
※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那
覇
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。

↓↓↓ 

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】

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

5.  （株）沖縄総合貿易
会員名： 上原 真紀 専務

住所：那覇市具志
1-5-30

TEL：098-858-6221

観光土産卸売
販売

西地区
3.  いまいパン
会員名：今井 陽介 オーナー

★真地本店
住所：那覇市真地12-4
TEL: 098-836-3008
★古島店
住所：那覇市古島1-28-5
TEL: 098-911-1397
★王朝食パン識名園
住所：那覇市真地421-7
TEL:   098-961-3233

南地区

1. （株）赤マルソウ
会員名：座間味 亮 社長

住所：糸満市西崎町
4-10-2

TEL :  098-992-0011

みそ、醤油、調味料、
調味料ギフト等

南地区
2. （株）アメニティ
会員名：慶田盛 克磨 社長

東地区

各店舗での飲食
ケータリング

住所：那覇市通堂町2-1
那覇埠頭船客待合所1F

TEL: 098-866-0489

４. (有）ウエストマリン
会員名：二十歩 政治 総支配人

船上BBQ,ディナークルー
ズ、貸し切りBBQ

西地区

★海のちんぼらぁ ★Caféレストランたいよう市場
住所：那覇市前島2-13-15       住所：北中城村アワセ土地区画整理
TE L :  098-863-5123                         事業地内2街区1

★団欒酒場 赤とんぼ (中部徳洲会病院12F)
住所：那覇市東町11-19 ★Luxy Catering Okinawa 
TEL  : 098-861-8565 住所：宜野湾市大謝名5-24-9 

★肴家 あうん TEL:    098-894-4485 
住所：那覇市久米2-7-1
TEL : 098-869-1860

★だいこんの花（美里店）
住所：沖縄市美里2-5-8
TEL: 098-929-3133

★お届け料理 あいあいケータリング
住所：宜野湾市大謝名5-24-9
TEL：098-870-9111

★おもてなし料理 あいあい弁当
住所：宜野湾市大謝名5-24-9
TEL：098-894-4430

★銀のさら（宜野湾店）
TEL：098-942-2607
住所：宜野湾市大謝名5-24-9

https://shi-sa.com/
https://imaipain.com/
https://www.akamarusou.co.jp/
https://iikaisya-tsukurou.com/store
https://ja.westmarine.co.jp/


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 【 飲食・観光関連】

那
覇
支
部
②

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

10. (株) クラシコ
会員名：前森 裕人 社長

★グラスワイン桜坂 ル・ボワ
住所：那覇市牧志3-2-41

ﾌｫﾚｽﾄｶﾞｰﾃﾞﾝ2F
TEL：098-868-3650 

★ワイン&インテリアクラシコ
住所：那覇市泉崎2-2-3

アーク泉崎１F
TEL:    098-854-7511

西地区

グラスワイン桜坂
ル・ボワでの飲食

11. （株）K&F'S Company
ロッテリア（イオン那覇店）
会員名： 神谷健二 社長

NEW！

住所：那覇市金城5-10-2
TEL： 098-858-1555

ファストフードハンバーガー

北地区
9. （株）カンク
ホテル＆レストラン オン・ザ・ビーチ ルー
会員名：金城 郁生 取締役

宿泊およびレストラン
商品提供

住所：本部町字崎本部
2626-1

TEL： 0980-47-3535

7（株） 沖縄物産企業連合
会員名： 羽地 朝昭 社長

県産品物販

南地区

★沖縄宝島浦添パルコシティー店
住所：浦添市西洲3-1-1 1F
TEL：098-988-4513

★沖縄宝島あっぷるタウン店
那覇市おもろまち3-3-1  2F
TEL：098-863-8305

8. からおけ りきちゃん・あやちゃん
会員名： 上間 力 代表

住所：那覇市古波蔵3-9-10
蔵アパート1F

TEL：098-927-5048

カラオケ・飲食

東地区

6. （株）沖縄ティーファクトリー
会員名：内田 智子 社長

住所：沖縄市山内3-23-15
TEL: 098-989-7501

紅茶販売・卸し

北地区

※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。

西地区

https://hitosara.com/0006110445/
https://classicookinawa.wixsite.com/website
https://www.lotteria.jp/shop/253509/
https://www.lotteria.jp/shop/253509/
https://www.luenet.com/
https://www.luenet.com/
http://www.feenu.co.jp/
http://www.okitea.com/otf.html


