
会費（年間） ◆法人：￥１５,０００円 ◆個人：￥９,０００円

地元視点

那覇を盛り上げて

インターネットサイト

お問い合わせは 那覇商工会議所中小企業相談部 専門指導室まで 那覇市久米2-2-10

TEL098-868-3758 FAX098-866-5728  HP：http：//www.nahacci.or.jp/

○無料経営相談○金融相談○専門家による相談（エキスパートバンク）

○各種共済保険制度○記帳のご相談○商店街の振興促進etc…で

那覇商工会議所は

商工業者の皆様をサポートします。お気軽にご相談下さい！

http://naha.mypl.net/

那覇商工会議所主催 地域密着型インターネットサイト

営業・編集:沖縄事務所「ゆいぷれ」編集室 

TEL 098-988-6137 FAX 098-988-6136

お店情報
イベント
情 報

沖縄料理
レシピ

市場・
通り紹介

等

交流広場
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マチグヮー

じょうとうむんの

特集もあるよ！

運 

営

地元視点 地域情報をで発信！

那覇を盛り上げていくための

です。

検索 ゆいぷれ

（１口は3,000円 法人５口から 個人３口から）
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点線から切り取り、各

店舗でご提示ください。

特典が受けられます。

あなたも那覇商工会議所の会員に！！ あなたも那覇商工会議所の会員に！！ あなたも那覇商工会議所の会員に！！

マチグヮー マチグヮー

専門店ならではのこだわりの商品、他店にないオリジナル商品など、皆様に知って頂きたい商品がたくさんあります！！

じょうとうむん じょうとうむん

2010

見るだけでもいいさぁ～
Just Looking OK!

那覇商工会議所（専門指導室）〒900-0033  那覇市久米2-2-10098-868-3758
じょうとう
むん

「見るだけでもいいさぁ～」
「Just Looking OK!」

「見るだけでもいいさぁ～」
「Just Looking OK!」
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味の店 ぼんぼん
那覇市松尾2-8-30（市場本通り）

098-863-4696
10：30～19：30頃  水曜日

住

電

営 定

朝まで生きていたうなぎを注
文が入ってから蒲焼にするので、
ふっくら焼きたて！あちこーこー
で召し上がれます。お勧めは
「うな丼」きもが入った赤だし
付で750円です。うなぎときゅ
うりの巻き寿司「うなきゅう巻
き」も人気商品です。店頭で
「海ぶどう」等沖縄特産品も扱
っています。「じーまーみ豆腐」
も絶品です！

特典

食事御注文の方に
缶ジュース１本
プレゼント 

あちこーこーのうなぎ丼

安くてうまい本格うなぎ専門店です

プチット リュ
那覇市松尾2-10-20（市場中央通り）  098-863-0716
ランチ12：00～14：00ラストオーダー
ディナー18：30～21：30ラストオーダー  月・木曜日

住 電

営

定

沖縄食材にこだわり公設市場直
送の食材を使用し、お値打ち価
格で提供しています。ソムリエ資
格を持つ店主がワインをお勧め
し、パティシェが作る自家製デザ
ートもお勧めしています。

県産豚のソテー ランチ時1,000円

沖縄食材のフレンチとワインの店

春風堂
那覇市壺屋1－1－10
098-862-0902
10：00～20：30  年中無休

住

電

営 定

創業30年！沖縄のおじぃ～や
おばぁ～が集う場所！沖縄そ
ばやチャンプルー料理はもち
ろん日替わりのランチメニュ
ーもオススメです！地元の方
から観光客の方に昔から愛
されている食堂です。沖縄の
お母さんが作る料理はお腹
も心も満足！お弁当も￥250～
￥400までボリューム満点で安
くておいしいですよ！ぜひ一度
お立寄り下さい！！

特典

お食事ご注文の方に
もずく天ぷらと

ドリンクをサービス！

沖縄のアンマーの味 てびち定食

沖縄の味！思い出に差しあげます

和ミート
那覇市松尾2-10-1（牧志第一公設市場内）

098-867-4473
8：00～19：0 0  第４日曜日

住

電

営 定

時間をかけてゆっくり作り上げ
たラフテーは那覇市牧志第一
公設市場のラフテー専門店、和
ミートの和子おかぁが〔自分の
子供にも食べさせてあげたくな
るような、美味しいラフテー作
り〕を心がけて作っております。
ラフテーの作り方等調理方法
も、市場に足を運んで、ぜひ学
びに来て下さい。

