
中
部
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。

↓↓↓ 

※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。

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

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

ホテル宿泊、
レストラン、スパ、
ショップ

住所：北中城村
字喜舎場1478

TEL：080-2725-9539

3. (株)ＥＭウェルネスリゾート
（コスタビスタ沖縄ホテル＆スパ）

会員名：西渕 泰 社長

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】

(泡瀬店／
ベーカーズアントレ)
住所：沖縄市

高原7-28-7
TEL:  090-4986-8498

1. アントレ
会員名：阿嘉 久美子 代表

持ち帰りピザ、
パンの販売

2.  (株)御菓子御殿
会員名：澤岻 千秋 専務

店舗レストラン、
買い物、食事、
お菓子の販売

住所：沖縄市字与儀2-8-1
TEL：098-931-1500

ホテル宿泊、レストラン

4.  オキナワ グランメールリゾート
会員名：川中 由仁 総支配人

★読谷本店 ★国際通りむつみ橋店 ★大木店
住所：読谷村字宇座657-1 住所：那覇市牧志1-3-58 住所：読谷村大木459-7
TEL：098-958-7333                TEL:   098-951-2251            TEL:   098-956-3335
★恩納店 ★国際通り牧志店 ★おかしのジョリーキキ
住所：恩納村字瀬良垣100 住所：那覇市牧志3-1-8 住所：読谷村大湾343
TEL:   098-982-3388               TEL:   098-862-9888            TEL:   098-956-6111
★国際通り松尾店 ★那覇空港店
住所：那覇市松尾1-2-5 住所：那覇市鏡水150
TEL:   098-862-0334                         那覇空港2F出発ロビー
★名護店 TEL:  098-859-7234
住所：名護市字中山1024-1    ★石垣店
TEL:   0980-54-8515 住所：石垣市字大川10-1 1F

TEL:   0980-88-0510

5.天慈国際健康管理（株）
（Wayn-Zen 恩納荘園）

会員名：石 蕾 社長

住所：恩納村字名嘉真
1765-13

TEL：098-967-7666

恩納荘園宿泊、食事
瞑想、ヨガ体験

NEW！

6.げんまい屋 実樹
会員名： 上原 ひとみ オーナー

住所：沖縄市字登川
2-10-30

TEL：090-4355-3101

発酵玄米ランチ
お弁当

http://www.costavista.jp/
http://www.costavista.jp/
https://www.at-ml.jp/70649/
https://okashigoten.co.jp/
http://www.okinawa-grandmer.com/
https://www.wayn-zen.ryukyu/
https://www.wayn-zen.ryukyu/
https://onl.tw/AmpKPjf


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

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

中
部
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 【 飲食・観光関連】

住所：沖縄市字上地
1-1-11 1F

TEL: 090-1940-5313

9.  のぼりや製菓（有）
会員名：與座 美香 社長

お菓子製造・販売

焼肉店

お弁当販売

季節料理・寿司・
刺身・会席料理等

7. 幸村
会員名：亀崎 芳昌 代表

（政宗）
住所：沖縄市美原4-3-6 

（割烹幸村となり）
TEL: 090-9780-3544

（炭火焼肉 十兵衛）
住所：沖縄市美原3-21-3
TEL： 090-9780-3544

（割烹 幸村）
住所：沖縄市美原4-3-6 1F
TEL: 090-9780-3544

バーベキューおすすめ！
牛リブロース、上肉

8.  (有)仲松ミート
会員名：仲本 和美 執行役員

住所：うるま市宮里643-1
TEL: 098-973-9839

※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。

ホテル宿泊、レストラン
アクアゾーン

10.  （株）ラグナガーデンホテル
会員名：河内 康平 総支配人

住所：宜野湾市真志喜4-1-1
TEL: 098-897-2121

NEW！

https://sweetsguide.jp/shop/29115
https://onl.tw/CTrP6rT
https://onl.tw/LYzcxwU
https://onl.tw/EXzd5bZ
https://nakamatsu-meat.co.jp/
https://www.laguna-garden.jp/


