
No 飲食店名 主な販売 住所② HP TEL☎

1 かるび亭 焼肉 大里大里2549-1 無し 098-944-4109

2 やっぱりステーキ（イオン大里店） 飲食 大里高平高宮城原97-2 https://www.aeontown.co.jp/nanjo_ozato/ 098-946-2911

3 ジャストミート サバ寿司、ステーキ 大里仲間1020-1 https://restaurant-48972.business.site/ 080-2705-3189

4 まんぷく食堂 牛汁、山羊汁 大里仲間1032-1 http://manpuku-okinawa.com 098-946-4839

5 ラーメン工房　麺太 ラーメン 大里仲間1140-1 無し 098-946-3654

6 BE NATURAL レストラン 佐敷138-1 https://www.instagram.com/be_natural_okinawa/?hl=ja 098-947-6203

7 ピザ喫茶　ミモザの木 ピザ 佐敷小谷122 https://www.mimozanoki.co.jp/ 098-947-4727

8 椰子並木 飲食 佐敷佐敷477-2 https://www.facebook.com/yashinamiki/ 098-947-2695

9 Café Berry berry 2 ランチ 佐敷佐敷488 無し 090-6864-1629

10 Cafe＆RestaurantなんじぃJr. 店内飲食、テイクアウト 佐敷新里1870 http://www.ryukyukanpou.com/shop/nanji_jr/ 098-947-0131

11 浜珍丁 海産物 佐敷新里津波古375-2 無し 098-947-2444

12 レストランカイヤン ステーキ・定食 佐敷津波古578-4 無し 098-947-0320

13 うちのやまち タコス・タコライス 佐敷手登根754 無し 098-947-1529

14 ハーブカフェ　ウコンサロン ﾊｰﾌﾞｶﾌｪ、ｳｺﾝｻﾛﾝ 佐敷仲伊保116-1 http://okinawa.cho-sei.co.jp 098-947-3214

15 チャーリーレストラン ランチ 玉城親ヶ原28 無し 098-948-1617

16 Caf'e Lodge 照り焼きチキン 玉城垣花8-1 http://cafefuju.com/ 098-948-1800

17 山の茶屋　楽水 カフェ 玉城玉城19-1 http://sachibaru.jp/en/ 098-948-1227

18 浜辺の茶屋 カフェ 玉城玉城18-1 http://sachibaru.jp/en/ 098-948-2073

19 沖縄そば　峰 沖縄そば 玉城中山310-1 http://minesoba.com 098-988-0875

20 食堂　かりか ネパール料理 玉城百名1360 無し 098-988-8178

21 Café やぶさち カフェ 玉城百名646-1 https://yabusachi.com/ 098-949-1410

22 沖縄そば　金太郎 そば 玉城船越1197 無し 098-988-3430

23 なんと屋（おきなわワールド） そば 玉城前川1336 https://www.gyokusendo.co.jp/okinawaworld/okinawacave/ 098-949-7421

24 caf'e ゆーゆーらーさん 珈琲、食事、ｱｸﾞｰﾊﾞｰｶﾞｰ 玉城前川420-5 無し 098-948-4058

25 猫も遊べる喫茶店　毛玉 猫喫茶 玉城前川835-2(102) http://nekonoiruseikatu.ti-da.net 098-948-1136

26 タマグスクパーラー 飲食 玉城屋嘉部190(107) 無し 098-914-1210

27 もずくそばの店　くんなとぅ そば 玉城志堅原460-2 https://www.facebook.com/Kunnatou 098-949-1066

28 douce café nanjo カフェ 知念安座間1265 https://ja-jp.facebook.com/doucecafenanjo/ 098-988-3699

29 くだか島そば家 そば 知念久手堅455-1 無し 098-948-7665

30 リゾートレストランせいふぁー 店内飲食、テイクアウト、オードブル知念久手堅539 http://www.wagan-sefa.com 098-948-1070

