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吉崎食堂 那覇市 おもろまち２－６－１８－１４０２　 飲食店 ZN-0001-5324

すし きわむ 那覇市 おもろまち４－１０－１２　當銘ビル１０２ 飲食店 JS-0002-5743

18ARTISTGUILD 那覇市 おもろまち４－１２－１３　　 飲食店 ZN-2000-2919

彦 本店 那覇市 おもろまち４－１５－３　 飲食店 SL-2000-8673

ワイン食堂トランク新都心店 那覇市 おもろまち４－１７－１０　秋桜ビル２Ｆ　 飲食店 ZN-0001-5286

Sho． 那覇市 おもろまち４－１７－１４　クイーンヒルズ２Ｆ　 飲食店 ZN-2000-3018

Raku 縁 dining 金魚屋 那覇市 おもろまち４－１７－１７　ヒラヤマビル３Ｆ 飲食店 JS-0001-1661

吉崎食堂おもろまち店 那覇市 おもろまち４－１７－２９　　 飲食店 ZN-2000-1351

Bar ＆ Caf’e7CsevenC 那覇市 おもろまち４－１７－９　TN ビル１Ｆ 飲食店 JS-0000-4259

鉄板焼 Bell 那覇市 おもろまち４－６－２２　T-MAX ビル１Ｆ 飲食店 JS-0001-5385

EaudeVie 新都心 那覇市 おもろまち４－７－１８　　 飲食店 ZN-0001-5236

しゃらく新都心 那覇市 おもろまち４－７－２６　kuda ビル１Ｆ 飲食店 ZN-0001-5237

ジパング新都心 那覇市 おもろまち４－７－２６　kuda ビル１Ｆ 飲食店 ZN-0001-5238

MUSICBARDAIDAI 那覇市 おもろまち４－７－２８　リバンプビル５Ｆ　 飲食店 ZN-0001-5270

BarKitty 那覇市 おもろまち４－８－７　グランブルービル２０１　 飲食店 ZN-2000-3224

ポポット 那覇市 おもろまち４－８－９　ＦＡＣＥビル１Ｆ 飲食店 JS-0005-0249

季節炉端おもろまち商店 那覇市 おもろまち４－９－２　　 飲食店 ZN-0001-5277

蔵土 那覇市 旭町１１２－１５ 飲食店 JS-0003-6062

森口家 那覇市 安謝１－１－１２ 飲食店 JS-0000-8029

りょうりとう間 那覇市 安謝１－７－１０　１Ｆ 飲食店 JS-0001-6983

KO 菜 YA 新都心店 那覇市 安謝２－４－８ 飲食店 JS-0003-7044

ちぬまん安里店 那覇市 安里１－１－５８　光生ビル１Ｆ　 飲食店 ZN-0001-5313

ローズリヴァージュ 那覇市 安里１５０－５　　 飲食店 ZN-0001-5409

CRAZY DOG CAFE 那覇市 安里１－５－５ 飲食店 JS-0003-1268

鶴千 那覇市 安里１－６－８　HAPPY ビル１－Ａ　 飲食店 ZN-2000-5601

野の葡萄 沖縄 CARGOES 店 那覇市 安里２－１－１　ダイワロネットホテル１Ｆ　 飲食店 ZN-0002-1786

ももすけ 那覇市 安里３７９ 飲食店 JS-0004-3000

しゃぶー 那覇市 安里３８８－１０ 飲食店 JS-0005-7676

ダイニング アメージング ミ・ノ 那覇市 安里３８８－３６　２Ｆ 飲食店 JS-0005-9090

潤旬庵 那覇市 安里３８８－９７－１０１ 飲食店 JS-0000-9204

からあげ酒場パリパリ 那覇市 宇栄原３－２８－１　カリータウンＡ１　 飲食店 ZN-0001-5256

居酒屋 OUCHO 那覇市 宇栄原３－３４－３２ 飲食店 JS-0001-4533

味処 千恋 那覇市 宇栄原９５０－１－１０１ 飲食店 JS-0004-2549

炭火焼居酒屋炎 那覇市 寄宮１５６ 飲食店 JS-0002-0763

養老乃瀧寄宮店 那覇市 寄宮３－１２－８　　 飲食店 ZN-0001-5230

cafe4 那覇市 寄宮３－１８－５　儀間店舗１Ｆ 飲食店 SL-2000-0750

旨味処春いち 那覇市 久米１－１－２４　アップルビル１Ｆ 飲食店 JS-0001-2391

苺 那覇市 久米１－１－２４　アップルビル５Ｆ　 飲食店 ZN-2000-2309

和食 方寸 那覇市 久米１－２５－２４　　 飲食店 ZN-0001-5176

ホルモン焼肉 ぼくけ 那覇市 久米１－３－６ 飲食店 JS-0005-3467
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燻製酒場煙人 那覇市 久米１－４－２６　ジグラードビル１Ｆ　 飲食店 ZN-0001-5388

