
 

海風オリジナル観光

BOOK 

那覇（飲食店）ver. 



目次 

 朝ごはん 

 昼ごはん 

 夜ごはん 

 コーヒーショップ 

 24時間営業食堂 

 ※掲載情報の定休日や営業時間など変わっている場合がございますので行かれる際は必ず 1度確認をお願いします。 



朝ごはん（朝は洋食・パン派の方へ🍞）  
●BETTER GIRL(ベターガール) 

🍚△ 

 

🍚 

住所：沖縄県那覇市久茂地 1丁目 2-25

営業時間：8:00～16:00 

定休日：不定休 

海風から徒歩約 3分🚶 

●BUY ME STAND OKINAWA（バイミースタンド オキナワ） 

🍚△ 

 

🍚 

住所：沖縄県那覇市安里 1丁目 4-13 

営業時間：8:00～17:00 

定休日：水曜日 

海風から徒歩約 30分🚶 自転車約 15分🚲 

 

 
●C＆C BREAKFAST（シーアンドシー ブレックファスト） 

🍚△ 

 

🍚 

住所：沖縄県那覇市松尾 2丁目 9-6 

営業時間：9:00～17:00,土日 8:00～17:00 

定休日：火曜日 

海風から徒歩約 16分🚶   

 

●Burger Time (バーガータイム) 

🍚△ 

 

🍚 

住所：沖縄県那覇市牧志 2丁目 4-11 

営業時間：8:00-21:00 

定休日：火曜日 

海風から徒歩約 20 分🚶 

●あぐろ焙煎珈琲店 

 

🍚 

住所：沖縄県那覇市久米 2丁目 24-12 

営業時間：9:00～20:00,土 10:00～20:00 

定休日：日曜日 

海風から徒歩約 10分🚶 

●Kuma Cafe（クマカフェ） 

 

🍚 

住所：沖縄県那覇市 牧志 2-21-1 

営業時間：8:00～11:00 

定休日：水曜日,第２木曜日,第４木曜日 

海風から徒歩約 20分🚶 



朝ごはん（朝は和食・白米派の方へ🍚） 

 

 

  

●味噌めし屋 まるたま 

🍚△ 

 

🍚 

住所：沖縄県那覇市泉崎 2-4-3 1F 

営業時間：朝食 7：30～10：00 

定休日：日曜日 第 2第 4木曜日 

海風から徒歩約 10分🚶 

●日々青天 

 

🍚 

住所：那覇市松山 2丁目 22-15 

営業時間：9:00〜16:00 

定休日：火曜日 

海風から徒歩約 15分🚶 

●泊いゆまち・まぐろや本舗 

🍚 住所：沖縄県那覇市港町 1丁目 1-18 

泊いゆまち 

営業時間：9:00～15:00 

定休日：日曜日、月曜日 

海風から徒歩約 30分🚶 自転車約 15分🚲 

●金壺食堂 

 

🍚 

住所：沖縄県那覇市壺屋 1丁目 7-9 

営業時間：8:00～15:00 

定休日：無休 

海風から徒歩約 20分🚶 自転車約 10 分🚲 

●ポーク玉子おにぎり 

🍚 
住所：沖縄県那覇市松尾 2-8-35営業時

間：８:00～19:30 

定休日：無休 

海風から徒歩約 16分🚶  



昼ごはん（せっかくなら沖縄そば食べたいな～🍜）part1  海風から徒歩圏内 

 

 

 

 

 

 

 

●Okinawa Soba EIBUN（オキナワソバ エイブン） 

🍚△ 

 

🍚 

住所：沖縄県那覇市壺屋 1丁目 5-14 

営業時間：11:00～17:00 

定休日：水曜日 

海風から徒歩約 20分🚶 

●田舎 公設市場南店 

🍚△ 

 

