
店舗名 業種 市町村名 店舗所在地 店舗電話番号 店舗HP

彦 パレット店 レストラン（和・洋・中） 那覇市 那覇市久茂地１－１－１ 098-866-6551 http://palette.hiko-okinawa.jp

ＪＡＰＩＮＯ ＳＮＡＣＫ 居酒屋・バー 那覇市 那覇市古波蔵１－２４－１５　１Ｆ 098-831-7325

カフェー さくら 居酒屋・バー 那覇市 那覇市曙2-23-9　やまたいビル1F 090-6420-0486

cucina mantecare レストラン（和・洋・中） 糸満市 糸満市潮平629-1 KIマンション103 098-994-1771 http://www.facebook.com/mantecare

沖縄国際ユースホステル その他飲食店 那覇市 那覇市奥武山町５１ 098-857-0073 www.oiyh.org

パーラー本部チキン その他飲食店 本部町 本部町備瀬2045-1 090-6422-1919 https://motobu-chicken.com/index.html

島人ぬ宝 居酒屋・バー 那覇市 那覇市松尾2-10-27 098-861-3897

美食テラス 沖縄そば・食堂 豊見城市 豊見城市瀬長174-6　ウミカジテラス10区画 098-996-4370 https://www.hotpepper.jp/strJ001239040/

スンドゥブドゥビドゥブ レストラン（和・洋・中） 北谷町 北谷町美浜3-1-12 098-936-4558

焼肉なべしま与那原店 焼肉・ステーキ・しゃぶしゃぶ 与那原町 与那原町与那原1114 098-945-2989 http://www.nabeshima-jp.com

沖縄そば もとぶ熟成麵 沖縄そば・食堂 豊見城市 豊見城市瀬長174-6　ウミカジテラス9号 098-987-4554

小料理屋 菜彩 その他飲食店 那覇市 那覇市久茂地3-11-7 098-860-5500

福くる里学 居酒屋・バー 北中城村 北中城村字島袋604-15 080-3948-9779

Kuma Cafe カフェ・スイーツ 那覇市 那覇市牧志2-21-1小湾ビル１F 098-862-3395 http://w1.nirai.ne.jp/kuma-cafe/

ゆり子 居酒屋・バー 那覇市 那覇市楚辺1-1-52当間アパート1階 090-6937-1017

cafeBar Jet Rag 居酒屋・バー 那覇市 那覇市牧志2-12-24　たけみつビル2階 098-868-3020

ショットバー ハッチャーマンクラブ 居酒屋・バー 与那原町 与那原町字上与那原291-1 098-944-1771

614 沖縄そば・食堂 沖縄市 沖縄市中央1-17-15　2F 080-3994-6140 www.614.world

かっぽう山吹 その他飲食店 名護市 名護市大東1-7-19 0980-52-2143 https://yamabuki.okinawa/

スナック あうん 居酒屋・バー 名護市 名護市東江4-17-1 080-1710-2623

浪漫（スナック） 居酒屋・バー 名護市 名護市東江3-1-16 0980-54-4511

奥武島海産物食堂 沖縄そば・食堂 南城市 南城市玉城字奥武41 098-948-7920

うた酒処 恵 その他飲食店 南風原町 南風原町字津嘉山1467-10　MKビルⅢ202 090-1513-1143

おにぎり処越後 南風原店 その他飲食店 南風原町 南風原町字宮平264 098-940-6282 http://www.okishoku.co.jp/rice-service/index.html

たけとんぼ(小料理） 居酒屋・バー 与那原町 与那原町与那原3156 098-944-2770

サッポロラーメン ラーメン 南風原町 南風原町津崋山1603 098-889-6213

レストラン しぐれ 沖縄そば・食堂 南風原町 南風原町津嘉山1607 098-889-4091

松風苑 レストラン（和・洋・中） 南風原町 南風原町字津嘉山1384 098-889-3471 http://www.syofuen.jp/

サーチーの店 沖縄そば・食堂 南風原町 南風原町津嘉山1609-3　サクラ莊105 090-6859-7903

彦 本店 レストラン（和・洋・中） 那覇市 那覇市おもろまち４－１５－３ 098-941-5057 http://honten.hiko-okinawa.jp

ALE YARD (エールヤード) 居酒屋・バー 沖縄市 沖縄市園田3-1-21大屋ビル3F 080-1722-1846 https://www.instagram.com/aleyard1984/?hl=ja

バー タッチダウン 居酒屋・バー 沖縄市 沖縄市宮里2-1-10 080-1722-1846 作成中

ジャムパック 居酒屋・バー 北谷町 北谷町字吉原20-1 080-1722-1846 作成中

玉屋 居酒屋・バー 北谷町 北谷町北谷1-3-3 098-926-1778

CAFE QUALITA カフェ・スイーツ 南城市 南城市大里仲間909-7 098-963-6045

吉崎食堂（おもろまち店） 居酒屋・バー 那覇市 那覇市おもろまち4-17-29 098-869-8246

守礼カントリークラブ レストラン（和・洋・中） 南城市 南城市知念知名1029 098-947-3411 www.shurei-cc.com

ジョリーパスタ 名護店 レストラン（和・洋・中） 名護市 名護市宮里7-22-35 0980-43-7539 https://www.jolly-pasta.co.jp/

タコライスcafeきじむなぁ レストラン（和・洋・中） 豊見城市 豊見城市瀬長174-6 ウミカジテラス内28 098-851-3023 https://www/omutaco.com

ハンモックカフェ ラ・イスラ レストラン（和・洋・中） 豊見城市 豊見城市瀬長174-6 ウミカジテラス内27 098-894-6888 http://www.cafe-isla.com/

コーヒーハウス フレンディー その他飲食店 糸満市 糸満市字兼城593-105 098-994-7283

小料理屋 松六 居酒屋・バー 那覇市 那覇市安里388-6 090-7441-7405

琉球料理と琉球舞踊 四つ竹 久米店 その他飲食店 那覇市 那覇市久米2-22-1 098-861-7512 https://yotsutake.co.jp/

七福神 居酒屋・バー 那覇市 那覇市久茂地3-29-24 098-868-3937 https://www.shichihukujin.jp/

居酒屋 ミリンマル 居酒屋・バー 那覇市 那覇市久茂地2-19-20　国吉ビル1F 098-863-3544

酒楽食楽 晃龍 居酒屋・バー 南城市 南城市大里字平良2548　ネクステージ琉宮101 098-963-9298

 JICA沖縄センター OIC食堂 その他飲食店 浦添市 浦添市字前田1143-1 098-876-6000 https://www.jica.go.jp/okinawa/office/restaurant/index.html

 ホテルグランビューガーデン沖縄琉旬彩食 土煌 レストラン（和・洋・中） 豊見城市 豊見城市豊崎3-82 098-851-2288 http://www.granview.co.jp/garden-okinawa/source/restaunrant.html

レストラン きらめき レストラン（和・洋・中） 豊見城市 豊見城市豊崎3-82 098-851-2288 http://www.granview.co.jp/garden-okinawa/source/restaunrant.html

レストラン グリーンヒル レストラン（和・洋・中） 南城市 南城市玉城字親慶原29 098-948-2103

沖縄県感染防止対策認証制度　認証店一覧（飲食業）

1 / 180 ページ



店舗名 業種 市町村名 店舗所在地 店舗電話番号 店舗HP

沖縄県感染防止対策認証制度　認証店一覧（飲食業）

プティリス食堂 レストラン（和・洋・中） 那覇市 那覇市泊1-34-2　ODMビル2F 098-975-5095

ジョリーパスタ 糸満店 レストラン（和・洋・中） 糸満市 糸満市兼城400 098-894-6920 https://www.jolly-pasta.co.jp/

ジョリーパスタ 北谷店 レストラン（和・洋・中） 北谷町 北谷町字伊平89 098-988-5539 https://www.jolly-pasta.co.jp/

タコライスcafeきじむなぁ 沖縄そば・食堂 恩納村 恩納村恩納6092-1 098-966-8389 https://www/omutaco.com

レストランまぁーさんはうす レストラン（和・洋・中） 沖縄市 沖縄市上地4-1-51　クラウンホテル 098-933-2551 https://crownhotel.jp/restaurant

琉球食膳 パニパニ 沖縄そば・食堂 八重瀬町 八重瀬町具志頭1660-1 090-4518-9417

島しゃぶしゃぶ NAKAMA 焼肉・ステーキ・しゃぶしゃぶ 那覇市 那覇市久茂地3-3-1　ニューサンパルコビルB1F 098-917-1529 http://shabushabu-nakama.com/

ホテル ナハ港（館内レストラン） その他飲食店 那覇市 那覇市西1-22-1 098-868-2673 http://www.nahakou.com/

北海道らーめん 追風丸 豊崎店 ラーメン 豊見城市 豊見城市字豊崎1-411　TOMITON 1F 098-850-8118 https://www.hayatemaru.com/

Lounge Carrot その他飲食店 那覇市 那覇市安里388－10　4-C（ラポールビル 090-9788-5560

琉球ぱおず その他飲食店 那覇市 那覇市首里鳥堀町1-46-2 098-943-7950 http://ryupao.ti-da.net/

飯カフェダイニング南風（なんぷう） カフェ・スイーツ 豊見城市 豊見城市豊見城763-1 098-851-8875

恩納豚 レストラン（和・洋・中） 那覇市 那覇市辻1-2-5 080-3856-3886

和風亭那覇メインプレイス店 レストラン（和・洋・中） 那覇市 那覇市おもろまち4-4-9 098-951-3301 https://www.san-a.co.jp/

和風亭 しおざきシティ店 レストラン（和・洋・中） 糸満市 糸満市潮崎町2-2　サンエーしおざきシティ店内 098-840-3332 https://www.san-a.co.jp/

かつ乃屋 那覇メインプレイス店 レストラン（和・洋・中） 那覇市 那覇市おもろまち4-4-9 098-951-3312 https://www.san-a.co.jp/

珈琲待夢 那覇メインプレイス店 レストラン（和・洋・中） 那覇市 那覇市おもろまち4-4-9 098-951-3300 https://www.san-a.co.jp/

ハンズカフェ 那覇メインプレイス店 カフェ・スイーツ 那覇市 那覇市おもろまち4-4-9 098-951-3432 https://www.san-a.co.jp/

並木 沖縄そば・食堂 那覇市 那覇市樋川2-16-17　サニーパートナー与儀1F 098-834-5265

Blue beat 居酒屋・バー 那覇市 那覇市東町16-12東アパート103 098-863-6339 http://bluebeat.ti-da.net/

居酒屋 Kitchen 廚 居酒屋・バー 糸満市 糸満市兼城339-2　グリーンヒルITOMAN2F 098-995-0358

レストラン シャム その他飲食店 南城市 南城市玉城字富里136-1 098-948-2057 http://shamu94.ti-da.net/

 ピッツェリアマリノ 那覇メインプレイス店 レストラン（和・洋・中） 那覇市 那覇市おもろまち4-4-9 098-951-3311 https://www.san-a.co.jp/

大阪王将 那覇メインプレイス店 レストラン（和・洋・中） 那覇市 那覇市おもろまち4-4-9 098-951-3336 https://www.san-a.co.jp/

すずらん 那覇メインプレイス店 ラーメン 那覇市 那覇市おもろまち4-4-9 098-951-3300 https://www.san-a.co.jp/

小料理 福ろう 居酒屋・バー 南風原町 南風原町字津嘉山1467-4　あじまあるK-21-2-B 090-3794-4463

沖縄久茂地 おりがみ 居酒屋・バー 那覇市 那覇市久茂地3-6-11　メゾン久茂地103 098-868-0006

BURIBUSHI 和牛焼肉専門 焼肉・ステーキ・しゃぶしゃぶ 本部町 本部町山川1421-5　オキナワハナサキマルシェ内 098-051-7111 hanasaki-marche.com

居酒屋 琉宴 居酒屋・バー 那覇市 那覇市牧志1-3-61　B1 098-869-9245

語い処みるく世果報 居酒屋・バー 那覇市 那覇市首里赤田町1-16 098-885-8824

和風亭 豊見城ウイングシティ店 レストラン（和・洋・中） 豊見城市 豊見城市字高安261-2　ウイングシティ内地下1F 098-850-4878 https://www.san-a.co.jp/

和風亭 つかざんシティ店 レストラン（和・洋・中） 南風原町 南風原町字津嘉山1471-2 098-882-7730 https://www.san-a.co.jp/

和風亭 西原シティ店 レストラン（和・洋・中） 西原町 西原町字嘉手刈130 098-882-9101 https://www.san-a.co.jp/

和風亭 中城店 レストラン（和・洋・中） 中城村 中城村字南上原795 098-942-3348 https://www.san-a.co.jp/

和風亭 石川シティ店 レストラン（和・洋・中） うるま市 うるま市石川2521-1 098-965-3306 https://www.san-a.co.jp/

かつ乃屋 具志川メインシティ店 レストラン（和・洋・中） うるま市 うるま市字江洲450-1 098-974-1300 https://www.san-a.co.jp/

どん家 具志川メインシティ店 レストラン（和・洋・中） うるま市 うるま市字江洲450-1 098-974-1300 https://www.san-a.co.jp/

ジョイフル しおざきシティ店 レストラン（和・洋・中） 糸満市 糸満市潮崎町2-2　サンエーしおざきシティ店内 992-8889 https://www.san-a.co.jp/

北海道らーめん 追風丸 久茂地店 沖縄そば・食堂 那覇市 那覇市久茂地3-15-1　やまこビル　1F 098-861-0239 https://www.hayatemaru.com/

北海道らーめん 追風丸 北谷店 沖縄そば・食堂 北谷町 北谷町美浜9-8　シーサイドスクエア　1F 098-926-0027 https://www.hayatemaru.com/

珈琲待夢 豊見城ウイングシティ店 カフェ・スイーツ 豊見城市 豊見城市字高安261-2　 850-5100 https://www.san-a.co.jp/

珈琲待夢 つかざんシティ店 レストラン（和・洋・中） 南風原町 南風原町字津嘉山1471-2 882-7755 https://www.san-a.co.jp/

珈琲待夢 西原シティ店 レストラン（和・洋・中） 西原町 西原町字嘉手苅１３０ 098-882-9100 https://www.san-a.co.jp/

ピッツェリアマリノ 西原シティ店 レストラン（和・洋・中） 西原町 西原町字嘉手苅１３０ 098-882-9109 https://www.san-a.co.jp/

居酒屋 ここから 居酒屋・バー 沖縄市 沖縄市泡瀬3-1-6　當真ビル1階 098-937-3133 https://www.kokokarayassan.com

大阪王将 西原シティ店 レストラン（和・洋・中） 西原町 西原町字嘉手刈130 098-882-8880 https://www.san-a.co.jp/

Kozy's Pizza レストラン（和・洋・中） 北中城村 北中城村字安谷屋638-1パークサイドテラス1808 098-923-0993 https://www.kozys-pizza.com

琉宴 酒場 居酒屋・バー 那覇市 那覇市松尾2-8-11 平安座ビル1F 098-988-8902

EXES LOUNGE 居酒屋・バー 那覇市 那覇市泉崎1-11-5 098-860-3300 https://exes-naha.jp/

Sushi Bar Taira 居酒屋・バー 那覇市 那覇市泉崎1-11-5 098-860-3300 https://exes-naha.jp/
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居酒屋 頭―ＫＡＳＨＩＲＡ― 居酒屋・バー 那覇市 那覇市久茂地3-13-12　宮里ビル1F 098-864-0816 https://www.hotpepper.jp/strJ001099122/

どん家 与勝シティ店 レストラン（和・洋・中） うるま市 うるま市勝連南風原5111 098-978-9115 https://www.san-a.co.jp/

北海道らーめん 追風丸 読谷店 レストラン（和・洋・中） 読谷村 読谷村大湾359-1 シナジースクエアB棟 098-956-1677 https://www.hayatemaru.com/

ピッツェリアマリノ 経塚シティ店 レストラン（和・洋・中） 浦添市 浦添市経塚652-1 098-871-3329 https://www.san-a.co.jp/

プチット リュ レストラン（和・洋・中） 那覇市 那覇市松尾2-17-32　弥栄ビル1階 098-863-0716 http://www.petiterue.jp/

七輪焼肉 おばぁの家 焼肉・ステーキ・しゃぶしゃぶ 名護市 名護市幸喜71-2 0980-54-3090

食べ処・飲み処 リゲイル 居酒屋・バー 那覇市 那覇市首里山川町1-22-3　グランシャトレ首里201 098-884-2622

みのかずのBar 居酒屋・バー 那覇市 那覇市安里388-5　1階 098-887-3755

古民家食堂 沖縄そば・食堂 南風原町 南風原町大名260-1 098-888-3918 https://www.komiya-shokudo.com

割烹あじろ 居酒屋・バー 今帰仁村 今帰仁村字仲宗根302 0980-56-4253

小料理おふく その他飲食店 那覇市 那覇市国場1145-3　103 098-836-8309

BAR NOBU 居酒屋・バー 石垣市 石垣市美崎町12-8　TOMOビル1階 0980-83-3494 https://barnobu.com

ダブルツリーbyヒルトン那覇首里城 グランドキャッスルカフェ その他飲食店 那覇市 那覇市首里山川町1-132-1 098-915-2329 http://doubletree-shuri.hiltonjapan.co.jp/restaurants/grand castle/

ダブルツリーbyヒルトン那覇首里城 日本料理富士 レストラン（和・洋・中） 那覇市 那覇市首里山川町1-132-1 098-915-2329 https://doubletree-shuri.hiltonjapan.co.jp/restarants/fuji/

ダブルツリーbyヒルトン那覇首里城 サンセットラウンジ 居酒屋・バー 那覇市 那覇市首里山川町1-132-1 098-915-2329 https://doubletree-shuri.hiltonjapan.co.jp/restarants/sunset-lounge/

ダブルツリーbyヒルトン那覇首里城 中国料理 舜天 レストラン（和・洋・中） 那覇市 那覇市首里山川町1-132-1 098-915-2329 https://doubletree-shuri.hiltonjapan.co.jp/restarants/grand castle/

ダブルツリーbyヒルトン那覇首里城 グランドキャッスルカフェ＆ダイニング レストラン（和・洋・中） 那覇市 那覇市首里山川町1-132-1 098-915-2329 https://doubletree-shuri.hiltonjapan.co.jp/restarants/grand castle/

和風亭 浦西店 レストラン（和・洋・中） 浦添市 浦添市西原5-1-1 098-875-5678 https://www.san-a.co.jp/

和風亭 泡瀬店 レストラン（和・洋・中） 沖縄市 沖縄市泡瀬2-1-5 098-929-2000 https://www.san-a.co.jp/

和風亭 浦添西海岸パルコシティ店 レストラン（和・洋・中） 浦添市 浦添市西洲3-1-1　３F 098-871-1123 https://www.san-a.co.jp/

かつ乃屋 浦添西海岸パルコシティ店 レストラン（和・洋・中） 浦添市 浦添市西洲3-1-1　３F 098-871-1124 https://www.san-a.co.jp/

どん家 中の町タウン店 レストラン（和・洋・中） 沖縄市 沖縄市胡屋2-5-56 098-932-2322 https://www.san-a.co.jp/

珈琲待夢 浦添西海岸パルコシティ店 カフェ・スイーツ 浦添市 浦添市西洲3-1-1　２F 098-871-1120 https://www.san-a.co.jp/

珈琲待夢 具志川メインシティ店 カフェ・スイーツ うるま市 うるま市字江洲450-1 098-974-1300 https://www.san-a.co.jp/

寿司 ムサシ レストラン（和・洋・中） うるま市 うるま市石川白浜1-7-7 098-965-4705

ピッツェリアマリノ 浦添西海岸パルコシティ店 レストラン（和・洋・中） 浦添市 浦添市西洲３-１-1　３F 098-871-1125 https://www.san-a.co.jp/

ピッツェリアマリノ 具志川メインシティ店 レストラン（和・洋・中） うるま市 うるま市江洲450-1 098-974-9110 https://www.san-a.co.jp/

居酒屋 うるま 居酒屋・バー 石垣市 石垣市美崎町3　東バスターミナル2階 0980-82-0864 https://www.izakaya-uruma.com/

大阪王将 浦添西海岸パルコシティ店 レストラン（和・洋・中） 浦添市 浦添市西洲3-1-1　１F 098-871-1127 https://www.san-a.co.jp/

タリーズコーヒー＆TEA 浦添西海岸パルコシティ店 カフェ・スイーツ 浦添市 浦添市西洲3-1-1　２F 098-871-1126 https://www.san-a.co.jp/

まりー その他飲食店 金武町 金武町金武41 098-968-3777

居酒屋 歩っぽや 居酒屋・バー 沖縄市 沖縄市海邦2-21-24 098-989-3124

杉養蜂園 ライカム店 その他飲食店 北中城村 北中城村ライカム１　区画番号2007B 098-989-3239 https://www.0038.co.jp/

小料理 じゃりン子 居酒屋・バー 南風原町 南風原町津崋山1500-3 098-889-6500

ホテルグランビュー石垣新川レストラン きらめき レストラン（和・洋・中） 石垣市 石垣市新川作原2376-30 0980-82-7070 http://www.granview.co.jp/ishigakiarakawa/

ジョリーパスタ ABLOうるま店 レストラン（和・洋・中） うるま市 うるま市字豊原397-8 098-989-8002 https://www.jolly-pasta.co.jp/

和風亭 八重瀬シティ店 レストラン（和・洋・中） 八重瀬町 八重瀬町字屋宜原99-1 098-998-3116 https://www.san-a.co.jp/

北海道らーめん 追風丸 宮古島店 沖縄そば・食堂 宮古島市 沖縄県宮古島市平良字松原548-8 0980-73-1088 https://www.hayatemaru.com/

ジョイフル おもろまち店 レストラン（和・洋・中） 那覇市 那覇市おもろまち1-6-3 098-941-5700 https://www.san-a.co.jp/

ジミーアイランドグリル那覇（ジミー那覇店内） レストラン（和・洋・中） 那覇市 那覇市銘苅3-8-5 098-861-2171

沖縄酒場 ろく 居酒屋・バー 宮古島市 宮古島市平良字下里576-2 0980-79-9664 https://sakaba6.com

大阪王将 つかざんシティ店 レストラン（和・洋・中） 南風原町 南風原町津嘉山1471-2　1F 098-882-6001 https://www.san-a.co.jp/

タリーズコーヒー 八重瀬シティ店 カフェ・スイーツ 八重瀬町 八重瀬町屋宜原99-1　八重瀬シティ 098-998-3111 https://www.san-a.co.jp/

沖縄料理と地頭鶏 炎 居酒屋・バー 那覇市 那覇市久茂地2-11-16花ビル1階 098-860-9040

島唄ライブ居食屋 和おん 居酒屋・バー 宮古島市 宮古島市平良字西里565-3 0980-73-5275 miyakojimawaon.com

ゆくいBAR KAREN  KAREN その他飲食店 糸満市 糸満市西崎6-2-1　　エバープラザビル1F　101号 090-8667-9914

ホテルコレクティブ 居易園 レストラン（和・洋・中） 那覇市 那覇市松尾2-5-7 3F 098-860-8834 https://hotelcollective.jp/restaurant/chinese-restaurant/

ホテルコレクティブ Vision＆Emotion レストラン（和・洋・中） 那覇市 那覇市松尾2-5-7 4F 098-860-8842 https://hotelcollective.jp/restaurant/all-day-dining/

ホテルコレクティブ Ｄｉｖｅｒｔｉｄｏ レストラン（和・洋・中） 那覇市 那覇市松尾2-5-7 4F 098-860-8846 https://hotelcollective.jp/restaurant/bar-lounge/

かねしろ商店 居酒屋・バー 宜野湾市 宜野湾市普天間2-35-3MATSUビル301 098-917-1018
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きょ屋 居酒屋・バー 南風原町 南風原町字津嘉山1817　105号 098-851-8141

炉端屋 スミドコロ 居酒屋・バー 那覇市 那覇市久茂地3-9-21　UD久茂地ビル1F 098-963-9984 http://www.instagram.com/sumidokoro.robataya

杉養蜂園 沖縄PARCO CITY店 その他飲食店 浦添市 浦添市西洲3-1-1 098-917-6438 https://www.0038.co.jp/

櫻家（さくらや） その他飲食店 那覇市 那覇市久米2-16-48　天久ビル1階 098-866-6694

Blue Moon レストラン（和・洋・中） 那覇市 那覇市牧志1-2-8 098-917-5810

ナップンナムジャ デソン レストラン（和・洋・中） 北谷町 北谷町字美浜9-1　A棟2F 098-926-6555

タコライスcafeきじむなぁ レストラン（和・洋・中） 北谷町 北谷町字美浜9-1　デポアイランドビルC棟2F 098-989-5100 https://www/omutaco.com

いなかもん 居酒屋・バー 読谷村 読谷村字波平1736-1 098-985-2882

大丸パーラー その他飲食店 宮古島市 宮古島市平良字下里603 0980-72-7837

和風亭 大湾シティ店 レストラン（和・洋・中） 読谷村 読谷村字大湾343 098-956-3377 https://www.san-a.co.jp/

ジョイフル喜友名店 レストラン（和・洋・中） 宜野湾市 宜野湾市喜友名1-2-20 098-893-3343 https://www.san-a.co.jp/

ジョイフル宜野湾コンベンションシティ店 レストラン（和・洋・中） 宜野湾市 宜野湾市字宇地泊558-10　宜野湾コンベンションシティ２F 098-897-3432 https://www.san-a.co.jp/

珈琲待夢 宜野湾コンベンションシティ店 カフェ・スイーツ 宜野湾市 宜野湾市字宇地泊558-10　宜野湾コンベンションシティ２F 098-897-3330 https://www.san-a.co.jp/

ジミー浦添店（店内カフェ） カフェ・スイーツ 浦添市 浦添市宮城3-3-6 098-873-3535

大阪王将 北谷はまがわ店 レストラン（和・洋・中） 北谷町 北谷町字宮城１番37 098-926-5544 https://www.san-a.co.jp/

SASUKE レストラン（和・洋・中） 北谷町 北谷町美浜３４-3　デポセントラルビル3階 098-989-9290 wagyu-sasuke.com

読谷・焼肉緑 焼肉・ステーキ・しゃぶしゃぶ 読谷村 読谷村波平1070-1　103 098-923-2984

海産物料理 ぬちぐすい 沖縄そば・食堂 名護市 名護市許田19 0980-52-2787

お酒とおかず ももたま菜 居酒屋・バー 那覇市 那覇市小禄421-17 098-857-8239

小料理 おたま その他飲食店 沖縄市 沖縄市宮里4-1-2　101 090-1122-6567

焼肉牛信 焼肉・ステーキ・しゃぶしゃぶ 石垣市 石垣市石垣156-26　平良店舗1-東 0980-88-7293

花はな商店 沖縄そば・食堂 那覇市 那覇市牧志1-3-14 050-8881-0780

居酒屋くろべぇ 居酒屋・バー 宮古島市 宮古島市平良西里251-1　ディーライフビル1F 0980-79-5080

そら食堂 沖縄そば・食堂 那覇市 那覇市久茂地3-9-3　田園ビル1F 098-867-9352

お好み焼き「K」 その他飲食店 石垣市 石垣市大川279 0980-88-0667

Como(コモ） レストラン（和・洋・中） 宮古島市 宮古島市伊良部字伊良部758-7 0980-78-4980 https://www.cafecomo.net

小料理 縁の郷 居酒屋・バー 宮古島市 宮古島市平良西里387　スカイビルB1F 070-4217-7556

ヒカリKitchen Food&Drink 居酒屋・バー 沖縄市 沖縄市与儀3-21-20 マンション伊波103号 070-5698-3395

Bar stir laboratory 居酒屋・バー 那覇市 那覇市久茂地2-24-18 098-963-9492

和風亭 マチナト店 レストラン（和・洋・中） 浦添市 浦添市城間2008-1 098-878-2008 https://www.san-a.co.jp/

和風亭 為又店 レストラン（和・洋・中） 名護市 名護市字為又904-5 0980-54-0022 https://www.san-a.co.jp/

和風亭 石垣店 レストラン（和・洋・中） 石垣市 石垣市真栄里301-1 0980-83-5550 https://www.san-a.co.jp/

どん家 東江ショッピングタウン店 レストラン（和・洋・中） 名護市 名護市東江1-2-13 0980-53-3000 https://www.san-a.co.jp/

ジョイフル 古謝店 レストラン（和・洋・中） 沖縄市 沖縄市古謝2-16-34 098-934-3344 https://www.san-a.co.jp/

大阪王将 大湾シティ店 レストラン（和・洋・中） 読谷村 読谷村大湾343 098-956-3332 https://www.san-a.co.jp/

大阪王将 具志川メインシティ店 レストラン（和・洋・中） うるま市 うるま市字江洲450-1 098-974-9120 https://www.san-a.co.jp/

大阪王将 宜野湾コンベンションシティ店 レストラン（和・洋・中） 宜野湾市 宜野湾市字宇地泊558-10　宜野湾コンベンションシティ２F 098-891-3431 https://www.san-a.co.jp/

カラオケスタジオ 古都 その他飲食店 金武町 金武町字金武4249-4 090-3074-5464

POCO CAFE OKINAWA カフェ・スイーツ 那覇市 那覇市牧志1-3-62　1F 098-988-9980 https://www.facebook.com/PocoCafeOkinawa/

トルコロカンタ ケレベッキ その他飲食店 西原町 西原町翁長558-2サザンウィンド宮里101 098-944-4747 r.gnavi.co.jp/f260500/

Bar 久米小町 居酒屋・バー 那覇市 那覇市久米2-25-13 070-4376-9219

博多焼肉 天神 焼肉・ステーキ・しゃぶしゃぶ 北谷町 北谷町美浜9-12　アメリカンデポビルC棟2階 098-988-7029 https://www.yakiniku-tenjin.com/

焼鳥こばこ 居酒屋・バー 那覇市 那覇市松尾2-8-11平安座ビル2F 098-963-8835

味と踊りの竜宮城うらしま その他飲食店 那覇市 那覇市久米2-10-6　新垣ビル2階 098-861-1769 https://www.urashima.jp

Darts×Karaoke H&N 居酒屋・バー 那覇市 那覇市久米2-8-14久米８番館ビルB1F 098-943-9515

すし屋の芳野 その他飲食店 那覇市 那覇市辻1-5-19　リヴェール辻1階 098-863-0901

レストラン入江 レストラン（和・洋・中） 宮古島市 宮古島市伊良部字伊良部1493-1 0980-78-3895 https://south-island.jp/restaurant/

イタリアン ポーコ あまら 居酒屋・バー 豊見城市 豊見城市高嶺391-1　2F 080-6497-4735

喫茶マウス その他飲食店 石垣市 石垣市石垣21-2　1F 0980-82-7911

エリペコ カフェ カフェ・スイーツ うるま市 うるま市江洲38-10
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(焼肉ホルモン古民家酒場)久米2丁目 居酒屋・バー 那覇市 那覇市久米2-25-11　1F 098-943-2911

吉﨑食堂 居酒屋・バー 那覇市 那覇市久茂地2-5-1 098-863-8246

ジョイフル まえはら店 レストラン（和・洋・中） 宜野湾市 宜野湾市真栄原3-7-5 098-897-2520 https://www.san-a.co.jp/

追風丸ラーメン 大謝名店 沖縄そば・食堂 宜野湾市 宜野湾市大謝名235-9 098-898-1400 https://www.hayatemaru.com/

酒処 姉妹 居酒屋・バー 那覇市 那覇市樋川1-30-1　1F 080-3220-0358

肉御殿 糸満本店 焼肉・ステーキ・しゃぶしゃぶ 糸満市 糸満市西崎2-25-6　1F 098-995-0846 https://r.gnavi.co.jp/f385700/

韓風創酒家 蓮 居酒屋・バー 沖縄市 沖縄市泡瀬2-54-6 098-921-3638 https://ren-awase.com

K’ｓ town CAFE レストラン（和・洋・中） 八重瀬町 八重瀬町伊覇93-2 098-996-1571 http://r.gnavi.co.jp/fahj000/

炭焼ちん 居酒屋・バー 那覇市 那覇市安里388-44 090-1944-4712

ホテルグランビュー沖縄 琉旬彩色 土煌 レストラン（和・洋・中） 那覇市 那覇市赤嶺2-3-2 098-859-4890 www.granview.co.jp/okinawa/

串焼き竹茂 居酒屋・バー 那覇市 那覇市泉崎1-22-5 098-863-9433

レトルト Bar 朗 居酒屋・バー 那覇市 那覇市国場692　サードコーポ102

桃香 焼肉・ステーキ・しゃぶしゃぶ 恩納村 恩納村恩納6375-1 098-982-3217 https://hitosara.com/0003022152/

KANTIPUR gold CURRY HOUSE レストラン（和・洋・中） 浦添市 浦添市安波茶2-8-5　石川アパート1F 098-911-8807

カフェ ワン カフェ・スイーツ 那覇市 那覇市辻1-6-8　101号室 098-959-5211

KUMARI その他飲食店 浦添市 浦添市勢理客1-20-21　コーポラス立山101 098-988-0410 https://kumari.jp/covid-19/

Whoopee食堂 沖縄そば・食堂 北谷町 北谷町美浜2-2-8ツインズキョウユウ101 090-4773-5339

琉球王国 さんご家 居酒屋・バー 宮古島市 宮古島市平良字西里231 0980-75-3235 http://sangoya.jp/

宮古島焼肉 火神 焼肉・ステーキ・しゃぶしゃぶ 宮古島市 宮古島市平良字松原548-1 0980-79-5129 http://kagami.okinawa

和風亭 ハンビータウン店 レストラン（和・洋・中） 北谷町 北谷町北前1-2-3 098-936-9120 https://www.san-a.co.jp/

和風亭 赤道店 レストラン（和・洋・中） うるま市 うるま市字高江洲1026-9 098-974-3001 https://www.san-a.co.jp/

和風亭 宜野湾店 レストラン（和・洋・中） 宜野湾市 宜野湾市字宇地泊558-10 宜野湾コンベンションシティ２F 098-897-3430 https://www.san-a.co.jp/

珈琲待夢 ハンビータウン店 カフェ・スイーツ 北谷町 北谷町北前1-2-3 098-936-9100 https://www.san-a.co.jp/

居酒屋おでん都美（みやび） 居酒屋・バー 南城市 南城市大里稲嶺2013-26 090-1944-9155

市場cafe 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124-1

居酒屋 八幡亭 居酒屋・バー 南城市 南城市玉城富里586-1 098-948-2948

お酒と美食 わたるの台所 居酒屋・バー 沖縄市 沖縄市園田1-15-27 098-979-6887

KANTIPUR CURRY HOUSE NEPALESE＆INDIAN CUISINE レストラン（和・洋・中） 那覇市 那覇市西1-15-6　西町ビル2階 098-988-3513

30’ｓ Room（サーティーズルーム） 居酒屋・バー 那覇市 那覇市久茂地2-13-20　ラビエンテ久茂地2Ｆ 098-869-2315

やりすぎ居酒屋ひの藏 居酒屋・バー 石垣市 石垣市平得61-6-1 0980-87-0370

海あじ O.TOSHI丸 居酒屋・バー 豊見城市 豊見城市豊崎1-681　O.TOSHIマンション1階 098-987-0727

赤ひげ 居酒屋・バー 那覇市 那覇市牧志3-8-19　高江洲ビル2-2号室 098-866-6262

酒処 さくら 居酒屋・バー 西原町 西原町我謝791-2　ドリームテナントビル2階

スナック来夢 居酒屋・バー 西原町 西原町我謝791-2　ドリームテナントビル2階 098-946-7340

チビかつ商店３丁目 居酒屋・バー 那覇市 那覇市久茂地3-9-7　パーム久茂地ビル2F 098-863-1194 https://chibikatsu.tida.net/

パブ Felice フェリーチェ 居酒屋・バー 那覇市 那覇市安里388-10　ラ・ポールビル6階-A 080-1776-0380

琉球ダイニング ふぁいみーる 居酒屋・バー 宮古島市 宮古島市平良字西里171　パティドゥビル201号 0980-79-7061 https://faimeal.net

Ristorante IPPEI レストラン（和・洋・中） 沖縄市 沖縄市越来2-25-3 098-939-9222 ristoranteippei.com

食・宿 寿々 ひさびさ～ 居酒屋・バー 宮古島市 宮古島市上野字野原796-1 0980-76-3668 http://hisavisa.com

居酒屋べぇーべぇーべぇー食堂 居酒屋・バー 糸満市 糸満市西崎2-36-13 090-7166-2969

居酒屋 BROWN SUGAR 居酒屋・バー 宮古島市 宮古島市平良字荷川取276-1 0980-79-0311

スナック トムル その他飲食店 石垣市 石垣市美崎町10-8-502 080-1719-0084

酒御食事処 奈美ちゃん 沖縄そば・食堂 石垣市 石垣市大川287 0980-88-6270

スナック 奈美 その他飲食店 石垣市 石垣市美崎町13-6　2階 0980-82-7857

おふくろ亭 居酒屋・バー 宮古島市 宮古島市上野新里36－1 0980-74-7723

沖縄料理としゃぶしゃぶのお店 赤瓦 居酒屋・バー 宜野湾市 宜野湾市宇地泊766 098-890-5555 https://www.akaga-ra.com/

琉球市場やちむん 居酒屋・バー 南風原町 南風原町字兼城713-1 098-998-1077 https://yachimun.net/

やちむん食堂 沖縄そば・食堂 八重瀬町 八重瀬町伊覇233-6 098-998-1077 https://yachimun.net/

ジミーアイランドグリル美里 レストラン（和・洋・中） 沖縄市 沖縄市美原2-16-1（ジミー美里店内） 098-934-5511 http://jimmys.co.jp/shop/127/

BAR OAK 居酒屋・バー 那覇市 那覇市牧志3-8-33桜坂DINER B 098-917-5007
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ジミーアイランドグリル大山（ジミー大山店内） レストラン（和・洋・中） 宜野湾市 宜野湾市大山2-22-5 098-942-8444 http://jimmys.co.jp/52/

當眞ノ里 居酒屋・バー 那覇市 那覇市樋川2-3-1のうれんプラザA-112 098-987-0939

Mama-ru カフェ・スイーツ 宜野湾市 宜野湾市大謝名2-1-15 098-988-4560

H＆Bジェラ沖縄 カフェ・スイーツ 那覇市 那覇市松尾2-7-10　第一牧志公設市場2F 090-8708-9047 https://nasubi9056.at.webry.info/

酒膳 天一 居酒屋・バー 豊見城市 豊見城市豊見城351-1 098-856-5253

ji-ji 居酒屋・バー 那覇市 那覇市牧志3-3-20 098-991-9249

カラオケサークル 道 その他飲食店 糸満市 糸満市糸満1948マンション友106 098-995-1334

MUSIC BAR DAIDI 居酒屋・バー 那覇市 那覇市おもろまち4-7-28リバンプビル5階 098-867-7371

食彩倶楽部 愛魚人 居酒屋・バー 那覇市 那覇市松山１-9-2 098-894-8266

小料理 とくがわ レストラン（和・洋・中） 那覇市 那覇市久茂地2-19-5　1F 098-862-6826 https://tokugawa.me/

CAfe ＆ STONE がじゅまるの木 居酒屋・バー 糸満市 糸満市西崎2-36-5　タイタンビル101号 090-5248-0429

ちゅら海 CAFE かふう カフェ・スイーツ 恩納村 恩納村真栄田2224-1 080-1758-0808 www.okinawanpancake.com

大城そば家 沖縄そば・食堂 名護市 名護市宮里7-1-10 0980-54-1234

居酒屋 「平松」 居酒屋・バー 沖縄市 沖縄市山内4-7-23 098-960-4761

我那覇豚肉店 前島本店 レストラン（和・洋・中） 那覇市 那覇市前島1-1-1石嶺ビル1F 098-863-5380 https://www.ganaha-butaniku.co.jp

中華風居酒屋どうとんぼり 居酒屋・バー 宮古島市 宮古島市平良字下里211-3 0980-72-1960

マルケンミート 沖縄そば・食堂 宮古島市 宮古島市平良字荷川取332-2 0980-72-8081

Bar ボックリーのチョッキ 居酒屋・バー 宮古島市 宮古島市平良字下里598-2　1階西 0980-72-6644 www/instagram.com/bockley-no-chokki

カフェバル ミツバチ 居酒屋・バー 宜野湾市 宜野湾市大謝名2-1-13 098-988-4638 https://www.meets-baci.com

えいこ鮮魚店 居酒屋・バー 石垣市 石垣市新栄町27-5 0980-83-0053

演歌三昧パブ清 その他飲食店 石垣市 石垣市美崎町12-1海邦ビル5F506号 0980-82-1317

俺の創作居酒屋かんむら 居酒屋・バー 石垣市 石垣市字石垣5-2　1F 0980-87-5084

酒処 お食事処 「清風亭」 その他飲食店 宮古島市 宮古島市平良字西里567 0980-73-2244

酒楽 一番 居酒屋・バー 宜野座村 宜野座村字松田2611-3 080-1713-0201

BAR wankara（我空我空） 居酒屋・バー 恩納村 恩納村字前兼久258 098-965-1017 https;//www.nakainn.com/

笑和や 居酒屋・バー 那覇市 那覇市古島2-5-7　ファミリｰマンション仲本101 098-963-7778

漁師の居酒屋 一魚一会 宮古島店 居酒屋・バー 宮古島市 宮古島市平良字下里595 0980-79-0188 https://usagiya-miyako.com/

うさぎや宮古島 居酒屋・バー 宮古島市 宮古島市平良字下里2 0980-79-0881 http://usagiya-miyako.com/

沖縄のお酒とみやぶた ゆい 居酒屋・バー 石垣市 石垣市川平678-1 050-1196-1982 https://yui.favy.jp/

Coral Island レストラン（和・洋・中） 宮古島市 宮古島市伊良部字伊良部816-1　D-resort 1F 0980-78-3516 https://vyf.jp/coralisland/

翔 居酒屋・バー 宜野座村 宜野座村松田2436-1 098-968-7878

ステーキハウス エブリーチョイス 焼肉・ステーキ・しゃぶしゃぶ 八重瀬町 八重瀬町字伊覇79 098-998-8966  https://everychoice.deeji.okinawa.jp/

海鮮 ばってん 居酒屋・バー 北谷町 北谷町美浜2-5-8 098-921-7270  https://r.gnavi.co.jp/f325800/

琉球料理 美榮 その他飲食店 那覇市 那覇市久茂地1-8-8 098-867-1356 http://ryukyu-mie.com/

森口家 その他飲食店 那覇市 那覇市安謝1-1-12 098-868-6777  https://moriguchike.ti-da.net/

おふくろ 居酒屋・バー 那覇市 那覇市大道171 090-8352-8308

民宿ゆがふの郷 その他飲食店 うるま市 うるま市勝連比嘉1527 098-977-8263

にんにく焼肉 ぷるしん 久茂地店 焼肉・ステーキ・しゃぶしゃぶ 那覇市 那覇市久茂地3-9-9　9番地ビル　1F 098-943-6588

鰻屋 兆 その他飲食店 那覇市 那覇市仲井真１　コーポ喜楽１階 098-834-0588 https://unagiya-kizashi.favy.jp/

あぐーの隠れ家（北谷店） レストラン（和・洋・中） 北谷町 北谷町美浜2-2-2 098-926-1121 https://agu-chatan.owst.jp/

焼肉＆ステーキ 美ら 焼肉・ステーキ・しゃぶしゃぶ 恩納村 恩納村冨着1-1　2F 098-975-6363

あぐーの隠れ家（冨着店） 焼肉・ステーキ・しゃぶしゃぶ 恩納村 恩納村冨着1-1 098-975-8808

あぐーの隠れ家（万座店） 焼肉・ステーキ・しゃぶしゃぶ 恩納村 恩納村字瀬良垣2501-6 098-966-2172

リビングてぃーあんだ 居酒屋・バー 那覇市 那覇市久茂地2-13-20　ラ・ビエンテ久茂地102 098-864-5335

SUNSHIN レストラン（和・洋・中） 那覇市 那覇市松尾2-24-5 098-962-2884  instagram.com/sunshin.okicurry

居酒屋 銀兆 居酒屋・バー 浦添市 浦添市宮城4-18-20外間アパート1F 098-878-9646

ビーチホテルサンシャイン内レストラン 波の詩 レストラン（和・洋・中） 石垣市 石垣市新川2484 0980-82-8611 https://www.ishigakijima-sunshine.net/

おでん もと 居酒屋・バー 石垣市 石垣市石垣11

ナツメロの集い「靑い山脈」 その他飲食店 恩納村 恩納村真栄田2426-4 090-8765-3822

まるどりや 居酒屋・バー 那覇市 那覇市松山1-28-13 098-869-5484
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Bar Kinai 居酒屋・バー 宮古島市 宮古島市平良字下里99 0980-79-7207

カラオケパブ Family 居酒屋・バー 宮古島市 宮古島市平良字下里556-9　1F 0980-79-0775

創作ダイニング 新堂 居酒屋・バー 宮古島市 宮古島市平良字東仲宗根543-1 0980-73-7150

洋食酒場 トトロ 居酒屋・バー 那覇市 那覇市牧志2-23-6　知念アパート101 098-867-7608

セラーレ レストラン（和・洋・中） 恩納村 恩納村瀬良垣1108 098-960-4321 https://www.hyatt.com/ja-JP/hotel/japan/hyatt-regency-seragaki-island-okinawa/okaro/dining

オールデイ レストラン レストラン（和・洋・中） 恩納村 恩納村瀬良垣1108 098-960-4321 https://www.hyatt.com/ja-JP/hotel/japan/hyatt-regency-seragaki-island-okinawa/okaro/dining

ロビーラウンジ＆バー 居酒屋・バー 恩納村 恩納村瀬良垣1108 098-960-4321 https://www.hyatt.com/ja-JP/hotel/japan/hyatt-regency-seragaki-island-okinawa/okaro/dining

シラカチ 和食 レストラン（和・洋・中） 恩納村 恩納村瀬良垣1108 098-960-4321 https://www.hyatt.com/ja-JP/hotel/japan/hyatt-regency-seragaki-island-okinawa/okaro/dining

シラカチ 寿司 レストラン（和・洋・中） 恩納村 恩納村瀬良垣1108 098-960-4321 https://www.hyatt.com/ja-JP/hotel/japan/hyatt-regency-seragaki-island-okinawa/okaro/dining

シラカチ 炉辺 レストラン（和・洋・中） 恩納村 恩納村瀬良垣1108 098-960-4321 https://www.hyatt.com/ja-JP/hotel/japan/hyatt-regency-seragaki-island-okinawa/okaro/dining

シラカチ 鉄板 レストラン（和・洋・中） 恩納村 恩納村瀬良垣1108 098-960-4321 https://www.hyatt.com/ja-JP/hotel/japan/hyatt-regency-seragaki-island-okinawa/okaro/dining

シラカチ バー 居酒屋・バー 恩納村 恩納村瀬良垣1108 098-960-4321 https://www.hyatt.com/ja-JP/hotel/japan/hyatt-regency-seragaki-island-okinawa/okaro/dining

プール バーベキュー その他飲食店 恩納村 恩納村瀬良垣1108 098-960-4321 https://www.hyatt.com/ja-JP/hotel/japan/hyatt-regency-seragaki-island-okinawa/okaro/dining

酒楽diningDARUMA 居酒屋・バー 与那原町 与那原町東浜97-2 098-944-3665

鶏白湯らぁ麺 荻 OGII ラーメン 浦添市 浦添市大平1-7-8　糸洲ビル1F 098-943-0009

割烹 叶 レストラン（和・洋・中） 那覇市 那覇市久茂地2-6-2　久茂地ガーデンビル2F 098-869-2588 https://kanau.goro.jp/

居酒屋 五月 居酒屋・バー 那覇市 那覇市仲井真290-3　新恵コーポ102 098-854-5776

SHOTーBAR FOXHOLE 居酒屋・バー 那覇市 那覇市久茂地2-20-12　上原ビル103 098-963-8630 https://www.facebook.com/bar.foxhole/

焼肉 ゆん 焼肉・ステーキ・しゃぶしゃぶ 浦添市 浦添市安波茶2-1-6　サンシティビル1F  080-9853-4129098-975-7334

居酒屋 あいよ 居酒屋・バー 西原町 西原町津花波150-2 098-945-2629

駅前やきとり串清 居酒屋・バー 那覇市 那覇市久茂地2-24-21　1F 098-861-1243

焼肉道場 カルビ亭 焼肉・ステーキ・しゃぶしゃぶ 南城市 南城市大里字大里2549-1 098-944-4109

小料理 のりこ その他飲食店 西原町 西原町我謝791-2 098-946-7703

スナック喫茶 ジュリア その他飲食店 西原町 西原町翁長157-4

Lililala その他飲食店 那覇市 那覇市松山1-12-5　パステルTMビル2階A号室 098-975-5307

波のうえ 居酒屋・バー 石垣市 石垣市登野城485-38 0980-87-5586 https://usagiya-ishigaki.com/

うさぎや 居酒屋・バー 石垣市 石垣市字石垣1-1 0980-88-5014 https://usagiya-ishigaki.com/

一魚一会 居酒屋・バー 石垣市 石垣市大川216ピュアネスイシダ１Ｆ 0980-87-0926 https://usagiya-ishigaki.com/

うさぎや新館 居酒屋・バー 石垣市 石垣市大川250-3ヨギビル202 0980-87-0704 https://usagiya-ishigaki.com/

美浜殿内 居酒屋・バー 北谷町 北谷町美浜34-3　デポセントラルビル２F 098-923-1239 https://omorokikaku.com/

しゃれーど その他飲食店 那覇市 那覇市辻2-9-26 098-868-9537

居酒屋がんこ 居酒屋・バー 那覇市 那覇市寄宮3-18-9 098-854-5255

石窯和酒 玉那覇商店 居酒屋・バー 西原町 西原町兼久321　TBD2F 098-946-4139

スナック PANARI その他飲食店 石垣市 石垣市美崎町10-8　KIビル6F 0980-83-6808

ソリスグランデ（SOLiS GRANDE) レストラン（和・洋・中） 北谷町 北谷町美浜9-22　ベッセルカンパーナ沖縄別館１階 098-987-8115 https://solisgrande.owst.jp/

佐良浜ダイニング いちわ レストラン（和・洋・中） 宮古島市 宮古島市伊良部字池間添6-19 0980-79-0510 sd.ichiwa@dash-ne.jp

宮古島 幸蔵 居酒屋・バー 宮古島市 宮古島市平良字下里568 0980-79-5551

島おでん たから 居酒屋・バー 宮古島市 宮古島市平良字西里172 0980-72-0671

桜家 居酒屋・バー 宮古島市 宮古島市平良字西里220　アバビル地下1階 050-3703-3968 www.facebook.com/profile.php?id=100057661789728

Breeze(ブリーズ） カフェ・スイーツ 石垣市 石垣市登野城485-13 090-2414-5764

琉球音市場 水玉 居酒屋・バー 那覇市 那覇市安里2-4-12　マキシアルパビル　2F 090-8354-2752

せんべろji-ji(ジィージ) 居酒屋・バー 那覇市 那覇市壺屋1-1水上店舗第四街区A 1F 090-1940-3038

和きっちん九 その他飲食店 那覇市 那覇市東町27-17　兼次ビル1F 098-866-4871

ライブ＆居酒屋 かなぐすく 居酒屋・バー 那覇市 那覇市松尾1-3-1　エスプリコートビル201 098-862-8876 http://www.okinawa-kanagusuku.com/

Heart Coco/Yuu Muu その他飲食店 金武町 金武町金武4268-7　1FB 098-979-8039

ソードフィッシュ レストラン（和・洋・中） 恩納村 恩納村真栄田928-1 098-963-0553 https://www.sword-fish1.com/barucolab/

首里殿内 居酒屋・バー 那覇市 那覇市首里金城町2-81 098-885-6161 https://omorokikaku.com/

おもろ殿内 居酒屋・バー 那覇市 那覇市安謝1-2-3 098-866-7395 https://omorokikaku.com/

Bar LEAP 居酒屋・バー 那覇市 那覇市若狭2-3-13

下品なぐらいダシのうまいラーメン屋 ラーメン 沖縄市 沖縄市園田3-1-21　大屋ビル1F 098-989-4277
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パーラー アスナロ 居酒屋・バー 那覇市 那覇市牧志1-2-8　1F左 098-867-7522

ダイニング炭楽園 居酒屋・バー 西原町 西原町上原2-9-1　ルボアYARA　1F 098-944-6678 http://www.hotpepper.jp/strj000971671/

石垣牛と海鮮の店 てっぺん 居酒屋・バー 石垣市 石垣市石垣15-4　ﾜｺｰﾚKAMIJI 1階 0980-88-8581 https://ishigakijimateppen.co.jp/

徳武蔗屋（トゥクブサヤ） 居酒屋・バー 読谷村 読谷村楚辺1137-1 098-989-0073

蜃気楼 レストラン（和・洋・中） 宮古島市 宮古島市上野字新里1405-201 0980-74-7400 https://shigira.com/restaurant

THE SHIGIRA LOUNGE(ザ・シギラ・ラウンジ） レストラン（和・洋・中） 宮古島市 宮古島市上野字新里1405-201 0980-74-7400 https://shigira.com/restaurant

スターダストガーデン レストラン（和・洋・中） 宮古島市 宮古島市上野字新里1405-226 0980-74-7225

CORE CURRY レストラン（和・洋・中） 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 http://www.corecurry.jp/?mode=pc

きらく食堂 沖縄そば・食堂 那覇市 那覇市松尾2-7-10　第一牧志公設市場2F　 098-868-8564

良笑（ゆーわらやー） 居酒屋・バー 与那原町 与那原町字与那原3580-1 098-988-9117

ゆらら その他飲食店 与那原町 与那原町字与那原380-8　エビスビル1F103 090-1949-5758

お食事処 珈琲亭 沖縄そば・食堂 石垣市 石垣市登野城638-1 0980-82-4002

骨汁屋 沖縄そば・食堂 那覇市 那覇市安里３８５ 栄町市場内 098-886-3333

アスターハウス（カフェー） カフェ・スイーツ 金武町 金武町字金武4271-1 098-968-5127

居酒屋 江戸前 居酒屋・バー うるま市 うるま市江洲185-4 098-973-3018

さくらや 居酒屋・バー 那覇市 那覇市久茂地2-7-21　名嘉真ビル2F 098-867-7755

スナック ばら園 居酒屋・バー 那覇市 那覇市久米1-7-21　赤嶺ビル2F 090-1940-2362

島料理うらさき 居酒屋・バー 石垣市 石垣市大川222 098-087-9766 https://simaryori-urasaki.com

株式会社いしじ 居酒屋・バー 読谷村 読谷村字比謝矼100 098-923-3371 https://www.ishizi.co.jp/

美ら島いしじ 居酒屋・バー 読谷村 読谷村字楚辺1195　トリイステーションビル1F 098-956-0909 https://www.ishizi.co.jp/

Bar木漏れ日 居酒屋・バー 那覇市 那覇市久茂地3-25-19　久茂地リバーサイドガーデンビル2階2-B 080-4357-8174

金門飯店 レストラン（和・洋・中） 南風原町 南風原町照屋277-1 (1F) 098-889-8625

ホテルブリーズベイマリーナ ポルトフィーノ レストラン（和・洋・中） 宮古島市 宮古島市上野字宮国784-1 0980-76-3000

ホテルブリーズベイマリーナ ロベルトソン レストラン（和・洋・中） 宮古島市 宮古島市上野字宮国784-1 0980-76-3901

レストラン ビアファス レストラン（和・洋・中） 宮古島市 宮古島市上野字宮国775-1 0980-76-3901

琉宮苑 レストラン（和・洋・中） 宮古島市 宮古島市上野字宮国974-7 0980-74-7229

THE SHIGIRA BAR（ザ シギラ バー） 居酒屋・バー 宮古島市 宮古島市上野字新里1405-235 0980-74-7077

うえのドイツ文化村 博愛記念館 レストラン（和・洋・中） 宮古島市 宮古島市上野字宮国775-1 0980-76-3771

シギラビーチ フードコート レストラン（和・洋・中） 宮古島市 宮古島市上野字新里1405-214 0980-74-7001

Ken‘ｓ  beach front cafe レストラン（和・洋・中） 恩納村 恩納村真栄田932-2 098-988-5244

カラオケ 酒処 きら その他飲食店 糸満市 糸満市西川町20-21丸健第２アパート101号 098-994-3524

餃子酒場 金五郎 泊店 居酒屋・バー 那覇市 那覇市泊2-15-4　屋良ビル103 098-988-3686

餃子酒場 金五郎 本店 居酒屋・バー 那覇市 那覇市久茂地2-18-21　サザリース1-A 098-866-3318

ビストロ・プラ・ド・ターチー レストラン（和・洋・中） 西原町 西原町字嘉手刈78-11 098-944-1054

はなび屋栄町店 居酒屋・バー 那覇市 那覇市安里388-37　當間ビル1～2F 098-975-7555

料理とお酒の店 毬 居酒屋・バー 那覇市 那覇市久茂地1-1-1　パレット久茂地 9F 098-861-4919 https://mari-palette9f.jimdofree.com/

居酒屋 酒道楽 居酒屋・バー 南風原町 南風原町兼城587-2 098-889-0314

まったりサブカル ぺるち 居酒屋・バー 那覇市 那覇市久米2-8-14　久米八番館ビル4階4号室 070-8515-2097 https://twitter.com/Perch naha

Double-M(ダブルエム） 居酒屋・バー 石垣市 石垣市石垣377 0980-83-7074

居食屋 島 居酒屋・バー 石垣市 石垣市登野城2-41　山城アパート1F 0980-88-7344

あいち その他飲食店 南城市 南城市玉城愛地359-1　大紀マンション101 098-948-3489

炭火焼肉大城 焼肉・ステーキ・しゃぶしゃぶ 石垣市 石垣市登野城1181 0980-83-6008

恩納そば 沖縄そば・食堂 恩納村 恩納村冨着1469-1　仲村アパート1Ｆ北 098-965-4840

俺ん家 居酒屋・バー 那覇市 那覇市牧志3-14-16コーポ誉１F 098-943-9903

海人ぬ宝 居酒屋・バー 那覇市 那覇市牧志3-5-9

treasure 居酒屋・バー 那覇市 那覇市松尾2-10-20 098-861-3897

焼き肉居酒屋こてつ 焼肉・ステーキ・しゃぶしゃぶ 南風原町 南風原町津嘉山1600 098-882-7866

アキラノトコロ 居酒屋・バー 南風原町 南風原町字兼城115 080-3222-3758

和風亭 板良敷店 レストラン（和・洋・中） 与那原町 与那原町板良敷621 098-945-3313 https://www.san-a.co.jp/

ホライズン カレーワークス その他飲食店 北谷町 北谷町美浜9-46　ディストーションシーサイドビル2F 098-989-8012
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マシマロ 居酒屋・バー 那覇市 那覇市牧志3-6-27　平山ビル1F 090-1945-4942

北谷殿内 居酒屋・バー 北谷町 北谷町美浜9-21 デポアイランドシーサイドビル3F 098-982-7211 https://omorokikaku.com/

琉球焼肉NAKAMA 焼肉・ステーキ・しゃぶしゃぶ 恩納村 恩納村字名嘉真2083-1 098-967-7029 https://steak-nakama.com/

ステーキハウスNAKAMA 焼肉・ステーキ・しゃぶしゃぶ 恩納村 恩納村字名嘉真2247-1 098-967-7022 https://yakiniku-nakama.com/

hale' aina Hoa（ハレアイナホア） カフェ・スイーツ 恩納村 恩納村字名嘉真2159-1 098-967-8755 https://yakiniku-nakama.com/

あまわり 居酒屋・バー 北谷町 北谷町砂辺368 098-936-0429

食ゆりは 居酒屋・バー 那覇市 那覇市久茂地3-25-19 ﾘﾊﾞｰｻｲﾄﾞｶﾞｰﾃﾞﾝ1-C 098-863-2322

ブーラ帝国 宮里店 居酒屋・バー 沖縄市 沖縄市宮里3-17-25  1F 098-939-7986

大衆劇場 足立屋 居酒屋・バー 沖縄市 沖縄市中央1-20-9  1F 098-937-1654

大衆劇場 足立屋 別館 居酒屋・バー 沖縄市 沖縄市中央1-20-5 098-937-1654

地中海料理 シギラタートルベイ レストラン（和・洋・中） 宮古島市 宮古島市上野字新里1405-212　1階 0980-76-3322 https://shigira.com/restaurant

プールヴィラレストラン グランマーレ レストラン（和・洋・中） 宮古島市 宮古島市上野宮国ソバル975-6 0980-74-7100

コーラルブルー レストラン（和・洋・中） 宮古島市 宮古島市城辺友利542 0980-77-8200

センタービーチハウス 碧海（アオミ） レストラン（和・洋・中） 宮古島市 宮古島市上野字新里1405-214 0980-74-7023

センタービーチハウス FC201鉄板焼き レストラン（和・洋・中） 宮古島市 宮古島市上野字新里1405-214 0980-74-7021

PORTO CERVO（ポルトチェルヴォ） レストラン（和・洋・中） 宮古島市 宮古島市上野字宮国784-1 0980-74-7275

シギラベイカントリークラブ レストラン（和・洋・中） 宮古島市 宮古島市上野字新里1264 0980-76-3939

活味 居酒屋・バー 読谷村 読谷村楚辺1196-1 098-956-5909

ラ・メゾン・クレール1853 レストラン（和・洋・中） 那覇市 那覇市久米2-15-17 098-963-6565 www.la-maison-claire.com

スナック喫茶 古都里 居酒屋・バー 南城市 南城市大里字稲嶺98-1 098-946-8286

居酒屋 エイリー 居酒屋・バー 那覇市 那覇市松尾1-3-1　エスプリコートビル3階 098-869-2494

AGESEN 本店 沖縄そば・食堂 那覇市 那覇市仲井真124-7　1F 098-851-7811

アースハンモックカフェ レストラン（和・洋・中） 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D2063アメツチテラス 098-930-7805

酒処 禅 居酒屋・バー 浦添市 浦添市宮城３-4-8 098-874-1995

居酒屋 島菜 居酒屋・バー 名護市 名護市大西1-20-13 0980-52-5592

かりゆしそば 沖縄そば・食堂 那覇市 那覇市久米1-1-1　102号 080-4273-7770

ヤンバルクイナ 居酒屋・バー 那覇市 那覇市東町5-14　ポストビル　1F 098-862-0090

わたんじ（通堂町） 居酒屋・バー 那覇市 那覇市泉崎1-7-19　天久住宅1F 098-861-8753 https://www.ryoji-family.co.jp

六角おきなわ 居酒屋・バー 浦添市 浦添市宮城3-4-13-1　Mコート102 098-879-5536

居・食・酒ちんまーやー 居酒屋・バー 那覇市 那覇市泉崎1-17-16プリシード泉崎１階 098-866-5235 https://r.gnavi.co.jp/f260300/

異色小料理 凛 居酒屋・バー 浦添市 浦添市西原3-2-3 098-877-4990

和琉ダイニング みふね レストラン（和・洋・中） 石垣市 石垣市新川1129-2 0980-87-8737

酒処つくしんぼ その他飲食店 与那原町 与那原町上与那原445　藤ハイツ102 098-944-7551

高縞（レストラン） レストラン（和・洋・中） 石垣市 石垣市登野城321-41 0980-88-7168

味屋じんべい その他飲食店 石垣市 石垣市川平906 0980-84-4819

鶏小屋 居酒屋・バー 那覇市 那覇市大道49　大幸ビル1階 098-885-1777

蕎麦ダイニング 赤坂 その他飲食店 那覇市 那覇市金城5-16-14ステーション101A 098-859-0666

天ぷらと酒・肴 がじまる 居酒屋・バー 那覇市 那覇市字大道130　メゾン大道1階 098-988-0388

Cafe Berry berry 2 カフェ・スイーツ 南城市 南城市佐敷字佐敷488 090-6864-1629

ずず その他飲食店 石垣市 石垣市美崎町11-11　オーシャンビル2F 0980-87-5701

シークストア 居酒屋・バー 本部町 本部町字瀬底500 0980-47-2150

ステーキ屋 瓦 焼肉・ステーキ・しゃぶしゃぶ 西原町 西原町翁長594　2E 098-800-2697 http://www.kawarasteak.com/

タリーズコーヒー 那覇メインプレイス店 カフェ・スイーツ 那覇市 那覇市おもろまち４-４-9 098-951-3300 https://www.san-a.co.jp/

豚々ジャッキー 沖縄そば・食堂 那覇市 那覇市久米2-9-11　abc久米ビル2F 098-866-1010

SNACK SUNSET その他飲食店 那覇市 那覇市牧志3-8-19　高江洲ビル2-3 098-869-9244

倉ん家 KURANCHI 居酒屋・バー 糸満市 糸満市西崎2-26-9　コーポ城102 098-992-7720

豚ホルモン我那覇焼肉店 焼肉・ステーキ・しゃぶしゃぶ 那覇市 那覇市久茂地2-11-16花ビル2F東側 098-861-2990 https://www.ganaha-butaniku.co.jp

かめ食堂 居酒屋・バー 那覇市 那覇市樋川2-3-1のうれんプラザ2F 098-851-8217

大衆酒場こりす 居酒屋・バー 那覇市 那覇市前島2-7-13 098-861-7055

めし屋 ひろし 沖縄そば・食堂 南風原町 南風原町字本部485-5　大信マンションA-102 098-888-3711
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我桜 居酒屋・バー 沖縄市 沖縄市泡瀬2-3-5 098-923-5798

シギラベイサイドスイートアマランダ マラルンガ レストラン（和・洋・中） 宮古島市 宮古島市字新里926-25 0980-74-7100

シギラベイサイドスイートアマランダ バーマイヨール 居酒屋・バー 宮古島市 宮古島市字新里926-25 0980-74-7100

サンタモニカ ウィンズ レストラン（和・洋・中） 宮古島市 宮古島市上野字宮国974-3 0980-74-7070

ホットクロスポイント サンタモニカ サンセット レストラン（和・洋・中） 宮古島市 宮古島市上野字宮国974-1 0980-74-7300

かつ勘 レストラン（和・洋・中） 宮古島市 宮古島市上野字宮国746-8 0980-74-7320

Village 琉球の風 レストラン（和・洋・中） 宮古島市 宮古島市上野字宮国761-3 0980-74-7410

彩海 レストラン（和・洋・中） 宮古島市 宮古島市上野字新里1405-225 0980-74-7177

らーめん・ばく・ばく ラーメン 那覇市 那覇市泉崎1-7-1　1F 098-862-7974

STEAK 473 レストラン（和・洋・中） 那覇市 那覇市久茂地1-2-1　Y‘ｓビル2-Ａ

ブルーシール パルコシティ店 カフェ・スイーツ 浦添市 浦添市西洲3-1-1 098-917-4697 http://www.blueseal.co.jp/

五笑門 知花店 居酒屋・バー 沖縄市 沖縄市知花6-40-15金城ビル2（1F） 098-938-1988

五笑門 安慶名店 居酒屋・バー うるま市 うるま市みどり町5-3-6　2F 098-972-7755

和ダイニング あがり花 居酒屋・バー 那覇市 那覇市牧志2-7-26宮里ビル3F 098-861-7428

ゆい結 居酒屋・バー 南城市 南城市字稲嶺2023-1　コーポ渡嘉敷105 090-4583-2012

お酒と京もん あいのひ 居酒屋・バー 浦添市 浦添市城間2-12-14 098-878-3292 https://ainohi.net/

島バナナ その他飲食店 那覇市 那覇市牧志3-5-1 090-8290-8312

日本料理 樹 レストラン（和・洋・中） うるま市 うるま市豊原221-1 098-974-2143

のん その他飲食店 那覇市 那覇市宇栄原1-28-1ハラ産業ビル106

節子鮮魚店 沖縄そば・食堂 那覇市 那覇市松尾2-8-44 098-868-3919

花咲か爺さんの家 居酒屋・バー 那覇市 那覇市大道172-31-1 090-1179-6160

洋食えがお レストラン（和・洋・中） 石垣市 石垣市美崎町8-13-102 0980-87-6265

やよい軒  北谷美浜店 レストラン（和・洋・中） 北谷町 北谷町美浜2-1-6 098-982-7277 https://www.yayoiken.com/

島の味キッチンみさき 沖縄そば・食堂 石垣市 石垣市野底1168 090-9786-4289

牛骨琉球ラーメンMARUMARO 北谷店 ラーメン 北谷町 北谷町美浜34-3　3F 098-923-0737

回転寿司 北海素材 北谷店 レストラン（和・洋・中） 北谷町 北谷町美浜34-2　1F 098-923-0518

お食事・飲み処 安 居酒屋・バー 宮古島市 宮古島市平良字西里1332-9 0980-75-4133

焼肉どうらく 北谷店 焼肉・ステーキ・しゃぶしゃぶ 北谷町 北谷町美浜34-5　3F 098-923-0329

WaGyu-Cafe KAPUKA カフェ・スイーツ 北谷町 北谷町美浜54-1　マカイリゾート105 098-923-5010

Fine Dining 久玄達 その他飲食店 宮古島市 宮古島市城辺字長間1167 090-4986-5577

うなぎ料理 しきしま その他飲食店 宮古島市 宮古島市平良字西里300 0980-73-3581

ぱいかじ 恩納本店 居酒屋・バー 恩納村 恩納村冨着573-1 098-964-5393

琉球炉端 デイゴ 居酒屋・バー 恩納村 恩納村冨着760-1 098-989-5649

杏屋 石川店 居酒屋・バー うるま市 うるま市石川白浜1-4-7（1F） 098-964-6103

石川 柿兵衛 居酒屋・バー うるま市 うるま市石川1-14-2 098-965-7340

レストラン 海の幸 レストラン（和・洋・中） 宮古島市 宮古島市平良字下里207-3 0980-72-0767

肉バルNY 居酒屋・バー 読谷村 読谷村波平1070-1　波平ビル302 098-988-5529

48(よんぱち)PAN 居酒屋・バー 那覇市 那覇市前島1-5-1 098-988-1361

きちんと 居酒屋・バー 南風原町 南風原町字山川433 098-882-6788

Dosukoi Bar Fuji 居酒屋・バー 那覇市 那覇市大道172-18 102号 070-5277-0243

焼肉なべしま 具志川店 焼肉・ステーキ・しゃぶしゃぶ うるま市 うるま市字前原91-1 098-974-8929 https://www.nabeshima-jp.com/shop/gushikawa/

野菜巻き串ぐるりくるり石垣店 居酒屋・バー 石垣市 石垣市美崎町9-12 0980-87-5994 https://www.instagram.com/gururi_ishigaki/

ダイニング居酒屋 結バル 居酒屋・バー 浦添市 浦添市勢理客2-18-9 第一金光ビル101 098-943-4091 http://kariyushiyui.com/inshoku.html

やよい軒 ピーズスクエア浦添店 レストラン（和・洋・中） 浦添市 浦添市西原2-4-1　１階 098-870-0616 https://www.yayoiken.com/

やよい軒 はにんす宜野湾店 レストラン（和・洋・中） 宜野湾市 宜野湾市大山7-1400-16 098-943-7224 https://www.yayoiken.com/

川ちゃんの台所 居酒屋・バー うるま市 うるま市石川東恩納597-1 098-927-3527

Gala レストラン（和・洋・中） 那覇市 那覇市松山1-8-19ニューシティまつやまビル2F 098-869-2030 http://galaokinawa.com/

世界食堂 地球屋 琉球安里駅前店  居酒屋・バー 那覇市 那覇市安里388 098-886-7231 http://chikyuya.owst.jp/

武蔵家 沖縄本店 ラーメン 那覇市 那覇市牧志3-4-8山本ビル1F 098-975-5377

インソミア その他飲食店 那覇市 那覇市久茂地2-12-9　プラネットビル3F 090-8836-6499
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ホテルエメラルドアイル石垣島 カフェ＆バーYUI レストラン（和・洋・中） 石垣市 石垣市美崎町7-14 0980-82-2111 https://www.isle.okinawa/

Edible Bar 朋（つき）のうさぎ 居酒屋・バー 那覇市 那覇市久茂地2-16-24　ニュー久茂地ビル1F 098-861-3978

COCONUT HOUSE 居酒屋・バー 恩納村 恩納村瀬良垣2165-1 098-966-1050 http://www.coconuthouse.jp

十勝ホルモンKEMURI 曙店 焼肉・ステーキ・しゃぶしゃぶ 那覇市 那覇市曙2-25-39　屋比久産業ビル101 098-868-1775

タリーズコーヒー マチナトシティ店 カフェ・スイーツ 浦添市 浦添市城間2008-1 098-879-4111 https://www.san-a.co.jp/

興南テラス 沖縄そば・食堂 那覇市 那覇市古島1-7-3 https://ryukyu-foods

シギラ黄金温泉 沖縄そば・食堂 宮古島市 宮古島市上野字新里1405-223 0980-74-7340

PAYS TROPICAUX 居酒屋・バー 石垣市 石垣市美崎町8-13石垣ホンダビル１F101号室 0980-87-6080

とんとん亭 居酒屋・バー 那覇市 那覇市上間200　1F 098-854-6330

チャンピオンタコス読谷店 沖縄そば・食堂 読谷村 読谷村大木469-2 098-923-4444

泡盛と沖縄料理 郷家 居酒屋・バー 宮古島市 宮古島市平良字西里570-2 0980-74-2358 https://zumi-goya.com

島和食 郷家 はなれ 居酒屋・バー 宮古島市 宮古島市平良字西里570-2（2F） 0980-73-8758 https://zumi-goya.com

はなび屋 読谷店 居酒屋・バー 読谷村 読谷村大木326-6 098-975-8722

ゆうなの花 居酒屋・バー 那覇市 那覇市東町6-18　パーム東町　1F 098-863-8199

Lemon & Garlic Restaurant SOUR & B レストラン（和・洋・中） 宮古島市 宮古島市平良久貝721-13　１F 0980-73-4523

喫茶 レオン その他飲食店 宮古島市 宮古島市平良西里224 0980-72-7873

カフェ チャハヤブラン カフェ・スイーツ 本部町 本部町備瀬429-1 0980-51-7272 www.cahayabulan.com

Food BAR T＆T 居酒屋・バー 沖縄市 沖縄市知花6-6-1（左） 080-6498-9481

居酒屋 一本 居酒屋・バー 宮古島市 宮古島市平良下里846 0980-73-7501

おでん処 ななふく 居酒屋・バー 豊見城市 豊見城市長堂180-6 098-850-6838

スナック＆喫茶 濵 居酒屋・バー 石垣市 石垣市川平850-2 0980-87-7753

でぃんぷる 居酒屋・バー 名護市 名護市大北3-4-7 0980-53-5811

あーちゃんの味・グリュック 居酒屋・バー 石垣市 石垣市新栄町10-16 0980-82-1851

酒肴 茶々丸 その他飲食店 那覇市 那覇市久茂地2-6-2久茂地ガーデンビル3B-2 098-943-1187

居酒屋ばるけん 居酒屋・バー 那覇市 那覇市長田2-1-4　嘉数荘107 098-836-1356

居酒屋 怜 居酒屋・バー 豊見城市 豊見城市字真玉橋73 080-4318-9784

ラーメンランド（開南店） ラーメン 那覇市 那覇市樋川2-3-1　のうれんプラザ110 098-835-2982

多国籍ダイニングバーAmy’ｓ アミーズ 居酒屋・バー 浦添市 浦添市牧港1-55-2 098-875-8878

キッチンのぎ レストラン（和・洋・中） 沖縄市 沖縄市仲宗根町15-15稲福アパート101 098-989-8258 https://kitchennogi.com/

ラウンジ 空 その他飲食店 石垣市 石垣市美崎町10-8K１テナントビル402 0980-88-6412

おもろまち BAR石光 居酒屋・バー 那覇市 那覇市おもろまち4-17-17　SOLビル5階 098-867-8111 https://www.barishimitsu.com/

旬鮮一歩 居酒屋・バー 宜野湾市 宜野湾市真栄原1-23-7　 098-897-7825

レストラン悠楽 レストラン（和・洋・中） 宮古島市 宮古島市平良字東仲宗根884丸筑マンション 1F東 0980-73-8838

ジョイフル 宮古店 レストラン（和・洋・中） 宮古島市 宮古島市平良字下里605 0980-74-2205 https://www.san-a.co.jp/

多田浜 居酒屋・バー 那覇市 那覇市久茂地2-14-18　１F 098-867-2737

Le Romarin レストラン（和・洋・中） 那覇市 那覇市古島1-1-13　コーポ真101 098-885-0077

ドンク 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　B1F 098-869-8277 https://donq.co.jp/

Hawaiian-Cafe KAPUKA（ハワイアンカフェ カプカ） カフェ・スイーツ 北谷町 北谷町美浜34-3　B1F 098-989-4408

寿司処 大左衛門 その他飲食店 名護市 名護市宇茂佐の森1-4-1 0980-52-3525 https://www.instagram.com/daizaemon523525/?hl=ja

ドンコリism レストラン（和・洋・中） 宮古島市 宮古島市平良下里597 0980-79-0978 https://doncolino.com/

カラオケ居酒屋 三四郎 居酒屋・バー 宮古島市 宮古島市平良下里118 090-4980-3460

BEAR'S カフェ・スイーツ 宮古島市 宮古島市平良西里57-46 0980-79-7822

炭火焼×逸品料理 結 居酒屋・バー 那覇市 那覇市天久2-1-17　ヴァーレンハウス新都心1F 098-800-1177

居酒家 松本 居酒屋・バー 宮古島市 宮古島市平良字西里221真栄城ビル1F 090-7585-7644

くしのみや ゆうむちゃ 居酒屋・バー 那覇市 那覇市牧志3-6-2 070-5277-6128

I's Public Ale House 居酒屋・バー 北谷町 北谷町美浜2-2-9　サンハイムビル2-E 098-894-7486 https://aleandcigar.ti-da.net/

ラウンジ アリュール その他飲食店 那覇市 那覇市松山2-29-1　フェニックスビル1階 090-9787-3734

Felt 居酒屋・バー 那覇市 那覇市牧志2-19-2　うるま住宅102 098-943-1440

酒場saka:bar 居酒屋・バー 浦添市 浦添市宮城5-12-10 098-955-5676

Fisherman's  kitchen 居酒屋・バー 名護市 名護市宮里7-19-4 0980-59-7124
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居酒屋 錦 居酒屋・バー 石垣市 石垣市美崎町12-13 0980-82-0240

らーめん山頭火 国際通りのれん街店 ラーメン 那覇市 那覇市牧志2-2-30　リウボウ商事本社ビルB1F　D-E区画　 098-943-1793 https://www.santouka.co.jp/

鶴千 居酒屋・バー 那覇市 那覇市安里1-6-8HAPPYビル1-A 098-861-2266

はるちゃん 沖縄そば・食堂 石垣市 石垣市新栄町5-24 0980-88-8225

山原ステーキ レストラン（和・洋・中） 名護市 名護市幸喜111-1 0980-43-7811 https://www.yanbaru-steak.co.jp/

食堂じょーぐぅ 沖縄そば・食堂 那覇市 那覇市長田1-23-17　長田アパート103 098-894-6226

バーガンディー その他飲食店 浦添市 浦添市伊祖4-1-15サンハイムオキミヤ1F 098-879-7776

つけめん SAKURA ラーメン 那覇市 那覇市牧志3-9-27　1Ｆ 098-862-9033

Bell レストラン（和・洋・中） 那覇市 那覇市おもろまち4-6-22おもろまちT－MAXビル1F 098-943-3200

ポッケファーム（pockefarm） その他飲食店 北谷町 北谷町美浜9-12アメリカンデポB棟 098-989-3626

SUNNY’S その他飲食店 北谷町 北谷町美浜9-1デポアイランドビルA棟1階 098-989-3626

大衆ワインビストロ エガリテ 居酒屋・バー 那覇市 那覇市牧志1-4-33　嘉数ビル2A 098-864-0813

PartⅡ その他飲食店 豊見城市 豊見城市平良102-1コーポ大丸101 098-850-2532

歩人・灯（アルト・アカリ） 居酒屋・バー 那覇市 那覇市泉崎１－１４－５　１Ｆ 098-869-5033

蔵土（クランド） 居酒屋・バー 那覇市 那覇市旭町１１２－１５ 098-862-6846

喫茶フルハウス 沖縄そば・食堂 宮古島市 宮古島市平良字西里261 0980-73-3388

日本料理 聖 レストラン（和・洋・中） 那覇市 那覇市おもろまち4-16-18 098-943-3420

酒処 金の蔵 居酒屋・バー うるま市 うるま市石川1-28-9 090-1940-6413

韓国食堂 アリラン 沖縄そば・食堂 那覇市 那覇市安里388-5 098-988-3321

海のちんぼらぁ 居酒屋・バー 那覇市 那覇市前島2-13-15 098-863-5123 uminotinbora@iamenity.com

BAR路地裏 居酒屋・バー 那覇市 那覇市小禄1-20-9 090-3793-9492

石垣牛MARU 焼肉・ステーキ・しゃぶしゃぶ 石垣市 石垣市登野城26-4 0980-82-0030 http://ishigaki-maru.com

炭火焼鳥 秀 居酒屋・バー 宮古島市 宮古島市平良字西里220アバビル1F 0980-72-8931

鎌倉パスタ イオンモール沖縄ライカム店 レストラン（和・洋・中） 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4階 098-931-9309

しんわ レストラン（和・洋・中） 宮古島市 宮古島市平良字下里698-2 0980-73-2811

ササキバー＆カレー 居酒屋・バー 宮古島市 宮古島市平良字東仲宗根233 0980-79-9333

歌心 その他飲食店 豊見城市 豊見城市豊見城1142　パークヒルズ201

割烹レストランまんぷく レストラン（和・洋・中） 宮古島市 宮古島市平良字東仲宗根243-5 0980-72-0544

やいま家庭料理 さつき 居酒屋・バー 石垣市 石垣市美崎町7-16 0980-83-0980 http://www.miyahira.co.jp

日本料理郷土料理 ひるぎ レストラン（和・洋・中） 石垣市 石垣市美崎町4-1 0980-82-0732 http://www.miyahira.co.jp

南の美ら花ホテルミヤヒラ（トレアドール） レストラン（和・洋・中） 石垣市 石垣市美崎町4-9 0980-82-6111 http://www.miyahira.co.jp

Bar poco rit 居酒屋・バー 那覇市 那覇市松山2-10-1　39Plaza松山B1-A 098-943-2893 https://poco-rit.com/

Si-nada その他飲食店 那覇市 那覇市牧志3-3-17 090-2967-1267

コザメトロ 沖縄そば・食堂 沖縄市 沖縄市胡屋1-2-2ビルディング勝美B1 098-923-2112

旨いもん酒場 やんちゃ 居酒屋・バー 沖縄市 沖縄市美原1-20-11第2のぼりビル101 098-929-3883 cobe.yoshinaga.l.a.8@dokomo.me.jp

シマノソムタム レストラン（和・洋・中） 那覇市 那覇市久茂地1-2-1Y’sビル2C 080-4175-7788

居酒屋 一松 居酒屋・バー 西原町 西原町上原2-22-11コーポさくら1F 098-944-2439

ぶたや黒将 居酒屋・バー 読谷村 読谷村座喜味1893 098-957-1129

ヨギノ 居酒屋・バー 読谷村 読谷村座間味1893　1F 090-1367-6852

オーシャン レストラン（和・洋・中） 沖縄市 沖縄市中央2-15-2（1F） 098-938-5978 https://www.koza-ocean.com/

スナック 慎 その他飲食店 那覇市 那覇市松山1-14-16サミットビル3F 098-864-5171

団欒酒場 赤とんぼ 居酒屋・バー 那覇市 那覇市東町11-19 098-861-8565 https://iikaisya-tsukurou.com/

Butcher(ブッチャー) レストラン（和・洋・中） 沖縄市 沖縄市中央4-1-1我謝店舗1F-A 098-989-8238 https://onesmg.co.jp

KAI’Sダイニング 居酒屋・バー 那覇市 那覇市古波蔵2-24-1 101 090-8626-1917

焼肉ホルモン八重山おときち 焼肉・ステーキ・しゃぶしゃぶ 石垣市 石垣市新栄町2-7 0980-88-8129 http://www.nikubiru.com/

Loco Blue OKINAWA レストラン（和・洋・中） 那覇市 那覇市久茂地2-4-14　エイトビル3F 098-861-3890

MusicPub Acoustic Notes 居酒屋・バー 石垣市 石垣市新栄町15-5　１F北 090-3006-7962 https://ameblo.jp/acono2014/

MEN’S BIG SHOT 居酒屋・バー 名護市 名護市大東1-21-2マルエムビル4-C 090-3793-0652

お食事処 なーはー屋 沖縄そば・食堂 今帰仁村 今帰仁村字仲宗根278 0980-56-2343

なかや 沖縄そば・食堂 那覇市 那覇市久茂地3-7-10　1F 098-867-8221
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料亭那覇 その他飲食店 那覇市 那覇市辻2-2-11 098-868-5577 http://www.ryouteinaha.com/

焼肉金牛 焼肉・ステーキ・しゃぶしゃぶ 石垣市 石垣市美崎町8-8 0980-82-2232 http://ishigaki-kingyu.com/menu.html

和流創作 Dining 新 居酒屋・バー 那覇市 那覇市おもろまち4-19-1ルカフおもろまち2F 098-917-4408 https://r.gnavi.co.jp/76zxs3gw0000/

焼肉やいま 焼肉・ステーキ・しゃぶしゃぶ 石垣市 石垣市美崎町9-9西ビル1階 0980-87-5607

KANTIPUR CURRY HOUSE（大謝名店） その他飲食店 宜野湾市 宜野湾市大謝名4-4-2　ハイディアパートB-103 098-897-7419

串カツ居酒屋 クニヒロ 居酒屋・バー 那覇市 那覇市久茂地2-11-1 098-863-8600

日本酒 エビス 居酒屋・バー 那覇市 那覇市久茂地2-1-1　第一比嘉ビル1F 098-862-5501

ポークランチョンミート レストラン（和・洋・中） 宮古島市 宮古島市平良下里338-50 090-7945-0844 https://www.miyakojimap.com/

ホルモン人 焼肉・ステーキ・しゃぶしゃぶ 宮古島市 宮古島市平良下里596-1-101 0980-73-2911

金ちゃん酒場 居酒屋・バー 那覇市 那覇市国場1183-5 098-836-6770

ビストロスマイル レストラン（和・洋・中） 石垣市 石垣市登野城624　赤嶺マンション101 0980-88-8020 https://ishigaki-curry.com/

レッドロブスター沖縄北谷店 レストラン（和・洋・中） 北谷町 北谷町美浜8-10 098-923-0164 http://www.redlobster.jp/

丸沖商店 沖縄そば・食堂 名護市 名護市幸喜1398-1 0980-53-1323 https://maruokishouten.gorp.jp/

季節炉端 おもろまち商店 居酒屋・バー 那覇市 那覇市おもろまち4-9-2オアシスグリーン1F 098-863-5828 https://faep500.gorp.jp/

Bar Eau de vie 居酒屋・バー 那覇市 那覇市おもろまち4-7-18リケンオキナワビル4F 098-863-1181

Lounge 清乃 その他飲食店 浦添市 浦添市城間1-1-5シーサービル3-B 098-875-2609

居食屋 つんまぁ～ 居酒屋・バー 浦添市 浦添市経塚476 098-879-2561

Heaven Heaven レストラン（和・洋・中） 名護市 名護市辺野古168 080-5018-7416

いこい処 うさぎ 居酒屋・バー うるま市 うるま市高江洲1050-3 098-973-8743 https://www.usagi-ladybird.jp/

BAR  LADYBIRD 居酒屋・バー うるま市 うるま市高江洲1050-3コーポ博101 098-973-8743 https://www.usagi-ladybird.jp/

サロンN 居酒屋・バー 那覇市 那覇市久茂地2-6-2久茂地ガーデンビル3階 080-3906-2626

燃料は酒 沖縄そば・食堂 那覇市 那覇市楚辺2-28-9上間ビル102号 098-960-6072

レストラン ブリーズ(マリンピアザオキナワ内) レストラン（和・洋・中） 本部町 本部町浜元410 0980-48-3000 https://m-piazza.com

K's  Bar 居酒屋・バー 浦添市 浦添市港川2-27-1(1F) 098-874-1350

虎’kitchen（タイガーキッチン） 居酒屋・バー 那覇市 那覇市東町20-7TBCビル207 098-988-8641

ろばた 川万 居酒屋・バー 那覇市 那覇市久茂地2-12-1玉城歯科ビル1F 098-861-0630 http://www.kawaman.com/

焼鳥屋やっさん 居酒屋・バー 那覇市 那覇市松山1-12-17 090-8717-9518

サブウェイ 那覇新都心店 レストラン（和・洋・中） 那覇市 那覇市おもろまち4-2-8　TSUTAYA那覇新都心店内1階 098-861-3327

T's style Coffee カフェ・スイーツ 那覇市 那覇市おもろまち4-2-8　TSUTAYA那覇新都心店内1階 098-861-3327

ファミリーダイニング絆 居酒屋・バー 石垣市 石垣市白保214-8 090-4778-3810

DININGシュリンパー 居酒屋・バー 石垣市 石垣市浜崎町2-6-32ナントウビル1F北 0980-88-6210

グラスワイン 桜坂 ル・ボワ レストラン（和・洋・中） 那覇市 那覇市牧志３－２－４１　桜坂下フォレストガーデン２Ｆ－Ａ 098-868-3650

グランドキャビンホテル那覇小禄（1階ラウンジ） その他飲食店 那覇市 那覇市宇栄原1-27-1 098-851-4990 http://www.grandcabinhotel.com

Kafu-c Ryukyu レストラン（和・洋・中） 那覇市 那覇市松尾1-6-1 098-869-5656 https://kafuc-ryukyu.owst.jp/

クリニャン クール 居酒屋・バー 浦添市 浦添市大平1-34-6サンライズマンション103 098-878-6719

ワイス 居酒屋・バー 那覇市 那覇市牧志3-8-21　ポンプビル1-A 098-868-6999

パーラーえびす 居酒屋・バー 那覇市 那覇市牧志3-5-17

Ａ＄－えいどる－ 居酒屋・バー 那覇市 那覇市久米2-2-14　ルネサンス久米ビル６階ーＢ 098-861-5088  https://g.co/kgs/U8yTCx

食酒亭 ながま 居酒屋・バー 宮古島市 宮古島市平良字西里221 真栄城ビル1F奥 0980-73-6400

しゃぶしゃぶの専門店 紺 東町本店 焼肉・ステーキ・しゃぶしゃぶ 那覇市 那覇市東町19-25 098-917-3200 https://kou.okinawa/tenpo/higashimachi.html

海鮮酒場 しーきんぐ 居酒屋・バー 南城市 南城市大里字仲間932　２F 098-987-6212

石垣島 きたうち牧場 美崎店 焼肉・ステーキ・しゃぶしゃぶ 石垣市 石垣市美崎町11-1 1F 0980-84-2929

鰓呼吸 久茂地店 居酒屋・バー 那覇市 那覇市久茂地2-6-16リバーサイドテラス1F 098-868-8388

遊処 永楽 居酒屋・バー 那覇市 那覇市大道172銘苅ビル1F 098-887-0234

鉄鍋家 居酒屋・バー 宜野湾市 宜野湾市伊佐1-7-5-サンライズマンション101 098-893-0606

バルコラボ 肉バル 浦添市役所前店 居酒屋・バー 浦添市 浦添市安波茶2-1-6　サンシティビル1F　A号 098-943-0298

Asian Dining＆Bar PULAU SRI LANKA 居酒屋・バー 石垣市 石垣市真栄里186-13　Blue ocean105 0980-87-7818

いなまる食堂 ラーメン 宮古島市 宮古島市平良字下里338-11 0980-79-9321

ラーメンハウスてぃだ ラーメン 宮古島市 宮古島市平良字下里3107-325 0980-73-9113 https://kingjamsession1980.wixsite.com/tuda/home

小肥羊（シャオフェイヤン） レストラン（和・洋・中） 宮古島市 宮古島市上野字宮国974-3 0980-74-7430
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家庭料理の店 華のれん 居酒屋・バー 那覇市 那覇市樋川1-1-62　1階 080-3974-4944

スナックパテオ その他飲食店 金武町 金武町金武4249-6 098-968-2644

家庭料理の店 ハイサイ ふーちばー その他飲食店 那覇市 那覇市泉崎1-13-25マンクビル1F 098-862-1355

沖縄居酒家石垣島 居酒屋・バー 石垣市 石垣市石垣14-3 0980-83-5052 http://ishigakijima.daa.jp

セイルフィッシュカフェ・ロビーラウンジ（ルネッサンスリゾートオキナワ内） レストラン（和・洋・中） 恩納村 恩納村山田3425-2 098-965-0707 https://renaissance-okinawa.com/

フォーシーズン（ルネッサンスリゾートオキナワ内） レストラン（和・洋・中） 恩納村 恩納村山田3425-2 098-965-0707 https://renaissance-okinawa.com/

日本料理 彩 ロイズスシバー（ルネッサンスリゾートオキナワ内） レストラン（和・洋・中） 恩納村 恩納村山田3425-2 098-965-0707 https://renaissance-okinawa.com/

コーラルシービュー（ルネッサンスリゾートオキナワ内） レストラン（和・洋・中） 恩納村 恩納村山田3425-2 098-965-0707 https://renaissance-okinawa.com/

ファストフード チップトップ（ルネッサンスリゾートオキナワ内） レストラン（和・洋・中） 恩納村 恩納村山田3425-2 098-965-0707 https://renaissance-okinawa.com/

海風（ルネッサンスリゾートオキナワ内） レストラン（和・洋・中） 恩納村 恩納村山田3425-2 098-965-0707 https://renaissance-okinawa.com/

マカンマカン（ココガーデンリゾートオキナワ内） レストラン（和・洋・中） うるま市 うるま市石川伊波501  098-965-1000 https://cocogarden.com/

ダブルデッカー 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 098-926-1991

三線カフェ 画楽洞 カフェ・スイーツ 那覇市 那覇市牧志3-6-44 090-3976-4101

疾風ホルモン頂 焼肉・ステーキ・しゃぶしゃぶ 那覇市 那覇市久茂地2-4-21新商マンション2F 098-894-2422

疾風ホルモン前島店 焼肉・ステーキ・しゃぶしゃぶ 那覇市 那覇市前島3-7-6ダイドーリースビル1F 098-866-7550

疾風ホルモン 焼肉・ステーキ・しゃぶしゃぶ 那覇市 那覇市久茂地2-6-2久茂地ガーデンビル2-C 098-864-0881

ごはんや うらら 居酒屋・バー 那覇市 那覇市牧志3-10-3　山城ビル3F 090-2519-1763

天国酒場 いちまん横丁店 居酒屋・バー 糸満市 糸満市糸満989-90-102 080-1331-3009

天国酒場 居酒屋・バー 那覇市 那覇市松尾2-10-20 098-960-0411

阿波や壱兆那覇店 天国酒場別邸 居酒屋・バー 那覇市 那覇市松尾2-10-20 098-961-8629

きち屋 居酒屋・バー 那覇市 那覇市久茂地3-5-7久茂地第一マンション103 098-868-7601

酒月 居酒屋・バー 那覇市 那覇市松山1-15-7マツヤマ115ビル102 098-861-5117

もりや 居酒屋・バー 豊見城市 豊見城市高安340-5外間アパート1F 098-856-9999

和食河豚創作料理ふくめし その他飲食店 那覇市 那覇市東町17-11-103 080-8321-1707

アンビルハウス（ルネッサンスリゾートオキナワ内） レストラン（和・洋・中） 恩納村 恩納村山田3425-2 098-965-0707 https://renaissance-okinawa.com/

キャンティナさんと その他飲食店 那覇市 那覇市松山1-14-10クィーンズビル3-A 098-863-5204

寿司と肴 つねまる レストラン（和・洋・中） 石垣市 石垣市眞栄里186-13　BLUE　OCEAN106 0980-87-7610

下町 その他飲食店 那覇市 那覇市長田2-5-18丸政アパートA103 098-987-4341

あうん屋 居酒屋・バー 那覇市 那覇市安里382 Mr Kinjyo1F 098-917-0564

栄町麺処琉家栄町店 ラーメン 那覇市 那覇市安里388-10　1F 070-5400-0034

町の麺処琉家本店 ラーメン 那覇市 那覇市松尾1-6-8 098-862-3480

町の麺飯処 琉家 古波蔵店 沖縄そば・食堂 那覇市 那覇市楚辺2-26-7アベニューよぎ102号 080-3372-8388

おでん 小料理 美和 居酒屋・バー 那覇市 那覇市松山1-33-1与儀アパート1F 098-863-2429

ホルモン邦 焼肉・ステーキ・しゃぶしゃぶ 那覇市 那覇市曙2-17-15 098-861-6003

泡盛酒場ほたる橋 居酒屋・バー 那覇市 那覇市大道164ライオンズマンション101

カフェプラヌラ カフェ・スイーツ 那覇市 那覇市壺屋1-7-20 098-943-4343

ギャラリーカフェ フィラート レストラン（和・洋・中） 那覇市 那覇市牧志2-17-46平良ビル 090-5298-3330

諸国酒飯処 玄 居酒屋・バー うるま市 うるま市石川東恩納1397-2ミハラヒルズ1F 098-964-6427

さつきらーめん ラーメン 宮古島市 宮古島市平良字下里1014-2 090-1947-6188

島の居酒屋 石垣ブルー 居酒屋・バー 石垣市 石垣市大川215 0980-87-6181

ゆくいどくぅるかなさ 居酒屋・バー 宮古島市 宮古島市伊良部字伊良部119-1　１階東 090-3790-8133

丸安そば 沖縄そば・食堂 那覇市 那覇市樋川2-3-1 のうれんプラザ1階104 090-9781-0943

pizza da tutti レストラン（和・洋・中） 石垣市 石垣市登野城518 0980-82-6030

風風ラーメン 具志川店 ラーメン うるま市 うるま市前原159-2 098-975-0277

鶏そば新里 ラーメン 那覇市 那覇市泉崎1-15-16 098-943-7779 first.sinzat@ezweb.ne.jp

居酒屋 こまと 居酒屋・バー 那覇市 那覇市国場1183-4　新屋マンション102 098-955-0338

遙かなる海 その他飲食店 金武町 金武町金武7904 090-5382-4017

居酒屋 「善」 居酒屋・バー 沖縄市 沖縄市室川2-32-15 098-938-8341

居酒屋 ココさん 居酒屋・バー 那覇市 那覇市与儀1-1-23原田店舗1F 098-831-6553

サムズ レストラン イーアス沖縄豊崎店 レストラン（和・洋・中） 豊見城市 豊見城市字豊崎3-35　イーアス沖縄豊崎2F 098-856-3535 http://www.sams-okinawa.jp
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スパイスモーテルカフェ カフェ・スイーツ 北中城村 北中城村喜舎場1066 098-923-1066

炭火焼肉たけさん亭 焼肉・ステーキ・しゃぶしゃぶ 石垣市 石垣市浜崎町2-2-4 0980-88-0704

メシバル レストラン（和・洋・中） 宮古島市 宮古島市平良字下里215-3　2F 0980-79-5870 https://paina-terrace.com/

小料理 秋田屋 その他飲食店 宮古島市 宮古島市平良字下里986-1 0980-72-7337

レスト・ハウス・Log その他飲食店 宮古島市 宮古島市平良久貝822-7 0980-73-6917

キートス 居酒屋・バー 名護市 名護市城1-1-21　サミットビル5-B 090-1949-5153

BAR BABY(バーベイビー) 居酒屋・バー 名護市 名護市城1-3-7　1F 090-7449-7161

遊びbar 枠 居酒屋・バー 南風原町 南風原町字津嘉山1609-1　地下1F 090-9786-3770

オレンジブーム レストラン（和・洋・中） 北谷町 北谷町美浜51-3フェリシダーデ103 098-936-9339

旨唐揚げと居酒メシ ミライザカ久茂地店 居酒屋・バー 那覇市 那覇市久茂地3-12-1第一久茂地ビル2階 098-860-9494 http://miraizaka.com/kumoji/space

スナックR その他飲食店 与那原町 与那原町字与那原3178-4ハーモニービル302 080-6495-0414

Liebe その他飲食店 那覇市 那覇市松山1-8-19シティまつやまビル2F-B 098-868-0770

叙々苑 沖縄浦添パルコシティ店 焼肉・ステーキ・しゃぶしゃぶ 浦添市 浦添市西洲3－1－1サンエー浦添パルコシティ3F 098-871-0189

CASA FELIZ レストラン（和・洋・中） 那覇市 那覇市牧志2-17-46HACHINO’Sビル4F 098-867-0680 www.casafeliz-naha.com

カフェ&居酒屋 琉球くらしっく 居酒屋・バー うるま市 うるま市江洲339-1 098-973-8668

カフェ リキュール（純喫茶） カフェ・スイーツ 南城市 南城市つきしろ1663-4 098-949-1482

LE GOURMAND 居酒屋・バー 那覇市 那覇市長田2-23-4 098-855-5714 https://legourmand.owst.jp/

鮮魚と炭焼 春夏秋冬 小禄本店 居酒屋・バー 那覇市 那覇市金城5-8-16 098-858-0766 http://syunkasyuutou51.com/

酒場 春夏秋冬 居酒屋・バー 那覇市 那覇市金城5-8-11　パークサイド220　1-a 098-996-1185 http://syunkasyuutou51.com/

食king カフェ・スイーツ 那覇市 那覇市牧志3-1-34  2F 050-8881-0190

仁ぐゎー 居酒屋・バー 那覇市 那覇市牧志3-1-34 050-8881-0602

スナック いちばん館 その他飲食店 石垣市 石垣市美崎町9-9 0980-87-7255

居酒屋野郎りょう次 居酒屋・バー 那覇市 那覇市久茂地2-18-18 098-861-8583 http://ryoji-family.co.jp/

Ocean Dining 風庭 レストラン（和・洋・中） 豊見城市 豊見城市瀬長174-5 098-851-7284 https://www.hotelwdf-okinawa.com/senaga/restaurant/

il pozzo（イルポッツォ） レストラン（和・洋・中） 石垣市 石垣市大川278森田ビル1F北 0980-83-3185

焼肉 琉球の牛 恩納本館 焼肉・ステーキ・しゃぶしゃぶ 恩納村 恩納村前兼久909-2 098-965-2233 https://www.u-shi.net/

焼肉 琉球の牛 恩納別館 焼肉・ステーキ・しゃぶしゃぶ 恩納村 恩納村前兼久101-1 098-923-1196 https://www.u-shi.net/

焼肉 琉球の牛 北谷店 焼肉・ステーキ・しゃぶしゃぶ 北谷町 北谷町美浜51-1　マカイリゾート北谷２F-4号室 098-989-3405 https://www.u-shi.net/

BLUE OCEAN STEAK 焼肉・ステーキ・しゃぶしゃぶ 北谷町 北谷町美浜51-2 2F 098-988-5625 https://www.u-shi.net/

喫茶時計台 その他飲食店 沖縄市 沖縄市園田3-8-32 098-933-8837

オカゲサマ製麵食堂 ラーメン 読谷村 読谷村大木326-6 098-923-2408

オキナワ料理 波平てりとりー 居酒屋・バー 那覇市 那覇市松尾2-8-41　1F 098-953-8783

Grand Bleu Gamin レストラン（和・洋・中） 宮古島市 宮古島市平良字荷川取1064-1 0980-74-2511 http://www.grand-bleu-gamin.com

ツバメ食堂 沖縄そば・食堂 那覇市 那覇市松尾2-7-10 098-867-8696 www.tsubame-shokudo.jp/index.html

なかま商店 居酒屋・バー 那覇市 那覇市安里385-101 090-7078-8117

一心 レストラン（和・洋・中） うるま市 うるま市江洲339-2 098-974-3358

杏屋 新都心店 居酒屋・バー 那覇市 那覇市銘苅1-10-6 098-864-0404

カラオケBAR シャバラ その他飲食店 那覇市 那覇市久茂地2-4-14　301号　エイトビル3F

お食事処 ひろちゃん 沖縄そば・食堂 宮古島市 宮古島市上野字宮国749-20 0980-76-3565

Cafe Hibiscat レストラン（和・洋・中） 石垣市 石垣市石垣257-3 0980-83-0016 https://hibiscat.business.site/

アジア料理 ナズカニヤ 居酒屋・バー 那覇市 那覇市三原1-9-15　102号 098-996-3199

うちなーだいにんぐ じなんぼう 居酒屋・バー 那覇市 那覇市牧志2－7－24セゾン宝ビルB-1 098-868-6250 http://jinanbou.owst.jp/

ブラッスリーオオサキ レストラン（和・洋・中） 那覇市 那覇市前島2-19-2丸茂アパート1F 098-800-2397

沖縄ホルモン野郎TEN 焼肉・ステーキ・しゃぶしゃぶ 那覇市 那覇市国場1183-2ぴゅあレジデンス205 098-836-7888

炭火焼 串串 居酒屋・バー 那覇市 那覇市久茂地2-1-15 098-864-2663

シーサイド レストラン レストラン（和・洋・中） 恩納村 恩納村真栄田1888 098-964-1137 https://bwhotels.jp/onna_restaurant/restaurant_oa

島唄ライブ居酒屋鳩間島 居酒屋・バー 那覇市 那覇市牧志３-1-1 098-861-2328

ばさなり食堂 沖縄そば・食堂 石垣市 石垣市白保526-7 0980-86-8726

SORA 居酒屋・バー 那覇市 那覇市安里388-124仲本ビル1-B 090-4471-5858

浜寿し その他飲食店 北谷町 北谷町桑江589-6 098-936-3553
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金串 レストラン（和・洋・中） 那覇市 那覇市東町14-3浜川ビル第一ビル201 098-943-1606

炭焼肉：鉄板焼すてーき石田屋 焼肉・ステーキ・しゃぶしゃぶ 石垣市 石垣市大川2-730サウスコート3階 0980-87-9882

八重山膳符 こっかーら レストラン（和・洋・中） 石垣市 石垣市大川839-1 0980-88-8150

ラウンジ胡蝶 その他飲食店 那覇市 那覇市松山1-15-13松本ビル1F 098-863-0025

居酒屋シノワーズ武ちゃん 居酒屋・バー 宮古島市 宮古島市平良字西里223 2F-東 0980-79-5355

沖縄料理ちぬまん 恩納サンセットモール店 沖縄そば・食堂 恩納村 恩納村名嘉真2199-1 098-967-7551 https://www.chinuman.com/shop_nakama.html

ぴえろ その他飲食店 金武町 金武町字金武4140-1

舞 その他飲食店 金武町 金武町字金武4245-4

Grand Bleu Gamin（バー） レストラン（和・洋・中） 宮古島市 宮古島市平良字荷川取1064-1 0980-74-2511

鉄板焼ステーキレストラン 碧 東町本店 焼肉・ステーキ・しゃぶしゃぶ 那覇市 那覇市東町19番25号 098-917-3205 https://www.heki.co.jp/tenpo/honten.html

鉄板焼ステーキレストラン 碧 国際通り松尾店 焼肉・ステーキ・しゃぶしゃぶ 那覇市 那覇市松尾1-２-9 098-941-1129 https://www.heki.co.jp/tenpo/matsuo.html

クッチーナ イタリアーナ タマナハ レストラン（和・洋・中） 那覇市 那覇市上間260-1　神里アパート　1Ｆ 098-927-4812

イタリアンレストラン＆バーCOCOMIO レストラン（和・洋・中） 北谷町 北谷町美浜25-1 098-923-0141 http://www.cocomonpa.co.jp/restaurant/

かめかめ食堂 沖縄そば・食堂 石垣市 石垣市美崎町7-7　川満ビル1F 070-3802-9043

糸満漁民食堂 レストラン（和・洋・中） 糸満市 糸満市西崎町4-17 098-992-7277

高さんの店 レストラン（和・洋・中） 石垣市 石垣市登野城168-7 0980-87-0787 http://ko-sannomise.com

KAIKA 居酒屋・バー 石垣市 石垣市字大川258レオビル1F 0980-82-2310

仲田幸子の店 居酒屋・バー 那覇市 那覇市久米2-8-10　パーム久米1-1A 098-868-5228

焼肉なべしま イオンモール沖縄ライカム店 焼肉・ステーキ・しゃぶしゃぶ 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　5F 098-923-5529 https://www.nabeshima-jp.com

郷土料理 舟蔵の里 レストラン（和・洋・中） 石垣市 石垣市新川2468-1 0980-82-8108 http://www.funakuranosato.com/

古民家食堂ゆくる レストラン（和・洋・中） 本部町 本部町備瀬520 0980-43-0828 https://www.yukuru-motobu.com/

Wineshop＆海バルるすた レストラン（和・洋・中） 石垣市 石垣市美崎町2 大和ビル1F北 0980-87-6290

マリンボックス 居酒屋・バー 渡嘉敷村 渡嘉敷村字渡嘉敷1779-2 098-987-2570

宮古ぜんざいと家めしの店 眞茶屋 カフェ・スイーツ 宮古島市 宮古島市平良下里1　宮古島市公設市場２階 0980-72-7727

一品茶屋 居ちゃり場 居酒屋・バー 沖縄市 沖縄市宮里4-1-2 080-8422-9410

琉球芸食 かじまやー 居酒屋・バー 那覇市 那覇市識名1-1-3 090-6859-0322

ステーキハウス88 那覇空港店 焼肉・ステーキ・しゃぶしゃぶ 那覇市 那覇市鏡水150　那覇空港際内連結ターミナルビル3階 098-996-4388 http://s88.co.jp

ステーキハウス88 美ら海店 焼肉・ステーキ・しゃぶしゃぶ 本部町 本部町浦崎278-3 0980-51-7588 http://s88.co.jp

ステーキハウス88Jr.那覇イオン店 焼肉・ステーキ・しゃぶしゃぶ 那覇市 那覇市金城5-10-2イオン那覇店3階 098-894-8845 http://s88.co.jp

1000円ステーキ！ステーキハウス88Jr.美里店 焼肉・ステーキ・しゃぶしゃぶ 沖縄市 沖縄市美里4-17-38　A号棟 098-988-5288 http://s88.co.jp

本マグロ炉端劇場 魚島屋 居酒屋・バー 那覇市 那覇市久茂地3-15-19 098-869-7204

ALGOS DELI×HAMBURG レストラン（和・洋・中） 那覇市 那覇市久茂地2-17-18　久茂地第二マンション1階 098-943-4433 https://hitosara.com/0006127371/

やんばるの家庭料理みつ子ばぁばの台所 居酒屋・バー 那覇市 那覇市久茂地1-4-13　パークシティ泉崎２階 098-862-3588

「い～まですが」 居酒屋・バー 恩納村 恩納村山田933 090-5512-5332

盆栽村 居酒屋・バー 金武町 金武町金武10521 098-968-4238

CAFE フクルビ カフェ・スイーツ 今帰仁村 今帰仁村字古宇利2516 090-1436-9659 http://fukurubi.com/

song bird cafe カフェ・スイーツ 読谷村 読谷村都屋161-2　1F 098-923-2773

天下一品 北谷店 ラーメン 北谷町 北谷町字伊平29-1 098-921-7172

お好み焼 馬之助 豊見城店 沖縄そば・食堂 豊見城市 豊見城市豊崎1-411TOMITON2F204 098-987-1395 www.umanosuke.co.jp

クラブ Tre その他飲食店 那覇市 那覇市松山1-12-5パステル八重洲5　5階-D 098-861-3330 https://www.tre-okinawa.net

ジャッキーステーキハウス 焼肉・ステーキ・しゃぶしゃぶ 那覇市 那覇市西1-7-3 098-868-2408

炭火焼 木綿屋 居酒屋・バー 那覇市 那覇市久米1-7-11 098-869-5510

御菓子御殿 国際通り松尾店 ギャラリーカフェゆくら カフェ・スイーツ 那覇市 那覇市松尾1-2-5 098-862-0334 http://www.okashigoten.co.jp

BAR セカンド 居酒屋・バー 名護市 名護市大中1-4-10 090-1945-6043

Bowkin（ボウキン） 居酒屋・バー 那覇市 那覇市前島2-1-7ツインハウスビル3-A 098-868-5011

花兆萬亀 居酒屋・バー 那覇市 那覇市松尾1-10-8 098-868-5066 https://kacho.gorp.jp

あけみの店 セラヴィ その他飲食店 沖縄市 沖縄市上地2-8-7　ニュー中の町ビル3B 098-930-7411

すけあくろ 居酒屋・バー 石垣市 石垣市大川213-1 B1 0980-87-7696 http://scarecrow-ishigaki.com/

スナック銀河2 その他飲食店 名護市 名護市港1-15-19 0980-54-4121

BAR Ocean Blue 居酒屋・バー 那覇市 那覇市西1-16-26　1F 098-943-7904
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DINING くらら 居酒屋・バー 那覇市 那覇市安謝1-3-10HOPビル203 098-862-2876

カフェバー モンステラ 居酒屋・バー 石垣市 石垣市大川17-2 090-9781-6486              https://instagram.com/meshizanmai.miyakojima

呑み処 めしざんまい 居酒屋・バー 宮古島市 宮古島市平良字西里２４５　１Ｆ　１０１号 0980-73-1199              https://instagram.com/meshizanmai.miyakojima

Marine Bar 居酒屋・バー 宮古島市 宮古島市平良字西里２４５　１０２号 0980-73-1118

あーりおーるカフェ カフェ・スイーツ 石垣市 石垣市野底1086-20 090-5518-2516 https://arioru.com

島料理 居酒屋 あだん亭 居酒屋・バー 石垣市 石垣市大川430 1F東 0980-83-5221 https://adantei.gorp.jp/

ひららバル KOSUMI 居酒屋・バー 宮古島市 宮古島市平良下里570 0980-72-0733

カラオケパブ ゆう その他飲食店 宮古島市 宮古島市平良下里62 寿ビル2-B号室 0980-72-0200

タコスカフェ Taco Loco レストラン（和・洋・中） 北谷町 北谷町美浜９-12アメリカンビレッジ内B-2 098-923-2320 http://tacoloco.jp/

ピッツェリア バール アリッチャ 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1F 098-923-3304 http://ariccia.jp/

Bells dairy カフェ・スイーツ 糸満市 糸満市喜屋武1389 080-1707-5106

喫茶まっちょ カフェ・スイーツ 金武町 金武町金武4148 090-1941-8707

ビストロバル 151a レストラン（和・洋・中） 那覇市 那覇市楚辺1-1-1　ソヴェ―ル201 098-987-0203 https://m.facebook.com/bistrobar151a/

エバークィーン 居酒屋・バー 那覇市 那覇市小禄5-15-22　AZ小禄南1F 098-858-1120

RACCOON 居酒屋・バー 那覇市 那覇市牧志3-8-21 ポンプビル1F 098-869-6100

ＶＩＤＡ ＬＯＣＡ レストラン（和・洋・中） 那覇市 那覇市寄宮３－１８－４６ 098-959-8384

風まかせ 居酒屋・バー 那覇市 那覇市松尾1-7-5コーポラス松尾1F 098-862-6457

ホルモン・焼肉 ぼくけ 焼肉・ステーキ・しゃぶしゃぶ 那覇市 那覇市久米1-3-6 098-860-5288 https://bokuke.ti-da.net/

小料理とあわもり＆カラオケ 次和 居酒屋・バー 那覇市 那覇市大道１７３－７　仲里アパート１Ｆ 098-886-6177

ファミリーレストラン ばっしらいん レストラン（和・洋・中） 宮古島市 宮古島市平良西里934 0980-72-0548

レストラン のむら レストラン（和・洋・中） 宮古島市 宮古島市平良西里309-１　１F 0980-72-2630

ステーキハウス88  焼肉・ステーキ・しゃぶしゃぶ 那覇市 那覇市辻2-8-21　１F 098-862-3553 http://s88.co.jp

ステーキハウス88 国際通り西口店 焼肉・ステーキ・しゃぶしゃぶ 那覇市 那覇市松尾1-4-3　永昇商事ビル2F 098-867-8888 http://s88.co.jp

ステーキダイニング88松尾店 焼肉・ステーキ・しゃぶしゃぶ 那覇市 那覇市松尾2-5-1松尾‘１２４‘区ビル2F 098-943-8888 http://s88.co.jp

名代蕎麦処美濃作 焼肉・ステーキ・しゃぶしゃぶ 那覇市 那覇市辻2-8-21　２F 098-861-7383 http://s88.co.jp

酒処 悠 その他飲食店 那覇市 那覇市西1-13-10プロスパービルⅢ1F-A 098-863-1664

古酒食彩 舞か 居酒屋・バー 浦添市 浦添市前田3-2-9 098-988-1233

BORDE 居酒屋・バー 宜野湾市 宜野湾市野嵩2-3-3  1F 098-892-6240 https://borde.business.site/

ドルフィン（1F） カフェ・スイーツ 那覇市 那覇市安里1-2-21  1F 098-866-5533

バーラグーン（2F） 居酒屋・バー 那覇市 那覇市安里1-2-21　2F 098-866-5533 http://www.royal-orion.co.jp/

西洋四季料理サフラン（3F） レストラン（和・洋・中） 那覇市 那覇市安里1-2-21　3F 098-866-5533 http://www.royal-orion.co.jp/

ベーカリー プルミエ（1F） カフェ・スイーツ 那覇市 那覇市安里1-2-21　1F 098-866-5533

和・味処 かたばみ（3F） レストラン（和・洋・中） 那覇市 那覇市安里1-2-21　3F 098-866-5533 https://www.royal-orion.co.jp/restaurant/katabami/

中国四川料理 四川飯店（2F） レストラン（和・洋・中） 那覇市 那覇市安里1-2-21   ２F 098-866-5533 http://www.royal-orion.co.jp/

ファミリー居酒屋 味城 居酒屋・バー 豊見城市 豊見城市平良132-8 098-850-8044

ラブラドール その他飲食店 南城市 南城市知念海野165 090-4436-4436

家庭料理と泡盛 しいたけ 居酒屋・バー 宜野湾市 宜野湾市宇地泊810 098-897-6554

居酒屋 梅梅。 居酒屋・バー 豊見城市 豊見城市字高嶺393-1　1階 098-894-6605

美酒佳肴とよの屋 居酒屋・バー 豊見城市 豊見城市字根差部432 098-856-1145

福岡アバンギャルド 居酒屋・バー 那覇市 那覇市安里393-2安里ビル1F 098-886-1888

喫茶＆レストラン まいむ レストラン（和・洋・中） うるま市 うるま市みどり町6-8-2 098-972-4475

肴屋 なんでやねん！ 居酒屋・バー 浦添市 浦添市仲西2-6-11 098-879-3008

蛸屋本店 那覇松尾店 沖縄そば・食堂 那覇市 那覇市松尾2-22-17 098-865-5535 https://ryukyuosaka.business.site

ちぬまん 久茂地店 沖縄そば・食堂 那覇市 那覇市久茂地3-2-1 098-917-1475
https://www.chinuman.com/shop_kumoji.html

ちぬまん 国際通り店 沖縄そば・食堂 那覇市 那覇市牧志1-2-26 098-941-0998 https://www.chinuman.com/shop_makishi.html

海産物料理とあわもりの店 なかむら家 居酒屋・バー 那覇市 那覇市久茂地3-15-2 098-861-8751

鮨梅酢本店 その他飲食店 那覇市 那覇市松山1-8-7ロイヤルプラザ2　1F 098-943-6564 https://sushiakazu.com/

枝 居酒屋・バー 那覇市 那覇市東町12-2　グレープハウス1F 098-868-8777

島唄ライブ居酒屋 ちょんちょん 居酒屋・バー 那覇市 那覇市牧志2-3-20　アーバンコアビル１F 098-894-7005 https://r.gnavi.co.jp/f379900/

酒肴ミント 居酒屋・バー 那覇市 那覇市長田1-22-7　丸政アパート106 090-9783-2609

17 / 180 ページ



店舗名 業種 市町村名 店舗所在地 店舗電話番号 店舗HP

沖縄県感染防止対策認証制度　認証店一覧（飲食業）

柚ずや 居酒屋・バー 浦添市 浦添市伊祖3-8-16  1F 098-874-9170

カラオケ がんこ 居酒屋・バー 那覇市 那覇市寄宮3-18-9  2F

島唄楽宴ぶんみゃあ 居酒屋・バー 宮古島市 宮古島市平良字西里322 0980-73-2487 http://bunmyaa.ti-da.net/

こんなところに食堂 沖縄そば・食堂 宜野湾市 宜野湾市大山2-21-5サニーパートナーギノワン4-C 098-917-4678

串焼きパーラー チェリー 居酒屋・バー 石垣市 石垣市美崎町8-9　石垣島ヴィレッジ区画13 0980-87-0872

ちゃがま屋 居酒屋・バー 那覇市 那覇市松尾１－９－４３ 098-864-0823

カラオケパブ きしみぃる その他飲食店 宮古島市 宮古島市平良字下里1178-5 1F 0980-73-6637

ナイトラウンジ 昴～すばる～ その他飲食店 宮古島市 宮古島市平良字西里164-1うりずんビル2階E号 0980-72-7760

カラオケハウスオーロラ その他飲食店 宮古島市 宮古島市平良下里18 090-1948-1738

カラオケパブあい その他飲食店 宮古島市 宮古島市平良下里18  1階 0980-72-3785

離 はなれ 居酒屋・バー 那覇市 那覇市久茂地3-25-5 098-869-5186

1000円ステーキ！ステーキハウス88Jr.松山店 焼肉・ステーキ・しゃぶしゃぶ 那覇市 那覇市松山2-10-13松山沖商マンション1階 098-869-7888 http://s88.co.jp

ステーキハウス88Jr.真嘉比店 焼肉・ステーキ・しゃぶしゃぶ 那覇市 那覇市真嘉比1-28-7 098-894-8878 http://s88.co.jp
1000円ステーキ！ステーキハウス88Jr. マックスバリュ安謝店 焼肉・ステーキ・しゃぶしゃぶ 那覇市 那覇市安謝664-32　イオンタウン安謝敷地内 098-894-8629 http://s88.co.jp

叙々苑 沖縄おもろまち店 焼肉・ステーキ・しゃぶしゃぶ 那覇市 那覇市おもろまち4-19-1ルカフおもろまち3F 098-860-0089 https://www.jojoen.co.jp/

なつや 居酒屋・バー 石垣市 石垣市美崎町10-17 0980-82-0948

Bar＆Repas ERIO 居酒屋・バー 那覇市 那覇市牧志2-7-26宮里ビル2F 098-861-7088

肴・心・孝 KOU その他飲食店 那覇市 那覇市東町18-4東町ビル3F 080-8456-0923

パブ喫茶 ラ・スール 沖縄そば・食堂 沖縄市 沖縄市美原2-17-26　1F 098-939-8637

BAJO（バホ） 居酒屋・バー 那覇市 那覇市松尾2-11-11大城ビル102 080-6499-9409 https://g.page/currybarbajo

御食事処 松亭 沖縄そば・食堂 那覇市 那覇市小禄1-31-15 098-858-6836

ベストウェスタン沖縄幸喜ビーチ Seaside Restaurant レストラン（和・洋・中） 名護市 名護市字幸喜117 0980-54-8155 https://bwhotels.jp/kouki

串酒場 せっさ 居酒屋・バー 那覇市 那覇市久茂地2-11-5 098-868-9004

焼肉ホルモンのぼり苑 焼肉・ステーキ・しゃぶしゃぶ 読谷村 読谷村伊良皆375-1 098-989-7999 http://www.noborien.com/yomitan/index.html

蛸屋本店隠れ家 沖縄そば・食堂 那覇市 那覇市牧志3-4-1 098-865-5535

築地魚河岸 魚魚万（美里店） 沖縄そば・食堂 沖縄市 沖縄市美里4-13-28 098-894-5000 https://www.gyogyoman.com/

龍屋 焼肉・ステーキ・しゃぶしゃぶ 石垣市 石垣市字大川258レオビル1F

バックビート 居酒屋・バー 那覇市 那覇市寄宮3-18-11高嶺ビル2F 090-3325-0401

琉華ホテル（琉華レストラン） レストラン（和・洋・中） 那覇市 那覇市松川300-2 098-894-8865

さんわ食堂 沖縄そば・食堂 浦添市 浦添市西原6-3-1 090-1947-7698

のうれんポレポレ 居酒屋・バー 那覇市 那覇市三原1-14-51　仲里アパート102号

那覇うまい処「九年母亭」 レストラン（和・洋・中） 那覇市 那覇市牧志2-16-36 098-862-6070 https://www.nahacen.com/restaurant/

ちむどんcafé「きーぬしちゃ～」 カフェ・スイーツ 那覇市 那覇市牧志2-16-36 098-862-6070 https://www.nahacen.com/restaurant/

カフェラウンジ「グランブルー」 カフェ・スイーツ 那覇市 那覇市牧志2-16-36 098-862-6070 https://www.nahacen.com/restaurant/

お食事処「ゆんたく」 沖縄そば・食堂 那覇市 那覇市牧志2-16-36 098-862-6070 https://www.nahacen.com/restaurant/

ラーメン暖暮 那覇牧志店 ラーメン 那覇市 那覇市牧志2-16-10 098-863-8331 http://www.hc-inc.jp/#business

ラーメン暖暮 中城店 ラーメン 中城村 中城村南上原521-2 098-917-5030 http://www.hc-inc.jp/#business

ラーメン暖暮 沖縄美原店 ラーメン 沖縄市 沖縄市美原3-19-10 098-939-0666 http://www.hc-inc.jp/#business

ラーメン康竜 那覇松山店 ラーメン 那覇市 那覇市松山1-8-6 098-860-7737 http://www.hc-inc.jp/#business

銀河 その他飲食店 沖縄市 沖縄市上地1-19-1 098-932-3966

ゆうき その他飲食店 那覇市 那覇市前島3-16-17　米嵩ビル101号室 090-9374-6421

焼鳥 はくたい 居酒屋・バー 那覇市 那覇市久米2-6-5 098-943-1175

家庭料理 わだち 居酒屋・バー 那覇市 那覇市繁多川3-16-1メゾン山城102 098-887-0877

島のごちそう はなおり 居酒屋・バー 名護市 名護市字為又246-1 0980-54-1992

大衆酒場天しーさー 居酒屋・バー 那覇市 那覇市牧志3-5-2 098-867-1900

営業三課 居酒屋・バー 那覇市 那覇市松山1-15-14 松山産業第3ﾏﾝｼｮﾝ 202 098-862-1515

燻製沖縄料理 かびら亭 居酒屋・バー 石垣市 石垣市川平868-1 0980-88-2188

E-en(イーエン) 居酒屋・バー 宜野湾市 宜野湾市宇地泊734　2F 098-890-2567

居酒屋YSS 居酒屋・バー 那覇市 那覇市久茂地3-23-10 よなはビル201 098-917-2780

お食事処 まなつ 沖縄そば・食堂 宮古島市 宮古島市平良字狩俣4103-13 0980-72-5888
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スナック パッション 居酒屋・バー 那覇市 那覇市松山1-35-21 098-866-0324

ホテルモントレ沖縄スパ＆リゾート 洋食レストラン「エスカーレ」 レストラン（和・洋・中） 恩納村 恩納村冨着1550-１ 098-993-7113

ホテルモントレ沖縄スパ＆リゾート サンセットガーデン その他飲食店 恩納村 恩納村冨着1550-１ 098-993-7113

ホテルモントレ沖縄スパ＆リゾート ビュッフェレストラン「シーフォレスト」 レストラン（和・洋・中） 恩納村 恩納村冨着1550-１ 098-993-7113

ホテルモントレ沖縄スパ＆リゾート タイガービーチカフェ 焼肉・ステーキ・しゃぶしゃぶ 恩納村 恩納村冨着1550-１ 098-993-7113

ホテルモントレ沖縄スパ＆リゾート ティーラウンジ カフェ・スイーツ 恩納村 恩納村冨着1550-１ 098-993-7113

ホテルモントレ沖縄スパ＆リゾート 鉄板焼「神戸」 焼肉・ステーキ・しゃぶしゃぶ 恩納村 恩納村冨着1550-１ 098-993-7113

ホテルモントレ沖縄スパ＆リゾート 日本料理「隨縁亭」 レストラン（和・洋・中） 恩納村 恩納村冨着1550-１ 098-993-7113

ステーキハウス88 北谷店 焼肉・ステーキ・しゃぶしゃぶ 北谷町 北谷町美浜9-17　at's Chatan2F 098-923-0788 http://s88.co.jp

しゃぶしゃぶ一人一鍋(ヒトナベ) 焼肉・ステーキ・しゃぶしゃぶ 浦添市 浦添市当山2-2-12　バークレーズコート敷地内 098-988-8184 http://s88.co.jp

TORICO カフェ・スイーツ 那覇市 那覇市田原2-2-12　メゾン武102 098-857-5016 https://www.facebook.com/torico.no.torico/

CENT LEGENDA OKINAWA その他飲食店 北谷町 北谷町美浜49 098-926-6020

焼肉 琉球の牛 那覇国際通り 焼肉・ステーキ・しゃぶしゃぶ 那覇市 那覇市牧志3-2-3　Hachimine Crystle 3F 098-987-6150 https://www.u-shi.net/

すき焼きしゃぶしゃぶ 琉球の牛 焼肉・ステーキ・しゃぶしゃぶ 那覇市 那覇市牧志3-2-3　Hachimine Crystle 5F 098-975-7544 https://www.u-shi.net/

居酒屋おでん みさき 居酒屋・バー 豊見城市 豊見城市高安576-1グレイスハイム105 098-850-2458

焼肉ホルモンのぼり苑 久茂地店 焼肉・ステーキ・しゃぶしゃぶ 那覇市 那覇市久茂地3-25-19 リバーサイドガーデンビル1-A 098-959-7600 http://www.noborien.com/kumoji/yakiniku.html

焼肉ニライ 焼肉・ステーキ・しゃぶしゃぶ 恩納村 恩納村名嘉真2217-1　大道アパート1F 098-911-7998 https://www.cbcokinawa.com/nirai/

待ち人 その他飲食店 浦添市 浦添市屋富祖2-16-20 098-874-5355

次郎坊 沖縄そば・食堂 那覇市 那覇市松尾2-7-10 098-866-6099

お食事処 のりちゃん 沖縄そば・食堂 那覇市 那覇市樋川2-2-1 098-853-8218

Iris-アイリス その他飲食店 名護市 名護市城1-7-3 090-9490-8300

ラーメン暖暮 糸満店 ラーメン 糸満市 糸満市阿波根１５５６－１ 098-996-4056 http://www.hc-inc.jp/#business

居酒家 はな火 居酒屋・バー 浦添市 浦添市屋富祖1-3-18-1　東江アパート1F 098-877-7721

ラウンジ りんず 居酒屋・バー 那覇市 那覇市松山1-14-19　4F 098-868-8612

そば・うどん処 さぬき屋 沖縄そば・食堂 那覇市 那覇市牧志1-4-36 098-868-9667

Misa その他飲食店 南風原町 南風原町字津嘉山809-6東宝ビル7-203 090-1941-5244

こころ その他飲食店 沖縄市 沖縄市上地1-13-20

酒肴処どぅしぐわぁー その他飲食店 沖縄市 沖縄市上地2-9-5別館202 098-933-8534

ミュージックスポット 花 居酒屋・バー 那覇市 那覇市前島1-12-11マイハートビル6-B 080-1534-2611

サクモト 居酒屋・バー 那覇市 那覇市松山1-10-3仲本アパート1Ｆ 14 098-869-8466

ショットバー バンブーイン 居酒屋・バー 那覇市 那覇市久茂地3-16-12華僑ビル3F 098-941-5011

居酒屋 まさき 居酒屋・バー 那覇市 那覇市若狭1-12-17　1F 098-962-9923

七輪焼肉 安安 牧志駅前店 焼肉・ステーキ・しゃぶしゃぶ 那覇市 那覇市安里1-1-60太永ビル2F 098-975-7329

金武アグー しゃぶしゃぶ金武 焼肉・ステーキ・しゃぶしゃぶ 那覇市 那覇市牧志1-9-4 098-867-3380

KITCHEN BRASIL レストラン（和・洋・中） 金武町 金武町金武4323-1 098-989-4284

BAR＆CAFE BRASIL レストラン（和・洋・中） 金武町 金武町金武4242　1F 098-989-3176

SMOKE PIT 居酒屋・バー 金武町 金武町金武4245

スナック エステイト その他飲食店 石垣市 石垣市美崎町10-18　森ビル301 0980-88-6837

居酒屋 海彩 居酒屋・バー 石垣市 石垣市美崎町11-5　メゾンノア　1-D号室 0980-83-5333 https://instagram.com/umisai_ishigaki

あじ彩石垣島 レストラン（和・洋・中） 石垣市 石垣市大川554-1 0980-82-2700 http://www.e-ajisai.jp

寿司Dining チョモランマ 居酒屋・バー 宮古島市 宮古島市平良字西里274 090-6858-6491

GYPSY レストラン（和・洋・中） 豊見城市 豊見城市瀬長174-6ウミカジテラス内25番屋上 098-840-6009 https：//s.tabelog．com./okinawa/A4704/A470401/47025878/top_amp/.

