
現在

※新型コロナウィルス感染症の影響に伴い、休業・営業時間が異なる場合がございます。
　詳しくは各店舗へお問い合わせください。
※取扱店一覧は随時更新を行うため、予告なく変更・訂正することがありますので予めご了承ください。
　その他、ご不明な点等がございましたらお気軽にお問い合わせください。

沖縄商工会議所　地域振興課(098-938-8022)

【共通券(A)利用可能店舗】
所在地 ＴＥＬ 公式HP・URL

胡屋 098-933-4190 https://www.okzm.jp/

知花 098-938-6226 http://sun-sea2.com/category/sunsea_news_tibana/

与儀 098-923-2357 https://okinawa-kenkousauna.com/

【共通券(A)・専用券(B)利用可能店舗】

衣料品
所在地 ＴＥＬ 公式HP・URL

久保田 098-932-4480 https://plazahouse.net/shop/data/296

久保田 098-933-1141 https://plazahouse.net/shop/data/295

久保田 098-933-1141 https://plazahouse.net/shop/data/297

久保田 098-930-3980 https://plazahouse.net/shop/data/52

胡屋 098-930-0514 ー

中央 098-937-3018 ー

中央 098-937-6366 ー

中央 098-937-7880 ー

中央 098-938-3618 ー

ロココ

ブティック　パリ 婦人衣料

2022年(令和４年度)

沖縄商工会議所地域商品券　
　取扱店一覧

店舗名 取扱商品

サンシー　知花店 日用雑貨・カー用品・金物・園芸用品・園芸用品・家具・インテリア用品

学生専科　小浜 学生服（小・中・高）

インポートファッション・化粧品

レディースファッションアイテム

メンズアパレル、沖縄工芸品

取扱商品

Roger’s PASSAGE(パッサージュ)

Roger’s JARDIN(ジャルダン)

Roger’s ARENA(アレーナ)

店舗名

婦人服・バック・アクセサリー

沖縄健康サウナ 公衆浴場

R4.12.12

沖縄こどもの国 入場料・ワンダーミュージアム入館料・物販・飲食

CREA and b.crea(クレア) 靴、バッグ小売り

着物(販売・レンタル)

ファッション　ベル

おやかわ呉服店

婦人服

今月末までの期限！！

12/31(土)！
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給油所
所在地 ＴＥＬ 公式HP・URL

泡瀬 098-982-1320 ー

嘉間良 098-934-3634 ー

古謝 098-938-4896 ー

高原 098-937-0126 ー

高原 098-937-7298 ー

松本 098-937-2955 ー

室川 098-982-1293 ー

山内 098-932-1324 ー

スポーツ用品
所在地 ＴＥＬ 公式HP・URL

海邦 098-934-3389 https://saikurukan.jp/?page_id=8

久保田 098-932-1111 ー

知花 098-938-3289 https://saikurukan.jp/?page_id=8

照屋 098-939-4473 https://tiger-sp.ocnk.net/

美里 098-938-3497 ー

諸見里 098-933-8955 ー

家電
所在地 ＴＥＬ 公式HP・URL

泡瀬 098-938-0466 ー

上地 098-933-7237 ー

美里 098-937-0233 https://www.nakama-kaden.com/page0002.html

美容業・整体
所在地 ＴＥＬ 公式HP・URL

久保田 098-933-2717 https://plazahouse.net/shop/data/49

高原 098-938-0672 http://www.yurari-okinawa.com/

中央 098-937-4065 ー

中央 098-939-2880 ー

登川 098-989-8076 ー

美原 098-982-1922 ー

美原 098-937-9637 https://www.pola.net/shop/50899

宮里 070-8360-7764 https://ohana-ok.com/リラクゼーション　O:hana

按下院（アンシタイン）

エステ・ネイル・化粧品

鍼灸・あん摩マッサージ

取扱商品

エステサロン

整体

化粧品（アルビオン・資生堂）

店舗名

Natura

ゆらり整体

コスメティックスペース　さきはま

あらた治療院 鍼灸

ホワイトリバー美容室　写真スタジオ 美容・写真

ポーラ.ザ.ビューティ 沖縄店 化粧品・エステ

灯油、ブタンガス永山商事(株) 高原オートガススタンド

取扱商品

ガソリン、軽油、オイル

ガソリン、軽油、灯油

ガソリン、軽油、オイル

店舗名

永山石油（株）セルフ運動公園SS

かまら給油所

永山石油（株）セルフ前原SS

ハローシーサー　松本店

永山石油（株）コザ中央SS

ハローシーサー　山内店

ガソリン、軽油、オイル

燃料・洗車など

ガソリン、軽油、オイル、灯油

燃料・洗車など

永山石油（株）セルフ高原SS

スポーツ用品

スポーツ用品

店舗名

サイクルカン　泡瀬店

サイクルカン　知花店

取扱商品

自転車

自転車

外間スポーツ スポーツ用品(卓球)

