
Best Plan 
♡

Okinawa

全く新しい視点の観光ガイド
旅のプランを全てお任せできます♪

沖縄観光ガイドブック
美ら海水族館のある町

旅行者の誰もが訪れる本部町編

完全無料
100回以上沖縄旅行した、沖縄マニアの筆者が厳選した、
市販のガイドには載らない真の沖縄の魅力が集結♪

隠れ家含む、おすすめレストラン、カフェ、観光地を、
そのまま実行できる「全4日間のベストプラン」として

約194頁のボリュームで、丁寧にご紹介♪

そのまま実行できる4日間のプランをご紹介！



本書のご活用方法

本書は、美ら海水族館のある町「本部」を訪れる観光
客の皆様に、本部の素晴らしさを、最大限体験頂く事
を目的としています。

第1部では、本部に宿泊していることを想定した「全4
日間のベストプラン」を写真中心にご紹介します。

まずはパラパラめくって、理想の旅をイメージいただ
けたら幸いです。

第2部では、実際に計画、予約する上で役立つ、旅行計
画のノウハウをご紹介します。こちらは大事なことを
書いていますので、じっくりお読みください。

読者の皆様が、本部で最高の体験をされ、また本部に、
リピートしたいと思って頂ければ幸いです。

2018 筆者 幹事マン / kanjiman

We Love MOTOBU

第1部
Best Plan ご紹介

4日分のプランをご紹介。
写真をパラパラ参照頂き、

理想の旅をイメージ♪

第2部
旅行計画のノウハウ

旅の予約、現地の行動に
役立つ情報をご紹介。
賢く理想の旅を実現♪

4日間のプランをご紹介



Day1 … P9
7:00 出発
7:15 仲宗根ストアー（朝食買い出し）… P10
8:45 美ら海水族館/海洋博公園 … P13
12:00 SOYSOY CAFÉ … P19
13:30 備瀬崎フクギ並木、ビーチ散策 … P24
15:30 熱帯ドリームセンター … P30
17:00 亜熱帯茶屋 … P36
19:00 お食事処ちゃんや～ … P40

Day2 … P45
8:40 出発
9:00 松田商店（朝食）… P46
10:15 今帰仁城跡 … P52
11:30 八重岳ベーカリーと山の散歩道 … P58
13:00 森の食堂 smile spoon … P63
14:30 古宇利島/古宇利オーシャンタワー … P70
16:30 DINO恐竜PARK やんばる亜熱帯の森 … P76
18:00 革人 … P81
19:15 美ら海太郎 … P86

Day3 … P92
7:15 出発
7:30 食処ニライ亀蔵（朝食） … P93
8:45 トロピカルフィッシング … P97
11:30 ドライブインレストランハワイ … P103
13:15 アイスクリンcafeアーク … P107
14:45 塩川 … P113
15:15 やんばるガラス工芸館 … P117
16:30 野草茶屋しみんや～ … P122
17:45 もとぶかりゆし市場(Day4朝食購入) … P128
18:30 和琉酒ダイニング良風 … P133

Best Plan ♡ Okinawa
最初に覚えよう！本部半島の見どころ6エリア … P5

第1部「Best Plan ご紹介」… P5
全4日間のプランを写真中心にご紹介



Day4 … P140
8:30 出発(朝食は部屋で前日購入したものを)
8:50 備瀬マリンレジャーグラスボート … P141
10:45 アセローラフレッシュ … P145
11:30 古酒のやまかわ … P150
12:15 家人寿 … P155
13:20 瀬底島まいまい工房 … P159
15:30 mokupun … P164

※この間に前日「やんばるガラス工芸館」へ作った琉球グラスを引き取りに。

16:45 琉球香房くるち … P169
18:30 ポートタウンカフェ … P174

第2部「旅行計画のノウハウ」… P180
良い旅にするコツをご紹介。熟読しましょう！

1.ツアー(飛行機と宿泊パック)か？個別購入か？ … P182
2.2泊3日なら3泊4日を検討せよ。その理由とは？ … P184
3.本部は見どころ満載、魅力的なレストランも沢山。

ホテルに何を求めるか、よく考えるべし？ … P185
4.空港ではレンタカー2時間待ち？回避方法とは？ … P186
5.レンタカー保険はフルで。その理由。 … P187
6.運転代行の積極的な活用を。 … P188
7.沖縄ドライブは、沖縄音楽と共に♪ … P189

http://okinawa1.kanjiman.net/free-books/

本書は200ページ近くのボリュームですが、
「お試し版」となります。
完全版は、以下サイトにて無償配布しています。
完全版では、追加のプラン等、さらなる沖縄旅行
情報をご紹介しています。
気に入っていただけましたら是非！

http://okinawa1.kanjiman.net/free-books/


最初に覚えよう!

本部半島の
見どころ

①水族館
/備瀬

②市街地

④伊豆味

⑤今帰仁
/古宇利

⑥名護

①

③離島

6エリア

水族館★

瀬底ビーチ★

古宇利島★

本部市場
★

那覇方面⇩

★そば街道

★
今帰仁城

★
ワルミ大橋

備瀬崎★

★八重岳

★古宇利
大橋

瀬底島★

名護市役所
★

①水族館、備瀬エリア
誰もが訪れる、美ら海水族館はこのエリア。他にも癒しのフクギ並木、
絶景の備瀬崎ビーチ、高台のロケーションカフェなど見どころ満載！
まさに、本部のメイン観光スポットで、宿泊地としても一押しです！
本書ではこのエリアに宿泊していることを想定してプランしています。
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③離島エリア
青い海と白い砂のパラダイス！
橋でつながっていて車で渡れる瀬底島、フェリーで15分の水納島等、
気軽に行ける島が沢山あります！
瀬底島は2020年にヒルトンが沖縄県内ナンバーワンリゾートを開業
予定。ホテル開業に向け、これから活気づくこと間違いなし。
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②市街地エリア
本部の地元住民の生活エリア。
地元で愛される、安くて美味
しい居酒屋が数多くあります。
ちょっと入りにくいディープ
なお店、夜遅くまで飲める
バーもこのエリア！
ガイドブックには載らない、
自分だけの一軒！を目指して
飲み歩くのも楽しいものです。
宿泊施設はあまりありません。
運転代行、タクシーをうまく
使って夜遅くまで楽しみま
しょう。
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④伊豆味エリア
沖縄そばの名店がそろう「そば街道」として有名なエリアです。
それ以外にも、Ｂ級含めたテーマパークや、
自然いっぱいの森のカフェ、日本で一番早くさくらが咲く八重岳な
ど、これまた見どころ満載の魅力的なエリアです。

⑤今帰仁/古宇利エリア
橋で渡れる古宇利島は人気の絶景ス
ポット。古宇利島以外にも、海沿い
には、撮影にも使われる綺麗なビー
チが沢山！
世界遺産今帰仁城跡もあります。

⑥名護エリア
本部半島において、最も栄
えている商業エリアです。
いくつかの老舗のテーマ
パークがあります。



第1部

Best Plan ご紹介

本部町に宿泊したことを想定し、
5日間のベストプランを紹介します。

パラパラめくっていただき、
理想の旅をイメージいただければ幸いです。
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本部編 Day1
初日は、水族館、備瀬の絶景スポットなど、絶対外せな
い定番スポットを掲載。
食事は、本部伝統の味を、雰囲気と共に楽しんで！

7:00 出発

7:15 仲宗根ストアー（朝食買い出し）
やっぱり旅先では地元ならではのものを食べないと！
ちょっとディープなお店で、安くておいしい朝食をゲット！

8:45 美ら海水族館/海洋博公園
まずは、ここ。空いている朝一を狙う！

12:00 SOYSOY CAFÉ
本部で50年愛された味を、孫世代が引き継ぎ、新しい形に！

街中に突如現れるおしゃれ空間で楽しむ、本部愛いっぱいの
絶品ランチ！テイクアウトも可能なマフィンもおすすめ！

13:30 備瀬崎フクギ並木、ビーチ散策
本部を代表する癒し空間、そして絶景スポット。
シャッターチャンスです。

※備瀬ビーチは、干潮時には天然プールができあがり、特殊な
光景がみられます。これを楽しみたい方は、その日の潮に合わ
せて、他の予定と交換してください。

15:30 熱帯ドリームセンター
あまり宣伝しないけど、よく整備されてとても素敵な植物園。
行けばわかる、高評価！水族館と同じ日に入場するので半額！

17:00 亜熱帯茶屋
本部の高台から眺める、瀬底島へ沈む夕日。
超絶癒し空間で、ハンモックに揺られながら見て頂戴！

19:00 お食事処ちゃんや～
備瀬のフクギ並木の古民家で食す、名物あぐー豚料理。
これぞ沖縄に求めていたもの。心と目と舌で楽しんで。
完全予約制です。ご予約はお早めに。
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仲宗根ストアー

1日目 7:15-7:30 朝食購入

なかそねすとあー

いきなりマニアックですみません。(笑)
ちょっと入りにくい雰囲気ですが
地元ならではの朝食をゲットできます。
コンビニ飯ではつまらない、拘りのアナタに。
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一日の始まりは、やはり沖縄本部町ならではの朝食がおすすめです。
水族館に朝一で乗り込むためには、早い時間に朝食を買い込み、さくっと食べることが
必要です。昨今では民泊利用の方も多く、朝食をどこでお世話になるかは、旅行者に
とって重要なテーマとなっています。
ここ仲宗根ストアーは、ローカル色の強い、地元民のためのお店です。年中無休で朝は7
時にはオープンしており、安価で、美味しい、沖縄ならでは、および本部町ならではの
お弁当、お惣菜、お菓子を購入できます。100円コーヒーも、嬉しいですね。

朝食に最適なおにぎりセット。
2つのおにぎりにちょっとしたおかずがついてなんと170円！

何気に助かる100円コーヒー。

タクシー運転手もご用達。

沖縄らしい、タコライスも。
タコスの具がライスの上に。
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いきなりローカルなお店の紹介となりましたが（笑）朝早くから地元の食
材を得ることができる大変貴重なお店ですので、ここに紹介させていただ
きました。
やはり旅は地元のものを食べないと！と筆者kanjimanは考えます。

正直、最初、ちょっと入りにくいかもしれませんが、普通の店ですので大
丈夫です。（笑）

ここ仲宗根ストアーは、前述の激安弁当のみならず、本部の特産品と言え
る伝統的なお菓子も購入できます。特に朝食にお勧めは、本ページ上部の
写真にある誠もち店のおもちです。「なんでこんなにやわらかいのー！」
と驚きの声を上げること間違いなし。牛乳や、お茶と良く合います。

その他、沖縄県民に長く愛されてる、沖縄県内でしか手に入らない、安く
てカロリー満点の菓子パンもネタとしておすすめ。代表する一社である
「ぐしけんパン」のパンも数多く揃っています。

仲宗根ストアー

http://okinawa1.kanjiman.net/nakasone/
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地図 & 電話 以下ページ/QRコードから
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美ら海水族館/海洋博公園

ちゅらうみすいぞくかん/かいようはくこうえん

まずはド定番の水族館へ！
本部泊のメリットを活かし、空いている朝一で！
お好みに合わせて公園内の他の施設も楽しんで！

1日目 8:45-11:45 観光
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駐車場から水族館へと続くエスカレーターから
の景色。本部備瀬エリアのエメラルドグリーン
が楽しめます。遠くからは、伊江島がお出迎え。

水族館入口までの道のりには、ジンベ
イザメのオブジェや遊具があります。
子供たちには魅力的なようで、ついつ
い遊び始めてしまいます。
でもここは我慢して、朝の空いている
うちに見学できるよう、水族館へ直進
しましょう。
夢の世界まで、あと少し！

これ見ただけでテンションが上がる！
水族館入り口へ着くまでの備瀬の海の青さ。

トレードマークとなっている
ジンベイザメのオブジェ。

そそる遊具。水族館に来たのに
ここで満足する子供たち。（笑）

なんだかんだで、やはり癒される海の世界。
さんご礁と魚の織りなす世界はやはり美しい。 14



海の住人!?はみな個性豊か。
不思議なデザインのド派手な魚、愛嬌のあ
るしぐさをするかわいすぎるチンアナゴ、
無駄に怖い顔のサメやウツボなどなど。
ふと見入ってしまうことがありますね。
そんなとき「こいつら、何考えてるのか
なー？」って考えちゃいます。（笑）

入口近辺のふれあいコーナー。
派手なブルーのいかにもなヒ
トデ、ちょっとグロくて、最
初は触るのに勇気がいるナマ
コなど。せっかくなのでチャ
レンジ！
水から出すことなく、上手に
すくって記念撮影を。
以外に硬かったり、柔らか
かったり。（笑）

サメ。
なんでそんな遊びのない顔してるのよ？

ウツボ。
緊張感抜群！食べると意外にうまい。（笑）

癒し系No.1?のチンアナゴ。
売店ではぬいぐるみが人気です。
かわいい。

カサゴ。美しくても毒あり。
見た目で判断しちゃいけないですね。
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美ら海水族館のメインは、やはりジンベ
イザメの泳ぐ大水槽「黒潮の海」。
全長10メートル級のジンベイザメの全身
を一枚のパネルに収めて眺めることがで
きる圧巻の大きさです。
まさに沖縄の海をそのまま切り取って表
現しています。

長さは35m×幅27m、2階まで貫く深さ
は10m、水量は7,500m³と、世界でも有
数の大きさを誇るものです。
当然水圧も強く、実はとんでもない技術
が結集されての、奇跡の大水槽。
7枚にも重なったアクリルパネル。つな
ぎ目も見えない、最高の技術で、海外か
らも注目を浴びています。

マンタやエイ、サメ、ウツボといった大
きな魚から、色とりどりの小さい魚まで、
役者がそろった沖縄のダイナミックな海
の世界。心行くまで楽しんでください。

大水槽に併設される大人気の「カフェオー
シャンブルー」では、飲食しながらゆっくり
と大水槽を楽しめます。
8時半からオープンしていますので、どうし
ても体験したいという方は、混む前に訪れて
みるのもありですね。（予約は受け付けてい
ませんので早い者勝ちです。）