31 カフェ　くるくま カレー 知念知念1190 http://curcuma.cafe/ 098-949-1189

32 ビストロブーケ ランチコース、ディナーコース 知念久原435-2 無し 098-947-6755

33 Tenku terrace OOLOO お食事、スイーツ つきしろ1663(1F) https://ooloo.owst.jp/ 098-943-9058

34 フランス食堂1663（caféterrace1663） フランス食堂 つきしろ1663(B1F) http://cafeterrace1663.business.site 098-917-0000

35 おきなわ・なちゅら　食楽部 自然食品　自然化粧品 大里字仲間909-7 https://okinawa-nachura-club.jimdo.com/ 098-946-1606

36 肉酒場　ジャッカス 食事、お酒 佐敷新開1-238(1-116) https://www.facebook.com/1604951399541605/photos/a.1604956379541107/1604956399541105/?type=1&theater 080-6490-5127

37 イーストキッチン　あがりすむ アイスクリーム、飲食販売 知念久手堅330-1 https://tabelog.com/okinawa/A4704/A470403/47022402/ 098-988-0198

1 食事処居酒屋　大ちゃん 居酒屋 佐敷新開1-270 https://www.facebook.com/876250499155130/ 098-947-6933

2 うとぅいむち 居酒屋 玉城仲村渠1478-3(1F) 無し 098-948-1645

3 おきなわ居酒屋　ぐるくん 居酒屋 つきしろ1739-24 https://gurukunnanjo.wixsite.com/mysite 098-948-3930

4 餃子酒家　和樂場 餃子 玉城糸数661(1F) 無し 098-948-2014

5 酒楽食楽　晃龍 居酒屋 大里平良2548（101） 無し 098-963-9298

6 割烹常 居酒屋 玉城親ヶ原223-2 無し 098-948-7259

7 海鮮酒場　しーきんぐ 居酒屋 大里仲間935(2F) 無し 098-987-6212

1 食堂　「松竹梅」（ユインチホテル） 食堂 佐敷新里1688 http://www.yuinchi.jp/ 098-947-0112

2 レストランサンピア（ユインチホテル） ブッフェ、レストラン 佐敷新里1688 http://www.yuinchi.jp/ 098-947-0111

No 商品券取扱店名 主な販売 住所② HP TEL☎

1 HONEY KITCHEN はちみつ 玉城中山510 https://www.facebook.com/1175642855794057/ 090-3790-8158

2 ㈱楽ワーク福祉作業所 琉球百花はちみつ、美ら酢、グルクンラー油玉城堀川511 http://raku-work.jp 098-948-2023

3 水美～すいみ～ ボトルドウォーター店舗販売・配達 大里稲嶺2024-1(105) 無し 098-975-5653

4 株式会社たまぐすく さとうきび酢販売 玉城喜良原546-1 http://www.satoukibisu.com 098-948-2003

5 フーズ和　合同会社 山羊肉、あぐー豚、食肉全般 大里平良2549-1 http://foods753.business.site 098-946-7878

6 高原の駅なんじょう 南城産・野菜、果物 玉城垣花491-2 無し 098-948-3001

7 くるくまショップ 薬草のお茶、うこん、ノニ 知念知念1190 http://www.nakazen.co.jp 098-949-1222

8 畑人市 野菜、苗 大里大城2551 無し 098-944-5539

9 南都物産株式会社（お土産） 菓子、食品 玉城前川1336 https://okinawa-ichiba.net/ 098-948-1987

10 農業生産法人㈲稲穂　 ノニジュース 大里稲嶺2033 http://noni-inaho.com 098-946-1385

1 ふく薬品（イオン大里店） ドラッグストア 大里高平高宮城原97-2 https://www.aeontown.co.jp/nanjo_ozato/ 098-943-8816

