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うるま市産品カタログ

　豊富な水資源と肥沃で広い土地に恵まれ、かつて砂糖キビの生産量が沖縄一を誇り、太平洋戦争後
においては外国語学校、文教学校及び農林学校などが創設され、戦後沖縄の文教の中心地として発展
してきた歴史を持つ旧具志川市。戦中戦後において、米軍により設置された難民収容所や琉球政府の
前身である沖縄諮詢委員会、更には民政府設置など戦中戦後の沖縄政治・経済の中心地として 発展し
てきた旧石川市。『おもろさうし』の中で「きむたか」 (心豊か・気高い) と 称され、大和の京や鎌倉にた
とえられるほど繁栄が謳われ、特に城主阿麻和利の時代には最盛期を迎え、平成12年に世界遺産の指
定を受けた勝連城を有する旧勝連町。約2500年前の沖縄貝塚時代中期のもので沖縄最大の段丘集落
跡といわれる「シヌグ堂遺跡」や西原間切から平田間切、与那城間切と改名を重ね、沖縄県島嶼町制の
施行など歴史的な変動を経験した旧与那城町の2市2町が合併し、平成17年4月1日に新市「うるま市」
が誕生しました。

　「さんごの島」という意味を持つ沖縄の言葉「うるま」から名付けられたうるま市は、その名のとおり、
コバルトブルーの海に囲まれた島々と美しい橋「あやはし」で結ばれる『海』・『橋』・『空』が調和した風光
明媚な町として知られています。また、与勝半島と平安座島を結ぶ「海中道路」や世界遺産「勝連城跡」を
はじめとする歴史的な遺跡も数多く点在しています。沖縄の伝統芸能「エイサー」や「獅子舞」などが盛
んであり、沖縄県随一の「闘牛どころ」としても知られております。

うるま市の歴史・特色

URUMA

GUIDE MAP

誕　生

位　置

面　積 
人　口 
世帯数

具志川市、石川市、勝連町、与那城町
の2市2町が合併して、平成17年4月
1日に新市「うるま市」が誕生。
北緯26度22分45秒
東経127度51分27秒
87.01平方キロメートル
12万2,087人（2016年3月31日）
 4万9,615戸（2016年3月31日）
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レストランB.B.R.(パティスリーR)
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Excellent
article for sale

名 産 品名 産 品名 産 品
うるま市産品カタログ

2016

うるま市で生まれ育った市産品には、地域特性を活かし た海産物や農産物から、伝統的な泡盛や工芸品までさ
まざまです。県内外からも注目を集める自慢のうるま産 の魅力をたっぷり紹介いたします。

うるま市を代表するもので、品質が優れ、多くの市民
に好まれるものをいい、うるま市名産品等選定委員
会が選定し、市長が認定するものをいう。

うるま市にんじん産地協議会
（うるま市経済部農政課）

沖縄宮城島の美しい海水100％を世界初の特許
【常温瞬間空中結晶製法】により、海水をそのまま結
晶化。減塩（塩分73％）・高ミネラル（21種類）の健康
に良い美しいパウダー海塩。モンドやギネス、文部
科学大臣賞等、世界で認められた味・品質です。
価格 429円～1,000円（税抜）

ぬちまーす
津堅島の『津堅にんじん』は色鮮やかで甘くて美味
しく、βカロチンやミネラルなどの栄養価も高い優れ
ものです。生で良し、調理して良し、デザートに良
し。アイディアを生かし、色々な料理に挑戦してみて
下さい。
収穫時期1月～5月

津堅にんじん

沖縄小雪 黒糖屋さんの
ミックスナッツ

株式会社　ぬちまーす
うるま市与那城宮城 2768番地
TEL.098-983-1140 FAX.098-983-1112
フリーダイヤル 0120-70-1275
HP：http://www.nutima-su.jp

うるま市みどり町一丁目１番１号
TEL.098-923-7607 FAX.098-923-7686

株式会社　海邦商事うるま市字州崎 8番地 19
TEL.098-938-2133 FAX.098-934-8070　HP：http://www.kokutou.jp

沖縄の海水からできた塩『ぬ
ちまーす』と沖縄県産の砂糖
（粗糖、黒糖）をからめたミッ
クスナッツです。ほんのり塩
味なので塩分を気にする方に
もおすすめです。おやつやお
つまみにどうぞ。
価格 189円（税抜）

沖縄産黒糖を使用したパ
ウダー状の微粉末加工黒
糖です。上品な風味と形状
が和三盆糖と似ています。
上品でさっぱりとした味わ
いで、お餅に振り掛けた
り、和菓子作り等におすす
めです。チャック付き、180
ｇ入り。　
価格 400円（税抜）
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名産品
うるま市で生まれ育った市産品には、地域特性を活かし た海産物や農産物から、伝統的な泡盛や工芸品までさ
まざまです。県内外からも注目を集める自慢のうるま産 の魅力をたっぷり紹介いたします。

うるま市　所在地

地元の食材にこだわり、うるま市で栽培されたグァバ
の実だけを使用。独自の製造法で加工した完熟のグァ
バの実がぎっしり詰まった“プチプチ感”と、のどごし
が自慢の水菓子です。
価格 150円（税抜）

グァバ入水饅頭粒香

うるま市石川一丁目28番10号 TEL.098-964-2439
HP：http://www.sanshin-teruya.com

照屋勝武三線店

素朴な音色に心惹かれ、クルチ（琉球黒檀）、ユシギ（イ
スノキ）、ニシキヘビ皮を材とし、全て手作りで日々制
作しています。三線は作ると言わず生まれると表現し
ます。胡弓は伴奏楽器であり三線をサポートする楽器
です。郷愁を帯びた音色は聴く者の心をとらえます。
見える形と見えぬ音を味わって下さい。
価格 琉球三線：3万円～ 胡弓：7～18万円

琉球三線　胡弓

有限会社プティ・フール

みほそまんじゅう
みほそまんじゅうは、お茶を白饅に入れ、お茶独特の
味と芳ばしい香に特徴があり、甘さ控えめでとてもヘ
ルシーなお菓子です。また、プティフールの売れ筋商
品の一つで、第23回全国菓子大博覧会で栄誉大賞を
受賞した、うるま市の名産品です。
価格 100円（税抜）

