
第10期協力金受給店舗

店舗住所 店舗名
北部 名護市 居酒屋 蔵

名護市 めいん
名護市 小料理 ひざくら
名護市 きっと屋 kitchen
名護市 あしたか
名護市 まーさん家
名護市 とり壱
名護市 餅工房sachi-mochi & BAR REX
名護市 丸沖商店
名護市 大城そば家
名護市 POOLBAR ZONE
名護市 幸せ焼肉 紬
名護市 AILE
名護市 TIFFANY
名護市 スナックゴア
名護市 deuce(デュース)
名護市 喫茶ワシントン

那覇・南部

 特措法に基づくまん延防止等重点措置に係る営業時間短縮等の要請にご協力いただきありがとうございます。
 なお、各種情報提供等により、不正受給が疑われる事業者については、県警と適宜情報共有し、協力金を不正受給した
事実が判明した場合は、支給した協力金全額を返還していただくなど厳正に対処します。

北部

名護市(p.1～p.16) 国頭村(p.16) 大宜味村(p.17) 東村(p.17) 今帰仁村(p.17～p.19)
本部町(p.19～p.22) 伊江村(p.22～p.24) 伊平屋村(p.24) 伊是名村(p.24)

中部

宜野湾市(p.24～p.37) 沖縄市 (p.37～p.64) うるま市(p.65～p.80) 恩納村(p.80～p.84)
宜野座村(p.84) 金武町(p.84～p.87) 読谷村(p.87～p.92) 嘉手納町(p.92～p.94) 北谷町(p.94～p.101)
北中城村(p.101～p.103) 中城村(p.103～p.104)

那覇市(p.104～p.189) 糸満市(p.189～p.195) 浦添市(p.195～p.211) 豊見城市(p.211～p.215)
南城市(p.215～p.218)       西原町(p.218～p.220) 与那原町(p.220～p.223) 南風原町(p.223～p.226)
八重瀬町(p.226～p.228) 渡嘉敷村(p.228) 座間味村(p.228～p.229) 粟国村(p.229) 渡名喜村(p.229)
南大東村(p.229～p.230) 北大東村(p.230) 久米島町(p.230～p.232)

宮古

宮古島市(p.232～p.243) 多良間村(p.243)

八重山

石垣市(p.243～p.258) 竹富町(p.258～p.260) 与那国町(p.260～p.261)

1



名護市 カラオケすなっく暖家
名護市 Bardio
名護市 -bloom-
名護市 darts BAR LINE
名護市 具志堅多幸寿
名護市 orchid オーキッド
名護市 Heaven Heaven
名護市 食堂、居酒屋、暖屋
名護市 お気楽
名護市 December
名護市 fisherman’s kitchen
名護市 BURGERS & BEER 
名護市 どんと
名護市 Bar Familiar
名護市 焼肉こうちゃん
名護市 かすみ草 
名護市 やんばる料理の店あぶ
名護市 AZITO 
名護市 Bar LUPIN
名護市 ひとみや
名護市 酒城 雨ニモ負ケズ
名護市 民謡スナック恋ぬ花
名護市 Bar OMOROMOON (バー オモロムーン)
名護市 48
名護市 和風スナック 月桃
名護市 まぁじゃん倶楽部雀桜
名護市 桜妃
名護市 夢桜（小料理屋）
名護市 スナックあうん
名護市 鳥輝
名護市 粉もん屋にしざき
名護市 アクエリアス
名護市 カフェ花花
名護市 バードランド
名護市 キートス
名護市 蓬莱
名護市 MEN'SBIGSHOT
名護市 Music in Nago
名護市 shisha Bar  ilmare
名護市 山原 銀次（仮）
名護市 琉球ダイニング ＵＭＵｉ想い
名護市 海産物料理 ぬちぐすい
名護市 爆弾屋
名護市 チャンス
名護市 居酒屋海牛
名護市 スナック美酒
名護市 沖縄料理しまあかり名護店
名護市 食事の店 うちなー
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名護市 龍姫
名護市 スナック 桂
名護市 スナック喫茶カラオケRyoko
名護市 花
名護市 やぎ王朝
名護市 弁当のこころ
名護市 隠れ空間Zｅｎ
名護市 スナック喫茶ゆき
名護市 水屋
名護市 ラーメンハウス ま～さん堂
名護市 Bar Coyote
名護市 やんばる若鶏 焼鳥つよぽん
名護市 ねぼけ庵
名護市 山原ステーキ
名護市 OHANA～おはな～
名護市 てぃーだ
名護市 凜
名護市 スナックスメーリー
名護市 海響
名護市 M’S KITCHEN
名護市 焼肉 味匠苑
名護市 居酒屋21
名護市 ｓｈｏｔ Ｍ＆Ｙ
名護市 我流酒場 まっかず
名護市 REVEST
名護市 ロッテリアイオン名護店
名護市 葉月
名護市 美beautiful
名護市 BARあらじん
名護市 POMME ポム
名護市 サロン ｉｆ
名護市 プチレストラン エメラルド
名護市 黒潮
名護市 花水木
名護市 Color
名護市 カラオケ喫茶 じいる
名護市 沖縄古民家 採食店 かめたろうやー
名護市 居酒屋  島菜
名護市 酒処 今夜も山田
名護市 CIEL
名護市 ラーメン鬼蔵
名護市 れもん
名護市 なごぬふぁ
名護市 安里肉焼研究所
名護市 おさかな料理 でんじろう
名護市 ラウンジ ヨシン
名護市 居酒屋けん坊
名護市 和飲BAR
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名護市 大衆居酒屋 餃子のランボー
名護市 アムール
名護市 串まる
名護市 ＫＡＲＲＹ
名護市 和食処 紫しきぶ
名護市 seaside-cafe BlueTrip
名護市 酒菜処ここぺり
名護市 撫子 NADESHICO
名護市 Grace
名護市 琉珉
名護市 ラーメン暖暮 名護店
名護市 五穀 名護店
名護市 個室居酒屋 隠れ家 忍（しのび）
名護市 ＢＡＲセカンド
名護市 BAR REMIX
名護市 Iris-アイリス
名護市 灯-LAMP-
名護市 やよい軒ザ・フォレストモール名護店
名護市 居酒屋 華具楽（かぐら）
名護市 電化堂
名護市 ジョリーパスタ名護店
名護市 カレーハウスErie
名護市 カラオケスナックリノ
名護市 絆
名護市 ９ー１０（きゅーと）
名護市 梟 ～アウル～
名護市 喫茶EMA
名護市 居酒屋 仲袋
名護市 楽家
名護市 リトル沖縄
名護市 Barゲッチュ
名護市 SUNS
名護市 リトル牧場
名護市 夢
名護市 Bar Garden
名護市 泡盛酒喰楽 Joy
名護市 BAR crazy
名護市 パトラ
名護市 ココス名護店
名護市 スナック&喫茶サンシエル
名護市 スナック しのび
名護市 家庭料理おかめ
名護市 縁enishi
名護市 やんばる レストラン ステーキ＆シーフード58
名護市 カクテル＆ショットバー リバー
名護市 スナックびっぷ
名護市 餃子の河童軒
名護市 地酒と馳走 ほし亭
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名護市 名護ステーキ
名護市 Ｑueenscorpion
名護市 カラオケマイム 名護店
名護市 めんそーれ
名護市 スナックサロンK
名護市 スナック銀河2
名護市 スナック（夢）
名護市 元気(もとき)
名護市 レストラン いちばん館
名護市 スナック喫茶 ドン・キホーテ
名護市 Eternal
名護市 十勝ホルモンKEMURI名護店
名護市 FIFI PARLOR
名護市 龍天下 中華料理
名護市 花さと
名護市 Bar ONEWAY
名護市 食堂居酒屋 いろは
名護市 スナック沙羅
名護市 Barキャんディ
名護市 宮里屋
名護市 居酒屋 歌麿
名護市 伊江島
名護市 カラオケラウンジ歌で乾杯
名護市 絵馬
名護市 スナック喫茶 乾杯
名護市 麺やKEIJIRO名護店
名護市 居酒屋わが家
名護市 わが家２
名護市 居酒屋 わが家3
名護市 Secret bar じぇい
名護市 Club Asteria
名護市 スナック喫茶 みさ
名護市 EMERALD
名護市 軽食場 koba
名護市 ともだち
名護市 軽食&スナック よっぺ～
名護市 Cafe&Restaurant ポレール
名護市 Admire Cafe&Bar
名護市 居楽屋THEリッチ
名護市 カラオケ喫茶 乾杯II
名護市 海鮮居食屋 活
名護市 古酒蔵 山桜
名護市 スナックともだち
名護市 CLUB NINE
名護市 蒲田とんかつ富善
名護市 地中海料理&Gallery雲茶
名護市 KARAOKE宇茂酒場
名護市 SOIL
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名護市 味処やま喜
名護市 MAYA猫
名護市 スナックポニー
名護市 居酒屋ふくろう
名護市 Rose
名護市 Ｒelation
名護市 なつめろ喫茶 浪
名護市 喫茶 綺羅
名護市 スナック キャンベル
名護市 佳乃
名護市 Bar and Restaurant Shiva 
名護市 ダイニングバー彩
名護市 花いかだ
名護市 ｙ♡u２ ゆうゆう
名護市 居酒屋うむさのうおしん
名護市 サンダンカ
名護市 蛸どん
名護市 CLUB NoNo
名護市 スナックかもん
名護市 焼肉 雷神
名護市 スナック散歩
名護市 居酒屋さくらみや
名護市 ひんぷん山羊料理店
名護市 ナイトプラザ
名護市 夜来香（エイライシャン）
名護市 食事処 まるふく
名護市 びすとろマノワール
名護市 黄昏
名護市 Ｋｉｎｏｓｈｉｔａ
名護市 パープルレイン
名護市 CLUB ZERO
名護市 カラオケ 音色美
名護市 カフェおとひめ
名護市 スターシールド
名護市 北大地なご亭
名護市 チョークディー
名護市 ヴィーナス
名護市 まあさむんや ごさき
名護市 BAR Michi kusa
名護市 ニューパンティー
名護市 寿司、居酒屋たつみ
名護市 スナック りり
名護市 居酒屋 春海
名護市 浪漫
名護市 寿司芳
名護市 ケンタッキーフライドチキン 名護為又店
名護市 さらばんじ
名護市 焼肉きんぐ 名護店
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名護市 仙月
名護市 タイ食堂 チャバー
名護市 カラオケ スナックカントリーサイド
名護市 チェリーハウス
名護市 プヨン
名護市 ＫａｒａｏｋｅＢＡＲ ＵＭ ｂａｓｅ
名護市 かなさん
名護市 大国林道
名護市 串焼居酒屋たけちゃん
名護市 串焼居酒屋たけちゃん
名護市 創食家 縁
名護市 たけちゃん
名護市 季節料理湯川
名護市 よし兵衛寿司
名護市 たけちゃん羽地店
名護市 Bar MILLION
名護市 ぶーぶう亭
名護市 みーな
名護市 ハンハンムマニ
名護市 Bar FLAT
名護市 お食事処ひまわり
名護市 とびきりステーキ
名護市 奴寿し
名護市 沖縄そば でいご家
名護市 カラオケサロン あだん
名護市 スナックサロン アイ
名護市 cafe and bar 波波 名護店
名護市 カフェーゆとり
名護市 サロン ローラン
名護市 COー
名護市 スナック?ハワイ
名護市 クイーン
名護市 カラオケスナックひまわり
名護市 スナック パール
名護市 Ｊ’ｓ ＢＡＲ（ジェイズバー）
名護市 ミモザ
名護市 Ｓoiree
名護市 カラオケパブゆにばぁ
名護市 マリブ
名護市 居酒屋おれん家
名護市 まるはま
名護市 Ryuryu Dining 家守家
名護市 汰伊羅
名護市 クィッキー ウィッキー
名護市 さんかく家
名護市 Dining Kitchen K’z
名護市 割烹居酒屋たけの子
名護市 沖縄そばと琉球料理の店 美ら花
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名護市 やんばるダイニング松の古民家
名護市 Bar Dark
名護市 スナックきよ
名護市 ボー
名護市 キスショット 
名護市 スナック喫茶美紀
名護市 スナック喫茶 CHU CHU（しゅしゅ）
名護市 BAR  JAMMIN'
名護市 ガスト名護店
名護市 知名商店
名護市 スナックパピリオ
名護市 ごはん家 ばぁ～ばぁ
名護市 CAFE Bar RED BULL'S
名護市 輝 居酒屋
名護市 BAR  R.N.G
名護市 居食屋 おBAR
名護市 かい幸丸
名護市 Club VEGAS
名護市 魚しん
名護市 オーシャン
名護市 門
名護市 ザ・テラスクラブ ウェルネスリゾートアットブセナ ファインダイニング
名護市 あそびBAR ほけん室
名護市 居酒屋  和華
名護市 郷里
名護市 スナック（多幸）
名護市 CHOICE
名護市 未由希
名護市 香り Ｋarii
名護市 Club Cattleya
名護市 焼肉乃我那覇
名護市 島しゃぶ屋 豚とん拍子
名護市 ファヌアン
名護市 和食 真南風
名護市 龍潭
名護市 ザ・ブセナテラス カフェテラス ラ・ティーダ
名護市 チャイニーズダイニング 琉華菜苑
名護市 酒処笑福
名護市 ザ・ブセナテラス カラオケ
名護市 ザ・ブセナテラス 夜来香
名護市 クースバー 抱瓶
名護市 シーフードマーケット ランブルフィッシュ
名護市 ザ・ブセナテラス シュガーケイン
名護市 酒処隠れ家かなさ
名護市 グロリア
名護市 コローレ
名護市 居酒屋 ぽこぽん
名護市 カラオケ・パブ・ひかり
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名護市 七星
名護市 スナック光
名護市 スナック喫茶 奈美
名護市 さしみ居酒屋（ナッパ）
名護市 ザ・ブセナテラス イタリアンレストラン チュララ
名護市 泡盛古酒道 風丹
名護市 万国津梁館 カフェテラス
名護市 城木屋
名護市 SHIN
名護市 GROOVE(グルーヴ)
名護市 ギャラリーカフェしょう(笑)
名護市 スナックサロンコスモス
名護市 名もなき店
名護市 Cafe&BAR Birthday
名護市 ガじゅまる
名護市 やっぱりステーキFCイオン名護店
名護市 青龍
名護市 CASA 872
名護市 リーリー
名護市 ブレイク
名護市 BAR blanc de blancs
名護市 らいむ
名護市 ラッキーランカ
名護市 大戸屋ごはん処名護宮里店
名護市 気まぐれ天使
名護市 カラオケスナック柔
名護市 暁
名護市 スナック ムーンライト
名護市 軽食幸ちゃん
名護市 Lounge摩天楼
名護市 慶太郎酒場
名護市 七輪焼肉安安 名護店
名護市  白浜ホテル
名護市 春海クラブ音遊び
名護市 ちゅらばな（美、ＦＬＯＷＥＲ）
名護市 FLOWERROAD（フラワーロード）
名護市 居酒屋龍
名護市 やんばる地鶏や 鶏鳥
名護市 クレージュ  
名護市 カフェ プリ・ローズ
名護市 BAR Wing
名護市 やなぎや
名護市 縁
名護市 味ノ坊 
名護市 しあわせ満タン
名護市 やんばる地鶏や 焼鶏鳥
名護市 悠遊
名護市 スナック 福桜
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名護市 宇茂佐の森食堂
名護市 カラオケ喫茶 ミュージック
名護市 snack An.
名護市 民謡スナック 毛遊び
名護市 居酒屋元ちゃん
名護市 ラウンジ127便
名護市  Seaside Restaurant
名護市 ラウンジ CHI and CHI
名護市 夜会
名護市 一番寿し
名護市 島豚七輪焼 満味
名護市 居食屋へーかじ（南風）
名護市 ENN
名護市 スナックサロン道
名護市 スナック 縁
名護市 ラウンジ 妃
名護市 日の出（割烹）
名護市 AQUA
名護市 Ａ＆Ｗ名護店
名護市 はま寿司名護店
名護市 エイ・アンド・ダブリュ名桜店
名護市 ＣＡＦＥ ＯＫＩＮＡＷＡＮ
名護市 レストランふりっぱー
名護市 G-BOX
名護市 比嘉商店
名護市 笑歌
名護市 和風亭為又店
名護市 喫茶 グッピー
名護市 さーと
名護市 SANGO
名護市 暖簾
名護市 梨の木
名護市 カフェー茶～だ
名護市 焼肉五苑名護店
名護市 カレーハウスCoCo壱番屋 沖縄名護店
名護市 Esperanza(エスペランサ)
名護市 レストラン クチーナ
名護市 華の城 スナック ゆう
名護市 BAR  BABY (バーベイビー)
名護市 響（きょう）
名護市 まーじゃんポン
名護市 赤ちょうちん
名護市 Aqua
名護市 焼肉ムットリ
名護市 大昇
名護市 ONYX
名護市 スナック喫茶YOU
名護市 スナックチップイン
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名護市 CHI-CHI
名護市 美（ちゅら）
名護市 おばぁの家
名護市 スナック喫茶夢物語
名護市 カラオケ喫茶ことぶき
名護市 スナック りっちゃん
名護市 スナック・バー AMANDA
名護市 酔族館
名護市 スナック 華恋
名護市 居酒屋金太郎
名護市 勝山食堂
名護市 カラオケ金太郎
名護市 居酒屋ドリーム(夢)
名護市 スナック紺染み（くんずみ）
名護市 奈良
名護市 スナック喫茶 NARA
名護市 喫茶店アーバン
名護市 居酒屋 彩
名護市 我琉そば
名護市 ライフタイムリスペクト
名護市 Accro Techno
名護市 大福クワンカ
名護市 スナック凜
名護市 定食・沖縄料理・居酒屋 いこい
名護市 紋
名護市 スマイル
名護市 居酒屋こっこ
名護市 あんがぁぶる
名護市 山原新鮮組
名護市 スナック ハニー・トラップ
名護市 はなまるうどんイオン名護店
名護市 CLUB 絆
名護市 味処蟹松
名護市 ハイサイBar ジャンバラ
名護市 いろは寿司
名護市 なり壱
名護市 なり弐
名護市 Bar Link
名護市 サーティワンアイスクリーム名護店
名護市 くら寿司沖縄名護店
名護市 エル、フランセ
名護市 油屋
名護市 mush:room cafe
名護市 JUMBO STEAK HAN'S 名護十字路店
名護市 結い唄
名護市 LOOP LOOP
名護市 カラオケBAR Z
名護市 大吉 名護店
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名護市 居食屋タイム
名護市 ブルーシール
名護市 カフェー銀馬車
名護市 Ai
名護市 居酒屋シェルティー
名護市 寿司処 大左衛門
名護市 ツケメン大王
名護市 居酒屋 福
名護市 心綺（こあ）
名護市 夕日の丘
名護市 鮨 たっちゃん
名護市 うむさのあづま屋
名護市 カフェ ちるーむ
名護市 居酒屋 チョンダラー
名護市 中華ラーメン一平
名護市 居酒屋さんご
名護市 味処なかゆくい
名護市 珈琲&カレー屋たんぽぽ
名護市 カフェバーセブンセブン
名護市 かっぽう山吹
名護市 TITANS Bar
名護市 やどろく
名護市 パールレディ 名護店
名護市 m'
名護市 春の華
名護市 花むらさき
名護市 コミュニティ ハウス Kabokotan
名護市 里桜
名護市 スナック赤犬子
名護市 MoonRiver
名護市 レッドコーラル
名護市 鉄板焼 朝日
名護市 紅さんご
名護市 Night Lounge Coral
名護市 まんまる
名護市 小料理 はなはな
名護市 またよし弁当・またべぇ食堂
名護市 ヤンバル食堂
名護市 sports cafe&bar FLOG
名護市 伊差川食堂 本店
名護市 shot bar guild
名護市 すし処 まつ田
名護市 オムライスのお店 ふわとろっくcafe
名護市 喫茶&スナック シルビア
名護市 カラオケハウスとまと 名護店
名護市 ハイスナックシャインローズ
名護市 三国 居酒屋 
名護市 和琉食彩がちまやぁ
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名護市 軽食喫茶イヴ
名護市 こけこっこ
名護市 イタリアンレストラン
名護市 カフェ、リーフ
名護市 居酒屋 楽笑
名護市 BUFFET＆GRILL QWACHI
名護市 やんバル酒場 MO-RI
名護市 日本料理・沖縄料理・寿司 琉紅華
名護市 中国料理 琉華邦
名護市 焼肉 琉仙
名護市 ロビーラウンジ 海音
名護市 SMILE
名護市 やま学校
名護市 ラーメンさんぱち 名護店
名護市 一番星
名護市 大将軍
名護市 春夏秋冬
名護市 MINAMI
名護市 billiard's&darts B's
名護市 紫麻
名護市 他力本願
名護市 SUNABA
名護市 呑み食い処 宝鮨
名護市 炭火焼き居酒屋 酔蓮
名護市 らぁ麺屋彩り
名護市 いちの屋
名護市 炭火焼き鳥 大雅
名護市 島のごちそうはなおり
名護市 ナップ
名護市 真やんばる酒場 照らす家
名護市 モスバーガー名護バイパス店
名護市 ナップ
名護市 Amusement Bar Boonies
名護市 足立屋
名護市 松ちゃん寿し
名護市 Laule’a Kitchen201
名護市 源河屋台村
名護市 Maasa.h
名護市 スナック シンシア
名護市 焼肉ホルモン一直線
名護市 カラオケラウンジ皆来
名護市 酒処75
名護市 ミニクラブ水華
名護市 プレミアムラウンジ結芽
名護市 カラオケ喫茶やまびこ
名護市 炭火焼き居酒屋將
名護市 喜茶 和酒楽
名護市 レストラン オーキッド
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名護市 名護山羊料理店
名護市 1階 厨房
名護市 百年の家大家
名護市 でぃんぷる
名護市 Clean
名護市 イタリアンレストラン
名護市 君ちゃん
名護市 ねこのひげ
名護市 古民家 Cafe Magunolia 木蓮
名護市 シルク
名護市 黒潮
名護市 アトリエChay
名護市 さくら食堂
名護市 居酒屋 金太郎
名護市 食・酒・陶 有仙
名護市 尚風亭
名護市 円山（すし・うなぎ）
名護市 MOMO
名護市 居酒屋 あたらくしあ
名護市 杜鵑草(ほととぎす)
名護市 TOUJOURS....
名護市 on the farm
名護市 すき家 58号名護東江店
名護市 焼肉龍苑
名護市 食事処ティーダーの森
名護市 カラオケあさひ
名護市 又吉観光農園
名護市 とんかつの店 ゆきの
名護市 ポケットマーニー（名護店）
名護市 いっぷく家（食事処）
名護市 坦々厨房
名護市 レストラン海洋 名桜店
名護市 琉球料理 名護曲 レストラン
名護市 レストランバベット
名護市 BAR carnival
名護市 レストラン海洋
名護市 ジャンバルターコー
名護市 彩海
名護市 Guy Ton Pan
名護市 ペゴパ
名護市 道草市場
名護市 さじかげん
名護市 osteria sucugia
名護市 なつメロスナックりんごの唄
名護市 スナック喫茶 翔
名護市 居酒屋 とら
名護市 居酒屋 大勝
名護市 ニライカナイ
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名護市 Amusement Bar - ＃SWAG
名護市 ナポレオン
名護市 ふーちばーそば
名護市 ＢＡＲだるま
名護市 Aoishi
名護市 カラオケ パブ ランタナ
名護市 ラウンジ凪
名護市 筑前屋 名護店
名護市 BALANCO(バランコ)
名護市 LUXURYBAR陽貴妃
名護市 LGBT  cafe  最中
名護市 アロマ香房カフェ ローズマリア
名護市 ａｖｏｃａｆｅ（アボカフェ）
名護市 ENTRO & TAPAS
名護市 らぁめん花月嵐 名護バイパス店
名護市 NASIKA料理道場
名護市 Bar No.11
名護市 大衆居酒屋 琉音
名護市 居食家 海味
名護市 ラーメン道君
名護市 我部祖河食堂 名護店
名護市 Bar Cheers
名護市 ラーメンBARすする
名護市 中好
名護市 ミスタードーナツイオン名護ショップ
名護市 カラオケカフェ おんぷ
名護市 南国レストランちむどんどん
名護市 メインキッチン
名護市 ザ・ロビーラウンジ
名護市 居酒屋 せんだん村
名護市 食事処 海食
名護市 風の森カフェと宿インシャラ
名護市 居酒屋路心
名護市 和食レストラン 神着
名護市 カムイ
名護市 tutan
名護市 らぁ麺 ぺろり
名護市 カフェー源河
名護市 中華レストラン 龍宮
名護市 カジュアルイタリアン パラディ
名護市 バーベキューテラス「クーワクーワ」
名護市 バーラウンジ KATARA
名護市 ラブライン
名護市 カラオケハウス シンシン
名護市 スナック糸
名護市 レインフォレスト
名護市 フレンチ ラ・パルムドール
名護市 テキサス
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名護市 しゃぶしゃぶ温野菜ザ・フォレストモール名護店
名護市 焼肉酒家 牛角 名護店
名護市 名護そばマリン亭
名護市 じょーじ処
名護市 スナック舞
国頭村 鮨はなぜん
国頭村 Seaside Cafe  LUANA
国頭村 びすとろ海畑
国頭村 BANANA
国頭村 居酒屋カフェ梯梧
国頭村 スナックちゅらさん
国頭村 ギアアップ
国頭村 スナックサロンメルヘン
国頭村 サロンコンビ
国頭村 サロンふるさと
国頭村 サロン蘭
国頭村 ハイビスカス
国頭村 かたれーぐゎー
国頭村 クースバー おかめ
国頭村 マイ.セルフ
国頭村 宮里菓子店
国頭村 灯る小
国頭村 居酒屋美作
国頭村 カラオケスナック遊タイム
国頭村 炭焼居酒屋とっくり屋
国頭村 スナック花・花
国頭村 スナックYEN
国頭村 山ねこ料理店
国頭村 居酒屋 味乃家
国頭村 DARU BAR
国頭村 丸重商店
国頭村 スナックみなみ
国頭村 ちゃあがんじゅう
国頭村 ジャスミン
国頭村 阿檀
国頭村 MITSU BAR
国頭村 アダ・ガーデンホテル沖縄
国頭村 ゆんた
国頭村 レストハウス浜風
国頭村 玉村商店
国頭村 国頭港食堂
国頭村 みーやー（新屋）
国頭村 M96
国頭村 サーフサイド・カフェ
国頭村 和食・郷土料理いじゅ
国頭村 みなと
国頭村 やんばるくいな荘
国頭村 Scorpion
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大宜味村 海と星空の小さな宿 WASSA WASSA
大宜味村 やんばる横町
大宜味村 カラオケスナックちーちゃん
大宜味村 大宜味スカイテラス
大宜味村 レストラン マリン
東村 東のOZ（オズ）
東村 味処 森のふくろう
今帰仁村 民宿 あわい
今帰仁村 キッチン・テラス CoCoNeel ここに～る
今帰仁村 今帰仁亭
今帰仁村 なかばる家
今帰仁村 味熟者
今帰仁村 沖縄居酒屋 美ら姫
今帰仁村 KOURIJIMA JACKMANII
今帰仁村 今帰仁ウッパマそば
今帰仁村 錦屋
今帰仁村 中華風居酒屋 リオ
今帰仁村 和風喫茶 佗助
今帰仁村 スナックルミ
今帰仁村 music bar ONDO
今帰仁村 Happy cafe
今帰仁村 赤瓦そば まる屋
今帰仁村 空と海と短パンと
今帰仁村 ハイビスリゾート カフェ・ペンション
今帰仁村 今帰仁ベース
今帰仁村 atelier cafe bar 誠平
今帰仁村 Creative Lounge 0980
今帰仁村 スナックパブウイング
今帰仁村 Airando Cafe&Restaurant
今帰仁村 御食事処なーはー屋
今帰仁村 うむい
今帰仁村 ＣＡＦＥ フクルビ
今帰仁村 喫茶九年母
今帰仁村 割烹あじろ
今帰仁村 andcafe...
今帰仁村 レストラン珊瑚table
今帰仁村 UNDER THE CHERRY MOON
今帰仁村 Cafe Lairise
今帰仁村 KOURI小屋
今帰仁村 山原食堂kuni
今帰仁村 ゆなみ
今帰仁村 とり好
今帰仁村 愛
今帰仁村 二番座
今帰仁村 kukulu
今帰仁村 おちゃ と おさけ と ごはん。 Imadomare 
今帰仁村 スナックシャプレ
今帰仁村 ちょーでー小
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今帰仁村 カラオケ・スナック四季
今帰仁村 魔神のつぼ
今帰仁村 彩食酒家 ＮＡＧＯＭＩ
今帰仁村 ララマーレ
今帰仁村 お食事の店 くろちゃん
今帰仁村 ガジュマルロック
今帰仁村 レストラン ダチョウらんど
今帰仁村 カヤ・リゾート古宇利島
今帰仁村 カラオケ喫茶ほたる
今帰仁村 花
今帰仁村 居酒屋つーさー
今帰仁村 山岳びら
今帰仁村 居酒屋万吉
今帰仁村 てるちゃん寿司
今帰仁村 隠れ家(やか)
今帰仁村 カフェこくう
今帰仁村 昭和居酒屋北山食堂 今帰仁店
今帰仁村 カラオケスナック 夢酒場
今帰仁村 HOTELオーシャンズ今帰仁
今帰仁村 軽食ティダ
今帰仁村 Café Palmtree,See&Sky
今帰仁村 島の味 うめ吉亭
今帰仁村 今帰仁アグー料理一式長堂屋
今帰仁村 うちなー料理 たまい
今帰仁村 居酒屋 満漁丸
今帰仁村 ファームハウス&ストラム
今帰仁村 フアリ
今帰仁村 沖縄バーベキュー 今帰仁本店
今帰仁村 海の家YOSHIKA
今帰仁村 長浜ビーチリゾート海音
今帰仁村 Usi no ibukuro -牛のいぶくろ-
今帰仁村 つくし
今帰仁村 Restaurant L Lota
今帰仁村 居酒屋 海の幸
今帰仁村 REST LE SACRO
今帰仁村 Hanalee Villa Kouri（ハナリ ヴィラ コウリ）
今帰仁村 コマゲン
今帰仁村 On the Beach CAFE
今帰仁村 味味
今帰仁村 カラオケ歌遊び
今帰仁村 Ｓ｀Ｓ
今帰仁村 居酒屋 なが田
今帰仁村 軽食喫茶「ぐみ」
今帰仁村 今帰仁いち藤
今帰仁村 食事処マリー
今帰仁村 居酒屋吉
今帰仁村 体験型 美らカフェ
今帰仁村 渡海原
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今帰仁村 リゾートホテル ベル・パライソ さんご亭
今帰仁村 One Suite THE GRAND
今帰仁村 RICE BOWL FACTORY
今帰仁村 INN CAFE
本部町 呑んだくれダイニング Kicky
本部町 Seaside dining 洒楽
本部町 おおとら
本部町 昭和居酒屋北山食堂本部店
本部町 スナック虹
本部町 カフェ pour vous プー・ヴー
本部町 琉果
本部町 い～じまとぅんが
本部町 美ら海キッチンぱぱいや
本部町 やまちゃん
本部町 スナック愛
本部町 株式会社キング堂
本部町 レストランRE
本部町 島しま舎
本部町 鉄板焼きダイニング美らSUN
本部町 いざカラ わ香
本部町 家人寿
本部町 Ｇａｒｄｅｎ
本部町 CHIM DON DON
本部町 アフロリゾート
本部町 氷屋がじゅまる
本部町 UKAUKA
本部町 うちなー食道 鳴声以外
本部町 しまひろ
本部町 一福茶屋
本部町 笑い処居酒屋あはっ
本部町 古民家食堂ゆくる
本部町 スナック花蓮
本部町 ザーター＆チーチ
本部町 タコバウトラブ
本部町 食処 もっこす家
本部町 炭火串焼きいってん
本部町 るぐんちゅ
本部町 トロピカルカフェ＆レストラン ホルトノキ
本部町 フォールームス
本部町 しゃぶ匡
本部町 味らく田
本部町 スペシャリティ レストラン 銀河
本部町 Bar Ash
本部町 スナック 夢人
本部町 バーベキューレストラン カペラ
本部町 酒処いーあんべー
本部町 元旦バニー
本部町 酔処 照
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本部町 あっとほーむ居酒屋ここです本部家
本部町 スナック杏
本部町 CAFE MOKULELE
本部町 さんにんリゾート
本部町 らぁ麺ぺろり  本部店
本部町 もとぶラーメン大浜商店
本部町 カラオケパブ 銭葵
本部町 海鮮亭
本部町 サロン順子
本部町 やんばるジェラートハナサキマルシェ店
本部町 メインバー レグルス
本部町 ロビーラウンジ ヴェガ
本部町 うちなー居酒屋 嘉例
本部町 カフェレストラン ラディッシュ
本部町 石なぐ
本部町 福木館
本部町 美ら海ビレッジ２号店
本部町 花夢
本部町 口福家谷茶店
本部町 モトブリゾート株式会社
本部町 SKY TERRACE KEN KEN
本部町 カラオケ倶楽部美ら海
本部町 さんだぁー(飲食店)
本部町 沖縄バーベキュー本部店
本部町 パブスナックかっちゃん
本部町 沖縄マリンスタジオ
本部町 食事処 せんだん
本部町 ドライブインはまさき
本部町 パーラー 本部チキン
本部町 喫茶カノン
本部町 スナック小春
本部町 きみちゃん
本部町 星のテラスもとぶ山里
本部町 遊民
本部町 居酒屋 暫（しばらく）
本部町 スナック 花いちもんめ
本部町 スナック アルファー
本部町 焼肉もとぶ牧場
本部町 食処 ニライ亀蔵
本部町 かどや製麺所
本部町 た～んたわんの宿
本部町 海鮮十兵衛
本部町 スナック ローズ
本部町 秋カフェー
本部町 World Kitchen
本部町 Pescheria DUE
本部町 お休み処 伊豆味の「郷」
本部町 サザンクロス
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本部町 くるーやー
本部町 オンザビーチ、ルー
本部町 カラオケスナック なんくる
本部町 居酒屋くぇぶぅ
本部町 沖縄創作居酒屋 天の川食堂
本部町 太陽食堂
本部町 ロケーションダイニング Tingara
本部町 さわのや（本部店）
本部町 味処 酒処 てぃーだ
本部町 居酒屋 海KAI
本部町 うちごはんと旬菜酒房の「華まる」
本部町 オーシャンBoo!美ら海店
本部町 すなっくこころ
本部町 炭火焼肉 國
本部町 元祖！炭で炙るあぐーソーキそばの店 島豚家
本部町 海人料理 海邦丸
本部町 ドライブインレストランハワイ
本部町 煉瓦館
本部町 Barキング
本部町 美ら海CAFE
本部町 琉球
本部町 BURIBUSHI和牛焼肉専門
本部町 居酒屋一番座
本部町 松の家
本部町 和琉酒ダイニング 良風
本部町 芭笑布
本部町 一心
本部町 ヒルトン沖縄瀬底リゾート Sisuco Grill
本部町 ヒルトン沖縄瀬底リゾートAmahaji
本部町 ヒルトン沖縄瀬底リゾート SeMare
本部町 スナック喫茶ステージ
本部町 ラーメン大将
本部町 さくら庵
本部町 セカンドROOM グレイス
本部町 もとぶ美ら海の活魚店 グルクン本舗
本部町 からおけ美酒舞
本部町 ゆうな
本部町 NEGRIL COFFEE
本部町 CLUB Sofia
本部町 bar ESPERANZA
本部町 スナックひとみ
本部町 SECRET BEACH HOUSE
本部町 ステーキマン
本部町 居酒屋 呑家
本部町 コンドミニアムありまばるビーチリゾート
本部町 スナックZERO
本部町 急急
本部町 スナック喫茶 味来
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本部町 民謡スナック 島唄あしび
本部町 美ら海太郎
本部町 ちゃんや～
本部町 焼肉料理名月館
本部町 スターバックスコーヒー沖縄本部町店
本部町 シークストア
本部町 割烹 大鷲
本部町 カフェヴェール
本部町 喫茶 森の宴（モリのウタゲ）
本部町 スナックエデン
本部町 スナック巴里
本部町 トンキホテ
本部町 居酒屋まさみ
本部町 かふーず
本部町 スマイル食堂＆Cafe
本部町 スナック喫茶Ria
本部町 白浜食堂
本部町 レストラン海路
本部町 えーま
本部町 民謡居酒屋 かなさんどー
本部町 Half Time Cafe
本部町 民宿 涼風（しらかじ）
本部町 みなと
本部町 ペンション・ビセザキ
本部町 Karaoke  &  Bar   MAKI
本部町 BAR 美ら
本部町 アンカフェ
本部町 MUSIC BAR VANVAN
本部町 呑兵衛 ひろ
本部町 コンフォート・ヴィラ
本部町 大ばんぶる舞
本部町 ちゅら12
本部町 あぶり家
伊江村 オーパス・ワン （opus one）
伊江村 にしんすに
伊江村 やまた
伊江村 クラブ みやらび
伊江村 MAX
伊江村 メンバーズラウンジ オーケー
伊江村 スナック喜楽
伊江村 カラオケ＆バー ORGY
伊江村 CAFE LOVERS ROCK
伊江村 居酒屋はとぽっぽ
伊江村 スナックjuju
伊江村 居酒屋 いちりき
伊江村 かどや お食事処
伊江村 エースバーガー
伊江村 スナックフレンド
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伊江村 居酒屋 沙武
伊江村 スナックゆき
伊江村 いーじま・とぅんがビーチ店
伊江村 スナック喫茶姫
伊江村 キャンディーポップ
伊江村 よしの屋
伊江村 スナック芭蕉布
伊江村 ピープル55
伊江村 民宿マルコポーロ
伊江村 ホワイトハウス
伊江村 スナック舞扇
伊江村 渚
伊江村 スナックチャイム
伊江村 あかり（スナック）
伊江村 楓
伊江村 カーサ・ビエント
伊江村 ふばがさ
伊江村 こころ
伊江村 こころハウス
伊江村 古民家味処 結
伊江村 ピザ屋TagGarden
伊江村 居酒屋大将
伊江村 坊'sキッチン
伊江村 みなと寿し
伊江村 居酒屋衆
伊江村 飲食店スナック&喫茶じゅん
伊江村 歌ハウスna-ri
伊江村 やま太郎
伊江村 カフェルアナ
伊江村 香来軒
伊江村 スナックじゅん
伊江村 伊江島郷土料理の店 友小
伊江村 再会
伊江村 食事処岬
伊江村 夢酒場
伊江村 スナック華恋
伊江村 ぷかまン家～
伊江村 伸
伊江村 いっぱいや
伊江村 18JUHACHIBAN(じゅうはちばん)
伊江村 居酒屋めとろ
伊江村 スナックサロン蘇鉄
伊江村 ポラリス
伊江村 海産物食堂みなみ
伊江村 カフェハーブ100％
伊江村 なつメロ酒場伊江島
伊江村 民宿ぎぼ
伊江村 はとば食堂
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伊江村 マリンハウスIE-アイランド
伊江村 スナック幸
伊江村 居酒屋向日葵
伊江村 民宿上間
伊江村 スナックぴゅあ
伊平屋村 お食事処 みなと
伊平屋村 umi cafe
伊平屋村 Barトップ
伊平屋村 伊平屋観光ホテル
伊平屋村 海産物料理 海魚
伊平屋村 釣り吉
伊平屋村 喫茶 ドリーム
伊平屋村 居酒屋ふる里
伊平屋村 結
伊平屋村 スナック 絆
伊平屋村 藤田食品
伊平屋村 カラオケスナックニューまどり
伊平屋村 スナック ルビー
伊是名村 居酒屋 さざ波
伊是名村 食事処 やま
伊是名村 なかゆくい
伊是名村 居酒屋 天城
伊是名村 スナック はな・はな
伊是名村 IZENA ROCK HOUSE
伊是名村 カラオケ居酒屋はなくひー
伊是名村 まる富
伊是名村 和洋食の店なか川館
伊是名村 いずみ荘
伊是名村 お食事処くい亭

中部 宜野湾市 BAR ONLY ONE
宜野湾市 麺処たかね
宜野湾市 ラウンジ Rouge
宜野湾市 TENQ
宜野湾市 Diner Tummy
宜野湾市 ドリームＬＡＮＤ
宜野湾市 こだわり厨房ちゃんとや
宜野湾市 Son'sHOPPE
宜野湾市 TOCONATSU
宜野湾市 喫茶 ADAZIO
宜野湾市 カフェ ユニゾン
宜野湾市 bistro oialc
宜野湾市 あまいか
宜野湾市 絶景社
宜野湾市 長浜屋
宜野湾市 ステーキハウス ウエスタン
宜野湾市 Bar SPUTNIK
宜野湾市 酒処 游
宜野湾市 ワビスケ浅田
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宜野湾市 おまめぼうや。食堂＆カフェ
宜野湾市 ミュージックのなかまたちM・N
宜野湾市 Turquoise
宜野湾市 ROUTE66
宜野湾市 ぎのわんcafeさし草
宜野湾市 ｃｏｍ－ｐｌａｃｅ
宜野湾市 お食事処ゆい
宜野湾市 S.H fan's BAR J.BOY..
宜野湾市 焼肉カルビ家
宜野湾市 創作酒場まっち 普天間店
宜野湾市 酒場 蔵まる
宜野湾市 小料理 キンモクセイ
宜野湾市 FISHTAIL
宜野湾市 炭火Bar GuluGulu
宜野湾市 フェリスタス
宜野湾市 Dining Blue B'z
宜野湾市 かねしろ商店
宜野湾市 ミル ベッソ（Mil besos）
宜野湾市 スナックcure(キュア)
宜野湾市 ラウンジ 楠
宜野湾市 BORDE
宜野湾市 沖縄そば専門店宜野湾そば
宜野湾市 居酒屋 ちゅんな～村
宜野湾市 すなつくなおみ
宜野湾市 中華厨房 鉄鍋家
宜野湾市 ソトナベ 宜野湾本店
宜野湾市  エンターテインメント カフェ＆バー ネスト
宜野湾市 Ｈａｖｅ Ｆｕｎ
宜野湾市 風来坊
宜野湾市 Make
宜野湾市 万有 わらく
宜野湾市 焼鳥 広州
宜野湾市 NINE
宜野湾市 So It Go ソイゴ
宜野湾市 酒場のマルミヤ
宜野湾市 ぐすくー台所
宜野湾市 Ｔａｍａｎｅｇｉ
宜野湾市 Football Life
宜野湾市 QUARTET
宜野湾市 魚升 宜野湾マリーナ前店
宜野湾市 海鮮食堂 うおます
宜野湾市 焼肉ホルモン のぼり苑
宜野湾市 Mama-ru
宜野湾市 Dining Caf’e mam.marl
宜野湾市 Barてーげー
宜野湾市 Karaoke bar Iori
宜野湾市 じゃらんじゃらん
宜野湾市 もんぜん
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宜野湾市 ほったらかし
宜野湾市 真栄原 柿兵衛
宜野湾市 Night Angei（ナイトエンジェル）
宜野湾市 カラオケＢａｒ 亀ちゃん
宜野湾市 旬の魚と炭火料理・酒BARいくた
宜野湾市 やきとりパーラー シロマタルー
宜野湾市 大衆洋風酒場アカミチトラフィック
宜野湾市 チャコール ビストロ てんにょ
宜野湾市 MARUMIYA CRAFTER
宜野湾市 Rise
宜野湾市 carol
宜野湾市 琉球Heat
宜野湾市 牛角宜野湾店
宜野湾市 VOGUE
宜野湾市 ゆらてぃく
宜野湾市 うちなーイタリアンSOLA
宜野湾市 夢屋酒場
宜野湾市 Pocha
宜野湾市  ガレージ バー JJ
宜野湾市 餃子居酒屋 江成
宜野湾市 バーバリック
宜野湾市 スナックFuna
宜野湾市 あかづき
宜野湾市 野だけ１丁目
宜野湾市 すずめ
宜野湾市 TOPRANK
宜野湾市 ラブメン本店
宜野湾市 こんなところに食堂
宜野湾市 ちゅらら
宜野湾市 隠れ家レストラン プティエトワール
宜野湾市 メヒコタコス
宜野湾市 バー恋物語
宜野湾市 カルディア
宜野湾市 Tatta
宜野湾市 スナック い恋
宜野湾市 グッドチキン
宜野湾市 Bar Cross over
宜野湾市 あぱらぎ宜野湾店
宜野湾市 BAR LisSE
宜野湾市 泡盛 小料理の店 ばがやー
宜野湾市 RuLer's TACORiCE
宜野湾市 酒処 麗春花
宜野湾市 mou
宜野湾市 Bar 素朴
宜野湾市 山羊料理店 ふるさと
宜野湾市 食楽歌采 大心
宜野湾市 ラウンジOP
宜野湾市 ラーメン工場 無双

26



宜野湾市 シルク
宜野湾市 Lounge Marina. del sol
宜野湾市 かまじゃNight
宜野湾市 ぴぃち
宜野湾市 待夢
宜野湾市 Ｂｕｒｇｅｒ Ｂｅａｒ / Ｃ＆Ｂ ｋｉｔｃｈｅｎ
宜野湾市 カラオケ BAR 歌王
宜野湾市 （居酒屋）大ちゃん
宜野湾市 リカー＆フード SHIMA
宜野湾市 花蓮
宜野湾市 麺恋まうろあ
宜野湾市 じゃむ
宜野湾市  ユートピア  
宜野湾市 酒処りとる
宜野湾市 スナック夢見月
宜野湾市 つけ麺のKEIJIRO宜野湾店
宜野湾市 Yume Wo Katare Okinawa
宜野湾市 クチパーク
宜野湾市 味処 阜
宜野湾市 Sea Son
宜野湾市 食事処 竹福
宜野湾市 串たつ
宜野湾市 GB
宜野湾市 BAR DEEP FOREST
宜野湾市 Bar DEEP OCEAN
宜野湾市 IL CUORE
宜野湾市 軽食の店ルビー 宜野湾店
宜野湾市 スナック琥珀
宜野湾市 あしびJima
宜野湾市 スナックほおずき
宜野湾市 Vietnam Marley
宜野湾市 パミール
宜野湾市 山羊料理富士
宜野湾市 ファーストチャンス
宜野湾市 めぇみち
宜野湾市 カフェ ブルー クレール （Café Bleu Clair ）
宜野湾市 居酒屋KOMESU屋
宜野湾市 天ぷら十割蕎麦 新次郎普天間店
宜野湾市 真
宜野湾市 しまや
宜野湾市 イタリアンバールココラータ
宜野湾市 ＧＯ ＦＬＡＴ
宜野湾市 ふるさと居酒屋 喜び
宜野湾市 沖縄料理としゃぶしゃぶのお店 赤瓦 あかがーら
宜野湾市 しゃぶしゃぶ温野菜 宜野湾店
宜野湾市 酒処しずく
宜野湾市 竜胆(RINDOU)
宜野湾市 ビストロリエールブランII
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宜野湾市 ぽこあぽこ
宜野湾市 お食事処三色屋
宜野湾市 カラオケ・パーティーハウス フラミンゴ
宜野湾市 喫茶アラジン
宜野湾市 カフェバル ミツバチ
宜野湾市 串酒屋泰
宜野湾市 定食なりた家
宜野湾市 月を詠ム
宜野湾市 やきとり 大福
宜野湾市 うみちか食堂
宜野湾市 宮古そば なかよし
宜野湾市 simu
宜野湾市 SunSun未来館
宜野湾市 なんじぁぁれ
宜野湾市 トロピカルハウス(宜野湾市トロピカルビーチ内・パーラー）
宜野湾市 ガスト宜野湾長田店
宜野湾市 七輪焼肉安安 ラウンドワン宜野湾店
宜野湾市 七輪焼肉安安宜野湾店
宜野湾市 SHOT BAR BIGTOMORROW
宜野湾市 サムズアンカーイン
宜野湾市 R.pes
宜野湾市 MUSIC BAR ele
宜野湾市 ミサ
宜野湾市 コミックバスター宜野湾店
宜野湾市 小料理 みのり
宜野湾市 肉&ワインバル COBY
宜野湾市 酒食の店品
宜野湾市 KOBA 
宜野湾市 スナック シャララ
宜野湾市 Amu-Lu
宜野湾市 木の下屋
宜野湾市 モスバーガー宜野湾大謝名店
宜野湾市 BAR ひょうたん島
宜野湾市 ロックジャミン
宜野湾市 Prime
宜野湾市 スナック幸
宜野湾市 BAR R&M
宜野湾市 雪んこ
宜野湾市 おでん 未亡人
宜野湾市 居酒屋さびら宜野湾
宜野湾市 Partir(パルティール)
宜野湾市 BAR CHILL OUT
宜野湾市 みそ汁亭秀
宜野湾市 すがこ
宜野湾市 TAKANE
宜野湾市 オハナ
宜野湾市 来ーれーぐぅー酢
宜野湾市 じゃじゃまる
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宜野湾市 創食酒楽はこ
宜野湾市 Cafe&Bar JOINT
宜野湾市 きよちゃん
宜野湾市 小料理居酒屋 ゆんた
宜野湾市 割烹 笹家
宜野湾市 さんるーむCafe
宜野湾市 BAR JUNKEY 
宜野湾市 sou/eatme
宜野湾市 最強食堂宜野湾店
宜野湾市 酒処 なかゆくい
宜野湾市 茶楽
宜野湾市 キンボシ屋
宜野湾市 居酒屋 ゴールデン
宜野湾市 らあめん 札幌や
宜野湾市 JERK AROUND
宜野湾市 居酒屋 まじゅん
宜野湾市 旬やざかり
宜野湾市 肴や 鯛の鯛
宜野湾市 路
宜野湾市 スナック 夜来香
宜野湾市 ヤーマン
宜野湾市 満月
宜野湾市 Eleganceカラオケカフェー鷹
宜野湾市 スナック ビッグハート
宜野湾市 夢一輪
宜野湾市 Cafe Bar Ｏｌｉｖｅ
宜野湾市 まかない家
宜野湾市 yuma's BAR
宜野湾市 スナック花
宜野湾市 真紀
宜野湾市 ラウンジSaKa
宜野湾市 肉BAL 105号室
宜野湾市 ニャンキー
宜野湾市 中華ラーメン悠楽
宜野湾市 焼肉・居酒屋はなゆう
宜野湾市 茶房まさり
宜野湾市 Crazy Heart
宜野湾市 らうんじ 結咲
宜野湾市 スナック一年生
宜野湾市 ゆんちゃんね
宜野湾市 キッチンHANA-GASA
宜野湾市 ニュー蟻
宜野湾市 居酒屋 暁（あかつき）
宜野湾市 Coropos(コロポス）
宜野湾市 南乃畑
宜野湾市 串・居酒屋 交差店
宜野湾市 野の花
宜野湾市 ひーこーん所
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宜野湾市 お好み焼 馬之助 真栄原店
宜野湾市 大戸屋宜野湾店
宜野湾市 Musub's  Bar Happiness 
宜野湾市 美ー子の店
宜野湾市 居酒屋割烹 普天間亭
宜野湾市 X
宜野湾市 スナック＆喫茶アゲイン
宜野湾市 おでん味美
宜野湾市 バーあまくま
宜野湾市 リアリティ 沖縄
宜野湾市 動く町 宜野湾店
宜野湾市 小料理 知念
宜野湾市 工芸、喫茶、ギャラリー てぃんさぐの花
宜野湾市 ひよこ
宜野湾市 お食事処みさき
宜野湾市 居酒屋 えん
宜野湾市 たんぽぽ
宜野湾市 カラオケコンパ花花
宜野湾市 LOCK
宜野湾市 メゾン＆語れ小ー
宜野湾市 よこづな
宜野湾市 PINK PANTHER
宜野湾市 おとめ
宜野湾市 lounge wit
宜野湾市 ピクシー
宜野湾市 鳥と卵の専門店 鳥玉 大謝名店
宜野湾市 みっちっち酒場
宜野湾市 ゴーパチ
宜野湾市 BAR NOMO-HIGH
宜野湾市 食ダイニングGoTma-ma
宜野湾市 ビストロ マッタカ
宜野湾市 ちゃんぷる居酒屋てつ
宜野湾市 喜楽
宜野湾市 ジーナの店
宜野湾市 Berry
宜野湾市 スナック さつき
宜野湾市 カレーハウスCoCo壱番屋ラウンドワン宜野湾店
宜野湾市 スナック リアン
宜野湾市 とあるＢＡＲ
宜野湾市 魚河岸の銀次
宜野湾市 炉ばた焼 みの家
宜野湾市 輝
宜野湾市 スナック COCO ココ
宜野湾市 艶（えん）
宜野湾市 スナック うさぎ
宜野湾市 エデン
宜野湾市 歌声スナック 遊歌(ゆうか）
宜野湾市 酒処桃香
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宜野湾市 小料理 ななつぼ
宜野湾市 BEEAR(ビーアー)
宜野湾市 おうちカフェ Kanjaya
宜野湾市 大衆イタ飯酒場あるべろぐらんで
宜野湾市 La Foret
宜野湾市 ＃NO NAME
宜野湾市 味処 田舎庵
宜野湾市 カラオケライブハウス舞歌
宜野湾市 新次郎FC宜野湾店 和食処葵
宜野湾市 おでん ともだち
宜野湾市 カラオケバーMOB
宜野湾市 貴
宜野湾市 すなっく真知子
宜野湾市 小料理 妃
宜野湾市 chobitto
宜野湾市 CLUB OQTAGON
宜野湾市 みっくすばー おくたごん
宜野湾市 ラウンジ・コウダ
宜野湾市 琉宮居酒屋亀千人 宜野湾コンベンション店
宜野湾市 かりゆし
宜野湾市 けや木
宜野湾市 ジョイフル
宜野湾市 珈琲待夢
宜野湾市 泡盛と小料理 いちゃびら
宜野湾市 割烹居酒屋シーサー
宜野湾市 ラウンジKacchan
宜野湾市 Lounge 柚木
宜野湾市 なみなみ亭
宜野湾市 journey
宜野湾市 DARIA
宜野湾市 焼肉 城
宜野湾市 エンジョイ
宜野湾市 age（アージュ）
宜野湾市 酒っ子
宜野湾市 吉野家 ３３０号線宜野湾店
宜野湾市 スナック都
宜野湾市 ちゃんぷる亭
宜野湾市 BAR Schaf
宜野湾市 ジョイフルまえはら店
宜野湾市 ジョイフル喜友名店
宜野湾市 大阪王将
宜野湾市 フェアーアトラクションズ̲コーヒースタンド̲
宜野湾市 スナック喫茶トッパーズ
宜野湾市 PIPELINE
宜野湾市 麺処わた琉
宜野湾市 海人工房一郎屋
宜野湾市 カラオケじゅん
宜野湾市 結菜
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宜野湾市 ライブ 「響」
宜野湾市 ＣＬＵＢ Ｌ
宜野湾市 ぷちはうす
宜野湾市 小料理春夏冬
宜野湾市 ラーメン専門店 永大安
宜野湾市 すきやきとおでんハウス 笑
宜野湾市 あやちゃん
宜野湾市 さっちゃん
宜野湾市 ショットバー モンタナ
宜野湾市 Ｂ－Ｓｉｄｅ ビヤガーデン
宜野湾市 ひまわり
宜野湾市 むりぶし（群星）居酒屋
宜野湾市 ＢＡＲ Ｂｅｌｌ
宜野湾市 小料理 亜細亜
宜野湾市 食酒左膳
宜野湾市 いつもの場所
宜野湾市 ラウンジ ステージドア
宜野湾市 ラウンジ銀花
宜野湾市 映美子
宜野湾市 シンディー
宜野湾市 ホルモン焼 サクラ
宜野湾市 Ｇｉｒｌｓ Ｂａｒ ＦＩＶＥ－Ｏ
宜野湾市 カラオケ clean(クリーン)
宜野湾市 スナック チップス
宜野湾市 お酒と小料理うない
宜野湾市 ㈱ジミー大山店
宜野湾市 美保
宜野湾市 居酒屋 Ｒｙｏ
宜野湾市 たかこ
宜野湾市 器（うつわ）
宜野湾市 アートグリーン メネ
宜野湾市 居酒屋 我ったー家
宜野湾市 サプライズ
宜野湾市 ギルビーＫ
宜野湾市 Lounge ViVi
宜野湾市 Ａｎｅ ｂａｒ Ａ＆Ｍ
宜野湾市 キューピット
宜野湾市 Ｂａｎ（ばん）
宜野湾市 華
宜野湾市 本マグロ鉄板炉端劇場 魚島屋
宜野湾市 和
宜野湾市 メルシーボク
宜野湾市 ナナ
宜野湾市 ふる里
宜野湾市 ピッツアTOGO
宜野湾市 ±零
宜野湾市 居酒屋土佐次郎
宜野湾市 よっちゃん
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宜野湾市 クレイドル
宜野湾市 歌声スナックいいとも
宜野湾市 虹妃（こうひ）
宜野湾市 ま～さ～
宜野湾市 IKUKO
宜野湾市 か～ら家（酒処）
宜野湾市 花織(おでん)
宜野湾市 東京やきとり酒場
宜野湾市 Bar RING
宜野湾市 日本料理禮二
宜野湾市 マイハウス
宜野湾市 おでん こがね日和
宜野湾市 しまちゃん
宜野湾市 凜
宜野湾市 ようこ
宜野湾市 居酒屋 幸乃
宜野湾市 カラオケステージ 独楽
宜野湾市 画廊喫茶るねさんす
宜野湾市 まさちゃん
宜野湾市 サロン・ド・ヴァンヴィーノ
宜野湾市 遊色居酒屋 ごしゃろ
宜野湾市 柚子
宜野湾市 スナック クレオール
宜野湾市 カラオケ蛍
宜野湾市 フォックステイル
宜野湾市 スナック るるぽ
宜野湾市 カサブランカ
宜野湾市 ラウンジ ＤＩＶＡ
宜野湾市 スナック 男女川
宜野湾市 Bar MOANA
宜野湾市 スナック玲奈
宜野湾市 華族
宜野湾市 我2桜(がじろう)ラーメン
宜野湾市 酒処 「みやき」
宜野湾市 エリーゼ
宜野湾市 絆
宜野湾市 ドルフィン
宜野湾市 コーヒー＆カラオケたんぽぽ
宜野湾市 スナック鳴都
宜野湾市 コメダ珈琲店 沖縄宜野湾宇地泊店
宜野湾市 Fantaji
宜野湾市 スナック林
宜野湾市 旬彩創作工房 なかむら
宜野湾市 カラオケスナック 花
宜野湾市 Y
宜野湾市 花ぐるま
宜野湾市 居酒屋 松っさん
宜野湾市 サーティワンアイスクリーム サンエー宜野湾コンベンションシティ店
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宜野湾市 うりずん
宜野湾市 げんてん
宜野湾市 洋食  Ｂａｒ ナギサ
宜野湾市 スナック白馬
宜野湾市 円
宜野湾市 フォーエバー
宜野湾市 酒処 心
宜野湾市 スナック ぴえろ
宜野湾市 ＴＥＥＣＨ
宜野湾市 奈々
宜野湾市 LOUNGE ラ・ボヌール
宜野湾市 茶茶
宜野湾市 和
宜野湾市 秋桜
宜野湾市 メインクーン
宜野湾市 スナック レジェンド
宜野湾市 琉球新麺通堂 琉大北口店
宜野湾市 小料理だいこん
宜野湾市 DANNY
宜野湾市 ＦＥＮＤＩ
宜野湾市 NEW CLUB L
宜野湾市 友友～ともとも～
宜野湾市 中国料理 孔雀樓
宜野湾市 カラオケパブエレガンス
宜野湾市 ターシャ
宜野湾市 人情屋台わんでぇい
宜野湾市 竹馬（炭焼料理）
宜野湾市 金時計
宜野湾市 スナック＆バー ブルート
宜野湾市 恵
宜野湾市 カラオケスナックうたら
宜野湾市 一番餃子 宜野湾店
宜野湾市 居酒屋 しいたけ
宜野湾市 旬鮮一歩
宜野湾市 まえはら笑店
宜野湾市 カラオケスポットジョイ
宜野湾市 ぱいかじ沖国大前店
宜野湾市 princess milyu(ﾌﾟﾘﾝｾｽ ﾐｭ)
宜野湾市 トラットリア しょーぶー
宜野湾市 夕月
宜野湾市 なりそば
宜野湾市 スナックかえり道
宜野湾市 ヴィーナス
宜野湾市 串焼き 一羽
宜野湾市 小料理 七
宜野湾市 割烹ハイウェイ１
宜野湾市 赤道ラーメン 真栄原店
宜野湾市 和風亭
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宜野湾市 トットちゃん
宜野湾市 夕月
宜野湾市 カラオケスナック リーベ
宜野湾市 ラウンジ 涼
宜野湾市 LR
宜野湾市 Gwave Cafe
宜野湾市 ラウンジモンステラ
宜野湾市 地酒とワインと焼鳥 Tui
宜野湾市 スナック銀
宜野湾市 菜食酒蔵おうか
宜野湾市 snack 201
宜野湾市 がぶり
宜野湾市 ROSSO
宜野湾市 スシローはにんす宜野湾店
宜野湾市 米や松倉
宜野湾市 293
宜野湾市 bene
宜野湾市 Bar Opera
宜野湾市 TONE（トーン）
宜野湾市 FREEMOON  フリームーン
宜野湾市 パセオガーデン
宜野湾市 BAR STOP
宜野湾市 屋台の焼鳥 TORIおじさん
宜野湾市 輪
宜野湾市 壺中天
宜野湾市 和琉ダイニングあんのんannon
宜野湾市 羽衣・明海・平安
宜野湾市 シルクロード
宜野湾市 パドル
宜野湾市 カラオケハウスとまと宜野湾店
宜野湾市 ひまわり
宜野湾市 カラオケ歌丸 宜野湾店
宜野湾市 １９ばん
宜野湾市 スターバックスコーヒー沖縄宜野湾店
宜野湾市 ラウンジ遊遊
宜野湾市 ホルモン食堂 犇まる(ほんまる)
宜野湾市 MUSIC Bar NANA
宜野湾市 BAR NEX ROW
宜野湾市 COCORU
宜野湾市 小料理 セントポーリア
宜野湾市 Lady
宜野湾市 スナック「北極星」
宜野湾市 加藤食堂
宜野湾市 E-en（イーエン）
宜野湾市 コンビ
宜野湾市 喫茶ポプリ
宜野湾市 すなっく 要
宜野湾市 カラオケスナックとんぼ

