
第46回沖縄の産業まつり　出展企業リスト(屋外展示･即売)　　五十音順　　10月14日現在

組織名 電話 会場ブース番号 主な製品･展示内容

あ

アーサの安里 090-1366-8448 第2会場(1) もずくとアーサぞうすい、たっぷりアーサスープ

RGC株式会社 098-961-6800 第2会場(52) 琉球ガラス

株式会社青い海 098-992-1140 第4会場(28) 沖縄の塩シママース、沖縄の海水塩青い海、粗びき塩胡椒、香味広がるスパイス塩、海水塩塩飴、シママーストートバッグ　他

株式会社赤マルソウ 098-992-0011 第4会場(27) 油みそ、島一番ドレッシング・ぽん酢シリーズ、各種みそ、もずくのタレ、シークヮーサーこしょう、各種醤油

アクアクララ沖縄 098-996-2020 第4会場(26) ウォーターサーバー、ウォーターボトル

安里友子原色押花絵工房 090-4470-7866 第4会場(9) 押花工芸品、ピアス、ネックレス、かんざし

朝日陶器有限会社 098-895-6688 第6会場(1～2) 日用雑器、シーサー置物

アセローラフレッシュ 0980-47-2505 第2会場(13) アセローラフローズン、アセローラジュース、アセローラクリームソーダ、ぴゅあなアセロラ、ミニぴゅあなアセロラ

アラハ化粧品 098-926-5070 第2会場(50) アラハソープ、アラハローション、アラハエッセンス、アラハシャンプー、アラハフェイスマスク

い

農業生産法人株式会社伊江牛 098-992-2929 第2会場(63)、第4会場(20) 牛汁、焼肉丼、サイコロステーキ、焼肉、コロッケ、メンチカツ

有限会社育陶園 098-866-1635 第6会場(3) 陶器(お茶碗、お皿、カップ、シーサー)

(株)石川酒造場 098-945-3515 第2会場(60) 甕仕込43度720ml、甕仕込30度720ml、甕仕込25度720ml、甕仕込35度10年古酒720ml、マンゴー梅酒、ヒラミ８リキュール

石垣島はちみつ 0980-87-0643 第2会場(16) 琉球ミード　蜜、石垣島はちみつ四角瓶、石垣島はちみつソフトボトル、石垣島はちみつソフトボトル、石垣島はちみつ

石嶺商事 098-878-2904 第4会場(4) パイソン トートバッグ、パイソン リュック、パイソン 長財布、パイソン 二つ折り財布、パイソン 名刺入、パイソン コインケース

伊是名村商工会 0980-45-2475 第2会場(47) 金丸（10年古酒 43度 白）、常磐（５年古酒 40度）、尚円の里（30度）、お米のまかろに（星型）、太陽麺カッペリーニ、もずくの佃煮、島米 他

いとうざいく 080-2009-2657 第2会場(4) 潤ネックレス/k18、潤ネックレス/k18、潤指輪/k18、慶良間ブルーネックレス/k10、夜光貝ピアス/k18、ヘアカフ、シェルトレイ

う

株式会社　上間菓子店 098-840-6000 第4会場(15) わけありスッパイマン、わけありスッパイマン梅キャンディー、スッパイマンいか天・のり天

え

株式会社AWSH 080-9853-4146 第4会場(65) 島ネロ

えにし風 080-1723-8729 第2会場(18) 漆喰シーサー、漆喰ぶた、漆喰石敢當

お

株式会社大西石材沖縄 098-964-4343 第3会場(12～15) 墓石

オキコ株式会社 098-945-5021 第4会場(47～48) パン類、麺類

沖水化成株式会社 098-982-1371 第3会場(1) 塩化ビニル管、ポリエチレン管展示

株式会社沖縄エネテック 098-879-9085 第4会場 事業サービスの紹介(ドローン、LCA)

OKINAWA CACAO 050-5241-8152 第2会場(44) ｶﾗｷﾁｮｺﾚｰﾄ、ｼｰｸヮｰｻｰﾁｮｺﾚｰﾄ、月桃ﾁｮｺﾚｰﾄ、泡盛まるたﾁｮｺﾚｰﾄ、今帰仁スイカチョコレート、パイナップルチョコレート

