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亜熱帯の豊かな自然と、

アジアの交流の歴史で培われた沖縄の文化の中から、

数々の県産品が生まれました。

このガイドブックは、「品質・価格・デザイン・安全性」など

多面的なチェックを経て、沖縄県が優良と認めた県産品を

ご紹介するためにつくりました。

ぜひ、製品選びのひとつの目安として、

お役立てください。
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「ハイブリッド楽楽カラクイ三線」は、多くのお客様の声から生まれ

考案した三線です。特に多い相談が、カラクイ(糸巻き)の扱い方。

カラクイをうまくねじ込むことができない、調弦ができないといった

内容です。そこで「握りやすく、調弦も容易」をモットーに、手元

は従来の木製で、先端は金属の真鍮製を使い、緩みにくく、調

弦がしやすい三線にしました。洋楽器のギターのように、グローバ

ルな楽器になるようチカラを入れたいと思います。

「黒糖ショコラとろ～る」は沖縄県産黒糖を100%使用、外はさっ

くり、中はとろ～りチョコと黒糖粒の風味豊かな香りと粒々の食感

が楽しめます。チョコレートと県産の原材料を使用したお菓子を商

品化したいと考えましたが、暑さに溶けてしまう、焼くと固まるなど、

多くの課題がありました。そこで、黒糖クッキーにチョコレートを包

み込む工夫をし、なめらかな口溶けを実現しました。これからも素

材にこだわり、沖縄発のお菓子を販売してまいります。

「3Wayトート 黒ヒチガーラ」は、伝統的な絣柄を現代的なテキス

タイルデザインにし、日常使いのしやすいバッグとして仕上げました。

文化的なデザインでありながら、機能性を重視して仕上げた製品

は、単に生活用品のみとしてではなく、沖縄独自の文化が香るよ

うな共感性も評価していただけたと思っております。これまでも平

成26年と平成27年に同賞を受賞しました。今後も新たな創作活

動に努めたいと思いますので、引き続きご愛用をお願いいたします。

「オリオン贅沢気分」は、“素材にこだわった家飲みオリオン”をコ

ンセプトに、平成29年10月に新発売した新ジャンル商品。厳選

されたホップの絶妙なブレンドに由来する“やわらかな香り”と、うま

み麦芽使用による“上品でマイルドな後味”が特長です。パッケー

ジは、夕刻から夜の時間帯の空をイメージしたグラデーションと、

あかりの灯る街並みのイラストで、リラックスできるひとときと上質

感を表現しています。ぜひ、ご愛飲ください。

オリオンビール
株式会社
浦添市字城間
1985-1
☎098-877-4511
https://www.
orionbeer.co.jp/

代表取締役社長

與那嶺 清

オリオン
贅沢気分

［350/500ｍｌ］○希¥143/ ¥186（税込）

【主要販売店舗】 

県内代理店、

小売店（スーパー、コンビニを含む）

1315
推奨番号

ここに紹介された5製品は、平成30年度推奨優良県産品の中から、 

特に優れた県産品として表彰された製品です。

う ち な ー 発   世 界 へ と ど け   県 産 品

ハイブリッド
楽楽カラクイ三線

［81×19cm］○希¥74,000（税込）

【主要販売店舗】 

那覇市農連プラザ内店舗、糸満市店舗

株式会社あざみ屋
石垣市字登野城909

☎0980-82-3473

http://www.minsah.

