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Fun Trip

KUNIGAMI

沖縄本島の北にある国頭（くにがみ）は

一度は足を運びたいエリア。

生命力溢れる森に、癒しのビーチ、

最北端の絶景や、おいしい地元グルメなど

国頭の魅力に出会う、とびっきりの旅に

出かけてみませんか？

与那覇岳の豊かな森から流れる比地川。
木 を々揺らす風が心地いい。

胸いっぱいに大きく深呼吸



Fun Trip

KUNIGAMI

昔ながらの風景が残る桃原集落や、アクア
ブルーの桃原海岸はお散歩におすすめ。

森の奥深く、木漏れ日が差し込むBookcafe 
Okinawa Railへ。ここでほっとひと休み。

心ときめく、たからものを探しに

I'll be healed



沖縄本島のもっとも北に位置する国頭（くにがみ）は、亜熱

帯の木々が生い茂る大きな森が特徴。さらに崖上から見下ろ

す沖縄屈指の絶景やジャングルの奥にある美しい滝、ノスタ

ルジックな雰囲気の集落、おいしい地元グルメなど、海だけ

じゃない沖縄の魅力を発見することのできる場所です。

くにがみってこんなところ

アクティブ、リラックス、グルメ三昧、ショッピング、
フォトジェニック探しなど、どんな楽しみ方もALL OK！

亜熱帯の森やダイナミックな滝、大きな奇岩など、豊
かな自然は大きな遊び場。非日常な体験は、忘れられ
ないとっておきの思い出になるはず。

豊かな自然に触れて遊ぶ

くにがみで楽しめること

Emotion!

Relax!

Yummy!

Nature!

Naha

Airport

Kunigami
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1

朝日にきらめく砂浜や水平線に沈む夕日。刻 と々変わ
る海の表情を満喫できたら、きっと幸せ。波の音を聞
きながら、時間を忘れてくつろいで。

美しい海辺でのんびり

2

国頭の豊かな環境の中で育てられた野菜や果物、
魚、肉など。地元のものをその場で食べることって、
食の醍醐味。おいしさを存分に味わって！

地元の美味を味わい尽くす

3

海や山の恵みから生まれた食材や雑貨、焼き物など、
旅のおみやげにピッタリな国頭オリジナル商品。大切
な人だけでなく自分の分も忘れずに。

国頭生まれのおみやげ選び

4

く に が み

※定休日や営業時間などの最新情報は、施設・店舗にご確認ください。

くにがみってこんなところ

くにがみで楽しめること

国頭おすすめの過ごし方
 ● アクティブコース
 ● リラックスコース

レコメンドスポット

P4

P5

P6

P10

P12

P14

P16

P18

P20

国頭グルメが食べたい

国頭で泊まる

国頭みやげ、集合！

旅の情報一覧

国頭MAP
広域／道の駅・辺土名周辺
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亜熱帯の森が広がる国頭村には、自然を体感できるプログラムが豊富。
ネイチャースポットを巡ってアクティブに過ごそう！

プロのガイドと比地大滝（ひじ
おおたき）遊歩道を歩く森林セ
ラピーで、心と体をリフレッシュ。
川のせせらぎや鳥のさえずりに
耳を傾け、森の息吹を五感で
感じよう。

国頭村字比地781-1
☎0980-41-3636
夏季 9:00～16:00（閉門 18：00）
冬季 9:00～15:00（閉門 17：30）
無休
https://hiji.yuiyui-k.jp
※森林セラピーについてのお問い合わせは
　国頭村観光協会へ☎0980-41-2420

亜熱帯の森に癒される森林セラピー

比地大滝 遊歩道9:00

近海で獲れた海産物を天ぷらや海鮮丼、煮付
けなどで味わえる人気店。食べ応え満点のメ
ニューが日替わりで楽しめ、訪れる度においしい
発見がありそう。

国頭村字浜477-1
☎0980-50-1660
11:30～14:00、17:30～21：00 （火～土）
11:00～14:00（日・祝）　
月曜休み

海の幸を存分に味わえる
潮風も心地いい海辺の食堂

国頭港食堂

世界最北端の熱帯カルスト地形が育んだ奇岩や
巨石のほか、ガジュマルの巨木の森や海を見下
ろす展望台などを散策できる。石に触れると良縁
やご利益に恵まれるパワースポットも点在。

