令和元年度西原町プレミアム商品券取扱店舗一覧
令和元年10月10日現在

地区別 №

店舗名
(一社）ぎのわん健康支援センター

取扱商品

営業時間

定休日

住所

電話番号

1 がじまる薬局

医療保険や介護保険等の一部負
8：30〜19：00 祝日・日曜(輪番） 西原町小那覇1602-1
担金／OTC薬品の購入

835-8800

2 株式会社西原建創

総合建築・リフォーム・アルミ建具
・ガラス工事

3 （株）石川酒造場
4 ﾌｧﾐﾘｰﾏｰﾄ 西原工業団地店
小那覇

泡盛・リキュール
スピリッツ・もろみ酢
食品・日用品・飲料品等

8:30〜17：30

日曜日

西原町字小那覇1246番地

946-3269

8:30〜17：30

土日・祝祭日

西原町字小那覇1438-1

945-3515

２４時間

年中無休

西原町字小那覇546

944-6200

5 ビッグワン 西原店

日用品・ペット用品・食料品・
酒・電化製品

9：00〜23：00 年中無休

西原町字小那覇1596

937-0661

6 國和建設株式会社

駐車場工事・アスファルト合材販売・
路盤材販売

08：00〜17：00 日曜日

西原町字小那覇1241番地

944-5728

7 （株）ふく薬品 西原店

医薬品・化粧品等

9：00〜23：00 年中無休

西原町小那覇639

882-0911

8 （株）メイクマン ニューマン店

建材・工具・金物・日用品・インテリア
用品・カー用品電気器具花木等

9：30〜20：00 年中無休

西原町字小那覇156番地

945-3303

9 ベーカリーいーすと

食パン・菓子パン

10：00〜20：00 日曜日

西原町字嘉手苅80-4

946-0848

タクシー

２４時間

年中無休

西原町字嘉手苅４２-６

945-5432

11 西原シティ及びシティ内（一部店舗除く） 衣料・食品・外食・家電等
マックスバリュ兼久店
12
食料品・生活雑貨用品
（入居店舗含む）

9：00〜22：00

年中無休

西原町嘉手苅130

882-9100

24時間

年中無休

西原町兼久古川原44-1

944-1271

13 ちゅらら工房 株式会社

リフォーム業

8:30〜17：30

日曜日

西原町字兼久261-2

945-7170

窓回り商品、カーテン、レース、ブライ
ンド、ロールスクリーン、プリーツスク
リーン、アコーディオン等

10：00〜17：00 日曜・祝祭日

西原町我謝207-3

945-4723

石油製品販売（ガソリンスタンド） 7：00〜21：00 年中無休

西原町幸地895-6

835-8633

16 ローソン西原 幸地店

食品・日用品・飲料品等

２４時間

年中無休

西原町字幸地887

882-8600

17 くるま村

新車・中古車販売、車検、修理、鈑金
塗装、用品販売、レンタカー

9：00〜18：00 年中無休

西原町幸地1010-1

944-5483

18 琉球ゴーレックス(株)

