沖縄県感染防止対策認証制度 認証店一覧（飲食業）その５（1/1～）

店舗名

業種

市町村名 店舗所在地

店舗電話番号

美味食彩 花 HANA

レストラン（和・洋・中）

石垣市

石垣市大浜466-15 2F

090-1940-0536

フェンディ

沖縄そば・食堂

那覇市

那覇市山下町29-2 トーマスプラッツ1階 090-4990-4550

BASARA

レストラン（和・洋・中）

那覇市

那覇市西2-7-12

小料理Bar 恋月

居酒屋・バー

那覇市

那覇市首里当蔵2-20 1F

Old Gangster

レストラン（和・洋・中）

恩納村

恩納村真栄田3378-13

098-923-5507

https://aniversario365.com/ja/restaurant

海辺の居酒屋「島唄」

居酒屋・バー

恩納村

恩納村谷茶1496

098-964-6611

https://rizzan.co.jp/restaurant/izakaya.html

ひいき屋

居酒屋・バー

那覇市

那覇市安里379

080-6491-0437

LR

居酒屋・バー

宜野湾市 宜野湾市真栄原2-1-3 2F

090-8405-1970

アイランドフーズ川満

レストラン（和・洋・中）

宮古島市 宮古島市下地字上地517-3

0980-79-0494

モスバーガーひらら店

その他飲食店

宮古島市 宮古島市平良字西里1000-12

0980-73-1200

喫茶7・セブン

その他飲食店

石垣市

石垣市美崎町12-8

090-7291-6637

沖らく

居酒屋・バー

那覇市

那覇市牧志3-11-17 屋台番号18

080-7056-3927

しゃぶしゃぶ太陽 大川店

焼肉・ステーキ・しゃぶしゃぶ

石垣市

石垣市大川202-1F

098-087-7390

アフタヌーンティー・ティールーム沖縄リウボウ店 カフェ・スイーツ 那覇市

那覇市久茂地1-1-1 リウボウ2階

098-867-1532

銀鈴

居酒屋・バー

那覇市

那覇市安里2-6-45

090-9575-7079

Bar 千代

居酒屋・バー

那覇市

那覇市松山1-8-7

豚の虜

居酒屋・バー

那覇市

那覇市牧志3-11-17

国際通り屋台村9番 090-5937-9358

ザ・ゴールデンスワロー

居酒屋・バー

那覇市

那覇市安里1-4-14

098-860-9089

https://www.facebook.com/golden.swallow.okinawa

燕郷房 (ヤンキョウファン)

レストラン（和・洋・中）

那覇市

那覇市泉崎1-11-3

098-862-0011

https://www.facebook.com/yang.kyou.fang.okinawa

備長炭焼 みやび問屋

居酒屋・バー

那覇市

那覇市久茂地2-13-11

098-943-3979

マウイステーキハウス

レストラン（和・洋・中）

那覇市

那覇市久茂地2-15-13

098-862-9085
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ルート21西町ビル１階 098-917-5488

http://nozu-g.com/publics/index/102/

https://www.okinawa-yatai.jp/

https://www.afternoon-tea.net/tearoom/
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店舗名

業種

市町村名 店舗所在地

店舗電話番号

COCO KITCHEN

レストラン（和・洋・中）

那覇市

那覇市前島3-15-20

098-975-5887

居酒屋がんも

居酒屋・バー

沖縄市

沖縄市高原3-1-3

098-929-2108

あんがぁぶる

その他飲食店

名護市

名護市宮里3-4-12-2

070-6594-7290

琉球料理といまいゆ しんか・肉バル＆ダイニング ヤンバルミート

居酒屋・バー

恩納村

恩納村前兼久858-1 2F

098-923-3915

https://okinawa-sinka.jp/shop/yanbaru-meat/

NEGRIL COFFEE

カフェ・スイーツ 本部町

本部町具志堅284

080-9636-4448

https://negril-coffee3.webnode.jp/

テラコヤ名護分校

居酒屋・バー

名護市

名護市呉我153

070-5416-3516

茶茶

その他飲食店

那覇市

那覇市泊1-3-5 サンコート101号

090-6857-3527

COCOPAN BAKERY

レストラン（和・洋・中）

うるま市 うるま市石川曙1-6-42

焼肉 福牛

焼肉・ステーキ・しゃぶしゃぶ

北谷町

北谷町美浜9-1 デポアイランドE棟2階 098-917-6281

しゃんぐりら

居酒屋・バー

浦添市

浦添市港川1-2-6 旧さかいやビル2F

098-988-4119

焼肉乃我那覇

焼肉・ステーキ・しゃぶしゃぶ

名護市

名護市宮里1410-1 2F

0980-43-5369

ユーロバルDIVAest

レストラン（和・洋・中）

与那原町 与那原町字与那原369

050-1452-9280

BAR縁

居酒屋・バー

那覇市

那覇市安里63 マートンドームⅡ 101 098-943-2256

琉球やきとり金丸

居酒屋・バー

浦添市

浦添市内間2-7-7

098-874-6070

琉球やきとり金丸 浦西店

居酒屋・バー

浦添市

浦添市当山2-9-3

098-878-7377

Red Cup

居酒屋・バー

那覇市

那覇市松山2-1-18

明夜来

居酒屋・バー

那覇市

那覇市東町17-11 ふくろう館203

まえはら笑店

居酒屋・バー

宜野湾市 宜野湾市真栄原3-5-18

Tsumugi

レストラン（和・洋・中）

那覇市

那覇市松山2-9-3 K2ビル 4-A

098-943-9535

https://www.instagram.com/tsumugi.0303/?hl=ja

鮨つむぎ

その他飲食店

那覇市

那覇市牧志2-17-46 ハチノスビル2F

098-988-1172

https://tabelog.com/okinawa/A4701/A470101/47022490

サンライズ

レストラン（和・洋・中）

北谷町

北谷町美浜9-8シーサイドスクエア1F
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098-989-6339

住太郎ビル5F AB 090-3543-8501

https://trust.mco.ne.jp/fresh-meat-ganaha/

https://www.instagram.com/red_cup_okinawa/

098-943-2819
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店舗名

業種

市町村名 店舗所在地

喫茶ベジタル

居酒屋・バー

浦添市

カラオケBan Ban 那覇国際通り県庁前店

カラオケボックス 那覇市

那覇市久茂地3-3-20 Mビル国際通り 1F 050-3134-0970 http://karaoke-shin.jp

カラオケBan Ban 那覇国際通り店

カラオケボックス 那覇市

那覇市牧志1-3-58 タキオンビル3F

050-3134-0581 http://karaoke-shin.jp

カラオケBan Ban 奥武山公園前店

カラオケボックス 那覇市

那覇市鏡原町10-2 鏡原ビルⅡ 1階

050-3134-0841 http://karaoke-shin.jp

カラオケBan Ban 宜野湾愛知店

カラオケボックス 宜野湾市 宜野湾市愛知1-5-11

Forestale Uno

レストラン（和・洋・中）

石垣市

石垣市野底703-1

0980-89-2670

うるくラボ

居酒屋・バー

那覇市

那覇市小禄785 1F

098-959-6776

油麺 ABUMEN

ラーメン

那覇市

那覇市久茂地2-14-12 C18 oﬃceKUMOJI 1F 070-8564-0742

ホルモン人 うるま店

焼肉・ステーキ・しゃぶしゃぶ

うるま市 うるま市喜屋武551-1

098-987-8929

うまいもの商店 海老蔵

居酒屋・バー

宮古島市 宮古島市平良字下里1 B-2

090-5461-1113

KARIYUSHI COFFEE AND BEER STAND

居酒屋・バー

那覇市

那覇市牧志3-2-39

098-917-5570

Chatanbal Verona

居酒屋・バー

北谷町

北谷町美浜34-3デポセントラル8F

080-4281-1650

五六家

居酒屋・バー

那覇市

那覇市古島1-24-20

098-886-5680

中華かみだ

レストラン（和・洋・中）

沖縄市

沖縄市古謝1-22-5

098-988-7624 cyuka-kamida.owst.jp

酒BAR 利加

居酒屋・バー

沖縄市

沖縄市胡屋1-8-1島袋ビル203

090-7159-5793

はま寿司うるま前原店

その他飲食店

うるま市 うるま市前原328-1

098-979-2870

はま寿司沖縄登川店

その他飲食店

沖縄市

沖縄市登川2-9-7

098-921-4330

はま寿司中城店

その他飲食店

中城村

中城村南上原818-1

098-942-3088

はま寿司名護店

その他飲食店

名護市

名護市宮里1475-2

0980-45-0331

果実家

その他飲食店

宮古島市 宮古島市平良字西里709-1 103号室

ビッグエコー那覇新都心店

カラオケボックス 那覇市

店舗電話番号

店舗HP

浦添市屋富祖2-17-2 上門ビル201

那覇市上之屋1-1-28
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3F

050-3134-0903 http://karaoke-shin.jp

https://www.instagram.com/abunen.1010/?hl=ja

090-9400-0385

098-941-4722 https://big-echo.jp/
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市町村名 店舗所在地

