
業態 店舗名 所在地 電話番号 営業時間 定休日 ＵＲＬ

居酒屋 食処　ニライ亀蔵 大浜877番地2　１B 47-7122 17:00～23:00 月 https://tabelog.com/okinawa/A4702/A470202/47016439/

居酒屋 居酒屋くるーやー 谷茶12番地 43-6127 17:00～23:00
日曜日

第5月曜日

居酒屋 海鮮亭 大浜878番地１０ 47-4085 17:00~22:00 火・水

飲食 玉城商店 渡久地４番地 090-7399-5257 10:00～17:00 火・水

飲食業 オン・ザ・ビーチ　ルー 崎本部2626番地1 47-3535 12:00～21:00 なし https://www.luenet.com/

飲食店 美ら海キッチン　ぱぱいや 山川973番地３ 48-4351 11:00~20:00 不定休 http://papaiya.main.jp/

飲食店 カフェ　POUR　VOUS 崎本部4938番地１ 47-5010 11:00~21:00 水

飲食店 石なぐ 渡久地778番地２ 47-3911
11:30~14:00

18:00~22:00(LO20:30)
木

飲食店 さわのや 渡久地１５番地７ 47-3029 11:00~16:00 木 https://sawanoya.net

飲食店 お好み焼き　ふみちゃん 東443番地１ 47-5151 11:00~16:00 日

沖縄そば 海と麦と 崎本部32番地 43-5850 11:00～16:00 火・水

沖縄そば 島豚家 豊原479番地 43-6799 11:00~15:30 木・日

沖縄そば そば八重善 並里342番地１ 47-5853 11:00~15:00 火・水

沖縄そば店 コッコ食堂 備瀬355番地 090-4785-9658 11:00～16:00 水 https://www.kokko-collagen.com

御食事処 ゆんたく 瀬底4861番地1 47-5979
11:30～14:00

18:00～22:00
日

海鮮料理 海人料理　海邦丸 山川1421番地１ 48-3343
11:00～15:00

17:30～22:00
なし

カフェ Half Time Café 渡久地7番地 47-7833 11:30～20:00 不定休 https://home.tsuku2.jp/storeDetail.php?scd=0000101445

カフェ Seasidecafe&Bar BuLL's 備瀬385番地 43-7447 11:00～21:00 年中無休

カフェ
World kitchn

　オキナワハナサキマルシェ内
山川1421番地5　 098-960-6249 11:00～21:00 年中無休

カフェ、スィーツ ＳＯＹＳＯＹ　ＣＡＦＥ 谷茶10番地Ａ－101 43-6003
（火・水・木）11:30～18:00

（金・土・日）9:30～18:00
月 https://www.soysoy.info/

カフェ・スイーツ ゴンチャ　オキナワハナサキマルシェ店 山川1421番地5 43-9488 10:30～20:00 なし https://hanasaki-marche.com/

キッチンカー ＧＲＥＥＮ　ＢＡＳＥ 瀬底417番地　２階 090-4805-0646 10:00~17:00 不定休 instagram:green.base_73

小料理店 食処　もっこす家 っ健堅384番地 47-2839 17:30~22:30
月

奇数日曜日
yoshitaka.com@livejp

ジェラート
やんばるジェラート

　ハナサキマルシェ店
山川1421番地５ 098-943-5434 12:00~21:00 なし https://www.yanbarugelato.jp/

食堂 紀乃川食堂 健堅603番地 47-5230 11:00~18:30 日

食堂・弁当 パーラー本部チキン 備瀬2045番地１ 090-6422-1919 10:00～20:00 不定休 http://motobu-chicken.com/

もとぶ商品券利用可能店舗
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ステーキ ステーキハウス８８美ら海店 浦崎278番地３ 51-7588
11:00~23:00

（Lo19：30）
なし http://s88.co.jp/88chura.html

そば屋 本部そば 崎本部4639番地１ 47-4188 10:30～15:00 水

タコライス店 タコライス家　しましま 渡久地1番地７ 47-6767 11:00～18:00 火

テイクアウト チキンといなり 大浜879番地15 080-2749-0683 11:00～18:00 火

パーラー いっぷく家 渡久地4番地１－１ 050-1120-6390 12:00～18:00 月・木・日

パーラー 株式会社　キング堂パーラーキング 崎本部5025番地2 43-6662 9:30～19:00 水・木 https://www.king 0403.co.jp