35



宜野湾市 焼肉あじと
宜野湾市 Dining Bar White Horse
宜野湾市 酒場WONDERLAND
宜野湾市 タマ
宜野湾市 IRIS
宜野湾市 炙り者
宜野湾市 カフェ ノニナ
宜野湾市 grande グランデ
宜野湾市 沖縄そば処 はなきなぁ～
宜野湾市 酒と肴旅
宜野湾市 selfish(セルフィッシュ)
宜野湾市 居酒屋源平
宜野湾市 サロン 小鳩
宜野湾市 マンガ喫茶ビックバード
宜野湾市 串角我如古店
宜野湾市 パラダイス
宜野湾市 丸亀製麺 宜野湾店
宜野湾市 3びきの子ぶた
宜野湾市 パイレーツスタジオ
宜野湾市 南方楽酒KAN
宜野湾市 ラウンドワン 宜野湾店２F
宜野湾市 ラウンドワン 宜野湾店３F
宜野湾市 ラウンドワン 宜野湾店６F
宜野湾市 mofgmona 
宜野湾市 エンジョイBOX
宜野湾市 酒処 明ん家
宜野湾市 居酒屋 割烹ひろた
宜野湾市 カップメン
宜野湾市 すき家 58号宜野湾大謝名店
宜野湾市 八
宜野湾市 SO Crazy 738
宜野湾市 すき家 宜野湾我如古店
宜野湾市 ティールームシエルティー
宜野湾市 RIDER'S GARAGE CAFE & DINER
宜野湾市 ひのえ
宜野湾市 あらくれ鰹者
宜野湾市 ゆいまぁる
宜野湾市 ROUGE（ルージュ）
宜野湾市 ピザハウスジュニア普天間店
宜野湾市 漫画喫茶 あしべ
宜野湾市 SOUL POWER
宜野湾市 やよい軒はにんす宜野湾店
宜野湾市 simasi303
宜野湾市 酒処 縁
宜野湾市 大衆焼肉 満福
宜野湾市 追風丸ラーメン（はやてまる）
宜野湾市 酒善 糸
宜野湾市 mati-cafe
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宜野湾市 Girls Bar Bplus
宜野湾市 Black☆Bunnys 黒兎
宜野湾市 cassy
宜野湾市 PePePe...
宜野湾市 ピッピの酒場
宜野湾市 炭火焼とり ながた
宜野湾市 酒膳・カラオケ 百千花
宜野湾市 RICKY STEAK HOUSE
宜野湾市 G&S
宜野湾市 小料理ろまん
宜野湾市 くぅ
宜野湾市 酒処 はなはな
宜野湾市 幸千（おでん）
宜野湾市 モスバーガー宜野湾野嵩店
宜野湾市 円盤屋
宜野湾市 ミスタードーナツサンエーコンベンションシティ店
宜野湾市 ミスタードーナツサンエー大山ショップ
宜野湾市 Plumeria プルメリア
宜野湾市 ボアソルチ
宜野湾市 カラオケBanBan 宜野湾愛知店
宜野湾市 スナック杏
宜野湾市 MELLOW
宜野湾市 コインランドリー&カフェ
宜野湾市 カラオケメトロ
宜野湾市 亜洲飯店
宜野湾市 酒処 古島
宜野湾市 BAR SENTER
宜野湾市 オーシャングリル
宜野湾市 手打ちラーメンかなざわ
宜野湾市 麺屋はちれん
宜野湾市 perfect Dream
宜野湾市 パーラー カバオ
宜野湾市 Bar Rest
宜野湾市 大衆ろばた焼酒場足立屋
沖縄市 KARAOKE BAR Amigo
沖縄市 バー ジュネース
沖縄市 Ａｎｇｅｌｏ
沖縄市 Cafe Bar ABC
沖縄市 Butcher 
沖縄市 BAR MOBY DICK
沖縄市 Bar Breath ブレス
沖縄市 スナック奈奈
沖縄市 肉バル絆CONNECTION
沖縄市 赤道ラーメン泡瀬店
沖縄市 TIME TUNNEL
沖縄市 チェイルスンドゥブ
沖縄市 韓国料理酒場ビミル
沖縄市 ROUTE88
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沖縄市 キッチンのぎ
沖縄市 沖縄とんたん炭火焼き帯広豚丼専門店
沖縄市 居酒屋 ここから
沖縄市 華虎商店
沖縄市 癒食酒房たかはし
沖縄市 Mona・Cafe
沖縄市 赤道ラーメン中の町店
沖縄市 Lounge 月 Tsuki
沖縄市 BBキング
沖縄市 味酔処わがまま（中の町店）
沖縄市 ブーラ帝国宮里店
沖縄市 ちょっと一杯
沖縄市 赤道ラーメン美里店
沖縄市 GOLD
沖縄市 小夜の部屋
沖縄市 居酒屋 れんまろ
沖縄市 テンポイント(Ten Point)
沖縄市 明生
沖縄市 日本酒×魚 魚ぽぽ
沖縄市 アイランドライフ
沖縄市 カラオケ えほう
沖縄市 BAR 結（むすぶ）
沖縄市 ローラーガールズ
沖縄市 Bar BOAR HAT
沖縄市 Bar Archi
沖縄市 やきとんブーちゃん
沖縄市 Garyu-ya
沖縄市 スラッガー
沖縄市 AKI.sBar
沖縄市  鉄板×串 三國串
沖縄市 ホルモン焼道場瑩
沖縄市 SKATE CLUB ORION
沖縄市 GRANDE
沖縄市 BAR DEN
沖縄市 ランカスター
沖縄市 ラウンジ カシータ
沖縄市 金魚
沖縄市 mostrar モストラル
沖縄市 ダーツBar クリケット
沖縄市 スモークキャンプ
沖縄市 コザメトロ
沖縄市 instadium
沖縄市 炭火焼居肴屋わら
沖縄市 SHANKS
沖縄市 BAR GOOD DAY
沖縄市 カフェギャラリー アランフェス工房
沖縄市 二代目串カツ劇場
沖縄市 畑HAL
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沖縄市 大衆食堂つかでん
沖縄市 sure シュール
沖縄市 BAR People
沖縄市 串カツ劇場
沖縄市 REST BAR Mekeni Okinawa
沖縄市 UpLift
沖縄市 BARmomoの木
沖縄市 ダイニング酒場おさるや
沖縄市 シーサー亭
沖縄市 おしゃれ関係
沖縄市 スナック「美月」
沖縄市 カフェ ビ・クレア
沖縄市 旨いもん酒場やんちゃ
沖縄市 我桜
沖縄市 BAR 田州
沖縄市 味処だるま亭
沖縄市 フィーリング
沖縄市 CHILLAX
沖縄市 美女林
沖縄市 なつメロ すみちゃん
沖縄市 コザ 酒楽 ＥＢ
沖縄市 サンライズレストラン
沖縄市 NIKITA
沖縄市 ヒカリKitchen Food＆Drink
沖縄市 Bar 神楽坂
沖縄市 フルール・パリ
沖縄市 ジーナ
沖縄市  Bon Declic
沖縄市 一品茶屋 居ちゃり場
沖縄市 海産物料理 大漁
沖縄市 バーちょっと
沖縄市 Bar b.p.m.
沖縄市 酒里庵
沖縄市 レストランまあーさんはうす
沖縄市 PLATINA
沖縄市 グリース
沖縄市 BROTHER
沖縄市 シャルル
沖縄市 DBRO (ドブロ)
沖縄市 和琉ダイニング東や
沖縄市 酒処みのり
沖縄市 ほろ酔い酒場よいち
沖縄市 ＭＵＳＩＣ ＢＡＲ タイガーアイ
沖縄市 牡蠣専門居酒屋カキラバ
沖縄市 カフェテラス ガルシア
沖縄市 おでんくん
沖縄市 second SECRET
沖縄市 路地裏キッチンよねまる
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沖縄市 麺家 忍太郎
沖縄市 食楽酒房 じゅりあ
沖縄市 SHOT BAR JOKER
沖縄市 スナック輝
沖縄市 ゆいまーる人
沖縄市 ＢＡＲ Ａｌｐｈａ
沖縄市 〆処たかちゃんち
沖縄市 鉄板ダイニング Red ahiahi
沖縄市 ショットバー アイラ
沖縄市 スナックちゅら
沖縄市 泡瀬ホルモン
沖縄市 大漁上間
沖縄市 OHANA
沖縄市 Shaker
沖縄市 BAR A,ｔ（エース)
沖縄市 エレガンス
沖縄市 春木屋
沖縄市 居酒屋「平松」
沖縄市 614
沖縄市 小料理明日葉
沖縄市 スナックちょこっと
沖縄市 STEAK&BAR G.CO
沖縄市 かよいふね
沖縄市 ANGELES CITY
沖縄市 The Lounge
沖縄市 喜楽
沖縄市 Gitane
沖縄市 ゆるりBar SAINT-セイント-
沖縄市 Bar Paraiso
沖縄市 居酒屋だーダーDAー
沖縄市 ごまGonEBISUYA
沖縄市 F I R E
沖縄市 One coin bar 80’s
沖縄市 BAR HOPE 916
沖縄市 カラオケ 遊
沖縄市 キッチン林錨
沖縄市 Voltage(ボルテージ)
沖縄市 カラオケ キッス
沖縄市 fortuna
沖縄市 銘酒と和牛と海鮮の店 牛蔵
沖縄市 幸奈
沖縄市 Earth(アース）
沖縄市 Standing Bar U.S.A
沖縄市 Ocean(オーシャン）
沖縄市 こころ
沖縄市 LOCO ISLAND
沖縄市 ラグジュアリ
沖縄市 shishalounge mood
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沖縄市 あおぞら空挺団
沖縄市 夜麺食堂 松風
沖縄市 Eden
沖縄市 城歌
沖縄市 キルタイム
沖縄市 ASOBI BAR BOOZER
沖縄市 酒場ジョージ
沖縄市 一休亭 歩
沖縄市 Blue Habu 酒店＆バー
沖縄市 翔
沖縄市 棟梁
沖縄市 酒食処 旬
沖縄市 丹己
沖縄市 居酒屋 ひろまさ
沖縄市 Rose
沖縄市 模遊処 はなみち
沖縄市 フォーク Ｂａｒ 山ちゃん
沖縄市 tomarigi
沖縄市 友人（どぅしび）
沖縄市 銀河
沖縄市 Be²bar
沖縄市 コミックバスター沖縄知花店
沖縄市 OTOGOZE 乙御前
沖縄市 FAVORITO
沖縄市 棚原
沖縄市 鼓響館
沖縄市 Blue Cafe Gate2
沖縄市 沖縄そば家
沖縄市 ＴＯＮＮＥＡＵ（トノー）・樽
沖縄市 カラオケ、居酒屋(のんべぇー)
沖縄市 食楽
沖縄市 わんから
沖縄市 Loca805
沖縄市 ＳＥＩＮ（セイン）
沖縄市 スナック雅
沖縄市 予約席
沖縄市 ETERNITY(エタニティー)
沖縄市 スナック ツバキ
沖縄市 めいちゃん
沖縄市 JK・MIX
沖縄市 ジャンバラヤ M.
沖縄市 カラオケ・パブPANKY・WOMAN
沖縄市 麺処 桃原
沖縄市 スナック涼
沖縄市 みなづき
沖縄市 牛角泡瀬店
沖縄市 幸せになろう
沖縄市 粉処ふじ田
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沖縄市 スナック凛
沖縄市 Lounge「楷」～kai～
沖縄市 たこ焼きBARとんぼ
沖縄市 Duplex
沖縄市 ランコントレ
沖縄市 美奈子minako
沖縄市 麺屋 武虎 泡瀬店
沖縄市 ローズサイン
沖縄市 もも叶
沖縄市 アマゾネス
沖縄市 ピュアゴールド
沖縄市 ナイトスナック樂々
沖縄市 蛸入洞 コザ十字路
沖縄市 Bar Party Queen
沖縄市 ラーメン暖暮 沖縄美原店
沖縄市 KEY'SCAFE/キーズカフェ
沖縄市 モンサンターブル
沖縄市 ROSE HILL
沖縄市 おもてなし酒場 蓮
沖縄市 INKA CHICKEN
沖縄市 ハーベスト
沖縄市 ペルシャ
沖縄市 喫茶 亜米利加通り
沖縄市 TEEDA BAR
沖縄市 もぐもぐ
沖縄市 Premium club AQUA
沖縄市 炭火やきとり もも太郎
沖縄市 レコードバー アビイ・ロード
沖縄市 C2
沖縄市 泡瀬フレンチ堂
沖縄市 夕凪 ゆうなぎ
沖縄市 BCB 行来
沖縄市 Bar Bali
沖縄市 美崎牛
沖縄市 BAR AVENUE
沖縄市 優
沖縄市 ファーストカフェ
沖縄市 HANARI
沖縄市 千草
沖縄市 お好み焼き工房「やっぱ好きやねん」
沖縄市 バー美島桜
沖縄市 カラオケスナック深夜食堂
沖縄市 CLASS MATE
沖縄市 りぼん
沖縄市 バークランプ
沖縄市 osteria Corleone
沖縄市 ピンクレディー
沖縄市 SALON ALLBROS
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沖縄市 Exe
沖縄市 Cat's eye
沖縄市 焼肉ホルモン たくじ
沖縄市 RitaGreen
沖縄市 言問橋
沖縄市 RUM BAR Hallelujah
沖縄市 街の灯り
沖縄市 郷里居酒屋 志堅原
沖縄市 牛角美里店
沖縄市 ＢＵＲＮＥＲＤ
沖縄市 酒処 えん
沖縄市 下品なぐらいダシのうまいラーメン屋
沖縄市 凜
沖縄市 火然
沖縄市 ファンタジー
沖縄市 カレーハウスCoCo壱番屋沖縄美里店
沖縄市 BAR good moon
沖縄市 COLY
沖縄市 SIXNINE
沖縄市 jeep
沖縄市 居酒屋島ぞー
沖縄市 カレーハウスCoCo壱番屋沖縄南インター店
沖縄市 スナックピュア
沖縄市 パークレストラン花
沖縄市 居酒屋リュウ太
沖縄市 野菜巻串屋 ぐるり 泡瀬店
沖縄市 コザの創作キッチン  IPPEI
沖縄市 カラオケ居酒屋 ザ・ベストテン
沖縄市 居酒屋亀千ゃんの所
沖縄市 こないBAR？
沖縄市 居酒屋 おたべあん
沖縄市 舞舞
沖縄市 山羊料理 南山
沖縄市 美酒喝采
沖縄市 土間
沖縄市 サザンカムフォート
沖縄市 和洋創作ダイニングはなび
沖縄市 遊旬采厨房 童子
沖縄市 和彩酒房 宮
沖縄市 Foods Bar Eran
沖縄市 ホルモン焼道場 中の町本店
沖縄市 割烹よしかつ
沖縄市 ビリヤード＆ダーツ ＣＲＯＳＳ
沖縄市 華
沖縄市 BAR 月
沖縄市 ココス沖縄登川店
沖縄市 スナック 理恵
沖縄市 ＢＬＩＳＳＦＵＬ
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沖縄市 炎(えん)
沖縄市 モンロー
沖縄市 小料理 おたま
沖縄市 BAR BODEGA バーボディガ
沖縄市 スナック喫茶ふれんどさーくる
沖縄市 Oppai Art Gallery
沖縄市 Gate2Garage 
沖縄市 デイゴ
沖縄市 居酒屋 GOO  きっちん
沖縄市 LOUIS' (ルイズ)
沖縄市 ぬちぐすい
沖縄市 Downtown Donuts（ダウンタウンドーナッツ）
沖縄市 ダイヤモンド
沖縄市 カラオケ酒処たつみ
沖縄市 メロディー
沖縄市 パナマ原人泡瀬店
沖縄市 ティールーム フリーダム
沖縄市 BARみらい
沖縄市 来夢
沖縄市 カラオケマイム 諸見里店
沖縄市 居酒屋 むかい
沖縄市 島ちゃん
沖縄市 ＡＫ．
沖縄市 なすび
沖縄市 からおけラウンジやっちん
沖縄市 BISTRANTE いと村
沖縄市 真樹
沖縄市 割烹さんま
沖縄市 カジュアルキッチン ライズ
沖縄市 Lien
沖縄市 Billiards&Darts PEACE
沖縄市 居酒屋あやせみ
沖縄市 酒処 牧
沖縄市 バー 花時間
沖縄市 プリモキッチン美里店
沖縄市 あけみの店セラヴィ
沖縄市 Twins R&B Cafe Lounge
沖縄市 まんが喫茶ブルーラビット
沖縄市 恋するBAR いちころ
沖縄市 政之介
沖縄市 居酒屋旬菜ま～す
沖縄市 島唄スナック 花ぬ島
沖縄市 都レストラン
沖縄市 集夜
沖縄市 あうん
沖縄市 APEX
沖縄市 いつものところ
沖縄市 セブンスヘブンコザ
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沖縄市 浪浪
沖縄市 樹
沖縄市 居酒屋サンニン
沖縄市 風味
沖縄市 青い鳥
沖縄市 淳平
沖縄市 スナック クリア
沖縄市 Kotobuki
沖縄市 小料理 秀
沖縄市 さくら
沖縄市 和 なごみ
沖縄市 カラオケ BAR JOJO
沖縄市 CLUB BAR 笑屋
沖縄市 和酒房 山本
沖縄市 BAR WORKSPECIAL
沖縄市 KARAOKE-Ma-Ko(B号)
沖縄市 COCOMO（ココモ）
沖縄市 さくら
沖縄市 琉華
沖縄市 うちなー酒処わったぁやー
沖縄市 呂護棲○（ろごすえん）
沖縄市 ポラリス
沖縄市 芭蕉布
沖縄市 クラブラウンジ ラハイナ
沖縄市 Gablit
沖縄市 やすらぎ
沖縄市 JET SWEETS
沖縄市 ICHIYA
沖縄市 ステーキハウスビッグハート
沖縄市 スナック まごころ
沖縄市 ハート泥棒
沖縄市 スナック順
沖縄市 スナック夢花
沖縄市 酒処万寿
沖縄市 TRIVE．HOMME
沖縄市 HINOTORI
沖縄市 フェロー
沖縄市 みどりかわ
沖縄市 DRESS DINER（ドレスダイナー）
沖縄市 少女
沖縄市  CLUB GARDEN
沖縄市 COM'S
沖縄市 浜比嘉
沖縄市 れん
沖縄市 恵ちゃん
沖縄市 シーサーラウンジアンドテラス
沖縄市 デコちゃん
沖縄市 BAR JACK-POT
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沖縄市 Ｔせら
沖縄市 こなつ
沖縄市 ニューフレンド
沖縄市 志情
沖縄市 マクドナルド 登川店
沖縄市 まーみー
沖縄市 Bar Cherry Bomb
沖縄市 Bar NORA-KURA
沖縄市 二合半
沖縄市 シマノワ
沖縄市 りみ
沖縄市 じゅねーど
沖縄市 OKAWARI 
沖縄市 BARふくろう
沖縄市 スナックコザ
沖縄市 黒毛和牛 あやはし
沖縄市 TEQUILA
沖縄市 WAKUCHIN 2
沖縄市 すなっく舞
沖縄市 ラストストップ
沖縄市 ダイニング工房 かぶや
沖縄市 BIRDIE KOZA
沖縄市 華麗
沖縄市 レストラン＆Bar Latin.Soul
沖縄市 Bar bitz
沖縄市 スナック卓
沖縄市 Latin Soul Bailando Bar
沖縄市 ラウンジTOMO（とも）
沖縄市 ＢＡＲ Ｎ
沖縄市 スナック 道づれ
沖縄市 SHARE
沖縄市 最強食堂 美里店
沖縄市 ジョイ
沖縄市 パームツリー
沖縄市 居酒屋 とと
沖縄市 酒肴場 鱗の菜
沖縄市 イーグル
沖縄市 KUIKO KEBABU
沖縄市 カラオケパブ 音はずれ
沖縄市 白ゆり
沖縄市 早苗
沖縄市 笑い酒
沖縄市 スナック あねら
沖縄市 ゆくり家 お花
沖縄市 風車(かじまや～)
沖縄市 カラオケラウンジ kiki
沖縄市 シネマプラザハウス
沖縄市 カラオケワールド いいないいな
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沖縄市 カラオケビックボックスジュニア美里店
沖縄市 琴
沖縄市 BARbreak
沖縄市 ジュリアナ沖縄（JULIANAOKINAWA ）
沖縄市 みんなのイタリアン
沖縄市 Himboos
沖縄市 奇跡の手羽先 サラリーマン横丁 一番街店
沖縄市 モンキーズ
沖縄市 気分屋バル いるき
沖縄市 だるま
沖縄市 Bar TATSU
沖縄市 スナックまき
沖縄市 菜々
沖縄市 JACK
沖縄市 洋風茶館ミッドビレッジ
沖縄市 イタリアン酒場Baggio(バッジョ)
沖縄市 Cafe&Bar UlUlA
沖縄市 ミモザ館
沖縄市 居酒屋 歩っぽや
沖縄市 LOUNGE LINK
沖縄市 SARA SARA
沖縄市 スナック桜羅
沖縄市 居酒屋 Rin
沖縄市 garden
沖縄市 居酒屋安寿
沖縄市 ケンタッキーフライドチキン プラザハウス店
沖縄市 ゴージャス
沖縄市 くら亭
沖縄市 居食屋鈴々
沖縄市 焼肉きんぐ 沖縄美里店
沖縄市 カラオケ居酒屋kizuna
沖縄市 スナック千華
沖縄市 角商事
沖縄市 リゾートダイニング ポコアポコ 沖縄市店
沖縄市 大戸屋 登川店
沖縄市 檸檬の部屋
沖縄市 アヒル亭
沖縄市 サムズバイザシー
沖縄市 シェーキーズ プラザハウス店
沖縄市 センターステージ
沖縄市 宮里九班
沖縄市 Anonymous
沖縄市 Ayurveda Indian Restaurant&Bar
沖縄市 酒膳処 和和
沖縄市 ローザ
沖縄市 Madira
沖縄市 GATORS
沖縄市 ホットライト
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沖縄市 Bar MUGEN
沖縄市 ケンタッキーフライドチキン 美東泡瀬店
沖縄市 M star
沖縄市 ケンタッキーフライドチキン 登川店
沖縄市 chou chou
沖縄市 まりの
沖縄市 MIXBARみらいDEハッピー
沖縄市 カーサ・マデーラ
沖縄市 BAR  CHARME
沖縄市 Jewel (ジュエル)
沖縄市 Desir(デジール)
沖縄市 パールさんの家のカリー&ケバブ その他いろいろ
沖縄市 LOKAHI
沖縄市 スナックスキャンダル
沖縄市 居酒屋 岡
沖縄市 CONNECT
沖縄市 がじゅまるの森
沖縄市 SKal(スコール)
沖縄市 Bar Nights
沖縄市 菩提樹
沖縄市 居酒屋かめや
沖縄市 バンブーカフェ
沖縄市 色彩
沖縄市 伊礼商店
沖縄市 Bar Stand By Me
沖縄市 コザドライブインレストラン
沖縄市 700
沖縄市 B'z bar Pleasure
沖縄市 BOBBY'S
沖縄市 大黒食堂
沖縄市 バー 峰
沖縄市 PIZZA555
沖縄市 アッコの朝ごはん
沖縄市 大戸屋 泡瀬店
沖縄市 ティーダの海 高原店
沖縄市 らー麺 アオキジ
沖縄市 食堂えのぐ
沖縄市 creamy.coco
沖縄市 絆
沖縄市 鈴鈴
沖縄市 トタン
沖縄市 アゲハ
沖縄市 酒処 月
沖縄市 居酒屋 ぎるー食堂
沖縄市 松竹
沖縄市 純道場
沖縄市 スパイスカレー パルミラ
沖縄市 居酒屋翼
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沖縄市 クイン
沖縄市 麗璃杏(れいりあん)
沖縄市 キャバレームーンライト
沖縄市 魚笑
沖縄市 ガスト沖縄高原店
沖縄市 酒処浪漫
沖縄市 くいもんBAR FOX
沖縄市 つけ麺 ジンベエ
沖縄市 ハッピーハウス
沖縄市 「八千代」演歌花舞台
沖縄市 Relations
沖縄市 Bar Nagomi
沖縄市 Rooms
沖縄市 王様と私
沖縄市 スワン
沖縄市 カラオケダイニングbarma-sa
沖縄市 三家
沖縄市 福寿草
沖縄市 パームス
沖縄市 ホルモン一番屋
沖縄市 OCTO BAR
沖縄市 SOLE KAFE
沖縄市 浜カラオケ道場
沖縄市 ビーナス
沖縄市 ほろ酔い処 こいき
沖縄市 潤
沖縄市 すみれ
沖縄市 alcohol salon Tumura
沖縄市 Jasmine（ジャスミン）
沖縄市 絹の家
沖縄市 丸長食堂
沖縄市 メビウスの輪
沖縄市 イェンテシンセマニアック
沖縄市 五楽苑
沖縄市 湯葉豆富料理 魚民
沖縄市 スナック 喫茶 つくし
沖縄市 スナック アマリージュ
沖縄市 ラウンジLucia
沖縄市 スナック心音
沖縄市 小料理兎月
沖縄市 FIRST CHANCE PUB
沖縄市 小料理 奈月
沖縄市 ファーストチャンス
沖縄市 希亜(ノア)
沖縄市 Crossed Piston Saloon
沖縄市 SMITTY`S
沖縄市 美酒BAR久保田
沖縄市 LIGHT HOUSE

49



沖縄市 だるまそば
沖縄市 琉球CHOP
沖縄市 居酒屋bar B-1
沖縄市 BAR FAVOR
沖縄市 尚
沖縄市 K-WAVE
沖縄市 恋染
沖縄市 コザ商店
沖縄市 ロロイチ
沖縄市 スナック喫茶プリンス
沖縄市 ダンススタジオG-1
沖縄市 Bar結
沖縄市 POST（ポスト）
沖縄市 ノア
沖縄市 ブラスファンタジー
沖縄市 彩ーさいー
沖縄市 カラオケバーキララ
沖縄市 Karaoke Cafe Serena
沖縄市 Lucky Seven
沖縄市 BAR CORVETTE
沖縄市 Bar Wildcock's
沖縄市 友情
沖縄市 バーポーキーズ
沖縄市 みさとのさかば
沖縄市 魚幸（うおさち）
沖縄市 クローバー
沖縄市 ラグーン（スナック）
沖縄市 スナック（イース）
沖縄市 スナック 富貴
沖縄市 ナイト・スナック 絆
沖縄市 はっぴぃついんず
沖縄市 Food BAR T&T
沖縄市 カラオケステージ一福
沖縄市 MB1(エンビーワン)
沖縄市 沖縄料理と泡盛ショーリの店
沖縄市 Cafe&Bar GReen Mint
沖縄市 ファミリーレストランラベンダー
沖縄市 姉妹
沖縄市 モーリシャス
沖縄市 FMKOZARADIO&CAFEBAR
沖縄市 ローズ
沖縄市 きゃばくら幕府
沖縄市 ABBA(アバ)
沖縄市 やきとり工場炭家（黒猫屋美里店）
沖縄市 カフェーピンキー
沖縄市 七輪焼肉安安 比屋根店
沖縄市 Silky.k
沖縄市 串焼き94special
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沖縄市 コム・シェ・ソワ
沖縄市 CLUB anan(案案）
沖縄市 七輪焼肉 安安 美原店
沖縄市 酒バル RAKU
沖縄市 Lea Dream
沖縄市 MARIBU(マリブ)
沖縄市 Bar JuNo
沖縄市 カラオケラウンジ音音（ねね）
沖縄市 シークレット
沖縄市 カラオケ処灯
沖縄市 スナック鈴
沖縄市 いかな思らわん
沖縄市 まーくん
沖縄市 どぅし
沖縄市 トライアングル
沖縄市 居酒屋 善
沖縄市 糸瀬
沖縄市 さわやか
沖縄市 カヤハット(KAYA HUT)
沖縄市 JET
沖縄市 パンプキン
沖縄市 トレンディー
沖縄市 やきとり串源
沖縄市 しぃーぐゎー
沖縄市 さくら
沖縄市 パブ喫茶ラ・スール
沖縄市 Bar TENJIKU 
沖縄市 ロマンス
沖縄市 Classic Blue
沖縄市 スナック来Rai
沖縄市 ちんぷん館
沖縄市 登川家
沖縄市 酒処&カラオケ恵子
沖縄市 でいご
沖縄市 カフェときわ
沖縄市 LIVE&BAR REVERSE
沖縄市 PokerBarHobby
沖縄市 アリアーニ
沖縄市 La'Reir
沖縄市 Bar たまの家
沖縄市 しまぞうり
沖縄市 FOLK CAFE シンシア
沖縄市 BAR First
沖縄市 奈奈
沖縄市 おとらく コザ劇場
沖縄市 コザ村
沖縄市 カラオケスポット 唄横丁
沖縄市 PLAYAZ
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沖縄市 the CAVE
沖縄市 LiAN(リアン)
沖縄市 屋台風居酒屋 Ｆｒｅｅ Ｓｔｙｌｅ
沖縄市 喫茶時計台
沖縄市 タイスパイス
沖縄市 NISHIKI(ニシキ)
沖縄市 ナンカイ
沖縄市 ステーキハウスビッグハート
沖縄市 カフェラウンジワンフォア
沖縄市 BAR微風
沖縄市 串焼きの店火の国
沖縄市 ヴィガー
沖縄市 スナック洋子
沖縄市 芭蕉布
沖縄市 福ちゃん
沖縄市 MixBar良華
沖縄市 プレイヤーズカフェ
沖縄市 雅
沖縄市 ３Ｌ （スリーエル）
沖縄市 ティアラ
沖縄市 BAR JACKALL.
沖縄市 宗や
沖縄市 ペグ
沖縄市 金細工
沖縄市 居酒屋一本槍
沖縄市 Ｆｏｏｄ＆ＢａｒＣｏｌｏｒ
沖縄市 ハングオーバー
沖縄市 スナック ブー子
沖縄市 スナック園
沖縄市 小雪
沖縄市 居酒屋天下
沖縄市 寿寿
沖縄市 小料理 夕満来
沖縄市 MINI
沖縄市 タコベル
沖縄市 海族工房の古酒（く～す）楽園
沖縄市 BYS
沖縄市 こどもの国レストラン 海族工房
沖縄市 居酒屋（琉球じゃずら）
沖縄市 ARIEL
沖縄市 DEJA VU
沖縄市 あじとや
沖縄市 クオリティ オブ ライフ WAGAMAMA
沖縄市 歌酒処 歌音（かのん）
沖縄市 sana
沖縄市 ダイニングキッチンA.H
沖縄市 ビーノ・エ・ビストロ・ボナペティ
沖縄市 スナック五月
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沖縄市 MUSIC BAR ピース
沖縄市 漫画伝
沖縄市 RUF（ルーフ）
沖縄市 プリティークイーン
沖縄市 レストラン国
沖縄市 Lupinus
沖縄市 カジュアル割烹～WABI・SABI～
沖縄市 Grass
沖縄市 葵 あおい
沖縄市 らあめん札幌や 松本店
沖縄市 バー ソルト
沖縄市 稲穂
沖縄市 ももこ
沖縄市 スナック乙姫
沖縄市 居酒屋 凛
沖縄市 酒処エスポワール
沖縄市 Hammer 
沖縄市 ステーション
沖縄市 恵比寿
沖縄市 サブナード
沖縄市 フォーク村 KOZA
沖縄市 デンスケストア
沖縄市 龍の酒場
沖縄市 Stand Gloria
沖縄市 soave（ソアーベ）
沖縄市 喫茶フリーポート
沖縄市 やよい
沖縄市 春爛漫
沖縄市 炭焼ながた
沖縄市 pallet
沖縄市 酒肴福籠
沖縄市 小料理天一
沖縄市 CoCo茶屋
沖縄市 マリー
沖縄市 和楽
沖縄市 華の屋
沖縄市 樹里
沖縄市 生け簀の銀次 泡瀬店
沖縄市 スナック プライベート
沖縄市 どぅしぐわぁ
沖縄市 焼鳥 加那
沖縄市 割烹小紋
沖縄市 エデン
沖縄市 京香
沖縄市 ＬＯＵＮＧＥ Ａｎｇｅｌ Ｒｏｓｅ
沖縄市 H`arlem Night(ハーレムナイト）
沖縄市 LUCKYラッキー
沖縄市 愛Only
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沖縄市 スナックsakari
沖縄市 スナック和
沖縄市 中華かみだ
沖縄市 スナックRIN
沖縄市 酒処「吾郎輪亜図」
沖縄市 小さな店
沖縄市 美虹
沖縄市 焼肉しし丸
沖縄市 スナック 尚
沖縄市 酒肴彩とき
沖縄市 遊樹（ユウキ）
沖縄市 COCO ココ
沖縄市 小料理 貴友（たかとも）
沖縄市 とらちゃん
沖縄市 grouper
沖縄市 アジト
沖縄市 チャクラ
沖縄市 どん家中の町タウン店
沖縄市 スナック禅
沖縄市 峠
沖縄市 ビアンカ
沖縄市 ロビー
沖縄市 BUG BAR
沖縄市 ビストロ酒場ブルボン
沖縄市 居酒屋 和来家
沖縄市 カラオケスナック 徹ちゃん
沖縄市 アドバンス
沖縄市 Ten
沖縄市 スナックK7
沖縄市 grape
沖縄市 ミート食堂 タケイシ（武石）
沖縄市 草安
沖縄市 パルプンテ
沖縄市 MOTOWN.Ｊｒ
沖縄市 小料理南風
沖縄市 ラ・メール
沖縄市 ここに幸あり
沖縄市 スナックさくら
沖縄市 凛
沖縄市 艶麗
沖縄市 はま寿司沖縄登川店
沖縄市 吉野家 泡瀬ベイストリート店
沖縄市 マダムAi
沖縄市 和風亭泡瀬店
沖縄市 ミラージュ
沖縄市 ジョイフル古謝店
沖縄市 クロエ
沖縄市 輝
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沖縄市 小理科 ちょろっと
沖縄市 cafe ＆ BAR NATURAL
沖縄市 華の家
沖縄市 シリウス
沖縄市 ミニ・セブン
沖縄市 スナックコスモ
沖縄市 プラザハウスレストラン 月苑飯店
沖縄市 琉花
沖縄市 大衆食堂（なのはな）
沖縄市 コンドル
沖縄市 ゆかり弁当
沖縄市 Ｃｌｕｂ ＫＳ（ケイズ）
沖縄市 べしゃりBar
沖縄市 酒処あしゃぎ
沖縄市 六曜舎
沖縄市 フィールズ
沖縄市 Remy’ｓ（レミーズ）
沖縄市 カサブランカ
沖縄市 みさ
沖縄市 プレシャス
沖縄市 スナック(ピエロ)
沖縄市 MACHAR'S
沖縄市 ステーキハウス四季
沖縄市 酒処 華
沖縄市 めん匠
沖縄市 花伝
沖縄市 Ring
沖縄市 ひまわり
沖縄市 Lounge LUA
沖縄市 思い出
沖縄市 アイリス
沖縄市 ヒラソル
沖縄市 Gamaguchi
沖縄市 ワン
沖縄市 京華
沖縄市 ゆうゆ
沖縄市 スナック初
沖縄市 忍耐
沖縄市 ファースト
沖縄市 居酒屋 まる伊
沖縄市 Top  Stage
沖縄市 セレナーデ
沖縄市 BAR Kintarou
沖縄市 吉野家 沖縄南インター店
沖縄市 サファイア
沖縄市 姉妹食堂
沖縄市 New Club a(アルファ）
沖縄市 炭火焼あ居酒屋・ラウンジ
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沖縄市 居酒屋 美ら海
沖縄市 A(エース)
沖縄市 浦屋
沖縄市 スナック ゆい
沖縄市 ラビット
沖縄市 バニームーン
沖縄市 Jya-gwa-
沖縄市 ミュージックスポーツバーfunky place
沖縄市 渚
沖縄市 笑福
沖縄市 路地裏酒房 ぶらり
沖縄市 エイアンドダブリュ泡瀬店
沖縄市 るい
沖縄市 エイアンドダブリュ美里店
沖縄市 居酒屋鮪
沖縄市 小料理かもがも
沖縄市 小町
沖縄市 カラオケビレッジトレヴィ
沖縄市 CHERRY
沖縄市 スナック ルイジアナ
沖縄市 NiceBar 達磨
沖縄市 大福
沖縄市 チェリオ
沖縄市 花酒
沖縄市 Ｌｏｕｎｇｅ 桃李
沖縄市 喫茶フレンド
沖縄市 みちのくキッチンJIN
沖縄市 〇ｓ  えんず
沖縄市 シャネル
沖縄市 飲食店 うるるん
沖縄市 BARBAR`s カラオケ To～mo～
沖縄市 Lovers ラバーズ
沖縄市 sonoRin
沖縄市 森の精
沖縄市 BACCARA
沖縄市 ひろちゃん
沖縄市 ペンパル
沖縄市 スナック ＳＫＹ
沖縄市 スナック・カラオケ喫茶（柳）
沖縄市 ぴぃーこ
沖縄市 BAR M`S
沖縄市 Bar  HEAVEN'S  DOOR
沖縄市 Mix Bar PEACE Ⅱ
沖縄市 Stand
沖縄市 レモングラス
沖縄市 ＬＯＣＯinＫＯＺＡ
沖縄市 Twinkle Heart
沖縄市 デトロイト
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沖縄市 しびれくらげ
沖縄市 炭火バル ロスカフェ
沖縄市 Bar Brick
沖縄市 カラオケスナック WING
沖縄市 (小料理）なんくる
沖縄市 さんきゅー
沖縄市 MJ
沖縄市 夢幻
沖縄市 サーティワンアイスクリーム プラザハウス店
沖縄市 Dream
沖縄市 シルビア
沖縄市 小料理酒処わったぁ家
沖縄市 Olympus Cafe＆Bar
沖縄市 THE SPOT
沖縄市 百・もも
沖縄市 酒Bar利加
沖縄市 碧香
沖縄市 ダイニングレストラン杏屋 コザ店
沖縄市 心(SIN）
沖縄市 レストラン ブンガロ
沖縄市 築地魚河岸魚魚万美里店
沖縄市 ニュー木馬
沖縄市 ターゲット
沖縄市 カラオケ喫茶より道
沖縄市 千春
沖縄市 禅（ゼン）
沖縄市 アップヒルズ
沖縄市 Bar Adam(バー アダム)
沖縄市 ステーキハウス四季
沖縄市 とりこ＃泡瀬店
沖縄市 ニホンブライダルセンター
沖縄市 学酒ぅ教室 NOMUMON
沖縄市 ラウンジ京
沖縄市 大城鶏飯
沖縄市 カラオケスポットジョイ
沖縄市 傳々
沖縄市 Laria
沖縄市 カラオケBar親父ッ
沖縄市 居酒屋先生ッ
沖縄市 きゃ羅
沖縄市 スター誕生
沖縄市 エピローグ
沖縄市 casual bar fortune
沖縄市 ジュ樹
沖縄市 五笑門 知花店
沖縄市 オーシャン
沖縄市 小料理 夢
沖縄市 居酒屋 仁
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沖縄市 IZAKAYA AELU
沖縄市 red愛
沖縄市 カラオケ ラッキー
沖縄市 焼鳥ばってん
沖縄市 餃子酒場やまと
沖縄市 ステーキハウスOK・ビストロまぁる
沖縄市 HERS（はーず）
沖縄市 まほろば
沖縄市 オークレストラン
沖縄市 ＢＡＣＫ ＢＯＲＮ ＣＩＴＹ
沖縄市 BAR LEGARE
沖縄市 コーヒーハウス キャメル
沖縄市 うなぎ大和田
沖縄市 Lighthouse
沖縄市 夜来香
沖縄市 魚の穴 ゆうゆう
沖縄市 やっぱりステーキ コザ十字路店
沖縄市 ミニドラゴン
沖縄市 Luck cafe
沖縄市 やっぱりステーキ 知花店
沖縄市 コザゴルフ練習所
沖縄市 てっぺん
沖縄市 食堂ひまわり サンシャインネクスト山内店
沖縄市 浜ちゃん
沖縄市 deglacer
沖縄市 DAIKEI
沖縄市 韓風創酒家蓮
沖縄市 居酒屋ビーンズ
沖縄市 Ｒ，Ｋ３
沖縄市 スナック妙
沖縄市 カラオケ喫茶 木琴
沖縄市 Central
沖縄市 安寿し
沖縄市 スナック（タンポポ）
沖縄市 NEW GATE
沖縄市 ルーティン
沖縄市 らーめん八茶坊
沖縄市 ナポリ
沖縄市 夕月
沖縄市 BAR・BROR
沖縄市 うみ
沖縄市 スナック 鼓
沖縄市 スシロー沖縄住吉店
沖縄市 旨い処わさび
沖縄市 サロン美童
沖縄市 じゃがいも35（SANGO）
沖縄市 麺家しゅんたく
沖縄市 Tiramisu(ティラミス)
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沖縄市 もも
沖縄市 SELECT 
沖縄市 スナック 花
沖縄市 潮風
沖縄市 酒と肴 尚
沖縄市 NININI
沖縄市 あしびばー武c
沖縄市 エイアンドダブリュ プラザハウス店
沖縄市 まぜ麺マホロバコザ
沖縄市 ライブバー・ジグザグ
沖縄市 パーラーアラマンダ
沖縄市 Mokai Lounge
沖縄市 國
沖縄市 Musician’s Cafe Amelia
沖縄市 扇香
沖縄市 割烹 ひさごや
沖縄市 ｃｌｕｂ ＡＰＥＸ
沖縄市 キッチンポトス
沖縄市 スナック みの
沖縄市 ビアレストランケニーズ
沖縄市 彩りキッチン
沖縄市 サムギョプサル酒場 豚福
沖縄市 4丁目のローリングストーン
沖縄市 お菓子&軽食ラビン（Rabin)
沖縄市 なんた浜
沖縄市 紅
沖縄市 居酒屋高良家
沖縄市 梓
沖縄市 居酒屋酒処ふくぎ
沖縄市 ルーチェ
沖縄市 沖縄そば つるりんこう
沖縄市 トップスーパー
沖縄市 crazy monkey.s
沖縄市 chill&music Rollin'
沖縄市 サバニ
沖縄市 釜山閣
沖縄市 天地堂
沖縄市 ピッコロ
沖縄市 うた酒場 音風ーおとかぜー
沖縄市 PASSION（パッション）
沖縄市 慶山うどん
沖縄市 クリシュナ
沖縄市 風 くうすBAR
沖縄市 酒処あいりん
沖縄市 CHIHANA CAFE
沖縄市 メッチェン
沖縄市 居酒屋琉球王美里店
沖縄市 FEMME FATALE
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沖縄市 カラオケ居酒屋大承
沖縄市 姫
沖縄市 リトルシード
沖縄市 タイレストラン アリドイ
沖縄市 Donald's Poke Shop(ドナルドズ ポケ ショップ)
沖縄市 雲海
沖縄市 River Stone
沖縄市 RE:bloom
沖縄市 CAFE RESTAURANT HIGASHIYA
沖縄市 小料理 わく川
沖縄市 カラオケスナック 夢タイム
沖縄市 焼肉牛美豚
沖縄市 韓日館
沖縄市 居酒屋 ＴＡIGA(大翔)
沖縄市 居酒屋花見
沖縄市 food bar ICHARA
沖縄市 BAR ulu
沖縄市 レストラン 月桃
沖縄市 BAR Kusshi sshi
沖縄市 スナック オリビア
沖縄市 Bar FOREST CHAIR
沖縄市 Bar FOREST CHAIR F2
沖縄市 居酒屋 根夢
沖縄市 ZONE
沖縄市 花びより
沖縄市 居酒屋ちひろ
沖縄市 酒処日和
沖縄市 日本酒バー越佐
沖縄市 Ｐａｒａｌｌｅｌ（パラレル）
沖縄市 パナマ原人
沖縄市 やま
沖縄市 カフェ 新垣商店
沖縄市 酒と肴 ゆいまぁーる
沖縄市 サルサ
沖縄市 カラオケパブ フレンズ
沖縄市 ぶるぼん 本日は日本酒で
沖縄市 PARTY BAR
沖縄市 梨恵
沖縄市 TAKAYOSHI
沖縄市 カラオケステージちひろ
沖縄市 キングオブマニア
沖縄市 Yellow
沖縄市 ＰａＰａ’ｓ Ｋｉｔｃｈｉｎ Ｄｉｎｉｎｇ Ｃａｆｅ
沖縄市 Sen(セン）
沖縄市 ラウンジ ジェムーン
沖縄市 わがまま
沖縄市 CORE CURRY
沖縄市 BAR Nomi Tomo
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沖縄市 小料理ひろ
沖縄市 秘密基地知花店
沖縄市 秘密基地 美里支部
沖縄市 Early
沖縄市 みやび茶屋・仲元
沖縄市 丸亀製麺 沖縄美里店
沖縄市 酒処 福
沖縄市 ADACHIYA 中の町
沖縄市 The Paddy Macs
沖縄市 八十八（ヤスヤ）
沖縄市 上原食堂
沖縄市 RALPH'S BURGER RESTAURANT
沖縄市 ブラッスリー定
沖縄市 BAR Amethyst
沖縄市 花物語
沖縄市 CLUB Soleil
沖縄市 tusen takk (トゥーセンタック)
沖縄市 大漁祭
沖縄市 スナック冬桜
沖縄市 Bar Re:
沖縄市 Darts&Bar u-Ra
沖縄市 Club8（クラブエイト）
沖縄市 Bar Ｏxalis
沖縄市 INFINITY
沖縄市 我部祖河そば
沖縄市 我部祖河そば
沖縄市 割烹末広
沖縄市 居酒屋がんも
沖縄市 Don't Think Twice,It's All Right
沖縄市 好酒屋 盛
沖縄市 Bistro gohan ポルタ
沖縄市 キャンドルナイトPASSION
沖縄市 すき家 沖縄登川店
沖縄市 食楽家えだ豆
沖縄市 陽（ひなた）
沖縄市 そば家鶴小 美里店
沖縄市 ビストログランシャリオ
沖縄市 集いダイニング 喰い菜
沖縄市 焼鳥ばってん
沖縄市 Bar DS
沖縄市 スナック サークル
沖縄市 バー500マイル
沖縄市 フェニックス
沖縄市 バードランドカフェ
沖縄市 MUSIC BAR F
沖縄市 小さじ亭
沖縄市 居酒屋 三丁目
沖縄市 ラウンジバー子子スタイル
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沖縄市 カラオケバー きゃっちぼ～る
沖縄市 のぼりや
沖縄市 てんぐ
沖縄市 BAR X
沖縄市 肉のサブロー
沖縄市 楓
沖縄市 喰い処呑み処 との馬
沖縄市 ゆんたくトントン
沖縄市 居酒屋風靡
沖縄市 ラ・ネージュ 好道館
沖縄市 居酒屋 笑多
沖縄市 Awasetty 
沖縄市 酒膳さち
沖縄市 大衆食堂 ミッキー
沖縄市 Bar Rose
沖縄市 カラオケ昭和
沖縄市 スナック模合
沖縄市 定食屋 なか・ゆくい
沖縄市 和洋 茶々
沖縄市 和食処 ばん傘
沖縄市 ペリペリチキン OKINAWA
沖縄市 Bacon Bar Japan
沖縄市 居酒屋天狗
沖縄市 ラーメン・餃子 はっちゃく
沖縄市 スナック ル・ジャルダン
沖縄市 大衆酒楽 福助泡瀬店
沖縄市 カラオケ歌丸泡瀬店
沖縄市 てん一（ゴヤ店）
沖縄市 チロル
沖縄市 でめきん
沖縄市 ホルモン焼肉牛モン
沖縄市 酒と肴結屋
沖縄市 大衆酒場HINODE
沖縄市 和泉食堂
沖縄市 炙り師 銭形
沖縄市 chocot Bar GIGI
沖縄市 祭所 宮下
沖縄市 シルク
沖縄市 D－style なかた
沖縄市 食材創肴ひのえ
沖縄市 きく石
沖縄市 D－style 沖縄の中心
沖縄市 居酒屋ゴヤイチ
沖縄市 マサナオの胃袋
沖縄市 炭火やきとり炭吉
沖縄市 丸源ラーメン 沖縄美里店
沖縄市 バー ナチュラル
沖縄市 Lounge小兎
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沖縄市 ピザハウスジュニアマックスバリュ泡瀬店
沖縄市 びっくりドンキーコザ松本店
沖縄市 いざかやあわせダイニング
沖縄市 寿し石松
沖縄市 BAR X
沖縄市 かくれんぼ
沖縄市 十兵衛
沖縄市 幸村
沖縄市 笑顔ダイニング 茶羅
沖縄市 BarMON@えんためSalon
沖縄市 モスバーガーコザ店
沖縄市 足立屋
沖縄市 Bar Hi Jack
沖縄市 カラオケ&ライブカフェ 譜連鳥（FRIENDLY）
沖縄市 モスバーガー沖縄知花店
沖縄市 バウンティ 沖縄市支店
沖縄市 BAR くじら
沖縄市 Gracia
沖縄市 あすなろ
沖縄市 らあめん花月嵐美里店
沖縄市 Juicy (ジューシー)
沖縄市 Chuck’s
沖縄市 Galaxy
沖縄市 昭和 レトロ
沖縄市 ラーメン Lab ソウハチヤ
沖縄市 大衆焼肉（A）キンジテ
沖縄市 Romance music cafebar Kopi・Luwak コピ・ルアック
沖縄市 BELINDA
沖縄市 ミスタードーナツ美里ショップ
沖縄市 カレー革命軍SINGH
沖縄市 松のや 沖縄知花店
沖縄市 小料理 和
沖縄市 モスバーガー泡瀬店
沖縄市 十勝ホルモンKEMURI中の町店
沖縄市 ミュージックランドM
沖縄市 スナックアンゼラ
沖縄市 UP IN
沖縄市 居酒屋さむらい
沖縄市 TiAmo
沖縄市 からおけ亭ムサシ
沖縄市 ビストロ シェ 司
沖縄市 菊
沖縄市 小料理屋はなふう
沖縄市 カラオケバー キーストーン
沖縄市 花-HANA-
沖縄市 CLUB Diamond
沖縄市 カラオケバー呑喜
沖縄市 スナック絆
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沖縄市 ナツメロスナックリラの花
沖縄市 cafe makana Lei
沖縄市 Ｃｈｉｂａｎａジェラート
沖縄市 レストランPEACE
沖縄市 Amethyst Club
沖縄市 諸国のみくい処 紫珊瑚
沖縄市 砂夢茶
沖縄市 おおとり
沖縄市 スナック詩織
沖縄市 有限会社当山洋酒店
沖縄市 Bar ISLA
沖縄市 コザ麦酒工房
沖縄市 鳳
沖縄市 cafe ouchi:
沖縄市 くろ潮の大関 コザ店
沖縄市 宮古そば愛
沖縄市 バラッドカフェ
沖縄市 お酒処「お局様」(おつぼねさま)
沖縄市 THE CORNER 
沖縄市 小料理 華百合
沖縄市 スナック愛（めぐみ）
沖縄市 円
沖縄市 bal Chappie
沖縄市 次男みーやー
沖縄市 居酒屋 キラリ
沖縄市 cafe&bal passo
沖縄市 Relax Dining Bian
沖縄市 亀山商店
沖縄市 居酒屋(Hana)
沖縄市 恋するBAR いちころ
沖縄市 Club I"s
沖縄市 串喝酒場 ちゃうちゃう
沖縄市 居酒屋ちょーすけ
沖縄市 しゃぶしゃぶ温野菜泡瀬ベイストリート店
沖縄市 BAR dada
沖縄市 味自満(本店)
沖縄市 グルメ回転寿司市場 泡瀬店
沖縄市 居酒屋味自満 泡瀬店
沖縄市 居酒屋 味自満 池原店
沖縄市 味自満宮里店
沖縄市 お酒と美食 わたるの台所
沖縄市 MUSIC＆アニメ ヘルメス トリスメギストス
沖縄市 ももジャム
沖縄市 ドラキン
沖縄市 アメリカンキッチン
沖縄市 焼肉居酒屋 カルビ大王
沖縄市 ライドオンタイム
沖縄市 大衆劇場足立屋
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うるま市 SHOT BAR GLOW
うるま市 ＣＯＣＯＰＡＮ ＢＡＫＥＲＹ
うるま市 1丁目酒場ぐらっちぇ
うるま市 JEWEL GLOW
うるま市 居酒屋酒井道場
うるま市 Lovely
うるま市 パーラーみなみ
うるま市 諸国酒飯処玄
うるま市 みそ汁亭 秀
うるま市 食処 小料理 K
うるま市 石川焼とりセンター
うるま市 創作Dining MOGU mogu
うるま市 安夢居
うるま市 オキナワン ダイニング バー エデン
うるま市 ゴールデンBar
うるま市 ティスティ
うるま市 居酒屋まーさんドッグ
うるま市 ライフ シード
うるま市 居酒屋 翔
うるま市 金平
うるま市 GIRL'S BAR TIARA
うるま市 魚酒炭彩 りょう
うるま市 肉や食堂inへんざ
うるま市 民謡ひろ場(嘉手久)
うるま市 めぇばるやー
うるま市 E酒処
うるま市 居酒屋 天海
うるま市 焼肉 純純
うるま市 大友
うるま市 Smileスマイル
うるま市 スナックルアナ
うるま市 SIRIUS
うるま市 RAINBOW（レインボー）
うるま市 Xiang Xiang 中華酎房
うるま市 ミッドナイトキッチンヤマチャン
うるま市 博多麵屋でてる
うるま市 Ｃlub Ｓhelly
うるま市 Mrs.chako
うるま市 BAR FML
うるま市 桜（小料理）
うるま市 食事処 なお
うるま市 ミルキィー
うるま市 愛あい＆結まある
うるま市 Z's
うるま市 赤道ラーメン石川店
うるま市 あっぷっぷ
うるま市 海産物料理 大漁
うるま市 Ｂar Ｍoulin Ｒouge
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うるま市 スナック&きっさ JOY
うるま市 クリームソーダ
うるま市 小料理店 八千草
うるま市 フレンチカフェダイニング路地裏
うるま市 川ちゃんの台所
うるま市 Music Bar/RED ZONE
うるま市 Bar(ケンケン)
うるま市 春日観光ホテル
うるま市 はやぶさ工房
うるま市 Ba・Cafe 宙（バ・カフェ ソラ）
うるま市 寿司・ムサシ
うるま市 ＲＵＭＢＬＥ
うるま市 いっぷく屋
うるま市 HIGH TIDE ハイタイド
うるま市 スナック秋桜(コスモス)
うるま市 Bar Roger
うるま市 ライブスポットEe
うるま市 ダイニングBar mana（マナ）
うるま市 風風ラーメン具志川店
うるま市 ビリヤード&ダーツGRACE
うるま市 BAR AMURO NIGHT
うるま市 BAR ON THE ROAD
うるま市 ハイサイ食堂
うるま市 ネオパーラーくらね
うるま市 綾門
うるま市 辛ちゃんチキン
うるま市 SNACK B'Z
うるま市 より処かなさ愛
うるま市 喜成里家
うるま市 江戸飯 つきの
うるま市 Bar #HashTag
うるま市 愛
うるま市 居酒屋 KAI
うるま市 和心こばけん
うるま市 小料理屋あん
うるま市 コエのエコー赤道店
うるま市 小料理 福ふく
うるま市 Farmers Cafe
うるま市 パティスリー イル・デ・パン
うるま市 あいちゃん
うるま市 レストランまいむ
うるま市 小料理一宮丸
うるま市 CAFE＆BAR Hope
うるま市 エスパシオ
うるま市 なつめ
うるま市 スナック モナリザ
うるま市 202LOUNGE
うるま市 CALMIA
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うるま市 バーカラー BAR COLOR
うるま市 あずまや
うるま市 居酒屋江戸前
うるま市 カラオケスナック トップエンジェル
うるま市 ハイチョウ
うるま市 からおけ居酒屋「勝ち馬」
うるま市 カントリーマーム
うるま市 ＡＮＳＡ沖縄リゾート レストラン
うるま市 居酒屋GAPPAI
うるま市 居酒屋 えびす
うるま市 ANSA沖縄リゾート バーラウンジ
うるま市 憩い処 大臣
うるま市 ライツ
うるま市 マクドナルド 与勝サンエー店
うるま市 カラオケハウスハッピー
うるま市 時より
うるま市 ｓｍａｒｔ ｃａｆｅ えぶりぃ
うるま市 スナック由美
うるま市 カラオケうたい
うるま市 遊飲食 妙
うるま市 Ｐlatina
うるま市 ひまわり
うるま市 カラオケハウスココ
うるま市 Blue Cafe
うるま市 つまみ屋こやじ
うるま市 GAJARUM
うるま市 Bistro酒場Tapa's
うるま市 Towa
うるま市 喜食てんてん
うるま市 具志川ジャンジャン
うるま市 小料理 いっぽ 一歩
うるま市 YouTuber
うるま市 小料理とんぼ
うるま市 あゆさわ食堂
うるま市 貝がらショップ＆カフェーもんやー
うるま市 ジョリーパスタABLOうるま店
うるま市 フレンド
うるま市 風雲丸メガドン・キホーテうるま店
うるま市 ＬＩＰ ＣＬＵＢ ＯＫＩＮＡＷＡ
うるま市 海中茶屋
うるま市 焼肉 味里苑
うるま市 母恵夢
うるま市 COCO
うるま市 スナック パール
うるま市 牛角安慶名店
うるま市 カラオケスタジオぎんざ
うるま市 桜
うるま市 海鮮小町
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うるま市 リズム
うるま市 みち（小料理）
うるま市 ピース
うるま市 牛角うるま石川店
うるま市 麺やKEIJIRO 石川店
うるま市 たらの芽
うるま市 ココスイオン具志川店
うるま市 浜焼 里兵衛
うるま市 sapeur(サプール)
うるま市 うちな～物語
うるま市 バー・エアーズ・ロック
うるま市 お好み焼き＆カフェ笑味
うるま市 おかえり
うるま市 バー アボット
うるま市 きみちゃん
うるま市 和風場合 あーさ
うるま市 居酒屋ブルースカイ
うるま市 ごはん屋 どまぁに
うるま市 カラオケ&居酒屋 待合
うるま市 カラオケ喫茶ライムライト
うるま市 CAFE BAR CHURASUN
うるま市 和琉daining&BAR  美らSUN
うるま市 GRANde
うるま市 スナック（火の鳥）
うるま市 むいにー亭
うるま市 Frame
うるま市 居酒屋 炭猿
うるま市 メジャーコード
うるま市 マージャン倶楽部 雀鬼
うるま市 ごはん家ハルちゃん
うるま市 K
うるま市 スナックん
うるま市 幸腹満福
うるま市 野バラ
うるま市 和（なごみ）
うるま市 上江田歌謡教室みんなの広場
うるま市 なーり
うるま市 リーゼント
うるま市 旅立ちラーメン（食堂）
うるま市 ノア
うるま市 来夢来人
うるま市 ダイニング 34
うるま市 夢舞台
うるま市 貴族院
うるま市 スナック夢（む）
うるま市 Lien（リアン）
うるま市 好きやねんハルちゃん
うるま市 山崎さん
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うるま市 K’s.キッチン
うるま市 マカンマカン
うるま市 田舎庵 みどり町店
うるま市 沖縄スイーツ＆バー AMY’S
うるま市 アブロード
うるま市 カラオケ・ララ
うるま市 うまいもん 処かい
うるま市 （有）ニライ・カナイ マクドナルド安慶名店
うるま市 ちゃいな食堂らく
うるま市 中華食堂ドラゴン
うるま市 洋食館 ククール
うるま市 スナックＨi.Ｒo
うるま市 酒処 はな乃
うるま市 スナック ともだち
うるま市 RIO
うるま市 カラオケ酒場みろく
うるま市 Joinus
うるま市 居酒屋ヒロ
うるま市 なか屋
うるま市 パーラーOKI
うるま市 酒味処平安
うるま市 和酒食盛ひより
うるま市 おでん いこい
うるま市 WARA-BAR
うるま市 KINGS
うるま市 華
うるま市 麺や偶 もとなり 石川店
うるま市 遊
うるま市 レストラン赤崎
うるま市 キャサリン Catherine 
うるま市 螢
うるま市 スナック喫茶おれのみせ
うるま市 カラオケ 南優灯
うるま市 そば処酒処もんじゅ
うるま市 カラオケオールドスター
うるま市 小料理和香
うるま市 おしゃべり処うさぎ
うるま市 叶愛
うるま市 ローズ
うるま市 オレンジロード
うるま市 優駿
うるま市 COCO
うるま市 歌丸 安慶名店
うるま市 鈴(すず)
うるま市 たまりBAR
うるま市 たまりBAR
うるま市 TAMARIBAR
うるま市 松葉亭
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うるま市 もも
うるま市 ケンタッキーフライドチキン具志川店
うるま市 Jewel
うるま市 火の恋
うるま市 AMUSEMENT BAR Deja-vu
うるま市 CLUB STAR
うるま市 桜
うるま市 カラオケ・スナック絆
うるま市 居酒屋ごのい
うるま市 Ｂaｒ ＬＩＮＫ
うるま市 チャイナカフェ パオ
うるま市 ちょい呑み酒場B-BALL
うるま市 ケンタッキーフライドチキン サンエー石川シティ
うるま市 NEWCLUBらんまる
うるま市 390円酒場 きらく屋
うるま市 Bar Junction （バー ジャンクション）
うるま市 ず
うるま市 うるま市物産ネットショップ株式会社
うるま市 SNACK  ミル
うるま市 Snack 蝶
うるま市 JERRY
うるま市 カフェ MAX
うるま市 夢 あかり
うるま市 OneChan
うるま市 七輪焼肉安安 うるま店
うるま市 ガストうるま
うるま市 旅空間こらぼ
うるま市 炭★星
うるま市 Ｄining 真
うるま市 BAR Ricky
うるま市 おでん生成
うるま市 BAR77
うるま市 BAR M
うるま市 剛丸
うるま市 カラオケハウスアイ
うるま市 小料理小町
うるま市 カサブランカ
うるま市 海産物活魚居食屋ふくろう
うるま市 華くらぶ
うるま市 BOX
うるま市 G☆S
うるま市 cuisine  海山
うるま市 居酒屋 天狗 上江洲店
うるま市 スナック もも
うるま市 くがに屋
うるま市 七輪焼肉安安石川店
うるま市 カラオケ喫茶ひらた
うるま市 カラオケスナック  ばなな
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うるま市 リーガル
うるま市 （有）ビッグハート
うるま市 エンタメ酒場NRG
うるま市 喫茶 ピンポン
うるま市 Bar Bikai
うるま市 りゅうさんち
うるま市 小料理絆
うるま市 スナックアイリス
うるま市 居酒屋福家
うるま市 居酒屋 島壱
うるま市 カラオケ＆喫茶ゆんたく～
うるま市 （スナック 喫茶）テキサス
うるま市 酒様
うるま市 Heartハート
うるま市 酒処イッパイ
うるま市 睡蓮
うるま市 スナックＰｕｒｅ（ピュア）
うるま市 文月
うるま市 唄い二人
うるま市 飲み処うさぎ
うるま市 小料理鈴花
うるま市 希多
うるま市 やよい軒 うるま江洲店
うるま市 味処萌木
うるま市 居酒屋幸乃
うるま市 カンパイ
うるま市 クイックリードン・キホーテうるま店
うるま市 うるマルシェ（うるま市民食堂）
うるま市 FUNBASE Kitchen
うるま市 クイックリーサンエー石川シティ店
うるま市 BLACKSWAN
うるま市 スナック凜
うるま市 TABAR
うるま市 スナック Rin
うるま市 RestaurantB．B．R
うるま市 Sirius（シリウス）
うるま市 KARAOKE BAR  Laneige
うるま市 ホルモン番長
うるま市 やっぱりステーキFCイオン具志川店
うるま市 夜食屋らーめん 民民
うるま市 あやめ
うるま市 居酒屋 一歩
うるま市 アプローチスナック
うるま市 一心
うるま市 くいものはうす ほっこりや
うるま市 居酒屋ちゅうらん
うるま市 源天
うるま市 スナック龍（りゅう）
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うるま市 カフェ＆居酒屋 琉球くらしっく
うるま市 ジェラシー
うるま市 ハニーローズ
うるま市 酒唄処舟助
うるま市 花園
うるま市 おでん「ひかり」
うるま市 シェルティー
うるま市 ふゆゆ
うるま市 一坪半
うるま市 築地銀だこ イオン具志川店
うるま市 ホテル浜比嘉島リゾート
うるま市 食酒館 花あしび
うるま市 等凰（らお）
うるま市 ご飯とちょい呑み処 リキの部屋
うるま市 さかな居酒屋みらの
うるま市 ラビィアンローズ
うるま市 スナックABiABi∼
うるま市 マカナ
うるま市 心愛
うるま市 居酒屋サンゴ礁
うるま市 来夢来人
うるま市 クラブクィーン
うるま市 幸叶
うるま市 ゆんたく処島ぞうり
うるま市 スナックFun
うるま市 ゆくるカフェー華風
うるま市 お食事＆喫茶ピノキオ
うるま市 ブルーシール イオン具志川店
うるま市 四季亭和
うるま市 榮料理店
うるま市 おでん前の島
うるま市 海人
うるま市 かたれー小ー
うるま市 楽園パラダイス
うるま市 ステーキレストランSADO
うるま市 ミュージックホール響
うるま市 カラオケ ビンギ
うるま市 どん家具志川メインシティ店
うるま市 カラオケ ファミリー
うるま市 珈琲待夢具志川メインシティ店
うるま市 かつ乃屋具志川メインシティ店
うるま市 大阪王将具志川メインシティ店
うるま市 小料理親
うるま市 ピッツェリアマリノ具志川メインシティ店
うるま市 笑美
うるま市 タコチキン
うるま市 B.G.M
うるま市 日本料理 樹
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うるま市 はま寿司うるま前原店
うるま市 カラオケ喫茶 スルジナ
うるま市 なつメロ喫茶 さくら
うるま市 ジントーヨー
うるま市 YADORIGI
うるま市 茶華 カラオケ なつめろ
うるま市 ボギー+1
うるま市 酒処貴
うるま市 HEART
うるま市 吉野家 うるま志林川店
うるま市 居酒屋 天翔
うるま市 和風亭赤道店
うるま市 しゃぶしゃダイニング浦崎
うるま市 和風亭石川シティ店
うるま市 うちなー料理泡盛の店 てんてん
うるま市 マイルド
うるま市 ナイトパブコルネット
うるま市 居食屋花まる
うるま市 ムチャチャ
うるま市 居酒屋田舎
うるま市 カラオケハウス（はっぴねす）
うるま市 カラオケハウスボナンザ
うるま市 小料理 はまや
うるま市 ラバーズ
うるま市 信ちゃん
うるま市 居酒屋なごみ
うるま市 Barワイジェイ
うるま市 スナック自由広場
うるま市 スナック青紫花
うるま市 お食事処 石川の駅
うるま市 ステーキハウス坊ちゃん
うるま市 Barながり
うるま市 焼肉五苑 うるま店
うるま市 GATE
うるま市 康楽飯店
うるま市 スナック喫茶モール
うるま市 わがママ
うるま市 Le.Passa樹
うるま市 築地銀だこ サンエー具志川メインシティ店
うるま市 炭火えん家
うるま市 へんざレストラン
うるま市 メルシー
うるま市 みっち
うるま市 Fairy
うるま市 酒歌食楽琉
うるま市 みちしば
うるま市 413hamahigahotel&cafe
うるま市 藍
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うるま市 小料理グッチー
うるま市 ONE
うるま市 男ちゃん(だんちゃん)
うるま市 愛輪
うるま市 スナック白浜
うるま市 食事処 竝
うるま市 酒処詞津香
うるま市 いっぷく茶屋
うるま市 スナック翼
うるま市 プリティー
うるま市 おでん大吉
うるま市 具志川そば
うるま市 居酒屋ダイニング ピース
うるま市 来夢来人
うるま市 夢の里
うるま市 炭火焼居酒屋寿獅子
うるま市 ラーメン工房 光
うるま市 ウィン
うるま市 M3
うるま市 酒処 みなみ
うるま市 叶（かな）
うるま市 カラオケハッピー
うるま市 名代 鱗亭
うるま市 BAR BUG
うるま市 畑畑
うるま市 リンガーハットイオン具志川店
うるま市 ちょっとそこまで
うるま市 心
うるま市 食酒座 プートン
うるま市 つるさく イオン具志川店
うるま市 観光ホテル平安
うるま市 キャラバン
うるま市 お食事の店 かおる
うるま市 居食屋 喜食
うるま市 ゆんたく小町
うるま市 おでんきみ
うるま市 Ａ＆Ｗ うるま安慶名店
うるま市 ドトールコーヒーショップイオン具志川店
うるま市 サーティワンアイスクリーム サンエー具志川メインシティ店
うるま市 バナナ
うるま市 Music Spot HIRO's PLACE
うるま市 くら寿司ABLOうるま店
うるま市 株式会社サザンホープ
うるま市 Dear
うるま市 ラブラブ
うるま市 居酒屋パラダイス
うるま市 大阪王将石川シティ店
うるま市 酒楽場 うまし家
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うるま市 カーサタコス
うるま市 ハイビス
うるま市 カラオケ喫茶あん樹
うるま市 カラオケ歌丸具志川店
うるま市 酒歌膳絆BOND
うるま市 まるみつ食堂
うるま市 一角
うるま市 C-yori処
うるま市 小料理ちくりん
うるま市 酒処笑福syo-fuku
うるま市 カフェレストラン フェアリー
うるま市 BAR澄香
うるま市 AQUA アクア
うるま市 ピザハットＥｘｐｒｅｓｓ具志川メインシティ店
うるま市 春夏 冬
うるま市 うりずん
うるま市 フードコートスナックプラザ具志川メインシティ店
うるま市 サンフラワー
うるま市 フードコートまーさん家具志川メインシティ店
うるま市 AQUA MARIN
うるま市 旬選炭火酒場 わっさい
うるま市 タイガーアイ
うるま市 白浜酒場
うるま市 梅亭
うるま市 ぐーちょき・ぱー
うるま市 TOWA
うるま市 REGAL
うるま市 INFINITY
うるま市 河童
うるま市 カラオケ小さな店M
うるま市 喫茶ふじ
うるま市 居酒屋でんでん
うるま市 カラオケハウスポピーナ
うるま市 カラオケ海風＆パーラー
うるま市 小料理 美々華
うるま市 えん（宴）
うるま市 美酒ステラ
うるま市 CLUB ZERO
うるま市 兼箇段ギョーザ
うるま市 食事処たんぽぽ
うるま市 より処NAO
うるま市 やぎとそば太陽
うるま市 和食楽庵イオン具志川店 まるそば
うるま市 ステーキマン(具志川店)
うるま市 沖縄居酒屋ちゅらかじ
うるま市 憩の場m
うるま市 つどい
うるま市 さっちゃん
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うるま市 台湾料理 福楽
うるま市 小料理花憐
うるま市 カフェジュディ Cafe Jeudi
うるま市 ミニジョイフル石川シティ店
うるま市 オールイン
うるま市 酒処眉 まゆ
うるま市 スナックM
うるま市 どん家与勝シティ店
うるま市 らてら
うるま市 遊遊なごみ処
うるま市 食堂ひまわりJ・PARKディノ店
うるま市 おでん澄華
うるま市 カラオケ、スナック、（ブルーアイズ）
うるま市 カラオケ居酒屋集い
うるま市 スナック心
うるま市 十彩
うるま市 RR
うるま市 ブーケ
うるま市 エアポート
うるま市 歌の広場COCO・花
うるま市 いつものところサーフーフ
うるま市 わらじや
うるま市 NEWCLUB  PARADE
うるま市 とんがらし
うるま市 Once More(ワンスモア)
うるま市 アビラ
うるま市 月桃の花
うるま市 スナック洋子
うるま市 レスト
うるま市 スシローうるまみどり町店
うるま市 小料理ゆきみ酒
うるま市 串ピロ炭
うるま市 酒処苺
うるま市 馬酔木（あしび）
うるま市 紗夜
うるま市 小料理柚波
うるま市 みなくる
うるま市 割烹酒場 ふく乃屋
うるま市 エトランゼ
うるま市 ラック
うるま市 酒処ティナ
うるま市 音CLUB
うるま市 グローリー
うるま市 馬酔木
うるま市 Cafe de Run Run
うるま市 抱瓶
うるま市 スナック水
うるま市 山河

