y%3D

986 油そば専門店歌志軒 久茂地店 飲食店 紙OK 沖縄県那覇市久茂地1-6-1 1F 098-943-7111 https://www.instagram.com/kajiken_kumoji/

987 油そば専門店歌志軒 小禄店 飲食店 紙OK 沖縄県那覇市金城5-11-7 1F 098-987-0222 https://www.instagram.com/kajiken_oroku/

988 南来実 飲食店 NG 沖縄県那覇市牧志3-11-19 098-861-8340 なし

989 パーラー本部チキン 飲食店 紙OK 沖縄県国頭郡本部町備瀬2045-1 090-6422-1919 http://motobu-chicken.com/

990 パラダイス カフェ 飲食店 紙OK 沖縄県八重山郡竹富町竹富531 090-8035-6152 なし

991 居酒屋21 飲食店 紙OK 沖縄県名護市宮里453-12 0980-53-1701 なし

992 WILL KELI CAFE 飲食店 紙OK 沖縄県石垣市字真栄里345-60 0980-87-5272 なし

993 Oyster&Steak GuluGulu 飲食店 紙OK 沖縄県宜野湾市真志喜3-19-10 098-988-3192 http://instagram.com/bar.gulugulu

994 焼肉ホルモン 赤白 飲食店 NG 沖縄県那覇市久米2-20-21 八木ビル1F 098-863-3633 https://www.instagram.com/yakinikuhorumon_akashiro/

995 沖縄県産和牛 肉処 中々 飲食店 紙OK 沖縄県那覇市前島3-6-8 098-987-6638 https://nakanaka7.owst.jp/?lad_media=lis_yahoo&yclid=YSS.1001253226.EAIaIQobChMIu6rUvN-i-wIVxbWWCh2MSQDlEAAYASAAEgJsmvD_BwE&dspn

996 酢めし ゆう 飲食店 NG 沖縄県那覇市久茂地2-6-16   リバーサイドテラス久茂地2-D 098-988-9285 なし

997 中華ラーメン『醤』 飲食店 NG 沖縄県中頭郡読谷村字都屋275-1 098-956-8851 なし

998 石垣島のグリルレストラン Island Sky 飲食店 紙OK 沖縄県石垣市字大川249  R階（屋上） 090-8294-6375 https://i-stay.co.jp/

999 えいこ鮮魚店 石垣島ココナッツテラス 飲食店 紙OK 沖縄県石垣市新川1703-4 0980-87-5403 https://www.maruei.group/

1000 ポーたま牧志市場店 飲食店 紙OK 沖縄県那覇市松尾2-8-35 098-867-9550 http://porktamago.com

1001 ポーたま那覇空港国内線到着ロビー店 飲食店 紙OK 沖縄県那覇市鏡水150那覇空港国内線ターミナル1階 098-996-3588 http://porktamago.com

1002 串焼き94special 飲食店 紙OK 沖縄県沖縄市中央2-7-43 2F 080-6488-4239 なし

1003 CLIMAX COFFEE デポアイランド店 飲食店 紙OK 沖縄県中頭郡北谷町美浜9-21 デポアイランドシーサイドビル１F 098-923-0010 https://khk-corp.com/

1004 外食家くじら 読谷店 飲食店 紙OK 沖縄県中頭郡読谷村瀬名波949 098-989-9150 https://gaishokuya-kujira.com/

1005 外食家くじら 北中城店 飲食店 紙OK 沖縄県中頭郡北中城村仲順443-1 098-989-1062 https://gaishokuya-kujira.com/



1006 大衆酒場こりす 飲食店 紙OK 沖縄県那覇市前島2-7-13 098-861-7055 https://nagamare.com

1007 ザ・グランドホテルギノワン グリーンカフェ 飲食店 紙OK 沖縄県宜野湾市大山3-5-1 098-898-7700 https://thegrandhotelginowan.com/

1008 島寿し 飲食店 紙OK 沖縄県那覇市松川444-1 098-885-3781 なし

1009 島グルメ 藹々亭 飲食店 紙OK 沖縄県石垣市石垣5 0980-87-6432 なし

1010 焼肉金29 飲食店 紙OK 沖縄県宮古島市平良字西里146 0980-75-3077 https://www.kinniku.co.jp/

1011 沖縄大衆酒場 やんばる屋 飲食店 紙OK 沖縄県国頭郡恩納村冨着1469-1 080-7988-4676 なし

1012 甲子園スタジアムOKINAWA 飲食店 紙OK 沖縄県中頭郡北谷町美浜9-46 ディストーションシーサイドビル1階 098-989-0589 https://koushiensutaziamuokinawa.owst.jp/

1013 テディーズビガーバーガー沖縄北谷店 飲食店 紙OK 沖縄県中頭郡北谷町宮城1-64  シージョイビル３F 098-926-5225 https://teddysbiggerburgers.jp/

1014 Cafe de M 飲食店 紙OK 沖縄県宮古島市平良字西里45-1 0980-79-9990 https://rakusou-comrade.co.jp/

1015 琉球ビーフ＆ビア 飲食店 紙OK 沖縄県国頭郡恩納村安冨祖1231 098-967-7555 なし

1016 ステーキマン本部店 飲食店 紙OK 沖縄県国頭郡本部町大浜879-15 1F 0980-43-0311 http://www.toyamatei.com

1017 焼肉ホルモンのぼり苑読谷店 飲食店 紙OK 沖縄県中頭郡読谷村伊良皆375 098-989-7999 https://www.noborien.com/yomitan/index.html

1018 サバニ船 飲食店 紙OK 沖縄県石垣市美崎町3 0980-87-5363 なし

1019 小料理スイーティ 飲食店 紙OK 沖縄県那覇市安里388-22奥間店舗103 070-5816-3171 なし

1020 韓国鉄板料理久一韓 飲食店 紙OK 沖縄県島尻郡久米島町字比嘉160-90 098-996-1977 なし

1021 手羽八 MUGEN OKINAWA 飲食店 紙OK 沖縄県那覇市泊1-18-1 098-975-9959 https://tebaya-mugen.okinawa/

1022 鮨びたろう 飲食店 紙OK 沖縄県豊見城市豊崎3‐35 イーアス沖縄豊崎１Fフードコート内 098-996-4858 https://www.nano-associates.com/

1023 ひとりしゃぶしゃぶ いち 那覇小禄店 飲食店 紙OK 沖縄県那覇市金城5-9-1  ワイズイン那覇小禄駅前1F 098-996-5081 http://hitorisyabusyabu-ichi.com/

1024 京風お好み焼・鉄板焼あくあ 飲食店 紙OK 沖縄県糸満市西崎6-12-15  西崎荘102 098-987-1919 なし

1025 焼肉パナリ 恩納店 飲食店 紙OK 沖縄県国頭郡恩納村冨着1468-1 050-5489-1608 https://jcc-okinawa.net/

1026 沖縄SOULFOODじゃむ（那覇国際通り店） 飲食店 紙OK 沖縄県那覇市牧志2-2-30    のれん街1階A区画 098-894-2471 https://www.instagram.com/okinawasoulfoodjamnaha

1027 ぼんぢりや 久米店 飲食店 紙OK 沖縄県那覇市久米2-5-13 098-867-8806 なし

1028 73バル（730SCRAMBLE） 飲食店 紙OK 沖縄県石垣市大川2 730court1F南 0980-87-5769 なし

1029 よりみち 飲食店 紙OK 沖縄県宮古島市平良久貝654-44 080-2521-7193 なし

1030 ロバートタイワンブロンクス 国際通りのれん街 飲食店 紙OK 沖縄県那覇市牧志2-2-30  国際通りのれん街2F 098-943-1702 https://thankwork.co.jp/company/

1031 ocean good table 国際通りのれん街 飲食店 紙OK 沖縄県那覇市牧志2-2-30   国際通りのれん街2F 098-943-1402 https://thankwork.co.jp/company/

1032 玉すし 飲食店 紙OK 沖縄県那覇市久茂地3-13-7 098-866-5658 なし

1033 CANAAN COFFEE＆ BAKE STORE 飲食店 紙OK 沖縄県八重山郡竹富町小浜756 0980-85-3401 なし

1034 かばす亭 飲食店 紙OK 沖縄県那覇市辻1-14-18 098-867-8451 なし

1035 三線ライブと島体験の店 スーパースター 飲食店 紙OK 沖縄県宮古島市平良西里7 ホテル共和別館2F 0980-73-4169 https://artavenue-miyako.co.jp/

1036 Cotton Cafe 飲食店 紙OK 沖縄県石垣市大川199 00-0-0000 なし

1037 那覇 そば処 たからまちがー 飲食店 紙OK 沖縄県那覇市高良1-6-13 098-955-0240 https://www.takaramachiga.net/

1038 ピザハウス本店 飲食店 紙OK 沖縄県浦添市港川2-20-5 098-875-3939 http://www.pizzahouse.co.jp

1039 韓国料理屋パップパップ 飲食店 紙OK 沖縄県南城市知念山里1056-1 098-914-0229 なし

1040 炭火焼肉 しゃぶしゃぶ おきなわ苑 飲食店 紙OK 沖縄県那覇市牧志1-3-58 タキオンビル1F 098-975-9138 なし

1041 石垣戦隊もんじゃーマン 飲食店 紙OK 沖縄県石垣市石垣6-2 山田アパート 1F 0980-87-0549 なし

1042 DRUNK TACOS 飲食店 紙OK 沖縄県那覇市牧志1-1-9 080-1418-4901 なし

1043 GATTO 飲食店 紙OK 沖縄県豊見城市瀬⾧174-6 21区画 080-3530-2613 https://www.gatto-okinawa.com/

1044 ぐるくん食堂 飲食店 紙OK 沖縄県那覇市松尾1-2-13川村ビル1階 098-863-0646 なし

1045 晴れる屋 飲食店 紙OK 沖縄県石垣市石垣11-3あかゆービル1F 0980-87-5234 なし

1046 居酒屋 満漁丸 飲食店 紙OK 沖縄県国頭郡今帰仁村仲宗根279-4 0980-56-4066 なし



1047 お肉の台所１１２９ 飲食店 紙OK 沖縄県島尻郡与那原町与那原349-1 080-8570-1129 https://okinawa1129.com/

1048 琉球鮨 築地青空三代目 飲食店 紙OK 沖縄県那覇市松山1-15-14 098-862-7956 http://aozora3.jp/shop/naha

1049 築地男前鮓 国際通り屋台村 飲食店 紙OK 沖縄県那覇市牧志3-11-17 屋台番号2番 070-5690-9333 http://aozora3.jp/shop/yataimura

1050 63cafeNAHA 飲食店 NG 沖縄県那覇市辻3-2-1コスタビレッジエスパーナ2階 098-943-4130 なし

1051 せんだん 飲食店 紙OK 沖縄県国頭郡本部町山川554 0980-48-4113 http://www.okinawa-sendan.com

1052 中国料理 花林 飲食店 紙OK 沖縄県那覇市鏡水150 那覇空港国内線ターミナル４階 098-852-0712 http://www.tc-okinawa.co.jp/business/karin_menu/

1053 琉球ステーキ究 飲食店 紙OK 沖縄県那覇市牧志3-6-40 098-860-2935 https://ryukyu-steak.jp/

1054 おくだいら商店 飲食店 紙OK 沖縄県宮古島市平良西里236 2F 0980-72-4030 なし

1055 atabii's読谷店 飲食店 紙OK 沖縄県中頭郡読谷村高志保915-1Gala青い海内 098-989-0606 なし

1056 島のうたげ処あっき 飲食店 紙OK 沖縄県石垣市浜崎町1-2-6 0980-87-0560 なし

1057 ブリトー専門店！ケンズブリトー Ken’s Burrito(キッチンカー店) 飲食店 紙OK 沖縄県中頭郡北谷町北谷1-3-1 （ビル敷地内北側） 070-2622-2138 https://z-p15.www.instagram.com/kens_burrito_truck/

1058 Hinata cafe ishigaki 飲食店 紙OK 沖縄県石垣市登野城510 050-3145-0908 なし

1059 フルーツタルト専門店[oHacort?] 那覇空港店 飲食店 紙OK 沖縄県那覇市鏡水150 那覇空港旅客ターミナルビル2F 国際線エリア 098-851-3215 https://ohacorte.com 

1060 パーラーオオアタリ 飲食店 紙OK 沖縄県中頭郡嘉手納町字屋良1026-3 道の駅かでな 080-7731-0341 https://www.mayz.jp/ohatari/

1061 ロータリードライブイン 飲食店 紙OK 沖縄県中頭郡嘉手納町屋良1026-3 道の駅かでな1Ｆ 098-956-5819 https://michinoeki-kadena.jp/facility

1062 Island Boys Kitchen 飲食店 NG 沖縄県国頭郡金武町伊芸260-1 Rハウス 098-988-5281 http://www.islandboyskitchen.com/

1063 Bar&RepasERIO 飲食店 紙OK 沖縄県那覇市牧志2-7-26宮里ビル2階 098-861-7088 https://www.bar-erio.com/

1064 アジア料理 ナズカニヤ 飲食店 紙OK 沖縄県那覇市三原1-9-15 (102) 098-996-3199 なし

1065 プレイヤーズカフェ 飲食店 紙OK 沖縄県沖縄市中央2-6-47 中村ビル1F 098-929-1169 https://players-cafe.com

1066 沖福鮮魚店 飲食店 紙OK 沖縄県那覇市牧志2-2-30 国際通りのれん街1F 090-5909-7519 なし

1067 たけちゃん 羽地店 飲食店 紙OK 沖縄県名護市親川457-1 0980-38-9066 なし

1068 たけちゃん 飲食店 紙OK 沖縄県名護市城1-4-5 0980-43-0062 なし

1069 炭焼居酒屋 たけちゃん 飲食店 紙OK 沖縄県名護市宮里1007 0980-53-0088 なし

1070 串焼居酒屋 たけちゃん 飲食店 紙OK 沖縄県名護市大東1-19-6 0980-54-1717 なし

1071 創食家 縁 飲食店 紙OK 沖縄県名護市東江5-19-15 0980-54-5655 なし

1072 燦別邸はなれ 飲食店 NG 沖縄県国頭郡恩納村仲泊754-3 098-923-0075 なし

1073 ブルーシール 牧港本店 飲食店 紙OK 沖縄県浦添市牧港5-5-6 098-877-8258 https://www.blueseal.co.jp/

1074 焼肉 北谷龍 飲食店 紙OK 沖縄県中頭郡北谷町北前1-1-1 098-983-7129 https://r.gnavi.co.jp/hd07e3yu0000/

1075 ナンポー那覇国際通り店 飲食店 紙OK 沖縄県那覇市松尾2-8-19   1F 098-988-9228 https://www.e-nampo.com

1076 雪塩ステーキ石垣 飲食店 紙OK 沖縄県石垣市美崎町13 1階 0980-87-9870 なし

1077 美ら海カフェ 飲食店 NG 沖縄県国頭郡本部町備瀬403 0980-43-6920 なし

1078 やっぱりステーキ宮古店 飲食店 紙OK 沖縄県宮古島市平良松原551-3 0980-72-1129 https://yapparigroup.jp/shop/miyakojima.html

1079 やっぱりステーキ石垣店 飲食店 紙OK 沖縄県石垣市新栄町10-7 0980-84-1129 https://yapparigroup.jp/shop/ishigaki.html

1080 ハンハンムマニ 飲食店 紙OK 沖縄県名護市城1-2-2 0980-43-7453 https://www.roo-bar.jp/

1081 沖縄炭火料理店 うむさんの庭 飲食店 紙OK 沖縄県国頭郡恩納村冨着256 098-964-6601 https://www.umusannoniwa.jp/

1082 お餅のとけし 飲食店 紙OK 沖縄県中頭郡中頭郡北谷町字浜川204-1 098-989-1810 https://omochinotokeshi.jp/

1083 ブルーシール 北谷店 飲食店 NG 沖縄県中頭郡北谷町美浜1-5-8 098-936-9659 https://www.blueseal.co.jp/

1084 ブルーシール 豊崎店 飲食店 NG 沖縄県豊見城市豊崎1-411 098-840-6632 https://www.blueseal.co.jp/

1085 ブルーシール 浦添パルコシティ店 飲食店 NG 沖縄県浦添市西洲3-1-1 1F (区画)1039 098-917-4697 https://www.blueseal.co.jp/

1086 いつでも朝ごはん 飲食店 紙OK 沖縄県那覇市松尾1-3-4 2Ｆ 098-941-2929 https://yapparigroup.jp/shop/group.html

1087 はえばる観光案内所 飲食店 紙OK 沖縄県島尻郡南風原町字喜屋武241-1 098-882-6776 https://www.haebaru-kankou.jp/



1088 Ocean good table石垣 飲食店 紙OK 沖縄県石垣市新川2461 0980-87-7797 https://www.thebeachterrace-hotelao.jp/

1089 創作沖縄料理 ニ幸 飲食店 紙OK 沖縄県那覇市牧志2-1-18 098-861-7722 http://www.sousaku-nikou.jp/

1090 とりかわ博多 かわっこ 沖縄店 飲食店 紙OK 沖縄県那覇市牧志2-17-46 ハチノスビル 3F 098-943-0763 http://www.kawakkookinawa.com

1091 神保町やきそば みかさ沖縄店 飲食店 紙OK 沖縄県那覇市泉崎1-10-3 琉球新報本社ビル 1階 050-8881-0784 なし

1092 やちむんカフェ ぐんじょう 飲食店 紙OK 沖縄県中頭郡読谷村座喜味2898-21 098-927-9167 https://tousingama.com/gunjyocafe/

1093 ブルーシール デポアイランド店 飲食店 NG 沖縄県中頭郡北谷町美浜9-1 デポアイランドビルD館 2階 098-989-5133 https://www.blueseal.co.jp/

1094 MUSIC BAR タイガーアイ 飲食店 NG 沖縄県沖縄市上地1-12-6 カシスビル 1F右 070-5403-5777 https://tigerseye.ti-da.net/

1095 ブルーシール パレットくもじ店 飲食店 NG 沖縄県那覇市久茂地1-1-1   パレットくもじ 1階110号 098-866-5850 https://www.blueseal.co.jp/

1096 hug 3do アメリカンビレッジ店 飲食店 NG 沖縄県中頭郡北谷町美浜9-7 PLAZA ｆ１F 098-936-8067 https://www.blueseal.co.jp/

1097 ブルーシール 沖縄ライカム店 飲食店 NG 沖縄県中頭郡北中城村字ライカム１ 098-923-5985 https://www.blueseal.co.jp/

1098 ブルーシール 名護店 飲食店 NG 沖縄県名護市東江5-22-20 0980-51-1339 https://www.blueseal.co.jp/

1099 たーとるずかふぇ 飲食店 NG 沖縄県国頭郡本部町山川1046-2 0980-43-9355 https://www.turtlescafe.jp

1100 ごりらパンチ 飲食店 紙OK 沖縄県那覇市久茂地3-5-13 シティースペースビル2FA 098-953-5387 なし

1101 ブルーシール デポアイランドシーサイド店 飲食店 NG 沖縄県中頭郡北谷町美浜9-21 デポアイランドシーサイド2F 098-982-7650 https://www.blueseal.co.jp/

1102 焼肉RIKIO沖縄アメリカンビレッジ店 飲食店 紙OK 沖縄県中頭郡北谷町美浜9-19 ディストーション ファッションビル 2F 098-989-4433 なし

1103 まきし商店 飲食店 NG 沖縄県那覇市牧志3-3-1 098-917-6219 なし

1104 by・The・Shrimp沖縄ウミカジテラス店 飲食店 紙OK 沖縄県豊見城市瀬⾧174-6 瀬⾧島ウミカジテラス23番 098-987-1995 なし

1105 The Sunrise Shack 飲食店 NG 沖縄県国頭郡恩納村字冨着149-1-203 070-3794-2124 なし

1106 食彩亭むつ美 飲食店 紙OK 沖縄県宮古島市伊良部字国仲184-11 0980-79-7137 なし

1107 SABROSO 飲食店 紙OK 沖縄県中頭郡読谷村波平1070-1 波平ビル1F 098-923-1997 https://instagram.com/sabroso_okn?igshid=YmMyMTA2M2Y=

1108 BlueTurtle 飲食店 紙OK 沖縄県宮古島市伊良部伊良部1352-16 0980-74-5333 https://blueturtle.jp

1109 焼肉げんか 飲食店 紙OK 沖縄県国頭郡恩納村瀬良垣1414-1 098-960-7484 https://r.gnavi.co.jp/rvgss94t0000/

1110 FUKUGIYA CAFE 飲食店 紙OK 沖縄県中頭郡北谷町字美浜9-12 098-936-8838 https://fukugiya.com/

1111 デリカテッセントランクあっぷるタウン店 飲食店 紙OK 沖縄県那覇市おもろまち3-3-1 あっぷるタウン１階 098-960-2241 https://keiri@trunq.jp

1112 焼肉なべしま与那原店 飲食店 NG 沖縄県島尻郡与那原町字与那原1114 焼肉なべしま与那原店 098-945-2989 https://www.nabeshima-jp.com/

1113 檸檬とスパイス 飲食店 紙OK 沖縄県中頭郡北中城村字ライカム1 イオンモール沖縄ライカム2階 098-932-7117 なし

1114 焼肉なべしま具志川店 飲食店 NG 沖縄県うるま市字前原91-1 焼き肉なべしま 098-974-8929 https://www.nabeshima-jp.com/

1115 しゃぶしゃぶ・肉割烹 にく久 名護店 飲食店 紙OK 沖縄県名護市宮里7-23-25 JUN企画テナント2F 098-43-9188 なし

1116 いなまる食堂 飲食店 紙OK 沖縄県宮古島市平良下里338-11 0980-79-9321 なし

1117 タコライスcafeきじむなぁイオン南風原店 飲食店 紙OK 沖縄県島尻郡南風原町宮平264 イオン南風原ショッピングセンター2F 098-987-1990 https://benthos.co.jp

1118 炉端居酒屋 ぱぱらぎ 飲食店 紙OK 沖縄県那覇市おもろまち4-10-8 098-880-0858 なし

1119 Mr. Kato Sushi Bar & American Casual 飲食店 紙OK 沖縄県中頭郡北谷町北前1-17-1 102号室 098-989-7742 https://wju.co.jp/

1120 一期一笑 飲食店 紙OK 沖縄県那覇市松尾2-11-11 大城ビル105 098-800-2979 なし

1121 ガ-デンレストラン竜潭 飲食店 紙OK 沖縄県那覇市西3-6-1 098-869-3433 なし

1122 ホテルアクアチッタナハ BLU NOTTE 飲食店 NG 沖縄県那覇市前島3-2-20 ホテルアクアチッタナハ 098-866-5000 https://www.resorts.co.jp/aquacitta-naha?utm_source=google&utm_medium=mybusiness

1123 バ-ハックマン 飲食店 紙OK 沖縄県那覇市西3-6-1 098-869-3433 なし

1124 パシフィックオ-シャンカフェ 飲食店 紙OK 沖縄県那覇市西3-6-1 098-869-3433 なし

1125 海産物料理 市 飲食店 紙OK 沖縄県那覇市おもろまち3-3-1 コープあっぷるタウン2F 098-866-3738 なし

1126 レストラン「セルフィーユ」 飲食店 紙OK 沖縄県那覇市前島3-11-1 ホテルリゾネックス那覇(セルフィーユ) 098-862-7733 http://www.resonex.jp

1127 ブルーシール 新都心あっぷるタウン店 飲食店 NG 沖縄県那覇市おもろまち3-3-1 あっぷるタウン２F 098-941-8077 https://www.blueseal.co.jp/

1128 とり琉 飲食店 紙OK 沖縄県石垣市美崎町9-10 0980-87-9115 なし



1129 居酒屋うるま 飲食店 NG 沖縄県石垣市美崎町3 東バスターミナルビル2F 0980-82-0864 http://tak-umi.com/

1130 テッパン！ついてる 飲食店 紙OK 沖縄県石垣市美崎町10-19 1階 0980-82-7864 https://www.arashiro.co.jp/

1131 焼肉太陽 飲食店 紙OK 沖縄県石垣市美崎町4-5 1階 0980-88-8666 https://www.arashiro.co.jp/

1132 めし屋ひろし 飲食店 紙OK 沖縄県島尻郡南風原町字本部485-5 大信マンションA102 098-888-3711 なし

1133 杏屋 新都心店 飲食店 NG 沖縄県那覇市銘苅1-10-6 098-864-0404 なし

1134 白蕗 飲食店 紙OK 沖縄県那覇市松山2-10-1 39プラザ松山ビルＢ1 098-943-3567 なし

1135 37Steakhouse & Bar 飲食店 紙OK 沖縄県那覇市牧志2-16-1 ブラッサム那覇1F 098-917-5737 なし

1136 ワインと串揚げ こぱん那覇店 飲食店 紙OK 沖縄県那覇市久茂地2-17-3 大城ビル1F 098-868-5669 https://www.safarigroup.info/

1137 地鳥と銀シャリ 石庵那覇 飲食店 紙OK 沖縄県那覇市久茂地2-18-16  ONCビル1F 098-940-2377 https://www.safarigroup.info/

1138 アルカシルカ 飲食店 紙OK 沖縄県名護市字屋我3 050-3139-5830 https://arukashiruka.com/

1139 グラスワイン桜坂ル・ボワ 飲食店 紙OK 沖縄県那覇市牧志3-2-41 桜坂下フォレストガーデン2F-A 098-868-3650 http://www.sakurazaka-lebois.com/

1140 Bar No.11 飲食店 紙OK 沖縄県名護市大中1-5-1 具志堅ビル105 0980-43-6315 なし

1141 創作居食家 やえん 飲食店 紙OK 沖縄県那覇市松山1-12-5 パステルTMビル１階 098-862-7678 なし

1142 福助の玉子焼き／市場本通り店 飲食店 紙OK 沖縄県那覇市松尾2-9-11 098-869-6244 https://www.fukusuke-tamago.com/

1143 福助の玉子焼き／備瀬のフクギ並木店 飲食店 紙OK 沖縄県国頭郡本部町備瀬415 0980-43-5467 https://www.fukusuke-tamago.com/

1144 沖縄料理ちぬまん恩納前兼久店 飲食店 紙OK 沖縄県国頭郡恩納村前兼久73 098-964-1717 https://www.chinuman.com

1145 Cafe&Bar Tresent 飲食店 紙OK 沖縄県那覇市辻2-12-11 Hotel Brick 098-917-5392 なし

1146 THE CALIF KITCHEN 飲食店 紙OK 沖縄県中頭郡北谷町美浜9-21 デポアイランドシーサイド3階 098-926-1010 なし

1147 うさぎや 宮古島店 飲食店 NG 沖縄県宮古島市平良字下里2 0980-79-0881 http://usagiya-miyako.com/

1148 アイステラス 飲食店 紙OK 沖縄県豊見城市瀬⾧島174-6 ウミカジテラスNo16 080-3377-1172 なし

1149 星野リゾート バンタカフェ 飲食店 紙OK 沖縄県中頭郡読谷村儀間560 星野リゾート バンタカフェ 098-921-6810 https://banta-cafe.com/

1150 星野リゾート オールーグリル 飲食店 紙OK 沖縄県中頭郡読谷村儀間560 星野リゾート オールーグリル 098-921-6810 https://banta-cafe.com/

1151 土～夢 okinawa ごはんカフェ 飲食店 紙OK 沖縄県糸満市西崎町3-16 098-995-1021 なし

1152 KEMURI 国際通り店 飲食店 紙OK 沖縄県那覇市牧志３-1-18 098-894-8150 https://www.garoad.com/

1153 ぬちぐすい処 タイ料理カフェ ココ・メーオ（pension coco） 飲食店 紙OK 沖縄県石垣市新川1585-134 ペンションココ 090-4387-1868 なし

1154 YAMBURGER 飲食店 紙OK 沖縄県宮古島市下地来間484-7 シーウッドホテル内 080-4310-3850 http://www.yamburger.net

1155 Pizzeria GENTE 飲食店 紙OK 沖縄県那覇市久茂地3-11-21 久高ビル１F 098-943-2960 https://okinawa-acros.co.jp/

1156 じごろ石垣 飲食店 紙OK 沖縄県石垣市大川198-7 マキシビル2F 0980-82-8090 https://jigoro.co.jp

1157 沖縄の台所 ぱいかじ小禄店 飲食店 紙OK 沖縄県那覇市金城3-4-10 2階 098-858-5470 なし

1158 沖縄の台所 ぱいかじ本店 飲食店 紙OK 沖縄県那覇市おもろまち4-8-26 098-862-2397 なし

1159 白川商店 飲食店 紙OK 沖縄県中頭郡北谷町美浜9-17 アッツ北谷1階4号室 098-923-0917 なし

1160 琉球Heat 飲食店 紙OK 沖縄県宜野湾市真志喜3-8-7 098-890-5257 なし

1161 うまりずま 飲食店 紙OK 沖縄県宮古島市平良字下里556 0980-79-0335 なし

1162 郷土料理の店 天龍 飲食店 NG 沖縄県那覇市鏡水150 那覇空港ターミナルビル4階 098-857-6889 なし

1163 あぐー豚しゃぶしゃぶ専門店 オーシャンBoo！恩納万座店 飲食店 紙OK 沖縄県国頭郡恩納村恩納6497-1 K&Sビル南恩納2階 098-952-5640 なし

1164 国際ステーキ恩納店 飲食店 紙OK 沖縄県国頭郡恩納村字恩納1653-4 098-966-2101 なし

1165 熊タコ 飲食店 NG 沖縄県中頭郡読谷村波平2421-3 090-8230-6486 なし

1166 アクアグレイス・チャペル 飲食店 紙OK 沖縄県中頭郡読谷村字宇座675 098-921-6377 なし

1167 スターバックスコーヒー石垣空港店 飲食店 紙OK 沖縄県石垣市白保1960-104-1 石垣空港内 098-87-0461 なし

1168 KAＭE-SUN 飲食店 紙OK 沖縄県那覇市前島2-7-15 大福ビル1F 098-868-6670 なし

1169 どんどっとっと 飲食店 紙OK 沖縄県中頭郡北谷町北谷1-3-3 新城アパート１ 098-989-3446 なし



1170 島のカレー処ひよこ 飲食店 紙OK 沖縄県八重山郡竹富町西表933-2 090-3632-2199 https://www.instagram.com/hiyoko_simanokarry/

1171 皿の上の自然 il Gastro Sara 飲食店 紙OK 沖縄県国頭郡恩納村前兼久466-7 098-987-7688 https://www.obn-sara.com/

1172 車海老食堂たまや 飲食店 紙OK 沖縄県国頭郡今帰仁村平敷306 ブエナビスタ今帰仁ホテル1F 車海老食堂たまや 0980-56-2773 なし

1173 お祭り酒場 てん一新都心店 飲食店 紙OK 沖縄県那覇市天久1-28-12  1階 098-867-7363 なし

1174 杏屋 国場店 飲食店 紙OK 沖縄県那覇市国場1164-3 1階 098-835-2245 なし

1175 杏屋 一日橋店 飲食店 紙OK 沖縄県那覇市上間270 098-836-4661 なし

1176 土～夢 ごはんカフェ 福地店（琉球ガラス村店） 飲食店 紙OK 沖縄県糸満市福地163-1 098-997-3433 https://tabelog.com/okinawa/A4704/A470402/47027279/

1177 おいシーサー 飲食店 紙OK 沖縄県宮古島市下地字与那覇149 津嘉山荘内店舗 0980-76-2435 https://tsukayamaso.wixsite.com/index

1178 Cafe Kanoa 飲食店 紙OK 沖縄県那覇市牧志1-1-42 1F 098-963-5258 https://kanoa.okinawa

1179 居酒屋 金太郎 飲食店 紙OK 沖縄県名護市東江5-9-7 0980-54-0554 なし

1180 手羽先からあげと、塩もつ煮 KAKURIKI 飲食店 紙OK 沖縄県石垣市石垣37 與那原ビル1F 0980-87-7231 なし

1181 鉄板フレンチaboz (アボズ) 飲食店 紙OK 沖縄県那覇市牧志2-4-11 TKビル1F 098-943-0429 なし

1182 fuu cafe 飲食店 紙OK 沖縄県国頭郡本部町字瀬底557 0980-47-4885 https://www.facebook.com/fuucafe.sesoko

1183 海あじo.toshi丸 飲食店 紙OK 沖縄県豊見城市豊崎1-681 O.toshiマンション 1f 098-987-0727 なし

1184 ひらのや 飲食店 NG 沖縄県石垣市美崎町13-5 0980-82-8013 なし

1185 しゃぶしゃぶ焼肉 杏 飲食店 紙OK 沖縄県那覇市松山2-10-6 waterビル1階 098-943-7198 なし

1186 ドライブインレストランハワイ 飲食店 紙OK 沖縄県国頭郡本部町字崎本部4578 0980-47-2927 https://okinawa-hawaii.com/

1187 ALLY'S 58street COFFEE 飲食店 NG 沖縄県那覇市松山2-4-13 プリンススマートイン那覇1階 098-943-8855 https://humantable.com

1188 しゃぶ庵 飲食店 紙OK 沖縄県宮古島市平良西里176-2 シティライフ宮古ラブニール1F 0980-75-7511 なし

1189 焼肉 牛正 飲食店 紙OK 沖縄県石垣市美崎町7-9 0980-87-5716 なし

1190 クロース 飲食店 紙OK 沖縄県中頭郡北谷町北前1-16-9 仲地物件一階店舗 098-923-0971 https://closeandokinawaaerial.owst.jp

1191 牛タンいろ葉 国際通りのれん街 飲食店 紙OK 沖縄県那覇市牧志2-2-30 リウボウ商事本社ビル1F 098-917-1506 なし

1192 琉球横丁 アガリコ餃子楼 飲食店 紙OK 沖縄県那覇市牧志2-2-30 リウボウ商事本社ビルB1F 098-917-5544 なし

1193 Rocks Steak House 飲食店 紙OK 沖縄県那覇市松山2-8-1 DIAMOND BLDG 1F 098-917-4529 なし

1194 ミハマノアシドリ 飲食店 紙OK 沖縄県中頭郡北谷町美浜34-1   レク―沖縄スパ＆リゾートプレミア棟2階 098-923-5778 https://www.ashidori.okinawa/

1195 中華酒場でんすけ飯店 飲食店 紙OK 沖縄県中頭郡北谷町美浜34-1   レク―沖縄スパアイランドプレミア棟1階 098-923-0227 https://www.ashidori.okinawa/

1196 あしどり浦添経塚 飲食店 紙OK 沖縄県浦添市経塚392-3 098-943-4513 https://www.ashidori.okinawa/

1197 でんすけ商店サンライズ（でんすけ商店） 飲食店 紙OK 沖縄県那覇市牧志3-4-8 098-917-4477 https://www.ashidori.okinawa/

1198 でんすけ商店 国際通りのれん街 飲食店 紙OK 沖縄県那覇市牧志2-2-30   B1F 国際通りのれん街 098-988-0107 https://www.ashidori.okinawa/

1199 豊年満作石垣店 飲食店 紙OK 沖縄県石垣市美崎町12-3 0980-82-7734 なし

1200 Witch's Sandwich & Craft Beer 飲食店 紙OK 沖縄県那覇市壺屋2-4-3 050-1343-1866 https://witchs.work/

1201 島cafeとぅんからや 飲食店 紙OK 沖縄県宮古島市上野字新里1214 0980-76-2674 なし

1202 鉄板焼き大地 飲食店 紙OK 沖縄県国頭郡恩納村恩納6497-1 k&sビル南恩納2F 098-952-2563 なし

1203 鳥専門店とぅいとぅい 飲食店 紙OK 沖縄県名護市宇茂佐の森4-7-14 090-7968-1112 なし

1204 Re;MELO北谷本店 飲食店 紙OK 沖縄県中頭郡北谷町字美浜9-12 アメリカンデポc棟1階1部 098-989-3282 https://remelo.jp/

1205 THE KITCHEN HOSTEL AO(AO CAFE） 飲食店 紙OK 沖縄県那覇市久茂地1-4-1 くもいちビル1階 098-863-8156 なし

1206 nokotocafe 飲食店 紙OK 沖縄県那覇市小禄1-17-23 ノコトカフェ 098-996-1203 なし

1207 Painu Taco 飲食店 紙OK 沖縄県石垣市川平900 A 0980-88-2700 なし

1208 アグー豚と水晶鍋・沖縄逸品料理 しゃぶ前屋 宮古島店 飲食店 紙OK 沖縄県宮古島市平良下里562-1 3-A 0980-72-9977 https://syabuzenya.owst.jp

1209 ヒロカリー 飲食店 NG 沖縄県那覇市前島2-11-15ライオンズマンション前島第2 1Ｆ 098-864-0900 なし

1210 やっぱりステーキ 公設市場店 飲食店 NG 沖縄県那覇市松尾2-8-46   山城ビル101 098-869-2929 https://yapparigroup.jp/



1211 やっぱりステーキ イオン北谷店 飲食店 NG 沖縄県中頭郡北谷町美浜8-3イオン北谷店 098-926-1929 https://yapparigroup.jp/

1212 焼肉なべしまイオンモール沖縄ライカム店 飲食店 NG 沖縄県中頭郡北中城村字ライカム1 イオンモール沖縄ライカム5階 098-923-5529 https://www.nabeshima-jp.com/

1213 HIDEOUT OKINAWA URUMA 飲食店 NG 沖縄県うるま市石川東恩納1710-1 098-963-0600 https://hideoutokinawa.com/

1214 民謡ライブ酒場 しまんちゅ 飲食店 紙OK 沖縄県中頭郡北谷町美浜34-1レクー沖縄北谷スパ&リゾートプレミア2F 098-989-3363 なし

1215 オールデイダイニング「アマハジ」 飲食店 紙OK 沖縄県国頭郡本部町瀬底5750 0980-47-6300 https://hiltonhotels.jp/hotel/okinawa/hilton-okinawa-sesoko-resort/dining/38eb8cf3a14ba4efdf8119cb7df1c8f7

1216 イタリアンレストラン「セマーレ」 飲食店 紙OK 沖縄県国頭郡本部町瀬底5750 0980-47-6300 https://hiltonhotels.jp/hotel/okinawa/hilton-okinawa-sesoko-resort/dining/0f7d2672d1d4778cf32ba5f573ff5e1e

1217 ステーキ&シーフード「シスクグリル」 飲食店 紙OK 沖縄県国頭郡本部町瀬底5750 0980-47-6300 https://hiltonhotels.jp/hotel/okinawa/hilton-okinawa-sesoko-resort/dining/dcd720c8516831f3c32e86fd20a2fd82

1218 カヌチャリゾート 飲食店 紙OK 沖縄県名護市安部156-2 カヌチャリゾート内 0980-55-8880 https://www.kanucha.jp/

1219 カジュアルダイニング「パラディ」 飲食店 紙OK 沖縄県名護市安部156-2 カヌチャリゾート内 0980-55-8880 https://www.kanucha.jp/restaurant/398

1220 広東名菜「龍宮」 飲食店 紙OK 沖縄県名護市安部156-2 カヌチャリゾート内 0980-55-8880 https://www.kanucha.jp/restaurant/383

1221 バーベキュテラス「クーワクーワ」 飲食店 紙OK 沖縄県名護市安部156-2 カヌチャリゾート内 0980-55-8880 https://www.kanucha.jp/restaurant/450

1222 ちゃんぷるーと沖縄料理の店「くすくす」 飲食店 紙OK 沖縄県名護市安部156-2 カヌチャリゾート内 0980-55-8880 https://www.kanucha.jp/restaurant/464

1223 オープンテラスカフェ「ファミーゴ」 飲食店 紙OK 沖縄県名護市安部156-2 カヌチャリゾート内 0980-55-8880 https://www.kanucha.jp/restaurant/129592

1224 BEB5沖縄瀬良垣 カフェ 飲食店 紙OK 沖縄県国頭郡恩納村瀬良垣1860-4 098-982-3891 https://hoshinoresorts.com/ja/hotels/beb5okinawaseragaki/

1225 ラグナガーデンホテル 飲食店 紙OK 沖縄県宜野湾市真志喜4-1-1 098-897-9009 https://www.laguna-garden.jp/

1226 レストランMASAN 飲食店 紙OK 沖縄県那覇市安里ヒューイットリゾート那覇 098-943-8325 https://hewitt-resort.com/naha/restaurant/masan/

1227 ヒューイットリゾート那覇 飲食店 紙OK 沖縄県那覇市安里2-5-16 098-943-8325 https://hewitt-resort.com/naha/

1228 カフェラウンジルナソル 飲食店 紙OK 沖縄県中頭郡北中城村ライカム547 098-989-7981 https://hpdsp.jp/yennsrycom/

1229 蔵元SAKE&GALLERY 飲食店 紙OK 沖縄県石垣市美崎町8-1 0980-87-6900 https://www.kura-sakegallery.com/

1230 レストラン「バベット」 飲食店 紙OK 沖縄県名護市山入端247-1ホテルリゾネックス名護 0980-53-8021 http://www.resonex.jp

1231 ハレクラニ沖縄 House Without A Key 飲食店 紙OK 沖縄県国頭郡恩納村名嘉真1967-1 098-953-8600 https://www.okinawa.halekulani.com/dining/hwk/

1232 ハレクラニ沖縄 Kingdom 飲食店 紙OK 沖縄県国頭郡恩納村名嘉真1967-1 098-953-8600 https://www.okinawa.halekulani.com/dining/kingdom/

1233 ハレクラニ沖縄 Spectra 飲食店 紙OK 沖縄県国頭郡恩納村名嘉真1967-1 098-953-8600 https://www.okinawa.halekulani.com/dining/spectra/

1234 ハレクラニ沖縄 SHIROUX 飲食店 紙OK 沖縄県国頭郡恩納村名嘉真1967-1 098-953-8600 https://www.okinawa.halekulani.com/dining/shiroux/

1235 ハレクラニ沖縄 AOMI 飲食店 紙OK 沖縄県国頭郡恩納村名嘉真1967-1 098-953-8600 https://www.okinawa.halekulani.com/dining/aomi/

1236 居易園 飲食店 紙OK 沖縄県那覇市松尾2-5-7ホテルコレクティブ 098-860-8366 https://hotelcollective.jp/restaurant/chinese-restaurant/

1237 名護浦 飲食店 紙OK 沖縄県名護市喜瀬115-2  かねひで喜瀬ビーチパレス 0980-52-5151 https://www.kise-beachpalace.jp/restaurant/nagoura/

1238 オールデイダイニング ヴィジョン&エモーション 飲食店 紙OK 沖縄県那覇市松尾2-5-7ホテルコレクティブ 098-860-8366 https://hotelcollective.jp/restaurant/all-day-dining/

1239 紅華 飲食店 紙OK 沖縄県名護市城 090-4987-6669 なし

1240 ディベルティード 飲食店 紙OK 沖縄県那覇市松尾2-5-7ホテルコレクティブ 098-860-8366 https://hotelcollective.jp/restaurant/bar-lounge/

1241 オーベルジュ皿の上の自然 飲食店 紙OK 沖縄県国頭郡恩納村前兼久466-7 098-987-7688 http://www.obn-sara.com/

1242 らーめん山頭火 国際通りのれん街店 飲食店 紙OK 沖縄県那覇市牧志2-2-30リウボウ商事本社ビル地下一階 098-943-1793 https://www.santouka.co.jp/

1243 413hamahigahotel&cafe 飲食店 紙OK 沖縄県うるま市勝連浜548-2 090-983-01413 https://413h.com/

1244 キャプテンカンガルータコライス 飲食店 紙OK 沖縄県名護市宇茂佐183 0980-54-3698 https://www.roo-bar.jp/

1245 沖縄ナハナ・ホテル&スパ 飲食店 紙OK 沖縄県那覇市久米2-1-5 098-866-0787 https://www.nahana-hotel.jp/

1246 かねひで喜瀬カントリークラブ クラブハウスレストラン 飲食店 紙OK 沖縄県名護市喜瀬1107-1 0980-53-6100 https://www.kise-cc.jp/clubhouse/restaurant/

1247 ハイビスキャット 飲食店 NG 沖縄県石垣市石垣257ｰ3 0980-83-0016 https://hibiscat.business.site/

1248 Chatanbal Verona 飲食店 紙OK 沖縄県中頭郡北谷町美浜34－3 デポセントラルビル８階 080-4281-1650 https://chatanbal-verona.com/

1249 石垣島焼肉 樹苑 飲食店 紙OK 沖縄県石垣市美崎町10-11 CriceNIKKO石垣島１階 0980-87-6789 なし

1250 スリヤカフェ 飲食店 紙OK 沖縄県うるま市石川山城1468-113 アンサ沖縄リゾート 098-963-0123 https://ansahotels.com/okinawa/jp

1251 鎌倉ハム 飲食店 紙OK 沖縄県那覇市牧志2-2-30 098-943-0033 なし



1252 Halelea-DINER 飲食店 紙OK 沖縄県中頭郡嘉手納町屋良1026-3 098-914-0081 なし

1253 ウィルケリ７３０ 飲食店 紙OK 沖縄県石垣市登野城3-3 070-9048-4074 なし

1254 BANANA 飲食店 紙OK 沖縄県国頭郡国頭村宇良534-1 080-2040-8322 http://banana.okinawa/

1255 島とうふ 春おばぁ食堂 飲食店 紙OK 沖縄県宮古島市平良下里3107-140 0980-79-5829 なし

1256 パイナップル食堂 飲食店 紙OK 沖縄県石垣市大川728-11 0980-87-5611 なし

1257 Y'zBURGER 飲食店 NG 沖縄県名護市為又1219-219 0980-43-0625 なし

1258 FAB MART 飲食店 紙OK 沖縄県那覇市字安里382-1 098-975-7107 なし

1259 燦別邸 飲食店 NG 沖縄県国頭郡恩納村真栄田63  オーベルジュラウー2階 098-923-5775 なし

1260 虎’kitchen 飲食店 紙OK 沖縄県那覇市東町20-7 TBCビル2階 098-988-8641 なし

1261 焼肉島野菜酒処 海風(いんかじ) 飲食店 紙OK 沖縄県宮古島市平良字西里300-6 0980-74-2929 なし

1262 ヤキガキヤ 飲食店 紙OK 沖縄県那覇市牧志2-2-30 国際通りのれん街２階 098-917-1115 なし

1263 泉崎洋食 さぼらん亭 飲食店 紙OK 沖縄県那覇市泉崎1-17-20 098-988-0108 なし

1264 もみじ弁当 飲食店 紙OK 沖縄県那覇市金城5-11-11 ヴィラサンパティーク102 098-859-0915 なし

1265 バニラデリ 飲食店 紙OK 沖縄県石垣市石垣12-2 1階 0980-83-3270 https://www.arashiro.co.jp

1266 チキンといなりKUNI 飲食店 紙OK 沖縄県国頭郡本部町字大浜879-15 サンシ―ハイツ102 080-2749-0683 なし

1267 うさぎや 新館 飲食店 NG 沖縄県石垣市大川250-3 ﾖｷﾞﾋﾞﾙ202 0980-87-7040 https://usagiya-ishigaki.com/

1268 Happy Flamingo 飲食店 紙OK 沖縄県宮古島市城辺友利486-1 080-5600-2939 なし

1269 みの家 天久りうぼう楽市店 飲食店 NG 沖縄県那覇市天久1-2-1 098-862-8771 なし

1270 Due Itallian パレット久茂地店 飲食店 NG 沖縄県那覇市久茂地1-1-1 パレット久茂地9F 080-4283-8010 なし

1271 Whisky Bar CLUARAN 飲食店 NG 沖縄県沖縄市泡瀬 1-1-6 2F 098-988-7186 なし

1272 天ぷら 村中 飲食店 NG 沖縄県浦添市港川2-19-3 098-879-4623 https://www.instagram.com/tenpura_muranaka/?hl=ja

1273 キングオブチキン 飲食店 紙OK 沖縄県那覇市牧志3-11-17 080-5278-3408 なし

1274 MOSS okinawa 飲食店 紙OK 沖縄県那覇市牧志1-19-8 098-860-7409 なし

1275 生ラムジンギスカン 羊や 飲食店 紙OK 沖縄県那覇市前島2-14-28 098-917-5651 なし

1276 やんばるジェラート 本店 飲食店 NG 沖縄県宜野湾市嘉数3-19-1 098-943-5434 https://shop.yanbarugelato.info/

1277 BBQ本部ベース 飲食店 紙OK 沖縄県国頭郡本部町健堅1178 0980-43-6939 http://okinawa-motobu-base.com/profile1.html

1278 ステーキハウスBB 飲食店 紙OK 沖縄県中頭郡北谷町美浜9-1  デポアイランドA館2階 098-936-8234 なし

1279 宮古酒場んみゃ～ち 飲食店 紙OK 沖縄県那覇市安里388-10  山川アパート２階 070-3802-3850 なし

1280 沖縄そば くくる 飲食店 紙OK 沖縄県豊見城市豊見城763-1  新里テナントビル１階 098-894-6862 https://site-4247326-9925-9.mystrikingly.com/