沖縄県黒砂糖協同組合 098-851-8188 第2会場(中央会コーナー) 八島黒糖(組合商品)、各黒糖工場商品(組合員商品)

沖縄県酒造協同組合 098-862-1470 第2会場(82) 720ml海乃邦 KOHAKU 12年43°、720ml やんばるの酒 いちゅゆん 44°、600ml 琉球泡盛 ちむどんどん、720ml 海乃邦 10年 43°　他

沖縄県出店事業協同組合 098-933-8801 第3会場、第4会場、中央会コーナー 飲食・ゲーム

沖縄県商工会連合会 098-859-6190 第2会場 ありんくりん市

沖縄県職業能力開発協会 098-862-4278 第3会場 おきなわ技能展

沖縄県畜産副産物事業協同組合 098-945-6516 第2会場(中央会コーナー) 牛汁など

沖縄県中小企業団体中央会 098-860-2525 第2会場(中央会コーナー) 中央会コーナー

沖縄県農業協同組合 098-987-6777 第3会場(26～27) 農産物(野菜、果実、花キ)、農産物加工品(シークワーサー、パイン)

一般社団法人沖縄県婦人連合会 098-884-5333 第4会場(9) 里芋、シークワーサー、野菜、バッグ、ブローチ、ポーチ、スカーフ、サーターアンダギー、むしパン、カーサームーチー



沖縄県露天商協同組合 098-850-3191 第4会場 風船割(ダーツ)、ミルクボトル、金魚すくい、メダカ販売、おめん、人形すくい、わなげ

沖縄食糧株式会社 098-877-2323 第4会場(29～30) my cucuru 泡洗顔 (さっぱり)、my cucuru 泡洗顔 (しっとり)、my cucuru 美容ミスト (化粧水)、金芽米石垣島産ひとめぼれ　他

沖縄商工会議所 098-938-8022 第4会場(10～11) 田芋パイ・スティックパイ、ぜんざい・シャーベット、飴玉・県産菓子、木工小物(ランプ、表札、プランター、時計、ティッシュボックス 他)

合資会社沖縄関ヶ原石材 098-855-4100 第3会場(8～11) 墳墓(2000タイプ、2500タイプ、3500タイプ、亀甲2500、洋風タイプ)、仮墓

有限会社沖縄長生薬草本社 098-947-3214 第4会場(60) 福寿来A(450g)(60包) 、福寿来A(2g)(30包) 、健命一番茶、春ウコン(粒)、琉球酒豪伝説、機能性表示食品

沖縄電力株式会社 098-877-2341 第4会場 環境行動

沖縄特産販売(株)(沖縄県交易促進事業協同組合) 098-850-8953 第2会場(中央会コーナー) シークワーサーの販売、県特産品の加工品販売、ステーキ肉（現場調理）販売

沖縄ハム総合食品株式会社 098-958-4186 第4会場(49～50) ハムベーコン、ウインナー3点セット、ハム、ベーコン、ウインナー4点セット、タコライスシリーズ

株式会社おきなわ晴家 098-856-3455 第2会場(66) 沖縄県産ノニ(ビン)、山原シークワーサー(ビン)、秋ウコン粒、春ウコン粒、シークワーサーマヌカ蜂蜜

株式会社沖縄ホーメル 098-895-3312 第4会場(41～42) デリカフランクソーセージ、ポルトギースソーセージ、フランキーボーイ、レトルトなかみ汁、レンジアップらふてー、レトルト軟骨ソーキ煮付

株式会社沖縄ポッカコーポレーション 098-863-7099 第4会場(56) 500PETさんぴん茶、595PET沖縄シークヮーサー100％、500PETやんばるの天然水

沖縄明治乳業株式会社 098-877-5274 第4会場(46) 明治酪農牛乳、明治健骨家族、明治メイグルト、テスターズチョイスアイスカフェ、ネスレコーヒー

オキナワロイヤルクラフト 098-957-1776 第2会場(64) 果報・幸福を呼ぶプレート「夢かふう」

オリオンビール株式会社 098-911-5229 第5会場 生ビール(ザ・プレミアム、ザ・ドラフト、75BEER)、その他缶ビール類、その他缶チューハイ、その他清涼飲料水