国頭村字宜名真1241
☎0980-41-8117
9:30～16:30（17:30閉園）
無休
https://www.sekirinzan.com

目の前に広がる雄大な自然を体感
気分爽快トレッキング！

大石林山
13:00

生活用品から国頭村の特産品まで揃う安田（あだ）
協同店は、買い物はもちろん、地域の人との交流
も楽しめる憩いの場。自家焙煎コーヒーが100円で
味わえるほか、安田産のコーヒーもおすすめ。

国頭村字安田858-3
☎0980-41-7355
7:30～19:00（4月～9月は20:00まで）
火曜休み　http://yanbarug.eek.jp

集落の中にあるレトロな商店
地元産のコーヒーでほっと一息

安田協同店

自然に近い環境で育てられたヤンバルクイナ
を観察できるスポット。餌を食べたり、水浴びを
する姿が間近に見られるほか、ヤンバルクイナ
の生態や生息環境が学べる資料ブースも。

国頭村字安田1477-35
☎0980-41-7788
9:00～17:00
水曜休み
http://kuinapark.com/kuina

元気に走り回るヤンバルクイナに
会いに行こう！

ヤンバルクイナ
生態展示学習施設

15:00

16:00

＃比地大滝＃
大迫力

＃ヒカゲヘゴみーつけた

Active
見て、触れて、体感して

国頭おすすめの過ごし方

ガイドツアーも
おすすめです！

ネコの手に
似てる！！

スピリチュアルガイド
新城  文香さん

11:00

大自然に
癒される～！

「クー太」
かわいい～

森林セラピーガイド
大城  馨さん

LoveSeafood!

C
offe

e Time

Attentio

n

Photo

genic

森の散歩は
とっても気持ち
いいですよ～

※売切次第営業終了

6 7



木漏れ日が差し込むフクギ並木を抜けると、ブー
ゲンビリアやシーサーなど、足をとめて写真を撮り
たくなるシーンがあちらこちらに。

国頭村桃原

昔から変わらない風景に
心がほっと癒やされる

桃原集落

＃アメリカ
ン＃こだわ

りハンバー
ガー

お手製の
看板が
キュート！

お気に入りを
見つけよう♪

村内をのんびり楽しみたい！そんな日は、
国頭の魅力にふれながらゆっくりと過ごしてみては。

Relax
食べて、買って、散歩して

国頭おすすめの過ごし方

アメリカンな雰囲気のお店。サンドするパティは、甘
味のある県産豚肉やジューシーな牛肉、個性的な
山羊肉などからチョイス。どれもボリューム満点！

国頭村字奥間1605 道の駅 ゆいゆい国頭
11:00～16:00（売り切れ次第終了）
火曜休み

素材にこだわった絶品ハンバーガー

12:00

14:00

Yum
m

y

Hill Valley Jr.

やちむんや木工、おきもの、アクセサリーなど、
様 な々作品は、全てやんばるで活動する作家が
作った一点物。一期一会の出合いを楽しもう。

国頭村字浜521
☎0980-41-3070
11:00～18:00　火曜休み
〈Instagram〉yambarucraftworks

やんばる生まれの作品が揃う
村内一のセレクトショップ

15:00
山原工藝店

やんばるの素材を活かしたチョコレートを店内で
製造。シークヮーサーや泡盛など、どれも沖縄らし
いフレーバー。チョコドリンクもおすすめ。

国頭村字浜521
☎050-5241-8152
11:00～18:00　火曜休み
https://okinawacacao.com

沖縄エッセンスをプラスした
手作りチョコレート

16:00
OKINAWA CACAO

海沿いにある東屋は、東シナ海に沈
む夕日を眺めるのにおすすめの場所。
波の音を聞きながら、のんびり景色を
眺めるだけの贅沢な時間が過ごせる。

国頭村浜

地元の人が訪れる、
とっておきの夕日スポット

17:00
浜漁港の東屋

＃やんばるの雑貨＃全部ほしい

Ver
y C

ute
!