co.jp/

代表取締役社長

新 賢次

1343
推奨番号

かりゆし三線館
糸満市西川町18-1
☎098-832-1134

代表者

上原 和雄

1330
推奨番号

株式会社
御菓子御殿
読谷村字宇座657-1
☎098-958-7333
http://www.okashigoten.com/

代表取締役社長

澤岻 英樹

3Wayトート
黒ヒチガーラ

［330×340×60mm］○希¥12,960（税込）

【主要販売店舗】 

自社店舗各店、イオンライカム、

サンエーメインプレイス

1339
推奨番号

優良県産品賞

最優秀

飲食料品の部

優良県産品賞

最優秀

生活用品の部

優良県産品賞

最優秀

その他製品の部

優秀
デザイン賞

飲食料品の部

優秀
アイディア賞

飲食料品の部

沖縄県推奨 優良県産品2018 じ
ょ
う
と
う
む
ん

だ
ね
ー

黒糖ショコラ
とろ～る
［8/12/18個入］

○希￥702/￥1,036/￥1,566（税込）

【主要販売店舗】 

自社店舗、自社ウェブサイト、県内外小売各店

しょうがを効かせた「お酢日和」は独自の酢酸発酵にこだわりなが

ら、黒糖やパイナップル、シークヮーサーなど、それぞれの素材が

もつおいしさや香りを生かして、個性豊かな味わいを持つ3種類

の「飲むお酢」に仕上げました。原料はすべて国産にこだわり、添

加物は使用していませんので、安心してお飲みいただけます。こ

れからも産地としての自信と誇りをもって、より良い商品作りを心

掛けて参りますので、ご愛顧のほど、よろしくお願いいたします。

株式会社紅濱
浦添市西洲2-2-2
☎098-870-1150
http://www.
benihama.jp/

代表取締役

小西 正宣

お酢日和
ギフトセット

［200ml×3本］○希¥3,240（税込）

【主要販売店舗】 

インターネット販売

1316
推奨番号

優良県産品ガイド
平成30年度

推奨期間 2021年10月4日まで

○希…希望小売価格○希…希望小売価格02 03



サ
マ
ー
デ
ザ
イ
ン
缶

1312
推奨番号

1311
推奨番号

玉友  甕仕込
5年古酒  25度 ［720ml］ 
○希 ¥1,404（税込）

1313
推奨番号

海乃邦10年貯蔵古酒43度 ［720ml］ 
○希 ¥3,911（税込）

【主要販売店舗】 
県内小売各店、那覇空港、県内お土産品店

1314
推奨番号

海乃邦10年貯蔵古酒25度 ［720ml］ 
○希 ¥2,052（税込）

【主要販売店舗】 
県内小売各店、那覇空港、県内お土産品店

【主要販売店舗】 県内小売各店、自社店舗、那覇空港

玉友  甕仕込
5年古酒  30度 ［720ml］ 
○希 ¥2,095（税込）

株式会社石川酒造場
西原町字小那覇1438-1　☎098-945-3515

http://www.kamejikomi.com/

オリオンビール株式会社
浦添市字城間1985-1　☎098-877-4511

https://www.orionbeer.co.jp/

公益社団法人浦添市シルバー人材センター
浦添市仲間1-10-7 社会福祉センター2F　☎098-875-1701

http://tedakuwa.jp/
沖縄県酒造協同組合　那覇市港町2-8-9　☎098-868-1470　http://www.awamori.or.jp/

昔ながらの甕（かめ）仕込み製法で造られる 5 年古酒

100％の泡盛です。一石甕でもろみを一つひとつ職人

が手造りしているため、製造量は多くありません。し

かしながら丁寧に造られる味わいは風味豊かで、泡盛

本来の味を生かしています。

良質な泡盛を徹底管理のもと 10 年間、熟成させた泡

盛古酒。「古酒 43 度」は沖縄海邦国体を記念して造ら

れ、泡盛観評会県知事賞の他、国際的にも高い評価を

受けている傑作。発売から 30 年以上愛され続ける泡

盛 10 年古酒のスタンダードです。

厳正な酒質検査を経て良質な泡盛を徹底管理のもと

10 年間、熟成させた泡盛古酒です。古酒の持つ深い

味わいと上質な香り、アルコール度数も 25 度と軽め。

マイルドな口当たりで気軽に楽しめます。オンザロッ

クや水割りなどがおすすめです。

1196
推奨番号

オリオンサザンスター ［350/500ｍｌ］ 
○希 ¥142/¥186（税込）

【主要販売店舗】 
県内代理店、小売店（スーパー、コンビニを含む）

1318
推奨番号

グリーンスカイ（分包タイプ） 
［2g×14包/2g×30包］ 
○希 ¥1,400/¥2,400（税込）

【主要販売店舗】 
ふく薬品（一部店舗）、サンシルク、結ショップ

オリオン独自の醸造技術により、スッキリとした軽快

な味わいと、雑味感を取り除いたキレ味抜群の飲みや

すさを実現。抜けるような青空のもとで爽やかな潮風

を受け、目の前に広がるブルーの海を眺めながら飲み

たくなる新ジャンル商品です。

県産の「島桑」の葉を使った桑茶。粉末タイプなので

水に溶けやすく、料理やお菓子の味付けにも利用でき

ます。カルシウム、鉄分、βーカロテンなどが豊富に含

まれていて、パッケージのデザインは、紅型の祖型と

いわれる「浦添型」を参考にしています。

農業生産法人株式会社仲善
南城市知念字知念1190　☎098-949-1188

http://www.nakazen.co.jp/

八重山殖産株式会社
石垣市白保287-14　☎0980-86-7154
http://www.yaeyamachlorella.com/

1317
推奨番号

美ら島の紅茶
フレーバーティーシリーズ（4種類） 

［24g（2g×12包）］  ○希 ¥1,350（税込）

【主要販売店舗】 
自社店舗、わしたショップ（一部店舗）、自社ショッピングサイト

1319
推奨番号

八重山クロレラ粒 ［124ｇ（620粒）］　
○希 ¥2,916（税込）

【主要販売店舗】 
石垣市特産品販売センター

沖縄で無農薬・有機栽培された紅茶の茶葉を、選りす

ぐりのハーブとブレンドしたフレーバーティー。マン

ゴー、シークヮーサー、ハイビスカス、パイナップル

の 4 種類の香りが楽しめます。「2018 沖縄南城セレ

クション認定商品」です。

石垣島の太陽の恵みと良質な水で育ったクロレラを使

用したサプリメントです。たんぱく質やビタミン、ミ

ネラルがバランスよく含まれていて、好きな時間に何

粒飲んでも OK。世界中の人に親しまれており、医療

業界でも注目されています。

飲
食
料
品
の
部
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819
推奨番号

ゴーヤーカレー ［180ｇ］ 
○希 ¥454（税込）

【主要販売店舗】 
県内小売各店、読谷ファーマーズ、自社ウェブサイト

820
推奨番号

らふてぃ ［400g］ 
○希 ¥1,296（税込）

【主要販売店舗】 
那覇空港、自社ウェブサイト

沖縄ハム総合食品株式会社　読谷村字座喜味2822-3　☎098-958-4330　http://www.okiham.co.jp/

沖縄ハム総合食品株式会社　読谷村字座喜味2822-3　☎098-958-4330　http://www.okiham.co.jp/ 沖縄ハム総合食品株式会社　読谷村字座喜味2822-3　☎098-958-4330　http://www.okiham.co.jp/

