
　　　 利用店舗名 住所 電話番号

サンエー　西原シティ 嘉手苅130 098-882-9100

アミューズメントコーナー(サンエー西原シティ店内） 嘉手苅130 098-944-4445

イルーシー３００(サンエー西原シティ店内） 嘉手苅130 098-943-1314

イワサキ(サンエー西原シティ店内） 嘉手苅130 098-975-7737

ヴァインドラッグ(サンエー西原シティ店内） 嘉手苅130 098-946-7401

エディオン　西原シティ店 嘉手苅130 098-882-9105

エニィスィス・エニィファム(サンエー西原シティ店内） 嘉手苅130 098-882-9230

ＡＢＣマート(サンエー西原シティ店内） 嘉手苅130 098-882-8780

auショップ(サンエー西原シティ店内） 嘉手苅130 098-945-0333

大阪王将　西原シティ店 嘉手苅130 098-882-8880

オンデーズ(サンエー西原シティ店内） 嘉手苅130 0120-900-298

菓子処　花風　(サンエー西原シティ店内） 嘉手苅130 098-944-5958

球陽堂書房(サンエー西原シティ店内） 嘉手苅130 098-882-9280

グリフォネ(サンエー西原シティ店内） 嘉手苅130 098-943-0065

グローブ(サンエー西原シティ店内） 嘉手苅130 098-835-8700

ケンタッキーフライドチキン(サンエー西原シティ店内）嘉手苅130 098-944-4545

子供写真スタジオ　れもん堂(サンエー西原シティ店内）嘉手苅130 098-882-0753

珈琲待夢　西原シティ店 嘉手苅130 098-882-9100

ジーユー(サンエー西原シティ店内） 嘉手苅130 098-835-8551

ジョシュア(サンエー西原シティ店内） 嘉手苅130 098-944-4503

スタディオクリップ(サンエー西原シティ店内） 嘉手苅130 098-945-2725

スターバックスコーヒー(サンエー西原シティ店内） 嘉手苅130 098-882-8556

スーツセレクト(サンエー西原シティ店内） 嘉手苅130 098-944-2335

たじま屋(サンエー西原シティ店内） 嘉手苅130 098-882-9133

チチカカ(サンエー西原シティ店内） 嘉手苅130 098-946-9331

千代田ブライダルハウス(サンエー西原シティ店内） 嘉手苅130 098-882-8743

Ｔ’ｓ　コレクション(サンエー西原シティ店内） 嘉手苅130 098-945-3779

西原あさひ整骨院(サンエー西原シティ店内） 嘉手苅130 070-1301-5665

はなまさ(サンエー西原シティ店内） 嘉手苅130 098-882-9239

ハニーズ(サンエー西原シティ店内） 嘉手苅130 098-943-0666

ウンタマギルー割引クーポン券　利用登録店舗一覧表　（五十音順）

[大型店]　



パレットプラザ　西原シティ店 嘉手苅130 098-882-9107

ピザハット　西原シティ店 嘉手苅130 098-882-9100

ピッツェリアマリノ　西原シティ店 嘉手苅130 098-882-9109

プリュネイル(サンエー西原シティ店内） 嘉手苅130 098-946-0608

ペルルイ(サンエー西原シティ店内） 嘉手苅130 098-945-1555

丸三ランドリー(サンエー西原シティ店内） 嘉手苅130 098-944-3731

ミスタードーナツ(サンエー西原シティ店内） 嘉手苅130 098-882-9688

ミニジョイフル　西原シティ店 嘉手苅130 098-882-9100

無印良品　西原シティ店 嘉手苅130 098-882-9188

メイクベイクドシー(サンエー西原シティ店内） 嘉手苅130 098-944-4522

メガネ一番(サンエー西原シティ店内） 嘉手苅130 098-882-9199

メルヘン(サンエー西原シティ店内） 嘉手苅130 098-944-4520

めん家　西原シティ店 嘉手苅130 098-882-9100

ライトオン(サンエー西原シティ店内） 嘉手苅130 098-946-3381

ら・たんす(サンエー西原シティ店内） 嘉手苅130 098-882-0056

ラテ・カフェ　西原シティ店 嘉手苅130 098-882-9100

ラフィネ(サンエー西原シティ店内） 嘉手苅130 098-943-3031

リフォームアポック　(お直し) 嘉手苅130 098-944-3491

ロゼリ(サンエー西原シティ店内） 嘉手苅130 098-946-1599

和風亭　西原シティ店 嘉手苅130 098-882-9101

ザ・ビッグエクスプレス 西原店 小橋川88-4 098-946-7741

ビッグワン西原店 小那覇1596番地 098-946-1177

（株）ふく薬品　にしはら店 小那覇639 098-882-0911

マックスバリュ　兼久店 兼久44-1 098-944-1271

福まん家　マックスバリュ　兼久店 兼久44-1 098-975-7350

マックスバリュ　坂田店 西地区土地区画整理事業地内28街区1 098-945-8008

株式会社メイクマン　ニューマン店　(入居店舗含む) 小那覇1565番地 098-945-3303

ジミー　ニューマン店 小那覇1565番地 098-944-2020

利用店舗名 住所 電話番号

あかばな 翁長249 090‐1948‐8030

居酒屋 味いちもんめ 小波津2番(1F) 090-5940-9387

石窯和酒　玉那覇商店 兼久321　TBD　2F 098‐946‐4139

[小型店]