恩納村　おんなの駅なかゆくい市場 098-964-1188 第2会場(48) 萬座バケット

か

海産物料理　海魚 098０-46-2544 第2会場(43) ナーガラス、まるごとシークヮーサージャム、スーファイ、夜光貝のラー油漬け、タカセ貝、もずく佃煮（夜光貝入り）

がじゅまる動物クリニック 098-943-2272 第2会場(29) オーガニック肉球クリーム、ラベンダーウォーター、虫よけスプレー、手作りドッグソープ

(株)カセイ(沖縄県life倶楽部協同組合) 098-943-4481 第2会場(中央会コーナー) デニッシュパン、クリームあんぱん、シャーベット

(有)神村酒造 098-964-7628 第2会場(37) 暖流3年古酒40度、沖縄県産米泡盛、琉球もろみ酢、芳醇浪漫カメ貯蔵5年古酒、守禮15年古酒

き

菊之露酒造株式会社 098-868-5086 第2会場(70) 菊之露一升瓶30° 1800ml、菊之露ブラウン30° 720ml、菊之露親方の酒25° 720ml、菊之露サザンバレル25° 720ml　他

きたなか荘弁当 080-1796-5991 第2会場(61) トマトケチャップ（ﾊﾟｯｼｮﾝﾌﾙｰﾂ入り）、トマトケチャップ（島とうがらし入り）、トマトケチャップ(島とうがらし入り10辛）　他

合同会社キンアグー(金武町観光協会) 098-968-6706 第2会場(42) アグー豚のギョーザ、アグー豚のステーキ、アグー豚のソーセージ、アグー豚肉

金城園芸 098-987-3308　 第2会場(22) シークヮーサージャム

株式会社近代美術 098-889-4113 第4会場(8) クミカ、100シリーズ、絵葉書、クリアーファイル、メッセージカード、ファンシージップ袋　他

く

具志堅商店 098-989-8770 第4会場(67) 黒糖アガラサー、ココアアガラサー、黒糖アガラサーミックス粉、からあげ、ポテト、わらびもち

国頭村観光物産㈱ 0980-41-5555 第2会場(55) おくみどりのチーズタルト、農産物（しめじ・みかん・芋・パパイヤ等）、からぎ茶・奥みどり茶、クニガミドーナツ・ナントゥ

国頭村商工会 0980-41-5116 第2会場(53～54) やんばる椀、やんばる皿、やんばる箸、やんばる森のツバキオイル、やんばる森のローション、オーガニックシャンプー

久米仙酒造株式会社 098-832-3133 第2会場(71～72) 沖縄 BLUE 8年、沖縄 BLUE 43度、てはじめ古酒、開鐘、爆誕、シークワーサーサワー

㈱久米島印商店 098-985-3260　 第2会場(6) 久米島からの贈り物、沖縄久米島印（みそクッキー）、沖縄久米島印（球美の塩ちんすこう）、沖縄久米島印（紅芋ステック）　他

久米島物産販売㈱ 098-985-8072 第2会場(7) ノニジュース、シークヮーサージュース、ノニ石鹸、たんかんジュース

久米島みそ食品 098-898-5753 第4会場(58) カップ赤・白、油みそ用、油みそ、骨汁、そば

株式会社久米島の久米仙 098-878-2276 第2会場(83～84) 究極の水割り、IMUGE.、IMUGE.カップ、ブラック30度、久米島町政20周年ボトル、名字ボトル30度(600ml、1800、4500ml)　他

グルクンかまぼこの照屋(金武町観光協会)080-6494-9240 第2会場(42) グルクンかまぼこ、玄米

㈱グレイス・ラム 09802-2-4112 第2会場(30) コルコルアグリコール、コルコル、コルコルTシャツ、沖縄ラム酒ケーキ、小説「風のマジム」、ｼｰｼﾞｬｰｷｰ、大東ようかん

こ

株式会社黒糖本舗垣乃花 098-877-1135 第4会場(68) 多良間島産黒糖、ピーナッツ黒糖、アーモンド黒糖、カシューナッツ黒糖、黒糖黒ごまピーナッツ・ピーナッツクランチ　他

COCO KITCHEN 090-1957-2031 第2会場(10) 座間味で採れたカジキのキーマカレー

COCOPAN 098-989-6339 第2会場(39) 玄米バゲッド、黄金いもと黒糖チョコブレッド、菓子パン、惣菜パン



COCORU 098-870-9323 第2会場(21) 島豆腐タームパン、島豆腐パン、島豆腐あんぱん、島豆腐カスタードクリームパン、島豆腐ほろ苦コーヒークリームパン 他