🍚 

住所：沖縄県那覇市松尾 2丁目 10-20 

営業時間：10:00～18:00 

定休日：日曜日 

海風から徒歩約 20分🚶 

●金月そば 国際通りむつみ食堂店 

🍚△ 

 

🍚 

住所：沖縄県那覇市牧志 2丁目 1-16 

営業時間：11:00～17:00 

定休日：月曜日 

海風から徒歩約 17分🚶 

●沖縄そば・ゆし豆腐 琉球茶房 すーる 

 

🍚 

住所：沖縄県那覇市久茂地 3-25-7 

営業時間：11:30〜19:00 

定休日：日曜日 

海風から徒歩約 10分🚶 

●むつみ橋かどや 

🍚△ 

 

🍚 

住所：沖縄県那覇市牧志 1丁目 3-49 

営業時間：11:30～18:00 

定休日：火曜日 

海風から徒歩約 15分🚶 

●大東そば 

 

🍚 

住所：沖縄県那覇市牧志１-４-５９ 

営業時間：11:00〜18:00 

定休日：無休 

海風から徒歩約 15 分🚶 



昼ごはん（せっかくなら沖縄そば食べたいな～🍜）part2  那覇市内少し遠出 

 

 

 

 

 

 

 

●すーまぬめぇ 

🍚△ 

 

🍚 

住所：沖縄県那覇市国場 40-1 

営業時間：11:00～16:00 

定休日：火曜日,水曜日 

海風からバス+徒歩約 20分🚌 

●てん to てん 

🍚△ 

 

🍚 

住所：沖縄県那覇市識名 4-5-2 

営業時間：11:30～13:30 

定休日：土曜日,日曜日,月曜日 

海風からバス orゆいレール+徒歩約 30分🚌 

●田そば 

🍚△ 

 

🍚 

住所：沖縄県那覇市真嘉比 3-5-22 

営業時間：11:00～19:00 

定休日：火曜日 

海風からゆいレール+徒歩約 25分🚌 

●首里そば 

🍚△ 

 

🍚 

住所：沖縄県那覇市首里赤田町 1-7 

営業時間：11:30～14:00 

定休日：日曜日,祝日 

海風からゆいレール+徒歩約 25分🚌 

●しむじょう 

🍚△ 

 

🍚 

住所：沖縄県那覇市首里末吉町 2-124-1 

営業時間：11:00～15:00 

定休日：水曜日 

海風からゆいレール+徒歩約 23分🚌 

●木灰そば とらや 

🍚△ 

 

🍚 

住所：沖縄県那覇市赤嶺 1丁目 5-14 

営業時間：11:00～20:00 

定休日：第 1火曜日,第 3火曜日 

海風からゆいレール+徒歩約 15分🚌 



昼ごはん（昼はガッツリハンバーガーでしょ！🍔） 

 

 

 

 

 

 

 

●BABYBABY HAMBURGER&BOOKS  

🍚△ 

 

🍚 

住所：沖縄県那覇市首里金城町 4-6 3F

営業時間：10:00 - 17:00（金土日・祝

日のみ） 

定休日：不定休 

海風からゆいレール+徒歩約 35分🚌 

●Zooton's 

🍚△ 

 

🍚 

住所：沖縄県那覇市久茂地 3-4-9 

営業時間：11:00～20:00 

定休日：なし 

海風から徒歩約 7分🚶 

●マーベリック （Maverick） 

 

🍚 

住所：沖縄県那覇市楚辺 1-1-1 1F 

営業時間：11:00～21:00 

定休日：月曜日 

海風から徒歩約 13分🚶 

●BURGER STAND HI-FIVE  

🍚△ 

 

🍚 

住所：沖縄県那覇市牧志 3-12-12 

営業時間：11:00〜17:00 

定休日：火曜日・水曜日 

海風から徒歩約 20分🚶 

●HAMBURGER DINER FLIP-FLOP  

🍚△ 

 