飲食業



INIZIO SCALA 上原1-17-1　グランシャトレ山水301 098-943-1244

いぶし銀次郎　西原店 上原2-22-15 098-882-8722

おうちcafe中部内装 我謝810-28 080-9853-6805

沖縄イイダコ屋　さわふじマルシェ店 小波津478 090‐1942‐6033

沖縄すば　ちょーでーぐぁ 呉屋86-7 098-882-8215

沖縄そばエッチャン　琉大南口店 上原2-29-11　スリーロック1-A 

お祭り酒場　てん一西原店 西原町字上原1-22-1 098-944-5116

がーじゃーやー 小那覇262番地 090‐7447‐6387

かぐら屋　西原店 棚原1-6-1　ホーンドハウス　1Ｆ 098-944-4100

CAFE　ソイラボ 池田86-1 098‐943-2230

串焼き居酒屋　原点 翁長842‐7 098‐943‐7727

ケンタッキーフライドチキン西原坂田店
西原町字翁長西原西地区土地区
画27街区3・4

098-945-9962

原点食堂 森川162　森川ゴルフガーデン　２Ｆ 080‐9104‐4819

四季五彩　きわ 上原2-9-12　プレジャーリンクス2F 098‐944‐6933

ステーキハウスビッグハート　西原店 小那覇639　（丸豊商事ビル西原2Ｆ） 098-946-3557

ステーキヒカル与那原店 我謝720-2 098-943-1629

ステーキ屋　瓦 翁長594　2F 098-800-2697

Dining Bar Coro 幸地1004-1 080-9104-4493

TAKANE 津花波150-2　コーポはな103号 090-7447-5681

TACOS YALOW 与那城315-1 098‐917-1969

ＴＲＥＥ’ｓ　ＣＡＦＥ 西原町棚原100　本館4F 090-9786-8485

天下鳥ます　沖縄西原店 小橋川88‐6 098‐945‐9828

ドトールコーヒーショップ　琉大病院店 上原207番地 098‐895‐1705

トルコ　ロカンタ　ケレベッキ 翁長558-2　サザンウィンド宮里101 098-944-4747

ビストロ・プラ・ド・ターチー 嘉手苅78‐11 098‐944‐1054

food & Bar 月ノ音 上原2‐22‐8　ミッキーハウス1F 090‐2855‐5035

フルーツサンドとスムージのお店
ラクンチーナ 西原さわふじ店

小波津480番地2号店 080-8583-0058

ほっともっと　坂田店 翁長556-1 098-946-9479

ほっともっと　西原店 小橋川154-9 098-946-4574

ムーンテラスカフェ 東崎22-3　ムーンテラス東崎　Ｂ棟 098-882-8578

モスバーガー　沖縄西原店 上原2‐29‐3 098‐944‐1711

森小屋 ― 098-945-7216

ワンニャンキッチン 千原259‐3 090‐1949‐2010



利用店舗名 住所 電話番号

アクアビレッジ 翁長221-2　サンフラッツ21　103号098-960-3578

利用店舗名 住所 電話番号

移動販売車「三代目池田屋」 ― 098-945-0279

うめや 幸地656-2 098-945-1903

がじまる薬局 小那覇1602‐1 098‐835‐8800

かねひでＳＳ小那覇店 小那覇514-1 098-946-4434

かねひでＳＳ小波津店 小波津544-2 098-944-0088

（有）小橋川石油 我謝428 098-946-0394

（株）坂田給油所 翁長539-2 098-945-4555

雑貨屋ココカラ 呉屋86 070-5401-3051

サポートセンター　はばたき 与那城135番地 098-943-6251

ＪＡおきなわファーマーズマーケット西原　うんたま市場 小波津480番地 098-945-5151

有限会社　昭南自動車商会 上原2-19-5 098-944-3020

大地事務用品 小那覇267-7 098-946-4243

チカラスポーツ 翁長530-1　101号 098-945-6807

てんぷらや　新里商店 小那覇250番地 098-945-8956

西原センターサービスステーション 内間525‐2 098‐945‐4196

にしばる薬局 内間508-1 098‐944‐2222

パーラーぶんた 我謝810-4 098-946-4858

パティスリークプル 嘉手苅78-6 098-963-9363

パティスリーココロ 上原2-23-3　プロスペリティ1　102号 098-988-9105

株式会社　花城モータース 与那城321番地 098-943-2750

パンとケーキの店　ヘンゼル 上原1‐22‐4　プレシャス104号 098‐944‐5335

ﾌｧﾐﾘｰﾏｰﾄ西原グリーンセンター前店 内間524-1 098‐944-3500

ﾌｧﾐﾘｰﾏｰﾄ西原工業団地店 小那覇546 098‐944-6200

ﾌｧﾐﾘｰﾏｰﾄ西原小橋川店 小橋川8 098‐871-9558

ﾌｧﾐﾘｰﾏｰﾄ西原中学校前店 小波津3 098‐944-3751