※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】

那
覇
支
部
③

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

16. （同）高良広告
（やきいも繁多川堂）
会員名：高良圭一 代表

東地区

住所：那覇市繁多川1-21-5
コーポ長嶺103

TEL： 098-833-2839

やきいも販売

NEW！

住所：那覇市港町2-3-13
TEL：098-941-2715

14. (株) シーサー
会員名：稲井 日出司 社長

ダイビング
マリンレジャー

北地区 15．鮮魚と炭焼 春夏秋冬
小禄本店（旧 回 小禄店）

会員名：宮國 幸弘 代表

住所：那覇市金城5-8-16
TEL: 098-858-0766

東地区

飲食

12. (有)  現代企画
会員名：牧志 隆 社長

★フロレスタ新都心店
住所：那覇市天久2-29-3  B1F
TEL:098-943-1765

フロレスタドーナツ販売

西地区

★かつてん小禄バイパス店
住所：那覇市宮城1-16-12
TEL:   098-859-5930
★琉球鶏白湯らーめんアッパリ
住所：那覇市宮城1-16-12
TEL:   098-859-0636

かつてん：かつ丼、天丼、カレー
アッパリ：鶏白湯らーめん、

つけめん、まぜそば

フロレスタ新都心店↓

かつてん↓

らーめんアッパリ↓

★栗歩那覇店
住所：那覇市久茂地3-16-7
TEL:098-866-1033

★栗歩といもこ
住所：那覇市天久2-29-3

タートルマンションQ

モンブラン専門店

栗歩↓

サンセットヒルズイン
国際ステーキ天久店
住所：那覇市天久949
TEL：098-869-6388

クリスタルイン恩納
住所：恩納村恩納1653
TEL：098-966-2101

13. (株) 国際企画
会員名：上原崇 社長

コンドミニアムホテル宿泊、
国際ステーキでの飲食

国際タウンズイン
国際ステーキ松尾店
住所：那覇市松尾2-12-7
TEL： 098-860-1236

北地区

https://www.hantagawadou.com/
https://www.hantagawadou.com/
https://www.seasir.com/info200410
http://syunkasyuutou51.com/
http://syunkasyuutou51.com/
https://www.nature-doughnuts.jp/shop/055_shintoshin.htm
https://tabelog.com/okinawa/A4701/A470103/47025101/?fbclid=IwAR0PRJTh7o3vChsYsm27oRLwunlGTs7cwmPSZf-7NhmHgXzhvmNnrEm12SE
https://tabelog.com/okinawa/A4701/A470103/47020394/
https://www.instagram.com/kuriho_naha/
https://www.sunsethillsinnaha.com/
https://www.crystalinnonna.com/
https://www.townsinn.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】

那
覇
支
部
④

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

21. (株)  P.S.Tcompany
カフーシリュウキュウ

会員名：原 佳文 社長

★カフーシリュウキュウ
住所：那覇市松尾

1-6-1八汐荘１F
TEL：098-869-5656

レストラン
カフーシリュウキュウ
姉妹店 めしなる木で
の飲食

西地区

住所：那覇市辻2-6-1
TEL： 098-864-2111

20. (有)  ニューロンシステム
HOTEL PRECIA

会員名：東長濱 秀作 支配人

宿泊、
飲食(宮良そば那覇店)

