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―会社概要― 

 

商 号  ソーエイドー 株式会社 SOOEIDO Co., Ltd.  

創 業  平成 5 年 1 月 

設 立  平成 7 年 5 月 

資本金  350 万円 

事業内容  35COFFEE ・Herb tea の製造・販売 

役 員  代表取締役 大城宗貞 

専務取締役 亀田陽子 

常務取締役 高江洲等 

取締役      梶山 純 

従業員数  62 名 

本 社  〒901-0513  沖縄県八重瀬町玻名城 1123-1-103 

TEL  098-840-7885 

FAX  098-998-0716 

運営サイト  http://35coffee.com 

運営ブログ  http://sooeido.ti-da.net 

メールアドレス  info@sooeido.com 

店舗  沖縄都市モノレール店（那覇空港駅店、おもろまち駅店、首里駅店） 

おきなわワールド店（3 店舗） 

ガンガラーの谷店 

沖縄フルーツランド店 

LCC 那覇空港ターミナル店 

ドン・キホーテ国際通り店 

南の駅やえせ店    計 11 店舗 
 

 

―ご挨拶― 

 

日頃より並々ならぬご愛顧を賜り、厚く御礼申し上げます。 

弊社は平成 5 年の創業から「沖縄の観光と長寿」をキーワードにして商いをおこなって参りましたが、この十数年の間に、

めまぐるしい環境の変化を目の当たりにしてきました。企業として沖縄の為に何か出来ることはないかと考えていた矢先、

沖縄のサンゴを使って焙煎をする『35COFFEE』を開発できたことで壊滅的な現状にある沖縄のサンゴ礁の為、売上の一部

を使い「ベビーサンゴ」の移植を行う事で、微力ながらではございますが、沖縄の未来、そして子供たちの未来の為に貢献

できる企業でありたいと考えております。 

その為には社員一人一人が、「環境への思いやり」の精神を重視し、常に仕事のクオリティを高める努力を怠りません。宗英

道は日々進化する沖縄島企業として様々な事にチャレンジして参りますので、皆様のご理解とご支援のほどお願い申し上げ

ます。  

 

代表取締役 大城宗貞 
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-サンゴと 35COFFEE- 

 

■ サンゴロースト35コーヒー  

 

コーヒーの焙煎には「直火焙煎、炭焼き焙煎、石焼焙煎、他」色々とありますが、サ

ンゴ焙煎は石焼焙煎と似て、風化した骨格サンゴを200度以上まで温めてコーヒー生

豆（きまめ）を焙煎します。サンゴ熱でじっくり焼き上げるためコーヒー本来のまろ

やかな美味しさをお楽しみ頂けます。 

 

 

 

沖縄のサンゴは沖縄県の漁業法によって県外への持ち出しや加工が禁止されてい

ます。風化サンゴ（死滅したサンゴ）でも同じで、35COFFEEは、県の許可書を持っ

ている業者から風化サンゴを購入いたしております。 

沖縄のサンゴは県外への持ち出しが禁止のため、35COFFEEは沖縄でしか作ることが

出来ない「沖縄限定コーヒー」です。 

  

沖縄のサンゴ礁は温暖化などの影響で絶滅の危機（10年前の10分の1）に瀕しています。そこ

で私たちは35コーヒーの売上3.5%をサンゴ再生活動（ベビーサンゴ移植）に活用していきま

す。皆様の1日1杯のコーヒーがサンゴ礁、また、地球環境を良くする、1つのキッカケになっ

て頂ければと思っています。 

 
 

 

■ サンゴ再生プロジェクト〈ベビーサンゴ移植と成長〉  

   

今、地球温暖化など様々な原因から、地球の美しさや良さが失われつつあります。そして、この沖縄の海（サンゴ）にも

少なからず影響はでてきています。島企業の私達が出来ること、それは沖縄の環境の為また未来の子供たちの為にも、少

しずつ「小さな気持ち」をゆっくりとしっかりと未来へつないでいくこと、エココンシャスなライフスタイルを提案し続

ける事だと考え、サンゴ再生プロジェクト（35COFFEEの売上、3.5％を使いベビーサンゴを移植する活動）が始まりました。 

   

 

ベビーサンゴ 

移植 0ヵ月 

 

3cm～5cmの 

サンゴを移植し

ます。  

ベビーサンゴ 

移植 12ヵ月後 

 

少しずつ成長し

お互いを守りな

がら群集になっ

ていきます。 
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ベビーサンゴ 

移植 18ヵ月後 

 

サンゴが立派な群集に育

ち、小魚の家となり、そ

こには、中型魚、大型魚、

その他生物が共存し「海」

の生態系へとなります。 

2017年10月までの移植本数 35シリーズ/4,200本 35COFFEE/2304本 

※皆様が飲む、何気ない1杯のコーヒーが、沖縄の海にサンゴを増やします。 
  

   

  

サンゴを守る企業 

（35COFFEE ＆コラボ商品） 

    

    

 

商品名 35 コーヒー [since 2009.03.05] 

発売元 ソーエイドー株式会社 

住所 沖縄県八重瀬町玻名城 1123-1-103  

TEL 098-840-7885 FAX 098-998-0716 

http://www.35coffee.com 

『サンゴ焙煎』は石焼焙煎と似てサンゴを 200 度以上まで温めてコーヒー生豆を焙煎します。サンゴ熱でじっくり焼き上げ

るためコーヒー本来のまろやかな美味しさを楽しめます。また、おきなわの「サンゴ（死んだサンゴでもです）」は沖縄県の

漁業法にて 県外への持ち出しが禁止されています。結果、35 コーヒーは沖縄でしか作れない『沖縄限定コーヒー』です。 

 