農業生産法人株式会社小浜養蜂場 098-921-3783 第4会場(3、61) 百花ハチミツ 150g、百花ハチミツ 500g、百花ハチミツ 1000g、百花ハチミツ 2,400g、生ローヤルゼリー入ハチミツ 150g　他

KOBA 098-943-4341 第2会場(9) アグー豚入りキーマカレー（レトルトカレー）、チキンカレー（レトルトカレー）

コミュニティーショップ　Yuna 098-988-8792 第2会場(29) ユナバルモヨウ　トートバッグ、ユナバルモヨウ　紙雑貨、Doucatty×Yuna　与那原Tシャツ、Doucatty×Yuna　与那原手ぬぐい　他

コルネとサンドのお店pipi 098-893-2132 第2会場(20) おきなわ生コルネ

さ

株式会社サイサン 048-641-8257 第4会場(19) ウォーターワン沖縄

(株)さし草屋(沖縄県life倶楽部協同組合)098-988-1209 第2会場(中央会コーナー) さし草粉、さし草花茶、さし草茶、さし草寒天ゼリー、さし草のど飴、さし草麺、さし草つけ塩、てぃんぬはなさし草レシピ本　他

株式会社ざまみダンボール 098-992-1616 第3会場(31) ダンボール製品展示

株式会社サン食品 098-852-3330 第4会場(43) ゆし豆腐そば、半生沖縄そば

㈲サンフルーツ 098-944－7704　　 第2会場(59) 島らっきょうのピクルス、島らっきょうのピクルス（ｼｰｸﾜｰｻｰ風味）、ハーブ香るうずらの卵ピクルス、ミニトマトのハニーピクルス　他

Sun Room Sweets 第2会場(11) 調整中

し

自家焙煎珈琲凡 098-955-4158 第2会場(18) ホットコーヒー（10種類）、アイスコーヒー（10種類）、珈琲豆（10種類）、チーズケーキ（5種類）

シュガーソルト垣乃花㈱ 098-921-2506 第2会場(40) カチワリ黒糖、口どけ黒糖、アーモンド黒糖、ピーナツ黒糖、くるみ黒糖

新里酒造株式会社 098-939-5050 第2会場(85) 新里ウイスキー、いぜなじまのお米をつかった泡盛、175周年記念ボトル、新里12年、ちむどんどん、パッションサワーの素、沖縄ボトル　他

す

㈱スクワラン本舗 098-945-9278 第2会場(25) ジョーズバーガー、鮫ジャーキー、深海の雫、食べる野菜酵素ゼリー、昔ながらのおばぁの酵素

ステーキ屋瓦 098-800-2697 第2会場(60) GACHIMAYHA‼

株式会社ステージングアップ沖縄 098-917-5070 第4会場(45) 台湾油そば

瑞泉酒造株式会社 098-884-1968 第2会場(77～78) 蔵出エッチングボトル、粗ろ過、量り売り、

せ

請福酒造有限会社 0980-84-4118　 第2会場(17) 請福IMUGEイムゲー）25度720、請福IMUGEイムゲー）35度720、請福ゆず10度リキュール

仙琉院本舗 098-927-5222　 第2会場(51) 仙琉院のいか味噌（旨辛にんにく）、仙琉院のいか味噌（いか墨にんにく）、仙琉院のいか味噌（生姜）、いかてり

た

大森ガーデン(※花卉グループ) 090-3792-8532 第3会場(17～25) 花木、植木、観葉食物

田芋工房 きん田 098-968-3329 第2会場(41) 田芋チーズケーキ、田芋パイ

大同火災海上保険株式会社 098-867-1161 第4会場(6～7) 損害保険・生命保険商品関連の展示

拓伸会(拓南グループ) 098-831-8228 第3会場 シートベルトバッグ、鉄鋼商品サンプル

株式会社 竹富町物産観光連合振興公社0980-82-5616 第2会場(15) パイナップル饅頭、よくばり黒糖

株式会社立神鐵工所 098-856-4546 第3会場(2) シェードチェアー(ベンチ)、Ryupara パラソル、トレーラー

㈱たみくさ 098-978-8017 第2会場(28) うるまジェラート

株式会社多良川 098-875-1213 第2会場(74) 本土復帰50周年ボトル、本土復帰40周年記念ボトル、宮古島まもる君、イムゲー 25度、イムゲー　37度、2000年ミレニアム