L
et

's

Cycl
in

g

サイクリングも
おすすめ！
観光案内所で
レンタル可能。

B
ea

u
ti
fu

l

Sunset

お土産に
ぴったり！
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国頭には、やんばるの森を感じること
のできる施設がいっぱい。木と触れ
合ったり、森についてじっくり学んだ
り。足を運んでみてはいかが。

海の美しさを実感できる絶景スポット
もあちらこちらに。海の色ってこんなに
あるの？と思うくらい、たくさんの青に
出合えるはずです。

森 海
Forest

Sea

r e c o m  m e n d
Spot

野生生物保護への理解・関心
を深める施設。はく製の展示の
ほか、音声や映像資料もあり。

やんばる野生生物保護センター
ウフギー自然館

沖縄本島最北端の案内所。3階の展望台からは、
辺戸岬の眺望を楽しめる。

辺戸岬観光案内所  HEAD LINE

国頭村字辺戸９７３-５
☎0980-43-0977

10:00～17:30
無休

国頭村字比地２６３-１
☎0980-50-1025
10:00～ 16:30
月曜・祝祭日休み
［写真提供］環境省やんばる自然保護官事務所

沖縄の木材で制作したおもちゃで遊べる屋
内施設。木の特徴や質感を体感できる。

やんばる森のおもちゃ美術館

国頭村字辺土名１０９４-1　☎0980-50-1022
10:00～16:00　火曜休み

高さ80mもある断崖から東シナ海を見下ろ
せる。バンタとは沖縄の方言で崖のこと。

茅打ちバンタ

国頭村宜名真

やんばるですくすくと育った木々を

身近に感じることのできる場所

青のグラデーションにきっと感動！

雄大な景色に魅了される

おすすめスポットをご紹介！やんばるの森や美しい海を楽しむ

森の中の宿泊施設。オートキャン
プ場もある他、ガイドウォークやト
レッキングなどのプログラムも多数。

やんばる学びの森

国頭村字安波１３０１-７
☎0980-41-7979
9:00～ 17:00
無休 各種ガイドツアーの詳細はこちら

森や海の

アクティビティが充実！

やんばるの森を訪れるなら、
国頭村認定のガイドに案内し
てもらうのが一番！安心・安全
なツアーを提供するのはもちろ
ん、地元のガイドしか知らない
やんばるの森の魅力をお伝え
します。

やんばるの森は
認定ガイドにお任せ！

透明度が高い国頭の海は、
ビーチエントリーでシーカヤック
やSUPが楽しめます。地元マ
リンショップオススメのお花畑
のような美しいサンゴ礁を、
シュノーケリングをしながら間
近で感じてみてはいかが。

シュノーケリングにSUP、シーカヤックなど
海をアクティブに満喫しよう！
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国頭グルメが食べたい