bonheur 那覇市 久米１－４－２６　ジグラートビル２Ｆ 飲食店 JS-0000-6210

いっさく 那覇市 久米１－７－２１　赤嶺ビル１－２号 飲食店 JS-0005-7376

陣屋 那覇市 久米１－７－２３　沖広産業ビル１Ｆ 飲食店 JS-0002-2971

NY 和琉 絆道 那覇市 久米２－１６－１ 飲食店 JS-0000-0939

酔月 那覇市 久米２－２０－２１　八木ビル１０２ 飲食店 JS-0003-5415

四つ竹 久米店 那覇市 久米２－２２－１　 飲食店 SL-2000-8502

焼肉ホルモン久米 2 丁目 那覇市 久米２－２５－１１ 飲食店 JS-0002-3930

旬菜香房 旬香 那覇市 久米２－３３－１３　知念ビル１Ｆ 飲食店 JS-0000-6713

RyukyuTeppan 梟 那覇市 久米２－５－１０　　 飲食店 ZN-2000-6759

風林火山 那覇市 久米２－５－２　　 飲食店 ZN-0001-5208

エイト 那覇市 久米２－８－１２　SO ビル１Ｆ　 飲食店 SL-2000-9102

や良 那覇市 久米２－９－１３ 飲食店 JS-0000-5545

彦 パレット店 那覇市 久茂地１－１－１　パレット久茂地Ｂ１Ｆ　 飲食店 SL-2000-8672

アグーとんかつ コション 那覇市 久茂地１－２－１ 飲食店 JS-0003-9606

キャンバスステーキ 那覇市 久茂地１－３－２０　　 飲食店 ZN-0001-5385

琉球神鶏 那覇市 久茂地１－４－１　くもいちビル１Ｆ　 飲食店 ZN-0001-5417

お肉の一心 那覇市 久茂地１－５－１ 飲食店 JS-0000-9269

スロージャム 那覇市 久茂地１－６－１　Ｂ１Ｆ　 飲食店 ZN-0001-5327

あげ萬 那覇市 久茂地２－１０－１６　　 飲食店 ZN-0001-5399

沖縄とんかつ食堂しまぶた屋久茂地店 那覇市 久茂地２－１０－２０　マンション白馬１０１　 飲食店 ZN-0001-5333

新三 那覇市 久茂地２－１０－２２ 飲食店 JS-0001-5213

日本酒エビス 那覇市 久茂地２－１－１ 飲食店 JS-0005-2008

琉味久茂地店 那覇市 久茂地２－１－１２　１Ｆ 飲食店 JS-0002-4830

串酒場せっさ 那覇市 久茂地２－１１－５ 飲食店 JS-0001-0278

すみびやき串串 那覇市 久茂地２－１－１５　　 飲食店 ZN-0001-5189

よざくら 那覇市 久茂地２－１－２　１Ｆ 飲食店 JS-0005-6255

UEHARA 那覇市 久茂地２－１２－９　プラネットビル１Ｆ 飲食店 JS-0001-2839

あしどり久茂地店 那覇市 久茂地２－１３－１０　　 飲食店 ZN-0001-5282

牛皇久茂地 那覇市 久茂地２－１３－１４　ヨーロピアンビル　 飲食店 ZN-2000-7056

牛皇 那覇市 久茂地２－１３－１４　ヨーロピアンビル５Ｆ　 飲食店 ZN-2000-7058

BarDuce 那覇市 久茂地２－１３－２０　ラ・ビエンテ久茂地５０２，５０３　 飲食店 ZN-2000-7427

和香 那覇市 久茂地２－１４－１４　ソフィアエレガンス那覇１Ｆ　 飲食店 ZN-0001-5221

仁寺洞 那覇市 久茂地２－１４－５　ホテルエアウェイ１Ｆ　 飲食店 ZN-2000-2849

鉄板焼さわふじ 那覇市 久茂地２－１６－１７　１Ｆ　　 飲食店 ZN-0001-5254

朋のうさぎ 那覇市 久茂地２－１６－２４　ニュー久茂地ビル１Ｆ 飲食店 JS-0000-3161

焼魚とお鮨専門店 焼乃 魚島 那覇市 久茂地２－１６－３　KM 久茂地ビル１Ｆ 飲食店 SL-2000-5326

串かつ こぱん 那覇店 那覇市 久茂地２－１７－３　大城ビル１Ｆ 飲食店 JS-0003-4565

和磊 久茂地 那覇市 久茂地２－１７－７　１Ｆ 飲食店 JS-0000-4950

石焼 石庵 那覇店 那覇市 久茂地２－１８－１６　ONC ビル１Ｆ 飲食店 JS-0003-4575

GANAHABASE 那覇市 久茂地２－１９－１６　ステーションビル５Ａ　 飲食店 ZN-0001-5291

GAGA 那覇市 久茂地２－１９－１６　みえばしステーションビル５Ｆ　 飲食店 ZN-2000-3273

すず菜 那覇市 久茂地２－１９－１７　RS-ONE ビル 飲食店 SL-2000-9982

綵花 那覇市 久茂地２－１９－５　　 飲食店 ZN-0001-5178



3 2020/8/25

［那覇市］

加盟店名 所在地 ジャンル

月のあかり 那覇市 久茂地２－２０－１ 飲食店 SL-2000-5150

焼肉屋牛特 那覇市 久茂地２－２１－１８　　 飲食店 ZN-0001-5420

芯酔屋 那覇市 久茂地２－２５－１　タカダ久茂地 M･C １Ｆ　 飲食店 ZN-0001-5217

CAILLOUX．BLANCSKEIZO 那覇市 久茂地２－３－１６　上原マンション１Ｆ 飲食店 JS-0003-3371

免許皆伝酒場 那覇市 久茂地２－４－１６　山内ビル久茂地１０１　 飲食店 ZN-0001-5364

久茂地鰓呼吸 那覇市 久茂地２－６－１６　　 飲食店 ZN-0001-5359

久茂地 みかさ 那覇市 久茂地２－６－１６　リバーサイドテラス２Ｆ 飲食店 JS-0002-8876

甚兵衛 那覇市 久茂地２－６－２ 飲食店 JS-0001-7140

疾風ホルモン久茂地本店 那覇市 久茂地２－６－２　久茂地ガーデンビル２Ｆ 飲食店 AL-0000-0049

沖縄魚寿司久茂地店 那覇市 久茂地３－１１－１７　　 飲食店 ZN-0001-5352

南方倶楽部ハブ 那覇市 久茂地３－１１－１７　新星産業ビル３Ｆ 飲食店 JS-0003-1959

チュラカーギー 那覇市 久茂地３－１１－２ 飲食店 JS-0001-5134

菜彩 那覇市 久茂地３－１１－７ 飲食店 JS-0001-0645

OCEANGOODTABLE 那覇市 久茂地３－１２－１　　 飲食店 ZN-0001-5353

にく久 那覇市 久茂地３－１２－１　１Ｆ　　 飲食店 ZN-0001-5360

炭火焼肉 ぶち 久茂地店 那覇市 久茂地３－１２－１　第一久茂地ビル１０１ 飲食店 JS-0004-0661

筑前屋久茂地店 那覇市 久茂地３－１２－４　ラフテビル１Ｆ　 飲食店 ZN-0001-5344

KARAOKE RESORT 2001 那覇市 久茂地３－１２－４　ラフテビル２Ｆ 飲食店 JS-0003-1960

かいざん久茂地店 那覇市 久茂地３－１２－４　ラフテビル４Ｆ　 飲食店 ZN-0001-5383

海牛 那覇市 久茂地３－１２－４　ラフテビル５Ｆ 飲食店 JS-0003-1958

居酒家 おりじん 那覇市 久茂地３－１３－１１ 飲食店 JS-0003-5135

串カツ田中久茂地店 那覇市 久茂地３－１３－１５　　 飲食店 ZN-0001-5350

追風丸 久茂地店 那覇市 久茂地３－１５－１　やまこビル１Ｆ 飲食店 JS-0005-1786

元気炉端まんたん 那覇市 久茂地３－１６－６　みどり荘　　 飲食店 ZN-0001-5188

肉寿司 那覇市 久茂地３－１６－７　　 飲食店 ZN-0001-5416

旬鮮料理新 那覇市 久茂地３－２０－５　ホテルまるきＢ１Ｆ　 飲食店 ZN-2000-2344

あんとん久茂地店 那覇市 久茂地３－２－１　平良ビル　　 飲食店 ZN-0001-5339

バースペード 那覇市 久茂地３－２３－１０　２Ｆ 飲食店 JS-0001-5157

肉久茂地はなれ 那覇市 久茂地３－２３－１０　よなはビル１Ｆ　 飲食店 ZN-2000-5265

FOOD BAR 七福神 那覇市 久茂地３－２５－１３　２Ｆ　 飲食店 SL-2000-7100

Bar K 那覇市 久茂地３－２６－５　　 飲食店 ZN-0001-5323

風彈 那覇市 久茂地３－２９－１７ 飲食店 JS-0000-5693

仙臺商店牛たん豊 那覇市 久茂地３－２９－１７　十和田ビル１Ｆ 飲食店 JS-0001-0804

KomuGi 那覇久茂地店 那覇市 久茂地３－２９－２８　天使館ビル１Ｆ　 飲食店 ZN-0001-5361

しん吉や 那覇市 久茂地３－２９－４１ 飲食店 JS-0002-5285

スチームダイニングしまぶた屋 那覇市 久茂地３－２９－４１　久茂地マンション１Ｆ　 飲食店 ZN-0001-5181

リュウキュウモダンクラシック四つ竹 那覇市 久茂地３－２９－７０　 飲食店 SL-2000-8503

島しゃぶしゃぶ NAKAMA 那覇市 久茂地３－３－１　ニューサンパルコビルＢ１Ｆ 飲食店 JS-0003-9191

琉球海鮮処湊 那覇市 久茂地３－５－１３　シティ・スペースビル２Ｆ 飲食店 ZN-0001-5332

トランクイタリアゴハン 那覇市 久茂地３－６－１３　１Ｆ　　 飲食店 ZN-0001-5242

炙る チェリチェリ 那覇市 久茂地３－８－１９ 飲食店 JS-0000-8265

CasaTrunq 那覇市 久茂地３－８－６　２Ｆ　　 飲食店 ZN-0001-5403

夢すし 那覇市 久茂地３－９－１０　楚野ビル１Ｆ 飲食店 SL-2000-9219

ジパング久茂地店 那覇市 久茂地３－９－１１　１Ｆ　　 飲食店 ZN-0001-5272
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パーカーズムードジャズクラブ 那覇市 久茂地３－９－１１　アーバンビル５Ｆ 飲食店 SL-2001-0442

