
沖縄県

盛り上げよう！今こそ我らの県産品

Okinawa good 2020

※このカタログは再生紙と

　植物油インクを使用しています。

この制度は、県産品の需要の拡大と品質の向上を図り、その販路開拓を促進するため、 

公的な試験研究機関による厳しい検査と選定審査会における厳正な審査を経て選定

された製品を、県により優良県産品として推奨するものです。 

推奨製品には、推奨状が交付されます。 

また、沖縄の産業まつり会場の特設コーナーにて推奨製品の展示紹介も行われます。

推奨された製品には、「推奨マーク」を表示することができます。

マーケティング戦略推進課　☎098-894-2030
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令和元年度 優良県産品

平成30年度 優良県産品

優良県産品

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。

沖縄から、

選び抜かれた逸品を

お届けします。
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ここに紹介された5製品は、令和2年度推奨された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。

沖縄県推奨 令和2年度

国産小麦100％を使用した生地に、石垣島産の「石垣の塩」

を練り込み、サクッとした歯ざわりとしっとり口の中でほどけ

る食感に仕上げました。パッケージには沖縄の海を連想させ

る爽やかなマリンブルーを施し、軽くて持ち運びに優れたパッ

ク詰を採用。今後も厳選した素材を使用した安心安全なお菓

子づくりを心がけ、沖縄の食文化を県内外にお届けします。

南都物産株式会社

那覇市牧志1-3-24（南都ビル2Ｆ）
☎098-948-1987
http://okinawa-ichiba.net

代表取締役社長

大城 宗直

石垣の塩ちんすこう
［5個/17個］○希￥130/¥432

【主要販売店舗】おきなわワールド売店

自社ウェブサイト、県内おみやげ品店

1450
推奨番号

まるで本当に指で吹いているかのように豊かな音色と調子を奏

でる「沖縄指笛」は、自宅療養を余儀なくされる難病患者の就

労支援策として生み出され、首里城の赤瓦復元に尽力された

故・奥原崇典氏のご協力など、多くの方々の思いがつまってい

ます。沖縄に根ざした商品として末永くご愛用いただけるよう、

沖縄瓦と同じ赤土粘土を用い、ひとつずつ手作りしています。

特定非営利活動法人アンビシャス

那覇市牧志3-24-29 グレイスハイム喜名2 1階
☎098-951-0567
www.ambitious.or.jp

理事長

迫 幸治

沖縄指笛
○希￥2,200

【主要販売店舗】わしたショップ各店、県内楽器店、県内三線店

首里城公園内売店「笑店」

1463
推奨番号

うるま市と石垣島で栽培したビーグ（い草の沖縄方言）を使っ

て製作しました。沖縄県産ビーグは、１本の草が太く弾力性

に富み、耐久性、吸湿性にも優れ、雪駄に適しています。鼻

緒には、布タイプの他、沖縄らしいオリジナルのミンサー柄畳

縁を使用しました。今後も希少価値の高いビーグの継承、普

及に努めて参ります。

本原畳店

石垣市登野城90番地1
☎0980-82-3569
https://www.motoharatatami.com

代表者

本原 正将

ビーグで雪駄
sandals made of okinawa tatami

［ﾐﾝｻｰ畳縁鼻緒：紺2L～3L／緑2L～3L／赤L～M
布鼻緒：紺2L～3L／赤L～M］○希￥6,600

【主要販売店舗】自社店舗、しまのもやオンラインショップ

ファッションプラザうえはら

1453
推奨番号

今帰仁村の乙羽山麓にある、おっぱ乳業の生乳をたっぷり使

用し、泡盛で丹念に仕込んだヨーグルト酒です。濃厚でトロッ

とした飲み口とほんのり広がる泡盛が特徴で、女性や泡盛が

初めての方にもおすすめです。当蔵は、地元の特産を活かす

ことをコンセプトに、これからも泡盛の可能性を追求しながら

酒造りに邁進していきます。

有限会社今帰仁酒造

今帰仁村字仲宗根500番地
☎0980-56-2611
http://www.nakijinshuzo.jp/

代表取締役

大城 洋介

乙羽山麓

泡盛仕込みヨーグルト酒
［8度 500ml］○希￥1,430

【主要販売店舗】自社店舗、道の駅許田、古宇利オーシャンタワー

やんばる酒店、アイランド名護、知名商店、真栄田商店、宮城酒類販売

自社オンラインショップ

1443
推奨番号

厄除けや縁起物にぴったりな塩入りのお守りです。経年変化を

楽しめる本革を使用し丁寧に手作りした本品は、豊富なカラー

バリエーションとお手頃な価格も魅力です。弊社は創業当時よ

り「クオリティの高い商品をお客様へ」をモットーに、障がいをお

持ちの人たちと日々精進しながら開発しました。今後もお客様

に喜んでいただける商品を開発していきたいと思います。

株式会社久樹

浦添市牧港2-1-3 コーポレセーナ101号
☎098-878-2702
https://www.hisaki-oki.com/

代表取締役社長

饒平名 久枝

本革 マースケース
［黒、赤、緑、茶、焦げ茶、ピンク、黄、オレンジ、青、水色　全10色］○希￥550

【主要販売店舗】わしたショップ、那覇空港、県内各お土産品店

1457
推奨番号

Chinsuko Of Ishigaki Salt

Okinawa Yubibue

Genuine Leather ma-su case

Okinawa Good Award 2020

推奨期間 : 2023年10月12日まで

生活用品
の部

最優秀
優良県産品賞

飲食料品
の部

最優秀
優良県産品賞

その他製品
の部

最優秀
優良県産品賞

生活用品
の部

優秀
デザイン賞

飲食料品
の部

優秀
アイディア賞

○希…希望小売価格（税込）　　掲載価格は2020年10月1日現在の価格です。 ○希…希望小売価格（税込）02 03



沖縄県推奨 令和2年度
推奨期間 :2023年10月12日まで

オリオン麦職人
［350ml/500ml］　○希 ¥166/¥225
【主要販売店舗】 

県内小売各店

すっきりとした飲みやすさと、麦とホップの爽や

かな後味が特長の発泡酒です。酵母を丁寧に扱

い、発酵温度やホップの投入タイミングにこだ

わった独自製法を採用。時間と手間をかけて仕

込むことで、贅沢な味わいを実現させました。

888
推奨番号

オリオンクリアフリー
［350ml］　○希 ¥147
【主要販売店舗】 

県内小売各店

アルコール、糖質、カロリー、プリン体、すべて

0％のオリオンクリアフリー。クリアな味わいを

