
＼道の駅連携企画！「沖縄道の駅フェア」／ 

 

1年を通してもっとも冷える 2月の沖縄。それでも南国沖縄は平均気温 17℃と春の世羅並に

あったかい気候が続きます。そんな春の訪れを告げてくれるような、沖縄自慢の産品たちが冬

真っ只中の道の駅世羅に大集合です。 

 

ぷちぷち食感がたまらない“海ぶどう”や代表的なお土産“紅イモタルト”“ちんすこう”など定

番商品に加え、沖縄県道の駅許田に行かないと買えないオリジナル商品など、商品数最多でお

届けします。 

 

春を待ちわびながら、おうちで南国気分に浸ってはいかがでしょうか♪ 

 

★★★お電話いただきますとお取り置きできます。お気軽にお電話ください。★★★ 

 

イートインコーナー *・。*・。*・。*・。*・。 

 

沖縄そば 

沖縄県民にとっての“ソウルフード”沖縄そばがお楽しみいただけます♪ 

あつあつの沖縄そばを食べると「まーさん！（おいしい！）」と言いたくなること間違いなし。 

 

土日数量限定販売 *・。*・。*・。*・。*・。 

 

 

海ぶどう茎付 80g 500円 

海ぶどうはビタミンやカルシウム、鉄などのミネラルを豊富に含でいる低カロリーでヘルシー

な自然食品です。あつあつごはんにのせる「海ぶどう丼」もおすすめです。 



 

島らっきょう 200g 580円 

沖縄の人にとってはなくてはならない野菜の一つ「島らっきょう」。強い香りとぴりっとくる辛

み、シャキシャキとした食感が特徴です。浅漬け、天ぷら、炒め物など様々な用途に利用いただ

けます。 

 

[道の駅許田限定商品]チョコもち 1個 300円 

餅の歯ごたえと、洋風なチョコレート、および、ココナッツ独特の南国風味をミックスした沖縄

の斬新的な味わいを作り出しました。もちっとした食感で、チョコの風味がお口の中で広がり

ます♪ 

 

幻の味 ブルース 4個 800円 

しっとり・もっちり・ふんわり！三拍子のスイーツです。数量限定で製造されているため、沖縄

に住んでいる人でもなかなか手に入れることのできないことと、配合を間違えて作ったのにあ

まりの美味しさに当時のスタッフが踊り出すほど美味しく出来上がり、今は亡き先代がブルー

スソングを好きだったことから「幻の味ブルース」と呼ばれています。 

 

農畜水産物 *・。*・。*・。*・。*・。 

 

コンビーフハッシュパウチタイプ 63g 180円 ←NEW！ 

コンビーフとハッシュドポテトを混ぜ合わせた、沖縄の定番食材。 

チャンプルー料理（炒め物）の具材に使われる他、卵でとじてオムレツにしたり、炒めてベーコン

やソーセージ代わりに朝食に添えるなど、沖縄料理の必需品です。 

 

 



塩もずく（本部町産）500ｇ 600円 

本部の海歩人（うみあっちゃー）自慢のもずく。必要量を取り出しよくかき混ぜながら塩抜きを

します。 

 

らふてぃ（ごぼう入り） 165g 497円 

豚バラ肉とゴボウを甘醤油で煮込んで仕上げた伝統料理。 

 

軟骨そーき（ごぼう入り） 165g 425円 

豚の軟骨アバラ肉を煮込んで仕上げた伝統メニューです。沖縄そばのトッピングにもおすすめ

です。 

 

お菓子 *・。*・。*・。*・。*・。 

 

 

紅芋カリカリ 60g 黒糖/塩/塩バター 464円 ←NEW！ 

「マツコの知らない世界」で紹介され話題沸騰！ 

やさしい甘さで紅芋の食感にもこだわった細切りタイプの芋けんぴ。 

沖縄の強い日差しを浴びて育った「ちゅら恋紅」を使用。 抗酸化力に優れたポリフェノールが

多く含まれ、美容にも健康にもおススメです！ 

 

