
2020年12月18日現在

取扱店舗名 店舗所在地 業種 電話 主な取扱い商品等

1 中村商店 南風原町字大名195-1 飲食業 098-889-3231 食堂（沖縄そば・定食）

2 古民家食堂 南風原町字大名260-1 飲食業 098-888-3918

3 美ら卵養鶏場　南風原店 南風原町字兼城293番地 飲食業 098-889-1950 ＥＭたまご・スイーツ・鶏肉等

4
カレーハウスＣｏＣｏ壱番屋
ラウンドワン　南風原店

南風原町字兼城552番地 飲食業 098-882-6551 カレー

5 居酒屋　酒道楽 南風原町字兼城587-2 飲食業 098-889-0314

6
海食菜美ダイニングおしどり
焼肉ホルモン市場

南風原町字兼城199 飲食業 098-889-1823 居酒屋・焼肉

7 味楽酒房　夢家 南風原町字兼城192 飲食業 098-888-0895

8 琉球市場　やちむん 南風原町字兼城713 飲食業 098-889-3600

9
カラオケ＆居酒屋＆バッティング
アミュージアム

南風原町字兼城517-6 飲食業 098-888-1122

10 肉問屋　佳風 南風原町字兼城713-1 飲食業 090-1949-9947 焼肉・惣菜・酒類提供・食肉小売販売

11 リィコーチキン 南風原町字兼城564 飲食業 098-889-5135

12 花いち 南風原町字兼城399 飲食業 098-889-7186 居酒屋

13 お祭り酒場　一笑懸命笑撃的 南風原町字兼城292-2　（102） 飲食業 098-889-8655

14 居酒屋　十三屋 南風原町字兼城564番地 飲食業 098-889-0105

15 ピザハウスジュニア一日橋店 マックスバリュ一日橋店内 飲食業 098-888-2711
タコス・タコライス・広東風フライドチキン・ビーフシ
チュー・グラタン・ハンバーグ・ステーキ等

16 ケンタッキー　一日橋店 マックスバリュ一日橋店内 飲食業 098-889-6176

17 松風苑 南風原町字津嘉山1384 飲食業 098-889-3471

18 カフェ　よだれの王子 南風原町字津嘉山575番地 ２Ｆ 飲食業 098-894-6994 サンドイッチ・パンケーキ・コーヒー

19 きよ屋 南風原町字津嘉山1817-105 飲食業 098-851-8141

20 ケーキの店　デュゥオ 南風原町字津嘉山1597-3 飲食業 098-888-3678 洋菓子・焼菓子

21 レストラン　しぐれ 南風原町字津嘉山1607 飲食業 098-889-4091

22 やっぱりステーキ　津嘉山店 南風原町字津嘉山1600 飲食業 098-987-1529 ステーキ

23 焼き肉　居酒屋　こてつ 南風原町字津嘉山1600番地 飲食業 098-882-7866

24 大戸屋　津嘉山店 南風原町字津嘉山1371-3 飲食業 098-888-3881

25 ミスタードーナツ サンエーつかざんシティ内 飲食業 098-888-6486

26 和風亭 サンエーつかざんシティ内 飲食業 098-882-7730

27 珈琲待夢 サンエーつかざんシティ内 飲食業 098-882-7755

28 大阪王将 サンエーつかざんシティ内 飲食業 098-882-6001

29 咲レストラン 南風原町字照屋301-18 飲食業 098-851-8458

30 中華料理　金門飯店 南風原町字照屋277-1 飲食業 098-889-8625

31 レストラン居酒屋　てぃーら 南風原町字照屋274-1 飲食業 098-888-5065 食事・お酒

32 BEER　フィールド 南風原町字照屋366-4 飲食業 098-888-5035

33 大衆料理　南風原御殿 南風原町字照屋301-8 飲食業 098-996-1578
沖縄定食と居酒屋メニュー、昼夜で三世代が楽し
めるハイブリッドファミリーレストラン