1281 登竜門 飲食店 紙OK 沖縄県那覇市久茂地2-11-16  花ビル１階 098-988-0044 https://site-4247326-9925-9.mystrikingly.com/

1282 ぶりあん 飲食店 紙OK 沖縄県那覇市牧志1-4-43  新川ビル1階 098-917-2866 なし

1283 琉球スポーツバルちむぐくるdeコラソン 飲食店 紙OK 沖縄県那覇市久米2-4-7  ＫＹコーポ1階 098-988-3739 なし

1284 博多もつ鍋じろう桜 飲食店 紙OK 沖縄県那覇市松山1-6-18  セゾンハナハナビル1階 098-861-3225 なし

1285 ガスト沖縄高原 飲食店 NG 沖縄県沖縄市高原7-20-11 0570-021-074 https://www.skylark.co.jp/

1286 ガスト浦添牧港 飲食店 NG 沖縄県浦添市牧港2-48-7 0570-021-078 https://www.skylark.co.jp/

1287 ガスト沖縄佐敷 飲食店 NG 沖縄県南城市佐敷津波古西原1181 0570-021-079 https://www.skylark.co.jp/

1288 ガスト宜野湾⾧田 飲食店 NG 沖縄県宜野湾市⾧田4-3-5 0570-031-080 https://www.skylark.co.jp/

1289 ガスト沖縄南風原 飲食店 NG 沖縄県島尻郡南風原町字津嘉山1468-5 0570-003-038 https://www.skylark.co.jp/

1290 ガスト名護 飲食店 NG 沖縄県名護市字宮里875-16 0570-021-087 https://www.skylark.co.jp/

1291 ガスト那覇天久 飲食店 NG 沖縄県那覇市天久2-6-9 0570-056-287 https://www.skylark.co.jp/

1292 ガストうるま 飲食店 NG 沖縄県うるま市字田場2035 0570-021-096 https://www.skylark.co.jp/



1293 しゃぶ葉那覇おもろまち 飲食店 NG 沖縄県那覇市おもろまち3-3-1   あっぷるタウン２階 098-941-8091 https://www.skylark.co.jp/

1294 しゃぶ葉那覇小禄 飲食店 NG 沖縄県那覇市金城5-11-6  小禄ガーデンビル１階 098-840-1718 https://www.skylark.co.jp/

1295 和食河豚創作料理ふくめし 飲食店 紙OK 沖縄県那覇市東町17-11-103  東ふくろう館 080-8321-1707 なし

1296 にしんすに 飲食店 NG 沖縄県国頭郡伊江村東江前2438  伊江ビーチ内 0980-49-2976 https://www.nishinsuni.com/

1297 地球屋 琉球安里駅前店 飲食店 紙OK 沖縄県那覇市安里388 098-886-7231 https://chikyuya.owst.jp/

1298 はんばーぐ ますお 飲食店 紙OK 沖縄県中頭郡北谷町美浜9-17  アッツ北谷1F 9号 098-989-8444 なし

1299 winebarVINBANG 飲食店 NG 沖縄県那覇市安里382  Mr.kinjo in  sakaemachi 1F 098-868-3810 なし

1300 YARABU亭 飲食店 紙OK 沖縄県宮古島市平良下里215-3  1F 東側 0980-79-9555 なし

1301 A&W那覇空港店 飲食店 NG 沖縄県那覇市鏡水150  那覇空港国内線ターミナル3階 098-857-1691 https://www.awok.co.jp

1302 ユラユラ 国際通りのれん街 飲食店 紙OK 沖縄県那覇市牧志2-2-30  リウボウビル２F 098-943-2139 なし

1303 神豚 国際通りのれん街 飲食店 紙OK 沖縄県那覇市牧志2-2-30  リウボウビル１F 098-943-2990 なし

1304 ロッキーカナイ 沖縄国際通りのれん街 飲食店 紙OK 沖縄県那覇市牧志2-2-30  リウボウ商事本社ビル1階 098-975-5002 https://www.spice-works.co.jp/

1305 Bar Coyote 飲食店 紙OK 沖縄県名護市城1-10-9  さいころビルD室 090-8290-7788 なし

1306 琉球dining 島じょーぐー 飲食店 紙OK 沖縄県沖縄市諸見里1-3-6 098-989-3975 http://shima-jogoo.com/

1307 ひとます 飲食店 紙OK 沖縄県名護市宇茂佐の森4-3-7 070-8956-1104 なし

1308 マンチーズ 飲食店 紙OK 沖縄県那覇市安里1-1-58  光生ビル201 098-863-3371 なし

1309 鮨 喜くむら 飲食店 紙OK 沖縄県那覇市松山1-7-1  松山ガーデンビル1-c 098-800-1991 なし

1310 たこ焼き酒場 くれおーる 国際通りのれん街 飲食店 紙OK 沖縄県那覇市牧志2-2-30  リウボウ商事本社ビル1階 098-988-0686 https://www.spice-works.co.jp/

1311 ホルモンペペ 国際通りのれん街 飲食店 紙OK 沖縄県那覇市牧志2-2-30  リウボウ商事本社ビル1階 098-917-1782 https://www.spice-works.co.jp/

1312 魚寿司 国際通りのれん街 飲食店 紙OK 沖縄県那覇市牧志2-2-30  リウボウ商事本社ビル1階 098-943-3285 https://www.spice-works.co.jp/

1313 韓国料理 ハンマート 国際通りのれん街 飲食店 紙OK 沖縄県那覇市牧志2-2-30  リウボウ商事本社ビル1階 098-917-4592 https://www.spice-works.co.jp/

1314 北海 〇上水産 国際通りのれん街 飲食店 紙OK 沖縄県那覇市牧志2-2-30  リウボウ商事本社ビル地下1階 098-975-7833 https://www.spice-works.co.jp/

1315 鰻串 日本海いづも 国際通りのれん街 飲食店 紙OK 沖縄県那覇市牧志2-2-30  リウボウ商事本社ビル地下1階 098-988-1154 https://www.spice-works.co.jp/

1316 生肉の殿堂と出世料理 北斎 国際通りのれん街 飲食店 紙OK 沖縄県那覇市牧志2-2-30  リウボウ商事本社ビル地下1階 098-943-1825 https://www.spice-works.co.jp/

1317 ｏｃｅａｎ ｇｏｏｄ ｔａｂｌｅ 久茂地 飲食店 紙OK 沖縄県那覇市久茂地3-12-1  第一久茂地ビル1階 098-869-8212 https://www.spice-works.co.jp/

1318 串カツ酒場 ごんぞう 飲食店 NG 沖縄県那覇市泉崎1-22-1  2F 098-869-3473 なし

1319 琉歌 沖縄本店 飲食店 紙OK 沖縄県那覇市久茂地3-13-16 098-979-5008 なし

1320 Rimoイーアス沖縄豊崎店 飲食店 紙OK 沖縄県豊見城市豊崎3-35 イーアス沖縄豊崎２FフードコートRimo 098-996-3728 なし

1321 豚ホルモン我那覇焼肉店 飲食店 紙OK 沖縄県那覇市久茂地2-11-16  花ビル2F 098-861-2990 なし

1322 A&Wサンエー経塚店 飲食店 NG 沖縄県浦添市経塚652 サンエー経塚シティ内2階 098-874-8431 https://www.awok.co.jp

1323 A&W浦添パルコシティ店 飲食店 NG 沖縄県浦添市西洲3-1-1  サンエー浦添パルコシティ内2階 098-875-5502 https://www.awok.co.jp

1324 居酒屋BARじゃがいも35 飲食店 紙OK 沖縄県沖縄市美里3-9-5 098-989-0777 なし

1325 ISHIGAKI BEEF GRILL BAR go slow 飲食店 紙OK 沖縄県石垣市美崎町1-3  根原ビル2階 0980-87-6002 https://www.mediaholdings.co.jp/about/

1326 オーシャンカフェ 飲食店 紙OK 沖縄県国頭郡恩納村字瀬良垣2260  ANAｲﾝﾀｰｺﾝﾁﾈﾝﾀﾙ万座ﾋﾞｰﾁﾘｿﾞｰﾄ 098-966-1211 https://www.anaintercontinental-manza.jp/

1327 ゆさらび 飲食店 NG 沖縄県宮古島市城辺友利429-1 0980-79-7907 www.yusarabi.club

1328 虎猫家 飲食店 紙OK 沖縄県宮古島市平良下里756-2 090-2584-2234 https://instagram.com/toranekoya_kanda?igshid=ZDdkNTZiNTM= 

1329 カフェ ハッピーシーズン 飲食店 紙OK 沖縄県国頭郡恩納村字名嘉真1765-13  Wayn-Zen恩納荘園 098-967-7666 https://www.wayn-zen.ryukyu/

1330 旨い処わさび 飲食店 紙OK 沖縄県沖縄市美里4-24-11 098-937-3793 なし

1331 石垣島プリン本舗 飲食店 紙OK 沖縄県石垣市美崎町3  第3サンライトビル 1F 0980-87-5741 https://www.ishigakijima-purin.com

1332 だいにんぐ大松 飲食店 紙OK 沖縄県那覇市牧志-17-11 098-868-2576 なし

1333 炭火焼きとせいろ蒸し すくばり 飲食店 NG 沖縄県宮古島市平良字西里300  しきしま２階 0980-73-6668 なし



1334 ミラクルフード 飲食店 紙OK 沖縄県那覇市牧志3-2-51  オクマビル1F 090-9784-2792 なし

1335 謙虚なキッチン 飲食店 紙OK 沖縄県宮古島市平良下里698-4 080-6499-2133 なし

1336 砂浜 飲食店 紙OK 沖縄県那覇市牧志3-12-8  フィットビル2F 098-860-9266 なし

1337 酔竜 飲食店 紙OK 沖縄県那覇市松山1-6-12  上原ビル1F 098-866-8968 なし

1338 食彩倶楽部 愛魚人 飲食店 紙OK 沖縄県那覇市松山1-9-2 098-894-8266 https://r.gnavi.co.jp/jkr89xke0000/

1339 オロチョンラーメン 飲食店 紙OK 沖縄県那覇市牧志2-5-14  ハウスTR 1F 098-987-6500 なし

1340 エベッサン 飲食店 紙OK 沖縄県宮古島市平良東仲宗根439 0980-79-7636 なし

1341 La Bugaloo 飲食店 紙OK 沖縄県石垣市美崎町8-15  ラフォーレ石垣1F奥南 050-8884-8278 なし

1342 焼肉 石垣島 大昌園 飲食店 紙OK 沖縄県石垣市真栄里599-10  0980-87-9730 http://www.yakiniku-ishigakijima.com

1343 島唄ライブ沖縄民謡居酒屋orion 飲食店 紙OK 沖縄県那覇市牧志1-3-53  2F 098-959-5980 なし

1344 J’sBAR1950 飲食店 紙OK 沖縄県那覇市東町20-19  東町ガーデンビル2F 098-943-9267 なし

1345 dining soul bar DIVA 飲食店 紙OK 沖縄県石垣市新川1583-326 0980-87-9089 https://diva-soulmate.com

1346 70Kitchen（ナオキッチン）  飲食店 紙OK 沖縄県中頭郡読谷村大湾388 080-2706-9898 なし

1347 うちなー茶屋ぶくぶく 飲食店 紙OK 沖縄県那覇市壺屋1-22-35  サンテラス壺屋101 098-943-4811 https://bukubuku.jp/

1348 和美茶味 飲食店 紙OK 沖縄県那覇市天久1-28-6 098-863-3073 http://traum-oki.com/

1349 あうん屋 飲食店 紙OK 沖縄県那覇市安里382  Mr.KINJO in SAKAEMACHI 098-917-0564 なし

1350 bar Banian 飲食店 紙OK 沖縄県宮古島市平良字下里220-1 ウッドヴィレッジA-202 0980-79-0735 https://www.bar-banian.com/

1351 らーめん居酒屋氵凪 飲食店 紙OK 沖縄県石垣市川平921-1 080-3214-2475 なし

1352 parody 飲食店 紙OK 沖縄県那覇市久茂地3-23-10  よなはビル403 070-1483-5181 なし

1353 シマノカクレガ 飲食店 NG 沖縄県国頭郡今帰仁村古宇利323-1  ブースA 080-8849-0578 なし

1354 PARTY 飲食店 NG 沖縄県浦添市屋冨祖4-3-5  小野ビル1F 098-987-5566 なし

1355 地酒と炙りの火人粋 飲食店 紙OK 沖縄県那覇市久茂地3-12-18 １階 098-860-5211 なし

1356 いろりや炉場人 飲食店 紙OK 沖縄県那覇市久茂地3-9-12 1階  タカビル 098-943-7787 なし

1357 Halla Cakes and Biscuits 飲食店 紙OK 沖縄県那覇市安謝1-3-5 098-860-8011 なし

1358 漁師屋台かなろあ 飲食店 紙OK 沖縄県島尻郡渡嘉敷村字渡嘉敷315 080-4449-2317 なし

1359 Alcoolique OZ  ワインと日本酒と旬の野菜 飲食店 NG 沖縄県中頭郡読谷村字比謝483  フォレストマーケット大湾B-1F 098-989-3617 なし

1360 大衆酒場八六 飲食店 紙OK 沖縄県那覇市安里388-45  コーポラス松島1F 098-959-8168 なし

1361 末廣ブルース 飲食店 紙OK 沖縄県那覇市松尾2-7-20 098-943-4020 なし

1362 地酒と漁火の火人粋  飲食店 紙OK 沖縄県那覇市泉崎2-4-2  1階 098-851-9788 なし

1363 亜炉麻 飲食店 紙OK 沖縄県那覇市おもろまち4-9-10  ブギービル2階 098-943-2727 なし

1364 笑いと飯あそこ 飲食店 NG 沖縄県那覇市牧志3-13-12  プラスハッチビル106 098-914-0284 なし

1365 MUSIC BAR VOICE 飲食店 NG 沖縄県那覇市牧志1-3-31  太平ビル２階 098-869-6212 なし

1366 レストランB.B.R 飲食店 NG 沖縄県うるま市大田305 098-973-1234 なし

1367 てぃーちぁず 飲食店 NG 沖縄県石垣市美崎町11-1  タイラビル１F 090-1364-7373 http://www.az-soft.com/

1368 ステーキ屋瓦 飲食店 紙OK 沖縄県中頭郡西原町翁⾧594  2E 098-800-2697 Http://www.kawarasteak.com

1369 ミキボウル バイ オールー 飲食店 紙OK 沖縄県国頭郡恩納村恩納2767  万座毛周辺活性化施設内2F 050-3595-5060 なし

1370 うまっさフループ 飲食店 紙OK 沖縄県那覇市安里1-1-45  メゾン高倉安里2F 098-943-4262 なし

1371 南部そば 飲食店 NG 沖縄県糸満市潮崎町3-2-2 098-992-7711 http://nanbusoba.com/

1372 キッチンひかる 飲食店 紙OK 沖縄県那覇市松山1-7-8  Aruフェリースビル 1F 098-943-8783 なし

1373 島中華 蒸籠工房 宮古島本店 飲食店 紙OK 沖縄県宮古島市平良西里607-3 0120-18-6688 https://tk-shin.co.jp/

1374 やんばる焼鳥 鳥輝 飲食店 紙OK 沖縄県名護市宇茂佐の森1-11-8 070-4193-5031 なし



1375 ビオスの丘 おもろ茶屋 飲食店 NG 沖縄県うるま市石川嘉手苅961-30 098-965-3400 https://www.bios-hill.co.jp/

1376 アイランドフーズ川満 飲食店 紙OK 沖縄県宮古島市下地字上地517-3 0980-79-0494 https://www.instagram.com/island_foods_kawamitsu/

1377 壽-kotobuki- 那覇店 飲食店 紙OK 沖縄県那覇市牧志2-17-46  HACHINO'Sビル5F 098-894-8002 なし

1378 野菜巻串屋ぐるり 本店 飲食店 紙OK 沖縄県那覇市牧志1-13-9  仲里ビル1F 098-943-2219 なし

1379 野菜巻串屋ぐるり 国際通り店 飲食店 紙OK 沖縄県那覇市久茂地3-9-6  森屋ビル1F 098-975-5522 なし

1380 PIZZA & WINE BAR COBY 飲食店 紙OK 沖縄県那覇市久茂地3-9-7  パーム久茂地ビル1F 098-943-3222 なし

1381 とまり食堂 飲食店 紙OK 沖縄県那覇市泊1-18-4  中峰アパート101 090-2502-6532 なし

1382 カフェ・ド・クリエ イーアス沖縄豊崎 飲食店 NG 沖縄県豊見城市字豊崎3-35  イーアス沖縄豊崎１F 098-996-2980 https://c-united.co.jp/

1383 あざまサンサンビーチ 飲食店 紙OK 沖縄県南城市知念字安座間1141-3 098-948-3521 https://www.azama-beach.com/

1384 沖縄創作 琉球 奏 -KANADE- 那覇国際通り店 飲食店 紙OK 沖縄県那覇市久茂地3-4-1  キャプテンズビル4F 098-866-0906 なし

1385 鉄板焼ステーキ&お好み焼き 響-HIBIKI- 那覇国際通り店 飲食店 紙OK 沖縄県那覇市松尾1-4-7  山内ビル2F 098-894-2854 なし

1386 東江そば 小禄店 飲食店 紙OK 沖縄県那覇市金城5-7-12 098-858-2656 https://agariesoba.com

1387 JAM'S PARLOR 飲食店 NG 沖縄県那覇市牧志2-4-14  カカズ産業国際通りビル１階 070-9053-2109 なし

1388 NATURAL TONE 飲食店 紙OK 沖縄県宜野湾市我如古2-13-2 098-898-7543 https://naturaltone-okinawa.jp/

1389 琉球餃子マニア 飲食店 紙OK 沖縄県那覇市牧志1-9-1  一銀マンションビル1F 098-917-4226 https://ryukyugyozamania.owst.jp/

1390 東江そば 浦添本店 飲食店 紙OK 沖縄県浦添市勢理客2-1-36 098-879-5366 なし

1391 BAR Ocean Blue 飲食店 紙OK 沖縄県那覇市西1-16-26  古波蔵ビル1階 098-943-7904 なし

1392 ウエストマリン 海上運送 紙OK 沖縄県那覇市通堂町2-1 098-866-0489 https://ja.westmarine.co.jp/

1393 八重山観光フェリー 海上運送 紙OK 沖縄県石垣市美崎町1 0980-82-5010 https://www.yaeyama.co.jp

1394 Atelier43 観光施設 NG 沖縄県名護市済井出252 0980-52-8027 http://www.atelier43.net

1395 お土産店 台風 観光施設 紙OK 沖縄県那覇市松尾2-8-8 098-862-9660 https://ai-kogei.com/

1396 福福堂 観光施設 紙OK 沖縄県那覇市松尾2-10-20 098-861-3935 https://ai-kogei.com/

1397 南国雑貨TIDA 観光施設 紙OK 沖縄県中頭郡北谷町字美浜34-2 098-989-5220 http://www.nangokutida.com/

1398 久米総合開発株式会社 観光施設 紙OK 沖縄県島尻郡久米島町北原1 098-985-3254 https://kumesougoukaihatsu.com/

1399 大宜味シークヮーサーパーク 観光施設 紙OK 沖縄県国頭郡大宜味村字津波1424-1 0980-50-5850 https://www.shikuwasa-park.com/

1400 御菓子御殿読谷本店 観光施設 紙OK 沖縄県中頭郡読谷村字宇座657-1 098-958-7333 https://okashigoten.co.jp/

1401 石垣やいま村 観光施設 NG 沖縄県石垣市名蔵967-1 0980-82-8798 https://www.yaimamura.com

1402 「道の駅」ゆいゆい国頭 特産品売場 観光施設 紙OK 沖縄県国頭郡国頭村字奥間1605 0980-41-5555 https://www.yuiyui-k.jp/goods/

1403 瀬戸商店石垣港離島ターミナル店 観光施設 紙OK 沖縄県石垣市美崎町1-2 0980-82-3939 https://ishigaki-seto.com

1404 菓子工房樹々大木店 観光施設 紙OK 沖縄県中頭郡読谷村字大木459-7 098-956-3335 https://okashigoten.co.jp/kiki/

1405 一般社団法人国頭村観光協会 観光施設 紙OK 沖縄県国頭郡国頭村字奥間1569-1 0980-41-2420 https://kunigami-kanko.com/

1406 育陶園本店 観光施設 紙OK 沖縄県那覇市壺屋1-22-33 098-866-1635 https://shop.ikutouen.com/

1407 SuiSavon-首里石鹸- 当蔵ギャラリーショップ  本店 観光施設 紙OK 沖縄県那覇市首里当蔵町2-13 0800-000-3777 https://www.suisavon.jp/

1408 Kamany 観光施設 紙OK 沖縄県那覇市壺屋1-22-33 098-866-1635 https://shop.ikutouen.com/

1409 SuiSavon-首里石鹸- 国際通り松尾ギャラリーショップ 観光施設 紙OK 沖縄県那覇市松尾2-8-16 0800-000-3777 https://www.suisavon.jp/

1410 gumaguwa 観光施設 紙OK 沖縄県那覇市壺屋1-16-21 098-911-5361 https://shop.ikutouen.com/

1411 SuiSavon-首里石鹸- 国際通り GREENギャラリーショップ 観光施設 紙OK 沖縄県那覇市牧志1-3-66 第三あらかきビル1F 0800-000-3777 https://www.suisavon.jp/

1412 Etha 観光施設 紙OK 沖縄県那覇市壺屋1-22-38 098-866-1635 https://shop.ikutouen.com/

1413 SuiSavon-首里石鹸- 市場本通りギャラリーショップ 観光施設 紙OK 沖縄県那覇市牧志3-1-1 0800-000-3777 https://www.suisavon.jp/

1414 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 観光施設 紙OK 沖縄県那覇市おもろまち4-4-9 0800-000-3777 https://www.suisavon.jp/

1415 育陶園やちむん道場 観光施設 紙OK 沖縄県那覇市壺屋1-22-33 098-866-1635 https://www.ikutouen.com/yachimun-dojo/



1416 SuiSavon-首里石鹸- 浦添PARCO CITYギャラリーショップ 観光施設 紙OK 沖縄県浦添市西洲3-1-1 パルコシティ1F 0800-000-3777 https://www.suisavon.jp/

1417 SuiSavon-首里石鹸- ウミカジギャラリーショップ 観光施設 紙OK 沖縄県豊見城市瀬⾧174-6 0800-000-3777 https://www.suisavon.jp/

1418 SuiSavon-首里石鹸- イーアス沖縄豊崎ギャラリーショップ 観光施設 紙OK 沖縄県豊見城市字豊崎3-35 0800-000-3777 https://www.suisavon.jp/

1419 SuiSavon-首里石鹸- 国際通り 久茂地ギャラリーショップ 観光施設 紙OK 沖縄県那覇市久茂地3-2-23 ザプラスビル1階 0800-000-3777 https://www.suisavon.jp/

1420 体験王国むら咲むら 観光施設 紙OK 沖縄県中頭郡読谷村字高志保1020-1 098-958-1111 https://murasakimura.com/

1421 万座毛周辺活性化施設 観光施設 紙OK 沖縄県国頭郡恩納村恩納2767 098-966-8080 https://www.manzamo.jp

1422 陶眞窯 観光施設 紙OK 沖縄県中頭郡読谷村座喜味2898-4 098-958-2029 https://tousingama.com/

1423 くぅーすの杜 忠孝蔵 観光施設 紙OK 沖縄県豊見城市伊良波556-2 098-851-8813 http://www.chuko-awamori.com

1424 ハブボックス浦添パルコシティ店 観光施設 紙OK 沖縄県浦添市西洲3-1-1 サンエー浦添西海岸パルコシティ１階 098-988-1581 https://habubox.com/

1425 ネプチューン・ダイバーズ 観光施設 紙OK 沖縄県島尻郡久米島町字仲泊862-53 098-985-2586 https://www.neptune-d.com

1426 OKINAWAフルーツらんど 観光施設 紙OK 沖縄県名護市字為又1220-71 0980-52-1568 https://www.okinawa-fruitsland.jp/

1427 プーゾチーズケーキセラー小禄ラボ店 観光施設 紙OK 沖縄県那覇市宇栄原1-15-1 1階 098-857-4680 https://puzo.okinawa/

1428 プーゾチーズケーキセラーイオンライカム店 観光施設 紙OK 沖縄県中頭郡北中城村字ライカム1 イオンモール沖縄ライカム２F 098-923-5851 https://puzo.okinawa/

1429 プーゾチーズケーキセラー那覇空港店 観光施設 紙OK 沖縄県那覇市鏡水150 098-959-3585 https://puzo.okinawa/

1430 プーゾチーズケーキセラー沖縄知花店 観光施設 紙OK 沖縄県沖縄市松本3-8-13 098-960-0230 https://puzo.okinawa/

1431 プーゾチーズケーキセラー豊見城店 観光施設 紙OK 沖縄県豊見城市宜保3-1-2 098-969-0625 https://puzo.okinawa/

1432 プーゾチーズケーキセラーあっぷるタウン店 観光施設 紙OK 沖縄県那覇市おもろまち3-3-1 あっぷるタウン1F 098-911-1430 https://puzo.okinawa/

1433 琉球真珠石垣空港店 観光施設 NG 沖縄県石垣市白保1960-104-1石垣空港ターミナル国内線 0980-87-0398 https://www.ryukyu-shinju.co.jp/index.html

1434 おきなわワールド 観光施設 紙OK 沖縄県南城市玉城字前川1336 098-949-7421 https://www.gyokusendo.co.jp/okinawaworld

1435 琉球真珠石垣店 観光施設 NG 沖縄県石垣市美崎町3 0980-82-5027 https://www.ryukyu-shinju.co.jp/index.html

1436 琉球真珠川平本店 観光施設 NG 沖縄県石垣市川平934 0980-88-2288 https://www.ryukyu-shinju.co.jp/index.html

1437 ガンガラーの谷 観光施設 紙OK 沖縄県南城市玉城字前川202 098-948-4192 https://gangala.com

1438 大石林山 観光施設 紙OK 沖縄県国頭郡国頭村字宜名真1241 0980-41-8117 https://www.sekirinzan.com

1439 ハブボックスAKARA店 観光施設 紙OK 沖縄県中頭郡北谷町美浜9-20 A棟 098-936-8239 https://habubox.com/

1440 サザンプラザ 観光施設 紙OK 沖縄県糸満市西崎町1-6-1サザンビーチホテル＆リゾート沖縄２F 098-840-9556 なし

1441 ハブボックス美浜店 観光施設 紙OK 沖縄県中頭郡北谷町美浜9-12アメリカンデポビル内 098-926-0421 https://habubox.com/

1442 アカラギャラリー/ボクネン美術館 観光施設 紙OK 沖縄県中頭郡北谷町美浜9-20 B棟 098-926-2764 https://gallery.akara.asia/

1443 琉球村 観光施設 紙OK 沖縄県国頭郡恩納村山田1130 098-965-1234 https://www.ryukyumura.co.jp/

1444 道の駅許田 やんばる物産センター 観光施設 紙OK 沖縄県名護市許田17-1 0980-54-0880 https://www.yanbaru-b.co.jp/

1445 株式会社アイランドエキスパート 観光施設 紙OK 沖縄県島尻郡久米島町字真我里411 リゾートホテル久米アイランドホテル内 098-985-7746 http://ie-kumejima.com/index.html

1446 株式会社御菓子御殿恩納店 観光施設 紙OK 沖縄県国頭郡恩納村字瀬良垣100 098-982-3388 https://okashigoten.co.jp/

1447 糸満市物産センター ゆくら 観光施設 紙OK 沖縄県糸満市西崎町4-19-1 098-992-1030 http://www.yukura.jp/

1448 ユートピアファーム宮古島 観光施設 紙OK 沖縄県宮古島市上野字宮国1714-2 0980-76-2949 http://www.utopia-farm.net

1449 森のガラス館 観光施設 紙OK 沖縄県名護市為又478 0980-54-2121 http://morinogarasukan.shop-pro.jp/

1450 旧海軍司令部壕 観光施設 紙OK 沖縄県豊見城市字豊見城236 098-850-4055 http://kaigungou.ocvb.or.jp/

1451 キッドハウス８号店 観光施設 紙OK 沖縄県那覇市久茂地3-3-１ﾆｭｰｻﾝﾊﾟﾙｺﾋﾞﾙ102 098-862-9666 http://kidhouse.shop-pro.jp

1452 キッドハウス５号店 観光施設 紙OK 沖縄県那覇市牧志1-3-54 098-863-1311 http://kidhouse.shop-pro.jp

1453 キッドハウス１号店 観光施設 紙OK 沖縄県那覇市牧志3-13-15福屋ビル１階 098-862-9713 http://kidhouse.shop-pro.jp

1454 キッドハウス2号店 観光施設 紙OK 沖縄県那覇市久茂地3-5-13 1階 098-862-7959 http://kidhouse.shop-pro.jp

1455 キッドハウス3号店 観光施設 紙OK 沖縄県那覇市牧志2-6-2 101 098-869-8052 http://kidhouse.shop-pro.jp

1456 有限会社神村酒造 観光施設 紙OK 沖縄県うるま市石川嘉手苅570 098-964-7628 https://kamimura-shuzo.co.jp/



1457 御菓子御殿 名護店 DINO恐竜パーク 観光施設 紙OK 沖縄県名護市中山1024-1 0980-54-8515 https://www.okashigoten.co.jp/

1458 御菓子御殿牧志店 観光施設 紙OK 沖縄県那覇市牧志3-1-8 098-862-9888 https://okashigoten.co.jp/

1459 石垣島鍾乳洞 観光施設 紙OK 沖縄県石垣市字石垣1666 0980-83-1550 https://www.ishigaki-cave.com

1460 海想 観光施設 紙OK 沖縄県那覇市壺屋1-6-1 098-866-1381 https://kaisouokinawa.com/

1461 ナゴパイナップルパーク 観光施設 紙OK 沖縄県名護市為又1195 0980-53-3659 https://www.nagopine.com/

1462 エアポートトレーディング(株) さくら売店 観光施設 紙OK 沖縄県那覇市字鏡水150 098-840-1473 https://airport-trading.com/

1463 エアポートトレーディング(株) グルクン売店 観光施設 紙OK 沖縄県那覇市字鏡水150 098-840-1473 https://airport-trading.com/

1464 エアポートトレーディング(株) 北ウイング売店 観光施設 紙OK 沖縄県那覇市字鏡水150 098-840-1473 https://airport-trading.com/

1465 古宇利オーシャンタワー 観光施設 紙OK 沖縄県国頭郡今帰仁村古宇利538 0980-56-1616 https://www.kouri-oceantower.com/

1466 エアポートトレーディング(株) 南ウイング売店 観光施設 紙OK 沖縄県那覇市字鏡水150 098-840-1473 https://airport-trading.com/

1467 エアポートトレーディング(株) 空人 観光施設 紙OK 沖縄県那覇市字鏡水150 098-840-1473 https://airport-trading.com/

1468 DMMかりゆし水族館 観光施設 紙OK 沖縄県豊見城市豊崎3-35 00-0-0000 https://kariyushi-aquarium.com/

1469 ネオパークオキナワ 観光施設 紙OK 沖縄県名護市名護4607-41 0980-52-6348 https://www.neopark.co.jp/topics/1261/

1470 古酒家 松尾店 観光施設 紙OK 沖縄県那覇市久茂地3-4-18 098-862-6930 https://koosya.co.jp/

1471 鍵石 牧志店 観光施設 紙OK 沖縄県那覇市牧志1-3-61 098-866-0496 https://koosya.co.jp/

1472 鍵石 久茂地店 観光施設 紙OK 沖縄県那覇市久茂地3-2-18 098-863-5348 https://koosya.co.jp/

1473 OKINAWA文化屋雑貨店 観光施設 紙OK 沖縄県那覇市久茂地3-2-24 098-863-3901 https://koosya.co.jp/

1474 ヨナーズマーケット 観光施設 紙OK 沖縄県豊見城市字豊崎3-84 098-850-8953 http://okitoku.co.jp/

1475 古酒家 久茂地店 観光施設 紙OK 沖縄県那覇市久茂地3-2-19 098-867-2773 https://koosya.co.jp/

1476 古酒家 本店 観光施設 紙OK 沖縄県那覇市牧志1-3-62 098-863-9317 https://koosya.co.jp/

1477 東南植物楽園 観光施設 紙OK 沖縄県沖縄市知花2146 098-939-2555 https://www.southeast-botanical.jp/

1478 株式会社石垣島トラベルセンター 観光施設 紙OK 沖縄県石垣市美崎町1 離島ターミナル内 0980-83-8881 https://itc-ishigaki.jp/

1479 新垣瓦工場 国際通り松尾店 観光施設 紙OK 沖縄県那覇市松尾2-5-1  松尾124区BLD 1F-B 098-917-4365 https://kawara.theshop.jp/

1480 南国市場 松尾店 観光施設 紙OK 沖縄県那覇市松尾1-3-10 098-860-7806 https://www.instagram.com/nangoku_ichiba/

1481 新垣瓦工場 市場通り店 観光施設 紙OK 沖縄県那覇市松尾2-9-11 098-917-4365 https://kawara.theshop.jp/

1482 新垣瓦工場 美浜アメリカンビレッジ店 観光施設 紙OK 沖縄県中頭郡北谷町字美浜9-19 ディストーションファッションビル4 1Ｆ 098-917-4365 https://kawara.theshop.jp/

1483 新垣瓦工場 Potte美浜店 観光施設 紙OK 沖縄県中頭郡北谷町字美浜9-1 デポアイランドC館1Ｆ 098-917-4365 https://kawara.theshop.jp/

1484 新垣瓦工場 石垣島店 観光施設 紙OK 沖縄県石垣市字大川206 プルミエ1F北側店舗（ユーグレナモール銀座通り） 098-917-4365 https://kawara.theshop.jp/

1485 琉球ガラス村 観光施設 紙OK 沖縄県糸満市字福地169 098-997-4784 https://www.ryukyu-glass.co.jp/

1486 御菓子御殿 那覇空港店 観光施設 紙OK 沖縄県那覇市鏡水市150 098-859-7234 https://www.okashigoten.co.jp/

1487 テルメヴィラちゅらーゆ 観光施設 紙OK 沖縄県中頭郡北谷町美浜2 098-926-2611 https://www.hotespa.net/spa/chula-u/

1488 美浜硝子 宇宙 観光施設 紙OK 沖縄県中頭郡北谷町美浜9-1 デポアイランドビルA棟1階 098-936-6033 https://mihamaglass.com

1489 美浜硝子 NATURALLY 観光施設 紙OK 沖縄県中頭郡北谷町美浜34-3 デポセントラル1F 098-988-7870 https://www.mihamaglass.com

1490 美浜硝子 ほっこり家 観光施設 紙OK 沖縄県中頭郡北谷町美浜9-17 デポアイランドat'tビル1F 098-936-8620 https://www.mihamaglass.com

1491 美浜硝子 かんざし屋 観光施設 紙OK 沖縄県中頭郡北谷町美浜9-12 アメリカンデポビルC棟 098-926-2666 https://www.mihamaglass.com

1492 シーサー海人商店 観光施設 紙OK 沖縄県那覇市港町2-2-2 098-860-7773 https://umikizai.com/

1493 宮古島海宝館 観光施設 紙OK 沖縄県宮古島市城辺保良591-1 0980-77-2323 https://kaihoukan.co.jp/

1494 一般社団法人南城市観光協会 観光施設 紙OK 沖縄県南城市知念久手堅539 098-949-1667 https://okinawa-nanjo.jp/

1495 ディーズパルス沖縄 観光施設 紙OK 沖縄県那覇市曙2-26-6 タカダ曙マンション１F 098-951-3975 https://www.d-spulse.com/

1496 T-SHIRT-YA.COM 国際通り店 観光施設 紙OK 沖縄県那覇市牧志3-1-8 2F 098-860-2830 https://www.t-shirt-ya.com/store/kokusai/index.jsp

1497 coral port the Shop Landside店 観光施設 紙OK 沖縄県宮古島市伊良部佐和田1727 0980-78-6365 https://shimojishima.jp/



1498 coral port the Shop Airside店 観光施設 紙OK 沖縄県宮古島市伊良部字佐和田1727 0980-78-6365 https://shimojishima.jp

1499 わんさか大浦パーク 観光施設 紙OK 沖縄県名護市大浦465-7 0980-51-9446 https://wansaka-o.jp/

1500 沖縄空手会館 観光施設 紙OK 沖縄県豊見城市字豊見城854-1 098-851-1025 https://karatekaikan.jp/

1501 Grace anniversary design 恩納店 観光施設 紙OK 沖縄県国頭郡恩納村前兼久124 098-964-3422 https://www.grace-shop.jp/onlineshop/ring.html

1502 Grace anniversary design 那覇店 観光施設 紙OK 沖縄県那覇市牧志3-9-40 098-861-5656 https://www.grace-shop.jp/onlineshop/ring.html

1503 gajumaru art craft 観光施設 紙OK 沖縄県国頭郡恩納村谷茶131 098-966-2035 https://www.gajumaru-net.jp/pendant/pendant.html

1504 ビーチショップ 観光施設 紙OK 沖縄県国頭郡恩納村字瀬良垣2260 098-966-1211 https://www.anaintercontinental-manza.jp/

1505 クラフトショップ 観光施設 紙OK 沖縄県国頭郡恩納村字瀬良垣2260 098-966-1309 https://www.anaintercontinental-manza.jp/

1506 STARLAND本店 観光施設 紙OK 沖縄県那覇市松尾2-8-13  国吉ビル 098-911-4052 https://starland.thebase.in/

1507 STARLAND平和店 観光施設 紙OK 沖縄県那覇市牧志3-2-62 098-911-4052 https://starland.thebase.in/

1508 おきなわワールドおみやげ専門店街 観光施設 紙OK 沖縄県南城市玉城字前川1336(おきなわワールド内） 098-948-1987 https://nantobussan.co.jp/

1509 T-SHIRT-YA.COM イオンモールライカム店 観光施設 紙OK 沖縄県中頭郡北中城村字ライカム1  イオンモール沖縄ライカム3F 3021 098-923-5783 https://www.t-shirt-ya.com/

1510 T-SHIRT-YA.COM パルコシティ店 観光施設 紙OK 沖縄県浦添市西洲3-1-1 PARCO CITY 1051 098-987-6930 https://www.t-shirt-ya.com/

1511 道の駅 やんばるパイナップルの丘 安波 観光施設 紙OK 沖縄県国頭郡国頭村安波1089-7 0980-43-5115 https://pineapple-hills.jp/

1512 HABUBOX 那覇空港店 観光施設 紙OK 沖縄県那覇市字鏡水150 那覇空港際内連結ターミナル施設２Ｆ 098-996-3075 なし

1513 OTSメンバーズラウンジ 観光施設 紙OK 沖縄県那覇市松尾1-2-3 本社ビル2階 098-868-5931 https://ranrantour.jp/

1514 ブセナ海中公園事業所 観光施設 紙OK 沖縄県名護市字喜瀬1744-1 0980-52-3379 https://www.busena-marinepark.com/

1515 JEENAR 牧志店 観光施設 紙OK 沖縄県那覇市牧志1-1-1 101 098-863-1556 http://hoosel.com

1516 JEENAR 松尾店 観光施設 紙OK 沖縄県那覇市松尾1-3-11 098-988-8554 http://hoosel.com

1517 守礼堂本店 観光施設 紙OK 沖縄県那覇市久茂地3-2-17 098-863-6121 https://shureido.jp/

1518 守礼堂久茂地店 観光施設 紙OK 沖縄県那覇市久茂地3-4-20 098-863-6307 https://shureido.jp/

1519 糸満市観光農園 観光施設 紙OK 沖縄県糸満市字摩文仁1018 098-852-4495 https://agrijapan.co.jp/

1520 LOCKER 観光施設 紙OK 沖縄県那覇市牧志3-12-1 098-867-3800 https://locker-okinawa.com/

1521 石垣島セレクトショップ YouI 観光施設 紙OK 沖縄県石垣市大川207-1（いしがきいちば内 北側） 0980-87-8170 https://ishigakijimayui.com/access/

1522 琉球まぶやー 観光施設 紙OK 沖縄県石垣市大川257-1 0980-83-1728 https://ishigaki-mabuya.com/

1523 北大東村民俗資料館 観光施設 紙OK 沖縄県島尻郡北大東村字中野152-1 09802-3-4352 https://www.facebook.com/kitadaitoujimashinkokiko/

1524 Gala青い海 観光施設 紙OK 沖縄県中頭郡読谷村高志保915 098-958-3940 http://www.gala-aoiumi.com/

1525 民藝與那覇 観光施設 紙OK 沖縄県那覇市壺屋1-8-9 １F 090-1946-7221 なし

1526 新原海底観光センター 観光施設 紙OK 沖縄県南城市玉城字百名1029 098-949-7701 https://www.mibarubeach.com

1527 ティーラック 観光施設 紙OK 沖縄県中頭郡北谷町字美浜34-5 デポセントラルビル1F 050-1365-0283 なし

1528 ザ・リッツ・カールトン スパ 沖縄 観光施設 紙OK 沖縄県名護市喜瀬1107-1 0980-43-5691 https://www.ritzcarlton.com/jp/hotels/japan/okinawa

1529 ザ・リッツ・カールトン 沖縄 ブティック 観光施設 紙OK 沖縄県名護市喜瀬1343-1 0980-43-5677 https://www.ritzcarlton.com/jp/hotels/japan/okinawa

1530 紅型キジムナー工房 観光施設 紙OK 沖縄県名護市宇茂佐178 0980-54-0701 https://kijimuna.info/

1531 黒糖カヌレほうき星港川本店 観光施設 紙OK 沖縄県浦添市港川2-16-2 港川沖商住宅２５号 098-975-7825 https://www.houkiboshi.jp

1532 ほうき星那覇空港店 観光施設 紙OK 沖縄県那覇市鏡水150国内線2F 那覇空港国内線旅客ターミナルビルANA側出発ロビーエスカレーター前 090-9284-9715 https://www.houkiboshi.jp

1533 写真の文教スタヂオ 竹富島営業所 観光施設 紙OK 沖縄県八重山郡竹富町竹富441 090-1954-3886 http://www.bunkyostudio.co.jp

1534 Mi-j a国際通り店 観光施設 紙OK 沖縄県那覇市松尾2-8-12 098-860-7962 なし

1535 写真の文教スタヂオ 由布島営業所 観光施設 紙OK 沖縄県八重山郡竹富町古見689 090-1227-2786 http://www.bunkyostudio.co.jp/

1536 Mi-ja国際通り2号店 観光施設 紙OK 沖縄県那覇市松尾2-8-12 098-866-3413 なし

1537 Mi-ja牧志店 観光施設 紙OK 沖縄県那覇市牧志2-6-28 098-861-4051 なし

1538 Mi-ja市場前店 観光施設 紙OK 沖縄県那覇市牧志3-2-49 098-861-6767 なし



1539 宮古島 JET CRUISE 観光施設 紙OK 沖縄県宮古島市平良字下里247-2 0980-79-0990 https://jet-cruise.com/

1540 アレーズド・バレISHIGAKI 観光施設 紙OK 沖縄県石垣市桴海337-250 0980-84-5377 https://www.baleishigaki.com/

1541 ANA  FESTA 石垣ゲート店 観光施設 紙OK 沖縄県石垣市白保1960-104-1 0980-87-0483 https://www.anafesta.com/

1542 伊江島蒸留所直売店 観光施設 紙OK 沖縄県国頭郡伊江村字東江前1627 0980-49-2885 https://ierum.ie-mono.com/

1543 伊江港ターミナル売店 観光施設 紙OK 沖縄県国頭郡伊江村字川平519-3 0980-49-5555 http://www.ie-mono.com/

1544 暮らしの発酵SPA 観光施設 紙OK 沖縄県中頭郡北中城村字喜舎場1478 098-935-1500 https://kurashinohakko.jp/

1545 暮らしの発酵STORE 観光施設 紙OK 沖縄県中頭郡北中城村字喜舎場1478 098-935-1500 https://kurashinohakko.jp/

1546 ANA  FESTA 那覇ゲート店 観光施設 紙OK 沖縄県那覇市鏡水150 那覇空港内 098-859-5432 https://www.anafesta.com/

1547 ANA  FESTA 那覇ロビー2号店 観光施設 紙OK 沖縄県那覇市鏡水150 那覇空港内 098-859-5432 https://www.anafesta.com/

1548 沖縄美ら海水族館 観光施設 紙OK 沖縄県国頭郡本部町石川424 0980-48-3748 https://churaumi.okinawa/

1549 道の駅おおぎみ・やんばるの森ビジターセンター 観光施設 紙OK 沖縄県国頭郡大宜味村字津波95 0980-44-2233 https://www.yambaru-vc.com/

1550 ミュージアムショップ「ゆいむい」 観光施設 紙OK 沖縄県那覇市おもろまち3-1-1 098-941-0749 https://okimu.jp/guide/shop/

1551 沖縄県立博物館・美術館 観光施設 紙OK 沖縄県那覇市おもろまち3-1-1 098-941-8200 https://okimu.jp/

1552 首里城公園 観光施設 紙OK 沖縄県那覇市首里金城町1-2 098-886-2020 https://oki-park.jp/shurijo/

1553 うみちゅらら 国際通り店 観光施設 紙OK 沖縄県那覇市久茂地3-2-22 JAドリーム館２F 098-917-1500 https://www.umichurara.com/

1554 Enjoy工房 観光施設 紙OK 沖縄県名護市為又1220－235 0980-43-6556 https://www.enjoy-kobo.com/

1555 コスミック南国店 観光施設 紙OK 沖縄県那覇市牧志3-1-2 新城ビル  1F 098-862-4040 https://cosmic-okinawa.com/business/cosmic/

1556 ひらりよ商店 観光施設 NG 沖縄県石垣市大川203 新本ショッピングセンター内 0980-87-0797 なし

1557 雪塩ミュージアム 観光施設 紙OK 沖縄県宮古島市平良字狩俣191 0980-72-5667 https://www.yukishio.com/

1558 コスミック松尾店 観光施設 紙OK 沖縄県那覇市松尾2-8-15 098-863-4022 https://cosmic-okinawa.com/business/cosmic/

1559 おんなの駅『なかゆくい市場』 観光施設 紙OK 沖縄県国頭郡恩納村仲泊1656-9 098-964-1188 https://onnanoeki.com/

1560 KUKURU OKINAWA あかり店 観光施設 紙OK 沖縄県那覇市牧志3-1-6 098-943-5285 http://www.fujitaka-cr.com/

1561 KUKURU OKINAWA 市場店 観光施設 紙OK 沖縄県那覇市松尾2-8-27 098-863-6655 http://www.fujitaka-cr.com/

1562 YYY CLUB iE RESORT 観光施設 紙OK 沖縄県国頭郡伊江村字東江前1965 0980-49-5011 https://ie-resort.com/

1563 沖縄市観光物産センター 夢プラザおきなわ 観光施設 紙OK 沖縄県沖縄市上地1-1-1 コザミュージックタウン106 098-989-5566 http://koza.ne.jp/

1564 ガラス工房⾧七屋-北谷デポアイランド店 観光施設 紙OK 沖縄県中頭郡北谷町字美浜9-1デポアイランドA館1階 098-989-6482 https://www.chouhichi.com

1565 MIYAKOJIMA GIFTちゅらかじ 観光施設 紙OK 沖縄県宮古島市平良字西里300-5北1Ｆ 0980-79-7912 なし

1566 まいぱり宮古島熱帯果樹園 観光施設 紙OK 沖縄県宮古島市下地与那覇1210 0980-74-7830 https://maipari.jp/

1567 空港店舗BLUESKY２２番ゲートショップ 観光施設 NG 沖縄県那覇市鏡水150  那覇空港国内線旅客ターミナルビル内 098-858-0261 http://bluesky.jalux.com

1568 空港店舗BLUE SKY 出発ロビー1号店 観光施設 NG 沖縄県那覇市鏡水150  那覇空港国内旅客ターミナルビル内 098-857-6872 https://bluesky.jalux.com/company/

1569 空港店舗BLUESKY２１番ゲートショップ 観光施設 NG 沖縄県那覇市鏡水150  那覇空港国内線旅客ターミナルビル内 098-858-0578 http://bluesky.jalux.com

1570 空港店舗BLUE SKY 出発ロビー2号店 観光施設 NG 沖縄県那覇市鏡水150  那覇空港国内旅客ターミナルビル内 098-857-1600 https://bluesky.jalux.com/company/

1571 ガラス工房⾧七屋-北谷デポセントラル店 観光施設 紙OK 沖縄県中頭郡北谷町字美浜3-5  デポセントラル1階 098-979-6560 https://www.chouhichi.com

