
取扱商品･サービス 使用可能商品券 住　所 営業時間 定休日 電話番号 URL･SNS 備　考

1 かき氷専門店「氷月屋」 台湾雪みるく氷、ぜんざい等 共通券・専用券 中城村字泊533-2 13:00-17:00 月、水 070-4348-5729 https://instagram.com/hyougetuya 土日祝12:00-17:00

2 フクギパン パン、焼菓子、コーヒー等 共通券・専用券 中城村字和宇慶328 11:00-18:00 日、月、火 090-1179-4833

3 中城モール 家具、インテリア等 共通券・専用券 中城村字久場1963 10:00-19:00 098-895-7222 http://www.nakagusuku-mall.co.jp

4 中城モール園芸コーナー 花、苗、園芸用品、ペット用品等 共通券・専用券 中城村字久場1963 10:00-19:00 098-895-1612

5 パワーストーンのimporthouseDUO 婦人雑貨 共通券・専用券 中城村字久場1963 10:00-19:00 098-895-7251

6 citta　しまのおやつ 焼菓子 共通券・専用券 中城村字南上原946-3-102 11:00-16:00 土、日、月、火 098-987-6330 https://instagram.com/citta_okinawa

7 JA移動購買車　あじまあ号 一般食品 共通券・専用券 土、日

8 （一社）中城村観光協会 中城村グッズ、加工食品 共通券・専用券 中城村字当間176-1 8:30-17:15 土、日、祝日 098-975-5309 https://nakagusukukk.com

9 中城農産加工所 島にんじんドレッシング、島にんじんカステラ 共通券・専用券 中城村字和宇慶150-3 9:30-16:30 土、日、祝日 098-895-2345

10 ハートライフ病院内売店　ハートストア 飲食料品、喫茶販売 共通券・専用券 中城村字伊集208 7:30-19:30 098-882-8271

11 B型事業所きらり さをり織り、牛ふん堆肥 共通券・専用券 中城村字安里187-1 9:00-17:00 土、日、祝日 098-943-6873 https://www.nakagusukushakyo.com

12 Lu.Lu. パン製造、販売 共通券・専用券 中城村字南上原537-1 8:30-19:00 月、火 098-895-1773

13 海ぶどう養殖、販売「海幸」 海ぶどう 共通券・専用券 中城村字久場1872 9:00-16:00 土、日 098-895-6977

14 ハンドメイドギャラリー莉愛 雑貨、着物リフォーム、かりゆしウェア製作等 共通券・専用券 中城村字泊410-7 11:00-18:00 日、月 098-962-0632 https://r.goope.jp/ria-gyarari

15 花鈴々 生け花 共通券・専用券 中城村字南上原816 南マンションT-6 9:00-18:00 098-995-1312

64 JAおきなわ中城支店　集出荷場 農業資材、肥料、農薬、出荷箱等 共通券・専用券 中城村字当間964 8:30-17:00 土(午後)、日、祝日 098-895-7329
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16 JAおきなわ Aコープ中城店 共通券・専用券 中城村字当間964 10:00-19:00 土、日

17 フレッシュプラザユニオン中城店 共通券のみ 中城村字南上原497

18 サンエー 共通券のみ 中城村字南上原795 9:00-23:00

58 タウンプラザかねひで　中城モール店 共通券のみ 中城村字久場1963 9:00-22:00

19 ローソン中城登又店 共通券・専用券 中城村字登又314

20 ローソン中城久場店 共通券・専用券 中城村字久場1953-1

59 ローソン中城南小学校前店 共通券・専用券 中城村字南上原770-1

60 ローソン中城南上原店 共通券・専用券 中城村字南上原513

21 セブンイレブン中城村泊店 共通券・専用券 中城村字泊421-1

22 セブンイレブン中城村南上原店 共通券・専用券 中城村字南上原332-1

23 セブンイレブン琉球大学東口店 共通券・専用券 中城村字南上原950番地

24 ファミリーマート　中城登又店 共通券・専用券 中城村字新垣1637-1

25 ファミリーマート　琉大付属中学校前店 共通券・専用券 中城村字南上原1018番地

26 ファミリーマート　中城南上原店 共通券・専用券 中城村字南上原756番1

27 ファミリーマート　中城吉の浦店 共通券・専用券 中城村字当間562-1
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28 株式会社JAおきなわSS 中城SS 共通券・専用券 中城村字当間559-1 7:00-21:00

29 北上原給油所 共通券・専用券 中城村字北上原428 7:00-21:00 日8:00-20:00、1/1･2日9:00-18:00

取扱商品･サービス 使用可能商品券 住　所 営業時間 定休日 電話番号 URL･SNS 備　考

30 猫丸庵 食事、喫茶 共通券・専用券 中城村字当間83 11:30-16:00 木、金 070-5531-8243 https://nekomaruan.com

31 カフェ・マーメイド タコス、アルゼンチンチキン、ステーキ等 共通券・専用券 中城村字久場1963 11:00-20:00 098-895-7251 https://cafemmd.ti-da.net

