
安謝児童館
安謝2-15-1（安謝福祉複合施設ふれあいプラザ内） ☎098-862-43415

MAP

営業時間：午前10時～午後6時　　定休日：祝日、慰霊の日、年末年始

子育て支援センター むるが家
安謝2-15-2 ☎098-862-2584
営業時間：午前9時30分～午後3時30分（土曜は午後12時30分まで）※詳細は施設へお問い合わせください。 定休日：日曜日

スズキ自販沖縄 スズキアリーナ安謝
安謝630-22 ☎098-860-5711
営業時間：平日/午前9時30分～午後6時30分　日曜・祝日/午前10時～午後6時30分　定休日：水曜日

マックスバリュ 安謝店
安謝664-32 ☎098-863-3662
営業時間：24時間　　定休日：―

Jimmy's 那覇店
銘苅3-8-5 ☎098-861-1110
営業時間：午前9時～午後10時　　定休日：―

JIMMY'S アイランドグリル
銘苅3-8-5 ☎098-861-2171
営業時間：午前11時～午後10時　　定休日：旧盆期間、大晦日、元日

ドコモショップ 那覇安岡店
銘苅269-1 ☎098-860-9997
営業時間：午前10時～午後8時　　定休日：―

Volkswagen 沖縄中央 
天久2-7-8 ☎098-860-320012

MAP

営業時間：午前9時30分～午後6時15分　定休日： 火曜日・祝日（土日除く）

レクサス 那覇 
天久2-31-1 ☎098-860-5566
営業時間：午前9時～5時45分　　定休日：火曜、祝日（土日除く）

琉球新報 新聞博物館
天久905 ☎098-865-5311
営業時間：午前10時～午後5時　　定休日：土曜、日曜、祝日

泊いゆまち
港町1-1-18 ☎098-868-1096
営業時間：午前6時～午後6時　定休日：―

マクドナルド 天久りうぼう楽市店
天久1-1-1 ☎098-941-100013

MAP

営業時間：24時間　　定休日：―

ベスト電器 B・B 天久店
天久1-1-1 ☎098-941-2811
営業時間：午前10時～午後9時　　定休日：―

沖縄銀行 新都心支店
天久1-1-32 ☎098-862-7417
営業時間：午前9時～午後3時　定休日：土曜、日曜、祝日

天久りうぼう
天久1-2-1 ☎098-941-1188
営業時間：24時間　　定休日：―

CoCo壱番屋 那覇天久店
天久1-28 ☎098-941-7400
営業時間：午前11時～午前2時　　定休日：―

子育て支援センター すまいる
天久1-4-1 ☎098-867-9016
営業時間：午前9時30分～午後4時　※詳細は施設へお問い合わせください。　定休日：日曜

コープ あっぷるタウン
おもろまち3-3-1 ☎098-941-8020
営業時間：午前9時～午後11時　　定休日：―

ドラッグイレブン 新都心おもろまち店
おもろまち3-5-22 ☎098-941-8455
営業時間：午前9時～午前0時　　定休日：―

ソフトバンク 新都心
銘苅1-3-8 エースプレイス新都心1F ☎098-861-7357
営業時間：午前10時～午後8時　　定休日：―

モスバーガー 那覇新都心店
銘苅2-1-22 ☎098-941-4939
営業時間：午前7時～午前2時　　定休日：―

琉球銀行 那覇新都心支店
銘苅2-2-1 ☎098-864-2233
営業時間：午前9時～午後4時　　定休日：土曜、日曜、祝日

なは市民協働プラザ
銘苅2-3-1 ☎098-951-3205
営業時間：午前8時30分～午後5時15分　　定休日：土曜、日曜、祝日、慰霊の日、年末年始

メガネ1番新都心店