沖縄ハム総合食品株式会社　読谷村字座喜味2822-3　☎098-958-4330　http://www.okiham.co.jp/

県産のゴーヤーが入った中辛タイプのレトルトカ

レー。隠し味に使われているパイナップルがまろやか

さをプラスしています。首里城とハイビスカスのイラ

スト入りのパッケージは沖縄らしさを感じるデザイ

ン。県外へのお土産に一押しです。

皮付きの豚三枚肉を長時間煮込んでやわらかく仕上げ

ています。ブロックタイプで、袋のままお湯に入れて

加熱したら、あとはお好みの大きさにカットするだけ。

毎日の食卓にはもちろん、オードブルや重箱料理など、

沖縄の行事にも活躍してくれます。

1088
推奨番号

伊江島おっかー自慢の
イカ墨じゅーしぃの素 ［180ｇ］ 
○希 ¥929（税込）

【主要販売店舗】 
県内小売各店、自社ウェブサイト

1320
推奨番号

琉球美ら御膳
黒豚らふてぃ ［200g］ 
○希 ¥1,058（税込）

【主要販売店舗】 
県内小売各店、自社ウェブサイト

1188
推奨番号

オキハムポキポキ ［260ｇ］ 
○希 ¥380（税込）

【主要販売店舗】 
県内小売各店、ファーマーズマーケット、自社ウェブサイト

沖縄で昔から親しまれているイカ墨汁をもとに作られ

たじゅーしぃの素。一袋でお米 3 〜 4 合分に対応でき、

ダシの効いた美味しい沖縄風炊き込みご飯が出来上が

ります。伊江村漁業協同組合と共同開発で生まれた地

域応援商品です。

国産の黒豚を使用しています。泡盛に黒糖を加えたタ

レでじっくりと煮込まれた三枚肉は、余分な脂肪が抜

けて、とろけるようなやわらかさ。まろやかな味わい

で、お酒のおつまみとしてはもちろん、おもてなしの

料理にもぴったりです。

豚肉と鶏肉を羊腸詰めにしたスモークウィンナー。フ

ライパンでさっと温めるだけで美味しく食べられま

す。ポキポキした食感が特徴で、忙しい朝のごはんや

お弁当のおかずに最適。カラフルなパッケージが目を

引きます。

1187
推奨番号

中味汁 ［350ｇ］

○希 ¥322（税込）

【主要販売店舗】 
県内小売各店、ファーマーズマーケット、那覇空港、
自社ウェブサイト

1321
推奨番号

沖縄ソーキ ［170g］

○希 ¥306（税込）

【主要販売店舗】 
県内小売各店、ファーマーズマーケット、自社ウェブサイト

1284
推奨番号

タコライス3食入り
［タコスミート68ｇ×3、ホットソース12ｇ×3］  ○希 ¥734（税込）

【主要販売店舗】 
県内小売各店、ファーマーズマーケット、那覇空港、自社ウェブ
サイト

下ごしらえに手間のかかる中味汁が、温めるだけで手

軽に楽しめます。こんにゃくと椎茸入りで、ショウガ

を加えるのもおすすめ。レトルトタイプなので、常備

食としても便利。県外からの注文も多いロングセラー

商品です。

黒糖と泡盛が入った特製ダレで時間をかけて煮込んだ

ソーキ。骨まで食べられるほど、やわらかく、味もよ

くしみています。冬瓜や大根、葉野菜などを加えると

沖縄風煮付けに。沖縄そばの具や夕食の一品にも重宝

します。

メキシコ生まれ沖縄育ちのタコライスを家庭で手軽に

楽しめます。オリジナルのブレンドスパイスで作った

タコスミートと、辛さを引き立てるホットソースが

セットになっており、パスタやサンドイッチの具材に

もよく合います。
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250g

500g

1kg

1322
推奨番号

じゅーしぃの素 ［230ｇ］ 
○希 ¥268（税込）

【主要販売店舗】 
県内小売各店、土産品店

1323
推奨番号

軟骨ソーキの煮付 ［400g］ 
○希 ¥598（税込）

【主要販売店舗】 
県内小売各店、土産品店

株式会社沖縄ホーメル　中城村字当間758　☎098-895-3311　http://okinawahormel.co.jp/

沖縄ハム総合食品株式会社　読谷村字座喜味2822-3　☎098-958-4330　http://www.okiham.co.jp/ ひろし屋食品株式会社　那覇市安謝617‐49　☎098-863-0421　http://hiroshiya.co.jp/

