
▼うるま市 ▼中頭郡中城村 ▼中頭郡北中城村

▼中頭郡北谷町 ▼中頭郡嘉手納町 ▼中頭郡西原町

▼中頭郡読谷村 ▼八重山郡与那国町 ▼八重山郡竹富町

▼北谷町 ▼南城市 ▼名護市

▼国頭郡今帰仁村 ▼国頭郡伊江村 ▼国頭郡宜野座村

▼国頭郡恩納村 ▼国頭郡本部町 ▼国頭郡金武町

▼宜野湾市 ▼宮古島市 ▼宮古郡多良間村

▼島尻郡与那原町 ▼島尻郡久米島町 ▼島尻郡伊是名村

▼島尻郡八重瀬町 ▼島尻郡北大東村 ▼島尻郡南大東村

▼島尻郡南風原町 ▼島尻郡渡嘉敷村 ▼沖縄市

▼浦添市 ▼石垣市 ▼糸満市

▼豊見城市 ▼那覇市

[沖縄県沖縄県]
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加盟店名加盟店名 市区町村市区町村 所在地所在地 ジャンルジャンル

アストロプロダクツ うるま店 うるま市 みどり町４－１２－２３ ショッピング

居酒屋 砦 みどり町店 うるま市 みどり町４－１９－１４ 飲食店

タウンプラザかねひで 具志川店 うるま市 みどり町４－２－６ ショッピング

焼肉五苑 うるま店 うるま市 みどり町５－１－１０ 飲食店

具志川園芸センター うるま市 みどり町５－１５－１０ ショッピング

タウンプラザかねひで よかつ阿麻和利市場 うるま市 与那城西原５９６－３ ショッピング

アップガレージ 沖縄中部店 うるま市 前原２８６－１ ショッピング

辛ちゃん うるま市 前原３２５－１ 飲食店

タウンプラザかねひでABLOうるま市場 うるま市 前原５４ ショッピング

焼肉なべしま沖縄具志川店 うるま市 前原９１－１ 飲食店

ほっともっと具志川高校前店 うるま市 喜仲４－２５－８ ショッピング

クロウ タイ レストラン うるま市 天願１４６２ 飲食店

TAJOKINAWAうるま店 うるま市 天願１５５－３ 飲食店

カフェダイニングTAJIうるま うるま市 天願１５５ー３ 飲食店

拓栄フーズ直売店 うるま市 字平良川１０３ ショッピング

A＆Wうるま安慶名店 うるま市 安慶名１－４－５ 飲食店

プティ・フール安慶名店 うるま市 安慶名２－１－１４ 飲食店

face URUMA うるま市 安慶名３－５－２７　シビランカ　１Ｆ サービス

ステ－キハウス 坊ちゃん うるま市 栄野比１１８－３ 飲食店

宮城ミート うるま市 栄野比９３－５ ショッピング

上間弁当天ぷら店　江洲店 うるま市 江洲１７０ 飲食店

カフェ＆居酒屋 琉球くらしっく うるま市 江洲３３９－１ 飲食店

山城時計店 具志川メインシティ店 うるま市 江洲４５０－１　サンエー具志川メインシティ ショッピング

田園書房具志川店 うるま市 江洲４５０－１　サンエー具志川メインシティ
　１Ｆ ショッピング

RE：ALLY 具志川店 うるま市 江洲４５０－１　サンエー具志川メインシティ
　１Ｆ ショッピング

1588 GPtp具志川メインシティ うるま市 江洲４５０－１　具志川メインシティ　１Ｆ ショッピング

LUCIDO STYLE JAPAN うるま市 江洲５２２－２２　メゾン仲原 サービス

プティ・フール江洲店 うるま市 江洲５４２－９ 飲食店

ジュエルホワイトニング うるま市 田場１０８８－２３　 サービス

タウンプラザかねひで あげな店 うるま市 田場１２２０－１ ショッピング

ジミーあげな店 うるま市 田場１２２０－１　タウンプラザかねひであげ
な店内 ショッピング

BOOKOFF 具志川店 うるま市 田場１２２２－１ ショッピング

フロームビー 具志川店 うるま市 田場１２２２－１ ショッピング

スィーニ うるま市 田場１４１０－３ サービス
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ほっともっと田場店 うるま市 田場１４１３－１ ショッピング

大城書店 石川店 うるま市 石川１－１５－２ ショッピング

榮料理店 うるま市 石川１－２７－３５　榮料理店 飲食店

パティスリー SHO うるま市 石川２－１－７　石川中央団地改良店舗１０１ 飲食店

タウンプラザかねひで 石川店 うるま市 石川２－２－１ ショッピング

那覇鋼材 石川支店 うるま市 石川２３７６－３ ショッピング

おもろ茶屋 うるま市 石川嘉手苅９６１－３０ 飲食店

菓子工房IGREC KAZUKI うるま市 石川山城８３７－１ 飲食店

業務スーパー石川店 うるま市 石川曙２－１－４１ ショッピング

プティ・フール石川店 うるま市 石川東山１－２２－２０ 飲食店

ほっともっと石川東恩納店 うるま市 石川東恩納５８８ ショッピング

タウンプラザかねひで 東恩納市場 うるま市 石川東恩納６０１ ショッピング

ほっともっと石川中央店 うるま市 石川白浜１－４－７ ショッピング

寿司ムサシ うるま市 石川白浜１－７－７ 飲食店

伊波商店 うるま市 石川白浜１－８－８ ショッピング

ホームセンタータバタ石川店 うるま市 石川赤崎２－２－１ ショッピング

ヘアーサロン Lips うるま市 赤道３０４ サービス

ジミー うるま店 うるま市 赤道５４０ ショッピング

タウンプラザかねひで 志林川店 うるま市 高江洲１０８９ ショッピング

アストロプロダクツ 中城店 中頭郡中城村 久場１９７６ ショッピング

我部祖河食堂中城店 中頭郡中城村 久場２０１８－１ 飲食店

ぱるず 中頭郡中城村 北上原３０９ ショッピング

ほっともっと 琉大附属中学校前店 中頭郡中城村 南上原１０２４－２ ショッピング

たけ田商店 中城店 中頭郡中城村 南上原９６０ ショッピング

BEACH×BEACH 中頭郡中城村 和宇慶４６８　２Ｆ サービス

安座間珈琲 中頭郡北中城村 仲順２４ ショッピング

サムズカフェ 中頭郡北中城村 安谷屋１９３４ 飲食店

A＆W屋宜原店 中頭郡北中城村 屋宜原７００ 飲食店

ヘアークラフト 中頭郡北中城村 島袋１４７７　コ－ポＭ　１０２ サービス

焼肉五苑 北谷店 中頭郡北谷町 上勢頭５４５－３ 飲食店

A＆W北谷店 中頭郡北谷町 上勢頭５４９－２ 飲食店

バルコラボ北谷国体通り店 中頭郡北谷町 上勢頭６６７－３　海清店舗 飲食店

東京書店 中頭郡北谷町 上勢頭８２０－６ ショッピング

東洋飯店 北谷店 中頭郡北谷町 伊平２６４ 飲食店

加盟店名加盟店名 市区町村市区町村 所在地所在地 ジャンルジャンル
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アストロプロダクツ 北谷店 中頭郡北谷町 伊平４１１－２ ショッピング

アジアンダイニングタージ北谷 中頭郡北谷町 伊平４５８　イーグルロッヂ 飲食店

焼肉 北谷龍 中頭郡北谷町 北前１－１－３ 飲食店

KASTHAMAN DAP 中頭郡北谷町 北前１－１０－１０ 飲食店

焼肉 金城 北谷店 中頭郡北谷町 北前１－１１－１０ 飲食店

串角 北谷店 中頭郡北谷町 北前１－１７－１ 飲食店

インディラ 中頭郡北谷町 北前１－１７－９　仲座ビル　１０１ 飲食店

muta marine OKINAWA 中頭郡北谷町 北前１－１９－７ ショッピング

ハンビータウン 中頭郡北谷町 北前１－２－３ ショッピング

山城時計店 ハンビータウン店 中頭郡北谷町 北前１－２－３　ハンビーショッピングセン
ター　１Ｆ ショッピング

林屋 中頭郡北谷町 北前１－６－８ 飲食店

ポコアポコ北谷店 中頭郡北谷町 北谷　２－１６－７　２Ｆ 飲食店

次郎長寿司 北谷ハンビー店 中頭郡北谷町 北谷１－１２－８ 飲食店

グリ－ンリ－フ CHATAN 中頭郡北谷町 北谷１－８－８－１０３ ショッピング

アメリカンスペース ハンビー店 中頭郡北谷町 北谷２－１－１ ショッピング

アジアンダイニングバーア・ダニー 中頭郡北谷町 北谷２－１２－６　１Ｆ 飲食店

ELEGLAM 中頭郡北谷町 北谷２－１４－７ ショッピング

ひとしずく 中頭郡北谷町 北谷２－６－１０ 飲食店

びっくりドンキーハンビー北谷店 中頭郡北谷町 北谷２－７－１ 飲食店

ばくばく亭 中頭郡北谷町 吉原３１５－１　２Ｆ 飲食店

タウンプラザかねひで北谷サンセット市場 中頭郡北谷町 字伊平１４０番地２ ショッピング

トニーローマ 美浜店 中頭郡北谷町 字美浜８－７ 飲食店

DepotIsland 中頭郡北谷町 字美浜９－１　デポアイランドビルＡ　１Ｆ ショッピング

アメリカン デポ 中頭郡北谷町 字美浜９－２ ショッピング

イバノセレクト サンエー北谷はまがわ店 中頭郡北谷町 宮城１－３７ ショッピング

Borjan 中頭郡北谷町 宮城１－６４　シージョイビル　２Ｆ サービス

ロール アップ 中頭郡北谷町 宮城２－１９８ 飲食店

エメラルドオーシャンサイド 中頭郡北谷町 宮城２－２０８ 飲食店

BellaNapoli北谷 中頭郡北谷町 宮城２－２０８　シーサイドビル 飲食店

TransitCafe 中頭郡北谷町 宮城２－２２０　２Ｆ 飲食店

Cafe ENJOY 中頭郡北谷町 宮城２－４６ 飲食店

StripeNoodles 中頭郡北谷町 桑江１００ 飲食店

M’s Garden 中頭郡北谷町 桑江１１９－２　ゴールドハイムKUWAE１０
２ ショッピング

ほっともっと 北谷ニライセンター前店 中頭郡北谷町 桑江４６９－２０ ショッピング

加盟店名加盟店名 市区町村市区町村 所在地所在地 ジャンルジャンル
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からあげ本舗 ふくや 中頭郡北谷町 桑江６１７－５ 飲食店

BELLA NAILS 中頭郡北谷町 港６－２　金盛アパート　１０２ サービス

COBY 北谷店 中頭郡北谷町 港８－８ 飲食店

ゴーディーズ 中頭郡北谷町 砂辺１００ 飲食店

ピザ イン オキナワ 中頭郡北谷町 砂辺３６８ 飲食店

ブルーシール 北谷店 中頭郡北谷町 美浜１－５－８ ショッピング

一番亭 中頭郡北谷町 美浜１５－６７　グルメ館　１Ｆ 飲食店

キャプテンズイン 美浜店 中頭郡北谷町 美浜１５－６７　グルメ館　２Ｆ 飲食店

文具屋 中頭郡北谷町 美浜１５－６８　ドラゴンパレス内 ショッピング

いちげん屋 中頭郡北谷町 美浜１５－６９　カーニバルパーク　２Ｆ 飲食店

とんかつ太郎 北谷店 中頭郡北谷町 美浜２－１－１２ 飲食店

ラパン 中頭郡北谷町 美浜２－１－１３ ショッピング

ラーメン魁力屋 北谷美浜店 中頭郡北谷町 美浜２－１－１４ 飲食店

ラーメン我道 中頭郡北谷町 美浜２－２－１１　大城ビル　１Ｆ 飲食店

crocodile 中頭郡北谷町 美浜２－４－２ 飲食店

ステーキハウス四季　美浜店 中頭郡北谷町 美浜２－５－２ 飲食店

A＆W美浜店 中頭郡北谷町 美浜２－５－５ 飲食店

海鮮 ばってん 中頭郡北谷町 美浜２－５－８　ひのビル　１Ｆ 飲食店

ESPARZA’STACOS＆COFFE 中頭郡北谷町 美浜３－１－１０ 飲食店

本場インド料理の店KABAB’S 中頭郡北谷町 美浜３－１－１０　２Ｆ 飲食店

スンドゥブドゥビドゥブ 中頭郡北谷町 美浜３－１－１２ 飲食店

酒香食彩 丹菜房 中頭郡北谷町 美浜３－１－４ 飲食店

いちゃりばコラボ北谷店 中頭郡北谷町 美浜３－３－３　１Ｆ 飲食店

ほっともっと美浜店 中頭郡北谷町 美浜３－３－５ ショッピング

ベイエリアシュターク 中頭郡北谷町 美浜３－５－１０ ショッピング

ピザハウスジュニア 北谷店 中頭郡北谷町 美浜３－５－９ 飲食店

タウンプラザかねひで 美浜店 中頭郡北谷町 美浜３－６－２ ショッピング

Chocolate Jesus 中頭郡北谷町 美浜３４－１ ショッピング

FOGO BRAZIL 中頭郡北谷町 美浜５１－２　１Ｆ 飲食店

BUTCHER KING okinawa 中頭郡北谷町 美浜５１－２　１Ｆ 飲食店

BLUE OCEAN STEAK 中頭郡北谷町 美浜５１－２　２Ｆ 飲食店

Sushi　on　La　Cienega 中頭郡北谷町 美浜５１－３ 飲食店

ORANGE BOOM 中頭郡北谷町 美浜５１－３　フェリシダーデ内　１Ｆ 飲食店

CASARINA 中頭郡北谷町 美浜５１－３（フェリシダ－デビル１０５） ショッピング

加盟店名加盟店名 市区町村市区町村 所在地所在地 ジャンルジャンル
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琉球の牛 北谷店 中頭郡北谷町 美浜５４－１　マカイリゾート２Ｆ 飲食店

