沖縄県感染防止対策認証制度

店舗名

認証店一覧（飲食業）その４（～12/31）

業種

市町村名 店舗所在地

店舗電話番号

その他飲食店

南風原町 南風原町兼城531

098-889-6176

焼肉・ステーキ・しゃぶしゃぶ

石垣市

石垣市美崎町8-9 石垣島ヴィレッジ3F東 0980-87-9777

レストラン（和・洋・中）

那覇市

那覇市前島3-11-1 2階

CLUB STAR

その他飲食店

うるま市 うるま市石川1-50-2 カンコービル2-B 090-8292-0722

炭火焼肉BISTRO 山城牛

焼肉・ステーキ・しゃぶしゃぶ

那覇市

那覇市松山1-5-1 ナムラプラザ1Ｆ

098-988-9161

和同開珎

居酒屋・バー

那覇市

那覇市古波蔵3-6-1

098-832-5200

大笑（たいしょう）

居酒屋・バー

読谷村

読谷村波平874-1 1F

098-955-8051

酒・唄処

その他飲食店

西原町

西原町我謝791-2

レストラン（和・洋・中）

那覇市

那覇市泊3-7-14 1階

クロエ

その他飲食店

沖縄市

沖縄市東2-2-1 サーティナインビル301号

なんた浜

その他飲食店

沖縄市

沖縄市上地1-15-12 1F

京や

その他飲食店

金武町

金武町金武237

かじまやーそば

沖縄そば・食堂

那覇市

八重瀬町当銘109

スナック ニュー東京

居酒屋・バー

石垣市

石垣市大川254 2F 友利ビル

おきなわ雑貨市場わとわと

カフェ・スイーツ 宮古島市 宮古島市平良字下里401-4

0980-79-5435

よこづな

居酒屋・バー

浦添市

浦添市伊祖2-1-10 103号

098-874-0819

Members 望月

居酒屋・バー

那覇市

那覇市東町12-1 ミリオンプラザⅠ（1-B） 098-869-7230

バルセロナ

居酒屋・バー

那覇市

那覇市牧志3-8-32

ケンタッキーフライドチキン
やきにく

一日橋店

CHAN 石垣島店

レストラン

セルフィーユ

レストラン

笑
ピッツバーグ

ムーチョ

フォーラム

https:///www.resonex.jp/naha/

https://yamashiro.owst.jp/

ドリ－ムテナントビル101 098-944-0265

しろくまカフェ宮古島

カフェ・スイーツ 宮古島市 宮古島市平良久貝654-23

まあち

居酒屋・バー

石垣市

石垣市新栄町13-11

ベトナムちゃん 北谷

レストラン（和・洋・中）

北谷町

北谷町港15 シータイムビル1F-A
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店舗HP

098-868-2687
098-932-5930

0980-82-7888

0980-79-9630

https://watowato.bethelight-miyako.com/

https://shirokumacafe.net

http://tabelog.com/okinawa/A4703/A470304/47026210/

沖縄県感染防止対策認証制度

店舗名

業種

トロピカル

フルーツカフェ

認証店一覧（飲食業）その４（～12/31）

市町村名 店舗所在地

カフェ・スイーツ 名護市

店舗電話番号

店舗HP

名護市為又1220-71

0980-52-1568

https://www.okinawa-fruitsland.jp/
http://instgram.com/khouse_ishigaki/

K-HOUSE

レストラン（和・洋・中）

石垣市

石垣市大川180-2

0980-82-0191

奈良

カフェ・スイーツ 名護市

名護市城1-13-19

0980-53-5051

居酒屋・バー

名護市

名護市城2-11-15・4

0980-53-3588

スナックサロンK

居酒屋・バー

名護市

名護市城1-10-9

0980-52-3524

石垣島麺処

沖縄そば・食堂

石垣市

石垣市真栄里324-11

0980-87-9271

R’ｓ

カフェ・スイーツ 石垣市

石垣市字川平934

0980-88-2288

スナック喫茶

NARA

Ｃａｆｅ（アールズ・カフェ）

https://www.ryukyu-shinjyu.co.jp/rscafe.html

Choco Bar

居酒屋・バー

宜野湾市 宜野湾市普天間2-35-3 MATSUビル403

ラーメン道君

ラーメン

名護市

Karate Cafe AGARI

沖縄そば・食堂

豊見城市 豊見城市豊見城854-1

098-851-0241 http://karatekaikan.jp

クラブラウンジ

レストラン（和・洋・中）

名護市

0980-43-5555

S.H fan’s BAR J.BOY..

居酒屋・バー

宜野湾市 宜野湾市大山4-1-2 103

098-917-1730

うるま市 うるま市字前原幸崎原303

098-983-6610

ドトールコーヒーショップ南部医療センター店 その他飲食店

南風原町 南風原町新川118-1 1F

098-888-5227

ケンタッキーフライドチキン 西原坂田店

その他飲食店

西原町

西原町翁長531-2

098-945-9962

ケンタッキーフライドチキン

その他飲食店

北谷町

北谷町伊平伊礼前原38-1

098-921-7020

居酒屋・バー

浦添市

浦添市西原5-51-1

098-878-4957

KING KABAB

レストラン（和・洋・中）

那覇市

那覇市久米2-33-11

スターバックスコーヒー沖縄アウトレットモールあしびなー店

カフェ・スイーツ 豊見城市 豊見城市豊崎1-1192

098-840-5010

https://www.starbucks.co.jp/

スターバックスコーヒー沖縄真嘉比店

カフェ・スイーツ 那覇市

那覇市松島1-14-13

098-835-5181

https://www.starbucks.co.jp/

ばぁ・ちゃんみか

居酒屋・バー

石垣市新川57 大濱アパート101号室

ドトールコーヒーショップ

福

イオン具志川店 その他飲食店

北谷店

浦西店

石垣市

名護市伊差川903-1
名護市喜瀬1343-1
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0980-53-3681

https://www.ritzcarlton.com/jp/hotels/japan/okinawa

沖縄県感染防止対策認証制度

認証店一覧（飲食業）その４（～12/31）

店舗名

業種

市町村名 店舗所在地

店舗電話番号

店舗HP

ほほばれ

レストラン（和・洋・中）

那覇市

那覇市久茂地3-8-1 1階

098-868-1329

https://hohobare-okinawa.com

酒楽

居酒屋・バー

那覇市

那覇市久茂地2-14-21

胡蝶華

その他飲食店

沖縄市

沖縄市上地2-8-24（1F）

Soul party パイプライン

居酒屋・バー

浦添市

浦添市内間1-14-1 ラインビル301

まんまる

居酒屋・バー

名護市

名護市宮里587-5 サンゲンビル101

0980-43-6704

居酒屋・バー

名護市

名護市宮里1-21-18 2F

0980-53-6660

酒房紋MON

居酒屋・バー

那覇市

那覇市前島2-1-7 ツインハウス1F

098-867-8250

a gain（アゲイン）

その他飲食店

与那原町 与那原町字与那原3178-4 2F

あんぴぃ

その他飲食店

与那原町 与那原町与那原3178-4 ハーモニービル2-B

John Bar

居酒屋・バー

那覇市

那覇市長田2-1-11 シロマアパート103 098-832-0984

シルク

居酒屋・バー

名護市

名護市嘉陽179-1

0980-55-8851

居酒屋さむらい

居酒屋・バー

沖縄市

沖縄市上地2-20-15

098-932-3450

居酒屋

居酒屋・バー

南城市

南城市大里稲嶺2065-5

098-946-4667

タマ

居酒屋・バー

宜野湾市 宜野湾市宜野湾1-1-7

螺鈿

レストラン（和・洋・中）

与那原町

与那原町字与那原31878-4

居酒屋・バー

那覇市

那覇市安里379

スナック林

その他飲食店

宜野湾市 宜野湾市真栄原1-1-12-1F右

一杯茶屋

ピエロ

その他飲食店

南城市

南城市大里稲嶺2013-45

Bar KO-T（バー・コート）

居酒屋・バー

那覇市

那覇市久茂地3-9-21 UD久茂地ビル4F 098-988-1700

ブルーシール

カフェ・スイーツ 南風原町 南風原町字宮平264

098-987-0663

その他飲食店

098-998-9104

Bar Sun Shine

居食屋

夕焼市場

あんこう

秘密基地

栄町支部

イオン南風原店

マクドナルド東風平店

八重瀬町 八重瀬町字伊覇58-2
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一銀サービスビル2階 098-868-5851

098-923-4422

080-6495-7800

ハーモニービル4F 401 080-6490-0821

098-945-4562

https://www.blueseal.co.jp/shop/haebaru.html

沖縄県感染防止対策認証制度

認証店一覧（飲食業）その４（～12/31）

店舗名

業種

市町村名 店舗所在地

店舗電話番号

マクドナルド糸満店

その他飲食店

糸満市

糸満市潮平727-1

098-994-2414

あぶり焼

居酒屋・バー

那覇市

那覇市上之屋1-20-9 冨士屋オーシャンビル104号室

098-866-7020

ぴかり魚

居酒屋・バー

那覇市

那覇市銘苅2-5-28 あたとゆビル1階

098-863-4832

焼肉ROINS

焼肉・ステーキ・しゃぶしゃぶ

那覇市

那覇市久茂地2-6-16 リバーサイドテラス久茂地1F

098-943-9129

焼肉・ステーキ・しゃぶしゃぶ

那覇市

那覇市松山2-10-13 沖商ビル1階

098-963-9729

Bar roteiro

居酒屋・バー

那覇市

那覇市泉崎1-12-7

満空味（まんぐうすー）

居酒屋・バー

与那原町 与那原町与那原592（1F）

090-6862-5199

カラオケパブ

居酒屋・バー

名護市

名護市大南2-3-1 シャレール南101

0980-52-3087

グーフィー

居酒屋・バー

那覇市

那覇市小禄伊421-15

CHI-CHI

居酒屋・バー

名護市

名護市港1-7-6

080-2719-9480

BAR one-piece

居酒屋・バー

浦添市

浦添市西原1-12-22 1F

090-3795-0663

小料理

居酒屋・バー

那覇市

那覇市松川3-18-23

098-887-0033

その他飲食店

那覇市

那覇市安里48 鼎アパート1F

098-869-8083

お肉の一心

レストラン（和・洋・中）

那覇市

那覇市久茂地1-5-1 大宮ビル1F

098-866-0736

小料理やまかわ

その他飲食店

浦添市

浦添市勢理客4-3-3

098-878-9768

voice

居酒屋・バー

与那原町 与那原町字与那原614 親泊アパート2F

21世紀

居酒屋・バー

読谷村

読谷村伊良皆125

スナック コザ

その他飲食店

沖縄市

沖縄市諸見里1-18-23(1F)

お食事処 月代や

沖縄そば・食堂

与那原町 与那原町字与那原3572

090-9781-7365

カフェ

レストラン（和・洋・中）

那覇市

那覇市安里2-8-8

098-863-0888 http://hotelazat.com/

焼肉・ステーキ・しゃぶしゃぶ

恩納村

恩納村名嘉真2651-2-2

098-967-7355

備長

焼肉レストラン

LOINS松山店

ランタナ

かめや

がんじゅう処

やいま

ヴィクトリア

居食屋 おji～
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店舗HP

沖縄県不動産会館B1号室 098-988-8629

沖縄県感染防止対策認証制度

認証店一覧（飲食業）その４（～12/31）

店舗名

業種

市町村名 店舗所在地

店舗電話番号

悦

居酒屋・バー

那覇市

那覇市安里388

070-5417-8889

白浜食堂

その他飲食店

本部町

本部町字瀬底2630

090-4470-3799

CROSS 47

レストラン（和・洋・中）

那覇市

那覇市安里2-4-7 1F

098-943-9625 www.cross47.com/

レストラン（和・洋・中）

宮古島市 宮古島市平良字松原551

0980-73-2620

カラオケバーよりみち

居酒屋・バー

那覇市

098-868-7891

gossip bar

居酒屋・バー

宮古島市 宮古島市平良字西里112-1

0980-72-0123

大衆居酒屋あめりか村

居酒屋・バー

宮古島市 宮古島市平良字久貝1069－3 ２F南

0980-72-7828

やまびし

居酒屋・バー

那覇市

那覇市久茂地1-2-1 ワイズビル2F

080-7703-6415

その他飲食店

宮古島市 宮古島市平良字東仲宗根843-4 1F

0980-74-2355

焼肉・ステーキ・しゃぶしゃぶ

西原町

西原町我謝720-2 島アパート1F

098-943-1629

宮古島とんかつ

小料理

喫茶

琉宮

かつみ

ステーキヒカル与那原店

那覇市松山1-33-1 与儀アパート1F

店舗HP

オールデイダイニング

アマハジ

レストラン（和・洋・中）

本部町

本部町瀬底5750

0980-47-6300

https://sesoko.hiltonjapan.co.jp/restaurants/amahaji

ステーキ＆シーフード

シスクグリル

レストラン（和・洋・中）

本部町

本部町瀬底5750

0980-47-6300

https://sesoko.hiltonjapan.co.jp/restaurants/sisco grill

島料理・南の島（パイヌシマ）

居酒屋・バー

石垣市

石垣市大川224

0980-82-8016

よこづな

居酒屋・バー

宜野湾市 宜野湾市真志喜2-6-18 コーポ石川101号 098-890-1919

居酒屋・バー

糸満市

居酒屋

一平

糸満市字兼城345

098-994-0588

ラッキー7

カフェ・スイーツ 糸満市

糸満市糸満1965 1階

シーフォレスト

レストラン（和・洋・中）

石垣市

石垣市字伊原間2-736

0980-86-7301

居酒屋

居酒屋・バー

名護市

名護市大南4-5-12

0980-53-5757

ラーメン

豊見城市 豊見城市名嘉地333

麺屋

福
だるま家

Classic Blue

カフェ・スイーツ 沖縄市

沖縄市松本1-23-17

三段花

カフェ・スイーツ 南城市

南城市玉城字前川1336
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http://www.seaforest-ishigaki.com/

098-856-8787
098-934-0608

https://foodplace.jp/classic/

沖縄県感染防止対策認証制度

認証店一覧（飲食業）その４（～12/31）

店舗名

業種

市町村名 店舗所在地

店舗電話番号

モンサンターブル

レストラン（和・洋・中）

沖縄市

沖縄市高原1-4-14

098-933-7607

バラッドカフェ

居酒屋・バー

沖縄市

沖縄市中央1-16-2

098-989-8888

ムイのヤド

その他飲食店

石垣市

石垣市新川2252-4

0980-83-6978

うみちか食堂

沖縄そば・食堂

宜野湾市 宜野湾市真志喜2-27-1

098-897-1117

焼肉

焼肉・ステーキ・しゃぶしゃぶ

石垣市

石垣市大川270-2

0980-87-9611

MA-KA-NA

居酒屋・バー

金武町

金武町金武4263（2F東）

090-6894-5526

スナック

花

その他飲食店

沖縄市

沖縄市美里1-4-23

090-1948-1349

沖縄そば

つるりんこう

沖縄そば・食堂

沖縄市

沖縄市海邦2-26-21

098-929-1020

酒、さかな、んの店

居酒屋・バー

読谷村

読谷村楚辺2174-3

098-956-1091

縁

居酒屋・バー

那覇市

那覇市三原1-10-25 アサヒビルB-2号 090-1948-4921

なおき屋

居酒屋・バー

石垣市

石垣市登野城627-3 1階

0980-87-8502

マクドナルド国場十字路店

その他飲食店

那覇市

那覇市仲井真130

098-836-2917

マクドナルド真嘉比古島店

その他飲食店

那覇市

那覇市真嘉比3-15-11

098-885-1051

マクドナルド507津嘉山店

その他飲食店

南風原町 南風原町津嘉山1368-1

夢

居酒屋・バー

うるま市 うるま市平良川152-1

とびきりステーキ

焼肉・ステーキ・しゃぶしゃぶ

名護市

名護市大西3-20-20

鈴鈴

その他飲食店

沖縄市

沖縄市山内2-8-2

さんだぁー（飲食店）

居酒屋・バー

本部町

本部町大浜505

スナック

居酒屋・バー

石垣市

石垣市美崎町12-11（1階）

0980-83-8844
0980-87-0979

おおつか本店

あかり

マンタ

NUTSTOWN COFFEEROASTERS

カフェ・スイーツ 石垣市

石垣市大川538-2 u-Viento 1F

レコードバー

居酒屋・バー

沖縄市城前町3-20（1F）

アビイ・ロード

沖縄市
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店舗HP

http://yakiniku-ootsuka.com

098-888-1840
0980-54-1345

https://lit.link/hellowinc

沖縄県感染防止対策認証制度

認証店一覧（飲食業）その４（～12/31）

店舗名

業種

市町村名 店舗所在地

きんしんの酒場

居酒屋・バー

糸満市

糸満市西崎6-11-12 レジデンス西崎1F 098-996-4748

レストラン（和・洋・中）

名護市

名護市宮里4-14-50

大戸屋ごはん処

名護宮里店

スターバックスコーヒー

イオン南風原店

店舗電話番号

カフェ・スイーツ 南風原町 南風原町宮平264

098-940-6152

居酒屋・バー

名護市

名護市仲尾次542-2

Bar Ray’ｓ place

居酒屋・バー

金武町

金武町金武4249-3宮城店舗103

098-988-7244

居酒屋・バー

沖縄市

沖縄市美原2-1-10

098-934-1870

沖縄そば・食堂

那覇市

那覇市壺屋2-5-11 阿波根アパート1F 098-832-4314

グロリア）

キッチンタイム
スターバックスコーヒー

沖縄アブロうるま店 カフェ・スイーツ うるま市 うるま市豊平393－1

ABLOうるま

098-989-8597

よね屋

沖縄そば・食堂

那覇市

那覇市松尾1-10-1

098-867-4575

田そば

沖縄そば・食堂

那覇市

那覇市真嘉比3-5-22

098-884-5150

ドライブインレストランハワイ

レストラン（和・洋・中）

本部町

本部町崎本部4578

0980-47-2927

のり屋

居酒屋・バー

北谷町

北谷町北谷2-16-5

090-1942-0113

葡萄屋

カフェ・スイーツ 那覇市

那覇市泉崎1-3-19（1F）

090-6860-0667

旬

居酒屋・バー

宜野湾市 宜野湾市上原1-11-8 1F

まさちゃん

その他飲食店

宜野湾市 宜野湾市普天間2-2-5 松樹ビル201号 098-893-2303

小料理(セントポーリア)