グミんちゅ 40g マンゴー/パイン/シークヮーサー 180円 ←NEW！ 



沖縄産果汁を使用したジューシーなグミ。はじける！ジューシー！ウチナーグミです。 

 

ぱのフィナンシェ 3個入 450円 ←NEW！ 

農林水産大臣賞を受賞した石垣島の當銘さんが、愛情込めて育てたこだわりのパイナップル

を使用しました。 

しっとりと焼き上げた、パイナップルの風味豊かなフィナンシェです。 

 

美ら海おきなむんちんすこう ブルー 21個入 691円 ←NEW！ 

石垣の塩、紅芋、黒糖と、3 種類の食感豊かなちんすこうを手提げのかわいい袋に詰め込みま

した。｢沖縄むん｣とは、沖縄の方言で｢沖縄のもの｣という意味です。 

 

元祖紅いもタルト 6個入 1,026円 

沖縄土産の人気ブランド「御菓子御殿」の看板商品。沖縄県産の紅芋の自然の美味しさが生き

ています。 

 

ミニサーターアンダギー 6個入り プレーン/黒糖 490円 

サーターアンダギーは、子孫繁栄を象徴する沖縄の揚げ菓子です。綺麗に咲いた華のような形

状は、男女が契を交わしやがては子が誕生する事を意味しております。 

 

ちんびんミックス 350g 378円 

ちんびんとは、中国から伝わった沖縄風黒糖クレープ。沖縄の伝統的おやつ「ちんびん」が、水

で溶くだけで簡単に作れるミックス粉です。 

 

今帰仁黒糖 380g 464円 

今帰仁村は世界遺産今帰仁城跡のある農村です。ふる里の味を生かし、自然の風味をそのま

まにお届けするよう工夫したという意味で「今帰仁黒糖」と名づけられました。 

 

[道の駅許田限定商品]ちんすこう詰め合わせ 48個入 720円 

８種の味を食べ比べ！ 

・キャラメル・ココナッツ・紅芋・焼き塩・パイン・黒糖・バナナ・プレーン 

 

雪塩ちんすこう 6個入 プレーン/ミルク 180円 

宮古島の地下海水をくみ上げて精製された「雪塩」と、琉球の伝統菓子「ちんすこう」を独自の

製法で組み合わせた、沖縄土産の人気菓子。 

  

ちんすこうショコラ（ダーク＆ミルク）5個入り 237円 



さくっと焼き上げた、沖縄の伝統菓子”ちんすこう”をまろやかなチョコレートでコーティングし

ました。ダークチョコレート、ミルクチョコレートでコーティングされた伝統菓子ちんすこう 2 種

類の詰め合わせです。 

 

ちんすこうショコラ（ブラックココア＆ホワイトチョコ） 237円 

ブラックココアちんすこうに、ホワイトチョコレートをコーティング。 

少しだけほろ苦いブラックココアちんすこうと、マイルドな甘さのホワイトチョコレートがベスト

マッチ！ 

 

ちんすこうショコラ（ダーク＆ミルク） 237円 

ダークチョコレート、ミルクチョコレートでコーティングされた伝統菓子ちんすこう 2 種類の詰

め合わせです。 

 

沖縄限定ハイチュウ パイナップル味/マンゴー味/シークヮーサー味 5本入り 790円 

沖縄産のフルーツを使用した沖縄限定ハイチュウ。南国の味をお口いっぱいに楽しめます。 

 

たんかんのど飴 80g 220円 

のどにスッキリ！沖縄の味。沖縄の太陽をたっぷりに浴びて育ったこくのある甘みのタンカン

にハーブを加え、まろやかな甘みとスッキリ爽やかな味わいののど飴です。 

 

ピーナッツ糖 180g 450円 

香ばしいピーナッツにザラメと沖縄県産黒糖、粗糖を絡めたお菓子です。独自の焙煎技術で丹

精こめて仕上げています。 

 

沖縄ぜんざい 4個入 648円 

金時豆・押し麦・タピオカ入りの沖縄ぜんざいです。 

 

亀の甲せんべい 8枚入り 216円 

亀の甲羅のような形と柄から「亀の甲せんべい」と呼ばれています。沖縄産いり塩使用したシン

プルな塩味で沖縄県民に親しまれています。 

 