ケーキのトミーズ
うるま市字宮里 380番地1　TEL/FAX.098-973-9348
HP：http://tommyscotta.ti-da.net

うるま市の大地で生まれた「黄金芋」とミネラル分豊富
な「ぬちまーす」の素材を使用したプティ・フール自慢の
饅頭です。また、第26回全国菓子大博覧会で名誉総裁
賞を受賞しました。☆これを食べるとリッチな気分に☆
価格 130円（税抜）

うるまの埋蔵金
（黄金芋まんじゅう）

うるま市石川東山一丁目22番 31号 TEL.098-965-4702  FAX.098-965-4821

りゅうか
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名産品
うるま市で生まれ育った市産品には、地域特性を活かし た海産物や農産物から、伝統的な泡盛や工芸品までさ
まざまです。県内外からも注目を集める自慢のうるま産 の魅力をたっぷり紹介いたします。
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Special
product

特 産 品特 産 品特 産 品
うるま市産品カタログ

うるま市で生まれ育った市産品には、地域特性を活かし た海産物や農産物から、伝統的な泡盛や工芸品までさ
まざまです。県内外からも注目を集める自慢のうるま産 の魅力をたっぷり紹介いたします。

農水産物等の一次産品で郷土を代表する優れたも
ので、うるま市名産品等選定委員会委員長が決定す
るものをいう。

うるま市
　い草生産組合

TEL.090-3793-8905（照屋）

照間ビーグ
平成27年度環境保全型農業推進コンクールで農林水産大
臣賞受賞（最高賞）約180年の歴史のある、「照間ビ－グ」先
祖から受け継いだ農法が、約660種の生物が生息してい
る、栽培当初より6次産業化に取り組んでいる等が評価さ
れて今回の農林水産大臣賞受賞となりました。環境保全に
留意しながら、「より良い照間ビ－グを後世に」引き継ぐ努
力をしてまいります。

〒904-2223
うる市字具志川 1220 番地１

うるま市勝連平敷屋 3821番地 18　TEL.098－983－0003FAX.098－978－7710

勝連漁業協同組合、全国１のモズクの生産地です。モズクは、きれいな海でしか栽培できません。珊瑚礁に囲まれた美しい
海域です。しかも、勝連のモズクは、太くてしっかりとした歯ごたえがあり、低カロリーでミネラルや食物繊維が豊富な自然
食品です。いろんな料理が出来ます。（味噌汁・天ぷら・サラダ等）

勝連漁業共同組合

もずく

2016
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特産品
うるま市で生まれ育った市産品には、地域特性を活かし た海産物や農産物から、伝統的な泡盛や工芸品までさ
まざまです。県内外からも注目を集める自慢のうるま産 の魅力をたっぷり紹介いたします。

沖縄ミーバイは味の良さから刺身、魚汁、煮付け等さ
まざまな料理で使える、たいへん人気の高い魚です。
コラーゲンたっぷりで白身はあっさりとした中に絶妙
なまろやかさと甘みがあります。皮やアラは旨みが深
く皮下のゼラチン質と脂分が非常に濃厚な美味しさ
です。

沖縄では養殖されている魚。他の魚に比べて臭みや脂肪な
どの癖も強くない。また、鮮度の落ちが遅いのも特徴であ
る。刺身、焼き魚、吸い物、煮付け、鍋料理、鯛めし、天ぷら
など多種多様な料理に用いられます。

真　鯛

沖縄ミーバイ

味はカンパチに似ており、栄養成分もカンパチとほ
ぼ同じです。沖縄の魚には珍しく脂ものり、ビタミン
Ｂ１、Ｂ12が豊富に含まれています。不飽和脂肪酸の
ＤＨＡやＩＰＡも豊富に含まれます。体内の余分なナト
リウムを排泄し、高血圧を予防するカリウムも豊富に
含まれています。

ス　ギ

農業組合法人 山城茶業組合
TEL.098-965-1573

山城茶
沖縄の在来種で現存するのはうるま市石川だけとなった
「山城茶（やまぐすくちゃ）」。山城区で栽培され築き上げた
山城茶は、市民の健康長寿を担ってきました。香りやのど
越しがよく、ビタミンも豊富に含まれている美味しい緑茶
です。

久米水産株式会社
（那覇営業所）TEL.098-851-3732  FAX.098-851-3810
HP：http://www.kume-suisan.com/

農業生産法人 有限会社 池宮城畜産
うるま市勝連平敷屋2653番地 1
TEL/FAX.090-7442-1900

美ら海豚は、モズク入り特製飼料で飼育した健康豚
で、ブランド豚のひとつです。脂身が白く、しまりがあ
る肉は、高たんぱく、低コレストロール、低脂肪で、赤
肉に甘みがあり、豚肉特有の臭みがないミネラルの
豊富な豚肉である。

ブランド豚肉
　　　　　 　美ら海豚

うるま市与那城池味 1176番地 4
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特産品
うるま市で生まれ育った市産品には、地域特性を活かし た海産物や農産物から、伝統的な泡盛や工芸品までさ
まざまです。県内外からも注目を集める自慢のうるま産 の魅力をたっぷり紹介いたします。

沖縄ミーバイは味の良さから刺身、魚汁、煮付け等さ
まざまな料理で使える、たいへん人気の高い魚です。
コラーゲンたっぷりで白身はあっさりとした中に絶妙
なまろやかさと甘みがあります。皮やアラは旨みが深
く皮下のゼラチン質と脂分が非常に濃厚な美味しさ
です。

沖縄では養殖されている魚。他の魚に比べて臭みや脂肪な
どの癖も強くない。また、鮮度の落ちが遅いのも特徴であ
る。刺身、焼き魚、吸い物、煮付け、鍋料理、鯛めし、天ぷら
など多種多様な料理に用いられます。

真　鯛

沖縄ミーバイ

味はカンパチに似ており、栄養成分もカンパチとほ
ぼ同じです。沖縄の魚には珍しく脂ものり、ビタミン
Ｂ１、Ｂ12が豊富に含まれています。不飽和脂肪酸の
ＤＨＡやＩＰＡも豊富に含まれます。体内の余分なナト
リウムを排泄し、高血圧を予防するカリウムも豊富に
含まれています。

ス　ギ

農業組合法人 山城茶業組合
TEL.098-965-1573

山城茶
沖縄の在来種で現存するのはうるま市石川だけとなった
「山城茶（やまぐすくちゃ）」。山城区で栽培され築き上げた
山城茶は、市民の健康長寿を担ってきました。香りやのど
越しがよく、ビタミンも豊富に含まれている美味しい緑茶
です。