TrattoriaAlberoGrand 那覇市 久茂地３－９－２１　ud 久茂地ビル１Ｆ 飲食店 JS-0003-1819

りょうりさか木 那覇市 久茂地３－９－２１　ud 久茂地ビルＢ１Ｆ 飲食店 SL-2000-5965

チビかつ商店 3 丁目 那覇市 久茂地３－９－７　パーム久茂地ビル２Ｆ 飲食店 JS-0001-1559

焼肉バカ一代 那覇市 久茂地３－９－９　９番地ビル１Ｆ 飲食店 JS-0002-8737

居酒屋七段奥武山店 那覇市 鏡原町１０－２０ 飲食店 JS-0004-3670

バルコラボ奥武山公園店 那覇市 鏡原町１－６３　亀甲ビル１Ｆ　　 飲食店 ZN-2000-4868

旬彩華こころ 那覇市 鏡原町３３－２０ 飲食店 JS-0004-5480

郷土料理の店 天龍 那覇市 鏡水１５０　那覇空港ターミナル４Ｆ 飲食店 JS-0001-4993

小料理 遊庭 那覇市 金城５－１－１ 飲食店 JS-0000-8387

KO 菜 YA 小禄駅前店 那覇市 金城５－１－１－１０３ 飲食店 JS-0003-7047

焼肉＆居食屋 うるく亭 那覇市 具志２－４－１　２Ｆ 飲食店 JS-0003-5656

かいざん古島店 那覇市 古島２－２６－９　西和末吉ビル１Ｆ　 飲食店 ZN-2000-3673

笑和や 那覇市 古島２－５－７ 飲食店 JS-0002-6446

味どころ旬 那覇市 古波蔵２－２４－２２ 飲食店 JS-0004-6482

居酒屋海味 那覇市 港町２－５－８ 飲食店 JS-0002-5219

焼肉ひびき 那覇市 国場１１９３－１ 飲食店 JS-0002-1158

居酒屋のんべえ 那覇市 国場１１９３－３ 飲食店 JS-0002-1157

餃子亭 那覇市 若狭１－１２－１７　１Ｆ　 飲食店 JS-0003-0412

食道酒場 海の家 那覇市 若狭１－１７－１　大城店舗１Ｆ 飲食店 JS-0000-9801

旬の肴 まちだ 那覇市 若狭２－１－９　日天ビル１Ｆ 飲食店 JS-0002-1131

BarJikuu 那覇市 若狭２－２－１２　ビクトリーホテルＢ１Ｆ 飲食店 ZN-2000-0593

DVD MAX 那覇市 若狭２－３－２１　新里ビル３Ｆ 飲食店 JS-0002-7568

琉球ヒノマル食堂 那覇市 若狭２－４－１ 飲食店 JS-0004-5851

若狭直営店 那覇市 若狭２－４－２２ 飲食店 JS-0001-5693

鮨いすけ 那覇市 若狭３－１－１　GIBO ビル１Ｆ　 飲食店 ZN-0001-5335

割烹司 那覇市 若狭３－２－２１　　 飲食店 ZN-0001-5310

炉ばた sakiyama 那覇市 首里儀保町１－２９　金城ビル１Ｆ 飲食店 JS-0002-3118

酒処 うえち家 那覇市 首里儀保町１－３１ 飲食店 JS-0005-5656

gibo cafe 那覇市 首里儀保町１－３７ 飲食店 JS-0005-8312

あじとや首里城店 那覇市 首里崎山町１－３７－３　 飲食店 SL-2001-1258

島の人 那覇市 首里鳥堀町４－１０６－５ 飲食店 JS-0000-6957

居酒屋 守礼 那覇市 首里汀良町１－２９ 飲食店 JS-0002-9845

MOMO KITCHEN 那覇市 首里汀良町３－２５　泉川アパート１Ｆ 飲食店 JS-0001-8259

りゅうそう茶屋 那覇市 首里当蔵町２－１３ 飲食店 JS-0003-5673

首里 東道 Dining 那覇市 首里当蔵町２－１３　キャッスルビュー４０２ 飲食店 JS-0001-0503

居酒屋 貫太郎 那覇市 首里末吉町４－２－２１ 飲食店 JS-0003-0738

酒菜屋楽 那覇市 曙１－２０－３０　副田ビル２Ｆ　 飲食店 ZN-0001-5185

ホルモン邦 那覇市 曙２－１７－１５ 飲食店 JS-0001-2591

居酒屋 大高屋 那覇市 小禄１－１９－９ 飲食店 JS-0002-9199

ボンド 那覇市 松山１－１２－１ 飲食店 JS-0001-2807

やきにく華 那覇市 松山１－１２－５　パステル八重洲１Ｆ　 飲食店 ZN-0001-5192

オール・イン 那覇市 松山１－１４－１６　サミットビル４Ｆ　 飲食店 ZN-2000-1305

SHO － CHUBAR 高山琉球別邸 那覇市 松山１－１４－１９　ＰＣビル１Ｆ　 飲食店 ZN-0001-5198
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GOLDDISC 沖縄 那覇市 松山１－１４－１９　松樹ペアシティビルＢ１Ｆ 飲食店 ZN-0001-5273

小料理千咲 那覇市 松山１－１４－２２　　 飲食店 ZN-0001-5243

JOKER 那覇市 松山１－１４－３　シティ松山２－１－Ｂ　 飲食店 ZN-2000-4576

THE 歌舞伎町 那覇市 松山１－１４－８　古謝ビル５Ｆ　 飲食店 ZN-2000-0879

焼肉牛次郎 那覇市 松山１－１５－１３　松本ビル１Ｆ　 飲食店 ZN-0001-5194

遊膳かりん 那覇市 松山１－１５－２０　ライオンズマンション大攵閣１Ｆ　 飲食店 ZN-0001-5249

酒月 那覇市 松山１－１５－７　マツヤマ１１５ビル１０２　 飲食店 ZN-0001-5268

Shimu はまかわ 那覇市 松山１－１－６　吉川ビル１Ｆ 飲食店 JS-0000-2930

姚姚中華廣場 那覇市 松山１－１８－８　オリエントビル１Ｆ　 飲食店 ZN-2000-2839

和ダイニングオホーツク 松山店 那覇市 松山１－２８－１１　前里ビル１Ｆ 飲食店 JS-0002-9989

すし処すみちゃん 那覇市 松山１－２８－１３　屋良ビル１Ｆ　 飲食店 ZN-0001-5280

やんばる舟 那覇市 松山１－３０－１ 飲食店 JS-0001-7576

島唄ライブやーにんじゅ 那覇市 松山１－３３－２　はましんビル４－Ａ　 飲食店 ZN-0001-5319

兄弟寿司 那覇市 松山１－４－４　高田産業ビル１Ｆ　 飲食店 SL-2000-3733

和牛のたんや 那覇市 松山１－５－１　ナムラプラザビル２Ｆ 飲食店 JS-0000-4305

epica 那覇市 松山１－５－１　ナムラプラザビル２Ｆ　 飲食店 ZN-2000-6010

ダイニング車庫 那覇市 松山１－６－１０　渡久山ビル１Ｆ　 飲食店 ZN-0001-5187

酔竜 那覇市 松山１－６－１２　上原ビル１Ｆ 飲食店 ZN-0001-5357

すき焼燦 別館 那覇市 松山１－７－３ 飲食店 JS-0004-5796

トラットリア ランプ 那覇市 松山１－７－３　呉マンション１－Ａ 飲食店 JS-0000-4681

STAND 那覇市 松山１－７－５　サンステップビル１０１　 飲食店 ZN-2000-1072

Gala 那覇市 松山１－８－１９－１　ニューシティまつやまビル２Ｆ　 飲食店 ZN-0001-5207

レオダッシュ 那覇市 松山１－８－５　オーキッド松山２－Ａ　 飲食店 ZN-0001-5262

ねま寿司 那覇市 松山１－８－７　ロイヤルプラザ２　１Ｆ 飲食店 JS-0003-4698

食彩倶楽部 愛魚人 那覇市 松山１－９－２ 飲食店 JS-0003-5196

Paris 那覇市 松山２－１０－１　３９プラザビル３Ｆ 飲食店 ZN-2000-0881

カウンターバー白州 那覇市 松山２－１０－１　スリーナインビル５Ｆ　 飲食店 ZN-2000-2422

かいゆうてい 那覇市 松山２－１０－１３　沖商マンション１０９　 飲食店 ZN-0001-5275

鉄板・お好み焼蓮沖縄店 那覇市 松山２－１０－１３　松山沖商マンション１０８　 飲食店 ZN-0002-1283

しゃぶしゃぶ焼肉 杏 那覇市 松山２－１０－６　ウォータービル１Ｆ 飲食店 JS-0004-0034

養老乃瀧松山店 那覇市 松山２－１－１　　 飲食店 ZN-0001-5229

強者 那覇市 松山２－１１－１　１Ｆ　　 飲食店 ZN-0001-5227

牛恋那覇松山 那覇市 松山２－１１－１２　エステート松山２　２Ｆ 飲食店 ZN-0001-5340

安寿賀 那覇市 松山２－１１－５　キャスティ松山１ビル１Ｆ 飲食店 JS-0004-2643

山崎 那覇店 那覇市 松山２－１－１５　沖縄サントリービル４Ｆ　 飲食店 ZN-0001-5322

和琉炭焼石庭 那覇市 松山２－１－１８　住太郎松山ビル２Ｆ　 飲食店 ZN-2000-1438

BarZonaTorrida 那覇市 松山２－１－１８　住太郎松山ビル３－Ａ　 飲食店 ZN-2000-1193

極上焼肉ラウンジ神楽 那覇市 松山２－１４－１　玉キ米屋第５ビル２０２ 飲食店 JS-0004-6989

BARLINK 那覇市 松山２－１５－１５　長山ビル１Ｆ　 飲食店 ZN-2000-3215

Matsuyamaelegance 那覇市 松山２－１６－１６　Ｋ－１ビル３０２　 飲食店 ZN-2000-6039

月桃庵 那覇市 松山２－２１－１７ 飲食店 JS-0003-7275

まる清 那覇市 松山２－２１－１９　ケンヨウビル１Ｆ 飲食店 JS-0000-9593

チャイナバル 那覇市 松山２－２１－２９ 飲食店 JS-0003-9337

寿司割烹雛 那覇市 松山２－２６－３　１Ｆ　　 飲食店 ZN-0001-5392
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ダイニングバー虹音 那覇市 松山２－２６－３　２Ｆ　　 飲食店 ZN-0001-5300

