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優良県産品とは ?

沖縄県が「優良県産品」として推奨することにより、県産品の販路拡大を促進する制度です。
令和３年度より優良県産品の｢稼ぐ力｣を向上させるという点をより強化するため、販路開拓の
強化・サポート体制を充実させて、小売店でのフェアやプロモーションなどにも繋げられる制度を
目指しています。
また、優良県産品を目指す事業者さま向けに「NEXT優良県産品」という新たな制度を立ち上げ、
クラウドファンディングを活用して事業資金を集めつつ、一般の方による投票にて審査を行います。

優良県産品ロゴマーク

表彰制度

令和３年度よりロゴマークが新しくなりました。

既に認知ある県章を使用することで、県が推奨している製品であるというメッセージを効率的に
発信しています。また、県章を◎と見立て、三方◎（良し）（作り手、売り手、買い手）の取組によ
り地域全体が良くなるようにとの思いが込められています。推奨された製品はこのロゴマークを
使用することができます。

推奨された製品のうち、特に優れた製品には最優秀賞、優秀賞、U-22 特別賞、審査員特別賞が授与され上記の
ロゴマークを使用することができます。「U-22 特別賞」は、22 歳以下の方が開発に関わった製品に授与される賞
で、令和４年度に創設されました。 ※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。

優良県産品推奨事業運営事務局：株式会社クロックワーク  電話：098-941-3929
沖縄県商工労働部 マーケティング戦略推進課　電話：098-894-2030

ホームページで詳細をご覧いただけます。
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令和 4 年度に推奨された優良県産品をご紹介します。
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フックホルダー
（溶融亜鉛メッキ加工）
［H175ｍｍ×Ｗ70.6ｍｍ×Φ48.6ｍｍ×0.82㎏］ 
○希 ¥ 要見積

代表取締役社長
野原 広猛

この度は、弊社の技術力を県産品事業として推奨していただけるだけ
でなく、優秀賞と名誉ある賞までいただき大変名誉に存じ上げます。
弊社のフックホルダーという商品は、弊社と㈱南城技術開発様との
共同研究・開発のもと誕生した“フィット筋工法”で欠かせない縁の
下の力持ちという商品となっております。この小さな商品が弊社の技
術力を持って県内の土砂崩れなどの自然災害から安全性と沖縄県に
欠かせない自然の景観を守るということをやんばるの森での実績を含
め評価していただいたと感謝しております。今後は「地元沖縄県から
優秀県産品として認定いただけた」と胸を張って県内での販路拡大、
そして県外へも商品、技術力を展開していくことに努めてまいります。

株式会社トラスト工業
島尻郡南風原町字喜屋武214-1（変更後345番地）
TEL.098-894-7420

代表
與那 勝治

弊社は今帰仁村で約 50年間加工黒糖の製造販売を行ってまいりま
した。沖縄県産さとうきび由来の原料を使用してできた加工黒糖を
もっと美味しくしたい。そのような想いで試行錯誤し、失敗を繰り返
しながらも諦めず、ついに出来上がったのが口溶けのよい加工黒糖で
した。この度受賞したブエナスエルテは、この口溶けのよい加工黒糖
にカカオを纏ってできた商品で、今までに味わったことないような味
と食感に生まれ変わることができました。そしてサトウキビに感謝を
込めてバガス紙を箱に使用し、心のこもった筆文字で皆様にお届けさ
せて頂きます。今帰仁村より幸運をあなたへ。小さな幸せを感じるこ
とができましたら幸いです。