book cafe　ブッキッシュ 棚原83‐1 098‐944‐2706

プラスガーデン 翁長237-1 098-944-1035

プリマ西原店 小那覇1596番地 098-945-1111

ベーカリー　いーすと 嘉手苅80-2 098-946-0848

飲食・小売業

小売業



弁当処　うんてん 東崎9-1 098-945-7157

外間商店 幸地270 098-945-4808

瑞穂石油株式会社　おながサービスステーション 翁長567番地 098-946-0097

瑞穂石油株式会社　西原幸地サービスステーション 幸地895番6号 098-835-8633

宮平スポーツ事務用品 翁長240‐3 098‐945‐4321　

monchouchou　(モンシュシュ) 嘉手苅102-2　シャルムＴ103 098-953-0887

有限会社　ユニソン 翁長160 098-945-1223

Riddim　Oneway　どーなつ屋 森川249 098-952-3558

ローソン西原工業団地前店 内間395-2 098-946-2600

ローソン西原幸地店 幸地887 098-882-8600

ローソン西原棚原店 棚原1-23-11 098-944-2435

ローソン西原津花波店 津花波121 098-946-6772

ローソン琉大前店 上原2-15-9 098‐944-1404

ローソン琉大病院店琉大病院内 上原207 098‐895‐7010

利用店舗名 住所 電話番号

エステサロン　さくら 津花波150‐2　(203) 090‐5742‐5027

エリスリーナ西原ヒルズガーデン 津花波431 098-946-5555

ｃut space WITCH 上原2‐13‐7　南アパート101 098‐944‐2995

Ｃｌｅｏ　Ｂｅａｕｔｙ＆Ｃｏ． 小那覇329-6　1号地 080-7728-9801

SALON de REINE （ｻﾛﾝ ﾄﾞ ﾚｰﾇ） ― 090-7986-6775

株式会社　三誓 内間414番地3 098-946-3914

セットカラー 幸地650番地 098‐988‐1120

（合）當山自動車販売 千原58-1 098-946-6468

西原グリーンセンター 内間546番地 098‐945‐5456

有限会社　ノースンカーファクトリー 小那覇1369番地 098-882-8301

BAR BER 207 棚原95番地 098-945-9781

Beauty Salon Anry 我謝77番地 080-3983-8540

Beauty Salon G.A.R.D.ENIA (ガーデニア) 掛保久80番地 090-5487-9483

美容室　コトナ 翁長111-4 070-8569-6727

美容室　ＰＡ．ＺＡ．ＰＡ．　西原店 津花波151-4 098-944-6881

美容室Ｌuce　（ﾙｰｹ） 西原町字我謝696番地 098-946-2606

美容室　スパイス 呉屋84-2 098-946-1212

FAMILY PHOTO STUDIO irodori 翁長237‐2　2Ｆ 098‐963‐4307

サービス業



HAIR Capa 棚原178-1 098-944-5444

Hair ReGoLA 上原2-12-4　コーポ泉101 098-946-5705

ヘアーサロンイレブン 与那城332-5 098-945-6779

ヘアサロン　オリーブ　 嘉手苅107 098-988-3028

ヘアーチョイス　ビビット　 幸地923　1F 098-946-1769

マンガ喫茶　ビッグピッグ 上原245-34　1Ｆ 090-1085-3977

株式会社 ヨシダ機器サービス 小那覇1556-1 098-946-7117

リラクゼーション　ハープの森 小橋川154-5　玉那覇ビル2階 098-927-6984

ロマネコンティ美容室 棚原1‐1‐5 098‐944‐2940

利用店舗名 住所 電話番号

株式会社　沖東交通 小橋川90‐1 098‐946‐0559

喜屋武タクシー ― 090-3797-5377

共同交通有限会社 嘉手苅42-6 098-945-5432

NAKAYA TAXI ― 090‐4985‐1996

株式会社　ナップルタクシー 幸地958-1 098-945-8337

Ｂｕｃｋ-Ｔｉｃｋ　ＴＡＸＩ ― 090-1179-0500

真白ＴＡＸＩ ― 090‐1944‐1290

銘雄タクシー ― 098-945-9269

利用店舗名 住所 電話番号

ちゅらら工房株式会社 兼久261-2 098-945-7170

株式会社　西原建創 小那覇1246番地 098-946-3269

利用店舗名 住所 電話番号

（株）石川酒造場 小那覇1438-1 098‐945-3515

國和建設株式会社　（西原工場） 小那覇1241-2 098-944-3341

株式会社　スクワラン本舗 千原245‐3 098‐945‐9278

利用店舗名 住所 電話番号

有限会社　西原農園 呉屋94-2 098-945-5231

製造・販売業

建築・リフォーム業

造園業

運輸業