34
カプリチョーザ　サザンプレックス
南風原店

南風原町字宮城371-1 飲食業 098-882-6802 パスタ・ピザ・ドリンク

35 いろり亭 南風原町字宮平849-4 飲食業 098-888-5200

36 カラオケハウス　とまと 　宮平店 南風原町字宮平666-1 飲食業 098-851-8131 カラオケ

37 まぁさん堂 南風原町字宮平623-1(1F) 飲食業 098-889-5326 食堂

38 焼肉ステーション　バンボシュ南風原店 南風原町字宮平251（丸大２Ｆ） 飲食業 098-889-7441 焼肉食べ放題

39 モスバーガー　南風原店 南風原町字宮平254 飲食業 098-888-5454 ハンバーガー

40 ふみや 南風原町字宮平251 飲食業 098-889-6253 食事全般

41 らぁめん花月嵐　南風原宮平店
南風原町字宮平251
（丸大南風原店内）

飲食業 098-889-3465

42 白バラ洋菓子店 イオン南風原ＳＣ内　1Ｆ 飲食業 098-940-6177 洋菓子店

43 スターバックスコーヒー イオン南風原ＳＣ内　1Ｆ 飲食業 098-940-6152 カフェ

44 大戸屋  イオン南風原店 イオン南風原ＳＣ内　1Ｆ 飲食業 098-996-1093 和食

45 しゃぶしゃぶ美山 イオン南風原ＳＣ内　1Ｆ 飲食業 098-996-1478 しゃぶしゃぶ専門店

46 さくら亭 イオン南風原ＳＣ内　1Ｆ 飲食業 098-851-9696 とんかつ

47 シェーキーズ イオン南風原ＳＣ内　1Ｆ 飲食業 098-882-6760 ピザレストラン

48 ピアサピド イオン南風原ＳＣ内　1Ｆ 飲食業 098-996-4197 パン食べ放題のイタリアンのお店

49 ミスタードーナツ イオン南風原ＳＣ内　1Ｆ 飲食業 098-940-6123 ドーナツ

50 ブルーシール イオン南風原ＳＣ内　1Ｆ 飲食業 098-987-0663 アイスクリーム・ドリンク

51 クイックリー イオン南風原ＳＣ内　1Ｆ 飲食業 098-894-6914 タピオカドリンク・飲茶

52 Ａ＆Ｗ イオン南風原ＳＣ内　2Ｆ 飲食業 098-940-6280 ファーストフード

53 炙り牛たん万 イオン南風原ＳＣ内　2Ｆ 飲食業 098-851-4057 炙り牛たん

54 越後秘蔵麺　無尽蔵 イオン南風原ＳＣ内　2Ｆ 飲食業 098-916-0252 らーめん

55 サーティワンアイスクリーム イオン南風原ＳＣ内　2Ｆ 飲食業 098-940-6196 アイスクリーム・ドリンク

56 パールレディ・笑たこ イオン南風原ＳＣ内　2Ｆ 飲食業 098-915-0250 タピオカドリンク・クレープ

57 天丼　はせ川 イオン南風原ＳＣ内　2Ｆ 飲食業 098-888-0733 天丼

58 肉肉うどん イオン南風原ＳＣ内　2Ｆ 飲食業 098-851-4124

59 めし屋ひろし
南風原町字本部485-5　大信マ
ンションA-102

飲食業 098-888-3711 食事

60 居酒屋　きちんと 南風原町字山川433番地 飲食業 098-882-6788

61 コーヒーブレイク 南風原町字与那覇116-1 飲食業 098-889-6234

62 上原そば店 南風原町字与那覇48-3 飲食業 098-882-7474

63 ｙｕ－ｉＦＡＣＴＯＲＹ 南風原町字新川583 小売業 098-888-0126

64 合資会社　協和 南風原町字新川527番地 小売業 098-888-3196 除菌水・マスク等

65 ファミリーマート  南風原新川店 南風原町字新川215-1 小売業 098-882-6312

66 セブンイレブン　南風原新川店 南風原町字新川218番地2 小売業 098-888-3557

67 セブンイレブン　南部医療センター店 南風原町字新川118-1 小売業 098-889-1523

68 タイヤ道サービス 南風原町字大名235-1 小売業 098-888-5046 タイヤ・バッテリー