その他飲食店

宜野湾市 宜野湾市我如古416-2 信和ビル105

098-898-3771

島酒場

居酒屋・バー

那覇市

那覇市牧志3-11-16、17 屋台村5

090-6184-2746

松尾庵

レストラン（和・洋・中）

那覇市

那覇市樋川2-3-1 のうれんプラザ201 098-911-7996

味処

だいこん

居酒屋・バー

那覇市

那覇市松尾2-9-4

酒膳

芽里

居酒屋・バー

糸満市

糸満市西崎6-8-5 西崎パークサイドビル1F 098-994-8803

その他飲食店

八重瀬町 八重瀬町字上田原208-3 東宝ビル20 101号

やざかり

きん八

遊歌 りか！まじゅ～ん
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https://kinshin0529.com

0980-43-5331

居酒屋 仲袋
Stand Gloria（スタンド

店舗HP

https://www.starbucks.co.jp

https://www.starbucks.co.jp

https://okinawa.hawaii.com

098-892-5162 https://yazakari.com

098-861-6272

http://www.matsuoan.com

沖縄県感染防止対策認証制度

認証店一覧（飲食業）その４（～12/31）

店舗名

業種

市町村名 店舗所在地

店舗電話番号

店舗HP

レクー沖縄北谷スパ＆リゾート（朝食）

レストラン（和・洋・中）

北谷町

北谷町字美浜34-2

098-936-2288

https://www.vessel-hotel.jp/lequ/okinawa/

OASIS

カフェ・スイーツ 国頭村

国頭村字奥間913

0980-41-2222

https://okumaresort.com/restaurant/oasis.html

サーフサイド・カフェ

レストラン（和・洋・中）

国頭村

国頭村字奥間913

0980-41-2222

https://okumaresort.com/restaurant/surf-side-cafe.html

ビーチサイドレストラン

焼肉・ステーキ・しゃぶしゃぶ

国頭村

国頭村字奥間913

0980-41-2222

https://okumaresort.com/restaurant/beach-side.html

来夢来人

その他飲食店

与那国町 与那国町字与那国3

0980-87-2268

食堂（愛）

その他飲食店

那覇市

那覇市古波蔵3-9-10 103

090-6862-5836

名護そばマリン亭

沖縄そば・食堂

名護市

名護市済井出276

癒し処

その他飲食店

糸満市

糸満市糸満989-42

鐘

その他飲食店

糸満市

糸満市糸満1987-1 1階

CALMIA（カルミア）

その他飲食店

うるま市 うるま市石川白浜1-9-1

098-964-3070

串焼きの店

居酒屋・バー

浦添市

浦添市沢岻893-1

090-8665-5026

白虎（ビャッコ）

居酒屋・バー

那覇市

那覇市首里石嶺町1-132-8 ヌージービル1F 090-1943-8416

ラウンジBar Tia

居酒屋・バー

読谷村

読谷村大木462-2 丸友ビル2F

080-9490-3183

クラブメッドカビラ

レストラン（和・洋・中）

石垣市

石垣市川平石崎1

0980-84-4600

割烹

その他飲食店

宮古島市 宮古島市平良下里57

0980-73-3087

キャプテンメリアン

レストラン（和・洋・中）

宮古島市 宮古島市平良西里597-6

0980-72-7815

BAR Take-to-me

居酒屋・バー

竹富町

竹富町竹富321-1

0980-85-2555

和

居酒屋・バー

宮古島市 宮古島市伊良部前里添624-1

0980-98-6338

アマン

その他飲食店

宮古島市 宮古島市平良字下里62

0980-73-7757

奏

居酒屋・バー

那覇市

那覇市久茂地3-4-1 ｷｬﾌﾟﾃﾝｽﾞﾋﾞﾙ4Ｆ

098-866-0906

https://tabelog.com/okinawa/A4701/A470101/47020131/

焼肉・ステーキ・しゃぶしゃぶ

那覇市

那覇市松尾1-4-7 山内ビル2F

098-894-2854

https://tabelog.com/okinawa/A4701/A470101/47022874

より道

かまる

福ちゃん

お食事処

居酒屋

ナイトクラブ
沖縄創作

琉球

鉄板焼ステーキ＆お好み焼き

響
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https://www.clubmed.co.jp/r/%E7%9F%B3%E5%9E%9E%A3%E5%B3%B6/y

沖縄県感染防止対策認証制度

認証店一覧（飲食業）その４（～12/31）

店舗名

業種

市町村名 店舗所在地

民謡ステージ 歌姫

その他飲食店

那覇市

那覇市牧志1-2-31 ハイサイおきなわビルB1F 098-863-2425

撫子

居酒屋・バー

名護市

名護市城1-8-16 浦崎ビル2F

0980-54-0280

デトロイト

居酒屋・バー

沖縄市

沖縄市照屋1-32-8 1F

098-938-5323

BAR 星ノ庭

居酒屋・バー

北中城村 北中城村字喜舎場1478

098-935-1500

https://kurashinohakko.jp

和琉料理 結庵（ゆあん）

レストラン（和・洋・中）

北中城村 北中城村字喜舎場1478

098-935-1655

https://kurashinohakko.jp

キタナカガーデン

レストラン（和・洋・中）

北中城村 北中城村字喜舎場1478

098-935-1664

https://kurashinohakko.jp

暮らしの発酵DELI ＆CAFE

カフェ・スイーツ 北中城村 北中城村字喜舎場1478

098-935-1659

https://kurashinohakko.jp

Poker Bar Hobby

居酒屋・バー

沖縄市

沖縄市中央1-17-17 安里ハウス2階奥 090-6547-9725

ふじさん

その他飲食店

那覇市

那覇市国場30

098-855-0177

SOYSOY

カフェ・スイーツ 本部町

本部町字谷茶10 A-101

0980-43-6003

https://www.soysoy.info/

SOYSOYBise

カフェ・スイーツ 本部町

本部町備瀬505

0980-43-6003

https://www.yonna-bise.com/shop.php

ISHIGAKI euglena GARDEN

レストラン（和・洋・中）

石垣市

石垣市大川270-2

0980-87-5711

euglena_garden（インスタ）

島グルメ

藹々亭

居酒屋・バー

石垣市

石垣市字石垣5

ピッツァ

TOGO

その他飲食店

宜野湾市 宜野湾市真志喜2-13-13 コーポ徳本103号 098-890-2686

ミハラジャ

レストラン（和・洋・中）

本部町

若草弁当

沖縄そば・食堂

豊見城市 豊見城市与根240-2

その他飲食店

糸満市

糸満市糸満1979

COLOSSEO 262

その他飲食店

那覇市

那覇市久茂地2-6-2

ラッキータコス

その他飲食店

那覇市

那覇市牧志3-1-11 プレストビル2F

カラオケBar CoCoいつこ

居酒屋・バー

那覇市

那覇市久米2-2-14 ルネサンス久米4F 070-5270-5560

バー

居酒屋・バー

沖縄市

沖縄市東1-5-12 2F

サロン

NADESHICO

純

ナチュラル

店舗電話番号

本部町古島890
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店舗HP
https://www.sunsean.co.jp/utahime.php

https://pokerbar-fobby.business.site/?utm_source=gmb＆utm_medium=referral

080-3137-7378

久茂地ガーデンビル1F-C 098-988-9865

098-943-4901

https://www.lucky-tacos.com/

沖縄県感染防止対策認証制度

店舗名
すし

海鮮島料理

あっぴー

中華料理じん

認証店一覧（飲食業）その４（～12/31）

業種

市町村名 店舗所在地

店舗電話番号

その他飲食店

石垣市

0980-83-8330

沖縄そば・食堂

うるま市 うるま市字田場1838-1

石垣市新栄町8-28

店舗HP

098-973-9771

スターバックスコーヒー浦添バークレーズコート店 カフェ・スイーツ 浦添市

浦添市当山2-2-9 バークレーUSC内

098-871-1650

スープオン

その他飲食店

那覇市

那覇市おもろまち4-11-36 グランドールおもろまち102号

098-963-6750

P’s cafe

レストラン（和・洋・中）

那覇市

那覇市壺屋2-9-14

098-831-6673

西原町嘉手刈130

098-882-8556

https://www.starbucks.co.jp

080-2692-7916

http://yeoh2jojo.wixsite.com/hans

スターバックスコーヒー

沖縄西原シティ店 カフェ・スイーツ 西原町

https://www.starbucks.co.jp/

Hans

居酒屋・バー

那覇市

那覇市字与儀48

マリンバー

居酒屋・バー

本部町

本部町字谷茶29-6

福朗

居酒屋・バー

南風原町 南風原町字大名126 1F

098-889-3533

ラーメン

那覇市

那覇市牧志2-3-1 K2ビル1F

098-943-1566

その他飲食店

沖縄市

沖縄市園田3-5-27 サンライトイサ2F 098-930-0335

みやんちSTUDIO＆COFFEE

レストラン（和・洋・中）

沖縄市

沖縄市与儀1-29-22

098-923-1382 http://miyanchi.jp

豚しゃぶ専門店

焼肉・ステーキ・しゃぶしゃぶ

那覇市

那覇市東町6-18 パーム東町ビル5F

098-860-7608

沖縄そば・食堂

沖縄市

沖縄市泡瀬1-11-34

098-938-5811

ヒルトン沖縄北谷リゾート Banquet(宴会場) その他飲食店

北谷町

北谷町美浜40-1

098-901-1111

磨心 MAGOKORO

居酒屋・バー

那覇市

那覇市東町12-1 ミリオンプラザⅡ1-D 080-3330-2795

酒房

その他飲食店

那覇市

那覇市前島3-21-13 久高アパート101 098-868-0524

レストラン（和・洋・中）

北谷町

北谷町字美浜9-22

098-926-1188

https://www.vessel-hotel.jp/campana/okinawa/

ベッセルホテルカンパーナ沖縄１２F プールサイド その他飲食店

北谷町

北谷町字美浜9-22

098-926-1188

https://www.vessel-hotel.jp/campana/okinawa/

OKINAWA KARIYUSHI RESORT EXES ISHIGAKI

レストラン（和・洋・中）

石垣市

石垣市宮良923-1

0980-86-8001

https://kariyushi-ishigaki.jp/restaurant/

ハナリ レストラン（和・洋・中）

本部町

本部町瀬底5750

0980-47-6300

https://sesoko.hiltonjapan.co.jp/restaurants/semare

博多一幸舎
スナック

那覇国際通り店
富貴
豚匠那覇店

沖縄市パヤオ直売店

思水

ベッセルホテルカンパーナ沖縄

イタリアンレストラン

セマーレ/ロビーラウンジ＆バー
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ヒルトン沖縄北谷リゾート1階

https://chatan.hiltonjapan.co.jp/mice/grand_ballroom

沖縄県感染防止対策認証制度

認証店一覧（飲食業）その４（～12/31）

店舗名

業種

SAHANJIイオンモール沖縄ライカム店

カフェ・スイーツ 北中城村

カーサ ディ・マーレ

その他飲食店

渡嘉敷村 渡嘉敷村前島慶原1190

Galaxy

居酒屋・バー

沖縄市

その他飲食店

うるま市 うるま市安慶名96-2

ヨナーズガーデン

その他飲食店

豊見城市 豊見城市瀬町174-6 瀬長ウミカジテラス内34 098-996-5232

ももこ

その他飲食店

沖縄市

沖縄市知花１-26-19

090-4470-8200

サブナード

その他飲食店

沖縄市

沖縄市上地1-17-1

098-932-0224

アンジェラ

その他飲食店

嘉手納町 嘉手納町嘉手納434-4

ラウンジ モンステラ

その他飲食店

宜野湾市

焼肉

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根間244

0980-79-0429

レストラン（和・洋・中）

宮古島市 宮古島市平良字西里456-１F

090-9632-2070

その他飲食店

宮古島市 宮古島市伊良部字国仲86-12

0980-78-5567

その他飲食店

宮古島市 宮古島市平良字下里574-2

0980-72-0889

Tiffany

居酒屋・バー

那覇市

Bar＆Cafe Pisara

居酒屋・バー

宮古島市 宮古島市平良字西里244 2F

0980-73-1910

https://pisara.ti-da.net/

マリンハウスシーサー

レストラン（和・洋・中）

座間味村 座間味村阿嘉162

098-987-2973

https://www.seasir.com.aka/

びじゃし

居酒屋・バー

宮古島市 宮古島市伊良部字前里添588-98

0980-78--3444

日本酒ばるのの

居酒屋・バー

石垣市

石垣市大川10-2

080-3377-0344

Nodo

カフェ・スイーツ 北谷町

北谷町宮城1-490 メゾンみやぎ1F

098-988-5450

モスバーガー宜野湾大謝名店

レストラン（和・洋・中）

宜野湾市 宜野湾市大謝名245

098-870-2788

モスバーガー豊見城店

レストラン（和・洋・中）

豊見城市 豊見城市名嘉地277-1

098-840-5515

カラオケハウス

なかお

中華ダイニング
民宿

ポピーナ

なおじ

まるよし

スナック

アフリック

市町村名 店舗所在地
北中城村ライカム1 イオンモール沖縄ライカム4F-4021

店舗電話番号

店舗HP

098-988-5922

沖縄市中央1-9-3 1F
098-972-4020
https://www.umikajiterrace.com/

098-956-8601

宜野湾市我如古1-7-1 宮城テナントビル1F103号 080-4281-1106
https://yakiniku-nakao.com

那覇市東町11-3 仲村ビル202
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沖縄県感染防止対策認証制度

認証店一覧（飲食業）その４（～12/31）

店舗名

業種

市町村名 店舗所在地

店舗電話番号

ミスタードーナツサンエーつかざんショップ

レストラン（和・洋・中）

南風原町 南風原町津嘉山1471-2

098-888-6486

スターバックスコーヒー

美浜アメリカンビレッジ店 カフェ・スイーツ 北谷町

モビーディック
カラオケバー
居酒屋

呑喜

天遊

ドスマノス

美浜メディアステーション1F 098-921-7235

その他飲食店

那覇市

那覇市通堂町2-1 那覇港

居酒屋・バー

沖縄市

沖縄市中央3-1-3

居酒屋・バー

浦添市

浦添市伊祖3-4-11

レストラン（和・洋・中）

沖縄市

沖縄市中央1-3-15 1F左

098-866-0489

禁煙館

https://www.westmarine.co.jp/

098-876-2027
https://m.facebook.com/pages/category/Mexican-Restaurant/Dosmanos-335163099845658/?locale2=ja_JP