合資会社共栄社
国頭郡今帰仁村字謝名227-1
TEL.0980-56-2812

BUENA SUERUTE
幸運をあなたへ
［80g］ ○希 ¥1,450（税抜）

株式会社 南都
那覇市牧志1-3-24 南都ビル
TEL.098-867-0020

ITOMAN/S
［330ml］ 
○希 ¥600（税抜）

魚料理に合う
ビールを糸満市
と共同開発しま
した。

ソフト黒糖にカカオ
マスをコーティングし
た商品です。

斜面に挿入した鉄筋
と表面を抑える鉄筋
を連結する商品です。

有限会社板馬養殖センター
南城市知念字知名1198番地
TEL.098-947-0605

瞬間冷凍車海老
［250g］ 
○希 ¥2,500（税抜）

鮮度抜群！調理も
簡単！生食できる
冷凍車海老です。

株式会社RAD.land
那覇市久茂地3丁目23番10号 2階
TEL.098-917-2780

また食べたくなる餃子
［10個入り（380g）］ 
○希 ¥694（税抜）

沖縄県産キビまる豚を
使用 !! 厳選 8種類の
野菜でシャキシャキの
食感・肉感にこだわっ
た餃子です。
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富士家
ぜんざい
［210g］ 
○希 ¥333（税抜）
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アップサイクル
かりゆし
［S/M/L/LL］ 
○希 ¥15,000（税抜）

Curelabo株式会社
浦添市港川2-14-7
TEL.098-988-3100

カラキケーキ
［3個入り］ 
○希 ¥500（税抜）

カラキ（沖縄のシナモン）の鮮やかな緑色と風味
が心地よいカップケーキです。

沖縄県立北部農林高等学校
名護市字宇茂佐13番地
TEL.0980-52-2634

紅芋ようかん
［200g］ 
○希 ¥250（税抜）

沖縄県立宮古総合実業高等学校
宮古島市平良字下里280番地
TEL.0980-72-2249

金時豆の煮汁を使い氷を製造。
氷に味を付ける事で、最初の一
口から最後の一滴まで美味しく
召し上がれます。

代表
大嶺 隆

この度は、復帰５０周年の節目の年に沖縄県優良県産品 最優秀賞をいただき誠にありがとう
ございます。このコロナ禍の中、対面販売を主体として行っておりましたが、「富士家ぜんざい
をもっと手軽に食べたい」「友人にも差し入れをしたい」「もっと身近に購入したい」と県内外の
お客様の声をいただき、様々な店舗、様々な地域でお買い求め出来るように、会社一丸となっ
て取り組んできました。数年前から県内外のスーパーでの販売をはじめ、コンビニとコラボし
た富士家ぜんざいを発売したりと、多くのお客様に満足いただけるようになりました。富士家
ぜんざいの特徴である、シャリシャリ食感を出すために氷の固さを調整したり、お召し上がり
時間に合わせた独自の製造方法や販売方法を行うことでも、お客様へ受け入れられたと思っ
ております。創業３３年の気持ちを新たに、沖縄生まれ、沖縄育ちの気持ちを更に大事にしな
がら「優良県産品」として沖縄のソウルデザートの氷ぜんざいを県民の皆様や、観光客の皆様
へ愛され続ける製品作りに、変わらない為に、変わり続けていこうと思います。