2 瀬底薬局 医薬品 佐敷津波古157 無し 098-947-0511

3 くはら薬局 処方箋受付、医薬品・服薬情報等の提供知念久原693 http://e-classa.net/kuharaph/index.html 098-852-5740

4 うさぎ薬品 医薬品、漢方薬 佐敷津波古1060 無し 098-947-3960

5 AMAMIKIYO エステスパ 玉城玉城18 http://sachibaru.jp/en/ 070-2322-8023

6 美容室モア 美容室 佐敷津波古936(102） 無し 098-947-2039

7 ビューティーサロンしずか 美容室 佐敷津波古580-1 無し 098-947-1030

8 美容室　JUJU 美容室 佐敷新開1-112 無し 098-947-0563

9 美容室なないろ（イオン大里店） 理容・美容室 大里高平高宮城原97-2 https://www.aeontown.co.jp/nanjo_ozato/ 098-988-4884

10 ベルベナ（イオン大里店） リラクゼーション 大里高平高宮城原97-2 https://www.aeontown.co.jp/nanjo_ozato/ 098-944-6111

11 Eyelash＆Nail Viz（イオン大里店） マツエク・ネイル 大里高平高宮城原97-2 https://www.aeontown.co.jp/nanjo_ozato/ 098-943-8444

12 ㈱南新物産　南城支店(家賃、敷金当不可) 浄水器、シャワーヘッドの販売 大里高平高宮城原97-2 http://www.nanchan.co.jp/ 098-945-0310

薬局・美容・サービス
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13 Maru不動産（家賃・敷金等不可） 不動産 大里仲間97-2 https://maru-nanjo.info/ 098-988-4590

14 カフェSSカンパニー ライブハウス 佐敷津波古1008-4 無し 098-947-1354

15 大里タクシー合名会社 タクシー 大里仲間1045-1 無し 098-945-2422

16 いず薬局 医薬品 知念字久原586-4 無し 098-947-1083

17 CPコスメティクス取扱店　フェアリー佐敷 化粧品販売、エステ 佐敷字津波古400-26 2F 無し 098-947-3739

18 いこい整骨院 整体、マッサージ 大里仲間1161-1 https://ikoiseikotu.com/ 098-945-3222

19 ドラッグセガミ　大里店 医薬品、漢方薬化粧品、日用品 大里仲間1134-2 098-882-8566

1 ㈱ナカモト 金物販売・水道、建築、土木資材 佐敷新里463-1 http://nanjo-shoko.jp/members/member-post-84/ 098-947-1536

2 ㈲EМ玉城牧場牛乳 堆肥販売 大里大城2670 https://www.em-tamakibokujo.jp/ 098-852-6045

3 ㈱育農産業 農業施設の資材搬入 佐敷佐敷516 無し 098-947-1200

4 JAおきなわ　南城支店　経済店舗 農業用資材全般 大里仲間1155 無し 098-946-7023

5 JAおきなわ　南城支店　玉城経済店舗 農業用資材全般 玉城冨里552-3 無し 098-949-7026

6 JAおきなわ　南城支店　佐敷経済店舗 農業用資材全般 佐敷佐敷195 無し 098-947-0312

7 JAおきなわ　南城支店　知念経済店舗 農業施設資材全般 知念久手堅31 無し 098-948-1223

1 前川電気 家電 大里仲間933-2 無し 098-945-2727

2 ベスト電器　大里店 家電、電気 大里仲間1155 https://www.bestdenki.ne.jp/store/ 098-946-4041

3 大志モータース 自動車整備 大里仲間1034-4 無し 098-946-4144

4 ㈲愛地モータース 自動車整備 玉城愛知362-1 無し 098-949-7641

5 シロマッハＣars 自動車整備 玉城愛知227-1 http://www.shiromahhacars.com/company.html 098-949-1990

