
au5Gがご利用いただける主な施設一覧
2022年3月8日時点の情報です。

No 市町村 カテゴリ 施設名 詳細
1 那覇市 交通機関 那覇空港駅 ホーム
2 那覇市 交通機関 赤嶺駅 ホーム
3 那覇市 交通機関 小禄駅 ホーム
4 那覇市 交通機関 奥武山公園駅 ホーム
5 那覇市 交通機関 壺川駅 ホーム
6 那覇市 交通機関 旭橋駅 ホーム
7 那覇市 交通機関 県庁前駅 ホーム
8 那覇市 交通機関 美栄橋駅 ホーム
9 那覇市 交通機関 牧志駅 ホーム

10 那覇市 交通機関 安里駅 ホーム
11 那覇市 交通機関 おもろまち駅 ホーム
12 那覇市 交通機関 古島駅 ホーム
13 那覇市 交通機関 市立病院前駅 ホーム
14 那覇市 交通機関 儀保駅 ホーム
15 那覇市 交通機関 首里駅 ホーム
16 那覇市 交通機関 石嶺駅 ホーム
17 那覇市 交通機関 那覇空港国内線ターミナル ウェルカムホール
18 那覇市 交通機関 那覇空港際内連結ターミナル 2F ゆいにちストリート
19 那覇市 交通機関 久茂地交差点 タイムスビル前
20 那覇市 商業施設 ドン・キホーテ(国際通り店) 2F 35COFFEE前
21 那覇市 商業施設 天久りうぼう楽市 auショップ前
22 那覇市 商業施設 イオン那覇店 1F フードコート
23 那覇市 商業施設 那覇メインプレイス 1F Café&Restaurant前
24 那覇市 商業施設 ドン・キホーテ(那覇壺川店) 1F 入口前
25 那覇市 商業施設 パレットくもじ イベント広場
26 那覇市 商業施設 のうれんプラザ 1F 正面口付近
27 那覇市 商業施設 那覇中央郵便局 1F 待合エリア
28 那覇市 商業施設 フォレストビル 1F エントランス
29 那覇市 公共施設 沖縄県庁 県民広場
30 那覇市 公共施設 那覇市役所 首里支所 支所入口前
31 那覇市 公共施設 那覇市役所 小禄支所 支所入口前
32 那覇市 公共施設 那覇市役所 真和志支所 窓口前
33 那覇市 ビーチ 波の上ビーチ ビーチ入り口付近
34 那覇市 観光地 首里城 守礼門前付近
35 那覇市 観光地 国際通り むつみ橋交差点付近
36 那覇市 カフェ スターバックス(那覇国際通り牧志店) 店舗入口前
37 那覇市 カフェ スターバックス(沖縄真嘉比店) 店舗入口前
38 那覇市 カフェ スターバックス(イオン那覇ショッピングセンター店) 店舗入口前
39 那覇市 公園・競技場 奥武山公園 いこいの広場
40 那覇市 公園・競技場 沖縄セルラースタジアム那覇 観客席
41 那覇市 学校 沖縄大学 生協入口前ベンチ
42 宜野湾市 商業施設 沖縄コンベンションセンター 施設内噴水付近
43 宜野湾市 商業施設 サンエー宜野湾コンベンションシティ 1F 中央トイレ付近
44 宜野湾市 観光地 トロピカルビーチ 売店前
45 宜野湾市 カフェ スターバックス(沖縄宜野湾店) 店舗入口前
46 宜野湾市 公園・競技場 アトムホームスタジアム 球場外野横
47 宜野湾市 学校 沖縄国際大学 学生食堂
48 浦添市 交通機関 経塚駅 ホーム
49 浦添市 交通機関 浦添前田駅 ホーム
50 浦添市 交通機関 てだこ浦西駅 ホーム
51 浦添市 商業施設 サンエー浦添西海岸パルコシティ 1F イベントエリア
52 浦添市 商業施設 サンエー経塚シティ 1F EDION付近
53 浦添市 公共施設 国立劇場おきなわ チケットカウンター前
54 浦添市 観光地 港川外人住宅街 SHISEIDO エンジェル横 コインパーキング
55 浦添市 公共施設 浦添市役所 1F ATM前
56 浦添市 カフェ スターバックス(経塚シティ店) 店舗入口付近
57 名護市 商業施設 イオン名護店 1F フードコート
58 名護市 観光地 ナゴパイナップルパーク 出口付近



