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活気を取り戻し
地域貢献へ

　若い世代の畳離れが進んでいることに
着目し、常識にとらわれない新しい発想
と感性、遊び心で新しい畳の形を次世代
に提案。代表の知花さんは、京都で修行を
した後2016年に同店をオープン。「畳＝
古臭いというイメージを変えたかった」
と話します。畳の表替えやクリーニング
はもちろん、県産のビーグ（い草）で仕上
げた畳も扱い、刺繍命名畳やプリント命
名畳も大人気。嘉手納町のゆるキャラ「い
もっち」をモチーフにした畳縁は、町の児
童館や町営住宅などに使われ、子どもた
ちからも喜ばれています。

　通勤・通学する人たちが行き交う通り
に面する喫茶店。足を踏み入れると、店
内は昭和レトロな雰囲気が広がってい
ます。どこか懐かしくて落ち着く空間で
いただけるのは、自家焙煎の珈琲やサン
ドイッチ、ナポリタン、手作りケーキな
ど。毎日通う常連さんや、憩いの場とし
て利用する方も多く、温かく和やかな時
間が流れています。オーナーの亀島さん
は嘉手納町出身者。「地元のおじぃ、お
ばぁがふらっと立ち寄れる、街に馴染む
お店を作りたかった」と話します。オー
プンは朝7時。様々なシーンで利用しや
すい一軒です。

伝統を守りながら
常に進化する畳屋さん

嘉手納畳

珈琲喫茶カメシマCharm

お
一
人
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も
大
歓
迎

町
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れ
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で
大
人
時
間
を

CARNECARNE

ChChararmm
　「この辺りは幼少期よく訪れていた場
所なんです」と話すのは、店主の又吉さ
んです。一時はシャッター街になりつつ
ありましたが「あの頃の活気を取り戻し
たい！」とお店をオープン。10種類並ぶ
マフィンは、焼き立てさっくり、翌日は
しっとり。手作りの温かさを感じるマ
フィンを求めて、毎日多くの人たちが訪
れます。地元の幼稚園や学校にも卸して
いるそうで「地元に貢献したい」という
又吉さんの想いは叶いました。今後は、
嘉手納町の食材を使ったマフィンにも
挑戦したいと話します。

作り手の愛情から生まれる嘉手納町でかがやく「モノ」。こだわりの商品をお目当てに多くの方が町
に訪れ賑わい、魅力はいつしか町の発展へと繋がっていきます。

Bright things of Kadena
Here we focus on the “things" from Kadena all made with a deep love and connection to the town. Many people come to the 

town for their favorite something. These charms eventually lead to the development of our town.

　オーナーの宮城さんは、東京のダイニ
ングバーやレストランのキッチン・ホー
ルスタッフを経験し、28歳の時に沖縄に
戻りました。もともと飲食店の開業が夢
だったため、北谷のクラブでさらに腕を
磨き、出身地の嘉手納町でバルをオープ
ン。スナックが集まる裏通りも含め「町内
にかつての活気を取り戻したかったんで
す」と宮城さん。女性のひとり客や地元の
常連さん、同業者も通う人気バルですが、
地元をさらに盛り上げるため「今後は繋
がりを生かして、食と音楽のイベントを
開催していきたい」と話します。
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Bright, spot in Kadena
かがやく、かでな

　スペシャルコーヒー専門店。小ロットづつの焙煎で、焙煎仕立て
のコーヒーが味わえます。
A coffee shop that specializes in small quantity, home roasted and 

delicious fresh coffee. reminiscent of New Orleans Americana.

自家焙煎珈琲

嘉手納自慢の
逸品あつめました。

嘉手納町が認定し、多くの方に「良いもの」感じてもらうことを推奨する「優良特産品」。
食べ物から商品まで嘉手納町の魅力を感じられる、かがやくモノばかりです。

 We have collected the gems that Kadena is proud of.

　ニューオリンズの街並みを意識したオシャレで過ごしやすい店内
で頂く本格的なバーガー。

フィッシューバーガー

　一つひとつ手作りで優しいアロマの香りを楽しみながら長い間
飾れるフラワーソープーギフト。

ソープフラワーアート
　たっぷりのカスタードにシュガーパウダーをまぶした王様の
シュークリームは、お店のイチオシ商品。

王様のシュークリーム

　ほんのり甘さを持たせた生地の上に乗ったシャキシャキレタス。
絶品のタコスはサルサソースが決め手。

セミハードシェルタコス
　王朝時代より受け継がれる良質な素材と食文化を守りながら新
しい商品を開発。沖縄の銘菓。

ちんすこう

　自家製バンズは町の特産の紅いもパウダーを使用。バーガーコ
ンテストで数々の入賞歴もあり。

3Sバーガー
　黒糖の程よい甘さに、弾力のあるモチモチ食感がクセになるJA
おきなわ嘉手納支店の名物。

黒糖まん

　ガーリックやピパーチなど定番からアーサや昆布などの変わり
種の唐揚げが数多く楽しめます。

とりの唐揚げ（プレーン味、バジル味、ゴマ味、こんぶ味、アーサ味、シソ味）
　襟くずれしにくい素材と仕上げにこだわったオリジナルかりゆし
ウェアはキーストンの人気商品。