北地区

18.   (有) 梯梧
会員名：山城 朝美 社長

住所：糸満市米須1056
TEL:098-997-3385

レストラン、売店

西地区 19.  (株) 仲宗根糀家
会員名：仲宗根悦子 社長

住所：那覇市国場
397-1
コーポ仲宗根

TEL: 098-833-0710

米糀・塩糀・
酵素甘酒などの販売

東地区
17.  (株) 立川フードサービス
会員名：宮平良哲 社長

住所：那覇市字鏡原150
（那覇空港２F出発
ロビーANA側）

TEL: 098-987-4863

空弁立川（お弁当、
サンドイッチ）

東地区

22.(株)  ナガイ産業
三代目魚武士

会員名：砂川 あけみ 専務

住所：南風原町字兼城602
TEL：098-888-0900

魚がメインの居酒屋

東地区
NEW！

★姉妹店 めしなる木
住所：浦添市伊祖3-9-6 1F
TEL：050-8881-0776

NEW！

https://kafuc-ryukyu.owst.jp/
https://kafuc-ryukyu.owst.jp/
http://www.himeyuri-deigo.com/
https://www.koso-okinawa.com/
http://www.tachikawa-food.jp/
https://onl.tw/UqGxK3Q
https://onl.tw/UqGxK3Q
https://tabelog.com/okinawa/A4703/A470404/47027851/


※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】

那
覇
支
部
⑤

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

27. (株) 幸
琉球料理と琉球舞踊 四つ竹
会員名：奥村 幸定 社長

★(久米店）
住所：那覇市久米2-22-1
TEL：098-866-3333

「四つ竹」琉球料理と
舞踊の提供

南地区
西地区

フォンテーヌランチ
バイキング

住所：那覇市西3-2-1
TEL： 098-868-2222

28.  ロワジールホテル＆
スパタワー那覇

会員名：照屋 智章 課長

25.（株）マーケティングソムリエ沖縄

（民謡ステージ歌姫）
会員名：宮里 拓樹 社長

住所：那覇市牧志1-2-31
ハイサイおきなわ
ビルB1F

TEL: 098-863-2425

民謡ステージ歌姫
（民謡ライブ）

西地区

26. 宮良そば
会員名：宮良 信介 店主

★浦添店
住所：浦添市当山1-7-17
TEL: 098-876-7082
★那覇店
住所：那覇市辻2-6-1
TEL: 098-864-2111

八重山そば、骨汁

北地区

★(牧志市場店）
住所：那覇市松尾2-8-35
TEL : 098-867-9550
★(北谷アメリカンビレッジ店)
住所：北谷町字美浜9-21
TEL: 098-921-7328

24.  ポーたま(株)
会員名：清川 勝朗 社長

西地区

ポークたまご、テイクア
ウト、デリバリーOK

南地区

宿泊

23. (株) 巽ｴﾝﾀｰﾌﾟﾗｲｽ
ヴィラモトブヒルズ

会員名：洲鎌 誠 取締役

住所：本部町
字伊野波150-25

TEL： 0980-47-3805

https://yotsutake.co.jp/
https://yotsutake.co.jp/
https://www.spatower.com/
https://www.spatower.com/
https://www.sunsean.co.jp/utahime.php
https://miyarasoba.com/
http://porktamago.com/
https://www.motobu-hills.jp/motobu-hills/546/
https://www.motobu-hills.jp/motobu-hills/546/


※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】

那
覇
支
部
⑥

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

はちみつ商品・カフェ

29. （株）Honey Fusion
ハニーフュージョン

会員名：マックブライド直子 社長

住所：豊見城市長堂141-1
ニューシャトー長堂103

TEL： 098-852-2003

西地区
30. （株）樹来

ほっともっと
会員名：与那覇依子 社長

★（美里店）
住所：沖縄市松本2-14-30
TEL： 098-938-1801
★（知花店）
住所：沖縄市知花5-16-9
TEL:   098-938-9290
★（石嶺店）
住所：那覇市首里石嶺町

2-111-16
TEL:   098-885-3549

お弁当の製造・販売

NEW！
北地区

31. HOPEコンサルティング
（和晩酌 嶺）

会員名：稲嶺盛伍 代表

住所：那覇市久米1-7-21
赤嶺ビル１F

TEL: 098-975-5673

割烹

西地区

NEW！

32.  （株）PCH
BBQガーデン パーティーカラー
会員名：新垣武也 代表

住所：那覇市与儀1-11-18
TEL: 098-851-4565

飲食

西地区

https://honey-fusion.com/ja/
https://honey-fusion.com/ja/
https://onl.tw/c5nhpTH
https://onl.tw/c5nhpTH
https://wabanshaku-mine.com/
https://wabanshaku-mine.com/