有限会社富士家
那覇市松山2-13-1
TEL.098-869-3171

有限会社比嘉酒造
中頭郡読谷村字長浜1061番地
TEL098-958-2205

残波プレミアム
［720ml（30度）］ 
○希 ¥1,608（税抜）

残波の古酒蔵で更に厳
選された古酒を60%
ブレンドして誕生したの
が残波プレミアムです。

株式会社琉珉珉
浦添市牧港４-25-6
TEL.098-875-0178

琉珉珉オリジナル餃子
［20g×12個入り］ 
○希 ¥328（税抜）

沖縄県産豚肉、沖縄
県産野菜を100%
使用した、沖縄県産
豚肉の甘みを感じて
いただける商品です。

金秀商事株式会社
中頭郡西原町字小那覇494番地1
TEL.098-975-7777

オリジナル 島とうふ /
島とうふ2個パック
［400g/170g×2個］ 
○希 ¥110/¥128（税抜）

自社製造工場で職人が
丹精込めて作った商品
です。様々なお料理に
活用頂けます。

沖縄ハム総合食品株式会社
中頭郡読谷村字座喜味2822-3
TEL.098-958-4330

シークヮーサー全快酢
［1000ml］ 
○希 ¥1,718（税抜）

疲労感軽減、睡眠の質改
善に効果のある機能性表示
食品です。シークヮーサー
のフルーティーな味わいも
特徴です。

玉木製菓
南風原町字兼城651番地1
TEL098-889-1335

かめせん
［8枚入り］ 
○希 ¥138（税抜）

かりっと食感。塩味が
効いていて素朴な味。
一度食べるとやみ付き
になる味です。

株式会社沖縄伊藤園
糸満市西崎町4-10-4
TEL.098-994-3600

沖縄緑茶 かふう
［525ml］ 
○希 ¥140（税抜）

沖縄緑茶ならではの爽やかな
香りとスッキリとした味わい
も愉しめる緑茶飲料です。

株式会社スクワラン本舗
中頭郡西原町千原245-3
TEL.098-945-9278

鮫ジャーキー
［18g］ 
○希 ¥400（税抜）

深海サメの肉を使った
「鮫ジャーキー」です。

株式会社沖縄やまや
豊見城市字伊良波556-4
TEL.098-840-6310

有色辛子明太子
［40g/70g/80g/90g/110g/220g
1000g/2000g/3000g］ 
○希 ¥1,000～7,000（税抜）
沖縄の泡盛、シークヮーサー、塩を使用
し程よい辛さと爽やかでフルーティーな
味わいが特徴。辛いのが苦手な方が多い
沖縄の方々に合わせて辛さを調整し、お
子様でも食べられるような明太子です。

石垣島ビール株式会社
石垣市新川2094-4
TEL0980-83-0202

石垣島NEWハイビール
［330ml］ 
○希 ¥454（税抜）

ビール酵母入の石垣島ビール
と泡盛をアルコール10%に
混合、シークヮーサーで美味
しく仕上げました。氷を入れ
てカクテルのようにどうぞ。

有限会社宮城菓子店
石垣市石垣727-1
TEL.0980-83-4833

沖縄・石垣島パイナップル
ケーキ
［5個入り/10個入り］ 
○希 ¥900/¥1,800（税抜）

八重山産パイン100%
ジャムを包み、ミンサー形
に焼上げました。

世界のブエノチキン合同会社
浦添市内間1-14-2
TEL.098-876-0452

やぎとそば太陽
うるま市石川2丁目10-18
TEL.098-965-3133

ヤギシチュー
［250g］ 
○希 ¥1,204（税抜）

うるま市自社牧場産
ヤギ肉100%使用の
シチューです。

農業生産法人株式会社島酒家
南城市玉城字屋嘉部234番地4
TEL.098-988-3588

沖縄県産
乾燥あおさ
［20g］ 
○希 ¥530（税抜）

香りが良く、葉に厚みが
あり、柔らかいのが特
徴の乾燥あおさです。

チューイチョーク株式会社
那覇市泉崎1-4-10 喜納ビル2F 
TEL.098-869-4227

ヒラミーレモンケーキ
［1個/5個/10個］ ○希 ¥250/¥1,250/¥2,500（税抜）

オハコルテが
作った沖縄生
まれのレモン
ケーキです。

株式会社 幸
那覇市久茂地3-15-6
TEL.098-861-7512

四つ竹 至高の逸品 らふてー
［1,000g］ 
○希 ¥5,000（税抜）

継続された琉球
宮廷料理の味を
全国の食卓へお
届けします。

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

BUTTERFLY PEA　
CRAFT COLA
［200ml］ 
○希 ¥1,200（税抜）

色味の変化とスパイシー
風味を楽しめるクラフト
コーラです。

翁屋
那覇市寄宮2-29-45
TEL.098-833-5625

島豆腐
［300g］ 
○希 ¥324（税抜）

76 年続く生しぼり
地窯焚きの製造をし
ています。大豆の風
味、甘みを感じられ
る豆腐です。

株式会社Free Our Soul
中頭郡読谷村字波平2113-2
TEL.098-989-8790

有機 モリンガのチカラ
［タブレット25g］ 
○希 ¥1,834（税抜）
［パウダー 30g］ 
○希 ¥1,370（税抜）
［ティーバッグ3g×15包］ 
○希 ¥1,648（税抜）
沖縄県産のモリンガを、摂取しやすいよう用途に
分けてタブレット・パウダー・お茶にしました。
沖縄県産有機モリンガ100%の商品です。