寄居 那覇市 松山２－２９－１　フェニックスビル１０２　 飲食店 ZN-0001-5219

BAR ラウンジ花 那覇市 松山２－２９－１　フェニックスビル５０２　 飲食店 ZN-2000-1953

焼肉本舗島牛 那覇市 松山２－４－１５　　 飲食店 ZN-0001-5386

島豚石焼燦 那覇市 松山２－７－３　城間ビル１Ｆ 飲食店 JS-0002-3289

ShakeHip ！！ 那覇市 松山２－７－５　ＵＰビル１－Ｂ　 飲食店 ZN-2000-3247

広子クラブ 那覇市 松山２－８－７　マルミツビル２Ｆ　 飲食店 ZN-2000-1720

絆 那覇市 松尾１－１－２　レグザリウボウ１Ｆ　 飲食店 ZN-0001-5305

WOODVILLEHOUSECAFE 那覇市 松尾１－２－１９　　 飲食店 ZN-0001-5234

琉球酒場 まーさんの家 那覇市 松尾１－３－１　Ｂ１Ｆ 飲食店 JS-0003-0290

Line 那覇市 松尾１－３－１　エスプリコート５Ｆ　 飲食店 ZN-0001-5294

琉苑 那覇市 松尾１－３－１エスプリコートビル２Ｆ 飲食店 JS-0003-1067

沖縄魚寿司公設市場店 那覇市 松尾２－１１－１１　　 飲食店 ZN-0001-5351

魚学魚寿司離れ店 那覇市 松尾２－１１－１５　　 飲食店 ZN-0001-5356

飯ト寿小やじ 那覇市 松尾２－１１－５ 飲食店 JS-0005-9534

パーラー小やじ 那覇市 松尾２－１１－８ 飲食店 JS-0005-0133

島唄ライブ樹里 那覇市 松尾２－２－２９　　 飲食店 ZN-2000-2838

HAND4 那覇市 松尾２－２－３２　１Ｆ　　 飲食店 ZN-2000-2604

炭火焼ステーキの店 牛屋 那覇市 松尾２－５－１２　 飲食店 SL-2000-9172

地料理・旬菜 土香る 那覇市 松尾２－６－２４　ルクソ－ル松尾Ｂ１Ｆ　 飲食店 SL-2001-0256

えん 那覇市 松尾２－７－１０　２Ｆ 飲食店 JS-0005-8019

ROUTE29 那覇市 松尾２－８－２９　丸一ミート２Ｆ　 飲食店 ZN-2000-6070

あけぼのラーメン 那覇市 上間２２２ 飲食店 JS-0005-0315

ラトリエレストラン 那覇市 上之屋１－１０－３　エレガンスコーポフェリーチェ２０５　 飲食店 ZN-0001-5235

あぶり焼備長 那覇市 上之屋１－２０－９　富士屋オーシャンビル 104・105 飲食店 ZN-0001-5248

モンマルトル 那覇市 真嘉比１－１－３　エリタージュＫ１Ｆ　 飲食店 ZN-0001-5289

割烹 加賀乃屋 那覇市 真嘉比１－２－１４ 飲食店 JS-0002-8306

ソプン 那覇市 真嘉比１－２９－１１　１Ｆ 飲食店 JS-0002-8816

鮨処 もとい 那覇市 西１－５－８　西沖商マンション１０９ 飲食店 JS-0002-5572

チルコリーノ那覇西町店 那覇市 西３－１５－５０ 飲食店 JS-0005-7173

あけぼのラーメン小禄店 那覇市 赤嶺１－４－３ 飲食店 JS-0005-0308

味ノ坊那覇赤嶺店 那覇市 赤嶺２－１－７ 飲食店 JS-0001-3077

花 to 花 那覇市 赤嶺２－７－１２　２Ｆ 飲食店 JS-0003-5853

とぅんだ～ 那覇市 泉崎１－１３－２５　マンクビル１－Ａ 飲食店 JS-0005-7051

歩人・灯 那覇市 泉崎１－１４－５　宮城店舗 飲食店 JS-0003-5987

飲み喰い処 小やじ 那覇市 泉崎１－１５－６　ﾗｲｵﾝｽﾞﾏﾝｼｮﾝ泉崎第２ 飲食店 JS-0005-0153

あしどり 那覇市 泉崎１－１６－１　　 飲食店 ZN-0001-5288

焼き鳥 白鳥 那覇市 泉崎１－１７－１ 飲食店 JS-0003-2165

笑獅子堂 那覇市 泉崎１－１９－１６ 飲食店 JS-0004-9212

Happy Lemon 那覇市 泉崎１－２０－１　１Ｆ 飲食店 JS-0004-6226

OKINAWA PORTAL 那覇市 泉崎１－２０－１　カフーナ旭橋Ａ街区１Ｆ 飲食店 JS-0004-3750

串カツ酒場ごんぞう 那覇市 泉崎１－２２－１　２Ｆ　　 飲食店 ZN-0001-5412

あじとや express 那覇市 泉崎１－２－３　県議会庁舎１Ｆ 飲食店 SL-2001-1257

カナロアテーブル 那覇市 泉崎１－３－６－１０２ 飲食店 JS-0002-2967
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呑み喰い処 路之家 那覇市 泉崎１－７－１８ 飲食店 JS-0003-2785

大衆酒場泉家 那覇市 泉崎２－１０５－１５　知念ビル１Ｆ　 飲食店 ZN-0001-5376

風泉 那覇市 泉崎２－３－６ 飲食店 JS-0002-5449

神庄 那覇市 泉崎２－３－８　ロイヤルハイツ泉崎１Ｆ 飲食店 JS-0002-4479

旬彩いろは 那覇市 泉崎２－４－１１宮里ビル１Ｆ 飲食店 JS-0003-9369

ちぬまん泉崎店 那覇市 泉崎２－４－２　　 飲食店 ZN-2000-2779

バーラウンジ LYS 那覇市 前島１－１－１　石嶺ビル２Ｆ　　 飲食店 ZN-2000-2889

MUSIC BAR ケツの穴 那覇市 前島１－２－１０　山城ビル１Ｆ 飲食店 JS-0002-2903

ペーニャあまんかい 那覇市 前島１－５－７　　 飲食店 ZN-2000-0652

馳走庵琉球美栄橋店 那覇市 前島１－６－７　ラフォーレいしき１Ｆ　 飲食店 ZN-0002-1262

VINLAZO 那覇市 前島２－１１－１５　ﾗｲｵﾝｽﾞﾏﾝｼｮﾝ前島第２　１０３ 飲食店 JS-0003-3174

たんたん 那覇市 前島２－１５－１６　　 飲食店 ZN-0001-5375

おいでや 那覇市 前島２－１５－１７ 飲食店 JS-0004-2048

馳走別邸那覇前島 那覇市 前島２－１－７ツインハウス　　 飲食店 ZN-0002-1275

バレルピット 那覇市 前島２－１９－１　當間アパート１０１ 飲食店 JS-0005-8466

アナフィラキシー 那覇市 前島２－３－１５　１Ｆ　　 飲食店 ZN-2000-1369

RedFesOkinawa 那覇市 前島２－３－６　イースタービル２Ｆ　 飲食店 ZN-0001-5390

KAME － SUN 那覇市 前島２－７－１５　　 飲食店 ZN-0001-5196

アパッチギャング 那覇市 前島３－２１－２　オーキッド前島ビル５．６Ｆ　 飲食店 ZN-0001-5226

地酒と地産料理花咲 那覇市 前島３－６－１８　　 飲食店 ZN-0001-5394

疾風ホルモン 前島店 那覇市 前島３－７－６ 飲食店 AL-0000-0050

炉端ゆうなみ 那覇市 大道１２８　崎山アパート１Ｆ 飲食店 JS-0004-4628

博多よか味処 わがまま 那覇市 大道１７２－２０　サンマリアビル１０２ 飲食店 JS-0003-4119

旨いもの屋ばっかす 那覇市 仲井真２８７　城間アパート１０１ 飲食店 JS-0000-9700

炭火焼肉 平和苑 那覇市 辻１－４－２５ 飲食店 JS-0003-6690

すし屋の芳野 那覇市 辻１－５－１９　１Ｆ　　 飲食店 ZN-0001-5281

BarOnOFF 那覇市 天久１００３ 飲食店 ZN-0001-5411

カプリチョーザ天久店 那覇市 天久１－１－１　 飲食店 AX-2000-0137

旬膳・酒肴 楓 那覇市 天久１－２６－９　　 飲食店 ZN-2000-0047

ItalianbarrelcocoCHI 那覇市 天久１－２７－２４　１Ｆ 飲食店 JS-0001-6980

天久割烹いわい 那覇市 天久１－７－１３　Ｋハウス１Ｆ 飲食店 JS-0001-0364

鶏よし小禄店 那覇市 田原２－８－６ 飲食店 JS-0000-7936

アルティジャーノ 那覇市 田原２－９－４　　 飲食店 ZN-2000-2834

Bambino 那覇市 東町１１－１　又吉アパート１Ｆ 飲食店 JS-0000-9874

葵屋 旭橋駅前店 那覇市 東町１１－１８　東町プラネットビル１Ａ 飲食店 JS-0002-2488

J’sBar1950 那覇市 東町２０－１９　東町ガーデンビル２Ｆ　 飲食店 ZN-0001-5345

和きっちん 九 那覇市 東町２７－１７　兼次ビル１Ｆ 飲食店 JS-0002-0042

東雲 那覇市 東町４－１２ 飲食店 JS-0003-3850

琉球ダイニングひがし町屋 那覇市 東町４－１２　東壱番館２Ｆ 飲食店 JS-0000-9397

トラットリアディマーレ 那覇市 東町５－１９　ホテルユクエスタ旭橋１Ｆ 飲食店 SL-2000-5644

豚匠那覇 那覇市 東町６－１８　パーム東町ビル５Ｆ　 飲食店 ZN-0002-1281

炭火酒場輪乃家 那覇市 泊１－１－１４　１Ｆ 飲食店 JS-0002-5347

レストランパラダイスノワール泊 那覇市 泊２－１５－４　　 飲食店 ZN-0001-5259

スパイスハーブホリデー 那覇市 牧志１－１２－１　屋比久ビル１０１　 飲食店 ZN-2000-1657
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酒が呑める魚屋 大輝鮮魚店 那覇市 牧志１－１－２５ 飲食店 JS-0003-0218