具志川メインシティ店 カフェ・スイーツ うるま市 うるま市江洲450-1 サンエー具志川メインシティ1F 098-982-6540

スターバックスコーヒー

大黒屋

北谷町美浜16-2

店舗HP

https://www.starbucks.co.jp

居酒屋・バー

那覇市

那覇市前島2-12-9 親泊ビル1階

居酒屋・バー

那覇市

那覇市宇栄原3-29-16 1F

スナック凛

その他飲食店

沖縄市

沖縄市安慶田1-20-43

鉄板焼

焼肉・ステーキ・しゃぶしゃぶ

那覇市

那覇市泉崎1-11-5

098-860-3300

https://exes-naha.jp/restaurant/teppanyakiten.php

琉球

レストラン（和・洋・中）

那覇市

那覇市泉崎1-11-5

098-860-3300

https://exes-naha.jp/restaurant/loochoo.php

弥生

沖縄そば・食堂

豊見城市 豊見城市高安454-1 宜保マンション101 098-856-7719

食楽家なかじょう

その他飲食店

中城村

中城村久場1963

098-895-2403

どん亭

沖縄そば・食堂

那覇市

那覇市牧志2-1-6

098-863-1242

居酒屋・バー

東村

東村字有銘358-1

0980-43-2797

Taverna Bella Vita

レストラン（和・洋・中）

那覇市

那覇市安里2-4-17 ライオンズマンション安里106号

098-861-8131

ごま家

その他飲食店

那覇市

那覇市与儀1-8-10

焼肉

焼肉・ステーキ・しゃぶしゃぶ

石垣市

石垣市美崎町9-9 3F

ちょい呑み処

One-A

天

味処

牧志店
森のふくろう

東京亭

スターバックスコーヒー

グルメ那覇空港店

那覇空港国内線ゲート内店 カフェ・スイーツ 那覇市

その他飲食店

那覇市

那覇市鏡水150

098-867-8444

0980-82-8000

那覇空港国内線ターミナル2階 098-894-6105

那覇市鏡水150 那覇空港ターミナルビル4F 098-859-1302
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沖縄県感染防止対策認証制度

店舗名

認証店一覧（飲食業）その４（～12/31）

業種

市町村名 店舗所在地

その他飲食店

那覇市

那覇市鏡水150 那覇空港ターミナルビル4F 098-840-1304

沖縄そば・食堂

那覇市

那覇市首里真和志町2-1 101

その他飲食店

南城市

南城市大里字高平138

Healthy Beast

カフェ・スイーツ 浦添市

浦添市宮城1-27-8 2F

098-969-8081

ケンタッキーフライドチキン糸満店

その他飲食店

糸満市

糸満市字兼城369-3

098-994-3840

ハイビスカス

その他飲食店

国頭村

国頭村辺土名279

0980-41-2598

炙りや

居酒屋・バー

那覇市

那覇市久米2-5-1 Gガーデン1F

098-988-1774

一蘭 那覇国際通り店

ラーメン

那覇市

那覇市牧志1-2-24

スターバックスコーヒー北谷国道58号店

カフェ・スイーツ 北谷町

そじ坊

那覇空港店

おにぎり処首里
一杯茶屋

ななむすび

春ちゃん

もののふ

店舗電話番号

098-943-9138

琉球セントラルビルB1F 098-861-1101

北谷町美浜1-5-11

店舗HP

https://mononof.gorp.jp/
https://ichiran.com/shop/kyusyu/naha-kokusaidori/

098-921-7816

https://www.starbucks.co.jp

那覇市牧志1-3-56 ルシェンテビル1階、2階 098-917-0090

https://kinyamaryukyuu.owst.jp/

焼肉・ステーキ・しゃぶしゃぶ

那覇市

キューピット

その他飲食店

宜野湾市 宜野湾市真栄原3-1-5国吉ビル2F東

098-898-4328

暖琉満菜

レストラン（和・洋・中）

恩納村

恩納村名嘉真ヤ－シ原2591-1

098-967-8731

https://kariyushi-oceanspa.jp/restaurant/#cont02

バー&ラウンジタイラ

居酒屋・バー

恩納村

恩納村名嘉真ヤ－シ原2591-1

098-967-8731

https://kariyushi-oceanspa.jp/restaurant/#cont02

Sea's シ－ズ

レストラン（和・洋・中）

恩納村

恩納村名嘉真ヤ－シ原2591-1

098-967-8731

https://kariyushi-oceanspa.jp/restaurant/#cont02

やきにく

朝

焼肉・ステーキ・しゃぶしゃぶ

恩納村

恩納村名嘉真ヤ－シ原2591-1

098-967-8731

https://kariyushi-oceanspa.jp/restaurant/#cont02

暖琉満菜

SORA

レストラン（和・洋・中）

恩納村

恩納村名嘉真ヤ－シ原2591-1

098-967-8731

https://kariyushi-oceanspa.jp/restaurant/#cont02

焼肉・ステーキ・しゃぶしゃぶ

恩納村

恩納村名嘉真ヤーシ原2591-1

098-967-8731

https://kariyushi-oceanspa.jp/restaurant/#cont02

あぱらぎ曙店

居酒屋・バー

那覇市

那覇市曙2-3-21 与那アパート１F

098-866-9668

http://www.aparagi-okinawa.com/aparagi-naha/

BRUAL

レストラン（和・洋・中）

宮古島市 宮古島市平良字下里269-2

0980-79-7344

ぽうちゃたつや

居酒屋・バー

宮古島市 宮古島市平良字西里275

0980-73-3931

宮古島マイクロブルワリー

居酒屋・バー

宮古島市 宮古島市平良字久貝703-3

0980-79-0059

金武アグーと山城牛のしゃぶしゃぶ琉球

KAI

B・B・Qガーデン

CHI

別邸
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https://mmb-craftbeer.jp/

沖縄県感染防止対策認証制度

店舗名

認証店一覧（飲食業）その４（～12/31）

業種

市町村名 店舗所在地

その他飲食店

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 098-933-9391

絆

その他飲食店

南城市

南城市大里稲嶺102-5

098-944-8190

桃原食堂

その他飲食店

那覇市

那覇市首里山川町2-7-10

098-886-0006

https://toubaru-restaurant.business.site/

レストラン（和・洋・中）

宮古島市 宮古島市城辺長間1901-1 2F

0980-74-4120

https://okinawa-uds.co.jp/hotels/the-rescape/

Lounge Artizan

居酒屋・バー

宮古島市 宮古島市城辺長間1901-1 1F

0980-74-4120

https://okinawa-uds.co.jp/hotels/the-rescape/

しゃなん

その他飲食店

南風原町 南風原町兼城129-3 東宝開発ビル101号 098-888-6393

レストラン（和・洋・中）

南風原町 南風原町字宮平650-1

098-889-8800

ラーメン

北谷町

北谷町美浜3-1-9

098-926-4130

鉄板ダイニング Red ahiahi

その他飲食店

沖縄市

沖縄市上地1-14-15 102

098-988-7761

南国レストラン

ちむどんどん

レストラン（和・洋・中）

名護市

名護市済井出217-2

農家レストラン

楽園の果実

レストラン（和・洋・中）

宮古島市 宮古島市下地字来間476-1

0980-76-2991

https://rakuen-kajitsu.jp

レストラン（和・洋・中）

豊見城市 豊見城市豊崎3-35 イーアス沖縄豊崎2F 098-996-1759

http://www.tfd-dining.com

Food＆スナック デュエット

その他飲食店

石垣市

石垣市浜崎町1-2-6 パティオ石垣1F

0980-83-4756

食堂 松竹梅

沖縄そば・食堂

南城市

南城市佐敷字新里1688

098-947-0112

五升庵（ぐーしゅーあん）

沖縄そば・食堂

石垣市

石垣市白保759-12

0980-86-8770

どん亭

沖縄そば・食堂

那覇市

那覇市安里1-1-58 光生ビル1F

098-863-3666

沖縄そば・食堂

那覇市

那覇市桶川2-1-26

沖縄そば・食堂

那覇市

那覇市壷川1-3-7

ドトールコーヒーショップ

酒処

Restaurant

イオンモール沖縄ライカム店

the rescape

Bistro Liebe ビストロ
らあめん花月嵐

リーベ

ハンビー店

フィッシャーマンズ

ドーター

安里店

開南そば
そば家

鶴小

壷川店

店舗電話番号

店舗HP

https://www.yuinchi.jp/hotspring/facilities/

098-836-3719

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

カフェ・スイーツ 宜野湾市 宜野湾市大謝名216-2

098-870-9515

https://www.starbucks.co.jp

CHERRY（チェリー）

その他飲食店

沖縄市

沖縄市上地2-10-13 幸喜ビル1FA号

098-932-1138

ステーキハウスBB

レストラン（和・洋・中）

北谷町

北谷町美浜9-1 デポアイランドA館 2F 098-936-8234

スターバックスコーヒー

沖縄宜野湾店
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沖縄県感染防止対策認証制度

認証店一覧（飲食業）その４（～12/31）

店舗名

業種

市町村名 店舗所在地

店舗電話番号

居食屋へーかじ（南風）

居酒屋・バー

名護市

名護市宮里7-19-29

0980-53-0085

まりさこ

レストラン（和・洋・中）

那覇市

那覇市おもろまち4-6-24 ドリームビルディング1階

098-941-5678

On the Beach CAFE

カフェ・スイーツ 今帰仁村 今帰仁村今泊612-2

0980-56-4560 https://taiken-jp.net

もずくそばの店

沖縄そば・食堂

南城市

南城市玉城字志堅原460-2

098-949-1066

Curry cafe Kitagawa

レストラン（和・洋・中）

中城村

中城村奥間652

098-943-4953

ラーメン工房

ラーメン

うるま市 うるま市字塩屋508-1-103

098-979-1234

ダイニングレストラン天

レストラン（和・洋・中）

恩納村

恩納村名嘉真ヤ－シ原2592-40

098-967-7500

43West ROOFTOP BAR

レストラン（和・洋・中）

北谷町

北谷町美浜43 ダブルツリーbyヒルトン沖縄北谷リゾート3階

098-901-4600

坊's キッチン

居酒屋・バー

伊江村

伊江村字東江前490

090-4990-8952

古民家味処

居酒屋・バー

伊江村

伊江村字東江前639

0980-49-5455

ラブメン本店

ラーメン

宜野湾市 宜野湾市愛知1-2-16 コーポ伊佐103

Shinny

その他飲食店

那覇市

那覇市宇栄原1-28-1

その他飲食店

伊江村

伊江村東江前2438

居酒屋・バー

宮古島市 宮古島市平良字西里236 （1F西）

0980-79-0553

居酒屋・バー

宮古島市 宮古島市平良東仲宗根793-15

0980-73-8309

レストラン（和・洋・中）

伊江村

0980-49-5011 https://ie-resort.com

お食事処あーさぐー屋

沖縄そば・食堂

宮古島市 宮古島市平良字西仲宗根657-7

0980-79-5039

お食事処

居酒屋・バー

宮古島市 宮古島市平良字西里678-2

0980-73-6233

海軍カレー令王

その他飲食店

宮古島市

宮古島市平良字西里57-46

K＆Gシーサイドテラスフードコート

080-2489-4947 https://espoir-yuta.com

旨処

沖縄そば・食堂

宮古島市

宮古島市平良字西里57-46

K＆Gシーサイドテラスフードコート

080-7479-3678

居酒屋・バー

宮古島市

宮古島市平良字西里57-46

K＆Gシーサイドテラスフードコート

090-2962-4652

味の店

くんなとぅ
光

結

肴処

にしんすに
志堅原

そば屋

なんくる

YYY CLUB iE RESORT

竹

居酒屋

正門
満知

レストラン PARADICE

https://exes-kariyushi.com/restaurant/

https://doubletree.hiltonhotels.jp/hotel/okinawa/doubletree-by-hilton-okinawa-chatan-resort/dining/7ce48d271c205a8f8570051881891ecd

098-875-7793

ハラ産業ビル２階 090-1080-4196

伊江村字東江前1965
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店舗HP

0980-49-2976

https://www.nishinsuni.com

沖縄県感染防止対策認証制度

認証店一覧（飲食業）その４（～12/31）

店舗名

業種

市町村名 店舗所在地

浅草じゅうろくスピリッツ宮古島

レストラン（和・洋・中）

宮古島市

宮古島市平良字西里57-46

サテンドール

居酒屋・バー

那覇市

那覇市若狭1-3-17 フランスビル3-D

098-869-1952

Nana

カフェ・スイーツ 金武町

金武町金武4321（2F）

080-4834-4406

金ちゃん

その他飲食店

八重瀬町 八重瀬町新城1057 1F

098-998-5402

その他飲食店

那覇市

那覇市若狭3-2-1 大城アパートA-1

098-800-1668

居酒屋・バー

浦添市

浦添市屋富祖2-17-8

居酒屋・バー

沖縄市

沖縄市諸見里1-25-8 グリーンビル603 080-9851-0152

沖鮮市場(食堂)

沖縄そば・食堂

嘉手納町 嘉手納町兼久372-2 ネーブルカデナ店内 098-989-8020

ぬちぐさカフェ

カフェ・スイーツ 石垣市

石垣市新川1585-206

SHOT BAR JOKER

居酒屋・バー

沖縄市中央1-11-5

創作料理

中山

横丁酒BARかしこ
bal Chappie（バル

チャッピー）

スターバックスコーヒー

沖縄国体道路店

沖縄市

店舗電話番号
K＆Gシーサイドテラスフードコート

0980-87-5128

http://yoga.okinawa/cafe/

098-982-7729

https://www.starbucks.co.jp

カフェ・スイーツ 北谷町

北谷町上勢頭813-1

缶BARうりずん

居酒屋・バー

南城市大里稲嶺2013-45 202

Cafe ミニョンヌ

カフェ・スイーツ 南城市

スナックとも

その他飲食店

与那原町 与那原町与那原942 GREENビル102

090-9782-7780

寿寿

その他飲食店

沖縄市

沖縄市大里2-29-12 カドヤビル2F

080-9852-6251

南城市

店舗HP

南城市大里稲嶺2013-45 202号

そば家

鶴小

美里店

沖縄そば・食堂

沖縄市

沖縄市美原3-21-6

098-938-1811

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

そば家

鶴小

北谷店

沖縄そば・食堂

北谷町

北谷町北谷1-11-10

098-926-2202

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

098-988-9080

https://www.jolly-pasta.co.jp/

デリ&バル

@ISLAND

ジョリーパスタ

那覇真嘉比店

カフェ・スイーツ 石垣市

石垣市石垣25 カンセイホームエース1-C

レストラン（和・洋・中）

那覇市

那覇市真嘉比3-19-29

和琉鉄板くだか

レストラン（和・洋・中）

那覇市

那覇市牧志3-13-20 KAITOビルⅡ

炭火焼Dining Bar 安寿賀

居酒屋・バー

那覇市

那覇市松山2-11-5 キャスティー松山Iビル1階 098-863-5806
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2F 098-917-5158
https://www.hotpepper.jp/strJ000675629/

