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洋食館 C’coeur うるま市 みどり町２－８－１　１Ｆ 飲食店 JS-0002-5962

ふれあい処 壱ノ蔵 うるま市 みどり町４－１－１６ 飲食店 JS-0001-4069

居酒屋 砦 みどり町店 うるま市 みどり町４－１９－１４ 飲食店 JS-0003-0742

しゃぶ右衛門 うるまみどり町店 うるま市 みどり町６－２－１８　ミネグリーンビル１Ｆ 飲食店 JS-0004-0624

イタリア・バル・アメリア うるま市 石川１－２７－３７ 飲食店 JS-0002-3005

くつろぎ居酒屋 翔 うるま市 石川１－２８－１ 飲食店 JS-0002-5561

博多麺屋 でてる うるま市 石川１－２８－１８ 飲食店 JS-0004-5472

やぎとそば太陽 うるま市 石川２－１０－１８ 飲食店 JS-0004-2728

創作 Dining MOGU mogu。 うるま市 石川２－３９－２ 飲食店 JS-0004-6390

NIWACAFE うるま市 石川曙１－８－１３ 飲食店 JS-0003-7967

諸国酒飯処 玄 うるま市 石川東恩納１３９７－２　ミハラヒルズ１Ｆ 飲食店 JS-0002-1412

居酒屋 島壱 うるま市 石川白浜１－１２－７ 飲食店 JS-0002-5790

寿司ムサシ うるま市 石川白浜１－７－７ 飲食店 JS-0002-5615

NRGENTERTAINMENTSPAC うるま市 赤道１０－１０　横田アパート２Ｆ 飲食店 JS-0002-8866

居酒屋 KAI うるま市 赤道７３４－１ 飲食店 JS-0004-8912

RestaurantB．B．R うるま市 大田３０５ 飲食店 JS-0001-0292

クロウ タイ レストラン うるま市 天願１４６２ 飲食店 JS-0001-1552

TAJOKINAWA うるま店 うるま市 天願１５５－３　　 飲食店 ZN-0001-5307

VERY BERRY CAFE うるま市 田場２５３ 飲食店 JS-0002-2894

LABO みどり町店 うるま市 みどり町４－１２－２５ ショッピング JS-0002-8476

株式会社 THIDA OKINAWA うるま市 みどり町４－１２－８ ショッピング JS-0001-6874

Reuse　Shop　NEW　LI うるま市 みどり町６－１－２０　　 ショッピング PK-0000-8644

Skye Garage うるま市 喜屋武６－３ ショッピング JS-0002-6390

ひがドラッグ メインシティ店 うるま市 江洲４５０－１ ショッピング JS-0002-3425

JOSHUA 具志川店 うるま市 江洲４５０－１　サンエー具志川メインシティ ショッピング JS-0001-0479

ねむの木うるまシティプラザ店 うるま市 江洲５３７　うるまシティプラザ内Ｂ－１ ショッピング JS-0003-3966

アイズ総合補綴センター うるま市 勝連南風原３４９５－５　１Ｆ ショッピング JS-0004-3325

ひがドラッグ 与勝シティ店 うるま市 勝連南風原５１１１ ショッピング JS-0002-3426

ST 商事 うるま市 石川１－４２－１５　　 ショッピング PK-0000-8877

パティスリー SHO うるま市 石川２－１－７　石川中央団地改良店舗１０１ ショッピング JS-0002-2010

安間商店 うるま市 石川２－２５－１１ ショッピング JS-0006-0029

［HC］有限会社日の出電気 うるま市 石川伊波８７７－４ ショッピング JS-0001-9167

元気ステーションねむの木東恩納店 うるま市 石川東恩納７１７－１ ショッピング JS-0003-7558

さしだ薬局ニュー　東山店 うるま市 石川東山１－２２－６　　 ショッピング PK-0000-8387

伊波商店 うるま市 石川白浜１－８－８ ショッピング JS-0005-3486

さしだ薬局　しらはま店 うるま市 石川白浜２－３－１　　 ショッピング PK-0000-8386

otama うるま市 赤道４１７ ショッピング JS-0004-0814

クランクネオ うるま市 川崎２４９－１ ショッピング JS-0003-7039

フィッシングステップ うるま市 豊原１－１　　 ショッピング ZN-0002-2976

フィッシングステップ具志川店 うるま市 豊原１－１　　 ショッピング ZN-0002-2977
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幸和ガーデン うるま市 豊原２５－１ ショッピング JS-0002-4843

GLOW うるま うるま市 安慶名２－１－４８　　 サービス ZN-2000-5056

りんく整骨院 うるま市 喜仲１－７－５　１Ｆ右 サービス JS-0003-0082

合同会社朝陽自動車 うるま市 宮里２０５－３ サービス JS-0005-1921

中部薬局 うるま市 宮里２６１－１ サービス JS-0004-5779

Dog Salon Cocoa うるま市 昆布１４２５ サービス JS-0001-0066

HairRelaxationRamie うるま市 石川１－３８－１４　ニューウェーブ石川１０１ サービス JS-0001-9975

オートガレージ滝 うるま市 石川東恩納６０－２ サービス JS-0001-9541

スィーニ うるま市 田場１４１０－３　 サービス SL-2000-7829

ぐしけん鍼灸整骨院 うるま市 田場２００３－２ サービス JS-0004-8142

へしきや薬局 うるま市 与那城西原９８８－３ サービス JS-0003-8528

hair salon Lucca うるま市 与那城饒辺７２７－４１ サービス JS-0004-0822

ペットショップオンリーワン うるま市 みどり町５－２６－９ その他 JS-0000-8102

KASTHAMANDAP 浦添市 伊祖１－２８－１３　TKK-HIRO ２０１ 飲食店 JS-0000-7732

HONU 浦添市 伊祖２－２５－９　　 飲食店 ZN-0001-5224

居酒屋柚ずや 浦添市 伊祖３－８－１６　メゾンいそ第２　１Ｆ 飲食店 JS-0000-7024

ネットカフェ イージュ 浦添市 伊祖４－１０－２　ライフピア友１Ｆ 飲食店 JS-0002-0350

Wine ＆ BarBURGUNDY 浦添市 伊祖４－１－１５　サンハイムオキミヤ１Ｆ 飲食店 JS-0000-5554

TOMMy 浦添市 屋富祖１－３－１ 飲食店 JS-0001-8501

ブランド肉と旬の鮮魚と古酒の店 秀 浦添市 屋富祖１－６－１　マリコハウス２０１ 飲食店 JS-0000-8993

モモズカフェ 浦添市 宮城１－２７－８　au ショップうらそえ２Ｆ 飲食店 ZN-0001-5200

居酒屋銀兆 浦添市 宮城４－１８－２０　外間アパート１Ｆ 飲食店 JS-0005-1974

ココロアカフェ 浦添市 港川２－１７－７　港川ステイツサイドタウン１５ 飲食店 JS-0002-6797

飛天 浦添市 港川２－１９－１　　 飲食店 ZN-2000-2835

島ま～る まみむめも 浦添市 城間３－１－３　２Ｆ 飲食店 JS-0004-5001

遊食や きえん 浦添市 城間４－１８－１－１ 飲食店 JS-0000-6642

シャウティング チキン 浦添市 城間４－３７－２ 飲食店 JS-0005-9825

四季海鮮 海月 浦添市 城間４－３８－１ 飲食店 JS-0001-5615

居酒屋磊 浦添市 城間４－９－５　１Ｆ 飲食店 JS-0000-6209

来恩 浦添市 前田３－２－５　１Ｆ 飲食店 JS-0003-2037

古酒食彩 舞か 浦添市 前田３－２－９－１０１ 飲食店 JS-0003-7982

和風バル SOU 屋 浦添市 大平１－２８－６　　 飲食店 ZN-0001-5264

くいもの BAR たくし屋 浦添市 沢岻１－４６－５　エコマックス２１ビル１Ｆ 飲食店 JS-0002-3469

ワイン＆フードバー Lietta 浦添市 沢岻１－４６－５　エコマックス２１ビル３Ｆ 飲食店 JS-0002-3373

バリテラス 浦添市 仲間１－２４－２６　　 飲食店 ZN-2000-6786

デジャングム 浦添市 仲間２－３１－１ 飲食店 JS-0000-7716

KASTHAMANDAP 浦添市 仲西１－３－２５　フロンテージ仲西２０１ 飲食店 JS-0002-4463

琉球炭火やきとり金丸浦西店 浦添市 当山２－９－３　　 飲食店 ZN-0001-5368

琉球炭火やきとり金丸 浦添市 内間２－７－７　　 飲食店 ZN-0001-5278

居酒屋満吉 浦添市 内間２－９－１２ 飲食店 JS-0001-1326

居酒屋なかーティー 浦添市 牧港１－１－３ 飲食店 JS-0005-0555

海鮮居酒屋大漁屋 浦添市 牧港１－９－１４　ステージビル１Ｆ　 飲食店 ZN-0001-5413

炭火焼とりながた 浦添市 牧港２－４８－２　１Ｆ 飲食店 JS-0002-1000

居酒屋 三男坊 浦添市 牧港２－４８－５ 飲食店 JS-0001-0551
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はんこ屋さん 21 浦添店 浦添市 伊祖１－２２－５　１Ｆ ショッピング JS-0002-1590