圧巻の大水槽。
ジンベイザメの泳ぐ姿の全長を望めます。

心行くまで、水槽に張り付いてください。
魚同士のいろんな駆け引きもたのしめます。

ダイバーにも人気のマンタ。
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海洋博公園内には他の魅力的な施設もいっぱい。イルカたちのダイナミックなジャンプ
が楽しめる「オキちゃん劇場」、イルカを間近で観察できる「イルカラグーン」、子供
に大人気の「ウミガメ館」、人魚伝説という割にはブチャかわいい「マナティ館」、と
いった水族館系施設に加え、昔の沖縄の生活を体験できる「おきなわ郷土村」などが無
料で楽しめます。
前述の遊具エリアと合わせて、お好みに合わせてゆっくりと過ごされることをお勧めし
ます。

大人気の「オキちゃん劇場」は必見。
20分のイルカショー、第1回目は午前11時から。
毎日全4回行われます(４-9月は5回)。
青い海をバックにイルカが飛び跳ねる姿はまさに爽快です。

イルカラグーンでの
給餌体験は10時から。

最前列では水しぶきも楽
しむ！

必ず1グループに一人は亀マニアがいる。
と思う。

必ず1グループに一人は
琉球民家マニアがいる。
はず。
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本部町、いや、沖縄旅行のナンバーワン人気スポットである美ら海水族館。
年間入場者約500万人のこの施設、当然、めちゃ混雑しますので、朝一で
の訪問をお勧めしています。

海洋博公園はとっても広い施設で沢山駐車場がありますが、水族館へ行か
れる場合は必ずNo.7に停めるようにしてください。（無料）

チケットは、高速道路終点の許田を降りた先にある、道の駅許田で購入す
るのが最安と言われています。割引率は下がりますが、コンビニなどでも
割安なチケットを販売しています。なお、大人2名小人2名のケースでは、
ローソンなどで売っている、ファミリーチケットもおすすめです。

本部観光のオープニングはやはりここ！

美ら海水族館/海洋博公園

http://okinawa1.kanjiman.net/churaumi-2/

10月-2月 8:30-18:30(最終入場17:30)
3月-9月 8:30-20:00(最終入場19:00)
12月の第1水曜日とその翌日（木曜日）のみ休館

18
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SOYSOY CAFE

1日目12:00-13:00 ランチ

ソイソイカフェ

町民に50年間愛されているお豆腐屋さん♪
孫世代が引き継ぎ、素敵にリレー♪
絶品豆腐料理を、おしゃれ空間で！
大人気マフィンもおすすめ！
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1日目のランチは、沖縄の昔と今
を体感できる、SOYSOY CAFEで。
3代50年に渡って愛されてきた地
元「山城とうふ店」の直営店です。
古い街並みに突如現れる、センス
の良いおしゃれ空間で、沖縄の郷
土料理である、絶品の「ゆし豆
腐」をはじめ、様々な食べ方で伝
統の豆腐を楽しめます。
マフィン専門店も経営しているの
で、食後のデザートに至るまで、
とっても美味しくいただけます。

大人気のマフィンです。観光のお供にも最適。
本部の食材を使った地元ならではのものも。雑貨も扱っています。

広々とした空間で、
リラックスしてよい時間を過ごせます。

この写真ではわかりにくいですが、周辺は観光客も通らない、静かな街並みです。
入居しているビルも年季の入ったもの。ここだけ、突如、おしゃれです。（笑）
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ある日の「ゆし豆腐ランチ」をご紹介。
絶品のゆし豆腐を中心に、パン粉の代わりにおから
を使った高野豆腐カツ、チキンと厚揚げの南蛮（豆
乳タルタルかけ）、高野豆腐と豆乳グラタン、おか
らサラダ、ひじきの煮物、島豆腐白和え。いずれも
上品で、深い味わい。それなりにボリュームありま
すが、いくらでもいける感じです。
これらに、スイーツとコーヒーがついて1,000円。
スイーツに至るまでおいしく、幸せになれます。

手前が沖縄郷土料理のゆし豆腐。
豆乳に、にがりを入れた後、枠に入れて固めることをせず、そのままの状態のおぼろ
状の豆腐です。
風味を十分に楽しめます。

適度にボリュームがありながらも
お豆腐なので、ヘルシーです。

とある日のランチセットのデザート。

21



豆腐以外にも、洋風ランチも
あります。また、超人気のマ
フィンもこちらで製造してい
ますので、軽めにという方は
マフィンをランチ代わりに、
というのもおすすめです。

お子様連れにも優しいです。
おむつ替えコーナーもあり。

カウンターに、所狭しと並べられたマフィンは、見てい
るだけで楽しくなります。

ある日の洋風ランチ。
ミネストローネにふんわりパン。
子供は正直。みなペロッと食べてしまいました。

駐車場は、若干わかりにくいので、いったんお店の
前に停めて、店員の方に場所を聞くのがベターです。 22



味、雰囲気、サービスすべて良し！ですので、初日のランチにSOYSOY 
CAFÉをお勧めさせていただきました。
男性にも、女性にも、お子様にも、おじいちゃん、おばあちゃんにも、喜
んでもらえると思います。

おすすめの理由は、もう一つあり、本部の人々の日常の食を50年以上に渡
り支えてきた「山城とうふ店」が、こんな素敵なかたちで、後継者に引き
継がれていく様を、みなさんにも体感いただくことで、本部の「これま
で」に目を止めていただきそのすばらしさを知っていただくとともに、本
部の「これから」に、いろんな可能性を感じていただきたいと願っている
からです。

古きものを大事にしつつ、自ら新しいものを創っていく。

これこそが、これからの沖縄の未来を切り開くことにつながると、筆者は
思っています。

頑張れ SOYSOY CAFE！

SOYSOY CAFE

http://okinawa1.kanjiman.net/soysoy/

11:30-17:30
日、月休み
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備瀬崎フクギ並木/ビーチ散策

1日目13:30-15:10 観光、散策

筆者が一番大好きなスポットです！
沖縄原風景に癒されること間違いなし。
干潮時に現れる天然プールでは、
水に入らずとも熱帯魚丸見え！

びせざきフクギなみき/ビーチさんさく
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美ら海水族館を超え、さらに半
島の先を目指すと、ここ備瀬集
落に到着します。
沖縄風古民家が現役で活躍する
この集落は、今でこそ、集落の
入り口と、ビーチをつなぐメイ
ンストリートを中心に、観光客
向けのお店が立ち並ぶようにな
りましたが、つい数年前までは、
秘境ともいえるようなひっそり
とした場所でした。
今でも、小道を少し脇に入ると、
写真に収めたくなる、初めてな
のに、どこか懐かしい、沖縄の
原風景に出会えます。

白砂とフクギの緑のさわやかな
コントラスト、時折垣間見れる
海の青。そして温かい木漏れ日
が届けてくれるまぶしい黄色。

集落入り口の小さな商店「ト
モ」で購入したサーターアンダ
ギー（沖縄風揚げドーナツ）を
ほおばりながらの散策。

何度沖縄に来ても、毎回筆者は
この道を歩きたくなるのです。
都会で疲れた自分を、回復する
儀式なのかもしれません。

集落入り口には、水牛車による原
生林散策のツアーが敢行されてい
ます。
少し脇へ入るととても細い道ばか
り。水牛車も小ぶりでなんだかか
わいい感じ。

防風林としての役割を果たすフクギ。
それぞれ年輪の分だけ、台風等から集落の人々を
守ってくれています。

三線の音が心地良く響きます。

牛は、暑い日には、水浴びしな
がら待機します。

25



集落散策の醍醐味は、自分だけのちょっとし
た発見、そして、現地の方との自然な交わり。
あくまでも生活の場ですので、配慮する必要
はありますが、まずは挨拶してみましょう。

この写真のミツオさんは、結構有名人。
目があえば、次の瞬間から、彼のペースで
ある意味一方的な会話!?が始まります。
（笑）
愛らしい風貌とトレードマークのヒゲ、常
にダジャレを言い続けることから「備瀬の
チャップリン」と、私は勝手に名付けてい
ますが、ぜひ流行らせてください。（笑）

海ぶどうやアオサの養殖をされています。
早春の頃、タイミングが合えば赤坂の高級
料亭でも使われている（自称）「乾燥アー
サー」をお土産にできるかもしれません。

メインストリートにある青い建物。
常に話す。そしてダジャレ。
徐々にはまるのは私だけでしょうか？

ネットに絡めて、アオサが育ちます。

ミツオさんの手作りテラス。絶景！
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備瀬のメインストリートを一番奥まで行くと、やが
てビーチへと降りられる、一番広い駐車場エリアに
出ます。車を停め、眼下に広がる海を見れば、遠く
には伊江島のタッチュー（沖縄の言葉で先端が尖っ
ているもの）がそびえます。

備瀬崎のもうひとつのおすすめは、干潮時に出来上
がる天然プール！
水に入らずとも、上から眺めるだけで、天然の熱帯
魚を楽しめます。
ビーチに降りたら、右へ右へと行ってみましょう。

遠くに見えるのが伊江島のタッチュー。
船で渡れば、上まで登れます！

所々に広がる天然プール！
透き通るブルーが美しい！

小さな子供もお魚を楽しめます。

27



ビーチに降りて右へ右へと向かった先には、ご覧のような天然プールが広がります。
そして、上記写真のようなきれいな天然の熱帯魚を見ることができます。
水族館も素晴らしいですが、やはり自然の環境で見る魚にはまた格別の興奮を覚えます。
備瀬崎の海の青さと共に、ぜひとも味わってほしい景色です。写真も映えますよー。

ビーチ周辺、海に向かって左に行くと、昔ながらの雰囲気ありありのローカルな商店が
あります。海を眺めながら飲むビール、ゆったりとした時間と共に。

リーフ内の穏やかな海ですので、干潮時はいつも優しい景色に出会えます。

上から眺めるだけでこれだけ見れちゃいます。

絶好のスノーケルスポット。
装備していけば秋、春でも全然いけちゃいます！
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筆者が沖縄で一番大好きなスポットです。
これ読んだ人は、必ず行ってくださいませ！（笑）

天然プールが見れて、水に入らずとも熱帯魚を観察できる、干潮時の訪問
がおすすめですので、潮の状況によって、他の予定と入れ替えるのもあり
です。
潮はいろんなところで調べることができますが、個人的にはこのサイトが
おすすめです。参考として、潮が100cm以下になっているときが天然プー
ルタイムでおすすめです。

天然プールは、当然、最高のスノーケルスポットになります。
気合と、周りからの視線に耐えられる精神力があるのであれば、冬でも、
厚めのウェット＆スノーケルシューズを用意してトライしてください。
一応、現地には2件ほど、シャワーと着替えの場を提供してくれるところ
があります。
上から眺めるだけでも、魚は見れますが、実際にスノーケルすると、冗談
でなく10倍の量の魚を見れます。

ビーチは足場は悪く、濡れていると特に滑るので、気を付けて散策してく
ださいね。

入り口近くに、有料、無料の駐車場あり。一番奥、ビーチ横には有料駐車
場有です。(2018年2月現在500円）
ビーチ横に停めて、ゆっくり散策するのがおすすめです。

備瀬埼フクギ並木/ビーチ散策

http://okinawa1.kanjiman.net/bisezaki-beach/
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熱帯ドリームセンター

1日目15:30-16:45 観光

ねったいドリームセンター

そこはラピュタの世界？
いつも空いてて穴場です。
水族館のチケットで半額に！
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熱帯ドリームセンター
は、美ら海水族館のあ
る海洋博公園内にある
植物園です。
この施設、あまり宣伝
されていないせいか、
いつも空いていますが
(笑)実際に行かれた方
の満足度はとても高い
です。

咲き乱れる熱帯の花々
を古代遺跡を思わせる
非日常な演出ともに五
感で楽しめます。

テーマごとに5つの温室があります。
それぞれに個性が際立ちます。

なぜか古代遺跡風。
でもこれがマッチするのです。

所々に休憩所、撮影スポットあり！

沖縄を代表するハイビスカス。
見ているだけで元気になります。
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ビクトリア温室には湿生植物や水生植物、熱帯魚や蝶が共存。
子供も乗れるといわれる、パラグアイオニバスは大迫力。

32



熱帯ドリームセンターには、
常時2,000株以上のランが
展示されており、ランの香
りに包まれながらゆったり
とした気持ちで散歩できま
す。

ランの他、温室には、熱
帯・亜熱帯の花々が咲き、
トロピカルフルーツも数多
く、珍しいものまで実って
います。

それらが綺麗に手入れされ
てセンス良く展示されてい
るのが高ポイントです。

見た目にも優しく癒されます。

花はアップで撮るとその表情がわかって良いですね。

ドリームセンターならではの、
ゆったりとした時間をお楽しみください。

まずらしい熱帯果実がたわわに実る。
某フルーツ〇〇〇より多いのでは？ 33



遠くからも目立つ、茶色い塔
は、熱帯ドリームセンターの
シンボルマーク。
遠見台として利用されていま
すので、実際に一番上まで登
ることができます。

ここからの眺めは、まさに絶
景！
エレベーターで途中まで上が
り更にらせん階段を上へ上へ。
頂上からの景色は思わず息を
飲む程です。
眼下の温室群、海岸線とリー
フ、瀬底島、水納島、伊江島、
伊平屋島、伊是名島等が望め
ます。

高さ36mからの眺め。

途中までエレベーターで
行けるので助かります。
てっぺんまでもうすぐ。

園内を一望。島を見渡す景色は当日のお楽しみ、ということで。
34



沖縄で植物見るならここです。さすが国営公園ということもあり、いくつ
か似たような施設がありますが、こちらが圧倒的におすすめです。
施設のテーマはずばり「Paradise of Plants」(植物の楽園)です。パンフ
レットにありますが、濃密な熱帯の気配に満ちた物語のワンシーンのよう
な空間がひろがります。
なお、毎日11時と14時にはフラワーガイドツアーを開催しています。詳し
く知りたい方は是非。