フランス食堂 1663 レストラン（和・洋・中） 南城市 南城市つきしろ1663　オアシスビルB1 098-917-0000 https://cafeterrace1663.business.site/

居酒屋はいさい 居酒屋・バー 石垣市 石垣市大川215 1階（南） 090-6864-9167 https://www.hotpepper.jp/strJ001117679/

オン・ザ・ビーチ ルー その他飲食店 本部町 本部町崎本部2626-1 0980-47-3535

目白大村庵 沖縄そば・食堂 那覇市 那覇市おもろまち2-3-16 1F 080-6491-8533

Bar たちばな 居酒屋・バー 那覇市 那覇市久米2-2-14　ルネサンス久米3-A 090-6860-6288

焼鳥ばってん 居酒屋・バー 沖縄市 沖縄市山内4-10-2 098-932-9931

スカイラウンジDASH8 居酒屋・バー 浦添市 浦添市城間1-1-5-シーサービル7F

レストラン ブンガロ レストラン（和・洋・中） 沖縄市 沖縄市中央1-28-7　ガキヤアパート1F 098-937-2022
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スナック綴 その他飲食店 那覇市 那覇市辻1-13-1 098-867-7877

鉄板焼 さわふじ レストラン（和・洋・中） 那覇市 那覇市久茂地2-16-17アーバンライフくもじ1F 098-860-8803 https://teppanyaki-sawafuji.com/

琉球居酒屋 あぱら樹 居酒屋・バー 宮古島市 宮古島市平良字西里399-1 0980-73-6655

空港レストラン ぱいぱいのむら レストラン（和・洋・中） 宮古島市 宮古島市平良字下里1657-128（2F） 0980-72-0007

スナック 笑 居酒屋・バー 那覇市 那覇市大道172-20　プロスパータウンサンマリアビル402 090-8703-6039

KARAOKE LEMON その他飲食店 那覇市 那覇市松尾2-23-7KAMIMOTO BLD1階104 090-2506-1233

韓国料理 ゴチ韓 その他飲食店 那覇市 那覇市久茂地2-6-2久茂地ガーデンビル1-A 098-869-1429 https://gochikan.ti-da.net

串焼き居酒屋 まんてん 居酒屋・バー 西原町 西原町与那城320-14　1F 098-944-7905

ダイニング英(ハナブサ） 沖縄そば・食堂 石垣市 石垣市白保134 0980-87-6151 https://dining-hanabusa.g-sakura.co.jp/

福岡炉端もん 居酒屋・バー 那覇市 那覇市牧志1-1-39　STEPビル1FーA号 098-860-7761

餃子屋 弐ノ弐 那覇店 居酒屋・バー 那覇市 那覇市牧志2-4-7 098-867-4322

旅の寄所 居酒屋・バー 那覇市 那覇市久茂地3-9-6森家ビル3階C 050-3706-8201 https://tabinoyoridokoro.wixsite.com/tabiyori

CHEE. 居酒屋・バー 那覇市 那覇市久米1-1-21オレンジビル6-D 098-866-0208

采食酒蔵 おうか 居酒屋・バー 宜野湾市 宜野湾市愛知1-5-11丸清ビル2F 098-892-5034

鮪家 美月 居酒屋・バー 浦添市 浦添市宮城4-7-9 098-917-5558

レッドコーラル 居酒屋・バー 名護市 名護市城１－３－２８　１Ｆ 0980-54-2262

紅さんご 居酒屋・バー 名護市 名護市大中１－４－５　丸元ビル１０１ 0980-52-0202

Night Lounge Coral 居酒屋・バー 名護市 名護市城１－９－１　ＣＯＳＭＯ　Ｇ－１ビル　２Ａ 070-3803-5376

加藤食堂 居酒屋・バー 宜野湾市 宜野湾市真志喜2-16-10-101　SKマンション 098-890-2055

炉ばた Sakiyama 居酒屋・バー 那覇市 那覇市首里儀保町1－29　1F 098-885-4564

農家酒場 くしき 居酒屋・バー 那覇市 那覇市安里338-150　仲本店舗1階101号室 090-6657-6804

ライオンミドリ レストラン（和・洋・中） 那覇市 那覇市牧志3-18-23 080-6484-8060 http://https://blog.goo.ne.jp/lionmidori80

串喜 居酒屋・バー 那覇市 那覇市前島3-4-13　1F 098-862-0941

より処 和 居酒屋・バー 浦添市 浦添市屋冨祖２-24-3　1階右 090-5290-0195

一品料理 千代 居酒屋・バー 西原町 西原町翁長157-4 098-944-0865

華麗 その他飲食店 沖縄市 沖縄市上地1-15-10 098-932-8777

ミッドナイトキッチン ヤマチャン 居酒屋・バー うるま市 うるま市石川白浜1-7-12 098-964-3324

割烹だいにんぐ 大・大 居酒屋・バー 那覇市 那覇市上間425 098-833-3993

焼酎酒場 いざよい 居酒屋・バー 那覇市 那覇市おもろまち4-7-29K2ビル2B 080-7699-0279

洋食Bar ナギサ レストラン（和・洋・中） 宜野湾市 宜野湾市大山6-47-18 070-6597-2606 https://ja-jp.facebook.com/yousyoku.nagisa

焼肉・居酒屋はなゆう 居酒屋・バー 宜野湾市 宜野湾市真志喜2-28-27　トミハママンション104 098-890-3744

米風亭NAHA 居酒屋・バー 那覇市 那覇市若狭1-3-17　フランスビル1F-B 098-988-0524

酒彩Bar 善・ZEN 居酒屋・バー 宮古島市 宮古島市平良字下里814 南101

わん 居酒屋・バー 宮古島市 宮古島市平良字下里596-1 0980-75-5959

かもめ食堂 居酒屋・バー 石垣市 石垣市浜崎町3-7-2 0980-87-8818 https://www.facebook.com/ishigaki.kamome

Bar Lounge Asahi 居酒屋・バー 石垣市 石垣市美崎町9-9西ﾋﾞﾙ201 090-3640-8901

やき鶏・とり鍋 もり島 居酒屋・バー 石垣市 石垣市石垣58-1F 0980-82-8878 https://instagram.com/tori_morishima?utm_medium=copy_link

居酒屋 和 居酒屋・バー 浦添市 浦添市牧港1-54-8 098-873-1891 https://koryourikazu.ti-da.net/

スナック カトレア その他飲食店 宮古島市 宮古島市平良字西里111-1 1F 0980-72-9888

和風亭 経塚店 レストラン（和・洋・中） 浦添市 浦添市字経塚652-1 サンエー経塚シティ１F 098-871-3336 https://www.san-a.co.jp/

珈琲待夢 経塚シティ店 カフェ・スイーツ 浦添市 浦添市経塚652-1 サンエー経塚シティ２F 098-871-3333 https://www.san-a.co.jp/

どらえもん 沖縄そば・食堂 那覇市 那覇市久茂地3-2-17 098-862-3525

串焼き三二〇 居酒屋・バー 那覇市 那覇市安里2-4-3  RJビルＢ１Ｆ 098-963-9399

ラーメンハウス チャイナタウン ラーメン 豊見城市 豊見城市高安65 098-856-6770

HARRY'S その他飲食店 宮古島市 宮古島市平良字狩俣358-1 0980-72-5610 https://www.harrys.fun/

お弁当屋 みるらふ 沖縄そば・食堂 石垣市 石垣市真栄里51-1 080-9851-6864 https://www.mirulaugh.jp/

バーせいこ 居酒屋・バー 浦添市 浦添市経塚518てぃーだビル2-D

ビアレストランケニーズ レストラン（和・洋・中） 沖縄市 沖縄市久保田3-241 098-930-0570 https://www.awok.co.jp/restaurant/kennys/

スナック サマー カフェ・スイーツ 金武町 金武町金武4144-1 090-5284-6006

レストラン サン・ヴァンサン レストラン（和・洋・中） 那覇市 那覇市銘苅2-4-35アーバンプラネットビル2階 098-862-2240 http://www.st-vincent.in
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居酒屋いか汁かっちゃん 居酒屋・バー 糸満市 糸満市糸満1943-14 098-994-7017

焼き魚とお鮨専門店「焼乃 魚島」 居酒屋・バー 那覇市 那覇市久茂地2-16-3 098-917-5004 https://yakinouojima.owst.jp/

道頓堀 沖縄そば・食堂 那覇市 那覇市松尾2-7-10　2階 098-866-0557 http://www.dotonbori-naha.jp

CO・CO その他飲食店 浦添市 浦添市屋冨祖4-2-9ツインマークビル3-A 098-879-5666

オールド ウエイブ ジ 居酒屋・バー 那覇市 那覇市松川2-4-15-101NFS松川 090-9781-4321

ホテルアクアチッタナハ BLU NOTTE 居酒屋・バー 那覇市 那覇市前島3-2-20　10F 098-866-5000 https://www.hotelwbf-okinawa.com/aquacitta-naha/

ホテルアクアチッタナハ BRIO MATTINA レストラン（和・洋・中） 那覇市 那覇市前島3-2-20　1F 098-866-5000 https://www.hotelwbf-okinawa.com/aquacitta-naha/

古都里 居酒屋・バー 那覇市 那覇市久茂地3-13-10 098-861-8787

ラウンジ キャンティー その他飲食店 那覇市 那覇市松山1-18-19　シティー松山５Ｆ－Ｂ 098-861-0644

KARAOKE BAR LUCIFER 居酒屋・バー 那覇市 那覇市若狭2-3-19プリンセスビル4A 098-988-3444 http://www.karaokebar-lucifer.com

KARAOKE BAR ANGIE 居酒屋・バー 那覇市 那覇市若狭2-3-19プリンセスビル5C 098-988-3444 www.karaokebar-angie.com

イタリアン Ofukuro レストラン（和・洋・中） 読谷村 読谷村長浜1819-2 098-958-2227

HYGGE その他飲食店 宜野湾市 宜野湾市大山2-23-1 090-1947-0002 https://hyggeokinawa.shopinfo.jp/

スナック ポラリス その他飲食店 沖縄市 沖縄市上地1-15-2(2F) 098-932-7036

焼肉 ごっち 居酒屋・バー 那覇市 那覇市金城5-1-7 098-857-3929

居酒屋 桜花 居酒屋・バー 豊見城市 豊見城市高安413-1 098-856-7111

桜花 松山店 居酒屋・バー 那覇市 那覇市松山1-5-1ナカムラビル1F 098-864-0669

タコスの店 トルティーヤ その他飲食店 浦添市 浦添市大平1-7-5　1F 098-879-7555

Venice Beach Cafe＆Bar レストラン（和・洋・中） 読谷村 読谷村都屋377-4 098-800-1545

黄 その他飲食店 那覇市 那覇市久茂地2-19-16 BG PLAZA 4B 098-863-6287

居酒屋21 居酒屋・バー 名護市 名護市宮里453-12-102 0980-53-1701

和醸良酒 酒庵 魚酔 居酒屋・バー 那覇市 那覇市牧志1-13-17 美栄橋マンション1F 098-869-5303

HANAHOU レストラン（和・洋・中） 読谷村 読谷村瀬名波216 098-958-0568 https://hanahou.ne.jp

ら～めん獅子丸 ラーメン 那覇市 那覇市東町4-9　ドミール東101 098-862-5968 maihanaa05@ezweb.ne.jp

歌凛 その他飲食店 那覇市 那覇市壺屋2-18-6　1-B 098-834-1136

居食屋「味」あじ 居酒屋・バー 那覇市 那覇市松山1-33-1与儀アパート102号 098-863-4123

ふみ月 居酒屋・バー 那覇市 那覇市東町5-9新流ビル2F 080-4656-5410

きんた食堂 居酒屋・バー 糸満市 糸満市字糸満989-61（1F） 098-995-3228

カフェ POUR VOUS プー・ヴー レストラン（和・洋・中） 本部町 本部町崎本部4938-1 0980-47-5010

てる屋 沖縄そば・食堂 那覇市 那覇市松尾2-8-43　1F 098-866-6384

らくらくラーメン レストラン（和・洋・中） 那覇市 那覇市上間425 ｿﾌﾀｯｸﾋﾞﾙ1F 098-853-1088

かすみ草 その他飲食店 名護市 名護市大東1-21-2ﾏﾙｴﾑﾋﾞﾙ4-B

Bar 和香 居酒屋・バー 那覇市 那覇市久茂地2-14-14 ｿﾌｨｱｴﾚｶﾞﾝｽ那覇1F 098-943-7494

酒彩Bar善 居酒屋・バー 那覇市 那覇市大道172-18-103 090-6863-9147

綾乃 その他飲食店 那覇市 那覇市松山2-12-2プラ－カニッシン1F 098-869-1877

KAJI NU KAJHA レストラン（和・洋・中） 本部町 本部町字瀬底3491-2F 080-3398-6776 https://www.instagram.com/kaji_nu_kajha/h?l=ja

コム・シェ・ソワ レストラン（和・洋・中） 沖縄市 沖縄市泡瀬3-12-23 098-934-8299

アガパンサス その他飲食店 那覇市 那覇市安里388-108 090-3796-5182

Shake Hip!! 居酒屋・バー 那覇市 那覇市松山2-7-5　UPビル1-B号室 098-917-0007

松露 しょうろ 居酒屋・バー 那覇市 那覇市仲井真151 098-854-6283

黒門徳乃介 レストラン（和・洋・中） 那覇市 那覇市松尾1-9-33 090-1673-6741

てん一 新都心店 居酒屋・バー 那覇市 那覇市天久1-28-12  1Ｆ 098-867-7363

BCB行来 カフェ・スイーツ 沖縄市 沖縄市照屋5-3-3(201) 098-939-1951

宴 居酒屋・バー 那覇市 那覇市壺屋１-2-12仲原ビル1F 080-7852-2436

小料理 うさぎ 居酒屋・バー 那覇市 那覇市首里石嶺町4-136-105 098-887-2513

宮古そば なかよし 沖縄そば・食堂 宜野湾市 宜野湾市志真志4-25-5　1F 098-890-1237

明生 その他飲食店 沖縄市 沖縄市美里1-12-6 090-2968-1110

BAR quatro 居酒屋・バー 那覇市 那覇市安里388-10ラポールビル5F 098-943-3113

DIANA その他飲食店 浦添市 浦添市城間1-1-5ｼｰｻｰﾋﾞﾙ2-A 090-1874-2138

花織（おでん） その他飲食店 宜野湾市 宜野湾市真栄原1-1-18 098-897-7022
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カラオケスナック 里 居酒屋・バー 那覇市 那覇市三原1-10-25　アサヒビルB-1号 090-4351-0744

カーレント その他飲食店 宮古島市 宮古島市平良字下里108-7 1階 0980-73-9800 https://www.atollemerald.jp

サンタフェ レストラン（和・洋・中） 宮古島市 宮古島市平良字下里108-7 1階 0980-73-9800 https://www.atollemerald.jp

だいふく苑 レストラン（和・洋・中） 宮古島市 宮古島市平良字下里108-7 3階 0980-73-9800 https://www.atollemerald.jp

焼肉屋 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992-2-105 0980-74-3006

お肉とチーズのてだこ亭 レストラン（和・洋・中） 那覇市 那覇市松尾2-11-4てだこビル1階 098-860-0150 https://www.tedakotei.com

酒膳処 香貴 居酒屋・バー 読谷村 読谷村楚辺1395-24 098-957-2541

ステーキハウス88 国際通り店 焼肉・ステーキ・しゃぶしゃぶ 那覇市 那覇市牧志3-1-6　勉強堂ビル2F 098-866-3760 http://s88.co.jp

Happy’ｓ ハッピーズ 居酒屋・バー 石垣市 石垣市美崎町8-9石垣ヴィレッジ1F 090-8700-4544

島炉ばた 冨士（冨着店） 居酒屋・バー 恩納村 恩納村冨着129－5              098－964-1222

島炉ばた 冨士（万座店） 居酒屋・バー 那覇市 恩納村瀬良垣2501－12 098-966-1002

首里ほりかわ 沖縄そば・食堂 那覇市 那覇市首里真和志町1-27 098-886-3032

ニライカナイ レストラン（和・洋・中） 宮古島市 宮古島市下地字与那覇914 0980-76-2109 https://www.tokyuhotels.co.jp/miyakojima-h/restaurant/index.html

バームーンシェル 居酒屋・バー 宮古島市 宮古島市下地字与那覇914 0980-76-2109 https://www.tokyuhotels.co.jp/miyakojima-h/restaurant/index.html

バーベキューハウスマイパマ 焼肉・ステーキ・しゃぶしゃぶ 宮古島市 宮古島市下地字与那覇914 0980-76-2109 https://www.tokyuhotels.co.jp/miyakojima-h/restaurant/index.html

やえびし レストラン（和・洋・中） 宮古島市 宮古島市下地字与那覇914 0980-76-2109 https://www.tokyuhotels.co.jp/miyakojima-h/restaurant/index.html

中華ラーメン 醤 ラーメン 読谷村 読谷村都屋275-1 098-956-8851

山海の幸 あじつぼ 居酒屋・バー 読谷村 読谷村楚辺1326-3 098-956-2723

居酒屋 ちゅうらん 居酒屋・バー うるま市 うるま市平良川155-1 098-973-1106

居酒屋 琉球じゃずら 居酒屋・バー 沖縄市 沖縄市高原7-22-5 098-933-4088

Bar・Bianco(バール・ビアンコ) 居酒屋・バー 浦添市 浦添市安波茶1-31-6　1F 098-879-2581 borbianco.web.fc2.com

Cafe Bar ABC 居酒屋・バー 沖縄市 沖縄市泡瀬5-12-1　1F 098-955-2371

オーラ アミーゴ 居酒屋・バー 那覇市 那覇市安里388-13栄町ロータリービル101 090-1708-8699

樹 その他飲食店 沖縄市 沖縄市上地2-2-22 098-932-7060

HEADS 居酒屋・バー 那覇市 那覇市東町１９－１０　イバック東町ビル３Ｆ－Ｂ 098-861-2313

あっちゃん その他飲食店 那覇市 那覇市牧志3-10-5　アドビル3F 098-863-0873

潤 その他飲食店 沖縄市 沖縄市園田3-7-24　1F中号室 090-6865-8662

レモンバーム レストラン（和・洋・中） 浦添市 浦添市仲間2-20-2  1F 098-875-9765

酔処 玉川（よいしょたまりば） 居酒屋・バー 那覇市 那覇市牧志2-13-14　比嘉アパート1F 080-8150-0814

HANAHOU嘉手納店 レストラン（和・洋・中） 嘉手納町 嘉手納町嘉手納297-2 098-989-8414 https://hanahou.ne.jp

8nos 居酒屋・バー 那覇市 那覇市松山1-12-5　ﾊﾟｽﾃﾙTMﾋﾞﾙ　4-B 090-5288-3031

スナック シークレット その他飲食店 沖縄市 沖縄市上地2-1-21 090-3794-6220

癒食酒房 たかはし 居酒屋・バー 沖縄市 沖縄市宮里1-27-11 098-989-3839

みなづき（小料理・おでん屋） その他飲食店 沖縄市 沖縄市南桃原1-1-1 090-3078-3766

サワムラ スタイル 居酒屋・バー 那覇市 那覇市久米1-7-21　赤嶺ﾋﾞﾙ1F-1 080-4732-3310

スナック秋桜（コスモス） その他飲食店 うるま市 うるま市石川曙2-15-28(101) 098-964-3853

アパッチギャング 居酒屋・バー 那覇市 那覇市前島3-21-2ｵｰｷｯﾄﾞ前島ﾋﾞﾙ5F 098-863-0622

きぶし 居酒屋・バー 那覇市 那覇市久米1-1-21 ｵﾚﾝｼﾞﾋﾞﾙ3-D 090-2393-6504

スナックflower 居酒屋・バー 沖縄市 沖縄市上地2-2-21

居酒屋二合半 居酒屋・バー 沖縄市 沖縄市美里1-28-53 090-1948-5996

美咲 沖縄そば・食堂 那覇市 那覇市安里388-6　宇良アパート101 098-884-6266

ゆいんち 居酒屋・バー 那覇市 那覇市楚辺2-41-10  1F 098-836-6934

スナック マンテンパパ その他飲食店 那覇市 那覇市松尾1-5-12 ﾌﾟﾗｳﾄﾞﾋﾞﾙB1

さがみ家 居酒屋・バー 糸満市 糸満市照屋1221-1 098-995-0845

お食事処 Cocco 沖縄そば・食堂 糸満市 糸満市喜屋武261-1 090-4344-0293

和牛館 焼肉・ステーキ・しゃぶしゃぶ 糸満市 糸満市西崎6-4-12 098-992-7555

居酒屋 皐月（さつき） 居酒屋・バー 八重瀬町 八重瀬町上田原209 090-7391-9244

赤坂 その他飲食店 金武町 金武町字金武41-1　1F 098-968-3240

道草市場 居酒屋・バー 名護市 名護市城1-4-11名護市営市場25号 0980-43-5129

Lounge As ～エース～ その他飲食店 那覇市 那覇市安里388-10ラポールビル5F-A 098-884-5562
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甲子園 居酒屋・バー 那覇市 那覇市前島3-16-18 098-975-5930

Punga Ponga/プンガ ポンガ その他飲食店 那覇市 那覇市牧志1-11-11 080-3153-4587

ジャンバラヤ M. その他飲食店 沖縄市 沖縄市上地1-16-3 090-9576-3808

居酒屋 ちゅらんみ 居酒屋・バー 宮古島市 宮古島市平良字西里223-6(2F) 0980-73-1315

愛 その他飲食店 那覇市 那覇市大道172

カラオケの店クィーン その他飲食店 那覇市 那覇市安里388-22大村ﾋﾞﾙ2F 098-885-7595

彩-さい- その他飲食店 沖縄市 沖縄市上地2-8-7ﾆｭｰ中の町ﾋﾞﾙ2F

楽 その他飲食店 那覇市 那覇市東町20-16タイセイビル302号 098-868-6200

ガーデン パーラー その他飲食店 うるま市 うるま市勝連比嘉1606-33 098-977-7157

Good Life Garden 沖縄そば・食堂 浦添市 浦添市港川2-10-8港川沖商住宅58号室 050-5370-4604

浜とん 居酒屋・バー 那覇市 那覇市壷川1-2-9 098-854-6202

かふう その他飲食店 那覇市 那覇市寄宮1-30-16パレスビル1-B 098-833-1138

コパン その他飲食店 那覇市 那覇市久茂地2-12-9プラネットビル2階 098-861-9688

美女林 その他飲食店 沖縄市 沖縄市上地2-9-5(2F) 098-933-2667

ビストロ食堂 Chez Nori レストラン（和・洋・中） 中城村 中城村南上原752-2グリンヒル南上105 098-895-7117

食事処 勇作 居酒屋・バー 糸満市 糸満市糸満1956　比嘉ビル1F 098-995-0051

居酒屋 れん 居酒屋・バー 那覇市 那覇市与儀373-8　ひびきビルⅡ　1F 098-831-6765

BAR THINK 居酒屋・バー 宮古島市 宮古島市平良字西里231 0980-73-6009 http://barthink.web.fc2.com/top.html

48 居酒屋・バー 名護市 名護市辺野古１６４－６ 090-5944-3507

スナック スメーリー その他飲食店 名護市 名護市辺野古１６４－１ 090-3795-2977

みーな その他飲食店 名護市 名護市辺野古１６４ 090-6856-6757

スナック ポニー その他飲食店 名護市 名護市辺野古１６１ 090-3795-4526

PaPa bigode（パパビゴーヂ） レストラン（和・洋・中） 石垣市 石垣市大川16-2 0980-88-6502 http://ishigaki.fm/papa-bigode/

スナック かれん 居酒屋・バー 石垣市 石垣市美崎町9-6 0980-83-4313

あんなの家 居酒屋・バー 宮古島市 宮古島市平良字松原542-8 0980-73-6433

泡盛・味どころ みやび 居酒屋・バー 那覇市 那覇市西1-10-18　根路銘ビル1F 090-9578-8825

ペアー その他飲食店 宮古島市 宮古島市平良字下里17-1 0980-72-0699

割烹 くになか その他飲食店 宮古島市 宮古島市平良字東仲宗根723-28 0980-72-0699

焼肉きんぐ 那覇久茂地店 焼肉・ステーキ・しゃぶしゃぶ 那覇市 那覇市久茂地2-15-15 098-860-5337 https://www.yakiniku-king.jp/shop/196

新風（みぃかじ） 浦添店 居酒屋・バー 浦添市 浦添市勢理客4-17-26 098-871-3154

ひとみや 居酒屋・バー 名護市 名護市港1-15-25岸本アパート105 080-3990-1138 http://r.goope.jp/hitomiya1138

ザ・カリーノ・オキナワ レストラン（和・洋・中） 那覇市 那覇市松山1-29-7ホテルカクテルステイナハ1F 098-863-6420 https://tabelog.com/okinawa/A4701/A470101/47027682/

アンマーの味＆桂 焼肉・ステーキ・しゃぶしゃぶ 那覇市 那覇市樋川２－３－１　のうれんプラザ１１９－2 050-3704-1088

飲み喰い処 小やじ 居酒屋・バー 那覇市 那覇市泉崎 1-15-6　ライオンズマンション泉崎第2　101号 098-861-8522

Darts Bar ドラゴン 居酒屋・バー 金武町 金武町字金武4144-12 1F 090-6867-2794

Haru Haru 居酒屋・バー うるま市 うるま市石川1-50-39　石橋ビル101 090-5927-1160

カラオケ ホワイトハウス その他飲食店 中城村 中城村字泊404-3　1F 098-895-5460

くずし割烹 魚しき 居酒屋・バー 与那原町 与那原町東浜2-4エコビル201 098-914-1056

ワイズカフェ カフェ・スイーツ 那覇市 那覇市牧志1-13-5 098-863-5102

赤翡翠 居酒屋・バー 那覇市 那覇市久茂地2-22-16池原ビル1F 098-863-2349

呑み喰い処 路之家 居酒屋・バー 那覇市 那覇市泉崎1-7-18 098-867-3208

くつろぎ Dining Story 居酒屋・バー 那覇市 那覇市寄宮1-35-10  1F 098-853-8330

プルメリア その他飲食店 金武町 金武町字金武4333-1 098-968-6551

居酒屋いかやー 居酒屋・バー 南風原町 南風原町字兼城677-1  1の2 090-3793-2310

Sound office FIVE 居酒屋・バー 那覇市 那覇市松山1-33-2  HAMASHIN3階3-E号室 098-975-5581 https://sound-office-five.jimdofree.com/

ダイニング車庫 居酒屋・バー 那覇市 那覇市松山1-6-10 098-863-2888

SHO-CHU BAR高山 琉球別邸 居酒屋・バー 那覇市 那覇市松山1-14-19 1F 098-866-6888

鉄板居酒屋 杉 居酒屋・バー 読谷村 読谷村楚辺1400-5 098-894-3300

守礼そば 沖縄そば・食堂 那覇市 那覇市高良3-7-27 098-859-1155

小料理 まんぶり 居酒屋・バー 那覇市 那覇市与儀2-1-12 070-3803-5678
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蒲田とんかつ 富善 居酒屋・バー 名護市 名護市大北3-17-7 0980-43-7810

和飲 BAR 居酒屋・バー 名護市 名護市大中1-1-12 090-5991-0994

酒肴 紅 その他飲食店 那覇市 那覇市久茂地2-6-16ﾘﾊﾞｰｻｲﾄﾞﾃﾗｽ久茂地2A-3 098-867-3545

K-FUNK 居酒屋・バー 那覇市 那覇市金城5-8-11-1F 098-857-0159 kfunk.ti-da.net

Bar Lounge J 居酒屋・バー 那覇市 那覇市松山2-9-7ｸﾘｽﾀﾙﾋﾞﾙ5-D 098-861-1008

河童 居酒屋・バー うるま市 うるま市石川1-28-29 098-964-5094

スナック ポピー その他飲食店 那覇市 那覇市東町20-16TAISEIﾋﾞﾙ4F

北琉笑店 いころ 居酒屋・バー 宮古島市 宮古島市平良字西里146-1F 0980-75-4108

Lol M（ロールエム） 居酒屋・バー 那覇市 那覇市松山1-14-19松樹ペアシティビル3F302 098-988-4990

凰心（おうみ） 居酒屋・バー 那覇市 那覇市松山1-8-15四季ビル4-C 098-988-0817

めぐろ  とり薪 居酒屋・バー 北谷町 北谷町浜川125 098-926-0418

ひらら亭 その他飲食店 宮古島市 宮古島市平良字下里788-1 0980-73-4135

母恵夢 その他飲食店 うるま市 うるま市石川1-51-19 098-964-3517

スナック由美 その他飲食店 うるま市 うるま市石川1-51-18 南風ビル101 098-965-6227

スナック Z's その他飲食店 うるま市 うるま市石川1-51-24 080-6498-4041

「夕凪」ゆうなぎ その他飲食店 沖縄市 沖縄市上地2-11-2 098-932-0979

小料理（酒処）つどい その他飲食店 宮古島市 宮古島市平良字西里540-2  1F 090-5023-6011

茶の邦 その他飲食店 宮古島市 宮古島市平良字下里179-1 0980-74-2134

小料理 酒処 京子 居酒屋・バー 宮古島市 宮古島市平良字下里629 0980-72-3772

ミルキィー その他飲食店 うるま市 うるま市石川1-51-17 光ビル201 090-8292-8260

イタリアBAR AMELIA 居酒屋・バー うるま市 うるま市石川1-27-37 098-989-3836 https://tabelog.com

ショーハウスレイコ その他飲食店 那覇市 那覇市松山1-13-8 タップスビル3階 098-863-2275

中華料理 台北飯店 レストラン（和・洋・中） 那覇市 那覇市松山1-33-7 タツモトビル1F 098-861-8409

CORIOLIS 居酒屋・バー 那覇市 那覇市牧志3-10-3　2F 098-963-9369

小料理 まちこ 居酒屋・バー 浦添市 浦添市内間5-15-36　1F 090-4981-5626

ISLAND FILIPINA（アイランド フィリピーナ） その他飲食店 那覇市 那覇市古波蔵2-24-1宮平アパート201 098-853-9151

小料理屋 平城 沖縄そば・食堂 豊見城市 豊見城市字高嶺392-1丸当アパート 098-850-0999

スナック ブルーノート その他飲食店 宮古島市 宮古島市平良字西里155　1F東 0980-73-8908

バンカー’S 居酒屋・バー 那覇市 那覇市安里388-10藤井ビル2F 080-2718-7736

ホットライト その他飲食店 沖縄市 沖縄市大里2-27-28 098-938-8360

酒肴の店 もず その他飲食店 那覇市 那覇市久茂地2-19-16みえばしステーションビル1-A 098-866-8946

くいしん坊 沖縄そば・食堂 金武町 金武町金武4145-2 098-968-2559

大漁屋 居酒屋・バー 浦添市 浦添市牧港1-9-14 ステージビル1F 098-874-8588

オレンジロード 居酒屋・バー うるま市 うるま市石川1-28-8 080-9240-7878

Bar Moulin Rouge 居酒屋・バー うるま市 うるま市石川1-52-5 ナイトイン城ビル203号 090-3191-1729

ヤーマン その他飲食店 宜野湾市 宜野湾市真栄原1-1-15 ライトビル1-2 090-3012-0147

福寿草 その他飲食店 沖縄市 沖縄市園田3-7-16 098-930-1363

酒処 こうのつき 居酒屋・バー 浦添市 浦添市宮城5-6-2 きたなはマンション102 098-879-8551

KoTEN 居酒屋・バー 糸満市 糸満市糸満989-90 090-7228-8080 https://instagram.com/koten0701/?hl=ja

やんばるレストラン ステーキ＆シーフード５８ レストラン（和・洋・中） 名護市 名護市名護4558-8 0980-43-5892

板前料理 長一楼 その他飲食店 石垣市 石垣市字登野城1396 0980-83-0992

Sanufa（サヌファ）石垣港離島ターミナル店 沖縄そば・食堂 石垣市 石垣市美崎町1 石垣港離島ターミナル内 090-5720-4075 http://sanufa.decogr.com/

ほおずき カフェ・スイーツ 那覇市 那覇市若狭2-4-22 池村ビル103

ブルーキャビン石垣島（ブルーカフェ石垣島） レストラン（和・洋・中） 石垣市 石垣市美崎町2-6 0980-82-5252 https://bluecabin-ishigakijima.jp/

海鮮処 くもじや 居酒屋・バー 那覇市 那覇市久茂地2-4-14エイトビル1F 098-943-4274 https://tabeiog.com/okinawa/A4701/A470101/47023917/

鮮魚・炭焼・旬食材 春夏秋冬 浦添内間店 居酒屋・バー 浦添市 浦添市内間２－１１－１６　ハッピーイエロービル１階 098-955-8847

還元レストラン 南乃畑 レストラン（和・洋・中） 那覇市 那覇市牧志2-16-13　地下1階 098-866-5421

JUMBO STEAK HAN'S 久茂地本店 レストラン（和・洋・中） 那覇市 那覇市久茂地3-27-10 098-863-8890 https://www.instagram.com/jumbosteak_hans_official/

JUMBO STEAK HAN'S 松山店 レストラン（和・洋・中） 那覇市 那覇市松山1-15-20　ライオンズマンション大文閣101 098-869-7005 https://www.instagram.com/jumbosteak_hans_official/

さくら亭 沖縄そば・食堂 那覇市 那覇市松尾2-7-10  2階 098-864-1168
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味処たんぽぽ 沖縄そば・食堂 那覇市 那覇市首里石嶺町1-155-1　1F 098-884-7310

魚じん（うおじん） 居酒屋・バー 那覇市 那覇市松山2-1-15 RJﾋﾞﾙ1F 098-941-3851

ウイスキーバー白州 居酒屋・バー 那覇市 那覇市松山2-10-1  39ﾌﾟﾗｻﾞ松山ﾋﾞﾙ5F 098-911-4458

カウンターBAR 山崎 居酒屋・バー 那覇市 那覇市松山2-1-15 RJﾋﾞﾙ4F 098-863-7260

玉らん（たまらん） 居酒屋・バー 那覇市 那覇市松山2-1-15 RJﾋﾞﾙ2F 098-941-0232

BAR LOUNGE 池田 その他飲食店 那覇市 那覇市松山2-1-13沖縄建装松山ビル5階　南側 098-867-7328

ハイアット前 こてつ 桜坂・国際通り店 居酒屋・バー 那覇市 那覇市牧志3-8-1金城ﾋﾞﾙ1F 098-963-9111

前島メロディ 居酒屋・バー 那覇市 那覇市前島3-16-18-205国吉ﾋﾞﾙ 080-3965-8001

大衆酒場わんわん 居酒屋・バー 糸満市 糸満市西崎6-15-7(1-A) 098-987-0171

オアシスCAFE & BAR 居酒屋・バー 糸満市 糸満市西崎町3-499-2 090-1946-3296

ホテル リビングイン旭橋駅前プレミア（館内BAR） 居酒屋・バー 那覇市 那覇市東町11-17 098-943-1339 https://www.livinginn-asahigashiekimae.okinawa

ホテル リビングイン旭橋駅前アネックス（館内BAR） 居酒屋・バー 那覇市 那覇市東町5-17 098-894-8628 https://www.livinginn-asahigashiekimae.okinawa

kana 居酒屋・バー 那覇市 那覇市松尾2-10-27 090-2649-2120

COCO ココ その他飲食店 沖縄市 沖縄市諸見里1-2-19

居酒屋 島さん 居酒屋・バー 南城市 南城市玉城字愛地359-1大紀マンション103 070-5699-8591

ラウンジLOOP 居酒屋・バー 那覇市 那覇市田原3-8-7いそ平ﾋﾞﾙ2F 098-859-2639

カラオケスタジオぎんざ その他飲食店 うるま市 うるま市石川白浜1-2-1 098-964-2885

ゆな その他飲食店 糸満市 糸満市西崎6-2-1エバープラザビル2F 070-5816-2443

居酒屋だんりゅう 居酒屋・バー 那覇市 那覇市若狭3-45-10 070-5400-6642

居酒屋 新（あらた） 居酒屋・バー 那覇市 那覇市古波蔵3-20-1 千代正マンション1F26号 090-9780-5103

食べ呑み処 基文屋 居酒屋・バー 那覇市 那覇市小禄289-3 098-859-3901

スナックカフェ はなふう その他飲食店 那覇市 那覇市小禄421-17 098-857-0967

旨味処 春いち 居酒屋・バー 那覇市 那覇市久米1-1-24　アップルビル1Ｆ 098-864-5564

小料理 貴友（たかとも） その他飲食店 沖縄市 沖縄市上地1-16-5(1F前) 090-9784-7435

ファミリーレストラン福八 レストラン（和・洋・中） 宮古島市 宮古島市平良字東仲宗根890-9 0980-75-3633

はるきんち その他飲食店 那覇市 那覇市泉崎1-14-7阮氏ビル403 090-9782-0535

mou レストラン（和・洋・中） 宜野湾市 宜野湾市志真志３-8-7曙荘Ⅱ1F 098-963-9425

陣屋 レストラン（和・洋・中） 那覇市 那覇市久米1-7-23沖広産業ビル1F 098-864-5908

カフェー 愛らんど カフェ・スイーツ 金武町 金武町金武4249-6(102号) 080-1761-3498

まんつき 居酒屋・バー 那覇市 那覇市久茂地2-24-15ﾏｷｼﾑﾋﾞﾙ1F 098-861-5132

琉球海鮮「りーさん堂」 居酒屋・バー 那覇市 那覇市久茂地3-9-5 098-864-2638

花紋 居酒屋・バー 那覇市 那覇市長田1-23-1 098-955-6364

こま家 沖縄そば・食堂 読谷村 読谷村字大木326-2 101 098-989-8473

かりゆし その他飲食店 浦添市 浦添市勢理客1-25-16　1F 090-5473-2500

おでん前の島 居酒屋・バー うるま市 うるま市天願138 1F 098-974-6797

食酒左膳 居酒屋・バー 宜野湾市 宜野湾市字地泊306 098-899-1111

浪花ひとくち餃子 餃々 美栄橋駅前店 居酒屋・バー 那覇市 那覇市久茂地2-19-16 みえばしステーションビル1-B 098-917-1178

居酒屋 まーさんドッグ 居酒屋・バー うるま市 うるま市石川1-51-24 080-8559-0169

デイゴ 居酒屋・バー 沖縄市 沖縄市美里1-4-38

居酒屋 幸城（さきじょう） 居酒屋・バー 西原町 西原町兼久138 098-945-8997

居酒屋 割烹 普天間亭 居酒屋・バー 宜野湾市 宜野湾市普天間2-47-6 098-893-1090

風雲丸メガドン・キホーテうるま店 レストラン（和・洋・中） うるま市 うるま市塩屋浜原502-1 098-988-5541

居酒屋 幸乃 その他飲食店 宜野湾市 宜野湾市普天間2-43-7　1Ｆ 090-7477-0225

スターシールド その他飲食店 名護市 名護市字辺野古１４４－１ 090-9780-9449

マロンの大冒険 居酒屋・バー 那覇市 那覇市安里1-1-60太永ﾋﾞﾙ3-B 098-861-0848

ガールズバー アリス 居酒屋・バー 豊見城市 豊見城市字高嶺357-1嘉数店舗2階 0980-850-0151

ミート食堂 タケイシ（武石） 居酒屋・バー 沖縄市 沖縄市美里5-2-15(1F) 098-921-3229 https://tsuku2.jp/takeishi

酒房 春や その他飲食店 西原町 西原町翁長566-5ウッドランドビル202 090-8293-9821

小料理 えぽ その他飲食店 那覇市 那覇市長田2-4-17 嘉助AP105号 098-831-5978

ブルーローズ その他飲食店 石垣市 石垣市美崎町11-3　稲福ビル1-10号室 090-8768-7633
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ガーリックアイランド ブッセ レストラン（和・洋・中） 石垣市 石垣市美崎町12-10 0980-88-8606

やまばれーハウス カフェ・スイーツ 石垣市 石垣市川平1216-235 0980-87-6447

喫茶EMA その他飲食店 名護市 名護市大南2-5-11-1 090-9783-0818

ピザ道楽 レストラン（和・洋・中） 宮古島市 宮古島市平良字西里992-2　コーポ奥原102 0980-72-6553 http://pizza-doraku.com

Cawaii Cafe & Bar でりしゃすぽしゃけ その他飲食店 那覇市 那覇市おもろまち4-6-24 おもろまちDream　BLDG　5F 098-917-4840 https://delipo.okinawa/

JUMBO STEAK HAN’S北谷デポセントラル店 レストラン（和・洋・中） 北谷町 北谷町美浜34-3 デポセントラルビル2F 098-989-0729 https://www.instagram.com/jumbosteak_hans_official/

accoglienza アッコリエンザ 居酒屋・バー 那覇市 那覇市牧志1-20-13  SO牧志ビル1F 098-869-7844

萬龍飯店 レストラン（和・洋・中） うるま市 うるま市宮里374-4 098-973-9790

あじと 居酒屋・バー 那覇市 那覇市松山1-8-16 098-861-0721

えん 沖縄そば・食堂 那覇市 那覇市松尾2-7-10第一牧志公設市場2階 098-862-0228

BAR MOON 居酒屋・バー 那覇市 那覇市前島3-13-7シティーハイムとまりん202号室 070-5531-7567 https://bar-moon.jimdofree.com/

おまめぼうや。食堂＆カフェ 沖縄そば・食堂 宜野湾市 宜野湾市野嵩2-7-11瑞慶覧ｱﾊﾟｰﾄ1F-A 098-800-1524

小料理 ちえ乃 その他飲食店 那覇市 那覇市辻1-14-16   1F 098-864-1067

すし・海鮮 半助屋 居酒屋・バー 那覇市 那覇市字与儀96　當間荘101 098-836-3123

島人酒場 もうあしびー 居酒屋・バー 那覇市 那覇市久茂地2-12-24   1F 098-863-4384

食処 もっこす家 その他飲食店 本部町 本部町字健堅384 0980-47-2838

ラウンジ Rouge その他飲食店 宜野湾市 宜野湾市普天間2-49-13スカイエンジェルビル6階603号 098-975-9330

さとざくら Best RyuQ カフェ・スイーツ 恩納村 恩納村真栄田2426-4-B 090-6965-0439

みんなの台所 わが家 居酒屋・バー 与那原町 与那原町与那原3118 098-946-0118 https://hitosara.com/0006010125/

Fanny Farm(ﾌｧﾆｰﾌｧｰﾑ) 居酒屋・バー 那覇市 那覇市牧志1-14-16 080-3226-9959

アグー専門店 南国亭 沖縄そば・食堂 八重瀬町 八重瀬町字仲座1075-2 098-998-1739

TROPICAL MASSAMAN レストラン（和・洋・中） 北谷町 北谷町美浜9-1ﾃﾞﾎﾟｱｲﾗﾝﾄﾞA棟2F https://tropicalmassaman-okinawa.com

居酒屋 旬 居酒屋・バー 北中城村 北中城村島袋701-2ﾊﾟﾃｨｵ比嘉102 098-932-9660

 臺瓏(ﾀｲﾛﾝ) レストラン（和・洋・中） 那覇市 那覇市松尾2-10-23 098-894-5116 http://www.okiland.jp/

ドリームLAND 居酒屋・バー 宜野湾市 宜野湾市我如古1-54-9　1F 098-897-8191

ふくぶくや 居酒屋・バー 浦添市 浦添市仲間2-5-1 098-878-6001

パーラーこうちゃん その他飲食店 那覇市 那覇市牧志3-4-8 098-868-6858

宮 餃子・ラーメン その他飲食店 那覇市 那覇市曙1-3-7 平良アパート1階

Bar あんな 居酒屋・バー 那覇市 那覇市大道172-33上原ビル102 098-886-7077

ジョジョ その他飲食店 那覇市 那覇市久米2-16-1やぎビル202 098-868-3398

こうのとり 居酒屋・バー 那覇市 那覇市東町12-1ミリオンプラザⅠ 2F 098-867-5886

居酒屋 原点 居酒屋・バー 西原町 西原町翁長842-7 090-5727-9821

ムーンテラスカフェ レストラン（和・洋・中） 西原町 西原町東崎22-3 ムーンテラス東崎B棟 098-882-8578 https://www.moonterrace.okinawa/cafe.php

Diner Tummy 沖縄そば・食堂 宜野湾市 宜野湾市志真志2-21-13 曙荘Ⅰ 1F   098-963-9977 https://www.instagram.com/diner_tummy/

スナック るるぽ 居酒屋・バー 宜野湾市 宜野湾市我如古4-３-８ 080-1714-8008

Sun Sun 未来館 その他飲食店 宜野湾市 宜野湾市普天間2-39-14　1F 090-3797-1473

スナック 悠 居酒屋・バー 那覇市 那覇市東町27-19　keiビル1F 098-863-5010

太鼓ライブ まさかやぁ～ その他飲食店 那覇市 那覇市牧志3-1-22　呉屋ビル3F 098-863-9298

鉄板焼きステーキハウス キャピタル 焼肉・ステーキ・しゃぶしゃぶ 北谷町 北谷町伊平411 098-936-9192

鉄板焼きステーキハウス キャピタル（うるま店） 焼肉・ステーキ・しゃぶしゃぶ うるま市 うるま市川崎48-1 098-923-2129

ホルモン焼道場 中の町本店 焼肉・ステーキ・しゃぶしゃぶ 沖縄市 沖縄市上地2-11-15 098-930-2789

ホルモン焼道場 那覇西町店 焼肉・ステーキ・しゃぶしゃぶ 那覇市 那覇市西1-9-12ﾗｲｵﾝｽﾞﾏﾝｼｮﾝ上之蔵105 098-861-7400

らぁ麺フロマージュ（Due Italian パレットくもじ店） 沖縄そば・食堂 那覇市 那覇市久茂地1-1-1ﾊﾟﾚｯﾄくもじ9F 098-869-4955 https://earth-asia.wixsite.com/minoya-okinawa

まぁさん Cafe Poco 沖縄そば・食堂 浦添市 浦添市安波茶1-28-3 098-800-1716

カラオケ酒場 音々♪ 居酒屋・バー 浦添市 浦添市内間1-14-1ラインビル2F 080-2708-7731

縁 その他飲食店 那覇市 那覇市松山1-12-5パステルTMビル5F 098-863-0771

Acoustic Folk Bar After5 居酒屋・バー 那覇市 那覇市前島3-13-7ｼﾃｨｰﾊｲﾑとまりん2F201 090-1514-8668 https://www.r.goope.jp/after5

BAR ONE 居酒屋・バー 那覇市 那覇市牧志3-8-20神谷ﾋﾞﾙ102 098-866-0313

カレーハウス CoCo壱番屋 那覇金城店 その他飲食店 那覇市 那覇市金城5-1-1　Wa　1F102 098-891-8277

焼肉DRE×DRE 焼肉・ステーキ・しゃぶしゃぶ 恩納村 恩納村瀬良垣1414-1 098-960-7484
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旬菜庵 豚球 居酒屋・バー 那覇市 那覇市牧志2-1-17　1F 090-9590-9401

テラコヤ 桜坂本校 居酒屋・バー 那覇市 那覇市牧志3-6-31 070-5416-3516

アジアンダイニング テラコヤ 居酒屋・バー 那覇市 那覇市寄宮3-12-17  B1F 098-914-1147

桃花 居酒屋・バー 那覇市 那覇市前島2-5-12松原ｱﾊﾟｰﾄ1F 098-863-1070

ティールーム フリーダム その他飲食店 沖縄市 沖縄市中央3-1-13 098-939-5885

スナック卓 その他飲食店 沖縄市 沖縄市園田3-10-17

Cafe＆Bar SEA TERRACE カフェ・スイーツ 恩納村 恩納村山田3335-1 098-989-3475

琉どん屋 レストラン（和・洋・中） 読谷村 読谷村大木469-2 098-988-7812

流求茶館 カフェ・スイーツ 那覇市 那覇市牧志1-3-17 098-862-3031 www.ryukyu-chakan.com

居酒屋 楽笑 居酒屋・バー 名護市 名護市大中1-4-4 0980-52-4567 https://rakusyou4567.owst.jp/

カラオケすなっく暖家 その他飲食店 名護市 名護市城1-18-12-C 080-6498-2025

炭★星 居酒屋・バー うるま市 うるま市字赤道351-2 098-989-4997

bar CARIB 居酒屋・バー 那覇市 那覇市国場35-1 マックスビル102 090-5929-8379

スナック杏 その他飲食店 西原町 西原町字幸地1004-1 090-8838-8553

青い鳥 その他飲食店 沖縄市 沖縄市上地2-2-23 090-1081-6965

Sushi on La Cienega レストラン（和・洋・中） 北谷町 北谷町美浜51-3　フェリシダーデ101 098-989-8339

焼肉きんぐ 那覇新都心店 焼肉・ステーキ・しゃぶしゃぶ 那覇市 那覇市上之屋1-1-1 098-860-6038 https://www.yakiniku-king.jp/shop/196

焼肉きんぐ 北谷店 焼肉・ステーキ・しゃぶしゃぶ 北谷町 北谷町字伊平229-1 098-982-7311 https://www.yakiniku-king.jp/shop/196

焼肉きんぐ 名護店 焼肉・ステーキ・しゃぶしゃぶ 名護市 名護市宮里7-1-65 0980-51-0785 https://www.yakiniku-king.jp/shop/196

焼肉きんぐ 沖縄美里店 焼肉・ステーキ・しゃぶしゃぶ 沖縄市 沖縄市美原1-21-1 098-921-2503 https://www.yakiniku-king.jp/shop/196

焼肉きんぐ 一日橋店 焼肉・ステーキ・しゃぶしゃぶ 南風原町 南風原町字兼城499-2 098-882-7570 https://www.yakiniku-king.jp/shop/196

やよい軒 うるま江洲店 レストラン（和・洋・中） うるま市 うるま市江洲393-5 098-979-0040 https//www.yayoiken.com/

鳥道楽 稲村 居酒屋・バー 宮古島市 宮古島市平良字下里602-1　コスモハイツ1F 0980-73-1303 https://peraichi.com/landing_pages/view/toridouraku-inamura/

飯ト寿 小やじ 居酒屋・バー 那覇市 那覇市松尾2-11-5 上江洲ビル1F 098-963-9090

パーラー小やじ 居酒屋・バー 那覇市 那覇市松尾2-11-8　与那邸1F 098-860-8668

食酒館 花あしび 居酒屋・バー うるま市 うるま市石川東恩納1804-8 098-964-6139

お食事処 島時間 居酒屋・バー 宮古島市 宮古島市平良字東仲宗根145-1 0980-73-0177

OKINAWA GYOZA ひろ屋 居酒屋・バー 那覇市 那覇市前島2-11-15  102 098-864-0900

糸瀬 その他飲食店 沖縄市 沖縄市上地2-9-19 098-933-5881

海産物 みや川 レストラン（和・洋・中） 浦添市 浦添市城間4-1-1  103 098-877-1012

ガーデンレストラン シギラ レストラン（和・洋・中） 宮古島市 宮古島市上野字新里70 0980-76-2147

呑み食い屋 和 居酒屋・バー 那覇市 那覇市前島2-13-17　1F 098-862-2627

スピードキング 居酒屋・バー 那覇市 那覇市若狭2-3-13　1F 098-867-0266

お食事処 いけま その他飲食店 宮古島市 宮古島市平良字西仲宗根2-1F南 0980-73-6171

さっちゃん その他飲食店 宜野湾市 宜野湾市真栄原3-4-7 098-890-0331

カラオケ＆居酒屋 待合 居酒屋・バー うるま市 うるま市石川東恩納1405-33  1F 098-964-2313

かつ亭 豊年 沖縄そば・食堂 那覇市 那覇市松尾2-7-10 098-862-9164

酒処 樹（いつき） その他飲食店 那覇市 那覇市国場35-1マックスビル201 090-3795-5540

カラオケBar おはな 居酒屋・バー 那覇市 那覇市牧志3-10-6　1F 098-866-1216

響（ひびき） その他飲食店 那覇市 那覇市松山1-1-10京ビル5ロマネスク松山4階 098-866-5350

からおけ居酒屋「勝ち馬」 その他飲食店 うるま市 うるま市石川1-51-17 光ビル2Ｆ　202 090-9583-1930

味らく田 レストラン（和・洋・中） 本部町 本部町山里1174-3-2 090-6512-3221 https://rakuden.okinawa/

スナック 夛かし その他飲食店 那覇市 那覇市松山1-8-7ﾛｲﾔﾙﾌﾟﾗｻﾞ4F 098-866-1460

光 居酒屋・バー 那覇市 那覇市西1-17-15ｻﾆｰﾎｰﾑ101 090-8660-7133

スナック フレンド 沖縄そば・食堂 那覇市 那覇市曙2-3-10 098-863-8908

小料理 ビロウジュ その他飲食店 南風原町 南風原町字宮平8-2宮城アパート201 098-889-3535

CIEL 居酒屋・バー 名護市 名護市城1-8-16浦崎第2ビル202

ビストロ・アミティエ・エト・パッション 居酒屋・バー 那覇市 那覇市金城5-1-1Wa!ﾋﾞﾙ3F(309号) 098-857-3022 https://www.facebook.com/bistroamitieepassion1228/

灯る小 その他飲食店 国頭村 国頭村字辺土名1527-2 0980-41-3868

ダーツ＆プールホール セピア その他飲食店 那覇市 那覇市三原1-26-35 098-836-4931 http://www.facebook.com/tadatoshi.yabiku
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ミモザ館 居酒屋・バー 沖縄市 沖縄市園田3-7-16（1FC）

漢謝園四川料理店 レストラン（和・洋・中） 那覇市 那覇市久米2-23-21ｼｬﾄｰ久米101 098-868-6782

とりかわ博多 かわっこ 居酒屋・バー 那覇市 那覇市牧志2-17-46 ハチノスビル3階 098-943-0763 https://kawakkookinawa.com

TORIKAWA STAND かわっこ 居酒屋・バー 那覇市 那覇市牧志2-3-20 アーバンコア牧志102号 098-943-3935 r.gnavi.co.jp/n9scw2640000/

きぬだい 居酒屋・バー 那覇市 那覇市松山1-14-3 シティまつやま２ビル5F-C 090-9786-8346

裕楽 その他飲食店 那覇市 那覇市東町27-4 美館ビル1F

炭焼地鶏と旬鮮野菜 とさか 居酒屋・バー 那覇市 那覇市牧志1-13-19  1F 098-867-2285

最強collabo 44 居酒屋・バー 那覇市 那覇市松尾1-4-1 コラムビル5階 090-9780-3944

串カツ酒場 ごんぞう 居酒屋・バー 那覇市 那覇市泉崎1-22-1  2F 098-869-3473

ビストロ ル・コントワー・ドゥ・スギ レストラン（和・洋・中） 那覇市 那覇市牧志2-19-2 うるま住宅101 098-975-7373

スナック friend その他飲食店 那覇市 那覇市東町12-1 ミリオンプラザビル1号店　4F-B号 098-867-3877

うりずん カフェ・スイーツ 那覇市 那覇市松山2-7-6　仲宗根マンションF棟　2-D号室 098-868-3722

テンポイント（Ten Point） その他飲食店 沖縄市 沖縄市東2-2-1 サーティーナインビル208 090-5024-3359

ヒラソル 居酒屋・バー 沖縄市 沖縄市上地2-2-15

カラオケ・カフェ うりずん 沖縄そば・食堂 宜野湾市 宜野湾市真栄原2-12-1 098-897-8620

カラオケスナック ばなな 居酒屋・バー うるま市 うるま市石川1-51-24

Bar 美（ちゅら） 居酒屋・バー 読谷村 読谷村字大木462-2 丸友ビル6F 090-6865-8837

スナック パール その他飲食店 那覇市 那覇市東町5-9 新琉ビル2F203 098-863-1538

凰 その他飲食店 那覇市 那覇市前島2-4-17 ２F 090-4470-8299

ODEN TIMES オデン タイムズ その他飲食店 那覇市 那覇市若狭2-3-13 098-861-8385

スナック かくれんぼ その他飲食店 浦添市 浦添市城間1-1-3稲福ビル2F 098-878-1273

スナック 千華 その他飲食店 浦添市 浦添市経塚518 テナントビルティーダ1-Ｂ 098-874-8337

Moon walk Food&Drink 居酒屋・バー 石垣市 石垣市美崎町11-3 稲福ビル1F 090-3479-9868

軽食＆スナック マリウド その他飲食店 石垣市 石垣市美崎町11-3　F2-19

居酒屋 桃太郎 居酒屋・バー 宮古島市 宮古島市伊良部字前里添880-3 0980-74-5055

天翔の舞 その他飲食店 金武町 金武町字金武4245-3

割烹居酒屋 たけの子 居酒屋・バー 名護市 名護市宮里1-22-11 0980-54-3323

フットライト 居酒屋・バー 八重瀬町 八重瀬町字具志頭972-3東宝ビル11　1F

ソレマーレ レストラン（和・洋・中） 石垣市 石垣市美崎町2-5　大和ビル1F 0980-88-5760 https://solemare-jp.com

HAMBURG  STEAK 88Jr. 焼肉・ステーキ・しゃぶしゃぶ 浦添市 浦添市当山2-2-12　バークレーズコート敷地内 098-988-8198 http://s88.co.jp

本マグロ鉄板炉端劇場 魚島屋 普天間店 居酒屋・バー 宜野湾市 宜野湾市普天間2-2-1 098-943-4797

8番地 居酒屋・バー 石垣市 石垣市美崎町8-2 0980-87-9779

美 ちゅら 居酒屋・バー 石垣市 石垣市字新川2360-3 0980-82-0250

アドリアーノ レストラン（和・洋・中） 那覇市 那覇市小禄５５０ 098-858-5633

カラオケ酒場 大富士 居酒屋・バー 那覇市 那覇市牧志3-7-12 098-861-3085

KAN'S レストラン（和・洋・中） 豊見城市 豊見城市瀬長174-6 ｳﾐｶｼﾞﾃﾗｽ25 098-987-1998 https://www.kans-okinawa.co.jp

カリカ その他飲食店 豊見城市 豊見城市瀬長174-6 ｳﾐｶｼﾞﾃﾗｽ18 098-996-3688 https://www.kans-okinawa.co.jp

花・華 その他飲食店 糸満市 糸満市糸満1964喜納ｱﾊﾟｰﾄ101

なつめっぐ その他飲食店 那覇市 那覇市字国場35-1 MAXﾋﾞﾙ1階-C 098-835-2027

Blanc de Blanc レストラン（和・洋・中） 那覇市 那覇市久米2-19-1  1F 098-943-9955 https://barblancdeblanc.wixsite.com/musite

バー パピヨン 居酒屋・バー 那覇市 那覇市松山1-33-3　京ビル4　4階　4-C号室 098-867-8232

Bar 祭場師（サイバシ） 居酒屋・バー 那覇市 那覇市松山1-34-3ｶｸﾃﾙﾌﾟﾗｻﾞB1F 098-861-3020

Karaoke bar Iori 居酒屋・バー 宜野湾市 宜野湾市普天間2-35-3MATSUビル3F-B 302 098-917-1715

島いま（シーマ） 居酒屋・バー 那覇市 那覇市三原1-9-15上間ﾋﾞﾙ1F 098-836-2501

ラウンジ梓音 その他飲食店 那覇市 那覇市松山1-12-5パステルTMビル2-C 098-869-2321

めんそ～れ その他飲食店 那覇市 那覇市松山2-12-7 ISﾋﾞﾙ3F-B 098-863-9990

スナック 京 その他飲食店 那覇市 那覇市久米2-8-14　久米八番館ビル201 098-868-3435

センター その他飲食店 那覇市 那覇市牧志3-9-24

首里彩ごはん うない その他飲食店 那覇市 那覇市首里汀良町1-32-1 098-988-9595

SteakHouse＆Bar BRooklyn HOUSE レストラン（和・洋・中） 浦添市 浦添市西原2-4-1 P's SQUARE 5F 098-943-5292 https://broaklyn_h.okinawa
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future wave その他飲食店 那覇市 那覇市楚辺1-3-11 奥浜ビル102 098-855-3066

STAND 居酒屋・バー 那覇市 那覇市松山1-7-5 サンステップビル1階 098-868-8887

梨杏 その他飲食店 那覇市 那覇市東町5-9 新琉ビル3階-2 090-8768-4226

琉球だんち 居酒屋・バー 那覇市 那覇市小禄1-38-39 098-857-6812

まるはま ラーメン 名護市 名護市大中1-5-10  1F 0980-54-5220

倶楽部 桃花 居酒屋・バー 那覇市 那覇市久米2-5-15メゾンアルパ1F 098-861-5918

居酒屋 みはら 居酒屋・バー 那覇市 那覇市三原1-10-33  大城ビル1F 098-853-8251

姚姚 中華廣場 レストラン（和・洋・中） 那覇市 那覇市松山1-18-8 オリエントビル1F 098-863-3284 https://yaoyaochukahiroba.com/

オールドタイム 居酒屋・バー 那覇市 那覇市前島3-16-18 国吉ビル203 070-5417-6906

どんと 居酒屋・バー 名護市 名護市城1-19-22 080-1782-8912

スナック 来 Rai その他飲食店 沖縄市 沖縄市上地1-16-10 エルザハウス2F左号 098-932-5104

林家 その他飲食店 那覇市 那覇市前島2-19-21 平良ビル1階-103

小料理じん太 居酒屋・バー 浦添市 浦添市牧港1-2-8  1・2階 098-876-5800

スナック アスター その他飲食店 金武町 金武町金武4144-4 098-968-5236

スナック ピュア その他飲食店 沖縄市 沖縄市上地2-8-7 ニュー中の町ビル3F-C3 098-930-0685

スナック 優花 その他飲食店 那覇市 那覇市東町20-16 タイセイローズビル4F 098-868-8093

SHOT BAR GLOW 居酒屋・バー うるま市 うるま市赤道18-8 098-989-3588 http://www.instagram.com/shot_bar_glow/

スナック リアン その他飲食店 宜野湾市 宜野湾市真栄原1-1-12 098-897-4777

1丁目酒場ぐらっちぇ 居酒屋・バー うるま市 うるま市石川白浜1-10-1 C号 098-962-8557

ピース その他飲食店 うるま市 うるま市石川白浜1-7-12 090-7585-4553

焼肉 純純 焼肉・ステーキ・しゃぶしゃぶ うるま市 うるま市石川白浜1-1-18 080-5170-1704

BAR ブルースカイ 居酒屋・バー 恩納村 恩納村仲泊102 店舗1

スナック ともだち その他飲食店 うるま市 うるま市石川白浜1-7-15 101号室 090-8290-0337

シンディー カフェ・スイーツ 宜野湾市 宜野湾市普天間2-48-8  1F 098-892-0205

魔神のつぼ レストラン（和・洋・中） 今帰仁村 今帰仁村今泊3565-1 0980-56-3098 https://okinawahotelmajin.co

焼肉 牛次郎 居酒屋・バー 那覇市 那覇市松山1-15-13 松本ビル1F 098-863-7715

パイン パイン その他飲食店 浦添市 浦添市城間1-1-5 シーサービル5-C号室 098-876-4666

道 その他飲食店 浦添市 浦添市安波茶2-1-6 サンシティビル2F

酒処 桃香 居酒屋・バー 宜野湾市 宜野湾市我如古1-7-1-201 宮城テナントビル

いしぐふー 鶏そば屋 港川店 沖縄そば・食堂 浦添市 浦添市港川2-13-6 098-879-7517

マハロ 居酒屋・バー 浦添市 浦添市安波茶2-1-6 サンシティビル2-A 090-9882-5494

LOUNGE ラ・ボヌール 居酒屋・バー 宜野湾市 宜野湾市真栄原2-1-3 090-1179-8734

スナック 庵（あん） その他飲食店 浦添市 浦添市港川1-3-7 098-874-1007

小料理 莉音 居酒屋・バー 浦添市 浦添市前田1352-4 丸良ビル１-A 080-2719-6483

なんじぁぁれ 居酒屋・バー 宜野湾市 宜野湾市大山4-5-12 098-897-7578

門 その他飲食店 浦添市 浦添市屋冨祖4-5-13コスモ17ビル101号室

カラカラ 居酒屋・バー 浦添市 浦添市城間1-1-5シーサービル3-D号

カラオケハウス ボナンザ カフェ・スイーツ うるま市 うるま市石川461-1 098-989-0202

カフェ アンド バー ヒデ（hide） カフェ・スイーツ 那覇市 那覇市田原3-5-5 シャトレ田原1階 098-859-5338

ねぼけ庵 その他飲食店 名護市 名護市大中1-15-13 0980-54-4001

小料理 小春日 居酒屋・バー 宮古島市 宮古島市平良字東仲宗根274-4 090-9785-9083

喫茶ガジュマル その他飲食店 宮古島市 宮古島市平良字西里559 0980-72-6683

カラオケのみとも その他飲食店 宮古島市 宮古島市平良字西里151 1階北側 090-8769-3604

居酒屋レストラン いずみ 居酒屋・バー 浦添市 浦添市城間3-1-2  2F 098-870-5280

居酒屋＆スナック Daddy 居酒屋・バー 石垣市 石垣市美崎町11-3 稲福ビル2F 0980-83-6343

あか浜やー 沖縄そば・食堂 宮古島市 宮古島市平良字久貝284-4 0980-73-9363 http://akabamaya.weebly.com/

がじゅまる食堂 沖縄そば・食堂 石垣市 石垣市真栄里101　コーポ若夏（1F-北） 0980-87-5108

JEWEL GLOW 居酒屋・バー うるま市 うるま市赤道173-19ｻﾝﾙｰﾄ9ﾋﾞﾙ2F　2-D 098-989-3581 https://www.instagram.com/shot_bar_glow

JUMBO STEAK HAN’S沖縄ライカム店 レストラン（和・洋・中） 北中城村 北中城村字ライカム1（4019） 098-869-2983 https://www.instagram.com/jumbosteak_hans_official/

ステーキハウス88 国際通り店アネックス 焼肉・ステーキ・しゃぶしゃぶ 那覇市 那覇市牧志3-1-6　勉強堂ビル地下1階 098-860-7588 http://s88.co.jp
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味の店ぼんぼん レストラン（和・洋・中） 那覇市 那覇市松尾２－８－３０ 098-863-4696

パブ オードリー 居酒屋・バー 那覇市 那覇市久米1-1-24  6-A 090-3011-4646

オキナワン ダイニング バー エデン 居酒屋・バー うるま市 うるま市石川白浜1-3-7　第一伊佐ビル2F 098-989-9700

お好み焼き＆カフェ 笑味 その他飲食店 うるま市 うるま市石川東恩納1431-17 080-9851-7410

お祭り酒場 一笑懸命 笑撃的 居酒屋・バー 南風原町 南風原町字兼城292-2 098-889-8655

ちねんや～ 居酒屋・バー 那覇市 那覇市泉崎1-13-25 マンクビルB1F 098-862-8833 https://hotpepper.jp/strJ001144563/

T's style Coffee 首里りうぼう店 カフェ・スイーツ 那覇市 那覇市首里久場川町2-122-1 首里りうぼう1階 098-885-6088

SUBWAY首里りうぼう店 レストラン（和・洋・中） 那覇市 那覇市首里久場川町2-122-1 首里りうぼう1F 098-885-6088

花水木 その他飲食店 豊見城市 豊見城市高安412-8まぢるビル1階102号 098-850-1099

スナック 火の鳥 その他飲食店 うるま市 うるま市石川白浜1-6-6 080-1719-8807

お気楽 居酒屋・バー 名護市 名護市大中1-15-9-103 070-5495-4661

居食屋 鈴々 居酒屋・バー 沖縄市 沖縄市中央1-6-2 090-8400-1361

ROUTE88 居酒屋・バー 沖縄市 沖縄市高原3-1-1 098-988-7899

花伝 その他飲食店 沖縄市 沖縄市上地2-2-24 098-933-3093

ジョイ その他飲食店 沖縄市 沖縄市上地2-9-5 みやすビル2F 098-933-1856

あい愛 その他飲食店 浦添市 浦添市屋富祖3-1-10 京ビル303号 098-873-0839

小料理 新北投 居酒屋・バー 那覇市 那覇市前島3-13-1 098-869-3114

黒潮 居酒屋・バー 名護市 名護市城1-8-6 SSプラザビル301号室 090-1940-3324

ステーキレストランSADO レストラン（和・洋・中） うるま市 うるま市高江洲1049-1 098-973-0515

スナック雅夢 その他飲食店 浦添市 浦添市屋冨祖4-4-6 1F 098-877-0257

酒処 なな 居酒屋・バー 浦添市 浦添市屋冨祖3-34-1 ジョイマックスビル3F-5

ラウンジ Well その他飲食店 浦添市 浦添市屋冨祖4-5-13 コスモ17ビル501

スナック あんり その他飲食店 浦添市 浦添市屋冨祖2-16-17 090-1942-7602

居酒屋 龍 居酒屋・バー 浦添市 浦添市当山2-32-6 098-879-9580

串カツのナポレオン 居酒屋・バー 浦添市 浦添市大平1-8-1 098-953-7299

レガーメ 居酒屋・バー 浦添市 浦添市牧港1-8-6 高宮城アパート103 090-7441-8210

CHOTT BAR SHO-DAN その他飲食店 浦添市 浦添市屋冨祖3-7-14 ニューキングビル6F 098-874-0557

屋冨祖酒場 うおらん 居酒屋・バー 浦添市 浦添市屋冨祖3-5-1 080-6486-6343

クラッシー その他飲食店 浦添市 浦添市牧港2-49-14 儀間ビル5-C号 098-874-6516

みーさ 居酒屋・バー 浦添市 浦添市屋冨祖3-7-12-301

すばやー 沖縄そば・食堂 浦添市 浦添市屋冨祖4-6-2

カラオケ りっちゃん 居酒屋・バー 浦添市 浦添市屋冨祖2-16-6 090-9489-0046

スナック りりー その他飲食店 浦添市 浦添市内間2-11-16ハッピーイエロービル202 090-7298-4719

花ぬ遊び 沖縄そば・食堂 浦添市 浦添市屋冨祖2-24-1 098-874-4529

屋冨祖 鳥やす 居酒屋・バー 浦添市 浦添市屋富祖4-5-13 コスモ17ビル102号 080-3906-4284

旨飯旨呑 楽々 居酒屋・バー 浦添市 浦添市伊祖2-9-2  1F 098-975-9524 https://funitokinawa.co.jp/restaurant/

旨飯旨呑 楽々 前島店 居酒屋・バー 那覇市 那覇市前島3-21-13 久高アパート103号 098-943-2350 https://funitokinawa.co.jp/restaurant/

花かがり カフェ・スイーツ 浦添市 浦添市牧港1-9-14 ステージビル2F 098-877-4818

かぐや姫 その他飲食店 浦添市 浦添市牧港1-9-1 アルヴェビル2F 098-875-4855

かふう食堂 沖縄そば・食堂 那覇市 那覇市首里石嶺町2-70-26 JAすいまーる02号室 098-885-6533

ばばあ’ず ばぁ～？ その他飲食店 那覇市 那覇市首里石嶺町3-77-1  103号 090-1948-0624

スナック三杉 その他飲食店 浦添市 浦添市屋富祖2-16-18 かふうビル1F 098-877-9814

小料理（枝） その他飲食店 南風原町 南風原町与那覇541-4 ひろし商会202

やいま その他飲食店 浦添市 浦添市屋富祖2-24-6 タイガビル1F

恵（めぐみ） その他飲食店 浦添市 浦添市屋富祖2-17-8  1F

Mongoose（マングース） 居酒屋・バー 那覇市 那覇市牧志2-23-7-1F 090-3328-3741

Penguin Bar Fairy 居酒屋・バー 那覇市 那覇市松山2-6-16 098-863-9993 https://penguin-bar.jp

美虹 その他飲食店 沖縄市 沖縄市大里2-1-23 大里ビル2階 098-937-5688

ローズ その他飲食店 うるま市 うるま市石川1-51-7

花、花 その他飲食店 石垣市 石垣市美崎町10-8(2F南） 0980-88-7009
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レストランバー Zero 居酒屋・バー 宮古島市 宮古島市平良字下里553 2F 0980-72-4009

マリブ その他飲食店 名護市 名護市城1-2-23 0980-53-5322

真仁屋 沖縄そば・食堂 石垣市 沖縄県石垣市字大川213 0980-82-3081

酒場 奏 居酒屋・バー 宮古島市 沖縄県宮古島市平良字下里574-2 0980-73-0656

石垣島きたうち牧場 浜崎本店 焼肉・ステーキ・しゃぶしゃぶ 石垣市 石垣市浜崎町2-3-24 0980-83-7000 http://krs-beef.jp/

コーヒー＆リカー ファイナル その他飲食店 宮古島市 宮古島市平良字下里1236-1　2F 0980-73-9923

割烹 三寿司 その他飲食店 石垣市 石垣市新栄町2-11 0980-82-3708

もちの木食堂 沖縄そば・食堂 石垣市 沖縄県石垣市新川2025-5 0980-87-5279

ヴェント・デル・スッド レストラン（和・洋・中） 浦添市 浦添市港川1-1-12川村ﾊｳｽ01 098-955-4523

Kira Hime カラオケミュージックバー 居酒屋・バー 那覇市 那覇市前島1-12-11マイハートビル５階C号室 090-3794-3064

Café Paris その他飲食店 那覇市 那覇市松山2-10-1　39ﾌﾟﾗｻﾞﾋﾞﾙ3F-C 098-868-5687

RAI 居酒屋・バー 那覇市 那覇市松山2-29-1ﾌｪﾆｯｸｽﾋﾞﾙ201

おいしい魚とやきとりの店 一巡 居酒屋・バー 那覇市 那覇市久茂地2-11-7 浦崎アパート1F 098-862-1398 https://ichijyun.owst.jp

仁ぐゎー 居酒屋・バー 那覇市 那覇市安里384 098-894-8117

居酒屋「陣」 居酒屋・バー 糸満市 糸満市西崎6-2-1 エバープラザビル106号

酒処 寿 その他飲食店 浦添市 浦添市前田１３５２－４　丸良ビル１－Ｃ

居酒 やきしん 居酒屋・バー 南風原町 南風原町兼城128エネグランデ202 080-8552-4704 https://kakuyat1.wixsite.com/-site

愛 その他飲食店 那覇市 那覇市東町12-1ﾐﾘｵﾝﾌﾟﾗｻﾞ1F

Relation 居酒屋・バー 名護市 名護市大東1-21-2  2F 090-3793-2444

inSP 居酒屋・バー 那覇市 那覇市安里63 マートンドームⅡ102号 098-800-2808

Sammy's Bar KIWI 居酒屋・バー 北谷町 北谷町北谷2-20-13 上間ビル1F 090-4987-6984

凪 その他飲食店 糸満市 糸満市西崎6-4-3 久米ビル4-B 098-992-7490

波ぬ花 居酒屋・バー 那覇市 那覇市安里388-52 090-9599-1384

ナイトイン YES その他飲食店 那覇市 那覇市東町20-16 タイセイローズビル101 098-861-8519

古波蔵二丁目酒場 咲蔵 居酒屋・バー 那覇市 那覇市古波蔵2-24-1 098-987-4377

カラオケスナック 愛 その他飲食店 糸満市 糸満市字糸満1978ホワイトビル1F-C 098-995-3955

Tatta（タッタ） 居酒屋・バー 宜野湾市 宜野湾市我如古4-6-5 エンゼルBLD101 090-6859-0215

酒楽家 絆 その他飲食店 糸満市 糸満市西崎町6-2-1  1-M

スナック 花風 その他飲食店 糸満市 糸満市西崎6-4-12 ニューマダム館 090-6866-8908

ビストロ リエールブランⅡ レストラン（和・洋・中） 宜野湾市 宜野湾市普天間2-37-8 098-963-9161

絆 カフェ・スイーツ 金武町 金武町金武4249-3 宮城店舗1階102号室 090-3076-1927

酒・唄い処 美遊 その他飲食店 那覇市 那覇市牧志3-8-8 098-863-4128

丹菜房 居酒屋・バー 北谷町 北谷町美浜3-1-4 098-936-9800

スナック扇（せん） その他飲食店 与那原町 与那原町与那原942 098-945-5432

おでんさつき その他飲食店 糸満市 糸満市糸満1980-1 090-6899-7219

アカマル商店 居酒屋・バー 南城市 南城市大里高平117-1 098-988-6109 https://akamarushoten.gorp.jp/

スナック Y その他飲食店 宜野湾市 宜野湾市大山2-22-3 スカリー６ 1-B

おうちごはんe 沖縄そば・食堂 那覇市 那覇市首里真和志町２-21-3 098-943-7216

スナック・BB その他飲食店 那覇市 那覇市小禄1287-1 ウィンズビル5階-C 098-858-1584

百爆ステーキ 焼肉・ステーキ・しゃぶしゃぶ 那覇市 那覇市牧志3-4-1 080-1352-8720

オールイン 居酒屋・バー うるま市 うるま市石川白浜1-6-1 ナイトインKOMACHI2-D号 080-9852-1912

小料理 ぢゃんな 居酒屋・バー 浦添市 浦添市西原1-12-6 070-5818-6033

君子 その他飲食店 那覇市 那覇市前島2-1-7ﾂｲﾝﾊｳｽ2-A 098-866-7009

Jam 居酒屋・バー 読谷村 読谷村字楚辺1195ﾄﾘｲｽﾃｰｼｮﾝﾋﾞﾙ403 098-953-5038

スナック ひまわり その他飲食店 宜野湾市 宜野湾市普天間2-49-13ｽｶｲｴﾝｼﾞｪﾙﾋﾞﾙ202 090-2589-9690

焼肉 味里苑 レストラン（和・洋・中） うるま市 うるま市石川1-1-5

プリティー その他飲食店 うるま市 うるま市石川白浜1-8-1 090-3790-9057

SNACK ミル その他飲食店 うるま市 うるま市石川山城524-1 098-965-6340

叶愛 その他飲食店 うるま市 うるま市石川1-51-8B 090-6860-6302

桜 その他飲食店 うるま市 うるま市石川白浜1-9-3
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居酒屋なごみ 居酒屋・バー うるま市 うるま市石川白浜1-9-28 098-964-4080

スナック うさぎ その他飲食店 宜野湾市 宜野湾市長田1-1-1

スナック粋 その他飲食店 那覇市 那覇市前島1-12-11ﾏｲﾊｰﾄﾋﾞﾙ4F 098-863-3945

フーズ・バー Shin 居酒屋・バー 那覇市 那覇市松山1-33-3 京ビル4  5階 5-C号室 098-863-4511

VOICE 居酒屋・バー 那覇市 那覇市牧志1-3-31 大平ビル2階 098-869-6212

ALL・IN オールイン 居酒屋・バー 那覇市 那覇市松山1-14-16 ニューサミットビル4階 098-863-6886

クリームソーダ 居酒屋・バー うるま市 うるま市石川白浜1-2-1  2F 098-964-6600 https://www.balcresoda.com/

スポーツ居食屋 輪輪 居酒屋・バー 那覇市 那覇市銘苅1-2-5  2F 098-862-5752 rinrin3.jp/

コーヒーハウス潤 レストラン（和・洋・中） 那覇市 那覇市久茂地2-1-15 久茂地第一ビル2-A

酒処 みき 居酒屋・バー 那覇市 那覇市安里388-65 098-975-5322

レオダッシュ 居酒屋・バー 那覇市 那覇市松山1-8-8 オーキッド松山2階-A 098-866-7640

スナックキャット その他飲食店 那覇市 那覇市小禄1-39-8 090-8291-0940

歌食ハウス2017 居酒屋・バー 那覇市 那覇市松山2-7-6 仲宗根マンション2-A 098-866-1655

Cafe&Bar Chimp 居酒屋・バー 石垣市 石垣市美崎町11-5 メゾンノア1A 070-8579-7706

Partir（パルティール） 居酒屋・バー 宜野湾市 宜野湾市普天間2-37-13すずらんYﾋﾞﾙ204

島唄三線ライブ居酒屋 結風 居酒屋・バー 石垣市 沖縄県石垣市美崎町13　2階 0980-88-7008 http://www.yuikaji.com/

カラオケ喫茶はっぴぃ～ その他飲食店 宮古島市 宮古島市平良字西里168 0980-73-5607

居酒屋 まるべ 居酒屋・バー 石垣市 石垣市大浜330 0980-88-5952

宮古島南国民宿 プキの家 その他飲食店 宮古島市 宮古島市平良字狩俣934-3 0980-72-5750 pukinoie.com

ペコラ 居酒屋・バー 石垣市 石垣市大川198-7マキシビル2Ｆ－２ 0980-87-5813 http://pecora-ishigaki.com

石垣島とけい台食堂 沖縄そば・食堂 石垣市 石垣市字大川578-3 0980-87-7230

宮バール PEACE 居酒屋・バー 宮古島市 宮古島市平良字下里573-1　1F西 0980-79-9995

カフェー リック・ユ カフェ・スイーツ 石垣市 石垣市字登野城224-2　 0980-82-3664

きんぱ ぎんぱ 居酒屋・バー 北谷町 北谷町美浜2-4-7 098-926-0076 http://ryoji-family.co.jp/

舟盛り居酒屋 北海道らむ亭 居酒屋・バー 那覇市 那覇市若狭1-3-17 フランスビル1F 098-917-5596

台所あしゃぎ 居酒屋・バー 那覇市 那覇市久米2-17-14  1F 098-862-6446

酒処「糸」 居酒屋・バー 那覇市 那覇市古波蔵3-20-1-17 090-9492-2375

スナック SKY 居酒屋・バー 沖縄市 沖縄市諸見里1-24-22 1階 098-933-9320

酒処 春風 居酒屋・バー 浦添市 浦添市屋冨祖4-3-8 098-875-9757

旨飯旨呑 楽々 大里店 居酒屋・バー 南城市 南城市大里仲間1140-3 098-945-1982 https://funitokinawa.co.jp/restaurant/

Oujima kame-kame- カフェ・スイーツ 南城市 南城市玉城志堅原171-3 098-988-4748 https://www.kans-okinawa.co.jp

タイ料理 paopao the elephant その他飲食店 北谷町 北谷町北谷8-10-1F 098-989-9890 https://paopao-the-elephant.com/

たこ焼 まるみ その他飲食店 石垣市 石垣市新川２４２５－９　１Ｆ 080-6487-1012

カフェ トゥモール カフェ・スイーツ 石垣市 石垣市新川９６　１Ｆ東 0980-82-1750

Orchid オーキッド その他飲食店 名護市 名護市城1-1-21　サミットビル1階1-B 090-8294-8848

Ryukyu Mixology Style Bar Alchemist 居酒屋・バー 那覇市 那覇市久茂地2-10-19 大城氏貸店舗　1階102号室 098-943-8410 https://alchemist.okinawa

琉球ドリンクラボ 居酒屋・バー 那覇市 那覇市牧志3-4-1 水上店舗1F 098-800-2050 https://ryukyu-drink-labo.okonawa

晴レノヒ カフェ・スイーツ 那覇市 那覇市牧志3-4-1 ジープラス牧志 090-7390-8044 https://www.instagram.com/?hl-ja

島しゃぶ屋 豚とん拍子 焼肉・ステーキ・しゃぶしゃぶ 名護市 名護市東江4-18-1 0980-43-9394 https://www.facebook.com/tonton0627/notifions

酒菜亭 とらや 居酒屋・バー 浦添市 浦添市経塚1-3-12  1F 098-873-1075

ゆみこ その他飲食店 金武町 金武町金武4249-13 090-3793-0417

道頓堀 居酒屋・バー 糸満市 糸満市西崎6-4-3  久米ビル3F 090-6864-6618

ゴージャス その他飲食店 沖縄市 沖縄市上地1-13-30 サンウェイビル1F 098-933-5012

ナイトプラザ その他飲食店 名護市 名護市城1-3-21 ツインビル1FA 0980-52-2188

ラウンジOP 居酒屋・バー 宜野湾市 宜野湾市我如古1-7-1 宮城テナントビル1F

小料理屋 一杯茶や 居酒屋・バー 那覇市 那覇市国場74-1 あきよしビル101 090-6856-9147

博多もつ鍋 じろう桜 居酒屋・バー 那覇市 那覇市松山１-6-18 美山ビル1F 098-861-3225 https://wwwjirouzakura.jp

居酒屋 ぢゃんな 居酒屋・バー 浦添市 浦添市伊祖1-22-1 090-5533-1978

うおらん 居酒屋・バー 那覇市 那覇市安里385 090-1367-8746

スナック「シルビア」 その他飲食店 浦添市 浦添市仲西1-2-1協和ビル1F
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ローズヒップス その他飲食店 浦添市 浦添市城間1－1－5シーサービル1-D号室

居酒屋 たきち 居酒屋・バー 浦添市 浦添市屋冨祖1-3-11 090-3797-0301

酒処 にしき その他飲食店 北中城村 北中城村島袋705-12 070-5278-6057

チャイナシー 居酒屋・バー 北谷町 北谷町字北前215-2 098-936-5989

わらいえん 居酒屋・バー 那覇市 那覇市泉崎1-19-19　1F 098-861-8305

酒処 游 居酒屋・バー 宜野湾市 宜野湾市新城1-15-8  1F 090-4772-9785

グリース 居酒屋・バー 沖縄市 沖縄市園田1-1-19  2F 098-930-4812

居酒屋 酒井道場 居酒屋・バー うるま市 うるま市大田112-2 098-982-6833

居酒屋 浜っ子 居酒屋・バー 浦添市 浦添市当山3-3-1 098-879-2553

酒処 you その他飲食店 浦添市 浦添市屋富祖2-24-1 090-6858-6848

龍球 居酒屋・バー 那覇市 那覇市泉崎2-3-5-2F 098-833-6633

プロスペリテ その他飲食店 浦添市 浦添市屋富祖2-24-6タイガビル1F 090-9783-7882

Anje-アンジェ- レストラン（和・洋・中） 北中城村 北中城村美崎209-1（2F） 098-935-1331

japanese Soba DINING 舞天 その他飲食店 那覇市 那覇市おもろまち4-3-28-1F 098-862-1336 https://kai-booten.jp/booten_booten

KURAN 居酒屋・バー 那覇市 那覇市松山1-35-21大福館ビル3-A 080-3970-5785

カトラン その他飲食店 那覇市 那覇市久茂地2-19-16美栄橋ステ－ションビル3F 098-869-1828

あて 居酒屋・バー 豊見城市 豊見城市平良126-1.B-1 098-850-0517

こまち 居酒屋・バー 浦添市 浦添市城間3-3-8 098-877-1193

ぶりあん その他飲食店 うるま市 うるま市みどり町4-12-12 グリーンタウンビル2階204 090-6858-1338

小料理グッチー その他飲食店 うるま市 うるま市赤道174-2 098-973-7334

愛来夢 その他飲食店 うるま市 うるま市安慶名96-3 080-1765-2637

カフェ やしの木広場 その他飲食店 那覇市 那覇市牧志3-1-22呉屋商会ビル1F右 098-943-8509

レスト その他飲食店 うるま市 うるま市高江洲1049-1 稲福ビル2F 098-974-7732

La’Reir  カフェ・スイーツ 沖縄市 沖縄市照屋1-44-1　栗国アパート1F 098-923-1022 www.lareir.com/

ダイヤモンドビーチカフェ カフェ・スイーツ 恩納村 恩納村瀨良垣498-1　1Ｆ 098-927-4555 dbcafe.jp

スナック二輪草 その他飲食店 那覇市 那覇市国場30 090-3793-9719

カントリーマーム その他飲食店 うるま市 うるま市字赤道560 098-974-3009

ワインとバルめし ガジャバル 居酒屋・バー 那覇市 那覇市泉崎2-2-4 K2ビル　1階102号室 098-996-1212

メビウス その他飲食店 那覇市 那覇市松山2-14-1 玉城米屋第五ビル303  304 098-917-5028

智美 その他飲食店 浦添市 浦添市西原1-12-16ｷｬｽﾃｨｰ浦添5-B 098-875-5305

はなまる亭 居酒屋・バー 浦添市 浦添市経塚1-5-8 098-879-8711

季節料理 湯川 レストラン（和・洋・中） 名護市 名護市大北1-29-21 0980-54-0054 yukaw.okinawakuukan.com

輝 その他飲食店 宜野湾市 宜野湾市普天間2-50-5

肴や 鯛の鯛 居酒屋・バー 宜野湾市 宜野湾市嘉数4-27-16　1F 098-890-6919

月あかり 居酒屋・バー 浦添市 浦添市城間1-1-5シーサービル3－A 090-1943-4525

莉央 その他飲食店 宮古島市 宮古島市平良字西里110-2スパイラルビル1F-東 080-2722-2525

しゅう乃や 居酒屋・バー 那覇市 那覇市久茂地3-25-19　久茂地リバーサイドガーデンビル1-C 098-861-4933

沖縄料理 なかよし 居酒屋・バー 宮古島市 宮古島市平良字西里13-1（１F） 0980-72-0734

郷土料理 山海亭 沖縄そば・食堂 石垣市 石垣市美崎町３ 0980-83-0596

居食屋 心 居酒屋・バー うるま市 うるま市江州267 090-5388-0770

島唄居酒屋 喜山 居酒屋・バー 宮古島市 宮古島市平良字西里244 0980-72-6234

めんば～る レストラン（和・洋・中） 宮古島市 宮古島市平良字下里567-6 0980-79-7612 www.menba-tu.com/

てぃだ家 焼肉・ステーキ・しゃぶしゃぶ 那覇市 那覇市寄宮151-3　101 098-836-7116

bar living 居酒屋・バー 那覇市 那覇市牧志2-23-9　シンカ牧志ビル5階 098-863-0703

中華料理 龍翔園 レストラン（和・洋・中） 石垣市 石垣市浜崎町2-1-17 0980-83-7788

居酒屋KAI 居酒屋・バー うるま市 うるま市赤道734-1 098-973-3932

今いゆ玉しろ レストラン（和・洋・中） 那覇市 那覇市具志875　那覇空港ボウルスカイレーン1階 098-852-0088

kukulu その他飲食店 今帰仁村 今帰仁村古宇利351 090-8745-2616

ZARA 居酒屋・バー 那覇市 那覇市松尾2-7-17　UIビル1F 070-1303-1406

若獅子WAKASHI 居酒屋・バー 那覇市 那覇市松尾2-8-37　CAVE松尾1F 098-917-5011
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レストラン国 レストラン（和・洋・中） 沖縄市 沖縄市泡瀬4-1-7 098-939-9351

歌酒場 憩 居酒屋・バー 糸満市 糸満市西崎6-4-12　NYU MADAM西崎2-B

THE BAR LE COMPTOIR × outdoor BO-CHIRA 居酒屋・バー 那覇市 那覇市牧志3-8-30 090-7761-8972

居酒屋 千 居酒屋・バー 那覇市 那覇市与儀2-19-17　ヨギアパートA101

留美 居酒屋・バー 那覇市 那覇市若狭2-4-19　1階 098-861-8729

LIP CLUB OKINAWA カフェ・スイーツ うるま市 うるま市石川白浜1-5-34 098-965-6924

LOCA 居酒屋・バー 那覇市 那覇市松山2-1-13　沖縄建装松山ﾋﾞﾙ5F北側 098-863-8778

ピパーチキッチン レストラン（和・洋・中） 那覇市 那覇市西2-6-16 098-988-4743 instagram.com/piparchikitchen_info

古民家食堂てぃーらぶい 沖縄そば・食堂 うるま市 うるま市勝連浜56 098-977-7688 t-love-.com

沖縄料理かなさんやー 居酒屋・バー 北谷町 北谷町美浜３４－5デポセントラルビル3階 098-987-8282

篁 たかむら レストラン（和・洋・中） 那覇市 那覇市松山2-9-13 初春マンション1F 098-867-8697

うちなー家庭料理 ちゅらはま食堂 沖縄そば・食堂 北谷町 北谷町美浜9-46ディストーションシーサイドビル3階 098-926-1300

トラットリア ディ・マーレ レストラン（和・洋・中） 那覇市 那覇市東町5-19ホテルユクエスタ旭橋1F 098-862-4788

穂 sui 居酒屋・バー 那覇市 那覇市松尾2-9-6 高嶺ビル2F 080-2639-6036

＃CAFELISH 居酒屋・バー 那覇市 那覇市長田2-8-12-B 080-4274-0022

有限会社 梯梧 レストラン（和・洋・中） 糸満市 糸満市米須1056 098-997-3385

久茂地チョップ 居酒屋・バー 那覇市 那覇市久茂地3-25-19 090-3014-1814 https://www.insyagram.com/kumojichop/?hl=ja

割烹千尋 その他飲食店 那覇市 那覇市若狭1-15-15　1Ｆ 098-868-4362

ムーンライト その他飲食店 宮古島市 宮古島市平良字西里164-1うりずんビル1F 0980-73-8881

カプリシャス食堂 沖縄そば・食堂 豊見城市 豊見城市瀬長174-6ウミカジテラス内20番 098-894-6222

久宮商店本店 居酒屋・バー 那覇市 那覇市長田2-22-5 098-836-8955

CITY MART OKINAWA その他飲食店 那覇市 那覇市前島2-19-12 098-943-6064 http://domadoma.net/

ASIAN DINING SHIVA MAHAL OKINAWA その他飲食店 那覇市 那覇市楚辺1-3-21 098-832-8454 http://domadoma.net/

花の湖 その他飲食店 那覇市 那覇市大道172-20サンマリアビル2F 098-884-3021

てぃーら 居酒屋・バー 那覇市 那覇市松山1-7-5 サンステップビル2F 090-6897-4290

禁煙の店 恵ちゃん その他飲食店 浦添市 浦添市宮城5-11-5 090-7986-3260

らぶいずおBar その他飲食店 浦添市 浦添市屋冨祖3-1-10 京ビル403号

酒場 琉珉珉 居酒屋・バー 浦添市 浦添市屋冨祖２-16-12 098-878-9656

BAR IRIE その他飲食店 うるま市 うるま市石川1-50-39石橋ﾋﾞﾙ3F301 090-8838-3805

居酒屋 GAPPAI 居酒屋・バー うるま市 うるま市石川1-51-23久場店舗201 080-2720-5031

凌 その他飲食店 那覇市 那覇市泉崎1-14-7阮氏ビル204 080-1701-3007

ぱいかじ美浜 北谷店 居酒屋・バー 北谷町 北谷町字美浜34-1ﾚｸｰ沖縄北谷ｽﾊﾟ&ﾘｿﾞｰﾄﾌﾟﾚﾐｱ2F 098-989-3363 https://paikaji-cyatanmihama.owst.jp

次元赤道店 居酒屋・バー うるま市 うるま市赤道346-1F 098-974-6817 https://jigenakamiti.owst.jp

炭火やきとり かん 居酒屋・バー 糸満市 糸満市西崎6-4-11 098-992-1284

個室あぐー豚しゃぶしゃぶ料理と沖縄もんじゃ焼のお店 美食蔵部～夏は国産うなぎ 焼肉・ステーキ・しゃぶしゃぶ 那覇市 那覇市辻1-4-10 090-7739-1149

あじ処 五城 居酒屋・バー 浦添市 浦添市勢理客3-9-10 098-876-3719

歌の城・小料理 ハミングバード 居酒屋・バー 浦添市 浦添市安波茶2-1-6 サンシティビル7号室

KANPILE レストラン（和・洋・中） 読谷村 読谷村字長浜1101-1 098-958-0067

もも その他飲食店 うるま市 うるま市石川白浜1-5-26

シャルル その他飲食店 沖縄市 沖縄市上地2-1-27上翔ﾋﾞﾙ2F 098-933-0418

ザ・プールサイドバー 居酒屋・バー 那覇市 那覇市牧志3-9-10 098-865-5552

酒処 日和 その他飲食店 沖縄市 沖縄市上地2-7-29

4KLETT レストラン（和・洋・中） 那覇市 那覇市久茂地1-6-1　1F　A号 080-7792-5469

金細工 その他飲食店 沖縄市 沖縄市大里2-29-12 仲宗根ビル1F 090-8293-1559

THE CORNER COFFEE＆BEANS カフェ・スイーツ 那覇市 那覇市松山1-14-13ホテルタイラ1F

ぴぃーこ その他飲食店 沖縄市 沖縄市宮里1-14-2  1階 090-9589-7988

Cucina Naha レストラン（和・洋・中） 那覇市 那覇市久茂地2-10-17上原第二マンション1F 098-914-3787

アプローチ スナック その他飲食店 うるま市 うるま市江洲399-3 090-3790-7907

スナック洋子 その他飲食店 うるま市 うるま市字高江洲1049-1 稲福ビル2F 098-974-2661

おでん きみ その他飲食店 うるま市 うるま市高江洲1077-2 090-3790-4955
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バルドメール レストラン（和・洋・中） 那覇市 那覇市泊2-15-6 098-868-3600

カラオケ＆喫茶 ゆんたく～ その他飲食店 うるま市 うるま市赤道279 安里スナック3階左 090-1945-9077

酒様 その他飲食店 うるま市 うるま市赤道173-8 ボヌールマンション101号 090-3793-3430

四季海鮮 海月 居酒屋・バー 浦添市 浦添市城間4-38-1 098-876-2880

BAR M 居酒屋・バー うるま市 うるま市高江洲1120-3 ナイトステーション2-C 090-3329-4081

ぐ～ちょき・ぱ～ その他飲食店 うるま市 うるま市平良川169-2 地下B102 098-973-0120

民謡広場（嘉手久） その他飲食店 うるま市 うるま市平良川111 098-973-2221

十彩 居酒屋・バー うるま市 うるま市みどり町4-12-20 グリーンタウンビル　B102 098-923-3711

ASIAN DINING RESTAURANT レストラン（和・洋・中） 那覇市 那覇市西2-6-16 コーポ流翔1階 098-863-9871

あいちゃん その他飲食店 うるま市 うるま市勝連平安名1375 伊盛共同住宅101 090-3797-7838

熊本らーめん 育元 ラーメン 浦添市 浦添市経塚800  2F 098-894-8020

居酒屋 桃花 居酒屋・バー 南城市 南城市大里稲嶺74-1 090-9655-2450

Jスタジアム 居酒屋・バー 那覇市 那覇市牧志１－２－３１  4F 098-863-6211

えん その他飲食店 豊見城市 豊見城市字平良156-1 大城アパート107 098-856-0358

スナックらん その他飲食店 那覇市 那覇市若狭2-4-16 福栄館ビル１-A 098-863-0441

With 居酒屋・バー 那覇市 那覇市松山2-12-7 ISビル2階-A 080-1741-5004

旬鮮家 なおじ 居酒屋・バー 浦添市 浦添市仲西1-1-5 遠山マンション201 098-876-0477

シルク その他飲食店 宜野湾市 宜野湾市普天間2-44-10-1F 090-9787-2466

とんかつの店 かつ家 沖縄そば・食堂 浦添市 浦添市内間1-12-10 1F 098-878-4930

Vinokinawa 居酒屋・バー 那覇市 那覇市久茂地3-23-10 098-861-9527

庶民の味処 金吾 その他飲食店 宮古島市 宮古島市平良字西里1876-13 0980-73-0620

小料理 うちま その他飲食店 浦添市 浦添市内間3-28-8 098-877-2928

チキンパラダイス その他飲食店 金武町 金武町字金武330-3 090-1362-9983

オーシャングリル レストラン（和・洋・中） 宜野湾市 宜野湾市字宇地泊558-8 098-890-1110

八十八（やすや） 居酒屋・バー 沖縄市 沖縄市諸見里1-3-4 090-9783-0600

地酒と地産料理 花咲 居酒屋・バー 那覇市 那覇市前島3-6-18-101 098-860-8139

Lady その他飲食店 宜野湾市 宜野湾市真栄原1-1-15　ライトビル206 090-1946-7497

石焼 石庵 那覇店 居酒屋・バー 那覇市 那覇市久茂地2-18-16　ONCビル1F 098-941-2377 https//www.safarigroup.info

小料理 華の家 居酒屋・バー 沖縄市 沖縄市高原4-24-45 098-932-8184

USHIGAMI 焼肉・ステーキ・しゃぶしゃぶ 那覇市 那覇市久茂地2-13-20ラ.ビエンテ久茂地２階 070-2791-0297 https://ushigami.jp

串かつ アゲ太郎 居酒屋・バー 石垣市 石垣市大川17-4　崎山アパート1階南 0980-87-9105

居酒屋むかい 居酒屋・バー 沖縄市 沖縄市与儀3-13-11 098-930-2725 https://izakayamukai.com

べしゃりBar 居酒屋・バー 沖縄市 沖縄市泡瀬5-32-6　1階 090-9493-8466

パーラーY 居酒屋・バー うるま市 うるま市川崎776 080-9851-5062

ライブ・ラウンジ 華 居酒屋・バー 那覇市 那覇市東町27-19 Keiﾋﾞﾙ6-A 098-861-0807

Music Bar アーデュー 居酒屋・バー 那覇市 那覇市久茂地2-6-16　リバーサイドテラス久茂地1E 098-867-3970

やぎ料理 満腹 その他飲食店 那覇市 那覇市国場12-1F 098-886-2451

居酒屋すずらん 居酒屋・バー 那覇市 那覇市樋川2-2-1前原ﾋﾞﾙ 080-3419-5925

宴（うたげ） その他飲食店 那覇市 那覇市東町4-14ｲｰｽﾄﾀｳﾝﾋﾞﾙ7F 098-867-5941

やきとり すずなり 居酒屋・バー 那覇市 那覇市壺屋2-13-26 098-853-0662

MOON CHILD 居酒屋・バー 浦添市 浦添市牧港4-13-1天住第四ビル3F 098-987-6774

ダイニングKintsuki その他飲食店 嘉手納町 嘉手納町字水釜185-3　新城アパート2階 098-956-1235

寿司処 魚政 その他飲食店 豊見城市 豊見城市字高嶺439-3　M2-110号室 098-850-4418

おでん壷 居酒屋・バー 金武町 金武町金武4248 090-4959-3926

糸満屋 居酒屋・バー 那覇市 那覇市三原3-20-9 佐久本商事ビル2　1F 098-853-9052

割烹常 居酒屋・バー 南城市 南城市玉城親慶原223-2 098-948-7259

カラオケ酒処 たつみ その他飲食店 沖縄市 沖縄市諸見里1-25-8グリーンビル602 090-7458-0295

エイム その他飲食店 浦添市 浦添市西原1-11-2 090-8767-2796

酒膳処かい その他飲食店 那覇市 那覇市東町27-19　keiビル4-B 080-4794-8218

琉球NOVA 居酒屋・バー 那覇市 那覇市牧志1-12-6金城ビル1F 098-943-4332 ryukyu-nova.work
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おるたな 居酒屋・バー 那覇市 那覇市安里388-8新垣アパート102 098-943-3347

いちゃりば兄弟 焼肉・ステーキ・しゃぶしゃぶ 糸満市 糸満市西崎6-14-12　西崎一番館ビル１F 098-995-3088

肴菜処しょか 居酒屋・バー 宮古島市 宮古島市平良字東仲宗根485-1　1F東 0980-79-9270

串焼酒場こちや 居酒屋・バー 宮古島市 宮古島市平良字東仲宗根822-5　1F 0980-79-9270

郷里 カフェ・スイーツ 名護市 名護市城1-8-16 090-8290-7932

suksma 居酒屋・バー 石垣市 石垣市美崎町8-9　石垣島ヴィレッジ 0980-87-5100 https:/suksma.okinawa/

ラウンジY その他飲食店 石垣市 石垣市美崎町12-1　海邦ビル　５F　５０２ 0980-83-7105

紗慕里点心坊（さぼりてんしんぼう） レストラン（和・洋・中） 宮古島市 宮古島市平良字下里707-2 0980-73-8502

亀寿し その他飲食店 宮古島市 宮古島市平良字久貝852-11(1F) 0980-73-4660

居酒屋 海王 居酒屋・バー 宮古島市 宮古島市平良字西里304 0980-73-5554

鶏とロマン 居酒屋・バー 浦添市 浦添市伊祖2-25-9ｽｸｴｱﾋﾞﾙ102 080-8390-3283

喫茶バンバン その他飲食店 浦添市 浦添市城間1-1-8 098-876-9119

SO IT GO ソイゴ 居酒屋・バー 宜野湾市 宜野湾市真栄原1-1-18  2F 090-1179-6201

串かつとワイン 寶船 居酒屋・バー 那覇市 那覇市久茂地3-8-2  2F 070-8463-0288 https://www.instagram.com/housen0601

赤ちょうちん林檎亭 居酒屋・バー 宮古島市 宮古島市平良字西里451-3 0980-73-1707

kiitos 居酒屋・バー 那覇市 那覇市楚辺2-32-3玉城アパート102 098-855-9966 http://www.instagram.com/kittos_okinawa

カラオケ メトロ その他飲食店 宜野湾市 宜野湾市我如古4-1-16(101) 090-9498-1070

エマ 居酒屋・バー 豊見城市 豊見城市豊崎1-415 豊崎レインボービル502 098-856-3041

ワンダフルブーコ カラオケスタジオ その他飲食店 浦添市 浦添市前田2-19-11 202 090-3794-0212

スナック 美月 その他飲食店 浦添市 浦添市城間1-35-8 098-879-3927

松ごろう 居酒屋・バー 浦添市 浦添市屋富祖4-6-7

スナック Rin その他飲食店 うるま市 うるま市石川白浜1-6-1ﾅｲﾄｲﾝKOMACHI2-B 080-8389-9592

カラオケラウンジ歌で乾杯 その他飲食店 名護市 名護市大西1-4-3 090-3792-2924

展望レストラン 美ら海 レストラン（和・洋・中） 恩納村 恩納村字瀬良垣100 098-982-3388 https:/www.okashigoten.co.jp

美酒 ステラ その他飲食店 うるま市 うるま市赤道2-16 佐久田設計ビル2階 2-3 090-9783-3946

野バラ 沖縄そば・食堂 うるま市 うるま市与那城屋慶名1574 080-3225-2316

酒処エスポワール その他飲食店 沖縄市 沖縄市美原2-1-10 ストンハウスＢ号室 090-1517-7139

上江田歌謡教室 みんなの広場 その他飲食店 うるま市 うるま市赤道247-11 203号室

スナック Fun その他飲食店 うるま市 うるま市字宮里842-1 菊ビル2-C 080-1705-2241

酒処 笑福 syo-fuku その他飲食店 うるま市 うるま市宮里203-5

酒家 とりふく 居酒屋・バー 那覇市 那覇市松山2-14-1 玉キ米屋第5ビル101 098-943-4883

南国ダイニング鬼さん 居酒屋・バー 那覇市 那覇市久茂地3-12-4 ラフテビルB1 098-861-5578

大吉 古波蔵店 居酒屋・バー 那覇市 那覇市壷川2-13-1 098-853-0900

垂れ屋 居酒屋・バー 那覇市 那覇市松尾2-10-20 098-917-4711

ニュープラウディア その他飲食店 うるま市 うるま市石川白浜1-6-16 080-6484-6210

ティスティ その他飲食店 うるま市 うるま市石川白浜1-6-1 ナイトインKOMACHI  2-E 090-8413-2538

MOZ9 その他飲食店 那覇市 那覇市牧志3-8-1 池村ビル２F 080-1235-1110

ナイトスポット マリア その他飲食店 那覇市 那覇市松山1-14-8 古謝ビル3階 090-3794-2458

米仙 居酒屋・バー 那覇市 那覇市松尾2-10-20　マルヤアパート102 098-917-4711

大衆炉まん 居酒屋・バー 糸満市 糸満市字糸満989-31 090-3907-8702

ムッシュ その他飲食店 那覇市 那覇市久茂地2-12-9 プラネットビル4F 090-1084-8797

Maroon 居酒屋・バー 那覇市 那覇市牧志2-16-15-1F 090-3325-3633

ライツ 居酒屋・バー うるま市 うるま市石川1-28-9 080-1730-3557

ゆうゆ カフェ・スイーツ 那覇市 那覇市東町18-4東町ﾋﾞﾙ1F-B

チーム ウエスト 居酒屋・バー 那覇市 那覇市東町18-4東町ﾋﾞﾙ3-E 090-1179-3800

ダイニング時 居酒屋・バー 那覇市 那覇市若狭2-1-9日天ﾋﾞﾙ1-A 090-7980-6262

観光ホテル平安（レストラン平安） レストラン（和・洋・中） うるま市 うるま市与那城平安座2421-1 098-977-8230

K-CO KARAOKE BAR 居酒屋・バー 那覇市 那覇市東町6-18  パーム東町3-B号室 070-5817-0326

とみや 居酒屋・バー 那覇市 那覇市泉崎1-5-12

食堂えのぐ 沖縄そば・食堂 沖縄市 沖縄市中央1-3-15  1F 090-6593-7687
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ごちそうや 飛梅 久茂地店 居酒屋・バー 那覇市 那覇市久茂地3-11-17 新星産業ビル2F 098-863-6639

HERS (はーず) その他飲食店 沖縄市 沖縄市中央1-6-6 090-3072-7860

スナック夢見月 その他飲食店 宜野湾市 宜野湾市普天間2-15-21ブラックデビルビル204 090-7585-2829

スナック奈奈 その他飲食店 沖縄市 沖縄市照屋1-30-5

さくら庵 その他飲食店 本部町 本部町字伊豆味588-1 0980-47-3758

旬鮮厨房 味だより 居酒屋・バー 那覇市 那覇市国場518　メゾン・ド・きらら　1F 098-854-6203

ラーメン龍 ラーメン 与那原町 与那原町字与那原3178-4　２F　A 090-1949-6258

螢 その他飲食店 うるま市 うるま市石川白浜1-10-3

EXILE（エグザイル） 居酒屋・バー 那覇市 那覇市牧志3-7-16（仲間ビル202） 098-863-0554

シェーン その他飲食店 那覇市 那覇市牧志3-10-9 098-868-6035

居酒屋じんじん 居酒屋・バー 金武町 金武町金武4244-8 098-968-3208

小料理 はまや その他飲食店 うるま市 うるま市宮里813　ホワイトハウス1Ｆ 090-3790-6557

居酒屋ゴールデン 居酒屋・バー 宜野湾市 宜野湾市愛知3-7-51 098-943-5678

太陽 その他飲食店 金武町 金武町金武4140-1 090-1945-4567

喫茶 セルシオ その他飲食店 糸満市 糸満市西崎6-4-10　エスベランザ1F 098-996-4471

Pizzeria napoletana Bufalo レストラン（和・洋・中） 豊見城市 豊見城市宜保259コンフォートノリＡ 098-987-7552

一心 居酒屋・バー 本部町 本部町渡久地128 090-1940-5719

ムーンヴィラ その他飲食店 恩納村 恩納村前兼久1006-2 098-965-7761 moon-villa.com

やきとり串本陣 居酒屋・バー 浦添市 浦添市城間2-12-1　佐久川AP102 098-876-1522

浜焼 里兵衛 居酒屋・バー うるま市 うるま市石川白浜2-8-24 080-4316-9435

＃K-MEAT 居酒屋・バー 那覇市 那覇市松尾2-24-6　赤嶺ふとんビル103 090-1525-5804

Go Go Kappa その他飲食店 那覇市 那覇市東町5-14　ポストビル3A 080-3732-8937

酒膳 綾 その他飲食店 那覇市 那覇市辻1-1-19　アバンセ上之蔵1A 090-3010-0490

Live Station G7 その他飲食店 那覇市 那覇市東町5-14　ポストビル2F-D 098-867-8222

居酒屋 蔵 居酒屋・バー 名護市 名護市大東1-21-2　マルエムビル1F 0980-53-2627

スナック笹 その他飲食店 那覇市 那覇市松山1-19-11ﾊﾟｰｸｻｲﾄﾞ松山4D 098-868-7038

居酒屋 大髙屋 居酒屋・バー 那覇市 那覇市小禄1-19-9 098-857-5715

串豚 居酒屋・バー 那覇市 那覇市泊１-22-16藤ビル103 098-862-9416

喫茶キンコンカン カフェ・スイーツ 宮古島市 宮古島市平良字荷川取132 メゾングレイス101号 0980-73-8039

あしびどぅくる はなはな その他飲食店 那覇市 那覇市三原2-11-28 098-833-5559

わざ家 ラーメン 浦添市 浦添市勢理客4-14-1 090-3230-5406

海鮮居酒屋 シーサー鮮魚 居酒屋・バー 豊見城市 豊見城市平良154-1大城アパート103 090-5743-2955

香翔蓮愛（カトレア） その他飲食店 浦添市 浦添市西原1-12-16 キャスティー浦添2-B

ぐすくー台所 居酒屋・バー 宜野湾市 宜野湾市神山1-5-63 098-892-8099

栄福食堂 沖縄そば・食堂 石垣市 石垣市大川274 0980-82-5838

鉄板Dining かぎすま 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41 1F 090-2719-6262

居酒屋 千 居酒屋・バー 那覇市 那覇市久米2-6-1 102号 090-8292-5617

The BAR Shiokawa 居酒屋・バー 那覇市 那覇市久茂地3-15-15 第2やまこビル2F 098-869-6201

和風場合 あ～さ 居酒屋・バー うるま市 うるま市石川1-52-38　102号 080-1741-4177

悠遊 その他飲食店 名護市 名護市城1-9-1 コスモG1-2D 090-3792-2916

島のうたげ処 あっき 居酒屋・バー 石垣市 石垣市浜崎町1-2-6　パティオ石垣1F 0980-87-0560

キッチンさとう 居酒屋・バー 宮古島市 宮古島市平良字西里296 0980-73-1489

たけのこ 沖縄そば・食堂 宮古島市 宮古島市平良字西里36-1　1F 0980-73-5170

小料理 ななつぼ 居酒屋・バー 宜野湾市 宜野湾市普天間2-44-12 090-1364-2675

スナック Refre その他飲食店 金武町 金武町字金武4245（1F） 090-5743-2807

SPIRITS 居酒屋・バー 那覇市 那覇市泉崎1-12-4　マラカイト泉崎3-B 090-5288-9237

沖縄の味 石嶺食堂 沖縄そば・食堂 那覇市 那覇市首里石嶺町4-346-1 098-884-9977 https://ishimineshokudo.com/

肴家 あうん 居酒屋・バー 那覇市 那覇市久米2-7-1 098-869-1860 https://iikaisya-tsukurou.com/

急急 沖縄そば・食堂 本部町 本部町健堅130 080-6485-7699

カジュアル居酒屋 さとう 居酒屋・バー 糸満市 糸満市西崎6-11-3 101号 098-996-5306
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スナック マドンナ その他飲食店 浦添市 浦添市牧港1-9-14 ステージビル403号 098-875-1218

スナック じゅん＆かず 居酒屋・バー 浦添市 浦添市屋富祖1-3-23 エポックビル205 098-874-7595

tearoom SORA その他飲食店 浦添市 浦添市経塚518 テナントビルてぃーだ1-A 098-874-2081

カルダン その他飲食店 浦添市 浦添市屋富祖2-24-6 沖映ビル1F 098-874-3128

レインボー その他飲食店 うるま市 うるま市平良川105　平良坂プラザ2階Ｂ号室 090-1947-8695

Sスタイル 居酒屋・バー 那覇市 那覇市松山2-10-1　松山39スリーナインビル3階 090-8766-8411

のみくい屋台 居酒屋・バー 那覇市 那覇市首里鳥堀町1-46　吉嶺ビル1F 090-3074-3313

bar Bb（バービービー） 居酒屋・バー 石垣市 石垣市美崎町9-10-201 090-3035-4429

ブルーメ 居酒屋・バー 那覇市 那覇市前島3-12-3　1F 090-6859-7079

KULAY MUSIKA 居酒屋・バー 那覇市 那覇市久米2-8-8 新栄プロパティー久米4F-B 098-975-5569

絆 居酒屋・バー 那覇市 那覇市首里石嶺町3-111-7 090-3190-1694

パイプライン 鳥やす 居酒屋・バー 浦添市 浦添市内間3-1-3  101 080-3997-4284

エンジョイ その他飲食店 宜野湾市 宜野湾市普天間2-37-13 すずらんｙビル105 080-6483-3761

鈴（すず） 居酒屋・バー うるま市 うるま市石川白浜1-9-5 098-965-0706

おうちカフェ Kanjaya 沖縄そば・食堂 宜野湾市 宜野湾市大謝名1-15-1  1階 098-890-4311

メロディー 居酒屋・バー 浦添市 浦添市勢理客3-11-1 安謝橋ビル2-D 080-6492-2233

酒処あぐ その他飲食店 那覇市 那覇市小禄1287-1 ウィンズビル4階 098-857-0577

めいん 居酒屋・バー 名護市 名護市城2-2-10 1-B 090-9787-3821

居酒屋 海牛 居酒屋・バー 名護市 名護市大西1-9-4　1F 080-6490-2475

KYOKAWA レストラン（和・洋・中） 那覇市 那覇市久米2-11-3　第3幸福ビル2階 098-987-6178 https://tsuku2.jp/kyokawa

インド・ネパール料理 Atithi 那覇店 その他飲食店 那覇市 那覇市山下町2-26 098-987-4405

かき小屋那覇桜坂店 居酒屋・バー 那覇市 那覇市牧志3-2-37 098-917-0932 https://www.jack-pot.co.jp/brands/kakigoya-nahasakurazaka/

カラオケライブハウス舞歌 その他飲食店 宜野湾市 宜野湾市普天間2-44-14 080-3222-9555

琥珀 その他飲食店 那覇市 那覇市東町20-19東町ガーデンビル301 090-1344-6591

泡盛と海産物のぱやお 居酒屋・バー 那覇市 那覇市安里379-11 098-885-6446 payao okinawa

串焼き車 沖縄そば・食堂 那覇市 那覇市西1-24-5 098-867-3045

とりとん 居酒屋・バー 那覇市 那覇市宇栄原1-28-7 098-859-2338

DARIA その他飲食店 宜野湾市 宜野湾市真栄原2-1-2 090-3419-3911

生ラムジンギスカン 羊や 焼肉・ステーキ・しゃぶしゃぶ 那覇市 那覇市前島2-14-28　1Ｆ 098-917-5651

山原新鮮組 居酒屋・バー 名護市 名護市城1-12-2  にふぇーでービル1F 0980-54-0040

養老乃瀧 首里店 居酒屋・バー 那覇市 那覇市首里平良町1-53 098-887-6620

養老乃瀧 松山店 居酒屋・バー 那覇市 那覇市松山2-1-1　1Ｆ 098-868-1532

養老乃瀧 寄宮店 居酒屋・バー 那覇市 那覇市寄宮3-12-8マンションアンビシャン1階 098-854-3742

小料理 家庭料理 庵 その他飲食店 那覇市 那覇市樋川2-16-17ｻﾆｰﾊﾟｰﾄﾅｰ与儀102 098-833-2224

スナック 姫 カフェ・スイーツ 那覇市 那覇市壺屋1-2-12中原ビル2F 090-1940-1125

カラオケスタジオ 奏音～かのん～ その他飲食店 那覇市 那覇市宇栄原3-29-1高良住宅201 080-6491-9551

カサブランカ その他飲食店 宜野湾市 宜野湾市普天間2-48-3ﾅｲﾄｽﾎﾟｯﾄﾋﾞﾙ1F

Madira 居酒屋・バー 沖縄市 沖縄市中央1-14-7 070-5819-9950

ドリアン その他飲食店 那覇市 那覇市東町17-11 東ふくろう館1階 098-869-8390

割烹居酒屋 シーサー 居酒屋・バー 宜野湾市 宜野湾市真栄原1-1-18 098-898-4612

韓琉苑 焼肉・ステーキ・しゃぶしゃぶ 那覇市 那覇市上間236 大正アパート1-B 098-854-5533

韓国市場＆焼肉韓琉苑 焼肉・ステーキ・しゃぶしゃぶ 那覇市 那覇市牧志3-5-4 098-866-7755

ひょうたん島 居酒屋・バー 宜野湾市 宜野湾市我如古4-6-7　2Ｆ 098-898-4334

IL CUORE レストラン（和・洋・中） 宜野湾市 宜野湾市宇地泊307當山マンション101 098-898-9060 https://imstagram.com/ilcvore.okinawa

すきやきとおでんハウス 笑 その他飲食店 宜野湾市 宜野湾市上原1-３-8　101号 098-893-2188

スナック貴 居酒屋・バー 宜野湾市 宜野湾市真栄原3-1-5国吉ビル2F（西） 098-897-5058

珍々VV その他飲食店 那覇市 那覇市西1-15-6　1階 098-861-8980

カラオケ居酒屋のみたりん 居酒屋・バー 那覇市 那覇市泉崎1-12-7不動産会館ビル地下1階（宅建協会ビルB1） 098-866-8393

スナック陽炎 その他飲食店 那覇市 那覇市前島1-12-11 098-863-8227

小料理 花の里 その他飲食店 那覇市 那覇市おもろまち4-8-7グランブルービル302号 090-5023-0526
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オーシャン その他飲食店 金武町 金武町字金武4136-3 090-7474-2364

鳳凰餃子 居酒屋・バー 那覇市 那覇市安里1-4-15　梅村ビル1Ｆ 090-6866-4891

天井 座敷 居酒屋・バー 那覇市 那覇市寄宮1-21-8　1F

THE 居酒屋 Haru70zuzU 居酒屋・バー 嘉手納町 嘉手納町字水釜557（2F) 098-923-3838

花しんじゅ 居酒屋・バー 那覇市 那覇市宇栄原3-30-3　マイシティ－ビル2F 098-859-1088

花海 居酒屋・バー 那覇市 那覇市宇栄原3-30-3　マイシティ－ビル1F 098-851-7703

中華そば 天龍 ラーメン 那覇市 那覇市曙2-9-12　1Ｆ 098-862-9998

酒処 智 その他飲食店 那覇市 那覇市牧志3-13-56

淡々 居酒屋・バー 那覇市 那覇市久米2-7-11　福地ビル2F 090-3795-5684

暖簾 その他飲食店 名護市 名護市港1-15-18　兼三ビル202号 0980-53-0016

焼肉ホルモン赤白 焼肉・ステーキ・しゃぶしゃぶ 那覇市 那覇市久米2-20-21　八木ビル101号 098-863-3633

風来坊 居酒屋・バー 金武町 金武町字金武4248 090-5380-8987

ちょっと一杯 沖縄そば・食堂 沖縄市 沖縄市照屋1-11-11 080-8453-6991

串焼き 一羽 居酒屋・バー 宜野湾市 宜野湾市上原2-7-12 1F左 098-893-3356

スナック ル・ジャルダン その他飲食店 沖縄市 沖縄市中央1-5-17壺ビル2Ｆ 098-929-3361

スナック 桂 その他飲食店 名護市 名護市宮里452-1　丸平アパート101号 090-5720-6628

カラオケラウンジKiki 居酒屋・バー 沖縄市 沖縄市園田3-5-27  サンライトISA 402 098-933-4635

バー５００マイル 居酒屋・バー 沖縄市 沖縄市中央1-17-14　2F 098-939-1996

BAR ラウンジ 花 居酒屋・バー 那覇市 那覇市松山2-29-1　フェニックスビル502 098-988-9426

街の惣菜屋さん 居酒屋・バー 那覇市 那覇市松山2-20-15　オリコ商会ビル1F 098-866-3599

さわやか庵 その他飲食店 金武町 金武町字金武532

笑い酒 その他飲食店 沖縄市 沖縄市園田1-15-13 090-6865-5318

居酒屋 岡 居酒屋・バー 沖縄市 沖縄市室川2-1-7 098-939-4399

ボー その他飲食店 名護市 名護市城1-13-20 080-2721-3421

LaCucina 居酒屋・バー 北谷町 北谷町浜川208ハウスNo.S-310 098-989-1755

島料理 孫六 居酒屋・バー 石垣市 石垣市美崎町9-10　仲電ビル1F 090-8290-2205

ALLY'S 沖縄 レストラン（和・洋・中） 北谷町 北谷町美浜25-3　ラ・ジェント・ホテル沖縄北谷1階 098-989-7183 https://allysokinawa.owst.jp/

Eternal 居酒屋・バー 名護市 名護市港1-15-18　兼三ビル203 090-6869-3113

ものまね屋 しじみんちゅ 居酒屋・バー 那覇市 那覇市若狭2-4-18　23ビル2B 098-863-4439

居酒屋ぐるくん 居酒屋・バー 那覇市 那覇市若狭3-20-8 098-866-3667 https://www.churaguru.net/shop/index.aspx?shop_id=207503

サルサ レストラン（和・洋・中） 沖縄市 沖縄市美里4-16-1　1階 098-938-6950

PIZZERIA CROWN ピッツェリアクラウン レストラン（和・洋・中） 宮古島市 宮古島市平良字下里575 OKアパートA107 0980-79-0028

BISTROT PIERROT ビストロ ピエロ レストラン（和・洋・中） 宮古島市 宮古島市平良字下里597-101 0980-79-0581 bistrotpirrrot.main-jp

Cucina KiYo レストラン（和・洋・中） 那覇市 那覇市銘苅1-2-17  クレセントビル2F　B号室 080-9102-8717

～ シエラ ～ 居酒屋・バー 那覇市 那覇市東町4-12 東壱番館B101

うるマルシェ（うるま市民食堂） レストラン（和・洋・中） うるま市 うるま市前原183-2 098-923-3911 https://urumarche.com/

具志堅家～ 居酒屋・バー 那覇市 那覇市久茂地1-4-7 098-867-0475

Taste of Okinawa 居酒屋・バー 那覇市 那覇市壺屋1-6-21 098-943-6313 https://tasteof.okinawa

カサブランカ その他飲食店 那覇市 那覇市牧志3-10-8　根路銘店舗 090-2500-9203

桜香 その他飲食店 那覇市 那覇市牧志3-13-56 098-867-5403

ビストロ マッタカ 居酒屋・バー 宜野湾市 宜野湾市大山2-1-2 098-917-2255 https://tabelog.com/okinawa/A4703/A470404/47013977/

さぼ商店 居酒屋・バー 宮古島市 宮古島市平良字西里303 0980-73-0407

炭火焼き鶏 なんくる亭 居酒屋・バー 那覇市 那覇市西1-21-3 098-867-9973

カラオケ・ダーツ BAR M's Genisys 居酒屋・バー 那覇市 那覇市久米2-2-14ルネッサンスハナハナビル1F 098-868-2663

スナック冬桜 その他飲食店 沖縄市 沖縄市大里2-27-28　ナイトイレブン2-A 098-937-4003

y♡u2 ゆうゆう その他飲食店 名護市 名護市城1-7-3宮里ビル102 0980-54-1530

カラオケ スナック ビッグフェイス倶楽部No2 その他飲食店 金武町 金武町字金武4249-6　1F 098-968-5020

BARだるま 居酒屋・バー 名護市 名護市城2-7-23　名護プラザ5階A室 0980-43-5177

ビリヤード＆ダーツ GRACE 居酒屋・バー うるま市 うるま市石川白浜1-6-8　リバーストーンヒル1F 098-989-8133

URU 居酒屋・バー 那覇市 那覇市泊2-1-11 080-3375-6600
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海人居酒屋 源 総本店 居酒屋・バー 石垣市 石垣市大川286　源ビル2F 0980-88-8321 http://ishigaki-gen.com/

GRANDE 居酒屋・バー 沖縄市 沖縄市上地2-11-11

ビストロ 仏来板 居酒屋・バー 石垣市 石垣市平得61-1 サウスエリア21 1F 0980-88-8412

川平公園茶屋 宿所 沖縄そば・食堂 石垣市 石垣市川平934-37 0980-88-2210

浪花ひとくち餃子 餃々 那覇松山店 居酒屋・バー 那覇市 那覇市松山1-8-19 シティまつやまビル1F-B 098-861-3677

BULLDOG 居酒屋・バー 那覇市 那覇市久茂地3-9-21 UD久茂地ﾋﾞﾙ6F 090-1944-5196

Girls Bar $箱 居酒屋・バー 那覇市 那覇市長田2-4-17 098-996-1274

ラーメン工房 麺太 ラーメン 南城市 南城市大里字仲間1140-1 098-946-3654

バーエイリー 居酒屋・バー 那覇市 那覇市松尾1-3-1 エスプリコートビル3階 098-863-8997

居酒屋 赤ちょうちん 居酒屋・バー 名護市 名護市城2-1-15 0980-53-0226

お食事処一休 沖縄そば・食堂 宮古島市 宮古島市城辺字比嘉939-3 0980-77-7221

YAITERU本店 居酒屋・バー 那覇市 那覇市久茂地2-24-17 098-963-9916 http://yaiteru.business.site

和加奈 レストラン（和・洋・中） 那覇市 那覇市高良3-8-19 098-858-8598

えん沖縄 居酒屋・バー 那覇市 那覇市久茂地3-16-19 エステート久茂地201 098-941-7588 http://www.enokinawa.okinawa/

のどか家 居酒屋・バー 那覇市 那覇市松山1-8-7　ロイヤルプラザⅡ 2F-B 098-866-8277

JUMBO STEAK HAN'S 国際通り牧志店 レストラン（和・洋・中） 那覇市 那覇市牧志2-3-1　K2ビル2F 098-860-1129 https://www.instagram.com/jumbosteak_hans_official/