レザーベース パイプライン店 浦添市 伊祖４－１８－１　伊祖ビル２　１０１ ショッピング JS-0001-1741

眠りの駅浦添店 浦添市 屋富祖２－４－１３　１０２ ショッピング SL-2000-9238

スマイル薬局宮城店 浦添市 宮城１－３１－６　ナカウェスト１Ｆ　 ショッピング ZN-0003-1456

JOSHUA 経塚店 浦添市 経塚６５２　サンエー経塚シティ ショッピング JS-0001-0480

ラポール 浦添市 城間１－３－１３－１０２ ショッピング JS-0005-2083

あざみ 浦添市 城間２００８－１　サンエーマチナトシティ１Ｆ ショッピング JS-0004-6393

ナンキュウ 那覇営業所 浦添市 勢理客２－１８－１ ショッピング JS-0002-8462

アンジェリィ 浦添市 西原５－２８－１ ショッピング JS-0000-1983

サンロード 浦添市 大平２－２－６　１Ｆ ショッピング JS-0002-1543

PLANTADOR 浦添市 大平２－７－１３　城間荘Ａ－７ ショッピング JS-0001-8129

atelier MAY 浦添市 仲間１－３０－１２－１０２ ショッピング JS-0001-0590

浦添市ミュージアムショップ 浦添市 仲間１－９－２ ショッピング JS-0003-6001

すこやかステーション 浦添市 仲西３－１６－８　１Ｆ ショッピング JS-0004-0750

タイヤガーデン浦添 浦添市 当山２－８－１　　 ショッピング ZN-0002-2950

タイヤ館牧港 浦添市 牧港１－６０－９　　 ショッピング ZN-0002-2949

ローズタイム マチナト店 浦添市 牧港４－１５－５　マチナトボウル２Ｆ ショッピング JS-0003-0010

SWEETLOTUS 浦添市 牧港５－３－５　２Ｆ ショッピング JS-0005-6874

KEMICAL［髪美刈］伊祖店 浦添市 伊祖２－１７－３ サービス JS-0001-3308

美容室なないろ 伊祖店 浦添市 伊祖２－１７－３ サービス JS-0004-0325

ヘアールーム プラスワン 浦添市 伊祖２－２８－１　 サービス SL-2000-5549

みね薬局 浦添市 伊祖４－１－１８－１ サービス JS-0004-6156

HairresortDiDiunmode 浦添市 屋富祖１－４－３　タウンハイツ仲里１０３ サービス JS-0000-2253

ゆがふ整骨院 浦添店 浦添市 宮城５－１－６　松田ビル１Ｆ サービス JS-0005-8289

さくら鍼灸整骨院 浦添市 宮城６－２３－１７ サービス JS-0003-7299

サトウ美容室 浦添市 城間４－７－１　うらそえショッピングセンター２Ｆ サービス JS-0004-4905

人情くるまや三和自動車株式会社 浦添市 西原１－３－３ サービス JS-0005-0858

（有）広栄モータース 浦添市 西原６－１－３ サービス JS-0002-5346

美容室蘭らん 浦添市 前田１３１８－２　１Ｆ サービス JS-0001-1794

てぃんがーら 浦添店 浦添市 沢岻２－１３－３２ サービス JS-0002-1075

西島動物病院 浦添市 仲間２－６－３　マンションカトレア１０２ サービス JS-0001-8200

なないろ 内間駅店 浦添市 内間４－１７－３　２Ｆ サービス JS-0001-8252

メンズブラックタワー内間店 浦添市 内間４－１７－３　３Ｆ サービス JS-0001-8271

ヘアーサポートサロンアンベリール 浦添市 牧港２－１－３－１０２　コーポレセーナ サービス JS-0001-1662

沖電企業株式会社 浦添市 牧港４－６－１１ サービス JS-0001-5704

カラオケマイム浦添パイプライン店 浦添市 宮城５－２－２　　 エンターテインメント ZN-0001-5347

カラオケスポットジョイ 浦添店 浦添市 大平２－１９－１２ エンターテインメント JS-0004-1215

からおけダイニング 歌楽 浦添市 沢岻１－４６－５　エコマックス２１ビル２Ｆ エンターテインメント JS-0002-3374

居酒屋 砦 園田店 沖縄市 園田１－１５－２６　山根ビル２Ｆ 飲食店 JS-0003-0741

カクテルテラスロスカフェ 沖縄市 園田３－６－１０ 飲食店 JS-0002-2863

居酒屋 美酒喝采 沖縄市 園田３－８－３２ 飲食店 JS-0003-5087

居酒屋歩っぽや 沖縄市 海邦２－２１－２４　　 飲食店 ZN-0001-5215

ブーラ帝国宮里店 沖縄市 宮里３－１７－２５　１Ｆ 飲食店 JS-0005-5721

AyurvedaIndianRestau 沖縄市 胡屋１－１－４ 飲食店 JS-0002-2099
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絆 CONNECTION 沖縄市 胡屋２－１３－２　　 飲食店 ZN-0001-5297

炭火焼火然 沖縄市 高原３－７－７　２Ｆ 飲食店 JS-0000-8774

パパズキッチン 沖縄市 高原４－１５－１２　三幸ビル１Ｆ 飲食店 JS-0001-2601

ごちそう居酒屋 バケネコ 沖縄市 高原５－１７－２ 飲食店 JS-0001-4604

居酒屋てんぐ 沖縄市 諸見里１－１－５　　 飲食店 ZN-0001-5199

だーダー DA ー 沖縄市 諸見里１－２－１６ 飲食店 JS-0002-2749

カラオケハウス GOO 沖縄市 上地１－１－１　２Ｆ 飲食店 JS-0002-1355

サムギョプサル酒場 豚福 沖縄市 上地１－１６－１　伊礼ビル１０３ 飲食店 JS-0001-8033

お好み焼きばぁ～ Lucky 沖縄市 上地１－２－５　　 飲食店 ZN-0001-5283

KEATON 沖縄市 上地２－１－２７　上翔ビル２０１　 飲食店 ZN-2000-2100

創作ダイニング梵 沖縄市 上地２－１８－１５ 飲食店 JS-0003-5470

炭火やきとり もも太郎 沖縄市 上地２－２１－１１ 飲食店 JS-0001-0486

円 沖縄市 上地２－９－１１ 飲食店 JS-0005-6935

我部祖河食堂コザ店 沖縄市 上地４－２０－１ 飲食店 JS-0005-4611

Kotobuki 沖縄市 大里２－１－２３ 飲食店 JS-0002-8203

MOJITOBAR ISLAND LIF 沖縄市 中央１－１０－１　１Ｆ　　 飲食店 ZN-0001-5367

7’sCafeDining 沖縄市 中央１－１０－２　　 飲食店 ZN-0001-5303

BLACKROSE1F 沖縄市 中央１－１０－２　１Ｆ　　 飲食店 ZN-2000-3039

BLACKROSE2F 沖縄市 中央１－１０－２　２Ｆ　　 飲食店 ZN-2000-3038

大衆劇場 足立屋 沖縄市 中央１－２０－９　１Ｆ 飲食店 JS-0002-3704

でんすけ商店コザ 沖縄市 中央１－６－２ 飲食店 JS-0004-7162

バウンティゲート 2 沖縄市 中央２－１－３２　１Ｆ　　 飲食店 ZN-0001-5362

LOCO island 沖縄市 中央２－７－４１ 飲食店 JS-0000-3121

バンブーカフェ 沖縄市 中央３－１－９ 飲食店 JS-0001-6205

キッチンのぎ 沖縄市 仲宗根町　１５－１５　１０１号 飲食店 SL-2000-3707

紫珊瑚 沖縄市 仲宗根町２－１０ 飲食店 JS-0000-4527

屋台風居酒屋 FreeStyle 沖縄市 登川２－２－９ 飲食店 JS-0001-1866

プリモキッチン 美里店 沖縄市 東２－１３－２ 飲食店 JS-0001-0698

中華料理義龍 沖縄市 東２－３－１１　　 飲食店 ZN-0001-5284

食酒処和食海産物 稲穂 沖縄市 南桃原４－３２－３５ 飲食店 JS-0002-4502

赤いへるめっと 沖縄市 比屋根１－１４－１６　グランシャトレ・デン１Ｆ 飲食店 JS-0001-4082

居酒屋 れんまろ 沖縄市 比屋根２－１３－１　 飲食店 SL-2000-4161

宗や 沖縄市 比屋根４－１－３ 飲食店 JS-0002-2318

BIAN 沖縄市 比屋根７－２０－１　　 飲食店 ZN-2000-4178

旨いもん酒場 やんちゃ 沖縄市 美原１－２０－１１　第２のぼりビル１０１ 飲食店 JS-0003-0773

炭火焼肉 十兵衛 沖縄市 美原３－２１－３ 飲食店 JS-0000-1656

笑顔ダイニング茶羅 沖縄市 美原３－２２－１０ 飲食店 JS-0001-7146

割烹 幸村 沖縄市 美原４－３－６　平アパート１－Ｃ 飲食店 JS-0001-7143

魚魚万美里店 沖縄市 美里４－１３－２８　　 飲食店 ZN-2000-2781

サルサ 沖縄市 美里４－１６－１　１Ｆ 飲食店 JS-0004-0999

我部祖河食堂泡瀬店 沖縄市 泡瀬１－２－２９ 飲食店 JS-0005-4622

いとや 沖縄市 泡瀬１－２６－１－１ 飲食店 JS-0002-9248

酒と肴 結屋 沖縄市 泡瀬１－３－２７ 飲食店 JS-0001-5383

和酒房 山本 沖縄市 泡瀬２－１７－１７　 飲食店 SL-2001-0084
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BB － Coffee 沖縄市 泡瀬３－１２－１２ 飲食店 JS-0002-6941