スポーツショップ　タイガー

取扱商品

家電製品全般

家電製品一般

家電商品

店舗名

株式会社ノリマサ　アトム電器 泡瀬店  

西島テレビ店

有限会社ナカマ家電サービス

ヤングスポーツ

合同会社中頭スポーツ

スポーツ用品
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飲食店
所在地 ＴＥＬ 公式HP・URL

泡瀬 098-939-2456

泡瀬 098-938-3266 ー

泡瀬 098-939-3981 https://yuiya.owst.jp/

泡瀬 098-937-0029 https://www.the4seasons.jp/shop/awase.html

泡瀬 098-955-4102 ー

池原 098-937-3350 http://www.ajijiman.jp/tempo_ikehara.html

上地 098-933-4778

上地 098-989-3343 https://baccaraokinawa.com/

久保田 098-933-3111 https://plazahouse.net/shop/data/67

古謝 090-1945-1495 ー

胡屋 098-932-3994 http://www.ajijiman.jp/tempo_honten.html

園田 098-932-2992 ー

園田 098-933-5731 https://www.the4seasons.jp/shop/sonda.html

園田 098-930-0860 https://bar-relations.com/

高原 098-989-9555 ー

高原 098-979-5313 https://yappasukiyanen.com/

知花 098-988-5756 https://favorito-pizzarestaurant.business.site/?utm_source=gmb&utm_medium=referral

中央 098-938-8335 ー

中央 080-6485-8136 https://fmkoza.jp/

比屋根 098-932-3309 http://www.ajijiman.jp/tempo_awase.html

比屋根 098-932-3308 http://gurumekaiten.com/

比屋根 098-930-1887 ー

美里 090-9028-4437 ー

美原 098-937-2204 ー

宮里 098-939-3751 http://www.ajijiman.jp/tempo_miyazato.html

宿泊・旅行
所在地 ＴＥＬ 公式HP・URL

安慶田 098-937-8989 ー

上地 098-933-2551 https://crownhotel.jp/

久保田 098-933-8787 ー

胡屋 098-933-2777 https://crownhotel.jp/

登川 098-939-8132 https://www.big-advance.site/s/172/1313

韓流まぜ飯・自家製ジンジャーエール・カレー等

グルメ回転寿司市場　泡瀬店 寿司、揚げ物、汁物、デザート等

味自満　泡瀬店 沖縄料理・酒等

味自満　宮里店 沖縄料理・酒等

鉄板焼ステーキハウス四季　泡瀬店 ステーキ

TUS　AMIGOS（トゥスアミーゴス） スペシャルアミーゴパイ

味自満　本店 沖縄料理・酒等

鉄板焼ステーキハウス四季　園田店 ステーキ

米八そば

中華料理

ピザ、アイスクリーム

FMKOZA RADIO&CAFEBAR

魚介類、お酒

ステーキハウス ビッグハート 美里店

魚介類、お酒

沖縄料理・酒等

お好み焼き工房「やっぱ好きやねん」

FAVORITO

おもてなし酒場　蓮

酒と肴　結屋

安寿し

タイ料理

沖縄そば・ぜんざい

日本酒×魚　魚ぽぽ

味自満　池原店

BACCARA

プラザハウスレストラン 月苑飯店

鉄板×串　三國串

飲食

我部祖河そば　コザ店 沖縄そば

和食

居酒屋

お好み焼き・やきそば・たこやき

店舗名

我部祖河そば　泡瀬店 沖縄そば

取扱商品

料理・酒Free　style　bar リレーションズ　

居酒屋

居酒屋 れんまろ

店舗名 取扱商品

株式会社　安慶田交通

ステーキ

旨い処わさび 居酒屋

タクシー業

クラウンホテル 宿泊・飲食

クラウンホテル アネックス 宿泊

カリーツアーズ 航空券・宿泊券・ホテルパック等

株式会社　ワールドツーリスト 航空券・宿泊券・旅行商品全般
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薬局・漢方
所在地 ＴＥＬ 公式HP・URL