株式会社あさひ　那覇市宇栄原3-20-5　☎098-857-0779　http://www.i-asahi.co.jp/

お米とお水に混ぜて炊くだけで、本格的なじゅーしぃ

を楽しむことができます。豚肉、人参、ごぼう、しい

たけ、昆布、ひじきなど具材がたっぷり入っているの

で、美味しさも栄養も満点。1 パック 3 合用で、3 〜

4 人前が作れます。

独自に調合した砂糖醤油のタレと、骨まで食べられる

やわらかさが美味しさの決め手。丁寧にアク抜きされ

ているので、肉の脂っぽさがなく、沖縄そばの具や白

いごはんのお供にぴったりです。お湯か電子レンジで

温めてすぐに食べられます。

1324
推奨番号

おばー自慢の島豆腐（真空） 
［250ｇ/500ｇ/1kg］ ○希 ¥205/¥302/¥583（税込）

【主要販売店舗】 
リウボウストア（古島マルシェ・首里店）・牧志の丸市ミート
業務スーパー牧港店・安謝店・久米島4店舗・渡嘉敷諸島3店舗・
三倉食品・七屋百貨店

1285
推奨番号

軟骨そーき ［400g］ 
○希 ¥538（税込）

【主要販売店舗】 
県内小売各店、那覇空港、自社ウェブサイト

4 日ほどしか日持ちのしない島豆腐を、県外への土産

として持ち帰りたいという声から誕生した商品です。

真空パックされているので、鮮度はそのままに、14

日間の保存が可能。豆腐のしっかりとしたかたさと大

豆の風味が楽しめます。

黒糖と泡盛入りの特製ダレが自慢の軟骨そーき ( 豚あ

ばら肉 ) は、軟骨まで食べられるようにやわらかく煮

込んでいます。沖縄そばのトッピングをはじめ、好み

の野菜とあわせて沖縄風の煮付けやおでんにして楽し

むなど、いろいろアレンジできます。

1326
推奨番号

ジーマーミ豆腐
琉の月　3個袋入り

［ジーマーミ豆腐210g（70g×3個）

タレ30g（10g×3個）］  ○希 ¥648（税込）

【主要販売店舗】 
わしたショップ（一部店舗）、㈱JALUX、
ANA FESTA㈱、県内各土産品店

惣菜やデザートとして広く親しまれている

ジーマーミ豆腐。もちもちとした食感で、

ピーナッツの香ばしい風味が口の中に広が

ります。箱入りなので、お土産としても人

気。120 日間の保存が可能で、6 個入りも

あります。

1327
推奨番号

沖縄黒糖ぜんざい
6個入り

［540g（90g×6個）］  ○希 ¥810（税込）

【主要販売店舗】 
わしたショップ（一部店舗）、㈱JALUX、
ANA FESTA㈱、県内各土産品店

黒糖で長時間煮込み、ふっくらとした食感

に仕上げた金時豆に、タピオカと押し麦が

入っています。冷蔵庫で冷やしたら、お好

みで白玉団子を加えたり、かき氷にのせる

のもおすすめ。暑い日のおやつにぴったり

の商品です。

948
推奨番号

沖縄島豚ジャーキー
［45g］  ○希 ¥540（税込）

【主要販売店舗】 
わしたショップ（一部店舗）、㈱JALUX、
ANA FESTA㈱、県内各土産品店

輸入豚に比べて、アミノ酸の含有量が多い

県産豚を使用したジャーキーは、絶妙なバ

ランスで調合されたスパイスとスモークの

香りが特徴。一度食べたらクセになる味わ

いで、お酒のおつまみにはもちろん、ハイ

キングやピクニックのお供にも最適です。

1325
推奨番号

二代目ひろし屋の
ジーマーミとうふ ［100g］  ○希 ¥205（税込）

【主要販売店舗】 
リウボウストア（古島マルシェ、首里店）
ドン・キホーテ宜野湾店・わしたショップ（一部店舗）

1089
推奨番号

紅いもあん入り
サーターアンダギー ［40ｇ×6個］

○希 ¥567（税込）

【主要販売店舗】 
県内小売各店、ファーマーズマーケット、那覇空港、自社ウェブサイト

創業 45 年のひろし屋のこだわり「やわらかさ」を持

続させたジーマーミとうふ。滑らかな舌触りが特徴で、

生落花生を使用することで、濃厚でクリーミーな味わ

いに仕上がりました。オリジナルのタレも付いていま

す。賞味期限は 14 日間。

沖縄県産の紅芋で作った餡が入ったサーターアンダギー。

しっとりとした食感と上品な甘さが特徴で、オーブントー

スターで温めるとよりおいしく食べられます。普段のお

やつにはもちろん、お土産にもぴったり。カットした時

の鮮やかな紫色がインパクトを与える商品です。

○希…希望小売価格○希…希望小売価格
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1331
推奨番号