THE DINER レストラン（和・洋・中） 那覇市 那覇市おもろまち4-17-25 T＆C新都心ヒルズ1F 080-9286-4284

AQUA MARINE その他飲食店 うるま市 うるま市石川1-51-5

居酒屋 田舎 居酒屋・バー うるま市 うるま市赤道724 098-973-6089

あだん 沖縄そば・食堂 那覇市 那覇市松尾2-7-10 ２F 098-863-6742

cafe ouchi: レストラン（和・洋・中） 沖縄市 沖縄市中央1-33-3  102 098-960-3363

Slagger（スラッガー） その他飲食店 沖縄市 沖縄市泡瀬3-19-20 大宜味ビル1F-A号 098-939-3266

スナック ルミ その他飲食店 今帰仁村 今帰仁村村字仲宗根214 0980-56-2628

シーサー亭 居酒屋・バー 沖縄市 沖縄市胡屋1-5-18名城ﾋﾞﾙ1F 098-923-3642

ナミの店 その他飲食店 那覇市 那覇市若狭2-4-16福栄館ﾋﾞﾙ2F

Anaphilaxis 居酒屋・バー 那覇市 那覇市前島2-3-15　1F 098-866-2889

はっちゃん食堂 沖縄そば・食堂 那覇市 那覇市寄宮3-18-9 098-831-8953

心の宿 居酒屋・バー 恩納村 恩納村字真栄田2429 098-964-3885 http://www.kukurunoyad.com/

美々っと 沖縄そば・食堂 糸満市 糸満市西崎町1-6-15美々ビーチいとまん 098-840-3451

ゆんたくBAR 高P 居酒屋・バー 浦添市 浦添市屋富祖3-7-14　ニューキングビル3-A 090-3796-1623

和琉レストラン 四季 レストラン（和・洋・中） 那覇市 那覇市東町6番20号　1F 098-862-3811（内線358） www.rsunroyal.com

ダイニング ボルドー レストラン（和・洋・中） 那覇市 那覇市東町6番20号　10F 098-862-3811（内線366） www.rsunroyal.com

海産物料理 大安丸 久茂地店 レストラン（和・洋・中） 那覇市 那覇市久茂地2-13-14 098-869-6687

海産物料理 大安丸 新都心店 居酒屋・バー 那覇市 那覇市おもろまち4-17-19　1F 098-869-3131

沖縄料理あさひ 居酒屋・バー 那覇市 那覇市泉崎1-21-21 098-867-0339

酒膳 やましろ 居酒屋・バー 那覇市 那覇市前島1-13-24 098-868-5445

カラオケ居酒屋あらた 居酒屋・バー 那覇市 那覇市寄宮3-15-17 070-6688-1694

Song その他飲食店 那覇市 那覇市久茂地2-19-16　２F 090-1947-3048

しゃぶ匡 レストラン（和・洋・中） 本部町 本部町並里1203 050-5461-1282 https://shabumasa.com/

Bon Voyage 居酒屋・バー 那覇市 那覇市久米2-8-10　パーム久米ビル4階-A 098-862-6355

MAFALIi cafe 沖縄そば・食堂 那覇市 那覇市安里1-1-3　2F 098-894-4031

餃子酒場 やまき 居酒屋・バー 那覇市 那覇市繁多川1-3-29 080-6481-5916

呂護棲〇（ろごすえん） その他飲食店 沖縄市 沖縄市照屋3-27-26 098-938-7997

個室居酒屋 隠れ家 忍（しのび） 居酒屋・バー 名護市 名護市宮里7-23-15 070-3801-3598 https://kakuregashinobi.gorp.jp/

リトル沖縄 居酒屋・バー 名護市 名護市城1-1-26 080-1710-9520

Rose その他飲食店 沖縄市 沖縄市松本3-1-18 098-938-1505

カラオケ喫茶雨あがり 居酒屋・バー 那覇市 那覇市古波蔵2-24-24　2F 098-832-6886

琉家 泊店 居酒屋・バー 那覇市 那覇市泊1-4-8 070-5812-1219

カレーハウスCoCo壱番屋 ラウンドワン南風原店 その他飲食店 南風原町 南風原町字兼城552 098-882-6551

かなさんどー 居酒屋・バー 那覇市 那覇市長田1-23-21　プレセランス長田205 098-836-8845
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居酒屋 味平 居酒屋・バー 読谷村 読谷村字都屋226-2 098-957-1132

二代目みなみ 居酒屋・バー 那覇市 那覇市寄宮3-19-5　ヘルスビル101 080-6494-5889

Woman カフェ・スイーツ 那覇市 那覇市松山1-15-20　ライオンズマンション大文閣1F 098-863-0757

CHATAN HARBOR BREWERY & RESTAURANT レストラン（和・洋・中） 北谷町 北谷町美浜53-1 098-926-1118 https://www.chatanharbor.jp

みの家 その他飲食店 那覇市 那覇市牧志3-10-5 098-863-4898

Coast kitchen AkabaNaa- カフェ・スイーツ 与那原町 与那原町字板良敷478-1 098-894-8084

スナック白馬 その他飲食店 宜野湾市 宜野湾市普天間2-37-6 090-1943-7461

Make その他飲食店 宜野湾市 宜野湾市普天間2-49-13　スカイエンジェルビル504　 098-892-1863

バー ポリポリ 居酒屋・バー 那覇市 那覇市久茂地2-6-23　　1F 098-867-7611

バー ポリカラ 居酒屋・バー 那覇市 那覇市久茂地2-6-23　　1F

うちごはんと旬菜酒房の「華まる」 居酒屋・バー 本部町 本部町字谷茶436-8 阿波根店舗1階 0980-47-5705

夢幻 居酒屋・バー 沖縄市 沖縄市中央3-1-3 090-1943-6070

和食 樂 レストラン（和・洋・中） 北中城村 北中城村島袋1251-5 098-989-3582 http://raku-foodservice.com/washokuraku.html

鉄板・お好み焼き 蓮 沖縄店 レストラン（和・洋・中） 那覇市 那覇市松山2-10-13松山沖商ﾏﾝｼｮﾝ108 098-917-2348

居酒屋 色彩 居酒屋・バー 西原町 西原町字翁長562-4安座間ｱﾊﾟｰﾄ101 098-944-4088

ちゃかし家 居酒屋・バー 読谷村 読谷村楚辺2256-1 098-957-5050

麺や 堂幻 ラーメン 那覇市 那覇市前島1-12-11マイハートビル1F 098-860-7464

想作和食 花浅葱 その他飲食店 読谷村 読谷村字喜名458-3 080-3961-5756

ラーメンの鶴味家 ラーメン 金武町 金武町屋嘉2903 098-964-2068 http://tsurumiya.jp

へんざレストラン レストラン（和・洋・中） うるま市 うるま市与那城平安座8197 098-977-8412

PINK MARLIN CLUB 沖縄そば・食堂 恩納村 恩納村前兼久167 098-965-6060 https://hotel-pmc.jp/restaurantbar.html

さくら その他飲食店 那覇市 那覇市前島1-12-11マイハートビル5F

スナックOK牧場 その他飲食店 那覇市 那覇市壺屋1-9-11なかよく壷屋ビル2F右

軽食喫茶 樹々 レストラン（和・洋・中） 読谷村 読谷村字楚辺2260　金城アパート1F 098-959-4911

巡（じゅん） その他飲食店 那覇市 那覇市久茂地2-12-9　5F 098-864-5118

山原食いなぁ 居酒屋・バー 那覇市 那覇市西3-13-1　1F 098-943-0509

北の番屋 居酒屋・バー 恩納村 恩納村山田2663-1 098-965-7333

居酒屋 恩納まつり 居酒屋・バー 恩納村 恩納村字冨着507 098-964-4321

はりゆん 居酒屋・バー 読谷村 読谷村大木467-3（O-212） 098-989-5062 https://hariyun.com/

スナック明子 その他飲食店 糸満市 糸満市糸満1961-30 090-7587-5531

Bingo 居酒屋・バー 読谷村 読谷村楚辺1137-1　アパートメントトリイ 098-927-5485 facebook@yomitanbingo

和琉ダイニング 東や 居酒屋・バー 沖縄市 沖縄市上地1-17-23 098-988-5850

フォーク村 KOZA 居酒屋・バー 沖縄市 沖縄市胡屋1-3-3(2F) 090-1325-1864

居酒屋 ゆんたく 居酒屋・バー 読谷村 読谷村長浜1841 098-958-6666 https://hitosara.com/0006017783/

大友 居酒屋・バー うるま市 うるま市宮里834-2 090-3794-0030

スナック 心 その他飲食店 宮古島市 宮古島市平良字西里120 0980-73-6006

喫茶TOSUTO 沖縄そば・食堂 宮古島市 宮古島市平良字西里1327-3 0980-75-4385

軽食・喫茶オリーブ その他飲食店 宮古島市 宮古島市平良字西里1298-2 0980-72-7886

カラオケパブ スター その他飲食店 宮古島市 宮古島市平良字西里133　1階北側 090-1945-0102

みぃるぅさん 居酒屋・バー 糸満市 糸満市西崎6-2-1　エバープラザビル1F

カラオケ 久ちゃん その他飲食店 石垣市 石垣市美崎町11-1　1F 090-3793-2338

民謡居酒屋 よるどー屋 居酒屋・バー 石垣市 石垣市美崎町10-2　センタービル1F 0980-88-6010

かぁらやま その他飲食店 那覇市 那覇市宇栄原3-28-10 080-6487-8367

Shimu はまかわ 居酒屋・バー 那覇市 那覇市松山1-1-6　吉川ビル１Ｆ 098-861-0155

うた酒場 音風-おとかぜ- 居酒屋・バー 沖縄市 沖縄市泡瀬3-39-17 インテルメッツォ 2階

フランク亭 居酒屋・バー 那覇市 那覇市前島2-19-21　平良ビル1階 090-3793-3277

糸ぐるま 居酒屋・バー 那覇市 那覇市泊1-22-9 098-869-4711 https://www.hotpepper.jp/strj000114340

カラオケBAR 真-Sin- 居酒屋・バー 浦添市 浦添市牧港1-9-14ステージビル2F　201 098-943-5127

まるたか その他飲食店 那覇市 那覇市松尾2-11-16 098-863-2087

スナック凜 その他飲食店 うるま市 うるま市宮里204-12 山城店舗102 090-2582-7798
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3びきの子ぶた カフェ・スイーツ 宜野湾市 宜野湾市大謝名2-3-8 098-897-9211

Bar 素朴 居酒屋・バー 宜野湾市 宜野湾市我如古4-7-1 T'sBran Dole202 090-1948-2237

CHIBARU CAFE レストラン（和・洋・中） 石垣市 石垣市美崎町8-9.8-10 石垣島ヴィレッジ1F 098-087-0867 http://chibarucafe.com/

mixbar あさねぼう 居酒屋・バー 那覇市 那覇市牧志3-8-21ポンプビル2-E 098-917-2288 https://mixbar-gaybar.business.site

さくら その他飲食店 沖縄市 沖縄市上地1-14-28 080-1539-6170

ひよこ その他飲食店 宜野湾市 宜野湾市普天間2-37-6　渚ビル2F203 090-6861-1815

SMOKE HOUSE 225 居酒屋・バー 読谷村 読谷村長浜225-1 090-4984-8131

旬鮮鮨ろく その他飲食店 那覇市 那覇市久米2-5-6玉城アパート1階 098-988-1012

居酒屋ひだりうま 居酒屋・バー 那覇市 那覇市松山2-12-9ファーストビル1F 098-959-8349 Owb4t85638t5610@ezweb.ne.jp

スナックK その他飲食店 金武町 金武町字金武4240-5　1F 070-3803-0120

康 居酒屋・バー 那覇市 那覇市松山1-14-10　クィーンズビル2-B

カラオケ 安梅 居酒屋・バー 那覇市 那覇市安里388-6　鈴木ビル101 098-943-1778 https://urizunan.com/

サラ 居酒屋・バー 糸満市 糸満市西崎6-4-3　久米ビル401 090-5022-0834

アヒル亭 居酒屋・バー 沖縄市 沖縄市仲宗根町5-3 098-929-1333

花むらさき 居酒屋・バー 名護市 名護市城1-8-6　ＳＳプラザビル303 0980-53-3144

樹樹 その他飲食店 金武町 金武町字金武4144-11 090-9787-7319

酒処ここ 居酒屋・バー 与那原町 与那原町字与那原943-2 070-5414-6974

SEAFOOD HOUSE PIER54 レストラン（和・洋・中） 北谷町 北谷町美浜54　海業振興センター内 098-901-4377

ちゅらや 居酒屋・バー 那覇市 那覇市寄宮1-21-5 098-855-2709

SHOT BAR MONTANA 居酒屋・バー 宜野湾市 宜野湾市普天間2-36-10 098-892-0876

ニュー司 その他飲食店 那覇市 那覇市松山1-8-5オーキッド松山3階 098-868-8488

らうんじ ひまつぶし その他飲食店 那覇市 那覇市松山1-1-10京ビル5ロマネスク3階 098-861-2252

icharibar!?（イチャリバー!?) 居酒屋・バー 那覇市 那覇市久茂地3-8-1 098-863-1017

外食家 くじら 読谷店 レストラン（和・洋・中） 読谷村 読谷村瀬名波949 098-989-9150 www.gaishokuya-kajira.com/

外食家 くじら 北中城店 レストラン（和・洋・中） 北中城村 北中城村仲順４４３－１　1F 098-989-1062 www.gaishokuya-kajira.com/

又吉観光農園レストラン レストラン（和・洋・中） 名護市 名護市大北1-23-1 0980-43-5535

徳門 沖縄そば・食堂 那覇市 那覇市寄宮2-5-48　1F 098-834-4640

カルディア その他飲食店 宜野湾市 宜野湾市大山2-22-3　スカリー6　2-B 098-890-5058

カラオケ小料理五圓 その他飲食店 那覇市 那覇市小禄1-39-11玉城ｱﾊﾟｰﾄ1F

麺や 和楽 ラーメン 浦添市 浦添市宮城3-15-2　1F 098-874-8089

Reve（レーヴ） その他飲食店 那覇市 那覇市松山2-1-13　沖縄建装松山ﾋﾞﾙ7F 098-861-7675

スナック カトレア その他飲食店 与那原町 与那原町字与那原603　オリーブ荘1階 070-5690-7880

居酒屋うりずん 居酒屋・バー 南城市 南城市字つきしろ499-33 098-948-7224

美崎牛 高原店 焼肉・ステーキ・しゃぶしゃぶ 沖縄市 沖縄市比屋根1-2-6はんじょうAP1F 098-930-4444

ラウンジ キャッスル その他飲食店 那覇市 那覇市若狭2-4-16福栄館ビル6F-B 098-868-6267

girasole レストラン（和・洋・中） 浦添市 浦添市内間3-5-11　よしき荘101 080-6480-0906 instagram    girasole-okinawa

酒膳処ヴィーナス 居酒屋・バー 那覇市 那覇市松山2-28-2  1F 090-8762-5678

Mori chu 居酒屋・バー 那覇市 那覇市久茂地2-19-16B.GPLAZA　1-C

軽食＆スナック よっぺ～ その他飲食店 名護市 名護市城1-12-2　　3-B 070-4076-0176

蜃気樓 その他飲食店 那覇市 那覇市牧志3-10-5（2F） 098-863-7285

スナック川島 居酒屋・バー 石垣市 石垣市美崎町12-14（2F） 090-1514-4809

スナック真帆 居酒屋・バー 那覇市 那覇市牧志3-8-1　金城ビル西側2番店舗 090-2966-7418

北大地 なご亭 居酒屋・バー 名護市 名護市大北5-2-9 0980-52-6175

Pool Bar ZONE 居酒屋・バー 名護市 名護市東江3-22-1　山幸ビル1F 0980-43-7475

琉宮ダイニング亀千人 久茂地店 居酒屋・バー 那覇市 那覇市久茂地3-12-1　第一久茂地ビル3F 098-863-7484 https://www.trimfoods.net/kamesennin.php

居酒屋 獅子まる 居酒屋・バー 那覇市 那覇市松川295-1 098-884-5822

うちなー料理泡盛の店 てんてん 居酒屋・バー うるま市 うるま市赤道1-7 098-973-1783

ナイトパブ コルネット その他飲食店 うるま市 うるま市宮里834-2 098-973-9550

居酒屋 廉祐 居酒屋・バー 那覇市 那覇市久茂地1-8-19　永山ビル101 098-861-3118

居酒屋 磯味もり 居酒屋・バー 那覇市 那覇市前島2-23-3　1F 098-861-7588
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晴 はぁれぃ カフェ・スイーツ 那覇市 那覇市松尾2-8-46　山城ビル1F 080-9851-8080

ゆっくい処 寓話 その他飲食店 糸満市 糸満市西崎6-2-1　エバープラザ１F 098-992-6530

カラオケワールド いいないいな その他飲食店 沖縄市 沖縄市城前町2-23

BAR MOBY DICK 居酒屋・バー 沖縄市 沖縄市上地2-11-15　2階 098-923-2789

BAR YASSA 居酒屋・バー 那覇市 那覇市久茂地2-6-25　ランドマークくもじ5F 080-4274-7868

鮨一夢 その他飲食店 那覇市 那覇市松山1-6-17 セゾンハナハナビル1F 098-860-7530

焼肉もとぶ牧場 那覇店 焼肉・ステーキ・しゃぶしゃぶ 那覇市 那覇市久茂地2-1-3 MKビル3階 098-943-3897 http://www.motobu-farm.com

休憩空間 かねきち 居酒屋・バー 那覇市 浦添市港川2-27-2　シュプール港川1F 098-878-5822

バルコラボ 美栄橋駅前店 居酒屋・バー 那覇市 那覇市前島1-8-1 大盛アパート101 098-987-6310 https://fbps900.gorp.jp

遊仙 居酒屋・バー 那覇市 那覇市寄宮2-5-43 タフビル102 080-6490-2442

BOBBY'S 居酒屋・バー 沖縄市 沖縄市中央1-5-18 2F東ビル 098-955-5816

Angelo 居酒屋・バー 沖縄市 沖縄市上地1-16-2　コスモス中の町2-4 090-8292-4715

五番街 その他飲食店 那覇市 那覇市久米2-2-14 ルネサンス久米3-B 098-867-8814

スナック 花あかり2号店 その他飲食店 石垣市 石垣市美崎町12-15 0980-88-8648

PLATINA その他飲食店 沖縄市 沖縄市上地1-18-1（1F) 080-6491-6464

ジュ ジュ 居酒屋・バー 那覇市 那覇市安里388-10　103号 090-9789-6017

和 その他飲食店 那覇市 那覇市仲井間216-1 070-5810-6965

節子の部屋 居酒屋・バー 那覇市 那覇市若狭3-2-27 B.L.Dコパ202 090-5284-0010

焼膳 居酒屋・バー 那覇市 那覇市牧志1-16-10 098-868-5390

喫茶 カフェ・メカ その他飲食店 南城市 南城市大里古堅263-1 090-5483-2133

リストランテ アルティジャーノ レストラン（和・洋・中） 那覇市 那覇市田原2-9-4　2F 098-987-0423 https://ag1998.jimdofree.com

海人居酒屋 源 平得店 居酒屋・バー 石垣市 石垣市平得175-3 0980-88-6350 http://ishigaki-gen.com/

Plants Shop喫茶 Green Cafe‘ ACB レストラン（和・洋・中） 南城市 南城市知念安座真716 098-894-8181

K's Pit DINER レストラン（和・洋・中） 宮古島市 宮古島市平良字下里517 山吉マンション102 090-1821-1098 https://www.instagram.com/kspit.miyako

碧香 沖縄そば・食堂 沖縄市 沖縄市中央1-24-11 B 090-1940-0733

正茶春 居酒屋・バー 石垣市 石垣市大川225 080-2690-5044

Bar FOREST CHAIR 居酒屋・バー 沖縄市 沖縄市東2-3-5 098-989-1905

Twinkle Heart 居酒屋・バー 沖縄市 沖縄市諸見里1-3-18　202号室 098-989-1195

フォータイムズファン 居酒屋・バー 那覇市 那覇市久茂地2-14-18サニーパートナ－ビル4-B 090-6864-3353

スナック はぴねす その他飲食店 石垣市 石垣市美崎町11-1 090-1345-4831

和食・すし・新三 レストラン（和・洋・中） 那覇市 那覇市久茂地2-10-22　ハイツ国場1Ｆ 098-866-3022

串ナカマ 居酒屋・バー 那覇市 那覇市松尾2-10-27 098-943-9418 http://www.kushi-nakama.com/

ホルモン名嘉真 焼肉・ステーキ・しゃぶしゃぶ 那覇市 那覇市松尾2-10-20 098-975-5252 http://www.kushi-nakama.com/

バー元気 居酒屋・バー 那覇市 那覇市前島3-15-18前島3丁目ビル 098-862-6669

Kassi's Bar (カッシーズバー） 居酒屋・バー 石垣市 石垣市大川209 0980-87-0766

酒処 はな乃 その他飲食店 うるま市 うるま市みどり町　4-15-16 080-6497-7471

まんぷく食堂 沖縄そば・食堂 南城市 南城市大里字仲間1032-1 098-946-4839 http://www.manpuku-okinawa.com/

満月 その他飲食店 宜野湾市 宜野湾市我如古1-2-1　1F 070-5698-3663

Laria 居酒屋・バー 沖縄市 沖縄市諸見里1-1-27 098-962-9891

カラオケ小さな店 M その他飲食店 うるま市 うるま市高江洲1168-5 080-1761-6887

音CLUB その他飲食店 うるま市 うるま市高江洲1120-3 ナイトステーションビル2-D 090-3324-6506

Manila Music Girl's Bar 居酒屋・バー 金武町 金武町金武4249 080-5035-8041

焼鳥 広州 居酒屋・バー 宜野湾市 宜野湾市志真志4-15-1　1F 098-870-9779

沖縄 つる丸 居酒屋・バー 那覇市 那覇市安里388-10 東江ビル1F 098-887-1050

South Island Kitchen とらじ 居酒屋・バー 北谷町 北谷町上勢頭821-1 098-936-0098

ぜんの豚 沖縄そば・食堂 那覇市 那覇市久茂地3-11-8 098-963-7995

Bar b.p.m. 居酒屋・バー 沖縄市 沖縄市胡屋1-9-8　2F

旬彩酒房 助丸 居酒屋・バー 那覇市 那覇市小禄2-2-14 098-859-1264 http://r.gnavi.co.jp/f151300/

グランドストーン 沖縄そば・食堂 那覇市 那覇市泉崎2-104-12 098-855-8533

居酒屋レキオス 居酒屋・バー 那覇市 那覇市牧志2-1-2　1F 098-862-7903
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下町居酒屋亀千人 竜宮通り店 居酒屋・バー 那覇市 那覇市牧志3-12-19

からおけぱぶASIAN（エイジャン） その他飲食店 浦添市 浦添市西原1-12-16 キャスティー浦添2-Ⅽ 080-6491-5042

BAR ぱおん 居酒屋・バー 糸満市 糸満市西崎6-2-1　プラザビル2-K 090-9658-4646

ほのか 居酒屋・バー 那覇市 那覇市松山1-6-14エンブレム松山1F 098-863-6960

ライブスポットEe 居酒屋・バー うるま市 うるま市みどり町4-20-21  2F 080-1789-5155

やきとり 川乃家 居酒屋・バー 那覇市 那覇市前島3-21-1 098-863-6069

エデンの園 居酒屋・バー 読谷村 読谷村字楚辺2260-2 090-7585-7990

スナック クリア その他飲食店 沖縄市 沖縄市胡屋1-15-1  2F 080-3371-6733

ゆくい処いと その他飲食店 那覇市 那覇市東町19-10イバック東町ビル4-B

GB 居酒屋・バー 宜野湾市 宜野湾市普天間1-1-17 メトロシティービル102号

TEQUILA 居酒屋・バー 沖縄市 沖縄市中央1-14-2  1階左号室 080-6489-4085

カラオケスナック Pretty?（プリティー） 居酒屋・バー 与那原町 与那原町字与那原3150-3MKビル302 090-1944-5608

郷里居酒屋 志堅原 居酒屋・バー 沖縄市 沖縄市泡瀬3-47-2 098-934-0075

スタンドG 居酒屋・バー 那覇市 那覇市鏡原町1-1 098-996-1151

リッツ その他飲食店 南風原町 南風原町与那覇539-3 ちゅら屋ビル2F 205 098-889-0570

m' 居酒屋・バー 名護市 名護市城1-8-6 SSプラザビル203 0980-59-6586

浜比嘉 その他飲食店 沖縄市 沖縄市諸見里1-1-10奥間ビル2-A 098-930-5155

旬彩創作工房なかむら 居酒屋・バー 宜野湾市 宜野湾市普天間2-12-11　1F 098-892-5050

酒場 蔵まる 居酒屋・バー 宜野湾市 宜野湾市長田4-16-16　1F 098-943-8688

FIRE 居酒屋・バー 沖縄市 沖縄市泡瀬1-17-7 098-934-5509

エレガンス その他飲食店 沖縄市 沖縄市泡瀬3-39-17　1F

ラウンジK その他飲食店 那覇市 那覇市久茂地2-16-24ニュー久茂地ビル2F

琉京甘味 SANS SOUCI カフェ・スイーツ 北中城村 北中城村字荻堂150-3　パークサイド♯1822 098-935-1012

シャンドール その他飲食店 金武町 金武町字金武4557 090-7164-9896

森の賢者 居酒屋・バー 石垣市 石垣市字新川49-2 0980-83-5609

カラオケ・パブ・ひかり その他飲食店 名護市 名護市港1-15-3 0980-53-1491

きゃべつ畑 居酒屋・バー 嘉手納町 嘉手納町嘉手納485 098-957-2234

スナック喫茶つくし その他飲食店 沖縄市 沖縄市上地2-2-26　2F 090-8291-8930

采 小禄店 居酒屋・バー 那覇市 那覇市金城5-11-6小禄ガーデンﾋﾞﾙ2F 098-859-7300

しもじ屋 居酒屋・バー 那覇市 那覇市牧志3-4-1 090-3905-0265

琉創キッチン 康～yasu～ 居酒屋・バー 糸満市 糸満市潮平590-4 098-992-0518

酒歌食楽 琉 その他飲食店 うるま市 うるま市みどり町4-12-20ｸﾞﾘｰﾝﾀｳﾝﾋﾞﾙ4F 098-973-8277

島時間 居酒屋・バー 恩納村 恩納村恩納7335-4 098-966-1111

スナックちゅらさん その他飲食店 国頭村 国頭村字辺土名314-２ 0980-41-2368

三郎寿し 居酒屋・バー 北中城村 北中城村字喜舎場280 098-935-3602

1000円ｽﾃｰｷ!ｽﾃｰｷﾊｳｽ88Jr.+ｲｵﾝﾓｰﾙ沖縄ﾗｲｶﾑ店 焼肉・ステーキ・しゃぶしゃぶ 北中城村 北中城村字ライカム1　イオンモール沖縄ライカム店2階 098-988-8168 http://s88.co.jp

カラオケ居酒屋 ドーム 居酒屋・バー 石垣市 石垣市美崎町11 0980-88-0808

GENTS カフェ・スイーツ 那覇市 那覇市壺屋1-10-1-202号　623BLD 098-927-5470 https://www.gents.sakura.ne.jp

居酒屋 新天地 居酒屋・バー 那覇市 那覇市牧志3-9-30仲宗根ビル（1F） 098-943-7338

火然（びぜん） 居酒屋・バー 沖縄市 沖縄市高原3-7-7　2F 098-930-3155

酒食処 旬 居酒屋・バー 沖縄市 沖縄市泡瀬5-26-17 098-934-7075

Jewel 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１階Ð室 098-965-7152

らーめん工房赤まる ラーメン 那覇市 那覇市前島2-3-6　イースタービル102号 070-5819-3228

ドルチェ その他飲食店 那覇市 那覇市松尾1-5-12　プラウドビル201 080-4282-0062

BAR 笑ya その他飲食店 那覇市 那覇市松山1-14-10　クィーンズビル３F 098-862-6484

トロピカルカフェ＆レストラン「ホルトノキ」 レストラン（和・洋・中） 本部町 本部町北里503-1 0980-43-7171 https://www.hortonoki.com

Princess milyu（プリンセス ミュ） 居酒屋・バー 宜野湾市 宜野湾市愛知3-7-54 090-9782-9104

桃 居酒屋・バー 那覇市 那覇市古波蔵2-23-14　1F

おしゃべり処 うさぎ 居酒屋・バー うるま市 うるま市高江洲1082-7　Marumasa1　1-A 090-9788-4384

美ら海CAFE 沖縄そば・食堂 本部町 本部町備瀬403 0980-42-6920 http://churacafe.jp
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味処 千恋 居酒屋・バー 那覇市 那覇市宇栄原950-1　ハイソタイラ101 098-851-9315

都（小料理とお酒） 居酒屋・バー 那覇市 那覇市東町12-2　クレープハウス1A 090-4350-2230

HOWDY 居酒屋・バー 北谷町 北谷町美浜34-3　デポセントラルビル5階 098-989-9494 https://www.facebook.com/lrishpub-Howdy-113648240379659/

とり好 居酒屋・バー 今帰仁村 今帰仁村字仲宗根290 0980-56-3981

喫茶 ひまわり カフェ・スイーツ 豊見城市 豊見城市豊見城598 098-850-2462

ぐるまーう 居酒屋・バー 那覇市 那覇市牧志3-1-1 098-943-0534 http://www.gurumaw.com

沖縄料理 しまあかり名護店 居酒屋・バー 名護市 名護市幸喜96-1 0980-54-2772

予約席 居酒屋・バー 沖縄市 沖縄市泡瀬3-18-10　ウィンザービル202 090-7152-3182

海人居酒屋 源 美崎店 居酒屋・バー 石垣市 石垣市美崎町16-10 0980-82-8007 http://ishigaki-gen.com/

ピザハウスジュニア 普天間店 レストラン（和・洋・中） 宜野湾市 宜野湾市上原1-7-1 098-892-8234

ピザハウスジュニア 一日橋店 レストラン（和・洋・中） 南風原町 南風原町兼城530 098-888-2711

ピザハウスジュニア 泡瀬店 レストラン（和・洋・中） 沖縄市 沖縄市泡瀬4-5-7マックスバリュ泡瀬店内 098-921-3900

彩海 レストラン（和・洋・中） 名護市 名護市山入端249-1 0980-53-8021 http://www.resonex.jp/nago/

レストランバベット レストラン（和・洋・中） 名護市 名護市山入端247-1 0980-53-8021 http://www.resonex.jp/nago/

まぁさん堂 沖縄そば・食堂 南風原町 南風原町字宮平623-1(1F) 098-889-5326

石なぐ レストラン（和・洋・中） 本部町 本部町字渡久地778-2 0980-47-3911

サロン 和 その他飲食店 糸満市 糸満市糸満989-48 098-994-8255

喫茶 九年母 カフェ・スイーツ 今帰仁村 今帰仁村字今泊4517 0980-56-5191

火の恋 その他飲食店 うるま市 うるま市石川1-52-5　ナイトイン城ビル1階　101号室 098-964-6129

松竹 その他飲食店 沖縄市 沖縄市美里1-10-1 098-938-4957

レストラン星田 レストラン（和・洋・中） 北谷町 北谷町美浜15-52 098-926-1387

肉の居食屋 JAN JAN 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698-3 080-6483-6357

ナイトカフェバー＆レストラン グランパ 居酒屋・バー 浦添市 浦添市伊祖1-1-21　201号 090-9780-4123

小料理 福ふく その他飲食店 うるま市 うるま市高江洲1049-1 090-9782-3722

スナックティーンカップ 居酒屋・バー 石垣市 石垣市美崎町11-3 2-22号 稲福ビル 0980-88-6061

ソウル亭 その他飲食店 豊見城市 豊見城市翁長629-4 098-850-5040

しいの実 居酒屋・バー 八重瀬町 八重瀬町字新城1051 098-998-2667

Lounge Le lien その他飲食店 那覇市 那覇市松山1-33-3　京ビル４　5-A号室 098-917-0588

琉球亭 居酒屋・バー 恩納村 恩納村谷茶1593-8 098-989-4991

クラブ 美 (みごち) その他飲食店 宮古島市 宮古島市平良字西里110-2　ＢＦ東 0980-73-7223

スナック 幸 その他飲食店 宮古島市 宮古島市平良字西里37-5 090-3796-9197

スナック喫茶ラピスまき 居酒屋・バー 石垣市 石垣市字新栄町22-24　1階北号室 080-2783-4977

スナック 蘭 居酒屋・バー 宮古島市 宮古島市伊良部前里添683 0980-78-5112

ゆんた 居酒屋・バー 国頭村 国頭村字辺土名1566-1 090-8292-0949

くろ木 その他飲食店 那覇市 那覇市久茂地2-25-1　タカダ久茂地マンション101 090-4352-3429

浦添いずみ屋 居酒屋・バー 浦添市 浦添市宮城5-6-5 098-879-1315

T-NEXT 居酒屋・バー 浦添市 浦添市屋冨祖3-6-5 MR屋冨祖ビル２F

いしだ その他飲食店 那覇市 那覇市東町6-18　パーム東町3F 098-863-8388

麺＆食堂 ぬーじボンボンニュータイプ レストラン（和・洋・中） 南風原町 南風原町新川588 環境の杜ふれあい内 098-889-5055

五郎茶屋 カフェ・スイーツ 那覇市 那覇市牧志3-8-30　国場陶芸ビル2号館3F 098-943-5556 https://goro-chaya.com/

スナック 友びき 居酒屋・バー 与那原町 与那原町与那原3156

キャサリン Catherine カフェ・スイーツ うるま市 うるま市石川1-50-40　（1F－左） 070-5536-4030

なかばる家 その他飲食店 今帰仁村 今帰仁村字仲宗根2-14 090-1947-8739

食彩はなぐしく その他飲食店 今帰仁村 今帰仁村謝名935-1 090-6858-1557

焼肉五苑  うるま店 焼肉・ステーキ・しゃぶしゃぶ うるま市 うるま市みどり町5-1-10 098-982-4329 http://goen.tokukei.co.jp/

焼肉五苑  読谷店 焼肉・ステーキ・しゃぶしゃぶ 読谷村 読谷村大湾359-1 098-921-5029 http://goen.tokukei.co.jp/

焼肉五苑  名護店 焼肉・ステーキ・しゃぶしゃぶ 名護市 名護市為又479-5 0980-54-8129 http://goen.tokukei.co.jp/

ちょっと・・・ 居酒屋・バー 那覇市 那覇市樋川1-28-33 098-832-0384

Bar Lounge 華てまり 居酒屋・バー 那覇市 那覇市松山1-14-16　ニューサミットビル2階B号室 098-988-0266

食堂 金ちゃん 沖縄そば・食堂 浦添市 浦添市城間3-3-23 098-878-9341
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ニライカナイ 居酒屋・バー 渡嘉敷村 渡嘉敷村阿波連124 098-987-3422

スナック パール その他飲食店 うるま市 うるま市石川1-51-19　1F 098-964-7575

ステーキ Filete レストラン（和・洋・中） 那覇市 那覇市松尾2-24-14 098-975-5800

酒菜 民謡ライブ ちぶや 居酒屋・バー 那覇市 那覇市壺屋1-7-14 098-861-2188

GOLD DISC 沖縄そば・食堂 那覇市 那覇市松山1-14-19号B1 098-868-1268 golddisd-okinawa.com

ちゅるおかや 沖縄そば・食堂 渡嘉敷村 渡嘉敷村字渡嘉敷346 098-987-3136

Secret bar じぇい 居酒屋・バー 名護市 名護市城1-3-27　スリープラスワンビル2Ｆ 090-3926-0073

ベル その他飲食店 糸満市 糸満市西崎6-2-1-Ｇ　エバープラザビル207号室

スナック １０４ その他飲食店 金武町 金武町字金武4249-4 080-6488-4455

ちゃたんの串あげ屋 はんぐるーす レストラン（和・洋・中） 北谷町 北谷町北谷2-2-8 098-926-5051

海鮮亭 居酒屋・バー 本部町 本部町字大浜878-10 0980-47-4085

居酒屋 中道 居酒屋・バー 那覇市 那覇市古波蔵3-13-9 098-836-6956

カラオケスタジオ 独楽 その他飲食店 宜野湾市 宜野湾市普天間2-4-7　メゾン宮本1F 098-892-5611

夜来香 その他飲食店 宜野湾市 宜野湾市真栄原1-23-8　呉屋ﾋﾞﾙ101 098-897-9733

ナイト・スナック 絆 その他飲食店 沖縄市 沖縄市照屋1-30-4ナイトプラザ1F(1-B） 080-9854-5579

采 美浜店 居酒屋・バー 北谷町 北谷町美浜15-67グルメ館2F 098-926-2138 https://r.gnavi.co.jp/f277400/

BAR STEREO 居酒屋・バー 那覇市 那覇市安里388-52　2F101 080-7936-8996

いっちゃん 居酒屋・バー 那覇市 那覇市安里388-6 090-3797-5968

Twins R&B Cafe Lounge カフェ・スイーツ 沖縄市 沖縄市泡瀬4-12-7ジョナライフビル301 080-2741-4284

レインボーコーヒー中城本店 カフェ・スイーツ 中城村 中城村南上原575-1（1F) 098-895-2141

スナック パール その他飲食店 名護市 名護市城1-9-1　1-D 0980-54-0655

食堂居酒屋 いろは 居酒屋・バー 名護市 名護市大東1-19-13 0980-53-0201

カフェ ボギー 居酒屋・バー 金武町 金武町金武4249-4

餃餃子 居酒屋・バー 糸満市 糸満市西崎6-4-3　久米ビル1階 098-961-4985

ブルーシール 北谷店 カフェ・スイーツ 北谷町 北谷町美浜1-5-8 098-936-9659 https://www.blueseal.co.jp

炉ばた焼泉崎 東町店 居酒屋・バー 那覇市 那覇市東町18-22 098-862-5513

小料理 野の花 その他飲食店 那覇市 那覇市牧志1-12-19 098-864-0439

わらい 居酒屋・バー 豊見城市 豊見城市根差部727 098-850-1644

和磊 居酒屋・バー 那覇市 那覇市久茂地2-17-7 098-866-1536

スナック喫茶 奈美 その他飲食店 名護市 名護市港１-14-3 0980-53-1413

沖縄和牛鉄板焼 琉 その他飲食店 恩納村 恩納村山田2681-1 098-965-3883 http://okinawa-ryu.jp/

スナック二人夢 その他飲食店 浦添市 浦添市仲西1-2-1共和ビル1F 098-875-5936

カフェー リング その他飲食店 那覇市 那覇市牧志3-7-4 1F 098-863-6878

居酒屋 がじまる 居酒屋・バー 那覇市 那覇市牧志3-9-30

小さな居酒屋 かりゆし 居酒屋・バー 那覇市 那覇市壺屋1-10-8 中津ビル1F

鶴 その他飲食店 那覇市 那覇市牧志3-8-25

スナック喫茶 乾杯 その他飲食店 名護市 名護市大東2-9-7 0980-53-7584

スナック守礼 その他飲食店 那覇市 那覇市牧志3-6-27　平山ビル2階 098-866-5418

SKY TERRACE KEN KEN レストラン（和・洋・中） 本部町 本部町健堅1469 0980-47-5570

東町ゴールデン 居酒屋・バー 那覇市 那覇市東町17-11　東ふくろう館301 080-7984-5868

宮里九班 その他飲食店 沖縄市 沖縄市宮里4-12-8 090-6869-8909

BAR TEMPERANCE 居酒屋・バー 浦添市 浦添市屋冨祖1-3-23　エポックビル103号 090-9780-4017

真 お魚と野菜 その他飲食店 宜野湾市 宜野湾市真志喜2-28-27-102 098-890-3335 https://shinosakanayasai.business.site/

燻製酒場 煙人 居酒屋・バー 那覇市 那覇市久米1-4-26　ジグラートビル1階 098-867-4609 https://engine-okinawa.gorp.jp/

キンボシ屋 南風原店 居酒屋・バー 南風原町 南風原町字与那覇517 098-851-3838 https://r.gnavi.co.jp/gwv8r6ez0000/

スナック悦ちゃん その他飲食店 那覇市 那覇市安里388-10　高嶺ビル1-103-C 090-8293-3266

スナック ひとみ その他飲食店 本部町 本部町字谷茶7 0980-47-5072

おきなわスナック ひとり 居酒屋・バー 那覇市 那覇市前島3-21-1(1階)

海人めし 居酒屋・バー 石垣市 石垣市大川286　源ビル1F 0980-83-0550 http://iishigaki-gen.com/

食堂 幸叶 沖縄そば・食堂 うるま市 うるま市具志川3030-1
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居酒屋 守礼  居酒屋・バー 那覇市 那覇市首里汀良町1-29 098-885-4467

MODE 居酒屋・バー 那覇市 那覇市松山2-9-1昭南産業ビル5階 098-862-3151

MODEⅡ 居酒屋・バー 那覇市 那覇市松山2-9-1　昭南産業ビル4階 098-866-9004

たもつ水産 居酒屋・バー 那覇市 那覇市牧志1-13-1 098-867-5688

水島宗三郎 居酒屋・バー 那覇市 那覇市久茂地2-6-2久茂地ガーデンビル3F 098-800-2911

大漁丼家 ドン・キホーテ宮古島店 沖縄そば・食堂 宮古島市 宮古島市平良字西里1283 0980-73-3100

Kaolingo 居酒屋・バー 那覇市 那覇市字松川772栗国ビル２階 098-975-9775 https://www.instagram.com/barkaolingo/?hl=ja

トラント トロワ３３ その他飲食店 那覇市 那覇市長田1-24-17 丸勝荘101 080-4284-7355

Cafe&BAR Birthday 居酒屋・バー 名護市 名護市大中1-3-1嶺井ビル1F 090-8839-3952

SIRIUS 居酒屋・バー うるま市 うるま市石川1-51-8 比嘉貸スナックC 090-4188-6592

club shelly その他飲食店 うるま市 うるま市石川1-51-23 1F 098-989-4661

きみちゃん その他飲食店 うるま市 うるま市石川1-1-2

リズム その他飲食店 うるま市 うるま市石川白浜1-7-15 102号室 080-6490-4026

居酒屋 えびす 居酒屋・バー うるま市 うるま市石川東恩納678 098-964-5588

南の島の台所 あじ小屋 居酒屋・バー 石垣市 石垣市美崎町11-2　黒島ビル1F 0980-88-5681

島の美食や なかゆくい 居酒屋・バー 石垣市 石垣島市美崎町9-2 0980-82-7118

島人ダイニング TARAJI 居酒屋・バー 石垣市 石垣島市美崎町12-4　B1 0980-83-5151

Pickles 居酒屋・バー 浦添市 浦添市城間4-39-3 098-876-8666

つまみ処 宮 居酒屋・バー 浦添市 浦添市城間1-1-5 シーサービル1-A 098-876-7892

居酒屋 四季・菜々 居酒屋・バー 宮古島市 宮古島市平良字西里231　2F 0980-73-0318

カラオケスナック エスプラス その他飲食店 那覇市 那覇市三原2-1-11 098-835-0353

MB1（エンビーワン） その他飲食店 沖縄市 沖縄市中央1-14-4 B1 098-962-4866

ドラキン 居酒屋・バー 沖縄市 沖縄市中央1-17-19(1階) 098-989-5989

BANANA カフェ・スイーツ 国頭村 国頭村宇良534-1 080-2040-8322

宮古そば・焼鳥 市屋 沖縄そば・食堂 宮古島市 宮古島市平良字下里245-3 080-6483-4247

せせらぎ 居酒屋・バー 豊見城市 豊見城市高嶺86-2 098-856-6116

パーラー岬 その他飲食店 読谷村 読谷村宇座1133 098-958-1938 https://zanpa-golfclub.jp

中華レストラン 残波苑 レストラン（和・洋・中） 読谷村 読谷村宇座1133 098-958-4080 https://zanpa-golfclub.jp

スナック スキャンダル その他飲食店 沖縄市 沖縄市美里1-27-2 B-1 090-9785-2785

ひろちゃん その他飲食店 沖縄市 沖縄市美里1-27-2  B-1 098-938-6700

居酒屋 たぬき 居酒屋・バー 金武町 金武町金武7918-5 プランドールジュン102号 098-923-1879

ēf カフェ・スイーツ 宮古島市 宮古島市平良字西里381 0980-73-7210

ま～この店 居酒屋・バー 金武町 金武町字金武4245-2 080-3374-4205

スナック ムーンライト その他飲食店 名護市 名護市城1-7-12

琉球ダイニング美南海 居酒屋・バー 宮古島市 宮古島市平良字西里328 2F 0980-79-5062

スナック RiRi その他飲食店 宮古島市 宮古島市平良字下里34　内間ビルB1F 0980-73-2115

のりちゃん その他飲食店 那覇市 那覇市美原1-10-25　森山ビル1F

カラオケアリラン その他飲食店 那覇市 那覇市東町12-1ミリオンプラザ1号館2F2-A 090-8304-6914

魚居酒屋みらの 居酒屋・バー うるま市 うるま市赤道247-11 ファーストワンビル1F 098-974-3805

カラオケ居酒屋 ザ・べストテン 居酒屋・バー 沖縄市 沖縄市上地2-21-15 098-932-1500

きざはし その他飲食店 那覇市 那覇市久米2-16-1やぎﾋﾞﾙ203 098-863-0093

スナック 龍 その他飲食店 うるま市 うるま市石川1-51-18南風ﾋﾞﾙ1-3 098-964-2776

カラオケスナック トップエンジェル その他飲食店 うるま市 うるま市石川1-52-38

カラオケ喫茶より道 その他飲食店 沖縄市 沖縄市松本2-1-31 090-4344-4332

SO Crazy 738 居酒屋・バー 宜野湾市 宜野湾市普天間2-15-21　ブラックデビル2階202

ジェファーソンクラブ 居酒屋・バー 本部町 本部町字大浜874-13

居酒屋 海 KAI 居酒屋・バー 本部町 本部町字大浜874-13 0980-47-5573

酔歌 居酒屋・バー 八重瀬町 八重瀬町宜次695-1

バッファローウィングEMAX レストラン（和・洋・中） 沖縄市 沖縄市上地2-2-21-1F 090-1999-8686 https://emax-jp.jimdofree.com/buffalo-wing-emax/

韓国居酒屋 マンナン 居酒屋・バー 宮古島市 宮古島市平良西里233　1F東 0980-73-8742
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おでん専門 おふくろ 居酒屋・バー 那覇市 那覇市久茂地1-8-7カネモト産業ビル1F 098-868-6721

遊べる駄菓子バー GG 居酒屋・バー 那覇市 那覇市牧志2-7-22 ソシアルビルコスモ4F 098-959-9464 https://gamebar.okinawa/

焼肉 琉宮苑 焼肉・ステーキ・しゃぶしゃぶ 那覇市 那覇市牧志3-13-53 098-943-5888

コイン式冒険居酒屋 ニューヤフソ 居酒屋・バー 浦添市 浦添市屋富祖1-4-1 メゾンいしき109 090-1942-1639

フレンド その他飲食店 浦添市 浦添市屋富祖4-1-3 090-8912-4774

すずろ（小料理） 居酒屋・バー 浦添市 浦添市屋富祖2-17-7 090-6866-1500

小料理 あかり 居酒屋・バー 浦添市 浦添市屋富祖2-16-17 タマキビル2F 080-6484-9088

愛姫 居酒屋・バー 浦添市 浦添市屋富祖4-5-13 コスモ17ビル402号室

菜々 その他飲食店 浦添市 浦添市屋冨祖4-5-13 コスモ17ビル401号室 098-875-2628

マコ その他飲食店 浦添市 浦添市屋富祖新晃ビル2-17-1  1F

SMILE 居酒屋・バー 浦添市 浦添市屋富祖3-7-12プラザ88ビル202 080-2742-5799

あやめ その他飲食店 うるま市 うるま市江洲399 090-7587-4029

やきとり きんじろう 港川店 居酒屋・バー 浦添市 浦添市城間4-39-1 098-870-5776

Diana ディアナ その他飲食店 那覇市 那覇市松山2-1-13沖縄建装ビル3F 098-863-6788

くわっち～家 居酒屋・バー 糸満市 糸満市字潮平691-1大城アパート102 098-800-1824

混酒屋（まさかや） 居酒屋・バー 糸満市 糸満市西崎6-19-3西崎21プラザビル103 098-851-5424

ゆんたくcafe さらだ菜っぱ 居酒屋・バー 那覇市 那覇市古波蔵4-2-9 090-7448-5596

やきとり パンチ 居酒屋・バー 那覇市 那覇市松山1-32-3 098-987-6455 https//www.instgram.com/yakitoripunch

ステーキ一番 レストラン（和・洋・中） 那覇市 那覇市久米1-1-25　めんそーれビル2F 098-988-1803

スナック まいふく 居酒屋・バー 浦添市 浦添市城間1-1-3　稲福ビル1F-1 090-9786-8865

ESPRIT レストラン（和・洋・中） 那覇市 那覇市牧志2-3-9　2F 098-917-2275 espritokinawa.com

Cafe & Bar 山内ツル子 居酒屋・バー 石垣市 石垣市大川269-6   1F

やきとりきんじろう 居酒屋・バー 那覇市 那覇市仲井真130-3 仲井真マンション店舗101号 098-836-3332

Spice すぱいす その他飲食店 那覇市 那覇市松山2-12-2プラーカニッシン2F 098-866-9252

green green 居酒屋・バー 那覇市 那覇市松山1-35-21大福館ビル5-C 098-861-3110

Ladies & Girls BAR 555 居酒屋・バー 那覇市 那覇市松山2-7-6　仲宗根マンションF棟　２-G 080-8577-2868

AQUARIUM DINING RINO 居酒屋・バー 那覇市 那覇市前島1-13-10　ﾗｲｵﾝｽﾞﾏﾝｼｮﾝ中之橋1F 098-868-6796

畑畑 居酒屋・バー うるま市 うるま市赤道763-55 098-973-3030

スナック フォーエバー その他飲食店 宜野湾市 宜野湾市普天間2-22-12 098-893-4448

MaTiira 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2階 098-901-4600 https://doubletree-chatan.hiltonjapan.co.jp/restaurants/matiira

リトルバーパパス 居酒屋・バー 那覇市 那覇市松山1-35-21　大福館ビル1F

スナック 左恵 その他飲食店 那覇市 那覇市牧志3-8-1 金城ビル2階

肉バル透 居酒屋・バー 那覇市 那覇市松尾2-11-15 098-863-2901

ルーシー 居酒屋・バー 那覇市 那覇市前島3-15-23 090-7447-5426

美らイチゴ 瀬長島ウミカジテラス店 カフェ・スイーツ 豊見城市 豊見城市瀬長134-6(区画33) 098-948-1015

壺川 久兵衛 居酒屋・バー 那覇市 那覇市壷川2-9-7 098-831-9811

スナック ルージュ その他飲食店 那覇市 那覇市久米2-16-1  やぎビル204 098-862-9984

ピザハウスジュニア 港川店 レストラン（和・洋・中） 浦添市 浦添市港川254　P’sTown内 0120-128-315

居酒屋 しか枡屋 居酒屋・バー 那覇市 那覇市久茂地2-6-1　コーポカミハマビル1F 098-863-1490

Chika その他飲食店 那覇市 那覇市松山1-35-21（6-C）

あんぱんまん その他飲食店 那覇市 那覇市若狭1-12-13 080-3224-2982

ロケーションダイニング Tingara 居酒屋・バー 本部町 本部町大浜863-4-502 0980-43-0143 https://www.okiroko.jp/tingara

太陽食堂 居酒屋・バー 本部町 本部町渡久地799-1 渡久地ビル201号 080-6494-6246 https://tabelog.com/okinawa/A4702/A470202/47027901

カフェレストラン ラディッシュ レストラン（和・洋・中） 本部町 本部町字山川865-1 0980-48-2433

島ま～る まみむめも 居酒屋・バー 浦添市 浦添市城間3-1-3(2F) 080-3990-2580

カラオケパブ ZERO（ゼロ） 居酒屋・バー 那覇市 那覇市東町20-19 東町ガーデンビル4F 090-3074-6980

南島酒房 黒うさぎ 居酒屋・バー 那覇市 那覇市久茂地3-8-3-2F 098-864-2887

お食事 喫茶エンジェル その他飲食店 那覇市 那覇市鏡原町33-17 098-858-4335

月桃の花 その他飲食店 うるま市 うるま市石川1-52-4(1FA) 070-5274-1340

居酒屋 炭taka（タンタカ） 居酒屋・バー 浦添市 浦添市屋富祖4-2-12 098-876-5366
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スナック うるか その他飲食店 浦添市 浦添市安波茶1-31-7 090-7587-2433

迦風 酒処 小料理 居酒屋・バー 浦添市 浦添市屋富祖4-6-8　サニパートナー浦添1F 098-975-9291

沙耶 その他飲食店 那覇市 那覇市安里388-7　東店舗1F　2号室 098-884-6718

玲子 その他飲食店 那覇市 那覇市若狭2-4-16　福栄館ビル3A 098-863-6710

ニュー木馬 その他飲食店 沖縄市 沖縄市上地2-11-13 098-934-3115

すなっく真知子 居酒屋・バー 宜野湾市 宜野湾市普天間2-16-5

藤本陣 レストラン（和・洋・中） 宮古島市 宮古島市平良字下里771-6　4F 0980-73-3191

山羊料理専門店 二十番 その他飲食店 那覇市 那覇市安里388-45　1F 098-885-6560

スナックM その他飲食店 うるま市 うるま市石川1-52-5ナイトイン城ビル1階102号室 090-6862-4674

夜香花 その他飲食店 那覇市 那覇市若狭2-4-22　池村ビル2階

カラオケの店ま～み～ 居酒屋・バー 那覇市 那覇市繁多川5-3-20 仲本アパート1F 098-833-3488

和み処 商ん道 居酒屋・バー 那覇市 那覇市仲井真279-5　丸貞ハイツ102 098-996-3669

ニュー京都 その他飲食店 那覇市 那覇市牧志3-10-10 098-863-4770

スナック CoCo その他飲食店 那覇市 那覇市牧志3-10-6 098-869-6098

Sister その他飲食店 那覇市 那覇市松山1-12-5 TMビル 2階-E 098-863-4120

呑み喰い処 大ちゃん その他飲食店 那覇市 那覇市牧志3-10-7 080-5183-9156

歌い処 飲み処 エイコ その他飲食店 那覇市 那覇市牧志3-10-8 098-863-0371

くまんかい その他飲食店 那覇市 那覇市牧志3-10-9 090-7587-1053

居酒屋 真 居酒屋・バー 那覇市 那覇市大道103 098-887-5470

大衆焼肉 満福 焼肉・ステーキ・しゃぶしゃぶ 宜野湾市 宜野湾市真栄原3-35-9コーポ喜瀬1階　103号　105号 098-988-1729 http：//tokeshimeat.com/manpuku/

ダイニング アメージング Mi-no レストラン（和・洋・中） 那覇市 那覇市安里388-36　ネクステージニコハイム2階 098-886-3191

味な海 なぁ～た 居酒屋・バー 那覇市 那覇市泊1-19-15 098-863-3128

居酒屋はるいち 居酒屋・バー 石垣市 石垣市大川236 0980-87-5900

ファントムギルド 居酒屋・バー 石垣市 石垣市大川212-2 0980-87-5900

たから その他飲食店 那覇市 那覇市高良1-11-13　1F 098-858-2355

スナック Kei 居酒屋・バー 那覇市 那覇市東町20-16　タイセイローズビル202 098-861-1142

293 居酒屋・バー 宜野湾市 宜野湾市長田4-16-16　永山ビル2F 090-1940-9693

スナックK その他飲食店 浦添市 浦添市西原1-12-16 キャスティー浦添201 098-875-5376

スナック喫茶ヴィヴィッド その他飲食店 糸満市 糸満市糸満989-65 098-994-6049

サルダート 居酒屋・バー 那覇市 那覇市牧志1-2-34

心愛 その他飲食店 うるま市 うるま市赤道173-4　一和ビル2FG号室 090-3793-0015

花酒 その他飲食店 沖縄市 沖縄市諸見里3-24-1

スナック Hi. Ro 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2F 東方 080-6499-3535

葉月 居酒屋・バー 糸満市 糸満市西崎6-2-1  2A  エバープラザビル 080-8377-7973

Clover その他飲食店 浦添市 浦添市屋富祖4-6-3 キングホテル1F

お好み・てっぱん をぎん その他飲食店 宮古島市 宮古島市平良字西里664-12 0980-72-2598

スナック 侑～you～ その他飲食店 宮古島市 宮古島市平良字下里122-2　1階東 070-3803-4239

やまちゃん 居酒屋・バー 本部町 本部町字山川638-5 0980-48-2664

マリエ 居酒屋・バー 石垣市 石垣市美崎町10-8　森ﾋﾞﾙ401

アクエリアス 居酒屋・バー 名護市 名護市大東1-21-2  マルエムビル3-B 0980-54-3033

べにばな 居酒屋・バー 糸満市 糸満市糸満989-69 098-994-4069

どんぶり、どん、どん 居酒屋・バー 南風原町 南風原町与那覇543-2 098-888-5105

来彩 居酒屋・バー 石垣市 石垣市美崎町11-3稲福ビル2F13号室 090-4984-5923

会員制BAR 髙葉 居酒屋・バー 那覇市 那覇市松山1-14-16  ニューサミットビル　　4-B号室 098-863-1466

ルネサンス 沖縄そば・食堂 豊見城市 豊見城市字高安121　外間方103号 098-850-3409

酒房 花 その他飲食店 南風原町 南風原町兼城129-3　東宝ビル23(202) 098-889-1188

MINI CLUB R その他飲食店 那覇市 那覇市松山1-1-10　ロマネスク松山4-Ｂ 098-943-2610

スナックYOU その他飲食店 浦添市 浦添市屋富祖2-16-18

カラオケパラダイス その他飲食店 宮古島市 宮古島市平良字東仲宗根850-8 0980-72-6790

BURGER TIME レストラン（和・洋・中） 那覇市 那覇市牧志2-4-11　TKビル1F右側 098-800-2573 https://www.instagram.com/burgertime_naha/?hl=ja
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Cafe Bar Len 居酒屋・バー 石垣市 石垣市美崎町9-8 古見ビル1F西

ヤンバルドック＠610泡盛と生ハムの店 Tingara店 居酒屋・バー 本部町 本部町大浜863-4　大都ビル502号 080-5599-3120

ヤンバルドッグ＠610肉と地ビールの店 太陽食堂店 居酒屋・バー 本部町 本部町渡久地799-1　渡久地ビル201号 080-5599-3120

炭火焼鳥 ゆくる 居酒屋・バー 浦添市 浦添市仲間1-5-3　めぐみビル1F 098-878-0335

カレーハウスCoCo壱番屋 沖縄北谷国体道路店 その他飲食店 北谷町 北谷町上勢頭844-1 098-926-1851

Blue trip カフェ・スイーツ 名護市 名護市東江5-14-20 0980-54-3541 https://www.sunset-sea.com

酒味処 とらき 居酒屋・バー 那覇市 那覇市泉崎2-12-3 098-836-3905

バナナ 居酒屋・バー 那覇市 那覇市若狭2-3-19プリンセスﾋﾞﾙ4F-D 098-894-8939 https//www.instagram.com/bar__banana

守礼 松川店 居酒屋・バー 那覇市 那覇市松川2-4-15　NFS松川102 098-800-2777

焼肉五苑 糸満店 焼肉・ステーキ・しゃぶしゃぶ 糸満市 糸満市兼城339-2 098-840-9829 http://goen.tokukei.co.jp/

焼肉五苑 北谷店 焼肉・ステーキ・しゃぶしゃぶ 北谷町 北谷町上勢頭545-3 098-921-7529 http://goen.tokukei.co.jp/

焼肉五苑  アクロスプラザ古島駅前店 焼肉・ステーキ・しゃぶしゃぶ 那覇市 那覇市銘苅1-19-2　2F 098-917-2950 http://goen.tokukei.co.jp/

焼肉夢丸 伊祖店 焼肉・ステーキ・しゃぶしゃぶ 浦添市 浦添市伊祖2-8-11 098-877-0001 http://goen.tokukei.co.jp/

焼肉夢丸 美浜店 焼肉・ステーキ・しゃぶしゃぶ 北谷町 北谷町美浜9-8　2F 098-921-7760 http://goen.tokukei.co.jp/

29カフェPineTreeBlessハンビー店 カフェ・スイーツ 北谷町 北谷町北谷2-13-4 098-987-8986 http://goen.tokukei.co.jp/

Volver Island 居酒屋・バー 那覇市 那覇市久茂地2-4-14ｴｲﾄﾋﾞﾙ202 098-897-6933

カンティナ蠢 その他飲食店 浦添市 浦添市屋富祖3-7-14 ニューキングビル4-A 098-879-1108

Angel その他飲食店 那覇市 那覇市松山2-29-1 フェニックスビル701 098-866-0985

JIKKA 居酒屋・バー 浦添市 浦添市屋富祖3-34-1 ジョイマックスビル3F 090-2586-0328

Vividly okinawa カフェ・スイーツ 那覇市 那覇市牧志2-16-12 宮里アパート1階 070-1948-6789 Vividly Okinawa.owst.jp

とんかつの店 ゆきの 居酒屋・バー 名護市 名護市宮里450-8 0980-52-3486

居酒屋 琉球王 美里店 居酒屋・バー 沖縄市 沖縄市美原3-20-1 098-934-9592

居酒屋 琉球王 古波蔵店 居酒屋・バー 那覇市 那覇市壷川2-13-26 098-853-7470

SURE 居酒屋・バー 那覇市 那覇市牧志3-8-21ポンプビル2-G 098-868-1778 https://instagram.com/bar_sure_okinawa?utm_medium=copy_link

食事処 和合 沖縄そば・食堂 那覇市 那覇市金城3-8-8 098-927-6234

沖縄大衆居酒屋 うまんちゅ 居酒屋・バー 那覇市 那覇市久茂地2-16-3　1F 098-943-2774 https://umancyu.com/

Le copain（ラ コパン） レストラン（和・洋・中） 豊見城市 豊見城市高嶺391-1　大城アパート101 098-995-9115

Bar Lounge Tenjin 居酒屋・バー 那覇市 那覇市若狭3-1-12　津嘉山ビル 098-867-2345

沖縄第一ホテル 沖縄そば・食堂 那覇市 那覇市牧志1-1-12 098-867-3116 okinawadaiichihotel.ti-da.net

ラウンジ虹音 居酒屋・バー 那覇市 那覇市松山2-26-3　2F 098-988-8859

スナック かんびん その他飲食店 那覇市 那覇市牧志3-7-18　2F

史樹 その他飲食店 那覇市 那覇市牧志3-2-43　3F

海人ダイニングあずさ丸 居酒屋・バー 石垣市 石垣市新栄町72　1F東 0980-87-5020

メヒコタコス 沖縄そば・食堂 宜野湾市 宜野湾市新城1-13-9 098-893-2808

いつもの場所 その他飲食店 宜野湾市 宜野湾市普天間2-48-14 仲村ビル店舗1階102号室 090-6863-7073

YAN CAFE カフェ・スイーツ 北谷町 北谷町北谷2-20-1 098-989-0708

ゆんたく処 友友～ともとも～ その他飲食店 宜野湾市 宜野湾市普天間2-22-12 1-A 090-9405-0103

snack 201 その他飲食店 宜野湾市 宜野湾市普天間2-35-3 MATSUビル2F-A 201 098-943-8858

casual bar fortune 居酒屋・バー 沖縄市 沖縄市上地1-13-13 ヤング5ビル3F 098-932-5100

スナック チップス その他飲食店 宜野湾市 宜野湾市普天間２-48-3　ナイトスポットビル201 098-892-7776

大衆酒場 琉福丸 居酒屋・バー 浦添市 浦添市勢理客3-11-1 安謝橋ビル1F 098-875-3688

マ・クルール 居酒屋・バー 浦添市 浦添市屋富祖2-17-6宮城ビルB102 080-1700-4911

いしぐふーらーめん 城間店 ラーメン 浦添市 浦添市城間3-3-3 080-4145-1552 http;//www.ishigufu.jp/ishigufu

レストラン海路 レストラン（和・洋・中） 本部町 本部町字山川1056-1 0980-48-2707

おでん小粋 居酒屋・バー 糸満市 糸満市字糸満989-13 098-992-6667

しのび 居酒屋・バー 名護市 名護市城1-9-11 090-3793-1130

スナック きよ その他飲食店 名護市 名護市大東1-2-19 090-5942-2450

スナック でいご その他飲食店 石垣市 石垣市美崎町10-19(1階)103号 0980-87-0524

さわのや 居酒屋・バー 本部町 本部町渡久地15-7 0980-47-3029

粋 その他飲食店 糸満市 糸満市西崎6-4-12　マダム館2-A 090-3796-7131
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Sports Bar Tigers 居酒屋・バー 那覇市 那覇市高良3-7-9　1F 090-8291-7308

Almond その他飲食店 浦添市 浦添市勢理客3-11-1　安謝橋ビル３F 090-6867-1010

クリエイト その他飲食店 与那原町 与那原町与那原1000-3　フラミンゴビル4F 098-946-0986

電化堂 居酒屋・バー 名護市 名護市城1-10-6　1階102 0980-43-0751

モラカフェ 居酒屋・バー 那覇市 那覇市安里388-1 090-9516-0380

こIcchi 居酒屋・バー 那覇市 那覇市泉崎1-8-6 098-861-2160

オパール その他飲食店 那覇市 那覇市若狭3-44-14(2F) 090-6865-3438

ステーキ松屋 焼肉・ステーキ・しゃぶしゃぶ 那覇市 那覇市牧志3-8-31 098-959-1612

茶わき その他飲食店 那覇市 那覇市安里379 090-9781-5175

沖縄屋台村鷠～フィッシュバード～ 居酒屋・バー 那覇市 那覇市牧志3-11-17 080-2728-2917

Craft Beer House 麦BAKU 居酒屋・バー 那覇市 那覇市久茂地3-9-21　UD久茂地ビル2F 098-861-8915

寿司割烹 雛 その他飲食店 那覇市 那覇市松山2-26-3　1F 098-868-3903

琉美 その他飲食店 那覇市 那覇市曙2-14-20 098-862-5044

かりゆし その他飲食店 宜野湾市 宜野湾市赤道2-6-7 098-892-3004

pallet その他飲食店 沖縄市 沖縄市上地2-9-29　ゴリラビル102号 098-930-5705

ステーキ＆グリル パイレーツ 焼肉・ステーキ・しゃぶしゃぶ 那覇市 那覇市牧志2-6-2 PIER88 201 098-868-1361

なか屋 その他飲食店 うるま市 うるま市石川白浜1-5-48 090-5745-3637

Lounge Bar クリスタル・シー その他飲食店 那覇市 那覇市松山1-8-19  シティー松山2F-A 098-988-8119

だいにんぐ かわしげ レストラン（和・洋・中） 那覇市 那覇市松山1-8-15 四季ビル1F 098-861-9510

うりずん 居酒屋・バー 那覇市 那覇市安里388-5 098-885-2178

スナック喫茶 鮎 その他飲食店 浦添市 浦添市城間1-1-3 稲福ビル1F 098-876-4036

博多 居酒屋・バー 西原町 西原町幸地1009-1 2-A号

酒処 夢 居酒屋・バー 浦添市 浦添市西原1-12-16 キャスティ浦添1F B 090-6859-1148

アイドル その他飲食店 浦添市 浦添市屋富祖4-5-13 コスモ17ビル602 098-876-8080

ブランド肉と旬の鮮魚と古酒の店 秀 居酒屋・バー 浦添市 浦添市屋富祖1-6-1 マリコハウス201号 098-988-9476

来恩（らいおん） 居酒屋・バー 浦添市 浦添市前田3-2-5　1F 098-877-1007

居酒屋 磊 居酒屋・バー 浦添市 浦添市城間4-9-5　1F 098-879-1414

樹里 その他飲食店 那覇市 那覇市安里388-10　ラポール4B 098-885-3882

Kai 居酒屋・バー 浦添市 浦添市屋富祖3-1-10 京ビル408

あきそば 沖縄そば・食堂 那覇市 那覇市辻1-11-5　1F 098-861-4683

居酒屋 彩 居酒屋・バー 名護市 名護市大西5-4-13 0980-54-1772

スナック シェリー その他飲食店 浦添市 浦添市西原1-12-16 キャスティ浦添3-C

島唄遊び処 てぃんさぐぬ花 その他飲食店 那覇市 那覇市東町5-14　ポストビル3F 098-864-0855

小料理 舞 その他飲食店 那覇市 那覇市久米2-14-12　金城ビル1F 090-3794-8367

よもぎ家 居酒屋・バー 那覇市 那覇市首里鳥堀町1-11-5 098-884-3719

よもぎ家 その他飲食店 浦添市 浦添市前田1-13-1 ピヴィエールM 401 098-800-2119

gemini 居酒屋・バー 那覇市 那覇市寄宮156 よりみや館201

がんじゅう堂 沖縄そば・食堂 那覇市 那覇市松尾2-7-10　2F 098-861-5400

京 居酒屋・バー 浦添市 浦添市城間1-1-3  1F 098-876-9525

寿司、居酒屋 たつみ 居酒屋・バー 名護市 名護市大東2-9-7大兼久ｱﾊﾟｰﾄ101 0980-53-7359

ファーストチャンス 居酒屋・バー 宜野湾市 宜野湾市我如古4-6-5エンゼルﾋﾞﾙ103 090-6865-3522

スナック かえり道 居酒屋・バー 宜野湾市 宜野湾市大謝名5-20-2 090-9780-0663

あさり家 居酒屋・バー 那覇市 那覇市久米2-8-8  新栄プロパティービル1-A 090-6868-3535

ギャラリー喫茶 第3章 その他飲食店 那覇市 那覇市識名1-16-23　101 098-836-1756 naniwayacafe.ti-da.net

スナック MiKAN その他飲食店 那覇市 那覇市古波蔵2-24-1宮平ｱﾊﾟｰﾄ203 098-836-5459

石垣リゾートホテル レストラン（華さんご） レストラン（和・洋・中） 石垣市 石垣市宮良浜川原1053-4 0980-87-5255 https://www.ishigaki-resort.jp/

Bigknot カフェ・スイーツ 北谷町 北谷町北谷2-2-10 098-953-3756 https://bigknont2019.shop/

スナック 朝 その他飲食店 那覇市 那覇市東町18-4東町ﾋﾞﾙ1F 098-868-0476

Bar KAZ 居酒屋・バー 那覇市 那覇市久茂地2-6-1ｺｰﾎﾟカミハマ3F 090-4018-7418

オリエ 居酒屋・バー 那覇市 那覇市安里386-8 080-7038-5860

51 / 180 ページ



店舗名 業種 市町村名 店舗所在地 店舗電話番号 店舗HP

沖縄県感染防止対策認証制度　認証店一覧（飲食業）

藤 その他飲食店 那覇市 那覇市三原2-3-3富原ビルA　102 098-836-3560

天ぷらと旨い肴とおいしい酒の店 尭の天 居酒屋・バー 那覇市 那覇市松山1-19-19　１－A号 098-988-1622

ながくら 沖縄そば・食堂 石垣市 石垣市字石垣262 090-9782-3886

小料理 舞 居酒屋・バー 宮古島市 宮古島市平良字西里294-1 0980-72-6765

ふるみ家 そば 沖縄そば・食堂 南城市 南城市大里字大城1809 098-944-0063

スナック シンシア その他飲食店 名護市 名護市城1-1-21　サミットビル4F 0980-54-5833

野咲家 レストラン（和・洋・中） 宮古島市 宮古島市平良字西里124　1-E 0980-73-8050

焼肉ホルモン ガっつ 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760 0980-72-1229

南国酒場 来留来琉 居酒屋・バー 宮古島市 宮古島市平良字下里557　Dコートビル3F 0980-79-0944 https://www.hotpepper.jp/strJ001117257/

SNACK NAO その他飲食店 南風原町 南風原町津嘉山1467-10　MKビルⅢ501 098-987-1101

スナック モンマルト その他飲食店 石垣市 石垣市美崎町10-2　センタビル3F 0980-82-7702

亀そば うん玉店 沖縄そば・食堂 西原町 西原町池田173-1 098-882-0700

Bar TATSU 居酒屋・バー 沖縄市 沖縄市安慶田4－17－17ホワイトビル3-C 070-8590-2194

cho bitto 居酒屋・バー 宜野湾市 宜野湾市普天間2-49-10KOIKOIビル1-Ｂ 080-3187-5549

味処 一条橋 居酒屋・バー 宮古島市 宮古島市平良字西里667-1 0980-72-0678

呂理絵 その他飲食店 宮古島市 宮古島市平良字西里175-2 大見謝アパートⅠ-1S 0980-72-0798

酒菜那覇 居酒屋・バー 那覇市 那覇市牧志3-10-8　根路銘住宅（１階）

ゆんたくDINING ひとつぼし レストラン（和・洋・中） 那覇市 那覇市天久1-6-23 098-923-3377

BLANCPAIN ブランパン その他飲食店 那覇市 那覇市久米2-8-10　パーム久米4F 098-862-8233

やきとり 白鳥 その他飲食店 那覇市 那覇市泉崎1-17-1　ケイエムビル１階 098-800-1932

スナック アイビー その他飲食店 浦添市 浦添市屋富祖2-17-7

ななみ その他飲食店 浦添市 浦添市屋富祖2-17-6 宮城ビル101号

小料理 心（ここ） その他飲食店 浦添市 浦添市内間3-1-3 スカイビル302

「酒処」みやき その他飲食店 宜野湾市 宜野湾市大謝名4-1-5　1F 098-898-5522

鉄板×串 三國串 居酒屋・バー 沖縄市 沖縄市高原6-15-3（1F） 098-989-9555

カマル その他飲食店 南城市 南城市知念安座間1062-30 070-5278-9961

合同会社 石垣島食品 沖縄そば・食堂 石垣市 石垣市字新川2438-9 070-3803-2679

おもてなし酒場 蓮 居酒屋・バー 沖縄市 沖縄市中央3-13-15 098-938-8335

アイランドテラスニーラ レストラン（和・洋・中） 宮古島市 宮古島市平良字前里317-1 0980-74-4678 https://www.neela.jp

華族 その他飲食店 那覇市 那覇市松山2-1-13　沖縄建装松山ビル７F 098-861-7587

おもてなし料理 愛愛 居酒屋・バー 那覇市 那覇市東町4-14　イーストタウンビル1FA 090-8769-5799

December 居酒屋・バー 名護市 名護市城1-3-19-1（2-A） 090-9579-2337

Air（エアー） 居酒屋・バー 石垣市 石垣市美崎町9-4　プレイビル1F 0980-87-5953

Bar Tasting Club 居酒屋・バー 那覇市 那覇市泉崎1-12-4マラカイト泉崎ビル4-A 070-6599-5691 http://www.instagram.com/bartastingclub?r=nametag

KARAOKE BAR HIGA 居酒屋・バー 浦添市 浦添市内間3-1-3-102スカイビル 080-1753-3966

メインキッチン （ちゅらぬうじ・グスク・喜瀬） レストラン（和・洋・中） 名護市 名護市喜瀬1343-1 0980-43-5555 http://www.ritzcariton.com/jp/hotels/japan/okinawa

ザ・ロビーラウンジ レストラン（和・洋・中） 名護市 名護市喜瀬1343-1 0980-43-5555 http://www.ritzcariton.com/jp/hotels/japan/okinawa

ライブラリー レストラン（和・洋・中） 名護市 名護市喜瀬1343-1 0980-43-5555 http://www.ritzcariton.com/jp/hotels/japan/okinawa

Set up 居酒屋・バー 石垣市 石垣市美崎町9-5　プレイビル2F 0980-87-5441

さんにんリゾート その他飲食店 本部町 本部町浜元759 0980-47-2275 https://www.sannin.okinawa

居酒屋（Hana） 居酒屋・バー 沖縄市 沖縄市諸見里3-43-37 090-8762-5568

ほったらかし 居酒屋・バー 宜野湾市 宜野湾市普天間2-15-21 ブラックデビル201 080-4052-0582

たけし（食堂） 居酒屋・バー 那覇市 那覇市古波蔵4-5-1 098-836-8892

沙波里 その他飲食店 糸満市 糸満市西崎6-2-1　エバープラザビル2F 090-3790-5564

和琉Dining&BAR 美らSUN 居酒屋・バー うるま市 うるま市石川白浜1-5-34　リバーストーンヒル7F 098-989-1415

CAFE BAR CHURA SUN 居酒屋・バー うるま市 うるま市石川白浜1-6-6　大成店舗101号室 098-911-0025

暁 その他飲食店 名護市 名護市城1-10-9さいころビルA 090-9780-0829

bright その他飲食店 那覇市 那覇市宇栄原3-28-1　カリータウン3-B 098-859-0806

スナック かもん その他飲食店 名護市 名護市城1-1-20　1-B 0980-54-2464

フィーリング その他飲食店 沖縄市 沖縄市東2-3-11 090-1943-6194
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Have Fun 居酒屋・バー 宜野湾市 宜野湾市普天間2-49-10　KOIKOIビル4F　B 098-892-9870 http://barhavefun.com

瑠璃 居酒屋・バー 那覇市 那覇市松山1-15-11　オキタビル6階 098-869-5753

バーラウンジ LYS その他飲食店 那覇市 那覇市前島1-1-1石嶺ビル2階 098-869-1800

酒処 わたなべ 居酒屋・バー 那覇市 那覇市安里1-1-60　太永ビル4-E号室 090-3794-7181

もつ焼き 四番屋 2号店 居酒屋・バー 那覇市 那覇市安里1-5-3　仲間ビル1F 098-917-6180

フライトン その他飲食店 那覇市 那覇市三原2-2-1 098-832-6777

ニュー蟻 その他飲食店 宜野湾市 宜野湾市我如古1-8-15  サンロードビル1階 090-8627-3769

美華園 その他飲食店 那覇市 那覇市壺屋1-18-33 098-868-9935

スナック ワイドー洋子 居酒屋・バー 石垣市 石垣市美崎町10-2 センタービル4F 0980-88-7539

恵 居酒屋・バー 宜野湾市 宜野湾市大謝名2-6-15 A

小料理 みやぁぐん（宮国） その他飲食店 浦添市 浦添市伊祖2-9-3 098-876-9159

CHURA その他飲食店 浦添市 浦添市牧港1-9-14 ステージビル301号 098-879-7058

夢女（ゆめ） その他飲食店 宜野湾市 宜野湾市普天間2-15-23 098-893-4611

会長室 その他飲食店 西原町 西原町幸地1009-1 大漁屋ビル2-C 098-946-0503

スナック HELLO 居酒屋・バー 那覇市 那覇市国場35-1　MAXビル1F 098-836-3535

酒処カラオケ いろは その他飲食店 浦添市 浦添市屋富祖1-3-11 イナモリ店舗101

酒処 みさ 居酒屋・バー 浦添市 浦添市屋富祖4-1-3

BAR M'S 居酒屋・バー 沖縄市 沖縄市上地1-11-24　座間味スナック１F

サファイヤ その他飲食店 浦添市 浦添市屋富祖2-17-8

バーティアラ その他飲食店 沖縄市 沖縄市山里2-1-6　1F(左) 090-5473-4898

居酒屋 割烹 ひろた 居酒屋・バー 宜野湾市 宜野湾市真栄原2-12-1 098-890-1102

ＣＬＵＢ Ｌ 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101

J・ヴィーナス その他飲食店 浦添市 浦添市屋富祖3-1-10  京ビル306号 098-874-7173

小料理 わく川 居酒屋・バー 沖縄市 沖縄市泡瀬6-20-19 098-959-0991

カラオケスナック（とんぼ） 居酒屋・バー 宜野湾市 宜野湾市普天間2-37-10 090-5281-9891

小料理 海月 居酒屋・バー 糸満市 糸満市西崎6-19-3西崎21ﾌﾟﾗｻﾞﾋﾞﾙ401号 090-8402-0379

和樂 居酒屋・バー うるま市 うるま市具志川386-1 098-973-5058

紺碧 The villa All suite レストラン（和・洋・中） 宮古島市 宮古島市伊良部字池間添1195-1 0980-78-6000 https//konpeki.okinawa

スナック 月花 居酒屋・バー 金武町 金武町字金武4144-1 098-968-2878

定食 なりた家 沖縄そば・食堂 宜野湾市 宜野湾市大山2-15-11 098-988-9533 https://www.teisyoku-naritaya.com

酒膳 やど 居酒屋・バー 那覇市 那覇市牧志1-3-20 090-9595-0941

ラウンジ えみ その他飲食店 石垣市 石垣市美崎町12-1  海邦ビル605 0980-88-5018

カフェ カラカラ レストラン（和・洋・中） 宮古島市 宮古島市平良字大浦130-32 0980-73-8385 miyakojima-karakara.com

居酒屋 一 居酒屋・バー 南城市 南城市佐敷字津波古1074-3 098-947-1717

おでん暖流 居酒屋・バー 那覇市 那覇市前島3-15-23 090-1944-7054

Lounge Alaise カフェ・スイーツ 那覇市 那覇市松山1-1-10　京ビルロマネスク4-A 098-868-5611

カラオケハウス ハッピー その他飲食店 うるま市 うるま市石川1-51-19 098-965-5523

ラウンジ響 その他飲食店 宮古島市 宮古島市平良字西里135-2　1Ｆ 0980-73-0383

Bar Crib 居酒屋・バー 那覇市 那覇市安里1-1-60 大永ビル4-D 090-1976-1574

花琉球本店 沖縄そば・食堂 那覇市 那覇市牧志2-6-30　ベウラビル1Ｆ 098-943-2995 https://www.hanaryukyu.com/

花琉球 てんぶす那覇店 沖縄そば・食堂 那覇市 那覇市牧志3-2-3　鉢嶺クリスタルビル1F 098-943-2087 https://www.hanaryukyu.com/

らいむ その他飲食店 名護市 名護市城1-8-6　ＳＳプラザビル103 080-6483-2100

スナック みさ その他飲食店 沖縄市 沖縄市山里1-3-3

スナック 尚 その他飲食店 沖縄市 沖縄市照屋1-30-7　（1Ｆ）

シルク 居酒屋・バー 沖縄市 沖縄市上地3-3-3(2F) 090-2503-7057

絵馬 カフェ・スイーツ 名護市 名護市城1-9-1　コスモG1ビル2階 090-1947-1091

スナック雅 居酒屋・バー 沖縄市 沖縄市高原4-18-15 090-6863-8343

ラウンジ 妃 その他飲食店 名護市 名護市城1-12-2　にふぇーでービル1Ｆ 0980-54-2998

CLUB ZERO その他飲食店 名護市 名護市城1-8-16  浦崎第2ビル１０２号 080-2732-5455

美食屋 セルポア 居酒屋・バー 那覇市 那覇市赤嶺1-1-6 098-840-1222 http://r.gnavi.co.jp/f298100/
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桃栗参念柿は知念 居酒屋・バー 那覇市 那覇市松山2-1-15RJ松山ビル404号室 098-975-9650

自然派食堂 タマテバコ レストラン（和・洋・中） 那覇市 那覇市牧志3-10-7 098-943-2567

古酒楽 居酒屋・バー 那覇市 那覇市銘苅2-4-35　アーバンプラネットビル5階 098-951-0123

たきばる味処 居酒屋・バー 沖縄市 沖縄市高原7-29-9 098-930-3485

バケット レストラン（和・洋・中） 北中城村 北中城村字ライカム1 イオンモール沖縄ライカム4017区画 098-931-1309 https://www.saint-marc-hd.com

CAFE Bar RED BULL'S 居酒屋・バー 名護市 名護市大東3-22-28　グランシャリオ名護3Ｆ 0980-54-3635

酒処･歌処 桜華 その他飲食店 浦添市 浦添市城間1-1-5　シーサービル2-D号室

酒処 由美子 その他飲食店 浦添市 浦添市屋冨祖1-2-3 098-873-1454

Chu・ra・ra（美・ら・ら） その他飲食店 浦添市 浦添市屋富祖3-6-3　TKCビル6F

伊差川食堂 本店 沖縄そば・食堂 名護市 名護市字伊差川525 098-052-3924

プヨン その他飲食店 名護市 名護市城1-12-2　にふぇでービル　3-A 080-8384-2172

スナック紬 その他飲食店 石垣市 石垣市美崎町10-15 0980-88-5405

ビストロ ファミーユ レストラン（和・洋・中） 宮古島市 宮古島市平良字下里598 0980-73-7288

infinity無限 居酒屋・バー 那覇市 那覇市寄宮1-30-19  宮里ビル1F 098-832-7252

ニュー和風スナックけい その他飲食店 那覇市 那覇市寄宮1-30-19  宮里ビル2F 098-831-6666

台湾料理 福楽 レストラン（和・洋・中） うるま市 うるま市赤野1356-1 098-989-0177

ナイトスナックしのぶ 居酒屋・バー 那覇市 那覇市若狭3-44-14　やなぎビル２F 098-861-7168

梟アウル その他飲食店 浦添市 浦添市牧港1-9-1　ALVEビル202 098-879-0023

ホルモン 豚尾 焼肉・ステーキ・しゃぶしゃぶ 読谷村 読谷村字楚辺1395-23 モリマンション1F 098-957-6029

串角 バークレー店 居酒屋・バー 浦添市 浦添市当山2-1-2 098-877-6882

串角 我如古店 居酒屋・バー 宜野湾市 宜野湾市我如古1-54-10 098-897-6825

串角 小禄店 居酒屋・バー 那覇市 那覇市赤嶺2-4-1 098-857-2613

Pearl パール その他飲食店 石垣市 石垣市美崎町11-3稲福ビル1-4号室 090-9070-6318

どんぐり その他飲食店 嘉手納町 嘉手納町字水釜562-31　中川アパート1F 090-7984-9271

スナック 花野 その他飲食店 糸満市 糸満市西崎6-19-3　西崎21プラザ3F 098-995-2212

SPIDER その他飲食店 金武町 金武町金武4247-1 098-989-1618

居食屋らん 居酒屋・バー 那覇市 那覇市若狭1-3-59　シーサーイン那覇２階 098-868-6455

Kan 居酒屋・バー 那覇市 那覇市松山2-29-1　フェニックスビル503 098-861-9189

カクテルBAR ミッキーハウス 居酒屋・バー 浦添市 浦添市勢理客3-11-1　安謝橋工業ビル２－E 098-875-4898

Lien（リアン） 居酒屋・バー 那覇市 那覇市松山1-14-3 シティ松山Ⅱ2階　2-B号室 098-866-8757

リブマックス アムス・カンナリゾートヴィラ レストラン（和・洋・中） 宜野座村 宜野座村漢那397-1 098-968-7011 https://www.livemax-resort.com/okinawa/canna/

浜辺のキッチンもめんばる その他飲食店 読谷村 読谷村渡具知502-1 098-957-1533 https://instagram.com/momenbaru_okinawa_yomitan/

ターシャ その他飲食店 宜野湾市 宜野湾市普天間2-31-11（101）

LGBT Cafe 最中 居酒屋・バー 名護市 名護市城1-8-16　第2浦崎ビル1-101 0980-59-6575

Night Angel その他飲食店 宜野湾市 宜野湾市普天間2-49-13　スカイエンジェルビル602 098-892-6289

南城（ナンジョウ） 居酒屋・バー 南城市 南城市玉城堀川７３１－７　B-2 098-949-1515

葉月 その他飲食店 名護市 名護市城1-3-26　岸本ビル202 080-6496-7250

居酒屋 恩納つばき 居酒屋・バー 恩納村 恩納村前兼久858-1 098-965-7705

Sea Son 居酒屋・バー 宜野湾市 宜野湾市普天間2-49-10　KOIKOIビル1FA号 098-893-0272

スナックさつき その他飲食店 宜野湾市 宜野湾市普天間2-15-21　ブラックデビル101 090-9787-9688

（ナイトスナック）ぷちはうす その他飲食店 宜野湾市 宜野湾市真栄原3-1-1 098-898-3222

Chatan cafe halihali カフェ・スイーツ 北谷町 北谷町北谷1-12-11 098-989-0333 https://okinawan-restaurant-49.business.site/?m=true

居酒屋 けん坊 居酒屋・バー 名護市 名護市宮里1017-3 0980-54-0086

スナック酔仙 その他飲食店 宮古島市 宮古島市平良字下里122-2 0980-73-4668

ナイトスポット蔵 居酒屋・バー 石垣市 石垣市美崎町11-3 稲福ビル2F 0980-83-0907

とまり食堂 沖縄そば・食堂 那覇市 那覇市泊1-18-4 090-2502-6532

オーシャンブルー レストラン（和・洋・中） 今帰仁村 今帰仁村字古宇利538 0980-56-1616 https://www.kouri-oceantower.com/restaurant/

アイランドブルー レストラン（和・洋・中） 今帰仁村 今帰仁村字古宇利538 0980-56-1616 https://www.kouri-oceantower.com/restaurant/

酒処・歌どころ 和香 その他飲食店 浦添市 浦添市牧港1-9-1 ALVE.BL 203号室 098-878-4221

B.G.M レストラン（和・洋・中） 那覇市 那覇市松尾2-10-20  大成開発ビル103 098-800-2298
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ぐすく家 居酒屋・バー 恩納村 恩納村字恩納2493 090-3794-6637

春夏 冬 その他飲食店 うるま市 うるま市石川1-50-41　1階 098-964-6363

馬酔木 その他飲食店 うるま市 うるま市石川白浜1-11-1   101

朱雀 居酒屋・バー 那覇市 那覇市安里388-10  東江ビル１F 090-3300-0441

アジト 泡瀬店 居酒屋・バー 沖縄市 沖縄市高原5-3-3 098-937-4774

アジト 国体道路店 居酒屋・バー 北谷町 北谷町伊平458-1 098-936-1986

Chuck's 居酒屋・バー 沖縄市 沖縄市中央1-9-3　2F

スナック喫茶 夢物語 その他飲食店 名護市 名護市大南1-8-4 090-9788-0210

路 居酒屋・バー 宜野湾市 宜野湾市普天間2-16-7

garden その他飲食店 沖縄市 沖縄市上地1-19-34  1F左 098-933-3970

華族 その他飲食店 宜野湾市 宜野湾市普天間2-36-11 098-892-5444

すがこ その他飲食店 宜野湾市 宜野湾市普天間2-37-13 すずらんYビル1F

居酒屋 島笑 居酒屋・バー 読谷村 読谷村字大湾536 098-956-2634

T.s room その他飲食店 那覇市 那覇市松山1-35-21　大福館ビル　5-A

ひらけごま 居酒屋・バー 那覇市 那覇市久米1-1-21　オレンジビル6F 098-869-1557

夢桜 その他飲食店 名護市 名護市宮里447-20　丸平第二アパート103 0980-54-0005

みっちゃんchi 居酒屋・バー 石垣市 石垣市美崎町10-16

ROUTE４６ 居酒屋・バー 那覇市 那覇市寄宮3-18-3マルヨシビルB1右 090-5735-2256

カフェー ヴィーナス その他飲食店 名護市 名護市城1-8-6SSプラザビル101 0980-54-2010

酒処 あずみの その他飲食店 宮古島市 宮古島市平良西里164-1　うりずんビル1F 0980-72-0217

スナック洋子 その他飲食店 沖縄市 沖縄市照屋1-4-11　2F 080-2708-5627

シェルクラブ その他飲食店 那覇市 那覇市松山1-35-6　松藤ビル2F 098-863-7887

PUB LOUNGE エメラルドスター 居酒屋・バー 那覇市 那覇市安里388-22　大村アパート201 098-885-4447

カラオケスタジオ歌のさんぽ道 その他飲食店 那覇市 那覇市若狭1-10-2　地下１階 098-868-6845

あんじんもこ レストラン（和・洋・中） 那覇市 那覇市赤嶺2-7-12　2階

居酒屋 やんばる 居酒屋・バー 那覇市 那覇市三原1-10-33

ラウンジ ソムリエ カフェ・スイーツ 石垣市 石垣市美崎町1-3　八重山海運ビル2Ｆ東 0980-83-2143

RUF その他飲食店 沖縄市 沖縄市上地2-9-5 090-2586-6704

アシアナ asiyana レストラン（和・洋・中） 宮古島市 宮古島市平良字東仲宗根763-19  1-北 090-1185-9332

鶏料理 あまみ 居酒屋・バー 那覇市 那覇市安里1-7-14  2F 098-863-5439

スナック たらま その他飲食店 那覇市 那覇市安里388-10  ラポールビル4階4A 098-885-3838

アロハ 居酒屋・バー 那覇市 那覇市牧志3-8-32 098-866-6834

ダイニング ことのは レストラン（和・洋・中） 恩納村 恩納村字恩納4953 098-960-9988 https://kotonoha.okinawa/

モア その他飲食店 宮古島市 宮古島市平良字西里151 0980-73-6151

合同会社沖縄そば専門店宜野湾そば 沖縄そば・食堂 宜野湾市 宜野湾市我如古2-27-1　安盛荘1階 098-898-2310

さんべ寿司 レストラン（和・洋・中） 那覇市 那覇市前島3-16-18　国吉ビル103号 090-3793-2732

居酒屋 れんまろ 居酒屋・バー 沖縄市 沖縄市比屋根2-13-1 098-930-1887

日本酒×魚 魚ぽぽ 居酒屋・バー 沖縄市 沖縄市泡瀬4-21-12 098-955-4102

食房 くれない 居酒屋・バー 糸満市 糸満市字糸満1188 098-994-5945

ガじゅまる その他飲食店 名護市 名護市宮里447-20　丸平第二アパート105 080-5189-5224

より道 居酒屋・バー 那覇市 那覇市壺屋1-2-13 090-1940-2450

スナック 小さな店 その他飲食店 沖縄市 沖縄市照屋1-30-8

ピザハウス 港川本店 レストラン（和・洋・中） 浦添市 浦添市港川２-２０-5 098-894-8919 http://www.pizzahouse.co.jp

くがに屋 沖縄そば・食堂 うるま市 うるま市石川白浜2-6-7 090-1943-1105

スナックサロン浜ちゃん その他飲食店 沖縄市 沖縄市園田3-14-35 098-933-6550

花さと  その他飲食店 名護市 名護市城1-7-3 0980-52-6594

レモングラス  居酒屋・バー 沖縄市 沖縄市中央1-21-4

小料理 三つ花 居酒屋・バー 那覇市 那覇市国場1169-7　1F 098-834-1566

のんきや  居酒屋・バー 浦添市 浦添市勢理客2-12-26 098-876-2736

銀 (なんじゃ) 居酒屋・バー 糸満市 糸満市西崎6-4-12　NEW　MADAM　西崎3-A号 090-1179-0621
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カラオケタイム ni-ru 居酒屋・バー 那覇市 那覇市安里388-10　ラポールビル1F 098-886-3885

蕎麦 寶 レストラン（和・洋・中） 那覇市 那覇市牧志2-2-20　NCビル201号室 098-869-5388

Ricky その他飲食店 那覇市 那覇市奥武山町26-10 098-943-6543

メルキュールホテル沖縄那覇（BISTRO de Lamer） レストラン（和・洋・中） 那覇市 那覇市壷川3-3-19 098-855-7111 https://www.mercureokinawanaha.jp/

焼きの大関 居酒屋・バー 西原町 西原町翁長565-2 098-944-1596

焼きの大関 浦添店 居酒屋・バー 浦添市 浦添市仲間1-5-3 098-874-3617

三代目 活の親方 居酒屋・バー 西原町 西原町翁長538 098-945-8930

くろ潮の大関 居酒屋・バー 那覇市 那覇市牧志1-9-13 098-869-2217

くろ潮の大関 コザ店 居酒屋・バー 沖縄市 沖縄市宮里3-7-2 098-934-0143

和風バル SOU屋 居酒屋・バー 浦添市 浦添市大平1-28-6 098-877-7860

ソムリエ 沖縄そば・食堂 石垣市 石垣市美崎町1　離島ターミナル 0980-82-5279

来夢 その他飲食店 糸満市 糸満市西崎6-2-1 098-995-1645

八ッちゃん その他飲食店 糸満市 糸満市西崎6-2-1　エバープラザ1Ｆ

ニューパンティー その他飲食店 名護市 名護市城1-1-20 0980-52-1555

スナック ダイバーズ その他飲食店 読谷村 読谷村字楚辺2256 098-956-4022

宿・シーシャイン 居酒屋・バー 石垣市 石垣市野底1096-3 0980-84-5115

カフェバーラバース 居酒屋・バー 宮古島市 宮古島市平良字西里172 0980-73-3818

台湾料理 福楽 レストラン（和・洋・中） 糸満市 糸満市真栄里2015 098-995-0077

焼肉食道 こーけん 焼肉・ステーキ・しゃぶしゃぶ うるま市 うるま市石川東恩納652-5　福徳ビルF1 098-989-5687 https://yakiniku-koken.com/

ノア その他飲食店 うるま市 うるま市平良川152-1 098-973-7083

安夢居 居酒屋・バー うるま市 うるま市石川白浜1-7-16　2-A号室 098-964-1770

バーれもん 居酒屋・バー 那覇市 那覇市壺屋1-4-20 090-5938-5850

サウスキャッスル 居酒屋・バー 南城市 南城市知念字安座真716　B棟

倶楽部 舜 その他飲食店 那覇市 沖縄県那覇市松山1-14-17 098-868-3071 http://xn--9c1a.club/system/

タイガーアイ 沖縄そば・食堂 うるま市 うるま市みどり町1-1-10 080-1705-7905

ラーメン暖暮 名護店 ラーメン 名護市 名護市東江5-10-36 0980-43-5503 http://www.hc-inc.jp/#business

小料理 花憐 その他飲食店 うるま市 うるま市宮里834-2 上江洲ビル1階101 090-1948-3001

喫茶 ADAZIO 沖縄そば・食堂 宜野湾市 宜野湾市真志喜2-6-19コーポ又吉1F 098-898-8099

炭焼き居酒屋 串角 久茂地店 居酒屋・バー 那覇市 那覇市久茂地2-24-19　仲西ビル1F 098-862-6347 https://kushikado.jp/

串角 新都心店 居酒屋・バー 那覇市 那覇市天久1-28-17　新里ビル1F 098-862-2347

炭焼き居酒屋 串角 北谷店 居酒屋・バー 北谷町 北谷町北前1-17-1 098-936-9901

キャバレー アマゾネス その他飲食店 沖縄市 沖縄市上地1-2-2 098-932-8589

オーベルジュボヌシェールラウー レストラン（和・洋・中） 恩納村 恩納村字真栄田61-1 098-965-3205 https://raout.com/

凛 その他飲食店 那覇市 那覇市松山1-33-2　HAMASHIN4-D 090-2589-4646

島寿し レストラン（和・洋・中） 那覇市 那覇市松川444-1 098-885-3781

豚ホルモン炭火焼 ぶうや 焼肉・ステーキ・しゃぶしゃぶ 那覇市 那覇市泉崎1-9-9 098-863-8051

軽食の店ルビー 宜野湾店 沖縄そば・食堂 宜野湾市 宜野湾市宇地泊80-1　MTビル102 098-988-8899 https://peraichi.com/landing_pages/view/rubyginowan/

丸長食堂 沖縄そば・食堂 沖縄市 沖縄市美里1-24-13 098-938-8902

やきとり 竹山 居酒屋・バー 那覇市 那覇市国場198-1 ルートサイド幸102号室

居酒屋 翔 居酒屋・バー うるま市 うるま市石川1-28-1 098-964-6123

琉球炭火焼肉 島うし 焼肉・ステーキ・しゃぶしゃぶ 石垣市 石垣市美崎町11-5　メゾンノア1F-C 0980-87-0878

韓国料理UMAGON 居酒屋・バー 那覇市 那覇市壺屋2-5-7　フラッツ白雲1 098-831-5686

MUSIC BAR タイガーアイ 居酒屋・バー 沖縄市 沖縄市上地1-12-6カシスビル1F右 070-5403-5777 http://tigerseye.ti-da.net//

BAR Alpha 居酒屋・バー 沖縄市 沖縄市上地1-12-6カシスビル2F右 070-5690-7527 http://tigerseye.ti-da.net//

たらの芽 居酒屋・バー うるま市 うるま市石川白浜2-3-2 098-989-3849

てんぷら坂 沖縄そば・食堂 那覇市 那覇市壺屋1-10-32 098-862-0938

ジュリアナ沖縄 居酒屋・バー 沖縄市 沖縄市中央1-20-10　1F

酒処しずく その他飲食店 宜野湾市 宜野湾市我如古1-7-6 赤嶺アパート1F 098-899-2811

ぽんぽこ居酒屋ぽこぽん 居酒屋・バー 名護市 名護市城1-4-11　名護市営市場2F 070-5416-1129 https://kanutancafe.wixsite.com/pocopon

レストランチャーリー多幸寿 レストラン（和・洋・中） 沖縄市 沖縄市中央4-11-5 098-937-4627
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スナック ぴえろ その他飲食店 宜野湾市 宜野湾市長田4-15-7　1F 070-5415-8811

Peace Munchies 居酒屋・バー 那覇市 那覇市安里1-1-58 光生ビル201 098-863-3371

ムーランルージュ その他飲食店 浦添市 浦添市屋富祖4-5-1　1F 098-878-7599

木の下屋 居酒屋・バー 宜野湾市 宜野湾市我如古2-12-1 098-899-2954

なの華 居酒屋・バー 那覇市 那覇市西1-8-7 098-863-0747

小料理 裄 その他飲食店 西原町 西原町字兼久100-3 090-1944-0038

SPEED STAR 居酒屋・バー 那覇市 那覇市松尾1-4-1　コラムビル4F 098-861-4213

酒音 優 居酒屋・バー 那覇市 那覇市久茂地3-23-8 098-864-0633

ラウンジ 艶 その他飲食店 那覇市 那覇市松山1-1-10　京ビル5ロマネスク5階-Ｃ 098-867-2629

うるまんず 居酒屋・バー 那覇市 那覇市牧志2-1-13　102号

和楽 その他飲食店 沖縄市 沖縄市照屋1-4-11　１階102号 090-1948-3336

スナック りっちゃん その他飲食店 名護市 名護市城1-1-21サミットビル2-A 0980-53-7044

創作沖縄料理 二幸 居酒屋・バー 那覇市 那覇市牧志2-1-18 098-861-7722 http://www.sousaku-nikou.jp

無碍山房石垣 カフェ・スイーツ 石垣市 石垣市大川5 080-6482-4232 https://www.instagram.com/mugesanbouisigaki/

百年の家 大家 沖縄そば・食堂 名護市 名護市中山90 0980-53-0280 https://ufuya.com

らーめん翔琉亭 ラーメン 那覇市 那覇市鏡原町26-26 098-859-2805

エンタメ酒場NRG 居酒屋・バー うるま市 うるま市赤道10-10　横田アパート２F 070-3802-0270 www.nrgokinawa.com

アットホーム佐平 居酒屋・バー 那覇市 那覇市寄宮1-11-13　呉屋ビル１F 080-3964-6115

ひろ その他飲食店 那覇市 那覇市安里388-159　玉那覇ビル　102号 098-886-3145

ラウンジ 帆 HAN その他飲食店 那覇市 那覇市久茂地2-16-24 ニュー久茂地ビル1F 098-861-5144

BAR Wing  居酒屋・バー 名護市 名護市大中1-5-10　野原ビル201

ギターラウンジ しんこうの店 その他飲食店 那覇市 那覇市東町5-15朝日ビル2F 098-867-4267

居酒屋 はんなり 居酒屋・バー 那覇市 那覇市壷川1-2-10 098-831-7644

ビビット その他飲食店 那覇市 那覇市西1-21-11AZビル1-A 090-1940-7717

居酒屋 GOO きっちん 居酒屋・バー 沖縄市 沖縄市胡屋7-1-2 098-932-4343

大ばんぶる舞 沖縄そば・食堂 西原町 西原町棚原198-1 098-975-7770

大ばんぶる舞 沖縄そば・食堂 本部町 本部町谷茶29-73 0980-43-9295

カラオケパブ音はずれ その他飲食店 沖縄市 沖縄市美里1-27-2 098-934-3111

恵美 居酒屋・バー 那覇市 那覇市牧志3-9-25 098-866-3750

レストラン赤崎 レストラン（和・洋・中） うるま市 うるま市石川赤崎1-2-5 098-964-3132

天下一品 小禄店 ラーメン 那覇市 那覇市鏡原町10-2 098-859-8220

島やさい食堂 てぃーあんだ その他飲食店 読谷村 読谷村字都屋448-1 098-956-0250

クイックリードン・キホーテうるま店 その他飲食店 うるま市 うるま市塩屋浜原502-1　ドン・キホーテ内 098-988-7212 https://quicklyipn.co.jp/

割烹錬 レストラン（和・洋・中） 那覇市 那覇市牧志1-12-16 一銀久茂地ハイム1F 098-866-8046

KARRY その他飲食店 名護市 名護市城１-9-1　コスモビルG-1　1-Ｃ 080-4072-5982

ぎょうざ家 心心 居酒屋・バー 石垣市 石垣市石垣156-24 0980-88-7234

あが その他飲食店 那覇市 那覇市宇栄原3-29-13 098-858-2368

オアシス 居酒屋・バー 那覇市 那覇市宇栄原3-30-3 Mycityビル2-D 098-858-3384

隠れ家BAR 秘密基地 居酒屋・バー 那覇市 那覇市松山1-7-5 サンステップビル302 090-5198-8205

オレンジキッチン その他飲食店 那覇市 那覇市安里2-4-11　1F 098-975-7077

Bar Imisore 居酒屋・バー 那覇市 那覇市東町20-7　TBCビル102 090-6102-4273

ちぶみ 居酒屋・バー 与那原町 与那原町与那原404-3 098-945-6841

居酒屋 丹羅衣 居酒屋・バー 那覇市 那覇市寄宮3-18-3　マルヨシビル1F 070-5415-6655

杏屋 国場店 居酒屋・バー 那覇市 那覇市国場1164-3 098-835-2245

癒酒屋 こんちわ 首里城前店 居酒屋・バー 那覇市 那覇市首里当蔵町1-10　パレスサイドヴィラ１F 098-882-4111

フィーリング 居酒屋・バー 金武町 金武町字金武4249（101） 090-9594-8367

我那覇豚肉店 カフーナ旭橋 レストラン（和・洋・中） 那覇市 那覇市旭町1-9　カフーナ旭橋Ｂ街区１階 098-868-1358 https://ganahabutanikutenkafuna.oest.jp

Free style bar Relations 居酒屋・バー 沖縄市 沖縄市園田3-3-19　メイフラワーホテル1Ｆ 098-930-0860 info@bar-relations.com

ご飯とちょい呑み処 リキの部屋 その他飲食店 うるま市 うるま市江洲355　芝ビル1－C

おでん 綾 その他飲食店 宮古島市 宮古島市伊良部字国中56-1 0980-78-5389
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Sapeur (サプール) その他飲食店 うるま市 うるま市赤道179-19 090-6857-2915

まるとく商店 その他飲食店 糸満市 糸満市照屋1513 090-8624-4004

花梨 その他飲食店 南風原町 南風原町字照屋303 098-889-4489

正ちゃん その他飲食店 浦添市 浦添市城間1-1-3稲福ビル1F 098-8373220

かりす 居酒屋・バー 浦添市 浦添市屋富祖4-5-13コスモビル7Ｆ 098-878-8611

酒門 居酒屋・バー 浦添市 浦添市屋富祖2-16-11 090-9789-6930

むじゃき その他飲食店 浦添市 浦添市屋富祖4-6-14 090-9491-3015

はなみずき 居酒屋・バー 浦添市 浦添市城間1-1-5　シーサービル4-A

Lounge  柚木 その他飲食店 宜野湾市 宜野湾市大山2－21－5　6-A 098-898-3714

CREA 居酒屋・バー 那覇市 那覇市宇栄原3-28-1　3-D 090-1947-1794

こっこ その他飲食店 浦添市 浦添市屋富祖3-7-12　プラザ88　1F 098-876-7070

Kaon Live&Karaoke 居酒屋・バー 浦添市 浦添市安波茶2-1-6　サンシティビルB-B

ふくぎ その他飲食店 那覇市 那覇市首里儀保町1-31 090-5285-5884

EST その他飲食店 宜野湾市 宜野湾市志真志2-21-5 070-4391-4635

miu（ミユ） その他飲食店 浦添市 浦添市屋富祖4-2-9　ツインマークビル4-B 098-879-4240

カラオケパブ華々 居酒屋・バー 浦添市 浦添市屋富祖2-24-6　106 098-879-2839

まつり その他飲食店 浦添市 浦添市前田1-48-9親富祖アパート103

宗や 居酒屋・バー 沖縄市 沖縄市比屋根4-1-3 098-930-2646

光輪 その他飲食店 糸満市 糸満市糸満1987-1 090-8293-6999

味どころ 田舎家 居酒屋・バー 糸満市 糸満市西崎1-11-1 コーポ上原103 098-994-2658

夢の宮古島 その他飲食店 宮古島市 宮古島市平良字下里1259-2 0980-72-6116

こけこっこ 居酒屋・バー 名護市 名護市城1-8-19 0980-52-5852

さくら食堂 沖縄そば・食堂 名護市 名護市城1-4-11　名護市営市場2Ｆ 0980-54-3939

王様 居酒屋・バー 那覇市 那覇市松山1-8-5　オーキッド松山1FA 098-863-3577

ラ・ネージュ好道館 その他飲食店 沖縄市 沖縄市上地1-15-15 098-932-5150

メッチェン その他飲食店 沖縄市 沖縄市諸見里1-2-23　3F　ナイトシティロイヤルパレスビル

てっぱんあたく 居酒屋・バー 石垣市 石垣市浜崎町2-4-24　コーポサンセットⅡ　1階北 0980-82-3680

アドバンス その他飲食店 沖縄市 沖縄市上地1-11-10　比嘉アパート1F 098-930-6178

居酒屋いちゃりば 居酒屋・バー 読谷村 読谷村字古堅479-3 098-957-5111

味乃屋 沖縄そば・食堂 金武町 金武町金武4135-1 090-1944-9056

BAR ワイジェイ 居酒屋・バー うるま市 うるま市石川1-51-17 光ビル203

民謡スナック ジントーヨー その他飲食店 うるま市 うるま市石川曙2-15-28 090-9600-3339

お食事 あさど屋 その他飲食店 石垣市 石垣市登野城245

まいばま その他飲食店 宮古島市 宮古島市平良字西里129　1Ｆ 090-9780-8903

ふぁいみーる 居酒屋・バー 金武町 金武町字金武4268-12 090-3321-1334

カラオケ小料理 凛 その他飲食店 宮古島市 宮古島市平良字下里574-3  2F北側 090-9783-6609

足立屋 居酒屋・バー 名護市 名護市城1-6-19 0980-54-8690

CAFE,TANIWHA カフェ・スイーツ 石垣市 石垣市大川188 090-7473-1510

MINORI その他飲食店 宮古島市 宮古島市平良下里97-1  地下1F 090-1940-8625

パラダイス その他飲食店 宮古島市 宮古島市平良西里118　2F 0980-75-0708

ひだまり その他飲食店 読谷村 読谷村高志保164-1 090-2851-9721

かとえもん 沖縄そば・食堂 うるま市 うるま市石川白浜1-5-46 山内昌順貸家1F

食堂ふうりん 沖縄そば・食堂 浦添市 浦添市屋富祖2-24-10 098-878-4263

1COLOR（イチカラー） 居酒屋・バー 那覇市 那覇市牧志1-4-7 098-861-7274

Kitchen大 その他飲食店 石垣市 石垣市美崎町3 0980-87-0934 https://yakiniku-p-dai.com/

炭火焼肉 大 焼肉・ステーキ・しゃぶしゃぶ 石垣市 石垣市真栄里307-6 0980-83-8989 https://yakiniku-dai.com/

郷土料理・居酒屋・めんそーれ 居酒屋・バー 那覇市 那覇市久米1-1-25　めんそーれビル1F 098-866-8208

ジャスミン 居酒屋・バー 那覇市 那覇市おもろまち4-6-24　おもろまちドリームビル６F 098-861-1167

スナック 萌 居酒屋・バー 読谷村 読谷村大木416-1 098-956-2620

愛ちゃん 居酒屋・バー 中城村 中城村字当間1008 098-895-2009
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Bar ゲッチュ 居酒屋・バー 名護市 名護市城1-3-26

和味料理もりしま 居酒屋・バー 那覇市 那覇市首里鳥堀町2-10-11 098-887-3177

ほっくんズ BAR Pulperia 居酒屋・バー 那覇市 那覇市東町19-10　イバック東町ビル2-A 080-7079-8881

暖 その他飲食店 那覇市 那覇市壺屋2-19-17森山アパート1F

クイーン カフェ・スイーツ 名護市 名護市城1-8-3 0980-52-2592

小料理 無限 居酒屋・バー 那覇市 那覇市高良1-4-48　タカキヨ荘　106号 070-5411-1267

味酔処 天居家 居酒屋・バー 那覇市 那覇市古島2-29-5 098-886-9037

スナック ロマン その他飲食店 那覇市 那覇市牧志3-8-19 1F

スナック智 居酒屋・バー 那覇市 那覇市松山1-19-18　東和商事ビル２F 098-862-9966

ひらのや その他飲食店 石垣市 石垣市美崎町13-5 0980-82-8013

Die waage 居酒屋・バー 那覇市 那覇市安里1-1-60  太永ビル3-C 098-867-8118

スナック喫茶 美紀 その他飲食店 名護市 名護市城2-14-7 090-1946-0143

石垣中華そば ウシのカドデ ラーメン 石垣市 石垣市登野城1047-1　1Ｆ 090-7849-5062

レストラン 優美堂 レストラン（和・洋・中） 糸満市 糸満市伊原372-2 098-997-3443

潮騒 その他飲食店 那覇市 那覇市松山1-8-15　四季ビル4F 098-867-5537

ぎん  居酒屋・バー 那覇市 那覇市松山1-14-8古謝ビル1-A 098-862-4670

バー夜桜 その他飲食店 那覇市 那覇市樋川1-27-28 090-5725-1108

キャッツアイ その他飲食店 那覇市 那覇市壺屋1-2-12 090-5725-1108

カラオケ、小料理 まんてん その他飲食店 宮古島市 宮古島市平良字下里17-1 090-2719-1200

小料理 たみえ 居酒屋・バー 那覇市 那覇市安里388-13　前泊ビル1階 098-886-8015

SANGO 居酒屋・バー 名護市 名護市大東1-21-2　マルエムビル3-A 090-8290-2884

スナック 南 居酒屋・バー 糸満市 糸満市字糸満1942-14(1F) 098-996-1195

スマイル その他飲食店 名護市 名護市城1-3-19

杏屋 一日橋店 居酒屋・バー 那覇市 那覇市上間270 098-836-4661

居酒屋 満吉 居酒屋・バー 浦添市 浦添市内間2-9-12　ドリームＫ１Ｆ 098-876-7271

車えびレストラン球屋 レストラン（和・洋・中） 宜野座村 宜野座村宜野座1008 098-968-4435

美豚 その他飲食店 浦添市 浦添市内間1-14-1ラインビル2-1号室 090-1943-2283

スナック オーシャン その他飲食店 浦添市 浦添市勢理客3-11-1 安謝橋ビル3F 098-875-4099

やまかわ 居酒屋・バー 浦添市 浦添市屋富祖2-5-12 池原ビル101 090-1944-9312

居酒屋 天海 ハイボール酒場 居酒屋・バー 浦添市 浦添市勢理客1-20-17 098-877-1071

かたれー小 居酒屋・バー 浦添市 浦添市勢理客2-10-14 090-1945-2469

ラウンジ M その他飲食店 浦添市 浦添市城間1-1-5　シーサービル3-C

BAR  S 居酒屋・バー 浦添市 浦添市城間1-1-5　シーサービル2-C

ハイスナック ル・メイ・ズ その他飲食店 浦添市 浦添市牧港1-9-14　ステージビル404 098-874-2908

Ryu Kyu spirits OCHAME(オチャメ) その他飲食店 浦添市 浦添市勢理客2-17-3 098-877-6797

GENBA その他飲食店 浦添市 浦添市屋富祖4-5-13（コスモ17　502）

スナック多恋人 居酒屋・バー 浦添市 浦添市城間1-1-3　稲福ビル1F 098-879-0063

すなっく シルク その他飲食店 浦添市 浦添市経塚518　テナントビルてぃだ1-C

焼肉ハウス 雨やどり 居酒屋・バー 浦添市 浦添市内間1-14-40 090-6631-0610

マサト家 居酒屋・バー 浦添市 浦添市仲間3-22-5　たいら園茶山ビル101号室

居酒屋 やっても～れ 居酒屋・バー 浦添市 浦添市牧港2-10-11　地下B1号室 098-875-1411

美園 居酒屋・バー 浦添市 浦添市城間1－1－5　シーサービル6-B

アミューズ マーチャン 居酒屋・バー 浦添市 浦添市牧港1-9-14　ステージビル303号 098-874-0115

ヒーリングスポット マーチャン その他飲食店 浦添市 浦添市牧港1-9-14　ステージビル304号 098-874-0115

カラオケの店 月桃 その他飲食店 浦添市 浦添市城間4-26-3　1階 098-877-0054

はりゅう 居酒屋・バー 浦添市 浦添市内間5-10-6　上地店舗1F 098-878-9797

喫茶トップスピン その他飲食店 那覇市 那覇市宇栄原1-28-6　赤嶺マンション1F 098-857-1944

Aventurine 居酒屋・バー 那覇市 那覇市松山1-8-7　ロイヤルプラザⅡ7F 090-6859-4686

味処 魚河岸 居酒屋・バー 那覇市 那覇市前島2-7-11 098-867-6046

ラウンジ ゆうい その他飲食店 那覇市 那覇市松山2-16-12　福島ビル1F-A 098-861-4211
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BAR JAMMIN’ 居酒屋・バー 名護市 名護市港1-15-1　ファーストビル2Ｆ 0980-53-4523

天井桟敷 その他飲食店 那覇市 那覇市安里388-10　103号室 098-943-2660

KAME-SUN 居酒屋・バー 那覇市 那覇市前島2-7-15　1F 098-868-6670

トレビアン 居酒屋・バー 那覇市 那覇市松山1-29-13　沖商アパート1F 098-868-8480

いち膳 沖縄そば・食堂 糸満市 糸満市西崎6-2-1　エバープラザビル101号 098-994-1192

居酒屋おりじん 居酒屋・バー 那覇市 那覇市久茂地3-13-11 098-866-2757

スナック喫茶 CHU CHU（しゅしゅ） その他飲食店 名護市 名護市城1-9-6

カラオケ喫茶やまびこ その他飲食店 名護市 名護市大東1-18-16 090-7587-6897

香り Karii その他飲食店 名護市 名護市大中1-3-1嶺井ビル2F 070-6595-3072

ちょっとそこまで その他飲食店 うるま市 うるま市喜屋武75 090-2856-2230

おでん な～り その他飲食店 うるま市 うるま市赤道174-2 090-9781-9456

ラウンジ CHI and CHI その他飲食店 名護市 名護市城1-1-21　サミットビル2-Ｃ 090-6861-6132

Bar Rufas その他飲食店 うるま市 うるま市江洲355　2-B

ブーケ その他飲食店 うるま市 うるま市高江洲1120-3

居酒屋福家 居酒屋・バー うるま市 うるま市与那城48 098-978-7114

小料理 鈴花 その他飲食店 うるま市 うるま市高江洲1084 090-1948-4563

33’サァティスリィ’ その他飲食店 糸満市 糸満市西崎6-2-1　エバープラザビル104 090-1179-4598

貴族院 その他飲食店 うるま市 うるま市赤道173-19　1Fサンルート9ビル 090-1940-1939

とんがらし その他飲食店 うるま市 うるま市赤道173-4　一和ビル1F 098-973-7610

モッズ その他飲食店 北谷町 北谷町美浜9-1　デポアイランドビルE館2F 098-988-5025 http://livehousemods.com/

メンズ スナック 男（ミスター） その他飲食店 糸満市 糸満市西崎6-2-1エバープラザビル　1-E

ラウンジ真由美 離宮 カフェ・スイーツ 那覇市 那覇市松山1-12-5　パステルTMビル3階-F 098-861-8033

ENN その他飲食店 名護市 名護市城1-8-6　SSプラザビル4階402号 080-6484-8152

カフェバーセブンセブン 居酒屋・バー 名護市 名護市城2-1-3 0980-52-3398

LUXURY BAR 陽貴妃 居酒屋・バー 名護市 名護市城1-3-13　ARAKAKI101

城 居酒屋・バー 那覇市 那覇市壺屋1-2-12

酒城 雨ニモ負ケズ 居酒屋・バー 名護市 名護市大北5-4-12-102 0980-52-3753

カフェレストラン フェアリー レストラン（和・洋・中） うるま市 うるま市喜屋武255 090-7467-6868

笑美 その他飲食店 うるま市 うるま市赤道2-18  1F

SIDE LINES bar&grille 居酒屋・バー 北谷町 北谷町宮城2-100 098-923-0076

縁（えん） 居酒屋・バー 糸満市 糸満市糸満1961-23

スナック 人魚 その他飲食店 糸満市 糸満市西崎6-8-5　西崎パークサイドビル4F 098-995-3019

スナック ゴア その他飲食店 名護市 名護市大南1-9-3 0980-54-0508

SakedakeだJ 居酒屋・バー 糸満市 糸満市糸満1954平成アパート102 080-9854-0934

縁(えにし) その他飲食店 うるま市 うるま市赤道2-16　佐久田ビル2F 090-2856-6903

遊遊 なごみ処 その他飲食店 うるま市 うるま市赤道173-4　一和ビルA-1 090-5740-7307

BAR ko-jee 居酒屋・バー 那覇市 那覇市松山1-34-3　カクテルプラザB-1 098-917-5970

ゆりか その他飲食店 那覇市 那覇市安里388-141 098-884-2034

宮の心 居酒屋・バー 北谷町 北谷町砂辺169 098-936-0801

紫苑 その他飲食店 那覇市 那覇市安里386-8　宇良氏貸店舗1階 090-8292-5060

スナック パープル その他飲食店 那覇市 那覇市安里388-141

沖縄が生んだ幻の島豚の店 和琉 焼肉・ステーキ・しゃぶしゃぶ 北谷町 北谷町北前1-21-10　なかちマンション102 098-926-2211 http://www.waryu.net

dining soul bar DIVA 居酒屋・バー 石垣市 石垣市新川1583-326 0980-87-9089

さんさん食堂 沖縄そば・食堂 石垣市 石垣市登野城519-2  090-9788-2126

パーラー永田 沖縄そば・食堂 糸満市 糸満市字摩文仁545 090-2511-4039

カラオケ酒房 その他飲食店 那覇市 那覇市古島1-23-2　福原ビル1-B 090-6862-5563

カラオケラウンジ舞 その他飲食店 那覇市 那覇市宇栄原3-28-1カリータウン2-D 090-3651-4813

スナック 梨美 その他飲食店 那覇市 那覇市久米1-8-7 TAKAビル3階 3-D 080-3501-0983

やなぎや 居酒屋・バー 名護市 名護市大西3-20-19 0980-59-7136

スナック憩 その他飲食店 那覇市 那覇市三原1-4-30
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待夢 居酒屋・バー 那覇市 那覇市前島1-12-11 マイハートビル4-A 098-866-6091

めっちゃうまたこ源 居酒屋・バー 宮古島市 宮古島市平良字西里992-1 0980-75-5911

居酒屋 華具楽（かぐら） 居酒屋・バー 名護市 名護市大南2-15-22 090-6865-6903

浜ちゃん 居酒屋・バー 宮古島市 宮古島市伊良部字池間添701-1

カラオケ さくら その他飲食店 宮古島市 宮古島市平良字下里34-1 内間ビル1F 0980-79-5903

のぶちゃん お食事処 居酒屋・バー 石垣市 石垣市大川297-1

スナック えん その他飲食店 宮古島市 宮古島市平良字西里223関谷ビル2Ｆ西側 0980-73-8535

すなっくアキ その他飲食店 宮古島市 宮古島市平良字西里168 0980-73-1289

沖縄そばと琉球料理の店 美ら花 別邸 レストラン（和・洋・中） 名護市 名護市字幸喜109 0980-53-0331 https://www.chura-hana.com/

ダイニングレストラン杏屋 コザ店 居酒屋・バー 沖縄市 沖縄市宮里3-3-3 098-938-5997 https://www.hotpepper.jp/str000721682/

炙り師 銭形 居酒屋・バー 沖縄市 沖縄市美原2-27-3 098-938-7363 https://www.hotpepper.jp/strJ001108946/

てん一 （ゴヤ店） 居酒屋・バー 沖縄市 沖縄市上地1-1-1ｺｻﾞ･ﾐｭｰｼﾞｯｸﾀｳﾝ2F 098-930-3977 https://www.hotpepper.jp/strJ000757147/

ムーンラビッツ その他飲食店 那覇市 那覇市松山1-8-8ｵｰｷｯﾄﾞ松山7F 098-941-3511

むら咲むら（泰期） レストラン（和・洋・中） 読谷村 読谷村字高志保1020-1 098-958-1111 http://murasakimura.com/

こだわり厨房 ちゃんとや 居酒屋・バー 宜野湾市 宜野湾市我如古3-16-16　棚原アパート101 098-890-7575

OWL 居酒屋・バー 那覇市 那覇市寄宮3-18-11　1F 098-831-8948

Night in 亜龍 その他飲食店 那覇市 那覇市松山1-12-5 098-862-3346

ゆいま～る人 ラーメン 沖縄市 沖縄市安慶田4-17-20 098-933-7129

パブラウンジおび その他飲食店 那覇市 那覇市東町20-18　1F 090-8292-8691

レストラン吟なん亭 レストラン（和・洋・中） 宮古島市 宮古島市平良字西里606-1 080-1736-5026

土筆 その他飲食店 那覇市 那覇市松山2-1-15 RJ松山ビル3階 098-867-2755

ラウンジハロー報得川 沖縄そば・食堂 糸満市 糸満市西崎6-12-5 098-992-2023

真子 その他飲食店 那覇市 那覇市三原1-10-25 地階b-1号

みっちっち酒場 居酒屋・バー 宜野湾市 宜野湾市我如古４-6-5　エンゼルビル201 090-4982-3930

クラシック その他飲食店 那覇市 那覇市安里388-10　新垣ビル1F

えり～ 居酒屋・バー 那覇市 那覇市前島1-12-11　マイハートビル３F

カラオケBAR Z 居酒屋・バー 名護市 名護市城1-8-18　2F（Z）

ねこのひげ その他飲食店 名護市 名護市城1-22-2 090-9573-0845

海産物料理 市 その他飲食店 那覇市 那覇市おもろまち3-3-1　あっぷるタウン2F 098-866-3738

まぁーこ 居酒屋・バー 金武町 金武町金武4248-7 090-1943-0971

クイックリー古島店 その他飲食店 那覇市 那覇市銘苅1-19-1 098-963-9694 https://quicklyjpn.co.jp/

咖喱ハウス habba-habba レストラン（和・洋・中） 金武町 金武町字金武4247-1 080-5317-1659

BOUCHER 居酒屋・バー 那覇市 那覇市安里404　結アパート102 098-963-9436

ぱいかじ小禄店 居酒屋・バー 那覇市 那覇市金城3-4-10　2階 098-858-5470

蛸どん 沖縄そば・食堂 名護市 名護市大中1-1-12 090-4342-3182

かい幸丸 その他飲食店 名護市 名護市城1-20-14　1F 090-4354-3732

Enjoy きゆな 居酒屋・バー 那覇市 那覇市安里388-6　コーポ未来201 098-886-9711

BLANKET 居酒屋・バー 浦添市 浦添市仲間3-5-1　宮城アパート1F 098-876-0120

goo.com Season2 その他飲食店 浦添市 浦添市経塚518　ティーダビル2-C 098-878-0804

ティ.エス(T.S) その他飲食店 浦添市 浦添市西原1-12-16　3階A-3 090-8766-0799

海鮮丸 居酒屋・バー 浦添市 浦添市安波茶1-27-2 098-878-4941

楓 居酒屋・バー 浦添市 浦添市前田1352-４ 丸良ビル1-E号室

feliz 居酒屋・バー 浦添市 浦添市経塚518　てぃーだビル2-A 090-6865-3218

のあ 居酒屋・バー 浦添市 浦添市内間3-1-3　スカイビル203 090-1946-5873

GROOVE（グルーブ） その他飲食店 浦添市 浦添市勢理客2-18-10　松本ビルB1 098-879-4977

Bar しんやたい 居酒屋・バー 浦添市 浦添市屋富祖4-2-9　ツインマークビル8-A

亜嬉（アキ） その他飲食店 浦添市 浦添市仲西1-2-1　2F 098-878-3737

カラオケパブ フレンズ その他飲食店 浦添市 浦添市前田1318 098-876-3611

スナック ラビット その他飲食店 浦添市 浦添市前田1336 098-878-0898

またよし弁当・またべぇ食堂 居酒屋・バー 名護市 名護市字安和889-1 0980-53-8733
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筑前屋 名護店 居酒屋・バー 名護市 名護市宮里7-1-18　GNN1ビル1F 0980-43-6801 http://www.cs-delight,co,jp/business/shop02/

スナック多幸 その他飲食店 名護市 名護市城1－3－15 070-5498-0432

ちゅらら 居酒屋・バー 宜野湾市 宜野湾市真栄原2-11-3 098-927-1370

ローズ その他飲食店 浦添市 浦添市屋富祖4-5-13　コスモ17ビル603号 098-877-5710

ラウンジ 涼 居酒屋・バー 宜野湾市 宜野湾市大山2-22-3　スカリー6(3-A) 090-1944-2843

芭蕉布 その他飲食店 沖縄市 沖縄市上地2-16-8　1階左 090-2724-5640

ルーティーン その他飲食店 沖縄市 沖縄市上地2-8-5　1Ｆ　比嘉ビル（中） 098-930-4880

唄い二人 その他飲食店 うるま市 うるま市宮里837-2

めんそーれ 居酒屋・バー 名護市 名護市親川367 090-3797-5756

エデン その他飲食店 沖縄市 沖縄市山内2-1-15  B1階 098-931-9231

魚町屋 ぶぶか 居酒屋・バー 糸満市 糸満市西崎6-4-6 098-995-1231

畑家 ぶぶか 居酒屋・バー 八重瀬町 八重瀬町伊覇108-1 098-996-5334

スナックん その他飲食店 うるま市 うるま市平良川151-1

ひまわり その他飲食店 うるま市 うるま市宮里834  2F

吟（ぎん） その他飲食店 糸満市 糸満市糸満989-49　1Ｆ

ラウンジ 翔・ 居酒屋・バー 那覇市 那覇市松山1-1-10　京ビル5ロマネスク　2階　2－C号室 098-868-0666

居酒屋 かりー 居酒屋・バー うるま市 うるま市江洲262-2 098-974-8558

スナック 心 その他飲食店 うるま市 うるま市赤道735-4 098-973-9295

エアポート その他飲食店 うるま市 うるま市高江洲1082-7  マルマサビル1階 090-5733-2899

ミュージックホール響 その他飲食店 うるま市 うるま市赤道1-1 新垣店舗2F 090-8291-7996

ラビィアンローズ その他飲食店 うるま市 うるま市高江洲973-1

カンパイ その他飲食店 うるま市 うるま市赤道370　浦崎ビル103 090-7586-1738

しゃぶしゃぶ浜田 焼肉・ステーキ・しゃぶしゃぶ 那覇市 那覇市久茂地2-13-20　ラビエンテ久茂地1F 098-861-2919

小料理 親 その他飲食店 うるま市 うるま市高江洲1120-3ナイトステーションA-1 070-5492-5569

叶(かな) その他飲食店 うるま市 うるま市宮里204-13  yamaichiビルB

軽食場 koba 居酒屋・バー 名護市 名護市大北1-10-35ニューファースト103 0980-54-3389 https://www.koba2016.jp/