和流料理 さりぃ 那覇市 牧志１－１２－５　又吉ビルＢ－１ 飲食店 JS-0002-7377

菜と魚と肉炉端八まる 那覇市 牧志１－１２－６　金城ビル１０１　 飲食店 ZN-0001-5377

ぼたん屋 那覇市 牧志１－１３－２　佐渡山ビル１Ｆ 飲食店 JS-0000-9999

ラジャーインド料理レストラン 那覇市 牧志１－１－３７　１Ｆ 飲食店 JS-0005-1941

炉ふと 那覇市 牧志１－１－９　　 飲食店 ZN-0001-5220

バーテンダーズカフェビィゴラス 那覇市 牧志１－２０－１３　SO 牧志ビル２Ｆ 飲食店 JS-0002-0081

Chesara 那覇市 牧志１－２０－７　與世山ビル　　 飲食店 ZN-0001-5241

ちぬまん国際通り店 那覇市 牧志１－２－２６　　 飲食店 ZN-0001-5312

海鮮とろ箱と島やさい天串 ぬもんちゅが 那覇市 牧志１－２－８　我謝ビル１Ｆ－Ａ 飲食店 JS-0004-7094

黒毛和牛専門焼肉にく久 那覇市 牧志１－３－１１　花笠楼１Ｆ　　 飲食店 ZN-0001-5334

海音 那覇市 牧志１－３－５８　タキオンビルＢ１Ｆ 飲食店 ZN-0001-5358

沖縄居酒屋 琉宴 那覇市 牧志１－３－６１　Ｂ１Ｆ 飲食店 JS-0002-9909

沖縄島商店 那覇市 牧志１－３－６２　２Ｆ 飲食店 JS-0003-9092

しぃーぶん 那覇市 牧志１－４－３８ 飲食店 JS-0001-2389

イチカラー 那覇市 牧志１－４－７　　 飲食店 ZN-2000-2380

リビング＆ダイニング hinode 那覇市 牧志１－６－１３　　 飲食店 ZN-0001-5276

牧志 かけ見 那覇市 牧志１－７－１　マルサンビルＢ１Ｆ 飲食店 SL-2000-7948

ひっぱりだこ 那覇市 牧志１－９－３　　 飲食店 ZN-0001-5396

金武アグーしゃぶしゃぶ金武 那覇市 牧志１－９－４　久米ガーデンビル１Ｆ 飲食店 JS-0002-1155

旬菜庵豚球 那覇市 牧志２－１－１７　１Ｆ　　 飲食店 ZN-0001-5222

居酒屋レキオス 那覇市 牧志２－１－２ 飲食店 JS-0002-1306

レストランブルーカフェ 那覇市 牧志２－１３－１３　１Ｆ　　 飲食店 ZN-0001-5253

食 king 那覇市 牧志２－１３－６　２Ｆ 飲食店 JS-0004-3801

vividlyokinawa 那覇市 牧志２－１６－１２ 飲食店 JS-0005-8459

我部祖河食堂美栄橋店 那覇市 牧志２－１８－１ 飲食店 JS-0005-4608

CocoRomance 那覇市 牧志２－１８－３３　　 飲食店 ZN-2000-7400

十貫瀬モノラル 那覇市 牧志２－２１－１２　知念アパートＢ１Ｆ 飲食店 ZN-0001-5365

国際通りのれん街じゃむ 那覇市 牧志２－２－３０　国際通りのれん街１Ｆ　 飲食店 ZN-2000-7413

国際通りのれん街一福 那覇市 牧志２－２－３０　国際通りのれん街１Ｆ　 飲食店 ZN-2000-7414

国際通りのれん街神豚 那覇市 牧志２－２－３０　国際通りのれん街１Ｆ　 飲食店 ZN-2000-7415

国際通りのれん街焼鳥ごう 那覇市 牧志２－２－３０　国際通りのれん街１Ｆ　 飲食店 ZN-2000-7418

国際通りのれん街牛タンいろ葉 那覇市 牧志２－２－３０　国際通りのれん街１Ｆ　 飲食店 ZN-2000-7419

国際通りのれん街串カツ田中 那覇市 牧志２－２－３０　国際通りのれん街１Ｆ　 飲食店 ZN-2000-7420

国際通りのれん街ロッキーカナイ 那覇市 牧志２－２－３０　国際通りのれん街１Ｆ　 飲食店 ZN-2000-7421

国際通りのれん街ポークマン 那覇市 牧志２－２－３０　国際通りのれん街１Ｆ　 飲食店 ZN-2000-7521

洋食酒場トトロ 那覇市 牧志２－２３－６　知念アパート１０１ 飲食店 JS-0003-8522

OKINAWA’N CLUB HUB 那覇市 牧志２－３－２０　アーバンコアＢ１Ｆ 飲食店 JS-0003-2026

マキシロマン 那覇市 牧志２－３－２２ 飲食店 JS-0001-1255

居酒屋 魚群 那覇市 牧志２－４－１４　カカズ産業国際通りビル２Ｆ 飲食店 JS-0003-9146

ステーキ＆グリル パイレーツ 那覇市 牧志２－６－２　PIER ８８－２０１ 飲食店 JS-0001-2186

あがり花 那覇市 牧志２－７－２６　宮里ビル１Ｆ　 飲食店 ZN-0001-5257

Bar ＆ RepasERIO 那覇市 牧志２－７－２６　宮里ビル２Ｆ　 飲食店 ZN-0001-5258

蓮 那覇市 牧志３－１１－１８　１Ｆ 飲食店 JS-0001-7145
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南来実 那覇市 牧志３－１１－１９　当銘ビル１Ｆ 飲食店 JS-0000-6491