生産から手がけている宮里さん一家が
営む食堂。放牧でのびのびとストレス
なく育った猪豚は肉質が良く、しゃぶ
しゃぶ肉としても人気が高い。

国頭村字奥間1605
☎0980-41-3888
11:00～17:00（売り切れ次第終了）
火曜休み

沖縄食材を使用し、工夫を凝らしたボ
リューム満点のメニューが魅力。店内
は広 と々して座席数も多いので、大人
数でも気軽に食事を楽しめる。

国頭村字奥間1605
☎0980-41-5555
11:00～15:00　無休

ハワイ語で「くつろぐ」という意味の
LUANAは、夫婦で営むカフェ。東シ
ナ海を望むテラス席で心地よい風を感
じてゆったりと過ごしたい。

国頭村字鏡地247
☎0980-43-6533
11:00～18:00（11～2月は17:00まで）
火曜・水曜休み

約40年にわたり地元で愛されている
食堂。レトロな店内で味わうおいしい
沖縄そばが口コミとなり、ツーリングや
海外の観光客も多く訪れる。

国頭村字鏡地267
☎0980-41-2175
11:00～17:00　火曜休み

沖縄素材を使ったスイーツが並び、焼
き菓子はおみやげにもおすすめ。イー
トインスペースもあるので、ひと休みし
ながら訪れたい。

国頭村字奥間1605
☎0980-41-5555
10:30～18:00　無休

西海岸の海に臨むカフェ兼雑貨店。
夕暮れには目の前にサンセットが広が
る。店内にはビーチで拾ったサンゴを
素材に手作りした雑貨が並ぶ。

国頭村字宇良534-1
☎090-4469-7207
11:00～21:00　水曜休み

❽サーター屋
お店のお母さんがじっくり煮込んだ金
時豆が入った氷ぜんざいや沖縄てんぷ
らが人気のパーラー。ホットサンドやうど
んなどメニューのバリエーションも豊富！

国頭村字奥間1569-1
☎090-8290-5597
11:00～17:00　火曜休み

笑顔のチャーミングなお母さんが作る
料理は、沖縄ちゃんぽんや豚なんこつ
丼をはじめ、どれもボリュームたっぷり。
リーズナブルな価格も魅力。

国頭村字奥間1569-1
☎090-1943-2901
9:00～18:00　水曜休み

旅先のおいしい！に出合うなら、地元の人たちが通うお店に行くのが一番。
その土地の食材を使った定食や沖縄そば、スイーツなどをご紹介。
ここでしか味わえないグルメを見つけて、堪能しよう！

イノシシと豚を掛け合わせた
猪豚の丼ぶり。さらっとして
甘味のある脂身が美味。

❶イノブタ丼

❶猪豚料理専門店 わぁ～家～ ❷レストランくいな ❺Yui Cafe❸Seaside Cafe LUANA ❹食堂ひまわり ❻Cafe＆雑貨 BANANA ❼パーラーゆめちゃん

沖縄味のジェラートに
具材たっぷりのブリトーも◎

ほんのり香る新茶の爽やかさ
濃厚なチーズとも好相性

サーターは砂糖、アンダは油
アギーは揚げるという意味

猪豚の旨味と
玉ねぎとの相性が
バツグン！

旨味たっぷりの
秘伝の出汁に
リピーター続出

たっぷり黒蜜が
たまらない！

ゴーヤーの苦味がアクセント
食べ応えも十分！Food

Kunigami

SWEETS
Kunigami

D
elicio

u
s

H
a
ndmade

Kunigami Gourmet

モグモグ
ターイム!!

詳しくはコチラ！

❹沖縄そば
豚の三枚肉と店主こだわり
の出汁に太麺が良く合い、
もう一度食べたくなる味わい。

❷チキン南蛮定食
ジューシーな鶏肉に国頭産
ゴーヤーを混ぜた手作りのタ
ルタルソースをトッピング。

❺おくみどり茶のチーズタルト
日本一早く茶摘みされる新茶「奥みどり」を
使用した人気のチーズタルト。

❻ジェラート（紅芋＆マンゴー）
　ブリトー（ジャークチキン）
黒糖や泡盛レーズンなど8種の
ジェラートに食べ応えのあるブリ
トーは4種を提供。どちらも美味！

❽サーターアンダギー
　（プレーン＆黒糖）
沖縄版ドーナツのサーターアン
ダギーを1個ずつ店で手作り。
表面はサクッ、中はしっとりとした
食感。ドライブのおともに、ぜひ！

❼黒蜜ぜんざい
ひんやり冷たくて甘～い沖縄ぜんざいに
黒蜜とお母さんの愛情がたっぷり。

オススメの
飲食店が他にも！

❸エッグベネディクト
クリーミーなオランデーズソースに、ベーコ
ンと黒胡椒のアクセントがやみつきに！

思わずほころぶ
ふわっふわの
パンケーキ
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カジュアルな宿泊からリゾートステイまで
国頭で過ごす時間を、もっと特別にしてくれる素敵な宿。国 頭で 泊まる 他にも、国頭を満喫できる

