
お店の詳細は店名のリンクをクリックするかＱＲコードを読み込んでご確認ください

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

浦
西
支
部
① 参加企業募集中！！

沖縄同友会事務局までご連絡下さい。
登録・情報提供よろしくお願いします。

↓↓↓ 

5.  (株)ピザハウス
会員名：坂本 昭司 社長

住所：浦添市
港川2-20-5

TEL : 098-875-3939

レストラン
ステーキ・ピザ

新型コロナに負けない！！

沖縄同友会 ＭＯＮＥＹ券取り扱い企業 【 飲食・観光関連】

4．(株)日新電器産業（食品事業部）
会員名： 石川 清朝 会長

住所：浦添市大平1-20-1
TEL：098-878-1677

金あぐー販売代理店
沖縄唯一の清酒販売

メディカルハーブカフェ

2．沖縄未病総合研究所(株)
（メディカルハーブカフェ）
会員名： 林 秀一 社長

住所：那覇市安謝1-2-5
TEL：098-863-0201

NEW！

1. Add Japan（同）
会員名：加藤 久美子 代表

住所：那覇市久米
1-7-24 1F

TEL : 098-860-0503

ワイン卸、小売業

3．ソフィエル・ペアー（株）
（カフェ イル・ソーレ）

会員名： 大城 あや子 社長

住所：浦添市字当山
2-36-3

TEL：098-878-2639

カフェ・飲食

※営業時間や休業日等は直接各企業のHPでご確認お願いいたします。※写真の商品が現在販売されていない可能性がございます。ご了承ください。

6.  (株)リウエン商事
会員名：知念 守 常務

★ケンタッキーフライドチキン
★（一日橋店）
住所：南風原町兼城

531
TEL: 098-889-6176
★（首里末吉店）
住所：那覇市古島

1-25-4
TEL: 098-886-2260
★（パレット久茂地店）
住所：那覇市久茂地1-1-1
TEL: 098-867-2885
★（糸満店）
住所：糸満市字兼城

369-3
TEL:   098-994-3840
★（西原坂田店）
住所：西原町翁長坂田531-2
TEL:   098-945-9962
★（浦添店）
住所：浦添市湊川254
TEL:   098-877-0113              

★（宮古店）
住所：宮古島市平良字西里

973-1
TEL: 0980-73-0225
★（小禄店）
住所：那覇市赤嶺1-4-4
TEL:   098-857-7839
★（サンエーメインプレイス店）
住所：那覇市おもろまち

4-4-9
TEL:  098-951-3365
★（パルコシティ店）
住所：浦添市西州3-1-1
TEL: 098-871-0555
★ドトールコーヒーショップ
（イオン那覇店）
住所：那覇市金城5-10-2
TEL:  098-852-1122
★（イオン具志川店）
住所：うるま市前原幸崎原303
TEL：098-983-6610              

★（南部医療センター店）
住所：南風原町新川118-1
TEL: 098-888-5227
★（琉大学医学部付属病院店）
住所：西原町字上原207
TEL:   098-895-1705
★（県立中部病院店）
住所：うるま市宮里281
TEL: 098-974-2130
★（イオンライカム沖縄

ライカム店）
住所：北中城比嘉アワセ

土地区画整理事業区域内
4街区2階2002区画

TEL:   098-933-9391
★（沖縄県庁店）
住所：那覇市泉崎1-2-2
TEL: 098-868-0102

NEW！

https://www.pizzahouse.co.jp/
http://nissin-ds.co.jp/service/foods/
https://medicalherbcafe.owst.jp/
https://medicalherbcafe.owst.jp/
https://www.add-japan.com/
https://www.ange-okinawa.com/ange.php#i03f
https://www.ange-okinawa.com/ange.php#i03f
https://www.riuen.com/store.php