追求。麦汁を使用せずに製造することで爽快感

のあるテイストに仕上げました。休肝日やハンド

ルキーパーの方にも最適。

1245
推奨番号

沖縄NANDENCY
［500ml］　○希 ¥1,650
【主要販売店舗】 

沖縄宝島サンエーパルコシティ店
うるマルシェ、瀬長島47ストア、さきはま酒店
くるくまショップ、サン・シルクショップ

琉球諸島周辺にのみ自生しているシマグワ

（島桑）の実をリキュールにしました。桑の実

らしさの表現するため配合や色合い、飲み

心地などにこだわり、泡盛をベースに開発。

沖縄の強い日差しを浴びて育った糖度の

高いシマグワならではの豊かな甘みと泡盛

の絶妙なコンビネーションをお楽しみくだ

さい。商品名の「NANDENCY(ナンデン

シー)」とは、沖縄の方言で「桑の実」という

意味です。

1354
推奨番号

桑の実のお酢
［150ml］　○希 ¥1,620
【主要販売店舗】 

沖縄宝島パルコシティ店、うるマルシェ
おんなの駅、瀬長島47ストア
浦添市役所地下売店、サン・シルクショップ

沖縄の太陽の恵みをたっぷり浴びて育った

シマグワの実を使用。特徴であるアントシア

ニンの奇麗なルビー色を最大限に残した芳

醇なお酢です。水やお湯、炭酸で割って飲ん

だり、サラダやマリネなどのドレッシングと

してもオススメです。

1444
推奨番号

久米島の海洋深層水
「ウォーターワン沖縄」

［12L］　○希 ¥1,674/本（沖縄本島内）
【主要販売店舗】 

沖縄県内の販売取次店
沖縄県内のウォーターサーバー催事場所
自社ウェブサイトなど

悠久の時をかけて地球の深海を巡る間に

多くのミネラル成分を豊富に含んだ深層水。

久米島沖2.3km、深度612mの地点より汲

み上げ、清浄性に富んだ海の恵みをそのま

まに、硬度10以下の超軟水に仕上げまし

た。「どなたにも、まいにち飲んでいただけ

る」100％海洋深層水です。久米島工場か

ら全国へお届けいたします。専用のウォー

ターサーバーでご利用いただけます。

1258
推奨番号

オリオンビール株式会社
豊見城市字豊崎1－411　オリオン美らSUNオフィス（トミトン内）　☎098-911-5237

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　☎098-943-0623

https://tedakuwa.jp

株式会社サイサン アクア事業部 沖縄久米島営業所
久米島町宇根362 ☎048-641-8257

https://waterone.jp/

唐芙蓉（紅白）2個BOX
［2個（紅×1、白×1）］　○希 ¥540
【主要販売店舗】 

わしたショップ、イオン、サンエー、パルコシティ
プラザハウス、那覇空港売店、自社HP

旨み成分の生成能力に優れた菌を選び、

4ヶ月かけて醗酵させた唐芙蓉（豆腐よ

う）。酒の肴やご飯のおともに、また、料理の

隠し味としても利用できます。海産物の表

面に塗ってオーブンで焼くと、よりコクのあ

る深い味わいを堪能できます。

1251
推奨番号

飲むフルーツ酢(シークヮーサー）
［200ml］　○希 ¥972
【主要販売店舗】 

わしたショップ、イオン、サンエー、パルコシティ
プラザハウス、那覇空港売店、自社HP

沖縄県内の北部地域で採れたシークヮー

サーのみを使用した果実酢です。香料や着

色料、保存料は不使用なので果汁本来の味

や香りが楽しめます。水やソーダ、お酒で

割って飲んだり、サラダのドレッシングや料

理のアクセントにもぴったりです。

1252
推奨番号

よもぎエキス
［900ｍl］　○希 ¥1,080
【主要販売店舗】 

ユニオン、ふく薬品、ドラッグイレブン
かねひで、イオン琉球、丸大

沖縄で古くから健康に役立てられてきたよ

もぎがドリンクに。沖縄県産のよもぎを

100％使用し、添加物などは一切使用して

いないため、安心してお飲みいただけます。

苦味が気になる場合は水で薄めてお飲みく

ださい。

1447
推奨番号

明治酪農牛乳
［946ml］　○希 ¥313
【主要販売店舗】 

県内量販店、コンビニエンスストア、一般店頭、等

新鮮な生乳を100%使用した成分無調整

牛乳。沖縄明治乳業を代表する人気商品で

す。朝食時などにそのままお召し上がりくだ

さい。また、料理に使用するのもおすすめで

す。小さなお子さまからシニアの方まで、幅

広く愛飲されています。

653
推奨番号

明治健骨家族
［946ml］　○希 ¥324
【主要販売店舗】 

県内量販店、コンビニエンスストア、一般店頭、等

カルシウムを普段牛乳比150%配合した

「栄養機能食品（カルシウム）」。コップ

一杯（200ml）で、半日分のカルシウム

（350mg）を摂取でき、さらにカルシウムの

吸収を助けるビタミンＤを配合しています。

毎日おいしく飲むだけで、骨の成長に必要

な栄養素が摂れる手軽さが特徴です。

770
推奨番号

沖縄そば2食（半生麺）
赤シーサー

［沖縄そば100ｇ×2/そばだし20ｇ×2］
○希 ¥540

【主要販売店舗】 
わしたショップ全国、サンエー、イオン琉球
自社ウェブサイト、国際通り、那覇空港 等

麺とスープのバランスが絶妙な半生麺タイ

プの沖縄そば。製粉会社と協力しながら麺

に使う粉の選定から行い、オリジナルの配

合を実現。スープも麺に合うように試行錯

誤を重ね、２年の歳月をかけて完成させた

三倉食品の自信作です。

1247
推奨番号

沖縄明治乳業株式会社
浦添市牧港1-65-1　☎098-877-5274

https://www.okinawa-meiji.co.jp

株式会社紅濱
浦添市西洲2-2-2　☎098-870-1150

https://www.benihama.jp/

株式会社三倉食品
西原町東崎4-10　☎098-945-2959

http://www.mitukura.jp

沖縄特産販売株式会社
豊見城市字豊崎3番地84　☎098-850-8953

http://www.okitoku.co.jp

○希…希望小売価格（税込）○希…希望小売価格（税込）　　掲載価格は2020年10月1日現在の価格です。04 05



琉球バイオリソース販売株式会社　うるま市字栄野比1212-4　☎098-989-7064　http://www.rbr.co.jp 株式会社沖縄ホーメル　中城村字当間758　☎098-895-3312　https://www.okinawahormel.co.jp/

琉球バイオリソース販売株式会社　うるま市字栄野比1212-4　☎098-989-7064　http://www.rbr.co.jp 株式会社沖縄ホーメル　中城村字当間758　☎098-895-3312　https://www.okinawahormel.co.jp/