6 ㈲南栄自動車 自動車整備 佐敷津波古1191-1 無し 098-947-3441

7 モト　トランスフォーム 自動車整備 大里仲間318-1 無し 098-917-0008

8 神里自転車店 自転車、バイク販売 大里稲嶺2047-1 無し 098-945-7781

9 ヤマダ電機テックランド（イオン大里店） 家電、修理、リフォーム 大里高平高宮城原97-2 www.yamada-denki.jp 098-943-8638

1 ㈱JAおきなわSSしんかいSS ガソリンスタンド 佐敷新開1-7 http://www.ja-okinawa.or.jp/store/detail.php?id=524 098-947-6800

2 ㈱JAおきなわSS大里北部SS ガソリンスタンド 大里古堅1190-1 http://www.ja-okinawa.or.jp/store/detail.php?id=522 098-945-6980

3 ㈱JAおきなわSS玉城SS ガソリンスタンド 玉城船越1321-4 http://www.ja-okinawa.or.jp/store/detail.php?id=523 098-949-7529

4 ㈱JAおきなわSS大里セルフSS ガソリンスタンド 大里稲嶺2053-1 http://www.ja-okinawa.or.jp/store/detail.php?id=521 098-945-8206

5 親慶原給油所 石油類 玉城仲村渠1257-1 無し 098-948-1093

1 山の小屋 宿泊 玉城玉城18-13 http://sachibaru.jp/en/ 070-2332-8023

2 ヴィラさちばる 宿泊 玉城玉城18-13 http://sachibaru.jp/en/ 070-2322-8023

3 姉と弟の家 宿泊 玉城玉城90-1 https://inafukuke.com/jp/about-us 050-7128-6726

1 丸大　佐敷店 一般食料品販売、日用雑貨及び家庭用品の販売佐敷新開1-340 https://okinawa-marudai.co.jp 098-947-6674

2 ザ・ビッグエクスプレス佐敷 食料品、日用消耗品、酒 佐敷津波古1189 https://www.aeon-ryukyu.jp 098-947-2038

3 マックスバリュ南城大里 食料品、日用消耗品、酒、薬 大里高平高宮城原97-2 https://www.aeon-ryukyu.jp 098-943-1908

4 V21 食品館 嶺井店 スーパー 大里嶺井520-1 https://www.san-a.co.jp/store/10581/ 098-945-3345

5 JAおきなわAコープアトール店 一般食品、日用雑貨 大里仲間1155 http://www.ja-okinawa.or.jp 098-945-7935

6 JAおきなわAコープ玉城店 一般食品、日用雑貨 玉城冨里552-3 http://www.ja-okinawa.or.jp 098-948-1016

7 ローソン　南城高平店 コンビニ 大里高平147-1 無し 098-987-6200

8 ローソン　南城大城店 コンビニ 大里大城686 無し 098-944-8176

9 ローソン　大里グリーンタウン前店 コンビニ 大里稲嶺2047-3 無し 098-852-7793

10 Aコープ知念店 食料品、日用雑貨 知念久手堅31 無し 098-948-1042

11 セブンイレブン南城大里仲間店 コンビニ 大里仲間1033-1 無し 098-944-2003

12 タウンプラザかねひで佐敷店 スーパー 佐敷津波古1006 無し 098-947-4141

1 焼きたてパンとケーキの店みなもとや パン、洋菓子 佐敷新開1-328 無し 098-947-3886

2 リガール ソフトクリーム 知念久手堅539 無し 098-917-0077

3 ミルク工房　稲嶺店 アイスクリーム、牛乳、コーヒー 大里稲嶺2033 https://www.em-tamakibokujo.jp/ 098-944-8029

4 ジミー（イオン大里店） 洋菓子販売 大里高平宮城原97-2 https://www.aeon-ryukyu.jp 098-944-1455

5 ICE Oasis 奥武島 ﾀﾋﾟｵｶﾄﾞﾘﾝｸ、かき氷 玉城奥武14番地(1F) https://www.instagram.com/ice_oasis_oujima 080-1751-7686

6 パーラーHARChu 弁当、かき氷、飲物 知念久手堅425-3 https://www.tabirai.net/sightseeing/column/0008565.aspx 080-6495-7725

