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ジャンル 店名 所在地 連絡先 店舗ページ
テイクアウト

配達

和食
創作和風そば

みつまる
久米2-13-7 098-866-9244

沖縄料理
沖縄そば 沖縄料理

ふる里
久茂地1-1-1

パレット久茂地地下1階
098-862-0979

沖縄料理
むじ汁専門店

 万富
安里379

 (栄町市場内)
098-887-4658

沖縄料理 料理と酒の店 毬
久茂地1-1-1

パレット久茂地9階
098-861-4919

洋食
自家焙煎珈琲

田原屋
田原3-11-2 098-859-5248

沖縄料理
琉球茶房
すーる

久茂地3-25-7 098-861-5155

洋食 Cafe Cura 小禄902-3　2F 098-857-6822

和食
魚屋直営食堂

魚まる
高良3-5-1 098-987-0085

沖縄料理 レストラン首里杜 首里金城町1-2 098-886-2020

和食 定食屋Rhizome
壷屋1-10-1

623BLD　1階
098-866-3835

和・洋食等
那覇市役所

庁内レストラン
泉崎1-1-1 098-988-9733

洋食 nokoto café 小禄1-17-23 098-996-1203

和食 喫茶タイム
寄宮2-5-44
赤嶺ﾋﾞﾙ2階

098-853-8083

和食
カフェレストラン

　エムず
与儀1-3-1

沖縄赤十字病院内２階
098-851-7301

https://www.instagram.com/tabaruya_coffee/
https://m.facebook.com/mitsumarusoba/?locale2=ja_JP
https://m.facebook.com/iyashicafecura
https://www.instagram.com/tabaruya_coffee/
http://uomaru.ti-da.net/
http://mari-palette9f.jimdo.com/


沖縄料理 けんぱーのすばやー おもろまち4-9-11 098-869-9281

和食
レストラン
オアシス

古波蔵4-10-55
沖縄協同病院内

070-5410-2631

洋食
モーニングカフェ

おはな
繁多川3-14-30 098-995-9166

沖縄料理
地料理・旬菜

土香る
松尾2-6-24（B1） 098-943-9460

沖縄料理 首里　いろは庭 首里金城町3-34-5 098-885-3666

和食 甘味処　万丸
泉崎1-9-7

国場薬品ビル101
098-867-2593

洋食
はなはな

アトリエカフェ
牧志2-9-46

098-867-3115

韓国料理
KOREAN BISTRO

オッパキンパ
田原3-8-7 1階 070-4812-9234

洋食
SUBWAY

波の上ビーチ店
辻3-2-1

098-868-0500

洋食
SUBWAY

那覇新都心店
おもろまち4-2-8

098-861-3327

洋食
SUBWAY

首里りうぼう店
首里久場川町2-122-1

首里りうぼう1F
098-885-6088

和食 KO菜YA　新都心店 安謝２丁目４－１２ 098-927-7247

和食 KO菜YA 小録店 金城5-1-1　1階 098-857-3068

中華 琉球ぱおず 首里鳥堀町1-46-2 098-943-7950

洋食
　detox soup cafe

SOUP.ON'
おもろまち4-11-36-102 098-963-6750

和食 お食事処　花
寄宮2-1-3

宮城原アパート１F
098-831-6780

https://www.facebook.com/kanmidokoro.manmaru
https://www.instagram.com/tsuchikaoru.okinawa
https://soup-on.jp/
http://www.oppakinpa.okinawa/
http://www.irohatei.com/
http://578.okinawa/
http://ryupao.ti-da.net/
http://578.okinawa/
http://www.kenpar.net/


洋食 フロレスタ新都心店
天久2-29-3

タートルマンションQ B1
098-943-1765

沖縄料理 お食事処　みかど 松山1丁目3-18　1階 098-868-7082

沖縄料理
みの家

パレット久茂地店
久茂地1-1-1
パレットくもじ

098-869-4955

沖縄料理
みの家

天久楽市店
天久1-2-1 098-862-8771

和食
おうちカフェ・喫茶

　青柳
首里石嶺町４丁目15-34 090-1949-2039

洋食 b-make 安謝２丁目２番２　１F 070-8593-3965

 なはベジ協力店（飲食店） 2022.2.9時点

ジャンル 店名 所在地 連絡先
店舗

ページ
テイク
アウト

和食 あめいろ食堂 樋川1-3-7 098-911-4953

レストラン ジミー　那覇店 那覇市銘苅3-8-5 098-861-1110

洋食 STEAK HOUSE DAY'S 田原2丁目2-4 098-857-4129

洋食
鬼茶房

Ｏｎｉ Ｃａｆｅ　ｐｏｗｅｒｅｄ　ｂｙ
ＭＡＮＧＯＳＩＸ

松尾１－１６－６ 098-943-0747

洋食 ピパーチキッチン 西2-6-16 098-988-4743

沖縄料理 島そば一番地 樋川2-3-1 098-831-5811

 ※ 一部テイクアウトが出来ないメニューもございます。詳細は各店舗へお問い合わせください。

https://www.facebook.com/floresta.shintoshin/
https://instagram.com/b.make_naha?utm_medium=copy_link
https://www.instagram.com/mangosix.japan_naha/
https://www.instagram.com/piparchikitchen
https://www.instagram.com/ameirokeiko/
https://fbj3000.gorp.jp/
https://www.shimasoba-yaeyama.jp/naha
https://b-make.owst.jp/
http://jimmys.co.jp/shop/53/
https://www.instagram.com/jimmys_okinawa/