醗酵ウコン粒
［1000粒入/200g（200mg×500粒×2パック）］

○希 ¥8,640
【主要販売店舗】 

わしたショップ各店、デパートリウボウ
道の駅許田 他

1048
推奨番号

醗酵ウコン粒
［500粒入/100g（200mg×500粒）］

○希 ¥5,400
【主要販売店舗】 

わしたショップ各店、デパートリウボウ
道の駅許田 他

沖縄県産の秋ウコンだけを原料に使用し、独自の発酵技術でウコンが持つ苦みやクセのある香りを抑えマイ

ルドに仕上げました。増量剤・賦形剤等の添加物を一切使用せず圧力だけを用いて錠剤にしていますので、水

分を含むとお口の中でも溶けてしまうほど飲みやすくなっております。

669
推奨番号

醗酵ウコン粒
［250粒入/50ｇ（200mg×250粒）］

○希 ¥3,024
【主要販売店舗】 

わしたショップ各店、デパートリウボウ
道の駅許田 他

913
推奨番号

醗酵ウコン茶
［60袋入/120g（2g×60袋）］

○希 ¥3,780
【主要販売店舗】 

わしたショップ各店、デパートリウボウ
道の駅許田 他

773
推奨番号

醗酵ウコン茶
［27袋入/54ｇ（2ｇ×27袋）］

○希 ¥1,944
【主要販売店舗】 

わしたショップ各店、デパートリウボウ
道の駅許田 他

沖縄県産の秋ウコンだけを原料に使用し、独自の発酵技術でウコンが持つ苦

みやクセのある香りを抑えマイルドに仕上げました。食事時や外出時、休憩時な

ど、日常的な水分補給としてお飲みいただくことにより、ご自身の健康管理に

お役立て頂けます。独特な香ばしさがやみつきになること間違いなしです。

774
推奨番号

ぎん茶
［4ｇ×20包/4ｇ×60包］　

○希 20包：¥1,080/60包：¥2,700
【主要販売店舗】 

わしたショップ各店、デパートリウボウ
自社ウェブサイト

沖縄に昔から自生しているマメ科の植物

「ギンネム」を醗酵のパワーでおいしく、飲み

やすく仕上げました。ギンネムはカルシウム・

カリウム・マグネシウムを豊富に含んでいる

ので、育ち盛りの子どもやお年寄り、女性に

もおすすめです。

1253
推奨番号

あぐーじゅーしぃの素
［180g］　○希 県内¥274/県外¥360
【主要販売店舗】 

県内小売店、県内観光土産品店
県外アンテナショップ

湯煎した本品をお米と一緒に炊飯器に入れ

るだけで、本格的なじゅーしぃ（沖縄風炊き

込みご飯）を楽しむことができます。あぐー

豚の脂身からでる旨味がおいしいと好評で

す。レトルトタイプなので県外の方への仕

送りにもおすすめです。

1260
推奨番号

ふーちばーじゅーしぃの素
［180g］　○希 県内¥227/県外¥300
【主要販売店舗】 

県内小売店、県内観光土産品店
県外アンテナショップ

沖縄では古くから薬草として親しまれてい

るよもぎ「ふーちばー」とあぐー豚を使用し

たじゅーしぃの素。ふーちばーの香りが広が

る、健康志向の方におすすめの一品です。

手軽に使えるレトルトタイプで長期保存で

きます。

1261
推奨番号

ポルトギースソーセージ
［90g］　○希 県内¥158/県外¥248
【主要販売店舗】 

県内小売店、県内観光土産品店
県外アンテナショップ

チリペッパーのスパイシーな味わいが特徴。

そのまま食べるのはもちろん、炒めてパリッ

とした歯ごたえを楽しむこともできます。

ホットドッグに挟んでみたり、ピザトースト

のトッピングやお酒のおつまみにどうぞ。

1360
推奨番号

おきなわおつまみ缶詰
3缶セット

［140g］　○希 県内外¥1,000
【主要販売店舗】 

県内小売店、県内観光土産品店
県外アンテナショップ

久米島産の塩で仕上げた「あぐーの塩ダレ」

とお酒と相性の良いスパイシーチキンを

シークヮーサーで味付けた「シークヮーサー

チキン」、じっくりと煮込んだ「軟骨ソーキ」

のセットです。おつまみに、もう一品ほしい

時にもぴったり。

1361
推奨番号

レトルトやんばるとり汁　
［300g］　○希 県内¥298/県外¥378
【主要販売店舗】 

県内小売店、県内観光土産品店
県外アンテナショップ

本島北部・やんばるの農場で飼育された若

鶏は、身が柔らかくコラーゲンが豊富。とり

汁は、若鶏の肉に大根と人参に、かつおと

若鶏のだしが合わさった旨味たっぷりの味

わいです。身体が温まるしょうが入り。

1448
推奨番号

ポルトギューソーセージ
［105g］　○希 県内¥198/県外¥375
【主要販売店舗】 

県内小売店、県内観光土産品店
県外アンテナショップ

沖縄県産100％の粗挽き豚肉を使用。チリ

ペッパーでスパイシーな味わいに仕上げて

います。大きめのサイズなので、厚めにカッ

トしてバーベキュー用や炒めもののお肉と

しても活躍します。パリッとした歯ごたえを

お楽しみください。

1449
推奨番号

沖縄県推奨 令和2年度
推奨期間 :2023年10月12日まで
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タコライス
［160g］　○希 ¥594
【主要販売店舗】 

県内小売店、自社ウェブサイト

メキシコ生まれ沖縄育ち。ちゃんぷるー文化

から生まれた「タコライス」。タコスミートと

ホットソースがセットになっており、家庭でも

気軽に本格タコライスが味わえます。

779
推奨番号

らふてぃゴボウ入り
［165g］　○希 ¥410
【主要販売店舗】 

県内小売店、自社ウェブサイト

皮付き豚三枚肉とゴボウを沖縄風に煮込

みました。ご家庭でつくると時間と手間の

かかる「らふてぃ」が袋のまま温めるだけで

お召し上がりいただけます。

780
推奨番号

じゅーしぃの素
［180g］　○希 ¥380
【主要販売店舗】 

県内小売店、自社ウェブサイト

「旧盆（ウンケー）」や「冬至（とぅんじー）」

など、沖縄の行事には欠かせない「じゅー

しぃ」。お米３合と一緒に炊くだけで、昔懐

かしいおばぁの味がよみがえります。20年

以上親しまれてきた人気商品です。

781
推奨番号

ミミガージャーキー
［23g］　○希 ¥350
【主要販売店舗】 

県内小売店、自社ウェブサイト

豚耳皮（ミミガー）をスライスして、赤唐辛子

でピリ辛く仕上げたコリコリ食感のジャー

キーです。本土では珍しい豚の耳皮ですが、

ジャーキーにすることでお手軽なおつまみ

として受け入れられています。

894
推奨番号

ぜんざい（麦入り）
［180g］　○希 ¥160
【主要販売店舗】 

県内小売店、自社ウェブサイト

金時豆と押し麦を使った、素朴な甘さが魅

力のあまがしは、沖縄の昔ながらのおやつ

です。オキハムの「ぜんざい」は、大粒でふっ

くらとした金時豆を使用しているため、食べ

応えがあり、食物繊維を含む押し麦もたっ

ぷり入っています。

896
推奨番号

Oh！ポーク
［85g］　○希 ¥190
【主要販売店舗】 

県内小売店、自社ウェブサイト

沖縄県産豚肉を100％使用した、ポークラン

チョンミート。使いやすいレトルトパウチの

使い切りサイズなので、いつでも新鮮な美味

しさが楽しめます。チャンプルーやポークた

まご、サンドイッチなどにもおすすめです。

1045
推奨番号

ミニコンビーフハッシュ
［75g］　○希 ¥190
【主要販売店舗】 

県内小売店、自社ウェブサイト

ちゃんぷるー以外に和食、洋食、中華など、

あらゆるジャンルの料理に合う、オキハムの

定番商品です。かさばらず使い勝手の良い

オキハムの「ミニコンビーフハッシュ」は、お

中元やお歳暮、贈答品として欠かせない存

在となっています。

1163
推奨番号

あらびきモーニングウィンナー
［84g］　○希 ¥395
【主要販売店舗】 

県内小売店、自社ウェブサイト

忙しい朝にはフライパンでさっと温めてすぐ

にお召し上がりいただける、歯ごたえのいい

ジューシーな粗挽きタイプのウィンナーです。

朝食やお弁当の具材におすすめです。

1164
推奨番号

沖縄シークヮーサー100％
［500ml］　○希 ¥1,030
【主要販売店舗】 

県内小売店、自社ウェブサイト

沖縄県産シークヮーサーを100％使用した

製品です。爽やかな酸味とスッキリとした味

わいで、お酒の割り材や調味料としても活

用できます。軽量ペットボトルタイプで、本

土への発送やお土産、普段使いにおすすめ

です。

1362
推奨番号

レバーペースト
［140g］　○希 ¥320
【主要販売店舗】 

県内小売店、自社ウェブサイト

ポークレバーをペースト状にした濃厚でク

リーミーな味わいが魅力。お酒のお供はも

ちろん、サンドイッチやクラッカーとも相性

よく仕上げました。おいしさを逃さず詰め込

んだ計量のアルミック缶詰で、お土産や贈

り物にもおすすめです。

1363
推奨番号

沖縄の味ラフティ
［150g］　○希 ¥430
【主要販売店舗】 

県内小売店、自社ウェブサイト

黒砂糖と泡盛を使った特性だれでじっくり

煮込んだ、沖縄伝統の豚角煮です。豚三枚

肉の脂身の甘さと肉の旨味が味わい深く、

温めてそのまま食べても、大根や冬瓜、葉野

菜と一緒に鍋で煮込んでもおいしくお召し

上がりいただけます。

1445
推奨番号

沖縄県産豚肉100％ポーク
［140g］　○希 ¥365
【主要販売店舗】 

県内小売店、自社ウェブサイト

沖縄県産の豚肉のみを使用しているので、

ポーク本来の味わいを楽しめます。使い切り

サイズでいつでも新鮮、無駄なく使えるのも

魅力。アルミック缶タイプなので、本土への

発送やお土産としても便利です。

1446
推奨番号

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

沖縄県推奨 令和2年度
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古酒泡盛酒ケーキ
［1本］　○希 ¥1,296
【主要販売店舗】 

