
住所 電話番号 住所 電話番号 住所 電話番号

フラワーショップヘブン 赤道8-11 098-974-7531 サンエー赤道ショッピングタウン 高江洲1031-1 098-973-4131 otama　 赤道417 098-923-0103

精肉と惣菜のイナミ 赤道461-1 098-979-0677 サンエーV21食品館　田場店 田場339-3 098-974-3000 やぎとそば太陽 石川本店 石川2丁目10-18 098-965-3133

黄金茶屋　本店 与那城照間1860-1 080-9242-9604 サンエー石川シティ 石川2521-1 098-965-3300 沖縄イイダコ屋 うるマルシェ店 前原183-2 090-1942-6033

黄金茶屋　うるマルシェ店 前原183-2 080-9242-9604 エディオン　石川シティ店 石川2521-1 098-965-3350 焼肉五苑 うるま店 みどり町5-1-10 098-982-4329

うるま市特産品の店　うるま～る 勝連南風原3908 098-923-2178 マツモトキヨシ　石川シティ店 石川2521-1 098-965-3318 ステーキハウス坊ちゃん 栄野比118-3 098-972-7702

うるまジェラート 与那城照間1860-1 098-978-8017 サンエー　赤崎店 石川赤崎2-1-1 098-964-5000 レストランB．B．R 大田305番地 098-973-1234

(株)拓栄フーズ 仲嶺428 098-974-3690 マツモトキヨシ　赤崎店 石川赤崎2-1-1 098-964-5995 ステーキハウス　ビッグハート みどり町5-5-12 098-972-6021

ホームセンター　タバタ石川店 石川赤崎2-2-1 098-965-3111 サンエーV21食品館　東恩納店 石川東恩納726-2 098-964-3000 和楽 具志川386-1 098-973-5058

又吉自動車 川崎711-2 098-989-6386 サンエー与勝シティ 勝連南風原5111 098-978-8888 しゃぶ右衛門　うるまみどり町店 みどり町6-2-1 098-923-3739

メガネ一番イオンタウン石川店 石川1-14-1 098-965-6366 池武当新垣三線店 喜屋武485-3 098-979-0521 大阪王将　具志川メインシティ店 江洲450-11F 098-974-1300

メガネ一番　サンエー与勝シティ店 勝連南風原5111 098-978-1111 株式会社FMうるま 石川赤崎2-20-1 098-965-6868 どん家　具志川メインシティ店 1F 098-974-1300

(有)神村酒造　蔵元直売店 石川嘉手苅540 098-964-7628 ユニオン あげな店 みどり町4-7-5 098-974-1320 かつ乃屋　具志川メインシティ店 1F 098-974-9110

(有)津波 津波三線店 平良川184-1 098-973-3997 ユニオン　赤道店 赤道627-6 098-979-1313 珈琲待夢　具志川メインシティ店 2Ｆ 098-974-1300

Gallery はらいそ　モノボックス 石川曙1-9-24 098-989-3262 石川ししや～
石川曙2-3-55

安間貸店舗101
098-964-2854 フードコート　具志川メインシティ店 1F 098-974-1300

へしきや薬局 与那城西原988-3 098-989-6444 (株)あやはし（海の駅あやはし館） 与那城屋平4 098-978-8830
ピザハットエクスプレス

具志川メインシティ店
1F 098-974-1300

クレープリー　パティスリーR 前原183-2 098-973-1234 東江メガネ 石川店 石川白浜1-4-12 098-965-3910 ピッツェリアマリノ　具志川店 江洲468-1 098-974-9110

はるやま 具志川店 江洲382-5 098-974-5417 サイクルプラザ池原 石川白浜1-4-25 098-964-2120 和風亭　赤道店 高江洲1026-9 098-974-3001

トイパラダイスＢＡＮＢＡＮ21 田場1772-1 098-974-1117
(有)東江メガネ

サンエー具志川メインシティ店
江洲450-1 ミニジョイフル　石川シティ店 石川2521-1 098-965-3300

ぬちまーすショップ 与那城宮城2768 098-983-1111 (有)東江メガネ　イオン具志川店 前原幸崎原303 098-982-6601 リトルマーメイド　石川シティ店 石川2521-1 098-965-3300