おすすめの宿がたくさん！
詳しくはコチラ

オクマ プライベート
ビーチ & リゾート

目の前には天然白浜ビーチ！
国頭を贅沢に満喫できる

10万平米もの広大な敷地に、様々なタイ

プのヴィラやコテージが点在するプライベー

トリゾート。ビーチサイドで食事を楽しんだり、

シュノーケルや星空ツアーなど友人や家族

で楽しめるアクティビティも充実。

国頭村字奥間913
☎0980-41-2222
2名1室（朝食付）1名：15,000円～ 

リゾート

Resort

奥ヤンバルの里
コテージ

B & B

Cottage

Guest house

Guest house へちま
ゲストハウス

民宿 海山木（みやぎ）

民 宿

国頭の自然を味わえる
ファミリーにもおすすめの宿

辺戸岬からほど近い、やんばる国立公園内

にある宿泊施設。沖縄の古民家風コテージ

は、間取の異なる3タイプのゲストルームが

用意され、BBQができるテラスも。フリー

Wi-Fiがあるのでワーケーションにもぴったり。

国頭村字奥1280-1
☎0980-50-4141
1部屋 12,000円～

大らかに育った木 に々囲まれた
森の中の小さな宿

お話上手なオーナー夫婦の人柄と、営業

部長のかわいらしい猫にファンの多い、アッ

トホームな雰囲気の宿。窓辺でゆったりと過

ごしたり、囲炉裏を囲んで沖縄料理を味わう

のも、民宿海山木ならではの楽しみ方。

国頭村字奥480
☎0980-41-8383
1泊2食付き 1名：6,000円
（1室2名以上のご利用は5,500円）

居心地の良い雰囲気で
長期滞在にもgood！

笑顔がキュートなオーナー比嘉さんが営む、

海の近くにあるゲストハウス。個室は4部屋

あり、屋上からは海が見渡せる。共有スペー

スは食器や調理器具が充実しているので、

ここを拠点に国頭を巡るのもおすすめ。

国頭村字鏡地303
☎080-6028-8611
料金は宿のHPをご覧下さい
https://hechima-sou.eyado.net

沖縄古民
家風

コテージ

エメラル
ドグリー

ンの

海に魅了
される

リゾート
ホテル

いきいきとした
緑の中で

のんびりステイ♩

心地よい風が抜ける共有スペース

※価格は税抜き。（2021年2月時点）
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国頭には海や山、大地からの恵みがたくさんあふれていて
その恵みをギュッと閉じ込めた商品は、どれもとっておきのおみやげ。

Souvenirs and Crafts

●A 道の駅 ゆいゆい国頭
国頭村字奥間１６０５
☎0980-41-5555
9:00～18:00　無休

●B 山原工藝店 
国頭村字浜５２１
☎0980-41-3070
11:00～18:00　火曜休み

●C Yu i Cafe
国頭村字奥間1605
☎0980-41-5555
10:30～18:00　無休

●D 国頭村観光協会
国頭村字奥間1569-1
☎0980-41-2420
4月～10月  9:00～18:00
11月～3月  8:30～17:30
無休

国頭の美しい海や珊瑚を思わせ
る青が印象的な皿。貝殻や珊
瑚で型押しすることで生まれる独
特の風合いが魅力。
●B 山原工藝店／2,500円

陶器の皿

木の表情を生かした花器は手触
りがよく、シンプルなフォルムで
使いやすい。年輪や皮から生命
力を感じる。
●D 国頭村観光協会／1,500円

一輪挿し

黒糖味の餅菓子。モチモチと
した食感に白ゴマとショウガが
アクセント。深味のある味わ
いが魅力。
●A 道の駅 ゆいゆい国頭／
1個232円

くんじゃんナントゥ

やんばるに自生する花が蜜源。
まろやかでコクのある「甘い百
花蜜」と少し苦くてクセのある
「ほろにが蜜」。
●C Yui Cafe ／左 1,680円
　　　　　　 右 1,280円