ビックエコー小禄店

カラオケボックス 那覇市

那覇市赤嶺1-5-2

ビックエコー美浜店

カラオケボックス 北谷町

北谷町美浜2-4-4

ビックエコー与那原店

カラオケボックス 与那原町 与那原町上与那原336 ウィングビル与那原1階 098-943-4786 https://big-echo.jp/

ビックエコー国際通り店

カラオケボックス 那覇市

焼肉RIKIO アメリカンビレッジ店

焼肉・ステーキ・しゃぶしゃぶ

焼肉ホルモン たくじ

店舗電話番号

店舗HP

098-859-1506 https://big-echo.jp/
オアシス美浜ビル2階 098-926-4041 https://big-echo.jp/

那覇市牧志1-3-55 ホテル山の内1F

098-869-9322 https://big-echo.jp/

北谷町

北谷町美浜9-19 ディストーションファッションビル2F

098-989-4433

焼肉・ステーキ・しゃぶしゃぶ

沖縄市

沖縄市知花6-8-5

098-988-7166

永當蕎麦 嘉手納店

沖縄そば・食堂

嘉手納町 嘉手納町嘉手納298-8

098-989-1004

くじら

居酒屋・バー

那覇市

那覇市前島2-18-15 幸アパートA棟

090-3195-5957

広島お好み焼き とん

その他飲食店

那覇市

那覇市久米2-5-10

098-943-8866

ラソールガーデン・アリビラ

その他飲食店

読谷村

読谷村字儀間614

098-982-9800

焼肉喜八 別館

焼肉・ステーキ・しゃぶしゃぶ

宮古島市 宮古島市平良下里83 1F

0980-79-5858

石垣うっとり

居酒屋・バー

石垣市

石垣市美崎町8-9,8-10石垣島ヴィレッジ２階（区画14,15）

0980-87-0711

魚屋直営すし食堂 魚まる

その他飲食店

那覇市

那覇市前島2-19-10

098-988-4583

庵 あん

その他飲食店

金武町

金武町字金武36-4

098-968-7760

はま寿司南風原津嘉山店

その他飲食店

南風原町 南風原町津嘉山1529

098-882-6444

はま寿司糸満潮平店

その他飲食店

糸満市

糸満市字潮平598-5

098-840-3307

はま寿司北谷伊平店

その他飲食店

北谷町

北谷町伊平230

098-982-7331

はま寿司那覇古島店

その他飲食店

那覇市

那覇市古島1-25-3

098-882-1666

はま寿司那覇小禄店

その他飲食店

那覇市

那覇市小禄3-6-3

098-859-8001

四季五彩 囍和 日本料理

レストラン（和・洋・中）

西原町

西原町上原2-9-12 プレジャーリンクス2F 098-944-6933

コトノワ

カフェ・スイーツ 北中城村 北中城村仲順275
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T103号

090-4175-1222

yakinikuhorumon-takuji.jp

https://www.resortwedding.net/okinawa/lazor/

https://cotonowa.base.shop
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業種

市町村名 店舗所在地

店舗電話番号

春

レストラン（和・洋・中）

那覇市

那覇市辻1-8-21-102

070-4448-9414 https://haru-naha.com

まるぼし。

居酒屋・バー

那覇市

那覇市安里379-27

098-943-2534

https://maruboshi.owst.jp

米や松倉

レストラン（和・洋・中）

宜野湾市 宜野湾市大山2-11-26

080-6493-1058

https://komeya.okinawa/

カル・カフェ

レストラン（和・洋・中）

南城市

南城市玉城字前川418-1

098-948-7857

SEA BOX

居酒屋・バー

那覇市

那覇市久茂地2-19-18-3F

098-917-5172

オーシャンバーベキュー

レストラン（和・洋・中）

恩納村

恩納村山田357-2

080-6495-2941 http://ocean-bbq.com

Uchina Time

居酒屋・バー

那覇市

那覇市東町20-7 TBCビル101

090-6868-1472

酒処 裕

居酒屋・バー

八重瀬町 八重瀬町字友寄903-8

090-3796-7181

Thai kitchen アロイマー

居酒屋・バー

那覇市

那覇市久米2-20-21

098-800-2227

アグー豚しゃぶ＆沖縄料理 安里家

その他飲食店

那覇市

那覇市安里1-3-3

098-911-3537

さかもと

その他飲食店

那覇市

那覇市久米2-11-1

098-917-5565

肉久茂地はなれ

その他飲食店

那覇市

那覇市久茂地3-23-10よなはビル102

098-943-6410

カラオケまねきねこ 北谷美浜店

カラオケボックス 北谷町

北谷町美浜15-67

098-923-3778

https://shop.karaokemanekineko.jp/store/687

カラオケ本舗まねきねこ 宜野湾店

カラオケボックス 宜野湾市 宜野湾市志真志4-2-2

098-942-8840

https://shop.karaokemanekineko.jp/store/366

ししや

居酒屋・バー

那覇市

那覇市牧志3-1-1水上店舗内

098-869-5448

Sose a mi

居酒屋・バー

那覇市

那覇市牧志2-19-2 うるま住宅101

090-9486-3660

孫悟空

居酒屋・バー

石垣市

石垣市登野城630-28

0980-82-5258

泡盛倉庫

居酒屋・バー

那覇市

那覇市久米2-8-14-4階 久米八番館ビル 098-869-0808

マシソヨ 北谷店

レストラン（和・洋・中）

北谷町

北谷町美浜9-8 シーサイドスクエア1F

エスト

居酒屋・バー

石垣市

石垣市新栄町12-11-1F

0980-84-1259

炭火焼居肴屋 わら

居酒屋・バー

沖縄市

沖縄市登川2-2-8

098-939-3930
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http://www.instagram.com/seabox_okinawa/

B区画 070-2682-6355

https://gco/kgs/1nlulh
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市町村名 店舗所在地