SNACK Ri's その他飲食店 うるま市 うるま市字宮里203-5　マルマサⅢ2F2-A 090-1947-1112

ニコラス その他飲食店 糸満市 糸満市西崎町6-8-5 パークサイドビル3F 080-1764-9788

あかさたな 沖縄そば・食堂 那覇市 那覇市松尾2-11-11 098-862-0129

FENDI その他飲食店 宜野湾市 宜野湾市真栄原1-1-15 ライトビル1F 103号 090-9789-7804

じゃらんじゃらん 居酒屋・バー 宜野湾市 宜野湾市大謝名1-16-2　天久アパート102号 090-9598-7444

MAYA 猫 居酒屋・バー 名護市 名護市港1-15-18　兼三ﾋﾞﾙ1F 090-8291-8720

アムール その他飲食店 那覇市 那覇市大道172-20　サンマリアビル501 090-9789-4684

小料理 きよみ その他飲食店 那覇市 那覇市字安里385

竜胆（RINDOU） 居酒屋・バー 宜野湾市 宜野湾市普天間2-48-12 098-893-7123

SHIN 居酒屋・バー 名護市 名護市大東1-21-2　マルエムビル4-Ａ 090-1179-0025

ラウンジ 真由美 カフェ・スイーツ 那覇市 那覇市松山1－12－5　パステル八重洲ビル2階-B 098-863-7733

味どころ 旬 居酒屋・バー 那覇市 那覇市古波蔵2-24-22 098-996-1777

夢屋 居酒屋・バー 那覇市 那覇市久米１-1-24　アップルビル3Ｃ

居酒屋 金太郎 居酒屋・バー 名護市 名護市大南1-12-27 0980-54-1815

カラオケ居酒屋 金太郎 居酒屋・バー 名護市 名護市大南1-3-7

大戸屋ごはん処 那覇あっぷるタウン店 レストラン（和・洋・中） 那覇市 那覇市おもろまち3-3-1　あっぷるタウン2F 098-975-5530 https://www.ootoya.com

べんり屋 その他飲食店 那覇市 那覇市安里388 098-887-7754

麦 その他飲食店 浦添市 浦添市屋富祖3-1-10 京ビル206 098-874-3976

Bar Girl's Talk 居酒屋・バー 浦添市 浦添市経塚476 スタービル3F-1 098-960-3152

肉のサブロー 焼肉・ステーキ・しゃぶしゃぶ 沖縄市 沖縄市池原3-4-23 098-938-0120

ニュー女女 その他飲食店 糸満市 糸満市字糸満1965

スナック ほうせんか その他飲食店 宮古島市 宮古島市平良字西里110 0980-73-1705

さわやか その他飲食店 沖縄市 沖縄市胡屋1-8-4 098-939-4373

Gueule（グール） 居酒屋・バー 浦添市 浦添市大平1-7-10　1F 090-3015-4537
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たくよし 居酒屋・バー 那覇市 那覇市前島3-2-22 098-860-8948

ドリンク ファミリー 居酒屋・バー 那覇市 那覇市牧志3-7-16　仲間ビル2F 070-5536-1304

小料理 わがママ その他飲食店 那覇市 那覇市三原1-10-35

スナック和美 その他飲食店 那覇市 那覇市古波蔵2-24-19

スナック じゅん その他飲食店 那覇市 那覇市安里388-10　ラポールビル5階

夢一輪 その他飲食店 那覇市 那覇市安里388-10　

カラオケ＆喫茶 うぐいす その他飲食店 宮古島市 宮古島市平良字下里567-2 友利店舗1F 0980-73-3888

和風 Bar 左馬 その他飲食店 宮古島市 宮古島市平良字下里17-3

うまいもの畑 さとうきび 居酒屋・バー 宮古島市 宮古島市平良字西里386　あさひアパート1F店舗 0980-75-4708

じゃじゃうま その他飲食店 宮古島市 宮古島市平良字下里125 0980-72-2818

スナック絹 その他飲食店 石垣市 石垣市美崎町12-17  4F-B 0980-83-7730

心 HEART その他飲食店 金武町 金武町金武4133 090-7296-1120

居酒屋 しま膳 居酒屋・バー 石垣市 石垣市美崎町13-7 0980-88-8228

十五段屋 居酒屋・バー 石垣市 石垣市美崎町12-4　結ビル2F 090-9988-2311 https://www.15danya.jp/

Banana Cafe その他飲食店 石垣市 石垣市大川269-8-1F 0980-88-7690 https://bananacafe.jp/

ピッピの酒場 居酒屋・バー 宜野湾市 宜野湾市真志喜2-15-1隆盛建設ビル１Ｆ 098-942-2311 https://www.pippi.biz/shop_2.html

炭火やきとり もも太郎 居酒屋・バー 沖縄市 沖縄市上地2-21-11 098-930-1717

おでんBar 凡 居酒屋・バー 那覇市 那覇市松山2-28-2 098-861-3245

スナック・あんあん 居酒屋・バー 那覇市 那覇市泉崎1-12-4マラカイト泉崎2-B 090-7396-0362

美食心酔 かがや 居酒屋・バー 那覇市 那覇市泉崎1-14-1 1階 098-867-4880 kagaya.ti-da.net

カラオケ&ダーツ イチャリBAR1号 居酒屋・バー 与那原町 与那原町与那原942-2　グリーンヒル301号 070-5698-3395

ジャズカムズ 居酒屋・バー 那覇市 那覇市牧志2-7-22　ソシアルビル２F 098-863-3651

スナック待人 その他飲食店 那覇市 那覇市宇栄原3-29-21　新崎ビル1F 098-858-5956

寿し うしお 居酒屋・バー 南城市 南城市佐敷字津波古380-1 098-947-2777

楽園天国 南国育ち その他飲食店 石垣市 石垣市白保2094-4 090-9422-2326

寿司きさらぎ その他飲食店 那覇市 那覇市松川1-16-23  1F 098-853-6692

さく来奈 居酒屋・バー 恩納村 恩納村字前兼久866-1 098-964-7010

ゆうすげ その他飲食店 那覇市 那覇市牧志3-10-9 098-868-3506

か～ら家(酒処) その他飲食店 宜野湾市 宜野湾市普天間2-44-9 多和田ビル101 090-9780-4660

ピクシー その他飲食店 宜野湾市 宜野湾市普天間2-40-11

しろくまストア 石垣730記念碑前店 居酒屋・バー 石垣市 石垣市美崎町1-2　福宝堂ビル1階 0980-87-7901

石垣さかい商店 その他飲食店 石垣市 石垣市美崎町9-1 0980-82-8676

小料理酒処わったぁ家 居酒屋・バー 沖縄市 沖縄市美里4-16-10 090-3794-9640

COCO 居酒屋・バー 糸満市 糸満市字糸満1952　プリンセス21ビル207 090-1946-2037

スナックJUN その他飲食店 浦添市 浦添市西原1－12－16　キャスティ浦添302 098-878-6658

鉄板・ロティサリーチキン・Aprecio～アプレシオ 居酒屋・バー 浦添市 浦添市屋富祖3-7-14　ニューキングビル1F 098-988-9484

Hau Terrace レストラン（和・洋・中） 恩納村 恩納村名嘉真1967-1 098-953-8600 https://www.okinawa.halekulani.com/party/

ハレクラニ沖縄 BBQ 焼肉・ステーキ・しゃぶしゃぶ 恩納村 恩納村名嘉真1967-1 098-953-8600 https://www.okinawa.halekulani.com/dining/bbq/

SHIROUX レストラン（和・洋・中） 恩納村 恩納村名嘉真1967-1 098-953-8600 https://www.okinawa.halekulani.com/dining/shiroux/

青碧蒼 レストラン（和・洋・中） 恩納村 恩納村名嘉真1967-1 098-953-8600 https://www.okinawa.halekulani.com/dining/aomi/

Sunset Bar Spectra 居酒屋・バー 恩納村 恩納村名嘉真1967-1 098-953-8600 https://www.okinawa.halekulani.com/dining/spectra/

Garden Pool 1 居酒屋・バー 恩納村 恩納村名嘉真1967-1 098-953-8600 https://www.okinawa.halekulani.com/facilities/pool/

Garden Pool 2 居酒屋・バー 恩納村 恩納村名嘉真1967-1 098-953-8600 https://www.okinawa.halekulani.com/facilities/pool/

Pool Bar 居酒屋・バー 恩納村 恩納村名嘉真1967-1 098-953-8600 https://www.okinawa.halekulani.com/facilities/pool/

炭火 わとわ 居酒屋・バー 宮古島市 宮古島市平良字下里566-2 0980-73-7329

沖縄居酒屋 ちゅらかじ 居酒屋・バー うるま市 うるま市勝連平安名1378-2　1-B 080-6490-5792

伊芸レストラン（下り線） レストラン（和・洋・中） 金武町 金武町伊芸1264 098-968-3553 http://okinawa-ds.jp

伊芸レストラン（上り線） レストラン（和・洋・中） 金武町 金武町伊芸1261 098-968-3554 http://okinawa-ds.jp

中城ハイウェイショップ（下り線）売店 沖縄そば・食堂 中城村 中城村新垣1858 098-895-2053 http://okinawa-ds.jp

沖縄の台所ぱいかじ本店 居酒屋・バー 那覇市 那覇市おもろまち4-8-26 098-862-2397
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炉端居酒屋ぱぱらぎ 居酒屋・バー 那覇市 那覇市おもろまち4-10-8 098-880-0858

カラオケ 丸子 その他飲食店 うるま市 うるま市与那城西原994 Y2ビル201 080-3227-4447

なんくる その他飲食店 沖縄市 沖縄市胡屋1-8-19 ライオンズマンション胡屋第二103 090-1942-3573

あうん 居酒屋・バー 沖縄市 沖縄市東2-2-1 39ビル2F-205 090-3013-8070

飲み処 うさぎ その他飲食店 うるま市 うるま市赤道2-18  201 098-973-3053

カラオケ海風＆パーラー その他飲食店 うるま市 うるま市与那城屋慶名450 090-6856-5326

モンキーズ 居酒屋・バー 沖縄市 沖縄市中央1-20-10 090-9478-8866

絆 その他飲食店 沖縄市 沖縄市泡瀬4-1-18　ソーンビル2F

エスパーナ・バーベキュー 焼肉・ステーキ・しゃぶしゃぶ 那覇市 那覇市辻3-2-1 098-868-8898 http://www.nami-espana.jp/

Grand Star 居酒屋・バー 浦添市 浦添市仲西1-2-1 共和ビル3-A

やきとり安喜 沖縄そば・食堂 那覇市 那覇市安謝260 098-869-9880

味心 ゆうづき 居酒屋・バー 浦添市 浦添市内間4-17-1

遊樹（ユウキ） 居酒屋・バー 沖縄市 沖縄市胡屋1-8-1 090-8294-7894

心美 その他飲食店 浦添市 浦添市屋富祖4-2-9　ツインマークビル2B

カミーノ・デ・アラブ レストラン（和・洋・中） 浦添市 浦添市牧港5-13-24 098-875-2327

小料理カムカム その他飲食店 浦添市 浦添市城間1-1-5 シーサービル4-C 098-873-0786

林檎 居酒屋・バー 那覇市 那覇市東町4-14　ｲｰｽﾄﾀｳﾝﾋﾞﾙ5F 098-863-2499

BAR KYOZUKA 居酒屋・バー 浦添市 浦添市経塚476 スタービル3F3号 098-943-1212

翠 居酒屋・バー 浦添市 浦添市安波茶2-1-6　サンシティビル2-C

夢 居酒屋・バー 浦添市 浦添市城間1-1-5　シーサービル6F

SAKURA 居酒屋・バー 浦添市 浦添市経塚476　スタービル3F 098-988-0800

スナックダンディー その他飲食店 浦添市 浦添市屋富祖2-17-2　宮城ビル101

カジュアル その他飲食店 浦添市 浦添市勢理客1-21-8 090-6423-5136

喫茶メモリー その他飲食店 浦添市 浦添市内間3-1-5

ホルモン食堂 ほんまる 焼肉・ステーキ・しゃぶしゃぶ 宜野湾市 宜野湾市野嵩1-15-13 098-893-3434

ローズ その他飲食店 那覇市 那覇市前島3-11-13 1階

ゆめ小町 その他飲食店 与那原町 与那原町字与那原3150-3 NKビル301 090-9574-2205

酒処イッパイ その他飲食店 うるま市 うるま市赤道506-2 090-6859-9892

LIEN 居酒屋・バー 南風原町 南風原町津崋山1467-10　ＭＫビルⅢ3階-302号

Journey 居酒屋・バー 宜野湾市 宜野湾市普天間2-37-13　203号すずらんＹビル 090-6782-6750

おでん郷 その他飲食店 糸満市 糸満市字糸満989-63 098-994-0058

焼肉ホルモン のぼり苑 焼肉・ステーキ・しゃぶしゃぶ 宜野湾市 宜野湾市大謝名2-1-34 1F 098-917-2292 https://www.noborien.com

待夢里 その他飲食店 那覇市 那覇市安里388-22 090-6865-9320

トニオ レストラン（和・洋・中） 宮古島市 宮古島市平良字下里1114-5 0980-73-3386

カラオケスナック 富士 居酒屋・バー 与那原町 与那原町字与那原3172 098-944-1685

春 カフェ・スイーツ 那覇市 那覇市安里388-1

ビストログロワール レストラン（和・洋・中） 那覇市 那覇市安里388-6　しんえいアパート1-Ａ 098-880-9823

酒処 尚治 居酒屋・バー 糸満市 糸満市西崎6-2-1　エバープラザビル2F(203) 080-3955-5784

THE K’Z その他飲食店 那覇市 那覇市若狭2-3-13　ベルシティ若狭203 098-863-6818

スナックねくすと 居酒屋・バー 那覇市 那覇市寄宮1-27-12 090-7156-6003

ティールームメモリー カフェ・スイーツ 那覇市 那覇市安謝619-3　真栄城ビル1F 098-862-1133

MAMI'S GARDEN その他飲食店 那覇市 那覇市松山1-34-3　カクテルプラザ地下B-2号室 090-1871-6856

スナック よしちゃん その他飲食店 那覇市 那覇市大道172

サークル その他飲食店 那覇市 那覇市安里388

居酒屋 とと 居酒屋・バー 沖縄市 沖縄市高原4-23-51 090-1220-5472

一 (ワン) その他飲食店 那覇市 那覇市松尾1-3-16 098-975-7100

JOLLY 居酒屋・バー 那覇市 那覇市松山2-7-6　仲宗根マンション2F・E 090-1944-0331

ふじ 居酒屋・バー 那覇市 那覇市首里鳥堀町4-106-4 098-886-7158

居酒屋 ふじ 居酒屋・バー 浦添市 浦添市経塚573-2　T・Hビル　1F 090-9781-6443

美鹿（ミシカ） 居酒屋・バー 石垣市 石垣市美崎町13-8　慶田盛店舗2階東 080-4075-5421 https://mishica.jimdofree.com/
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junket 居酒屋・バー 那覇市 那覇市安里1－1－60　太永ビル3F　F号室 080-1407-2647

アーレント（AREND) その他飲食店 那覇市 那覇市松山1-8-19　シティまつやまビル3FC

かふぇらうんじ 将 カフェ・スイーツ 那覇市 那覇市久茂地3-29-21　ウェルネス通り1階 090-9780-5735

あぢまぁー 居酒屋・バー 那覇市 那覇市高良1-10-1 080-2775-4493

葵屋 居酒屋・バー 那覇市 那覇市西1-16-28 098-862-6958 https://www.hotpepper.jp/strJ000685840/

古都 居酒屋・バー 那覇市 那覇市牧志3-8-1　金城ビル1Ｆ 098-866-6124

串焼き勝ちん 居酒屋・バー 那覇市 那覇市壺屋2-13-13　丸秀ビル1階 098-833-1757

ロックジャミン 居酒屋・バー 宜野湾市 宜野湾市大謝名5-7-2 098-890-6969

アビラ その他飲食店 うるま市 うるま市宮里834-2 201号 090-5936-6374

笑和亭 その他飲食店 宮古島市 宮古島市平良字西里155-2 0980-73-0538

カフェ バレカランヒル カフェ・スイーツ 石垣市 石垣市新栄町8-28

喫茶サクセス 居酒屋・バー 宮古島市 宮古島市平良字下里1155-30 0980-72-6895

パーラーマカト その他飲食店 恩納村 恩納村前兼久159-4 090-5726-9035

Bar ジャングルカフェ 居酒屋・バー 宮古島市 宮古島市平良字下里97-2 0980-79-0919

華穂 沖縄そば・食堂 石垣市 石垣市新川2118 0980-84-3057

一福亭 沖縄そば・食堂 宮古島市 宮古島市平良字下里3083 0980-73-3134

カラオケ&ダーツBAR Y's 居酒屋・バー 浦添市 浦添市勢理客3-11-1　安謝橋2-A 090-9079-0065

アメジスト その他飲食店 西原町 西原町幸地1009-1 2F 098-946-5922

琉歌 沖縄本店 居酒屋・バー 那覇市 那覇市久茂地3-13-16 098-979-5008 https://www.cs-delight.co.jp/business/shop01/

ふくろう その他飲食店 那覇市 那覇市東町7-23　吉谷ビル1F 098-862-8286

琉球料理 亜砂呂 その他飲食店 那覇市 那覇市松尾2-9-7カーサ仲田1F 098-861-8752

博多麺屋でてる 居酒屋・バー うるま市 うるま市石川1-28-18 090-5316-9767

BAR JUNKEY 居酒屋・バー 宜野湾市 宜野湾市普天間2-38-2 070-5530-4339

TWO BAR １号店 居酒屋・バー 那覇市 那覇市久茂地2-16-24ニュー久茂地ビルB階 098-862-4790

TWO BAR ２号店 居酒屋・バー 那覇市 那覇市久茂地2-16-24ニュー久茂地ビルB階 098-867-8789

MUSIC STATION 居酒屋・バー 那覇市 那覇市久茂地1-8-3　　6F 098-943-6681

南国BAR HOA－ホア－ 居酒屋・バー 那覇市 那覇市松山1-8-8　オーキッド松山8階 080-3980-0046 https://nangokubarhoa.wixsite.com/club

キンボシ屋 宜野湾店 居酒屋・バー 宜野湾市 宜野湾市赤道2-4-8 098-892-0309 https://r.gnavi.co.jp/s575dvhb0000/

ポラリス（小料理） 居酒屋・バー 浦添市 浦添市屋富祖2-17-1　新晃ビル103

気まぐれ天使 居酒屋・バー 名護市 名護市城1-10-6 090-1519-1866

BAR 春 居酒屋・バー 石垣市 石垣市美崎町10-2 センタービル4F南 0980-87-9705

軽食の店 ルビー 沖縄そば・食堂 那覇市 那覇市泊3-4-15 098-868-1721

お休み処 まんさく その他飲食店 石垣市 石垣市真栄里86-3 0980-83-8380

クイックリーイオン南風原店 その他飲食店 南風原町 南風原町字宮平264 イオンショッピングセンター1F 098-894-6914 https://quicklyjpn.co.jp/

紋 居酒屋・バー 名護市 名護市大東1-21-2　マルエムビル4-Ｄ 090-7587-9690

アムール その他飲食店 名護市 名護市城1-8-12 0980-53-1935

カフェーゆとり その他飲食店 名護市 名護市城1-2-23　上里ビル１Ｆ

剛丸 その他飲食店 うるま市 うるま市宮里205-4 098-973-9035

きのえ カフェ・スイーツ 嘉手納町 嘉手納町字水釜562-3 090-6864-8869

二代目すし処 はがま その他飲食店 那覇市 那覇市西1-7-2　兼次アパート(1F) 098-861-8998

和処 てまり 居酒屋・バー 浦添市 浦添市宮城2-39-6 098-943-5904

門 居酒屋・バー 西原町 西原町翁長157-4

月とう 居酒屋・バー 那覇市 那覇市久茂地2-4-21　新商マンション203 098-867-1844

MUSIC BAR ピース 居酒屋・バー 沖縄市 沖縄市上地2-11-20 090-8292-7323

レストラン ひめゆり会館 沖縄そば・食堂 糸満市 糸満市伊原734 098-997-3000

円 その他飲食店 宜野湾市 宜野湾市普天間2-21-8 090-9785-2040

スナックカラオケ 映美子 その他飲食店 宜野湾市 宜野湾市普天間2-36-7 090-9782-8859

ジュン その他飲食店 浦添市 浦添市内間3-30-22　2F 098-874-5804

スナック  りり その他飲食店 名護市 名護市城1-3-25-1 0980-53-7878

幸福（ハピネス） 居酒屋・バー 浦添市 浦添市牧港4-13-1
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ラピスラズリ その他飲食店 浦添市 浦添市屋富祖3-7-14ニューキングビル 2-B 098-874-4341

01 ステーキ レストラン（和・洋・中） 浦添市 浦添市屋富祖3-7-12　プラザ88　1F 080-3953-2901

ラウンジ凪 その他飲食店 名護市 名護市城2-7-23 0980-52-7177

レトロ 居酒屋・バー 那覇市 那覇市古島1-23-2 098-885-5748

福耳福助 新都心店 居酒屋・バー 那覇市 那覇市銘苅1-11-1 098-868-5666

もんじゃ家 首里鳥堀店 居酒屋・バー 那覇市 那覇市首里鳥堀町1-45 098-884-3867

中華居食屋（中元） 居酒屋・バー 那覇市 那覇市曙3-4-8クラヨシビル1F 098-863-3225

まるまん その他飲食店 那覇市 那覇市大道171 098-885-6570

レイン その他飲食店 うるま市 うるま市宮里834-2　202

スナック館 その他飲食店 浦添市 浦添市屋富祖4-1-3　銘苅横丁1F

フレンズ その他飲食店 浦添市 浦添市城間1-1-5　シーサービル6Ｆ

順子の店 その他飲食店 浦添市 浦添市屋富祖3-7-14　ニューキングビル5-A 098-878-8231

小料理さくら 居酒屋・バー 浦添市 浦添市屋富祖1-2-1 098-874-3575

大漁祭 居酒屋・バー 沖縄市 沖縄市海邦町2-9-13 098-938-8378

手料理の店 しむ その他飲食店 那覇市 那覇市前島2-1-7 090-1343-4450

ヒゲバー 居酒屋・バー 浦添市 浦添市屋富祖3-6-5　MRビル6F 090-6712-8902

BAR  ROCKS 居酒屋・バー 浦添市 浦添市屋富祖2-16-8　カフウビル202 090-6712-8902

キャッスル 居酒屋・バー 浦添市 浦添市牧港1-9-14　ステージビル402 090-3790-8696

わったぁじゃあぐわぁ 居酒屋・バー 浦添市 浦添市仲西1-1-3　1F 098-943-2699

なかゆくい その他飲食店 浦添市 浦添市屋富祖4-9-3　西原アパート103

築地銀だこ サンエー浦添パルコシティ店 その他飲食店 浦添市 浦添市西洲3-1-1　1020区画 098-917-4440

D’ｓ CAFE 居酒屋・バー 那覇市 那覇市首里末吉町３-44-1　ディーズカフェビル1Ｆ 098-894-8338

花のれん その他飲食店 浦添市 浦添市安波茶1-31-2　宮城ビル102 098-877-1966

天たか小料理店 沖縄そば・食堂 那覇市 那覇市西1-10-8

花水木 その他飲食店 糸満市 糸満市字糸満1961-30（1-2） 090-1943-7936

焼肉 ふくろう 焼肉・ステーキ・しゃぶしゃぶ 那覇市 那覇市金城3-4-1 098-851-9099

アナログ 居酒屋・バー 浦添市 浦添市屋富祖4-7-17　下地ビル101

ラウンジ ＲＯＳＳＯ その他飲食店 浦添市 浦添市屋富祖4-2-9 ツインマークビル８－B号室 098-878-7175

スナック シャトル 居酒屋・バー 浦添市 浦添市城間1-1-3　稲福ビル201

カラオケ酒場 裕二郎 その他飲食店 浦添市 浦添市屋富祖2-24-17　2F 090-8763-4349

酒処 さえ その他飲食店 那覇市 那覇市古波蔵2-4-15　1F 070-5819-0611

南国食堂 沖縄そば・食堂 糸満市 糸満市字糸満2226 098-992-0158

イカ汁屋 芭蕉布 居酒屋・バー 糸満市 糸満市糸満1977 080-1704-6172

全色市場店 居酒屋・バー 那覇市 那覇市安里379-2　コーポいずみ101 098-975-9855

フルカラー 居酒屋・バー 那覇市 那覇市安里388-6 098-887-3224

十貫瀬モノラル 居酒屋・バー 那覇市 那覇市牧志2-21-12　知念アパート地下1F 098-861-8269

Cafe・Bistro泡瀬フレンチ堂 レストラン（和・洋・中） 沖縄市 沖縄市泡瀬3-29-28　1F 098-911-6337

カラオケスナック 夏姫 その他飲食店 糸満市 糸満市西崎6-14-7　コミュニティビル2-A 090-1947-3370

NOSOKO・マロロ レストラン（和・洋・中） 石垣市 石垣市野底447-1 0980-89-2020 https://malolo-ishigaki/com

カフェー おとめ 居酒屋・バー 宜野湾市 宜野湾市真栄原1-5-9 098-897-7685

あみーご その他飲食店 那覇市 那覇市大道172-20

スナック 結 その他飲食店 那覇市 那覇市安里388-10　高嶺ビル(1-A) 090-5931-4084

カラオケ・パブ 旅びとの木 その他飲食店 中城村 中城村字新垣1700 098-895-6201

Nest 居酒屋・バー 那覇市 那覇市大道133-3　フォンテーンビル3F 090-9498-1333

スナック凛 その他飲食店 うるま市 うるま市宮里203-5 marumasaⅢ1F 090-7445-1602

味まかせ けん家 居酒屋・バー 那覇市 那覇市久茂地2-6-12 098-862-2805

カフェレストラン リリーローズ その他飲食店 那覇市 那覇市首里汀良町2-22-1　ﾗｲｵﾝｽﾞﾏﾝｼｮﾝ守礼101 098-886-1777

スナック 華 その他飲食店 那覇市 那覇市東町12-1 ミリオンプラザⅡ号館 1F B号室 090-1940-9226

花鈴 居酒屋・バー 那覇市 那覇市寄宮3-15-15 098-831-6387

スナック女組 居酒屋・バー うるま市 うるま市宮里204-12
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スナック ルージュ 居酒屋・バー うるま市 うるま市字宮里203-2 090-6867-4345

COー その他飲食店 名護市 名護市城1-3-26 岸本ビル101

酒菜屋 楽 居酒屋・バー 那覇市 那覇市曙1-20-30-2F 098-869-9324 www.raku-okinawa.com/

大衆酒場 泉家 居酒屋・バー 那覇市 那覇市泉崎2-105-15 098-854-3252

リビング＆ダイニング hinode 居酒屋・バー 那覇市 那覇市牧志1-6-13 グリーンヒルハイツ1F 098-863-2332

スナック バーディー その他飲食店 那覇市 那覇市国場949 098-833-5758

酒処 やすらぎ 居酒屋・バー 那覇市 那覇市大道172 090-9490-8899

Habiller（ビストロアビエ） レストラン（和・洋・中） 那覇市 那覇市首里石嶺町4-198-3　佐久川ビル102号 098-914-1226

ガストうるま レストラン（和・洋・中） うるま市 うるま市字田場2035 098-979-2555 https://www.skylark.co.jp/

伊良部遊びBar ゆんてぃる 居酒屋・バー 宮古島市 宮古島市伊良部字佐和田1726-5 080-1729-6678

ナイトインあかり その他飲食店 宮古島市 宮古島市平良字西里172　地下1階北側 0980-75-3213

焼鳥tan 居酒屋・バー 宮古島市 宮古島市平良字下里557　Dコート5F 0980-72-7288 https://yakitoritan.jimdofree.com

居酒屋 ちばとおーんど 居酒屋・バー 浦添市 浦添市勢理客2-10-14　宮里アパート101号

割烹 魚宮 楽尚 その他飲食店 宮古島市 宮古島市平良字西仲宗根3-1 0980-72-7824

八重干瀬 その他飲食店 宮古島市 宮古島市平良字下里102-3 0980-72-6971

民謡スナック浜辺 その他飲食店 石垣市 石垣市美崎町10-8 0980-83-0927

ラウンドワン南風原店 2Fフードコート その他飲食店 南風原町 南風原町兼城552 098-940-6670

ナチュラーレ レストラン（和・洋・中） 浦添市 浦添市伊祖2-17-3　アーバニィティハウス101号 098-927-3334

GUTS（ガッツ） 居酒屋・バー 浦添市 浦添市内間4-18-7 098-874-1359

ふみ坊亭 居酒屋・バー 那覇市 那覇市安里388-1　栄町市場内 098-885-3055

炭火焼とり寛 居酒屋・バー 那覇市 那覇市泉崎1-13-10 098-862-8761

Blue Turtle（ブルータートル） レストラン（和・洋・中） 宮古島市 宮古島市伊良部字伊良部1352-16 0980-74-5333 http://blueturtle.jp

ビストロ  ル・ボン・グー レストラン（和・洋・中） 那覇市 那覇市安里379-15 098-963-9088 https://lebongout.ti-da.net/

ピザハウスジュニア 北谷店 レストラン（和・洋・中） 北谷町 北谷町美浜3-5-9 098-936-6767

平和台まつり 居酒屋・バー 豊見城市 豊見城市我那覇426-33 098-850-1572

つよのへや 居酒屋・バー 那覇市 那覇市首里赤平町2-2 第一樹香園ビル2F 090-9497-8247

Lounge CoLoR’ｓ 居酒屋・バー 浦添市 浦添市牧港1-9-14  ステージビル203 098-963-7791

Luck cafe カフェ・スイーツ 沖縄市 沖縄市泡瀬3－1－9プラス1ビル1F 080-9143-1834

Fuwerlu(フワール)Cafe カフェ・スイーツ 沖縄市 沖縄市園田3-6-13 090-6860-3338

びぃ その他飲食店 浦添市 浦添市安波茶2-1-6　サンシティビルB-101 098-874-7808

You その他飲食店 浦添市 浦添市牧港1-56-17　島袋ビル201

あっちゃん 居酒屋・バー 那覇市 那覇市牧志1-1-41　第一志摩ビル　1-A号室 098-866-1160

大衆モツ焼酒場 足立屋 居酒屋・バー 与那原町 与那原町与那原3117 098-945-0865

スナック 愛 その他飲食店 石垣市 石垣市石垣11 090-7928-6852

パブ ベル・アーム 居酒屋・バー 浦添市 浦添市経塚476 スタービル3-4号室

飲食店（おでん）ニヤーツの里 居酒屋・バー 宮古島市 宮古島市平良字東仲宗根785-2 0980-72-9436

スナック喫茶 サーフ その他飲食店 八重瀬町 八重瀬町具志頭1401-3  1F

Secondo Casa（セコンドカーサ） レストラン（和・洋・中） 浦添市 浦添市港川2-13-7　41番 098-914-3334 https://secondocasa-okinawa.com

スナックサロン アイ その他飲食店 名護市 名護市大南1-8-5　1階 098-052-0056

Rip その他飲食店 浦添市 浦添市屋富祖4-2-9 ツインマークビル6-A 098-875-2755

やぎ家 その他飲食店 浦添市 浦添市屋富祖2-16-16 090-4471-0351

安寿し その他飲食店 沖縄市 沖縄市園田3-7-26 098-932-2992

Soiree 居酒屋・バー 名護市 名護市城1-10-9　サイコロビルⅭ室 090-9788-3085

ローズ その他飲食店 糸満市 糸満市西崎6-2-1　ナイトリゾートインエバープラザ2F 090-9780-7955

蝶 その他飲食店 浦添市 浦添市屋富祖4-2-9ツインマークビル5-Ａ号室 098-874-0303

旬鮮魚 炭火焼き 縁 居酒屋・バー 那覇市 那覇市久米2-4-7　KYコーポ2F 098-975-5575

ラーメン屋 あさひ ラーメン 那覇市 那覇市長田1-23-17ながたアパート1階 098-831-6628

スナック 蓮華 その他飲食店 糸満市 糸満市照屋1271-3 098-995-0838

color その他飲食店 名護市 名護市城1-1-21　サミットビル3D 0980-53-2205

響 ライブバー 居酒屋・バー 宜野湾市 宜野湾市普天間2-21-12 090-8294-8513
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スナック城 その他飲食店 那覇市 那覇市大道172-20　サンマリアビル５F 090-6427-3509

Bar The Authentic 坂梨 居酒屋・バー 那覇市 那覇市久茂地３－１６－１７エステート久茂地Ⅱ　2F 098-867-1923 bar sakanashi.com

スナック都 その他飲食店 宜野湾市 宜野湾市普天間2-37-6　渚ビル1F-2

五臓 （酒場研究所） 居酒屋・バー 浦添市 浦添市屋富祖4-2-13 098-975-9889

嘉陽鮮魚 居酒屋・バー 那覇市 那覇市首里石嶺町4-100-203

よりみち処うやきや～ 居酒屋・バー 浦添市 浦添市城間1-1-1　メゾンエスポワ－ル2F 098-988-0470

ホールプレイス 居酒屋・バー 那覇市 那覇市牧志2-17-44 石川ビル2階 098-864-2525

カラオケ小料理 海 その他飲食店 那覇市 那覇市牧志3-8-19　高江洲ビル102 098-862-0969

遊旬采厨房 童子 居酒屋・バー 沖縄市 沖縄市松本858-1(1F東) 098-989-6546

酒膳 桜 その他飲食店 那覇市 那覇市松山1-12-5 パステルTMビル3F 098-867-8288 https://www.instagram.com/warashi.nakasone/?utm_medium=copy-link

めだかのがっこう その他飲食店 浦添市 浦添市宮城1-36-7 ハピネスマンション105号 090-1943-3761

ラウンジM その他飲食店 浦添市 浦添市字経塚518　てぃだビル2-B 098-878-0801

Captain Kangaroo 沖縄そば・食堂 名護市 名護市宇茂佐183 0980-54-3698 https://www.roo-bar.jp/

ハンハンムマニ 居酒屋・バー 名護市 名護市城1-2-2 0980-43-7453 https://www.roo-bar.jp/

小雪 その他飲食店 沖縄市 沖縄市南桃原1-13-5 098-932-7628

スナック ビート その他飲食店 浦添市 浦添市牧港1-7-17　又吉ビル202 098-879-0610

Ｈappy Smie その他飲食店 浦添市 浦添市西原1-12-16　キャステイ浦添4-C

桐 居酒屋・バー 浦添市 浦添市城間1-1-5　シーサービル5-D 098-879-5889

Ｒｏｎ ｇｕｉ 居酒屋・バー 浦添市 浦添市屋富祖3-34-1　ジョイマックスビル3-D

杏 その他飲食店 浦添市 浦添市経塚573-1　壱々荘1F 098-879-6341

華の屋 その他飲食店 浦添市 浦添市屋富祖4-2-9　ツインマークビル1-B号

カラオケ酒処 飲み友 その他飲食店 浦添市 浦添市牧港1-7-17

Warm Heart その他飲食店 浦添市 浦添市屋富祖4-5-13　コスモ17ビル503号 098-876-3683

居酒家 紫蘭 居酒屋・バー 浦添市 浦添市城間2-12-7 098-874-5066

愛 その他飲食店 浦添市 浦添市内間1-14-1　ラインビル3F

舞 その他飲食店 浦添市 浦添市屋富祖3-1-10　京ビル407号 098-874-2009

スナック シャングリラ その他飲食店 浦添市 浦添市屋富祖4-5-13　コスモ17ビル302号 098-874-1324

スナック ピース 居酒屋・バー 浦添市 浦添市城間3-24-1

いらっしゃいませ（スナック） その他飲食店 浦添市 浦添市城間1-1-5　シーサービル1-B 090-3792-1075

ラインうらそえ その他飲食店 浦添市 浦添市内間1-14-1　ラインビル1F 098-873-1977

京都 その他飲食店 浦添市 浦添市屋富祖2-24-14 090-4470-4235

てん一 西原店 居酒屋・バー 西原町 西原町上原1-22-1　シャトレIZUMI1F 098-944-5116

寿し正 その他飲食店 宮古島市 宮古島市平良字西里284 0980-72-0577

ナイトスナック age（アージュ） 居酒屋・バー 宜野湾市 宜野湾市普天間2-21-8　1F 080-6492-8382

Bar バルデ 居酒屋・バー 那覇市 那覇市東町20-19　東町ガーデンビル4F 090-3193-2710

潮風 その他飲食店 沖縄市 沖縄市大里2-27-28 098-939-5922

BAR・BROR 居酒屋・バー 沖縄市 沖縄市胡屋1-14-9　2F 080-4699-6863

なすび カフェ・スイーツ 沖縄市 沖縄市美里1-15-9

アイリス その他飲食店 沖縄市 沖縄市上地2-1-23 098-932-4200

酒処 とも その他飲食店 浦添市 浦添市西原1-12-6 098-876-9777

デコちゃん 沖縄そば・食堂 沖縄市 沖縄市上地1-15-13 098-932-2708

おでんくん その他飲食店 沖縄市 沖縄市東2-2-1　サーティーナインビル304

Music Bar/RED ZONE 居酒屋・バー うるま市 うるま市高江洲982(2F)

月桃華 沖縄そば・食堂 糸満市 糸満市西崎1-10-7 090-4667-0360

黄金の蔵 門地 居酒屋・バー 糸満市 糸満市西崎6-14-1 宮平ビル102 098-992-2891

居酒屋 ふる里 居酒屋・バー 宜野湾市 宜野湾市普天間1-6-12 070-5271-0977

粋 その他飲食店 南風原町 南風原町字兼城129-3 東宝開発ビル203 098-888-6977

割烹 石なぐ その他飲食店 那覇市 那覇市松山1-1-10　ロマネスク松山1F 098-868-0213

ホームバー 雅代 その他飲食店 那覇市 那覇市安里388-124 仲本ビル101

ひろみ その他飲食店 那覇市 那覇市大道172
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Bar A-Z 居酒屋・バー 那覇市 那覇市牧志3-8-20  神谷ビル201 098-862-0487

馬～さん亭 居酒屋・バー 那覇市 那覇市牧志1-13-8  KAITOビル1F 098-862-1301

糸満海人食堂 居酒屋・バー 糸満市 糸満市糸満989-88 098-911-7466

真喜 その他飲食店 那覇市 那覇市東町12-1 ミリオンプラザビル1号館　3階3-C号室

炭火やきとり向井 居酒屋・バー 那覇市 那覇市松山1-33-1 098-868-5688

ゆくい処 石だたみ 沖縄そば・食堂 那覇市 那覇市首里金城町2-36 098-886-2373

割烹 竜むら 居酒屋・バー 那覇市 那覇市前島2-16-18 098-866-3693

ホルモン焼 サクラ 沖縄そば・食堂 宜野湾市 宜野湾市普天間1-1-12 098-892-2929

しゃぶ葉那覇おもろまち 焼肉・ステーキ・しゃぶしゃぶ 那覇市 那覇市おもろまち3-3-1　2F 098-941-8091 https://www.skylark.co.jp/

スナック蛍 その他飲食店 南城市 南城市大里高平138

鮨 井上 レストラン（和・洋・中） 那覇市 那覇市久茂地2-9-23 098-862-7068

喫茶キャンパス その他飲食店 那覇市 那覇市国場117　古堅ビル1F

ひめゆりそば 沖縄そば・食堂 糸満市 糸満市伊原192 098-997-4243

伊豆 カフェ・スイーツ 那覇市 那覇市安里388

L.cafe TON-TON その他飲食店 糸満市 糸満市西崎6-15-10 098-994-7974

シルクロード その他飲食店 宜野湾市 宜野湾市真栄原1-1-10  洋進アパート 098-890-0537

ナイトイン ジョイフル その他飲食店 宮古島市 宮古島市平良字西里138　1階西側 0980-72-6956

1000円ステーキ 豊見城店 焼肉・ステーキ・しゃぶしゃぶ 豊見城市 豊見城市宜保401シャトレTKⅡ103 098-856-2108

Coral Tree Cafe カフェ・スイーツ 石垣市 石垣市字大川209-6 0980-83-1588 https://www.instagram.com/coral.tree.cafe/

銀のフライパン 沖縄そば・食堂 宮古島市 宮古島市平良字西里812-5 0980-73-3887

Live Bar らぷそでぃ 居酒屋・バー 那覇市 那覇市久米2-8-8　プリンスビル久米1FB 098-941-2888

酒処 ねぇねぇ その他飲食店 宮古島市 宮古島市平良下里62-1　2F 0980-74-2510

Hide-Out-BaR 五煌 居酒屋・バー 西原町 西原町字翁長872　B1 098-946-0252

Sunabe GYROS 沖縄そば・食堂 北谷町 北谷町宮城2-95　賀数ビル202 098-936-8817

島唄・LiveBarやいま 居酒屋・バー 石垣市 石垣市美崎町10-2美崎センタービル6F 0980-83-0125

居酒屋 だいじゅ 居酒屋・バー 石垣市 石垣市大川18-2 0980-87-5355 instagram.com/izakayadaiju/

食酒楽場 一心 居酒屋・バー 宮古島市 宮古島市平良字西里220　アバビル地下1F 0980-72-8122

お茶屋Bar 和 その他飲食店 那覇市 那覇市松山1-8-15　四季ビル２階　2-A 098-943-7811

次郎長寿司 北谷ハンビー店 その他飲食店 北谷町 北谷町北谷1-12-8 098-936-6266

ラブバラード その他飲食店 那覇市 那覇市前島1-12-11　マイハードビル5F5B 098-862-6898

じゃんじゃん その他飲食店 那覇市 那覇市牧志3-8-25　1F 098-864-0809

Steak&VegetableGarden HAN'Sあっぷるタウン店 レストラン（和・洋・中） 那覇市 那覇市おもろまち3-3-1あっぷるタウン2F 098-869-2983 https://www.instagram.com/jumbosteak_hans_official/

Fairy その他飲食店 うるま市 うるま市石川1-50-40　１号室 080-1783-9724

みなくる その他飲食店 うるま市 うるま市宮里838-2F 090-1871-8670

DAIKEI レストラン（和・洋・中） 沖縄市 沖縄市宮里3-13-5 098-938-7981 yukarin333.ti-da.net

ラウンジ127便 居酒屋・バー 名護市 名護市港1-15-18　兼三ビル102 0980-53-5770

華むら 居酒屋・バー 与那原町 与那原町字与那原604　津波古マンション101 090-3220-7305

王門 レストラン（和・洋・中） 那覇市 那覇市おもろまち4-17-13 098-943-5402

民謡酒場 群星 居酒屋・バー 那覇市 那覇市牧志3-13-56 098-861-5782

カラオケスナック さつき その他飲食店 糸満市 糸満市糸満1987-1 098-994-8285

つくも 居酒屋・バー 那覇市 那覇市泉崎1-14-14 098-867-9918

月うさぎ 居酒屋・バー 那覇市 那覇市泉崎1-14-2　宮里ビル1階 098-863-5358

紅 その他飲食店 糸満市 糸満市西崎6-14-7　コミュニティビル2F 090-1942-7297

炭火えん家  居酒屋・バー うるま市 うるま市勝連辺安名1791-1 098-923-3729

パールさんの家のカリー&ケバブ その他いろいろ その他飲食店 沖縄市 沖縄市上地1-1-1(103-1区画） 080-9042-7495

島の駅 カビラガーデン 沖縄そば・食堂 石垣市 石垣市川平917-1 0980-88-2440 www.kabiragarden.com

Ba・Cafē宙(バ・カフェ ソラ) 居酒屋・バー うるま市 うるま市石川伊波404-9 090-2398-9905

食彩酒場 呉っつい 居酒屋・バー 与那原町 与那原町与那原3568 098-975-9793

R,K3 居酒屋・バー 沖縄市 沖縄市中央1-5-17 壺ビル1F 090-3797-6458

ラウンジ 京 その他飲食店 沖縄市 沖縄市上地2-2-23　2F 080-4316-7731
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スナック 織 その他飲食店 南風原町 南風原町字照屋368　サンキャッスル101 098-889-6508

帆掛きそば 沖縄そば・食堂 うるま市 うるま市字堅7 098-973-3633

ハニーローズ その他飲食店 うるま市 うるま市赤道173-19 080-9852-5566

＠HOME その他飲食店 那覇市 那覇市松山2-12-7　I’sビル1F 098-869-3040

Club Asteria その他飲食店 名護市 名護市城1-8-16　浦崎ビル203 0980-53-7800

美食房 夕月 居酒屋・バー 那覇市 那覇市久米1-5-12 098-862-7466

Bar Dick 1988 居酒屋・バー 那覇市 那覇市牧志1-1-4 高良ビル2階 098-861-8283

サンローラン その他飲食店 浦添市 浦添市屋富祖2-24-6　タイガビル

BARAKAN その他飲食店 那覇市 那覇市松山2-16-12 福島ビル2-C 098-864-5696

かまじゃNight 居酒屋・バー 宜野湾市 宜野湾市普天間2-49-13　スカイエンジェルビル4階403 098-917-5699

歌謡大将 居酒屋・バー 那覇市 那覇市牧志1-3-32 2F 080-1748-7972

カラオケ居酒屋 大承 居酒屋・バー 沖縄市 沖縄市東2-2-1　サーティナインビル206

旬菜酒房 お福 居酒屋・バー 那覇市 那覇市首里汀良町3-101-4　1F 098-884-1446

おさかな食堂 ㈱優秀 沖縄そば・食堂 糸満市 糸満市西崎2-10-9 090-6776-1666

未由希 その他飲食店 名護市 名護市城1-1-26　2F　201 0980-52-3671

喫茶 双 カフェ・スイーツ 那覇市 那覇市松尾2-3-25　アーバンヒルズ1F

お食事処「幸」 沖縄そば・食堂 石垣市 石垣市登野城590-25 080-6485-1460

定食屋 なか・ゆくい 沖縄そば・食堂 沖縄市 沖縄市仲宗根町30-15 098-929-1137

檸檬の部屋 その他飲食店 沖縄市 沖縄市上地2-21-17　（2F) 090-9405-0576

サンフラワー その他飲食店 うるま市 うるま市字平良川151-1 090-7927-2848

小料理 柚波 その他飲食店 うるま市 うるま市高江洲1049-1稲福ビル1F 090-1948-2865

K その他飲食店 うるま市 うるま市高江洲1120-3ナイトステーションビル2F-A 090-7982-9553

ゆんたく小町 その他飲食店 うるま市 うるま市高江洲1078 090-9780-5254

酒処 ティナ その他飲食店 うるま市 うるま市平良川169-2　地下101 080-6482-8014

ラブ ラブ その他飲食店 うるま市 うるま市平良川105　平良坂プラザB-1 090-6867-1731

遊 その他飲食店 うるま市 うるま市江洲355-5　1F 090-8769-6730

居酒屋あがりじま 居酒屋・バー うるま市 うるま市具志川2993-1 090-5743-1616

CLUB Ange その他飲食店 那覇市 那覇市松山1-1-10　京ビル5ロマネスク5-B 098-868-3725

スナック アンゼラ その他飲食店 沖縄市 沖縄市上地1-9-8 090-3192-5441

CoCo その他飲食店 うるま市 うるま市石川曙2-15-28　スリーワンビル203

Once More（ワンス モア） 居酒屋・バー うるま市 うるま市石川白浜1-5-34　リバーストーンビル4F(404)

スナックセーラ その他飲食店 うるま市 うるま市赤道173-19サンルート9ビル2F2-A 090-8836-6502

小料理 柚木 その他飲食店 うるま市 うるま市赤道279 B1F

来夢来人 その他飲食店 うるま市 うるま市宮里206-6 090-8769-6457

ボギー+1 その他飲食店 うるま市 うるま市江洲355 芝ビル2F 090-9789-4709

カラオケ さくら その他飲食店 うるま市 うるま市江洲1-33 090-9787-7604

スナック 潤 その他飲食店 うるま市 うるま市みどり町4-12-20 グリーンタウンビル101 090-3790-4173

憩の場 m その他飲食店 うるま市 うるま市みどり町4-12-20 グリーンタウンビル402 090-1514-0501

睡蓮 その他飲食店 うるま市 うるま市みどり町4-12-20 グリーンタウンビル301 090-4470-7731

すなっく きゃんでぃ その他飲食店 うるま市 うるま市安慶名2-10-36 光和ビル301 090-4354-5259

オアシス食堂 レストラン（和・洋・中） 宜野湾市 宜野湾市大山2-15-17 098-988-8391 https://www.cafe.oasis.okinawa

ワシントン 居酒屋・バー 金武町 金武町金武6295-9 080-6493-3783

美人館 居酒屋・バー 那覇市 那覇市安里388-35-1F

おでん あやちゃん その他飲食店 宜野湾市 宜野湾市真栄原1-1-10　洋進アパ－トA-1 070-5415-1006

ガスト沖縄佐敷店 レストラン（和・洋・中） 南城市 南城市佐敷津波古西原1181 098-852-5330 https://www.skylark.co.jp/

ガスト宜野湾長田店 レストラン（和・洋・中） 宜野湾市 宜野湾市長田4-3-5 098-896-1933 https://www.skylark.co.jp/

オハナ その他飲食店 宜野湾市 宜野湾市普天間2-37-13　すずらんYビル101 080-2704-0433

スナックパピリオ その他飲食店 名護市 名護市港1-15-23 0980-52-4675

Bar Wasshoi 居酒屋・バー 那覇市 那覇市松山1-33-3　京ビル4　7Ｆ 098-988-0089

愛 その他飲食店 今帰仁村 今帰仁村字仲宗根284-5 0980-56-4234
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赤とんぼ その他飲食店 那覇市 那覇市前島3-11-5　下地ビル1F 098-868-6588

J’S BAR（ジェイズバー） その他飲食店 名護市 名護市城1-4-1　2F 0980-52-7909

たんなふぁ その他飲食店 那覇市 那覇市樋川2-3-1のうれんプラザ（１F　123-14）

洋風居酒屋 ボードル 居酒屋・バー 那覇市 那覇市東町25-17　伊敷ビル1F 098-869-1069

作やん 居酒屋・バー 那覇市 那覇市曙2-8-6 098-963-9801

そば処 わかまつ 沖縄そば・食堂 那覇市 那覇市松山2-16-12　福島ビル1階 090-3075-6615

Bliss 居酒屋・バー 那覇市 那覇市前島2-1-7　ツインハウス4-D 098-975-7988

the Sea カフェ・スイーツ 那覇市 那覇市牧志3-1-16　1F 098-943-7250

東京ラーメン ラーメン 那覇市 那覇市首里末吉町4-2-18　1F 098-887-2866

やす吉 居酒屋・バー 那覇市 那覇市安里388-67　2階 098-884-6280

スナックあや その他飲食店 那覇市 那覇市安里388

Cafe＆bar 33 Beach その他飲食店 那覇市 那覇市大道172-35Piccol&Casa大道

居酒屋ヒロ 居酒屋・バー うるま市 うるま市みどり町3-21-15 098-973-6020

清香 その他飲食店 那覇市 那覇市三原1-2-2 080-7594-0802

姉妹 その他飲食店 与那原町 与那原町字与那原1177 098-946-9110

みゃーくの味 直売所 その他飲食店 宮古島市 宮古島市平良字下里1 090-7490-7413

よーんなあ その他飲食店 与那原町 与那原町与那原1119 098-944-3081

すずらん 居酒屋・バー うるま市 うるま市石川東恩納726-11 080-7986-6585

スナック Pure（ピュア） その他飲食店 うるま市 うるま市高江洲973-1 A号室 090-1941-4299

具志川そば 沖縄そば・食堂 うるま市 うるま市大田702-6　１F 098-974-3523

山岳びら 沖縄そば・食堂 今帰仁村 今帰仁村天底395 098-056-4970

カラオケパブ けいこのおみせ その他飲食店 宮古島市 宮古島市平良字久貝1069-3  1F南 0980-73-0187

ブルーシール宮古島店 その他飲食店 宮古島市 宮古島市平良字西里465-1ハイブリッドSAHIRA101 0980-79-9114

農家焼肉レストラン石垣島 焼肉・ステーキ・しゃぶしゃぶ 石垣市 石垣市美崎町7-6 0980-88-6181

Beach Box 居酒屋・バー 金武町 金武町金武4249-1（1F）

スペース＆かぎばな 居酒屋・バー 宮古島市 宮古島市平良字西里758 0980-73-2589

晴れる屋 居酒屋・バー 石垣市 石垣市石垣11-3　あかゆービル1F 0980-87-5234 toshisnow@hotmail.com

カラオケ エレガントYOU 居酒屋・バー 那覇市 那覇市曙1-20-24

イカリ亭 居酒屋・バー 那覇市 那覇市曙1-20-25 098-862-3573

NAHA PLAYERS CAFE 居酒屋・バー 那覇市 那覇市字安謝254-19　1F https://ameblo.jp/nahaplayerscafe/

こなつ その他飲食店 沖縄市 沖縄市上地2-8-19　1F-A 098-933-1203

焼肉食堂 大野商店 焼肉・ステーキ・しゃぶしゃぶ 石垣市 石垣市新栄町2-11 0980-88-5133

ABBA（アバ） 居酒屋・バー 沖縄市 沖縄市照屋1-6-4

中国飯店 レストラン（和・洋・中） 那覇市 那覇市久茂地2-3-11　1階 098-943-3468

鉄板酒場 ますお 居酒屋・バー 那覇市 那覇市安里381-3　1F 098-975-7477

奈奈 その他飲食店 沖縄市 沖縄市上地2-9-29　ゴリラビル2F 090-2716-6449

てぃーだんぶい 居酒屋・バー 那覇市 那覇市牧志2-23-20カカズアパート1F 098-867-7069

風林火山 居酒屋・バー 那覇市 那覇市久米2-5-2 098-943-3100

花園 その他飲食店 うるま市 うるま市石川1-51-2  1F左 098-964-5688

じゅじゅ 居酒屋・バー 浦添市 浦添市前田1352-4　丸良ビル1-B

キングスベンチ その他飲食店 南城市 南城市佐敷字津波古1074-1 090-8663-7296

House Without A Key‣KINGDOM レストラン（和・洋・中） 恩納村 恩納村名嘉真1967-1 098-953-8600 https://www.okinawa.halekulani.com/dining/hwk/

Club Lounge その他飲食店 恩納村 恩納村名嘉真1967-1 098-953-8600 https://www.okinawa.halekulani.com/stay/clublounge/

パパ・リッチ 居酒屋・バー 与那原町 与那原町字与那原1001-4　1F 098-944-6179

おふくろ弁当 その他飲食店 那覇市 那覇市辻1-6-21 098-868-7598

小料理 絆 その他飲食店 うるま市 うるま市勝連平安名1614-1 090-9780-2919

抱瓶 居酒屋・バー うるま市 うるま市勝連平安名1615-1 090-5480-6269

すなっく舞 その他飲食店 沖縄市 沖縄市照屋1-30-5　ナイトプラザビル1F

ガスト那覇天久 レストラン（和・洋・中） 那覇市 那覇市天久2-6-30 098-860-4433 https://www.skylark.co.jp/

high five/OKI 居酒屋・バー 那覇市 那覇市松山2-14-1　504号室 098-943-0153

71 / 180 ページ



店舗名 業種 市町村名 店舗所在地 店舗電話番号 店舗HP

沖縄県感染防止対策認証制度　認証店一覧（飲食業）

とりぷる 居酒屋・バー 那覇市 那覇市久茂地2-16-24 ニュー久茂地ビル2F 098-861-6152

酒肴 インディア 沖縄そば・食堂 那覇市 那覇市松山1-1-6吉川アパート1F 098-866-0722

さくら 居酒屋・バー 沖縄市 沖縄市泡瀬3-39-17インテルメッツォ2F 090-1179-1880

酒里庵 その他飲食店 沖縄市 沖縄市中央1-16-7 090-6857-3188

割烹 小紋 その他飲食店 沖縄市 沖縄市上地2-1-24 098-932-3912

てぃーだ その他飲食店 名護市 名護市東江3-20-26 0980-53-5156

スナック sakari その他飲食店 沖縄市 沖縄市上地2-2-23　101号室 080-1766-4874

おでん小料理 初ちゃん その他飲食店 豊見城市 豊見城市髙嶺390-103 098-850-3839

江梨花 その他飲食店 那覇市 那覇市安里388-8 098-885-9558

忍 その他飲食店 那覇市 那覇市安里388 098-885-2774

まあさむんや ごさき 居酒屋・バー 名護市 名護市城1-13-20-1 0980-52-1098

炭火焼居酒屋 いとまん家  居酒屋・バー 糸満市 糸満市糸満1482-2 098-995-4188

炭火まる家  居酒屋・バー 糸満市 糸満市照屋1209-3 098-992-5833

炭火焼居酒屋 夢家  居酒屋・バー 与那原町 与那原町板良敷822 098-946-8315

パーク その他飲食店 金武町 金武町金武4249　２Ｆ 080-1739-6432

艶（えん） 居酒屋・バー 宜野湾市 宜野湾市普天間2-37-13　すずらんＹビル202 090-4470-9282

キャンドルナイト PASSION 居酒屋・バー 沖縄市 沖縄市胡屋1-9-6　金城店舗2　2-B 090-8290-3072

浮島龍門 居酒屋・バー 那覇市 那覇市松尾2-4-13 090-1949-8419

酒場なみろく 居酒屋・バー 浦添市 浦添市屋富祖4-6-6　1F 098-879-5839

カラオケパブ 赤いグラス その他飲食店 宮古島市 宮古島市平良字下里58 0980-72-7899

カラオケスナック 夢タイム その他飲食店 沖縄市 沖縄市上地2-2-24　102F 098-923-4230

雪うさぎ その他飲食店 糸満市 糸満市潮平615-5 070-5817-2433

ラブライン その他飲食店 名護市 名護市城1-2-23　上里店舗203

杏屋 浦西店 居酒屋・バー 浦添市 浦添市当山2-2-8-5 098-874-4747

いかな思らわん その他飲食店 沖縄市 沖縄市照屋1-32-1 098-939-0958

カラオケステージ一福 その他飲食店 沖縄市 沖縄市照屋1-29-8 098-934-5099

いとや 焼肉・ステーキ・しゃぶしゃぶ 沖縄市 沖縄市泡瀬1-26-1　1Ｆ 098-937-1108

来夢来人 その他飲食店 うるま市 うるま市石川白浜1-9-30 080-2731-4474

M3 その他飲食店 うるま市 うるま市昆布1832-61 098-989-5797

居酒屋 サンゴ礁 居酒屋・バー うるま市 うるま市石川1-27-31 090-2521-3558

窓 その他飲食店 うるま市 うるま市石川白浜1-6-8　リバ－ストーンビル604

ふれあい処 はん 居酒屋・バー うるま市 うるま市字平良川169-6 090-5380-6348

カラオケ merry その他飲食店 うるま市 うるま市赤道10-15 098-974-8410

Bar ブラックベリー 居酒屋・バー 那覇市 那覇市久茂地2-4-17 マルユウビル4F 080-8375-5066

すずらん 小料理＆スナック その他飲食店 豊見城市 豊見城市字平良146-1

沖縄とんたん炭焼き帯広豚丼専門店 その他飲食店 沖縄市 沖縄市嘉間良1-22-10 098-938-5210

炉ばたすし 天新閣 居酒屋・バー 浦添市 浦添市仲間1-5-7　山内ビル1F 098-878-4963

たんぽぽ その他飲食店 宜野湾市 宜野湾市普天間2-43-3-1F 098-892-7999

集夜 その他飲食店 沖縄市 沖縄市園田3-7-7 080-6485-0656

遊庵 居酒屋・バー 那覇市 那覇市鏡原1-11 090-8292-7127

カサブランカ その他飲食店 沖縄市 沖縄市園田3-11-38　102 090-6777-6965

沖縄料理と泡盛 ショーリの店 その他飲食店 沖縄市 沖縄市中央1-18-9 090-9785-5914

グランブルー その他飲食店 南風原町 南風原町字津嘉山809-4　東宝ビル101 098-888-5070

ともえ その他飲食店 那覇市 那覇市安里388-22 大村ビル1階

志情（シナサキ） その他飲食店 沖縄市 沖縄市照屋1-6-3 098-934-1677

心（SIN） 居酒屋・バー 沖縄市 沖縄市諸見里3-6-1  元ビル2F 090-3014-9117

スナックまき その他飲食店 沖縄市 沖縄市上地2-11-11 090-1948-1070

くら亭 沖縄そば・食堂 沖縄市 沖縄市登川1-1-34  1F 098-938-1303

花水木 居酒屋・バー 名護市 名護市城2-2-10　1階A室　スカイラブビル 0980-54-5704

Lounge 優 その他飲食店 豊見城市 豊見城市字豊見城1142　パームヒルズ101 098-856-6087
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ガスト沖縄高原店 レストラン（和・洋・中） 沖縄市 沖縄市高原7-20-11 098-931-1177 https://www.skylark.co.jp/

ガスト沖縄南風原店 レストラン（和・洋・中） 南風原町 南風原町津嘉山1468-5 098-882-6141 https://www.skylark.co.jp/

ガスト名護店 レストラン（和・洋・中） 名護市 名護市字宮里875-16 0980-50-9892 https://www.skylark.co.jp/

万有 わらく 居酒屋・バー 宜野湾市 宜野湾普天間2-1-5 098-943-6245

アンシャンテ 居酒屋・バー 名護市 名護市城1-1-25　102

たぬき 居酒屋・バー 恩納村 恩納村名嘉真27 098-967-8150

Cafe LUANA カフェ・スイーツ 豊見城市 豊見城市真玉橋182-1F 098-850-3768 www.cafe-luana.okinawa

ラウンジ銀花 その他飲食店 宜野湾市 宜野湾市普天間2-48-2　スズランビル1F

Lounge 姫 その他飲食店 那覇市 那覇市松山1-8-15　四季ビル4階-D 098-869-1129

Bar MANI 居酒屋・バー 那覇市 那覇市松山1-8-15　四季ビル1階-B 098-988-0012

Bar カヲル 居酒屋・バー 那覇市 那覇市松山1-14-3 シティ松山Ⅱ5-B 098-862-2311

喫茶BOSS その他飲食店 那覇市 那覇市西1-2-8  1階 098-864-2347

大衆中華とお酒の場 マカト 居酒屋・バー 那覇市 那覇市首里赤平町2-1-2  知念マンション103 098-884-1777

スナック NANA その他飲食店 南風原町 南風原町与那覇539-3  ちゅらやビル202 098-889-8959

ライブハウス フォーク村 その他飲食店 那覇市 那覇市東町5-18  国吉ビル2F 098-861-0613

カラオケスナック 柔 その他飲食店 名護市 名護市城1-8-16 0980-54-4141

カラオケ＆小料理 粋酔 その他飲食店 那覇市 那覇市古波蔵2-24-1 宮平氏店舗2F 202 090-8293-4183

Bar キャんディ 居酒屋・バー 名護市 名護市城1-10-6  大城店舗101号 090-4988-7004

シオン その他飲食店 那覇市 那覇市松山1-1-10  京ビル5ロマネスク2階　2-B号室 098-975-5559

くいものBar DEKI屋 居酒屋・バー 浦添市 浦添市城間4-1-2　とまとビル1F 098-878-1821 https://cekiya.ti-da.net/

ムヒカ 居酒屋・バー 金武町 金武町字金武4276-2　1F 080-6497-3942

スナック銀 居酒屋・バー 宜野湾市 宜野湾市大山2-22-3  スカリー6ビル1F  A号 098-897-5744

ムーンラビット その他飲食店 那覇市 那覇市松山2-12-7  ISビル3-A 098-869-4914

朝助家 居酒屋・バー 那覇市 那覇市繁多川5-16-7 098-854-1036

BANANA CAFE' 居酒屋・バー 那覇市 那覇市牧志3-8-1  金城ビル2F 098-861-0322

ＢＡＲ チャンカパーナ 居酒屋・バー 那覇市 那覇市寄宮1-30-16 パレスビル4-B 080-6494-2966

Maligaya その他飲食店 那覇市 那覇市若狭2-3-19 プリンセスビル2F-B 098-866-5037

時代屋 武勇伝 居酒屋・バー 那覇市 那覇市泉崎1-12-4　マラカイト泉崎ビル2-C号室 080-6495-2300

FAME フェイム 居酒屋・バー 那覇市 那覇市松山1-14-8　古謝ビル4-D 080-8561-1240

南米の味 サルサティーナ 居酒屋・バー 那覇市 那覇市久茂地1-8-3　クイーンプラザビル3階 098-868-8286

クロース 居酒屋・バー 北谷町 北谷町北前1-16-9　仲地物件1階 098-923-0971 https://www.instagram.com/close_okinawa/?hl=ja

つどい その他飲食店 うるま市 うるま市平良川178 090-1514-0501

和飲食堂 居酒屋・バー 那覇市 那覇市安里404　結アパ－ト106 098-963-8929

酒菜魚串（こうけん） 居酒屋・バー 八重瀬町 八重瀬町後原483-2（島袋アパート1階101号室）

沖縄そば専門店 えびすそば 沖縄そば・食堂 与那原町 与那原町字東浜68-1-2 098-944-3575

おでん八竹 居酒屋・バー 那覇市 那覇市牧志3-8-20　神谷ビル101号 090-9783-4531

Lounge COCO’N その他飲食店 那覇市 那覇市松山1-8-7　ロイヤルプラザ2　6F 098-867-4433

じぷそふぃーら 居酒屋・バー 宮古島市 宮古島市伊良部字前里添1059-3　1F 090-1943-5103

琉球・居酒屋さとうきび 居酒屋・バー 北谷町 北谷町上勢頭629-3　コーポ考101 098-936-9838

Merrys Music Bar 居酒屋・バー 宮古島市 宮古島市平良字西里110-2スパイラルビル地下1F西側 090-8664-2429

鮮彩うちま その他飲食店 浦添市 浦添市城間4-32-16 098-875-6677

江戸前寿司 叶和 レストラン（和・洋・中） 那覇市 那覇市久茂地2-21-2　レーヴK1F 098-975-7433 https://towa-sushi.com

絆 その他飲食店 那覇市 那覇市東町6-18　パーム東町4FA 098-861-6653

くんぢーぐゎー 居酒屋・バー 那覇市 那覇市壺屋2-13-14　丸秀ビル1F

Ramen 武蔵家 ラーメン 浦添市 浦添市宮城4-12-7マジェスティ宮城

美香 その他飲食店 浦添市 浦添市屋富祖4-4-13

カラオケスナック ひまわり その他飲食店 名護市 名護市大東2-14-23　101号大兼久店舗 0980-53-3116

バーピラミッド 居酒屋・バー 那覇市 那覇市松山1-14-13  ホテルタイラ地下1階 098-917-0031

酒処 貴 その他飲食店 うるま市 うるま市高江洲1167-2　玉山ハウス　1F 080-6735-4491

文月 その他飲食店 うるま市 うるま市安慶名2-9-27 090-9785-3114
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Betty その他飲食店 那覇市 那覇市若狭3-1-8

小料理 絵夢 その他飲食店 石垣市 石垣市石垣18-1（風見鶏館） 090-5928-3299

ラウンジ たえ その他飲食店 浦添市 浦添市屋富祖3-7-14ニューキングビル4-B 098-873-3755

Bar EMOTION 居酒屋・バー 那覇市 那覇市金城2-2-7　ティアラパレス2F 098-857-8100

Bar Moon Bow(バームーンボー） 居酒屋・バー 石垣市 石垣市美崎町11-3　稲福ビル１階1-1 0980-83-2161 moon.bow.ishigaki.604@gmail.com

GRAPACHINA（グラパチーナ） レストラン（和・洋・中） 北谷町 北谷町北谷町2-15-1サンセットビル西側1F 098-989-9687 https://grapachina.jimdofree.com

AR 居酒屋・バー 南風原町 南風原町字津嘉山1609-1 098-851-3447

天ぷら十割蕎麦 新次郎普天間店 沖縄そば・食堂 宜野湾市 宜野湾市普天間2-14-1　サンフティーマ内 098-987-6801

カフェ ル・マーニ レストラン（和・洋・中） 浦添市 浦添市伊祖2-25-9 スクエアビル101 050-5485-2737

はいさい その他飲食店 浦添市 浦添市屋富祖2-17-1 新晃ビル201 098-874-1415

海角八号 居酒屋・バー 那覇市 那覇市前島3-6-12　めぐみアパート1F 101 098-943-5885

北の葵  居酒屋・バー 宜野湾市 宜野湾市長田1-19-10 098-892-1100

酒処「吾朗輪亜図」 居酒屋・バー 沖縄市 沖縄市上地2-2-12 090-6861-7724

カラオケハウス de Love song その他飲食店 宮古島市 宮古島市平良西里172 0980-72-2440

ギルビーK その他飲食店 宜野湾市 宜野湾市普天間1-1-17（１１７ビル　２F）

酒処 京 その他飲食店 那覇市 那覇市与儀184-9 090-3792-7760

サブウェイ波の上ビーチ店 カフェ・スイーツ 那覇市 那覇市辻3-2-1 098-868-0500 http://www.nami-espana.jp/

T's style Coffee 波の上ビーチ店 カフェ・スイーツ 那覇市 那覇市辻3-2-1 098-868-0502 http://www.nami-espana.jp/

ゆくるカフェー 華風 レストラン（和・洋・中） うるま市 うるま市与那城西原74

淳平 居酒屋・バー 沖縄市 沖縄市安慶田1-5-4

焼肉山ちゃん 焼肉・ステーキ・しゃぶしゃぶ うるま市 うるま市石川白浜2-4-18 098-965-6705

味処 岩 沖縄そば・食堂 石垣市 石垣市大川289　2F 0980-82-5768 https://azidokoro-iwacrayonsite.com

美ら海 その他飲食店 うるま市 うるま市宮里204-13　YAMAICHIビル２階A 090-9787-0204

（BAR）YU 居酒屋・バー 糸満市 糸満市西崎6-3-14　エミリーハウス 070-5537-8903

小料理 秀 居酒屋・バー 沖縄市 沖縄市美里1-5-1

レストラン カイヤン レストラン（和・洋・中） 南城市 南城市佐敷津波古578-4　1F 098-947-0320

カラオケうたい その他飲食店 うるま市 うるま市石川白浜2-2-5 090-2513-7713

島唄Bar 奏 かなで その他飲食店 うるま市 うるま市与那城西原735-1

イーグル その他飲食店 沖縄市 沖縄市胡屋1-8-2

湊駕彩 遊喜 その他飲食店 うるま市 うるま市赤道261-6

軽食喫茶 イヴ その他飲食店 名護市 名護市大北3-13-24 0980-52-5794

鳥豚 居酒屋・バー 浦添市 浦添市牧港2-47-3 070-1970-9911

かめぜん食堂 沖縄そば・食堂 北谷町 北谷町美浜9-1  デポアイランドビルC棟2F 098-926-6633

やっぱりステーキ イオン北谷店 焼肉・ステーキ・しゃぶしゃぶ 北谷町 北谷町美浜8-3-1F 098-926-1929

～Sure～ シュール 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2F 098-933-9374

わがまま その他飲食店 沖縄市 沖縄市上地1-14-12 090-9788-6527

紅 その他飲食店 沖縄市 沖縄市胡屋1-14-9 島貞夫ビル1F西号 090-1943-7439

寿し処 にふえーでーびる 居酒屋・バー 那覇市 那覇市泉崎1-22-3 098-862-6465

琉球新麵 通堂 小禄本店 ラーメン 那覇市 那覇市金城5-4-6 098-857-5577 http://ryoji-family.co.jp/

Desir（デジール） 居酒屋・バー 沖縄市 沖縄市上地1-15-5  スリーポイントエリアビル2F-B 098-932-0178

TEAROOM 花ちゃん その他飲食店 浦添市 浦添市牧港1-56-5　太永マンション１階　101号 098-917-1097

スナック ファイト 居酒屋・バー 糸満市 糸満市字糸満1952　プリンセス21ビル104 090-8290-9574

ガスト浦添牧港店 レストラン（和・洋・中） 浦添市 浦添市牧港2-48-7 098-870-5556 https://www.skylark.co.jp/

大黒食堂 沖縄そば・食堂 沖縄市 沖縄市与儀3-21-7 080-9851-5031

プチレストラン エメラルド レストラン（和・洋・中） 名護市 名護市宮里3-25-5　サンセットマンション103 0980-54-0770 emerarupo211@yahoo.co.jp

居酒屋 パラダイス 居酒屋・バー うるま市 うるま市石川2-39-15 098-965-6511

シルビア その他飲食店 沖縄市 沖縄市諸見里1-25-8　グリーンビル1F 098-930-0880

BAR 田州 居酒屋・バー 沖縄市 沖縄市上地2-1-27　上翔ビル　202 098-930-1560

夕月 その他飲食店 沖縄市 沖縄市美里1-6-19 090-7587-0026

京香 その他飲食店 沖縄市 沖縄市照屋1-5-7 098-939-4947
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スナックちゅら その他飲食店 沖縄市 沖縄市上地2-9-29　ゴリラビル205 098-800-2825

タコベル 沖縄そば・食堂 沖縄市 沖縄市東1-5-15 098-938-3817

カラオケ処 灯 居酒屋・バー 沖縄市 沖縄市泡瀬3-19-26

スナック ツバキ その他飲食店 沖縄市 沖縄市上地2-8-7　ニュー中の町ビル4F-A

ミラージュ その他飲食店 沖縄市 沖縄市上地2-20-34　ニュー大和ビル2F 098-930-5757

sonoRin その他飲食店 沖縄市 沖縄市諸見里1-25-8　グリーンビル101 098-933-8570

You 居酒屋・バー 那覇市 那覇市古波蔵2-23-14　我謝テナントビル2F 090-3790-4322

CLUB BAR 笑屋 居酒屋・バー 沖縄市 沖縄市上地1-14-3 098-930-5708

サムズ セーラーイン レストラン（和・洋・中） 那覇市 那覇市牧志3-1-3 098-918-0808 http://www.sams-okinawa.jp

BAR 忘我 居酒屋・バー 那覇市 那覇市松山1-14-10　クインズビル4階 098-943-2242

エメラルド 居酒屋・バー 那覇市 那覇市前島2-3-14 098-867-2529

喫茶ギブアンドテイク 沖縄そば・食堂 糸満市 糸満市西崎町2-590-5 098-995-1113

スナック 白浜 その他飲食店 うるま市 うるま市石川白浜2-6-19

ミスターう 台湾屋台丸 レストラン（和・洋・中） 那覇市 那覇市泉崎1-14-19 098-955-7308 https://www.facebook.com/mr.wutaiwanesefoods/

那覇 そば処 たからまちがー 沖縄そば・食堂 那覇市 那覇市高良1-6-13 098-955-0240 https://www.takaramachiga.net

居酒屋しぃ～ぶん 居酒屋・バー 那覇市 那覇市牧志1-4-38 098-861-5532

AGEHA（アゲハ） その他飲食店 沖縄市 沖縄市上地2-10-19 090-9788-3100

酒処 あしゃぎ 居酒屋・バー 沖縄市 沖縄市上地2-2-24  1F

カフェーローザ その他飲食店 沖縄市 沖縄市上地1-9-8

Loubge TIARA（ティアラ） その他飲食店 那覇市 那覇市松山1-1-10 京ビル5　ロマネスク2F-D 098-861-7204

酒処 妃揚未 その他飲食店 那覇市 那覇市久米2-24-12　和宇慶ビル1階 098-863-2525

琉球新麺 通堂 寄宮十字路店 ラーメン 那覇市 那覇市寄宮154-9  第２玉元ビル1F 098-834-0141 http://ryoji-family.co.jp/

桜坂 いづみや その他飲食店 那覇市 那覇市牧志3-9-17 098-860-5088 http://ryoji-family.co.jp/

スナック ひろ 居酒屋・バー 那覇市 那覇市三原1-14-5 090-1942-2470

cafe 'olu'olu カフェ・スイーツ 名護市 名護市大中1-3-1 070-3800-0645

むら家 居酒屋・バー 那覇市 那覇市松山2-25-17 098-866-7325

SONOKA 園花 その他飲食店 那覇市 那覇市西1-14-14 加登BL 1F 098-861-0805

ジュ樹 その他飲食店 沖縄市 沖縄市上地1-13-14 ナイトシティバビロンビル2F 098-933-0318

メビウスの輪 その他飲食店 沖縄市 沖縄市諸見里1-24-28

Bar ハンモック 居酒屋・バー 那覇市 那覇市久茂地2-18-18 喜納ビル2F 098-869-2229

レストラン クチーナ レストラン（和・洋・中） 名護市 名護市為又493-10 0980-53-4049

3 1/3Endless 居酒屋・バー 那覇市 那覇市松山1-12-5　パステルTMビル5-B 090-1940-2766

らんたん亭 居酒屋・バー 那覇市 那覇市久茂地2-6-2　久茂地ガーデンビル3階3C 098-862-8226

宝隆軒 沖縄そば・食堂 那覇市 那覇市港町2-8-43 098-862-2100

島しま舎 カフェ・スイーツ 本部町 本部町渡久地4　町営市場内9-5 090-3794-8267 https://instagram.com/simasimaya0978/

ダイニングルーム センス レストラン（和・洋・中） 恩納村 恩納村冨着66-1 098-965-2497 https://sheraton-okinawa.co.jp/resutaurant/senses/dinner/

ザ・グリル レストラン（和・洋・中） 恩納村 恩納村冨着66-1 098-965-2497 https://sheraton-okinawa.co.jp/resutaurant/grill/

姉妹食堂 その他飲食店 沖縄市 沖縄市園田3-8-18　1F

居酒屋 琉花 居酒屋・バー 南城市 南城市佐敷字津波古1074-41 090-3793-4597

ダイニング 壽濃 居酒屋・バー 那覇市 那覇市宇栄原1-28-10　赤嶺マンション2-103 098-859-1184

千竜 居酒屋・バー 那覇市 那覇市東町11-1 098-863-6230

CLAIRE その他飲食店 那覇市 那覇市久米2-8-8　新栄プロパティ久米2階 098-867-3252

亜麻ちゃん食堂 沖縄そば・食堂 那覇市 那覇市牧志2-17-44　石川ビル1F 090-6610-1257

京彌 居酒屋・バー 那覇市 那覇市泊2-13-1 098-867-6280

カラオケスナック みゆ その他飲食店 那覇市 那覇市古波蔵2-24-24　比嘉ビル1F 098-836-3347

スナック スマイル その他飲食店 那覇市 那覇市東町27-4 美館ビル501

守陽館 居酒屋・バー 那覇市 那覇市泉崎1-22-6　1F 098-861-8633

串一 居酒屋・バー 那覇市 那覇市泉崎1-14-11 098-866-3777

フォーク酒場 福樹 居酒屋・バー 那覇市 那覇市前島1-12-11 マイハートビル3B 090-8294-7622

中華飯店 レストラン（和・洋・中） うるま市 うるま市赤道261-4 098-973-4945
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花音 その他飲食店 那覇市 那覇市松山1-8-19 シティまつやまビル2階-C 098-861-9080

music Bar QUEEN 居酒屋・バー 那覇市 那覇市小禄911 098-859-4727

妃美呼 居酒屋・バー 那覇市 那覇市前島3-16-18 国吉ビル102 098-863-7880

yogaスタジオ 虹心cafe カフェ・スイーツ うるま市 うるま市大田317-1 090-5748-5686

真樹 その他飲食店 沖縄市 沖縄市中央1-5-8  2F

Amour その他飲食店 那覇市 那覇市松山1-8-19  シティまつやま5階-C 098-865-3833

スナック凡 その他飲食店 那覇市 那覇市安里388-7  東店舗101 090-4471-8375

小料理 かなや レストラン（和・洋・中） 那覇市 那覇市西1-9-12  ライオンズマンション上之蔵101 098-988-0259

スナックびっぷ 居酒屋・バー 名護市 名護市大南1-7-5 090-9784-7027

夢 居酒屋・バー 名護市 名護市大南1-12-21　店舗102 090-8293-5202

Ai その他飲食店 名護市 名護市城1-16-11

９－１０（きゅーと） 居酒屋・バー 名護市 名護市城1-12-2  にふぇーでービル ２F　2-B 090-9788-1832

ジェミーラ 居酒屋・バー 南城市 南城市大里仲間932 070-1989-4707

居酒屋 かりゆし 居酒屋・バー 南風原町 南風原町宮平641-10

cafeクローバー カフェ・スイーツ 宮古島市 宮古島市平良字久貝881-9 0980-73-6122

焼肉もとぶ牧場 もとぶ店 焼肉・ステーキ・しゃぶしゃぶ 本部町 本部町大浜881-1 0980-51-6777 http://www.motobu-farm.com/

創作酒房 蔵下 居酒屋・バー 石垣市 石垣市石垣12-2 0980-82-7856

おでん屋ゆがふ 居酒屋・バー 与那原町 与那原町与那原3156 098-946-4893

凛 居酒屋・バー 宜野湾市 宜野湾市普天間2-36-12 090-1943-7685

古民家食堂 きし 沖縄そば・食堂 本部町 本部町字伊豆味2836

スナック ぐるくん その他飲食店 石垣市 石垣市石垣19

第三倉庫 居酒屋・バー 豊見城市 豊見城市豊見城763-1　新里テナントビル地下１階⁽B-2⁾ 098-850-0149

福木館 居酒屋・バー 本部町 本部町字新里656 0980-43-7837

エリカ その他飲食店 那覇市 那覇市前島3-11-13　2F

居酒屋 たのし～さ～ 居酒屋・バー 那覇市 那覇市泊1-22-16　106 098-894-8116

裏路地酒場 アジア麺 樹 居酒屋・バー 那覇市 那覇市牧志1-8-5 098-975-9278

ヘブンズドア 居酒屋・バー 宮古島市 宮古島市平良下里571-1-1F 0980-73-5064

島魚料理 寿し 初枝 レストラン（和・洋・中） 竹富町 竹富町字上原１０－１２０ 0980-85-6765

スナック絆 その他飲食店 読谷村 読谷村字楚辺2251-2

華くらぶ その他飲食店 うるま市 うるま市安慶名2-10-36 光和ビル202号室 090-4470-4256

メンズクラブ その他飲食店 那覇市 那覇市牧志3-11-10 098-863-8764

心美 その他飲食店 那覇市 那覇市松山1-34-3　カクテルプラザＢ1 090-5930-2558

和可奈 その他飲食店 糸満市 糸満市西崎1-27-3 098-992-5420

居酒屋 ももすけ 居酒屋・バー 那覇市 那覇市安里379 098-800-2206

酒場のバクレン 居酒屋・バー 浦添市 浦添市安波茶2-1-6　サンシティービル1-Ｂ 098-943-5062

カラオケバー キララ 居酒屋・バー 沖縄市 沖縄市諸見里1-1-4

エトランゼ その他飲食店 うるま市 うるま市赤道1-9（101） 090-3196-8390

まゆみ 居酒屋・バー 宜野湾市 宜野湾市真栄原3-1-5 1F 098-890-0850

J その他飲食店 浦添市 浦添市屋富祖3-7-14 GNN3ビル2F 098-879-9160

酒膳 梵 居酒屋・バー 那覇市 那覇市東町19-10　イバック東町ビル５F B 098-866-6040

Heart（ハート） その他飲食店 うるま市 うるま市高江洲1168-5左号室 080-1722-8810

K’s Kitchen 居酒屋・バー 南風原町 南風原町津嘉山675-3 098-888-5152 https://www.k-skitchen.jp/

スナック虹 その他飲食店 本部町 本部町字谷茶28-5

おでん こがね日和 その他飲食店 宜野湾市 宜野湾市我如古4-1-16

スナックサロン メルヘン その他飲食店 国頭村 国頭村字辺土名270-3 090-8293-6225

Destiny 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階C室 098-965-1030

大衆浴場 足立屋 居酒屋・バー 糸満市 糸満市糸満989-35 098-996-3313

CLUB 絆 その他飲食店 名護市 名護市城1-3-27　スリープラスワンビル1階 090-6865-0141

Bar ファムレウタ －子守唄－ 居酒屋・バー 石垣市 石垣市美崎町11-3稲福ビル2F 090-8821-7034

からおけパブ ゆにばぁ その他飲食店 名護市 名護市城1-8-18（2F） 090-6858-3088
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スナック幸(さち) その他飲食店 宜野湾市 宜野湾市大謝名5-1-6　比嘉アパート1F 090-1943-9906

BAR GOLD DUST 居酒屋・バー 那覇市 那覇市牧志1-9-8　丸生ビル1階 098-867-5118 http://golddust.ryukyu/

club GENCO 居酒屋・バー 那覇市 那覇市松山1-3-18　フォレシティ松山2階 098-868-6235

BAR ON THE ROAD 居酒屋・バー うるま市 うるま市石川1-51-17　光ビルA-1 098-965-3935

スナックRIN その他飲食店 沖縄市 沖縄市東2-2-1　39ビル204 098-934-5822

あじとや 沖縄そば・食堂 沖縄市 沖縄市泡瀬5-24-6 098-927-3381 http://ajitoya.okinawa

CoccoRo（コッコロ） 居酒屋・バー 糸満市 糸満市西崎6-15-8  1F 098-851-8863

うむい 焼肉・ステーキ・しゃぶしゃぶ 今帰仁村 今帰仁村今泊138 0980-43-7036 https://nakijin-umui.jp/

BAR LEMON TREE 居酒屋・バー 那覇市 那覇市安里388-11　1F101号室 098-800-2603

Sagitta～サジッタ～ 居酒屋・バー 那覇市 那覇市松山1-33-2 はましんビル5F　５－D号室 090-1089-8329

たけちゃん その他飲食店 那覇市 那覇市大道172-2

酒処 うえち家 居酒屋・バー 那覇市 那覇市首里儀保町1-31  兼城アパート101号 098-885-9577

ラウンジ 蘭 その他飲食店 那覇市 那覇市久米2-8-10　パーム久米ビル1階 098-868-6440

ナポリ カフェ・スイーツ 沖縄市 沖縄市美里1-10-35 090-9780-3607

カラオケコンパ花花 その他飲食店 宜野湾市 宜野湾市普天間2-48-3　ナイトスポットビル102号 098-893-9366

DJ BAR GAJUMARU 居酒屋・バー 那覇市 那覇市三原2-20-2

ローズガーデンカフェ カフェ・スイーツ 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内　1F1011 098-989-7721 http://fujiogroup.com

神楽食堂 串家物語 イオンモール沖縄ライカム店 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5F 098-933-9444 http://fujiogroup.com

アメリカンキッチン レストラン（和・洋・中） 沖縄市 沖縄市山内3-28-2 098-930-1313 http://fujiogroup.com

割烹・琉花 居酒屋・バー 読谷村 読谷村長浜1817-3 098-958-6639

BAR 微風 居酒屋・バー 沖縄市 沖縄市上地2-1-21 098-989-8866

色彩 その他飲食店 沖縄市 沖縄市高原5-2-1

居酒屋だーダーDAー 居酒屋・バー 沖縄市 沖縄市諸見里1-2-16 098-930-5766

琉球新麺 通堂 儀保駅前店 ラーメン 那覇市 那覇市首里儀保町1-21-9 098-885-8889 http://ryoji-family.co.jp/

ペンパル 沖縄そば・食堂 沖縄市 沖縄市高原7-25-1 098-930-3300

CLOVER 居酒屋・バー 那覇市 那覇市牧志3-8-31　2-A 098-943-5014

肉屋 文月 沖縄そば・食堂 那覇市 那覇市牧志3-9-9 098-866-3909

Voltage (ボルテージ) 居酒屋・バー 沖縄市 沖縄市南桃原4-31-4(2F) 098-933-0606

銀シャリ 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　イオンスタイル2Ｆ 080-4061-8385 http://fujiogroup.com

比嘉商店 居酒屋・バー 名護市 名護市宮里973

G-BOX 居酒屋・バー 名護市 名護市大東1-18-2　正面左

カフェ・ウォーターメロン カフェ・スイーツ 浦添市 浦添市経塚625-3（1F） 098-875-0541

メゾン＆語れ小ー その他飲食店 宜野湾市 宜野湾市新城1-15-8(1階)

東京やきとり酒場 居酒屋・バー 宜野湾市 宜野湾市宇地泊546　1F 098-943-5151

クレイドル 居酒屋・バー 宜野湾市 宜野湾市我如古4-6-5 エンゼルビル301 090-9785-9937

酒処 浪漫 その他飲食店 沖縄市 沖縄市山里2-12-10 090-2391-7062

CORE CURRY 美原本店 レストラン（和・洋・中） 沖縄市 沖縄市美原3-19-8 098-937-1717 www.corecurry.jp

味酔処わがまま（中の町店） 居酒屋・バー 沖縄市 沖縄市上地1-10-15 098-933-4885

じゃむ 居酒屋・バー 宜野湾市 宜野湾市大謝名2-5-16 098-890-1559

てまり 居酒屋・バー 金武町 金武町金武4506-1 090-1943-0972

ともみ 居酒屋・バー 金武町 金武町金武41 090-4471-9777

美an華 その他飲食店 金武町 金武町字金武4144-4 098-968-5881

くれよん その他飲食店 那覇市 那覇市久米2-6-7 プラザEPOCH2階 098-862-9160

木精夢者 居酒屋・バー 那覇市 那覇市泊2-3-1 2F 098-861-5383

きくちゃん 居酒屋・バー 那覇市 那覇市牧志3-11-17  国際通り屋台村1番

蘭 居酒屋・バー 那覇市 那覇市安里388-159  2F-203 098-885-6715

Bar 連 居酒屋・バー 那覇市 那覇市安里397  Bonchic101

炭火焼とり ながた 牧港店 居酒屋・バー 浦添市 浦添市牧港2-48-2　1F 098-878-5855

きずな 居酒屋・バー 那覇市 那覇市壺屋1-2-12 090-9781-8235

美ー子の店 その他飲食店 宜野湾市 宜野湾市我如古4-7-1
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優駿 居酒屋・バー うるま市 うるま市石川1-51-24　九栄ビル2F

ドリーム その他飲食店 糸満市 糸満市糸満1952　ﾌﾟﾘﾝｾｽ21ビル103号

カラオケスナック ミント その他飲食店 那覇市 那覇市宇栄原3-33-20

一軒目 居酒屋・バー 那覇市 那覇市松尾2-9-15 098-868-7117

喜Ki太郎 居酒屋・バー 恩納村 恩納村山田2394-1 098-965-2439

らてら その他飲食店 うるま市 うるま市石川2345-1　2F 098-965-2978

ラウンジ DIVA 居酒屋・バー 宜野湾市 宜野湾市真栄原2-1-3-101

BAR たまの家 居酒屋・バー 沖縄市 沖縄市上地2-11-11　2F奥 090-3790-3198

ちむ（島野菜とあぐーしゃぶしゃぶ）1号店 居酒屋・バー 那覇市 那覇市松山2-1-13　1階　南側 098-917-2955 http://chimu.okinawa

ちむ（島野菜とあぐーしゃぶしゃぶ）2号店 居酒屋・バー 那覇市 那覇市松山2-1-13　1階　北側 098-917-2955 http://chimu.okinawa

和風スナック 月桃 その他飲食店 名護市 名護市大南1-3-7　パレット4号

慕情 その他飲食店 那覇市 那覇市宇栄原1-28-1　原産業ビル２F 098-858-0980

茶屋.小料理 たにもと レストラン（和・洋・中） 那覇市 那覇市安里382　C 090-7585-8147

割烹 レストラン大学 レストラン（和・洋・中） 糸満市 糸満市潮平726-1 098-994-8243

PATRA 居酒屋・バー 金武町 金武町金武4241 098-968-3388

JACKASS 居酒屋・バー 那覇市 那覇市前島2-1-7　ツインハウス4-A 090-2713-4819

本格炭火 やきとり屋吉兵衛 居酒屋・バー 那覇市 那覇市前島2-13-16 090-4470-6425 https://kitibee.com

めんそーれ その他飲食店 那覇市 那覇市壺屋1-2-12　仲原ビル1階2番目

酒処 色珠 居酒屋・バー 那覇市 那覇市松山1-7-1　松山ガーデンビル1A-2 098-927-4223

酒処 月のあかり その他飲食店 那覇市 那覇市松山1-6-2-2B 098-963-8266

カラオケスナック うたら その他飲食店 宜野湾市 宜野湾市大謝名2-6-15 090-8292-1640

レモンハート 居酒屋・バー 那覇市 那覇市松山1-14-10　クィーンズビル2F 098-868-6488

ミュージックバー 居酒屋・バー 那覇市 那覇市久茂地1-8-3　クインプラザ5F

海産物 浜珍丁 沖縄そば・食堂 南城市 南城市佐敷字津波古375-2 098-947-2444

ちゅんな～村 居酒屋・バー 宜野湾市 宜野湾市喜友名1-5-21 098-892-9790

じゃがいも その他飲食店 那覇市 那覇市前島3-12-10　タナハラビル102号

器（うつわ） その他飲食店 宜野湾市 宜野湾市普天間2-15-13 098-892-2421

Platina 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3階 090-4995-2276

咲 その他飲食店 那覇市 那覇市泉崎1-14-7　阮氏ビル3階 098-868-6768

笑獅子堂 居酒屋・バー 那覇市 那覇市泉崎1-19-16　1F 098-860-8866

神保町やきそば みかさ 沖縄そば・食堂 那覇市 那覇市泉崎1-10-3　琉球新報本社ビル1F 050-8881-0784

小料理 鈴 居酒屋・バー 那覇市 那覇市字国場692　サードコーポ101 090-9782-1595

しゃぶしゃぶ・焼肉 杏 焼肉・ステーキ・しゃぶしゃぶ 那覇市 那覇市松山2-10-6　ウォータービル1階 098-943-7198

サロン・コンビ その他飲食店 国頭村 国頭村字辺士名279 090-9783-5390

サロンふるさと その他飲食店 国頭村 国頭村字辺士名313

かたれーぐゎー 居酒屋・バー 国頭村 国頭村字辺士名1588 080-6495-7521

居酒屋 接 居酒屋・バー 那覇市 那覇市国場1186-5 090-8766-0692

7人の小人 その他飲食店 浦添市 浦添市屋富祖3-1-2 098-877-0752

まかない家 沖縄そば・食堂 宜野湾市 宜野湾市真栄原1-14-11 098-890-5056

ビーンズ（Beans） レストラン（和・洋・中） 那覇市 那覇市首里当蔵町2-15-24 098-927-4849

左馬 その他飲食店 糸満市 糸満市字糸満989-63

TEA ROOM エイト その他飲食店 南風原町 南風原町津嘉山1603 090-5385-6882

ドール博多 その他飲食店 那覇市 那覇市東町11-3　中村ビル102号

チョーブッフォ 沖縄そば・食堂 糸満市 糸満市糸満1505-2 098-962-8556

TU BA KI 居酒屋・バー 那覇市 那覇市安里2-4-15　西田ビル1-2 080-1900-4332

居酒屋 ぐるくん 居酒屋・バー 南城市 南城市字つきしろ1739-24 098-948-3930

海人割烹 げん 居酒屋・バー 石垣市 石垣市新栄町25-5 0980-83-2766 http://ishigaki-gen.com/

中華Dining 中嶋 居酒屋・バー 石垣市 石垣市新川730（石垣あやぱにボウル内） 0980-83-3550

小春日 居酒屋・バー 浦添市 浦添市伊祖3-14-14-1F 098-878-8824

麺処 まんねん 沖縄そば・食堂 浦添市 浦添市仲西2-1-21 098-975-9025
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スナック佳 その他飲食店 宮古島市 宮古島市平良字下里17-3　西側 0980-75-3906

ドトールコーヒーショップ 那覇空港店 カフェ・スイーツ 那覇市 那覇市鏡水150　那覇空港4F　4W-01 098-987-0896 https://shop.doutor.co.jp/map/1012141

カラオケ ピンダたらま その他飲食店 宮古島市 宮古島市平良字西里134-1　2F 0980-72-1679

上や 居酒屋・バー 石垣市 石垣市川平920-1 0980-88-2717

和食処 紫しきぶ その他飲食店 名護市 名護市親川425-1 090-6864-5181 https://www.murasakisikibu.net

おいシーサー遇 沖縄そば・食堂 石垣市 石垣市川平906-1(1F) 0980-88-2233

ちゃんぷる居酒屋てつ 居酒屋・バー 宜野湾市 宜野湾市我如古1-8-14 098-898-2510

居酒屋 まじゅん 居酒屋・バー 宜野湾市 宜野湾市宇地泊224　シャルム・フラットM101 098-898-3551

kitchen Bo-Ra 沖縄そば・食堂 宮古島市 宮古島市城辺字保良344-1 0980-77-2700 https://kiyosuke.wixsite.com/kitchen-bora

Hawaiian BAR HONU 居酒屋・バー 浦添市 浦添市伊祖2-25-9　スクエアビル201 098-879-5315

わかくさ 居酒屋・バー 宮古島市 宮古島市平良字下里882 0980-72-0507

輝 居酒屋 居酒屋・バー 名護市 名護市城２-15-19　1F 0980-54-3335

momo Kitchen 居酒屋・バー 那覇市 那覇市汀良町3-25 泉川アパート１階 098-886-3023

リゾートホテル ベルパライソ トロピカルウィンズ レストラン（和・洋・中） 今帰仁村 今帰仁村字運天松堂原1069 0980-56-2767 https://belparaiso.com/

リゾートホテル ベルパライソ 海人 居酒屋・バー 今帰仁村 今帰仁村字運天松堂原1069 0980-56-2767 https://belparaiso.com/

リゾートホテル ベルパライソ さんご亭 レストラン（和・洋・中） 今帰仁村 今帰仁村字運天松堂原1069 0980-56-2767 https://belparaiso.com/

ピュアゴールド カフェ・スイーツ 沖縄市 沖縄市上地1-15-3 1F(右) 090-9782-5334

二代目 味しん 居酒屋・バー 豊見城市 豊見城市真玉橋314　1F 098-850-0388

スナック琥珀 その他飲食店 宜野湾市 宜野湾市普天間2-15-21　104 090-9780-0020

中城ハイウェイショップ（上り線）売店 沖縄そば・食堂 中城村 中城村新垣1825 098-895-2052 http://okinawa-ds.jp

シュルティー その他飲食店 うるま市 うるま市宮里202-1 098-974-0898

麻衣 その他飲食店 那覇市 那覇市前島3-12-6　砂川ビル1F 090-6424-1624

ミュージックランドM 居酒屋・バー 沖縄市 沖縄市胡屋1-9-9

E酒処 居酒屋・バー うるま市 うるま市宮里203-5　マルマサビル2F 098-973-5653

華 その他飲食店 うるま市 うるま市赤道279 安里ビル1F 090-1944-2071

Maharo カフェ・スイーツ 沖縄市 沖縄市中央1-7-17 090-1179-5387

大衆洋風酒場アカミチトラフィック 居酒屋・バー 宜野湾市 宜野湾市赤道1-3-11 098-911-4245 https://akamichitraffic.owst.jp/

ず その他飲食店 うるま市 うるま市石川1-51-17光ﾋﾞﾙ102 090-3792-6867

かりんだ その他飲食店 うるま市 うるま市石川白浜1-6-16 098-965-4754

メルファム その他飲食店 うるま市 うるま市石川1-52-5　ナイトイン城ビル103 070-5690-3606

スナック ドルフィン 居酒屋・バー 糸満市 糸満市糸満989-77 098-995-1288

古民家cafe 喜色 カフェ・スイーツ 名護市 名護市饒平名19 0980-52-8126

喜楽 その他飲食店 沖縄市 沖縄市美里1-7-6 070-5536-7707

スナック･バー AMANDA (アマンダ) 居酒屋・バー 名護市 名護市城1-3-17

ぱいかじ国際通り久茂地店 居酒屋・バー 那覇市 那覇市久茂地3-29-68　久茂地産業ビル201 098-868-8557

牛角 国際通り店 居酒屋・バー 那覇市 那覇市久茂地3-2-23　2F・3F 098-864-0141

肉や食堂inへんざ レストラン（和・洋・中） うるま市 うるま市与那城平安座252 090-8823-7130

飾菜美酒 沖縄 芯酔屋 居酒屋・バー 那覇市 那覇市久茂地2-25-1 098-867-8811 https://biyumaru.com

Club VEGAS 居酒屋・バー 名護市 名護市辺野古164-6 0980-43-6826

TITANS Bar 居酒屋・バー 名護市 名護市辺野古168-12 0980-43-0829

スナックトパーズ その他飲食店 那覇市 那覇市安里388-10 ラポールビル6F 098-887-7491

モンロー その他飲食店 沖縄市 沖縄市諸見里1-24-21　ちとせビル1F 080-6495-1965

泡盛と小料理 いちゃびら 居酒屋・バー 宜野湾市 宜野湾市真栄原2-28-2

あじとや 沖縄そば・食堂 那覇市 那覇市首里崎山町1-37-3 098-955-5706 http://ajitoya.okinawa

グローリー その他飲食店 うるま市 うるま市赤道173-17 阿波根店舗1階 090-3323-2286

HEART その他飲食店 うるま市 うるま市赤道173-4　一和ビル1FB号室 090-7464-1633

酒処 苺 その他飲食店 うるま市 うるま市赤道723　久田店舗103 090-1945-1472

えん その他飲食店 那覇市 那覇市松山2-12-2　プラーカニッシン103 090-6866-3733

担々亭 レストラン（和・洋・中） 中城村 中城村南上原448-1 098-895-5138

カフェ MAX カフェ・スイーツ うるま市 うるま市石川曙2-3-1　1F 090-4775-7198
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宴 その他飲食店 那覇市 那覇市安里388-22

Guilty’sDrunker’ｓ カフェ・スイーツ 那覇市 那覇市牧志3-1-4 098-943-6699

カラオケハウス愛 居酒屋・バー 那覇市 那覇市小禄1287-1　ウインズビル5-A

サーコ その他飲食店 那覇市 那覇市壺屋1-10-11 090-4997-3902

集 その他飲食店 那覇市 那覇市安里388　1F

串屋物語 その他飲食店 豊見城市 豊見城市字豊崎3-35　イーアス沖縄豊崎3F 098-851-1819 http://fujiogroup.com

さち福や 沖縄そば・食堂 豊見城市 豊見城市字豊崎3-35　イーアス沖縄豊崎3F 098-856-7556 http://fujiogroup.com

トレンディー その他飲食店 沖縄市 沖縄市城前町1-17  2F

The Paddy Macs レストラン（和・洋・中） 沖縄市 沖縄市中央2-7-44

スナック まごころ その他飲食店 沖縄市 沖縄市照屋1-4-3 098-938-5025

ONE TWO CURRY OKINAWA 沖縄そば・食堂 那覇市 那覇市おもろまち4-17-14　クイーンヒルズビル1F

めん匠 沖縄そば・食堂 沖縄市 沖縄市上地2-9-15

恵ちゃん その他飲食店 沖縄市 沖縄市上地1-14-19　仲程スナック1階中部屋

Agudus 居酒屋・バー 那覇市 那覇市東町12-1 ミリオンプラザⅡ3-A 098-869-1825

民謡スナック友小 その他飲食店 那覇市 那覇市久茂地2-16-3  KM久茂地ビル2階 098-863-2558

佳（かない） 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B1-C 080-5133-5458

華の屋 居酒屋・バー 沖縄市 沖縄市照屋1-5-7

カラオケスナック シーサー その他飲食店 糸満市 糸満市西崎6-8-5 西崎パークサイドビル3-B 098-987-0301

れん その他飲食店 沖縄市 沖縄市上地2-9-5 みやすビル2F

くいもんBAR FOX 居酒屋・バー 沖縄市 沖縄市園田3-3-21  2F 098-933-1840

カラオケ酒家 Genie 居酒屋・バー 那覇市 那覇市古波蔵2-24-23　なかよくビル1階 090-3794-4147

スナック カルチェ その他飲食店 那覇市 那覇市古波蔵2-24-24 098-831-6728 kazuko1771@yahoo.ne.jp

ロイヤルホテル沖縄残波岬 ティラウンジ エメラルド カフェ・スイーツ 読谷村 読谷村宇座1575 098-958-5000 https://www.daiwaresort.jp/okinawa/resutaurant/index.html/

ロイヤルホテル沖縄残波岬 焼肉レストラン ロイヤルパーム 焼肉・ステーキ・しゃぶしゃぶ 読谷村 読谷村宇座1575 098-958-5000 https://www.daiwaresort.jp/okinawa/resutaurant/index.html/

ロイヤルホテル沖縄残波岬 バイキングレストラン コローネ レストラン（和・洋・中） 読谷村 読谷村宇座1575 098-958-5000 https://www.daiwaresort.jp/okinawa/resutaurant/index.html/

ロイヤルホテル沖縄残波岬 日本料理琉球料理 花織 レストラン（和・洋・中） 読谷村 読谷村宇座1575 098-958-5000 https://www.daiwaresort.jp/okinawa/resutaurant/index.html/

ロイヤルホテル沖縄残波岬 スカイレストラン ラファール レストラン（和・洋・中） 読谷村 読谷村宇座1575 098-958-5000 https://www.daiwaresort.jp/okinawa/resutaurant/index.html/

Skal（スコール） その他飲食店 沖縄市 沖縄市上地2-9-5　みやす商事ビル2F 098-932-8270

CoCo茶屋 レストラン（和・洋・中） 沖縄市 沖縄市安慶田3-7-1

菜々 その他飲食店 沖縄市 沖縄市泡瀬6-15-22　ビサージビル102 090-1942-8759

CHIHANA CAFE その他飲食店 沖縄市 沖縄市胡屋3-31-4（１F） 080-3606-0149

彩りキッチン レストラン（和・洋・中） 沖縄市 沖縄市松本4-19-3　丸幸アパート1F 098-989-6111

居酒屋風カラオケスナック 喜多郎 居酒屋・バー 那覇市 那覇市首里石嶺町3-77-1　102号 098-887-0795

ティラミス その他飲食店 那覇市 那覇市久米1-1-24　アップルビル2-C 098-869-0829

小料理 一宮丸 その他飲食店 うるま市 うるま市赤道2-16　ODCビル2-2（旧：佐久田設計ビル） 090-8294-8289

居酒屋ふくぎ 居酒屋・バー 那覇市 那覇市銘苅1-16-5　2階 098-861-8393

ポプリ食堂 沖縄そば・食堂 沖縄市 沖縄市中央3-16-8 098-939-2066

心 その他飲食店 うるま市 うるま市みどり町4-12-20　グリーンタウンビル1階102号 080-3955-0982

うさぎno登り坂 居酒屋・バー 那覇市 那覇市壺屋1-10-10　グランドパラダイスビル2-A 098-863-9355

カラオケ昭和 その他飲食店 沖縄市 沖縄市山里2-1-3

ローズ その他飲食店 沖縄市 沖縄市園田3-11-38　具志堅店舗104号

スマイル食堂＆Cafe 沖縄そば・食堂 本部町 本部町崎本部920 080-6493-0029

山河 その他飲食店 うるま市 うるま市石川白浜1-6-12

美（ちゅら） その他飲食店 名護市 名護市城2-7-23　ナゴプラザビル3-B 0980-54-2726

食処 小料理 K その他飲食店 うるま市 うるま市石川白浜1-5-46　2F 080-3978-5210

ドルフィン その他飲食店 宜野湾市 宜野湾市新城1-20-5 098-892-2881

スナック光 その他飲食店 名護市 名護市大東2-13-15 090-7921-9049

四姉妹 居酒屋・バー 那覇市 那覇市樋川2-3-1　のうれんプラザ105

リンパエステ＆カフェ メルシー カフェ・スイーツ 那覇市 那覇市久米2-2-5　2F 090-7443-0900

CLUB NoNo 居酒屋・バー 名護市 名護市城1-1-21　サミットビル3階C室 080-6493-6756
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スナック花・花 その他飲食店 国頭村 国頭村辺士名277 090-4470-8750

サロン 蘭 その他飲食店 国頭村 国頭村辺士名278 080-1533-2155

ムイ・ポッコ 沖縄そば・食堂 那覇市 那覇市壷川3-4-10 098-855-4801

スナック 涼 その他飲食店 沖縄市 沖縄市大里2-27-18　島アパート102号 098-939-5565

咲レストラン レストラン（和・洋・中） 南風原町 南風原町字照屋301-18 098-851-8458

いしぐふー港町店 沖縄そば・食堂 那覇市 那覇市港町2-3-12 080-5825-5352 https://www.ishigufu.jp/shop/minatomachi

日々青天 その他飲食店 那覇市 那覇市松山2-22-15

ノジック 居酒屋・バー 那覇市 那覇市牧志1-1-39　ステップビル5F 098-867-5030

バーテンダーズカフェ ヴィゴラス 居酒屋・バー 那覇市 那覇市牧志1-20-13　SO久茂地ビル2F 098-917-4987

抱瓶沖縄店 居酒屋・バー 那覇市 那覇市久茂地2-18-1 098-860-1046 https://dachibin-okinawa.com/

どさんこ食堂 カムイ 居酒屋・バー 那覇市 那覇市壺屋1-4-15　コントラストビル1F 090-9528-4258

小料理 華百合 その他飲食店 沖縄市 沖縄市上地2-2-13 098-933-5020

百・もも その他飲食店 沖縄市 沖縄市園田3-7-6　島袋アパート1F 090-9586-9556

居酒屋 ゆかり食道 居酒屋・バー 与那原町 与那原町字与那原607-1 098-946-5789

万部屋 居酒屋・バー 那覇市 那覇市松尾2-11-16

我自由家 居酒屋・バー 那覇市 那覇市泉崎1-13-20　１Ｆ 098-867-2400

ホワイトボード 居酒屋・バー 那覇市 那覇市泉崎1-14-7　阮氏ビル303 090-9655-0709

もつやき松井 居酒屋・バー 那覇市 那覇市牧志1-9-17及川ビル1階 098-866-9489

ツチトイブキ 居酒屋・バー 那覇市 那覇市松尾2-7-27　プチメゾンド松尾1F 080-3906-9753 https://tsuchitoibuki.com/

ワイン食堂トランク イタリアゴハン 久茂地店 居酒屋・バー 那覇市 那覇市久茂地3-6-13　1F 098-866-5355 https://tsuchitoibuki.com/

スナック喫茶プリンス その他飲食店 沖縄市 沖縄市上地1-4-2（2F） 098-932-4806

スナック＆バー ブルート その他飲食店 宜野湾市 宜野湾市真栄原1-1-15　ライトビル1F

舜莅 しゅんり その他飲食店 那覇市 那覇市泉崎1-14-7　阮氏ビル201号室 090-7444-9776

小料理 和香 その他飲食店 うるま市 うるま市赤道335 080-6490-7002

スナック ハワイ その他飲食店 名護市 名護市字辺野古144-2 0980-55-2109

りーさん堂 居酒屋・バー 那覇市 那覇市久茂地1-5-3　1F 080-6485-0202

憩い処 酔月 居酒屋・バー 那覇市 那覇市久米2-20-21　八木ビル102号 098-876-7677

餃子屋 弐ノ弐 牧志店 居酒屋・バー 那覇市 那覇市牧志3-13-10 098-868-7922 https://www.ninoni.jp

ミスティー カフェ・スイーツ 嘉手納町 嘉手納町嘉手納454 098-957-2382

肉酒場 ジャッカス 居酒屋・バー 南城市 南城市佐敷字新開1-238　シャンポール佐敷1棟116

サンゴの花 居酒屋・バー 与那原町 与那原町字与那原3575-1-201

来夢 居酒屋・バー 沖縄市 沖縄市美里1-14-3 080-3998-8187

やぎ御やぁ その他飲食店 那覇市 那覇市長田2-3-13 1F 080-3908-9277

食堂かりか レストラン（和・洋・中） 南城市 南城市玉城百名1360 098-988-8178

小料理 名護家 その他飲食店 糸満市 糸満市照屋1242-1 098-994-5522

焼肉 ゆうえな 焼肉・ステーキ・しゃぶしゃぶ 豊見城市 豊見城市真玉橋135　NPKビル1-A 098-996-1447

やんばるビストロ ルアナ レストラン（和・洋・中） 本部町 本部町字山川1421-1 0980-51-7800 https://www.ala-mahaina.com/restaurant/

ティーダダイニング心彩身 レストラン（和・洋・中） 名護市 名護市宮里453-1 0980-53-0031 https://www.yugaf.com/restaurants

海鮮酒家 中山 居酒屋・バー 宮古島市 宮古島市平良字西里1-10 0980-73-1959 http://www.chu-zan.jp/index.html

島唄楽園 美ら美ら 居酒屋・バー 宮古島市 宮古島市平良字西里182 0980-73-3130 http://www.chu-zan.jp/index.html

北大地 有雅亭 居酒屋・バー 北谷町 北谷町浜川52 098-936-6739

唵 呵呵（んかっか） 沖縄そば・食堂 南風原町 南風原町字新川46-1 098-889-1294 https://nnkakka.ti-da.net/

パトラ その他飲食店 名護市 名護市城1-8-6　ＳＳプラザビル102

レストランうりずん レストラン（和・洋・中） 本部町 本部町字渡久地861-1 0980-47-2321 http://www.motoburesort.jp

郷土料理の店 姫田屋 その他飲食店 那覇市 那覇市首里石嶺町4-208 098-884-6458

GRGホテル那覇東町 その他飲食店 那覇市 那覇市東町6-16 098-862-7200 https://www.grghotelnaha-h.com/

カフェラウンジ Luna・sol（ルナ・ソル） レストラン（和・洋・中） 北中城村 北中城村字ライカム547 098-989-7981 hpdsp.jp/yensry.com/

花びより その他飲食店 沖縄市 沖縄市胡屋1-9-6

Jasmine（茉莉花） その他飲食店 沖縄市 沖縄市大里2-27-28 ナイトイレブン2-E号

laule'a 居酒屋・バー 読谷村 読谷村楚辺2260-2　1F 080-6485-9295
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ジャイタイ（302） その他飲食店 北中城村 北中城村字ライカム１ イオンモール沖縄ライカムフードコート 098-923-5667 https://www.jaithai.co.jp/

リーズキッチン（304） その他飲食店 北中城村 北中城村字ライカム１ イオンモール沖縄ライカムフードコート 098-923-3514

そば紀行（305） その他飲食店 北中城村 北中城村字ライカム１ イオンモール沖縄ライカムフードコート 098-989-8929 https://okinawarycom-aeonmall.com/shop/detail/304

タコライスcafe きじむなぁ イオンモール沖縄ライカム店（306） その他飲食店 北中城村 北中城村字ライカム１ イオンモール沖縄ライカムフードコート 098-923-5880 www.omutaco.com

ローストビーフ星（307） その他飲食店 北中城村 北中城村字ライカム１ イオンモール沖縄ライカムフードコート 098-982-2016 https://www.createrestaurants.com/?

マノアパンケーキハウス（308） その他飲食店 北中城村 北中城村字ライカム１ イオンモール沖縄ライカムフードコート 098-982-2012 https://www.createrestaurants.com/?

ブルーウォーターシュリンプ（309・310） その他飲食店 北中城村 北中城村字ライカム１ イオンモール沖縄ライカムフードコート 098-923-0366

とりから一番（311） その他飲食店 北中城村 北中城村字ライカム１ イオンモール沖縄ライカムフードコート 098-982-2009 https://www.createrestaurants.com/?

博多天ぷら たかお（314） 沖縄そば・食堂 北中城村 北中城村字ライカム１ イオンモール沖縄ライカムフードコート 098-930-3535

つけ麺 舎楽（317） ラーメン 北中城村 北中城村字ライカム１ イオンモール沖縄ライカムフードコート 098-923-5766

ラーメン魁力屋（318） ラーメン 北中城村 北中城村字ライカム１ イオンモール沖縄ライカムフードコート 098-923-5878 https://www.kairikiya.co.jp/

淡路島カレー＆琉球卵とじ丼（401） その他飲食店 北中城村 北中城村字ライカム１ イオンモール沖縄ライカムフードコート 098-988-7188 https://okinawarycom-aeonmall.com/

麺場田所商店（402） ラーメン 北中城村 北中城村字ライカム１ イオンモール沖縄ライカムフードコート 098-989-7899 https://okinawarycom-aeonmall.com/

あんかけチャーハンの店香港張家飯（403） レストラン（和・洋・中） 北中城村 北中城村字ライカム１ イオンモール沖縄ライカムフードコート 098-923-2800

丸亀製麺（404） その他飲食店 北中城村 北中城村字ライカム１ イオンモール沖縄ライカムフードコート 098-930-5108 https://www.marugame-seimen.com/

リンガーハット（405） その他飲食店 北中城村 北中城村字ライカム１ イオンモール沖縄ライカムフードコート 098-923-5503

デザート王国（406） カフェ・スイーツ 北中城村 北中城村字ライカム１ イオンモール沖縄ライカムフードコート 098-982-2005 https://www.createrestaurants.com/?