いもいもタルト ［6/10個入］ 
○希 ¥777/￥1,296（税込）

【主要販売店舗】 
自社店舗、県内外小売各店

1332
推奨番号

やんばる緑茶ちんすこう ［18個入］ 
○希 ¥594（税込）

【主要販売店舗】 
大石林山売店、おきなわワールドおみやげ専門店街

昭和製紙株式会社　うるま市田場708-1　☎098-973-4215　http://www.syouwa-seishi.co.jp/

昭和製紙株式会社　うるま市田場708-1　☎098-973-4215　http://www.syouwa-seishi.co.jp/

沖縄県産の紅いもと、鮮やかなオレンジ色が特徴の読

谷村の特産品「読谷あかねいも」でつくったペースト

をミックスしたタルトです。保存料や着色料は不使用

なので、体にも優しく、素材本来の甘さを楽しむこと

ができます。

沖縄で数少ないお茶の産地として知られる国頭村で栽

培された「奥みどり茶」と、国産小麦を使用したさわ

やかな風味のちんすこう。パッケージのデザインは、

「茶葉」の緑色をメインとし、やんばるの美しい森に

吹き抜ける風をイメージしました。

1328
推奨番号

粉末しいたけ天然だし ［20g/40g］ 
○希 ¥432/¥540（税込）

【主要販売店舗】 
ファーマーズマーケット

乾燥しいたけをパウダー状にした天然素材 100％のだ

しです。2ℓの水に粉末 10g を溶かし、冷蔵庫で半日

寝かすと、美味しいだし汁が完成。煮物や炊き込みご

飯などの和食から、カレーやシチューといった洋食ま

で、幅広く使えます。

1329
推奨番号

古酒ケーキ ［1本］

○希 ¥1,388（税込）

【主要販売店舗】 
県内量販店、国際通り一部お土産品店、オキコ通販

きめ細かい生地のスポンジケーキに 3 年以上熟成した

泡盛古酒を染み込ませ、しっとりとした食感に仕上げ

ています。フワッと広がる泡盛のやさしい香りとまろ

やかな味わいが特徴で、夏は冷蔵庫で冷やすと、いっ

そう美味しく食べられます。

NA-BA生産企業組合
名護市字旭川1692　☎0980-52-0238

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

株式会社御菓子御殿
読谷村字宇座657-1　☎098-958-7333

http://www.okashigoten.com/

オキコ株式会社
西原町字幸地371　☎098-945-5021

https://okiko.net/

南都物産株式会社
那覇市牧志1-3-24（南都ビル２Ｆ）　☎098-948-1987

芯なしタイプのトイレットペーパーなので、さまざまなメーカーの

芯棒に対応が可能。シングルは古紙、ダブルは牛乳パックを再利用

して作られています。経済的で環境にも優しい昭和製紙屈指の高品

質を誇る紙製品です。

1301
推奨番号

コアゴール「シングル」
［110㎜×130m］

○希 ¥538（税込）

【主要販売店舗】 
県内各小売店

1302
推奨番号

コアゴール「ダブル」
［210㎜×65m　2枚重ね］

○希 ¥538（税込）

【主要販売店舗】 
県内各小売店

1198
推奨番号

キング110 ［110m×110㎜］

○希 ¥430（税込）

【主要販売店舗】 
県内各小売店

1199
推奨番号

オキナワ
タオルペーパー

［210㎜×230㎜ 200枚］ ○希 ¥162（税込）

【主要販売店舗】 
県内各小売店

生
活
用
品
の
部

沖縄県内で回収した古紙をリサイクルした

トイレットペーパー。紙は、通常のものよ

り倍の量が巻かれているので、家庭で使用

されるだけでなく、業務用商品としても高

く評価されています。シングルタイプで、

6 ロール入りです。

手洗いの後に重宝するタオルペーパー。紙

は厚さがあり、1 枚の利用で濡れをしっか

り吸収できます。手拭きだけでなく、テー

ブルやガラスの汚れ落としなど、さまざま

な場面で活躍してくれる商品です。たっぷ

り使える 200 枚入り。
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豊見城市ウージ染め協同組合　豊見城市字豊崎1-1162　☎098-850-8454　http://www.u-jizome.jp/株式会社沖縄敷物商会　那覇市若狭3-42-1　☎098-868-3809　http://www.oki-shiki.co.jp/

株式会社沖縄敷物商会　那覇市若狭3-42-1　☎098-868-3809　http://www.oki-shiki.co.jp/ BOND okinawa　宜野湾市字地泊794 カーサ・デ・エストレーア201　☎098-800-1808　https://www.bondokinawa.com/