カフェレストランたかはなり 与那城宮城2768 098-983-1111 ヤマト武道具 みどり町5-13-16 098-972-3766 和風亭　石川シティ店 石川2521-1 098-965-3306

うるマルシェ 前原183-2 080-9242-9604 合同会社　海市水産 与那城池味1176-4 098-977-7224 大阪王将　石川シティ店 石川2521-1 098-965-3306

サンマートやけな店 与那城屋慶名1212-7 098-983-0521 花藍舎 勝連南風原152 BOULANGERIE　CAFÉ　Yamashita 与那城平安座425-2　2F 098-977-8250

勝連漁業協同組合（もずく） 勝連平敷屋3821-18 098-983-0003 タウンプラザかねひで　ABLOうるま市場 前原54番地 098-923-1640 イタリヤ料理BAR　AMELLA 石川1-27-37 098-989-3836

勝連漁業協同組合（天ぷら屋） 勝連平敷屋3821-18 098-983-0003 タウンプラザかねひで　具志川店 みどり町4丁目2番地6号 098-973-0598 榮料理店 石川1-27-35 098-964-7733

東山自動車販売 石川東山1-16-1 090-4992-4736 タウンプラザかねひで　志林川店 高江洲1089番地 098-974-5627 どん家　与勝シティ 勝連南風原5111 098-978-8888

教学館 安慶名1-8-55 098-974-7000 タウンプラザかねひで　あげな店 田場1220番地1号 098-974-1712 海中茶屋((株)琉球プロジェクト) 与那城屋平4 070-3801-8884

あかみち薬局 赤道11-13 098-974-1673
タウンプラザかねひで

よかつ阿麻和利市場
与那城西原596番地3 098-987-8677 やよい軒　うるま江洲店 江洲393番5 098-979-0040

あかみち薬局 あげな店 安慶名513-2 098-923-1668 タウンプラザかねひで　石川市場 石川2丁目2番地1号 098-964-6262 麺家　丸翔 勝連4平敷屋430-2 098-978-8922

あかみち薬局  江洲店 江洲598-8 098-989-5037 タウンプラザかねひで　東恩納市場 石川東恩納601 098-923-1520

(株)拓栄フーズ 仲嶺428 098-974-3690 雑貨屋HAMAKICHI 与那城平安座413-4 090-2851-0433

フィッシングステップ具志川店 豊原1-1 098-982-6777

(有)新石油　勝連給油所 勝連平安名2700-2 098-978-7398

(有)全沖フード 与那城照間231 098-978-0298 住所 電話番号

(有)宮城ミート 栄野比93-7 098-972-4284 （有）レキオツーリスト みどり町4-2-10 098-973-2002

サンエー具志川メインシティ 江洲450-1 098-974-1300 住所 電話番号 ホテル　ハーバー 平良川94番地 098-973-3720

無印良品　具志川メインシティ店 2Ｆ 098-975-3855 Private salon Pika 川田478-1SEALINE B棟 080-6480-3142 東洋自動車整備工場 与那城西原282-1 098-978-2618

チュチュアンナ　具志川メインシティ店 2Ｆ 098-974-1300 salon LADY STYLE 兼箇段909-6うるまハイム102 080-2729-5183 コテージ伊計　海の唄 与那城伊計471 098-978-9557

エディオン　具志川メインシティ店 2Ｆ 098-974-4600 総合格闘技・フィットネス studio Will 宮里266-1　1F 098-987-8033 ナオキオートサービス 石川東山1-9-3 098-989-0862

パレットプラザ　具志川メインシティ店 1F 098-974-6300 けんこうサロン　RiO 仲嶺596-3 080-4288-6528

店舗名 店舗名 店舗名

■サービス業・宿泊業

令和２年度うるま市キャッシュレス化推進事業　「うるま市ｅ街ギフト」

加　盟　店　一　覧　表
令和2年12月1日現在

■小売業① ■小売業② ■飲食店

取扱店舗一覧はホームページ上でも確認できます。

（随時更新(https://uruma-emachigift.jp/merchant-info/)

店舗名

■美容・サロン・ジム

店舗名