沖縄県感染防止対策認証制度

認証店一覧（飲食業）その４（～12/31）

店舗名

業種

市町村名 店舗所在地

CLUB OQTAGON

その他飲食店

宜野湾市 宜野湾市普天間2-2-5 グランドガーデンビル2F 098-893-1333

紅翡翠（ベニヒスイ）

居酒屋・バー

与那原町 与那原町与那原3178-4 ハーモニービル1F-B 098-944-6422

ここあ

その他飲食店

与那原町 与那原町与那原3570

080-3971-4539

居酒屋・バー

与那原町 与那原町与那原3174 オリオン通り

090-1947-6028

語りBar さが

居酒屋・バー

与那原町 与那原町与那原3145-11

090-9404-6375

スナック

はっぴぃ

その他飲食店

与那原町 与那原町与那原3178-4 ハーモニービルB1F

スナック

万

その他飲食店

与那原町 与那原町字与那原1000-3 日建商事ビル2-B 090-9781-7323

サロン星砂

その他飲食店

与那原町 与那原町与那原3570

070-1944-8862

カラオケバーはっぴぃ

その他飲食店

南城市

南城市大里字稲嶺2013-25

098-946-5677

沖縄そば

沖縄そば・食堂

南城市

南城市玉城字船越1197

098-988-3430

もぐもぐキッチン

その他飲食店

那覇市

那覇市松山2-13-11

098-987-6654

SARAI

その他飲食店

那覇市

那覇市松尾2-24-9

080-5445-9872

その他飲食店

うるま市 うるま市与那城西原650（2F）

098-978-9718

Heart Land 古座間味ビーチ

レストラン（和・洋・中）

座間味村 座間味村字座間味1743

090-5292-7065

スターバックスコーヒー

カフェ・スイーツ 浦添市

浦添市字経塚562 サンエー経塚シティ内1F 098-871-3365

スナック蘭

その他飲食店

那覇市

那覇市三原1-10-32

スナック 華恋

その他飲食店

名護市

名護市城1-17-18

070-5410-5478

18 JUHACHIBAN（じゅうはちばん）

居酒屋・バー

伊江村

伊江村字東江前489

0980-59-4640

酒場 KUMECHO

居酒屋・バー

那覇市

那覇市久米1-4-20

098-951-3342

まりの

居酒屋・バー

沖縄市

沖縄市照屋1-29-6

090-3796-9223

かのうや

居酒屋・バー

那覇市

那覇市西1-5-8 西沖商マンション101 098-862-0385

スナック

遊飲食

しおん

金太郎

妙
経塚シティ店
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店舗電話番号

店舗HP

https://www.starbucks.co.jp

沖縄県感染防止対策認証制度

認証店一覧（飲食業）その４（～12/31）

店舗名

業種

レインボーテラス沖縄

カフェ・スイーツ 北中城村 北中城村喜舎場1214 あやかりの杜 2F 098-933-1475

居酒屋いちりき

居酒屋・バー

伊江村

伊江村字東江前503

090-1948-6815

ふばがさ

居酒屋・バー

伊江村

伊江村字東江前355

090-1944-6319

A＆W 宮古空港店

その他飲食店

宮古島市 宮古島市平良字下里1657-128

0980-75-4737

ぐりーんりーふ

焼肉・ステーキ・しゃぶしゃぶ

宮古島市 宮古島市平良字下里1657-128 2F

0980-72-7521

居酒屋・バー

宮古島市

宮古島市平良下里401-5 ビーチサイドマンション１Ｆ

080-1788-5237

居酒屋・バー

伊江村

伊江村字東江前541

080-1775-0744

Sundays

レストラン（和・洋・中）

宮古島市 宮古島市平良西里561

0980-79-5085

居酒屋

大将

居酒屋・バー

伊江村

伊江村東江前1765-5

0980-49-5150

ぷかまン家～

居酒屋・バー

伊江村

伊江村東江前837

0980-49-2366

ピープル55

居酒屋・バー

伊江村

伊江村字川平242

0980-49-3677

よしの屋

居酒屋・バー

伊江村

伊江村字東江上82-1

0980-49-3962

ANMAR

居酒屋・バー

宮古島市 宮古島市平良字西里231 1F

0980-79-7922

ミスタードーナツ石垣ショップ

レストラン（和・洋・中）

石垣市

石垣市登野城1157

0980-84-2020

古民家 Cafe Magnolia 木蓮

居酒屋・バー

名護市

名護市東江1-25-2

0980-43-5325

帆風

カフェ・スイーツ 東村

東村字慶佐次758-104

0980-43-3277

居酒屋・バー

那覇市

那覇市具志1-2-1 くにアパート104

098-840-1057

麺天

沖縄そば・食堂

那覇市

那覇市銘苅1-2-17

BAR Rooms

居酒屋・バー

沖縄市

沖縄市園田3-1-18 沖信ビル6F

098-988-7492

Bistro YOSHIHIKO

レストラン（和・洋・中）

那覇市

那覇市松山2-15-1

098-860-5959

UFO Burger&Sandwich CAFE

カフェ・スイーツ 浦添市

浦添市港川2-9-10

098-988-3658 https://ufoburger.jp/

日と月（ヒトツキ）
スナック喫茶

焼きとり

姫

常希

市町村名 店舗所在地
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店舗電話番号

クレセントビル1Ｆ 098-863-6207

店舗HP
https://www.rainbow-terrace.okinawa/

www.instagram.com/sundays.miyako/

http://www.2020inc.jp/

https://sanukimenten.ti-da.net/
https://rooms-koza.business.site/

沖縄県感染防止対策認証制度

認証店一覧（飲食業）その４（～12/31）

店舗名

業種

市町村名 店舗所在地

店舗電話番号

酒処ポラリス

居酒屋・バー

与那原町 与那原町与那原614

090-4516-6716

ちかぷ

その他飲食店

那覇市

MW futenma

居酒屋・バー

宜野湾市 宜野湾市普天間2-44-9 多和田社交ビル103

coffee shop LINK'S

カフェ・スイーツ 宜野湾市 宜野湾市赤道2-1-11

BAR Coral

居酒屋・バー

C＆C BREAKFAST OKINAWA

カフェ・スイーツ 那覇市

琉球泡盛

その他飲食店

与那原町 与那原町与那原3150-3 MKビル102号室

その他飲食店

与那原町 与那原町字与那原3162

その他飲食店

与那原町 与那原町字与那原3571-2

サロン順子

居酒屋・バー

与那原町 与那原町与那原3163-2

BAR.D

居酒屋・バー

与那原町 与那原町与那原3568 1-2号室

BAR RION

居酒屋・バー

与那原町 与那原町字与那原942-2 GREENビル202

カラオケ母恵夢

居酒屋・バー

八重瀬町 八重瀬町字富盛338（102号）

ホーリーおもろまち

レストラン（和・洋・中）

那覇市

酒っ子

居酒屋・バー

宜野湾市 宜野湾市普天間2-36-6 棚原アパート1F 090-6861-0821

その他飲食店

宜野湾市 宜野湾市普天間2-35-3 MATSUビル202 098-893-1570

その他飲食店

八重瀬町 八重瀬町富盛338

かね八

居酒屋・バー

金武町

ファンファンドルフィン

居酒屋・バー

座間味村 座間味村字阿嘉71 2F

070-6610-0169

スナック

その他飲食店

那覇市

098-891-9180

居酒屋・バー

宮古島市 宮古島市平良西里134-1

小料理

しのぶ
琉花

スナック

カラオケ
小料理

風鈴

きまぐれ

clean(クリーン)
きゅうと

温

那覇市

店舗HP

那覇市泉崎2-105-17
098-988-8627

那覇市松山2-16-12 福島ビル1F
那覇市松尾2-9-6 タカミネビル1F

那覇市おもろまち4-3-28

金武町金武4321
那覇市松山1-33-3 京ビル3階
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098-927-9295

https://www.ccbokinawa.com/

098-945-9710
070-5531-1853

098-951-1886

080-6487-1112

090-9788-3032

http://cook.okinawa-funfun.com

沖縄県感染防止対策認証制度

認証店一覧（飲食業）その４（～12/31）

店舗名

業種

市町村名 店舗所在地

店舗電話番号

芭蕉布

居酒屋・バー

伊江村

0980-49-5826

ペンション

チャーヴィラ

伊江村東江前473

カフェ・スイーツ 座間味村 座間味村字座間味90

098-987-3737

ピザ屋TagGarden

レストラン（和・洋・中）

伊江村

伊江村東江前2620

090-6856-8666

居酒屋

居酒屋・バー

伊江村

伊江村字東江前125

090-6863-6194

みなと寿し

居酒屋・バー

伊江村

伊江村川平341-4

0980-49-2318

アジアンカフェチャイディー

レストラン（和・洋・中）

那覇市

那覇市田原4-7-8 1F

098-859-7858

割烹

居酒屋・バー

宮古島市 宮古島市平良字下里120

0980-72-0580

その他飲食店

宮古島市 宮古島市平良字西里973-1

0980-73-0225

沖縄そば・食堂

うるま市 うるま市石川山城1706-6

098-965-7160

沖縄そば・食堂

伊江村

カラオケ歌謡館

その他飲食店

宮古島市 宮古島市平良字西里1123-12

PAINAGAMA BLUE BOOTH

カフェ・スイーツ 宮古島市 宮古島市平良下里247-2

0980-79-0898

焼鳥

居酒屋・バー

沖縄市

沖縄市照屋1-29-24

098-938-9995

居酒屋・バー

伊江村

伊江村東江前827

090-2505-6639

居酒屋・バー

伊江村

伊江村東江前107

090-2962-3652

その他飲食店

那覇市

那覇市若狭2-4-16 福栄館ビル5階

098-868-8549

大衆酒場 梵

居酒屋・バー

宮古島市 宮古島市平良字下里778-1

0980-79-7503

飲食店スナック＆喫茶じゅん

居酒屋・バー

伊江村

伊江村川平86

090-9783-1517

佳（カナイ）

居酒屋・バー

伊江村

伊江村東江前824 2F

080-6492-5190

Reset Coﬀee Okinawa（リセットコーヒーオキナワ）

カフェ・スイーツ 那覇市

那覇市おもろまち3-3-1 コープおきなわアップルタウン1F

米八十米ONIGIRIYA

その他飲食店

那覇市おもろまち3-3-1 コープおきなわアップルタウン1F

はとぽっぽ

浜

ケンタッキーフライドチキン
喜食

宮古店

てんてん

お食事処

かどや

加那

歌ハウスna-ri
メンバーズラウンジ
ロイヤルスナック

オーケー
ゆかり

那覇市

伊江村字川平530
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店舗HP

0980-73-8179

098-862-0550

https://ramayana.co.jp

沖縄県感染防止対策認証制度

店舗名

業種

ブルーシール

新都心あっぷるタウン店

認証店一覧（飲食業）その４（～12/31）

市町村名 店舗所在地

カフェ・スイーツ 那覇市

那覇市おもろまち3-3-1 コープおきなわアップルタウン2F

店舗電話番号

店舗HP

098-941-8077

https://www.blueseal.co.jp/

海中茶屋

沖縄そば・食堂

うるま市 うるま市与那城屋平4

Premium club AQUA

その他飲食店

沖縄市

沖縄市上地2-2-1 ボンソワールビル5F

モーリシャス

居酒屋・バー

沖縄市

沖縄市中央1-5-17 壺ビル4F

098-939-8515

四季の手料理きんいち

レストラン（和・洋・中）

那覇市

那覇市松山2-18-10

098-864-1367

和山海雲（ワヤマモズク）

沖縄そば・食堂

座間味村 座間味村字座間味9

098-987-2069

株式会社ぬちまーすレストラン

070-3801-8884 https://ryukyu-pro.com/

たかはなり カフェ・スイーツ うるま市 うるま市与那城宮城2768

https://wayamamozuku.jp/

098-923-0390

MW okinawashi

居酒屋・バー

沖縄市

Ocean View Dining TEENU

レストラン（和・洋・中）

今帰仁村 今帰仁村字古宇利126

0980-51-5500

https://www.loisirterrace.com/kouri

Poolside Café CHIGUNU

レストラン（和・洋・中）

今帰仁村 今帰仁村字古宇利126

0980-51-5500

https://www.loisirterrace.com/kouri

カフェ

カフェ・スイーツ 那覇市

那覇市牧志2-7-27 名城ビル102

098-988-9843

Club Grace

その他飲食店

沖縄市

沖縄市東2-2-1 39ビル

070-3143-1003

野空海～NOZOMI～

その他飲食店

石垣市

石垣市伊原間1-191

みっくすばー

その他飲食店

宜野湾市 宜野湾市普天間2-2-5 グランドガーデンビル2F 090-9787-4621

Fantaji

その他飲食店

宜野湾市 宜野湾市普天間2-48-5

忘心名

その他飲食店

与那原町 与那原町与那原3568

海斗

居酒屋・バー

那覇市

那覇市古波蔵1-6-36（102）

070-5494-4873

カフェンチュファクトリー

居酒屋・バー

那覇市

那覇市三原1-12-10 内間住宅1F

080-6489-7244

スナックサロン

居酒屋・バー

伊江村

伊江村東江前824

ミルク

おくたごん

蘇鉄

沖縄市久保田1-10-33 比嘉スナックA号

306号

0980-89-2280

スナック幸

カフェ・スイーツ 伊江村

伊江村東江前824-1F

0980-49-3245

食事処

ラーメン

伊江村字東江前215

0980-49-5116

岬

伊江村
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https://nozomi-ishigaki.com/