69 タウンプラザかねひで　南風原店 南風原町字兼城571番地 小売業 098-888-4727 生鮮食品・加工食品・飲料・日用雑貨品など

70 （資）南風原石油（南風原給油所） 南風原町字兼城１２７番地 小売業 098-889-1111 ガソリン・軽油・灯油



71 ゴルフドゥ　南風原店 南風原町字兼城605-3 小売業 098-882-6611 ゴルフ用品

72 イエローハット南風原店 南風原町字兼城632 小売業 098-888-1005 カー用品

73 花の店　パステル 南風原町字兼城681-3 小売業 098-889-8400

74 マックスバリュ一日橋店 南風原町字兼城530 小売業 098-889-4426 生鮮食品・加工食品・飲料・日用雑貨品・薬

75 ザ・ダイソー　マックスバリュ一日橋店 マックスバリュ一日橋店内 小売業 １００円ショップ

76 モリンガファームさんご園芸 南風原町字神里496-2 小売業 098-889-5562 農産物（無農薬）・スムージー

77 はえばる観光案内所 南風原町字喜屋武241-1 小売業 098-882-6776

78 ふく薬品　はえばる店 南風原町字喜屋武183-1 小売業 098-882-7400

79 ファミリーマート  南風原翔南店 南風原町字喜屋武606 小売業 098-888-2246

80 業務スーパー南風原店 南風原町字津嘉山1668-1 小売業 098-835-6701 冷凍食品・加工食品・飲料など

81 タウンプラザかねひで　津嘉山店 南風原町字津嘉山1720番地4号 小売業 098-889-2201 生鮮食品・加工食品・飲料・日用雑貨品など

82 ドラッグイレブン津嘉山店 南風原町字津嘉山1277-2 小売業 098-888-1181 医薬品・化粧品等

83
ザ・ビッグエクスプレス
つかざん店

南風原町字津嘉山1513-2 小売業 098-835-6677 生鮮食品・加工食品・飲料・日用雑貨品

84
フレッシュプラザ
ユニオン津嘉山店

南風原町字津嘉山1324 小売業 098-940-6600 食品・雑貨・酒・生鮮

85 ふく薬品　つかざん店 南風原町字津嘉山1697 小売業 098-835-6500 医薬品・化粧品・日用雑貨

86 ファミリーマート  津嘉山バイバス店 南風原町字津嘉山437 小売業 098-882-6388

87
ファーマーズマーケット南風原
「くがに市場」

南風原町字津嘉山889-1 小売業 098-889-3377

88 株式会社サンエー　つかざんシティ 南風原町字津嘉山1471-2 小売業 098-882-7755

89 東江メガネ サンエーつかざんシティ内 小売業 098-888-6070

90 フラワーショップ向日葵 サンエーつかざんシティ内 小売業 098-888-6067

91 ウォッチステーションブリオ サンエーつかざんシティ内 小売業 098-888-6072

92 ヴァインドラック サンエーつかざんシティ内 小売業 098-888-6122

93 マルコポーロ サンエーつかざんシティ内 小売業 098-888-6062

94 メイクベイクドシー サンエーつかざんシティ内 小売業 098-888-6068

95 田園書房 サンエーつかざんシティ内 小売業 098-882-6017

96 東京きもの愛 サンエーつかざんシティ内 小売業 098-882-6770

97 エディオン サンエーつかざんシティ内 小売業 098-882-7710

98 南風原事務用品 南風原町字照屋331 小売業 098-889-3701 文具・オフィス文具・防犯カメラ等

99 有限会社　たけ事務 南風原町字照屋285 小売業 098-889-1311 事務用品・コロナ対策商品

100 ファミリーマート  南風原照屋店 南風原町字照屋361 小売業 098-882-7489

101 玉城家具 南風原町字宮城25番地 小売業 098-889-1209 仏壇・仏具

