
佐敷

玉城

久高島

大里

バラエティ豊かなメニューでおいしいお店がいっぱいの南城市。

きれいな星空を眺めがなら、夜の南城市へLet’s Go！

せっかく沖縄に来たのだから

地元の人たちの集まるお店に行ってみては！？
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南城市大里字仲間1140-3　☎098-945-1982       33 014 474 55

17:00～23:30営 日曜日休 2,500円予算

15 昭和レトロ酒場

昭和物語

昭和の雰囲気が楽しめる居酒屋。木とレンガの温もりがある店内では懐か

しい曲が流れ、くつろぎやすい空間になっています。

お店から一言

自家製たこのわさび

和えは絶品！

南城市大里字高平833-10　☎098-946-5782       232 583 895 80

11:00～15:00
18:00～22:00

営 日曜日休 2,650円予算

12 島人和菜

四季折々の旬の食材が堪能できるお店。和食の細やかな技法を取り入れ

たお料理は、地元の素材を活かした味わいが魅力と評判です。

お店から一言

オススメは和膳と

和牛陶板焼きセット！

南城市大里字稲嶺2013-26　☎090-3014-2399       232 584 845 52

17:00～23:00営 日曜日休 2,500円～3,000円予算

14 居酒屋 みやび

山羊料理店

栄養価の高い山羊肉を昔ながらの方法で調理。風味豊かな雄山羊のみを

使用し、山羊刺しや山羊ちぃいりちーなどメニューも豊富。

お店から一言

手作り餃子も

おいしいですよ！

南城市大里字仲間932　2階　☎098-987-6212       33 014 686 71

17:00～24:00営 日曜日、祝日休 2,800円予算

16 海鮮酒場

しーきんぐ

各地から仕入れた旬な海産物が魅力の海鮮酒場。鮮度抜群の刺身は美味

と評判。活鮮お造りの盛り合わせはオーナー自慢の一品です。

お店から一言

焼酎や泡盛など

お酒も豊富です

南城市大里字平良2548 ネクステージ琉宮　☎098-963-9298

     33 014 898 86 17:00～25:00営 第3月曜日休 2,500円予算

17 酒楽食楽

晃龍

女性客やファミリー層にも人気の大衆居酒屋です。アットホームな雰囲気

とリーズナブルな値段でお腹も心も大満足！

お店から一言

大きい駐車場を

完備しています

南城市大里字稲嶺97　☎098-943-5849       232 583 717 70

17:00～24:00
（土曜日は1:00閉店）

営 火曜日休 2,500円～3,000円予算

11 憩い空間

たかふじ

地元食材を使った料理が楽しめるお店。個室やカラオケルームも完備。プ

ロジェクターもあるので歓迎会や二次会にも利用できます。

お店から一言

お 持ちいただいた

DVDを投影できます

南城市玉城字堀川403-1　☎098-948-7334       232 466 501 30

18:00～24:00営 月曜日休 2,000円予算

10 居酒屋

いっとく

地元の野菜や海産物をおいしく味わえる居酒屋。豊富なメニューライン

ナップの中でもパイナップル豚のロースカツは絶品です。

お店から一言

自家製ケーキも

人気の一品！

南城市玉城字奥武41　☎098-948-7920       232 468 272 64

（平日）11:00～15:00、17:00～24:00
（休日）11:00～24:00（日曜日は22:00閉店）

営 月曜日（月曜日が祝日の場合、火曜日休み）休

1,000円～2,000円予算

9 奥武島海産物食堂

地元南城市で獲れた新鮮な魚を堪能できる食堂。刺身や煮付け、魚汁、海

鮮丼などバラエティ豊かな魚料理が味わえる人気店です。

お店から一言

定食メニューが

とても豊富です

南城市玉城字親慶原29　☎098-948-2103       232 559 069 15

11:00～16:00、18:00～23:00営 水曜日休 1,000円～予算

5 レストラン

グリーンヒル