沖縄県感染防止対策認証制度

店舗名

業種

認証店一覧（飲食業）その４（～12/31）

市町村名 店舗所在地

店舗電話番号

カフェ・スイーツ 北中城村

北中城村ライカム1

BAR FAMILIA

居酒屋・バー

那覇市

那覇市松山2-11-6 エステート松山203

ゆうばん

居酒屋・バー

那覇市

那覇市牧志3-9-17 1F

旬の魚と炭火料理・酒BARいくた

居酒屋・バー

宜野湾市 宜野湾市愛知3-10-36

098-893-0098

うまりずま

居酒屋・バー

宮古島市 宮古島市平良下里556

0980-79-0335

居酒屋・バー

宮古島市 宮古島市平良西里992-2 コーポ奥原101号 0980-75-3325

スターバックスコーヒー

イオンモール沖縄ライカム店

まんじゃー星

食彩居酒屋

みやら美

イオンモール沖縄ライカム

2026

店舗HP

098-931-1831
070-5817-3096

https://umarizuma.com

ミスタードーナツ名護ショップ

カフェ・スイーツ 名護市

名護市名護4472

0980-53-2440 http://www.viens.co.jp

ミスタードーナツ美里ショップ

カフェ・スイーツ 沖縄市

沖縄市東2-1-6

098-939-9971

https://www.viens.co.jp

ミスタードーナツイオン具志川ショップ

カフェ・スイーツ うるま市 うるま市前原幸崎原303

098-983-6031

https://www.viens.co.jp

ミスタードーナツ具志川メインシティショップ カフェ・スイーツ うるま市

うるま市江洲450-1 サンエー具志川メインシティ1F

098-973-6886

https://www.viens.co.jp

モスバーガー泡瀬店

その他飲食店

沖縄市

沖縄市泡瀬4-4-2

098-921-0288

https://www.viens.co.jp

モスバーガー安慶名店

その他飲食店

うるま市 うるま市みどり町6-16-4

098-982-4311

https://www.viens.co.jp

カカオ＆ソルティーマーケット石垣

カフェ・スイーツ 石垣市

石垣市大川249-1

0980-82-2206

モスバーガー石垣真栄里店

その他飲食店

石垣市

石垣市真栄里292-4

0980-83-5511

蟹蔵

レストラン（和・洋・中）

宮古島市 宮古島市伊良部佐和田1181-6

0980-78-4737

MELLOW

カフェ・スイーツ 宜野湾市 宜野湾市佐真下54

080-6489-3386

沖縄そば・食堂

うるま市 うるま市石川赤崎2-2-1

098-965-3111

居酒屋・バー

竹富町

竹富町小浜3208-11

0980-85-3838

その他飲食店

那覇市

那覇市松山1-33-3 丸京ビル4 1-C

その他飲食店

恩納村

恩納村名嘉真2615

その他飲食店

うるま市 うるま市江洲2159-8

お食事処
居酒屋

石川の駅
やらます

Sama
鰻

和田平

リーガル

沖縄恩納村店

22 / 45 ページ

098-967-7820
098-973-1687

http://www.wadahei.com/

沖縄県感染防止対策認証制度

認証店一覧（飲食業）その４（～12/31）

店舗名

業種

市町村名 店舗所在地

スナック優

その他飲食店

与那原町 与那原町与那原2999-1 与那原一番館2F 098-944-6505

ポーたま那覇空港国内線到着ロビー店

その他飲食店

那覇市

那覇市鏡水150

ポーたま牧志市場店

その他飲食店

那覇市

那覇市松尾2-8-35

喫茶

沖縄そば・食堂

南風原町 南風原町与那覇114-1

098-889-6646

丸感

居酒屋・バー

浦添市

浦添市屋富祖4-9-3

090-1940-7271

蓬莱（ほうらい）

居酒屋・バー

名護市

名護市城1-7-2

090-1080-9702

ちゅなJun家

沖縄そば・食堂

中城村

中城村和宇慶842-1

080-3440-9314

なんちゃっ亭

ラーメン

那覇市

那覇市安謝86-1

080-1331-5538

Cafune

カフェ・スイーツ 那覇市

那覇市牧志1-4-59 石川ビル1F

098-800-1552

民宿

カフェ・スイーツ 竹富町

竹富町小浜73

0980-85-3352

タッツア・ドーロ

だいく家

店舗電話番号

那覇空港国内線ターミナル1F 098-996-3588 http://porktamago.com

098-867-9550

永大安（エイタイアン）

ラーメン

宜野湾市 宜野湾市真栄原8

098-897-7673

サロン

その他飲食店

与那原町 与那原町与那原3172

098-945-8998

その他飲食店

与那原町 与那原町与那原1041-1

098-945-7682

The Orange Room

居酒屋・バー

糸満市

糸満市照屋1271-3 金福ビル307号

美歌rin

居酒屋・バー

南城市

南城市大里稲嶺2013-45

居酒屋・バー

南城市

南城市大里稲嶺2013-25

Bar MOHICAN

居酒屋・バー

与那原町 与那原町字与那原581 山内ビル2F

098-946-0609

ブラックハーレム

居酒屋・バー

那覇市

那覇市牧志2-7-22 コスモビル6階

098-866-8912

wing

その他飲食店

読谷村

読谷村伊良皆125

098-957-2477

すみたけ

居酒屋・バー

那覇市

那覇市久茂地2-13-14 ヨーロピアンビル 1F 098-988-8501

ミスタードーナツイオン那覇ショップ

カフェ・スイーツ 那覇市

ピース

スナック喫茶

カラオケバー

スマイル

ワイワイ・ワールド

那覇市金城5-10-2 イオン那覇1F
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店舗HP

http://porktamago.com

http://www.cafune-okinawa.com

070-5279-8820

098-852-1115

http://black-harlem.boo.jp

https://www.viens.co.jp

沖縄県感染防止対策認証制度

認証店一覧（飲食業）その４（～12/31）

店舗名

業種

店舗電話番号

店舗HP

ミスタードーナツイオン北谷店

カフェ・スイーツ 北谷町

北谷町美浜8-3

098-982-7082

https://www.viens.co.jp

ミスタードーナツ

カフェ・スイーツ 浦添市

浦添市字経塚652 1F

098-878-3090

https://www.viens.co.jp

ミスタードーナツサンエーコンベンションシティ店 カフェ・スイーツ 宜野湾市 宜野湾市宇地泊558-10

098-897-3411

https://www.viens.co.jp

ミスタードーナツ

098-897-2225

https://www.viens.co.jp

サンエー経塚ショップ
サンエー大山ショップ

市町村名 店舗所在地

カフェ・スイーツ 宜野湾市 宜野湾市大山7-1-2

モスバーガー首里石嶺店

レストラン（和・洋・中）

那覇市

那覇市首里石嶺町4-242-4

098-887-7755

大戸屋ごはん処石垣店

レストラン（和・洋・中）

石垣市

石垣市真栄里292-1

0980-82-4771

居酒屋

居酒屋・バー

宮古島市 宮古島市平良字下里520

玄

090-3790-8672

アイスクリン cafe Mi-ma

カフェ・スイーツ 宮古島市 宮古島市上野字宮国575-2

豚匠

焼肉・ステーキ・しゃぶしゃぶ

宮古島市 宮古島市平良西里276-1

098-079-9525

夕日の丘

沖縄そば・食堂

名護市

名護市勝山90

0980-53-8400

いそ八(居酒屋)

居酒屋・バー

浦添市

浦添市屋富祖4-5-27

沖縄カフェ

レストラン（和・洋・中）

名護市

名護市港2-13-5

0980-43-0008 www.cafeyugafu.com

Lounge 絆-kizuna-

その他飲食店

那覇市

那覇市松山2-1-15 RJ松山ビル403号

090-4008-2957

べきら

その他飲食店

那覇市

那覇市若狭3-2-1

098-866-6441

ポーたま北谷アメリカンビレッジ店

その他飲食店

北谷町

北谷町美浜9-21 デポアイランド内

098-921-7328

源河屋台村

沖縄そば・食堂

名護市

名護市源河2534-62

090-3793-1024

そば処

沖縄そば・食堂

那覇市

那覇市鏡水150 那覇空港ターミナルビル1F 098-857-6876 https://ryubo-shoji.com/

その他飲食店

那覇市

那覇市牧志2-22-1

098-867-8447

焼肉・ステーキ・しゃぶしゃぶ

沖縄市

沖縄市泡瀬4-12-5

098-923-1398

ヨルノアシオト

居酒屋・バー

与那原町 与那原町与那原592 2F

070-3801-3388

YOUSHOKU TARO

レストラン（和・洋・中）

与那原町 与那原町与那原601-1 コーポ栄楽1F

098-944-0358

宮古島邸

ゆがふ

琉風

喫茶店ミンク
しゃぶしゃぶ温野菜

泡瀬ベイストリート店
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070-2792-8454

http://porktamago.com

https://www.onyasai.com/

https://tsuku2.jp/Youshokutarou

沖縄県感染防止対策認証制度

店舗名

認証店一覧（飲食業）その４（～12/31）

業種

市町村名 店舗所在地

店舗電話番号

その他飲食店

与那原町 与那原町与那原1115-2

098-945-2625

居酒屋・バー

那覇市

那覇市小禄1-39-8

098-858-4588

ギャレット

居酒屋・バー

那覇市

那覇市牧志3-9-26 2F

パーラーラビット

その他飲食店

うるま市 うるま市与那城平安座419

090-3790-8238

昭和時代

その他飲食店

金武町

金武町金武4321（2F）

098-968-8847

魚寿司公設市場総本店

居酒屋・バー

那覇市

那覇市松尾２-11-11

098-860-9651

魚寿司公設市場総本店離れ

居酒屋・バー

那覇市

那覇市松尾２-11-15

BAR 美ら

居酒屋・バー

本部町

本部町字大浜883-4 仲宗根アパート1F

MIX UP

居酒屋・バー

久米島町 久米島町比嘉160-83

サイド×2

居酒屋・バー

久米島町 久米島町字仲泊1203

COFFEE STAND みなみ

カフェ・スイーツ 久米島町 久米島町字比嘉160-50

090-1948-4013

寛ぎ屋

居酒屋・バー

久米島町 久米島町謝名堂548-26

098-985-8191

居酒屋武吉

居酒屋・バー

久米島町 久米島町字仲泊1166

098-985-4101

サクシード宮城(お食事)