102 沖縄子育て良品 南風原町字宮平259-101 小売業 098-996-2550 スリング・クッション・保湿ケア商品他

103 琉球新報　宮平（一）販売店 南風原町字宮平783-7 小売業 098-889-2647 新聞

104 丸大　南風原店 南風原町字宮平251番地 小売業 098-889-3465 生鮮含む食品及び日用雑貨

105 ゆいまーる沖縄　本店 南風原町字宮平652 小売業 098-882-6995 陶器・琉球ガラス・シーサー・食品

106 イオン南風原店 南風原町字宮平264 小売業 098-940-6100

107 プチメゾン イオン南風原ＳＣ内　1Ｆ 小売業 098-987-4411 婦人服



108 グリーンパークスフーワ イオン南風原ＳＣ内　1Ｆ 小売業 098-916-0736 レディス

109 ＳＭ２　Ｋｅｉｔｔｉｏ イオン南風原ＳＣ内　1Ｆ 小売業 098-916-1282 レディス専門店

110 シューラルー イオン南風原ＳＣ内　1Ｆ 小売業 098-882-6487 レディス

111 ＧＯＲＧＥ　ＢＥ イオン南風原ＳＣ内　1Ｆ 小売業 098-996-4870 婦人服

112 Ｈｏｎｅｙｓ イオン南風原ＳＣ内　1Ｆ 小売業 098-940-6272 レディスカジュアル

113 ａｖｖ イオン南風原ＳＣ内　1Ｆ 小売業 098-940-6140 ファミリーカジュアル

114 グローバルワーク イオン南風原ＳＣ内　1Ｆ 小売業 098-940-6275 ファミリーカジュアル

115 サックスバー イオン南風原ＳＣ内　1Ｆ 小売業 098-940-6161 バッグ＆アクセサリー

116 アマトーネ イオン南風原ＳＣ内　1Ｆ 小売業 098-882-7870 アクセサリー

117 エステール イオン南風原ＳＣ内　1Ｆ 小売業 098-940-6121 宝石、宝飾、貴金属、宝石、貴金属の下取り

118 ＯＷＮＤＡＹＳ イオン南風原ＳＣ内　1Ｆ 小売業 0120-900-298 メガネ・サングラス

119 キタムラ イオン南風原ＳＣ内　1Ｆ 小売業 098-940-6276 現像・デジカメプリント・カメラ販売

120 ザ・ダイソー イオン南風原ＳＣ内　1Ｆ 小売業 098-940-6134 １００円ショップ

121 ベスト電器 イオン南風原ＳＣ内　1Ｆ 小売業 098-940-6500 家電製品・携帯電話

122 ペテモ イオン南風原ＳＣ内　1Ｆ 小売業 098-851-9187 ペットショップ・雑貨

123 ギャップファクトリーストア イオン南風原ＳＣ内　2Ｆ 小売業 098-882-6081 アメリカン　カジュアル　ブランド

124 ＡＳＢｅｅ イオン南風原ＳＣ内　2Ｆ 小売業 098-882-6601 靴

125 タイムステーションネオ イオン南風原ＳＣ内　2Ｆ 小売業 098-851-9394 時計専門店

126 東江メガネ イオン南風原ＳＣ内　2Ｆ 小売業 098-940-6190 メガネ・コンタクト・補聴器

127 ヴィレッジヴァンガード イオン南風原ＳＣ内　2Ｆ 小売業 098-940-6211 書籍・雑貨・ボビー

128 宮脇書店 イオン南風原ＳＣ内　2Ｆ 小売業 098-882-6639 書籍・ＣＤ

129 ｎｅｗ　ｓｔｙｌｅ イオン南風原ＳＣ内　2Ｆ 小売業 098-882-6511 衣・食・住　ライフスタイルショップ

130 スリーピー イオン南風原ＳＣ内　2Ｆ 小売業 098-987-4411 生活雑貨

131 パセリハウス イオン南風原ＳＣ内　2Ｆ 小売業 098-851-7787 バラエティ雑貨

132 ユニクロ イオン南風原ＳＣ内　2Ｆ 小売業 098-916-0896 衣料品

133 ファミリーマート  南風原山川店 南風原町字山川430-1 小売業 098-835-6117

134 琉信ペイント 南風原町字与那覇103-1 小売業 098-888-0390 塗料販売