銘苅2-4-18 ☎098-941-6833
営業時間：午前10時～午後9時　　定休日：―

東洋飯店 那覇店 
銘苅2-11-24 ☎050-5788-1984
営業時間：午前11時～午後11時　　定休日：―

ファミリーマート 上之屋一丁目店
上之屋1-18-37 ☎098-869-1700
営業時間：24時間　　定休日：―

古島駅
古島93-1 ☎098-865-551214

MAP

営業時間：午前5時48分～午後11時57分　　定休日：―

MAABLE★STAR
銘苅1-11-8 1F（回転寿司市場　隣）☎098-866-2766
営業時間：午前10時～午後8時　　定休日：―

大名児童館
首里大名町2-75 ☎098-884-049115

MAP

営業時間：午前10時～午後6時　　定休日：祝日、年末年始

サンエーV21 おおな食品館 
首里大名町3-80 ☎098-885-2001
営業時間：午前9時～午前0時　　定休日：―

マツモトキヨシ おおな店 
首里大名町3-80 ☎098-886-5570
営業時間：午前9時～午前0時　　定休日：―

サンエーV21食品館 石嶺店 
首里石嶺町3-4-1 ☎098-885-0192
営業時間：午前9時～午前0時　　定休日：―

子育て支援センター なんくる家
首里石嶺町4-216-3 ☎098-886-604416

MAP

営業時間：おおむね午前9時～午後2時 ※詳細は施設へお問い合わせください。 定休日：日曜、祝日

ドラッグイレブン 首里石嶺店
首里石嶺町4-221-20 ☎098-835-5231
営業時間：午前10時～午前0時　　定休日：―

モスバーガー 首里石嶺店
首里石嶺町4-242-4 ☎098-887-7755
営業時間：午前7時-午前1時　　定休日：―

沖縄県総合福祉センター
首里石嶺町4-373-1 ☎098-882-5811
営業時間：午前9時～午後9時　　定休日：―

マックスバリュ 若狭店
若狭1-19-1 ☎098-869-110019

MAP

営業時間：24時間　　定休日：―

波の上八幡宮
若狭1-25-11 ☎098-868-3697
営業時間：午前10時～午後5時 ※お参りは常時可　　定休日：―

対馬丸記念館
若狭1-25-37 ☎098-941-3515
営業時間：午前9時～午後5時　　定休日：木曜、年末年始

とまりん
前島3-25-1 ☎098-861-3341
営業時間：※店舗により異なる　　定休日：―20

MAP

那覇市立若狭図書館 若狭2-12-1
☎098-917-3453 若狭児童館

若狭3-18-1　若狭市営住宅1階 ☎098-867-7266
営業時間：午前10時～午後6時　　定休日：祝日（こどもの日除く）、慰霊の日、年末年始

おもろまち駅
安里305-3 ☎098-865-551121

MAP

営業時間：午前5時48分～午後11時57分　　定休日：―

那覇第二地方合同庁舎 庁舎管理部署
おもろまち2-1-1
あ

☎098-866-0031
営業時間：午前8時30分～午後5時15分　定休日：土曜、日曜、祝日、年末年始

ファミリーマート おもろまち二丁目店
　おもろまち2-6-2 ☎098-941-5788
営業時間：24時間　　定休日：―

沖縄県立美術館　博物館
おもろまち3-1-1 ☎098-941-8200
営業時間：午前9時～午後6時（金曜・土曜は午後8時まで） 定休日：月曜、年末 ※その他休日あり

Tギャラリア 沖縄 by DFS
おもろまち4-1 ☎0120-782-460
営業時間：午前9時～午後9時（金曜・土曜は午後10時まで）※季節・店舗により異なる。 定休日：年中無休