その他飲食店

久米島町 久米島町比嘉160-80

098-985-8827

喜八

居酒屋・バー

久米島町 久米島町大田543

098-985-4476

レストラン海宝

レストラン（和・洋・中）

宮古島市 宮古島市城辺字保良591-1

0980-77-2323

http://kaihoukan.co.jp/

098-996-1139

https://www.facebook.com/kazebitoinfo

スナック
居酒屋

シオン
弁慶

NANBIKAー南美花ー

久米島町コワーキングカフェ

風人

店舗HP

090-8548-4373

カフェ・スイーツ 久米島町

久米島町北原566-2 久米島空港旅客ターミナルビル内2階

その他飲食店

名護市

名護市辺野古203-3 アップルグランデ1F 0980-43-5070

Aqua Garden Cafe

レストラン（和・洋・中）

石垣市

石垣市新川冨崎1625

0980-88-7000

https://www.fusaki.com

LOUNGE BAR ADAN

カフェ・スイーツ 石垣市

石垣市新川冨崎1625

0980-88-7000

https://www.fusaki.com

ザ・スターバー

居酒屋・バー

石垣市新川1625

0980-88-7000

https://www.fusaki.com

パーラー＆ベーカリー

クイックストップ

石垣市
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沖縄県感染防止対策認証制度

認証店一覧（飲食業）その４（～12/31）

店舗名

業種

市町村名 店舗所在地

店舗電話番号

店舗HP

琉球新天地

レストラン（和・洋・中）

石垣市

石垣市新川冨崎1625

0980-88-7000

https://www.fusaki.com

炭火焼鳥

居酒屋・バー

沖縄市

沖縄市比屋根1-10-1

070-1946-0613

ハンビーリゾートカフェ

居酒屋・バー

北谷町

北谷町北谷1-6-4

ヘベレケ BAR

居酒屋・バー

那覇市

那覇市牧志3-13-12 ハチミネビル201

めぐり逢い

その他飲食店

浦添市

浦添市伊祖3-1-11

カラオケ蛍

その他飲食店

宜野湾市 宜野湾市普天間2-48-2 すずらんビル201 090-3796-2332

フルハウス

その他飲食店

与那原町 与那原町与那原2999-1 与那原一番館ビル2F 098-946-0442

エスパシオ1F

居酒屋・バー

浦添市

浦添市屋富祖2-16-10-1F

エスパシオ2F

居酒屋・バー

浦添市

浦添市屋富祖2-16-10-2F

エスパシオ3F

居酒屋・バー

浦添市

浦添市屋富祖2-16-10-3F

BAR ムー大陸 マンモス

居酒屋・バー

那覇市

那覇市松山1-16-14

与那原家

沖縄そば・食堂

与那原町 与那原町与那原1040

098-945-8563

ゆくいん亭

沖縄そば・食堂

名護市

名護市字済井出97

0980-52-8128

ローラーガールズ

カフェ・スイーツ 沖縄市

沖縄市中央1-36-12（1階）

090-7586-6186

居酒屋

居酒屋・バー

沖縄市

沖縄市上地2-1-22 左

090-3790-9650

喫茶プランタン

居酒屋・バー

久米島町 久米島町字仲泊1157

ブルーコーラル

沖縄そば・食堂

那覇市

那覇市字当間301 航空自衛隊那覇基地内 098-840-1720

SUNNY TACOS＆OKINAWA BBQ Garden

その他飲食店

名護市

名護市旭川147

ちゃんぷる亭

レストラン（和・洋・中）

久米島町 久米島町謝名堂548-86

098-985-7444

にくやき屋

焼肉・ステーキ・しゃぶしゃぶ

久米島町 久米島町比嘉160-62

098-985-8008

焼肉・ステーキ・しゃぶしゃぶ

那覇市

098-975-7929

てっぺん

亀千ゃんの所

金平

金武アグーしゃぶしゃぶ琉球

ニューサミットビル1-B号 098-975-9256

那覇市牧志1-3-49
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098-878-7973

098-985-4034
0980-43-5821

https://sunny-tacos.com

https://kinagushabushaburyukyu.gorp.jp/

沖縄県感染防止対策認証制度

店舗名

認証店一覧（飲食業）その４（～12/31）

業種

市町村名 店舗所在地

店舗電話番号

その他飲食店

宜野湾市 宜野湾市普天間2-37-2

098-893-4271

その他飲食店

那覇市

那覇市泉崎1-14-7 阮氏ビル404号室

090-3795-2671

花ーHANAー

居酒屋・バー

沖縄市

沖縄市泡瀬3-18-10 ヴィンザービル106 090-1366-6539

necoholic

カフェ・スイーツ 本部町

せせらぎ

居酒屋・バー

久米島町 久米島町字仲泊515

098-985-2337

サイプレスリゾート久米島

レストラン（和・洋・中）

久米島町 久米島町大原803-1

098-985-3700

ナイトイン

その他飲食店

宮古島市 宮古島市平良字西里164-1

0980-72-0564

kitchen cafe Orioritto

その他飲食店

那覇市

那覇市西1-8-11 コーポ藤1F

098-860-8863

赤とんぼ

居酒屋・バー

西原町

西原町嘉手苅101-1

098-945-8986

茶処

沖縄そば・食堂

糸満市

糸満市真壁223

098-997-3207

ダグズ・バーガー石垣島店

その他飲食店

石垣市

石垣市大川209-6

0980-87-9166

https://www.dougsburger.com

ジェフ与那原店

その他飲食店

与那原町 与那原町上与那原467

098-945-3501

https://jefokinawa.co.jp/

ジェフ豊見城店

その他飲食店

豊見城市 豊見城市田頭66-1

098-856-1053

https://jefokinawa.co.jp/

ジェフサンライズ那覇店

その他飲食店

那覇市

那覇市壺屋1-1-5

098-867-4941

https://jefokinawa.co.jp/

ラーメンさんぱち

ラーメン

中城村

中城村南上原950-2 サンアネシス1階 098-988-1938

https://jefokinawa.co.jp/

さんぱち豊見城店

ラーメン

豊見城市 豊見城市田頭66-1

098-856-8038

エレファント・カフェ

居酒屋・バー

石垣市

石垣市大川258 レオビル6Ｆ

0980-88-5750

SKATE CLUB ORION

居酒屋・バー

沖縄市

沖縄市中央3-15-4

080-4275-0143

居酒屋・バー

沖縄市

沖縄市上地2-17-1

ゆめ和

居酒屋・バー

那覇市

那覇市首里末吉町4-5-7

MONTECRISTO

居酒屋・バー

那覇市

那覇市久茂地3-29-17 十和田ビル2F

歌声スナック
スナック

いいとも

ゆんたく

クリスタル

真壁ちな～

沖縄料理

中城南上原店

呑み食い処

龍

本部町字古島822
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店舗HP

080-2554-7685

ホテルグランアリーナ1F 070-8995-3743

098-943-9616

https://www.cypresshotels.jp/kumejima/

https://jefokinawa.co.jp/

沖縄県感染防止対策認証制度

認証店一覧（飲食業）その４（～12/31）

店舗名

業種

市町村名 店舗所在地

店舗電話番号

伊是名島

その他飲食店

那覇市

那覇市大道172-20

080-5651-6566

居酒屋・バー

浦添市

浦添市港川2-16-8 NO21

098-878-0105

その他飲食店

糸満市

糸満市西崎6-8-2 ハッピー西崎ビル1階103 098-995-2488

居酒屋・バー

沖縄市

沖縄市南桃原2-10-7

098-932-5570

居酒屋・バー

那覇市

那覇市久茂地3-29-16

098-943-1347

海ぼうず

沖縄そば・食堂

糸満市

糸満市糸満2250

098-994-0595

Min Tama Ristorante

レストラン（和・洋・中）

読谷村

読谷村長浜1787-2

098-958-6286

cafe bar Vambo・Luga（カフェバー

バンボルーガ）

Bar 卯月
串焼きの店

火の国

炭火ダイニング

COCOKARA

カフェ・ド・クリエ

イオンタウンとよみ店 カフェ・スイーツ 豊見城市 豊見城市根差部710

098-851-4805

http://www.pokkacreate.co.jp/

098-979-8000

https://umino-terrace.com

海のテラスよみたん都屋

レストラン（和・洋・中）

読谷村

お食事処

その他飲食店

宮古島市 宮古島市平良字西里43-1

食事処一番地

その他飲食店

宮古島市 宮古島市平良字下里57

0980-72-4830

BOTTA

レストラン（和・洋・中）

宮古島市 宮古島市伊良部字佐和田1726-4

0980-78-5010

ローカルダイニング アクアブルー

レストラン（和・洋・中）

宮古島市 宮古島市平良下里2422-1

0980-75-7700

シーサイドハウス

その他飲食店

久米島町 久米島町謝名堂548-16

098-985-7631

アンカフェ

レストラン（和・洋・中）

本部町

本部町大浜365-3

0980-43-0538

IX

居酒屋・バー

与那原町

与那原町字与那原3178-4

East Area

居酒屋・バー

与那原町 与那原町字与那原1000-3 フラミンゴビル4F 090-2713-4819

15 dining

居酒屋・バー

那覇市

那覇市西1-21-11 AZビル3-C

はいさい

居酒屋・バー

那覇市

那覇市壺屋1-4-17

憂鬱U-2

カフェ・スイーツ 那覇市

那覇市与儀125-24

090-9781-4834

別邸エロスCafe

カフェ・スイーツ 那覇市

那覇市与儀125-24

090-9781-4834

むすび

ジュゴン

読谷村字都屋20
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店舗HP

ハーモニービル4F502 090-2713-4819

https://torifito.jp/miyakojima/ja

沖縄県感染防止対策認証制度

認証店一覧（飲食業）その４（～12/31）

店舗名

業種

市町村名 店舗所在地

Bar Nights

居酒屋・バー

沖縄市

沖縄市照屋1-4-11 1F

その他飲食店

南城市

南城市大里字稲嶺2013-45

HANABI

居酒屋・バー

那覇市

那覇市松山1-7-5 サンステップビル102

ダブルツリーbyヒルトン那覇首里城 メインキッチン

レストラン（和・洋・中）

那覇市

那覇市首里山川町1-132-1 2F

あかばな

レストラン（和・洋・中）

54(ごーよん)食堂
スナック

懐メロ倶楽部

夢二

店舗電話番号

店舗HP

098-944-8078
098-915-2329

https://doubletree-shuri.hiltonjapan.co.jp/

久米島町 久米島町真我里411-1

098-985-8001

https://www.kumeisland.com/

沖縄そば・食堂

久米島町 久米島町字仲泊1058-1

070-3177-4472

その他飲食店

那覇市

那覇市松川2-5-7

098-887-0858

居酒屋・バー

石垣市

石垣市石垣20-3 パインハウス（1F） 0980-80-9011

BAR FLOWER

居酒屋・バー

宜野湾市 宜野湾市普天間2-35-3 MATSUビル102

蛸屋のカレー屋さん

レストラン（和・洋・中）

那覇市

PIASU

その他飲食店

南風原町 南風原町津嘉山809-4 東宝マンション203号室 098-888-4512

居酒屋・バー

那覇市

那覇市安里48 笠井アパート1F

沖縄そば・食堂

南城市

南城市知念字久高238

石垣島

美仁
炭火焼

すみれ茶屋
食事処

牛串＆ホルモン

ふじた

たちふじ

とくじん

観光農園

ユートピアファーム宮古島

那覇市牧志3-5-5

098-948-2889

カフェ・スイーツ 宮古島市 宮古島市上野字宮国1714-2

0980-76-2949

居酒屋・バー

名護市

090-9782-8318

PLANET

居酒屋・バー

久米島町 久米島町大田526

098-985-2502

やぶ屋

居酒屋・バー

久米島町 久米島町字仲泊1168

098-985-5035

あみもと

レストラン（和・洋・中）

久米島町 久米島町字奥武115

098-985-8856

パーラー球美

その他飲食店

久米島町 久米島町北原566-2

098-985-3020

すみか屋

居酒屋・バー

浦添市

浦添市内間1-14-5 2F

098-877-8826

沖縄そば・食堂

沖縄市

沖縄市泡瀬6-19-33

080-6493-3815

泡盛古酒道

お菓子＆軽食

風丹

ラビン（Rabin）

https://www.instagram.com/gyugushi_horumon_fujita/

名護市大南1-3-7-6号

29 / 45 ページ

http://www.utopia-farm.net

沖縄県感染防止対策認証制度

認証店一覧（飲食業）その４（～12/31）

店舗名

業種

市町村名 店舗所在地

店舗電話番号

店舗HP

ISHIGAKI BOLD KITCHEN

レストラン（和・洋・中）

石垣市

0980-88-7000

https://www.fusaki.com

株式会社マレア・クリエイト マリンロッジ・マレア

レストラン（和・洋・中）

宮古島市 宮古島市下地与那覇847-3

0980-76-3850

https://marea-ishigaki.jp/hotel-information/marine_lodge_marea/

チキンヤロー

居酒屋・バー

石垣市

0980-87-9324

RuGu Glamping Resort

レストラン（和・洋・中）

宮古島市 宮古島市下地来間宮古田原156-71

Music Cafe UNDERGROUND

カフェ・スイーツ 石垣市

焼肉もとぶ牧場

焼肉・ステーキ・しゃぶしゃぶ

那覇市

Bar ハイカラ

居酒屋・バー

うるま市 うるま市石川1-51-18（2F）

Lei Nani

カフェ・スイーツ 糸満市

糸満市阿波根1378-2 マンション伊良波107 098-994-6350 leinani-organic.jp

Kaboo

その他飲食店

石垣市

石垣市川平917-1 川平ガーデン内

N TreeHouse Okinawa

居酒屋・バー

沖縄市

沖縄市中央1-10-1 2F

笑い花

その他飲食店

那覇市

那覇市宇栄原3-28-2 ジョナサンビル3-B 090-8836-7440

Ryukyu Italian ＆ Grill Trattoria HANMI

レストラン（和・洋・中）

那覇市

那覇市前島3-12-7 伊佐ビル202

のみ処

その他飲食店

うるま市 うるま市赤道173-4 一和ビル1-D

090-1853-3751

BEEAR（ビーアー）

居酒屋・バー

宜野湾市 宜野湾市新城1-36-2

080-1542-2138

インスタグラム

マンマサルーテ

レストラン（和・洋・中）

北谷町

北谷町美浜8-6

098-921-7711

https://www.hotespa.net/hotels/okinawa

博多天ぷら たかお

レストラン（和・洋・中）

浦添市

浦添市西洲3-1-1 3階

098-988-0758

バナナ

居酒屋・バー

那覇市

那覇市松山2-16-16 K1ビル4階

Café Palmtree , See&Sky

その他飲食店

今帰仁村 今帰仁村古宇利2593-1

0980-56-5670

夢の里

その他飲食店

うるま市 うるま市喜屋武75

090-9782-1771

ダーツ Dragon（ドラゴン）

居酒屋・バー

南風原町 南風原町字与那覇53 2F

098-889-3423

Bar Pixie

その他飲食店

与那原町 与那原町与那原577-2F

県庁前店

AKO

石垣市字新川冨崎1625
石垣市美崎町10-8

0980-79-0070

石垣市登野城582-1

090-3797-5614

那覇市松尾1-1-2 レグザリウボウ2F

098-860-7511
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https://www.rugu.co.jp

http://www.motobu-farm.com/

090-6859-6094

098-962-0739

beear_okinawa

沖縄県感染防止対策認証制度

認証店一覧（飲食業）その４（～12/31）

店舗名

業種

市町村名 店舗所在地

メルシー

その他飲食店

八重瀬町 八重瀬町友寄41-4

Amahare

居酒屋・バー

那覇市

シルビア

その他飲食店

読谷村

カメカメキッチン
Maasa
ライフ

シード

店舗電話番号

店舗HP

那覇市久茂地3-8-1 1階

098-868-1329

https://amahare-okinawa.com/

読谷村大木416-1-3F

098-956-9043

カフェ・スイーツ 那覇市

那覇市おもろまち3-1-1（沖縄県立博物館美術館3F）

098-988-0192

その他飲食店

名護市城1-8-10 安里店舗1F

0980-52-5100

名護市

カフェ・スイーツ うるま市 うるま市字江洲355

芝ビル1F-B

098-989-7556

赤道ラーメン美里店

ラーメン

沖縄市

沖縄市東1-5-12

098-898-1737

カフェ

レストラン（和・洋・中）

宜野湾市 宜野湾市大謝名4-1-5 101

098-890-0530

BAR FATE

居酒屋・バー

那覇市

那覇市松山1-12-19 グレープハウス1F 090-5738-3732

サロン

居酒屋・バー

那覇市

那覇市壺屋1-18-40

098-862-4839

その他飲食店

沖縄市

沖縄市松本3-8-2（1F）

098-937-4048

あじまー商店／石垣のごちそう てぃんがーら 居酒屋・バー

石垣市

石垣市大川250-3 ヨギビル1F

0980-87-5925

ＦＯＧＯBＲＡＺＩＬ

その他飲食店

北谷町

北谷町美浜51-2 1F

098-988-5029

わかなそば

沖縄そば・食堂

与那国町 与那国町与那国3083

0980-87-3338

てんぐ

居酒屋・バー

沖縄市

磯

ラーメン

与那国町 与那国町与那国2-32

0980-87-2711

ぎおん祭り

居酒屋・バー

那覇市

那覇市古波蔵1-1-11

098-854-3704

赤道ラーメン首里駅前店

ラーメン

那覇市

那覇市首里鳥堀町4-23

098-800-8001

カムイ

カフェ・スイーツ 名護市

名護市城1-10-5

080-1777-8636

ふーちばーそば

居酒屋・バー

名護市

名護市呉我454-1

よしまる食堂

沖縄そば・食堂

与那国町 与那国町字与那国3984-3

ブルー

クレール（Café Bleu Clair）

ゆりちゃん

うなぎ大和田

camecamekitchen（インスタグラム）

https://www.facebook.com/cafebleuclair/もしくはインスタグラムご参照ください。

https://www.fogo-brazil.com

沖縄市諸見里1-1-5

31 / 45 ページ

0980-87-2658

http://www.yonaguniyds.com

沖縄県感染防止対策認証制度

認証店一覧（飲食業）その４（～12/31）

店舗名

業種

市町村名 店舗所在地

店舗電話番号

オーシャン

レストラン（和・洋・中）

名護市

名護市辺野古161

0980-55-2445

焼肉・ステーキ・しゃぶしゃぶ

名護市

名護市名護4607-1 なごアグリパーク 0980-43-5512

こみゅにてぃ高志保

レストラン（和・洋・中）

読谷村

読谷村高志保215-1

BLEA

居酒屋・バー

那覇市

那覇市宇栄原1-28-1 ハラ産業ビル203 090-6861-8573

赤道ラーメン石川店

ラーメン

うるま市 うるま市石川白浜1-7-5

098-965-6235

赤道ラーメン中の町店

ラーメン

沖縄市

沖縄市上地2-2-19

098-930-1050

PIZZERIA IL TRECORDE（ピッツェリア イル トレコルデ） レストラン（和・洋・中）

石垣市

石垣市石垣14

0980-87-5964

ブサンオンニ

居酒屋・バー

那覇市

那覇市松山1-7-1 B

098-861-0888

てんだ花

沖縄そば・食堂

与那国町 与那国町与那国74-1 (1F)

0980-87-9770

その他飲食店

那覇市

那覇市松山1-35-21 大福館ビル3-C

098-861-8198

レストラン（和・洋・中）

那覇市

那覇市安里388-125 大山ビル1F

090-9486-1716

レストラン（和・洋・中）

久米島町 久米島町字謝名堂37-1

居酒屋・飲食店（敏びん）

その他飲食店

読谷村

読谷村楚辺2260-2 ビル1F

スナック

その他飲食店

読谷村

読谷村楚辺2251-6

098-956-2077

その他飲食店

竹富町

竹富町字南風見201-101

0980-85-5623

その他飲食店

宮古島市 宮古島市平良字池間雲原1059

0980-79-9920

Naughty By Nature

その他飲食店

北谷町

北谷町美浜51-3 フェリシダーデ102

098-923-2770

ぼにーた

居酒屋・バー

那覇市

那覇市東町27-19 keiビル4-A号

はこな＆カフェ・バー

居酒屋・バー

竹富町

竹富町波照間1168-1

沖縄大衆酒場

居酒屋・バー

那覇市

那覇市松山2-7-1

098-917-2211

居酒屋・バー

那覇市

那覇市松山2-7-1

098-917-2211

やんばるダイニング

カラオケパブ

美ら島キッチン

あみゅ～ず

よっちゃん亭
食堂とお惣菜
杏

泡波と島の味
パーラー

金太郎

やま玄

はてるま

OHAMA

本店

おでんの金太郎
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070-3800-6721

098-985-8303

店舗HP

https://nagoagri.okinawa/cacilities/23

沖縄県感染防止対策認証制度

認証店一覧（飲食業）その４（～12/31）

店舗名

業種

市町村名 店舗所在地

店舗電話番号

森小屋

沖縄そば・食堂

西原町

098-945-7216

純沖縄料理

三線の花

海産物活魚居食屋

ふくろう

3-プラント

西原町字森川238-66

居酒屋・バー

恩納村冨着756-1

その他飲食店

うるま市 うるま市勝連南風原5077-4

https://r.gnavi.co.jp/plan/hxh30cdb0000/plan-reserve/plan/plan_list/?sc_cid=gorp_header_reserve&_ga=2.83084886.1109585075.1634844514-969415088.1630028995#wrapper

098-978-1513

カフェ・スイーツ 那覇市

那覇市首里赤平町2-12 プラスパーズ虎頭102 098-987-6913

その他飲食店

那覇市

那覇市天久1201

098-869-6767

兄弟寿司

その他飲食店

那覇市

那覇市松山1-4-12 高田産業ビル1F

098-868-8098

パンダ茶房

沖縄そば・食堂

うるま市 うるま市みどり町2-17-15

NK-5

居酒屋・バー

与那原町 与那原町字与那原380-8 YEBISUビル203

びっくりステーキ！

焼肉・ステーキ・しゃぶしゃぶ

金武町

ライドオンタイム

カフェ・スイーツ 沖縄市

スナック喫茶

華

マヌカハニー専門店

Honey Fusion

098-968-4744

沖縄市中央1-6-6（201号）

080-4281-0626

098-852-2003

Cafe Wouls

カフェ・スイーツ 那覇市

那覇市泊1-23-1

ゆんたく

居酒屋・バー

本部町瀬底4861-1

0980-47-5979

那覇市桶川2-3-1 1F 111-2

098-987-0444

丸吉塩せんべい

のうれんプラザ店

喫茶さとや

本部町

カフェ・スイーツ 那覇市

沖縄そば・食堂

与那国町 与那国町与那国3093

居酒屋・バー

那覇市

那覇市牧志2-2-30 リウボウ商事本社ビルB1F 098-975-5655

居酒屋・バー

沖縄市

沖縄市泡瀬3-1-6 當真店舗202

スナック樹絵里

その他飲食店

与那原町 与那原町与那原3155 与那原マンション102 098-944-7322

LUCKY（ラッキー）

居酒屋・バー

沖縄市

沖縄市上地1-2-5

098-930-0225

Witch’s

カフェ・スイーツ 那覇市

那覇市壺屋2-4-3

050-1343-1866

春の華

その他飲食店

名護市城2-7-23 ナゴプラザビル5-C

0980-54-5699

クラフトビール
クオリティ

しまねこ

オブ

ライフ

WAGAMAMA

名護市
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https://3-plant.jimdofree.com/

098-960-0280

金武町金武4086-1

カフェ・スイーツ 豊見城市 豊見城市高安603-2F

店舗HP

098-937-5839

https://honey-fusion.com.jp/

https://beercats.jp/pages/shimaneko

沖縄県感染防止対策認証制度

認証店一覧（飲食業）その４（～12/31）

店舗名

業種

市町村名 店舗所在地

店舗電話番号

バルamo（アーモ）

居酒屋・バー

恩納村

098-927-9337

海鮮

悟空

居酒屋・バー

宮古島市 宮古島市平良下里246

0980-72-0897

大石餃子店

居酒屋・バー

那覇市

那覇市安里388-10 きなビル102

098-887-7002

宴（おでん・小料理）

居酒屋・バー

糸満市

糸満市大里671-3

090-5024-1922

サンプラザホテル

レストラン（和・洋・中）

那覇市

那覇市安里138

沖縄そば・食堂

沖縄市

沖縄市中央3-1-6 ＃101

098-939-9663

居酒屋・バー

浦添市

浦添市宮城3-14-1

098-874-3322

レストラン（和・洋・中）

石垣市

石垣市石垣270-10 パールマンション2-南 0980-87-5024

http://dionisoishigaki.com/

ANAインターコンチネンタル万座ビーチリゾート アクアベル レストラン（和・洋・中）

恩納村

恩納村瀬良垣2260

098-966-1211

https://www.anaintercontinental-manza.jp/

ANAインターコンチネンタル万座ビーチリゾート 雲海 レストラン（和・洋・中）

恩納村

恩納村瀬良垣2260

098-966-1211

https://www.anaintercontinental-manza.jp/

大衆食堂

サンサモア

ミッキー

やきとり大吉

浦添店

DIONISO

恩納村山田3277-1 1F

店舗HP

http://www.385-59.com

https://okinawa-sunplaza.com

ANAインターコンチネンタル万座ビーチリゾート オーキッド

その他飲食店

恩納村

恩納村瀬良垣2260

098-966-1211

https://www.anaintercontinental-manza.jp/

ANAインターコンチネンタル万座ビーチリゾート The Oriental Grill by Karin

レストラン（和・洋・中）

恩納村

恩納村瀬良垣2260

098-966-1211

https://www.anaintercontinental-manza.jp/

ANAインターコンチネンタル万座ビーチリゾート SALVATORE CUOMO & BAR

レストラン（和・洋・中）

恩納村

恩納村瀬良垣2260

098-966-1211

https://www.anaintercontinental-manza.jp/

ANAインターコンチネンタル万座ビーチリゾート バーウェイビー

居酒屋・バー

恩納村

恩納村瀬良垣2260

098-966-1211

https://www.anaintercontinental-manza.jp/

ANAインターコンチネンタル万座ビーチリゾート クラブインターコンチネンタルラウンジ

その他飲食店

恩納村

恩納村瀬良垣2260

098-966-1211

https://www.anaintercontinental-manza.jp/

ANAインターコンチネンタル万座ビーチリゾート オーシャンカフェ

カフェ・スイーツ 恩納村

恩納村瀬良垣2260

098-966-1211

https://www.anaintercontinental-manza.jp/

A＆W 国際通り松尾店

その他飲食店

那覇市

那覇市松尾1-1-1 2F

098-917-5502

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

A＆W 新都心おもろ店

その他飲食店

那覇市

那覇市おもろまち4-21-22

098-860-2537

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

A＆W 那覇金城店

その他飲食店

那覇市

那覇市金城5-8-8

098-840-1567

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

カフェ・スイーツ 那覇市

那覇市おもろまち4-4-9

098-923-1631

https://www.31ice.co.jp/

居酒屋・バー

石垣市美崎町10-8 (402号)