株式会社 久樹
浦添市牧港2-1-3 101号
TEL.098-878-2702

沖縄のお守り 
本革ペアさんぐゎー
［H22cm×W9.5cm×15g］ 
○希 ¥500（税抜）

ススキの葉を結んだ「さんぐゎー」をモチーフに本
革で製作しました。ペアにして、ミンサー柄の刻
印をする事で縁結びの意味も込めました。

沖縄フレッシュ株式会社
那覇市曙2丁目27-1 星ビル202号
TEL.098-995-9127

味付けもずく黒糖・黒酢
（化学調味料・甘味料無添加）
［70g×3］ ○希 ¥198（税抜）

化学調味料・甘
味料無添加で仕
上げた素材を生
かした商品です。

株式会社沖縄ホーメル
中頭郡中城村字当間758
TEL.098-895-3312

レトルト軟骨ソーキの煮付
［250g］ 
○希 ¥280（税抜）

豚軟骨を高温高圧でや
わらかく処理し、独自配
合のたれを配合しておい
しく仕上げました。

株式会社ファーマーズ・フォレスト
うるま市前原183-2
TEL.098-923-3911

島麦かなさん 塩せんべい
［4枚入り］ 
○希 ¥250（税抜）

県産小麦“島麦
かなさん”を使用
した塩せんべい
です。

琉球ガラス匠工房 石川本店
うるま市石川伊波1553-279
TEL.098-965-7550

おんなブルー
［H85mm×W85mm］ 
○希 ¥5,000（税抜）

恩納の海を五感
で愉しんで頂け
る商品です。

金秀ホールディングス株式会社
那覇市旭町112番地1 金秀ビル西館1階
TEL.098-868-6631

KANEHIDE CRAFT 
BREWERY
クラフトビール
［330ml］ 
○希 ¥682（税抜）

モノづくりへのこだわりを
この一杯に表現しました。

株式会社沖縄ウコン堂
宜野湾市伊佐4-4-7
TEL.098-890-7111

山原宝庫 沖縄うこん粒
［３g(200mg×5粒×3包）］ 
○希 ¥630（税抜）

三種類の発酵ウコン
をバランス良く配合し
たクルクミン120mg
含有のウコン粒です。

学校法人KBC学園
那覇市東町23-5
TEL.098-941-3159

琉球王国トランプ（英語版）
［H89mm×W57ｍｍ］ 
○希 ¥1,500（税抜）

楽しみながら琉
球王国の歴史が
学べます。

城紅型工房
浦添市前田4-9-1
TEL.098-887-3414

命名・干支
紅型タペストリー
［150g］ 
○希 ¥13,181（税抜）

職人が心を込めて制作し
た一枚です。誕生記念・
出産祝いに御利用下さい。
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さとうきびの搾りかす「バガス」から生まれたかり
ゆしウェアです。

食と環境科、全員で作った紅いもようかんです。

一般部門
農業生産法人株式会社仲善
南城市知念字知念1190
TEL.098-949-1188

株式会社沖縄やまや
豊見城市字伊良波556-4
TEL.098-840-6310

学校法人KBC学園
那覇市東町23-5
TEL.098-941-3159

工業系製品部門
株式会社沖通商
那覇市安謝619番地16
TEL.098-866-4040

金秀アルミ工業株式会社
西原町字掛保久217番地
TEL.098-835-8100

株式会社恩納ガラス工芸
育成センター
恩納村冨着85
TEL.098-965-3090

NEXT 部門
株式会社Rinnovation
浦添市港川2-14-7 36号室
TEL.098-988-3100

株式会社Kenichiro Koyama 
Creative Produce Office
国頭郡国頭村辺土名1429
TEL.0980-41-2787

株式会社ブルーリンク
那覇市久茂地2丁目2-2 タイムスビル2F
TEL.098-988-4323

株式会社ファッションキャンディ
宜野湾市大山2-21-22
TEL.098-897-5194
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沖縄県産若鶏の丸焼き 
ブエノチキン
［1羽（約900g）］ ○希 ¥1,852（税抜）

1982 年以来、店舗販売のみで展
開していたチキンの丸焼き「ブエノチ
キン」を全国でも楽しんでいただける
ようにパックにしました。強烈な匂い
が閉じ込められるため、飛行機で帰
る方にも喜んでいただいております。