昭和村 3F 那覇市 牧志３－１－２０　　 飲食店 ZN-0001-5391

居酒屋祭 那覇市 牧志３－１３－５６　　 飲食店 ZN-0001-5415

沖縄居酒家すん。 那覇市 牧志３－１－３９ 飲食店 JS-0001-4472

居酒屋 NEO 石敢當 那覇市 牧志３－１８－１　セナハビル１Ｆ 飲食店 JS-0005-7579

琉球の牛 那覇国際通り店 那覇市 牧志３－２－３　３Ｆ 飲食店 JS-0003-4094

すき焼き・しゃぶしゃぶ琉球の牛 那覇市 牧志３－２－３　５Ｆ 飲食店 JS-0004-4552

コキヤ 那覇市 牧志３－２－３　ハチミネクリスタル２Ｆ 飲食店 JS-0001-8785

フィッシャーマンズクラブ 那覇市 牧志３－２－４１　２Ｆ 飲食店 JS-0004-8631

グラスワイン桜坂ル・ボワ 那覇市 牧志３－２－４１　フォレストガ－デンビル２Ｆ－Ａ 飲食店 SL-2000-4204

アグーとんかつコション 浮島通り店 那覇市 牧志３－３－２１ 飲食店 JS-0003-9934

CLOVER 那覇市 牧志３－７－８　平川ビル１Ｆ　　 飲食店 ZN-2000-2453

しゃぶしゃぶ ないとう 那覇市 牧志３－８－３０　国場陶芸ビル２Ｆ 飲食店 JS-0003-5672

diningbar 古酒楽 那覇市 銘苅２－４－３５　アーバンプラネットビル５Ｆ 飲食店 JS-0003-2175

ダイニングクーデター 那覇市 銘苅３－１－４１　グリーンビル２Ｆ　 飲食店 ZN-2000-5509

焼鳥串福陣 那覇市 銘苅３－６－１４ 飲食店 JS-0005-3479

フィッシュジャム 那覇市 与儀１１４　静香荘１０１　　 飲食店 ZN-0001-5293

桜坂 那覇市 壺屋１－１０－６ 飲食店 JS-0003-5674

あしどり壺屋 那覇市 壺屋１－１－１５ 飲食店 JS-0004-6476

琉球料理 命果報 那覇市 壺屋１－２８－３ 飲食店 JS-0004-1959

居酒屋くまから屋 那覇市 壺川３－４－１１　わたしのお家１Ｆ 飲食店 JS-0004-7962

Cabbage Lodge 那覇市 おもろまち２－２－２０ ショッピング JS-0001-0943

株式会社丸海きあら 那覇市 おもろまち２－６－１１　フロンティアビル南ウィング４Ｆ ショッピング JS-0002-4960

大城画廊 那覇市 おもろまち４－１４－２２ ショッピング JS-0003-4920

クリスタル企画 那覇市 おもろまち４－３－１３ ショッピング JS-0003-2066

ら・たんす那覇メインプレイス店 那覇市 おもろまち４－４－９　サンエー那覇メインプレイス２Ｆ ショッピング JS-0001-3294

BrownSuger 那覇市 おもろまち４－４－９　サンエー那覇メインプレイス２Ｆ　 ショッピング ZN-0003-1591

ガールズ テラス 那覇市 旭町１１２－２９－９０２ ショッピング JS-0001-5703

オードリーダイビングサービス 那覇市 安謝１０２－１　１Ｆ ショッピング JS-0001-0004

ゴルフパラダイス那覇店 那覇市 安謝１－２３－１ ショッピング SL-2000-1647

MS ふぁみーゆ 那覇市 安謝２－２９－２８ ショッピング JS-0002-3393

シナコバ沖縄店 那覇市 安謝２－３－２５　 ショッピング SL-2001-1482

ジュエリーサロンプラネット 那覇市 安里１－１－５　りゅうきゅうプライム１０１　 ショッピング SL-2000-2296

BLUEZONE 那覇市 安里１－８－２４ ショッピング JS-0001-1292

モデルロイヤル 那覇市 安里２－１－１　カーゴス牧志２Ｆ ショッピング JS-0002-1091

ディンクプラニング 那覇市 宇栄原９９５－１　　 ショッピング ZN-2000-4098

シャディ沖縄　那覇店 2 那覇市 久米１－３－４　　 ショッピング PK-0000-8219

プラスタイルパレット店 那覇市 久茂地 1 －１－１　パレット久茂地１Ｆ　 ショッピング SL-2000-5602

UNKER 那覇市 久茂地１－４－６　川田ビル１Ｆ ショッピング ZN-0002-2287

はんこ屋さん 21 那覇久茂地店 那覇市 久茂地１－６－１　ART ビル１－Ｂ ショッピング JS-0004-4735

琉球補聴器松尾店 那覇市 久茂地３－２－５　　 ショッピング ZN-2000-0817

ブーケガルニ 那覇市 久茂地３－２６－１ ショッピング JS-0000-7006

マンゴハウス 国際通り 5 号店 那覇市 久茂地３－３－１９　 ショッピング SL-2001-1518

green 那覇市 久茂地３－４－１　丸福ビルＢ１Ｆ ショッピング JS-0000-3056



10 2020/8/25

［那覇市］

加盟店名 所在地 ジャンル

マンゴハウス 国際通り本店 那覇市 久茂地３－４－６　 ショッピング SL-2001-1514

BOONOONOONOOS 那覇市 久茂地３－５－１５　嘉手川ビル１Ｆ ショッピング SL-2000-2370

（株）島食品 那覇市 鏡原町１－４５ ショッピング JS-0005-9920

Sugar 那覇空港店 那覇市 鏡水１５０　那覇空港国内線ターミナルビル２Ｆ　 ショッピング ZN-2000-5321

ふくぎや那覇空港店 那覇市 鏡水１５０　那覇空港国内線旅客ターミナルビル２Ｆ ショッピング JS-0001-6678

プーゾチーズケーキセラー那覇空港店 那覇市 鏡水１５０　那覇空港国内線旅客ターミナルビル２Ｆ　 ショッピング ZN-0002-2758

BAKER’S KITCHEN 那覇市 鏡水１５０　那覇空港内・新設ターミナルビル２Ｆ ショッピング SL-2001-1371

すまほ屋 那覇市 金城５－７－１１　　 ショッピング ZN-0002-6013

ラビット小禄バイパス店 那覇市 具志３－１２－２２ ショッピング JS-0001-6436

マンゴハウス 小禄バイパス店 那覇市 具志３－２４－３０　 ショッピング SL-2001-1519

諸見スズキオート 那覇市 古島１－２３－６ ショッピング JS-0003-9546

スマイル薬局古島店 那覇市 古島２－６－３　１Ｆ　　 ショッピング ZN-0003-1457

ヨーカンシャープ 那覇市 古波蔵２－９－１　パリパナアーチビル２Ｆ ショッピング JS-0000-5966

許商店 那覇市 若狭３－２－１７ ショッピング JS-0002-4799

ci．cafu metal work 那覇市 首里儀保町３－９ ショッピング JS-0001-3448

ファンシーコレクションモリ 那覇市 首里久場川町２－１２２－１　りゅうぼう２Ｆ ショッピング JS-0001-3947

笑店 那覇市 首里金城町１－１　売店１号　 ショッピング SL-2000-2324

フローリスト花枝 那覇市 首里山川町１－７ ショッピング JS-0003-6489

小さなワイン屋 Granato 那覇市 首里当蔵町２－１５－１１　富川アパート１Ｆ　 ショッピング ZN-0002-5242

クロワッサンのお店 クイニー 那覇市 首里末吉町１－１８７－８ ショッピング JS-0004-3635

D’S GARAGE 那覇市 首里末吉町３－５９－２ ショッピング JS-0005-0542

マリンスター 那覇市 曙２－２６－１５　 ショッピング SL-2000-2708

沖縄自転車通販那覇ショールーム 那覇市 曙３－１１－１　マンションセンチュリーシティ１０３ ショッピング JS-0004-4022

株式会社アクア釣具 2 那覇市 曙３－１１－１　マンションセンチュリーシティー１Ｆ　 ショッピング ZN-0002-7019

JEAN 小禄店 那覇市 小禄１－１６－２０　１Ｆ ショッピング JS-0002-0637

BikeShop B・Point 那覇市 小禄１－２８－２７ ショッピング JS-0003-1756

Reve marcher 那覇市 松山１－１２－１２　ヨザアパート１Ｆ ショッピング JS-0001-5845

LOVEbird 那覇市 松山１－１９－１１　　 ショッピング ZN-0002-6868

HouseofGlass 那覇市 松山１－１９－１５　ヨヘナビル１Ｆ　 ショッピング ZN-0002-2590

沖縄酒販 那覇市 松山１－２３－１０　　 ショッピング ZN-2000-1372

城間商店 那覇市 松山２－１０－７ ショッピング JS-0002-0528

ドラム ショップ ハル 那覇市 松山２－１５－８　富士家スクラッチビル１０１ ショッピング JS-0000-4504

ビッグメガネ那覇 那覇市 松尾１－２１－５３　城岳同窓会会館１Ｆ ショッピング JS-0001-1795

ティダノワ T － da 店 那覇市 松尾１－２－８　１Ｆ　　 ショッピング ZN-0002-2185

沖縄ミリカジ 国際通り店 那覇市 松尾１－３－１１　２Ｆ　 ショッピング SL-2000-6231

お土産品店照屋 那覇市 松尾２－１０－２０ ショッピング JS-0002-2517

宮城紙商店 那覇市 松尾２－１０－２０ ショッピング JS-0004-7822

焼肉ホルモン名嘉真 那覇市 松尾２－１０－２０ ショッピング JS-0005-9667

東宝堂 3 号店 那覇市 松尾２－１－１０　　 ショッピング ZN-0002-2432

琉球かすり専門店 おおき屋 那覇市 松尾２－１－２　 ショッピング SL-2000-9915

The BROTHER 那覇市 松尾２－１２－３５ ショッピング JS-0002-1176

コリーンギャラリー沖縄 那覇市 松尾２－１－５　ハイサイ松尾Ｓビル　 ショッピング ZN-0002-2184

DEARRYUQ 那覇市 松尾２－１－６ ショッピング JS-0002-4620

東宝堂 2 号店 那覇市 松尾２－１－９ ショッピング JS-0001-2395
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言事堂 那覇市 松尾２－２１－１ ショッピング JS-0001-6257