Taka’s HONEY

琉球松の木目が美しいカトラリーは、1本ず
つすべて手作り。軽くて手に馴染みやすく、
使い心地も抜群。
●A 道の駅 ゆいゆい国頭

1.バターナイフ 2,200円
2.あかんぐゎぁースプーン 2,400円
3.まぎースプーン 2,800円
4.うめーし 2,200円

※価格は税抜き。（2021年2月時点）

タンカンやパインなど沖縄らしいフレーバーが人気。添加
物だけでなく、卵や牛乳、動物油脂も不使用。
●A 道の駅 ゆいゆい国頭／1個150円

クニガミドーナツ
フェルトで作ったブローチ。やんばるの
木を代表するイタジイと鮮やかな羽色が
特徴的なアカショウビン。
●B 山原工藝店／左 1,500円
　　　　　　　右 1,750円

ブローチ

沖縄美ら海水族館でも大人気のジンベエザメ
をかたどった箸置き。食卓で使えば、ご飯の時
間が楽しくなりそう。
●A 道の駅 ゆいゆい国頭／各700円

ジンベエザメ箸置き

1 2 43

スーパーフードのタイガーナッツを
食べやすいグラノーラに。プレー
ン、ドライフルーツ、カカオ＆バナ
ナの3種。
●A 道の駅 ゆいゆい国頭／
1袋688円

タイガーナッツ
グラノーラ

ヤンバルクイナやウミガメ
など、国頭の生き物を刺
繍した今治タオル。売上
の一部は環境保護へ寄
付される。
●D 国頭村観光協会／
1枚900円

地域の自然を
守るタオル®

Shop List

1点、1点
手作り！

フレーバーは
全5種類

繊細な刺繍に
うっとり♡

パッケージも
おしゃれ

ギフトに
おすすめ

詳しくはコチラ！

国頭は銘茶の里。シナモンの香りのか
らぎ茶、少し甘味のある煎茶・奥みどり、
すっきりとしたやんばるティー。
●A 道の駅 ゆいゆい国頭

国頭産お茶3種
（左から） からぎ茶 670円
 奥みどり 1,000円
 やんばるティー 700円

硬い木質も
感じて！

国頭みやげ、集合！

木目の美しさに定評がある沖縄の
県木・琉球松。白いクリーム地に黄
茶色の縞模様の年輪が特徴。
●D 国頭村観光協会／上 200円
　　　　　　　　　下 250円

琉球松ストラップ＆
チャーム

国頭村の公認キャラク
ター「くーやん」を型取っ
たクッキー。サクサク食感
がたまらない。
●C Yui Cafe ／
250円（税込）

くーやんクッキー
バニラ味／
シナモンチョコレート味
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旅の情報一覧
国頭港食堂

浜風

食堂ひまわり

レストランくいな

わぁ～家～

Hill Valley Jr.