県内のお土産品店、サンエー、イオン
那覇空港、自社直売所

シフォンケーキの様なフワフワ生地に、5年

古酒の泡盛をブレンドした専用のシロップ

をしみ込ませ、しっとりフワフワのケーキに

仕上げています。常温でも十分に美味しい

が、袋のまま冷やして食べると。しっとり感

が増し、よりスイーツ感を味わえます。上品

な甘さの「大人ケーキ」

775
推奨番号

シークヮーサーノンオイル
ドレッシング

［200ml］　○希 ¥500
【主要販売店舗】 

県内のお土産品店、サンエー、イオン
那覇空港、自社直売所

沖縄県産シークヮーサー（名護市勝山産）の

果汁を使用した、ノンオイルタイプのドレッ

シング。サラダにはもちろん、焼き魚や焼

肉、揚げ物など、調味タレとして幅広くお使

いいただけます。

1036
推奨番号

くがにちんすこう
［小箱/大箱］　○希 ¥864/¥1,944
【主要販売店舗】 

那覇空港、サンエー那覇メインプレイス

「くがにちんすこう」は、混ぜ物風味付けの

無い、素朴で豊かな味わいを求めて、香川県

讃岐の高級小麦粉「さぬきの夢2000」など

を原料に、熟練した職人が丁寧に作ってお

ります。甘さ控えめでお茶請けに最適です。

1250
推奨番号

島かぼちゃのカボニー
［6個/10個/20個/30個］

○希 6個入¥842/10個入¥1,296
20個入¥2,592/30個入¥3,888

【主要販売店舗】自社店舗

「島かぼちゃのカボニー」は、古宇利島のミ

ネラルたっぷりの土壌で育った甘くておい

しいえびすかぼちゃを使用。古宇利オーシャ

ンタワー内にあるファクトリーで製造してお

り、タワー内のショップのみで販売されてい

る人気商品です。

1357
推奨番号

紅いもみるくまん
［5個入/10個入］　○希 ¥648/¥1,296
【主要販売店舗】 

自社店舗、県内小売各店
那覇空港内土産店

沖縄県産紅いもをたっぷり使用。しっとり

濃厚な餡子をみるく風味のやわらかな生地

で包んだ、こだわりのおまんじゅうです。5

個入りと10個入りの2種類をご用意。カフェ

タイムのお茶請け菓子に、お土産にもおす

すめです。

1365
推奨番号

チュラコラもっちり
コラーゲンゼリー（アセロラ味）

［60g×2個］　○希 ¥550～¥600

県産豚足のエキスと軟骨小骨皮等をミキシ

ングした手作りコラーゲンに県産アセロラ

やドラゴンフルーツ果肉を加えたヘルシー

デザートです。又エキスから出たラードは取

り除いており県産モリンガ月桃オカワカメ

アロエベラとローズヒップアボカド等も一

緒に煮詰めています。アセロラは熱を加える

と色が変色するのでアセロラのイメージの

赤色を出す為ドラゴンフルーツで自然の赤

味をだしており着色料使用せずEM※ゴー

ルドも入りです。

1355
推奨番号

漆喰シーサーキット
［子供用/大人用］　○希 ¥1,870
【主要販売店舗】 

おんなの駅、ぎゃらりーゆしびん自社
自社店舗、ウェブサイト

「漆喰シーサーを自分で作りたい」というお

客様の声を形にしました。真空パックした

漆喰と赤瓦が入っております。本格的で幅

広い客層に楽しめる教材になっています。

お土産やおうち時間の教材にいかがでしょ

うか。

1371
推奨番号

夜光貝のネックレス
［10ミリサイズ］　○希 ¥6,600
【主要販売店舗】 

自社店舗

約15年間研究した独自のカットや研磨の手

法で、七色の真珠層の美しい光沢を出し、本

格的なアクセサリーを製作しています。貝の

もつパワーでお守りとして、沖縄の旅の思い

出に観光客に幅広い人気があります。

1369
推奨番号

夜光貝ネクタイピン
［10ミリサイズ］　○希 ¥5,500
【主要販売店舗】 

自社店舗

約15年間研究した独自のカットや研磨の手

法で、七色の真珠層の美しい光沢を出し、本

格的なアクセサリーを製作しています。貝の

もつパワーでお守りとして、沖縄の旅の思い

出に観光客に幅広い人気があります。

1370
推奨番号

本革 さんぐゎーストラップ
［黒、赤、緑、茶、焦げ茶、ピンク、黄、オレンジ

青、水色　全10色］　○希 ¥660
【主要販売店舗】 

わしたショップ、那覇空港、県内各お土産品店

厄除けだけでなくアクセサリーとして使うこ

とのできる、おしゃれなお守り。手作りで一

つひとつ丁寧に作り、黒や赤、ピンク、水色

など、全部で10色をご用意。カラーバリエー

ションが豊富な上に、お値段が手頃なのも

魅力です。本商品は、障がい者就労支援施

設で製作しています。

1368
推奨番号

照間ビーグ畳
［60×1820×910mm］　○希 ¥20,680
【主要販売店舗】 

自社店舗

沖縄県で約180年前から栽培されています。

県外のい草に比べて表皮が厚く、茎も太く

て非常に耐久性に優れているのが特徴で

す。経年変化により、卵の黄身のような鮮

やかな艶が出ます。2016年には、低農薬農

業で農林水産大臣賞を受賞しました。

1367
推奨番号

株式会社くがに菓子本店
那覇市銘苅221番地1　☎098-868-0234

www.kugani.com

株式会社沖縄農園
浦添市牧港1丁目9-9　☎098-877-8482

https://www.okinawafarm.co.jp/

株式会社久樹
浦添市牧港2-1-3　コーポレセーナ101号

☎098-878-2702　https://www.hisaki-oki.com/

シーサーぎゃらりー ゆしびん
恩納村字前兼久1番　☎098-964-6926

https://www.yushibin.net/

株式会社大山タタミ店
宜野湾市野嵩2-19-17　☎098-892-6346

http://o-yamatatami.com

株式会社御菓子御殿
読谷村字宇座657-1　☎098-958-7333

https://www.okashigoten.co.jp

株式会社名護パイン園
古宇利オーシャンタワー

今帰仁村字古宇利538番地
☎0980-56-1616

www.kouri-oceantower.com

リリーフーズ
宜野湾市愛知2-13-11　☎098-892-0358

http://tyuracolla.net

有限会社海宝館
宮古島市城辺字保良591番地の1　☎0980-77-2323

https://kaihoukan.co.jp/

【主要販売店舗】
ハッピーモア市場、中城ファームみなみ、宜
野湾JAはごろも、JAあがりはま市場、JAくが
に市場、JAニライ市場、JAちゃんぷるー市
場、JA菜々色畑

沖縄県推奨 令和2年度
推奨期間 :2023年10月12日まで
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長七屋のホタルガラス
シザーズカット
ペンダントトップ

