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エステサロン mino
SAKURA
桜の香を用いたオイルト
リートメント

01

名護市東江1-3-2 101
0980-43-0754

Atelier Calli
さくら色まつ毛エクステ
目尻にさくら色のマツエク
をお入れします。

02

名護市城2-2-5　
050-1314-8181

（株）マキ屋フーズ
桜一番花だより
紅白甘酒セット

03

名護市字名護4607-1
なごアグリパーク内
0980-54-5889

Aroma Rera
さくら（アロマストーン）
＋Blossom（ブレンドア
ロマオイル）
桜をイメージしたアロマオ
イルとストーン

紅麹を使ったあざやかな
さくら色の甘酒です。

04

名護市城1-4-11 名護市営市場2F
080-3903-0274

(有)名護ツアーセンター
さくら♡
まるごと遊べるクーポン
クーポンを使ってお得に名
護を楽しめます

05

名護市宮里453-6
0980-53-7500

NAIL SALON NANA
さくらコース
ジェルネイル（ハンドorフット）
桜アートを10%引

06

名護市大東1-1-4  
0980-53-3941

salonあおみどり
さくらオイル
ハンドトリートメント
桜の花を漬けこんだオイル
でマッサージ

07

名護市城1-4-11 名護市営市場1F
090-7633-8675

ハンドメイド・カフェ モンシェリー
日替わりランチ
（さくらセット）
ランチにさくらあんぱん
1個付き！

08

名護市伊差川1051
090-6860-0901

食事処 鮨割烹 まつ田゛
ランチ：

ディナー：

さくら1.5握り
寿司
さくらおまかせ
コース

09

名護市城1-5-20　1-F
090-6868-0008

ナゴグローサリーストア　
さくらお花見セット
ぐい吞みや泡盛カップ等
のやちむんセット

10

名護市城1-4-11 名護市営市場2F
0980-43-6910

なかむら製菓
さくらタルト
ほんのり桜が香るしっとり
としたタルト

11

名護市城1-4-11 名護市営市場1F
0980-52-3711

mod’s hair MEN 名護店
さくらセット
カット（3700円）＋
お顔剃り（550円）→無料

12

名護市大東1-12-13
0980-43-0517



味ノ坊 名護本店
味ノ坊さくらセット
たこ焼き10ヶ入といちばん
桜ビールのセット

13

名護市大東1-1-18
0980-53-3883

イマル商店
さくらカラーオーガニッ
クコットンアイテム
お肌にやさしい素材の小
物衣料

14

名護市城1-4-11 名護市営市場1F
080-3015-4125

Subaco
桜ラテ

15

名護市字名護5511
0980-52-7434

BAR BABY
Orionいちばん桜セット
いちばん桜と他の商品の
セット

16

名護市城1-3-7　1F
090-7449-7161

かっぽう 山吹
さくら天ぷら幕の内
税込2,000円
人気の天ぷら幕の内にさ
くらの花の天ぷらを

絶景を眺めながら山原の
春をご堪能頂けます

17

名護市大東1-7-19
0980-52-2143

（有）図書教材　
沖縄手帖
桜色の沖縄手帖（粗品付）

18

名護市大中1-19-27
0980-52-2153

さくら食堂
さくら定食
当店手作りケーキ2種類か
ら組み合わせ自由

19

名護市城1-4-11 名護市営市場2F
090-1949-2698

FLAP COFFEE
チェリーブロッサムブレ
ンド
さくらの花の香りをイメー
ジしたブレンド

20

名護市宇茂佐の森4-19-3　
沖名パレス102
0980-38-9027

本格炭火焼きと沖縄料理 なり壱21

名護市城1-1-6
0980-53-7022　

JUMBOSTEAK HAN’ｓ 名護十字路店
さくらステーキボルド
レーズ
赤ワイン風味豊かなソース
です

なり壱桜満開セット（桜
ユッケ、桜大根、桜フィ
ズ）￥1,000‐税込
桜に因んだ料理2品とドリ
ンク1杯のセット

22

名護市城2-1-12
0980-43-0675

株式会社 わんさか
さくら咲く日本ハム応援！
北海道セット
北海道のおつまみ（3種の中
から1点お選びいただけます）
＋いちばん桜のビール

23

名護市大浦465-7
0980-51-9446

ベーカリーリンドン
さくらあんぱん
さくらあんを使ったあんぱ
んです

24

名護市大南2-5-10
0980-52-0237



ビューティーHEARTS
さくら福袋
シャンプーとトリートメントの
ミニセット

25

名護市大中1-2-1 1階
0980-52-1157

宮城菓子店
さくらケーキセット
ショートケーキ＆各種ドリ
ンク付き 500円

26

名護市城1-4-11 名護市営市場1F
0980-53-0480

御菓子御殿 名護店
御菓子御殿のSAKURA
満開ランチトートバッグ
セット
お菓子の詰合せと可愛いラ
ンチトートバッグセット

28

名護市中山1024-1
0980-54-8515

（株）崎浜商店 市場店
さくら福袋　

27

名護市城1-7-6
0980-52-2917

いちばん桜ビール入り福袋
＆その他色々♪

羽地の駅
さくらキャンペーン
羽地鶏の半身焼
ニンニクたっぷりのオーブ
ングリル焼き！！

30

名護市真喜屋763-1
0980-58-2358

美ら花 別邸
桜そば

29

31 32

33 34

35 36

名護市幸喜111-1
0980-53-0331

桜海老天と桜葉で蒸した蒲
鉾で風味良いそば

いちばん桜セット（いちばん桜・ド
ラフト・75ビール 各350ml缶・
オリオンビアジャーキー1袋入り）
いちばん桜をいれたオリオ
ンビールとおつまみセット
名護市幸喜109
0980-53-0331