Pine Tree Bless Tギャラリア店
おもろまち4-1 Tギャラリア沖縄3F ☎050-5786-8386
営業時間：曜日により異なる。　　定休日：―

ガスト 那覇新都心店
おもろまち4-2-13 ☎098-951-0707
営業時間：24時間　　定休日：―

那覇メインプレイス 
おもろまち4-4-9 ☎098-951-3300
営業時間：午前9時～午後11時 ※一部専門店では営業時間異なる。  定休日：―

沖縄海邦銀行 新都心支店
おもろまち4-16-5 ☎098-867-2204
営業時間：午前9時～午後3時　　定休日：土曜、日曜、祝日

吉崎食堂 おもろまち店 
おもろまち4-17-29 ☎050-5789-9426
営業時間：午後5時30分～午前1時　　定休日：―

市立病院前駅
古島172-2 ☎098-886-7713
営業時間：午前5時48分～午後11時57分　　定休日：―

サンエーV21食品館 真嘉比店 
真嘉比1-22-14 ☎098-885-3310 22

MAP

営業時間：午前9時～午前0時　　定休日：―

沖縄海邦銀行 真嘉比出張所 
真嘉比2-16-20 ☎098-885-8515 
営業時間：午前9時～午後3時　　定休日：土曜、日曜、祝日

ドコモショップ 真嘉比店
真嘉比3-19-30 ☎098-885-2000
営業時間：午前10時～午後8時　　定休日：―

マクドナルド 真嘉比古島店
真嘉比122-1 ☎098-885-1051 
営業時間：24時間　　定休日：―

琉球銀行 真嘉比支店
松島1-4-8 ☎098-886-1510
営業時間：午前9時～午後4時　　定休日：土曜、日曜、祝日

スターバックス・コーヒー 沖縄真嘉比店
松島1-14-13 ☎098-835-5181
営業時間：午前7時～午前0時　　定休日：不定休

沖縄海邦銀行 首里支店
首里平良町1-2 ☎098-887-6300 23

MAP

営業時間：午前9時～午後3時　　定休日：土曜、日曜、祝日

儀保駅
首里儀保町3-14-3 ☎098-886-7714
営業時間：午前5時48分～午後11時57分　　定休日：―

パステルキッズ
首里汀良町2-19 ☎090-8401-3471
営業時間：午前11時～午後4時　　定休日：水曜、土曜、日曜

ソフトバンク 首里石嶺
首里石嶺町4-1-3 ☎098-882-307724

MAP

営業時間：午前10時～午後8時　　定休日：―

auショップ 首里いしみね
首里石嶺町4-4-1　オアシス伊差川1F ☎098-886-8866
営業時間：午前10時～午後7時30分　　定休日：元日

Aコープ 首里石嶺店
首里石嶺町4-7-1 ☎098-887-7884
営業時間：午前9時～午後11時　　定休日：―

那覇市役所 首里支所
首里久場川町2-18-9 ☎098-884-4312
営業時間：午前8時15分～午後5時15分　　定休日：土曜、日曜、祝日

子育て支援センター はっぴぃ
首里久場川町2-18-10 ☎098-887-4188
営業時間：午前9時30分～午後4時 ※詳細は施設へお問い合わせください。 定休日：日曜

ローソン 首里久場川団地前店
首里久場川町2-90-1 ☎098-884-3963 
営業時間：24時間　　定休日：―

タウンプラザかねひで 首里久場川市場
首里久場川町2-96-18 ☎098-884-2630 
営業時間：午前9時～午前0時　　定休日：―

首里りうぼう
首里久場川町2-122-1 ☎098-884-1111 
営業時間：午前9時～午前0時　　定休日：―

沖縄海邦銀行 汀良支店
首里汀良町3-94-1 ☎098-886-8775 
営業時間：午前9時～午後3時　　定休日：土曜、日曜、祝日

コープ首里
首里汀良町3-104-1 ☎098-887-5633
営業時間：午前9時～午後10時　　定休日：―

那覇空港　しょうがい者・こうれい者観光案内所
国際通り　しょうがい者・こうれい者観光案内所

￥

￥

￥

THE DINING 暖琉満菜
前島3-25-1 ☎098-860-2113
営業時間：午前6時30分～午後10時 ※詳細は店舗へお問い合わせください。　定休日：不定休

￥

￥
￥

￥

￥
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MAP マツモトキヨシ 久米店 

久米2-16-46 ☎098-860-4411 
営業時間：午前9時～午後11時　　定休日：―

風の丘美ら海 アパホテル那覇店
松山1-4-16　アパホテル1F ☎050-5787-3910
営業時間：午前6時30分～午後10時※詳細は店舗へお問い合わせください。 定休日：―