サーティワンアイスクリーム

bar BON

サンエー那覇メインプレイス店

石垣市
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サンエー那覇メインプレイス内1階

090-7153-9391

沖縄県感染防止対策認証制度

店舗名

認証店一覧（飲食業）その４（～12/31）

業種

市町村名 店舗所在地

店舗電話番号

居酒屋・バー

宜野湾市 宜野湾市普天間2-44-12

098-893-8088

赤道ラーメン泡瀬店

ラーメン

沖縄市

沖縄市泡瀬4-21-13

098-934-5053

焼きカレー&カレーライス Adanny

カフェ・スイーツ 浦添市

浦添市城間4-20-14-2 1F

098-975-5270

ニナリッチ

沖縄そば・食堂

那覇市

那覇市曙2-17-5 1F

居酒屋

居酒屋・バー

本部町

本部町字大浜879-15

その他飲食店

沖縄市

沖縄市池原1-14-24

080-3955-6385

Bar Lounge hope

居酒屋・バー

那覇市

那覇市若狭2-4-16 6A(福栄館ビル)

080-3229-3865

担々厨房

レストラン（和・洋・中）

名護市

名護市大西1-18-22

Bar The One

居酒屋・バー

那覇市

那覇市寄宮3-18-12 仲西ビル1階

090-6862-6831

カリメロ

レストラン（和・洋・中）

北谷町

北谷町浜川120 S-252

090-3053-1196

ライズカフェ

カフェ・スイーツ 浦添市

浦添市城間2008 2F

098-874-7550

絲

その他飲食店

糸満市

糸満市糸満1953-101号

090-1342-7089

居酒屋・バー

豊見城市 豊見城市座安335-5

098-850-1823

海岸食堂CAPRICE

レストラン（和・洋・中）

読谷村

読谷村高志保915

098-800-1398

居酒屋

居酒屋・バー

那覇市

那覇市真嘉比3-1-14 松島マンション102 098-887-3249

酒処

なかゆくい

一番座

山羊料理専門店

炭火焼

芭蕉布

やきとりはうす
松屋

紅

大浜サンシーハイツ103号

0980-47-7667

レントハウス名護ビル101 090-8812-2775

Oppai Art Gallery

カフェ・スイーツ 沖縄市

沖縄市中央1-17-17 2F

御食事処

沖縄そば・食堂

糸満市

糸満市糸満2431-3

沖縄そば 地酒 和々(ワワ)

沖縄そば・食堂

那覇市

那覇市首里寒川町2-79-8

家人寿

レストラン（和・洋・中）

本部町

本部町字瀬底215

0980-47-5300

里温

その他飲食店

那覇市

那覇市松山2-6-12 4F

090-6862-9179

その他飲食店

北中城村 北中城村安谷屋1952

喫茶

育

なぎさ
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店舗HP

090-6865-7486

https://www.caprice-okinawa.com/

oppaiphotographer.ti-da.net

コーポマリン102号 098-992-0075
コーポ光(101) 080-2776-2801

098-935-1622

https://japanese-regional-restaurant-136.business.site

沖縄県感染防止対策認証制度

認証店一覧（飲食業）その４（～12/31）

店舗名

業種

市町村名 店舗所在地

店舗電話番号

居酒屋美乃

居酒屋・バー

那覇市

那覇市泉崎2-105-17

090-1947-8619

レストラン（和・洋・中）

那覇市

那覇市金城5-10-2

イオン那覇フードコート 098-852-1124

https://www.pizzahouse.co.jp/pizzahouse-jr/shop/naha.html

https://www.lotteria.jp/sp/shop1253509

ピザハウスジュニア

イオン那覇店

店舗HP

ロッテリア

イオン那覇店

その他飲食店

那覇市

那覇市金城5-10-2

イオン那覇フードコート 098-858-1555

築地銀だこ

イオン那覇

その他飲食店

那覇市

那覇市金城5-10-2

イオン那覇フードコート 098-859-5363 http://www.gindaco.com

その他飲食店

那覇市

那覇市金城5-10-2

イオン那覇フードコート 0120-498-007 https://sukiya.jp

すき家

イオン那覇店

リンガーハット

イオン那覇店

沖縄そば・食堂

那覇市

那覇市金城5-10-2

イオン那覇フードコート 098-996-1100

讃岐うどんの心

つるさく

その他飲食店

那覇市

那覇市金城5-10-2

イオン那覇フードコート 098-859-0875

沖縄そば・食堂

那覇市

那覇市金城5-10-2

イオン那覇フードコート 098-880-0065

ブルーシールアイスクリーム

その他飲食店

那覇市

那覇市金城5-10-2

イオン那覇フードコート 098-852-1131

ダイニングBAR 夢

居酒屋・バー

嘉手納町 嘉手納町嘉手納279

090-1133-4664

貝鮮炭菜

居酒屋・バー

那覇市

098-800-2191

嘉手納そば

沖縄そば・食堂

嘉手納町 嘉手納町屋良1075-2

098-956-4584

さくの川

沖縄そば・食堂

那覇市

080-6498-0099

その他飲食店

南風原町 南風原町兼城203-4 東宝ビル26 203

098-889-0390

あしび家

居酒屋・バー

那覇市

那覇市識名2-15-5

098-854-6777

茶居夢

レストラン（和・洋・中）

浦添市

浦添市仲間1-10-7 社会福祉センター内1F 098-876-2092

ひまわり

居酒屋・バー

那覇市

那覇市壺屋1-2-12

カラオケハッピー

カフェ・スイーツ うるま市 うるま市宮里41

鮨いち隆

レストラン（和・洋・中）

那覇市

スナック玲奈

その他飲食店

宜野湾市 宜野湾市普天間2-22-12 米須店舗1F D

本家亀そば

スナック

くりーむ

イオン那覇店

イオン那覇店

はちろく

あっちゃん

くりーむ

cream

cream

那覇市前島3-11-9
那覇市松川541-3 1F

那覇市前島2-15-6 コーポ前島

カフェ・スイーツ 宜野座村 宜野座村惣慶1608-1
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https://www.hanamaruudon.com/detall.522.html

080-1730-9897

098-975-7227
090-4992-5191

https://cream-ginoza.com

沖縄県感染防止対策認証制度

店舗名

認証店一覧（飲食業）その４（～12/31）

業種

市町村名 店舗所在地

店舗電話番号

友遊

その他飲食店

那覇市

那覇市樋川2-2-16

098-832-1355

パールレディ・笑たこイオン南風原ショッピングセンター店

その他飲食店

南風原町

南風原町字宮平264

イオン南風原フードコート

098-915-0250

肉肉うどん

その他飲食店

南風原町

南風原町字宮平264

イオン南風原フードコート

098-851-4124

https://funitokinwa.co.jp/restaurant/

焼肉・ステーキ・しゃぶしゃぶ

南風原町

南風原町字宮平264

イオン南風原フードコート

098-987-1429

http://s88.co.jp/88jr_aeon_haebaru.html

越後秘蔵麺無尽蔵はえばる家

ラーメン

南風原町

南風原町字宮平264

イオン南風原フードコート

098-916-0252

炙り牛たん

レストラン（和・洋・中）

南風原町

南風原町字宮平264

イオン南風原フードコート

098-851-4057

南風原町

南風原町字宮平264

イオン南風原フードコート

098-916-1247

南風原町字宮平264

イオン南風原フードコート

098-851-7497

カラオケラウンジ

1000円ステーキ！

沖縄そば

万

ステーキハウス88Jr.

南風原店

郷土料理なび家

イオン南風原店

イオン南風原店 沖縄そば・食堂

店舗HP

マクドナルドイオン南風原店

その他飲食店

南風原町

けや木（おでん）

居酒屋・バー

宜野湾市 宜野湾市普天間2-14-9

090-3794-7870

十二松六左衛門

焼肉・ステーキ・しゃぶしゃぶ

那覇市

098-861-8550

カフェ風音

沖縄そば・食堂

八重瀬町 八重瀬町小城388-1

098-987-4979

炭火焼鳥 とりひろ

居酒屋・バー

浦添市

浦添市城間4-26-10

098-873-0089

月桃（サンニン）

沖縄そば・食堂

北谷町

北谷町吉原718-1

098-936-1689

マルコポーロ本店

カフェ・スイーツ 沖縄市

沖縄市高原5-15-5

098-921-1820

https://www.gushikenpan.com/

食事処

レストラン（和・洋・中）

本部町

本部町山川554

0980-48-4113

http://www.okinawa-sendan.com

レストラン（和・洋・中）

那覇市

那覇市長田2-5-18 丸政アパートA棟

那覇別邸

せんだん

カフェ＆ステーキB

那覇市久茂地2-14-11 新建宅ビル1F

105号 098-851-8117

おんなの駅「なかゆくい市場」喫茶 土の恵み カフェ・スイーツ 恩納村

恩納村仲泊1656-9 2F

098-964-1188

レストラン
和食

いちばん館

方寸

旬膳・酒肴

楓

まんが喫茶city豊見城店

レストラン（和・洋・中）

名護市

名護市大中1-7-6

0980-52-1961

レストラン（和・洋・中）

那覇市

那覇市久米1-25-24 1F

098-863-6316

居酒屋・バー

那覇市

那覇市天久1-26-9 1F

098-894-3088

その他飲食店

豊見城市 豊見城市宜保3-5-1 1F
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resebook.jp インスタグラムID：rokuzaemon_naha

098-850-0366

https://onnanoeki.com

沖縄県感染防止対策認証制度

認証店一覧（飲食業）その４（～12/31）

店舗名

業種

市町村名 店舗所在地

ROUGE（ルージュ）

居酒屋・バー

宜野湾市 宜野湾市普天間1-7-3 ウエラハウス1012 050-1466-7489

すき家

その他飲食店

北谷町

北谷町美浜8-3

イオン北谷フードコート 0120-498-007

その他飲食店

北谷町

北谷町美浜8-3

イオン北谷フードコート 098-926-3870

その他飲食店

北谷町

北谷町美浜8-3

イオン北谷フードコート 098-989-8812 www.ringerhut.co.jp

レストラン（和・洋・中）

北谷町

北谷町美浜8-3

イオン北谷フードコート 098-989-9850

ネパール スパイス キッチン カスタマンダップ 伊祖店

レストラン（和・洋・中）

浦添市

浦添市伊祖1-28-15 TKK HERO 201

天空のレストラン

レストラン（和・洋・中）

大宜味村 大宜味村田港427-2

098-044-2255

ビーチサイドペンションみーばる(飲食)

その他飲食店

南城市

南城市玉城百名1346

098-948-1968

美ら海キッチン

レストラン（和・洋・中）

本部町

本部町字山川973-3

0980-48-4351

うちなぁそば青雲

沖縄そば・食堂

浦添市

浦添市沢岻1-48-1

080-9854-6123

チーズショップ

カフェ・スイーツ 那覇市

那覇市銘苅2-4-39 UTビル1F

098-862-8942 https://cheers77.jp/

イオン北谷店

はなまるうどん
リンガーハット
鶏千

イオン北谷店

イオン北谷店
大宜味スカイテラス

ぱぱいや
チアーズ

インドカレーハウス

ニューデリー

店舗電話番号

読谷村

読谷村古堅641-1 イオンタウン読谷ショッピングセンター内4号棟401号

098-988-5040

Blue Rose ～second～

レストラン（和・洋・中）

那覇市

那覇市松山1-14-8 古謝ビル3C

070-1462-0211

レストラン・むいにー亭

レストラン（和・洋・中）

うるま市 うるま市勝連浜423-1

ま～さ～

その他飲食店

宜野湾市 宜野湾市普天間2-36-6 棚原アパート1Ｆ

地中海料理&Gallery 雲茶

レストラン（和・洋・中）

名護市

沖縄そば専門

沖縄そば・食堂

八重瀬町 八重瀬町富盛2759

098-998-6400

Trattoria Bar 慶留間gnon

レストラン（和・洋・中）

座間味村 座間味村慶留間54

098-987-2650

すずなり

居酒屋・バー

那覇市

那覇市識名1-20-1

098-834-2489

その他飲食店

豊見城市

豊見城市根差部710 イオンタウンとよみフードコート

098-852-2246

その他飲食店

豊見城市

豊見城市根差部710 イオンタウンとよみフードコート

098-856-5591

はなまるうどん
マクドナルド

しまぶく家

イオンタウンとよみ店
イオンタウンとよみ店
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https://www.sukiya.jp/sp/

098-879-1478 nepalspicekitchen.com

レストラン（和・洋・中）

名護市大東1-19-2 102

店舗HP

http://papaiya.main.jp/

098-977-8989
0980-53-2948

www.facebook.com/restaurant.unsa/

http://gerumagnon.wix.com/gerumagnon

https://www.mcdonalds.co.jp

沖縄県感染防止対策認証制度

店舗名

認証店一覧（飲食業）その４（～12/31）

業種

市町村名 店舗所在地

店舗電話番号

店舗HP

レストラン（和・洋・中）

豊見城市

豊見城市根差部710 イオンタウンとよみフードコート

098-851-3730

https://shop.ringerhut.jp/shop/ro875

ナポリスアンドクイックリー イオンタウンとよみ店

レストラン（和・洋・中）

豊見城市

豊見城市根差部710 イオンタウンとよみフードコート

098-996-4411

バラック

沖縄そば・食堂

渡嘉敷村 渡嘉敷村字阿波連145-2

リンガーハット

カフェ

イオンタウンとよみ店

ウエスヤ

カフェ・スイーツ 宮古島市 宮古島市平良下里43

098-987-3108
0980-73-5286

ネパール スパイス キッチン カスタマンダップ 仲西店

レストラン（和・洋・中）

浦添市

浦添市仲西1-3-25

098-963-4949 nepalspicekitchen.com

ネパール スパイス キッチン カスタマンダップ 北谷店

レストラン（和・洋・中）

北谷町

北谷町北前1-10-10

098-936-6355 nepalspicekitchen.com

シックスボギー

居酒屋・バー

那覇市

那覇市松山2-14-1 玉キ米屋第5ビル604 090-5739-0317

マーネーちゃん

その他飲食店

宮古島市 宮古島市平良字下里633-2

ちろりん村

カフェ・スイーツ 竹富町

UMIZORA

その他飲食店

今帰仁村 今帰仁村運天506-1

0980-56-1516

ゆかり食堂

沖縄そば・食堂

八重瀬町 八重瀬町世名城474-1

098-998-4344

沖縄そば・食堂

那覇市

那覇市長田2-20-1

098-834-5339

居酒屋・バー

那覇市

那覇市安里491-4

098-866-0928

とんかつの店
居酒屋

ながた

三幸

竹富町竹富653

090-3198-7671

0980-85-2007

ティダファクトリ

カフェ・スイーツ 宮古島市 宮古島市上野野原1190-188

0980-76-4183 http://tida.okinawa.jp/

居酒屋

居酒屋・バー

読谷村

読谷村長浜1720-1

098-989-9586

語れー小

沖縄そば・食堂

那覇市

那覇市首里寒川町2-28-5

098-884-8647

ネパール スパイス キッチン カスタマンダップ 首里店

レストラン（和・洋・中）

那覇市

那覇市首里当蔵町1-10-105

098-887-6201 nepalspicekitchen.com

Yonalabolatory(ヨナラボラトリー)

レストラン（和・洋・中）

西原町

西原町徳佐田1-4

098-945-6082

ロッテリア

レストラン（和・洋・中）

名護市

名護市字名護見取川原4472

イオン名護フードコート

0980-43-6130

その他飲食店

名護市

名護市字名護見取川原4472

イオン名護フードコート

0980-54-8651

カフェ・スイーツ 名護市

名護市字名護見取川原4472

イオン名護フードコート

0980-53-5822

鬨

イオン名護店

はなまるうどん
ブルーシール

イオン名護店
イオン名護店
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https://www.hanamaruudon.com

