01 東村ふれあいヒルギ公園

景品引換え場所

辺戸岬

02 道の駅 サンライズひがし

慶佐次川の河口から約10ヘクタールに渡って、
沖縄本島最大のヒルギ林が広が
る公園。
オヒルギ、
メヒルギ、
分布の北限地となっているヤ工ヤマヒルギの3種が
生息し、
シオマネキなどのユニークな生き物も見られます。

東村が生産量日本一を誇るパインアップルを思わせる黄色い看板が目印。新鮮
な農産物、
ジャムやドレッシングなど自慢の逸品がそろいます。地元で人気の
「牛そば」
や天ぷら、甘酸っぱい
「パインフローズン」
も召し上がれ♪

沖縄県国頭郡東村字慶佐次54‑1 ☎0980‑51‑2433 営業時間／9：00〜17：00
定休日／観光案内所は年末年始
（12月29日〜1月3日）
、
公園は無休

17 国頭村森林公園
（やんばる森のおもちゃ美術館）
四季折々の植物や固有種の生き物に出会える大自然の宝庫。子どもと
「やんば
る森のおもちゃ美術館」
で遊んだり、
キャンプ場やバンガロー、絵本に出てきそ
うな樹上ハウスに宿泊し、星空を見上げながら過ごすのも素敵です。

21 大石林山

沖縄県国頭郡東村字平良550‑23 ☎0980‑43‑2270
営業時間／9：00〜18：00 ※レストランは11：00〜17：00
（L.O.16：00）
定休日／年末年始 ※レストランは火曜休

03 東村立山と水の生活博物館

23 辺戸岬観光案内所
HEAD LINE

沖縄県国頭村字辺土名1094‑1 ☎0980‑50‑1022
定休日／火曜
やんばる森のおもちゃ美術館／入館料あり

茅打バンダ

（資料館）
04 福地ダム

18 道の駅 ゆいゆい国頭

森の音色に耳を傾けながら、
村の自然や暮らしの歴史を学べるアットホームな博
物館です。
やんばるの森の源流から河口のマングローブまでを再現したジオラマ、
貴重なジュゴンの骨格標本、
生活民具など、
興味深い展示が数多く並びます。

やんばるの豊かな自然に囲まれてそびえる沖縄県最大のダムで高さ91.7mの
ロックフィルダムは、
下から見上げると迫力満点です。
展望台や遊歩道でのんびり
散策を楽しんだり、
資料館では水資源やダムの役割などを学ぶことができます。

沖縄県国頭郡東村川田61‑1 ☎0980‑51‑2828 営業時間／10：00〜18：00
定休日／月曜
（月曜祝日の場合は火曜休）
、
祝日、
慰霊の日、
年末年始、
その他
入館料／あり

沖縄県国頭郡東村字川田中上原1105‑108
営業時間／9：00〜17：00 ☎0980‑53‑6111
定休日／年中無休

05 サキシマスオウノキ

営業時間／9：00〜17：00

25 奥やんばるの里

沖縄県国頭郡国頭村字奥間1605
☎0980‑41‑5555
営業時間／9：00〜18：00 定休日／無休
※営業時間・定休日は施設により異なる
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宜名真ダム

沖縄最北端の道の駅には、地元農家が育てた島野菜や果物、名物グルメ、
お土
産など、
おいしい＆楽しい発見がいっぱいです。人の温かさも国頭村の魅力なの
で、
スタッフへ気軽にローカル情報を聞いてみましょう。

06 東村村民の森 つつじエコパーク

19 比地大滝キャンプ場

福地川の河口から約800m上流の国有林界で見ることができるサキシマスオウ
ノキは、
樹高18mの木から張り出した平らな板のような形をした根
（板根）
が神秘
的。
同種の中では沖縄本島で最も大きく、
村指定の天然記念物となっています。

見晴らしのいい高台にある東京ドーム約５倍もの広大な敷地に、遊んで・学ん
で・泊まれる施設が集結。大自然を冒険気分で満喫できる体験メニューも充実
し、1日丸ごと楽しめます。夜空に輝く満点の星も感動モノです。

沖縄本島で一番の高さ25.7mを誇る比地大滝からは、
豊富な水量が流れ落ち
ます。
片道約40分のコースの途中では、
ノグチゲラなどの珍しい生き物たちに出
会えることも。
夜は星が綺麗なので、
キャンプも楽しんではいかがでしょうか。

沖縄県国頭郡東村字川田下福地260

沖縄県国頭郡東村平良766‑1 ☎0980‑43‑3300
営業時間／電話受付8：30〜17：30
定休日／年中無休

沖縄県国頭郡国頭村字比地781‑1
☎0980‑41‑3636 定休日／無休
営業時間／〈 夏季
（4〜10月）
〉9：00〜16：00 ※閉門18：00
〈 冬季
（11〜3月）
〉9：00〜15：00 ※閉門17：30 入場料／あり