カラオケビッグボックスJr. 美里店

カラオケボックス 沖縄市

沖縄市美里4-17-38

098-934-1600

味の店 しろま

沖縄そば・食堂

那覇市西2-24-20

098-868-3433

カラオケまねきねこ 那覇国際通り店

カラオケボックス 那覇市

那覇市牧志2-6-2 PIER88 2F

098-975-7725

https://shop.karaokemanekineko.jp/store/576

カラオケまねきねこ 久茂地店

カラオケボックス 那覇市

那覇市久茂地3-11-9

098-988-9615

https://shop.karaokemanekineko.jp/store/685

カラオケまねきねこ 那覇国際通り2号店

カラオケボックス 那覇市

那覇市牧志1-2-31

098-988-1280

https://shop.karaokemanekineko.jp/store/674

カラオケ本舗まねきねこ 那覇若狭通り店

カラオケボックス 那覇市

那覇市松山1-33-2 はましんビル2F

098-860-6355

https://shop.karaokemanekineko.jp/store/247

カラオケ本舗まねきねこ 那覇寄宮店

カラオケボックス 那覇市

那覇市寄宮3-18-13 3F

098-833-7460

https://shop.karaokemanekineko.jp/store/218

Blue Turtle Resrt

レストラン（和・洋・中）

北谷町美浜9-7 プラザFビル1F-D

098-989-7237

カラオケ・パーティーハウス フラミンゴ

カラオケボックス 宜野湾市 宜野湾市真志喜3-4-15

海売店

その他飲食店

ザ・サザンリンクスゴルフクラブ内オーシャンダイニング玻名城

那覇市

北谷町

店舗電話番号

2F

店舗HP

098-897-1777

https://www.hotpepper.jp/str.1001144850/

八重瀬町 八重瀬町字玻名城697

098-998-7001

https://www.acordiahotel.com/southern-links/golf/

レストラン（和・洋・中）

八重瀬町 八重瀬町字玻名城697

098-998-7001

https://www.acordiahotel.com/southern-links/golf/

池売店

その他飲食店

八重瀬町 八重瀬町字玻名城697

098-998-7001

https://www.acordiahotel.com/southern-links/golf/

おかえり

その他飲食店

うるま市 うるま市勝連平安名1607-1-2F

b-make

居酒屋・バー

那覇市

070-8593-3965

https://www.hotpepper.jp/str001277085/

やってます。

居酒屋・バー

八重瀬町 八重瀬町字上田原208-3 東宝ビル22-104

田舎庵 みどり町店

居酒屋・バー

うるま市 うるま市みどり町4-19-11

098-974-6771

味処 阜

居酒屋・バー

宜野湾市 宜野湾市志真志4-13-18

098-898-6858

少女

その他飲食店

沖縄市

沖縄市美里1-4-11

090-8292-1193

小太郎

沖縄そば・食堂

那覇市

那覇市牧志2-19-2 うるま住宅101

098-868-1665

Bar あんばらんす

居酒屋・バー

石垣市

石垣市大川286 源ビル3F

0980-83-6115

海鮮居酒屋 新選組

居酒屋・バー

南風原町 南風原町字宮平247

那覇市安謝2-2-2-1F
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https://g.co/kgs/u4sMyd

098-835-6970

沖縄県感染防止対策認証制度 認証店一覧（飲食業）その５（1/1～）

店舗名

業種

市町村名 店舗所在地

店舗電話番号

Tiara

その他飲食店

南風原町 南風原町兼城203-4 東宝ビル26

098-851-8667

居酒屋 天狗 上江洲店

居酒屋・バー

うるま市 うるま市上江洲6-1

098-973-9330

海鮮料理 入船

居酒屋・バー

浦添市

浦添市経塚370-3

18番街 やきとり だるま

居酒屋・バー

石垣市

石垣市字石垣262

MIYAKOJIMA GIFT

その他飲食店

宮古島市 宮古島市平良字西里300-5

ジャングル飯店

ラーメン

宮古島市 宮古島市平良字下里575 ＯＫアパート106 0980-75-4477

食楽歌采 大心

居酒屋・バー

宜野湾市 宜野湾市野嵩1-15-3

090-9787-8504

オキナワ料理 やんばる

焼肉・ステーキ・しゃぶしゃぶ

恩納村

恩納村瀬良垣1288

098-966-2939

馳走別邸 那覇前島

居酒屋・バー

那覇市

那覇市前島2-1-7ツインハウス1-A号

098-868-7207

馳走庵琉球美栄橋店

居酒屋・バー

那覇市

那覇市前島1-6-7

098-861-7366

ADACHIYA 中の町

居酒屋・バー

沖縄市

沖縄市上地2-20-22

098-989-4489

酒肴屋 迷亭

居酒屋・バー

石垣市

石垣市石垣6-2 山田アパート1F中号

0980-87-0880

クルマエビキッチンTAMAYA

レストラン（和・洋・中）

名護市

名護市運天原131-4

0980-52-8080

居酒屋 遊

居酒屋・バー

石垣市

石垣市美崎町8-9、8-10

0980-87-9557

カラオケまねきねこ 名護宮里店

カラオケボックス 名護市

名護市宮里6-4-21 メガネ一番2F

0980-43-0654

https://shop.karaokemanekineko.jp/store/485

カラオケ本舗まねきねこ ゴヤ店

カラオケボックス 沖縄市

沖縄市胡屋1-5-10

098-989-7619

https://shop.karaokemanekineko.jp/store/450

カラオケ本舗まねきねこ 名護十字路店

カラオケボックス 名護市

名護市大中1-1-1

0980-45-0330

https://shop.karaokemanekineko.jp/store/289

カラオケ本舗まねきねこ 泡瀬店

カラオケボックス 沖縄市

沖縄市泡瀬3-1-9 2F

098-921-0800

https://shop.karaokemanekineko.jp/store/177

肉まる

居酒屋・バー

石垣市

石垣市美崎町12-9上地店舗102

0980-87-5673

日本酒バー 越佐

居酒屋・バー

沖縄市

沖縄市中央1-14-5

090-1403-3743

coco bagel + sora no sita ライカム店

カフェ・スイーツ 北中城村 北中城村ライカム1

六丁目酒場 TON家

その他飲食店

ちゅらかじ

糸満市

090-6857-6827

ミュージックホテルコザ内 1Ｆ

2008A

糸満市西崎6-7-7（101）
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店舗HP

0980-79-7912

098-923-2972
098-995-0120

https://kitchentamaya.amebaownd.com/

https://cocobagel.ocnk.net/

沖縄県感染防止対策認証制度 認証店一覧（飲食業）その５（1/1～）

店舗名

業種

市町村名 店舗所在地

店舗電話番号

店舗HP

オーシャンキャッスルカントリークラブIN茶店 その他飲食店

中城村

中城村字登又60

098-895-5653

https://www.next-golf.jp/oceancastle/

オーシャンキャッスルカントリークラブOUT茶店 その他飲食店

中城村

中城村字登又60

098-895-5653

https://www.next-golf.jp/oceancastle/

オーシャンキャッスルカントリークラブ2Fレストラン

レストラン（和・洋・中）

中城村

中城村字登又60

098-895-5653

https://www.next-golf.jp/oceancastle/

trattoria IPPO

レストラン（和・洋・中）

宮古島市 宮古島市平良字下里934

からおけ喫茶 元.気.ちゃん

その他飲食店

那覇市

那覇市長田1-22-3 大城アパート102

カラオケ喫茶 乾杯Ⅱ

その他飲食店

名護市

名護市大北1-21-14

090-3013-8187

アリババ

居酒屋・バー

那覇市

那覇市久茂地3-9-10 楚野ビルB1F

098-960-0042

浜家

居酒屋・バー

那覇市

那覇市久茂地3-9-10 楚野ビルB1F

098-861-0565

カラオケハウスとまと 一日橋店

カラオケボックス 那覇市

那覇市上間283-2

098-832-5037

http://ktomato.wp.xdomain.jp/ichinichibashi/

カラオケハウスとまと 宜野湾店

カラオケボックス 宜野湾市 宜野湾市志真志4-30-6

098-897-1255

http://ktomato.wp.xdomain.jp/ichinichibashi/

DININGカラオケハウスとまと 宮平店

カラオケボックス 南風原町 南風原町宮平666-1

098-851-8131

http://ktomato.wp.xdomain.jp/miyahira/

カラオケハウスとまと 古波蔵店

カラオケボックス 那覇市

那覇市古波蔵4-1-8

098-836-0069

http://ktomato.wp.xdomain.jp/kohagura/

カラオケハウスとまと 浦西店

カラオケボックス 浦添市

浦添市当山2-9-7

098-870-5300

http://ktomato.wp.xdomain.jp/uranishi/

居食屋 ゆらてぃく

居酒屋・バー

宜野湾市 宜野湾市普天間1-11-9

098-892-7715

ちゅらっと。石垣島

レストラン（和・洋・中）

石垣市

石垣市名蔵1124-1

0980-82-4888

スシロー 那覇天久店

その他飲食店

那覇市

那覇市天久1101-1

098-860-8836

ちゃりんこ

その他飲食店

国頭村

国頭村字辺士名1799-9

0980-41-2327

里芭歩樹 リバージュ

レストラン（和・洋・中）

那覇市

那覇市久茂地3-8-20 泉川ビル2F

070-4345-1938

Island Brewing

居酒屋・バー

宮古島市 宮古島市平良字下里615-1

okinawasun

カフェ・スイーツ 本部町

本部町備瀬224

090-9473-0909

パームヒルズゴルフリゾートクラブ（レストラン）

レストラン（和・洋・中）

糸満市

糸満市新垣762

098-994-0003

https://reserve.accordiagolf.com/golfCourse/palmhills/restaurant

パームヒルズゴルフリゾートクラブ（インコース茶店）

その他飲食店

糸満市

糸満市新垣762

098-994-0003

https://reserve.accordiagolf.com/golfCourse/palmhills/restaurant
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2・3階