久米水産株式会社
（那覇営業所）TEL.098-851-3732  FAX.098-851-3810
HP：http://www.kume-suisan.com/

農業生産法人 有限会社 池宮城畜産
うるま市勝連平敷屋2653番地 1
TEL/FAX.090-7442-1900

美ら海豚は、モズク入り特製飼料で飼育した健康豚
で、ブランド豚のひとつです。脂身が白く、しまりがあ
る肉は、高たんぱく、低コレストロール、低脂肪で、赤
肉に甘みがあり、豚肉特有の臭みがないミネラルの
豊富な豚肉である。

ブランド豚肉
　　　　　 　美ら海豚

うるま市与那城池味 1176番地 4
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うるま市で生まれ育った市産品には、地域特性を活かした海産物や農産物から、伝統的な泡盛や工芸品までさまざ
まです。県内外からも注目を集める自慢のうるま産の魅力をたっぷり紹介いたします。

黄金イモ
旧与那城町の町長が県外で発見したイモを伊計島に持ち
込んで栽培がはじまりました。割ったときに黄色く鮮やかな
ことから『黄金イモ』と名付けられました。ねっとりとした食
感の甘みが人気で、デザート等の素材としても活用されて
います。

うるま市甘しょ産地協議会
（うるま市経済部農政課）
うるま市みどり町一丁目 1番 1号 
TEL.098-923－7607　FAX.098-923-7686

オクラ
オクラの旬の季節は初夏から初秋にかけて。ネバネバ成分
のぺプチンやムチンが腸を整えて、疲れ気味の胃を保護
し、夏バテ予防や食欲不振にうってつけです。７月７日は「う
るま市オクラの日」、オクラを食べて夏をのりきりましょう。
収穫時期 5月～11月 

うるま市オクラ産地協議会
（うるま市経済部農政課）
うるま市みどり町一丁目 1番 1号
TEL.098-923-7607 FAX.098-923-7686

うるま市経済部農政課
うるま市みどり町一丁目 1番 1号
TEL.098-923-7607 FAX.098-923-7686

4月～5月の間に種イモを植付け、12月頃に収穫。1株から
数百キロのイモが収穫でき、ツルの長さは数十メートルに及
ぶ。イモには赤色と白色があり、愛好家も多く、料理集が発
刊される等、美味しくて人気が高い。また、うるま市産業ま
つりでは、大きさを競い合うやまいも勝負も行われ愛好家
や多くの市民で会場を賑わせる。　収穫時期 12月

やまいも（やまんむ）

うるま市花き産地協議会（うるま市経済部農政課）
うるま市みどり町一丁目 1番 1号
TEL.098-923-7607 FAX.098-923-7686

平成28年に農林水産戦略品目の拠点産地として認定され、安
定生産出荷に努めています。赤・黄・白など色とりどり、種類も様
様です。ご自由にアレンジして、花のある心和む時間を過ごして
みてはいかがでしょうか。収穫時期 11月～5月

小 ギ ク

うるま市みどり町一丁目 1番１号
TEL.098-923-7607 FAX.923-7686

中部地区晩生柑橘産地育成協議会
（うるま市経済部農政課）

年末年始の贈答用として定着している話題の柑橘「あまＳＵ
Ｎ」。名前のとおり濃厚な甘みがあり、果汁が多いのが特徴
です。贈答用だけではもったいない！一度あまさ～んを味わ
ってみては？虜になること、間違いなしです。収穫時期 12月

あまＳＵＮ
（中晩生柑橘「天草」）
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Recommendation
product

推 奨 品推 奨 品推 奨 品
うるま市産品カタログ 推奨品

名産品にふさわしいものを創り出すため将来性があり、
名産品に準ずるもので、うるま市名産品等選定委員会
委員長が決定するものをいう。2016

島ネロ研究所
うるま市字安慶名一丁目８番５５号
TEL/FAX.098-963-5511
HP：http://shimanero.com/

島ネロ
ハバネロや交雑種等を一切使
用せず『島唐辛子在来種』の
みを主原料に、島唐辛子の旨
味を最大限引き出せるよう
に、うるま市の泡盛、サトウキ
ビ、生姜等原材料の多くが地
元及び周辺にて栽培生産され
たものを『一滴最辛』にブレン
ドした自信作です。
価格 800円（税抜）

当研究所独自の「低温熟成抽
出」により、島ネロの１．５倍の
辛さ・旨さを実現したプレミア
ムな逸品です。沖縄県産島唐
辛子は、ついにここまで旨く、
辛くなりました。
価格 1,112円（税抜）

島ネロKILLER'S HOT
　　　　　 （キラーズホット）

津堅島の甘くておいしい人参を丸ご
と使いました。手づくりの味にこだ
わって「だし」も昆布やかつお節から
とりました。野菜の緑にオレンジ（人
参）色のドレッシングはそれだけで
ごちそうに変身！！お肉やお魚、冷奴、
もずくにかけてもおいしいすぐれも
のです。価格 463円（税抜）

津堅島の
台所から
にんじん
ドレッシング

津堅みやらび（津堅構改センター）うるま市勝連津堅 32番地 TEL.098-978-7568 TEL.098-978-6246

新鮮なセイイカの不足を塩で味付け柔らかく煮てありま
す。お年寄りにもお子様のおやつとしても最適。解凍して
切って食べるだけ。急なお客様のおもてなしにも重宝し
ます。バター焼き、天ぷらの具、野菜と一緒に炒めてもよ
し。忙しい主婦の味方です。価格 463円（税抜）

イカの味付イカの塩辛（すみ漬け）
津堅島のおばぁ達の手づくりの味。新鮮なトビイカのイ
カスミを使用したスミ漬け。そのまろやかな風味は食べ
てびっくり。くせになるおいしさです。ご飯のお供に、ビー
ルのおつまみに、イカスミパスタやジューシー等、色々使
える優れものです。価格 463円（税抜）
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Recommendation
product