安慶田 098-923-2802

泡瀬 098-938-3999

泡瀬 098-989-4093

泡瀬 098-939-2389 https://www.jps-kanpo.gr.jp/okinawa/1580.html

園田 098-975-6305 https://simplelife.okinawa/

高原 098-982-1500

知花 098-939-9923

知花 098-921-4076

登川 098-923-1320

東 098-929-3356 ー

南桃原 098-933-6071

美原 098-921-4594

音楽・花・雑貨
所在地 ＴＥＬ 公式HP・URL

上地 098-930-0902 https://hanko21.co.jp/shop/okinawa/okinawashi/koza/

大里 098-934-5244 https://www.east-c2.co.jp/

久保田 098-932-3801 https://campus-r.shopinfo.jp/

久保田 098-932-4481 https://plazahouse.net/shop/data/12957

久保田 098-933-1142 https://plazahouse.net/shop/data/3022

久保田 098-930-6300 https://plazahouse.net/shop/data/66

久保田 098-932-9801 https://plazahouse.net/shop/data/10

胡屋 098-933-4252 ー

胡屋 098-938-9375 ー

高原 098-933-2085 https://flowershopcottage.ti-da.net/

知花 098-955-3382 https://kusabanayahureai-flower.shopinfo.jp/

中央 098-939-7596 ー

中央 098-937-8118 https://www.tajimaya.co.jp/hpgen/HPB/entries/5.html

中央 098-938-3994 有り

中央 098-937-4625 ー

中央 098-937-3162 ー

すこやか薬局　あげだ店 医薬品・その他

普久原せともの店(一番街) 家庭用品全般

たじま屋　一番街本店

知名オーディオ

フラワースタジオひるがお　ゴヤ店 生け花

すこやか薬局　美里店 医薬品・その他

浦崎金物店

京盧山　沖縄

アキュート

照屋楽器店 楽器

花の店　コテージ

取扱商品

漢方薬・健康食品

店舗名

美東薬品

（株）普久原楽器

すこやか薬局　登川店

すこやか薬局　泡瀬店 医薬品・その他

すこやか薬局　知花店 医薬品・その他

ミドリ薬局　美里店

医薬品・その他

すこやか薬局　泡瀬東店

草花屋ふれあい

店舗名

はんこ屋さん21　コザ店

イースト

キャンパスレコード

ライカム　アンソロポロジー

取扱商品

印鑑・印刷

季節商品

CD・DVD・工工四(三線楽譜)

書籍、文具、インテリア雑貨

和雑貨

輸入雑貨

楽器・音楽ソフト

花

花束・盛花

オーディオシステム

すこやか薬局　ももやま店 医薬品・その他

医薬品・その他

SINPLELIFE 漢方薬

すこやか薬局　高原店 医薬品・その他

すこやか薬局　中頭店 医薬品・その他

医薬品・その他

金物

輸入雑貨・生花

靴、雑貨、ＥＭ健康食品

Roger’s HōTEL(ホテル)
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テイクアウト
所在地 ＴＥＬ 公式HP・URL

