
頭皮ケア重視のヘアサロン

ヘッドスパで老廃物の排出、
血流や細胞の活性化を！

Lita-lab
営業時間／9：30～19：00
定 休 日／日曜日

那覇市宇栄原1-28-10 ☎080-2119-7535

独自のマッサージ技術で老廃物を流
し、フケ・かゆみの改善、増毛・育毛の
促進。眼精疲労をほぐし頭スッキリ
します。リラクゼーション効果も
ヘッドスパ40分¥3300
シャンプーブロー別。

那覇 宇栄原

二次会は Imisore に
いみそーれ !

Bar  Imisore
営業時間／17:00～00:00
定休日／水曜日、その他不定休

沖縄県那覇市東町20-7－102 ☎090－6102－4273

1人でも入りやすい落ち着いた雰囲
気のショットバーです。ゆっくり飲
み直しはいかがですか？
3名からのボトルプランも可能です!

那覇 東町

有限会社

快勤オフィスまるごとサポーター
OA＆IT 化のじむきやさん

ダイワジム
営業時間／9：00～18：00
定 休 日／日曜祝日（土曜午後）

那覇市曙2-4-16 ☎098-868-7412

OA機器・オフィス家具の販売・リース
【毎日30％OFF→文具・事務用品・他】
☆☆新規購入特典＠ネット通販☆☆
守成チケット還元あり！先着3名様迄!!

那覇 曙

かどの駄菓子屋 浦添勢理客シーサー通り店

沖縄のお土産直売店

営業時間／AM10:00～PM17:00
定 休 日／土日祝日　コロナの影響で臨時休業あり

浦添市勢理客3丁目１－１６ ☎098-988-0313

美ら豆・沖縄めんべい・ドーナツ棒直
売店、その他プリザーブドフラワー
の製作・展示販売を行っております。

浦添 勢理客

最高級の A-5 ランク和牛を
ご堪能ください！

営業時間／17:00-23:00  ランチ12:00~14:30 LO14:00（土日のみ）
定 休 日／なし

那覇市田原3-7-2 小禄リースビル302 ☎098-851-4129

国産和牛の食べ比べがオススメです！
神戸牛、石垣牛、もとぶ牛のA-5ランク
のみを厳選しております。

那覇 田原

ランチでもディナーでもシメでも！
やっぱりステーキ

営業時間､定休日は各店舗で異なりますので下記のQRコード
よりご確認ください。

これぞ沖縄ステーキ食堂！肉厚で柔ら
かいステーキが、スープ、サラダ、ライス
食べ放題付きでなんと1,000円！
左記のQRコードより最寄りの店舗をご
確認ください。

沖縄県内全 24店舗でのみ使用可

ーあかねー

守成クラブ特典あり！
お気軽にお越し下さい (^^)

茜
営業時間／19：00～24：00
定 休 日／日曜・祝祭日

那覇市久米1-8-7 TAKAビル2F ☎098-866-9585

美味しい泡盛と冷え冷えオリオン
ビールにハイボール等、ご用意して
お待ちしております。守成クラブ特
典あり！お気軽にお越し下さい(^^)
マンボー期間中完全予約制。

那覇 久米

琉球料理の数々と琉球舞踊を
お楽しみください。

営業時間／11：00～22：00
定 休 日／年中無休

沖縄県那覇市久米2-22-1 ☎098-866-3333

琉球王朝時代から継承される宮廷料
理を味わいながら、伝統的な琉球舞
踊をお楽しみください。
琉球舞踊開演時間 （5曲 30分程度）
・1F19：30~　・2F19：00～
開演30分前の入店をお勧めします。