推 奨 品推 奨 品推 奨 品
うるま市産品カタログ 推奨品

名産品にふさわしいものを創り出すため将来性があり、
名産品に準ずるもので、うるま市名産品等選定委員会
委員長が決定するものをいう。2016

島ネロ研究所
うるま市字安慶名一丁目８番５５号
TEL/FAX.098-963-5511
HP：http://shimanero.com/

島ネロ
ハバネロや交雑種等を一切使
用せず『島唐辛子在来種』の
みを主原料に、島唐辛子の旨
味を最大限引き出せるよう
に、うるま市の泡盛、サトウキ
ビ、生姜等原材料の多くが地
元及び周辺にて栽培生産され
たものを『一滴最辛』にブレン
ドした自信作です。
価格 800円（税抜）

当研究所独自の「低温熟成抽
出」により、島ネロの１．５倍の
辛さ・旨さを実現したプレミア
ムな逸品です。沖縄県産島唐
辛子は、ついにここまで旨く、
辛くなりました。
価格 1,112円（税抜）

島ネロKILLER'S HOT
　　　　　 （キラーズホット）

津堅島の甘くておいしい人参を丸ご
と使いました。手づくりの味にこだ
わって「だし」も昆布やかつお節から
とりました。野菜の緑にオレンジ（人
参）色のドレッシングはそれだけで
ごちそうに変身！！お肉やお魚、冷奴、
もずくにかけてもおいしいすぐれも
のです。価格 463円（税抜）

津堅島の
台所から
にんじん
ドレッシング

津堅みやらび（津堅構改センター）うるま市勝連津堅 32番地 TEL.098-978-7568 TEL.098-978-6246

新鮮なセイイカの不足を塩で味付け柔らかく煮てありま
す。お年寄りにもお子様のおやつとしても最適。解凍して
切って食べるだけ。急なお客様のおもてなしにも重宝し
ます。バター焼き、天ぷらの具、野菜と一緒に炒めてもよ
し。忙しい主婦の味方です。価格 463円（税抜）

イカの味付イカの塩辛（すみ漬け）
津堅島のおばぁ達の手づくりの味。新鮮なトビイカのイ
カスミを使用したスミ漬け。そのまろやかな風味は食べ
てびっくり。くせになるおいしさです。ご飯のお供に、ビー
ルのおつまみに、イカスミパスタやジューシー等、色々使
える優れものです。価格 463円（税抜）
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うるま市産品カタログ
うるま市で生まれ育った市産品には、地域特性を活かし た海産物や農産物から、伝統的な泡盛や工芸品までさ
まざまです。県内外からも注目を集める自慢のうるま産 の魅力をたっぷり紹介いたします。Recommendation

product

有限会社 プティ・フールうるま市石川一丁目22番31号TEL.098-965-4702　FAX.098-965-4821

高品質で甘味の強い津堅島産の人参を生地、餡に練り込
みました。しっとりモチモチの生地に生クリームとカスター
ドクリームをたっぷり！アクセントに人参餡を入れしっとりと
口当たり良く仕上げました。価格 800円（税抜）

津堅にんじん
　　　　ロールケーキ

株式会社 たみくさ
うるま市与那城照間 1860番地 1
TEL.098-978-8017 FAX.098-978-9806
HP： http://www.urugela.com/

うるまジェラート
うるま市の有機農産物や特産物を中心に沖縄の天然素材
を活かし、低脂肪・低カロリー、甘さ控えめの、心と体に優
しい無添加アイスクリームです。価格 400円～

レストランＢ・Ｂ・Ｒ（パティスリーＲ）
うるま市字大田 305番地 TEL/FAX.098-973-1234
HP：http://r.gnavi.co.jp/f255900/

津堅にんじんロール
にんじんパウダーとクリームチー
ズを練り込んだ生地に、にんじん
ジャムとゼリーを生クリームと一
緒に包みました。ふわっとしっとり
食感が特徴のロールケーキです。
価格 ふろしき付 1,250円（税抜）
ふろしきなし 1,000円（税抜）

うるま市石川地域で昔から親しまれている山芋を使用し
た「やまいもカステラ」。第23回全国菓子博覧会において、
金賞を受賞するほどのさわやかな食感とヘルシー感覚が
味わえるカステラです。価格120円（税抜）

もずくの収穫が日本一の沖縄。その中でも、うるま市は特
に生産量が多く、プティ・フールのもずくパンは市内の保育
園のおやつになるほどの愛されぶりです。
価格 61円（税抜）

山いも入り
　　　　　シフォンケーキ

プティ・フール売れ筋No.1の商品。特産品である「やまいも」
の絶妙な配合により、ふんわり感を実現しました。全国ご当
地おやつランキングでも4位に入賞。一つおためしあれ☆
価格 1,260円（税抜）

もずくパン恋のやまいも
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推奨品
うるま市で生まれ育った市産品には、地域特性を活かし た海産物や農産物から、伝統的な泡盛や工芸品までさ
まざまです。県内外からも注目を集める自慢のうるま産 の魅力をたっぷり紹介いたします。

柔らかい食感に仕上げた黒
糖菓子に国産きなこをまぶし
た加工黒糖菓子です。沖縄
県産黒糖使用。むちっとした
食感がクセになるどこか懐
かしいお菓子です。
価格 120円（税抜）

むちむちきなこ
沖縄の地釜炊き黒糖は沖縄
県産さとうきびを原料に使
用した昔ながらの風味を再
現した黒糖菓子です。さとう
きび由来の濃厚な蜜の風味
が特徴。そのままお茶菓子と
してお召し上がりいただける
他、煮物料理やお飲物にも
ゆっくりと溶かしてご利用で
きます。
価格 350円（税抜）

沖縄の地釜炊き黒糖

有機ココアを沖縄産加工黒
糖、そして沖縄産サンゴカル
シウムを配合した調整ココア
です。有機ココアと加工黒糖
の甘すぎない絶妙なバラン
スの配合です。お湯や温かい
ミルクを加えてお飲みいただ
くほか、シリアルやパンに振
り掛ける等、お楽しみいただ
けます。190ｇ入り。
価格 600円（税抜）

黒糖ココア
沖縄県産さとうきびを原料
に使用した加工粉末黒糖で
す。水溶性が高く、さとうき
び由来の自然な風味、さっぱ
りとした甘さが特徴。お砂糖
の代わりにいろいろなお料
理にご利用できます。さっぱ
りとした黒糖の風味がお料
理の素材の味を上手に引き
立てます。180ｇ入りチャック
付きです。
価格 350円（税抜）