サーティワンアイスクリーム（407） カフェ・スイーツ 北中城村 北中城村字ライカム１ イオンモール沖縄ライカムフードコート 098-923-5731

博多だるまSOUTH JAPAN（408） ラーメン 北中城村 北中城村字ライカム１ イオンモール沖縄ライカムフードコート 098-930-7880

JACK IN THE DONUTS（409） その他飲食店 北中城村 北中城村字ライカム１ イオンモール沖縄ライカムフードコート 098-989-0189 http://jack-donuts.jp/

マクドナルド（410） その他飲食店 北中城村 北中城村字ライカム１ イオンモール沖縄ライカムフードコート 098-923-5678

築地銀だこ（411） その他飲食店 北中城村 北中城村字ライカム１ イオンモール沖縄ライカムフードコート 098-931-0288 https://www.gindaco.com/

上海キッチン その他飲食店 北中城村 北中城村字ライカム１ イオンモール沖縄ライカムフードコート 098-933-7550

CORE CURRY その他飲食店 北中城村 北中城村字ライカム１ イオンモール沖縄ライカムフードコート 050-8881-3176

BAR BIAACHA 居酒屋・バー 北谷町 北谷町北谷1-11-15-2F

えん その他飲食店 那覇市 那覇市西1-21-11 AZビル1階１－C号室 090-9723-8977

Sachiko その他飲食店 うるま市 うるま市高江洲985-3 090-9402-5053

農業生産法人 株式会社伊江牛 若狭直営店 居酒屋・バー 那覇市 那覇市若狭2-4-22 池村ビル1階 098-868-2911

勝 居酒屋・バー 読谷村 読谷村都屋257-2階 098-956-2945

howlin'g 居酒屋・バー 那覇市 那覇市壺屋1-10-8 090-5025-4951

膳 レストラン（和・洋・中） 読谷村 読谷村瀬名波628 098-958-0555 https://zen-okinawa.gorp.jp/

サザンカムフォート 居酒屋・バー 沖縄市 沖縄市胡屋5-26-21 098-932-8771

OLIVE OYL カフェ・スイーツ 那覇市 那覇市安里1-1-60 太永ビル3F 3-D号室 090-5736-7101

びっくりドンキー りうぼう天久店 レストラン（和・洋・中） 那覇市 那覇市天久1-1-1 098-863-1029

ゴンチャ 沖映通り店 カフェ・スイーツ 那覇市 那覇市牧志2-1-5 098-988-1321

結 その他飲食店 那覇市 那覇市泉崎1-12-4　マラカイト泉崎3-A 090-6868-6609

スナック きら その他飲食店 那覇市 那覇市安里388-105　1F 098-832-3648

voz de risa レストラン（和・洋・中） 那覇市 那覇市松山1-19-13　ヨヘナビル1F 098-943-5821

スナック＆きっさ JOY その他飲食店 うるま市 うるま市勝連平安名1793-3

門 その他飲食店 名護市 名護市城2-7-23 0980-54-0538

チャンス その他飲食店 名護市 名護市城1-3-19　C-3号

居酒屋 せせらぎ 居酒屋・バー 豊見城市 豊見城市字平良98-1 098-856-5898

喫茶 合図森 その他飲食店 浦添市 浦添市勢理客3-8-6　1F 098-877-9394

N その他飲食店 うるま市 うるま市赤道173-4 一和ﾋﾞﾙ2-F

焼肉工房 圑 焼肉・ステーキ・しゃぶしゃぶ 那覇市 那覇市小禄2-3-16 098-857-8919

スナック 和 その他飲食店 石垣市 石垣市字石垣264

こてまり 沖縄そば・食堂 那覇市 那覇市久茂地3-6-11　メゾン久茂地1階 098-861-7346

カラオケ＆酒処 さんぽみち その他飲食店 宜野座村 宜野座村松田1654-1 2F 098-968-5047 https://www.sanpomichi5047.com

スナック 真知 沖縄そば・食堂 那覇市 那覇市泊2-5-7 098-867-6547

マイハウス その他飲食店 宜野湾市 宜野湾市大山2-1-27 098-898-4447
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BROTHER 居酒屋・バー 沖縄市 沖縄市上地2-8-13　カーサリコリス103 090-7290-4106

Musub’s Bar Happiness 居酒屋・バー 宜野湾市 宜野湾市大山2-1-10  2F右 090-6862-5606

カフェ ときわ カフェ・スイーツ 沖縄市 沖縄市美里1-19-10 070-5414-2331

肉割烹29 焼肉・ステーキ・しゃぶしゃぶ 那覇市 那覇市西1-10-8　大城マンション102 098-987-6029

炭火焼とり ながた 宜野湾店 居酒屋・バー 宜野湾市 宜野湾市宜野湾2-3-2 098-892-8288

大衆ろばた焼酒場 足立屋 居酒屋・バー 宜野湾市 宜野湾市伊佐3-29-2　リバーサイドマンション102 098-963-9295

BAR LUXE 居酒屋・バー 那覇市 那覇市松山1-18-10　プランビル松山2階 098-861-2296

EAST その他飲食店 那覇市 那覇市松山2-29-1フェニックスビル6F602号 098-863-9986

スナック みなみ その他飲食店 国頭村 国頭村字辺士名413-1 0980-41-5843

ちゃあがんじゅう その他飲食店 国頭村 国頭村辺士名412 090-1870-8972

舞舞 居酒屋・バー 沖縄市 沖縄市美里1-12-12　右側 080-2051-9635

千草 その他飲食店 沖縄市 沖縄市美里1-17-11 090-1947-7446

りぼん 居酒屋・バー 沖縄市 沖縄市美里1-4-38 098-934-1995

カラオケ 遊 居酒屋・バー 沖縄市 沖縄市美里1-4-38 070-3803-8899

バイキング弁当 菜菜 その他飲食店 那覇市 那覇市久米1-16-7 090-6866-1277

コンボ その他飲食店 那覇市 那覇市字上間245-1　南風ビル101号室 098-855-8887

Bar Lounge 凛 居酒屋・バー 那覇市 那覇市松山1-8-8　オーキッド松山3-B 098-875-7719

Cocoa 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ﾋﾞﾙ2F 098-860-5150 https://www.hotpepper.jp/strJ000940370/

酒Bar Moromi 居酒屋・バー 浦添市 浦添市城間2-2-14 070-4423-2135

村咲 居酒屋・バー 那覇市 那覇市牧志3-11-17　屋台番号14 070-5693-9338

石垣屋 焼肉・ステーキ・しゃぶしゃぶ 石垣市 石垣市真栄里547-7 0980-82-4400 https://ishigakiya.com/

大吉 名護店 居酒屋・バー 名護市 名護市為又1219-149 0980-54-0125

小料理 立っ花 居酒屋・バー 読谷村 読谷村字波平2414-2NEW遊プラザ2F 098-958-6741

小料理居酒屋 栄喜 居酒屋・バー 那覇市 那覇市久米1-2-9 098-867-8277

月音 居酒屋・バー 那覇市 那覇市国場402　金城アパート205 080-9242-6127

南龍園 レストラン（和・洋・中） 金武町 金武町金武10500 098-968-3319

あっとほーむ居酒屋 ここです本部家 居酒屋・バー 本部町 本部町大浜863-4　大都ビル3F　3-A 0980-47-3386

BLUE OCEAN 居酒屋・バー 那覇市 那覇市東町5-15　朝日ビル202 098-860-2277

BAR SKY ROSE 居酒屋・バー 那覇市 那覇市東町5-14　ポストビル203 098-863-8653

LIZA'S Garlic House 居酒屋・バー 金武町 金武町金武4146-4 090-9786-5476

鮨 寄宮 たいら レストラン（和・洋・中） 那覇市 那覇市寄宮2-34-23　1階 090-6862-9662 https://www.facebook.com/susiyoseniyataira/

crush 居酒屋・バー 那覇市 那覇市久茂地3-5-7　久茂地第一マンション102 098-988-1915

カラオケ・パブ PANKY・WOMAN その他飲食店 沖縄市 沖縄市大里2-27-28　ナイト11ビル1-B 090-1943-8011

プリティークィーン その他飲食店 沖縄市 沖縄市胡屋1-14-6 098-939-9341

魚屋直営食堂 魚まる 沖縄そば・食堂 那覇市 那覇市高良3-5-1 098-987-0889

スナック 洋子 居酒屋・バー 金武町 金武町金武4240 080-1778-3786

麺屋 あぐり ラーメン 読谷村 読谷村波平1817-5　長濱店舗右 098-958-0304

焼肉萬たく 焼肉・ステーキ・しゃぶしゃぶ 那覇市 那覇市牧志3-3-20 098-923-2929

麺樹 沖縄そば・食堂 那覇市 那覇市安里386　1F 090-2390-2114

BAR RIZE 居酒屋・バー 那覇市 那覇市安里388-6

BAR MAJORITY 居酒屋・バー 那覇市 那覇市寄宮3-12-17

BAR Between 居酒屋・バー 那覇市 那覇市長田1-23-22

BAR 弁K 居酒屋・バー 那覇市 那覇市古波蔵2-24-24

BAR 夢叶象ガネーシャ 居酒屋・バー 那覇市 那覇市寄宮3-15-17

とらじ 居酒屋・バー 糸満市 糸満市糸満989-90　金城アパート101 070-5278-6783

うみぞら 居酒屋・バー 読谷村 読谷村波平2414遊プラザ2F中央 098-958-5881 https://s.tabelog.com/okinawa/A4703/A470304/47005876/top_amp/

食工房まほろば 沖縄そば・食堂 糸満市 糸満市字糸満2228 090-6859-7431

Den・Den 居酒屋・バー 那覇市 那覇市大道172-20　サンマリアビル301 090-8291-4748

オーシャンズピザ レストラン（和・洋・中） 読谷村 読谷村字高志保915 Gala青い海内 098-958-7711

GOLD・ 居酒屋・バー 金武町 金武町金武4144-11 098-960-0228
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Howdy Stand 居酒屋・バー 那覇市 那覇市牧志1-3-68　1F

Bistro Howdy 居酒屋・バー 那覇市 那覇市松川279-1　武村ビル201号

Howdy Garden 居酒屋・バー 那覇市 那覇市松尾2-11-13コーポうえず1F左 098-943-1980

Barry's 居酒屋・バー 北谷町 北谷町美浜9-7　PLAZA　5　1F

カラオケじゅん その他飲食店 宜野湾市 宜野湾市大山2-21-6 090-1948-4562

パープル レイン カフェ・スイーツ 名護市 名護市城1-9-3 0980-53-4708

もーあしび その他飲食店 那覇市 那覇市上間545 098-831-7068

築地魚河岸 魚魚万 アトール大里店 沖縄そば・食堂 南城市 南城市大里仲間 1152 098-943-8699

鉄板焼きダイニング 美らSUN その他飲食店 本部町 本部町浜元189 0980-43-6886 https://teppanyakichurasun.jimdosite.com

スタンド COCO 居酒屋・バー 浦添市 浦添市屋富祖4-1-3 090-8352-4382

すなっく あおいうみ その他飲食店 石垣市 石垣市美崎町13-8

ホテル日航アリビラ ビーチスナック ソル レストラン（和・洋・中） 読谷村 読谷村儀間600 098-982-91111 https://www.alivila.co.jp

ホテル日航アリビラ ロビーラウンジ アリアカラ レストラン（和・洋・中） 読谷村 読谷村儀間600 098-982-91111 https://www.alivila.co.jp

ホテル日航アリビラ ブラッスリーベルデマール レストラン（和・洋・中） 読谷村 読谷村儀間600 098-982-91111 https://www.alivila.co.jp

ホテル日航アリビラ 中国料理金紗沙 レストラン（和・洋・中） 読谷村 読谷村儀間600 098-982-91111 https://www.alivila.co.jp

ホテル日航アリビラ 日本料理・琉球料理佐和 レストラン（和・洋・中） 読谷村 読谷村儀間600 098-982-91111 https://www.alivila.co.jp

ホテル日航アリビラ 鉄板焼護佐丸 レストラン（和・洋・中） 読谷村 読谷村儀間600 098-982-91111 https://www.alivila.co.jp

焼肉酒場 てびち家本舗 居酒屋・バー 那覇市 那覇市松山1-13-1 098-867-7177

創作居食家 やえん 居酒屋・バー 那覇市 那覇市松山1-12-5　パステルTMビル　1F 098-862-7678

Snack×Snack その他飲食店 糸満市 糸満市字西崎6-7-3 D-oneビルディング5階501号 098-992-4555

島料理 やふぁやふぁ 居酒屋・バー 石垣市 石垣市大川260 090-1948-3161

亜洲飯店（アジア） レストラン（和・洋・中） 宜野湾市 宜野湾宜野湾3-15-9 098-892-2626

レストラン とんかつ一番 レストラン（和・洋・中） 宮古島市 宮古島市平良字西里993-25 0980-72-0508

ノーリーズダイナー レストラン（和・洋・中） 那覇市 那覇市泉崎1-17-9 098-863-7044

ダイニング Ryugu その他飲食店 那覇市 那覇市東町6-18　パーム東町ビル2-A

有限会社キャッスルハイランダー レストラン（和・洋・中） うるま市 うるま市天願156-1 098-972-4143

食彩酒家 シーズ 居酒屋・バー 那覇市 那覇市松川2-16-15　101号 098-887-1523

Dining cafe mam.marl カフェ・スイーツ 宜野湾市 宜野湾市志真志4-32-13 080-6484-5710

ラウンジグリーンレインボー その他飲食店 那覇市 那覇市東町12-1ミリオンプラザⅡ1-C 098-862-3377

炭火Bar GuluGulu 居酒屋・バー 宜野湾市 宜野湾市真志喜3-19-10　1F 098-988-3192 https://www.facebook.com/bar.gulugulu

お食事処ゆい 沖縄そば・食堂 宜野湾市 宜野湾市志真志4-7-11 098-897-6622

カラオケ・スナック きみの瞳 その他飲食店 那覇市 那覇市宇栄原3-28-1　カリータウン3－C

ESTINATE LOUNGE レストラン（和・洋・中） 那覇市 那覇市松山2-3-11 098-943-4900 https://estinate.com/resutaurant/

Newport Sushi レストラン（和・洋・中） 北谷町 北谷町宮城3-155　1F 098-926-0537

和 Dining なのに 居酒屋・バー 浦添市 浦添市港川1-3-6 098-877-3888

割烹 ちばな レストラン（和・洋・中） 浦添市 浦添市城間4-27-6 098-878-0306

COBY レストラン（和・洋・中） 北谷町 北谷町港8-8 098-989-5467

酒・味処 武 居酒屋・バー 石垣市 石垣市石垣156-6　国吉ビル1F 0980-88-5641

焼酎くりや螢 居酒屋・バー 那覇市 那覇市牧志1-14-18　下地貸店舗1F 098-861-2400

より処かなさ-愛- その他飲食店 うるま市 うるま市赤道54-1 090-8669-8753

らーめんふぶき 那覇店 ラーメン 那覇市 那覇市長田1-24-21　コーポ田仲111 098-851-3179 https://www.fubuki-group.com/

やんばる船 居酒屋・バー 浦添市 浦添市伊祖2-8-2 098-876-0593 https://www.yanbarusen.okinawa

ichi coffee カフェ・スイーツ 那覇市 那覇市松尾2-11-16　1F左 070-5817-7073

GLAMOROUS 沖縄そば・食堂 北谷町 北谷町北前1-17-9　仲座ビル102 098-989-7458

七輪焼肉安安 糸満店 焼肉・ステーキ・しゃぶしゃぶ 糸満市 糸満市潮平725-1 098-995-2051

郷 居酒屋・バー 那覇市 那覇市久茂地3-25-10　1F 098-863-2312

Kume Sakaba 2903 沖縄そば・食堂 那覇市 那覇市久米2-8-14　久米8番館1F-1 098-917-2446

スナック あさ その他飲食店 那覇市 那覇市牧志1-3-32たから苑2F201 098-861-4012

食堂 faidama 沖縄そば・食堂 那覇市 那覇市松尾2-12-14　カサグランデ松尾1F 098-953-2616 https://faidama.com

パパイヤ その他飲食店 那覇市 那覇市宇栄原1-28-1　ハラ産業ビル1F 098-858-4542
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順子の部屋 その他飲食店 那覇市 那覇市松山1-15-11　オキタビル3階 098-868-8899

月光 その他飲食店 那覇市 那覇市壺屋1-9-11　なかよく壺屋ビル1F 098-943-8477

カラオケ小料理 しき之助 その他飲食店 読谷村 読谷村波平1070-1  波平ビル203 098-958-6707

チェリッシュ カフェ・スイーツ 名護市 名護市大北1-1-26 0980-52-3085

ワビスケ浅田 その他飲食店 宜野湾市 宜野湾市愛知3-1-58  （101） 098-988-3929

おくだいら商店 居酒屋・バー 宮古島市 宮古島市平良字西里236　（2F） 0980-72-4030

ニューヨーク ニューヨーク その他飲食店 宮古島市 宮古島市平良字下里575　（B1） 0980-72-4136

カラオケ夜来香（イエライシャン） その他飲食店 宮古島市 宮古島市平良字西里116　１F北 080-3993-5888

夕波 その他飲食店 宜野座村 宜野座村漢那143 090-3792-4535

GAKUYA 居酒屋・バー 宮古島市 宮古島市平良字西里572-2 090-7290-8653

ラグーン（スナック） その他飲食店 沖縄市 沖縄市上地2-9-5みやす商事ビル201 098-988-7717

琉球家庭料理 葵屋 旭橋駅前店 居酒屋・バー 那覇市 那覇市東町11-18　東町プラネットビル1F 098-862-8258 https://home.tsuku2.jp/storeDetail.php?scd=0000118562

カンビレー その他飲食店 那覇市 那覇市古波蔵1-5-1 古蔵ビル105 098-853-3281

ステーション その他飲食店 沖縄市 沖縄市泡瀬4-24-15 パティオビル2F　H号室

スナック花 その他飲食店 宜野湾市 宜野湾市真栄原1-1-15

彩膳 日だまり 居酒屋・バー 那覇市 那覇市久茂地3-13-11　伊芸ビル2F 098-860-8672

カフェバー BUS STOP レストラン（和・洋・中） 南城市 南城市字つきしろ1600-24 098-953-3979

ビンビール酒場韋駄天 那覇久米店 居酒屋・バー 那覇市 那覇市久米1-16-1 098-943-8514

旬家 沖縄そば・食堂 浦添市 浦添市屋富祖4-5-3 080-3704-1732

くぅちゃん 居酒屋・バー 浦添市 浦添市屋富祖4-7-21 松島ビル2F 098-874-4337

尼が崎 居酒屋・バー 浦添市 浦添市屋富祖2-17-6 宮城ビル201 090-6868-6839

ハイボール酒場 とりもん 居酒屋・バー 那覇市 那覇市仲井真287 城間アパート103号室 098-836-3699

昌健 焼肉・ステーキ・しゃぶしゃぶ 糸満市 糸満市照屋1271-3 金福ビル1階 098-987-0429

神庄 レストラン（和・洋・中） 那覇市 那覇市泉崎2-3-8　ロイヤルハイツ泉崎1F 098-996-3704

和洋創作ダイニングはなび 居酒屋・バー 沖縄市 沖縄市美原2-28-7 098-934-8432

居酒屋ハンマー 居酒屋・バー 北谷町 北谷町上勢頭713-1　北谷ビル2F 098-923-5999 http://r.gnavi.co.jp/aprw6xzp0000/menu4/

バーガーキング屋富祖店 その他飲食店 浦添市 浦添市屋富祖3-34-2　メディカルプラザたろう１F 098-917-1613

ゴンチャ 浦添PARCO CITY店 カフェ・スイーツ 浦添市 浦添市西洲3-1-1　3階　3008区間 098-943-3789

ゴンチャ イーアス沖縄豊崎店 カフェ・スイーツ 豊見城市 豊見城市字豊崎3-35　2400区画 098-996-1219

カラオケスナック アリエス その他飲食店 那覇市 那覇市牧志3-2-34

虹企画（マザーズキッチン） 沖縄そば・食堂 恩納村 恩納村名嘉真2288-314 070-5495-1101

Eleganceカラオケカフェ 鷹 カフェ・スイーツ 宜野湾市 宜野湾市嘉数4-17-12 090-5022-0891

Leopard 居酒屋・バー 那覇市 那覇市東町11-18　東町プラネット2-B 098-867-9358

紋 居酒屋・バー 那覇市 那覇市安里388-6 098-886-6510

すみれ その他飲食店 那覇市 那覇市小禄1-39-11　1-A 098-880-7923

カフェトラットリア ピーノ・ヴィーノ レストラン（和・洋・中） 那覇市 那覇市高良3-3-17コーポナガミネ1階 098-859-0415 pinovino1999.com

スナック喫茶 ブルーム その他飲食店 名護市 名護市港2-7-2 0980-54-1170

スナック スマイル 居酒屋・バー 那覇市 那覇市宇栄原3-34-26 098-859-1018

アミューズメントバー WICKY（Music Bar BROS） 居酒屋・バー 浦添市 浦添市屋富祖3-2-1　宮城ビル2F 098-988-9243

スナック喫茶おれのみせ その他飲食店 うるま市 うるま市宮里205-7

AGEHA その他飲食店 うるま市 うるま市みどり町4-12-20  202号 090-1516-2096

ripalo 居酒屋・バー 嘉手納町 嘉手納町嘉手納178 098-956-4959

パブ喫茶OZ その他飲食店 与那原町 与那原町与那原1119　仲地ビル202

スナックあん・あん その他飲食店 うるま市 うるま市字宮里842-1 菊ビル（2-A） 090-3797-6405

スナック とーもー その他飲食店 那覇市 那覇市長田１-24-5　満月荘107 098-857-2100

梟 ～アウル～ その他飲食店 名護市 名護市城1－7－20　1F 0980-53-3353

マカナ その他飲食店 うるま市 うるま市高江洲1049-1　稲福ビル1-A 090-1179-1115

麗璃杏（れいりあん） その他飲食店 沖縄市 沖縄市上地2-2-15  1階 090-9781-4987

スナック千華 その他飲食店 沖縄市 沖縄市諸見里1-24-22 090-6858-6744

シュガー シャック 居酒屋・バー 那覇市 那覇市久茂地3-4-9 098-863-6201

85 / 180 ページ



店舗名 業種 市町村名 店舗所在地 店舗電話番号 店舗HP

沖縄県感染防止対策認証制度　認証店一覧（飲食業）

レストランふりっぱー レストラン（和・洋・中） 名護市 名護市宇茂佐162 0980-52-5678 www.flipper1971.com

ぽかぽか その他飲食店 那覇市 那覇市松山1-19-11  パ－クサイド松山4階　4-B号室 098-860-1886

やきとり 真栄原区 居酒屋・バー 宜野湾市 宜野湾市真栄原3-2-2 098-897-4840

ユマズ バー（yuma's BAR） 居酒屋・バー 宜野湾市 宜野湾市大山3-1-1（201）

Mexican foods Amigo 居酒屋・バー 那覇市 那覇市若狭1-17-21 070-4323-8295

さつき 居酒屋・バー 那覇市 那覇市壺屋2-18-6　TOMAビル1-Ｃ

歌謡道場 デュエット その他飲食店 嘉手納町 嘉手納町水釜474 098-956-9173

KAI カフェ・スイーツ 豊見城市 豊見城市豊崎5-1 098-840-6333 https://kai-booten.jp

生らむ苑 焼肉・ステーキ・しゃぶしゃぶ 那覇市 那覇市久米2-11-4　久米ガーデンビル1F 098-917-2948

ハイサイチキン 居酒屋・バー 那覇市 那覇市牧志2-15-12　比嘉ビル1F 090-6905-7888

とらちゃん 居酒屋・バー 沖縄市 沖縄市上地1-14-17（1F） 090-5730-0422

ビアガーデン ちょうちん屋台 焼肉・ステーキ・しゃぶしゃぶ 那覇市 那覇市久茂地2-14-22 098-862-1313

居酒屋 大勝 居酒屋・バー 名護市 名護市大南1-12-12 0980-54-2678

桜 その他飲食店 うるま市 うるま市赤道173-4　一和ビル2-H号室 098-988-7738

スナック喫茶 ひ～ろ～ その他飲食店 糸満市 糸満市糸満989-79 098-994-3141

ハート泥棒 その他飲食店 沖縄市 沖縄市大里2-30-18 098-939-4909

琉華 その他飲食店 沖縄市 沖縄市大里2-27-28（2-B） 090-9781-4236

小料理 天一 居酒屋・バー 沖縄市 沖縄市久保田1-10-33 098-932-1010

cheese love cheese うるま石川店 その他飲食店 うるま市 うるま市石川1-1-18（1F） 098-800-2184

バー美島桜 居酒屋・バー 沖縄市 沖縄市美里1-20-9 090-6859-7812

鮨処 もとい その他飲食店 那覇市 那覇市西1-5-8 西沖商マンション1F 098-866-9234 http://okinawa-motoi.com/

はっぴぃついんず 居酒屋・バー 沖縄市 沖縄市上地1-11-13 比嘉アパート1F 080-1701-4820

ちぬまん前兼久店 沖縄そば・食堂 恩納村 恩納村前兼久73 098-964-1717

ちぬまん 別邸 沖縄そば・食堂 恩納村 恩納村前兼久523-2 098-989-0987

ちぬまん 本部店 その他飲食店 本部町 本部町字石川946-1 0980-43-6061

万座邸 沖縄そば・食堂 恩納村 恩納村冨着9 098-923-0622

信濃路 沖縄そば・食堂 那覇市 那覇市首里大名町1-228-3-1F 098-886-6069

喫茶 海坊主 カフェ・スイーツ 石垣市 石垣市美崎町8-12 0980-82-3674

居酒屋 さくらみや 居酒屋・バー 名護市 名護市宮里1-5-13 080-6480-9709

スナック トラスティ その他飲食店 石垣市 石垣市美崎町9-4　プレイビル2F

スナック エスカルゴ その他飲食店 石垣市 石垣市美崎町10-2　センタービル2F

スナック Natural（ナチュラル） カフェ・スイーツ 名護市 名護市城1-3-7　2F 0980-54-6355

瀬底島マルシェ＆ジェラート PASTEL HEARTS カフェ・スイーツ 本部町 本部町字瀬底433 0980-43-6996

沖縄家庭料理 あいあい 沖縄そば・食堂 名護市 名護市城1-8-3 0980-54-1555

串焼き 鶏冠木 居酒屋・バー 那覇市 那覇市泉崎1-9-7 098-987-6433

スナックサロン 道 その他飲食店 名護市 名護市城1-7-20 090-1946-4642

酒処 みのり その他飲食店 沖縄市 沖縄市高原4-18-14 098-932-5815

イタリエーヌ レストラン（和・洋・中） 那覇市 那覇市銘苅180-1　朝忠ビル1F 098-867-9848

和風だいにんぐ 粋や 居酒屋・バー 那覇市 那覇市安里2-6-24　リファイン安里B101 098-861-2220

南来実 居酒屋・バー 那覇市 那覇市牧志3-11-19　1F 098-861-8340

陶冶処 風庵 その他飲食店 八重瀬町 八重瀬町友寄108 098-996-0020 shitsurai.ti-da.net

多楽製麺 居酒屋・バー 石垣市 石垣市美崎町11-5-1-G 0980-87-7132

ながた屋 居酒屋・バー 那覇市 那覇市識名3-16-21　1F 098-836-6588

焼鳥 ばってん 居酒屋・バー 沖縄市 沖縄市高原4-18-14 098-933-0802

おきなわステーキ 沖縄そば・食堂 那覇市 那覇市前島3-8-12 080-8350-6505

炭焼 串房’Sめおと橋店 居酒屋・バー 那覇市 那覇市前島3-21-20

炭焼串房’ｓ 居酒屋・バー 那覇市 那覇市前島3-6-1 098-861-5574

居食屋 喜食 居酒屋・バー うるま市 うるま市江洲489-4 098-973-4777

お食事 酒処 いこい 居酒屋・バー 名護市 名護市東江5-9-13 0980-54-5777 https://japanese-izakaya-restrant-1716.bisiness.site/

ふる里 沖縄そば・食堂 那覇市 那覇市久茂地1-1-1　パレットくもじB1 098-862-0979
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 ぴあす pierce 居酒屋・バー 那覇市 那覇市西1-21-11　AZビル4-A 080-1746-9546

居酒屋 ごなん坊 居酒屋・バー 那覇市 那覇市安里388-10永山ビル1F 090-5943-1820

mare 居酒屋・バー 那覇市 那覇市西1-20-13　タマキビル1F 090-4985-3081

夢舞台 沖縄そば・食堂 うるま市 うるま市上江洲44-1 080-8372-1102

ラウンジ 宴 その他飲食店 那覇市 那覇市松山1-15-11　松山オキタビル２階 098-866-7127

居酒屋 海礁（パヤオ） 居酒屋・バー 石垣市 石垣市新栄町10-5　1F 0980-83-3744

割烹・居酒屋はーりー 居酒屋・バー 石垣市 石垣市石垣344-19、20 0980-83-6791

花ずみ 居酒屋・バー 那覇市 那覇市久米2-24-12和宇慶アパート1F 098-866-1732

酒膳 眞榮田 レストラン（和・洋・中） 那覇市 那覇市久米2-11-22 098-943-8955

西崎6丁目酒場 どっとこむ。 居酒屋・バー 糸満市 糸満市西崎6-4-10エスペランサ101 098-880-0614

Lounge 越百 その他飲食店 うるま市 うるま市石川1-51-20

ナツメロ館 みらい その他飲食店 八重瀬町 八重瀬町字上田原208-3　東宝ビル20　103 070-5410-3862

スナック おやじの店 その他飲食店 浦添市 浦添市屋富祖2-16-17玉城ビル2F 090-7388-5259

Bougatei 橙 居酒屋・バー 那覇市 那覇市壺屋2-14-8　1F 098-853-0735

so bubble parlor カフェ・スイーツ 南風原町 南風原町津嘉山1613-5　与座アパートⅡ　103号 098-917-1535 http://www.instagram.com/sbparlorokinawa/

琉球ダイニング花風～はなふう～ レストラン（和・洋・中） 那覇市 那覇市西3-2-1 098-868-2222 https://www.loisir-naha.com/restaurant/

中華ダイニング花風～はなふう～ レストラン（和・洋・中） 那覇市 那覇市西3-2-1 098-868-2222 https://www.loisir-naha.com/restaurant/

バープラネート 居酒屋・バー 那覇市 那覇市西3-2-1 098-868-2222 https://www.loisir-naha.com/restaurant/

なみなみ亭 その他飲食店 宜野湾市 宜野湾市真栄原1-1-10洋進アパート１F　A-3 098-893-3346

なんくる家 沖縄そば・食堂 嘉手納町 嘉手納町水釜471-1 098-956-3053

アップヒルズ その他飲食店 沖縄市 沖縄市上地2-9-5　みやす商事ビル2F 098-930-2221

ミュージックホーム テンダー 居酒屋・バー 那覇市 那覇市久茂地2-21-1　渡口万年ビル701

UTA PARADISE 居酒屋・バー 那覇市 那覇市泉崎1-14-7　阮氏ビル5F 090-9782-5236

キッチンゆかり 居酒屋・バー 那覇市 那覇市寄宮2-16-9 098-831-6660

589（コハク） 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223　関谷ビル1F 0980-79-5589

のみ処 秀ちゃん 居酒屋・バー 那覇市 那覇市壺屋1-4-20 080-6494-3279

カラオケ＆Bar園 その他飲食店 嘉手納町 嘉手納町嘉手納312-18 090-3793-7876

小料理 しむら 居酒屋・バー 嘉手納町 嘉手納町嘉手納296 090-1943-4900

ナイトスナック ハッピークローバー その他飲食店 嘉手納町 嘉手納町嘉手納454

もも その他飲食店 沖縄市 沖縄市上地2-11-11

Lounge Memory その他飲食店 那覇市 那覇市久茂地3-9-5　奥武ビル2階 098-869-6353

沖縄海鮮たらじさびら 居酒屋・バー 糸満市 糸満市西崎6-18-5  2階 098-987-1265

七輪焼肉安安 津嘉山店 焼肉・ステーキ・しゃぶしゃぶ 南風原町 南風原町字津嘉山1338-3 098-996-5400 an.an.fuji-tatsu.co.jp

酒味処 平安 居酒屋・バー うるま市 うるま市石川東恩納733-10 098-964-6098

スカイラウンジ香港 レストラン（和・洋・中） 那覇市 那覇市安里2-4-8  12F 098-863-2288 https://hotelocean.jp/

七輪焼肉安安 南風原店 焼肉・ステーキ・しゃぶしゃぶ 南風原町 南風原町兼城636-2 098-888-5051 https://recruit.fuji-tatsu.co.jp/about

丘の上のレストラン ムイヌワージ レストラン（和・洋・中） 恩納村 恩納村仲泊1327-3（ﾎﾃﾙｻﾝｾｯﾄﾋﾙ内） 098-989-7133 https://hotel-sunsethill.com/restaurant

プランB 居酒屋・バー 那覇市 那覇市安里388-159玉那覇ビル201

たまご家おかん レストラン（和・洋・中） 宮古島市 宮古島平良字東仲宗根121　１F北 0980-79-5637

るい その他飲食店 沖縄市 沖縄市上地2-1-15 090-9783-6366

酒膳 一八 レストラン（和・洋・中） 那覇市 那覇市松山2-12-2　プラーカニッシン102 098-867-8018

海鮮と地鶏酒場 富乃家 居酒屋・バー 那覇市 那覇市与儀366-9コーポ本若101号 098-987-7877

イカ汁ぬちぐすぃゃ～ 沖縄そば・食堂 糸満市 糸満市西崎6-8-2　ハッピー西崎ビル１F 098-992-0103

炭火焼き焼鳥 居酒屋 ちかさん 居酒屋・バー 南風原町 南風原町津嘉山620 098-889-8886

Lounge 煌 その他飲食店 那覇市 那覇市松山1-12-5 パステルTMビル3階 E号室 098-867-6669

めいちゃん 沖縄そば・食堂 沖縄市 沖縄市宮里3-4-6 石原店舗右 098-989-1703

ゴールデン餃子劇場 居酒屋・バー 那覇市 那覇市久米2-15-11 090-1948-9803

レストラン オーキッド レストラン（和・洋・中） 名護市 名護市幸喜108 0980-53-0330 www.suncoast.okinawa

泡瀬ホルモン 焼肉・ステーキ・しゃぶしゃぶ 沖縄市 沖縄市泡瀬3-30-1 1F 098-934-7134

遊食彩 楽晞（らっきー） 居酒屋・バー 宮古島市 宮古島市平良字西里664-53（１F） 0980-72-3730
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ちんぷん館 その他飲食店 沖縄市 沖縄市胡屋1-9-7 1F

食処 ニライ亀蔵 居酒屋・バー 本部町 本部町大浜877-2-1B 0980-47-7122 https://niraikamekura.com

歌酒場 歌好きの店 居酒屋・バー 那覇市 那覇市古波蔵1-1-10 098-996-4990

AN その他飲食店 沖縄市 沖縄市大里２-27-28　ナイトイレブン1-A

おとらく コザ劇場 その他飲食店 沖縄市 沖縄市上地1-2-32 098-932-3933

ラウンジTOMO 居酒屋・バー 沖縄市 沖縄市上地2-7-26　喜友名店舗101 098-933-1552

小料理 亜細亜 その他飲食店 宜野湾市 宜野湾市我如古4-6-5　エンゼルビル302号

スナック い恋 その他飲食店 宜野湾市 宜野湾市普天間2-16-6 090-3796-0595

甲子園スタジアムOKINAWA 居酒屋・バー 北谷町 北谷町美浜9-46　ディストーションシーサイドビル1F 098-989-0589

ホテル日航アリビラ カジュアルブッフェ ハナハナ レストラン（和・洋・中） 読谷村 読谷村儀間600 098-982-9111 https://www.alivila.co.jp

洋食館ククール レストラン（和・洋・中） うるま市 うるま市みどり町2-8-1　1F 098-923-3244

なつメロ すみちゃん その他飲食店 沖縄市 沖縄市山里1-5-1　1F 080-9998-1515

焼肉 ぐるくん亭 焼肉・ステーキ・しゃぶしゃぶ 嘉手納町 嘉手納町嘉手納303-5  1F 090-3797-1770

居酒屋 島ぞー 居酒屋・バー 沖縄市 沖縄市諸見里1-1-24 098-930-2848

カラオケ＆バー ORGY 居酒屋・バー 伊江村 伊江村字東江前824　3F 080-4274-8871

エースバーガー レストラン（和・洋・中） 伊江村 伊江村字川平136 0980-49-2052

びっくりドンキー コザ松本店 レストラン（和・洋・中） 沖縄市 沖縄市松本883-5 098-923-0829

Longhu Asian Kitchen 国体道路店 その他飲食店 北谷町 北谷町上勢頭814-3 098-975-8822

くいものBAR たくし屋 居酒屋・バー 浦添市 浦添市沢岻1-46-5  1F 098-879-2246

Bar SAMURAI 居酒屋・バー 沖縄市 沖縄市泡瀬5-33-2　ハルスビル3F

フィールズ その他飲食店 沖縄市 沖縄市上地1-19-1　比嘉店舗１階 098-932-1838

蟻んこ その他飲食店 糸満市 糸満市字糸満989-49　１Ｆ 098-992-0717

ラウンジみるく その他飲食店 浦添市 浦添市屋富祖4-2-9　ツインマークビル7-B 098-878-3690

フジ八チ西原店 居酒屋・バー 西原町 西原町翁長237-2 098-946-5772

糸満 海の家 タマハウス 居酒屋・バー 糸満市 糸満市字糸満989-90　金城アパート　いちまん横丁104 080-9563-2414

リリー その他飲食店 うるま市 うるま市字平良川152-1 070-3802-8041

パーラーかびら その他飲食店 伊江村 伊江村川平240-7 090-4585-0433

舞夢 カフェ・スイーツ 読谷村 読谷村楚辺1195  トリイステーションビル2-D 098-956-6243

メキシカン居酒屋 しんちゃん 居酒屋・バー 北谷町 北谷町桃原5-7 098-926-2677

久 ＢＯＮ 居酒屋・バー 糸満市 糸満市西崎6-16-2

酔歌 その他飲食店 うるま市 うるま市赤道2-16 兼浩モール1F 098-974-1334

一平すし 居酒屋・バー 那覇市 那覇市与儀200-3 098-854-8709

スナック樹樹 その他飲食店 那覇市 那覇市前島3-13-1

ヴィガー その他飲食店 沖縄市 沖縄市上地2-9-29　ゴリラビル103号 098-911-3653

しゃん・しゃん その他飲食店 那覇市 那覇市三原1-28-7 090-9780-3029

餃子の河童軒 居酒屋・バー 名護市 名護市城1-16-9　1F 0980-43-9670

grape 居酒屋・バー 沖縄市 沖縄市上地1-9-20　伊禮T20号ビル101 090-3792-4861

マリーナベイカフェ＆ラウンジ（1階パブリックラウンジ） カフェ・スイーツ 北谷町 北谷町美浜38-1 098-921-7111 https://Mb-gallery.jp/marina-bay-entrance/

居酒屋わが家 居酒屋・バー 名護市 名護市大中1-5-4 0980-53-7621

わが家2 居酒屋・バー 名護市 名護市港1-2-1 0980-52-0148

居酒屋 わが家³ 居酒屋・バー 名護市 名護市城1-8-8 0980-54-5802

沖縄ハーバービューホテル ガーデンレストラン「プランタン」 レストラン（和・洋・中） 那覇市 那覇市泉崎2-46 098-853-2111 https://oka-hah.com

沖縄ハーバービューホテル 日本料理「和泉」 レストラン（和・洋・中） 那覇市 那覇市泉崎2-46 098-853-2111 https://oka-hah.com

沖縄ハーバービューホテル「桃翠」 レストラン（和・洋・中） 那覇市 那覇市泉崎2-46 098-853-2111 https://oka-hah.com

沖縄ハーバービューホテル「ロビーラウンジ」 その他飲食店 那覇市 那覇市泉崎2-46 098-853-2111 https://oka-hah.com

沖縄ハーバービューホテル10階「スターライト」 居酒屋・バー 那覇市 那覇市泉崎2-46 098-853-2111 https://oka-hah.com

カラオケパブ きろる その他飲食店 宮古島市 宮古島市平良字西里111　1F西 0980-73-2250

Bar LINK 居酒屋・バー うるま市 うるま市石川白浜1-10-1　Ｂ号

そば処 もと家 沖縄そば・食堂 豊見城市 豊見城市高安121 098-961-9478

ちょーでー小 沖縄そば・食堂 今帰仁村 今帰仁村字古宇利1379 090-9789-1384
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夢野 居酒屋・バー 浦添市 浦添市勢理客3-11-1安謝橋ビル2F　B 090-8736-1560

颯来 sky その他飲食店 石垣市 石垣市美崎町11-3稲福ビル第一　2-25 0980-87-0783

スナック ライトウィン その他飲食店 浦添市 浦添市屋富祖3-7-14　ニューキングビル3-B 098-877-0137

UEHARA レストラン（和・洋・中） 那覇市 那覇市久茂地2-12-9　プラネットビル1F 098-868-1885

サロン if その他飲食店 名護市 名護市城1-8-19 0980-53-4350

DANNY 居酒屋・バー 宜野湾市 宜野湾市大山2-21-5　サニーパートナー宜野湾5-B

リーゼント 居酒屋・バー うるま市 うるま市勝連平安名1607-1-102

梨艶 その他飲食店 読谷村 読谷村字楚辺1195　トリイビル2F 098-956-0033

TRIVE HOMME 居酒屋・バー 沖縄市 沖縄市諸見里1-2-8 090-3071-6616

ふくろう 居酒屋・バー 那覇市 那覇市前島2-1-7　ツインハウス5-C 090-2967-3637

酒と膳 江戸紫 その他飲食店 那覇市 那覇市松山1-8-8　オーキット松山6F 098-861-5228

めし家 ゆうゆう 沖縄そば・食堂 浦添市 浦添市経塚721 098-874-8558

食事処 具志堅くわっちぃー 沖縄そば・食堂 石垣市 石垣市美崎町1 0980-82-0781

カラオケ喫茶ひらた その他飲食店 うるま市 うるま市勝連平安名1613-1 098-978-1370

Earth（アース） 居酒屋・バー 沖縄市 沖縄市上地1-12-6 　2F中 080-1750-1382

七輪焼肉安安 小那覇店 焼肉・ステーキ・しゃぶしゃぶ 西原町 西原町字小那覇1596  RJ西原ビル４階 098-882-8129 https://www.anan.fuji-tatsu.co.jp

BAR GREEN 居酒屋・バー 那覇市 那覇市牧志3-8-21　ポンプビル1F-C 090-5900-6335

味処やま喜 居酒屋・バー 名護市 名護市為又855 0980-52-6541

レストラン ファミリー レストラン（和・洋・中） うるま市 うるま市江洲542-2 098-974-4788

スナック喫茶YOU その他飲食店 名護市 名護市港1-15-27　1F 090-8838-5458

路地裏酒房 ぶらり 居酒屋・バー 沖縄市 沖縄市大里2-29-12　2F 098-934-2577

海音 居酒屋・バー 那覇市 那覇市牧志1-3-58　タキオンビルB1F 098-868-4388 https://mion.owst.jp

にく久 その他飲食店 那覇市 那覇市久茂地3-12-1　第一久茂地ビル1F 098-869-1888 https://299.owst.jp

久茂地 免許皆伝酒場 居酒屋・バー 那覇市 那覇市久茂地2-4-16　山内ビル1F 098-943-8408 https://menkyo.owst.jp

炭火網焼きジンギスカン 羊蹄山 焼肉・ステーキ・しゃぶしゃぶ 那覇市 那覇市牧志1-3-11　花笠楼1F 098-917-4888 https://yoteizan.owst.jp

鰓呼吸 石垣島美崎町店 居酒屋・バー 石垣市 石垣市美崎町7-14　ホテルエメラルドアイル1F 0980-87-0688 https://akr4921765578.owst.jp

宮古島鰓呼吸 居酒屋・バー 宮古島市 宮古島市平良西里300-3 0980-73-4588 https://erakokyuumiyako.owst.jp

鮨 やぎぬま その他飲食店 那覇市 那覇市牧志３-8-27　Nハウス1F 098-860-8155

スナック 七星 その他飲食店 名護市 名護市城１-17-18　岸本アパート101 090-6857-6333

Bar Familiar 居酒屋・バー 名護市 名護市城1-2-23　上里店舗201号 090-3794-3674

エル その他飲食店 嘉手納町 嘉手納町嘉手納286-1 098-956-7410

縁美 その他飲食店 嘉手納町 嘉手納町嘉手納280-3　KDステーション2F

居酒屋 めとろ 居酒屋・バー 伊江村 伊江村東江前489 0980-49-2748

カフェー 壽の華 その他飲食店 読谷村 読谷村大木462-6 098-956-9014

CLUB An An （案案） 居酒屋・バー 沖縄市 沖縄市上地2-11-14 098-932-6113

来ーれぐぅー酢 居酒屋・バー 宜野湾市 宜野湾市新城２-45-1　メゾンルミエール１F　102号 098-892-1617

ダイニングカフェつる家 居酒屋・バー 西原町 西原町字嘉手苅102-9 098-945-3261

れもん その他飲食店 名護市 名護市城1-8-6　SSプラザビル302

菜の花 その他飲食店 うるま市 うるま市赤道279　　安里ビル地下１階 098-974-6132

ReBorn 居酒屋・バー 那覇市 那覇市安里388-125　大山ビル2A 090-4470-6235

TAG 居酒屋・バー 那覇市 那覇市泉崎1-14-7　阮氏ビル501 098-960-2105

石垣島鍾乳洞 沖縄そば・食堂 石垣市 石垣市字石垣1666 0980-83-1550 https://www.ishigaki-cave.com

旬鮮居食屋 知花冷凍食品 居酒屋・バー 那覇市 那覇市松尾2-11-14 098-863-3649

宮古島NEWYORK NEWYORK 浦添店 居酒屋・バー 浦添市 浦添市屋富祖4-5-13　コスモビル201 098-943-5589

simu 居酒屋・バー 宜野湾市 宜野湾市普天間2-36-11 080-3373-4500

七輪焼肉安安 小禄バイパス店 焼肉・ステーキ・しゃぶしゃぶ 那覇市 那覇市3-12-25　フルーツランドビル2階 098-857-7648 anan.fuji-tatsu.co.jp

びりーぶ その他飲食店 南風原町 南風原町字津嘉山1467-10　MKビルⅢ　502号室 090-5025-1277

銀座華族 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2階 098-859-2636

EMERALD 居酒屋・バー 名護市 名護市城1-8-7　SSプラザビル別館101 0980-43-0214

旬彩 華こころ その他飲食店 那覇市 那覇市鏡原33-20　1階 098-858-4963
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苑・Joy その他飲食店 糸満市 糸満市西崎6-2-1　エバープラザビル1F　110

居酒屋OUCHO その他飲食店 那覇市 那覇市宇栄原3-34-32　うえだハイツ106号

Bar Rush その他飲食店 那覇市 那覇市松山2-9-7　2D 098-860-7575

縁 Enishi その他飲食店 名護市 名護市城1-8-16　浦崎第２ビル105 0980-54-4008

バーズアイ レストラン（和・洋・中） 那覇市 那覇市天久1028 090-1949-0409 http://birdseye.okinawa

ブルーシール セナガマリブ店 カフェ・スイーツ 豊見城市 豊見城市瀬長173 098-996-3225 http://www.kans-okinawa.co.jp

セナガマリブ店 レストラン（和・洋・中） 豊見城市 豊見城市瀬長173 098-996-3225 http://www.kans-okinawa.co.jp

GOLFZON ちゅらかん 居酒屋・バー 那覇市 那覇市松山２－９－６朝日ビル２階 098-943-2920 churakan.com

BBキング 居酒屋・バー 沖縄市 沖縄市上地2-10-12　２F 098-932-5966

COCO 居酒屋・バー 那覇市 那覇市安里388-6　しんえいアパート201 090-9498-7863

民謡ライブ沖縄地料理 わらゆい 居酒屋・バー 那覇市 那覇市牧志2-3-1　K２ビル　2階 098-869-8661 http://warayui.owst.jp

スナックM その他飲食店 那覇市 那覇市宇栄原3-30-3　マイシティビル2－E号室 098-858-9392

おでん いち その他飲食店 嘉手納町 嘉手納町水釜204-4 098-957-6020

すし銀 レストラン（和・洋・中） 那覇市 那覇市久米2-6-7　プラザエポックビル1F 098-866-5424

忠兵衛（居酒屋） 居酒屋・バー 糸満市 糸満市西崎長3-189 098-992-1764

酒場ル kemia 居酒屋・バー 那覇市 那覇市松尾2-9-1 高良アパート101 090-4349-8800

cafe4 居酒屋・バー 那覇市 那覇市寄宮3-18-5 儀間店舗1F 090-1342-8356

舞奴爺 その他飲食店 那覇市 那覇市東町5-9

やんばるダイニング 松の古民家 焼肉・ステーキ・しゃぶしゃぶ 名護市 名護市大南2-14-5 0980-43-0900

あおとそらのスムージー カフェ・スイーツ 石垣市 石垣市大川256 090-3702-1351

柿兵衛 前田 居酒屋・バー 浦添市 浦添市前田2-14-2 098-988-1539

たまるや 居酒屋・バー 浦添市 浦添市当山2-9-7 1F 098-878-2155

ETERNITY（エタニティー） その他飲食店 沖縄市 沖縄市上地2-8-7 ニュー中の町ビル　1F A棟 098-932-5009

名護ステーキ 焼肉・ステーキ・しゃぶしゃぶ 名護市 名護市東江5-8-20　１F 0980-43-9275

居酒屋 花れん 居酒屋・バー 沖縄市 沖縄市上地2-2-21

Karaoke Bar SILK その他飲食店 読谷村 読谷村字楚辺2251-2 098-957-0339

ZUKA ZUKA カラオケ その他飲食店 嘉手納町 嘉手納町字水釜562-3サトレアパート北西2 098-956-0594

MIX BOX 居酒屋・バー 嘉手納町 嘉手納町字嘉手納312-189（2F) 090-8294-3924

島唄ライブ居酒屋 結歌 居酒屋・バー 那覇市 那覇市牧志1-2-1 花ビル3階 098-866-9343

Owl 居酒屋・バー 那覇市 那覇市前島2-1-7 ツインハウスビル2F-B 080-6499-6689

リディアン その他飲食店 那覇市 那覇市久米2-2-5フォレストK 2－A号室 098-868-2565

カノン その他飲食店 那覇市 那覇市宇栄原3-34-26 090-3796-8499

料理 や良 レストラン（和・洋・中） 那覇市 那覇市久米2-9-13　根間アパート1Ｆ 098-862-9223

CRAZY DOG CAFE レストラン（和・洋・中） 那覇市 那覇市安里1-5-5　１F 098-862-1216

寄居 焼肉・ステーキ・しゃぶしゃぶ 那覇市 那覇市松山2-29-1　フェニックスビル102 098-860-5033

ＴＫＭ 沖縄そば・食堂 嘉手納町 嘉手納町嘉手納289 098-956-8020

鮨 川﨑 その他飲食店 嘉手納町 嘉手納町嘉手納464 098-957-5325

尚 その他飲食店 那覇市 那覇市久米2-8-14久米8番館ビル3-C 098-868-7875

希多 その他飲食店 うるま市 うるま市髙江洲973-1 090-6866-6055

路地酒場 まぁちゅう 居酒屋・バー 那覇市 那覇市小禄1-20-26 1F 098-858-1888

イビスコ レストラン（和・洋・中） 那覇市 那覇市久茂地2-10-19 101 098-988-3111 https://ibisco.shopinfo.jp/

iRYOYA.～色や～ 居酒屋・バー 那覇市 那覇市松山1-35-21大福館ビル4階 5-B号室 090-1877-6768

OKINAWA DINING かぁびら 居酒屋・バー 糸満市 糸満市西崎6-12-8　506BLDG 1F 098-851-4433 https://www.kaabira.com/

ガールズバー 松田建設 居酒屋・バー 南風原町 南風原町字兼城203-4-1F 098-851-4235

ウィナーティクスオール 居酒屋・バー 南風原町 南風原町字兼城197-1ｸﾞﾘｰﾝﾋﾙ大城302 098-851-4975

スナック ルビー その他飲食店 与那原町 与那原町与那原1065 098-946-7007

びっくりドンキーあしびなー豊崎店 レストラン（和・洋・中） 豊見城市 豊見城市豊崎1-1195 098-851-4029

びっくりドンキー ハンビー北谷店 レストラン（和・洋・中） 北谷町 北谷町北谷2-7-1 098-936-4129

Amu-Lu 居酒屋・バー 宜野湾市 宜野湾市普天間2-37-13　すずらんYビル104 090-9787-2644

カフェくろーばー カフェ・スイーツ 浦添市 浦添市伊祖1-11-20 098-879-3245
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バー 峰 居酒屋・バー 沖縄市 沖縄市胡屋1-8-1 090-8627-6049

Lounge Bloomラウンジブルーム その他飲食店 那覇市 那覇市松山1-19-11　パークサイド松山３Ｆ 098-867-8739

シャネル カフェ・スイーツ 沖縄市 沖縄市美里1-16-16 090-7163-3096

琉球新麵 通堂 琉大北口店 ラーメン 宜野湾市 宜野湾市志真志1-7-2  メゾン伊佐101 098-896-2410

童（わらび） 居酒屋・バー 那覇市 那覇市東町12-2　グレープハウスビル2F-B

焼肉 雷神 焼肉・ステーキ・しゃぶしゃぶ 名護市 名護市東江5-8-16　新垣ビル1F 0980-53-1363

カラオケラウンジ 音音(ねね) その他飲食店 沖縄市 沖縄市上地2-20-34 ニュー大和ビル2F

模遊処 はなみち 居酒屋・バー 沖縄市 沖縄市胡屋1-14-9  島ビル2階西 098-929-1087

なかま食堂 沖縄そば・食堂 恩納村 恩納村名嘉真ヤーシ原2576-1 098-967-7377

居酒屋 山原屋 居酒屋・バー 北谷町 北谷町吉原451 098-936-1044

虹妃（こうひ） その他飲食店 宜野湾市 宜野湾市普天間2-15-21　ブラックデビルビル　203 090-7928-9941

凡蔵 ぼんぞう 居酒屋・バー 北谷町 北谷町砂辺304-4 098-926-1056

肴処 味感 居酒屋・バー 那覇市 那覇市久茂地2-16-24　ニュー久茂地ビル1F 098-867-3749

CAST 沖縄そば・食堂 宜野湾市 宜野湾市野嵩1-23-13 090-4470-9808

サンセットテラス パピヨン 焼肉・ステーキ・しゃぶしゃぶ 那覇市 那覇市西3-2-1　2F 098-868-2222 https://www.loisir-naha.com/restaurant/

オールデイダイニング フォンテーヌ レストラン（和・洋・中） 那覇市 那覇市西3-2-1　1F 098-868-2222 https://www.loisir-naha.com/restaurant/

紫陽花 その他飲食店 宜野湾市 宜野湾市普天間2-16-7 090-3797-1176

ラウンジ ヨシン その他飲食店 名護市 名護市城1-3-26　102号 090-1949-7830

居酒屋 びんぎ カフェ・スイーツ うるま市 うるま市津堅1118（1階） 080-3905-3727

カラオケ ファミリー カフェ・スイーツ うるま市 うるま市勝連津堅353 090-6867-8273

いっぷく茶屋 その他飲食店 うるま市 うるま市勝連津堅299-11 098-978-8016

BAR AMURO NIGHT 居酒屋・バー うるま市 うるま市石川1-50-39　石橋ビル201 098-964-4755

いつものところ その他飲食店 沖縄市 沖縄市大里2-27-28　ナイトイレブン1-E号室 098-929-3123

ラーメン大桜 沖縄うるま店 ラーメン うるま市 うるま市みどり町1-1-13 098-989-7506 https://www.oozakura.com/

すし処 まつ田 その他飲食店 名護市 名護市城1-5-20　1F 090-6868-0008

琉創宮本舗 沖縄そば・食堂 宮古島市 宮古島市上野字野原83-35 090-6776-7788

バー シャングリラ 居酒屋・バー 金武町 金武町金武4196-7　3階 098-968-3276

レストラン マーセン レストラン（和・洋・中） 本部町 本部町字山川1456 0980-51-7700 https://www.mahaina.co.jp/restaurants/marsen/

レストラン シンカ レストラン（和・洋・中） 本部町 本部町字山川1456 0980-51-7700 https://mahaina.co.jp/restaurants/shinka/

ラウンジバー カラハイ レストラン（和・洋・中） 本部町 本部町字山川1456 0980-51-7700 https://mahaina.co.jp/restaurants/karahai/

松葉亭 レストラン（和・洋・中） うるま市 うるま市石川東恩納943-9 098-964-3882

プレイヤーズカフェ 居酒屋・バー 沖縄市 沖縄市中央2-6-47　1F 098-929-1169 https://www.facebook.com/playerscafeokinawa

石垣やいま村（あんぱる食堂） 沖縄そば・食堂 石垣市 石垣市名蔵967-1 0980-82-8798 https://www.yaimamura.com

石垣やいま村（月桃茶屋） カフェ・スイーツ 石垣市 石垣市名蔵967-1 0980-82-8798 https://www.yaimamura.com

FMKOZA RADIO＆CAFEBAR カフェ・スイーツ 沖縄市 沖縄市中央3-15-6 080-6485-8136

Bar Smile 居酒屋・バー うるま市 うるま市石川1-50-2カンコービル1F-A 098-964-7457

イエローカード その他飲食店 那覇市 那覇市宇栄原3-29-21　新崎ビル202 090-1948-2018

わらじや 沖縄そば・食堂 うるま市 うるま市みどり町4-4-24 098-973-5057

酒処陽気楼 その他飲食店 うるま市 うるま市赤道260-12

チャコール ビストロ てんにょ 居酒屋・バー 宜野湾市 宜野湾市野嵩1-40-1 098-892-1752

Seaside Dining 洒楽 居酒屋・バー 本部町 本部町大浜862-40 0980-47-7332

琉球Chinese炒炒 レストラン（和・洋・中） 北谷町 北谷町北谷2-15-1サンセットビル101 098-989-7772 http://chaochao.okinawa

お食事処梅八 居酒屋・バー 那覇市 那覇市字松川445-2　オーシャンパレス首里103号 098-885-9823

旅空間こらぼ 居酒屋・バー うるま市 うるま市みどり町4-20-18-2F 098-989-3882

居酒屋 味自満 本店 居酒屋・バー 沖縄市 沖縄市胡屋7-5-35 098-932-3994

居酒屋 味自満 池原店 居酒屋・バー 沖縄市 沖縄市池原3-3-12　２階 098-929-3313

居酒屋 味自満 宮里店 居酒屋・バー 沖縄市 沖縄市宮里4-1-6 098-939-3751

居酒屋 味自満 美浜店 居酒屋・バー 北谷町 北谷町美浜2-4-5 098-926-3111

居酒屋 味自満 泡瀬店 居酒屋・バー 沖縄市 沖縄市比屋根1-8-1 098-932-3309

沖縄食堂 じまんや 居酒屋・バー 那覇市 那覇市牧志2-17-46 080-943-2081 http://hpcc-j.com/
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蕎麦と肴処 和ノ実 レストラン（和・洋・中） 浦添市 浦添市港川330-5 098-943-7712 http://wanomi.owst.jp

小夜の部屋 その他飲食店 沖縄市 沖縄市上地1-15-2 098-932-8997

琉球しゃぶしゃぶ 豊 居酒屋・バー 那覇市 那覇市久茂地3-29-17　十和田ビル101 098-860-7886

やっぱりステーキ 宮古店 焼肉・ステーキ・しゃぶしゃぶ 宮古島市 宮古島市平良字松原551-3 0980-72-1129 https://yapparigroup.jp/shop

やっぱりステーキ 石垣店 焼肉・ステーキ・しゃぶしゃぶ 石垣市 石垣市新栄町10-7 0980-84-1129 https://yapparigroup.jp/shop

貴族院 その他飲食店 嘉手納町 嘉手納町字嘉手納295-11 098-956-9512

凛 その他飲食店 沖縄市 沖縄市上地1-16-1　伊禮店舗202 098-930-0188

ちねんや～石垣島新川店 居酒屋・バー 石垣市 石垣市新川2376-11　伊是名アパート１F 0980-82-8880

Anjuru（アンジュル） その他飲食店 うるま市 うるま市平良川114-3　喜納ビル202号

カフェバル JUNKY レストラン（和・洋・中） 金武町 金武町金武10452-1 098-800-2797 https://www.instagram.com/cafebar.junky_okinawa/?hl-ja

千 その他飲食店 嘉手納町 嘉手納町嘉手納286-1 080-2743-1385

ダイニングバー 彩 居酒屋・バー 名護市 名護市大東1-19-7 0980-53-5178

Bar Vijon 居酒屋・バー 那覇市 那覇市若狭2-3-19プリンセスビル5-A 098-894-8733

ゆくり家 お花 居酒屋・バー 沖縄市 沖縄市高原6-13-1 098-932-7210

Bar Link 居酒屋・バー 名護市 名護市城1-15-17 0980-53-0059

スナック 逢いに恋yo その他飲食店 南風原町 南風原町兼城203-4東宝ビル26-202 098-888-6050

華 その他飲食店 宜野湾市 宜野湾市大謝名5-2-26

アリラン その他飲食店 嘉手納町 嘉手納町字水釜562-31 090-7586-8454

むぅみん その他飲食店 嘉手納町 嘉手納町嘉手納463 098-956-9054

CENTRO 居酒屋・バー 那覇市 那覇市泉崎1-5-13　仲栄真ビル1階 098-943-1345

EL Patio 居酒屋・バー 那覇市 那覇市泉崎2-4-1　糸数ビル1階 098-987-1443

島そば一番地 沖縄そば・食堂 那覇市 那覇市樋川2-3-1 のうれんプラザ205 098-831-5811

華の里 その他飲食店 嘉手納町 嘉手納町嘉手納439-1 仲松アパート1F西 080-6490-3872

ダイニングパブ 風酔 居酒屋・バー 嘉手納町 嘉手納町水釜562-31

ルーツ その他飲食店 嘉手納町 嘉手納町水釜562 098-956-9003

Che sara ケサラ レストラン（和・洋・中） 那覇市 那覇市牧志1-20-7 與世山ビル1階 098-988-3499

割烹酒場 ふく乃屋 居酒屋・バー うるま市 うるま市宮里264-1 098-988-5009

POST（ポスト） その他飲食店 沖縄市 沖縄市園田3-14-34

居酒屋 おたべあん 居酒屋・バー 沖縄市 沖縄市泡瀬2-47-16 098-938-1242

ナイトインハート その他飲食店 嘉手納町 嘉手納町嘉手納435 098-956-5804

Pt Cafe4 居酒屋・バー 那覇市 那覇市松山2-16-12 福島ビル4-D

スナック喫茶  ゆき その他飲食店 名護市 名護市港1-15-23

居酒屋きずな 居酒屋・バー 八重瀬町 八重瀬町字屋宜原165-13 098-998-5860

ぱいかじ沖国大前店 居酒屋・バー 宜野湾市 宜野湾市宜野湾3-15-19 098-893-9004

立呑み居酒屋 らう次郎 居酒屋・バー 那覇市 那覇市松尾2-24-21 098-960-3445

そば処 KoHaRu 沖縄そば・食堂 那覇市 那覇市古波蔵1-8-7 アンリマンション102 098-987-0838

AQUARIUS 居酒屋・バー 那覇市 那覇市牧志1-20-13 SO牧志ビル5F

割烹 末広 レストラン（和・洋・中） 沖縄市 沖縄市胡屋1-9-1 098-938-2719

Big その他飲食店 那覇市 那覇市久米1-1-24アップルビル2F-B

女幸 その他飲食店 糸満市 糸満市字糸満1965 098-992-4404

大空 その他飲食店 那覇市 那覇市久茂地3-11-10 ハーモニー久茂地ビル4F 098-864-1152

ちょいのみ酒場B-BALL 居酒屋・バー うるま市 うるま市みどり町4-8-10 平川店舗2F 098-989-9604

茶茶 その他飲食店 宜野湾市 宜野湾市大山2-21-5　サーニーパート3-B 098-890-2929

カフェー 大学 その他飲食店 嘉手納町 嘉手納町字水釜557-9 098-956-7700

カサブランカ 居酒屋・バー 嘉手納町 嘉手納町字嘉手納446-2 090-3074-2328

Livehouse Output 居酒屋・バー 那覇市 那覇市牧志2-3-22　高良産業ビル2F 098-943-7031 http://outputop.com

花商ファクトリーカフェ カフェ・スイーツ 那覇市 那覇市金城5-1-2　コーポナポリ201号 098-859-7033

雛（ひな） その他飲食店 糸満市 糸満市西崎6-8-5西崎パークサイドビル4FC 098-995-3500

居酒屋 松 居酒屋・バー 那覇市 那覇市松山1-7-6アシハラビル1F 098-864-1410

居酒屋 松 沖縄そば・食堂 那覇市 那覇市宇栄原3-30-5 098-857-7816
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なか屋 居酒屋・バー 那覇市 那覇市首里鳥堀町4-18-1F 098-886-0140

茶房 あんり その他飲食店 那覇市 那覇市首里大名町2-103-6 098-886-9182

おでんゆうな その他飲食店 うるま市 うるま市平良川149 098-973-1265

龍 Bombance レストラン（和・洋・中） 那覇市 那覇市牧志1-4-33　嘉数ビル202号室 098-943-5911 https://www.ryu-bombance.jp

BAR・クール 居酒屋・バー 那覇市 那覇市久茂地3-9-3　田園ﾋﾞﾙ2F 098-863-2341

居酒屋 創 居酒屋・バー 嘉手納町 嘉手納町嘉手納290-4 098-956-8994

愛 その他飲食店 嘉手納町 嘉手納町嘉手納296 090-3797-6176

スナック ザガール その他飲食店 宮古島市 宮古島市平良字西里300　２F西 0980-72-3581

華華 その他飲食店 糸満市 糸満市西崎町6-4-12 ニューマダム館6-A 090-9573-1324

Restaurant＆Bar Very レストラン（和・洋・中） 那覇市 那覇市壺屋1-7-5　民衆ビル１階 098-866-0901

ミニクラブ水華 その他飲食店 名護市 名護市城1-8-6　SSプラザビル403 0980-53-1944

スナック＆喫茶サンシエル その他飲食店 名護市 名護市大東2-14-23 0980-52-2543

辛ちゃんチキン 沖縄そば・食堂 那覇市 那覇市久茂地1-8-1　マキシ久茂地102号 050-3553-8103

うさぎ 居酒屋・バー 那覇市 那覇市宇栄原3-29-13 090-6089-6682

てぃーだむーん 居酒屋・バー 那覇市 那覇市松尾2-11-7-１F 098-943-0063 https://tidamoon.com

旬の肴 まちだ 居酒屋・バー 那覇市 那覇市若狭2-1-9日天ビル1F 098-861-9551

K’z BBQ 居酒屋・バー 金武町 金武町4250-8 098-988-7443

親父のまぐろ ウミカジテラス店 沖縄そば・食堂 豊見城市 豊見城市瀬長174-6ウミカジテラス内14 098-996-2757 https://www.umikajiterrace.com/profile/mirai/

BIRDIE KOZA 居酒屋・バー 沖縄市 沖縄市胡屋1-9-19(2F) 098-987-8235

安さん その他飲食店 那覇市 那覇市首里真和志町1-36 090-9781-3473

風泉 居酒屋・バー 那覇市 那覇市泉崎2-3-6 1F 098-851-9677

酒処 春美 居酒屋・バー 那覇市 那覇市壺屋1-10-4

くわっち酒場 魚じょぉぐぅ 居酒屋・バー 那覇市 那覇市西1-9-12　ライオンズ上之蔵103 098-867-8990

リゾートレストラン せいふぁー レストラン（和・洋・中） 南城市 南城市知念久手堅539地域物産館２Ｆ 098-948-1070 https://www.wagan-sefa.com/

なんじぃJr. レストラン（和・洋・中） 南城市 南城市佐敷新里1870　南城市市役所内1階 098-948-0131 https://www.wagan-sefa.com/

Lounge Marina.del sol レストラン（和・洋・中） 宜野湾市 宜野湾市大山6-8-6 098-943-3535

漢謝園 レストラン（和・洋・中） 那覇市 那覇市安里1-7-1-2F 098-861-7766

鮨 いずみ レストラン（和・洋・中） 那覇市 那覇市泊2-1-10　101号 098-860-7565

居酒屋 思ゃー小 居酒屋・バー 豊見城市 豊見城市上田268-6　シャトレ比嘉１F 098-996-3726

エンジェル その他飲食店 与那原町 与那原町上与那原428-1 098-945-8987

小料理 七 居酒屋・バー 宜野湾市 宜野湾市我如古4-6-5 080-3959-8889

カラオケ喫茶ひさし その他飲食店 那覇市 那覇市首里久場川町2-86-2 098-885-6394

LeGUMBO（ル・ガンボ） 居酒屋・バー 那覇市 那覇市久茂地3-6-11メゾン久茂地1F 098-863-1262

rokusyo. レストラン（和・洋・中） 石垣市 石垣市大川289大濱ビル2F 0980-87-7777 https://www.instagram.com/rokusho.ishigaki/

居酒屋 くいなー 居酒屋・バー 那覇市 那覇市繁多川2-1-62石田アパート1F 090-6860-9675

小料理 はやと その他飲食店 豊見城市 豊見城市上田538-3 098-856-2047

一鮮満 居酒屋・バー 那覇市 那覇市おもろまち4-2 098-861-7878

DQ（デンジャラスクイーン） 居酒屋・バー 那覇市 那覇市壺屋1-2-12仲原ビル206 090-3797-5496

家庭料理の店 木の葉 その他飲食店 那覇市 那覇市国場1145-3 098-854-3800

ステーション山下 その他飲食店 那覇市 那覇市小禄421-35 080-3994-0229

きらら その他飲食店 那覇市 那覇市古波蔵2-24-20　玉城アパート１F 090-6211-1359

Y・Y 居酒屋・バー 那覇市 那覇市安里388-1-24 090-8291-5287

おでん大吉 その他飲食店 うるま市 うるま市みどり町4-12-20 グリーンタウンビルB-101号室 090-1070-8973

カラオケシアターうたまろ その他飲食店 うるま市 うるま市石川1-51-7 090-4516-5932

yonaIRO 居酒屋・バー 那覇市 那覇市若狭2-4-22 池村ビル102 098-868-6023

あっぱりしゃん 居酒屋・バー 那覇市 那覇市久茂地3-23-8　浦崎ビル2F 098-861-1112

地料理・旬菜 土香る 居酒屋・バー 那覇市 那覇市松尾2-6-24　ルクソール松尾B1F 098-943-9460

はーべーる 居酒屋・バー 那覇市 那覇市松尾2-24-17 1F

沖縄地料理 あんがま 国際通り店 レストラン（和・洋・中） 那覇市 那覇市松尾1-2-2 098-867-3111 http://angama.jcc-okinawa.net/

沖縄地料理 波照間 国際通り店 レストラン（和・洋・中） 那覇市 那覇市牧志1-2-30 098-863-8859 http://hateruma.jcc-okinawa.net/
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琉球料理 首里天楼 国際通り店 レストラン（和・洋・中） 那覇市 那覇市牧志1-3-60 098-863-4091

沖縄黒毛和牛 焼肉パナリ 国際通り店 焼肉・ステーキ・しゃぶしゃぶ 那覇市 那覇市牧志3-2-1 友寄ビル1F・２F 098-868-1130 https://tabelog.com/okinawa/A4701/A470101/47011727/

沖縄ハイボール酒場 アカインコ牧志国際通り店 レストラン（和・洋・中） 那覇市 那覇市牧志2-4-15 080-4446-4839 https://www.hotpepper.jp/strJ001261705/

島唄と地料理 とぅばらーま 国際通り店 レストラン（和・洋・中） 那覇市 那覇市牧志2-7-25 098-862-3124 https://tb.jcc-okinawa.net/

琉球ハイボール酒場 万次郎 牧志公設市場店 レストラン（和・洋・中） 那覇市 那覇市松尾2-10-26 098-894-2266 https://tabelog.com/okinawa/A4701/A470101/47025552/

焼肉万次郎 牧志公設市場店 焼肉・ステーキ・しゃぶしゃぶ 那覇市 那覇市松尾2-10-26 098-894-2266 https://r.gnavi.co.jp/1ata84kw0000/

與座餃子 牧志公設市場店 レストラン（和・洋・中） 那覇市 那覇市松尾2-11-14 ビレッジ松尾 101 080-7529-9748 https://tabelog.com/okinawa/A4701/A470101/47026547/

琉球ハイボール酒場 千鳥屋 栄町店 レストラン（和・洋・中） 那覇市 那覇市安里 栄町388-5 098-885-4266 https://www.hotpepper.jp/strJ001261687/

沖縄地料理 龍潭 とまりん店 レストラン（和・洋・中） 那覇市 那覇市前島3-25-1　とまりん1階 098-863-0010 https://tabelog.com/okinawa/A4701/A470101/47000450/

琉球料理 首里天楼別邸 レストラン（和・洋・中） 糸満市 糸満市西崎4-16-16 098-994-6035 http://bt.suitenrou.com/

沖縄地料理 風月楼恩納本店 レストラン（和・洋・中） 恩納村 国頭郡恩納村冨着554-2 098-963-0771 http://fugetsurou.jcc-okinawa.net/

石垣牛とあぐーの専門店 焼肉パナリ恩納店 レストラン（和・洋・中） 恩納村 国頭郡恩納村冨着1468‐1 098-923-2289 https://panari.jcc-okinawa.net/

和食楽庵イオン具志川店 まるそば レストラン（和・洋・中） うるま市 うるま市字前原幸崎原303イオン具志川SC1階 098-975-1002 http://rakuan.jcc-okinawa.net/

イタリア家庭料理 ポルコロッソ パレット久茂地店 レストラン（和・洋・中） 那覇市 那覇市久茂地1-1-1パレット久茂地B1F 098-863-7255 http://porco-rosso.net/

百名伽藍 レストラン（和・洋・中） 南城市 南城市玉城字百名山下原1299-1 098-863-9191 https://www.hyakunagaran.com/

焼肉 石垣牛 うしみず 焼肉・ステーキ・しゃぶしゃぶ 石垣市 石垣市浜崎町1-2-6　パティオ石垣1階 0980-88-1929

スナック クレオール その他飲食店 宜野湾市 宜野湾市真栄原3-1-6　1階A

なつめ その他飲食店 西原町 西原町我謝　791-2

酒処たくや 居酒屋・バー 読谷村 読谷村瀬名波821　コスタビスタアパート202 098-800-1516

Perfect Dream その他飲食店 宜野湾市 宜野湾市普天間2-48-10 098-893-8517

沙夷 居酒屋・バー 浦添市 浦添市勢理客2-13-8 070-5411-4864

隠れ空間 Zen 居酒屋・バー 名護市 名護市城1-3-27スリープラスワンビル！F2号 0980-43-5301

ナイトスナック あすか 居酒屋・バー 那覇市 那覇市国場35-1　マックスビル1階　105 090-6866-4557

沖縄料理ちぬまん安里店 沖縄そば・食堂 那覇市 那覇市安里1-1-58 1F 098-943-7464

Cafe Bar Olive 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206 https://www.instagram.com/cafebarolive/

小料理 しま城 居酒屋・バー 南城市 南城市大里字古堅911-1

スナック スターライト 居酒屋・バー 宮古島市 宮古島市平良字西里171パティドウビル1階の西 090-4470-0058

Y.Ts'（ワイ.ティーズ） その他飲食店 読谷村 読谷村楚辺1195　トリイステージョンビル2F 098-956-9611

ステーキハウス ビッグハート 新都心店 焼肉・ステーキ・しゃぶしゃぶ 那覇市 那覇市銘苅1-19-2　アクロスプラザ古島飲食棟2階 098-943-5329

からん 居酒屋・バー 石垣市 石垣市美崎町10-2　美崎センタービル2F 0980-82-0640

居酒屋 春海 居酒屋・バー 名護市 名護市城1-7-11-2F 0980-52-6543

島豚七輪焼 満味 焼肉・ステーキ・しゃぶしゃぶ 名護市 名護市伊佐川251 0980-53-5383 https://manmi-yanbaru.com

ひとやすみ その他飲食店 宜野座村 宜野座村字惣慶1772-6 080-8576-6781

ホルモン番長 焼肉・ステーキ・しゃぶしゃぶ うるま市 うるま市江洲339-1 098-923-2898

パンプキン その他飲食店 沖縄市 沖縄市安慶田3-9-22 098-939-4937

Ryukyu Dining 家守家 居酒屋・バー 名護市 名護市東江5-14-24（1F） 0980-52-3008 https://yamoriya2914.wixsite.com/yamoriya

ダーツスタジアム沖縄 居酒屋・バー 那覇市 那覇市久茂地3-3-1ニューサンパルコビル4F 098-894-8099 http://www.stadium.okinawa

CAFE＆BAR Hope 居酒屋・バー うるま市 うるま市石川白浜1-1-1　201号室 098-955-2255

㊇宮良そば 沖縄そば・食堂 浦添市 浦添市当山1-7-17　1F 098-876-7082 https://miyarasoba.com

ニライカナイ 沖縄そば・食堂 石垣市 石垣市真栄里191-5 0980-88-6451

チャーリーレストラン レストラン（和・洋・中） 南城市 南城市玉城親慶原28 098-948-1617

いろは寿司 その他飲食店 名護市 名護市大北4-25-9（103） 0980-54-4414

カラオケ 明菜 その他飲食店 宮古島市 宮古島市平良字西里326

スナック YEN その他飲食店 国頭村 国頭村字辺士名314-1 0980-41-5816

奇跡の手羽先 サラリーマン横丁 一番街店 居酒屋・バー 沖縄市 沖縄市1-14-13 098-923-0039

ぎゅうとん合戦仲泊精肉店 焼肉・ステーキ・しゃぶしゃぶ 恩納村 恩納村字仲泊583-1 098-989-4133 https://www.gyuton.biz

ロケーションダイニング凪 居酒屋・バー 恩納村 恩納村山田501-3 098-964-5505 https://www.nagidining.biz

炭焼き居酒屋 串角 居酒屋・バー 那覇市 那覇市久米1-1-1 098-861-3485

苔吉 その他飲食店 石垣市 石垣市美崎町2大和ビル1F 0980-87-7898

たまるや 東浜店 居酒屋・バー 与那原町 与那原町東浜23-3 098-945-7110
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スナック 愛二人（あいたい） その他飲食店 嘉手納町 嘉手納町字嘉手納439-4 090-6860-5024

海人 居酒屋・バー うるま市 うるま市石川白浜1-7-11 098-965-4735

楽園パラダイス その他飲食店 うるま市 うるま市石川白浜1-12-5 098-965-6803

ダイニング工房 かぶや 居酒屋・バー 沖縄市 沖縄市上地2-8-15 098-930-0132

酒家 HOBOとり 居酒屋・バー 石垣市 石垣市石垣148-4 プラスライフ石垣101号東 0980-87-7333

うるるん 居酒屋・バー 沖縄市 沖縄市宮里3-4-12 090-9489-6572

パブスナック かっちゃん その他飲食店 本部町 本部町渡久地177 080-6481-9310

Club RA- その他飲食店 読谷村 読谷村楚辺1195トリイステーションビル3-C.D 080-9242-8712

羽地海人デリ その他飲食店 名護市 名護市字真喜屋763-1 090-9651-0141

デッカーズキッチン 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D棟2F 098-989-5307

パワーオブタイム その他飲食店 北谷町 北谷町北谷2-8-3 098-936-0777

ウォルフブロイ その他飲食店 那覇市 那覇市首里池端町34 098-975-5669 www.wolfbrau.com

和酒房 山本 レストラン（和・洋・中） 沖縄市 沖縄市泡瀬2-17-17　1階 098-989-8704 https://www.washubo-yamamoto.com

寿司 ゆずの花 その他飲食店 那覇市 那覇市真嘉比2-5-1 098-886-8792

酔族館 その他飲食店 名護市 名護市大東1-1-15　みやビル2F 090-6858-3911

RUI（ルイ） 居酒屋・バー 読谷村 読谷村楚辺1195　トリイステーションビル4-D 098-957-1766

PIZZA 555 その他飲食店 沖縄市 沖縄市上地1-1-1　コザ・ミュージックタウン1F 098-932-8280

ナリス カフェ・スイーツ 那覇市 那覇市壺屋1-18-38 090-7586-4859

居酒屋 司球美 居酒屋・バー 那覇市 那覇市具志3-26-11 098-858-3388

一角 その他飲食店 うるま市 うるま市安慶名2-10-36光和ビル402号室

炭火串焼鶏坊 小禄店 居酒屋・バー 那覇市 那覇市金城2-11-4 098-858-0175

シーサーの邦 その他飲食店 読谷村 読谷村伊良皆151-2 090-1941-4392

辛ちゃんチキン 沖縄そば・食堂 うるま市 うるま市前原325-1 050-3692-8102

Maison de Fujii レストラン（和・洋・中） 那覇市 那覇市松山2-20-13ミネビル202 070-5692-2134 https://www.maison-de-fujii.com

スナック ゆい その他飲食店 沖縄市 沖縄市照屋1-32-1　1F

焼肉 オリオン 焼肉・ステーキ・しゃぶしゃぶ 石垣市 石垣市石垣20 0980-82-7929

BAR BODEGA バーボディガ レストラン（和・洋・中） 沖縄市 沖縄市室川2-33-70 コザベーカリービル301 098-934-2077

おもいで 沖縄そば・食堂 嘉手納町 嘉手納町嘉手納284

スマグラーズ レストラン（和・洋・中） 那覇市 那覇市松尾1-9-1　1F 098-862-0124

小料理 ひざくら 居酒屋・バー 名護市 名護市城1-15-6 0980-53-1396

焼肉ダイニング利休 焼肉・ステーキ・しゃぶしゃぶ 宮古島市 宮古島市平良西里174プチホテルプレミア1階 0980-79-7079 https://rikyu.okinawa.jp

Bar DEEP OCEAN 居酒屋・バー 宜野湾市 宜野湾市普天間2-49-10　KOIKOIビル2F-A号 098-943-1163 facebook/bar.deep.ocean

スナック園 その他飲食店 沖縄市 沖縄市中央3-14-6

野の花 その他飲食店 宜野湾市 宜野湾市我如古1-8-10 090-3792-2827

DJ BAR BISH 居酒屋・バー 那覇市 那覇市安里388-10浜千鳥アパート102 090-1943-7631

MINI その他飲食店 沖縄市 沖縄市上地2-10-13幸喜ビル3F-B 098-932-7858

味処酒処 一心 居酒屋・バー 読谷村 読谷村字高志保1330-6 098-958-4645

スナック 順 その他飲食店 沖縄市 沖縄市上地2-9-5みやす商事ビル2階 098-930-2077

LOCO in KOZA 居酒屋・バー 沖縄市 沖縄市上地1-12-6 カシスビル1F左 098-930-5678

スナック 花くら その他飲食店 浦添市 浦添市城間1-1-5シーサービル4-B

マリエールオークパイン その他飲食店 那覇市 那覇市古島1-15-11 098-886-3030

酒処 花 居酒屋・バー 那覇市 那覇市国場213 080-2064-8787

禅ON その他飲食店 那覇市 那覇市前島1-12-11マイハートビル6階-A 098-867-8752

ラッキーランカ レストラン（和・洋・中） 名護市 名護市大中1-5-7 080-4564-4948

雪んこ 居酒屋・バー 宜野湾市 宜野湾市大謝名5-1-6比嘉アパート 090-5283-4091

BOSS その他飲食店 浦添市 浦添市屋富祖4-2-9ツインマークビル4階4－A号室

バー 花時間 居酒屋・バー 沖縄市 沖縄市胡屋1-15-1島ビルⅠ 201号室

ちゅらや 居酒屋・バー 那覇市 那覇市田場978-105丸茂アパート 098-854-8226

梨依ゑ その他飲食店 うるま市 うるま市赤道255-3 090-9780-6731

居酒屋ふくろう 居酒屋・バー 名護市 名護市大東2-14-16　与幸コーポ102 090-9782-0156
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ラーメン倶楽部 竜 ラーメン 浦添市 浦添市前田1-46-2　丸石荘106 098-878-3976

京風お好み焼・鉄板焼 あくあ その他飲食店 糸満市 糸満市西崎6-12-15　西崎荘102 098-987-1919

タイム 沖縄そば・食堂 那覇市 那覇市寄宮2-5-44赤嶺ビル2F 098-853-8083

花海 ANNEX 居酒屋・バー 那覇市 那覇市宇栄原3-29-10 050-8881-6577

キリンビア＆スナック レストラン（和・洋・中） 那覇市 那覇市鏡水150　那覇空港国内線旅客ターミナルビル４F 098-858-6851 http://www.royal-contract-service.co.jp/

カフェ カンプノウ 居酒屋・バー 那覇市 那覇市牧志1-3-14 098-941-2411

Bar Lounge Twin whirl 居酒屋・バー 那覇市 那覇市小禄1287-1ウィンズビル4-C 098-996-3666

カラオケ＆ダーツBar TaachiMachu 居酒屋・バー 那覇市 那覇市小禄1287-1 ウィンズビル1F 098-851-7779

扇 その他飲食店 那覇市 那覇市東町28-4番美ら館ビル202号 098-861-6508

grace 居酒屋・バー 那覇市 那覇市宇栄原3-29-9

S-Point 居酒屋・バー 那覇市 那覇市松山2-11-5キャスティ松山Ⅰ 3F 098-863-6055 https://www.hotpepper.jp/strJ001001597/

味酔処 まるちゃ 居酒屋・バー 浦添市 浦添市港川1-5-11 098-874-5748

スカイラウンジ TABU 居酒屋・バー 宮古島市 宮古島市平良字西里303-3ホテルニュー丸勝7F 080-6455-1802 https://www.newmarukatsu.co.jp

AKATSUKI 居酒屋・バー 那覇市 那覇市安里388-1栄町市場内 080-1771-6559

ホテル ハイビスカス その他飲食店 宮古島市 宮古島市下地字来間89 090-7962-6449

杏屋 豊見城店 居酒屋・バー 豊見城市 豊見城市字豊見城465-3 098-850-7393

イナディ ヤード 居酒屋・バー 沖縄市 沖縄市園田3-1-21大屋ビル4F

スナック 夢路 その他飲食店 那覇市 那覇市宇栄原3-29-16 098-858-5044

旬鮮酒家 あがりんどう 居酒屋・バー 浦添市 浦添市安波茶2-1-8アミューズメントビルT-1 098-988-9497

酒処 れもん 居酒屋・バー 北谷町 北谷町桑江589-22 090-2969-8475

HIBISCUS レストラン（和・洋・中） 南城市 南城市知念志喜屋187-3 098-949-7002 http://www.rest-hibiscus.co

寿し政 居酒屋・バー 糸満市 糸満市西崎2-34-2 098-994-4420

食堂、居酒屋、暖屋 居酒屋・バー 名護市 名護市宇茂佐914-3　1F（108）号 0980-53-1278

島酒と肴『しまぁとあて』 居酒屋・バー 那覇市 那覇市牧志3-11-17　屋台番号13 080-4319-0013 https://www.okinawa-yatai.jp/yatai/%E5%B3%B6%E9%85%92%E3%81%A8%E8%82%B4%E3%80%8E%E3%81%97%E3%81%BE%E3%81%81%E3%81%A8%E3%81%82%E3%81%A6%E3%80%8F/

ダイニング酒場 おさるや 居酒屋・バー 沖縄市 沖縄市松本3-16-10 098-989-7362

アジアン居酒屋 サバイディー 居酒屋・バー 那覇市 那覇市松尾2-24-6　赤嶺ふとんビル102 098-917-2870

小料理 花より 居酒屋・バー 那覇市 那覇市前島2-5-14　1階 098-862-3051

うまいもの酒場 芳野商店 居酒屋・バー 宮古島市 宮古島市平良西里535-5　1階 0980-79-7284 https://yoshinoshoten.com/

みの家 沖縄そば・食堂 那覇市 那覇市天久1-2-1 天久ﾘｳﾎﾞｳ楽市店1F 098-862-8771 https://earth-asia.wixsite.com/minoya-okinawa

Marilyn その他飲食店 那覇市 那覇市泉崎1-14-7　阮氏ビル304 098-863-3907

にんにく焼肉 ぷるしん 宮古島店 居酒屋・バー 宮古島市 宮古島市平良字下里83-3 0980-79-5529 http://www.yakinikubakaichidai-miyakojima.owst.jp

サプライズ 居酒屋・バー 宜野湾市 宜野湾市普天間2-48-3  ナイトスポットビル102号 098-893-1788

やすらぎ その他飲食店 沖縄市 沖縄市上地1-14-19

ラーメン大桜 沖縄泡瀬店 ラーメン 北中城村 北中城村美崎88-1 098-923-1981 https://www.oozakura.com/

あめいろ食堂 沖縄そば・食堂 那覇市 那覇市樋川1-3-7 098-911-4953

デュエット その他飲食店 宮古島市 宮古島市平良西里110　１階西 090-9789-9293

那瑠海 居酒屋・バー 石垣市 石垣市大川254 ashibiビル1階 090-3471-0373

やっぱりステーキ公設市場店 焼肉・ステーキ・しゃぶしゃぶ 那覇市 那覇市松尾2-8-46 098-869-2929

ICHI BAR 居酒屋・バー 那覇市 那覇市松尾2-9-7 080-1714-7773

居酒屋割烹 友遊亭 居酒屋・バー 嘉手納町 嘉手納町水釜6-2-16

ポルシェパートⅡ その他飲食店 嘉手納町 嘉手納町水釜562-31 098-956-9420

大昇 焼肉・ステーキ・しゃぶしゃぶ 名護市 名護市宮里7-3-35 0980-53-2739

焼肉オリオン国際通り店 焼肉・ステーキ・しゃぶしゃぶ 那覇市 那覇市牧志2-2-30　リウボウ商事本社ビルB1階　国際通りのれん街 098-917-0312

家庭料理 まこ 沖縄そば・食堂 那覇市 那覇市金城5-5-13 1F 098-859-3683

一時（ひととき） 居酒屋・バー 嘉手納町 嘉手納町水釜562-31 サトレアアパート北西1F

ラウンジ chi春sun（ちはるさん） その他飲食店 嘉手納町 嘉手納町水釜562-3 090-3797-9652

ステーキマン レストラン（和・洋・中） 本部町 本部町字大浜879-15 1F 0980-43-0311

日本酒BAR ちどりあし その他飲食店 石垣市 石垣市石垣21-1 新城ビル1階

いっぱいや絆 その他飲食店 嘉手納町 嘉手納町字水釜557-6

だんけ その他飲食店 嘉手納町 嘉手納町字水釜562-3 中川アパート101号室 090-7596-7868
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ランコントレ 居酒屋・バー 沖縄市 沖縄市室川2-1-11 ランコントレ1F 090-3077-5695

旬菜処びいどろ 居酒屋・バー 那覇市 那覇市牧志1-11-1 098-863-7870 https://bidoro.ti-da.net/

B-Side ビヤガーデン その他飲食店 宜野湾市 宜野湾市喜友名1039　4階 098-893-3286

スナック乙姫 その他飲食店 沖縄市 沖縄市美原1-22-15（２階D号室）ナイトスペ－スサントミ- 090-6863-5989

丸源ラーメン那覇国場店 ラーメン 那覇市 那覇市仲井真148 098-831-5758 https://www.syodai-marugen.jp/shop/129

酒肴彩 とき 居酒屋・バー 沖縄市 沖縄市安慶田4-1-20 070-5482-4565

スナック チップイン その他飲食店 名護市 名護市大東1-1-18 大兼久ビル203 090-8290-6959

沖縄採食屋エランド 居酒屋・バー 嘉手納町 嘉手納町水釜562-3 098-957-0201

居酒屋あうん 居酒屋・バー 浦添市 浦添市安波茶1-27-9 すえひろビル1F 098-875-4158

割烹とどろき 居酒屋・バー 那覇市 那覇市久茂地3-11-12 098-862-1060

やまぶき 居酒屋・バー 嘉手納町 嘉手納町嘉手納463 新町1号館西棟F1 090-2502-7561

Bar FLAT 居酒屋・バー 名護市 名護市城1-1-17 与儀ビル1階

お食事処 ひまわり 沖縄そば・食堂 名護市 名護市城1-1-17 與儀ビル1階前

すなつくなおみ その他飲食店 宜野湾市 宜野湾市真栄原1-1-15 ライトビル2F(206) 080-3534-1747

WAKUCHIN 2 居酒屋・バー 沖縄市 沖縄市上地2-8-3(2F) 098-932-6858

ラストストップ 居酒屋・バー 沖縄市 沖縄市上地2-8-5 2F(202) 098-933-5111

びすとろマノワール 居酒屋・バー 名護市 名護市親川500-1 090-9829-6062

しゃぶしゃぶ おなが 焼肉・ステーキ・しゃぶしゃぶ 西原町 西原町翁長237-2 090-2855-8867

（スナック 喫茶）テキサス その他飲食店 うるま市 うるま市石川伊波877-4 090-9654-3652

居酒屋 Rin 居酒屋・バー 沖縄市 沖縄市松本885-1 090-1942-2465

遊民（小料理） その他飲食店 本部町 本部町字谷茶8 0980-47-7420

太陽の子 居酒屋・バー 那覇市 那覇市牧志3-6-6 098-861-5570

美酒BAR 久保田 居酒屋・バー 沖縄市 沖縄市上地1-16-2 1F左 080-3907-1162

大将軍 その他飲食店 名護市 名護市宮里5-11-39 0980-53-7171

クレージュ その他飲食店 名護市 名護市城1-3-19-1 18番館ビル1階1-A号室 090-1945-9771

Rise その他飲食店 うるま市 うるま市みどり町4-12-12 グリーンタウンビル304 090-1943-9043

島豚 石焼 燦 レストラン（和・洋・中） 那覇市 那覇市松山2-7-3 城間ビル1F 098-863-2991 https://www.hotpepper.jp/strJ000716564/

すき焼き 松山 燦 別館 居酒屋・バー 那覇市 那覇市松山1-7-3 呉マンション1-B 098-975-7715 https://www.hotpepper.jp/strJ001169791/

鉄板焼 朝日 焼肉・ステーキ・しゃぶしゃぶ 名護市 名護市大南2-1-42 0980-54-0677

スナックコスモ その他飲食店 沖縄市 沖縄市上地1-14-14 1F右

ハイスナック シャイン・ローズ その他飲食店 名護市 名護市城1-9-11 0980-53-5973

ピュア その他飲食店 嘉手納町 嘉手納町水釜556

さくら その他飲食店 嘉手納町 嘉手納町嘉手納285-1 090-7986-1283

カヨズバー KAYO その他飲食店 読谷村 読谷村波平1070-1 波平ビル102号 090-2510-0105

鮨処 浅草 その他飲食店 宮古島市 宮古島市平良字西里826-6 0980-73-1021

シャルム 居酒屋・バー 嘉手納町 嘉手納町嘉手納284 090-5487-4933

小町 その他飲食店 沖縄市 沖縄市上地1-13-22 098-932-2771

スコレー その他飲食店 那覇市 那覇市久茂地2-17-1 リバティービル2F 098-869-0843

エピローグ その他飲食店 沖縄市 沖縄市園田3-11-34 090-9402-1788

スナック 深海3000 その他飲食店 うるま市 うるま市髙江洲1078（102） 090-2104-0501

ライフタイムリスペクト 居酒屋・バー 名護市 名護市城1-13-17 0980-54-8039

じゃじゃまる 居酒屋・バー 宜野湾市 宜野湾市志真志1-7-2　メゾン伊佐１０５号室 098-893-8010

酒肴食彩DINING かぐら屋 居酒屋・バー 西原町 西原町棚原1-6-1　１F 098-944-4100

酒肴宴楽 かぐら屋 居酒屋・バー 浦添市 浦添市勢理客1-3-7　1F 098-943-0364

がじろう飯店 その他飲食店 読谷村 読谷村都屋261-4（101） 098-988-7272

リリコイ カフェ・スイーツ 石垣市 石垣市字登野城1-4（1F) 0980-87-9392

銀馬車 その他飲食店 名護市 名護市城1-12-23　1F 0980-52-5933

ちょこっと寿し レストラン（和・洋・中） 那覇市 那覇市牧志2-7-24 セゾン宝ビル2階 098-988-8239

カンナムチキン牧志店 その他飲食店 那覇市 那覇市牧志3-6-15 桜坂DINER Ⅰ A-102

牛屋 焼肉・ステーキ・しゃぶしゃぶ 那覇市 那覇市辻2-7-25 098-868-4738
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牛屋 焼肉・ステーキ・しゃぶしゃぶ 那覇市 那覇市松山2-14-10 098-869-2324 https://www.gyuya.okinawa

りょうり とう間 その他飲食店 那覇市 那覇市安謝1-7-10 1F 098-869-3315

乾杯 その他飲食店 嘉手納町 嘉手納町嘉手納454 (2F) 098-957-0224

浮島餃子 蘭桂坊 居酒屋・バー 那覇市 那覇市松尾2-19-47 098-862-5373

島ビストロ メリメロ レストラン（和・洋・中） 宮古島市 宮古島市平良字下里940 1F 0980-79-7629

洋酒居酒屋 スエヨシ亭 居酒屋・バー 那覇市 那覇市首里末吉町1-152-15 098-885-4919

仏蘭西居酒家・ありす 居酒屋・バー 那覇市 那覇市安里1-3-13 098-863-1996

牛屋 レストラン（和・洋・中） 那覇市 那覇市松尾2-5-12 098-861-8719

CORNER'S GRILL レストラン（和・洋・中） 石垣市 石垣市大川258-1　城西ビル1F 0980-82-8050

そば処 きくや 沖縄そば・食堂 那覇市 那覇市田原1-6-2 098-857-0565 https://okisoba78.wix.com/kikuya

スナック（ビーナス） その他飲食店 うるま市 うるま市石川1-51-17 070-5814-0769

サントリアン その他飲食店 那覇市 那覇市東町27-4 美館ビル4F 098-866-3456

かざりや その他飲食店 南風原町 南風原町津崋山1467-10 MKビルⅢ402号

ヨリミチ酒場 さびねこ 居酒屋・バー 那覇市 那覇市古島1-4-11 コーポ光102号 070-2497-3513 https://sabineko.okinawa/

grouper 居酒屋・バー 沖縄市 沖縄市上地2-9-9 (1F左)

るぐんちゅ 焼肉・ステーキ・しゃぶしゃぶ 本部町 本部町崎本部671-1 4号室 090-5530-5553

Kitchen Bruna（キッチンブルーナ） レストラン（和・洋・中） 石垣市 石垣市新栄町10-2 0980-87-9366 https://www.kitchenbruna.com/

焼肉カルビ家 焼肉・ステーキ・しゃぶしゃぶ 宜野湾市 宜野湾市伊佐1-7-18 098-893-0955

居酒屋 きこうやー 居酒屋・バー 浦添市 浦添市勢理客1-29-2 098-874-5595

好酒屋 盛 居酒屋・バー 沖縄市 沖縄市城前町20-35 1F

丸栄ホール 居酒屋・バー 那覇市 那覇市安里388-136 友寄アパート101 070-8498-5460

GOAL その他飲食店 那覇市 那覇市三原1-10-28 伊東貸ビル101

スナック かりゆし その他飲食店 浦添市 浦添市内間1-12-10 090-9495-2521

Living Bar リズム その他飲食店 那覇市 那覇市東町20-16 タイセイローズビル１階 098-868-0338

あすなろ その他飲食店 沖縄市 沖縄市園田3-7-6

韓国居酒屋ポチャ新都心店 居酒屋・バー 那覇市 那覇市銘苅1-10-6 098-864-0404

BAR SAiKO 居酒屋・バー 那覇市 那覇市銘苅1-16-5 ふくふくビル3F 090-4999-7863

沖縄菜園ビュッフェ カラカラあしびなー店 レストラン（和・洋・中） 豊見城市 豊見城市字豊崎1-1193 098-840-2280 http://karakara-okinawa.com/

Sea scape 居酒屋・バー 那覇市 那覇市牧志2-19-16

山将 居酒屋・バー 那覇市 那覇市東町5-1　2F 098-861-0999 http://www.yamasyoo.com/

金魚屋 居酒屋・バー 那覇市 那覇市おもろまち4-17-17　（有）SOL　3F 098-988-8722

桜庭 居酒屋・バー 那覇市 那覇市おもろまち4-17-14　クイーンヒルズビル702 090-1944-3460

Silky.k その他飲食店 沖縄市 沖縄市泡瀬4-24-15 080-3900-8880

ティールーム ダージリン 居酒屋・バー 那覇市 那覇市楚辺1-2-68　1F 098-855-7282

うちなー酒処 わったぁやー 居酒屋・バー 沖縄市 沖縄市大里2-27-28　ナイトイレブンビル　2D 080-3900-9532

やきとん居酒屋KIN-KAN 居酒屋・バー 那覇市 那覇市字安里388-83　垣花ビル1Ｆ 098-963-9123

居酒屋 久茂地 居酒屋・バー 那覇市 那覇市久茂地3-29-23 098-867-3028

ボートレースアンテナショップカフェ レストラン（和・洋・中） 那覇市 那覇市久茂地3-29-70 ココスガーデンテラス1F-B 098-943-6746

VINLAZO 居酒屋・バー 那覇市 那覇市前島2-11-15 ライオンズマンション前島第2(103) 098-868-6018

KO菜YA 新都心店 居酒屋・バー 那覇市 那覇市安謝2-4-12 098-927-7247 http://578.okinawa

yumeya ラーメン 北谷町 北谷町美浜2-6-1　 098-926-0810

FINCA LA VIGIA OKINAWA 居酒屋・バー 那覇市 那覇市おもろまち4-19-1　RUCAFU OMOROMACHI 203 098-975-5552

Pension Coco / カフェ ココ・ラ・ガトー カフェ・スイーツ 石垣市 石垣市新川1585-134 050-3633-9696

居酒屋 串屋 居酒屋・バー 西原町 西原町字我謝237-2 098-946-6519

BAR.LELO 居酒屋・バー 金武町 金武町金武4249-3 090-8290-3797

ハイスナックピアジェ その他飲食店 石垣市 石垣市美崎町11-3　稲福ビル1F8号

COZY BOX 居酒屋・バー 那覇市 那覇市松山2-29-1　フェニックスビル２階-202 098-864-2528

スナック スコール カフェ・スイーツ 本部町 本部町字石川424 0980-48-2745 https://churaumi.okinawa/area/restaurant/

カフェオーシャンブルー カフェ・スイーツ 本部町 本部町字石川424 0980-48-2745 https://churaumi.okinawa/area/restaurant/

レストラン イノー レストラン（和・洋・中） 本部町 本部町字石川424 0980-48-2745 https://churaumi.okinawa/area/restaurant/
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ステーキハウス四季 焼肉・ステーキ・しゃぶしゃぶ 沖縄市 沖縄市園田3-1-25 098-933-5731 https://www.the4seasons.jp/

ステーキハウス四季 美浜店 焼肉・ステーキ・しゃぶしゃぶ 北谷町 北谷町美浜2-5-2 098-926-1329 https://www.the4seasons.jp/

ステーキハウス四季 焼肉・ステーキ・しゃぶしゃぶ 沖縄市 沖縄市泡瀬4-12-13 098-937-0029 https://www.the4seasons.jp/

ステーキハウス四季 浦添店 焼肉・ステーキ・しゃぶしゃぶ 浦添市 浦添市伊祖2-4-5 098-877-0429 https://www.the4seasons.jp/

いずみや その他飲食店 嘉手納町 嘉手納町嘉手納463 070-3802-1238

De-box 居酒屋・バー 糸満市 糸満市西崎6-7-3 D-oneBLD102号室 090-8350-5122 https://debox2020.jimdofree.com/

BAR Sou 居酒屋・バー 那覇市 那覇市牧志2-18-7　共進産業ビル2-A号室 098-863-3030

小料理屋 はなふう 居酒屋・バー 沖縄市 沖縄市海邦1-19-43 090-3327-9448

そば処・酒処・もんじゅ その他飲食店 うるま市 うるま市赤道352-4 スカイハイツ206-B 090-8292-1958

37Steakhouse＆Bar レストラン（和・洋・中） 那覇市 那覇市牧志2-16-1　JR九州ホテル　ブラッサム那覇1F 098-917-5737 https://37steakhouse.com/naha

Aube その他飲食店 沖縄市 沖縄市園田3-1-18 沖信ビル1F 098-930-5900

ちゃんぷる亭 沖縄そば・食堂 宜野湾市 宜野湾市我如古433　B1 098-890-3311

BACAR バカール レストラン（和・洋・中） 那覇市 那覇市久茂地3-16-15　１F 098-863-5678

丸源ラーメン浦添店 ラーメン 浦添市 浦添市港川2-24-1 098-917-1145 https://www.syodai-marugen.jp/shop/158

丸源ラーメン沖縄美里店 ラーメン 沖縄市 沖縄市美里仲原1-3 098-989-3135 https://www.syodai-marugen.jp/shop/124

香蔵 居酒屋・バー 嘉手納町 嘉手納町嘉手納280-3　カデナステーション地下１F 098-957-5052

瑠璃 その他飲食店 嘉手納町 嘉手納町嘉手納463 090-3792-4560

スナック螢樹 カフェ・スイーツ 宮古島市 宮古島市平良字下里62 0980-73-1011

勝山食堂 その他飲食店 名護市 名護市城1-3-15 090-1942-4198

RIDER'S GARAGE CAFE ＆ DINER レストラン（和・洋・中） 宜野湾市 宜野湾市普天間1-5-1 098-943-8802 https://ridersgarageokinawa.owst.jp/

海鮮料理店 島 レストラン（和・洋・中） 恩納村 恩納村字仲泊890-2 098-965-0987

のぎく その他飲食店 嘉手納町 嘉手納町嘉手納295-2 080-3909-3115

路地裏キッチン よねまる 居酒屋・バー 沖縄市 沖縄市上地1-13-20 098-923-1744

ブルーシール スターチャイルド１号店 その他飲食店 石垣市 石垣市真栄里262-1 0980-82-1000

樹里 沖縄そば・食堂 沖縄市 沖縄市登川1-13-22 2F 098-938-1779

サンセットバー＆テラス 居酒屋・バー 恩納村 国頭郡恩納村冨着字66-1 098-965-2497

喫茶 亜米利加通り その他飲食店 沖縄市 沖縄市中央2-17-25 アーバンステージ宮里2-C 090-8836-7979

ミュージック101 その他飲食店 読谷村 読谷村楚辺2260-2 楚辺アパート3F 080-6488-5101

まーきー その他飲食店 読谷村 読谷村楚辺1395-9 090-5024-3897

華世 その他飲食店 読谷村 読谷村波平1619 AP102

スナック（初） その他飲食店 沖縄市 沖縄市泡瀬5-3-4

Hunk plus 居酒屋・バー 沖縄市 沖縄市諸見里1-3-18 砂川ビル2F

石くびり食堂 沖縄そば・食堂 本部町 本部町字東464-1 0980-47-4769

スパイスカレー コフタ レストラン（和・洋・中） 読谷村 読谷村大木375　A-23 098-962-0462

食堂居酒屋 かよう亭 居酒屋・バー 恩納村 恩納村恩納6235　1F 098-966-8337

宇茂佐の森 食堂 沖縄そば・食堂 名護市 名護市宇佐の森2-9-11 0980-54-5359

いしぐふーやんばる店 沖縄そば・食堂 名護市 名護市安部505 0980-55-8081 https://www.ishigufu.jp/

HiGH 居酒屋・バー 那覇市 那覇市西1-16-26 2階 098-949-1166

酒処 ペイピー 居酒屋・バー 読谷村 読谷村伊良皆373 098-956-3774

成2 居酒屋・バー 那覇市 那覇市牧志1-6-15 1F 098-868-2329

スナック.軽食 よ・そ・み 居酒屋・バー 石垣市 石垣市美崎町7-7 090-1940-0796

Dining 酒家 あしたか 居酒屋・バー 名護市 名護市城1-17-5 1F 0980-43-0470

だるまそば 沖縄そば・食堂 沖縄市 沖縄市山里2-13-20 098-932-8840 https://www.facebook.com/%E3%81%A0%E3%82%8B%E3%81%BE%E3%81%9D%E3%81%B0-107017827673972/

元気（もとき） 居酒屋・バー 名護市 名護市城1-3-17 新屋アパート102号 090-4516-3752

スナック美佐 その他飲食店 那覇市 那覇市宇栄原3-33-19

居酒家 でいりぐち 居酒屋・バー 宮古島市 宮古島市平良字西里224 0980-72-8017

居酒家でいりぐち 下里通り店 居酒屋・バー 宮古島市 宮古島市平良字下里596-1 102 0980-79-0197

ハイビス その他飲食店 うるま市 うるま市与那城伊計1286 098-983-1230 http://www.aj-hotels.com/

居酒屋 味乃家 居酒屋・バー 国頭村 国頭村辺土名2123 0980-41-2446

カラオケとおつまみ（軽食・乾物）酒場 絆 居酒屋・バー 浦添市 浦添市屋富祖3-7-14 5F
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いっちょうめ 居酒屋・バー 那覇市 那覇市壺屋1-4-21 080-2721-6606

ばばりん その他飲食店 うるま市 うるま市石川曙2-15-28　２F 090-6857-9144

M, T HAMA 居酒屋・バー 嘉手納町 嘉手納町嘉手納295-11

とみぃ 居酒屋・バー 浦添市 浦添市屋富祖1-3-1 098-955-9816

居酒屋エール 居酒屋・バー 那覇市 那覇市古波蔵3-5-22 1F 090-9494-2270

ともだち その他飲食店 嘉手納町 嘉手納町嘉手納296

柴田家 その他飲食店 那覇市 那覇市西1-21-11 西AZビル3-B

宮里菓子店 その他飲食店 国頭村 国頭村辺土名117-1 0980-41-2392

しゃぶしゃぶ美山 浦添店 焼肉・ステーキ・しゃぶしゃぶ 浦添市 浦添市西州3-1-1　サンエーPARCO　CITY　１F 098-988-0133

GO FLAT 居酒屋・バー 宜野湾市 宜野湾市長田4-16-12 098-943-2739

トットちゃん その他飲食店 宜野湾市 宜野湾市普天間2-50-3 080-1716-1188

スナック Cure（キュア） その他飲食店 宜野湾市 宜野湾市普天間2-39-14　蔵ビル１F

赤と黒 その他飲食店 嘉手納町 嘉手納町嘉手納297-2 2F 090-7980-2840

ごっつもりもり その他飲食店 嘉手納町 嘉手納町嘉手納485 098-956-7012

元旦バニー その他飲食店 本部町 本部町崎本部3822-5

グラーノ レストラン（和・洋・中） 那覇市 那覇市久米2-3-13 西鉄リゾートイン那覇1F 098-861-5553

伊集の花 居酒屋・バー 糸満市 糸満市西崎町3-362　ラッキービジネスホテル1F 090-9785-3807

Club Cattleya その他飲食店 名護市 名護市城1-1-21 サミットビル1-C 080-9852-1124

小花 居酒屋・バー 那覇市 那覇市宇栄原3-30-3 マイシティービル1-B 098-859-6002

きらら 居酒屋・バー 那覇市 那覇市宇栄原3-30-3 マイシティービル1-C 080-6498-5870

ハイチョウ 居酒屋・バー うるま市 うるま市石川1-51-7 098-965-0066

とり琉 居酒屋・バー 石垣市 石垣市美崎町9-10 0980-87-9115

歌の広場COCO・花 その他飲食店 うるま市 うるま市栄野比418-1 098-987-8636

スナック翼 その他飲食店 うるま市 うるま市宮里203-1 090-4777-3220

キッチンバー 毬 居酒屋・バー 糸満市 糸満市西崎6-14-1 080-1111-1289

カフーリゾートフチャクコンド・ホテル琉球BBQ BLUE 焼肉・ステーキ・しゃぶしゃぶ 恩納村 恩納村字冨着志利福地原246-1　12F 098-963-0755 https://www.kafuu-okinawa.jp/restaurant/blue/

カフーリゾートフチャクコンド・ホテル Wine＆Dining The Orange レストラン（和・洋・中） 恩納村 恩納村字冨着志利福地原246-1 098-964－7711 https://www.kafuu-okinawa.jp/restaurant/orange/

グルメ回転寿司市場 美浜店 その他飲食店 北谷町 北谷町美浜2-4-5 098-926-3222

グルメ回転寿司市場 泡瀬店 その他飲食店 沖縄市 沖縄市比屋根1-8-1 098-932-3308

シネマプラザハウス（飲食スペース） その他飲食店 沖縄市 沖縄市久保田3-11-1　3F 098-987-8170 https://www.startheaters.jp/cinemaplazahouse/

シネマパレット1954（飲食スペース） その他飲食店 那覇市 那覇市久茂地1-1-1　9F 098-869-4688 https://www.startheaters.jp/cinemapalette/

あけみんち 居酒屋・バー 那覇市 那覇市安里388-141

あき坊 居酒屋・バー 那覇市 那覇市牧志3-8-19 髙江洲2-1 098-866-6686

MARUMIYA  CRAFTER (マルミヤ クラフター) レストラン（和・洋・中） 宜野湾市 宜野湾市伊佐1-1-8 098-892-2333

つよしの店 居酒屋・バー 那覇市 那覇市壺屋1-4-21

お好み、焼きそば、もんじゃ焼き あきちゃん 沖縄そば・食堂 浦添市 浦添市屋富祖4-2-10 1F 090-8988-9106

スナックだるま その他飲食店 那覇市 那覇市前島3-16-18  1F 098-862-6802

居酒屋ぴーぷる 居酒屋・バー 豊見城市 豊見城市字伊良波706-2 098-850-2436

クリスタル カフェ・スイーツ 那覇市 那覇市安里388-100

Salon de moe 居酒屋・バー 那覇市 那覇市松山1-6-2 オーナーズビル５階 090-5086-0310

SANDER 居酒屋・バー 那覇市 那覇市牧志3-10-3　1F 098-868-5880

モンマルトル レストラン（和・洋・中） 那覇市 那覇市真嘉比1-1-3　エリタージュＫ１階 098-885-2012 https://www.montmartre-cafj.com/

GRADE グレード その他飲食店 那覇市 那覇市松山1-33-2　はましんビル5-A 098-861-8280

KARAOKE BAR K. 居酒屋・バー 那覇市 那覇市西1-21-11　AZビル　3階A号室 090-9781-5707

Camellia（カメリア） 居酒屋・バー 嘉手納町 嘉手納町字水釜557-4　　中川1階西 080-6490-3645

天妃 居酒屋・バー 那覇市 那覇市久茂地2-6-2　久茂地ガーデンビル2B 098-867-8418

Ocean（オーシャン） 居酒屋・バー 沖縄市 沖縄市上地1-12-6　2F左

居酒屋 まーちぬ家 居酒屋・バー 那覇市 那覇市前島2-7-14 098-863-5159

のんびりカフェ レストラン（和・洋・中） 石垣市 石垣市宮良1004-4 070-5817-1906

かんだばぁ その他飲食店 糸満市 糸満市西崎6-8-5 パークサイドビル201
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バッファロー その他飲食店 嘉手納町 嘉手納町水釜557

綺羅羅 その他飲食店 嘉手納町 嘉手納町字嘉手納295-11 090-8293-8073

スナックAMIGA 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B1-C 090-6866-7794

ちんだみ その他飲食店 読谷村 読谷村字楚辺2260-2 ソベアパート2F 090-6861-3192

具志川ジャンジャン その他飲食店 うるま市 うるま市赤道354-3 098-973-7661

小料理 いっぽ 一歩 居酒屋・バー うるま市 うるま市赤道355-2

スナック 女神 その他飲食店 読谷村 読谷村字楚辺1195 トリイステーションビル2F 098-956-2958

美月 その他飲食店 読谷村 読谷村楚辺1195トリイステーションビル2F-C 090-7473-4699

スナック きらめき その他飲食店 浦添市 浦添市城間1-1-3　稲福ビル１F

おちゃ と おさけ と ごはん。Imadomare 居酒屋・バー 今帰仁村 今帰仁村今泊3007 0980-43-6708 http://www.imadomare.jp

小料理 香 その他飲食店 読谷村 読谷村伊良皆375-1 090-5471-5516

Bar石川 居酒屋・バー 石垣市 石垣市美崎町12-1 海邦ビル5F 504

ヤマバレー食堂 沖縄そば・食堂 石垣市 石垣市川平1216-594 0980-87-5017

Ｄｏｒｉ その他飲食店 読谷村 読谷村楚辺2260-2-2F 090-1943-0559

TASTE レストラン（和・洋・中） 読谷村 中頭郡読谷村字瀬名波571-1 098-987-8300 https://glamdaystyle.jp

ナイツ その他飲食店 那覇市 那覇市宇栄原3-28-1 カリータウン2-A 098-858-2110

いろは亭 その他飲食店 宮古島市 宮古島市平良字下里633 0980-73-1892

大漁上間 居酒屋・バー 沖縄市 沖縄市照屋3-2-15 098-934-5732

スナックサロン ロングラン 居酒屋・バー 那覇市 那覇市壺屋1-18-40 080-1774-2847

儿 (JIN） その他飲食店 那覇市 那覇市松山1-35-21 大福館ビル2階

沖縄宮古島ラーメン天晴 ラーメン 宮古島市 宮古島市平良字西里861-5 0980-72-8096

五笑門 小禄店 居酒屋・バー 那覇市 那覇市小禄543 098-858-3441 https://www.hotpepper.jp/str1000989632/ajnp/

Kitchen & Bar 360° 居酒屋・バー 嘉手納町 嘉手納町嘉手納439-4 新垣アパートE 098-988-5123

スナック もも その他飲食店 うるま市 うるま市宮里838 セブンスタービル1F左 098-923-0345

スマイリー その他飲食店 読谷村 読谷村字楚辺1195 トリイステーションビル3-A 098-956-1050

早苗 その他飲食店 沖縄市 沖縄市上地1-9-2 090-3793-3978

吉嶺 居酒屋・バー 北中城村 北中城村仲順470-6 1F 098-935-5657

炭焼家てんぷす 居酒屋・バー 宜野座村 宜野座村宜野座663-49　２階 098-968-5808 tenpusu.jp

焼肉 きたやホルモン 栄町 居酒屋・バー 那覇市 那覇市安里388-5　大城AP1F 098-943-2951

焼肉きたや 沖縄そば・食堂 北谷町 中頭郡北谷町伊平423-2 098-936-1350

焼肉屋 壱気 沖縄そば・食堂 浦添市 浦添市内間4-2-1　コンフォート内間1F 098-876-2078

焼肉きたや 浦添店 沖縄そば・食堂 浦添市 浦添市宮城6-1-25 098-873-1900

海食菜美 ダイニングおしどり・焼肉ホルモン市場 居酒屋・バー 南風原町 島尻郡南風原町兼城199 098-889-1823

トマト＆オニオン 那覇安岡店 レストラン（和・洋・中） 那覇市 那覇市銘苅3-22-25 098-860-1003

串カツ 錦 居酒屋・バー 宮古島市 宮古島市平良字下里601 ちゅらハウスA-1 0980-73-1567

Road ＆ Sky 居酒屋・バー 那覇市 那覇市久米1-16-5 丸保マンション1階 098-868-8221

ロビー その他飲食店 沖縄市 沖縄市照屋1-4-4

サムギョプサル酒場 豚福 居酒屋・バー 沖縄市 沖縄市上地1-16-1 伊禮店舗103号 098-933-9777

カフェー和 その他飲食店 与那原町 与那原町与那原3174 098-945-2664

サザンホープ レストラン（和・洋・中） うるま市 うるま市勝連浜229-1 098-977-8811

居酒屋 竹笛 居酒屋・バー うるま市 うるま市石川白浜1-7-9 090-1947-2623

スナック一年生 その他飲食店 宜野湾市 宜野湾市真栄原3-1-5 1F 098-897-7613

炭家・だるまそば読谷店 居酒屋・バー 読谷村 読谷村楚辺1093 098-923-4388

風の街 レストラン（和・洋・中） 読谷村 読谷村古堅65-13 098-956-0078

スナック 和 その他飲食店 沖縄市 沖縄市園田3-5-27 サンライトイサビル4F-403

酒茶房 枝 居酒屋・バー 豊見城市 豊見城市平良102-1 コーポ大丸202 098-851-0411

石垣島きたうち牧場 真栄里店 焼肉・ステーキ・しゃぶしゃぶ 石垣市 石垣市真栄里宮鳥387-6 0980-87-5029

カラオケスナック 今帰仁花道 その他飲食店 今帰仁村 今帰仁村字仲宗根279 090-9780-5125

ラウンジ・コウダ その他飲食店 宜野湾市 宜野湾市普天間2-48-9 090-6856-4897

カラオケ居酒屋 宮古まつり 居酒屋・バー 宮古島市 宮古島市平良字下里123-2 (2F) 0980-74-3081
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やなわらbar BALOCCO 居酒屋・バー 那覇市 那覇市壺屋2-18-1 080-6495-5738

串焼きとだしカレー Makoto 居酒屋・バー 那覇市 那覇市泉崎1-16-14 098-868-9333

池谷牛肉店 焼肉・ステーキ・しゃぶしゃぶ 那覇市 那覇市宇栄原3-33-8　１階 098-996-1135 https://ikeya-beet.business.site/

. 居酒屋・バー 那覇市 那覇市古島1-4-11コーポ光 098-886-5150

日和ひより 居酒屋・バー 那覇市 那覇市大道172-13 098-885-6288 heichan-12@docmo.he.jp

青珊瑚 居酒屋・バー 那覇市 那覇市泉崎１-12-4 マラカイト泉崎ビル3F 098-861-1135

葉月 その他飲食店 那覇市 那覇市東町17-11 201号 090-5386-5043 yuntakuetu@icloud.com

居酒屋（おさかな処）磯蔵 居酒屋・バー 与那原町 与那原町字与那原3633-1　コーポラス儀武1-A 098-944-1057

割烹 味平 レストラン（和・洋・中） 那覇市 那覇市与儀1-1-22 098-854-2138

小料理の店 あみん 居酒屋・バー 南風原町 南風原町字与那覇144-1　1F 090-9787-1088

福耳福助 津嘉山店 居酒屋・バー 那覇市 那覇市仲井真379-2 098-855-5007

福耳福助 兼城店 居酒屋・バー 南風原町 南風原町兼城205 098-888-2421

カラオケ居酒屋 乾杯仲間 居酒屋・バー 那覇市 那覇市三原1-15-30 090-3325-9432

首里あんどん 居酒屋・バー 那覇市 那覇市首里山川町1-71 090-5020-6880

からあげ酒場 パリパリ 居酒屋・バー 那覇市 那覇市宇栄原3-28-1　ｶﾘｰﾀｳﾝ1A 098-857-0909

和 居酒屋 一龍 居酒屋・バー 石垣市 石垣市美崎町7-19　大洋ビル1F 0980-84-3048 http://www.cosmos.ne.jp/～ichiryu/

kitchen ひろ その他飲食店 那覇市 那覇市西1-7-7　協春アパート101号 098-861-0653

居酒屋 Ryo 居酒屋・バー 宜野湾市 宜野湾市普天間1-10-5 1F 098-894-8844

しゃぶ葉那覇小禄 焼肉・ステーキ・しゃぶしゃぶ 那覇市 那覇市金城5-11-6　小禄ガーデンビル1階 098-840-1718 https://www.skylark.co.jp/

BAR A.t（エース） 居酒屋・バー 沖縄市 沖縄市胡屋1-15-1　島ビルⅰ（202） 090-9785-2586

サムズバイザシー レストラン（和・洋・中） 沖縄市 沖縄市泡瀬1-41-15 098-937-3421 http://www.sams-okinawa.jp

サムズバイザシー 小禄バイパス店 レストラン（和・洋・中） 那覇市 那覇市具志3-25-5 098-857-0339 http://www.sams-okinawa.jp

サムズカフェ レストラン（和・洋・中） 北中城村 北中城村安谷屋1934 098-935-3699 http://www.sams-okinawa.jp

サムズ アンカーイン レストラン（和・洋・中） 宜野湾市 宜野湾市真志喜624-1 098-897-5555 http://www.sams-okinawa.jp

ラウンドワン宜野湾店 2階エレベーター前フードコート その他飲食店 宜野湾市 宜野湾市真志喜3-28-8 098-870-2110 round1.co.jp/shop/tenpo/okinawa-ginowan.html

ラウンドワン宜野湾店 6階フードコート その他飲食店 宜野湾市 宜野湾市真志喜3-28-8 098-870-2110 round1.co.jp/shop/tenpo/okinawa-ginowan.html

non-no その他飲食店 那覇市 那覇市松山2-10-6　ウォータービル2階 098-866-7035

DRESS DINER（ドレスダイナー） レストラン（和・洋・中） 沖縄市 沖縄市与儀2-8-1 098-931-1500 https://www.okinawa-grandmer.com/

スナック喫茶 みさ その他飲食店 名護市 名護市宮里447-25 0980-54-2442

蒸気海鮮CHATAN STEAM SEAFOOD レストラン（和・洋・中） 北谷町 北谷町美浜51-1（3F） 098-851-8199 http://jhoki.com/

KO菜YA 小禄駅前店 居酒屋・バー 那覇市 那覇市金城5-1-1 Waビル103 098-857-3068 http://578.okinawa

JUMBO STEAK HAN’ S美浜店 レストラン（和・洋・中） 北谷町 北谷町字美浜9-1　デポアイランドビルA館2F 098-926-2888 https://www.instagram.com/jumbosteak_hans_official/

CBD Cafe Salon Blue Blue カフェ・スイーツ 石垣市 石垣市大川209-3 080-3974-5012

南方楽酒KAN 居酒屋・バー 宜野湾市 宜野湾市真志喜3-4-16 ｺｽﾀｳﾞｪﾙﾃﾞﾏﾝｼｮﾝ102 098-897-6088

LOUIS'（ルイズ） 居酒屋・バー 沖縄市 沖縄市泡瀬4-24-15 パティオビルA号室 090-9788-1714

屋台風居酒屋 Free Style 居酒屋・バー 沖縄市 沖縄市澄川2-2-8 098-929-1228

ステーキハウス88Jr. 読谷店 レストラン（和・洋・中） 読谷村 読谷村大湾359-1　レキオススクエア大湾B-2 098-868-1129 http://s88.co.jp/88jr_yomitan.html

ステーキハウス88 恩納店 レストラン（和・洋・中） 恩納村 恩納村字前兼久167-2 098-868-1129 http://s88.co.jp/onna.html

さかえ 沖縄そば・食堂 那覇市 那覇市牧志3-12-20 098-866-6401

炭火焼肉 GOSAMARU 焼肉・ステーキ・しゃぶしゃぶ 北中城村 北中城村字島袋271-9　沖島ビル101 098-932-5777 gosamaru-wagyu.com

デジャングム 居酒屋・バー 浦添市 浦添市仲間2-31-1 098-878-0041

うちな～物語 居酒屋・バー うるま市 うるま市平良川97-20 090-3015-1140

ひつじ 居酒屋・バー 浦添市 浦添市屋富祖　3-1-10　京ビル3　205号室

ちゅらばな（美、FLOWER） その他飲食店 名護市 名護市城1-10-6　105

FLOWER ROAD 居酒屋・バー 名護市 名護市城1-1-17　与儀ビル2F

スナックロペ その他飲食店 豊見城市 豊見城市字豊見城13 098-850-8084

酒処ふくぎ 居酒屋・バー 沖縄市 沖縄市知花1-26-19 090-6863-3260

酒膳 きき その他飲食店 那覇市 那覇市若狭2-1-9　日天ビル1-B 098-862-5646

ゆうな その他飲食店 那覇市 那覇市古島1-24-19　末吉ビル1F 098-885-1114

シーグラン 居酒屋・バー 宮古島市 宮古島市平良字下里19 0980-74-3333
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敏 その他飲食店 南風原町 南風原町兼城203-4  東宝ビル26　204号

食酒ラウンジOne その他飲食店 那覇市 那覇市久茂地2-13-20　ラビエンエ久茂地ビル1Ｆ 098-866-7388

ダイヤモンド その他飲食店 沖縄市 沖縄市上地2-20-34  大和ビル1F ０９８－９３３－９３９

スナック 道づれ その他飲食店 沖縄市 沖縄市大里2-27-18　島アパート1F

あまいか 居酒屋・バー 宜野湾市 宜野湾市野嵩2-1-5 098-893-7875

Craft Beer Pub Beer Rize 居酒屋・バー 北谷町 北谷町宮城1-464　１F 098-911-2278

BUFFET＆GRILL QWACHI レストラン（和・洋・中） 名護市 名護市喜瀬1490-1 0980-51-1000 https://www.marriott.co.jp/hotels/hotel-information/restaurant/details/okamc-okinawa-marriott-resort-and-spa/128511

日本料理・沖縄料理・寿司 琉紅華 レストラン（和・洋・中） 名護市 名護市喜瀬1490-1 0980-51-1000 https://www.marriott.co.jp/hotels/hotel-information/restaurant/details/okamc-okinawa-marriott-resort-and-spa/6680505

中国料理 琉華邦 レストラン（和・洋・中） 名護市 名護市喜瀬1490-1 0980-51-1000 https://www.marriott.co.jp/hotels/hotel-information/restaurant/details/okamc-okinawa-marriott-resort-and-spa/86170

焼肉 琉仙 焼肉・ステーキ・しゃぶしゃぶ 名護市 名護市喜瀬1490-1 0980-51-1000 https://www.marriott.co.jp/hotels/hotel-information/restaurant/details/okamc-okinawa-marriott-resort-and-spa/6689541

ロビーラウンジ 海音 居酒屋・バー 名護市 名護市喜瀬1490-1 0980-51-1000 https://www.marriott.co.jp/hotels/hotel-information/restaurant/details/okamc-okinawa-marriott-resort-and-spa/87016

雅 みやび カフェ・スイーツ 嘉手納町 嘉手納町嘉手納295-11 090-9588-5323

〆処たかちゃんち その他飲食店 沖縄市 沖縄市与泡瀬3-39-17　インテルメツォビル1-C 090-9585-3590

よっちゃん 居酒屋・バー 宜野湾市 宜野湾市普天間2-21-12 090-7391-1434

居酒屋カフェ 梯梧 居酒屋・バー 国頭村 国頭村辺士名1370-1 0980-41-2501

香和 その他飲食店 読谷村 読谷村楚辺2251-2 098-957-5015

恋歌 その他飲食店 嘉手納町 嘉手納町字嘉手納435 098-956-8778

いただきます 居酒屋・バー 那覇市 那覇市金城5-7-15　アモリスビル1F 098-858-0738

ハッピーハウス その他飲食店 沖縄市 沖縄市胡屋1-8-36　島袋ビル1-2 080-1289-2197

クリア 居酒屋・バー 那覇市 那覇市国場35-1　MAXビル1-A 070-5814-1411

焼き鳥 MARU 居酒屋・バー 石垣市 石垣市美崎町12-1　海邦ビル102 0980-82-5400

ビーナス その他飲食店 沖縄市 沖縄市上地1-13-13　ヤング5ビル201

MAD RABBIT 居酒屋・バー 宮古島市 宮古島市平良字下里770 0980-79-9698

kuusu（クース） 居酒屋・バー 宮古島市 宮古島市平良下里553-3 0980-75-5963

カラオケパブ 福北 その他飲食店 宮古島市 宮古島市平良字西里135-1 1F南 0980-73-8955

スナック ルナ その他飲食店 宮古島市 宮古島市平良字下里17-1 0980-73-5207

最強食堂 美里店 沖縄そば・食堂 沖縄市 沖縄市明道1-23-7 098-929-3706

美美 その他飲食店 那覇市 那覇市松山1-12-5　パステルTMビル２F 098-866-3031

555（トリプルファイブ） 居酒屋・バー 那覇市 那覇市久米2-8-14　久米８番館ビル３階 090-4589-9774

凛 その他飲食店 沖縄市 沖縄市美原1-22-15　サントミービル２F 090-8294-8041

和琉創作dining 雅（MIYABI) 居酒屋・バー 宮古島市 宮古島市平良字西里384 0980-72-6012

やきとんブーちゃん 居酒屋・バー 沖縄市 沖縄市知花5-33-21　２階 090-4420-9744 https://yakitonbuuchan7174.business.site

Indoor Golf 365 居酒屋・バー 那覇市 那覇市上之屋1-20-9　富士屋オーシャンビル２F 050-3159-8609 https://golf365.jp/index.html

お食事処おれんじ 沖縄そば・食堂 名護市 名護市二見241-62 0980-55-8415

Bar Bikai 居酒屋・バー うるま市 うるま市赤道1-11　ライズビル３-B 090-6862-2695

居酒屋 美作 居酒屋・バー 国頭村 国頭村字辺士名313 090-6862-3295

春日観光ホテル（春日レストラン） レストラン（和・洋・中） うるま市 うるま市赤道179-1 098-973-1121 http://kasugakankou.com/index.html

響（きょう） その他飲食店 名護市 名護市城1-11-15　サンライフ1F 0980-53-0077

七輪焼肉安安 うるま店 焼肉・ステーキ・しゃぶしゃぶ うるま市 うるま市みどり町4-8-7　平川店舗1F 098-973-0070 anan.fuji-tatsu.co.jp

鮨 弥栄 その他飲食店 那覇市 那覇市久米1-4-26　ジグラートビル201 098-861-7080

大衆酒場 HINODE 居酒屋・バー 沖縄市 沖縄市泡瀬3-43-32（1F） 098-937-5611

和琉Dining くらむとぅ レストラン（和・洋・中） 糸満市 糸満市字座波1143 098-994-1010

Dining KuRa 居酒屋・バー 八重瀬町 八重瀬町字伊覇284　ロイセルスカイ101 098-996-0012

七輪焼肉 安安 美原店 焼肉・ステーキ・しゃぶしゃぶ 沖縄市 沖縄市美原1-20-8 098-921-2429 anan.fuji-tatsu.co.jp

七輪焼肉 安安 石川店 焼肉・ステーキ・しゃぶしゃぶ うるま市 うるま市石川東山1-22-17 098-989-9281 anan.fuji-tatsu.co.jp

七輪焼肉 安安 宜野湾店 焼肉・ステーキ・しゃぶしゃぶ 宜野湾市 宜野湾市神山1-5-54 anan.fuji-tatsu.co.jp

七輪焼肉 安安 名護店 焼肉・ステーキ・しゃぶしゃぶ 名護市 名護市宮里1482-1 0980-53-0066 anan.fuji-tatsu.co.jp

七輪焼肉 安安 北谷店 焼肉・ステーキ・しゃぶしゃぶ 北谷町 北谷町北谷2-13-6 098-936-0119 anan.fuji-tatsu.co.jp

七輪焼肉 安安 比屋根店 焼肉・ステーキ・しゃぶしゃぶ 沖縄市 沖縄市比屋根6-36-7 098-923-4231 anan.fuji-tatsu.co.jp

フレンチレストラン ラトリエ レストラン（和・洋・中） 那覇市 那覇市上之屋1-10-3　エレガンスコーポフェリーチェ２F 098-862-8167
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小料理 美せき 居酒屋・バー 那覇市 那覇市松山1-28-8 098-869-9228

STEAK&RESTAURANT パポイヤ 焼肉・ステーキ・しゃぶしゃぶ 石垣市 石垣市大川258　レオビル８F 0980-83-3706

輝 その他飲食店 沖縄市 沖縄市園田3-10-16 080-3994-5786

 野だけ1丁目 居酒屋・バー 宜野湾市 宜野湾市野嵩1-27-11 098-892-0078

地酒炭火焼 ちちり 居酒屋・バー 那覇市 那覇市おもろまち4-8-7　グランブルービル1F 098-861-2651

手つくり餃子専門店 神龍 レストラン（和・洋・中） 那覇市 那覇市東町11-7 070-5532-8580

居酒屋三丁目 居酒屋・バー 沖縄市 沖縄市泡瀬3-39-15　（1F） 098-937-5622

美ら島 居酒屋・バー 那覇市 那覇市安里388-134　1F 098-887-1331

古謝ぐゎー商店 カフェ・スイーツ うるま市 うるま市兼箇段788

缶’ｓバー久遠 居酒屋・バー 浦添市 浦添市屋富祖4-6-8　サニーパートナー浦添2F 098-943-0940 https://k-bar-quon.com/

居酒屋 ちょーすけ 居酒屋・バー 沖縄市 沖縄市上地2-1-7 098-930-6422

SOUND M’S 居酒屋・バー 那覇市 那覇市久茂地3-29－68　久茂地産業ビル301 090-1067-8055

NY和琉 絆道 居酒屋・バー 那覇市 那覇市久米2-16-1　やぎビル1階 098-863-5177

カラオケ喫茶 木琴 その他飲食店 沖縄市 沖縄市園田1-15-19 098-932-3821

酒と肴 結屋 居酒屋・バー 沖縄市 沖縄市泡瀬1-3-27　コーポACBE（1F） 098-939-3981

ICE TERRACE OKINAWA 居酒屋・バー 豊見城市 豊見城市瀬長174-6　ウミカジテラス　No.16 080-3377-1172

ステーキハウスビッグハート美里店 レストラン（和・洋・中） 沖縄市 沖縄市美原1-6-2　1F 098-937-2204

炙るチェリチェリ 居酒屋・バー 那覇市 那覇市久茂地3-8-19 098-861-1020

居酒屋 せんだん村 居酒屋・バー 名護市 名護市字豊原216-17 0980-55-2695

ぎんねむ 居酒屋・バー 那覇市 那覇市安謝620-185 098-866-0566

居酒屋 和来家 居酒屋・バー 沖縄市 沖縄市海邦1-17-9 090-4353-3144

カラオケルーム 英乃家 居酒屋・バー 那覇市 那覇市東町27-4　美館ビル302 090-1940-1525

島ノ飯 みなもと 居酒屋・バー 那覇市 那覇市牧志2-13-12　TKハイム 098-943-3348

木もれび レストラン（和・洋・中） 浦添市 浦添市澤岻2-15-1　1F 098-878-6820

やよい軒 ザ・フォレストモール名護店 レストラン（和・洋・中） 名護市 名護市名護4513 0980-45-0048

食彩ダイニング夢適 居酒屋・バー 豊見城市 豊見城市真玉橋129-2　101 098-840-2332

沖縄和顔 居酒屋・バー 豊見城市 豊見城市真玉橋122-2 098-856-4505

ホテルサンパレス球陽館（飲食） レストラン（和・洋・中） 那覇市 那覇市久茂地2-5-1　２F 098-863-4181 http://palace-okinawa.com/sunpalace

CHILLAX カフェ・スイーツ 読谷村 読谷村字瀬名波571-1　グランディすスタイル沖縄読谷ホテル＆リゾート 098-987-8300 https://glamdaystyle.jp

三代目 魚武士 居酒屋・バー 南風原町 南風原町兼城602 098-888-0900

きみちゃん レストラン（和・洋・中） 本部町 本部町字崎本部429 090-4991-1029

島たい焼き本舗 その他飲食店 石垣市 石垣市登野城628-9 1F-A 090-3792-5108

酒肴や治流 居酒屋・バー 石垣市 石垣市大川260-1　エスポアールⅡ　1階 0980-87-7712

Bar Wildcock‘ｓ 居酒屋・バー 沖縄市 沖縄市上地2-10-12　吉元BLD2F 098-932-8787

創作酒処 せんろ 居酒屋・バー 豊見城市 豊見城市字平良102

えびのや イオン南風原店 その他飲食店 南風原町 南風原町字宮平264　イオン南風原1F 098-996-2300 http://fujiogroup.com

緑 その他飲食店 那覇市 那覇市安里388  栄町市場内

花水木 その他飲食店 那覇市 那覇市西1-21-11　AZビル2階-1 098-864-0716

バーカラー BAR COLOR 居酒屋・バー うるま市 うるま市石川1-51-24　シティボックスマルエイビル２階　202 080-3227-7795

シネマライカム 飲食エリア その他飲食店 北中城村 北中城村字ライカム1番地4037（イオンモール沖縄ライカム4F） 098-923-5931 https://www.startheaters.jp/cinemarycom/

麺屋 一龍 沖縄そば・食堂 那覇市 那覇市久米2-33-12　大城ハウス101 098-862-1555

酒処とカラオケ 菜の花 その他飲食店 南城市 南城市大里稲嶺98-1 098-946-8082

レストランターキー レストラン（和・洋・中） 北谷町 北谷町桑江432　北谷ボウル 098-936-8017

華 HANA その他飲食店 那覇市 那覇市東町12-2　グレープハウスビル2-A 090-5926-2378

焼肉ステーション バンボッシュ 南風原店 沖縄そば・食堂 南風原町 島尻郡南風原町宮平251（丸大2F） 098-889-1104

Music Bar Rojou 居酒屋・バー 那覇市 那覇市三原1-10-28 　伊藤貸店舗1階

島野菜と日本酒 びがすり 居酒屋・バー 那覇市 那覇市天久2-2-7 098-988-8785

ラウンジ Kacchan 居酒屋・バー 宜野湾市 宜野湾市我如古1-7-1　宮城テナントビル2F203号

花づみ その他飲食店 那覇市 那覇市久茂地3-11-10　ハーモニー久茂地5Ｆ 090-9567-7226

居酒屋とんとん 居酒屋・バー 宮古島市 宮古島市平良字仲宗根841 0980-73-7131
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マンガレストラン クイナ レストラン（和・洋・中） 豊見城市 豊見城饒波51　チャームドコート101号 098-850-6664

ひとりしゃぶしゃぶ いち 那覇小禄店 焼肉・ステーキ・しゃぶしゃぶ 那覇市 那覇市金城5-9-1　ワイズイン那覇小禄駅前1F 098-996-5081

スナック ビッグハート その他飲食店 宜野湾市 宜野湾市普天間2-49-13　スカイエンジェル3F 098-892-3388

居酒屋 目からうろこ 居酒屋・バー 北谷町 中頭郡北谷町字宮城2-219,2-220　１F 098-936-4839

AGAINST THE GRAIN カフェ・スイーツ 石垣市  石垣市大川2　730　SOUTH COURT 2FSOUTH COURT　２F 0980-87-5148 http://atg-ishigaki.jp/

琉球鶏白湯らーめん アッパリ ラーメン 那覇市 那覇市宮城1-16-12 098-859-0636

かつてん (まごころ弁当) その他飲食店 那覇市 那覇市宮城1-16-12 098-859-5930

ロマンス その他飲食店 沖縄市 沖縄市美原2-1-3

えん（宴） その他飲食店 うるま市 うるま市赤道1-9　102号 090-1948-4885

みゃーく Dining ZuZu 居酒屋・バー 宮古島市 宮古島市平良字西里303-3 0980-79-0968

茶暮里 沖縄そば・食堂 那覇市 那覇市久茂地3-11-6 098-866-5388

ミュージックスポーツバー Funky Place 居酒屋・バー 沖縄市 沖縄市上地2-9-5　みやす商事ビル207 090-9561-7525

チャイニーズダイニング 琉華菜苑 その他飲食店 名護市 名護市喜瀬1808 0980-51-1333 https://www.terrace.co.jp/busena/restaurants_bars/ryukasaien.php

ザ・ブセナテラス マロード その他飲食店 名護市 名護市喜瀬1808 0980-51-1333 https://www.terrace.co.jp/busena/restaurants_bars/maroad.php

ファヌアン その他飲食店 名護市 名護市喜瀬1808 0980-51-1333 https://www.terrace.co.jp/busena/restaurants_bars/fanuan.php

龍潭 その他飲食店 名護市 名護市喜瀬1808 0980-51-1333 https://www.terrace.co.jp/busena/restaurants_bars/ryutan.php

和食 真南風 その他飲食店 名護市 名護市喜瀬1808 0980-51-1333 https://www.terrace.co.jp/busena/restaurants_bars/mahae.php

ザ・ブセナテラス カフェテラス ラ・ティーダ その他飲食店 名護市 名護市喜瀬1808 0980-51-1333 https://www.terrace.co.jp/busena/restaurants_bars/la_tida.php

シーフードマーケット ランブルフィッシュ その他飲食店 名護市 名護市喜瀬1808 0980-51-1333 https://www.terrace.co.jp/busena/restaurants_bars/la_tida.php

ザ・ブセナテラス シュガーケイン その他飲食店 名護市 名護市喜瀬1808 0980-51-1333 https://www.terrace.co.jp/busena/restaurants_bars/sugar_cane.php

ザ・ブセナテラス イタリアンレストラン チュララ その他飲食店 名護市 名護市喜瀬1808 0980-51-1333 https://www.terrace.co.jp/busena/restaurants_bars/chula_la.php

SALAMAT PO 居酒屋・バー 那覇市 那覇市松山2-16-12　福島ビル2階-A 098-861-1442

カミュ その他飲食店 那覇市 那覇市宇栄原3-33-19 098-857-1538

カラカラとちぶぐゎ～ 居酒屋・バー 那覇市 那覇市久茂地3-15-15　やまこ第2ビル1階 098-861-1194 https://bar.ti-da.net

Hillside Grill Restaurant レストラン（和・洋・中） 恩納村 恩納村仲泊1055-1 098-923-1634 https://okinawa-hiyoriocean.jp/restaurant/#hillsidegrill

Sunset Steak House レストラン（和・洋・中） 恩納村 恩納村仲泊1055-1　HIYORIオーシャンリゾート沖縄内 098-923-1634 https://okinawa-hiyoriocean.jp/restaurant/#steakhouse

やきとり工場炭家（黒猫屋美里店） 居酒屋・バー 沖縄市 沖縄市美里仲原町1-12 098-939-8913 https://www.facebook.com/sumiyamsiato

カラオケサロン あだん その他飲食店 名護市 名護市港1-15-19 1F

BLISSFUL カフェ・スイーツ 沖縄市 沖縄市山内4-9-3　１F 098-989-0097

LIVE＆BAR REVERSE その他飲食店 沖縄市 沖縄市上地1-13-30　2F 098-930-2456

名もなき店 居酒屋・バー 名護市 名護市城1-8-12-102

酒処 はな家 居酒屋・バー 那覇市 那覇市安里2-4-15 090-9652-1214

島唄 やーにんじゅ その他飲食店 那覇市 那覇市松山1-33-2　はましんビル4階-A 098-868-8737

読谷酒場 美海 居酒屋・バー 読谷村 読谷村波平2414-2-１F 098-987-8355

彩食酒遊 美海 居酒屋・バー 読谷村 読谷村伊良皆125　ナカオジスナック203 090-6862-2695

TAKAYOSHI その他飲食店 沖縄市 沖縄市泡瀬4-1-18　（104号室） 098-959-3479

カラオケBAR 歌王 居酒屋・バー 宜野湾市 宜野湾市赤道2-1-2 070-8445-8787

SNACK とも その他飲食店 石垣市 石垣市美崎町9-7 0980-88-7877

琉球料理の店 ふみや 沖縄そば・食堂 南風原町 南風原町宮平251 098-889-6253

7RIN 居酒屋・バー 那覇市 那覇市松川2-2-13 090-3796-9474

七輪焼肉しぇいくはんず 焼肉・ステーキ・しゃぶしゃぶ 那覇市 那覇市久茂地2-11-6　宮平ビル1階 098-988-4533

焼肉島野菜酒処 海風（いんかじ） 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300-6 0980-74-2929