1572 石垣市特産品販売センター 本店 観光施設 紙OK 沖縄県石垣市大川208 0980-88-8633 https://ishigaki-tokusan.com/

1573 ガラス工房⾧七屋-那覇平和通り店 観光施設 紙OK 沖縄県那覇市牧志3-1-12  平和通り内 098-917-2624 https://www.chouhichi.com

1574 ガラス工房⾧七屋-国際通り久茂地店 観光施設 紙OK 沖縄県那覇市久茂地3-29-65  野原ビル1階右側号室 098-943-3554 https://www.chouhichi.com

1575 ガラス工房⾧七屋-国際通り牧志店 観光施設 紙OK 沖縄県那覇市牧志2-6-34  たからビル1階101号室 098-917-5443 https://www.chouhichi.com

1576 ガラス工房⾧七屋-ギャラリーショップ石垣店 観光施設 紙OK 沖縄県石垣市大川241 當銘大川テナント1階 0980-87-7982 https://www.chouhichi.com

1577 石垣市特産品販売センター 空港店 観光施設 紙OK 沖縄県石垣市白保1960-104-1 0980-87-0291 https://ishigaki-tokusan.com/

1578 シーサーモノガタリ 観光施設 紙OK 沖縄県宮古島市平良松原1135-6 0980-75-0660 https://seasah.net/

1579 シーサー陶房 球 観光施設 紙OK 沖縄県宮古島市平良東仲宗根添1166-286 0980-72-8981 https://miyakotaiken.com/experience/ceramics.php



1580 ギフトショッパーズ沖縄 観光施設 紙OK 沖縄県那覇市牧志1-2-26 098-943-6236 https://gsokinawa.com/

1581 石垣島きらりん 観光施設 紙OK 沖縄県石垣市大川280-8 0980-87-7456 https://www.instagram.com/kiraring358/

1582 道の駅かでな  ターチ 観光施設 NG 沖縄県中頭郡嘉手納町字屋良1026-3  道の駅かでな一階特産品売り場 098-957-5115 なし

1583 海人牧志店 観光施設 紙OK 沖縄県那覇市牧志1-3-67 098-863-0321 http://kaito-hd.co.jp/

1584 海人てぃだ店 観光施設 紙OK 沖縄県那覇市松尾1-3-1 098-863-0015 http://kaito-hd.co.jp/

1585 DESIGN MATCH 観光施設 紙OK 沖縄県宮古島市平良字下里572-3 0980-79-0239 https://designmatch.ciao.jp

1586 沖縄産直市場 観光施設 紙OK 沖縄県那覇市松尾2-8-26-1F 098-943-3750 https://gsokinawa.com/

1587 黒糖屋 観光施設 紙OK 沖縄県那覇市牧志1-3-52 098-861-4411 http://kokutoya.com/

1588 OKINAWAPOP樂園 観光施設 紙OK 沖縄県石垣市大川270-1 A-1（北側） 090-9405-3496 https://cosmic-okinawa.com/business/okinawapop/

1589 OKINAWAPOP海神 観光施設 紙OK 沖縄県中頭郡北谷町美浜9-1 デポアイランドC棟 1F 090-3800-6508 https://cosmic-okinawa.com/business/okinawapop/

1590 Lily’s Ice Cream 観光施設 紙OK 沖縄県那覇市松尾2-8-10 098-860-8036 https://www.instagram.com/lilysicecream_official/?utm_medium=copy_link

1591 THE KUCHA 観光施設 紙OK 沖縄県那覇市松尾2-8-7 080-3954-5615 https://cosmic-okinawa.com/business/kucha/

1592 MAJUN OKINAWAアウトレット糸満店 観光施設 紙OK 沖縄県糸満市西崎町4-21-7 098-851-3238 https://www.nissinsyoukai.co.jp

1593 MAJUN イーアス沖縄豊崎店 観光施設 紙OK 沖縄県豊見城市字豊崎3-35 イーアス沖縄豊崎2階 098-996-3499 https://www.majun-okinawa.jp/

1594 INTERLINK OKINAWA 空港店 観光施設 紙OK 沖縄県那覇市鏡水150 098-996-1930 https://www.interlink-okinawa.com/

1595 MAJUN OKINAWA那覇本店 観光施設 紙OK 沖縄県那覇市壺屋1-7-11 098-971-4277 https://www.majun-okinawa.jp/

1596 きん田＆龍の蔵 ナハシントシンテン 観光施設 紙OK 沖縄県那覇市天久1-28-31  098-963-9477 https://www.interlink-okinawa.com/

1597 鍾乳洞古酒蔵 龍の蔵 観光施設 紙OK 沖縄県国頭郡金武町金武4348-15 098-968-8581 https://www.interlink-okinawa.com/koshugura/

1598 道の駅かでな 島の物語 観光施設 紙OK 沖縄県中頭郡嘉手納町字屋良1026-3 098-957-5115 なし

1599 ミュージアムショップ 球陽 観光施設 紙OK 沖縄県那覇市金城町1-2 098-886-2020 https://oki-park.jp/shurijo/guide/59/157

1600 石垣島ショッピングプラザ 石垣シーサイドホテル売店 観光施設 紙OK 沖縄県石垣市川平154-12 0980-84-4801 なし

1601 八重山パーツミート ゆらてぃく市場販売所 観光施設 紙OK 沖縄県石垣市新栄町1-2 0980-87-6202 https://yaeyama-parts-meat.com/

1602 西表島サニーデイ 観光施設 NG 沖縄県八重山郡竹富町上原870-116 090-6860-9533 http://sunnyday-kayak.com

1603 島の駅カビラガーデン 観光施設 紙OK 沖縄県石垣市川平917‐1 0980-88-2440 https://www.kabiragarden.com/

1604 海ぶどう・もずく専門販売 美南島マーケット 国際通り本店 観光施設 紙OK 沖縄県那覇市松尾2-1-4 098-988-1918 https://minaminoshima.okinawa

1605 海ぶどう・もずく専門販売 美南島マーケット 国際通り販売所 観光施設 紙OK 沖縄県那覇市牧志3-12-2 098-988-1918 https://minaminoshima.okinawa

1606 リウボウＪＡＬ側売店 観光施設 紙OK 沖縄県那覇市鏡水150   那覇空港国内線旅客ターミナルビル 2F（JAL側） 098-857-6875 https://ryubo-shoji.com

1607 リウボウＡＮＡ側売店 観光施設 紙OK 沖縄県那覇市鏡水150   那覇空港国内線旅客ターミナルビル 2F（ANA側） 098-857-6874 https://ryubo-shoji.com

1608 RuGu Glamping Resort 観光施設 紙OK 沖縄県宮古島市下地来間156-71 0980-79-0070 https://blan-c.com/

1609 ANA  FESTA    那覇ロビー1号店 観光施設 紙OK 沖縄県那覇市鏡水150 那覇空港内 098-859-5432 https://www.anafesta.com/

1610 千寿乃市場泡盛専門店 観光施設 紙OK 沖縄県那覇市牧志3-1-5 098-862-0314 なし

1611 千寿乃市場シーサー専門店 観光施設 紙OK 沖縄県那覇市牧志3-1-6 098-866-1232 なし

1612 バナナパラダイス 那覇空港店 観光施設 紙OK 沖縄県那覇市字鏡水150   那覇空港旅客ターミナルビル国内線エリア2階 098-851-9898 https://www.bijuu.co.jp/

1613 ミハマシェアカート 観光施設 紙OK 沖縄県中頭郡北谷町字桑江130-1-301 098-926-1210 https://www.chatamobi.com/

1614 ムーンライトクルーズ 観光施設 紙OK 沖縄県中頭郡北谷町字桑江130-1-301 098-926-1210 https://www.chatamobi.com/

1615 Splash okinawa Mihama market 観光施設 紙OK 沖縄県中頭郡北谷町美浜9-19 ディストーションファッションビル1F 098-923-0333 https://splashokinawa.com/

1616 Splash okinawa２号店 観光施設 紙OK 沖縄県那覇市松尾1-3-1 098-988-1238 https://splashokinawa.com/

1617 Splash okinawa３号店 観光施設 紙OK 沖縄県那覇市久茂地3-5-14 098-868-2003 https://splashokinawa.com/

1618 Splash okinawa４号店 観光施設 紙OK 沖縄県那覇市牧志2-6-2 098-860-7237 https://splashokinawa.com/

1619 RAiNBOW SOUL OKiNAWA 観光施設 紙OK 沖縄県浦添市港川2-13-1 47 港川ステイツサイドタウン内 080-3979-4747 http://rainbowsoul.jp/

1620 バナナパラダイス・琉球クロワッサン おもろまち本店 観光施設 紙OK 沖縄県那覇市おもろまち4-8-1 098-988-3939 https://www.bijuu.co.jp/



1621 黒島研究所 観光施設 紙OK 沖縄県八重山郡竹富町黒島136 0980-85-4341 http://www.kuroshima.org/

1622 RAMAYANA 国際通り店 観光施設 紙OK 沖縄県那覇市久茂地3-4-16 1階 098-863-8165 https://ramayana.co.jp/

1623 RAMAYANA 平和通り店 観光施設 紙OK 沖縄県那覇市牧志3-2-64 1階 098-860-9076 https://ramayana.co.jp/

1624 沖縄限定本舗 一号店 観光施設 紙OK 沖縄県那覇市松尾2-8-14 098-863-1599 https://ramayana.co.jp/

1625 コスミック波猿店 観光施設 紙OK 沖縄県那覇市牧志3-12-8 フィットビル1F 098-863-4150 https://cosmic-okinawa.com/business/cosmic/

1626 ガラス工房⾧七屋-イーアス沖縄豊崎店 観光施設 紙OK 沖縄県豊見城市字豊崎3-35  イーアス沖縄豊崎2階 098-851-7646 https://www.chouhichi.com

1627 ふくぎや 国際通り本店 観光施設 紙OK 沖縄県那覇市久茂地3-29-67 098-863-8006 https://fukugiya.com/

1628 ふくぎや 那覇空港店 観光施設 紙OK 沖縄県那覇市鏡水150    那覇空港国内線ターミナル2階（出発口A側） 098-840-1823 https://fukugiya.com/

1629 沖縄こどもの国 観光施設 紙OK 沖縄県沖縄市胡屋5-7-1 098-933-4190 https://www.okzm.jp/

1630 帽子屋FLAVAデポアイランド店 観光施設 紙OK 沖縄県中頭郡北谷町美浜9-1デポアイランドC棟-1 098-926-6600 http://www.flavahat.co.jp/

1631 ザ・クルーデポアイランド店 観光施設 紙OK 沖縄県中頭郡北谷町美浜9-1デポアイランドD棟-1 070-1258-7467 http://www.flavahat.co.jp/

1632 NYSコレクションデポアイランド店 観光施設 紙OK 沖縄県中頭郡北谷町美浜9-1デポアイランドE棟-1 070-1258-7468 http://www.flavahat.co.jp/

1633 池田冷凍食品 観光施設 紙OK 沖縄県宮古島市平良字荷川取288-5 0980-72-1315 https://ikedaf-f.jp/

1634 沖縄の風 あしびなーショップ 観光施設 紙OK 沖縄県豊見城市豊崎1-188 沖縄アウトレットモールあしびなー 098-975-6666 https://okinawa-wind.net

1635 古酒家 市場店 観光施設 紙OK 沖縄県那覇市牧志3-1-1 098-866-6532 https://koosya.co.jp/

1636 瀬戸商店 観光施設 紙OK 沖縄県石垣市美崎町1-2 0980-82-3939 https://ishigaki-seto.com

1637 一般社団法人読谷村観光協会 観光施設 紙OK 沖縄県中頭郡読谷村字喜名2346-11 098-958-6494 https://www.yomitan-kankou.jp/

1638 上原ミート 市場前本店 観光施設 紙OK 沖縄県那覇市松尾2-9-19 098-866-8506 https://www.u-meat.net/

1639 上原ミート 公設市場店 観光施設 紙OK 沖縄県那覇市松尾2-7-10 第一牧志公設仮設市場内 098-863-6186 https://www.u-meat.net/ 

1640 喜島商店 観光施設 NG 沖縄県那覇市松尾2-7-10 098-864-0731 https://ec.tsuku2.jp/shop/0000213879

1641 上原ミート 農連店 観光施設 紙OK 沖縄県那覇市3桶川2-3-1 のうれんプラザ106 098-853-6638 https://www.u-meat.net/ 

1642 海の駅 あやはし館 観光施設 NG 沖縄県うるま市与那城屋平4 098-978-8830 なし

1643 東村道の駅サンライズひがし 観光施設 紙OK 沖縄県国頭郡東村平良550-23 0980-43-2270 http://www.sunrise-higashi.jp/index.jsp

1644 サンエー 石垣シティ（食品フロア） 観光施設 紙OK 沖縄県石垣市字真栄里301-1 0980-87-5639 https://www.san-a.co.jp/

1645 サンエー 那覇メインプレイス（食品フロア） 観光施設 紙OK 沖縄県那覇市おもろまち4-4-9 098-951-3300 https://www.san-a.co.jp/

1646 サンエー 浦添西海岸パルコシティ（食品フロア） 観光施設 紙OK 沖縄県浦添市西洲3-1-1 098-871-1120 https://www.san-a.co.jp/

1647 サンエー 宜野湾コンベンションシティ（食品フロア） 観光施設 紙OK 沖縄県宜野湾市字宇地泊558-10 098-897-3330 https://www.san-a.co.jp/

1648 サンエー 宮古島シティ（食品フロア） 観光施設 紙OK 沖縄県宮古島市平良字下里2511-43 0980-73-8800 https://www.san-a.co.jp/

1649 サンエー 為又シティ（食品フロア） 観光施設 紙OK 沖縄県名護市字為又904-5 0980-43-6337 https://www.san-a.co.jp/

1650 ホテルブリーズベイマリーナブリーズショア 観光施設 NG 沖縄県宮古島市上野字宮国784-1 0980-76-2001 http://shigira.com

1651 沖縄みやげ クロスポイントマーケット 観光施設 NG 沖縄県宮古島市上野字宮国974-2 0980-74-7181 http://shigira.com

1652 シギラベイサイドスイートアラマンダ ブティック 観光施設 NG 沖縄県宮古島市上野字新里926-25 0980-74-7105 http://shigira.com

1653 久米島紬の里 ユイマール館 観光施設 紙OK 沖縄県島尻郡久米島町字真謝1878-1 098-985-8333 https://www.kume-tumugi.com/

1654 アセローラフレッシュ 観光施設 紙OK 沖縄県国頭郡本部町並里52-2 0980-47-2505 https://acerola-fresh.jp

1655 今帰仁酒造  観光施設 紙OK 沖縄県国頭郡今帰仁村字仲宗根500 0980-56-2611 https://nakijinshuzo.jp/

1656 知念海洋レジャーセンター 観光施設 紙OK 沖縄県南城市知念字久手堅676 098-948-3355 https://www.chinenmarine.co.jp/

1657 沖縄こどもの国 クリスマスファンタジー 観光施設 NG 沖縄県沖縄市胡屋5-7-1 070-5402-0755 https://www.xmas-fantasy.com/

1658 株式会社御菓子御殿 国際通り松尾店 観光施設 紙OK 沖縄県那覇市松尾1-2-5 098-862-0334 https://www.okashigoten.co.jp

1659 トンキュホテ 北谷店 観光施設 紙OK 沖縄県中頭郡北谷町美浜9-8 シーサイドスクエア2F 098-936-4598 なし

1660 コキヤ 国際通り店 観光施設 紙OK 沖縄県那覇市牧志3-2-3 鉢嶺クリスタルビル2F 098-868-5589 なし

1661 ちゅらちゅら 観光施設 紙OK 沖縄県那覇市松尾1-4-10 ホテル国際プラザビル２階 098-963-9924 なし



1662 ALLY'S沖縄 観光施設 紙OK 沖縄県中頭郡北谷町美浜25-3ラジェントホテル沖縄北谷1階 098-989-7183 https://allysokinawa.owst.jp/

1663 KUPUKUPU CAFE 観光施設 紙OK 沖縄県石垣市桴海337-250 0980-84-5378 なし

1664 暮らしの発酵DELI＆CAFE 観光施設 紙OK 沖縄県中頭郡北中城村字喜舎場1478 098-935-1500 https://kurashinohakko.jp/

1665 首里城公園（ショップ・レストラン等） 観光施設 紙OK 沖縄県那覇市金城町1-2 098-886-2020 https://oki-park.jp/shurijo/guide/59

1666 海洋博公園（ショップ・レストラン等） 観光施設 紙OK 沖縄県国頭郡本部町字石川424 0980-48-3535 https://oki-park.jp/kaiyohaku/inst/78

1667 THE VILLAGE 観光施設 紙OK 沖縄県宮古島市伊良部字仲地282-3 0980-79-7399 なし

1668 がんじゅう堂 観光施設 紙OK 沖縄県那覇市松尾2-7-10 牧志公設市場2階 098-861-5400 なし

1669 バナナケーキのモンテドール 観光施設 紙OK 沖縄県宮古島市平良西里7-2 0980-72-3765 https://www.montedoll.com/

1670 モンテドール マックスバリュ宮古南店 観光施設 紙OK 沖縄県宮古島市平良字松原631 090-5296-8561 https://www.montedoll.com/

1671 石垣さかい商店 観光施設 紙OK 沖縄県石垣市美崎町9-1 0980-82-8676 なし

1672 琉球 美ら馬ホースくらぶ&Cafe 観光施設 紙OK 沖縄県石垣市字伊原間365-6 090-9671-9999 https://churauma.jimdofree.com/

1673 久髙民藝店 観光施設 紙OK 沖縄県那覇市牧志2-3-1 K2ビル1Ｆ 098-861-6690 https://www.facebook.com/people/%E4%B9%85%E9%AB%98%E6%B0%91%E8%8A%B8%E5%BA%97/100054612992085/

1674 Gift Shop 千寿 観光施設 紙OK 沖縄県那覇市牧志3-1-6 勉強堂ビル１階西 098-862-0103 なし

1675 大山洋品店 観光施設 紙OK 沖縄県石垣市大川201-4 0980-82-3556 なし

1676 沖縄アロハシャツファクトリー 観光施設 紙OK 沖縄県那覇市松尾2-5-11 090-4471-6076 なし

1677 southerly石垣店  観光施設 NG 沖縄県石垣市美崎町3 0980-87-5967 なし

1678 パキピカストアーズ 観光施設 紙OK 沖縄県那覇市西3-6-1 パシフィックホテル沖縄 098-868-5142 なし

1679 有限会社 大国海産 観光施設 紙OK 沖縄県那覇市港町1-1-18 泊いゆまち内 080-4319-8729 なし

1680 ソライル 観光施設 紙OK 沖縄県中頭郡読谷村字座喜味636 ソライル 098-989-6973 https://www.instagram.com/sora_iru

1681 LITTLE BOX 平和通り店 観光施設 紙OK 沖縄県那覇市牧志3-2-58 098-861-1633 https://www.big-advance.site/s/187/1347/company

1682 ガラス工房サザリー美浜店 観光施設 紙OK 沖縄県中頭郡北谷町字美浜9-21-1-2 デポアイランドシーサイドビル１階 098-988-7307 http://www.finecraft.co.jp/

1683 シギラ黄金温泉 観光施設 紙OK 沖縄県宮古島市上野新里1405-223 シギラ黄金温泉 0980-74-7340 https://shigira.com

1684 宮古木工芸 観光施設 紙OK 沖縄県宮古島市平良下里2616 0980-73-3001 https://www.miyako-mokkougei.jp/

1685 有限会社八重泉酒造 観光施設 紙OK 沖縄県石垣市字石垣1834 0980-83-8000 なし

1686 RENEMIA 観光施設 紙OK 沖縄県那覇市牧志2-7-15 098-866-2501 http://www.renemia.com/

1687 feuwax 観光施設 紙OK 沖縄県宮古島市平良字西仲宗根39-1 THX-1 A（101） 090-2725-7194 https://feuwax.com/

1688 SHOP MANZAMO 観光施設 紙OK 沖縄県国頭郡恩納村恩納2767 098-966-1151 なし

1689 green THE BOARD CULTURE 観光施設 NG 沖縄県宜野湾市大山2-1-6 098-898-7373 なし

1690 フルーツ市場 観光施設 紙OK 沖縄県那覇市牧志3-1-1 098-864-2240 https://www.hoodo.jp/pc/store/fruits

1691 Y's工房 観光施設 紙OK 沖縄県那覇市松尾2-1-6 070-5492-0108 なし

1692 ギャラリーうつわ家 観光施設 紙OK 沖縄県中頭郡読谷村字座喜味2748 ギャラリーうつわ家 090-1179-8260 なし

1693 セカンドハグ 観光施設 紙OK 沖縄県石垣市大川219-1 0980-88-5228 なし

1694 Chula Vista SENAGA 観光施設 NG 沖縄県那覇市具志3-24-1 098-989-7617 なし

1695 勝連城跡文化観光拠点施設（あまわりパーク） 観光施設 NG 沖縄県うるま市勝連南風原3807-2 098-978-2033 https://www.city.uruma.lg.jp/index.php

1696 ホテルルートイン那覇旭橋駅東 観光施設 紙OK 沖縄県那覇市泉崎1-19-12 ホテルルートイン那覇旭橋駅東 098-860-8311 https://www.route-inn.co.jp/hotel_list/okinawa/index_hotel_id_64/

1697 ホテルルートイン那覇泊港 観光施設 紙OK 沖縄県那覇市前島2-12-5 098-866-0700 https://www.route-inn.co.jp/hotel_list/okinawa/index_hotel_id_238/

1698 マダムジュエリーギボ 観光施設 紙OK 沖縄県那覇市牧志3-3-1 水上店舗2‐115 080-1369-8588 なし

1699 CoCo Resort Sesoko 観光施設 紙OK 沖縄県国頭郡本部町瀬底2639-1 090-2526-6122 なし

1700 キタナカガーデン 観光施設 紙OK 沖縄県中頭郡北中城村字喜舎場1478 098-935-1500 https://kurashinohakko.jp/eat/kitanakagarden/

1701 ザ・ペリドットスマートホテルタンチャワード 観光施設 紙OK 沖縄県国頭郡恩納村字谷茶1092-1 098-927-1100 https://theperidothotels.com/

1702 チケット売場（おきなわワールド） 観光施設 紙OK 沖縄県南城市玉城字前川1336 098-949-7421 https://www.gyokusendo.co.jp/okinawaworld/



1703 ガラス売店（おきなわワールド） 観光施設 紙OK 沖縄県南城市玉城字前川1336 098-949-7421 https://www.gyokusendo.co.jp/okinawaworld/

1704 なんと屋（おきなわワールド） 観光施設 紙OK 沖縄県南城市玉城字前川1336 098-949-7421 https://www.gyokusendo.co.jp/okinawaworld/

1705 工場売店（おきなわワールド） 観光施設 紙OK 沖縄県南城市玉城字前川1336 098-949-7421 https://www.gyokusendo.co.jp/okinawaworld/

1706 ハブ博物公園（おきなわワールド） 観光施設 紙OK 沖縄県南城市玉城字前川1336 098-949-7421 https://www.gyokusendo.co.jp/okinawaworld/

1707 琉球写真館（おきなわワールド） 観光施設 紙OK 沖縄県南城市玉城字前川1336 098-949-7421 https://www.gyokusendo.co.jp/okinawaworld/

1708 スナップスタジオ（おきなわワールド） 観光施設 紙OK 沖縄県南城市玉城字前川1336 098-949-7421 https://www.gyokusendo.co.jp/okinawaworld/

1709 南都売店（おきなわワールド） 観光施設 紙OK 沖縄県南城市玉城字前川1336 098-949-7421 https://www.gyokusendo.co.jp/okinawaworld/

1710 ウッドペッカー今帰仁 観光施設 紙OK 沖縄県国頭郡今帰仁村今泊681 0980-56-1010 https://woodpecker-nakijin.com/

1711 ホルトノキ ホテル＆トロピカルガーデン 観光施設 紙OK 沖縄県国頭郡本部町北里503 098-43-7171 https://www.hortonoki.com

1712 シーウッドホテル 観光施設 紙OK 沖縄県宮古島市下地字来間484-7 0980-74-7888 https://www.seawoodhotel.com/

1713 ザ・プールリゾート沖縄 観光施設 紙OK 沖縄県国頭郡恩納村字名嘉真1765-9 098-967-8845 https://poolresort.okinawa/

1714 ルートイングランティア石垣 観光施設 紙OK 沖縄県石垣市新栄町21 050-5864-0361 https://www.hotel-grantia.co.jp/ishigaki/

1715 nan*ne 観光施設 紙OK 沖縄県那覇市壺屋1-22-37 nan*ne 098-866-1635 https://www.ikutouen.com/

1716 スモール農園ひがし生産企業組合 観光施設 紙OK 沖縄県国頭郡東村字川田874 0980-43-6855 なし

1717 沖縄空手会館 観光施設 紙OK 沖縄県豊見城市豊見城854-1 098-851-1025 https://www.o-mm.jp/ja/

1718 新垣瓦工場 斎場御嶽店 観光施設 紙OK 沖縄県南城市知念久手堅324 098-917-4365 なし

1719 SuiSavon-首里石鹸- サンエー宮古島シティ ギャラリーショップ 観光施設 紙OK 沖縄県宮古島市平良字下里2511-43  サンエー宮古島シティ 0800-000-3777 https://suisavon.jp/

1720 Space Aviation株式会社 航空運送 紙OK 沖縄県国頭郡恩納村名嘉真ヤーシ原2591-1 050-5363-1501 https://space-aviation.com/

1721 石垣島中央サンゴヘリポート 航空運送 紙OK 沖縄県石垣市平得大俣1273-660 050-5363-1501 https://coral-heli.com/

1722 ⾧澤肉店 小売店 紙OK 沖縄県八重山郡竹富町字西表984-1 090-7585-6781 http://www.simamariasibi.com/kamainiku.html

1723 JEENAR / APARTMENT OKINAWA 小売店 紙OK 沖縄県浦添市西洲3-1-1 1F 098-987-6557 http://hoosel.com

1724 APARTMENT OKINAWA SEASIDE 小売店 紙OK 沖縄県豊見城市字豊崎3-35 2F 098-987-1021 https://apartment.okinawa/

1725 南の島のどうぶつ工房イルモ 小売店 紙OK 沖縄県石垣市川平1215-9 0980-88-2353 https://www.irumo.com

1726 かみやーき小かまぼこ店 小売店 紙OK 沖縄県石垣市石垣270-1 0980-82-2347 https://www.kamiyaki.jp/

1727 丸平おみやげ店 小売店 紙OK 沖縄県石垣市大川206 上原ビル1Ｆ北 0980-82-3790 https://maruhira.base.shop

1728 タイラ空港売店 小売店 紙OK 沖縄県那覇市鏡水150 那覇空港国内線ターミナル2階 098-857-6881 http://taira-airport.jp/

1729 CUCOてぃんがーら 小売店 紙OK 沖縄県石垣市白保1960-104-1石垣空港ターミナル国内線 0980-87-0162 https://www.facebook.com/CucoThingaraISG/

1730 御菓子御殿 石垣店 小売店 紙OK 沖縄県石垣市大川10-1 0980-88-0510 https://okashigoten.co.jp/

1731 soramoyo 小売店 紙OK 沖縄県宮古島市平良下里572-3 YSマンション1F西 0980-73-0120 https://soramoyo.ocnk.net/

1732 上間商店 小売店 紙OK 沖縄県豊見城市豊崎3-64 098-840-6000 https://www.amaume.co.jp/shop/

1733 miyagiya 小売店 紙OK 沖縄県那覇市松尾2-12-22 098-869-1426 https://magasin-miyagiya.com

1734 フリーゾーン 小売店 紙OK 沖縄県那覇市牧志3-13-17  098-869-3308 http://shi-sa.com

1735 遊び庭 小売店 紙OK 沖縄県那覇市牧志2-7-26 098-866-8422 http://shi-sa.com

1736 ハイサイおじさん 小売店 紙OK 沖縄県那覇市牧志1-1-1 098-864-1350 http://shi-sa.com

1737 ハイサイおばさん 小売店 紙OK 沖縄県那覇市牧志1-1-1 098-863-3888 http://shi-sa.com

1738 ジャンピングシーサー 小売店 紙OK 沖縄県那覇市牧志1-4-3 098-863-0450 http://shi-sa.com

1739 Okinawa Art Shop ゆんたん 小売店 紙OK 沖縄県中頭郡読谷村字高志保915-1 098-989-8186 https://okinawa-yuntan.com

1740 丘の一本松 小売店 紙OK 沖縄県中頭郡北谷町美浜15-68 ドラゴンパレス1階 098-936-8289 http://shi-sa.com

1741 おかしのJoliekiki 小売店 紙OK 沖縄県中頭郡読谷村大湾343 サンエー大湾シティ内 098-956-6111 https://www.okashigoten.co.jp/jolie-kiki/

1742 久米島空港売店山城 小売店 紙OK 沖縄県島尻郡久米島町字北原566-2 098-985-2681 http://kumejima-airport.co.jp/shop-food/

1743 おきなわ雑貨市場わとわと 小売店 紙OK 沖縄県宮古島市平良下里401-4 0980-79-5435 https://watowato.bethelight-miyako.com/



1744 トロピカルショップセブ島 小売店 紙OK 沖縄県那覇市牧志3-13-14 098-863-7727 http://shi-sa.com

1745 沖縄工芸村 小売店 紙OK 沖縄県国頭郡恩納村字恩納6203-1 098-966-2910 http://www.okinawa-kougeimura.com/

1746 琉球民芸センターくもじ店 小売店 紙OK 沖縄県那覇市久茂地3-29-68 098-863-6881 https://www.rm-c.co.jp/

1747 みんさー工芸館 本店 小売店 紙OK 沖縄県石垣市字登野城909 0980-82-3473 http://minsah.co.jp

1748 エアーショップ琉球 小売店 紙OK 沖縄県那覇市鏡水150 那覇空港国内線ターミナル2階 098-857-6888 https://www.rm-c.co.jp/

1749 壺屋陶器事業協同組合 小売店 紙OK 沖縄県那覇市壺屋1-21-14 098-866-3284 http://www.tuboya.com

1750 rmcイーアス沖縄豊崎 小売店 紙OK 沖縄県豊見城市豊崎3-35 2620rmcイーアス沖縄豊崎 098-996-2532 https://www.rm-c.co.jp/

1751 沖縄の風 小売店 紙OK 沖縄県那覇市牧志2-5-2 098-943-0244 http://www.okinawa-wind.com

1752 マンゴハウス小禄バイパス店 小売店 紙OK 沖縄県那覇市具志3-24-30 098-858-0598 https://www.mangohouse.jp

1753 マンゴハウス 国際通り1号店 小売店 紙OK 沖縄県那覇市牧志2-7-28 098-862-4881 https://www.mangohouse.jp

1754 マンゴハウス 国際通り3号店 小売店 紙OK 沖縄県那覇市松尾2-8-4 098-863-9266 https://www.mangohouse.jp

1755 マンゴハウス 国際通り5号店 小売店 紙OK 沖縄県那覇市久茂地3-3-19 098-917-1947 https://www.mangohouse.jp

1756 マンゴハウス イオンモール沖縄ライカム店 小売店 紙OK 沖縄県中頭郡北中城村ライカム1 3階 098-989-8098 https://www.mangohouse.jp

1757 マンゴハウス 恩納ムーンビーチ前店 小売店 紙OK 沖縄県国頭郡恩納村字前兼久961-1 098-982-5410 https://www.mangohouse.jp

1758 STARGATE ENTERTAINMENT 小売店 NG 沖縄県名護市為又279-3レジデンスプラシード403 080-6482-3617 https://www.stargate-entertainment.com/

1759 有限会社池田冷凍食品八重山支店 小売店 紙OK 沖縄県石垣市字新川1705-6 0980-87-0441 https://shop.ikedaf-f.jp

1760 おきなわ屋 小売店 紙OK 沖縄県那覇市牧志1-2-31 098-860-7848 https://www.okinawaya.co.jp/

1761 くば笠屋平和通り店 小売店 紙OK 沖縄県那覇市牧志3-2-56 098-866-9853 https://www.kubagasaya-net.com/

1762 沖縄宝島あっぷるタウン店 小売店 紙OK 沖縄県那覇市おもろまち3-3-1 コープあっぷるタウン2F 098-863-8305 https://www.feenu.co.jp/shop/

1763 瀬⾧島47STORE 小売店 紙OK 沖縄県豊見城市字瀬⾧174-6 ウミカジテラス1号棟 098-996-4348 https://www.umikajiterrace.com/profile/47store/

1764 沖縄宝島浦添パルコシティ店 小売店 紙OK 沖縄県浦添市西洲3-1-1 サンエー浦添パルコシティ1階1042+1043区画 098-988-4513 https://www.feenu.co.jp/

1765 国際サンゴ 小売店 NG 沖縄県那覇市鏡水150 098-859-2526 https://www.k-sango.com

1766 うるま市特産品の店 うるまーる 小売店 紙OK 沖縄県うるま市勝連南風原3807-2 098-923-2178 https://uruma-ru.jp/member/urumaru/

1767 うちなーみやげ館 小売店 紙OK 沖縄県石垣市大川213-1 0980-83-5118 https://www.uchina-miyage.jp

1768 和陶磁器・和雑貨 津覇商店 小売店 紙OK 沖縄県那覇市松尾2-9-18 098-863-1760 https://watsuha.com/

1769 島のみやげ館 小売店 紙OK 沖縄県石垣市大川207-3 0980-83-7111 なし

1770 特産品ショップ 美童 小売店 紙OK 沖縄県豊見城市豊崎1-188 098-891-7277 https://www.ashibinaa.com/shop/detail/66f430fa-7fdb-4d21-9a64-c999a52a6426

1771 御菓子御殿国際通り松尾店 小売店 紙OK 沖縄県那覇市松尾1-2-5 098-862-0334 https://okashigoten.co.jp/

1772 やちむん MUG 小売店 紙OK 沖縄県国頭郡本部町渡久地4 本部町営市場5-1 050-5360-8320 https://www.instagram.com/potteryshopmug

1773 galleryはらいそ識名園 小売店 紙OK 沖縄県那覇市真地41－5 098-853-7358 https://galleryharaiso.com/

1774 galleryはらいそ 小売店 紙OK 沖縄県うるま市石川曙1-9-24  NO137 098-989-3262 https://galleryharaiso.com/

1775 ALOHA SHOP PAIKAJI 小売店 紙OK 沖縄県那覇市牧志２-3-1 098-863-5670 https://www.paikaji.co.jp

1776 沖縄百貨店ハイビスカス1号店 小売店 紙OK 沖縄県那覇市牧志3-1-22 098-860-9008 http://www.hibis-cus.com/

1777 観光お土産品店夕凪1号店 小売店 紙OK 沖縄県那覇市松尾2-8-31 098-866-4749 http://www.hibis-cus.com/

1778 お土産品店琉球MARKET1号店 小売店 紙OK 沖縄県那覇市松尾1-3-4 098-860-8316 http://www.hibis-cus.com/

1779 モントレプラザ 小売店 紙OK 沖縄県国頭郡恩納村字冨着1550-1ホテルモントレスパ＆リゾート内3F 098-923-2368 https://www.okikankyo.com/monterey_plaza

1780 ゆいまーる沖縄〈Storege&Lab.〉 小売店 紙OK 沖縄県島尻郡南風原町宮平652 098-882-6990 https://yuimarluokinawaweb.jp/f/storageandlab

1781 みんさー工芸館あざみ屋那覇店 小売店 紙OK 沖縄県那覇市樋川1-1-11-101 098-834-0259 http://minsah.co.jp

1782 Dear Okinawa, 小売店 紙OK 沖縄県那覇市鏡水150那覇空港際内連結ターミナル2F 098-857-7655 https://dearokinawa.thebase.in/

1783 KaoriOkinawa 小売店 紙OK 沖縄県那覇市牧志3-1-1 098-863-1964 https://www.instagram.com/kaoriokinawa.jp/

1784 有限会社久米島薬草 小売店 紙OK 沖縄県島尻郡久米島町字北原470-4 098-985-5233 http://kumejima-airport.co.jp/shop-food/



1785 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 小売店 紙OK 沖縄県国頭郡本部町山川1421-5 0800-000-3777 https://hanasaki-marche.com/shoplist/detail.php?id=15

1786 made in okinawa 小売店 紙OK 沖縄県中頭郡北谷町美浜34-3 デポセントラル1階 098-989-4959 https://made-in-okinawa.business.site

1787 泡盛まさひろギャラリー 小売店 紙OK 沖縄県糸満市西崎町5-8-7 098-994-8080 https://awamori-masahiro.com/

1788 清正陶器明史工房 小売店 紙OK 沖縄県那覇市壺屋1-22-29 098-863-4771 https://tuboya.com/member/%e5%b0%8f%e6%a9%8b%e5%b7%9d-%e6%98%8e%e5%8f%b2/

1789 かりゆしウェア展示即売所 小売店 紙OK 沖縄県那覇市通堂町2-1那覇ふ頭船客待合所 098-861-4166 http://www.oah-net.or.jp/

1790 あざみ屋サンエーパルコシティ店 小売店 紙OK 沖縄県浦添市西洲3-1-1サンエーパルコシティ1F 098-943-7035 https://minsah.co.jp/store-information/

1791 石垣島のガラス館 小売店 紙OK 沖縄県石垣市美崎町3 2階 0980-87-0966 https://yaeyama.or.jp/%E7%9F%B3%E5%9E%A3%E5%B3%B6%E3%81%AE%E3%82%AC%E3%83%A9%E3%82%B9%E9%A4%A8/

1792 徳村菓子店 小売店 紙OK 沖縄県石垣市真栄里230-10 0980-83-1177 なし

1793 石垣島鍾乳洞空港売店 小売店 紙OK 沖縄県石垣市白保1960-104-1 石垣空港国内線ターミナルビル内 0980-87-0354 なし

1794 おきなわワールド空港売店 小売店 紙OK 沖縄県那覇市字鏡水150 那覇空港国内線ターミナルビル内 098-852-0716 なし

1795 琉球ぴらす 浮島通り店 小売店 紙OK 沖縄県那覇市松尾2-2-14 098-863-6050 https://www.ryukyu-piras.com/

1796 ぎゃらりーゆしびん 小売店 紙OK 沖縄県国頭郡恩納村字前兼久1 098-964-6926 https://www.yushibin.net/

1797 沖縄販売美ら海店 小売店 紙OK 沖縄県国頭郡本部町字石川938 0980-48-4413 なし

1798 沖縄販売オリオン店 小売店 紙OK 沖縄県名護市東江2-2-1 0980-54-4106 なし

1799 Coralway那覇空港売店 小売店 紙OK 沖縄県那覇市鏡水150 098-858-4611 https://www.coralway.jp/

1800 ショップキャッスル 小売店 紙OK 沖縄県那覇市首里山川町1-132-1 098-884-3535 なし

1801 キューカンパニー株式会社 小売店 紙OK 沖縄県那覇市金城3-8-11 ゆいビル1F 098-987-0077 なし

1802 わしたショップ国際通り店 小売店 紙OK 沖縄県那覇市久茂地3-2-22 JAドリーム館1階 098-864-0555 https://www.washita.co.jp/info/shop/honten/

1803 那覇空港わしたショップ 小売店 紙OK 沖縄県那覇市鏡水150 那覇空港ターミナルビル2階 国内線エリア 098-840-1197 https://www.washita.co.jp/info/shop/airport/

1804 マザーズアイ・プラス 小売店 紙OK 沖縄県中頭郡読谷村⾧浜897 098-989-1169 https://www.facebook.com/matherseye.plus

1805 ビン food 小売店 紙OK 沖縄県南城市玉城當山117 080-3977-2100 http://binfood.jp/

1806 ガラス工房スタジオ琉璃 小売店 紙OK 沖縄県那覇市牧志2-5-6-204 090-4227-3653 https://okinawa-natural-glassstudio-ruri.business.site/

1807 東宝堂３号店 小売店 紙OK 沖縄県那覇市松尾2-1-10 098-894-8330 なし

1808 東宝堂2号店 小売店 紙OK 沖縄県那覇市松尾2-1-9 098-863-1289 https://kokusaidori.shop

1809 株式会社沖縄黒糖 小売店 紙OK 沖縄県中頭郡読谷村字座喜味2822-3 098-958-4005 http://okinawa-kokuto.co.jp

1810 レストショップ 琉球の館 小売店 紙OK 沖縄県糸満市字伊原734 098-997-3000 http://himeyuri.co.jp

1811 やしの木 小売店 紙OK 沖縄県那覇市牧志3-1-1 098-862-7781 なし

1812 MOPOCO cosmetic＆healthy 小売店 紙OK 沖縄県那覇市牧志2-18-7  (資)共伸産業ビル1F 098-975-5177 なし

1813 ISLAND BROTHERS那覇エアポート店 小売店 紙OK 沖縄県那覇市鏡水150 098-943-5170 https://www.island-bros.com/stores.php#i02

1814 美らさんぴんOKINAWA MART 小売店 紙OK 沖縄県那覇市牧志3-1-13 098-917-6320 https://okinawa-mart.com

1815 源河源吉琉球ガラス工房 小売店 紙OK 沖縄県中頭郡読谷村座喜味1369-1 098-982-9912 https://genkagenkichi.jp/

1816 オリジナルグラスワン国際通り店 小売店 紙OK 沖縄県那覇市牧志3-12-9 メゾンシリウス1階 098-867-5650 http://www.glass-one1.com/

1817 石垣焼窯元 小売店 紙OK 沖縄県石垣市名蔵1356-71 0980-88-8722 https://ishigaki-yaki.com/

1818 ショップなは 小売店 紙OK 沖縄県那覇市牧志3-2-10 てんぶす那覇1F 098-862-1442 https://www.naha-navi.or.jp/magazine/2020/12/17543/

1819 株式会社御菓子御殿 国際通りくもじ店 小売店 紙OK 沖縄県那覇市久茂地3-5-1 098-951-2251 https://okashigoten.co.jp/

1820 コミュニティショップYuna 小売店 紙OK 沖縄県島尻郡与那原町与那原548 098-988-8792 https://www.yuna-kuru.com/

1821 THE OKINAWA SHOP 小売店 紙OK 沖縄県豊見城市豊崎３-35 イーアス沖縄豊崎1階1250区画 098-996-1278 https://theokinawa.shop/

1822 Ryu Spa北谷店 小売店 紙OK 沖縄県中頭郡北谷町美浜34-3 デポセントラルビル1F 098-923-1417 https://ryuspa-okinawa.com

1823 山原工藝店 小売店 紙OK 沖縄県国頭郡国頭村浜521－1 0980-41-3070 https://www.yambarucraftworks.jp/

1824 Ryu Spa 国際通り県庁前店 小売店 紙OK 沖縄県那覇市久茂地3-2-20 しんれんサービスビル１F 098-917-2100 https://ryuspa-okinawa.com

1825 優美堂 小売店 紙OK 沖縄県糸満市伊原372-2 098-997-3443 https://www.yubido.jp/



1826 RyuSpa 那覇本店 小売店 紙OK 沖縄県那覇市安里2-5-23 098-861-0305 https://ryuspa-okinawa.com

1827 MIMURI 小売店 紙OK 沖縄県那覇市松尾2-7-8 050-1122-4516 https://www.mimuri.com

1828 機織工房しよん 小売店 紙OK 沖縄県島尻郡八重瀬町字仲座72 098-996-1770 https://www.shiyon.info/

1829 ホテルショップ 小売店 紙OK 沖縄県国頭郡恩納村字瀬良垣2260 098-966-1309 https://www.anaintercontinental-manza.jp/

1830 ショップつばさ 小売店 紙OK 沖縄県石垣市白保1960-104-1 0980-87-0223 https://www.instagram.com/tbskabira/

1831 雑貨屋ザクザク 小売店 紙OK 沖縄県宮古島市平良下里553 0980-72-4973 なし

1832 琉球民芸みやげ品みやこ屋 小売店 紙OK 沖縄県宮古島市平良西里238 0980-75-3858 なし

1833 THE KARIYUSHI STORE 小売店 紙OK 沖縄県那覇市牧志1-3-54 098-866-7818 https://www.mango-kariyushi.jp/

1834 清正陶器 小売店 紙OK 沖縄県那覇市壺屋1-16-7 098-862-3654 https://kiyomasatouki.com/

1835 いしがきいちば 小売店 紙OK 沖縄県石垣市大川207-1 0980-83-9139 https://ishigaki-ichiba.amebaownd.com

1836 ざまみむん市場 小売店 紙OK 沖縄県島尻郡座間味村字座間味地先1-1 070-5536-3934 http://www.zamamun.com/

1837 ひめゆり観光センターでいご 小売店 紙OK 沖縄県糸満市米須1056 098-997-3385 http://www.himeyuri-deigo.com/

1838 ショールーム 小売店 紙OK 沖縄県那覇市具志2-2-8 098-859-0255 http://shi-sa.com

1839 XROSS*R 小売店 紙OK 沖縄県中頭郡北谷町美浜9-39 オークファッションビル1F 098-989-7424 https://www.instagram.com/xross.r/

1840 hamauta-浜詩 石垣島- 小売店 紙OK 沖縄県石垣市大川209-3 西 0980-87-6491 http://hamauta.net/

1841 bosoa 小売店 紙OK 沖縄県石垣市字白保788-36 0980-86-8765 https://www.facebook.com/people/Bosoa/100057405341244/

1842 ちゅらさん 小売店 紙OK 沖縄県石垣市大川218 0980-82-8884 なし

1843 みやま 小売店 紙OK 沖縄県石垣市大川219 0980-88-7780 なし

1844 てしごとや 小売店 紙OK 沖縄県石垣市大川210-2  1F 070-8586-6425 https://www.instagram.com/teshigotoya.isigaki/

1845 酒のスマイル 小売店 紙OK 沖縄県那覇市赤嶺2-1-7 098-858-0119 https://www.sakenosmile.okinawa/

1846 アイランドアロマ沖縄 小売店 紙OK 沖縄県南城市知念吉富42 098-948-3960 https://island-aroma.com/

1847 手作り工房KUMA 小売店 紙OK 沖縄県八重山郡竹富町竹富353 0980-85-2377 https://handmadekuma.jimdofree.com/

1848 かりゆしウェアショップ月桃物語 小売店 紙OK 沖縄県那覇市久茂地3-29-65 野原ビル２階 098-861-5678 なし

1849 OKINAWA BLUE那覇空港店 小売店 紙OK 沖縄県那覇市鏡水150 那覇空港国内線エリア3F 090-3795-5212 https://kumesen.co.jp/

1850 ラードラボ株式会社 小売店 紙OK 沖縄県那覇市松川40 ノボテル沖縄那覇1F 098-975-5401 https://www.lardlabo.com

1851 DFS那覇空港免税店（国内線） 小売店 紙OK 沖縄県那覇市鏡水150 那覇空港ビルディング 0120-782-460 https://www.dfs.com/jp/okinawa

1852 KUKURU SWEETS FOREST 小売店 紙OK 沖縄県那覇市久茂地3-4-10 098-869-1881 http://kukuru.okinawa

1853 うちなーみやげ館2号館 小売店 紙OK 沖縄県石垣市大川213 0980-83-5088 https://www.uchina-miyage.jp/

1854 パワーストーンとアクセサリー琉木民 小売店 紙OK 沖縄県石垣市大川201 0980-87-5783 https://ryubokumin.com/

1855 石垣島特産販売 小売店 紙OK 沖縄県石垣市川平911 0980-88-2706 なし

1856 JAMMARKET 国際通り店 小売店 紙OK 沖縄県那覇市松尾2-8-9 098-867-0917 https://www.wakoboeki.com/jirei

1857 苔吉－MOSSKICHI－ 小売店 紙OK 沖縄県石垣市美崎町2 大和ビル1F 0980-87-7898 https://www.instagram.com/mosskichi_ishigaki/

1858 TANONE 小売店 紙OK 沖縄県宜野湾市大山6-3-2 098-987-6841 https://www.tanone-okinawa.net/

1859 海のなかま 小売店 NG 沖縄県石垣市美崎町3 0980-82-9543 http://www.uminonakama.net/index.html

1860 ＦＲＥＥ ＦＯＷＬＳ 小売店 紙OK 沖縄県石垣市大川212 ログビル３Ｆ 0980-83-5023 https://www.freefowls-okinawa.com

1861 一翠窯 小売店 紙OK 沖縄県中頭郡読谷村字⾧浜18 098-958-0739 https://touki.biz/

1862 レザーベース デポアイランド店 小売店 紙OK 沖縄県中頭郡北谷町美浜9-1 DEPOT ISLAND E-1F 098-989-5105 http://leatherbase.theshop.jp

1863 海風マーケットもとぶ店 小売店 紙OK 沖縄県国頭郡本部町山川1421-5 0980-48-4539 なし

1864 OKINAWA CACAO 小売店 紙OK 沖縄県国頭郡大宜味村田嘉里555 050-5241-8152 https://okinawacacao.com/

1865 宮古空港売店 てぃだ待茶屋 小売店 紙OK 沖縄県宮古島市平良字下里1657-128 0980-73-1004 https://miyakoap.co.jp/