那覇市役所
泉崎1-1-1 ☎098-867-0111
営業時間：午前8時30分～午後5時15分（市民課窓口は午後6時まで） 定休日：土曜、日曜、祝日

沖縄県庁
泉崎1-2-2 ☎098-866-2333 
営業時間：午前8時30分～午後5時15分　　定休日：土曜、日曜、祝日

旭橋駅
泉崎1-105 ☎098-865-5506
営業時間：午前5時48分～午後11時57分　　定休日：―

ファミリーマート リースビル店
久茂地1-7-1 ☎098-861-2977 
営業時間：24時間　　定休日：―

安里駅
安里389-7 ☎098-865-5510
営業時間：午前5時48分～午後11時57分　　定休日：―

壺屋児童館
壺屋1-5-13 ☎098-863-8682
営業時間：午前10時～午後6時　　定休日：祝日、慰霊の日、年末年始

ドラッグイレブン 国際通り店
牧志2-1-7 ☎098-860-9911
営業時間：午前10時～午前0時　　定休日：―

マクドナルド 国際通り牧志店
牧志2-3-1 ☎098-860-0719
営業時間：24時間　　定休日：―

テンブス那覇
牧志3-2-10 ☎098-868-7810
営業時間：午前9時～午後10時（月曜のみ午後6時まで）　　定休日：―

牧志駅
牧志3-272-5 ☎098-865-5509
営業時間：午前5時48分～午後11時57分　　定休日：―

30
MAP

沖縄銀行 本店営業部
久茂地3-10-1 ☎098-867-2141

美栄橋駅
牧志1-965 ☎098-865-5508
営業時間：午前5時48分～午後11時57分　　定休日：―

ジュンク堂 那覇店
牧志1-19-29　D-naha 1F～3F ☎098-860-7175
営業時間：午前10時～午後10時　　定休日：―

パレットくもじ
久茂地1-1-1 ☎098-867-1171
営業時間：店舗により異なる。　　定休日：―

29
MAP さいおんスクエア

安里2-1-1　カーゴス那覇 ☎050-5786-3451
営業時間：店舗により異なる。　　定休日：―

那覇市「つどいのひろば わくわく」
安里381 ☎098-886-6623
営業時間：午前10時～午後4時45分　　定休日：日曜、祝日

31
MAP JAおきなわ 首里城下町支店

首里汀良町1-29-2 ☎098-884-1346
営業時間：午前9時～午後4時　　定休日：―

32
MAP

33
MAP 那覇空港 国際線ターミナル

鏡水280
営業時間：午前7時～午後10時　　定休日：―

営業時間：午前8時45分～午後5時30分　　定休日：毎月第1火曜日

34
MAP

35
MAP 沖縄トヨタ自動車 那覇店

奥武山町16

36
MAP ローソン 那覇旭町店

旭町116-37 ☎098-868-3539

☎098-857-1481

営業時間：24時間　　定休日：―

サンエーV21 じょうがく食品館 
楚辺1-14-10 ☎098-891-3031
営業時間：午前9時～午前0時　　定休日：―

タウンプラザかねひで 壺川店
壺川3-1-5 ☎098-836-5050
営業時間：午前9時～午前1時　　定休日：―

壺川駅
壺川3-106 ☎098-831-5505
営業時間：午前5時48分～午後11時57分　定休日：―

37
MAP マクドナルド ひめゆり通り店

壺屋2-3-7 ☎098-834-4897 