しゃぶ庵 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176-2 0980-75-7511

ダイニングアンドバー 千広会館（居酒屋ちひろ） 居酒屋・バー 沖縄市 沖縄市安慶田1-3-44 098-939-4366

Black Monkey 居酒屋・バー 那覇市 那覇市牧志3-8-19高江洲ビル１階　1-1号室 090-9405-8998

牛角 天久店 焼肉・ステーキ・しゃぶしゃぶ 那覇市 那覇市天久1-28-28 098-943-1804 oriental.okinawa.jp

まるき（MARUKI） レストラン（和・洋・中） 読谷村 読谷村瀬名波230 098-925-2826

海人料理 海邦丸 レストラン（和・洋・中） 本部町 本部町字山川1421-1 0980-48-3343

やんばる酒場 ななまる 居酒屋・バー 名護市 名護市為又782 0980-53-5027

伊麺しょり 居酒屋・バー 那覇市 那覇市小禄1-4-25 090-1943-5235
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バレルピット 居酒屋・バー 那覇市 那覇市前島2-19-1　當間アパート101 098-975-5357

真やんばる酒場照らす家 居酒屋・バー 名護市 名護市大東1-19-4 0980-54-9795 https://mawcm1015.wixsite.com/website

焼肉こうちゃん 焼肉・ステーキ・しゃぶしゃぶ 名護市 名護市為又1219-163 0980-43-9820 https://www.facebook.com/kinkinvoyage

AZZURRA レストラン（和・洋・中） 石垣市 石垣市大川209-6　西-1 0980-87-5535

お忍び居酒屋 よざくら 居酒屋・バー 那覇市 那覇市久茂地2-1-2 1階 098-867-8851

mahru マール カフェ・スイーツ 北谷町 北谷町美浜40-1　ヒルトン沖縄北谷リゾート3階 098-901-1140 https://chatan.hiltonjapan.co.jp/restaurants/mahru

SURIYUN スリユン レストラン（和・洋・中） 北谷町 北谷町美浜40-1　ヒルトン沖縄北谷リゾート3階 098-901-1120 https://chatan.hiltonjapan.co.jp/restaurants/suriyun

CORRENTE コレンテ レストラン（和・洋・中） 北谷町 北谷町美浜40-1　ヒルトン沖縄北谷リゾート1階 098-901-1130 https://chatan.hiltonjapan.co.jp/restaurants/corrente

Music Bar ＆ 雑貨 京美堂 居酒屋・バー 那覇市 那覇市牧志2-16-16　伊津野ビル１階101 098-863-2249

七輪焼肉安安 牧港店 焼肉・ステーキ・しゃぶしゃぶ 浦添市 浦添市牧港5-4-11 098-874-5678 https://anan.fuji-tatsu.co.jp/

久茂地文庫 居酒屋・バー 那覇市 那覇市久茂地3-13-15 098-868-9773

七輪焼肉安安 中城店 焼肉・ステーキ・しゃぶしゃぶ 中城村 中城村南上原５９０ 098-917-5353 anan.fuji-tatsu.co.jp

居酒屋 くまから屋 居酒屋・バー 那覇市 那覇市壷川3-4-11　1F 098-855-0820

七輪焼肉安安 パイプライン店 焼肉・ステーキ・しゃぶしゃぶ 那覇市 那覇市銘苅180-1　朝忠ビル1F 098-869-8081 https://anan.fuji-tatsu.co.jp/

夢屋酒場 居酒屋・バー 宜野湾市 宜野湾市大山6-7-11 098-917-2329

有限会社 なかむらそば本舗 沖縄そば・食堂 恩納村 恩納村瀬良垣1669-1 098-866-8005

天久割烹 いわい レストラン（和・洋・中） 那覇市 那覇市天久1-7-13 Kハウス 1階 098-866-5551

御料理 もりや レストラン（和・洋・中） 那覇市 那覇市久茂地2-17-14 WAKUTAビル1F 098-959-1153

OPA 居酒屋・バー 那覇市 那覇市前島2-1-7 　ツインハウス6階 098-863-7319

焼き鳥 串笑陣 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号 098-884-6757

神戸カツ丼 一どん 沖縄そば・食堂 那覇市 那覇市泉崎1-7-7 098-862-3313 https://business.facebook.com/1don78

炭火焼肉 平和苑 焼肉・ステーキ・しゃぶしゃぶ 那覇市 那覇市辻1-4-25 098-861-5217

スナック雅 その他飲食店 沖縄市 沖縄市上地2-1-27 098-932-3707

鳥八 居酒屋・バー 那覇市 那覇市西2-4-14 098-861-1550

牛角 宜野湾店 焼肉・ステーキ・しゃぶしゃぶ 宜野湾市 宜野湾市宇地泊776-3 098-890-4129 https://www.gyukaku.ne.jp

DARTS BAR JAWS 居酒屋・バー 那覇市 那覇市久米2-14-8 座安ビル102 098-862-7067

中華居酒屋 青島 居酒屋・バー 那覇市 那覇市松山2-14-1　103号室 098-867-7645

湘菜館 居酒屋・バー 那覇市 那覇市西1-5-8　西沖商マンション104 098-861-1386

本格餃子＆中華小料理専門店 西屋 その他飲食店 那覇市 那覇市西1-21-3　兼久ビル1F 098-911-8721

炭火酒場 輪乃家 居酒屋・バー 那覇市 那覇市泊1-1-14　1F 098-869-1790

ラウンジ 友誘遊 ゆうゆうゆう その他飲食店 那覇市 那覇市久米2-8-10 パーム久米ビル2階-B 098-864-1999

翔 その他飲食店 沖縄市 沖縄市上地2-8-19 098-933-7100

The 鉄板 沖縄そば・食堂 那覇市 那覇市久茂地1-8-6　与那覇ビル1F 098-927-8104

カラオケバー ひまわり 居酒屋・バー 宜野湾市 宜野湾市我如古4-6-5　エンゼルBLD102 090-9787-5525

食彩酒房 がぐ家 居酒屋・バー 石垣市 石垣市大川１９８　１F 0980-84-1770

Tin’In レストラン（和・洋・中） 宮古島市 宮古島市伊良部伊良部長底原818-5　２F 0980-74-5700 https://www.suihotels.com/iraphsui-miyako_okinawa/restaurant/

ラーメン花月 浦添バークレーズコート店 ラーメン 浦添市 浦添市当山-2-7 098-879-5588 https://www.kagetu.co.jp/index.html

スイーティー 居酒屋・バー 那覇市 那覇市安里388-22 オクマテンポ103 070-5816-3171

ばんしるー. 居酒屋・バー 那覇市 那覇市長田1-21-1　コーポ長田106号 098-835-2008

Bar.HACKMAN 居酒屋・バー 那覇市 那覇市西3-6-1　パシフィックホテル沖縄 地下１階 098-869-3430 http://www.pacifichotel.jp

パシフィックオーシャンカフェ カフェ・スイーツ 那覇市 那覇市西3-6-1 098-869-3430 http://www.pacifichotel.jp

パシフィックホテル沖縄 竜潭 レストラン（和・洋・中） 那覇市 那覇市西3-6-1 098-869-0036 http://www.pacifichotel.jp

和食居酒屋クーパーズ 居酒屋・バー 那覇市 那覇市壺屋1-33-1　国吉アパート1階 098-943-0098 https://r.gnavi.co.jp/7ddemeg40000/

七輪焼肉安安 ラウンドワン宜野湾店 焼肉・ステーキ・しゃぶしゃぶ 宜野湾市 宜野湾市真志喜3-28-8　ラウンドワンスタジアム沖縄宜野湾店1F 098-917-2829 https://anan.fuji-tatsu.co.jp/hop/roundl-ginowan/

小料理店 れお巣 その他飲食店 浦添市 浦添市港川1-4-5 098-879-8628

スナックえびす その他飲食店 那覇市 那覇市三原1-10-27 098-853-4525

和 その他飲食店 宜野湾市 宜野湾市普天間2-48-14　仲村ビル１F

島の麺飯処 琉家 石垣島店 ラーメン 石垣市 石垣市真栄里185-5 0980-47-9255

酒楽 かなめ 居酒屋・バー 那覇市 那覇市三原1-15-26 1階 070-5490-3862

カラオケスナック 和来 その他飲食店 那覇市 那覇市首里末 町3-44-7　アルファビル101
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果汁工房果琳 その他飲食店 北中城村 北中城村字ライカム1 098-923-5863 https://k-karin.jp

和洋酒菜レストラン グランカフェ レストラン（和・洋・中） 那覇市 那覇市久茂地1-5-15 098-866-1111 http://www.hotel-sunokinawa.co.jp

和食楽庵イオン那覇店 レストラン（和・洋・中） 那覇市 那覇市金城5-10-2　イオン那覇SC店3階 098-852-1302 http://rakuan.jcc-okinawa.net/

なつめ その他飲食店 うるま市 うるま市赤道11-15 090-3797-1029

Cafe Bar Garage Life レストラン（和・洋・中） 南城市 南城市字つきしろ1600-24 090-1942-3627

首里社 レストラン（和・洋・中） 那覇市 那覇首里金城町1-1　1F 098-886-2020 https://oki-park.jp/shurijo/guide/59/5669

シネマQ 飲食エリア その他飲食店 那覇市 那覇市おもろまち4-4-9 098-951-0011 https://www.startheaters.jp/cinemasq/

強者久茂地店 居酒屋・バー 那覇市 那覇市久茂地2-12-1　タマキ歯科ビル1-A 098-987-6996 https://www.hotpepper.jp/strj001207229/

スナック ACB その他飲食店 那覇市 那覇市宇栄原3-30-3　マイシティビル2F 090-3790-7855

FREE MOON フリームーン 居酒屋・バー 宜野湾市 宜野湾市愛知1-5-15　B1F-B

ラーメン・餃子 はっちゃく ラーメン 沖縄市 沖縄市山内4-9-6　エデンの夢1F 098-933-7880

オセアナポートヴィレッジ座間味 レストラン（和・洋・中） 座間味村 座間味村座間味32 098-962-1999 http://oceana-zamami.com/

レストラン あか樹 レストラン（和・洋・中） 座間味村 座間味村字座間味851-2 098-996-3383 https://kanusuba.jp/dining/?pathinfo=dining

こっころ。 居酒屋・バー 那覇市 那覇市松山2-29-1　フェニックスビル6階 098-869-1107

Zamami Barger and Pizza レストラン（和・洋・中） 座間味村 座間味村座間味126 098-987-3626

The Gozero Grill レストラン（和・洋・中） 宮古島市            宮古島市平良字西里596 0980-79-9116 https://miyakojima.tabino-hotel.jp/restaurant.html

地球村 レストラン（和・洋・中） 北谷町 北谷町美浜51-2-2F 098-926-5859

居酒屋 ゆくい 居酒屋・バー 石垣市 石垣市美崎町10-22 0980-88-7115

コキヤ レストラン（和・洋・中） 那覇市 那覇市牧志3－2－3　ハチミネクリスタス２F 098-868-5589

ミニ・セブン その他飲食店 沖縄市 沖縄市上地1-9-5 090-9782-8009

焼き肉 花らんぷ 焼肉・ステーキ・しゃぶしゃぶ 北谷町 北谷町美浜2-2-4　富川マンション1F 098-936-8828

食事処 たんぽぽ その他飲食店 うるま市 うるま市髙江洲740-1 080-1733-0249

アルファード その他飲食店 那覇市 那覇市小禄1-28-30　丸高アパート1F 098-858-4908

最強食堂 北谷店 沖縄そば・食堂 北谷町 北谷町北谷1-7-3 098-936-1066

だるま 居酒屋・バー 宮古島市 宮古島市平良久貝1045-4 0980-72-7473

サロン美童 その他飲食店 沖縄市 沖縄市美里1-5-5 080-6497-1375

GRANde 居酒屋・バー うるま市 うるま市石川1-50-39　石橋ビル302 090-7586-6045

カラオケパブ rise 居酒屋・バー 那覇市 那覇市松山2-29-1　フェニックスビル4階 098-863-9370

BAR X 居酒屋・バー 沖縄市 沖縄市山内2-1-15

居酒屋 松っさん 居酒屋・バー 宜野湾市 宜野湾市喜友名1-27-9　1F 098-893-3352

Cherish The Sea カフェ・スイーツ 北谷町 北谷町美浜34-1　レクー沖縄北谷スパアンドリゾートプレミア3F 098-989-9497

南方倶楽部 HUB 居酒屋・バー 那覇市 那覇市久茂地3-11-17　新星産業ビル3階 098-867-6116

海 牛 久茂地店 居酒屋・バー 那覇市 那覇市久茂地3-12-4　ラフテビル5階 098-867-1170

かいざん 久茂地店 居酒屋・バー 那覇市 那覇市久茂地3-12-4　ラフテビル4階 098-867-8778

ドライブインはまさき 沖縄そば・食堂 本部町 本部町字健堅1104 0980-47-2842

オールデイダイニング コラーロ レストラン（和・洋・中） 恩納村 恩納村前兼久1203 098-965-1020 https://www.moonbeach.co.jp

ラウンジ・バー ラナイ 居酒屋・バー 恩納村 恩納村前兼久1203 098-965-1020 https://www.moonbeach.co.jp

穭 ヒツジ カフェ・スイーツ 那覇市 那覇市牧志1-4-7 http://hitsuji.ink

琉球ネオ酒場 ららら 居酒屋・バー 那覇市 那覇市牧志3-11-17　屋台番号19

イタリアンバール ココラータ 居酒屋・バー 宜野湾市 宜野湾市宇地泊595 098-943-6544 https://cocolata.owst.jp/

CABIN＆HOTEL ReTIME その他飲食店 那覇市 那覇市東町14-10 098-861-1810 https://retime.okinawa/

カフェ アンド ダイニング 畑屋 居酒屋・バー 与那原町 与那原町字与那原997　安里アパート105号室 098-800-2237

翔菊 レストラン（和・洋・中） 那覇市 那覇市松山1-18-10　プランビル松山1F 098-866-6710

牛角 豊崎店 焼肉・ステーキ・しゃぶしゃぶ 豊見城市 豊見城市与根南浜崎原514 098-856-4129 https://www.gyukaku.ne.jp/

Nomiya 居酒屋・バー 那覇市 那覇市久米1-1-21　オレンジビル4-D 098-962-8041

最強食堂 宜野湾店 沖縄そば・食堂 宜野湾市 宜野湾市愛知1-2-16 コーポ伊佐1F左 098-892-5687

風来坊 居酒屋・バー 宜野湾市 宜野湾市嘉数1-4-14 098-988-0308

梓 その他飲食店 沖縄市 沖縄市室川2-1-9　ハイビスカスビル1-202 098-929-1139

ピンクタイガー その他飲食店 読谷村 読谷村字楚辺1279-10 090-4951-5482

小料理 ちくりん その他飲食店 うるま市 うるま市宮里838　セブンスタ－ビル1F 090-2511-1780
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ナンカイ カフェ・スイーツ 沖縄市 沖縄市美里1-15-7 098-988-7217

やきとり 串源 居酒屋・バー 沖縄市 沖縄市胡屋1-9-6　1F 090-6869-8065

WANTED カフェ・スイーツ 那覇市 那覇市松山1-34-3 カクテルプラザ地下１階 098-863-0343

小料理 南風 居酒屋・バー 沖縄市 沖縄市上地2-16-8　1階右 090-8294-2431

焼肉 東光園 焼肉・ステーキ・しゃぶしゃぶ 那覇市 那覇市松山2-10-1 スリーナインビル1F 098-869-1815 https://f076600.gorp.jp

スナック 愛（めぐみ） その他飲食店 沖縄市 沖縄市上地2-9-19 ティラノビル201

なのはな 沖縄そば・食堂 沖縄市 沖縄市高原5-14-3

旬鮮料理 新 その他飲食店 那覇市 那覇市久茂地3-20-5 ホテルまるき地下1階 098-861-6789

ラウンジ カシータ その他飲食店 沖縄市 沖縄市上地2-10-13 幸喜ビル2F-A

スナック 五月 その他飲食店 沖縄市 沖縄市上地２－９－２９（１０１） 098-933-3511

月桃庵 レストラン（和・洋・中） 石垣市 石垣市美崎町4-9 0980-88-0298

フォールームス カフェ・スイーツ 本部町 本部町瀬底４５８８－１ 0980-47-3404

いっかいのおもて 居酒屋・バー 浦添市 浦添市伊祖3-13-7 098-879-8047

お好み焼 一番 沖縄そば・食堂 那覇市 那覇市久米2-23-13 ハッピー久米ビル102 098-867-3505

midori 居酒屋・バー 北谷町 北谷町桑江589-9　1F北 098-989-6118

味ノ坊 その他飲食店 那覇市 那覇市牧志3-11-17 080-4318-3883

ティーダの海 高原店 居酒屋・バー 沖縄市 沖縄市高原3-7-5　１F 098-988-5299

Groin Groin レストラン（和・洋・中） 那覇市 那覇市久茂地2-4-14 エイトビル1F 098-917-5563

居酒屋 和-なごみ- 居酒屋・バー 那覇市 那覇市首里平良町1-12-2 コーポラス儀間1F 098-884-4478

居酒屋 むらやー 居酒屋・バー 読谷村 読谷村楚辺1196-1 098-956-7458

肉庵小滝野那覇店 焼肉・ステーキ・しゃぶしゃぶ 那覇市 那覇市久米2-2-1　1F 098-988-0377

もつ焼き あぶさん 居酒屋・バー 読谷村 読谷村波平1070-1 098-959-5649

居酒屋二号線内間店 居酒屋・バー 浦添市 内間3-1-5　サンライズマンション101 098-875-8940

Blue World（ブルーワールド） その他飲食店 浦添市 浦添市屋富祖4-5-13　コスモ17ビル2F 098-875-4544

カラオケ 千代田 その他飲食店 宮古島市 宮古島市上野字野原433-8 090-6867-6644

居酒屋 海味 居酒屋・バー 那覇市 那覇市港町２-5-8　浜﨑ビル1F 098-864-1500

居酒屋 島の人 居酒屋・バー 那覇市 那覇市首里鳥堀町4-106-5 098-887-7207

沖縄そばと韓国料理 沖韓亭（おばぁ直伝 山田すばと和琉料理） 沖縄そば・食堂 那覇市 那覇市国場1169-5 JKコーポラス101 098-851-5422

牛角 安慶名店 焼肉・ステーキ・しゃぶしゃぶ うるま市 うるま市安慶名1-12-29 098-987-8229

カラオケスナック 思い出 その他飲食店 糸満市 糸満市糸満989-43

ハイアットリージェンシー那覇沖縄 The Lounge カフェ・スイーツ 那覇市 那覇市牧志3-6-20　1F 098-866-8888 https://hyattregencynaha.jp/restaurant/the-lounge.html

ハイアットリージェンシー那覇沖縄 The Bar 居酒屋・バー 那覇市 那覇市牧志3-6-20　18F 098-866-8888 https://hyattregencynaha.jp/restaurant/the-bar.html

ハイアットリージェンシー那覇沖縄 Milano | Grill レストラン（和・洋・中） 那覇市 那覇市牧志3-6-20　18F 098-866-8888 https://hyattregencynaha.jp/restaurant/milano-grill.html

ハイアットリージェンシー那覇沖縄 SAKURAZAKA レストラン（和・洋・中） 那覇市 那覇市牧志3-6-20　2F 098-866-8888 https://hyattregencynaha.jp/restaurant/sakurazaka.html

十割そば 山楽 居酒屋・バー 那覇市 那覇市牧志3-6-34 098-987-6033 https://premierhotel-group.com/sobasanraku/

おろく夜市 居酒屋・バー 那覇市 那覇市小禄3-6-1　サザンビル2F 098-858-5580

little kitchen 居酒屋・バー 座間味村 座間味村座間味28 098-987-3070

MOTOWN.Jr 居酒屋・バー 沖縄市 沖縄市諸見里1-25-8　6F　グリーンビル601 080-3980-0078 loft7777@icloud.com

春うらら その他飲食店 那覇市 那覇市西1-4-1 ノビルビル1F-B 098-863-3528

レストランサンピア （ユインチホテル南城） レストラン（和・洋・中） 南城市 南城市佐敷字新里1688 098-947-0111 https://www.yuinchi.jp/

展望ラウンジ感謝 居酒屋・バー 南城市 南城市佐敷字新里1688 098-947-0111 https://www.yuinchi.jp/

マーリン その他飲食店 那覇市 那覇市寄宮156　102 090-9780-8748

ライブ居酒屋 たぬき 居酒屋・バー 浦添市 浦添市伊祖5-3-1 コーポ茂正101号 098-876-0047

カラオケ Bar micro(ミクロ) その他飲食店 那覇市 那覇市久米2-6-7 プラザ・エポックビル201 090-2300-9071

クレセントムーン 居酒屋・バー 那覇市 那覇市壺屋1-10-10　グランドパラダイスビル２F 098-863-4187

夢島 居酒屋・バー 那覇市 那覇市松山2-6-1　松山コーポハウスA-11 098-863-4808

泡盛と沖縄地料理 あかはち 国際通り店 レストラン（和・洋・中） 那覇市 那覇市松尾1-2-7 098-943-8383 https://tabelog.com/okinawa/A4701/A470101/47024336/

泡盛と沖縄地料理 龍泉 国際通り店 レストラン（和・洋・中） 那覇市 那覇市松尾1-4-5　B1F 098-943-7361 https://www.hotpepper.jp/strJ001135318/

リーガロイヤルグラン沖縄（Dining19） レストラン（和・洋・中） 那覇市 那覇市旭町1-9 098-867-3331  https://www.rihgaroyalgran-okinawa.co.jp/

酒が呑める魚屋 大輝鮮魚店 居酒屋・バー 那覇市 那覇市牧志1-1-25 098-880-0034
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那覇ゴールデン 居酒屋・バー 那覇市 那覇市松尾2-11-16 098-943-6454

CAILLOUX.BLANCS KEIZO レストラン（和・洋・中） 那覇市  那覇市久茂地2-3-16上原マンション1F 098-943-0141 keizo-labo.com

C-yori処 その他飲食店 うるま市 うるま市安慶名2-10-36　みつわビル201 080-1707-4391

スナック ハイビスカス その他飲食店 石垣市 石垣市美崎町13-6

旬菜こかぶ亭 その他飲食店 那覇市 那覇市久茂地2-17-7 098-867-3732

軽食喫茶 島の華 その他飲食店 宮古島市 宮古島市伊良部国仲636 １階 西側

NBC（ニホンブライダルセンター） その他飲食店 沖縄市 沖縄市胡屋6-12-1 098-933-0808 https://nbc-okinawa.com/

BAR Juicy 居酒屋・バー 沖縄市 沖縄市上地2-11-13　2F

ヨナミネハウス 居酒屋・バー 座間味村 座間味村阿嘉144 098-896-4786

和琉酒ダイニング 良風 居酒屋・バー 本部町 本部町字大浜874-12 0980-47-3587

居酒屋寿司 大吉 居酒屋・バー 那覇市 那覇市古島2-26-15 098-886-0886

トンキュホテ北谷店 焼肉・ステーキ・しゃぶしゃぶ 北谷町 北谷町美浜9-8　シーサイドスクエア2F 098-936-4598

Ane bar A＆M その他飲食店 宜野湾市 宜野湾市普天間2-48-13（１F） 080-6483-5806

琉球Dining ひがし町屋 居酒屋・バー 那覇市 那覇市東町4-12　東壱番館2階 098-866-8702

本家亀そば わかさ店 沖縄そば・食堂 那覇市 那覇市若狭1-1-6 098-867-9690

ラウンジ Lucia その他飲食店 沖縄市 沖縄市上地2-8-7ニュー中の町ビル4-B号室 098-932-7011

Bar Two-Three 居酒屋・バー 那覇市 那覇市宇栄原4-1-3（102）

501st 作戦会議室 居酒屋・バー 那覇市 那覇市松山2-11-5　キャスティ松山Iビル１階 098-863-5806 https://www.hotpepper.jp/strJ001001600/

CLUB 美らら その他飲食店 那覇市 那覇市松山2-7-5UPビル２階 098-863-3581 https://tabelog.com/okinawa/A4701/A470101/47024868/

カラオケ喫茶 ちゅうりっぷ その他飲食店 宮古島市 宮古島市平良字久貝664-1 2FE 090-3071-4338

りゅうさんち レストラン（和・洋・中） うるま市 うるま市石川東恩納364-1 050-6870-3776 https://ryusan.okinawa.jp/

ミハマセブンプレックス（飲食スペース） その他飲食店 北谷町 北谷町美浜8-7 098-936-7600 https://www.startheaters.jp/mihama7plex/

メルシーボク その他飲食店 宜野湾市 宜野湾市普天間2-34-10 098-893-1215 http://www.beefys,jp/

茶色の小びん その他飲食店 那覇市 那覇市前島2-1-7　ツインハウス4階-Ｂ 098-862-3232

麺場 神徳 沖縄そば・食堂 那覇市 那覇市壺屋2-23-24 098-836-0160

Bon Dèclic レストラン（和・洋・中） 沖縄市 沖縄市東1-5-17 GEビルHIGASHI（101） 098-989-9199

Yugafu カフェ・スイーツ 那覇市 那覇市牧志3-6-40 098-866-7808

スナック（タンポポ） その他飲食店 沖縄市 沖縄市知花6-8-5 090-3790-4315

居酒屋 翔夢壱 居酒屋・バー 那覇市 那覇市国場273-1 サクラメントレラス1F 098-854-8320

SNACK MAKOCHAN 居酒屋・バー 那覇市 那覇市安里388-159 玉那覇ビル2階 098-886-6601

ナイトスナック ナナ その他飲食店 宜野湾市 宜野湾市普天間2-11-7

喫茶軽食 T.P その他飲食店 嘉手納町 嘉手納町屋良1-17-7 098-956-3790

夕月 居酒屋・バー 宜野湾市 宜野湾市普天間2-45-5

カジュアルキッチン ライズ 居酒屋・バー 沖縄市 沖縄市与儀3-9-19 カルミア102 098-988-5515

Deli＆Café カフェ・スイーツ 恩納村 恩納村字冨着志利福地原246-1 098-964-7715 https://www.kafuu-okinawa.jp/restaurant/deli/

二軒目（兎に角） 居酒屋・バー 那覇市 那覇市安里388-1

PALETTE レストラン（和・洋・中） 石垣市 石垣市真栄里354-1 0980-88-7111 https://www.anaintercontinental-ishigaki.jp/ja/

CLUB INTERCONTINENTAL レストラン（和・洋・中） 石垣市 石垣市真栄里354-1 0980-88-7111 https://www.anaintercontinental-ishigaki.jp/ja/

SALTIDA レストラン（和・洋・中） 石垣市 石垣市真栄里354-1 0980-88-7111 https://www.anaintercontinental-ishigaki.jp/ja/

サンコーストカフェ ファイヤーサイドテラス レストラン（和・洋・中） 石垣市 石垣市真栄里354-1 0980-88-7111 https://www.anaintercontinental-ishigaki.jp/ja/

チャイナシャドー レストラン（和・洋・中） 石垣市 石垣市真栄里354-1 0980-88-7111 https://www.anaintercontinental-ishigaki.jp/ja/

トップ オブ やいま その他飲食店 石垣市 石垣市真栄里354-1 0980-88-7111 https://www.anaintercontinental-ishigaki.jp/ja/

トロピックス ラウンジ＆バー カフェ・スイーツ 石垣市 石垣市真栄里354-1 0980-88-7111 https://www.anaintercontinental-ishigaki.jp/ja/

ビーチレストラン レストラン（和・洋・中） 石垣市 石垣市真栄里354-1 0980-88-7111 https://www.anaintercontinental-ishigaki.jp/ja/

和食 八重山 於茂登 石垣 レストラン（和・洋・中） 石垣市 石垣市真栄里354-1 0980-88-7111 https://www.anaintercontinental-ishigaki.jp/ja/

REGAL 居酒屋・バー うるま市 うるま市石川白浜1-4-24　2F

豚しゃぶ七輪焼 琉味 久茂地店 焼肉・ステーキ・しゃぶしゃぶ 那覇市 那覇市久茂地2-1-12 大田マンション1F-B 098-963-9181 ryumikumoji.jp

居酒屋 二号線 居酒屋・バー 那覇市 那覇市銘苅335-1 098-868-8336

大衆イタ飯酒場 あるべろぐらんで 居酒屋・バー 宜野湾市 宜野湾市普天間2-6-2　1F 098-917-2720

あるべろぐらんで 居酒屋・バー 那覇市 那覇市牧志3-2-43 平和通仲間ビル1F 098-843-5955
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美食酒楽 あむろ 居酒屋・バー 那覇市 那覇市鏡原町8-7 098-859-1876

酒処 今夜も山田 居酒屋・バー 名護市 名護市大東2-20-7 090-2648-7189

牛角 美里店 焼肉・ステーキ・しゃぶしゃぶ 沖縄市 沖縄市美里中原町25-7 098-929-2929 https://www.gyukaku.ne.jp/shop/store.php?gid=0989292929

Fish Taverna Sambo （フィッシュ タヴェルナ サンボ） 居酒屋・バー 宮古島市 宮古島市平良西里529-1 1階東 0980-73-2711

KABIRA ごはん屋 レストラン（和・洋・中） 石垣市 石垣市字川平911-1 090-4136-3764

炭火焼 げんじん 居酒屋・バー 宮古島市 宮古島市平良字下里699-3南 0980-79-5588

壱場食堂 レストラン（和・洋・中） 宮古島市 宮古島市平良字久貝667-1 090-6866-9507

居酒屋 だんらん 居酒屋・バー 宮古島市 宮古島市平良字西里294-1 0980-73-8271

BETTY PANDA 居酒屋・バー 那覇市 那覇市松山1-8-7 ロイヤルプラザ2ビル 2-A 098-861-3490

居酒Bar おたる 喜夢楽 居酒屋・バー 那覇市 那覇市泉崎1-12-4 マラカイト泉崎ビル2F-A 098-863-3524

居酒屋ふくやま 居酒屋・バー 浦添市 浦添市大平1-23-11　１F 098-875-1713

みーやー小 居酒屋・バー 八重瀬町 八重瀬町東風平2 098-998-6190

焼肉 牛美豚 焼肉・ステーキ・しゃぶしゃぶ 沖縄市 沖縄市泡瀬4-1-8 098-800-1088

アゲサワ 居酒屋・バー 那覇市 那覇市久茂地3-3-3　小林ビル1F 098-943-4438

大にんぐ 渡邊 居酒屋・バー 那覇市 那覇市古波蔵2-24-23　3F 098-836-8358

くら之 居酒屋・バー 那覇市 那覇市首里当蔵町3-36

チキンバロン 居酒屋・バー 那覇市 那覇市牧志3-11-17　屋番8 080-3511-0364 https://www.okinawa-yatai.jp

海人居食屋 源丸 居酒屋・バー 石垣市 石垣市新川2373-13(1F) 0980-82-0277

きんぎょ 居酒屋・バー 浦添市 浦添市屋富祖2-24-3 90-6423-3499

京もつ鍋ホルモン朱々浦添店 居酒屋・バー 浦添市 浦添市伊祖2-25-3うけますアパート1F 098-878-2277

炭火焼肉 ぶち 久茂地店 焼肉・ステーキ・しゃぶしゃぶ 那覇市 那覇市久茂地3-12-1　第一久茂地ビル101 098-943-6567

デンスケ ストア 居酒屋・バー 沖縄市 沖縄市中央1-6-2 098-989-6766

土間 居酒屋・バー 沖縄市 沖縄市上地2-20-14 098-932-4815

麺や偶 もとなり ラーメン 那覇市 那覇市銘苅180-1 098-862-0401

旬選炭火酒場 わっさい 居酒屋・バー うるま市 うるま市赤道18-7　1F 098-800-2769

こころ その他飲食店 那覇市 那覇市前島2-1-7 ツインハウスビル 4-C 098-867-8912

SNACK 俺のみせ その他飲食店 南城市 南城市玉城愛地359-1 大紀マンション102 098-948-2950

那覇哀歌 居酒屋・バー 那覇市 那覇市松尾2-11-15 090-1596-6308

ヨナサルウテ レストラン（和・洋・中） 那覇市 那覇市首里山川町1-87-1 098-887-7936

焼肉本舗 島牛 焼肉・ステーキ・しゃぶしゃぶ 那覇市 那覇市松山2-4-15 098-863-2941

ちるり その他飲食店 那覇市 那覇市牧志3-3-14 098-943-2611

ビ・ファーム 居酒屋・バー 那覇市 那覇市松山1-12-5 パステルTM6A 090-9594-1577

居酒屋 万吉 居酒屋・バー 今帰仁村 今帰仁村字仲宗根173-4 0980-43-9974

食べ呑み屋 助六 居酒屋・バー 浦添市 浦添市宮城4-1-6　シャンテ比嘉202号 098-943-3746

築地男前鮓 国際通り屋台村 その他飲食店 那覇市 那覇市牧志3-11-17　屋台番号2番 070-5690-9333 https://aozora3.jp/shop/yataimura

焼肉 北谷龍 焼肉・ステーキ・しゃぶしゃぶ 北谷町 北谷町北前1-1-1 098-983-7129 https://chatandragon.owst.jp

築地青空三代目 その他飲食店 那覇市 那覇市松山1-15-14 松山産業第3マンション1F 098-862-7956 https://aozora3.jp/shop/naha

Tora Cafe トラカフェ 居酒屋・バー 石垣市 石垣市大川213-1 2F 0980-82-0930

酒楽 懐 その他飲食店 糸満市 糸満市糸満1979 098-995-0225

華音 居酒屋・バー 那覇市 那覇市前島1-12-11 マイハートビル2A

スナック TaKa その他飲食店 那覇市 那覇市長田2-4-15

居食屋 和 居酒屋・バー 嘉手納町 嘉手納町字嘉手納300 098-957-6056

沖縄んDINING ちゅらか～ぎ～ 居酒屋・バー 那覇市 那覇市久茂地3-11-2 098-869-2848

まぐろ酒場 寺衛門 居酒屋・バー 那覇市 那覇市久米1-5-12　宮平ビル102 098-862-7103

maru CAFE レストラン（和・洋・中） 那覇市 那覇市仲井真306-4 098-996-1013

八のや 居酒屋・バー 那覇市 那覇市牧志2-22-1 ライオンズマンション牧志第3 105 098-975-5523

モダンバル餐仕 居酒屋・バー 那覇市 那覇市久茂地2-4-18　エグゼグティブステイ1階 098-917-5363

居食屋 碧海（あおい） 居酒屋・バー 那覇市 那覇市久茂地2-11-1 090-7586-4711

シーサードラゴン 居酒屋・バー 那覇市 那覇市牧志3-11-17　屋台番号17番 098-863-8129

ジ・アッタテラス クラブタワーズ 龍潭 レストラン（和・洋・中） 恩納村 恩納村安冨祖1079 098-983-3333 https://www.terrace.co.jp/atta/
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ジ・アッタテラス ゴルフリゾート（レストラン） レストラン（和・洋・中） 恩納村 恩納村安冨祖1079 098-967-8544 https://www.terrace.co.jp/atta/

居酒屋 野郎 秀 居酒屋・バー 石垣市 石垣市登野城641-5　１F東 0980-82-1310

レクー沖縄北谷スパ&リゾート（バー） 居酒屋・バー 北谷町 北谷町美浜34-2 098-936-2288 https://www.vessel-hotel.jp/lequ/okinawa/

神鮨 その他飲食店 北谷町 北谷町美浜3-2-2 098-926-3290

ドンク エディテ 沖縄ライカム店 カフェ・スイーツ 北中城村 北中城村ライカム1 098-923-5900 https://donq.co.jp/

ライブハウス・アンダルシア その他飲食店 那覇市 那覇市松山1-32-5 ナチュラルビスタ松山ビーズ102号 098-867-8177

むら咲むら（謝名亭） レストラン（和・洋・中） 読谷村 読谷村字高志保1020-1 098-958-1111 http://murasakimura.com/

OKINAWAN Club HUB 居酒屋・バー 那覇市 那覇市牧志2-3-20アーバンコアビルB1 098-867-5301

食呑工房 平良 居酒屋・バー 那覇市 那覇市泉崎1-12-4 1階 098-860-7170

かりゆし その他飲食店 浦添市 浦添市牧港1-12-5 1階 098-875-3663

東（あづま） その他飲食店 うるま市 うるま市赤道333-1 090-2584-8651

Kitchen カフェ・スイーツ 那覇市 那覇市安里1-4-15梅村ビル201 098-943-4524

しゃぶ右衛門 焼肉・ステーキ・しゃぶしゃぶ うるま市 うるま市みどり町6-2-18　ミネグリーンビル１F 098-923-3739

Bar DEEP FOREST 居酒屋・バー 宜野湾市 宜野湾市喜友名1039　Gタウンビル3-C 098-893-2984 facebook/bar.deep.forest

ザ・ナハテラス「ファヌアン」 レストラン（和・洋・中） 那覇市 那覇市おもろまち2-14-1 ザ・ナハテラス2F 098-864-1111 https://www.terrace.co.jp

ザ・ナハテラス「真南風」 レストラン（和・洋・中） 那覇市 那覇市おもろまち2-14-1 ザ・ナハテラス2F 098-864-1111 https://www.terrace.co.jp

ザ・ナハテラス「龍潭」 レストラン（和・洋・中） 那覇市 那覇市おもろまち2-14-1 ザ・ナハテラス2F 098-864-1111 https://www.terrace.co.jp

ザ・ナハテラス「マロード」 レストラン（和・洋・中） 那覇市 那覇市おもろまち2-14-1 ザ・ナハテラス2F 098-864-1111 https://www.terrace.co.jp

ザ・ナハテラス「ノーベンバー」 居酒屋・バー 那覇市 那覇市おもろまち2-14-1 ザ・ナハテラス2F 098-864-1111 https://www.terrace.co.jp

ザ・ナハテラス「ラ･シマ」 レストラン（和・洋・中） 那覇市 那覇市おもろまち2-14-1 ザ・ナハテラス3F 098-864-1111 https://www.terrace.co.jp

ＬＯＫＡＨＩ（ロカヒ） ラーメン 沖縄市 沖縄市松本2-21-25 098-989-6002

ちかみっち その他飲食店 読谷村 読谷村楚辺2251-2

チャクラ その他飲食店 沖縄市 沖縄市諸見里1-24-22 090-6857-4032

酒処 竹山 居酒屋・バー 宮古島市 宮古島市平良字下里573-1 0980-72-7407

ニューフレンド その他飲食店 沖縄市 沖縄市上地1-15-6 098-933-0093

エプロン樹 居酒屋・バー 宮古島市 宮古島市平良字西仲宗根2-5　ベーサイド西102 090-6866-5400

BISTRO LUIRE（ビストロリュイール） レストラン（和・洋・中） 恩納村 恩納村真栄田3459-1 098-923-1213 https://www.bistro-luire.com

FUNBASE Kitchen その他飲食店 うるま市 うるま市与那城811-1 098-988-5328

SEASIDE STEAK BEEFY'S 焼肉・ステーキ・しゃぶしゃぶ 北谷町 北谷町美浜9-21 デポアイランドシ－サイド4Ｆ 098-982-7566

いつものところサーフーフ その他飲食店 うるま市 うるま市赤道255-4

アジアンダイニング アーダニー その他飲食店 北谷町 北谷町北谷2-12-6 第5松栄ビル1F 098-923-1958 https://a-dauny.owst.jp/

Color 居酒屋・バー 那覇市 那覇市松山1-8-8　オーキッド松山ビル２階B号室 098-861-1037

ワインバー ボヌール 居酒屋・バー 那覇市 那覇市久米1-4-26　ジグラートビル２F 098-863-2330

なり壱 居酒屋・バー 名護市 名護市城1-1-6　２F 0980-53-7022

ザ・ペリドット・スマートホテル・タンチャワード 焼肉・ステーキ・しゃぶしゃぶ 恩納村 恩納村谷茶1092-1　3F 098-927-1100 https://theperidothotels.com/dining.php#a1

塢 居酒屋・バー 浦添市 浦添市安波茶2-1-6　サンティ-ビル1-D 090-1945-9758

すし きわむ その他飲食店 那覇市 那覇市おもろまち4-10-12　當銘ビル１階 098-869-3555

楽和屋 たごみ 居酒屋・バー 糸満市 糸満市西崎6-2-1 エバープラザビル1F 111号室

牛角 北谷店 焼肉・ステーキ・しゃぶしゃぶ 北谷町 北谷町伊平238（1F） 098-936-0029

ビアンカ その他飲食店 沖縄市 沖縄市泡瀬4-12-7 ジョイライフビル3F302

Tum's Curry spice&soda レストラン（和・洋・中） 浦添市 浦添市屋富祖1-5-2 マンションみやぎ105号 098-988-4848

やまかさふぁい実之和 居酒屋・バー 宮古島市 宮古島市平良字下里560-1 0980-79-0500

海鮮居酒屋ちゅらさん亭 居酒屋・バー 那覇市 那覇市東町5-15 098-861-0476

奏門 居酒屋・バー 那覇市 那覇市泉崎1-14-7　阮氏ビル202 080-6496-1951

食ダイニングGoTma-ma 居酒屋・バー 宜野湾市 宜野湾市伊佐2-19-9　島アパ－ト1Ｆ 098-894-2168

PUFFY 居酒屋・バー 那覇市 那覇市松山1-33-2 はましんビル5F 098-866-8634

テキーラバー エローテ 居酒屋・バー 那覇市 那覇市牧志1-1-39 ステップビル4-B 098-917-5469

まるしぇ 居酒屋・バー 西原町 西原町上原1-21-1 パークヒル翔1F 098-963-9276

ダァリン その他飲食店 那覇市 那覇市松山2-7-6 仲宗根マンション1F 098-868-8415

明洞 牧港店 焼肉・ステーキ・しゃぶしゃぶ 浦添市 浦添市牧港4-6-1 098-876-2074 http://www.myungdong-okinawa.com/
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ヤキトリ サンダーロード 居酒屋・バー 那覇市 那覇市久茂地2-11-1　アルファビル１F 098-868-6503

COM'S その他飲食店 沖縄市 沖縄市泡瀬4-1-18　ZONE2-1

カラオケダイニング歌楽飲 居酒屋・バー 那覇市 那覇市久茂地2-4-17 マルユウビル201 098-961-3211

カフェ・マーメイド レストラン（和・洋・中） 中城村 中城村久場1963中城モール（1F） 098-895-6188

居酒屋 結 居酒屋・バー うるま市 うるま市具志川1341-3 070-5536-5305

居酒屋 ごのい 居酒屋・バー うるま市 うるま市石川白浜1-4-30 098-965-7686

お好み焼 馬之助 真栄原店 その他飲食店 宜野湾市 宜野湾市真栄原1-3-8 098-897-5543

焼肉 たちばな 焼肉・ステーキ・しゃぶしゃぶ 那覇市 那覇市鏡原町33-20　大城ｱﾊﾟ-ﾄ1-B 098-851-7004

bar mostrar (バーモストラル） 居酒屋・バー 沖縄市 沖縄市泡瀬3-18-10　ウィンザービル205 098-937-6632

呑み食い屋 やました 居酒屋・バー 那覇市 那覇市山下町1-24 098-858-8420

くずし割烹 粋 居酒屋・バー 那覇市 那覇市壷川1-13-6　コーポ高良１階 098-996-4949

鳥正 居酒屋・バー 与那原町 与那原町上与那原288-2 098-927-9465

Osteria Zuppa（オステリア ズッパ） レストラン（和・洋・中） 那覇市 那覇市金城5-16-1　上原共同住宅101 098-858-0770

肉と野菜の産直屋かうだ 居酒屋・バー 那覇市 那覇市おもろまち4-17-10　秋桜ビル1階 098-860-6647

お菜晩酌しずか その他飲食店 那覇市 那覇市松山1-8-15　四季ビル2-B 098-943-1581

ゆうゆ 居酒屋・バー 那覇市 那覇市泉崎2-103-27　比嘉ビル1F

フェロー その他飲食店 沖縄市 沖縄市諸見里1-2-9
ワールドグルメバイキング アレッタ ホテルロコアナハ店 レストラン（和・洋・中） 那覇市 那覇市松尾1-1-2　2F 098-867-0100 http://www.rocore.jp/aletta/

お肉の台所1129 焼肉・ステーキ・しゃぶしゃぶ 与那原町 与那原町与那原349-1 080-8570-1129

軽食の店 めぐみ 居酒屋・バー 南城市 南城市大里字仲間933-1 098-945-6369

仲々 焼肉・ステーキ・しゃぶしゃぶ 那覇市 那覇市牧志1-1-14　安木屋ビル1F 098-869-8883

居酒屋 まぁーてぃー 居酒屋・バー 糸満市 糸満市糸満1292　2階 098-987-4804

創食酒楽 はこ 居酒屋・バー 宜野湾市 宜野湾市普天間2-3-7　コーポフテンマ103号 098-893-9696 https://www.joy-hako.com

あだん本店 居酒屋・バー 那覇市 那覇市安里388-135 098-885-6578

あだん別館 居酒屋・バー 那覇市 那覇市安里388-5 1F 098-884-7171

ノボテル沖縄那覇 1階グルメバー レストラン（和・洋・中） 那覇市 那覇市松川40 098-887-1112 https://www.novotelokinawanaha.jp/

ノボテル沖縄那覇 フードエクスチェンジ「アヴァンセ」 レストラン（和・洋・中） 那覇市 那覇市松川40 098-887-1112 https://www.novotelokinawanaha.jp/

ノボテル沖縄那覇 和食・鉄板焼「登輝」 レストラン（和・洋・中） 那覇市 那覇市松川40 098-887-1112 https://www.novotelokinawanaha.jp/

酒膳・カラオケ 百千花 その他飲食店 宜野湾市 宜野湾市大謝名2-2-3 金城店舗103号

飲み処 ヒロ 居酒屋・バー 那覇市 那覇市久米1-1-21 オレンジビル6-B 090-7585-6653

食事どころ 米井加 ラーメン 那覇市 那覇市首里鳥堀町1-46 アートフル鳥堀1F　7号 090-6858-1717

nuff-hive 居酒屋・バー 那覇市 那覇市牧志3-6-5　地下1階（下地ビル） 090-3412-5645

しまちゃん 居酒屋・バー 宜野湾市 宜野湾市普天間2-44-14

居酒屋 つぼ味 居酒屋・バー 那覇市 那覇市壷川2-5-1　コーポラスオーター１Ｆ 098-854-5344

やっぱり つぼ味 居酒屋・バー 那覇市 那覇市壷川２-1-2　キャンディハウス１Ｆ 098-855-1339

カプリチョーザ サザンプレックス南風原店 レストラン（和・洋・中） 南風原町 南風原町字宮平371-1 098-882-6802 http://kokuwafoods.com/index.html

紅虎餃子房 アウトレットあしびなー店 レストラン（和・洋・中） 豊見城市 豊見城市豊崎1-403 098-850-8181 http://kokuwafoods.com/index.html

紅虎餃子房 久茂地店 レストラン（和・洋・中） 那覇市 那覇市久茂地1-4-1 098-943-3772 http://kokuwafoods.com/index.html

カプリチョーザ 天久店 レストラン（和・洋・中） 那覇市 那覇市天久1-1-1 098-860-5300 http://kokuwafoods.com/index.html

大戸屋 壷川店 レストラン（和・洋・中） 那覇市 那覇市壷川3-4-8 098-833-8171 http://kokuwafoods.com/index.html

シェーキーズ 壷川店 レストラン（和・洋・中） 那覇市 那覇市壷川3-4-8 098-832-3643 http://kokuwafoods.com/index.html

よりたけ亭 居酒屋・バー 八重瀬町 八重瀬町大頓1420　マンション本部１F 098-998-8627

シェーキーズイオン南風原店 レストラン（和・洋・中） 南風原町 南風原町字宮平264　イオンショッピングセンター１Ｆ 098-882-6760 http://kokuwafoods.com/index.html

からから 居酒屋・バー 那覇市 那覇市小禄1-15-23 070-5275-5899

Peace Rock Cafe 居酒屋・バー 那覇市 那覇市牧志2-3-20　アーバンコア202 098-863-0314

Chica-Bar 居酒屋・バー 那覇市 那覇市久茂地2-12-3　一銀ビル3階（3-A号） 090-8405-9176

なか居 居酒屋・バー 那覇市 那覇市牧志3-1-1

一杯 その他飲食店 読谷村 読谷村楚辺1049（2F） 098-957-0765

やよい軒 小禄店 レストラン（和・洋・中） 那覇市 那覇市小禄4-2-5 098-851-4366

和食海産物 稲穂 居酒屋・バー 沖縄市 沖縄市南桃原4-32-35 098-933-1870
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牛角 バークレーズコート店 焼肉・ステーキ・しゃぶしゃぶ 浦添市 浦添市当山2-2-6 098-871-1729 http://www.gyukaku.ne.jp/shop/store.php?gid=0988711729

龍姫 その他飲食店 名護市 名護市大東1-21-2　３F-D　マルエムビル 090-2587-3252

スナック紺染み（くんずみ） 居酒屋・バー 名護市 名護市城1-6-1 1F 080-6489-2651

THE VILLAGE レストラン（和・洋・中） 宮古島市 宮古島市伊良部字仲地282-3 0980-79-7399 https://thevillagemiyakoji.wixsite.com/thevillage-irabu

海人食堂 その他飲食店 与那国町 与那国町与那国4022-106 090-7299-3741

ゆんたく処 島ぞうり 居酒屋・バー うるま市 うるま市赤道174-2 090-1514-4939

琉球ホテルリゾート八重山 オールデイダイニング アクアリス レストラン（和・洋・中） 石垣市 石垣市大川559 0980-83-3311 https://www.art-ishigakijima.com/restaurants/capricorn,php

琉球ホテルリゾート八重山 スカイバー カプリコン レストラン（和・洋・中） 石垣市 石垣市大川559 0980-83-3311 https://www.art-ishigakijima.com/restaurants/capricorn,php

琉球ホテルリゾート八重山 炭火焼肉 畑人 レストラン（和・洋・中） 石垣市 石垣市大川559 0980-87-9072 https://www.art-ishigakijima.com/restaurants/harusa.php

Transit Cafe カフェ・スイーツ 北谷町 北谷町宮城2-220　2F 098-936-5076 https://transitcafe-okinawa.com/

海響 居酒屋・バー 与那国町 与那国町与那国4022-6 080-5476-2230

島膳 その他飲食店 与那国町 与那国町与那国4562-1 0980-87-7242

手作りパンとカフェ パネス カフェ・スイーツ 与那国町 与那国町与那国312 050-3578-3608 https://yonaguni-paness.com/

居食家 どぅぐいわり 居酒屋・バー 与那国町 与那国町与那国564-1 0980-87-3739

Bar MATSUMOTO 居酒屋・バー 那覇市 那覇市松山1-33-3 京ビル4 2-C号室 098-963-9070

支那そば かでかる 琉大病院前店 ラーメン 西原町 西原町上原2-26-5 070-8460-1547

カフェ ジジリ レストラン（和・洋・中） 石垣市 石垣市大浜1172-55 080-8742-9650

いろり 温石 居酒屋・バー 那覇市 那覇市前島2-16-14　シティコート南西1F 098-861-2733

オールーグリル レストラン（和・洋・中） 読谷村 読谷村儀間560 098-921-6811 https://banta-cafe.com/olu-grill/

居酒屋め～め～ 居酒屋・バー 宮古島市 宮古島市平良字下里553-1　1F 0980-72-0510 http://meeh-meeh.men

スナック 歩 (あゆみ) 居酒屋・バー 那覇市 那覇市泉崎1-18-16 098-867-5031

漁協食堂 沖縄そば・食堂 与那国町 与那国町字与那国4022 090-1080-4792

真菜板家 綱 居酒屋・バー 那覇市 那覇市松山1-34-3 カクテルプラザ 1F 098-943-2652

AKINDO 居酒屋・バー 那覇市 那覇市久茂地3-15-15　第2やまびこビル１F 098-953-2275 https://www.instagram.Com/akindo1226

海カフェ Loophole カフェ・スイーツ 宮古島市 宮古島市平良字池間1173 080-9478-7315

茶蘭花 その他飲食店 那覇市 那覇市牧志3-11-14 098-863-3602

Siesta（シエスタ） その他飲食店 那覇市 那覇市寄宮1-30-16 パレスビル3-B号室 098-840-4258

隠れ家レストラン プティエトワール レストラン（和・洋・中） 宜野湾市 宜野湾市嘉数1-16-11　A-10 098-914-3030

カフェーotafuku 居酒屋・バー 南風原町 南風原町字兼城393-5　1F 098-889-7771

ステーキ＆スポーツダイナー スーパースター 居酒屋・バー 宮古島市 宮古島市平良字西里7 ホテル共和別館2階 0980-73-4169 https://super-star.jp

喜瀬のちんぼーら 居酒屋・バー 名護市 名護市喜瀬115-2 0980-52-5151 https://www.kise-beachpalace.jp/

ローズソヴァージュ レストラン（和・洋・中） 那覇市 那覇市安里150-5 098-860-2870

ナイトスナック ちか その他飲食店 那覇市 那覇市安里388-100 080-1719-8159

味いちもんめ 2Ban 居酒屋・バー 西原町 西原町小波津2 098-946-9181

PLUS MINUS カフェ・スイーツ 豊見城市 豊見城市座安288-3 https://hitosara.com/0004036774/

琉海 居酒屋・バー 那覇市 那覇市牧志3-11-17（6番） 090-8355-1515

牧志琉 居酒屋・バー 那覇市 那覇市牧志3-11-17（12番） 080-3374-2929

Lounge 小兎 その他飲食店 沖縄市 沖縄市上地1-18-15 098-933-2077

星野リゾートOMO5沖縄那覇 カフェ・スイーツ 那覇市 那覇市松山1-3-16 098-867-4301 https://hoshinoresorts.com/ja/hotels/omo5okinawanaha/

志楽 その他飲食店 那覇市 那覇市東町8-10　仲村アパ－ト101 098-862-1423

炭火串焼 笑宴（えん） 居酒屋・バー 那覇市 那覇市首里石嶺町4-135-1　くしばるﾋﾞﾙ103号 098-885-6411

野菜巻串屋 ぐるり 泡瀬店 居酒屋・バー 沖縄市 沖縄市泡瀬4-21-17 098-989-0072 https://www.hotpepper.jp/strJ0012762801

手打ちうどん うさぎ 沖縄そば・食堂 与那原町 与那原町与那原1049 098-943-0068

炭火串焼 月と器 居酒屋・バー 北谷町 北谷町港11-14　ﾏﾝｼｮﾝ港102 098-936-7937 http://tsukitoutsuwa.com

BAR ねこまんま 居酒屋・バー 那覇市 那覇市東町20-18　比嘉ビル2F 098-953-5362

イタリアン ビア・ホール遊 居酒屋・バー 那覇市 那覇市若狭2-4-19　2F 098-869-8586

音色ーneiruー その他飲食店 糸満市 糸満市西崎6-7-3　D-oneビルディング301号 098-992-5678

あがいてぃーだ 居酒屋・バー 那覇市 那覇市松山1-27-11　ロコイン沖縄1F 098-863-6501 http://rocoinn-okinawa.jp/public/

girl's bar JENPAIN 居酒屋・バー 那覇市 那覇市安里388-10 ラポールビル7F-C 098-886-5722

ごりらパンチ その他飲食店 那覇市 那覇市久茂地3-5-13　2F 098-953-5387
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小料理・酒処こころ 居酒屋・バー 那覇市 那覇市古波蔵3-20-1　千代正マンション1-15 090-6899-3681

カラオケ居酒屋 集い その他飲食店 うるま市 うるま市喜屋武1 090-1940-2969

喫茶ふじ その他飲食店 うるま市 うるま市赤道627 090-1513-6159

マイ.セルフ その他飲食店 国頭村 国頭村字辺士名270-3 0980-41-2480

クラブ・パトリオット 居酒屋・バー 八重瀬町 八重瀬町字安里569　陸上自衛隊南与座分屯地内

夢すし レストラン（和・洋・中） 那覇市 那覇市久茂地3-9-10　楚野ビル1F 098-987-7610

マンダレー食堂 沖縄そば・食堂 那覇市 那覇市大道172-2アパート佐平102 098-960-3253

倶楽部 琉邦 居酒屋・バー 与那原町 与那原町与那原3652　城間ｱﾊﾟ-ﾄ1F 098-988-3765

いそ真 居酒屋・バー 糸満市 糸満市真栄里336-2 098-994-8818

味処 はせ川 居酒屋・バー 糸満市 糸満市西崎町3-351-2　1階 090-3797-1118

まるどり 居酒屋・バー 那覇市 那覇市首里赤平町2-1-2-101 080-1740-4385

餃子の店 華 竜宮通り店 居酒屋・バー 那覇市 那覇市牧志3-13-1 シルバーマンション1F 070-5414-7766

餃子の店 華 居酒屋・バー 那覇市 那覇市牧志3-4-6 070-5414-7766

RIO その他飲食店 うるま市 うるま市宮里838 セブンスタービル　2F

島唄と琉球料理 北谷ダイニング 沖縄そば・食堂 北谷町 北谷町美浜2 098-921-7713 https://www.hotespa.net/hotels/okinawa/restaurant/

レストラン チュラティーダ・ヤンバルクッチーナ 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/restaurant/

大戸屋登川店 レストラン（和・洋・中） 沖縄市 沖縄市登川1-1-8 098-923-2265 http://kokuwafoods.com/index.html

大戸屋泡瀬店 レストラン（和・洋・中） 沖縄市 沖縄市泡瀬4-1420-4 098-989-3793 http://kokuwafoods.com/index.html

シェーキーズ プラザハウス店 レストラン（和・洋・中） 沖縄市 沖縄市久保田3-1-3　1F 098-989-0105 http://kokuwafoods.com/index.html

大戸屋北谷店 レストラン（和・洋・中） 北谷町 北谷町桑江86-1 098-923-0851 http://kokuwafoods.com/index.html

カプリチョーザ 北谷美浜店 レストラン（和・洋・中） 北谷町 北谷町字美浜8-7 098-926-0606 http://kokuwafoods.com/index.html

トニーローマ 美浜店 レストラン（和・洋・中） 北谷町 北谷町字美浜8-7 098-982-7800 http://kokuwafoods.com/index.html

カラオケ 喫茶はなまる その他飲食店 浦添市 浦添市前田4-4-3 0980-874-5060

イベントハウス その他飲食店 那覇市 那覇市若狭2-4-20　１階

居酒屋 酔心 居酒屋・バー 読谷村 読谷村楚辺1093 098-956-6224

和牛 焼肉 尚 焼肉・ステーキ・しゃぶしゃぶ 那覇市 那覇市松山1-3-18　1F 098-860-0958

民謡 綾姫 居酒屋・バー 南風原町 南風原町字津嘉山613 098-889-0398

一番寿し  その他飲食店 名護市 名護市大南2-12-17 0980-53-4007

旬彩厨房 うのや 居酒屋・バー 那覇市 那覇市古波蔵1-6-1　蔵アパ－ト102 098-836-8871

和食 要 レストラン（和・洋・中） 那覇市 那覇市壺屋1-7-20 098-861-6386

ペガサス 居酒屋・バー 与那原町 与那原町字与那原1065 098-945-8711

しまや 沖縄そば・食堂 宜野湾市 宜野湾市宇地泊704 098-917-6365

島のごちそう てぃんがーら 居酒屋・バー 石垣市 石垣市字登野城641-5 0980-87-9936

中華食堂 麺作 沖縄そば・食堂 糸満市 糸満市潮平773-2　サンハイツ徳103 098-992-5799

天川 その他飲食店 那覇市 那覇市東町12-2　グレープハウス4-A 098-867-2592

Chingones Cantina その他飲食店 金武町 金武町金武4249-7　前里店舗⁽101⁾ 070-1990-7020

寿司・うなぎ 円山（まるやま） その他飲食店 名護市 名護市港1-13-5 0980-54-0216

南の居酒屋かいゆうてい 居酒屋・バー 那覇市 那覇市松山2-10-13　沖商マンション109 098-869-4248

麺屋 なりよし ラーメン 那覇市 那覇市牧志2-3-22　1-B高良産業ビル 098-988-1056

みさとのさかば 居酒屋・バー 沖縄市 沖縄市東2-2-5　久高ビル1階 098-923-2342

面 その他飲食店 沖縄市 沖縄市胡屋1-14-9(1F左） 080-3985-1837

炭火ホルモン ふくちゃん 焼肉・ステーキ・しゃぶしゃぶ 浦添市 浦添市港川1-3-1　安元ビル101 098-975-9029

御菓子御殿 沖縄料理 花笠 レストラン（和・洋・中） 読谷村 読谷村宇座657-1 098-958-7333 http://www.okashigoten.co.jp

ラウンジ 槐 enju 居酒屋・バー 那覇市 那覇市久米1-1-24　アップルビル７Ａ 098-988-0080

男男 だぶる 居酒屋・バー 那覇市 那覇市松山1-34-3　カクテルプラザビル地下1階 098-862-4600

居酒屋 ビタロー 居酒屋・バー 浦添市 浦添市牧港1-7-18　銘苅店舗 098-871-0635

小料理ろまん その他飲食店 宜野湾市 宜野湾市真栄原1-1-10　洋信アパート 098-890-0758

居酒屋 NEO 石敢當 居酒屋・バー 那覇市 那覇市牧志3-18-1　セナハビル1F 098-869-3007

かなち 居酒屋・バー 与那原町 与那原町字与那原3579 098-959-1156

Bar OMOROMOON（バー オモロムーン） 居酒屋・バー 名護市 名護市為又549-3　パレスEMI101 0980-59-6399
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ミュージックのなかまたちM・N その他飲食店 宜野湾市 宜野湾市我如古1-8-15　サンロードビル1F

鳥壱 その他飲食店 那覇市 那覇市上間294 098-854-2920 https://birdoneah.com

焼肉 あじと 焼肉・ステーキ・しゃぶしゃぶ 宜野湾市 宜野湾市普天間2-49-13スカイエンジェルビル102 098-896-2110

神戸元町ドリア イオンモール沖縄ライカム店 レストラン（和・洋・中） 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4036 098-930-1309

焼肉しし丸 焼肉・ステーキ・しゃぶしゃぶ 沖縄市 沖縄市登川2-1-3 098-929-2989

国際ステーキ 松尾店 焼肉・ステーキ・しゃぶしゃぶ 那覇市 那覇市松尾2-12-7 090-1942-1236

MUSIC Bar NANA 居酒屋・バー 宜野湾市 宜野湾市普天間2-49-13スカイエンジェルビル２F　201号 090-9781-6555

グランピングバル 吉田屋 居酒屋・バー 座間味村 座間味村阿嘉42 080-2696-7642

ローズガーデン レストラン（和・洋・中） 北中城村 北中城村屋宜原165-1 098-932-2800 http://fujiogroup.com

万国津梁館 カフェテラス 沖縄そば・食堂 名護市 名護市喜瀬1792 0980-53-3155 https://www.shinryokan.com/

万国津梁館 サミットホール 沖縄そば・食堂 名護市 名護市喜瀬1792 0980-53-3155 https://www.shinryokan.com/

ENTEN 居酒屋・バー 読谷村 読谷村大木416-1(301) 098-894-9600

スナック レジェンド 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202

HAPPY ENDING 居酒屋・バー 金武町 金武町金武4241 090-4532-2293

久茂地みかさ 居酒屋・バー 那覇市 那覇市久茂地2-6-16　リバーサイドテラス２F 098-943-2835

ムチャチャ その他飲食店 うるま市 うるま市高江洲982 090-8417-7807

慶太郎酒場 居酒屋・バー 名護市 名護市宇茂佐1703-8　名桜ボウル1F

AZITO 居酒屋・バー 名護市 名護市城1-11-15サンライフ名護6F 0980-54-0009 https://azito.me/

Cafe Lab 居酒屋・バー 那覇市 那覇市牧志3-8-28 与儀アパート2F 090-5386-5743

Music in Nago 居酒屋・バー 名護市 名護市東江4-7-11　1F 0980-43-6664 https://musicinnago75.wixsite.com/home

うりずん その他飲食店 うるま市 うるま市勝連平敷屋1920　海上自衛隊内 098-978-2342

Lounge 摩天楼 その他飲食店 名護市 名護市城1-3-19-1 18番館ビル2-B 090-3797-7246

桴（いかだ） その他飲食店 与那原町 与那原町与那原3150-3　MKビル202号 090-9782-2448

BAR Owl 居酒屋・バー 那覇市 那覇市久茂地1-8-7　カネモト産業ビル2階 098-867-5494

スナック香 その他飲食店 豊見城市 豊見城市高安454-1宜保マンション103 098-856-7002

小梅 居酒屋・バー 那覇市 那覇市安里1-3-3 www.kozakura.com

与那国空港レストラン 旅果報 レストラン（和・洋・中） 与那国町 与那国町与那国4350-18 0980-87-3103

つばめ屋 その他飲食店 石垣市 石垣市大川278　TAMAビルⅡ 101 0980-87-5677

ラウンジ 椿 その他飲食店 那覇市 那覇市久米2-8-10　パーム久米ビル1階1-C 098-861-0162

洋風茶館ミッドビレッジ レストラン（和・洋・中） 沖縄市 沖縄市高原4-28-26 098-932-7836

BAR COOPER 居酒屋・バー 西原町 西原町翁長237-2 3F 090-4342-9945

AQUA その他飲食店 読谷村 読谷村楚辺1195 トリイビル2-B 098-957-6055

レストラン サザンテラス レストラン（和・洋・中） 糸満市 糸満市西崎町1-6-1　サザンビーチホテル＆リゾート1階 098-992-7500 www.southernbeach-okinawa.co.jp

オーシャンビューレストラン レイール レストラン（和・洋・中） 糸満市 糸満市西崎町1-6-1　サザンビーチホテル＆リゾート 098-992-7500 www.southernbeach-okinawa.co.jp

スパイスバル ベベル 居酒屋・バー 那覇市 那覇市安里1-1-46 エステート安里1F 098-954-0700

和華 居酒屋・バー 名護市 名護市大中1-4-5　丸元ビル102 080-1743-8761

担たん亭 焼肉・ステーキ・しゃぶしゃぶ 石垣市 石垣市新川2117-2 0980-82-2190 https://ishigaki-takana.com

さんるーむCafe その他飲食店 宜野湾市 宜野湾市普天間2-31-14 098-892-4418

新城家 居酒屋・バー 那覇市 那覇市真嘉比2-4-7　1F 098-887-7767

おでん・カラオケ・かふう 沖縄そば・食堂 那覇市 那覇市仲井間281　赤嶺アパート101 098-835-1090

照麺（ショウメン） ラーメン 那覇市 那覇市久茂地2-20-9　なかむら荘1階 098-868-6885

わくがわ 居酒屋・バー 那覇市 那覇市樋川1-27-28　上江洲ビル102

大衆居酒屋 みやらび 居酒屋・バー 那覇市 那覇市安里1-7-17　1階 098-927-9597

居酒屋370 居酒屋・バー 那覇市 那覇市首里石嶺町4-198　佐久川ビル1階 098-800-7653

串焼 鳥久 居酒屋・バー 那覇市 那覇市国場116　盛秋アパート１F 098-953-6255

La21 レストラン（和・洋・中） 南城市 南城市知念字知念1241-8 098-943-5299 https://www.lanila.co.jp

Chabi 居酒屋・バー 糸満市 糸満市西崎6-5-1　Ｐ＆Ｐビル１F 098-840-8090

BAR  DEN 居酒屋・バー 沖縄市 沖縄市上地2-8-5　比嘉ビル1階 098-930-2929

尚風亭 沖縄そば・食堂 名護市 名護市宇茂佐の森1-15-3 0980-52-2800

スナック 桜羅 その他飲食店 沖縄市 沖縄市上地2-8-19 098-930-3513
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R.pes カフェ・スイーツ 宜野湾市 宜野湾市真栄原2-9-9 080-6493-0034

まぐろ専門居酒屋ひとし 居酒屋・バー 石垣市 石垣市新栄町15-8 0980-83-9610

まぐろ専門居酒屋ひとし 石敢當店 居酒屋・バー 石垣市 石垣市大川197-1 0980-88-5807

手造り処 わたこゆ 居酒屋・バー 宮古島市 宮古島市平良西里300-3　２F 0980-79-0663

やっぱりステーキ 琉大北口店 焼肉・ステーキ・しゃぶしゃぶ 中城村 中城村南上原368-2 098-943-6529

花いち 居酒屋・バー 南風原町 南風原町字兼城399 098-889-7186

絆 居酒屋・バー 浦添市 浦添市屋冨祖4-2-9　ツインマークビル1－A号 090-7706-7695

おきなわトルコライス tanchaya レストラン 恩納村 恩納村谷茶168 098-966-8557

セイビン カフェ・スイーツ 那覇市 那覇市久茂地2-16-24　ニュー久茂地ビル　２F 098-862-5590

あぐー豚しゃぶしゃぶ専門店 オーシャンBoo! 恩納村店 レストラン（和・洋・中） 恩納村 恩納村前兼久80　２F 080-7655-5400

あぐー豚しゃぶしゃぶ専門店 オーシャンBoo! 読谷村本店 レストラン（和・洋・中） 読谷村 読谷村瀬名波821　コスタビスタアパート201 098-914-1153

居酒屋 でんでん 居酒屋・バー うるま市 うるま市石川東恩納1536-3 090-5479-6262

琉球BEEF＆BEER 焼肉・ステーキ・しゃぶしゃぶ 恩納村 恩納村安冨祖1231 098-967-7555

昼歌楽 歌っていい友 その他飲食店 宮古島市 宮古島市平良字下里1022-6　電水アパ－ト２F南 0980-72-3019

THE HIRAMATSU HOTELS & RESORTS 宜野座 (レセプション棟) カフェ・スイーツ 宜野座村 宜野座村字松田1425 098-968-5600 http://hiramatsuhotels.com/ginoza/

THE HIRAMATSU HOTELS & RESORTS 宜野座 (レストラン棟) レストラン（和・洋・中） 宜野座村 宜野座村字松田1425 098-968-5600 http://hiramatsuhotels.com/ginoza/

ARIEL その他飲食店 沖縄市 沖縄市上地2-8-7　ニュ－中ノ町ビル１F-C 098-930-6631

カトレア その他飲食店 那覇市 那覇市大道129-5

海岸通り 居酒屋・バー 那覇市 那覇市山下町1-25　柴田ビル1階 098-859-4503

スタンド末広 居酒屋・バー 那覇市 那覇市安里388-9-102 098-943-9773

牛角 泡瀬店 焼肉・ステーキ・しゃぶしゃぶ 沖縄市 沖縄市比屋根1-8-10 098-932-4129 https://www.gyukaku.ne.jp/shop/store.ph?gid=0989324129

mush:room cafe カフェ・スイーツ 名護市 名護市為又506-8 0980-43-0405

牛角 津嘉山店 焼肉・ステーキ・しゃぶしゃぶ 南風原町 南風原町字津嘉山1451-1 098-996-5029 https://www.gyukaku.ne.jp

しゃぶしゃぶ温野菜 豊崎店 焼肉・ステーキ・しゃぶしゃぶ 豊見城市 豊見城市与根南浜崎原513-4 098-856-8310

まいすく家 居酒屋・バー 那覇市 那覇市松尾2-11-14 098-943-0415

大黒苑 居酒屋・バー 那覇市 那覇市松尾2-11-3 098-943-0416

味処 えんまん 居酒屋・バー 与那原町 与那原町字与那原274 098-946-5903

鮨きくち レストラン（和・洋・中） 那覇市 那覇市前島3-25-1 とまりん2階 090-1945-7288

やんばる学びの森 カフェラウンジ レストラン（和・洋・中） 国頭村 国頭村安波1301-7 0980-41-7979 https://www.atabii.jp

牛角 おもろまち駅前店 焼肉・ステーキ・しゃぶしゃぶ 那覇市 那覇市おもろまち4-19-23 098-866-2929

ターゲット 居酒屋・バー 沖縄市 沖縄市上地1-19-34　仲宗根ビル１F右 098-930-2655

MOOD MIHAMA 居酒屋・バー 北谷町 北谷町美浜2-2-9　サンハイム２-D 098-959-3200

ビストロブーケ レストラン（和・洋・中） 南城市 南城市知念久原435-2　（1F） 098-947-6755

ueda 居酒屋・バー 那覇市 那覇市牧志1-1-22　仲宗根ビル102号 098-869-8120

しゃぶしゃぶと島豚料理みなみ レストラン（和・洋・中） 那覇市 那覇市久米2-11-4 久米ガーデンビル1-A 098-943-2729 https://shabushabuminami098.wixsite.com/minami

小桜 居酒屋・バー 那覇市 那覇市牧志3-12-21 098-866-3695

牛角 うるま石川店 焼肉・ステーキ・しゃぶしゃぶ うるま市 うるま市石川1-16-18 098-965-3529

しゃぶしゃぶ温野菜 北谷店 焼肉・ステーキ・しゃぶしゃぶ 北谷町 北谷町伊平238　2F 098-936-0831

牛角 中城店 焼肉・ステーキ・しゃぶしゃぶ 中城村 中城村南上原730-1 098-943-1929 https://oriental.okinawa.jp

まる波 沖縄そば・食堂 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17） 0980-87-0467

龍's ダイニング 居酒屋・バー 北中城村 北中城村島袋311 098-932-0121

麺屋はちれん ラーメン 読谷村 読谷村喜名2346-11 読谷村地域振興センター3階 098-958-6471 https://www.facebook.com/bestrameninokinawa

轍（わだち） 居酒屋・バー 那覇市 那覇市牧志3-11-19 牧志ビル2階 098-862-6475

SHOT BAR Summer glass 居酒屋・バー 石垣市 石垣市大川198ー7 マキシビル1階3号室 0980-83-3274 https://www/summerglass.jp

台湾料理 福楽 レストラン（和・洋・中） 那覇市 那覇市国場1185-2 コーポ嘉数 1F 098-996-3625

島人ぬ宝 居酒屋・バー 恩納村 恩納村冨着156 1F 090-2700-6666

凛（りん） 居酒屋・バー 糸満市 糸満市西崎6-4-3　久米ビルA-301

割烹 ひさごや レストラン（和・洋・中） 沖縄市 沖縄市山里2-9-6 098-933-1405

スナック アマリージュ その他飲食店 沖縄市 沖縄市上地2-2-6（101） 090-1949-7120

スナック 契 その他飲食店 与那原町 与那原町字与那原3178　照屋ビルA-1 090-6860-5543
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焼肉 太陽 焼肉・ステーキ・しゃぶしゃぶ 石垣市 石垣市美崎町4-5　1F 0980-88-8666 http://www.arashiro.co.jp

久米 レストラン（和・洋・中） 那覇市 那覇市久米2-1-5　2F 098-866-0787

Dining Bar 蓮 居酒屋・バー 那覇市 那覇市久米2-1-5 098-866-0787

シマノワ 居酒屋・バー 沖縄市 沖縄市中央1-5-4 オクマビル103 098-960-0403

炭火焼肉 美崎 レストラン（和・洋・中） 石垣市 石垣市大川533-1 0980-87-0575

スナック 水 その他飲食店 うるま市 うるま市字喜屋武72 080-6490-5858

サザンプレックス（飲食スペース） その他飲食店 南風原町 南風原町字宮城371-1 098-835-6600 https://www.startheaters.jp/southernplex/

さしだ商店 ラーメン 嘉手納町 嘉手納町屋良969-1 050-1098-9228

Lounge ViVi その他飲食店 宜野湾市 宜野湾市真栄原1-1-12 090-7985-2802

アイランド island カフェ・スイーツ 浦添市 浦添市牧港1-56-17　島袋ビル202号

歌酔処 あこ 居酒屋・バー 南風原町 南風原町津嘉山1467-4　あじまぁるK・212-A 098-889-8995

酒処 華 その他飲食店 沖縄市 沖縄市上地1-16-1（102） 090-9784-6425

BAR Bell 居酒屋・バー 宜野湾市 宜野湾市普天間1-1-17　メトロシティビル2F 090-3793-7981

kanasa カフェ・スイーツ 今帰仁村 今帰仁村字仲宗根345 0980-43-6766

麺や偶もとなり 牧港店 ラーメン 浦添市 浦添市牧港5-4-1 098-943-9875

なごぬふぁ 居酒屋・バー 名護市 名護市宮里6-6-13 コーポとけし103号 0980-54-1702 https://tabelog.com/okinawa/A4702/A470201/47009176/

滿や 居酒屋・バー 宮古島市 宮古島市平良字西里276-2 0980-72-6345

永當蕎麦 沖縄そば・食堂 那覇市 那覇市久茂地2-6-1 098-988-3304

居酒屋にこや 居酒屋・バー 恩納村 恩納村真栄田3051 098-965-2300

マジュン リッカ 居酒屋・バー 読谷村 読谷村字高志保122 098-989-8333

レストラン太郎 レストラン（和・洋・中） 浦添市 浦添市屋富祖3-34-3 Joy Maxビル 098-878-4946

J-chan 冷麺 レストラン（和・洋・中） 那覇市 那覇市牧志2-17-46 ハチノスビル 1F 098-943-8012 https://j-chanreimen.owst.jp/

焼肉ホルモン一直線 焼肉・ステーキ・しゃぶしゃぶ 名護市 名護市大東1-1-15　1F 0980-38-9010 https://yakiniku-restaurant-5707.business.site/

隠れ酒場 珀玖 居酒屋・バー 那覇市 那覇市壺屋1-1-1 090-5360-9667

The Lounge(ザ・ラウンジ) その他飲食店 那覇市 那覇市久米2-1-5 098-866-0787

紫麻 居酒屋・バー 名護市 名護市城1-9-9 0980-52-4666

ユキシオステーキ 焼肉・ステーキ・しゃぶしゃぶ 宮古島市 宮古島市平良字久貝654 0980-79-7978

酒処 咲むら その他飲食店 那覇市 那覇市字安里388-54　さくらビル1F

ドラゴン 沖縄そば・食堂 豊見城市 豊見城市字名嘉地278 098-850-1123

ブーケ その他飲食店 宮古島市 宮古島市平良字西里139-1  090-1944-8869090-8403-6872

スナック じゅん その他飲食店 与那原町 与那原町与那原603　オリーブ荘103 090-9784-1906

ミュージックラウンジ1011 その他飲食店 那覇市 那覇市松山1-35-6　松藤ビル１階 098-863-6408

ゆくい処 どぅしぐわぁー 居酒屋・バー 那覇市 那覇市牧志2-5-2 098-864-0300 https://www.hotpepper.jp/strJ001134053/

ろばた焼 西 居酒屋・バー 那覇市 那覇市西1-4-9 098-868-4000

沖縄 青二才 居酒屋・バー 那覇市 那覇市松尾2-6-24ルクソール松尾1F 098-863-5001 https://aonisai.jp

春木屋 居酒屋・バー 沖縄市 沖縄市南桃原3-22-11 098-930-1665

ともだち カフェ・スイーツ 名護市 名護市城1-9-1  1階 0980-52-4678

スナックともだち カフェ・スイーツ 名護市 名護市字宇茂佐159 0980-52-5877

もんじゃ焼き・鉄板焼き LEMON その他飲食店 那覇市 那覇市松尾2-21-10 098-861-0270

リピート 居酒屋・バー 浦添市 浦添市屋富祖3-7-12　プラザ88ビル302

カフェ プリ・ローズ レストラン（和・洋・中） 名護市 名護市宮里3-27-8　2F

クラブ シャングリラ 居酒屋・バー 金武町 金武町金武4196-7（2F） 098-968-3276

民宿たつや旅館 その他飲食店 那覇市 那覇市辻1-9-21 098-860-7422 http://tatsuya.client.jp

レストランまるみ屋 レストラン（和・洋・中） 座間味村 座間味村字座間味432-2 098-987-3166

居酒屋 呑家 居酒屋・バー 本部町 本部町谷茶29-77 0980-43-6007

GOOD LUCK レストラン（和・洋・中） 宮古島市 宮古島市平良字下里1154-10 0980-79-9375

酒処 すみれ その他飲食店 うるま市 うるま市字喜屋武1 090-7586-5371

風見鶏 居酒屋・バー 宮古島市 宮古島市平良西里220 アバビル1F 北 0980-79-5572

居酒屋 ビーンズ 居酒屋・バー 沖縄市 沖縄市山里3-1-1

ステーキハウスビックリ大将 その他飲食店 宮古島市 宮古島市平良字西里1304-8（西側） 0980-72-8270
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カラオケカフェ そら その他飲食店 嘉手納町 嘉手納町嘉手納273 080-6480-0206

宮古酒場 んみゃ～ち 居酒屋・バー 那覇市 那覇市安里388-10 高江洲様方（店舗）202号 090-1945-9202

ティーダの海 久茂地店 居酒屋・バー 那覇市 那覇市久茂地2-20-7 098-988-4256

ちゃいな食堂OOLong レストラン（和・洋・中） 豊見城市 豊見城市豊崎1-1071ヒルズ豊崎102 098-850-8072

大ちゃん酒場 居酒屋・バー 那覇市 那覇市安里388-1 080-1767-1830

大ちゃん 居酒屋・バー 那覇市 那覇市安里379　栄町市場内 080-1767-1830

沖縄ダイニング 海の家 居酒屋・バー 恩納村 恩納村瀬良垣1523-1 098-966-2180

バー・エアーズ・ロック 居酒屋・バー うるま市 うるま市安慶名3-40-4 098-972-7001

粟国庵 しん里 沖縄そば・食堂 糸満市 糸満市座波1872-6 098-992-7423

スター誕生 その他飲食店 沖縄市 沖縄市松本2-9-1　1F 070-5490-5465

フィーリンディー 居酒屋・バー うるま市 うるま市江洲42-1 098-973-4040

ホルモン人 糸満西崎店 焼肉・ステーキ・しゃぶしゃぶ 糸満市 糸満市西崎6-16-8　オーキッドガ－デン山城1F 098-996-2914

我流酒場 まっかず 居酒屋・バー 名護市 名護市宮里4-4-31　名桜ビル１F 0980-43-7070 https://r.gnavi.co.jp/4vkefv8x000/

Cherry その他飲食店 西原町 西原町幸地1009-1　ＴＡＩＲＹＯビル3-B 098-945-7600

食彩酒房 まつもと 焼肉・ステーキ・しゃぶしゃぶ 那覇市 那覇市松山1-10-8　アメイジングビル 098-861-1890

酒仙 ふくろう亭 その他飲食店 那覇市 那覇市久茂地2-19-12 山内アパート102 098-868-5919

cocktail bar House 居酒屋・バー 那覇市 那覇市金城5-6-12　1F 090-1948-8989

BAR 3+3 居酒屋・バー 那覇市 那覇市牧志1-3-17 098-988-9515

mati-cafe カフェ・スイーツ 宜野湾市 宜野湾市宇地泊613 098-898-1708

峠 その他飲食店 沖縄市 沖縄市上地2-11-16（1F) 098-933-6709

串屋 飛猿 居酒屋・バー 那覇市 那覇市首里汀良町3-80-4　1F 098-886-2658

ひんぷん山羊料理店 その他飲食店 名護市 名護市城1-10-3 0980-52-0624

CHEERS（チアーズ） 居酒屋・バー 金武町 金武町金武4240-6　1階

さかえ 居酒屋・バー 那覇市 那覇市古島1-24-20

二万八千石 居酒屋・バー 那覇市 那覇市安里388-10　浜千鳥アパート　1F 098-885-6478

わらじ屋 居酒屋・バー 那覇市 那覇市久米1-5-1　パティオ晋　1F 098-868-2473

まーみー その他飲食店 沖縄市 沖縄市泡瀬6-15-22 098-937-9140

割烹居酒屋 寿司芳 その他飲食店 名護市 名護市字為又91 0980-52-5313

210 その他飲食店 那覇市 那覇市おもろまち4-17-14 クイーンヒルズビル5-A 098-863-2855

なお その他飲食店 那覇市 那覇市牧志3-11-10 070-5270-2018

居酒屋 旬菜ま～す 居酒屋・バー 沖縄市 沖縄市胡屋1-9-4 098-937-4988

日本酒バル Tokoshie 居酒屋・バー 那覇市 那覇市泉崎1-8-6　２F 098-861-9227

かねひで喜瀬カントリークラブ レストラン（和・洋・中） 名護市 名護市喜瀬1107-1 0980-53-7575 https://www.kise-cc.jp

中国料理 孔雀樓 レストラン（和・洋・中） 宜野湾市 宜野湾市大山2-22-8 098-897-3548

らあめん花月嵐 美里店 ラーメン 沖縄市 沖縄市美原4-2-1 098-938-8058

らあめん花月嵐 名護バイパス店 ラーメン 名護市 名護市宮里1482-7 0980-51-1603

モスバーガー 沖縄知花店 その他飲食店 沖縄市 沖縄市知花5-13-15 098-937-1197

モスバーガー コザ店 その他飲食店 沖縄市 沖縄市上地1-11-5 098-933-3350

モスバーガー 名護バイパス店 その他飲食店 名護市 名護市名護4558-22 0980-53-6756

獅子の茶樓（シーサーのちゃろう） レストラン（和・洋・中） 南風原町 南風原町津嘉山1740-3　2F 098-889-3608

スナックM その他飲食店 糸満市 糸満市西崎6-2-1 エバープラザビル2-E

天下一品 浦添店 ラーメン 浦添市 浦添市牧港1196 098-870-8330

大衆居酒屋 餃子のランボー 居酒屋・バー 名護市 名護市大中1-5-5 0980-43-7302

肉バル絆CONNECTION 居酒屋・バー 沖縄市 沖縄市胡屋2-13-2（1F） 098-923-3562

すし なかのや その他飲食店 那覇市 那覇市東町12-2 グレープハウス1-B 098-943-5989

モスバーガー 国道58号読谷店 その他飲食店 読谷村 読谷村字大湾60 098-921-5858

モスバーガー 那覇真嘉比店 その他飲食店 那覇市 那覇市真嘉比3-2-14 098-882-3433

カフェバー デイゴ カフェ・スイーツ 石垣市 石垣市新川船蔵2481-1 0980-88-0030 https://www.grandvrio-hotelresort.com/ishigaki/

石垣牛焼肉&ダイニング 琉華 レストラン（和・洋・中） 石垣市 石垣市新川船蔵2481-1 0980-88-0030 https://www.grandvrio-hotelresort.com/ishigaki/

沖縄郷土料理 船蔵 レストラン（和・洋・中） 石垣市 石垣市新川船蔵2481-1 0980-88-0030 https://www.grandvrio-hotelresort.com/ishigaki/
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ホテルストレータ那覇（カフェ ストレータ） レストラン（和・洋・中） 那覇市 那覇市牧志1-19-8 098-860-7400 https://okinawa-uds.co.jp/hotels/strata-naha/restaurant/?loc=cat_loc_strata

ホテルストレータ那覇（スカイサロン） 居酒屋・バー 那覇市 那覇市牧志1-19-8 098-860-7400 https://okinawa-uds.co.jp/hotels/strata-naha/restaurant/?loc=cat_loc_strata

ホテルストレータ那覇（あやぬむい） レストラン（和・洋・中） 那覇市 那覇市牧志1-19-8 098-860-7400 https://okinawa-uds.co.jp/hotels/strata-naha/restaurant/?loc=cat_loc_strata

カラオケ喫茶 キャロット 居酒屋・バー 那覇市 那覇市宇栄原3-29-21 080-1734-4353

榮料理店 レストラン（和・洋・中） うるま市 うるま市石川伊波1553-463 098-964-7733 https://niraicuisine.com

酒処 つる〇 居酒屋・バー 那覇市 那覇市長田2-4-17 嘉助アパート102 098-836-3133

カチャヤ カフェ レストラン（和・洋・中） 南城市 南城市大里字稲嶺1333-1 098-917-2881

焼肉こてつ 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232 0980-73-6292

六ちゃん 居酒屋・バー 那覇市 那覇市松尾2-9-8 090-6867-4417

すし太郎 その他飲食店 石垣市 石垣市字石垣34 0980-88-7171

回転寿司 鮨人 その他飲食店 石垣市 石垣市真栄里341-5 0980-83-0141

玉すし その他飲食店 那覇市 那覇市久茂地3-13-7 098-866-5658

サバニ船 その他飲食店 石垣市 石垣市美崎町3 0980-87-5363

麺や とり次郎 沖縄そば・食堂 石垣市 石垣市真栄里273-1　アルルタウンC-112 0980-87-0755

和琉酒菜 藍 居酒屋・バー 那覇市 那覇市久米1-1-20　真和ビル1F 098-861-0497

プラザハウスレストラン月苑飯店 レストラン（和・洋・中） 沖縄市 沖縄市久保田3-1-12 098-933-3111 https://phgetsuen.ti-da.net/index_2.html

No-Ri その他飲食店 那覇市 那覇市久米1-1-21　オレンジビル4FC号室 098-861-7353

銘酒と和牛と海鮮の店 牛蔵 居酒屋・バー 沖縄市 沖縄市池原3-4-16　2F 098-923-0529

Bar 512 居酒屋・バー 那覇市 那覇市牧志2-15-9　1F 080-4319-5122

Champagne Lounge 512 deux 居酒屋・バー 那覇市 那覇市牧志3-6-15 080-4319-5122

スナック ラムール その他飲食店 那覇市 那覇市上間245-1　南風ビル1F 098-853-7070

八茶坊 ラーメン 嘉手納町 嘉手納町嘉手納302-1 098-956-6519

なんくる 居酒屋・バー 浦添市 浦添市牧港2-45-3 090-6865-1233

動く町 中城店 居酒屋・バー 中城村 中城村南上原945-1　1階 098-895-2554

動く町 宜野湾店 居酒屋・バー 宜野湾市 宜野湾市志真志2-21-13 098-897-3339

竹炭 備長炭 炉端焼き たけすみ 居酒屋・バー 那覇市 那覇市久茂地3-16-19 エステート久茂地101 098-988-8159

ダイニング 34 居酒屋・バー うるま市 うるま市石川白浜1-125-2

cuisine 海山 居酒屋・バー うるま市 うるま市栄野比19　コーポ池原107 098-972-2126

スナック あいりす その他飲食店 那覇市 那覇市首里石嶺町3-1-5

nokotocafe カフェ・スイーツ 那覇市 那覇市小禄1-17-23　105号 098-996-1203

らあめん札幌や 松本店 ラーメン 沖縄市 沖縄市松本858-1 098-934-0106

オーシャンBoo!美ら海店 焼肉・ステーキ・しゃぶしゃぶ 本部町 本部町具志堅623-1 0980-43-0550

モスバーガー那覇新都心店 その他飲食店 那覇市 那覇市銘苅2-1-22 098-941-4939

タコスプーン 沖縄そば・食堂 那覇市 那覇市曙3-20-1 098-800-1149

癒心家酒場 一縷 居酒屋・バー 那覇市 那覇市東町17-11　ふくろう館ビル102 098-917-1070

中華料理 萬珍園 レストラン（和・洋・中） 那覇市 那覇市松尾2-2-14　ライオンズマンション1F 098-868-2883

蓮華 居酒屋・バー 那覇市 那覇市安里385　102号室

ふるさと 居酒屋・バー 西原町 西原町我謝241-2 098-946-0994

サムズ・マウイ国際通り店 レストラン（和・洋・中） 那覇市 那覇市牧志1-3-53 098-861-9595 http;//www.sams-okinawa.jp

サムズアンカーイン国際通り店 レストラン（和・洋・中） 那覇市 那覇市久茂地3-3-18 098-862-9090 http;//www.sams-okinawa.jp

はなび屋宮古島店 居酒屋・バー 宮古島市 宮古島市平良字西里281-1　ホテルピースリーイン宮古島NEXUSES1F 0980-79-7322

キャメル 居酒屋・バー 那覇市 那覇市久茂地2-6-1 098-863-8122

BARBAR’ s カラオケ Ｔｏ～mo～ 居酒屋・バー 沖縄市 沖縄市泡瀬3-18-10　ウィンザービル107 090-6857-1003

BURGER STAND HiｰFive その他飲食店 那覇市 那覇市牧志3-12-12　饒平名アパート102 098-987-6223 https://www.instagram.com/hi5.okinawa/

ニューヨーク ピザ その他飲食店 那覇市 那覇市牧志3-8-33　桜坂Diner2A 098-962-1638 http://n-y-pizza.com

ノボテル沖縄那覇 3階BBQテラス・バーコーナー その他飲食店 那覇市 那覇市松川40 098-887-1112 https://www.novotelokinawanaha.jp/

ポジリポ クッチーナ メリディオナーレ レストラン（和・洋・中） 豊見城市 豊見城市瀬長174-5 098-851-1101 http://www.huge.co.jp/restaurant/posillipo/posillipo

アグーとんかつ コション久茂地店 レストラン（和・洋・中） 那覇市 那覇市久茂地1-2-1　Y'sﾋﾞﾙ1F 098-943-4275

沖縄創作居酒屋 天の川食堂 居酒屋・バー 本部町 本部町大浜863-4 大都ビル102 070-3803-8530 https://www.okiroko.jp/amanogawa

ヤンバルドッグ＠610ホットドッグとビールの店 天の川食堂店 居酒屋・バー 本部町 本部町大浜863-4　大都ビル102号 080-5599-3120
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ミニドラゴン 沖縄そば・食堂 沖縄市 沖縄市泡瀬5-25-6 090-9785-1739

アグーとんかつコション 浮島通り店 沖縄そば・食堂 那覇市 那覇市牧志3-3-21 098-988-3435

キティーラブ 居酒屋・バー 石垣市 石垣市石垣29 0980-82-1082

レストラン キャバレー タウン 居酒屋・バー 金武町 金武町字金武4272-3 098-968-7887

パーラー嘉例（かりー） 沖縄そば・食堂 南城市 南城市知念字久高24 080-5159-9863

石垣シーサイドホテル レストラン「モラモラ」 レストラン（和・洋・中） 石垣市 石垣市川平154-12 0980-88-2421

お食事処 花笠 沖縄そば・食堂 那覇市 那覇市松山2-22-4 098-941-1234

炭焼 鳥ほり 居酒屋・バー 那覇市 那覇市首里鳥堀町1-26　コーポ　ア 098-884-5087

キングオブチキン 居酒屋・バー 那覇市 那覇市牧志3-11-17 屋台20 080-5278-3408

Links 居酒屋・バー 読谷村 読谷村楚辺1400-5
鳳 居酒屋・バー 沖縄市 沖縄市照屋1-32-12 098-938-7429

めろん 居酒屋・バー 那覇市 那覇市久米2-2-14 ルネサンス久米6A 098-863-3975

Sun Room Sweets 瀬長島 その他飲食店 豊見城市 豊見城市字瀬長174-6 ウミカジテラス内11 098-987-1718

明洞 小禄バイパス店 焼肉・ステーキ・しゃぶしゃぶ 那覇市 那覇市具志3-12-1 098-859-5151 http://www.myungdong-okinawa.com/

貝とワインのお店サザエさん 居酒屋・バー 那覇市 那覇市久茂地1-8-1 マキシ久茂地ビル 1F 098-941-7580

隠れ家的Pizza野郎「ばーすぬ家」 カフェ・スイーツ 那覇市 那覇市与儀2-12-19 098-855-7097

ラウンジ 時 その他飲食店 那覇市 那覇市松山2-29-1 フェニックスビル4階 402 098-861-8518

とんがらし 居酒屋・バー 那覇市 那覇市前島3-4-12　ライオンズマンション102 098-988-1355

万華 居酒屋・バー 那覇市 那覇市壺屋1-2-13　島袋ビル101 090-7443-5503

石垣牛つけ蕎麦 じごろ一蓮 ラーメン 石垣市 石垣市大川278 https://gramho.com/explore-hashtag/%e3%81%98%e3%81%94%e3%82%8d

ぶらんちゅ 居酒屋・バー 那覇市 那覇市牧志3-9-5 098-894-8778

HOLD BY HAND カフェ・スイーツ 北谷町 北谷町美浜9-46 ディストーションシーサイドビル1F 098-926-5858

にんにく居食家ありんくりん 居酒屋・バー 浦添市 浦添市牧港1-9-11 098-877-3971

日本料理 わかさ レストラン（和・洋・中） 那覇市 那覇市松山2-28-1　上地ビル1F 098-943-6860

魔女梨華 居酒屋・バー 那覇市 那覇市国場35-1　MAXビル205 090-9079-1331

ガリンペイロ 居酒屋・バー 宮古島市 宮古島市平良字西里567 0980-72-4532

らー麺 アオキジ ラーメン 沖縄市 沖縄市美原3-9-1 098-989-6757

酒蔵 でっち亭 居酒屋・バー 嘉手納町 嘉手納町嘉手納446-2 098-956-7447

琉華 レストラン（和・洋・中） 那覇市 那覇市安里388-69 ニライカナイビル 1F 098-885-5585

炭火焼居酒屋 炎（えん） 居酒屋・バー 那覇市 那覇市寄宮156　1F 098-836-8933

アワニコ キッチン 沖縄そば・食堂 那覇市 那覇市若狭3-26-9　国吉アパート１Ｆ 098-943-4224

錦屋 沖縄そば・食堂 今帰仁村 今帰仁村古宇利296 080-9581-1100

串焼 にわか 居酒屋・バー 那覇市 那覇市首里赤平町2-2樹香園ビル1階 098-887-0778

たんぽぽ その他飲食店 那覇市 那覇市大道172
おでん 結人 その他飲食店 浦添市 浦添市西原1-12-16　キャスティ－浦添4-B

カラオケBar 親父ッ その他飲食店 沖縄市 沖縄市山里2-11-23　（2F）201 090-6859-5956

割烹 ひとくち その他飲食店 那覇市 那覇市東町7-24　玉城アパート1F 098-864-2610

なな その他飲食店 与那原町 与那原町字与那原604　津波古マンション103 098-917-4199

LOCK 居酒屋・バー 宜野湾市 宜野湾市大謝名2-5-19　201号 080-9684-6224

沖縄料理 RINKEN'S KITCHIEN レストラン（和・洋・中） 北谷町 北谷町美浜8-11 098-926-3008 https://rinkenshotel.com/kitchen/

スナックサロンカラオケ アイ 居酒屋・バー 那覇市 那覇市久茂地3-2-17　２階 098-867-0345

ヒューイットリゾート那覇「TIIDA」 レストラン（和・洋・中） 那覇市 那覇市安里2-5-16　1階 098-943-8325 https://hewitt-resort.com/naha/restaurant/tiida/

ヒューイットリゾート那覇「MASAN」 レストラン（和・洋・中） 那覇市 那覇市安里2-5-16　13階 098-943-8325 https://hewitt-resort.com/naha/restaurant/masan/

ヒューイットリゾート那覇「The Bar」 居酒屋・バー 那覇市 那覇市安里2-5-16　13階 098-943-8325 https://hewitt-resort.com/naha/restaurant/bar/

居酒屋 シーサー 居酒屋・バー 浦添市 浦添市西原5-17-15 090-7587-8207

ビッグハート 具志川本店 焼肉・ステーキ・しゃぶしゃぶ うるま市 うるま市みどり町5-5-12 098-972-6021

ステーキハウスビッグハート 焼肉・ステーキ・しゃぶしゃぶ 沖縄市 沖縄市泡瀬2-2-15 098-937-2800

飲み処 愛酒楽 その他飲食店 糸満市 糸満市糸満989-49　當銘アパート102 098-992-3877

なぢみ 居酒屋・バー 宮古島市 宮古島市平良字下里1320-5　1F 0980-72-6028

山小屋 その他飲食店 与那原町 与那原町字与那原3162 090-6865-6391

HINOTORI 居酒屋・バー 沖縄市 沖縄市泡瀬3-18-10　ウィンザ－ビル203 080-2100-8871

OKINAWA ひもの屋 居酒屋・バー 浦添市 浦添市屋冨祖1-9-1　宮城アパート101 098-874-3177

いまきの芽 居酒屋・バー 那覇市 那覇市安里388-90　大日アパート101 090-9788-1580
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DRAPEAU Cafe&Restaurant レストラン（和・洋・中） 石垣市 石垣市大川538-2 u-Viento 1F 0980-87-7942

末廣ブルース 居酒屋・バー 那覇市 那覇市松尾2-7-20 098-943-4020

Vega その他飲食店 石垣市 石垣市美崎町10-2　3F
じゅん その他飲食店 糸満市 糸満市西崎6-2-1エバープラザ2F
どんぶりの店 志貴 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4階 098-859-0019

Jr.s Bar TENDER 居酒屋・バー 那覇市 那覇市おもろまち4-7-18 リケンオキナワビル 2F 098-867-6070

居酒屋 天海 居酒屋・バー うるま市 うるま市石川白浜2-13-18 098-964-6131

スナック 伽羅 その他飲食店 石垣市 石垣市美崎町12-1 解放ビル4F 402
上海雲吞 楼 レストラン（和・洋・中） 那覇市 那覇市松山2-21-21 島袋アパート102 098-943-4865

やぽん その他飲食店 那覇市 那覇市久茂地2-6-25 クモジランドマークビル 1F 098-869-2033

居酒屋 もりもり 居酒屋・バー 豊見城市 豊見城市真玉橋274-3 赤嶺ビル105 098-851-1414

美琉太陽 居酒屋・バー 宮古島市 宮古島市平良字東仲宗根427-7 0980-79-0262

二代目 串カツ劇場 居酒屋・バー 沖縄市 沖縄市中央1-17-1（1F） 098-923-1878

串カツ劇場 居酒屋・バー 沖縄市 沖縄市中央1-4-11（1F） 098-939-2051

ラーメンハウス 札幌や ラーメン 那覇市 那覇市宇栄原4-2-11 098-858-4943

和風ダイニング 壺 居酒屋・バー 那覇市 那覇市壷川2-5-6 098-836-2078

NISHIKI（ニシキ） 居酒屋・バー 沖縄市 沖縄市上地1-14-28 098-933-5077

Cheers レストラン（和・洋・中） 北谷町 北谷町美浜9-6 ディストーションシーサイドビル 2F 098-975-8393

MーRON 居酒屋・バー 那覇市 那覇市首里汀良町3-107-2 1階 098-988-4726

がぶり 居酒屋・バー 宜野湾市 宜野湾市真志喜2-8-1 098-897-2884

飯と酒の店 無垢家 居酒屋・バー 読谷村 読谷村楚辺1047 1F 098-989-0698

ADACHIYA 居酒屋・バー 北谷町 北谷町伊平260-9 098-989-5063

牛魔王蘭州拉麺 レストラン（和・洋・中） 那覇市 那覇市松尾2-24-1-2 090-4471-7752

スナック ルーキー その他飲食店 那覇市 那覇市首里当蔵町2-15-5 098-885-8395

酒処 あや 居酒屋・バー 与那原町 与那原町字与那原3568 090-3192-8847

ごちそう酒菜 なつき 居酒屋・バー 八重瀬町 八重瀬町宜次700 098-996-0033

ROAD HOUSE 雅歌小屋 居酒屋・バー 宮古島市 宮古島市平良字下里58　地下1階 0980-79-0647

Kinoshita その他飲食店 名護市 名護市城1-4-11　２階 0980-43-0338

レストラン居酒屋てぃ-ら レストラン（和・洋・中） 南風原町 南風原町字照屋274-1 098-888-5065

BOLLYWOOD JEWEL レストラン（和・洋・中） 北谷町 北谷町美浜9-8　シ－サイドスクエアA-10 098-989-1922 https://www.bollywood-dreams.jp/

BOLLYWOOD DREAMS 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A2-01 098-926-0977 https://www.bollywood-dreams.jp/

小料理 華の里 その他飲食店 那覇市 那覇市古波蔵3-20-2　千代正マンション1-23号 090-1947-2827

レストラン＆バー スプラッシュ03 レストラン（和・洋・中） 北谷町 北谷町宮城2-57　2F 098-923-4212 https://splash03.okinawa 

Bar Coyote その他飲食店 名護市 名護市城1-10-9　さいころビルD室 090-8290-7788

〇ｓ えんず 居酒屋・バー 沖縄市 沖縄市上地1-9-20 080-3961-3703

居酒屋 しまぐくる 居酒屋・バー 那覇市 那覇市赤嶺2-3-1 Fステージ赤嶺1-B 098-858-3622

鶏よし 久米店 居酒屋・バー 那覇市 那覇市久米1-1-24　アップルビル1階 098-863-8603

鶏よし 小禄店 居酒屋・バー 那覇市 那覇市田原2-8-6　1階 098-857-6345

しゃぶ邸 慶 焼肉・ステーキ・しゃぶしゃぶ 那覇市 那覇市牧志2-4-11　TKビル2階右 098-917-4652

麺道 くろとん ラーメン 南風原町 南風原町字津嘉山1734 098-888-0271

BAR SUNRISE 桑江店 居酒屋・バー 北谷町 北谷町桑江452-6　末吉アパートA-1 070-3800-9589

酒膳 邦 その他飲食店 那覇市 那覇市具志2-33-16 098-857-5705

沖縄古民家七輪焼肉恩納だから 焼肉・ステーキ・しゃぶしゃぶ 恩納村 恩納村安富祖1267 098-969-3745

欧風料理 ビストロぷちぱん レストラン（和・洋・中） 北谷町 北谷町北谷1-12-17コーポ當山1F
あぐーしゃぶしゃぶ・沖縄料理 かふぅ 焼肉・ステーキ・しゃぶしゃぶ 恩納村 恩納村瀬良垣1105-1 098-969-3998 http://kafuu-onna.com/

あぐーしゃぶしゃぶ・沖縄料理 かふぅ 焼肉・ステーキ・しゃぶしゃぶ 恩納村 恩納村名嘉真2217-1　大道アパート2F 098-927-2734 http://kafuu-onna.com/

アフロリゾート 居酒屋・バー 本部町 本部町字新里618 0980-43-0466 http://afroresort.com/

Bar & Grill K 居酒屋・バー 那覇市 那覇市久茂地2-12-3  一銀ビル３D 098-943-2541 https://bar-k.okinawa

スナック美酒 その他飲食店 名護市 名護市大南2-1-32-102 0980-54-6511

居酒屋すく 居酒屋・バー 宮古島市 宮古島市平良字西里147　1F西 070-5277-4122

やっぱりステーキ コザ十字路店 焼肉・ステーキ・しゃぶしゃぶ 沖縄市 沖縄市美原2-1-22 098-939-2929

琉球古民家焼肉 琉喰 焼肉・ステーキ・しゃぶしゃぶ 恩納村 恩納村冨着1454-1 098-989-0234 琉球古民家焼肉 琉喰 - 恩納村の古民家焼肉 (gorp.jp)

やっぱりステーキ知花店 焼肉・ステーキ・しゃぶしゃぶ 沖縄市 沖縄市知花6-10-1 098-934-5029

BEER PARA DINING 居酒屋・バー 那覇市 那覇市真嘉比2-2-18　1F 098-886-8989
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Son of the Sun kitchen レストラン（和・洋・中） 浦添市 浦添市安波茶2-20-6　宮城荘102 098-943-9988 https://www.instagram.com/son_of_the_sun_kitchen/

宮古牛焼肉玉城 レストラン（和・洋・中） 宮古島市 宮古島市平良下里3　セイルイン宮古島1F 0980-79-5888

石垣牛専門 焼肉金城 北谷本店 焼肉・ステーキ・しゃぶしゃぶ 北谷町 北谷町北前1-11-10 098-983-7566 http://yakiniku-kinjo.com

Grill6&Bar BUTCHER KINJO 焼肉・ステーキ・しゃぶしゃぶ 北谷町 北谷町美浜51-2-1F 098-923-2904 http://yakiniku-kinjo.com

島ダイニング 二代目 ＯＨ！ さまや 居酒屋・バー 金武町 金武町金武40 098-968-3272

からおけ りきちゃん あやちゃん その他飲食店 那覇市 那覇市古波蔵3-9-10  蔵アパート1-7 098-927-5048

うちなーイタリアンＳＯＬＡ レストラン（和・洋・中） 宜野湾市 宜野湾市我如古4-14-20　2F 098-897-1980 うちなーイタリアンSOLA(宜野湾市/イタリアン・フレンチ)＜ネット予約可＞ | ホットペッパーグルメ (hotpepper.jp)

あっぷっぷ 居酒屋・バー うるま市 うるま市江洲355　芝ビル2-E 098-989-8128

ワイン酒場 ふじ晴 沖縄そば・食堂 那覇市 那覇市久茂地3-11-10  ハーモニー久茂地ビル3階 098-911-8388

橙えん 居酒屋・バー 那覇市 那覇市若狭1-22-9 098-861-8457

いざかや あわせダイニング 居酒屋・バー 沖縄市 沖縄市泡瀬3-12-25(1F) 098-934-1446

ぢすぼ～ぃ 居酒屋・バー 那覇市 那覇市前島2-1-7　ツインハウス3階　3-B号室 080-6494-8404

FISH JAM（フィッシュジャム） 居酒屋・バー 那覇市 那覇市与儀114　静香荘101 098-885-2322

炭火焼き鳥 大雅 居酒屋・バー 名護市 名護市大東2-14-23　105号
今帰仁アグー料理一式長堂屋 レストラン（和・洋・中） 今帰仁村 今帰仁村玉城710-1 0980-56-4782 https://nakijin.net/

幸せ焼肉 紬 焼肉・ステーキ・しゃぶしゃぶ 名護市 名護市宮里7-1-9 080-8366-1129 https://www.instagram.com/siawaseyakinikutsumugi/?hl=ja

ホルモン焼肉 牛モン 焼肉・ステーキ・しゃぶしゃぶ 沖縄市 沖縄市仲宗根町25-9 098-937-1291

てぃーだ（TEEDA） レストラン（和・洋・中） 石垣市 石垣市新川船蔵2471-1 0980-88-0030 https://www.grandvrio-hotelresort.com/ishigaki/

ハーベスト レストラン（和・洋・中） 沖縄市 沖縄市泡瀬3-12-26　2Ｆ 098-988-5924 http://harvest.okinawa/

Sanufa（サヌファ） 居酒屋・バー 竹富町 竹富町小浜758-1 0980-85-3280 http://sanufa.decogr.com/

カラオケスナック ニューまどり その他飲食店 伊平屋村 伊平屋村字田名3451 0980-46-2660

海産物料理 海魚 居酒屋・バー 伊平屋村 伊平屋村字我喜屋217-30 0980-46-2544

伊江島 食の家 しまぶくろ 居酒屋・バー 那覇市 那覇市牧志3-10-5アドビル2F201号室 098-917-5222

Bacon Bar Japan レストラン（和・洋・中） 沖縄市 沖縄市池原3-4-16 080-6489-2220

結 居酒屋・バー 伊平屋村 伊平屋村田名1609 0980-46-2868

まる富 居酒屋・バー 伊是名村 伊是名村字諸見135 0980-45-2911

お食事処 くい亭 その他飲食店 伊是名村 伊是名村字諸見5001 0980-45-2198

スナック 絆 その他飲食店 伊平屋村 伊平屋村字我喜屋2139-12 0980-96-2434

IZENA ROCK HOUSE 居酒屋・バー 伊是名村 伊是名村字諸見4750 080-6496-9435

スナック はな・はな 居酒屋・バー 伊是名村 伊是名村字諸見5055 0980-45-2112

居酒屋 さざ波 居酒屋・バー 伊是名村 伊是名村字伊是名3364-10 0980-45-2119

居酒屋 あーじゅ 居酒屋・バー 竹富町 竹富町字小浜3287-3 0980-85-3271

スナック 凡 カフェ・スイーツ 金武町 金武町金武4241 070-6594-9379

ホテルサザンコースト宮古島（レストラン ソレイユ） レストラン（和・洋・中） 宮古島市 宮古島市平良字下里335-1 0980-75-3352 http://h-scm.jp/index.html

ホテルチューリップ石垣島 レストラン（和・洋・中） 石垣市 石垣市八島町1-3-5 0980-83-8060 https://www.hotel-tulip.jp

テイク 沖縄そば・食堂 那覇市 那覇市東町6-23　コーポあさひ102 098-943-0977

食楽酒房 じゅりあ 居酒屋・バー 沖縄市 沖縄市明道1-3-1 098-989-8233

次郎長寿司 その他飲食店 那覇市 那覇市若狭2-3-13 098-868-8684

スナック ハニー・トラップ 居酒屋・バー 名護市 名護市城1-6-19
フォークバーよいどれかぐや姫 居酒屋・バー 那覇市 那覇市寄宮1-30-16 松樹パレスB 5F-A 098-832-2131

オキナワゴハンYOSHIHIKO レストラン（和・洋・中） 名護市 名護市城2-646 0980-43-7677 https://www.facebook.com/profile.php?if=100056964946092

居酒屋チョンダラー 居酒屋・バー 名護市 名護市字宇茂佐919-4　1F 0980-43-5003

LDK lucca レストラン（和・洋・中） 那覇市 那覇市牧志3-11-18　1F右 098-987-6690

酒肴飯まる清 居酒屋・バー 那覇市 那覇市松山2-21-19　ケンヨウビル1F 098-869-4280 http://www.sake-marukiyo.com/company

エブリーナイト 居酒屋・バー 那覇市 那覇市宇栄原3-29-9 098-859-2923

Seven Colors 石垣島 レストラン（和・洋・中） 石垣市 石垣市平久保226-523 0980-84-5107 https://www.hotel-sevencolors.com/

居酒屋 串膳 居酒屋・バー 浦添市 浦添市前田4-5-9 098-876-2728

久茂地0番地 居酒屋・バー 那覇市 那覇市久茂地2-17-1　リバテイビル2階202 098-862-8655

奴寿し その他飲食店 名護市 名護市大川1-8-18 0980-53-7055

焼肉 大扇 焼肉・ステーキ・しゃぶしゃぶ 那覇市 那覇市宇栄原1-28-1　ハラ産業ビル1F 098-857-8150

ホテル浜比嘉島リゾート（館内レストラン） レストラン（和・洋・中） うるま市 うるま市勝連比嘉202 098-977-8088 https://www.hamahiga-resort.jp

読谷物語 居酒屋・バー 読谷村 読谷村波平2481-1 098-956-0002

福寿し その他飲食店 恩納村 恩納村名嘉真2212-1 098-967-8868

鉄板焼 阿檀 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/adan.html
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和食処 いじゅ 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/iju.html

おとん 居酒屋・バー 那覇市 那覇市字安里379-21　1F 090-9049-1723

政次郎酒店 居酒屋・バー 那覇市 那覇市牧志3-5-19
リリカル その他飲食店 那覇市 那覇市宇栄原2-8-18 098-858-5598

ヤフソチキン 居酒屋・バー 浦添市 浦添市屋富祖3-2-1 098-914-1034

大衆酒場 魚仁 居酒屋・バー 石垣市 石垣市石垣7-3 0980-87-0135

D-Set Cafe カフェ・スイーツ 那覇市 那覇市牧志2-7-24 宝ビル4階 098-861-8110 https://w1.nirai.ne.jp/d-set/Top.html

Oki 123 その他飲食店 読谷村 読谷村大木123 090-2716-7932

居酒屋 仁 居酒屋・バー 沖縄市 沖縄市久保田1-5-12 098-930-3215

カフェ りっかりっか倶楽部 カフェ・スイーツ 那覇市 那覇市首里赤田町1-6 トカシビル 1F 098-884-5550 rikkarikkaclub.ti-da.net

花蓮 その他飲食店 宜野湾市 宜野湾市普天間2-6-15　1F 098-988-9982 https://hualian.ti-da.net/

日本酒地酒屋 ちろり 居酒屋・バー 那覇市 那覇市牧志1-12-6 金城ビル101号 098-943-3466

石垣島の石垣さん家の石垣牛 居酒屋・バー 石垣市 石垣市美崎町8-9、8-10 石垣ビレッジ 1F 区画9 080-2720-0546

ちゅらちゅら 居酒屋・バー 那覇市 那覇市松尾1-4-10 ホテル国際プラザ2F 098-963-9924

上島珈琲店 サンエーパルコシティ店 カフェ・スイーツ 浦添市 浦添市西洲3-1-1　1F 098-943-7352

さんきゅー その他飲食店 沖縄市 沖縄市園田3-1-21 大屋ビル2F 098-933-6557

plumeria プルメリア その他飲食店 宜野湾市 宜野湾市普天間2-49-13 マツキスカイエンジェルビル304号 098-892-9942

酒処 とぅ～たん屋 居酒屋・バー 八重瀬町 八重瀬町東風平28 070-5484-5397

居酒屋 先生ッ 居酒屋・バー 沖縄市 沖縄市山里2-11-23 098-932-5956

居酒屋 花見 居酒屋・バー 沖縄市 沖縄市諸見里3-3-20 098-933-1650

Esperanza（エスペランサ） その他飲食店 名護市 名護市大南1-12-25
Wine & Dine La Foret レストラン（和・洋・中） 宜野湾市 宜野湾市嘉数1-2-6-2　SOJUIF102号 098-917-1676 https://wine-dine-lafonet.amebaownd.com

御食事処 花織 居酒屋・バー 南風原町 南風原町照屋21-1 098-888-2259

パブレストラン マリンハウス レストラン（和・洋・中） 北谷町 北谷町浜川161-2 098-936-4082

夢・いおり 居酒屋・バー 那覇市 那覇市牧志2-16-9サンキョウビル1F 098-988-0272

風風ラーメン 松山店 ラーメン 那覇市 那覇市松山1-14-16　ニュ－サミットビル1F 098-861-7669

Mix Bar ちゃんぷるー その他飲食店 那覇市 那覇市松山1-12-5　パステルTMビル４F　D号室 098-863-0305

コンドル その他飲食店 沖縄市 沖縄市園田3-11-37　（１F） 098-932-8970

居食Bar あまわり 居酒屋・バー 与那原町 与那原町字与那原3599-2 090-9788-4113 https://amawari10jimdo.com/

みちのくキッチンＪＩＮ 居酒屋・バー 沖縄市 沖縄市比屋根1-10-13 098-989-3442

レストラン 岬 レストラン（和・洋・中） 本部町 本部町字備瀬567 0980-48-3253 https://www.minshuku-misaki.com

食楽 居酒屋・バー 沖縄市 沖縄市上地2-21-5 比嘉ビル1F
割烹 かなざわ 居酒屋・バー 石垣市 石垣市大川26 0980-88-5558

居酒屋かずさん亭 居酒屋・バー 南城市 南城市佐敷新里555　 098-947-2299

FRANKEY TAVERN レストラン（和・洋・中） 北谷町 北谷町美浜34-1　レク－沖縄北谷スパ＆リゾ－ト1F 098-988-5621

Osteria SOMEYA レストラン（和・洋・中） 那覇市 那覇市松尾2-6-18　左 098-894-8787

やきとり大希 居酒屋・バー 那覇市 那覇市大道44 098-885-5574

シェフ＆ベジタ レストラン（和・洋・中） 豊見城市 豊見城市豊崎1-1044-C
大国林道 居酒屋・バー 名護市 名護市大東1-14-12 0980-54-5959

あんばい その他飲食店 那覇市 那覇市松山1-6-2　オーナーズビル1A
ナツメロスナック リラの花 その他飲食店 沖縄市 沖縄市諸見里1-25-8　グリ－ンビル３F　302号 090-6862-8322

カラオケ喫茶 スルジナ その他飲食店 うるま市 うるま市平良川178　大幸店舗　（右）
bar WONDER（バー・ワンダー） 居酒屋・バー 那覇市 那覇市金城5-8-11 098-859-0039 https://bar.ti-da.net

Gitane 居酒屋・バー 沖縄市 沖縄市中央3-14-3　富本ビル２階 098-937-0714 Gitane~cafe et chanson~

Pink Elephant 居酒屋・バー 北谷町 北谷町美浜9-8　シーサイドスクエアビル2F 098-923-0015

Dining 宇琉馬 居酒屋・バー 那覇市 那覇市松川279-1　武村ビル101 098-832-6796

ライブハウス島唄 居酒屋・バー 那覇市 那覇市牧志1-2-31　3F 098-863-6040 https://livehousesimauta.com/

女奈 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1階 098-857-4106

D-style なかた 居酒屋・バー 沖縄市 沖縄市中央1-13-6　1F 098-987-8841 https://www.dell-okinawa.com/d-style

十勝ホルモンＫＥＭＵＲＩ 中の町店 焼肉・ステーキ・しゃぶしゃぶ 沖縄市 沖縄市諸見里1-1-1 098-923-2941

UP IN レストラン（和・洋・中） 沖縄市 沖縄市中央1-6-14　（1F） 098-987-8039

ソプンガヌンナル 沖縄そば・食堂 那覇市 那覇市安里2-4-17　ライオンズマンション101号

ソプン レストラン（和・洋・中） 那覇市 那覇市真嘉比1-29-11　1F 098-894-8377

PASSION（パッション） 居酒屋・バー 沖縄市 沖縄市上地1-9-6　 090-3793-7775
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民謡居酒屋 島唄 居酒屋・バー 恩納村 恩納村安富祖1230-1 098-967-8722

KEN'S BAR 居酒屋・バー 嘉手納町 嘉手納町嘉手納484-1 090-8290-5676 https://www.kens-bar.jp

ユートピア その他飲食店 宜野湾市 宜野湾市野嵩2-1-13　1F 098-893-7201

レストラン海洋 レストラン（和・洋・中） 名護市 名護市大南4-2-18 0980-53-0832

レストラン海洋 名桜店 レストラン（和・洋・中） 名護市 名護市宇茂佐1966-15 0980-43-0707

クラブ クィーン その他飲食店 うるま市 うるま市みどり町4-12-20　グリーンタウンビルB-103 080-1738-2212

BLACK SWAN その他飲食店 うるま市 うるま市赤道173-19　サンルート9ビル２－B号 090-9785-6633

島料理 田芋 居酒屋・バー 恩納村 恩納村仲泊2081-1 098-964-6444

三家 その他飲食店 沖縄市 沖縄市久保田1-4-18
いかたれー小 その他飲食店 那覇市 那覇市小禄1280　1F 098-859-5995

JUMBO STEAK HAN'S 名護十字路店 焼肉・ステーキ・しゃぶしゃぶ 名護市 名護市城2-1-12 0980-43-0675

おでんいこい 沖縄そば・食堂 うるま市 うるま市平良川206-2 098-973-4061

マダム Ai その他飲食店 沖縄市 沖縄市上地1-15-1 098-930-3478

ZACK その他飲食店 那覇市 那覇市長田2-3-17　丸正荘1F 098-855-9890

海物語 石垣島店 居酒屋・バー 石垣市 石垣市美崎町4-7 0987-87-5377 https://tabelog.com/okinawa/A4705/A470501/47027640/

Tenku terrace OOLOO レストラン（和・洋・中） 南城市 南城市つきしろ1663 098-943-9058 https://tabelog.com/okinawa/A4704/A470403/47021280/

Bremen その他飲食店 那覇市 那覇市樋川2-3-1  のうれんプラザ119-4 098-914-1169

TOCONATSU その他飲食店 宜野湾市 宜野湾市普天間2-49-13　スカイエンジェルビル204 098-800-1515 https://blog.livedoor.jp/toconatsu_okinawa/

居酒屋 魁 居酒屋・バー 八重瀬町 八重瀬町字新城1568-3 080-1783-6618

海鮮 十兵衛 レストラン（和・洋・中） 本部町 本部町字大浜862-41 098-047-2539

金海 居酒屋・バー 金武町 金武町金武4579-1 098-968-4250

アナザーデイ 居酒屋・バー 那覇市 那覇市久米2-8-14  久米8番館3F 098-861-8232 https://gakii.ti-da.net/

スナック モンゴル 居酒屋・バー 石垣市 石垣市美崎町11-1 0980-83-1169

和牛亭 金城 那覇松山店 焼肉・ステーキ・しゃぶしゃぶ 那覇市 那覇市松山2-10-13　松山沖商マンション１０５号室 098-917-1729 http://yakiniku-kinjo.com

café＆diner 1363 カフェ・スイーツ 浦添市 浦添市港川2-17-6　港川沖商住宅14号室 098-870-1366 www.bianca.tokyo/1363

ももこ 居酒屋・バー 浦添市 浦添市勢理客2-33-11　1F 090-3072-1656

海鮮茶屋サバニ レストラン（和・洋・中） 北谷町 北谷町美浜2-6-3 098-936-1215

のろし（noroshi） 居酒屋・バー 那覇市 那覇市西1-8-18　GLA101 098-943-3555

SOUNDS GOOD その他飲食店 那覇市 那覇市牧志2-17-3 PLAZA21 B1 098-894-2121

小料理居酒屋 ゆんた 居酒屋・バー 宜野湾市 宜野湾市大謝名5-21-24　三竹ビル(101) 098-890-0798

味ノ坊 居酒屋・バー 名護市 名護市大東1-1-18 0980-53-3883

もりのや 居酒屋・バー 浦添市 浦添市安波茶3-4-7　島袋荘102 098-879-9311

羊羊火鍋（YAN YAN HI NA BE） レストラン（和・洋・中） 那覇市 那覇市牧志2-22-1　ライオンズマンション牧志第三106 098-963-9882

ホテルアベスト那覇国際通り その他飲食店 那覇市 那覇市久茂地3-1-10 098-943-5800 https://www.hotelabest-naha.com/

凛 居酒屋・バー 名護市 名護市字宮里比留木原874-9 0980-53-6540

お好み焼 お志乃 沖縄そば・食堂 北谷町 北谷町美浜9-12 アメリカンデポB 2F 098-936-0607

Precious その他飲食店 浦添市 浦添市屋富祖4-5-13　コスモ17　601 098-874-3431

とりよし弁当（食堂） その他飲食店 北中城村 北中城村字渡口81 098-935-1611

Bar GENESIS 居酒屋・バー 那覇市 那覇市辻2-1-23　1F 098-995-9111

やっぱりステーキ バークレーズコート店 焼肉・ステーキ・しゃぶしゃぶ 浦添市 浦添市当山2-2-8-1 098-879-8529

ヤシの木 カフェ・スイーツ 竹富町 竹富町字小浜2584 0980-85-3253 http://yashinoki
カラオケ居酒屋はなくひー 居酒屋・バー 伊是名村 伊是名村字勢理客2621-16 0980-45-2108

食事処やま 居酒屋・バー 伊是名村 伊是名村字仲田177-14 0980-45-2990

民宿宮良 沖縄そば・食堂 竹富町 竹富町字小浜36-1 0980-85-3553 http://kohama-miyara.com/

居酒屋 絹 居酒屋・バー 那覇市 那覇市若狭3-33-1　1F
ホテルJALシティ那覇「ボナペティ」 レストラン（和・洋・中） 那覇市 那覇市牧志1-3-70 098-866-2971 https://www.naha.jalcity.co.jp

麺匠竹虎 沖縄新都心店 沖縄そば・食堂 那覇市 那覇市おもろまち4-7-18 リケンオキナワビル 1F 098-869-2110 https://www.menshou-taketora.com

棟梁 居酒屋・バー 沖縄市 沖縄市住吉2-24-1 098-988-7896

ここに幸あり 居酒屋・バー 沖縄市 沖縄市園田3-3-21 園田IHビル1号棟1階1号室 090-7585-4618

カラオケバー ダイア 居酒屋・バー 那覇市 那覇市寄宮156 よりみや館202
KOI Thé レストラン（和・洋・中） 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　1106B区画 098-988-7653 https://okinawarycolm-aeonmall//.com/

Dining bar 馬酔木 ASHIBI 居酒屋・バー 那覇市 那覇市松山1-19-11 パークサイド松山4-C 080-6491-9345 https://ashiba-bar.com

焼肉 ひびき 焼肉・ステーキ・しゃぶしゃぶ 那覇市 那覇市国場1193-1 098-833-2929

居酒屋 のんべえ 居酒屋・バー 那覇市 那覇市国場1193-3 098-836-3589
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海風よ 居酒屋・バー 恩納村 恩納村名嘉真2606 098-967-8222 https://umikaziyo.com

オリオンや 居酒屋・バー 恩納村 恩納村名嘉真2160-1 098-960-8064 http://orionya.com

Ooli Ooli レストラン（和・洋・中） 竹富町 竹富町小浜2954-1 0980-84-6320

Beach Cafe レストラン（和・洋・中） 竹富町 竹富町小浜2954-1 0980-84-6320

ブックス＆カフェ レストラン（和・洋・中） 竹富町 竹富町小浜2954-1 0980-84-6320

イリティダ レストラン（和・洋・中） 竹富町 竹富町小浜2954-1 0980-84-6320

FOLK CAFE シンシア カフェ・スイーツ 沖縄市 沖縄市南桃原3-9-1（1F）
酒菜処 あぐん茶 居酒屋・バー 那覇市 那覇市前島2-13-2 1F 098-861-5915

中華厨房 斎華房 レストラン（和・洋・中） 那覇市 那覇市首里汀良町3-101-1 098-943-5466

ラビット 居酒屋・バー 沖縄市 沖縄市泡瀬4-1-18 ZONEビル 1F 098-939-2255 https://rabbit.okinawa

Bar DS 居酒屋・バー 沖縄市 沖縄市上地2-8-8 098-989-5434

ビストロ シェ 司 居酒屋・バー 沖縄市 沖縄市中央1-19-7 098-934-2134

しゃぶしゃぶ温野菜 那覇小禄店 焼肉・ステーキ・しゃぶしゃぶ 那覇市 那覇市鏡原町10-11 098-858-0831

しゃぶしゃぶ温野菜 那覇天久店 焼肉・ステーキ・しゃぶしゃぶ 那覇市 那覇市天久2-28-9 RYU'Sビル 2F 098-860-0831

アメリ感アメリ館 レストラン（和・洋・中） 北谷町 北谷町港8-20 098-936-6205

居酒屋 ドラゴン 居酒屋・バー 那覇市 那覇市首里儀保町3-5-1　新垣ビル1F 098-915-2612

居酒屋 幸乃 居酒屋・バー うるま市 うるま市与那城西原716-3 098-978-3025

ten ten ten . . . 居酒屋・バー 南風原町 南風原町字兼城112　ラフィ－ネ・ヴァン103 098-851-7720

サパークラブ インペリアル その他飲食店 那覇市 那覇市松尾1-2-13 098-861-3254

居酒屋 満漁丸 居酒屋・バー 今帰仁村 今帰仁村字仲宗根279-4 0980-56-4066

sana その他飲食店 沖縄市 沖縄市上地2-2-6　（101） 098-932-5051

ペゴパ 居酒屋・バー 名護市 名護市大中1-5-1　具志堅ビル102 0980-43-7764

そば処 竹の子 沖縄そば・食堂 竹富町 竹富町竹富101-1 0980-85-2251

スナック Kamadu その他飲食店 石垣市 石垣市石垣33　1F 0980-83-8288

聖子 その他飲食店 那覇市 那覇市三原1-10-25　森山ビル地下３号
酒処 75 居酒屋・バー 名護市 名護市大西5-4-5 0980-54-3975

割烹 豊松 沖縄そば・食堂 宮古島市 宮古島市平良字下里58-1 0980-72-0674

レストラン アメリカン・アメリカン レストラン（和・洋・中） 北谷町 北谷町美浜3-6-6 098-936-0500

どんどん その他飲食店 那覇市 那覇市東町19-10　イバックビル1-A 090-8413-2060

PePePe... レストラン（和・洋・中） 宜野湾市 宜野湾市大山5-2-3 098-988-0704

肉＆ワインバル COBY レストラン（和・洋・中） 宜野湾市 宜野湾市伊佐2-20-15　1F 098-987-6277

肉＆ワインBAL COBY レストラン（和・洋・中） 那覇市 那覇市おもろまち3-4-6 ちゅらビスタおもろテラス201 098-866-3737

マリオネット 居酒屋・バー 那覇市 那覇市宇栄原3-29-11
ミュージックラウンジLuce －ル－チェー 居酒屋・バー 読谷村 読谷村伊良皆125　201号室 080-2691-8800