1866 宮古空港売店 美ら旅 小売店 紙OK 沖縄県宮古島市平良字下里1657-128 0980-73-1005 https://miyakoap.co.jp/



1867 ショップじゅごん 小売店 紙OK 沖縄県八重山郡竹富町南風見201 0980-84-7320 https://iriomote.com/top/store/

1868 海工房 小売店 紙OK 沖縄県宮古島市平良西里160 0980-73-0848 http://www.kaikobo.net

1869 大富共同組合売店 小売店 NG 沖縄県八重山郡竹富町字南風見仲29-52 0980-85-5410 なし

1870 RYUKYU GLASS WORKS 海風 小売店 紙OK 沖縄県中頭郡読谷村字高志保915 gala青い海内 098-958-2000 https://okinawa-umikaze.com/

1871 琉球醤油屋 国際通り店 小売店 紙OK 沖縄県那覇市牧志2-7-27 098-863-5990 なし

1872 海 小売店 紙OK 沖縄県那覇市牧志3-1-1 098-868-4966 なし

1873 ぐるくん屋 小売店 紙OK 沖縄県那覇市松尾1-1-1 昌ビル101 090-1940-2562 https://ashibi.jp/

1874 琉球ザッカ青空 小売店 紙OK 沖縄県宮古島市下地来間104-1 0980-76-2440 https://www.aosoragr.com/

1875 GAJUMARU Kurima Island 小売店 紙OK 沖縄県宮古島市下地来間104-1 0980-76-2939 https://www.aosoragr.com/

1876 久米島印商店 小売店 紙OK 沖縄県島尻郡久米島町字北原566-2 098-985-3260 http://kumejima-shirushi.com/

1877 エアーフォートサービス ショップみやひら 小売店 紙OK 沖縄県那覇市鏡水150 那覇空港ビルディング2階 098-840-1206 なし

1878 球美の島おみやげ品店 小売店 紙OK 沖縄県島尻郡久米島町字鳥島298１F 098-985-5514 https://www.kanko-kumejima.com/members/%e7%90%83%e7%be%8e%e3%81%ae%e5%b3%b6%e3%80%80%e3%81%8a%e3%81%bf%e3%82%84%e3%81%92%e5%93%81%e5%ba%97

1879 SUAI 小売店 紙OK 沖縄県那覇市首里金城町1-1 首里城公園内本設店舗 090-5380-8707 http://ryukyu-island.com/

1880 ちっとちゃっと 小売店 紙OK 沖縄県那覇市牧志3-11-1 グランビル牧志 098-943-1800 なし

1881 瑞泉酒造株式会社 小売店 紙OK 沖縄県那覇市首里崎山町1-35 098-884-1968 https://www.zuisen.co.jp/

1882 月の鳥 小売店 紙OK 沖縄県石垣市大川280-6 0980-87-6407 なし

1883 おろしスーパー 小売店 紙OK 沖縄県島尻郡久米島町字比嘉160-54 098-896-8388 なし

1884 HANAHANA工房 小売店 紙OK 沖縄県中頭郡読谷村宇座361-2 098-958-4230 なし

1885 琉球泡盛花酒 小売店 紙OK 沖縄県那覇市牧志3-11-1 090-6858-2319 なし

1886 琉球ガラス専門店 手作りガラス るりあん 小売店 紙OK 沖縄県那覇市鏡水150 098-840-1202 https://www.rurian.co.jp

1887 南豊商事 小売店 紙OK 沖縄県那覇市字鏡水150 098-857-6879 なし

1888 105ストアー 小売店 紙OK 沖縄県島尻郡座間味村字座間味110 098-987-2656 なし

1889 オーシャンゲート 小売店 紙OK 沖縄県宜野湾市伊佐1-10-2 098-988-1057 http://www.ocean-gate.net/

1890 Island 小売店 紙OK 沖縄県八重山郡竹富町竹富164-5 0980-85-2403 https://blog.goo.ne.jp/beautifulrain_2011

1891 ファッションプラザ うえはら 小売店 紙OK 沖縄県石垣市大川213 0980-82-2181 http://fp-uehara.com

1892 有限会社 のざき総合民芸品店 小売店 紙OK 沖縄県那覇市牧志3-1-15 098-863-1640 https://nozakimingei.base.shop/

1893 土産品店 あさと 小売店 紙OK 沖縄県那覇市鏡水150 那覇空港ビルディング国内線2階 098-857-6880 なし

1894 十文字屋呉服店 小売店 紙OK 沖縄県那覇市松尾2-8-6 098-867-3392 https://jumonjiya.jp/

1895 塩屋 国際通り店 小売店 紙OK 沖縄県那覇市松尾3-9-2 080-6480-8404 https://www.paradise-plan.co.jp/

1896 Mo'o SUP 小売店 紙OK 沖縄県宮古島市平良東仲宗根482-1 0980-79-7029 https://mo-o.jp

1897 sangotree 小売店 紙OK 沖縄県石垣市大川206 109ビル101 0980-88-6374 http://www.sangotree.com

1898 みね屋工房 小売店 紙OK 沖縄県石垣市新川1129-2 0980-83-1582 https://www.mineya.com/

1899 陶美館 小売店 紙OK 沖縄県那覇市壺屋1-22-30 098-863-1350 なし

1900 メロウウィッチ 沖縄国際通り 小売店 紙OK 沖縄県那覇市牧志3-12-2 098-988-4371 https://www.e-wedding.jp/group/

1901 メロウウィッチ 那覇空港 小売店 紙OK 沖縄県那覇市鏡水150 那覇空港国内線ターミナル２階 098-988-4371 https://www.e-wedding.jp/group/

1902 小さなみやげ屋内原2号店 小売店 紙OK 沖縄県石垣市字大川202-4 0980-82-5353 なし

1903 フジ冷凍食品 小売店 紙OK 沖縄県宮古島市平良字西里469-4 0980-72-8618 http://fujireitou.jp

1904 SUPSHOP海楽 宮古島店 小売店 紙OK 沖縄県宮古島市上野字宮国765-1 0980-74-7030 https://www.bravo21.co.jp/kairaku/miyako.php

1905 おみやげ家ことぶきうりずん 小売店 紙OK 沖縄県石垣市大川218-2 0980-82-1464 なし

1906 ほしのかけら 小売店 紙OK 沖縄県那覇市牧志1-3-53 新崎ビル 070-5417-6532 https://hoshikake.jimdofree.com/

1907 ミルミル本舗 土産店 小売店 紙OK 沖縄県石垣市新川1583-65 0980-87-5005 https://mirumiru1583.com/



1908 美らPeach.ユーグレナモール店 小売店 紙OK 沖縄県石垣市大川206 上原ビル1F 0980-87-9008 https://churapeach.stores.jp/

1909 金城かまぼこ店 小売店 紙OK 沖縄県石垣市新栄町73－9 0980-82-3084 https://www.kanbukuya.com/

1910 おみやげ本舗なかそね家 小売店 紙OK 沖縄県石垣市大川219 0980-87-6296 http://www.nakasoneya.jp

1911 Coral days 小売店 紙OK 沖縄県名護市幸喜66 0980-43-7186 https://www.instagram.com/coraldays.okinawa/

1912 ORIGINAL GLASS ONE 石垣店 琉球ガラス専門店 小売店 紙OK 沖縄県石垣市美崎町3 0980-87-5555 http://glass-one1.com

1913 OKINAWA CRAFT STORE 大田民芸 小売店 紙OK 沖縄県石垣市美崎町8-4 0980-82-3635 なし

1914 Tシャツショップ 島のリズム 小売店 紙OK 沖縄県石垣市大川270-2 0980-83-5100 なし

1915 手づくりガラス館寿美庵 小売店 紙OK 沖縄県石垣市大川214 0980-83-8145 なし

1916 ことぶき 那覇空港店 小売店 紙OK 沖縄県那覇市鏡水150 ＪＡＬ2Ｆ 098-852-0722 なし

1917 総合お土産品店 ことぶき 小売店 紙OK 沖縄県石垣市字白保1960-104-1 0980-87-0242 なし

1918 平識宝石店 小売店 紙OK 沖縄県那覇市久茂地3-29-65野原ビル1F 098-867-4048 https://www.facebook.com/heshikihouseki

1919 島の駅みやこ本店 小売店 紙OK 沖縄県宮古島市平良字久貝870-1 0980-79-5151 https://shimanoeki-miyako.com/

1920 塩屋那覇空港店 小売店 紙OK 沖縄県那覇市鏡水150那覇空港連結ターミナル2階 080-6480-8399 https://www.ma-suya.net/

1921 宮古島の雪塩宮古空港店 小売店 紙OK 沖縄県宮古島市平良字下里1657-128 2F 080-6480-8397 https://www.yukishio.com/

1922 さだとし商店 小売店 紙OK 沖縄県石垣市登野城3 0980-82-2408 http://sadatoshi.com/

1923 琉球ガラス専門店 GIFT GALLERY MIYABI 小売店 紙OK 沖縄県那覇市牧志2-17-2 あきひろビル１F 098-869-9120 https://gift-gallery-miyabi.com

1924 宮古島の雪塩 国際通り店 小売店 紙OK 沖縄県那覇市久茂地3-1-1 1F 0120-408-385 https://www.yukishio.com/

1925 伊江島ちゅらＳＨＯＰ 小売店 NG 沖縄県国頭郡伊江村字東江上552 090-1948-0518 なし

1926 南月 さうすむーん 小売店 紙OK 沖縄県那覇市牧志1-3-69 098-869-3321 なし

1927 ART WORKS hacogame 小売店 紙OK 沖縄県石垣市大川10-1 0980-87-9772 https://www.hacogame.okinawa

1928 YUMEJINファクトリーショップ 小売店 紙OK 沖縄県国頭郡今帰仁村字兼次18-2 0120-48-7958 https://www.yumejin.jp/

1929 フルーツショップ サン石垣 市場店 小売店 紙OK 沖縄県石垣市大川208 公設市場内 0980-87-5522 https://sunishigaki.com/

1930 Island Rhythm Okinawa 小売店 紙OK 沖縄県中頭郡北谷町34-5 098-923-1342 なし

1931 いとうざいく 小売店 紙OK 沖縄県島尻郡渡嘉敷村阿波連103 080-2009-2657 https://www.itozaiku.jp/

1932 ハワイアングロット 小売店 紙OK 沖縄県石垣市登野城74 0980-88-8638 https://ishigaki-ginger.com/

1933 ギフトショップかんな 小売店 紙OK 沖縄県那覇市鏡水150 098-857-6883 https://mobile.twitter.com/kanna_okinawa

1934 MOUNTAIN OKINAWA 小売店 紙OK 沖縄県那覇市松尾1-4-19 ピースリーイン国際通り１F 098-861-2688 https://store.mountainokinawa.com/

1935 池間大橋民芸品店あだん 小売店 紙OK 沖縄県宮古島市平良字池間1165-1 0980-75-2007 なし

1936 お土産品店シーサー館 小売店 紙OK 沖縄県那覇市牧志1-3-59-1階 098-863-1143 https://www.shisar-nkd.co.jp/

1937 onemahina 小売店 紙OK 沖縄県八重山郡与那国町与那国1000 0980-84-8880 https://www.onemahina.com/

1938 月と蜜蜂 小売店 紙OK 沖縄県中頭郡北谷町美浜34-5 デポセントラル 1F 070-4438-6820 https://risotech.jp/

1939 JalanArts-select- 小売店 紙OK 沖縄県石垣市大川219 0980-88-5296 http://www.ishigaki-fujimoto-designs.com/about.html

1940 すごい屋 小売店 紙OK 沖縄県那覇市牧志3-3-1 090-8991-3628 なし

1941 石垣島共同売店 小売店 紙OK 沖縄県石垣市大川214 1階 0980-87-7948 なし

1942 塩屋石垣店 小売店 紙OK 沖縄県石垣市大川245丸ビル１F西 0980-82-7835 https://www.ma-suya.net/

1943 丸高楽器店 小売店 紙OK 沖縄県那覇市牧志2-4-19 098-867-1242 http:///www2.odn.ne.jp/~ccl15190

1944 島のみやげ屋 小売店 紙OK 沖縄県宮古島市平良字西里297 0980-72-3009 なし

1945 WEATHER PERMITTING OKINAWA 小売店 紙OK 沖縄県宮古島市平良字下里598 0980-72-0468 https://www.weather-permitting.com/

1946 美らさんぴんOKINAWA MART国際通り店 小売店 紙OK 沖縄県那覇市松尾2-1-1 098-988-4524 https://okinawa-mart.com/

1947 楓千夢 小売店 紙OK 沖縄県中頭郡読谷村字座喜味2677-3 098-800-2528 なし

1948 沖縄・石垣島パティスリーマルシェ空港店 小売店 紙OK 沖縄県石垣市字白保1960-104-1石垣空港国内線ターミナルビル 0980-87-0349 http://miyagikasiten.com/index.html



1949 平安山宝石店 小売店 紙OK 沖縄県那覇市牧志3-1-1 098-861-0636 なし

1950 LOVALOTアメリカンビレッジ店 小売店 紙OK 沖縄県中頭郡北谷町字美浜9-46 098-988-5422 https://foundation-jp.com/company/

1951 山忠本舗 小売店 紙OK 沖縄県中頭郡北谷町字美浜9-1 デポアイランドビルＥ棟1階 098-936-8430 https://ryukyu-factory.com/

1952 沖縄蒟蒻しゃぼん 小売店 紙OK 沖縄県那覇市松尾2-1-5 0120-808-469 https://www.big-advance.site/s/131/1644/business

1953 んちゃぜーく 小売店 紙OK 沖縄県那覇市壺屋1－21－12 090-9786-7631 なし

1954 日本製島ぞうり専門店 ＯＫＩＣＨＵ／沖忠 小売店 紙OK 沖縄県中頭郡北谷町字美浜9-1 デポアイランドビルＥ棟1階 098-926-1133 https://ryukyu-factory.com/

1955 NBLAST 小売店 紙OK 沖縄県宮古島市平良字久貝1080-23 NBLAST 0980-79-9922 https://www.nblast385.com

1956 やんばる酒造直売所 小売店 NG 沖縄県国頭郡大宜味村字田嘉里417 0980-44-3297 https://takazato-maruta.jp/

1957 Village House アメリカンビレッジ店 小売店 紙OK 沖縄県中頭郡北谷町美浜9-18 098-982-7100 なし

1958 夜光貝Y's studio 小売店 紙OK 沖縄県石垣市川平642-1 0980-87-0626 なし

1959 マーミヤかまぼこ 小売店 紙OK 沖縄県那覇市曙1-14-14 098-988-3195 https://www.marmiya.com/

1960 野田商店 小売店 紙OK 沖縄県那覇市松尾2-7-10 第一牧志公設市場 080-2736-7817 なし

1961 ぬちまーすショップ 小売店 紙OK 沖縄県うるま市与那城宮城2768 098-923-0390 https://nuchima-su.co.jp/

1962 カルビープラス沖縄国際通り店 小売店 紙OK 沖縄県那覇市牧志3-2-2 098-867-6254 https://www.calbee.co.jp/calbeestore/

1963 minino アメリカンビレッジ店 小売店 紙OK 沖縄県中頭郡北谷町美浜9-18 098-926-2010 なし

1964 HAPPY LANI  MIYAKO(ハピラニ） 小売店 NG 沖縄県宮古島市平良西里241 050-1312-2160 https://happy-lani-miyako.business.site/

1965 lagoon 小売店 紙OK 沖縄県中頭郡北谷町美浜9-1 デポアイランドA棟 1階 098-936-5551 なし

1966 沖縄自慢 小売店 紙OK 沖縄県那覇市松尾2-7-10   第一牧志公設市場１階 070-5489-9603 https://okinawa-jiman.com

1967 日本くるまえび養殖 小売店 紙OK 沖縄県那覇市鏡水150 那覇空港国内線2階 098-858-0888 なし

1968 松や 小売店 紙OK 沖縄県那覇市松尾2-7-10   第一牧志公設市場 098-867-3867 なし

1969 陶彩 小売店 紙OK 沖縄県那覇市壺屋1-17-4 098-866-9281 なし

1970 島の駅みやこ空港店 小売店 紙OK 沖縄県宮古島市平良字下里1657-128 2Ｆ 070-5488-2699 http://simanoeki.net

1971 かねこ蒲鉾店 小売店 紙OK 沖縄県那覇市松尾2-7-10 098-866-3979 なし

1972 OKINAWAPOP市場本通り店 小売店 紙OK 沖縄県那覇市松尾2-9-11  吉川ビル102号 090-8351-5092 https://cosmic-okinawa.com/business/okinawapop/ 

1973 スッパイマン 小売店 紙OK 沖縄県那覇市松尾2-8-7 050-1033-4574 https://cosmic-okinawa.com/

1974 OKINAWAPOP向日葵 小売店 紙OK 沖縄県那覇市松尾1-4-7 山内ビル1F 080-6483-1821 https://cosmic-okinawa.com/business/okinawapop/

1975 平田漬物店 小売店 紙OK 沖縄県那覇市松尾2-7-10 第一牧志公設市場内 098-867-0950 https://hiratatukemono.com

1976 ハートコーポレーション 小売店 紙OK 沖縄県那覇市前島3-25-1とまりん1Fハートコーポレーション 098-863-7848 http://345678.info

1977 富浜さんご店 小売店 紙OK 沖縄県宮古島市平良字西里240-1 0980-72-4185 なし

1978 いちゃりばどぅしぐゎー 小売店 紙OK 沖縄県那覇市松尾2-7-10 090-3075-7729 なし

1979 いらぶ大橋海の駅 小売店 紙OK 沖縄県宮古島市伊良部字池間添1092-1 0980-78-3778 https://irabu-sta.jp

1980 宮古島空港売店 もりやす 小売店 紙OK 沖縄県宮古島市平良字下里1657-128 宮古空港ターミナルビル2階 0980-73-8885 なし

1981 上原果物店 小売店 紙OK 沖縄県那覇市松尾2-7-10 098-863-1707 なし

1982 石垣空港売店 小売店 紙OK 沖縄県石垣市白保1960-104-1 0980-87-0341 なし

1983 仲尾次三味線なんでも屋 小売店 紙OK 沖縄県那覇市松尾2-10-1 098-863-1010 なし

1984 Handmade Jewelry DESLIE 小売店 紙OK 沖縄県宮古島市平良字下里572 0980-73-4076 http://deslie-shop.jp

1985 大城商店 小売店 紙OK 沖縄県那覇市松尾2-7-10 第一牧志公設市場 090-1179-9222 なし

1986 家内制手工芸南南 小売店 紙OK 沖縄県石垣市大川281石川アパート1F 0980-88-7584 https://ishigaki-paipai.com/

1987 おみやげの店 はる 小売店 紙OK 沖縄県那覇市松尾2-7-10 098-861-8991 なし

1988 ジーマーミ豆腐専門店 はま 小売店 紙OK 沖縄県那覇市松尾2-7-10 098-884-0697 http://hamafoods.okinawa/hamafoods

1989 宮里お土産品店 小売店 紙OK 沖縄県国頭郡伊江村字東江上552 090-5086-6518 なし



1990 守礼宝石 空港店 小売店 紙OK 沖縄県那覇市鏡水150 098-858-4003 なし

1991 アラモアリゾートショッピングセンター 小売店 紙OK 沖縄県国頭郡恩納村谷茶⾧堂原1571 098-965-6680 なし

1992 SEA COLOR 小売店 紙OK 沖縄県石垣市大川211 しらほ店舗北 0980-87-5344 なし

1993 DESLIE sail out to the sea 小売店 紙OK 沖縄県宮古島市伊良部伊良部759-1 0980-78-3573 http://deslie-shop.jp

1994 仁王窯 小売店 紙OK 沖縄県那覇市壺屋1-28-27 098-863-4617 なし

1995 REKIO・GORES 小売店 紙OK 沖縄県石垣市大川256 0980-82-1351 http://www.rekiogores.com/

1996 かりゆし道 小売店 NG 沖縄県那覇市牧志3-1-1 098-863-2508 https://kariyushi.shop-pro.jp/

1997 FLAT 小売店 紙OK 沖縄県石垣市大川11-1スリーセブンビル1F FLAT 0980-87-5836 なし

1998 FLAT RESORT 小売店 紙OK 沖縄県石垣市美崎町3 サンライトビル１F FLATRESORT 0980-87-9673 なし

1999 海ぶどう・もずく専門販売 美南島マーケット 市場本通り店 小売店 紙OK 沖縄県那覇市松尾2-8-19  (ドン・キホーテ横) 098-988-1918 https://minaminoshima.okinawa

2000 FG 小売店 紙OK 沖縄県石垣市美崎町3 サンライトビル３F FG 0980-87-9673 なし

2001 Ｊ＆Ｃ 小売店 紙OK 沖縄県那覇市牧志3-1-11 098-866-9329 なし

2002 新垣陶苑 小売店 紙OK 沖縄県那覇市壺屋1-30-7 098-864-1713 https://www.Instagram.com/arakakitouen

2003 アビステブティック 沖縄ハーバービューホテル店 小売店 紙OK 沖縄県那覇市泉崎2-46 沖縄ハーバービューホテル 1Ｆ 098-855-7219 https://www.abiste.co.jp/

2004 AMESOKOストア 小売店 紙OK 沖縄県国頭郡今帰仁村天底1124－5 0980-56-1223 https://rikarika-warumi.com/

2005 かわだおみやげ 小売店 紙OK 沖縄県石垣市美崎町3 0980-83-0635 http://www.kawadaomiyage.com

2006 スヌーピーズサーフショップ オキナワ 小売店 紙OK 沖縄県那覇市松尾2-3-13 098-860-8181 https://snoopysurf.com

2007 DEARRYUQ（ディアーリュウキュウ） 小売店 紙OK 沖縄県那覇市松尾2-1-6 098-867-8850 https://dearryuq.com

2008 ハンドメイドアクセサリー utatane 小売店 紙OK 沖縄県宮古島市下地来間105-9 0980-76-3725 なし

2009 仲村商店 小売店 紙OK 沖縄県那覇市松尾2-7-10 第一牧志公設市場 070-5812-2948 なし

2010 海の雑貨 Shell tea * Okinawa 小売店 紙OK 沖縄県うるま市石川曙1-9-11 090-4066-3594 http://shelltea.okinawa/

2011 海ぶどう市場 那覇みき屋 小売店 紙OK 沖縄県那覇市松尾2-7-10 098-866-3654 https://naha-mikiya.com/

2012 道の駅かでな 特産品売場 小売店 紙OK 沖縄県中頭郡嘉手納町屋良1026-3 1F 098-957-5115 なし

2013 レキアンカラード 小売店 紙OK 沖縄県那覇市牧志3-3-8 098-962-9257 なし

2014 あずま宝飾 小売店 紙OK 沖縄県那覇市松尾1-3-9 098-869-8621 なし

2015 海人 MIYAKO 小売店 紙OK 沖縄県宮古島市平良西里225-2 0980-75-0788 なし

2016 宮古島空港売店 砂山 小売店 紙OK 沖縄県宮古島市平良字下里1657-128 宮古空港ターミナル2階 0980-72-7836 なし

2017 百草園 小売店 紙OK 沖縄県那覇市牧志3-1-1 098-863-9335 なし

2018 有限会社高良レコード店 小売店 紙OK 沖縄県那覇市牧志 3-11-2 098-861-6394 https://takara-rg.com/

2019 STEP1 小売店 紙OK 沖縄県宮古島市平良字西里1001-1 2F 0980-73-7199 なし

2020 LIQUID THE STORE 小売店 紙OK 沖縄県那覇市壺屋1-1-21   1F 098-988-3607 https://store.liquid.okinawa/

2021 うりずん工房さわ 2号店 小売店 紙OK 沖縄県那覇市松尾2-10-20 098-863-9088 なし

2022 ゆたしく家 小売店 紙OK 沖縄県那覇市牧志3-3-1 098-866-1666 なし

2023 sawa 小売店 紙OK 沖縄県那覇市松尾2-8-30 098-861-3333 なし

2024 石垣の恵 加工所 小売店 NG 沖縄県石垣市新栄町69-4 マルハパレス1階 0980-83-4021 https://ishigakinomegumi.com/

2025 上原精肉店 小売店 紙OK 沖縄県那覇市松尾2-7-10 098-867-6024 なし

2026 石垣島泡盛ゼリー本舗 小売店 紙OK 沖縄県石垣市大川280-7 0980-83-7310 なし

2027 宮古島オリジナルTシャツ PAPAYA 小売店 紙OK 沖縄県宮古島市平良下里597-2 102 0980-73-0685 なし

2028 服とギャラリー kan-kan  小売店 紙OK 沖縄県石垣市大川208 公設市場2F 090-4011-0354 なし

2029 革人 小売店 紙OK 沖縄県国頭郡本部町字山川351-1 0980-48-2515 http://www.kawanchu.com

2030 土産品店レナ 小売店 紙OK 沖縄県那覇市松尾2-7-10   第一牧志公設市場 098-868-0028 なし



2031 陶宝堂 小売店 紙OK 沖縄県那覇市壷屋1-7-9 098-866-6661 https://www.touhoudou.com

2032 69SLAM 小売店 紙OK 沖縄県中頭郡北谷町美浜40-1 098-901-1111 なし

2033 フローモ 小売店 紙OK 沖縄県中頭郡嘉手納町水釜476 No.7229 098-956-2324 https://www.fromo.jp

2034 くすりの百草園 小売店 紙OK 沖縄県那覇市松尾2-9-11 098-863-9335 なし

2035 FUN POT OKINAWA 小売店 紙OK 沖縄県中頭郡北谷町美浜9-8シーサイドシクエア1F 090-9782-8445 https://shimazoriart.ocnk.net/

2036 株式会社イチグスクモード 小売店 紙OK 沖縄県石垣市美崎町3 0980-87-5282 http://ichigusukumode.com

2037 美ら海アートSHOP 小売店 紙OK 沖縄県国頭郡本部町山川64-4オアII 1-B 080-4819-4261 https://ec.tsuku2.jp/shop/0000125254/0001

2038 具志堅商店 小売店 紙OK 沖縄県国頭郡恩納村仲泊1656-9 おんなの駅内 080-3964-8076 https://www.gushiken-family.com/

2039 ドライフルーツ菓子工房 島バナナ 小売店 紙OK 沖縄県那覇市牧志3-1-24 平和通り 090-4157-3939 なし

2040 ファッションマツムラ 小売店 紙OK 沖縄県那覇市牧志3-1-16 098-868-9877 なし

2041 SANBASHI 小売店 紙OK 沖縄県那覇市牧志3-1-16 1F 098-951-3667 なし

2042 首里琉染 小売店 紙OK 沖縄県那覇市首里山川町1-54 098-886-1131 https://www.shuri-ryusen.com/

2043 お土産品店りゅう 小売店 紙OK 沖縄県那覇市松尾2-8-28 098-863-6957 なし

2044 新里漬物店 小売店 紙OK 沖縄県那覇市松尾2-10-1 098-866-1822 なし

2045 沖縄クラフトショップ 美らむん屋-OKINAWA- 小売店 NG 沖縄県国頭郡金武町字金武71-2(1F) 098-989-0092 https://churamunya.jimdofree.com/

2046 tituti OKINAWAN CRAFT 小売店 紙OK 沖縄県那覇市牧志3-6-37 098-862-8184 https://tituti.net/

2047 craft house Sprout 小売店 紙OK 沖縄県那覇市壺屋1-17-3 ジョトール壺屋102 098-863-6646 https://chsprout.ti-da.net/

2048 ユニバーサルマーケット 小売店 紙OK 沖縄県宮古島市平良字池間1165-5 098-75-2960 なし

2049 ドン・キホーテ国際通り店 小売店 紙OK 沖縄県那覇市松尾2-8-19 0570-054-711 https://www.donki.com

2050 さんぴん工房 小売店 紙OK 沖縄県石垣市大川203-1 0980-83-1699 http://sanpinkobo.com

2051 海人工房 石垣本店 小売店 紙OK 沖縄県石垣市美崎町4 0980-83-7878 http://www.uminchu-okinawa.com/

2052 海人工房 石垣空港店 小売店 紙OK 沖縄県石垣市白保1960-104-1（石垣空港ターミナル内） 0980-87-0317 http://www.uminchu-okinawa.com/

2053 くくる屋 小売店 紙OK 沖縄県石垣市新川418-1 203ラバールカナン新川 0980-87-5582 なし

2054 やちむんと琉球ガラスの店 うつわやマルン 小売店 紙OK 沖縄県宜野湾市宜野湾1-19-38 098-943-9532 https://www.instagram.com/marun_okinawa/

2055 D&DEPARTMENT OKINAWA PLAZA3 小売店 NG 沖縄県沖縄市久保田3-1-12 プラザハウスショッピングセンター 2F 098-894-2112 https://www.d-department.com/ext/shop/okinawa.html

2056 沖縄ミリカジ国際通り店 小売店 NG 沖縄県那覇市松尾1-3-11 2F 098-943-0979 なし

2057 TESHIGOTO 小売店 紙OK 沖縄県豊見城市豊崎3-35 イーアス沖縄豊崎2530 098-996-4644 https://byteshigoto.theshop.jp/

2058 デポアイランド 小売店 NG 沖縄県中頭郡北谷町字美浜9-1 デポアイランドビルA棟1階 098-926-3322 https://www.depot-island.co.jp/shop/depot-island/

2059 オキナワマーケット 小売店 NG 沖縄県中頭郡北谷町字美浜9-21 デポアイランドシーサイドビル1階 098-926-0288 https://www.depot-island.co.jp/shop/okinawamarket/

2060 おきなわ泡盛CHANNEL 小売店 紙OK 沖縄県那覇市安里3-3-3  リーブル安里２０１ 070-3800-2489 なし

2061 アメリカンデポ 小売店 NG 沖縄県中頭郡北谷町字美浜9-2 アメリカンデポビルA棟1階 098-926-0888 https://www.depot-abc.com/

2062 ソーホー 小売店 NG 沖縄県中頭郡北谷町字美浜9-2 アメリカンデポビルC棟1階 098-982-7785 https://www.depot-abc.com/shop/soho

2063 お土産品店あかね 小売店 NG 沖縄県那覇市字鏡水150 098-857-6891 なし

2064 亀浜おみやげ品店 小売店 紙OK 沖縄県宮古島市平良字下里539-3 0980-72-9230 なし

2065 丸昌ミート 小売店 紙OK 沖縄県那覇市松尾2-7-10 098-862-6409 なし

2066 おみやげ屋いろいろ 小売店 紙OK 沖縄県石垣市字大川214 0980-83-2699 なし

2067 喜如嘉翔学校 小売店 紙OK 沖縄県国頭郡大宜味村謝名城887 0980-41-3070 https://www.yambarucraftworks.jp/pages/1987280/page_201806071107

2068 雑貨店 じーさーかす 小売店 紙OK 沖縄県那覇市牧志3-4-6 じーさーかす 098-943-1154 なし

2069 TILLA・EARTH 小売店 紙OK 沖縄県石垣市美崎町3 0980-84-1507 https://tilla-earth.com/

2070 お土産の730 小売店 紙OK 沖縄県石垣市大川208 公設市場2階 090-7587-7515 https://730.base.shop/

2071 新城呉服店 小売店 紙OK 沖縄県那覇市牧志3-3-8八軒通り 098-868-8182 なし



2072 市場の古本屋ウララ 小売店 紙OK 沖縄県那覇市牧志3-3-1 090-1794-4799 https://urarabooks.ti-da.net/

2073 壺屋陶芸センターB室 小売店 NG 沖縄県那覇市壺屋1-9-1  壺屋陶芸センターB室 098-863-2298 なし

2074 株式会社松藤 小売店 紙OK 沖縄県国頭郡金武町伊芸751 098-968-2417 htttp://sakiyamashuzo.jp/

2075 恩納共同売店万座毛店 小売店 紙OK 沖縄県国頭郡恩納村字恩納2767 2F 098-966-8102 なし

2076 オキネシアの店島涼み 小売店 紙OK 沖縄県那覇市首里金城町4-71-12 098-884-2444 https://www.okinesia.com/

2077 株式会社久米島の久米仙 小売店 紙OK 沖縄県島尻郡久米島町字宇江城2157 098-985-2276 https://www.k-kumesen.co.jp/

2078 合資会社新垣製陶所 小売店 紙OK 沖縄県那覇市壺屋1-22-30 098-863-1350 なし

2079 ニャン山 小売店 紙OK 沖縄県糸満市字糸満989-83 糸満市場いとま～る内 098-855-0043 https://www.nyanzan.com/

2080 ドン・キホーテ石垣島店 小売店 紙OK 沖縄県石垣市大浜462-1 0980-82-0411 https://www.donki.com/

2081 マーミヤかまぼこ 小売店 紙OK 沖縄県石垣市新川8 0980-82-3363 http://shop.marmiya.com/

2082 マーミヤかまぼことまりん店 小売店 紙OK 沖縄県那覇市前島3-25-1とまりん内 098-862-0757 https://www.marmiya.com/

2083 ドン・キホーテ宮古島店 小売店 紙OK 沖縄県宮古島市平良字西里1283 0980-75-3011 https://www.donki.com/

2084 まらなた 小売店 紙OK 沖縄県中頭郡読谷村字座喜味2678-4 098-958-2003 https://www.instagram.com/maranata_yachimun_touki

2085 エドメ陶房 小売店 紙OK 沖縄県国頭郡今帰仁村字今泊4567 0980-56-1622 http://edomepottery.wixsite.com/edome

2086 琉球ガラス煌工房 小売店 紙OK 沖縄県国頭郡恩納村山田3111 098-964-5331 https://kirameki-koubou.net

2087 BLANCJUJU 小売店 紙OK 沖縄県中頭郡北谷町美浜9-49 ベッセルホテル別館1階 098-926-1930 http://blancjuju.jp

2088 ジミー空港店 小売店 紙OK 沖縄県那覇市鏡水150 国内線旅客ターミナルビル2階 098-858-2420 http://jimmys.co.jp

2089 コートドール 沖映通り店 小売店 NG 沖縄県那覇市牧志1-4-33 嘉数ビル 1F 098-862-2522 https://cotedor-okinawa.net/

2090 コートドール おもろまち店 小売店 NG 沖縄県那覇市おもろまち4-11-36 098-869-2047 https://cotedor-okinawa.net/

2091 くに鮮魚店 小売店 紙OK 沖縄県那覇市松尾2-7-10   第一牧志公設市場内 くに鮮魚店 098-861-5456 なし

2092 翁⾧鮮魚 小売店 紙OK 沖縄県那覇市松尾2-7-10 098-862-4145 なし

2093 UTSUWAチャタロウ 小売店 紙OK 沖縄県那覇市壺屋1-8-12 098-862-8890 なし

2094 合資会社恩納酒造所 小売店 紙OK 沖縄県国頭郡恩納村字恩納2690 098-966-8105 https://manza.jp/

2095 新垣鮮魚店 小売店 紙OK 沖縄県那覇市松尾2-7-10 098-866-6501 なし

2096 うちなーむん ミヤギミート 小売店 紙OK 沖縄県那覇市松尾2-10-20 098-862-4450 https://utina-mun.myshopify.com

2097 沖縄海藻専門店もずキム 小売店 紙OK 沖縄県那覇市松尾2-8-19 098-988-4935 https://mozukimu.com/

2098 琉球ガラス工房 雫 小売店 紙OK 沖縄県中頭郡読谷村宇座299 098-989-7643 なし

2099 Skip沖縄 小売店 紙OK 沖縄県中頭郡北谷町美浜9-12 アメリカンデポビルB館 098-936-8250 http://babyj.jp

2100 ホテルみゆきハマバルリゾート売店 小売店 紙OK 沖縄県国頭郡恩納村字安富祖1314 098-967-8667 https://ec.tsuku2.jp/shop/0000122809

2101 RANCH 小売店 紙OK 沖縄県中頭郡北谷町字美浜9-12 098-982-7008 https://www.ranch-boku.com

2102 株式会社中真 小売店 紙OK 沖縄県那覇市松尾2-7-10 098-861-3501 なし

2103 Yahruu 小売店 紙OK 沖縄県石垣市大川207 0980-87-0192 http://hacogame.okinawa

2104 石垣島ガラス工房Ponte 小売店 NG 沖縄県石垣市新川1625-35 0980-82-4620 https://ponte-glass.com/

2105 GARAGE HOUSE デポアイランド店 小売店 紙OK 沖縄県中頭郡北谷町美浜9-19ディストーションファッションビル1F 098-936-3444 なし

2106 GARAGE HOUSE シーサイド店 小売店 紙OK 沖縄県中頭郡北谷町美浜9-46ディストーションシーサイドビル1F 098-936-1633 なし

2107 陶芸工房ふじ 小売店 紙OK 沖縄県中頭郡読谷村座喜味2677-1 098-989-1375 なし

2108 与那嶺鮮魚店 小売店 紙OK 沖縄県那覇市松尾2-7-10   第一牧志公設市場内 与那嶺鮮魚店 098-867-4241 なし

2109 竹富町物産観光振興公社島土産 小売店 紙OK 沖縄県石垣市白保1960-104-1空港ターミナル内1階 0980-87-0348 https://shimamiyage.com

2110 浮島ブルーイング 小売店 NG 沖縄県那覇市牧志3-3-1水上店舗3階 098-894-2636 https://www.ukishimabrewing.com/

2111 御菓子御殿読谷本店 沖縄料理 花笠 小売店 紙OK 沖縄県中頭郡読谷村字宇座657-1 098-958-7333 https://www.okashigoten.co.jp/

2112 UNA 小売店 紙OK 沖縄県国頭郡恩納村真栄田890-1 098-923-3904 なし



2113 宮古空港売店 ぐりーんりーふ 小売店 紙OK 沖縄県宮古島市平良字下里1657-128 0980-72-7521 https://miyakoap.co.jp/

2114 ブルーシール宮古島パイナガマ店 小売店 紙OK 沖縄県宮古島市平良久貝654-23 0980-79-0310 なし

2115 杉養蜂園 イオンモールライカム店 小売店 紙OK 沖縄県中頭郡北中城村比嘉ライカム1 098-989-3239 http://www.0038.co.jp

2116 杉養蜂園PARCOCITY店 小売店 紙OK 沖縄県浦添市西州3-1-1 098-917-6438 https://www.0038.co.jp

2117 カカオ&ソルティーマーケット石垣 小売店 紙OK 沖縄県石垣市大川249-1 0980-82-2206 https://cacaosaltymarket.com/

2118 えいこ鮮魚店 小売店 紙OK 沖縄県石垣市新栄町27-5 0980-83-0053 なし

2119 OCA OKINAWA（オカ オキナワ）沖縄アウトレットモール あしびなー店 小売店 紙OK 沖縄県豊見城市豊崎 1ｰ188 1F 050-3591-6803 https://www.ocajapan.com/

2120 Made in ピエール・エルメ 那覇空港 小売店 紙OK 沖縄県那覇市鏡水150 那覇空港旅客ターミナルビル国際線エリア 2F 098-996-4711 https://www.pierreherme.co.jp/boutique/made-in-pierre-herme-naha/

2121 風月 那覇空港国内線ゲート店 小売店 NG 沖縄県那覇市鏡水150   那覇空港国内線ターミナルビル2階 098-840-1336 https://www.fugetsu.co.jp

2122 ハイサイ酒店 那覇空港店 小売店 紙OK 沖縄県那覇市鏡水150 090-1945-0114 なし

2123 沖縄フローモ養蜂園 小売店 紙OK 沖縄県中頭郡嘉手納町屋良1026-3 098-957-3355 https://www.facebook.com/profile.php?id=100083460095873

2124 ４７８商店 小売店 紙OK 沖縄県豊見城市瀬⾧174-1 080-6484-4780 https://happytree478.com/

2125 石垣島ミルミル本舗 本店 小売店 紙OK 沖縄県石垣市新川1583-74 0980-87-0885 https://mirumiru1583.com/

2126 ANMAR 小売店 紙OK 沖縄県宮古島市平良字西里231 1階 0980-73-3339 https://www.2020inc.jp/

2127 まごとうふ公設市場店 小売店 紙OK 沖縄県宮古島市平良下里1 公設市場B-3 080-8088-1002 なし

2128 ChouChou 小売店 紙OK 沖縄県那覇市牧志1-2-1  花ビル1階 070-5275-3866 なし

2129 datta.沖縄南の島陶芸工房 小売店 紙OK 沖縄県中頭郡読谷村古堅273 098-957-1776 https://datta.jp/

2130 コートドール 沖映通り店 テイスティングカウンター 小売店 NG 沖縄県那覇市牧志1-4-33 嘉数ビル 1F 098-862-2522 https://cotedor-okinawa.net/

2131 ディスカウントストア やすや 小売店 紙OK 沖縄県那覇市牧志3-1-13 098-863-1657 なし

2132 富美や 小売店 紙OK 沖縄県那覇市牧志3-3-1 098-861-5810 なし

2133 Totte 小売店 紙OK 沖縄県那覇市牧志3-3-9 090-1268-5208 なし

2134 ヤマネコ商店 小売店 紙OK 沖縄県八重山郡竹富町字南風見 仲間港旅客待合所内 080-8550-9084 なし

2135 GlassWorksちゅき 小売店 NG 沖縄県国頭郡恩納村山田363-1 098-989-0233 https://glasstyuki.com

2136 カフェリア・ニューロン 小売店 紙OK 沖縄県島尻郡久米島町字北原566-2 098-985-4035 http://kumejima-airport.co.jp/shop-food/

2137 カヌチャリアンショップ 小売店 紙OK 沖縄県名護市安部156-2 カヌチャリゾート内 0980-55-8880 https://www.kanucha.jp/

2138 フアリ 小売店 紙OK 沖縄県国頭郡今帰仁村今泊3398 0980-56-2345 https://www.huali-holiday-home.jp/

2139 たびのホテルlit宮古島 小売店 紙OK 沖縄県宮古島市平良西里596 0980-75-3100 https://miyakojima.tabino-hotel.jp/

2140 株式会社稲福酒販 小売店 紙OK 沖縄県石垣市美崎町7-11 0980-82-6363 なし

2141 美らさんぴんOKINAWA MART牧志店 小売店 紙OK 沖縄県那覇市牧志3-11-2 098-988-4500 https://okinawa-mart.com 

2142 丸得商店 小売店 NG 沖縄県那覇市牧志1-1-3 098-868-4518 なし

2143 サボマート 小売店 紙OK 沖縄県宮古島市平良西里303 0980-73-0407 http://www.sabo-t.com/

2144 キッドハウス7号店 小売店 紙OK 沖縄県那覇市牧志3-9-3 098-943-3132 なし

2145 JAMMARKET美浜店 小売店 紙OK 沖縄県中頭郡北谷町字美浜9 アメリカンデポB棟1階 098-989-6069 https://www.wakoboeki.com/

2146 ＺＡＮＰＡＦＡＣＴＯＲＹＳＨＯＰ 小売店 紙OK 沖縄県中頭郡読谷村⾧浜1061 098-958-6711 https://www.zanpa.co.jp/

2147 コートドール宮古島 小売店 紙OK 沖縄県宮古島市平良西里565-2 0980-79-9833 https://www.instagram.com/cotedor_miyakojima/

2148 ふしぎブルー 沖縄国際通りのさんごの森 小売店 紙OK 沖縄県那覇市牧志2-3-1  K2ビル1階 050-3145-8735 https://fusigi.blue

2149 villa 西表 小売店 紙OK 沖縄県八重山郡竹富町字上原661 0980-85-6653 なし

2150 PORTRIVER MARKET 小売店 紙OK 沖縄県浦添市港川2-15-8  ライオンズステージ浦添弐番館 098-911-8931 なし

2151 シーサークッキー 国際通り本店 小売店 紙OK 沖縄県那覇市松尾1-1-1  昌ビル101号 090-1940-2562 https://ashibi.jp/

2152 外間製菓所 小売店 紙OK 沖縄県那覇市牧志3-1-1 098-863-0252 https://hokamaseika.com/

2153 崎元酒造所 小売店 紙OK 沖縄県八重山郡与那国町字与那国2329 0980-87-2417 https://www.sakimotoshuzo.com/



2154 ドン・キホーテ那覇壺川店 小売店 紙OK 沖縄県那覇市壺川3-2-1 098-832-1511 なし

2155 琉球醤油屋 国際通り 松尾店 小売店 紙OK 沖縄県那覇市松尾2-1-3 098-861-0191 https://ryukyushoyuya.co.jp/

2156 ビーチインフォメーション 宿泊施設に準ずる施設 紙OK 沖縄県国頭郡恩納村字瀬良垣2260 098-966-1301 https://www.anaintercontinental-manza.jp/

2157 宮古島南国民宿プキの家 宿泊施設に準ずる施設 紙OK 沖縄県宮古島市平良狩俣934-3 0980-72-5750 https://pukinoie.com/

2158 又吉コーヒー園 宿泊施設に準ずる施設 紙OK 沖縄県国頭郡東村字慶佐次718-28 0980-43-2838 https://www.matayoshicoffee.jp/?mode=pc

2159 島あしび 宿泊施設に準ずる施設 紙OK 沖縄県島尻郡渡嘉敷村字渡嘉敷212 090-4306-8050 https://www.shima-ashibi.com/

2160 民宿 内盛荘 宿泊施設に準ずる施設 紙OK 沖縄県八重山郡竹富町竹富490 0980-85-2255 なし

2161 民宿小浜荘雑貨店 宿泊施設に準ずる施設 紙OK 沖縄県八重山郡竹富町字竹富316 0980-85-2131 https://www.taketomi-kohamasou.com/

2162 さぷな家 宿泊施設に準ずる施設 紙OK 沖縄県八重山郡竹富町字竹富314 0980-85-2338 https://shoujikijiisan.wixsite.com/sapunaya

2163 ホテル日航アリビラ エステティックサロン 宿泊施設に準ずる施設 紙OK 沖縄県中頭郡読谷村字儀間600 098-982-9138 https://www.yosimura.jp

2164 ゆんたくあしび温泉 りっかりっか湯 宿泊施設に準ずる施設 NG 沖縄県那覇市牧志2-16-36 098-862-6070 なし

2165 ペンションほろほろ 宿泊施設に準ずる施設 NG 沖縄県国頭郡恩納村瀬良垣瀬良垣859-3 098-966-2353 https://pension-holoholo.com/

2166 素泊まり おり姫の宿 宿泊施設に準ずる施設 紙OK 沖縄県石垣市新栄町1-8-7 0980-83-2510 https://www.orihime.tv/information-on-orihime-no-yado/

2167 ゲストハウスおり姫 宿泊施設に準ずる施設 紙OK 沖縄県石垣市八島町1-8-7 0980-87-8877 https://www.orihime.tv/guest-house-orihime/

2168 居酒屋ちんぼーら/スーベニアショップ 宿泊施設に準ずる施設 紙OK 沖縄県名護市字喜瀬115-2 0980-52-5151 https://www.kise-beachpalace.jp/restaurant/chinbora/

2169 ごーやー荘 宿泊施設に準ずる施設 紙OK 沖縄県沖縄市胡屋1-5-32 050-1205-2758 https://goyahso-okinawa.com/

2170 ペンション ムーンヴィラ 宿泊施設に準ずる施設 紙OK 沖縄県国頭郡恩納村前兼久1006-2 098-965-7761 https://moon-villa.com/

2171 ペンション川満 宿泊施設に準ずる施設 紙OK 沖縄県宮古島市下地川満112 090-6866-2280 https://primenet2010.biz/kawamitsu

2172 F-tei エフ邸 宿泊施設に準ずる施設 紙OK 沖縄県国頭郡本部町大浜596-1 0980-43-7181 http://f-tei.site/

2173 グランピングリゾート ヨーカブシ 宿泊施設に準ずる施設 紙OK 沖縄県石垣市伊原間2-737 0980-89-2345 http://yokabushi.jp/

2174 宮良そば 宿泊施設に準ずる施設 紙OK 沖縄県那覇市辻2-6-1 HOTEL PRECIA内 098-864-2111 なし

2175 ゆにの里ぱりなか 宿泊施設に準ずる施設 紙OK 沖縄県宮古島市平良久貝793-12 0980-73-1233 https://parinaka.com/

2176 tinto*tintoマーケット 宿泊施設に準ずる施設 紙OK 沖縄県国頭郡今帰仁村渡喜仁385-1 0980-56-5998 https://market.tintotinto.com/

2177 宿屋 つきうみ荘 宿泊施設に準ずる施設 紙OK 沖縄県宮古島市伊良部字伊良部158 080-6492-6969 https://www.tukiumisou.com/

2178 民宿あわい 宿泊施設に準ずる施設 紙OK 沖縄県国頭郡今帰仁村崎山18-5 0980-43-7743 https://awaiwaiwai0406.wixsite.com/awai