泡瀬フレンチ堂 沖縄市 泡瀬３－２９－２８ 飲食店 JS-0003-9085

smoke camp 沖縄市 泡瀬４－３１－３　１Ｆ 飲食店 JS-0003-4772

KEY’SCAFE TSUTAYA 泡瀬店 沖縄市 泡瀬４－５－７　２Ｆ 飲食店 JS-0002-0930

あじとや泡瀬店 沖縄市 泡瀬５－２４－６　 飲食店 SL-2001-1260

食楽酒房 じゅりあ 沖縄市 明道１－３－１ 飲食店 JS-0002-2320

海神 沖縄市 与儀７１５　マンション伊波１０３ 飲食店 JS-0000-5176

ナンキュウ 海邦営業所 沖縄市 海邦１－２２－３０ ショッピング JS-0002-8389

株式会社普久原楽器 沖縄市 胡屋１－３－４ ショッピング JS-0000-4031

モデラーズコア 沖縄市 胡屋２－９－５ ショッピング JS-0000-7833

セレン 沖縄市 胡屋５－５－１ ショッピング JS-0005-2168

メガネ MAX 沖縄市 高原５－１５－３ ショッピング JS-0002-0677

栄養カウンセリングユウケイ 沖縄市 山内２－９－２０　シャトレ桃山１０２ ショッピング JS-0002-4995

パーツ＆バイク Rings 沖縄市 山内４－２０－２８ ショッピング JS-0000-2212

プーゾチーズケーキセラー沖縄知花店 沖縄市 松本３－８－１３　　 ショッピング ZN-0003-1534

NISHIKI 沖縄市 上地１－１４－２８ ショッピング JS-0002-8853

SATIS 沖縄市 上地１－３－５０　　 ショッピング ZN-2000-2891

デスタニーテーラー 沖縄市 上地１－３－６ ショッピング JS-0004-1676

リカーショップユー 沖縄市 上地２－１－１９　大田店舖１－Ｃ　 ショッピング ZN-2000-4036

JACKPOTOKINAWA 沖縄市 上地４－１－１９　　 ショッピング ZN-0002-5299

Saita Garage 沖縄市 知花５－２５－６０ ショッピング JS-0002-0948

ZaZou 沖縄市 中央２－１５－１ ショッピング JS-0001-2472

照屋楽器店 沖縄市 中央３－１－７　 ショッピング SL-2001-0218

ウイングスポーツ 沖縄市 東１－３１－７　ガーデンヴィレッジ１０３ ショッピング JS-0003-7574

ローズタイム 本店 沖縄市 東２－２－１ ショッピング JS-0003-0011

ミドリ薬品 沖縄市 東２－２６－１　 ショッピング SL-2000-8749

株式会社ももやま 本社店舗 沖縄市 南桃原２－１６－２ ショッピング JS-0002-7652

PIT・BOX 沖縄市 八重島２－７－１３ ショッピング JS-0003-1760

RING　A　BELL 沖縄市 美里仲原町２３－２　　 ショッピング PK-0000-8434

生地の店美奈美 沖縄市 美里仲原町２４－１　喜納店舗１０１　 ショッピング PK-0000-8558

さくら琉舞衣裳店 沖縄市 美里仲原町２９－１４　Ｂ号 ショッピング JS-0005-6913

ナンキュウ沖縄営業所 沖縄市 泡瀬１－３２－１ ショッピング JS-0002-9601

はんこ屋さん 21 泡瀬店 沖縄市 泡瀬４－１－１２　コーポ大城１０２ ショッピング JS-0000-8934

ティーダー工房 沖縄市 泡瀬５－３１－３４ ショッピング JS-0004-0860

Slon de T’s Hair 沖縄市 園田２－１９－１６　１Ｆ サービス JS-0002-2139

U レンタカー 沖縄市 胡屋２－９－２１０２　ディアコート胡屋 サービス JS-0004-3452

瑞慶山自動車工業 沖縄市 高原２－１－２４ サービス JS-0002-3823

ガレージ ゼナ 沖縄市 高原４－２６－１０－２ サービス JS-0003-1012

美容室 フィール 沖縄市 高原６－６－７ サービス JS-0001-0302

Hair sol 沖縄市 高原７－３３－８　アパートメントマルベリ１０２ サービス JS-0001-7027

NAIL SALON NANA 沖縄市 山内２－２６－６ サービス JS-0002-2486

沖縄診整院 沖縄市 諸見里１－２５－３　１Ｆ サービス JS-0004-8049

久保田安全ガラス 沖縄市 松本１－２－２０ サービス JS-0005-8174

琉球コスモセブン 沖縄市 上地３－２－２０ サービス JS-0004-6032
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がじゅマル整骨院 沖縄市 知花２－３－４０ サービス JS-0003-7297

HARLEM hair ＆ make 沖縄市 中央１－３１－２１ サービス JS-0003-4277

西自動車商会 沖縄市 登川２３９８ サービス JS-0002-4775

美里整骨院 沖縄市 東２－１－８ サービス JS-0003-7295

BarBerStudioFlap 沖縄市 東２－２５－１　Tom's ビル１０１ サービス JS-0001-9889

SBS TOKYO 美里店 沖縄市 東２－５－１１　２Ｆ　 サービス OT-0000-0275

ヘアーラウンジ ジェンティーレ 沖縄市 南桃原３－３－３ サービス JS-0002-1240

ヘアサロン　MikuRa 沖縄市 南桃原４－２８－１　１Ｆ　　 サービス PK-0000-7819

MERCURY#3 沖縄市 美原４－１－１ サービス JS-0003-2444

アクティブリース 沖縄市 美里６－２－３ サービス JS-0001-3930

C ＆ Y SPORTS 沖縄市 泡瀬４－３８－１１ サービス JS-0005-0292

西自動車商会 泡瀬店 沖縄市 与儀２－２－５ サービス JS-0002-4769

カラオケ ちひろ 沖縄市 安慶田１－３－４４　１Ｆ エンターテインメント JS-0002-6752

パーティー＆カラオケファンタジー 沖縄市 山内４－２０－９　　 エンターテインメント ZN-0001-5209

カラオケマイム諸見里店 沖縄市 諸見里１－１－２　　 エンターテインメント ZN-0001-5206

株式会社イクシー 沖縄市 高原　２－１－１　２Ｆ その他 SL-2000-7139

東南植物楽園 沖縄市 知花２１４６ その他 JS-0005-8647

Peace 沖縄市 中央２－１７－２６　宮朝商事ビル２０１ その他 JS-0002-9674

ミドリ薬局美里店 沖縄市 東２－２６－１　 その他 SL-2000-8748

炭焼居酒屋 竹馬 宜野湾市 伊佐３－２－２ 飲食店 JS-0001-7568

居酒屋 まじゅん 宜野湾市 宇地泊２２４　シャルム・フラット１０１ 飲食店 JS-0000-1908

さびら宜野湾店 宜野湾市 宇地泊５５８－１６　１Ｆ　　 飲食店 ZN-0001-5216

イタリアンバール ココラータ 宜野湾市 宇地泊５９５ 飲食店 JS-0001-3252

炭火焼とりながた宜野湾店 宜野湾市 宜野湾２－３－１ 飲食店 JS-0001-5943

バルコラボ肉バル沖国大前店 宜野湾市 宜野湾３－１－２３　１Ｆ　　 飲食店 ZN-2000-7363

居酒屋 KOMESU 屋 宜野湾市 上原１－１５－１１ 飲食店 JS-0001-5932

ZUMICAFE 宜野湾市 新城１－３０－８　當山アパート１０２ 飲食店 JS-0001-0289

げんてん 宜野湾市 真志喜２－１３－９ 飲食店 JS-0001-7567

がぶり 宜野湾市 真志喜２－８－１ 飲食店 JS-0001-3316

琉球 Heat 宜野湾市 真志喜３－８－７　１Ｆ 飲食店 JS-0004-6124

ぐすくー台所 宜野湾市 神山１－５－６３ 飲食店 JS-0002-4421

あしび Jima 宜野湾市 大山２－２－２　　 飲食店 ZN-0001-5306

追風丸 大謝名店 宜野湾市 大謝名２３５－９ 飲食店 JS-0005-1779

北の葵 宜野湾店 宜野湾市 長田１－１９－１０　２Ｆ 飲食店 JS-0005-5908

大衆イタ飯酒場あるべろぐらんで 宜野湾市 普天間　２－６－２　１Ｆ 飲食店 SL-2000-8692

旬彩創作工房 なかむら 宜野湾市 普天間２－１２－１１ 飲食店 JS-0000-3805

FLAP COFFEE 普天間店 宜野湾市 普天間２－１３－１　 飲食店 SL-2000-1371

わらく 宜野湾市 普天間２－１－５ 飲食店 JS-0001-9744

創食酒楽 はこ 宜野湾市 普天間２－３－７　コーポフテンマ１０３ 飲食店 JS-0001-8032

居酒屋おっちゃん酒店 宜野湾市 普天間２－４－２ 飲食店 JS-0001-3399

MORAS 宜野湾市 伊佐１－１０－５ ショッピング JS-0002-0736

円盤屋 宜野湾市 伊佐１－７－２０－１０２ ショッピング JS-0004-1969

ドイツ菓子レーゲンス 宜野湾市 宇地泊７９４　カーサ・デ・エストレーア１０２ ショッピング JS-0005-3614

サンエム・サービス 宜野湾市 我如古１－８－１ ショッピング JS-0003-6094
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LEQUIO 宜野湾市 喜友名２－２８－２３　 ショッピング SL-2000-2677