レッドロブスター沖縄北谷美浜店 中頭郡北谷町 美浜８－１０　アメリカヤインターナショナル
Ａ館　２Ｆ 飲食店

RINKEN’S KITCHEN 中頭郡北谷町 美浜８－１１ 飲食店

カプリチョーザ北谷美浜店 中頭郡北谷町 美浜８－７ 飲食店

RunOki北谷店 中頭郡北谷町 美浜９－１　Ｂ－１Ｆ ショッピング

OHANA 中頭郡北谷町 美浜９－１　デポアイランドＡ棟　１Ｆ ショッピング

江戸前すし喜楽 中頭郡北谷町 美浜９－１　デポアイランドＣ　２Ｆ 飲食店

ELEGLAMデポアイランド店 中頭郡北谷町 美浜９－１　デポアイランドＤ　１Ｆ ショッピング

ザ・クルーデポアイランド 中頭郡北谷町 美浜９－１　デポアイランドＤ－１ ショッピング

Hurley Okinawa Store 中頭郡北谷町 美浜９－１　デポアイランドＥ館　１Ｆ ショッピング

ブルーシール デポアイランド店 中頭郡北谷町 美浜９－１　デポアイランドビルＤ館　２Ｆ ショッピング

アイランドテラス 中頭郡北谷町 美浜９－１　デポアイランドビルＥ　２Ｆ 飲食店

ステーキハウスBB 中頭郡北谷町 美浜９－１　デポアイランビルＡ館　２Ｆ 飲食店

SOHO 中頭郡北谷町 美浜９－１２ ショッピング

FUKUGIYA　CAFE 中頭郡北谷町 美浜９－１２　アメリカンデポＣ　１Ｆ 飲食店

RANCH 中頭郡北谷町 美浜９－１２　アメリカンデポビル　Ｂ１Ｆ ショッピング

andK 中頭郡北谷町 美浜９－１２　アメリカンデポビルＣ　１Ｆ ショッピング

波布蛇箱美浜店 中頭郡北谷町 美浜９－１２　アメリカンデポビル内 ショッピング

ステーキハウス88北谷店東館 中頭郡北谷町 美浜９－１７　ａｔ’ｓｃｈａｔａｎ　２Ｆ 飲食店

Village House 美浜店 中頭郡北谷町 美浜９－１８ ショッピング

minino 美浜店 中頭郡北谷町 美浜９－１８ ショッピング

SKip 美浜店 中頭郡北谷町 美浜９－２　アメリカンデポビル　１Ｆ ショッピング

アカラギャラリー 中頭郡北谷町 美浜９－２０ ショッピング

ハブボックスアカラ店 中頭郡北谷町 美浜９－２０ ショッピング

ビストロ ボンバ 中頭郡北谷町 美浜９－２１　デポアイランドシ－サイドビル
　５Ｆ 飲食店

クライマックスコーヒーデポアイランド店 中頭郡北谷町 美浜９－２１　デポアイランドシーサイドビル
　１Ｆ 飲食店

デポアイランドシーサイド店 中頭郡北谷町 美浜９－２１　デポアイランドシーサイドビル
　２Ｆ ショッピング

BAUMKUCHEN SUNTOMMY 中頭郡北谷町 美浜９－３９　１Ｆ 飲食店

BUENAVISTA中頭店 中頭郡北谷町 美浜９－３９　オークファッションビル　３Ｆ サービス

MARS 中頭郡北谷町 美浜９－４６　ディスト－ションシ－サイドビ
ル　２Ｆ 飲食店

ホライズンカレーワークス 中頭郡北谷町 美浜９－４６　ディストーションシーサイドビ
ル　２Ｆ 飲食店

hug3doアメリカンビレッジ店 中頭郡北谷町 美浜９－７　ＰＬＡＺＡｆ　１Ｆ ショッピング

RESPECTシーサイドスクエア 中頭郡北谷町 美浜９－８ ショッピング

加盟店名加盟店名 市区町村市区町村 所在地所在地 ジャンルジャンル
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焼肉夢丸 美浜店 中頭郡北谷町 美浜９－８　２Ｆ 飲食店

SUNRISE 中頭郡北谷町 美浜９－８　シ－サイドスクエア　１Ｆ 飲食店

Asian北谷店 中頭郡北谷町 美浜９－８　シーサイドスクエア サービス

追風丸 北谷店 中頭郡北谷町 美浜９－８　シーサイドスクエア１Ｆ 飲食店

タバタ嘉手納店 中頭郡嘉手納町 兼久３７２－２ ショッピング

ほっともっと嘉手納店 中頭郡嘉手納町 嘉手納２７０－４ ショッピング

山田時計店 中頭郡嘉手納町 嘉手納４６３－１３　新町２号館　１０３ ショッピング

ジミー 嘉手納店 中頭郡嘉手納町 嘉手納５１２－３ ショッピング

GORDIES OLD HOUSE 中頭郡嘉手納町 水釜１８９－１ 飲食店

居酒屋 一松 中頭郡西原町 上原１５８－１　コーポさくら　１Ｆ 飲食店

ROSERIサンエー西原シティ店 中頭郡西原町 嘉手苅１３０ ショッピング

チチカカ サンエー西原シティ店 中頭郡西原町 嘉手苅１３０　サンエー西原シティ　１Ｆ ショッピング

球陽堂書房 西原店 中頭郡西原町 嘉手苅１３０　サンエー西原シティ　２Ｆ ショッピング

パティスリークプル 中頭郡西原町 嘉手苅７８－６ 飲食店

ジミーニューマン店 中頭郡西原町 小那覇１５６５　パワーセンターニューマン内 ショッピング

ほっともっと坂田店 中頭郡西原町 翁長５５６－１ ショッピング

丸大 伊良皆店 中頭郡読谷村 伊良皆３０２ ショッピング

焼き肉ホルモン のぼり苑 読谷店 中頭郡読谷村 伊良皆３７５ 飲食店

読谷農業生産資材センター「ハルサポ」 中頭郡読谷村 喜名２３４６－１１ ショッピング

菓子工房 樹々 大木店 中頭郡読谷村 大木４５９－７ 飲食店

ほっともっと読谷店 中頭郡読谷村 大木４６２－１ ショッピング

おかしのJoliekiki 中頭郡読谷村 大湾３４３　サンエー大湾シティ内 飲食店

焼肉五苑 読谷店 中頭郡読谷村 大湾３５９－１ 飲食店

追風丸 読谷店 中頭郡読谷村 大湾３５９－１　シナジースクエア内Ｂ棟 飲食店

御菓子御殿 読谷本店 中頭郡読谷村 宇座６５７－１ 飲食店

陶芸工房 ふじ 中頭郡読谷村 座喜味２６７７－１ ショッピング

やちむん＆カフェ 群青 中頭郡読谷村 座喜味２８９８－２１ 飲食店

Patisserie Joie Joie 326 中頭郡読谷村 楚辺１０９４　比嘉アパート　１Ｆ 飲食店

居酒屋 むらやー 中頭郡読谷村 楚辺１１９６ 飲食店

カフェ プルメリア 中頭郡読谷村 楚辺２２６０－２ 飲食店

Bianca 読谷村店 中頭郡読谷村 比謝２３　比謝テラス店舗Ａ サービス

読谷焼肉 縁 中頭郡読谷村 波平１０７０－１－１０３　波平ビル 飲食店

丸大 波平店 中頭郡読谷村 波平１６９６ ショッピング

タウンプラザかねひで 読谷店 中頭郡読谷村 波平２１６１－２ ショッピング

加盟店名加盟店名 市区町村市区町村 所在地所在地 ジャンルジャンル
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石窯ピザ屋まるき 中頭郡読谷村 瀬名波２３０ 飲食店

オーシャンBoo 読谷村本店 中頭郡読谷村 瀬名波８２１　コスタビスタアパート２Ｆ 飲食店

un deux trois 中頭郡読谷村 都屋２３７－４ ショッピング

にくや 精肉店 中頭郡読谷村 都屋２５７　１Ｆ ショッピング

アジアン食堂 シロクマ 中頭郡読谷村 都屋３０４ 飲食店

JAKKEPOES 中頭郡読谷村 都屋４３６ 飲食店

レストラン泰期 中頭郡読谷村 高志保１０２０－１ 飲食店

オーシャンズ ピザ 中頭郡読谷村 高志保９１５ 飲食店

崎原商店 八重山郡与那国町 与那国２０３ ショッピング

琉夏 八重山郡竹富町 上原１０－３５７ 飲食店

スーパー川満 八重山郡竹富町 上原５４７－１ ショッピング

玉盛スーパー 八重山郡竹富町 字南風見２０１－７３ ショッピング

居酒屋やらます 八重山郡竹富町 小浜３２０８ー１１ 飲食店

お食事処かにふ 八重山郡竹富町 竹富４９４ 飲食店

和牛焼肉 牛武士 北谷町 美浜３４番地３　セントラルタワー６Ｆ 飲食店

ハーブカフェ ウコンサロン 南城市 佐敷仲伊保１１６－１ 飲食店

（株）ナカモト 南城市 佐敷新里４６３－１ ショッピング

丸大 佐敷店 南城市 佐敷新開１－３４０ ショッピング

タウンプラザかねひで 佐敷店 南城市 佐敷津波古１００６ ショッピング

JAおきなわ南城支店 経済課 南城市 大里仲間１１５５ ショッピング

JAおきなわAコープ アトール店 南城市 大里仲間１１５５ ショッピング

有限会社 三大食品 お肉の笑店 南城市 大里字古堅９２９－１　三大食品敷地内 ショッピング

ほっともっと大里店 南城市 大里稲嶺２１０１－９４ ショッピング

フタバ種苗卸部 南城市 大里高平８７１ ショッピング

多和田スーパー 南城市 玉城堀川５７８－４ ショッピング

JAおきなわAコープ 玉城店 南城市 玉城富里５５２－３ ショッピング

山の茶屋 楽水 南城市 玉城玉城１９－１ 飲食店

浜辺の茶屋 南城市 玉城玉城２－１ 飲食店

沖縄そば金太郎 南城市 玉城船越１１９７　船越アパート　１Ｆ 飲食店

JAおきなわAコープ 知念店 南城市 知念久手堅３１ ショッピング

カフェくるくま 南城市 知念知念1180-2 飲食店

御菓子御殿 名護店 名護市 中山１０２４－１ 飲食店

JAおきなわAコープ モーレ店 名護市 伊差川５２５ ショッピング

羽地生産資材センター 名護市 伊差川５４５－１ ショッピング

加盟店名加盟店名 市区町村市区町村 所在地所在地 ジャンルジャンル
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ホームセンターさくもと 名護店 名護市 名護４５１３ ショッピング

やんばるレストランステ－キ＆シ－フ 名護市 名護４５５８－８ 飲食店

居酒屋 こっこ 名護市 城１－３－６ 飲食店

鉄板ダイニング てん 名護市 城１－７－１ 飲食店

JUMBO STEAK HAN’S 名護十字路店 名護市 城２－１－１２ 飲食店

海鮮居食屋 活 名護市 城２－７－２３　ナゴプラザビル　１Ｆ 飲食店

ブティック N 名護市 大中１－４－１７ ショッピング

大衆居酒屋餃子のランボー 名護市 大中１－５－５ 飲食店

又吉観光農園 名護市 大北１－２３－１ 飲食店

タウンプラザかねひで 大北店 名護市 大北３－２－７８ ショッピング

酒のアイランド名護 名護市 大北５－２－３ ショッピング

ほっともっと名護高校前店 名護市 大北５－２－７ ショッピング

リサイクルショップ なんでも屋 名護市 大南１－５ー１６　１Ｆ ショッピング

鉄板焼 朝日 名護市 大南２－１－４２ 飲食店

味ノ坊 名護市 大東１－１－１８　大兼久ビル１０７ 飲食店

割烹　山吹 名護市 大東１丁目７－１９　 飲食店

炭火焼き居酒屋將 名護市 大西４－６－２ 飲食店

A＆W名桜店 名護市 宇茂佐１７０３－８ 飲食店

ケーキハウスさくら 名護市 宇茂佐の森４－１９－３　沖名パレス　１０３ 飲食店

焼肉もとぶ牧場 名護店 名護市 宇茂佐の森４－２－１４ 飲食店

とうまワイン店 名護市 宇茂佐の森４－３－２　トーマス宇茂佐の森１
０１ ショッピング

コープなご宮里 名護市 宮里１－２８－８　南西ビル　１Ｆ ショッピング

フレッシュミートがなは 本店 名護市 宮里１４１０－１ ショッピング

お菓子のエビス 為又店 名護市 宮里１４９９ 飲食店

タウンプラザかねひで 大宮市場 名護市 宮里６－８－１８ ショッピング

那覇鋼材 北部支店 名護市 宮里７－２－５９ ショッピング

美ら花 別邸 名護市 幸喜１１１－１ 飲食店

東江ショッピングタウン 名護市 東江１－２－１３ ショッピング

タウンプラザかねひでなんぐすく桜市場 名護市 東江１－６－３ ショッピング

島しゃぶ屋 豚とん拍子 名護市 東江４－１８－１ 飲食店

A＆W名護店 名護市 東江５－１６－１２ 飲食店

ほっともっと 名護東江店 名護市 東江５－１７－２２ ショッピング

ブルーシール名護店 名護市 東江５－２２－２０　丸隆ビル　１Ｆ 飲食店

リサイクルマート名護店 名護市 東江５－５－３５ ショッピング

加盟店名加盟店名 市区町村市区町村 所在地所在地 ジャンルジャンル
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焼肉五苑 名護店 名護市 為又４７９－５ 飲食店