2179 民宿たつや旅館 宿泊施設に準ずる施設 紙OK 沖縄県那覇市辻1-9-21 098-860-7422 https://om.tatsuyaryokan.com/

2180 民宿花城 宿泊施設に準ずる施設 紙OK 沖縄県石垣市桴海桴海644-38 0980-88-2568 http://hanashiro.html.xdomain.jp/top.html

2181 ビーチサイドペンションみーばる 宿泊施設に準ずる施設 紙OK 沖縄県南城市玉城百名 098-948-1968 https://hpdsp.jp/mi-baru/

2182 グリーンオーシャン株式会社 宿泊施設に準ずる施設 紙OK 沖縄県国頭郡恩納村真栄田1877-1 098-989-8370 なし

2183 グリーンオーシャン株式会社 宿泊施設に準ずる施設 紙OK 沖縄県国頭郡恩納村真栄田2214-1 098-989-8370 なし

2184 グリーンオーシャン株式会社 宿泊施設に準ずる施設 紙OK 沖縄県国頭郡恩納村真栄田1877-3 098-989-8370 なし

2185 弁天スパ 宿泊施設に準ずる施設 紙OK 沖縄県宮古島市下地来間484-7 0980-74-7888 https://www.seawoodhotel.com/wellness/spa/

2186 天然温泉さしきの 猿人の湯 宿泊施設に準ずる施設 紙OK 沖縄県南城市佐敷新里1688 098-947-0111 https://www.yuinchi.jp/hotspring/

2187 うみかぜホースファーム 宿泊施設に準ずる施設 紙OK 沖縄県南城市佐敷新里1688 098-947-0111 https://www.yuinchi.jp/activity/plan/

2188 居酒屋 おかめ 宿泊施設に準ずる施設 紙OK 沖縄県国頭郡国頭村奥間913 0980-41-2222 https://okumaresort.com/restaurant/okame.html

2189 ビーチインフォメーション 宿泊施設に準ずる施設 紙OK 沖縄県国頭郡国頭村奥間913 0980-41-2222 https://okumaresort.com/activity/

2190 海のテラスよみたん都屋 宿泊施設に準ずる施設 紙OK 沖縄県中頭郡読谷村都屋20 098-979-8000 https://umino-terrace.com/

2191 SUILAN SPA 宿泊施設に準ずる施設 紙OK 沖縄県那覇市泊2-1-9 スマートコンド泊 201 050-3201-4117 なし

2192 かたあきの里 宿泊施設に準ずる施設 NG 沖縄県宮古島市平良字東仲宗根添1186-1 0980-73-5338 なし

2193 HAWI ハビィ 宿泊施設に準ずる施設 紙OK 沖縄県那覇市泉崎2-3-11 KOHALA HOTEL 1F 098-996-1371 なし

2194 GREENHOUSE 宿泊施設に準ずる施設 NG 沖縄県国頭郡今帰仁村今泊2022-1 080-9666-5556 なし



2195 SESOKO BLUE 宿泊施設に準ずる施設 NG 沖縄県国頭郡本部町瀬底3602 090-1172-5896 https://sesoko.blue/

2196 コラソン治療院 宿泊施設に準ずる施設 紙OK 沖縄県中頭郡北中城村喜舎場1478  暮しの発酵ﾗｲﾌｽﾀｲﾙﾘｿﾞｰﾄRoom243 090-6178-8224 なし

2197 美らオーチャードゴルフ倶楽部 スポーツ NG 沖縄県国頭郡恩納村字安富祖1577 098-967-8711 https://www.churaorchard.co.jp/

2198 シギラベイカントリークラブ スポーツ 紙OK 沖縄県宮古島市上野字新里1264 0980-76-3939 https://shigira.com/golf

2199 株式会社残波ゴルフクラブ スポーツ 紙OK 沖縄県中頭郡読谷村字宇座1133 098-958-1938 https://www.zanpa-golfclub.jp

2200 カヌチャゴルフコース スポーツ 紙OK 沖縄県名護市安部156-2 カヌチャリゾート内 0980-55-8880 https://www.kanucha.jp/golf

2201 かねひで喜瀬カントリークラブ スポーツ 紙OK 沖縄県名護市喜瀬1107-1 0980-53-6100 https://www.kise-cc.jp/

2202 スタジオムーン その他 紙OK 沖縄県国頭郡恩納村前兼久53-3 クオリティマンションコーストビュー3階 098-923-3330 https://www.studiomoon.net/

2203 沖縄海洋散骨サービスセンター その他 紙OK 沖縄県中頭郡読谷村古堅551-2 098-923-4258 https://okinawasankotsu.com/

2204 写真の文教スタヂオ 沖縄美ら海水族館フォトサービス  その他 紙OK 沖縄県国頭郡本部⾧字石川888 沖縄美ら海財団水族館事業部営業課内 080-5784-9198 http://www.bunkyostudio.co.jp

2205 がじまるリビング 旭橋駅前店 その他 紙OK 沖縄県那覇市東町5-17 098-963-6339 https://www.resortliving-okinawa.co.jp/

2206 Ishigaki relaxation YAYMASSA その他 紙OK 沖縄県石垣市新川3 しまのとき内2階 0980-88-5055 https://crosstheb.wixsite.com/yaymassa

2207 スタジオSUNS その他 紙OK 沖縄県中頭郡北谷町北谷2-19-6 098-923-5615 https://www.decollte.co.jp/

2208 ラグナガーデンホテル内琉球エステチュラブレス その他 紙OK 沖縄県宜野湾市真志喜4-1-1 098-897-8813 https://www.yosimura.jp/

2209 ロケーションフォトセンター宮古島 その他 紙OK 沖縄県宮古島市伊良部伊良部816-1 Dリゾート2Ｆ 080-8376-2129 https://yukaruhi.co.jp/

2210 ロケーションフォトセンター石垣島 その他 紙OK 沖縄県石垣市字名蔵1124-1 080-9241-7400 https://yukaruhi.co.jp/

2211 ginger その他 紙OK 沖縄県宮古島市平良下里396-1 0980-73-6692 なし

2212 Marc Photo Factory沖縄 その他 紙OK 沖縄県中頭郡北谷町美浜34-2 098-989-8500 http://mp098.com/

2213 鉄板×串 三國串 その他 紙OK 沖縄県沖縄市高原6-15-3  メゾンニュー泡瀬1F 098-989-9555 https://tabelog.com/okinawa/A4703/A470301/47026683/

2214 Total BeautySalon m-grace’s その他 紙OK 沖縄県中頭郡北谷町美浜9-21 デポアイランドシーサイド2階 098-989-0088 https://embellirjapan.hp.peraichi.com

2215 あたまのオアシス石垣店 その他 紙OK 沖縄県石垣市川平1215-228 ALOALO BEACH 川平内 080-6813-8124 https://ishigaki.atama-oasis.com/

2216 ロケーションフォトセンター沖縄 その他 NG 沖縄県豊見城市豊崎1-453 098-894-6905 https://yukaruhi.co.jp/

2217 aimyon運転代行 その他サービス 紙OK 沖縄県那覇市首里山川町1-148-1 090-9654-0022 https://nahauntendaiko.crayonsite.com/

2218 中城ハイウェイショップ上り線 その他サービス 紙OK 沖縄県中頭郡中城村字新垣1825 098-895-2052 http://www.okinawa-ds.jp

2219 中城ハイウェイショップ下り線 その他サービス 紙OK 沖縄県中頭郡中城村字新垣1858 098-895-2053 http://www.okinawa-ds.jp

2220 アクアルーチェ・チャペル その他サービス 紙OK 沖縄県国頭郡恩納村字瀬良垣2260  ANAｲﾝﾀｰｺﾝﾁﾈﾝﾀﾙ万座ﾋﾞｰﾁﾘｿﾞｰﾄ 098-982-3422 なし

2221 古宇利島 空と海の教会 その他サービス 紙OK 沖縄県国頭郡今帰仁村古宇利588 0980-56-4122 なし

2222 アラマンダ チャペル その他サービス 紙OK 沖縄県宮古島市上野字新里926-25 ｼｷﾞﾗﾍﾞｲｻｲﾄﾞｽｳｨｰﾄｱﾗﾏﾝﾀﾞﾌﾞﾗｲﾀﾞﾙｻﾛﾝ 0980-76-4111 なし

2223 シギラミラージュ ベイサイドチャペル その他サービス 紙OK 沖縄県宮古島市上野新里1405-201  ホテルシギラミラージュ内 0980-764-4111 なし

2224 クルデスール・ウェディング その他サービス 紙OK 沖縄県石垣市真栄里354-1  ANAｲﾝﾀｰｺﾝﾁﾈﾝﾀﾙ石垣ﾘｿﾞｰﾄﾎﾃﾙ 0980-88-0839 なし

2225 マリンビジュー その他サービス 紙OK 沖縄県名護市字喜瀬115-2  喜瀬ビーチパレス内 0980-53-4120 なし

2226 クリエイティブスタジオ沖縄 その他サービス 紙OK 沖縄県中頭郡北谷町字美浜9-7 PLAZAf ２F 098-926-1308 なし

2227 うるもスパ その他サービス 紙OK 沖縄県国頭郡恩納村字瀬良垣2260  ANAｲﾝﾀｰｺﾝﾁﾈﾝﾀﾙ万座ﾋﾞｰﾁﾘｿﾞｰﾄ 098-966-1211 https://www.anaintercontinental-manza.jp/spa-wellness/

2228 琉球ドライヘッドスパ&フットケアzzz... その他サービス 紙OK 沖縄県豊見城市瀬⾧174-6 No.44 098-856-6156 なし

2229 クリエイティブスタジオ宮古 その他サービス 紙OK 沖縄県宮古島市上野字宮国765-1 うえのドイツ文化村商用地ゾーン１棟１－１０２号 098-926-1308 なし

2230 トリムバーユ ロワジールホテル店 その他サービス 紙OK 沖縄県那覇市西3-2-1 ロワジールホテル店 那覇施設内 098-861-7789 なし

2231 介護旅行うるま その他サービス 紙OK 沖縄県うるま市安慶名2-20-19 098-923-3708 https://familyokinawa.business.site/

2232 南星運転代行 その他サービス 紙OK 沖縄県石垣市字大川45 090-1366-7964 なし

2233 わくわく名入れ工房 沖縄キング 体験型アクティビティ 紙OK 沖縄県那覇市寄宮2-30-31 098-979-8155 https://giftmall.co.jp/

2234 カヤックイーズ 体験型アクティビティ 紙OK 沖縄県中頭郡嘉手納町水釜566-15 098-923-5871 https://okinawa-kayak.jp/

2235 ダイビングショップ レイ 体験型アクティビティ 紙OK 沖縄県国頭郡恩納村字前兼久73 3階 098-965-4515 https://www.diving-lei.com/



2236 ソルキス 体験型アクティビティ 紙OK 沖縄県中頭郡読谷村大湾647-6 098-988-7258 https://solkiss.net

2237 初心者専門ダイビングスクールあつまる 体験型アクティビティ 紙OK 沖縄県石垣市真栄里393-32 0980-87-0886 https://diving-beginner.com/

2238 シーラバーズ沖縄 体験型アクティビティ 紙OK 沖縄県国頭郡恩納村字前兼久152-1 098-965-7535 https://bluecave-sealovers.net

2239 Laboratorio 43pottery 体験型アクティビティ 紙OK 沖縄県国頭郡本部町山川1421 0980-43-7789 http://www.laboratorio43pottery.com

2240 琉球ガラス てぃだ工房 体験型アクティビティ 紙OK 沖縄県国頭郡恩納村瀬良垣1780-3 098-966-1040 https://www.teida.ryukyu/menu/glass_blowing/

2241 株式会社沖縄アイランドクルー 体験型アクティビティ 紙OK 沖縄県国頭郡本部町崎本部671-1 浜の駅内 0980-47-6140 https://oi-crew.com

2242 平田観光 体験型アクティビティ NG 沖縄県石垣市美崎町1 石垣港離島ターミナル内 0980-82-6711 http://hirata-group.co.jp/

2243 株式会社ジャンボツアーズ 体験型アクティビティ 紙OK 沖縄県那覇市久茂地2-15-10 098-917-5575 https://hiphopbus.jumbotours.co.jp/

2244 琉球オルゴナイトのハピくる工房(美ら海キッチンぱぱいや2F) 体験型アクティビティ 紙OK 沖縄県国頭郡本部町字山川973-3 0980-48-4351 http://papaiya.main.jp/menu.cgi

2245 石垣島クマさんのダイビングショップ 体験型アクティビティ 紙OK 沖縄県石垣市石垣260-１ 0980-84-3056 https://www.kumasan.info/

2246 川平マリンサービス 体験型アクティビティ 紙OK 沖縄県石垣市字川平911 0980-88-2335 http://www.kabiramarine.jp

2247 石垣島手作り体験工房みんと 体験型アクティビティ 紙OK 沖縄県石垣市石垣148-4プラスライフ石垣 0980-87-5099 https://www.ishigakijima-mint.shop/

2248 スローダイブ石垣島 体験型アクティビティ 紙OK 沖縄県石垣市新川416-1 宮良アパート2階東 090-6822-4694 http://slow-dive.net/

2249 石垣島シュノーケルツアー 体験型アクティビティ 紙OK 沖縄県石垣市平得433-4 0980-87-9988 http://ishigaki-snorkeling.com

2250 やんばるアドベンチャーファーム 体験型アクティビティ NG 沖縄県国頭郡東村慶佐次718-28  又吉コーヒー園 0980-43-2666 https://www.yambarunture.okinawa/

2251 ガジュマルンチャー 体験型アクティビティ NG 沖縄県糸満市摩文仁1018 098-851-9919 https://www.yambarunture.okinawa/

2252 琉球民芸センター あやぱに店 体験型アクティビティ 紙OK 沖縄県石垣市大川214 0980-83-3467 https://www.rm-c.co.jp/

2253 宜野湾マリン支援センター・マレア沖縄 体験型アクティビティ 紙OK 沖縄県宜野湾市大山7ｰ10ｰ27 098-942-2230 https://maririne.jp/

2254 リーフリゾートかりゆし 体験型アクティビティ 紙OK 沖縄県名護市喜瀬1996 0980-52-4093 http://www.kariyushi-beach.co.jp/

2255 沖縄アート体験 美ら風 体験型アクティビティ 紙OK 沖縄県那覇市牧志3-2-50 098-866-8558 https://taiken-jp.net/churak/

2256 シーサー体験 琉球窯 体験型アクティビティ 紙OK 沖縄県国頭郡今帰仁村今泊612-2 オンザビーチカフェ2F 0980-56-4561 https://taiken-jp.net/ryukyu/

2257 Three little birds 体験型アクティビティ 紙OK 沖縄県石垣市大川203 080-9852-4408 https://www.3littleb.com/

2258 COSMIC OCEAN 体験型アクティビティ 紙OK 沖縄県国頭郡本部町崎本部2798 050-1235-2499 https://www.co-okinawa.com

2259 PUMEHANA adventures 体験型アクティビティ 紙OK 沖縄県八重山郡竹富町上原10-75 フルーツアイランドハイツC-1 0980-87-9860 https://pumehana-iriomote.jp/

2260 ヨーガシャンティ 体験型アクティビティ 紙OK 沖縄県那覇市楚辺2-39-6 幸地ビル１階 070-4383-2225 https://yogashanti.jp/

2261 リトルマーメイド沖縄 体験型アクティビティ 紙OK 沖縄県那覇市牧志2-7-24宝ビル1階 098-869-9556 https://www.instagram.com/umimako417/

2262 ダイブ・リンカー 体験型アクティビティ 紙OK 沖縄県那覇市若狭3-2-15 1F 098-960-5940 https://www.dive-linker.com

2263 ｍｉｃ２１石垣 体験型アクティビティ 紙OK 沖縄県石垣市美崎町2 大和ビル1F 0980-83-0021 https://www.mic21.com/shop/show/shop/19

2264 海先案内人シートラスト沖縄 体験型アクティビティ 紙OK 沖縄県国頭郡恩納村字山田3090-1 098-982-5477 https://www.okinawa111.com

2265 mic21沖縄那覇店 体験型アクティビティ 紙OK 沖縄県那覇市前島2-21-13 ふそうビル1階 098-943-2422 https://www.mic21.com/shop/show/shop/9.html

2266 まりんはうすぐるくん 体験型アクティビティ 紙OK 沖縄県石垣市川平926-5 0980-88-2822 http://www.gurukun-kabira.com/

2267 マリンクラブGigi 体験型アクティビティ 紙OK 沖縄県うるま市石川430 098-955-3169 http://marineclubgigi.com/

2268 久米島馬牧場 体験型アクティビティ NG 沖縄県島尻郡久米島町字上江洲457-135 080-6491-1950 http://kumejimauma.jimdo.com/

2269 陶芸工房てぃーだ 体験型アクティビティ 紙OK 沖縄県中頭郡読谷村高志保915 098-958-5155 http://www.gala-aoiumi.com/tida/

2270 mic21沖縄宮古店 体験型アクティビティ 紙OK 沖縄県宮古島市平良西里840 ビジュー八城１F 0980-72-0721 https://www.mic21.com/shop/show/shop/20

2271 ダイブエスティバン 体験型アクティビティ 紙OK 沖縄県島尻郡久米島町字比嘉160-69 098-985-7150 http://dive-estivant.com/

2272 エコツアーpukapuka 体験型アクティビティ NG 沖縄県国頭郡東村慶佐次758-23 0980-51-2155 http://www.eco-pukapuka.com

2273 伊江島ビーチサイドホースパーク 体験型アクティビティ 紙OK 沖縄県国頭郡伊江村東江前2525 0980-49-2337 https://ie-horse.wixsite.com/ieuma/

2274 CAVE  OKINAWA 体験型アクティビティ 紙OK 沖縄県うるま市石川嘉手苅479-1 098-964-4888 https://cave-okinawa.com

2275 まいまいシーサー 体験型アクティビティ 紙OK 沖縄県国頭郡本部町字山川969 誠もち店2階 098-48-4618 https://www.mymy-si-sa.com/

2276 ＪＡＭマリンクラブ 体験型アクティビティ 紙OK 沖縄県中頭郡嘉手納町水釜6-22-13 098-956-9033 http://jammarineclub.com/



2277 NuNu Adventure Club 体験型アクティビティ 紙OK 沖縄県石垣市白保516-9 0980-87-0765 https://www.nunuac.com

2278 恩納村海浜公園ナビービーチ 体験型アクティビティ 紙OK 沖縄県国頭郡恩納村字恩納419-4 098-966-2900 https://www.nabee.info/

2279 Kanoa恩納店 体験型アクティビティ 紙OK 沖縄県国頭郡恩納村瀬良垣495 098-955-2231 https://kanoa.okinawa

2280 海うさぎ･海あしび 体験型アクティビティ 紙OK 沖縄県中頭郡嘉手納町字水釜6-25-3 098-956-1009 https://www.umiashibi.com/

2281 Kanoa国際通り店 体験型アクティビティ 紙OK 沖縄県那覇市牧志1-1-42 098-917-5931 https://kanoa.okinawa

2282 うるまんちゅSeaTrip 体験型アクティビティ 紙OK 沖縄県国頭郡今帰仁村崎山492-1 050-1365-5829 https://urumanchu.com/sea/

2283 バブルボックスダイバーズ 体験型アクティビティ 紙OK 沖縄県中頭郡北谷町宮城2-57 098-921-7575 https://www.bb-divers.com/

2284 タピックタラソセンター宜野座 体験型アクティビティ NG 沖縄県国頭郡宜野座村漢那1817 098-983-2323 https://www.thalasso-osi.jp/

2285 シーサー那覇店 体験型アクティビティ 紙OK 沖縄県那覇市港町2-3-13 0120-10-2743 https://www.seasir.com/naha/

2286 マリンクラブ ベリー那覇店 体験型アクティビティ 紙OK 沖縄県那覇市港町2-3-13 0120-10-5578 https://www.berry7.com/naha/

2287 シーサー阿嘉島店 体験型アクティビティ 紙OK 沖縄県島尻郡座間味村阿嘉162 0120-10-2737 https://www.seasir.com/aka/

2288 マリンクラブ ベリー喜瀬店 体験型アクティビティ 紙OK 沖縄県名護市喜瀬115-2（かねひで喜瀬ビーチパレス内） 0120-82-3803 https://www.berry7.com/kise/

2289 琉球ガラス匠工房 体験型アクティビティ 紙OK 沖縄県うるま市石川伊波1553-279 098-965-7550 https://www.takumi-kobo.com

2290 アースシップ沖縄 体験型アクティビティ 紙OK 沖縄県中頭郡読谷村大湾485 098-975-6312 https://moichi.earthship-okinawa.jp/

2291 株式会社ナチュラルブルー 体験型アクティビティ 紙OK 沖縄県中頭郡読谷村喜名193-2 090-9497-7374 https://www.natural-blue.net/

2292 オクマナビ 体験型アクティビティ 紙OK 沖縄県国頭郡国頭村奥間1715-1 050-3561-2277 https://okuma-navi.net/

2293 カモメのジョナサン 体験型アクティビティ NG 沖縄県うるま市勝連比嘉1606-27 090-9404-5225 https://www.seakayakokinawa.jp/

2294 ブルーフィールド 比謝川カヤック 体験型アクティビティ 紙OK 沖縄県中頭郡嘉手納町字水釜566-11 098-989-0780 https://bluefield-okinawa.com/

2295 ソードフィッシュ 体験型アクティビティ 紙OK 沖縄県国頭郡恩納村真栄田928-1 098-963-0551 https://www.sword-fish1.com/

2296 陶芸工房・太陽が窯 体験型アクティビティ 紙OK 沖縄県宮古島市上野字新里1214 0980-76-2266 https://tidagagama.rezio.shop/ja-JP

2297 パラセーリング専門店 FACE 体験型アクティビティ NG 沖縄県那覇市金城3-7-2 098-894-8671 http://parasailing.co.jp/

2298 トータルマリンスポットNEWS 体験型アクティビティ NG 沖縄県那覇市金城3-7-2 098-891-9090 http://www.tms-news.jp/okinawa_snorkeling/

2299 なきじん海辺の自然学校 体験型アクティビティ 紙OK 沖縄県国頭郡今帰仁村仲宗根992 0980-56-5881 https://www.umibe-nature.com/

2300 Ｈ・Ｙマリン 体験型アクティビティ 紙OK 沖縄県島尻郡伊是名村字諸見4939-2 090-3414-5071 https://peraichi.com/landing_pages/view/hymarineizena/

2301 アルガイド沖縄 体験型アクティビティ 紙OK 沖縄県国頭郡恩納村山田3088-1 マリブビーチ内 098-982-5605 https://www.aruguide.jp/

2302 じゅごんの里 体験型アクティビティ 紙OK 沖縄県名護市瀬嵩48 0980-55-8587 https://www.dugongnosato.jp

2303 瀬底ビーチマリンクラブ 体験型アクティビティ 紙OK 沖縄県国頭郡本部町崎本部4755-1 0980-47-7433 https://sbmc-okinawa.com/

2304 シーナサーフ 体験型アクティビティ 紙OK 沖縄県国頭郡恩納村前兼久167 098-964-1600 https://www.seanasurf.com/

2305 ブルースカイ 体験型アクティビティ 紙OK 沖縄県中頭郡中城村久場1943 098-942-3600 https://www.bluesky-okinawa.com/

2306 summerちゃまー 体験型アクティビティ 紙OK 沖縄県八重山郡竹富町字上原570-2 090-8836-8281 http://www.summer-chamer.jp/

2307 サマーリゾート沖縄 体験型アクティビティ 紙OK 沖縄県国頭郡恩納村山田2679-1 098-964-3802 https://www.summer-resort.jp

2308 サマーリゾート宮古島 体験型アクティビティ 紙OK 沖縄県宮古島市平良西仲宗根355-6 0980-79-9566 https://www.summer-miyakojima.com

2309 屋我地エコツーネット 体験型アクティビティ 紙OK 沖縄県名護市屋我37 090-1942-2882 https://www.yagaeco.net/

2310 アイランドメッセージ 体験型アクティビティ 紙OK 沖縄県中頭郡北谷町宮城3-134 098-936-8292 https://www.island-message.ne.jp/kerama_tour/

2311 ぶるーまりん 体験型アクティビティ 紙OK 沖縄県島尻郡座間味村字座間味146 098-987-2331 http://www.bm-zamami.com/

2312 ココナッツ石垣島 体験型アクティビティ 紙OK 沖縄県石垣市石垣497-3 吉見アパート105 0980-88-8089 https://coconut-ishigaki.com/

2313 石垣島 ADVENTURE PiPi 体験型アクティビティ 紙OK 沖縄県石垣市石垣144-1 0980-87-5722 https://ishigaki-pipi.com/

2314 宮古島 ADVENTURE PiPi 体験型アクティビティ 紙OK 沖縄県宮古島市城辺西里添880-1 0980-79-5990 https://miyako-pipi.com/

2315 ちゅら桜 体験型アクティビティ 紙OK 沖縄県那覇市久茂地1-6-1 ARTビル2-A 098-943-7608 https://www.churasakura.okinawa/

2316 NALUWAN沖縄マリンサービス 体験型アクティビティ 紙OK 沖縄県中頭郡北谷町砂辺305-2 サウスアイランドマンション202 080-5692-0919 https://www.naluwan-okinawa.com/

2317 Hometown Tourism Kumejima（ホームタウンツーリズム久米島）体験型アクティビティ 紙OK 沖縄県島尻郡久米島町字儀間197-202 090-3796-7414 https://httkumejima.base.shop/



2318 アルファダイブ沖縄 体験型アクティビティ 紙OK 沖縄県中頭郡北谷町宮城2-95 賀数ビル101 098-955-4430 https://www.a-diveokinawa.com/

2319 安栄観光 体験型アクティビティ 紙OK 沖縄県石垣市美崎町1 石垣港離島ターミナル内 0980-83-0055 https://aneikankou.co.jp/

2320 ハピネスマリン倶楽部 体験型アクティビティ 紙OK 沖縄県国頭郡宜野座村字松田1048-2 090-3016-2723 https://www.hmcginoza.jp

2321 てぃーだマリン 体験型アクティビティ 紙OK 沖縄県島尻郡座間味村座間味434-31 098-987-3367 http://teeda.in.coocan.jp/

2322 ダイビングショップえりせら 体験型アクティビティ NG 沖縄県島尻郡座間味村字座間味西原415-6 098-987-2775 http://ellisella.okoshi-yasu.com/

2323 マリンサービスむるぬーし 体験型アクティビティ 紙OK 沖縄県中頭郡読谷村高志保915 gala青い海施設内 098-958-3332 http://www.murunu-shi.com

2324 ダイビングサービスディープエモーション 体験型アクティビティ 紙OK 沖縄県中頭郡嘉手納町水釜6-13-7 050-5491-2578 https://www.deep-emotion.org

2325 オーシャンビーチちゃたん 体験型アクティビティ 紙OK 沖縄県中頭郡北谷町港10-20 1F 080-5526-1795 https://www.oceanbeach-net.com/

2326 シーマックスダイビングクラブ沖縄 体験型アクティビティ 紙OK 沖縄県那覇市天久2-14-20 098-861-1425 https://www.seamax.co.jp/

2327 石垣島ドリーム観光株式会社 体験型アクティビティ 紙OK 沖縄県石垣市美崎町1 0980-84-3178 https://ishigaki-dream.co.jp/

2328 もとぶ元気村 体験型アクティビティ NG 沖縄県国頭郡本部町浜元410 0980-51-7878 https://owf.jp/

2329 有限会社 Sea World 体験型アクティビティ 紙OK 沖縄県那覇市若狭3-3-1 098-864-5755 https://www.sea-world.jp/

2330 マリン倶楽部SUN 体験型アクティビティ 紙OK 沖縄県豊見城市豊崎5-1 売店内 098-911-5297 なし

2331 Kayak八重山工房 体験型アクティビティ 紙OK 沖縄県石垣市大川270-1 Kayak 0980-87-5696 https://www.kayak8.com/

2332 ハレタオーシャンサポート 体験型アクティビティ 紙OK 沖縄県中頭郡読谷村⾧浜307 080-6497-3806 https://haleta-okinawa.com/

2333 海のメロディー 体験型アクティビティ 紙OK 沖縄県石垣市伊原間1-191 0980-89-2280 https://umimelo.com/

2334 マリンクラブUMI 体験型アクティビティ 紙OK 沖縄県国頭郡恩納村山田2668-1 098-989-7730 https://umi.okinawa.jp/

2335 西表島カヌーツアー風車 体験型アクティビティ 紙OK 沖縄県八重山郡竹富町字上原521 090-8915-0931 https://kazaguruma-iriomote.jp/

2336 小浜島遊び専門店mine 体験型アクティビティ 紙OK 沖縄県八重山郡竹富町字小浜1919 080-2090-2220 http://mine-kohama.com/

2337 やんばるオーシャンアクティビティ 体験型アクティビティ 紙OK 沖縄県国頭郡本部町谷茶436-8 070-8460-1262 なし

2338 石垣島ツアーガイド オールブルー 体験型アクティビティ 紙OK 沖縄県石垣市新川2462-1 080-6497-8208 https://ishigaki-allblue.com/

2339 YambaruBlue 体験型アクティビティ 紙OK 沖縄県国頭郡国頭村字辺土名272 090-6860-6080 https://www.yambarublue.com

2340 マーレクルーズ 体験型アクティビティ 紙OK 沖縄県宮古島市平良字久貝872-4 1F-N 0980-73-5000 http://marecruise.com/

2341 さんご礁の海から 体験型アクティビティ 紙OK 沖縄県石垣市桃里201-481 090-4291-7531 https://www.from-ishigaki.jp/

2342 ダイビングサービス島人 体験型アクティビティ NG 沖縄県石垣市川平1215-22 0980-88-2854 https://diving-shimanchu.com/

2343 シンバ・トライバル石垣島 体験型アクティビティ 紙OK 沖縄県石垣市大浜2075-143 0980-83-4124 https://bts-simba.com/

2344 アークダイブ 体験型アクティビティ 紙OK 沖縄県宜野湾市宇地泊764 098-897-1234 https://www.arkdive.com/

2345 スピッツネイチャートレッキング 体験型アクティビティ 紙OK 沖縄県国頭郡恩納村真栄田2382 098-965-0012 https://spitz-trecking.com/

2346 ハニーレイマリン 体験型アクティビティ 紙OK 沖縄県沖縄市泡瀬1-41-12内ハニーレイマリン 080-3340-7457 https://www.honeylei.okinawa

2347 ネイチャー石垣島ダイビングサービス 体験型アクティビティ 紙OK 沖縄県石垣市桴海148-493 0980-88-2273 https://ishigaki-diving.com

2348 宮古島シュノーケル専門店海umi 体験型アクティビティ 紙OK 沖縄県宮古島市上野宮国665 080-6495-3850 https://umi-miyako.com/

2349 株式会社エイトマン 体験型アクティビティ 紙OK 沖縄県糸満市西崎1-6-15 098-851-3100 https://bibibeach-marine.com/

2350 思い出販売所 美ら海 体験型アクティビティ 紙OK 沖縄県名護市済井出223 0980-52-8855 http://www.sensuiscooter.com

2351 JellyFish 体験型アクティビティ NG 沖縄県石垣市字桴海644-38 0980-88-2386 http://www.jellyfish-ishigaki.com/?fbclid=IwAR2YGBhtET8BvTX_kbEhIQG6zen1QXiVe96jzZljTEycEP-OjCrIunsklkk

2352 ザマミセーリング 体験型アクティビティ 紙OK 沖縄県島尻郡座間味村字座間味36 098-987-2633 https://www.zamami.net

2353 S.E.P.マリンクラブ 体験型アクティビティ 紙OK 沖縄県国頭郡恩納村字真栄田1429 098-965-3561 http://www.sep58.com/

2354 グロースター 体験型アクティビティ 紙OK 沖縄県石垣市名蔵1356-91 海見えーる１A 090-5485-1645 https://bbqishigaki.net

2355 S2CLUB沖縄 体験型アクティビティ 紙OK 沖縄県那覇市曙1-18-31 1階 098-975-7086 https://www.s2club.net/okinawa/

2356 宮古島ダイビング山本大司潜水案内 体験型アクティビティ 紙OK 沖縄県宮古島市平良西里381  1F南 0980-73-5079 http://www.dydg.jp

2357 株式会社とかしき 体験型アクティビティ 紙OK 沖縄県那覇市泊3-14-2 098-860-5860 https://www.nagannu.com/

2358 海のなかまダイビングサービス 体験型アクティビティ 紙OK 沖縄県石垣市新川2462-8 0980-88-6044 http://www.uminonakama.net/index.html



2359 Craft Dive 体験型アクティビティ 紙OK 沖縄県那覇市国場221-2 080-3814-4048 https://www.craft-dive.okinawa/

2360 シースマイル石垣島 体験型アクティビティ 紙OK 沖縄県石垣市川平1218-151 0980-88-5004 https://www.sea-smile.com

2361 海友丸 体験型アクティビティ 紙OK 沖縄県中頭郡嘉手納町水釜566-7 090-8179-0123 https://www.kaiyumaru.jp/

2362 ㈱東部交通 仲間川マングローブクルーズ 体験型アクティビティ 紙OK 沖縄県八重山郡竹富町字南風見 201-109 0980-85-5451 https://iriomote.com/top/onlycruize/

2363 ブルースペース石垣 体験型アクティビティ 紙OK 沖縄県石垣市字石垣281-1 080-3304-8773 https://www.bluespace-ishigaki.com/

2364 オルターダイブ 体験型アクティビティ 紙OK 沖縄県島尻郡座間味村字座間味415-4 050-5329-1774 https://alterdive.com

2365 ハーミットクラブ 体験型アクティビティ 紙OK 沖縄県宮古島市伊良部字国仲103-3 080-6486-7019 https://www.harmitcrab.shop/

2366 マリントリップ沖縄 体験型アクティビティ 紙OK 沖縄県国頭郡恩納村冨着646 098-964-6853 https://www.marine-trip.net/

2367 ブルーオーシャン沖縄 体験型アクティビティ 紙OK 沖縄県国頭郡恩納村前兼久159-4 098-965-1888 https://blue-cave.com

2368 おきなわトロピコ 体験型アクティビティ 紙OK 沖縄県那覇市曙3-8-17 101 098-867-5032 https://www.okinawa-tropico.com/

2369 ボウケンジマ 体験型アクティビティ 紙OK 沖縄県国頭郡恩納村字前兼久149 098-989-3511 http://flymore.co.jp

2370 カイザーマリンクラブ 体験型アクティビティ 紙OK 沖縄県那覇市曙3-8-17 101 098-866-6846 https://www.kaizarmarine.com/

2371 セブンオーシャンズクラブ 体験型アクティビティ 紙OK 沖縄県国頭郡恩納村前兼久159-4 098-964-7502 http://www.7oc.jp/

2372 リフィーダイビングクラブ 体験型アクティビティ 紙OK 沖縄県那覇市⾧田2-12-15-A102 098-833-5705 https://www.rifiediving.com/

2373 マリンショップ時遊人 体験型アクティビティ 紙OK 沖縄県石垣市真栄里204-275 グリーンハイム103号 0980-87-0728 https://jiyujin-ishigaki.com/

2374 マリンサービスパッソ 体験型アクティビティ 紙OK 沖縄県八重山郡竹富町字上原870-274-202 0980-85-6330 http://mspasso.com

2375 big beach石垣島 体験型アクティビティ 紙OK 沖縄県石垣市新栄町8-26スマイルアパート101 0980-87-0454 https://big-beach.info/

2376 西表ジャングル探検隊 体験型アクティビティ 紙OK 沖縄県八重山郡竹富町字上原10-75フルーツアイランドハイツD-1 080-9570-6185 https://jungletankentai.com/

2377 リーファーズ 体験型アクティビティ 紙OK 沖縄県那覇市西1-21-6 098-862-3496 https://www.reeffers.com

2378 オーシャンリンクス 体験型アクティビティ 紙OK 沖縄県那覇市松山1-30-3 098-800-1312 https://oc-links.com

2379 カラカラ先生のダイビングスクール 宮古島 体験型アクティビティ 紙OK 沖縄県宮古島市平良荷川取352-35 0980-74-2324 https://karakara-diving.co.jp

2380 オーシャンスタイル 体験型アクティビティ 紙OK 沖縄県国頭郡本部町谷茶29-71 0980-47-5804 http://www.oceanstyle-okinawa.com

2381 西表島カヌークラブ空風 体験型アクティビティ 紙OK 沖縄県八重山郡竹富町南風見仲7-70 0980-85-5233 https://sorakaze.jp/

2382 ぷしぃぬしま 体験型アクティビティ 紙OK 沖縄県石垣市美崎町2 0980-88-6363 http://ishigaki-diving.net/

2383 ソライロ マリン 体験型アクティビティ 紙OK 沖縄県石垣市新川2427-505 090-4342-2426 https://www.sora-iro.blue/

2384 HABU ASOBI 体験型アクティビティ 紙OK 沖縄県国頭郡恩納村真栄田2557-1 080-8471-8794 https://habu-asobi.jp/

2385 伊良部島マリンセンター 体験型アクティビティ 紙OK 沖縄県宮古島市伊良部字伊良部765-1 0980-78-4178 https://imcdiving.com

2386 カヤッククラブグッドライフ 体験型アクティビティ 紙OK 沖縄県国頭郡恩納村字瀬良垣1288 098-966-8282 https://go-goodlife.com/

2387 もりもりマリン 体験型アクティビティ NG 沖縄県那覇市安謝1-15-15 ヌウボーソレイルドウSH201号 080-3979-1661 https://morimorimarine.com/

2388 ダイブライフ沖縄 体験型アクティビティ 紙OK 沖縄県国頭郡恩納村真栄田2409 NEIROHOUSE 098-955-3580 https://divelife.jp

2389 サーフサイドサービス ハイサイ 体験型アクティビティ 紙OK 沖縄県中頭郡北谷町浜川176 S288 098-926-1030 https://suy.jp

2390 海竜潜水 Kai-Ryu-SCUBA 体験型アクティビティ NG 沖縄県那覇市安謝82 玉城アパート１Ｆ 090-1948-8158 http://www.kai-ryu-scuba.com

2391 マリンクラブナギ 体験型アクティビティ 紙OK 沖縄県国頭郡恩納村字山田501-3 098-963-0038 https://nagi.biz/

2392 diving house CHABAGua 体験型アクティビティ 紙OK 沖縄県中頭郡読谷村渡慶次1180-3 1F 098-914-4201 http://r.goope.jp/chabagua

2393 Little Ride 体験型アクティビティ 紙OK 沖縄県宮古島市平良字下里1489-5 ポリエチレンアパート1F西 0980-79-9876 https://www.little-ride.com

2394 手漕屋素潜店 ちゅらねしあ 体験型アクティビティ 紙OK 沖縄県石垣市登野城39-4 090-2641-7601 https://www.churanesia.jp

2395 ダイブロック 体験型アクティビティ 紙OK 沖縄県中頭郡北谷町字浜川176 s288 098-927-7095 https://dive-rock.com/

2396 石垣島SUPツアーカーチバイ 体験型アクティビティ 紙OK 沖縄県石垣市白保788-37 090-9242-7574 https://kachibai.com/sup/

2397 たえ丸 体験型アクティビティ NG 沖縄県中頭郡嘉手納町字水釜566ー7 090-1949-9994 http://taemaru.com/

2398 RISE石垣島 体験型アクティビティ 紙OK 沖縄県石垣市浜崎町2-1-12 マンション本村1F南 0980-87-0136 https://www.rise-ishigaki.com/

2399 イーズダイビング 体験型アクティビティ 紙OK 沖縄県島尻郡久米島奥武115 098-985-8465 http://www2.odn.ne.jp/es-kume



2400 カヌー体験 らぐ～ん 体験型アクティビティ 紙OK 沖縄県石垣市宮良1053-65 0980-86-7870 http://xn--z8j2f5a96a.com/

2401 ReLight石垣島 体験型アクティビティ 紙OK 沖縄県石垣市字川平858 090-5593-8040 http://relight2018.com

2402 セルリアンブルー 体験型アクティビティ 紙OK 沖縄県那覇市曙2-24-13 曙沖商ビル6-A 098-941-6828 https://www.cerulean-blue.co.jp/

2403 沖縄ダイビングスクールパルウェーブ 体験型アクティビティ NG 沖縄県那覇市曙1-17-3 098-963-8241 https://ods-pal.jp/

2404 SEA ENJOY 体験型アクティビティ 紙OK 沖縄県宮古島市平良下里272-2 コンフィートAQUA201号 080-9246-1218 https://seaenjoymiyakojima.wixsite.com/sea-enjoy

2405 古宇利島ビーチサイド 体験型アクティビティ 紙OK 沖縄県国頭郡今帰仁村古宇利348 090-3792-3175 https://kourijima.blue/

2406 西表島アレンジツアー漕屋 体験型アクティビティ 紙OK 沖縄県八重山郡竹富町字上原984-75 0980-85-7036 http://www.iriomote-kaguya.com/

2407 株式会社シー・テクニコ 体験型アクティビティ 紙OK 沖縄県八重山郡竹富町字小浜3400-38 090-6867-4071 https://ishigaki-snorkel.info/

2408 seachan石垣島 体験型アクティビティ 紙OK 沖縄県石垣市登野城653-5 フローラ黒嶋301 080-1225-0665 https://seachan-ishigakijima.com/

2409 EVOL RIDE 体験型アクティビティ 紙OK 沖縄県石垣市名蔵1124-1 0980-87-5252 http://www.evolride.com

2410 ダイブセンターノーイ 体験型アクティビティ NG 沖縄県島尻郡座間味村字座間味878 098-987-3262 http://kerama-zamami.com/

2411 マリンショップ・マーメイド 体験型アクティビティ 紙OK 沖縄県国頭郡本部町字健堅35-3 0980-47-3632 https://www.minnajima.com/

2412 トライエア 体験型アクティビティ 紙OK 沖縄県豊見城市豊崎1－411豊崎ライフスタイルセンターTOMITON203A 098-856-0330 https://www.tryair.co.jp/

2413 アイランドエキスパート宮古島 体験型アクティビティ 紙OK 沖縄県宮古島市平良字下里356-63 0980-73-7060 http://ie-miyako.com

2414 ReeftourHONEY 体験型アクティビティ 紙OK 沖縄県宮古島市上野新里1090-5 070-3800-8211 https://reeftourhoney.jimdofree.com/

2415 マールプロモーション 体験型アクティビティ 紙OK 沖縄県宮古島市平良西里849-1 伊良部ビル101 0980-73-0411 https://www.mar-pro.com/

2416 シュリシュティスタジオ石垣島 体験型アクティビティ 紙OK 沖縄県石垣市新川1955-1 NS.house 2-F 080-4344-8491 https://www.srishtistudio.jp

2417 マヤグスクツアー 体験型アクティビティ 紙OK 沖縄県八重山郡竹富町字南風見508-28 090-1940-6314 https://www.mayagusukutour.net/

2418 ティーラ スクーバ ベンチャーズ 体験型アクティビティ 紙OK 沖縄県名護市宇茂佐の森 1-8-2 111 050-5850-1908 https://www.teerascuba.com/

2419 VoicePlus 体験型アクティビティ 紙OK 沖縄県国頭郡恩納村仲泊957-1 090-6866-9384 https://voice-plus-okinawa.com/

2420 ダイビングサービスジャミング 体験型アクティビティ 紙OK 沖縄県国頭郡本部町渡久地162-2 0980-43-7227 https://jamming-dive.net/

2421 X-TRIP 体験型アクティビティ 紙OK 沖縄県名護市山入端247-1 ホテルリゾネックス名護BF1 0980-51-8888 https://www.x-trip.jp/

2422 マリンショップtaitai 体験型アクティビティ 紙OK 沖縄県石垣市新川2318-69 0980-82-0950 https://www.e-taitai.com/

2423 石垣島八重山観光サービス 体験型アクティビティ 紙OK 沖縄県石垣市大川287-5 0980-83-2333 http://ishigaki-yaeyama.com/

2424 沖縄ダイビングサービスLagoon 体験型アクティビティ 紙OK 沖縄県国頭郡恩納村恩納339 098-966-2818 https://www.lagoon-diving.com/

2425 シーフレンズ 体験型アクティビティ 紙OK 沖縄県石垣市石垣346 0980-82-0863 https://sea-friends.net/

2426 西表島観光センターやまねこツアーズ 体験型アクティビティ 紙OK 沖縄県石垣市美崎町1 石垣港離島ターミナル 0980-82-9836 https://www.yamaneko-tours.com/

2427 ウエーブマリンクラブ 体験型アクティビティ 紙OK 沖縄県宜野湾市伊佐1-6-19 090-3792-5724 https://wave-net-jp.com/

2428 伊良部マリンツアーOneBy One 体験型アクティビティ 紙OK 沖縄県宮古島市伊良部字⾧浜108-1 080-1628-4973 https://irabu-marine-onebyone.com/

2429 ガイド屋さん 体験型アクティビティ 紙OK 沖縄県宮古島市平良字西里356 2F南 0980-75-5880 https://guide-ya-san.com/

2430 合同会社BIGHOLIDAY 体験型アクティビティ 紙OK 沖縄県宮古島市平良字狩俣4103-15 0980-72-5422 https://bigholiday-miyakojima.com/

2431 フィールドネイチャー石垣島 体験型アクティビティ 紙OK 沖縄県石垣市宮良972-11 カーサオーシャンビュー302号 0980-86-7150 http://www.fieldnature.com/

2432 ドルフィンファンタジー石垣島 体験型アクティビティ 紙OK 沖縄県石垣市南ぬ浜町1 0980-87-5088 http://df-ishigaki.com

2433 西表島コモレビトリップ 体験型アクティビティ NG 沖縄県八重山郡竹富町字南風見仲29-74 070-3801-8950 https://www.komorebi-iriomote.com/

2434 サンウェーブカヤックス 体験型アクティビティ 紙OK 沖縄県国頭郡今帰仁村字玉城292-1  108号 090-6895-8544 https://www.sunwavekayaks.com/

2435 トムソーヤマリンショップ 体験型アクティビティ 紙OK 沖縄県石垣市登野城2-41 0980-83-4677 https://www.ishigaki-tomsawyer.jp/

2436 イーフスポーツクラブ 体験型アクティビティ 紙OK 沖縄県島尻郡久米島町字比嘉160-41 098-985-8733 http://www.aqua-navi.com/

2437 西表島 タルチョ 体験型アクティビティ 紙OK 沖縄県八重山郡竹富町字南風見仲36-8 090-4387-0763 https://darlcog.wixsite.com/darlcog

2438 モンドマリーノ 体験型アクティビティ 紙OK 沖縄県石垣市桴海527 0980-87-6651 https://mondomarino.shop/

2439 ダイビングセンターテイクダイブ 体験型アクティビティ 紙OK 沖縄県国頭郡恩納村真栄田339 098-965-0244 https://www.takedive.jp/

2440 オルタナティブファーム宮古 体験型アクティビティ 紙OK 沖縄県宮古島市下地上地仲道原9-6 090-7205-5199 https://alternative-farm.com/



2441 ダイブハウスマンタ石垣島 体験型アクティビティ 紙OK 沖縄県石垣市宮良1002-8 0980-86-7089 https://ishigaki-manta.com/

2442 宮古島リゾートスポーツ 体験型アクティビティ 紙OK 沖縄県宮古島市平良字東仲宗根添1169-1 080-7333-7070 https://385resort-sports.com

2443 新城島観光 体験型アクティビティ 紙OK 沖縄県八重山郡竹富町字新城294 090-5387-0670 http://aragusu ku jima.com

2444 イエローサブマリンダイブスタジオ 体験型アクティビティ 紙OK 沖縄県石垣市伊原間2-390 0980-89-2240 http://www.ys-ds.com/v2/

2445 プライム・スクーバ石垣 体験型アクティビティ 紙OK 沖縄県石垣市真栄里345-9 0980-87-5980 https://www.primescuba-ishigaki.com/

2446 TAKEダイビングスクール 体験型アクティビティ NG 沖縄県八重山郡竹富町上原984-55 0980-85-6871 https://www.takedive.com

2447 サウスワードカヤッククラブ 体験型アクティビティ 紙OK 沖縄県国頭郡恩納村瀬良垣2501-4 098-966-2414 https://okinawa-kayak.com/

2448 沖縄ダイビング ピンクマーメイド 体験型アクティビティ 紙OK 沖縄県国頭郡恩納村真栄田2705-1 090-4513-0892 https://blue-okinawa.com/

2449 SEAJOY 体験型アクティビティ 紙OK 沖縄県中頭郡読谷村都屋261-2 098-989-0036 https://seajoy.jp/

2450 ピンクマーリンクラブ 体験型アクティビティ 紙OK 沖縄県国頭郡恩納村前兼久167 098-965-6060 https://www.pinkmarlinclub.jp/diving/