安慶田 098-938-0785 ー

上地 098-932-2958 ー

上地 098-932-0528 ー

上地 098-932-7894 ー

上地 098-932-8280 https://pizza555.jimdofree.com/

大里 098-937-4457 ー

高原 098-930-0522 ー

知花 098-937-2645 有り

中央 098-937-8328 有り

中央 098-953-1131 https://tesio.okinawa/

中央 098-939-1696 ー

登川 098-989-8770 https://www.gushikenshouten.com/

美里 098-938-2538 ー

美里仲原町 098-989-9340 ー

リフォーム・デザイン・技術サービス
所在地 ＴＥＬ 公式HP・URL

泡瀬 098-989-5243 https://www.powdercoatingokinawa.com/

泡瀬 098-923-2913 https://www.newcore-okinawa.com/

上地 098-932-4951 https://ac-plan1.wixsite.com/ryukyucosmo7/home

知花 098-989-8172 https://sanohata.ti-da.net/

中央 098-894-7257 http://onlyone.okinawa/shop/

東 098-937-5015 http://koza-p.matrix.jp/

松本 098-929-1116 https://www.chubutatami.jp/

自動車・バイク
所在地 ＴＥＬ 公式HP・URL

知花 098-989-8230 ー

美里 098-939-4362 https://paddockm.jp/

八重島 098-937-1440 ー

八重島 098-937-9496 ー

取扱商品店舗名

TESIO（テシオ） ハム・ソーセージ

PIZAA５５５

有限会社　アワセそば

島豆腐・ゆし豆腐他

乾麺・生麺・素麺・そばだし

豊博ミート 精肉全般

弁当・惣菜

タイヤ・ホイール

Ｋｕｃｈｉ

宮平自動車整備工場

中部たたみ店 畳

店舗名

(株)琉球コスモセブン 印刷物・看板類

コーヒー豆・ドリンク

てんぷら

取扱商品

食品、日用品、弁当

黒糖アガラサー(蒸しパン)

コザ印刷所 印刷物全般

パドック松田 二輪部品販売・修理

琉球自動車 自動車修理

店舗名

リフォームの図書館　サノハタ

有限会社デザインワークスオンリーワン

株式会社ニュコアおきなわ

取扱商品

POWDER COATING OKINAWA

のぼりや ケーキ・和菓子・焼き菓子他

ピザ＆ブレッド　アントレ

ピザ

パン・ドリンク

粉体塗装

(株)PIT・BOX

車検・板金・自動車整備

ピザ・パン・チーズケーキ

川上食品

ケーキハウス夢翔 洋菓子

リフォーム工事

インテリア

窓ガラスフィルム

ヨシモトコーヒー

上間天ぷら店

中央マート

具志堅商店

吉元弁当
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メガネ・補聴器
所在地 ＴＥＬ 公式HP・URL

上地 098-932-3919 ー

上地 098-930-0231 https://www.megane1ban.com/TopPage/shopguide/nakanomachi

上地 098-930-2553 https://www.megane1ban.com/TopPage/shopguide/nakanomachi_contact

美原 098-937-0050 https://www.megane1ban.com/TopPage/shopguide/misato

水・酒類
所在地 ＴＥＬ 公式HP・URL

上地 080-1703-7680 ー

古謝 098-939-5050 https://shinzato-shuzo.co.jp/

中央 098-938-6474 https://wtjpn.com/

宮里 098-938-9937 ー

食品小売業
所在地 ＴＥＬ 公式HP・URL

久保田 098-932-4505 https://plazahouse.net/shop/data/10349

住吉 098-938-0488 http://nakamatsu-syouji.com/

比屋根 098-931-9755 ー

比屋根 098-880-6866 https://www.tenbusu.ryukyu/

レジャー施設
所在地 ＴＥＬ 公式HP・URL

中央 070-5401-1072 https://theater-donut.com/

山内 098-933-0244 ー

法律事務所
所在地 ＴＥＬ 公式HP・URL

知花 098-938-7370 ー

店舗名

ロイヤルめがね

メガネ１番　美里店

メガネ１番　中の町店

メガネ１番　コンタクトセンター

取扱商品

シアタードーナツ 映画

カラオケ　ファンタジー カラオケ

店舗名 取扱商品

リカーショップ　Ｕ 酒・飲物

取扱商品

メガネ

メガネ・コンタクト・補聴器

メガネ・コンタクト・補聴器

メガネ・コンタクト・補聴器

ファミリーマート　比屋根 食品・日用品

(株)ウォータージャパン 虫よけ商品・水関連商品

店舗名 取扱商品

仲松商事　店舗 食品・飲料・雑貨・酒類・冷凍

食品、ワイン、雑貨

リカーショップ　コザ 酒類・ナノイオン水・ソフトドリンク

店舗名 取扱商品

弁護士法人ふじ法律事務所 相談料・弁護士費用(着手金・報酬等)

オーガニック市場てんぶす オーガニックの食材・弁当・パン・BIOワイン・クラフトビール

新里酒造株式会社 泡盛、もろみ酢,ウィスキー

Roger’s FOOD　MARKET（ロジャース フードマーケット）

店舗名
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https://www.megane1ban.com/TopPage/shopguide/nakanomachi
https://www.megane1ban.com/TopPage/shopguide/nakanomachi_contact
https://www.megane1ban.com/TopPage/shopguide/misato
https://shinzato-shuzo.co.jp/
https://wtjpn.com/
https://plazahouse.net/shop/data/10349
http://nakamatsu-syouji.com/
https://www.tenbusu.ryukyu/
https://theater-donut.com/