きび太郎

沖縄県産加工黒糖にアール
グレイ紅茶の茶葉を直接練
りこんだ黒糖菓子です。お口
にふくむとほんのりとベルガ
モット（天然香料）の香りがお
口いっぱいに広がります。
価格 120円（税抜）

アールグレイな
紅茶黒糖

国産生麦と沖縄産黒糖を使
用したしょうが湯です。澱粉
で少しとろみをつけています
ので、お年寄りにも飲みやす
くなっています。すりおろし
の生姜と粉末の生姜を使
用。生姜の風味と辛味をしっ
かりとお楽しみいただけま
す。
価格 429円（税抜）

黒糖屋さんの
黒糖しょうが湯

株式会社 海邦商事 うるま市字州崎 8番地 19 TEL.098-938-2133 FAX.098-934-8070
HP：http://www.kokutou.jp
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推奨品
うるま市で生まれ育った市産品には、地域特性を活かし た海産物や農産物から、伝統的な泡盛や工芸品までさ
まざまです。県内外からも注目を集める自慢のうるま産 の魅力をたっぷり紹介いたします。

柔らかい食感に仕上げた黒
糖菓子に国産きなこをまぶし
た加工黒糖菓子です。沖縄
県産黒糖使用。むちっとした
食感がクセになるどこか懐
かしいお菓子です。
価格 120円（税抜）

むちむちきなこ
沖縄の地釜炊き黒糖は沖縄
県産さとうきびを原料に使
用した昔ながらの風味を再
現した黒糖菓子です。さとう
きび由来の濃厚な蜜の風味
が特徴。そのままお茶菓子と
してお召し上がりいただける
他、煮物料理やお飲物にも
ゆっくりと溶かしてご利用で
きます。
価格 350円（税抜）

沖縄の地釜炊き黒糖

有機ココアを沖縄産加工黒
糖、そして沖縄産サンゴカル
シウムを配合した調整ココア
です。有機ココアと加工黒糖
の甘すぎない絶妙なバラン
スの配合です。お湯や温かい
ミルクを加えてお飲みいただ
くほか、シリアルやパンに振
り掛ける等、お楽しみいただ
けます。190ｇ入り。
価格 600円（税抜）

黒糖ココア
沖縄県産さとうきびを原料
に使用した加工粉末黒糖で
す。水溶性が高く、さとうき
び由来の自然な風味、さっぱ
りとした甘さが特徴。お砂糖
の代わりにいろいろなお料
理にご利用できます。さっぱ
りとした黒糖の風味がお料
理の素材の味を上手に引き
立てます。180ｇ入りチャック
付きです。
価格 350円（税抜）

きび太郎

沖縄県産加工黒糖にアール
グレイ紅茶の茶葉を直接練
りこんだ黒糖菓子です。お口
にふくむとほんのりとベルガ
モット（天然香料）の香りがお
口いっぱいに広がります。
価格 120円（税抜）

アールグレイな
紅茶黒糖

国産生麦と沖縄産黒糖を使
用したしょうが湯です。澱粉
で少しとろみをつけています
ので、お年寄りにも飲みやす
くなっています。すりおろし
の生姜と粉末の生姜を使
用。生姜の風味と辛味をしっ
かりとお楽しみいただけま
す。
価格 429円（税抜）

黒糖屋さんの
黒糖しょうが湯

株式会社 海邦商事 うるま市字州崎 8番地 19 TEL.098-938-2133 FAX.098-934-8070
HP：http://www.kokutou.jp
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うるま市産品カタログ
うるま市で生まれ育った市産品には、地域特性を活かし た海産物や農産物から、伝統的な泡盛や工芸品までさ
まざまです。県内外からも注目を集める自慢のうるま産 の魅力をたっぷり紹介いたします。

春にピンク色の花をつけることから「春ウコン」とよ
ばれています。使用する根茎は、黄色で苦味があり
ます。春・秋・紫の３種のなかでもオールマイティーな
効能が期待できます。沖縄県で栽培されたウコンの
みを使用しております。
価格 3,800円（税抜）

春ウコン粒
当組合の本拠地「具志川市」が合併し「うるま市」となっ
たことを記念し、沖縄県内の特産原料をしようしたお茶
を開発致しました。グァバ・ノニ・くみすくちん・月桃・クワ
ンソウ・ゴーヤーの６種類をブレンドしました。飲みやす
い口当たりで毎日のお茶としてお召し上がり頂けます。
価格1,000円（税抜）

うるま茶

Recommendation
product

農業組合法人 グァバ生産組合
うるま市字兼箇段 617 番地 1 TEL.098-974-6228 FAX.098-995-9122

本商品はＪＡおきなわ具志川支店グァバ生産部会が丹精こめて栽培し、厳選されたグァバ葉のみを使用したお茶で
す。沖縄の自然の恵みをいっぱいうけて育ったグァバ葉を100％使用して、とても飲みやすく仕上げました。

価格 • グァバ茶リーフ（100g）509円（税抜）   • ティーバッグ（30包）866円（税抜）
• 500mlペットボトル116円（税抜） • 350mlペットボトル97円（税抜） 

グァバ茶

農業組合法人 沖縄県薬草協同組合
うるま市字昆布 1235番地 1TEL.098-972-5238  FAX.098-972-7633  HP：http://oki-yakusou.jp/
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推奨品
うるま市で生まれ育った市産品には、地域特性を活かし た海産物や農産物から、伝統的な泡盛や工芸品までさ
まざまです。県内外からも注目を集める自慢のうるま産 の魅力をたっぷり紹介いたします。

にんにく肉みそ

てるる詩の木工房
               （木の工房杢陽）
うるま市字川田416番地１　
TEL/FAX.098-974-1780
HP：//www.tategoto.okinawa/

竪琴（うるまの竪琴）
たくさんの生命と共に長い年月を経た
木々。森の記憶が竪琴となって生まれ変
わります。てるる詩の木工房では、一台
一台に心を込めた楽器を製作していま
す。『ことのは』 『あやはべる』 『てるる』 
『ももね』の４モデル。あなたもうるまの
竪琴を奏でてみませんか？
価格　・ことのは 　  75,000円～
　　　・あやはベる 248,000円～

うるま市字宇堅 135番地1 TEL.098-973-3814 FAX.098-973-3865　HP：http://www.okinawa-taiyou.com/