炭火焼あ居酒屋・ラウンジ 居酒屋・バー 沖縄市 沖縄市泡瀬4-1-18　ゾーンビル（103） 070-5692-3206

Darts ✕ Karaoke Bocchi 居酒屋・バー 浦添市 浦添市屋富祖4-6-8　サニ－パ－トナ－浦添B1 098-975-5925

串焼酒場 歩炉（POLLO） 居酒屋・バー 那覇市 那覇市久茂地2-17-5 098-911-7620

食菜家 ほおづき 居酒屋・バー 糸満市 糸満市西崎2-1-8ニューキャッスル21　101号 098-992-0201

由（ゆい） その他飲食店 那覇市 那覇市壺屋1-10-10　グランドパラダイス2F 098-863-0406

今帰仁ベース 居酒屋・バー 今帰仁村 今帰仁村仲宗根279 070-8406-3975

米と汁と、おつまみ 居酒屋・バー 那覇市 那覇市壷川1-16-15アイホーム壷川A1 090-5127-0239

Cozy Dining Life 久茂地 居酒屋・バー 那覇市 那覇市久茂地2-4-14　エイトビル201 098-943-8566

焼肉 ムットリ 焼肉・ステーキ・しゃぶしゃぶ 名護市 名護市字宮里586-12 0980-53-6667

アダン 居酒屋・バー 恩納村 恩納村字恩納2585 098-982-3272 https://r.gnavi.co.jp/f277000/

ととちゃんぷる 居酒屋・バー 恩納村 恩納村字恩納341-2 098-982-3360 https://r.gnavi.co.jp/f277002/

万座 テーブル 居酒屋・バー 恩納村 恩納村瀬良垣2503-2 098-982-3218 https://r.gnavi.co.jp/n5w42c0a0000/

カラオケバー海 居酒屋・バー 宮古島市 宮古島市平良字下里567-2
ROUTE 77 居酒屋・バー 那覇市 那覇市大道133-3　フォンテーンビル2階 090-9588-5554

BAR GOLD 居酒屋・バー 那覇市 那覇市おもろまち4-7-26　502号 090-9588-5554

Sushi Restaurant  一目良膳 レストラン（和・洋・中） 石垣市 石垣市美崎町2-8　ホテルイーストチャイナシー内3F 0980-82-7733 https://ichimokuryozen.com

ラジャー インド料理レストラン その他飲食店 那覇市 那覇市牧志1-1-37　1F 098-861-2545

ウェークエンド 居酒屋・バー 那覇市 那覇市久米2-2-14　ルネサンス久米８F B 090-8293-4981

琉球Heat 焼肉・ステーキ・しゃぶしゃぶ 宜野湾市 宜野湾市真志喜3-8-7 098-890-5257

D-style  沖縄の中心 居酒屋・バー 沖縄市 沖縄市中央1-11-1 098-988-7663 https://www.dell-okinawa.com/okichu1111
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T’ skitchen  とぅんだ～ 居酒屋・バー 那覇市 那覇市泉崎1-13-25　マンクビル1-A 098-866-0201

串焼KEMURI屋 居酒屋・バー 那覇市 那覇市首里汀良町1-23　 098-886-2266

朱雀 居酒屋・バー 那覇市 那覇市辻1-5-11 098-868-5290

コザ 酒楽 EB 居酒屋・バー 沖縄市 沖縄市中央1-36-13　1F 098-975-8137

焼肉みすぶた家 焼肉・ステーキ・しゃぶしゃぶ 西原町 西原町字我謝802 098-944-3229

BACCARA その他飲食店 沖縄市 沖縄市上地1-1-1　ミュージックタウン1F 098-989-3343 https://www.baccaraokinawa.com

osteria sucugia レストラン（和・洋・中） 名護市 名護市宇茂佐の森2-4-5 090-2164-4665

カラオケBAR Beverly 居酒屋・バー 与那原町 与那原町字与那原3570　2F 070-5816-1478

フィッシャーマンズウォーフ レストラン（和・洋・中） 読谷村 読谷村字都屋40-2 098-957-3138 https://www.morimar.com

スナック喫茶トッパーズ その他飲食店 宜野湾市 宜野湾市普天間2-48-1　2F
居酒屋 ぶんぶん 居酒屋・バー 与那原町 与那原町与那原3845-2 マルエイマンション101 098-944-1177

旬菜魚串 かたつむり 居酒屋・バー 那覇市 那覇市首里末吉町4-2-20 1F 098-884-8877

笑夢 居酒屋・バー 那覇市 那覇市若狭1-3-17　ソシアルコア3-A（フランスビル）

さっちゃん その他飲食店 うるま市 うるま市赤道370 浦崎ビル1階 102号 090-4470-2257

恋子 居酒屋・バー 那覇市 那覇市宇栄原3-29-10 070-6593-4842

OBBLIGATO その他飲食店 読谷村 読谷村古堅497-1 098-956-7430

海幸亭 居酒屋・バー 那覇市 那覇市長田1-24-11 098-927-3484

セジュール 居酒屋・バー 那覇市 那覇市安里1-1-46　エステート安里102号 098-894-8222 https://hitosara.com/0004044221

食材創肴ひのえ 居酒屋・バー 沖縄市 沖縄市南桃原4-29-12アルスカビラ1F 098-933-0550

パブラウンジ エメラルド 焼肉・ステーキ・しゃぶしゃぶ 北中城村 北中城村字島袋311 098-932-4263

スナック小春 その他飲食店 本部町 本部町字渡久地164 0980-47-5150

禅（ゼン） 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 098-930-1803

bistro oialc 居酒屋・バー 宜野湾市 宜野湾市大山3-17-11 098-955-7832

タッカンマリ食堂 居酒屋・バー 石垣市 石垣市美崎町12-4　結ビル2-E 0980-87-9898 https://tabelog.com/okinawa/A4705/A470501/47027639/

「ビーチ・ハウス・レストラン」 レストラン（和・洋・中） 宮古島市 宮古島市下地字来間484-7 0980-74-7888 https://www.seawoodhotel.com/dining/kissho-jp/

日本料理「吉祥」 レストラン（和・洋・中） 宮古島市 宮古島市下地字来間484-7 0980-74-7888 https://www.seawoodhotel.com/dining/kissho-jp/

和風 Dining いち玄 居酒屋・バー 豊見城市 豊見城市豊見城418-1　キャッスルTen　1F 098-856-2808

wakasa いち玄 居酒屋・バー 那覇市 那覇市若狭2-3-21　新里ビル１０１号
サバニ 居酒屋・バー 沖縄市 沖縄市上地1-16-17 098-932-7705

夢乃屋 沖縄そば・食堂 石垣市 石垣市美崎町2-3　1F 0980-88-1222

FELIZ 居酒屋・バー 那覇市 那覇市松尾1-4-1　コラムビルB1
もつ焼き 四番屋 居酒屋・バー 那覇市 那覇市安里380-4　アイアイⅡ101 098-943-1842 https://yonbanya.com/

石垣牛専門 焼肉金城 石垣島大川店 焼肉・ステーキ・しゃぶしゃぶ 石垣市 石垣市大川278 0980-87-9808 http://yakiniku-kinjo.com

ＲＥＳＴ ＬＥ ＳＡＣＲＯ レストラン（和・洋・中） 今帰仁村 今帰仁村古宇利480-3 0980-56-5633 https://rest-le-sacro.com/

小料理 一凛 その他飲食店 那覇市 那覇市東町12-2　グレープハウス3-A 098-866-0931

Lupinus その他飲食店 沖縄市 沖縄市上地2-9-11　新里店舗2F左 070-5270-5551

大福 居酒屋・バー 沖縄市 沖縄市園田3-3-20
なおじ沖縄一号店 ラーメン 豊見城市 豊見城市高安576-1　グレイスハイム102 098-996-3667 https://www.instagram.com/naoji_okinawa01/

Bar PARAISO(バー パライソ） 居酒屋・バー 沖縄市 沖縄市安慶田4-17-17　ホワイトビル2F
小料理 壺 その他飲食店 豊見城市 豊見城市平良132-9 098-850-0314

Romance music cafebar コピ・ルアック その他飲食店 沖縄市 沖縄市上地2-21-14　2F https://www.facebook.com/kopiluwak.koza

酒処 菘 その他飲食店 那覇市 那覇市古波蔵2-24-19　共同アパート101 098-833-0885

RICE BOWL FACTORY カフェ・スイーツ 今帰仁村 今帰仁村古宇利348-1 0980-56-1666 https://www.instagram.com/rbf.okinawa/

工事現ば～KIT 居酒屋・バー 那覇市 那覇市松山1-14-10　ｸｲｰﾝｽﾞﾋﾞﾙ4-B
魚しん（うおしん） 居酒屋・バー 名護市 名護市宮里453-12 0980-54-5512

つけ麺のKEIJIRO ラーメン 宜野湾市 宜野湾市新城1-35-7 098-988-9432

海産物料理 大漁 レストラン（和・洋・中） 沖縄市 沖縄市池原2-14-8 098-939-2273

酒処 心 居酒屋・バー 宜野湾市 宜野湾市新城1-6-1　1F 098-987-6484

鉄板焼 だん 居酒屋・バー 那覇市 那覇市牧志2-15-9　101-B 090-3794-2287

居食屋 あがり 居酒屋・バー 那覇市 那覇市東町5-9 新琉ビル 1F 098-800-1396

もとぶ美ら海の活魚店 グルクン本舗 居酒屋・バー 本部町 本部町字大浜881-1　産業支援センタ－1F 090-1949-1424

ラーメンハウス札幌や ラーメン 那覇市 那覇市古波蔵2-2-18 098-834-2933

ミル ベッソ(Mil besos) 居酒屋・バー 宜野湾市 宜野湾市普天間2-33-16  2F 098-943-0881

大衆串揚酒場 足立屋 居酒屋・バー 那覇市 那覇市松尾2-10-20 098-869-8040
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笑・酒処 姫 居酒屋・バー 那覇市 那覇市三原1-10-28 イトウビル1Ｆ 070-3801-6553

スナック喫茶 かよ その他飲食店 豊見城市 豊見城市字平良144-1　102号室 090-8292-2988

釣り吉 居酒屋・バー 伊平屋村 伊平屋村字前泊256-1 0980-46-2559

タリーズコーヒーイオンモール沖縄ライカム店 カフェ・スイーツ 北中城村 北中城村ライカム1　1階未来屋書店内 098-931-0301

BEEF RUSH 29 焼肉・ステーキ・しゃぶしゃぶ 浦添市 浦添市西洲3-1-1　サンエー浦添西海岸パルコシティ３F 098-871-0200

フレンド その他飲食店 うるま市 うるま市安慶名2-9-3 090-6898-5829

Bar Pousse Cafe 居酒屋・バー 糸満市 糸満市西崎6-19-3　西崎21プラザビル301 090-3793-7911

海鮮料理 活 居酒屋・バー 那覇市 那覇市首里鳥堀町3-12 098-885-7525

ほーとぅ屋 居酒屋・バー 那覇市 那覇市曙1-16-36　嘉数荘101 070-4106-3053

ブルーシール 名護店 カフェ・スイーツ 名護市 名護市東江5-22-20 0980-51-1339

民芸喫茶 マキ その他飲食店 竹富町 竹富町竹富476 0980-85-2236

健食バイキングちゅら島 その他飲食店 南城市 南城市玉城前川1336 098-949-7421 https://www.gyokusendo.co.jp/okinawaworld/

ゆんたく～魚笑 居酒屋・バー 沖縄市 沖縄市高原4-1-30 098-937-4885

かふぇてぇどぅんしだめー館 沖縄そば・食堂 竹富町 竹富町竹富361 0980-85-2239

SNACK B’ｚ 居酒屋・バー うるま市 うるま市石川1-50-2　カンコービル1階C室 080-5773-4720

竹富島 ガーデン あさひ その他飲食店 竹富町 竹富町竹富163-1 0980-85-2388

東雲（しののめ） 沖縄そば・食堂 那覇市 那覇市東町4-12 東壱番館1階 098-955-4304

島の食べものや 南風（ぱいかじ） 居酒屋・バー 石垣市 石垣市大川219 0980-82-6027

ARIGATO 居酒屋・バー 北谷町 北谷町北谷1-3-12　MKアパート1F 098-926-2918

恵比寿 居酒屋・バー 沖縄市 沖縄市園田3-8-15 098-932-5827

アンテルーム ミールズ レストラン（和・洋・中） 那覇市 那覇市前島3-27-11 098-860-5151 https://okinawa-uds.co.jp/hotels/anteroom-naha/restaurant/?loc=cat_loc_anteroom

ラウンジ カフェ・スイーツ 那覇市 那覇市前島3-27-1 098-860-5151 https://okinawa-uds.co.jp/hotels/anteroom-naha/restaurant/?loc=cat_loc_anteroom

北の酒場 食うかい 居酒屋・バー 与那原町 与那原町与那原3171 098-943-8895

海鮮居食屋 活 居酒屋・バー 名護市 名護市城2-7-23 ナゴプラザ 1F 0980-54-5087

古酒蔵 山桜 居酒屋・バー 名護市 名護市城2-7-23 ナゴプラザ 3F 0980-54-5088

Bar ISLA 居酒屋・バー 沖縄市 沖縄市松本855 パンプキンレジデンス1F 105 090-5742-4818

BAR BIBO 居酒屋・バー 石垣市 石垣市美崎町11-11　オーシャンビル４F　B号 0980-82-7889

Chatan Burger Base Atabii's 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 1F-B 098-987-8700 https://www.facebook.com/atabiis

ジョイ・ステーキ 那覇店 焼肉・ステーキ・しゃぶしゃぶ 那覇市 那覇市古波蔵1-1-1 098-832-6223

魚の穴 ゆうゆう 泡瀬店 居酒屋・バー 沖縄市 沖縄市泡瀬4-45-1 098-930-4195

希亜（ノア） その他飲食店 沖縄市 沖縄市上地2-10-13　幸喜ビル1F 090-6863-1210

諸国のみくい処 紫珊瑚 居酒屋・バー 沖縄市 沖縄市仲宗根町2-10 098-937-2135

テッパン！ついてる 焼肉・ステーキ・しゃぶしゃぶ 石垣市 石垣市美崎町10-19　1F 0980-82-7864 http://www.arashiro.co.jp

むるぶし 居酒屋・バー 那覇市 那覇市壷川3-3-2 098-855-0930 https://taelog.com/okinawa/A4701/A470101/47003940/

メインバー レグルス 居酒屋・バー 本部町 本部町備瀬148-1 0980-51-7302 https://www.okinawaresort-orion.com/

ロビーラウンジ ヴェガ 居酒屋・バー 本部町 本部町備瀬148-1 0980-51-7302 https://www.okinawaresort-orion.com/

スペシャリティレストラン 銀河 レストラン（和・洋・中） 本部町 本部町備瀬148-1 0980-51-7302 https://www.okinawaresort-orion.com/

うちなー居酒屋 嘉例 居酒屋・バー 本部町 本部町備瀬148-1 0980-51-7302 https://www.okinawaresort-orion.com/

バーベキューレストラン カペラ 焼肉・ステーキ・しゃぶしゃぶ 本部町 本部町備瀬148-1 0980-51-7302 https://www.okinawaresort-orion.com/

オールデイダイニング シリウス レストラン（和・洋・中） 本部町 本部町備瀬148-1 0980-51-7302 https://www.okinawaresort-orion.com/

居酒屋 美酒喝采  居酒屋・バー 沖縄市 沖縄市園田3-8-32 098-931-0335

o’ｓ company café 居酒屋・バー 浦添市 浦添市伊祖2-8-1 098-878-2577

東海岸BBQ TERUMA 焼肉・ステーキ・しゃぶしゃぶ うるま市 うるま市与那城照間1860-1　TERUMA1F 098-989-5626 https://teruma-bbq.com

BACK BORN CITY レストラン（和・洋・中） 沖縄市 沖縄市中央1-10-15　1F
こないBar？ 居酒屋・バー 沖縄市 沖縄市中央3-1-4　2F 098-959-6547

TEN 天 居酒屋・バー 那覇市 那覇市古波蔵2-24-19　共同アパート102 098-836-6912

黒猫屋読谷店 居酒屋・バー 読谷村 読谷村都屋263-1 098-956-8588 https://www.facebook.com/kuronekoyaokinawa/

大衆酒場 三ツ星 居酒屋・バー 浦添市 浦添市内間1-14-5 098-876-7529

スナックCoCo その他飲食店 那覇市 那覇市長田1-1-8
東江そば 小禄店 沖縄そば・食堂 那覇市 那覇市金城5-7-12 098-858-2656 https://agariesoba.com/

みや里 居酒屋・バー 糸満市 糸満市西川町31-12 098-992-0163

GRANDIR 居酒屋・バー 浦添市 浦添市牧港1-8-6　高宮城マンション105 098-874-0120

のみ処 全 居酒屋・バー 浦添市 浦添市内間5-14-30 090-3689-1015

居酒屋 シェルティー 居酒屋・バー 名護市 名護市城2-12-3　渡具知ビル101 0980-53-0699
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かばす亭 居酒屋・バー 那覇市 那覇市辻1-14-18 098-867-8451 https://xn--igtm526j7nqb8v.com/

飲食店 hero その他飲食店 那覇市 那覇市西1-21-11　AZビル2-C 090-1944-2524

焼肉居酒屋 カルビ大王 焼肉・ステーキ・しゃぶしゃぶ 沖縄市 沖縄市比屋根1-8-6 098-933-8929

キャプテンズイン国際通り店 焼肉・ステーキ・しゃぶしゃぶ 那覇市 那覇市久茂地3-4-1 098-868-4670 http://www.captains-g.co.jp

キャプテンズイン美浜店 焼肉・ステーキ・しゃぶしゃぶ 北谷町 北谷町美浜15-67 098-926-3053 http://www.captains-g.co.jp

泡盛酒喰楽 Joy その他飲食店 名護市 名護市城1-8-18 0980-54-2409 https://www.facebook.com/nago.joy/

なつメロスナック りんごの唄 居酒屋・バー 名護市 名護市大南1-3-7　パレットビル1号室 0980-54-0539

Fanfare 居酒屋・バー 那覇市 那覇市安里1-1-60　太永ビル3-A号室 090-6863-6359 fanfarefanfare.tumbler.com

LESTEL NAHA カフェ・スイーツ 那覇市 那覇市松尾2-24-10 098-917-0314 https://lestel.jp
風の森カフェと宿 インシャラ レストラン（和・洋・中） 名護市 名護市源河1955-6 080-1777-8636

ほろ酔い処 こいき その他飲食店 沖縄市 沖縄市高原4-4-6　仲村店舗103号
スナック みの 居酒屋・バー 沖縄市 沖縄市大里2-27-18　1F 098-938-1947

ぐぅーや 居酒屋・バー 名護市 名護市宇茂佐914-3-103 090-4137-9898

ヤキトリ グゥーヤ 居酒屋・バー 名護市 名護市宇茂佐914-3-105 0980-52-5698

小料理明日葉 その他飲食店 沖縄市 沖縄市泡瀬3-18-10　ウィンザービル1F 098-937-2929

大衆ビストロ BALLOWS 居酒屋・バー 那覇市 那覇市久茂地3-11-19　屋良アパート1F 080-6493-8886

コトノハ・mog-mog食堂 居酒屋・バー 那覇市 那覇市松尾2-12-8 090-8293-0069

串カツ 9  居酒屋・バー 与那原町 与那原町字与那原3568 080-8815-5225

BAR JACK－POT 居酒屋・バー 沖縄市 沖縄市上地1-9-3（1F）1-5
居酒屋 満福（まんぷく） 居酒屋・バー 浦添市 浦添市仲西3-18-5 ベルシティー仲西2F 098-874-2866 http://japanese-izakaya-restaurant-15688.business.site/

お好み焼き馬之助 読谷店 沖縄そば・食堂 読谷村 読谷村比謝矼100 098-956-7858

居酒屋 三国 居酒屋・バー 那覇市 那覇市前島3-21-8-101 098-862-7333

麺恋まうろあ ラーメン 宜野湾市 宜野湾市大山6-46-5　ウインズトモ1F 098-943-5395

居酒屋 まん中のへや 居酒屋・バー 浦添市 浦添市伊祖2-10-9　玉城ビル1F 098-879-8559

美らら その他飲食店 石垣市 石垣市美崎町10-8 森ビル3F 303 0980-88-8874

残波牛苑 焼肉・ステーキ・しゃぶしゃぶ 読谷村 読谷村瀬名波933 098-958-3843

ひのえ 居酒屋・バー 宜野湾市 宜野湾市伊佐2-20-12 098-898-7323

とんかつ太郎 北谷店 沖縄そば・食堂 北谷町 北谷町美浜2-1-12 098-926-3711

とんかつ太郎 新都心店 沖縄そば・食堂 那覇市 那覇市銘苅1-10-3 098-861-1129

とんかつ太郎 小禄バイパス店 沖縄そば・食堂 那覇市 那覇市具志3-24-16 098-858-1129

ふたば 居酒屋・バー 浦添市 浦添市安波茶3-4-5 098-877-8623

和晩酌 嶺 レストラン（和・洋・中） 那覇市 那覇市久米1-7-21　赤嶺ビル102 098-975-5673 https://wabanshaku-mine.com/

焼肉 極上牛 焼肉・ステーキ・しゃぶしゃぶ 那覇市 那覇市田原3-7-2　小禄リースビル302 098-851-4129

smart cafe えぶりぃ カフェ・スイーツ うるま市 うるま市安慶名1035-1　A号 098-988-7142

Chez Nori レストラン（和・洋・中） 那覇市 那覇市安里2-4-12　マキシーアルパ1Ｆ 098-895-7117

ハヅキ 居酒屋・バー 那覇市 那覇市古波蔵3-9-10　蔵アパート102
美保 その他飲食店 宜野湾市 宜野湾市真栄原3-4-7 098-897-0939

コーヒー＆カラオケ たんぽぽ その他飲食店 宜野湾市 宜野湾市普天間2-2-5　2F　203 080-6486-5967

姉妹（め、め） その他飲食店 沖縄市 沖縄市南桃原3-4-3 098-930-5788

KURA-S'BAR 居酒屋・バー 那覇市 那覇市安里388-169　１F 090-6866-0227

松屋 うるま石川店 レストラン（和・洋・中） うるま市 うるま市石川白浜1-4-12 098-989-5882 www.matuyafoods.co.jp

松屋 沖縄知花店 レストラン（和・洋・中） 沖縄市 沖縄市知花5-16-20 098-988-7030 www.matuyafoods.co.jp

松屋 北谷美浜店 レストラン（和・洋・中） 北谷町 北谷町美浜2-1-9 098-982-7271 www.matuyafoods.co.jp

SEA GARDEN レストラン（和・洋・中） 北谷町 北谷町港15　シータイムビル2F 098-926-2755 https://fbhy300.gorp.jp/

Mai 居酒屋・バー 那覇市 那覇市国場35-1　MAXビル2階　203
魚家（いゆや） その他飲食店 那覇市 那覇市宇栄原947　102 098-859-3593

カフェ楽らく 沖縄そば・食堂 豊見城市 豊見城市上田559JAおきなわAコープとみえーる店1F 098-850-1330

宮膳いしい レストラン（和・洋・中） 宮古島市 宮古島市平良荷川取428-4 0980-79-0121

クライマックスコーヒーデポアイランド店 カフェ・スイーツ 北谷町 北谷町字美浜9-21　デポアイランドシーサイド1F 098-923-0010

しゃぶしゃぶダイニング浦崎 焼肉・ステーキ・しゃぶしゃぶ うるま市 うるま市喜屋武479-1 098-988-7637

AMERICAN DINER A Sign 居酒屋・バー 那覇市 那覇市牧志3-11-17　屋台番号７ 090-1944-5529

スナック花束（ブーケ） その他飲食店 石垣市 石垣市美崎町7-10　大浜ビル2F 0980-82-7762

いーやーぐゎー その他飲食店 那覇市 那覇市寄宮1-10-15 098-883-2680

味処 幸楽 沖縄そば・食堂 恩納村 恩納村仲泊1385-1 098-964-5354
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PIZZA＆WINE BAR COBY 居酒屋・バー 那覇市 那覇市久茂地3-9-7　ﾊﾟｰﾑ久茂地ﾋﾞﾙ1階 098-943-3222 https://r.gnavi.co.jp/a0deup6j0000/

野菜巻串屋ぐるり 国際通り店 居酒屋・バー 那覇市 那覇市久茂地3-9-6　森屋ビル1階 098-975-5522 https://r.gnavi.co.jp/4j8hnffw0000/

野菜巻串屋 ぐるり 居酒屋・バー 那覇市 那覇市牧志1-13-9 098-943-2219 https://r.gnavi.co.jp/dcc56zu8000/

酒処 りとる その他飲食店 宜野湾市 宜野湾市普天間2-22-12 090-7455-9808

つむぎ レストラン（和・洋・中） 沖縄市 沖縄市南桃原1-24-17 080-6493-8967 https://www.yakuzen-pasta-tsumugi.com/

たいしょう 居酒屋・バー 読谷村 読谷村楚辺1091 098-989-5377

かおり その他飲食店 糸満市 糸満市糸満1952　ﾌﾟﾘﾝｾｽ21　202 080-3372-4036

Eito その他飲食店 石垣市 石垣市美崎町10-8 KIビル5F 5-A 080-6115-4642

琉球 千年豚 焼肉・ステーキ・しゃぶしゃぶ 読谷村 読谷村瀬名波950 098-923-0013

クィッキーウィッキー 居酒屋・バー 名護市 名護市宮里1-23-7　1F 0980-53-1082

麺やKEIJIRO 名護店 ラーメン 名護市 名護市宮里1-21-15　丸邦第一アパート101 0980-52-7570

魚升 宜野湾マリーナ前店 居酒屋・バー 宜野湾市 宜野湾市真志喜3-22-16　１F 098-988-8680 https://r.gnavi.co.jp/ch7r121a0000/

八千代 居酒屋・バー 浦添市 浦添市屋冨祖4-1-3　2F 080-3993-3116

カラオケパブ フレンズ その他飲食店 沖縄市 沖縄市美原1-6-1 098-934-6619

アイランド その他飲食店 那覇市 那覇市田原3-11-7 098-859-1826

しゃぶしゃぶ温野菜 宜野湾店 焼肉・ステーキ・しゃぶしゃぶ 宜野湾市 宜野湾市愛知1-5-3 098-892-0831 https://www.onyasai.com

上海ヌードル 珊 レストラン（和・洋・中） 那覇市 那覇市赤嶺2-11-20 098-859-3331 https://tabeiog.com/okinawa/A4701/A470103/47002483/

イタリアン×肉バル ヒッキーズ レストラン（和・洋・中） 浦添市 浦添市仲西3-18-3 098-943-8664 hitosara.com/0006131319

ステーキハウス坊ちゃん 焼肉・ステーキ・しゃぶしゃぶ うるま市 うるま市栄野比118-3 098-972-7702

@HOME 居酒屋・バー 浦添市 浦添市仲西3-11-7
韓国料理居酒屋 Pink.デジ 居酒屋・バー 那覇市 那覇市安里388-10　ラポールビル2-B 080-2787-0520

沖縄古民家 採食店 かめたろうやー 居酒屋・バー 名護市 名護市仲尾次286 050-8883-0140

うるくそば トミトン店 沖縄そば・食堂 豊見城市 豊見城市字豊崎1-411　豊崎トミトン1Fフードコート 070-5530-3303

TAPIOCAZ カフェ・スイーツ 豊見城市 豊見城市字豊崎1-411　豊崎トミトン1Fフードコート 098-851-9399

豚豚時代 居酒屋・バー 那覇市 那覇市泉崎2-2-4 K2ビル101 098-855-7447

一の屋 居酒屋・バー 那覇市 那覇市泉崎2-2-4　KZビル103 098-835-9293

shima-monkey 島の猿 居酒屋・バー 久米島町 久米島町比嘉160-56 098-985-8585

島人酒場 トロっこ 居酒屋・バー 北大東村 北大東村港29-1 09802-3-4501

食彩鮮魚 たか家 居酒屋・バー 久米島町 久米島町比嘉160-65 098-985-7175

居酒屋松乃屋 居酒屋・バー 久米島町 久米島町大田567 098-985-3954

居酒屋 ぽんぽこぽん 居酒屋・バー 久米島町 久米島町真我里75 098-985-7230

スナック つどい その他飲食店 久米島町 久米島町字儀間178 098-985-5057

花みづき その他飲食店 久米島町 久米島町字儀間181 080-6491-4796

おいシーサー 沖縄そば・食堂 宮古島市 宮古島市下地字与那覇149 0980-76-2435

どりーむ 居酒屋・バー 宮古島市 宮古島市城辺字福里614-6 0980-77-2349

酒房 さぶすりぃ その他飲食店 宜野湾市 宜野湾市野嵩2-19-15 098-893-4360

食事処 海食 沖縄そば・食堂 名護市 名護市辺野古913-12 0980-43-6691

居酒屋 五鉄 居酒屋・バー 宮古島市 宮古島市平良字西里293-2 0980-72-2623

楓食堂 沖縄そば・食堂 与那国町 与那国町字与那国3044 0980-87-2303

レストラン 月桃 レストラン（和・洋・中） 沖縄市 沖縄市呉屋2-1-43 098-933-5599 https://www.hotelnewcentury.co.jp/

和食レストラン 神着 レストラン（和・洋・中） 名護市 名護市汀間957-13 0980-55-8880 https://www.kanucha.jp/

中華レストラン 龍宮 レストラン（和・洋・中） 名護市 名護市安部北上原156-2 0980-55-8880 https://www.kanucha.jp/

バーベキューテラス「クーワクーワ」 焼肉・ステーキ・しゃぶしゃぶ 名護市 名護市安部156-15 0980-55-8880 https://www.kanucha.jp/

ラウンジ ファミーゴ レストラン（和・洋・中） 名護市 名護市安部156-2 0980-55-8880 https://www.kanucha.jp/

バーラウンジ KATARA 居酒屋・バー 名護市 名護市安部156-15 0980-55-8880 https://www.kanucha.jp/

カジュアルイタリアン パラデイ レストラン（和・洋・中） 名護市 名護市安部156-15 0980-55-8880 https://www.kanucha.jp/

MITSU BAR 居酒屋・バー 国頭村 国頭村辺土名1713-2-2F 0980-43-7257

にく家 牛円 焼肉・ステーキ・しゃぶしゃぶ 金武町 金武町字金武7915-1 098-968-2941

宮良そば那覇店 沖縄そば・食堂 那覇市 那覇市辻2-6-1 098-864-2111

あおぞら空挺団 居酒屋・バー 沖縄市 沖縄市泡瀬4-12-7（303） https://twitter.com/BlueSkyAirborne?s=9

与那国丑牧場 肉人 焼肉・ステーキ・しゃぶしゃぶ 与那国町 与那国町字与那国4022-316 0980-87-2177 nikunchu.favy.jp
pizzeria da ENZO レストラン（和・洋・中） 恩納村 恩納村真栄田715-3 098-923-5924 https://www.annulus.ryukyu

炭火焼き居酒屋 將 居酒屋・バー 名護市 名護市大西4-6-2 0980-54-4005

ラーメンハウス ま～さん堂 ラーメン 名護市 名護市大北2-1-6　砂川アパート103号 0980-54-5439
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Relax Dining Bian 居酒屋・バー 沖縄市 沖縄市比屋根7-20-1　1F 098-932-7300

ちぇ 居酒屋・バー 那覇市 那覇市東町19-10　イバックビル2B 098-861-0371

チープリッチ その他飲食店 那覇市 那覇市安里388-125　大山ビル2B 098-884-1922

グレイス 居酒屋・バー 浦添市 浦添市屋富祖3-7-12　プラザ88ビル201 098-875-1565

あずまや 居酒屋・バー うるま市 うるま市石川白浜2-8-24 090-3794-5419

国頭港食堂 沖縄そば・食堂 国頭村 国頭村浜477-1 0980-50-1660

ゆうむつ 居酒屋・バー 那覇市 那覇市安里384-5 090-3193-9390

食堂カフェ とも 居酒屋・バー 那覇市 那覇市安里387 090-5297-1021

Bar ボンバーズ 居酒屋・バー 那覇市 那覇市若狭2-4-19　早瀬ビル102号 090-8290-8566

和彩酒房 宮 居酒屋・バー 沖縄市 沖縄市諸見里1-1-12　1F 098-955-7217

皿の上の自然 iI Gastro Sara レストラン（和・洋・中） 恩納村 恩納村前兼久466-7 098-987-7688 https://www.obn-sara.com/

小料理 奈月 その他飲食店 沖縄市 沖縄市越来1-1-33 090-7920-6172

La  gare (ラガール) レストラン（和・洋・中） 那覇市 那覇市首里赤平町2-1-10　知念ビル1F 098-927-9880

チップ Cafe Bar 居酒屋・バー 那覇市 那覇市安里101　丸京工芸ビル1F 070-5413-8918

ダイニングBar mana（マナ） 居酒屋・バー うるま市 うるま市平良川151-1　平良川ビル101 070-5277-9871

居酒屋maji 居酒屋・バー 金武町 金武町字金武4136-1 090-9785-0855

炭焼居酒屋 とっくり屋 居酒屋・バー 国頭村 国頭村鏡地272 0980-41-5846

唐揚げ専門 仲間商店 レストラン（和・洋・中） 那覇市 那覇市泉崎1-14-17 098-9438-8898

餃子居酒屋 江成 居酒屋・バー 宜野湾市 宜野湾市宜野湾3-18-10　渡慶次ビル2F101号室 098-963-9405

パーラーみなみ その他飲食店 うるま市 うるま市勝連南風原1920-1 098-978-1621

おでんまつやま その他飲食店 那覇市 那覇市松山2-6-1 098-862-3444

宮寿し その他飲食店 金武町 金武町金武415 098-968-6710

バーハルディン 居酒屋・バー うるま市 うるま市字赤道723　久田AP101 090-1940-0975

members 粋 その他飲食店 那覇市 那覇市泉崎1-14-7　阮氏ビル502 098-867-6889

サラブレッド その他飲食店 糸満市 糸満市西崎6-18-5　大新YSビル1階102号室 080-3956-9261

鉄板焼 おいで家 レストラン（和・洋・中） 那覇市 那覇市久茂地2-7-21　1-B 098-988-6440

ラーメンさんぱち糸満店 ラーメン 糸満市 糸満市照屋1204 098-992-0038

昭和居酒屋北山食堂 今帰仁店 居酒屋・バー 今帰仁村 今帰仁村今泊3570 0980-56-1555

炭火串焼かなめ 居酒屋・バー 那覇市 那覇市東町12-2　グレープハウス1-C 098-953-0778

炭島 居酒屋・バー 宮古島市 宮古島市平良字下里4　新大見謝ビル103 0980-79-9600

居酒屋 まるてい 居酒屋・バー 与那国町 与那国町字与那国4022-21 080-6849-2300

当利 居酒屋・バー 那覇市 那覇市泉崎1-8-21　サンハイツ喜納101 098-866-4615

うむさのあづま屋 居酒屋・バー 名護市 名護市字宇茂佐918-6 0980-43-8422 https://spicelife.ti-da.net

ラーメン工場 無双 ラーメン 宜野湾市 宜野湾市宇地泊734 098-890-0858

味噌めしや まるたま レストラン（和・洋・中） 那覇市 那覇市泉崎2-4-3-1F 098-831-7656 https://marutama-miso.com/

カラオケcafe 蘭  その他飲食店 豊見城市 豊見城市字豊見城574-8 098-850-8063

ひまわり 居酒屋・バー 那覇市 那覇市長田1-24-13　平良アパート1階
TO-TAN 居酒屋・バー 糸満市 糸満市西崎6-16-7 098-994-1841

串喝酒場 ちゃうちゃう 居酒屋・バー 沖縄市 沖縄市松本850-1　シャトレ平良1-A号室 098-934-4194 http://chau-chau.jp/

Bambino 居酒屋・バー 那覇市 那覇市東町11-1　又吉アパート1F 098-866-1180

カリージュ その他飲食店 那覇市 那覇市東町12-2　グレープハウスビル4FB

喫茶 フリーポート 沖縄そば・食堂 沖縄市 沖縄市上地1-2-32
居酒屋 三国（名護店） 居酒屋・バー 名護市 名護市宮里6-2-3-1 0980-38-9055

煉瓦館 その他飲食店 本部町 本部町字大浜877-12 0980-47-5585

季節料理 山冨貴 居酒屋・バー 那覇市 那覇市与儀2-2-1　102 098-836-2088

MUSIC＆アニメ ヘルメス トリスメギストス その他飲食店 沖縄市 沖縄市上地1-11-24 座間味ビル1F 090-1949-1898

丸匠 居酒屋・バー 与那原町 与那原町与那原552 098-945-4322

アクア 居酒屋 和 居酒屋・バー 那覇市 那覇市古島2-24-12
八重 居酒屋・バー 八重瀬町 八重瀬町字東風平1151-７ 098-998-6899

丸重商店 居酒屋・バー 国頭村 国頭村字辺土名116 0980-41-5844

小料理 すみれ 居酒屋・バー 西原町 西原町字内間414-3　1F
ミスティー その他飲食店 那覇市 那覇市東町12-2　グレープハウス3F-D
さくら その他飲食店 沖縄市 沖縄市泡瀬5-33-2　ハルスビル102 080-6485-4735

豚骨ラーメンまる・安 ラーメン 豊見城市 豊見城市我那覇519 098-894-6322
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らあめん花月 嵐 糸満店 ラーメン 糸満市 糸満市潮平620-1 098-992-6691

酒処 公園前 居酒屋・バー 豊見城市 豊見城市豊見城1142　パ－クヒル－ズ2階202 090-7989-1063

Dining Bar Coro 居酒屋・バー 西原町 西原町幸地1004-1 080-9104-4493 https://coro.okinawa

海物語 本店 居酒屋・バー 恩納村 恩納村名嘉真2246 098-983-3113 https://umimonogatari.gorp.jp/

DINOSAUR BBQ＆PARK 沖縄 STEMRESORT レストラン（和・洋・中） 豊見城市 豊見城市字豊崎3-35　4F 098-996-3791 https://stem-resot.com/

Halelea カフェ・スイーツ 恩納村 恩納村真栄田2786-1 080-2514-1370 https://halelea.okinawa/

el blanco 居酒屋・バー 那覇市 那覇市松山1-12-19グレープハウス5F
Passo a Passo 居酒屋・バー 浦添市 浦添市伊祖1-21-2　牧港建設ビル１F 098-879-2027 https://passo.owst.jp/

ストライプ ヌードルズ レストラン（和・洋・中） 北谷町 北谷町字桑江100 098-923-2227

スカイラウンジ マリーエ レストラン（和・洋・中） 那覇市 那覇市旭町112-1　金秀ビル９F 098-868-6801

居酒屋 舞梨乃 居酒屋・バー 那覇市 那覇市三原2-19-3 098-836-1052

南乃畑 沖縄そば・食堂 宜野湾市 宜野湾市大山7-7-1　1F 098-898-1126 https://www.aroma1126.com/

EUREKA レストラン（和・洋・中） 那覇市 那覇市与儀1-19-34　伊福アパート1F 098-987-0488 https://m.facebook.com/Eureka%E3%83%A6%E3%83%AA%E3%82%A4%E3%82%AB-2140722856153114/

Bar＆Cafe 7C 居酒屋・バー 那覇市 那覇市おもろまち4-17-9 TNビル1F 098-988-9111

チャイナバル その他飲食店 那覇市 那覇市松山2-21-29 098-869-6118

ゆういちんとこ 居酒屋・バー 那覇市 那覇市東町19-10　イバックビル4階4-A 090-3010-9537

春夏冬～あきない～ その他飲食店 糸満市 糸満市西崎6-8-5　パークサイドビル2-B 080-1533-5350

CASA 居酒屋・バー 那覇市 那覇市久茂地2-3-16　上原ﾏﾝｼｮﾝ201 098-864-5612

自家焙煎珈琲 凡 カフェ・スイーツ 嘉手納町 嘉手納町嘉手納453 098-955-4158 boncafe.jp
海小屋 Cafe＆Bar カフェ・スイーツ 那覇市 那覇市おもろまち4-8-18　1F 098-800-1225

うんな岳 居酒屋・バー 恩納村 恩納村恩納2492-1 098-966-2858

たけちゃん 居酒屋・バー 名護市 名護市親川457-1 0980-38-9066

炭焼居酒屋 たけちゃん 居酒屋・バー 名護市 名護市宮里1007 0980-53-0088

創食家 縁 居酒屋・バー 名護市 名護市東江5-19-15 0980-54-5655

たけちゃん 居酒屋・バー 名護市 名護市城1-4-5 0980-43-0062

串焼居酒屋 たけちゃん 居酒屋・バー 名護市 名護市大東1-19-6 0980-54-1717

音楽居酒屋 ゆらてぃく 居酒屋・バー 那覇市 那覇市上間533 098-833-0400

ラ・メール カフェ・スイーツ 沖縄市 沖縄市登川2271-1 098-982-1755

北の酒場食うかい東町店 居酒屋・バー 那覇市 那覇市東町7-24　玉城アパート102 098-867-1151

カラオケ ミィ 居酒屋・バー 那覇市 那覇市安里388-1
国境（ハテ） 居酒屋・バー 与那国町 与那国町字与那国22-4 0980-87-3255

カーサ・スエヨシ レストラン（和・洋・中） 那覇市 那覇市首里末吉町1-152-15　パークサイド末吉1F 098-894-4000

あんま～家 居酒屋・バー 那覇市 那覇市牧志3-13-13　1F 098-867-0237

肴や～sakanaya～ 居酒屋・バー 那覇市 那覇市上間289-1 098-832-8180

居酒屋 天城 居酒屋・バー 伊是名村 伊是名村字諸見3875 0980-45-2989

松のや 那覇小禄店 レストラン（和・洋・中） 那覇市 那覇市田原1-3-1 098-996-5208 www.matuyafoods.co.jp

ルージュバー 居酒屋・バー 那覇市 那覇市与儀1-8-13 098-836-2287

やっぱりステーキ浦添 ハッピータウン店 焼肉・ステーキ・しゃぶしゃぶ 浦添市 浦添市港川254 098-875-1129

中華蒸炉端 チャオズ（炒’s） 居酒屋・バー 浦添市 浦添市前田1-48-2 098-917-6373

スリーピース その他飲食店 久米島町 久米島町比嘉160-3 098-985-7037

Vanilla Terrace（バニラテラス） ラーメン 久米島町 久米島町仲泊966-33　あじまー館内 098-851-4623

はまや 居酒屋・バー 久米島町 島尻郡久米島町鳥島323 080-6480-4890

スナック ほのか その他飲食店 久米島町 島尻郡久米島町比嘉160-55 090-3790-6418

心喜（しんき） ラーメン 久米島町 久米島町字比嘉160-55 098-985-8264

お食事処 ゆき 沖縄そば・食堂 久米島町 久米島町字鳥島298 098-985-3919

スナック 艶（えん） その他飲食店 久米島町 久米島町字大田536-1
すなっく琥珀 その他飲食店 久米島町 久米島町字仲泊1161 098-985-4518

ドミトリー球美 その他飲食店 久米島町 久米島町字比嘉160-49 098-996-1533

民宿久米島（別館） その他飲食店 久米島町 久米島町字大田530 098-985-5333

南風見テラス レストラン（和・洋・中） 竹富町 竹富町南風見508-205 0980-85-5555

蘇芳 その他飲食店 竹富町 竹富町南風見508-205 0980-85-5555 https://www.lateada.co.jp/restaurant/

島家 海浬 居酒屋・バー 久米島町 久米島町比嘉160-49 098-985-8988

心綺（こあ） その他飲食店 名護市 名護市城1-3-21　ツインビル玉城D号室２階

割烹レストラン 磯亭 レストラン（和・洋・中） 宮古島市 宮古島市平良字久貝1047-18 0980-73-3586
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焼肉 コモ 焼肉・ステーキ・しゃぶしゃぶ 与那国町 与那国町与那国25 0980-87-2187

VITIS（ヴィティス） 居酒屋・バー 那覇市 那覇市前島2-1-7　ツインハウス2-D 098-861-9584

小料理梅里 居酒屋・バー 石垣市 石垣市石垣6-2 0980-83-7188 https://bairi-ishigakijimdofree.com

遊食や きえん 居酒屋・バー 浦添市 浦添市城間4-18-1-1 098-879-1812

Applause Bar & Dish 居酒屋・バー 那覇市 那覇市久茂地3-15-1　やまびこビル2F 098-869-1008

カラオケパブ ロイヤルブルー その他飲食店 宮古島市 宮古島市平良字下里26　1F東側
海人料理 亀の浜 レストラン（和・洋・中） 恩納村 恩納村字恩納419-3地先　2F 098-966-8510 https://www.nabee.info

エメラルド 居酒屋・バー 宮古島市 宮古島市平良字西里387　スカイビル地下1F 0980-72-0807

うるたま レストラン（和・洋・中） うるま市 うるま市与那城照間1860-1　TERUMA2F 098-989-5740 http://teruma-bbq.com/urutama/

Standing Bar U.S.A 居酒屋・バー 沖縄市 沖縄市住吉2-2-17-2 090-9494-5423

ジョッキハウス 居酒屋・バー 那覇市 那覇市宇栄原1-27-8　2F 098-857-2354

炙り屋 居酒屋・バー うるま市 うるま市石川白浜2-13-22 098-965-0680

クラブ エンプレス（Club Empress） その他飲食店 うるま市 うるま市石川1-50-39　石橋ビル401
Share その他飲食店 那覇市 那覇市松山1-33-2　はましんビル４階-E 098-862-7973

国際通り屋台村チームヤシの木 居酒屋・バー 那覇市 那覇市牧志3-11-17　屋台番号4 080-3544-2485 https://www.okinawa-yatai.jp/

屋台村 じゅんちゃん 居酒屋・バー 那覇市 那覇市牧志3-11-17　屋台番号16 090-6864-2499 https://www.okinawa-yatai.jp/

Bar Blue Lagoon 居酒屋・バー 北谷町 北谷町美浜2-2-9　サンハイムビル2F-C 098-960-9533

どぅむら 居酒屋・バー 恩納村 恩納村恩納2360-4 098-966-8365

oka-surfer 居酒屋・バー 那覇市 那覇市松山2-7-6　仲宗根マンション2F 090-1941-7265

花 その他飲食店 那覇市 沖縄県那覇市東町17-11　ふくろう館ビル３F305 090-4471-9070

魚民 泡瀬店 居酒屋・バー 沖縄市 沖縄市泡瀬4-4-3　有限会社むつみ総業テナントビル2階 098-934-3888 https://www.monteroza.co.jp/

笑笑 おもろまち駅前店 居酒屋・バー 那覇市 那覇市おもろまち1-1-12　那覇新都心センタービル1階 098-867-2088 https://www.monteroza.co.jp/

濱焼北海道魚萬 おもろまち駅前店 居酒屋・バー 那覇市 那覇市おもろまち4-17-30　玉城ビル1階 098-941-3388 https://www.monteroza.co.jp/

南風 中城店 居酒屋・バー 中城村 中城村登又78 098-942-3456 https://nanpu.co.jp/nakagusuku

ハーベストムーン 居酒屋・バー 那覇市 那覇市安里388-10　金城ビル2階 098-885-0067

tomarigi カフェ・スイーツ 沖縄市 沖縄市中央1-3-13　林ビル１F 098-989-7500 https://www.instagram.com/tomarigi_okinawa/?hl=ja

麺厨房あじさい沖縄北谷店 ラーメン 北谷町 北谷町字美浜8-3　イオン北谷店1階 098-926-1600

炭火串焼き いってん 居酒屋・バー 本部町 本部町大浜863－1　かりゆしマンションA棟102 0980-47-2875 https//tsuku2.JP/itten-s

しゃぶしゃぶ温野菜 ザ・フォレストモール名護店 焼肉・ステーキ・しゃぶしゃぶ 名護市 名護市名護4513 0980-43-6528 hppts://www.onyasai.com

牛角 名護店 焼肉・ステーキ・しゃぶしゃぶ 名護市 名護市宮里874-19 0980-43-6729 https://www.gyukaku.ne.jp/

ポモドーロ 居酒屋・バー 糸満市 糸満市字照屋1142-1
居酒屋 一揆 居酒屋・バー 糸満市 糸満市西崎2-2-1　パルフェ吉村101 098-994-4691

Mona・Cafe 居酒屋・バー 沖縄市 沖縄市上地3-3-7 098-927-4032

プロローグ その他飲食店 南風原町 南風原町字与那覇541-4　203 090-9490-5014

喜代美荘 その他飲食店 竹富町 竹富町上原571-6他4筆 0980-85-6251

居酒屋 あさと家 居酒屋・バー 八重瀬町 八重瀬町字友寄984-8　八重2G-1 098-998-0488

かたれー小ー その他飲食店 うるま市 うるま市安慶名3-39-8 090-4955-0895

小料理 笹 その他飲食店 読谷村 読谷村字座喜味2249-1 098-958-6100

酒楽 COLIBRI その他飲食店 北中城村 北中城村字安谷屋1347-6　2F 080-9851-0128

千春 その他飲食店 沖縄市 沖縄市胡屋1-15-1 098-938-8369

喰い呑み処 さとう 居酒屋・バー 那覇市 那覇市松川2-4-1　泉産業ビル1F
ライブバー・ジグザグ その他飲食店 沖縄市 沖縄市胡屋1-8-36（2Ｆ）　　 098-934-5933 https://zigzag.ti-da.net/

OKAWARI その他飲食店 沖縄市 沖縄市泡瀬5-33-2　ハルスビル2F 098-923-3128

カーサ タコス 沖縄そば・食堂 うるま市 うるま市天願1387-5 098-972-6022

朱朱 その他飲食店 那覇市 那覇市久茂地2-4-17　マルユウビル1Ｆ 098-861-5939

肉処 ししまい 居酒屋・バー 南風原町 南風原町与那覇184-5 098-888-2939

居酒屋 まきしむ 居酒屋・バー 読谷村 読谷村古堅597-1 098-956-6713

小料理 かたりべ 居酒屋・バー 浦添市 浦添市安波茶1-28-7 098-879-5258

ウミユリ 沖縄そば・食堂 嘉手納町 嘉手納町字水釜562-3 090-9788-4454

栄ノ肉 沖縄そば・食堂 那覇市 那覇市安里388　栄町市場内 098-886-0008

食酒ラウンジ梵 その他飲食店 那覇市 那覇市松山1-12-5　パステルTMビル3D 098-862-9297

串焼き 當り屋 居酒屋・バー 那覇市 那覇市東町7-24　玉城アパート103号 050-1108-1288

丸亀製麺沖縄美里 レストラン（和・洋・中） 沖縄市 沖縄市美原2-16-18 098-937-1973 https://stores.marugame-seimen.com/110577

丸亀製麺那覇津嘉山店 レストラン（和・洋・中） 那覇市 那覇市仲井真373 098-854-0250 https://stores.marugame-seimen.com/110721
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夢演歌・ひとみ その他飲食店 那覇市 那覇市久米1-1-21　オレンジビル3階 098-868-7801

飲食店（食堂）さくら 沖縄そば・食堂 名護市 名護市大中2-12-3-6F 0980-52-2719

ナップ その他飲食店 名護市 名護市宇茂佐1703-8 0980-54-0300

ナップ 沖縄そば・食堂 名護市 名護市為又907-16 090-3795-5753

一番餃子 宜野湾店 居酒屋・バー 宜野湾市 宜野湾市真栄原3-6-2 098-988-8850

Bar Orange 居酒屋・バー 那覇市 那覇市泉崎1-13-6　ロイヤルマンション1F 090-4584-8366

ココス イオン具志川店 レストラン（和・洋・中） うるま市 うるま市字前原351-5 098-989-5589 https://cocos-jpn.co.jp/index.html

ココス 名護店 レストラン（和・洋・中） 名護市 名護市大北5-24-17 0980-43-5311 https://cocos-jpn.co.jp/index.html

ココス 北谷店 レストラン（和・洋・中） 北谷町 北谷町字伊平59 098-989-5677 https://cocos-jpn.co.jp/index.html

ココス 沖縄登川店 レストラン（和・洋・中） 沖縄市 沖縄市字登川431-1 098-987-8020 https://cocos-jpn.co.jp/index.html

Remy' s その他飲食店 沖縄市 沖縄市上地1-4-1 098-989-5030 www.remysokinawa.com

ビストロラテール 居酒屋・バー 浦添市 浦添市城間3-5-1 098-988-4999 https://www.laterre.bistro.co.jp

ロッテリア那覇安岡店 沖縄そば・食堂 那覇市 那覇市銘苅227 098-863-5581

LION CLIP 居酒屋・バー 那覇市 那覇市松尾2-11-15　荻堂ビル1F
Cafe 1or8 カフェ・スイーツ 那覇市 那覇市おもろまち3-6-14 098-862-8288

まぐろ問屋 三浦三崎港 恵み サンエー浦添西海岸PARCO CITY店 その他飲食店 浦添市 浦添市西洲3-1-1 098-988-3730 http://www.neo-emotion.jp/post_kaitensushi/appletown-shintoshin/

琉球煙力 焼肉・ステーキ・しゃぶしゃぶ 石垣市 石垣市浜崎町2-3-23 0980-87-7642 http://yakiniku-ootsuka.com

Prime 居酒屋・バー 宜野湾市 宜野湾市喜友名1039　Gタウンビル3-A 098-800-1696

JACK IN THE  STEAK レストラン（和・洋・中） 恩納村 恩納村冨着199　2階 098-923-2664 http://www.onnasonsteak-jack.com

居酒屋 とーも 居酒屋・バー 石垣市 石垣市大川199　大濵アパート102 0980-82-2117

桜坂劇場内 さんご座キッチン カフェ・スイーツ 那覇市 那覇市牧志3-6-10 098-860-9555 https://sakura-zaka.com

鮨・島居酒屋 じごろ石垣 居酒屋・バー 石垣市 石垣市大川198-7　ﾏｷｼﾋﾞﾙ203 0980-82-8090 https://jigoro.co.jp

海鮮料理 元祖 海ぶどう 沖縄そば・食堂 恩納村 恩納村字恩納2767　万座毛周辺活性化施設 098-966-2588 https://www,ganso-umibudou.co.jp/

パーラーゆい その他飲食店 恩納村 恩納村字恩納2767　万座毛周辺活性化施設 098-966-1151

恩納共同組合 その他飲食店 恩納村 恩納村字恩納2767　万座毛周辺活性化施設 090-1363-8365 https://www.onna-kyoudoubaiten.com/

琉球銘菓 三矢本舗 絶景万座毛店 カフェ・スイーツ 恩納村 恩納村字恩納2767　万座毛周辺活性化施設 080-6489-8780 https://ryukyumeikamitsuyahonpo.hp.gogo.jp/pc/free6.html

琉球料理 松ノ下 その他飲食店 恩納村 恩納村字恩納2767　万座毛周辺活性化施設 098-966-8981 https://www.manzamo.jp

焼肉酒場 ひ嘉ちゃん 焼肉・ステーキ・しゃぶしゃぶ 石垣市 石垣市新栄町26-24 0980-87-5629

つけ麺のKEIJIRO 読谷店 ラーメン 読谷村 読谷村古堅641-1　ｲｵﾝｼｮｯﾋﾟﾝｸﾞｾﾝﾀｰ内4号棟402号 098-988-5004

かつさと沖縄安謝店 レストラン（和・洋・中） 那覇市 那覇市安謝664　マックスバリュー安謝内 098-860-7318 http://www.katsusato.com/

やっぱりステーキ首里リウボウ店 焼肉・ステーキ・しゃぶしゃぶ 那覇市 那覇市首里久場町2-122-1 098-887-2929 https://yapparigroup.jp/

やっぱりステーキ 津嘉山店 焼肉・ステーキ・しゃぶしゃぶ 南風原町 南風原町津嘉山1581 098-987-1529 https://yapparigroup.jp/

レストランB.B.R レストラン（和・洋・中） うるま市 うるま市大田305 098-973-1234 https://r.gnavi.co.jp/f255900/

防人茶屋 居酒屋・バー 与那国町 与那国町与那国3765-1（陸上自衛隊与那国駐屯地内）

Bar REVOLUCION（バル・レボルシオン） 居酒屋・バー 石垣市 石垣市石垣267　識名アパート1F 0980-83-8786

和食 一兆 居酒屋・バー 宮古島市 宮古島市平良字西里993-28 0980-75-4970

民宿おもろ その他飲食店 与那国町 与那国町字与那国14 0980-87-2419 https://omoro-yonaguni.com/

BAR O-RION 居酒屋・バー 那覇市 那覇市若狭2-4-16　福栄館ビル　4-B号 098-943-3722

いつ世 居酒屋・バー 那覇市 那覇市久茂地2-4-17 098-862-3191

JUMBO STEAK HAN’S 奇跡の1マイル店 レストラン（和・洋・中） 那覇市 那覇市久茂地3-1-10　MIビル2F 098-943-3729 https://www.instagram.com/jumbosteak_hans_official/

BAR Sonny-青二才- 居酒屋・バー 北大東村 北大東村港16-2 090-9785-5753

すなっく 要 その他飲食店 宜野湾市 宜野湾市普天間2-39-3　1F 098-892-9998

PINO'S PLACE その他飲食店 那覇市 那覇市東町11-12　清洲ビル1F 098-868-4084 https://www.focebook.cp,/profile.php?id=100003649688799

やっぱりステーキ 北谷美浜店 焼肉・ステーキ・しゃぶしゃぶ 北谷町 北谷町美浜2-5-11 098-936-2955

赤とうがらし 北谷店 レストラン（和・洋・中） 北谷町 北谷町美浜34-3　2F 098-989-0309

ホテル星立 西表島 レストラン（和・洋・中） 竹富町 竹富町西表949 0980-85-7528 https://www.hea-hoshitate.com

カラオケバー 島ぐくる 居酒屋・バー 久米島町 久米島町字仲泊1194　野村アパート1F 098-985-5901

海鮮・酒処 海坊主 居酒屋・バー 久米島町 久米島町比嘉150-31 098-985-7887

スナック あねら その他飲食店 沖縄市 沖縄市住吉1-2-19　池田ビル102号
洋食亭 レストラン（和・洋・中） 久米島町 久米島町字謝名堂548-60 098-985-7789

あゆさわ食堂 居酒屋・バー うるま市 うるま市喜屋武1 098-987-8747

スナック喫茶あや 居酒屋・バー 久米島町 久米島町字儀間178 090-8294-7586

カフェ城 沖縄そば・食堂 久米島町 久米島町字宇江城991-2
ぼーりのーし処 しこや 沖縄そば・食堂 竹富町 竹富町西表干立941-1 090-6860-6878
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海鮮味処 亀吉 居酒屋・バー 久米島町 久米島町字比嘉160-39 098-985-8703

鳥島 居酒屋・バー 久米島町 久米島町鳥島330 090-1940-2238

ほしずな亭 沖縄そば・食堂 竹富町 竹富町字上原289-1 0980-85-6640

シュッフ 居酒屋・バー 久米島町 久米島町字鳥島281 090-1872-8055

ラウンジ 礼 沖縄そば・食堂 久米島町 久米島町字大田520 098-985-3885

すなっく扇 その他飲食店 久米島町 久米島町字仲泊1223 098-985-4757

串焼き94special 居酒屋・バー 沖縄市 沖縄市中央2-7-43（２F） 080-6488-4239

ダイニング lotus 焼肉・ステーキ・しゃぶしゃぶ 石垣市 石垣市川平963-1 https://ishigaki-lotus.com

THE CALIF KITCHEN OKINAWA カフェ・スイーツ 北谷町 北谷町美浜9-21 デポアイランドシーサイドビル3F 098-926-1010

イリティダ レストラン（和・洋・中） 竹富町 竹富町上原2-2 0980-85-7111

牛の家 沖縄そば・食堂 石垣市 石垣市浜崎町2-3-10 0980-88-5590 https://foodplace.jp/ushinoya

満点 居酒屋・バー 石垣市 石垣市大川282　櫻花ビル1F 0980-87-7676 www.manten-uta-live-izakaya.com

セルフ焼肉専門 じょんじょん×北谷龍 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286-2 0980-79-7999

キッチンinaba レストラン（和・洋・中） 竹富町 竹富町字上原742-6 0980-84-8164

和食処 ひらの 居酒屋・バー 宮古島市 宮古島市平良西里447 0980-73-5025

しーぐゎー708 居酒屋・バー 那覇市 那覇市久米2-15-7　久米第二ガーデンビル1-B 098-800-1691 https://gogo708go708.wixsite.com/shi-guwa-708

eat me 居酒屋・バー 宜野湾市 宜野湾市普天間2-41-11 080-9106-5964

Bar Coropos 居酒屋・バー 宜野湾市 宜野湾市伊佐3-2-2　１F左 080-3991-9001

スナック 銀 その他飲食店 石垣市 石垣市美崎町11-11　オーシャンビル1F 0980-82-9147

Lounge LALA その他飲食店 宜野湾市 宜野湾市真栄原1-1-15　ライトビル1階101号 098-890-7566

あしびJima 沖縄そば・食堂 宜野湾市 宜野湾市大山2-2-2 098-899-2978 https://ashibijima.com

Mamma Lella（マンマレッラ） レストラン（和・洋・中） 恩納村 恩納村安富祖1866-2 098-911-3797 https://r.goope.jp/mammalella

傅々 居酒屋・バー 沖縄市 沖縄市登川2-12-14 098-921-1622

居酒屋ダイニング ピース 居酒屋・バー うるま市 うるま市赤道179-19 098-923-0002 rey37930045@yahoo.co.jp

Nice Bar 達磨 居酒屋・バー 沖縄市 沖縄市園田1-2-27　錦ビル1階 098-933-2204

白木屋 那覇国際通り店 居酒屋・バー 那覇市 那覇市牧志2-1-1　プランタビル5階 098-867-5188 https://www.monteroza.co.jp/

山内農場 那覇新都心店 居酒屋・バー 那覇市 那覇市銘苅1-3-1　アイ・ステーション店舗1階2階 098-860-5688 https://www.monteroza.co.jp/

濱焼北海道魚萬 浦添ピーズスクエア店 居酒屋・バー 浦添市 浦添市西原2-4-1　P’s SQUARE 2階 098-878-7788 https://www.monteroza.co.jp/

キタノイチバ 那覇新都心店 居酒屋・バー 那覇市 那覇市上之屋1-1-31　2階 098-862-4588 https://www.monteroza.co.jp/

CHICKEN＆PAPA レストラン（和・洋・中） 北谷町 北谷町2-2-8 098-989-6030

琉美 居酒屋・バー 石垣市 石垣市美崎町12-3　仲野ビル2F 0980-87-9639 http://ryubi.okinawa/

alcohol salon Tumura 居酒屋・バー 沖縄市 沖縄市胡屋1-14-6　島ビル2-101 090-5431-0730

DAINING 和ぎ 居酒屋・バー 那覇市 那覇市三原1-14-2　1F 098-854-5030

Home Nagi 居酒屋・バー 那覇市 那覇市三原1-14-3　比嘉アパート101 080-9108-5151

INDIGO 沖縄そば・食堂 那覇市 那覇市久茂地1-2-25 090-7005-3829

餃子酒家 和樂場 居酒屋・バー 南城市 南城市玉城糸数661　1F 098-948-2014

十九番 沖縄そば・食堂 石垣市 石垣市石垣21-1　新城ビル1F 0980-82-8717

ステーキハウス ジャム 焼肉・ステーキ・しゃぶしゃぶ 恩納村 恩納村冨着1518 098-965-2626 jam-groups.com
BAR Familia 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201 080-6482-5382

うみ その他飲食店 沖縄市 沖縄市諸見里1-1-12(左) 098-930-6500

スナック 夢(む) その他飲食店 うるま市 うるま市赤道723　久田店舗106 090-3419-0854

中好 居酒屋・バー 名護市 名護市大中1-3-3 0980-52-2950

osteria Corleone 居酒屋・バー 沖縄市 沖縄市上地1-14-15　瑞慶覧ビル101 098-923-4237

スナック 夢花 その他飲食店 沖縄市 沖縄市上地1-9-18 090-9787-4756

The Beach Lounge その他飲食店 名護市 名護市喜瀬1996 0980-54-9900 https://kariyushi-ichresort.jp/food/lounge/

What's the story？ カフェ・スイーツ 嘉手納町 嘉手納町水釜185-3 1F 098-988-7191

立ち呑み たたんばぁ 居酒屋・バー 石垣市 石垣市美崎町8-9　石垣島ヴィレッジ1F（区画12.13） 0980-87-6005

なでしこ その他飲食店 那覇市 那覇市松山1-35-21大福館ビル６階-A 098-862-5033

カフェ SSカンパニー その他飲食店 南城市 南城市佐敷字津波古1008-4 090-1943-8633

マローニエ カフェ・スイーツ 宜野湾市 宜野湾市喜友名1-10-5 098-892-3580

ボンゴ アンド アンカー レストラン（和・洋・中） 北谷町 北谷町美浜9-49 ベッセルホテルカンパーナ沖縄別館1F 098-988-5757

ジバゴコーヒーワークス カフェ・スイーツ 北谷町 北谷町美浜9-46 ディストーションシーサイドビル1F 098-989-5023

ジェッタバーガーマーケット その他飲食店 北谷町 北谷町美浜9-19 ディストーションビル2F 098-989-5123

スナック「マジョリカ」 その他飲食店 石垣市 石垣市美崎町12-1　海邦ビル601 0980-88-7100
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KOURI小屋 カフェ・スイーツ 今帰仁村 今帰仁村古宇利486-1 080-2163-0458 http://s.tabelog.com/okinawa/A4702/A470202/47028215/top_amp

大衆居酒屋 琉音 居酒屋・バー 名護市 名護市大東2-8-6 070-5812-5812

cafe bar ...まいん レストラン（和・洋・中） 那覇市 那覇市東町24-5 080-6492-7646

春夏冬（あきない） 沖縄そば・食堂 宜野湾市 宜野湾市普天間1-32-11壮美アパート101

Yume Wo Katare Okinawa ラーメン 宜野湾市 宜野湾市我如古2-12-6 http://twitter.com/YWK_Okinawa

麺や偶 もとなり 久茂地店 ラーメン 那覇市 那覇市久茂地2-1-1 098-943-3302

油そば専門店 歌志軒 浦添店 ラーメン 浦添市 浦添市港川1-3-7　内田店舗1F 098-879-5575

丸亀製麺南風原店 レストラン（和・洋・中） 南風原町 南風原町兼城256-1 098-882-6700 https://stores.marugame-seimen.com/110771

丸亀製麺糸満店 レストラン（和・洋・中） 糸満市 糸満市潮平782-1 098-994-0036 https://stores.marugame-seimen.com/110895

丸亀製麵北谷店 レストラン（和・洋・中） 北谷町 北谷町美浜3-6-3 098-936-1310 https://stores.marugame-seimen.com/110588

丸亀製麵宜野湾店 レストラン（和・洋・中） 宜野湾市 宜野湾市大謝名235-2 098-898-6135 https://stores.marugame-seimen.com/110632

居酒屋 まるさ 居酒屋・バー 石垣市 石垣市石垣503-1 0980-83-1903

一番餃子 栄町店 その他飲食店 那覇市 那覇市安里388-5 070-5371-8091

ココス 豊見城店 レストラン（和・洋・中） 豊見城市 豊見城市座安370-1 098-996-5061 https://cocos-jpn.co.jp/index.html

レストランPEACE レストラン（和・洋・中） 沖縄市 沖縄市知花2146 098-983-4188 www.southeast-botanical.jp

シーサー 居酒屋・バー 石垣市 石垣市美崎町8-5 0980-88-0555

酒楽場 うまし家 居酒屋・バー うるま市 うるま市石川1-28-18 098-965-4704

チャコ沖縄支店 焼肉・ステーキ・しゃぶしゃぶ 那覇市 那覇市松山1-6-20 098-868-6001 https://twitter.com/CHACO_okinawa

お酒と茶漬けの空空 その他飲食店 那覇市 那覇市久茂地3-11-10　ハーモニー久茂地B1 098-868-1395

マルヒデ商店 その他飲食店 那覇市 那覇市国場692　サードコーポ1-11 070-6504-3276 https://twitter.com/maruhideshowten

居酒屋田んぼ 居酒屋・バー 糸満市 糸満市西崎2-2-6 098-995-4377

炭火串房 みつき 居酒屋・バー 那覇市 那覇市前島2-15-10　グリーンステージ1F 098-861-3232

MKCAFE カフェ・スイーツ 豊見城市 豊見城市瀬長174-6　ウミカジテラス内38 098-800-2768 http://mk-cafe.storeinfo.jp/

CIELO 居酒屋・バー 那覇市 那覇市壺屋1-10-11　丸安企画ビル202 098-975-9825

パドル 居酒屋・バー 宜野湾市 宜野湾市真志喜4-1-1 098-897-2121 https://www.laguna-garden.jp

アトリウム ラウンジ カフェ・スイーツ 宜野湾市 宜野湾市真志喜4-1-1 098-897-2121 sisa@surfeel-hotels.com

輪 焼肉・ステーキ・しゃぶしゃぶ 宜野湾市 宜野湾市真志喜4-1-1 098-897-2121 sisa@surfeel-hotels.com

パセオ ガーデン レストラン（和・洋・中） 宜野湾市 宜野湾市真志喜4-1-1 098-897-2121 sisa@surfeel-hotels.com

和琉ダイニングあんのんannon レストラン（和・洋・中） 宜野湾市 宜野湾市真志喜4-1-1 098-897-2121 sisa@surfeel-hotels.com

壺中天 レストラン（和・洋・中） 宜野湾市 宜野湾市真志喜4-1-1 098-897-2121 sisa@surfeel-hotels.com

羽衣・明海・平安 その他飲食店 宜野湾市 宜野湾市真志喜4-1-1 098-897-2121 sisa@surfeel-hotels.com

居処屋どぅーらい 居酒屋・バー 与那国町 与那国町字与那国62 0980-87-2909

居酒屋ちゃたんむら 居酒屋・バー 北谷町 北谷町桃原9-1 098-926-4691

森の宴(うたげ） カフェ・スイーツ 本部町 本部町字伊豆味3229 080-6489-3809

やっぱりステーキ 読谷店 焼肉・ステーキ・しゃぶしゃぶ 読谷村 読谷村大湾35-1 098-989-9829

居酒屋 義GIN 居酒屋・バー 那覇市 那覇市鏡原町3-7 098-858-3523

そば処 ゆくる 沖縄そば・食堂 名護市 名護市数久田609-2 090-6862-4727

やっぱりステーキ5th あしびなー店 焼肉・ステーキ・しゃぶしゃぶ 豊見城市 豊見城市字豊崎1-188 098-840-2929 https://yapparigroup.jp/

やっぱりステーキ7th 豊見城店 焼肉・ステーキ・しゃぶしゃぶ 豊見城市 豊見城市豊見城459-3 098-851-1129 https://yapparigroup.jp/

龍宮 その他飲食店 浦添市 浦添市屋富祖2-17-3-1F 090-1179-7130

美吟 その他飲食店 那覇市 那覇市銘苅1-16-5　ふくふくビル3F 098-861-8888

酒処 あん その他飲食店 糸満市 糸満市西崎6-2-1　エバープラザビル１階115

ゆくい酒処 礎 居酒屋・バー 北谷町 北谷町美浜1-3-5　美浜アパート1-B 098-988-5377

ラス トレス ラマス 居酒屋・バー 那覇市 那覇久茂地2-6-16　リバーサイドテラス久茂地2F 098-943-4122 las-tres-ramas.com

桜羽 その他飲食店 那覇市 那覇市久米2-23-1　座安ビル1F 098-943-2524 http://www.hitosara.com/0006118633

くら寿司アクロスプラザ古島駅前店 レストラン（和・洋・中） 那覇市 那覇市銘苅1-19-2 098-987-6325 https://www.kurasushi.co.jp/

くら寿司沖縄豊崎店 レストラン（和・洋・中） 豊見城市 豊見城市豊崎1-411　豊崎ライフスタイルセンタ－TOMITON内 098-996-3469 https://www.kurasushi.co.jp/

くら寿司沖縄北谷店 レストラン（和・洋・中） 北谷町 北谷町美浜3-1-3 098-989-0677 https://www.kurasushi.co.jp/

Dirty Martini 居酒屋・バー 那覇市 那覇市久茂地2-24-14　シュシュビル久茂地２階 098-955-6281

スナック春よ恋 その他飲食店 糸満市 糸満市西崎6-4-12(5-C) 090-6150-2773

（ふるさと居酒屋）喜び 居酒屋・バー 宜野湾市 宜野湾市野嵩2-29-10 098-892-5532

島野菜カフェ リハロウビーチ カフェ・スイーツ 石垣市 石垣市真栄里192-2 0980-87-0865 https://lit.link/hellowinc

ゆうな その他飲食店 糸満市 糸満市西崎6-4-3久米ビル403
Pescheria DUE レストラン（和・洋・中） 本部町 本部町浜元335－1 0980-43-9444
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ぽけっとはうす 居酒屋・バー 竹富町 竹富町上原870-3 0980-85-6571

レストハウス星の砂 レストラン（和・洋・中） 竹富町 竹富町上原289-50 0980-85-6448 http://www.hishinosuna.ne.jp

歌音(かのん) 居酒屋・バー 南風原町 南風原町照屋303　仲里ビル103号室 090-3796-4169

武蔵野 居酒屋・バー 那覇市 那覇市西1-21-11　A.Zビル2F　B号室 090-1179-9971

イタリアンレストラン フランチェスカ レストラン（和・洋・中） 名護市 名護市見取川原4472（イオン名護店2F） 0980-43-0312

スナック＆バー ケミストリー 居酒屋・バー 浦添市 浦添市屋富祖3-6-3　TKCビル301 098-873-0894

カラオケ喫茶ほたる その他飲食店 今帰仁村 今帰仁村字平敷309 0980-56-1860

Parlor＆Bar Konchiwa カフェ・スイーツ 那覇市 那覇市首里当蔵町1-10　パレスサイドヴィラ1階 098-943-5735

居食屋（座魚座） 居酒屋・バー 石垣市 石垣市大浜472-3　コーポスリーエス101 0980-88-8239

Lovers ラバーズ その他飲食店 沖縄市 沖縄市上地1-9-20 098-933-9898

マルニ 居酒屋・バー 渡嘉敷村 渡嘉敷村阿波連86 090-6771-7958

旬風 その他飲食店 那覇市 那覇市泉崎1-14-1　奥間アパート101 098-861-8601 https://syunnpuu.ti-da.net

酒処 花一膳 その他飲食店 那覇市 那覇市古波蔵4-13-12　丸武アパート2F 098-855-6244

茜 あかね その他飲食店 那覇市 那覇市久米1-8-7　TAKAビル2F 098-866-9585

割烹 司 その他飲食店 那覇市 那覇市若狭3-2-21　1F 098-868-5684

焼肉 龍苑 焼肉・ステーキ・しゃぶしゃぶ 名護市 名護市宇茂佐1701-8 0980-52-5963

中華酒家 肉水 居酒屋・バー 南城市 南城市大里稲嶺2023-1　コーポ渡嘉敷103 098-988-3993

ゆくい村たいよう 居酒屋・バー 北谷町 北谷町美浜3-2-5（1F） 090-2585-1816

居酒屋 たまや 居酒屋・バー 南城市 南城市玉城當山6-1 098-948-3808

居酒屋 大輝 居酒屋・バー 南城市 南城市大里稲嶺102-5
長堂屋 那覇 焼肉・ステーキ・しゃぶしゃぶ 那覇市 那覇市安里2-4-17 安里ライオンズマンション105 098-917-0206

RESTAURANT Hi-To レストラン（和・洋・中） 那覇市 那覇市泊2-12-4 山喜フォレスト1F 098-863-0737

カラオケスナック 徹ちゃん その他飲食店 沖縄市 沖縄市照屋1-29-7 090-8290-9438

お食事処 まーさーの店 沖縄そば・食堂 渡嘉敷村 渡嘉敷村字阿波連176 098-987-2911

HALF TIME 沖縄そば・食堂 渡嘉敷村 渡嘉敷村阿波連122 098-987-2021 https://www.azhoop.com/

まーさーの店 居酒屋・バー 渡嘉敷村 渡嘉敷村阿波連176 098-987-2911

リバーサイド205 居酒屋・バー 渡嘉敷村 渡嘉敷村渡嘉敷205 080-1742-3167

cafe & pizza bar Oh Yeah! その他飲食店 北谷町 北谷町美浜9-39　オークファッションビル2階B-4 098-936-6288

ヒゲ監 居酒屋・バー 那覇市 那覇市泉崎1-14-1　奥間アパート1F 090-5943-5694

うるまひもの食堂 レストラン（和・洋・中） うるま市 うるま市与那城照間1860-1　TERUMA1F 098-989-5633 https://teruma-bbq.com/himono/

スナック 西崎 その他飲食店 与那国町 与那国町字与那国4022-254 090-6860-4725

やっぱりステーキ 浦添パイプライン店 焼肉・ステーキ・しゃぶしゃぶ 浦添市 浦添市宮城5-2-2 098-878-1929

とりビアー那覇店 居酒屋・バー 那覇市 那覇市久米2-5-10　1F 098-943-7874 https://www.toribeer.co.jp

お好み焼き 空海 その他飲食店 久米島町 久米島町字比嘉160-83 098-851-4795

居酒屋 あやせみ 居酒屋・バー 沖縄市 沖縄市松本3-1-16 098-937-3491

O2・ハッピー レストラン（和・洋・中） 久米島町 久米島町字謝名堂548-23 098-996-1932

宿＆レンタカーうんどうや その他飲食店 竹富町 竹富町字黒島1854 0980-85-4501

そばcafeうんどうや 沖縄そば・食堂 竹富町 竹富町字黒島1552 0980-85-4660

カフェ＆ギャラリー西表自然学校 カフェ・スイーツ 竹富町 竹富町字上原546-3 090-4350-5102 https://iriomote1.com/cafe

字南風見 居酒屋・バー 竹富町 竹富町字南風見508-51 0980-85-5777 http://azahaemi.com

お食事処はなくめ 沖縄そば・食堂 久米島町 久米島町字比嘉150-24 098-985-7717

Bacchus（バッカス） 居酒屋・バー 久米島町 久米島町字比嘉160-43 大村ｱﾊﾟｰﾄ101
一隼 いちたか 居酒屋・バー 竹富町 竹富町上原10-720 0980-85-7833 http://www.iriomotejima-ichitaka.com/

ひらまつ その他飲食店 久米島町 久米島町字謝名堂929-1 098-985-8910

新八食堂 沖縄そば・食堂 竹富町 竹富町字上原870 0980-85-6078

居酒屋 いーふぬ やあー 居酒屋・バー 久米島町 久米島町字謝名堂548-15 070-5819-0351

酒塾 居酒屋・バー 久米島町 久米島町字仲泊616 098-985-4522

スナック 勝 その他飲食店 久米島町 久米島町字謝名堂922-1
西表島ゲストハウス島時間 その他飲食店 竹富町 竹富町字南風見201-146 0980-85-5678

スナック 美ら島 その他飲食店 竹富町 竹富町字上原681-12 0980-85-6665

珈琲屋 天龍館 その他飲食店 久米島町 久米島町大田539
珈琲家 和居津 カフェ・スイーツ 石垣市 石垣市大川48 0980-87-0842

ティンヌカーラ 居酒屋・バー 竹富町 竹富町上原10-647 0980-85-6017

カラオケ酒場 唄心 その他飲食店 那覇市 那覇市楚辺2-41-10　1F 098-855-4945
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ペーニャ あまんかい レストラン（和・洋・中） 那覇市 那覇市前島1-5-7 098-862-6055 https://uruma_ap.teacup.com/amancay

割烹 あけぼの その他飲食店 石垣市 石垣市美崎町12-11 0980-82-7759

ぴぃち カフェ・スイーツ 宜野湾市 宜野湾市真栄原2-16-7　1F
アマテラス 沖縄そば・食堂 名護市 名護市為又856-4 さくらビル2-B
創作Bal dining Gablit 居酒屋・バー 沖縄市 沖縄市泡瀬3-43-32　2F　 098-979-7170

gracecafe 居酒屋・バー 那覇市 那覇市松山1-4-8　フラワードリームビル6F　ｃ号室 098-866-3934 http://bar-luxury.com

B&B タンデム レストラン（和・洋・中） 宜野座村 宜野座村字松田2629-269 098-968-5336 http://bbtamdem.jp

やきとり 喜 居酒屋・バー 中城村 中城村南上原202-1　ディーフロイデ比嘉102 098-870-5322

スナック 門 居酒屋・バー 石垣市 石垣市石垣34 098-082-3415

にぃしぇ 居酒屋・バー 那覇市 那覇市国場397-1　1F 098-996-3454 roaro127@gmail.com

虎猫家 レストラン（和・洋・中） 宮古島市 宮古島市平良下里756-2 090-2584-2234 https://www.facebook.com/toranekoya/

YAKITORIYA 居酒屋・バー 北谷町 北谷町美浜9-46　ディストーションシーサイドビル1F　7-B 098-989-5685

RIGHT HERE KEBAB レストラン（和・洋・中） 北谷町 北谷町美浜9-46　ディストーションシーサイドビル1F　 098-989-5685

鉄板焼 まつもと 沖縄そば・食堂 北谷町 北谷町美浜34-1　レクーオキナワスパ＆リゾ－トプレミア1F 098-988-5813

満天アグー 石亭 焼肉・ステーキ・しゃぶしゃぶ 石垣市 石垣市美崎町1-3 0980-87-9932

里主 居酒屋・バー 竹富町 竹富町字上原10-157 0980-85-7339

M CRUE CAFE カフェ・スイーツ 那覇市 那覇市国場692 サードコーポ106 098-996-2227 https://www.instagram.com/mcruecafe

スコヤカいちばん餃子 居酒屋・バー 那覇市 那覇市久茂地3-11-17　新星産業ビル1F 098-943-0547 https://tabelog.com/okinawa/A4701/A470101/47027857/

IZAKAYA HANAYA 居酒屋・バー 宜野座村 宜野座村惣慶1722-1　伊芸アパート1F 098-987-8784

巴里のごはんや 居酒屋・バー 竹富町 竹富町上原331 0980-85-6137

アジアン.ハーブレストラン カフェ くるくま レストラン（和・洋・中） 南城市 南城市知念字知念1180-2 098-949-1189 www.curucuma.cafe

がブリチキン 那覇久茂地店 居酒屋・バー 那覇市 那覇市久茂地3-11-17　新星産業ビル1F 098-975-7505 http://gabuchiki.com/

LIQUID THE STORE その他飲食店 那覇市 那覇市壺屋1-1-21　1F
居酒屋 Bar Bー1 居酒屋・バー 沖縄市 沖縄市上地1-11-10　2F 090-1877-7972

ヴィーナス その他飲食店 宜野湾市 宜野湾市普天間2-49-13　スカイエンジェルビル3F（301） 098-892-2838

酒処 やぎ汁 たばる その他飲食店 西原町 西原町内間153 090-1941-8056

小料理屋 海炭 居酒屋・バー 宜野座村 宜野座村字惣慶1772-6 098-968-4244

割烹和歌 レストラン（和・洋・中） 読谷村 読谷村大木467-3 090-6631-9038

ブルースカイ 居酒屋・バー うるま市 うるま市江洲507　3F 098-987-0960 http://urumacityplaza.michikusa.jp

やっぱりステーキFCイオン具志川 焼肉・ステーキ・しゃぶしゃぶ うるま市 うるま市字前原幸崎原303　イオン具志川店1F 098-973-0429 https://yapparigroup.jp

スナックパピヨン その他飲食店 浦添市 浦添市内間2-23-5
東のOZ (オズ) 居酒屋・バー 東村 東村平良863-1 0980-43-2560 http://h-oz.net
そば処 ごえもん 沖縄そば・食堂 与那原町 与那原町字与那原1281-1
酒処 蕾 その他飲食店 糸満市 糸満市字糸満989-68 098-994-1694

Hideko’S Seafood Cafe レストラン（和・洋・中） 嘉手納町 嘉手納町嘉手納453 098-923-5910

一囍 レストラン（和・洋・中） 那覇市 那覇市松山1-15-20　大文閣松山館1F 098-863-8089

珈琲茶館 インシャラー カフェ・スイーツ 那覇市 那覇市牧志1-3-63 098-866-6840

三原屋 ぶろーくん 居酒屋・バー 那覇市 那覇市三原2-7-16　１F 098-853-8535

キッチン林錨 レストラン（和・洋・中） 沖縄市 沖縄市安慶名1-3-5　1F 080-9282-2861 https://rinmao.ti-da.net/

海遊居酒屋 やんばる舟 居酒屋・バー 那覇市 那覇市松山1-30-1　松山アーバンヒル1F 098-868-7755

波止場食堂 居酒屋・バー 宮古島市 宮古島市平良字西里7-19（１F） 0980-73-8108

PROSTYLE TERRACE NAHA ２F 居酒屋・バー 那覇市 那覇市久米2-3-2 098-988-4860 https://www.prostyleryokan.com/okinawa/terracenaha/

PROSTYLE TERRACE NAHA 14F 居酒屋・バー 那覇市 那覇市久米2-3-2 098-988-4860 https://www.prostyleryokan.com/okinawa/terracenaha/

テキサス レストラン（和・洋・中） 名護市 名護市字辺野古153-2 0980-55-2666

FEELFREE 居酒屋・バー 那覇市 那覇市辻2-28-8前原アパート101 098-917-1979 https://feelfree.fans/

Foods Bar Eran 居酒屋・バー 沖縄市 沖縄市上地1-13-13　ヤング5ビル ２F 202 098-933-6403 http://food-bar-eran.business.site/

カラオケ ブレス その他飲食店 浦添市 浦添市前田2-19-11　前田玉城ビル102 098-975-7513

一番餃子 潮崎店 その他飲食店 糸満市 糸満市潮崎町3-16-1　1F 098-960-6287

居酒屋 ひろまさ 居酒屋・バー 沖縄市 沖縄市泡瀬5-2-1　花城アパート１階 098-989-7969

熟成焼肉いちばん 北谷店 焼肉・ステーキ・しゃぶしゃぶ 北谷町 北谷町伊平57 098-989-9903

GRACE その他飲食店 浦添市 浦添市経塚518　テナントビルてぃーだ1-D

鮮魚つかさ屋 居酒屋・バー 那覇市 那覇市泉崎2-3-16　1F 080-1701-3884

まぐろ問屋 やざえもん 沖縄新都心 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　あっぷるタウン内２階 098-941-8080 http://www.neo-emotion.jp/post_kaitensushi/appletown-shintoshin/

波之屋 焼肉・ステーキ・しゃぶしゃぶ 嘉手納町 嘉手納町嘉手納429 098-989-8889
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月ノ音 居酒屋・バー 西原町 西原町上原2-22-8　ミッキーハウス　1F 098-944-2308

居食屋タイム 居酒屋・バー 名護市 名護市東江5-6-12 0980-53-4473

Himboos 居酒屋・バー 沖縄市 沖縄市上地1-9-12
そば自家製麺 沖縄料理 御殿 レストラン（和・洋・中） 名護市 名護市中山1016-5 0980-54-8515 https://www.okasigoten.co.jp

フェアーアトラクションズ＿コーヒースタンド＿ レストラン（和・洋・中） 宜野湾市 宜野湾市大山4-4-3 098-890-8984 www.fairattractions.com

酒歌膳絆BOND その他飲食店 うるま市 うるま市安慶名2-10-36　光和ビル303号 090-9780-0184

スナックボア その他飲食店 与那原町 与那原町字与那原1125-3 070-6995-1978

Cafe T-era レストラン（和・洋・中） 那覇市 那覇市首里平良町1-46D.granT-era101 090-1179-0589

Dining Kitchen K’z 居酒屋・バー 名護市 名護市大西1-3-4　1F 0980-53-3527

番所亭 沖縄そば・食堂 読谷村 読谷村喜名473 098-958-3989 https://www.big-advance.site/s/187/1291/business

パナマ原人 居酒屋・バー 沖縄市 沖縄市中央1－17－1 070-5278-2968

パナマ原人 その他飲食店 うるま市 うるま市与那城８５１
風彈（ふうたん） 居酒屋・バー 那覇市 那覇市久茂地3-29-17 098-867-2220

くら寿司 ABLOうるま店 レストラン（和・洋・中） うるま市 うるま市字豊原9-1 098-989-0770 https://www.kurasushi.co.jp/

くら寿司イオンモール沖縄ライカム店 レストラン（和・洋・中） 北中城村 北中城ライカム１　イオンモール沖縄ライカム　A2059　 098-923-5177 https://www.kurasushi.co.jp/

くら寿司 沖縄名護店 レストラン（和・洋・中） 名護市 名護市字名護4513 0980-43-5207 https://www.kurasushi.co.jp/

たこ焼きBARとんぼ 居酒屋・バー 沖縄市 沖縄市上地２-8-13　カーサコリス　102号 050-1560-3163

elf（エルフ） 居酒屋・バー 北谷町 北谷町北前240-5　イナミネアパート　101 090-9782-1413

La BOM BANCE 古宇利島 レストラン（和・洋・中） 今帰仁村 今帰仁村古宇利2451 090-7587-5770 https://onesuite.thegroud.jp/vestauraut/

Ree リー その他飲食店 那覇市 那覇市若狭1-3-17 フランスビル4-B
たんや 焼肉・ステーキ・しゃぶしゃぶ 那覇市 那覇市松山１－５－１ ナムラビル2F 098-861-6755

NINE 居酒屋・バー 宜野湾市 宜野湾市普天間2-15-23　フジ９ビル201

小料理ひろ その他飲食店 沖縄市 沖縄市山里1-3-3 090-5481-8336

まぜ麺マホロバコザ その他飲食店 沖縄市 沖縄市中央1-36-11　玉城ビル１階 098-987-8980

石垣島ホテルオリーブ カフェ・スイーツ 石垣市 石垣市美崎町1-5 080-3183-7043

焼肉 ちょうしゅう 焼肉・ステーキ・しゃぶしゃぶ 石垣市 石垣市美崎町8-13-103 0980-83-4129 https://yugafu-llc.com/ishigaki/

パーラーまっちょん堂 居酒屋・バー 那覇市 那覇市牧志3-3-1
食酒房 助（ひろ） 居酒屋・バー 那覇市 那覇市久茂地3-29-21　松尾荘101 098-862-7461

ブルーシール 牧港本店 カフェ・スイーツ 浦添市 浦添市牧港5-5-6 098-877-8258 https://www.blueseal.co.jp/

RIN その他飲食店 与那原町 与那原町与那原1177　當山ビル1F 098-944-2151

花水樹 その他飲食店 那覇市 那覇市首里末吉4-2-21　仲間ビル2F 090-5084-1851

酒処 でぃぐ 居酒屋・バー うるま市 うるま市赤道333－1 090-1949-8439

海八 居酒屋・バー 石垣市 石垣市美崎町7-10-1F東 0980-88-8672

インドカレー マダン レストラン（和・洋・中） 石垣市 石垣市美崎町7-10-1F西 0980-88-8672

Oriental Bar 桜梅桃李 居酒屋・バー 西原町 西原町上原1-21-2　稲穂ビル101 098-946-6085 https://www.facebook.com/orientalBaroubaitouri

中華食堂ドラゴン 沖縄そば・食堂 うるま市 うるま市みどり町4-12-1 098-973-5688

フルーツサンドのお店 ラクンチーナ 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 107-2 098-851-7422 https://lacuncina.owst.jp/

LOUNGE KING その他飲食店 糸満市 糸満市西崎6-12-8　506RUILDING　5-A 080-9850-3853

恋文 その他飲食店 那覇市 那覇市安里388-5 098-884-3086

居酒屋てぃーち 居酒屋・バー 那覇市 那覇市牧志2-5-4 098-861-3662

Maverick その他飲食店 那覇市 那覇市楚辺1-1-1　ソベール101 098-836-5752

居楽屋 THE リッチ 居酒屋・バー 名護市 名護市城1-1-6 0980-52-3913

TACOSYALOW その他飲食店 西原町 西原町字与那城315-1 新田アパート101 098-917-1969 https://tacosyalow.shopinfo.jp/

ティーダ カフェ カフェ・スイーツ 名護市 名護市城1-2-10 0980-43-0880

ギアアップ 居酒屋・バー 国頭村 国頭村辺土名215　2F 080-6496-4734

カフェテラス ブルガリ 沖縄そば・食堂 那覇市 那覇市古島1-24-5 玉城ビル1階 098-887-0677

スナック エンゼル その他飲食店 浦添市 浦添市屋富祖4-6-14 090-8291-6459

Bar にーぶい 居酒屋・バー 渡嘉敷村 渡嘉敷村字阿波連37
鶏と愛とロマン 居酒屋・バー 那覇市 那覇市首里末吉町4－2－18 080-8584-1000

TACOS Bar 居酒屋・バー 那覇市 那覇市牧志2-15-9　101-B 050-8883-0238

本格インド料理 アシルワード 那覇店 レストラン（和・洋・中） 那覇市 那覇市松山1-4-16　アパホテル那覇1階 098-860-3116

ブルーシール 沖縄ライカム店 カフェ・スイーツ 北中城村 北中城村字ライカム1　イオンモール沖縄ライカム1012　1F 098-923-5985 https://www.blueseal.co.jp/

カマイ（猪狩家） 居酒屋・バー 竹富町 竹富町南風見201-112 0980-85-5890

かじやー食堂 居酒屋・バー 竹富町 竹富町字南風見仲36-20
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カラオケ Grace 居酒屋・バー 久米島町 久米島町字仲泊1222 090-6856-5832

ビアテラス仲間川 沖縄そば・食堂 竹富町 竹富町南風見仲29-58 0980-85-5378

スナック 丘 その他飲食店 竹富町 竹富町南風見仲29-28 0980-85-5378

民謡居酒屋「十六夜」 居酒屋・バー 久米島町 久米島町鳥島283 098-985-4009

西表島グリーンファーム 猪狩家 沖縄そば・食堂 竹富町 竹富町字古見与那良原784-10 0980-85-5523

きよせ 居酒屋・バー 久米島町 久米島町字比嘉160-40　フロレンスⅡ105 098-985-7473

十三屋 居酒屋・バー 南風原町 南風原町兼城564 098-889-0105

牡丹 居酒屋・バー 豊見城市 豊見城市豊崎1-415　６F 098-850-8581

沖縄料理と泡盛の店 ふくぎ レストラン（和・洋・中） 那覇市 那覇市久茂地3-15-1　やまこ第一ビル1F 098-862-2087

Be natural カフェ・スイーツ 南城市 南城市佐敷138-1 098-947-6203

創作居酒屋 みしょーれ 居酒屋・バー 宮古島市 宮古島市平良字西里161 1F  西号 090-7266-0881

KUPUKUPU CAFE レストラン（和・洋・中） 石垣市 石垣市桴海337-250 0980-84-5388

呑処 Keiko 居酒屋・バー 座間味村 座間味村字座間味7 090-2664-2771

ラ・トゥーク レストラン（和・洋・中） 座間味村 座間味村座間味105 098-987-3558

スナック喫茶シルクロード その他飲食店 宮古島市 宮古島市平良字下里474-6
クースバー おかめ 居酒屋・バー 国頭村 国頭村字奥間913 0980-41-2222

家庭料理おかめ 居酒屋・バー 名護市 名護市大東1-2-19
キャプテンズイン 東町店 焼肉・ステーキ・しゃぶしゃぶ 那覇市 那覇市東町4-15 098-860-4129 http://www.captains-g.co.jp

居酒屋 天翔 居酒屋・バー うるま市 うるま市江洲267　パームヒルズＫ1Ｆ-Ｃ 098-911-2149

しゃぶしゃぶ温野菜 浦添ピーズスクエア店 焼肉・ステーキ・しゃぶしゃぶ 浦添市 浦添市西原2-4-1　P’ｓSQUARE 1F 098-917-2868 hppts://www.onyasai.com

ザ ウエスト フィールドカフェ カフェ・スイーツ 浦添市 浦添市西原2-4-1　P’ｓSQUARE 1F 098-988-0825 https://w-f-cafe.com/

がじゅ丸 居酒屋・バー 竹富町 竹富町字上原10-131 0980-85-6625

居酒屋ゴンちゃん 居酒屋・バー 宮古島市 宮古島市上野字野原137 0980-76-2588

中華ハウス 楼蘭（ロウラン） ラーメン 石垣市 石垣市美崎町7-8 098-088-7368

やっぱりステーキFCイオン名護店 焼肉・ステーキ・しゃぶしゃぶ 名護市 名護市字名護見取川原4472　イオン名護店2F 0980-54-4129 https://yapparigroup.jp

国際ステーキ 天久店 焼肉・ステーキ・しゃぶしゃぶ 那覇市 那覇市天久949 098-869-6388

沖縄. 石垣島料理と八重山そばの店のいちばんざぁ 居酒屋・バー 石垣市 石垣市真栄里354-5 0980-83-5080

ホットドッグ石垣島 沖縄そば・食堂 石垣市 石垣市真栄里354-5 0980-87-0100

酒膳 日野 その他飲食店 那覇市 那覇市鏡原町6-6 098-857-7408

スポーツ酒場 とみゅー 居酒屋・バー 豊見城市 豊見城市字高安412-8　まぢるビル1F 098-851-4100

寅次郎 居酒屋・バー 座間味村 座間味村字座間味382-1 098-987-2388

南島酒楽 青の海 居酒屋・バー 座間味村 座間味村字座間味129 098-996-2820

K馬²（けーまま） 居酒屋・バー 宮古島市 宮古島市平良字下里125　1F西 0980-79-5073

Cafe & Bar Zen 居酒屋・バー 石垣市 石垣市大川269-7　2階 090-4085-6903

スナック 舞 その他飲食店 石垣市 石垣市美崎町12-16 0980-83-3025

ロイヤルビューホテル沖縄美ら海 渚 レストラン（和・洋・中） 本部町 本部町字石川938 0980-48-3631 https://royalview-churaumi.com/centurion/

ロイヤルビューホテル沖縄美ら海 とれび庵 レストラン（和・洋・中） 本部町 本部町字石川938 0980-48-3631 https://royalview-churaumi.com/centurion/

ヨーカブシ レストラン（和・洋・中） 石垣市 石垣市伊原間2-737 0980-89-2345

お好み家 うーまる レストラン（和・洋・中） 石垣市 石垣市川平844-1 0980-88-2841 https://okonomiyaumaru.wixsite.com/kabira

World Kitchen カフェ・スイーツ 本部町 本部町山川1421-5　オキナワハナサキマルシェフードコート 098-960-6249 https://hanasaki-marche.com/shoplist/detail.php?id=11

琉球 その他飲食店 本部町 本部町山川1421-5　オキナワハナサキマルシェフードコート 070-3802-6648

やんばるジェラート ハナサキマルシェ店 カフェ・スイーツ 本部町 本部町山川1421-5　オキナワハナサキマルシェフードコート https://hanasaki-marche.com/shoplist/detail.php?id=6

Bar 花々緒 居酒屋・バー 那覇市 那覇市久茂地3-15-18　ロイヤルマンション久茂地101 070-3803-8088

とぅら その他飲食店 恩納村 恩納村字仲泊57（とぅら） 098-965-3723

manbou 居酒屋・バー うるま市 うるま市石川東山2-28-19
レストラン波路 その他飲食店 久米島町 久米島町謝名堂548-32 098-985-7046

星のテラスもとぶ山里 レストラン（和・洋・中） 本部町 本部町山里1172-1 0980-47-7777

Dining Blue B'z レストラン（和・洋・中） 宜野湾市 宜野湾市我如古4-6-12　2F 098-975-5784

ひとつぼし 居酒屋・バー 宮古島市 宮古島市平良字下里1248-3（2F） 0980-73-2099

Zelkova ゼルコバ その他飲食店 石垣市 石垣市石垣2-5 0980-87-0017 zelkava-ishigaki/facebook

中村商店 沖縄そば・食堂 南風原町 南風原町大名195-1 098-889-3231

Top Stage 居酒屋・バー 沖縄市 沖縄市泡瀬4-12-7　ジョイライフビルI　4F

珈琲美学 やま 居酒屋・バー 沖縄市 沖縄市中央3-13-7 070-8555-7314

居酒屋 ガロ 居酒屋・バー 那覇市 那覇市長田2-8-14　1F 098-894-6373

139 / 180 ページ



店舗名 業種 市町村名 店舗所在地 店舗電話番号 店舗HP

沖縄県感染防止対策認証制度　認証店一覧（飲食業）

イタリアンナイトカフェAKARI レストラン（和・洋・中） 那覇市 那覇市松山2-10-6　ウォータービル5B 098-866-1818

和創作 久茂地川 レストラン（和・洋・中） 那覇市 那覇市久茂地1-2-25　G7ビル　B1 098-943-6558 https://kumojigawa.jimdofree.com

Buono ボーノ 居酒屋・バー 糸満市 糸満市西崎6-4-12　4F
コザ村 居酒屋・バー 沖縄市 沖縄市上地1-11-10　比嘉アパート1F 080-6494-1025

ごとう 沖縄そば・食堂 那覇市 那覇市牧志3-1-18 098-917-5340

和（なごみ） その他飲食店 宜野湾市 宜野湾市普天間2-37-13　すずらんYビル1F　102号

スナックシャレード 居酒屋・バー 南城市 南城市佐敷津波古1074-1 090-1945-2912

大衆酒場 トロッコ 居酒屋・バー 那覇市 那覇市長田2-2-23とけしアパート101 090-8294-9266

サイコロ堂 その他飲食店 那覇市 那覇市三原1-1-1　B1 050-3579-1105

ケラマテラス レストラン（和・洋・中） 渡嘉敷村 渡嘉敷村阿波連103 098-987-3477 https://www.keramaterrace.jp/

居酒屋 えん 居酒屋・バー 宜野湾市 宜野湾市大謝名5-20-12　シャトー城北1-B 098-897-5110

五楽苑 焼肉・ステーキ・しゃぶしゃぶ 沖縄市 沖縄市美原2-26-5 098-934-2120

とっかり 石垣店 ラーメン 石垣市 石垣市大川430-13
宇良家 居酒屋・バー 那覇市 那覇市前島2-4-14  髙橋マンション101 098-860-8454

樹樹 その他飲食店 読谷村 読谷村字波平1619-1 090-9784-7635

苺 その他飲食店 那覇市 那覇市久米1-1-24  アップルビル5-C 098-867-3715

沖縄食材酒家 なかや 居酒屋・バー 恩納村 恩納村前兼久523-2  丸福マンション1F 098-965-4659

産直市場 輪っしょい 松尾店 居酒屋・バー 那覇市 那覇市松尾2-8-16　レガロパロマビルB1 098-867-2009 http://wassyoifamily.com/shop-list/wassyoifamily-matuo/

Farmers Cafe レストラン（和・洋・中） うるま市 うるま市喜屋武690-3　ガキヤビル102
BigBlueCafeDining 居酒屋・バー 恩納村 恩納村瀬良垣1518-1 098-966-2808 http://bigblue-cafe.business.site

カレーハウスCOCO壱番屋那覇天久店 その他飲食店 那覇市 那覇市天久1-28 098-941-7400

カレーハウスCOCO壱番屋ラウンドワン宜野湾店 その他飲食店 宜野湾市 宜野湾市真志喜3-28-8 098-898-2428

カレーハウスCOCO壱番屋糸満潮平店 その他飲食店 糸満市 糸満市潮平770-1 098-840-8444

満八食堂 沖縄そば・食堂 竹富町 竹富町南風見201-141 0980-85-5258

おーぷんはうす 居酒屋・バー 座間味村 座間味村字座間味91 090-8292-2704

月桃庵 レストラン（和・洋・中） 那覇市 那覇市松山2-21-17　東苑荘1階 098-917-2785 https://gettou-an.owst.jp

居酒屋 とまと 居酒屋・バー 八重瀬町 八重瀬町字玻名城708 090-4588-4529

食楽空間 くゎっち～な 居酒屋・バー 浦添市 浦添市牧港2-47-3 098-988-3987

真心亭 居酒屋・バー 那覇市 那覇市小禄698　スウィートライム103 098-859-0063

スナック 糸 その他飲食店 名護市 名護市城1-8-20 080-1202-3112

五枝松 その他飲食店 那覇市 那覇市安里388-134 098-884-6500

ブルーシール パレットくもじ店 カフェ・スイーツ 那覇市 那覇市久茂地1-1-1　パレットくもじ1F　110号 098-866-5850 https://www.blueseal.co.jp/

ブルーシール デポアイランドシーサイド店 カフェ・スイーツ 北谷町 北谷町美浜9-21　デポアイランドシーサイドビル2階 098-982-7650 https://www.blueseal.co.jp/

ヴォヤージュ ドゥ ルミエール 北谷リゾート その他飲食店 北谷町 北谷町美浜9-22 098-921-7003 https://chatan.lumiere-wedding.jp/

リンガーハットイオンタウン武富店 レストラン（和・洋・中） 糸満市 糸満市武富194 098-840-8333

島料理 みぃふぁいゆー 居酒屋・バー 石垣市 石垣市美崎町7-4　１階 0980-88-8849

居酒屋 三楽 居酒屋・バー 座間味村 座間味村字座間味84 098-987-3592

オモプラッタ 居酒屋・バー 恩納村 恩納村冨着58 098-963-0933

串カツ田中 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1F 098-917-0714 https://kushi-tanaka.com/restaurant/detail/kumochi

串かつ田中 久茂地店 居酒屋・バー 那覇市 那覇市久茂地3-13-15 098-869-8212 https://kushi-tanaka.com/restaurant/detail/kumochi

名物串カツ 田中 大阪伝統の味 居酒屋・バー 浦添市 浦添市西原2-4-1　P'SSquare104 098-876-3567 https://kushi-tanaka.com/restaurant/detail/urasoe

南の味一番 平家亭 居酒屋・バー 那覇市 那覇市松山1-14-13 098-868-8222 https://www.heiketei.com

スワン その他飲食店 沖縄市 沖縄市上地2-7-27 098-930-0846

居酒屋 わが家 居酒屋・バー 那覇市 那覇市東町25-18　1F 098-864-2388

名護山羊料理店 居酒屋・バー 名護市 名護市大東2-2-2 0980-52-5892

マーメイドガールズ 居酒屋・バー 北谷町 北谷町美浜2-4-8 070-5814-5692

五穀 名護店 レストラン（和・洋・中） 名護市 名護市字名護4472　イオン名護2F 0980-43-7734 http://www.pierthirty.co.jp/index.html

五穀 ライカム店 レストラン（和・洋・中） 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4F4020 098-923-2350 http://www.pierthirty.co.jp/index.html

PGMゴルフリゾート沖縄 レストラン（和・洋・中） 恩納村 恩納村字冨着1043-206他４筆 098-965-1100 https://www.pacificgolf.co.jp/okinawa/restaurant.asp

コローレ 居酒屋・バー 名護市 名護市大南2-3-1　シャレール南106 080-1741-0874

カラオケスナック なんくる 居酒屋・バー 本部町 本部町谷茶29-9 090-2719-0669

イタリアンハウス レストラン（和・洋・中） 那覇市 那覇市首里石嶺町2-115 098-885-6401

スナック IKUKO その他飲食店 宜野湾市 宜野湾市普天間2-15-23　フジタビル203 098-894-0519

BAR T-SPACE 居酒屋・バー 那覇市 那覇市久米1-1-23　オレンジビル７Ｆ　Ｂ号室 098-943-6820
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ホステル＆シェフズ旭橋 レストラン（和・洋・中） 那覇市 那覇市泉崎1-13-29　2F 098-917-6367

HOTEL Mr.KINJO Eminenceinn MAKISHI2 沖縄そば・食堂 那覇市 那覇市牧志3-22-38　２号 098-917-6262

酒処 牧 その他飲食店 沖縄市 沖縄市諸見1-24-21
香り純豆腐 沖縄そば・食堂 南城市 南城市大里字仲間735 050-1572-1495 https://logoskaori.com/

月琴の小さな餃子屋さん その他飲食店 那覇市 那覇市久米2-11-25 090-3797-2262

TERMINAL カフェ・スイーツ 浦添市 浦添市当山2-8-1　広栄ビル101 098-870-0195 https://www.instagram.com/cafe_terminal2020/

くもざき 居酒屋・バー 那覇市 那覇市久茂地1-4-1 098-987-6886

EMIKO'S SECOND STAGE その他飲食店 那覇市 那覇市泉崎1-14-7　阮氏ビル203 098-862-1664

SHOT BAR BIG TOMORROW 居酒屋・バー 宜野湾市 宜野湾市喜友名1-31-1　當山ビル201 098-892-0701

TEPPAN BAR AO TO BLUE 居酒屋・バー 那覇市 那覇市首里真和志町1-58 080-9851-5259

よみたんコンドホテルND 1Fカフェ カフェ・スイーツ 読谷村 読谷村渡慶次1184-1 098-923-1825 https://hotel-nd.com

Darts＆Bar u-Ra 居酒屋・バー 沖縄市 沖縄市泡瀬3-39-17　インテルメッツオ3F　F号室 090-7452-7463

カラオケ・ハウス・千恵 その他飲食店 うるま市 うるま市石川白浜1-2-20（102） 098-965-2592

クローバー 居酒屋・バー 沖縄市 沖縄市上地4-2-20 090-5938-3406

クレオパトラ その他飲食店 那覇市 那覇市松山1-1-10　ロマネスク松山２階 098-861-0757

MIX CLUB VISION その他飲食店 嘉手納町 嘉手納町嘉手納280-3 KDステーションビル1F 098-923-3233

海鮮居食屋シーフレンド 沖縄そば・食堂 渡嘉敷村 渡嘉敷村字阿波連159 098-987-2836 https://www.seafriend.jp

今帰仁そば 沖縄そば・食堂 今帰仁村 今帰仁村諸志181 0980-56-5782 http://www.nakijinsoba.jp

しまカフェ ヒージャー珈琲 カフェ・スイーツ 粟国村 粟国村字東355 098-987-4885 https://hijacoffee.com

パーラー豊幸 居酒屋・バー 粟国村 粟国村字東470-1 090-5929-5788

THE SALOON 居酒屋・バー 金武町 金武町字金武4144-13 098-989-7699

MUSIC BAR ケツの穴 居酒屋・バー 那覇市 那覇市前島1-2-10 050-5487-8436

ねんきん、スナック、ハワイ その他飲食店 久米島町 久米島町字儀間178
ゆなみ カフェ・スイーツ 今帰仁村 今帰仁村字与那嶺4 090-5943-6337

ラ・ティーダ久米島テラス CuCuRu 心 沖縄そば・食堂 久米島町 久米島町謝名堂南兼久原583-4 098-896-8100 https://lateada.co.jp/kumejima/

パラダイス その他飲食店 宜野湾市 宜野湾市真栄原1-10-7 098-898-4633

Aqua 居酒屋・バー 名護市 名護市城1-4-3 0980-54-0750

酒食 じゃり家 居酒屋・バー 宮古島市 宮古島市平良字東仲宗根437-1　１F北 0980-79-5150

すしけん 居酒屋・バー 宮古島市 宮古島市伊良部字国仲124-3 0980-78-3078

CAFE OKINAWAN 居酒屋・バー 名護市 名護市大中1-5-3　A-1
BUNNY MOON（バニームーン） 居酒屋・バー 沖縄市 沖縄市上地2-20-20（2F）
民都 その他飲食店 那覇市 那覇市繁多川1-1-8　丸久アパート101号

和 なごみ 居酒屋・バー 沖縄市 沖縄市胡屋1-9-8　金城店舗101
ペルシャ その他飲食店 沖縄市 沖縄市上地2-9-5 098-932-1677

CORDE カフェ・スイーツ 浦添市 浦添市港川2-7-5 098-894-2252

dining NUDE 居酒屋・バー 糸満市 糸満市西崎町6-14-3　オメガステーション（B-1） 098-800-1480 dining-nude.business.site

大地の恵 那覇おもろまち店 インドカレーブッフェ レストラン（和・洋・中） 那覇市 那覇市おもろまち1-1-2　ダイワロイネットホテル18F 098-860-8788

串焼の店 串ごう 居酒屋・バー 久米島町 久米島町字比嘉160-45 098-985-8929

風 くうすBAR 居酒屋・バー 沖縄市 沖縄市上地2-1-9 098-933-2704

bar PERMANENT VACATION 居酒屋・バー 那覇市 那覇市壺屋1-4-17　八幡ビル（103）
アイランドライフ 居酒屋・バー 沖縄市 沖縄市中央1-10-1　1F 090-1944-8683  https://mojito-bar-island-life.business.site

Kahu-si 居酒屋・バー 那覇市 那覇市松尾2-11-25 098-861-5855 http://www.kahu-si.com

アピアチェーレ レストラン（和・洋・中） 那覇市 那覇市牧志1-3-17　宇良アパート1F102 098-860-8244

民宿あさと その他飲食店 久米島町 久米島町字大田532 098-985-2102

中華食堂パンダ 沖縄そば・食堂 北中城村 北中城村安谷屋1454 098-935-3553

スナック明日葉 その他飲食店 那覇市 那覇市安里388-6　新垣ビル1F 098-887-0313

澤の家 居酒屋・バー 那覇市 那覇市古島2-5-17　1階 098-887-3116

トタン 居酒屋・バー 沖縄市 沖縄市比屋根1-10-1 090-3012-3998

隣人部 居酒屋・バー 那覇市 那覇市久米1-1-24　アップルビル7-C 098-943-7641

まーさん道 沖縄そば・食堂 石垣市 石垣市美崎町3 0980-83-4050

バー・パラディソ 居酒屋・バー 宮古島市 宮古島市平良字下里575 0980-72-6747

カレーハウスCOCO壱番屋 沖縄石垣店 その他飲食店 石垣市 石垣市真栄里549-1 0980-87-6100 https://www.full-lucky.com/page_contact/index.html

Crowd その他飲食店 那覇市 那覇市前島3-21-2　オーキッド前島４階A号室 098-863-9327

Red Clovers その他飲食店 那覇市 那覇市松山1-14-8　古謝ビル5F　D 098-862-8226
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居酒屋よいよい亭 居酒屋・バー 那覇市 那覇市久米1-15-7 098-863-6105

食彩 酒処 笑美 その他飲食店 南風原町 南風原町兼城129-3　東宝ビル23 098-955-3383

 Un Jour（アンジュール） 居酒屋・バー 那覇市 那覇市前島3-9-1　B1 098-943-5877 https://unjour.owst.jp/

喫茶 慈伴賜 その他飲食店 浦添市 浦添市経塚563-3　丸寛建設ビル1F 098-878-9878

アジート 居酒屋・バー 那覇市 那覇市牧志1-11-1　1F
ブルーシール アイスパーク カフェ・スイーツ 浦添市 浦添市牧港5-5-6 098-988-4535 https://www.blueseal.co.jp/

ブルーシール デポアイランド店 カフェ・スイーツ 北谷町 北谷町美浜9-1　デポアイランドビルD館2F 098-989-5133 https://www.blueseal.co.jp/

居酒屋きゅう 居酒屋・バー 読谷村 読谷村楚辺2056-3 098-956-6239

スナック VIVA² その他飲食店 与那原町 与那原町与那原1000-3　フラミンゴ4-B 098-944-1400

パーラーカズ 沖縄そば・食堂 宜野座村 宜野座村漢那1385-7 090-9815-7175

HANARI 居酒屋・バー 沖縄市 沖縄市上地2-11-1 098-932-3804

肉BAL 105号室 居酒屋・バー 宜野湾市 宜野湾市真志喜3-4-16　コスタヴェルデマンション105号 098-943-3215

割烹喜作 レストラン（和・洋・中） 那覇市 那覇市前島2-18-6 098-861-5501

白浜ホテル＆ラウンジ 居酒屋・バー 名護市 名護市宮里1-27-7 0980-52-3132 https://shirahamahotel.com

韓日館 焼肉・ステーキ・しゃぶしゃぶ 沖縄市 沖縄市泡瀬1-40-13 098-938-2945

味好 居酒屋・バー 北谷町 北谷町宮城1-135 098-936-7755

うぬぼれ 居酒屋・バー 西原町 西原町兼久173-3　サンライズ201A 098-944-5925

沖縄ぜんざいの店 純 沖縄そば・食堂 那覇市 那覇市首里山川町1-48 098-886-6060

SHIMA SHIMA 居酒屋・バー 那覇市 那覇市牧志3-11-16　離島マルシェ１Ｆ 098-911-9465

ヤスとカマーの店 沖縄そば・食堂 石垣市 石垣市字桃里201-129 0980-89-2452

夢工房 歌姫 居酒屋・バー 糸満市 糸満市糸満1952　ﾌﾟﾘﾝｾｽ21ビル102 098-992-0230

とかしくマリンビレッジ レストラン（和・洋・中） 渡嘉敷村 渡嘉敷村字渡嘉敷1919-1 098-987-2426 http://www.tokashiku.com

食事処 恵ちゃん その他飲食店 宜野座村 宜野座村字宜野座330 098-968-4579

bar odds and ends 居酒屋・バー 北谷町 北谷町吉原427-1 098-989-4650

おばんざいと美味い酒 虹 居酒屋・バー 豊見城市 豊見城市豊崎1-415　豊崎レインボービル501 098-800-2464

酒処 縁 その他飲食店 那覇市 那覇市古島1-23-2　普久原ビル1F 098-886-1367

music bar ONDO 居酒屋・バー 今帰仁村 今帰仁村謝名613 0980-56-4151 https://ondouniversityreco.wixsite.com/ondouniversity

チキン丸焼きにしき家 居酒屋・バー 豊見城市 豊見城市高嶺307-1 098-840-6023 https://tsuku2.jp/nishikiya

dining DEBESO 居酒屋・バー 那覇市 那覇市久茂地3-11-7　2Ｆ 098-868-8790

ワイン食堂 トランク イタリアゴハン 小禄店 レストラン（和・洋・中） 那覇市 那覇市赤嶺1-1-3　みたのビル1F 098-927-0094 https://winetrung.jp/

DELICATESSEN TRUNQ 小禄店 その他飲食店 那覇市 那覇市赤嶺1-1-3　みたのビル1F 080-3901-9753 https://delicatessen-trunq.com/

ホステル＆シェフズｉｎ石川 レストラン（和・洋・中） うるま市 うるま市石川東山本町1-31-2433-6 098-923-1355

カフェ・ダイニング marumi house レストラン（和・洋・中） 那覇市 那覇市字与儀318　マイホームイン与儀1階 098-996-2233

スナックシャプレ その他飲食店 今帰仁村 今帰仁村仲宗根279 0980-56-4248

ohana レストラン（和・洋・中） 西原町 西原町掛保久288 098-882-0087 https://www.heartlife.or.jp/ohana/

日本海 いづも 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B1階　C-5 098-988-1154 https://kokusaidori-norengai.com/areaBasement.html

〇上水産 国際どおり店 居酒屋・バー 那覇市 那覇市牧志2-2-30　B1F　国際通りのれん街 098-975-7833 https://kokusaidori-norengai.com/areaBasement.html

鎌倉ハム 国際通りのれん街 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B1階　D-2 098-943-0033 https://kokusaidori-norengai.com/areaBasement.html

肉の殿堂と出世料理 北斎 国際通りのれん街 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B1階　D-6 098-943-1825 https://kokusaidori-norengai.com/areaBasement.html

Karaoke-Bar FLAT 居酒屋・バー 石垣市 石垣市美崎町10-8 森ビル302 0980-87-8623

恋染 その他飲食店 沖縄市 沖縄市上地1-13-10 098-932-8905

ワンスモア その他飲食店 うるま市 うるま市みどり町4-12-12　グリーンタウンビル2F 098-973-3122

エルザ その他飲食店 うるま市 うるま市喜屋武153 098-973-9095

コッコ食堂 沖縄そば・食堂 本部町 本部町備瀬355 090-4785-9658 www.kokko-collagen.com

画廊喫茶 るねさんす 居酒屋・バー 宜野湾市 宜野湾市普天間2-50-10 098-892-3571

フィッシャーマンズクラブ 居酒屋・バー 那覇市 那覇市牧志3-2-41　2F
黒帯酒房 居酒屋・バー 那覇市 那覇市牧志3-9-17 080-9854-6299 www.churaguru.net/shop/index.aspx?shop_id=208147

旨い処 わさび 居酒屋・バー 沖縄市 沖縄市美里4-24-11 098-937-3793 https://tsuku2.jp/jagaimo.sango

しゃぶしゃぶ かねぐすく 焼肉・ステーキ・しゃぶしゃぶ 南風原町 南風原町兼城205 090-6865-3401

からあげ本舗 金の鶏 津嘉山店 沖縄そば・食堂 那覇市 那覇市仲井真379-2 098-855-5007

MOMO その他飲食店 名護市 名護市大東1-1-15　みやビル202号室 0980-54-6575

小料理 みのり その他飲食店 宜野湾市 宜野湾市普天間2-47-10
スナック 花 居酒屋・バー 今帰仁村 今帰仁村仲宗根218 080-6493-5237

さとや 居酒屋・バー 浦添市 浦添市経塚476　スタービル3F 098-874-6123
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グレイス 居酒屋・バー 浦添市 浦添市勢理客3-11-1　安謝橋ビル3-D
沖縄そば専門店 くわっちぃやー 沖縄そば・食堂 中城村 中城村字安里220
NASIKA料理道場 沖縄そば・食堂 名護市 名護市城1-4-11　名護市公設市場2F 0980-54-4011

エリスリーナ西原ヒルズガーデン その他飲食店 西原町 西原町津花波431 098-946-5555 http://erytima.okinawa-watabewedding.co.jp

酒処 はなはな その他飲食店 宜野湾市 宜野湾市我如古1-7-1　宮城テナントビル1F105号

多香奈 カフェ・スイーツ 名護市 名護市大北1-26-14
角打ち酒場足立屋 居酒屋・バー 那覇市 那覇市松尾2-10-20　1F 098-868-8250

民宿ゆうなぎ荘 その他飲食店 渡嘉敷村 渡嘉敷村阿波連31 098-987-2931 https://yuunagisou.web.fc.com

Ｂａｒ チャーリー 居酒屋・バー 那覇市 那覇市松山1-6-2 098-988-1537

民宿黒潮 その他飲食店 久米島町 久米島町字謝名堂548-24 098-985-7355

粟国島パークゴルフ場 沖縄そば・食堂 粟国村 粟国村西1548 098-896-5151

ペンション リーフINN国吉 沖縄そば・食堂 渡嘉敷村 渡嘉敷村阿波連178 098-987-2206 http://www.kerama-tokashiki.jp/

すなっく ひなちゃん 居酒屋・バー 久米島町 久米島町比嘉160-43 098-985-7085

金城商店 居酒屋・バー 那覇市 那覇市東町17-11　ふくろう館204 080-1701-3282 https://tsuku2.jp/kinjoushouten

カフェー 月の浜 カフェ・スイーツ 与那国町 与那国町字与那国3028 0980-87-2859

robusto 居酒屋・バー 那覇市 那覇市久米2-10-25　コーポ華１階 098-867-4555

snack 蝶 その他飲食店 うるま市 うるま市石川1-52-5　ナイトインビル城202

酒菜処 ここぺり 居酒屋・バー 名護市 名護市大東1-18-16-102
リリーフ その他飲食店 与那原町 与那原町与那原380-8　プレイスポットえびす102号 098-946-0937

ALO ALO CAFE カフェ・スイーツ 石垣市 石垣市川平1215-228 0980-87-0610 https://xn--aloalobeach-7e8ud3d.com/

金の玉 その他飲食店 糸満市 糸満市西崎6-2-1 エバープラザ 2F 209
スナック奈々 その他飲食店 久米島町 久米島町字比嘉160-51 098-985-8774

MaーBlue Garden House レストラン（和・洋・中） 本部町 本部町字新里247-1 0980-48-2222

居酒屋 銀太郎 居酒屋・バー 久米島町 久米島町字謝名堂548-13 098-894-6536

BAR SUNRISE 居酒屋・バー 北谷町 北谷町美浜2-2-9　サンハイム2-A 090-8293-3662

DeMONE レストラン（和・洋・中） 宮古島市 宮古島市平良字西里261-2　国映ビル101 0980-72-9714 https://demone-miyakojima.com

夢の 居酒屋・バー 石垣市 石垣市美崎町11-11　オーシャンビル5-A 090-4587-1701

おおとら 居酒屋・バー 本部町 本部町字瀬底47 090-9531-0113

大衆焼肉 桐野 焼肉・ステーキ・しゃぶしゃぶ 久米島町 久米島町字大田558 大田アパート1F 098-985-5068

pleasant 咲 その他飲食店 那覇市 那覇市松山1-33-3　京ビル４ ２F 098-863-7877

南島食楽園 居酒屋・バー 久米島町 久米島町字比嘉160-81 098-985-8801

居酒屋 あがん 居酒屋・バー 竹富町 竹富町字波照間148 0980-85-8080

歌酒処 歌音（かのん） その他飲食店 沖縄市 沖縄市大里2-29-12　かどやビル2F
Cocoジャスミン 居酒屋・バー 那覇市 那覇市安里388（栄町市場内） 098-927-8180 https://bar-coco-jasmine.jimadosite.com

ナポレオン 居酒屋・バー 名護市 名護市城2-12-1 0980-53-5054

やっぱりステーキEXPReSS店 焼肉・ステーキ・しゃぶしゃぶ 南城市 南城市大里字高平高宮城原97-2　イオンタウン南城大里内フードコート 098-946-2911 https://yapparigroup.jp/

やっぱりステーキ2nd松山店 焼肉・ステーキ・しゃぶしゃぶ 那覇市 那覇市松山2-7-16 098-988-3344 https://yapparigroup.jp/

やっぱりステーキ4th 国際通り店 焼肉・ステーキ・しゃぶしゃぶ 那覇市 那覇市牧志3-12-4　高泉ビル2F 098-867-2929 https://yapparigroup.jp/

やっぱりステーキ8th 久茂地店 焼肉・ステーキ・しゃぶしゃぶ 那覇市 那覇市久米2-5-10 098-862-5529 https://yapparigroup.jp/

mini Food Court/Cafe ENJOY! カフェ・スイーツ 北谷町 北谷町宮城2-46　ホテルサンセットアメリカン1F 098-936-2123 https://frontier-resort.co.jp/cafe-enjoy/

Ｅｘｅ その他飲食店 沖縄市 沖縄市泡瀬4-24-15　パティオビル1FD号 090-3078-7867

焼鳥 こくば 居酒屋・バー 浦添市 浦添市伊祖2-9-3　2F 098-963-9004

小さな結婚式 沖縄 イル・ド・レ レストラン（和・洋・中） 恩納村 恩納村仲泊1329－2 098-963-0170 http://www.iledere-okinawa.com/

小料理 キンモクセイ 居酒屋・バー 宜野湾市 宜野湾市志真志4-34-9  アパートメント216店舗A 098-894-8886

焼肉ブル 焼肉・ステーキ・しゃぶしゃぶ 那覇市 那覇市泉崎1-8-2　1階 098-988-1350

石垣島 國光 居酒屋・バー 石垣市 石垣市石垣13　玉城店舗2階
ダイニングバー ペーブス 居酒屋・バー 竹富町 竹富町字波照間141
夢ドリーム その他飲食店 久米島町 久米島町謝名堂562-8 098-987-7300

下町の宇根商店 その他飲食店 久米島町 久米島町謝名堂562-8 098-987-7300

登竜門 ラーメン 那覇市 那覇市久茂地2-11-16　花ビル１階 098-988-0044 https://site-4247326-9925-9.mystrikingly.com/

海の店 むる星 居酒屋・バー 久米島町 久米島町字鳥島387-2　2F 090-6862-5051

ブルーシール 豊崎店 カフェ・スイーツ 豊見城市 豊見城市豊崎1-411 098-840-6632 https://www.blueseal.co.jp/

笑旺海家-WARAOUYA- 居酒屋・バー 石垣市 石垣市新栄町8-27
お酒処ふくろうさん その他飲食店 那覇市 那覇市長田1-1-8　ちゃんぷる-ビル2F 090-9787-5223
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居酒屋うむさのうおしん 居酒屋・バー 名護市 名護市宇茂佐269 0980-54-4575

集いダイニング 喰い菜 居酒屋・バー 沖縄市 沖縄市美原3-19-6 098-934-5617

小さじ亭 居酒屋・バー 沖縄市 沖縄市宮里2-23-9 098-923-2433

カラオケ＆酒楽 月桃 その他飲食店 西原町 西原町翁長566-5　ウッドランドビル201 098-944-6115

お酒と小料理うない 居酒屋・バー 宜野湾市 宜野湾市宇地泊303　シテイーコーポ宇地泊1F 098-890-5408

KOI The 沖映通り店 カフェ・スイーツ 那覇市 那覇市牧志1-3-34　シテイーパルｋ1階 098-868-0881 https://koithe.jp
pia sapido 南風原店 レストラン（和・洋・中） 南風原町 南風原町宮平264　イオン南風原ショッピングセンター1F 098-996-4197 http://www.pierthirty.co.jp/index.html

とんかつさくら亭南風原店 レストラン（和・洋・中） 南風原町 南風原町宮平264　イオン南風原ショッピングセンター1F 098-851-9696 http://www.pierthirty.co.jp/index.html

居酒屋 縁 居酒屋・バー 八重瀬町 八重瀬町富盛338 098-998-0009

ゆくい処 笑島 沖縄そば・食堂 久米島町 久米島町字西銘1372-1 090-3790-4518

BLUE ENTRANCE KITCHEN レストラン（和・洋・中） 恩納村 恩納村前兼久32-1 098-989-5512

韓国鉄板料理久一韓 その他飲食店 久米島町 久米島町字比嘉160-90 098-996-1977 https://www.instagram.com/kukan_kr/

琉辛豚 イセザキ 居酒屋・バー 那覇市 那覇市壺屋1-2-17 098-800-7490

ふたなか 沖縄そば・食堂 石垣市 石垣市石垣40-1 0980-82-2640

喫茶ゴードン 沖縄そば・食堂 石垣市 石垣市美崎町8-3　1F 0980-82-0031

もとぶラーメン 大浜商店 ラーメン 本部町 本部町大浜863-1　かりゆしマンションB棟103号

スナック MiーYAー ミーヤー その他飲食店 石垣市 石垣市美崎町9-6　黒島ビル1F
MORE BLUE その他飲食店 恩納村 恩納村冨着199 098-800-2487

レストラン竜 レストラン（和・洋・中） 久米島町 久米島町仲泊1076-2 098-985-2299 http://restaurant-ryu.jp/

スナック 一代 居酒屋・バー 糸満市 糸満市西崎6-2-1
サンダンカ その他飲食店 名護市 名護市大南1-3-7 0980-52-1656

和菜 﨑 居酒屋・バー 南城市 南城市佐敷津波古988 098-947-1037

お好み焼き工房「やっぱ好きやねん」 その他飲食店 沖縄市 沖縄市高原4-19-6 098-979-5313 yappasukiyanen.com

アニソンライブBAR 放課後てぃ～たいむ 居酒屋・バー 那覇市 那覇市久米2-8-8 新栄プロパティ久米3-A 080-7806-5829

げんてん 沖縄そば・食堂 那覇市 那覇市松山1-4-12　高田産業ビル１Ｆ 098-868-7110

ステーキハウス ビッグハート（西原店） 焼肉・ステーキ・しゃぶしゃぶ 西原町 西原町字小那覇639　丸豊商事ビル2F 098-946-3557

じゃがいも35（SANGO） 居酒屋・バー 沖縄市 沖縄市美里3-9-5　高江第2ビル 098-989-0777 https://tsuku2.jp/jagaimo.sango