No 市町村 カテゴリ 施設名 詳細
59 名護市 公園・競技場 ２１世紀の森公園 球場入口付近
60 名護市 ゴルフ場 カヌチャゴルフコース クラブハウス前
61 名護市 学校 名桜大学 大学食堂内
62 名護市 学校 沖縄工業高等専門学校 正門付近
63 名護市 公共施設 名護市役所 羽地支所 正面入口付近
64 名護市 公共施設 名護市役所 屋我地支所 新庁舎正面入口付近
65 糸満市 ゴルフ場 パームヒルズゴルフリゾート 1F 正面入口
66 糸満市 公共施設 糸満市役所 1F 総合案内窓口付近
67 沖縄市 商業施設 コザ・ミュージックタウン 1F 中央広場
68 沖縄市 商業施設 沖縄こどもの国 駐車場付近
69 沖縄市 公園・競技場 沖縄県総合運動公園 スタジアム入り口付近
70 沖縄市 公園・競技場 コザ運動公園 陸上競技場入口付近
71 豊見城市 ビーチ 豊崎美らSUNビーチ BBQ専用エリア
72 豊見城市 商業施設 沖縄アウトレットモールあしびなー インフォメーション前広場
73 豊見城市 商業施設 イーアス沖縄豊崎 1F ロビー
74 豊見城市 観光地 瀬⾧島ウミカジテラス 氾濫バーガー チムフガス付近
75 豊見城市 公共施設 豊見城市役所 1F 窓口付近
76 うるま市 商業施設 イオン具志川店 1F セントラルコート
77 うるま市 商業施設 具志川メインシティ 1F フードコート
78 うるま市 商業施設 サンエー与勝シティ 1F マクドナルド
79 うるま市 ビーチ 伊計ビーチ 伊計ビーチ入口付近
80 うるま市 観光地 ぬちまーす 観光製塩ファクトリー 果報バンタ展望付近
81 うるま市 観光地 海の駅あやはし館 あやはし館正面入口付近
82 うるま市 公共施設 うるま市役所 与那城支所 入口付近
83 うるま市 公共施設 うるま市役所 総合案内窓口付近
84 うるま市 公園・競技場 具志川運動公園 公園(遊具・砂場)付近
85 うるま市 ゴルフ場 沖縄ロイヤルゴルフクラブ クラブハウス付近
86 南城市 観光地 おきなわワールド チケット内場前広場
87 南城市 ゴルフ場 琉球ゴルフ倶楽部 クラブハウス付近
88 南風原町 商業施設 イオン南風原 2F フードコート
89 南風原町 カフェ スターバックス(イオン南風原店) 店舗入口付近
90 八重瀬町 公共施設 八重瀬町役場 入口ロビー付近
91 八重瀬町 公共施設 八重瀬町役場 具志頭出張所 八重瀬町観光拠点施設入口前
92 八重瀬町 ゴルフ場 那覇ゴルフ倶楽部 正面入口付近
93 読谷村 公共施設 読谷村役場 ロビー内中央付近
94 嘉手納町 観光地 道の駅かでな 4F 展望台
95 嘉手納町 公共施設 嘉手納町役場 1F 文化センター付近
96 嘉手納町 公園・競技場 兼久海浜公園 公園入口前
97 北谷町 ビーチ サンセットビーチ ビーチ入口
98 北谷町 ビーチ アラハビーチ ビーチ前石碑
99 北谷町 観光地 アメリカンビレッジ アメリカンデポA前広場

100 北谷町 カフェ スターバックス(沖縄国体道路店) 店舗入口前
101 北谷町 カフェ スターバックス(美浜アメリカンビレッジ店) 店舗入口前
102 北谷町 公園・競技場 北谷球場 北谷球場蝶々広場
103 北中城村 観光地 中城城跡 料金所前
104 北中城村 商業施設 イオンモール沖縄ライカム 1F 水槽前
105 北中城村 公共施設 北中城村役場 第2庁舎入口付近
106 北中城村 カフェ スターバックス(イオンモール沖縄ライカム店) 店舗入口前
107 北中城村 公園・競技場 中城公園 トイレ前広場付近
108 中城村 交通機関 中城パーキングエリア(下り) パーラー前
109 中城村 商業施設 中城モール かねひで入口付近
110 西原町 商業施設 サンエー西原シティ 1F フードコート
111 西原町 ビーチ きらきらビーチ ビーチハウス パーラー前テーブル
112 西原町 学校 琉球大学 北食堂付近、宜野湾口（北口）付近
113 西原町 カフェ スターバックス(沖縄西原シティ店) 店舗入口前
114 国頭村 公共施設 国頭村役場 入口前
115 今帰仁村 交通機関 運天港 待合所乗船券売り場付近
116 今帰仁村 観光地 今帰仁城跡 チケット売り場付近
117 今帰仁村 公共施設 今帰仁村役場 村役場正面入り口付近
118 本部町 観光地 沖縄海洋博記念公園 エメラルドビーチ付近喫煙所周辺
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119 本部町 ゴルフ場 ベルビーチゴルフクラブ 店舗入口付近
120 本部町 公共施設 本部町役場 正面入口前
121 恩納村 観光地 おんなの駅 宝くじ売り場付近
122 恩納村 観光地 万座毛 万座毛周辺活性化施設入口付近
123 恩納村 学校 沖縄科学技術大学院大学 Garano前
124 恩納村 公共施設 恩納村役場 1F 窓口付近
125 宜野座村 ゴルフ場 宜野座カントリークラブ 駐車場
126 金武町 公共施設 金武町役場 1F 市民課付近

ご注意
・掲載時点の情報のため今後変更になる場合があります。