特典

和ちゃんラフテー

自分の娘、息子達に食べさせてあげたい
おかぁの愛情こもった一品です

丸 山
那覇市松尾２丁目10-26
098-863-0236
8：00～18：00

住

電

営

足てびちのおでん、こん
ぶ炒め、ふーちゃんぷる
ー、三枚肉、さーたーあ
んだぎー等…。
家庭の食卓のお手伝い
をしております。すぐに
食べられるイートインス
ペースもございます。行
事用の重箱やオードブル、
結納料理等の御注文も
受け承ります。

特典

さーたーあんだぎー

１個プレゼント

足てびち  紅イモ入さーたーあんだぎー

沖縄の味40種以上！ 沖縄惣菜の店

節子鮮魚店（キンマコー）

那覇市松尾2丁目8-44  098-863-2404
10：00～19：00  第１第３日曜日（月によって変更あり）

住 電

営 定

プロの料理人御用達の店
おさかな、貝類などふだん家
庭では味わえないめずらしいも
のが、きっとあるはず！
大きな水槽も見に来てね！

特典

その日のいいものを、
何かしらおまけします！

さしみ 生がき

立ち食い生がき・さしみ 店頭でどうぞ！

安里てんぷら屋
那覇市壺屋１-１-１
098-866-0863
9：00～18：00  火曜日

住

電

営 定

高血圧や糖尿病にも効果的
といわれている薬草・センダ
ン草を使ったてんぷら（40
円）がオススメ！他にも定番
をはじめ、県内産素材にこだ
わった旬の素材のてんぷらな
ど、常に10種以上を用意して
います。
買い物帰りなどに、あつあつ
をお手軽に召し上がれ！

メニュー

てんぷら…40円 さかな、いか、
いも、センダン、もずく、その他

ウムクジ…60円
特大サイズえび天…120円

■インフォメーション■

サンキューフェア

ハウスワイン（白・赤）
オリオン生ビール各390円

センダン草のてんぷら(薬草）

あつあつ美味しくって健康的
珍しいセンダン草のてんぷらです

我部商店
那覇市松尾2-10-20（浮島通り）  098-863-4433
8：30～17：30    日曜日

住 電

営 定

健康に気をつける人が
ふえ、豆や雑穀が売れ
ています。当店でも農
薬などへの心配からか
国産品がよく売れるよ
うになりました。スー
パーより品質がよく、
価格も安いと自負して
おりますので、専門店
である当店へぜひ一度
ご来店下さい。

宮古黒小豆 北海道産の豆等
（小豆、金時、黒大豆、もちきび）

豆や雑穀を食べて健康に

中村商店
那覇市松尾2-10-20（市場中央通り）

098-863-2630
10：00～19：00  日曜日

住

電

営 定

県産のあずき・もちきびはも
ちろん、健康作りに役立つ色
とりどりの豆と雑穀、血液を
きれいにする黒豆・栄養豊富
なあずき、肌を美しくするハ
ト麦、他店にはないアメリカ
産ピーナツ等を取り扱ってお
ります。誰でも簡単に作れる
『ジーマーミ豆腐手作りセッ
ト』は、こし袋、レシピ付きで
当店だけのオリジナル！

特典

商品お買い上げの
方に「きな粉」
さしあげます

豆ひとすじに45年

銘柄にこだわった最高の豆をあなたに

松下食品
那覇市松尾2-10-20
098-868-4418
日曜日

住

電

定

新鮮でおいしいと人気
のつくだにや甘くて美
味しい紀州の梅をお安
く販売しております。
いろいろな行事等の贈
り物やお返しの品とし
ても大変、喜ばれてい
る品々を取り揃えてお
ります。
一度、食べて見てくだ
さい。サービスもいい
ですよ！ 