0980-79-5084

https://www.akindo-sushiro.co.jp/

https://tabelog.com/okinawa/A4701/A470101/A47011471/

0980-79-7156

沖縄県感染防止対策認証制度 認証店一覧（飲食業）その５（1/1～）

店舗名

業種

市町村名 店舗所在地

店舗電話番号

パームヒルズゴルフリゾートクラブ（アウトコース茶店）

その他飲食店

糸満市

糸満市新垣762

098-994-0003

https://reserve.accordiagolf.com/golfCourse/palmhills/restaurant

パームヒルズゴルフリゾートクラブ（スタートテラス）

その他飲食店

糸満市

糸満市新垣762

098-994-0003

https://reserve.accordiagolf.com/golfCourse/palmhills/restaurant

玉村商店

居酒屋・バー

国頭村

国頭村鏡地100

080-4020-6226

Beer hat

居酒屋・バー

浦添市

浦添市屋富祖3-2-1

080-8516-7065

蛸入洞

居酒屋・バー

浦添市

浦添市屋富祖4-4-3 小野ビル１F

098-988-3323

カラオケ館 那覇松山店

カラオケボックス 那覇市

那覇市松山1-13-16

098-861-6916 http://karaokekan.jp

ココロゴコロ

カフェ・スイーツ 糸満市

糸満市西崎町3-199

https://cocoro-gocoro.com/

株式会社 那覇ゴルフ倶楽部 レストラン

レストラン（和・洋・中）

八重瀬町 八重瀬町字富盛2270

098-998-3311～4

蛸入洞 コザ十字路

居酒屋・バー

沖縄市

098-988-7077

カラオケハウスとまと 具志川店

カラオケボックス うるま市 うるま市江洲507 うるまシティプラザ2階 098-973-3327

http://ktomato.wp.xdomain.jp/gushikawa/

カラオケハウスとまと 西崎店

カラオケボックス 糸満市

糸満市西崎6-10-1

098-995-2200

http://ktomato.wp.xdomain.jp/nishizaki/

ピザ喫茶 花人逢

カフェ・スイーツ 本部町

本部町山里1153-2

0980-47-5537 http://kajinhou.com

タマニ

沖縄そば・食堂

那覇市

那覇市前島3-4-12 ライオンズマンション前島101号

090-9780-3502

登川家

居酒屋・バー

沖縄市

沖縄市園田1-2-21（1F）

098-989-9959

THIRD石垣島(レストラン)

レストラン（和・洋・中）

石垣市

石垣市美崎町4-7

0980-83-6366

那覇ちょーちょ

居酒屋・バー

那覇市

那覇市牧志3-13-12

魚河岸の銀次

居酒屋・バー

宜野湾市 宜野湾市宇地泊558-16（2階）

098-897-8018 http://ryu-jin.co.jp/

生け簀の銀次 泡瀬店

居酒屋・バー

沖縄市

沖縄市泡瀬2-5-8

098-923-1732 http://ryu-jin.co.jp/

スシロー 浦添バークレーズコート店

その他飲食店

浦添市

浦添市当山2-2-4

098-870-0563

しゃぶしゃぶ もり島

居酒屋・バー

石垣市

石垣市新栄町14-10 赤嶺店舗1F南

0980-83-5255

カラオケビックボックス津嘉山店

カラオケボックス 南風原町 南風原町字津嘉山1565

ブラータ BURRATA

レストラン（和・洋・中）

沖縄市

沖縄市宮里1-15-12 寿ビル1F

沖縄市園田3-9-11
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+HACCHI

店舗HP

http://tamani--curry.yui-ma-ru.com/

https://hotelthird.com/

1F 102 098-975-5165 https://cho-cho.net

https://www.akindo-sushiro.co.jp/

098-851-8799
098-931-0337

https://tabelog.com/okinawa/a4703/a470301/47019115/

沖縄県感染防止対策認証制度 認証店一覧（飲食業）その５（1/1～）

店舗名

業種

市町村名 店舗所在地

店舗電話番号

マクドナルド宜野湾店

レストラン（和・洋・中）

宜野湾市 宜野湾市宜野湾3-2-22

098-892-3433

カラオケハウスとまと 名護店

カラオケボックス 名護市

カラオケハウスとまと 石川店

名護市大北5-2-15

店舗HP

0980-53-5525

http://ktomato.wp.xdomain.jp/nago/

カラオケボックス うるま市 うるま市石川白浜1-4-7

098-963-0122

http://ktomato.wp.xdomain.jp/ishikawa/

居酒屋 こっこ

居酒屋・バー

名護市

名護市城1-3-6 1F

0980-53-0700

らーめん 沖縄鶏白湯 鶏神

ラーメン

北中城村

北中城村ライカム1 イオンモール沖縄ライカム1F A1017区画

098-989-7776

33 TACO RICE コープあっぷるタウン店

その他飲食店

那覇市

那覇市おもろまち3-3-1 コープあっぷるタウン2Ｆ

098-975-7907

Asian Food Fuuten

レストラン（和・洋・中）

北中城村 北中城村字島袋1252

カラオケランド

カラオケボックス 北中城村 北中城村島袋1（2F）

098-930-7707

カラオケ歌丸 国場店

カラオケボックス 那覇市

那覇市国場1164-9 大嶺ビル2F

098-833-5161

やきとり しまぶ～

居酒屋・バー

糸満市

糸満市西崎町3-72 シャトーN102号室 098-894-6582

幸せごはんいただきます

その他飲食店

糸満市

糸満市糸満989-83 糸満市場いとまーるA1 098-992-7425 http://www.l-bleu.com/

旬家 なのはな

居酒屋・バー

浦添市

浦添市港川1-3-5 1F

勇強人（ゆうちゅうばー）

居酒屋・バー

石垣市

石垣市大川280-7

げんてん

居酒屋・バー

宜野湾市 宜野湾市真志喜2-13-9

098-890-3380

やどろく

居酒屋・バー

名護市

名護市城1-1-10

0980-52-4655

OK！！ OK！！

その他飲食店

西原町

西原町上原2-26-9-1F

098-945-6738

アクアグレイス・チャペル

レストラン（和・洋・中）

読谷村

読谷村字宇座675

098-921-6377

はなじゅみ

居酒屋・バー

那覇市

那覇市久茂地2-17-1

沖縄カントリークラブ IN売店（コース内） その他飲食店

西原町

西原町字桃原109

098-945-5656

沖縄カントリークラブ アウト売店

その他飲食店

西原町

西原町字桃原109

098-945-5656

極上焼肉ＬＯＵＮＧＥ 神楽

焼肉・ステーキ・しゃぶしゃぶ

那覇市

那覇市松山2-14-1 玉キ米屋第5ビル202 098-863-6625

鮨・一品かわじ

レストラン（和・洋・中）

那覇市

那覇市松山2-7-13 コンパスビル1F
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098-911-6937