熱帯ドリームセンター

http://okinawa1.kanjiman.net/nettai-dream-center/

10月-2月 8:30-17:30(最終入場17:00)
3月-9月 8:30-19:00(最終入場18:30)
12月の第1水曜日とその翌日（木曜日）のみ休館
※水族館の当日の入場券の提示で半額になります。
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亜熱帯茶屋

高台から眺める、海に沈む夕日。
見るならここです！

アジアンな雰囲気の中、ハンモックにゆられて
おもいっきり、だら～っとしてください。

あねったいちゃや

1日目17:00-18:00 カフェ
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本部に突如現れたアジアン空間！
気分はバリ島！なので、思い切りリラックスし
ちゃいましょう。
広い庭に、個性豊かな空間が贅沢に提供されて
います。
お気に入りの場所を見つけて、アジアの香りに
包まれて良い時間をお過ごしください。
ハンモックが結構沢山あるので、ぜひこの機会
にチャレンジしてくださいね。

個々の空間がとても広くて贅沢！場所代とっても良いくらい！

南国らしい色は、心を楽しませてく
れますね。

眼下に広がる本部町。丸見えです。

広い庭で沢山の植物が楽しめます。

どっから来たの～？ 37



沖縄本部町の真っ青な海と空が、オレンジ
色に染まっていく様は、意外と短時間。
瀬底島の方へと落ちていく夕日。
お見逃し無いように。

毎日、どこの町でも夕日は見れるはずなの
に、なぜか久々で、感動してしまう。

オレンジ色に照らされた店内は、さらに優
しい感じに。
バリタイム？沖縄タイム？まぁいずれにし
ても、ゆっくり時間です。
高台からの絶景を身に、昼間にもまたいつ
か来たいと思えるカフェです。

南国の木のシルエットが夕日に良く似合います。

いつまでも眺めてられるオレンジ。

店内も良い雰囲気です。
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本部町水族館エリアの高台にあるアジアンカフェです。
広いお庭から、本部の街が一望できます。
今回、夕日の時間に訪れるプランとしていますが、昼に見れる青い海もこ
れまた絶景ですので、機会があればランチにも訪れてみてください。

場所はかなり分かりにくいですが、迷った頃に着きますので（笑）、根気
よく探してみてください。（ピザで有名な花人逢のすぐ隣です。）

だらーーっとして疲れをいやしてくださいね。

亜熱帯茶屋

http://okinawa1.kanjiman.net/anettaichaya/

11:00-夕暮れ時
不定休（電話で確認しましょう）
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お食事処ちゃんや～

完全予約制の、雰囲気抜群の古民家レストラン！
「やんばる島豚あぐー」をはじめ、こだわりの
やんばる（沖縄北部）食材を心行くまで味わって。

おしょくじどころちゃんや～

1日目19:00-21:00 夕食

40



初日のディナーは
ちゃんや～で。
備瀬のフクギ並木
の中にひっそりと
たたずむ古民家レ
ストランです。
日の長い時期であ
れば、少し早めに
行って夕暮れの備
瀬を散策するのも
おすすめです。
安心・安全のやん
ばる食材にこだわ
り続けており、出
てくるものひとつ
ひとつが、他のお
店とは違います。

完全予約制のお店で、コー
スでの注文となります。
今や沖縄料理の前菜の代名
詞ともいえる海ぶどう。
県内どこでも食べれますが、
ぜひ、ここのクオリティを
体験してほしいです。
地元本部で養殖している金
城の海ぶどうです。
島ラッキョウも、自家農園
で作られたもの。もちろん
無農薬です。
趣のある琉球ガラス皿や、
やちむんと共に楽しんで。

暖かい季節は屋外でも。寒い季節はちゃんとストーブも出てきますので、ご安心。

ある日の前菜。季節に合わせて地元の「鮮」を楽しめます。

大人気の海ぶどう。ここのを食べずに語るなかれ。
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素朴なそーみんちゃんぷる。
素朴がゆえに、料理人の差が出
る料理だと思っています。
小さいお皿に載せられて出てき
たそーみんちゃんぷる、美味し
さのあまりもっと食べたくなり
ますが、これからのメインの前
に、まだお腹を一杯にはできま
せん。
でも、実はコースをオーダーし
た上ででなら、単品注文も可能
です。どうしても食べたい場合
には、ぜひ！ゴーヤーチャンプ
ルなどもあります。

ちゃんや～の売りは、何と言っても
「やんばる島豚あぐー」です。
戦後30頭までに減った幻の豚アグー
のオスと、DB(霜降りが入りやすい
D:デュロックと、きめ細やかな赤み
が特徴のB:バークシャーの掛け合わ
せ)のメスによって生まれる県内最高
級豚です。
県内あぐー豚ブームですが、ちゃん
や～はまさに先駆けであり、これま
た他とは全く違うレベルの味を楽し
めます。特に脂身の美味さを是非体
験していただきたいものです。しゃ
ぶしゃぶ、陶板焼き、セイロ蒸しと
選べますが、やはり私はとろける旨
味を、雑炊にして最後まで楽しめる、
しゃぶしゃぶをおすすめします。

素朴で、深い味わいの「そーみんちゃんぷる」。
沖縄家庭料理の定番のひとつです。

「やんばる島豚あぐー」のしゃぶしゃぶ。
ゴマダレとポン酢ダレで楽しめます。
体験したことのない、脂身の美味さ！

古民家で深まる夜は思い出深いものに。 42



しゃぶしゃぶ後のお
楽しみはこの雑炊。
あぐーの旨味がぐっ
と凝縮した最高に贅
沢な一品です。
ピンク色の塩は、こ
れまた本部の特産品
「あっちゃんの紅
塩」。
見た目も美しいこの
塩は、備瀬のミネラ
ルたっぷりの天然海
水と備瀬特産紅芋の
ポリフェノールが合
わさった、健康的な、
芸術品です。

昼間のちゃんや～の景色
です。
昔ながらの沖縄の光景が、
備瀬のフクギの緑、海と
空の青、花々の赤やピン
クや黄色、砂の白と共に
楽しめます。
どこもかしこもSNS映え
するエリアです。
瓦屋根の上には愛嬌のあ
るシーサーが待ち構えて
いますので、探してみて
ください。
舌と心で、ちゃんや～時
間をお楽しみください。

人生でもっとも贅沢な雑炊!?
「あっちゃんの紅塩」と共に。

沖縄らしい野菜。見た目にも美しく。

とてもきれいに整備されており、一見の価値あり！ 43



完全事前予約制です。人気店ですのでご予約はお早めに！

初日のディナーには、沖縄らしい食材を美味しく、沖縄らしい雰囲気の中
で楽しめる、ちゃんや～を強く推薦します。
沖縄を訪れる方に、魅力的なものがギュッと詰まったお店です。
ご紹介したように、肉も、野菜も、塩も地元の安心・安全・高品質なもの
を使っており、魚もオーナー家族が釣ったものとか。
地元のものを地元で食す。これこそが旅の醍醐味ですね。

なお、沖縄は「運転代行」の文化が根付いています。
お酒飲まれる方、沢山飲んで、お店の方に運転代行の予約をお願いしま
しょう。沖縄の夜を心行くまで楽しんで♪

お食事処ちゃんや～

http://okinawa1.kanjiman.net/chanya/

お店と駐車場は少し離れています。
お店は小道を奥に入った所にあり、駐車場はメインストリートを、
備瀬のビーチの方へ向かった方にあります。
昼間に、備瀬に来た時に確認しておくとベターです。

11:30-14:00、17:00-22:00
不定休
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本部編 Day2
2日目は少し遅めのスタート。
世界遺産今帰仁城等、本部半島の絶景スポットを回り、
その独特の地形と文化を学んでいただけます。
夜は沖縄の唄に癒されて～♪

8:40 出発

9:00 松田商店（朝食）
瀬底大橋を眺めながらフルーツパーラーで楽しむモーニング！
濃厚マンゴージュースで贅沢なスタートを！

10:15 今帰仁城跡
世界遺産、その歴史に思いをはせて。1月下旬は桜の季節。

11:30 八重岳ベーカリーと山の散歩道
こんな山奥に？の人気のパン屋さん。

山頂からは360度のビューで本部半島を一望できます。

13:00 森の食堂 smile spoon
森の中の隠れ家的な洋食屋さん。手の込んだ絶品料理を
イギリスヴィンテージ家具に囲まれて召し上がれ。

14:30 古宇利島/古宇利オーシャンタワー
絶景！絶景！絶景！
カートに乗って快適♪海の青さを目に焼き付けて♪

16:30 DINO恐竜PARK やんばる亜熱帯の森
「恐竜とやんばる」これ結構合うんです。(笑)
お菓子御殿併設の施設、おやつの補充もOKです。

18:00 革人
旅行の記念になる、こだわりの革製品。
ちょっと加工すれば、あなただけのオリジナル製品が♪

19:15 美ら海太郎
本部半島の民謡歌手、伊波秋杜のステージを沖縄料理と共に♪
最後はみんなでかちゃーしー♪これぞ沖縄！
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Fruit cafe 松田商店

フルーツカフェまつだしょうてん

心地よいさわやか空間で楽しむモーニング。
瀬底の青い海を楽しみながら、
沖縄フルーツカフェの実力、体感してください！

2日目9:00-10:00 朝食 & 散歩
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2日目の朝は前日からの疲れを癒すべく、少しゆっくり目のスタートで。9時開店の人気
フルーツカフェ「松田商店」での朝食から始めましょう？
店主自ら手掛けた、明るい内装のお店で、元気でさわやかなスタッフに迎えられての朝
のスタートです。モーニングメニューのパンケーキも、フルーツカフェらしく、遊び心
が満載！一日のスタートを、明るく楽しいな気持ちで迎えることができます。

明るくポップな雰囲気のお店。マンゴーを
思わせるオレンジが青空に映えます。
国道沿いの瀬底島へ向かう橋のたもとに、
お店があります。

思わず笑顔になるパンケーキ。ストレートなメッセージ！

朝からさわやかな気持ちにさせられる、
明るくポップな内装です。

ドライブ中に目を引く、きれいなオレンジ！
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モーニングメニューは3種類。ドリンクは、
コーヒー紅茶も良いのですが、ここでしか味
わえない濃厚なフルーツものが圧倒的におす
すめです。マンゴージュースは特におすすめ。

カウンター席の向こう側、ワイドに広が
る窓を通して、瀬底島へ続く瀬底大橋、
瀬底島の白砂ビーチ、そして遠くに伊江
島を見わたせます。
日が高くなるにつれ、海はその青さを増
して行きます。
カウンター席で、海の青さを、ぼーっと
眺めながらの朝食。沖縄ならではの良い
時間ですね。

開放感あふれる景色も一緒に美味しく頂きましょう。

おすすめの濃厚なマンゴージュース。

定番のトーストセット。野菜も美味しい！
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実は松田商店、モーニングメニューのみ
ならず、朝からサンドイッチやパフェ、
かき氷などもオーダーできちゃいます！
がっつり食べたい人には「島豚カツサン
ド」がおすすめ。向かいに見える伊江島
の小麦を使ったパンを使用しています。
せっかくのフルーツカフェ「やはりフ
ルーツも！」という方！それ正解！
目玉メニューの「伊江島たっちゅーマウ
ンテン」思い切ってオーダーしてくださ
い！伊江島のタッチューに負けない迫力
&ボリュームですよ！

島豚カツサンド。朝からしっかり食べたい方に！

マンゴーたっぷりの「伊江島たっちゅーマウ
ンテン」アイスと氷とフルーツを混ぜて。

健康的なアボカドベーコンサンド。

カウンターでオーダーします。
メニューによってはテイクアウトも可。
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店頭に並ぶ「プレミアムマンゴージャム」は数量限定のレアものです。お土産にぴったり
ですので、見つけたら是非！店主松田さんのお父さんが、屋我地島の松田農園にて育てた
完熟マンゴーを使用しており、マンゴーそのものよりも、コクと甘みを強く感じるという
自信作。パンやパンケーキ、ヨーグルトに添えれば、沖縄のトロピカル気分を自宅で再現
できちゃいます！
お店の目の前の海岸には、なぜかえらく豊富に、様々な種類の貝殻が転がっており、貝殻
拾いを楽しめます。これまた旅の思い出なるお土産ですね。

美味いに決まってる。「プレミアムマンゴージャム」。レアものなので見かけたら是非。

前田商店前のビーチ。貝殻の種類が多く、小さい子供でも貝殻拾いを楽しめます。
食後の散歩に。
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屋我地島で父が営む松田農園で育てた美味しいフルーツを、景色の良いこ
の場で、より多くの人に喜んでもらおうと、2016年に息子であるオーナー
なら松田さんがオープンしたフルーツカフェ。

本書ではモーニングで紹介していますが、めちゃウマのかき氷やパフェが
楽しめますので、ドライブの途中に立ち寄り、カフェとしても是非活用し
てください。

Fruit cafe 松田商店

http://okinawa1.kanjiman.net/matsudashoten/

9:00-17:30(モーニングメニューは11:00迄)
木曜日休
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今帰仁城跡

なきじんじょうあと/なきじんぐすくあと

世界遺産「琉球王国のグスク及び関連遺産群」のひとつ。
全長1.5キロの城壁と、青い海を臨む、絶景ポイント。

1月には日本一早くさくらを楽しめます！

2日目10:15-11:15 観光
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今帰仁城跡は、本部半島の今帰仁にある世界遺産です。2000年に「琉球王国のグスク
及び関連遺産群」として世界遺産登録されており、これは、首里城跡、今帰仁城跡、
中城城跡等の5つの城跡と、斎場御嶽、識名園等の4つの関連遺跡の、合計9つから成
り立っています。
今帰仁城は、その築城は13世紀頃とされています。14世紀に琉球王国が成立する以前、
沖縄本島が3つの北山、中山、南山の3つの国に分かれていた時代には、北山の国王・
北山王の居城として使われていました。15世紀前半に、北山が中山に敗北した後は、
中山より派遣された監守が利用していましたが、1609年に薩摩の攻撃により城は焼か
れ、その後は拝所とし、精神的な拠り所として、県内外の人に認知されています。