76



うるま市 アイリッシュパブ JAM
うるま市 夏雪 NATSU-YUKI
うるま市 焼肉食道こーけん
うるま市 ぶりあん
うるま市 レイン
うるま市 Rise
うるま市 キッチンポトス
うるま市 カラオケシアターうたまろ
うるま市 ばばりん
うるま市 愛来夢
うるま市 酔歌
うるま市 小料理みそ汁くるみ
うるま市 Sachiko
うるま市 リリー
うるま市 酒処 でぃぐ
うるま市 酒処恵
うるま市 カラオケハウスとまと 石川店
うるま市 カラオケハウスとまと 具志川店
うるま市 レストラン ファミリー
うるま市 杏屋 石川店
うるま市 Sunstache Coffee, Bay
うるま市 石川 柿兵衛
うるま市 AGEHA
うるま市 縁（えにし）
うるま市 島唄Ｂａｒ奏かなで
うるま市 スナック潤
うるま市 スナック深海3000
うるま市 スターバックスコーヒーアブロうるま店
うるま市 Pizzaパルコみどり町店
うるま市 エタニティ
うるま市 歌丸 赤道店
うるま市 五笑門 安慶名店
うるま市 居食屋 心
うるま市 民宿おうち-Ouchi-
うるま市 羅ー馬（ローマ）
うるま市 七ん来
うるま市 居酒屋大魔王
うるま市 すなっくきゃんでぃ
うるま市 華
うるま市 酒処東（あづま）
うるま市 カラオケ丸子
うるま市 海鮮丸
うるま市 おでんゆうな
うるま市 のみ処AKO
うるま市 New club5 
うるま市 スナック（ビーナス）
うるま市 梨依ゑ
うるま市 湊駕彩遊喜
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うるま市 スナックセーラ
うるま市 すずらん
うるま市 エルザ
うるま市 ミーティング
うるま市 エリペコカフェ
うるま市 酒処 金の蔵
うるま市 ゆず
うるま市 カラオケ 喫茶 小鳥
うるま市 クラブブルースカイ
うるま市 LINK
うるま市 いち子の部屋
うるま市 ルージュ
うるま市 スナック女組
うるま市 IDEAL
うるま市 Club Dahlia
うるま市 居酒屋重乃屋
うるま市 有限会社 キャッスル ハイランダー
うるま市 パーラー ともちゃん
うるま市 スナック凛
うるま市 食堂ふつう
うるま市 はなはな
うるま市 菜の花
うるま市 SNACKRi’ｓ
うるま市 ガイア
うるま市 みかん
うるま市 パンダ茶房
うるま市 キッチンポトス
うるま市 喫茶たんぽぽ
うるま市 お食事処佑月
うるま市 居酒屋 かりー
うるま市 かりんだ
うるま市 炭火焼きとりのカリーナ
うるま市 ワンスモア
うるま市 焼肉山ちゃん
うるま市 Precious
うるま市 サイドポケット
うるま市 パナマ原人
うるま市 創作和食 真
うるま市 居酒屋 竹笛
うるま市 みーむん
うるま市 和樂
うるま市 TAJ OKINAWA
うるま市 Ｐｒｅｓｅｎｃｅ
うるま市 メルファム
うるま市 美ら海
うるま市 Ｒｉｃｈ
うるま市 金のなる林
うるま市 酒処すみれ
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うるま市 かとえもん
うるま市 Destiny
うるま市 小料理柚木
うるま市 酒処陽気楼
うるま市 ラーメン大桜 沖縄うるま店
うるま市 中華飯店
うるま市 NaNa
うるま市 バイレズカフェ
うるま市 フルフル
うるま市 なぎさの夢天
うるま市 manta カフェ
うるま市 喫茶スナック ジョイフル
うるま市 花さかじいさん
うるま市 すき家 うるま前原店
うるま市 すき家 うるま石川店
うるま市 すき家 うるま安慶名店
うるま市 キャプテン翼
うるま市 イタリア BAR AMELIA
うるま市 窓
うるま市 いこい処 うさぎ
うるま市 Bar Ladybird
うるま市 パンダ食堂
うるま市 ごはん処 かつ庵 ABLOうるま店
うるま市 カラオケハウス ドン
うるま市 cheese love cheese うるま石川店
うるま市 Mashi&Kama
うるま市 居酒屋天狗
うるま市 綠 えにし
うるま市 しゃぶ右衛門
うるま市 次元 赤道店
うるま市 Anjuru（アンジュル）
うるま市 具志川柿兵衛
うるま市 杏屋 赤道
うるま市 スナックあん・あん
うるま市 ポップキャンディー
うるま市 たいしょうドライブイン
うるま市 manbou(マンボウ)
うるま市 yogaスタジオ虹心cafe
うるま市 赤道のウルマ
うるま市 フィーリンディー
うるま市 リアル沖縄
うるま市 カラオケ・ハウス・千恵
うるま市 居酒屋あがりじま
うるま市 焼肉なべしま 具志川店
うるま市 BARQueen
うるま市 酒処 あわじ
うるま市 Copacabana
うるま市 ふれあい処はん
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うるま市 カレーハウスCoCo壱番屋 石川店
うるま市 小料理でいごの花
うるま市 牛心
うるま市 松屋 うるま石川店
うるま市 ミスタードーナツイオン具志川ショップ
うるま市 居酒屋 結
うるま市 ミスタードーナツ具志川メインシティショップ
うるま市 松屋・マイカリー食堂 うるま赤道店
うるま市 モスバーガー安慶名店
うるま市 遊
うるま市 バーハルディン
うるま市 カラオケmerry
うるま市 中華料理じん
うるま市 えん
うるま市 いしちゃーすば
うるま市 帆掛きそば
うるま市 前田そば
うるま市 ダーツ カラオケ Bar Bacchus
うるま市 コロッケ倶楽部沖縄うるま店
うるま市 えん
うるま市 コロッケ倶楽部 石川店
うるま市 ヤギ料理店（どんぐり）
うるま市 Haru  Haru
うるま市 Ｆｒｅｒｅ
うるま市 ラーメン かめ家
うるま市 鉄板焼きステーキハウスキャピタル(うるま店)
うるま市 ラーメンかめ家 塩屋店
うるま市 BAR隠れ家
うるま市 ステーキハウス うっしっしぃ みどり町店
うるま市 ホルモン人うるま店
うるま市 かつ満イオン具志川店
恩納村 福寿し
恩納村 ローストチキン マヒマヒ
恩納村 おんな食堂
恩納村 ダイヤモンドビーチカフェ
恩納村 琉球ムーガタ鍋
恩納村 HAPI TAPI
恩納村 さく来奈
恩納村 ぐすく家
恩納村 うんな岳
恩納村 オーベルジュボヌシェールラウー
恩納村 なかま食堂
恩納村 琉球焼肉NAKAMA
恩納村 Hale'ainaHOA
恩納村 STEAKHOUSE NAKAMA
恩納村 カフェバーGoMe
恩納村 沖縄の食 る・それいゆ
恩納村 オモプラッタ  
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恩納村 PINK MARLIN CLUB
恩納村 CAFE GOZZA
恩納村 アダン
恩納村 ととちゃんぷる
恩納村 万座テーブル
恩納村 恩納そば
恩納村 BISTRO LUIRE ビストロ リュイール
恩納村 い～まですが
恩納村 琉球BEEF＆BEER
恩納村 BigBlueCafe
恩納村 北の番屋
恩納村 たぬき
恩納村 あぐーの隠れ家
恩納村 あぐーの隠れ家 総本店
恩納村 美ら
恩納村 うちな～バル OOLOO
恩納村 パープル
恩納村 琉球古民家焼肉 琉喰
恩納村 海物語 本店
恩納村 心の宿
恩納村 どぅむら
恩納村 食堂居酒屋 かよう亭
恩納村 美海宝龍琉華亭
恩納村 日本蕎麦ダイニング桃香
恩納村 スナック星の砂
恩納村 CHIRUKORINO
恩納村 はな花
恩納村 BAR ブルースカイ
恩納村 みゆきハマバルリゾート
恩納村 UMITO PLAGE The Atta Okinawa
恩納村 ALOHA食堂
恩納村 Oasis Thai
恩納村 U-MUI Forest Villa
恩納村 セールフィッシュカフェ・ロビーラウンジ
恩納村 フォーシーズン
恩納村 JACK IN THE STEAK
恩納村 日本料理彩ロイズスシバー
恩納村 コーラル・シービュー
恩納村 海風（うみかじ）
恩納村 アンビルハウス
恩納村 アイスクリームショップ ココナッツムーン
恩納村 SHIROUX
恩納村 青碧蒼
恩納村 カフェーみかみ
恩納村 Halelea
恩納村 シラカチ （和食）
恩納村 シラカチ（炉辺）
恩納村 とぅら
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恩納村 くぇーぶぅ
恩納村 シラカチ（寿司）
恩納村 Sunset Bar Spectra
恩納村 シラカチ（鉄板）
恩納村 焼肉DRE×DRE
恩納村 シラカチ（バー）
恩納村 pizzeria da ENZO
恩納村 仲泊海産物
恩納村 島人ぬ宝
恩納村 琉球テラス うら庭
恩納村 ステーキハウス ジャム
恩納村 唯恩禅恩納荘園
恩納村 オーシャンバーベキュー
恩納村 居酒屋にこや
恩納村 居食屋 おJi∼
恩納村 ジ・アッタテラスクラブタワーズ 龍潭
恩納村 ジ・アッタテラスクラブタワーズ ファインダイニング
恩納村 ジ・アッタテラスクラブタワーズ ライブラリーラウンジ
恩納村 Cafe&bar SEA TERRACE
恩納村 琉球の牛
恩納村 焼肉 琉球の牛 恩納別館
恩納村 居酒屋恩納つばき
恩納村 まるき（MARUKI）
恩納村 沖縄古民家七輪焼肉恩納だから。
恩納村 沖縄大衆酒場 やんばる屋
恩納村 海鮮料理浜の家
恩納村 ソードフィッシュ
恩納村 COCONUT HOUSE
恩納村 海人料理 亀の浜
恩納村 さとざくら Best RyuQ
恩納村 KEN'S BEACHFRONT CAFE
恩納村 House Without A Key
恩納村 ＭＯＲＥ ＢＬＵＥ
恩納村 ステーキハウス88恩納店
恩納村 農家カフェ 旬菜庵
恩納村 喜Ki太郎
恩納村 あわもり ゆんたくバー
恩納村 山城亭
恩納村 島炉ばた冨士
恩納村 島炉ばた 冨士（万座店）
恩納村 あぐー豚しゃぶしゃぶ専門店オーシャンBoo！恩納村店
恩納村 ナツメロの集い「靑い山脈」
恩納村 焼肉ニライ
恩納村 ムーンヴィラ
恩納村 皿の上の自然 il Gastro Sara
恩納村 味処幸楽
恩納村 石垣牛とあぐーの専門店焼肉パナリ恩納店
恩納村 沖縄地料理風月楼
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恩納村 ザ・ペリドット・スマートホテル・タンチャワード
恩納村 純沖縄料理 三線の花
恩納村 島バーグと島カレー
恩納村 Burger shop H & S
恩納村 沖縄料理しまぶた屋
恩納村 琉球炉端 デイゴ
恩納村 農園炉端しまぶた屋
恩納村 島料理 田芋
恩納村 北緯26 谷茶屋
恩納村 沖縄料理ちぬまん恩納サンセットモール店
恩納村 ちぬまん別邸
恩納村 セルフ酒場太陽 さぁふぅふぅ
恩納村 ちぬまん前兼久店
恩納村 虹企画
恩納村 海の家シーハウス
恩納村 アーモ
恩納村 ペンションほろほろ
恩納村 カフーリゾートフチャクコンド・ホテル 琉球BBQ BLUE
恩納村 海鮮料理店 島
恩納村 沖縄とんかつ食堂しまぶた屋
恩納村 琉球料理といまいゆ しんか・肉バル&ダイニング ヤンバルミート
恩納村 Seaside Restaurant
恩納村 ぱいかじ恩納本店
恩納村 Kujaku Okinawa
恩納村 ANAインターコンチネンタル万座ビーチリゾート アクアベル
恩納村 オキナワ料理やんばる
恩納村 我空我空
恩納村 オリオンや
恩納村 ANAインターコンチネンタル万座ビーチリゾート 雲海
恩納村 ANAインターコンチネンタル万座ビーチリゾート オーキッド
恩納村 民謡居酒屋島唄
恩納村 バーベキューレストラン「アイビス」
恩納村 ANAインターコンチネンタル万座ビーチリゾート The Oriental Grill by Karin
恩納村 SALVATORE CUOMO&BAR
恩納村 日本料理「七福」
恩納村 ANAインターコンチネンタル万座ビーチリゾート オーシャンカフェ
恩納村 ANAインターコンチネンタル万座ビーチリゾート バー ウェイビー
恩納村 クラブインターコンチネンタルラウンジ
恩納村 居酒屋 恩納まつり
恩納村 琉球亭
恩納村 エスカーレ
恩納村 隨縁亭
恩納村 神戸
恩納村 シーフォレスト
恩納村 ティーラウンジ
恩納村 GRAND LINE(グランドライン)
恩納村 ゆんたく亭
恩納村 ロビーラウンジ&バー
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恩納村 島時間
恩納村 海風よ
恩納村 あぐーしゃぶしゃぶ・沖縄料理かふぅ
恩納村 焼肉酒場 煙
恩納村 あぐーしゃぶしゃぶ・沖縄料理かふぅ
恩納村 沖縄料理 みやぎや
恩納村 丘の上のレストラン ムイヌワージ
恩納村 小さな結婚式 沖縄 イル・ド・レ
恩納村 Hill Side Grill Restaurant
恩納村 Hill Side Bar&Lounge
恩納村 Sunset Steak House
恩納村 Mamma Lella
恩納村 ずけやま
恩納村 BLUE ENTRANCE KITCHEN
恩納村 沖縄料理と地酒のお店 冨着58番地
恩納村 カフーリゾートフチャクコンド・ホテル Wine&Dining The Orange
恩納村 カフーリゾートフチャクコンド・ホテル Deli&Café
恩納村 和田平(わだへい)
恩納村 ロケーションダイニング凪
恩納村 ぎゅうとん合戦仲泊精肉店
恩納村 沖縄食材酒家 なかや
恩納村 カラオケハウスKiKi
恩納村 シーサイドドライブイン
恩納村 クッキー2
恩納村 オールディダイニング コラーロ
恩納村 ラウンジ・バー ラナイ
恩納村 カフェテラス ボワール
恩納村 ゆらぎ月
宜野座村 R
宜野座村 レキオテラス漢那
宜野座村 翔
宜野座村 ひとやすみ
宜野座村 炭焼家てんぷす
宜野座村 カラオケ&酒処さんぽみち
宜野座村 酒楽一番
宜野座村 リブマックス アムス・カンナリゾートヴィラ
宜野座村 シーサイドカンナ
宜野座村 我羅蔓
宜野座村 小料理屋 海炭
宜野座村 車えびレストラン球屋
宜野座村 お食事処恵ちゃん
宜野座村 IZAKAYA HANAYA
宜野座村 夕波
宜野座村 やかそば2
金武町 花笠
金武町 Ｓｋｙｅ８
金武町 Ｂａｒ ８ｓｈｏｔ
金武町 スナック パテオ
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金武町 BEGANZ OKINAWA
金武町 カサブランカ
金武町 Darts Bar ドラゴン
金武町 Manila Music Girls Bar
金武町 SPIDER
金武町 THE  SALOON
金武町 盆栽村
金武町 赤坂
金武町 心 HEART
金武町 Question
金武町 島ダイニング 二代目 OH！さまや
金武町 ピース
金武町 カフェー 愛らんど
金武町 Heart Coco / Yuu Muu
金武町 とんとんみぃ
金武町 ぴえろ
金武町 喫茶 まっちょ
金武町 美an華
金武町 HAPPY ENDING
金武町 インド料理SHIVA
金武町 UNDERGROUND 
金武町 LATIN FLAVOR?S
金武町 宮寿し
金武町 Nana
金武町 にく家 牛円
金武町 シャンドール
金武町 Bar & Hooker Anonymous
金武町 スナック サマー
金武町 CHICHIS NORTH
金武町 スナック柳銀
金武町 カフェバル JUNKY
金武町 K’zBBQ 
金武町 CC’s Chicken&Waffles
金武町 カラオケスタジオ 古都
金武町 MAJI
金武町 ZONE
金武町 まりー
金武町 X・Y・Z
金武町 チキンパラダイス
金武町 Beach Box
金武町 くいしん坊
金武町 さわやか庵
金武町 White Kitchen
金武町 創作ダイニング東屋
金武町 テラスやんばる
金武町 昭和時代
金武町 THE SISTERS BAR
金武町 KARAOKE BAR 704号室
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金武町 スナック104
金武町 sunrise
金武町 居酒屋 たぬき
金武町 66
金武町 イーストコースト
金武町 ふぁいみ－る
金武町 リバーマウンテン
金武町 ＢＩＮＧＯ’Ｓ
金武町 オーシャン
金武町 汀
金武町 My Place
金武町 パーク
金武町 ラーメンの鶴味家
金武町 Refre
金武町 ともみ
金武町 Bar Ray‘s place
金武町 遙かなる海
金武町 レストラン キャバレー タウン
金武町 BAR LELO
金武町 樹樹
金武町 太陽
金武町 かね八
金武町 K
金武町 ボギー
金武町 天翔の舞
金武町 味乃屋
金武町 風来坊
金武町 スナック アスター
金武町 ワシントン
金武町 舞
金武町 スナック 凡
金武町 金海
金武町 ゆみこ
金武町 おでん壺（バー）
金武町 ＬＩＺＡ’Ｓ Ｇａｒｌｉｃ Ｈｏｕｓｅ
金武町 お食事処 ぼん ～Ｂｏｎ．ｎｅ～
金武町 まぁーこ
金武町 フィーリング
金武町 てまり
金武町 ＧＯＬＤ・
金武町 庵 あん
金武町 居酒屋 千広
金武町 MA-KA-NA
金武町 プルメリア
金武町 居酒屋じんじん
金武町 ききら
金武町 スナック 洋子
金武町 ＳＭＯＫＥ ＰＩＴ
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金武町 咖喱ハウス ｈａｂｂａ－ｈａｂｂａ
金武町 ＰＡＴＲＡ
金武町 COPA GRILL
金武町 カラオケ スナック ビッグフェイス倶楽部Ｎｏ２
金武町 CHEERS（チアーズ）
金武町 絆
金武町 南龍園
金武町 ムヒカ
金武町 我が家
金武町 京や
金武町 スナック 月花
金武町 ま～この店
金武町 ＢＡＲ＆ＣＡＦＥ ＢＲＡＳＩＬ
金武町 ＫＩＴＣＨＥＮ ＢＲＡＳＩＬ
金武町 だんらん
金武町 Bar GALAXY
金武町 CIGAR BAR VEGAS 
金武町 アスターハウス
読谷村 Sunny Side Up Cafe&Dining Bar
読谷村 songbird cafe
読谷村 夢来  (ゆくる)
読谷村 Rounge MUSERVA
読谷村 MENBAR
読谷村 読谷焼肉 縁
読谷村 膳
読谷村 うみぞら
読谷村 想作和食 花浅葱
読谷村 ジャンキーアイス
読谷村 のみやー
読谷村 チャンピオンタコス読谷店
読谷村 外食家 くじら
読谷村 居酒屋きゅう
読谷村 残波牛苑
読谷村 よみたんコンドホテルND １Fカフェ
読谷村 炭香
読谷村 飯と酒の店 無垢家
読谷村 KING
読谷村 BAR en
読谷村 Ｃａｆｅ ホットロード
読谷村 美(ちゅら)
読谷村 Ｃｏｍｍｕｎｉｔｙ高志保
読谷村 ステイゴールド
読谷村 ふくろう
読谷村 もつ焼きあぶさん
読谷村 山海の幸 あじつぼ
読谷村 お酒と小料理レトロ海鳴り喫茶
読谷村 居酒屋 和が家
読谷村 oki123
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読谷村 徳武蔗屋
読谷村 海岸食堂CAPRICE
読谷村 かなさん堂
読谷村 浜辺のキッチン もめんばる
読谷村 FuMi
読谷村 焼肉ホルモンのぼり苑
読谷村 Fullcafe
読谷村 はなび屋
読谷村 オカゲサマ製?食堂
読谷村 株式会社いしじ
読谷村 株式会社いしじ トリィ店
読谷村 カラオケグゥフォー
読谷村 沖縄居酒屋 ダボ
読谷村 むらやー
読谷村 カラオケ 花恋
読谷村 壽の華
読谷村 スナック 絆
読谷村 香和
読谷村 酒処 たくや
読谷村 中華レストラン残波苑
読谷村 勝
読谷村 ラウンジBar Tia
読谷村 つけ麺のKEIJIRO読谷店
読谷村 フィッシャーマンズウォーフ
読谷村 番所亭
読谷村 ゆくり家
読谷村 ICHARI BAR CHOUDE
読谷村 読谷 酒場
読谷村 割烹・琉花
読谷村 ホルモン豚尾
読谷村 カフェ Tiffany
読谷村 ちんだみ
読谷村 Ofukuro
読谷村 肉バルNY(ニクバルニューヨーク)
読谷村 Venice Beach Cafe&Bar
読谷村 VENUS
読谷村 スナックれもん
読谷村 喫茶Ｔ・Ｒ
読谷村 居酒屋瀬名波
読谷村 リゾートダイニングポコアポコ読谷店
読谷村 大笑 (たいしょう)
読谷村 スナック 杏
読谷村 BAR 700
読谷村 KANPILE
読谷村 アグーとんかつコション 読谷店
読谷村 フィーバー
読谷村 ぶたや黒将
読谷村 ヨギノ
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読谷村 インドカレーハウスニューデリー
読谷村 麺屋あぐり
読谷村 萌
読谷村 SHOP&CAFE
読谷村 FINE DINING
読谷村 風の街
読谷村 酒食工房 丸一屋
読谷村 BAR&LOUNGE
読谷村 居酒屋 酔心
読谷村 黒猫屋読谷店
読谷村 炭家・だるまそば読谷店
読谷村 Smokehouse225
読谷村 読谷酒場美海
読谷村 彩食酒遊 美海
読谷村 合同会社OBBLIGATO
読谷村 アジアン食堂 シロクマ
読谷村 こま家
読谷村 一杯
読谷村 セガフレード・ザネッティ・エスプレッソ沖縄読谷店
読谷村 茂野
読谷村 Links
読谷村 スナックダイバーズ
読谷村 Bar ケンハッチー
読谷村 Wing
読谷村 マジュン リッカ
読谷村 Chill
読谷村 やっぱりステーキ読谷店
読谷村 一(いち)
読谷村 Kitchen Dining Toki 鬨
読谷村 星のや沖縄 プールラウンジ
読谷村 星のや沖縄 メインダイニング
読谷村 ステーキハウス88Jr.読谷店
読谷村 Min Tama Ristorante
読谷村 ミュージック101
読谷村 シーサーの邦
読谷村 美月
読谷村 やぎ処 さくら
読谷村 Dori
読谷村 ちかみっち
読谷村 Karaoke Bar SILK
読谷村 笑い福い
読谷村 Bar EREN
読谷村 オーシャンBOO！
読谷村 和風亭大湾シティ店
読谷村 居酒屋 ゆんたく
読谷村 ひだまり
読谷村 大阪王将大湾シティ店
読谷村 酒膳処 香貴
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読谷村 キャッスル
読谷村 焼肉五苑 読谷店
読谷村 がんじゅう
読谷村 バー 深夜勤
読谷村 小 料理 立っ花
読谷村 沖縄そば みゆ
読谷村 居酒屋味平
読谷村 エデンの園
読谷村 柳
読谷村 カヨズバー KAYO
読谷村 居酒屋 まきしむ
読谷村 樹樹
読谷村 お好み焼き馬之助 読谷店
読谷村 居酒屋いちゃりば
読谷村 たいしょう
読谷村 酒処ペイピー
読谷村 小料理 香
読谷村 華世
読谷村 琉どん屋
読谷村 島ジェラート＆カフェ ISOLA
読谷村 軽食喫茶 樹々
読谷村 Y.Ts’(ワイ.ティーズ)
読谷村 サーティワンアイスクリーム サンエー大湾シティ店
読谷村 ライブハウス クロスロード
読谷村 ピンクタイガー
読谷村 梨艶
読谷村 大木海産物食堂
読谷村 はりゆん
読谷村 シンガポール
読谷村 laule'a
読谷村 HANAHOU
読谷村 むら咲むら（泰期）
読谷村 中華・ラーメン 醤
読谷村 女神
読谷村 キッチン５８
読谷村 Izakaya 島笑
読谷村 Syanze BAR
読谷村 カラオケ小料理 しき之助
読谷村 うたごえペンションまーみなー
読谷村 むら咲むら（謝名亭）
読谷村 Pasta Cafe のりーちぇ
読谷村 やちむん＆カフェ 群青
読谷村 古都
読谷村 旬菜食房はんだま
読谷村 21世紀
読谷村 がじろう飯店
読谷村 スターバックスコーヒー沖縄読谷店
読谷村 琉球 千年豚
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読谷村 ちゃかし家
読谷村 TAMARI BAR (タマリ、バー)
読谷村 琉球家庭料理「とぅむし」
読谷村 いなかもん
読谷村 活味
読谷村 鉄板居酒屋杉
読谷村 島やさい食堂てぃーあんだ
読谷村 KOKOPELLI 
読谷村 酒、さかな、んの店
読谷村 ＨＡ-Ｒu
読谷村 居酒屋からびさ～
読谷村 味処酒処一心
読谷村 J a m
読谷村 スマイリー
読谷村 オーシャンズピザ
読谷村 割烹和歌
読谷村 まーきー
読谷村 Bingo
読谷村 残波岬いこいの広場 Ti-da33
読谷村 TASTE
読谷村 ローヤル レストラン
読谷村 おやすみ処 はな道
読谷村 CHILLAX
読谷村 ホテル日航アリビラ ブラッスリー ベルデマール
読谷村 すき家 58号読谷店
読谷村 ホテル日航アリビラ 日本料理・琉球料理 佐和
読谷村 海のテラスよみたん都屋
読谷村 ホテル日航アリビラ カジュアルブッフェ ハナハナ
読谷村 ミュージックラウンジLuce ールーチェー
読谷村 AQUA
読谷村 SIM.SIM
読谷村 ホテル日航アリビラ 鉄板焼 護佐丸
読谷村 ホテル日航アリビラ ロビーラウンジ アリアカラ
読谷村 北海道らーめん追風丸読谷店
読谷村 RUI (ルイ)
読谷村 ホテル日航アリビラ アリビラルーム
読谷村 読谷物語
読谷村 ホテル日航アリビラ エレガントルームアズール
読谷村 おきなわポークビレッジ
読谷村 あんぷち
読谷村 スカイレストラン ラファール
読谷村 舞夢
読谷村 トロピカルレストラン コローネ
読谷村 日本料理琉球料理 花織
読谷村 ティラウンジ エメラルド
読谷村 つちなる
読谷村 麺屋はちれん
読谷村 居酒屋・飲食店(敏びん)
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読谷村 シルビア
読谷村 アジアンキッチン サイルーン
読谷村 じゃりン子チエリ
読谷村 小料理 笹
読谷村 モスバーガー国道58号読谷店
嘉手納町 新町通りフードコート
嘉手納町 THE居酒屋はるずずSEVENTY
嘉手納町 葵
嘉手納町 粟元家（あむてぃや）
嘉手納町 Gruzie(グラッツェ)
嘉手納町 Ken’s Bar
嘉手納町 カラオケcafeたのシーサー
嘉手納町 一時（ひととき）
嘉手納町 とまり木
嘉手納町 波之屋
嘉手納町 Hungry Angry
嘉手納町 カレーハウスCoCo壱番屋
嘉手納町 エル
嘉手納町 きのえ
嘉手納町 いっぱいや絆
嘉手納町 ダイニングKintsuki
嘉手納町 面
嘉手納町 ラバル
嘉手納町 きゃべつ畑
嘉手納町 ともだち
嘉手納町 MIX CLUB VISION
嘉手納町 居酒屋 政
嘉手納町 残波水産
嘉手納町 カサブランカ
嘉手納町 ポルシェパートⅡ
嘉手納町 歌謡道場 デュエット
嘉手納町 カラオケ&Bar園
嘉手納町 ダイニングパブ 風酔
嘉手納町 ケンタッキーフライドチキン 嘉手納店
嘉手納町 むぅみん
嘉手納町 愛二人（あいたい）
嘉手納町 八茶坊
嘉手納町 どんぐり
嘉手納町 いずみや
嘉手納町 赤と黒
嘉手納町 シャルム
嘉手納町 ナイトスナック ハッピークローバー
嘉手納町 ミスティー
嘉手納町 HIDEKO’S Seafood Ｃafe
嘉手納町 さしだ商店
嘉手納町 千
嘉手納町 ルPA
嘉手納町 なんくる家

92



嘉手納町 雅 みやび
嘉手納町 中華苑
嘉手納町 大学
嘉手納町 森蔵
嘉手納町 貴族院
嘉手納町 ラウンジ chi春sun(ちはるさん)
嘉手納町 華の里
嘉手納町 乾杯
嘉手納町 やまぶき
嘉手納町 おもいで
嘉手納町 ダイニングBAR 夢
嘉手納町 カラオケカフェ そら
嘉手納町 のぎく
嘉手納町 MT,HAMA
嘉手納町 縁美
嘉手納町 茶んＰら～
嘉手納町 沖縄採食屋エランド
嘉手納町 ピュア
嘉手納町 GORDIES OLD HOUSE
嘉手納町 Carne カルネ
嘉手納町 ぐるくん亭
嘉手納町 アンジェラ
嘉手納町 MIX BOX
嘉手納町 バッファロー
嘉手納町 喫茶軽食T.P
嘉手納町 居酒屋 創
嘉手納町 TKM
嘉手納町 おでん いち
嘉手納町 アリラン
嘉手納町 恋歌
嘉手納町 香蔵
嘉手納町  HANAHOU
嘉手納町 ZUKA ZUKA カラオケ
嘉手納町 瑠璃
嘉手納町 ルーツ
嘉手納町 ナイトインハート
嘉手納町 居酒屋割烹 友遊亭
嘉手納町 What's the story?
嘉手納町 ジャズ喫茶ジュン
嘉手納町 小料理 しむら
嘉手納町 ripalo
嘉手納町 嘉手納そば
嘉手納町 ごっつもりもり
嘉手納町 綺羅羅
嘉手納町 鮨 川崎
嘉手納町 愛
嘉手納町 ウミユリ
嘉手納町 さくら
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嘉手納町 酒蔵 でっち亭
嘉手納町 居食屋 和
嘉手納町 kitchen and bar 360°
嘉手納町 target・tom
嘉手納町 Bar Y's(ワイズ)
嘉手納町 Luke Tacos
嘉手納町 だんけ
嘉手納町 自家焙煎珈琲凡
北谷町 デザートキッチン シロネコヤ
北谷町 いっきゅう。
北谷町 Studio Bar
北谷町 玉屋
北谷町 ゆくい酒処 礎
北谷町 めぐろとり薪
北谷町 マシソヨ北谷店
北谷町 ちゃたんの串あげ屋 はんぐるーす
北谷町 (株)オレンジブームファクトリー
北谷町 鉄板焼き ＨＲ（エイチ・アール）
北谷町 カラオケ処 りっか・りっか
北谷町 BAR BIAACHA
北谷町 レクー沖縄北谷スパ＆リゾート（バー）
北谷町 BISTRO bom bà
北谷町 麺神まるよし
北谷町 ヌーボーカフェ
北谷町 Bigknot
北谷町 ホライズン カレーワークス
北谷町 bar odds and ends
北谷町 KABAB'S
北谷町 LaCucina
北谷町 Howdy
北谷町 Barry's
北谷町 イタリアンレストラン ウプラヤ
北谷町 串焼き勇
北谷町 采美浜店
北谷町 味好
北谷町 cafe&bar Maimalu
北谷町 E&C
北谷町 ジャッキー
北谷町 South Island Kitchen とらじ
北谷町 カリメロ
北谷町 居酒屋ハンマー
北谷町 Cafe&Pizza Bar oh Yeah!
北谷町 かんなplus
北谷町 福寿し
北谷町 しゃぶしゃぶダイニング バルコラボ
北谷町 ＷＨＡＬＥ ＣＨＩＣＫＥＮ
北谷町 Pizza Sun Okinawa
北谷町 Naughty By Nature 
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北谷町 Noopy’s 
北谷町 elf(エルフ)
北谷町 バーリトルリーフ
北谷町 あぐーの隠れ家
北谷町 MAGIC OCEAN
北谷町 エメラルドオーシャンサイド
北谷町 炉端Ｙｏｎａｂａｌ
北谷町 Craft Beer Pub Beer Rize
北谷町 回転寿司 北海素材 北谷店
北谷町 SEA GARDEN
北谷町 Bar Blue Lagoon
北谷町 焼肉どうらく 北谷店
北谷町 パワー オブ タイム
北谷町 牛骨琉球ラーメン ＭＡＲＵＭＡＲＯ 北谷店
北谷町 Whoopee食堂
北谷町 Chatan cafe halihali
北谷町 Chicken&Papa
北谷町 酒処 れもん
北谷町 YAN CAFE
北谷町 Surfer's
北谷町 I's Public Ale House
北谷町 牛角北谷店
北谷町 ジョリーパスタ北谷店
北谷町 しゃぶしゃぶ温野菜北谷店
北谷町 居酒屋遊希
北谷町 石垣島キッチンＢＩＮ
北谷町 じるや
北谷町 GRAPACHINA
北谷町 山原屋
北谷町 アグーしゃぶしゃぶ 神まえ
北谷町 SLOW
北谷町 お好み焼お志乃
北谷町 ARIGATO
北谷町 ココス北谷店
北谷町 ストライプヌードルズ
北谷町 チャッピー
北谷町 モッズ
北谷町 カレーハウスCoCo壱番屋沖縄北谷国体道路店
北谷町 和牛焼肉牛武士
北谷町 Cherish The Sea
北谷町 Sushi on La Cienega 
北谷町 Ｈａｗａｉｉａｎ-Ｃａｆｅ ＫＡＰＵＫＡ （ハワイアンカフェ カプカ）
北谷町 ＷａＧｙｕ－Ｃａｆｅ ＫＡＰＵＫＡ 沖縄北谷店
北谷町 TROPICAL MASSAMAN
北谷町 クライマックスコーヒーデポアイランド店
北谷町 居酒屋目からうろこ
北谷町 ガーリックハウス
北谷町 熟成焼肉いちばん 北谷店
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北谷町 インドカレー タージオキナワ
北谷町 Sammys Bar サミーズ バー
北谷町 ロングソフトクリーム沖縄アメリカンビレッジ店
北谷町 最強食堂 北谷店
北谷町 ミハマセブンプレックス
北谷町 Bar Blantons gold Ⅱ
北谷町 凡蔵 ぼんぞう
北谷町 SOLIS GRANDE
北谷町 琉球Chinese 炒炒
北谷町 BOLLYWOOD DREAMS
北谷町 cafe808
北谷町 BOLLYWOOD JEWEL
北谷町 BENSON’S
北谷町 神鮨
北谷町 十勝ホルモンKEMURI 
北谷町 Bar HILOW
北谷町 hirugi
北谷町 焼肉きんぐ 北谷店
北谷町 麺厨房あじさい沖縄北谷店
北谷町 ベトナムちゃん 北谷
北谷町 海鮮ばってん
北谷町 大戸屋 北谷店
北谷町 ぱいかじ北谷美浜
北谷町 CHICHI'S
北谷町 次郎長寿司
北谷町 SASUKE
北谷町 リゾートダイニングポコアポコ 北谷店
北谷町 居酒屋 よし八
北谷町 レストラン星田
北谷町 江戸前すし喜楽
北谷町 トニーローマ 美浜店
北谷町 わわcafE
北谷町 Bonnie’s kitchen 
北谷町 カプリチョーザ 北谷美浜店
北谷町 居酒屋 あまわり
北谷町 スンドゥブドゥビドゥブ
北谷町 PIZZA&ITALIAN COBY
北谷町 Sauce Live (SL MOBILE)
北谷町 ポッケファーム
北谷町 SUNNY'S
北谷町 BAR SUNRISE
北谷町 BAR SUNRISE 桑江店
北谷町 クバ リブレ
北谷町 ナップンナムジャ デソン
北谷町 浜寿し
北谷町 CC’s Chicken&Waffles 
北谷町 alaＢar・inc
北谷町 林屋
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北谷町 琉球・居酒屋さとうきび
北谷町 BRUAL
北谷町 ラーメン魁力屋北谷美浜店
北谷町 TEN
北谷町 SHRIMP BUS
北谷町 イタリアンレストラン＆バー ＣＯＣＯＭＩＯ（ココミーオ）
北谷町 テディーズビガーバーガー 沖縄北谷店
北谷町 yumeya
北谷町 Transit Cafe
北谷町 ステーキハウスBB
北谷町 HAMBY食堂 ひなた
北谷町 琉球の牛 北谷店
北谷町 BLUE OCEAN STEAK
北谷町 タイ料理 paopao the elephant
北谷町 晩酌処 じょいんと
北谷町 月桃（サンニン）
北谷町 Esparza's Tacos and Coffee
北谷町 Ｔｈｅ ｊｕｎｇｒｉ－Ｌａ ｃａｆｅ ａｎｄ ｒｅｓｔａｕｒａｎｔ
北谷町 JUMBO STEAK HAN'S北谷デポセントラル店
北谷町 博多焼肉 天神
北谷町 丹菜房
北谷町 ISTANBUL KEBAB HOUSE
北谷町 天下一品北谷店
北谷町 ちゅらはま食堂
北谷町 JUMBO STEAK HAN'S美浜店
北谷町 長老ラーメン
北谷町 メキシカン居酒屋しんちゃん
北谷町 やっぱりステーキ北谷美浜店
北谷町 赤とうがらし 北谷店
北谷町 NASHVILLE OKINAWA R&R
北谷町 Chatanbal Verona
北谷町 Chicken filet
北谷町 七輪焼肉安安 北谷店
北谷町 midori
北谷町 FOGOBRAZIL
北谷町 SaySay’s 
北谷町 bar geeno
北谷町 珈琲待夢ハンビータウン店
北谷町 アジト
北谷町 海鮮処 琉球
北谷町 和風亭
北谷町 レストランチュラティーダ・ヤンバルクッチーナ
北谷町 島唄と琉球料理 北谷ダイニング
北谷町 アジアンダニング アーダニー
北谷町 Guts fried chicken
北谷町 イーグルファミリーカフェ
北谷町 Beach Boys
北谷町 石垣牛ステーキハウスゆいまーる牧場
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北谷町 The Pour House Bar and Grill
北谷町 はま寿司北谷伊平店
北谷町 大阪王将北谷はまがわ店
北谷町 INFINITI bar & Grill
北谷町 焼肉 金城
北谷町 沖縄○◯（まるまる）せんべい
北谷町 ゆくい村たいよう
北谷町 マイクス ハンビー店
北谷町 焼肉五苑 北谷店
北谷町 居酒屋くゆみ
北谷町 焼肉夢丸 美浜店
北谷町 29カフェ Pine Tree Bless ハンビー店
北谷町 チャイナシー
北谷町 サンライズ
北谷町 吉野家 ５８号線北谷桑江店
北谷町 あつ子の部屋
北谷町 鶏千FCイオン北谷店
北谷町 Ａ＆Ｗ北谷店
北谷町 Ａ＆Ｗ美浜店
北谷町 りんくる食堂
北谷町 Five Star Deli
北谷町 SURIYUN スリユン
北谷町 CORRENTE コレンテ
北谷町 mahru マール
北谷町 そば&酒膳処一本松
北谷町 ゴーディーズ
北谷町 宮の心
北谷町 徳文寿司
北谷町 SANDBOX 
北谷町 リンガーハットイオン北谷店
北谷町 SEASIDE STEAK BEEFY'S
北谷町 コメダ珈琲店 沖縄北谷58号店
北谷町 のり屋
北谷町 MOOD MIHAMA
北谷町 くら寿司沖縄北谷店
北谷町 レッドロブスター沖縄北谷店
北谷町 まーるまる
北谷町 きんぱ ぎんぱ
北谷町 ケンタッキーフライドチキン北谷店
北谷町 蒸気海鮮ＣＨＡＴＡＮ ＳＴＥＡＭ ＳＥＡＦＯＯＤ
北谷町 地球村
北谷町 かなさんやー
北谷町 焼肉RIKIO
北谷町 Banquet(宴会場）
北谷町 ステーキハウス四季 美浜店
北谷町 43West ROOFTOP BAR
北谷町 カラオケスポットジョイ（砂辺店）
北谷町 東洋飯店 北谷店
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北谷町 MaTiira
北谷町 タイ料理 パサタイ
北谷町 はなまるうどんイオン北谷店
北谷町 応為 ｏ－ｉ
北谷町 GLAMOROUS
北谷町 The Tipsy Phrog
北谷町 SLAPPYSLICE 
北谷町 旬肴 ひとしずく
北谷町 酒酔処わったー家
北谷町 クロース
北谷町 PIZZA STAND NY
北谷町 やっぱりステーキイオン北谷店
北谷町 スシロー北谷店
北谷町 cafe and fruits BUNBUN
北谷町 タコライスcafeきじむなぁ
北谷町 Smoothie Boo
北谷町 スターバックスコーヒー美浜アメリカンビレッジ店
北谷町 スターバックスコーヒー北谷国道５８号店
北谷町 スターバックスコーヒーイオン北谷店
北谷町 ADAMS
北谷町 北大地 有雅亭
北谷町 Bovino's
北谷町 タコスカフェ Taco Loco
北谷町 ベジフルランチカフェ
北谷町 CAFE SAN FRANCISCO・HUNTER'S POINT
北谷町 北谷殿内
北谷町 焼肉福牛
北谷町 美浜殿内
北谷町 ロールアップ
北谷町 BURGER BEAR DINER
北谷町 欧風料理 ビストロぷちぱん
北谷町 Burger Bear#2 Go
北谷町 呼吸珈琲
北谷町 Hunters Point
北谷町 D.B.Cooper
北谷町 YAKITORIYA
北谷町 Renny's Diner
北谷町 スターバックスコーヒー沖縄国体道路店
北谷町 RIGHT HERE KEBAB
北谷町 鉄板焼まつもと
北谷町 mini Food Court/Cafe ENJOY!
北谷町 AIEN COFFEE＆HOSTEL
北谷町 PLUS pizza&sunset
北谷町 よしの蔵
北谷町 HERITAGE INDIAN RESTAURANT
北谷町 甲子園スタジアムOKINAWA
北谷町 酒膳処 和和
北谷町 炭焼き居酒屋 串角北谷店
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北谷町 Pizza in OKINAWA
北谷町 海鮮茶屋サバニ
北谷町 ピッツェリア バール アリッチャ
北谷町 コナズ珈琲アメリカンビレッジ
北谷町 TACOS –YA
北谷町 丸亀製麺 北谷店
北谷町 Thaicoon
北谷町 お食事処 玄
北谷町 PRETTY THINGS
北谷町 すき家 58号北谷店
北谷町 すき家 北谷国体道路店
北谷町 すき家 イオン北谷店
北谷町 かめぜん食堂
北谷町 がじまる食堂
北谷町 焼き肉 花らんぷ
北谷町 ALLY'S沖縄
北谷町 Ocean Fairy
北谷町 らあめん花月嵐 ハンビー店
北谷町 そば家鶴小 北谷店
北谷町 とんかつ太郎 北谷店
北谷町 ごはん処 かつ庵 北谷店
北谷町 トンキュホテ 北谷店
北谷町 ばくばく亭
北谷町 やよい軒北谷美浜店
北谷町 ダブルデッカー
北谷町 デッカーズキッチン
北谷町 居酒屋ちゃたんむら
北谷町 Sunabe GYROS
北谷町 レストランターキー
北谷町 キーズカフェ 北谷ハンビー店
北谷町 びっくりドンキーハンビー北谷店
北谷町 ブルーシール北谷店
北谷町 らーめん追風丸（はやてまる）
北谷町 インディラ
北谷町 ブルーシールデポアイランド店
北谷町 ブルーシール デポアイランドシーサイド店
北谷町 Pink Elephant
北谷町 hug3doアメリカンビレッジ店
北谷町 SIDELINES bar&grille
北谷町 Ｌｏｎｇｈｕ Ａｓｉａｎ Ｋｉｔｃｈｅｎ 国体道路店
北谷町 TAPIOCAZ
北谷町 アメリ感アメリ館
北谷町 レストランアメリカン・アメリカン
北谷町 BARRAGAN 
北谷町 COCONUT'S CAFE
北谷町 Tropical Moon
北谷町 モスバーガー北谷店
北谷町 松屋・マイカリー食堂 北谷美浜店
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北谷町 ミスタードーナツイオン北谷店
北谷町 KASTHA MANDAP NEPAL SPICE KICHIEN
北谷町 焼肉 きたや
北谷町 カレーハウスＣｏＣｏ壱番屋 沖縄北谷ハンビー店
北谷町 WING KING
北谷町 レストラン金松
北谷町 コロッケ倶楽部 北谷店
北谷町 LUX 
北谷町 らーめん我道
北谷町 ビッグエコー美浜店
北谷町 炭火串焼 月と噐
北谷町 ジェッタバーガーマーケット
北谷町 鉄板焼きステーキハウスキャピタル
北谷町 The Sunrise Shack 沖縄アメリカンビレッジ店
北谷町 CHATAN HARBOR BREWERY&RESTAURANT
北谷町 SEAFOOD HOUSE PIER 54
北谷町 焼肉 北谷龍
北谷町 ジバゴコーヒーローステリー
北谷町 ボンゴアンドアンカー
北谷町 居酒屋 味自満 美浜店
北谷町 グルメ回転寿司市場美浜店
北谷町 回転寿司 一番亭
北谷町 キャプテンズイン 美浜店
北谷町 イクリプス
北谷町 ADACHIYA
北中城村 TIDE Hambarg & Coffee
北中城村 居酒屋さーふーふー
北中城村 A Danian Cafe
北中城村 Bar Smile
北中城村 博多だるま SOUTHJAPAN
北中城村 レインボーテラス沖縄
北中城村 Anje-アンジェ-
北中城村 外食家くじら 北中城店
北中城村 フィフサン
北中城村 琉京甘味SANS SOUCI
北中城村 sempre pizza
北中城村 浪漫酒場いっぽ
北中城村 欧風カレー喫茶FRANKLYN (フランクリン)
北中城村 パブラウンジ エメラルド
北中城村 バケット
北中城村 やんばるジェラート ライカム店
北中城村 Kozy’s Pizza
北中城村 鎌倉パスタ イオンモール沖縄ライカム店
北中城村 五穀
北中城村 上海キッチン
北中城村 あんかけ炒飯の店 張家飯
北中城村 Original 
北中城村 Lee's kitchen

