h e a l i ng

心の
癒し

← 県庁・那覇市役所

占い・ユタ

2 手相占い/手相術

4

3 ヘルメス/タロット占い
タロット占い 2,000円

●「大綱」モニュメント

平和通り

住／那覇市牧志3-4-1 ☎／090-5293-3560
営／11：00〜17：00 休／なし

住／那覇市牧志3-3-7 ☎／なし
営／要予約 休／不定休

16
39

1

八軒通り

着物市場

12

坂

り
通

26

8 LITTLE BOX（リトルボックス）

18

桜坂劇場

骨盤矯正 1,000円
住／那覇市牧志3-3-1 ☎／なし
営／11：00〜19：00
（最終受付） 休／月曜、第4日曜

えび
す通
り

9.ヴィクトリアドリームブレスレット
2,000円〜
（税別）

授乳室

AED

多 機 能トイレ

オスメイト対 応 多 機 能トイレ
及び授乳室

10 SANBASHI（サンバシ）
住／那覇市牧志3-1-16 ☎／098-951-3667
営／10：00〜21：00 休／なし

銀行・A T M

喫煙所

公園・緑 地

建 物 など

10.ホタルミサンガ 1,500円〜

開南バス停

11.天然石パワーストーン
（3本）1,180円

←開
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南
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12.ほたるブレス 1,550円

13 Kocchi&Kocchi CHOUHICHIYA
（コッチアンドコッチ/長七屋のホタルガラス）

住／那覇市牧志3-1-12 ☎／098-917-2624
営／10：00〜21：00 休／なし

ヒーリングストーン

我龍（ガリュウ）

なは
イズ
ンラ

17 虹の夢 Rainbow（レインボウ）

住／那覇市牧志3-3-1
☎／070-5273-9796
営／11:00〜19：30
休／月曜、第4日曜

住／那覇市牧志3-3-2
☎／098-863-2303
営／10：00〜19：30
休／なし

16.ぬぶし玉ブレスレット
※予算に合わせて作れます

17.パワーストーンブレスレット
(当店の手作り) 2,950円〜

18 アトリエ 君（キミ）
13.ケラマブルーネックレス 5,184円
（税込）

14 フリーショップえびす（1号店）

14.生年月日組み合わせ
パワーストーンブレスレット 2,000円〜

19 手作り昭屋（ショウヤ）

15 フリーショップえびす（2号店）
住／那覇市牧志3-5-11 ☎／098-959-7782
営／10：30〜18：00 休／要確認

住／那覇市松尾2-10-20 ☎／098-863-2407
営／10：00〜18：30 休／木曜
18.アメジスト(台付き) 1,800円〜

住／那覇市牧志3-5-12 ☎／098-861-4464
営／11：30〜21：00 休／要確認

住／那覇市牧志３-１-1 むつみ橋通り
15.十二支ブレスレット 2,500円〜

30分 1,000円〜
住／那覇市牧志3-3-9
（八軒通り） ☎／080-6496-5554
営／12:00〜21：00
（最終受付20：00）
※要予約 休／火曜

35 ライフ整骨院
基本料金 初診1,280円(3割負担)、
650円(1割負担)
住／那覇市松尾2-24-3 ☎／098-863-6454
営／平日10：00〜12：30、14：30〜19：30
土曜10：00〜12：30、14：30〜16：00※木・土曜の午後は
保険外の予約診療優先 休／日曜、祝祭日
ヘア＆エイジングエステサロン ラ
・サンサリテ

36

〜
ぐりぐり

ボディフェイシャル
（120分コース）10,000円〜
住／那覇市壷屋6-5
（102） ☎／080-1772-5218
営／10：30〜19：30※要予約 休／火曜

25

15
14

←
36

ち〜

いい気持

●化粧品店あんり
☎／098-863-4888

☎・営・休／店舗により異なります

フェイシャルマッサージ 1,000円
営／10：00〜19：00

休／日曜

フェイシャルマッサージ 1,000円

●資生堂さくら
☎／098-866-6827

●玉城化粧品店
☎／098-863-4565

営／10：00〜19：00

休／日曜

フェイシャルマッサージ 1,000円
営／10：00〜19：00

休／日曜

フェイシャルマッサージ 1,000円＆1,500円

●長浜化粧品
☎／090-4470-3312

商店

街

●ボク色の風工房

28

営／12：00〜18：30

☎／098-866-3765 営／11：00〜19：30 休／日曜
19.パワーストーンアクセサリー ※値段に応じて作ります

営／11：00〜19：00

休／第4日曜

ふわふわ！

h e a l i ng

甘い
癒し

沖縄銀行

20 菓子工房 島バナナ
住／那覇市牧志3-2-39
☎／098-863-6821
営／09：00〜19：00 休／不定休
・沖縄氷ぜんざい 200円
（※テイクアウトのみ）

21 琉球菓子処 琉宮（リュウグウ）
住／那覇市松尾2-9-14
☎／098-862-6400
営／10:00〜18：30
（L.O.18:00） 休／第3木曜
・特製夢色ぜんざい 600円