脂の多い伝統的なアンダンスーと違
い、万鐘の肉みそは赤身肉で作られ
ています。しかも、みそより肉の方が
ずっとたくさん入っているんですよ。
だから味くーたー。添加物や化学調
味料は一切使っていません。熱いご
はん、焼きなす、野菜にのせてそのま
まどうぞ。
価格 491円（税抜）
※ネット販売小売価格

黒糖肉みそ
株式会社　万鐘
うるま市勝連南風原3211番地7   TEL.098-923-0725FAX.098-923-0726  HP：http://www.bansyo.biz/            

農業生産法人 有限会社 たいよう 

のに元気ジュース のに美人茶
のに元気ジュースは、ノニの完熟し
た実を収穫し自然発酵させて液を
抽出し、約1年間熟成させた後に製
造しています。程よい酸味でまろや
かな仕上がりになっております。う
るま市のノニ生産組合の契約農家
だけで栽培されたノニを使用してい
ます。価格 4,000円（税抜）

のに美人茶は、ノニの若葉を収
穫しきれいに洗浄した後、葉の
色が落ちないように乾燥させ、
ひと袋ずつ丁寧に袋詰めして
います。価格 600円（税抜）
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うるま市産品カタログ
うるま市で生まれ育った市産品には、地域特性を活かし た海産物や農産物から、伝統的な泡盛や工芸品までさ
まざまです。県内外からも注目を集める自慢のうるま産 の魅力をたっぷり紹介いたします。

株式会社 高江洲製塩所
うるま市勝連比嘉 1597番地 TEL/FAX.098-977-8667

浜比嘉塩は自然豊かな浜比嘉島で自然の力を利用
して作った100％海水塩です。太陽と風の力で海水
の水分を蒸発させ、濃縮した海水を塩職人が平釜で
じっくりと煮詰めて焚き上げました。にがり成分を程
よく残すことでまろやかな味わいが特徴の粗塩とな
っています。

浜比嘉塩

ＨＰ：「浜比嘉島の塩工房」　http://hamahigasalt.com/

Recommendation
product

独自のつけこみ製造法で加工し、３ヶ月寝かせた勝連産本
もずくをドライフルーツと一緒に焼き上げた、甘さ控えめな
パウンドケーキです。ケーキ全体の30％はもずくが占めて
おり、しっとり感やもっちり感がたまらない、これからの新し
い商品です。価格 一本 800円 (税抜)カット 110円（税抜）

モズフル

うるま市産モズクを素材に独自の製法でモズクに味付け
し、体に良いフコイダンをそのまま活かしたヘルシーな
水菓子に仕上げました。　価格 150円（税抜）

いその水雲

ケーキのトミーズ
うるま市字宮里 380番地 1TEL/FAX.098-973-9348　HP：http://tommyscotta.ti-da.net

こがねチャンまんじゅー
うるま市伊計島の特産品の甘くてねっとりした黄金芋を使
用。農家だから出来る贅沢に黄金芋をたっぷり入れた逸品。
隠し味に沖縄産きび糖と浜比嘉の塩を使用。小麦粉等も国産
を使用し、素材にこだわって作りました。価格 150円（税抜）

黄金茶屋 うるま市勝連南風原 4156番地
TEL/FAX.098-923-0812

手作り加工所 あやかりん
うるま市与那城屋慶名1560番地53 
TEL/FAX.098-978-4993

うるま市は日本一の「もずく」の生産量を誇る地域で
す。新鮮なもずくをじっくりコトコト時間をかけて煮
こんだ「もずく佃煮」です。

もずっこ
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推奨品
うるま市で生まれ育った市産品には、地域特性を活かし た海産物や農産物から、伝統的な泡盛や工芸品までさ
まざまです。県内外からも注目を集める自慢のうるま産 の魅力をたっぷり紹介いたします。

農業生産法人
          株式会社 沖縄紅茶農園
うるま市石川伊波 1005番地 TEL.098-965-3728

沖縄県唯一の100％県産紅茶商品。無農薬・有機栽培で
育成した紅茶を、全国初の手摘み加工、独自製法を用い
たオリジナリティーの高い商品。沖縄は気候的に紅茶生
産に適しているという地の利もあり、味・品質ともに全国
最高クラスであるといえる。特に本商品は深いコクがあ
りミルクティー等に最適。渋みを好む人がターゲット。

山城紅茶No.９２７（コク重視）

弊社では、お客様がお持ちの機密文書・重要書類
等を焼却せず情報漏れがないよう万全なセキュ
リティーで溶解処理し、再生紙[トイレットぺー
パー等]としてリサイクルしております。そして、リ
サイクルされた商品は、沖縄県内のお客様のお
手元に届き、それを利用することでリサイクルの
輪が完了します。
価格 300円～600円（税抜）

昭和製紙株式会社
うるま市字田場 708番地 1TEL.098-973-4125 FAX.098-973-3554 HP：http://www.syouwa-seishi.co.jp

キング１１０ｍ、ジャンプ、オキナワタオルペーパー、
コアゴールＳ、コアゴールＷ、

ローズアロマ、守礼紙銭（打ち紙）、
ロイヤル、昭和、花笠

紅型Lab 邦
うるま市石川東山一丁目 10番 11号
TEL.080-1740-9292 FAX.098-965-5793
HP：http://kuni92bingata.ti-da.net/

うるま市をあらわす草花や観光地、特産品などの
勝連城跡、闘牛、サンダンカ、オオゴマダラ、ホウオ
ウボク、アマサンを琉球王朝時代から続く沖縄伝
統の紅型染めを用いてデザインして染め上げまし
た。ひとつの小ふろしきの中にうるま市のスターが
勢ぞろいです。

紅型染め小ふろしき



14

推奨品
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うるま市産品カタログ
うるま市で生まれ育った市産品には、地域特性を活かし た海産物や農産物から、伝統的な泡盛や工芸品までさ
まざまです。県内外からも注目を集める自慢のうるま産 の魅力をたっぷり紹介いたします。Recommendation

product

サポートセンターアジュテ
うるま市石川赤崎二丁目 18 番12 号 
TEL/FAX.098-989-6447
HP：「http://ajute.ti-da.net/

玄米ホットパックを電子レンジに入れて30秒～1分加熱
することで15～20分の保温効果を楽しむ事ができます。
ほのかな温かさで疲れているところや冷えている身体に
当てて使います。首や肩や目に使用することで温かさを
感じ、リラックス効果が期待されます。
価格 1,000円（税抜）～