沖縄県感染防止対策認証制度

認証店一覧（飲食業）その４（～12/31）

店舗名

業種

市町村名 店舗所在地

Vo-gi-ya

レストラン（和・洋・中）

宮古島市 宮古島市平良西里326 平良テナントビル1F 0980-73-8623

KOREAN BISTRO オッパキンパ

その他飲食店

那覇市

お食事の店

沖縄そば・食堂

今帰仁村 今帰仁村湧川1578-16

0980-56-3919

ばくばく亭

レストラン（和・洋・中）

北谷町

北谷町吉原315-1 2F

098-926-6888

民宿船着場

その他飲食店

石垣市

石垣市白保2106-1

0980-86-7161

アミュレット・ザマミ

居酒屋・バー

座間味村 座間味村座間味153

098-987-2861

白保フレンドハウス

沖縄そば・食堂

石垣市

石垣市白保757-1

0980-86-8439

お休み処

沖縄そば・食堂

本部町

本部町伊豆味301

0980-47-7703

居酒屋・バー

那覇市

那覇市大道173 仲里アパート102

すずらん食堂

沖縄そば・食堂

那覇市

那覇市与儀1-26-11

Girls Bar ルアナ

居酒屋・バー

那覇市

那覇市大道133-3 ファンテーンビル1F 080-1756-7336

ゆいそば宇地泊店

沖縄そば・食堂

宜野湾市 宜野湾市宇地泊516 1階

098-897-9477

かつ満

その他飲食店

うるま市

うるま市前原幸崎原303

イオン具志川フードコート

098-973-5669

その他飲食店

うるま市

うるま市前原幸崎原303

イオン具志川フードコート

098-979-0125

https://jcc.okinawa.net

その他飲食店

うるま市

うるま市前原幸崎原303

イオン具志川フードコート

098-979-2900

https://shop.ringerhut.jp/shop/r0563

その他飲食店

うるま市

うるま市前原幸崎原303

イオン具志川フードコート

098-988-5010

https://www.gindaco.com

BOVINO’S

レストラン（和・洋・中）

北谷町

北谷町北谷1-12-7

098-989-5934

山城亭

沖縄そば・食堂

恩納村

恩納村前兼久968 1F

098-965-2336

月のあかり

居酒屋・バー

那覇市

那覇市久茂地2-20-1

098-943-8865

もみだれ辛ホルモン獅子楼石垣島店

焼肉・ステーキ・しゃぶしゃぶ

石垣市

石垣市石垣3-2

0980-82-7770

Bar Baobab（バー・バオバブ）

居酒屋・バー

石垣市

石垣市石垣11-3 あかゆービル2F北

090-5384-4370

くろちゃん

伊豆味の｢郷｣

泡盛＆田舎料理

ときの

イオン具志川店

つるさく

イオン具志川店

リンガーハット
築地銀だこ

イオン具志川店

イオン具志川店

店舗電話番号

那覇市田原3-8-7 いそ平ビル1階
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070-4812-9234

店舗HP

https://www.oppakinpa.okinawa/

http://okinawa-ishigaki.jp/shiraho-friends-house/

098-854-5716

沖縄県感染防止対策認証制度

店舗名

認証店一覧（飲食業）その４（～12/31）

業種

市町村名 店舗所在地

居酒屋・バー

那覇市

那覇市三原1-13-25 三原台マンション202

ハイチューハウス

その他飲食店

名護市

炭火焼居酒屋

居酒屋・バー

スナック

尚
仙月

店舗電話番号

店舗HP

名護市屋部358-1

0980-43-7076

https://www.hichu.net/

名護市

名護市港1-15-25-103 岸本アパート

090-7452-5257

https://instagram.com/senzuki__

マンガ喫茶

LULUANA

沖縄そば・食堂

那覇市

那覇市仲井真379-2 つねビル1F

080-8374-0382

中華居酒屋

げんかろう

沖縄そば・食堂

南城市

南城市大里字大里2543-1

098-946-4895

Loco Manger（ロコまんじぇ）

カフェ・スイーツ 宮古島市 宮古島市平良字荷川取631-18

台湾豆花屋

カフェ・スイーツ 那覇市

那覇市樋川2-3-1 のうれんプラザ1F

MUSIC POWER SPOT

居酒屋・バー

那覇市松山1-33-2 HAMASHIN4-C

080-6498-6944

猫も遊べる喫茶店

カフェ・スイーツ 南城市

南城市玉城前川835-2 アベニューたまぐすく102

098-948-1136

niginigi

沖縄そば・食堂

石垣市

石垣市大川198-7 マキシビル2F西1

0980-82-2622

スナック（柳銀）

その他飲食店

金武町

金武町金武4133-1

宝

居酒屋・バー

浦添市

浦添市屋富祖4-5-3

紅花

その他飲食店

浦添市

浦添市安波茶2-1-6 サンシティービルB-3

MOON

その他飲食店

南風原町 南風原町津嘉山809 東宝建設ビル4-201 098-888-1201

名護珈琲

その他飲食店

那覇市

星のたね

レストラン（和・洋・中）

北中城村 北中城村島袋1335 Casa del sol

098-930-3293

沖縄そば・食堂

名護市

0980-52-1287

その他飲食店

うるま市 うるま市みどり町1-3-10

098-973-5668

ユニバーサルマーケット（大漁丼家池間大橋店） その他飲食店

宮古島市 宮古島市平良池間1165-5

0980-75-2960

J

居酒屋・バー

沖縄市

Cafe Kanoa

カフェ・スイーツ 石垣市

食事処

まるふく

金平

毛玉

那覇市

098-79-5534
115-1区画 090-5486-9283

那覇市古波蔵2-9-24
名護市宇茂佐の森3-7-3

098-855-3009

沖縄市仲宗根町23-15 1F
石垣市大川27
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090-4356-0328

http://parlor-sango.jugem.jp/

沖縄県感染防止対策認証制度

店舗名
唄集い処

あい歌

認証店一覧（飲食業）その４（～12/31）

業種

市町村名 店舗所在地

その他飲食店

那覇市

店舗電話番号

那覇市松山2-12-7

ISビル2F-C

店舗HP

098-862-8198

ELK NEW YORK BRUNCH 沖縄・浦添 PARCO CITY店

カフェ・スイーツ 浦添市

沖縄とんかつ食堂しまぶた屋

レストラン（和・洋・中）

那覇市

那覇市久茂地2-10-20 白馬マンション101 098-988-3909

レストラン（和・洋・中）

那覇市

那覇市泉崎1-6-7 武村ビル1F

ハマユウレストラン居酒屋

レストラン（和・洋・中）

北大東村 北大東村中野152-9

09802-3-4883

双子屋

その他飲食店

那覇市

那覇市松山2-16-12 福島ビル4-A

090-2584-2662

GOHAN CAFE HANA HANA

その他飲食店

那覇市

那覇市壺屋1-34-1

トップスーパー

その他飲食店

沖縄市

沖縄市泡瀬6-10-33

我2桜（がじろう）ラーメン

レストラン（和・洋・中）

宜野湾市 宜野湾市新城1-13-3

キューピット

居酒屋・バー

石垣市

石垣市新栄町10-15

焼肉・ステーキ・しゃぶしゃぶ

北谷町

北谷町北谷2-2-8

居酒屋・バー

宮古島市 宮古島市平良西里973-17

0980-72-2888

喜多

居酒屋・バー

南大東村 南大東村在所68

09802ｰ2-2199

ひで坊

居酒屋・バー

北大東村 北大東村字南34-1

09802-3-4335

Breese（ブリーズ）ここちよい風

居酒屋・バー

北大東村 北大東村字南125

09802-3-4890

ロビーラウンジ「プラシャンテ」

カフェ・スイーツ 恩納村

恩納村谷茶1496 2F

098-964-6611

タイ食堂チャバー

沖縄そば・食堂

名護市

名護市大南2-3-1 シャレール南103号

080-2751-4167

Bar Stand By Me

居酒屋・バー

沖縄市

沖縄市上地2-21-14 1F

cafe and fruits BUNBUN

カフェ・スイーツ 北谷町

カフェ・ド・クリエ

カフェ・スイーツ 豊見城市 豊見城市字豊崎3-35 イーアス沖縄豊崎1階 098-851-4805

http://www.pokkacreate.co.jp/

沖縄そば・食堂

https://www.nantocorp.com/donnantoya/

酒肴

庵

アグーしゃぶしゃぶ
海の居酒屋
サロン
酒処

久茂地店

丼なんと屋

神まえ

次男

イーアス沖縄豊崎店

那覇市

浦添市西洲3-1-1 サンエー浦添西海岸PARCO CITY3F

098-800-1425

川口ビル1階A 101号

北谷町美浜9-7 PLAZA F 1F

那覇市鏡水150 那覇空港国際線ターミナルビル4F（フードコート）
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098-943-9799

098-939-0964
098-943-2957
098-989-1180

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

050-5571-2107

098-996-3121

沖縄県感染防止対策認証制度

認証店一覧（飲食業）その４（～12/31）

店舗名

業種

市町村名 店舗所在地

店舗電話番号

店舗HP

吉野家＆はなまるうどん

沖縄そば・食堂

那覇市

那覇市鏡水150 那覇空港国際線ターミナルビル4F（フードコート）

098-987-4755

https://www.yoshinoya.com/

ポーたま那覇空港国際線フードコート店

その他飲食店

那覇市

那覇市鏡水150 那覇空港国際線ターミナルビル4F（フードコート）

098-996-4351

http://porktamago.com/

とんかつ新宿さぼてん

レストラン（和・洋・中）

那覇市

那覇市鏡水150 那覇空港国際線ターミナルビル4F（フードコート）

098-851-3991

食事処

居酒屋・バー

宮古島市 宮古島市平良字久貝880-11

0980-73-4071

まるはな食堂

沖縄そば・食堂

与那原町 与那原町字与那原3171

098-946-2227

メルシー

その他飲食店

うるま市 うるま市石川白浜1-6-2

080-6494-2680

Cafe...and

カフェ・スイーツ 那覇市

シェフの台所

レストラン（和・洋・中）

八重瀬町 八重瀬町字伊覇84-4

泡盛讃歌

居酒屋・バー

那覇市

那覇市壺屋2-13-26

オロチョンラーメン

ラーメン

那覇市

那覇市牧志2-5-14 ハウスTR1F

098-987-6500

寿司

その他飲食店

那覇市

那覇市若狭3-3-14

098-975-5611

爆弾屋

その他飲食店

名護市

名護市宮里5-16-3

090-6771-1891

紀乃川

沖縄そば・食堂

本部町

本部町健堅603

0980-47-5230

居酒屋・バー

沖縄市

沖縄市美里1-7-3

098-937-4245

Hill Side Bar＆Lounge

居酒屋・バー

恩納村

恩納村仲泊1055-1

098-923-1634

レストハウスかみやま食堂

沖縄そば・食堂

伊是名村 伊是名村字仲田764

0980-45-2016

モスバーガー那覇国場店

その他飲食店

那覇市

那覇市国場977-1

098-854-8666

モスバーガー沖縄西原店

その他飲食店

西原町

西原町上原2-29-3

098-944-1711

モスバーガー南風原店

その他飲食店

南風原町 南風原町宮平254

098-888-5454

キッチン

まつやま

沖縄そば・食堂

竹富町

竹富町南風見201-140

0980-85-5896

民宿池田屋（飲食）

沖縄そば・食堂

竹富町

竹富町南風見201-116

0980-85-5255

蔵

BAR 雛

割烹

一休亭

元

歩

那覇市樋川2-3-1
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https://maruhanasyoku.jimdofree.com/

のうれんプラザ115-3 098-959-6191
098-998-0935

第一大福マンション107 080-6495-6631

https://okinawa-hiyoriocean.jp/restaurant/#bar

沖縄県感染防止対策認証制度

認証店一覧（飲食業）その４（～12/31）

店舗名

業種

市町村名 店舗所在地

店舗電話番号

店舗HP

竹盛旅館(旅館内飲食店)

沖縄そば・食堂

竹富町

竹富町南風見仲36-5

0980-85-5357

https://www.takemori-inn.net/

くまから

その他飲食店

那覇市

那覇市牧志3-8-25 1F103

098-917-4400

https://kumakara-okinawa.com

その他飲食店

うるま市 うるま市石川東山本町2-4-1-8

098-982-5510

石垣島キッズ

沖縄そば・食堂

石垣市

石垣市大川203-1

0980-83-8671

スナック華恋

居酒屋・バー

伊江村

伊江島村字東江前469

090-8290-0557

スナック理沙

その他飲食店

那覇市

那覇市久米2-8-8

Cafe Lairise

レストラン（和・洋・中）

今帰仁村 今帰仁村今泊681

Karaoke & Bar MAKI

居酒屋・バー

本部町

美ら島食堂

その他飲食店

今帰仁村 今帰仁村字謝名19-1

090-9788-3644

アップナイト

居酒屋・バー

那覇市

那覇市若狭1-3-17 フランスビル2F

098-867-6137

はなまるうどん天久りうぼう楽市店

その他飲食店

那覇市

那覇市天久1-2-1

天久りうぼう楽市フードコート

098-866-8701

https://www.hanamaruudon.com/shop/detail_519.html

ピザハウスジュニア天久りうぼう店

レストラン（和・洋・中）

那覇市

那覇市天久1-2-1

天久りうぼう楽市フードコート

0120-880-128

https://www.pizzahouse.co.jp/pizzahouse-jr/shop/ameku/html

わわcafE

カフェ・スイーツ 北谷町

北谷町浜川227 S-60

098-923-2410

http://www.ooobase.com

炉端の火人粋

居酒屋・バー

那覇市

那覇市小禄320-2 プランビル小禄101 098-851-8880

http://www.hotpepper.jp/strJ001154482/

居酒屋・バー

那覇市

那覇市おもろまち4-9-10 ブギービル2階 098-943-2727

http://www.hotpepper.jp/strJ001203631/

居酒屋・バー

沖縄市

沖縄市中央1-26-1

098-929-1081

スナック 花時間 HANAJIKAN

その他飲食店

那覇市

那覇市安里388-10 高嶺ビル1-D

090-3792-2299

ローヤル

居酒屋・バー

読谷村

読谷村字楚辺1315

098-956-3321

http://www.royalmhr.jp

その他飲食店

沖縄市

沖縄市久保田3-1-12 プラザハウス内3階 098-931-0885

krishna_indian_restaurant(インスタグラム)

地酒と炙りの火人粋

居酒屋・バー

那覇市

那覇市久茂地3-12-18

098-860-5211

http://www.hotpepper.jp/strJ001109672/

琉球らいふCafe

カフェ・スイーツ 那覇市

那覇市首里当蔵町2-14

098-963-7766

https://tabelog.com/okinawa/A4701/A470102/47026902/

ぱんだ

レストラン（和・洋・中）

カレーハウスCoCo壱番屋

日本酒×串焼き
カラオケバー

石川店

亜炉麻
キーストーン

レストラン

本場インド料理の店

まんま

クリシュナ

新栄プロパティー久米2A号室 080-6490-6610

0980-43-0886

本部町字谷茶55-1-2F

豊見城市 豊見城市我那覇516-2
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050-1557-8750

沖縄県感染防止対策認証制度

認証店一覧（飲食業）その４（～12/31）

店舗名

業種

店舗電話番号

店舗HP

備瀬のあそびば

カフェ・スイーツ 本部町

080-3040-9543

https://www.no3ice.com/in_the_forest

和風喫茶

カフェ・スイーツ 今帰仁村 今帰仁村字湧川23

0980-56-2259

https://r.goope.jp/sr-47-4730610024

その他飲食店

読谷村

読谷村字楚辺1049-3

090-1945-4902

SALON KIRIKO

居酒屋・バー

那覇市

那覇市安里388-45

Vita Smoothies

カフェ・スイーツ 那覇市

那覇市牧志2-17-17 まきしビル1F

098-863-3929

沖縄そばこころや

沖縄そば・食堂

糸満市

糸満市真栄平149

070-8507-5364

地酒と漁火の火人粋

居酒屋・バー

那覇市

那覇市泉崎2-4-2

098-851-9788

カフェ・スイーツ 石垣市

石垣市大川240 砂川店舗1-N

080-7845-0035

居酒屋・バー

那覇市安里393-4

佗助

ライブハウス

クロスロード

アイランドカフェ
３store

アクア

市町村名 店舗所在地

那覇市

本部町備瀬505
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コーポラス松島103
https://www.instagram.com/vita_smoothies_official/

https://www.hotpepper.jp/strJ001267055/