営業時間：24時間　　定休日：―

タウンプラザかねひで 与儀公園市場
寄宮1-8-45 ☎098-832-3939 
営業時間：午前9時～午前0時　　定休日：―

38
MAP タウンプラザかねひで 繁多川市場

繁多川1-5-34 ☎098-996-5030
営業時間：午前9時～午前0時　　定休日：―

39
MAP

42
MAP

MAP 那覇市総合福祉センター
金城3-5-4 ☎098-859-0099
営業時間：※各施設により異なる。　　定休日：―

ガスト 那覇小禄店
金城5-11-6 小禄ガーデンビル1階 ☎098-840-1718 
営業時間：午前7時～午前3時　　定休日：―

小禄駅
田原3-1000-1 ☎098-859-6603
営業時間：午前5時48分～午後11時57分　　定休日：―

44
MAP 奥武山公園駅

奥武山町316-2地先 ☎098-859-6604
営業時間：午前5時48分～午後23時57分　　定休日：―

JAおきなわ 北小禄支店
鏡原町27-28 ☎098-857-4135
営業時間：午前9時～午後4時　　定休日：―

琉球銀行 小禄支店
鏡原町34-47 ☎098-857-2101
営業時間：午前9時～午後4時　　定休日：土曜、日曜、祝日

45
MAP サンエーV21 よぎ食品館 

国場1162-2 ☎098-833-5000 
営業時間：午前9時～午前0時　　定休日：―

沖縄銀行 大道支店
安里388-5 ☎098-887-5141
営業時間：午前9時～午後3時　　定休日：土曜、日曜、祝日

沖縄銀行 壷屋支店
壺屋1-1-2 ☎098-863-2208
営業時間：午前9時～午後3時　　定休日：土曜、日曜、祝日

那覇市立壺屋焼物博物館
壺屋1-9-32 ☎098-862-3761
営業時間：午前10時～午後6時　　定休日：月曜、年末年始

ハピナハ
牧志2-2-30 ☎098-862-5111
営業時間：午前10時～午後10時　　定休日：―

マックスバリュ牧志店
牧志2-10-1 ☎098-860-5590 
営業時間：24時間　　定休日：―

マチグヮー案内所「ゆっくる」
牧志3-3-4 牧志公設市場雑貨部1F ☎098-951-2311
営業時間：午前9時～午後8時　　定休日：―

ドン・キホーテ 国際通り店
松尾2-8-19 ☎098-951-2311
営業時間：24時間　　定休日：―

コープ寒川
首里寒川町2-80 ☎098-882-2334
営業時間：午前9時～午後11時　　定休日：―

県庁前駅
久茂地1-103 ☎098-865-5507
営業時間：午前5時48分～午後11時57分　　定休日：― 営業時間：午前9時～午後3時　　定休日：土曜、日曜、祝日

ファミリーマート 久茂地美栄橋店
久茂地3-17-5 ☎098-869-3751 
営業時間：24時間　　定休日：―

ドコモショップ おきえい通り店
牧志1-3-43  ホテルラッソ国際通り1F ☎098-869-6868
営業時間：午前10時～午後7時　　定休日：―

久茂地児童館
松尾2-7-10　にぎわい広場内 ☎098-862-1889
営業時間：午前10時～午後6時　　定休日：祝日、慰霊の日、年末年始

那覇市立牧志駅前ほしぞら図書館
安里2-1-1 ☎098-917-3450
営業時間：平日  午前9時30分～午後7時（土曜は午後6時、日曜は午後5時まで） 定休日：金曜 ※その他休日あり