MAGIC OCEAN （マジックオーシャン） レストラン（和・洋・中） 北谷町 北谷町美浜34-5　デポセントラルビル4F 098-989-4320 https://magic-ocean.com

Jya-gwa- 居酒屋・バー 沖縄市 沖縄市諸見里1-25-8　グリーンビル301
BARAQUE（バラック） レストラン（和・洋・中） 那覇市 那覇市松尾2-6-10 090-8192-3643

串まる 居酒屋・バー 名護市 名護市宇茂佐914-3　盛アパート102 0980-54-6557

COKOFU カフェ・スイーツ 浦添市 浦添市港川2-12-7　沖商住宅50号 098-955-6844 https://cokofu.com/

STEAK HOUSE DAY’S 焼肉・ステーキ・しゃぶしゃぶ 那覇市 那覇市田原2-2-4 098-857-4129 http://r.gnavi.co.jp/njmt40h80000/

カラオケ喫茶 ライムライト その他飲食店 うるま市 うるま市宮里837-2　菊ビル102 090-2102-4165

そば処 ゆうなみ坂下店 沖縄そば・食堂 那覇市 那覇市松川301-15 098-887-5080

カラオケ スナック リノ その他飲食店 名護市 名護市大中1-13-2 090-4340-5757

酒のみ屋 魚久 居酒屋・バー 那覇市 那覇市松尾2-9-5　1F 098-866-4736

Bistro chef's table 一花 レストラン（和・洋・中） 八重瀬町 八重瀬町上田原84-8 098-998-0412

Sports bar mahalo 居酒屋・バー 沖縄市 沖縄市泡瀬4-12-7　ジョイライフビル2F（203） 080-2398-9308

TAP HOA VIET-NAHA その他飲食店 那覇市 那覇市牧志3-2-43　平和通り仲間ビル２階 080-4277-1430

Bar Nagomi 居酒屋・バー 沖縄市 沖縄市泡瀬3-18-10　ウィンザービル1F
タリーズコーヒー那覇空港店 カフェ・スイーツ 那覇市 那覇市鏡水150　3F 050-3733-5557 https://airport-trading.com/tullys/

ラウンジ遊遊 その他飲食店 宜野湾市 宜野湾市我如古4-1-16 090-7586-2280

Noopy’ｓ 居酒屋・バー 北谷町 北谷町宮城1-592 098-927-7038

Bar carat 居酒屋・バー 那覇市 那覇市久茂地2-16-24　NEW久茂地ビル２階 098-861-4389

ドトールコーヒーショップ 沖縄県立中部病院店 その他飲食店 うるま市 うるま市宮里281 098-974-2130

居酒屋 高良家 居酒屋・バー 沖縄市 沖縄市上地3-9-5 098-933-1931

もなりざ その他飲食店 沖縄市 沖縄市城前町20-35　2F 090-7587-8487

スターバックスコーヒー イーアス沖縄豊崎店 その他飲食店 豊見城市 豊見城市字豊崎3-35 098-851-9465 https://www.starbucks.co.jp/

笑い処居酒屋 あはっ 居酒屋・バー 本部町 本部町大浜879-13 090-4470-4678

エル,フランセ 焼肉・ステーキ・しゃぶしゃぶ 名護市 名護市大東1-7-14 0980-52-3305 http://nago-ellefrance.com/

氾濫バーガー チムフガス その他飲食店 豊見城市 豊見城市豊崎3-35　イーアス沖縄豊崎内フードコート 098-996-1877 https://toyosaki.iias.jp/

KEY'S CAFÉ カフェ・スイーツ 豊見城市 豊見城市豊崎3-35　イーアス沖縄豊崎内フードコート 098-996-1607 https://toyosaki.iias.jp/

hug 3do カフェ・スイーツ 豊見城市 豊見城市豊崎3-35　イーアス沖縄豊崎内フードコート 098-996-1163 hug3do.blueseal.co.jp

144 / 180 ページ



店舗名 業種 市町村名 店舗所在地 店舗電話番号 店舗HP

沖縄県感染防止対策認証制度　認証店一覧（飲食業）

タコライスcafeきじむなぁ レストラン（和・洋・中） 豊見城市 豊見城市豊崎3-35　イーアス沖縄豊崎内フードコート 098-987-0858 https://www.omutaco.com/

CRAZY SPICE レストラン（和・洋・中） 豊見城市 豊見城市豊崎3-35　イーアス沖縄豊崎内フードコート 050-8881-0200 https://toyosaki.iias.jp/

Rimo カフェ・スイーツ 豊見城市 豊見城市豊崎3-35　イーアス沖縄豊崎内フードコート 098-996-3728 https://rimo.okinawa

LEMONADE by Lemonica その他飲食店 豊見城市 豊見城市豊崎3-35　イーアス沖縄豊崎内フードコート 098-987-1516 https://toyosaki.iias.jp/

かつ満 沖縄そば・食堂 豊見城市 豊見城市豊崎3-35　イーアス沖縄豊崎内フードコート 098-851-2550 https://toyosaki.iias.jp/

大衆中華 悟空飯店 沖縄そば・食堂 豊見城市 豊見城市豊崎3-35　イーアス沖縄豊崎内フードコート 098-996-1016 https://toyosaki.iias.jp/

鳥玉 レストラン（和・洋・中） 豊見城市 豊見城市豊崎3-35　イーアス沖縄豊崎内フードコート 098-987-0988 https://toyosaki.iias.jp/

玉 GYOKU ラーメン 豊見城市 豊見城市豊崎3-35　イーアス沖縄豊崎内フードコート 098-996-1870 https://www.gyoku.co.jp

みずとみハンバーグ その他飲食店 豊見城市 豊見城市豊崎3-35　イーアス沖縄豊崎内フードコート 098-996-2185 https://toyosaki.iias.jp/

牛串 丸十精肉店 焼肉・ステーキ・しゃぶしゃぶ 豊見城市 豊見城市豊崎3-35　イーアス沖縄豊崎内フードコート 098-851-4729 http://www.marulo.tokyo.jp

MOMO カフェ・スイーツ 豊見城市 豊見城市豊崎3-35　イーアス沖縄豊崎内フードコート 098-856-2278 https://toyosaki.iias.jp/

とろり天使のわらびもち カフェ・スイーツ 豊見城市 豊見城市豊崎3-35　イーアス沖縄豊崎内フードコート 080-2150-6914 https://toyosaki.iias.jp/

鮨びたろう その他飲食店 豊見城市 豊見城市豊崎3-35　イーアス沖縄豊崎内フードコート 098-996-4858 https://toyosaki.iias.jp/

OK STEAK×Hamburg 焼肉・ステーキ・しゃぶしゃぶ 豊見城市 豊見城市豊崎3-35　イーアス沖縄豊崎内フードコート 098-996-2293 https://toyosaki.iias.jp/

沖縄そばと沖縄ちゃんぽんの店 やっぱりちゃん 沖縄そば・食堂 豊見城市 豊見城市豊崎3-35　イーアス沖縄豊崎内フードコート 098-851-8979 https://toyosaki.iias.jp/

博多屋台ラーメン 一幸舎 ラーメン 豊見城市 豊見城市豊崎3-35　イーアス沖縄豊崎内フードコート 098-996-5239 https://toyosaki.iias.jp/

親父のまぐろ 沖縄そば・食堂 豊見城市 豊見城市豊崎3-35　イーアス沖縄豊崎内フードコート 098-996-2343 https://toyosaki.iias.jp/

えびのや 沖縄そば・食堂 豊見城市 豊見城市豊崎3-35　イーアス沖縄豊崎内フードコート 098-850-1866 https://toyosaki.iias.jp/

やんばるジェラート カフェ・スイーツ 豊見城市 豊見城市豊崎3-35　イーアス沖縄豊崎内フードコート 080-4866-6538 https:www.yanbarugelato.jp

ぬちまーす カフェ・スイーツ 豊見城市 豊見城市豊崎3-35　イーアス沖縄豊崎内フードコート 090-2857-5216 https://toyosaki.iias.jp/

スナック妙 居酒屋・バー 沖縄市 沖縄市上地1-15-6
Tせら その他飲食店 沖縄市 沖縄市知花6-8-5 098-934-0074

BACKSHORE RANCH カフェ・スイーツ 久米島町 久米島町島尻169-54 098-987-4627

北海道キッチンYOSHIMI レストラン（和・洋・中） 浦添市 浦添市西洲3-1-1　PARCO CITY3F 098-943-6512 https://www.yoshimi-ism.com/

Jake 居酒屋・バー 与那原町 与那原町字与那原3156 080-8583-5739

ポップキャンディー その他飲食店 うるま市 うるま市石川白浜1-5-34　リバーストーンヒル4F　405 090-1948-3082

カラオケダイニング 酒れBar 伽羅 居酒屋・バー 那覇市 那覇市久米1-8-7　2B 090-8620-8073

麺家 ゆきたく ラーメン 那覇市 那覇市牧志2-1-17　牧志スポーツビル2F 098-866-0511

中華海鮮 海皇 レストラン（和・洋・中） 久米島町 久米島町字仲泊1123-5 098-985-4374

ＦＡＮ 居酒屋・バー 与那原町 与那原町字与那原3178-3　照屋ビル202
さえ その他飲食店 那覇市 那覇市大道172-33　上原ビル101
政良さしみ店 沖縄そば・食堂 本部町 本部町字渡久地4
あやふふぁみ 沖縄そば・食堂 竹富町 竹富町波照間475 0980-85-8187 https://ayaffami.amebaownd.com

民宿 寿 沖縄そば・食堂 粟国村 粟国村字浜407 098-988-2407

丸三飯店（マルサンハンテン） 沖縄そば・食堂 粟国村 粟国村字東21 098-988-2186

AGUNI_FAN カフェ・スイーツ 粟国村 粟国村浜109 090-4432-8438

お食事処 なびぃー 沖縄そば・食堂 粟国村 粟国村字東2004-1 098-988-2992

Sauce Live SL Mobile レストラン（和・洋・中） 北谷町 北谷町字吉原1206 098-936-0204

カフェ茶藝 沖縄そば・食堂 那覇市 那覇市安里2-4-8　１F 098-863-2288 https://hotelocean.jp/

バンタカフェ カフェ・スイーツ 読谷村 読谷村儀間560 098-921-6810 https://banta-cafe.com

琉球ノ酒器ト泡盛オニノウデ 居酒屋・バー 那覇市 那覇市壺屋1-7-13 090-3797-0577

ジバゴコーヒーローステリー カフェ・スイーツ 北谷町 北谷町美浜34-1(1F) 098-988-7833

スナック さくら その他飲食店 那覇市 那覇市三原1-16-32
浜辺の茶屋 カフェ・スイーツ 南城市 南城市玉城字玉城2-1 098-948-2073 https://sachibaru.jp/hamacha/

山の茶屋・楽水 レストラン（和・洋・中） 南城市 南城市玉城字玉城19-1 098-948-1227 https://sachibaru.jp/yamacha/

カラオケ　こいこい 沖縄そば・食堂 多良間村 多良間村字塩川170-2 0980-79-2090

やぎ処 さくら その他飲食店 読谷村 読谷村楚辺1400-5 2F 098-957-3773

GURU GURU カフェ・スイーツ 久米島町 久米島町字仲泊511-1 070-8547-3968

とん八 沖縄そば・食堂 久米島町 久米島町字仲泊511-1 098-985-3315

シマバルようじ 居酒屋・バー 久米島町 久米島町字比嘉160-90 090-9780-0281

居酒屋 すし春 居酒屋・バー 久米島町 久米島町字儀間117 098-985-2020

友しび 居酒屋・バー 宮古島市 宮古島市平良字西里451-3　１階中央 090-9098-6271

ゆくい処 楽 その他飲食店 久米島町 久米島町字仲泊1206 098-985-2192

島料理 結 居酒屋・バー 竹富町 竹富町字小浜2538 090-4471-3178
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酒食工房 丸一屋 居酒屋・バー 読谷村 読谷村古堅880　コーポ喜友名1F 098-989-7232

スナック 絆 その他飲食店 沖縄市 沖縄市上地2-11-18 098-933-4588

すえひろ 居酒屋・バー 宮古島市 宮古島市平良字荷川取133-1 0980-72-3099

酒処 美美 居酒屋・バー 那覇市 那覇市壺屋2-22-20 098-834-5303

島大衆酒場たけし写真館 居酒屋・バー 宮古島市 宮古島市平良字西里251-2　1F 0980-79-9419

Polo borracho パラボラッチョ レストラン（和・洋・中） 宮古島市 宮古島市平良字下里356-101 080-6498-9097

メインクーン 居酒屋・バー 宜野湾市 宜野湾市大山2-31-16 098-890-6534

カラオケ BAR JOJO 居酒屋・バー 沖縄市 沖縄市諸見里1-25-8　グリーンビル7階 098-989-5150

本格炭火焼肉 わたなべ 焼肉・ステーキ・しゃぶしゃぶ 石垣市 石垣市美崎町12-8　TOMOビル2F 0980-87-9579 https://yakiniku-watanabe.com

レディースバーマリリン 居酒屋・バー 那覇市 那覇市久米1-1-24　アップルビル6B 090-9788-5155

北海道居酒屋ラムラム 居酒屋・バー 久米島町 久米島町字儀間116-1-1F 080-6498-7007

やっぱりステーキ1st  カクテルプラザ店 焼肉・ステーキ・しゃぶしゃぶ 那覇市 那覇市松山1-34-3　カクテルプラザ1F 098-863-2929 https://yapparigroup.jp/

やっぱりステーキ3rd 国際通りがじゅまる店 焼肉・ステーキ・しゃぶしゃぶ 那覇市 那覇市牧志1-2-31　ハイサイおきなわビル2F 098-917-0298 https://yapparigroup.jp/

やっぱり食べほ 居酒屋・バー 那覇市 那覇市松山1-34-3 カクテルプラザ2F 098-988-1235 https://yapparigroup.jp/

居酒屋ららみー 居酒屋・バー 那覇市 那覇市寄宮1-8-1　1F 098-853-8814

凜凜 居酒屋・バー 那覇市 那覇市上間568　大屋アパート1F
BAR 320 居酒屋・バー 石垣市 石垣市美崎町8-15（2F）
酒処さくら その他飲食店 久米島町 久米島町仲泊515 098-985-2095

ルフュージュ 居酒屋・バー 那覇市 那覇市安里388-10　浜千鳥アパート101 098-911-4856

二階の中華 居酒屋・バー 那覇市 那覇市安里388-10　浜千鳥アパート202 098-975-9113

hug 3do アメリカンビレッジ店 カフェ・スイーツ 北谷町 北谷町美浜9-7　PLAZAｆ1F 098-936-8067 https://www.blueseal.co.jp/

麺酒場 笑吹 ラーメン 石垣市 石垣市美崎町8-9　石垣島ヴィレッジ1F 080-1320-6662

沖縄居食屋 梨恵 居酒屋・バー 那覇市 那覇市若狭1-2-22　岸本ビル102 080-2716-7152

居食屋 おBAR 焼肉・ステーキ・しゃぶしゃぶ 名護市 名護市喜瀬184-1 0980-54-5773

オーシャングッドテーブル石垣 レストラン（和・洋・中） 石垣市 石垣市新川2461 0980-87-7797 https://www.thebeachterrace-hotelao.jp/

Okinawa Cyber-Box 居酒屋・バー 那覇市 那覇市松山1-32-5　Chulavista松山Biz7F 090-9573-1035

Salsa Caliente 居酒屋・バー 那覇市 那覇市東町20-19　東町ガーデンビル5F
黒潮 沖縄そば・食堂 名護市 名護市東江4-13-12 090-1440-0835

ひゃみく屋ぁ 居酒屋・バー 石垣市 石垣市字登野城482 0980-82-9282

Honey I'm Good 沖縄そば・食堂 那覇市 那覇市安里410-4 098-988-4292

生活の柄 居酒屋・バー 那覇市 那覇市安里388-1 098-884-6863

スナックゆき 居酒屋・バー 久米島町 久米島町字謝名堂922-1 098-985-8239

Rounge MUSERVA 居酒屋・バー 読谷村 読谷村大木462-2　丸反ビル301
BAR兼城 居酒屋・バー 那覇市 那覇市西1-7-7　協春アパート103号 090-6864-8954

居酒屋 楽家 居酒屋・バー 那覇市 那覇市高良3-2-16 098-891-8385

一心 その他飲食店 那覇市 那覇市長田2-1-11　城間アパート101号 098-836-8842

珈琲&カレー屋たんぽぽ 沖縄そば・食堂 名護市 名護市大南1-11-7 0980-53-4073

ホステル＆シェフズｉｎ本部 レストラン（和・洋・中） 本部町 本部町大浜872-5 0980-43-0063

bar 036 カフェ・スイーツ 那覇市 那覇市壺屋1-10-1 623BLD 201号 098-963-9664

石垣 MARUYAKI（マルヤキ） 居酒屋・バー 石垣市 石垣市大川198-7　マキシビル1F 0980-87-9699

気分屋バル いるき 居酒屋・バー 沖縄市 沖縄市諸見里1-25-8　グリーンビル501 090-4994-9686

居酒屋炭火焼土佐次郎 居酒屋・バー 宜野湾市 宜野湾市普天間2-40-13 098-893-5208

つけ麺 ジンベエ ラーメン 沖縄市 沖縄市知花5-13-18　シャトレマイハウスⅠ　201 098-938-1558

首里 東道DINING 居酒屋・バー 那覇市 那覇市首里当蔵町2-13　キャッスルビュー４階 098-887-5656 https://r.gnabi.co.jp/ejp0u6h60000/

スターバックスコーヒー沖縄本部町店 カフェ・スイーツ 本部町 本部町山川1421-4 0980-43-9865 www.starbucks.co.jp/

鉄板ダイニング×かのん 居酒屋・バー 那覇市 那覇市松尾1-19-29　TMビル１階 098-868-9600

カラオケ喫茶 あん樹 その他飲食店 うるま市 うるま市与那城西原735-1（1F-B）
OCH BBQ CAFE 居酒屋・バー 沖縄市 沖縄市胡屋1-8-12
スターバックスコーヒー イオン北谷店 カフェ・スイーツ 北谷町 北谷町美浜8-3　イオン北谷店1階 098-921-7386 https://www.starbucks.co.jp

ドトールコーヒーショップ イオン那覇店 その他飲食店 那覇市 那覇市金城5-10-2 098-852-1122

BAR OREO 居酒屋・バー 那覇市 那覇市松山2-12-7　I･Sビル3-C 098-975-5780

首里ここち 居酒屋・バー 那覇市 那覇市首里汀良町3-14 098-943-9552

居酒屋 くぅ 居酒屋・バー 宜野湾市 宜野湾市我如古2-11-8 一喜アパート1F 098-890-1970

LINK その他飲食店 うるま市 うるま市宮里204-14　ナイト10ビル2F-E 090-5926-6601
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Chou Chou その他飲食店 沖縄市 沖縄市上地1-16-1　伊禮店舗104
ロイヤルミャンマーレストラン レストラン（和・洋・中） 那覇市 那覇市安里384-5　タマキビル1F 098-884-5711

浜カラオケ道場 その他飲食店 沖縄市 沖縄市中央3-5-39 098-929-3685

春潤漫 居酒屋・バー 沖縄市 沖縄市大里2-27-28　ナイト11ビル1-C
Dingo（ディンゴ） その他飲食店 浦添市 浦添市安波茶2-1-6　サンシティビル2-F 098-943-3537

PARAISO（パライソ） その他飲食店 与那原町 与那原町字与那原1000-3　フラミンゴビル2-D 090-6860-2328

MANILA 居酒屋・バー 与那原町 与那原町与那原3178-3　照屋ビル101 090-8622-8459

フレンズ その他飲食店 那覇市 那覇市三原1-10-26
やっぱりステーキ新都心真嘉比店 焼肉・ステーキ・しゃぶしゃぶ 那覇市 那覇市真嘉比1-12-17　コーポまるよし101 098-961-1129

めん処 夢ノ弥 ラーメン 那覇市 那覇市古島1-4-11 コーポ光103 098-943-8399 yumenoya-okinawa.com

沖縄居酒屋美ら姫 居酒屋・バー 今帰仁村 今帰仁村平敷306 0980-56-2773

今帰仁ウッパマそば 沖縄そば・食堂 今帰仁村 今帰仁村渡喜仁423 0980-43-0031

CHIM DON DON その他飲食店 本部町 本部町瀬底1081-4　ザ・ビーチリゾート瀬底ｂｙヒルトンクラブ 0980-56-2773

スターバックスコーヒー那覇国際通り牧志店 カフェ・スイーツ 那覇市 那覇市牧志2-1-1　プランタビル1F 098-862-8026 https://www.starbucks.co.jp/

JB. 居酒屋・バー 久米島町 久米島町字比嘉160-41　フローレンスⅠ103

ティールームシエルティー その他飲食店 宜野湾市 宜野湾市真栄原2-1-1 098-898-4640

SOIS 居酒屋・バー 那覇市 那覇市松山1-33-2　HAMASHINビル5F 098-943-6001

百和カフェ 沖縄そば・食堂 那覇市 那覇市首里大名町1-50-2
Lovely その他飲食店 うるま市 うるま市高江洲1082　マルマサビルⅠ 2-F

Café＆居酒屋 クロトン 居酒屋・バー 那覇市 那覇市樋川2-16-17　サニーパートナー与儀2-A 090-9496-7989

スナック えびね その他飲食店 豊見城市 豊見城市平良156-1 098-856-7465

スナック 美香 その他飲食店 豊見城市 豊見城市高嶺87 098-850-5411

ukigumo CAFE カフェ・スイーツ 那覇市 那覇市牧志1-2-12 080-6488-7932

PECOS カフェ・スイーツ 那覇市 那覇市若狭1-3-17 若狭ビル1F 098-861-0035

居酒屋ゆいまーる 居酒屋・バー 那覇市 那覇市国場30 080-6490-4413

M'S KITCHEN その他飲食店 名護市 名護市字豊原179-2 サンライズコート101 0980-55-2115

イクリプス 居酒屋・バー 北谷町 北谷町港15-59 098-936-6108

As 居酒屋・バー 那覇市 那覇市松山2-10-1　39ビル3FA
ゆるりBar SAINT-セイント- 居酒屋・バー 沖縄市 沖縄市上地2-2-11 090-6863-4980

炉端焼き ゆうなみ 居酒屋・バー 那覇市 那覇市牧志3-11-17（屋台村10番） 090-8413-8162

パミリア 居酒屋・バー 那覇市 那覇市宇栄原3-30-3　マイシティビル1-D

Bar Y’ｓ（ワイズ） 居酒屋・バー 嘉手納町 嘉手納町字水釜562-31　1Ｆ南側 090-4980-7708

だいにんぐ 大松 その他飲食店 那覇市 那覇市牧志1-17-11 098-868-2576

Sports cafe＆bar FLOG 居酒屋・バー 名護市 名護市大東1-11-11 0980-43-9853

モスバーガー那覇壺屋店 その他飲食店 那覇市 那覇市壺屋2-24-14 098-835-9891

海鮮居酒屋 とんばる 居酒屋・バー 那覇市 那覇市三原1-23-1 080-3951-5278

drink&foodグレースライン 居酒屋・バー 那覇市 那覇市安里393-4 でいごビル2F 090-1946-7376

トラットリアしょーぶー その他飲食店 宜野湾市 宜野湾市伊佐3-16-17 080-6486-5667 https://instagram.com/trattoria_shobu?r=nametag

スパイスハーブホリデー その他飲食店 那覇市 那覇市牧志1-12-1  屋比久ビル1F 098-867-7567

Garden レストラン（和・洋・中） 本部町 本部町浜元986-1 090-7349-4588

ようこ その他飲食店 宜野湾市 宜野湾市真栄原1-1-15 ライトビル1F107

笑（ぷからしゃ） その他飲食店 多良間村 多良間村字塩川564-1南側 090-6866-2991

ファミリー 居酒屋・バー 多良間村 多良間村字塩川198
憩 その他飲食店 那覇市 那覇市壺屋1-10-10　グランドパラダイス1-Ａ

風の家 居酒屋・バー 浦添市 浦添市前田1-3-1
くめじまーるcafe カフェ・スイーツ 久米島町 久米島町字真謝500-7 098-987-1108

カフェ ジュディ Cafe Jeudi レストラン（和・洋・中） うるま市 うるま市高江洲262-2　１F　　ドミールN102 098-800-2474

居酒屋 なみ吉 居酒屋・バー 宮古島市 宮古島市平良字西里231-2 0980-72-6949

豚骨ジョージ浦添店 ラーメン 浦添市 浦添市安波茶3-2-10　共同アパート1F 098-800-1230

カレーハウスCoCo壱番屋 沖縄美里店 その他飲食店 沖縄市 沖縄市美原4-2-5 098-983-4550

カレーハウスCoCo壱番屋 沖縄嘉手納店 その他飲食店 嘉手納町 嘉手納町水釜314-2 098-982-8066

カレーハウスCoCo壱番屋 沖縄南インター店 その他飲食店 沖縄市 沖縄市上地4-20-6 098-931-9266

アセローラフレッシュ カフェ・スイーツ 本部町 本部町並里52-2 0980-47-2505 https://acerola-fresh.jp

浮島ブルーイング 居酒屋・バー 那覇市 那覇市牧志3-3-1　水上店舗3F 098-894-2636 https://www.ukishimabrewing.com
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沖縄料理と地酒のお店 冨着５８番地 居酒屋・バー 恩納村 恩納村冨着58 098-979-5840

Bar よなき 居酒屋・バー 那覇市 那覇市前島2-13-19　前島ビル2F 201 https://twitter.com/yonaki1986

地酒とワインと焼鳥Tui その他飲食店 宜野湾市 宜野湾市真志喜1-22-22 098-890-0385

おんな食堂 居酒屋・バー 恩納村 恩納村前兼久102 098-964-6877

いなうの郷 その他飲食店 宮古島市 宮古島市伊良部字佐和田1725-5 0980-78-4444

札幌ラーメン 問屋 ラーメン 石垣市 石垣市真栄里489-1 0980-83-3830

一 (いち) その他飲食店 読谷村 読谷村字楚辺1049-3 098-956-7407

ステーキヒカル 焼肉・ステーキ・しゃぶしゃぶ 那覇市 那覇市松山2-8-7マルミツビル1F 098-860-9059

花・花 居酒屋・バー 与那原町 与那原町与那原1000-3 フラミンゴビル3-B

お食事処 田舎 居酒屋・バー 与那原町 与那原町字板良敷102 090-8660-8978

サロン・ド・ヴァンヴィ―ノ 居酒屋・バー 宜野湾市 宜野湾市普天間2-37－1 070-5273-4061

ステーキハウス ウエスタン 焼肉・ステーキ・しゃぶしゃぶ 宜野湾市 宜野湾市真志喜2-28-27-101マンションとみはま101

ラグジュアリ その他飲食店 沖縄市 沖縄市美原1-22-15　ナイトスペースサントミーA号室 098-937-2540

ラーメン魁力屋 北谷美浜店 ラーメン 北谷町 北谷町美浜2-1-14 098-989-9039 https://www.kairikiya.co.jp/shop/cyatan/

シーサイドレストラン「谷茶ベイ」 レストラン（和・洋・中） 恩納村 恩納村谷茶1496　1F 098-964-6611 https://www.rizzan.co.jp/restaurant/breakfast.html

バーベキューレストラン「アイビス」 レストラン（和・洋・中） 恩納村 恩納村谷茶1496　1F 098-964-6611 https://www.rizzan.co.jp/restaurant/bbq.htmlml

そば処 うちなあ家 沖縄そば・食堂 那覇市 那覇市泊3-12-14　1F 098-861-8783

牧志かけ見 レストラン（和・洋・中） 那覇市 那覇市牧志1-7-1 マルサンビルBF1 098-959-4947

Today 居酒屋・バー 那覇市 那覇市泉崎1-13-25　マンクビル2-A 080-6498-4123

珈琲専科 に～ちぇ その他飲食店 那覇市 那覇市古波蔵1-8-9　1階 098-854-4568

レストラン「サバニ」 レストラン（和・洋・中） 久米島町 久米島町謝名堂548 098-985-7111 https://courthotels.co.jp/kumejima/

Bar YUKURU カフェ・スイーツ 久米島町 久米島町謝名堂548 098-985-7111 https://courthotels.co.jp/kumejima/

炭火焼肉 十兵衛 焼肉・ステーキ・しゃぶしゃぶ 沖縄市 沖縄市美原3-21-3 098-929-1129

琉球回転寿司 海來 その他飲食店 那覇市 那覇市字鏡水150
沖縄家庭料理の店 ケンミン食堂 その他飲食店 那覇市 那覇市字鏡水150 3F
おニャンコ倶楽部 その他飲食店 那覇市 那覇市松山1-14-8　古謝ビル5階-A 098-869-6080

しゃぶしゃぶ美山 南風原店 焼肉・ステーキ・しゃぶしゃぶ 南風原町 南風原町宮平264　イオン南風原ショッピングセンター1F 098-996-1478 http://www.pierthirty.co.jp/index.html

縁華 その他飲食店 浦添市 浦添市屋富祖1-3-23-203　エポックビル 098-874-8035

YUNAMI FACTORY カフェ・スイーツ 久米島町 久米島町兼城1146-1 098-996-5087 https://yunamifactory.org

お食事処 びこうしん 居酒屋・バー 那覇市 那覇市首里石嶺町4-208　103号 070-3801-9834

とんかつ 炭火焼 まーつん家 居酒屋・バー 石垣市 石垣市字大川430-17-2 山田アパート1F 0980-87-9110

石垣島Cafe&Bar キジムナーの台所 カフェ・スイーツ 石垣市 石垣市大川201-5　宮良ビル1F 0980-83-2341 https://ishigaki-cafe.com/

石垣島 ALLFOODS＆DELI ティダパナ カフェ・スイーツ 石垣市 石垣市大川206　南側店舗 0980-82-7806 https://tidapana.com/

THE SISTERS BAR 居酒屋・バー 金武町 金武町金武4261 090-6464-6164

かあちゃんの店 居酒屋・バー 豊見城市 豊見城市渡嘉敷294-1　赤嶺アパート103 080-2794-8566

磊風八 居酒屋・バー 石垣市 石垣市美崎町7-23 0980-87-0237

「カラオケ広場」かぐや姫 その他飲食店 久米島町 久米島町字仲泊1215 098-985-2767

花・花食堂 沖縄そば・食堂 石垣市 石垣市字登野城1049-3 090-4353-7126

Sweet Produce カフェ・スイーツ 読谷村 読谷村波平1894-2　1F 098-989-5011

花みづき 居酒屋・バー 石垣市 石垣市新栄町2-19知念アパート1F 0980-82-7203

和風スナック喜楽 その他飲食店 石垣市 石垣市石垣264-2
FLOWER 居酒屋・バー 久米島町 久米島町字大田520 098-985-2380

ドトールコーヒーショップ琉球大学医学部付属病院店 その他飲食店 西原町 西原町上原207 098-895-1705

ドトールコーヒーショップ 沖縄県庁店 その他飲食店 那覇市 那覇市泉崎1-2-2 地下1階 098-868-0102

ケンタッキーフライドチキン首里末吉店 その他飲食店 那覇市 那覇市古島1-25-4 1F 098-886-2260

ケンタッキーフライドチキンパレット久茂地店 その他飲食店 那覇市 那覇市久茂地1-1-1 098-867-2885

ケンタッキーフライドチキン 浦添店 その他飲食店 浦添市 浦添市港川254 098-877-0113

ケンタッキーフライドチキン 小禄店 その他飲食店 那覇市 那覇市赤嶺1-4-4 098-857-7839

麺処 桃原 その他飲食店 沖縄市 沖縄市松本1-2-16　メゾン山昌103 098-937-0631

居酒屋 億竜 居酒屋・バー 与那原町 与那原町与那原577 098-944-4111

菩提樹 その他飲食店 沖縄市 沖縄市泡瀬5-20-23
KUIKO KEBABU その他飲食店 沖縄市 沖縄市上地1-1-1（105-2A） 070-3884-7207

スナック 汀（みぎわ） その他飲食店 金武町 金武町金武4248 098-968-4811

スターバックスコーヒー那覇メインプレイス店 カフェ・スイーツ 那覇市 那覇市おもろまち4-4-9 098-951-3349 https://www.starbucks.co.jp/
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スターバックスコーヒーイオン那覇ショッピングセンター店 カフェ・スイーツ 那覇市 那覇市金城5-10-2 098-852-1140 https://www.starbucks.co.jp/

スターバックスコーヒー沖縄津嘉山店 カフェ・スイーツ 南風原町 南風原町津嘉山1321-1 098-835-6008 https://www.starbucks.co.jp/

串焼き 串揚げ あちこっこ 居酒屋・バー 那覇市 那覇市寄宮2-6-1　1F 098-834-7337

だんらん 居酒屋・バー 金武町 金武町金武7892
ノラクロ 居酒屋・バー 那覇市 那覇市松尾1-2-18　松尾ビル1階 098-943-2441

カフェバー ノラリ 居酒屋・バー 那覇市 那覇市松尾1-2-18　松尾ビル2階 098-943-2441

Aoishi 居酒屋・バー 名護市 名護市大東1-2-19　大兼久アパート104
沖縄酒場 海王 居酒屋・バー 石垣市 石垣市美崎町9-10
イーストコースト 居酒屋・バー 金武町 金武町金武4263 (2F)
リバーマウンテン 居酒屋・バー 金武町 金武町金武4249-2
スターバックスコーヒー沖縄読谷店 カフェ・スイーツ 読谷村 読谷村古堅639-1 098-921-8871

River Stone 居酒屋・バー 沖縄市 沖縄市住吉1-7-2
Ten 居酒屋・バー 沖縄市 沖縄市上地1-16-10（B1) 090-4470-8451

ラーメンハウス札幌や 豊見城店 ラーメン 豊見城市 豊見城市高嶺87 098-850-0353

酒処 中ちゃん 居酒屋・バー 那覇市 那覇市安里379 090-4994-9582

ごはん家 ばぁ～ばぁ その他飲食店 名護市 名護市城2-9-14　1階 0980-53-1400

沖縄そば自慢 なんと屋 沖縄そば・食堂 南城市 南城市玉城字前川1336 098-852-6315 https://www.gyokusendo.co.jp/kinawaworld/gourmet/

かぶやぁ 居酒屋・バー 石垣市 石垣市石垣267 識名アパート101号 0980-83-4510 http://kabuyaa.com/

ゆぅ 居酒屋・バー 与那原町 与那原町与那原3047-1　201 090-6894-9262

くつろぎDINING あおいや。 居酒屋・バー 中城村 中城村南上原963-2　コーポ仲松1F 098-942-3892 https://twitter.com/diningaoiya

カラオケ＆ライブカフェ 譜連鳥（FRIENDLY） カフェ・スイーツ 沖縄市 沖縄市園田3-5-27　サンライトISA 304 090-3650-7457

居酒屋KOMESU屋 居酒屋・バー 宜野湾市 宜野湾市上原1-15-11 098-893-9272

カラオケ琉球酒場「うたわんとぉ」 その他飲食店 那覇市 那覇市東町5-16　嘉陽ビル1F 098-868-8575 https://utawanto.com

松屋・マイカリー食堂 うるま赤道店 レストラン（和・洋・中） うるま市 うるま市赤道256-4 098-851-8532 www.matsuyafoods.co.jp

喰い処呑み処 との馬 居酒屋・バー 沖縄市 沖縄市中央1-4-11 098-929-3556

かくれんぼ 居酒屋・バー 沖縄市 沖縄市中央1-6-17 098-960-5525

南海鮮魚店 沖縄そば・食堂 那覇市 那覇市古島2-5-25 098-886-6046

Felice その他飲食店 那覇市 那覇市壺屋1-1-14（1Ｆ） 098-911-7668

鮨はなぜん その他飲食店 国頭村 国頭村辺士名1432 0980-41-3633

日本料理「七福」 レストラン（和・洋・中） 恩納村 恩納村谷茶1496 098-964-6611 https://www.rizzan.co.jp/restaurant/japanese.html

スターバックスコーヒー 浦添西海岸PARCO CITY店 カフェ・スイーツ 浦添市 浦添市西洲3-1-1　サンエー浦添西海岸PARCO CITY 098-943-2672 https://www.starbucks.co.jp

家庭料理 おかぁー 沖縄そば・食堂 那覇市 那覇市宇栄原6-5-5　赤嶺アパート103号 090-3196-3074

びすとろ海畑 居酒屋・バー 国頭村 国頭村字辺土名113 0980-41-2325

呑み処 ことぶき 居酒屋・バー 久米島町 久米島町字比嘉160-38 080-2721-1209

とうかあーま 居酒屋・バー 多良間村 多良間村字塩川564-1 090-3790-1688

島宿 うぷらうさぎ その他飲食店 宮古島市 宮古島市平良字荷川取696-5 0980-73-0427 https://www.uplausagi.com

スナック さくら その他飲食店 浦添市 浦添市屋屋富祖2-17-5 070-5277-9639

ゴールデンウイングチキン その他飲食店 読谷村 読谷村楚辺2260-2 098-923-5693 https://golden-wings-chickenchicken-wingchickentake-outto.business.site/

ケンタッキーフライドチキン 一日橋店 その他飲食店 南風原町 南風原町兼城531 098-889-6176

やきにく CHAN  石垣島店 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 セルフィーユ レストラン（和・洋・中） 那覇市 那覇市前島3-11-1  2階 https:///www.resonex.jp/naha/

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 https://yamashiro.owst.jp/

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 笑 その他飲食店 西原町 西原町我謝791-2　ドリ－ムテナントビル101 098-944-0265

レストラン ピッツバーグ フォーラム レストラン（和・洋・中） 那覇市 那覇市泊3-7-14　1階 098-868-2687

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 098-932-5930

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 0980-82-7888

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

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
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バルセロナ ムーチョ 居酒屋・バー 那覇市 那覇市牧志3-8-32
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 0980-79-9630 https://shirokumacafe.net

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

トロピカル フルーツカフェ カフェ・スイーツ 名護市 名護市為又1220-71 0980-52-1568 https://www.okinawa-fruitsland.jp/

K-HOUSE レストラン（和・洋・中） 石垣市 石垣市大川180-2 0980-82-0191 http://instgram.com/khouse_ishigaki/

奈良 カフェ・スイーツ 名護市 名護市城1-13-19 0980-53-5051

スナック喫茶 NARA 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 Ｃａｆｅ（アールズ・カフェ） カフェ・スイーツ 石垣市 石垣市字川平934 0980-88-2288 https://www.ryukyu-shinjyu.co.jp/rscafe.html

ラーメン道君 ラーメン 名護市 名護市伊差川903-1 0980-53-3681

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 名護市喜瀬1343-1 0980-43-5555 https://www.ritzcarlton.com/jp/hotels/japan/okinawa

ドトールコーヒーショップ イオン具志川店 その他飲食店 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 北谷店 その他飲食店 北谷町 北谷町伊平伊礼前原38-1 098-921-7020

福 浦西店 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 石垣市新川57　大濱アパート101号室
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 Bar Sun Shine 居酒屋・バー 那覇市 那覇市久茂地2-14-21　一銀サービスビル2階 098-868-5851

胡蝶華 その他飲食店 沖縄市 沖縄市上地2-8-24（1F） 098-923-4422

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

居食屋 夕焼市場 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 あんこう 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1-1-7 080-6495-7800

螺鈿 レストラン（和・洋・中） 与那原町 与那原町字与那原31878-4　ハーモニービル4F　401 080-6490-0821

秘密基地 栄町支部 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2013-45 098-945-4562

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 イオン南風原店 カフェ・スイーツ 南風原町 南風原町字宮平264 098-987-0663 https://www.blueseal.co.jp/shop/haebaru.html

マクドナルド東風平店 その他飲食店 八重瀬町 八重瀬町字伊覇58-2 098-998-9104

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 備長 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

焼肉レストラン LOINS松山店 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　沖縄県不動産会館B1号室 098-988-8629

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 ランタナ 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
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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 かめや 居酒屋・バー 那覇市 那覇市松川3-18-23 098-887-0033

がんじゅう処 やいま 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 ヴィクトリア 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/

居食屋 おji～ 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

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/

宮古島とんかつ 琉宮 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 那覇市松山1-33-1　与儀アパート1F 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

小料理 喫茶 かつみ 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

ヒカルのハンバーグ 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

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 一平 居酒屋・バー 糸満市 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 http://www.seaforest-ishigaki.com/

居酒屋 福 居酒屋・バー 名護市 名護市大南4-5-12 0980-53-5757

麺屋 だるま家 ラーメン 豊見城市 豊見城市名嘉地333 098-856-8787

Classic Blue カフェ・スイーツ 沖縄市 沖縄市松本1-23-17 098-934-0608 https://foodplace.jp/classic/

三段花 カフェ・スイーツ 南城市 南城市玉城字前川1336
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 おおつか本店 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 http://yakiniku-ootsuka.com

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1368-1 098-888-1840

夢 あかり 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 0980-54-1345

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 マンタ 居酒屋・バー 石垣市 石垣市美崎町12-11（1階） 0980-83-8844

NUTSTOWN COFFEEROASTERS カフェ・スイーツ 石垣市 石垣市大川538-2　u-Viento 1F 0980-87-0979 https://lit.link/hellowinc

レコードバー アビイ・ロード 居酒屋・バー 沖縄市 沖縄市城前町3-20（1F）
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 https://kinshin0529.com
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大戸屋ごはん処 名護宮里店 レストラン（和・洋・中） 名護市 名護市宮里4-14-50 0980-43-5331

スターバックスコーヒー イオン南風原店 カフェ・スイーツ 南風原町 南風原町宮平264 098-940-6152 https://www.starbucks.co.jp

居酒屋 仲袋 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

Stand Gloria（スタンド グロリア） 居酒屋・バー 沖縄市 沖縄市美原2-1-10 098-934-1870

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 https://www.starbucks.co.jp

よね屋 沖縄そば・食堂 那覇市 那覇市松尾1-10-1 098-867-4575

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 https://okinawa.hawaii.com

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 やざかり 居酒屋・バー 宜野湾市 宜野湾市上原1-11-8　1F 098-892-5162 https://yazakari.com

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 きん八 居酒屋・バー 那覇市 那覇市牧志3-11-16、17　屋台村5 090-6184-2746

味処 だいこん 居酒屋・バー 那覇市 那覇市松尾2-9-4 098-861-6272

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

遊歌 りか！まじゅ～ん 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

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

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 より道 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 かまる 居酒屋・バー 浦添市 浦添市沢岻893-1 090-8665-5026

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

割烹 福ちゃん 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

お食事処 居酒屋 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

ナイトクラブ 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

沖縄創作 琉球 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/

鉄板焼ステーキ＆お好み焼き 響 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

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 https://www.sunsean.co.jp/utahime.php

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

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/

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 本部町古島890 080-3137-7378

若草弁当 沖縄そば・食堂 豊見城市 豊見城市与根240-2
サロン 純 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　久茂地ガーデンビル1F-C 098-988-9865

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 098-943-4901 https://www.lucky-tacos.com/
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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 ナチュラル 居酒屋・バー 沖縄市 沖縄市東1-5-12　2F
すし 海鮮島料理 あっぴー その他飲食店 石垣市 石垣市新栄町8-28 0980-83-8330

中華料理じん 沖縄そば・食堂 うるま市 うるま市字田場1838-1 098-973-9771

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

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

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 西原町嘉手刈130 098-882-8556 https://www.starbucks.co.jp

Hans 居酒屋・バー 那覇市 那覇市字与儀48 080-2692-7916 http://yeoh2jojo.wixsite.com/hans

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

博多一幸舎 那覇国際通り店 ラーメン 那覇市 那覇市牧志2-3-1　K2ビル1F 098-943-1566

スナック 富貴 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 豚匠那覇店 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

沖縄市パヤオ直売店 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　ヒルトン沖縄北谷リゾート1階 098-901-1111 https://chatan.hiltonjapan.co.jp/mice/grand_ballroom

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 思水 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

ベッセルホテルカンパーナ沖縄 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/

イタリアンレストラン セマーレ/ロビーラウンジ＆バー 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

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 北中城村ライカム1　イオンモール沖縄ライカム4F-4021 098-988-5922

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 沖縄市中央1-9-3　1F
カラオケハウス ポピーナ その他飲食店 うるま市 うるま市安慶名96-2 098-972-4020

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 https://www.umikajiterrace.com/

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434-4 098-956-8601

ラウンジ モンステラ その他飲食店 宜野湾市 宜野湾市我如古1-7-1　宮城テナントビル1F103号 080-4281-1106

焼肉 なかお 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 https://yakiniku-nakao.com

中華ダイニング なおじ 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

民宿 まるよし 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

スナック アフリック 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 那覇市東町11-3　仲村ビル202
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

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 北谷町美浜16-2　美浜メディアステーション1F 098-921-7235

モビーディック その他飲食店 那覇市 那覇市通堂町2-1　那覇港 098-866-0489 https://www.westmarine.co.jp/

カラオケバー 呑喜 居酒屋・バー 沖縄市 沖縄市中央3-1-3
居酒屋 天遊 居酒屋・バー 浦添市 浦添市伊祖3-4-11 098-876-2027

ドスマノス レストラン（和・洋・中） 沖縄市 沖縄市中央1-3-15　1F左 https://m.facebook.com/pages/category/Mexican-Restaurant/Dosmanos-335163099845658/?locale2=ja_JP

スターバックスコーヒー 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 https://www.starbucks.co.jp

大黒屋 禁煙館 居酒屋・バー 那覇市 那覇市前島2-12-9　親泊ビル1階 098-867-8444

ちょい呑み処 One-A 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
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鉄板焼 天 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 牧志店 沖縄そば・食堂 那覇市 那覇市牧志2-1-6 098-863-1242

味処 森のふくろう 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 https://bellavita2017.ti-da.net/

ごま家 その他飲食店 那覇市 那覇市与儀1-8-10
焼肉 東京亭 焼肉・ステーキ・しゃぶしゃぶ 石垣市 石垣市美崎町9-9 3F 0980-82-8000

スターバックスコーヒー 那覇空港国内線ゲート内店 カフェ・スイーツ 那覇市 那覇市鏡水150　那覇空港国内線ターミナル2階 098-894-6105 https://www.anafesta.com/restaurant/naha_coffee/

グルメ那覇空港店 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 098-859-1302

そじ坊 那覇空港店 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

おにぎり処首里 ななむすび 沖縄そば・食堂 那覇市 那覇市首里真和志町2-1　101 098-943-9138

一杯茶屋 春ちゃん その他飲食店 南城市 南城市大里字高平138
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 もののふ 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 https://mononof.gorp.jp/

一蘭 那覇国際通り店 ラーメン 那覇市 那覇市牧志1-2-24　琉球セントラルビルB1F 098-861-1101 https://ichiran.com/shop/kyusyu/naha-kokusaidori/

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 北谷町美浜1-5-11 098-921-7816 https://www.starbucks.co.jp

金武アグーと山城牛のしゃぶしゃぶ琉球 別邸 焼肉・ステーキ・しゃぶしゃぶ 那覇市 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/

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 KAI 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

B・B・Qガーデン CHI 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 https://mmb-craftbeer.jp/

ドトールコーヒーショップ イオンモール沖縄ライカム店 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

酒処 絆 その他飲食店 南城市 南城市大里稲嶺102-5 098-944-8190

Restaurant the rescape 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

Bistro Liebe ビストロ リーベ レストラン（和・洋・中） 南風原町 南風原町字宮平650-1 098-889-8800

らあめん花月嵐 ハンビー店 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

フィッシャーマンズ ドーター 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 https://www.yuinchi.jp/hotspring/facilities/

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 安里店 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

開南そば 沖縄そば・食堂 那覇市 那覇市桶川2-1-26
そば家 鶴小 壷川店 沖縄そば・食堂 那覇市 那覇市壷川1-3-7 098-836-3719 http://www.okinawa-soba.co.jp/

スターバックスコーヒー 沖縄宜野湾店 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

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
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もずくそばの店 くんなとぅ 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 光 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 https://exes-kariyushi.com/restaurant/

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

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 結 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103 098-875-7793

Shinny その他飲食店 那覇市 那覇市宇栄原1-28-1　ハラ産業ビル２階 090-1080-4196

味の店 にしんすに その他飲食店 伊江村 伊江村東江前2438 0980-49-2976 https://www.nishinsuni.com

肴処 志堅原 居酒屋・バー 宮古島市 宮古島市平良字西里236　（1F西） 0980-79-0553

そば屋 なんくる 居酒屋・バー 宮古島市 宮古島市平良東仲宗根793-15 0980-73-8309

YYY CLUB iE RESORT レストラン PARADICE レストラン（和・洋・中） 伊江村 伊江村字東江前1965 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 竹 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 正門 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

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　K＆Gシーサイドテラスフードコート

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

創作料理 中山 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

横丁酒BARかしこ 居酒屋・バー 浦添市 浦添市屋富祖2-17-8
bal Chappie（バル チャッピー） 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 0980-87-5128 http://yoga.okinawa/cafe/

SHOT BAR JOKER 居酒屋・バー 沖縄市 沖縄市中央1-11-5
スターバックスコーヒー 沖縄国体道路店 カフェ・スイーツ 北谷町 北谷町上勢頭813-1 098-982-7729 https://www.starbucks.co.jp

缶BARうりずん 居酒屋・バー 南城市 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 南城市大里稲嶺2013-45 202号
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

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/

デリ&バル @ISLAND 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

ジョリーパスタ 那覇真嘉比店 レストラン（和・洋・中） 那覇市 那覇市真嘉比3-19-29 098-988-9080 https://www.jolly-pasta.co.jp/

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　2F 098-917-5158

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 https://www.hotpepper.jp/strJ000675629/

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

スナック しおん 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 金太郎 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

遊飲食 妙 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 経塚シティ店 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 https://www.starbucks.co.jp

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
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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

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

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

日と月（ヒトツキ） 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

スナック喫茶 姫 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 www.instagram.com/sundays.miyako/

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 http://www.2020inc.jp/

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

焼きとり 常希 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　クレセントビル1Ｆ 098-863-6207 https://sanukimenten.ti-da.net/

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 https://rooms-koza.business.site/

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/

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 那覇市泉崎2-105-17
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2-1-11 098-988-8627

BAR Coral 居酒屋・バー 那覇市 那覇市松山2-16-12 福島ビル1F
C＆C BREAKFAST OKINAWA カフェ・スイーツ 那覇市 那覇市松尾2-9-6　タカミネビル1F 098-927-9295 https://www.ccbokinawa.com/

琉球泡盛 しのぶ 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

小料理 琉花 その他飲食店 与那原町 与那原町字与那原3162
スナック きまぐれ その他飲食店 与那原町 与那原町字与那原3571-2 098-945-9710

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 070-5531-1853

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 那覇市おもろまち4-3-28 098-951-1886

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

カラオケ clean(クリーン) 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

小料理 きゅうと 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 金武町金武4321 080-6487-1112

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 http://cook.okinawa-funfun.com

スナック 温 その他飲食店 那覇市 那覇市松山1-33-3　京ビル3階 098-891-9180

風鈴 居酒屋・バー 宮古島市 宮古島市平良西里134-1 090-9788-3032

芭蕉布 居酒屋・バー 伊江村 伊江村東江前473 0980-49-5826

ペンション チャーヴィラ 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 はとぽっぽ 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 https://ramayana.co.jp

割烹 浜 居酒屋・バー 宮古島市 宮古島市平良字下里120 0980-72-0580

ケンタッキーフライドチキン 宮古店 その他飲食店 宮古島市 宮古島市平良字西里973-1 0980-73-0225
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喜食 てんてん 沖縄そば・食堂 うるま市 うるま市石川山城1706-6 098-965-7160

お食事処 かどや 沖縄そば・食堂 伊江村 伊江村字川平530
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 0980-73-8179

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 加那 居酒屋・バー 沖縄市 沖縄市照屋1-29-24 098-938-9995

歌ハウスna-ri 居酒屋・バー 伊江村 伊江村東江前827 090-2505-6639

メンバーズラウンジ オーケー 居酒屋・バー 伊江村 伊江村東江前107 090-2962-3652

ロイヤルスナック ゆかり 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

米八十米ONIGIRIYA その他飲食店 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　　 098-862-0550

ブルーシール 新都心あっぷるタウン店 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　　 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4 070-3801-8884 https://ryukyu-pro.com/

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 https://wayamamozuku.jp/

株式会社ぬちまーすレストラン 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 098-923-0390

MW okinawashi 居酒屋・バー 沖縄市 沖縄市久保田1-10-33 比嘉スナックA号
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 ミルク 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　306号 070-3143-1003

野空海～NOZOMI～ その他飲食店 石垣市 石垣市伊原間1-191 0980-89-2280 https://nozomi-ishigaki.com/

みっくすばー おくたごん 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 蘇鉄 居酒屋・バー 伊江村 伊江村東江前824
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 岬 ラーメン 伊江村 伊江村字東江前215 0980-49-5116

スターバックスコーヒー イオンモール沖縄ライカム店 カフェ・スイーツ 北中城村 北中城村ライカム1　イオンモール沖縄ライカム　2026 098-931-1831

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 まんじゃー星 居酒屋・バー 那覇市 那覇市牧志3-9-17　1F 070-5817-3096

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 https://umarizuma.com

食彩居酒屋 みやら美 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

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

お食事処 石川の駅 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 やらます 居酒屋・バー 竹富町 竹富町小浜3208-11 0980-85-3838

Sama その他飲食店 那覇市 那覇市松山1-33-3 丸京ビル4　1-C
鰻 和田平 沖縄恩納村店 その他飲食店 恩納村 恩納村名嘉真2615 098-967-7820 http://www.wadahei.com/

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

ポーたま牧志市場店 その他飲食店 那覇市 那覇市松尾2-8-35 098-867-9550 http://porktamago.com

喫茶 タッツア・ドーロ 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 http://www.cafune-okinawa.com

民宿 だいく家 カフェ・スイーツ 竹富町 竹富町小浜73 0980-85-3352

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 ピース その他飲食店 与那原町 与那原町与那原3172 098-945-8998

スナック喫茶 スマイル その他飲食店 与那原町 与那原町与那原1041-1 098-945-7682

美歌rin 居酒屋・バー 南城市 南城市大里稲嶺2013-45 070-5279-8820

カラオケバー ワイワイ・ワールド 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 http://black-harlem.boo.jp

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 那覇市金城5-10-2　イオン那覇1F 098-852-1115 https://www.viens.co.jp

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 サンエー経塚ショップ 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 サンエー大山ショップ カフェ・スイーツ 宜野湾市 宜野湾市大山7-1-2 098-897-2225 https://www.viens.co.jp

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 玄 居酒屋・バー 宮古島市 宮古島市平良字下里520 090-3790-8672

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575-2 070-2792-8454

豚匠 宮古島邸 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 ゆがふ レストラン（和・洋・中） 名護市 名護市港2-13-5 0980-43-0008 www.cafeyugafu.com

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 http://porktamago.com

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 琉風 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/

喫茶店ミンク その他飲食店 那覇市 那覇市牧志2-22-1 098-867-8447

しゃぶしゃぶ温野菜 泡瀬ベイストリート店 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 https://www.onyasai.com/

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 https://tsuku2.jp/Youshokutarou

スナック シオン その他飲食店 与那原町 与那原町与那原1115-2 098-945-2625

ギャレット 居酒屋・バー 那覇市 那覇市牧志3-9-26　2F
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160-83 090-8548-4373

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 NANBIKAー南美花ー 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/

久米島町コワーキングカフェ 風人 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 098-996-1139 https://www.facebook.com/kazebitoinfo
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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 石垣市新川1625 0980-88-7000 https://www.fusaki.com

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 てっぺん 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3-1-11 098-878-7973

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　ニューサミットビル1-B号 098-975-9256

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

居酒屋 亀千ゃんの所 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 098-985-4034

SUNNY TACOS＆OKINAWA BBQ Garden その他飲食店 名護市 名護市旭川147 0980-43-5821 https://sunny-tacos.com

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 金平 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

金武アグーしゃぶしゃぶ琉球 焼肉・ステーキ・しゃぶしゃぶ 那覇市 那覇市牧志1-3-49 098-975-7929 https://kinagushabushaburyukyu.gorp.jp/

歌声スナック いいとも その他飲食店 宜野湾市 宜野湾市普天間2-37-2 098-893-4271

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 本部町字古島822 080-2554-7685

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

ナイトイン クリスタル 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 真壁ちな～ 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 中城南上原店 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 https://jefokinawa.co.jp/

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

沖縄料理 呑み食い処 龍 居酒屋・バー 沖縄市 沖縄市上地2-17-1　ホテルグランアリーナ1F 070-8995-3743

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 098-943-9616

伊是名島 その他飲食店 那覇市 那覇市大道172-20 080-5651-6566

cafe bar Vambo・Luga（カフェバー バンボルーガ） 居酒屋・バー 浦添市 浦添市港川2-16-8 NO21 098-878-0105

Bar 卯月 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

串焼きの店 火の国 居酒屋・バー 沖縄市 沖縄市南桃原2-10-7 098-932-5570

炭火ダイニング COCOKARA 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

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/

海のテラスよみたん都屋 レストラン（和・洋・中） 読谷村 読谷村字都屋20 098-979-8000 https://umino-terrace.com

お食事処 むすび 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 https://torifito.jp/miyakojima/ja
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シーサイドハウス ジュゴン 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

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

Bar Nights 居酒屋・バー 沖縄市 沖縄市照屋1-4-11 1F
懐メロ倶楽部 夢二 その他飲食店 南城市 南城市大里字稲嶺2013-45 098-944-8078

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 098-915-2329 https://doubletree-shuri.hiltonjapan.co.jp/

あかばな レストラン（和・洋・中） 久米島町 久米島町真我里411-1 098-985-8001 https://www.kumeisland.com/

54(ごーよん)食堂 沖縄そば・食堂 久米島町 久米島町字仲泊1058-1 070-3177-4472

スナック 美仁 その他飲食店 那覇市 那覇市松川2-5-7 098-887-0858

石垣島 炭火焼 牛串＆ホルモン ふじた 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 https://www.instagram.com/gyugushi_horumon_fujita/

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 那覇市牧志3-5-5
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

すみれ茶屋 たちふじ 居酒屋・バー 那覇市 那覇市安里48　笠井アパート1F
食事処 とくじん 沖縄そば・食堂 南城市 南城市知念字久高238 098-948-2889

観光農園 ユートピアファーム宮古島 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 http://www.utopia-farm.net

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

ISHIGAKI BOLD KITCHEN レストラン（和・洋・中） 石垣市 石垣市字新川冨崎1625 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 石垣市美崎町10-8 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 0980-79-0070 https://www.rugu.co.jp

Music Cafe UNDERGROUND カフェ・スイーツ 石垣市 石垣市登野城582-1 090-3797-5614

焼肉もとぶ牧場 県庁前店 焼肉・ステーキ・しゃぶしゃぶ 那覇市 那覇市松尾1-1-2 レグザリウボウ2F 098-860-7511 http://www.motobu-farm.com/

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
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202 098-962-0739

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　beear_okinawa

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
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 那覇市久茂地3-8-1　1階 098-868-1329 https://amahare-okinawa.com/

シルビア その他飲食店 読谷村 読谷村大木416-1-3F 098-956-9043

カメカメキッチン 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 camecamekitchen（インスタグラム）

Maasa その他飲食店 名護市 名護市城1-8-10 安里店舗1F 0980-52-5100

ライフ シード 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 ブルー クレール（Café Bleu Clair） 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 https://www.facebook.com/cafebleuclair/もしくはインスタグラムご参照ください。

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 ゆりちゃん 居酒屋・バー 那覇市 那覇市壺屋1-18-40 098-862-4839
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うなぎ大和田 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 https://www.fogo-brazil.com

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 沖縄市諸見里1-1-5
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 0980-87-2658 http://www.yonaguniyds.com

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

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215-1 070-3800-6721

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

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

カラオケパブ あみゅ～ず 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

よっちゃん亭 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

食堂とお惣菜 やま玄 レストラン（和・洋・中） 久米島町 久米島町字謝名堂37-1 098-985-8303

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 杏 その他飲食店 読谷村 読谷村楚辺2251-6 098-956-2077

泡波と島の味 はてるま その他飲食店 竹富町 竹富町字南風見201-101 0980-85-5623

パーラー OHAMA 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 おでんの金太郎 居酒屋・バー 那覇市 那覇市松山2-7-1 098-917-2211

金太郎 本店 居酒屋・バー 那覇市 那覇市松山2-7-1 098-917-2211

森小屋 沖縄そば・食堂 西原町 西原町字森川238-66 098-945-7216

純沖縄料理 三線の花 居酒屋・バー 恩納村 恩納村冨着756-1 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

海産物活魚居食屋 ふくろう その他飲食店 うるま市 うるま市勝連南風原5077-4 098-978-1513

スナック喫茶 華 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2-17-15 098-960-0280

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 金武町金武4086-1 098-968-4744

ライドオンタイム カフェ・スイーツ 沖縄市 沖縄市中央1-6-6（201号） 080-4281-0626

マヌカハニー専門店 Honey Fusion カフェ・スイーツ 豊見城市 豊見城市高安603-2F 098-852-2003 https://honey-fusion.com.jp/

ゆんたく 居酒屋・バー 本部町 本部町瀬底4861-1 0980-47-5979

丸吉塩せんべい のうれんプラザ店 カフェ・スイーツ 那覇市 那覇市桶川2-3-1 1F 111-2 098-987-0444

喫茶さとや 沖縄そば・食堂 与那国町 与那国町与那国3093
クラフトビール しまねこ 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 https://beercats.jp/pages/shimaneko

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 名護市城2-7-23　ナゴプラザビル5-C 0980-54-5699

バルamo（アーモ） 居酒屋・バー 恩納村 恩納村山田3277-1　1F 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 http://www.385-59.com

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 サンサモア レストラン（和・洋・中） 那覇市 那覇市安里138 https://okinawa-sunplaza.com

大衆食堂 ミッキー 沖縄そば・食堂 沖縄市 沖縄市中央3-1-6　＃101 098-939-9663
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やきとり大吉 浦添店 居酒屋・バー 浦添市 浦添市宮城3-14-1 098-874-3322

DIONISO 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/

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/

サーティワンアイスクリーム サンエー那覇メインプレイス店 カフェ・スイーツ 那覇市 那覇市おもろまち4-4-9　サンエー那覇メインプレイス内1階 098-923-1631 https://www.31ice.co.jp/

bar BON 居酒屋・バー 石垣市 石垣市美崎町10-8 (402号) 090-7153-9391

酒処 なかゆくい 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

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 一番座 居酒屋・バー 本部町 本部町字大浜879-15　大浜サンシーハイツ103号 0980-47-7667

山羊料理専門店 芭蕉布 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　レントハウス名護ビル101 090-8812-2775

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

炭火焼 やきとりはうす 紅 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 https://www.caprice-okinawa.com/

居酒屋 松屋 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

Oppai Art Gallery カフェ・スイーツ 沖縄市 沖縄市中央1-17-17　2F 090-6865-7486 oppaiphotographer.ti-da.net

御食事処 なぎさ 沖縄そば・食堂 糸満市 糸満市糸満2431-3　コーポマリン102号 098-992-0075

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　コーポ光(101) 080-2776-2801 https://japanese-regional-restaurant-136.business.site

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

喫茶 育 その他飲食店 北中城村 北中城村安谷屋1952 098-935-1622

居酒屋美乃 居酒屋・バー 那覇市 那覇市泉崎2-105-17 090-1947-8619

ピザハウスジュニア イオン那覇店 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

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

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

すき家 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 0120-498-007 https://sukiya.jp
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 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 098-859-0875 https://www.hanamaruudon.com/detall.522.html

本家亀そば 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 098-880-0065

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 はちろく 居酒屋・バー 那覇市 那覇市前島3-11-9 098-800-2191

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 那覇市松川541-3　1F 080-6498-0099

スナック あっちゃん 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1-2-12 080-1730-9897

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 那覇市前島2-15-6　コーポ前島 098-975-7227
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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
くりーむ くりーむ cream cream カフェ・スイーツ 宜野座村 宜野座村惣慶1608-1 090-4992-5191 https://cream-ginoza.com

カラオケラウンジ 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/

1000円ステーキ！ ステーキハウス88Jr. イオン南風原店 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 万 南風原店 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

沖縄そば 郷土料理なび家 イオン南風原店 沖縄そば・食堂 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

マクドナルドイオン南風原店 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 098-851-7497

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 那覇別邸 焼肉・ステーキ・しゃぶしゃぶ 那覇市 那覇市久茂地2-14-11　新建宅ビル1F 098-861-8550 resebook.jp インスタグラムID：rokuzaemon_naha

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

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 せんだん 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 いちばん館 レストラン（和・洋・中） 名護市 名護市大中1-7-6 0980-52-1961

和食 方寸 レストラン（和・洋・中） 那覇市 那覇市久米1-25-24　1F 098-863-6316

旬膳・酒肴 楓 居酒屋・バー 那覇市 那覇市天久1-26-9　1F 098-894-3088

まんが喫茶city豊見城店 その他飲食店 豊見城市 豊見城市宜保3-5-1　1F 098-850-0366

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

はなまるうどん 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

リンガーハット イオン北谷店 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

鶏千 イオン北谷店 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 201 098-879-1478 nepalspicekitchen.com

天空のレストラン 大宜味スカイテラス 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 ぱぱいや レストラン（和・洋・中） 本部町 本部町字山川973-3 0980-48-4351 http://papaiya.main.jp/

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 チアーズ 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/

インドカレーハウス ニューデリー レストラン（和・洋・中） 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423-1 098-977-8989

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 名護市大東1-19-2　102 0980-53-2948 www.facebook.com/restaurant.unsa/

沖縄そば専門 しまぶく家 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 http://gerumagnon.wix.com/gerumagnon

すずなり 居酒屋・バー 那覇市 那覇市識名1-20-1 098-834-2489

はなまるうどん イオンタウンとよみ店 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

マクドナルド イオンタウンとよみ店 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 https://www.mcdonalds.co.jp

リンガーハット 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 098-851-3730 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145-2 098-987-3108

カフェ ウエスヤ カフェ・スイーツ 宮古島市 宮古島市平良下里43 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633-2 090-3198-7671

ちろりん村 カフェ・スイーツ 竹富町 竹富町竹富653 0980-85-2007

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

とんかつの店 ながた 沖縄そば・食堂 那覇市 那覇市長田2-20-1 098-834-5339

居酒屋 三幸 居酒屋・バー 那覇市 那覇市安里491-4 098-866-0928

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/
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居酒屋 鬨 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 イオン名護店 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

はなまるうどん イオン名護店 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 https://www.hanamaruudon.com

ブルーシール イオン名護店 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

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

お食事の店 くろちゃん 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 http://okinawa-ishigaki.jp/shiraho-friends-house/

お休み処 伊豆味の｢郷｣ 沖縄そば・食堂 本部町 本部町伊豆味301 0980-47-7703

泡盛＆田舎料理 ときの 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1-26-11 098-854-5716

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 イオン具志川店 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

つるさく イオン具志川店 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

リンガーハット イオン具志川店 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

築地銀だこ イオン具志川店 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（The Caliana SPORTS ＆ GRILL BAR） 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

スナック 尚 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 名護市屋部358-1 0980-43-7076 https://www.hichu.net/

炭火焼居酒屋 仙月 居酒屋・バー 名護市 名護市港1-15-25-103　岸本アパート 090-7452-5257 https://instagram.com/senzuki__

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631-18 098-79-5534

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　115-1区画 090-5486-9283

MUSIC POWER SPOT 居酒屋・バー 那覇市 那覇市松山1-33-2　HAMASHIN4-C 080-6498-6944

猫も遊べる喫茶店 毛玉 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 http://parlor-sango.jugem.jp/

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 那覇市古波蔵2-9-24 098-855-3009

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

食事処 まるふく 沖縄そば・食堂 名護市 名護市宇茂佐の森3-7-3 0980-52-1287

金平 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 沖縄市仲宗根町23-15　1F
Cafe Kanoa カフェ・スイーツ 石垣市 石垣市大川27 090-4356-0328

唄集い処 あい歌 その他飲食店 那覇市 那覇市松山2-12-7 　ISビル2F-C 098-862-8198

ELK NEW YORK BRUNCH 沖縄・浦添 PARCO CITY店 カフェ・スイーツ 浦添市 浦添市西洲3-1-1　サンエー浦添西海岸PARCO CITY3F 098-943-9799

沖縄とんかつ食堂しまぶた屋 久茂地店 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

酒肴 庵 レストラン（和・洋・中） 那覇市 那覇市泉崎1-6-7　武村ビル1F 098-800-1425

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　川口ビル1階A 101号
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トップスーパー その他飲食店 沖縄市 沖縄市泡瀬6-10-33 098-939-0964

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1-13-3 098-943-2957

キューピット 居酒屋・バー 石垣市 石垣市新栄町10-15
アグーしゃぶしゃぶ 神まえ 焼肉・ステーキ・しゃぶしゃぶ 北谷町 北谷町北谷2-2-8 098-989-1180

海の居酒屋 次男 居酒屋・バー 宮古島市 宮古島市平良西里973-17 0980-72-2888

サロン 喜多 居酒屋・バー 南大東村 南大東村在所68 09802ｰ2-2199

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

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 北谷町美浜9-7　PLAZA F  1F 050-5571-2107

カフェ・ド・クリエ イーアス沖縄豊崎店 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/

丼なんと屋 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） 098-996-3121 https://www.nantocorp.com/donnantoya/

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 蔵 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 https://maruhanasyoku.jimdofree.com/

さち 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 那覇市樋川2-3-1　のうれんプラザ115-3 098-959-6191

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84-4 098-998-0935

泡盛讃歌 BAR 雛 居酒屋・バー 那覇市 那覇市壺屋2-13-26　第一大福マンション107 080-6495-6631

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 割烹 元 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

一休亭 歩 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 https://okinawa-hiyoriocean.jp/restaurant/#bar

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

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

カレーハウスCoCo壱番屋 石川店 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　新栄プロパティー久米2A号室 080-6490-6610

Cafe Lairise レストラン（和・洋・中） 今帰仁村 今帰仁村今泊681 0980-43-0886

Karaoke & Bar MAKI 居酒屋・バー 本部町 本部町字谷茶55-1-2F
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/

日本酒×串焼き 亜炉麻 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/

カラオケバー キーストーン 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 レストラン 居酒屋・バー 読谷村 読谷村字楚辺1315 098-956-3321 http://www.royalmhr.jp

本場インド料理の店 クリシュナ 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)
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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 まんま レストラン（和・洋・中） 豊見城市 豊見城市我那覇516-2 050-1557-8750

備瀬のあそびば カフェ・スイーツ 本部町 本部町備瀬505 080-3040-9543 https://www.no3ice.com/in_the_forest

和風喫茶 佗助 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

ライブハウス クロスロード 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　コーポラス松島103
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 https://www.instagram.com/vita_smoothies_official/

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

アイランドカフェ アクア 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

３store 居酒屋・バー 那覇市 那覇市安里393-4
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

Bali Cafe Some One カフェ・スイーツ 豊見城市 豊見城市瀬長174-6　26番 090-6010-1403

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　ルート21西町ビル１階 098-917-5488

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

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

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

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　ロイヤルプラザ2ビル5F-B

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

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1-6-42 098-989-6339

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

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　住太郎ビル5F　AB 090-3543-8501 https://www.instagram.com/red_cup_okinawa/

明夜来 居酒屋・バー 那覇市 那覇市東町17-11　ふくろう館203 098-943-2819

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
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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
喫茶ベジタル 居酒屋・バー 浦添市 浦添市屋富祖2-17-2　上門ビル201
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　3F 050-3134-0903 http://karaoke-shin.jp

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

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 090-9400-0385

ビッグエコー那覇新都心店 カラオケボックス 那覇市 那覇市上之屋1-1-28 098-941-4722 https://big-echo.jp/

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1-5-2 098-859-1506 https://big-echo.jp/

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

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 那覇市牧志1-3-55　ホテル山の内1F 098-869-9322 https://big-echo.jp/

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 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

焼肉ホルモン たくじ 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 yakinikuhorumon-takuji.jp

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

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　T103号 090-4175-1222 https://cotonowa.base.shop

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 http://www.instagram.com/seabox_okinawa/

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

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
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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　B区画 070-2682-6355

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 https://gco/kgs/1nlulh

味の店 しろま 沖縄そば・食堂 那覇市 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

GO KINGS! CAFE レストラン（和・洋・中） 北谷町 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　2F 098-897-1777 https://www.hotpepper.jp/str.1001144850/

海売店 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/

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 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 那覇市安謝2-2-2-1F 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 https://g.co/kgs/u4sMyd

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247 098-835-6970

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262 090-6857-6827

MIYAKOJIMA GIFT ちゅらかじ その他飲食店 宮古島市 宮古島市平良字西里300-5 0980-79-7912

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　ミュージックホテルコザ内　1Ｆ 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 https://kitchentamaya.amebaownd.com/

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

六丁目酒場 TON家 その他飲食店 糸満市 糸満市西崎6-7-7（101） 098-995-0120

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 0980-79-5084
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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 　2・3階 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 https://www.akindo-sushiro.co.jp/

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

Island Brewing 居酒屋・バー 宮古島市 宮古島市平良字下里615-1 0980-79-7156

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

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

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

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

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 https://hotelthird.com/

那覇ちょーちょ 居酒屋・バー 那覇市 那覇市牧志3-13-12　+HACCHI　1F　102 098-975-5165 https://cho-cho.net

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

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 098-851-8799

ブラータ BURRATA レストラン（和・洋・中） 沖縄市 沖縄市園田3-9-11 098-931-0337 https://tabelog.com/okinawa/a4703/a470301/47019115/

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 名護市大北5-2-15 0980-53-5525 http://ktomato.wp.xdomain.jp/nago/

カラオケハウスとまと 石川店 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 098-911-6937

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 098-800-2727

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 http://www.okinawa-watabewedding.co.jp/
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はなじゅみ 居酒屋・バー 那覇市 那覇市久茂地2-17-1　リバティ-ビル１F 098-862-1182

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 https://fbhw800.gorp.jp

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 098-863-0404

沖縄大衆酒場 やんばる屋 居酒屋・バー 恩納村 恩納村冨着1469-1 080-7988-4676 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 浦添市西洲3-1-1 098-875-7561 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1-13-8 098-964-1828

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

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

OKINAWA RESORT 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

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

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2-16-15 098-943-8805 https://www.hotpepper.jp/strJ001195829/

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

Gorkhali Kitchen 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 竹富町小浜3400-38 0980-85-3722

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　2F 098-974-6818 https://utamaruakamiti.owst.jp/

カラオケ歌丸 具志川店 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/

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 那覇市松山2-9-7 クリスタルビル5F-B 090-9983-8390

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 0980-41-8111

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

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 0980-88-7273

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
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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 0980-41-8117

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4144-18 090-9785-6134

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　2F（2008D） 080-7033-6308

ダイニング花 居酒屋・バー 那覇市 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　イオンモール沖縄ライカム 4012区画 098-931-0309

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479-4 090-1516-4455

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 0980-82-0827

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/

酒処 ひーろー 居酒屋・バー 浦添市 浦添市城間2-12-7 090-6863-7600

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

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　デポアイランドシーサイド2F 098-989-7373

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

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

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 https://www.osakana-denjirou.jp

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　フェニックスパークホテル1F 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 https://www.akiazi.com

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
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

Downtown Donuts (ダウンタウン ドーナッツ) レストラン（和・洋・中） 沖縄市 沖縄市照屋1-14-15 https://instagram.com/downtown_donuts_okinawa?utm_medium=copy_link

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

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454-10 090-6639-6442

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

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 北谷町桑江551-4 098-936-0701

串焼 天馬 居酒屋・バー 南風原町 南風原町兼城710-2　102 098-889-2220

琉球村空港店 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4階 098-840-1201

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5-13-5 098-851-5360 https://earthen.owst.jp/

Bar BLantons gold Ⅱ 居酒屋・バー 北谷町 北谷町北谷1-1-5　シティーコーワビル5D 098-988-7664

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

329 OKINAWA 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 名護市宮里1390-1 0980-50-9701 https://amkpmo04.mcdonalds.co.jp/storeinfo/profile/

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　+ＨＡＣＣＨＩ　1Ｆ 090-2859-5678 https://tabelog.com/okinawa/A4701/A470101/47028308/

マクドナルド 石垣サンエー店 その他飲食店 石垣市 石垣市真栄里301-1 0980-86-0570 https://map.mcdonalds.co.jp/map/47531

町の灯 こつぶ 居酒屋・バー 那覇市 那覇市前島2-1-12 1F 098-863-0668

一期一笑 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 https://www.gyokusendo.co.jp/okinawaworld/

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1338-3 098-851-4188 https://www.ekka.co.jp/
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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　スペースアートビル2F 098-866-9900 https://karaokemaimu.com/okinawa/karaokemaimu-naha-.html

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 伊江村字東江前2384-3 0980-49-2851/5014 https://ie-resort.com

赤い靴 その他飲食店 伊江村 伊江村東江前824　サザンディンクスビル2F

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

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

ありす その他飲食店 那覇市 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 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 https://okumaresort.com/

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 098-056-1678

とまり木 その他飲食店 嘉手納町 嘉手納町嘉手納485
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 098-866-9433

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2-12-11 098-917-5393

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　105
鳩坊 その他飲食店 那覇市 那覇市曙1-20-30　1F 098-869-4930

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

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 https://ishigakijimateppen.co.jp/

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 http://juri-naha.okinaawa

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

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 09802-2-2201

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

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 浦添市牧港5-7-6 098-878-3668 https://crewrecruiting.mcdonalds.co.jp/map/47530

ISLAND GALLERY 居酒屋・バー 石垣市 石垣市大川250 0980-87-0863

麺屋 八重山style ラーメン 石垣市 石垣市大川209-6 0980-83-5142 https://www.facebook.com/yaeyamastyle/

東原 その他飲食店 那覇市 那覇市上間209-2
酒茶屋 こうち その他飲食店 浦添市 浦添市前田1-48-9　親富祖アパート102 090-1943-4664
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ウチナーカフェ・ココ カフェ・スイーツ 那覇市 那覇市樋川2-3-1　のうれんプラザ内1階 090-1948-5502

Cafe&Bar U カフェ・スイーツ 那覇市 那覇市久茂地2-2-2　タイムスビル1F 098-862-1888 https://hitosara.com/0004037790/

札幌飛燕 那覇店 ラーメン 那覇市 那覇市壷川1-13-5
ホテルショコラ沖縄 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　サンエー浦添西海岸　PARCOCITY　2F 098-877-0007 https://hotelchocolat.co.jp/pages/okinawa

A＆W 牧港店 その他飲食店 浦添市 浦添市牧港4-9-1 098-876-6081 https://www.awok.co.jp/

A＆W 美浜店 その他飲食店 北谷町 北谷町美浜2-5-5 098-936-9005 https://www.awok.co.jp/

A＆W プラザハウス店 その他飲食店 沖縄市 沖縄市久保田3-1-12　プラザハウスショッピングセンター1階 098-932-3965 https://www.awok.co.jp/

サーティーワンアイスクリーム サンエー宜野湾コンベンションシティ店 その他飲食店 宜野湾市 宜野湾市宇地泊558番地10 098-942-2731 https://www.31ice.co.jp/

ミスタードーナツ イオンモール沖縄ライカム店 カフェ・スイーツ 北中城村 北中城村ライカム1 098-989-1800 https://www.viens.co.jp

カラオケスポット 唄横丁 その他飲食店 沖縄市 沖縄市泡瀬6-3-8
居食家 海味 レストラン（和・洋・中） 名護市 名護市字辺野古1010-178 0980-55-3053

A＆W うるま安慶名店 その他飲食店 うるま市 うるま市安慶名1-4-5 098-923-3067 https://www.awok.co.jp/

A＆W 泡瀬店 その他飲食店 沖縄市 沖縄市与儀1-1-1 098-932-1766 https://www.awok.co.jp/

A＆W 美里店 その他飲食店 沖縄市 沖縄市美里仲原町1-1 098-934-9222 https://www.awok.co.jp/

シャーバー その他飲食店 宮古島市 宮古島市伊良部字国仲53 090-1946-1780

ブルーシール宮古島 パイナガマ店 カフェ・スイーツ 宮古島市 宮古島市平良久貝654-23 0980-79-0310

レモネード by レモニカ 宮古島店 その他飲食店 宮古島市 宮古島市平良久貝654-23 0980-79-0205

Miyoshi Sour Stand カフェ・スイーツ 那覇市 那覇市松尾2-11-12
A＆W イーアス沖縄豊崎店 その他飲食店 豊見城市 豊見城市字豊崎3-35イーアス沖縄豊崎内 098-996-3399 https://www.awok.co.jp/

A＆W マリンタウンあがり浜店 その他飲食店 与那原町 与那原町東浜68-1 098-988-1004 https://www.awok.co.jp/

A＆W 糸満店 その他飲食店 糸満市 糸満市阿波連1543-1 098-840-3377 https://www.awok.co.jp/

つくし その他飲食店 今帰仁村 今帰仁村玉城351 0980-56-5711

焼肉もとぶ牧場 名護店 焼肉・ステーキ・しゃぶしゃぶ 名護市 名護市宇茂佐の森4-2-14 0980-43-6277 http://www.motobu-farm.com

西口商店 居酒屋・バー 那覇市 那覇市安里385
A＆W 名護店 その他飲食店 名護市 名護市東江5-16-12 0980-52-4909 https://www.awok.co.jp/

A＆W 名桜店 その他飲食店 名護市 名護市宇茂佐1703-8 0980-51-1873 https://www.awok.co.jp/

サーティワンアイスクリーム サンエー大湾シティ店 カフェ・スイーツ 読谷村 読谷村大湾343　サンエー大湾シティ店内 098-923-3162 https://www.31ice.co.jp/

サーティワンアイスクリーム 名護店 カフェ・スイーツ 名護市 名護市東江5-16-12 　A＆W名護店内 0980-52-0342 https://www.31ice.co.jp/

カラオケ屋 ぶぶカラ カラオケボックス 糸満市 糸満市西崎6-6-1 098-987-4591

アベストCUBE那覇国際通り ラウンジ（アベストCUBEホテル） その他飲食店 那覇市 那覇市牧志3-13-17　丸十ビル2F 098-861-9900 https://www.abestcube-naha.com/

YYY CLUB iE RESORT メインバーLAGOON 居酒屋・バー 伊江村 伊江村字東江前1965 0980-49-5011 https://ie-resort.com

レンブラントスタイル那覇（レストラン） レストラン（和・洋・中） 那覇市 那覇市西2-24-3 098-975-9110 https://rembrandt-style.com/naha-open/

A＆W 北谷店 その他飲食店 北谷町 北谷町上勢頭549-2 098-936-6593 https://www.awok.co.jp/

サーティワンアイスクリーム プラザハウス店 カフェ・スイーツ 沖縄市 沖縄市久保田3-1-7 098-933-1181 https://www.31ice.co.jp/

サーティワンアイスクリーム サンエー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450-1 098-923-1631 https://www.31ice.co.jp/

ONIYANMA COFFEE CAFE＆BAR（オニヤンマコーヒー カフェ＆バー） カフェ・スイーツ 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２階 098-987-8889

くら寿司 イオン南風原店 その他飲食店 南風原町 南風原町字宮平264　イオン南風原2階 098-987-9610 https://www.kurasushi.co.jp/
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乱美ビヤガーデン その他飲食店 南大東村 南大東村字在所314 090-2719-2205

大東そば いちご・いちえ 沖縄そば・食堂 南大東村 南大東村字在所134 09802-2-2230

お食事処・酒処 なすび 居酒屋・バー 南大東村 南大東村在所260 09802-2-2808

Bar Galaxy 居酒屋・バー 金武町 金武町金武4263-6　玉城店舗102
CASA DUMAI CAFE レストラン（和・洋・中） 今帰仁村 今帰仁村今泊3009 0980-43-0710

BlueCoast OKINAWA レストラン（和・洋・中） 恩納村 恩納村谷茶1571　2階 098-989-4711

フクギ屋（農業生産法人有限会社備瀬フクギ屋） 沖縄そば・食堂 本部町 本部町字備瀬388-3 0980-43-5001

琉球新天地 HANARE レストラン（和・洋・中） 石垣市 石垣市新川冨崎1625 0980-88-7000

BLUE BOOKS café 沖縄 カフェ・スイーツ 那覇市 那覇市旭町7 098-975-9290 bluebookscafe.jp/okinawa

和風亭 宮古島シティ店 レストラン（和・洋・中） 宮古島市 宮古島市下里2511-43 0980-73-8811

沖縄ﾌﾟﾘﾝｽﾎﾃﾙ ｵｰｼｬﾝﾋﾞｭｰぎのわん ｵｰﾙﾃﾞｨﾀﾞｲﾆﾝｸﾞｼﾞﾉｰﾝ レストラン（和・洋・中） 宜野湾市 宜野湾市真喜市3-28-1 098-898-1110 http://www.princehotels.co.jp/ginowan/

Doug’s Diner ＆ Bar レストラン（和・洋・中） 宮古島市 宮古島市平良下里338-40　ホテルローカス2F 0980-79-0244

Cafe&Bar5083 レストラン（和・洋・中） 那覇市 那覇市楚辺2-41-14 098-996-5083 https://gloryislandokinawa.com/cafebar5083

Angie 沖縄そば・食堂 那覇市 那覇市泊3-14-4　1F
ガジュマル ロック カフェ・スイーツ 今帰仁村 今帰仁村古宇利道ノ下原1933-1 080-6492-6945 https://gajurock.com

うちなー家庭料理みや 沖縄そば・食堂 那覇市 那覇市西1-4-1　ノビル商会ビル1-A 098-869-3339

炭火焼鳥とりひろ 居酒屋・バー 浦添市 浦添市城間4-5-9 098-873-0089

牛皇 焼肉・ステーキ・しゃぶしゃぶ 那覇市 那覇市久茂地2-13-14ヨーロピアンビル5・6F 098-867-5165

ゴンチャ オキナワ ハナサキマルシェ店 カフェ・スイーツ 本部町 本部町山川1421-5 0980-43-9488 https://hanasaki-marche.com/shopist/detail.php?id=22

ポーたま 沖縄本部町店 その他飲食店 本部町 本部町山川1421-5 0980-43-0116 https://hanasaki-marche.com/shopist/detail.php?id=23

沖縄そばパパイヤとスブイ 沖縄そば・食堂 うるま市 うるま市石川2490-26 098-953-9897

宿＆喫茶アガリメージョー カフェ・スイーツ うるま市 うるま市勝連平敷屋3661 090-1710-4106 https://efg9042314.wixsit.com/e-fg

ICHIYA レストラン（和・洋・中） 沖縄市 沖縄市山内4-20-1　フエタビル2F 080-7985-3744

厚生センター1F 隊員クラブ令王 沖縄そば・食堂 那覇市 那覇市当間252　海上自衛隊　那覇航空基地内 098-857-1191内5851

あっきぃずきっちん 居酒屋・バー 久米島町 久米島町字儀間377-1　1F 098-987-1025

お魚とお野菜 和縁 居酒屋・バー 那覇市 那覇市久茂地2-19-20 098-869-0007

J.’ｓ Kitchen カフェ・スイーツ 本部町 本部町山川556 0980-43-0766

スシロー 那覇国際通り店 その他飲食店 那覇市 那覇市久茂地3-3-16　サツドラ沖縄国際通り店2F 098-860-7018 http://www.akindo-sushiro.co.jp/

居酒屋おまけ 居酒屋・バー 浦添市 浦添市大平1-22-8　1F 070-5535-7939

レストラン 珊瑚table レストラン（和・洋・中） 今帰仁村 今帰仁村仲宗根371-4 090-1946-8524 https://sangotable.okinawa

肉まる産業 泉崎店 焼肉・ステーキ・しゃぶしゃぶ 那覇市 那覇市泉崎1-14-7　ユートピア阮氏ビル1F 098-862-7878 https://nikumarusangyo.owst.jp/

osteria due レストラン（和・洋・中） 那覇市 那覇市泊1-8-12　シンアイマンション泊1階店舗 098-975-7554

沖縄食堂 空橋（古宇利島の駅そらはし） 沖縄そば・食堂 今帰仁村 今帰仁村古宇利323-1 0980-56-2128 https://sora-hashi.com

トルネコパーパ ラーメン 那覇市 那覇市泉崎1-11-1　あらかきビル1F 080-8549-4746

アミュージアム２階居食屋（有限会社アミューズ一日橋） 居酒屋・バー 南風原町 南風原町兼城517-6 098-888-1122

ソラハシフルーツ（古宇利島の駅 そらはし） カフェ・スイーツ 今帰仁村 今帰仁村古宇利323-1　古宇利島の駅ソラハシ内 0980-56-2128 https://sora-hashi.com/

シマノカクレガ その他飲食店 今帰仁村 今帰仁村古宇利323-1　古宇利島の駅ソラハシ内 080-1770-7566

おっぱじぇら～と工房 その他飲食店 今帰仁村 今帰仁村古宇利323-1　古宇利島の駅ソラハシ内 http://www.oppanyu.jp/

古宇利島うみんちゅSeaFood その他飲食店 今帰仁村 今帰仁村古宇利323-1　古宇利島の駅ソラハシ内 098-056-3333

chura天てん 古宇利店 その他飲食店 今帰仁村 今帰仁村古宇利323-1　古宇利島の駅ソラハシ内 090-5730-5703

O ICE CAFE カフェ・スイーツ 今帰仁村 今帰仁村古宇利323-1　古宇利島の駅ソラハシ内 https://oicecream.official.ec/

ちゅら その他飲食店 那覇市 那覇市久茂地2-14-5 098-988-1886

パークレストラン花 レストラン（和・洋・中） 沖縄市 沖縄市比屋根5-5-1 098-932-3103 https://buffet-restaurant-324.business.site

さわやか その他飲食店 糸満市 糸満市西崎6-2-1　エバープラザビル2F（M-2） 080-6145-0403

くんくりやーがま 居酒屋・バー 宮古島市 宮古島市上野字新里12-1 0980-79-0199 http://oshan-shigira.com/

酒膳 綵花 居酒屋・バー 那覇市 那覇市久茂地2-24-7 098-863-5539

ツマンデ呑めるみやこパーラー ハイサイ！ 居酒屋・バー 宮古島市 宮古島市平良下里601　ちゅらハウス1F 0980-79-6633

道とん堀イーアス沖縄豊崎店 居酒屋・バー 豊見城市 豊見城市字豊崎3-35（3130） 098-851-3678 https://dohtonbori.com/shop/japan/okinawa/

ミスタードーナツ サンエー石川シティ店 カフェ・スイーツ うるま市 うるま市石川252-1 098-989-3444 https://www.viens.co.jp

ラウンジ蝶 その他飲食店 浦添市 浦添市経塚518　テナントビルてぃーだ・2E 090-4775-1032

MEDICALCOFFEE カフェ・スイーツ 西原町 西原町上原1-24-9　プティフルール（1F）

wine＆dish CRIB 居酒屋・バー 那覇市 那覇市久茂地3-25-19　久茂地リバーサイドガーデンビル2-D 080-9104-3513

Poegg okinawa その他飲食店 豊見城市 豊見城市瀬長174-6　ウミカジテラス6 098-851-8507

プロースト東京 その他飲食店 豊見城市 豊見城市瀬長174-6　ウミカジテラス17番 098-894-6292 https://tabelog.com/okinawa/A4704/A470401/47028740/?lid=owner_rst-top-jitempo_pc
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CAFE GOZZA レストラン（和・洋・中） 恩納村 恩納村山田2427 098-923-3137

fuu cafe カフェ・スイーツ 本部町 本部町瀬底557 0980-47-4885 https://www.facebook.com/fuucafe.sesoko

うるまジェラート（株式会社たみくさ） カフェ・スイーツ うるま市 うるま市与那城照間1860-1 098-978-8017 http://www.urugela.com/

焼肉 CURURU 焼肉・ステーキ・しゃぶしゃぶ 宮古島 宮古島市伊良部字仲地282-3 0980-79-7399 gururi0809island@gmail.com/fumitetsu5447@outlook.jp

食堂たに 沖縄そば・食堂 竹富町 竹富町鳩間111-1 0980-85-6780 https://adanashi.hp.peraichi.com/

croche カフェ・スイーツ 北谷町 北谷町宮城3-231-1　シーサイドタウン17（1F） https://www.instagram.com/croche_okinawa/

カレーハウスCoCo壱番屋 沖縄名護店 その他飲食店 名護市 名護市字名護4558-20 0980-50-9739 https://www.ichibanya.co.jp/

海の旅亭おきなわ名嘉真荘 レストラン（和・洋・中） 恩納村 恩納村名嘉真855-1 098-911-6650 https://www.okinawa-ryotei.jp/

Child Smile その他飲食店 那覇市 那覇市前島2-11-8　ドラゴンビル201 050-8884-8922

Island dining SLOW（Waterｍark Hotel ＆Resorts 沖縄宮古島内） レストラン（和・洋・中） 那覇市 宮古島市伊良部佐和田前原1725-11 0980-79-6608 https://tabelog.com/okinawa/A4705/A470503/47029355/

ロングソフトクリーム沖縄アメリカンビレッジ店 カフェ・スイーツ 北谷町 北谷町美浜9-1　ﾃﾞﾎﾟｱｲﾗﾝﾄﾞC1F 090-2198-5958 https://longsoftcream.jp/.

気まぐれバディー その他飲食店 北谷町 北谷町北前1-6-6 098-989-8222

Full cafe カフェ・スイーツ 読谷村 読谷村座喜味2713-94
肉丸 焼肉・ステーキ・しゃぶしゃぶ 那覇市 那覇市久米1-16-13 098-868-3456 https://nikumaru-honten.com

美ら笑34CAFE 居酒屋・バー 那覇市 那覇市宇栄原3-29-20　新町テナント2F 080-1142-3967 https://churawara34.com/

TEECH レストラン（和・洋・中） 宜野湾市 宜野湾市大山3-5-1（2F） 098-894-5817 https://teech.owst.jp

UNA その他飲食店 恩納村 恩納村真栄田890-1 098-923-3904 https://mihana.okinawa/una/

ポコアポコ久茂地店 居酒屋・バー 那覇市 那覇市久茂地3丁目13-1　63ビル2F 098-975-7878

ポコアポコおもろまち店 居酒屋・バー 那覇市 那覇市おもろまち4丁目11-1　1F 098-943-5229

ダイニング クーデタ 居酒屋・バー 那覇市 那覇市銘苅3丁目1-41グリーンビル2F 098-975-5992

かま田 沖縄そば・食堂 宮古島市 宮古島市平良下里737-11 0980-72-0296 https://shokusaikamata.storeinfo.jp/

soraniwa hotel and cafe(ソラニワ ホテル アンド カフェ） レストラン（和・洋・中） 宮古島市 宮古島市伊良部字伊良部721-1 0980-74-5520 www.soraniwa.org

串焼きダイニング ウグイス（ウグイス） 居酒屋・バー 那覇市 那覇市松尾1-4-2　テラスビル2階 098-975-5761 https://www.naha.uguisu.com

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2-1-46 098-933-0171

Spice & Fresh カフェ・スイーツ 宮古島市 宮古島市平良下里398-2 070-3305-6779

ダイニング バリテラス 居酒屋・バー 浦添市 浦添市仲間1-24-26 098-943-5588 https://r.gnavi.co.jp/P38710

ポークマン 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1F（のれん街1階） 098-943-5707

九州うまかもん酒場 琉神 居酒屋・バー 那覇市 那覇市おもろまち1-4-17 098-943-4138 https://umakamon-ryujin.com/

鉄板焼 川原 その他飲食店 那覇市 那覇市寄宮2-5-39　荻堂貸店舗1-1 098-800-2349

Chill Spot 石垣島 居酒屋・バー 石垣市 美崎町12-6y'sビル2階 080-3795-6901 https://www.instagram.com/chill_spot_ishigaki/?__coig_restricted=1

石垣マーケット カフェ・スイーツ 石垣市 石垣市伊原間231-12 0980-84-5007

琉花 その他飲食店 浦添市 沖縄市照屋1-6-8頂店舗101号室 080-6492-1297

パーラーキング（株式会社キング堂） 居酒屋・バー 本部町 本部町崎本部5025-2 0980-43-6662 http://www.king0403.co.jp/parlorking

喫茶店 ピノキオ カフェ・スイーツ 南風原町 南風原町字宮平264 098-996-3308

日本料理禮二 その他飲食店 宜野湾市 宜野湾市普天間2-15-21　吉盛ビル1B 098-892-0888

喫茶店ピノキオ イオンタウン武富店 カフェ・スイーツ 糸満市 糸満市武富仲間田原194　イオンタウン武富内 098-851-3311 https://cafe-pinokio.com

琉球酒場 まーさんの家 居酒屋・バー 那覇市 那覇市松尾1-3-1　エスプリコートB1F 098-975-7525

ピエール・エルメ カフェ・スイーツ 那覇市 那覇市鏡水150　那覇空港旅客ターミナルビル2F　2W-15 098-996-4711 https://www.pierreherme.co.jp/boutique/made-in-pierre-herme-naha/

ジャパニーズフュージョン かなざわ/THE Bar（琉球ホテル＆リゾート 名城ビーチ ジャパニーズフュージョン かなざわ） 居酒屋・バー 糸満市 糸満市糸満963　S棟2F 098-997-5550 https://ryukyuhotel.oremierhotel-group.com/

ブッフェダイニング Nashiro/バーベキューレストラン BBQ TERRACE HAREY'S（琉球ホテル＆リゾート 名城ビーチ ビュッフェレストラン Nashiro Dining） レストラン（和・洋・中） 糸満市 糸満市糸満963　N棟1F 098-997-5550 https://ryukyuhotel.oremierhotel-group.com/

琉球ホテル＆リゾート 名城ビーチ ロビーラウンジ THE LOUNGE カフェ・スイーツ 糸満市 糸満市糸満963　C棟2F 098-997-5550 https://ryukyuhotel.oremierhotel-group.com/

琉球ホテル＆リゾート 名城ビーチ VIPプールバー Oasis 居酒屋・バー 糸満市 糸満市糸満963　C棟1F 098-997-5550 https://ryukyuhotel.oremierhotel-group.com/

琉球ホテル＆リゾート 名城ビーチ ファインダイニング MILANO レストラン（和・洋・中） 糸満市 糸満市糸満963　S棟2F 098-997-5550 https://ryukyuhotel.oremierhotel-group.com/

琉球ホテル＆リゾート 名城ビーチ めん処 山楽 レストラン（和・洋・中） 糸満市 糸満市糸満963　N棟1F 098-997-5550 https://ryukyuhotel.oremierhotel-group.com/

琉球ホテル＆リゾート 名城ビーチ 鉄板ダイニング 虹 レストラン（和・洋・中） 糸満市 糸満市糸満963　S棟1F 098-997-5550 https://ryukyuhotel.oremierhotel-group.com/

辛麺屋 桝元 イオンモール沖縄ライカム店 ラーメン 北中城村 中頭郡北中城村字ライカム1　3F 050-8884-8132

カマロチキン その他飲食店 北中城村 中頭郡北中城村字ライカム1　3F 070-3802-1004

炭火焼和牛ハンバーグ 牛米衛 その他飲食店 北中城村 中頭郡北中城村字ライカム1　3F 098-996-3488

ロイヤルホスト那覇空港店 レストラン（和・洋・中） 那覇市 那覇市鏡水150　那覇空港国内線ターミナルビル4F 098-857-6873

ロイヤルスナックコート レストラン（和・洋・中） 那覇市 那覇市鏡水150　那覇空港旅客ターミナルビル2F 098-858-8726 http://www.royal-contract-service.co.jp/

氾濫バーガー チムフガス 瀬長島ウミカジテラス店 レストラン（和・洋・中） 豊見城市 豊見城市瀬長174-6　瀬長島ウミカジテラス1階4番 098-851-8782 https://www..umikajiterrace.com/profile/chimuhugasu/

沖縄手作りジェラート yukuRu カフェ・スイーツ 豊見城市 豊見城市瀬長174-6　瀬長島ウミカジテラス1階7番 098-996-1577 https://www..umikajiterrace.com/profile/yukuru/

OCA OKINAWA カフェ・スイーツ 豊見城市 豊見城市豊崎1-188　沖縄アウトレットモールあしびなー　620区画 050-3591-6803 https://www.instagram.com/oca_okinawa/

蝦夷前立喰い処 ちょこっと寿し レストラン（和・洋・中） 那覇市 那覇市牧志3-11-17　屋台番号15 098-866-8177 https://chocotto.group/
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SEASIDE VILLAGE SACRO ①7ｍ その他飲食店 名護市 名護市済井出1315-1 090-1360-3960 https://rest-le-sacro.com/seaside-village-sacro/

SEASIDE VILLAGE SACRO ②4ｍ その他飲食店 名護市 名護市済井出1315-1 090-1360-3960 https://rest-le-sacro.com/seaside-village-sacro/

バイキング居酒屋リオ 居酒屋・バー 那覇市 那覇市松山1-34-3　カクテルプラザ2F 098-868-6222 https://r.gnavi.co.jp/fag3000/

りゅうみ 沖縄そば・食堂 那覇市 那覇市松尾2-7-10-2F 090-1345-1616 https://makishi-public-market.jp/admin/wp-content/uploads/2022/10/%F8%B1%9A%F3%81%97%F3%82%83%F3%81%

幸せのパンケーキ 沖縄・瀬長島店 カフェ・スイーツ 豊見城市 豊見城市瀬長174-6　ウミカジテラス32 098-851-0009

よりみち 居酒屋・バー 宮古島市 宮古島市平良字久貝654-44マリンハウス101 080-2521-7193

麺屋サマー太陽 ラーメン 宮古島市 宮古島市平良字西里845-1 0980-79-0597 https://www.summer-taiyo.com/

Bocca burger レストラン（和・洋・中） 宮古島市 宮古島市平良字久貝654-6 0980-79-0300 https://tabelog.com/okinawa/44705/A470503/47029340

バーニーズグループ 居酒屋・バー 宮古島市 宮古島市平良字西里251-10（1F） 0980-75-3124 http://miyako-bernies.jp

go at cafe カフェ・スイーツ 宮古島市 宮古島市上野字宮国214-1 0980-79-7900 https://www.goatcafe.jp/

エイトマンズシーバーグ レストラン（和・洋・中） 那覇市 那覇市若狭1丁目21-1　1F 098-863-7744

シーバーラウンジ 居酒屋・バー 那覇市 那覇市若狭1丁目21-1　4F 098-863-7755

cafe and dinnig Limpid レストラン（和・洋・中） 浦添市 浦添市港川2-14-5 098-943-1713 https://www.limpid39.com/

Cucina985 レストラン（和・洋・中） 久米島町 久米島町字謝名堂548-31 090-6860-4745 https://cucina985-italian-restaurant.business.site/

coral port LOUNGE the Kitchen 沖縄そば・食堂 宮古島市 宮古島市伊良部字佐和田1727 0980-78-6603 https://shimojishima.jp/Walk/

coral port LOUNGE Cafe ＆ Bar 居酒屋・バー 宮古島市 宮古島市伊良部字佐和田1727 0980-78-6603 https://shimojishima.jp/Walk/

coral port Grab ＆ Go カフェ・スイーツ 宮古島市 宮古島市伊良部字佐和田1727 0980-78-6603 https://shimojishima.jp/Walk/

隠れ家ダイニング 天麩羅 隠れ家 居酒屋・バー 那覇市 那覇市牧志2-1-19　1階奥 098-917-2522 https://s.tabelog.com/okinawa/A4701/A470101/47026094/

YAMBURGER 宮古島 レストラン（和・洋・中） 宮古島市 宮古島市伊良部国仲128 0980-78-5030 http://www.yamburger.net

金29 焼肉・ステーキ・しゃぶしゃぶ 宮古島市 宮古島市平良西里146　2F
ちゅら 居酒屋・バー 那覇市 那覇市久茂地3-16-19　2F 098-868-0888

本格パスタと沖縄タコスの店 PasTaco レストラン（和・洋・中） 那覇市 那覇市字鏡水150　4階 098-840-1249

GAJARUM 居酒屋・バー うるま市 うるま市赤道18-1　知名アパート1F 098-989-3013

琉果 カフェ・スイーツ 本部町 本部町備瀬401 0980-43-5211 http://foodcreative.co.jp/

食彩亭 むつ美 居酒屋・バー 宮古島市 宮古島市伊良部字国仲184-11 0980-79-7137 https://www.instagram.com/mutsumi0980797137/?hi=ja

冨士天ぷら いだ天 宮古南店 レストラン（和・洋・中） 宮古島市 宮古島市平良字松原631　イオンタウン宮古南ショッピングセンター内 0980-72-8788

モンテドール カフェ・スイーツ 宮古島市 宮古島市平良字西里7-2 0980-72-3765 https://www.montedoll.com/

マックスバリュ宮古南店モンテドール カフェ・スイーツ 宮古島市 宮古島市平良字松原631 090-5296-8561 https://www.montedoll.com/

風月フーズ（株）那覇空港店ゲート 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内2F 098-840-1336 https://www.fugetsu.co.jp

BAR 織瑠 居酒屋・バー 那覇市 那覇市松山2-11-6　キャスティー松山202

Bar700 居酒屋・バー 読谷村 読谷村伊良皆125-202 070-3803-0700

SHRIMP BUS レストラン（和・洋・中） 北谷町 北谷町美浜34-5　デポセントラルビル2F 098-989-3887 https://shrimp-okinawa.business.site/

ハイサイ酒店 那覇空港店 居酒屋・バー 那覇市 那覇市鏡水150　那覇空港旅客ターミナルビル3F 090-1945-0114

海さん～市 その他飲食店 那覇市 那覇市東町4-14　イーストタウンビル1F 098-975-7131 https://www.big-advance.site/s/172/2373/company

らぁめん酒場 まうろあ ラーメン 那覇市 那覇市松山2-6-1　松山コーポハウスB-6 050-5492-2164

沖縄料理・鉄板ダイニング 花火～HANABI～ 居酒屋・バー 那覇市 那覇市松尾1-3-8 098-987-6456 https://www.hotpepper.jp/strJ001201671/

空 居酒屋・バー 那覇市 那覇市久茂地3-3-19　冨士ビル2F 098-975-5185 https://www.hotpepper.jp/strJ001249202/

タートルズカフェ カフェ・スイーツ 本部町 本部町山川1046-2 0980-43-9355 https://www.turtlescafe.jp

焼き鳥 野菜巻ごう 国際通り店 居酒屋・バー 那覇市 那覇市牧志2-2-30　国際通りのれん街A-5区画 098-894-7622 http://next-global.jp/

甘味処 鎌倉 北谷デポアイランド店 カフェ・スイーツ 北谷町 北谷町美浜9-1　デポアイランドA棟1F 098-989-5916 https://www.instagram.com/kamakuradepo/

焼肉BAR いちころ 居酒屋・バー 沖縄市 沖縄市上地1-15-15　1F右 098-959-9386 https://www.instagram.com/ichikoro_yakiniku/

CAFE MOKULELE カフェ・スイーツ 本部町 本部町大浜872-9　2F 080-6499-3331 http://foodteclab.com

Warung Rempah レストラン（和・洋・中） 本部町 本部町並里1241-11 080-3995-3674 http://foodteclab.com

うちなー食道 鳴声以外 居酒屋・バー 本部町 本部町谷茶434-14 0980-43-6789 https://r.gnavi.co.jp/sbv47nku000/

KAME ANDAGI カフェ・スイーツ 北谷町 北谷町美浜34-2　レクー沖縄スパ＆リゾート６番 098-989-8801

gatto カフェ・スイーツ 豊見城市 豊見城市瀬長174-6　瀬長ウミカジテラス21 080-3530-2613

Mango farm kitchen カフェ・スイーツ 石垣市 石垣市美崎町7-4　海人工房テナント 0980-88-8151 http://mangofarmkitchen.com

雪塩ステーキ石垣－鉄板焼－ レストラン（和・洋・中） 石垣市 石垣市美崎町13-1階 0980-87-9870 https://minamino-shima.com/yukishio-steak/

YAMBURGER 石垣島 レストラン（和・洋・中） 石垣市 石垣市美崎町16-14-1B 0908-87-6010 http://www.yamburger.net

サンライズ・オーシャン 居酒屋・バー 与那原町 与那原町字板良敷611-3 1F 090-6857-7938

花はな商店 ウミカジ37 沖縄そば・食堂 豊見城市 豊見城市瀬長174-67ウミカジテラス37 098-851-3487 takeshi.aragaki@gmail.com

パラダイス カフェ カフェ・スイーツ 竹富町 竹富町竹富531 090-8035-6152

うどんや～ど根性 その他飲食店 石垣市 石垣市美崎町8-13 0980-87-9099 https://tabelog.com/okinawa/A4705/A470501/47026836/

島酒場 DON DON その他飲食店 石垣市 石垣市美崎町12-1　海邦ビル201 0980-87-7671 https://tabelog.com/okinawa/A4705/A470501/47028297/
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ゴールデンウイングチキン 道の駅かでな店 その他飲食店 嘉手納町 嘉手納町字屋良1026-3　道の駅かでなフードコート内 080-3958-4804 https://golden-wings-chickenchicken-wingchickentake-outto.business.site/

ROLL ICECREAM FACTORY 石垣島ココナッツテラス店 カフェ・スイーツ 石垣市 石垣市新川1703-4 070-3801-5572

えいこ鮮魚店 居酒屋・バー 石垣市 石垣市新川1703-4 0980-87-5403

琉球紅 沖縄そば・食堂 石垣市 石垣市新川1703-4 0980-87-5403

酢めし ゆう レストラン（和・洋・中） 那覇市 那覇市久茂地2-6-16　リバーサイドテラス久茂地2階D 098-988-9285 http://yagura.co
白蕗 居酒屋・バー 那覇市 那覇市松山2-10-1　39ビルB1 098-943-3567

カフェギャラリー土花土花 カフェ・スイーツ 恩納村 恩納村前兼久243-1 098-965-1666

割烹まほろば レストラン（和・洋・中） 那覇市 那覇市真嘉比1-2-14 098-943-3444  https://tabelog.com/okinawa/A4701/A470103/47026096/?lid=owner_rst-top-jitempo_pc

Halelea 道の駅 嘉手納 レストラン（和・洋・中） 嘉手納町 嘉手納町屋良1026-3（2階） 098-914-0081

ロータリードライブイン その他飲食店 嘉手納町 嘉手納町字屋良1026-3　道の駅かでなフードコート内 098-956-5819

沖縄フローモ養蜂園 カフェ・スイーツ 嘉手納町 嘉手納町字屋良1026-3　道の駅かでなフードコート内 090-5503-7695

本家亀そば 嘉手納道の駅店 沖縄そば・食堂 嘉手納町 嘉手納町字屋良1026-3　道の駅かでなフードコート内 090-3010-8156 https://www.kamesoba.okinawa/info.php

Gennaro Pizza その他飲食店 嘉手納町 嘉手納町字屋良1026-3　道の駅かでなフードコート内 090-6860-2569

パーラーオオアタリ その他飲食店 嘉手納町 嘉手納町字屋良1026-3　道の駅かでなフードコート内 090-5027-9303 https://mayz.jp/ohatari/

3S BURGER その他飲食店 嘉手納町 嘉手納町字屋良1026-3　道の駅かでなフードコート内 090-4453-3914

ウィルケリカフェ カフェ・スイーツ 石垣市 石垣市真栄里345-60 0980-87-5272

OCEANS TABLE 焼肉・ステーキ・しゃぶしゃぶ 石垣市 石垣市新川1633-1 0980-87-5021

石垣島のグリルレストラン Island Sky レストラン（和・洋・中） 石垣市 石垣市大川249　R階（屋上） 090-8294-6375 https://island-sky.jp/

韓BBQ テジテジ その他飲食店 石垣市 石垣市美崎町12-1　海邦ビル1F（101） 0980-88-8710

TENGOKU FRUIT PARLOUR カフェ・スイーツ 沖縄市 沖縄市上地3-11-8 098-988-7801

沖縄SOUL FOOD じゃむ 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1F　のれん街A区画 098-894-2471 https://www.instagram.com/okinawasoulfoodjamnaha

琉球美ら馬ホースくらぶ＆Cafe カフェ・スイーツ 石垣市 石垣市字伊原間365-6 090-9671-9999 https://churauma.jimdofree.com

肉処 中々 焼肉・ステーキ・しゃぶしゃぶ 那覇市 那覇市前島3-6-8 098-987-6638

ミルミル本舗 カフェ・スイーツ 石垣市 石垣市新川1583-74 0980-87-0885 https://mirumiru1583.com/

元祖 石垣牛カツ  レストラン（和・洋・中） 石垣市 石垣市大川279-1 0980-87-6105 http://ishigakigyu-katsu.com/

砂浜 焼肉・ステーキ・しゃぶしゃぶ 那覇市 那覇市牧志3-12-8　フィットビル2F 098-860-9266

63cafe NAHA 居酒屋・バー 那覇市 那覇市辻3-2-1 080-9850-3707 https://loco.yahoo.co.jp

Cafe Bar SEE THE SEA カフェ・スイーツ 豊見城市 豊見城市瀬長174-6　瀬長島ウミカジテラス41 098-996-4640

478商店 沖縄そば・食堂 豊見城市 豊見城市字瀬長174-1 080-6484-4780 https://happytree478.com

油そば専門店歌志軒 久茂地店 ラーメン 那覇市 那覇市久茂地1-6-1　ARTビル1F 098-943-7111

バーガー チルコリーノ レストラン（和・洋・中） 恩納村 恩納村真栄田2654-1 098-987-8673

炭火焼へべれけ屋 本店 居酒屋・バー 那覇市 那覇市牧志1-8-2 098-987-6389 https://akr0883461645.owst.jp

たこ焼酒場 へべれけ屋 久茂地店 居酒屋・バー 那覇市 那覇市久茂地2-14-17 098-988-9981 https://takoyakisakabaheberekeyakumoji.owst.j

焼肉ひだや 那覇松山店 焼肉・ステーキ・しゃぶしゃぶ 那覇市 那覇市松山2-11-12　エステート松山Ⅱ　2階 098-943-2941

73バル（730 SCRAMBLE） 居酒屋・バー 石垣市 石垣市大川2　730court1F南側 0980-87-5769

油そば専門店歌志軒 小禄店 ラーメン 那覇市 那覇市字金城5-11-7 098-987-0222

ocean good table 居酒屋・バー 那覇市 那覇市牧志2-2-30　国際通りのれん街2F 098-943-1402 https://r.gnavi.co.jp/6a7mj7740000/

ロバート タイワン ブロンクス 居酒屋・バー 那覇市 那覇市牧志2-2-30　国際通りのれん街2F 098-943-1702 https://r.gnavi.co.jp/6a7mj7740000/

うるまバーベキューガーデン 焼肉・ステーキ・しゃぶしゃぶ うるま市 うるま市石川3355-1 098-964-1278 https://www.shonanpet.jp/okinawa

国際ステーキ 恩納店 焼肉・ステーキ・しゃぶしゃぶ 恩納村 恩納村恩納1653-4 098-966-2101

レモン農園直営「ZASU」 居酒屋・バー 那覇市 那覇市小禄1-17-23 090-4353-0646

Green Cafe(The Grand Hotel Ginowan) カフェ・スイーツ 宜野湾市 宜野湾市大山3-5-1 098-898-7700 https://thegrandhotelginowan.com/

トバン レストラン（和・洋・中） 宮古島市 宮古島市平良下里562-1D-courtⅡ2F 0980-73-3110

12 カフェ・スイーツ 宮古島市 宮古島市平良字下里215-3　1F 080-4614-7916 https://instagram.com/12cafe.385?igshid=YmMyMTA2M2Y=

コミック・バスター宮古島店（イオンタウン宮古南）（カラオケスペース/卓球＆ビリヤードスペース） レストラン（和・洋・中） 宮古島市 宮古島市平良松原631　マックスバリュ宮古南 0980-73-8410 https://ts-cafegolf.com/

安波茶HIROMARU 居酒屋・バー 浦添市 浦添市安波茶1-31-1　伊波ビル102 080-4287-7889

手羽八 MUGEN OKINAWA 居酒屋・バー 那覇市 那覇市泊1-18-1　シャトレ泊102号 098-975-9959 https://tebaya-mugen.okinawa/

コメダ珈琲店 沖縄宜野湾宇地泊店 カフェ・スイーツ 宜野湾市 宜野湾市宇地泊214-1 098-942-2700

コメダ珈琲店 沖縄糸満店 カフェ・スイーツ 糸満市 糸満市兼城400 098-995-3331

コメダ珈琲店 沖縄北谷58号店 カフェ・スイーツ 北谷町 北谷町伊平108-5 098-921-7525

コメダ珈琲店 沖縄浦添経塚店 カフェ・スイーツ 浦添市 浦添市経塚670-3 098-975-7608

コメダ珈琲 沖縄南風原津嘉山店 カフェ・スイーツ 南風原町 南風原町字津嘉山1431-1 098-851-9630

コメダ珈琲沖縄知花店 カフェ・スイーツ 沖縄市 沖縄市知花5-16-7 098-988-7774

DRUNK TACOS その他飲食店 那覇市 那覇市牧志1-1-9 080-1418-4901
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カフェハッピーシーズン（維恩禅恩納荘園） カフェ・スイーツ 恩納村 恩納村名嘉真1765-13 098-967-7666 https://www.happyseason-cafe.com

テディーズビガーバーガー 沖縄北谷店 その他飲食店 北谷店 北谷町宮城1-64　3F 098-926-5225

CAFE DE M カフェ・スイーツ 宮古島市 宮古島市平良字西里45-1　1F 0980-79-9990 http://cafe.rakusou-comrade.co.jp/

リゾートダイニングポコアポコ 北谷店 居酒屋・バー 北谷町 北谷町北谷2-16-7　2F 098-989-0058

リゾートダイニングポコアポコ 読谷店 居酒屋・バー 読谷村 読谷村波平2142-1 098-958-3030

リゾートダイニング ポコアポコ 沖縄市店 居酒屋・バー 沖縄市 沖縄市比屋根7-5-18 098-989-8980

ポコアポコ宜野湾店（ぽこあぽこ） 居酒屋・バー 宜野湾市 宜野湾市真志喜3-7-8 098-890-5115

ぐるくん食堂 沖縄そば・食堂 那覇市 那覇市松尾1-2-13　川村ビル1F 098-863-0646

T's cafe レストラン（和・洋・中） 宮古島市 宮古島市平良字下里356-77 0980-79-0523 https://ts-cafegolf.com/

SUSHI BAR でいご レストラン（和・洋・中） 那覇市 那覇市辻2-8-16　1F 098-963-9528 https://ts-cafegolf.com/

沖福鮮魚店 居酒屋・バー 那覇市 那覇市牧志2-2-30　国際通りのれん街1F（区画B-3） 090-5909-7519

SOLT 焼肉・ステーキ・しゃぶしゃぶ 宮古島市 宮古島市平良字荷川取崎名原645-35 0980-79-7333 https://solt-miyako.com/

もとむのカレーパン 瀬長島ウミカジテラス店 その他飲食店 豊見城市 豊見城市瀬長174-6　瀬長島ウミカジテラス13番 098-851-8510 https://motomus-currybread.stores.jp/

パップパップ その他飲食店 南城市 南城市知念山里1056-1 098-914-0229

炭火焼肉・しゃぶしゃぶ おきなわ苑 焼肉・ステーキ・しゃぶしゃぶ 那覇市 那覇市牧志1-3-58　タキオンビル1階 098-975-9138

焼肉 ZIPANG 焼肉・ステーキ・しゃぶしゃぶ 那覇市 那覇市久茂地2-10-16南栄ビル1F 098-975-7061

Cotton Cafe カフェ・スイーツ 石垣市 石垣市大川199　大濱アパート101
コリアンレストラン チャンガ その他飲食店 那覇市 那覇市牧志2-17-4　パレット牧志ビル1階 098-988-0218 g.co/kgs/BerVsB?fbclid

CANAAN COFFEE ＆ BAKE STORE カフェ・スイーツ 竹富町 竹富町小浜756 0980-85-3401

中国料理 花林 レストラン（和・洋・中） 那覇市 那覇市鏡水150番地　那覇空港国内線ターミナル4F 098-852-0712 www.kariyushi.co.jp

コートドール 沖映通り店 テイスティングカウンター（Cote Dor） 居酒屋・バー 那覇市 那覇市牧志1-4-33　賀数ビル1階 098-862-2522 https://cotedor-okinawa.net/

居酒屋なかーてぃー 那覇国際通り店 居酒屋・バー 那覇市 那覇市牧志2-4-14　2F 098-868-0002

オサカナタイガー 居酒屋・バー 那覇市 那覇市前島2-12-12　1F 098-917-4569

お食事処光 沖縄そば・食堂 南大東村 南大東村池之沢349-3 09802-2-2180

居酒屋 ろくさん 居酒屋・バー 南大東村 南大東村在所260 090-3793-2378

スナック ジャンジャン その他飲食店 南大東村 南大東村字在所260 090-6856-4863

よしみ その他飲食店 南大東村 南大東村字在所66-2 090-5482-7304

ウェーブ その他飲食店 南大東村 南大東村在所262 080-1722-3655

琉球ステーキ究 焼肉・ステーキ・しゃぶしゃぶ 那覇市 那覇市牧志3-6-40 098-860-2935 https://ryukyu-steak.jp/

酒音創菜 のら 居酒屋・バー 南大東村 南大東村在所71
タコライスカフェきじむなぁイオン南風原店 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 098-987-1990

コロッケのころっ家南風原店 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 050-8884-8118 https://coro56.jp/
atabii's 読谷店 レストラン（和・洋・中） 読谷村 読谷村高志保915-1　GALA青い海内 098-989-0606

ブサンオンニ その他飲食店 那覇市 那覇市松山1-7-1　B 098-861-0888

燦別邸 はなれ 焼肉・ステーキ・しゃぶしゃぶ 恩納村 恩納村仲泊754-3 098-923-0075

沖縄炭火料理店 うむさんの庭 居酒屋・バー 恩納村 恩納村冨着256 098-964-6601 https://www.umusannoniwa.jp/

お餅のとけし カフェ・スイーツ 北谷町 北谷町浜川204-1 098-989-1810 https://www.omochinotokeshi.jp/

いつでも朝ごはん 沖縄そば・食堂 那覇市 那覇市松尾1-3-4　2F 098-941-2929 https://yapparigroup.jp/shop/group.html

やちむんカフェ ぐんじょう カフェ・スイーツ 読谷村 読谷村座喜味2898-21-1 098-927-9167 https://tousingama.com/gunzyoucafe/

大衆焼肉 縁-EN-（縁） 焼肉・ステーキ・しゃぶしゃぶ 那覇市 那覇市久米2-8-14 090-9783-3137 https://dradeneee1.wixsite.com/my-site-2

Mr.Kato Sushi Bar ＆ American Casual レストラン（和・洋・中） 北谷町 北谷町北前1-17-1 098-989-7742 https://mr.kato.kitchen/#shop-info

しゃぶしゃぶ・肉割烹 にく久 名護店 焼肉・ステーキ・しゃぶしゃぶ 名護市 名護市宮里7-23-25 JUN企画テナント2階 0980-43-9188

アルカシルカ レストラン（和・洋・中） 名護市 名護市屋我3 050-3139-5830 arukashiruka@okinawa-asahi.net

KEMURI 国際通り店 その他飲食店 那覇市 那覇市牧志3-1-18 098-894-8150 https://www.garoad.com/

FUKUGIYA CAFE カフェ・スイーツ 北谷町 北谷町美浜9-12　C-1F 098-936-8838 https://fukugiya.com

by・The・Shrimp その他飲食店 豊見城市 豊見城市瀬長174-6　ウミカジテラス23番 098-987-1995 https://instagram.com/by_the_shrimp?igshid=YmMyMTA2M2Y=

羊羊 その他飲食店 北中城村 北中城村喜舎場366 098-979-5661 https://yoyo.okinawa/

土～夢 ごはんカフェ 福地店 その他飲食店 糸満市 糸満市福地163-1 098-997-3433 https://www.instagram.com/doomu_gohancafe/

土～夢 okinawa ごはんカフェ その他飲食店 糸満市 糸満市西崎町3-16 098-995-1021 https://www.instagram.com/doomu_gohancafe/

白川商店 居酒屋・バー 北谷町 北谷町美浜9-17　アッツ北谷1階4号室 098-923-0917

焼肉 牛正 焼肉・ステーキ・しゃぶしゃぶ 石垣市 石垣市美崎町7-9 0980-87-5716

Pizzeria GENTE レストラン（和・洋・中） 那覇市 那覇市久茂地3-11-21　久高ビル1階 098-943-2960

豊年満作 居酒屋・バー 石垣市 石垣市美崎町12-3　1F 0980-82-7734

角りき レストラン（和・洋・中） 石垣市 石垣市石垣37　與那原ビル1F 0980-87-7231
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Cafe Kanoa カフェ・スイーツ 那覇市 那覇市牧志1-1-42　1F 098-963-5258 https://kanoa.okinawa

石垣島焼肉 樹苑 焼肉・ステーキ・しゃぶしゃぶ 石垣市 石垣市美崎町10-11　Crice NIKKO 石垣島 0980-87-6789

Re;MELO 北谷本店（リメロ) カフェ・スイーツ 北谷町 北谷町美浜9-12　アメリカンデポC館 098-989-3282 https://remelo.jp
車海老食堂たまや レストラン（和・洋・中） 今帰仁村 今帰仁村平敷306ブエナビスタ今帰仁ホテル1F 0980-56-2773 https://www.instagram.com/kurumaebi_shokudo_tamaya/

鉄板フレンチ aboz レストラン（和・洋・中） 那覇市 那覇市牧志2-4-11　1F左側 098-943-0429 https://aboz.jp/
郷土料理 天龍 沖縄そば・食堂 那覇市 那覇市鏡水150 那覇ターミナルビル 098-857-6889

ROCKS STEAK HOUSE レストラン（和・洋・中） 那覇市 那覇市松山2-8-1　DIAMOND BLDG 1F 080-6480-6939 https://www.rocks-steakhouse.com/

どんどっとっと 居酒屋・バー 北谷町 北谷町1-3-3　新城アパート1-1F 098-989-3446

レストランうりずん（株式会社でいごホテル） レストラン（和・洋・中） 沖縄市 沖縄市中央3-4-2 098-937-1212 http://www.deigo.jp

あぐー豚しゃぶしゃぶ専門店 オーシャンBoo！ 恩納万座店 レストラン（和・洋・中） 恩納村 恩納村恩納6497-1　K＆Sビル南恩納2階 098-952-5640

居酒屋 金太郎 居酒屋・バー 名護市 名護市東江5-9-7 0980-54-0554

ALLY's 58 street COFFEE カフェ・スイーツ 那覇市 那覇市松山2-4-13　プリンススマートイン那覇1F 098-943-8855 http://humantable.com/shop/index.html#shop13

たこ焼きみくに その他飲食店 那覇市 那覇市松川279-1 090-1360-0392

海辺のレストラン JIGORO Ocean レストラン（和・洋・中） 石垣市 石垣市大浜232-8 0980-87-0453

パイナップル食堂 沖縄そば・食堂 石垣市 石垣市大川728-11　コーポ金城1F南 0980-87-5611 http://pineapple.sam36-inc.com

Painu Taco カフェ・スイーツ 石垣市 石垣市川平900　A 080-2561-1495

地下バル でんこちゃん 居酒屋・バー 那覇市 那覇市牧志2-2-30　B1F 098-975-5880 https://www.ashidori.okinawa

でんすけ商店サンライズ（でんすけ商店） 居酒屋・バー 那覇市 那覇市牧志3-4-8　1F 098-917-4477 https://www.ashidori.okinawa

でんすけ商店 国際通りのれん街 居酒屋・バー 那覇市 那覇市牧志2-2-30　B1F 098-988-0107 https://www.ashidori.okinawa

あしどり泉崎 居酒屋・バー 那覇市 那覇市泉崎1-16-1 098-867-2716 https://www.ashidori.okinawa

島cafe とぅんからや カフェ・スイーツ 宮古島市 宮古島市上野字新里1214 0980-76-2674

ミハマノアシドリ 居酒屋・バー 北谷町 北谷町美浜34-1　レクー沖縄スパ＆リゾートプレミア棟2F 098-923-5778 https://www.ashidori.okinawa

中華酒場でんすけ飯店 居酒屋・バー 北谷町 北谷町美浜34-1　レクーオキナワスパアイランドプレミア棟1階 098-923-0227 https://www.ashidori.okinawa

あしどり浦添経塚 居酒屋・バー 浦添市 浦添市経塚392-3 098-943-4513 https://www.ashidori.okinawa

牛タンいろ葉 国際通りのれん街 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1F 098-917-1506

琉球横丁 アガリコ餃子楼 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 098-917-5544

でんすけ商店糸満 居酒屋・バー 糸満市 糸満市兼城369-8　更庄ビル102 098-867-1161 https://www.ashidori.okinawa

鉄板焼き 大地 焼肉・ステーキ・しゃぶしゃぶ 恩納村 恩納村恩納6497-1　K＆Sビル南恩納204 098-952-2563

OKINAWA食堂酒場 ギボショウテン 居酒屋・バー 那覇市 那覇市小禄1-39-8　コーポかねしろ2階 098-943-0606

かいのわ カフェ・スイーツ うるま市 うるま市勝連浜243-1 098-977-7860 https://www.kainowa.com/

鳥専門店 とぅいとぅい 居酒屋・バー 名護市 名護市宇茂佐の森4-7-14 090-7968-1112 https://www.facebook.com/touitoui.jinan

アグー豚と水晶鍋・沖縄逸品料理 しゃぶ前屋（しゃぶ前屋） 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562-1D-court2ビル3FA 0980-72-9977 https://syabuzenya.owst.jp

ソルト アンド ペッパー カフェ・スイーツ 恩納村 恩納村瀬良垣496 098-988-0218

豚とん亭 久茂地本店 沖縄そば・食堂 那覇市 那覇市久茂地1-4-1くもいちビル1階 098-975-9444

豚とん亭 国際通りのれん街店 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2F 098-943-3837

ヴィラブリゾート レストラン（和・洋・中） 宮古島市 宮古島市伊良部字伊良部817 0980-78-6777 http://villabu.jp/
ANSA沖縄リゾート レストラン レストラン（和・洋・中） うるま市 うるま市石川山城1468-113 098-963-0123 https://www.ansahotels.com/okinawa/jp

FAB MART その他飲食店 那覇市 那覇市安里382-1　SENⅢ 098-975-7107

Y'z BURGER カフェ・スイーツ 名護市 名護市為又1219-219 0980-048-0625

よんなーよんなー 居酒屋・バー 石垣市 石垣市浜崎町2-3-29 0980-87-7247

島とうふ 春おばぁ 食堂 沖縄そば・食堂 宮古島市 宮古島市平良下里3107-140 0980-79-5829

燦別邸 焼肉・ステーキ・しゃぶしゃぶ 恩納村 恩納村真栄田63　オーベルジュラウ2F 098-923-5775 https://www.okinawa-shabushabu.com

アコウサ（HOTEL AlaCOOJU OKINAWA） その他飲食店 浦添市 浦添市港川512-55（HOTEL AlaCOOJU OKINAWA 9階） 098-943-5300 https://alacooju.com/

琉球スポーツバル ちむぐくる de CORAZON（琉球スポーツバルちむぐくるdeコラソン） 居酒屋・バー 那覇市 那覇市久米2-4-7　KYコーポ1階 098-988-3739

Drive-in Nanachi 沖縄そば・食堂 豊見城市 豊見城市保栄茂570-1
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