101



北中城村 峠の茶屋
北中城村 酒楽 COLIBRI
北中城村 JACK IN THE DONUTS
北中城村 福くる里学
北中城村 杉養蜂園
北中城村 山羊料理店 南山
北中城村 つけ麺 舎楽
北中城村 カラオケランド
北中城村 Asian Food Fuuten
北中城村 中村
北中城村 本家 亀そば北中店
北中城村 ジャスミン
北中城村 シネマ ライカム
北中城村 ばぁ～BEEK
北中城村 沖縄物語
北中城村 バー芥子菜
北中城村 サムズカフェ
北中城村 喫茶アイランド
北中城村 ラーメン魁力屋
北中城村 スパイスモーテルカフェ
北中城村 又吉笑点
北中城村 カントリー雑貨&Cafe- jam
北中城村 和食 樂
北中城村 焼鳥居酒屋「喜多仲」
北中城村 JUMBO STEAK HAN'S沖縄ライカム店
北中城村 中華食堂パンダ
北中城村 星のたね
北中城村 にく活
北中城村 タリーズイオンモール沖縄ライカム店
北中城村 酒処 にしき
北中城村 サンマルクカフェ イオンモール沖縄ライカム店
北中城村 比嘉家
北中城村 カフェラウンジ Luna・sol (ルナ・ソル)
北中城村 SAHANJIイオンモール沖縄ライカム店
北中城村 炭火焼肉GOSAMARU
北中城村 unityokinawa-clothing&cafebar-
北中城村 エイアンドダブリュ屋宜原店
北中城村 coco bagel + sora no sita ライカム店
北中城村 築地銀だこ イオンモール沖縄ライカム店
北中城村 USCAR COFFEE
北中城村 最強食堂 アワセ店
北中城村 喫茶 育
北中城村 三郎寿し
北中城村 神楽食堂串家物語イオンモール沖縄ライカム店
北中城村 きらく亭
北中城村 リンガーハットイオンモール沖縄ライカム店
北中城村 くら寿司イオンモール沖縄ライカム店
北中城村 Cafe GREEN GREEN
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北中城村 サーティワンアイスクリーム イオンモール沖縄ライカム店
北中城村 マンガ喫茶シャルマン
北中城村 くわっちぃ食堂青空
北中城村 food&beer 豊里家
北中城村  いきなり！ステーキイオンモール沖縄ライカム店
北中城村 炭焼き牛タン仙台なとりイオンモール沖縄ライカム店
北中城村 デザート王国
北中城村 Manoa Pancake House
北中城村 ローストビーフ星
北中城村 毎日丁寧 とりから一番
北中城村 タコライスcafe きじむなぁ イオンモール沖縄ライカム店
北中城村 スターバックスコーヒーイオンモール沖縄ライカム店
北中城村 龍′sダイニング
北中城村 和琉料理 結庵（ゆあん）
北中城村 BAR 星ノ庭
北中城村 ドトールコーヒーショップイオンモール沖縄ライカム店
北中城村 ラーメン大桜 沖縄泡瀬店
北中城村 ドンクエディテ沖縄ライカム店
北中城村 BlueWaterShrimp&MalasadaGarage
北中城村 ハンバーグの店 北中バーグ
北中城村 博多天ぷら たかお
北中城村 すき家 329号北中城店
北中城村 イラブー料理 カナ
北中城村 丸亀製麺 イオンモール沖縄ライカム店
北中城村 麺場田所商店
北中城村 沖縄鶏白湯鶏神
北中城村 ブルーシール沖縄ライカム店
北中城村 焼肉なべしま イオンモール沖縄ライカム店
北中城村 茶樓雨香
北中城村 居酒屋旬
北中城村 居酒屋 くうふちぃ
北中城村 CORE CURRY
北中城村 果汁工房果琳 イオンモール沖縄ライカム店
北中城村 神戸元町ドリア イオンモール沖縄ライカム店
北中城村 吉嶺
北中城村 ローズガーデン
北中城村 銀シャリ
北中城村 ローズガーデンカフェ
中城村 やっしーん家
中城村 curry cafe kitagawa
中城村 我流家
中城村 ホワイトハウス
中城村 ビストロ食堂 Chez Nori
中城村 くつろぎ DINING あおいや。
中城村 ほろ酔い酒場 和
中城村 レインボーコーヒー中城本店
中城村 ラーメン暖暮 中城店
中城村 牛角中城店
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中城村 めんらく亭
中城村 Hanta Baru
中城村 ラウラウ
中城村 ＢａｒR
中城村 Seaside HOLIDAYS
中城村 カフェ・マーメイド
中城村 食楽家なかじょう
中城村 七輪焼肉安安 中城店
中城村 ネットカフェ ふぅぅ
中城村 やきとり 喜
中城村 動く町 中城店
中城村 鳥玉
中城村 はま寿司中城店
中城村 株式会社サンエー和風亭なかぐすく店
中城村 愛ちゃん
中城村 シャムビントウ
中城村 有限会社担々亭
中城村 南風 中城店
中城村 カラオケパブ旅びとの木
中城村 我部祖河食堂 中城店
中城村 casa(カーサ)
中城村 小料理 やいま
中城村 やっぱりステーキ琉大北口店
中城村 BAR Glico's House
中城村 ラーメンさんぱち 中城南上原店
中城村 居酒屋大学
中城村 コロッケ倶楽部 中城店

那覇・南部 那覇市 大雅ダイニング
那覇市 Lounge茜
那覇市 Bar Bam
那覇市 SHOT-BAR FOXHOLE
那覇市 肉割烹29
那覇市  Darts & Bar Quatro
那覇市 ワインとバルめし ガジャバル
那覇市 創作料理 中山
那覇市 酒彩Bar善
那覇市 ステーキ&グリル パイレーツ
那覇市 居酒屋 初勇
那覇市 nuff-hive
那覇市 BAR amber
那覇市 TU BA KI
那覇市 季節炉端 おもろまち商店
那覇市 Cafe Paris
那覇市 プチット リュ
那覇市 Lounge茜 accord
那覇市 家庭料理わだち
那覇市 俺ん家
那覇市 JAPINO SNACK
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那覇市 沖縄料理 我謝ハル子酒場
那覇市 華艶
那覇市  Shake Hip!!
那覇市 スナック陽炎
那覇市 島野菜と日本酒びがすり
那覇市 葉月
那覇市 あん
那覇市 209
那覇市 Sports Bar Tigers
那覇市 笑タイム
那覇市 BAJO
那覇市 CHUDOG(チュドッグ）
那覇市 カラオケBAR シャバラ
那覇市 BarREGALIS
那覇市 浮島別邸
那覇市 Lounge 絆 -kizuna-
那覇市 Dining bar 馬酔木 ASHIBI
那覇市 カラオケバー On The Ro Do
那覇市 48
那覇市 カフェ コバルトブルー
那覇市 Bar Eau-de-vie
那覇市 オキナビ
那覇市 いただきます
那覇市 KYOKAWA
那覇市 BAR LOT
那覇市 てる屋
那覇市 台所あしゃぎ
那覇市 Jスタジアム
那覇市 食ゆりは
那覇市 ミュージックスポット 花
那覇市 カラオケスタジオ 奏音～かのん～
那覇市 スナック凡
那覇市 大衆ワインビストロ エガリテ
那覇市 CASA 
那覇市 サクモト
那覇市 Rio
那覇市 COLOSSEO262
那覇市 山原食いなぁ
那覇市 すすき野
那覇市 旅の寄所
那覇市 カフェー さくら
那覇市 小料理屋 菜彩
那覇市 美ら焼や 本店
那覇市 神龍
那覇市 花梨
那覇市 玉川
那覇市 bistro muto
那覇市 Red Cup
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那覇市 かずさん
那覇市 フォーク酒場福樹
那覇市 CafeBar Jet Rag
那覇市 レストバー キャンサー
那覇市 居酒屋ぼーちら
那覇市 南インド料理マリアラム
那覇市 古酒楽
那覇市 ホテルリビングイン旭橋駅前アネックス
那覇市 鉄板ダイニングかのん
那覇市 珈琲人FACTORY
那覇市 北の酒場食うかい東町店
那覇市 Volver Island
那覇市 居酒屋 親子亭
那覇市 sportsスタジアム応
那覇市 Ｄｅｎ・Ｄｅｎ
那覇市 朱雀
那覇市 Bar  The  One 
那覇市  そば処 わかまつ
那覇市 楽
那覇市 Acoustic Folk Bar After5
那覇市 朱雀
那覇市 Ladies＆GirlsBAR555
那覇市 ほっくんズBAR Pulperia
那覇市 首里あんどん
那覇市 西口商店
那覇市 パブ オードリー
那覇市 LDK  lucca
那覇市 もんじゃ家 首里鳥堀店
那覇市 うちなー天ぷら家ぬーぼー
那覇市 One-Third Salad Works
那覇市 ひいき屋
那覇市 串charcoalgrill
那覇市 CORIOLIS
那覇市 元気炉端 まんたん
那覇市 BARぴろちゃん
那覇市 MeliMelo Cafe
那覇市 東町ゴールデン
那覇市 Hans
那覇市 Nan-Crew
那覇市 のんびり家
那覇市 Nairu Uppi
那覇市 カフェプラヌラ
那覇市 大人のコンパ Bar Mist
那覇市 君子
那覇市 マーリン
那覇市 Mogl macwri city
那覇市 居酒屋やんばる
那覇市 金ちゃん酒場
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那覇市 南の島のニライカナイ
那覇市 LION CLIP
那覇市 EUREKA
那覇市 沖らく
那覇市 南の居酒屋 かいゆうてい
那覇市 新城家
那覇市 旨飯旨呑 楽々 前島店
那覇市 STEAK 473
那覇市 のみくい屋台
那覇市 すし屋の芳野
那覇市 鮮魚と炭焼春夏秋冬小禄本店
那覇市 OKINAWA PORTAL
那覇市 まったりサブカル ぺるち
那覇市 BAR Robinson
那覇市 okinawa grocery 
那覇市 駒
那覇市 Felt
那覇市 Lounge carrot
那覇市 ホテルリビングイン旭橋駅前プレミア
那覇市 居酒屋 島いま
那覇市 やきとり白鳥
那覇市 BAR 野うさぎ
那覇市 垂れ屋
那覇市 焼肉ホルモン はなうし
那覇市 Amusement Bar ZERO
那覇市 とまり木
那覇市 祭場師
那覇市 CASA FELIZ
那覇市 Blue Earth
那覇市 清香
那覇市 Bar Bull2
那覇市 スナックTaka
那覇市 Ｙ・Ｙ
那覇市 Wave Island
那覇市 カフェ・ド・ロレーヌ
那覇市 Music Bar Rojou
那覇市 米仙
那覇市 カフェ・ダイニング marumi house
那覇市 イエロースパイス那覇テーブル
那覇市 赤翡翠
那覇市 パーラーアスナロ
那覇市 スナック パッション
那覇市 Darts&Foodbar M
那覇市 DJ BAR BISH
那覇市 赤道ラーメン首里駅前店
那覇市 居酒屋「と・ら・き」
那覇市 BunBun
那覇市 一新
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那覇市 我自由家
那覇市 居酒屋ぐるくん
那覇市 K-FUNK
那覇市 sound office FIVE
那覇市 727
那覇市 ラウンジ楓
那覇市 居酒屋廉祐
那覇市 ホワイトボード
那覇市 BAR ねこまんま
那覇市 居酒屋とりからたまご
那覇市 girls Bar $箱
那覇市 えん
那覇市 波ぬ花
那覇市 カフェ ワン
那覇市 台湾豆花屋
那覇市 かなりや
那覇市 Barたちばな
那覇市 酒場春夏秋冬
那覇市 TOMMY'S
那覇市 ＦＡＭＯＮ
那覇市 焼肉 大扇
那覇市 輪屋
那覇市 HANABI
那覇市 最強collabo44
那覇市 大衆中華とお酒の場 マカト
那覇市 お食事の店 桃原
那覇市 オシゲサカバ
那覇市 舜莅 しゅんり
那覇市 BAR checkmate!
那覇市 BAR Bull's eye
那覇市 縁活氣
那覇市 わらじ屋
那覇市 cafe & bar ICHI
那覇市 ハイアット前 こてつ 桜坂・国際通り店
那覇市 和磊
那覇市 首里 東道DINING
那覇市 THE BAR LE COMPTOIR×outdoor BO-CHIRA
那覇市 はるきんち
那覇市 ダイニング Ryugu
那覇市 おでん六助
那覇市 WAB
那覇市 日本料理 わかさ
那覇市 個室あぐー豚しゃぶしゃぶ料理と沖縄もんじゃ焼きのお店 美食蔵部～夏は国産うなぎ
那覇市 焼肉ホルモン赤白
那覇市 ukigumo CAFE
那覇市 串豚
那覇市 Lien
那覇市 BAYOU
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那覇市 なかま商店
那覇市 Okinawa Cyber Box
那覇市 MUSIC POWER SPOT
那覇市 Little Rockers
那覇市 カフェアンドバーヒデ(hide）
那覇市 MOMO
那覇市 日々草
那覇市 Vinokinawa (ヴィノキナワ)
那覇市 韓国料理UMAGON
那覇市 マンゴーライス ピンクアリゲーター
那覇市 SnackBar 島の人
那覇市 ゆり子
那覇市 Bar kitty
那覇市 スナック薔薇園
那覇市 Chez Nori
那覇市 食堂てんてん
那覇市 居酒屋デゴイチ D-51
那覇市 味どころ旬
那覇市 JIROCHO
那覇市 mixbar あさねぼう
那覇市 chez TAIRA おもろまち
那覇市 Today
那覇市 ゆうむつ
那覇市 洸
那覇市 肉屋文月
那覇市 バー元気
那覇市 神コスパ酒場 ひゃくぱー
那覇市 お酒喫茶 DEAI
那覇市 Galcole
那覇市 イカリ亭
那覇市 チャイナバル
那覇市 FINCA LA VIGIA OKINAWA
那覇市 モンキーキック
那覇市 おでん東大
那覇市 ギャラリー喫茶 第３章
那覇市 OluOlu
那覇市 B×M
那覇市 CLUB FESTA OKINAWA
那覇市 カラオケがんこ
那覇市 coco
那覇市 しゃぶしゃぶと島豚料理みなみ
那覇市 ぴあすPierce
那覇市 UG’s coffee 
那覇市 串焼き 串揚げ あちこっこ
那覇市 ～yell～
那覇市 お祭りカフェ レッドフェス沖縄
那覇市 Flower
那覇市 ウナカーラ
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那覇市 bar re:zero
那覇市 レストラン サン・ヴァンサン
那覇市 Cafe&Dartsbar Seaside
那覇市 ポークマン
那覇市 Lounge As～エース～
那覇市 キャンティナさんと
那覇市 うさぎ
那覇市 ちゅらや
那覇市 vegetable&oyster unosuke
那覇市 恵夢(酒膳)
那覇市 鮨いち隆
那覇市 くらた
那覇市 LUCIA （ルチア）
那覇市 ROUTE 77
那覇市 ドン・キー
那覇市 自然派食堂タマテバコ
那覇市 仁ぐゎー
那覇市 愛
那覇市 kan
那覇市 青葉木ｃｕ
那覇市 Italian Barrel cocoCHI
那覇市 安里屋すば
那覇市 酒家とりふく
那覇市 SPLUSH
那覇市 ジャングルBAR ジュマンジ
那覇市 焼酎酒場いざよい
那覇市 HAPPY PEACE
那覇市 セレナード
那覇市 BAR SAITANIYA 才谷屋
那覇市 Ｂａｋｅ ｓｔａ’ｃａ １Ｆ
那覇市 BAR GOLD
那覇市 食彩倶楽部 愛魚人
那覇市 ビアバー チェビス
那覇市 郷土料理めんそーれ
那覇市 酒処 鶫（つぐみ）
那覇市 割烹だいにんぐ 大大
那覇市 居酒屋新
那覇市 鶏小屋
那覇市 Bar Vegas
那覇市 海鮮処くもじや
那覇市 R
那覇市 大富士
那覇市 ゆんたくＤＩＮＩＧひとつぼし
那覇市 Ｋｉｒｉｂａｒ
那覇市 GIZA PLACE
那覇市 monotone
那覇市 ファミリー居酒屋がんこ
那覇市 居食屋 甚兵衛
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那覇市 スナック・ラムール
那覇市 ＫＡＲＡＯＫＥ ＢＡＲ ＬＵＣＩＦＥＲ
那覇市 チープリッチ
那覇市 金こんかん
那覇市 スカイラウンジ香港
那覇市 BAR DA LIBERTY
那覇市 居酒屋ひだりうま
那覇市 スナック・あんあん
那覇市 炭焼地鶏と旬鮮野菜 とさか
那覇市 海小屋 Cafe & Bar
那覇市 さえ
那覇市 久茂地みかさ
那覇市 Sea scape
那覇市 株式会社ホテルサン沖縄（２F）
那覇市 割烹 叶
那覇市 bar枯渇
那覇市 ハンバーグ＆ステーキ Vega
那覇市 當眞ノ里
那覇市 B級酒場  FREE  MOON
那覇市 Howdy Stand
那覇市 サイコロ堂
那覇市 五郎茶屋
那覇市 笑・酒処 姫
那覇市 たまき屋
那覇市 ゆくいひろば
那覇市 備長炭焼き みやび問屋
那覇市 バーリミックス
那覇市 沖縄ホルモン野郎TEN
那覇市 KARAOKE BAR ANGIE
那覇市 北の葵 泉崎店
 那覇市 Bar Two-Three（バーツースリー）
那覇市 愛
那覇市 LIVING BAR La LUNA
那覇市 ステーキ一番
那覇市 ソプンガヌンナル
那覇市 タンパラヤ
那覇市 なはホルモン 炭火焼肉はじべえ。
那覇市 小料理（ごま家）
那覇市 HEADS
那覇市 BAR CALMA
那覇市 からおけ りきちゃん あやちゃん
那覇市 酒処 居酒屋 まるしょう
那覇市 Cafe Liris
那覇市 BAR兼城
那覇市 Dining  宇琉馬
那覇市 LOVE BIRD
那覇市 伊麺しょり
那覇市 笑夢
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那覇市 古波蔵二丁目酒場 咲蔵
那覇市 寿し処にふえーでーびる
那覇市 えがお
那覇市 らーめん工房赤まる
那覇市 焼肉ホルモン久米2丁目
那覇市 大衆酒場わんすぽ
那覇市 ラウンジ キャンティー
那覇市 Bistro Howdy
那覇市 酒処春美
那覇市 目白大村庵
那覇市 ひらけごま
那覇市 knight & day
那覇市 48(よんぱち)PAN
那覇市 Livehouse Output
那覇市 スピードキング
那覇市 ラウンジキャッスル
那覇市 USHIGAMI
那覇市 TORIKAWA STAND かわっこ
那覇市 ひっぱり鮹
那覇市 政次郎酒店
那覇市 タイム
那覇市 せいな
那覇市 あうん屋
那覇市 豚の虜
那覇市 タイフード ホチホチ
那覇市 カラオケバー二代目みなみ
那覇市 スナック花伝
那覇市 琉BENWILSON
那覇市 食呑工房 平良
那覇市 Bar 花々緒
那覇市 Howdy Garden
那覇市 桜坂食堂
那覇市 七福神
那覇市 久米小町
那覇市 まてつ
那覇市 京彌
那覇市 手打ち蕎麦 寿二庵
那覇市 POCO CAFE
那覇市 くびちりどぅし
那覇市 スナック笹
那覇市 織部
那覇市 いちゃりばにいにい
那覇市 ONE TWO CURRY OKINAWA
那覇市 Blue Moon
那覇市 恋酒場Shangri-La
那覇市 疾風ホルモン
那覇市 なの華
那覇市 赤ほりゅう
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那覇市 Bar Lounge Tenjin
那覇市 吉﨑食堂
那覇市 琉球料理 ぬちがふぅ
那覇市 舟盛り居酒屋 北海道らむ亭
那覇市 Ａ＄ーえいどるー
那覇市 串一
那覇市 旬鮮魚 炭火焼き 縁
那覇市 シュガーシャック
那覇市 とりかわ博多 かわっこ
那覇市 ゆうゆ
那覇市 琉華ホテル
那覇市 FC 采 小禄店
那覇市 ラウンジグリーンレインボー
那覇市 宮 餃子、ラーメン
那覇市  酒膳 やましろ
那覇市 THE LADY
那覇市 麺や堂幻
那覇市 ブルーガーデニア
那覇市 酒膳 梵
那覇市 島唄ライブ居酒屋鳩間島
那覇市 KULAY MUSIKA
那覇市 VIRUS
那覇市 疾風ホルモン 前島店
那覇市 BULLDOG
那覇市 ラウンジ 翔・
那覇市 旬菜庵 豚球
那覇市 あすか
那覇市 米風亭NAHA
那覇市 鬼茶房 Oni Cafe powered by MANGOSIX
那覇市 大空
那覇市 吉﨑食堂おもろまち店
那覇市 Lounge Le Lien
那覇市 よね屋
那覇市 龍球
那覇市 居酒屋 壱
那覇市 海鮮と地鶏酒場 富乃家
那覇市 Lounge Lien
那覇市 Bar カヲル
那覇市 疾風ホルモン 頂
那覇市 Snap Recon Music bar
那覇市 D`sCAFE
那覇市 つよのへや
那覇市 うちな～亭
那覇市 コンボ
那覇市 アナザーデイ
那覇市 dining DEBESO 
那覇市 スナックとまと
那覇市 クリオネ
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那覇市 中華居食屋 中元
那覇市 神の赤肉
那覇市 神保町やきそば みかさ
那覇市 はる
那覇市 花鈴
那覇市 HACHIYA
那覇市 お酒処ふくろうさん
那覇市 カラオケBAR Hana
那覇市 スナック 会議室
那覇市 Bar poco rit
那覇市 宮古酒場んみゃ～ち
那覇市 天国酒場
那覇市 スナックスター
那覇市 仲田幸子の店
那覇市 牛屋
那覇市 あっちゃん
那覇市 歴史を刻め
那覇市 福みみ
那覇市 cafe & shisha bar CRAZYCLOWN
那覇市 ライブハウス フォーク村
那覇市 恋文
那覇市 金魚屋
那覇市 BASARA
那覇市 Bar Lounge J  
那覇市 CHEE.
那覇市 Road&Sky
那覇市 阿波や壱兆那覇店 天国酒場別邸
那覇市  Bar LEAP
那覇市 bar Carib
那覇市 BAR 花花茶茶
那覇市 桜庭
那覇市 BAR OBIKA!
那覇市 Heaven's heart
那覇市 島しゃぶしゃぶNAKAMA
那覇市 GAME TIME
那覇市 民謡居酒屋むんじゅるー
那覇市 Angel
那覇市 そら食堂
那覇市 mare
那覇市 たんたん
那覇市 一本気の源侍
那覇市 Bar MANI
那覇市 ビ.ファーム
那覇市 ラウンジ梓音
那覇市 やんばるの家庭料理みつ子ばぁばの台所
那覇市 ピタマハ
那覇市 Bar Link
那覇市 辰己そば
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那覇市 デル・ピアッツァ
那覇市 鮨つむぎ
那覇市 カレーハウスCOCO壱番屋 那覇金城店
那覇市 弥生
那覇市 華風
那覇市 noa
那覇市 ステーキヒカル
那覇市 風りん
那覇市 UTA PARADISE
那覇市 駄菓子 BAR Remy
那覇市 Jhir House & Musics
那覇市 S style
那覇市 すーじぐあ
那覇市 Tigers eye
那覇市 A
那覇市 だいにんぐかわしげ
那覇市 De感太
那覇市 Bar Un Jour
那覇市 SURE
那覇市 よろず居酒屋へうげ者
那覇市 ナイトスポット マリア
那覇市 Ryukyu Mixology Style Bar Alchemist
那覇市 cafe GARDEN
那覇市 月の花 くもじ かねます
那覇市 ペーニャあまんかい
那覇市 居酒屋海風
那覇市 Fight☆Club
那覇市 カラオケバーアルファ
那覇市 琉球ドリンクラボ
那覇市 Taverna Bella Vita
那覇市 Girl's bar JENPAIN
那覇市 Se7’s 
那覇市 手作り工房KISHABA
那覇市 辛ちゃんチキン
那覇市 ドリンクファミリー
那覇市 BAR T-SPACE
那覇市 BAR SPEARS
那覇市 肴処 味感
那覇市 ZERO ONE
那覇市 RESTAURANT  Hi-To
那覇市 串焼き三二〇
那覇市 オーラ・アミーゴ
那覇市 iolite
那覇市 iD
那覇市 夢すし
那覇市 Bar stir laboratory
那覇市 琉球飲料研究所 晴レノヒ
那覇市 四季の手料理きんいち
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那覇市 油麺
那覇市 BAR SILVER
那覇市 薬酒Bar Time
那覇市 カフェ&ステーキB
那覇市 #K-MEAT
那覇市 JOLLY
那覇市 キングダム
那覇市 らあめん花月嵐 新都心店
那覇市 Bar THRILL
那覇市 フィーリング
那覇市 池谷牛肉店
那覇市 Tsumugi
那覇市 EAST 
那覇市 島唄やーにんじゅ
那覇市 居酒屋宙太
那覇市 食べ処.飲み処リゲイル
那覇市 あひるのしっぽ
那覇市 鮨井上
那覇市 スナック島思い
那覇市 HELLS CITY RECORDS
那覇市 Bar ﾁｬｰﾘｰ
那覇市 パーラーえびす
那覇市 やぎ御やぁ
那覇市 モスバーガー那覇壺屋店
那覇市 lounge IRIS
那覇市 Golveda
那覇市 まんつき
那覇市 BAR P2
那覇市 TSUJI INFORMATION 
那覇市 Bar Rush
那覇市 からあげ酒場 パリパリ
那覇市 粋な和食や うさく（魚咲）
那覇市 漢謝園四川料理店
那覇市 FISH JAM (フィッシュジャム)
那覇市 BARチャンカパーナ
那覇市 焼肉 金ちゃん
那覇市 居酒屋翔夢壱
那覇市 琉家泊店
那覇市 THE DINER
那覇市 CLUB 美らら
那覇市 Cafe＆居酒屋クロトン
那覇市 music Bar QUEEN
那覇市 Bar Lounge TwinWhirl
那覇市 Amour
那覇市 カラオケ＆ダーツBar TaachiMachu
那覇市 アパッチギャング
那覇市 コトノハ・mog-mog食堂
那覇市 路地酒場 まぁちゅう
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那覇市 居酒屋 アゲマス
那覇市 中華料理台北飯店
那覇市 久茂地チョップ
那覇市 アサス
那覇市 ながた屋
那覇市 お洒落バル・Kazu
那覇市 CAFE plat
那覇市 串屋 飛猿
那覇市 ロッテリアイオン那覇店
那覇市 穂 sui
那覇市 サパークラブ インペリアル
那覇市 あけみんち
那覇市 小料理かめや
那覇市 鉄板焼だん
那覇市 居酒屋ココさん
那覇市 あじと
那覇市 肴・心・孝KOU
那覇市 Good music&Food bar ∼Thug Life
那覇市 ta-boo
那覇市 Nice&EZ
那覇市 Pico食堂
那覇市 スナック悦ちゃん
那覇市 チャイニーズキッチン ??
那覇市 琉球だんち
那覇市 KONG
那覇市 Bar mm 
那覇市 味処 たんぽぽ
那覇市 WILD SANDWICH
那覇市 いちぎん食堂
那覇市 のどか家
那覇市 Candy
那覇市 ナムラホール
那覇市 NY和琉 絆道
那覇市 さくら
那覇市 ネパールレストラン ラリーグラス
那覇市 メビウス
那覇市 串一
那覇市 大衆割烹えびす
那覇市 ハイウェイ食堂
那覇市 リトルバー パパス
那覇市 お魚ちゃん
那覇市 Blue beat
那覇市 酒場ルkemia
那覇市 とんかつ 新宿さぼてん
那覇市 十勝ホルモンＫＥＭＵＲＩ桜坂店
那覇市 まきし食堂
那覇市 家庭料理の店まんじゅまい
那覇市 あした

