
「おきなわ食材の店」 新規登録店舗 

令和3年度 

43店舗 
新たに 

が仲間入りしました！ 



北部 
国頭港食堂 国頭郡国頭村浜477-1 

又吉コーヒー園 国頭郡東村字慶佐次718-28 

やんばるジェラート ハナサキマルシェ店 国頭郡本部町山川1421-5 

Makai 421 (マカイ ヨン ニ イチ）  名護市屋部421 

並里みるく堂 国頭郡金武町金武864 
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■ 並里みるく堂 

国頭郡金武町金武864 



中部 

読谷村漁協直売店  中頭郡読谷村都屋33 

Pasta Cafe のりーちぇ  中頭郡読谷村瀬名波821 

外食家くじら 読谷店 中頭郡読谷村瀬名波949 

churanaチュラーナ  うるま市石川1丁目41番9号 

やぎとそば太陽 うるま市石川2丁目10-18 

沖縄イイダコ屋 うるま市前原183-2うるマルシェフードコート内 

勝連漁協のてんぷら屋 うるま市字前原183-2フードコート「うるまテラス」 

La'Reir ラ・レイール  沖縄市照屋１丁目44-1星アパート１F左※この住所が正解 

小さじ亭 沖縄市宮里2-23-9 

オステリア ラ ペッショリーナ 
中頭郡北谷町美浜34-1レクーオキナワスパ＆リゾートプレ
ミア１F 

外食家くじら 北中城店 中頭郡北中城村仲順443-1 

沖縄物語 中頭郡北中城村瑞慶覧587番地bellair＃12 

やんばるジェラート パルコシティ店 浦添市西洲3-1-1 

Limpid 浦添市港川2-14-5 

ピザハウス本店 浦添市港川2-20-5 

やんばるジェラート ライカム店 中頭郡北中城村ライカム1 
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パティスリーモンクレア 那覇市銘苅1-2-22前幸ビル1F 

和牛亭 金城 那覇松山店 那覇市松山2-10-13松山沖尚マンション1F 

豚しゃぶ七輪焼 琉味 那覇市久茂地2-1-12大田マンション１F ■ パティスリーモンクレア 
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那覇 南部 

Cafeやぶさち 南城市玉城字百名646-1 

Cafe Bean's  南城市玉城字百名987 

ベジタリカ 南城市玉城字糸数15-6 
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のはらファーム 南城市大里仲間474-2 

CAFE QUALITA 南城市大里909-7 

(有)EM玉城牧場牛乳 稲嶺十字路店 南城市大里稲嶺2033 

玉家そば本店 南城市大里字古堅913-1 

BE NATURAL 南城市佐敷字佐敷138-1 

ピザ喫茶 ミモザの木 南城市佐敷字小谷122 

La21 南城市知念字知念1241-8 

parlour de jujumo 豊見城市与根490-3 

やんばるジェラート イーアス沖縄豊崎店 豊見城市豊崎3-35 

鮨びたろう 豊見城市豊崎3-35イーアス沖縄豊崎1430 

親父のまぐろ イーアス沖縄豊崎店 豊見城市豊崎3-35 

そば処 やん小～  島尻郡久米島町字仲泊509 
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宮古 八重山 
ちえちゃんそば 宮古島市平良下里1154番地10 

PORTO石垣島 石垣市登野城86 

やいま家庭料理さつき 石垣市美崎町7-16 

日本料理郷土料理ひるぎ 石垣市美崎町4-9 
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