1106
推奨番号

軽量床衝撃音対策畳
［厚さ60×幅900×長さ1820mm］

○希 ¥15,000（税込）

【主要販売店舗】 
県内畳店

軽量床衝撃音対策畳は、心材にミラマット S、インシュ

レーションボード、押出法ポリスチレンフォーム保存

材の 3 層を採用することで、クッション性を高め、衝

撃音を和らげます。集合住宅や小さな子どものいる家

庭に最適です。

1334
推奨番号

ウージ染め  染めポシェットバッグ
［18×26×6cm］

○希 ¥14,040（税込）

【主要販売店舗】 
豊崎道の駅「てぃぐま館」、おきなわワールド

1335
推奨番号

ウージ染め  織りポシェットバッグ
［18×26×6cm］

○希 ¥14,580（税込）

【主要販売店舗】 
豊崎道の駅「てぃぐま館」、おきなわワールド

1197
推奨番号

マイトスタットホウ酸塩畳
［厚さ60×幅900×長さ1820mm］

○希 ¥15,000（税込）

【主要販売店舗】 
県内畳店

高温多湿の沖縄で発生しやすいシロアリやダニといっ

た害虫に対して、予防や忌避効果が期待できる商品で

す。ホウ酸塩の力により、効果は長期間持続。無臭で

体に害を及ぼす心配もなく、赤ちゃんやペットにも安

全です。

1336
推奨番号

HIRO  デカンタセット
［デカンタ、30×10cm。内容量約500ml。グラス、9×8cm］

○希 ¥11,880（税込）

【主要販売店舗】 
ハイアットリージェンシー瀬良垣アイランド沖縄

沖縄でお馴染みの泡盛を、都会的で落ち着いたイメー

ジのブランデーやウイスキーのように味わってもらい

たいと誕生した商品。沖縄県認定工芸士、屋我平尋氏

が手がけており、芸術性が高く、インテリアとしても

楽しめます。

1337
推奨番号

虹のかけら  琉球フィットグラス
［9×7.5cm］

○希 ¥2,700（税込）

【主要販売店舗】 
ハイアットリージェンシー瀬良垣アイランド沖縄

白のガラスを多く使うことで、陶磁器のような雰囲気

を演出したグラス。雲の中に虹の模様を散りばめたよ

うなやわらかい色彩が特徴で、小さな女性の手でも

フィットするよう、持ちやすさにもこだわって作られ

た商品です。

1107
推奨番号

フロアー畳「琉球」Aタイプ
［20×900×1800mm］

○希 ¥12,000（税込）

【主要販売店舗】 
県内畳店

フロアー畳「琉球」A タイプは、厚みが

18 〜 20mm なので、フローリングに直に

敷いても段差が小さく、安全です。サイズ

はオーダーでき、畳縁も好みの柄を選ぶこ

とが可能。耐久性にも優れ、裏返しと表替

えが何度も行えます。

1108
推奨番号

フロアー畳「琉球」Bタイプ
［20×900×900mm］

○希 ¥9,000（税込）

【主要販売店舗】 
県内畳店

フロアー畳「琉球」B タイプは、今流行の

半畳サイズ。畳表の目を交差する「市松模

様敷き」にすることで、光の当たり具合や

見える織り目が変わり、ファッション性豊

かな空間を作り出せます。A タイプと同様

に、厚みがないのが特徴です。

1296
推奨番号

エートスケナフマットコア畳
［60×910×1820mm］

○希 ¥15,000（税込）

【主要販売店舗】 
県内畳店

従来の畳とは一味違う、足元から伝わるや

わらかい感触と温もりを伝える天然素材

「エートスケナフマットコア」を使用して

います。耐久性とクッション性に優れ、断

熱、消臭、防音、防カビなど、様々な効果

が期待できる商品です。

派手すぎず地味すぎない、日常で使うのにふさわしいカラーとサイ

ズにこだわって作られたバッグです。染料は沖縄県産のサトウキビ

の葉を使用。独自の染色方法で作り上げた色合いが特徴で、幅広い

年齢層に人気があります。

○希…希望小売価格○希…希望小売価格
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1341
推奨番号