22 サクラセブン
住／那覇市牧志3-3-16
☎／098-864-5091
営／10：00〜20：00 休／火曜
・沖縄ぜんざい 350円

休／不定休

足・身体マッサージ
（60分）2，
000円

（ボクイロノカゼコウボウ）
☎／090-4351-5752 営／10：00〜20：00

休／第4日曜

26 お茶処 いこい

沖 縄ぜんざい

住／那覇市牧志3-3-1
☎／098-862-0331
営／10：30〜18：00 休／不定休
・黒糖ぜんざい 300円

27 珈琲喫茶オブリガード

開南せせらぎ通り
16

休／木曜

34 あしもみHIP（アシモミヒップ）

☎／080-1748-7778

12 セイミック沖縄
住／那覇市牧志3-2-43 1F ☎／098-863-0070
営／09:00〜19：00 休／なし

営／12：00〜22：00

●エステサロン リモージュ 頭のもみほぐし 1,000円

バス停

24

23

住／那覇市牧志3-2-46 ☎／098-861-8896
営／10：00〜19：00 休／第4日曜

ゆっくるからの
距離

太平通り

11 福富奇石（フクトミキセキ）

一方通行

駐車場

☎／098-867-2527

40 第一牧志公設市場 雑貨部

癒しパワーを
もらうにゃ〜

新天地市場本通り

トイレ

32

壷屋
焼物
博物館

↓
通り
むん
やち
壺屋

←

記号の見方

住／那覇市牧志3-5-2 平和通り昭和店舗B

住／那覇市牧志3-3-4

5

住／那覇市牧志3-2-61 ☎／098-862-0982
営／10：00〜20：00 休／1/1のみ

33

37

8.ほたる石 1,000円〜

9 STONE MARKET（ストーンマーケット）

全身もみほぐし
（60分）3,210円
（税込）

39 もみほぐし りょう庵（リョウアン）

う ふ シー サ ー ●

浮島通
り

住／那覇市牧志3-2-58 ☎／098-861-1633
営／10：00〜21：00 休／なし

22

32 ケンコーランドポラリス整体院

33 かりゆし整体

住／那覇市松尾2-17-19 ☎／098-863-1765
営／平日09：00〜12：00、14：00〜19：00
土曜・祝日9：00〜12：00、14：00〜17：00 休／日曜

壺屋陶芸
センター

パワーストーン

うり
ず
ん横
町通
り

ひやみかち
マチグヮー館

住／那覇市牧志3-2-64 2F ☎／ 098-943-6400
営／11：00〜00：00 休／なし

37 足もみフットe

針治療
（基本）1,000円〜※那覇市の国保チケット利用可

20

1F

全メニュー60分以上は500円引き

オーラマッサージ
（15分）
2,000円〜

住／那覇市牧志3-5-19 ☎／090-4256-3434
営／10：30〜18：00 休／不定休

2F

h e a l i ng

心の
癒し

桜

34

31 ARJYNA 国際通り牧志店（アルジューナ）

38 開南整骨院（カイナンセイコツイン）

公設市場
雑貨部 40

身体の
癒し

住／那覇市牧志3-5-7 ☎／080-6495-3535
営／13：00〜20：00 休／なし

マッサージ
（20分）1,000円〜

11

7

いつになったら
モテるにゃ？

住／那覇市牧志3-5-7 ☎／090-8293-5593
営／要予約 休／不定休

琉球
銀行

心も体も
すっきり！

鑑定料 2,000円

パラソル通り

第一牧志
公設市場

水上店舗

5 アキ占いの館/運勢判断

希望が丘公園

17
市場中央通り

住／那覇市牧志3-1-1 ☎／090-9786-4609
営／12：00〜19：00 休／不定休

1時間 3,000円

体も
た心も身
れ
疲
で
〜
暑い毎日 癒されちゃうにゃ
で
まちぐゎ〜

21
モテ期は
終わっとる

一般 3,000円

今視・透視 2,000円〜

癒しM

8

3

にぎわい広場

浮島通り

4 名宝院/手相・顔相占い・スピリチュアル

7 金玉（キンタマ）/ユタ

〜
ゎ
ぐ
ち
ま
AP

9

19

住／那覇市牧志3-1-1 ☎／090-6857-9132
営／要確認※18：30以降TEL必要 休／不定休

6 むん語り屋 龍閃（リュウセン）/ユタ

●てんぶす那覇

桜坂中通り

手相術 3,000円
住／那覇市牧志3-2-62 ☎／090-5474-0880
営／12：00〜※要確認 休／不定休

マッサージ
エステ・整体

県庁・那覇市役所 ゆいレール牧志駅 →

国際通り

まちぐわ〜には
癒しがいっぱい♪

住／那覇市牧志3-3-8 ☎／090-8622-5245
営／10：00〜20：00
（最終受付19：30） 休／水曜

10

平和通り

占い 成人2,000円
（高校生500円、大学・専1,500円）

むつみ橋通り

市場本通り

1 さすらいの小田/運勢判断

13

31
2

h e a l i ng

23 コーヒーハウス ぽえむ
住／那覇市松尾2-22-27
☎／098-866-9777
営／平日09：00〜20：00、
土曜・祝日11：00〜20：00
休／日曜
・珈琲ぜんざい500円
（アイス付き600円）

24 ROSE ROOM（ローズルーム）
住／那覇市松尾2-24-2
☎／098-863-2783
営／11：30〜21：00 休／日曜
・沖縄ぜんざい 400円
（税込）

25 黄金や（クガニヤ）
住／那覇市壺屋1-7-5民衆ビル1F
☎／098-860-0805
営／15：30〜23：00 休／月曜
・沖縄ぜんざい 400円
（税込）

住／那覇市松尾2-24-14
☎／098-868-2012
営／10：00〜18：00 休／日曜・祝祭日
・沖縄ぜんざい(HOT・ICE) 400円(税込)

28 JEF（ジェフ）
住／那覇市壷屋1-1-5
☎／098-867-4941
営／9:00〜20：00 休／なし
・シャーベットぜんざい白玉もち入り
（レギュラー）349円

29 サライ
住／那覇市松尾2-5-2
☎／080-5445-9872
営／15:00〜22：00 休／日曜
・沖縄黒糖ぜんざい 300円
（税込）

30 ウサ美コーヒー
住／那覇市松尾2-24-6
☎／090-8357-6552
営／08：00〜17：00 休／日曜
・ミルクぜんざい 250円