綺麗に整備された城跡の入口。
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やんばるの地を守る「要の城」とされた
今帰仁城は、標高約100メートルの高台
に築かれ、全長1.5キロメートルに及ぶ
堅牢な城壁に囲まれ、広さも4ヘクター
ルを誇ります。階段を登り切り、振り
返って広がるその景色は圧巻です。

難攻不落とされたうねる石垣。森と石垣もきれい。
城主に仕えた身近な人が住んだとされる志慶真門郭エリア。

本部、今帰仁の青すぎる海。

本門である平郎門からは階段が続く。
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階段を登って行くと、やがて御
内原（ウーチバル）にたどり着
きます。ここは、仕えていた女
官の生活の場所とされており、
神聖な場所とされています。
御内原は、絶景スポットとして
有名で、広くつらなる城壁と、
青い海を眺めることができます。

城壁は、川に沿ってくねって構
築されており、防御機能に優れ
たものでした。
そのため、今帰仁城は攻めにく
く「難攻不落の城」とされてお
りましたが、北山王の側近が賄
賂により寝返ったことをきっか
けに、裏門から攻略されたとい
われています。

北山王は、カリスマ性のあるワ
イルドな武将として知られてお
り、滅ぼされる直前、数千に対
して数十という、圧倒的な不利
な状況においても、そのプライ
ドを保ち、軍の心をひとつにま
とめ勇気を持って戦ったとされ
ています。

約600年前、北山王は、自害す
る前、どんな気持ちでこの美し
い景色を眺めていたのでしょう。

御内原から眺める北側の海。

所々に南国らしい植物も。 55



本部半島は、日本で一番早く桜が咲くこととして有名です。
今帰仁城跡、および隣の八重岳が特に有名で、例年1月下旬から2月上旬にかけて、緋寒
桜（ヒカンザクラ）を楽しむことができます。
桜の開花時期には、今帰仁城跡や八重岳の公園など、県内各地で桜祭りが開催され、多
くの人が、本州の人より一足早く、花見を楽しんでいます。
今帰仁城後では、御内原へと上がっていく階段や、御内原など、所々に緋寒桜を見つけ
ることができます。

沖縄で桜と言えば、この寒緋桜です。
一般的に日本人が桜色としてイメージするの
は「淡いピンク」かと思われますが、それに
比べると「とても濃いピンク」の花を咲かせ
ます。花言葉は「艶やかな美人」「気まぐ
れ」。なんとなく、わかるような気が
しませんか？

両端を桜で囲まれる季節はドライブに最適。
日本で一番早く楽しめるという優越感。

桜の季節は、ピンクと青を楽しめます。

御内原の桜。 56



入場料は、今帰仁城跡と歴史文化センターの共通券となります。
歴史文化センターでは、今帰仁城跡はもちろん、今帰仁村の歴史と文化を
学ぶことができます。
第一駐車場近くのグスク交流センターがチケット売り場です。城跡への入
り口ではチケットが買えませんので、先にグスク交流センターに行かない
と戻ることになります。（笑）
景色が良いので、天気よい日の、昼間の明るい時間に入場することがおす
すめです。

今帰仁城跡

http://okinawa1.kanjiman.net/nakijingusukuato/

9月-4月 8:00-18:00(最終入場17:30)
5月-8月 8:00-19:00(最終入場18:30)
年中無休 ※予告なく一部施設を閉館することはあり
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八重岳ベーカリーと山の散歩道

やえだけベーカリーとやまのさんぽみち

ぬちどぅ宝（命こそ宝）をモットーとした、
いろいろ優しい山の上の老舗のパン屋さん。
買物後は、15分の散歩で山頂へ。

2日目11:30-12:45 買物/観光
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八重岳ベーカリーは、1977年から続く老舗のパン屋さん（クッキーも有名です）。
「こんなところにパン屋があるの？」と途中何度も引き返したくなるくらいの山奥にお
店があります。(笑)
もとは医師であるオーナーが、病院でも出せる「毎日食べれる健康的なパン」を提供す
ることを目的に始めたそうで、名物でもある全粒粉を80%使用した植物性の「黒パン」
は、この優しい思いを今に至るまで守り続けています。八重岳のシークヮーサーが練り
こまれた優しいパン。黒糖の甘い香りと共にその特別なふわふわ感を楽しんでください。

看板が所々にありますが、それでも、着くまで不安。趣のある建物を見つければ一安心。

地産のしょうが、シークヮーサーなどを練り
こんだクッキー。お土産にも最適。

おやつ代わりにある甘いパンもあります。

種類も豊富。
ひとつひとつ丁寧に並びます。 59



さて、八重岳ベーカリーのホームページにも紹介されているように、お店の近くには、山
の散歩道が整備されています。パンやクッキーを片手に、山頂を目指して歩くのはとって
も気持ちの良いものです。
道中では、山原（やんばる）ならではの豊かな自然が広がります。ダイナミックなヒカゲ
ヘゴ、小さく素朴ながらしっかりとした存在感を持って美しく咲く花々など、恵みを数え、
写真に収めながら、片道15分の道のりを行くと、そこには、またご褒美の絶景が広がりま
す。（散歩道は私道となります。必ずお店に一言お伝えした上でお楽しみください。）

ワイルドな木々。ずっと昔から変わらない光景なのでしょう。

小さい子供でもあるける距離、傾斜です。 冬でも花々がお出迎え。
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山頂は、十字架が目印。広く開けた土地となっており、
あちらこちらから、眼下に広がる本部半島の絶景を
360度のビューで楽しめます。贅沢！
オーナー夫妻は敬虔なクリスチャンであり、この恵み
豊かな場所で、心身の回復が必要な方を迎え入れて共
同生活をされていたとのこと。現在、共同でベーカ
リーを支える若い夫妻は、旅の途中で「瀬底島に野
宿」と聞いたオーナーが「泊まっていきなさい」と声
をかけたことからその物語が始まったとか。素敵♪

山頂の広場には、目印となる十字架が。

本部半島を一望。

植物探しも楽しいです。
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長い歴史にいろんな素敵なストーリーのある、
いろいろ教えられるパン屋さんです。

本書のプランでは、おやつとしてのパンとクッキーの購入、および、ラン
チ前のお腹を空かすための散歩という位置付けでご紹介していますが、も
ちろん、がっつりパンを買い込んで、山頂でランチ♪というのも素晴らし
いプランです。
ご参考までにパンは日、火、木の昼頃に焼きあがるとか。そして月、水、
金がクッキーの製造日ということです。

2010年より栽培を開始した「八重岳小麦粉プロジェクト」進行中。HPに
よると「この山で生まれ育ったシークヮーサーをパン種にし、この山で咲
いた寒緋桜のさくらんぼの酵母種を加えた自家製、八重岳野生種酵母種、
それに、この山で育った麦の命を吹き込んでいく。どんなものができるか、
たいへん楽しみにしています。」とのこと。何度も通いたくなりますね。

八重岳ベーカリーと山の散歩道

http://okinawa1.kanjiman.net/yaedake/

10:00-17:00
土曜日休
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森の食堂 smile spoon

もりのしょくどうスマイルスプーン

森の中のイギリスヴィンテージ空間。
地元の食材を活かした、手間暇かけた絶品洋風料理。
素敵すぎる空間なのに子連れにも優しい！

2日目13:00-14:15 ランチ
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伊豆味のメインストリートから、少しばかり
小道を入ると突如現れる、センス抜群のイギ
リスアンティーク空間。よく整備された芝生
と、白くリノベートされた沖縄古民家が素敵
な雰囲気を作り上げています。

コンセプトは地元の肉、魚、野菜などの食材
を、手間暇かけて調理するということ。
家ではちょっと作れないレベルのランチを、
おしゃれな空間で楽しむ。まさに旅ならでは
の非日常的な贅沢。

建物目の前の木には、
ツリーハウスとブラン
コがあり、遊び心も満
載。ブランコは小さい
子供は取り合いになる
こと間違いなし。(笑)

店内には、地元作家の
個性的なガラス作品、
アクセサリー、洋服な
どが多く展示販売され
ており、食事が運ばれ
る迄の時間もそれぞれ
に楽しむことができま
す。
店内の家具など眺めて
いるだけでもため息が
出るほど素敵ですよ。

よく整備されたお庭に、さわやかな白い家が似合います。

地元職人によるレアなガラス作品。

ワクワクするツリーハウスへの橋。
小さいお子様は大人同伴で。
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高い天井と白い壁、イギリスのヴィンテージ家具が映えます。

壁一面に美術館のように展示されています。

週替わりのメニュー。
記念に持ち帰りたくなります。
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センス抜群のオーナー夫婦。料理も、当然、美味しいに決
まってます。
メニューは週替わりで、前菜2品＋お魚またはお肉のメイ
ン料理＋デザート＋お飲み物がコース仕立で出てきます。
本当に美味しいので、複数で行った方は、それぞれ別なも
のを頼んで、肉と魚、どちらも楽しむことを強くおすすめ
します。この日の前菜は、前ページのスープとパスタです。
本ページのメインの肉魚、どちらもソースの一滴まで残さ
ず、バケットと共に食べたくなります。

ある日の肉料理。
とろける柔らかさ。

外はカリっと香ばしく。特製ソースを絡めて。
手間暇かかっていることを感じます。
地元の野菜もとても新鮮。
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センスの良いオーナー夫妻です
が、加えて、お心遣いがとても
感じられる方々です。
これだけおしゃれな空間である
にも関わらず、お子様連れへの
配慮も抜群。
写真のブランコ、絵本やおも
ちゃのコーナーだけでなく、ベ
ビーベッド（これもおしゃれ
(笑)）、ハイチェアー、ベビー
カーに加え、おむつ替えコー
ナーもあり、お子様連れでも歓
迎されていることに安心できま
す。

到着して、その素敵
な雰囲気に心躍らさ
れ、そして前菜から
メイン、そしてデ
ザートに至るまで、
本当に至福の時間を
過ごすことができま
す。

絵になる空間があち
らこちらに広がって
いますので、旅の思
い出にすべく、旅行
の同行者の写真を積
極的に撮ることをお
すすめします。

ブランコは木の枝から
吊り下げられたもの。

子供が退屈しないための仕掛けが沢山。

レモン風味のデザート。これまた絶妙。

家具は購入できるものもあります。
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素敵な空間で、そこいるだけでうれしくなる、森の食堂を紹介しました。
smile spoonという店の名前の通り、小さい子供も、みんな笑顔で食事を
しています。

本書では、2日目の遅めのスタートに合わせ、遅めのランチにプランして
みました。
遅くした理由はもう一つありまして、お昼の混雑時を避けるためです。
とはいえ、もちろん、事前に予約されることをおすすめします。

「手間暇かけることの価値」を改めて教えてくれる素敵なお店です。

森の食堂 smile spoon

http://okinawa1.kanjiman.net/smile-spoon/

11:00-17:00(16:00ラストオーダー)
水曜日休
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古宇利島/古宇利オーシャンタワー

こうりじま/こうりオーシャンタワー

アダムとイブ伝説の伝わる「恋の島」。
青すぎる海の上、約2キロの橋を、爽快にドライブ。
オーシャンタワーではカートに乗って古宇利ブルーを満喫。

2日目14:30-16:00 観光
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古宇利島は、本部半島を代表する、人気観
光スポットのひとつ。島を囲む青い、いや
青すぎる海がセールスポイントです。
2005年に全長約2キロの古宇利大橋が開通
するまでは、船でしか行けない、秘境的な
島であり、お店もほとんどありませんでし
た。今は、もろに観光地！で、あちらこち
らに、お店や施設があふれています(笑)。
しかし、その海の綺麗さは、当時と変わら
ないままに保たれています。

古宇利オーシャンタワーは2015年にできた
新しい施設です。海抜82mのタワーは、屋
内外の3つの展望フロア誇り、これまで以
上に高い位置から海を眺めることを可能と
し、古宇利の青をより一層楽しめることを
実現しました。
一階の入口から展望タワーまでは、自動運
転のカートで移動できます。マイナスイオ
ンをたっぷり浴びて素晴らしい景色と共に、
快適なドライブを楽しめます。

タワー内には、世界の貝を1万点以上集め
たというシェルミュージアムがあります。
いろいろと親子で学習できる施設となって
おり、子供にも人気です。さらっと見てい
るだけでも楽しめますが、数百万の値段が
付くといわれる幻の貝、リュウグウオキナ
エビスも展示されてるとのことで目に焼き
付けておいてください♪どこかで見つけた
際に、そのチャンスを逃さぬよう。
沖縄にはいませんが。(笑)

カートは沖縄らしい植物に囲まれた道を走る。

たまに来るピンク色のカート。女子に人気。

意外に見ごたえのあるシェルミュージアム。

珍しい貝が工夫を凝らして展示される。
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左の写真のける眼下のエ
リア、つまり、古宇利大
橋の付け根のエリア(島
の南側)では、橋の両側
に古宇利島のメインの古
宇利ビーチがあります。
また島に来た人を迎える
べく、道の駅のような施
設や、多くの店が立ち並
んでいます。これらは来
る度に、その数が増えて
るように見えます。

一昔前にJALのコマー
シャルで取り上げられ、
一躍有名になった、海に
浮かぶハート型の岩、
「古宇利島のハートロッ
ク」はこれと反対側(北
側)のティーヌ浜にあり
ます。

島内は、島をめぐる周遊
道路が海沿いを走ってお
り、これを通ることで一
周できます。

一周しても、5分程度で
すので、一度巡ってみる
のも良いですね。

タワーの最上部、屋上エリアの展望台には、金
色の鐘があります。
恋人同士であれば、ぜひ鳴らしてみましょう。
まぁそうでなくてもせっかくなので、鳴らして
みましょう。(笑) 何かいいことあるでしょう。
古宇利タワーには、その他、眺望抜群の喫茶店
もあります。この景色で飲むコーヒーはさぞか
し美味しいことでしょう。