紅型風琉球ガラス屏風1曲3双
［W640×H2020  3枚組］

○希 ¥1,200,000円（税込）

【主要販売店舗】 
自社店舗

沖縄を代表する伝統工芸の紅型と琉球ガラスをコラボ

させた屏風。ブルーをベースに、桜や梅の花、笹など

の模様が描かれており、一つ置くだけで空間が華やか

になります。耐久性にも優れ、経年劣化を気にせずに

使えます。

1342
推奨番号

かりゆし楽楽三線 ［81×19cm］

○希 ¥78,000（税込）

【主要販売店舗】 
那覇市農連プラザ内店舗、糸満市店舗

カラクイをアルミ素材で製作しているため、緩みにく

く、調弦が楽に行えます。三線の棹は花梨材を使用し、

スンチー塗りで仕上げています。初心者でも使いやす

く、女性、シニア層、外国の方に人気。オーダーメイ

ドも可能です。

1340
推奨番号

夜光貝ペンダント ［2.5cm］

○希 ¥5,500（税込）

【主要販売店舗】 
自社店舗、県内外小売各店、杜のガラス館

宮古島の澄み切ったコバルトブルーの海を

イメージし、一つずつ真心を込めて手作り

しています。夜光貝は、真珠層の美しい部

分をカットして、他にはない光沢と艶に仕

上がっています。県内では珍しい超音波技

術を用いています。

1203
推奨番号

トラベルショルダー  IHG　
藍ヒチガーラ ○希 ¥12,960（税込）

【主要販売店舗】 
自社店舗各店、イオンライカム、
サンエーメインプレイス

「いつ（五）の世（四）までも末永く」と

いう願いが込められたミンサー柄。その中

でも、人気の高いシリーズ「ヒチガーラ」

のショルダーバッグです。物の出し入れの

しやすさと、ちょうど良いサイズ感で、幅

広い世代に愛されています。

1304
推奨番号

紅型LINE  カードケース
［約縦110×横75×20mm］

○希 ¥7,560（税込）

【主要販売店舗】 
自社店舗、自社ウェヴサイト

本革と紅型を組み合わせたハンドメイドの

カードケース。長く使えるよう耐久性にこ

だわり、使うごとに味わいがでる革ならで

はの風合いを楽しむことができます。日々

のビジネスシーンを引き立ててくれるアイ

テムです。

1338
推奨番号

パンプキンバッグ
楕円ヒチガーラ ［18×33×11cm］

○希 ¥30,780（税込）

【主要販売店舗】 
自社店舗各店、イオンライカム、
サンエーメインプレイス

シルケット加工の糸で、一つひとつ手織り

されたバッグ。シンプルで上品なデザイン

は、どんなコーディネートとも合い、普段

のお出かけにはもちろん、フォーマルにも

ぴったりです。マチを大きくとっているの

で物がたっぷり入ります。

1305
推奨番号

月桃ペンダント 
○希 ¥12,960（税込）

【主要販売店舗】 
イオンライカム、自社店舗、県内小売各店

沖縄で親しまれている月桃の花と葉をガラ

スで表現した手作りのアクセサリー。美し

い艶があり、紅型模様もオリジナルで制作

した沖縄らしい商品です。フォーマルから

カジュアルまで、幅広いファッションに使

えます。

1333
推奨番号

結房  香典蓮葉2枚入 ［9×18cm］

○希 ¥216（税込）

【主要販売店舗】 
TSUTAYA新都心店

蓮と流線形の紅型模様を取り入れた和紙素

材の香典袋です。落ち着いた色合いで、「御

霊前」と「御佛前」の 2 枚入り。「沖縄の

色と形で、大切な人への想いに寄り添える

商品を作りたい」という想いが込められて

います。

有限会社海宝館
宮古島市城辺字保良591-1　☎0980-77-2323

http://kaihoukan.co.jp/

color
糸満市座波1066　☎098-996-4124

http://www.color-okinawa.jp/

株式会社あざみ屋　石垣市字登野城909　☎0980-82-3473　http://www.minsah.co.jp/

mill glass+OITABA
南城市玉城字前川376

https://ja-jp.facebook.com/OITABA/

有限会社ジグゼコミュニケーションズ
豊見城市根差部543-1 ProsperityA 301

☎098-996-3281　http://www.gxe-c.com/

有限会社八幡瓦工場
与那原町字上与那原291-1　☎098-946-6579　http://80000.okinawa.jp/