那覇 久米

酒処

アットホームなうえち家

うえち家
営業時間／17:00-24:00
定 休 日／月曜日

那覇市首里儀保町1-31 ☎098-885-9577

儀保駅から1分！赤ちょうちんが目
印です！沖縄の家庭料理とオリオン
ビールや泡盛、そして三線で沖縄の
夜を楽しみましょう！

那覇 首里

焼肉 極上牛 琉球料理と琉球舞踊  四つ竹 久米店

溶岩焼きステーキやっぱりステーキ



酒と唄とちょこっと肴

どんどん
営業時間／20:00-2:00
定 休 日／日曜日

那覇市東町19－10 イバックビル１階 ☎090-8413-2060

赤丸は肝（チム）を表し、「肝どんど
ん」お客様も私達もワクワクする思
いで名付けています。

那覇 東町

沖縄の絶品スイーツ！
琉球プディング

琉球 Pudding
営業時間／10：00～20：00
定 休 日／不定休

与那原町東浜97-1オーシャンブル-102 ☎098-800-1834

どこにもないこだわりの詰まった
「沖縄のプリン専門店」
いつでも・どこでも食べたくなる美
味しさ！最高級のプリンを目指し
て！！

与那原 東浜

おきなわ晴家

沖縄から全国へ！
健康と笑顔をお届けいたします。

営業時間／9:00-18:00
定 休 日／日曜・祝祭日

沖縄県豊見城市高安803-89 ☎098-856-3455

沖縄県産ノニジュース、山原シー
クヮーサー果汁100%をはじめ、こだ
わりの飲料・調味料・ 化粧品の通販、
小売、卸を行なっています。
守成クラブ会員の方には、全商品特
別割引いたします。

豊見城  高安

洋食屋のパスタとチーズケーキ
洋酒やワインも豊富にご用意！

KYOKAWA
営業時間／17:00～23:00（L.O）
定 休 日／日曜日+α

那覇市久米2-11-3 第3幸福ビル2階 ☎098-987-6178

看板メニューのチーズケーキや県内
外の厳選食材をふんだんに使用した
洋食料理を日替わりでご提供。
飲み放題付きのお得な女子会、宴会
プランも◎

那覇 久米

沖縄の海で癒しの
プライベートダイビング♪

R-MATES Okinawa Diving Club
営業時間／7:00～19:00
定 休 日／不定休

沖縄県那覇市前島3-22-14-505 ☎090-5885-3677

ライセンス講習・ファンダイビング・
体験ダイビング少人数制にて開催！
ポイントリクエスト承ります♪

那覇 前島

「眠り草本舗」

ぐっすり・たっぷり・朝すっきり
クワンソウでリラックス

㈱今帰仁ざまみファーム
営業時間／9：00～17：00
定 休 日／土曜日/日曜日/祝祭日

沖縄県国頭郡今帰仁村字上運天1233の1 ☎0980-51-5182

薬でも、サプリメントでもない、沖縄
県今帰仁村が誇る自然素材「眠り草
クワンソウ」商品をご案内します。

今帰仁村 上運天

プルプル・ふわふわな
ゆし豆富の食感と風味が絶品 !!

営業時間／11:00～19:00
定 休 日／うーくい、1/1～3

豊見城市根差部727 ☎098-850-1644

ゆし豆富そばだけでなく、麻婆丼・麻婆
つけ麺・チャンプルー・タコライスなど
メニューも豊富にあります。
守成チケットご利用の方に、ドリンク1
杯プレゼント！！(人数分)QRコードで、
テイクアウトメニューが見れます。

豊見城 根差部

チャンプルーや握りなど、
豊富な料理が愉しめます。

営業時間／15:00～翌1:00
定 休 日／うーくい、1/1～3

豊見城市根差部727 ☎098-850-1644

豊見城 根差部

沖縄料理・創作料理が楽しめる、
隠れ家的居酒屋。

営業時間／18:00～翌1:00
定 休 日／日曜日

那覇市久茂地2-17-7 ☎098-866-1536

那覇 久茂地

和磊久茂地 (ワライクモジ ) ゆしどうふそば専門店 わらいそば うまいもの市場わらい豊見城

名物「うなぎ10連握り/500円」「手羽唐黒
糖スパイス/190円」など、リーズナブルな
価格でご提供！！テイクアウトにもご利
用頂けます！！
QRコードで、テイクアウトメニューが見
れます。

串焼き・手羽唐黒糖スパイス・琉球生麺ざ
るそば・豆腐料理がオススメ！焼酎・日本
酒等、お酒の種類も豊富です。テイクアウ
トにもご利用頂けます！！
QRコードで、テイクアウトメニューが見
れます。



炭火まる家
営業時間／PM17:00～AM00:00
定 休 日／年中無休

糸満市糸満字照屋1209-3 ☎098-992-5833

炭火焼肉・お酒その他豊富なメニュー
が食べ飲み放題で3200円（税込）!!
QR登録で更にお得！他にはない満足
度★★★！店内広々150席☆

糸満 照屋

人気NO.1 商品 !
子どもにも美味しい～と大評判 !!