気候の良い時期は最高！の屋外のカフェ。
眼下に古宇利大橋を見下ろす。

タワー最上部の展望台。記念撮影スポット。

海抜82mの古宇利オーシャンタワー。
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古宇利ビーチの浜と波。静かな時間が流れます。

橋と海も絵になります。ブルーが濃淡を連ねます。
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島内には多くのカフェがあります。日々個性的なカフェが増えているようです。
橋のたもとのビーチは、遠浅です。橋の下なら日もよけられます。

ロケーションカフェにおいては、眼下に広がる景色が最高のごちそうです。

たとえ夏でなくても、暖かい日なら、足だけつかることが可能です。
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アダムとイブ伝説の残る、恋の島古宇利島。
ロマンティックな古宇利ブルーを満喫してください。
本部方面からのアクセスはワルミ大橋経由で！

なお、アダムとイブの聖書物語に似た、古宇利島に伝わる神話の概要は以
下。
「その昔、古宇利島に男女二人の子供が降ってきた。
彼らは全くの裸でありながらそれを恥ずかしいとは思わなかった。
毎日天から落ちる餅を食べ、何不自由なく暮らしていたが、ある日突然、
「もし餅が降らなくなったらどうしよう」と懸念を覚え、それから毎日少
しずつ食べ残しそれを蓄えるようになった。ところが二人が貯えを始めた
ことを境に、餅は二度と降らなくなった。
やがて二人は浜で生活するようになり、食を得るために魚や貝を捕って生
活することとなる。これが労苦の始まり。
またジュゴンの交尾を見て男女の違いを意識し恥部をクバの葉で隠すよう
になる。
その後、時は経ち、この二人の子孫が増え、琉球人の祖となった。」

古宇利島/古宇利オーシャンタワー

http://okinawa1.kanjiman.net/kouri-ocean-tower/

9:00-18:00（最終入園17:30)
年中無休
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DINO恐竜PARK 
やんばる亜熱帯の森

ディーノきょうりゅうパーク
やんばるあねったいのもり

元祖紅芋タルトで有名な「お菓子御殿」が作った
沖縄版ジュラシックパーク!?
「恐竜 x やんばる」の意外なおもしろさ!?

2日目16:30-17:30 観光
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よっ！
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元祖紅芋タルトで有名な「お菓子御殿」の名護店に併設する、2016年オープンの恐竜
パークのご紹介。約1億年前から生えていたといわれる「ヒカゲヘゴの原生林」が生い茂
る亜熱帯の森で、約6,600万年前に絶滅したといわれる恐竜達が復活します。
「恐竜時代って、まさにこんな感じだったんだろうなぁ？」と、タイムスリップした感
覚を体験でき、あまり期待しないで行くと、それなりに楽しめる、そんな施設です。(笑)
園内の恐竜は、凶暴なティラノサウルス、首長のブラキオサウルスなど、おなじみの恐
竜たちをはじめとして80体以上。中には、動いたり、声を出す恐竜もいて、それなりに
リアルです。小さい子供であれば、かなり興奮or怖がることでしょう。深い森の中、整
備された遊歩道を、ワクワク感を持って歩くだけでも、結構気楽しいものです。

入り口近く、いきなりのお出迎え！

太古から変わらない景色か!?
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「亜熱帯の森」というだ
けあり、園内には、様々
な植物が生い茂り、季節
にもよりますが、様々な
個性的な花を見つけるこ
ともできます。

貸出タブレット(有料)を
用いれば、現実の世界に
仮想の恐竜を登場させる
AR(各超現実)の世界を楽
しむことができます。
例えば、子供の周りで恐
竜が暴れる様子がタブ
レットに映し出されます。
これもそれなりに面白い
です。

迫力のティラノサウルス！

AR体験を楽しめるタブ
レット。

季節に応じて様々な花が咲くとのこと。
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園内では、その他、キッズスペースとして、乗れる恐竜があったり、恐竜
系のグッズを購入できる恐竜ショップなどがあります。

お菓子御殿名護店の施設のため、同じ敷地内で、元祖紅芋タルトをはじめ
とするお菓子御殿のお菓子を購入することが可能です。（めちゃにぎわっ
てます）

さらに、沖縄の歴史と文化を学ぶことができる「沖縄歴史民俗資料館」も
併設されており、お菓子御殿の経営者の私物として集められた貴重なもの
が数多く展示されています。ちゃんと学ぶこともできますが、良く集めた
ものだ、と別な意味で関心できます。(笑)

DINO恐竜PARK やんばる亜熱帯の森

http://okinawa1.kanjiman.net/dinos/

9:00-18:00(17:30最終入園)
無休
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革人

かわんちゅ

旅の記念になる、こだわりの革製品。
オリジナルのメッセージを加え、さらに愛着を♪
お求めやすいものから、豪華なものまでいろいろ！

2日目18:00-19:00 買物
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革人は、その名の通り、革の職人さんのお店です。

メインは、島ぞうり。いわゆるビーチサンダルです。
島ぞうりにしては、少し高級なものとなりますが、旅の記念に、少し贅沢してはいかが
でしょうか？

製品にもよりますが、革には本部の牛（本部牛）を使うなど、地元のものを積極的に活
用することを心掛けているようです。

島ぞうりは、鼻緒など、それぞれ好きな部品を選ぶことができます。
選んだ部品の組み立ては、職人がしっかりと行ってくれます。

購入した島ぞうりには、島ぞうりには、無料で、絵や文字を焼き付けることができます。
（もしくはハンマーで刻印も可能です。）
世界に一つだけの島ぞうりの完成です。

刻印は割と簡単で小さい子供でもできます。
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店内には、島ぞうりの他にも、沢山の種類の革製品が並んでいます。
安価なものから、高価なものまでありますが、いずれも、個性抜群の品々で、きっと長
く愛用頂けるものと思います。
筆者は車のキーケースを探していたので、それを購入し、小学生の娘に、日付や名前、
絵柄をハンマーで刻印させました。
革製品は使えば使うほど、馴染み、愛着が出てくるのですが、旅の思い出が重なると尚
更です。お気に入りの逸品をぜひ探してみてください。

渋さが際立つ、シガレットケース。大人な感じ。

記念にひとつ、良いもの買うのもいいですね。

沖縄らしいミンサー柄。

アートなアイテムであふれる工房。
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革製品は、いわゆる手の込んだ高級品となりますので、それなりの価格になりますが、
実は、うれしいことに、アクセサリー、キーホールダーなど、数百円から購入可能なも
のも取り揃えています。安くても、ご覧の通り個性的で、存在感抜群です！
自分用に、そしてお土産に、幅広くご活用ください。

水族館へ行く際には
必ず見かけます。

お求め安くてかわいいもの、沢山あります！

さすがぞうり屋さん！
芸が細かい！

明るい色が南国にあいますね。

個性的なものも！
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島ぞうりを革で作る、とはまた大胆なことをするお店だと思いました。（笑）
それなりに高価なものとなりますので、当然耐久性が気になると思いますが、
この疑問に革人代表の、池田さんが自らが答えてくれています。
なんと、この写真の革ぞうりでNAHAマラソンを完走したとのことです。
実はその後も、同じぞうりで追加で2回も完走したとか。（笑）
とてもユニークなお話し好きの池田さん。まぁ、よーやるわ。って
感じですが、とにもかくにも、その耐久性はお墨付きのようです。
水族館に行く途中、必ず通る場所にありますので、まずはお気軽に立ち
寄ってみて、池田さんと、沖縄のこと、本部のこと、革製品のことなどなど、
いろんな話をすると、楽しいと思います。

革人

http://okinawa1.kanjiman.net/kawanchu/

10:00-19:00
火曜日休(ただし7-9月は無休)
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美ら海太郎

ちゅらうみたろう

本部半島のスーパースター
伊波秋杜の歌が楽しめる沖縄民謡居酒屋

2日目19:15-21:45 夕食
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2日目のディナーは、こ
れぞ沖縄！を満喫でき
るお店をご紹介。

地元の食材を使用した、
鮮度の高い沖縄料理、
そして、沖縄旅行にか
かせない！「沖縄の島
唄」を無料で楽しめる
お店です。

座敷席、テーブル席と
用途に合わせて選べて、
どの席からもステージ
を楽しめます。

沖縄居酒屋ではかかせない、ゴーヤーチャンプル！
まずはこの一品！

沖縄の海からの恵み、もずく。
島唄ライブは、座敷席からも
ちゃんと見れます。

やはりオーダーしたくなる
海ぶどう。
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写真左上は、紅芋の揚げ物料理。見た目は地味ですが（笑）素材が良くいかされていて
素朴ながらもいい味しています。右上は、沖縄そばをベースにした焼きそば。沖縄そば
ならではの食感と共にお楽しみください。
本部の海岸で取れる貝は新鮮そのもの。海ぶどうと共に。
民謡居酒屋でありながら、料理もちゃんとしたものが楽しめるのも、おすすめのポイン
ト。今帰仁出身の店であり（次ページ参照）地元の豚も楽しめます。

素朴な美味しさ。 やきそばは沖縄そば
をベースにしたもの。

新鮮なコマ貝は、地元の海からの取り立て。
潮の風味がたまらない。

豚も良質のものを楽しめます。 川エビ素揚げも
パリッとした食感。
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沖縄民謡を聞かせてくれるお店は、県内に数多くあり
ますが、この界隈ではこのお店がダントツでおすすめ
です。
歌い手は、伊波秋杜/いはしゅうと。（県外にライブ
で出ている以外はほぼいるようです。）
ご覧の通りまだ若いのですが、顔良し、唄良し、トー
ク良し、と三拍子そろって文句のつけようがありませ
ん。
本部半島の今帰仁出身の彼ですが、まさに地元のスー
パースターといっても過言ではないでしょう。

大体7時半ごろから、および9時半ごろから、毎日2ス
テージ程度行うようです。（要確認）

なお、混雑具合にもよりますが、ホテルの無料送迎も
行っているようです。お酒飲みにはありがたやー。

伊波秋杜は、顔は二枚目ですが、
ステージでは、意外にも！？三
枚目です。（笑）最後はか
ちゃーしー（手を振ってみんな
で踊る）で閉まるステージは、
いちゃりばチョーデー（出会え
ば兄弟）の一体感にあふれ、思
い出に残る楽しい夜になる
こと間違いなしです。

最後はみんなでカチャーシー。
恥ずかしがらず、自由に踊りましょう。

若手実力派、伊波秋杜の素晴らしいライブは
旅の思い出になること間違いなし。
ライブチャージ無料はお得！

ライブ終了後は記念撮影を！
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この「美ら海太郎」は、同じ本部半島の隣町である今帰仁村にある、人気店「ちゃんぷ
るー」の姉妹店です。

じつは、伊波秋杜も、毎晩2店かけもちで、ライブを担当しているようで、行ったり来た
り、合計5回程度移動してるようです。（笑）

ですので、もし「美ら海太郎」が満席の場合には「ちゃんぷるー」を検討してみてくだ
さい。車で15分くらいの距離であり、メニューも含めてほぼ同じ楽しみ方が可能です。

今帰仁出身ということで、泡盛には、今帰仁を代表する「美しき古里」が並びます。
地元の食材を活用した沖縄料理に地元の泡盛が合わないわけはありません。
そしてそれに加えて、地元の伊波秋杜の、心にしみる島唄。
これぞ沖縄！を心行くまで満喫してほしいと思います。

今帰仁村を代表する泡盛である「美しき古里」が並びます。
是非試してみてください。

島唄、海の声など、心に響く歌を、楽しめます。

ライブはテーブル席からも
楽しめますので安心です。
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沖縄旅行で必ずやらなくてはならないことの一つに
「生で島唄を聴く」というのがあります。（きっぱり！）
とはいえ、数多くのお店があり、どこを選んで良いか
わからないと思います。
実際、観光客相手に、適当にやっていると思えるところも多くあり、唄の
レベル、ステージのおもしろさ、チャージ料、など当たり外れが激しいよ
うに思っています。（それぞれ否定するわけではありませんが。）

ここでは、県内の数多くのお店を回った筆者kanjimanが本部半島で一押し
の伊波秋杜のお店を紹介させていただきました。

島唄大好きのkanjimanとしては、このお店への訪問をきっかけに、島唄を
好きになってくれると嬉しいです。

美ら海太郎

http://okinawa1.kanjiman.net/churaumi-taro/

17:30-0:00(ラストオーダー23:30)
日曜日休
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本部編 Day3
3日目は沖縄ならではのアクティブな体験をしつつ、
本部の希少性豊かな「ここだけ」に出会えるプランです。
夜は、実力派本部飯をこぎれいな空間で♪

7:15 出発

7:30 食処ニライ亀蔵（朝食）
早朝から和洋朝食を出してくれる貴重なお店！

8:45 トロピカルフィッシング
手ぶらで参加できるお気軽な船釣り。色鮮やかな魚をゲット！

11:30 ドライブインレストランハワイ
自ら釣ったトロピカルな魚を調理してもらえます。

アメリカ世を思い起こさせる歴史的なドライブインで実食。

13:15 アイスクリンcafeアーク
沖縄本島で最も海が綺麗に見える場所。
高台の個性的なカフェでさっぱりアイスで口直し。

14:45 塩川
なんと世界に2本しかない、原因不明の「塩水の流れる川」。
世界遺産級スポットがさりげなく本部に。(笑)

15:15 やんばるガラス工芸館
自分だけのオリジナルグラスを作成します。常識を覆す、
お土産コーナーの「耐熱琉球ガラス」は世界でここだけ！

16:30 野草茶屋しみんや～
野草茶を沖縄民家で。心と身体を休ませるひととき。

17:45 もとぶかりゆし市場(Day4朝食購入)
本部の名産品はここに集結しています♪
翌日の朝食に本部だけの味を。

18:30 和琉酒ダイニング良風
これぞ本部の味。かつお飯は絶品。おしゃれ空間で楽しむ、本
部産素材を活かした絶品料理の数々。
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食処ニライ亀蔵