パーラー パーラーキチネット 崎本部4714番地１ 080-1539-0063 11:30~17:00
定休日:月‣木

不定休:日

パーラー パーラー味夢希 伊野波331番地８ 47-2082 12:00~18:30 火

ビストロ
やんばるビストロ　ルアナ

（アラマハイナ　コンドホテル内）
山川1421番地１ 51-7800

7:00～10:00

18:00～22:00
なし https://www.ala-mahaina.com

ファストフード
ポーたま沖縄本部町店

（オキナワハナサキマルシェ内）
山川1421番地5 43-0116 7:00～20:00 なし https://hanasaki-marche.com/

弁当 ＵＫＡＵＫＡ 瀬底2281番地１ 47-4774 11:30～16:00 火 ukauka.jp

弁当 味来
大浜863番地1

　かりゆしマンションC-101
47-7288 11:00~21:00 日

弁当

オードブル等
ホテルモトブリゾート 渡久地861番地１ 47-2321 9:00～14:30 年中無休 http://motoburesort.jp/

弁当屋 かりゆし食堂 大浜864番地1 47-3883 10:00~14:00 土・日

ホテル居酒屋
ホテルオリオンモトブリゾート＆スパ

うちなー居酒屋　【嘉例】
備瀬148番地１ 51-7302 17:30～23:00 なし https://www.okinawaresort-orion.com/

ホテルバー
ホテルオリオンモトブリゾート＆スパ

ロビーラウンジ　【ヴェガ】
備瀬148番地１ 51-7302 10:00～19:00 なし https://www.okinawaresort-orion.com/

ホテルラウンジ
ラウンジ＆バー　カラハイ

（ホテルマハイナ　ウェルネスリゾートオキナワ内）
山川1456番地 51-7700 15:00～22:00 なし https://www.mahaina.co.jp/restaurantu/karahai

ホテルレストラン
ホテルオリオンモトブリゾート＆スパ

オールディダイニング　【シリウス】
備瀬148番地１ 51-7302

（ランチ）11:30～14:30

　（ディナー）17:30～21:00
なし https://www.okinawaresort-orion.com/

ホテルレストラン
ホテルオリオンモトブリゾート＆スパ

スペシャリティ　レストラン　【銀河】
備瀬148番地１ 51-7302 17:30～21:00 なし https://www.okinawaresort-orion.com/

ホテルレストラン
ホテルオリオンモトブリゾート＆スパ

バーベキューレストラン　【カペラ】
備瀬148番地１ 51-7302 17:30～21:00 なし https://www.okinawaresort-orion.com/

ホテルレストラン
レストラン　ilikai

（ロイヤルビューホテル美ら海内）
石川938番地 48-3638

7:00～9:30

18:00～22:00
なし https://royalview-churaumi.com

ホテルレストラン

BBQ

レストラン渚

（ロイヤルビューホテル美ら海内）
石川938番地 48-3638 18:00～22:00 なし https://royalview-churaumi.com

焼肉 焼肉名月館 崎本部4738番地２ 47-5202 17:00～22:00 月

焼肉
BURIBUSHI　和牛焼肉専門

オキナワハナサキマルシェ内
山川1421番地5 51-7111

11:00～15:00

17:30～22:00
年中無休

焼肉 焼肉もとぶ牧場　もとぶ店 大浜881番地１ 51-6777 11:00～14:30 なし http://www.moyobu-farm.com

洋菓子店 Potmum 北里1329番地１ 43-7430 11:00～18:00 火・水
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ランチ お食事処　iNUBi 浜元605番地1 43-0149 11:00～15:00 水