カービューティー プロ ピュアゴールド 宜野湾市 宜野湾１－１－７　　 ショッピング ZN-2000-1891

りんご薬局 宜野湾店 宜野湾市 宜野湾３－３－１０ ショッピング JS-0005-8497

SPROUT 宜野湾市 佐真下２８Ｓ－１１ ショッピング JS-0003-6365

MEN’S SHOP INAGAKI 宜野湾市 上原１－６－２ ショッピング JS-0005-0144

MINIVELO STATION 宜野湾市 新城２－３８－９－１０５ ショッピング JS-0001-6411

Favori 宜野湾市 新城２－４４－１８　　 ショッピング ZN-2000-2844

SM コーティング沖縄 宜野湾市 真栄原２－１１－２　玉寄アパート１０１ ショッピング JS-0002-1382

Spicalily 宜野湾市 真栄原３－１０－１５　垣花貨店舗１０１　 ショッピング ZN-0002-6808

＆ mode 宜野湾市 真栄原３－３４－１１　サンハイム M4A ショッピング SL-2000-0306

GERCE 沖縄店 宜野湾市 真志喜１－１０－９ ショッピング JS-0003-9543

㈱安木屋 宜野湾店 宜野湾市 真志喜１－１１－１３　 ショッピング SL-2000-8827

ZURI sol 宜野湾市 真志喜１－２－８ ショッピング JS-0001-5425

ERMITAGE 宜野湾市 大山１－１０－１５ ショッピング JS-0000-2791

ハーレーダビッドソン沖縄 宜野湾市 大山１－１０－１８ ショッピング SL-2000-5271

REDSTAGE 宜野湾市 大山１－１０－２３　アクティブビル　 ショッピング ZN-2000-4076

UP SIDE 宜野湾市 大山１－１４－６ ショッピング JS-0002-8976

JEAN 宜野湾店 宜野湾市 大山１－５－２１ ショッピング JS-0002-0636

Vivre Okinawa 宜野湾市 大山２－１０－１７ ショッピング JS-0004-3568

LeSalon de Raffaello 宜野湾市 大山２－１－１０　１Ｆ ショッピング JS-0004-6984

VintageYard 大山店 宜野湾市 大山２－２－３ ショッピング JS-0000-6208

やちむんと暮らしの道具 mano 宜野湾市 大山２－４－１０　 ショッピング SL-2000-2777

アウトバン 1 宜野湾市 大山２－９－５　　 ショッピング ZN-0002-3355

ディスカバリー 58 宜野湾市 大山４－１－６ ショッピング JS-0002-6602

TRAVIS 宜野湾市 大山４－２－１－１０２　　 ショッピング ZN-0002-6228

ファニチャーストアパール 宜野湾市 大山４－２－６ ショッピング JS-0000-6570

ナンキュウ 宜野湾営業所 宜野湾市 大山６－４６－７ ショッピング JS-0000-7253

ビリーバー 宜野湾市 大謝名９４－１１ ショッピング JS-0005-4961

SouthernSolworks 宜野湾市 長田４－１－１３　　 ショッピング ZN-0002-6777

ナカムラ薬店 宜野湾市 普天間２－１２－１ ショッピング JS-0005-7419

シャディ沖縄　普天間店 2 宜野湾市 普天間２－３２－３　　 ショッピング PK-0000-8634

普天間スポーツ 宜野湾市 普天間２－４６－１１ ショッピング SL-2000-9139

回生堂薬局 宜野湾市 野嵩３－８－６ ショッピング JS-0005-7532

あさひ整骨院 宇地泊院 宜野湾市 宇地泊２２４　シャルムフラット M １０２ サービス JS-0005-2778

モイスティーヌサロンポーブランシュ 宜野湾市 我如古１－５６－６　２－Ａ サービス JS-0002-0142

ClassynailBeauty 宜野湾市 佐真下５８－３　コーポ城１０２　 サービス ZN-0002-3279

ゆいゆい整骨院 宜野湾市 上原１－１０－７ サービス JS-0003-7294

ヘアメイク・デビュー 宜野湾市 上原１－６－１１ サービス JS-0000-5642

スマホ 119 宜野湾支店 宜野湾市 上原１－６－３　１Ｆ サービス JS-0002-6885

カットハウス K 宜野湾市 上原２－９－１７ サービス JS-0005-0197

hair cocoon 宜野湾市 真栄原３－３３－２４ サービス JS-0001-7900

カーショップ友 宜野湾市 真栄原３－３３－２９ サービス JS-0002-1005

ヘアー ビアンコ 宜野湾市 真志喜２－６－１８　コーポ石川１０２ サービス JS-0001-9088

HAIRSALONpetits・pois 宜野湾市 真志喜２－７－１１－１０１ サービス JS-0001-3037
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Studio かりりん withEclat 宜野湾市 真志喜６２４－１ サービス JS-0001-3223

HIPs 宜野湾市 大謝名４－２１－１６ サービス JS-0002-1182

アクティブリース 宜野湾店 宜野湾市 長田４－１４－１ サービス JS-0002-3611

じょりーレンタ 宜野湾市 野嵩１－１９－１ サービス JS-0003-3025

ジョイ 宜野湾店 宜野湾市 真志喜１－１２－１２ エンターテインメント JS-0003-1672

ずけやま 国頭郡 恩納村１０２ 飲食店 ZN-0001-5193

民謡居酒屋 島唄食事 国頭郡 恩納村安富祖１２３０－１ 飲食店 JS-0004-7823

アダン沖縄 国頭郡 恩納村恩納２５８５　　 飲食店 ZN-0002-1259

トトチャンプル 国頭郡 恩納村恩納３４１－２　　 飲食店 ZN-0002-1260

沖縄料理しまぶた屋 国頭郡 恩納村恩納６３６９－１　　 飲食店 ZN-0001-5186

島時間 国頭郡 恩納村恩納７３３５－４　　 飲食店 ZN-0001-5325

鉄板焼琉 国頭郡 恩納村山田２６８１－１ 飲食店 ZN-0001-5240

ロケーションダイニング凪 国頭郡 恩納村山田５０１－３　２Ｆ 飲食店 JS-0002-4893

バーガーチルコリーノ 国頭郡 恩納村真栄田２６５４－１ 飲食店 JS-0005-7180

万座テーブル 国頭郡 恩納村瀬良垣２５０３－２　　 飲食店 ZN-0002-1266

しんか／ヤンバルミート 国頭郡 恩納村前兼久　８５８－１　２Ｆ　 飲食店 ZN-0001-5295

焼肉 琉球の牛 恩納別館 国頭郡 恩納村前兼久１０１－１ 飲食店 JS-0004-9896

58 バル 国頭郡 恩納村前兼久１４９　１Ｆ 飲食店 JS-0003-7597

ちぬまん別亭 国頭郡 恩納村前兼久５２３－２　　 飲食店 ZN-2000-2782

ちぬまん前兼久店 国頭郡 恩納村前兼久７３　　 飲食店 ZN-2000-2783

沖縄料理みやぎや 国頭郡 恩納村前兼久８０　アガリカーニ２０１　 飲食店 ZN-2000-0586

さく来奈 国頭郡 恩納村前兼久８６６－１ 飲食店 JS-0000-6864

島バーグと島カレー 国頭郡 恩納村前兼久８９ 飲食店 JS-0001-6102

農園炉端しまぶた屋 国頭郡 恩納村前兼久９０９－２　ムーンビーチサイド１Ｆ　 飲食店 ZN-0001-5190

沖縄豚カツ食堂 しまぶた屋 国頭郡 恩納村前兼久９６　　 飲食店 ZN-0001-5225

琉球亭 国頭郡 恩納村谷茶１５９３－８ 飲食店 JS-0002-5660

丘の上のレストラン ムイヌワージ 国頭郡 恩納村仲泊１３２７－３　ホテルサンセットヒル内 飲食店 JS-0004-1772

海鮮料理 浜の家 国頭郡 恩納村仲泊２０９７ 飲食店 JS-0003-3423

ぎゅうとん合戦 国頭郡 恩納村仲泊５８３－１ 飲食店 JS-0002-4759

古民家焼肉 あらかき邸 国頭郡 恩納村冨着１４５１－１ 飲食店 JS-0002-3529

haleainaHOA 国頭郡 恩納村名嘉真２１５９－１ 飲食店 JS-0005-9557

福寿し 国頭郡 恩納村名嘉真２２１２－１ 飲食店 JS-0001-6987

カフェ タンデム 国頭郡 宜野座村松田２６２９－２６９　１Ｆ 飲食店 JS-0003-1434

SAMURAIHANSEN 国頭郡 金武町金武４２５０－１　　 飲食店 ZN-0001-5299

K’z BBQ 国頭郡 金武町金武４２５０－８ 飲食店 JS-0001-1839

LATiNFLAVORS 国頭郡 金武町金武４２５５ 飲食店 JS-0002-4287

インド料理 SHIVA 国頭郡 金武町金武４２６１ 飲食店 JS-0002-4285

インド料理 SHiVA2 号店 国頭郡 金武町金武４２６２ 飲食店 JS-0002-4288

レストランキャバレータウン 国頭郡 金武町金武４２７２－３　１Ｆ 飲食店 JS-0001-5239

BRASIL KITCHEN 国頭郡 金武町金武４３２３－１－１０１ 飲食店 JS-0003-2424

くつろぎダイニング暖 国頭郡 金武町金武７９１８－５　１Ｆ 飲食店 JS-0001-5874

NorthSide Stuff 国頭郡 今帰仁村仲尾次３３４　　 飲食店 ZN-2000-7204

Cafe ichara 国頭郡 本部町伊豆味２４１６－１ 飲食店 JS-0005-5838

海邦丸 国頭郡 本部町山川１４２１－１　 飲食店 SL-2000-7389
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居酒屋くえぶう 国頭郡 本部町字大浜８７４－７ 飲食店 JS-0000-4207