※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】

那
覇
支
部
⑦

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

3. あらがき貸衣装
会員名：倉岡 弁慶 部長

住所：那覇市寄宮
2-12-1

TEL：098-833-6853

冠婚葬祭式服レンタル

東地区

5.（株）大田製靴店
会員名：大田 守誠 社長

住所：那覇市
松尾2-2-28

TEL：098-886-6453

靴の製造、修理、整形
靴、インソール製造

西地区

住所：那覇市上間290-6
TEL：098-833-2888

1.（有）東江メガネ店南部
会員名：東江 功 社長

メガネ、コンタクトレ
ンズ、補聴器

東地区

★石垣本店
住所：石垣市字真栄里204-331
TEL:  0980-87-5640
★那覇営業所
住所：那覇市おもろまち1-2-17
アイワプラザ401
TEL：098-869-4200

2. アットモア㈱
沖縄那覇・石垣のダイエット専門エステサロン
「宮良の館」

会員名：加藤 かおり 社長

南地区

エステ、脱毛
健康食品販売

化粧品販売と超
音波洗浄の施術

4.  MT Salon 
首里石嶺駅前店

住所：那覇市首里石嶺町
2-30

TEL：098-917-2323

会員名： 倉山睦美 オーナー

東地区NEW！
6. 沖縄コミュニケーションサービス（株）

（セーフティーライフ沖縄

微酸性次亜塩素酸水、
卓上型噴霧器、携帯型
水素吸入器ケンコス

住所：那覇市東町20-7
TBCビル206

TEL:   098-917-6434

）

会員名：相川 浩一 社長

西地区

https://www.plat-okinawa.jp/shop/aragaki/
https://www.ota-seikutsuten.com/
https://www.agarie-megane.com/
http://www.more-miyara.com/
http://www.more-miyara.com/
https://www.mtsalon.jp/salon/shuriishimine/
https://www.mtsalon.jp/salon/shuriishimine/
https://www.ocs78.com/
https://www.ocs78.com/


※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】
那
覇
支
部
⑧

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

サンゴ染め体験
伝統工芸品販売

9.（有）首里琉染

住所：那覇市首里山川町
1-54

TEL：098-886-1131

会員名：大城 裕美 社長

東地区

会員名：稲嶺 有晃 社長

広告全般及び印刷各種

8.（株）サン・エージェンシー

住所：那覇市上之屋314-2
サンメディアビル2F

TEL：098-862-3939

北地区

11.（有）タフ住研
会員名：京 一郎 社長

住所：那覇市寄宮
148-6

TEL：098-855-2222

不動産賃貸契約料
より還元

東地区

住所：那覇市泉崎1-22-6
TEL：098-866-4900

12. 津堅事務用品店
会員名：津堅 直樹 代表

事務消耗品、お米
中古オフィス家具

西地区

7.（株）近代美術
会員名：大城恵美 社長

住所：南風原町字兼206
TEL：098-889-4110

名刺やチラシの
企画制作印刷等

南地区

10. ソムノクエスト（株）
会員名：江口直美 社長

南地区

住所：那覇市泉崎1-16-3
石川ビル１F

TEL： 098-988-1141

クァンソウ配合
リラックス茶
健康食品

https://www.shuri-ryusen.com/
http://www.sun-agc.co.jp/about/company/
https://www.tough.co.jp/
https://tsukenjim.ti-da.net/
https://www.p-kindai.co.jp/
https://1503917208.jimdo.com/


※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】
那
覇
支
部
⑨

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

18. (株）普天間商会（普天間洋服店）
会員名：普天間 直樹 社長

仕立て服、写真スタジオ

住所：那覇市久茂地3-2-5
TEL：098-867-4649

西地区

こころ♡整骨院
住所：那覇市田原

240-7
TEL：080-7085-2695

上記２店舗の整骨院
利用。痛みもゆがみ
も改善します。

クリア整骨院
住所：那覇市銘苅

2-4-35 1F
TEL：098-894-5067

15.  （株）HITOMI
会員名：浅井 一美 社長

西地区

17. （株）平仲
会員名：平仲 信明 社長

住所：豊見城市真玉橋
175-1

TEL：098-856-7888

ボクシングスクールビジ
ター練習
(1回2200円→1000円)
※チケット1枚分)