為又シティ 名護市 為又９０４－５ ショッピング

ヘリオス酒造 古酒蔵ショップ 名護市 許田４０５ ショッピング

ファミリーストアーキヨタ 名護市 辺野古１９８－１ ショッピング

BREAD and more ノワノワ 国頭郡今帰仁村 上運天１６９３－１ 飲食店

JAおきなわAコープ 今帰仁店 国頭郡今帰仁村 仲宗根２５９ ショッピング

フランス料理6〔シス〕 国頭郡今帰仁村 古宇利４９９－１ 飲食店

古民家味処 結 国頭郡伊江村 字東江前６３９ 飲食店

JAおきなわAコープ ゆいランド店 国頭郡伊江村 川平１５０－３ ショッピング

車えびレストラン球屋 国頭郡宜野座村 宜野座１００８ 飲食店

（有）宜野座養殖場 国頭郡宜野座村 宜野座１００８ ショッピング

ジップマート宜野座店 国頭郡宜野座村 宜野座７１４－１ ショッピング

カフェ タンデム 国頭郡宜野座村 松田２６２９－２６９　１Ｆ 飲食店

ハイビスカスベーカリー 国頭郡宜野座村 松田３５ 飲食店

小さな結婚式沖縄イル・ド・レ店 国頭郡恩納村 仲泊１３２９－２ 飲食店

海鮮料理 浜の家 国頭郡恩納村 仲泊２０９７ 飲食店

ステーキハウスjam沖縄店 国頭郡恩納村 冨着１５１８ 飲食店

JACKINTHESTEAK 国頭郡恩納村 冨着１９９　２Ｆ 飲食店

ぱいかじ 恩納本店 国頭郡恩納村 冨着５７３－１ 飲食店

琉球炉端 デイゴ 国頭郡恩納村 冨着７６０－１ 飲食店

焼肉 琉球の牛 恩納別館 国頭郡恩納村 前兼久１０１－１ 飲食店

おんな食堂 国頭郡恩納村 前兼久１０２ 飲食店

ステーキハウス88 恩納店 国頭郡恩納村 前兼久１６７ 飲食店

沖縄料理みやぎや 国頭郡恩納村 前兼久８０　アガリカーニ　２０１ 飲食店

オーシャンBoo 恩納村店 国頭郡恩納村 前兼久８０　アガリカーニ２Ｆ 飲食店

島バーグと島カレー 国頭郡恩納村 前兼久８９ 飲食店

琉球の牛 恩納店 国頭郡恩納村 前兼久９０９－２ 飲食店

琉球焼肉NAKAMA 国頭郡恩納村 名嘉真２０８３－１ 飲食店

haleainaHOA 国頭郡恩納村 名嘉真２１５９－１ 飲食店

福寿し 国頭郡恩納村 名嘉真２２１２－１ 飲食店

焼肉ニライ 国頭郡恩納村 名嘉真２２１７－１　１Ｆ 飲食店

STEAK HOUSE NAKAMA 国頭郡恩納村 名嘉真２２４７－１ 飲食店

琉球BEEF＆BEER 国頭郡恩納村 安富祖１２３１ 飲食店

鉄板焼琉 国頭郡恩納村 山田２６８１－１ 飲食店

加盟店名加盟店名 市区町村市区町村 所在地所在地 ジャンルジャンル
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恩納共同売店 国頭郡恩納村 恩納２４０２ ショッピング

パーラーゆい 国頭郡恩納村 恩納２７６７ 飲食店

トトチャンプル 国頭郡恩納村 恩納３４１－２ 飲食店

御菓子御殿 恩納店 国頭郡恩納村 瀬良垣１００ 飲食店

ハワイアンパンケーキパニラニ 国頭郡恩納村 瀬良垣６９８　ＨａｗａｉｉａｎＰａｎｃａｋ
ｅｓＨｏｕｓｅ 飲食店

バーガーチルコリーノ 国頭郡恩納村 真栄田２６５４－１ 飲食店

Bistro LUIRE 国頭郡恩納村 真栄田３４５９丁目１ 飲食店

燦 別邸 国頭郡恩納村 真栄田６３　オーベルジュラウー　２Ｆ 飲食店

PizzeriadaENZO 国頭郡恩納村 真栄田塩焼原７１５－３ 飲食店

ジミー 大学院大学店 国頭郡恩納村 谷茶１９１９－１ ショッピング

カフェチャハヤブラン 国頭郡本部町 備瀬４２９－１ 飲食店

オーシャンBoo 美ら海店 国頭郡本部町 具志堅６２３－１ 飲食店

居酒屋 海 国頭郡本部町 大浜８７４－１３ 飲食店

タウンプラザかねひで もとぶ美ら海市場 国頭郡本部町 大浜８７６－１３ ショッピング

焼肉もとぶ牧場 国頭郡本部町 大浜８８１－１ 飲食店

民謡居酒屋美ら海太郎 国頭郡本部町 字山川４６３　１Ｆ 飲食店

海邦丸 国頭郡本部町 山川１４２１－１ 飲食店

琉球 国頭郡本部町 山川１４２１－５ 飲食店

worldkitchen 国頭郡本部町 山川１４２１－５ 飲食店

ドライブインレストラン ハワイ 国頭郡本部町 崎本部４５７８ 飲食店

ステーキハウス88 美ら海店 国頭郡本部町 浦崎２７８－３ 飲食店

MOREMARE 国頭郡本部町 石川４２４ 飲食店

ほっともっと本部渡久地店 国頭郡本部町 谷茶４３４－７　１Ｆ ショッピング

フレッシュミートがなはもとぶ店 国頭郡本部町 谷茶４４５－２　１Ｆ ショッピング

ラーメン鶴味家 国頭郡金武町 屋嘉２９０３ 飲食店

くいしん坊 国頭郡金武町 金武４１４５－２ 飲食店

ほっともっと金武店 国頭郡金武町 金武４１５ ショッピング

インド料理SHIVA 国頭郡金武町 金武４２６１ 飲食店

インド料理SHiVA2号店 国頭郡金武町 金武４２６２ 飲食店

カフェレストラン 長楽 国頭郡金武町 金武４３４８－１５ 飲食店

うえしろ酒店 国頭郡金武町 金武７２－２ ショッピング

タウンプラザかねひで金武鍾乳洞市場 国頭郡金武町 金武７９５６－６ ショッピング

ヘアメイク・デビュー 宜野湾市 上原１－６－１１ サービス

ピザハウスジュニア 普天間店 宜野湾市 上原１－７－１ 飲食店

加盟店名加盟店名 市区町村市区町村 所在地所在地 ジャンルジャンル
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那覇鋼材 宜野湾支店 宜野湾市 上原２－５－８ ショッピング

ほっともっと伊佐浜店 宜野湾市 伊佐２－１７－１　センチュリー２１ ショッピング

肉＆ワインバル COBY宜野湾 宜野湾市 伊佐２－２０－１５ 飲食店

グリーンノート 宜野湾市 伊佐３－１－２ ショッピング

元祖からあげ本舗あらたけ嘉数中学校 宜野湾市 佐真下１７７　 ショッピング

タウンプラザかねひで 沖国大前店 宜野湾市 佐真下６０ ショッピング

プティ エトワ－ル 宜野湾市 嘉数１－１６－１１　プティエトワ－ル 飲食店

Vivre Okinawa 宜野湾市 大山２－１０－１７ 飲食店

ファッションキャンディ 宜野湾本店 宜野湾市 大山２－２１－２２ 飲食店

ジミー 大山店 宜野湾市 大山２－２２－５ ショッピング

PIPELINE COFFEE 宜野湾市 大山２－２３－１　１Ｆ 飲食店

孔雀樓 宜野湾市 大山２丁目２２－８　 飲食店

hair make eijia 宜野湾市 大山３－３２－１ サービス

マンダリンテーラー 宜野湾市 大山４－１－７ ショッピング

OkinawaKoreaMart宜野湾1 宜野湾市 大山４－３－１　１Ｆ ショッピング

OkinawaKoreaMart宜野湾B 宜野湾市 大山４－３－１－Ｂ１ ショッピング

タウンプラザかねひで 真志喜店 宜野湾市 大山６－１０－４ ショッピング

ハッピーモアイチバトロピカル店 宜野湾市 大山７－１３５０－８１ ショッピング

ハードオフはにんす宜野湾店 宜野湾市 大山７－６－１ ショッピング

オフハウスはにんす宜野湾店 宜野湾市 大山７－６－１ ショッピング

ミツバチ 宜野湾市 大謝名２－１－１３ 飲食店

焼肉ホルモン のぼり苑 宜野湾市 大謝名２－１－３４　コ－ポ大謝名　１Ｆ 飲食店

Jardan！ 本店 宜野湾市 大謝名２００ 飲食店

追風丸 大謝名店 宜野湾市 大謝名２３５－９ 飲食店

鳥と卵の専門店 鳥玉 大謝名 宜野湾市 大謝名５－１６－８ 飲食店

業務用食品スーパー本店 宜野湾市 大謝名５－２１－５ ショッピング

（株）善林堂 宜野湾店 宜野湾市 大謝名８５－６ ショッピング

Aguhairkafuu宜野湾 宜野湾市 大謝名９４－１１ サービス

居酒屋 まじゅん 宜野湾市 宇地泊２２４　シャルム・フラット１０１ 飲食店

PatisserieH．Yuji 宜野湾市 宇地泊２２４－２　１Ｆ 飲食店

0518emae宜野湾コンベンションシテ 宜野湾市 宇地泊５５８－１０　宜野湾コンベンションシ
ティ ショッピング

ほっともっと宜野湾マリーナ前店 宜野湾市 宇地泊７３５ ショッピング

カットハウスチャンティック 宜野湾市 宜野湾１－５－１０　２Ｆ サービス

BOOKOFF 宜野湾店 宜野湾市 宜野湾２－１－１７ ショッピング

加盟店名加盟店名 市区町村市区町村 所在地所在地 ジャンルジャンル
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炭火焼とりながた宜野湾店 宜野湾市 宜野湾２－３－１ 飲食店

YAMADACOFFEE OKINAWA 宜野湾市 宜野湾３－１７－３ 飲食店

ハッピーモア市場 宜野湾市 志真志１－２４７－１ ショッピング

業務スーパー宜野湾愛知店 宜野湾市 愛知１－５－１１ ショッピング

旬の魚と炭火料理酒BARいくた 宜野湾市 愛知３－１０－３６ 飲食店

居酒屋くぅ 宜野湾市 我如古２丁目１１－８　一喜アパ－ト１Ｆ 飲食店

花の藤商 宜野湾本店 宜野湾市 我如古３－８－２ ショッピング

Dining　Blue　B’z 宜野湾市 我如古４丁目６－１２　２Ｆ 飲食店

Lita 宜野湾市 新城２－３８－９　アーバン島　１０２ サービス

MIX life－style 宜野湾市 新城２－３９－８ ショッピング

オリーブ・オブ・シャリマ 宜野湾市 新城２－４５－６ ショッピング

生地のス－パ－紗利真 宜野湾市 新城２－４５－６ ショッピング

本マグロ鉄板炉端劇場 魚島屋 宜野湾市 普天間２－２－１ 飲食店

わいんや目福口福 宜野湾市 普天間２－４７－１３ ショッピング

㈱安木屋 宜野湾店 宜野湾市 真志喜１－１１－１３ ショッピング

I&Eレンタカー 宜野湾市 真志喜１丁目２－９ サービス

タイ料理　Benjarong 宜野湾市 真志喜３－１７－１２ 飲食店

FISHTAIL 宜野湾市 真志喜４－４－４ 飲食店

サムズアンカーイン 宜野湾市 真志喜６２４－１ 飲食店

ほっともっと真栄原店 宜野湾市 真栄原３－６－２ ショッピング

アストロプロダクツ 沖縄宜野湾店 宜野湾市 赤道１－５－３ ショッピング

タウンプラザかねひで 宜野湾店 宜野湾市 赤道２－５－１ ショッピング

サンシー 宜野湾店 宜野湾市 野嵩１－２５－９ ショッピング

タウンプラザかねひでのだけ市場 宜野湾市 野嵩１－２６－１ ショッピング

文具の店たかはし 宜野湾市 長田３－２２－２１ ショッピング

パティスリーきゃっする 長田店 宜野湾市 長田４－５－１ 飲食店

ユートピアファーム宮古島 宮古島市 上野宮国１７１４－２ 飲食店

スターダストガーデン 宮古島市 上野新里１４０５－２２６ 飲食店

JAおきなわAコープ うえの店 宮古島市 上野新里５１０－８ ショッピング

まいぱり宮古島熱帯果樹園 宮古島市 下地与那覇１２１０ ショッピング

楽園の果実 カフェアンドおみや 宮古島市 下地来間２５９－２ 飲食店

JAおきなわAコープ 下地店 宮古島市 下地洲鎌４９５ ショッピング

Blue Turtle 宮古島市 伊良部伊良部１３５２－１６ 飲食店

JAおきなわAコープ さらはま店 宮古島市 伊良部前里添４７１－１ ショッピング

加盟店名加盟店名 市区町村市区町村 所在地所在地 ジャンルジャンル
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JAおきなわAコープ 城辺店 宮古島市 城辺比嘉１０４１－１ ショッピング

多良川 宮古島市 城辺砂川８５ ショッピング

那覇鋼材 宮古支店 宮古島市 平良下里１０４２－１ ショッピング

フラワーショップいずみ 宮古島市 平良下里１２５９－２８ ショッピング

海鮮悟空 宮古島市 平良下里２４６ 飲食店

宮古牛焼肉玉城 宮古島市 平良下里３　セイルイン宮古島　１Ｆ 飲食店

南国雑貨Tida 宮古島市 平良下里４　新大見謝ビル　１Ｆ ショッピング

株式会社インテリアショップみやび 宮古島市 平良下里５３１－３ ショッピング

め〜め〜麺 宮古島市 平良下里５５３－１　１Ｆ 飲食店

焼肉 成宮 宮古島市 平良下里５５７　Ｄコート　４Ｆ 飲食店

焼鳥tan 宮古島市 平良下里５５７　アクトホーム５Ｆ 飲食店

A＆W宮古下里通店 宮古島市 平良下里５７１－１１ 飲食店

焼肉喜八 宮古島市 平良下里５９５－１０１ 飲食店

居酒屋でいりぐち下里通り店 宮古島市 平良下里５９６－１　勝連アパート　１０２ 飲食店

WEATHER PERMITTING 宮古島市 平良下里５９８　ＷＥＡＴＨＥＲ　ＰＥＲＭＩ
ＴＴＩＮＧ ショッピング

焼肉喜八別館 宮古島市 平良下里８３　BMC１Ｆ 飲食店

あずき屋 宮古島市 平良久貝８７２－４ 飲食店

追風丸 宮古島店 宮古島市 平良松原５４８－８ 飲食店

ほっともっと宮古島南店 宮古島市 平良松原５５１－３ ショッピング

雪塩製塩所 宮古島市 平良狩俣１９１ ショッピング

有限会社 池田冷凍食品 宮古島市 平良荷川取２８８－５ ショッピング

（有）砂川金物 宮古島市 平良西仲宗根１５７４－１４ ショッピング

メイクマン 宮古店 宮古島市 平良西里１２９１ ショッピング

海工房 宮古島市 平良西里１６０　 ショッピング

琉球ダイニングふぁいみーる 宮古島市 平良西里１７１　パティドゥビル　２０１号 飲食店

琉球王国 さんご家 宮古島市 平良西里２３１ 飲食店

焼肉こてつ 宮古島市 平良西里２３２ 飲食店

あかがーら宮古島店 宮古島市 平良西里２３３　野津ビル１Ｆ西 飲食店

島唄居酒屋喜山 宮古島市 平良西里２４４ 飲食店

焼肉なかお 宮古島市 平良西里２４４ 飲食店

マガラ 宮古島市 平良西里２４５　 飲食店

居酒屋くろべぇ 宮古島市 平良西里２５１－１　ディーライフビル　１Ｆ 飲食店

豚匠宮古島店 宮古島市 平良西里２７６－１ 飲食店

CafedeM 宮古島市 平良西里４５－１ 飲食店

加盟店名加盟店名 市区町村市区町村 所在地所在地 ジャンルジャンル
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サンエー ショッピングタウン宮古 宮古島市 平良西里４６３ ショッピング