レストランとれび庵 国頭郡 本部町石川９３８ 飲食店 JS-0003-2585

海鮮 十兵衛 国頭郡 本部町大浜８６２－４１ 飲食店 JS-0001-4544

和琉酒ダイニング良風 国頭郡 本部町大浜８７４－１２ 飲食店 JS-0002-0493

いざカラ わ香 国頭郡 本部町大浜８７９－１０－１ 飲食店 JS-0003-2834

焼肉 國 国頭郡 本部町大浜８７９－１５ 飲食店 JS-0003-1237

さわのや 国頭郡 本部町渡久地１５－７ 飲食店 JS-0005-5635

有限会社ナビー 国頭郡 恩納村恩納４１９－４ ショッピング JS-0000-4446

琉球ガラス煌工房 国頭郡 恩納村山田３１１１ ショッピング JS-0000-8075

マリンクラブ ナギ 国頭郡 恩納村山田５０１－３ ショッピング JS-0002-4894

琉球ガラスてぃだ工房 国頭郡 恩納村瀬良垣１７８０－３　　 ショッピング ZN-0002-6229

Grace 恩納店 国頭郡 恩納村前兼久１２４ ショッピング JS-0002-6871

シーラバーズ沖縄店 国頭郡 恩納村前兼久１５２－１ ショッピング JS-0001-5594

マンゴハウス 恩納ムーンビーチ前店 国頭郡 恩納村前兼久９６１－１　 ショッピング SL-2001-1520

Gajumaru art craft 国頭郡 恩納村谷茶１３１ ショッピング JS-0002-9473

貝の店 山城ストアー 国頭郡 恩納村冨着１４５６ ショッピング JS-0003-1622

株式会社八宝物産モントレプラザ 国頭郡 恩納村冨着１５５０－１　　 ショッピング ZN-0002-7053

（有）宜野座養殖場 国頭郡 宜野座村宜野座１００８ ショッピング JS-0004-2752

オードナンス テクニカル オキナワ 国頭郡 宜野座村松田２８２２－１　 ショッピング SL-2000-2782

フアリ・あまみく 国頭郡 今帰仁村今泊３３９８ ショッピング JS-0000-3263

ちゅら 国頭郡 今帰仁村今泊５１０１ ショッピング JS-0003-7424

本部ホンダ 国頭郡 本部町浦崎１８５ ショッピング JS-0001-0608

革人 国頭郡 本部町山川３５１－１ ショッピング JS-0003-9219

もとぶかりゆし市場 国頭郡 本部町大浜８８１－１ ショッピング JS-0003-5440

NEW END モトブ 国頭郡 本部町備瀬３７２－２　　 ショッピング ZN-2000-6660

小さなくすり屋さん松井薬品 国頭郡 恩納村恩納２４９３ サービス JS-0001-5974

かんな薬局 国頭郡 宜野座村漢那４６９－３ サービス JS-0004-3133

神谷エアコンクリーニング 国頭郡 宜野座村惣慶１５７８　２Ｆ　 サービス PK-0000-7904

備瀬マリンレジャー 国頭郡 本部町備瀬３７３ その他 JS-0005-7382

大衆浴場 足立屋 糸満市 糸満９８９－３５ 飲食店 JS-0003-8818

伊江牛 照屋店 糸満市 照屋１２７１－３　金福ビル１Ｆ 飲食店 JS-0002-5735

茶処  真壁ちなー 糸満市 真壁２２３　 飲食店 SL-2000-4265

味どころ田舎家 糸満市 西崎１－１１－１ 飲食店 JS-0000-9418

美酒道楽マスター 糸満市 西崎６－１１－１０ 飲食店 JS-0001-0202

ゲゲゲの酒場 糸満市 西崎６－１１－１２　レジデンス西崎１Ｆ 飲食店 JS-0000-7817

diningNUDE 糸満市 西崎６－１４－３　オメガステーションＢ１Ｆ　 飲食店 ZN-2000-4082

CoccoRo 糸満市 西崎６－１５－８　１Ｆ 飲食店 JS-0003-1661

居酒屋七段糸満本店 糸満市 西崎６－１６－５　サンスリービル１Ｆ 飲食店 ZN-0001-5404

アジアンバージャランジャラン 糸満市 西崎６－１６－５　サンスリービル７Ｆ 飲食店 ZN-0001-5405

美ら味 島ぬ音 糸満市 西崎６－３－６　１Ｆ 飲食店 JS-0005-3696

西崎六丁目酒場 どっとこむ。 糸満市 西崎６－４－１０　エスペランサ１０１ 飲食店 JS-0002-2632

居酒屋まいぶー 糸満市 西崎６－８－３　１Ｆ 飲食店 JS-0003-0540

焼肉 ばんない 糸満市 西崎町４－２０－５ 飲食店 JS-0002-3883

カフェデツリー 糸満市 大度３９７－１　　 飲食店 ZN-0001-5331
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琉創キッチン康 yasu 糸満市 潮平５９０－４ 飲食店 JS-0003-1759

伊江牛 糸満市 糸満１５７３ ショッピング JS-0004-5600

ジュエリー R 糸満市 西崎１－３４－６　コーポラス西崎１０１ ショッピング JS-0003-5088

伊江牛 糸満直売店 糸満市 西崎２－３５－５ ショッピング JS-0001-5265

ウォーターアルファ 糸満市 西崎町２－５９０－１ ショッピング JS-0001-5350

ゼロスポーツ 糸満市 西崎町３－１０６ ショッピング JS-0003-0924

スペースワン 糸満市 西崎町３－１７３ ショッピング JS-0000-3238

ニッシン株式会社 糸満市 西崎町５－１３－６　　 ショッピング ZN-0002-5868

ニッシン株式会社 糸満市 西崎町５－１３－６　　 ショッピング ZN-0002-5874

合同会社ライフ自動車 糸満市 大里９５７ ショッピング JS-0005-8925

YESSURF 糸満市 潮崎町２－１－１４　オアシス潮１０２ ショッピング JS-0000-6233

PADOPADO OKINAWA 糸満市 潮崎町３－１５－６　１－Ｂ ショッピング JS-0002-0570

伊敷工具店 糸満市 潮崎町３－２－３ ショッピング JS-0004-2167

118 糸満市 武富６０３－１　　 ショッピング ZN-0002-2307

株）稲嶺整備センター 糸満市 阿波根１０９３－４ サービス JS-0004-7423

アンティア 糸満市 兼城６４１－７ サービス JS-0004-6019

徳自動車工業 糸満市 糸満２２５４ サービス JS-0002-9184

西崎整骨院 糸満市 西崎６－１１－１ サービス JS-0003-7302

Lapia 糸満市 西崎町３－２１６　Second Core ２０１ サービス JS-0001-2554

レントオール沖縄 糸満市 西崎町５－９－１２ サービス JS-0004-8939

ゆい潮平薬局 糸満市 潮平７６７－１９ サービス JS-0004-5690

カラオケマイム糸満店 糸満市 潮平７２７－１　　 エンターテインメント ZN-0001-5239

株式会社 ひめゆり会館 糸満市 伊原７３４ その他 SL-2000-2566

ripalo 中頭郡 嘉手納町嘉手納１７８ 飲食店 JS-0000-8986

Hide － Out － BaR 五煌 中頭郡 西原町翁長８７２ 飲食店 JS-0003-9915

焼肉みすぶた家 中頭郡 西原町我謝８０２ 飲食店 JS-0002-0132

かぐら屋 中頭郡 西原町棚原１－６－１　ホ－ンドハウス１Ｆ 飲食店 JS-0001-1230

ムーンテラス カフェ 中頭郡 西原町東崎２２－３ 飲食店 JS-0001-0205

やっしーん家 中頭郡 中城村久場１９１９ 飲食店 JS-0004-1124

我部祖河食堂中城店 中頭郡 中城村久場２０１８－１ 飲食店 JS-0005-4609

ララプリモ琉大東口店 中頭郡 中城村南上原１０２１　プリモタウン１－Ａ 飲食店 JS-0002-2525

ビストロ食堂 ChezNori 中頭郡 中城村南上原７５２－２　グリーンヒル南上１０５　 飲食店 SL-2000-5151

イタリア食堂 HantaBaru 中頭郡 中城村和宇慶４６８　１Ｆ　 飲食店 SL-2000-1842

居酒屋 和が家 中頭郡 読谷村古堅５９５－１ 飲食店 JS-0002-2775

ぶたや黒将 中頭郡 読谷村座喜味１８９３ 飲食店 JS-0001-3616

Full cafe 中頭郡 読谷村座喜味２７１３－９４ 飲食店 JS-0004-9731

HANAHOU 中頭郡 読谷村瀬名波２１６　 飲食店 SL-2001-0465

膳 中頭郡 読谷村瀬名波６２８ 飲食店 JS-0002-7380

飯と酒の店 無垢家 中頭郡 読谷村楚辺１０４７　ハウジングカン１Ｆ 飲食店 JS-0002-6958

味ごころ たいしょう 中頭郡 読谷村楚辺１０９１ 飲食店 JS-0004-1264

いしじ トリイ店 中頭郡 読谷村楚辺１１９５　１Ｆ 飲食店 JS-0002-0519

焼肉屋さん 中頭郡 読谷村楚辺２２５１－２　又吉店舗Ｂ１－２ 飲食店 JS-0004-6818

カフェ プルメリア 中頭郡 読谷村楚辺２２６０－２ 飲食店 JS-0003-5176

居酒屋 ぼたん 中頭郡 読谷村大木３２６－２ 飲食店 JS-0003-0543
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追風丸 読谷店 中頭郡 読谷村大湾３５９－１　シナジースクエア内Ｂ棟 飲食店 JS-0005-1787