2451 Livefish OKINAWA 体験型アクティビティ 紙OK 沖縄県国頭郡恩納村安冨祖200-7 098-955-2703 https://live-fish.jp

2452 ダイビングサービスあいる・ぷまんどぅ 体験型アクティビティ 紙OK 沖縄県国頭郡恩納村字真栄田2224-1 098-965-3345 http://airpemandu.com/

2453 Marine Lagoon 体験型アクティビティ 紙OK 沖縄県国頭郡本部町崎本部671-1  浜の駅3号 0980-43-9100 https://marinelagoon.com/

2454 South to South 体験型アクティビティ 紙OK 沖縄県浦添市伊奈武瀬1-3-5 098-867-4445 https://www.south4445.com/

2455 マレア宮古島 体験型アクティビティ 紙OK 沖縄県宮古島市下地字与那覇847-3 0980-76-3850 https://marea-miyako.jp/

2456 西表島Powder Reef 体験型アクティビティ 紙OK 沖縄県八重山郡竹富町南風見仲29-74 大富団地B-14 080-6498-3726 https://powder-reef.com

2457 沖縄プロデュースカマダ 体験型アクティビティ 紙OK 沖縄県国頭郡恩納村名嘉真2288-38 ユイマール恩納1-2 090-1949-6326 https://www.arakakikamada.com/

2458 石垣島笑顔向上請負所 体験型アクティビティ 紙OK 沖縄県石垣市真栄里227-1グリーンテラス南1-B 080-1766-6525 http://egaokoujyo.com

2459 Acoustic Life 体験型アクティビティ 紙OK 沖縄県島尻郡渡嘉敷村字渡嘉敷1923-2 080-2795-9967 https://acousticlife-tokashiki.com

2460 THE BIG BLUE 体験型アクティビティ 紙OK 沖縄県宮古島市平良西里1-22 1F 070-5812-7331 http://www.tbb-sup.com/

2461 マリーンプロダクト 体験型アクティビティ 紙OK 沖縄県那覇市安謝2-2-8 098-860-8678 https://www.marine-p.com/

2462 スローライフマリンサービス 体験型アクティビティ 紙OK 沖縄県国頭郡恩納村瀬良垣1069 098-966-8665 https://slowlife-ms.com/blog/2017%e5%b9%b43%e6%9c%88%e3%81%8b%e3%82%89%e3%81%ae%e6%9c%80%e6%96%b0%e6%b5%b7%e3%83%96%e3%83%ad%e3%82%b0/slowlife_link_html

2463 NOBUガイドワークス 体験型アクティビティ 紙OK 沖縄県石垣市川平1216-595 0980-88-2318 https://nobugw.com

2464 沖縄アクアマリン 体験型アクティビティ 紙OK 沖縄県那覇市安謝269-1外間アパート101 080-3046-4848 https://aquamarine.okinawa/

2465 石垣島三線体験教室 体験型アクティビティ 紙OK 沖縄県石垣市石垣735-95 090-3480-9145  https://www.ishigaki-sanshin.com/

2466 スノーケリングフレンズサービス株式会社 体験型アクティビティ 紙OK 沖縄県石垣市字川平852-2  石垣アパート101 090-5293-3449 なし

2467 リラックスダイブバナナ 体験型アクティビティ 紙OK 沖縄県石垣市白保124-1 0980-87-8770 http://www.ishigaki-banana.com/

2468 海遊倶楽部 体験型アクティビティ NG 沖縄県国頭郡恩納村恩納1655-1 クリスタル万座A-302 098-966-2823 https://kaiyuu.biz

2469 imtida宮古島 体験型アクティビティ 紙OK 沖縄県宮古島市平良字久貝755ボンセジュール白金A-101 080-3224-0385 なし

2470 ドロップイン 体験型アクティビティ 紙OK 沖縄県中頭郡読谷村座喜味2717-36 098-923-1481 https://dropin-okinawa.com

2471 マリンレジャー皇 体験型アクティビティ 紙OK 沖縄県八重山郡竹富町字小浜741-1 0980-85-3778 http://panari.tv/index.html

2472 タイドライン 体験型アクティビティ 紙OK 沖縄県八重山郡竹富町上原339-1 0980-85-6014 https://www.iriomote-tideline.com/

2473 OSC株式会社 体験型アクティビティ 紙OK 沖縄県名護市饒平名369 0980-51-4100 https://www.osakana.okinawa/

2474 沖縄ダイビング サニーデイズ 体験型アクティビティ 紙OK 沖縄県中頭郡北谷町北谷1-9-5 カーサブライト104 098-987-8964 https://sunnydays-okinawa.net/

2475 ジョイクリエイト沖縄ティーダ 体験型アクティビティ 紙OK 沖縄県那覇市泊2-13-4-1F 098-860-6868 https://www.teada-okinawa.com/

2476 D.S.ARCHANGEL 体験型アクティビティ 紙OK 沖縄県国頭郡恩納村真栄田338-1 098-989-3666 https://www.ds-archangel.jp/

2477 島海空 体験型アクティビティ 紙OK 沖縄県宮古島市伊良部字伊良部139-1 0980-78-5401 https://irabujima.net/

2478 Cheerful 宮古島 体験型アクティビティ 紙OK 沖縄県宮古島市伊良部字仲地126 0980-79-7345 https://cheerful-miyakojima.com/

2479 オーシャンズ石垣島 体験型アクティビティ 紙OK 沖縄県石垣市宮良1025-1 0980-86-8008 https://www.ishigaki-oceans.com/

2480 宮古島マリンSUGAR3 体験型アクティビティ 紙OK 沖縄県宮古島市下地字上地110 090-1943-4151 https://miyakosugar3.com

2481 株式会社 恩納ガラス工芸育成センター 体験型アクティビティ 紙OK 沖縄県国頭郡恩納村字冨着85 098-965-3090 http://www.onna-glass-okinawa.co.jp



2482 パラダイス倶楽部 体験型アクティビティ NG 沖縄県那覇市泊3-14-1 098-869-7797 https://www.paradise-club.net/

2483 マリンズプロ宮古 体験型アクティビティ 紙OK 沖縄県宮古島市伊良部字国仲531-18 0980-78-5855 http://go-mpm.com/

2484 沖縄ダイビングスクール ワールドダイビング 体験型アクティビティ 紙OK 沖縄県国頭郡恩納村字仲泊47 098-989-1474 https://www.owd.jp/

2485 ダイビングサービス「琉球てぃーだ」 体験型アクティビティ 紙OK 沖縄県中頭郡北谷町上勢頭556-2 098-989-4411 https://www.ryukyu-dive.jp/

2486 いしがき島 星ノ海プラネタリウム 体験型アクティビティ 紙OK  沖縄県石垣市美崎町1（ユーグレナ石垣港離島ターミナル内） 0980-87-9945 https://www.okijimu.co.jp/

2487 ハーブカフェウコンサロン 体験型アクティビティ 紙OK 沖縄県南城市佐敷仲伊保116-1 098-947-3948 https://www.cho-sei.co.jp/

2488 Sea traveler 体験型アクティビティ 紙OK 沖縄県那覇市東町20-7 TBCビル206 098-963-7144 https://www.ocs78.com

2489 スーパーフィッシュダイビング沖縄店 体験型アクティビティ 紙OK 沖縄県浦添市内間3-15-3 098-975-7795 https://www.superfishdiving.com/okinawa/

2490 オアシスダイバーズ 体験型アクティビティ 紙OK 沖縄県宜野湾市大山2-15-17 098-988-8971 https://www.divers.oasis.okinawa/

2491 フィッシングガイドサービス Morizo 体験型アクティビティ 紙OK 沖縄県宮古島市平良字下里1582-1 川平マンション310号室 090-1946-7016 https://www.gzcustomer-web.com/

2492 伊良部島海遊びガイドシャーカン 体験型アクティビティ 紙OK 沖縄県宮古島市伊良部字伊良部87 080-6488-7904 https://sha-kan.jp/

2493 石垣島ダイビングショップABCdive 体験型アクティビティ 紙OK 沖縄県石垣市新川2224-35 0980-83-2980 http://abc-dive.net

2494 SUP SEAKAYAKKING SNORKELING GoodGoodSun 体験型アクティビティ 紙OK 沖縄県国頭郡今帰仁村字与那嶺555 090-2734-1898 https://www.goodgoodsun.okinawa/

2495 Pada miyako 体験型アクティビティ 紙OK 沖縄県宮古島市平良荷川取99-1 080-1022-7746 https://padamiyako.com

2496 シーカウ・アドベンチャー 体験型アクティビティ 紙OK 沖縄県国頭郡恩納村仲泊1411-22-202 090-4588-2891 https://kodomo.okinawa-asobi.com

2497 次世代モビリティRimo 体験型アクティビティ 紙OK 沖縄県国頭郡恩納村名嘉真2199-1 098-960-6176 https://rimo-japan.com/

2498 ダイビングショップ 那覇シーマリン 体験型アクティビティ 紙OK 沖縄県那覇市松山1-26-17 １F 098-869-1777 https://www.seamarine.jp

2499 アウリィダイブ沖縄 体験型アクティビティ 紙OK 沖縄県宜野湾市普天間2-12-16 2階 098-800-1317 https://www.aulii-dive.jp

2500 石垣島iyupanari 体験型アクティビティ 紙OK 沖縄県石垣市新川2222-1 090-6859-7233 https://iyupanari.com/

2501 diving&workshop IHANASHI 体験型アクティビティ 紙OK 沖縄県国頭郡恩納村真栄田1424-2 080-3996-1874 https://www.ihanashi.com

2502 Prism Dive 体験型アクティビティ NG 沖縄県島尻郡渡嘉敷村字阿波連116-1  第三阿波連団地101 080-6413-8050 https://prismdive.com/

2503 BLUE TABBY 体験型アクティビティ 紙OK 沖縄県宮古島市平良字東仲宗根191-4 0980-79-0441 https://bluetabby385.com/

2504 ダイブハウス南風 体験型アクティビティ 紙OK 沖縄県宮古島市平良字久貝249-1 0980-72-6717 http://paikaji1.co.jp/

2505 marinemate Luana 体験型アクティビティ 紙OK 沖縄県石垣市野底106-457 090-8667-7900 http://marinemate-Luana.net

2506 沖縄ダイビングサービス潜水屋 体験型アクティビティ 紙OK 沖縄県那覇市曙3-11-19仲本ビル1階 098-988-9398 https://www.okinawa-d-s.com/

2507 ａｏｉダイビングサービス 体験型アクティビティ 紙OK 沖縄県国頭郡恩納村前兼久876-1 098-989-0801 https://www.aoi-diving-okinawa.com/

2508 西表島カヌーツアー のんぷら 体験型アクティビティ 紙OK 沖縄県八重山郡竹富町字上原655-1 080-6491-9455 http://npura.com/

2509 うるまダイビングクラブ 体験型アクティビティ 紙OK 沖縄県石垣市登野城488 1F 0980-83-0789 https://www.uruma-club.com/

2510 久米島ダイビングセンターSHIRAHAMA 体験型アクティビティ 紙OK 沖縄県島尻郡久米島町字謝名堂548-17 098-896-8787 https://www.shirahama-marine.com/

2511 アオミャーク 体験型アクティビティ 紙OK 沖縄県宮古島市平良字東仲宗根885-17 080-8816-4139 https://aoo-myahk.shop

2512 Divers,inc. 体験型アクティビティ 紙OK 沖縄県那覇市おもろまち3-5-1ソレイユ・ルヴァン公園前404 090-2410-3151 https://www.divers-inc.com

2513 石垣島カヌーツアー池間 体験型アクティビティ NG 沖縄県石垣市宮良1053-61 070-3800-0552 https://canoetour-ikema.com/

2514 にじいろのさかな石垣島 体験型アクティビティ NG 沖縄県石垣市字石垣98-6 090-4072-5997 https://nijiirono-sakana.com/

2515 三和トラベル 体験型アクティビティ 紙OK 沖縄県石垣市美崎町4-9 0980-82-6475 https://www.ishigakikankou.tv/wp/tour/?theme=ritomeguri

2516 GOODDAYS STANDUP 体験型アクティビティ 紙OK 沖縄県島尻郡座間味村阿真512-1 070-4453-0135 http://gooddaysstandup.com/

2517 ココマジック石垣島 体験型アクティビティ NG 沖縄県石垣市登野城25 050-5236-8534 http://www.coco-magic.com

2518 シージャック ダイブファミリー 体験型アクティビティ 紙OK 沖縄県石垣市川平241-1 0980-88-2220 http://www.seajackdf.com/

2519 irabu kicks 体験型アクティビティ 紙OK 沖縄県宮古島市伊良部字国仲85-2 090-6515-8944 https://www.irabukicks-g.com/

2520 うみてんぐ・ダイビングサービス 体験型アクティビティ 紙OK 沖縄県名護市屋部880-1 0980-43-8910 https://www.instagram.com/umitengu_diving/

2521 貸切アウトドアツアー専門店 FRiP 体験型アクティビティ 紙OK 沖縄県うるま市栄野比997-23 098-987-8965 https://opt-frip.com

2522 DIVING ASSIST Jawfish OKINAWA 体験型アクティビティ 紙OK 沖縄県宜野湾市宇地泊729-1 グリーンライフ101 098-979-9151 https://www.jawfish.info



2523 Pro Scuba Team SEALs 体験型アクティビティ NG 沖縄県国頭郡恩納村恩納6331ｰ3 098-966-8890 http://www.seals-dc.net

2524 マナエンジョイダイビング沖縄 体験型アクティビティ 紙OK 沖縄県中頭郡北谷町宮城2-193 098-927-5887 https://enjoy-okinawa.com/

2525 沖縄マリンクック 体験型アクティビティ 紙OK 沖縄県名護市運天原445 090-5727-7774 https://marinecook.ti-da.net

2526 うみソラ 体験型アクティビティ 紙OK 沖縄県宮古島市平良字久貝778-4 KTSフローレ久貝302 080-8737-5170 https://www.umisora-miyakojima.com/

2527 武藤潜水 体験型アクティビティ 紙OK 沖縄県中頭郡読谷村字波平2192-8 098-911-6150 http://mutosensui.com/top/

2528 カヤックフィッシングのGA-ZU-MAN 体験型アクティビティ 紙OK 沖縄県宮古島市平良字下里3107-1034 090-8410-7280 https://gazuman.com/

2529 星航丸 体験型アクティビティ 紙OK 沖縄県中頭郡読谷村字都屋33 090-2587-5686 https://starnavigationokinawa.jimdofree.com/

2530 有限会社やんばる自然塾 体験型アクティビティ 紙OK 沖縄県国頭郡東村字慶佐次82 0980-43-2571 https://gesashi.com

2531 EARTHSHIP kerama 体験型アクティビティ 紙OK 沖縄県島尻郡座間味村阿嘉1239 090-9050-2584 https://peraichi.com/landing_pages/view/eskerama/

2532 ダイブシャングリラ西表島 体験型アクティビティ 紙OK 沖縄県八重山郡竹富町南風見201-123 0980-87-0620 https://dive-shangrila.com

2533 Clown Crown 体験型アクティビティ 紙OK 沖縄県浦添市港川537-3 D'Sマンション美花１F 070-8378-2393 https://clown-crown.okinawa/

2534 リトルケープダイビングサービス 体験型アクティビティ 紙OK 沖縄県浦添市屋冨祖1-2-7-101 098-911-1741 https://littlecape.jp/

2535 STAYSUP AFRO_02 体験型アクティビティ 紙OK 沖縄県国頭郡恩納村字山田559-1 090-1076-1030 https://www.sawarnasup.com/staysup-afro-02/

2536 Manta Holic Kabira 体験型アクティビティ NG 沖縄県石垣市川平642-3 0980-87-5792 https://mantaholic.com

2537 マリンレジャーハイサイド 体験型アクティビティ 紙OK 沖縄県国頭郡恩納村真栄田677 098-989-3687 https://okinawa-hiside.com/

2538 伊良部島観光ガイドゆうむつ 体験型アクティビティ NG 沖縄県宮古島市伊良部字池間添47 090-4519-6998 https://yuumutsu.com/

2539 美南海アクアプロ 体験型アクティビティ 紙OK 沖縄県名護市屋部321 0980-43-7370 https://minami373.biz/

2540 沖縄マリンクラブ結 体験型アクティビティ 紙OK 沖縄県国頭郡恩納村山田600-1 090-9404-4590 https://oki-yui.com/

2541 ダイビングショップ和 体験型アクティビティ 紙OK 沖縄県国頭郡恩納村字仲泊858-4 080-3909-0753 http://nagomi.okinawa

2542 わくわく屋 体験型アクティビティ 紙OK 沖縄県うるま市石川3412-1 ココハウス東山103 070-1365-6995 http://wakuwaku-ya.com/

2543 ダイブイン浜 体験型アクティビティ NG 沖縄県島尻郡座間味村座間味97 098-987-2013 https://diveinnhama.jp/

2544 沖縄ダイビングサービスホワイトツリー 体験型アクティビティ 紙OK 沖縄県那覇市港町4-5-1 098-927-5207 https://w-tree.com/

2545 スキューバダイビング今帰仁ブルー 体験型アクティビティ 紙OK 沖縄県国頭郡今帰仁村仲尾次672-4 0980-43-9505 https://www.nakijinblue.com/

2546 ダイビングショップGreenGrass 体験型アクティビティ 紙OK 沖縄県国頭郡恩納村字仲泊1952-1 098-963-0615 https://gr-gr.jp/

2547 GRAT!S!SUP 体験型アクティビティ 紙OK 沖縄県宮古島市平良東仲宗根679 0980-79-7724 https://gratssup.jp

2548 アイランズトリップ 体験型アクティビティ 紙OK 沖縄県島尻郡渡嘉敷村字阿波連176 098-896-4522 https://islands-trip.com/

2549 沖縄ダイビングセンター 体験型アクティビティ 紙OK 沖縄県国頭郡恩納村前兼久29-1 098-965-4700 https://www.okinawadc.com/

2550 46st. 体験型アクティビティ 紙OK 沖縄県宮古島市平良字下里2905-2 0980-73-2848 https://46st.jp

2551 ArtStudioあうる 体験型アクティビティ 紙OK 沖縄県名護市運天原514-10 090-9303-4296 https://instagram.com/iz_oo_knz_?igshid=YmMyMTA2M2Y=

2552 マリンショップ うみはまゆん 体験型アクティビティ 紙OK 沖縄県国頭郡本部町字新里618  アフロリゾート 090-6869-4985 https://www.instagram.com/umi.hama.yun/

2553 ターキーダイビングサービス 体験型アクティビティ 紙OK 沖縄県那覇市壺屋1-31-2 070-9053-2653 https://turkey-ds.com/

2554 海風だいばーず 体験型アクティビティ 紙OK 沖縄県那覇市具志3-6-3 098-857-1761 http://www.kaifu-divers.com/

2555 マリンクラブジーマ 体験型アクティビティ 紙OK 沖縄県中頭郡読谷村楚辺2239-1 090-1387-8299 http://zima.jp.net/

2556 石垣島マリンサービス鶴の恩返し 体験型アクティビティ 紙OK 沖縄県石垣市字真栄里204-317 090-7861-4687 なし

2557 エミナマリン 体験型アクティビティ 紙OK 沖縄県宮古島市平良字下里510-1 アパートメントHello101号 0980-79-5131 https://eminamarine-diving.net/

2558 カイトボードショップエムエアー 体験型アクティビティ 紙OK 沖縄県宮古島市下地字与那覇233 090-1583-6520 なし

2559 石垣の塩工房 体験型アクティビティ 紙OK 沖縄県石垣市字新川1145-57 0980-82-8817 https://www.ishigakinoshio.com

2560 OKINAWA SMILE PROJECT 体験型アクティビティ 紙OK 沖縄県那覇市宇栄原3-29-20  新町テナント2階 080-1142-3967 https://www.okinawa098shimauta.com

2561 フシヌヤーウチ座間味島将太の星空フォトツアー 体験型アクティビティ 紙OK 沖縄県島尻郡座間味村阿真629-1 080-2477-3663 https://www.instagram.com/okinawa.pic.life/

2562 カラックダイビングスクール 体験型アクティビティ 紙OK 沖縄県那覇市字安謝197-3 098-988-8066 http://kalak.jp/

2563 大黒丸 体験型アクティビティ 紙OK 沖縄県島尻郡座間味村字座間味88 080-2736-6320 https://www.daikokumaru2020.com/



2564 沖縄ダイビングサービスsplus 体験型アクティビティ 紙OK 沖縄県那覇市首里山川町3-19 090-9752-3301 https://www.splus-diving.com/

2565 石垣島アドベンチャーフォトツアーKIBOU 体験型アクティビティ 紙OK 沖縄県石垣市宮良275 2F 080-7293-4804 https://www.ishigaki-kibou-phototours.com/

2566 ピュアティダイビングサービス 体験型アクティビティ 紙OK 沖縄県石垣市川平834-1 0980-88-2070 https://purity-diving.com/

2567 Kings Sea Road キングスシーロード 体験型アクティビティ 紙OK 沖縄県うるま市与那城平安座8158 098-927-4405 https://kings-sea-road.com/

2568 宮古島ひとときさんぽ 体験型アクティビティ 紙OK 沖縄県宮古島市平良久貝870-1 島の駅みやこ テラス 0980-73-7311 http://www.plannet4.co.jp/kihonshisei.html

2569 SALTY RAYS 体験型アクティビティ 紙OK 沖縄県国頭郡恩納村字瀬良垣496 098-966-1001 https://saltyokinawa.com/

2570 工房ちゅらうみ家 体験型アクティビティ 紙OK 沖縄県那覇市牧志3-2-45 098-861-0008 https://churaumiya.com/

2571 ブルーオーシャンクラブ 体験型アクティビティ 紙OK 沖縄県宮古島市平良西里1472-126 B506 080-6366-3742 https://www.blueoceanclubmiyako.com/

2572 KANS石垣島 体験型アクティビティ 紙OK 沖縄県石垣市真栄里204-365 シュロス2-101 070-3801-6408 https://kans-ishigaki.com

2573 潜水処 武蔵 体験型アクティビティ 紙OK 沖縄県中頭郡読谷村宇座175-A 098-958-7634 https://www.okinawa634.com/

2574 美南海 体験型アクティビティ 紙OK 沖縄県那覇市壷屋1-28-25 やちむんびる三階 080-6493-1789 https://minami373.biz/

2575 三線工房まちだ屋 体験型アクティビティ 紙OK 沖縄県中頭郡読谷村字高志保1020-1 098-958-3090 https://www.machidaya.jp

2576 coconuts boat 体験型アクティビティ 紙OK 沖縄県石垣市美崎町1  ユーグレナ石垣港離島ターミナル内店舗 0980-82-9886 なし

2577 カヤックサービスフリースーツ石垣 体験型アクティビティ 紙OK 沖縄県石垣市野底106-457 090-6944-5663 https://free-suits.com/

2578 西表島トレッキングツアー 島廻遊 体験型アクティビティ 紙OK 沖縄県八重山郡竹富町字西表984-1 090-7585-6781 http://www.simamariasibi.com/

2579 やんばる学びの森 体験型アクティビティ 紙OK 沖縄県国頭郡国頭村安波1301-7 0980-41-7979 https://yanbaru-manabi.com

2580 リベルテダイビングサービス那覇店 体験型アクティビティ 紙OK 沖縄県那覇市若狭2-9-25-101 098-951-1800 https://liberte.jp/naha/

2581 リベルテダイビングサービスもとぶ店 体験型アクティビティ 紙OK 沖縄県国頭郡本部町字瀬底4762 080-6480-5515 https://liberte.jp/hokubu/

2582 シーサーや -本部町営市場店- 体験型アクティビティ 紙OK 沖縄県国頭郡本部町渡久地4-7-3 0980-48-4618 https://ec.tsuku2.jp/shop/0000178528

2583 那覇市伝統工芸館 体験型アクティビティ 紙OK 沖縄県那覇市牧志3-2-10  てんぶす那覇２階 098-862-1023  http://www.kogeikan.jp/

2584 OKマリンクラブ宮古島 体験型アクティビティ 紙OK 沖縄県宮古島市平良下里399-1 0980-73-6677 https://okmarine.okinawa/

2585 バグースダイビングサービス 体験型アクティビティ 紙OK 沖縄県那覇市天久1201赤嶺アパート１階 098-988-0596 https://okinawabagus.com/

2586 首里染織館suikara 体験型アクティビティ 紙OK 沖縄県那覇市首里当蔵町2-16 098-917-6030 https://suikara.ryukyu/

2587 ダイビングチーム潮 体験型アクティビティ 紙OK 沖縄県島尻郡座間味村字座間味143 098-987-3533 https://divingteam-ushio.jp/

2588 八重干瀬専門カルトマリーヌ 体験型アクティビティ 紙OK 沖縄県宮古島市平良池間118-1 090-4708-9575 https://www.cartemarine.net

2589 沖縄マリンクラブアン 体験型アクティビティ 紙OK 沖縄県那覇市曙1-5-7 090-3999-4385 http://marineclub-an.com/

2590 ant 体験型アクティビティ 紙OK 沖縄県那覇市前島1-8-7 マ・メゾン前島1F 098-987-5734 https://ant-dive.com/

2591 マナファクトリー 体験型アクティビティ 紙OK 沖縄県宮古島市平良字荷川取518-6 0980-73-4039 https://mana-factory.com/

2592 マリンサービスサンフィッシュ石垣島 体験型アクティビティ 紙OK 沖縄県石垣市真栄里393-32 070-4448-5356 https://isigakijima-diving.com/

2593 海メルト 体験型アクティビティ NG 沖縄県宮古島市平良字西仲宗根3-20-5 1F 080-3246-0399 https://meltingspot-miyako.jimdofree.com/

2594 備瀬のあそびば 体験型アクティビティ 紙OK 沖縄県国頭郡本部町備瀬505 080-3040-9543 https://www.no3ice.com/

2595 マリンハウス阿波連 体験型アクティビティ 紙OK 沖縄県島尻郡渡嘉敷村字阿波連106 098-987-2335 https://www.aharen.com

2596 釣って見つけるぼうけんの国 沖縄 うるまBBQガーデン 体験型アクティビティ 紙OK 沖縄県うるま市石川3355-1 うるま農場内 098-964-1278 https://www.shonanpet.jp/okinawa/

2597 ピンクシーサー 体験型アクティビティ 紙OK 沖縄県那覇市松尾2-11-11 090-8545-6335 https://www.instagram.com/pink.shisa/

2598 石垣島ガイドCHORO 体験型アクティビティ 紙OK 沖縄県石垣市宮良1053－61 080-9850-8989 https://from-choro.com/

2599 西表自然学校 体験型アクティビティ NG 沖縄県八重山郡竹富町上原546-3 090-4350-5102 https://iriomote1.com

2600 OHCUS石垣島 体験型アクティビティ 紙OK 沖縄県石垣市宮良63-4 0980-87-0157 https://ohcus-ishigakijima.com/

2601 divingschool海講座 体験型アクティビティ 紙OK 沖縄県石垣市川平1287-97 080-8745-0779 https://umicoza.jp

2602 オーシャンアイランド沖縄 体験型アクティビティ 紙OK 沖縄県うるま市石川2421-2 090-2580-4989 http://ocean-island.okinawa/

2603 ちゃこたび 体験型アクティビティ 紙OK 沖縄県宮古島市平良下里219-2 オーシャンフロントスタイルレキオス501 090-9961-8986 https://chakotabi.xsrv.jp/

2604 石垣島トータルマリン 体験型アクティビティ 紙OK 沖縄県石垣市浜崎町2-6-49 0980-83-5563 https://ishigaki-marine.com/



2605 ダイブゴビーズ 体験型アクティビティ 紙OK 沖縄県島尻郡座間味村字阿嘉296 098-987-3275 https://gobies.net/

2606 道草屋 体験型アクティビティ 紙OK 沖縄県八重山郡竹富町上原10-642 080-4112-2359 http://michikusaya-iriomote.com/

2607 MOANAダイビングカレッジ石垣島 体験型アクティビティ 紙OK 沖縄県石垣市真栄里97-6 1F 0980-87-5832 https://moana-ishigaki.jp

2608 フサキビーチリゾートホテル朝ヨガ(ビーチヨガ) 体験型アクティビティ 紙OK 沖縄県石垣市新川1625 フサキビーチリゾートホテル 0980-88-7000 なし

2609 クロスリバー 体験型アクティビティ 紙OK 沖縄県八重山郡竹富町字上原584-1 0980-85-6564 https://cross-river.net/

2610 マリンショップ風スタイル 体験型アクティビティ 紙OK 沖縄県島尻郡座間味村阿佐3 098-987-3172 http://www.kerama-fuu.com

2611 ＢｉｃｉｃｌｅｔｔａＳＨＩＤＯ 体験型アクティビティ 紙OK 沖縄県名護市済井出1064-1 0980-52-8016 なし

2612 DUNK DIVING ENTERTAINMENT 体験型アクティビティ NG 沖縄県那覇市曙2-26-15 1F右 098-943-9810 https://dunk.gr.jp

2613 歩き屋野遊び店のぶず 体験型アクティビティ 紙OK 沖縄県八重山郡竹富町南風見201-14-103 0980-85-5628 http://iriomote-nobus.com/

2614 オードリーダイビングサービス 体験型アクティビティ 紙OK 沖縄県那覇市安謝102-1 比嘉アパート1F 090-2420-6600 https://www.audrey-ds.com/

2615 MarineFactory 体験型アクティビティ 紙OK 沖縄県宜野湾市大謝名3-7-9 098-975-5731 なし

2616 石垣島馬広場 体験型アクティビティ 紙OK 沖縄県石垣市平久保平久保牧355 080-6485-5979 https://www.ishigaki-umahiroba.com/

2617 DSnatura 体験型アクティビティ NG 沖縄県中頭郡北谷町浜川187 S-33 098-800-2489 なし

2618 さうすぽいんと 体験型アクティビティ 紙OK 沖縄県石垣市川平934-13 0980-88-2661 https://www.s-diving.jp

2619 西表インシャー 体験型アクティビティ 紙OK 沖縄県八重山郡竹富町字上原330-2 0980-85-6727 http://i-imsher.com

2620 西表島カヌークラブ ぱいしぃず 体験型アクティビティ 紙OK 沖縄県八重山郡竹富町上原10-693 0980-84-8223 https://www.iriomote-pisces.com/

2621 PIPELINE 体験型アクティビティ 紙OK 沖縄県宮古島市平良久貝668-5 宮古クリスタルコート101 0980-79-7476 なし

2622 にこにこダイビング 体験型アクティビティ 紙OK 沖縄県八重山郡竹富町字上原10-107 0980-85-6692 https://www.nikonikodiving.com/

2623 西表島 ADVENTURE PiPi 体験型アクティビティ 紙OK 沖縄県八重山郡竹富町字上原870-60 0980-85-7240 https://iriomote-pipi.com/

2624 calm石垣島 体験型アクティビティ 紙OK 沖縄県石垣市大浜1172-95 080-1488-9715 https://calm-ishigaki.com/

2625 心晴れダイビング 体験型アクティビティ 紙OK 沖縄県うるま市石川曙1-1-31 098-989-6580 https://cocohalle-diving.com/

2626 マリーナエイト株式会社 体験型アクティビティ 紙OK 沖縄県中頭郡北谷町美浜3-4-5 098-983-7100 https://marina-8.com/#about

2627 ブルーラグーンオキナワ 体験型アクティビティ 紙OK 沖縄県うるま市与那城屋慶名屋平4 080-9141-5443 http://blo-lagoon.hippy.jp/

2628 chill宮古315 体験型アクティビティ 紙OK 沖縄県宮古島市平良字下里52-2 ディープブルービル３０１号室 090-9785-6701 なし

2629 海屋 体験型アクティビティ 紙OK 沖縄県国頭郡本部町谷茶29-72 0980-47-5349 なし

2630 THE KITCHEN HOSTEL AO 体験型アクティビティ 紙OK 沖縄県那覇市久茂地1-4-1 くもいちビル1階・2階 098-863-8156 なし

2631 ブルーシーサー 体験型アクティビティ NG 沖縄県石垣市新川2419-1 池原アパート301 0980-87-8821 https://blue-seasar.com/

2632 西表 遊びなーら 体験型アクティビティ 紙OK 沖縄県八重山郡竹富町上原870-255-3-1 080-6480-4623 http://ashibina-ra.com/

2633 沖縄トリプルマリン 体験型アクティビティ 紙OK 沖縄県国頭郡本部町崎本部2618-1   サンセット名桜 0980-38-9041 なし

2634 インフォメーションデスク 体験型アクティビティ 紙OK 沖縄県名護市安部156-2 カヌチャリゾート内 0980-55-8880 https://www.kanucha.jp/

2635 ダイヤモンドヘッド 体験型アクティビティ 紙OK 沖縄県宮古島市伊良部字⾧浜136 070-1941-1173 https://diamondhead.okinawa/workshop/

2636 ラッキークローバー 体験型アクティビティ 紙OK 沖縄県石垣市新川2095ｰ14 090-6777-9220 https://www.luckyclover-ishigaki.com/

2637 シメラギ 体験型アクティビティ 紙OK 沖縄県石垣市新川1641-65 0980-87-6023 https://shimeragi.com/

2638 Ai&Dai designs 体験型アクティビティ 紙OK 沖縄県国頭郡本部町字渡久地4 080-6487-1163 なし

2639 ダイビングショップKUKURU 体験型アクティビティ 紙OK 沖縄県石垣市浜崎町2-2-31 0980-88-5605 http://kukuru-ishigaki.net/

2640 Marine Shop ヤビジ 体験型アクティビティ 紙OK 沖縄県宮古島市平良字池間278-6 080-3374-4720 https://yabizi.com/

2641 ハイビサーフィン＆サップ 体験型アクティビティ 紙OK 沖縄県中頭郡北谷町浜川158 080-2791-3397 http://811surf.com/

2642 OPG 体験型アクティビティ 紙OK 沖縄県那覇市曙1-2-2 098-911-1265 https://www.opg.co.jp/

2643 DREAM OCEAN Okinawa 体験型アクティビティ 紙OK 沖縄県宜野湾市宜野湾2-8-36 070-1309-8118 https://dream-ocean-okinawa.com/

2644 琉装スタジオ ちゅら美人 体験型アクティビティ 紙OK 沖縄県那覇市前島1-5-7  070-5482-9244 https://oki-raku.net/omusubi/churabijin/

2645 ダイビングチームうなりざき 体験型アクティビティ NG 沖縄県八重山郡竹富町字上原10-172 0980-85-6146 https://www.unarizaki.com/



2646 ニライナホリデイズ 体験型アクティビティ 紙OK 沖縄県八重山郡竹富町上原10-425 0980-85-6100 なし

2647 海の家ハウオリ 体験型アクティビティ 紙OK 沖縄県島尻郡渡嘉敷村字阿波連170-6 098-987-2335 https://www.aharen.com

2648 イゼナマリンサービスグイン 体験型アクティビティ 紙OK 沖縄県島尻郡伊是名村字伊是名813 0980-43-9984 https://izenaguin.com

2649 フージーマリンサービス 体験型アクティビティ 紙OK 沖縄県石垣市新栄町20-21 0980-88-5800 https://fu-gee.com/

2650 シマハロマリンサービス 体験型アクティビティ 紙OK 沖縄県中頭郡読谷村伊良皆151-5 090-6002-1910 http://www.shimahalo.com

2651 宮古島ダイビングショップＬＩＮＫ 体験型アクティビティ NG 沖縄県宮古島市平良字久貝783-7 0980-73-3150 https://link-miyakojima.com/

2652 ファットバイクレンタル竹富島 体験型アクティビティ NG 沖縄県八重山郡竹富町竹富515 070-1504-0881 https://peraichi.com/landing_pages/view/trollfatbikes/

2653 Life is a Journey 体験型アクティビティ 紙OK 沖縄県中頭郡読谷村⾧浜3-3 090-1042-7408 http://www.lifeisajourney.join-us.jp/new/pg271.html

2654 STUDIO SUNNY KING 体験型アクティビティ 紙OK 沖縄県糸満市西崎町3-217 マンション幸105号室 080-6494-3211 https://studio-sunnyking.com/

2655 オーシャンアドベンチャー 体験型アクティビティ 紙OK 沖縄県国頭郡恩納村名嘉真90-2 050-3172-3172 https://oceanadventure.jp/

2656 まんさくツアーサービス 体験型アクティビティ 紙OK 沖縄県八重山郡竹富町字西表1499-24 0980-85-6222 http://mansaku.okinawa/

2657 COCONUTS CLUB 体験型アクティビティ 紙OK 沖縄県国頭郡今帰仁村古宇利355 0980-56-5723 なし

2658 海ぶどう平安座養殖場 体験型アクティビティ 紙OK 沖縄県うるま市与那城平安座2602 090-3249-5696 https://www.umibudouhenza.com/

2659 沖縄旅行観光サービス 体験型アクティビティ NG 沖縄県宮古島市平良字西里798-43 0980-73-9314 なし

2660 TABIWAKU 宮古島 体験型アクティビティ 紙OK 沖縄県宮古島市平良下里2631-10 THE LAGOON103 080-6489-3682 http://tabiwaku.com/

2661 ターコイズ石垣島 体験型アクティビティ 紙OK 沖縄県石垣市平得3-1 プライムⅡ 302号 080-8001-7362 https://turquoise-ishigaki.com

2662 ネイチャーランド カヤックス 体験型アクティビティ 紙OK 沖縄県島尻郡座間味村字座間味426 098-987-2187 http://okinawakayak.jp/

2663 カヌーツーリングあたらす 本店 体験型アクティビティ 紙OK 沖縄県八重山郡竹富町字上原324-112 0980-85-6708 https://canoe-touring.jp/

2664 ナチュラル 体験型アクティビティ 紙OK 沖縄県八重山郡竹富町字西表965 050-5898-7296 https://natural-iriomotejima.jimdofree.com/

2665 うたくなー石垣島 体験型アクティビティ 紙OK 沖縄県石垣市平得417-4 グランデHOSHINO303号室 090-1947-5898 https://www.utakuna-ishigakijima.com/

2666 ロカヒマリンクラブ 体験型アクティビティ 紙OK 沖縄県うるま市与那城平安座8150-1 098-923-2899 https://www.lokahi-marine.com/

2667 CHURA 体験型アクティビティ 紙OK 沖縄県宮古島市平良字西里1329-13 090-9782-3255 https://chura-miyakojima.com/

2668 アプリシエイト／ピアス 体験型アクティビティ 紙OK 沖縄県国頭郡恩納村安富祖1314  みゆきハマバルリゾート内 098-967-7777 https://appreciate8.co.jp/

2669 ナビィダイビング石垣島 体験型アクティビティ 紙OK 沖縄県石垣市真栄里204-212 0980-87-5143 https://nabbie.okinawa.jp/

2670 鳩間島アイランドワールド 体験型アクティビティ 紙OK 沖縄県八重山郡竹富町鳩間54 0980-82-7700 http://hatoma.co.jp

2671 石垣島プライベートツアー ベタ凪 体験型アクティビティ 紙OK 沖縄県石垣市登野城82-1  オーシャンパレス登野城302 090-5983-1305 https://betanagi-ishigaki.com/

2672 海遊びネジ 体験型アクティビティ 紙OK 沖縄県石垣市平得148-1  尚アパート101 080-2622-1237 なし

2673 FUVRY 体験型アクティビティ 紙OK 沖縄県名護市宇茂佐の森5-1-6  ヴァルトハイム302 080-3483-4804 https://www.fuvry.com/

2674 ヤンバルンチャー 名護店 体験型アクティビティ NG 沖縄県名護市為又1220-71  Okinawaフルーツらんど内 050-3595-7515 https://www.yambarunture.okinawa/

2675 マリンクラブクレア 体験型アクティビティ 紙OK 沖縄県国頭郡恩納村谷茶138 098-966-8412 https://www.crea-diving.biz/

2676 シレーナ伊良部島 体験型アクティビティ 紙OK 沖縄県宮古島市伊良部国仲97 080-6485-7663 http://sirenairabujima.sakura.ne.jp/index.html

2677 カイトマリンスポーツ 体験型アクティビティ 紙OK 沖縄県島尻郡座間味村字阿佐194 098-987-2270 https://kerama-diving.com/

2678 マリン観光開発 体験型アクティビティ NG 沖縄県那覇市泊3-14-5 098-869-2241 https://www.marinenetwork.co.jp/

2679 ケラマカヤックセンター 体験型アクティビティ 紙OK 沖縄県島尻郡座間味村座間味125-2 098-896-4677 なし

2680 たきもの屋薫る風 体験型アクティビティ 紙OK 沖縄県那覇市久茂地1-8-7  カネトモ産業ビル３階 098-863-7395 https://kaorukaze1221.jimdofree.com/

2681 海邦マリングラスボート 体験型アクティビティ 紙OK 沖縄県石垣市川平911 0980-87-9900 なし

2682 サザンアイランダーダイブツアーズ 体験型アクティビティ NG 沖縄県那覇市樋川1-8-6  TTKビル2階 098-996-3683 http://www.s-islander.jp/

2683 ダイブフォーカス 体験型アクティビティ 紙OK 沖縄県那覇市安謝242  国吉アパート110 080-4677-4896 https://dive-focus.com

2684 ダイビングサービス マチルダ 体験型アクティビティ 紙OK 沖縄県浦添市西原3-10-15 080-6126-2865 なし

2685 パナリ島観光 体験型アクティビティ 紙OK 沖縄県八重山郡竹富町新城13 090-4984-8800 http://panari88.com/

2686 DSF石垣島 体験型アクティビティ 紙OK 沖縄県石垣市字新川372-12 070-2287-1255 なし



2687 マリンクラブ バスロ 体験型アクティビティ 紙OK 沖縄県国頭郡恩納村山田3078-1 098-965-6880 なし

2688 イーチャリティ那覇国際通り本店 体験型アクティビティ NG 沖縄県那覇市牧志3-13-20  KAITOビルⅡ 098-988-8155 https://echarity.co.jp/

2689 西表島コロンブス 体験型アクティビティ 紙OK 沖縄県八重山郡竹富町上原681-2 090-4291-0633 http://www.iriomote-columbus.com/

2690 オーシャンブリッジオキナワ 体験型アクティビティ 紙OK 沖縄県国頭郡今帰仁村字今泊3570 090-8839-1948 http://oceanbridge-okinawa.com/

2691 うみあそび といろ 体験型アクティビティ 紙OK 沖縄県島尻郡座間味村字阿真512-1 070-4209-8877 https://instagram.com/zamami.snorkeling.toiro/

2692 ダイブブリーズ 体験型アクティビティ 紙OK 沖縄県国頭郡本部町豊原253-10 080-8366-9655 https://www.dive-breeze.com/

2693 Naon-波音- 体験型アクティビティ 紙OK 沖縄県中頭郡北谷町伊平1-6-20  24BLD 3F 090-6263-5823 https://www.naon-underwater.com

2694 INCHER 体験型アクティビティ 紙OK 沖縄県宮古島市平良久貝848-17 050-3155-1539 https://incher.jp

2695 SummerParty 体験型アクティビティ 紙OK 沖縄県宮古島市下里1092-11  ガーデニアヴィラA棟 0980-79-5360 http://summerparty-miyakojima.com/

2696 First 体験型アクティビティ 紙OK 沖縄県那覇市上間1-5-11  コーポミノルB-101号室 098-996-2963 https://okinawa-first.com

2697 ダイビングセンターMOSSDIVERS 体験型アクティビティ 紙OK 沖縄県石垣市石垣501-1  一階北 0980-87-5244 http://mossdivers.com/

2698 ミヤギマリン 体験型アクティビティ 紙OK 沖縄県石垣市野底939 080-6485-0897 https://miyagimarine-ishigaki.com

2699 りき丸 体験型アクティビティ 紙OK 沖縄県中頭郡嘉手納町水釜566-7 080-6491-9884 https://www.riki-oki.com

2700 知念海洋レジャーセンター 体験型アクティビティ 紙OK 沖縄県南城市知念字久手堅676 098-948-3355 https://www.chinenmarine.co.jp/

2701 沖縄交通 タクシー NG 沖縄県那覇市字安謝192 098-861-2224 https://www.okinawa-kotsu-grp.co.jp

2702 合名会社 久米島相互タクシー タクシー NG 沖縄県島尻郡久米島町字太田484-2 098-985-2095 https://www.kanko-kumejima.com/members/kumesogotakusi

2703 東タクシー タクシー 紙OK 沖縄県那覇市東町16-12 098-868-3666 https://www.higashi-taxi.com

2704 糸満タクシー タクシー NG 沖縄県糸満市兼城482 098-868-3666 https://www.higashi-taxi.com

2705 三ツ星タクシー合名会社 タクシー NG 沖縄県石垣市新川2332-2 0980-82-3755 http://3star-taxi.jp

2706 先島交通株式会社 タクシー NG 沖縄県石垣市八島町1-6-7 0980-82-3988 https://www.sakishima.jp/taxi/

2707 東海交通合資会社 タクシー NG 沖縄県石垣市字新川432 0980-82-3585 http://ishigaki-tokai.com/plan_c.html

2708 日本交通 タクシー 紙OK 沖縄県那覇市宇栄原1-26-15 098-857-2426 なし

2709 丸金交通 本社営業所 タクシー NG 沖縄県名護市大北3-19-3 0980-52-5555 http://marukin-group.jp

2710 ひまわりタクシー株式会社 タクシー NG 沖縄県浦添市西原5-8-10 098-879-7877 https://www.himawaritaxiokinawa.com/

2711 合資会社つきしろ交通 タクシー 紙OK 沖縄県南風原町字兼城606-1 098-889-6387 https://www.panda-taxi.okinawa/

2712 沖縄eハイヤー タクシー NG 沖縄県糸満市西崎6-17-1  706号プレサンスロジェ西崎レーヴタワー 098-850-1001 https://www.ee-hire.com/

2713 那覇個人タクシー事業協同組合 タクシー 紙OK 沖縄県那覇市田原4-4-16 098-857-0034 なし

2714 合名会社浦城タクシー タクシー NG 沖縄県浦添市屋富祖1-2-11 098-876-2722 https://www.urashiro-taxi.co.jp/

2715 株式会社大栄交通 タクシー NG 沖縄県豊見城市我那覇656 098-856-0551 http://www.okito.or.jp

2716 株式会社沖東交通 タクシー NG 沖縄県中頭郡西原町字小橋川90-1 098-946-0559 http://www.okito.or.jp

2717 株式会社東洋交通 タクシー NG 沖縄県那覇市寄宮3-12-8 101号 098-832-2651 http://www.okito.or.jp

2718 合資会社アサヒタクシー タクシー NG 沖縄県那覇市鏡原町27-10 098-857-0234 https://www.okito.or.jp/

2719 光陽タクシー株式会社 タクシー NG 沖縄県沖縄市高原4-25-11 098-930-1218 http://www.okito.or.jp

2720 琉球交通株式会社 タクシー NG 沖縄県宜野湾市野嵩2-27-3 098-892-2228 http://www.okito.or.jp

2721 株式会社グランド交通 タクシー NG 沖縄県浦添市前田1-14-14 098-876-9775 http://www.okito.or.jp

2722 合名会社丸多タクシー タクシー NG 沖縄県宮古島市平良字西里1449-17 0980-72-2230 https://sites.google.com/view/marutataxi/

2723 東和タクシー合名会社 タクシー 紙OK 沖縄県沖縄市八重島3-11-11 098-937-6543 http://taxi-service-979.business.site

2724 合名会社 三交タクシー タクシー NG 沖縄県宮古島市平良西仲宗根733-3 0980-72-2320 なし

2725 沖縄中部個人タクシー事業協同組合 タクシー 紙OK 沖縄県沖縄市古謝2-13-2 098-929-1818 なし

2726 本部サンシー交通 タクシー 紙OK 沖縄県国頭郡本部町字山川147-1 0980-48-3433 https://www.motobu-sunsea.com

2727 沖縄南部タクシー協同組合 タクシー 紙OK 沖縄県那覇市字国場1084 098-854-1184 https://www.nanbutaxi.okinawa



2728 ときわ交通合資会社 タクシー 紙OK 沖縄県糸満市西崎町5-15-7 098-994-2278 なし

2729 合資会社光タクシー タクシー NG 沖縄県浦添市西原5-8-10 098-879-7877 https://www.himawaritaxiokinawa.com/

2730 合資会社広栄タクシー タクシー NG 沖縄県浦添市西原5-8-10 098-879-7877 https://www.himawaritaxiokinawa.com/