ブルーシール宮古島店 宮古島市 平良西里４６５－１　ハイブリッドＳＡＨＩＲ
Ａ　１０２ 飲食店

フィッシュタヴェルナサンボ 宮古島市 平良西里５２９－１　１Ｆ　東 飲食店

ほっともっと宮古島まてぃだ通り店 宮古島市 平良西里７８１－１ ショッピング

ファミリーレストラン　ばっしらいん 宮古島市 平良西里９３４ 飲食店

ハニーズ 宮古かねひで店 宮古島市 平良西里９６５－１　タウンプラザ宮古かねひ
で店　１Ｆ ショッピング

タウンプラザかねひで 宮古店 宮古島市 平良西里９６５－２ ショッピング

焼肉屋 宮古島市 平良西里９９２－２　コーポ奥原１０５ 飲食店

JAおきなわAコープ たらま店 宮古郡多良間村 塩川１５８ ショッピング

ひが家具 与那原店 島尻郡与那原町 上与那原４３５－１ ショッピング

タウンプラザかねひで 与那原店 島尻郡与那原町 与那原１１０４ ショッピング

焼肉なべしま沖縄与那原店 島尻郡与那原町 与那原１１１４ 飲食店

丸大 与那原東店 島尻郡与那原町 与那原３８６７ー２ ショッピング

ワイン ビレッジ コード与那原店 島尻郡与那原町 与那原５７８ ショッピング

マリンプラザかねひで 東浜店 島尻郡与那原町 東浜６８－１－２ ショッピング

A＆Wあがり浜店 島尻郡与那原町 東浜６８－１－３ 飲食店

玉寄スーパー 島尻郡久米島町 仲泊１１８６ ショッピング

JAおきなわAコープ 久米島店 島尻郡久米島町 謝名堂９０５－１５ ショッピング

JAおきなわ 伊是名支店生活店舗 島尻郡伊是名村 仲田１１６５ ショッピング

タウンプラザかねひで 東風平店 島尻郡八重瀬町 伊覇２４６－２ ショッピング

ほっともっと八重瀬店 島尻郡八重瀬町 伊覇２５４ ショッピング

K’s　town　Cafe 島尻郡八重瀬町 伊覇９３－２ 飲食店

JAマート ぐしちゃん 島尻郡八重瀬町 具志頭６５９ ショッピング

ステーキハウスエブリーチョイス 島尻郡八重瀬町 字伊覇７９ 飲食店

やえせのスイーツ工房Crea． 島尻郡八重瀬町 東風平１２１１－２ 飲食店

JAおきなわ 北大東支店生活店舗 島尻郡北大東村 中野１７９－１ ショッピング

JAおきなわAコープ 南大東店 島尻郡南大東村 在所３１４ ショッピング

肉処ししまい 島尻郡南風原町 与那覇１８４－５ 飲食店

タウンプラザかねひで 南風原店 島尻郡南風原町 兼城５７１ ショッピング

三代目魚武士 島尻郡南風原町 兼城６０２ 飲食店

カプリチョーザサザンプレックス南風原店 島尻郡南風原町 字宮城３７１－１　サザンプレックス 飲食店

寅壱ビックタイガ 沖縄南風原店 島尻郡南風原町 宮平２０５－２　宮平マンション　１Ｆ ショッピング

丸大 南風原店 島尻郡南風原町 宮平２５１ ショッピング

beaulab南風原店 島尻郡南風原町 宮平６４３－３　コ－ポなかむら　１Ｆ サービス

加盟店名加盟店名 市区町村市区町村 所在地所在地 ジャンルジャンル
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豊橋自動車 島尻郡南風原町 宮平６５６－１ ショッピング

ホットモット ハエバルテン 島尻郡南風原町 宮平６５６－２ ショッピング

やっぱりステ－キ9th 津嘉山店 島尻郡南風原町 津嘉山１６００ 飲食店

業務スーパー南風原店 島尻郡南風原町 津嘉山１６６８－１ ショッピング

ほっともっと津嘉山店 島尻郡南風原町 津嘉山１６９７ ショッピング

タウンプラザかねひで 津嘉山店 島尻郡南風原町 津嘉山１７２０－４ ショッピング

カフェ よだれの王子 島尻郡南風原町 津嘉山５７５　モーテ南風原つかざん２Ｆ 飲食店

咲レストラン 島尻郡南風原町 照屋３０１－１８ 飲食店

JAおきなわ 渡嘉敷支店生活店舗 島尻郡渡嘉敷村 渡嘉敷２２２ ショッピング

シーフレンド 島尻郡渡嘉敷村 阿波連１５５ 飲食店

ほっともっと中の町店 沖縄市 上地２－９－１ ショッピング

我部祖河食堂コザ店 沖縄市 上地４－２０－１ 飲食店

A＆W泡瀬店 沖縄市 与儀１－１－１ 飲食店

マンガ倉庫 泡瀬店 沖縄市 与儀３－１３－１ ショッピング

TODAY O！K 沖縄市 与儀３－２０－１ ショッピング

マックスプラス 泡瀬店 沖縄市 与儀３－２０－１ ショッピング

ザ・グレース 沖縄市 与儀３－２０－１ ショッピング

Re－OK 沖縄市 与儀３－２０－１　リビングデザインスクエア
泡瀬 ショッピング

スープ スープ 沖縄市 与儀３－２０－１　リビングデザインスクエア
泡瀬内 飲食店

中央マート 沖縄市 中央１－３２－１０ ショッピング

614 沖縄市 中央１丁目１７－１５－２階 飲食店

牡蠣専門居酒屋カキラバ 沖縄市 中央１丁目３－７　１Ｆ 飲食店

照屋楽器店 沖縄市 中央３－１－７ ショッピング

タイガーエンブ 沖縄市 中央４－１０－３ ショッピング

A＆Wプラザ店 沖縄市 久保田３－１－１２ 飲食店

DELI NUCHIBUTA 沖縄市 久保田３－１－１２　ロジャースフードマー
ケット内 飲食店

LA．LA．STYLECAFE 沖縄市 久保田３丁目１－１１　プラザハウスフェア
モール２Ｆ 飲食店

タウンプラザかねひで コザ十字路市場 沖縄市 住吉１－１－４ ショッピング

仲松商事 沖縄市 住吉２－２８－３０ ショッピング

パン屋マリブ 沖縄市 南桃原３－２３－５ 飲食店

コープ山内 沖縄市 南桃原４－１－１ ショッピング

ミィーツ美容室 山内店 沖縄市 南桃原４－２０－３ サービス

ホームセンター さくもと コザ店 沖縄市 南桃原４－２８－１ ショッピング

タウンプラザかねひで 山内市場 沖縄市 南桃原４－２９－６ ショッピング

加盟店名加盟店名 市区町村市区町村 所在地所在地 ジャンルジャンル
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ハードオフ沖縄泡瀬店 沖縄市 古謝２－１９－１ ショッピング

オフハウス沖縄泡瀬店 沖縄市 古謝２－１９－１ ショッピング

居酒屋 砦 園田店 沖縄市 園田１－１５－２６　山根ビル２Ｆ 飲食店

ステーキハウス　四季　本店 沖縄市 園田３－１－２５ 飲食店

安寿し 沖縄市 園田３－７－２６ 飲食店

ほっともっと安慶田中学校前店 沖縄市 安慶田２－２５－２０ ショッピング

株式会社中部鋼材 沖縄市 室川２－６－７ ショッピング

業務スーパーコザ店 沖縄市 室川２－９－５ ショッピング

ファストカラー 宮里店 沖縄市 宮里２－２２－３ サービス

ファイテンショップ 沖縄美里店 沖縄市 明道１－２３－３ ショッピング

フロームビー 美里店 沖縄市 東１－２－３ ショッピング

タウンプラザかねひで 美里市場 沖縄市 東２－１－３９ ショッピング

SBS　TOKYO　美里店 沖縄市 東２－５－１１　２Ｆ サービス

Hair Dco 沖縄市 松本１－１１－２　レジデンス美里　１Ｆ サービス

ほっともっと美里店 沖縄市 松本２－１４－３０ ショッピング

イエローボックス 沖縄市 松本８０７ ショッピング

びっくりドンキーコザ松本店 沖縄市 松本８８３－５ 飲食店

焼肉居酒屋 カルビ大王 沖縄市 比屋根１－８－６ 飲食店

タウンプラザかねひで 比屋根市場 沖縄市 比屋根２－２－２ ショッピング

オーガニック市場てんぶす 沖縄市 比屋根２－２－８ ショッピング

ヘアークリエイション ライズ 沖縄市 泡瀬１－１－３２　１Ａ サービス

我部祖河食堂泡瀬店 沖縄市 泡瀬１－２－２９ 飲食店

サムズバイザシー 沖縄市 泡瀬１－４１－１５ 飲食店

コッコロコ 沖縄市 泡瀬２－４２－１４ 飲食店

BB－Coffee 沖縄市 泡瀬３－１２－１２ 飲食店

泡瀬フレンチ堂 沖縄市 泡瀬３－２９－２８ 飲食店

ジミー 泡瀬店 沖縄市 泡瀬４－１１－１１ ショッピング

ステーキハウス四季 泡瀬店 沖縄市 泡瀬４－１２－１３ 飲食店

日本酒×魚魚ぽぽ 沖縄市 泡瀬４－２１－１２ 飲食店

ハードセンター 沖縄市 泡瀬４－２１－３ ショッピング

魚の穴 ゆうゆう 泡瀬店 沖縄市 泡瀬４－４５－１ 飲食店

KEY’SCAFE TSUTAYA泡瀬店 沖縄市 泡瀬４－５－７　２Ｆ 飲食店

サンエー 泡瀬衣料館 沖縄市 泡瀬５－１－１１ ショッピング

ほっともっと泡瀬ベイストリート店 沖縄市 泡瀬５－１－４ ショッピング

加盟店名加盟店名 市区町村市区町村 所在地所在地 ジャンルジャンル
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MARCH 泡瀬店 沖縄市 泡瀬５－３４－７　アイリ－ハウス　３号 サービス

ほっともっと古謝店 沖縄市 海邦２－１２－２１ ショッピング

BOOKOFF コザ店 沖縄市 照屋１－３２－２０ ショッピング

タウンプラザかねひで 照屋店 沖縄市 照屋３－９－３ ショッピング

唐揚げ本舗まるたけ 登川店 沖縄市 登川２－３－２ ショッピング

那覇鋼材 中部支店 沖縄市 知花２－１６－１ ショッピング

東南植物楽園 沖縄市 知花２１４６ 飲食店

サンシー 知花店 沖縄市 知花４－１２－１ ショッピング

ほっともっと知花店 沖縄市 知花５－１６－９ ショッピング

オリンピア 沖縄市 美原１－１１－８　豊和マンション　１Ｆ ショッピング

ジップマート美原店 沖縄市 美原１－２３－１５ ショッピング

Hiwalani 沖縄市 美原２－１－１８　１Ｆ サービス

ジミー 美里店 沖縄市 美原２－１６－１ ショッピング

かんてい局美里店 沖縄市 美原２－１６－２４ ショッピング

五楽苑 沖縄市 美原２－２６－５　信ビル　１Ｆ 飲食店

上間弁当天ぷら店　美里店 沖縄市 美原３－１９－８ 飲食店

CORE CURRY 沖縄市 美原３－１９－８ 飲食店

居酒屋琉球王美里店 沖縄市 美原３－２０－１ 飲食店

炭火焼肉 十兵衛 沖縄市 美原３－２１－３ エンターテイメン
ト

コープ美里 沖縄市 美原４－２９－１ ショッピング

クレア・ファータ沖縄 美里店 沖縄市 美原４－２９－１　コープ美里店内 飲食店

TRIPLE A 沖縄市 美里２－１４－２８ 飲食店

魚魚万美里店 沖縄市 美里４－１３－２８ 飲食店

サルサ 沖縄市 美里４－１６－１　１Ｆ 飲食店

A＆W美里店 沖縄市 美里仲原町１－１ 飲食店

丸源ラーメン 沖縄美里店 沖縄市 美里仲原町１－３ 飲食店

ほっともっと宮里中学校前店 沖縄市 美里仲原町２９－１２ ショッピング

AyurvedaIndianRestau 沖縄市 胡屋１－１－４ 飲食店

中の町タウン 沖縄市 胡屋２－１－５６ ショッピング

モデラーズコア 沖縄市 胡屋２－９－５ ショッピング

タウンプラザかねひで 諸見店 沖縄市 諸見里３－４４－３９ ショッピング

タウンプラザかねひで 越来店 沖縄市 越来３－１４－４６ ショッピング

タウンプラザかねひで 高原店 沖縄市 高原１－１－２０ ショッピング

ほっともっと高原店 沖縄市 高原４－２０－１ ショッピング

加盟店名加盟店名 市区町村市区町村 所在地所在地 ジャンルジャンル
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あわせアニバーサリー店 沖縄市 高原５－９－２８ 飲食店