特典

商品お買い上げの
方にもれなく
サービス有り

紀州の甘くておいしい梅干

珍しく美味しいつくだに

たらじ食品
那覇市壺屋1-1-21
14：00～22：00

住

営

おばぁ自慢の手作り緑の
塩薬草入り、ゴーヤーよも
ぎを中心に４種類の薬草
を入れて仕上げました。食
塩はもとより、歯磨き、洗
顔、マッサージ等に一度お
試しください。
ニンニクエキ酢・スタミナ
マン（900円）健康と美肌
に１日１回おちょこ１杯
（約30ｍｌ）をお飲みくだ
さい。元気、元気！！

特典

商品をお買い上げの方に
月桃茶１パック差し上げます

おばぁ自慢の緑の塩（￥600）

手作りオリジナル健康食品

むじ汁専門店 万 富
那覇市安里379 （栄町市場内）

098-887-4658
11：00～19：00    日曜日

住

電

営 定

「むじ」とは田芋の芋茎の
事で、当店は市内では珍し
いむじ汁専門店です。食物
繊維が多くカルシウム、カリ
ウム等が含まれており低カ
ロリーの美容食としても人
気があります。むじがトロト
ロにやわらかく煮込まれて
いて、口の中でとろけます。
沖縄のなつかしい味をぜひ
ご賞味下さい。下処理済み
のむじも販売しております。

特典

食事をご注文の
方に一品サービス

致します

むじ汁

昔ながらの伝統の味むじ汁

古酒と琉球料理うりずん
那覇市安里388-5（栄町市場内）

098-885-2178  17：30～24：00
ラストオーダー23：30 年中無休

住

電 営

創業37年、琉球料理の老舗う
りずん。当店人気No.１ドゥル天
（３コ525円）。
田芋に豚肉、かまぼこ、しいた
けを混ぜカラリと揚げた「ドゥ
ル天」オススメ。
その他、旬の野菜を使った料理
もあります。
このドゥル天と当店の特製古酒
で沖縄文化を楽しんで堪能して
ください。

特典

クーポンを見せて
くれた方に

おみやげプレゼント

ドゥル天

うりずん発祥の味

(株)ヘルシーフーズ
那覇市安里384 （栄町市場内）

098-884-2158   4：00～19：00 

住

電 営

沖縄県産の良い食材を使
用して調理されたヘルシー
弁当。栄養士による管理の
もと、個人に合った食事指
導を提供します。高齢者向
けにキザミ食・アチビー食・
ミキサー食も対応いたしま
す。那覇市内に限り、御自
宅まで配達致します。
※伊江島物産品も取り揃
えております。

特典

弁当をご注文の方に
伊江島特産品１品
サービス致します

ヘルシー宅配弁当（500kcal弁当・500円 ）

伊江島特産品
健康作りは食事から

手作り昭屋
那覇市牧志3-1-1（むつみ橋通り）

050-1203-6015
11：00～20：00

住

電

営

当店オリジナル三線か
んざしは、全工程を沖縄
で職人が１本１本手作
業で作り上げています。
手作りのオリジナリティ
ーやMADE IN OKINAWA
をお楽しみいただけるこ
とと思います。お土産や
プレゼントに！！ぜひ一
度お立ち寄り下さい。

特典

商品お買い上げの
方に特典(粗品等)

プレゼント

三線かんざし

全行程を沖縄で職人が手作業で作り上げています

株式会社 池田商店
那覇市牧志3-1-18（むつみ橋通り）

098-863-6007
11：00～18：30  日曜日

住

電

営 定

原材料は輸入制限で、大変
貴重なべっ甲。その魅力は、
自然の作り出す優美な色彩
と光沢。当店ではそんな希
少価値の高いべっ甲を自社で
加工、熟練した技術とリーズ
ナブルな価格で提供しており
ます。
べっ甲製品の一点からの別注、
お手持ちのお品の修理、リフ
ォームご相談下さい。