キーストンのかりゆしウェア

3S BURGER&BAKERY 自家焙煎珈琲　凡 SEAFOODCAFE HIDEKO'S

ジョブきらめき水釜

ルークタコス

JAおきなわ　嘉手納支店　女性部

ピースキッチン キーストン 南国製菓

Rouge
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Bright, spot in Kadena
かがやく、かでな

ふるさとおとどけ品
嘉手納自慢の

地元の特産品から手作りのアート作品まで、嘉手納町で生まれた、お届け品はジャンルも種類も様々。
嘉手納町を身近に感じ、地域の魅力や素晴らしさを知って頂ける逸品をご紹介致します。

　お肌にハリとツヤを与えやわらかさを保つ「OKINAWAN 
ENERGIZE」と、水分油分を保ち、お肌をひきしめる「OKINAWAN 
BALANCE」のフェイシャル用美容オイルセット。化粧水前の導入、
化粧水後の保湿と色々使える便利なオイルです。（FROMO）

リラクシングオイルセット他

　自然災害から家を守るために設置されたといわれる漆喰の
シーサー。幸運を招き入れるようにと口を開いたオスシーサー
と、幸運を逃さぬように口を閉じたメスシーサーをセットで。
（えにし風）

These gems let you feel close to Kadena town and feel the charm and splendor of the area.

　創業46年、美味しいまんじゅうを追求して生まれた逸品。沖縄で
田芋は「子孫繁栄」を願う食べ物として祝い事に欠かせない縁起物
でもあり、贈答用としても人気です。 （丸清堂）

　モチモチの自家製麺に羅臼昆布と枕崎鰹節を使い化学調味料
不使用の出汁。一晩寝かせて煮立てた三枚肉に隣村で作られた蒲
鉾など麺と出汁と具材の三位一体となった絶品そば。（みよ家）

郷土の伝統の味
沖縄そばセット

　てびち（豚足）は肉の部分が少なく軟骨が多いですが、軟骨は煮
込むとゼラチン質に変わるのでぷるんと柔らかくなります。一人前
ずつ真空パックにしているので調理もしやすいです。
（居酒屋 和）

てびち(豚足)の煮つけ
3個入り×4袋

　出産数が少なく貴重なあぐー豚は、沖縄を代表
するブランド豚。コレステロール値が低く脂身部
分の融点が低いので、脂身であっても口の中で
サッと溶けてサッパリ食べられます。 （山香）

あぐー豚しゃぶしゃぶ３種の食べ比べセット
250g×3パック　タレ付

　「雨月物語」の作家で知られる江戸時代
の文人上田秋成も愛用していたことが伝
えられている「アダン筆」。南国沖縄で育っ
た弾力性の高いアダンの繊維質は、時に
は豪快で荒々しく、時にはやさしい夢のあ
る豊かな書き味が魅力です。
（筆工房）

アダン筆

　嘉手納自慢のふるさとおとどけ品には、食べ物や工芸品
等以外にも体験型のおとどけ品をご用意しております。亜
熱帯特有の植物や、トビハゼ等様々な動植物が生息する比
謝川をカヤックで探検できるおとどけ品や、船で沖に出て
スキューバダイビングやフィッシングが体験できるおとど
け品があります。

体験型アクティビティー

　鉛のリード線とカラーフィルムを貼って、ステンドグラ
スの雰囲気を楽しむことができるグラスアート。普段使
いのティッシュケースに彩りを添えて、食卓やリビングで
お使い頂けます。（Ruhe）

グラスアートの
ティッシュケース

Kadena's proud local specialties and products

一つ一つ手作りしていま
すので、かわいらしく表
情豊かなシーサーです。

作り手の声

町内唯一の自家製麺店と
して、こだわりの麺の作り
立てを発送しています。

作り手の声

すべて手作業で、
ひとつひとつ心
を込めて製作し
ています。

作り手の声

口の中で広がる田芋独特
の風味と、もっちりとした
食感をお楽しみください。

作り手の声

店舗でも好評の一品です。
てびち(豚足)の煮つけをご
自宅でもお楽しみください。

作り手の声

独
自
の
技
法
で
製
作
し
た
特
許
品

の
筆
で
二
つ
と
し
て
同
じ
も
の
は
あ

り
ま
せ
ん
。

作り手の声

あぐー豚の柔らかな肉質、甘味、
旨味等を味わいながらお気に入
りの部位をお探しください。

作り手の声

嘉手納銘菓
田芋まんじゅう(15個)

漆喰シーサー各種

化粧水前の導入、化粧水後
の保湿、マッサージと色々
使える便利なオイルです。

作り手の声
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