沖縄プレッツェル 島とうがらしマヨ 1個 248円 

辛味が強く香り高い沖縄県産島とうがらしと、マヨネーズのコクが相性抜群のプレッツェルで

す。 

 

天使のはね しお味 30g 324円 



ふわふわっとした不思議な口あたり。ほどよいしお味がお口の中でやさしく広がるチップス！ 

 

天使のはねシリーズ みすてないで 梅味 45g 334円 

人気の天使のはねシリーズ！塩せんべいのうめ味をそのままに、せんべいやはねになれなかっ

た焼き菓子です！ 

 

カルビーポテトチップス（シークヮーサー味） 58g 216円 

沖縄感じるポテトチップス。ジャガイモの旨味を引き立てる美味しい秘密はシークヮーサー果

汁パウダー×石垣の塩を使用しているから。 

 

伊江島小麦チップス ケックンミニ 60g 塩/スパイシー/黒糖＆シナモン 389円 

薄くのばした全粒粉の生地をカラッと揚げ、小麦の香りを活かした味付けにこだわりました。

人気の定番お菓子です。 

全粒粉「伊江島小麦」ならではの独特な風味の良さと、軽い食感が特徴です。 

 

調味料 *・。*・。*・。*・。*・。 

 

 

雪塩 60g 540円 ←NEW！ 

「雪塩」は宮古島の海水を原料として作られています。 

ゆっくりと時間をかけ、サンゴ石灰岩を浸透ろ過してきた海水を濃縮しパウダー状に仕上げま

した。 

甘味を感じるまろやかな味が特徴です。 

 

A1ソース 240ｇ 480円 ←NEW！ 

ステーキソースの定番です。トマトと醸造酢の酸味がベストマッチ！甘酸っぱいソースが病みつ



きになります。沖縄のステーキ専門店には必ずと言っていいほど置いてあります。 

 

皮も種もまるごと搾り 35g 400円 ←NEW！ 

皮も種もまるごと搾り、シークヮーサーの栄養成分をギュッと詰め込んだ果汁となります。 

皮に多く含まれるノビレチンが通常商品の 3.5倍！ 

ジュースとして飲む他、ビール・焼酎・ポン酢などに数滴入れると大変身！ 

 

勝山シークヮーサー 150g 720円 

シークヮーサーの里・沖縄県名護市に自生していたシークヮーサーを地域のシークヮーサー生

産者が作った工場で製造している 100%沖縄県産の商品です。 

 

シークヮーサーぽんず 250ml 560円 

サッパリ甘めのシークワーサーポン酢です。もずくや海ぶどうだけでなく、お鍋や冷ややっこな

どにもおススメです。 

 

島ネロ 70g 1,080円 

沖縄産「島唐辛子」を主原料に使い、旨味ある辛さを表現。ハバネロとは似て非なる旨味ある

辛さから「島ネロ」と名付けました。ほんの数滴料理に使えば、その独特な辛さに虜になること

間違いなし！ 

 

麺＆ごはんのお供*・。*・。*・。*・。*・。 

 

沖縄限定 型のりふりかけ 20種類入 918円 ←NEW！ 

シーサーやジンベエザメ、首里城、アグー、水牛などの沖縄の名物や名所を型抜きしたかわい

い海苔が入ったふりかけ。 

 

[道の駅許田限定]ソーキそば 2食入り 940円 

麺に道の駅許田人気ナンバーワンの「屋我地の塩」を練りこんでいます。 

 

沖縄限定 沖縄そばカップ 324円 

厚みのあるモチモチとした食感の麺とかつお昆布だしと豚だしの旨みが効いた地元の味覚に

合わせたあっさりスープの沖縄そばです。 

 

オキコラーメン 120g(30g×4) 290円 

沖縄県民には懐かしい、昔から変わらぬ味で人気のオキコラーメンです。お湯をかけて食べた

り、そのままスナックとしても。 



 