しょくどころニライかめくら

朝7時からしっかりとした朝食を提供する貴重なお店！
朝からしっかり食べたい方に！

3日目7:30-8:30 朝食
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朝早くからでも、しっかりと
した朝食を食べたいという方
に、ニライ亀蔵のモーニング
メニューのご紹介。
老舗の居酒屋さんが、がん
ばって早起きしてくれるのが
何ともありがたい。
朝7時から、和定食、洋定食、
ホットケーキ、トーストを提
供してくださいます
コーヒー、紅茶は全てのメ
ニューについており、セルフ
サービスで楽しめます。
和の落ち着いた空間で一日の
始まりをしっかりスタート。

バランスの良い和定食。もずくや、漬物、梅干しがうれしい。

広々とした店内。一人でも利用しやすい、
カウンター席もあります。

コーヒー、
紅茶はセルフサービス。

個室が多くあり、
家族連れも使いやすいです。
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ニライ亀蔵は、コストパフォーマンスの良い居酒屋として知られており、地元の人に愛
されいてるお店です。夜には、お店の前には多くの車が泊まり、地元の人を中心に、連
日賑わっています。
本書は、5日間のプランということで、5回の朝食を提案しています。それにあたり、い
ろいろと本部の朝食事情を調べましたが、ホテルを除いては、朝7時からこれだけしっか
りとした朝食を提供しているのは、ニライ亀蔵だけと思われます。
写真のように、和定食も、洋定食も、数多くの食材が混ざって提供されており、しっか
りとしたボリュームで、かつバランスの良い朝を楽しめます。

洋定食は、おかずに、トーストが付きます。サラダもあって、バランスも良い感じ。

子供にはホットケーキが人気。
はちみつとバターをたっぷりかけて。
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コンビニご飯は嫌だ！という人は、ぜひ、ニライ亀蔵の朝食を！
朝7時からの提供に感謝！

食処ニライ亀蔵

http://okinawa1.kanjiman.net/kamekura/

モーニング 7:00-10:00
居酒屋営業 17:00-0:00
月曜日休
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トロピカルフィッシング

トロピカルフィッシング

手ぶらでＯＫ！
2時間で気軽にできる船釣り体験。
色とりどりの魚を釣り、ランチに食べる！

3日目8:45-11:15 体験
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沖縄の綺麗な海に住むトロピカルな魚たち。せっかくなので釣って、食してみてはいか
がでしょう？瀬底大橋近くのもとぶつりぐ店が提供する「トロピカルフィッシング」は、
初心者でも手軽に、手ぶらで参加し、かつ2時間という短時間で楽しめる船釣りプログラ
ムとして設計されており、好評です。もとぶつりぐのホームページで予約をする際に、
に釣った魚をその後食べるかどうか決めます。食べる場合には、ランチは後述の「ドラ
イブインハワイ」というレストランでの調理となります。
出発は本部港の隣の浜崎漁港。瀬底大橋の少し南側です。
船は何艘かあるようですが六人乗りの小型船。屋根も、テーブルも椅子も、簡易ながら
トイレもついてるので快適です。お菓子と飲み物を持ち込み、いざ出発！

こじんまりとした船ですが、必要なものは大体揃っています。

海風が気持ちよく、気分も盛り上がります。
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釣りのポイントまでしばしの間快適な海の旅です。
なお、ポイントにより釣れる魚は違うようですので、
食べて美味しい魚を釣りたい！と船長に伝えると良い
でしょう。

ポイントに到着すると船長からの釣り講座が始まりま
す。船長はとても親切で、初心者や小さい子供にも丁
寧に教えてくれます。トロピカルフィッシングでは、
２つの針が着いた仕掛けを使います。餌は冷凍エビ解
凍したものを使います。生きた釣り餌が苦手な方も安
心ですね。同時に２つ餌を着けて釣りますので魚群に
当たると二匹同時に釣れることもあります。引きが強
いと思ったら、二匹掛かってた、というのは割と良く
ある珍しくない光景で、テンション上がります！

船長さん、みな、とっても親切♪

冷凍エビを餌として使います。
丁寧にやり方を説明してくれます。

釣り針2本なので、ダブルで釣
れることもしばしば。
テンションマックス！

餌をちゃんとつけてあげれば、
小さい子でも、沢山釣れます。
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釣れたらまずは記念撮影！
せっかく撮るなら沖縄らしいカラフルな魚が良いです
ね。

魚の種類によっては、体に尖った場所があり、手を怪
我する可能性のあるものもあるとのことなので、釣れ
たら針を外す前に、船長に見てもらいましょう。

これまでの経験的には、だいたい一人あたり、五匹か
ら十匹くらいは釣れているように思います。
まあ、自然が相手ですので、必ず釣れる保証はなく、
釣れないこともあるかも知れませんがそんな場合は、
クルージングと割り切りましょう。

青い海を潮風受けて走るのは、とても気持ちが
良いものです。

釣れた魚はバケツに入れま
す。
あとでランチに食べる魚た
ちです。なるべく自分が
釣った魚をたべたいもので
すね。でかい魚が釣れた場
合は刺身、そうでないもの
は揚げ物になるのが定番で
す。
種類によって、食に適した
魚とそうでない魚がいるよ
うです。（笑）

あんまり小さい魚は海に返
してあげましょう。

瀬底島近辺での釣りとなります。

とりあえず一匹釣れたら
記念撮影！

カラフル！
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釣れた魚を運ぶ際にはクーラーバックを使います。もとぶつりぐ店で購入することが可能
です。本書のプランではすぐ近くのレストランで調理し、ランチとして食べる流れとなり
ますが、例えば夕食として食べる場合には、本部であれば「居酒屋くえぶぅ」を利用でき
ます。（これももとぶつりぐ店経由で予約します。）
また那覇の持ち込みオーケーの居酒屋に行くといったプランもありです。（必ず事前にお
伝えすること。）下の写真は那覇の居酒屋に持ち込んだ際に、魚を並ていただき、撮影さ
せていただいたものです。
釣果によっては、食べきらないくらいの量になります。（笑)
さて、では、ランチに魚を食べるべく、これを持ってレストランへ向かいましょう♪

購入できる簡易クーラーボックスに入れ
れば夕食に食べるのも大丈夫です。

この写真は、那覇の居酒屋に持ち込んだときのもの。魚置き場に並べていただきました。
(本書のプランでは、ランチタイムに、近場のレストランで魚を調理頂く流れです。)
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もとぶつりぐ店のホームページにて、空きを見て、予約を
行えます。
1週間前までに予約をするとかなりの割引になりますので、
お早めに！
なお、もとぶつりぐ店では、トロピカルフィッシング以外にも、大型の魚
を狙う中級者以上向けのツアーや、気軽にそのあたりで釣りを楽しむ為の、
貸竿なども行っております。
沖縄ならではの、カラフルで派手な魚釣りを楽しんでください。

トロピカルフィッシング（もとぶつりぐ店）

http://okinawa1.kanjiman.net/tropical-fishing/
7:00-20:00
第三水曜日休（11-4月）
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ドライブインレストランハワイ

ドライブインレストランハワイ

創業40年のレトロな雰囲気の漂う、ドライブイン。
トロピカルフィッシングとの提携により、
釣りたての魚を調理してもらいましょう！

3日目11:45-13:00 ランチ
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沖縄ではそれほど珍しくないドライブイン。アメリカ統治時代の影響か、ここに限らず、
どことなく古き良きアメリカの面影が漂い、それに昭和の沖縄のテイストが加わる。
レストランのメニューも同様で、アメリカやハワイらしい、ステーキ、ロコモコなどに加
えて、沖縄そばや海ぶどう、沖縄レストランの代名詞、ボリュームたっぷりのＡランチ～
Cランチが楽しめます。
本書では、釣った魚の調理としてこのレストランを組み込んでいますが、Ａランチは「コ
ザＡランチ選手権」の初代グランプリに輝いた実績を持ちます。興味があればぜひ。
店内に置かれた、ジュークボックス。いったい、何時のものなのでしょう？

年季の入ったジュークボックス。もう今の子たちは知らないモノですね。

長く愛されているファミリーレストラン
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トロピカルフィッシングで釣った魚の調理は、おひ
とり1,200円。(2018年3月現在。ただし量によって
は追加料金の場合も有り。)
別途300円のご飯セット(同上)を頼むのが良いで
しょう。
大きな魚が釣れたラッキーな方はお刺身が食べれま
す。そうでない場合には、大体揚げて、塩や煮つけ
で食べます。これらは基本おまかせでＯＫです。
本部には、他にも美味しいランチスポットがあるの
で、釣りだけを楽しむのもアリだと思います。この
後、カフェとしてプランする「アーク」でのランチ
もおすすめです。

刺身になるのはよほど大きな魚が釣れた時だけです(笑)

基本はこんな感じで揚げられて出てきます。魚によって塩味と甘辛と。 105



アメリカの影響を受けた沖縄。
これも沖縄のひとつだの姿だと筆者は思っております。
地元民、観光客に40年以上に渡り愛されているドライブインでのランチも
なかなか感慨深いものです。
ジュークボックスの曲、お分かりになりますか？いつまで現役で動いてい
たか、想像ができますね。

ドライブインレストランハワイ

http://okinawa1.kanjiman.net/hawaii/

11:00-21:00(水曜日のみ16:00迄)
木曜日休
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アイスクリンcafeアーク

アイスクリンカフェアーク

沖縄本島No.1の絶景!?が楽しめるロケーションカフェ。
アニメの世界から飛び出してきたようなユニークな建物。
本島屈指の撮影スポットです！

3日目13:15-14:30 カフェ
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沖縄本島には、沢山の「海の絶景を楽しめる場所」がありますが、筆者はここから見る
海が一番だと思います。
とてもユニークな外観の建物には、展望台となるスペースが沢山あり、いろいろな場所
からこの最高に贅沢な形式を楽しむことができます。

沖縄本島では、この浜元地区の海が一番青いように思います。

思い切った外観。まるでジブリの世界ですね。 108



「アイスクリンCafeアーク」はその名の通り「アイスク
リン」の直営カフェです。沖縄の高校生のバイトといえ
ば、道端にパラソル出してのアイスクリン販売。ビック
アイスという名前で売ってる、あのアイスクリンです。
観光客の方も、一度は見たことがあるのでは？
このアイスクリン、とってもさっぱりしていて沖縄の暑
い気候に良くあいます。本書では、魚を食べたあとのお
口直しに、プランさせていただいております。

遠くに見えるのは瀬底島と瀬底大橋

窓から切り取られた景色も贅沢です

これが噂の「アイスクリン」。
シャーベットっぽい感じで、
暑い季節に特におすすめ。
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屋上からの眺め。
ここで全員並んで記念撮影はいかがでしょう？
年賀状に使えますね。
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アークには沢山のお部屋があり、こ
の他にも屋上席もあります。どこか
らも絶景が楽しめます。
ぜひお気に入りの場所を見つけてく
ださいね。

常時10種類以上のフレーバーがそ
ろっています。沖縄ならではの
味がやはりおすすめですね。

もちろん、ランチメニューもあります。
「ココナッツミルクのイエローカリー」はかなり
の辛さですが、これがまた良い！
ランチは全てスープや、ドリンク、そしてアイス
クリンが、なんと3種類も付きます！

店内も広々しています。奥にはアイスクリンの並んだカウンターがあります。

見た目ではわかりませんが、本格的に辛いです！

オリジナルのアークスペシャル。

カウンター見るとウキウキします
ね。
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沖縄本島では、このカフェのある本部町浜元の高台から見下ろす海が一番
きれいだと思います。ブルーのグラデーションが幾重にも重なり、所々に
白砂が顔を出し。

このカフェは、ユニークな建物の屋上まで自由に上ることができますが、
屋上からは本当に360度の絶景を楽しめます。
瀬底島、伊江島、など、離島も眺めることができ、旅の記念撮影に最適な
場所のひとつです。

アイスクリンCaféアーク

http://okinawa1.kanjiman.net/arc/

11:30～18:00(ラストオーダー17:30)
※水木はランチの提供はありません
第一日曜日休
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天然記念物 塩川

3日目 14:45-15:05 観光

てんねんきねんぶつ しおかわ

本部町の隠れた名所！
なんと世界にたった２本しかない特殊な川が本部に！
世界遺産級!?の天然記念物、その正体は、今だ謎！
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塩川、その名の通り、塩水の流れる川です。川は淡水なのが常識ですが、では塩水の川が
どれくらい珍しいかと言いますと、なんとプエルトリコとここ本部の2つだけとのこと！
上記看板に書かれた説明文は以下の通り。
大変貴重で、かつミステリアスなスポットであることがわかります。
「この塩川は海岸線より150ｍ余の陸地内部にあって海面上1.29m～1.49ｍの岩間から
常時塩水を湧水している世界でも珍しい川で昭和47年5月15日、国の天然記念物に指定
された。この塩川の湧出機構については岩塩層説、サイフォン説、地下空洞説などいろい
ろあるが、確定的なものは未だにない。これまでの調査によれば、①潮位と水位(湧出量)
は比例する。②湧出量と塩水濃度は逆比例の関係にある。③海水に陸水が混合したもので
岩塩層説は全く否定される。塩水の流れる川は世界でもここ「塩川」とプエルトリコの
二ヶ所しかなく貴重な川である。」

世界にたった2本しかない塩水の川。もっと大々的に宣伝すればよいのに。(笑)
説明書きも薄れつつあります。

いったいどんな生き物がいるでしょう？
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塩川は鍾乳洞からの湧水を水源としている全長約300ｍの短い川で、実はこの短さも日本
一とか？生き物も生息しており、塩分の濃度が様々なのか、ボラやハゼの仲間など海の生
き物だけでなく、テナガエビやヌマエビといった川の生き物もいるようです。不思議！
実際に、川へ下りていくと、上記のような川幅が少し広い、趣のある場所があります。
若干、枯葉など交じり、微妙ですが(笑)せっかくですので、水を舐めて、しょっぱいかど
うか試してみてはいかがでしょうか？