WORTHWEARWORKS 那覇市 松尾２－２－１３　シャトレ松尾１－Ａ　 ショッピング ZN-0002-4302

大迫商店 那覇市 松尾２－２４－１ ショッピング JS-0000-8051

belyni 那覇市 松尾２－４－９ ショッピング JS-0001-1195

Elufe 那覇市 松尾２－５－１　松尾１２４区ビル１Ｆ ショッピング JS-0002-0716

スプラッシュ 那覇市 松尾２－５－１１ ショッピング JS-0001-2384

A LITTLE STORE 那覇市 松尾２－５－２４ ショッピング JS-0000-0470

ディダノワサンライズテン 那覇市 松尾２－８－１０　　 ショッピング ZN-0002-7043

スターランド 松尾店 那覇市 松尾２－８－１３　国吉ビル１Ｆ ショッピング JS-0001-9305

リーズン国際通り店 那覇市 松尾２－８－１５　２Ｆ ショッピング JS-0002-5140

産直市場 那覇市 松尾２－８－２６ ショッピング JS-0004-8383

お土産・泡盛へんざん 那覇市 松尾２－８－２７ ショッピング JS-0004-9872

ANCHOR 那覇市 松尾２－８－３０　　 ショッピング ZN-0002-2197

マンゴハウス 国際通り 3 号店 那覇市 松尾２－８－４　 ショッピング SL-2001-1517

昭和堂 那覇市 松尾２－８－７ ショッピング JS-0001-6012

JAM MARKET 国際通り店 那覇市 松尾２－８－９ ショッピング JS-0001-7261

和陶磁器・和雑貨 津覇商店 那覇市 松尾２－９－１８　 ショッピング SL-2000-9453

上原ミート 市場前本店 那覇市 松尾２－９－１９　富島ビル１Ｆ ショッピング JS-0002-8680

march lifestyle ＆ green 那覇市 松尾２－９－２４　照屋アパート２０１ ショッピング SL-2000-9894

モトサウンド 那覇市 上之屋１－１０－１０ ショッピング JS-0001-9682

Hobby おかも 那覇市 真嘉比１－１５－１３ ショッピング SL-2000-9246

沖縄古着スクラップ 那覇市 真嘉比２－４－１　スエヨシビル１０３ ショッピング JS-0002-8593

玉宮本店 那覇市 泉崎１－４－１４ ショッピング JS-0001-2397

SLAM 那覇店 那覇市 泉崎２－２－１０５－１　ﾗｲｵﾝｽﾞﾌﾟﾗｻﾞﾊｰﾊﾞｰﾋﾞｭｰ ショッピング ZN-2000-4607

Tetrapots 那覇市 前島２－２１－１３　　 ショッピング ZN-0002-2290

株式会社 朝日電機 那覇市 辻１－１０－２　 ショッピング SL-2000-6839

琉球レザー LLA 那覇店 那覇市 辻１－１３－７　 ショッピング SL-2001-0760

ゴルフクラフト沖縄 那覇市 辻２－１－１５　外間ビル１Ｆ ショッピング SL-2000-2519

バグースダイビングサービス 那覇市 天久１２０１ ショッピング JS-0001-8708

ミルク薬局 天久店 那覇市 天久１－７－５ ショッピング JS-0004-9236

ARIGATO 那覇市 天久２－１－７　ちむどんステージビル１Ｆ ショッピング JS-0000-5383

FRANCA 田原 那覇市 田原１－１７－３　ハウスタハラ１Ｆ　 ショッピング ZN-0003-1590

スマイル薬局田原店 那覇市 田原１－９－２　　 ショッピング ZN-0003-1458

椛弁当 那覇市 田原２４１－１０　コーポ日南１０１ ショッピング JS-0001-7540

カメラのモリヤマ本店 那覇市 東町１９－２２ ショッピング JS-0000-3838

バイクショップ ビッグ 泊店 那覇市 泊２－３－３ ショッピング JS-0003-8457

サザンアイランダー ダイブツアーズ 那覇市 樋川１－８－６　TKK ビル２Ｆ ショッピング JS-0001-8878

㈱安木屋 一銀通り店 那覇市 牧志１－１－１４　安木屋ビル５Ｆ ショッピング SL-2000-8826

シュリセルアウスウォーレン沖縄 那覇市 牧志１－１－２２　仲宗根ビル１０１　 ショッピング ZN-0002-2289

RUBY TUESDAY 那覇市 牧志１－１－４１　第一志摩ビル２Ｆ ショッピング SL-2000-5854

ちんだみ三線店 那覇市 牧志１－２－１８　山城ビル１Ｆ ショッピング JS-0001-5212

ラハイナ国際通り店 那覇市 牧志１－２－２６ ショッピング JS-0000-8633

KEROUAC 那覇市 牧志１－２－５ ショッピング JS-0001-8420

真珠工房マザーシー 那覇市 牧志１－３－３６　１Ｆ　　 ショッピング ZN-0002-2187



12 2020/8/25

［那覇市］

加盟店名 所在地 ジャンル

黒糖屋 那覇市 牧志１－３－５２ ショッピング JS-0000-8985

マンゴハウス 国際通り 2 号店 那覇市 牧志１－３－６８　 ショッピング SL-2001-1516

ポルタアンドゲート 那覇市 牧志２－１６－１９　第二ワコーマンション１０５ ショッピング SL-2000-2804

サッカーショップ トルシィーダ 那覇市 牧志２－１７－１７　まきしビル２Ｆ ショッピング JS-0004-5066

サイクロン 那覇市 牧志２－１９－２６　１Ｆ　　 ショッピング ZN-0002-5282

スターランド 那覇市 牧志２－４－１４　産業国際通りビル１Ｆ ショッピング JS-0001-8783

fipper Japan 那覇市 牧志２－７－２１ ショッピング JS-0002-5804

琉球醤油屋 国際通り店 那覇市 牧志２－７－２７ ショッピング JS-0005-4872

マンゴハウス 国際通り 1 号店 那覇市 牧志２－７－２８　 ショッピング SL-2001-1515

ちゅら ちゅら 那覇市 牧志３－１－１ ショッピング JS-0000-7835

平安山宝石店 那覇市 牧志３－１－１ ショッピング JS-0001-7263

がんじゅ～家 那覇市 牧志３－１－１ ショッピング JS-0002-5845

ソウコ 1 号店 那覇市 牧志３－１－１　２Ｆ　　 ショッピング ZN-0002-2284

ペットのおみやげ わんすこう 那覇市 牧志３－１１－１ ショッピング JS-0000-8276

SANBASHI 沖縄店 那覇市 牧志３－１－１６　１Ｆ　　 ショッピング ZN-0002-2186

VACANCES 那覇市 牧志３－１－１７　　 ショッピング ZN-0002-2286

YuraYura 那覇市 牧志３－１－１９　　 ショッピング ZN-2000-6661

SOUKO2 号店 那覇市 牧志３－１－２０　サンワビル１Ｆ　 ショッピング ZN-0003-1592

LOCKER 那覇市 牧志３－１２－１ ショッピング JS-0002-4941

YuraYura 那覇市 牧志３－１２－２　　 ショッピング ZN-0002-2291

下町の小さな三味線屋さん 那覇市 牧志３－１－２４　　 ショッピング ZN-0002-5691

バッグの店宮里 那覇市 牧志３－１－２６ ショッピング JS-0005-4784

SUAI 那覇市 牧志３－２－１ ショッピング JS-0000-7316

工房ちゅらうみ家 那覇市 牧志３－２－４５ ショッピング JS-0001-9038

琉球醤油屋平和通り店 那覇市 牧志３－２－６１ ショッピング JS-0005-4173

レキアン カラード 那覇市 牧志３－３－８ ショッピング JS-0001-7542

じーまーみ専門店 花商 那覇市 牧志３－４－１ ショッピング JS-0004-1282

雑貨・家具店 じーさーかす 那覇市 牧志３－４－６ ショッピング SL-2000-7838

ふくら舎 那覇市 牧志３－６－１０ ショッピング JS-0000-8500

桜坂劇場さんご座キッチン 那覇市 牧志３－６－１０ ショッピング JS-0000-8502

オールデンタイムスオキナワ 那覇市 牧志３－６－１２　国吉ビル１Ｆ　 ショッピング ZN-0002-2130

Shake Hand 那覇市 牧志３－６－４１　島商会ビル１－１ ショッピング JS-0002-2076

呉服の丸千 那覇市 牧志３－６－４５　平和通り ショッピング JS-0003-3142

Grace 那覇店 那覇市 牧志３－９－４０ ショッピング JS-0002-6872

チーズの専門店 チアーズ 那覇市 銘苅２－４－３９　UT ビル１Ｆ ショッピング SL-2000-2396

わが家のハルラボ商店 那覇市 銘苅３－４－１　１Ｆ ショッピング JS-0005-7442

合同会社サウンドクラフト 那覇市 与儀１－２２－１１ ショッピング JS-0003-0389

スマイル薬局与儀店 那覇市 与儀１－７－３　　 ショッピング ZN-0003-1455

ギフトスタジオ ロダン 那覇市 与儀２－１－２２ ショッピング JS-0001-3524

シーサー工房不羈やちむん通り店 那覇市 壺屋１－１７－３　ジョトール壷屋１０１ ショッピング JS-0000-9151

清正陶器明史工房 那覇市 壺屋１－２２－２９ ショッピング JS-0000-9580

新垣製陶所 那覇市 壺屋１－２２－３０ ショッピング JS-0004-1725

バイクショップ ビッグ ひめゆり通り店 那覇市 壺屋１－２９－１６ ショッピング JS-0003-8226

シーサー工房不羈平和通り入口店 那覇市 壺屋１－７－１０　仲村アパート１０１ ショッピング JS-0000-9160
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壷屋陶芸センター 那覇市 壺屋１－９－１ ショッピング JS-0001-9257