桜エビ入りエビしんじょ
うバーガー＆タロイモフ
ライ＋いちばん桜ビール

名護市幸喜108
0980-53-0330

桜エビのバーガーといちば
ん桜で春をお届け

「恋桜福袋」
駄菓子ベスト9と恋愛成就
のお守り付

名護市大東1-1-18 101
070-5494-3984

さくらプレート

名護市大中1-5-7
080-4564-4948

さくらえびを使ってサンバル
がご飯にのってます

さくらガラス
名護の桜を琉球ガラスで
表現しました

名護市字為又478番地
0980-54-2121

さくらケーキ＆さくらドー
ナツ

名護市城1-4-11 名護市営市場1F
090-2857-9119

さくらケーキ
さくらドーナツ

沖縄サンコーストホテル レストラン
オーキッド 沖縄サンコーストホテル 売店

Lucky Lanka 願多パーラー

クローバーキッチン 株式会社 森のガラス館



ぽんぽこ居酒屋 ぽこぽん
選べる75Beer or
いちばん桜1本とビール
に合うおつまみセット
好みのクラフトビール＆自家
製料理と共に！

37

名護市城1-4-11 名護市営市場2F
070-5416-1129

カラオケ やまびこ
さくらお茶セット
お菓子とコーヒーorお茶
セット

38

名護市大東1-18-16
090-7587-6897

陶芸教室K
さくら絵付け体験
さくら色で15㎝のお皿に
絵付け体験

40

名護市城1-5-17 南棟108
070-3803-3191

BAR BASECAMP
さくら山歩き

39

名護市字勝山10番地
0980-53-8181
090-1948-1522

嘉津宇岳山歩きガイド
保険込3000円案内

Ｍakai 421
さくら想いの
プレートランチ
春を感じるプレートランチ
をご用意いたします。

42

名護市屋部４２１
0980-54-4032

ながはま文具
ネオピコカラー
10本袋詰め

41

43

名護市大中1-1-3
0980-52-3657

マンガカラーペン220円の
商品を10本1000円

さくらポークキンパ

名護市屋部３５８－１
080-6805-8687

でんぶとポークでお花見に
ぴったりのキンパ

ハイチューハウス レストラン雲茶
桜ハーブティー
桜の花ビラから煎じた
ハーブティー

44

名護市大東1-19-2 宮里ビル2号
0980-53-2948

（有）フレッシュミートがなは45

名護市宮里1410-1
0980-53-5017

焼肉乃我那覇
さくらセット
牛舌刺＆牛すじ煮＋桜缶
ビール1本

さくら福袋
メンチカツ5個もも串カツ
3本あぐー炭火焼

46

名護市宮里1410-1 2F
0980-53-5017

絵本屋Polaris 
春の訪れを感じる絵本
の紹介
春のはじまりは名護から！
ぜひ絵本も共に♪

47

名護市屋部37番地　
080-6485-3739

avocafe 桜あんのアボカド和風プリン
アボカドプリンの上に桜餡を
のせ桜の花の塩漬けをトッピ
ングした和風プリン
桜スパークリング（ノンアルコール）
ノンアルコールのスパークリ
ングワインに桜シロップ（ピン
ク色）を注いだもの。