098-800-2727

http://www.okinawa-watabewedding.co.jp/

リバティ-ビル１F 098-862-1182

098-863-0404

https://fbhw800.gorp.jp

沖縄県感染防止対策認証制度 認証店一覧（飲食業）その５（1/1～）

店舗名

業種

市町村名 店舗所在地

店舗電話番号

沖縄大衆酒場 やんばる屋

居酒屋・バー

恩納村

080-7988-4676 https://g.co.kgs/4F6RSE

マクドナルド 58号大謝名店

その他飲食店

宜野湾市 宜野湾市大謝名1-6-3

098-870-2410

https://crewrecruiting.mcdonalds.co.jp/map/47520

マクドナルド 浦添西海岸PARCOCITY

その他飲食店

浦添市

098-875-7561

https://crewrecruiting.mcdonalds.co.jp/map/47542

マクドナルド 石川店

その他飲食店

うるま市 うるま市石川1-13-8

カラオケ歌丸 小禄店

カラオケボックス 那覇市

那覇市鏡原町36-14 アクロスプラザ小禄2F 098-851-8670

スナック 福ろう

その他飲食店

沖縄市

沖縄市美里1-20-9

090-7291-1515

居酒屋 瀬名波

居酒屋・バー

読谷村

読谷村字瀬名波37

090-2859-7444

伊礼商店

居酒屋・バー

沖縄市

沖縄市照屋1-11-3

090-2859-7444

Kazami

居酒屋・バー

那覇市

那覇市松尾2-10-29

098-869-7710

ラウンドワン 宜野湾店2Fカラオケ

カラオケボックス 宜野湾市 宜野湾市真志喜3-28-8

098-870-2110

https://www.round1.co.jp/shop/tenpo/okinawa-ginowan.html

ラウンドワン南風原店 1Fカラオケ

カラオケボックス 南風原町 南風原町字兼城552

098-940-6670

https://www.round1.co.jp/shop/tenpo/okinawa-haebaru.html

カラオケ歌丸 宜野湾店

カラオケボックス 宜野湾市 宜野湾市真栄原3-6-1

098-943-8756

スシロー 糸満西崎店

その他飲食店

糸満市

糸満市西崎町4-22-3

098-840-8094

CAFE＆BAR ama9 居酒屋・バー

那覇市

那覇市牧志3-6-40 2階

098-975-5059

美情

その他飲食店

那覇市

那覇市久米1-4-24

098-866-6214

くら寿司 イオン那覇店

その他飲食店

那覇市

那覇市金城5-10-2 イオン那覇2F

098-995-6108

https://www.kurasushi.co.jp/

BALI NOON BALI MOON

レストラン（和・洋・中）

沖縄市

沖縄市久保田3-11-1 プラザハウスフェアモール1F

098-932-4484

https://www.plazahouse.co.jp/

大木海産物食堂

レストラン（和・洋・中）

読谷村

読谷村大木427-2

098-956-5692

大宜味食堂

沖縄そば・食堂

大宜味村 大宜味村大宜味195

0980-44-3964

てんてん

居酒屋・バー

那覇市

那覇市繁多川3-7-15

098-894-8362

MEAT BAR BUTCHER Trico

居酒屋・バー

石垣市

石垣市大川2 730コート1F

0980-87-6266

カラオケ歌丸 新都心店

カラオケボックス 那覇市

那覇市銘苅2-4-28

098-866-4533

OKINAWA RESORT

恩納村冨着1469-1
浦添市西洲3-1-1
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店舗HP

098-964-1828

https://www.akindo-sushiro.co.jp/

https://www.hotpepper.jp/strJ001108943/

沖縄県感染防止対策認証制度 認証店一覧（飲食業）その５（1/1～）

店舗名

業種

市町村名 店舗所在地

カラオケ歌丸 宮城店

カラオケボックス 浦添市

浦添市宮城2-16-15

家庭料理の店まんじゅまい

沖縄そば・食堂

那覇市

那覇市松山2-7-6 仲宗根マンションF棟105号 098-867-2771

おもろダイニング山葵

居酒屋・バー

那覇市

那覇市おもろまち4-8-8 1F・2F

098-869-1401

Gorkha Halal Food & Shopping Center

レストラン（和・洋・中）

那覇市

那覇市泊1-19-17 1F

098-960-4647

スシロー 北谷店

その他飲食店

北谷町

北谷町伊平伊礼前原39

098-921-7045

https://www.akindo-sushiro.co.jp/

スシロー はにんす宜野湾店

その他飲食店

宜野湾市 宜野湾市大山7-1400-16 はにんす宜野湾内 098-942-2001

https://www.akindo-sushiro.co.jp/

coyote

カフェ・スイーツ 竹富町

カラオケ歌丸 赤道店

カラオケボックス うるま市 うるま市赤道346

カラオケ歌丸 具志川店

竹富町小浜3400-38
2F

店舗電話番号

店舗HP

098-943-8805

https://www.hotpepper.jp/strJ001195829/

http://www.kaientai-okinawa.com/

0980-85-3722
098-974-6818

https://utamaruakamiti.owst.jp/

カラオケボックス うるま市 うるま市江洲339-1

098-989-3878

https://www.hotpepper.jp/strJ001161189/

カラオケ歌丸 泡瀬店

カラオケボックス 沖縄市

沖縄市泡瀬4-4-3

098-938-4730

https://www.hotpepper.jp/strJ001017248/

海援隊沖縄朝まで屋港川店

居酒屋・バー

浦添市

浦添市港川2-2-5

098-877-6770

http://www.kaientai-okinawa.com/

ザ・ギノザリゾート 美らの教会

その他飲食店

宜野座村 宜野座村惣慶下袋原1182

098-923-1923

https://www.arluis.com/okinawa/gnz/

シエル ラボ

居酒屋・バー

那覇市

あき酒店

居酒屋・バー

宮古島市 宮古島市平良下里573-1 1F

0980-73-7330

リエコノ酒場

その他飲食店

宮古島市 宮古島市平良西里118 1F

0980-75-3877

いけや

居酒屋・バー

那覇市

那覇市松川772

ふれあい食堂 なんと屋

その他飲食店

国頭村

国頭村字宜名真1241

ガレージバージェイジェイ

その他飲食店

宜野湾市 宜野湾市新城2-39-8 石原ビル2F

098-893-7185

hppts://jjsun.ti-da.ne.net/

スシロー うるまみどり町店

その他飲食店

うるま市 うるま市みどり町6-1-21

098-982-4268

https://www.akindo-sushiro.co.jp/

スシロー 沖縄住吉店

その他飲食店

沖縄市

沖縄市住吉1-7-36

098-921-4751

https://www.akindo-sushiro.co.jp/

焼肉アイゴ

焼肉・ステーキ・しゃぶしゃぶ

石垣市

石垣市大川278 TAMAビルⅡ

0980-87-9241

ぼんぢりや一銀通り店

居酒屋・バー

那覇市

那覇市牧志1-1-9 おきしょビル1F

098-861-8451

那覇市松山2-9-7 クリスタルビル5F-B 090-9983-8390
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0980-41-8111