32 TACOS MONSTER 沖縄タコス、タコライス等 共通券・専用券 中城村字南上原547 25街区10画地 11:00-20:00 火、水 098-800-2302 https://www.tacosmonster.com

33 イタリア食堂　Hanta Baru イタリアン料理 共通券・専用券 中城村字和宇慶468-1F 11:30-23:00 098-895-3338 月～木は16:00閉店

34 動く町　中城店 居酒屋 共通券・専用券 中城村字南上原945-1 18:00-5:00 098-895-2554
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35 鳥と卵の専門店　鳥玉　中城店 定食 共通券・専用券 中城村字南上原1015 11:00-22:00 098-988-1234

36 南風　中城店 居酒屋 共通券・専用券 中城村字登又78 17:00-24:00 水 098-942-3456 https://nanpu.co.jp

37 RAINBOW COFFEE コーヒー、スイーツ、コーヒー豆計り売り 共通券・専用券 中城村字南上原575-1 ラ・オペリスコ1F 10:00-18:00 月 098-895-2141 https://ja-jp.facebook.com/rainbowcoffee716

38 やきとり　喜 居酒屋、焼鳥（テイクアウト） 共通券・専用券 中城村字南上原202-1 ディーフロイデ比嘉10217:00-24:00 水、第1木曜 098-870-3522

39 和風亭 定食 共通券・専用券 中城村字南上原795 11:00-22:00 098-942-3348

40 沖縄そば専門店　ちゅるげーそば中城古民家沖縄そば 共通券・専用券 中城村字当間678 11:00-15:00 098-895-7887

41 タコライスショップ　カーサ タコライス 共通券・専用券 中城村字和宇慶833-2 ひなたAP 1F 18:00-21:00 不定休 090-1943-1710

42 居酒屋　大学 居酒屋 共通券・専用券 中城村字南上原680番地 17:00-24:00 火 080-6496-1191

43 我部祖河食堂　中城店 沖縄そば、沖縄料理 共通券・専用券 中城村字久場2018-1 11:00-20:00 098-895-5223

44 麺家　にらい 沖縄そば 共通券・専用券 中城村字当間662-1 11:00-15:00 水、第3木曜 090-1515-6939 売り切れ次第終了

62 THE OCEAN 移動販売（キッチンカー） 共通券・専用券 中城村字伊舎堂284-19
11:00-15:00
17:00-20:00

不定休 080-2750-7722 10:00-19:00（イベント等）

65 食楽家なかじょう 定食・居酒屋 共通券・専用券 中城村字久場1963
11:00-15:00
17:00-23:00

木 098-895-2403
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45 ハートライフ病院予防医学センター 人間ドック、健康診断等 共通券・専用券 中城村字伊集208 7:15-15:00 日、祝日 098-895-3255 https://www.heartlife.or.jp 商品券利用については1000円～
電話対応時間9:00-15:00

46 ドラッグイレブン南上原店 共通券・専用券 中城村字南上原723 10:00-24:00

47 マツモトキヨシ 共通券のみ 中城村字南上原795 9:00-22:00

48 ドラッグストアモリ　中城店 共通券のみ 中城村字南上原811番地56街区1画地 10:00-24:00

取扱商品･サービス 使用可能商品券 住　所 営業時間 定休日 電話番号 URL･SNS 備　考

49 酵素風呂プルメリア本店 酵素風呂 共通券・専用券 中城村字南上原190-3 10:00-17:00 090-2514-1107 https://kousoburo-plumeria.com

50 美容室Bee 共通券・専用券 中城村字久場1871-1F 9:30-19:00 火 098-895-6863

取扱商品･サービス 使用可能商品券 住　所 営業時間 定休日 電話番号 URL･SNS 備　考

51 ブルースカイ パラグライダー遊覧飛行、カヌーレンタル 共通券・専用券 中城村字久場1943 9:00-17:00 旧盆、大晦日、正月 098-942-3600 www.bluesky-okinawa.com

52 合同会社エックスパワー マリン用品、マリンジェットレンタル等 共通券・専用券 中城村字久場1927-1 9:00-18:30 水 098-942-3467 https://www.xpower-yamaha.com

53 共友タクシー 共通券・専用券 中城村字津覇220 098-895-2672

54 オートサービスZERO 自動車整備、車検、鈑金塗装 共通券・専用券 中城村字登又299 10:00-20:00 日、祝日 098-895-6915 http://www.autoservicezero.com

55 有限会社　石原設備 水道修理 共通券・専用券 中城村字南上原1105 8:00-18:00 日、第2土曜 098-895-3739

56 有限会社　昭和興業 産業廃棄物処分、運搬 共通券・専用券 中城村字北浜38 9:00-18:00 日、祝日 098-894-9561 https://www.sk-scrap.com

57 ピーコム体育スクール 共通券・専用券 中城村字南上原598 13:00-19:00 月 098-895-2211 土日9:00-14:30

61 中城メモリアルパーク 墓地・墓石、合祀永代供養 共通券・専用券 中城村字当間340 9:00-17:00 水 098-870-3666 https://www.oki-memorial.org

63 エムプロセス印刷 印刷 共通券・専用券 中城村字伊舎堂284-33 9:00-18:00 土、日 098-895-6870
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