営業時間／AM10:00～PM17:00
定 休 日／不定休

実店舗なし 電話対応可能 ☎090-4346-3589

ごはんに♪お弁当に♪小魚ふりかけ
1セット(3パック)¥1000
その他、オリジナルハンドメイド商
品制作、お気軽にご相談下さい。

炭火えん家
営業時間／PM17:00～AM00:00
定 休 日／年中無休

うるま市勝連辺安名1791-1 ☎098-923-3729

炭火焼肉・お酒その他豊富なメニュー
が食べ飲み放題で3200円（税込）!!
QR登録でさらにお得！
他にはない満足度★★★！

うるま  勝連

炭火焼居酒屋 いとまん家
営業時間／PM17:00～AM00:00
定 休 日／月曜日

糸満市糸満1482-2 ☎098-995-4188

炭火焼肉・お酒その他豊富なメニュー
が食べ飲み放題で3200円（税込）!!
QR登録でさらにお得！
他にはない満足度★★★！

糸満 糸満

うちなーだいにんぐ

国際通りに面した
地元っ子ご用達の陽気な居酒屋！

じなんぼう
営業時間／PM18:00～PM24:00
定 休 日／不定休

沖縄県那覇市牧志2-7-24地下一階 ☎098-868-6250

おいしい泡盛とバラエティに富んだ
うちなー料理が勢揃い！
自慢の朝採れ海ぶどうや海の幸にリ
ピータ続出！

那覇 牧志

看板のことならカンバン商事へ！

カンバン商事
営業時間／9：00～18：00
定 休 日／土日祝祭日

浦添市前田4-16-2-102 ☎098-800-2137

看板会社向けの卸売価格で看板をご
提供！
相談だけでもOK！まずはお気軽に
ご相談ください！

浦添  前田

営業時間／PM17:00～AM00:00
定 休 日／水曜日

与那原町字板良敷822 ☎098-946-2578

炭火焼肉・お酒その他豊富なメニュー
が食べ飲み放題で3200円（税込）!!
QR登録でさらにお得！
他にはない満足度★★★！

与那原 板良敷

恩納村リゾートエリア
気軽にリゾートステイ

営業時間／AM09:00～PM22:00
定 休 日／無

沖縄県国頭郡恩納村字名嘉真2386 ☎098－967－7233

恩納村マリンスポーツや北部観光
最適！美ら海水族館まで車40分
コテージ9棟
トレーラーハウス10棟
シングル・ツインルーム22室有り
施設内にコンビニ・飲食店・レンタ
ル店完備

恩納村 名嘉真

アロマリンパマッサージで
疲れた心と身体を解放します

営業時間／12：00～24：00
定 休 日／不定休

※プライベートサロンの為詳細は予約時にお伝えします ☎080-1201-5373

ココロのストレスはカラダの疲れに
繋がります。アロマで自律神経の乱
れを整え心身の疲労を緩和します。
※守成特別価格
40分5,600円→5,000円
60分8,400円→7,500円
90分12,600円→11,000円

那覇 新都心

AromaRelife～アロマリライフ～ビーチリゾーツカラカウア恩納

炭火焼肉居酒屋 えん家 炭火焼肉居酒屋  いとまん家

炭火焼居酒屋  夢家

炭火焼肉居酒屋 まる家

炭火焼肉居酒屋 夢家

野菜ソムリエ&ハンドメイド作家「ヒカリエ」



沖縄の楽しい夜　お帰りは…

あうる運転代行
営業時間／pm8:00～am7:00週末am8:00
定 休 日／年中無休

那覇市古島2-24-1 ☎080-8550-5050

那覇・浦添・宜野湾・豊見城・西原から
のスタート!お帰り先は近距離・長距
離どちらも大歓迎！

那覇 古島

おうち時間を香りで
有意義にすごしませんか？

たきもの屋薫る風
営業時間／12：00-18：00
定 休 日／毎週水・木・日曜日

那覇市久茂地1-8-7カネトモ産業ビル3階☎098-863-7395

楽しむお香から仏前に供えるお香ま
で県内でも珍しいお香専門店です。

那覇 久茂地

上原ミート農連店

新鮮な県産の和牛・豚肉なら
上原ミートへ！

営業時間／AM9:00～PM5:00
定 休 日／水曜・日曜・祝日

沖縄県那覇市樋川2-3-1　のうれんプラザ106 ☎098-853-6638

毎月第4土曜は焼肉セット、オリジナ
ル惣菜の特売等、大特価で販売する
「肉市」を開催！

那覇 樋川

酵素で元気！ 
植物性醗酵食品の「オリーゼ」

オリーゼ本舗
営業時間／受付時間／9時～18時（月～金）、9時～17時（土・祝日）
定 休 日／日曜日

佐賀県唐津市浜玉町浜崎1050-1 ☎0120-05-8100

自然食品（植物性醗酵食品）、24時間
持続する除菌・抗菌剤プラントマグ
マクリアの製造販売をしておりま
す。化学的合成添加物は一切使わず
皆様の健康をサポートいたします。