🍚 

住所：沖縄県那覇市安里 48 

営業時間：10:00～16:00 

定休日：水曜日 

海風から徒歩約 25分🚶 

●バーガー喫茶 昼さがり 

🍚△ 

 

🍚 

住所：沖縄県那覇市久米 2-19-1 1F 

営業時間：11:00～18:00 

定休日：水曜日 

海風から徒歩約 10分🚶 



昼ごはん（お昼はカレーライスなんてどうでしょう？🍛） 

 

 

 

 

 

 

 

●スパイスカレー ゴカルナ 

Gokarna  

🍚△ 

 

🍚 

住所：沖縄県那覇市楚辺 1-1-2 

営業時間：11:30～16:00 

定休日：不定休  

海風から徒歩約 15分🚶 

●沖縄黒糖カレーのお店 あじとや 首里城店 

Gokarna  

🍚△ 

 

🍚 

住所：沖縄県那覇市首里崎山町 1丁目 37-3 1F 

営業時間：11:00～15:00,18:00～21:00 

定休日：毎年 01月 01日、毎年 12月 31日 

海風からゆいレール+徒歩約 30分🚌 

●カフェ沖縄式 

Gokarna  

🍚△ 

 

🍚 

住所：沖縄県那覇市久米 2-31-11 

営業時間：11:00～23:00 

定休日：不定休  

海風から徒歩約 10分🚶 

●Ｋａｈｕ－ｓｉ カフーシ 

 

🍚 

住所：沖縄県那覇市松尾 2丁目 11-25 

営業時間：12:00-15:00（水曜・木曜） 

定休日：日曜日・月曜日 

海風から徒歩約 17 分🚶 

●タマニカレー 

🍚 住所：沖縄県那覇市前島 3丁目 4-12 

営業時間：11:30～※売切れ次第終了 

定休日：日曜日 

海風から徒歩約 16 分🚶 

●ヤマナカリー別邸 

🍚 
住所：沖縄県那覇市安里 387-14 レジデンス

安里 2F 

営業時間：11:00～15:00 

定休日：日曜日 

海風から徒歩約 30分🚶 



昼ごはん（心も体も健康に自然食のお店🌿） 

 

 

 

 

 

 

 

●浮島ガーデン 

Gokarna  

🍚△ 

 

🍚 

住所：沖縄県那覇市松尾 2丁目 12-3 

営業時間：11:30～15:00 

定休日：木曜日  

海風から徒歩約 15分🚶 

●自然食とおやつ mana 

 

Gokarna  

🍚△ 

 

🍚 

住所：沖縄県那覇市壷屋 1-6-9 

営業時間：11:00~16:00 

定休日：月曜日・火曜日  

海風から徒歩約 20分🚶 

●自然派食堂タマテバコ 

 

Gokarna  

🍚△ 

 

住所：沖縄県那覇市牧志 3-10-7 

営業時間：15:00〜23:00（土・日・祝） 

定休日：水曜日・木曜日  

海風から徒歩約 20分🚶 

●LaLaZorba（ララゾルバ） 

 

Gokarna  

🍚△ 

 

🍚 

住所：沖縄県那覇市松尾 2-2-32-2階 

営業時間：11:30〜15:00 

定休日：月曜日・火曜日・水曜日  

海風から徒歩約 11分🚶 

●Saborami(サボラミ) 

 

 

Gokarna  

🍚△ 

 

🍚 

住所：沖縄県那覇市松尾 2-11-23 

営業時間：12:00～20:00 

定休日：水曜日・日曜日 

海風から徒歩約 16分🚶 

●Cafe rapha's table （ラファズターブル） 

 

 

Gokarna  

住所：沖縄県那覇市首里金城町 1丁目 33 

営業時間：11:30〜14:30 

定休日：不明 

海風からゆいレール+徒歩約 35分🚌 



夜ごはん（沖縄来たし皆でカリー(乾杯)してこ！！🍻）part1 

 

 

 

 

 

 

 