総合リフォーム・防水・遮熱塗装 8:30〜17：30

19 チカラスポーツ

スポーツ用品

9：00〜19：00 不定休

西原町翁長530-1 101号

945-6807

食料品・生活雑貨用品

24時間

西原町翁長531-2

945-8008

石油製品販売（ガソリンスタンド） 7：00〜21：00 年中無休

西原町翁長567

946-0097

22 西原坂田店

フライドチキン他

10：00〜22：00 年中無休

西原町翁長坂田531-2

945-9962

23 ステーキ屋 瓦

瓦で焼くステーキ屋
／２００ｇ
1,000円〜スープサラダライス付

11：00〜15：00
18：00〜22：00

24 トルコロカンタ ケレベッキ

トルコ料理・のび〜るアイス 18：00〜23：00

25 ユニソン 本店

肉・お酒・野菜・一般食品・ドリンク等

小波津 26 ﾌｧﾐﾘｰﾏｰﾄ 西原中学校前店
27 ローソン西原 工業団地前店

嘉手刈 10 共同交通有限会社

兼久

我謝

14

デザインカーテン専門店
近光インテリア

15 幸地給油所（瑞穂石油(株)）
幸地

20

マックスバリュ坂田店
（入居店舗含む）

21 おなが給油所（瑞穂石油(株)）
翁長

ケンタッキーフライドチキン

(一社）ぎのわん健康支援センター

29 にしばる薬局

小橋川

津花波

呉屋

32

ザ・ビッグエクスプレス西原店
（入居店舗含む）

800-2697

9：30〜20：00 日曜日

西原町字翁長160番地

945-1223

食品・日用品・飲料品等

２４時間

年中無休

西原町小波津3番地

944-3751

食品・日用品・飲料品等

２４時間

年中無休

西原町字内間395-2

946-2600

24時間

年中無休

西原町内間525-2

945-4196

医療保険や介護保険等の一部負
8：30〜17：30 祝日・日曜(輪番） 西原町内間508-1
担金／OTC薬品の購入

944-2222

２４時間

貯水槽清掃・エアコン洗浄・清掃
全般・水回りのトラブル等住宅リ 9：00〜18：00
フォーム全般

水曜日

年中無休

西原町字内間524-1

944-3500

土曜日・日曜日 西原町字内間414-3

946-3914

8：00〜24：00 年中無休

西原町小橋川88-4

946-7741

33 ﾌｧﾐﾘｰﾏｰﾄ 西原小橋川店

食品・日用品・飲料品等

２４時間

年中無休

西原町小橋川88番10

871-9558

34 ローソン西原 津花波店

食品・日用品・飲料品等

２４時間

年中無休

西原町津花波121

946-6772

35 美容室PA．ZA．PA．西原店

カット・カラー・パーマ

9：00〜18：00

日曜日

西原町津花波151-4

944-6881

西原町呉屋94-2

945-5231

西原町上原2-3-7

945-2952

36 (有)西原農園

38 ローソン琉大病院前店

棚原

2F

食料品・生活雑貨用品

37 (株)おおとり AVANTI

上原

年中無休（LO３０分前）西原町翁長594

944-4747

30 ﾌｧﾐﾘｰﾏｰﾄ 西原グリーンセンター前店 食品・日用品・飲料品等
31 株式会社 三誓

年中無休

西原町翁長坂田升534-7
988-0121
その他6

西原町翁長558-2
サザンウインド宮里101

11：30〜15：00

ガソリン・軽油・オイル類
28 西原センターサービスステーション 洗車・コーティング
車関係のサービス
内間

第2・4土、日、祝祭日

庭園・畑・庭の維持管理工
事お墓の維持管理
8:30〜17：30 日曜・祝祭日
エクステリア工事
フィットネス、ボディケア、
9：00〜23：00 月曜
サプリメント、焼菓子、弁当
食品・日用品・飲料品等

24時間

年中無休

西原町上原2-15-9

944-1404

39 琉球大学医学部付属病院店

コーヒー・サンドイッチ・ケーキ他

平日6：45〜19：00
土日10：00〜18：00

年中無休

西原町字上原207

895-1705

40 有限会社 昭南自動車商会

新・中古自動車販売

10：00〜19：00 水曜日

西原町上原２丁目１９番地の５

944-3020

41 ローソン琉大病院店琉大病院内

食品・日用品・飲料品等

7：00〜22：00 年中無休

西原町字上原207

895-7010

42 ローソン西原 棚原店

食品・日用品・飲料品等

２４時間

西原町棚原1-23-11

944-2435

不要な電動工具、電材
農機具の買取・販売

9：00〜18：00 日曜日

西原町字徳佐田8

988-3350

ドトールコーヒーショップ

徳佐田 43 沖縄電動工具買取センター

年中無休

備

考