117



那覇市 ごはんやうらら
那覇市 節子の部屋
那覇市 いろり温石
那覇市 sea terasu
那覇市 モラカフェ
那覇市 食彩酒家シーズ
那覇市 串焼き 竹茂
那覇市 洋風居酒屋ムカイヤ
那覇市 スナック あいりす
那覇市 3ープラント
那覇市 スナック奈々
那覇市 ステーキ松屋
那覇市 憩いや46
那覇市 ラウンジ アリュール
那覇市 かじまや 波の上
那覇市 味処 千恋
那覇市 CITY MART OKINAWA
那覇市 ひとりしゃぶしゃぶ いち
那覇市 焼肉オリオン国際通り店
那覇市 ふみ坊亭
那覇市 オールドタイム
那覇市 食堂カフェとも
那覇市 SHIVA MAHAL
那覇市 酒処みき
那覇市 隠れ家的pizza野郎「ばーすぬ家」
那覇市 b-make
那覇市 GOAL
那覇市 八六
那覇市 営業三課
那覇市  臺瓏（タイロン）
那覇市 BAR Spin's
那覇市 郷
那覇市 美to麗
那覇市 スタンドG
那覇市 くいものBarタント
那覇市 酒肴 紅(びん)
那覇市 ことこと
那覇市 末廣ブルース
那覇市 bar TWO FACE
那覇市 肉汁餃子酒場 わお
那覇市 BAR LEMON TREE
那覇市 はーべーる
那覇市 DAKKA
那覇市 南来実
那覇市 天井座敷
那覇市 おきなわスナックひとり
那覇市 Motown Bar SPIRITS
那覇市 Bar roteiro
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那覇市 とみや
那覇市 東雲(しののめ)
那覇市 オパール
那覇市 treasure
那覇市 小料理屋 松六
那覇市 HICONA CURRY
那覇市 Bar GENESIS
那覇市 カラオケミィ
那覇市 ガールズ酒場Ｆｉｔ
那覇市 やきとり大吉
那覇市 仲々
那覇市 SNACK MAKOCHIN
那覇市 農業生産法人 株式会社伊江牛 若狭直営店
那覇市 OWL
那覇市 Parker’s Mood  Jazz Club
那覇市 泡盛酒場ほたる橋
那覇市 小料理 とくがわ
那覇市 フードバートリコ
那覇市 リディアン
那覇市 酒処糸
那覇市 松っちゃん
那覇市 虎’kitchen
那覇市 Unity
那覇市 MAFALi cafe
那覇市 グラム
那覇市 呑み喰い処 路之家
那覇市 スパイスハーブホリデー
那覇市 風風ラーメン松山店
那覇市 Groin Groin
那覇市 お酒とおかず ももたま菜
那覇市 トラント トロワ３３
那覇市 bar living
那覇市 Bell
那覇市 Bar Lounge 那覇クラス
那覇市 功夫餃子
那覇市 Modico(モディコ)
那覇市 No name
那覇市 CLAIRE
那覇市 cozy
那覇市 居酒屋ふくぎ
那覇市 酒膳処かい
那覇市 酒膳邦
那覇市 割烹まほろば
那覇市 ぎおん祭り
那覇市 綴
那覇市 喜多郎寿し 那覇久茂地店
那覇市 だいにんぐ 大松
那覇市 やきとり竹山
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那覇市 らーめん 名嘉商店
那覇市 和洋葡yoshi
那覇市 亜麻ちゃん食堂
那覇市 カウンターバー美魔女
那覇市 牛角おもろまち駅前店
那覇市 With
那覇市 並木
那覇市 美食屋 セルポア
那覇市 肴や∼sakanaya∼
那覇市 ぼんぢりや 古島店
那覇市 ローズソヴァージュ
那覇市 ダイニングバーT's
那覇市 アクア居酒家 和
那覇市 エクスタシー沖縄
那覇市 郷土料理の店 姫田屋
那覇市 居酒屋しぃーぶん
那覇市 宴
那覇市 カラオケハウスパイナップル
那覇市 居酒屋さけぼうず
那覇市 アミーゴ・タマキ
那覇市 Ukishima Float Cafe
那覇市 バーボンハウス
那覇市 ボンネットホテル
那覇市 スナック プル・ミエ
那覇市 日本酒エビス
那覇市 みのり
那覇市 ボンド
那覇市 酒と膳 江戸紫
那覇市 もんきち
那覇市 H&Bジェラ沖縄
那覇市 グランドキャビンホテル那覇小禄
那覇市 たんや
那覇市 抱瓶沖縄店
那覇市 春
那覇市 Bar Ohana
那覇市 呑み処 63
那覇市 ゼットラボ
那覇市 食事処 和合
那覇市 沖縄んDINING ちゅらかーぎー
那覇市 十勝ホルモンＫＥＭＵＲＩ曙店
那覇市 T.s room 
那覇市 Anaphilaxis
那覇市 さくらや
那覇市 BAR Coral
那覇市 しゃん・しゃん
那覇市 酒仙炭焼 ちどり
那覇市 和晩酌 嶺
那覇市 ほーとぅ屋
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那覇市 味噌めしや まるたま
那覇市 大衆酒場 来来
那覇市 あーちゃん
那覇市 木精夢者
那覇市 波照間
那覇市 Music BAR &雑貨 京美堂
那覇市 デッカーズカフェ
那覇市 Peace Munchies
那覇市 ワーチキン（???,wow chiken)
那覇市 琉球おばんざい沢音
那覇市 スナック 華 はな
那覇市 スマグラーズ
那覇市 SOIS
那覇市 沖縄下町バルククル
那覇市 たけやん寿司
那覇市 グラスワイン桜坂ル・ボワ
那覇市 shisha pub JACKASS
那覇市 DUENDE
那覇市 HAND4
那覇市 ラーメン康竜 那覇松山店
那覇市 琉球ダイニングあれんじ
那覇市 なかゆくい
那覇市 らーめんふぶき 那覇店
那覇市 一喜喜
那覇市 ふくろう
那覇市 Zooton's
那覇市 ラーメン暖暮 那覇店
那覇市 焼肉ホルモンのぼり苑久茂地店
那覇市 アンマーの味＆桂
那覇市 BAR Blue Lagoon          
那覇市 Bar ノムトヨウ
那覇市 BBjr
那覇市 Fanfare
那覇市 居酒屋ゆいまーる
那覇市 パスタパスタジュニア新都心
那覇市 甲子園
那覇市 Bar Tasting Club
那覇市 凛
那覇市 Cawaii Cafe & Bar でりしゃすぽしゃけ
那覇市 穴BARハブハブ
那覇市 和牛 焼肉 尚
那覇市 泡盛と海産物のぱやお
那覇市 CafeLab
那覇市 Dosukoi  Bar  Fuji
那覇市 島豚 石焼 燦
那覇市 やぽん
那覇市 Sports Bar GLOCALS
那覇市 BAR BETWEEN
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那覇市 Bar SILVER
那覇市 あが
那覇市 ＴＯＲＩＣＯ
那覇市 BAR RIZE
那覇市 ぼたん屋
那覇市 桜坂g
那覇市 O.P.A. BAR いゆま～る
那覇市 カトレア
那覇市 inSP
那覇市 オキナワ酒場波平てりとりー
那覇市 居酒屋ミリンマル
那覇市 隠れ家ダイニング 天麩羅 隠れ家
那覇市 歌酒場 歌好きの店
那覇市 バンカー'S
那覇市 喫酒店カウパー
那覇市 BAR GREEN
那覇市 BAR O-RION
那覇市 アパッチ
那覇市 とらえもん
那覇市 糸ぐるま
那覇市 この酒場に祝福を。
那覇市 s.lag
那覇市 みのかずのＢａｒ
那覇市 グランドストーン
那覇市 東村おばあのたこ焼
那覇市 BAR OREO
那覇市 料理いしみね
那覇市 串カツ居酒屋クニヒロ
那覇市 ゴチ韓
那覇市 ハヅキ
那覇市 Sagitta
那覇市 餃子酒場 やまき
那覇市 カラオケBarフェリス
那覇市 和琉酒菜 藍
那覇市 shisha cafe sheep 那覇浮島通り店
那覇市 結家守
那覇市 かつ亭 豊年
那覇市 Cafe Soba カフェソバ
那覇市  CARON
那覇市 おもろダイニング山葵
那覇市 T's style Coffee
那覇市 串ナカマ
那覇市 BLUE OCEAN
那覇市 酒楽かなめ
那覇市 すき焼き 松山 燦 別館
那覇市 Bon Voyage
那覇市 焼肉・ホルモン名嘉真
那覇市 ラウンジ帆 HAN
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那覇市 桃花
那覇市 マーベリック
那覇市 EMiKO’S SECOND STAGE
那覇市 PIZZERIA ONDA
那覇市 O's House
那覇市 大衆酒場 トロッコ
那覇市 酒処 菘
那覇市 コワーキングスペース＆セルフBAR ハイファイ
那覇市 生らむ苑
那覇市 骨汁屋
那覇市 キャッツアイ
那覇市 茶わき
那覇市 ゆめ和
那覇市 牛角天久店
那覇市 鉄板焼おいで家
那覇市 よし松
那覇市 酒膳処ヴィーナス
那覇市 バー夜桜
那覇市 栄ノ肉
那覇市 朝陽亭
那覇市 CLUB ONE CARAT
那覇市 具志堅家～
那覇市 PEARL LADY CHA BAR 那覇OPA店
那覇市 楽Bar
那覇市 大石餃子店
那覇市 AGAIN
那覇市 コーヒーハウスぽえむ開南店
那覇市 ストリートパーラー シュリ
那覇市 スナック笑
那覇市 上海ヌードル珊
那覇市 大衆酒場 泉家
那覇市 泡盛･味どころ みやび
那覇市 森口家
那覇市 ワイン食堂 makato
那覇市 おもろまち BAR 石光
那覇市 凛凛
那覇市 M
那覇市 モダンバル餐仕
那覇市 守陽館
那覇市 はなび屋 栄町店
那覇市 燕郷房（ヤンキョウファン）
那覇市 はなび屋
那覇市 Bar moana
那覇市 サブウェイ那覇新都心店
那覇市 北山
那覇市 東京ラーメン
那覇市 SORA
那覇市  ザ・ゴールデンスワロー
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那覇市 Amahare
那覇市 万富
那覇市 韓琉苑
那覇市 Cafe&bar 33 Beach
那覇市 小料理 千咲
那覇市 韓国市場＆焼肉韓琉苑
那覇市 万部屋
那覇市 竜丹
那覇市 ほほばれ
那覇市 海遊居酒屋 やんばる舟
那覇市 1COLOR (イチカラー)
那覇市 フルカラー
那覇市 スポーツ居食屋輪輪
那覇市 マイルストーン
那覇市 喫茶店ミンク
那覇市 ミラクル
那覇市 Cafe 1or8
那覇市 家庭料理 縁(えにし)
那覇市 全色市場店
那覇市 FEELFREE
那覇市 居酒屋真
那覇市 プティリス食堂
那覇市 FELIZ
那覇市 Mix Bar ちゃんぷるー
那覇市 しもじ屋
那覇市 BAR KEMURI SAMURAI 弐～
那覇市 スワン
那覇市 ネットカフェジョイBOX
那覇市 都（小料理とお酒）
那覇市 赤坂
那覇市 月のあかり
那覇市 せんべろji-ji  (ジィージ）
那覇市 ノイカフェ
那覇市 炭火串焼鶏坊 小禄店
那覇市 きぶんや
那覇市 Gala
那覇市 オールド ウエイブ ジ
那覇市 AQUARIUMU DINING RINO
那覇市 西小町
那覇市 Yugafu
那覇市 Applause Bar&Dish
那覇市 国際ステーキ天久店
那覇市 Cafe&Bar Ocho Rios
那覇市 居酒屋 大髙屋
那覇市 割烹千尋
那覇市 Maison de Fujii
那覇市 club petit
那覇市 Cozy Dining Life
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那覇市 木漏れ日
那覇市 ROUTE46
那覇市 カラオケ喫茶はなまる若狭店
那覇市 焼鳥屋やっさん
那覇市 泉
那覇市 カラオケバーダイア
那覇市 浪花ひとくち餃子 餃々 那覇松山店
那覇市 国際ステーキ松尾店
那覇市 Cucina KiYO
那覇市 リズム
那覇市 りーさん堂
那覇市 酒処 あぐ
那覇市 エブリーナイト
那覇市 ワイズ・カフェ
那覇市 fate
那覇市 焼肉 極上牛
那覇市 BAR ONE
那覇市 OLIVE OYL
那覇市 大衆酒場こりす
那覇市 浪花ひとくち餃子 餃々 美栄橋駅前店
那覇市 BAR  Sou
那覇市 SUNSHIN
那覇市 BAR OAK
那覇市 KO菜YA 小禄駅前店
那覇市 いずみや那覇店
那覇市 洋食酒場トトロ
那覇市 LYS
那覇市 AQUARIUS
那覇市 event museum Five
那覇市 ヴォラーレ
那覇市 那覇ゴールデン
那覇市 GIG昭和
那覇市 La Opera オペラ
那覇市 KO菜YA 新都心店
那覇市 VOGUE
那覇市 美酒乱
那覇市 Osteria Zuppa(オステリアズッパ)
那覇市 アジアンカフェチャイディー
那覇市 愛
那覇市 花兆萬亀
那覇市 VOLARE KUME
那覇市 韓国食堂(アリラン)
那覇市 Pink.デジ
那覇市 KOREAN BISTRO オッパキンパ
那覇市 居酒屋 頭-KASHIRA-
那覇市 沖縄アフターズスクール松山校
那覇市 サブウェイ波の上ビーチ店
那覇市 ライブイン寓話
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那覇市 バー サクラザカ
那覇市 #CAFELISH
那覇市 Ｔ’ｓ ｓｔｙｌｅ ｃｏｆｆｅｅ波の上ビーチ店
那覇市 クリスタル
那覇市 アワモリプラス
那覇市 食堂じょーぐぅー
那覇市 うるくラボ
那覇市 SALAMAT PO （サラマッポ）
那覇市 コスタビレッジエスパーナ
那覇市 Piroe
那覇市 乾杯仲間
那覇市 RistoranteAicoxco
那覇市 えん沖縄
那覇市 居酒屋 しまぐくる
那覇市 ナイトスナック ちか
那覇市 Bar Vijon
那覇市 万座
那覇市 BAR SMAILE
那覇市 BAR MAJORITY
那覇市 小太郎
那覇市 こっころ。
那覇市 Bar J-CLUB
那覇市 FunnyFarm(ファニーファーム)
那覇市 ちゅら
那覇市 Knotch Flap 
那覇市 Lounge 姫
那覇市 ガールズバーゼロワン
那覇市 炭火ダイニング ここから
那覇市 つけめんSAKURA
那覇市 仁ぐゎー
那覇市 スポカフェ レキオス
那覇市 姉妹
那覇市 Lounge Diana ラウンジ ディアナ
那覇市 小料理 うさぎ
那覇市 黄（コウ）
那覇市 串カツ酒場 ごんぞう
那覇市 はんぶんこ
那覇市 居酒屋和気あいあい
那覇市 焼肉 三八五
那覇市 きくちゃん
那覇市 BLUE
那覇市 ティラミス
那覇市 ホルモン焼道場 那覇西町店
那覇市 島唄ライブ太陽
那覇市 兄弟寿司
那覇市 旬鮮料理 新
那覇市 BLUE
那覇市 Black Monkey
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那覇市 Die Waage
那覇市 ビストロアミティエエトパッション
那覇市 沖縄料理と地頭鶏 炎
那覇市 ライブ＆居食屋 かなぐすく
那覇市 cafe4
那覇市 Pt Cafe4
那覇市 ルーラーズ  タコライス  真嘉比店
那覇市 居酒屋 ふく木
那覇市 ワイス
那覇市 ナイトインYES
那覇市 ら～めん獅子丸
那覇市 Edible Bar 朋(つき)のうさぎ
那覇市 囲
那覇市 スナック カルチェ
那覇市 ぼんぢりや
那覇市 Bar KAZ
那覇市 bar PERMANENT VACATION
那覇市 さかえ
那覇市 居酒屋 千
那覇市 サロンN
那覇市 バックビート
那覇市 だんじゅ食堂
那覇市 Bar  yuna
那覇市 たか乃
那覇市 かき小屋那覇桜坂店
那覇市 あんぱんまん
那覇市 なお
那覇市 博多一幸舎 那覇国際通り店
那覇市 炭火焼 木綿屋
那覇市 ルカティー
那覇市 スナック理沙
那覇市 スナック あさ
那覇市 二軒目
那覇市 MILK
那覇市 中華そば 天龍
那覇市 Bar RUZO
那覇市 Mongoose(マングース)
那覇市 株式会社 魚友
那覇市 海援隊沖縄 福わ家 泉崎店
那覇市 紋
那覇市 スナックBijoux（ビジュー）
那覇市 Sister
那覇市 ちょっと…
那覇市 あかりび
那覇市 ゆいんち
那覇市 八重山料理 潭亭
那覇市 裕楽
那覇市 石嶺屋
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那覇市 レギュラー
那覇市 kitchen ひろ
那覇市 Bar Dick 1988
那覇市 養老乃瀧寄宮店
那覇市 ABD RECORD'S BAR
那覇市 スナック二輪草
那覇市 康
那覇市 養老乃瀧首里店
那覇市 SACHI
那覇市 味処 だいこん
那覇市 創作ダイニング yy-300
那覇市 ネットアイランド安謝店
那覇市 小料理 厨
那覇市 ティールームぎん猫
那覇市 桃栗参年柿は知念
那覇市 CAFE&KITCHEN MINO
那覇市 養老乃瀧松山店
那覇市 焼肉鉄板焼＆居食屋DENNY'S
那覇市 クレセントムーン  
那覇市 RIDE OR DRINK
那覇市 UEHARA
那覇市 Shamba沖縄店
那覇市 櫻家
那覇市 Music Dining yy
那覇市 きつねのしっぽ
那覇市 呑み食い屋 やました
那覇市 寿司 割烹 元
那覇市 スナック ルーキー
那覇市 天川
那覇市 琉辛豚isezaki
那覇市 フランク亭
那覇市 Break
那覇市 元祖どないや沖縄
那覇市 琉華
那覇市 松尾庵
那覇市 AKATSUKI
那覇市 ものまね屋しじみんちゅ
那覇市 ネットボックス壷川店
那覇市 カラオケマイム 沖縄那覇店
那覇市 Home Nagi
那覇市 ひろ
那覇市 一鮮満
那覇市 韓国食堂＆居酒屋パップパップ
那覇市 うまんちゅ
那覇市 カラオケバーNaO
那覇市 くじら
那覇市 金武アグー しゃぶしゃぶ金武
那覇市 Cocoジャスミン
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那覇市 T’skitchen とぅんだ～
那覇市 うりずん
那覇市 スナック ロマン
那覇市 淡々
那覇市 Music Bar アーデュー
那覇市 スナック ドリーム
那覇市 cafeウサ美
那覇市 元祖ユカルヒ酒場 鶴亀商店
那覇市 和創作 久茂地川
那覇市 はいさい
那覇市 スナック椿
那覇市 カラオケマイム 新都心店
那覇市 ヒゲ監
那覇市 ないとう しゃぶしゃぶ桜坂
那覇市 BAR HEARTS
那覇市 スナック 多かし
那覇市 麺処 みな家
那覇市 花ざかり
那覇市 さつき
那覇市 ドルチェ
那覇市 島ノ飯みなもと
那覇市 ラウンジバー もも
那覇市 中華料理 萬珍園
那覇市 星乃珈琲店那覇OPA店
那覇市 Salon de moe
那覇市 えびす御利益ガーデン
那覇市 雪花の郷 那覇
那覇市 れもん
那覇市 うちなー家庭料理  みや
那覇市 酒膳 桜
那覇市 アクセル
那覇市 食事どころ 米井加
那覇市 スナック慎
那覇市 超レトロ石垣牛ステーキハウス桜坂
那覇市 鳳凰餃子
那覇市 いっちょうめ
那覇市 凰
那覇市 居酒屋つぼ味
那覇市 ねま屋
那覇市 居酒屋丹羅衣
那覇市 たろうぜんざいじろうそば
那覇市 きずな
那覇市 Bar Vell
那覇市 広島お好み焼 とん
那覇市 弁慶 BENKEI
那覇市 SUBWAY首里りうぼう店
那覇市 民宿たつや旅館
那覇市 Tandoor Bal Cardamom
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那覇市 FUTURE WAVE
那覇市 ベルズキッチン
那覇市 ダイニングバーアイイー
那覇市 居楽屋 白木屋
那覇市 チョア味
那覇市 やっぱりつぼ味
那覇市 肉の福だ屋
那覇市 habiller
那覇市 かばす亭
那覇市 山内農場
那覇市 shot bar Trip
那覇市 shot bar LOOP
那覇市 魚萬
那覇市 Tiffany
那覇市 キタノイチバ
那覇市 KARAOKE LEMON 
那覇市 居楽屋 笑笑
那覇市 島の人
那覇市 ソプン
那覇市 PenguinBarFairy
那覇市 御料理 もりや
那覇市 酒肴の店 もず
那覇市 ポッキポッキ
那覇市 John Bar
那覇市 らーめん翔琉亭
那覇市 土筆
那覇市 BAR 縁
那覇市 BAR 凪
那覇市 お食事処 花
那覇市 牛屋
那覇市 お肉の一心
那覇市 むるぶし
那覇市 沖縄青二才
那覇市 ピッツァアンドデリ まるや
那覇市 バーポリポリ
那覇市 居酒屋ひろ
那覇市 じゃがいも
那覇市 Bar Lounge hope
那覇市 バーポリカラ
那覇市 バーズアイ
那覇市 焼肉むむ
那覇市 ビストロ ル・ボン・グー
那覇市 high five/OKI
那覇市 美ら島
那覇市 居酒屋よいよい亭
那覇市 橙えん
那覇市 ラグーン
那覇市 トパーズ
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那覇市 鉄板・お好み焼き 蓮 沖縄店
那覇市 ラウンジ小町
那覇市 居酒屋ドラゴン
那覇市 シーサードラゴン
那覇市 米と汁と、おつまみ
那覇市 神庄
那覇市 琉美
那覇市 酒?唄い処 美遊
那覇市 ダイニングバーLine
那覇市 GENTS
那覇市 セジュール
那覇市 居酒屋 かしわ屋
那覇市 やきとりパンチ
那覇市 鮨梅酢本店
那覇市 イグレック
那覇市 バナナ
那覇市 かふぇらうんじ将
那覇市 CAMP BAR CHILLAX
那覇市 カラオケスナック ミント
那覇市 和醸良酒 酒庵 魚酔
那覇市 SHO-CHU BAR 高山 琉球別邸
那覇市 8nos
那覇市 地酒炭火焼 ちちり
那覇市 麺屋 一龍
那覇市 あかさたな
那覇市 肉と野菜の産直屋かうだ
那覇市 Seasoning Chicken
那覇市 ダイニング車庫
那覇市 桃
那覇市 あけぼのラーメン
那覇市 ハイサイチキン
那覇市 まんが喫茶ジャンプ。
那覇市 酒場KUMECHO
那覇市 アジア料理 ナズカニヤ
那覇市 URU
那覇市 もつやき 松井
那覇市 あけぼのラーメン
那覇市 あけぼのラーメン
那覇市 浮島ブルーイング
那覇市 クリア
那覇市 十貫瀬モノラル
那覇市 夢屋
那覇市 BAR・クール
那覇市 お食事処 ゆみ
那覇市 くら之
那覇市 Oasis8
那覇市 キッチンリュウグウ
那覇市 花ずみ
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那覇市 居酒屋ごなん坊
那覇市 羊や
那覇市 アジアンダイニング テラコヤ
那覇市 小料理 おふく
那覇市 カフェテラスブルガリ
那覇市 てる屋
那覇市 ワインバー ボヌール
那覇市 みの家
那覇市 TEN天
那覇市 Ricky 
那覇市 食king
那覇市 Bar DAISY
那覇市 地酒と地産料理花咲
那覇市 ワイン酒場 ふじ晴
那覇市 Buddha
那覇市 ポケットマーニー
那覇市 OMOカフェ
那覇市 マキシロマン
那覇市 Craft Beer House 麦BAKU
那覇市 たもつ水産
那覇市 彩惠
那覇市 ルージュバー
那覇市 国際通りパーラーじゅんちゃん
那覇市 イタリアンハウス
那覇市 コミックバスターorangepal古波蔵店
那覇市 BAR SKY ROSE
那覇市 大衆ビストロ BALLOWS
那覇市 お茶屋Bar和
那覇市 チビかつ商店３丁目
那覇市 澤の家
那覇市 AGESEN 本店
那覇市 LESTEL NAHA
那覇市 馬～さん亭
那覇市 ちょい呑み酒場 和いわい
那覇市 旨いもの屋ばっかす
那覇市 居酒屋美乃
那覇市 酒菜那覇
那覇市 VITIS(ヴィティス)
那覇市 割烹ひとくち
那覇市 チーズショップ チアーズ
那覇市 ひやみかち
那覇市 WHITE HAZE 京美堂
那覇市 小料理・酒処こころ
那覇市 momokitchen
那覇市 すみれ茶屋 たちふじ
那覇市 KAI’ s ダイニング
那覇市 the Sea
那覇市 ゆうな
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那覇市 ななしん屋
那覇市 drink&foodグレースライン
那覇市 お魚とお野菜和縁
那覇市 味と踊りの竜宮城うらしま
那覇市 プリズム
那覇市 大衆酒場天しーさー
那覇市 ブルーシールトレビアン国際通り店
那覇市 待夢
那覇市 バイキング弁当菜菜
那覇市 Girls’Bar ARROWS
那覇市 Ｂar One Way(ﾊﾞｰﾜﾝｳｪｲ)
那覇市 フライトン
那覇市 カラオケ酒家 Genie
那覇市 居酒屋すずなり
那覇市 リコPIN
那覇市 月光
那覇市 栄町天ぷらマーケット  がじまる
那覇市 喰い呑み処 さとう
那覇市 Light
那覇市 カラオケルーム英乃家
那覇市 スナックねくすと
那覇市 Marilyn
那覇市 聖子
那覇市 マリア
那覇市 ムーンラビット
那覇市 くもじ野 彩
那覇市 真子
那覇市 マシマロ
那覇市 スナック明日葉
那覇市 Bar Ya-MAN
那覇市 カラオケ居酒屋のみたりん
那覇市 味処 魚河岸
那覇市 スナック 左恵
那覇市 レトルト Bar 朗
那覇市 BAR織瑠
那覇市 SPIRITS
那覇市 水島宗三郎
那覇市 スナックcoco
那覇市 離 はなれ
那覇市 210
那覇市 ホルモン・焼肉 ぼくけ
那覇市 ダーツバーサザンガーデン
那覇市 ラーメン屋あさひ
那覇市 赤とんがらし
那覇市 らーめん・ばく・ばく
那覇市 居酒屋中道
那覇市 春
那覇市 Guilty's Drunker's
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那覇市 串焼 當り屋
那覇市 スナック アフリック
那覇市 D-Set Cafe
那覇市 ムーンドライブカフェ
那覇市 Bar 和香
那覇市 ASOBIBA
那覇市 居酒屋みはら
那覇市 ゆうゆ
那覇市 音楽居酒屋 ゆらてぃく
那覇市 BAR STEREO
那覇市 カラオケ喫茶 とんぼ
那覇市 カトラン
那覇市 いっちゃん
那覇市 ぼんぢりや 一銀通り店
那覇市 らあめん波蔵
那覇市 bar036
那覇市 酒膳 一八
那覇市 茶房あんり
那覇市 ODEN TIMES オデン タイムズ
那覇市 すし・海鮮 半助屋
那覇市 ぐるまーう
那覇市 和加奈
那覇市 パーラーこうちゃん
那覇市 Mori chu
那覇市 Punga Ponga
那覇市 日本酒地酒屋 ちろり
那覇市 そば・うどん処 さぬき屋
那覇市 小料理 華の里
那覇市 飲食店 Kazuya
那覇市 テキーラバー エローテ
那覇市 下町居酒屋亀千人 竜宮通り店
那覇市 むら家
那覇市 ビークレヨン
那覇市 一蘭那覇国際通り店
那覇市 信濃路
那覇市 T's style Coffee 首里りうぼう店
那覇市 ぢすぼ～ぃ
那覇市 忍
那覇市 Bougatei 橙
那覇市 縁
那覇市 歌い処 飲み処 エイコ
那覇市 割烹とどろき
那覇市 浮島龍門
那覇市 スナック くまんかい
那覇市 炭火焼串串
那覇市 Kina's Bar
那覇市 FAME フェイム
那覇市 プルンナム
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那覇市 ビビット
那覇市 カラカラとちぶぐゎ～
那覇市 寄居
那覇市 おでん Bar 凡
那覇市 かいざん古島店
那覇市 国際通り屋台村チームヤシの木
那覇市 酒処 樹
那覇市 スナック ひかり
那覇市 きち屋
那覇市 浜とん
那覇市 どんぶりの店 志貴
那覇市 LocoBlue OKINAWA
那覇市 ダイニング時
那覇市 LEMON
那覇市 綾乃
那覇市 クラシック
那覇市 Chika
那覇市 スナック ＯＫ牧場
那覇市 銀河
那覇市 酒房思水
那覇市 食堂カフェKiitos(キートス)
那覇市 さくら
那覇市 合同会社島唄ライブ樹里
那覇市 ダンスホール酒場 サンキュー
那覇市 ヤンバルクイナ
那覇市 カーリ
那覇市 SUKE×2 YARO
那覇市 カラオケBarおはな(OHANA)
那覇市 寿司割烹 雛
那覇市 小料理 ちえ乃
那覇市 CINEMAS Q
那覇市 お食事処 みかど
那覇市 赤ひげ
那覇市 真帆
那覇市 かりゆしそば
那覇市 サーコ
那覇市 M-78
那覇市 桜香
那覇市 里温（りおん）
那覇市 もーあしび
那覇市 TAKAKI
那覇市 台湾酒場炎龍
那覇市 彦本店
那覇市 ばばあ’ずばぁ～？
那覇市 Cafe T-era
那覇市 スナック京
那覇市 かぁらやま
那覇市 玲子
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那覇市 信吉
那覇市 FUKU BISTRO Dining
那覇市 エグザイル
那覇市 シネマパレット
那覇市 焼肉たちばな
那覇市 沙耶
那覇市 焼肉もとぶ牧場 那覇店
那覇市 沖縄 つる丸
那覇市 BAMBI 
那覇市 まこちゃんの店
那覇市 なおちゃん食堂
那覇市 嘉陽鮮魚
那覇市 LeGUMBO（ル・ガンボ）
那覇市 魚心 つぐ奈
那覇市 居食屋 らん
那覇市 京都
那覇市 ライブハウス・アンダルシア
那覇市 貫太郎
那覇市 パブ花道
那覇市 あぶり酒肴澤喜
那覇市 AQUA
那覇市 INFINITY
那覇市 牧志テラス123
那覇市 ちゅらちゅら
那覇市 レオダッシュ
那覇市 Cocotto
那覇市 五六家
那覇市 カサブランカ
那覇市 花茶館
那覇市 万華
那覇市 小料理 家庭料理 庵
那覇市 サンティヤム 那覇国際通り店
那覇市 さくら
那覇市 BAR SAiKO
那覇市 串かつとワイン 寶船
那覇市 Big
那覇市 蜃気樓
那覇市 てぃだ家
那覇市 燻製酒場煙人
那覇市 創作沖縄料理二幸
那覇市 りょうり さか木
那覇市 ESPACO エスパソ
那覇市 麺処 てぃあんだー
那覇市 肉バル透
那覇市 語い処 みるく世果報
那覇市 あしびどぅくる はなはな
那覇市 呑み喰い処 大ちゃん
那覇市 バレルピット
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那覇市 Le  Romarin 
那覇市 伊江島食の家しまぶくろ
那覇市 焼肉きんぐ 那覇新都心店
那覇市 junket
那覇市 和味料理 もりしま
那覇市 鳥八
那覇市 はっちゃん食堂
那覇市 世界食堂地球屋 琉球安里駅前店
那覇市 豚々ジャッキー
那覇市 鶏料理あまみ
那覇市 BAR路地裏
那覇市 王門
那覇市 チャーリーの酒場
那覇市 鮨 きくち
那覇市 麺や偶 もとなり
那覇市 ニュー司
那覇市 翔菊
那覇市 safety
那覇市 まんまる
那覇市 3Ring
那覇市 縁
那覇市 琉球みそや堂
那覇市 地酒横丁
那覇市 TSUKA2
那覇市 バー疎開
那覇市 BURGER STAND Hi-Five
那覇市 おふくろ弁当
那覇市 エバ
那覇市 BAR FREAKS A GO-GO!
那覇市 小料理 まんぶり
那覇市 江戸前寿し 松乃家
那覇市 つよしの店
那覇市 ラウンジ 槐 Enju
那覇市 Ｓong
那覇市  スナック 結
那覇市 スナック friend
那覇市 しおのか
那覇市 スナック ポピー
那覇市 焼膳
那覇市 ブラッスリーオオサキ
那覇市 マンガ喫茶LULUANA
那覇市 フィッシャーマンズクラブ
那覇市 カラオケの店クィーン
那覇市 わらいえん
那覇市 カラオケスナック 和来
那覇市 Enjoy きゆな
那覇市 harijan cafe
那覇市 酒処 花
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那覇市 KikuNiku
那覇市 Betty
那覇市 シェーン
那覇市 焼肉きんぐ 那覇久茂地店
那覇市 Rhizome
那覇市 OPA
那覇市 Siele
那覇市 bar 蒼
那覇市 マニョチキン
那覇市 久宮商店 本店
那覇市 サムズセーラーイン
那覇市 和食居酒屋クーパーズ
那覇市 留美
那覇市 ちむ
那覇市 一心
那覇市 やきとり すずなり
那覇市 No-Ri
那覇市 カラオケパブ ナハ
那覇市 HiGH
那覇市 じーぶ
那覇市 きぬだい
那覇市 リリカル
那覇市 酒処さえ
那覇市 BAR 月～ライト～
那覇市 ちむ
那覇市 鳩坊
那覇市 かなさんどー
那覇市 蘭
那覇市 ラウンジ時
那覇市 うさぎno登り坂
那覇市 シックスボギー
那覇市 BARマテリア
那覇市 秀ちゃん
那覇市 BAR LOUNGE 池田
那覇市 相席屋 沖縄国際通り店
那覇市 Bar 連
那覇市 居酒屋はな
那覇市 BACAR バカール
那覇市 ラウンジ 宴
那覇市 コーヒーハウス潤
那覇市 BAR GOLD DUST
那覇市 ECAQI
那覇市 まるたか
那覇市 Myu ミュー
那覇市 小料理 無限
那覇市 鮨いずみ
那覇市 エバークィーン
那覇市 バー スロージャム
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那覇市 大衆酒場 TSUJICHO
那覇市 焼肉本舗 島牛
那覇市 スナックうりずん
那覇市 ルーシー
那覇市 マクドナルド国場十字路店
那覇市 サフラン
那覇市 すし なかのや
那覇市 BARミナワラ
那覇市 有限会社 料亭那覇
那覇市 BARAKAN
那覇市 ラウンジゆうい
那覇市 スナック フレンド
那覇市 かたばみ
那覇市 accoglienza (アッコリエンザ)
那覇市 ビストロバル 151a
那覇市 笑い花
那覇市 BETTY PANDA
那覇市 牛タンいろ葉 国際通りのれん街
那覇市  BAR ivy
那覇市 THE・歌舞伎町
那覇市 琉球横丁 アガリコ餃子楼
那覇市 とりビアー那覇店
那覇市 鮨処 もとい
那覇市 ショットバー バンブーイン
那覇市 割烹 司
那覇市 インド・ネパール料理 アティティ那覇店
那覇市 マクドナルド真嘉比古島店
那覇市 ポコアポコおもろまち店
那覇市 なか屋
那覇市 魚勝食堂・神の赤肉 和牛男
那覇市 いつ世
那覇市 ハーベストムーン
那覇市 DAINING和ぎ
那覇市 琉夏
那覇市 食堂ヘンサ森
那覇市 ゆんたくcaffさらだ菜っぱ
那覇市 Bar Chula
那覇市 絆
那覇市 BAR OVER RAP
那覇市 泡盛之店 琉夏
那覇市 悠ゆう
那覇市 琉宴 酒場
那覇市 RED CAMP
那覇市 天下一品 小禄店
那覇市 Bar Wasshoi
那覇市 RYUKA
那覇市 voz de risa
那覇市 居酒屋 琉宴
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那覇市 せんべろ酒場 ドランク餃子 酔拳
那覇市 ダイニング クーデタ
那覇市 カラオケ・ダーツ BAR  M's Genisys
那覇市 ポコアポコ 久茂地店
那覇市 がじゅまるの如く
那覇市 串かつとハイボールコマネチリバーサイド店
那覇市 サムズアンカーイン国際通り店
那覇市 和ダイニング あがり花
那覇市 スナックたらま
那覇市 Bar&Repas ERIO 
那覇市 呑喰レトロ酒場コマネチ本店
那覇市 牛魔王蘭州拉麺
那覇市 Toco Tropical
那覇市 ぎん
那覇市 アガパンサス
那覇市 ゆくい処 石だたみ
那覇市 串焼キ＆煮込ミ カメチヨ
那覇市 Jr.sBAR TENDER
那覇市 島唄ライブ居酒屋結歌
那覇市 茶房あん
那覇市 Grace Cafe
那覇市 G
那覇市 Luxury
那覇市 センター
那覇市 三丁目そば
那覇市 焼肉キッチンスタジアム黒5
那覇市 居酒屋久茂地
那覇市 Woman's Bar Cherish
那覇市 琉球海鮮「りーさん堂」
那覇市 ちかぷ
那覇市 ティーダの海 久茂地店
那覇市 BARありんす
那覇市 カラオケ喫茶雨あがり
那覇市 ドール博多
那覇市 たけし(食堂)
那覇市 風泉
那覇市 キッチンうさぎ
那覇市 居酒屋 旬
那覇市 亀亀FREEdom
那覇市 シェーキーズ壺川店
那覇市 旬鮮厨房 味だより
那覇市 ichi coffee
那覇市 串焼き車
那覇市 カラオケ酒場 唄心
那覇市 大戸屋 壺川店
那覇市 ZIPANG
那覇市 サワムラ スタイル
那覇市 炭火屋 しゃらく
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那覇市 天井桟敷
那覇市 居酒屋ジパング
那覇市 海角八号
那覇市 アグーとんかつ コション
那覇市 ジョッキハウス
那覇市 パミリア
那覇市 アグーとんかつコション浮島通り店
那覇市 あごり
那覇市 ひまわり
那覇市 のうれんポレポレ
那覇市 AS
那覇市 ラ・メゾン・クレール1853
那覇市 夢
那覇市 ちぇい
那覇市 紅虎餃子房 久茂地店
那覇市 サムズバイザシー小禄バイパス店
那覇市 酒菜屋 楽
那覇市 ニューうらわ
那覇市 和々（ワワ）
那覇市 MONTECRISTO
那覇市 民謡酒場 群星
那覇市 キッチンゆかり
那覇市 ライブ・ラウンジ 華
那覇市 居酒屋レキオス
那覇市 潮騒
那覇市 和風だいにんぐ 粋や
那覇市 華恋
那覇市 胡同デリ
那覇市 王様
那覇市 KURAN
那覇市 のりちゃん
那覇市 串喜
那覇市 オフリミッツ
那覇市 BAR Leaf.
那覇市 VOICE
那覇市 磨心 MAGOKORO
那覇市 カプリチョーザ 天久店
那覇市 恩納豚
那覇市 スナックだるま 
那覇市 ウッドビルハウス
那覇市 サムズ・マウイ国際通り店
那覇市 カラオケ琉球酒場「うたわんとぉ」
那覇市 ノーリーズ ダイナー
那覇市 マンガ喫茶BOSS
那覇市 仲井真商店
那覇市 カラオケスタジオ歌のさんぽ道
那覇市 ニュー和風スナックけい
那覇市 暖
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那覇市 げんてん
那覇市 韓国料理チング家
那覇市 マウイステーキハウス
那覇市 七輪焼肉安安 パイプライン店
那覇市 ｉｎｆｉｎｉｔｙ 無限
那覇市 かまどぅ
那覇市 Bar&Lounge1800
那覇市 金武アグーしゃぶしゃぶ 萬天 MANTEN
那覇市 ふくや
那覇市 沖縄居酒家 すん。
那覇市 花の湖
那覇市 真喜
那覇市 Bar&Cafe 7C
那覇市 創作居食家 やえん
那覇市 歩人・灯
那覇市 恋子
那覇市 貴竹
那覇市 ワイン食堂 トランク イタリアゴハン 久茂地店
那覇市 カラオケ＆小料理粋酔
那覇市 旬彩厨房うのや
那覇市 九州味処 すかぶら
那覇市 ガスト那覇天久
那覇市 酒処沖縄そば おそば
那覇市 Sof Cho
那覇市 Dolce&Pasta PICHITAN
那覇市 次郎坊
那覇市 お肉とチーズのてだこ亭
那覇市 ばくばくステーキ
那覇市 秘密基地 栄町支部
那覇市 蔵土（クランド）
那覇市 ひまわり
那覇市 Lounge Bar クリスタル・シー
那覇市 風 彈（ふうたん）
那覇市 浮島餃子 蘭桂坊
那覇市 ししいゆ
那覇市 呑・歌・遊処 にふぇ～で～びる
那覇市 カフカ
那覇市 かぁかぁの店
那覇市 旬鮮鮨ろく
那覇市 ヘルシーパスタ料理専門店 下地パスタ研究所
那覇市 ショーハウスレイコ
那覇市 bright
那覇市 軽食の店 なじみ
那覇市 STAND
那覇市 BAR 忘我
那覇市 BAR BETTY'S
那覇市 THE K'Z
那覇市 BAR FATE
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那覇市 和きっちん九
那覇市 ブックパブ いちほし
那覇市 三木家
那覇市 肉&ワインBAL COBY
那覇市 カラオケ小料理五圓
那覇市 バイキング居酒屋リオ
那覇市 居酒屋 五圓
那覇市 旬菜 こかぶ亭
那覇市 Felice
那覇市 BLANCPAIN
那覇市 けんちゃん ラーメン
那覇市 Ail
那覇市 BURGER TIME
那覇市 炉端屋 スミドコロ
那覇市 おでん小料理美和
那覇市 Restaurant ＆ Bar Very
那覇市 Bar Drinking habit No. 1
那覇市 club DIVA
那覇市 Japanese SAKE dokoro あるこりずも
那覇市 グラーノ
那覇市 大吉 古波蔵店
那覇市 アリラン
那覇市 あきそば
那覇市 スナックらん
那覇市 Tropic City
那覇市 J'sBar1950
那覇市 大ちゃん
那覇市 智（トモ）
那覇市 お気楽酒屋風まかせ
那覇市 さかなや道場 那覇久茂地店
那覇市 大ちゃん酒場
那覇市 Bar サニーブライアン
那覇市 トラットリア ディ・マーレ
那覇市 風林火山
那覇市 節子 鮮魚店
那覇市 陣屋
那覇市 夕月
那覇市 shangri-la（シャングリラ）
那覇市 沖縄創作 琉球 奏
那覇市 LIBRARY BAR November
那覇市 華族
那覇市 金城商店
那覇市 モスバーガー那覇国場店
那覇市 鉄板焼ステーキ＆お好み焼き 響
那覇市 そば処 KoHaRu
那覇市 MOZ9
那覇市 ひでまる
那覇市 しゃぶ葉那覇小禄
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那覇市 3 1/3Endless
那覇市 焼酎くりや蛍
那覇市 あっちゃん
那覇市 癒心家酒場 一縷
那覇市 ティールームメモリー
那覇市 酒処 わたなべ
那覇市 きぶし
那覇市 なつめっぐ
那覇市 居酒屋双葉
那覇市 gemini
那覇市 明洞小禄バイパス店
那覇市 青柳
那覇市 らんたん亭
那覇市 Cafe Kanoa
那覇市 晴 はぁれぃ
那覇市 トキシラズ
那覇市 炉ばた焼泉崎 東町店
那覇市 top
那覇市 mini Lounge COCO
那覇市 男男 だぶる
那覇市 BE SOUND
那覇市 カラオケBar micro(ミクロ)
那覇市 茜 あかね
那覇市 BAR Tommy
那覇市 Blanc de Blanc
那覇市 Kira Hime カラオケミュージックバー
那覇市 大人の焼肉
那覇市 モスバーガー首里石嶺店
那覇市 フーズバー Shin
那覇市 桜羽
那覇市 あまんど
那覇市 Bar Lounge Brilliant
那覇市 ツチトイブキ
那覇市 スナック さくら
那覇市 BARごとう
那覇市 エンジェル
那覇市 BAR Owl (バーアウル）
那覇市 はな
那覇市 しゃぶ葉那覇おもろまち
那覇市 酒膳きき
那覇市 酒膳 舞慈
那覇市 ふくろう
那覇市 AKINDO
那覇市 Lounge Bar Gee
那覇市 SOUND M'S
那覇市 えいと
那覇市 ろばた川万
那覇市 ワールドグルメバイキング アレッタ ホテルロコアナハ店
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那覇市 ワイン食堂トランク イタリアゴハン 小禄店
那覇市 えん
那覇市 焼肉ブル
那覇市 七輪焼肉安安小禄バイパス店
那覇市 すし むらかみ
那覇市 Birthday Suit
那覇市 麻 衣
那覇市 BASEMENT
那覇市 Kevin's Happy Factory
那覇市 龍 Bombance
那覇市 SAMIs craftGIN&BAR
那覇市 お好み焼一番
那覇市 海斗
那覇市 笑和や
那覇市 和琉創作Dining新
那覇市 GRADE グレード
那覇市 COZY BOX
那覇市 ぽっぽ家
那覇市 Bar KO-T
那覇市 PECOS
那覇市 季物Muramasa
那覇市 WOODY
那覇市 crush
那覇市 Barあんな
那覇市 縁
那覇市 SOUNDSGOOD
那覇市 女 奈
那覇市 Aya
那覇市 宴
那覇市 松亭
那覇市 豚豚時代
那覇市 ゆくい処 やたん堂
那覇市 琉球村空港店
那覇市 コパン
那覇市 ゆうなの花
那覇市 珍々VV
那覇市 カラオケスナック粋歌
那覇市 スナック バーデイー
那覇市 酒房 なが多
那覇市 てぃーら
那覇市 カラオケパブ 茶茶
那覇市 シェルクラブ
那覇市 焼肉 ふくろう
那覇市 オールデイダイニングフォンテーヌ
那覇市 さかえ
那覇市 立呑み居酒屋 らう次郎
那覇市 バープラネート
那覇市 ラウンジ シャレード
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那覇市 飲食店 hero
那覇市 よっちゃん亭
那覇市 ナミの店
那覇市 商ん道
那覇市 食の番屋もも太郎
那覇市 ASIAN DINING RESTAURANT
那覇市 居酒屋ももすけ
那覇市 笑獅子堂
那覇市 スナック パール
那覇市 カリーノ
那覇市 オールデイダイニング ファヌアン
那覇市 スコレー
那覇市 カラオケスナック 里
那覇市 みの家 
那覇市 酒処 悠
那覇市 はな花
那覇市 真南風
那覇市 龍潭
那覇市 Bistro YOSHIHIKO
那覇市 しゃぶしゃぶ温野菜 那覇天久店
那覇市 美食心酔かがや
那覇市 Friendly Bar HERO'S
那覇市 まりさこ
那覇市 ザ・ナハテラス リビングルーム マロード
那覇市 しゃぶしゃぶ温野菜 那覇小禄店
那覇市 LASIMA
那覇市 琉美
那覇市 ふくぎ
那覇市 軽食屋コダマ
那覇市 待夢里
那覇市 我那覇豚肉店
那覇市 くんぢーぐゎー
那覇市 GORILLA GOLF CLUB
那覇市 カラオケパブ声魂
那覇市 TAMARIBA?R泊・泊（ぱく・はく）
那覇市 Buddies Okinawa
那覇市 家庭料理おかぁ～
那覇市 NAHA PLAYERS CAFE
那覇市 BAR SPADE
那覇市 eight8
那覇市 豚ホルモン専門 我那覇焼肉店
那覇市 Mojo Bar Lounge
那覇市 TAKANE
那覇市 howlin'g
那覇市 ラウンジ コムシェトワ
那覇市 Night in 亜龍
那覇市 バーテンダーズカフェ ヴィゴラス
那覇市 ねま寿司
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那覇市 ノジック
那覇市 海岸通り
那覇市 サロン ブルーナイト
那覇市 小料理、酒処、舞
那覇市 スナック美美
那覇市 みの家
那覇市 シャングリ-泡。
那覇市 クラフトビール しまねこ
那覇市 食酒ラウンジ梵
那覇市 琉球料理 美榮
那覇市 上海
那覇市 こてん
那覇市 浜家
那覇市 スナック 温
那覇市 アリババ
那覇市 守礼そば
那覇市 居酒屋 義ＧＩＮ
那覇市 舞梨乃
那覇市 りょうり とう間
那覇市 島バナナ
那覇市 一平すし
那覇市 町の麺処 琉家本店
那覇市 居酒屋 とらや
那覇市 串焼 にわか
那覇市 姫
那覇市 鶴
那覇市 ふる里
那覇市 町の麺処 凪
那覇市 ゆうばん まんじゃー星
那覇市 ビンビール酒場韋駄天那覇久米店
那覇市 史樹
那覇市 クラブカフェ エルージュ
那覇市 やきとり大希
那覇市 Salsa Caliente 
那覇市 居酒屋 磯味もり
那覇市 FLIP-FLOP
那覇市 カラオケパブrise
那覇市 EL Patio
那覇市 J-MORE
那覇市 琉球の牛 那覇国際通り
那覇市 地料理・旬菜 土香る
那覇市 陽より
那覇市 酒月
那覇市 バー DAH-NAH
那覇市 すきやき・しゃぶしゃぶ 琉球の牛
那覇市 クッチーナイタリアーナタマナハ
那覇市 CENTRO
那覇市 お食事処 びこうしん
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那覇市 カフェバ－ ノラリ
那覇市 スナック樹樹
那覇市 KumeSakaba2903
那覇市 ｖｏｙａｇｅ
那覇市 Bar Dr.Feelgood
那覇市 なかよしこよし
那覇市 酒が呑める魚屋 大輝鮮魚店
那覇市 ResortBar RISE
那覇市 Angie
那覇市 武蔵家 沖縄本店
那覇市 焼肉 琉宮苑 
那覇市 The Little Brother ハシエンダ食堂
那覇市 恋女房
那覇市 農家酒場 くしき
那覇市 リビングてぃーあんだ
那覇市 ノラクロ
那覇市 テラコヤ 桜坂本校
那覇市 JUMBO STEAK HAN'S久茂地本店
那覇市 JUMBO STEAK HAN'S松山店
那覇市 JUMBO STEAK HAN'S国際通り店
那覇市 炉端BBQとワイン奇跡の1マイル
那覇市 居酒屋 エール
那覇市 MUSIC BAR DAIDAI
那覇市 月とう
那覇市 枝
那覇市 アジアン居酒屋 サバイディー
那覇市 BB
那覇市 やいま
那覇市 Bar 千代
那覇市 寿司 きさらぎ
那覇市 robusto
那覇市 きらく食堂
那覇市 小料理遊庭
那覇市  丸栄ホール
那覇市 ピノス
那覇市 お食事処 徳門
那覇市 ワイン酒場 ＬＥ ＧＯＵＲＭＡＮＤ
那覇市 麗
那覇市 壺川 久兵衛
那覇市 お好み鉄板がるぼ
那覇市 NO NAME
那覇市 新三
那覇市 由(ゆい)
那覇市 牧志 かけ見
那覇市 酒肴 茶々丸
那覇市 遊仙
那覇市 お菜晩酌しずか
那覇市 Citrine
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那覇市 料理とお酒の店毬
那覇市 お食事喫茶エンジェル
那覇市 カフェー リング
那覇市 まぐろ酒場 寺衛門
那覇市 青珊瑚
那覇市 スナック キャット
那覇市 BAR TATCHAN
那覇市 琉旬彩食 土煌
那覇市 若獅子WAKASHI
那覇市 ZARA
那覇市 ANGEN
那覇市 flat
那覇市 Steak&VegetableGardenHAN'Sあっぷるタウン店
那覇市 スナックゆう
那覇市 チップCafeBar
那覇市 goo-choki-par
那覇市 スイーティー
那覇市 Sama
那覇市 ホワイト、ロッジ
那覇市 Place
那覇市 小料理 花より
那覇市 スナック 粋
那覇市 SARAI
那覇市 あしび家
那覇市 東原
那覇市 居食屋 碧海
那覇市 クイックリー泊高橋店
那覇市 ジョジョ
那覇市 スナック 梨美
那覇市 クイックリー古島店
那覇市 ジョリーパスタ那覇真嘉比店
那覇市 Go Go Kappa
那覇市 旅の宿 海空
那覇市 スナックサロンロングラン
那覇市 LiveStationG7（ライブステーションジーセブン）
那覇市 鉄板焼ステーキレストラン碧国際通り松尾店
那覇市 バー パピヨン
那覇市 赤ひげラーメン
那覇市 しの 飲食店
那覇市 UNBALANCE
那覇市 カラオケbarひな
那覇市 柴田家
那覇市 赤ひげラーメン 那覇安里店
那覇市 スナック 悠
那覇市 どらえもん
那覇市 おでん八竹
那覇市 華 HANA
那覇市 宴会パントリー
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那覇市 Agudus
那覇市 イベントハウス
那覇市 しのぶ
那覇市 酒肴ミント
那覇市 あがいてぃーだ
那覇市 炭火焼肉ぶち 久茂地店
那覇市 大黒屋 禁煙館
那覇市 福岡アバンギャルド
那覇市 Bistro悦
那覇市 オールドポピー
那覇市 ONE FOR
那覇市 キャピタル
那覇市 ゆりえそば
那覇市 アクアマリン
那覇市 榮町dining わんふぉあ
那覇市 酒肴インディア
那覇市 Bar MATSUMOTO
那覇市 （大衆ビストロ酒場）ツマミヤ
那覇市 TWO BAR 1号店
那覇市 （株）彦
那覇市 居酒屋 寿司 大吉
那覇市 鉄板焼ステーキレストラン碧東町本店
那覇市 咲
那覇市 串焼き鶏冠木
那覇市 ぴかり魚
那覇市 TWO BAR 2号店
那覇市 MUSIC STATION
那覇市 TAG
那覇市 こうのとり
那覇市 カリータイム
那覇市 海産物料理 大安丸 久茂地店
那覇市 道頓堀
那覇市 百月
那覇市 おニャンコ倶楽部
那覇市 居酒屋 和ーなごみー
那覇市 スナック MiKAN
那覇市 あぶり焼備長
那覇市 栄町麺処 琉家
那覇市 しゃぶしゃぶ紺東町本店
那覇市 和琉鉄板くだか
那覇市 太鼓ライブまさかやぁ～
那覇市 まぐろ問屋やざえもん沖縄新都心あっぷるタウン店
那覇市 日本料理 聖
那覇市 やきとり きんじろう
那覇市 居酒屋 よりみち
那覇市 天ぷらと旨い肴とおいしい酒の店 尭の天
那覇市 しまもと
那覇市 Sea Box
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那覇市 ジョイ・ステーキ 那覇店
那覇市 Luci fer
那覇市 ダーツスタジアム沖縄
那覇市 一杯茶や
那覇市 LE DECO
那覇市 Player's
那覇市 酒音 優
那覇市  お食事処梅八
那覇市 わいわい
那覇市 ちゃがま屋
那覇市 gruss
那覇市 旬彩酒房助丸
那覇市 酒菜房ＮＯＭＯ屋
那覇市 Dirty Martini
那覇市 エロス
那覇市 ふう
那覇市 しゃぶしゃぶ紺おもろまち店
那覇市 林家
那覇市 スナック えびす
那覇市 炭焼 鳥ほり
那覇市 Bar Crib
那覇市 居酒屋すずらん
那覇市 郷土料理ここ
那覇市 ji-ji
那覇市 ハンバーグハウスひーぐるま
那覇市 美らぴんす GLOW
那覇市 糸満屋
那覇市 居酒屋くいなー
那覇市 小料理 美せき
那覇市 小さな居酒屋 かりゆし
那覇市 Bowkin（ボウキン）
那覇市 Indoor Golf 365
那覇市 首里彩ごはん うない
那覇市 カラオケスナック アリエス
那覇市 おふくろ
那覇市 サパー 幸
那覇市 スナック寿賀
那覇市 茶蘭花
那覇市 居食屋「味」あじ
那覇市 CABIN&HOTEL ReTIME
那覇市 ドリアン
那覇市 バーラウンジ虹音
那覇市 KAＭE-SUN
那覇市 扇
那覇市 スナック Kei
那覇市 築地銀だこ 
那覇市 Dream Food
那覇市 イタリアンビアホール遊
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那覇市 スナックゆうすげ
那覇市 旬膳・酒肴 楓
那覇市 KING KABAB
那覇市 あじとや
那覇市 栄町ボトルネック
那覇市 大戸屋真嘉比店
那覇市 鮨 一夢
那覇市 Si-nada
那覇市 童（わらび）
那覇市 椿屋
那覇市 とりとん
那覇市 餃子酒場金五郎
那覇市 めんそーれ
那覇市 てぃーだんぶい
那覇市 餃子酒場金五郎
那覇市 花しんじゅ
那覇市 BARAQUE(バラック)
那覇市 feel good
那覇市 日本酒バルTokoshie
那覇市 GARAGE HOUSE
那覇市 沖縄居酒屋くめや
那覇市 七輪焼肉安安 牧志駅前店
那覇市 BAR 358
那覇市 舞ワイフ
那覇市 島寿司
那覇市 8 Lounge
那覇市 live in BAILA
那覇市 サテンドール
那覇市 いちごいちえ
那覇市 炭火串焼かなめ
那覇市 旬菜酒房お福
那覇市 美華園
那覇市 BAR黒
那覇市 鳥と卵の専門店 鳥玉 泉崎店
那覇市 bar maro
那覇市 インズバ
那覇市 お食事の店しょうろ
那覇市 カラオケハウス愛
那覇市 梨杏
那覇市 舞奴爺
那覇市 酒菜 民謡ライブ ちぶや
那覇市 チーム ウエスト
那覇市 bar 2D
那覇市 ギャラリーカフェ フィラート
那覇市 カフェやしの木広場
那覇市 ステーキＦｉｌｅｔｅ
那覇市 Darts Bar Ai Lus
那覇市 泡盛BAR  酔ing
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那覇市 LIQUID THE STORE
那覇市 すずらん
那覇市 スナック 姫
那覇市 路地裏酒場Good Steady
那覇市 CROWN
那覇市 島唄遊び処てぃんさぐぬ花
那覇市 味酔処 天居家
那覇市 GOODYS OKINAWA
那覇市 割烹 竜むら
那覇市 小料理ゆいまーる
那覇市 退屈な日々にさよならを
那覇市 スナック HELLO
那覇市 大衆食堂 下町小
那覇市 寿来
那覇市 鰓呼吸（エラコキュウ）
那覇市 琉球鶏白湯らーめん アッパリ
那覇市 咲楽
那覇市 BAR Ko-jee
那覇市 カラオケの店まーみー
那覇市 アゲサワ
那覇市 CLUB Ange
那覇市 ホテルアベスト那覇国際通り
那覇市 カラオケスナック エスプラス
那覇市 らうんじひまつぶし
那覇市 炙るチェリチェリ
那覇市 遊庵
那覇市 小花
那覇市 キッチンタイム
那覇市 1st hall
那覇市 ZERO ゼロ
那覇市 酒膳 日野
那覇市 タコスプーン
那覇市 最強食堂 那覇大橋店
那覇市 グルメ館つじ
那覇市 ゆくい処いと
那覇市 カリージュ
那覇市 うるまんず
那覇市 スナック真知
那覇市 カレーハウスCoCo壱番屋那覇天久店
那覇市 旬菜魚串 かたつむり
那覇市 南国BAR HOA －ホア－
那覇市 海音
那覇市 はいからさん
那覇市 ヤキトリ サンダーロード
那覇市 エベレスト カリーハウス
那覇市 赤道ラーメン久米ライフセンター前店
那覇市 メンズクラブ
那覇市 火鉢屋 新都心店
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那覇市 なかや
那覇市 Maligaya
那覇市 いぶし銀次郎 小禄店
那覇市 酒処希林
那覇市 産地直送仲買人 目利きの銀次
那覇市 えび専門店 えびす屋
那覇市 儿
那覇市 生け簀の銀次 新都心店
那覇市 炙りやもののふ
那覇市 ダーツ＆プールホール セピア
那覇市  より道
那覇市 あさり家
那覇市 Ryukyu Italian & Grill Trattoria HANMI
那覇市 Bar serendipitiy
那覇市 そば屋のはら
那覇市 ヨリミチ酒場 さびねこ
那覇市  パブFELICEフェリーチェ
那覇市 アジート
那覇市 べんり屋
那覇市 レディースバー マリリン
那覇市 さわふじ
那覇市 セイビン
那覇市 フォータイムズファン
那覇市 居酒屋てぃーち
那覇市 グランドストリート
那覇市 そば処 こどら
那覇市 家庭料理まこ
那覇市 らーめん山頭火 国際通りのれん街店
那覇市 桜坂すとぅ
那覇市 美食酒楽あむろ
那覇市 なんくる亭
那覇市 麺匠竹虎沖縄新都心店
那覇市 いゆじ
那覇市 かのうや
那覇市 ブルーシールアイスクリーム
那覇市 どさんこ食堂カムイ
那覇市 スナック リサ
那覇市 Liberty
那覇市 かつさと
那覇市 のん
那覇市 石焼 石庵
那覇市 栄町ブギーバック
那覇市 Anetos(アネトス)
那覇市 蓮（ＲＥＮ）
那覇市 いしだ
那覇市 居酒屋 NEO石敢當
那覇市 ジャズバーライズ
那覇市 fish & chips まるたま
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那覇市 Darts&Pool T-DA
那覇市 あにんどー
那覇市 kana
那覇市 Ooty
那覇市 くつろぎＤｉｎｉｎｇ Ｓｔｏｒｙ
那覇市 スナックきら
那覇市 藤
那覇市 PUB LOUNGE エメラルドスター
那覇市 一
那覇市 ポロバシカレーハウスとスパイスセンター
那覇市 酒処 うえち家
那覇市 おもろ（民芸酒場）
那覇市 ワインと串揚げ こぱん
那覇市 博多もつなべ じろう桜
那覇市 "LABO RA TOIRE" CAILLOUX. BLANCS KEiZO
那覇市 大地の恵 那覇おもろまち店インドカレーブッフェ
那覇市 スナック マンテンパパ
那覇市 三原屋ぶろーくん
那覇市 琉球芸食かじまやー