［ケラマブルー/モトブブルー/イシガキブルー
ミヤコブルー/オンナブルー/ヨミタンブルー
全6種］　○希 ¥7,700

【主要販売店舗】 
自社店舗

慶良間諸島をはじめ、読谷村、恩納村、宮古

島、石垣島など、沖縄各地の青い海を、熟練

の職人が独自の技法で再現。宝石などに用

いられる「シザーズカット」を施し、今までに

ない形や輝きに仕上げています。お土産や

特別な日のプレゼントとしても最適です。

1454
推奨番号

長七屋のホタルガラス
サングワァ
ペンダントトップ

［ケラマブルー/モトブブルー/イシガキブルー
ミヤコブルー/オンナブルー/ヨミタンブルー
全6種］　○希 ¥13,200

【主要販売店舗】 
自社店舗

自社で考案したオリジナル技法を用いて、

沖縄の美しい海を再現したホタルガラスと、

沖縄に昔からあるお守り「サングワァ」を模

したチャームを組み合わせたアクセサリー。

沖縄をいつも身近に感じられる、お守りとし

ても利用できます。

1455
推奨番号

Tee-chi 紅型・ミンサー
ゴルフクラブカバー

紅型やミンサー織など、沖縄の伝統工芸の

生地を使用したクラブカバー。華やかな色

彩なので見ているだけでも楽しい気分にな

ります。色やデザインが異なるカバーを利

用することで、クラブの選択がしやすくなる

メリットもあります。

1456
推奨番号

沖縄特産のサトウキビの葉を独自の方法で

染色した色味が特徴のランチョンマット。

グーシ織と呼ばれる、昔ながらの伝統技法

で織られています。サトウキビの葉を想起さ

せる柄も魅力。壺や花瓶などに敷くセンター

としても利用できます。

沖縄特産のサトウキビの葉を染料とし、独

自の染色方法で生み出し色味が魅力。ヤシ

ラミ織と呼ばれる伝統技法で織られていま

す。サトウキビ畑をイメージしたやさしい風

合いの柄で、食卓に爽やかな島風を運んで

くれます。

サトウキビの葉を染料としたやさしい色彩

が魅力のタペストリー。サイズや色あいは、

現代の暮らしに合わせやすいように工夫さ

れており、幅広い年齢層に喜ばれるデザイ

ンです。サトウキビの緑色が爽やかな空間

を演出してくれます。

サトウキビの葉を染料とした自然本来の温

もりを感じる色合いが魅力のバッグ。派手

すぎず地味すぎないデザインは、洋装・和装

とどちらにも合わせやすく、幅広い年齢層

の人が楽しめます。誕生日や母の日のプレ

ゼントとしても最適です。

ウージ染め　
染め タペストリー

［ざわわ柄60×180/さとうきびの穂柄60×180］
○希 ¥23,100

【主要販売店舗】 
ウージ染め直売店

（豊見城市観光プラザてぃぐま館）
玉泉洞直売店、県内ホテル、空港売店、等

1451
推奨番号

ウージ染め　
織り ベンリーバッグ

［黄色23×27×10/緑23×27×10/
黄色×緑23×7×10］
○希 ¥13,750

【主要販売店舗】 
ウージ染め直売店

（豊見城市観光プラザてぃぐま館）
玉泉洞直売店、県内ホテル、空港売店、等

1452
推奨番号

ウージ染め織り
テーブルセンター（グーシ）

［29×50］　○希 ¥3,850
【主要販売店舗】 

玉泉洞直売店、ブセナテラス、空港売店
ウージ染め直売店

（豊見城市観光プラザてぃぐま館）

1171
推奨番号

ウージ染め織り
テーブルセンター（ヤシラミ）

［29×50］　○希 ¥3,850
【主要販売店舗】 

ウージ染め直売店
（豊見城市観光プラザてぃぐま館）

玉泉洞直売店、県内ホテル
（ナハテラス、ブセナテラス）

1172
推奨番号

Tee-chi 紅型・ミンサー
ゴルフマーカー

［丸型：直径約3cm/角型：2.5×2.5cm］
○希 ¥4,180

【主要販売店舗】
自社店舗、自社ウェブサイト、県内ゴルフ場
やリゾートホテル約20店舗、県外は三越伊
勢丹pop up販売

沖縄で唯一のゴルフブランドを展開。伝統

工芸の「紅型」と「ミンサー織」の生地を

使った沖縄らしさにあふれたマーカーは、自

分用としてはもちろん、旅の思い出やコンペ

の商品にもおすすめ。県内ゴルフ場やリ

ゾートホテルで購入できます。

1372
推奨番号

［縦：約35cm横：約15cm厚さ：約3cm］
○希 ﾐﾝｻｰ織¥11,000/紅型単色¥16,500
紅型MIX¥18,700

【主要販売店舗】
自社店舗、自社ウェブサイト、県内ゴルフ場
やリゾートホテル約20店舗、県外は三越伊
勢丹pop up販売

亀甲ループ手提バッグ
［レンガ/さび紺］　○希 ¥9,900
【主要販売店舗】 

石垣市内ホテル、お土産品店
セレクトショップ、オンラインショップ

琉球王朝の頃、石垣島はティサージの織物

産地であった。八重山花織は花織ティサー

ジが織られていたという古しえを思い織ら

れ創められた。花織技法で亀甲柄を織り出

すのは、織技術の高さが必要ですが、更に

亀甲形の中に八重山みんさの「いつ」「よ」

のいわれを交互に配し伝統織物の中にも

モダンさが感じられ、和洋装にも合うシンプ

ルな色使いの「さび紺」「レンガ」のループ

手提げバッグである。

1375
推奨番号

三線ティーガー
○希 ¥4,290

【主要販売店舗】 
市内ホテル売店、市内三線店
土産店、オンラインショップ

八重山みんさの伝統織物で作った三線

ティーガーは糸を染め、糊付け、カスリくく

り、オサ通し、ハタのせし織り上げるなどの

一連の工程を伝統の技を用いて人の手で

仕上げられる。「いつ」「よ」までも末永くの

ロマンある絣の美しさ、丈夫なみんさ帯の

ティーガーは地元愛好者のみならず、国内・

海外の愛用者も多く伝統楽器と伝統織物

の組み合わせは好評を得ています。

1460
推奨番号

洗える畳
［厚55mm幅910mm長1,820mm］

○希 ¥22,000
【主要販売店舗】 

沖縄県内の畳店

丸ごと水洗いができる便利な畳。8キロと軽

量なので、汚れや匂いがついても簡単に洗浄

できます。素材はすべて環境にやさしいもの

を使っており、小さな子どもがいる家庭や保

育園、介護施設などにおすすめです。

1054
推奨番号

衝撃緩和型畳
ミラフォーム畳ふわり

［厚55mm幅910mm長1,820mm］
○希 ¥38,500

【主要販売店舗】 
沖縄県内の畳店

内部に緩衝材が使われ、転んだときの衝撃

をやわらげてくれるので、子どもや高齢者も

安心して使えます。優れた断熱効果もある

ので足元から冷えを軽減してくれます。

JISA5917の認証を受けており、介護保険

利用による補助金対象製品です。

1458
推奨番号

有限会社みね屋
石垣市新川1129番地2　☎0980-83-1582

https://mineya.com/

有限会社みね屋
石垣市新川1129番地2　☎0980-83-1582

https://mineya.com/

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/

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丁目42番地1号　☎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丁目42番地1号　☎098-868-3809