また、この塩川には、これまた日本で唯
一、絶滅の危機があるといわれている紅
藻類の「シオカワモッカ」が生息してい
ます。

小さい御嶽、および次ページに示す拝所
もあります。
どのような歴史があるのかわかりません
が、これらも含めてミステリアスな場所
です。
しかし、この「塩川」まったく整備され
てないのですが、本部観光協会、しっか
りしてくれー。

木が川をまたぐように生えていて、ちょっと雰囲気のある空間を演出しています。

塩川へと降りる階段。
ミステリアスな雰囲気が出ています。

御嶽を発見。いったいどのようにして使われ
ていたのか、謎が深まります。
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世界で2つしかない塩水の川。しかも日本一短いとか。
加えて、日本ではここしか生息しない紅藻類も。
でも、あまり盛り上がっていないのは何故でしょう？
それだけ本部には見どころが多いということなのでしょうか？(笑)

写真の拝所は、塩川の流れる観光できるエリアの少し奥の方にあります。
火之神御母神、滝の神ビジュル、泉の神が祀られた神聖なパワースポット
です。

天然記念物 塩川

http://okinawa1.kanjiman.net/shiokawa/

※国道449号線沿い、塩川バス停近く。
看板があります。
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やんばるガラス工芸館

3日目 15:15-16:15 買物/体験

やんばるガラスこうげいかん

恐るべし本部の実力！
これまた、日本でここだけ、いや世界でもここだけ！
“耐熱”の琉球ガラスを売ってます！
琉球ガラスでコーヒーを飲みたい？その夢叶えます！
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沖縄の食卓を彩る、琉球ガラス。沖縄土産の
定番ですね。戦後、資源が少ない時代、米軍
基地で捨てられたコーラやビールの空き瓶を
溶かして再利用したことからその歴史が始ま
ります。
ここ本部にも、ガラス工芸館があり、「吹き
ガラス体験」ができ、世界でたった一つの自
作のグラスなどを作ることができます。引き
取りは翌日となるので、うまく計算してプラ
ンすると良いですね。（後日郵送も可能）

店頭にはアウトレット品も並びます。
自分使いであれば、アウトレットもありですね。

裏手には海岸が広がります。
待ち時間があれば散歩するのも良いですね。

店内には所狭しと作品が並びます。 118



吹きガラス体験の所要時間は15分ほど。
子供はより多くサポートいただけます。
午後は15時半から（および13時から）
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さて、ここで本部の自慢をもう
ひとつ。
なんとこの「やんばるガラス工
芸館」、耐熱の琉球ガラスを製
造・販売しております。
世界でここだけだと思います！
(他にもあったら教えて！)
「琉球ガラスでコーヒーを飲み
たい」そんな想いから生まれた
コーヒーカップとのこと。
これまで、泡盛と氷、水との絵
しかなかった琉球グラス。今後
は、コーヒー、紅茶、あちこー
こー（出来立ての熱々の状態）
の料理との組み合わせが広がっ
てくることでしょう。
この店でしか作れない、ちょっ
とこだわりのお土産、いいで
しょー。琉球ガラスで熱燗を、なんてことも。うーん。すごい。

耐熱琉球ガラスって結構すごいことだと思うのですが、
これまたあまり宣伝されておらず。(笑)
本部のこういうところ、嫌いじゃないです。(笑)

様々な製品が並びます。
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今や、芸術家が繊細な技を競い合っている「琉球ガラス」の世界。
いろんな工房、ショップで「これまで見たことない芸術作品」に出会うこ
とができ、素晴らしい世界が広まっています。

一方、その魅力は、繊細さを追求する方向だけではないと筆者は思ってお
ります。琉球ガラスって、ごつごつして、アンバランスで、ガラスが分厚
くて。空き瓶の活用からその歴史が始まったことを考えても、あまり細か
いことを気にしない、どこか南国らしい、おおらかで、素朴な魅力がある
のかもと思っています。
子供が作った、不格好なグラス。日に日に愛着が湧いてきます。

やんばるガラス工芸館

http://okinawa1.kanjiman.net/yanbarukogeikan/

売店営業 9:00-18:00
(体験は15:30が最終回)

体験の申し込みは事前に電話で行いましょう。
売店は無休。体験は日曜日休。
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野草茶屋しみんや～

3日目 16:30-17:30 喫茶

やそうちゃやしみんや～

体も心も綺麗にする「野草茶」体験。
築60年の趣のある古民家で、贅沢な一息を。
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「野草茶屋しみんや～」
は本部の街の中心部から、
少しだけ小道を入ったと
ころに佇む癒し空間です。
ここに長居して、地元の
方とお話していると、沖
縄移住が頭をよぎる、そ
んなお店です。(笑)
訪れる者をどこか懐かし
い気持ちにさせる、趣の
ある古民家は、オーナー
店主の生家で、築60年
とのこと。
周りを緑深い山々に囲ま
れており、すぐ近くが街
の中心部とは思えない大
自然の恵みにあふれてい
ます。よく手入れされた
お庭には、月桃、シーク
ワーサーをはじめとした
沖縄の野草、薬草たちが
イキイキと育っており、
自然と共生する美しさを
感じることができます。

本書のプランでは、自家製の
野草茶を飲み、心と体を癒し
ていただくことを目的として
組み込んでいます。
お庭には、様々な野草が天日
干しされています。これもま
た絵になる光景です。
太陽のエネルギーを十分に吸
収した様々な野草を、独自の
配合でブレンドした「やんば
る野草茶」。お湯を注ぐ前に、
野草の匂いも十分に楽しむこ
とをおすすめします。

野草はポットに注がれる
前に、上記のように、並
べて提示されます。
左の方にあるオレンジは、
シークヮーサーの皮。
お庭で干している、その
様子を、香りと共に楽し
むと、とても癒されます。
本部の地元の産物が、沖
縄の昔ながらの生活スタ
イルの中で使われていく
様子。これを垣間見るこ
とができるのは、とても
贅沢なことですね。

ポットになみなみと注がれた野草茶は、
沖縄黒糖やチョコレート共に。

日干しされている野草から、
ほのかな香りが。

ポットに入れられる前に、一度、並べて見せて頂けます。
先に、香りを楽しむのがおすすめです。
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琉球民家の軒先での、日干しの光景は、
どこか癒しを与えてくれます。

素朴な看板が素敵です。

シークヮーサーの中身。
どのように使うのか聞いてみると良いでしょう。
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上記は喫茶エリアのカウンターでお
茶を楽しんでいる様子ですが、もと
もと普通に生活をしていた民家をお
店として開放していることもあり、
他にもいくつかの部屋、テーブルが
あります。親戚の家に遊びに来たよ
うな感覚になり、長居しちゃいます。

野草茶は、冷え性の方におすすめの「しみんや
～ブレンド」、便秘がちの方におすすめな
「すっきりブレンド」（その「すっきり」か！
(笑)）、その他の効用のある「やすらぎブレン
ド」と3種類が楽しめます。
体調や目的に合わせてどれを選ぶか相談すると
良いでしょう。
知識豊かで、とても親切なオーナーが優しく丁
寧に説明してくださいます。

店頭入り口にはそれっぽい看板も。

3種類のブレンド。
その目的に合わせてお選び下さい。

疲れ気味の時、温かい野草茶を飲むと、
身体の隅々まで良い成分が行き渡っていくように感じます。
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ずらりと並べられた乾燥茶葉。これらを自由にブレ
ンドすることで、その時々にベストなお茶を入れる
ことができるのでしょう。
前述の3種類のブレンドは、小分けにされており、
1袋200円から、購入できます。これまたオリジナ
リティあふれるお土産で、好まれることでしょう。
ちなみに、熱湯注いだあとの茶葉も、2日間ほど足
し湯で楽しめるとのこと。沖縄の長寿の秘訣、地元
に持ち帰りたいですね。

今回、喫茶として紹介しましたが、当然、ランチと
しても、素晴らしい体験ができおすすめです。
目玉は「野草入りじゅうしい」(650円、2017年12
月現在)。雲南百楽、かずら、よもぎ、さし草、人
参、かぼちゃが入った、11種類でブレンドした雑穀
米の雑炊です。野草の香りたっぷりで、美味。そし
て当然、体が喜ぶこと間違いなし。

雑穀米は、白米、はいが米、
押し麦、もち米、マージン、
黒米、大豆、いりごま、押し
はだか麦、玄米、キヌアの11
種類のブレンド。
1人前200円で、持ち帰り用も
あるとのこと。
その他、ランチでは、野草入
りひらやーちー(沖縄のお好み
焼きみたいなもの)、サンド
イッチなどもあります。ひと
つひとつ手作りなので、どう
しても時間がかかるので、ラ
ンチするなら余裕を持って。

まさに野草茶博士！圧巻です。

その場で摘むのって結構贅沢♪

絶品の「野草入りじゅうしい」。
体に良いに決まっています。
よもぎの葉がいいアクセントになっています。
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本当にとても素敵なお店です。隠れ家ですが、紹介しちゃいます。
お店に来られた本部の方と交流できるかも。
沖縄に行くと私の場合、どうしても、毎晩飲みすぎてしまい、肝臓はじめ、
3日目あたりから、いろいろしんどくなってきます。そんなとき、ほっと
落ち着く野草茶屋。これでまた、今晩も飲めますね。(笑)

野草茶屋しみんや～

http://okinawa1.kanjiman.net/shiminya/

※民家の正面の庭側でなく、裏側の小高い
エリアに駐車場有り

11:00-18:00くらい
月曜日休
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もとぶかりゆし市場

3日目 17:45-18:15 買物/翌朝朝食購入

もとぶかりゆしいちば

本部の特産品が大集合！
本部のお土産は、ここでそろいます！
翌日の朝食にも最適な、個性的なもの、多々有ります。

128



もとぶかりゆし市場は、
Made in Motobuの素敵
なものが、数多く揃って
いる物産センターです。

もとは県からの補助金を
ベースにスタートしまし
たが、今は、本部の力が
多く集まり、補助金なし
に運営されています。

採れたての野菜や果物か
ら、米、塩、加工品、コ
スメ、海ぶどう、などな
ど本当に本部オールス
ターが勢ぞろい！

野菜コーナーにならぶ野
菜はなかなか個性的。
本部町健堅の名物である
「キンキンゴーヤー」は、
その大きさが売り。巨大
なものは60センチを超え
るとか。「もとぶ香ね
ぎ」は、香り、味、歯ご
たえ良しと3拍子そろった
ネギとして好評。これら
は、いずれも本部で以前
より販売していましたが、
一時は時代に合わず無く
なりかけたもの。
地元農家と行政が
組んで見事復活！

国道沿いなのに、なぜか通り過ぎてしまう。(笑)

本部の特産品が揃います。

本部を代表するアセローラ。
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本書のプランでは、この「もとぶ
かりゆし市場」にて、お土産を買
うとともに、翌日の朝食を調達す
る流れとなっております。

右の写真で紹介しているマフィン
は、1日目のランチに紹介してい
る、「SOYSOY CAFE」の大人気
マフィン。
左下のお餅は、1日目の朝食購入
として紹介した「誠もち店」のお
餅。その他、2日目の昼に紹介し
ている「八重岳ベーカリー」のパ
ンやクッキーなどもそろいます。

目移りするほどいろんなものが、
あるので朝食選びも盛り上がるこ
と間違いなしです。

賞味期限だけ気を付けて。

時間帯により、揃うものが異なりますが、
近隣の名店の惣菜も充実しています。

写真左は、北海道釧路市から移住されたご
夫妻がすぐ近くでやっておられる、雑貨も
扱うレストラン「ra・shi・sa」の人気メ
ニューのザンギサンド。ザンギはランチを
中心に、本部の人にも大人気！移住組も
しっかり存在感を出してきています！

その他、同じくすぐ近くの「外間かまぼこ
工房」のかまぼこや、地元の寿司屋の手巻
き寿司、総菜屋のお弁当、などなど、地元
の味が大集合しています。
夕食前ですが、小腹が空いていたら、つい
ついつまんでしまいますね。

ra・shi・saのザンギは地元でも人気♪

SOY SOYのマフィンは朝食にも良いですね。

牛乳と良く合う、誠もち店の餅。
これも朝食候補！

復活した名産品「もとぶ香ネギ」
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毎週土曜日の16時から19時には「もとぶ元気夕
市」が開催されます。これは2016年12月から
始まった取り組みで、本部町の地域農業と地域
産業の活性化を図るべく『自産自消』『地域と
生産者のコミュニケーション』をテーマに行わ
れています。地元のレストランなども出店し、
その場で温かい料理も楽しむことができます。
一部持ち帰りも可能です。

「もとぶ元気夕市」は、今や地元の方
の憩いの場として定着しているようで、
お酒と食事とを、家族や友人とで、楽
しんでいる姿が見られます。
ステージでは、沖縄らしく、飛び入り
で!?歌が披露されていたりして、とて
もおおらかで賑やかな、それでいて
ゆったりとした良い時間が流れていま
す。このようなローカルな場所で、地
元の方と共に交わり、地元のものを食
べ、地元の酒を飲むのも素敵な思い出
になりますね。

土曜日は、お祭り気分♪名産もとぶ牛も。

屋外にも取れたての野菜が並びます。

地元のおじいとおばあが、
代わる代わるステージに。
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本部の特産品が勢ぞろい！魅力ある、充実した、
物産センターです。
しかし、何故かあまり知られておらず。
よって、訪れる観光客もまだまだ全然少ないです。(2018年3月時点)
道の駅許田の100分の1も来ていないのではないか？と思ってしまうほど！
内容は全然負けていません。本部の名産品、本当に凄いんですから！