ち

citta しまのおやつ 098-987-6330　　 第2会場(62) 4種のクッキーセット

忠孝酒造株式会社 098-850-1257 第2会場(81) 黒あまざけ プレーン720ml、青切りシークヮーサー黒あまざけ 720ml、くぅーす梅酒 10度 500ml、夢航海 30度 720ml　他

ちゅるおかや 098-987-2836 第2会場(22) とかしきまぜそば

て



てんぷす食堂 098-968-5808 第2会場(26) てびち唐揚げ、宜野座のもずく鳥唐揚げ、うま塩鳥唐揚げ、芋姉ちゃん

天ぷら 上原屋 090-3382-0249 第4会場(69) 天ぷら(イカ、サカナ)、アーサポテト、からあげ

と

トーラス株式会社 098-988-8952 第3会場(34～35) 太陽光発電システム、エコキュートシステム、IHクッキングヒーターシステム、蓄電池システム、遠隔監視システム、フルーツジュース

渡嘉敷漁業協同組合 098-987-2400 第2会場(22) まぐろジャーキー、まぐろジャーキーかけら、乾燥まぐろ、まぐろつくだ煮、シイラの南蛮漬け、まぐろの南蛮漬け、てづくりとぅーなぁ　他

渡嘉敷村商工会女性部 098-987-2430 第2会場(22) まぐろジャーキー入りおかず味噌、しょうが入りおかずみそ（マグロジャーキー入）

(有)とかしくマリンビレッジ 098-987-2426 第2会場(12) 渡嘉敷島の鮪そば

Transit Café 098-936-5076 第2会場(49) カマンベールチーズフォンデュ風、フロマージュチーズケーキ

DreamFood合同会社(沖縄県交易促進事業協同組合) 098-962-0647 第2会場(中央会コーナー) ケバブ製造販売、カレー販売

な

NA-BA生産企業組合 0980-52-0238 第2会場(中央会コーナー) 生しいたけ、生きくらげ、乾燥しいたけ、乾燥きくらげ

中村印刷（株） 098-835-6560 第2会場(58) 紙と絣ブックカバー

(有)今帰仁酒造 0980-56-2611 第2会場(67) 今帰仁イムゲー25度720ｍｌ、今帰仁イムゲー25度300ｍｌ、泡盛仕込みヨーグルト酒（プレーン）、泡盛仕込みヨーグルト酒(マンゴー)　他

一般社団法人南城市観光協会 098-949-1667 第2会場(69)、第4会場(68) 久高の塩、海蛇の粉、イラブーのだしパック、斎場御嶽ブレンドエッセンシャルオイル、沖縄むんちんすこう、なんじぃぬいぐるみ  他    

に

農業生産法人株式会社NIKUYA 098-992-4129 第4会場(57) 牛汁、焼肉丼、サイコロステーキ、焼肉、コロッケ、メンチカツ

（株）日新電器産業　食品事業部 098-851-9546 第2会場(56) tonpi(トンピ)塩味、tonpi(トンピ)スパイシー味、tonpi(トンピ)スモーク味

有限会社ニットー産業 098-987-0316 第4会場(66) ホウ酸水のコロナペン、害虫駆除テープ、シロアリ駆除コーキング、アリ・ごきぶり駆除コーキング、

日本たばこ産業株式会社 沖縄支社 098-868-0101 第4会場(5) 県産葉たばこの紹介

ぬ

命豚ふぁーむ (0980)41-8348 第2会場(24) 命豚ソーセージ&WPS、ワイルドポークステーキ、命豚ソーセージ（からし菜）、命豚ソーセージ（ガーリック）、ハンバーグ3種

ね

ネクストステージ沖縄(同) 0980-52-5488 第2会場(33) やんばるﾋﾘﾋﾘ島とうがらし、やんばるﾋﾘﾋﾘｼｰｸﾜｰｻｰﾌﾞﾚﾝﾄﾞ、しりしりｼﾘｰｽﾞ（ﾊﾟﾊﾟｲﾔ･ｻﾗﾀﾞ用・にんじん）、ﾄﾞﾗｲﾄﾏﾄのｵｲﾙ漬け　大 他