沖縄あぐー豚ラーメン 5食（とんこつ） 870円 

沖縄北谷の塩とあぐー豚パウダーを使用した、濃厚なとんこつ味のラーメン。 

パッケージには可愛らしいあぐー豚の顔がプリントされています。 

 

沖縄あぐー豚ラーメン 5食（塩） 870円 

沖縄在来種を源とし旨味が多くやわらかい風味の「あぐー豚」をベースに使用したスープに、沖

縄・北谷沖の海水100%で作られた「ちゃたんの塩」を加え作られた、沖縄産の塩ラーメンです。 

「あぐー豚」ならではのしっかりとした味わいながらも、さっぱりとした後味です。 

 

沖縄アグー豚ポークカレー 180g 490円 

沖縄県産のあぐー豚を使用したポークカレー！コトコト煮込んだあぐー豚が味わい深くカレー

に美味しさとコクをプラス！ 

 

 

オキハム タコライス ２袋入り 590円 

タコライスは、メキシコ生まれの沖縄育ち。オリジナルブレンドスパイスで煮込んだタコスミート

と、辛さを引き立てるホットソースのセットです。 

 

沖縄豚肉みそ レギュラー/うま辛島とうがらし入り 140g 442円 

沖縄伝統の油味噌【あんだんすー】。味噌ですが甘く、豚肉のうまみがよく溶け込んでいます。 

あたたかいご飯に、おにぎりの具として、田楽・焼なす・さばの味噌煮などにどうぞ。 



 

ドリンク *・。*・。*・。*・。*・。 

 

さんぴん花茶 525ml 172円 ←NEW！ 

沖縄で古くから親しまれてきたさんぴん茶の香りと味わいにこだわった商品です。花の香りを

そのままに、味わい深いさんぴん花茶に仕上げました。 

 

勝山シークヮーサードリンク 350ml 194円 ←NEW！ 

味や香りを引き立てる弊社独自の製法で搾った果汁を使用することで、キャップを開けると爽

やかな香りが漂い、さっぱりとしたシークヮーサー本来の味わいを楽しめる商品に仕上げまし

た。 

 

 

沖縄限定バヤリース 石垣島パイン/沖縄県産シークヮーサー/グァバ/マンゴー 500ml 

213円 

沖縄を代表するフルーツを使用したジュースです。ごくごくっと沖縄を堪能ください。 

 

沖縄限定お徳用さんぴん茶 5g×40袋 756円 

さっぱりとした味わいが油っこい料理の後にぴったりです！水だし、お湯だしの両用タイプ。ホ

ット、アイスでお召し上がりください。 

 

 



おつまみ類 *・。*・。*・。*・。*・。 

 

オリオンしま豚ジャーキー 25gビール酵母入り 432円 ←NEW！ 

沖縄県産豚肉にオリオンビールの酵母を加える事で今までにない旨味を引き出しました。 

 

 

ジーマーミ豆腐「琉の月」 (70g+10g)×3 648円 

ピーナッツのおとうふ「ジーマーミ豆腐」。もっちりした食感をお楽しみいただけます。 

  

ちむどんどん 15g 194円 

レバーの美味しさがギュッとつまっていて、手軽に鉄分を補給できます。 

食べやすいジャーキーになっていますので、レバーが苦手な方にもオススメです。 

 

ミミガージャーキー 23g 324円 

ピリッと赤唐辛子の辛みと、噛めば噛むほど味の出る、おいしいおつまみです。 

 

オリオンビアナッツ 16g 5袋入り 423円 

オリオンビールのお土産で人気ナンバー１のオリジナルスナック。 

オリオンビールを作る際にできるビール酵母を使用したお菓子で、アーモンドチーズ味、タコス

島唐辛子味、ウコンカレー味の 3種類の味が楽しめます。ビールとの相性が非常に最高です！ 

 

その他人気の泡盛「請福ファンシー」などお酒も登場予定！ 



 

*・。*・。*・。*・。*・。*・。*・。*・。*・。*・。*・。*・。*・。*・。 

 

所 道の駅世羅（世羅郡世羅町川尻 2402-1） 

時 2月 18日（土）～3月 5日（日） 8：00～商品によりなくなり次第終了 

問 0847-22-4400 