佐賀県唐津市浜玉町

筆文字アートデザインで
想いをカタチに♪

心笑家 -cocoemiya-
営業時間／10:00～17:00
定 休 日／不定休

☎080－9164－2936

ご自分に♪家族様に♪
命名書に♪贈り物に♪
その他、筆文字デザイン商品制作
お気軽にお問い合わせください。

光クリーンコート
営業時間／９時～２０時
定 休 日／不定休

那覇市前島1－19－3　201 ☎070－5490－0921　担当　輿水(コシミズ)

那覇 前島

コルネの縁でご縁つなぎ

営業時間／AM10:00～PM20:00
定 休 日／年中無休

沖縄県宜野湾市宜野湾3-16-25　1階 ☎098-893-2132

パイ生地で焼き上げたコルネに旬な
フレーバーを詰め込んだお菓子。
贈答用にもお土産にも。

宜野湾市宜野湾

那覇市 松山 1-7-1 松山ガーデンビル 1A-2 1F ☎098-927-4223

新潟名物　タレカツ
へぎ蕎麦はもちろん栃尾の油あ
げ、それに合わせる新潟地酒をご
堪能ください。

那覇 松山

守成クラブ会員様限定
60分飲み放題 5000 円 !!

新潟の地酒、食材を
メインにした小料理屋

営業時間／20:00～1:00
定 休 日／日曜日　祝日

那覇市松山2-10-6ウォータービル5階 ☎098-869-1733

ジャズが流れる店内でゆったりとし
た時間をお楽しみください。

那覇 松山

ラウンジ凛コルネとサンドのお店 pippi 酒処 色珠
営業時間／昼の部 月～金 (祝日はお休み)11時30分～14時(L.O13時30分) 
　　　　　夜の部 18時～24時   フード(L.O23時)ドリンク(L.O23時30分)
定 休 日／日曜日（月曜日が祝日の場合は日曜日営業）

エアコンクリーニング
光触媒施工店

光触媒は抗菌、防カビ、消臭効果が
長期(５年)に渡り続きます！
エアコンクリーニング
家庭用¥6,000～お掃除機能10,000～
業務用¥25,000～

光触媒抗菌コーティング+2000円



串かつとワイン 寶船 ～ほうせん～
営業時間／17:00～23:00
定 休 日／年中無休

沖縄県那覇市久茂地3-8-2 2階 ☎070-8463-0288

那覇 久茂地

ヘルシーな創作串かつを
五感全てで堪能！

宝船に乗り込んだような雰囲気を醸
し出す空間で、ヘルシーな創作串を
コース仕立てでご用意しております。
串かつに合う珍しい微発泡ワインも
ご用意しております。半個室あり。

SOYSOY sweets and café

老舗豆腐店の豆乳やおからを
使用した贅沢マフィン！

営業時間／11:30-17:30
定 休 日／月曜日

沖縄県国頭郡本部町字谷茶10 ☎0980‐43‐6003

素材にこだわった保存料不使用の豆
乳マフィン！ひとつひとつ丁寧に焼
き上げます。本店のカフェでは島豆腐
のランチも提供！

本部町字谷茶

SOYSOY Bise

福木並木の新しい癒しスポット！

営業時間／11:00-16:30
定 休 日／月・火・水・木

沖縄県国頭郡本部町字備瀬505 ☎080‐7728‐9560

本部町備瀬にある福木並木。その一角
で豆乳を使用したマフィンやドリン
クを提供！当店限定の豆乳スコーン
も絶品です！

本部町字備瀬

自家製 PIZZA と生パスタが
美味しい欧風カフェ

営業時間／OPEN12:00-CLOSE20:00
定 休 日／日曜日※水曜日はランチ営業のみ

那覇市牧志1-1-4高良ビル1F ☎098-863-8999

生地から手作りの自家製PIZZAと
もっちもちの生パスタは絶品!
お洒落な店内で美味しいひと時を!

那覇 牧志

一銀通りのスポットライト
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