
　　　　　

店名 地区 市町村 住所 電話 定休日 営業時間

1 あがり家+ 中部 浦添市 伊祖２－１９－３ ０９８－８７７－２４３０ なし 11：00－22：00

2 我如古そば 中部 浦添市 城間４－３－６ ０９８－８７５－４００２ なし 11：00－21：00

3 本家 亀そば(若狭店) 南部 那覇市 若狭1丁目１－６ ０９８－８６７－９６９０ なし 11：00－18：00

4 ㊇宮良そば 中部 浦添市 当山1丁目７－１７ ０９８－８７６－７０８２ なし 10：00－20：00

5 ほりかわ 南部 那覇市 首里真和志町1丁目２７ ０９８－８８６－３０３２ 木 11：00－15：45

6 具志川そば　愛ちゃん 中部 うるま市 太田７０２－６ ０９８－９７４－３５２３ 火 11：00－15：00

7 笑家 ※営業終了12月新規移転 中部 うるま市 田場１０６１－１ ０９８－９７３－０６５０ 木 11：00－16：00

8 すば処　うゎちち 中部 沖縄市 比屋根１－１６－２７ ０９８－９３３－６００９ 水 10：00－16：00

9 根夢(ごん)本店 中部 沖縄市 安慶田3丁目７－１５ ０９８－９３９－４９８１ なし 11：00－15：00

10 米八そば 中部 沖縄市 泡瀬５－２９－６ ０９８－９３８－３２６６ なし 11：00－15：00

11 ゆたかやそば 中部 北中城村 美崎７５ ０９８－９３５－４１８８ 火、水 11：00－16：00

12 宜野湾そば 中部 宜野湾市 我如古２－２７－１ ０９８－８９８－２３１０ なし 11：00－21：00

13 三丁目の島そば屋 中部 宜野湾市 嘉数3丁目１０－１ １０１ ０９８－９６３－９３９２ なし 11：00－15：00

14 根夢(ごん)伊佐店 中部 宜野湾市 伊佐４－２－１４ ０９８－８９０－７５２３ なし 11：00－20：00

15 はなきなぁ 中部 宜野湾市 喜友名１０３９ ０９８－８９３－８７９７ なし 11：00－20：00

16 ヨネハマそば 中部 宜野湾市 新城2丁目１７－７ ０８０－１７４０－４５３４ 木 11：00－18：00

17 一本松 中部 北谷町 桑江５８６－１３ ０９８－９３６－３０２０ 水 11：00－14：00

18 謝苅そば 中部 北谷町 吉原９８－１ ０９８－９２６－１２５８ 日 10：00－15：00

19 浜屋 中部 北谷町 宮城２－９９ ０９８－９３６－５９２９ なし 10：00－17：30

20 りんくる食堂 中部 北谷町 浜川１８６　S46 ０９０－３７９６－５５７５ 月 11：00－18：00

21 運玉食堂 中部 西原町 池田１７２－８ ０９８－９４４－５８７７ なし 10：30－21：00

22 本家 亀そば(うん玉店） 中部 西原町 池田１７３－１ ０９８－８８２－０７００ なし 11：30－20：00

23 田舎 読谷店 中部 読谷村 上地３５９－３ ０９０－７５８７－５０８８ 月 11：00－15：00

24 ゆがふ家 中部 浦添市 伊祖1丁目１１－２１ ０８０－３９７１－５２７８ 火 11：00－17：00

25 浦添そば 中部 浦添市 伊祖4丁目８－３ ０９８－８７９－３１７０ 木 11：00－20：00

26 よね食堂 南部 豊見城市 座安３３７ ０９８－８５０－４０２９ なし 11：00－17：00

27 あじゃず 南部 那覇市 曙２－９－１８ ０９８－８６８－７４８８ なし 11：00－17：00

28 田舎 安謝店 南部 那覇市 安謝１８６ ０９８－９４４－５８７７ 土日祝 11：00－19：00

29 田舎 公設市場南店 南部 那覇市 松尾2丁目10－20 ０９０－９７８６－０５０１ なし 10：00－18：00

30 田舎 泊店 南部 那覇市 上之屋３９４－２ なし 月、水 11：00－18：00

31 ちゃるそば 南部 那覇市 安里３８８－１ ０９０－８２９４－６４２２ 日 11：30－21：00

32 識名そば 南部 那覇市 識名１２０６－１ ０９８－９９６－２９３９ 火 11：00－17：00

33 そば処　きくや 南部 那覇市 田原１－６－２ ０９８－８５７－０５６５ 水、木 11：00－15：00

34 楚辺そば 南部 那覇市 楚辺２－３７－４０ ０９８－８５３－７２２４ なし 11：00－21：00

35 田そば 南部 那覇市 真嘉比3丁目５－２２ ０９８－８８４－５１５０ 火 11：00－19：00

36 本家 亀そば(港町本店） 南部 那覇市 港町３－１－１７ ０９８－８６３－５６３９ なし 9：00－15：00

37 麺処 てぃあんだー 南部 那覇市 天久1丁目６－１０ ０９８－８６１－１１５２ 月 11：00－16：00

38 ゆうなみ 南部 那覇市 松川３０１－１５ ０９８－８８７－５０８０ なし 11：00－21：00

39 ㊇宮良そば 那覇店 南部 那覇市 辻2丁目６－１　２F ０９８－８６４－２１１１ なし 11：00－15：00

40 伊佐川食堂 北部 名護市 伊差川５２５ ０９８０－５２－３９２４ なし 10：30－21：00

41 ちらー小(本店) 南部 南風原町 新川４７０－２ ０９８－８８９－６６２６ なし 11：00－21：00

42 伊覇そば 南部 八重瀬町 伊覇６５－１８ ０９８－９９８－０９１１ なし 11：00－21：00

43 民芸食堂 南部 与那原町 与那原４３３ ０９８－９４５－３１５４ 木 11：00－16：00

44 与那原家 南部 与那原町 与那原１０４０ ０９８－９４５－８９５８ なし 11：00－21：00

45 金太郎 南部 南城市 玉城船越１１９７ ０９８－９８８－３４３０ 水 11：00－16：30

46 まんてん   北部 今帰仁村 仲宗根３１５ ０９８０－５６－２６１８ 日、月 11：30－14：00

47 よしこそば 北部 本部町 伊豆味２６６２ ０９８０－４７－６２３２ 金 10：00－17：00

48 でいご家　 北部 名護市 喜瀬１９７ ０９８０－５３－０２２２ なし 11：00－21：00

※コロナウイルス感染症の影響により営業時間を短縮している店舗がございます。予めご確認の上訪問していただきたいと思います。

沖縄そば店「テイクアウト応援キャンペーン」参加店舗リスト