http://www.kaientai-okinawa.com/

沖縄県感染防止対策認証制度 認証店一覧（飲食業）その５（1/1～）

店舗名

業種

市町村名 店舗所在地

ぼんぢりや古島店

居酒屋・バー

那覇市

那覇市古島1-1-11 コーポオーシャン1階 098-882-4117

http://www.kaientai-okinawa.com/

海援隊沖縄 福わ家 泉崎店

居酒屋・バー

那覇市

那覇市泉崎1-13-23

098-869-7772

http://www.kaientai-okinawa.com/

福美

その他飲食店

浦添市

浦添市港川1-3-5

098-877-3565

海風テラス

カフェ・スイーツ 国頭村

国頭村字謝敷1214-1

島そば屋ざは

沖縄そば・食堂

石垣市

石垣市石垣344-16 1F

オム レストラン

レストラン（和・洋・中）

那覇市

那覇市久米2-6-1アルママンション101 098-975-5464

food bar ICHARA

居酒屋・バー

沖縄市

沖縄市胡屋1-5-16

098-929-2139

がブリチキン 那覇松山通り店

居酒屋・バー

那覇市

那覇市松山1-8-19 シティまつやま1F

098-860-6828 http://gabuchiki.com/

炭火焼居酒屋げん太

居酒屋・バー

那覇市

那覇市松山2-6-1 松山コーポハウス 1F 098-861-3819

ビックエコー田原店

カラオケボックス 那覇市

那覇市金城5-1-1 WA！ビル2階

098-858-1612 https://big-echo.jp/

大衆酒場 TSUJICHO

居酒屋・バー

那覇市

那覇市辻2-6-11

090-1942-9814

J’s Bar 1950

居酒屋・バー

那覇市

那覇市東町20-19 東町ガーデンビル2F 090-8415-8928

サンマルクカフェ 沖縄パルコシティ店

カフェ・スイーツ 浦添市

浦添市西洲3-1-1

098-917-0938

ぼんぢりや

居酒屋・バー

那覇市

那覇市久米2-5-13

098-867-8806

http://www.kaientai-okinawa.com/

海援隊沖縄できすぎ屋

居酒屋・バー

豊見城市 豊見城市上田559

098-856-8851

http://www.kaientai-okinawa.com/

喫茶アップル

沖縄そば・食堂

宮古島市 宮古島市平良字西里935-14

天猫 てぃんまやー

居酒屋・バー

那覇市

那覇市安里388-11

098-955-6373

産地直送仲買人 目利きの銀次

居酒屋・バー

那覇市

那覇市天久1-9-19

098-863-3442 http://ryu-jin.co.jp/

生け簀の銀次

居酒屋・バー

那覇市

那覇市おもろまち4-12-9 菜ビル2階

098-963-9825 http://ryu-jin.co.jp/

洋食てぃん

レストラン（和・洋・中）

宮古島市 宮古島市平良字下里692-1

0980-79-5334

喫茶スタート

居酒屋・バー

宮古島市 宮古島市平良字西里1107-16

0980-73-0778

やんばるジェラート 大石林山店

カフェ・スイーツ 国頭村

国頭村宜名真1241
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店舗電話番号

店舗HP

0980-88-7273

0980-41-8117

沖縄県感染防止対策認証制度 認証店一覧（飲食業）その５（1/1～）

店舗名

業種

市町村名 店舗所在地

店舗電話番号

焼肉酒食処 ゆうな樹

焼肉・ステーキ・しゃぶしゃぶ

竹富町

竹富町小浜38

0980-87-9188

島ダイニング ゆうな

居酒屋・バー

竹富町

竹富町小浜43

0980-85-3700

BOB’s CAFE

カフェ・スイーツ 竹富町

竹富町小浜3400-38

0980-85-3970

カラオケスポットNARI

居酒屋・バー

浦添市

浦添市牧港2-49-14 儀間ビル3-A

090-6859-8882

いぶし銀次郎 小禄店

居酒屋・バー

那覇市

那覇市赤嶺1-3-6

098-851-4275 http://ryu-jin.co.jp/

居酒屋 火鉢屋

居酒屋・バー

那覇市

那覇市安謝2-1-8

098-863-8293 http://ryu-jin.co.jp/

アトリエChay（ピアノラウンジ・ダルセーニョ） その他飲食店

名護市

名護市大東1-1-18大兼久ビル105

0980-43-6963

真珠

その他飲食店

浦添市

浦添市屋富祖2-17-8 1F

花笠

その他飲食店

金武町

金武町字金武4144-18

やんばるジェラート ライカム店

カフェ・スイーツ 北中城村 北中城村ライカム1

ダイニング花

居酒屋・バー

那覇市

2F（2008D）

店舗HP

090-9785-6134
080-7033-6308

那覇市久茂地2-18-21 リバーサイドヤベ1F 098-864-2258

サンマルクカフェ イオンモール沖縄ライカム沖縄店 カフェ・スイーツ 北中城村

北中城村ライカム1

めし処しぃーしぃーがんがん

その他飲食店

石垣市

石垣市字大浜479-4

居酒屋かいきょう

居酒屋・バー

豊見城市 豊見城市宜保2-8-19 プランドールK1F 098-850-4655

居酒屋 八重山村

居酒屋・バー

石垣市

石垣市美崎町12-2

Areko

レストラン（和・洋・中）

沖縄市

沖縄市中央3-12-2

琉球ダイニング はなぐすく-端城-

レストラン（和・洋・中）

那覇市

那覇市辻2-25-1 １F

https://www.resorts.co.jp/sansuinaha

スカイバー オーガストムーン

居酒屋・バー

那覇市

那覇市辻2-25-1 14F

https://www.resorts.co.jp/sansuinaha

ネオパーラーくらね

居酒屋・バー

うるま市 うるま市江洲623-2

070-8492-6198

だいもん家

居酒屋・バー

南城市

南城市大里字稲嶺2013-1

098-946-8315

マクドナルド小禄店

その他飲食店

那覇市

那覇市赤嶺2-1-10

098-857-6404

いぶし銀次郎 西原店

居酒屋・バー

西原町

西原町上原2-22-15

098-882-8722 http://ryu-jin.co.jp/
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イオンモール沖縄ライカム 4012区画

098-931-0309
090-1516-4455

0980-82-0827

沖縄県感染防止対策認証制度 認証店一覧（飲食業）その５（1/1～）

店舗名

業種

市町村名 店舗所在地

ともじ

居酒屋・バー

那覇市

那覇市久茂地3-185永寿ビル１階101

酒処 ひーろー

居酒屋・バー

浦添市

浦添市城間2-12-7

食堂 喜納島

沖縄そば・食堂

北中城村 北中城村仲順232

098-935-3468

マクドナルド 天久りうぼう楽市店

その他飲食店

那覇市

那覇市天久1-1-1

098-941-1000

Bistro bomba

レストラン（和・洋・中）

北谷町

北谷町美浜9-21 デポアイランドシーサイドビル 5Ｆ

098-987-8377

マクドナルド 安謝マックスバリュー店

その他飲食店

那覇市

那覇市安謝664-32

098-860-7284

https://www.mcdonalds.co.jp/

バリューダイニング あいりん

沖縄そば・食堂

宮古島市 宮古島市平良字下里208-7

0980-73-6565

https://valuediningairinmiyakojima.owst.jp/

BRUAL

レストラン（和・洋・中）

北谷町

北谷町美浜9-21

浮島家

その他飲食店

那覇市

那覇市松尾2-12-7

090-1942-1236

石垣牛と海鮮の店 こてっぺん

居酒屋・バー

石垣市

石垣市美崎町12-7

0980-87-0257

カラオケ はっぴい

その他飲食店

西原町

西原町字我謝791-2 ドリームテナントビル・イースト201

080-6499-6320

はま寿司浦添城間店

レストラン（和・洋・中）

浦添市

浦添市城間4-35-2

098-870-5510

マクドナルド 大平インター店

その他飲食店

浦添市

浦添市伊祖1-1-17

098-876-2143

https://www.mcdonalds.co.jp

マクドナルド 伊祖イオンタウン店

その他飲食店

浦添市

浦添市伊祖2-19-8

098-942-0387

https://www.mcdonalds.co.jo/

Vagabundo

レストラン（和・洋・中）

石垣市

石垣市大川188-103

0980-83-9278

居酒屋大学

居酒屋・バー

中城村

中城村南上原680

098-895-2993

マクドナルド 国際通り牧志店

その他飲食店

那覇市

那覇市牧志2-3-1

098-860-0719

https://www.mcdonalds.co.jp/

ジョージレストラン

レストラン（和・洋・中）

那覇市

那覇市辻2-1-9

098-868-5036

http://george1957.html.xdomain.jp

マクドナルド 宮古島店

その他飲食店

宮古島市 宮古島市平良字久貝1069-1

0980-73-9545

https://map.mcdonalds.co.jp/map/47537

Ｇｒａｓｓ（グラス）

居酒屋・バー

沖縄市

沖縄市中央1-1-8 冨里ビル1Ｆ

070-5492-5070

Sakura

その他飲食店

那覇市

那覇市若狭2-3-19プリンセスビル1-D

098-862-4147

やんばるジェラート サンエーパルコ

カフェ・スイーツ 浦添市

店舗電話番号

090-6863-7600

https://www.mcdonalds.co.jp/

デポアイランドシーサイド2F 098-989-7373

浦添市西洲3-1-1 1041 サンエーパルコ内 080-7118-8785
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店舗HP