那覇市 琉球Dining ひがし町屋
那覇市 焼肉酒場 てびち屋本舗
那覇市 おばぁ直伝 山田すばと和琉料理
那覇市 みくに
那覇市 珈琲待夢那覇メインプレイス店
那覇市 桃花
那覇市 Bar レジェンド
那覇市 炭火焼肉 平和苑
那覇市 琉球NOVA
那覇市 AMERICAN DINER A Sign
那覇市 スパイスバル ベベル
那覇市 イタリアントマト カフェ Jr
那覇市 スクエア
那覇市 ミスタードーナツ 天久りうぼうショップ
那覇市 BAR UP-STAGE
那覇市 ミュージックラウンジ1011
那覇市 旬風（しゅんぷう）
那覇市 すずらん那覇メインプレイス店
那覇市 ハンズカフェ那覇メインプレイス店
那覇市 大阪王将那覇メインプレイス店
那覇市 ミスタードーナツ 壷川ショップ
那覇市 タリーズコーヒー那覇メインプレイス店
那覇市 かつ乃屋那覇メインプレイス店
那覇市 和風亭那覇メインプレイス店
那覇市 本格餃子＆中華小料理専門店 西屋
那覇市 ラーメンハウス札幌や
那覇市 中華居酒屋 青島
那覇市 辻の屋
那覇市 ハピネス
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那覇市 豊
那覇市 絆
那覇市 カフェ トラットリア ピーノ・ヴィーノ
那覇市 旬の肴 まちだ
那覇市 結
那覇市 CANTY  COFFEE 
那覇市 飲み喰い処小やじ
那覇市 Vividly okinawa
那覇市 喫茶セーラム
那覇市 南国ダイニング鬼さん
那覇市 花紋
那覇市 琉宮ダイニング亀千人
那覇市 めんそーれ
那覇市 夢屋
那覇市 琥珀
那覇市 ごちそうや飛梅 久茂地店
那覇市 三つ花
那覇市 酒房 李白
那覇市 ラウンジＬＯＯＰ
那覇市 茶色の小びん
那覇市 Ree リー
那覇市 ueda
那覇市 ミュージックホーム テンダー
那覇市 MAMI’S GARDEN
那覇市 Chesara ケサラ
那覇市 魚家(いゆや)
那覇市 焼鳥はくたい
那覇市 きざはし
那覇市 ぽかぽか
那覇市 Lounge TIARA（ティアラ）
那覇市 林檎
那覇市 カラオケ小料理 海
那覇市 琉球ノ酒器ト泡盛オニノウデ  
那覇市 はま寿司那覇古島店
那覇市 サウザンステーキ 栄町店
那覇市 ハイサイふ～ちば～
那覇市 ふみ月
那覇市 カフェ チェリー
那覇市 サウザンステーキ
那覇市 父ちゃんの店
那覇市 カラオケBarCoCoいつこ
那覇市 備瀬商店
那覇市 居酒屋 楽家
那覇市 ラーメン 志のわ
那覇市 ESTINATE LOUNGE
那覇市 酒処 縁
那覇市 吉野家 ３３１号線小禄バイパス店
那覇市 寿司.居酒屋 八起
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那覇市 すば カリフォルニア
那覇市 green green
那覇市 石川てんぷら屋
那覇市 ナリス
那覇市 吉野家 ３３０号線壺川店
那覇市 はま寿司那覇小禄店
那覇市 吉野家 ひめゆり通り店
那覇市 金城
那覇市 nokotocafe
那覇市 泡盛ダイニングのみ亭
那覇市 尚
那覇市 ジョイフルおもろまち店
那覇市 The BAR shiokawa
那覇市 UCCカフェメルカード首里りうぼう店
那覇市 Barボンバーズ
那覇市 オーシャンビュー天ぷらダイニング 天久テラス
那覇市 沖縄料理・鉄板ダイニング 花火～HANABI～
那覇市 屋台居酒屋 あがりじょう
那覇市 空
那覇市 たいよう食堂
那覇市 炭火やきとり向井
那覇市 古都里
那覇市 Bremen
那覇市 ピッツェリアマリノ那覇メインプレイス店
那覇市 そうざいの店 仲尾次
那覇市 花
那覇市 和食楽庵イオン那覇店
那覇市 はなまるうどん天久りうぼう楽市店
那覇市 つるさくイオン那覇店
那覇市 沖縄地料理あんがま
那覇市 お酒と茶漬けの空空
那覇市 島唄と地料理とぅばらーま
那覇市 琉球料理 赤田風
那覇市 オロダン劇場
那覇市 琉球料理首里天楼
那覇市 大衆マルコク劇場
那覇市 大衆壺町劇場
那覇市 大衆中華酒場オロダン劇場2nd
那覇市 海産物料理 市
那覇市 エリカ
那覇市 酒処 色珠
那覇市 Bar Lounge 凛
那覇市 マリエールオークパイン
那覇市 大にんぐ 渡邊
那覇市 カフェレストランリリーローズ
那覇市 花咲か爺さんの家
那覇市 ドランク シンデレラ
那覇市 CIELO
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那覇市 おきなわドキドキ倶楽部
那覇市 葵
那覇市 AMERICAN TEN BAR
那覇市 ふじ
那覇市 海人居酒屋 一郎屋
那覇市 コーヒーラウンジ ディオール
那覇市 歌謡大将
那覇市 ムッシュ
那覇市 沖縄そば専門店 ちゃるそば
那覇市 CROSS 47
那覇市 炭火串焼 笑宴
那覇市 魚処苫屋
那覇市 焼鳥 串福陣
那覇市 まあ坊
那覇市 焼肉五苑 小禄店
那覇市 オム レストラン
那覇市 癒酒屋こんちわ首里城前店
那覇市 焼肉五苑 アクロスプラザ古島駅前店
那覇市 おでん恵美
那覇市 きらら
那覇市 ふくろう
那覇市 居酒屋ららみー
那覇市 光
那覇市 こてまり
那覇市 ギャレット
那覇市 30'sroom(サーティーズルーム)
那覇市 咲むら
那覇市 多田浜
那覇市 酒処 咲むら
那覇市 わたんじ（通堂町）
那覇市 居酒屋千
那覇市 双子屋
那覇市 照麺
那覇市 焼肉夢丸 古島店
那覇市 はなじゅみ
那覇市 株式会社ジミー那覇店
那覇市 割烹 味平
那覇市 スナック憩
那覇市 アムール
那覇市 あるべろぐらんで
那覇市 かりゆし
那覇市 サークル
那覇市 アップナイト
那覇市 スナックあや
那覇市 KURA-S” BAR
那覇市 居酒屋絹
那覇市 スナック じゅん
那覇市 我那覇豚肉店 カフーナ旭橋
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那覇市 スナック とーもー
那覇市 串焼 鳥久
那覇市 スナック トパーズ
那覇市 スナック よしちゃん
那覇市 スナック城
那覇市 宝隆軒
那覇市 スナック和美
那覇市 パープル
那覇市 Siesta(シエスタ)
那覇市 ゆりか
那覇市 麺樹
那覇市 宴
那覇市 樹里
那覇市 Live Bar らぷそでぃ
那覇市 集
那覇市 優花
那覇市 美咲
那覇市 夢一輪
那覇市 小料理 わがママ
那覇市 炉ばた sakiyama
那覇市 てんぷら坂
那覇市 カフェHOUSE
那覇市 しーぐゎー７０８
那覇市 らくらくラーメン
那覇市 ムジカ
那覇市 酒処やすらぎ
那覇市 Nubia
那覇市 飲み処 ヒロ
那覇市 ESPRIT
那覇市 ほおずき
那覇市 トレビアン
那覇市 スナック一期
那覇市 Bar Mocha
那覇市 たんなふぁ
那覇市 笑ya
那覇市 料理や良
那覇市 すし銀
那覇市 吉野家 那覇東バイパス国場店
那覇市 オリジン
那覇市 屋台村 じゅんちゃん
那覇市 ステーキハウス ビッグハート
那覇市 居酒Bar おたる 喜夢楽
那覇市  還元レストラン南乃畑
那覇市 福岡炉端もん
那覇市 JACKASS
那覇市 やまちゃん
那覇市 丸元亭
那覇市 ミラーハイライフ
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那覇市 焼肉 牛次郎
那覇市 一九
那覇市 フレンチレストラン ラトリエ
那覇市 夜香花
那覇市 チキンバロン
那覇市 オロチョンラーメン
那覇市 BAR Duce 別館
那覇市 Bar Duce
那覇市 カサブランカ
那覇市 BAR ゆんたく
那覇市 カラオケ酒場 歌い亭
那覇市 Bambino
那覇市 焼き魚とお鮨専門店「焼乃 魚島」
那覇市 田そば
那覇市 じゃがいも
那覇市 金太郎 本店
那覇市 おでんの金太郎
那覇市 あんじんもこ
那覇市 まるどり
那覇市 レキオ
那覇市 ビストロバー CocoRomance
那覇市 Japanese Soba DINING 舞天
那覇市 虜
那覇市 新麺 鯛出汁らーめん めで鯛
那覇市 那覇ちょーちょ
那覇市 串焼酒場 歩炉
那覇市 エイ・アンド・ダブリュ那覇新都心おもろ店
那覇市 ホームバー雅代
那覇市 小禄笑酒場鏡家
那覇市 酒処 智
那覇市 本マグロ炉端劇場魚島屋
那覇市 炭焼き 燃料は酒
那覇市 居酒屋エイリー
那覇市 あんばい
那覇市 ブルーシール国際通り店
那覇市 バーエイリー
那覇市 ウララカ
那覇市 酒処中ちゃん
那覇市 鼠
那覇市 THECORNER～Coffee&Beans～
那覇市 うつわ
那覇市 ワタリドリTATSUYA
那覇市 4KLETT（シークレット）
那覇市 Cucina Naha
那覇市 京都篁（たかむら）
那覇市 スナック守礼
那覇市 お食事処 花笠
那覇市 野茶坊
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那覇市 51
那覇市 さかなやぁー
那覇市 小料理 ゆ～み～
那覇市 おもてなし料理 愛愛
那覇市 Lamp
那覇市 麻雀倶楽部ドラドラ
那覇市 次郎長寿司
那覇市 彩膳日だまり
那覇市 海鮮料理活
那覇市 お食事処三笠
那覇市 餃子の店 新茶家
那覇市 琉球ハイボール酒場万次郎
那覇市 山将
那覇市 スナック美々
那覇市 琉球ハイボール酒場千鳥屋
那覇市 ALL・IN
那覇市 宴楽
那覇市 居酒屋ふじ家
那覇市 ポルコロッソ
那覇市 朝
那覇市 icharibar!?
那覇市 凰
那覇市 スナック スマイル
那覇市 二代目寿し処 はがま
那覇市 海産物料理 大安丸 新都心店
那覇市 チルアウト
那覇市 飲食店 だるま
那覇市 居酒屋風カラオケスナック 喜多郎
那覇市 酒仙ふくろう亭
那覇市 肴家あうん
那覇市 レトロ
那覇市 シマシマ
那覇市 鉄板ダイニングごち家
那覇市 白虎
那覇市 oka-surfer
那覇市 小料理壺
那覇市 炭火焼き×逸品料理 結
那覇市 Darts×Karaoke H&N
那覇市 小料理Bar 恋月
那覇市 Kahu-si（カフーシ）
那覇市 館(はうす)
那覇市 沖縄久茂地 おりがみ
那覇市 新ちゃん
那覇市 yonaIRO
那覇市 栄町酒場おもろ牧場
那覇市 水玉
那覇市 リンガーハットイオン那覇店
那覇市 Lounge coco'N
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那覇市 宇良家
那覇市 ともえ
那覇市 綾
那覇市 まえだ
那覇市 民謡ステージ歌姫
那覇市 ロイヤルホスト那覇空港店
那覇市 湘菜館
那覇市 民都
那覇市 ロイヤルスナックコート
那覇市 たけ川
那覇市 ドトールコーヒーショップイオン那覇店
那覇市 Bar&Dining Rise
那覇市 喫茶キャンパス
那覇市 キリンビア＆スナック
那覇市 Honey I'm Good
那覇市 天たか小料理店
那覇市 伊豆
那覇市 ちねんや～
那覇市 くわっち酒場 魚じょぉぐぅ
那覇市 スナック 竹小町
那覇市 バルドメール
那覇市 杏屋 新都心店
那覇市 ラーメンランド
那覇市 Nest
那覇市 カラオケ歌丸 新都心店
那覇市 うら庭
那覇市 市場cafe
那覇市 琉球タイムス
那覇市 漢謝園
那覇市 月うさぎ
那覇市 Bar ハンモック
那覇市 餃子の店 華
那覇市 丸吉塩せんべい のうれんプラザ店
那覇市 吉野家 K５８号線那覇新都心店
那覇市 ブラックハーレム
那覇市 海のちんぼらぁ
那覇市 美少女
那覇市 にく久
那覇市 美人館
那覇市 うるかそば
那覇市 MUSIC BAR ケツの穴
那覇市 サルダート
那覇市 Koba’s
那覇市 沖縄第一ホテル
那覇市 カレー屋タケちゃん
那覇市 WANTED
那覇市 カラオケ道場オールマイティ
那覇市 酒処つる〇
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那覇市 食彩酒房 まつもと
那覇市 居酒屋 てぇげぇ
那覇市 カラオケ喫茶キャロット
那覇市 PuruGui
那覇市 Leopard
那覇市 炭火網焼きジンギスカン 羊蹄山
那覇市 居酒屋野郎 りょう次
那覇市 遠藤珈琲
那覇市 くら寿司アクロスプラザ古島駅前店
那覇市 料理や ろくすけ
那覇市 寿利庵
那覇市 サーティワンアイスクリーム 那覇メインプレイス店
那覇市 居酒屋がじまる
那覇市 PataPata
那覇市 団欒酒場赤とんぼ
那覇市 ORIENTAL LOUNGE ACT
那覇市 おでん専門おふくろ
那覇市 琉球新麺 通堂
那覇市 リビング＆ダイニングhinode
那覇市 るみシャーマ
那覇市 酒楽 Bar Sun Shine
那覇市 琉球新麺「通堂」とんどう
那覇市 琉球新麺「通堂」寄宮十字路前店
那覇市 食彩酒房 まつもと
那覇市 CREA
那覇市 ごりらパンチ
那覇市 豚しゃぶ七輪焼 琉味久茂地店
那覇市 カラオケステーション ボイス
那覇市 まぜ麺マホロバ
那覇市 かよ
那覇市 あぐーしゃぶしゃぶ まつもと別邸ままや
那覇市 くれよん
那覇市 B.G.M.
那覇市 カラオケ館 那覇松山店
那覇市 古民家カフェ 茶ぁーやー
那覇市 コミック＆カフェバー モケモケ
那覇市 わくがわ
那覇市 桜坂 いづみや
那覇市 スクエアー
那覇市 叙々苑 沖縄おもろまち店
那覇市 牛皇
那覇市 酒処 あだん
那覇市 スチームダイニングしまぶた屋
那覇市 J-chan冷麺
那覇市 ＲＡＣＣＯＯＮ
那覇市 海遊人's Cafe Kaito Club
那覇市 唄集い処 あい歌
那覇市 久茂地 免許皆伝酒場
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那覇市 ハイアットリージェンシー那覇沖縄 The Bar
那覇市 海音 別邸
那覇市 魚料理・屋台ラーメン龍珍
那覇市 Bar Lounge 桜 -sakura-
那覇市 小料理野の花
那覇市 ハイアットリージェンシー那覇沖縄 Milano|Grill
那覇市 お食事のでいご
那覇市 スナックカフェー カラオケ 恋の足跡
那覇市 ハイアットリージェンシー那覇沖縄 The Lounge
那覇市 花はな商店
那覇市 十割そば 山楽
那覇市 居酒屋 べスマ
那覇市 新北投
那覇市 ちぇ
那覇市 パーラーまっちょん堂
那覇市 イタリアン・トマトカフェジュニアイオン那覇SC店
那覇市 クレオパトラ
那覇市 ちゃんや
那覇市 焼肉屋 ぎゅうとく
那覇市 あみーご
那覇市 絆
那覇市 7RIN
那覇市 餃子の店 華 竜宮通り店
那覇市 オレンジキッチン
那覇市 スナックプラザ那覇メインプレイス店
那覇市 ラウンジ 友誘遊
那覇市 真心亭
那覇市 東洋飯店 那覇店
那覇市 ラテ・カフェ那覇メインプレイス店
那覇市 カフェ翔南
那覇市 東京ラーメン とん珍亭
那覇市 手料理の店 しむ
那覇市 宮古そば 宮ら美
那覇市 やす吉
那覇市 ビストロ ル・コントワー・ドゥ・スギ
那覇市 海人ぬ宝
那覇市 どん亭 安里店
那覇市 ちぬまん久茂地店
那覇市 Bliss
那覇市 MaMa's Cafe shishi
那覇市 島人ぬ宝
那覇市 どん亭 牧志店
那覇市 焼き鳥 串笑陣
那覇市 こIcchi
那覇市 bar JOKER'ｓ
那覇市 シェルター
那覇市 喫茶わさび
那覇市 一番餃子 栄町店
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那覇市 茶屋.小料理 たにもと
那覇市 マルヒデ商店
那覇市 鰻屋 兆
那覇市 海の恵 港町店
那覇市 Cafe Blossom
那覇市 ＣＡＦＥ ＢＩＲＤ
那覇市 LaLaZorba
那覇市 琉球ネオ酒場 ららら
那覇市 遊処永楽
那覇市 京屋
那覇市 居酒屋ちゃんぷるー家
那覇市 ちぬまん国際通り店
那覇市 沖縄料理 ちぬまん安里店
那覇市 串酒場 せっさ
那覇市 蕎麦 寶
那覇市 てん一 新都心店
那覇市 アドリアーノ
那覇市 ぶくぶく茶屋カフェ沖縄式
那覇市 ぶくぶく 琉球珈琲館
那覇市 くりすたる
那覇市 麺天
那覇市 沖縄ハイボール酒場アカインコ
那覇市 與座餃子
那覇市 焼肉万次郎
那覇市 かふう
那覇市 cafe bar... まいん
那覇市 Witch's
那覇市 つきのわ
那覇市 インソミア
那覇市 TENKATSU 麻亜蹴都
那覇市 肉のみや
那覇市  シオン
那覇市 なか居
那覇市 クラブスウィーティー
那覇市 居酒屋 おやっち
那覇市 ナナゼロ
那覇市 ロイヤルスナック ゆかり
那覇市 KomuGi 那覇久茂地店
那覇市 居酒屋 だんりゅう
那覇市 居酒屋中洲
那覇市 ノボテル沖縄那覇15階プレミアラウンジ
那覇市 リンパエステ&カフェ メルシー
那覇市 OKINAWA BOX CAFE&SPACE
那覇市 ちょんちょん
那覇市 ノボテル沖縄那覇1階グルメバー
那覇市 15 daining
那覇市 イタリエーヌ
那覇市 居酒屋福 旭橋駅前店
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那覇市 居酒屋 心彩炉
那覇市 焼き物専科 和同開珎
那覇市 居酒屋栄ちゃん
那覇市 居酒屋370
那覇市 Woman
那覇市 酒処 明日香
那覇市 たんぽぽ
那覇市 和食 方寸
那覇市 Living Bar リズム     
那覇市 すずろ
那覇市 花水木
那覇市 割烹 錬
那覇市 食堂ひまわり小禄店
那覇市 食べ呑み処 基文屋
那覇市 巡(じゅん)
那覇市 WINE BAR VIN BANG
那覇市 やきとり川乃家
那覇市 食堂ひまわりおもろ店
那覇市 BEER PARA DINING
那覇市 Color
那覇市 伊是名島
那覇市 ビアパラダイス
那覇市 ウチナーカフェ・ココ
那覇市 飾菜美酒 沖縄 芯酔屋
那覇市 アルコリスタ
那覇市 小料理 一凛
那覇市 やっぱりステーキ公設市場店
那覇市 アーレント
那覇市 古里
那覇市 たくよし
那覇市 奏門
那覇市 BORACHO
那覇市 鮮魚つかさ屋
那覇市 小料理 かなや 
那覇市 Ka Ka
那覇市 ホールプレイス
那覇市 ゆくい処どぅしぐわぁー
那覇市 割烹 いけはら
那覇市 R
那覇市 アワニコ キッチン
那覇市 喫茶雲雀屋
那覇市 ぴあす
那覇市 福耳福助津嘉山店
那覇市 Dream Cafe
那覇市 たから
那覇市 ひな
那覇市 遊べる駄菓子バーGG
那覇市 カラオケ歌丸 国場店
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那覇市 町の灯 こつぶ
那覇市 神翔
那覇市 五笑門小禄店
那覇市 カラオケ歌丸小禄店
那覇市 ROUTE29
那覇市 ホテルストレータ那覇（スカイサロン）
那覇市 赤とんぼ
那覇市 ホテルストレータ那覇（あやぬむい）
那覇市 ワイン&グリル パラダイスノワール
那覇市 居酒屋鶴千
那覇市 喰いしん坊太郎おもろまち店
那覇市 つくも
那覇市 渡久地商店
那覇市 焼肉ひびき
那覇市 プロスタイル旅館 那覇県庁前
那覇市 居酒屋のんべえ
那覇市 PROSTYLE TERRACE NAHA 14F
那覇市 拓蔵
那覇市 肉庵小滝野那覇店
那覇市 沖縄料理と泡盛の店 ふくぎ
那覇市 スナック 花伝
那覇市 まるどりや
那覇市 BLU NOTTE
那覇市 沖縄地料理 龍潭国際通り本店
那覇市 サントリアン
那覇市 居酒屋 味ん味ん
那覇市 花海 ANNEX
那覇市 よもぎ家
那覇市 ハイボール酒場とりもん
那覇市 ムイ・ポッコ
那覇市 TopNote 
那覇市 桜花松山店
那覇市 時代屋 武勇伝
那覇市 南米の味 サルサティーナ
那覇市 ICHIBAR
那覇市 DININGくらら
那覇市 マリオネット
那覇市 バー 鼎（かなえ）
那覇市 スシロー那覇天久店
那覇市 BRIO MATTINA
那覇市 溶岩焼 しゃぶしゃぶ a good
那覇市 Bus -ばす-
那覇市 Kichin cafe Orioritto
那覇市 サンプラザホテル
那覇市 はんぶんこ
那覇市 ホテルWBFアートステイ那覇
那覇市 ラウンジ 艶
那覇市 ハンバーガーショップSHURI
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那覇市 沖縄そば すばじらぁ
那覇市 OKINAWA GYOZA ひろ屋
那覇市 ロッキーカナイ
那覇市 Taste of Okinawa
那覇市 フォークバーよいどれかぐや姫
那覇市 季節料理たいよう
那覇市 東江そば 小禄店
那覇市 ローストビーフ星
那覇市 月音
那覇市 ぴえろ
那覇市 スナックサロンカラオケアイ
那覇市 家味本店
那覇市 武蔵家
那覇市 大衆居酒屋 みやらび
那覇市 心美
那覇市 やきとん居酒屋KIN-KAN
那覇市 川かみ鮮魚
那覇市 COCONE
那覇市 STAGE
那覇市 ラーメンハウス札幌や
那覇市 四姉妹
那覇市 スナックＣｏＣｏ
那覇市 ソカロカ
那覇市 黒門徳乃介
那覇市 members粋
那覇市 カラオケスナック守礼
那覇市 DJダイニングイエロー
那覇市 ホテルアンテルーム那覇（アンテルーム ミールズ）
那覇市 竹蘭
那覇市 あんつく
那覇市 ホテルアンテルーム那覇（ラウンジ）
那覇市 炭焼き居酒屋 串角 久茂地店
那覇市 Lol  M
那覇市 凰心
那覇市 焼肉ごっち
那覇市 くしのみやゆうむちゃ
那覇市 Kazu
那覇市 La gare
那覇市 @HOME
那覇市 ふくむら
那覇市 喫茶室アルテ崎山
那覇市 夢演歌・ひとみ
那覇市 ほのか
那覇市 来福源
那覇市 山羊料理 二十番
那覇市 天久割烹いわい
那覇市 茶暮里
那覇市 エイアンドダブリュ那覇金城店
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那覇市 串八
那覇市 ときの
那覇市 呑み処 たつみ
那覇市 ホテル沖縄withサンリオキャラクターズ
那覇市 武蔵野
那覇市 朝助家
那覇市 波の上music&barber
那覇市 BLACK BULL
那覇市 Infini(アンフィニ)
那覇市 本家亀そば イオン那覇店
那覇市 Cafe&バル Kir
那覇市 TEPPAN BAR AO TO BLUE
那覇市 炭火焼居酒屋 げん太
那覇市 ベキラ
那覇市 とんかつの店ながた
那覇市 ぱいかじ国際通り久茂地店
那覇市 Club ZEUS
那覇市 彩紗
那覇市 キュート彩紗
那覇市 ベルファーレ
那覇市 神楽
那覇市 酒膳眞榮田
那覇市 カラオケバーよりみち
那覇市 キッチンポトス
那覇市 ～シエラ～
那覇市 蛸屋のカレー屋さん
那覇市 酒処妃揚未
那覇市 鉄板焼さわふじ
那覇市 蛸屋本店
那覇市 居・食・酒 ちんまーやー
那覇市 カラオケハウス・とまと
那覇市 カラオケハウスとまと古波蔵店
那覇市 炭火焼とり寛
那覇市 スターバックスコーヒー
那覇市 うおらん
那覇市 えぽ
那覇市 ZACK
那覇市 本格炭火 やきとり屋吉兵衛
那覇市 Lounge Memory
那覇市 スターバックスコーヒー那覇メインプレイス店
那覇市 てぃーだむーん
那覇市 Bar NAHA
那覇市 呑み食い屋 和
那覇市 ローズ
那覇市 鶏よし 小禄店
那覇市 鶏よし 久米店
那覇市 サロンゆりちゃん
那覇市 さくら亭
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那覇市 ミュージックバー
那覇市 Ａ＆Ｗ国際通り松尾店
那覇市 GANCIA 
那覇市 沖縄とんかつ食堂しまぶた屋久茂地店
那覇市 江梨花
那覇市 栄町ステーキ
那覇市 居酒屋 三幸
那覇市 花づみ
那覇市 クラブ tre
那覇市 スターバックスコーヒー沖縄真嘉比店
那覇市 うりずん
那覇市 鶏心
那覇市 SNACK SUNSET
那覇市 居酒屋 五月
那覇市 太陽の子
那覇市 ちょい呑み処 OneーＡ
那覇市 Bar Yoriko
那覇市 牛恋 那覇松山店
那覇市 ティーバァーズ
那覇市 酒処はな家
那覇市 ＲＩＲＥ
那覇市 M-RON
那覇市 モンマルトル
那覇市 麺家 ゆきたく
那覇市 村遊び
那覇市 えり～
那覇市 鳥壱
那覇市 居酒屋 三国
那覇市 かふう食堂
那覇市 クラブ ルシア
那覇市 tsubogawa garage cafe and bar
那覇市 小料理カラオケあしびなあ
那覇市 貝鮮炭菜はちろく
那覇市 Ocean good table
那覇市 bar K
那覇市 海鮮居酒屋ちゅらさん亭
那覇市 小料理 花の里
那覇市 裏路地酒場アジア麺 樹
那覇市 ラウンジ 凛
那覇市 鎌倉ハム 国際通りのれん街
那覇市 じゃんじゃん
那覇市 味まかせ けん家
那覇市 迎恩亭LOUNGE GEIONTEI
那覇市 やきとり安喜
那覇市 リストランテ アルティジャーノ
那覇市 ジュジュ
那覇市 スターバックスコーヒーイオン那覇ショッピングセンター店
那覇市 上海雲呑 楼
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那覇市 旨唐揚げと居酒メシ ミライザカ久茂地店
那覇市 バーピラミッド 
那覇市 志楽
那覇市 なでしこ
那覇市 girl's bar kuefu
那覇市 ケンタッキーフライドチキンパレット久茂地店店
那覇市 ホテルJALシティ那覇「ボナペティ」
那覇市 大戸屋ごはん処 那覇あっぷるタウン店
那覇市 ロイヤルミャンマーレストラン
那覇市 酒膳 綾
那覇市 串カツ田中 久茂地店
那覇市 ぱいかじ小禄店
那覇市 イエローカード
那覇市 杏屋国場店
那覇市 ぶらんちゅ
那覇市 居酒屋琉球王古波蔵店
那覇市 小料理鈴
那覇市 しゃぶ邸 慶
那覇市 食事処 ガロ
那覇市 杏屋一日橋店
那覇市 有限会社ジャッキーステーキハウス
那覇市 居酒屋二号線
那覇市 つくみ（司球美）
那覇市 Cafe The Hologram City
那覇市 花水樹
那覇市 波の上Garden
那覇市 和琉料理さりぃ
那覇市 おもろ殿内
那覇市 Laba-Laba
那覇市 居酒屋くまから屋
那覇市 フーズバー・ソーホー
那覇市 キャプテンズイン 東町店
那覇市 沖縄屋台村鷠～フィッシュバード～
那覇市 首里殿内
那覇市 肉の殿堂と出世料理 北斎 国際通りのれん街
那覇市 ニナリッチ
那覇市 〇上水産 国際どおり店
那覇市 日本海 いづも
那覇市 CRAZY DOG CAFE
那覇市 スシエビス 国際通りのれん街店
那覇市 Ocean good table 国際通りのれん街
那覇市 寿司 しゃぶしゃぶ 日本料理 古今
那覇市 コミュニティアンドスパ 那覇セントラルホテル（ちむどんCaf?きーぬしちゃ～）
那覇市 和食要
那覇市 ゆんたく
那覇市 島人酒場もうあしびー
那覇市 ハイサイ酒場
那覇市 郷土料理ゆうなんぎい
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那覇市 ガールズバー ホワイトレディ
那覇市 カフェ ヴィクトリア
那覇市 Lililala
那覇市 しんり
那覇市 GOHAN CAFE HANA HANA
那覇市 0-49
那覇市 居酒屋ガロ
那覇市 おろく居酒屋 コウｋｉｔｃｈｅｎ
那覇市 炭火串房みつき
那覇市 ホルモン邦
那覇市 沖縄の味 石嶺食堂
那覇市 旬香
那覇市 炭火料理と旨い酒まっすぐ
那覇市 くろ木
那覇市 姚姚中華廣場
那覇市 まる清
那覇市 Baseball&居酒屋 野球小僧
那覇市 猫まる茶屋
那覇市 カラオケスナックみゆ
那覇市 琉苑
那覇市 和食ふぐ創作料理福飯
那覇市 角打ち酒場 足立屋
那覇市 BAR MOON
那覇市 Lounge Sawa 
那覇市 大衆串揚酒場 足立屋
那覇市 炉ふと
那覇市 くもじ晴れ
那覇市 スナック ルージュ
那覇市 居酒屋 あもん
那覇市 天妃
那覇市 家庭料理の店 木の葉
那覇市 BAR蓮（バー・レン）
那覇市 S-Point
那覇市 てんてん
那覇市 ミスティー
那覇市 バルコラボ 肉バル 美栄橋駅前店
那覇市 春いち
那覇市 フェンディ
那覇市 カラオケ 凛
那覇市 炭焼串房’ｓ
那覇市 やよい軒小禄店
那覇市 からおけ喫茶 元.気.ちゃん
那覇市 味処わくた
那覇市 カラオケラウンジ 友遊
那覇市 歌凛
那覇市 ばんしるー．
那覇市 Maroon（マルーン）
那覇市 ゆうき
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那覇市 男のきもち
那覇市 花笠食堂
那覇市 大衆焼肉 肉しばき
那覇市 明夜来
那覇市 牧志琉
那覇市 スナック かんびん
那覇市 PUBあみゅーず
那覇市 ミュージックバーじゃがいも
那覇市 You
那覇市 琉海
那覇市 おでん暖流
那覇市 居酒屋新天地
那覇市 DJ BAR GAJUMARU 
那覇市 たべのみ屋 さくな
那覇市 からから
那覇市 下町
那覇市 アイランド
那覇市 TAP HOA VIET-NAHA
那覇市 スナック さち
那覇市 パブラウンジおび
那覇市 ReBorn
那覇市 はいさい
那覇市 葡萄屋
那覇市 〇作やん
那覇市 キャンバスステーキ
那覇市 憩い処 酔月
那覇市 Tokyo night club
那覇市 お食事処 のりちゃん
那覇市 牛屋
那覇市 田原商店＋うず
那覇市 仏蘭西居酒家・ありす
那覇市 Sose a mi
那覇市 やっぱりステーキ1stカクテルプラザ店
那覇市 スピードスター
那覇市 和飲食堂
那覇市 スナック蘭
那覇市 洋酒居酒屋スエヨシ亭
那覇市 なんちゃっ亭
那覇市 カラオケタイムni-ru
那覇市 ローハイド
那覇市 小料理たみえ
那覇市 OKINAWA RESORT CAFE & BAR ama9
那覇市 ラウンジK
那覇市 BAR3+3
那覇市 くもざき
那覇市 ダブルツリーbyヒルトン 那覇首里城 グランドキャッスル カフェ＆ダイニング
那覇市 pleasant咲
那覇市 味な海 なぁ～た
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那覇市 ダブルツリーbyヒルトン 那覇首里城 富士
那覇市 ダブルツリーbyヒルトン那覇首里城 舜天
那覇市 BAR ガソリン オキナワ
那覇市 居酒屋ばるけん
那覇市 あっぱりしゃん
那覇市 鶏そば新里
那覇市 Ｃocoa
那覇市 酒膳 やど
那覇市 ラジャー インド料理レストラン
那覇市 コミュニティアンドスパ那覇セントラルホテル（カフェラウンジ グランブルー）
那覇市 麺や偶もとなり 久茂地店
那覇市 那覇うまい処「九年母亭」
那覇市 ミスターう台湾屋台丸
那覇市 家庭料理の店 華のれん
那覇市 Members 望月
那覇市 masacari
那覇市 魔女梨華
那覇市 麺屋 なりよし
那覇市 masakari sakurazaka
那覇市 餃子屋 弐ノ弐 那覇店
那覇市 城
那覇市 あんまー家
那覇市 おいしい魚とやきとりの店 一巡
那覇市 バナナ
那覇市 マリンソーダ
那覇市 真菜板家 綱
那覇市 カーサスエヨシ
那覇市 Shimuはまかわ
那覇市 月琴の小さな餃子屋さん
那覇市 あき坊
那覇市 PUFFY
那覇市 島そば一番地
那覇市 Vita Smoothies
那覇市 ぐでーじゅ
那覇市 餃子屋 弐ノ弐 牧志店
那覇市 club GENCO
那覇市 Bar A-Z
那覇市 マジックバーSAKURA
那覇市 チョコレートミルク
那覇市 憩
那覇市 ラッキータコス
那覇市 マリンソーダ
那覇市 まるぼし。
那覇市 前島メロディ
那覇市 キングオブチキン
那覇市 SOUL TO SOUL
那覇市 ＧＩＲＬＳ ＢＡＲ ＪＥＳＳＩＥ
那覇市 CLUB BJ
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那覇市 居酒屋まさき
那覇市 登竜門
那覇市 ROYAL
那覇市 カラオケ屋和Sabi
那覇市 マンダレー食堂
那覇市 PANDORA
那覇市 カラオケ喫茶ひさし
那覇市 Lounge Bloomラウンジブルーム
那覇市 BOUCHER
那覇市 お食事ちゅらや
那覇市 R
那覇市 割烹喜作
那覇市 あーれん
那覇市 ケンタッキーフライドチキン首里末吉店
那覇市 鮨 寄宮 たいら
那覇市 産直市場 輪っしょい 松尾店
那覇市 順子の部屋
那覇市 ケンタッキーフライドチキン小禄店
那覇市 さし味や
那覇市 Chica-Bar
那覇市 スナック 花時間 ＨＡＮＡＪＩＫＡＮ
那覇市 スナック Rush 
那覇市 MADAM WITCH
那覇市 テンプテーション
那覇市 竹炭・備長炭炉端 たけすみ
那覇市 すしきわむ
那覇市 スクラッチ
那覇市 和風ダイニング壺
那覇市 歌食ハウス2017
那覇市 いーやーぐゎー
那覇市 BANANA CAFE’
那覇市 Damp’s Room
那覇市 ラウンジ 蘭
那覇市 ケンタッキーフライドチキンサンエーメインプレイス店
那覇市 すみたけ
那覇市 串角 新都心店
那覇市 SYB
那覇市 飯ト寿小やじ
那覇市 La Vague
那覇市 ござる
那覇市 good farms kitchen
那覇市 ゆういちんとこ
那覇市 カラオケ酒場 訳あり
那覇市 中国飯店
那覇市 十二松六左衛門 那覇別邸
那覇市 海幸亭
那覇市 居酒屋れん
那覇市 ジョージレストラン
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那覇市 炭火酒場 輪乃家
那覇市 鶏と愛とロマン
那覇市 しゅう乃や
那覇市 ドンク沖縄リウボウ店
那覇市 ぼにーた
那覇市 中真水産 海鮮料理
那覇市 ナイツ
那覇市 凌
那覇市 海産物料理とあわもりの店 なかむら家
那覇市 ホーンテッドバー久茂地霊園
那覇市 Ol'e
那覇市 BAR Ocean Blue
那覇市 葡萄酒・麦酒 やまぐすく
那覇市 カミュ
那覇市 Ｒｅｄ Ｃｌｏｖｅｒｓ
那覇市 Taverna Nakama
那覇市 grace
那覇市 おろく夜市
那覇市 アロハ
那覇市 にぃしぇ
那覇市 パーラー小やじ
那覇市 すずらん食堂
那覇市 CLUB LIT
那覇市 秘密基地首里石嶺支部
那覇市 まるまん
那覇市 ムーンラビッツ
那覇市 一軒目
那覇市 紫苑
那覇市 あぱらぎ曙店
那覇市 和琉レストラン四季
那覇市 花音
那覇市 フランス料理ボルドー
那覇市 魚寿司公設市場総本店
那覇市 魚寿司公設市場総本店離れ
那覇市 一般財団法人防衛弘済会沖縄事業所
那覇市 酒処 月のあかり
那覇市 うちなーだいにんぐ じなんぼう
那覇市 妃美呼
那覇市 千竜
那覇市 髙葉
那覇市 スナックサロン彩花
那覇市 美情
那覇市 炭焼き居酒屋 串角
那覇市 鮨・一品かわじ
那覇市 酒処 京
那覇市 隠れ酒場 珀玖
那覇市 たけちゃん
那覇市 割烹 石なぐ
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那覇市 KARAOKE BAR K.
那覇市 民謡スナック 友小
那覇市 小桜
那覇市 焼きとり 常希
那覇市 Bar The Authentic坂梨
那覇市 しゃれーど
那覇市 ブルーメ
那覇市 そば処 ゆうなみ坂下店
那覇市 小梅
那覇市 居酒屋 はーるー
那覇市 炭焼き居酒屋 串角
那覇市 沖縄居食屋 梨恵
那覇市 Bar&Gril K
那覇市 くずし割烹 粋
那覇市 Bar ブラックベリー
那覇市 さかもと
那覇市 酒膳 巴梛
那覇市 居酒屋かんから・カン
那覇市 iROYA.～色や～
那覇市 串焼き勝ちん
那覇市 ししや
那覇市 兎に角
那覇市 はらみや
那覇市 キャメル
那覇市 タコス屋
那覇市 レストラン タートル
那覇市 くいもんや 若武者
那覇市 串カツ田中
那覇市 お食事処あん
那覇市 ビアガーデン ちょうちん屋台
那覇市 アグー豚しゃぶ＆沖縄料理 安里家
那覇市 かおり食堂
那覇市 肉久茂地はなれ
那覇市 THE COFFEE STAND
那覇市 リーガロイヤルグラン沖縄
那覇市 501st作戦会議室
那覇市 BAR SAOPAULO
那覇市 lounge FIGONA
那覇市 おるたな
那覇市 炭火焼居酒屋 炎
那覇市 BAR Birthday
那覇市 丸亀製麺 那覇津嘉山店
那覇市 かいざん久茂地店
那覇市 ラウンジ LA・lune
那覇市 酒菜処あぐん茶
那覇市 あいえんきえん
那覇市 南方倶楽部 HUB
那覇市 Ｓｈｉｎｎｙ
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那覇市 どんどん
那覇市 OKINAWAN Club HUB
那覇市 スナックスマイル
那覇市 王座
那覇市 Ron Crib
那覇市 海 牛 久茂地店
那覇市 KARAOKE RESORT 2001
那覇市 いけや
那覇市 琉球料理 風味
那覇市 つけ蕎麦 安土
那覇市 我部祖河食堂 げんじやー
那覇市 みずとみ精肉店
那覇市 Ｃｒｏｗｄ
那覇市 我部祖河食堂 前島58号店
那覇市 ティールーム ダージリン
那覇市 ラウンジ 椿
那覇市 Kitchen 33
那覇市 アピアチェーレ
那覇市 カラオケ BAR エリア
那覇市 和
那覇市 焼き鳥 野菜巻ごう 国際通り店
那覇市 すき家 イオン那覇店
那覇市 Bar Spin
那覇市 スナック努理夢
那覇市 南島酒房 黒うさぎ
那覇市 "ONE HAND"-Go Go-
那覇市 琉球ダイニング 萬ねん
那覇市 軽食の店ルビー
那覇市 アットホーム佐平
那覇市 珈琲茶館インシャラー
那覇市 月桃庵
那覇市 すき家 329号那覇上間店
那覇市 BAR OneMore
那覇市 すき家 329号那覇古波蔵店
那覇市 創作うどんの店 だいすけ
那覇市 クライム
那覇市 Thai kitchen アロイマー
那覇市 蝦夷前立喰い処 ちょこっと寿し
那覇市 食堂インド
那覇市 Ｇａｉａｎ
那覇市 Welcome
那覇市 Ankle Breaker
那覇市 やきとん満壘
那覇市 すき家 那覇真嘉比店
那覇市 鮨 やぎぬま
那覇市 花商ファクトリーカフェ
那覇市 すき家 那覇曙店
那覇市 しゃぶしゃぶ浜田
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那覇市 Bar AHHO
那覇市 こだわりとんかつ太郎 新都心店
那覇市 やっぱりステーキ 2nd 松山店
那覇市 キャプテンズイン 国際通り店
那覇市 やっぱりステーキ3rd国際通りがじゅまる店
那覇市 とんかつ太郎 小禄バイパス店
那覇市 やっぱりステーキ4th
那覇市 やっぱりステーキ首里リウボウ店
那覇市 亀歩
那覇市 そば家鶴小 壷川店
那覇市 NoCo2
那覇市 グーフィー
那覇市 酒肴 庵
那覇市 肉鉄板炉端 肉島屋
那覇市 やっぱりステーキ8th久茂地店
那覇市 Trattoria SOMEYA
那覇市 美酒佳肴 かもめ
那覇市 御殿山
那覇市 陳麻家 泉崎1丁目店
那覇市 マーサンミッシェルカフェ
那覇市 とまり食堂
那覇市 がんじゅう堂
那覇市 瑠璃
那覇市 琉球海鮮処 湊
那覇市 豚ホルモン炭火焼 ぶうや
那覇市 スナック美仁
那覇市 めろん
那覇市 炉端居酒屋ぱぱらぎ
那覇市 ダブルツリーbyヒルトン 那覇首里城 メインキッチン
那覇市 沖縄の台所ぱいかじ本店
那覇市 綵花
那覇市 牛角国際通り店
那覇市 ダーツ・バー フィードバック
那覇市 ろばた焼西
那覇市 強者久茂地店
那覇市 花海
那覇市 フレンズ
那覇市 サイレンスカスク
那覇市 Girl’s Bar ルアナ
那覇市 金串
那覇市 Osteria SOMEYA
那覇市 首里ここち
那覇市 ナイトウィッチ
那覇市 結
那覇市 天猫 てぃんまやー
那覇市 カラオケ・スナック きみの瞳
那覇市 かな
那覇市 カラオケラウンジ舞
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那覇市 ぎんねむ
那覇市 ツバメ食堂
那覇市 はたけや
那覇市 小料理居酒屋 栄喜
那覇市 みえみし
那覇市 五枝松
那覇市 レストランピッツバーグホーラム
那覇市 つるまつ
那覇市 沖縄そばと海産物料理の店 楚辺
那覇市 楚辺タコス、タコライス
那覇市 ひげ茶びん
那覇市 八のや
那覇市 sports BAR AVANCE
那覇市 黒ひげ
那覇市 Mandy
那覇市 レモンハート
那覇市 炉端焼ゆうなみ
那覇市 旬菜処びいどろ
那覇市 永當蕎麦
那覇市 禅ON
那覇市 HOT BOX
那覇市 やすべぇ
那覇市 ダイニングバー ACOUTE
那覇市 七輪焼肉しぇいくはんず
那覇市 Uchina Time
那覇市 沖縄ハーバービューホテル ガーデンレストラン「プランタン」
那覇市 沖縄ハーバービューホテル 日本料理「和泉」
那覇市 一般財団法人防衛弘済会陸上沖縄事業所
那覇市 沖縄ハーバービューホテル 「桃翠」
那覇市 ラス トレス ラマス
那覇市 ブルボン
那覇市 SANDER
那覇市 Bar Rondo
那覇市 沖縄ハーバービューホテル 「宴会ホット」
那覇市 スナック.BB
那覇市 炉端焼居酒屋 ひさみ
那覇市 沖縄ハーバービューホテル 「宴会下処理」
那覇市 Bar24
那覇市 K’ s Bar
那覇市 沖縄ハーバービューホテル 「宴会和食」
那覇市 沖縄ハーバービューホテル 彩海の間
那覇市 らぁめん空海
那覇市 BAR YASSA
那覇市 エイディーズガーデン
那覇市 BAR DEAR Moon
那覇市 轍
那覇市 寿司亭 暖治
那覇市 一の屋
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那覇市 琉球料理亜砂呂
那覇市 スナック歩
那覇市 イタリアンナイトカフェAKARI
那覇市 しかまち酒場
那覇市 小料理 ぶらんきぃ
那覇市 峰
那覇市 酒場の呑二郎
那覇市 蓮華
那覇市 末吉さしみ店
那覇市 マンガ喫茶バリバリ
那覇市 37Steakhouse&Bar
那覇市 のろし(noroshi)
那覇市 ライブ空間 てんてん
那覇市 VINLAZO
那覇市 和 NaGoMi
那覇市 沖縄ハーバービューホテル 「10階厨房」
那覇市 ラウンジりんず
那覇市 沖縄ハーバービューホテル 「宴会コール」
那覇市 ポーたま牧志市場店
那覇市 成２
那覇市 蒸印(ムジルシ)
那覇市 Anabel
那覇市 村咲
那覇市 コキヤ
那覇市 アベストCUBE那覇国際通り
那覇市 株式会社球陽館ホテルズおきなわ
那覇市 炭焼ちん
那覇市 カサブランカ
那覇市 焼肉ROINS
那覇市 焼肉レストラン LOINS 松山店
那覇市 居酒屋オックス
那覇市 ブルーシールパーラーおおわん
那覇市 bar WONDER (バー・ワンダー)
那覇市 ボートレースアンテナショップカフェ
那覇市 オレんち
那覇市 Bar Position
那覇市 ダイニング壽濃
那覇市 カンナムチキン牧志店
那覇市 Liebe
那覇市 ちょこっと寿し
那覇市 KARIYUSHI COFFEE AND BEER STAND
那覇市 味ノ坊
那覇市 丸麺屋製作所
那覇市 ブサンオンニ
那覇市 やんばる食堂
那覇市 ジャズカムズ
那覇市 Sakura 
那覇市 スナックM
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那覇市 はなふう
那覇市 居酒屋守礼 本店
那覇市 居酒屋守礼 松川店
那覇市 朱朱
那覇市 LUCKY SMILE
那覇市 昭和茶屋
那覇市 こころ
那覇市 季節料理 山冨貴
那覇市 Share
那覇市 Bar フルベース
那覇市 ライオンミドリ
那覇市 SORIANO
那覇市 PANDA
那覇市 カフェ カンプノウ
那覇市 カウンターBAR山崎
那覇市 琉球家
那覇市 Cafe Planta
那覇市 ジャスミン
那覇市 魚じん（うおじん）
那覇市 やぎ料理 満腹
那覇市 Nomiya
那覇市 玉らん（たまらん）
那覇市 セルフィーユ
那覇市 鉄板酒場ますお
那覇市 ミータケノミー
那覇市 ウイスキーバー白州
那覇市 Cafe&Bar Tresent
那覇市 ホテルリゾネックス那覇 ９階スカイバンケット
那覇市 はんなり
那覇市 アルファード
那覇市 モスバーガー那覇新都心店
那覇市 maru CAFE
那覇市 桜坂セントラル
那覇市 琉歌 沖縄本店
那覇市 ピザハウスジュニアイオン那覇店
那覇市 貝とワインの店 サザエさん
那覇市 なかむら屋 那覇店
那覇市 ポーたま那覇空港国内線到着ロビー店
那覇市 カラオケダイニング歌楽飲
那覇市 藤
那覇市 ライブハウス島唄
那覇市 筑前屋 久茂地店
那覇市 スナック喫茶 華
那覇市 美吟
那覇市 びっくりドンキーりうぼう天久店
那覇市 やっぱり食べほ
那覇市 風月フーズ(株)那覇空港店レストラン
那覇市 風月フーズ(株)那覇空港店ゲート
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那覇市 時代
那覇市 風月フーズ(株)那覇空港店スナックコート
那覇市 cafe h
那覇市 駅前やきとり串清
那覇市 琉球家庭料理 葵屋 旭橋駅前店
那覇市 倶楽部 舜
那覇市 寿司ゆずの花
那覇市 北海道ラーメン追風丸久茂地店
那覇市 SONOKA 園花
那覇市 INDIGO
那覇市 ブルーシールパレットくもじ店
那覇市 慕情
那覇市 おでんまつやま
那覇市 カノン
那覇市 Bar Orange
那覇市 ゲンキ食堂
那覇市 スナックＡＣＢ
那覇市 南海鮮魚店
那覇市 さえぐさ
那覇市 MUSIC BAR JAMIRO
那覇市 cocktail bar House
那覇市 久茂地文庫
那覇市 IZAKAYAわ心
那覇市 居酒屋たのし～さ～
那覇市 隠れ家BAR秘密基地
那覇市 食酒房 助(ひろ)
那覇市 当利
那覇市 ロッテリア那覇安岡店
那覇市 Aventurine 
那覇市 琉球ぱおず
那覇市 VIDA LOCA
那覇市 炭火焼肉BISTRO 山城牛
那覇市 シエル ラボ
那覇市 金武アグーと山城牛のしゃぶしゃぶ専門店 琉球
那覇市 max OKINAWA
那覇市 モスバーガー那覇真嘉比店
那覇市 丸源ラーメン 那覇国場店
那覇市 ゴンチャ沖映通り店
那覇市 ホテルナハ港
那覇市 刺身亭 山原
那覇市 The鉄板
那覇市 スナック あんまー
那覇市 美乃作
那覇市 SALON KIRIKO
那覇市 シマノソムタム
那覇市 BAR 315
那覇市 wakasaいち玄
那覇市 モスバーガー パレット久茂地
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那覇市 魚はる
那覇市 あらた
那覇市 絆家
那覇市 ブルーシール新都心あっぷるタウン店
那覇市 夢・いおり
那覇市 DEPSY
那覇市 Spiceすぱいす
那覇市 オリエ
那覇市 我が家
那覇市 ふしぎや
那覇市 ラウンジ ゴールデン
那覇市 スタンド末広
那覇市 YAITERU本店
那覇市 郷土料理天龍
那覇市 AUDREY
那覇市 エメラルド
那覇市 葵屋
那覇市 ザ・プールサイドバー
那覇市 コロッケ倶楽部 沖縄おもろまち店
那覇市 亜実
那覇市 カフェ サイファー
那覇市 酒処たまる
那覇市 くまから
那覇市 カラオケダイニング 洒れ Bar 伽羅
那覇市 台湾料理 福楽
那覇市 WHISKYCAT 
那覇市 ルフュージュ
那覇市 栄寿し
那覇市 Bar 徒然～Tozen～
那覇市 二階の中華
那覇市 REHAB
那覇市 桜坂劇場内 さんご座キッチン
那覇市 ホテルコレクティブ Vision&Emotion
那覇市 小料理琉華
那覇市 ホテルコレクティブ 居易園
那覇市 555
那覇市 ホテルコレクティブ Divertido
那覇市 kaolingo
那覇市 野菜と果物factoryコツコツ
那覇市 パパイヤ
那覇市 長田商店
那覇市 ちょい呑み家くろまる
那覇市 BAR LUXE
那覇市 Bar バルセロナ
那覇市 鮮魚さしみBar舷竜
那覇市 New Club Blue
那覇市 長堂屋
那覇市 ライブミュージックバー アンダーカレント
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那覇市 Bar(Store)
那覇市 おとん
那覇市 BAR CLIFF
那覇市 モスバーガー那覇金城店
那覇市 酒のみ屋 魚久
那覇市 長月・別邸
那覇市 ミスタードーナツイオン那覇ショップ
那覇市 Peace Rock Cafe
那覇市 bar HANAYA
那覇市 福耳福助 新都心
那覇市 CORE CURRY
那覇市 Wizard
那覇市 松のや 那覇小禄店
那覇市 二万八千石
那覇市 居酒屋こまと
那覇市 創作居酒屋かんざとやー
那覇市 さちばな弁当宇栄原店
那覇市 香川一福
那覇市 カフェドニース
那覇市 鮨弥栄
那覇市 グッディ・フォーユー 那覇
那覇市 Bar Gracias
那覇市 こぱん
那覇市 Bar Imisore 
那覇市 本格インド料理アシルワード 那覇店
那覇市 舞姫
那覇市 コムゴン(CO’M NGON)
那覇市 屋台くらぶ
那覇市 トマト&オニオン 那覇安岡店
那覇市 ビストログロワール
那覇市 焼肉 きたやホルモン 栄町店
那覇市 カンナ
那覇市 六ちゃん
那覇市 33 TACO RICE コープあっぷるタウン店
那覇市 BAR B-night
那覇市 美食房 夕月
那覇市 カンビレー
那覇市 カスタマンダップ首里店
那覇市 やっぱりステーキ新都心真嘉比店
那覇市 ギターラウンジ しんこうの店
那覇市 さんべ寿司
那覇市 華音
那覇市 めん処 夢ノ弥
那覇市 MOONHOP
那覇市 日々ぜん
那覇市 バーラウンジ 華てまり
那覇市 ソウルトッポギ
那覇市 酒処 花一膳
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那覇市 カラオケBanBan 那覇国際通り店
那覇市 Bar バルデ
那覇市  酒房 紋MON
那覇市 カラオケBanBan 奥武山公園駅前
那覇市 悦
那覇市 スナックひろ
那覇市 琉球炭火やきとり金丸 久茂地店
那覇市 生活の柄
那覇市 カラオケBanBan 那覇国際通り県庁前店
那覇市 居食屋あがり
那覇市 LOVERS
那覇市 おでん、カラオケ、かふう
那覇市 丸安そば
那覇市 ちるり
那覇市 焼肉 萬たく
那覇市 ヨナサルウテ
那覇市 ピパーチキッチン
那覇市 BAR LAFTEL
那覇市 STEAK  HOUSE DAY'S
那覇市 パシフィックホテル沖縄 竜潭
那覇市 Connect Bar miumi
那覇市 ちる酒場
那覇市 民謡ライブ 沖縄地料理 わらゆい
那覇市 ReLIFE
那覇市 パシフィックオーシャンカフェ
那覇市 ウィークエンド
那覇市 大衆馬肉酒場 馬王
那覇市 喫茶カラーズ
那覇市 no.name
那覇市 BAR217
那覇市 スナック夢路
那覇市 いすけ
那覇市 居酒屋 海味
那覇市 ダイニングアメージング Mi-no
那覇市 Bar.HACKMAN
那覇市 Oasis オアシス
那覇市 AQUA アクア
那覇市 すみれ
那覇市 コザ麦酒工房那覇久茂地店
那覇市 大戸屋 ごはん処
那覇市 居酒屋 松
那覇市 あだん本店
那覇市 Sweet Box Seira
那覇市 居酒屋 松
那覇市 すず菜
那覇市 GOLD DISC
那覇市 あだん別館
那覇市 くろ潮の大関
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那覇市 いまきの芽
那覇市 お食事処 三笠
那覇市 新門 NEW GATE
那覇市 沖縄食堂じまんや
那覇市 喫茶EASE
那覇市 ステーション山下
那覇市 夢島
那覇市 喫茶オールイン
那覇市 天神矢
那覇市 ALGOS
那覇市 Ｒ３８８
那覇市 たまたま
那覇市 洋風居酒屋ボードル
那覇市 ライブハウス チャクラ
那覇市 居酒屋 接
那覇市 喫茶トップスピン
那覇市 ビッグエコー国際通り店
那覇市 大黒苑
那覇市 DQ(デンジャラスクイーン)
那覇市 泉
那覇市 ビッグエコー田原店
那覇市 インタリュード ラウンジ
那覇市 犬と猫
那覇市 焼肉工房團
那覇市 DARTS BAR JAWS
那覇市 ビッグエコー小禄店
那覇市 PINO’S PLACE
那覇市 あぢまぁー
那覇市 美美
那覇市 ビッグエコー那覇新都心店
那覇市 スナック桃園
那覇市 ふじさん
那覇市 N.T. HOI QUAN
那覇市 中華厨房 齊華房
那覇市 AGEHA
那覇市 LeＣoffret
那覇市 喫茶メッカ
那覇市 M a i
那覇市 造り酒屋百甕(ももがーみ)
那覇市 地酒と炙りの火人粋
那覇市 いかたれー小
那覇市 りっかりっか倶楽部
那覇市 アレルギー対応cafe 52hertz
那覇市 バルセロナ ムーチョ
那覇市 Bar  K
那覇市 リアン
那覇市 ごとう
那覇市 小料理きよみ
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那覇市 銀鈴
那覇市 うちな～家
那覇市 泡盛倉庫
那覇市 スナック 尚
那覇市 まいすく家
那覇市 炉端の火人粋
那覇市 Ｓｈｏｔ Ｂａｒ ＷＩＮＧ
那覇市 バッカスの胃袋
那覇市 えん
那覇市 黒帯酒房
那覇市 南の味一番 平家亭
那覇市 松尾別邸
那覇市 亜炉麻
那覇市 次和
那覇市 とんとん亭
那覇市 スナック待人
那覇市 居酒屋でいご
那覇市 地酒と漁火の火人粋
那覇市 タイム処
那覇市 築地青空三代目
那覇市 スナック美佐
那覇市 築地男前鮓 国際通り屋台村
那覇市 羊羊火鍋（YAN YAN HI NA BE)
那覇市 Bar Ocean
那覇市 おうちごはんe
那覇市 cafe wouls
那覇市 #7(ナンバーセブン)
那覇市 チャコ沖縄支店
那覇市 沖福鮮魚店
那覇市 P's cafe
那覇市 やなわらbarBALOCCO
那覇市 Girl's Bar マカレナ
那覇市 GOLFZONちゅらかん
那覇市 スコヤカいちばん餃子
那覇市 がブリチキン 那覇久茂地店
那覇市 がブリチキン 那覇松山通り店
那覇市 魚屋直営食堂魚まる
那覇市 チーズバル ティンガーラ
那覇市 串焼KEMURI屋
那覇市 プルメリア
那覇市 ドトールコーヒーショップ 那覇空港店
那覇市 44B
那覇市 那覇哀歌
那覇市 味の店しろま
那覇市 モビーディック
那覇市 沖縄料理 あさひ
那覇市 ラウンジ胡蝶
那覇市 金武アグーしゃぶしゃぶ琉球（国際通り店）
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那覇市 島酒と肴『しまぁとあて』
糸満市 Lounge Nine
糸満市 カラオケBAR原始
糸満市 CAfe＆STONE がじゅまるの木
糸満市 月詠(TSUKUYO)
糸満市 みや里
糸満市 韓国料理＆お酒 ソマン
糸満市 和牛館
糸満市 大衆炉まん
糸満市 まえだんち
糸満市 カラオケスナック シーサー
糸満市 BAR ぱおん
糸満市 凪
糸満市 お食事処 Cocco
糸満市 チョーブッフォ
糸満市 きんしんの酒場
糸満市 Bar  Protein
糸満市 居酒屋まぁーてぃー
糸満市 BAR PINOKIO
糸満市 girls bar LANCE
糸満市 居酒屋田んぼ
糸満市 小料理 海月
糸満市 prince
糸満市 カフェ デ ツリー
糸満市 美ら味 島ぬ音
糸満市 酒処 蕾
糸満市 小料理小枝
糸満市 Osteria MUC
糸満市 天国酒場いちまん横丁店
糸満市 魔女と男女に
糸満市 弘
糸満市 晴れる屋
糸満市 居酒屋 信
糸満市 BAR M
糸満市 13 BAR
糸満市 くずし割烹 はまや
糸満市 麺屋鳥やま
糸満市 ｃｌｕｂ Ａｓｈ
糸満市 THE PUBLIC
糸満市 酒膳芽里
糸満市 ホルモン人糸満西崎店
糸満市 来夢
糸満市 藤
糸満市 スナック 里
糸満市 スナック 赤とんぼ
糸満市 さがみ家
糸満市 忠兵衛（居酒屋）
糸満市 楽和屋 たごみ
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糸満市 スナックＭ
糸満市 CoCo
糸満市 酒肴や華しずか
糸満市 ニュー女女
糸満市 京風お好み焼き・鉄板焼 あくあ
糸満市 昌健
糸満市 コーヒーハウスフレンディー
糸満市 花華
糸満市 居酒屋「陣」
糸満市 道頓堀
糸満市 ホワイトドッグバーガー
糸満市 あらかち
糸満市 葉月
糸満市 食菜家 ほおづき
糸満市 えほんカフェ樹希
糸満市 スナック・エイト
糸満市 スナック美雪
糸満市 琉創キッチン 康∼yasu∼
糸満市 ラーメン暖暮 糸満店
糸満市 六丁目食堂とん屋
糸満市 金の玉
糸満市 じゅん
糸満市 笑おう家
糸満市 スナック 春よ恋
糸満市 居酒屋 ビヤーズ
糸満市 三吉
糸満市 スナック 琉美
糸満市 トゥモロー
糸満市 TO-TAN
糸満市 寿し政
糸満市 キラキラ
糸満市 御食事処 なぎさ
糸満市 ジョリーパスタ糸満店
糸満市 知
糸満市 サロン和
糸満市 春夏冬～あきない～
糸満市 カラオケ スナック 夏姫
糸満市 雪うさぎ
糸満市 タマハウス
糸満市 カラオケ ハイカラ玉子
糸満市 カラオケ小料理 笑楽舞々
糸満市 餃餃子
糸満市 ニコラス
糸満市 Club moana
糸満市 小料理あけみ
糸満市 まるとく商店
糸満市 イカ汁ぬちぐすぃゃ～
糸満市 ゆっくい処 寓話
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糸満市 ゆくい処「えび蔵」
糸満市 カラオケスナック 愛
糸満市 RUZO(ルゾ)
糸満市 link
糸満市 はな・はな
糸満市 魁鮮
糸満市 サロン純
糸満市 酒楽 懐
糸満市 居酒屋べぇーべぇーべぇー食堂
糸満市 食事処 勇作
糸満市 カラオケマイム 糸満店
糸満市 飲み処愛酒楽
糸満市 飲み処愛酒楽
糸満市 まるはち食堂
糸満市 ２丁目食堂/つまみ屋本舗
糸満市 居酒屋kitchen廚(くりや)
糸満市 高良
糸満市 イカ汁屋 芭蕉布
糸満市 JJ's CLUB
糸満市 八ッちゃん
糸満市 女幸
糸満市 Bar Elfin
糸満市 県民ステーキ
糸満市 ゆうな
糸満市 やきとり しまぶ～
糸満市 スナック人魚
糸満市 沙波里
糸満市 きんた食堂
糸満市 大衆酒場 わんわん
糸満市 おでんさつき
糸満市 サラ
糸満市 ＡＴＡＲＩＹＡ
糸満市 De-box
糸満市 居酒屋 一揆
糸満市 民謡BAR 奏SA
糸満市 かおり
糸満市 ドリーム
糸満市 ヤポネシア
糸満市 カジュアル居酒屋 さとう
糸満市 cucina mantecare クッチーナ マンテカーレ
糸満市 スナックチーズ
糸満市 粋
糸満市 スナック喫茶ヴィヴィッド
糸満市 混酒屋
糸満市 ローズ
糸満市 黄金の蔵 門地
糸満市 She's
糸満市 CoccoRo(コッコロ)