http://www.oki-shiki.co.jp/

キューカンパニー株式会社
那覇市金城3-8-11 ゆいビル1F　☎098-987-0077

https://www.tee-chi.com

株式会社ガラス工房長七屋
北中城村島袋1615番地Ｈ　☎098-975-6062

https://www.chouhichi.com

沖縄県推奨 令和2年度
推奨期間 :2023年10月12日まで

○希…希望小売価格（税込）○希…希望小売価格（税込）　　掲載価格は2020年10月1日現在の価格です。12 13



石垣島でポピュラーなアンガマを、立体紙工作で作り、仕上

がりの達成感を味わえる商品です。沖縄の歴史文化を身近

に感じられ、コミュニケーションツールとして、指先の運動と

して楽しみながら作れます。お土産としても活用できます。

ペーパークラフト「アンガマ」
［215×160mm］　○希 ¥1,100

【主要販売店舗】 

自社ウェブサイト、ジュンク堂書店那覇店

ミュージアムショップゆいむい

1270
推奨番号

沖縄の歴史文化を身近に感じながら、首里城正殿を立体紙

工作でお作り頂けます。学習の一環で、コミュニケーション

ツールとして、指先の運動として楽しみながら作れます。手

軽なお土産としてもおすすめです。

ペーパークラフト「首里城正殿」
［215×160mm］　○希 ¥880

【主要販売店舗】 

自社ウェブサイト、ジュンク堂書店那覇店

ミュージアムショップゆいむい

928
推奨番号

1958年に復元された守礼門を、立体紙工作で作り、仕上が

りの達成感を味わえる商品です。沖縄の歴史文化を身近に

感じることができ、コミュニケーションツールとして、指先の

運動として楽しみながら作れます。お土産としても活用でき

ます。

ペーパークラフト「守礼門」
［210×297mm］　○希 ¥1,100

【主要販売店舗】 

自社ウェブサイト、ジュンク堂書店那覇店

ミュージアムショップゆいむい

929
推奨番号

世界でも沖縄にしか生息しない絶滅危惧種1A類に指定さ

れているヤンバルクイナを立体紙工作で作れます。コミュニ

ケーションツールとして、指先の運動として活用できます。

県内で類似品については散見できず、お土産にもおすすめ

です。

ペーパークラフト「ヤンバルクイナ」
［210×297mm］　○希 ¥1,320

【主要販売店舗】 

自社ウェブサイト、ジュンク堂書店那覇店

ミュージアムショップゆいむい

1057
推奨番号

花笠
［1,200枚（1袋×6パック）］　○希 ¥500

【主要販売店舗】 

サンエー、メイクマン、ユニオン

水によく溶ける板状のトイレ紙（チリ紙）で、沖縄県内で回収

した古紙を100%使用した環境に配慮した商品です。ソフト

タイプでやわらかく、キッチン周りの油汚れからペットのフン

の後始末など、幅広い用途で使用することができます。

1268
推奨番号

昭和
［1,600枚（1袋×6パック）］　○希 ¥600

【主要販売店舗】 

サンエー、メイクマン、ユニオン

「花笠」の姉妹品で、水によく溶ける古紙100%使用の板状

のトイレ紙（チリ紙）です。ややかためのハードタイプで、花

笠同様にキッチン周りの油汚れからペットのフンの後始末

にと幅広く使用できて便利です。

1269
推奨番号

紅型 SLIDEスマホケース
○希 ¥9,350

【主要販売店舗】 

自店舗、ネット販売

シンプルでコンパクトにリメイクされたケー

ス。スマホ本体をスライドすることでカメラ

専用穴が不要となり、機種変後も使用可能

です。ベルトは取り外しが可能（回転式）で

通話時に邪魔にならず、織（オプション）に

変更もできます。

1376
推奨番号

紅型スマホハードcase
○希 ¥3,300

【主要販売店舗】 

自店舗、ネット販売

ケース本体に紅型柄が印刷されている物は

多いですが、ケース背面にエンボス加工を

施すことで、他には見られない本物の工芸

布（紅型・織・その他）と革のコラボレーショ

ンが堪能できます。紅型のワンポイントライ

ンがオシャレ感を際立てます。

1377
推奨番号

革玉
［約120×18mm（ストラップ）

270×18mm（ペンダント）

80mm×18mm（キーホルダー）］　○希 ¥1,980

【主要販売店舗】 

自店舗、ネット販売

「沖縄の海」をイメージしたホタルガラスと、

「いつ（五）の世（四）も末永く幸せに・・・」

という思いのミンサー柄。それらを優しく包

み込み、身につけられるアイテムとしてデザ

インしました。革で球体を包み込む技術は

意匠登録済みです。

1459
推奨番号

昭和製紙株式会社　うるま市字田場708-1　☎098-973-4125　http://www.syouwa-seishi.co.jp/ 有限会社ジグゼコミュニケーションズ　南風原町字新川165番地14　☎098-996-3281　http://gxe-c.com

有限会社ジグゼコミュニケーションズ　南風原町字新川165番地14　☎098-996-3281　http://gxe-c.comcolor（コロール）　糸満市座波1066番地 コンフォートハウスD号室　☎098-996-4124　http://www.color-okinawa.jp/company.html

沖縄県推奨 令和2年度
推奨期間 :2023年10月12日まで

○希…希望小売価格（税込）○希…希望小売価格（税込）　　掲載価格は2020年10月1日現在の価格です。14 15



ちゅらブース わらびぃ～
（オリジナルの園児用トイレブース）
［高さ1200ミリ、厚み40ミリのパネルを

基本とする］○希 ¥275,000
【主要販売店舗】県内ゼネコン、公共機

関・団体、事務機器販売店、等

沖縄の気候、風土に適した児童向けトイレ

ブースです。県内工場で製作しているので、

短納期かつ優れたコストパフォーマンスに

なっています。パネルの芯材料を、水に弱

い木質材から発泡ポリスチレンに変更し

『水に強く・軽量・腐食にも強く』なりました。

児童の安全に配慮し『指はさみ防止構造・

コーナー角を丸める』などの安全対策を取

り入れています。扉デザインシールに沖縄

県立芸術大学生作のオリジナルキャラク

ターが選べます。

1391
推奨番号

人工大理石洗面カウンター
［HFM］　○希 ¥117,700
【主要販売店舗】 

県内建築会社、水道設備会社、自社店舗
インテリア内装会社

人工大理石のボウル一体型洗面カウンター

で、一般的な洗面所やトイレに設置が可能

です。カウンターと洗面ボウルが一体型な

ので手入れがしやすく、品質にも優れていま

す。県内生産のため、納期を短縮すること

ができます。

1378
推奨番号

トイレブース
［MMS-16］　○希 ¥198,000
【主要販売店舗】 

県内建築会社、水道設備会社、自社店舗
インテリア内装会社

耐水性、耐衝撃性に優れているトイレの間

仕切り板、ドアです。耐水性のため掃除が

簡単で、また硬く割れにくいので補修メン

テナンスも少なくてすみます。県内生産のた

め、納期を短縮することができます。

1379
推奨番号

BSC-1（自然侵入促進用-
生態的侵食防材）

［500㎡用(2kg)セット/100㎡用(400g)セット］
○希 500㎡用（2㎏）セット¥715,000/
100㎡用（400g）セット¥143,000

【主要販売店舗】 
県内建設資材販売社また各建設会社

種子吹付工の要領でBSC-1（土壌藻類）を

法面に吹き付けると2～3週間で法面に土

壌藻類が広がります。土壌藻類が法面の浸

食を防止し、赤土の流出を抑制します。また

土壌藻類が周辺から飛来した種子等を

キャッチするため、植物が芽生え始めます。

BSC-1の土壌藻類は沖縄はもとより日本

全国や世界中のどこにでも分布している在

来種です。よって自然環境保全が必要なエ

リアにおける植生回復にも使用可能です。

1462
推奨番号

沖縄デザイン壁紙
りゅうそう。

［900mm幅/デザイン53種類］
○希 10平米以下・・¥7,700、10平米以上・・¥5,973

【主要販売店舗】 
自社問合せにて

琉球王国からの伝統美、琉球紅型、琉球

絣、八重山ミンサー織、読谷花織をはじめ

沖縄のイメージをデザインした花ブロック、

琉球石灰岩等を内装壁仕上材壁紙として

製品化し、インテリアアイテムとして空間を

演出できます。

1461
推奨番号

沖縄県内各地の土で色付けした優しい色合いと、琉球石灰

岩の柔らかい風合いが五感に心地よい内装用しっくい。

しっくいの特性である燃えない・臭いを消す・カビが生えに

くい・湿度を調整する・化学物質吸着などの効果のほか、沖

縄の素材と左官の技によって何物にも代えがたい高い付加

価値が生まれます。原料全てが天然のものなのでリビング

や寝室、シアタールームなど住まいにも安心。人の行きかう

施設のエントランスやホール等で沖縄らしさを効果的に演

出します。

琉球松や相思樹等県産木材を使用して製作しています。琉

球藍で染めたウクレレは沖縄の空や海を思わせる美しいブ

ルー。沖縄の木材の音色や琉球藍の色も演奏と一緒に楽し

んでください。他には無い１本です。

レキオライム
［（全4種）、コーラルベージュ、レキオソル ヴェルメリオ

レキオソル シンザ、レキオソル アマレロ］
○希 ベージュ：¥7,000/他3種：¥7,500

【主要販売店舗】 
自社店舗、（株）エシカルフォレスト、自社ウェブサイト

1464
推奨番号

Shuli ukulele
［530×180×50

590×200×60
680×230×80］
○希 ¥75,000～¥100,000

【主要販売店舗】自社店舗

1281
推奨番号

戸建てや集合住宅、ビル系の窓全般に取付可能。召し合わ

せ框のスリム化で、眺望性、開放感を高めています。形材引

き手により身長に関わらずどの高さでも操作ができ、空掛

け防止クレセントにより掛け損じを防止します。内障子内は

ずし仕様です。

住宅の居室の窓全般に取付可能。召し合わせ框のスリム化

で、眺望性、開放感が向上し、形材引き手によりどの高さで

も操作できます。防犯用補助ロック標準装備。網戸の自走

防止ストッパーで強風時の落下を防止。防音初のクレセン

ト形状です。

EXIMA窓
［幅180cm/高さ180cm］　○希 ¥37,500
【主要販売店舗】 

自社店舗、代理店

1389
推奨番号

防音サッシCHC
［幅180cm/高さ180cm］　○希 ¥61,000
【主要販売店舗】 

自社店舗、代理店

1390
推奨番号

株式会社YKK AP沖縄　うるま市字州崎12番36　☎098-929-4134　https://www.ykkap.co.jp

沖縄リビック株式会社
糸満市西崎町5丁目10番地　☎098-840-9360

http://www.okinawalivic.co.jp/

有限会社ヒフミ
沖縄市与儀1-30-8　☎098-933-9355

https://www.123hifumi.jp/

株式会社J&S international
浦添市字沢岻1263番地　☎098-877-8765

https://www.jandsinternational.jp

与那原漆喰
豊見城市嘉数145-1　☎098-856-1721

https://www.4786sikkui.com

Pua melia 
読谷村字宇座328-8
☎070-5810-4292

沖縄三和シヤッター株式会社
豊見城市字平良84-1　☎098-840-5538

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

沖縄県推奨 令和2年度
推奨期間 :2023年10月12日まで

○希…希望小売価格（税込）○希…希望小売価格（税込）　　掲載価格は2020年10月1日現在の価格です。16 17



「ウージ染め 織りベンリーバッ
グ」は、豊見城市で育ったウージ

（サトウキビ）の葉を染料に使用
し、色で沖縄らしさを表現した
バッグです。「島から“島カラー

（色）”を“縞（しま）模様”で布に
のせ、海を渡って皆さまに届きま
すように」との願いを込めて、「し
まからシリーズ」として開発しま
した。これからも沖縄の手仕事
として発信し続け、緑豊かな自
然の温もりを感じる生活工芸品
としてお届けします。