ホテルオーシャン
安里2-4-8 ☎098-863-2288
営業時間：―　定休日：―

首里城公園
首里金城町1-2 ☎098-886-2020
営業時間：期間・区域により異なる。　定休日：7月の第一水曜日とその翌日

首里駅
首里汀良町3-19 ☎098-886-9915
営業時間：午前5時48分～午後11時57分　　定休日：―

那覇空港 国内線ターミナル
鏡水150
営業時間：午前6時～午前0時 　 定休日：―

那覇空港駅
鏡水938-5 ☎098-859-6601
営業時間：午前5時48分～午後11時57分　　定休日：―

那覇ふ頭船客待合所
通堂町2-1
営業時間：24時間　　定休日：―

パイナップルハウス
鏡水684-1 ☎098-858-9000
営業時間：午前9時～午後6時　　定休日：

沖縄県南部合同庁舎
旭町116-37 ☎098-941-2583
営業時間：午前8時30分～午後5時15分　　定休日：土曜、日曜、祝日

沖縄銀行 二中前出張所
泉崎2-1-4 ☎098-854-5131
営業時間：午前9時-午後3時　　定休日：土曜、日曜、祝日

マックスバリュ壷川店
壺川2-4-2 ☎098-996-1880
営業時間：24時間　　定休日：―

那覇中央郵便局
壺川3-3-8 ☎098-853-3398
営業時間：午前9時-午後9時（土曜・日曜は午後5時まで）　定休日：土曜、日曜、祝日

モスバーガー 那覇壺屋店
壺屋2-24-14 ☎098-835-9891
営業時間：午前7時～午前1時　　定休日：―

国場りうぼう
国場703 ☎098-833-8282
営業時間：午前9時～午前1時　　定休日：―

識名児童館
識名2-5-5 ☎098-854-9656
営業時間：午前10時～午後1時　　定休日：月曜、金曜、土曜、日曜

サンエーV21食品館 繁多川店 
繁多川2-17-15 ☎098-833-9000
営業時間：午前9時～午前0時　　定休日：―

那覇そば 那覇亭
金城2-18-7 カハラビル1・2F ☎098-857-9504
営業時間：午前10時30分～午後9時　　定休日：―

カメラのキタムラ 那覇小禄店
赤嶺1-5-3 ☎098-858-8006
営業時間：午前10時30分～午後7時30分　　定休日：1月1日・2日

那覇市母子・父子福祉センター
金城3-5-4 那覇市総合福祉センター2階 ☎098-858-7217
営業時間：午前9時～午後5時　　定休日：―

メガネ1番 小禄店
田原1-4-1 サンヒルズ田原1F ☎098-858-5353
営業時間：午前10時～午後8時　　定休日：―

サンエーV21 つぼがわ食品館 
壺川2-13-14 ☎098-853-5555 
営業時間：午前9時～午前0時　　定休日：―

子育て支援センター ゆんたく 
鏡原町10-38 ☎098-859-3511
営業時間：午前9時30分～午後4時※詳しい時間設定は施設へお問い合わせください。　定休日：日曜

コープおろく
鏡原町34-21 ☎098-857-0069
営業時間：午前9時～午後11時　　定休日：―

沖縄マツダ販売 国場店
国場1066 ☎098-833-5980
営業時間：午前9時30分～午後6時30分　　定休日：水曜
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寄宮1-2-15
☎098-917-3449
 

沖縄県立図書館 寄宮1-2-16　
☎098-834-1218

 
営業時間：平日 午前9時～午後7時    土曜・日曜 午前9時～午後5時
定休日：火曜、祝日、慰霊の日、年末年始 ※その他休館日あり。

那覇市立中央図書館 寄宮1-2-15
☎098-917-3449

 

営業時間：平日  午前9時30分～午後7時　土曜・日曜  午前9時30分～午後6時
定休日：月曜、祝日、慰霊の日、年末年始※その他休館日あり。

那覇市立繁多川図書館 繁多川4-1-38
☎098-917-3455 

 
営業時間：平日  午前9時30分～午後7時    土曜・日曜  午前9時30分～午後6時
定休日：金曜、祝日、慰霊の日、年末年始 ※その他休館日あり。
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国場児童館
国場353 ☎098-855-2696
営業時間：午前10時～午後6時　　定休日：祝日、慰霊の日、年末年始

琉球日産自動車 那覇国場店
仲井真153 ☎098-855-1321
営業時間：午前9時～午後6時　　定休日：水曜、GW、夏季、年末年始

47
MAP 眼鏡市場 一日橋店

上間279-2 ☎098-855-0017
営業時間：午前10時～午後7時　　定休日：―

50
MAP ワイモバイル 小禄

赤嶺1-4-2　SYビル101号室 ☎070-5416-3116
営業時間：午前10時～午後8時　　定休日：―

マクドナルド 小禄店
赤嶺2-1-10 ☎098-857-6404
営業時間：24時間　　定休日：―

コザ信用金庫 小禄支店
高良1-1-1 ☎098-857-4541
営業時間：午前9時～午後4時　　定休日：土曜、日曜、祝日

サンエーV21食品館 高良店 
高良3-2-23 ☎098-858-3111
営業時間：午前9時～午前0時　　定休日：―

51
MAP 那覇市役所 小禄支所

宇栄原4-2-2 ☎098-857-0086
営業時間：午前8時30分～午後5時15分　　定休日：土曜、日曜、祝日

マツモトキヨシ うえばる団地店 
宇栄原4-15-5 ☎098-858-2244
営業時間：午前9時～午後11時　　定休日：―

子育て支援センター 南風（フェーヌカジ）
小禄4-11-14 ☎098-858-2005
営業時間：午前9時30分～午後3時30分 ※詳しい時間設定は施設へお問い合わせください。 定休日：日曜

A＆W 古波蔵店
古波蔵2-25-31 ☎098-836-8243
営業時間：24時間　　定休日：―

スズキ自販沖縄 スズキアリーナ沖縄国場
上間531-1 ☎098-855-6111
営業時間：平日 午前9時30分～午後6時30分　日曜・祝日 午前10時～午後6時30分　定休日：―