    

 

商品名 35 リキュール [since 2009.11.30] 

発売元 株式会社南都 / 南都酒造所 

住所 沖縄県南城市玉城字前川 1367 

TEL 098-948-1111 FAX 098-949-1333 

http://www.nantosyuzo.com 

焙煎仕立の珈琲豆をすばやく泡盛に仕込み、約 1 月後に風味を確認してから珈琲豆を取り出します。泡盛は特殊製法でつく

られたもので、珈琲豆の香りを引き立てる役目をしています。35 リキュール泡盛珈琲は甘い香り。でもシュガーレス。ロッ

クや水割り、ホット、カクテル...など楽しみ方が幅広いリキュールです。 
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商品名 35 ちんすこう [since 2010.03.05] 

発売元 有限会社新垣菓子店 / 新垣ちんすこう本舗 

住所 沖縄県那覇市首里寒川町 1-81-8 

TEL 098-948-3654 FAX 098-948-7834 

http://www.chinsuko.com 

琉球王国時代の料理番の家系として、沖縄初の菓子司(明治 41 年創業)、首里赤平の新垣菓子店より 1932 年(昭和 7 年)、暖

簾分けで那覇市久米に開業して以来、召し上がっていただく方々の笑顔あふれるお菓子を作ることを目標とした、「ちんすこ

う本舗/㈲新垣菓子店」が「35COFFEE」を使って開発した新感覚商品で、35COFFEE の粉末を生地に練り込むことで、

35COFFEE 独特の風味やコク、ちんすこう本来の甘くてしっとりとした味や食感がお楽しみいただける「35CHINSUKO」

です。 

 

 

 

商品名 35 コットン [since 2010.10.22] 

発売元 株式会社コスミック 

住所 沖縄県中頭郡読谷村座喜味 2296-4 

TEL 098-958-0902 FAX 098-958-0924 

http://www.cosmic-world.net 

沖縄県は 1 年間の 4 分の 3 が夏で、子供から大人まで T シャツがライフスタイルに定着している県です。そこで、沖縄のサ

ンゴの現状を多くの県民に知ってもらう事を考え、35series（35COTTON・35liqueur・35CHINSUKO・35COFFEE）4

社のブランドロゴをベースデザインとして、県内の高校生（浦添工業高校デザイン科）にデザインを委託して T シャツを作

り「着るエコ広告」として多くの県民に「サンゴ再生プロジェクト」を知ってもらう「エコブランド」です。 

 

    

 

 

 

商品名 35 コーヒーアイスバー [since 2011.06.14] 

 35 カフェオレアイスバー [since 2012.03.05] 

 35 コーヒーカフェオレ [since 2012.05.01] 

発売元 沖縄明治乳業株式会社 / オキコグループ 

住所 沖縄県浦添市牧港 1-65-1  

TEL 098-877-5274  FAX 098-878-8234 

http://www.okinawa-meiji.co.jp 

昭和 44 年創立、「県民の健康と生活文化の創造に貢献する」をモットーに「乳製品」を中心にした食品メーカーの「沖縄明

治乳業㈱」が、コーヒーやカフェオレ好きな 20 代～40 代男女をターゲットに(strikethrough)仕上げた「35 コーヒーカフ

ェオレ」。原料は沖縄サンゴ焙煎 35 コーヒーを使用。エネルギー35kcal（100ｇ当り）とヘルシーでコーヒー感を重視した

大人向け微糖タイプのカフェオレです。 
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商品名 35 ビタースイート [since 2012.06.05] 

発売元 南西食品株式会社 / オキコグループ 

住所 沖縄県名護市宮里 1-28-8 

TEL 0980-52-7317  FAX 0980-54-2491 

http://www.nansei-s.com 

昭和 34 年 5 月設立、沖縄県内初の缶詰工場を立ち上げ、県産パイナップルを広めた「南西食品㈱」が、35COFFEE の豆を

賛沢に使用し､豆本来が持つ Bitter（苦味）を引き立て､ほんのり甘い加糖タイプの飲みやすい味に仕上げた缶コーヒーです｡ 

 

 

    

 

商品名 35 ベンダー [since 2014.03.05] 

発売元 沖縄ペプシビバレッジ㈱ / サントリーグループ 

住所 沖縄県宜野湾市大山 7-5-2 

TEL 098-897-5181  FAX 098-897-4421 

http://www.okinawa-pepsi.com 

沖縄ペプシビバレッジと 35 コーヒーの取り扱う商品は、「35 ビタースイート」-「ペプシコーラ」「ダイエットペプシ」「ペ

プシネックス」をはじめとするサントリーブランド商品です。沖縄ペプシビバレッジは、自動販売機の設置を行っています。

様々なロケーションに適した、自動販売機をお客様へご提案致しております。 

 

 

期間限定コラボ商品 

    

 

商品名 35 コーヒークッキーパン＆35 濃コーヒーロール 

2012.02.27～2012.06.29 

製造元 株式会社オキコ 

発売元 沖縄ファミリーマート 

住所 沖縄県那覇市港町 3-4-18 

TEL 098-867-2084 FAX 098-867-2074 

http://www.okinawa-familymart.jp/ 

 

 

ベビーサンゴ移植企業 

    

 

企業名 沖電開発株式会社 

住所 沖縄県浦添市牧港 4-11-3 おきでん牧港ビル 6 階 

TEL 098-878-3966 FAX 098-878-5563 

http://www.okikai.co.jp 

  

 