191



糸満市 ホンキー・トンク
糸満市 肉御殿 糸満本店
糸満市 The Field
糸満市 マクドナルド糸満店
糸満市 音色-neiru-
糸満市 SaKeDaKeだJ
糸満市 おでん小粋（こいき）
糸満市 光輪
糸満市 Happiness
糸満市 ケンタッキーフライドチキン イオン武富店
糸満市 スナック 南
糸満市 歌酒場 憩
糸満市 絲
糸満市 キッチンバー 毬
糸満市 スナック旦
糸満市 chabi
糸満市 山羊料理かりゆし
糸満市 ゆな
糸満市 紅
糸満市 宴（小料理）
糸満市 七輪焼肉安安 糸満店
糸満市 中華料理 海邦飯店
糸満市 ドルフィン
糸満市 ゆくいBAR KAREN KAREN
糸満市 カラオケサークル 道 
糸満市 L. cafe  TON-TON
糸満市 スナック レミー
糸満市 癒し処 より道
糸満市 鐘
糸満市 蟻んこ
糸満市 吟(ぎん)
糸満市 和可奈
糸満市 KoTEN
糸満市 ゆっくい処おおしろ
糸満市 御嬢
糸満市 ステーション
糸満市 味処はせ川
糸満市 夢工房 歌姫
糸満市 ワンダーキッチン 九
糸満市 スナックれもん
糸満市 さんぱち糸満店
糸満市 炭火やきとり かん
糸満市 PROSCIUTTO&MELONE CURTIS NAONIS
糸満市 久BON
糸満市 苑joy
糸満市 南国食堂
糸満市 居酒屋イノー
糸満市 味処 和
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糸満市 カラオケ酒処きら
糸満市 M'S curry
糸満市 ラッキー７
糸満市 カラオケバー赤パンツ
糸満市 凛
糸満市 琉球半身揚げ がじまるや～
糸満市 スナック花野
糸満市 ハっちゃんチキンの食べれるお店くわっち～家
糸満市 倉ん家 KURANCHI
糸満市 銀(なんじゃ)
糸満市 カレーハウスCoCo壱番屋糸満潮平店
糸満市 中華食堂 麺作
糸満市 魚町屋ぶぶか
糸満市 ポモドーロ
糸満市 スナック喫茶ひ∼ろ∼
糸満市 小料理名護家
糸満市 オアシスCAFE&BAR
糸満市 チーコ．．．
糸満市 おでん郷
糸満市 喫茶ギブアンドテイク
糸満市 三高水産直営 み～かがん食堂
糸満市 べにばな
糸満市 喫茶ダブルハピネス
糸満市 カラオケ屋ぶぶカラ
糸満市 Merrily
糸満市 スナック 花風
糸満市 はま寿司糸満潮平店
糸満市 吉野家 ３３１号線糸満店
糸満市 ジョイフルしおざきシティ店
糸満市 和風亭しおざきシティ店
糸満市 喫茶セルシオ
糸満市 焼肉五苑 糸満店
糸満市 花水木
糸満市 炭火いとまん家
糸満市 炭火まる家
糸満市 酒楽家 絆
糸満市 （株）優秀
糸満市 居酒屋いか汁かっちゃん
糸満市 酒処 尚治
糸満市 いそ真
糸満市 食房 くれない
糸満市 沖縄海鮮たらじさびら
糸満市 首里天楼別邸
糸満市 海ぼうず(食堂)
糸満市 リンガーハットイオンタウン武富店
糸満市 美酒道楽 MUSTER
糸満市 割烹 レストラン大学
糸満市 伊集の花
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糸満市 コメダ珈琲店 沖縄糸満店
糸満市 カラオケソング 三姉妹
糸満市 エイアンドダブリュ糸満店
糸満市 スナック明子
糸満市 食工房まほろば
糸満市 みぃるぅさん
糸満市 いちゃりば兄弟
糸満市 うちな～そば壱蘭
糸満市 (BAR)YU
糸満市 丸三（まるみつ）冷し物店
糸満市 あん
糸満市 台湾料理 福楽
糸満市 メンズ スナック男(ミスター)
糸満市 粟国庵 しん里
糸満市 食堂ひまわり糸満店
糸満市 13(サーティーン)
糸満市 ホスピタル
糸満市 漁場 善次郎
糸満市 CLUB EDEN
糸満市 スシロー糸満西崎店
糸満市 いち膳
糸満市 とらじ
糸満市 キッチンポトス
糸満市 カラオケハウスとまと 西崎店
糸満市 Arabian Bar  ALLDIN
糸満市 かんだばぁ  
糸満市 モチベーション
糸満市 33’サァティスリィ’
糸満市 OKINAWA DINING かぁびら
糸満市 STAGE COCO
糸満市 スナック ファイト
糸満市 カラオケスナック さつき
糸満市 雛 (ひな)
糸満市 まんが食堂パーム
糸満市 ベル
糸満市 縁(えん)
糸満市 Bar 卯月
糸満市 COMMONS STEAK
糸満市 Bar Pousse Cafe
糸満市 ケンタッキーフライドチキン糸満店
糸満市 糸満漁民食堂
糸満市 札幌ラーメン 熊ぼっ子
糸満市 Hawaiian Pancake Cafe KOA 
糸満市 ハイビスカス
糸満市 スナック一代
糸満市 大衆酒場 二階のまいぶー
糸満市 うみかじ まいぶー
糸満市 丸亀製麺 糸満店
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糸満市 Deigo plus+（でいごぷらす）
糸満市 もぐもぐ
糸満市 dining NUDE
糸満市 酒処 となりの家
糸満市 雪花菜(せっかな)
糸満市 喫茶フラッシュ
糸満市 すき家 331号糸満店
糸満市 ラウンジハロー報得川
糸満市 西崎6丁目酒場どっとこむ。
糸満市 ごはん処 かつ庵 糸満店
糸満市 バー ブラントン
糸満市 華華
糸満市 左馬
糸満市 和琉Dininq くらむとぅ.
糸満市 らあめん花月 嵐 糸満店
糸満市 喫茶ラバクル
糸満市 糸満海人食堂
糸満市 PORTO
糸満市 LOUNGE KING
糸満市 居酒屋まいぶー
糸満市 グリーンフィールドレストラン
糸満市 華
糸満市 Buono ボーノ
糸満市 大漁船
糸満市 オーシャンビューレストラン レイール
糸満市 レストラン サザンテラス
糸満市 プレミアムラウンジ
糸満市 縁
糸満市 プライベートラウンジ定
糸満市 クラウン
糸満市 MPH
糸満市 糸満食堂
糸満市 ギャレット
糸満市 スナック蓮華（れんげ）
糸満市 Girls Bar BUZZ
糸満市 パーラー居酒屋 ゼロ番地
糸満市 いとまんBBQ焼肉貴久
糸満市 カラオケスナック思い出
糸満市 Snack×Snack
糸満市 居酒屋一平
糸満市 味どころ田舎家
糸満市 大衆浴場 足立屋
浦添市 BARパンチ
浦添市 明音
浦添市 酒場saka:bar
浦添市 Girls Bar Honey (ガールズバーハニー)
浦添市 バーガンディー
浦添市 風雲
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浦添市 鶏とロマン
浦添市 SecondoCasa(セコンドカーサ)
浦添市 月あかり
浦添市 旨飯旨呑 楽々
浦添市 KARAOKEBARレオ
浦添市 熊本ラーメン 育元
浦添市 和風らぁめん はるや
浦添市 シルク
浦添市 MAMENOKI
浦添市 京もつ鍋ホルモン朱々浦添店
浦添市 あい・愛
浦添市 和 Dining なのに
浦添市 クリニャン クール
浦添市 SecretBaceオールナイトヤフソ
浦添市 CO・CO
浦添市  みそ汁亭 秀
浦添市 ゴールド ラッシュ
浦添市 T-next
浦添市 炭火焼鳥とりひろ
浦添市 小料理店 れお巣
浦添市 旬鮮酒家 あがりんどう
浦添市 四季海鮮 海月
浦添市 龍宮
浦添市 焼肉 ゆん
浦添市 Dante’ss（ダンテス）
浦添市 酒処 you
浦添市 百々
浦添市 スマイル
浦添市 バーヴィンテージ
浦添市 らーめん大阪村 牧港店
浦添市 ダイニングバリテラス
浦添市 さらさら
浦添市 大漁屋
浦添市 ナチュラーレ
浦添市 ほしの商店
浦添市 ニライカナイ
浦添市 からおけばぶＡＳＩＡＮ（エイジャン）
浦添市 海援隊沖縄 朝まで屋港川店
浦添市 鮮魚・炭焼・旬食材 春夏秋冬 浦添内間店
浦添市 Passo a Passo
浦添市 豚骨ジョージ浦添店
浦添市 Rongui
浦添市 バルコラボ 肉バル 浦添市役所前店
浦添市 居酒屋 にらいかない
浦添市 イタリアン×肉バル ヒッキーズ
浦添市 島ま～る まみむめも
浦添市 ANIBAKO
浦添市 くぅちゃん
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浦添市 KUMARI
浦添市 八千代
浦添市 MFMC
浦添市 居酒屋かず
浦添市 Karaoke bar MAKET
浦添市 笑伝
浦添市 軽酔処 まけと屋
浦添市 ラーメン亭すずらん
浦添市 屋富祖鳥やす
浦添市 食楽空間 くゎっち～な
浦添市 カラオケ酒場 Avater
浦添市 居酒屋 和
浦添市 小料理 まちこ
浦添市 スナック 星★すたあ
浦添市 pickles
浦添市 シャウティングチキン
浦添市 古酒食彩 舞か
浦添市 スナックコスモス
浦添市 安ら木
浦添市 京都
浦添市 酒場のバクレン
浦添市 ゆんたくBAR 高P
浦添市 いそ八
浦添市 のみ処全
浦添市 レタス時間
浦添市 ブランド肉と旬の鮮魚と古酒の店秀
浦添市 海産物 みや川
浦添市 酒処 麻衣
浦添市 くんせい酒場 紅
浦添市 華
浦添市 炭火焼うなぎ竹田
浦添市 ふくぶくや
浦添市 牛角バークレーズコート店
浦添市 やんばるジェラートサンエーパルコ
浦添市 デジャングム
浦添市 手打ち日本蕎麦 松平
浦添市 蛸入洞
浦添市 rat&sheep
浦添市 食彩酒処 原天
浦添市 Beer hat
浦添市 カフェ レストラン ラ・ヴィータ
浦添市 やぎの店ファミリア
浦添市 ぢゃんな
浦添市 DINING居酒屋ファミリア
浦添市 お酒と京もん あいのひ
浦添市 しゃぶしゃぶ美山 浦添店
浦添市 HIGARO!
浦添市 スナックまいふく
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浦添市 NENE CHICKEN OKINAWA
浦添市 BINGTOP(氷塔）ーKorean dessertー
浦添市 OKINAWAひもの屋
浦添市 Ｂａｒ・Ｂｉａｎｃｏ（バール・ビアンコ）
浦添市 カフェくろーばー
浦添市 カラオケスポットNARI
浦添市 ミュージック・ラウンジ・バーン
浦添市 杉養蜂園 沖縄PARCOCITY店
浦添市 居酒屋 ぐしくまぐぁ
浦添市 焼カレー＆カレーライス Adanny
浦添市 うふあがりなんくる
浦添市 ねじまわし
浦添市 小春日
浦添市 油そば専門店歌志軒
浦添市 BAR one-piece
浦添市 ぎっちょ。
浦添市 まぁさんcafepoco
浦添市 タチアガール
浦添市 酒処 こうのつき
浦添市 ココロアカフェ
浦添市 カラオケ りっちゃん
浦添市 Rai音
浦添市 きんぎょ
浦添市 酒処由美子
浦添市 ムーンチャイルド
浦添市 とりちか
浦添市 お好み、焼きそば鉄板焼き あきちゃん
浦添市 お好み，焼きそば，もんじゃ焼き あきちゃん
浦添市 ラーメン倶楽部竜
浦添市 焼鳥こくば
浦添市 スナックかりゆし
浦添市 カラオケマイム 浦添パイプライン店
浦添市 喫茶 慈伴賜
浦添市 kitchen TAF
浦添市 喜楽屋
浦添市 京
浦添市 Rosso
浦添市 ワイン酒場 カヴァロ
浦添市 がじまるそば
浦添市 food&bar Dan フードアンドバー ダン
浦添市 魚萬
浦添市 Bar SISTA
浦添市 BAR VILLAGE
浦添市 喫茶スナック アセンブル
浦添市 はなまる亭
浦添市 DAIANA
浦添市 スナックアイビー
浦添市 おでん結人
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浦添市 鶏白湯らーめん 荻 OGII
浦添市 バー マハロ
浦添市 スナック 美月
浦添市 スナック喫茶 エクセル
浦添市 木もれび
浦添市 和小屋
浦添市 炭taka(タンタカ)
浦添市 蕎麦と肴処 和ノ実
浦添市 ラウンジ美月
浦添市 おきなわ ばんざい
浦添市 スナックエンゼル
浦添市 primera～プリメーラ～
浦添市 ごりらパンチ浦添
浦添市 酒処禅
浦添市 SMOKY CAT
浦添市 居酒家あきあじ
浦添市 カフェ・ウォーターメロン
浦添市 カラオケ酒場 音々♪
浦添市 やきとり 串本陣
浦添市 しゃぶしゃぶ嬉
浦添市 イタリアントマト Caf? Jr. 浦添バークレーズコート店
浦添市 J
浦添市 SMILE
浦添市 蝶
浦添市 居酒屋やまかわ
浦添市 Bar TiKi
浦添市 酒処 飲み友
浦添市 つまみ処 宮
浦添市 ＲＯＳＳＯ
浦添市 @015
浦添市 クラッシ－
浦添市 カラオケとむちゃん
浦添市 居酒屋 磊
浦添市 miu
浦添市 溶岩焼鳥パティ
浦添市 Darts x karaoke Bocchi
浦添市 小料理 凜
浦添市 カクテルBAR ミッキーハウス
浦添市 Rai Rai
浦添市 nana's green tea
浦添市 花月嵐浦添国道58号店
浦添市 メロディー
浦添市 カラオケ酒場 裕二郎
浦添市 酒処寿
浦添市 やぎ家
浦添市 よこづな
浦添市 歌の城小料理 ハミングバード
浦添市 菜々
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浦添市 たっちゅー
浦添市 warm Heart
浦添市 ふくちゃん
浦添市 日溜まり
浦添市 茶居夢
浦添市 千華
浦添市 カラオケとおつまみ(軽食・乾物)酒場 絆
浦添市 ローズヒップス
浦添市 Son of the Sun Kitchen
浦添市 居酒屋 ちょっと屋
浦添市 girasole
浦添市 BARON（ガールズバー）
浦添市 居酒屋シーサー
浦添市 レモンバーム
浦添市 スナックおやじの店
浦添市 フランス料理 ラ・ミロワール
浦添市 宮古島NEWYORK NEWYORK浦添店
浦添市 つんまぁ～
浦添市 花くら
浦添市 こまち
浦添市 エイム
浦添市 酒処・歌処 桜華
浦添市 梟
浦添市 You
浦添市 かりゆし
浦添市 順子の店
浦添市 梟アウル
浦添市 マ・クルール
浦添市 カルダン
浦添市 びぃ
浦添市 松ごろう
浦添市 il luogo イル ルオーゴ
浦添市 フレンズ
浦添市 レガーメ
浦添市 酒処カラオケ いろは
浦添市 Good Life garden
浦添市 Ｒｙｕ Ｋｙｕ ｓｐｉｒｉｔｓ ＯＣＨＡＭＥ（オチャメ）
浦添市 莉音
浦添市 カラオケの店 月桃
浦添市 のあ
浦添市 マンガ喫茶 ブックレスト
浦添市 ももこ
浦添市 Dining bar 金魚屋
浦添市 居酒屋うじろう
浦添市 食べ吞み屋助六
浦添市 にんにく居食家ありんくりん
浦添市 炭火ホルモン ふくちゃん
浦添市 ナイトカフェバー＆レストラングランパ
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浦添市 わざ家
浦添市 Blue World（ブルーワールド）
浦添市 スナックパピヨン
浦添市 おしゃべり酒場 ふぁむ
浦添市 居酒屋 天遊
浦添市 待ち人
浦添市 ラインうらそえ
浦添市 居酒屋 かよい船
浦添市 明洞 牧港店
浦添市 すばやー
浦添市 居酒屋 浜っ子
浦添市 来恩(らいおん)
浦添市 ガスト浦添牧港店
浦添市 旬家
浦添市 酒処みさ
浦添市 みなづき
浦添市 旬家 なのはな
浦添市 ピース
浦添市 かくれんぼ
浦添市 スキマ ＡＬＬ ＳＴＡＲＳ
浦添市 ダイニング居酒屋 結バル
浦添市 カムカム
浦添市 酒肴宴楽 かぐら屋
浦添市 鉄板・ロティサリーチキン・Aprecio～アプレシオ
浦添市 カラオケパブ フレンズ
浦添市 ジュン
浦添市 居酒屋ふくやま
浦添市 鱗亭
浦添市 縁そば
浦添市 Clove
浦添市 bar シークレット
浦添市 GUTS（ガッツ）
浦添市 あじ処 五城
浦添市 スカイラウンジ DASH8
浦添市 酒場研究所
浦添市 居酒屋きこうやー
浦添市 酒肴炙りの蔵じゃじゃまる
浦添市 ビート
浦添市 スナック シェリー
浦添市 食堂 丸ふく
浦添市 01ステーキ
浦添市 居酒屋ちばとおーんど
浦添市 せいこ
浦添市 スナック「シルビア」
浦添市 らぶいずおBar
浦添市 マコ
浦添市 HappySmile
浦添市 はなみずき
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浦添市 禁煙の店 恵ちゃん
浦添市 さっぱりステーキ
浦添市 笑う門 飛天
浦添市 わいん酒場oeuf
浦添市 くいものBar ＤＥＫＩ屋
浦添市 Ramen 武蔵家
浦添市 Ryukyu Ramen APOLLO
浦添市 ゴールドコースト
浦添市 スナック 二人夢
浦添市 Kaon Live&Karaoke
浦添市 Hally's Cafe
浦添市 沙棗
浦添市 居酒屋あうん
浦添市 クイックリー浦添パイプライン店
浦添市 サファイア
浦添市 イグレック Y
浦添市 A・I
浦添市 多国籍ダイニングバーAmy'sアミーズ
浦添市 Music Bar BROS
浦添市 (スナック)あんり
浦添市 J・ヴィーナス
浦添市 華の屋
浦添市 愛姫
浦添市 かたれー小
浦添市 小料理うちま
浦添市 夢
浦添市 居酒屋銀兆
浦添市 なかゆくい
浦添市 美園
浦添市 マキ
浦添市 酒処 夢
浦添市 六角おきなわ
浦添市 智美
浦添市 ひつじ
浦添市 酒Bar Moromi
浦添市 まぐろ問屋 三浦三崎港 恵み サンエー浦添西海岸 PARCO CITY店
浦添市 やきとり きんじろう 港川店
浦添市 YANBAR
浦添市 アミーゴ
浦添市 グレイス
浦添市 縁華
浦添市 やっぱりステーキ浦添（ハッピータウン店）
浦添市 スナック 館
浦添市 やっぱりステーキ 浦添パイプライン店
浦添市 やっぱりステーキ バークレーズコート店
浦添市 スナック多恋人
浦添市 小田原 元祖唐揚げ三平沖縄パルコシティ店
浦添市 ELK NEW YORK BRUNCH 沖縄・浦添 PARCO CITY店
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浦添市 雅夢
浦添市 むじゃき
浦添市 楓
浦添市 マドンナ
浦添市 スナック イヴ
浦添市 ローズ
浦添市 りりー
浦添市 大戸屋浦添バークレーズコート店
浦添市 ムーラン・ルージュ
浦添市 休憩空間 かねきち
浦添市 新風（みぃかじ）浦添店
浦添市 Festa（フェスタ）
浦添市 サンマルクカフェ
浦添市 七輪焼肉安安 牧港店
浦添市 マリブ海
浦添市 じゃ～ちびケン
浦添市 酒処 春風
浦添市 喫茶バンバン
浦添市 迦風 酒処 小料理
浦添市 小料理 心（ここ）
浦添市 Mint
浦添市 鳥と卵の専門店 鳥玉 サンエーパルコ店
浦添市 パパジラフ 沖縄店
浦添市 TERMINAL
浦添市 さんわ食堂
浦添市 スナック喫茶 鮎
浦添市 ライブ居酒屋 たぬき
浦添市 tearoom SORA
浦添市 パイン パイン
浦添市 BISTRO C'est bon（ビストロ セボン）
浦添市 ポラリス
浦添市 あしだ屋
浦添市 割烹ちばな
浦添市 タリーズコーヒー
浦添市 CORDE
浦添市 歌と酒処 軽井沢
浦添市 花ぬ遊び
浦添市 海鮮料理 入船
浦添市 食堂 ふうりん
浦添市 なな
浦添市 居酒屋 やっても～れ
浦添市 小料理さくら
浦添市 瑞-MIZUKI-
浦添市 エベレストカリーハウス
浦添市 食堂金ちゃん
浦添市 居酒屋 たきち
浦添市 和風亭マチナト店
浦添市 尼が崎
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浦添市 ピッツェリアマリノ
浦添市 のんきや
浦添市 串焼の店 かまる
浦添市 珈琲待夢
浦添市 和風亭
浦添市 BAR TEMPERANCE
浦添市 たえ
浦添市 スナック香翔蓮愛
浦添市 スナックK
浦添市 Precious
浦添市 酒処 めだかのがっこう
浦添市 アナログ
浦添市 ラウンジ M
浦添市 酒場 琉珉珉
浦添市 BAR S
浦添市 アナログＢ面
浦添市 エイアンドダブリュ サンエー経塚店
浦添市 吉野家 パイプライン浦添店
浦添市 和風亭浦西店
浦添市 ピッツェリアマリノ浦添西海岸パルコシティ店
浦添市 大阪王将浦添西海岸パルコシティ店
浦添市 タリーズコーヒー＆ＴＥＡ浦添西海岸パルコシティ店
浦添市 すずらん浦添西海岸パルコシティ店
浦添市 かつ乃屋浦添西海岸パルコシティ店
浦添市 あや
浦添市 和風亭浦添西海岸パルコシティ店
浦添市 珈琲待夢浦添西海岸パルコシティ店
浦添市 PANDA EXPRESS
浦添市 スナックきらめき
浦添市 すみか屋
浦添市 わったぁじゃあぐわぁ
浦添市 カラオケ＆ダーツBAR Y’s
浦添市 肴屋 なんでやねん！
浦添市 居酒屋 ふじ
浦添市 スナック オーシャン
浦添市 おでん 葵
浦添市 カンティナ蠢
浦添市 CHURA
浦添市 Bar しんやたい
浦添市 庵（あん）
浦添市 かぐや姫
浦添市 正ちゃん
浦添市 ラウンジM
浦添市 門
浦添市 真寿
浦添市 より処 和
浦添市 スナックダンディー
浦添市 やいま
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浦添市 蠢 しゅん
浦添市 スナック ラビット
浦添市 ラピスラズリ
浦添市 喫茶メモリー
浦添市 スナック三杉
浦添市 ステーキハウス四季浦添店
浦添市 leap oll (リープオール)
浦添市 中華蒸炉端 チャオズ（炒’ｓ）
浦添市 福美
浦添市 焼肉夢丸 伊祖店
浦添市 スナック&バー ケミストリー 
浦添市 築地銀だこ
浦添市 もりのや
浦添市 Ｌｏｕｎｇｅ 清乃
浦添市 恵（めぐみ）
浦添市 紫蘭
浦添市 翠
浦添市 スナック シャトル
浦添市 スナックJUN
浦添市 吉野家 ５８号線牧港店
浦添市 コミックバスターパイプライン内間店
浦添市 アイランド ｉｓｌａｎｄ
浦添市 北海道キッチンＹＯＳＨＩＭＩ
浦添市 カラオケ喫茶はなまる
浦添市 ふたば
浦添市 （海産物料理）津島
浦添市 炭火焼鳥 ゆくる
浦添市 カラオケスポットジョイ浦添店
浦添市 Almond
浦添市 1363
浦添市 旬菜炭火焼き 一心
浦添市 十勝豚丼 わか葉
浦添市 味酔処まるちゃ
浦添市 やんばる船
浦添市 我如古そば
浦添市 Ｇｕｅｕｌｅ(グール)
浦添市 三男坊
浦添市 笑楽行
浦添市 SAKURA
浦添市 ティ．エス（Ｔ．Ｓ）
浦添市 BOSS
浦添市 酒門
浦添市 GENBA
浦添市 Bar Girl's Talk
浦添市 カラオケBAR 真-Sin-
浦添市 叙々苑 沖縄浦添パルコシティ店
浦添市 杏屋 Ps’ SQUARE店
浦添市 居酒屋アラカワ
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浦添市 ビストロ茶山バッカ
浦添市 コメダ珈琲店 沖縄浦添経塚店
浦添市 とよもと商店
浦添市 サーティワンアイスクリーム サンエー経塚店
浦添市 柚ずや
浦添市 COOKING HONG KONG クッキング ホンコン
浦添市 串膳
浦添市 炉ばたすし 天新閣
浦添市 道
浦添市 杏
浦添市 いらっしゃいませ
浦添市 愛
浦添市 美香
浦添市 じゅん&かず
浦添市 舞
浦添市 BAR 一期一会
浦添市 ラウンジwell
浦添市 みーさ
浦添市 feliz
浦添市 アンティークカフェ花の木
浦添市 よりみち処うやきやー
浦添市 ワンダフルブーコ カラオケスタジオ
浦添市 サーティワンアイスクリーム 浦添パルコシティ店
浦添市 K's BAR
浦添市 Vambo  Luga (バンボ・ルーガ)
浦添市 アイドル
浦添市 はいさい
浦添市 居酒屋 天海 ハイボール酒場
浦添市 “CHOTT BAR” SHO-DAN
浦添市 chu.ra.ra(美.ら.ら)
浦添市 海鮮丸
浦添市 スナック ベル・アーム
浦添市 酒処 歌どころ 和香
浦添市 満福（まんぷく）
浦添市 カミーノ・デ・アラブ
浦添市 絆
浦添市 小料理 かたりべ
浦添市 フレンド
浦添市 シャングリラ
浦添市 じゅじゅ
浦添市 マサト家
浦添市 花かがり
浦添市 マンガ喫茶ワープ
浦添市 小料理 みやぁぐん（宮国）
浦添市 カジュアル
浦添市 ゆうか
浦添市 たまるや
浦添市 柿兵衞前田
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浦添市 cafe JULY
浦添市 Re AQUA
浦添市 フードコート
浦添市 ピザハットＥｘｐｒｅｓｓ浦添西海岸パルコシティ店
浦添市 フードコート浦添西海岸パルコシティ店
浦添市 福 浦西店
浦添市 居酒屋 うまんちゅ
浦添市 花のれん
浦添市 麺や 和楽
浦添市 BAR bogey
浦添市 うるか
浦添市 リラ
浦添市 Grand star
浦添市 ダンス・カラオケ BUS STOP
浦添市 彩傍（サカタ）
浦添市 Hawaiian BAR HONU
浦添市 食堂ひまわり城間店
浦添市 食堂ひまわりG1店
浦添市 ヒーリングスポットマーチャン
浦添市 食べ処 飲み処 龍
浦添市 喫茶合図森
浦添市 美豚
浦添市 レストラン太郎
浦添市 アミューズ マーチャン
浦添市 ぢゃんな
浦添市 ®リピート
浦添市 桐
浦添市 歌丸宮城店
浦添市 杏屋浦西店
浦添市 居酒屋ビタロー
浦添市 グレイス
浦添市 Tap102．
浦添市 よもぎ家
浦添市 ハイスナック ル・メイ・ズ
浦添市 かりす
浦添市 GROOVE(グルーブ)
浦添市 はづき
浦添市 スシロー浦添バークレーズコート店
浦添市 鮪家美月
浦添市 BEEF RUSH 29 パルコシティ
浦添市 クレープリーカフェ シュクレ パルコシティ
浦添市 ティーチ
浦添市 とんかつの店 かつ家
浦添市 くいしんぼ
浦添市 スタンド COCO
浦添市 エイアンドダブリュ牧港店
浦添市 エイアンドダブリュ浦添パルコシティ店
浦添市  タコライスcafe きじむなぁ 沖縄パルコシティ店 
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浦添市 BAR ラピス
浦添市 カラオケハウスとまと 浦西店
浦添市 屋富祖酒場 うおらん
浦添市 スターバックスコーヒー浦添バークレーズコート店
浦添市 大衆酒場 三ツ星
浦添市 スターバックスコーヒー経塚シティ店
浦添市 STEELO
浦添市 OLIVE オリーブ
浦添市 あかり
浦添市 カラカラ
浦添市 亜嬉（アキ）
浦添市 すずろ
浦添市 カラオケパブ華々
浦添市 スターバックスコーヒー浦添西海岸ＰＡＲＣＯ ＣＩＴＹ店
浦添市 あがり家＋
浦添市 ラーメン花月 浦添バークレーズコート店
浦添市 あすなろ
浦添市 酒処 あすか
浦添市 和処 てまり
浦添市 Club Ravia
浦添市 CLUB ETRO
浦添市 ヒゲバー
浦添市 BAR ROCKS
浦添市 あなた
浦添市 名物串カツ 田中 大阪伝統の味
浦添市 居酒屋レストランいずみ
浦添市 ＠ＨＯＭＥ
浦添市 琉球炭火やきとり 金丸
浦添市 琉球炭火やきとり金丸
浦添市 やきとり大吉浦添店
浦添市 Rip
浦添市 ヤフソチキン
浦添市 Cafe TERRACE Live & Learn
浦添市 STRAY CATS
浦添市 風の家
浦添市 博多めんたい やまや食堂
浦添市 はりゅう
浦添市 とみぃ
浦添市 上島珈琲店
浦添市 cafe and dining Limpid
浦添市 goo.com season2 
浦添市 天下一品 浦添店
浦添市 スナック さくら
浦添市 高江洲鶏肉店
浦添市 コイン式冒険酒場 ニューヤフソ
浦添市 ＪＩＫＫＡ（ジッカ）
浦添市 麺や偶もとなり 牧港店
浦添市 ヴェント・デル・スッド
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浦添市 エイプリル
浦添市 炉ばたバル伝心
浦添市 BLANKET
浦添市 CAｎDY
浦添市 焼肉ハウス 雨やどり
浦添市 すなっく シルク
浦添市 ビストロ ラ・テール
浦添市 さとや
浦添市 ケンタッキーフライドチキン浦添店
浦添市 ケンタッキーフライドチキンパルコシティ店
浦添市 酒菜亭 とらや
浦添市 SteakHouse＆Bar BRooklyn HOUSE
浦添市 居酒屋参丁目
浦添市 とん珍亭
浦添市 沖縄そばと郷土料理 なび家
浦添市 居酒屋 満吉
浦添市 Bar KYOZUKA
浦添市 Ｏｋｉｎａｗａ Ｐａｎｐｉ
浦添市 GRACE
浦添市 くりや
浦添市 博多天ぷら たかお
浦添市 なんくる
浦添市 居酒屋 花染
浦添市 串角バークレー店
浦添市 Cafe-Bar Friends Abroad
浦添市 ラーメン食堂一光
浦添市 ライトウィン
浦添市 幸
浦添市 O’s company cafe
浦添市 いっかいのおもて
浦添市 すき家 330号浦添内間店
浦添市 サンエー浦添西海岸PARCOCITY ホテルショコラ
浦添市 サンローラン
浦添市 居酒屋二号線内間店
浦添市 伊太利食堂ナポリナト
浦添市 居酒屋 夢のれん
浦添市 旬鮮家 なおじ
浦添市 Smells(スメルズ)
浦添市 プロスペリテ
浦添市 御殿山(うどぅんやま)
浦添市 酒場なみろく
浦添市 和風バル SOU屋
浦添市 ピザハウス港川本店
浦添市 めぐり逢い
浦添市 なかむら屋
浦添市 居酒屋 夢やしき
浦添市 やよい軒ピーズスクエア浦添店
浦添市 小料理やまかわ
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浦添市 ブルーシール牧港本店
浦添市 夢野
浦添市 まるくに山羊料理店
浦添市 ブルーシール浦添パルコシティ店
浦添市 ゴンチャ浦添ＰＡＲＣＯ ＣＩＴＹ店
浦添市 バーガーキング屋富祖店
浦添市 炭火焼とり ながた
浦添市 丸源ラーメン 浦添店
浦添市 一風堂沖縄パルコシティ店
浦添市 酒処 とも
浦添市 小料理じん太
浦添市 黄色い船
浦添市 NEW CLUB シャンクス
浦添市 玉屋
浦添市 ミスタードーナツサンエー経塚ショップ
浦添市 ７人の小人
浦添市 真珠
浦添市 心美
浦添市 KASTHAMAN DAP
浦添市 焼肉屋 壱気
浦添市 焼肉きたや 浦添店
浦添市 カラオケワールドももたろう
浦添市 幸福（ハピネス）
浦添市 NEPAL SPICE KICHIEN KASTHAMANDAP
浦添市 コロッケ倶楽部 浦添店
浦添市 味心 ゆうづき
浦添市 かず八
浦添市 こっこ
浦添市 カレーハウスＣｏＣｏ壱番屋 浦添バークレーズコート店
浦添市 Dingo（ディンゴ）
浦添市 カラオケ喫茶可愛
浦添市 居酒屋 まん中のへや
浦添市 遊食や きえん
浦添市 いずみ屋
浦添市 沖縄そば、郷土料理なび家
浦添市 イタリアントマトカフェJr
浦添市 かつさと浦添バークレーズコート店
浦添市 焼きの大関 浦添店
浦添市 串カツのナポレオン
浦添市 うなカフェ
浦添市 TEAROOM 花ちゃん
浦添市 坦々ヌードル専門店来久琉浦添店
浦添市 BAR35
浦添市 居酒家 はな火
浦添市 Sugar
浦添市 横丁酒BARかしこ
浦添市 しゃんぐりら
浦添市 Ace
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浦添市 organize
浦添市 缶’sバー久遠
浦添市 しゃぶしゃぶ温野菜浦添ピーズスクエア店
浦添市 カラオケ ブレス
浦添市 宝
浦添市 ザウエストフィールドカフェ
豊見城市 MyBoo
豊見城市 飯カフェダイニング 南風
豊見城市 あて
豊見城市 海援隊沖縄できすぎ屋
豊見城市 Azul
豊見城市 コミックバスターGRACI@S 豊見城宜保店
豊見城市 パブリックエンジェル
豊見城市 アリス
豊見城市 喫茶 ひまわり
豊見城市 アグネスカフェ
豊見城市 そば処ひらら
豊見城市 美酒佳肴 とよの屋
豊見城市 わらい
豊見城市 居酒屋 梅梅。
豊見城市 PLUS MINUS
豊見城市 MOMO
豊見城市 なおじ 沖縄一号店
豊見城市 沖縄和顔
豊見城市 食彩ダイニング夢適
豊見城市 くつろぎＤｉｎｉｎｇ 一丸
豊見城市 BAR Bravo
豊見城市 Grill&Bar Fine
豊見城市 豊見城タコライス
豊見城市 居酒屋 怜
豊見城市 お好み焼 馬之助 豊見城店
豊見城市 bali cafe some one
豊見城市 沖縄手作りジェラート yukuru
豊見城市 チムフガス イーアス豊崎店
豊見城市 氾濫バーガー チムフガス 瀬長島ウミカジテラス店
豊見城市 Pizzeria Napoletana Bufalo（ブッファロ）
豊見城市 居酒屋おでん みさき
豊見城市 日本酒バル 猫じゃらし
豊見城市 エマ
豊見城市 やんばるジェラート イーアス豊崎店
豊見城市 カフェ楽らく
豊見城市 すし処魚政
豊見城市 Le copain (ラ コパン)
豊見城市 ぽん
豊見城市 クレイジースパイス
豊見城市 ナポリスアンドクイックリーイオンタウンとよみ店
豊見城市 居酒屋もりもり
豊見城市 ファミリー居酒屋味城
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豊見城市 JACK IN THE DONUTS イーアス沖縄豊崎
豊見城市 シーサー鮮魚
豊見城市 しゃぶしゃぶ温野菜豊崎店
豊見城市 和
豊見城市 牛角豊崎店
豊見城市 カフェ・ド・クリエ イオンタウンとよみ店
豊見城市 小料理屋 平城
豊見城市 うるくそば トミトン店
豊見城市 ココス豊見城店
豊見城市 博多屋台ラーメン一幸舎 イーアス沖縄豊崎店
豊見城市 BANANA BOON
豊見城市 らーめん玉 沖縄豊崎店
豊見城市 スポーツBAR スター
豊見城市 ヨナーズガーデン
豊見城市 パーラーとんとん
豊見城市 おでん小料理初ちゃん
豊見城市 居酒屋 平和台まつり
豊見城市 純喫茶ゼスト
豊見城市 美食テラス
豊見城市 カラオケスナック愛
豊見城市 1000円ステーキ
豊見城市 小料理 はやと
豊見城市 サムズレストラン
豊見城市 ソウル亭
豊見城市 鮨びたろう
豊見城市 肉御殿 豊見城店
豊見城市 居酒屋ねぎ左馬
豊見城市 マクドナルド豊見城サンエー店
豊見城市 マクドナルドとよみイオンタウン店
豊見城市 スポーツ酒場とみゅー
豊見城市 ゆくい処美ら風
豊見城市 紅虎餃子房アウトレットモールあしびなー店
豊見城市 ヌチマースイーアス沖縄豊崎店
豊見城市 とみぐすく食堂
豊見城市 二代目 味しん
豊見城市 あまら
豊見城市 フランス料理KIMISHIMA 
豊見城市 マンガ喫茶リアル
豊見城市 モスバーガー豊見城店
豊見城市 歌心
豊見城市 酒膳 天一
豊見城市 おでん処 ななふく
豊見城市 幸せのパンケーキ 沖縄・瀬長島店
豊見城市 沖縄そばもとぶ熟成?ウミカジテラス店
豊見城市 SunRoomSweets
豊見城市 SunRoomSweets瀬長島
豊見城市 ホテルグランビューガーデン沖縄 琉旬彩食 土煌
豊見城市 レストラン きらめき
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豊見城市 セナガマリブ店
豊見城市 お好み焼き道とん堀イーアス沖縄豊崎店
豊見城市 マンガレストラン クイナ
豊見城市 合同会社Common's
豊見城市 七輪焼肉 安安豊見城店
豊見城市 ブルーシール セナガマリブ店
豊見城市 KAN'S
豊見城市 GYPSY
豊見城市 チキン丸焼にしき家
豊見城市 Rimoイーアス沖縄豊崎店
豊見城市 せせらぎ
豊見城市 Mogl macuri city
豊見城市 名嘉地そば
豊見城市 えびす食堂
豊見城市 ラーメンハウス札幌や豊見城店
豊見城市 珈琲待夢豊見城ウイングシティ店
豊見城市 MK CAFE
豊見城市 カフェ・ド・クリエ イーアス沖縄豊崎店
豊見城市 丸十精肉店
豊見城市 Natty Nugget
豊見城市 花水木
豊見城市 本家亀そば
豊見城市 えん
豊見城市 蓮華粥
豊見城市 Eggs ’n Things Coffee
豊見城市 和風亭
豊見城市 コミックバスター真玉橋店
豊見城市 おばんざいと美味い酒 虹
豊見城市 ラーメンハウス チャイナタウン
豊見城市 KAI
豊見城市 かつ満
豊見城市 えびのや
豊見城市 焼肉 ゆうえな
豊見城市 リンガーハットイオンタウンとよみ店
豊見城市 DINOSAUR BBQ ＆ PARK 沖縄 STEM RESORT
豊見城市 はなまるうどんトミトン店
豊見城市 はなまるうどんマックスバリュとよみ店
豊見城市 居酒屋 思ゃー小
豊見城市 くら寿司沖縄豊崎店
豊見城市 ぱんだまんま
豊見城市 カンナムチキン沖縄ウミカジテラス店
豊見城市 マーシーズ オキナワ
豊見城市 うにとぼんた
豊見城市 ミニジョイフル豊見城ウィングシティ店
豊見城市 菜園バイキングカラカラ
豊見城市 南海里
豊見城市 食堂ひまわり豊見城店
豊見城市 &SHAKE
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豊見城市 スナック喫茶さざんか
豊見城市 Ocean Dining 風庭
豊見城市 居酒屋桜花
豊見城市 そば処 もと家
豊見城市 山羊料理 豊
豊見城市 杏屋豊見城店
豊見城市 居酒屋 せせらぎ
豊見城市 タコライスカフェ きじむなぁ
豊見城市 うるま食堂
豊見城市 エイアンドダブリュ イーアス沖縄豊崎店
豊見城市 タコライスCafe きじむなぁ イーアス沖縄豊崎店
豊見城市 喫茶むみん花
豊見城市 スターバックスコーヒー沖縄アウトレットモールあしびなー店
豊見城市 牡丹
豊見城市 Magic Chicken OKINAWA
豊見城市 ハンモックカフェ ラ・イスラ
豊見城市 海鮮食堂 金一丸
豊見城市 ルネサンス
豊見城市 ちゃいな食堂OOLong
豊見城市 居酒屋カラオケ きらく
豊見城市 創作酒処せんろ
豊見城市 ICE TERRACE OKINAWA
豊見城市 沖縄そば くくる
豊見城市 海あじ O.TOSHI丸
豊見城市 酒茶房 枝
豊見城市 ＬＯＵＮＧＥ 優
豊見城市 part Ⅱ
豊見城市 カラオケ BAR AnNon
豊見城市 フィッシャーマンズ ドーター
豊見城市 丸亀製麺 イーアス沖縄豊崎
豊見城市 第三倉庫
豊見城市 OK STEAK×Hamburg イーアス豊崎店
豊見城市 みずとみハンバーグ イーアス豊崎店
豊見城市 酒処 公園前
豊見城市 スナック  えびね
豊見城市 豚骨ラーメンまる・安
豊見城市 やっぱりステーキ7TH豊見城店
豊見城市 もりや
豊見城市 すき家 豊見城名嘉地店
豊見城市 スナック喫茶かよ
豊見城市 沖縄そばと沖縄ちゃんぽんの店やっぱりちゃん
豊見城市 キーズカフェ イーアス沖縄 豊崎
豊見城市 びっくりドンキーあしびなー豊崎店
豊見城市 ブルーシール 豊崎店
豊見城市 北海道らーめん追風丸豊崎店
豊見城市 ゴンチャ
豊見城市 和風Ｄｉｎｉｎｇいち玄
豊見城市 かあちゃんの店
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豊見城市 TAPIOCAZ
豊見城市 小料理  壺
豊見城市 酒処「じゃんぼ」
豊見城市 ジェフ豊見城店
豊見城市 さんぱち豊見城店
豊見城市 スナック香
豊見城市 スナック美香
豊見城市 親父のまぐろ
豊見城市 POSILLIPO -cucina meridionale-
豊見城市 もとむのカレーパン 瀬長島ウミカジテラス店
豊見城市 N a
豊見城市 すずらん 小料理&スナック
豊見城市 果汁工房果琳
豊見城市 カラオケcafe蘭
豊見城市 ナナズグリーンティー イーアス沖縄豊崎店 ３F 店
豊見城市 弥生
豊見城市 居酒屋 ぴ～ぷる
豊見城市 親父のまぐろ イーアス沖縄豊崎店
豊見城市 Cafe LUANA（カフェ・ルアナ）
豊見城市 スナックロペ
豊見城市 炭火焼やきとりはうす紅
豊見城市 麺屋だるま家
豊見城市 居酒屋かいきょう
豊見城市 さち福や
豊見城市 串屋物語
南城市 居酒屋 桃花
南城市 純喫茶カフェ リキュール
南城市 居食家 環
南城市 居酒屋 百名
南城市 海鮮酒場しーきんぐ
南城市 旨飯旨呑 楽々 大里店
南城市 セルフ居酒屋なかよし(なかよし食堂)
南城市 小料理店おでん やえみ
南城市 肉酒場 ジャッカス
南城市 タコス専門店 ケリコ
南城市 シーサイド南城
南城市 居酒屋うりずん 
南城市 食堂 はれのち
南城市 SNACK  俺のみせ
南城市 ラブラドール
南城市 カラオケ 喜楽
南城市 み～ゆぅ
南城市 KAJIKAJI
南城市 チャーリーレストラン
南城市 カラオケ音音
南城市 喫茶 カフェ・メカ
南城市 カラオケ浮花
南城市 カラオケバークイーン
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南城市 居酒屋 島さん
南城市 一杯茶屋 ピエロ
南城市 アカマル商店
南城市 ジャストミート
南城市 ラーメン工房麺太
南城市 一杯茶屋 春ちゃん
南城市 だいもん家
南城市 フランス食堂1663
南城市 カル・カフェ
南城市 花さんご
南城市 Cafe Bar Garage Life
南城市 カフェバー BUS STOP
南城市 Tenku terrace OOLOO
南城市 恋ぬ花
南城市 美歌rin
南城市 ＣＡＦＥ ＱＵＡＬＩＴＡ
南城市 食事処 居酒屋 大ちゃん
南城市 酒処 絆
南城市 香り純豆腐
南城市 スナックシャレード
南城市 琉花
南城市 カマル
南城市 居酒屋 八幡亭
南城市 居酒屋 たまや
南城市 懐メロ倶楽部 夢二
南城市 間
南城市 ビストロブーケ
南城市 割烹常
南城市 居酒屋 一
南城市 ガスト沖縄佐敷
南城市 Glory island Okinawa
南城市 レストランサンピア（ユインチホテル南城）
南城市 展望ラウンジ感謝
南城市 カラオケバー はっぴぃ
南城市 スナック喫茶 古都里
南城市 猫も遊べる喫茶店 毛玉
南城市 スナック蛍
南城市 福福
南城市 oujima kame-kame-
南城市 寿し うしお
南城市 うとぃむち
南城市 HIBISCUS
南城市 リアド ランプ
南城市 久高島さばに
南城市 居酒屋 かずさん亭
南城市 餃子酒家 和樂場
南城市 ジェミーラ
南城市 カフェSSカンパニー
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南城市 焼肉道場 カルビ亭
南城市 あいち
南城市 カチャヤ カフェ
南城市 酒楽食楽晃龍
南城市 軽食の店 めぐみ
南城市 まんぷく食堂
南城市 パーラー嘉例（かりー）
南城市 Cafe Berry berry 2
南城市 カフェ ゆっくる
南城市 みーばるマリンセンター
南城市 居酒屋あんこう
南城市 あちまいどぅくる三姉妹
南城市 喫茶&お食事処パープル
南城市 居酒屋 いっとく
南城市 南城
南城市 レストランカイヤン
南城市 築地魚河岸魚魚万アトール大里店
南城市 まさかひゃー
南城市 La21
南城市 サウスキャッスル
南城市 酒処 菜の花
南城市 一石二鶏 親慶原店
南城市 百名伽藍
南城市 キングスベンチ
南城市 レストラン シャム
南城市 小料理 しま城
南城市 居酒屋 ぐるくん
南城市 奥武島海産物食堂
南城市 わらべ
南城市 スナックプリンス
南城市 ナイト・スポット 加代
南城市 海の食卓 山ちゃん
南城市 飲処いっぺー
南城市 カラオケバーワイワイワールド
南城市 ゆい結
南城市 はましむ
南城市 BE NATURAL
南城市 中華居酒屋げんかろう
南城市 海産物 浜珍丁
南城市 すき家 331号南城店
南城市 やっぱりステーキEXPREeSS
南城市 居酒屋 大輝
南城市 レストラングリーンヒル
南城市 たかふじ
南城市 和菜 﨑
南城市 居酒屋おでん都美
南城市 中華酒家 肉水
南城市 ちゅふぁーら
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南城市 ととのい
南城市 大皿屋いくちゃん
西原町 おばんざい 紬
西原町 居酒屋獅子まる
西原町 月ノ音
西原町 Café すむなーか
西原町 石窯和酒 玉那覇商店
西原町 スナック来夢
西原町 Hide-Out-BaR 五煌
西原町 四季五彩 囍和 日本料理
西原町 酒処 さくら
西原町 カラオケBAR・HARU
西原町 ステーキヒカル与那原店
西原町 居酒屋大漁
西原町 食菜酒楽 あずまや
西原町 Cherry
西原町 BIG PIG（ビッグピッグ）
西原町 みみずく
西原町 海縁
西原町 おでんふしみ
西原町 CAFEソイラボ
西原町 Food&Bar St.Hill
西原町 居酒屋 串屋
西原町 家族庵
西原町 ふるさと
西原町 焼肉 みすぶた家
西原町 居酒屋 あいよ
西原町 色彩
西原町 のりこ
西原町 カラオケ&酒楽 月桃
西原町 たばる
西原町 赤とんぼ
西原町 串焼き居酒屋 まんてん
西原町 ビストロ・プラ・ド・ターチー
西原町 Oriental BAR 桜梅桃李
西原町 アクアヴィレッジ
西原町 トルコロカンタ ケレベッキ
西原町 いみずま(小さな里）
西原町 スナック 絆
西原町 スナック喫茶ジュリア
西原町 ムーンテラスカフェ
西原町 ステーキ屋 瓦
西原町 聚楽苑
西原町 酒房 春や
西原町 小料理 裄
西原町 book cafe Bookish
西原町 INIZIO SCALA
西原町 ケンタッキーフライドチキンサンエー西原店

218



西原町 マダム モモコ
西原町 ごはんや茶樹
西原町 モスバーガー沖縄西原店
西原町 支那そばかでかる
西原町 支那そばかでかる琉大病院前店
西原町 Yonalabolatory
西原町 七輪焼肉安安 小那覇店
西原町 酒肴食彩DININGかぐら屋
西原町 居酒屋 一松
西原町 プロシェーヌ・S
西原町 味いちもんめ ２Ban
西原町 だるま食堂
西原町 一品料理 千代
西原町 なつめ
西原町 いぶし銀次郎 西原店
西原町 森小屋
西原町 Dining Bar Coro
西原町 和風亭西原シティ店
西原町 ミスタードーナツサンエー西原ショップ
西原町 かつさと西原グリーンセンター店
西原町 居酒屋原点
西原町 珈琲待夢西原シティ店2F
西原町 大阪王将西原シティ店
西原町 アメジスト
西原町 あかばな
西原町 天下鳥ます 沖縄西原店
西原町 ピッツェリアマリノ西原シティ店
西原町 スナック喫茶 ふれあい
西原町 焼肉戦隊 焼肉セブン 小那覇店
西原町 酒処 千
西原町 運玉食堂
西原町 しゃぶしゃぶ おなが
西原町 Ｒｅ：：Ｂｅａｔ
西原町 ぬちぐすい
西原町 博多
西原町 ピザハットＥｘｐｒｅｓｓ西原シティ店
西原町 スナックプラザ西原シティ店（mini Joyfull・めん家・Latte cafe）
西原町 まぐろちゃん
西原町 杏
西原町 ダイニング炭楽園
西原町 会長室
西原町 フジハチ西原店
西原町 カラオケ歌丸 西原店
西原町 亀そばうん玉店
西原町 スターバックスコーヒー沖縄西原シティ店
西原町 てん一西原店
西原町 うぬぼれ
西原町 居酒屋 幸城（さきじょう）
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西原町 ケンタッキーフライドチキン西原坂田店
西原町 酒・唄処 笑
西原町 原点食堂
西原町 まるしぇ
西原町 美らさん
西原町 すき家 329号西原店
西原町 ダイニングカフェ つる家
西原町 居酒屋 大雅
西原町 小料理 すみれ
西原町 ステーキハウス ビッグハート(西原店)
西原町 大ばんぶる舞
西原町 焼きの大関
西原町 三代目 活の親方
西原町 TACOSYALOW
西原町 おうちcafe中部内装
与那原町 食彩肴屋いろり
与那原町 サンライズ
与那原町 螺鈿
与那原町 北の酒場食うかい
与那原町 ENDLESS
与那原町 串焼き ぶぅちゃん
与那原町 スナック コットン
与那原町 スナックボア
与那原町 沖縄そば専門店 えびすそば
与那原町 Bar  Re-Born
与那原町 食彩酒場 呉っつい
与那原町 お食事処田舎
与那原町 リリーフ
与那原町 かなち
与那原町 酒楽dining Daruma
与那原町 パブ喫茶 OZ
与那原町 BAR RION
与那原町 Create（クリエイト）
与那原町 パームテラス  パパズキッチン
与那原町 Flat
与那原町 くずし割烹魚しき
与那原町 紅翡翠（べにひすい）
与那原町 Bar MOHICAN
与那原町 カラオケ＆ダーツ イチャリBAR1号
与那原町 Ｋｙｕｎ（キュン）
与那原町 炭火創作ダイニング 炙バル
与那原町 喫茶ヴァンサンカン
与那原町 ショットバー ハッチャーマンクラブ
与那原町 カラオケ柳
与那原町 新波
与那原町 スナック優
与那原町 Pretty (プリティー）
与那原町 BAR.D
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与那原町 スナック扇
与那原町 山小屋
与那原町 ルネ・コスモス
与那原町 カフェ アンド ダイニング 畑屋
与那原町 おでんゆうな
与那原町 おでん屋ゆがふ
与那原町 みんなの台所わが家
与那原町 パパ・リッチ
与那原町 a gain (アゲイン）
与那原町 あんぴぃ
与那原町 ゆらら
与那原町 あぱらぎ与那原店
与那原町 カラオケパブ きらり
与那原町 香港飲茶(金)
与那原町 カラオケスナック 富士
与那原町 スナック 契
与那原町 RIN
与那原町 ユーロバル DIVA
与那原町 PARAISO
与那原町 語りBar さが
与那原町 スナック「ルビー」
与那原町 スナックしおん
与那原町 ペガサス
与那原町 姉妹
与那原町 酒処 ポラリス
与那原町 Bar Pixie
与那原町 スナック 樹絵里
与那原町 スナック 万
与那原町 なな
与那原町 いっぱいさけ
与那原町 丸匠
与那原町 満空味（まんぐうすー）
与那原町 スナック AMIGA
与那原町 居酒屋 琥珀
与那原町 スナック 友びき
与那原町 ゆめ小町
与那原町 スナック きまぐれ
与那原町 サロン 星砂
与那原町 居酒屋 ぶんぶん
与那原町 サンゴの花
与那原町 カフェー和
与那原町 S.style
与那原町 スナック喫茶 スマイル
与那原町 スナック シオン
与那原町 ファースト
与那原町 琉球泡盛しのぶ
与那原町 そば処 ごえもん
与那原町 花・花
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与那原町 NEW CLUB DEEP
与那原町 良笑 ゆーわらやー
与那原町 小料理 琉花
与那原町 桴
与那原町 サロン 順子
与那原町 スナック カトレア
与那原町 スナック とも
与那原町 スナック R
与那原町 エンジェル
与那原町 ここあ
与那原町 忘心名
与那原町 MANILA
与那原町 ゆぅ
与那原町 YOUSHOKU  TARO
与那原町 ヨルノアシオト
与那原町 居酒屋 億竜
与那原町 スナック アマン
与那原町 NK-5
与那原町 Jake
与那原町 サロン ピース
与那原町 スナック VIVA２
与那原町 酒処 あや
与那原町 フルハウス
与那原町 スナック はっぴぃ
与那原町 佳（かない）
与那原町 Coast kitchen AkabaNaa-
与那原町 華むら
与那原町 K'S CAFE
与那原町 倶楽部琉邦
与那原町 Café R
与那原町 酔ってこ屋
与那原町 万美厨
与那原町 酒処つくしんぼ
与那原町 味処 えんまん
与那原町 鳥正
与那原町 餃子屋たぬき
与那原町 手打ちうどんうさぎ
与那原町 居酒屋 寿
与那原町 和風亭板良敷店
与那原町 カラオケ BAR Beverly
与那原町 まるはな食堂
与那原町 串カツ９
与那原町 ラーメン龍
与那原町 炭火焼居酒屋夢家
与那原町 GirlsBar RARE
与那原町 Bar Azure
与那原町 吉野家 ３２９号線与那原店
与那原町 居酒屋 ゆかり食道
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与那原町 East Area
与那原町 居酒屋 武蔵野
与那原町 お食事処 月代や
与那原町 スナックじゅん
与那原町 居酒屋（おさかな処）磯蔵
与那原町 Ａ＆Ｗ マリンタウンあがり浜店
与那原町 ＦＡＮ
与那原町 NAGISA
与那原町 BORACCHO
与那原町 329 OKINAWA
与那原町 たまるや東浜
与那原町 株式会社1129
与那原町 よーんなあ
与那原町 大衆モツ焼酒場 足立屋
与那原町 酒処ここ
与那原町 酒処 あたり
与那原町 ちぶみ
与那原町 スナックまぁーる
与那原町 Ｂａｒ 301
与那原町 焼肉なべしま 与那原店
与那原町 ジェフ与那原店
与那原町 与那原家
与那原町 REX
与那原町 ビッグエコー与那原店
与那原町 まんぷく光食堂
南風原町 SNACK NAO
南風原町 まぁさん堂
南風原町 焼き肉居酒屋こてつ
南風原町 麺＆食堂ぬーじボンボンニュータイプ
南風原町 酒房 花
南風原町 肉肉うどん
南風原町 居酒屋きらく
南風原町 お酒味処な―でぇら
南風原町 串焼 ゆうな
南風原町 福朗
南風原町 カラオケビックボックス 津嘉山店
南風原町 小料理 ビロウジュ
南風原町 Misa
南風原町 肉処 ししまい
南風原町 アキラノトコロ
南風原町 スナック 逢いに恋ｙｏ
南風原町 まんがレストランMANBOW
南風原町 MOON
南風原町 アテナ
南風原町 pia Sapido南風原店
南風原町 しゃぶしゃぶ美山 南風原店
南風原町 とんかつさくら亭南風原店
南風原町 居酒 やきしん 
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南風原町 炙り牛タン 万 南風原店
南風原町 獅子の茶樓
南風原町 Ｂｉｓｔｒｏ Ｌｉｅｂｅ
南風原町 ドカメン
南風原町 牛角津嘉山店
南風原町 Tiara(ティアラ）
南風原町 海鮮居酒屋 新選組
南風原町 スナック 織
南風原町 大衆料理 南風原御殿
南風原町 カラオケBARレガリス
南風原町 レストラン しぐれ
南風原町 居酒屋 酒道楽
南風原町 ダーツ Dragon(ドラゴン）
南風原町 カラオケマイム 南風原店
南風原町 ひまわり
南風原町 小料理 あこ
南風原町 スナック あっちゃん
南風原町 おでん美野び
南風原町 きちんと
南風原町 小料理福ろう
南風原町 憩い
南風原町 ルードゥース
南風原町 唄とお酒処 ちえの和
南風原町 小料理の店あみん
南風原町 炭火焼き焼鳥 居酒屋 ちかさん
南風原町 tententen...
南風原町 サザンプレックス
南風原町 上原そば店
南風原町 ひな菊
南風原町 焼肉きんぐ 一日橋店
南風原町 スナック リッツ
南風原町 優
南風原町 バル・ステーキ
南風原町 にこわら
南風原町 カレーハウスCoCo壱番屋ラウンドワン南風原店
南風原町 しゃなん
南風原町 K's KITCHEN
南風原町 敏
南風原町 日本マクドナルド507津嘉山店
南風原町 シェーキーズ イオン南風原店
南風原町 プロローグ
南風原町 遊びなー
南風原町 カプリチョーザサザンプレックス南風原店
南風原町 喫茶 タッツア・ドーロ
南風原町 ガスト沖縄南風原店
南風原町 咲レストラン
南風原町 LIEN
南風原町 モスバーガー南風原店
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南風原町 PIASU
南風原町 金門飯店
南風原町 ミスタードーナツサンエーつかざんショップ
南風原町 四季海山きう
南風原町 七輪焼肉安安 津嘉山店
南風原町 かつ亭
南風原町 AR
南風原町 中村商店
南風原町 歌音（かのん）
南風原町 小料理じゃりン子
南風原町 キンボシ屋 南風原店
南風原町 クイックリーイオン南風原店
南風原町 スナック NANA
南風原町 いろり亭
南風原町 どんぶり、どん、どん
南風原町 ソウルメイト
南風原町 七輪焼肉 安安 南風原店
南風原町 大戸屋津嘉山店
南風原町 ちらー小
南風原町 めし屋ひろし
南風原町 きょ屋
南風原町 ブルシール イオン南風原
南風原町 お祭り酒場 一笑懸命 笑撃的
南風原町 琉球料理の店 ふみや
南風原町 ガールズバー 松田建設
南風原町 ウィナーティクスオール
南風原町 大阪王将つかざんシティ店
南風原町 つかざんシティ珈琲待夢
南風原町 ミスタードーナツ イオン南風原ショップ
南風原町 つかざんシティ和風亭
南風原町 はま寿司南風原津嘉山店
南風原町 グランブルー
南風原町 レストラン居酒屋てぃーら
南風原町 吉野家 ３２９号線南風原店
南風原町 サーチーの店
南風原町 琉球市場やちむん
南風原町 うた酒処 恵
南風原町 食彩 酒処 笑美
南風原町 コメダ珈琲店 沖縄南風原津嘉山店
南風原町 ケンタッキーフライドチキン一日橋店
南風原町 小料理「勝ちゃん」
南風原町 花梨
南風原町 小料理枝
南風原町 三代目 魚武士
南風原町 ル-ス・デ・ルナ
南風原町 越後秘蔵麺無尽蔵はえばる家
南風原町 パールレディ イオン南風原ショッピングセンター店
南風原町 花いち
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南風原町 おにぎり処 越後
南風原町 唵 呵呵
南風原町 博多ラーメン鶴亀堂 津嘉山店
南風原町 福耳福助 兼城店
南風原町 しんさく商店
南風原町 スターバックスコーヒーイオン南風原店
南風原町 十三屋
南風原町 DININGカラオケハウスとまと 宮平店
南風原町 粋
南風原町 麺道くろとん
南風原町 御食事処 花織
南風原町 民謡 綾姫
南風原町 スターバックスコーヒー沖縄津嘉山店
南風原町 かざりや
南風原町 松風苑
南風原町 ひろ家
南風原町 串焼 天馬
南風原町 肉問屋 佳風
南風原町 らあめん花月嵐 南風原宮平店
南風原町 丸亀製麺 南風原店
南風原町 ラウンドワン南風原店１Fカラオケ
南風原町 ラウンドワン南風原店２Fフードコート
南風原町 ラウンドワン南風原店３Fフードコート
南風原町 古民家食堂
南風原町 Bar ブルドック 
南風原町 サウス
南風原町 TEA ROOM エイト
南風原町 株式会社ディーズプランニング（やっぱりステーキ9th津嘉山店）
南風原町 サッポロラーメン浜ッ娘店
南風原町 BIG MaMa
南風原町 ピザハウスジュニアマックスバリュ一日橋店
南風原町 遊びbar 枠
南風原町 居酒屋かりゆし
南風原町 海食菜美 ダイニングおしどり・焼肉ホルモン市場
南風原町 焼肉ステーション バンボッシュ 南風原店
南風原町 so bubble parlor
南風原町 沖縄そば、郷土料理なび家 イオン南風原店
南風原町 エナジックスポーツワールドサザンヒル（南乃畑）
南風原町 Ray
南風原町 大戸屋イオン南風原店
南風原町 有限会社アミューズ一日橋
南風原町 びりーぶ
南風原町 えびのやイオン南風原店
八重瀬町 オリエント
八重瀬町 なっ、ちゃん
八重瀬町 K's town CAFE
八重瀬町 居酒屋とまと
八重瀬町 居酒屋 皐月
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八重瀬町 カフェひょうたん
八重瀬町 酒処 裕
八重瀬町 居酒屋 縁
八重瀬町 よりたけ亭
八重瀬町 アリスサロン
八重瀬町 ゆかり食堂
八重瀬町 シェフの台所
八重瀬町 しにやすステーキ
八重瀬町 小料理 きゅうと
八重瀬町 琉球食膳パニパニ
八重瀬町 カラオケBAR 毛遊び
八重瀬町 アグー専門店 南国亭
八重瀬町 Bistro chef’s table 一花
八重瀬町 フットライト
八重瀬町 小さなそば家 愛
八重瀬町 music farmer Haru
八重瀬町 MARINX CLASSIC HOBER VIEW PENSION
八重瀬町 遊歌 りか！まじゅ～ん
八重瀬町 なつき
八重瀬町 彩煌
八重瀬町 メルシー
八重瀬町 しいの実
八重瀬町 ケンタッキーフライドチキン八重瀬店
八重瀬町 居酒屋 あさと家
八重瀬町 マクドナルド東風平店
八重瀬町 ゆるり屋 はるかぜ
八重瀬町 酒処 とぅ～たん屋
八重瀬町 カフェ 風音
八重瀬町 まかねぇー処 和(なごみ)
八重瀬町 おでん めーぬはるー
八重瀬町 スナック喫茶 サーフ
八重瀬町 畑家ぶぶか
八重瀬町 みーやー小
八重瀬町 タリーズコーヒー八重瀬シティ店
八重瀬町 和風亭八重瀬シティ店
八重瀬町 居酒屋 きずな
八重瀬町 おでん さかえ
八重瀬町 金ちゃん
八重瀬町 伊覇そば
八重瀬町 東宝ビル11 みかん
八重瀬町 東宝ビル11 コスモス
八重瀬町 陶冶処 風庵
八重瀬町 居酒屋 魁
八重瀬町 八重
八重瀬町 珈琲三昧ぽえむ
八重瀬町 カラオケ 母恵夢（ポエム）
八重瀬町 酒菜魚串(こうけん)
八重瀬町 やちむん食堂