マクドナルド 国場十字路店
仲井真130 ☎098-836-2917
営業時間：午前7時～午後11時　　定休日：―

Honda Cars 沖縄 一日橋店
上間272-24 ☎098-834-5507
営業時間：午前9時30分～午後7時　　定休日：火曜

メイクマン 一日橋店
上間280 ☎098-855-1284
営業時間：午前9時30分～午後8時　　定休日：―

ゲオ 那覇小禄店
赤嶺1-3-10 098-859-7025
営業時間：午前9時～午前2時　　定休日：―

BOOKOFF 那覇小禄店
赤嶺2-1-7 ☎098-840-1292
営業時間：午前10時～午前0時　　定休日：―

赤嶺駅
赤嶺2-1000-11 ☎098-859-6602
営業時間：午前5時48分～午後11時57分　　定休日：―

マンガ倉庫 那覇店
高良3-1-12 ☎098-891-8181
営業時間：24時間　定休日：―

ドコモショップモバイルタウン 小禄店
赤嶺1-1-1　ラ・ウニオンビル1F ☎098-858-9500
営業時間：午前10時～午後9時　　定休日：―

サンエーV21食品館 うえばる団地店 
宇栄原4-15-1 ☎098-858-2233
営業時間：午前9時～午前0時　　定休日：―

ファミリーマート 小禄中学校前店
宇栄原1007-1 ☎098-859-5565
営業時間：24時間　　定休日：―

小禄児童館
小禄5-4-2 ☎098-857-5377
営業時間：午前10時～午後6時　　定休日：日曜、祝日、慰霊の日、年末年始
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子育て支援センター うえばるーむ
宇栄原4-17-10 ☎098-858-9233
営業時間：午前9時30分～午後4時 ※詳しい時間設定は施設へお問い合わせください。 定休日：日曜

Ａ
MAP 沖縄トヨペット 小禄サザン店

具志876-1 ☎098-859-1101
営業時間：午前8時45分～午後5時30分　　定休日：毎月第3月曜日

サンエーV21 おろく食品館 
小禄646 ☎098-858-5000
営業時間：午前9時～午前0時　　定休日：―

ローソン 宇栄原団地前店

安謝小児クリニック

宇栄原4-6-3 ☎098-857-0070
営業時間：24時間　　定休日：―

JAおきなわ 高良支店
高良2-3-18

安謝215-1 やしま産業ビル内

☎098-857-1725
営業時間：午前9時～午後4時　　定休日：―

吉野家 331号線小禄バイパス店
具志3-25-12 ☎098-852-1381

☎098-869-0600

営業時間：24時間　　定休日：―
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味と踊りの竜宮城 うらしま
久米2-10-6　新垣ビル2F ☎098-861-176927