パーラーゆめちゃん

とり屋Twie

海音

サーター屋

猪ばる

やまびこ

食処そばやぁ

やんばるそば屋 みなと

まるひら食堂

奥やんばる食堂

食事処みーやー

とっくり屋

夜の公民館 Mitsu Bar

居酒屋&カフェ梯梧

居酒屋かたれ～ぐぅあ～

居酒屋ゆんた

鮨はなぜん

山ねこ料理店

びすとろ海畑

酒楽灯る小

味乃家

宮里菓子店（M）

Yui Cafe

Bookcafe Okinawa Rail

seaside Cafe LUANA

cafe＆雑貨 BANANA

HENTONA LOUNGE

GAKUSEI CAFE

国頭村字浜477-1

国頭村字浜478-1

国頭村字鏡地267

国頭村字奥間1605

国頭村字奥間1605

国頭村字奥間1605

国頭村字奥間1569-1

国頭村字奥間1569-1

国頭村字奥間1569-1

国頭村字奥間1569-1

国頭村字奥間1569-1

国頭村字辺土名1700-4

国頭村字辺土名138

国頭村字辺野喜1455

国頭村字宇嘉3

国頭村字奥1280-1

国頭村字奥間1704-2

国頭村字鏡地272

国頭村字辺土名1713-2  2F

国頭村字辺土名1370-1

国頭村字辺土名1855

国頭村字辺土名1566-1

国頭村字辺土名1432

国頭村字辺土名14

国頭村字辺土名113

国頭村字辺土名1527-2

国頭村字辺土名2123

国頭村字辺土名117-1

国頭村字奥間1605

国頭村字奥間大保謝原2040-107

国頭村字鏡地247

国頭村字宇良534-1

国頭村字辺土名119-6 1F

国頭村字辺土名1429

0980-50-1660

0980-41-2250

0980-41-2175

0980-41-5555

0980-41-3888

　　　 ー

090-8290-5597

090-6869-2591

　　　 ー

090-1943-2901

080-6490-6313

0980-41-5600

090-4989-2504

090-1947-3743

0980-43-5284

0980-41-8933

0980-41-5409

0980-41-5846

0980-43-7257

0980-41-2501

080-6495-7521

090-8292-0949

0980-41-3633

0980-41-5180

0980-41-2325

0980-41-3868

0980-41-2446

0980-41-2392

0980-41-5555

080-8350-5524

0980-43-6533

090-4469-7207

090-3413-1196

0980-41-2787

オクマ プライベートビーチ ＆ リゾート

アダ・ガーデンホテル沖縄

ホテル国頭

国頭かりゆし荘

やんばる学びの森

民宿 やんばるくいな荘

民宿 いずみ屋

民宿 いちゃりばちょうでー

民宿 海山木（みやぎ）

民宿 さじ

民宿 安波

奥ヤンバルの里

ペンション与那覇岳

ゆくいん奥間

宿泊所なかゆくい

HABUMAN OKINAWA

Okuma Beach Villa

Guest houseへちま

YANBARU HOSTEL

よんな～館

楚洲あさひの丘

国頭村森林公園（バンガロー・樹上ツリー・キャンプ場）

比地大滝キャンプ場

国頭村字奥間913

国頭村字安田1285-95

国頭村字辺土名139

国頭村字半地269-1

国頭村字安波1301-7

国頭村字辺土名1278-6

国頭村字辺土名192

国頭村字半地346

国頭村字奥480

国頭村字安田112

国頭村字安波322

国頭村字奥1280-1

国頭村字奥間2040-101

国頭村字奥間1724

国頭村字辺土名304-4

国頭村字安波359

国頭村字浜501

国頭村字鏡地303

国頭村字辺土名1429

国頭村字与那68

国頭村字楚洲517

国頭村字辺土名1094-1

国頭村字比地781-1

0980-41-2222

0980-41-7070

0980-41-2115

0980-50-1906

0980-41-7979

0980-41-5506

0980-41-2972

0980-41-3234

0980-41-8383

0980-41-7676

0980-41-7255

0980-50-4141

090-3794-5919

090-1945-0318

070-5536-4030

080-7272-1981

090-9780-4614

080-6028-8611

0980-41-2787

0980-50-1356

0980-41-8888

0980-50-1022

0980-41-3636

Okuma Beach Villa

OKUMA navi

オクマランド

クニガミアソビドットコム

海遊び・森遊び きじむなあ

Coffee Boat

Endemic Garden H（やんばるツアーズ）