豊見城市字豊崎1-1162
☎098-850-8454

豊見城市ウージ染め協同組合
石垣市石垣727-1　☎0980-83-4833

有限会社宮城菓子店

飲食料品の部

「玉友 甕仕込５年古酒43度」は、
じっくりと時 間をかけて造った
100％の5年古酒。1949年に那覇
市首里寒川で創業して以来、甕仕
込みによる「もろみ甕発酵」にこだ
わり続けております。大変手間が
かかる製造方法ではありますが、
芳醇な香りや深い味わいを求め、
甕一筋で造ってきました。これから
も伝統製法を守り続け、良質な泡
盛造りに邁進します。

玉友 甕仕込

5年古酒 43度
［720ｍｌ］

生活用品の部

ウージ染め 織り 

ベンリーバッグ
［23×27×10cm］

「ミルクくんぺん」は沖縄伝統菓子
の「くんぺん」に西洋菓子の要素を
プラスし、「新しい琉球菓子」として
考案した商品です。中心の黒ゴマ黒
糖ペーストは、波照間島産黒糖を
100％使用。周りの餡は、こだわりの
ピーナッツバターと県産素材で作り
ました。懐かしさを感じるピーナッツ
バターの優しい甘さを、ほろ苦い黒
ゴマ黒糖ペーストが引き立てる絶妙
な組み合わせです。これからも体に
優しい素材を選び、地域資源にこだ
わったおいしいお菓子作りを心がけ
ていきます。

飲食料品の部

ミルクくんぺん
［8個/6個］

西原町字小那覇1438番地1
☎098-945-3515

株式会社石川酒造場

浦添市字城間1985-1　☎098-877-1133

オリオンビール株式会社

西原町字小那覇1438番地1　☎098-945-3515

株式会社石川酒造場

浦添市西洲2-2-2　☎098-870-1150

株式会社紅濱

1218 オリオン
スペシャル
エックス

［500ml缶/350ml缶］

1311 オリオン
ゼロライフ

［500ml缶/350ml缶］

浦添市牧港1-9-9　☎098-877-8482

株式会社沖縄農園

1134 シークヮーサー
100％
まるごとしぼり

［360ｍｌ］

1431 琉球泡盛
島風パック
古酒20％ブレンド
30度

［1800ｍｌ］

1235 守礼紙銭
［5枚×20束］

999 ウージ染め
ネクタイ

［90×1350ｍｍ］

1000 ウージ染め
織りネクタイ

［90×1350ｍｍ］

1438 ウージ染め
染めテーブル
センター

［35×70ｃｍ］

1236 ローズ
アロマ

［幅110mm/
 径110mm］

1337 ジャンプ
［幅110mm/
 径110mm］

1233 ペーパークラフト
「ミニシーサーの仲間たち」
（全12種）

うるま市田場708-1　☎098-973-4215

昭和製紙株式会社　

1338 リリー
ホワイト

［幅110mm/
 径110mm］

豊見城市根差部543-1 ProsperityA 301　☎098-996-3281

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

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

有限会社ジグゼコミュニケーションズ

1026 マイナスイオン畳（床）
［厚60ｍｍ×幅910mm×長182mm］

1323 パームシート畳（床）
［厚60ｍｍ×幅910mm×長182mm］

那覇市若狭3-42-1　☎098-868-3809

株式会社沖縄敷物商会　

豊見城市字豊崎1-1162　☎098-850-8454

豊見城市ウージ染め協同組合　

1234 ペーパークラフト
「立体シーサー」
［215×160mm］

南城市玉城字親慶原276-1　☎098-949-1258

沖縄クチャ・赤土造形企業組合

1018

［210×297mm］

ペーパークラフト
「面シーサー」
（茶）（青）

豊見城市字真玉橋131番地2　☎098-856-8500

株式会社仲里ペイント

［1ｋｇ］

1350 クワラス

［3ｋｇ、15kg］

1351 漆喰塗料
アレスシックイ
琉球

［幅200cm×高さ210cm］

1442 EXIMA自動ドア1027

［男瓦（長330mm×幅150mm×高70mm）
 女瓦（長250mm×幅230mm×高60mm）］

在来瓦（男瓦、女瓦）

1430
推奨番号

1439
推奨番号

1437
推奨番号

浦添市伊奈武瀬1-7-2　☎098-943-0623

公益社団法人浦添市シルバー人材センター
西原町字東崎4番地15　☎098-871-9000

沖縄森永乳業株式会社

852 sea-sun 
勝山
シークヮーサー
沖縄県産果汁
100％ 

［500ml］

名護市勝山9番地　☎0980-53-8686

有限会社勝山シークヮーサー
那覇市小禄1丁目37-1　☎098-851-8543

みそのこ食品
読谷村字座喜味2822-3　☎098-958-4330

沖縄ハム総合食品株式会社　

読谷村字座喜味2822-3　☎098-958-4330

沖縄ハム総合食品株式会社　

1223 沖縄名産
あぶらみそ 
みそのこ

［200ｇ］

1315 森永酪農牛乳
［180ml/473ml/946ml］

1316 森永ヨーゴ
［180ml/300ml/
473ml/946ml］

1317 てだ桑茶
（パウダータイプ） 

［35g/100g］

1318 てだ桑茶
（焙煎タイプ）
［24g（2g×12包）］

那覇市宇栄原3-20-5　☎098-857-0779　

株式会社あさひ

1226 中味汁 
［800ｇ］ 

1227 山羊汁 
［500ｇ］

1140 ジーマーミ豆腐　
琉の月 

［3個箱入り（70g×3）
 6個箱入り（70g×6）
 3個袋入り（70g×3） 
 タレ（10g×3）］

1433 ポルトギュー
［97ｇ×2P］  

1249 沖縄名産
あぶらみそ
あぐー
みそのこ

［200ｇ］

中城村字当間758　☎098-895-3311

株式会社沖縄ホーメル

中城村字当間758　☎098-895-3311

株式会社沖縄ホーメル
南城市字前川1336（おきなわワールド内）　☎098-948-1987

南都物産株式会社

1321 フランキー
ボーイ
220g

［220g］

1322 デリカフランク
ソーセージ
230g 

［230g］

1224 チラガー
スモーク
スライス

［150g］

1434 レトルト
美ら島の
豚煮込みカレー

［180g］  

1329 くんぺん 
［1個/10個/5個］ 

1435 レトルト
なかみ汁

［350g］  

1436 黒糖
ちんすこう

［17個］

1231 紅芋まつり
［25個入］

1335 ぽるかどっと
紅芋味

［20個入］

那覇市曙3丁目21番2号　☎098-867-7902

株式会社ナンポー　

1332 紅いも生タルト
［10個/6個］

石垣市石垣727-1　☎0980-83-4833

有限会社宮城菓子店
読谷村字宇座657-1　☎098-958-7333

株式会社御菓子御殿

ぎょくゆう

「ORIGAMI SAMURAI」は、日本の
甲冑をモチーフにした高級感のある
ペーパークラフトです。インテリアと
して飾るだけでなく、大切な人への
贈り物にもぴったりです。国内だけ
に留まらず、海外でも販売実績を作
ることでブランド力を向上させ、さ
らに商標登録を取得して新たな自
社商品の開発を実現しました。企業
理念「包む文化の創造」を軸に、今
後もより一層品質向上を目指し、地
域活性に取り組んで参ります。