お店の詳細は店名のリンクをクリックするかＱＲコードを読み込んでご確認ください

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

浦
西
支
部
②

新型コロナに負けない！！

沖縄同友会 ＭＯＮＥＹ券 取り扱い企業 【 その他】

3. （株）佐久本工機
（ホームセンターさくもと）

会員名：佐久本 嘉幸 社長

★（浦添店）
住所：浦添市牧港

1-61-18
TEL：098-877-4123
★（コザ店）
住所：沖縄市南桃原

4-28-1
TEL: 098-933-4241
★（とよみ店）
住所：豊見城市根差部

710（イオンタウ
ンとよみ内）

TEL: 098-852-2100

日曜雑貨
販売など

5. ニッシン(株)
会員名：安里 一樹 課長

住所：糸満市西崎町5-13-6
TEL: 098-992-2490

金物、工具

1.（株）アイレント
会員名：宮良 哲史 社長

★（本店）
住所：浦添市前田

2-19-6
TEL: 098-875-3337
★（那覇店）
住所：那覇市山下町2-36
TEL：098-859-7222
★（中部店）
住所：うるま市洲崎

7-9
TEL: 098-937-5588

イベント用品レン
タル、オフィス什
器備品レンタル
などレンタル
アイテム2000種

住所：浦添市内間4-18-7 1F
TEL：098-874-1184

美容室、マッサージ

6.  （株）FINESS
（ヘア＆エステ アレグリア）

会員名： 上間 洋典 社長

2. （株）東日産自動車
会員名：赤嶺 英仁 社長

住所：浦添市仲西1-7-1
TEL: 098-877-4003

車検等、自動車整備

★（なご店）
住所：名護市字名護4513
TEL:   0980-51-1300

4. （有）総合企画 和光
会員名：松田 喜代美 部長

住所：浦添市西原6-1-1
リバーサイドビル
２F

TEL:   098-876-3047

似顔絵、名刺など
印刷全般

※営業時間や休業日等は直接各企業のHPでご確認お願いいたします。
※写真の商品が現在販売されていない可能性がございます。ご了承ください。

http://hc-sakumoto.com/
http://hc-sakumoto.com/
https://rakudokan.com/
https://www.airent.co.jp/?page_id=74
https://www.alegria-okinawa.com/
https://www.alegria-okinawa.com/
https://www.kobac-ut.com/
http://www.e-wako.com/


お店の詳細は店名のリンクをクリックするかＱＲコードを読み込んでご確認ください
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部
③

新型コロナに負けない！！

沖縄同友会 ＭＯＮＥＹ券 取り扱い企業 【 その他】

9. （株）ユナイテッドシステム
会員名：田場 盛伸 社長

住所：浦添市城間
4-25-12 1F

TEL:   098-877-2135

PCアクセサリー、
テレワーク関連商
品販売

7. （株）丸忠
会員名：喜納 朝勝 社長

住所：浦添市牧港5-19-8
TEL:   098-877-6848

清掃用品の販売
清掃サービス

住所：那覇市宇栄原
950－１
ハイツタイラ1F

TEL：098-857-8739

8.（株）ゆいプラン
会員名：大嶺尚志 専務

お祝い・お悔やみの花
（本島全域配達します）

10. （株）ライフタイム
会員名：佐和田 博文 社長

リサイクルショップ
中古家電販売、雑貨
販売

生活館
★（那覇店） ★（与那原店）
住所：豊見城市名嘉地338 住所：与那原町上与那原
TEL：098-852-2705                           289
★（メインシティ通り店） TEL:  098-995-9078
住所：沖縄市松本920 ★（宮古店）
TEL: 098-921-2700               住所：宮古島市平良東仲宗根482-5
★（糸満店） TEL:  0980-74-2908
住所：糸満市兼城369-10
TEL: 098-994-7188

※営業時間や休業日等は直接各企業のHPでご確認お願いいたします。
※写真の商品が現在販売されていない可能性がございます。ご了承ください。

http://uom88.com/
https://kireimaru.jimdo.com/
https://www.yuiplan.com/
https://www.lifetime-group.co.jp/