48

名護市字饒平名71-1
0980-52-8182



Good morning真喜屋
お花見
サンドイッチセット
イチゴサンドとお好きなドリ
ンクのセット

49

名護市字真喜屋499-1
080-3983-0355

おばんざいとあぶり焼き「ひとみや」
おばんざいさくらコース
おまかせのコースで春を感
じるお料理コース

50

名護市港1-15-25
080-3990-1138

お好み焼きダイニング Kinoshita
SAKURAプライスワイン
桜色のワインを期間限定価格
での提供！

52

名護市城1-4-11 名護市営市場2F
0980-43-0338

オリエンタルホテル 沖縄リゾート＆スパ
レストランクヮッチ―　
ディナーブッフェ
４，５００円

51

名護市喜瀬1490-1
0980-51-1000

さくら色のデザートブッフェ

Pain de Kaito
さくらあんぱん
季節限定のさくらあんを包
みこんだパン

54

名護市宇茂佐の森4-2-11
0980-53-5256

いちの屋
さくら定食

53

55

名護市伊差川19-1
0980-53-1515

7品の惣菜と白米と黒紫米
定食

桜セット

名護市字済井出与那地原454-1
0980-52-8077

屋我地島の塩・屋我地島の
ストラップ

株式会社 沖縄ベルク カヌチャリゾート
いちばん桜お花見セット
お花見日和はビール日和。

56

名護市字安部156番地2
0980-55-8880

山城野菜青果店57

名護市城1-4-11 名護市営市場2F
0980-53-6368

鉄板焼 朝日
さくら75ビール
オリオン75ビール

さくら漬物
大根のつけものにさくら塩
漬けを使用

58

名護市大南2-1-42
0980-54-0677

有限会社 渡具知

格別な別格、マサー＆ミヤ
ラビは辛味革命

59

名護市東江2-8-43
0980-54-0063

山原水産
海鮮ちらしさくら盛り
大根のさくら漬けを添えた
ちらし寿司 

60

名護市城1-4-11 名護市営市場2F
0980-54-8045

さくらセット（プレミアム
コーレーグス NAGOmaser
＆miyarabi）



フランチェスカ
春待ちセット
フルーツティーとシフォン
ケーキセット

61

名護市見取川原4472
イオン名護店 2階
0980-43-0312

伊差川園芸花店
さくらとバラのソープフ
ラワーＢＯＸ
さくらとバラのソープフラ
ワーアレンジ

62

名護市城2-8-19
0980-53-2720

季節料理 湯川
さくら弁当
（松花堂弁当）
食前に食前湯（さくら湯）　
油物（さくら海老かき）

64

名護市大北1-29-21
0980-54-0054

Lunch House
さくら日替わり弁当

63

名護市城1-5-20
（居酒屋大福内）
080-5403-1215

桜を型どった野菜や桜をイ
メージした漬物

ケーキハウス さくら
焼ドーナツさくら味
さくらの風味ではなやかな
春をイメージしたさくらドー
ナツ

66

名護市宇茂佐の森4-19-3
沖名パレス103
0980-54-5739

ヤンバル食堂
ヤンバル食堂の
さくらそばセット

65

67

名護市宮里3-1-573
0980-52-7910

さくらそばとジューシーもず
くのセット

沖縄さくらちんすこう