居酒屋ティーダの海 本店 沖縄市 高原６－１５－３　１Ｆ 飲食店

業務スーパー泡瀬店 沖縄市 高原６－９－１ ショッピング

NAJEY美容室 浦添市 仲間１－５－７　山内ビル　１０２ サービス

デジャングム 浦添市 仲間２－３１－１ 飲食店

ほっともっと伊祖店 浦添市 伊祖１－２７－１ ショッピング

タウンプラザかねひで パイプライン伊祖店 浦添市 伊祖２－１０－３ ショッピング

浦添ティーダ館 浦添市 伊祖２－１０－８ 飲食店

AUBEhairpuur沖縄浦添店 浦添市 伊祖２－２１－１４　かりゆし宮城　１Ｆ サービス

ネイルサロンロ－ズハウス 浦添市 伊祖２－２１－１６　ラ・パティオ　１－Ｄ サービス

ステーキハウス四季 浦添店 浦添市 伊祖２－４－５ 飲食店

ヘアールーム プラスワン 浦添市 伊祖２丁目２８－１ サービス

パティスリーきゃっする 浦添店 浦添市 伊祖３－１４－１２　ガジマル荘　１Ｆ 飲食店

酒＆業務スーパー 浦添店 浦添市 内間２－１３－１７ ショッピング

コミックバスター 内間店 浦添市 内間２－４－２５ 飲食店

琉球炭火やきとり金丸 浦添市 内間２－７－７ 飲食店

焼肉屋 壱気 浦添市 内間４－２－１　コンフォート内間 飲食店

炭火焼うなぎ竹田 浦添市 内間４丁目２２－３０　 飲食店

本マグロ炉端劇場魚島屋 浦添店 浦添市 前田１－４８－２　翁長ビル　１Ｆ 飲食店

タウンプラザかねひで 前田国際市場 浦添市 前田１１５２－２ ショッピング

美容室蘭らん 浦添市 前田１３１８－２　１Ｆ サービス

善林堂 浦添市 勢理客１－１－６ ショッピング

丸大 勢理客店 浦添市 勢理客２－９－１３ ショッピング

マチナトシティ 浦添市 城間２００８－１ ショッピング

球陽堂書房 マチナト店 浦添市 城間２００８－１　サンエーマチナトシティ　
２Ｆ ショッピング

マンガ倉庫 浦添店 浦添市 城間２６８９ ショッピング

ほっともっと城間店 浦添市 城間３－１－６ ショッピング

シュターク 浦添市 城間３－５－１ ショッピング

タウンプラザかねひで 牧港店 浦添市 城間３００４－１ ショッピング

ハニーズ 浦添店 浦添市 城間４－７－１　浦添ショッピングセンター ショッピング

PAPA｀S 浦添市 大平１－２－５ サービス

居酒屋おまけ 浦添市 大平１丁目２２－８　丸新アパート－１０１ 飲食店

PLANTADOR 浦添市 大平２－７－１３　城間荘Ａ－７ ショッピング

beauty：beast 浦添店 浦添市 安波茶１－２６－１　コーポマキシ　１Ｆ サービス

加盟店名加盟店名 市区町村市区町村 所在地所在地 ジャンルジャンル
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酒場のバクレン 浦添市 安波茶２－１－６　サンシティ－ビル　１－Ｂ 飲食店

ほっともっと 宮城店 浦添市 宮城１－３５－１０ ショッピング

マリーインターナショナル 浦添市 宮城２－１６－１　モリビル　２Ｆ サービス

ジミー 浦添店 浦添市 宮城３－３－６ ショッピング

タウンプラザかねひで パイプライン内間店 浦添市 宮城５－１－１ ショッピング

焼肉きたや浦添店 浦添市 宮城６－１－２５ 飲食店

ほっともっと小湾店 浦添市 宮城６－５－１ ショッピング

ほっともっとバークレーズコート店 浦添市 当山２－２－２－４ ショッピング

杏屋 浦西店 浦添市 当山２－２－８－５ 飲食店

TERMINAL 浦添市 当山２－８－１　広栄ビル　１０１ 飲食店

琉球炭火やきとり金丸浦西店 浦添市 当山２－９－３ 飲食店

KIZUKIHAIR 浦添市 当山３－１－７ サービス

American Wave 浦添市 港川２－１６－９ ショッピング

オハコルテ港川本店 浦添市 港川２－１７－１　＃１８ 飲食店

ピザハウス新本店 浦添市 港川２－２０－５ 飲食店

丸源ラーメン 浦添店 浦添市 港川２－２４－１ 飲食店

ピザハウスジュニア 港川店 浦添市 港川２５４　Ｐ’ｓＴｏｗｎ内 飲食店

CAFE＆DINER1363港川ステイツ 浦添市 港川２丁目１７－６　港川ステイツサイドタウ
ン１４ 飲食店

株式会社グリット 浦添市 牧港１－１１－１８ ショッピング

ホームセンター サクモト 浦添市 牧港１－６１－１８ ショッピング

にんにく居食家 ありんくりん 牧港店 浦添市 牧港１－９－１１　安富アパート　１Ｆ 飲食店

イバノ 牧港店 浦添市 牧港１１９６ ショッピング

ほっともっと牧港店 浦添市 牧港１３３９ ショッピング

ミィーツ美容室 牧港店 浦添市 牧港２－４９－１６　メゾンアネモス　１０１ サービス

ほっともっとマチナト店 浦添市 牧港４－１６－２ ショッピング

コープ牧港 浦添市 牧港４－３－１５ ショッピング

A＆W牧港店 浦添市 牧港４－９－１ 飲食店

ブルーシール 牧港本店 浦添市 牧港５－５－６ ショッピング

カミーノ・デ・アラブ 浦添市 牧港５丁目１３－２４　 飲食店

Green Parks fuuwa サンエー経塚シティ 浦添市 経塚６５２－１　サンエー経塚シティ　１Ｆ ショッピング

ほっともっと 経塚店 浦添市 経塚７４５－２ ショッピング

knuto 浦添市 西原１－４－９ サービス

ザウエストフィールドカフェ 浦添市 西原２－４－１　ピ－ズスクエア　１Ｆ 飲食店

タウンプラザかねひで 広栄店 浦添市 西原２－５－１ ショッピング

加盟店名加盟店名 市区町村市区町村 所在地所在地 ジャンルジャンル
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マイスイートボックスグリン 浦添市 西原６－８－２　ＵＮＴマンション　１０２ 飲食店

三線ライブ居酒屋 祭歌 石垣市 八島町１－１－１ 飲食店

ポコアポコ 石垣市 大川１８８－１０２ 飲食店

鮨・島居酒屋じごろ石垣 石垣市 大川１９８－７　２Ｆ 飲食店

タウンパルやまだ 石垣市 大川２０４ ショッピング

絶対的石垣島商店 石垣市 大川２０６－２　１Ｆ－Ａ（西） ショッピング

ヤールー 石垣市 大川２０７ ショッピング

FREE・FOWLS 石垣市 大川２１２　ログビル３階 ショッピング

ファッションプラザ うえはら 石垣市 大川２１３ ショッピング

一魚一会 石垣市 大川２１６　ピュアネスイシダ１Ｆ 飲食店

JEWELEARTH 石垣市 大川２１９－１ ショッピング

塩屋 石垣市 大川２４５　丸ビル　１Ｆ　西 ショッピング

パポイヤ 石垣市 大川２５８　レオビル　８Ｆ 飲食店

カラオケやいま 石垣市 大川２６１　仲筋ビル１Ｆ西 飲食店

GreenFlash 石垣市 大川２７２－１　１Ｆ ショッピング

クラウドナイン 石垣市 大川２８３ サービス

海人居酒屋源総本店 石垣市 大川２８６　源ビル２Ｆ 飲食店

美崎牛本店 石垣市 大川５３３－１ ショッピング

JAおきなわ八重山地区資材店 石垣市 大浜１３５８－１ ショッピング

ガーデンパナ 石垣市 崎枝２３９－１４ ショッピング

川平ファーム 石垣市 川平１２９１－６３ 飲食店

高嶺酒造所 石垣市 川平９３０－２ ショッピング

海人居酒屋 源 平得店 石垣市 平得１７５－３ 飲食店

U＋ 石垣市 平得７－３ サービス

ミルミル本舗 石垣市 新川１５８３－７４ ショッピング

担たん亭 石垣市 新川２１１７－２ 飲食店

郷土料理 舟蔵の里 石垣市 新川２４６８－１ ショッピング

マーミヤ石垣島本店 石垣市 新川８ ショッピング

石垣島ハム・ソーセージ十五番地 石垣市 新栄町１５－６ ショッピング

焼肉食堂大野商店 石垣市 新栄町２－１１ 飲食店

割烹三寿司 石垣市 新栄町２－１１ 飲食店

焼肉ホルモン 八重山 おときち 石垣市 新栄町２－７　メゾントーヨー 飲食店

Re－ty Hair and Make 石垣市 新栄町２２－２４　２Ｆ サービス

（株）木田商会 Kmax 石垣市 新栄町５－５ ショッピング

加盟店名加盟店名 市区町村市区町村 所在地所在地 ジャンルジャンル
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内田食品 石垣市 浜崎町１－２－４ ショッピング

炭火焼肉たけさん亭 石垣市 浜崎町２－２－４ 飲食店

焼肉やまもと 石垣市 浜崎町２－５－１８ 飲食店

（株）木田商会 資材店 石垣市 浜崎町２－６－１ ショッピング

ほっともっと登野城小学校前店 石垣市 登野城１２１０－１ ショッピング

beautybeast石垣2号店 石垣市 登野城２－２４　新坂店舗 サービス

石垣牛MARU 石垣市 登野城２６－４ 飲食店

ほっともっと石垣八島店 石垣市 登野城５３０－５ ショッピング

石垣島水産直売所 石垣市 登野城５９０－１２　 ショッピング

タウンプラザかねひで 石垣店 石垣市 登野城６４２－１ ショッピング

有限会社 砂川冷凍総合食品 石垣市 登野城７２３ ショッピング

タイヤハウスマルキュー 石垣市 登野城８６９－１ ショッピング

メームイ製菓 マカナ真栄里店 石垣市 真栄里２５５－１　ＧＦビル　１０５ 飲食店

beauty：beast 石垣店 石垣市 真栄里２５５－１－１０３　ＧＦビル サービス

メイクマン 石垣店 石垣市 真栄里２６２－１ ショッピング

サンエー 石垣シティ 石垣市 真栄里３０１－１ ショッピング

炭火焼肉 大 石垣市 真栄里３０７－６ 飲食店

那覇鋼材 八重山支店 石垣市 真栄里３２３ ショッピング

ほっともっと石垣真栄里店 石垣市 真栄里４４０－３ ショッピング

石垣屋 石垣市 真栄里５４７－７ 飲食店

焼肉牛信 石垣市 石垣１５６－２６　平良アパート　１Ｆ　東 飲食店

かみやーき小かまぼこ店 石垣市 石垣２７０－１ ショッピング

（株）八重山食研 石垣市 石垣３ ショッピング

すし太郎 石垣市 石垣３４ 飲食店

大衆酒場魚仁 石垣市 石垣７－３ 飲食店

HAROレンタカー 石垣市 美崎町１　石垣港離島ターミナル内 ショッピング

仲間商店 石垣市 美崎町１０－１３ ショッピング

沖縄料理のライヴ居酒屋うりずん 石垣市 美崎町１１ 飲食店

石垣牛と海鮮の店 こてっぺん 石垣市 美崎町１２－７　１・２Ｆ 飲食店

金城冷凍食品 石垣市 美崎町１３－２　金城冷凍食品 ショッピング

TILLA EARTH 石垣市 美崎町３ ショッピング

石垣島プリン本舗 石垣市 美崎町３ ショッピング

工房海人 石垣本店 石垣市 美崎町４ ショッピング

焼肉ちょうしゅう石垣島本店 石垣市 美崎町８－１３－１０３ 飲食店

加盟店名加盟店名 市区町村市区町村 所在地所在地 ジャンルジャンル
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喫茶ゴードン 石垣市 美崎町８－３　古我地ビル　１Ｆ 飲食店

焼肉金牛 石垣市 美崎町８－８ 飲食店

焼肉やいま 石垣市 美崎町９－９　西ビル　１Ｆ 飲食店

焼肉五苑 糸満店 糸満市 兼城３３９－２ 飲食店

タウンプラザかねひでいちゅまん市場 糸満市 兼城４００ ショッピング

ほっともっと西崎店 糸満市 潮平６００－９　中村ビル　１Ｆ ショッピング

ジミー 糸満店 糸満市 潮平７２４－１ ショッピング

業務スーパー糸満店 糸満市 潮平７８０－７ ショッピング

茶処 真壁ちなー 糸満市 真壁２２３ 飲食店

タウンプラザかねひで 真栄里店 糸満市 真栄里１８５１ ショッピング

いくぼ菓子店 糸満市 真栄里２０５３－２５ 飲食店

ほっともっと糸満小学校前店 糸満市 糸満１３６８ ショッピング

伊江牛 糸満市 糸満1573-2 ショッピング

ホットモット イトマンニシザキウンド 糸満市 西崎２－１２７－１ ショッピング

炭焼居酒屋笑糸MAN 糸満市 西崎２－２５－６　２Ｆ 飲食店

タウンプラザかねひで 西崎店 糸満市 西崎６－１０－１ ショッピング

居酒屋七段糸満本店 糸満市 西崎６－１６－５　サンスリービル１Ｆ 飲食店

沖縄海鮮たらじさびら 糸満市 西崎６－１８－５　２Ｆ 飲食店

魚町屋 ぶぶか 糸満市 西崎６－４－６ 飲食店

肉御殿 糸満本店 糸満市 西崎町２－２５－６ 飲食店

お肉の専門店 牛庵 糸満市 西崎町３－４６２ ショッピング

高江洲鮮魚 糸満市 西崎町４－１９ ショッピング

お惣菜たらじさびら 糸満市 西崎町４－１９ ショッピング

お魚屋み〜かがん 糸満市 西崎町４－１９－１ ショッピング

み〜かがん食堂 糸満市 西崎町４－１９－１　遊・食・来 飲食店

ニッシン株式会社 糸満市 西崎町５－１３－６ ショッピング

泡盛まさひろギャラリー 糸満市 西崎町５－８－７ ショッピング

丸大 糸満店 糸満市 阿波根１５４３ ショッピング

A＆W糸満店 糸満市 阿波根１５４３－１ 飲食店

JAおきなわAコープ とみえーる店 豊見城市 上田５５９ ショッピング

Mom’sFoodOkinawa 豊見城市 与根２１４－８　 ショッピング

くぅーすの杜忠孝蔵 豊見城市 伊良波５５６－２ ショッピング

やまやの店 豊見城市 伊良波５５６－４ ショッピング

KAI 豊見城市 字豊崎５－１ 飲食店

加盟店名加盟店名 市区町村市区町村 所在地所在地 ジャンルジャンル
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Bufalo 豊見城市 宜保２５９　１Ａ　コンフォートノリ　１Ａ 飲食店