琉花 中頭郡 読谷村長浜１８１７－３ 飲食店 JS-0000-2802

ofukuro 中頭郡 読谷村長浜１８１９－２　１Ｆ 飲食店 JS-0000-4087

ハッピークルーズ 中頭郡 読谷村長浜８００ 飲食店 SL-2000-9877

浜辺のキッチンもめんばる 中頭郡 読谷村渡具知５０２－１　 飲食店 SL-2001-0488

ポコアポコ読谷店 中頭郡 読谷村波平２１４２－１　　 飲食店 ZN-0001-5320

いしじ 中頭郡 読谷村比謝矼１００ 飲食店 JS-0001-7367

ばくばく亭 中頭郡 北谷町吉原３１５－１　２Ｆ 飲食店 JS-0002-9576

Noopy’s 中頭郡 北谷町宮城１－５９２ 飲食店 JS-0000-9988

エメラルドオーシャンサイド 中頭郡 北谷町宮城２－２０８ 飲食店 JS-0002-6234

BellaNapoli 北谷 中頭郡 北谷町宮城２－２０８　シーサイドビル　 飲食店 ZN-2000-6230

TransitCafe 中頭郡 北谷町宮城２－２２０　２Ｆ　 飲食店 ZN-2000-7059

StripeNoodles 中頭郡 北谷町桑江１００　　 飲食店 ZN-0001-5389

midori 中頭郡 北谷町桑江５８９－９ 飲食店 JS-0001-6586

炭火串焼 月と器 中頭郡 北谷町港１１－１４　港マンション１０２ 飲食店 JS-0001-7319

レストラン 日の出焼肉店 中頭郡 北谷町港８－２ 飲食店 JS-0001-4494

トニーローマ 美浜店 中頭郡 北谷町字美浜８－７　 飲食店 AX-0000-0017

らーめん我道 中頭郡 北谷町美浜２－２－１１　１Ｆ　 飲食店 SL-2001-0424

moodChatan 中頭郡 北谷町美浜２－２－９　サンハイム２－Ｄ　 飲食店 ZN-0001-5370

海鮮茶屋サバニ 中頭郡 北谷町美浜２－６－３ 飲食店 JS-0001-7134

本場インド料理の店 KABAB’S 中頭郡 北谷町美浜３－１－１０　２Ｆ 飲食店 JS-0005-2111

TheJunglilacafeandre 中頭郡 北谷町美浜５４－１　マカイリゾート１－１ 飲食店 JS-0002-9611

琉球の牛 北谷店 中頭郡 北谷町美浜５４－１　マカイリゾート２Ｆ 飲食店 JS-0002-6926

レキオスシアター in 美浜 中頭郡 北谷町美浜８－１０ 飲食店 JS-0002-6284

カプリチョーザ北谷美浜店 中頭郡 北谷町美浜８－７　 飲食店 AX-2000-0138

江戸前すし喜楽 中頭郡 北谷町美浜９－１　デポアイランドＣ－２Ｆ　 飲食店 ZN-2000-2837

かめぜん食堂 中頭郡 北谷町美浜９－１　デポアイランドビルＣ２Ｆ 飲食店 JS-0001-1876

シーサイドカフェ ハノン 中頭郡 北谷町美浜９－３９　オークファッションビルＢ３ 飲食店 JS-0000-9926

Cafe ＆ PizzaBarOhYeah ！ 中頭郡 北谷町美浜９－３９　オークファッションビルＢ４ 飲食店 JS-0000-7719

YAKITORIYA 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　 飲食店 ZN-0001-5349

ヌーボーカフェ 中頭郡 北谷町美浜９－７　プラザＦ　１Ｆ　 飲食店 ZN-0001-5418

追風丸 北谷店 中頭郡 北谷町美浜９－８　シーサイドスクエア１Ｆ 飲食店 JS-0005-1792

ダブルデッカー 中頭郡 北谷町美浜９－８　シーサイドスクエア１Ｆ 飲食店 SL-2000-3403

トンキュホテ 中頭郡 北谷町美浜９－８　シーサイドスクエア２Ｆ 飲食店 JS-0001-8716

KASTHAMAN DAP 中頭郡 北谷町北前１－１０－１０ 飲食店 JS-0001-5712

しゃぶしゃぶ生簀料理まーるまる 中頭郡 北谷町北前１－１７－５　２Ｆ 飲食店 JS-0000-8864

GLAMOROUS 中頭郡 北谷町北前１－１７－９　仲座ビル１０２ 飲食店 JS-0003-9027

あじとや北谷店 中頭郡 北谷町北前１－１７－９　仲座ビル１Ｆ 飲食店 SL-2001-1259

炎やこら屋 中頭郡 北谷町北前１－６－６　　 飲食店 ZN-2000-1764

林屋 中頭郡 北谷町北前１－６－８　　 飲食店 ZN-0001-5269

ポコアポコ北谷店 中頭郡 北谷町北谷　２－１６－７　２Ｆ　 飲食店 ZN-0001-5308

かいざん北谷店 中頭郡 北谷町北谷１－１２－６　　 飲食店 ZN-0001-5382

五右衛門 中頭郡 北谷町北谷１－１２－６　２Ｆ 飲食店 JS-0000-9957

アジアンダイニングバーア・ダニー 中頭郡 北谷町北谷２－１２－６　１Ｆ 飲食店 JS-0004-7947
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KEY’SCAFE 北谷ハンビー店 中頭郡 北谷町北谷２－１－４ 飲食店 JS-0001-8986

BRIGHTFACTORY 中頭郡 北谷町北谷２－１－４ 飲食店 JS-0002-1265

Grapachina 中頭郡 北谷町北谷２－１５－１　サンセットビル西側１Ｆ 飲食店 JS-0002-1691

Kozy’s Pizza 中頭郡 北中城村安谷屋６３８－１　パークサイドテラス１８０８ 飲食店 SL-2000-5300

比嘉家 中頭郡 北中城村美崎５６ 飲食店 JS-0002-9557

昔古布工房 Tsunami 中頭郡 嘉手納町嘉手納１７８　　 ショッピング ZN-2000-4506

ASIAN WAVE 中頭郡 嘉手納町水釜６－２３－１４ ショッピング JS-0000-3712

サイクルグッズ スピード 中頭郡 西原町翁長５５８ ショッピング JS-0002-5711

はんこ屋さん 21 西原店 中頭郡 西原町嘉手苅１０２－２　シャルムＴ－１０１ ショッピング JS-0000-8866

JOSHUA 西原店 中頭郡 西原町嘉手苅１３０　サンエー西原シティ ショッピング JS-0001-0476

味いちもんめ 中頭郡 西原町小波津２ ショッピング JS-0001-3598

Coco 水夢 中頭郡 西原町棚原２４５－１ ショッピング JS-0002-5348

チャレンジパーツ 中頭郡 中城村屋宜７３５－１ ショッピング JS-0003-7401

読山スポーツ用品店 中頭郡 読谷村伊良皆３１０－１ ショッピング JS-0002-4936

CHANPURU SURF 中頭郡 読谷村伊良皆３７３－４ ショッピング JS-0000-2494

りゅう 中頭郡 読谷村古堅１９１ ショッピング JS-0002-3099

ライフタイムダイビングサービス 中頭郡 読谷村古堅５８２－１－Ｂ４０ ショッピング JS-0000-6558

琉球トライブス 中頭郡 読谷村高志保１９７－３　 ショッピング SL-2000-3577

マリンサービスむるぬーし 中頭郡 読谷村高志保９１５　Gala 青い海内 ショッピング JS-0002-2804

陶器工房 壹 中頭郡 読谷村長浜９２５－２ ショッピング JS-0000-2495

陶器工房壹 中頭郡 読谷村長浜９２５－２ ショッピング JS-0005-6641

LA．LA．STYLE 中頭郡 北谷町１－６－７　オーシャンウィンズ美浜　 ショッピング ZN-0002-2288

セリシャスクラブ 中頭郡 北谷町宮城１－１０５　 ショッピング SL-2000-5299

ReefEncounters 中頭郡 北谷町宮城１－４９３ ショッピング JS-0003-9456

M’s Garden 中頭郡 北谷町桑江１１９－２　ゴールドハイム KUWAE １０２ ショッピング JS-0001-6413

SAIKICKS 中頭郡 北谷町港８－１８　 ショッピング SL-2000-5952

BLEND 中頭郡 北谷町美浜２－２－４　富川マンション１０１ ショッピング JS-0000-2514

琉球レザー LLA 美浜店 中頭郡 北谷町美浜２－８－４　 ショッピング SL-2001-0761

Hawaiian Village 中頭郡 北谷町美浜９－１　デポアイランドビル１Ｆ ショッピング JS-0003-1769

RunOki 北谷店 中頭郡 北谷町美浜９－１　デポアイランドビル B　１Ｆ　 ショッピング ZN-0002-4307

琉球ぴらす美浜店 中頭郡 北谷町美浜９－１　デポアイランドビルＣ ショッピング JS-0000-4137

Doubleup 中頭郡 北谷町美浜９－１　デポアイランドビルＣ　 ショッピング ZN-2000-3387

ELEGLAM デポアイランド店 中頭郡 北谷町美浜９－１　デポアイランドビルＤ　１Ｆ　 ショッピング ZN-2000-5466

レザーベースデポアイランド 中頭郡 北谷町美浜９－１　デポアイランドビルＥ　１Ｆ　 ショッピング JS-0002-2369

Hurley Okinawa Store 中頭郡 北谷町美浜９－１　デポアイランドビルＥ　１Ｆ　 ショッピング ZN-0002-2485

A．m．y 美浜店 中頭郡 北谷町美浜９－１２　アメリカンデポビルＢ　１Ｆ　 ショッピング ZN-0002-4304

OkinawaLily 中頭郡 北谷町美浜９－１７　at'schatan １Ｆ ショッピング JS-0004-7101

LANIKAI 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 ショッピング SL-2001-0662

RESPECT シーサイドスクエア 中頭郡 北谷町美浜９－８　　 ショッピング ZN-0002-6776

ラバーズレーン 中頭郡 北谷町北前１－１２－２　ニッタマンション１Ｆ ショッピング JS-0005-0909

Taira Cycle 中頭郡 北谷町北前１－１３－１１　オーシャン２－１０２ ショッピング JS-0002-8023

MISTY 本店 中頭郡 北谷町北前１－１８－１７　ハイムサマリア１０１ ショッピング JS-0002-2691

ブラウニー 中頭郡 北谷町北前２５５－１０ ショッピング JS-0001-6691

Jaymil Products 中頭郡 北谷町北前８７０ ショッピング JS-0002-3158
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イエローフィッシュ 沖縄北谷店 中頭郡 北谷町北谷１－３－９　パラシオ宮城１０２ ショッピング JS-0000-4419