陶器と喫茶南窯 那覇市 壺屋１－９－２９　　 ショッピング ZN-0002-7064

花の店なかじま 那覇市 壺川２－１－１１ ショッピング JS-0002-3216

MAKAI 道具 那覇市 壺川２－３－７ ショッピング JS-0001-1300

STELLA 新都心店 那覇市 おもろまち１－５－１１　１Ｆ　　 サービス ZN-0002-7491

BellaLuna 那覇店 那覇市 おもろまち４－１０－４３　プログレッソ２Ｆ サービス JS-0002-8307

PARFUM okinawa 那覇市 おもろまち４－１７－２４　１Ｆ　 サービス ZN-0002-9882

littleOKINAWA 那覇市 おもろまち４－１７－６　BST ビルおもろまち６Ｆ　 サービス ZN-2000-5717

Aju － r hair design 那覇市 おもろまち４－６－１７　おもろパークテラス３Ｆ－２ サービス SL-2000-0835

Ange Bay NAHA 那覇市 おもろまち４－６－６　前原ビル２０２ サービス ZN-0002-9875

EIGHTokinawa 那覇市 おもろまち４－８－２０　フクエイビル２Ｆ　 サービス ZN-2000-2677

unhilorossohairmuse 那覇市 安謝１－４－３３ サービス JS-0001-2573

てぃーだ整骨院 那覇市 安里４１６ サービス JS-0003-7296

株式会社翔コピーセンター 那覇市 久米１－４－２５ サービス JS-0001-2713

着物レンタル・着付ちゅら桜 那覇市 久茂地１－６－１　ART ビル２－Ａ　 サービス ZN-2000-3221

バスト専門店ブロッサム 那覇市 鏡原町１－５２　１Ｆ　 サービス SL-2000-0725

Bodycaregu 那覇市 鏡原町８－９　２Ｆ サービス JS-0002-0664

ストレッチ＆リラクゼーション トリム 那覇市 鏡水１５０　那覇空港国内線ターミナル３Ｆ サービス JS-0004-9807

ACS 沖縄 那覇市 金城２－２２－７　ウインズ小禄金城１０２ サービス JS-0000-3302

SORA Phil Garden 那覇市 金城５－１－１　Wa ビル２Ｆ サービス JS-0001-0482

美容室なないろ 小禄金城店 那覇市 金城５－１１－３ サービス JS-0003-5426

lecielbleu 那覇市 金城５－１６－１４　ステーション１０１Ａ－２０１ サービス JS-0000-5685

HighBridgehairdesign 那覇市 金城５－８－１１　パークサイド２２０－２０２ サービス JS-0000-6879

レンタカー沖縄 那覇市 具志１－１５－２１　２Ｆ サービス JS-0004-3316

シャルマンサロン 那覇市 国場１１８６－５　さかりマンションＡ－１０６ サービス JS-0001-2133

元氣屋ベビーフェース 国場店 那覇市 国場１１９３－２　コーポ東１０２ サービス SL-2000-1552

A LITTLE GARDEN 那覇市 三原１－２６－３０－１　１Ｆ サービス SL-2000-0115

SABAI SABAI 那覇市 若狭２－８－２０　大見謝アパート１０１ サービス JS-0002-0189

Ti － mun 那覇市 首里当蔵町１－６－１　すぅゐ三ツ星１Ｆ サービス JS-0001-0678

CarBodyCoatingNOJ 那覇市 曙１－１６－７ サービス JS-0004-2078

太陽整骨院 那覇市 小禄１－２７－１５　ソシアＺ サービス JS-0003-7298

シーサイドレンタカー 那覇市 小禄１７５ サービス JS-0005-3207

プレミアムレンタカー 那覇市 小禄２１３ サービス JS-0002-0112

mieux 那覇市 松山１－４－１２　高田産業ビル１Ｆ サービス JS-0001-7731

ストレッチ＆トレーニング トリム那覇 那覇市 松島１－１１－１２　桃ビル２０２ サービス JS-0004-9825

レオナ薬局 那覇市 松島２－１－２０ サービス JS-0002-2151

久保田安全ガラス那覇 那覇市 上間１８５－１ サービス JS-0002-3489

58 ドライブ 那覇市 上之屋３４１－３３ サービス JS-0000-9208

ララマリー 那覇市 真嘉比３－１９－２２　　 サービス ZN-0002-9868

nile Hair make ＆ Relax 那覇市 西１－８－１　１Ｆ サービス JS-0002-0031

planetblue 那覇市 楚辺１－１０－５　　 サービス ZN-0002-9879

Para voce ＋ 那覇市 楚辺２－３４－４８　１Ｆ サービス SL-2000-2062

ドライヘッドスパ専門店サクラ 那覇市 天久１－６－１　MY ビル１０２ サービス JS-0001-3115

THREE BEE 那覇市 天久２－２－１５　PLUSCOURT －Ｂ サービス JS-0002-6099
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筋膜メディカル整体院那覇店 那覇市 天久７６２－１４　クリアスビル１Ｆ サービス JS-0005-9900

美容室イブ 那覇市 田原２－８－１１　コーポ原１０２ サービス JS-0004-7152

FirstPin’s 那覇市 東町１５－９　イーストロイヤルマンション１Ｆ サービス JS-0002-5802

美容室福山 那覇市 泊３－２－２３　　 サービス ZN-0002-9874

南国セラピー 琉球 那覇市 牧志１－２－１９－２Ａ サービス JS-0004-3943

MiNDHAiR 那覇市 牧志２－１１－８　２Ｆ　 サービス ZN-0002-8183

アロマ＆マッサージ サクラ 那覇市 牧志２－１－１９ サービス JS-0002-3218

HAIR SALON ITSUKO ＋ 那覇市 牧志２－１３－２０－１０１ サービス SL-2000-3105

Hair － salon．rim 那覇市 牧志２－１７－３　プラザ２１ビル１　 サービス ZN-2000-6768

ワンラブネイルズ那覇国際通り店 那覇市 牧志２－１７－３　プラザ２１ビル２Ｆ　 サービス ZN-0002-3072

MARCO 那覇市 牧志２－２３－１５　１Ｆ サービス JS-0000-6018

SBS TOKYO 那覇店 那覇市 銘苅１－２－１０　 サービス OT-0000-0274

ヘアーヴェルデ 那覇市 銘苅１－２－８　アテネーズポートレー１Ｆ サービス SL-2000-8015

FLEURS 新都心 那覇市 銘苅２－４－３９　UT ビル２Ｆ　 サービス ZN-0002-9870

ネイルズディアナ新都心店 那覇市 銘苅２－７－１０　１０１ビル１Ｆ　 サービス ZN-2000-4014

RelaxationPlaceSHAKE 那覇市 与儀３６４－２　當眞アパート１Ｆ サービス JS-0002-0610

美容室なないろ 与儀店 那覇市 与儀３７３－４　Ｅプラザビル１Ｆ サービス JS-0002-8277

壺屋モータース 那覇市 壺屋２－１３－１８ サービス JS-0003-1584

TUMUZI 那覇市 壺屋２－１－３４　　 サービス ZN-0002-9877

NUMBERFIVE 壺川店 那覇市 壺川３－４－１　田崎ビル１Ｆ　　 サービス ZN-0002-9869

カラオケマイム沖縄那覇店 那覇市 久茂地２－１２－２４　スペースアートビル２Ｆ　 エンターテインメント ZN-0001-5177

カラオケヒルズジョイユウビ 那覇市 銘苅２－４－１８　メガネ一番新都心ビル２Ｆ エンターテインメント JS-0004-1272

カラオケ響 那覇市 与儀３７３－５ エンターテインメント JS-0002-1156

カラオケマイム壺川店 那覇市 壺川１－３－４　　 エンターテインメント ZN-0001-5180

ねむりのえき新都心店 那覇市 安謝１－１－２７　 その他 SL-2001-0113

おなは薬局 那覇市 安里３８８－１２７　 その他 SL-2000-9400

銀舎 那覇市 久米１－２５－１２　徳村オフイスビル１Ｆ その他 SL-2000-1566

Content 那覇市 久茂地２－１０－１６　南栄ビル１Ｆ その他 SL-2000-0973

DUNK DIVING 那覇市 曙２－２６－１５　 その他 SL-2000-9328

手作り体験工房《てぃあんだー》 那覇市 松尾１－９－８　宮城アパート１０３ その他 SL-2000-9427

やすらぎサロンアペゼ 那覇市 真嘉比２－２９－２３　 その他 SL-2001-0339

ブランドリユース ミラノ 那覇市 前島２－１４－１　大山アパート１０１ その他 SL-2001-0503

お好み焼き 甲子園 那覇市 前島３－１６－１８　国吉ビル１０１ その他 SL-2000-6689

b － pro 那覇市 牧志１－４－３３　嘉数ビル３Ｆ その他 JS-0002-3364