大石林山

あしむりの郷

やんばるエコツーリズム研究所

やんばる東海岸ブルー・ツーリズム拠点施設

やんばる学びの森

森林セラピー

国頭村字浜501

国頭村字奥間1715-1

国頭村字奥間352-1

国頭村字鏡地253

国頭村字宇良484-8

国頭村字宇良534-1

国頭村字謝敷161

国頭村字宜名真1241

国頭村字辺戸14-1

国頭村字安田248-1

国頭村字安田1896-3

国頭村字安波1301-7

国頭村字奥間1569-1

090-9780-4614

090-8763-3813

090-5743-5104

090-7299-2467

kijimunaa@nifty.com

090-4469-7207

info@endemicgarden.jp

0980-41-8117

090-3012-4280

0980-41-7966

0980-51-4100

0980-41-7979

0980-41-2420

飲
食
店

宿
泊
施
設

ア
ク
テ
ィ
ビ
テ
ィ

国頭村公認キャラクター
「くーやん」

ランチ ディナー コーヒー

選べる飲食店

森 海 星空

楽しめるアクティビティ

詳しくはコチラ！

詳しくはコチラ！

詳しくはコチラ！
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70

2

58

辺戸

宜名真

奥

宇嘉

辺野喜

佐手

謝敷

与那

安波

安波ダム
安波川比地川

普久川ダム

辺野喜ダム

辺野喜川

楚洲川

楚洲
共同店

伊部
売店

西銘岳
▲420

伊部岳
▲345

照首山
▲395

与那覇岳
▲503

伊湯岳
▲446

フェンチジ山
▲390

奥川

尾西岳
▲272

安田

楚洲

伊地

宇良

辺土名

奥間
桃原

鏡地

比地

半地

浜

2

国頭MAP

●

国頭漁業
協同組合
●

辺土名
トンネル

辺土名川

桃原共同店
●

桃原海岸
●

辺土名海岸
●

広域MAP 道の駅・辺土名周辺

道の駅・辺土名周辺

比地大滝

国頭村森林公園

与那覇岳9合目までのコース
（森林セラピーロード）

茅打バンタ

辺戸岬

辺戸岬観光案内所 HEAD LINE

ヤンバルクイナ展望台

辺戸蔡温松並木保全公園　　

大石林山

奥ヤンバルの里（交流館・宿泊施設）

やんばる東海岸ブルー・ツーリズム
拠点施設

・安田くいなふれあい公園ビジターセンター

・ヤンバルクイナ生態展示学習施設

・くいなパークゴルフ場

やんばる学びの森（学びのゾーン）

やんばる学びの森（遊びのゾーン）

1 6 12

13

14

7

8

9

10

11

2

3

4

5

eco

比地川

奥間川
15

16

17

18

1

2
3

4

56

7
89

10

12

11

13

14

辺土名 辺戸岬

18.8km
（車で約20分）

辺戸岬 安波

28.7km
（車で約25分）

クイナの
とび出し注意！
ゆっくり走ろう

く に が み

くいなエコ・スポレク公園

鏡地シナマー公園

・道の駅ゆいゆい国頭（国頭村観光物産センター）

15

16

17

国頭村公認キャラクター
「キョンキョン」

共同売店は
集落の暮らしを支える
日用雑貨店だよ

Endemic Garden H
（やんばるツアーズ）

辺野喜
共同店

宜名真
共同店 辺戸

共同店

●

●

●Coffee Boat

●与那共同店
与那トンネル

●ペンション
　与那覇岳 ●Bookcafe Okinawa Rail

●長尾橋

大国林道

●民宿海山木

アダ・ガーデン
ホテル沖縄
●

●●

・道の駅ゆいゆい国頭（やんばる3村観光連携拠点施設）

・国頭村観光協会（観光案内所）

やんばる野生生物保護センター ウフギー自然館18

Okuma Beach Villa● 

民宿いちゃりばちょうでー● 
国頭かりゆし荘● 

Guest houseへちま● 

鏡地海岸● 

●やんばる家玉栄

酒楽  灯る小●

●居酒屋&カフェ梯梧

●民宿やんばるくいな荘

●

パーラー
猪ばる

●食事処みーやー

●OKUMA navi

●ゆくいん奥間

●
ＪＡおきなわ
国頭支店

●●

ホテル国頭
国頭村立
診療所

●

スナック
YEN

国頭村役場

山ねこ料理店

沖縄海邦銀行
国頭支店

丸重商店
国頭村商工会

宿泊所
なかゆくい

●

●

●
●

●

オクマ プライベートビーチ ＆ リゾート● 

半地海岸● 

●

●

●

●

●

●
安田
協同店

●

国頭村立東部
へき地診療所HABUMAN

OKINAWA

安波共同店

奥共同店

58

58

24

24

GS

GS

GS

GS

インフォメーションコンビニ24

GS ガソリンスタンド トイレ

エコトイレ
eco

詳しくは
観光協会HPへ!

山原工藝店●

●

浜共同店

20