ORIGAMI
SAMURAI

豊見城市字豊崎3-30　☎098-851-1185

株式会社ミヤギパッケージ

［335×245×5mm］

生活用品の部
1440
推奨番号

その他製品
の部

うるま市州崎12番地36　☎098-929-4134

株式会社ＹＫＫ ＡＰ沖縄

1028

［花瓦男（長290mm×幅150mm×高150mm）
 花瓦女（長250mm×幅230mm×高160mm）］

在来瓦（花瓦男、花瓦女）
［幅80cm×高さ190cm］

1441 EXIMAドア

［高さ2000mm
厚み40mm］

1352 ちゅらブース
GANZYUU

豊見城市字平良84-1　☎098-840-5538

沖縄三和シャッター株式会社

1320 てびち
［800ｇ］ 

1324 玉葱
ノンオイル
ドレッシング

［200ml］

（シークヮーサー）

［215×160mm］

［180×100mm］

1336 沖縄紅型祝儀袋

「結房」

1432 しまぶた
ジャーキー
黒胡椒

［25ｇ］  

飲食料品
の部

生活用品
の部

　

沖縄県推奨 令和元年度
推奨期間: 2022年10月8日まで
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読谷村字宇座657-1　☎098-958-7333
株式会社御菓子御殿

浦添市字城間1985-1　☎098-877-1133
オリオンビール株式会社

浦添市西洲2-2-2　☎098-870-1150
株式会社紅濱

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

読谷村字座喜味2822-3　☎098-958-4330
沖縄ハム総合食品株式会社

読谷村字座喜味2822-3　☎098-958-4330
沖縄ハム総合食品株式会社

西原町字幸地371　☎098-945-5021
オキコ株式会社

南城市字前川1336（おきなわワールド内）　☎098-948-1987
南都物産株式会社

那覇市宇栄原3-20-5　☎098-857-0779
株式会社あさひ

中城村字当間758　☎098-895-3311
株式会社沖縄ホーメル

那覇市安謝617‐49　☎098-863-0421
ひろし屋食品株式会社

浦添市伊奈武瀬1-7-2　☎098-943-0623
公益社団法人浦添市シルバー人材センター

石垣市白保287-14　☎0980-86-7154
八重山殖産株式会社

名護市字旭川1692　☎0980-52-0238
NA-BA生産企業組合

読谷村字座喜味2822-3　☎098-958-4330
沖縄ハム総合食品株式会社

那覇市港町2-8-9　☎098-868-1470
沖縄県酒造協同組合

石垣市字登野城909　☎0980-82-3473
株式会社あざみ屋

豊見城市字豊崎1-1162　☎098-850-8454
豊見城市ウージ染め協同組合

うるま市田場708-1　☎098-973-4125
昭和製紙株式会社

糸満市座波1066　☎098-996-4124
color

豊見城市根差部543-1 ProsperityA 301　☎098-996-3281
有限会社ジグゼコミュニケーションズ

宮古島市城辺字保良591-1　☎0980-77-2323
有限会社海宝館

宜野湾市宇地泊794 カーサ・デ・エストレーア201　☎098-800-1808
BOND okinawa

南城市玉城字前川376
mill glass+OITABA

那覇市若狭3-42-1　☎098-868-3809
株式会社沖縄敷物商会

浦添市大平1-28-9　☎098-878-2661
新城工作所

糸満市西川町18-1　☎098-832-1134
かりゆし三線館

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

与那原町字上与那原291-1　☎098-946-6579
有限会社八幡瓦工場

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

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

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

西原町字小那覇1438-1　☎098-945-3515
株式会社石川酒造場

250g

500g 1kg

黒糖ショコラ
とろ～る

［8/12/18 個入］

いもいもタルト
 ［6/10 個入］

オリオンサザンスター
［350/500ｍｌ］

お酢日和ギフトセット
［200ml×3 本］

海乃邦10年貯蔵古酒
25度

［720ml］ 

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）］

グリーンスカイ
（分包タイプ） 
［2g×14 包 /2g×30 包］ 

八重山クロレラ粒
［124ｇ（620 粒）］

粉末しいたけ天然だし
［20g/40g］ 

琉球美ら御膳黒豚らふてぃ
 ［200g］ 

沖縄ソーキ
 ［170g］

ゴーヤーカレー
［180ｇ］ 

らふてぃ
［400g］ 

伊江島おっかー自慢の
イカ墨じゅーしぃの素
 ［180ｇ］

中味汁
［350ｇ］

オキハムポキポキ
 ［260ｇ］ 

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］

軟骨そーき
［400g］ 

古酒ケーキ
［1 本］

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）］

沖縄黒糖ぜんざい
6個入り

［540g（90g×6 個）］

沖縄島豚ジャーキー
［45g］

3Wayトート黒
ヒチガーラ

［330×340×60mm］

結房  香典蓮葉2枚入 夜光貝ペンダント
［9×18cm］ ［2.5cm］

パンプキンバッグ
楕円ヒチガーラ

［18×33×11cm］

トラベルショルダー IHG
藍ヒチガーラ

ウージ染め  
染めポシェットバッグ

［18×26×6cm］

ウージ染め  
織りポシェットバッグ

［18×26×6cm］

キング110
［110m×110mm］

オキナワタオルペーパー
［210mm×230mm 200 枚］

コアゴール「シングル」
［110mm×130m］

コアゴール「ダブル」
［210mm×65m　2 枚重ね］

紅型LINE カードケース
［約縦 110×横 75×20mm］

軽量床衝撃音対策畳
［厚さ 60×幅 900
×長さ 1820mm］

マイトスタットホウ酸塩畳
［厚さ 60×幅 900
×長さ 1820mm］

フロアー畳「琉球」Aタイプ
［20×900×1800mm］

フロアー畳「琉球」Bタイプ
［20×900×900mm］

エートスケナフマットコア畳
［60×910×1820mm］

HIRO
デカンタセット

［デカンタ、30×10cm
内容量約 500ml
グラス、9×8cm］

［9×7.5cm］

月桃ペンダント

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］

締め太鼓

［小：直径 25×9  中：直径 28×11
 大：直径 30×11］

スピーカー
［400×450×1,050mm］

［男瓦：長さ 300×幅 160×高さ 80
 女瓦：長さ 300×幅 275×高さ 60］ 

在来瓦
（男瓦・女瓦）

［花男瓦：長さ 320×幅 160×高さ 80
 花女瓦：長さ 300×幅 275×高さ 60］

在来瓦
（花男瓦・花女瓦）

紅型風琉球ガラス屏風
1曲3双

［W640×H2020  3 枚組］

エコティーダ
 ［PSE］

EXIMAWｂ
［180×180cm］

虹のかけら  
琉球フィットグラス

やんばる緑茶ちんすこう
［18 個入］

紅いもあん入り
サーターアンダギー
 ［40ｇ×6 個］

じゅーしぃの素
［230ｇ］

軟骨ソーキの煮付
［400g］

おばー自慢の島豆腐（真空） 
［250ｇ/500ｇ/1kg］

二代目ひろし屋の
ジーマーミとうふ

［100g］

玉友  甕仕込5年古酒
25度

［720ml］ 

玉友  甕仕込5年古酒
30度

［720ｍｌ］

海乃邦10年貯蔵古酒
43度

［720ml］ 

カーテンウォール
 ［2.4 ㎡］

ハイブリッド
楽楽カラクイ三線

［81×19cm］

かりゆし 楽楽三線

［81×19cm］

設置事例

沖縄県推奨 平成30年度
推奨期間: 2021年10月4日まで

1330

1316

1317

819

1285

1329 1326 1327 948 1332

1089 1322 1323 1324 1325

820 1088 1187 1188 1284

1318 1319 1328 1320 1321

1311 1312 1313 1314

1331 1196 1339

1334

1304

1336 1337 1305 1343

1207

1344 1345 1346

1208 1215 1216 1217 1341

1342

1106 1197 1107 1108 1296

1335 1198 1199 1301 1302

1203 1338 1333 1340

飲食料品
の部

生活用品
の部

その他製品
の部

20 21