2731 ラッキー交通 合名会社 タクシー NG 沖縄県糸満市西川町3-5 098-994-3306 なし

2732 丸八タクシー タクシー 紙OK 沖縄県石垣市字真栄里415-8 0980-82-3453 なし

2733 翔和TAXI タクシー 紙OK 沖縄県浦添市前田1-38-9 090-1946-0442 なし

2734 龍辰タクシー タクシー 紙OK 沖縄県島尻郡八重瀬町字⾧毛125 090-1942-6087 なし

2735 那覇第一交通株式会社 タクシー NG 沖縄県那覇市天久1190-4 0120-780-124 http://okinawa-taxi.0152.jp

2736 沖縄第一交通株式会社 タクシー NG 沖縄県那覇市天久1190 098-868-8680 なし

2737 オリオン第一交通株式会社 タクシー 紙OK 沖縄県沖縄市美里1-31-3 098-937-4588 なし

2738 合資会社光タクシー 曙営業所 タクシー NG 沖縄県那覇市曙1-15-16 080-3227-0997 https://www.himawaritaxiokinawa.com/

2739 株式会社共友タクシー タクシー NG 沖縄県中頭郡中城村津波220 098-895-3448 https://www.himawaritaxiokinawa.com/

2740 株式会社 鏡原第一交通 タクシー NG 沖縄県那覇市識名3-6-17 098-833-4784 http://okinawa-taxi.0152.jp/

2741 株式会社 てだこ第一交通 タクシー NG 沖縄県浦添市港川2-25-3 098-942-4310 http://okinawa-taxi.0152.jp/

2742 株式会社浦添交通 タクシー NG 沖縄県中頭郡西原町棚原577-4 098-954-9644 なし

2743 株式会社丸二タクシー タクシー NG 沖縄県豊見城市真玉橋119-1 098-840-6464 なし

2744 沖縄バス定期観光バスのりば 鉄道・バス 紙OK 沖縄県那覇市泉崎1-10-16 098-861-0083 https://okinawabus.com/wp/bt/

2745 株式会社八千代バス・タクシー 鉄道・バス NG 沖縄県宮古島市平良東仲宗根394 0980-72-0677 https://www.yachiyo-bus-taxi.jp/

2746 那覇バス定期観光バスツアー 鉄道・バス 紙OK 沖縄県那覇市泉崎1-20-1 098-868-3750 https://daiichibus.co.jp/

2747 イオン那覇店 百貨店・商業施設 紙OK 沖縄県那覇市金城5-10-2 098-852-1515 https://www.aeon-ryukyu.jp/store/aeon/naha/

2748 イオン北谷店 百貨店・商業施設 紙OK 沖縄県中頭郡北谷町字美浜 8-3 098-982-7575 https://www.aeon-ryukyu.jp/store/aeon/chatan/

2749 イオン具志川店 百貨店・商業施設 紙OK 沖縄県うるま市字前原幸崎原303 098-983-6565 https://www.aeon-ryukyu.jp/store/aeon/gushikawa/

2750 イオン名護店 百貨店・商業施設 紙OK 沖縄県名護市字名護見取川原4472 098-54-8000 https://www.aeon-ryukyu.jp/store/aeon/aeon_nago/

2751 イオン南風原店 百貨店・商業施設 紙OK 沖縄県島尻郡南風原町字宮平264 098-940-6100 https://www.aeon-ryukyu.jp/store/aeon/haebaru/

2752 イオンスタイルライカム 美ら音.net 百貨店・商業施設 紙OK 沖縄県中頭郡北中城村字ライカム1 098-983-8888 https://www.aeon-ryukyu.jp/store/aeon/rycom/

2753 イオンスタイル豊崎 美ら音.net 百貨店・商業施設 紙OK 沖縄県豊見城市豊崎3-35 098-996-1315 https://www.aeon-ryukyu.jp/store/aeon/toyosaki/

2754 マックスバリュ宮古南店 百貨店・商業施設 紙OK 沖縄県宮古島市平良字松原631 0980-73-7711 https://www.aeon-ryukyu.jp/store/maxvalu/miyakominami/

2755 マックスバリュやいま店 百貨店・商業施設 紙OK 沖縄県石垣市字真栄里292-1 098-83-2829 https://www.aeon-ryukyu.jp/store/maxvalu/yaima/

2756 Tギャラリア 沖縄 by DFS 百貨店・商業施設 紙OK 沖縄県那覇市おもろまち4-1 0120-782-460 https://www.dfs.com/jp/okinawa

2757 古宇利島の駅ソラハシ ソラハシMARKET 百貨店・商業施設 紙OK 沖縄県国頭郡今帰仁村古宇利323-1 0980-56-2128 https://kanau.co.jp

2758 本部町営市場 百貨店・商業施設 紙OK 沖縄県国頭郡本部町渡久地4- 9-4 090-3794-8267 http://simasimakaisha.com

2759 ハッピーモア市場 Tropical店 百貨店・商業施設 紙OK 沖縄県宜野湾市大山7-1350-81 098-988-9785 https://happymore.jp/

2760 ポートショップK&K 弁当・フードデリバリー 紙OK 沖縄県石垣市美崎町1 0980-88-7393 なし

2761 ロイヤルベーカリーショップ 弁当・フードデリバリー 紙OK 沖縄県那覇市鏡水150 那覇空港内２F 098-858-7183 http://www.royal-contract-service.co.jp/

2762 備瀬商店 弁当・フードデリバリー 紙OK 沖縄県那覇市松尾2-7-10 第一牧志公設市場 090-8290-6733 なし

2763 生活改善グループの店ゆりみな 弁当・フードデリバリー 紙OK 沖縄県八重山郡竹富町字上原船浦港上原地区 0980-85-7437 なし

2764 サンドウイッチハウス グルメ 弁当・フードデリバリー NG 沖縄県那覇市鏡水150   那覇空港新旅客ターミナルビル4F 098-859-1302 https://www.gourmet-kineya-hd.co.jp/

2765 ケンズブリトー Ken’s Burrito(沖縄本店) 弁当・フードデリバリー 紙OK 沖縄県中頭郡北谷町港12-7 1F店舗 080-2137-8349 https://z-p15.www.instagram.com/kens_burrito/

2766 テイク 弁当・フードデリバリー 紙OK 沖縄県那覇市東町6-23コーポあさひ102 098-943-0977 なし

2767 chura天てん 弁当・フードデリバリー 紙OK 沖縄県国頭郡今帰仁村古宇利323-1 090-6863-0294 なし

2768 知念海洋レジャーセンター 弁当・フードデリバリー 紙OK 沖縄県南城市知念字久手堅676 098-948-3355 https://www.chinenmarine.co.jp/



2769 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 旅館・ホテル 紙OK 沖縄県国頭郡恩納村谷茶1092-1 098-927-1100 http://theperidothotels.com/

2770 ロワジールプラザ 旅館・ホテル 紙OK 沖縄県那覇市西3-2-1 098-862-2116 なし

2771 Ange沖縄 ラグナガーデンホテル店舗 旅館・ホテル 紙OK 沖縄県宜野湾市真志喜4-1-1 070-1947-2847 なし

2772 ユインチホテル南城 旅館・ホテル 紙OK 沖縄県南城市佐敷新里1688 098-947-0111 https://www.yuinchi.jp/

2773 琉球ホテル＆リゾート 名城ビーチ レストラン・ショップ・SPA 他 旅館・ホテル 紙OK 沖縄県糸満市名城963 098-997-5550 https://ryukyuhotel.premierhotel-group.com/

2774 ネイチャーランド  カヤックス 旅館・ホテル 紙OK 沖縄県島尻郡座間味村字座間味426 098-987-2187 http://okinawakayak.jp/

2775 インザストリーム 旅館・ホテル NG 沖縄県島尻郡座間味村座間味369 070-9008-1647 http://www5b.biglobe.ne.jp/~stream/

2776 海の旅亭おきなわ名嘉真荘・売店 旅館・ホテル 紙OK 沖縄県国頭郡恩納村字名嘉真855-1 098-911-6650 https://www.okinawa-ryotei.jp/

2777 クラブメッド石垣島 旅館・ホテル 紙OK 沖縄県石垣市川平石崎１ 0980-84-4600 https://www.clubmed.co.jp/r/%E7%9F%B3%E5%9E%A3%E5%B3%B6/y

2778 ハイアットリージェンシー那覇沖縄 旅館・ホテル 紙OK 沖縄県那覇市牧志3-6-20 098-866-8888 https://hyattregencynaha.jp/

2779 ホテルトリフィート宮古島リゾート（ショップ） 旅館・ホテル 紙OK 沖縄県宮古島市平良下里2422-1 0980-75-7700 https://torifito.jp/miyakojima/

2780 備瀬の海 船釣り・ボートスノーケリングお楽しみの宿 旅館・ホテル 紙OK 沖縄県国頭郡本部町備瀬639-16 090-5289-5998 なし

2781 ホテルピースランド久米 旅館・ホテル 紙OK 沖縄県那覇市久米２-3-19 098-860-6070 http://peace-k.jp/kume/

2782 いよんち 旅館・ホテル 紙OK 沖縄県島尻郡座間味村座間味123 070-5492-5052 http://www.iyonchi.com

2783 ウォーターマークホテル＆リゾーツ沖縄 宮古島 施設内 旅館・ホテル 紙OK 沖縄県宮古島市伊良部宇佐和田前原1725 0980-78-5100 https://www.hishotelgroup.com/

2784 グランヴィリオリゾート石垣島スーベニアショップ島風 旅館・ホテル 紙OK 沖縄県石垣市新川舟蔵2481-1 0980-88-0030 https://www.grandvrio-hotelresort.com/ishigaki/

2785 グランヴィリオリゾート石垣島 第１営業所（ツアーデスク） 旅館・ホテル 紙OK 沖縄県石垣市新川舟蔵2481-1 0980-88-0030 https://www.grandvrio-hotelresort.com/ishigaki/

2786 THE HIRAMATSU HOTELS&RESORTS 宜野座 旅館・ホテル 紙OK 沖縄県国頭郡宜野座村字松田1425 098-968-5600 https://www.hiramatsu.co.jp/

2787 リゾートホテル久米アイランド売店 旅館・ホテル 紙OK 沖縄県島尻郡久米島町字真我里411 098-985-8001 https://www.kumeisland.com/

2788 HOTEL AZAT 旅館・ホテル 紙OK 沖縄県那覇市安里2-8-8 098-863-0888 http://www.hotelazat.com

2789 石垣リゾートホテル 旅館・ホテル 紙OK 沖縄県石垣市宮良1053-4 0120-700-446 https://www.ishigaki-resort.jp/

2790 リーフイン国吉 旅館・ホテル 紙OK 沖縄県島尻郡渡嘉敷村阿波連178 098-987-2206 http://www.kerama-tokashiki.jp/

2791 The BREAKFAST HOTEL MARCHE 石垣島 旅館・ホテル 紙OK 沖縄県石垣市大川217 0980-84-2200 https://www.resorts.co.jp/marche-ishigakijima

2792 The BREAKFAST HOTEL PORTO石垣島 旅館・ホテル NG 沖縄県石垣市登野城86 0980-87-9010 https://www.resorts.co.jp/ishigakijima

2793 ホテルTHIRD石垣島 旅館・ホテル 紙OK 沖縄県石垣市美崎町4-7 2F THIRD石垣島 0980-83-6366 https://hotelthird.com/

2794 野空海～NOZOMI～ 旅館・ホテル 紙OK 沖縄県石垣市伊原間1-191 0980-89-2280 https://nozomi-ishigaki.com/

2795 ローカルダイニング（アクアブルー） 旅館・ホテル 紙OK 沖縄県宮古島市平良下里2422-1 0980-75-7700 https://torifito.jp/miyakojima/

2796 あかばな 旅館・ホテル 紙OK 沖縄県島尻郡久米島町字真我里411 098-985-8001 https://www.kumeisland.com/

2797 ホテルハーバー 旅館・ホテル 紙OK 沖縄県うるま市字平良川94 098-973-3720 http://www.hotel-harbor.com

2798 ホテルチューリップ石垣島 旅館・ホテル NG 沖縄県石垣市八島町1-3-5 0980-83-8060 https://www.hotel-tulip.jp/

2799 ティンヌカーラ 旅館・ホテル 紙OK 沖縄県八重山郡竹富町上原10-647 0980-85-6017 なし

2800 ヴィラブリゾート 旅館・ホテル 紙OK 沖縄県宮古島市伊良部字伊良部817 098-78-6777 http://villabu.jp/

2801 ホテルアベスト那覇国際通り 旅館・ホテル 紙OK 沖縄県那覇市久茂地3-1-10 098-943-5800 https://www.hotelabest-naha.com/

2802 アベストCUBE那覇国際通りラウンジ 旅館・ホテル 紙OK 沖縄県那覇市牧志3-13-17 098-861-9900 https://www.abestcube-naha.com/

2803 とかしくマリンビレッジ 旅館・ホテル 紙OK 沖縄県島尻郡渡嘉敷村渡嘉敷1919-1 098-987-2426 http://www.tokashiku.com/

2804 PROSTYLE TERRACE NAHA 旅館・ホテル 紙OK 沖縄県那覇市久米2-3-2 098-988-4860 https://www.prostyleryokan.com/okinawa/terracenaha/

2805 コンドミニアムホテルしまんちゅクラブ 旅館・ホテル 紙OK 沖縄県国頭郡恩納村名嘉真2288-162 098-967-8281 https://prcs.jp

2806 あちみぃん 旅館・ホテル 紙OK 沖縄県石垣市野底329-4 090-4496-1586 https://achimiin-ishigaki.com

2807 BiBi Hotel NAHAKUME 旅館・ホテル 紙OK 沖縄県那覇市久米1-7-8 098-917-0920 https://www.bibihotel.jp/bibi-hotel-nahakume

2808 BiBi Hotel 国際通り 旅館・ホテル 紙OK 沖縄県那覇市牧志3-20-36 098-975-9567 https://www.bibihotel.jp/bibi-hotel-%E5%9B%BD%E9%9A%9B%E9%80%9A%E3%82%8A

2809 BiBi Hotel 波之上 旅館・ホテル 紙OK 沖縄県那覇市辻2-11-23 098-988-9215 https://www.bibihotel.jp/bibi-hotel-%E6%B3%A2%E4%B9%8B%E4%B8%8A



2810 アパホテル〈那覇若狭大通〉 旅館・ホテル 紙OK 沖縄県那覇市松山1-33-8 098-862-2111 https://www.apahotel.com/hotel/kyushu-okinawa/okinawa/naha-wakasa-oodoori/

2811 ショップ ウェーブ 旅館・ホテル NG 沖縄県那覇市牧志2-16-36 098-862-6070 なし

2812 ホテルアラクージュ オキナワ 旅館・ホテル 紙OK 沖縄県浦添市港川512-55 098-9430-5300 なし

2813 プチスイート崇元寺石門 旅館・ホテル 紙OK 沖縄県那覇市泊1-8-1 098-963-9320 http://www.nikken-inc.jp/

2814 沖縄ナハナ・ホテル&スパ 旅館・ホテル 紙OK 沖縄県那覇市久米2-1-5 098-866-0787 https://www.nahana-hotel.jp/

2815 ホテルアクアチッタナハ 旅館・ホテル NG 沖縄県那覇市前島3-20-20 098-866-5000 https://www.resorts.co.jp/aquacitta-naha?utm_source=google&utm_medium=mybusiness

2816 ホテルアートステイ那覇国際通り 旅館・ホテル NG 沖縄県那覇市牧志1-3-43 098-861-7070 https://www.resorts.co.jp/artstaynaha/

2817 YANBARU STAY ちゅら宿 旅館・ホテル NG 沖縄県名護市宇茂佐268 0980-43-7855 https://churayado.rwiths.net/r-withs/tfs0010a.do

2818 エナジックホテル山市 旅館・ホテル NG 沖縄県那覇市牧志2-16-13 098-866-5421 https://www.hotel-yamaichi.net/

2819 Ahman Inn Island Yagaji 旅館・ホテル NG 沖縄県名護市済井出217-2 098-960-0056 https://yadokari.okinawa/hotel/ahman_inn_islandyagaji/

2820 COMMUNITY&SPA那覇セントラルホテル 旅館・ホテル NG 沖縄県那覇市牧志2-16-36 098-862-6070 https://www.nahacen.com/index.html

2821 CondoStyle Halelea (Mahina House) 旅館・ホテル NG 沖縄県名護市済井出1063-15 098-960-0056 https://yadokari.okinawa/hotel/condostyle-halelea/

2822 琉球 Loo-Choo 旅館・ホテル NG 沖縄県那覇市泉崎1-11-5 098-860-3300 https://exes-naha.jp/restaurant/loochoo/

2823 ReasotVilla古宇利島Aquablue 旅館・ホテル NG 沖縄県国頭郡今帰仁村古宇利1484-4 050-3690-1484 https://www.aquablue.jp/

2824 VIAUL Ocean Resort KOURI 旅館・ホテル NG 沖縄県国頭郡今帰仁村古宇利406-1 098-960-0056 https://yadokari.okinawa/hotel/viaul_ocean_resort_kouri/

2825 アラマンダ インギャーコーラルヴィレッジ 旅館・ホテル NG 沖縄県宮古島市城辺友利542 0980-77-8200 https://shigira.com/hotel/imgya

2826 UMITO PLAGE The Atta Okinawa 旅館・ホテル NG 沖縄県国頭郡恩納村安富祖1894-1 098-970-8820 https://umitoplagetheattaokinawa.com/

2827 コルディオプール&ヴィラズ済井出 旅館・ホテル NG 沖縄県名護市済井出218-14 098-960-0056 https://yadokari.okinawa/

2828 ザ・ブセナテラス 旅館・ホテル NG 沖縄県名護市喜瀬1808 0980-51-1333 https://www.terrace.co.jp/busena/

2829 ハコブネタイニーハウス 旅館・ホテル NG 沖縄県国頭郡恩納村真栄田3359 080-3992-3381 https://www.hacobune.okinawa/

2830 ハコブネファミリーハウス 旅館・ホテル NG 沖縄県国頭郡恩納村真栄田3357 080-3992-3381 https://www.hacobune.okinawa/

2831 ラティーダ西表リゾート 旅館・ホテル NG 沖縄県八重山郡竹富町南風見508-205 0980-85-5555 https://www.lateada.co.jp/

2832 鉄板焼き｢天｣ 旅館・ホテル NG 沖縄県那覇市泉崎1-11-5 098-860-3300 https://exes-naha.jp/restaurant/ten/

2833 ホテルパティーナ石垣島 旅館・ホテル NG 沖縄県石垣市八島町1-8-5 0980-87-7400 https://www.patina.in/

2834 サンチャゴゲストハウス那覇 旅館・ホテル NG 沖縄県那覇市泉崎1-18-3 080-4437-8570 なし

2835 ザ・ヴィラス待遠屋 旅館・ホテル NG 沖縄県国頭郡本部町石川894-1 090-3797-9856 https://www.machidoya.com

2836 沖縄料理と海鮮居酒屋 平家亭 旅館・ホテル NG 沖縄県那覇市松山1-14-13ホテルタイラ 098-868-8222 https://www.heiketei.com/

2837 ヴィラ・アカバナー 旅館・ホテル NG 沖縄県宮古島市平良久貝242-1 070-8569-5484 https://www.villaakabana.jp/

2838 One Suite THE TERRACE 旅館・ホテル NG 沖縄県国頭郡今帰仁村古宇利281One Suite THE TERRACE 0980-51-5020 https://www.onesuitehotelgroup.com/theterrace/

2839 沖縄逸の彩 温泉リゾートホテル 旅館・ホテル NG 沖縄県那覇市牧志3-18-33 098-863-8877 https://hinode-h.com/okinawa/

2840 Fukugi Inn 旅館・ホテル NG 沖縄県国頭郡今帰仁村今泊3042 0980-48-4793 https://fukugi-inn.amebaownd.com/

2841 美ら海テラス 旅館・ホテル NG 沖縄県国頭郡本部町山川403-1 0980-48-4793 なし

2842 オーシャンフロントYAMAKAWA 旅館・ホテル NG 沖縄県国頭郡本部町山川75-1 0980-48-4793 なし

2843 Motobu Terrace 旅館・ホテル NG 沖縄県国頭郡本部町伊野波150-18 0980-48-4793 https://mt.base.okinawa/

2844 ホテルイーストチャイナシー 旅館・ホテル NG 沖縄県石垣市美崎町2-8 0980-88-1155 https://www.courthotels.co.jp/eastchinasea/

2845 ホテルサンセットヒル 旅館・ホテル 紙OK 沖縄県国頭郡恩納村仲泊1327-3 098-965-6310 https://hotel-sunsethill.com/

2846 K's Villa Miyakojima 旅館・ホテル 紙OK 沖縄県宮古島市平良狩俣1895-1 0980-79-0822 https://www.kvm2020.com/

2847 オリエンタルヒルズ沖縄 旅館・ホテル 紙OK 沖縄県国頭郡恩納村瀬良垣79-1 098-966-1611 https://or-okinawa.com/

2848 ホテルピースアイランド竹富島 旅館・ホテル 紙OK 沖縄県八重山郡竹富町竹富112-1 0980-84-5955 http://peace-k.jp/taketomi/

2849 HOTEL PRECIA 旅館・ホテル 紙OK 沖縄県那覇市辻2-6-1 098-864-2111 http://hotel-precia.jp/

2850 AJリゾートアイランド伊計島 旅館・ホテル 紙OK 沖縄県うるま市与那城伊計1286 098-983-1230 http://www.aj-hotels.com/



2851 AQUASENSE Hotel & Resort 旅館・ホテル 紙OK 沖縄県国頭郡恩納村冨着黒崎原86-1 098-987-8031 https://www.aquasense.jp/

2852 B&Bタンデム 旅館・ホテル 紙OK 沖縄県国頭郡宜野座村松田2629-269B&Btandem 098-968-5336 http://bbtandem.jp

2853 ESTINATE LOUNGE 旅館・ホテル 紙OK 沖縄県那覇市松山ESTINATE HOTEL 043-943-4900 https://www.livelyhotels.com/estinate/

2854 GRGホテル那覇 旅館・ホテル 紙OK 沖縄県那覇市松山 098-868-6100 https://www.grghotelnaha.com/

2855 GRGホテル那覇東町 旅館・ホテル 紙OK 沖縄県那覇市東町6-16 098-862-7200 http://www.grghotelnaha-h.com

2856 hotelcava 旅館・ホテル 紙OK 沖縄県国頭郡今帰仁村古宇利2593-2 050-3748-7216 https://www.hotelcava.jp/

2857 HOTELLOCUS 旅館・ホテル 紙OK 沖縄県宮古島市平良下里338-40 0980-79-0240 https://okinawa-uds.co.jp/hotels/hotellocus/

2858 Kafuu Resort Fuchaku CONDO ・ HOTEL 旅館・ホテル 紙OK 沖縄県国頭郡恩納村冨着志利福地原246-1 098-964-7000 https://www.kafuu-okinawa.jp/

2859 LagoonVilla 龍星 旅館・ホテル 紙OK 沖縄県宮古島市伊良部国仲伊良部国仲588-2LagoonVilla 龍星 090-6488-8729 http://irabu-ryusei.okinawa/

2860 MIHANA 旅館・ホテル 紙OK 沖縄県国頭郡恩納村真栄田890-1 098-989-5210 https://mihana.okinawa/

2861 イタリアンレストラン&バー COCOMIO(ココミーオ) 旅館・ホテル 紙OK 沖縄県中頭郡北谷町美浜25-1ココシャスモンパ 098-923-0141 https://www.cocomonpa.co.jp/restaurant

2862 mui たびと風のうつわ 旅館・ホテル 紙OK 沖縄県南城市玉城百名1201-3 098-943-6301 https://mui.okinawa/

2863 N I C O -S T A Y  (ニコ ステイ) 旅館・ホテル 紙OK 沖縄県石垣市川平1218-464 0980-84-4633 https://www.nico-stay.com/

2864 ComfortPlus 旅館・ホテル 紙OK 沖縄県中頭郡北谷町桑江95-1 098-988-8667 https://comfortplus.okinawa/

2865 One Suite THE GRAND 旅館・ホテル 紙OK 沖縄県国頭郡今帰仁村古宇利2451 0980-51-5770 https://onesuite.thegrand.jp/

2866 OYAKAWA 旅館・ホテル 紙OK 沖縄県南城市知念山里766 0903-72-0614 なし

2867 Sea Breeze 旅館・ホテル 紙OK 沖縄県国頭郡恩納村名嘉真2288-524 080-6480-1166 https://seabreeze-okinawa.jp/

2868 Seven Colors 石垣島 旅館・ホテル 紙OK 沖縄県石垣市平久保226-523 0980-84-5107 https://www.hotel-sevencolors.com/

2869 ホテルグランアリーナ 旅館・ホテル 紙OK 沖縄県沖縄市上地2-17-1 098-983-8002 http://okigran.jp

2870 リッチモンドホテル那覇久茂地 旅館・ホテル 紙OK 沖縄県那覇市久茂地2-23-12 098-869-0077 https://richmondhotel.jp/naha/

2871 アクアリゾートインチャタン 旅館・ホテル 紙OK 沖縄県中頭郡北谷町桑江263 098-936-6917 https://hpdsp.jp/aquagf/

2872 アラマハイナ コンドホテル 旅館・ホテル 紙OK 沖縄県国頭郡本部町山川1421-1 0980-51-7800 https://www.ala-mahaina.com/

2873 いらぶじまどるふぃん 旅館・ホテル 紙OK 沖縄県宮古島市伊良部池間添239-3 090-7750-2780 なし

2874 ウェルネスヴィラブリッサ 旅館・ホテル 紙OK 沖縄県宮古島市上野宮国746-20 0980-76-3870 https://shigira.com/hotel/brisa

2875 エルソルタウン沖縄 旅館・ホテル 紙OK 沖縄県中頭郡北谷町美浜2-7-8 098-927-8029 http://www.p-elsol.com/

2876 エンズマリーナイン座間味コンドミニアム 旅館・ホテル 紙OK 沖縄県島尻郡座間味村座間味435 096-996-3380 http://zamami-condo.com/

2877 オーシャンリゾートPMC 旅館・ホテル 紙OK 沖縄県国頭郡恩納村前兼久167 098-965-6164 https://hotel-pmc.jp/

2878 グランヴィリオリゾート石垣島 旅館・ホテル 紙OK 沖縄県石垣市新川舟蔵2481-1 0980-88-0030 https://www.grandvrio-hotelresort.com/ishigaki/

2879 グランディスタイル 沖縄読谷 ホテル&リゾート 旅館・ホテル 紙OK 沖縄県中頭郡読谷村瀬名波571-1 098-987-8300 https://glamdaystyle.jp/

2880 ゲストハウス アンシー 旅館・ホテル 紙OK 沖縄県石垣市伊原間4-507 0980-89-2332 https://www.annsea-ishigaki.com/

2881 コテージCANAC 旅館・ホテル 紙OK 沖縄県国頭郡本部町渡久地286-8 0980-47-2233 https://canac.eyado.net/

2882 コンドミニアムリゾート那覇リビングイン旭橋駅前プレミア 旅館・ホテル 紙OK 沖縄県那覇市東町11-17 098-943-1339 https://www.livinginn-asahibashiekimae.okinawa/

2883 ザ・ナハテラス 旅館・ホテル 紙OK 沖縄県那覇市おもろまち2-14-1 098-864-1111 https://www.terrace.co.jp/naha/

2884 ザ・ビーチタワー沖縄 旅館・ホテル 紙OK 沖縄県中頭郡北谷町美浜8-6 098-921-7711 https://www.hotespa.net/hotels/okinawa/

2885 ANAインターコンチネンタル石垣リゾート 旅館・ホテル 紙OK 沖縄県石垣市真栄里354-1 ANAインターコンチネンタル石垣リゾート 0980-88-7111 https://www.anaintercontinental-ishigaki.jp/ja/

2886 沖縄ハーバービューホテル 旅館・ホテル 紙OK 沖縄県那覇市泉崎2-46 098-853-2119 https://oka-hvh.com/

2887 HIYORIオーシャンリゾート沖縄 旅館・ホテル 紙OK 沖縄県国頭郡恩納村仲泊1055-1 098-965-1600 https://okinawa-hiyoriocean.jp/

2888 シェラトン沖縄サンマリーナリゾート 旅館・ホテル 紙OK 沖縄県国頭郡恩納村字冨着66-1 098-965-2222 https://sheraton-okinawa.co.jp/

2889 ゲストハウスちゅらククル石垣島 旅館・ホテル 紙OK 沖縄県石垣市新川23 0980-87-5558 https://chura-cucule.jp/

2890 ネイチャーみらい館 旅館・ホテル 紙OK 沖縄県国頭郡金武町金武11818-2 098-968-6117 http://dantai.nature-kin.com/

2891 ノボテル沖縄那覇 旅館・ホテル 紙OK 沖縄県那覇市松川40 098-887-1111 https://www.novotelokinawanaha.jp/



2892 はいむるぶし 旅館・ホテル 紙OK 沖縄県八重山郡竹富町字小浜2930 0980-85-3111 https://www.haimurubushi.co.jp/

2893 はまばる 旅館・ホテル 紙OK 沖縄県豊見城市翁⾧823-9 098-851-7913 https://www.haimurubushi.co.jp/

2894 ビーチヴィレッジ野底 旅館・ホテル 紙OK 沖縄県石垣市野底1048-10 0980-89-2181 http://www5.plala.or.jp/bvn/

2895 ヒヤグンラナイリゾート 旅館・ホテル 紙OK 沖縄県沖縄市比屋根7-2-15 098-988-7880 https://www.hiyagun-lanairesort.jp/web-admin/

2896 フェリスヴィラスイート伊良部島・佐和田 旅館・ホテル 紙OK 沖縄県宮古島市伊良部佐和田1725-9 0980-74-5100 https://nikken-hotelmgt.co.jp/sawada/

2897 フェリスヴィラスイート宮古島・上野 旅館・ホテル 紙OK 沖縄県宮古島市上野宮国935-8 0980-74-7500 https://nikken-hotelmgt.co.jp/ueno/

2898 フサキビーチリゾートホテル&ヴィラズ 旅館・ホテル 紙OK 沖縄県石垣市新川1625 0980-88-7000 https://www.fusaki.com/

2899 フラココ 旅館・ホテル 紙OK 沖縄県国頭郡本部町崎本部4751-1 080-6499-4113 https://primenet2010.biz/flacoco/

2900 ベッセルホテルカンパーナ沖縄 旅館・ホテル 紙OK 沖縄県中頭郡北谷町美浜 098-926-1188 https://www.vessel-hotel.jp/campana/okinawa/

2901 ベッセルホテル石垣島 旅館・ホテル 紙OK 沖縄県石垣市浜崎町1-2-7 0980-88-0101 https://www.vessel-hotel.jp/hotel/ishigaki/

2902 ホテル・アンドルームス那覇ポート 旅館・ホテル 紙OK 沖縄県那覇市西2-23-1 098-861-8111 https://www.hotel-androoms.com/anp/

2903 ホテルアビアンパナ石垣島 旅館・ホテル 紙OK 沖縄県石垣市石垣40-1 0980-87-7628 https://abianpana.com/

2904 ホテルエメラルドアイル石垣島 旅館・ホテル 紙OK 沖縄県石垣市美崎町44756 0980-82-2111 http://isle.okinawa/

2905 ホテルオーシャン 旅館・ホテル 紙OK 沖縄県那覇市安里2-4-8 098-863-2288 https://hotelocean.jp/

2906 ホテルオロックス 旅館・ホテル 紙OK 沖縄県那覇市小禄1-1-1 098-851-3712 http://orox-naha.com/

2907 ザ カリーノ オキナワ 旅館・ホテル 紙OK 沖縄県那覇市松山1-29-7ホテルカクテルステイナハ１F 098-863-6420 https://www.resorts.co.jp/cocktailstay/carino

2908 ホテルグランビューガーデン沖縄 旅館・ホテル 紙OK 沖縄県豊見城市豊崎3-82 098-851-2288 https://granview.co.jp/garden-okinawa/

2909 ホテルグランビュー沖縄 旅館・ホテル 紙OK 沖縄県那覇市赤嶺2-3-2 098-859-4890 http://www.granview.co.jp/okinawa/

2910 ホテルグレイスリー那覇 旅館・ホテル 紙OK 沖縄県那覇市松尾1-3-6 098-867-6111 https://gracery.com/naha/

2911 ホテルサンパレス球陽館 旅館・ホテル 紙OK 沖縄県那覇市久茂地2-5-1 098-863-4181 https://www.palace-okinawa.com/sunpalace/

2912 ホテルてぃだの郷 旅館・ホテル 紙OK 沖縄県宮古島市伊良部⾧浜1647-3 0980-78-5252 https://tidanosato.com/

2913 ホテルナハ港 旅館・ホテル 紙OK 沖縄県那覇市西1-22-1 098-868-2673 https://www.nahakou.com/

2914 ホテルピースアイランド宮古島市役所通り 旅館・ホテル 紙OK 沖縄県宮古島市平良西里328 0980-79-5071 http://peace-k.jp/miyako2/

2915 ホテルブライオン那覇 旅館・ホテル 紙OK 沖縄県那覇市松山2-15-13 098-868-1600 https://www.hotelblion.com/

2916 ホテルブリーズベイマリーナ 旅館・ホテル 紙OK 沖縄県宮古島市上野宮国784-1 0980-76-3000 https://shigira.com/hotel/breezebay

2917 ホテルマハイナ ウェルネスリゾートオキナワ 旅館・ホテル 紙OK 沖縄県国頭郡本部町山川1456 0980-51-7700 https://www.mahaina.co.jp/

2918 ホテルモントレ沖縄スパ &リゾート 旅館・ホテル 紙OK 沖縄県国頭郡恩納村冨着1550-1 098-993-7111 https://www.hotelmonterey.co.jp/okinawa/

2919 ホテルゆがふいんおきなわ 旅館・ホテル 紙OK 沖縄県名護市宮里453-1 0980-53-0031 https://www.yugaf.com/

2920 ホテルリゾートイン石垣島 旅館・ホテル 紙OK 沖縄県石垣市真栄里491-2 0980-87-7525 https://www.resorts.co.jp/resortinn-ishigaki

2921 ホテルロイヤルマリンパレス石垣島 旅館・ホテル 紙OK 沖縄県石垣市新川2459-1 0980-84-3102 https://www.royalmarinepalace.com/

2922 ホテルロベルトソンハーバー 旅館・ホテル 紙OK 沖縄県宮古島市上野宮国872-4 0980-76-1001 https://shigira.com/hotel/robertson

2923 またたびや 旅館・ホテル 紙OK 沖縄県宮古島市下地川満800-37 0980-76-4161 https://matatabi-ya.com/

2924 マリンハウスIEアイランド 旅館・ホテル 紙OK 沖縄県国頭郡伊江村東江前1947-1 0980-49-2569 http://www.ie-island.com

2925 マリンロッジ・マレア宮古島 旅館・ホテル 紙OK 沖縄県宮古島市下地与那覇847-3 0980-76-3850 https://marea.co.jp/marinelodge_miyakojima/

2926 ホテルライジングサン宮古島 旅館・ホテル 紙OK 沖縄県宮古島市平良久貝1063 0980-79-0077 https://www.hotel-risingsun.com/

2927 オーシャングリル 旅館・ホテル 紙OK 沖縄県宜野湾市宇地泊558-8 098-890-1110 http://www.moonoceanginowan.jp/restaurant/

2928 メルキュールホテル沖縄那覇 旅館・ホテル 紙OK 沖縄県那覇市壺川壺川 3-3-19 098-855-7111 https://www.mercureokinawanaha.jp/

2929 ホテルモトブリゾート 旅館・ホテル 紙OK 沖縄県国頭郡本部町渡久地861-1 098-47-2321 http://motoburesort.jp/

2930 サイプレスリゾート久米島 旅館・ホテル 紙OK 沖縄県島尻郡久米島町大原803-1  サイプレスリゾート久米島 098-985-3700 https://www.cypresshotels.jp/kumejima/

2931 ラカーサパナシアオキナワリゾート 旅館・ホテル 紙OK 沖縄県国頭郡恩納村安富祖1355-1 098-967-7790 https://www.panacea.ne.jp/

2932 リーガロイヤルグラン沖縄 旅館・ホテル 紙OK 沖縄県那覇市旭町1-9 098-867-3331 https://www.rihgaroyalgran-okinawa.co.jp



2933 リザンシーパークホテル谷茶ベイ 旅館・ホテル 紙OK 沖縄県国頭郡恩納村字谷茶1496 098-964-6611 https://www.rizzan.co.jp/

2934 ホテルリソルトリニティ那覇 旅館・ホテル 紙OK 沖縄県那覇市旭町7ホテルリソルトリニティ那覇 098-863-9269 https://www.trinity-naha.com/

2935 レクー沖縄北谷スパ&リゾート 旅館・ホテル 紙OK 沖縄県中頭郡北谷町字美浜34-234-2 098-936-2288 https://www.vessel-hotel.jp/lequ/okinawa/resort/

2936 ロイヤルビューホテル美ら海 旅館・ホテル 紙OK 沖縄県国頭郡本部町石川938 0980-48-3631 https://royalview-churaumi.com/

2937 ロガシス石垣野底ヴィラ 旅館・ホテル 紙OK 沖縄県石垣市野底698-1 0980-87-7907 https://www.logasis.com/

2938 ロワジールテラス&ヴィラズ古宇利 旅館・ホテル 紙OK 沖縄県国頭郡今帰仁村古宇利ロワジールテラス＆ヴィラズ古宇利 0980-51-5500 https://www.loisirterrace.com/kouri/

2939 グランドキャビンホテル那覇小禄 旅館・ホテル 紙OK 沖縄県那覇市宇栄原1-27-1 098-851-4990 https://www.grandcabinhotel.com/

2940 the rescape 旅館・ホテル 紙OK 沖縄県宮古島市城辺⾧間1901-1 0980-74-4120 https://okinawa-uds.co.jp/hotels/the-rescape/

2941 HOTEL ANTEROOM NAHA 旅館・ホテル 紙OK 沖縄県那覇市前島3-27-11 098-860-5151 https://okinawa-uds.co.jp/hotels/anteroom-naha/

2942 沖縄かりゆしビーチリゾートオーシャンスパ レストラン 旅館・ホテル 紙OK 沖縄県国頭郡恩納村名嘉真ヤーシ原2591-1 098-967-8731 https://kariyushi-oceanspa.jp/restaurant/

2943 沖縄かりゆしリゾートEXES恩納 旅館・ホテル 紙OK 沖縄県国頭郡恩納村名嘉真2592-40 098-967-7500 https://exes-kariyushi.com/

2944 海の旅亭おきなわ名嘉真荘 旅館・ホテル 紙OK 沖縄県国頭郡恩納村名嘉真855-1 098-911-6650 https://www.okinawa-ryotei.jp/

2945 フェアリ-ブルー 旅館・ホテル 紙OK 沖縄県石垣市登野城547-1 ホテルサンドリバー石垣島 0980-87-5838 なし

2946 エンズマリーナインマーシー 旅館・ホテル 紙OK 沖縄県宜野湾市大山6-8-6 098-943-3535 https://hpdsp.jp/yenns-mercy/

2947 LESTEL NAHA 旅館・ホテル 紙OK 沖縄県那覇市松尾2-24-10 098-917-0314 https://lestel.jp/

2948 フェリスヴィラスイート古宇利島ビュー 旅館・ホテル 紙OK 沖縄県名護市済井出1315-1 098-52-8800 https://nikken-hotelmgt.co.jp/kouri/

2949 コンフォート・ヴィラ 旅館・ホテル 紙OK 沖縄県国頭郡本部町浦崎279-1 090-8402-2288 https://comfortvilla.exp.jp/

2950 FUNBASE Kitchen 旅館・ホテル 紙OK 沖縄県うるま市与那城811-1 098-988-5328 https://funbase.jp/funbase-kitchen/

2951 グリーンリッチホテル沖縄名護 旅館・ホテル 紙OK 沖縄県名護市城2-646 0980-51-0111 https://greenrichhotels.jp/nago/

2952 ~Villa Rikyu~離宮 旅館・ホテル 紙OK 沖縄県宮古島市平良荷川取676-7 0980-79-7474 https://www.villa-rikyu.jp/

2953 Siesta 旅館・ホテル 紙OK 沖縄県石垣市宮良97-107 0980-87-9338 https://villarental-ishigaki.jp/

2954 オーシャンヴィラゆにの浜 旅館・ホテル 紙OK 沖縄県宮古島市平良字久貝438-3 0980-79-0987 https://yuninohama.com/

2955 SPICE MOTEL OKINAWA 旅館・ホテル 紙OK 沖縄県中頭郡北中城村喜舎場1066 098-923-1066 https://spicemotel.com/

2956 シーサー・イン那覇 旅館・ホテル 紙OK 沖縄県那覇市牧志1-3-59 098-861-4311 https://www.shiisar.com/

2957 カーヌスバザマミ 旅館・ホテル 紙OK 沖縄県島尻郡座間味村座間味851-2 098-996-3383 https://kanusuba.jp/

2958 ルネッサンスリゾートオキナワ 旅館・ホテル 紙OK 沖縄県国頭郡恩納村山田3425-2 098-965-0707 https://renaissance-okinawa.com/

2959 ココガーデンリゾートオキナワ 旅館・ホテル 紙OK 沖縄県うるま市石川伊波501 098-965-1000 https://cocogarden.com/

2960 オン・ザ・ビーチ ルー 旅館・ホテル 紙OK 沖縄県国頭郡本部町崎本部2626-1 0980-47-3535 https://www.luenet.com/

2961 株式会社オーシャンズリゾート 旅館・ホテル 紙OK 沖縄県宮古島市城辺保良940-1 0980-77-8012 https://www.oceans-miyakojima.com/

2962 ESTINATE HOTEL 旅館・ホテル 紙OK 沖縄県那覇市松山2-3-11 098-943-4900 https://www.livelyhotels.com/ja/estinate/

2963 ホテル沖縄withサンリオキャラクターズ 旅館・ホテル 紙OK 沖縄県那覇市安里2-2-25 098-866-0011 https://hotel-okinawa.com/

2964 レストランうりずん 旅館・ホテル 紙OK 沖縄県沖縄市中央3-4-2 デイゴホテル２Ｆ 098-937-1212 http://www.deigo.jp/restaurant/

2965 ハイビスリゾート 旅館・ホテル 紙OK 沖縄県国頭郡今帰仁村天底234-4 0980-56-3979 https://www.hibis-resort.com/

2966 CABIN&HOTEL ReTIME 旅館・ホテル 紙OK 沖縄県那覇市東町14-10 098-861-1810 https://retime.okinawa/

2967 スマイルホテル沖縄那覇 旅館・ホテル 紙OK 沖縄県那覇市前島3-24-1 098-866-8100 https://smile-hotels.com/hotels/show/okinawanaha

2968 ホテルサン沖縄 旅館・ホテル 紙OK 沖縄県那覇市久茂地1-5-15 098-866-1111 http://www.hotel-sunokinawa.co.jp/

2969 ゆくりなリゾート沖縄 海風 旅館・ホテル 紙OK 沖縄県国頭郡本部町石川799-2 0980-48-3903 https://www.yukurina-resort.com/

2970 リブマックスアムス・カンナリゾートヴィラ 旅館・ホテル 紙OK 沖縄県国頭郡宜野座村漢那397-1りぶまっくすあむす・かんなりぞーとヴぃら 098-968-7011 https://www.livemax-resort.com/okinawa/canna/

2971 セントラルリゾート宮古島 旅館・ホテル 紙OK 沖縄県宮古島市平良西里228-1 0980-73-2002 https://central-resort-miyakojima.com/

2972 株式会社ロワジール・ホテルズ沖縄 旅館・ホテル 紙OK 沖縄県那覇市西3-2-1 098-868-2222 https://www.loisir-naha.com/

2973 星のテラスもとぶ山里 旅館・ホテル 紙OK 沖縄県国頭郡本部町山里1172-1 0980-47-7777 https://hoshino-terrace.com/



2974 Lalamare古宇利 旅館・ホテル 紙OK 沖縄県国頭郡今帰仁村古宇利55-1 0980-56-3232 http://lalamare.com/

2975 コンドミニアムホテル沖縄夢登 旅館・ホテル 紙OK 沖縄県南城市玉城百名1118-1 098-988-9870 https://okinawa-mu-to.com/

2976 ホテルGALA 旅館・ホテル 紙OK 沖縄県那覇市若狭1-21-6 070-5812-6066 https://www.sniffhotels.com/jp/hotel/hotel-gala

2977 ホテル浜比嘉島リゾート 旅館・ホテル 紙OK 沖縄県うるま市勝連比嘉202ホテル浜比嘉島リゾート 098-977-8088 https://www.hamahiga-resort.jp/

2978 西鉄リゾートイン那覇 旅館・ホテル 紙OK 沖縄県那覇市久米2-3-13 098-869-5454 https://nnr-h.com/n-inn/naha/

2979 ヴィラモトブヒルズ 旅館・ホテル 紙OK 沖縄県国頭郡本部町伊野波150-25 0980-47-3805 https://www.motobu-hills.jp/

2980 名蔵ヴィレッジ 旅館・ホテル 紙OK 沖縄県石垣市名蔵1356-108 0980-87-8282 http://www.nagura-village.com/

2981 シギラベイサイドスイートアラマンダ 旅館・ホテル 紙OK 沖縄県宮古島市上野新里926-25 0980-74-7100 https://shigira.com/hotel/allamanda

2982 オーベルジュボヌシェールラウー 旅館・ホテル 紙OK 沖縄県国頭郡恩納村真栄田61-1  098-965-3205 https://www.raout.com/

2983 星野リゾート リゾナーレ小浜島 旅館・ホテル 紙OK 沖縄県八重山郡竹富町小浜2954 0980-84-6300 https://risonare.com/kohamajima/

2984 アートホテル石垣島(施設内売店/レストラン) 旅館・ホテル 紙OK 沖縄県石垣市大川559 0980-83-3311 https://www.art-ishigakijima.com/

2985 ホテル シギラミラージュ 旅館・ホテル 紙OK 沖縄県宮古島市上野新里1405-201 0980-74-7400 https://shigira.com/hotel/mirage

2986 コテージ・シーウィンド今帰仁 旅館・ホテル 紙OK 沖縄県国頭郡今帰仁村与那嶺1079-7コテージ・シーウィンド今帰仁 管理事務所 090-1948-8045 https://seawind-nakijin.com/

2987 古宇利島CASAFUKURUBI 旅館・ホテル 紙OK 沖縄県国頭郡今帰仁村古宇利2516 090-1436-9659 https://fukurubi.com/

2988 ホステルサンテラスイシガキ 旅館・ホテル 紙OK 沖縄県石垣市登野城92-1 0980-87-5619 https://www.sunterraceishigaki.com/

2989 レストラン春日 旅館・ホテル 紙OK 沖縄県うるま市赤道179-1 098-973-1121 https://www.kasugakankou.com/

2990 Tin'in 旅館・ホテル 紙OK 沖縄県宮古島市伊良部伊良部818-5 0980-74-5704 https://www.suihotels.com/iraphsui-miyako_okinawa/restaurant/

2991 ハイアットリージェンシー瀬良垣アイランド沖縄 旅館・ホテル 紙OK 沖縄県国頭郡恩納村瀬良垣1108 098-960-4300 https://www.hyatt.com/ja-JP/hotel/japan/hyatt-regency-seragaki-island-okinawa/okaro

2992 星野リゾート 西表島ホテル 旅館・ホテル 紙OK 沖縄県八重山郡竹富町上原 0980-85-7111 https://hoshinoresorts.com/ja/hotels/iriomote/

2993 海宙道 シースペースロード 旅館・ホテル 紙OK 沖縄県国頭郡恩納村前兼久287 080-7474-2118 https://seaspaceroad.com/

2994 西表島ジャングルホテルパイヌマヤ 旅館・ホテル 紙OK 沖縄県八重山郡竹富町高那243 0980-85-5700 https://www.painumaya.com/

2995 石垣シーサイドホテル 旅館・ホテル 紙OK 沖縄県石垣市川平154-12 0980-88-2421 http://www.ishigaki-seasidehotel.com/

2996 石垣島ビーチホテルサンシャイン 旅館・ホテル 紙OK 沖縄県石垣市新川2484 0980-82-8611 http://www.ishigakijima-sunshine.net/

2997 Royal Hotel 沖縄残波岬 宿泊施設内テナント 旅館・ホテル 紙OK 沖縄県中頭郡読谷村字宇座1575 098-958-5000 https://www.daiwaresort.jp/okinawa/index.html

2998 池間の宿「凸凹家」 旅館・ホテル 紙OK 沖縄県宮古島市平良前里68-1 0980-74-4777 http://dekoboco.com/DEKOBOCO1.htm

2999 ホテル ハンビーリゾート 旅館・ホテル 紙OK 沖縄県中頭郡北谷町北谷1-6-4 098-926-2266 https://www.hambyresort.com/

3000 さんにんリゾート 旅館・ホテル 紙OK 沖縄県国頭郡本部町浜元759 080-3832-3232 https://www.sannin.okinawa/