は

ハーブ香房 花ふう 098-948-1801 第2会場(68) エッセンシャルオイル、フラワーウォーター、香りの石鹸、練り香

株式会社　バックフィールド 0980-82-0008 第2会場(16) タマヌオイルウォーター(シトラス・ローズ)、エッセンスオイルシトラスの香り、タマヌピュアオイル、タマヌ＆アセロラ３点セット 他

羽地の駅 0980-58-2358 第2会場(31) サーターアンダギー(羽地の卵使用）、羽地鶏のタコライス、カーブチー 、タルガヨー、オートゥ

株式会社Honey Fusion 098-852-2003 第2会場(65) プレミアムマヌカハニー （9種）、マヌカハニー ＆シークヮーサー、マヌカハニー ＆パッションフルーツ、マヌカハニー ＆ストロベリー 他

浜口水産株式会社 098０-74-5056 第2会場(3) 勝負汁、鰹ちゅう汁、おツナみ、魚屋のてんぷら粉、隆祥丸のなまり節、佃煮まぐろとかつお

畑人髙尾 090-3596-1226 第2会場(22) 紅

株式会社万果 098-946-5778 第4会場(69) じゃがいもそば、月桃そば、ポップコーン(じゃがいも、月桃、かぼちゃ)、飲料

ひ

光電気産業(株) 098-877-5211 第3会場(33) 発電ガラスコンテナ

東村 道の駅 サンライズひがし 098０-43-2270 第2会場(35～36) かぼちゃプリン、不思議なあんだんすー、パイン・ローゼルコンフィチュール、パインドレッシング、パイン入りタコライスソース、サンライズスウィート

有限会社比嘉酒造 098-958-2205 第2会場(76) 残波 LIBERTY FORCE、残波 LIBERTY FORCEマグボトル、残波 ホワイト、残波 プレミアム、残波 2006年 限定古酒(720ml、1800ml)　他

紅型雑貨 虹亀商店 090-8293-1138 第2会場(68) 琉球あんどん　各種、てぬぐい、絵本、バッグ　各種、ポストカード

ふ



フォーモストブルーシール株式会社 098-877-5107 第4会場(55) アイスクリーム シングル、アイスクリーム ダブル、ソフトクリーム、ドーナツ 5個セット、ブルーシール Tシャツ

ブランジュジュ 098-926-1930 第2会場(50) 簡単衣装・打掛、文具3点、シルク扇子、がまぐちポシェット、手提げ

FROMO 098-956-2324 第2会場(19) クレンジング、石けん詰合せ、ナチュラルUVプロテクション、FofOバーム

へ

Veggie Tone Okinawa 090-9782-0888 第2会場(49) カッシュモンドバター、美らオートミールクッキー、１１の穀物の力エナジーパック

ヘリオス酒造株式会社 0980-52-3372 第2会場(75) 許田ウイスキーシングルカスク、クラフトビール各種、許田ラムカスク2022、15年古酒

ほ

㈱ポイントピュール 098-896-8701 第2会場(5) 月桃ジェル２本セット、シートマスク　7枚セット、シートマスク　9枚セット、&Resort クレンジング、&Resort クチャ洗顔

ま

株式会社マーミヤ 098-988-3195 第4会場(44) かまぼこセット(小)、かまぼこセット(大)、ぎょうざ(7枚入)、ぎょうざ(14枚入)

まさひろ酒造株式会社 098-994-8080 第2会場(79～80) 産業まつり限定酒 10年古酒2合瓶、蔵出しまさひろ プレミアムブレンド2022、黄金まさひろ 720ml、まさひろオキナワジン レシピ01 700ml　他

MACHIDAYA 098-958-3090 第2会場(64) サンレレ海アシビ、サンレレK1、サンレレH1、カンカラ三線

株式会社松藤 098-968-2417 第4会場(65) 蒸留仕立て泡盛 限定品(720ml、1800ml)、タンカン梅酒(360ml、900ml)、琉球もろみ酢黒糖入