227



八重瀬町 スナックPeach
八重瀬町 すき家 507号八重瀬店
八重瀬町 やましろ
八重瀬町 Dining Kura
八重瀬町 石の湯伊の前
八重瀬町 やってます。
八重瀬町 ステーキハウス エブリーチョイス
八重瀬町 酔歌
渡嘉敷村 バラック
渡嘉敷村 旅館村元(ムラモト)
渡嘉敷村 ケラマテラス
渡嘉敷村 島あしび
渡嘉敷村 ニライカナイ
渡嘉敷村 マリンボックス
渡嘉敷村 民宿けらま荘
渡嘉敷村 民宿ちんぐし 漁師食堂かなろあ
渡嘉敷村 株式会社かなろあ 
渡嘉敷村 海の家ハウオリ
渡嘉敷村 マリンハウス阿波連
渡嘉敷村 とかしくマリンビレッジ
渡嘉敷村 MyPace(マイペース)
渡嘉敷村 けらまマリン
渡嘉敷村 Bar にーぶい
渡嘉敷村 海鮮居食屋シーフレンド
渡嘉敷村 シーサイドカフェGAKIYA
渡嘉敷村 カフェ夢庵（むあん）
渡嘉敷村 カラオケ セリナー
渡嘉敷村 テツトレーディング株式会社グランブルー
渡嘉敷村 リバーサイド205
渡嘉敷村 マルニ
渡嘉敷村 民宿ゆうなぎ荘
渡嘉敷村 民宿あいらんず
渡嘉敷村 cafe島むん+
座間味村 ヨナミネハウス
座間味村 JOYJOY
座間味村 南島酒楽 青の海
座間味村 はぁなカフェ
座間味村 かふーし堂
座間味村 ファンファンドルフィン
座間味村 宝生
座間味村 Sand Bar and Café
座間味村 Trattoria Bar 慶留間gnon
座間味村 little kitchen
座間味村 ハナムロ·イン阿嘉島
座間味村 うりずん
座間味村 ブルースイーツ ハナムロ
座間味村 グランピングバル 吉田屋
座間味村 寅次郎
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座間味村 あーまんはうす
座間味村 民宿中村屋
座間味村 呑処 Keiko
座間味村 軽食ひびき
座間味村 ペンションチャーヴィラ
座間味村 居酒屋 七まる
座間味村 民宿ぶるーまりん
座間味村 和山海雲（ワヤマモズク）
座間味村 アミュレット・ザマミ
座間味村 レストハウスあさぎ
座間味村 ラ・トゥーク
座間味村 ダイブイン浜
座間味村 ペンション高月
座間味村 宿 ナトゥーラ
座間味村 三楽
座間味村 おーぷんはうす
座間味村 Zamami burger and pizza
座間味村 BAR 303
座間味村 パーラー マギイ
座間味村 サマーハウス 遊遊
座間味村 レストランまるみ屋
座間味村 マリンハウスシーサー
座間味村 レストラン あか樹
座間味村 オセアナポートヴィレッジ座間味
粟国村 民宿寿
粟国村 プチホテル いさ
粟国村 パーラー豊幸
粟国村 民宿かりゆし
粟国村 丸三飯店
粟国村 民宿風月
粟国村 しまカフェ ヒージャー珈琲
粟国村 カラオケハウス パル
粟国村 粟国島発酵農園合同会社
粟国村 なびぃー
渡名喜村 ふくぎ食堂
渡名喜村 憩い処 西門
渡名喜村 あとあ食堂
南大東村 サロン 喜多
南大東村 乱美ビヤガーデン
南大東村 スナック ジャンジャン
南大東村 金海
南大東村 ウェーブ
南大東村 居酒屋ベレン
南大東村 民謡LIVE あがりじま
南大東村 お食事処 光
南大東村 居酒屋 ろくさん
南大東村 酒音創菜 のら
南大東村 スナック アプローズ
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南大東村 お食事処酒処 なすび
南大東村 カラオケハウスすずめの学校
南大東村 割烹 喜作
南大東村 大東そば いちご・いちえ
南大東村 焼鳥シロッパ
南大東村 大衆居酒屋 ちょうちん
北大東村 ハマユウ荘うふあがり島
北大東村 スナック ライガー
北大東村 酒処 ひで坊
北大東村 ～島人酒場～トロっこ
北大東村 BAR Sonny -青二才-
北大東村 スナックブリーズここちよい風
久米島町 Bacchus
久米島町 Vanilla Terrace
久米島町 shima-monkey島の猿
久米島町 ＭＯＮＫＥＹ’Ｓ ＢＡＲ
久米島町 カラオケバー島ぐくる
久米島町 お好み焼き 空海
久米島町 PLANET
久米島町 スナックほのか
久米島町 たか家
久米島町 BACKSHORE RANCH
久米島町 カラオケ喫茶オーシャンエイト
久米島町 Bar Mori
久米島町 スナック ハワイ
久米島町 韓国鉄板料理 久ー韓
久米島町 すなっくひなちゃん
久米島町 喜八
久米島町 スリーピース
久米島町 ラ・ティーダ久米島テラス CuCuRu 心
久米島町 サイド×2
久米島町 海鮮味処 亀吉
久米島町 ちゃんぷる亭
久米島町 ドミトリー球美
久米島町 島家海浬
久米島町 居酒屋ぽんぽこぽん
久米島町 すなっく扇
久米島町 シュッフ
久米島町 珈琲屋 天龍館
久米島町 寛ぎ屋 NANBIKA-南美花-
久米島町 居酒屋すし春
久米島町 心喜（しんき）
久米島町 はまや
久米島町 ラウンジ 礼（食堂）
久米島町 「カラオケ広場」 かぐや姫
久米島町 串焼の店串ごう
久米島町 スナック つどい
久米島町 喫茶レインボー
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久米島町 北海道居酒屋ラムラム
久米島町 スナック奈々
久米島町 Kumi house
久米島町 民宿 久米島
久米島町 喫茶プランタン
久米島町 大衆焼肉桐野
久米島町 ゆくい処 楽
久米島町 OO・ハッピー
久米島町 酒塾
久米島町 酒処 さくら
久米島町 S(エス)
久米島町 洋食亭
久米島町 せせらぎ
久米島町 ゆくい処 笑島
久米島町 花みづき
久米島町 喫茶じゅん
久米島町 JB.
久米島町 FLOWER
久米島町 カフェ城
久米島町 海鮮酒処 海坊主
久米島町 シマバルようじ
久米島町 居酒屋 銀太郎
久米島町 リゾートハウスみなみ
久米島町 すなっく琥珀
久米島町 スナック 艶（えん）
久米島町 シーサイドハウスジュゴン
久米島町 カラオケGrace
久米島町 居酒屋いーふぬやぁー
久米島町 サイプレスリゾート久米島
久米島町 にくやき屋 金平
久米島町 中華海鮮 海皇
久米島町 呑み処 ことぶき
久米島町 あみもと
久米島町 ゆき
久米島町 鳥島
久米島町 スナック勝
久米島町 民宿あさと
久米島町 海の店 むる星
久米島町 お食事処ゆき
久米島町 民宿久米島（別館）
久米島町 民謡居酒屋「十六夜」
久米島町 やぶ屋
久米島町 MIX UP
久米島町 GURUGURU
久米島町 お食事，喫茶，サクシード
久米島町 レストラン波路
久米島町 寿司居酒屋武吉
久米島町 タコス屋
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久米島町 夢 ドリーム
久米島町 下町の宇根商店
久米島町 南島食楽園
久米島町 スナック喫茶あや
久米島町 あかばな
久米島町 居酒屋 松乃屋
久米島町 きよせ
久米島町 レストラン竜

宮古 宮古島市 八重干瀬
宮古島市 ヘブンズドア
宮古島市 島唄ライブ居食屋和おん
宮古島市 BAR L&B
宮古島市 bar コパカバーナ
宮古島市 和琉創作dining 雅(MIYABI)
宮古島市 あか浜やー
宮古島市 GAKUYA
宮古島市 島パスタ ナポリターナ
宮古島市 Miyako Srilanka Cafe by saman
宮古島市 しろくまカフェ
宮古島市 ここみ家
宮古島市 麵屋ゆいまる
宮古島市 Como（コモ）
宮古島市 創作ダイニング 新堂
宮古島市 お食事処いけま
宮古島市 食酒楽場 一心
宮古島市 喫茶サクセス
宮古島市 スナック侑（ゆう）―you―
宮古島市 BAR mosesu
宮古島市 喫茶 フルハウス
宮古島市 わん
宮古島市 手造り処 わたこゆ
宮古島市 海鮮酒家 中山
宮古島市 縁の郷
宮古島市 ファーマーズキッチンあらだてぃ
宮古島市 実之和
宮古島市 うるしま家
宮古島市 カラオケパブゆう
宮古島市 宮古農場 愛楽友～あいらんど～
宮古島市 まちゃみ
宮古島市 創作居酒屋みしょーれ
宮古島市 Fatboy
宮古島市 さぼ商店
宮古島市 ぷちまあと
宮古島市 カラオケのみとも
宮古島市 居酒屋 磯じまん
宮古島市 バーニーズダイニング
宮古島市 K馬2(けーまま)
宮古島市 ぷちまあとⅡ
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宮古島市 ササキバー＆カレー
宮古島市 マンマ家 囲
宮古島市 島唄楽園 美ら美ら
宮古島市 ラウンジ 響
宮古島市 島ビストロ メリメロ
宮古島市 RENN
宮古島市 しきしま
宮古島市 居酒屋くろべぇ
宮古島市 炭火焼 げんじん
宮古島市 宮古島アイスランド
宮古島市 海軍カレー令王
宮古島市 カラオケ喫茶 ちゅうりっぷ
宮古島市 スナックさと
宮古島市 フロントナイン
宮古島市 ピザ道楽
宮古島市 居酒屋 玄
宮古島市 つる亀
宮古島市 風見鶏
宮古島市 居酒家 松本
宮古島市 スナック カトレア
宮古島市 PAINAGAMA BLUE BOOTH
宮古島市 おでん (綾)
宮古島市 bistroちぃぽっぽ
宮古島市 Paloborrachoパラボラッチョ
宮古島市 美琉太陽
宮古島市 キッチン＠まんが館
宮古島市 居酒屋すく
宮古島市 宮古島幸蔵
宮古島市 藤本陣
宮古島市 お食事処一番地
宮古島市 やまかさふぁい実之和
宮古島市 ポークランチョンミート
宮古島市 Fine Dining 久玄達
宮古島市 ガリンペイロ
宮古島市 ホルモン人
宮古島市 カラオケパブFamily
宮古島市 小料理 小春日
宮古島市 Bar Kinai
宮古島市 ゆくいどくぅるかなさ
宮古島市 餃子酒場 イエロー
宮古島市 天下一品 宮古島店
宮古島市 島バール Sanufa(サヌファ)
宮古島市 縁寛（まるかん）
宮古島市 Piano Lounge 有楽町
宮古島市 吞み処 めしざんまい
宮古島市 大漁丼家宮古島店
宮古島市 中華ダイニング なおじ
宮古島市 カラオケ 居酒屋おでん清水
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宮古島市 酒食処 うるか
宮古島市 旬処 MIYAKOー都ー
宮古島市 ビッグチーフ
宮古島市 いなまる食堂
宮古島市 CORAL
宮古島市 Marine Bar
宮古島市 ガーデンレストランシギラ
宮古島市 入江レストラン
宮古島市 酒場 奏
宮古島市 スナック ブルーノート
宮古島市 宮古島南国民宿プキの家
宮古島市 いなまるBBQ&カフェ
宮古島市 莉央
宮古島市 お食事処 一休
宮古島市 炭島
宮古島市 たけし写真館
宮古島市 とんかつ一番
宮古島市 DNA
宮古島市 島宿いら風
宮古島市 琉球ダイニングふぁいみーる
宮古島市 焼肉ダイニング利休
宮古島市 Club TearDrop ～first stage～
宮古島市 Bar ジャングルカフェ
宮古島市 カラオケ ROOM
宮古島市 bull k-2
宮古島市 虎猫家
宮古島市 宮古牛焼肉 大将
宮古島市 ステーキハウス ビックリ大将
宮古島市 THE VILLAGE
宮古島市 わかくさ
宮古島市 oh ブルドッグ
宮古島市 大丸パーラー
宮古島市 BUTASUN curry
宮古島市 M-style fishing kitchen
宮古島市 kuusu(クース)
宮古島市 酒処 あずみの
宮古島市 バー パルス
宮古島市 MAD RABBIT
宮古島市 ビッグシー
宮古島市 はなび屋
宮古島市 gossip bar
宮古島市 U.F.O.
宮古島市 ホテル★てぃだの郷（島野彩カフェ龍）
宮古島市 酒食じゃり家
宮古島市 南国酒場 来留来琉
宮古島市 あぐに家
宮古島市 肉の居食屋JANJAN
宮古島市 びじゃし
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宮古島市 Bar Cliff
宮古島市 宮古そば 焼鳥 市屋
宮古島市 伊良部遊びBar ゆんてぃる
宮古島市 居酒屋 海王
宮古島市 RuLer's TACORiCE(ルーラーズ  タコライス )
宮古島市 カラオケ喫茶はっぴぃ～
宮古島市 カラオケパブ 福北
宮古島市 MINORI
宮古島市 Blue Turtle
宮古島市 カラオケパブ スター
宮古島市 宮古牛焼肉 玉城
宮古島市 THIRTY EIGHT
宮古島市 アメリカン・ダイニング・バー サウス・パーク
宮古島市 スナック RiRi
宮古島市 ダンスクラブ女王蜂
宮古島市 ナイトラウンジ 昴～すばる～
宮古島市 エメラルド
宮古島市 ミニクラブ フェアレディー
宮古島市 あまい、あまい
宮古島市 FELIZ
宮古島市 北琉笑店 いころ
宮古島市 オーシャナス
宮古島市 スナック  ユミ
宮古島市 あんなの家
宮古島市 スナック スターライト
宮古島市 小料理喫茶 愛歌
宮古島市 BAR華
宮古島市 宮古島とんかつ琉宮
宮古島市 レストラン磯亭
宮古島市 シャンバラ
宮古島市 喫茶 スタート
宮古島市 ダイニングバーLine宮古島
宮古島市 喫茶ブルーメ
宮古島市 VLine
宮古島市 居酒屋 サマー太陽
宮古島市 ラーメンハウス てぃだ
宮古島市 紺碧 The villa All suite
宮古島市 カラオケ居酒屋 宮古まつり
宮古島市 福屋食堂
宮古島市 ドンコリism
宮古島市 食彩亭 むつ美
宮古島市 エプロン樹
宮古島市 かま田
宮古島市 カラオケMAX
宮古島市 589(コハク)
宮古島市 茶の邦
宮古島市 焼肉バカ一代
宮古島市 シャーバー
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宮古島市 Ｆｉｓｈ Ｔａｖｅｒｎａ Ｓａｍｂｏ（フィッシュ タヴェルナ サンボ）
宮古島市 ナイトイン ジョイフル
宮古島市 民宿ゆいゆい
宮古島市 スナック螢樹
宮古島市 マルケンミート
宮古島市 沖縄料理なかよし
宮古島市 島宿 うぷらうさぎ
宮古島市 MOSS WeLL
宮古島市 民宿まるよし(食堂)
宮古島市 めんば～る
宮古島市 宮バール PEACE
宮古島市 どりーむ
宮古島市 スナック 心
宮古島市 ペアー
宮古島市 海人の店 ゆ～かり
宮古島市 レストラン ユース
宮古島市 焼肉大空14
宮古島市 居酒屋だんらん
宮古島市 宮大
宮古島市 お食事処 居酒屋 和
宮古島市 MYKcafe
宮古島市 お好み・てっぱんをぎん
宮古島市 喫茶室 涼くん
宮古島市 しんよう
宮古島市 ミュージックパブ KAPO (カポ)
宮古島市 デュエット
宮古島市 レストラン海の幸
宮古島市 マーチングリルバーガー
宮古島市 ニューヨークニューヨーク
宮古島市 おくだいら商店
宮古島市 居酒屋 宴
宮古島市 Masala chai
宮古島市 滿や
宮古島市 南国キッチン ぱいんみ
宮古島市 スペース＆かぎばな
宮古島市 食酒処まるわ
宮古島市 ナイトクラブアマン
宮古島市 沖縄酒場ろく
宮古島市 メシバル
宮古島市 soraniwa hotel and cafe（ソラニワ ホテル アンド カフェ）
宮古島市 カラオケハウス オーロラ
宮古島市 軽食喫茶 島の華
宮古島市 めっちゃうま たこ源
宮古島市 壱場食堂
宮古島市 カラオケピーチピット／居酒屋桃太郎
宮古島市 ナイトインあかり
宮古島市 ef
宮古島市 ファミリーレストラン 福八
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宮古島市 小料理（酒処）つどい
宮古島市 亀寿し
宮古島市 Pisara（ピサラ）
宮古島市 スナック喫茶シルクロード
宮古島市 カラオケ歌謡館
宮古島市 凱旋
宮古島市 ダグズ・グリル宮古島本店
宮古島市 酒処 ねぇねぇ
宮古島市 居酒屋たろうちゃん
宮古島市  BRUAL
宮古島市 レストランバーZero
宮古島市 三線酒場 島 楽今日(しまらっきょう)
宮古島市 カラオケ New village
宮古島市 カラオケスタジオ星の王子さま
宮古島市 銀のフライパン
宮古島市 aruflat
宮古島市 大衆酒場 梵
宮古島市 小料理 カラオケ いそこ
宮古島市 すえひろ
宮古島市 SOLT
宮古島市 しーた
宮古島市 BEAR'S
宮古島市 どうとんぼり
宮古島市 ホテル ハイビスカス
宮古島市 絲
宮古島市 カラオケパブ ロイヤルブルー
宮古島市 小料理 秋田屋
宮古島市 カラオケハウス de Love song
宮古島市 THINK
宮古島市 cafe&Deli Daddy's
宮古島市 旨処正門
宮古島市 割烹福ちゃん
宮古島市 スナック 蘭
宮古島市 和琉ダイニングひなた
宮古島市 民宿 七福荘
宮古島市 カラオケパブ きろる
宮古島市 バリューダイニング あいりん
宮古島市 鉄板Diningかぎすま
宮古島市 割烹 豊松
宮古島市 居酒屋ちゅらんみ
宮古島市 アイランドフーズ川満
宮古島市 焼肉喜八別館
宮古島市 焼肉喜八
宮古島市 まずがーと食堂
宮古島市 パラダイス
宮古島市 ぬかぁ～ぬか
宮古島市 居酒屋 一本
宮古島市 またたびや
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宮古島市 スナック ほうせんか
宮古島市 和食処 ひらの
宮古島市 おふくろ亭
宮古島市 ナイトインクリスタル
宮古島市 宮古島 鰓呼吸
宮古島市 Bar DAISY
宮古島市 スナック微笑
宮古島市 みゃーくの味直売所
宮古島市 居酒屋なみ吉
宮古島市 ひらら亭
宮古島市 酒彩Bar 善・ZEN
宮古島市 カラオケ JUNJUN
宮古島市 喜平
宮古島市 島バル プラヴィダ
宮古島市 食事処・飲み処 ふれあい
宮古島市 カラオケ 千代田
宮古島市 ヨナパハレ
宮古島市 カラオケ居酒屋三四郎
宮古島市 レストラン吟なん亭
宮古島市 伊良部島ゲストハウスオーシャン
宮古島市 ブーケ
宮古島市 スナック アフリック
宮古島市 すなっくアキ
宮古島市 権兵衛宮古支店
宮古島市 割烹 くになか
宮古島市 和風亭宮古店
宮古島市 居酒屋シノワーズ武ちゃん
宮古島市 お食事処 あーさぐー屋
宮古島市 ジョイフル宮古店
宮古島市 海の居酒屋次男
宮古島市 絆 宮古島店
宮古島市 リッコジェラート宮古島本店
宮古島市 Merrys Music Bar
宮古島市 酒処 竹山
宮古島市 おぷゆう食堂
宮古島市 きまぐれGarden
宮古島市 CoralIsland
宮古島市 スナック えん
宮古島市 じゃじゃうま
宮古島市 琉球海鮮旬菜 酒坊
宮古島市 たけのこ
宮古島市 いなまる食堂 VIVID SNOW ICE MIYAKOJIMA
宮古島市 カラオケパブ きしみぃる
宮古島市 吉野家 イオンタウン宮古南店
宮古島市 トニオ
宮古島市 カラオケ 小料理 まんてん 
宮古島市 シーグラン
宮古島市 スナック 幸
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宮古島市 うさぎや 宮古島店
宮古島市 カラオケバー・ムーンボウ
宮古島市 キッチン たんと
宮古島市 カラオケ たんと
宮古島市 カラオケ ピンダたらま
宮古島市 カラオケピース
宮古島市 カラオケ パラダイス（小料理）
宮古島市 スナック酔仙
宮古島市 東京
宮古島市 宮膳いしい
宮古島市 キッチンさとう
宮古島市 チョイワル食堂
宮古島市 エベッサン
宮古島市 Lemon&Garlic Restaurant SOUR&B 
宮古島市 RuGu
宮古島市 カラオケパブ 歌王
宮古島市 なぢみ
宮古島市 島唄居酒屋喜山
宮古島市 グリーン荘
宮古島市 居酒屋島火
宮古島市 SUBAKO(スバコ)
宮古島市 カラオケバー 海
宮古島市 GOOD LUCK
宮古島市 大衆居酒屋あめりか村
宮古島市 カラオケ小料理 凛
宮古島市 カラオケパブ けいこのおみせ
宮古島市 いろは亭
宮古島市 呂理絵
宮古島市 居酒屋 四季・菜々
宮古島市 酒処お食事処「清風亭」
宮古島市 第2ふとう
宮古島市 スナック ルナ
宮古島市 モスバーガーひらら店
宮古島市 カラオケ さくら
宮古島市 伊良部そば  かめ
宮古島市 スナック 佳
宮古島市 やっぱりステーキ宮古店
宮古島市 カラオケ 夜来香（イエ ライ シャン）
宮古島市 カラオケ＆喫茶 うぐいす
宮古島市 駒
宮古島市 鮨処 浅草
宮古島市 一魚一会 宮古島店
宮古島市 カラオケパブ あい
宮古島市 飲食店（おでん） ニヤーツの里
宮古島市 琉球王国さんご家
宮古島市 宮古島焼肉 火神
宮古島市 Bar insula
宮古島市 喫茶ガジュマル
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宮古島市 居酒屋・郷土料理 壱番座
宮古島市 カラオケパブ ニューキャッスル
宮古島市 カフェ ウエスヤ
宮古島市 友しび
宮古島市 紗麗人
宮古島市 K's Pit DINER（ケーズピットダイナー）
宮古島市 バ－パラディソ
宮古島市 イエスタデイズ・カフェ
宮古島市 笑和亭
宮古島市 レスト・ハウス・Log
宮古島市 エル マッキオ
宮古島市 さつきらーめん
宮古島市 野咲家
宮古島市 喫茶 桃太郎
宮古島市 郷家 ごーや
宮古島市 和風 Bar 左馬
宮古島市 バー スタイル
宮古島市 串カツ錦
宮古島市 あったかや
宮古島市 スナック ザガール
宮古島市 ひとつぼし
宮古島市 YAMBURGER宮古島
宮古島市 島和食 郷家 はなれ
宮古島市 Harmony 
宮古島市 Bar ボックリーのチョッキ
宮古島市 居酒屋 五鉄
宮古島市 カラオケ純ちゃん
宮古島市 焼肉ホルモン ガっつ
宮古島市 居酒屋 島城（すまぐすく）
宮古島市 ニュークラブＪＪ
宮古島市 昼歌楽 歌っていい友
宮古島市 レストランのむら 及び 居酒屋あすぱでぃな
宮古島市 ファミリーレストラン ばっしらいん
宮古島市 庶民の味処 金吾
宮古島市 だるま
宮古島市 琉球居酒屋 あぱら樹
宮古島市 the rescape
宮古島市 the rescape
宮古島市 宮古ぜんざいと家めしの店 眞茶屋
宮古島市 小料理 舞
宮古島市 ムーンライト
宮古島市 割烹浜
宮古島市 一福亭
宮古島市 食酒亭ながま
宮古島市 ジャングル飯店
宮古島市 赤ちょうちん林檎亭（あっぷるてい）
宮古島市 スカイラウンジ TABU
宮古島市 陸上自衛隊宮古駐屯地（仮称）厚生施設
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宮古島市 カフェカラカラ
宮古島市 cafe azzurro
宮古島市 鳥道楽稲村
宮古島市 島唄楽宴 ぶんみゃあ
宮古島市 蟹蔵
宮古島市 焼肉鳥野菜酒処 海風（いんかじ）
宮古島市 波止場食堂
宮古島市 すしけん
宮古島市 カラオケ チェリコロ
宮古島市 居酒屋 BROWNSUGAR
宮古島市 ミュージックラウンジ 日本橋 千年の恋
宮古島市 小料理 かつみ
宮古島市 あき酒店
宮古島市 リエコノ酒場
宮古島市 純喫茶 ジュニア
宮古島市 韓国居酒屋 マンナン
宮古島市 うなぎ たいよう
宮古島市 遊食彩 楽晞 （らっきー）
宮古島市 ソウル バー マービン
宮古島市 食事処 蔵
宮古島市 いなうの郷
宮古島市 焼肉屋
宮古島市 そば屋 なんくる
宮古島市 大衆酒場 作組
宮古島市 小料理&カラオケの店ゆがいな
宮古島市 割烹 魚宮楽尚
宮古島市 うまいもの畑 さとうきび
宮古島市 おいシーサー
宮古島市 カフェバーラバース
宮古島市 ぽうちゃたつや
宮古島市 ケンタッキーフライドチキン宮古店
宮古島市 A&W 宮古下里通り店
宮古島市 Sundays
宮古島市 炭火 わとわ
宮古島市 小料理 酒処 京子
宮古島市 風鈴
宮古島市 みゃーくDining ZUZU
宮古島市 ビストロ ファミーユ
宮古島市 料理屋一刀
宮古島市 海鮮悟空
宮古島市 カラオケパブ 赤いグラス
宮古島市 肴菜処しょか
宮古島市 串焼酒場こちや
宮古島市 紗慕里点心坊(さぼりてんしんぼう）
宮古島市 島おでんたから
宮古島市 琉宮
宮古島市 スナック えびす
宮古島市 コーヒー＆リカー ファイナル
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宮古島市 The Gozero Grill
宮古島市 ミニクラブパーティーズ
宮古島市 クラブ 美（みごち)
宮古島市 でんみ
宮古島市 お食事・飲み処 安
宮古島市 みゃーく商店
宮古島市 Cafeクローバー
宮古島市 居食屋 ラーメン大将
宮古島市 珈琲倶楽部 豆の木
宮古島市 食彩居酒屋みやら美
宮古島市 日と月(ヒトツキ)
宮古島市 英寿司
宮古島市 沖縄宮古島ラーメン天晴
宮古島市 食・宿寿々ひさびさ～
宮古島市 レストラン悠楽
宮古島市 居酒家 でいりぐち
宮古島市 居酒家でいりぐち 下里通り店
宮古島市 お食事処 島時間
宮古島市 ROAD HOUSE 雅歌小屋
宮古島市 酒処彩雅
宮古島市 じぷそふぃーら
宮古島市 ティンカラ
宮古島市 割烹レストランまんぷく
宮古島市 お食事処 ひろちゃん
宮古島市 キャプテンメリアン
宮古島市 Moana
宮古島市 居酒屋 とんとん
宮古島市 宮古島東急ホテル&リゾーツ ニライカナイ
宮古島市 宮古島東急ホテル&リゾーツ やえびし
宮古島市 和食 一兆
宮古島市 宮古島東急ホテル&リゾーツ バー ムーンシェル
宮古島市 北海道ラーメン追風丸（はやてまる）
宮古島市 バー アルケミスト
宮古島市 カウンター酒場 わきあいあい
宮古島市 マーネーちゃん
宮古島市 琉球ダイニング美南海
宮古島市 BISTROT PIERROT
宮古島市 PIZZERIA CROWN ピッツェリアクラウン
宮古島市 ゆう家
宮古島市 モア
宮古島市 焼鳥tan
宮古島市 しゃぶ庵
宮古島市 軽食・喫茶 オリーブ
宮古島市 magara（マガラ）
宮古島市 カラオケbarダイヤモンド
宮古島市 飲食店 喫茶キンコンカン
宮古島市 カラオケパブ 豊年
宮古島市 よしもと南の島パニパニシネマ
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宮古島市 ロワン・ディシー
宮古島市 DeMONE
宮古島市 アイスクリン cafe Mi-ma
宮古島市 パーントゥ食堂
宮古島市 肴処 志堅原
宮古島市 炭火焼鳥 秀
宮古島市 味処 一条橋
宮古島市 カラオケ明菜
宮古島市 Tea-da-cafe（ティダカフェ）
宮古島市 アシアナ  asiyana
宮古島市 Vo-gi-ya
宮古島市 ミナト食堂
宮古島市 居酒屋めーめー
宮古島市 ステーキ＆スポーツダイナー スーパースター
宮古島市 sea想
宮古島市 喫茶レオン
宮古島市 ラーメンとん太 宮古島店
宮古島市 寿し正
宮古島市 お食事処竹
宮古島市 寿司Diningチョモランマ
宮古島市 ゆさらび
宮古島市 大戸屋宮古島店
宮古島市 さしば
宮古島市 うまりずま
宮古島市 Lounge Mitsuki(ラウンジミツキ）
宮古島市 本格焼肉 なかお
宮古島市 M's
宮古島市 美ら島
宮古島市 NewClub Stella(ニュークラブステラ）
宮古島市 GRAND BLEU GAMIN
宮古島市 La mer
宮古島市 GRAND BLEU GAMIN
宮古島市 うまいもの酒場 芳野商店
多良間村 お食事処 ビッグ
多良間村 凪
多良間村 とうかあーま
多良間村 ファミリー
多良間村 カラオケ こいこい
多良間村 笑（ぷからしゃ）

八重山 石垣市 トゥモール
石垣市 Breeze（ブリーズ）
石垣市 宿 シーシャイン
石垣市 dining soul bar DIVA
石垣市 Siesta
石垣市 しゃぶしゃぶ太陽
石垣市 八重山酒家 楽
石垣市 たこ焼 まるみ
石垣市 やき鶏・とり鍋 もり島
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石垣市 びすとろ
石垣市 琉球炭火焼肉 島うし
石垣市 ilpozzo(イルポッツォ)
石垣市 南の島のCafeゆるり～YURURi～
石垣市 居酒屋 海彩
石垣市 ハングリーチキントリップ
石垣市 Moon walk Food&drink
石垣市 居酒屋 魚礁(パヤオ)
石垣市 石垣島の石垣さん家の石垣牛
石垣市 AZZURRA
石垣市 中国飯店大富
石垣市 沖縄酒場 海王
石垣市 CROWD（クラウド）
石垣市 スナック篠
石垣市 Island Club CLEAR
石垣市 餃子酒場 タイガー
石垣市 ブルーローズ
石垣市 ガーリックアイランドブッセ
石垣市 かめかめ食堂
石垣市 やまばれーハウス
石垣市 ＆co.(アンドコー)
石垣市 遊
石垣市 GirlsBar REVER
石垣市 恋たこば
石垣市 ゆい
石垣市 玉屋
石垣市 森の賢者
石垣市 コットンクラブ
石垣市 さかな処 魚純
石垣市 Another Sea
石垣市 Music Pub Acoustic Notes
石垣市 あやぱに
石垣市 LIVE BAR  KREbar
石垣市 美味食彩 花 HANA
石垣市 酒・味処 武
石垣市 Sushi Restaurant 一目良膳
石垣市 ラウンジＹ
石垣市 しゃぶしゃぶ もり島
石垣市 PIZZERIA IL TRECORDE(ピッツェリアイルトレコルデ)
石垣市 Cafe＆Bar Chimp
石垣市 お好み焼〇じゅう
石垣市 苔吉
石垣市 BAR NOBU
石垣市 Bar Lounge Asahi
石垣市 エスト
石垣市 5品
石垣市 Eight
石垣市 CHIBARU CAFE
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石垣市 焼肉おおつか 浜崎店
石垣市 A-Luck エイラク
石垣市 BAR BIBO
石垣市 DIONISO
石垣市 焼肉 おおつか
石垣市 スナック ワイドー洋子
石垣市 #ぷっすん
石垣市 MoMA 2-20
石垣市 とっかり 石垣店
石垣市 きらあかり
石垣市 スナック川島
石垣市 ソレマーレ
石垣市 ＢＡＲ ｃｏｃｏｓｏｎｅ
石垣市 焼き鳥MARU
石垣市 スナック蘭
石垣市 無碍山房石垣
石垣市 食彩酒房 がぐ家
石垣市 ピザパルコ石垣ダイナー店
石垣市 Ｈappy's
石垣市 濵屋
石垣市 合同会社石垣島食品
石垣市 テッパン！ついてる
石垣市 スナック伽羅
石垣市 Zelkova
石垣市 ＮＫ３９
石垣市 ＹＹ
石垣市 bar スパイス
石垣市 焼肉太陽
石垣市 小料理優子
石垣市 BAR春
石垣市 ビストロスマイル
石垣市 カラオケ ねいろ
石垣市 もちの木食堂
石垣市 焼肉 アイゴ
石垣市 カフェSTELLA
石垣市 那瑠海
石垣市 BAR and MUSIC Tio Pepe
石垣市 かびら亭
石垣市 島料理の店 とぅまーる
石垣市 コンパイーグル
石垣市 南の島の台所 あじ小屋
石垣市 Good River's（グッドリバーズ）
石垣市 八百屋
石垣市 ダーツバーAGOOアグー
石垣市 カウンター酒場 矢吹
石垣市 やきとり とり吉
石垣市 笑旺海家ーWARAOUYAー
石垣市 Banana Cafe
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石垣市 麺酒場 笑吹
石垣市 カラオケはなはな
石垣市 ナイトパブ 遊遊クラブ
石垣市 スナックティーンカップ
石垣市 カラオケクラブ遊
石垣市 スナックトラスティ
石垣市 オアシス
石垣市 つばめ屋
石垣市 ラウンジ 豊
石垣市 石垣島とけい台食堂
石垣市 アクアガーデン
石垣市 スナックエスカルゴ
石垣市 Set up
石垣市 Cafe&Bar Zen
石垣市 中華料理 龍翔園
石垣市 スナックあおいうみ
石垣市 スナック和
石垣市 マリエ
石垣市 酒家HOBOとり
石垣市 桜い.ろ
石垣市 カラオケハウスMAX
石垣市 Cafe Hibiscat
石垣市 ポンコツBAR
石垣市 AGAINST THE GRAIN
石垣市 kitchenぺろり
石垣市 Sanufa(サヌファ) 石垣港離島ターミナル店
石垣市 Hawaiian Bar Hanapepe
石垣市 島人ダイニング TARAJI
石垣市 カフェバーモンステラ
石垣市 CORNER’S GRILL
石垣市 立ち呑み 立たんばぁ
石垣市 スナック なつめ
石垣市 なつや
石垣市 炭火焼肉 大
石垣市 カラオケスタジオ7
石垣市 軽食&スナック マリウド
石垣市 Wineshop&海バル るすた
石垣市 Aso-vin-bar あそびば
石垣市 うるべ
石垣市 島の美食や なかゆくい
石垣市 島唄LiveBarやいま
石垣市 ホテルエメラルドアイル石垣島
石垣市 ふたなか
石垣市 焼肉オリオン
石垣市 あーりおーるカフェ
石垣市 ラウンジ えみ
石垣市 スナック道頓堀
石垣市 味処 てるきな
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石垣市 やきにく CHAN 石垣島店
石垣市 Parlor Poke Poke
石垣市 石垣島モリンガ
石垣市 VR BAR ZERO
石垣市 Kitchen大
石垣市 カフェバー 紅
石垣市 和居酒屋一龍
石垣市 つねまる
石垣市 てっぱんあたく
石垣市 ムク
石垣市 THIRD ISHIGAKI
石垣市 ビーチホテルサンシャイン内レストラン
石垣市 スナックかれん
石垣市 スナック アルジェ
石垣市 一力
石垣市 もみだれ辛ホルモン獅子楼石垣島店
石垣市 石垣島 炭火焼 牛串＆ホルモンふじた
石垣市 居酒屋 まるべ
石垣市 ラウンジ カチューシャ
石垣市 鶏あえず
石垣市 ずず
石垣市 ラーメン河伯
石垣市 海cafe＆Kichen St.ELMO 
石垣市 割烹 三寿司
石垣市 show lounge 舞
石垣市 石垣島アリーナ
石垣市 Kitchen Bruna (キッチン ブルーナ)
石垣市 石垣立ち飲みイエメン
石垣市 河伯菜館
石垣市 民謡スナック 芭蕉布
石垣市 肉まる
石垣市 しろくまストア 石垣730記念碑前店
石垣市 回転居酒屋はいさい
石垣市 タッカンマリ食堂
石垣市 美酒
石垣市 海物語 石垣島店
石垣市 Smile Kitchen でれすけ
石垣市 Bar石川
石垣市 いちばん館
石垣市 政亭
石垣市 ダイニングlotus 
石垣市 焼肉牛信
石垣市 十五段屋
石垣市 とんかつ 炭火焼 まーつん家
石垣市 石垣リゾートホテル・レストラン
石垣市 石垣さかい商店
石垣市 すし 海鮮 島料理あっぴー
石垣市 お好み焼き「K」
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石垣市 中国料理 太門
石垣市 海人居酒屋 源 総本店
石垣市 俺の創作居酒屋 かんむら
石垣市 創作酒房 蔵下
石垣市 tondemi-na di kavilla
石垣市 金星
石垣市 海人居酒屋 源 平得店
石垣市 ペコラ
石垣市 島料理うらさき
石垣市 BAR 320
石垣市 デスペラード
石垣市 BarBaobab（バーバオバブ）
石垣市 WAVE ROOF（ウェーブルーフ）
石垣市 海人居酒屋 源 美崎店
石垣市 島の味 キッチン みさき
石垣市 琉美
石垣市 どぅしんちゃー
石垣市 Lily banQuet
石垣市 中華dining中嶋
石垣市 のりのり亭
石垣市 こころ酒
石垣市 海人割烹 げん
石垣市 椰子の家 惣屋
石垣市 海人めし
石垣市 浜焼きセンター ISHIGAKI OYSTER’S
石垣市 Red eye （レッド アイ）
石垣市 Bar CROSS
石垣市 和ごころ
石垣市 かもめ食堂
石垣市 スナック ラン
石垣市 カラオケカフェ 桃色
石垣市 cafe&bar山内ツル子
石垣市 BASEMENT ONE
石垣市 Food&スナック デュエット
石垣市 喫茶7・セブン
石垣市 島の居酒屋 石垣ブルー
石垣市 パンダ食堂
石垣市 スナック桂
石垣市 ひまわり食堂
石垣市 居食屋 島
石垣市 孫悟空
石垣市 鮨・島居酒屋 じごろ石垣
石垣市 スナック はぴねす
石垣市 島たい焼き本舗
石垣市 かぶやぁ
石垣市 多楽製麺
石垣市 カラオケバー JENPAI
石垣市 さくらや
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石垣市 小料理 絵夢
石垣市 モリ
石垣市 海人居食屋 源丸
石垣市 スナック 奈美
石垣市 カラオケ 久ちゃん
石垣市 クロワッサン
石垣市 ヨーカブシ
石垣市 海賊船
石垣市 スナック エステイト
石垣市 炭火焼肉たけさん亭
石垣市 スナック青い鳥
石垣市 酒御食事処 奈美ちゃん
石垣市 ラウンジ ソムリエ
石垣市 Galopin（ガロパン）
石垣市 Windy Earth SILENT CLUB
石垣市 ガロピーヌ エー ガロパン
石垣市 茶屋・レストラン、ガーラ
石垣市 スナック 花あかり 2号店
石垣市 一歩（小料理）
石垣市 皐月
石垣市 ピクシードラキュラ
石垣市 居酒屋 ゆくい
石垣市 BRA ラピス
石垣市 Kamadu
石垣市 ビストロ ふらいぱん
石垣市 rokusyo.
石垣市 CLOVER
石垣市 島のうたげ処 あっき
石垣市 のぶちゃんお食事処
石垣市 ファミリーダイニング絆
石垣市 小料理店 もと
石垣市 いちば食堂
石垣市 焼肉食堂 大野商店
石垣市 mahalo-ishigaki.
石垣市 Pearl パール
石垣市 ばぁ・ちゃんみか
石垣市 焼肉ちょうしゅう
石垣市 ラウンジ 千
石垣市 Ｋａｓｓｉ’ｓ Ｂａｒ（カッシーズバー）
石垣市 cafe K-HOUSE
石垣市 Bar Moon Bow (バー ムーン  ボー)
石垣市 スナック ふれあい
石垣市 スナック福
石垣市 紗麗人
石垣市 ひゃみく屋ぁ
石垣市 Bar slur
石垣市 Pension Coco
石垣市 沖縄居酒家石垣島
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石垣市 楽園天国 南国育ち
石垣市 本格炭火焼肉わたなべ
石垣市 cafe & bar Cherry blossom
石垣市 PADDLE
石垣市 居食屋ターキー
石垣市 喫茶みらい
石垣市 がっちぃー処 みやざと
石垣市 島料理 孫六
石垣市 居酒屋 章ちゃん
石垣市 ちょい呑み 笑わ
石垣市 スナック小料理 姫
石垣市 ひのきサパー
石垣市 石垣島地ビール本舗金城商店
石垣市 やりすぎ居酒屋ひの藏
石垣市 ラウンジ凛
石垣市 Bar Hang up
石垣市 入留鹿
石垣市 みっちゃんchi
石垣市 お食事あさど屋
石垣市 お休み処 まんさく
石垣市 スナック ニュー東京
石垣市 明石食堂
石垣市 居酒屋 しん
石垣市 スナック美らら
石垣市 パイヌシマリゾート コーラルフィッシュ
石垣市 エレファント・カフェ
石垣市 民宿 船着場
石垣市 スナック&喫茶 濵
石垣市 カラオケハウスマイクマイク
石垣市 MARUYAKI(マルヤキ)
石垣市 オールデイダイニング アクアリス
石垣市 焼肉中華はるさー
石垣市 石垣牛と海鮮のお店 てっぺん
石垣市 ISLAND GALLERY
石垣市 居酒屋はなんまや
石垣市 Bar あんばらんす
石垣市 アゲ太郎
石垣市 酒肴や治流
石垣市 花、花
石垣市 snack 喫茶 ラピス まき
石垣市 あーちゃんの味・グリュック
石垣市 TINGARA
石垣市 ケンタッキーフライドチキン石垣店
石垣市 がんばり家
石垣市 スナック モンマルト
石垣市 Cafe Bar Len
石垣市 焼肉 石垣牛 うしみず
石垣市 フェアリーブルー
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石垣市 あじわい定食    natuyuki
石垣市 スナック でいご
石垣市 Lulaliya(るらりや)
石垣市 pizza da tutti
石垣市 FLAT
石垣市 花みづき
石垣市 島んちゅ焼肉豪
石垣市 スナック PANARI
石垣市 ナイトイン ナイン
石垣市 ナインティーン
石垣市 洋食えがお
石垣市 碧羅
石垣市 よ・そ・み
石垣市 お好み家 うーまる
石垣市 PAPA bigode (パパビゴーヂ）
石垣市 八重山膳符こっかーら
石垣市 ダイニング 英
石垣市 五升庵（ぐーしゅーあん）
石垣市 カフェバレカランヒル
石垣市 ながくら
石垣市 ぬちぐさカフェ
石垣市 海人ダイニングあずさ丸
石垣市 BAR 瑠璃の雫
石垣市 トラベラーズカフェ 朔
石垣市 唄！も～れ
石垣市 居酒家瑚南
石垣市 kupukupu café
石垣市 石垣島 國光
石垣市 まあち
石垣市 Pani
石垣市 ティーラ
石垣市 PAYS TROPICAUX
石垣市 bar BON
石垣市 居酒屋 しま膳
石垣市 和琉ダイニング みふね
石垣市 ムイのヤド
石垣市 ブルーウェーブ
石垣市 喫茶 ゴードン
石垣市 PUFF PUFF（プカプカ）
石垣市 ミスタードーナツ石垣ショップ
石垣市 スナック＆喫茶 島ぬねえねえ
石垣市 NATiVE DELi
石垣市 島料理 楽園
石垣市 ばさなり食堂
石垣市 カフェー リック・ユ
石垣市 チキンヤロー
石垣市 Asian Dining & Bar PULAU SRILANKA
石垣市 スナックハイビスカス
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石垣市 キューピット
石垣市 ウィルケリカフェ
石垣市 磊風八
石垣市 島料理 居酒屋 あだん亭
石垣市 BAR 180
石垣市 民謡居酒屋よるど-屋
石垣市 TROPICAL SNACK MANGO MANGO
石垣市 石垣中華そば ウシのカドデ
石垣市 まやーさんのCafe
石垣市 麺屋 八重山ｓｔｙｌｅ
石垣市 はるちゃん
石垣市 一仙
石垣市 大戸屋ごはん処石垣島店
石垣市 石垣成吉思汗
石垣市 豊年満作
石垣市 とり琉
石垣市 角りき
石垣市 18番街やきとりだるま
石垣市 モスバーガー石垣真栄里店
石垣市 リリコイ
石垣市 CAFE,TANIWHA
石垣市 green
石垣市 石垣牛つけ蕎麦 じごろ一蓮
石垣市 レストラン シェ・ミィーロ
石垣市 焼肉ホルモン八重山おときち
石垣市 カラオケハウスジョイフル
石垣市 いきなりステーキ 石垣島店
石垣市 上や
石垣市 金華園
石垣市 居酒屋&スナックDaddy
石垣市 中華ハウス 楼蘭
石垣市 華里ぃ
石垣市 スナック京
石垣市 七輪焼鶏 石垣うっとり
石垣市 きいやまストアー
石垣市 Ｃｉｔｙ Ｊａｃｋ
石垣市 Ｃｈｉｅ
石垣市 スナック OVER
石垣市 スナック Ｐｉｎｋ
石垣市 スナック ティファニー
石垣市 SNACK とも
石垣市 MEG
石垣市 ラウンジ 空
石垣市 語れ小ー
石垣市 Ｂａｒ ＲＥＶＯＲＵＣＩＯＮ （バル・レボルシオン）
石垣市 Tora Cafe トラカフェ
石垣市 鰓呼吸 石垣島美崎町店
石垣市 串焼きパーラー チェリー

252



石垣市 スナック舞
石垣市 カレーハウスCoCo壱番屋沖縄石垣店
石垣市 スナックリスボン
石垣市 からん
石垣市 クラブ正
石垣市 炭火焼肉大城
石垣市 アンシー （annsea)
石垣市 石垣牛と海鮮のお店 こてっぺん
石垣市 NEW  ROSES
石垣市 石垣屋
石垣市 海八
石垣市 大月や
石垣市 インドカレー マダン
石垣市 お好み焼き 幸
石垣市 郷土料理 舟蔵の里
石垣市 海鮮館 どてっぺん
石垣市 もろみや
石垣市 スナック トムル
石垣市 割烹 かなざわ
石垣市 スナック「マジョリカ」
石垣市 蓬莱閣
石垣市 琉球の爺
石垣市 颯来 sky
石垣市 ステーキ・焼肉 金城
石垣市 しゃぶしゃぶ太陽
石垣市 中国料理 湖南楼
石垣市 味屋じんべい
石垣市 カラオケ居酒屋 ドーム
石垣市 COWORKING SPACE KLATCH Ishigaki
石垣市 マンタ
石垣市 鮨人
石垣市 サバニ船
石垣市 麺や とり次郎
石垣市 花花食堂
石垣市 ハワイアングロット
石垣市 すし太郎
石垣市 小料理紅ほっぺ
石垣市 居酒屋だんこう
石垣市 真仁屋
石垣市 島唄三線ライブ居酒屋 結風
石垣市 島宿 ブルーとぅもーる
石垣市 Double-M
石垣市 小料理梅里
石垣市 NOSOKO・マロロ
石垣市 bar Bb （バー ビービー）
石垣市 居酒屋だいじゅ
石垣市 CAFE BAR North and South
石垣市 まる波
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石垣市 和風亭石垣店
石垣市 ひらのや
石垣市 来彩
石垣市 炭焼肉：鉄板焼すてーき 石田屋
石垣市 島のごちそう てぃんがーら
石垣市 DJ's Bar GRAND SLAM
石垣市 あじまー商店 てぃんがーら
石垣市 焼肉やいま
石垣市 ハイスナックピアジェ
石垣市 居食家(座魚座)
石垣市 Barファムレウター子守唄ー
石垣市 日本酒Barちどりあし
石垣市 BAR NOMO-HIGH
石垣市 スナックちゃこ
石垣市 しまの店 びん玉家
石垣市 BONDS BAR 0980
石垣市 麒麟閣
石垣市 BAR FESTA
石垣市 野空海～NOZOMI～
石垣市 イリワ
石垣市 栄福食堂
石垣市 CHILL SPOT ISHIGAKI ～second～
石垣市 惣菜家 久松
石垣市 シーフォレスト
石垣市 スナック紬
石垣市 味処 岩
石垣市 居酒屋ぶーやー
石垣市 スナック ぐるくん
石垣市 Food Drink Music Numacchi BAR
石垣市 もぐもぐ
石垣市 板前料理 長一楼
石垣市 ジャンボステーキロデオボーイ
石垣市 carib cafe
石垣市 やっぱりステーキ石垣店
石垣市 スナック絹
石垣市 ＫＡＲＡＯＫＥＲＯＯＭ Ｖｏｉｃｅ
石垣市 BAR TOO BOY
石垣市 美鹿(ミシカ)
石垣市 Chill Spot 石垣
石垣市 居酒屋 野郎 秀
石垣市 ザ ビーチテラス ホテルアオ オーシャングッドテーブル
石垣市 うさぎや
石垣市 うさぎや新館
石垣市 一魚一会
石垣市 焼肉金牛
石垣市 波のうえ
石垣市 BASE-P
石垣市 島イタリアンいゆ
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石垣市 居酒屋 うるま
石垣市 高縞
石垣市 STEAK&RESTAURANT パポイヤ
石垣市 Seven Colors 石垣島
石垣市 割烹あけぼの
石垣市 キティーラブ
石垣市 あじ彩石垣島
石垣市 メンガテー
石垣市 ファントムギルド
石垣市 居酒屋はるいち
石垣市 竹富町商店
石垣市 おでんや
石垣市 お食事処ランタナ
石垣市 YAMBURGER石垣島
石垣市 島料理・南の島（パイヌシマ）
石垣市 島野菜カフェ リハロウビーチ
石垣市 ホテルWBF PORTO石垣島
石垣市 ホテルWBF MARCHE石垣島
石垣市 民謡スナック浜辺
石垣市 札幌ラーメン問屋
石垣市 デリ&バル@ISLAND
石垣市 DRAPEAU Cafe&Restaurant
石垣市 バー白夜
石垣市 食パンと沖縄ジャム藤の花／わび助
石垣市 島そば一番地
石垣市 島料理 みぃふぁいゆー
石垣市 沖縄、石垣島料理と八重山そばの店いちばんざぁ
石垣市 ホットドッグ石垣島
石垣市 すけあくろ
石垣市 Forestale Uno
石垣市 ナイトスポット蔵
石垣市 まーさん道
石垣市 株式会社ホテルチューリップ石垣島
石垣市 金城かまぼこ店 公設市場店
石垣市 焼肉ステーション ガストロ
石垣市 山海亭
石垣市 Air（エアー）
石垣市 博多スタミナ料理びっくりマン
石垣市 日本酒ばるのの
石垣市 なかぐゎー
石垣市 農家焼肉レストラン石垣島
石垣市 焼鳥 東串
石垣市 カロライナの肉屋
石垣市 BREEZE(ブリーズ）
石垣市 カラオケバー スウィーティー
石垣市 マヤマヤ
石垣市 Vega
石垣市 730SCRAMBLE
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石垣市 いしがき市民食堂
石垣市 金城製麺
石垣市 ラウンジゆい
石垣市 スナック花束(ブーケ)
石垣市 あらかわ食堂
石垣市 島グルメ 藹々亭
石垣市 夢乃屋
石垣市 Vagabundo(バガブンド)
石垣市 石垣島麺処
石垣市 ぎょうざ家 心心
石垣市 シーサー
石垣市 スナック えくぼ
石垣市 スナック Mi-YA-
石垣市 ギャラリー＆カフェ むら工芸
石垣市 お食事処 [幸］
石垣市 華穂
石垣市 スナック 銀
石垣市 Cafe Kanoa
石垣市 白保フレンドハウス
石垣市 石垣戦隊もんじゃーマン
石垣市 居酒屋 錦
石垣市 平良商店
石垣市 居酒屋まるさ
石垣市 宿・八重山すてい楽楽楽
石垣市 DINING シュリンパー
石垣市 焼肉酒場 ひ嘉ちゃん
石垣市 CBD Cafe Salon Blue Blue
石垣市 かふぇばーDo
石垣市 炭火焼肉 美崎
石垣市 SHOT BAR Summer glass
石垣市 担たん亭
石垣市 WAFFLE BAR MISOSHIRU
石垣市 喫茶マウス
石垣市 ちねんや～石垣島新川店
石垣市 星谷
石垣市 高さんの店
石垣市 珈琲家 和居津
石垣市 和風スナック喜楽
石垣市 スナック門
石垣市 スナック愛
石垣市 さんさん食堂
石垣市 虎壱精肉店
石垣市 カラオケやいま3号店
石垣市 酒肴屋 迷亭
石垣市 楽味
石垣市 8番地
石垣市 島の食べものや南風(ぱいかじ)
石垣市 どんぶり・焼肉専家 いしなぎ屋
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石垣市 カラオケハウス サザンワールド
石垣市 居酒屋とーも
石垣市 石垣島酔い処っ
石垣市 なおき屋
石垣市 Haruhoo Resort ISHIGAKI
石垣市 居酒屋かぁらや
石垣市 石垣茶屋 ぱなむーち
石垣市 マミデリ
石垣市 焼肉 きたうち牧場 美崎店
石垣市 CLUB WA-O
石垣市 スナックマドンナ
石垣市 魚卓屋 潜人
石垣市 ステーキ焼肉 きたうち牧場 浜崎本店
石垣市 石垣島きたうち牧場 真栄里店
石垣市 KAIKA
石垣市 えいこ鮮魚店
石垣市 スナックモンゴル
石垣市 喫茶海坊主
石垣市 TEACH（ティーチ）
石垣市 やいま家庭料理 さつき
石垣市 島の麺飯処 琉家 石垣島店
石垣市 あむりたの庭、そして音楽
石垣市 bar costilla
石垣市 夢の
石垣市 焼肉バカ一代石垣島店
石垣市 ＣＨＡＫＡ ＣＨＡＫＡ（チャカチャカ）
石垣市 島料理 やふぁやふぁ
石垣市 がや家
石垣市 鉄板居酒屋 満月
石垣市 響
石垣市 EIGHT BROS
石垣市 めし屋 つるかめ
石垣市 ふくよかぁ～
石垣市 茶ぐわ～
石垣市 美ちゅら
石垣市 日本料理郷土料理 ひるぎ
石垣市 アイランドカフェ アクア
石垣市 南の美ら花ホテルミヤヒラ
石垣市 LoungeRia
石垣市 ナータビーチカフェ
石垣市 満天アグー石亭
石垣市 ハナカフェ
石垣市 郷土料理 磯
石垣市 tamacafe
石垣市 沖縄郷土料理 舟蔵
石垣市 ナイトカフェ クラックス(Night Cafe CRUX)
石垣市 居酒屋風ダンスクラブ チャールストン
石垣市 石垣牛焼肉＆ダイニング 琉華
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石垣市 カフェバー デイゴ
石垣市 龍屋
石垣市 てぃーだ（TEEDA)
石垣市 めし処 しぃーしぃーがんがん
石垣市 Bar Deepsy
石垣市 マザーズ倶楽部
石垣市 やし屋
石垣市 ふぅがぁーや
石垣市 石垣島ALLFOODS＆DELI ティダパナ
石垣市 石垣Ｃafe&Ｂar キジムナーの台所
石垣市 BlueCave
石垣市 ケララキッチン石垣島
石垣市 KARAOKE LOUNGE HOT48ishigaki
石垣市 石垣シーサイドホテル レストラン『モラモラ』
石垣市 東成屋
石垣市 スナック マンタ
石垣市 たいらファミリー
石垣市 船越漁港直売所
石垣市 cafe Sunctuali
石垣市 小料理 華美
石垣市 居酒屋 八重山村
石垣市 牛の家
石垣市 焼肉 東京亭
石垣市 演歌三昧パブ清
石垣市 月桃庵
石垣市 Music Cafe UNDERGROUND
竹富町 ちいさな島宿 ｃａｇｏ
竹富町 西表島ゲストハウス島時間
竹富町 ホテル星立 西表島
竹富町 うんどうや
竹富町 島茶屋あだなし
竹富町 ダイニングバー ペーブス
竹富町 民芸喫茶マキ
竹富町 民宿くろしま
竹富町 Laugh La Garden（ラフ・ラ・ガーデン）
竹富町 島料理 結 
竹富町 ASOBI HACK
竹富町 お食事処かにふ
竹富町 宿＆レンタカーうんどうや
竹富町 ハナイチ デアマール
竹富町 YAA RAA CAFE
竹富町 新八食堂
竹富町 スナック美ら島
竹富町 南風見テラス
竹富町 レストラン・ロコ
竹富町 nagomi cafe HaaYa
竹富町 Sakurai Coffee
竹富町 お好み焼きはんば
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竹富町 Sanufa(サヌファ) 
竹富町 ゆんたく酒場 八重山(やいま)
竹富町 カマイ（猪狩家）
竹富町 蘇芳
竹富町 一隼
竹富町 喜代美荘
竹富町 マヤグスク リゾートレストラン
竹富町 里主
竹富町 カフェ＆ギャラリー西表自然学校
竹富町 島ダイニング ゆうな
竹富町 ゆうな樹
竹富町 カサヌパ
竹富町 レストラン白浜
竹富町 ぽけっとはうす
竹富町 竹富島 ガーデン あさひ
竹富町 うまんちゅCafe
竹富町 ハートらんど
竹富町 味処ふくぎ
竹富町 en
竹富町 海風
竹富町 子午線ふれあい館
竹富町 NEST西表島
竹富町 南来
竹富町 民宿 まんや
竹富町 民宿みやき荘
竹富町 松竹荘
竹富町 居酒屋あがん
竹富町 ぼーりのーし処しこや
竹富町 居酒屋  あーじゅ
竹富町 美々
竹富町 夢時間
竹富町 味○(みまる)
竹富町 ティンヌカーラ
竹富町 BAR Kotobuki
竹富町 竹盛旅館
竹富町 はいむるぶし メインダイニング
竹富町 居酒屋よっしー
竹富町 島魚料理 寿し 初枝
竹富町 がじゅ丸
竹富町 そば処 竹の子
竹富町 はこな＆カフェ・バー
竹富町 ほしずな亭
竹富町 Pana Pana
竹富町 喰処さとうきび
竹富町 ぶどぅまれー
竹富町 スナック 丘
竹富町 ビアテラス仲間川
竹富町 ニライナ リゾート
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竹富町 巴里のごはんや
竹富町 もーりーとはっちゃん
竹富町 グリルガーデンたるりや
竹富町 泡波と島の味 はてるま
竹富町 民宿池田屋
竹富町 クロスリバー
竹富町 Saltyeed
竹富町 株式会社はいむるぶし
竹富町 民宿宮良
竹富町 ホテルピースアイランド竹富島
竹富町 かじやー食堂
竹富町 泉屋
竹富町 BAR Take-to-me
竹富町 レストランバー字南風見
竹富町 スナック喫茶こっち
竹富町 紅茶の店 花ずみ
竹富町 かき氷・お弁当ひまわり
竹富町 山猫のテラス
竹富町 ランチハウスたまご
竹富町 有限会社イルマーレウナリザキ
竹富町 ヴィラうなりざき
竹富町 西表の少年
竹富町 Ooli Ooli
竹富町 イリティダ
竹富町 星野リゾート リゾナーレ小浜島（ブックス&カフェ）
竹富町 株式会社ｉｎａｂａ
竹富町 星のや竹富島
竹富町 居酒屋やらます
与那国町 海人食堂
与那国町 居酒屋なんた
与那国町 居酒屋 女酋長
与那国町 居酒屋 まるてぃ
与那国町 玉城鮮魚店
与那国町 防人茶屋
与那国町 居処屋どぅーらい
与那国町 来恋
与那国町 焼肉コモ
与那国町 居食家 どぅぐいわり
与那国町 旅の宿 かふう
与那国町 海響（いすん）
与那国町 旅の館 阿檀
与那国町 与那国丑牧場肉人
与那国町 漁協食堂
与那国町 スナック 西崎
与那国町 国境(ハテ)
与那国町 来夢来人
与那国町 はとや
与那国町 サザンコール
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与那国町 はぴねす
与那国町 喫茶さとや
与那国町 磯
与那国町 Ristorante TETSU
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