ステーキや定食、沖縄料理などメニューが豊富なカフェ＆レストラン。オス

スメのグリーンヒルステーキはボリューム満点です。

お店から一言

お一人様から団体

様まで大歓迎！

南城市玉城字富里136-1　☎098-948-2057       232 497 852 51

11:30～14:30
17:00～21:00

営 月曜日
第4日曜日

休 800円～1,200円予算

7 レストラン シャム

開店24年を迎えた老舗店。グリーンカレーやトムヤムクンなど、辛さと旨み

が楽しめる本格的なタイ料理が味わえます。

お店から一言

常連さんに

支えられて24年！

南城市玉城字親慶原223-2　☎098-948-7259       232 558 325 38

18:00～24:00営 月曜日休 2,000円～3,000円予算

4 割烹 常

新鮮な海産物がおいしい地元の人気店。本格的な割烹メニューからチャン

プルーなどの沖縄料理まで幅広い料理が楽しめます。

お店から一言

1978年創業。皆様に

支えられて40年。

南城市玉城字仲村渠1478-3　☎098-948-1645       232 528 804 16

17:00～23:00
（土、日、祝前日24:00）

営 火曜日
第4 、5日曜日

休 2,000円予算

6 うとぅいむち

県産食材や新鮮海産物を使った創作料理が人気のお店。特に、口いっぱ

いに肉汁が広がる「あぐー餃子」は、オススメの一品です。

お店から一言

平日は20時まで

ビールが200円！

南城市佐敷字津波古375-2　☎098-947-2444        33 048 407 64

11:30～14:00
16:30～22:00

営 日曜日、月曜日休 1,600～2,000円予算

1 浜珍丁

地産地消にこだわる海鮮料理店。アバサー汁や海ぶどうマグロ丼などおい

しくてボリューム満点。魚の旨みを存分に味わえます。

お店から一言

名物は

「魚のバター焼き」！

南城市佐敷字新里1688　☎098-947-0111       232 587 288 40

17:30～21:00（ディナー）営 無休休 大人2,680円～予算

3 ユインチホテル南城

レストラン サンピア

南城市の夜景を一望できるレストラン。地元食材にこだわった和洋中50

種類以上の料理をビッフェスタイルで楽しめます。

お店から一言

季節ごとの特別

メニューもご用意！

※写真はイメージです

南城市佐敷字新開1-270　☎098-947-6933       33 018 609 68

17:00～24:00営 月曜日休 2,300円～3,000円予算

2 居酒屋

大ちゃん

地元に根ざして8年。郷土料理がメインの居酒屋です。店主のオススメは、

看板メニューのてびちおでんと泡盛の組み合わせ。

お店から一言

地元魚の刺身も

人気です！

南城市大里字稲嶺2013-1　☎098-946-8315       232 584 816 70

17:00～25:00営 火曜日休 2,800円予算

13 炭火焼

だいもん家

県産食材を使ったオリジナル料理が味わえる居酒屋。2,800円（1人）の食

べ飲み放題プランでは焼き肉や居酒屋メニューも楽しめます。

お店から一言

当店自慢のチーズ

厚焼き玉子！

南城市玉城字百名山下原1299-1　☎098-949-1011       232 469 404  37

11:30～14:30
18:00～21:30

営 無休休 （昼）3,670円～7,560円
（夜）12,960円～15,120円

予算

8 百名伽藍

和食の会席料理に沖縄独自の調理法や地元の新鮮な食材をふんだんに

使用。彩りも鮮やかな「和琉会席」が楽しめます。（事前予約制）

お店から一言

海や回廊を見ながら

お食事を楽しめます

南城市知念字久高238　☎098-948-2889       076 241 476 72

11:30～21:00営 不定休休 1,000円～予算

18 食事処

とくじん

海が見えるお食事処でおじぃが獲った魚やタコ、おばぁが育てた野菜を

使った料理が味わえます。イラブー（海ヘビ）料理もオススメ！

お店から一言

特にイラブー汁が

絶品ですよ！！