3001 島宿 願寿屋 旅館・ホテル 紙OK 沖縄県八重山郡竹富町竹富2279-1 085-85-2211 https://ganjuya.com/

3002 民泊ありんくりん 旅館・ホテル 紙OK 沖縄県島尻郡南風原町字照屋103ｆ 080-1742-6466 なし

3003 OKINAWACITYHOTEL 旅館・ホテル 紙OK 沖縄県沖縄市胡屋1-8-12 098-923-2225 https://www.okinawacity-hotel.com/

3004 ケラマテラス 旅館・ホテル 紙OK 沖縄県島尻郡渡嘉敷村阿波連103 098-987-3477 https://www.keramaterrace.jp/

3005 やがじ家 旅館・ホテル 紙OK 沖縄県国頭郡東村慶佐次済井出191 0980-43-2555 https://www.slc-loghomes.com/

3006 アダ・ガーデンホテル沖縄 旅館・ホテル 紙OK 沖縄県国頭郡国頭村字安田1285-95 0980-41-7070 https://ada-hotel.net

3007 コンドミニアムかにく 旅館・ホテル 紙OK 沖縄県島尻郡座間味村座間味1908-1 098-987-2334 http://kaniku.info

3008 リゾートホテル・ベル・パライソ 旅館・ホテル 紙OK 沖縄県国頭郡今帰仁村字運天1069リゾートホテル・ベル・パライソ 0980-56-2767 https://belparaiso.com/

3009 琉球温泉 瀬⾧島ホテル 旅館・ホテル 紙OK 沖縄県豊見城市瀬⾧174-5 098-851-7077 https://www.resorts.co.jp/senaga

3010 旅の宿 がじゅまる 旅館・ホテル 紙OK 沖縄県石垣市川平900 0980-87-9883 なし

3011 浜辺の茶屋 旅館・ホテル 紙OK 沖縄県南城市玉城玉城玉城玉城2-1 098-948-2073 https://sachibaru.jp/hamacha/

3012 山の茶屋 楽水 旅館・ホテル 紙OK 沖縄県南城市玉城玉城玉城玉城19-1 098-948-1227 https://sachibaru.jp/yamacha/

3013 AMAMIKIYO 旅館・ホテル 紙OK 沖縄県南城市玉城玉城玉城玉城 070-2322-8023 https://sachibaru.jp/amamikiyo/

3014 レストラン ボナペティ 旅館・ホテル 紙OK 沖縄県那覇市牧志1-3-70 098-866-0291 https://www.naha.jalcity.co.jp/restaurant/



3015 ホテルJALシティ那覇 旅館・ホテル 紙OK 沖縄県那覇市牧志1-3-70 098-866-2580 https://www.naha.jalcity.co.jp/

3016 MBギャラリーチャタンbyザ・テラスホテルズ 旅館・ホテル 紙OK 沖縄県中頭郡北谷町美浜38-1 098-921-7111 https://mb-gallery.jp/

3017 CHATAN HARBOR BREWERY&RESTAURANT 旅館・ホテル 紙OK 沖縄県中頭郡北谷町美浜53-1 098-926-1118 https://www.chatanharbor.jp/

3018 SEAFOOD HOUSE PIER54 旅館・ホテル 紙OK 沖縄県中頭郡北谷町美浜54 098-901-4377 https://www.seafoodhouse.jp/

3019 Marina Bay CAFE&LOUNGE 旅館・ホテル 紙OK 沖縄県中頭郡北谷町美浜38-1MBギャラリーチャタンbyザ・テラスホテルズ１階 098-921-7111 https://mb-gallery.jp/marina-bay-entrance/

3020 ザ・ブティック 旅館・ホテル 紙OK 沖縄県宮古島市下地来間484-7 0980-74-7888 https://www.seawoodhotel.com/shop/

3021 Beach house Resutaurant 洋食の店 KISSHO 旅館・ホテル 紙OK 沖縄県宮古島市下地来間484-7 0980-74-7888 https://www.seawoodhotel.com/dining/kissho-we/

3022 日本料理 吉祥 来間島店 旅館・ホテル 紙OK 沖縄県宮古島市下地来間484-7 0980-74-7888 https://www.seawoodhotel.com/dining/kissho-jp/

3023 レストランサンピア 旅館・ホテル 紙OK 沖縄県南城市佐敷新里1688 098-947-0111 https://www.yuinchi.jp/restaurant/sunpeer/

3024 ショップはいさい 旅館・ホテル 紙OK 沖縄県南城市佐敷新里1688 098-947-0111 https://www.yuinchi.jp/

3025 ペアーレ 旅館・ホテル 紙OK 沖縄県南城市佐敷新里1688 098-947-0111 https://www.yuinchi.jp/activity/plan/

3026 レストラン「マティーラ」 旅館・ホテル 紙OK 沖縄県中頭郡北谷町美浜43 098-901-4600 https://doubletree.hiltonhotels.jp/hotel/okinawa/doubletree-by-hilton-okinawa-chatan-resort/dining/00d4191b00dd529367d0dc09e2d6ac24

3027 43ウェストルーフトップバー 旅館・ホテル 紙OK 沖縄県中頭郡北谷町美浜43 098-901-4600 https://doubletree.hiltonhotels.jp/hotel/okinawa/doubletree-by-hilton-okinawa-chatan-resort/dining/7ce48d271c205a8f8570051881891ecd

3028 ビュッフェレストラン「スリユン」 旅館・ホテル 紙OK 沖縄県中頭郡北谷町美浜40-1 098-901-1111 https://hiltonhotels.jp/hotel/okinawa/hilton-okinawa-chatan-resort/dining/d916db3701760f051f9f6fa4b48b942c

3029 ロビーラウンジ「マール」 旅館・ホテル 紙OK 沖縄県中頭郡北谷町美浜40-1 098-901-1111 https://hiltonhotels.jp/hotel/okinawa/hilton-okinawa-chatan-resort/dining/25a351bc11350a5a16e7f8f145a94a66

3030 イタリアンレストラン「コレンテ」 旅館・ホテル 紙OK 沖縄県中頭郡北谷町美浜40-1 098-901-1111 https://hiltonhotels.jp/hotel/okinawa/hilton-okinawa-chatan-resort/dining/4ba0679290908eeba526812d282ba7ea

3031 カフェ ストレータ 旅館・ホテル 紙OK 沖縄県那覇市牧志1-19-8ホテル ストレータ 那覇 098-860-7400 https://okinawa-uds.co.jp/hotels/strata-naha/restaurant/?loc=cat_loc_strata

3032 Sky Salon 旅館・ホテル 紙OK 沖縄県那覇市牧志1-19-8 098-860-7400 https://okinawa-uds.co.jp/hotels/strata-naha/restaurant/?loc=cat_loc_strata

3033 ギャラリーショップ 旅館・ホテル 紙OK 沖縄県那覇市牧志3-9-10ホテルパームロイヤルNAHA国際通り 098-865-5551 https://palmroyal.co.jp/

3034 ザ・プールサイドバー 旅館・ホテル 紙OK 沖縄県那覇市牧志3-9-10 098-865-5552 https://palmroyal.co.jp/

3035 ザ・ムーンビーチ ミュージアムリゾート 旅館・ホテル 紙OK 沖縄県国頭郡恩納村前兼久1203 098-965-1020 https://www.moonbeach.co.jp/

3036 ザ・ムーンビーチ ミュージアムリゾート オールデイダイニングコラーロ 旅館・ホテル 紙OK 沖縄県国頭郡恩納村前兼久1203 098-965-1020 https://www.moonbeach.co.jp/

3037 ザ・ムーンビーチ ミュージアムリゾート マハロ 旅館・ホテル 紙OK 沖縄県国頭郡恩納村前兼久1203 098-965-1020 https://www.moonbeach.co.jp/

3038 ザ・ムーンビーチ ミュージアムリゾート レジャー 旅館・ホテル 紙OK 沖縄県国頭郡恩納村前兼久1203 098-965-1020 https://www.moonbeach.co.jp/

3039 ザ・ムーンビーチ ミュージアムリゾート レストラン 旅館・ホテル 紙OK 沖縄県国頭郡恩納村前兼久1203 098-965-1020 https://www.moonbeach.co.jp/

3040 ホテルロコアナハ 旅館・ホテル 紙OK 沖縄県那覇市松尾1-1-2 098-868-6578 https://rocore.jp/

3041 レストランアレッタ ホテルロコアナハ店 旅館・ホテル 紙OK 沖縄県那覇市松尾1-1-2 098-867-0100 https://rocore.jp/

3042 ホテル日航アリビラ 旅館・ホテル 紙OK 沖縄県中頭郡読谷村字儀間600 098-982-9117 https://www.alivila.co.jp/

3043 ブラッスリー「ベルデマール」 旅館・ホテル 紙OK 沖縄県中頭郡読谷村字儀間600 098-982-9111 https://www.alivila.co.jp/restaurant/verdemar/

3044 日本料理・琉球料理「佐和」 旅館・ホテル 紙OK 沖縄県中頭郡読谷村字儀間600 098-982-9111 https://www.alivila.co.jp/restaurant/sawa/

3045 カジュアルブッフェ「ハナハナ」 旅館・ホテル 紙OK 沖縄県中頭郡読谷村字儀間600 098-982-9111 https://www.alivila.co.jp/restaurant/hanahana/

3046 ラウンジ「アリアカラ」 旅館・ホテル 紙OK 沖縄県中頭郡読谷村字儀間600 098-982-9111 https://www.alivila.co.jp/restaurant/ariacara/

3047 マリン 旅館・ホテル 紙OK 沖縄県中頭郡読谷村字儀間600 098-982-9111 https://www.alivila.co.jp/activity/

3048 フィールド 旅館・ホテル 紙OK 沖縄県中頭郡読谷村字儀間600 098-982-9111 https://www.alivila.co.jp/activity/

3049 リラクゼーションプール 旅館・ホテル 紙OK 沖縄県中頭郡読谷村字儀間600 098-982-9111 https://www.alivila.co.jp/relaxation/pool.php

3050 エデュテイメント 旅館・ホテル 紙OK 沖縄県中頭郡読谷村字儀間600 098-982-9111 https://www.alivila.co.jp/

3051 ショップ アリビオ 旅館・ホテル 紙OK 沖縄県中頭郡読谷村字儀間600 098-982-9111 https://www.alivila.co.jp/shop/alivio/

3052 ショップ メルカード 旅館・ホテル 紙OK 沖縄県中頭郡読谷村字儀間600 098-982-9111 https://www.alivila.co.jp/shop/mercado/

3053 ショップ ディーア 旅館・ホテル 紙OK 沖縄県中頭郡読谷村字儀間600 098-982-9111 https://www.alivila.co.jp/shop/dia/

3054 マリンピアザオキナワ 旅館・ホテル 紙OK 沖縄県国頭郡本部町浜元410 0980-48-3000 http://m-piazza.com/

3055 レストランブリーズ 旅館・ホテル 紙OK 沖縄県国頭郡本部町浜元410 0980-48-3000 http://m-piazza.com/



3056 沖縄プリンスホテル オーシャンビューぎのわん 旅館・ホテル 紙OK 沖縄県宜野湾市真志喜3-28-1 098-898-1110 https://www.princehotels.co.jp/ginowan/

3057 All Day Dining Jinon オール デイ ダイニング ジノーン 旅館・ホテル 紙OK 沖縄県宜野湾市真志喜3-28-1 098-943-3937 https://www.princehotels.co.jp/ginowan/restaurant/jinon/

3058 SHOP ショップ 旅館・ホテル 紙OK 沖縄県宜野湾市真志喜3-28-1 098-943-3937 https://www.princehotels.co.jp/ginowan/facility/shop/

3059 SPA THE KUHORO PRINCE スパ ザ クホロ プリンス 旅館・ホテル 紙OK 沖縄県宜野湾市真志喜3-28-1 098-943-3568 https://www.princehotels.co.jp/ginowan/kuhoro/

3060 美ら海ビレッジ1号店 旅館・ホテル 紙OK 沖縄県国頭郡本部町豊原253-7 0980-48-3999 https://pt.churaumi-village.com/chura/facilities/regular

3061 美ら海ビレッジ2号店 旅館・ホテル 紙OK 沖縄県国頭郡本部町豊原241 0980-48-3999 https://pt.churaumi-village.com/chura/facilities/regular2

3062 美ら海ビレッジ2号店 グランピング 旅館・ホテル 紙OK 沖縄県国頭郡本部町豊原241 0980-48-3999 https://pt.churaumi-village.com/chura/facilities/glamping

3063 美ら海ビレッジ3号店 旅館・ホテル 紙OK 沖縄県国頭郡本部町豊原820-3 0980-48-3999 https://pt.churaumi-village.com/chura/facilities/regular3

3064 美ら海ビレッジ  プール&テラス 旅館・ホテル 紙OK 沖縄県国頭郡本部町豊原154-3 0980-48-3999 https://pt.churaumi-village.com/chura/fourth

3065 サーフサイドカフェ 旅館・ホテル 紙OK 沖縄県国頭郡国頭村奥間913 0980-41-2222 https://okumaresort.com/restaurant/surf-side-cafe.html

3066 和食処 いじゅ 旅館・ホテル 紙OK 沖縄県国頭郡国頭村奥間913 0980-41-2222 https://okumaresort.com/restaurant/iju.html

3067 鉄板焼 阿壇 旅館・ホテル 紙OK 沖縄県国頭郡国頭村奥間913 0980-41-2222 https://okumaresort.com/restaurant/adan.html

3068 ビーチサイド 旅館・ホテル 紙OK 沖縄県国頭郡国頭村奥間913 0980-41-2222 https://okumaresort.com/restaurant/beach-side.html

3069 ブーゲンビリア 旅館・ホテル 紙OK 沖縄県国頭郡国頭村奥間913 0980-41-2222 https://okumaresort.com/shop/

3070 アロマセラピーサロン 旅館・ホテル 紙OK 沖縄県国頭郡国頭村奥間913 0980-41-2222 https://okumaresort.com/relaxation/aromatherapy.html

3071 エコツアーデスク 旅館・ホテル 紙OK 沖縄県国頭郡国頭村奥間913 0980-41-2222 https://okumaresort.com/activity/eco.html

3072 ビーチカフェ オアシス 旅館・ホテル 紙OK 沖縄県国頭郡国頭村奥間913 0980-41-2222 https://okumaresort.com/restaurant/oasis.html

3073 MARINX CLASSIC HARBORVIEW PENSION 旅館・ホテル 紙OK 沖縄県島尻郡八重瀬町港川361-1 098-988-3007 http://marinx-harbor.com/index.html

3074 MARINX POOLVILLA NAKANDAKARI 旅館・ホテル 紙OK 沖縄県南城市玉城仲村渠469 098-988-3007 https://www.marinx-poolvilla.com/

3075 a la Bar 旅館・ホテル 紙OK 沖縄県中頭郡北谷町桑江1-9-37  アクアパレス北谷 by コルディオプレミアム 10階 090-5109-7900 https://coldioresort.com/facilities/aqua-palace-chatan/

3076 マリンロッジ・マレア石垣島 旅館・ホテル 紙OK 沖縄県石垣市新川803-6 0980-87-0830 https://marea-ishigaki.jp/hotel-information/marine_lodge_marea/

3077 ホテルアトールエメラルド宮古島 フロント 旅館・ホテル 紙OK 沖縄県宮古島市平良下里108-7 0980-73-9800 https://www.atollemerald.jp/

3078 ホテルアトールエメラルド宮古島 ショップトライアングル 旅館・ホテル 紙OK 沖縄県宮古島市平良下里108-7 0980-73-9800 https://www.atollemerald.jp/

3079 ホテルアトールエメラルド宮古島 ラウンジ カーレント 旅館・ホテル 紙OK 沖縄県宮古島市平良下里108-7 0980-73-9800 https://www.atollemerald.jp/

3080 ホテルアトールエメラルド宮古島 レストラン サンタフェ 旅館・ホテル 紙OK 沖縄県宮古島市平良下里108-7 0980-73-9800 https://www.atollemerald.jp/

3081 ホテルアトールエメラルド宮古島 和食 だいふく苑 旅館・ホテル 紙OK 沖縄県宮古島市平良下里108-7 0980-73-9800 https://www.atollemerald.jp/

3082 ダブルツリーbyヒルトン那覇首里城 旅館・ホテル 紙OK 沖縄県那覇市首里山川町1-132-1 098-886-5454 https://doubletree-shuri.hiltonjapan.co.jp/

3083 レストラン ニライカナイ 旅館・ホテル 紙OK 沖縄県宮古島市下地与那覇914 0980-76-2109 https://www.tokyuhotels.co.jp/miyakojima-h/

3084 和風ダイニングやえびし 旅館・ホテル 紙OK 沖縄県宮古島市下地与那覇914 0980-76-2109 https://www.tokyuhotels.co.jp/miyakojima-h/

3085 バームーンシェル 旅館・ホテル 紙OK 沖縄県宮古島市下地与那覇914 0980-76-2109 https://www.tokyuhotels.co.jp/miyakojima-h/

3086 バーベキューハウス マイパマ 旅館・ホテル 紙OK 沖縄県宮古島市下地与那覇914 0980-76-2109 https://www.tokyuhotels.co.jp/miyakojima-h/

3087 プルメリア 旅館・ホテル 紙OK 沖縄県宮古島市下地与那覇914 0980-76-2109 https://www.tokyuhotels.co.jp/miyakojima-h/

3088 レジャー(宮古島東急ホテル&リゾーツ内) 旅館・ホテル 紙OK 沖縄県宮古島市下地与那覇914 0980-76-2109 https://www.tokyuhotels.co.jp/miyakojima-h/

3089 スパゆるりあ 旅館・ホテル 紙OK 沖縄県宮古島市下地与那覇914 0980-76-2109 https://www.tokyuhotels.co.jp/miyakojima-h/

3090 月桃庵 旅館・ホテル 紙OK 沖縄県石垣市美崎町4-9南の美ら花ホテルミヤヒラ内 0980-82-6111 https://www.miyahira.co.jp/restaurant/gettoan.html

3091 ひるぎ 旅館・ホテル 紙OK 沖縄県石垣市美崎町4-9南の美ら花ホテルミヤヒラ内 0980-82-6111 https://www.miyahira.co.jp/restaurant/hirugi.html

3092 ハナムロ・イン阿嘉 旅館・ホテル 紙OK 沖縄県島尻郡座間味村阿嘉52 090-6857-5430 https://www.hanamuro.com/

3093 ブルースイーツ ハナムロ 旅館・ホテル 紙OK 沖縄県島尻郡座間味村阿嘉91 090-6857-5430 https://www.hanamuro.com/

3094 四季 旅館・ホテル 紙OK 沖縄県那覇市東町6-20 琉球サンロイヤルホテル 098-862-3811 https://www.rsunroyal.co.jp/

3095 ボルドー 旅館・ホテル 紙OK 沖縄県那覇市東町6-20 琉球サンロイヤルホテル 098-862-3811 https://www.rsunroyal.co.jp/

3096 ベストウェスタン沖縄幸喜ビーチ 旅館・ホテル 紙OK 沖縄県名護市幸喜幸喜117 0980-54-8155 https://egh-okinawa.com/kouki/



3097 ベストウェスタン沖縄恩納ビーチ 旅館・ホテル 紙OK 沖縄県国頭郡恩納村真栄田1888 098-964-1130 https://egh-okinawa.com/onna/

3098 久米島イーフビーチホテル 旅館・ホテル 紙OK 沖縄県島尻郡久米島町字謝名堂548 098-985-7111 https://www.courthotels.co.jp/kumejima/

3099 HOTEL SANSUI NAHA 琉球温泉 波之上の湯 旅館・ホテル 紙OK 沖縄県那覇市辻2-25-1HOTEL SANSUI NAHA 琉球温泉 波之上の湯 098-860-7001 https://www.resorts.co.jp/sansuinaha

3100 ロコイン沖縄 旅館・ホテル 紙OK 沖縄県那覇市松山1-27-11 098-869-6511 https://rocoinn-okinawa.jp/

3101 あがいてぃーだ 旅館・ホテル 紙OK 沖縄県那覇市松山1-27-11 098-863-6501 https://rocoinn-okinawa.jp/

3102 沖縄かりゆしビーチリゾートオーシャンスパ 旅館・ホテル 紙OK 沖縄県国頭郡恩納村名嘉真ヤーシ原2591-1 098-967-8731 https://kariyushi-oceanspa.jp/

3103 KBCショップオーシャンスパ店1号店 旅館・ホテル 紙OK 沖縄県国頭郡恩納村名嘉真2591-1 098-967-8703 https://kariyushi-oceanspa.jp/

3104 KBCショップオーシャンスパ店2号店 旅館・ホテル 紙OK 沖縄県国頭郡恩納村名嘉真2591-1 098-967-8703 https://kariyushi-oceanspa.jp/

3105 KBCショップオーシャンスパ店3号店 旅館・ホテル 紙OK 沖縄県国頭郡恩納村名嘉真2591-1 098-967-8703 https://kariyushi-oceanspa.jp/

3106 KBCショップオーシャンスパ店コンビニ 旅館・ホテル 紙OK 沖縄県国頭郡恩納村名嘉真2591-1 098-967-8703 https://kariyushi-oceanspa.jp/

3107 ダイワロイネットホテル那覇国際通り 旅館・ホテル 紙OK 沖縄県那覇市安里2-1-1 098-868-9055 https://www.daiwaroynet.jp/naha-kokusaidori/

3108 ドレスダイナー シーサーショップ シーサーラウンジ 旅館・ホテル 紙OK 沖縄県沖縄市与儀2-8-1オキナワグランメールリゾート内 098-931-1500 https://www.okinawa-grandmer.com/restaurant/

3109 ホテルフロント 旅館・ホテル 紙OK 沖縄県名護市安部156-2 カヌチャリゾート内 0980-55-8880 https://www.kanucha.jp/

3110 ホテルピースランド石垣島 旅館・ホテル 紙OK 沖縄県石垣市美崎町11-1 0980-82-0248 http://peace-k.jp/ishigaki/

3111 ホテルピースアイランド石垣イン八島 旅館・ホテル 紙OK 沖縄県石垣市美崎町八島町1-1-2 0980-82-0600 http://peace-k.jp/yashima/

3112 ヒルトン沖縄瀬底リゾート 旅館・ホテル 紙OK 沖縄県国頭郡本部町瀬底5750 0980-47-6300 https://sesoko.hiltonjapan.co.jp/

3113 オリエンタルホテル 沖縄リゾート&スパ 旅館・ホテル 紙OK 沖縄県名護市喜瀬 0980-51-1000 https://www.okinawa.oriental-hotels.com/

3114 ホテルサザンコースト宮古島 旅館・ホテル 紙OK 沖縄県宮古島市平良字下里335-1 0980-75-3335 https://www.h-scm.jp/

3115 ムーンオーシャン宜野湾ホテル&レジデンス 旅館・ホテル 紙OK 沖縄県宜野湾市宇地泊558-8 098-890-1110 https://www.moonoceanginowan.jp/

3116 ホテルトリフィート宮古島リゾート（フロント） 旅館・ホテル 紙OK 沖縄県宮古島市平良下里2422-1 0980-75-7700 https://torifito.jp/miyakojima/

3117 JR九州ホテルブラッサム那覇 旅館・ホテル 紙OK 沖縄県那覇市牧志2-16-1 098-861-8700 https://www.jrk-hotels.co.jp/Naha/

3118 Akeeesi365 旅館・ホテル 紙OK 沖縄県石垣市伊原間365-8 080-9263-9614 https://r.goope.jp/310land

3119 グリーンリッチホテル那覇 旅館・ホテル 紙OK 沖縄県那覇市松山2-15-1 098-863-2400 https://greenrichhotels.jp/naha/

3120 ホテルグランビュー石垣新川 旅館・ホテル 紙OK 沖縄県石垣市新川2376-30 0980-82-7070 https://granview.co.jp/ishigakiarakawa/

3121 石垣島ホテルククル 旅館・ホテル 紙OK 沖縄県石垣市美崎町8-1 0980-83-3380 https://cucule.jp/

3122 ハレクラニ沖縄 Halekulani Boutique 旅館・ホテル 紙OK 沖縄県国頭郡恩納村名嘉真1957-1 098-953-8600 https://www.okinawa.halekulani.com/

3123 百名伽藍 旅館・ホテル 紙OK 沖縄県南城市玉城百名山下原1299-1 098-949-1011 https://www.hyakunagaran.com/

3124 ジ・ウザテラス ビーチクラブヴィラズ 旅館・ホテル 紙OK 沖縄県中頭郡読谷村宇座630-1 098-921-6111 https://www.terrace.co.jp/uza/

3125 ザ・テラスクラブ アット ブセナ 旅館・ホテル 紙OK 沖縄県名護市喜瀬1750 0980-51-1113 https://www.terrace.co.jp/clubatbusena/

3126 ジ・アッタテラス クラブタワーズ 旅館・ホテル 紙OK 沖縄県国頭郡恩納村安富祖1079 098-983-3333 https://www.terrace.co.jp/clubtowers/

3127 ホテルオリオンモトブリゾート＆スパ 旅館・ホテル 紙OK 沖縄県国頭郡本部町備瀬148-1 0980-51-7300 https://www.okinawaresort-orion.com/

3128 ホテルロイヤルオリオン 旅館・ホテル 紙OK 沖縄県那覇市安里1-2-21 098-866-5533 https://www.royal-orion.co.jp/company/

3129 ダブルツリーbyヒルトン那覇 旅館・ホテル 紙OK 沖縄県那覇市東町3-15 098-862-0123 https://doubletree-naha.hiltonjapan.co.jp/info

3130 ホテルルートイン名護 旅館・ホテル 紙OK 沖縄県名護市東江5-11-3 ホテルルートイン名護 0980-54-8511 https://www.route-inn.co.jp/hotel_list/okinawa/index_hotel_id_86/

3131 ホテルみゆきビーチ 旅館・ホテル 紙OK 沖縄県国頭郡恩納村安富祖1583-2 098-967-8031 https://hotel-miyuki.jp/miyuki/

3132 みゆきハマバルリゾート 旅館・ホテル 紙OK 沖縄県恩納村安富祖1314 098-967-7722 https://hotel-miyuki.jp/hamabaru/

3133 レンブラントスタイル那覇 旅館・ホテル 紙OK 沖縄県那覇市西2-24-3 098-975-9110 https://rembrandt-style.com/naha

3134 Shop 旅館・ホテル 紙OK 沖縄県石垣市宮良923-1 0980-86-8001 https://kariyushi-ishigaki.jp/

3135 那覇ビーチサイドホテル 旅館・ホテル 紙OK 沖縄県那覇市辻3-2-36 098-862-2300 https://www.nahabeachsidehotel.com/

3136 ハイビスヤブ 旅館・ホテル 紙OK 沖縄県名護市屋部565 080-8375-8203 https://hotel-23815.business.site/?utm_source=gmb&utm_medium=referral

3137 ホットクロスポイントサンタモニカ 旅館・ホテル 紙OK 沖縄県宮古島市上野宮国974-1 0980-74-7300 https://shigira.com/hotel/santamonica



3138 フロント 旅館・ホテル 紙OK 沖縄県那覇市牧志1-19-8 ホテルストレータ 那覇 098-860-7400 https://okinawa-uds.co.jp/hotels/strata-naha/

3139 フロント 旅館・ホテル 紙OK 沖縄県那覇市東町6-20 琉球サンロイヤルホテル 098-862-3811 https://www.rsunroyal.co.jp/

3140 ホテルシーブリーズコーラル 旅館・ホテル 紙OK 沖縄県宮古島市上野宮国974-3 0980-74-7070 https://shigira.com/hotel/seabreeze

3141 KBCショップエグゼス店 旅館・ホテル 紙OK 沖縄県国頭郡恩納村名嘉真2592-40 098-967-7523 https://exes-kariyushi.com/

3142 BBQレストラン アマンダ 旅館・ホテル 紙OK 沖縄県石垣市宮良923-1 0980-86-8001 https://kariyushi-ishigaki.jp/restaurant/

3143 サーフサイド Bed&Breakfast 旅館・ホテル 紙OK 沖縄県国頭郡恩納村恩納294-1 098-966-2931 https://www.petomoi.com/stay/kyushu_okinawa/yado_1202.html

3144 トレアドール 旅館・ホテル 紙OK 沖縄県石垣市美崎町4-9 南の美ら花ホテルミヤヒラ内 0980-82-6111 https://www.miyahira.co.jp/restaurant/toreador.html

3145 ritomaru villa pierce miyakojima 旅館・ホテル NG 沖縄県宮古島市下地川満1322－1 050-8886-0515 https://ritomaru.co.jp/index.html

3146 琉球ホテル＆リゾート 名城ビーチ 館内施設 旅館・ホテル 紙OK 沖縄県糸満市名城963 098-997-5550 https://ryukyuhotel.premierhotel-group.com/

3147 エイトポイントリゾート沖縄 旅館・ホテル NG 沖縄県南城市知念山里1106 098-975-5111 なし

3148 ホテルピースアイランド宮古島 旅館・ホテル 紙OK 沖縄県宮古島市平良西里310 0980-74-1717 http://peace-k.jp/miyako/

3149 アウェイ沖縄古宇利島リゾート 旅館・ホテル 紙OK 沖縄県国頭郡今帰仁村古宇利480-2 0980-51-5550 https://www.awayokinawakouri.com/

3150 ホテル・トリフィート那覇旭橋 旅館・ホテル 紙OK 沖縄県那覇市西1-11-19 098-860-6430 https://torifito.jp/nahaab/

3151 ホテルピースアイランド名護 旅館・ホテル 紙OK 沖縄県名護市城2-11-6 0980-43-0781 http://peace-k.jp/nago/

3152 Guesthouse Re-Spect 旅館・ホテル 紙OK 沖縄県宮古島市平良字西原314-1 0980-79-9873 なし

3153 琉球ホテル＆リゾート名城ビーチ ショップ、マリン、スパ 旅館・ホテル 紙OK 沖縄県糸満市名城963 098-997-5552 https://ryukyuhotel.premierhotel-group.com/

3154 hotel1831 旅館・ホテル 紙OK 沖縄県那覇市安里2-4-12  MaxiALPAビル３Ｆ４Ｆ 070-3360-0982 なし

3155 ホテルサンフラワー 旅館・ホテル 紙OK 沖縄県島尻郡渡嘉敷村字阿波連172 098-987-2840 なし

3156 レンタルかにく レンタカー 紙OK 沖縄県島尻郡座間味村座間味1908-1 098-987-2334 http://kaniku.info/

3157 沖縄レンタカー 合同会社 レンタカー 紙OK 沖縄県那覇市曙1-6-33 愛和マンション2階 098-943-5727 https://dm1221.com/

3158 オリックスレンタカー宮古島空港店 レンタカー 紙OK 沖縄県宮古島市平良字西里1332-3 0980-73-5500 https://car.orix.co.jp/shops/?shops_pk=794

3159 オリックスレンタカーみやこ下地島空港ターミナル店 レンタカー 紙OK 沖縄県宮古島市伊良部字佐和田1727 0980-74-5088 https://car.orix.co.jp/shops/?shops_pk=1362

3160 オリックスレンタカー宮古島マンゴー店 レンタカー 紙OK 沖縄県宮古島市平良字西里882 0980-73-2939 https://car.orix.co.jp/shops/?shops_pk=795

3161 日産レンタカー那覇空港第2店 レンタカー NG 沖縄県那覇市赤嶺2-13-13 098-858-0023 なし

3162 日産レンタカー宮古空港店 レンタカー NG 沖縄県宮古島市平良字下里2511-1 0980-73-7723 なし

3163 日産レンタカーＴギャラリア沖縄店 レンタカー NG 沖縄県那覇市おもろまち4-1 098-860-6160 なし

3164 スカイレンタカー那覇空港店 レンタカー 紙OK 沖縄県那覇市具志1-23-8 098-858-0678 https://www.skyrent.jp/okinawa/naha-airport/

3165 オリックスレンタカー久米島空港店 レンタカー 紙OK 沖縄県島尻郡久米島町字北原603-1 098-985-5151 https://car.orix.co.jp/shops/?shops_pk=801

3166 パインレンタカー宮古空港本店 レンタカー 紙OK 沖縄県宮古島市平良西里1455-3 0980-79-0631 https://pine-rentacar.jp/

3167 株式会社ドドンパ車店 レンタカー 紙OK 沖縄県豊見城市名嘉地218－3 090-7475-1112 https://www.dodonpa-car.com

3168 株式会社トラベルレンタカー那覇空港店 レンタカー 紙OK 沖縄県豊見城市瀬⾧3-2 098-987-5885 https://travelrentacar.co.jp

3169 スカイレンタカー宮古島店 レンタカー 紙OK 沖縄県宮古島市平良下里2422-1 ホテルトリフィート宮古島リゾート1階 0980-72-8002 https://www.skyrent.jp/miyako/

3170 スカイレンタカー那覇店 レンタカー 紙OK 沖縄県那覇市久米2-6-16 098-861-8000 https://www.skyrent.jp/okinawa/naha/

3171 スカイレンタカー石垣島店 レンタカー NG 沖縄県石垣市白保2080-16 0980-84-4039 https://www.skyrent.jp/ishigaki/ishigaki/

3172 OTSレンタカー臨空豊崎営業所 レンタカー 紙OK 沖縄県豊見城市豊崎3-37 098-856-8877 https://www.otsinternational.jp/otsrentacar/

3173 OTSレンタカー新石垣空港前店 レンタカー 紙OK 沖縄県石垣市盛山222-35 0980-84-4323 https://www.otsinternational.jp/otsrentacar/

3174 OTSレンタカー国内ファミリートラベラー店 レンタカー 紙OK 沖縄県那覇市赤嶺1-15-3 098-858-8000 https://www.otsinternational.jp/otsrentacar/

3175 OTSレンタカー宮古空港前店 レンタカー 紙OK 沖縄県宮古市平良字下里2199-1 0980-72-1104 https://www.otsinternational.jp/otsrentacar/

3176 OTSレンタカー下地島空港店 レンタカー 紙OK 沖縄県宮古島市伊良部佐和田1727 0980-78-6625 https://www.otsinternational.jp/otsrentacar/

3177 OTSレンタカーDFS営業所 レンタカー 紙OK 沖縄県那覇市おもろまち4-1 098-860-7700 https://www.otsinternational.jp/otsrentacar/

3178 株式会社イーストレンタカー レンタカー 紙OK 沖縄県島尻郡久米島町字西銘1346 098-896-7766 http://www.abc-car.net/



3179 ケーズレンタル レンタカー 紙OK 沖縄県那覇市若狭3-10-18シーサイドテラス102号 098-917-5266 なし

3180 サウスレンタカー レンタカー NG 沖縄県那覇市辻２-19-2 沖縄ホテルコンチネンタル内 098-943-9188 なし

3181 OKINAWAヴァケーションレンタカー 那覇空港店 レンタカー 紙OK 沖縄県那覇市金城4-8-2-101 098-943-2878 https://okinawa-vacation-rentacar.business.site/

3182 しまんちゅレンタカー レンタカー NG 沖縄県国頭郡恩納村名嘉真2288-162 098-967-8281 https://prcs.jp

3183 Kuuレンタカー レンタカー 紙OK 沖縄県宮古島市伊良部前里添594-2 HOTEL Kuu内 0980-79-8484 https://hotelkuu.com

3184 KREIS CAR RENTAL レンタカー 紙OK 沖縄県中頭郡北谷町北谷2-6-2 098-923-2107 https://car-kreis.jp/

3185 ガリバーレンタカー那覇壺川駅前店 レンタカー 紙OK 沖縄県那覇市壺川3-3-19 098-851-4500 https://www.gulliver-rentacar.com/

3186 株式会社トヨタレンタリース沖縄 ビジネス店 レンタカー NG 沖縄県那覇市赤嶺2-13-1 098-857-0100 https://www.oki-toyota-rent.jp/

3187 株式会社トヨタレンタリース沖縄那覇空港店 レンタカー NG 沖縄県那覇市赤嶺2-15-1 098-857-0100 https://www.oki-toyota-rent.jp/

3188 ノレジオサイクル レンタカー 紙OK 沖縄県国頭郡今帰仁村 090-9290-4439 https://www.noleggio-cicli.blue/

3189 ウィングレンタカー西表島店 レンタカー 紙OK 沖縄県八重山郡竹富町字南風見201-124 098-85-5001 なし

3190 ガリバーレンタカー58号那覇新都心店 レンタカー 紙OK 沖縄県那覇市安謝2-6-8 098-939-1388 https://www.gulliver-rentacar.com/

3191 MFY沖縄レンタカー西表島店 レンタカー 紙OK 沖縄県八重山郡竹富町南風見201-50 080-9247-8062 http://iriomote-rentacar-mfy.com/

3192 株式会社トヨタレンタリース沖縄石垣島空港店 レンタカー NG 沖縄県石垣市盛山222-85 0980-82-0100 http://www.oki-toyota-rent.jp/

3193 株式会社トヨタレンタリース沖縄安謝店 レンタカー NG 沖縄県那覇市安謝664 098-878-0100 https://www.oki-toyota-rent.jp/

3194 Jネットレンタカー那覇空港店 レンタカー NG 沖縄県那覇市金城3-7-2 098-852-0070 https://www.j-netrentacar.co.jp/okinawa/nahakuko/

3195 Jネットレンタカー宮古空港店 レンタカー NG 沖縄県宮古島市平良字西里1324 0980-79-5022 https://www.j-netrentacar.co.jp/okinawa/miyako_airport/

3196 Jネットレンタカー新石垣空港店 レンタカー NG 沖縄県石垣市白保2080-16 0980-84-4366 https://www.j-netrentacar.co.jp/okinawa/ishigaki/

3197 日産レンタカー琉球ホテル＆リゾート名城ビーチ店 レンタカー NG 沖縄県糸満市名城963 098-987-4023 なし

3198 株式会社トヨタレンタリース沖縄とよみ店 レンタカー NG 沖縄県豊見城市渡橋名280-2 098-851-4480 https://www.oki-toyota-rent.jp/

3199 ファミリールームオキナワ レンタカー レンタカー 紙OK 沖縄県那覇市牧志1-14-21 090-7454-5779 なし

3200 株式会社トヨタレンタリース沖縄Ｔギャラリア沖縄店 レンタカー NG 沖縄県那覇市おもろまち4-1 098-860-1530 http://www.oki-toyota-rent.jp/

3201 株式会社トヨタレンタリース沖縄宮古島空港店 レンタカー NG 沖縄県宮古島市平良字西里1280 0980-75-0100 http://www.oki-toyota-rent.jp/

3202 株式会社トヨタレンタリース沖縄中部店 レンタカー NG 沖縄県沖縄市大里1-12-27 098-939-0100 なし

3203 株式会社トヨタレンタリース沖縄北谷店 レンタカー NG 沖縄県中頭郡北谷町宮城1-37 098-926-0100 https://www.oki-toyota-rent.jp/

3204 株式会社トヨタレンタリース沖縄名護店 レンタカー NG 沖縄県名護市東江5-21-5 0980-54-0100 http://www.oki-toyota-rent.jp/

3205 ホンダレンタカー石垣島 レンタカー 紙OK 沖縄県石垣市真栄里574 0980-83-1015 https://honda-hi.co.jp

3206 有限会社ＴＭ.Ｐｌａｎｎｉｎｇ レンタカー 紙OK 沖縄県国頭郡伊江村字川平310 0980-49-5208 https://tmp.co.jp/

3207 島レンタカー レンタカー 紙OK 沖縄県島尻郡久米島町字謝名堂548-16 070-5271-7631 なし

3208 マングローブレンタカー レンタカー 紙OK 沖縄県島尻郡久米島町字儀間164 098-985-4680 https://mangroverentacar.wixsite.com/mysite

3209 クルカレンタカー那覇店 レンタカー 紙OK 沖縄県那覇市具志3-33-3 080-6481-7979 https://newcar.shop/rental/

3210 KLATCH RENTACAR レンタカー 紙OK 沖縄県石垣市大川200-1 080-7882-9873 なし

3211 セレクトレンタカー レンタカー NG 沖縄県那覇市奥武山町26-24 奥武山マンションビル1F 098-851-9878 https://nn2.co.jp/

3212 レンタカー トリン レンタカー 紙OK 沖縄県八重山郡竹富町字南風見191-65 0980-87-6477 https://www.rentacar-tolin.com

3213 宮古島トライレンタカー レンタカー 紙OK 沖縄県宮古島市平良字西里1531-8 0980-79-5100 https://trymiyako.com/

3214 株式会社エービーシーサービス レンタカー 紙OK 沖縄県那覇市田原1-17-9 098-859-5555 https://www.abc-rentacar.co.jp/

3215 BigJoyレンタカー レンタカー 紙OK 沖縄県宮古島市平良字東仲宗根827-2 090-3796-4336 https://miyakojiman.com/Default/jp

3216 沖縄レンタルバイク・レンタカーインリンク レンタカー 紙OK 沖縄県那覇市辻2-7-4 098-866-3507 http://www.okinawa-rentalbike.com/index.php

3217 沖縄ECOレンタカー レンタカー 紙OK 沖縄県豊見城市高安1088-1 080-3975-7145 https://www.okinawaecorentacar.com/

3218 ミツバチGoKartレンタカー レンタカー 紙OK 沖縄県宮古島市平良西里1124-6 0980-79-7320 http://3850.jp/

3219 グッドフェローズレンタル レンタカー NG 沖縄県宮古島市平良字松原1180-1 0980-72-7802 https://goodfellas-miyako.com/



3220 ファミリーレンタカー沖縄 レンタカー 紙OK 沖縄県那覇市宇栄原3-16-47 098-851-3202 https://rentalcarokinawa.com/

3221 オリックスレンタカーJALパック プレミア店 レンタカー 紙OK 沖縄県那覇市赤嶺1-12-11 098-891-8200 https://car.orix.co.jp/okinawa/

3222 オリックスレンタカー那覇空港店 レンタカー 紙OK 沖縄県豊見城市豊崎1-1174 098-851-0543 https://car.orix.co.jp/okinawa/

3223 オリックスレンタカー那覇空港会員店 レンタカー 紙OK 沖縄県那覇市安次嶺14-5 098-859-3900 https://car.orix.co.jp/okinawa/

3224 オリックスレンタカー那覇西町店 レンタカー 紙OK 沖縄県那覇市西2-3-1 098-866-0543 https://car.orix.co.jp/okinawa/

3225 オリックスレンタカー美栄橋駅前店 レンタカー 紙OK 沖縄県那覇市牧志2-17-12 098-869-0543 https://car.orix.co.jp/okinawa/

3226 オリックスレンタカーＴギャラリア沖縄カウンター レンタカー 紙OK 沖縄県那覇市おもろまち4-1 Tギャラリア２階 098-867-0543 https://car.orix.co.jp/okinawa/

3227 オリックスレンタカー浦添店 レンタカー 紙OK 沖縄県浦添市牧港5-4-1 098-870-0411 https://car.orix.co.jp/okinawa/

3228 オリックスレンタカー北谷フィッシャリーナ店 レンタカー 紙OK 沖縄県中頭郡北谷町美浜40-2 098-936-0543 https://car.orix.co.jp/okinawa/

3229 オリックスレンタカー恩納店 レンタカー 紙OK 沖縄県国頭郡恩納村字前兼久269-2 098-965-3900 https://car.orix.co.jp/okinawa/

3230 なんせいレンタカー レンタカー 紙OK 沖縄県島尻郡久米島字中泊511-1 070-8547-3968 なし

3231 プルメリアレンタカー レンタカー 紙OK 沖縄県那覇市奥武山町14-1 098-996-3794 https://plumeria-rentacar.co.jp/

3232 MyPace レンタカー 紙OK 沖縄県島尻郡渡嘉敷村字阿波連176 080-2619-1980 なし

3233 R'sレンタカー レンタカー 紙OK 沖縄県宮古島市伊良部池間添1212-1（Ronsard Resort IRABU内） 0980-79-7961 https://rs-rentacar.com/

3234 オープンレンタカー レンタカー 紙OK 沖縄県島尻郡与那原町字与那原618 090-1081-6667 https://www.openrentacar-007.com/

3235 ハイクラスレンタカー33 レンタカー 紙OK 沖縄県中頭郡北谷町美浜3-4-5 098-987-8091 なし

3236 石垣アイランド レンタカー 紙OK 沖縄県石垣市大浜334-7 080-2301-6414 https://lost.co.jp/

3237 キングレンタカー レンタカー 紙OK 沖縄県那覇市宇栄原2-8-23 赤嶺ビル201号室 0800-200-5513 https://www.sprout-tt.co.jp/

3238 グランドレンタカー レンタカー 紙OK 沖縄県石垣市登野城485-1 050-1807-1996 https://ishigaki-rentacar.com/

3239 いなまるレンタカー レンタカー 紙OK 沖縄県宮古島市平良字下里338-11 いなまるレンタカー 090-3131-0170 なし

3240 Kyan-Gレンタカー レンタカー 紙OK 沖縄県糸満市喜屋武1422 098-997-3123 https://kyan-g.business.site/

3241 ココナッツレンタカー レンタカー NG 沖縄県石垣市新川1703ｰ4 070-3801-5572 https://southwood.style/

3242 カヌチャレンタカー空港前営業所 レンタカー 紙OK 沖縄県那覇市鏡水439 098-995-9977 なし

3243 Supremeレンタカー レンタカー 紙OK 沖縄県石垣市真栄里408-1 050-3593-0255 なし

3244 ㊇宮良そば 飲食店 紙OK 沖縄県浦添市当山1-7-17 098-876-7082 https://miyarasoba.com

3245 Poeggokinawa 飲食店 紙OK 沖縄県豊見城市瀬⾧174-6 ウミカジテラス6 098-851-8507 https://poegg-okinawa.com/

3246 次郎⾧寿司北谷ハンビー店 飲食店 紙OK 沖縄県中頭郡北谷町北谷1-12-8 098-936-6266 なし

3247 T's cafe 飲食店 紙OK 沖縄県宮古島市平良字下里356-77 0980-79-0523 なし

3248 BAR  wankara 飲食店 紙OK 沖縄県国頭郡恩納村前兼久258なかどまin 098-965-1017 なし

3249 あしどり泉崎 飲食店 紙OK 沖縄県那覇市泉崎1-16-1 098-867-2716 https://www.ashidori.okinawa/

3250 地下バル でんこちゃん 飲食店 紙OK 沖縄県那覇市牧志2-2-30 B1F国際通りのれん街 098-975-5880 https://www.ashidori.okinawa/

3251 でんすけ商店糸満 飲食店 紙OK 沖縄県糸満市兼城369-8 098-987-1161 https://www.ashidori.okinawa/

3252 BURGER TIME 飲食店 紙OK 沖縄県那覇市牧志2-4-11 TKビル１F右側 098-800-2573 なし

3253 とんかつの店 ゆきの 飲食店 NG 沖縄県名護市宮里450-8 0980-52-3486 なし

3254 シーサイドカフェブルートリップ 飲食店 NG 沖縄県名護市東江5-14-20 0980-54-3541 なし

3255 Tee-Da 飲食店 紙OK 沖縄県国頭郡今帰仁村湧川456-1 080-2507-0132 なし

3256 中村商店 飲食店 NG 沖縄県島尻郡南風原町大名195－1 098-889-3231 https://www.instagram.com/murasho_/?igshid=YmMyMTA2M2Y%3D&__coig_restricted=1

3257 豚とん亭久茂地本店 飲食店 紙OK 沖縄県那覇市久茂地1-4-1 くもいちビル1F 098-975-9444 なし

3258 豚とん亭のれん街店 飲食店 紙OK 沖縄県那覇市牧志2-2-30 リウボウ商事本社ビル2F 098-943-3837 なし

3259 かいのわ 飲食店 紙OK 沖縄県うるま市勝連浜243-1 098-977-7860 https://kainowa.com/

3260 EARTH HAMMOCK CAFE 飲食店 紙OK 沖縄県中頭郡北中城村字ライカム1 イオンモール沖縄ライカム 098-930-7805 https://www.amina-co.jp



3261 ビオスの丘 かしぬち屋 観光施設 NG 沖縄県うるま市石川嘉手苅961-30 098-965-3400 https://www.bios-hill.co.jp/

3262 ビオスの丘 西村屋 観光施設 NG 沖縄県うるま市石川嘉手苅961-30 098-965-3400 https://www.bios-hill.co.jp/

3263 ビオスの丘 当番所 観光施設 NG 沖縄県うるま市石川嘉手苅961-30 098-965-3400 https://www.bios-hill.co.jp/

3264 寿久庵 小売店 NG 沖縄県那覇市鏡水150 098-840-1200 なし

3265 シーフレンド 体験型アクティビティ NG 沖縄県島尻郡渡嘉敷村字阿波連155 098-987-2836 https://www.seafriend.jp

3266 シーフレンド 体験型アクティビティ NG 沖縄県島尻郡渡嘉敷村字阿波連159 098-987-2836 https://www.seafriend.jp

3267 FLOWFISH 体験型アクティビティ 紙OK 沖縄県石垣市登野城321-9 0980-82-1950 なし