07 東村文化・スポーツ記念館
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08 又吉コーヒー園

辺野喜ダム

20 やんばる野生生物保護センター ウフギー自然館

コテージやキャンプ場にも泊まれる自然いっぱいの観光学習農園。貴重な沖縄
県産コーヒーを栽培し、季節限定で収穫・焙煎も体験できます。広い園内をバ
ギーで疾走したり、森の中を滑り降りるジップラインもスリル満点！

やんばるの自然や希少野生生物についての普及活動を実施している施設で、
セ
ンター愛称の
「ウフギー」
は沖縄方言で
「大木」
を意味します。工夫を凝らした展
示や映像で、
やんばるの生物多様性を楽しく学ぶことができます。

沖縄県国頭郡東村字平良861‑28 ☎0980‑43‑2500
営業時間／9：00〜18：00
（入館は閉館20分前迄）
定休日／水曜 入館料／あり

沖縄県国頭郡東村字慶佐次718‑28 ☎0980‑43‑2838
営業時間／10：00〜17：00
（土・日曜、
祝日は9：00〜）
定休日／不定休

沖縄県国頭郡国頭村比地263‑1
営業時間／10:00〜16:30
定休日／月曜、祝日、年末年始

景品引換え場所

2

国頭村観光協会 24

09 福地川海浜公園 （ふくじがわかいひんこうえん）

道の駅 ゆいゆい国頭 18

美しい海と川を満喫できる海浜公園は、
シーカヤックやSUPなど多彩なマリン
アクティビティがそろい、海辺でキャンプやBBQができるのも魅力です。
ハブク
ラゲ防止ネットが整備され、海水浴の時期も安心して楽しめます。

17 国頭村森林公園
（やんばる森のおもちゃ美術館）

沖縄県国頭郡東村川田334 ☎0980‑51‑2301 定休日／年中無休
営業時間／9：00〜17：00
※海水浴・バナナボートは、
4月下旬〜9月下旬の土・日曜、
祝日のみ営業
（旧盆は休み）

景品引換え場所

20 やんばる野生生物保護センター
ウフギー自然館

比地大滝キャンプ場 19

10 道の駅おおぎみ やんばるの森ビジターセンター

（大宜味村観光協会）

やんばる観光の起点に訪れたい道の駅は、地元客も訪れる直売所、
レストラン、
パーラー、観光協会も入り、
ワクワク感満載！村のシンボルで県指定天然記念
物のコノハチョウをイメージした建物のデザインにも注目です。

道の駅おおぎみ
やんばるの森ビジターセンター
︵大宜味村観光協会︶

11 大宜味村立 芭蕉布会館
芭蕉布は、
今日では喜如嘉周辺だけに受け継がれる貴重な織物。
国指定重要無
形文化財に認定された
「喜如嘉の芭蕉布」
会館では、
展示室や作業場などを見学
できます。
展示販売している芭蕉布の小物は日常使いにぴったりです。
沖縄県大宜味村字喜如嘉454 ☎0980-44-3033 営業時間／10：00〜17：00
※12：00〜13：00は2階作業場は見学不可。
定休日／日曜、
旧盆、年末年始
（その他、
臨時休館あり）

12 ター滝
平南川（へなんがわ）上流にある落差約10ｍの滝。亜熱帯特有のシダ植物、
リュウキュウハグロトンボやテナガエビなどの生き物を観察できます。
ルール・マ
ナーを守りながら、安全にリバートレッキングを楽しみましょう。

15 笑味の店

塩屋湾

13 六田原展望台

東村村民の森
つつじエコパーク 6

14
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平良湾

2 道の駅
サンライズひがし

1 東村ふれあいヒルギ公園

有銘湾

所要時間・距離の目安

東村ふれあい

ヒルギ公園

331

E

S
0

5km

☎0980‑43‑0977

景品引換え場所

24 国頭村観光協会

沖縄方言で
「くんじゃん」
と呼ばれる国頭村。
そんな村の
「魅力=すごいじゃん！」
を発信する観光案内所に立ち寄れば、美しい自然スポット、地元グルメや旬の
イベントなど、旅に役立つ情報を効率よく入手できます。
沖縄県国頭郡国頭村字奥間1569‑1
定休日／無休

☎0980‑41‑2420

営業時間／9：00〜17：00

9 福地川海浜公園

8 又吉コーヒー園

名護市

W

5 サキシマスオウノキ

東村文化・スポーツ
記念館

12

沖縄県国頭郡国頭村辺戸973‑5
営業時間／10：00〜17：00
定休日／無休

N

4 福地ダム
（資料館）

7

目の前には根路銘（ねろめ）海岸が広がり、色とりどりの野菜や果物が並ぶ農
産物直売所をはじめ、大宜味村産の和蕎麦や沖縄料理を味わえる食堂は地元
客で賑わいます。隣には
「親川滝」
や
「日本一長寿の村」宣言の石碑も。
沖縄県国頭郡大宜味村字根路銘1373 ☎0980‑44‑3048
営業時間／8：30〜17：30 ※店舗によって異なる
定休日／店舗によって異なる