名護市字名護4607-1
0980-43-6010

桜葉を練り込んだ桜色のか
わいいちんすこう

アグリショップ しまちゅらら MIRAI TERRACE
さくらフィナンシェ
毎朝焼き上げる人気商品！
テイクアウトも可

68

名護市我部祖河208-1
0980-52-4848

タイ食堂 チャバー69

名護市大南2-3-1（103号）
080-2751-4167

そうわメガネ（SOWA MEGANE）
さくら割引
眼鏡ご購入の方、カフェ飲
み物100円引き

さくらランチセット
日替りランチセットコー
ヒーとデザート

70

名護市大中1-3-5
0980-54-3170

やんばる物産（株）

※直営店舗のみ対象
※テナント対象外

71

名護市許田17-1
0980-54-0880

大衆食堂 居酒屋 いろは
いろはの『桜肉のロースト』
あっさりとした桜肉をロー
ストしました

72

名護市大東1-19-3
0980-53-0201

千円以上お買い上げで
みんな対象！



Heaven Heaven
さくら島野菜カレー　
1,000円
無農薬野菜と無添加カレー
自家製麺沖縄そば

73

080-5018-7416
名護市辺野古168

くまキッチン
サクラサクあなたのハー
トに。ひがわり弁当
サクラをイメージした形、色
彩で弁当を構成

74

名護市城1-4-11 名護市営市場1F
080-2562-7194

靴工房カステッリーノ
さくら福袋
（革アクセサリー、ブレス
レット等セット）
ブレスレット 革アクセサリー
キーホルダー

76

名護市大東2丁目14-16
0980-43-5556

でいご手芸店
かんたんクロス・ステッチ
刺しゅうキット

75

0980-52-2283
名護市大西4-5-21

チェリーローズのかんたん刺
しゅうセット

シホンヤさん
さくらシフォンセット
カットシフォン4個入

78

090-6868-5587
名護市宮里7-16-3

又吉観光農園レストラン
さくらチップの燻製、あ
ぐー豚肉スモークセット

77

79

名護市大北1-23-1
0980-53-1929

桜チップでスモークした自家
製あぐーセット

さくらNAGO手羽セット

名護市大中1-3-1 カフェ、バー
Birthday内
080-3962-9687

甘辛タレ手羽とパイナップル
ボトルジュース

火、水 タレ手羽 シーサイドカフェ ブルートリップ
桜あんのパンケーキ
桜あんとホイップと3色だ
んごのパンケーキ

80

名護市東江5-14-20
0980-54-3541

お家サロン PUNAプナ81

名護市大中3-8-14
090-9788-6810

名護市 エコステ3R なごころ
廃品エコ講座作品
（さくらフェアー）
講座作品をスタッフで手
作りしています

ゆらす施術 桜コース
身体をゆらして症状改善
と整える。癒し効果。

82

名護市大東1-1-3 1F
0980-43-0254

やんばるレストラン　
ステーキ＆シーフード 58

熊本産の馬肉を使ったお
刺身とお寿し！絶品！！

83

名護市名護4558-8
0980-43-5892

アロマ＆リサイクル ゆるり
アロマ（桜）セット
2月お勧めの香り
さくらの香り癒されますよ

84

名護市大北5-22-26
090-7586-1442

桜赤身さしみ・桜寿し