玄米ホットパックmini

蘭からふ工房
うるま市与那城屋慶名 2241 番地 3 
TEL.098-978-3276

びぃぐ「い草」を織り込み糸を浮かせて模様を織った商
品。木綿糸とびぃぐの組み合わせによる、素朴な味わい
が魅力。
価格 ・コースター 400円（税抜）～ ・花びん敷 800円（税
抜） ・マット 1,500円（税抜）～ ・カード入れ 1,200円（税
抜） ・しおり 400円（税抜）

びぃぐ織り
（コースター、花びん敷、カード入れ、しおり）

越来造船
うるま市与那城平安座417番地5 TEL.090-3790-7503

ごえく

魚が飲み込んだ釣り針を一瞬で外すことができます。木製
品で、木工機械で作ります。釣り人に愛され、女性でも簡
単に釣り針を外すことができ、特許も取得し、Youtubeに
もアップされています。
平成15年には全国発明大会で優勝（6000件中）
価格 1,852円（税抜）

回転つり針外し

うるま市字具志川 3381番地 1 
TEL.098-973-5258 FAX.098-973-3953

全ての農具にハガネを使用。とても丈夫で切れ味がよく、
仕事がはかどります。昭和60年第9回沖縄の産業まつりで
「キビのかれはおとし」優秀賞。平成5年九州地方発明表彰
で発明協会沖縄県支部長賞。平成8年県の産業まつりで「
刈込鋏」優秀賞

くろがねの小農具
（鎌・鍬・三股スコップ・根切り棒・へら・キビ釜）

竹馬製作所
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推奨品
うるま市で生まれ育った市産品には、地域特性を活かし た海産物や農産物から、伝統的な泡盛や工芸品までさ
まざまです。県内外からも注目を集める自慢のうるま産 の魅力をたっぷり紹介いたします。

有限会社 神村酒造
うるま市石川嘉手苅 570 番地
 TEL.098-964-7628 FAX.098-964-7627
HP：http://www.kamimura-shuzo.co.jp/

創業1882年（明治15年）、一世紀以上の歴史を誇る老
舗の酒造所であり、伝統の製法を継承しつつ新たな技
術に果敢に挑戦してきた歴史を持つ。また、業界初の
樽貯蔵泡盛「暖流」を昭和33年から手がけ、昭和43年
に商品化。2009年・2010年泡盛艦評会において「古
酒守禮」が連続受賞。
価格 / 暖流古酒30度 720ml　1,700円（税抜）
うめかおる推奨品720ml　　　1,200円（税抜）
暖流25度（闘牛ボトル） 720ml　  950円（税抜）
守禮原酒51度一升瓶　　　　  5,524円（税抜）

暖流古酒30度、
うめかおる、

暖流25度（闘牛ボトル）、
守禮原酒51度

泰石酒造株式会社
うるま市字平良川 90番地 
TEL.098-973-3211 FAX.098-974-1857

1952年4種類の酒類製造免許を取得し、焼酎甲類、焼
酎甲乙混和酒、リキュール、清酒の製造を手掛けていま
す。沖縄県で唯一の甲乙混和酒「はんたばる」が誕生し
ました。泡盛の風味はそのままに、焼酎の飲みやすさが
絶妙にブレンドされていて、泡盛は初めてと言う方にも
おすすめです。本醸造黎明は沖縄唯一日本最南端の清
酒です。
価格/古酒はんたばる25度　1,344円（税抜）
　　 清酒本醸造　黎明　　1,158円（税抜）

清酒本醸造 黎明
　　　古酒はんたばる25度
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推奨品
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暖流25度（闘牛ボトル）、
守禮原酒51度

泰石酒造株式会社
うるま市字平良川 90番地 
TEL.098-973-3211 FAX.098-974-1857

1952年4種類の酒類製造免許を取得し、焼酎甲類、焼
酎甲乙混和酒、リキュール、清酒の製造を手掛けていま
す。沖縄県で唯一の甲乙混和酒「はんたばる」が誕生し
ました。泡盛の風味はそのままに、焼酎の飲みやすさが
絶妙にブレンドされていて、泡盛は初めてと言う方にも
おすすめです。本醸造黎明は沖縄唯一日本最南端の清
酒です。
価格/古酒はんたばる25度　1,344円（税抜）
　　 清酒本醸造　黎明　　1,158円（税抜）

清酒本醸造 黎明
　　　古酒はんたばる25度
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うるま市産品カタログ
うるま市で生まれ育った市産品には、地域特性を活かし た海産物や農産物から、伝統的な泡盛や工芸品までさ
まざまです。県内外からも注目を集める自慢のうるま産 の魅力をたっぷり紹介いたします。Recommendation

product

崎山酒造廠
健康食品工場 うるま市石川山城 469 番地 1 TEL.098-964-6388　
泡盛工場 国頭郡金武町伊芸 751 番地 TEL.098-968-2417
HP：http://sakiyamashuzo.jp

松藤プレミアムブレンド、松藤３年限定古酒43度、
松藤ブレンド酒、生しぼり沖縄たんかん梅酒、

赤の松藤（黒糖酵母仕込み）、
琉球もろみ酢黒糖入り無糖タイプ、

松藤25度、黒の松藤

崎山酒造廠では、昔ながらの麹棚を使い、じっくりと時間をかけた麹造りを継承しつつ、香りまろやか、味わいやわらか、ふっ
くらとしたコク感を目指した泡盛造りに重点をおき、二日麹から三日麹へと変えるなど丹念に時間をかけた深い泡盛を造り
だしています。2007年には、黒糖酵母、天然吟醸酵母による新たな泡盛開発など、これまでにない香りと旨さの泡盛も追及
しています。近年の古酒造りファンへの要望に応えて、甕の預かりによる、徹底した洗浄から詰め、甕の管理までの一連の工
程もシステム化し、泡盛文化の継承と家庭での古酒造りを応援しています。

価格 / 松藤プレミアムブレンド 720ｍｌ 1,600円（税抜） 県外小売：1,900円（税抜）
松藤３年限定古酒43度 500ｍｌ 2,723円（税抜） 県外小売：3,200円（税抜）
松藤ブレンド酒 720ｍｌ 880円（税抜）  県外小売：1,300円（税抜）
黒の松藤 720ｍｌ 780円（税抜） 県外小売：1,200円（税抜）
生しぼり沖縄たんかん梅酒 360ｍｌ 1,000円（税抜）～ 県外小売：1,000円（税抜）～ 
松藤25度 オープン価格 県外小売 1,090円（税抜）
赤の松藤（黒糖酵母仕込み） 720ｍｌ 780円（税抜） 県外小売：1,200円（税抜）
琉球もろみ酢黒糖入り・無糖タイプ  720ｍｌ 1,500円（税抜） 県外小売：2,100円（税抜）