和食 首里彩ごはん　うない 首里汀良町1-32-1 098-988-9595

洋食 torico 田原2丁目2-12 098-857-5016

洋食 さぼらみ saborami 松尾2-11-23 090-7451-8327

和食 ごはんやうらら
牧志3-10-3
山城ビル3階

090-2519-1763

和食 食堂　faidama
松尾2-12-14

カサグランデ松尾1F
098-953-2616

サンドイッチ Sand ya Sun 繁多川1-3-24 1階 090-9781-7887

洋食
ヘルシーパスタ料理専門店

　下地パスタ研究所
首里儀保町1-31
兼城アパート105

098-917-4432

洋食
カフェ・ダイニング
marumi house

与儀３１８番地
マイホームイン与儀　１階

098-996-2233

洋食 Chez Nori 安里２丁目4-12
マキシーアルパ1階

098-862-8778

洋食 キッチン リュウグウ 鏡原町3-7 070-6449-4448

洋食 百和Café 首里大名町1-50-2 090-8536-3533

洋食 Pico食堂 首里汀良町3-17 098-917-2725

沖縄料理 酒房　きぶし
久米1-1-21

オレンジビル　３F
098-863-9117

洋食 chichimun(ちちむん） 首里鳥堀町1-46 090-6862-7302

洋食 あんじんもこ 赤嶺2-7-12　２F 090-7498-8957

和食 島の幸・琉海
牧志3-11-17

屋台村内
090-8355-1515

https://www.instagram.com/gohanyaurara/?hl=ja
https://www.facebook.com/torico.no.torico/
https://www.instagram.com/irodori_unai/
https://ja-jp.facebook.com/saborami.naha/
https://www.instagram.com/shokudou_faidama/
https://www.instagram.com/saborami_vegan_cafe/
https://www.instagram.com/okinawa_torico
https://www.instagram.com/shimoji_pasta_lab/?hl=ja
https://www.instagram.com/cheznori/?hl=ja
https://www.instagram.com/kitchen.ryugu/
https://ja-jp.facebook.com/marumihousemarumi/
https://m.facebook.com/kitchenryugu/
https://m.facebook.com/CHEZNORI/
https://www.instagram.com/ryukai_yataimura/
https://www.instagram.com/picoshokudo/
https://www.instagram.com/chichimun_shuri/
https://www.instagram.com/anjinmoko/
https://www.instagram.com/more__cafe/
https://picoshokudo.wordpress.com/
https://shimojipastalab.owst.jp/
https://www.faidama.com/
https://www.instagram.com/sand_ya_sun.0519/


洋食 LaLaZorba
松尾2-2-32
石川ビル2階

090-7605-6648

和食 カフェ 木箱
首里儀保町1-8

宮城アパート1階A
070-1945-8908

洋食 Kitchen
安里1-4-15
梅村ビル2F

098-943-4524

和食
cafeめしギャラリー

さまさま

首里石嶺町4-373-1
沖縄県総合福祉センター西棟

2F
098-886-5115

洋食 メディカルハーブカフェ
安謝1-2-5

メディカルガーデンプライス
2F

098-863-0201

洋食
オーガニックスペース・
ピュアクロップス沖縄

安謝1-22-38
かふうBL 2F

050-3650-1774

洋食 kuma café 牧志2-21-1小湾ビル1F 098-862-3395

韓国料理 キッチン マリサコ おもろまち4-6-24 098-941-5678

サンドイッチ Witch's Sandwich 壺屋2-4-3 050-1343-1866

和食 生ラムジンギスカン　羊や 前島2-14-28 098-917-5651

 ※ 一部テイクアウトが出来ないメニューもございます。詳細は各店舗へお問い合わせください。

https://www.instagram.com/lalazorba/
https://www.instagram.com/cafekibako/
https://www.instagram.com/kitchen.okinawa.yuri/?hl=ja
https://www.instagram.com/medical_herb_cafe/?hl=ja
https://ne-np.facebook.com/watch/purecropsokinawa/
https://blog.goo.ne.jp/kuma080710cafe
https://www.instagram.com/kuma_cafe_okinawa/
https://www.instagram.com/marisakogram/
https://medicalherbcafe.owst.jp/
https://kibakocafe39.business.site/
http://wakatakehp.or.jp/samasama.html
https://www.lalazorba.com/
https://www.instagram.com/witchs_sandwich/
https://witchs.work/
https://fb61400.gorp.jp/
https://instagram.com/okinawa__hitujiya0512?igshid=YmMyMTA2M2Y=