http://ishigakijimateppen.co.jp/sp/

沖縄県感染防止対策認証制度 認証店一覧（飲食業）その５（1/1～）

店舗名

業種

市町村名 店舗所在地

サワムラスタイル 南城

居酒屋・バー

南城市

カフェ リーフ

カフェ・スイーツ 名護市

名護市大東1-1-18

かずさん

居酒屋・バー

那覇市

那覇市松川2-5-8吉田ビル1F

098-885-1213

やし屋

沖縄そば・食堂

石垣市

石垣市桴海546

0980-88-2611

マンガ喫茶 ワープ

沖縄そば・食堂

浦添市

浦添市大平1-2-1

098-878-4908

おさかな料理 でんじろう

居酒屋・バー

名護市

名護市宮里3-25-5 サンセットマンション102 0980-43-0542

自家製麺 三竹寿 アクロスプラザ古島店

ラーメン

那覇市

那覇市銘苅1-19-1 アクロスプラザ古島駅前店２F

098-868-8933

48BASE

カフェ・スイーツ 金武町

金武町屋嘉2863-3

098-989-8351

スナック・カラオケ喫茶 柳

その他飲食店

沖縄市

沖縄市園田3-14-36

090-4471-0103

鰓呼吸 名護店

居酒屋・バー

名護市

名護市宮里3-29-12

0980-54-2388

島唄ライブおばぁの家 海音別邸

居酒屋・バー

那覇市

那覇市牧志1-3-59 シーサーイン那覇B1 098-917-0688

居酒家 あきあじ

居酒屋・バー

浦添市

浦添市仲間2-2-9

098-873-0602

go slow

居酒屋・バー

石垣市

石垣市美崎町1-3 根原ビル2F

0980-87-6002

Bar NO.11

居酒屋・バー

名護市

名護市大中1-5-1 具志堅ビル105

焼肉 大空14

焼肉・ステーキ・しゃぶしゃぶ

宮古島市 宮古島市平良字西里569 2F

0980-72-6216

LIAN(リアン)

その他飲食店

沖縄市

沖縄市上地1-15-5 1F

098-930-1133

創作ダイニング 梵

居酒屋・バー

沖縄市

沖縄市上地2-18-15 2F

098-933-2951

Seaside Village

レストラン（和・洋・中）

北谷町

北谷町北谷2-20-4

098-962-6611

レストラン（和・洋・中）

沖縄市

沖縄市照屋1-14-15

餃子酒場 イエロー

居酒屋・バー

宮古島市 宮古島市平良字西里236 1F東

0980-72-4333

居酒屋 とら

居酒屋・バー

名護市

名護市大西1-2-9

070-5403-6806

BAR 結

居酒屋・バー

沖縄市

沖縄市上地2-8-3 102

Downtown Donuts

(ダウンタウン ドーナッツ)

店舗電話番号

店舗HP

南城市佐敷字新里518 コスモ12ビル2F 2-Ｂ 070-8514-5657
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フェニックスパークホテル1F

https://www.osakana-denjirou.jp

https://www.akiazi.com

https://instagram.com/downtown_donuts_okinawa?utm_medium=copy_link
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店舗名