沖縄県国頭郡国頭村字安波1301‑7
☎0980‑41‑7979
営業時間／9：00〜17：00
（散策路〜16：00迄）
定休日／なし

やんばる国立公園内にある景勝地で、沖縄本島最北端の岬。館内の展示で知
識を深められるほか、
「祖国復帰闘争記念碑」
が建つ断崖からは沖縄と本土の
境界線があった海を、展望台からは安須森御嶽や与論島までを見渡せます。

3 東村立
山と水の生活博物館

☎0980‑44‑3007
（大宜味村役場企画観光課）

14 大宜味村農村活性化センター

22 国頭村環境教育センター やんばる学びの森
自然を大切にする心が育つ施設。
ビューポイントの丘では、
緑の山々が連なる大
パノラマを見渡せます。
ヤンバルクイナや固有の両生類など、
希少な生物に間近
で出会う機会も多く、
バリアフリーの散策路もあり、
三世代で楽しめます。

23 辺戸岬観光案内所 HEAD LINE

9

10

ター滝

沖縄県国頭郡大宜味村字田港100

沖縄県国頭郡国頭村宜名真1241
☎0980‑41‑8117
営業時間／9：30〜16：30
（17：30閉園）
定休日／無休
入山料／あり

新川ダム

13 六田原展望台（むたばるてんぼうだい）
塩屋湾、東シナ海や本部半島、古利島などを一望できる展望台。手前に広がる
塩屋湾が夕日に染まる様子は息をのむ美しさです。塩屋湾から展望台へ向かう
道中には、春は桜、夏はゴールデンシャワーが咲く景色に出会えます。
また、
レス
トランスカイテラスでは休憩をとることもできます。

70

2億5千万年前のサンゴ礁が隆起した山は、
雨風に浸食されたことで独特の風景
を形成。
世界最北端に位置する熱帯カルスト地形としても知られ、
様々な奇岩が
そびえ立ちます。
美ら海展望台ステージや日本最大級のガジュマルも必見です。

14 大宜味村農村活性化センター

58

沖縄県国頭郡大宜味村津波1570-1
（平南川ター滝駐車場）
☎0980‑50‑5707
（大宜味村観光協会） 営業時間／8：00〜17：30
（最終入場16：00）
定休日／無休 有料駐車場／あり

11 大宜味村立 芭蕉布会館

22

安波ダム

16 やんばる酒造

沖縄県国頭郡大宜味村字津波95
☎0980‑44‑2233
営業時間／10：00〜18：30
（土・日曜、
祝日は9：30〜） 定休日／無休
※営業時間・定休日は施設により異なる

26

☎0980‑50‑1025

21 大石林山

2

ヤンバルクイナ生態展示学習施設
クイナの森

国頭村環境教育センター
やんばる学びの森

数多くの文化人やスポーツ選手を輩出している東村。
プロゴルファーの宮里3
兄弟、琉球古典音楽の人間国宝・島袋正雄氏、
ウエイトリフティングの吉本久
也選手といった東村出身者たちの功績の数々に触れることができます。

約55

辺戸岬観光案内所

HEAD LINE

分（43.8km）

※交通事情、
ルートにより
異なります。

15 笑味の店（えみのみせ）

25 奥やんばるの里

長寿の村・大宜味村にあるレストラン。
おばぁの畑で収穫した安心・安全な島野
菜をたっぷり使った郷土料理や創作料理は、彩り豊かで栄養満点です。
オリジ
ナルのシークヮーサーぽん酢や調味タレはお土産にぴったりです。

辺戸岬から車で約10分。全室キッチンを完備し、
バーベキューができるテラス
が付いた沖縄民家風コテージで、奥川にのぞむやんばるステイを楽しめます。
交流館、食事処、民具資料館も備える。

沖縄県国頭郡大宜味村字大兼久61 ☎0980‑44‑3220
営業時間／9：00〜17：00
（食事は11：00〜L.O.16：00）
定休日／火・水・木曜

沖縄県国頭郡国頭村奥1280‑1
定休日／無休

16 やんばる酒造

☎0980‑50‑4141

営業時間／9：00〜17：00

26 ヤンバルクイナ生態展示学習施設 クイナの森

沖縄本島最北端の泡盛酒造所は1950年創業。地元で愛される島酒は、
ゆっく
り、
じっくり、
やんばる時間で熟成し、大宜味村の湧水がもたらす豊かな風味と
やわらかな甘さが特徴です。酒造所見学は事前にお問い合わせを。

ヤンバルクイナの生態や生息環境についての展示を見学したり、実際には中々
見ることが難しいヤンバルクイナを間近で観察できます。観測ブースで見られる
人気者は愛嬌たっぷり♪ 可愛い仕草に癒されること間違いなしです。

沖縄県国頭郡大宜味村田嘉里417 ☎0980‑44‑3297
営業時間／11：00〜17：00 ※工場見学は要予約
（午前・午後の各1回）
定休日／日曜、
第2・4土曜、旧盆、
年末年始

沖縄県国頭郡国頭村安田1477‑35
☎0980‑41‑7788
営業時間／9:00〜17:00
（最終入館16：30）
定休日／水曜
入館料／あり