レストラン はまさきレストラン 健堅1104番地 47-2842 12:00～19:00 日

レストラン
レストラン　マーセン

（ホテルマハイナ　ウェルネスリゾートオキナワ内）
山川1456番地 51-7700

7:00～10:00

18:00～22:00
なし https://www.mahaina.co.jp

レストラン Ma-Blue Garden House 新里247番地１ 48-2222 10:00~18:00 月 http://ma-blue.com

蒼蒼家 崎本部524番地4 47-4411 11:00～17:00 火

スポーツ用品小売 ＯＭスポーツ 谷茶11番地 47-4910 10:00～20:00 日

アウトドア

衣料・用品店
海想　ハナサキマルシェ店 山川1421番地５ 48-2555 10:00～19:00 なし https://kaisouokinawa.com

絵本半額の店 ほんやすん　もとぶ店 大浜879番地15 47-2449 11:00～18:00 不定休

カステラ製造・販売 カステラ工房さくやま 東457番地１ 47-6318 9:00～売切れ次第 不定休

家電小売業 渡久地ラジオ 渡久地1番地８ 47-2616 9:00～19:30 日

化粧品

衣料品
コスメティックさくら 渡久地4番地 47-4787 10:00~17:30 日

化粧品店 おしゃれの店ちえこ 大浜860番地18 47-3174 10:00～20:00 日

化粧品販売 上間化粧品店 渡久地69番地 47-4293 10:00～19:00 日

小売店 本部ガス株式会社 谷茶443番地 47-3441 8:30～17:30 日・祝祭日 m-gas@woody.ocn.ne.jp

小売店 城間商店 伊野波658番地13 47-6203 7:00～21:00 なし

小売店 ショップやまかわ 並里５９番地 47-5651 10:00～17:00 日 http://www.shop-yamakawa.jp

小売店 仲宗根商店 東212番地 7:30～21:00 なし

小売店 玉城商店 健堅1089番地２ 47-2246 6:30~20:00 不定休

小売店 並里商店 谷茶31番地１ 47-3862 6:00~20:00 日

小売店

日用品店

惣菜

仲宗根ストアー 渡久地6番地 47-2023 4:30～20:00 なし

小売店

日用品等
赤松商店 渡久地57番地 47-2538 11:00～21:00 日

小売店

農水産物直売所
もとぶかりゆし市場 大浜881番地1 43-0280 9:00～19:00 年末年始

コスメ
首里石鹸

オキナワハナサキマルシェギャラリーショップ
山川1421番地5 51-7600 11:00～19:00 なし https://hanasaki-marche.com/

コンビニ ローソン本部大浜店 大浜861番地１ 47-5352 24時間 なし

コンビニ ローソン本部八重岳入口店 並里617番地3 47-3451 24時間 年中無休

酒・飲料水卸小売 渡嘉敷商店 東207番地 47-2337 10:00～21:00 水・日
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雑貨販売 座覇商店 具志堅3005番地 080-1722-7500 7:00~19:00 無休

写真館 もとぶ写真館 大浜33番地４ 47-3135 9:00～18:30 なし

写真館 スタヂオ沖縄 大浜863番地5 47-5859 11:00~16:00 水

食肉販売店
(有)フレッシュミートがなは

　「もとぶ店」
谷茶445番地２　１階 43-5837 10:00~18:30 水 https://www.ganaha-meat.co.jp/motobu

食料品店 松田食品店 渡久地4番地１ 47-2521 8:00~17:00 日

ショップ
ホテルオリオンモトブリゾート＆スパ

ショップ【沖縄いちば】
備瀬148番地１ 51-7320 7:00～21:00 なし https://www.okinawaresort-orion.com/

ショップ
セレクトショップ

（ホテルマハイナウェルネスリゾートオキナワ内）
山川1456番地 51-7700 8:00～22:00 なし https://www.mahaina.co.jp/facilities/

スポーツ用品 本部スポーツ 渡久地17番地５ 47-2999 9:00～19:00 日

精肉店 古堅精肉店
渡久地4番地

　マーケット内
47-3642 7:30~18:00 日

精肉店 西平精肉店
渡久地４番地

　（町営市場内）
47-2983 7:00~18:30 不定休

制服・洋服直し Ribbon
渡久地4番地

　町営市場内
090-8830-4427 10:30~18:30 日

専業・さしみ・お惣

菜・食料品
さしみ亭 大浜882番地７ 47-5523 11:00～20:00 日

鮮魚店 金城鮮魚店 渡久地4番地 47-2830 10:00~17:00 なし

直売店 みかんの里 伊豆味2846番地13 47-2889 9:00~18:00 年末年始

釣具店 もとぶつりぐ 崎本部4714番地１ 47-4495 7:00~19:00 不定休 okinawa-fishing.com

陶器店 ＭＵＧ 渡久地4番地 050-5360-8320 11:00～17:00 水 https://www.instagram.com/potteryshopmug

日用品販売 兼城商店 渡久地11番地 47-2110 6:00～19:00 日

パン製造・販売 まちやーゆいとぴあ 大浜885番地1 47-5355 10:00～17:00 土・日・祝

ハンドメイド雑貨 つむぎ屋 具志堅143番地 090-6868-3864 10:00~16:00 日

ハンドメイド雑貨店 ＬＡＱＵＡ 瀬底417番地　２階 080-5614-4696 11:00~16:00 不定休 instagram:laqua73

美容室 ラブリー美容室 谷茶31番地23 47-4951 12:00~19:00 木・金

フラワーショップ

蘭専門店
フラワーショップ蘭らん 山川1466番地1 48-4002 10:00~16:00 年中無休 https://hana-ranran.okinawa

文具

日用品
有限会社　友寄商事 渡久地4番地10 47-2253 8:00～18:30 日曜日

文具販売 プリントショップ　点 大浜854番地６ 47-5173/7881 8:30～17:30 土・日

整骨院
あいおい整骨院

(保険適用外の施術のみ）
謝花94番地2 090-5474-8237 9:00~18:00 月・金・日 aioi-mutubu.jimdosite.com
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