1216
推奨番号

在来瓦（男瓦・女瓦）
［男瓦：長さ300×幅160×高さ80
女瓦：長さ300×幅275×高さ60］

○希 ¥270/¥324（税込）

【主要販売店舗】 
自社店舗

1217
推奨番号

在来瓦（花男瓦・花女瓦）
［花男瓦：長さ320×幅160×高さ80　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
花女瓦：長さ300×幅275×高さ60

○希 ¥864（税込）

【主要販売店舗】 
自社店舗

そ
の
他
製
品
の
部

株式会社恩納村ガラス工芸育成センター
恩納村字冨着85　☎098-965-3090

http://www.onna-glass-okinawa.co.jp/

かりゆし三線館
糸満市西川町18-1　☎098-832-1134

赤瓦の産地、与那原町で生産。琉球王国時代から伝わ

る技法で作られた在来瓦は、男瓦と女瓦から構成され、

耐震・耐風に優れています。従来のものより幅を広げ

ることで、施行がしやすくなり、仕上がりも美しいと

好評です。
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合同会社スペックプロジェクト
那覇市首里山川町3-8-23　☎098-943-0072

https://www.hado-sp.com/

株式会社ＹＫＫ ＡＰ沖縄
うるま市州崎12-36　☎098-929-4134

https://www.ykkap.co.jp/

株式会社アラカワ商事
宜野湾市宜野湾3-9-13　☎098-882-0151

http://www.arakawashoji.com/

新城工作所
浦添市大平1-28-9　☎098-878-2661

http://www.uta34.com/

1215
推奨番号

スピーカー ［400×450×1,050mm］

○希 ¥302,400（税込）

【主要販売店舗】 
自社ショールーム、自社ウェブサイト

形を丸くしたり、スタンドに吊るすなど、独自のアイ

デアにより生まれたスピーカーは、再生される音を雑

音と混同させません。素材は、やんばる産のクスノキ

を使用。インテリアとしても楽しめるよう、見た目に

もこだわって作られています。

1344
推奨番号

エコティーダ ［PSE］

販売価格はご相談ください

【主要販売店舗】 
代理店

無電極ランプ「エコティーダ」は、目に優しく、消費

電力は一般的な蛍光灯の約 3 分の 1。省エネを実現し

つつ、室内の隅々まで光を届けます。寿命も長く、工

場、倉庫、体育館といった屋内・屋外施設等の広い空

間に最適です。

1345
推奨番号

EXIMAWｂ ［180×180cm］

○希 ¥41,250（税込）

【主要販売店舗】 
自社店舗、代理店

EXIMAWb は、マンションや戸建て住宅など、窓全般

に取り付けることができます。耐久性と水密性に優れ

た構造で、長時間の暴風雨でも雨水の侵入を抑えます。

網戸は、自走防止ストッパー付き。安全性の高さも自

慢です。

1207
推奨番号

エイサー太鼓
［小：直径25×30  中：直径37×40
大：直径43×43  特大：直径45×48］

○希 ¥21,600/¥32,400/¥34,560/¥39,960（税込）

【主要販売店舗】 
自社店舗、自社通信販売

1208
推奨番号

締め太鼓
［小：直径25×9  中：直径28×11  大：直径30×11］

○希 ¥8,640/¥9,720/¥10,800（税込）

【主要販売店舗】 
自社店舗、自社通信販売

1346
推奨番号

カーテンウォール ［2.4㎡］

○希 ¥202,500（税込）

【主要販売店舗】 
自社店舗、代理店

シンプルなデザインのカーテンウォールは、ホテルや

オフィスビルに最適。窓からの転落の危険を未然に防

ぐため、開口寸法を制限する「セーフティーストッ

パー」を採用。安全を一番に考えた商品です。　

エイサーで使われる太鼓のほとんどが外国製である

中、沖縄の良質な素材にこだわって製作。石垣牛の皮

を使用しており、音の響きは抜群。長年培った楽器作

りの技術で、丈夫に仕上げています。子ども用サイズ

もあります。

設置事例
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