※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。

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

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

住所：読谷村字都屋451
TEL：098-921-5707

飛沫感染対策品

4.  (株)OFM
会員名：喜友名 秀樹 社長

1.  (株)アイセック・ジャパン
会員名：一瀬 宗也 社長

住所：うるま市川崎468
いちゅい具志川
じんぶん館

TEL :  098-972-6888

音声、文字起こし

寝具類、クリーニング

7 .  キングラン沖縄（株）
会員名：大田 治 専務

住所：沖縄市胡屋7-5-6
TEL：090-1945-6235

食器、グラス、キッチン
用品、贈答品、雑貨

2.  (有)アンカー商事
会員名：與﨑 文美 社長

住所：宜野湾市新城
2-23-8

TEL: 098-892-2320

中
部
支
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】

6. ぎのわん法律事務所
会員名：山下 裕平 弁護士

住所：宜野湾市志真志
4-2-1  1階

TEL: 098-943-0134

法的な側面からの経営、
法律相談・提案

住所：沖縄市高原
4-18-1
ｼﾃｨﾊｲﾂ高原101

TEL:  098-933-0113

3. (株)インプレス
会員名：石村 弘之 社長

車コーティング
車内クリーニング

8.  コンプロテック（株）
（サロン・ド・ジェイブリス）

会員名：又吉 尚子

住所：那覇市
おもろまち3-4-8
ﾄﾞﾘｰﾑﾌﾞﾗｲﾄ21 1F

TEL: 098-988-3536

フェイシャル・毛穴
洗浄（ギフト可）

5.（有）おおば
会員名：大庭 恵梨花 専務

住所：北中城字美崎266
TEL： 098-982-0755

タバコ販売
水素水販売

https://www.ofm.okinawa/
http://www.iscecj.co.jp/
http://kingrun-okinawa.com/
https://www.anchorshoji.co.jp/
https://legalus.jp/okinawa/ginowanshi/lo_19504/lawyer_34862
https://impress-okinawa.biz/
https://onl.tw/cnLX89d
https://onl.tw/cnLX89d
http://www.ooba-tabaco.com/top.php


住所：読谷村字大湾356
レキオススクエア２Ｆ

TEL :  098-989-9530

琉球料理・
メディカル料理教室

13.  (一社) ﾄｰﾀﾙｳｴﾙﾈｽﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄｵｷﾅﾜ
（KAE project）

会員名：伊是名 カエ 代表理事

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
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】
中
部
支
部
④

15.  平宮産業(株)
会員名：上地 雄也 執行役員

住所：うるま市
与那城桃原560

TEL: 098-977-7116

再生パソコン販売、造園
工事（草刈り、選定）

10. Japan＆AsiaBizSupport
行政書士事務所

会員名：比屋根 拓 所長

住所：宜野湾市
字大謝名2-1-7

TEL: 098-897-7877

補助金や融資制度の
申請相談を１回5,000円
で行います

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

住所：宜野湾市普天間
2-49-2

TEL：098-892-0651

不動産賃貸契約料
より還元

11.  (有) ジョウゲン開発
会員名：池原 涼子 常務

16.  リ・ジュエリーエイブル
会員名：比嘉 律子 代表

住所：北中城村
字島袋165

TEL:090-8291-7566

ジュエリー全般

14.  (株) 花時
会員名：謝花 斉 社長

住所：北中城村字
安谷屋2252-1

TEL: 098-935-4147

冠婚葬祭の生花、
観葉植物

会員名：新垣 諭 代表

名刺・チラシ・パンフ
フリーペ－パー・広告

12.  中部ガイド

住所：沖縄市古謝
2-10-3   1-A

TEL：098-937-7105

キッチン、トイレ、浴室、
クーラー清掃

9．三建設備（株）
会員名：宮里 真由美 社長

住所：沖縄市字南桃原
4-33-3

TEL: 098-932-3629

※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。

https://kae-project.twpo.jp/
https://www.hiramiyasangyo.com/
http://www.hiyane-office.com/
http://www.hiyane-office.com/
https://www.jyogen.co.jp/
http://able-houseki.okinawa/
https://www.hana-toki.co.jp/company/business.html
https://chubuguide.wixsite.com/c-guide/blank
https://www.sankensetsubi.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

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

中
部
支
部
⑤

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】

17. リフォームサイエンス（株）
会員名：知花 順子 社長

住所：宜野湾市伊佐3-9-12
TEL： 098-899-2222

外壁塗装・防水工事

NEW！

※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。

https://www.rs-reform.co.jp/