いろいろえらべます。
これから夏にむけてとても役に
たつ商品です。

   サンダル
    （ヒールなし）1260円
    （ヒールあり）1470円
    竹バッグは
     1200円からです。

特典

全商品10％OFF

沖縄で唯一の
本格べっ甲専門店

おみやげの店 マブハイ
那覇市松尾2-8-19 那覇オーパ１F

098-867-9775
9：00～22：00

住

電

営

特典

商品価格より10％OFF

一部できない商品も
あります

サンダル 竹バッグ

この春ちょっとおしゃれに

川満宝石
那覇市牧志3-1-1（市場本通り内）

098-863-9176
10：00～21：00 

住

電

営

創業1965年（45年）を記念
し、黒チョウ真珠を全品特
別価格でご奉仕いたします。
特にお買い得は市価の半値
以下でペンダントトップを
ご用意いたしました。その
他黒真珠ネックレスや指輪
も品揃え！ファッションに
合わせてコーディネートし
てはいかがですか。

特典

お買い上げ全員に幸運の
赤サンゴストラップを
プレゼントいたします

黒真珠ペンダントトップ14.5mm

通常価格98.000円を

38.000円にてご奉仕 ５点限定

黒真珠アクセサリー
こだわりの大玉
南洋黒チョウ真珠

ギャラリーdau
那覇市松尾2-9-11（市場本通り内）

098-862-0100
9：30～21：00

住

電

営

ダウのオリジナル商品は、お客
様のご意見、ご要望で創られた
商品や、あったらいいなと思う
物を職人さんと一緒になって創
作した作品達です。ダウでは、
水差しや、アイスペールも加わ
った「セット商品」も豊富に揃
えています。プレゼントや結婚
式の引出物にいかがですか？

特典

5,000以上お買い上げで
カゴ付き貝がらセット

プレゼント

県内各地の工房から
選りすぐりの商品を展示・販売！！

たくさんの色とカタチに出会う

天然石工房レインボー
那覇市牧志3-3-2
098-863-2303
10：00～20：00 

住

電

営

開運や運気アップの
ために色々な天然石
の中からお客様にあ
った石を選びオリジナ
ルのグッズを作る事
ができます。きっとお
客様の満足いく逸品
に仕上がります。アク
セサリーの修理も行っ
ています。旅の思い出
や運気アップに！！

特典

オリジナルパワーストーン

パワーストーンで運気アップ

食
ラフテー３Pお買い上げ
のお客様には、大人気
「ぶたりめ」プレゼント

http://www.naha.mypl.net/shop/00000302002/ http://www.petiterue.jp/ http://www.kazumeet.com http://www.mikiya-okinawa.com/

http://www.maruyama-ichiba.jp

http://www.urizn.gr.jp/

http://www.gallery-daw.com

みき屋
那覇市松尾2-10-1牧志第一公設市場内（仲尾次三味線店入口より）

098-863-1158（金ちゃん迄）
９：00～19：00  毎月第４日曜日

住

電

営 定

当店オリジナルＵＣＣHＩＮＳＯＤＡは
昨年発売以来マスコミ等にも再三取り
上げられ、口コミ等でファンが増えて
きました。県産生ウッチンとシークワ
ーサー果汁に強炭酸の唯我独尊ドリン
クで唸る体験をしませんか！

特典

ただいま20％OFFにてファン拡大中

Ｕｃｃｈｉｎｓｏｄａ（ウッチンソーダ）

キング・オブ・オキナワン・ソーダ 
ちょっとやんちゃな大の大人向け

雑貨
 土産

パワーストーンを作ら
れた方には特典として
パワーストーンストラ
ップを差し上げます。

お電話１本で全国発送承ります

サンダルはヒール付となしがあり、はきごこちが良いのでリピ
ーターの多い商品です。竹バッグはいろんな形・大きさ・色と、

●

●

●

Dream Design Hana hana

那覇市牧志3-3-4（公設市場雑部内）

090-1947-7362
11：00～18：30  第２ ・4日曜日

住

電

営 定

昨年11月18日にOpenしたばか
りの手づくり・輸入雑貨店です。
☆ブーケ（注文承ります）
☆パッチワーク ☆袋物・小物
☆アクセサリー（ビーズ・天然石)
フラワーいっぱい＊のかわいい
お店です。遊びに来てネ

アートフラワー インテリヤ コサージュ

シルク・サテン等を染めた生地を使い
オリジナルの一品を作ります

特
典

商品をお買い上げの方に
粗品プレゼントします

ドリーム デザイン ハナハナ（林 初美）