ELEGLAM 中頭郡 北谷町北谷２－１４－７　　 ショッピング ZN-0002-4306

ELEGLAM2 中頭郡 北谷町北谷２－１４－７　　 ショッピング ZN-0002-6809

Role 中頭郡 北谷町北谷２－１９－８　　 ショッピング ZN-0002-6775

安座間珈琲 中頭郡 北中城村仲順２４ ショッピング JS-0001-9724

リ・ジュエリー エイブル 中頭郡 北中城村島袋１６５ ショッピング SL-2000-3703

中村洋装 中頭郡 北中城村島袋１９３２　５Ｆ ショッピング SL-2000-5710

パティスリーフェアリー 中頭郡 北中城村島袋６０４－３　コーポ比嘉１Ｆ ショッピング JS-0005-3164

ecru 中頭郡 北中城村美崎１３８　ドエル NAKAMURA １Ｆ ショッピング JS-0001-5559

R．e．g．a．L．o 中頭郡 嘉手納町嘉手納４６３－１３　２号１０４ サービス JS-0000-5549

コーケンモータース 中頭郡 嘉手納町兼久８４－２ サービス JS-0002-1281

D ＆ G インターナショナル 中頭郡 嘉手納町兼久８９－２ サービス JS-0004-8343

ペイレスモータース 中頭郡 嘉手納町兼久９０－１ サービス JS-0005-1147

なないろ 坂田店 中頭郡 西原町翁長５３１－２ サービス JS-0001-8245

美容室 MYRTO 中頭郡 西原町翁長５５１－４　アーバンハイツ坂田１Ｆ サービス JS-0003-9830

RURINA 中頭郡 西原町翁長６１５－２　翁長パークハイツ１Ｆ サービス SL-2000-7370

ハイジア薬局 中頭郡 西原町我謝７８６－１１ サービス JS-0003-2160

ぎのわん動物病院 中頭郡 中城村南上原４１７－１ サービス JS-0001-9290

カーズ 中頭郡 中城村北上原８５０－５ サービス JS-0004-6631

モーターズナカザト 中頭郡 中城村北上原９４４－１ サービス JS-0005-7410

ニッシン自動車工業沖縄 中頭郡 読谷村喜名２１９ サービス JS-0003-4964

ククル読谷サーキット 中頭郡 読谷村高志保１０２０－１　　 サービス ZN-0002-2702

スタジオ シエロ・イ・マーレ 中頭郡 読谷村高志保１０２０－１　海の家２Ｆ サービス JS-0003-7720

カットインシャンゼ読谷店 中頭郡 読谷村長浜１４０５－４　 サービス SL-2000-6676

キャラメロウ 中頭郡 北谷町宮城１－３　マンション松山２　１０３　 サービス ZN-0002-9872

Borjan 中頭郡 北谷町宮城１－６４　シージョイビル２Ｆ　 サービス ZN-0002-8181

ちゃたん整骨院 中頭郡 北谷町桑江４３２　北谷スポーツセンター１Ｆ サービス JS-0004-3042

ラビット 北谷店 中頭郡 北谷町上勢頭５５０－２ サービス JS-0001-6250

CUT CLUB T － snip 中頭郡 北谷町上勢頭８３８－８ サービス JS-0005-1633

CORANOKINAWA 中頭郡 北谷町美浜１－５－１３ サービス JS-0001-1768

loyd 中頭郡 北谷町美浜９－１　デポアイランドビルＢ　２Ｆ サービス JS-0000-4686

LOVE NAIL OKINAWA 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３Ｆ サービス JS-0002-1757

ちゅらはま食堂 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３Ｆ サービス JS-0002-2949

琉球爪染家 中頭郡 北谷町浜川４８　旭建設ビル１Ｆ サービス JS-0004-2166

Remax 中頭郡 北谷町北前１－１－１３ サービス JS-0003-7885

メンズやぎ 中頭郡 北谷町北前１－１－１３ サービス JS-0003-8654

ハンドネイル 中頭郡 北谷町北谷１－９－５　　 サービス ZN-2000-3568

ライカムレンタカー 中頭郡 北中城村島袋１２５１－１ サービス JS-0002-0943

Trim プラザハウス 中頭郡 北中城村島袋３３５　プラザハウスショッピングセンター サービス JS-0002-8301

天の川 中頭郡 北中城村島袋６０４－１ サービス JS-0002-1103

うさぎ薬局 中頭郡 西原町呉屋１０２－２　小波津アパート１０３ その他 SL-2000-8020

居酒屋武吉 島尻郡 久米島町仲泊１１６６ 飲食店 JS-0005-7009

北大地南風原店 島尻郡 南風原町宮平２４７　与那嶺ビル１Ｆ 飲食店 JS-0001-0704

かりゆし 島尻郡 南風原町宮平６４１－１０ 飲食店 JS-0003-8902
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カプリチョーザサザンプレックス南風原店 島尻郡 南風原町字宮城３７１－１　サザンプレックス　　 飲食店 AX-2000-0139

咲レストラン 島尻郡 南風原町照屋３０１－１８　 飲食店 SL-2000-6696

大衆料理 南風原御殿 島尻郡 南風原町照屋３０１－８ 飲食店 JS-0004-0848

松風苑 島尻郡 南風原町津嘉山１３８４　　 飲食店 ZN-2000-1415

カフェ よだれの王子 島尻郡 南風原町津嘉山５７５　モーテ南風原つかざん２Ｆ 飲食店 JS-0005-1627

肉処ししまい 島尻郡 南風原町与那覇１８４－５ 飲食店 JS-0002-7442

畑家ぶぶか 島尻郡 八重瀬町伊覇１０８－１ 飲食店 JS-0002-3360

Papa’sKitchen 東浜店 島尻郡 与那原町東浜２－４ 飲食店 JS-0004-5194

みんなの台所 わが家 島尻郡 与那原町与那原３１１８ 飲食店 JS-0001-1796

居酒屋 億竜 島尻郡 与那原町与那原５７７ 飲食店 JS-0004-5973

グッドウェーブ 島尻郡 南風原町山川４４５－１２ ショッピング JS-0002-7446

サン薬局 島尻郡 南風原町字新川６７－１０ ショッピング JS-0004-9039

yu － i FACTORY 島尻郡 南風原町新川５８３ ショッピング JS-0001-4095

南の駅 やえせ 物産館 島尻郡 八重瀬町具志頭６５９ ショッピング JS-0003-1281

浜川モータース 島尻郡 与那原町上与那原３５８－１　 ショッピング SL-2000-3632

桑江スポーツ 島尻郡 与那原町与那原２９９８－１４４ ショッピング JS-0003-0481

浜元宝石時計店 島尻郡 与那原町与那原３０４７－１ ショッピング JS-0002-0715

マングローブレンタカー 島尻郡 久米島町儀間１６４ サービス JS-0005-6241

ヘアスタジオファンデーション 島尻郡 久米島町仲泊９６６－３６　 サービス SL-2000-8163

NailsbeautyCastle 島尻郡 南風原町宮城９９－１ サービス JS-0004-6212

circus 島尻郡 南風原町兼城２９８　１Ｆ サービス JS-0002-2364

Mammy’s Castle 島尻郡 南風原町字与那覇２７７－８－１０２ サービス JS-0004-8389

さくら総合治療院 島尻郡 南風原町津嘉山１４８６－１ サービス JS-0003-7076

ホワイトニングサロン Chura 八重瀬店 島尻郡 八重瀬町屋宜原２１１－５　前原商会店舗２０１ サービス JS-0005-5982

与那原整骨院 島尻郡 与那原町与那原６１４ サービス JS-0003-7300

カラオケマイム南風原店 島尻郡 南風原町兼城２０８　　 エンターテインメント ZN-0001-5210

カラオケ ONE 島尻郡 与那原町与那原３５７５－１　ナンセイビル１Ｆ　 エンターテインメント ZN-2000-3534

CAFETERRACE1663 南城市 つきしろ１６６３　オアシスビルＢ１Ｆ 飲食店 JS-0004-2247

ビン food 南城市 玉城當山１１７　COCOCO 内 飲食店 SL-2000-2360

アカマル商店 南城市 大里高平１１７－１ 飲食店 JS-0004-9849

魚魚万大里店 南城市 大里仲間１１５２　　 飲食店 ZN-2000-2780

とうき家～春壽（はるとし） 南城市 佐敷小谷１２８ ショッピング SL-2000-1867

おきなわ・なちゅら食楽部 南城市 大里仲間９０９－７－２　　 ショッピング PK-0000-8793

アイランドアロマ沖縄 南城市 知念吉富４２ ショッピング JS-0000-6498

PIN・UP 南城市 つきしろ１５３９－３１７ サービス JS-0004-2499

株式会社シー・テクニコ 八重山郡 竹富町小浜３４００－３８　 その他 SL-2000-1703

居酒屋七段 豊見城店 豊見城市 宜保３７７－２　ビッググリーン２－１０１ 飲食店 JS-0004-0075

居酒屋 にしき家 豊見城市 高嶺３０７－１－１０１ 飲食店 JS-0004-9969

居酒屋かいきょう 豊見城市 高嶺３９２－５ 飲食店 JS-0001-9840

カラオケ居酒屋 Viento 豊見城市 根差部７２７　エクセルビル１０２ 飲食店 JS-0000-6214

居酒屋ねぎ左馬 豊見城市 真玉橋１２３　とよみビル３０３ 飲食店 JS-0002-5258

居酒屋もりもり 豊見城市 真玉橋２７４－３　赤嶺ビル１０５　 飲食店 ZN-0001-5311

風美 豊見城市 瀬長１７４－６　ウミカジテラス２３番 飲食店 JS-0005-9514

ベアーズコーヒーオキナワ 豊見城市 瀬長１７４－６　ウミカジテラス６号棟 飲食店 SL-2000-2354
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親父のまぐろ ウミカジテラス店 豊見城市 瀬長１７４－６　ウミカジテラス内１４ 飲食店 SL-2000-5428