7 菓子工房　こはるびより ケーキ 玉城當山113-3 http://www.koharubiyori.okinawa 098-949-7527

8 沖縄ぜんざい　いいやんべぇ かき氷 佐敷手登根378 https://tabelog.com/okinawa/A4704/A470403/47018793/dtlmap/ 090-1943-7248

9 三矢本舗（南城市地域物産館） サーターアンダギー、他お土産等 知念久手堅539 無し 098-917-4114

1 THE CHEESE  GUY チーズ、ヨーグルト 大里仲間1155(アトール) http://thecheeseguyinokinawa.com 080-3236-6661

2 持ち帰り炭火串焼き専門店　鳥一 串焼、てんぷら、鳥刺、山羊刺、地鶏、タタキ大里稲嶺1900-1 無し 070-5274-1087

3 BBQオーシャンズ フードカーすべての商品 知念久手堅737-1 http://bbqoceans.com 080-1724-0110

4 ほっともっと佐敷店 弁当 佐敷津波古579-1 無し 098-947-1136

5 次郎鮮魚店 鮮魚 佐敷冨祖崎229-1 無し 098-947-2577

6 いまいゆ市場　中村鮮魚店 鮮魚販、海鮮惣菜販売 玉城奥武19-9 無し 090-3078-4574

7 おにぎり屋　菜の春 お弁当 大里大里2549-1 無し 090-1179-6517

8 いなりとチキンの店　ビオ いなりずし、ガーリックチキン 大里仲間1155 無し 098-944-4191

9 そうざい弁当　凮月 そうざい、弁当 大里稲嶺2030 https://r.goope.jp/fuuduki 098-946-8135

10 津波古鮮魚店 さしみ、鮮魚販売 玉城奥武19-9 無し 090-1945-0666

11 知念鮮魚店 鮮魚 玉城奥武19-9 無し 080-6494-9801

1 オンデーズ（イオン大里店） 眼鏡 大里高平高宮城原97-2 https://www.aeontown.co.jp/nanjo_ozato/ 098-946-3222

2 ぷーら なんじぃTｼｬﾂ・ハーブ石鹸 玉城玉城171-1 http://pu-ra.com 098-917-1008

3 ダイソー（イオン大里店） 雑貨 大里高平高宮城原97-2 https://www.aeontown.co.jp/nanjo_ozato/ 098-882-8877