135 ファミリーマート  南風原与那覇店 南風原町字与那覇184-1 小売業 098-888-5885

136 イカリ消毒沖縄株式会社 南風原町字兼城185-1 サービス業 098-889-6499 消毒用アルコール

137 Ｂｏｄｙ　ｍａｋｅ　ｓａｌｏｎ　くくる
南風原町字兼城135　大城ビル
202

サービス業 098-889-0086 アロマ整体・フェイシャル

138 下地寛税理士事務所
南風原町兼城293　　ｼｭｴﾀﾞｺﾞﾝ
ｷｬｯｽﾙ池原・梅105

サービス業 098-851-8595

139 ヨナハメディカル 南風原町字兼城305-7 サービス業 070-5276-4788 ペットの酸素呼吸器レンタル

140 cut　in　シャンゼ　南風原店 南風原町字兼城312-3 サービス業 098-888-0797 カット・パーマ・カラー

141 株式会社　禅自動車サービス 南風原町字津嘉山1162-1 サービス業 098-889-8810

142 琉ヘナ美容室 南風原町字津嘉山541（2F) サービス業 080-3948-7977

143 美容室ヘアーフェリース
南風原町字津嘉山1322
エレガントＫＹ　103

サービス業 098-851-8817



144 Belle　Ange 南風原町字津嘉山1680-1 サービス業 098-889-6008 まつ毛エクステ、美容

145 丸三ランドリー サンエーつかざんシティ内 サービス業 098-888-6063

146 スタジオ　ル・レーヴ サンエーつかざんシティ内 サービス業 098-882-6015 美容室

147 しろあり防除　　ＴＭＴ沖縄
南風原町字照屋305-1
コーポ大てる１－Ａ

サービス業 098-889-8560 しろあり防除

148 アロマルーム　　うむい和み 南風原町字照屋299-1 サービス業 090-6420-7922
アロマリンパトリートメント・フェイシャル・アロマ精
油他

149 サザンプレックス 南風原町字宮城371番地1 サービス業 098-835-6600 映画館

150 アクアドライビングスクール 南風原町字宮平182 サービス業 080-4273-8131
免許再取得・ペーパードライバー・身障者運転再
開練習

151
エナジックスポーツワールド

サザンヒル
南風原町字宮平460-1 サービス業 098-888-2929

ボウリング、アイスアリーナ、バッティング、岩盤浴、レス
トラン南乃畑

152 シルエット イオン南風原ＳＣ内　1Ｆ サービス業 098-940-6160 クリーニング・フィルム現像

153 ラフィネ イオン南風原ＳＣ内　2Ｆ サービス業 098-889-1171 リラクゼーション

154 モーリーファンタジー イオン南風原ＳＣ内　2Ｆ サービス業 070-3100-3883 アミューズメント

155 わいわいボディー 南風原町字本部151-1番地 サービス業 098-889-0110 車の塗装など

156
琉球絣事業協同組合　（琉球かすり会
館）

南風原町字本部157番地 サービス業 098-889-1634 　

157 ヘアースペース　イヴ 南風原町字山川379 サービス業 098-888-2253

158 有限会社　永井電機 南風原町字与那覇196-1 サービス業 098-889-2722 自動車クーラー修理・車検・ＥＴＣ＆ナビ取付

159 合資会社　つきしろ交通 南風原町字兼城606-1 旅客運送業 098-889-6387

160 有限会社　ガリバー旅行企画 南風原町字兼城603-2F 旅客運送業 098-889-4545 航空券・宿泊・ホテルパック

161 有限会社　国際旅行社 南部 南風原町字兼城235-3 旅客運送業 098-889-3131

162 株式会社Umi　Tourism 南風原町字山川379 旅客運送業 098-888-2253
旅行業・貸切観光バス・レンタカー（ミニバン・マイ
クロバス専門）
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