beauty：beast 豊見城店 豊見城市 宜保２６７－１０１　ピュアグリーン サービス

琉球ドルチェテラス 豊見城市 宜保２８２－３　オレンジマンション　１Ｆ 飲食店

1000円ステーキ 豊見城市 宜保3-1-10 飲食店

タウンプラザかねひで 豊見城団地前店 豊見城市 平良１０３１ ショッピング

ケーキ工房 ル・シノン 豊見城市 座安２１８－１ 飲食店

ほっともっと真玉橋店 豊見城市 根差部４２１ ショッピング

ホームセンターさくもと とよみ店 豊見城市 根差部７１０ ショッピング

ジミーとよみ店 豊見城市 根差部７１０ ショッピング

那覇鋼材 金物センター 豊見城市 根差部７２４－４ ショッピング

カラオケ居酒屋Viento 豊見城市 根差部７２７　エクセルビル１０２ 飲食店

一歩 豊見城市 渡橋名２７８－１ ショッピング

ほっともっと豊見城南高校前店 豊見城市 渡橋名２８９－２６ ショッピング

Gallirallus 豊見城市 瀬長１７４－６　ウミカジテラス４６区画 飲食店

Kan's 豊見城市 瀬長１７４－６　ウミカジテラス内２５ 飲食店

ライコランド沖縄店 豊見城市 真玉橋１７８－１ ショッピング

丸大 真玉橋店 豊見城市 真玉橋３１４ ショッピング

AUBE hair mare 沖縄豊崎店 豊見城市 豊崎１－１１４０　豊崎住宅兼事務所　Ｂ号室 サービス

GLOW 豊崎 豊見城市 豊崎１－１１４４　１Ｆ サービス

菜園ビュッフェカラカラ 豊見城市 豊崎１－１１９３ 飲食店

びっくりドンキーあしびなー豊崎店 豊見城市 豊崎１－１１９５ 飲食店

ル・クルーゼあしびな 豊見城市 豊崎１－１８８ ショッピング

ブルーシール 豊崎店 豊見城市 豊崎１－４１１ ショッピング

お好み焼 馬之助 豊見城店 豊見城市 豊崎１－４１１　ＴＯＭＩＴＯＮ　２Ｆ 飲食店

追風丸 豊崎店 豊見城市 豊崎１－４１１　トミトン１Ｆ 飲食店

SBS　TOKYO　豊見城店 豊見城市 豊崎１－４１５ サービス

face toyosaki 豊見城市 豊崎１－６８０－１０１　ＴＯＹＯＳＡＫＩ－
ＯＮＥ サービス

A＆Wイーアス沖縄豊崎店 豊見城市 豊崎３－３５ 飲食店

上間商店 豊見城市 豊崎３－６４ ショッピング

豊見城ウイングシティ 豊見城市 高安２６１－２ ショッピング

トーカイ 豊見城ウイングシティ店 豊見城市 高安２６１－２　豊見城ウイングシティ　２Ｆ ショッピング

ジミー 豊見城店 豊見城市 高安９３１　オアシスとよみ ショッピング

MARCH おもろまち店 那覇市 おもろまち１－２－１７　アイワプラザ　２０
２ サービス

デッカ－ズカフェ 那覇市 おもろまち２－６－１１　フロンティアビル　
１Ｆ 飲食店

加盟店名加盟店名 市区町村市区町村 所在地所在地 ジャンルジャンル
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コープあっぷるタウン 那覇市 おもろまち３－３－１ ショッピング

海産物料理 市ICHI 那覇市 おもろまち３－３－１　あっぷるタウン　２Ｆ 飲食店

まぐろ問屋やざえもん 沖縄新都心店 那覇市 おもろまち３－３－１　アップルタウン　２Ｆ 飲食店

ハンズ あっぷるタウン店 那覇市 おもろまち３－３－１　あっぷるタウン　２Ｆ 飲食店

肉＆ワインBAL COBY 那覇市 おもろまち３－４－６　ちゅらびすたおもろて
らす　２Ｆ 飲食店

すし きわむ 那覇市 おもろまち４－１０－１２　當銘ビル１０２ 飲食店

ほっともっとおもろまち店 那覇市 おもろまち４－１０－２３ ショッピング

Bake Sta’ca 1F 那覇市 おもろまち４－１０－４３ 飲食店

ぱぱらぎ 那覇市 おもろまち４－１０－８ 飲食店

ポコアポコおもろまち 那覇市 おもろまち４－１１－１ 飲食店

CoteDorおもろまち店 那覇市 おもろまち４－１１－３６　グランドールおも
ろまち　１０１ ショッピング

カットインシャンゼおもろ 那覇市 おもろまち４－１２－１ サービス

18ARTISTGUILD 那覇市 おもろまち４－１２－１３ 飲食店

大城画廊 那覇市 おもろまち４－１４－２２ ショッピング

彦 本店 那覇市 おもろまち４－１５－３ 飲食店

PARFUM okinawa 那覇市 おもろまち４－１７－２４　１Ｆ サービス

和琉創作Dining新 那覇市 おもろまち４－１９－１　ルカフおもろまち　
２Ｆ 飲食店

一鮮満 那覇市 おもろまち４－２ 飲食店

サブウェイ 那覇新都心店 那覇市 おもろまち４－２－８　ＴＳＵＴＡＹＡ那覇新
都心店内 飲食店

A＆Wおもろ店 那覇市 おもろまち４－２１－２２ 飲食店

舞天 本店 那覇市 おもろまち４－３－２８ 飲食店

株式会社 鉢嶺本店 那覇市 おもろまち４－３－８ ショッピング

AMO’S STYLE 那覇 那覇市 おもろまち４－４　サンエー那覇メインプレイ
ス　１Ｆ ショッピング

Boujeloud沖縄メインプレイス店 那覇市 おもろまち４－４－９　１Ｆ ショッピング

球陽堂書房 メインプレイス店 那覇市 おもろまち４－４－９　サンエーメインプレイ
ス　２Ｆ ショッピング

サウンドボックスミツトモ 那覇市 おもろまち４－４－９　サンエーメインプレイ
ス　２Ｆ ショッピング

AZULbymoussy 那覇市 おもろまち４－４－９　サンエー那覇メインプ
レイス ショッピング

マライカ 沖縄店 那覇市 おもろまち４－４－９　サンエー那覇メインプ
レイス　１Ｆ ショッピング

たじま屋 サンエーメインプレイス店 那覇市 おもろまち４－４－９　サンエー那覇メインプ
レイス　１Ｆ ショッピング

ゴンチャ那覇メインプレイス店 那覇市 おもろまち４－４－９　サンエー那覇メインプ
レイス　１Ｆ 飲食店

山城時計店 那覇メインプレイス店 那覇市 おもろまち４－４－９　サンエー那覇メインプ
レイス　１Ｆ ショッピング

earth music&ecology 那覇メインプレイス 那覇市 おもろまち４－４－９　サンエー那覇メインプ
レイス　１Ｆ ショッピング

加盟店名加盟店名 市区町村市区町村 所在地所在地 ジャンルジャンル
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天久 ギフトゲート 那覇市 おもろまち４－４－９　サンエー那覇メインプ
レイス２Ｆ ショッピング

RCWB那覇メインプレイス 那覇市 おもろまち４－４－９　那覇メインプレイス　
１Ｆ ショッピング

グレディブリリアン 那覇メインプレイス店 那覇市 おもろまち４－４－９　那覇メインプレイス　
１Ｆ ショッピング

クリアインプレッション 那覇市 おもろまち４－４－９　那覇メインプレイス　
１Ｆ ショッピング

エポックゲート那覇メインプレイス店 那覇市 おもろまち４－４－９　那覇メインプレイス　
１Ｆ ショッピング

HARE／PAN 那覇市 おもろまち４－６－１７　おもろパークテラス
　１Ｆ ショッピング

バルCo－Lab那覇新都心 那覇市 おもろまち４－６－１７　おもろパークテラス
　２Ｆ 飲食店

Aju－r hair design 那覇市 おもろまち４－６－１７　おもろパークテラス
３Ｆ－２ サービス

エンジェルシェア 那覇市 おもろまち４－６－６ ショッピング

EaudeVie新都心 那覇市 おもろまち４－７－１８ 飲食店

麺匠 竹虎 沖縄新都心店 那覇市 おもろまち４－７－１８　リケンオキナワビル
　１Ｆ 飲食店

VIMhair 那覇市 おもろまち４－７－１８　リケンオキナワビル
　３Ｆ サービス

NATURAL STANDARD 那覇市 おもろまち４－８－１ サービス

ぱいかじ 沖縄本店 那覇市 おもろまち４－８－２６ 飲食店

おもろダイニング 山葵 那覇市 おもろまち４－８－８ 飲食店

Aguhairterrace沖縄 那覇市 おもろまち４－８－９　ＦａｃｅＢＬＤＧ　５
Ｆ サービス

絆家 那覇市 おもろまち４－８－９　フェイスビル　２Ｆ 飲食店

銀座に志かわ 沖縄那覇店 那覇市 おもろまち４－９－１ ショッピング

AUBEhairresort沖縄店 那覇市 おもろまち４－９－５　仲村事務所ビル　１Ｆ サービス

鉄板焼Bell 那覇市 おもろまち４丁目６－２２　Ｔ－ＭＡＸビル１
Ｆ 飲食店

A LITTLE GARDEN 那覇市 三原１－２６－３０－１　１Ｆ サービス

あぶり焼備長 那覇市 上之屋１－２０－９　富士屋オーシャンビル
104・105 飲食店

あけぼのラーメン 那覇市 上間２２２ 飲食店

フィッシュジャム 那覇市 与儀１１４　静香荘１０１ 飲食店

タウンプラザかねひで 与儀店 那覇市 与儀２－７－１５ ショッピング

BOOKOFF 那覇与儀店 那覇市 与儀３７２－２ ショッピング

フロームビー 与儀店 那覇市 与儀３７２－２ ショッピング

鮨 かわごえ 那覇市 久米１－１６－５　丸保マンション　２Ｆ 飲食店

Z－1 那覇市 久米１－２５－６　ＪＯＹ－Ｚ　１Ｆ 飲食店

ホルモン焼肉 ぼくけ 那覇市 久米１－３－６ 飲食店

ステ-キ一番 那覇市 久米１丁目１－２５　めんそ－れビル２Ｆ 飲食店

robusto 那覇市 久米２－１０－２５ 飲食店

加盟店名加盟店名 市区町村市区町村 所在地所在地 ジャンルジャンル

26 / 36

[沖縄県沖縄県]



オーシャンBoo 那覇店 那覇市 久米２－１１－２６　幸福ビル１Ｆ 飲食店

四つ竹 久米店 那覇市 久米２－２２－１ 飲食店

ほっともっと 波之上店 那覇市 久米２－３１－１ ショッピング

ぼんぢりや 那覇市 久米２－５－１３ 飲食店

O’s House 那覇市 久米２－８－２　１Ｆ 飲食店

しゃぶしゃぶと島豚料理 みなみ 那覇市 久米２丁目１１－４　久米ガーデンビル１Ｆ 飲食店

イタリア家庭料理 ポルコロッソ 那覇市 久茂地１－１－１ 飲食店

ブルーシール パレットくもじ店 那覇市 久茂地１－１－１　パレットくもじ　１Ｆ　１
１０ ショッピング

プラスタイルパレット店 那覇市 久茂地1－１－１　パレット久茂地１Ｆ ショッピング

彦 パレット店 那覇市 久茂地１－１－１　パレット久茂地Ｂ１Ｆ 飲食店

キャンバスステーキ 那覇市 久茂地１－３－２０ 飲食店

紅虎餃子房久茂地店 那覇市 久茂地１－４－１ 飲食店

UNKER 那覇市 久茂地１－４－６　１Ｆ ショッピング

Planet 那覇市 久茂地１－５－３　川畑ビル　１Ｆ サービス

焼肉もとぶ牧場 那覇店 那覇市 久茂地２－１－３　久茂地ＭＫビル　３Ｆ 飲食店

Content 那覇市 久茂地２－１０－１６　南栄ビル１Ｆ ショッピング

和食・すし 新三 那覇市 久茂地２－１０－２２　ハイツ国場１Ｆ 飲食店

我那覇焼肉店 那覇市 久茂地２－１１－１６　花ビル　２Ｆ 飲食店

おいしい魚とやきとりの店一巡 那覇市 久茂地２－１１－７　浦崎アパ－ト　１Ｆ 飲食店

わら焼き炉端 すみたけ 那覇市 久茂地２－１３－１４　ヨーロピアンビル　１
Ｆ 飲食店

USHIGAMI 那覇市 久茂地２－１３－２０　２Ｆ 飲食店

鉄板焼さわふじ 那覇市 久茂地２－１６－１７　１Ｆ 飲食店

焼乃 魚島 那覇市 久茂地２－１６－３　ＫＭビル１Ｆ 飲食店

焼魚とお鮨専門店 焼乃 魚島 那覇市 久茂地２－１６－３　KM久茂地ビル１Ｆ 飲食店

喜多郎寿し　那覇久茂地店 那覇市 久茂地２－１７－１　リバティビル　１０２ 飲食店

ALGOS 那覇市 久茂地２－１７－１８　久茂地第二マンション
　１Ｆ 飲食店

居酒屋野郎 りょう次 那覇市 久茂地２－１８－１８ 飲食店

焼肉キッチンスタジアム 黒5那覇店 那覇市 久茂地２－１８－２０　仲筋ビル　１Ｆ 飲食店

餃子酒場 金五郎 久茂地店 那覇市 久茂地２－１８－２１ 飲食店

フレッシュミ－トがなは那覇営業 那覇市 久茂地２－２０－１０　１Ｆ ショッピング

焼肉屋牛特 那覇市 久茂地２－２１－１８ 飲食店

花の藤商 久茂地店 那覇市 久茂地２－２２－１２　ＵＦビル　１Ｆ ショッピング

DirtyMartini 那覇市 久茂地２－２４－１４　シュシュビル美栄橋　
２Ｆ 飲食店

酒膳 綵花 那覇市 久茂地２－２４－７ 飲食店

加盟店名加盟店名 市区町村市区町村 所在地所在地 ジャンルジャンル
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CAILLOUX．BLANCSKEIZO 那覇市 久茂地２－３－１６　上原マンション１Ｆ 飲食店