4 日本刀鍛錬所　兼工房 ﾍﾟｰﾊﾟｰﾅｲﾌ、文鎮、書鎮 大里大城1682-1 http://www.kaneruor.jp 098-945-9297

5 南城市地域物産館 お土産、なんじぃｸﾞｯｽﾞ、南城市特産品知念久手堅539（1F） http://okinawa-nanjo.jp 098-949-1667

6 陶芸工房　かみや 陶器 佐敷新里543 http://kouboukamiya.base.shop 090-3072-5797

7 クラフトスタジオ　ケイズ 陶器 玉城百名1283-1 http://www.studioks.com 098-948-3662

8 atelier+shop COCOCO 陶器 玉城當山117 http://www.cococo-shop.com 090-8298-4901

農業・土木

家電・自動車・その他

ガソリンスタンド

宿泊

スーパー・コンビニ

パン・スイーツ

弁当・総菜

生活雑貨・小物・他

https://maru-nanjo.info/
https://ikoiseikotu.com/
http://nanjo-shoko.jp/members/member-post-84/
https://www.em-tamakibokujo.jp/
https://www.bestdenki.ne.jp/store/
http://www.shiromahhacars.com/company.html
http://www.yamada-denki.jp/
http://www.ja-okinawa.or.jp/store/detail.php?id=524
http://www.ja-okinawa.or.jp/store/detail.php?id=522
http://www.ja-okinawa.or.jp/store/detail.php?id=523
http://www.ja-okinawa.or.jp/store/detail.php?id=521
http://sachibaru.jp/en/
http://sachibaru.jp/en/
https://inafukuke.com/jp/about-us
https://okinawa-marudai.co.jp/
https://www.aeon-ryukyu.jp/
https://www.aeon-ryukyu.jp/
https://www.san-a.co.jp/store/10581/
http://www.ja-okinawa.or.jp/
http://www.ja-okinawa.or.jp/
https://www.aeon-ryukyu.jp/
https://www.instagram.com/ice_oasis_oujima
https://www.tabirai.net/sightseeing/column/0008565.aspx
http://www.koharubiyori.okinawa/
https://tabelog.com/okinawa/A4704/A470403/47018793/dtlmap/
http://thecheeseguyinokinawa.com/
http://bbqoceans.com/
https://r.goope.jp/fuuduki
https://www.aeontown.co.jp/nanjo_ozato/
http://pu-ra.com/
https://www.aeontown.co.jp/nanjo_ozato/
http://www.kaneruor.jp/
http://okinawa-nanjo.jp/
http://kouboukamiya.base.shop/
http://www.studioks.com/
http://www.cococo-shop.com/


9 工房　アマム シーサー、小物 知念久手堅301-1 http://amamu.ti-da.net 098-975-7980

10 とうき家～春壽 シーサー、器 佐敷小谷128 無し 090-4996-8286

11 スポーツプロショップエース スポーツ用品 大里稲嶺2022 http://ace-s.main.jp/shop/user_data/shop.php 098-945-3737

12 cafooca 沖縄県産サメ革製品 大里平良2239 www.instagram.com/ryuma_kinjo 090-6866-5674

13 虹亀商店 紅型雑貨 知念吉富335-1 https://nijigame.com/ 090-8293-1138

1 京都屋クリーニング（イオン大里店） クリーニング 大里高平高宮城原97-2 https://www.aeontown.co.jp/nanjo_ozato/ 070-3802-8802

2 アスビーファム（イオン大里店） 靴 大里高平高宮城原97-2 https://www.aeontown.co.jp/nanjo_ozato/ 098-835-8355

3 ハニーズ（イオン大里店） 衣料品 大里高平高宮城原97-2 https://www.aeontown.co.jp/nanjo_ozato/ 098-988-4880

4 大里スポーツ店 制服 大里仲間1001 無し 098-945-7954

5 株式会社国際事務機 事務用品 大里大城1998-2 http://www.koku-jim.com 098-945-3855

6 新垣事務機 事務用品、文房具 玉城當山146-12 無し 098-948-3801

1 守礼カントリークラブ ゴルフ場 知念知名1029 http://www.shurei-cc.com 098-947-3411

2 天然温泉さしきの猿人の湯（ユインチホテル）温泉 佐敷新里1688 https://yuinchi.jp 098-947-0112

3 おきなわワールド 観光施設 玉城前川1336 https://www.gyokusendo.co.jp/okinawaworld/okinawacave/ 098-949-7421

4 スポーツカルチャーセンターペアーレ　（ユインチホテル） スポーツ施設 佐敷新里1688 http://www.yuinchi.jp/ 098-947-0111

施設

衣類・事務用品

http://amamu.ti-da.net/
http://ace-s.main.jp/shop/user_data/shop.php
http://www.instagram.com/ryuma_kinjo
https://nijigame.com/
https://www.aeontown.co.jp/nanjo_ozato/
https://www.aeontown.co.jp/nanjo_ozato/
https://www.aeontown.co.jp/nanjo_ozato/
http://www.koku-jim.com/
http://www.shurei-cc.com/
https://yuinchi.jp/
https://www.gyokusendo.co.jp/okinawaworld/okinawacave/
http://www.yuinchi.jp/