●揚げもんとサワーの店アゲサワ 
住所：沖縄県那覇市久茂地 3-3-3 

営業時間：11:30～24:00（月～木）, 

11:30～翌 1:00（金）, 15:00～翌 1:00

（土） 

定休日：日曜日 

海風から徒歩約 7分🚶 

●炙るチェリチェリ 
住所：沖縄県那覇市久茂地 3-8-19 

営業時間：17:30～24:00（月～木・

日）, 17:30～翌 1:00（金・土） 

定休日：無休 

海風から徒歩約 7分🚶 

●鰓呼吸 
住所：沖縄県那覇市久茂地２-6-16 

営業時間：17:00～翌 1:00（月～金）, 

11:30～翌 1:00（土日・祝日・祝前） 

定休日：無休 

海風から徒歩約 5分🚶 

●ちるり(Chillri) 
住所：沖縄県那覇市牧志 3-3-14 

営業時間：18:00〜22:00 

定休日：第 1週水曜日・毎週木曜日 

海風から徒歩約 20分🚶 

●居酒屋くんか 
住所：沖縄県那覇市松山 1-33-2 はまし

んビル 1F 

営業時間：18:00〜翌 5:00 

定休日：無休 

海風から徒歩約 11分🚶 

●串焼き あだん本店 

住所：沖縄県那覇市安里 388-135 

営業時間：18:30～26:00 

定休日：日曜日 

海風から徒歩約 30 分🚶 



夜ごはん（沖縄来たし皆でカリー(乾杯)してこ！！🍻）part2    沖縄呑み文化千ベロ系 

 

 

 

 

 

 

 

●大衆串揚酒場 足立屋 

住所：沖縄県那覇市松尾 2丁目 10-20 1F 

営業時間：10:00～22:00 

定休日：水曜日 

海風から徒歩約 17分🚶 

●焼肉・ホルモン 名嘉真 
住所：沖縄県那覇市松尾 2-10-20 

営業時間：16:00-22:00（月～木）, 

16:00-23:00（金）, 12:00-23:00（土）, 

12:00-22:00（日） 

定休日：無休 

海風から徒歩約 17分🚶 

●おでんの金太郎 

住所：沖縄県那覇市松山 2-7-1 

営業時間：17:00～翌 2:00 

定休日：日曜日 

海風から徒歩約 10分🚶 

●しまぁとあて 
住所：沖縄県那覇市牧志 3丁目 11-17 国

際通り屋台村 

営業時間：11:00～翌 1:00 

定休日：無休 

海風から徒歩約 20分🚶 

●裏路地酒場 アジア麺 樹 

住所：沖縄県那覇市牧志 1-8-5 宮城ビル 1F 

営業時間：17:00～翌 0:00（月～土）, 

17:00～23:00（日） 

定休日：無休 

海風から徒歩約 11分🚶 

●パーラー小やじ 

住所：沖縄県那覇市松尾 2丁目 11-8 

営業時間：15:00～21:00 

定休日：不定休 

海風から徒歩約 16分🚶 



夜ごはん（一日の〆はやっぱ日本酒で。🍶） 

 

 

 

 

 

 

 

●居酒屋 まさら 

 
住所：沖縄県那覇市久茂地 2-6-20-103 

営業時間：18:00～翌 4:00 

定休日：無休 

海風から徒歩約 5 分🚶 

●日本酒地酒屋 ちろり 

 
住所：沖縄県那覇市牧志 1-12-6 

営業時間：18:00～27:00 

定休日：無休 

海風から徒歩約 10分🚶 

●Ｋａｈｕ－ｓｉ カフーシ 

 

🍚 

住所：沖縄県那覇市松尾 2丁目 11-25 

営業時間：18:00-22:00 

定休日：日曜日・月曜日 

海風から徒歩約 17 分🚶 

●沖縄 日本酒 青二才 

 
住所：沖縄県那覇市松尾 2-6-24 ルクソール松尾 

1F 

営業時間：16:00～24:00 

定休日：水曜日 

海風から徒歩約 15分🚶 

●久茂地日本酒エビス 

 