焼肉レストラン ロインズ 那覇市 久茂地２－６－１６　リバーサイドテラス久茂
地　１Ｆ 飲食店

疾風ホルモン久茂地本店 那覇市 久茂地２－６－２　久茂地ガーデンビル２Ｆ 飲食店

居酒屋 まさら 那覇市 久茂地２－６－２０ 飲食店

鮨 井上 那覇市 久茂地２－９－２３ 飲食店

ＩＢＩＳＣＯ 那覇市 久茂地２丁目１０−１９　　１０１ 飲食店

COLOSSEO262 那覇市 久茂地２丁目６－２久茂地ガ－デンビル１Ｆ－
Ｃ 飲食店

割烹叶 那覇市 久茂地２丁目６番２号　久茂地ガ－デンビル２
Ｆ 飲食店

雪塩BS国際通り店 那覇市 久茂地３－１－１ ショッピング

HAN’S国際通り県庁前店 那覇市 久茂地３－１－１０　ＭＩビル　２Ｆ 飲食店

がブリチキン。那覇久茂地店 那覇市 久茂地３－１１－１７　新星産業ビル　１Ｆ 飲食店

OCEANGOODTABLE 那覇市 久茂地３－１２－１ 飲食店

炭火焼肉 ぶち 久茂地店 那覇市 久茂地３－１２－１　第一久茂地ビル１０１ 飲食店

ポコアポコ久茂地店 那覇市 久茂地３－１３－１６３ビル　２Ｆ 飲食店

追風丸 久茂地店 那覇市 久茂地３－１５－１　やまこビル１Ｆ 飲食店

本マグロ炉端劇場魚島屋久茂地店 那覇市 久茂地３－１５－１９ 飲食店

竹炭・備長炭炉端 たけすみ 那覇市 久茂地３－１６－１９　エステート久茂地　１
０１ 飲食店

えん沖縄 那覇市 久茂地３－１６－１９　エステート久茂地　２
Ｆ 飲食店

牛角 国際通り店 那覇市 久茂地３－２－２３　ザプラスビル　２・３Ｆ 飲食店

肉久茂地はなれ 那覇市 久茂地３－２３－１０　よなはビル　１Ｆ 飲食店

焼肉ホルモンのぼり苑久茂地店 那覇市 久茂地３－２５－１９　リバ－サイドガ－デン
ビル　１－Ａ 飲食店

JUMBOSTEAKHAN’S本店 那覇市 久茂地３－２７－１０ 飲食店

仙臺商店牛たん豊 那覇市 久茂地３－２９－１７　十和田ビル１Ｆ 飲食店

（株）ふくぎや 那覇市 久茂地３－２９－６７ 飲食店

ぱいかじ 国際通り店 那覇市 久茂地３－２９－６８　久茂地産業ビル　２０
１ 飲食店

ACT沖縄本店 那覇市 久茂地３－３－１　ニューサンパルコビル　３
Ｆ 飲食店

島しゃぶしゃぶNAKAMA 那覇市 久茂地３－３－１　ニューサンパルコビルＢ１
Ｆ 飲食店

サムズアンカーイン　国際通り店 那覇市 久茂地３－３－１８ 飲食店

マンゴハウス 国際通り5号店 那覇市 久茂地３－３－１９ ショッピング

ほっともっと久茂地3丁目店 那覇市 久茂地３－３－３ ショッピング

中村商店 那覇市 久茂地３－８－７ ショッピング

夢すし 那覇市 久茂地３－９－１０　楚野ビル１Ｆ 飲食店

加盟店名加盟店名 市区町村市区町村 所在地所在地 ジャンルジャンル
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フラワーショップ ベル 那覇市 久茂地３－９－１３　三島ビル　１Ｆ ショッピング

にんにく焼肉ぷるしん 那覇市 久茂地３－９－９　９番地ビル１Ｆ 飲食店

鰻屋　兆 那覇市 仲井真１番地　コ－ポ喜楽１Ｆ 飲食店

maruCAFE 那覇市 仲井真３０６－４ 飲食店

ほっともっと国場店 那覇市 仲井真６１－３　城間アパート　１Ｆ ショッピング

明洞　小禄バイパス店 那覇市 具志３－１２－１ 飲食店

とんかつ太郎 小禄バイパス店 那覇市 具志３－２４－１６ 飲食店

サムズバイザシー小禄バイパス店 那覇市 具志３－２５－５ 飲食店

業務スーパー小禄店 那覇市 具志８７５ ショッピング

我那覇豚肉店 本店 那覇市 前島１－１－１　石嶺ビル　１Ｆ 飲食店

海人居酒屋 一郎屋 那覇市 前島１－１－９　グランシャトレ前島 飲食店

割烹 喜作 那覇市 前島２－１８－６ 飲食店

ほっともっと前島店 那覇市 前島３－３－７ ショッピング

疾風ホルモン 前島店 那覇市 前島３－７－６ 飲食店

Zumi工房 那覇市 前島３丁目１５－１６コ－ポ伊地２－Ｂ ショッピング

タウンプラザかねひで 古島店 那覇市 古島１－１３－１ ショッピング

KikuNiku 那覇市 古島１－１６－１ 飲食店

TODAYO！K＆deco 那覇市 古島１－１６－１３ ショッピング

ビ・フェアリ－ 那覇市 古島１－２３－４　普久原アパ－ト　１Ｆ サービス

かんてい局那覇店 那覇市 古島１－２５－６ ショッピング

ジョイ・ステーキ 那覇店 那覇市 古波蔵１－１－１ 飲食店

ほっともっと与儀店 那覇市 国場１１９１－２ ショッピング

コープこくば 那覇市 国場３６８ ショッピング

丸大 国場店 那覇市 国場９７６ ショッピング

日進商会 那覇市 壺屋１－７－１１ ショッピング

cielo 那覇市 壺川１－２－８ サービス

タウンプラザかねひで 壺川店 那覇市 壺川３－１－５ ショッピング

炉端ゆうなみ 那覇市 大道１２８　崎山アパート１Ｆ 飲食店

module 那覇市 大道７８－２０　１Ｆ ショッピング

びっくりドンキーりうぼう天久店 那覇市 天久１－１－１ 飲食店

カプリチョーザ天久店 那覇市 天久１－１－１ 飲食店

マツモト天久店／リーガルシューズ那覇店 那覇市 天久１－１－１　天久りうぼう楽市内 ショッピング

ピザハウスジュニア 天久りうぼう店 那覇市 天久１－２－１　天久りうぼう楽市店内 飲食店

ItalianbarrelcocoCHI 那覇市 天久１－２７－２４　１Ｆ 飲食店

加盟店名加盟店名 市区町村市区町村 所在地所在地 ジャンルジャンル
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田芋工房きん田那覇新都心店龍の蔵 那覇市 天久１－２８－３１　ヴィラアンソレイユ２ 飲食店

ミムデオム 那覇市 天久１－６－１０　ＦＯＵＲＳＥＡＳＯＮＳＣ
ＯＵＲＴビル　２Ｆ サービス

パルフェボーテ 那覇市 天久２－２－２８　２Ｆ サービス

バルコラボ那覇天久店 那覇市 天久２－２－５　１Ｆ 飲食店

MODEK’s 那覇新都心店 那覇市 天久２－２９－１７ サービス

パーリーゲイツ沖縄 那覇市 天久２－６－１４　１Ｆ ショッピング

ANZY 58号線店 那覇市 天久２－７－５　コーポ光　１－Ｂ サービス

ARIGATO 那覇市 天久２丁目１－７　ちむどんステージビル１Ｆ 飲食店

丸源ラーメン 那覇国場店 那覇市 字仲井真１４８ 飲食店

ファストストアジップマート さつき店 那覇市 宇栄原３－１４－１１ ショッピング

カフェ ピピ 那覇市 安謝１－２－１１　一馬ビル 飲食店

美ら豆珈琲 那覇市 安謝１－３－３８　コートハイム　１Ｆ ショッピング

りょうりとう間 那覇市 安謝１－７－１０　１Ｆ 飲食店

業務用食品スーパー安謝店 那覇市 安謝１８６ ショッピング

ほっともっと天久店 那覇市 安謝２－１－８ ショッピング

（株）善林堂 新都心店 那覇市 安謝２－５－３０ ショッピング

HAIR　LIFE　LIB 那覇市 安謝２丁目５－１１　 サービス

PLANT＆SOIL 那覇市 安里１－１－３ ショッピング

グッディ・フォーユー 那覇店 那覇市 安里１－１－５　りゅうきゅうプライム　１０
２ 飲食店

アメリカ食堂 那覇市 安里１－１－６０ 飲食店

ほっともっと国際通り安里店 那覇市 安里２－４－２　コンフォート安里　１Ｆ ショッピング

CROSS47 那覇市 安里２－４－７ 飲食店

茶屋.小料理 たにもと 那覇市 安里３８２　Ｃ 飲食店

タウンプラザかねひで 与儀公園前店 那覇市 寄宮１－８－４５ ショッピング

炭火焼居酒屋炎 那覇市 寄宮１５６ 飲食店

cafe4 那覇市 寄宮３丁目１８－５儀間アパート１Ｆ 飲食店

タウンプラザかねひで 小禄店 那覇市 小禄１２８５ ショッピング

焼肉工房 團 那覇市 小禄２－３－１６ 飲食店

アドリアーノ 那覇市 小禄５５０ 飲食店

株式会社沖縄ヤマハ 那覇市 曙１－８－１０ ショッピング

タウンプラザかねひで あけぼの店 那覇市 曙３－１９－７ ショッピング

紺kou東町本店 那覇市 東町１９－２５ 飲食店

碧heki東町本店 那覇市 東町１９－２５ 飲食店

豚匠那覇 那覇市 東町６－１８　パーム東町ビル　５Ｆ 飲食店

加盟店名加盟店名 市区町村市区町村 所在地所在地 ジャンルジャンル
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焼肉もとぶ牧場 県庁前店 那覇市 松尾１－１－２　２Ｆ 飲食店

ワールドグルメバイキングアレッタ 那覇市 松尾１－１－２　ＲｅｘａＲＹＵＢＯ 飲食店

鬼茶房 OniCafe 那覇市 松尾１－１６－６　上原共同住宅　１Ｆ 飲食店

御菓子御殿 国際通り松尾店 那覇市 松尾１－２－５　ざまみビル　１Ｆ 飲食店

碧 国際通り松尾店 那覇市 松尾１－２－９ 飲食店

百味飲食 kafu－cRyukyu 那覇市 松尾１－６－１　八汐荘　１Ｆ 飲食店

メリー 那覇市 松尾１－９－５０ サービス

塩屋 国際通り松尾店 那覇市 松尾２－１－３ ショッピング

串ナカマ 那覇市 松尾２－１０－２７ 飲食店

ROOM BOUTIQUE 那覇市 松尾２－１２－１４－３０１ ショッピング

ワンダーキューブ 那覇市 松尾２－１２－３６　Ｍ２５４３ビル　１Ｆ ショッピング

プチット リュ 那覇市 松尾２－１７－３２ 飲食店

FLOAT 那覇市 松尾２－２－１２ ショッピング

ポールスミス 沖縄店 那覇市 松尾２－２－８ ショッピング

ブルームK2 浮島通り店 那覇市 松尾２－５－１　松尾１２４区ＢＬＤ サービス

FISH BOWL 那覇市 松尾２－５－２７ ショッピング

Trattoria SOMEYA 那覇市 松尾２－６－１８　田端アパート 飲食店

地料理・旬菜 土香る 那覇市 松尾２－６－２４　ルクソ－ル松尾Ｂ１Ｆ 飲食店

宮城精肉店 那覇市 松尾２－７－１０ ショッピング

上原精肉店 那覇市 松尾２－７－１０ ショッピング

道頓堀 那覇市 松尾２－７－１０　２Ｆ 飲食店

丸昌ミート 那覇市 松尾２－７－１０　牧志第一公設市場内 ショッピング

輪っしょい 松尾店 那覇市 松尾２－８－１６　レガロパルマビル　Ｂ１ 飲食店

やきにく華 那覇市 松山１－１２－５　パステル八重洲１Ｆ 飲食店

創作居食家やえん 那覇市 松山１－１２－５　パステル八重洲第五ビル　
１Ｆ 飲食店

琉球鮨 築地青空三代目 那覇市 松山１－１５－１４　松山産業第３マンション
　１Ｆ 飲食店

ステーキ＆カフェハンズ松山店 那覇市 松山１－１５－２０ 飲食店

酒喜膳 一喜喜 那覇市 松山１－１５－２０　ライオンズマンション大
文閣松山館　１Ｆ 飲食店

姚姚中華廣場 那覇市 松山１－１８－８　オリエントビル　１Ｆ 飲食店

リカーハウス アミューズ 那覇市 松山１－１９－１５　ヨヘナビル　１０１ ショッピング

すし処すみちゃん 那覇市 松山１－２８－１３　屋良ビル１Ｆ 飲食店

居酒屋くんか 那覇市 松山１－３３－２　はましんビル　１Ｆ 飲食店

炭火焼肉 Bistro 山城牛 那覇市 松山１－５－１　ナムラプラザ　１Ｆ 飲食店

和牛のたんや 那覇市 松山１－５－１　ナムラプラザビル２Ｆ 飲食店

加盟店名加盟店名 市区町村市区町村 所在地所在地 ジャンルジャンル
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epica 那覇市 松山１－５－１　名村プラザピル　３Ｆ 飲食店