MAP

営業時間：午後6時～午後10時　　定休日：―

タウンプラザかねひで 西町店
西3-3-4 ☎098-863-4500
営業時間：午前9時～午前1時　　定休日：―

ドコモショップ こくば店
国場1170-8 ☎098-835-1559
営業時間：午前10時～午後8時　　定休日：―

古波蔵児童館
国場1169-4（1階） ☎098-831-6786
営業時間：午前10時～午後6時　　定休日：―

1
大浜第一病院 （字）天久1000

☎098-866-5171
　

2 ちばこどもクリニック 天久2-1-15　1F
☎098-860-37113

徳洲会新都心クリニック 銘苅2-2-1
☎098-860-07554 小児クリニックたまなは 天久1-6-19 

☎098-867-0017 5
仲本内科 銘苅3-15-3

☎098-860-18356
仲本病院 古島1-22-1 

☎098-885-33337
もりやま小児科 首里石嶺町4-96-1 

☎098-887-55588 叶クリニック 首里石嶺町4-9-1 -1F
☎098-886-08889

おおキッズクリニック 首里石嶺町4-239-1 メディカル
いしみね2F ☎098-887-005510

八重洲クリニック 松山2-23-13
☎098-861-861811

西平医院 泊1-17-1 
☎098-867-251012 おもろキッズクリニック おもろまち4-14-26 

☎098-861-886613
うえはら小児科医院 おもろまち2-2-22 

☎098-869-240014
那覇市立病院 古島2-31-1

☎098-884-511115 いけま小児クリニック 真嘉比2-1-4 
☎098-886-4119

☎098-885-2525

16
花城内科医院 首里儀保町3-8 

☎098-884-187917
首里協同クリニック 首里石嶺町1-147-3

☎098-884-484618 首里こどもクリニック 首里久場川町2-96-18 メディカル
プラザ首里4F19

西町クリニック 西3-4-1 
☎098-867-001020

宮城小児科医院 牧志2-16-5 
 ☎098-863-881121 那覇民主診療所 松尾2-17-34

☎098-880-962022
大城小児科医院 久茂地3-18-8 

☎098-866-035823 けいわクリニック 牧志2-17-12　1F
☎098-951-375924

又吉小児科 壺屋1-27-11 
☎098-861-511025 なはまちクリニック 松尾2-19-39 グリーンハイツ那覇2F

☎098-868-301326
がなは医院 三原1-28-12 

☎098-832-323527 金城医院 安里370
☎098-884-885528

松川内科小児科医院 松川2-8-12 
☎098-855-190129 前浜小児科医院 松川2-5-30 

☎098-885-510630
三原内科クリニック 三原2-30-5 

☎098-836-311131
鳥堀養生クリニック 首里当蔵町3-21-2 

☎098-886-321232
古謝内科医院 泉崎2-7-2 

☎098-855-213033
沖縄赤十字病院 与儀1-3-1 

☎098-853-313434 かおる小児科 国場724-3 
☎098-831-888035

大原病院 寄宮3-12-12 
☎098-854-021136 沖縄南部療育医療センター寄宮2-3-1 

☎098-832-328337
知念医院 樋川2-8-33

☎098-832-124138
沖縄県立南部医療センター・
こども医療センター

南風原町新川118-1
☎098-888-012339 白井クリニック 真地52-3 

☎098-833-650040
守礼クリニック 田原3-3-7 

☎098-858-961541 ペリー内科小児科医院 山下町30-10
☎098-857-875142

たばる内科胃腸科 金城5-3-1 
☎098-858-000543 かなぐすくクリニック 金城5-16-13

☎098-857-778844
垣花小児科内科医院 金城5-14-12

☎098-859-308545
こくらクリニック 古波蔵3-8-28 

☎098-855-102046 川平病院 古波蔵3-5-25 
☎098-836-110147

開邦クリニック 古波蔵2-4-14 
☎098-832-325948

こくら台ハートクリニック 国場1169-20 
☎098-855-881049 ありがとう子供クリニック 古波蔵4-13-9 SSKビル2F

☎098-851-700050
沖縄協同病院 古波蔵4-10-55 

☎098-853-120051 かなしろ内科 古波蔵1-1-6
☎098-832-708052

国場十字路医院 仲井真272-1 
☎098-832-888353 おおしろ小児科医院 上間370-1 

☎098-855-522054
古謝泌尿器科クリニック 国場372 

☎098-853-886655
真玉橋クリニック 識名1316-3 

☎098-836-012356
自衛隊那覇病院 当間301

☎098-857-119157 おおうらクリニック 高良3-5-22 
☎098-859-194158

さつきクリニック 宇栄原1-18-23 
☎098-857-150059 まんまる子どもクリニック 宇栄原2-18-8

☎098-858-008360
ファミリークリニック小禄 小禄5-13-1　たかよしビル2F

☎098-858-120261
あじとみクリニック 高良1-10-7 

☎098-859-588862
はざま胃腸内科クリニック 宇栄原654 

☎098-859-135263
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営業時間：平日  午前9時30分～午後7時（土曜は午後6時、日曜は午後5時まで）
定休日：月曜、祝日、慰霊の日、年末年始 ※その他休館日あり。

那覇市上下水道局 おもろまち1-1-1
☎098-941-7801

Ａ棟　営業時間：午前8時30分～午後5時15分　　定休日：土曜、日曜、祝日
Ｂ棟　営業時間：午前9時～午後8時　　定休日：12月29日～翌1月3日

このマップは、乳幼児を連れての積極的な外出・旅行支援を目的に作成し
ました。
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施設のご案内施設のご案内

小児科のあるクリニック・病院のご案内

施設のご案内

●那覇空港しょうがい者・こうれい者観光案内所
　〒901-0142那覇市鏡水150番地（那覇空港国内線ターミナル1F）
　TEL：098-858-7760　FAX：098-857-9058
　WEBサイト（日本語）：http://barifuri-okinawa.org/BFtourcenter/
　WEBサイト（英　語）：http://barifuri-okinawa.org/bfn/accessible_okinawa/
　Email：jimukyoku@barifuri-okinawa.org

●国際通りしょうがい者・こうれい者観光案内所
　〒900-0014　那覇市松尾2-8-19　5F（ドンキ・ホーテ国際通り店5F）
　TEL：098-860-8046　　FAX：098-857-9058

お　問　合　せ
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