西地区

13． 美ら島法律事務所
会員名：横江 崇 弁護士

住所：那覇市泉崎
2-10-3   303

TEL：098-853-3871

西地区

法律相談

住所：那覇市久米
2-15-10

TEL：098-864-2001

14. （株）美スリート
美+健究所～ビプラス～

会員名：生天目 千加子 社長

西地区

整形さよなら光エステ
(8800円→5000円)
フォトフェイシャル
(8800円→5000円)

16. 美容室 絆
会員名：田村 杏奈 代表

カット、パーマ、カ
ラーリング等

住所：那覇市泊
1-14-10

TEL：0988697150

南地区

http://futenma.com/order.html
https://www.boxer-hiranaka.com/
https://www.churashima-law.jp/
https://profile.ameba.jp/ameba/bondshand/


※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】
那
覇
支
部
⑩

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

北地区20.  三重金属工業（株）
（沖縄事務所）
会員名：上地 裕介 係長

住所：与那原町与那原
3053 照屋店舗
101

TEL：080-2644-1801

会社（那覇市内）に
週2回サラダ配達

住所：那覇市港町2-16-1
TEL：098-865-5270

21.（株）琉球新報開発
会員名：石垣 清美 取締役

①ウイルスエンドV＝ウイルス
対策液（空中噴霧タイプ）

②センダンα 20%オフ
（＠16,200円→＠12,960円)

北地区19.  ペストマネージ沖縄 （株）

会員名：新垣 満寛 社長

住所：那覇市識名
3-7-28

TEL：090-3790-7308

害虫駆除、貯水槽
清掃

東地区

24.   YYマリンデンタルクリニック
会員名： 樋口 豊 院長

歯科医療

住所：那覇市銘苅2-4-46
TEL：098-863-3470

北地区

補聴器販売・修理・
メンテナンス
医療機器販売

北地区

住所：那覇市安里1-8-13
TEL：098-863-4133

23. （株）琉球補聴器
会員名：森山 賢 社長

22.（株）ラジカル沖縄
会員名：東江 幸蔵 常務

住所：那覇市おもろまち3-7-9
TEL：098-867-4510

求人誌「Rookie」の発行（毎週
土曜日発行）求人サイト
「Rookie WEB」（毎日情報発
信）の運営。その他、合同企
業説明会の企画・運営

北地区

NEW！

https://www.facebook.com/saladMKK/
http://www.shimpo-k.co.jp/
https://www.pestmanage-oki.com/
http://yy-marine.com/
http://www.ryukyu-hochoki.com/
http://www.r-oki.com/


那
覇
支
部
⑪

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】
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

※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。

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

25.  （有）朝日印刷
会員名：上原 初枝 会長

住所：那覇市泉崎
2-4-6

TEL：098-832-3682

1万円ポッキリ！！
パソコン（1台）
点検・修理（部品交
換込み）那覇市内

南地区
26.  （株）丸仁
会員名：上江洲 仁吉 代表

★本社
住所：那覇市首里石嶺

4-483-3
TEL：098-885-9900
★宜野湾支店
住所：宜野湾市我如古

3-4-5
TEL:   098-898-3701

事務用品・文具
家具

東地区

★泡瀬支店
住所：沖縄市泡瀬

4-31-12
TEL：098-937-6644

NEW！

27.   からだメンテナンスサロン ラムール
会員名：酒井裕美 代表

住所：那覇市具志2-28-35
ラリアンス302号

TEL：090-9473-7560

筋トレ・リンパ
マッサージ・物販

西地区

28. 脱毛サロン ハイパーラボ
会員名：浦崎 真理 オーナー

住所：那覇市松山1-12-1 1F
TEL:   090-1946-1863

全身＆ヒゲ脱毛
小鼻ぶつぶつ毛穴洗浄

西地区

NEW！

http://jp-asahi.com/
http://www.marujin-okinawa.com/
https://home.tsuku2.jp/storeDetail.php?scd=0000131840
https://www.picuki.com/tag/%E3%83%8F%E3%82%A4%E3%83%91%E3%83%BC%E3%83%A9%E3%83%9C