住所：沖縄県那覇市久茂地 2-1-1 第一比嘉ビル

1F 

営業時間：17:00～24:00 

定休日：無休 

海風から徒歩約 3分🚶 

●きち屋 

 

住所：沖縄県那覇市久茂地 3丁目 5-7 

営業時間：17:00～25:00 

定休日：不定休 

海風から徒歩約 10分🚶 



夜ごはん（ビール好きの皆様朗報です。🍺） 

 

 

 

 

 

 

 

●コザ麦酒工房 

 

住所：沖縄県那覇市久茂地 3-23-6 安里ビル 1F 

営業時間：17:00～23:30 

定休日：日曜日 

海風から徒歩約 6分🚶 

●クラフトビール shimaneko 

 

住所：沖縄県那覇市牧志 2丁目 2-30 国際

通りのれん街 B1F 

営業時間：17:00～22:00（水～金）, 

17:00～23:00（土日・祝） 

定休日：月曜日・火曜日 

海風から徒歩約 17分🚶 

●Taste of Okinawa 

 

住所：沖縄県那覇市壺屋 1-6-21 

営業時間：17:00〜23:00（水～土）, 

15:00〜21:00（日） 

定休日：月曜日・火曜日 

海風から徒歩約 20分🚶 

●恵比寿珈琲麦酒 

 

住所：沖縄県那覇市牧志 3丁目 5-14 

営業時間：13:00～22:30 

定休日：木曜日 

海風から徒歩約 17 分🚶 

●浮島ブルーイング 

 
住所：沖縄県那覇市牧志 3丁目 3-1 水上

店舗第二街区 3F 

営業時間：17時〜23時 

定休日：水曜日 

海風から徒歩約 18 分🚶 

●COLOSSEO262 

 

住所：沖縄県那覇市久茂地 2-6-2 久茂地

ガーデンビル 1F-C 

営業時間：17:00～翌 0:00 

定休日：日曜日 

海風から徒歩約 6分🚶 



夜ごはん（沖縄料理は必ず食べないと！！🌺） 

 

 

 

 

 

 

 

●ゆうなんぎぃ 

 

住所：沖縄県那覇市久茂地 3-3-3 

営業時間：12:00～15:00,17:30～22:30 

定休日：日曜日 

海風から徒歩約 7分🚶 

●ぶらんちゅ 

 

住所：沖縄県那覇市牧志 3-9-5 

営業時間：17:00～翌 2:00 

定休日：不定休 

海風から徒歩約 7分🚶 

●オキナワ酒場波平てりとりー 

 
住所：沖縄県那覇市松尾 2-8-41 

営業時間：17:00～23:00（月～金）, 16:00～

23:00（土日・祝） 

定休日：不定休 

海風から徒歩約 17分🚶 

●わたんじ 通堂町 
住所：沖縄県那覇市泉崎 1-7-19 

営業時間：15:30～23:00 

定休日：月曜日 

海風から徒歩約 6分🚶 

●うりずん 

住所：沖縄県那覇市字安里 388-5 

営業時間：17:30～24:00 

定休日：無休 

海風から徒歩約 30分🚶 

●古都里 

住所：沖縄県那覇市久茂地 3-13-10-1F 

営業時間：17:00～22:00 

定休日：月曜日・火曜日 

海風から徒歩約 7分🚶 



コーヒーショップ（沖縄にはこだわりのコーヒーショップが実は沢山あります。☕） 

 

 

 

 

 

 

 

●ヤマカスタンド 

 

住所：沖縄県那覇市牧志３丁目６−３２ 

営業時間：10:00～18:00 

定休日：日曜日・月曜日 

海風から徒歩約 20分🚶 

●トックリキワタ珈琲店 

 