ステーキハウスチャコオキナワ 那覇市 松山１－６－２０ 飲食店

酒処色珠 那覇市 松山１－７－１　松山ガ－デンビル　１Ａ－２ 飲食店

すき焼燦 別館 那覇市 松山１－７－３ 飲食店

がブリチキン。那覇松山通り店 那覇市 松山１－８－１９　シティまつやま　１－Ａ 飲食店

SilverREN 那覇市 松山１－８－１９　シライまつやま　５Ｆ 飲食店

鮨梅酢本店 那覇市 松山１－８－７　ロイヤルプラザ　１Ｆ 飲食店

GOLDDISC沖縄 那覇市 松山１丁目１４－１９－Ｂ１ 松樹ペアシティビ
ル 飲食店

おでん小料理　美和 那覇市 松山１丁目３３－１　 飲食店

ちむ 那覇市 松山２－１－１３　沖縄建装松山ビル１Ｆ 飲食店

魚神 那覇市 松山２－１－１５　沖縄サントリービル　１Ｆ 飲食店

鉄板・お好み焼蓮沖縄店 那覇市 松山２－１０－１３　松山沖商マンション　１
０８ 飲食店

しゃぶしゃぶ焼肉 杏 那覇市 松山２－１０－６　ウォータービル１Ｆ 飲食店

極上焼肉ラウンジ神楽 那覇市 松山２－１４－１　玉キ米屋第５ビル２０２ 飲食店

金城洋酒店 那覇市 松山２－１４－１３ ショッピング

四季の手料理　きんいち 那覇市 松山２－１８－１０ 飲食店

寿司割烹雛 那覇市 松山２－２６－３　１Ｆ 飲食店

ダイニングバー虹音 那覇市 松山２－２６－３　２Ｆ 飲食店

焼肉本舗島牛 那覇市 松山２－４－１５ 飲食店

鮨一品かわじ 那覇市 松山２－７－１３　コンパスビル　１Ｆ 飲食店

島豚石焼燦 那覇市 松山２－７－３　城間ビル１Ｆ 飲食店

CoteDor松山店 那覇市 松山２－８－３　山川ビル　１Ｆ ショッピング

planetblue 那覇市 楚辺１－１０－５ サービス

Dears沖縄店 那覇市 樋川２－１２－６　ＴＯＭＯビル店舗　１Ｆ サービス

燕郷房 那覇市 泉崎１－１１－３ 飲食店

サンプラザ県庁店 那覇市 泉崎１－２－２ ショッピング

OKINAWA PORTAL 那覇市 泉崎１－２０－１　カフーナ旭橋Ａ街区１Ｆ 飲食店

オハコルテ泉崎店 那覇市 泉崎１－４－１０　２Ｆ 飲食店

美容室 絆 那覇市 泊１－１４－１０ サービス

酒のレッジアル 那覇市 泊１－６－４　石原ビル　１Ｆ ショッピング

餃子酒場 金五郎 那覇市 泊２－１５－４　屋良ビル　１０３ 飲食店

サロンドゥ　シャルム 那覇市 泊２丁目１４－４　 サービス

美容室福山 那覇市 泊３－２－２３ サービス

nails　sunrise 那覇市 泊３丁目１８－２　仲本マンションＢ－２０３ サービス

加盟店名加盟店名 市区町村市区町村 所在地所在地 ジャンルジャンル
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㈱安木屋 一銀通り店 那覇市 牧志１－１－１４　安木屋ビル５Ｆ ショッピング

BALLDONUTPARK 那覇市 牧志１－１－３９　ＳＴＥＰビル　１Ｆ 飲食店

スパイスハーブホリデー 那覇市 牧志１－１２－１　屋比久ビル　１０１ 飲食店

DOT1101 久茂地店 那覇市 牧志１－１２－１　屋比久ビル　３Ｆ サービス

和醸良酒 酒庵 魚酔 那覇市 牧志１－１３－１７　美栄橋マンション　１Ｆ 飲食店

島唄ライブ居酒屋 結歌 那覇市 牧志１－２－１　花ビル　３Ｆ 飲食店

KEROUAC 那覇市 牧志１－２－５ ショッピング

海鮮とろ箱と島やさい天串 ぬもんちゅが 那覇市 牧志１－２－８　我謝ビル１Ｆ－Ａ 飲食店

Chesara 那覇市 牧志１－２０－７　與世山ビル 飲食店

cheriehair＆make 那覇市 牧志１－３－３４　シティパルＫ　２Ｆ サービス

サムズマウイ　国際通り店 那覇市 牧志１－３－５３ 飲食店

御菓子御殿国際通りむつみ橋店 那覇市 牧志１－３－５８ 飲食店

首里天楼 那覇市 牧志１－３－６０ 飲食店

CoteDor沖映通り店 那覇市 牧志１－４－３３　嘉数ビル　１０１ ショッピング

龍 Bombance 那覇市 牧志１－４－３３　嘉数ビル２Ｆ 飲食店

リビング＆ダイニングhinode 那覇市 牧志１－６－１３ 飲食店

日本酒とジビエと干物カラクサマンマ 那覇市 牧志１丁目８－３　ＦＡＮ緑ヶ丘１Ｆ 飲食店

XLARGE那覇 那覇市 牧志２－１－２１　トライアングルビル　１Ｆ ショッピング

Twice 那覇市 牧志２－１６－３０ サービス

ワンラブネイルズ那覇国際通り店 那覇市 牧志２－１７－３　ＰＬＡＺＡ２１ビル　２Ｆ サービス

CASA FELIZ 那覇市 牧志２－１７－４６　ＨＡＣＨＩＮＯ’Ｓビル　
４Ｆ 飲食店

高良楽器店 那覇市 牧志２－１８－２ ショッピング

サイクロン 那覇市 牧志２－１９－２６　１Ｆ ショッピング

みずとみ精肉店 那覇市 牧志２－２－３０　国際通りのれん街　１Ｆ 飲食店

国際通りのれん街焼鳥ごう 那覇市 牧志２－２－３０　国際通りのれん街　１Ｆ 飲食店

国際通りのれん街牛タンいろ葉 那覇市 牧志２－２－３０　国際通りのれん街　１Ｆ 飲食店

国際通りのれん街アガリコ餃子楼 那覇市 牧志２－２－３０　国際通りのれん街　Ｂ１ 飲食店

ALOHASHOP PAIKAJI 那覇市 牧志２－３－１　Ｋ２ビル　１Ｆ ショッピング

JUMBOSTEAKHAN’S国際通り店 那覇市 牧志２－３－１　Ｋ２ビル　２Ｆ 飲食店

Burger Time 那覇市 牧志２－４－１１　１Ｆ　右側 飲食店

美らさんぴん オキナワマ－ト 那覇市 牧志３－１－１３ ショッピング

YuraYura 那覇市 牧志３－１－１９ ショッピング

サムズセーラーイン　国際通り店 那覇市 牧志３－１－３ 飲食店

千寿乃市場 泡盛専門店 那覇市 牧志３－１－５ ショッピング

加盟店名加盟店名 市区町村市区町村 所在地所在地 ジャンルジャンル
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ステーキハウス 88 国際通り店 那覇市 牧志３－１－６　勉強堂ビル　２Ｆ 飲食店

ステーキハウス88国際アネックス 那覇市 牧志３－１－６　勉強堂ビル　Ｂ１Ｆ 飲食店

御菓子御殿 国際通り牧志店 那覇市 牧志３－１－８ 飲食店

リカ－ショップ新城 那覇市 牧志３－１１－１４ ショッピング

築地男前鮓 那覇市 牧志３－１１－１７　国際通り屋台村 飲食店

高良レコード店 那覇市 牧志３－１１－２ ショッピング

美南島マーケット 那覇市 牧志３－１２－２ ショッピング

チャンプルー家 那覇市 牧志３－１３－１６　トミヤビル 飲食店

居酒屋祭 那覇市 牧志３－１３－５６ 飲食店

最善商店 那覇市 牧志３－２－１０　てんぶす那覇　１０１号 ショッピング

カルビープラス沖縄国際通り 那覇市 牧志３－２－２ その他

かき小屋 那覇 桜坂店 那覇市 牧志３－２－３７ 飲食店

ヌビア 那覇市 牧志３－２－４１　桜坂下フォレストガーデン
　１Ｆ 飲食店

塩屋 平和通り店 那覇市 牧志３－２－５９ ショッピング

十勝ホルモンKEMURI 桜坂店 那覇市 牧志３－８－２ 飲食店

Cafe　Planta 那覇市 牧志３丁目５－９　 飲食店

ステーキハウス デイズ 那覇市 田原２－２－４ 飲食店

Taffy Nail 小禄店 那覇市 田原２－８－１２　１Ｆ サービス

hair lounge an rio 那覇市 真嘉比１－２－１０　１Ｆ サービス

ラミネックスセンタ－那覇店 那覇市 真嘉比１－２２－５ ショッピング

ソプン 那覇市 真嘉比１－２９－１１　１Ｆ 飲食店

クレン バイ マリー 那覇市 真嘉比３－１９－２２ サービス

タウンプラザかねひで 繁多川市場 那覇市 繁多川１－５－３４ ショッピング

いしだ文栄堂 那覇市 繁多川１－６－１６ ショッピング

ほっともっと石田中学校前店 那覇市 繁多川５－１７－２ ショッピング

東京書店 若狭大通り店 那覇市 若狭２－１－７ ショッピング

次郎長寿司 若狭店 那覇市 若狭２－３－１３ 飲食店

鮨いすけ 那覇市 若狭３－１－１　GIBOビル１Ｆ 飲食店

割烹司 那覇市 若狭３－２－２１ 飲食店

天久加工所 那覇市 西１－１５－３ ショッピング

鮨処 もとい 那覇市 西１－５－８　西沖商マンション１０９ 飲食店

nile Hair make＆Relax 那覇市 西１－８－１　１Ｆ サービス

モジュ－ルビ－ハウス 那覇市 西２－２－２ ショッピング

タウンプラザかねひで 西町店 那覇市 西３－３－４ ショッピング

加盟店名加盟店名 市区町村市区町村 所在地所在地 ジャンルジャンル
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ハードオフ那覇小禄店 那覇市 赤嶺１－１－１０ ショッピング

オハコルテ小禄店 那覇市 赤嶺１－４－１ 飲食店

あけぼのラーメン小禄店 那覇市 赤嶺１－４－３ 飲食店

酒のスマイル 那覇市 赤嶺２－１－７ ショッピング

BOOKOFF 那覇小禄店 那覇市 赤嶺２－１－７ ショッピング

フロームビー 小禄店 那覇市 赤嶺２－１－７ ショッピング

炭火焼肉 平和苑 那覇市 辻１－４－２５ 飲食店

すし屋の芳野 那覇市 辻１－５－１９　１Ｆ 飲食店

ほっともっと西町店 那覇市 辻１－９－２５ ショッピング

Epoque 那覇市 辻２－６－８ ショッピング

SushiBarでいご 那覇市 辻２－８－１６　１Ｆ 飲食店

ステーキハウス 88 辻本店 那覇市 辻２－８－２１ 飲食店

名代蕎麦処　美濃作 那覇市 辻２－８－２１　２Ｆ 飲食店

サブウェイ 波の上ビーチ店 那覇市 辻３－２－１ 飲食店

美容室 シャンプー 那覇市 金城３－４－１２ サービス

ココマリー 那覇市 金城４－１－１１　みのりハウス　１Ｆ サービス

焼肉 ごっち 那覇市 金城５－１－７ 飲食店

リコヘアー 那覇市 金城５－１１－３ サービス

蕎麦ダイニング 赤坂 那覇市 金城５－１６－１４　ステーション　１０１Ａ 飲食店

セビル・ロー 那覇市 金城５－５－９　パレスパールピュア１Ｆ 飲食店

A＆W 那覇金城店 那覇市 金城町５－８－８ 飲食店

焼肉五苑 アクロスプラザ古島駅前店 那覇市 銘苅１－１９－２　２Ｆ 飲食店

ステーキハウスビッグハート 那覇市 銘苅１－１９－２　２Ｆ 飲食店

パティスリーモンクレア 那覇市 銘苅１－２－２２ 飲食店

ト－タルビュ－ティ－ステラ 那覇市 銘苅１丁目３－４１　１Ｆ サービス

東洋飯店 那覇店 那覇市 銘苅２－１１－２４ 飲食店

レストランサン・ヴァンサン 那覇市 銘苅２－４－３５　アーバンプラネットビル　
２Ｆ 飲食店

Hair＆Spa FLEURS 那覇市 銘苅２－４－３９　ＵＴビル　２Ｆ サービス

ぴかり魚 那覇市 銘苅２－５－２８　あたとゆビル　１Ｆ 飲食店

株式会社比嘉三育ヘルス 那覇市 銘苅２２９－１ ショッピング

ダイニングクーデター 那覇市 銘苅３－１－４１　グリーンビル　２Ｆ 飲食店

mellow 那覇市 銘苅３－１８－３１　原ハイツ２ サービス

ジミー 那覇店 那覇市 銘苅３－８－５ ショッピング

ホットモット キョウハラテン 那覇市 鏡原３４－１ ショッピング

加盟店名加盟店名 市区町村市区町村 所在地所在地 ジャンルジャンル
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（株）島食品 那覇市 鏡原町１－４５ ショッピング

天下一品 小禄店 那覇市 鏡原町１０－２ 飲食店

コープおろく 那覇市 鏡原町３４－２１ ショッピング

美スリート 那覇市 鏡原町35-22-101 サービス

コンビニ シャロン 那覇市 鏡水１５０ ショッピング

ショップ　みやひら 那覇市 鏡水１５０　那覇空港国内線旅客タ-ミナルビル
２Ｆ出発ロビ-中央 ショッピング

丸大 長田店 那覇市 長田１－１７－９ ショッピング

白バラ洋菓子店本店 那覇市 長田２－２２－６ 飲食店

サブウェイ 首里りうぼう店 那覇市 首里久場川町２－１２２－１　首里りうぼう　
１Ｆ 飲食店

CouCou 那覇市 首里久場川町２－１５１－５ サービス

タウンプラザかねひで 首里久場川市場 那覇市 首里久場川町２－９６－１８ ショッピング

AMP 那覇市 首里儀保町２－１３ サービス

コープ寒川 那覇市 首里寒川町２－８０ ショッピング

ヨナ サルウテ 那覇市 首里山川町１－８７－１ 飲食店

瑞泉酒造 那覇市 首里崎山町１－３５ ショッピング

カスタマンダップ首里店 那覇市 首里当蔵町１－１０　パレスサイドヴィラ　１
０５ 飲食店

小さなワイン屋Granato 那覇市 首里当蔵町２－１５－１１　富川アパート　１
Ｆ ショッピング

中華厨房 齋華房 那覇市 首里汀良町３－１０１－１ 飲食店

コープ首里 那覇市 首里汀良町３－１０４－１ ショッピング

glanz 那覇市 首里汀良町３－４３－１ サービス

ジミー 首里店 那覇市 首里石嶺町１－１５６－６ ショッピング

ほっともっと首里石嶺店 那覇市 首里石嶺町２－１１１－１６ ショッピング

ヘアブティック グー 那覇市 首里石嶺町３－５７－６　仲本店舗　１Ｆ サービス

いしだ文栄堂 石嶺店 那覇市 首里石嶺町４－１９－１ ショッピング

JAおきなわAコープ 首里石嶺店 那覇市 首里石嶺町４－７－１ ショッピング

カフェ龍樋 那覇市 首里金城町１－２ 飲食店

デザート ラボ ショコラ 那覇市 首里金城町４－７０－４ 飲食店

マンガ倉庫 那覇店 那覇市 高良３－１－１２ ショッピング

モトフリークウイリー那覇店 那覇市 高良３－２－９ ショッピング

からあげ本舗たまや 那覇市 高良３－６－１２ 飲食店

寿し．海鮮 和加奈 那覇市 高良３－８－１９ 飲食店

加盟店名加盟店名 市区町村市区町村 所在地所在地 ジャンルジャンル
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