うるま市で生まれ育った市産品には、地域特性を活かし た海産物や農産物から、伝統的な泡盛や工芸品までさ
まざまです。県内外からも注目を集める自慢のうるま産 の魅力をたっぷり紹介いたします。

名産品.................................................................................................P3～4
【株式会社ぬちまーす】.................................................................................. P.3
ぬちまーす..................................................................................................... P.3
【うるま市にんじん産地協議会】................................................................... P.3
津堅にんじん................................................................................................. P.3
【株式会社海邦商事】...................................................................................... P.3
沖縄小雪......................................................................................................... P.3
黒糖屋さんのミックスナッツ....................................................................... P.3
【ケーキのトミーズ】...................................................................................... P.4
グァバ入水鏝頭粒香...................................................................................... P.4
【照屋勝武三線店】.......................................................................................... P.4
琉球三線......................................................................................................... P.4
胡弓................................................................................................................ P.4
【有限会社プティフール】............................................................................... P.4
うるまの埋蔵金まんじゅう（黄金芋まんじゅう）........................................ P.4
みほそまんじゅう.......................................................................................... P.4
特産品................................................................................................P.5～7
【勝連漁業共同組合】...................................................................................... P.5
もずく ............................................................................................................ P.5
【うるま市い草生産組合】............................................................................... P.5
照屋ビーグ..................................................................................................... P.5
【農業生産法人有限会社池宮城畜産】............................................................ P.6
ブランド豚肉美ら海豚 .................................................................................. P.6
【久米水産株式会社】...................................................................................... P.6
スギ................................................................................................................ P.6
真鯛................................................................................................................ P.6
沖縄ミーバイ................................................................................................. P.6
【農業組合法人山城茶業組合】....................................................................... P.6
山城茶 ............................................................................................................ P.6
【うるま市経済部農政課】............................................................................... P.7
やまいも（やまんむ）.................................................................................... P.7
【うるま市甘しょ産地協議会（うるま市経済部農政課）】............................ P.7
黄金イモ......................................................................................................... P.7
【中部地区晩生柑橘産地育成協議会（うるま市経済部農政課）】................. P.7
あまＳＵＮ（中晩生柑橘「天草」）.................................................................. P.7
【うるま市オクラ産地協議会（うるま市経済部農政課）】............................ P.7
オクラ ............................................................................................................ P.7
【うるま市花き産地協議会（うるま市経済部農政課）】................................ P.7
小ギク ............................................................................................................ P.7
推奨品............................................................................................. P.8～17
【島ネロ研究所】............................................................................................. P.8
島ネロ ............................................................................................................ P.8
島ネロ KILLER’ S HOT( キラーズホット ) .................................................. P.8
【津堅みやらび（津堅構改センター）】.......................................................... P.8
津堅島の台所から　津堅にんじんドレッシング ......................................... P.8
イカの塩辛（すみ漬け）................................................................................ P.8
イカの味付..................................................................................................... P.8
【レストランＢ・Ｂ・Ｒ（パティスリーＲ）】..................................................... P.9
津堅にんじんロール...................................................................................... P.9
【株式会社たみくさ】...................................................................................... P.9
うるまジェラート.......................................................................................... P.9
【有限会社プティフール】............................................................................... P.9
恋のやまいも................................................................................................. P.9
もずくパン..................................................................................................... P.9
津堅にんじんロールケーキ........................................................................... P.9
山いも入りシフォンケーキ........................................................................... P.9
【株式会社海邦商事】....................................................................................P.10
むちむちきなこ ...........................................................................................P.10
沖縄の地釡炊き黒糖....................................................................................P.10

黒糖ココア...................................................................................................P.10
きび太郎.......................................................................................................P.10
アールグレイな紅茶黒糖.............................................................................P.10
黒糖屋さんの黒糖しょうが湯.....................................................................P.10
【農業組合法人 沖縄県薬草協同組合】.........................................................P.11
春ウコン粒...................................................................................................P.11
うるま茶.......................................................................................................P.11
【農業組合法人 グァバ生産組合】................................................................P.11
グァバ茶.......................................................................................................P.11
【株式会社万鐘】...........................................................................................P.12
黒糖肉みそ...................................................................................................P.12
にんにく肉みそ ...........................................................................................P.12
【てるる詩の木工房（木の工房杢陽）】........................................................P.12
竪琴（うるまの竪琴）..................................................................................P.12
【農業生産法人 有限会社 たいよう】...........................................................P.12
のに元気ジュース........................................................................................P.12
のに美人茶...................................................................................................P.12
【株式会社 高江洲製塩所】...........................................................................P.13
浜比嘉塩.......................................................................................................P.13
【手作り加工所 あやかりん】........................................................................P.13
もずっこ.......................................................................................................P.13
【黄金茶屋】...................................................................................................P.13
こがねチャンまんじゅー.............................................................................P.13
【ケーキのトミーズ】....................................................................................P.13
いその水雲...................................................................................................P.13
モズフル.......................................................................................................P.13
【紅型 Lab 邦】..............................................................................................P.14
紅型染め小ふろしき....................................................................................P.14
【農業生産法人 株式会社 沖縄紅茶農園】....................................................P.14
山城紅茶No.972( コク重視 ) ....................................................................P.14
【昭和製紙株式会社】....................................................................................P.14
キング１１０ｍ、ジャンプ、オキナワタオルペーパー
コアゴールＳ、コアゴールＷ、ローズアロマ、
守礼紙銭（打ち紙）、ロイヤル、昭和、花笠.............................................P.14
【サポートセンターアジュテ】.....................................................................P.15
玄米ホットパックmini ...............................................................................P.15
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びぃぐ織り（コースター、花びん敷、カード入れ、しおり）...................P.15
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回転つり針外し ...........................................................................................P.15
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くろがねの小農具（鎌・鍬・三股スコップ・根切り棒・へら・キビ釡）....P.15
【有限会社 神村酒造】...................................................................................P.16
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