住所：沖縄県那覇市牧志 1丁目 2-11 

営業時間：10:00～19:00 

定休日：水曜日、第一、第三、第五木曜日 

海風から徒歩約 15分🚶 

●珈琲屋台 ひばり屋 

 

住所：沖縄県那覇市牧志 3-9-26 

営業時間：10:30～19:00 

定休日：不定休（雨の日休） 

海風から徒歩約 20分🚶 

●THE COFFEE STAND

 

 

住所：沖縄県那覇市松尾 2-9-19 

営業時間：10:00～19:00 

定休日：無休 

海風から徒歩約 16分🚶 

●Tamagusuku Coffee Roasters 

 

 

住所：沖縄県那覇市松尾 2-19-39 グリーンハイツ那覇 

営業時間：9:30～17:00 

定休日：月曜日・金曜日 

海風から徒歩約 16分🚶 

●たそかれ珈琲

 

 

住所：沖縄県那覇市牧志 1丁目 14-3 

営業時間：9:00～16:00 

定休日：毎週木曜日、毎週日曜日、祝日 

海風から徒歩約 10分🚶 



コーヒーショップ（まだまだありますコーヒーショップ。☕） 

 

 

 

 

 

 

 

●T&M COFFEE 

 

住所：沖縄県那覇市牧志 1丁目 2-6 

営業時間：11:00-19:00, 8:00-20:00（土・日）

定休日：火曜日 

海風から徒歩約 15 分🚶 

●rokkan COFFEE CREATORS 

 
住所：沖縄県那覇市樋川 1丁目 29-9 

営業時間：8:00～18:00 

定休日：日曜日 

海風から徒歩約 25 分🚶 

●琉球珈琲館 

 
住所：沖縄県那覇市牧志１-２-２６ 

営業時間：11:00〜22:00 

定休日：不定休 

海風から徒歩約 15 分🚶 

●Coffee potohoto 

 
住所：沖縄県那覇市安里 388-1 栄町市場内 

営業時間：10:00～19:00 

定休日：日曜日 

海風から徒歩約 30分🚶 

●南谷茶房 

 

住所：沖縄県那覇市首里鳥堀町 4丁目 8-2 

営業時間：10:00～18:00 

定休日：水曜日 

海風からゆいレール+徒歩約 21分🚌 

 

●あぐろ焙煎珈琲店 

 

🍚 

住所：沖縄県那覇市久米 2丁目 24-12 

営業時間：9:00～20:00,土 10:00～20:00 

定休日：日曜日 

海風から徒歩約 10分🚶 



24時間営業食堂（深夜にお腹空いちゃうんだもん仕方ないよね。🍙）  

※コロナの影響で時間変更になっているところがあります。 

 

 

 

 

 

 

●いちぎん食堂 

 

住所：沖縄県那覇市久茂地 2-12-3 

営業時間：24 時間営業 

定休日：無休 

海風から徒歩約 7分🚶 

●ハイウェイ食堂 

 

住所：沖縄県那覇市前島 2丁目 3-6 

営業時間：24 時間営業 

定休日：無休 

海風から徒歩約 13分🚶 

●最強食堂 

 
住所：沖縄県那覇市鏡原町 10-19 

営業時間：24 時間営業 

定休日：無休 

海風から徒歩約 25分🚶 

●どん亭 牧志店 
住所：沖縄県那覇市牧志２丁目１−６ 

営業時間：24時間営業 

定休日：無休 

海風から徒歩約 16分🚶 

●三笠 久米店 

住所：沖縄県那覇市久米１丁目１５−３ 

営業時間：24時間営業 

定休日：無休 

海風から徒歩約 9分🚶 



「海風オリジナル観光 BOOＫ」以外の情報などはゲストハウス海風の各 SNS やブログ

にて観光情報など随時更新していますので、チェックしてみて下さいね😉 

 

 

 

 

 

 

 

Twitter Instagram Blog 

 