(株)マルエイ商事(沖縄県交易促進事業協同組合) 098-861-2254 第2会場(中央会コーナー) 沖縄てんぷら（魚、イカ、もずく、野菜）の製造販売

㈱丸海きあら 0980-44-2966 第2会場(45) きあら月桃ローション、きあら月桃石けん、きあら月桃ジェル、きあら月桃クリーム、きあら月桃はみがき２１

株式会社丸吉塩せんべい 098-854-9017 第4会場(16) 塩せんべい、うす焼せんべい、天使のはね、みすてないで(せんべい)、フロランタン

み

瑞穂酒造株式会社 098-885-0121 第2会場(73) 古都首里10年古酒 40度、珊瑚の森7年古酒 35度、ロイヤル瑞穂5年古酒 43度、尚MIZUHO 40度、黒糖酵母仕込原酒 53度　他

道の駅許田(やんばる物産株式会社) 0980-54-0880 第2会場(34) オート―、カーブチー、タルガヨー、黄金胡椒（自社PB）、チョコもち（自社PB）

(有)みどり食品 098-998-3410　 第2会場(27) サーターアンデギー各種、イカもち、タロイモパイ

みやぎ農園 098-946-7646 第2会場(69) みやぎ農園のスパイシージンジャーシロップ、みやぎ農園のマヨネーズ（プレーン・島唐辛子・ゴーヤー・プレミアム）

も

焼肉もとぶ牧場(株式会社フードサービスもとぶ)098-917-4019 第4会場(33) サイコロステーキ、炙りサーロイン、もとぶ牧場ビーフカレー

や

やぎとそば太陽 098-965-3133 第4会場(64) 沖縄イイダコたこ焼き、ばんないソース、山羊汁、カップDEヤギスープ、ヤギシチュー、

有限会社　山川酒造 098-868-3855 第2会場(23) 泡盛 産業まつり限定ボトル 珊瑚礁甕貯蔵 蒸留2012 43％ 1800ml、泡盛 産業まつり限定ボトル 珊瑚礁甕貯蔵 蒸留2012 43％ 720ml 他

やんばる酒造㈱ 0980-44-3297 第2会場(46) まるた30度3年古酒(1800ml･720ml)、やんばるくいな25度(1800ml･720ml)、大山原17年180ml

やんばるジェラート 098-943-5434 第2会場(8) ジェラート

ゆ

農業生産法人有限会社ゆいまーる牧場 098-983-7786 第4会場(64) 石垣牛コロッケ、石垣牛燻製ハム、石垣島アグー豚カレー、石垣島アグーウインナー        

yu-i FACTORY 098-888-0126 第2会場(57) ハブ革　小物、ハブ革　財布、ハブ革　バッグ、Do you HABU？シリーズ

よ

ヨシモトコーヒー 098-937-2645 第4会場(67) コーヒー豆 オリジナルブレンド、コーヒー豆 コザブレンド、

農業生産法人与那国薬草園 株式会社 0980-87-3245　　 第2会場(14) 長命草ドリンク、長命草粉末

り

龍華 098-989-8748 第2会場(38) 龍華のアンダカシ―（100ｇ、70ｇ、5種）、ぶたのしずく（ラード300ｇ、100ｇ）、うるまピクルス（9種）



琉球ガラス匠工房 098-965-7550 第2会場(2) おんなブルー

琉球セメント株式会社 098-870-1072 第3会場(6) セメント製造工程等の展示

㈱龍泉酒造 0980-58-2401 第2会場(32) 50度原酒(1.8ℓ･360ml)、10度シークヮーサーのお酒、43度赤龍泉(1.8ℓ･720ml)、30度龍泉(720ml)、25度龍泉ゴールド(720ml)

りゅうはん株式会社 098-835-5600 第4会場(14) レギュラーボトル、スリムサーバー、アクアファブ、アクアウィズ、スリムSサーバー

る

Ruhe 070-8462-5734 第2会場(19) 花アートランタン、花アートキャンドル、グラスアートのティッシュケース、グラスアートのペーパータオルケース

ろ

株式会社ロート・F・沖縄 098-965-3400 第4会場(59) KUMEJIMA612ビール　【The BOTTOM】、KUMEJIMA612ビール　【RED＆BLUE】、KUMEJIMA612ビール　【Turtle Green】

わ

㈲湧川食品 (098)946-7273 第2会場(59) みつるのゆし豆腐

有限会社ワコー貿易 098-921-1200 第4会場(66) ハロウィンTシャツ、ワケアリTシャツ(3枚)