業種

市町村名 店舗所在地

店舗電話番号

季物Muramasa

居酒屋・バー

那覇市

那覇市泊1-22-1

080-9141-1448

マクドナルド ひめゆり通り店

その他飲食店

那覇市

那覇市壷屋2-3-7

098-834-4897

イタリアン酒場 Baggio

居酒屋・バー

沖縄市

沖縄市園田3-11-34佐久川店舗

098-955-6549

居酒屋ぐしくまぐゎ

焼肉・ステーキ・しゃぶしゃぶ

浦添市

浦添市牧港4-20-3

090-1944-6883

food＆beer 豊里家

居酒屋・バー

北中城村 北中城村喜舎場454-10

RinRin

居酒屋・バー

宜野湾市

宜野湾市普天間2-2-5 グランドガーデンビル304

サンライズレストラン

レストラン（和・洋・中）

沖縄市

沖縄市胡屋2-1-46

居酒屋なんた

居酒屋・バー

与那国町 与那国町字与那国209

070-3765-5547

酒膳処 和和

居酒屋・バー

北谷町

098-936-0701

串焼 天馬

居酒屋・バー

南風原町 南風原町兼城710-2 102

琉球村空港店

沖縄そば・食堂

那覇市

小さなキッチン Repos

カフェ・スイーツ 南城市

南城市玉城中山157

080-8392-5809

いちげん屋

その他飲食店

北谷町

北谷町美浜9-8 北谷シ－サイドリゾート1FA区画

098-936-6333

カシミヤ

居酒屋・バー

沖縄市

沖縄市園田3-10-15

070-4345-1938

Deigo plus+(でいご ぷらす）

その他飲食店

糸満市

糸満市米須1057-1-2

098-997-3385

マクドナルド 名護店

その他飲食店

名護市

名護市東江4-24-17

0980-52-0710

https://www.mcdonalds.co.jp

マクドナルド 宜野湾バイパス店

その他飲食店

宜野湾市 宜野湾市大山7-5-5

098-897-4800

https://www.mcdonalds.co.jp/

A＆W 屋宜原店

その他飲食店

北中城村 北中城村屋宜原700

098-933-1479

https://www.awok.co.jp/

A＆W 中部徳洲会病院店

その他飲食店

北中城村 北中城村字比嘉801 中部徳洲会病院内1F 098-989-3547

https://www.awok.co.jp/

島cuisine あーすん

レストラン（和・洋・中）

那覇市

那覇市金城5-13-5

https://earthen.owst.jp/

Bar BLantons gold Ⅱ

居酒屋・バー

北谷町

北谷町北谷1-1-5

いしなぎ屋

焼肉・ステーキ・しゃぶしゃぶ

石垣市

石垣市大川43

北谷町桑江551-4
那覇市鏡水150
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店舗HP

https://www.mcdonalds.co.jp/

090-6639-6442

098-989-3615/098-933-0171

https://sunrise-h.com

098-889-2220

那覇空港ターミナルビル4階 098-840-1201

098-851-5360

シティーコーワビル5D 098-988-7664

0980-83-9929 https://ishinagiya.com

沖縄県感染防止対策認証制度 認証店一覧（飲食業）その５（1/1～）

店舗名

業種

市町村名 店舗所在地

店舗電話番号

329

居酒屋・バー

与那原町 与那原町与那原550 1F

098-975-5583

前田そば

沖縄そば・食堂

うるま市 うるま市栄野比19 コーポ池原1F

090-8760-7436

マクドナルド 名護宮里店

その他飲食店

名護市

0980-50-9701

うるま食堂

沖縄そば・食堂

豊見城市 豊見城市名嘉地135-1

098-850-0866

Oasis8

レストラン（和・洋・中）

那覇市

那覇市前島3-25-1 とまりん2F

080-8348-3588

焼鳥 高しな 那覇

居酒屋・バー

那覇市

那覇市牧志3-13-12

マクドナルド 石垣サンエー店

その他飲食店

石垣市

町の灯 こつぶ

居酒屋・バー

一期一笑

OKINAWA

名護市宮里1390-1

店舗HP

https://amkpmo04.mcdonalds.co.jp/storeinfo/profile/

+ＨＡＣＣＨＩ 1Ｆ 090-2859-5678

https://tabelog.com/okinawa/A4701/A470101/47028308/

石垣市真栄里301-1

0980-86-0570

https://map.mcdonalds.co.jp/map/47531

那覇市

那覇市前島2-1-12 1F

098-863-0668

レストラン（和・洋・中）

那覇市

那覇市松尾2-11-11 大城ビル105

098-800-2979

おきなわワールド内 ブクブクー茶屋

その他飲食店

南城市

南城市玉城字前川1336 おきなわワールド 098-949-7421

博多ラーメン鶴亀堂 津嘉山店

ラーメン

南風原町 南風原町津嘉山1338-3

カラオケマイム 沖縄那覇店

カラオケボックス 那覇市

那覇市久茂地2-12-24

カラオケマイム 名護店

カラオケボックス 名護市

名護市宮里7-23-23

0980-54-2171

https://karaokemaimu.com/okinawa/karaokemaimu-nago.html

カラオケマイム 諸見里店

カラオケボックス 沖縄市

沖縄市諸見里1-1-2

098-931-9114

https://karaokemaimu.com/okinawa/karaokemaimu-moromizato.html

カラオケマイム 南風原店

カラオケボックス 南風原町 南風原町兼城208

098-882-7885

https://karaokemaimu.com/okinawa/karaokemaimu-haebaru.html

カラオケマイム 糸満店

カラオケボックス 糸満市

糸満市潮平727-1

098-840-8771

https://karaokemaimu.com/okinawa/karaokemaimu-itoman.html

カラオケマイム 浦添パイプライン店

カラオケボックス 浦添市

浦添市宮城5-2-2 2Ｆ

098-870-0806

https://karaokemaimu.com/okinawa/karaokemaimu-urasoe.html

カラオケマイム 新都心店

カラオケボックス 那覇市

那覇市銘苅2-4-18 2F

098-868-7775

https://karaokemaimu.com/okinawa/karaokemaimu-shintoshin.html

島のカレー処ひよこ

その他飲食店

竹富町

竹富町西表933-2

090-3632-2199

いーじま・とぅんがビーチ店

その他飲食店

伊江村

伊江村東江前2439

0980-49-5790

ゆさらび

レストラン（和・洋・中）

宮古島市 宮古島市城辺友利429-1

0980-79-7907 www.yusarabi.club

ラ メール

沖縄そば・食堂

伊江村

0980-49-2851/5014

098-851-4188

https://www.ekka.co.jp/

スペースアートビル2F 098-866-9900

https://karaokemaimu.com/okinawa/karaokemaimu-naha-.html

伊江村字東江前2384-3
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https://www.gyokusendo.co.jp/okinawaworld/

https://ie-resort.com

沖縄県感染防止対策認証制度 認証店一覧（飲食業）その５（1/1～）

店舗名

業種

市町村名 店舗所在地

赤い靴

その他飲食店

伊江村

居酒屋 柚子

居酒屋・バー

宜野湾市 宜野湾市普天間2-6-11

098-892-8188

遊色居酒屋 ごしゃろ

居酒屋・バー

宜野湾市 宜野湾市普天間2-16-7

090-5727-9931

あかりび

居酒屋・バー

那覇市

098-988-8577

酒処「じゃんぼ」

居酒屋・バー

豊見城市 豊見城市平良102-1 大光ビルリング103

菊

カフェ・スイーツ 沖縄市

沖縄市美里1-5-5

ありす

その他飲食店

那覇市東町5-9 新琉ビル303

百客

カフェ・スイーツ 沖縄市

沖縄市園田3-12-14

090-1347-2230

餃子酒場 タイガー

居酒屋・バー

石垣市美崎町13-8

0980-87-5646

あかじまのカフェとごはん guu guu

カフェ・スイーツ 座間味村 座間味村字阿嘉53

ラウンジ LA・lune

居酒屋・バー

那覇市

那覇市久米2-8-10 パーム久米ビル2F

ビーチテラス

その他飲食店

国頭村

国頭村奥間913 オクマプライベートビーチ＆リゾート内

0980-41-2274

亜実

その他飲食店

那覇市

那覇市安里388-102 大山アパート102

098-886-5056

小料理店 八千草

その他飲食店

うるま市 うるま市平良川116

道のそば

沖縄そば・食堂

今帰仁村 今帰仁村今泊3934

とまり木

その他飲食店

嘉手納町 嘉手納町嘉手納485

那覇市
石垣市

店舗電話番号

店舗HP

伊江村東江前824 サザンディンクスビル2F

那覇市泉崎1-11-1 あらかきビル1階

098-056-1678

あぐー豚しゃぶしゃぶ専門店 オーシャンBoo! 那覇店 レストラン（和・洋・中）

那覇市

那覇市久米2-11-26 幸福ビル１階

BAR R.N.G

居酒屋・バー

名護市

名護市大東1-1-15 みやビル1階 101 090-1947-9623

Cafe＆Bar Tresent

居酒屋・バー

那覇市

那覇市辻2-12-11

NEW CLUB DEEP

その他飲食店

与那原町 与那原町与那原3575-1 ナンセイビル6F 098-945-2885

酒処 麻衣

その他飲食店

浦添市

浦添市内間3-3-23 池間A・P

鳩坊

その他飲食店

那覇市

那覇市曙1-20-30 1F
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098-866-9433
098-917-5393

105
098-869-4930

https://okumaresort.com/

沖縄県感染防止対策認証制度 認証店一覧（飲食業）その５（1/1～）

店舗名

業種

市町村名 店舗所在地

店舗電話番号

おでん葵

居酒屋・バー

浦添市

浦添市屋富祖3-4-5

098-878-5057

センターステージ

その他飲食店

沖縄市

沖縄市上地2-2-30

ふくぎ食堂

居酒屋・バー

渡名喜村 渡名喜村1876

098-989-2990

談話室 山口

居酒屋・バー

与那原町 与那原町与那原3174 101号室

090-4359-1518

ニャンキー

居酒屋・バー

宜野湾市

080-1769-5322

憩い処 西門

居酒屋・バー

渡名喜村 渡名喜村1843

あとあ食堂

居酒屋・バー

渡名喜村 渡名喜村1846

090-3792-5134

海鮮館 どてっぺん

居酒屋・バー

石垣市

石垣市八島町2-4

0980-84-2121

花うるし

カフェ・スイーツ 浦添市

浦添市仲間1-9-2 浦添市美術館内

098-879-3219

APEX

その他飲食店

沖縄市

沖縄市上地2-8-27 シャングリラビル１F 098-933-4037

島唄ライブ樹里

居酒屋・バー

那覇市

那覇市松尾2-2-29

098-861-0722

惣菜家 久松

居酒屋・バー

石垣市

石垣市大川288-2

0980-82-7332

ぶんじ家 A-LUCK 永楽

居酒屋・バー

石垣市

石垣市新川43-2 １F

090-5480-0082

Coﬀee・Roaster かふぇ・ひかゆん

カフェ・スイーツ 那覇市

那覇市繁多川4-11-9

080-3954-0663 https://hikayun.com

スナック シャングリラ

その他飲食店

那覇市

那覇市東町27-19 Keiビル2-A

098-862-6211

民謡LIVE

あがりじま

その他飲食店

南大東村 南大東村字在所255

スナック アプローズ

居酒屋・バー

南大東村 南大東村在所54-2

ルードゥース

居酒屋・バー

南風原町 南風原町津嘉山1467-10 ＭＫビルⅢ301

民宿七福荘(レストラン)

その他飲食店

宮古島市 宮古島市平良字西里274-1

0980-72-3316

レストラン ペロリ

レストラン（和・洋・中）

うるま市 うるま市石川東恩納1681-11

070-1947-3665

たら福

その他飲食店

宮古島市 宮古島市平良字下里947-1

0980-73-9095

マクドナルド 牧港店

その他飲食店

浦添市

098-878-3668

宜野湾市普天間2-49-13 スカイエンジェルビル（203号）

浦添市牧港5-7-6
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店舗HP

https://ishigakijimateppen.co.jp/

http://juri-naha.okinaawa

09802-2-2201

https://crewrecruiting.mcdonalds.co.jp/map/47530
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店舗名

業種

市町村名 店舗所在地

バー楓

居酒屋・バー

沖縄市

沖縄市美里1-16-1
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店舗電話番号

店舗HP