和風ダイニングいち玄 豊見城市 豊見城４１８－１　キャッスル TEN １Ｆ 飲食店 JS-0003-0390

ハロー！ナチュラル ジュース カフェ 豊見城市 豊崎１－１１４１－１０１ 飲食店 JS-0003-5845

追風丸 豊崎店 豊見城市 豊崎１－４１１　トミトン１Ｆ 飲食店 JS-0005-1794

和だいにんぐ オホーツク 豊見城市 豊崎１－４５３ 飲食店 JS-0002-8120

海あじ O．TOSHI 丸 豊見城市 豊崎１－６８１ 飲食店 JS-0000-2888

プーゾチーズケーキセラー豊見城店 豊見城市 宜保３－１－２　　 ショッピング ZN-2000-6963

チキン丸焼き にしき家 豊見城市 高嶺３０７－１－１０２ ショッピング JS-0004-9950

AO 豊見城市 瀬長１７４－６ ショッピング JS-0003-3150

HappyLemon ウミカジテラス 豊見城市 瀬長１７４－６ ショッピング JS-0005-0142

LANIKAI ウミカジテラス店 豊見城市 瀬長１７４－６　ウミカジテラス６号棟 ショッピング SL-2001-0953

瀬長島ウミカジテラス店 豊見城市 瀬長１７４－６－１６ ショッピング JS-0002-1542

しげる商会・本店 豊見城市 田頭１６０－１　　 ショッピング ZN-0002-2947

もあな 豊見城市 豊崎１－１４　NIKONIKO ハウス１０１ ショッピング JS-0001-6412

トライエア株式会社 豊見城市 豊崎１－４１１　トミトン２０３Ａ ショッピング SL-2001-0250

上間商店 豊見城市 豊崎３－６４　 ショッピング SL-2000-7293

LiB hair． 豊見城市 翁長７３８－１　メゾンセラヴィ１０３ サービス JS-0001-3212

SORAPhilGarden とよみ店 豊見城市 高安１１７１－５ サービス JS-0002-0629

ゆがふ整骨院 豊見城店 豊見城市 高安４１４－４　コーポミネハル１０１ サービス JS-0005-8290

（株）宮里自動車 豊見城市 上田４２５ サービス JS-0001-8315

アネモステラス豊見城店 豊見城市 上田５５９　JA ビル２０３ サービス JS-0000-3002

ビズレンタカー 豊見城市 渡橋名２７６ サービス JS-0004-3202

hair room sheeps 豊見城市 豊見城４３７－１　ワンワンビル１Ａ サービス SL-2000-1768

FLAP HAIR 豊見城市 豊崎１－１４－１０２　 サービス SL-2000-2481

AUBE 豊見城市 豊崎１ー４４４ サービス SL-2000-0452

ネイルサロン LianMELLOW 豊見城市 豊崎１－４０　プロースト１０１　 サービス ZN-2000-2084

SBS TOKYO 豊見城店 豊見城市 豊崎１－４１５　 サービス OT-0000-0276

face toyosaki 豊見城市 豊崎１－６８０－１０１　TOYOSAKI-ONE　 サービス ZN-0002-8182

有限会社上原自動車整備センター 豊見城市 名嘉地２５９－７ サービス JS-0002-3030

はんこ屋さん 21 豊見城店 豊見城市 根差部７２５　 その他 SL-2000-2549

慶太郎酒場 名護市 宇茂佐１７０３－８　名桜ボウル１Ｆ 飲食店 JS-0003-2241

soil 名護市 宮里４４６－２－１Ｆ 飲食店 JS-0000-9956

うおしん 名護市 宮里４５３－１２ 飲食店 JS-0001-4990

居酒屋 21 名護市 宮里４５３－１２－１０２ 飲食店 JS-0005-8793

筑前屋名護店 名護市 宮里７－１－１８　GNN １ビル１Ｆ　 飲食店 ZN-0001-5348

大昇 名護市 宮里７－３－３５ 飲食店 JS-0002-8293

おばあの家 名護市 幸喜７１－２ 飲食店 JS-0001-6103

恩ザビーチ 名護市 字幸喜１８７７－１　ビーチハウス　 飲食店 SL-2000-7707

AZITO 名護市 城１－１１－１５　サンライフ名護６Ｆ 飲食店 JS-0003-3538

山原新鮮組 名護市 城１－１２－２　にふぇ～でービル１Ｆ 飲食店 JS-0002-9210

なり壱 名護市 城１－１－６　 飲食店 SL-2000-9586

居酒屋 こっこ 名護市 城１－３－６ 飲食店 JS-0002-9220

道草市場 名護市 城１－４－１１　市営市場２Ｆ 飲食店 JS-0004-2089

安里肉焼研究所 名護市 城１－８－１０　２Ｆ 飲食店 JS-0002-6633
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炭火焼き居酒屋將 名護市 大西４－６－２ 飲食店 JS-0004-0944

ゆくい処 みや樹 名護市 大中１－１５－８　ひまわり館１０１ 飲食店 JS-0002-0981

味ノ坊 名護市 大東１－１－１８　大兼久ビル１０７ 飲食店 JS-0001-0779

大国林道 名護市 大東１－１４－１２ 飲食店 JS-0001-7413

雲茶 名護市 大東１－１９－２ 飲食店 JS-0000-6218

鉄板焼 朝日 名護市 大南２－１－４２ 飲食店 JS-0005-0503

百年古家 大家 名護市 中山９０　 飲食店 SL-2001-1369

CAFE AGARIE 名護市 東江５－１４－１２ 飲食店 JS-0003-7517

テキサス 名護市 辺野古１５３－２ 飲食店 JS-0003-0663

トグチ農機サービス 名護市 伊差川２６１－４ ショッピング JS-0003-3686

伊差川薬局 名護市 伊差川２７４　　 ショッピング PK-0000-8945

ナゴパイナップルパーク 名護市 為又１１９５　 ショッピング SL-2001-1370

とうまワイン店 名護市 宇茂佐の森４－３－２　トーマス宇茂佐の森１０１ ショッピング JS-0002-1102

大城オートサービス 名護市 宇茂佐の森５－２－１ ショッピング JS-0002-1652

CaLin 名護市 運天原５２２ ショッピング JS-0002-1621

JOY SUP × SURF 名護市 喜瀬２１７－１ ショッピング JS-0002-5703

久志オートサービス 名護市 久志１３４０ ショッピング JS-0004-9215

シャディ沖縄　名護店 2 名護市 宮里１３９６　　 ショッピング PK-0000-8218

お菓子のエビス 為又店 名護市 宮里１４９９ ショッピング JS-0001-7941

パンのエビス 名護市 宮里１４９９ ショッピング JS-0003-2180

琉球補聴器名護店 名護市 宮里８７５－１　　 ショッピング ZN-2000-0818

AtelierCalli 名護市 城２－２－５　　 ショッピング ZN-0002-2188

たまき薬局 名護市 大西３－１５－４　　 ショッピング PK-0000-8390

創和メガネ 名護市 大中１－３－５ ショッピング JS-0002-1521

myHALO63 名護市 大中３－１４－８　仲兼久ビル１Ｆ　 ショッピング SL-2000-9814

QueenScorpion 名護市 大東２－２３－１８　 ショッピング SL-2000-5654

なんでも ROCK 屋 名護市 大南１－９－５　　 ショッピング ZN-0002-5692

Atelier PiPi 名護市 大北３－２４－３２ ショッピング JS-0000-3709

酒のアイランド名護 名護市 大北５－２－３ ショッピング JS-0004-2165

フィッシングステップ名護店 名護市 東江５－１７－１０　　 ショッピング ZN-0002-2975

コーナーインク 名護市 辺野古１６４－３ ショッピング JS-0004-4758

ファミリーストアーキヨタ 名護市 辺野古１９８－１ ショッピング JS-0004-5896

AsianMassage RUNGJAY 名護市 為又１２１９－３４７ サービス JS-0002-5166

トカシキオート 名護市 為又１２２０－１４２ サービス JS-0002-7227

北部地区薬剤師会会営薬局 名護市 宇茂佐１７１２－１７ サービス JS-0002-2748

HAirGARGEAir 名護市 城２－１－１２　長浜１Ｆ　　 サービス ZN-2000-4230

hair create U ＆ I 名護市 城２－１－７ サービス JS-0003-1720

NAIL SALON NANA 名護市 城２－４－７　２Ｆ サービス JS-0002-2515

美容室アップライゼン 名護市 大西５－６－１９ サービス JS-0003-8337

luxxe 名護市 大東１－１４－１２　パークアベニュー１０２　 サービス ZN-0002-3073

Belle 名護市 大南２－１４－８ サービス JS-0001-7883

アグズスタンダードヘアー 名護市 大北１－１０－３５　ニューファースト１０２ サービス JS-0000-5714

カラオケ マイム 名護店 名護市 宮里７－２３－２３　　 エンターテインメント ZN-0001-5191

体験工房＆沖縄雑貨 Atelier43 名護市 済井出２５２ その他 SL-2000-8937
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でいご手芸店 名護市 大西４－５－２１　でいごハウス１　１Ｆ その他 SL-2000-7645

リサイクルショップ なんでも屋 名護市 大南１－５ー１６　１Ｆ その他 SL-2000-8836