がんばれ「もとぶかりゆし市場」！本部の魅力を世界へ届けるのだ！

もとぶかりゆし市場

http://okinawa1.kanjiman.net/kariyushi-ichiba/

9:00-19:00
不定休
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和琉酒ダイニング良風

3日目 18:30-21:00 夕食

わりゅうしゅダイニングらふう

和と琉、いずれもハイレベルな飛びぬけた存在感のお店。
寿司も、お好み焼きも、沖縄料理も、お好みで楽しめます。
本部産「かつお土鍋炊き込みご飯」は必ず頼むべし！
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本部町の市街地エリアには、メインストリートである国道449(本部循環道)を中心に、多
くの居酒屋、料理店が立ち並んでいます。メインストリートを小道にそれると、街灯は
少なくなり、道は少し暗くなりますが、そんなあたりにはまた、地元の方々が多く集う、
良いお店が数多く存在するものです。
その中でも、筆者が一押しなのが、この「和琉酒ダイニング良風」です。
他のお店と比べると、その外装、内装からしても、少し豪華で、ある意味、敷居が高い
感じがするかもしれませんが、決してお値段が特別高いわけではなく、むしろ他の観光
客向けレストランよりも安価です。お子様連れも温かく迎えていただける雰囲気で、良
い味を、良い空間で、良いサービスと共に提供いただけます。

外観からおしゃれ。ちょっと周りの店とは一線を画す感じです。

盛り付けも、器も素敵です。ひとつひとつ絵になりますね。
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和流酒ダイニングというだけあって、日本料理と、沖縄料理と、そしてそれぞれに合う
酒が売りのお店です。店主は、県外で、日本料理の修行を積まれたようで、地元の方に
とっては、ちゃんとした日本料理を提供いただけるお店として、その存在が貴重なよう
です。また沖縄料理においても、そのご経験が所々にエッセンスとして織り込まれてい
るようで「琉＋和」の良い部分が垣間見れます。本ページ下部写真「紅芋天ぷら」(480
円2018年1月)も、沖縄でしか採れない紅芋が、沖縄のフリッター的な天ぷらとは異なる、
日本食風の天ぷらとして調理されています。天ぷらひとつとっても、料理人の腕により、
その出来は大きく異なりますが、上部写真の「島豆腐揚げ出し」(480円)も絶妙で、普通
のようで普通でない、深い味わいの沖縄料理を楽しむことができます。

絶妙な食感の「島豆腐の揚げ出し」。

沖縄ではめずらしい日本食風の天ぷらスタイル。
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店内は、畳の個室、半個
室的にも使えるテーブル
席、そしてお寿司を食べ
るのにも適したカウン
ター席があり、目的に応
じて使い分けることがで
きます。
子連れであることを伝え
れば畳の個室を割り当て
てもらえる可能性がたか
まります。

良風が、ユニークなのは、
お好み焼きも、これまた
おすすめ料理としてメ
ニューに掲げられている
こと。
そしてこれもしっかり、
美味しいのがこの店のす
ばらしさ。
日本のいろんなものを食
べたい外国人にも、きっ
と受けることでしょう。

沖縄の豆腐を地元の野菜
とからめた沖縄ならでは
のサラダ、誰にもなじみ
のある手羽先など、食に
対するいろんな要望に幅
広く応えていただけるの
はありがたいことですね。

「島野菜と豆腐サラダ」。。
普通に盛っているようで、
何故か美しい。

手羽先も、そつのない美味しさです。

沖縄でこんな美味しいお好み焼きが食べれるとは。
子供にも人気なメニューで子連れは助かります。
海外の方も、日本のいろんなものが食べれて良いですね。
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本部はカツオ漁で有名な町です。本部でのカツオの食し方は色々あり、ここ良風におい
ても、カツオのさしみ、タタキ、ハラス天ぷら、あら汁、そして、本部名物の味噌和え、
さらに、良風名物？の土鍋炊き込みご飯と様々あります。
味噌和えは、新鮮なカツオを酢味噌で和えたもので、キュウリなどの野菜と一緒に食べ
るのが一般的です。ご飯にも良くあう一品です。
さて、筆者は、このうち、良風では、炊き込みご飯に家族でハマってます。
風味豊かなカツオだしで土鍋を使ってふっくら炊き上げた逸品です！
ぜひシメに注文いただければと思います。たとえお腹がいっぱいでも、食べれてしまう、
食欲そそる風味の究極の一品です。

筆者一押しの「カツオの土なべ炊き込みご飯」。
お腹いっぱいでも、食べれてしまう美味しさです。
もう一度食べたい～♪

カツオの風味が、どことなく甘いご飯と絡まって。
食欲そそります。
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店内に入ると、縦に長い大型のステンドグ
ラスが目に入ります。黄色と赤が艶やかで、
琉球の趣にあふれた優れものです。
カウンター越しに提供されるお寿司も、こ
れまた贅沢ですね。沖縄料理を食べ続けて
いると、少し、しょうゆ味が恋しくなるこ
とがあるのは私だけでしょうか？

日本酒や焼酎も各種取り揃えている良風さ
んですが、やはりここは地元の泡盛「も」
味わっていただきたいところです。
「さんご礁」は、ここ本部で長年にわたり
泡盛を製造しちる「山川酒造」(後述)の作
品で、まさに本部町を代表する泡盛です。
新酒から古酒(くーす)まで幅広く揃ってい
るので、ぜひ試してみてください。
飲みきれなければたぶん、お持ち帰りでき
ますので、せっかくなので豪快にボトルで
行きましょう。(笑)

ちなみに本書のプランでは、明日4日目に
山川酒造さんの見学を予定に組み込んでい
ます。
翌日の見学も、事前に沢山飲んでおいた方
がきっと盛り上がります。
「昨夜もボトルで頼みましたよー」みたい
な世界。

沖縄らしいデザインの大きなステンドガラスの向こうには、寿司カウンターが。

沖縄料理を沢山食べていると、
少し醤油が恋しくなるときあります。
その点でも寿司はおすすめ。

本部の地元の泡盛は「さんご礁」。
ボトルでいっちゃいましょう！
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本部は昔からカツオ漁で有名な町です。
本部住民の台所である本部市場でも、カツオの町
としてアピールしており、実際多くの鮮魚屋さんがならびます。
カツオ漁は、毎年四月中旬くらいからはじまり、一足早い夏の訪れを告げ
る風物詩として知られています。
鯉のぼりの季節には、鯉のぼりならぬ「かつおのぼり」が渡久地港に飾ら
れます。青一色のかつおのぼりがはためく姿は、見慣れぬ光景なので一見
の価値あり。（笑）
ゴールデンウイークには渡久地港にて、かつおのぼり祭りが開催され、主
に子供を対象とした楽しいイベントが開催され、町をあげて、子供たちの
健やかな成長を願います。
カツオの町、本部、その歴史を味わってみてください。

和琉酒ダイニング良風

http://okinawa1.kanjiman.net/rafuu/

11:00-15:00 17:00-23:00
無休
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本部編 Day4
4日目は午前にグラスボート、泡盛工場見学♪
午後は瀬底島に渡り、シーサーづくりにチャレンジ！
夕食は沖縄料理をちょっとお休みしてワインと共に♪

8:30 出発(朝食は部屋で前日購入したものを)

8:50 備瀬マリンレジャーグラスボート
海の中の世界を誰でも簡単に覗き見ることができます。
運が良ければ、ニモやウミガメに会えるかも♪

10:45 アセローラフレッシュ
本部名産、お菓子ランキング1位のアセローラフローズンを♪

11:30 古酒のやまかわ
本部の酒造と言えばやまかわ。工場見学とお土産購入を。

12:15 家人寿
瀬底島の高台にある、アイデア豊かな料理を出すレストラン。
受賞歴ある「炙り鯖丼」は、必ず食べてくださいね♪

13:20 瀬底島まいまい工房
沖縄の守り神「シーサー」、オリジナル作っちゃいましょう。

15:30 mokupuni
九州の2時間待ち人気メロンパン屋さんが、瀬底島に出店♪
ハイクオリティのメロンパン、明日の朝食にも、おやつにも♪

※このタイミングで「やんばるガラス工芸館」へ作った琉球グラスを
引き取りに行きましょう。

16:45 琉球香房くるち
私だけの香り作り。旅の思い出を香りで持ち帰り。

18:45 ポートタウンカフェ
街中に突如現れたおしゃれな本部風地中海料理店。
ワインの品揃えが充実。
お腹いっぱいになるまで食べて飲んで♪
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備瀬マリンレジャーグラスボート

びせマリンレジャーグラスボート

やっぱり、一度は見たい沖縄の海の中！
老若男女楽しめるグラスボードで。

4日目 8:50-10:30 観光
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秋から春にかけて、海水浴には適さない季節でも、やはり本部に来たなら、綺麗な海の、
魚やサンゴ達の彩る世界を体験して欲しいものです。そんな時に最適なのはやはりグラス
ボード！底一面に広がった大きなガラスを通して沖縄のトロピカルな海の世界を楽しむこ
とができます！老若男女問わず楽しめるのもグラスボードの魅力ですね！
さてこのグラスボート、本部では備瀬のフクギ並木へと続く道の入口にある備瀬マリンレ
ジャーさんで楽しめます！事前予約を済ませ、黄色い看板のオフィスでお支払いを済ませ
たら、車で五分程度の港に連れて行ってもらいます。そこにはプライベートのグラスボー
ドが待ち構えていて、いざ心ウキウキ出航です！サンゴや魚のいるポイントまで船長さん
が誘導してくれます。なお、酔いやすい方は、酔い止め必ず飲むことをお勧めします。ま
た、ポイントまでの移動中は海底を覗かないことも大事です。本部の外の景色もとても綺
麗ですから遠くを眺めましょう。

ウェットスーツを着てやる「マリン
スポーツ」も年中楽しめます。

備瀬の入口、水牛車が待機しています。

青空に映える黄色い看板が目印。

お店に集合ですが、実際の船の出発は、「もとぶ元気村」近くの港から。
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ポイントに着いたらあとはダラーっと身を委ね、上から眺
める海の散歩を楽しみましょう。魚達が繰り広げる素敵な
世界をぼーっと眺めるのが幸せです。
相手は自然なので、海のコンディションにより透明度は異
なります。当然晴れた日の方が曇りや雨よりもよく見えま
す。また、干潮から満潮にかけての新しい海水が沖から流
れてくる時間帯の方が、その逆の満潮から干潮にかけての
陸から海にモノが流れる時間に比べて、透明度が高いと言
われます。でも、きっとその他にも色々な要素があるので、
あまり気にしても仕方ない気がします。（笑）
もちろん、出会える魚も日によって色々です。本部の海に
は海亀も良く遊びに来ますので運が良ければ会えるかも！
なお、不思議なもので、船長さんは、この広大な海を走る
にあたり、大体どこに何があり、またどこにどんな魚が泳
いでいるかを把握しています。
我々からすると、海をボートで走って見ても、全く位置が
掴めず、右も左も分からず、という感じなのですが、この
あたりは流石と言ったところです。

やっぱり会いたいニモ！

小さい子供でも楽しめるのが
魅力ですね。

トロピカルな魚たち。誰がデザインしたのでしょう？

143



人気のニモに会いたい方はポイントを
聞いてみると良いでしょう。

備瀬マリンレジャーの船長さんはとても親切で、
良く気を配ってくれると評判です。
知識も豊富にお持ちですので、沖縄や本部の海のこと、魚のことやサンゴ
のことなど、何でも積極的に聞いて見ましょう。会話の中から思わぬ新し
い発見があるかもしれませんね。

備瀬マリンレジャーは、ここに紹介したグラスボード意外にも、シュノー
ケル、シーカヤック、SAP(スタンドアップパドルバード)、そして大好評
の、ボディの全てが透明になっておりカヤックしながらグラスボード体験
もできてしまうという、クリアカヤックなどを楽しむことができます。
それぞれ通年で楽しめますので、寒さが気にならない方はグラスボードの
みならず直接海に入ることも検討いただけると良いでしょう！

備瀬マリンレジャーグラスボート

http://okinawa1.kanjiman.net/bisemarineleisure/

無休
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アセローラフレッシュ

4日目 10:45-11:15 見学＆カフェ

あせろーらふれっしゅ

アセローラフローズンは、
第6回ニッポン全国おやつランキング1位の実力！
今帰仁城主末裔が手掛けた夢、ここに実現する！
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アセローラの話の前に、少々歴史のお話を。「アセローラフレッシュ」の店舗の裏には、
ご覧のような「満名上殿内(まんなうどぅぬんち)」という立派な琉球の御屋敷があります。
これは、2日目午前で紹介した「今帰仁城」の城主の末裔の御屋敷です。
教科書など、一般的には、王である北山王の一族は身内のクーデターを機に、城を追われ
全滅したことになっています。しかし、実はこのストーリーには裏話があり、クーデター
を察知したその前の統治者の家族が、事前に本部の並里などに散り、難を逃れたというの
です。並里の村を築いた本家、満名上殿内の並里家の家が、こちら。
つまり、今帰仁城主北山王の一族は、並里家として、今も続いているということです。

その由緒ある並里家の長男、並里康文さんが妻
哲子さんとともに、1989年「アセローラフレッ
シュ」を創業します。「サトウキビ産業に代わ
る新しい産業育成」を目指し、当時まったくの
手つかずであったアセローラの栽培を地元の農
家に働きかけ、8人の農家の方と栽培を開始し、
ついにはアセローラは本部の名物となり、本部
は「アセローラの町」として全国に知られるよ
うになります。今帰仁城主の末裔が、ここ本部
に新しい産業を生み出したのです。

今帰仁城の主、北山王の血を引く、由緒ある家計のお屋敷。

屋敷へ続く階段も、綺麗に整備されていて素
敵です。

満名上殿内（まんなうどぅぬんち）と
読みます。約700年の歴史を誇ります。
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楽しめるアセローラメ
ニューは3種類。
賞を取った「アセロー
ラフローズン」は必ず
トライしてほしい逸品
です。その他、アセ
ローラ本来の味を楽し
みたい方向けの超濃厚
な「アセローラジュー
ス」、冬にはうれしい
「ホットアセローラ」
とあり、いずれもこれ
までのアセローラに対
するイメージが変わる
こと間違いなし、の味
わいです。「アセロー
ラフローズン」は自宅
でも楽しめるようにと
ネットで「アセローラ
フローズンの素」が販
売されています。

気分に合わせて楽しめる3種類のメニュー。

たまにこんなに溢れて出てきます。こういうときはラッキー♪

冬には「ホットアセ
ローラ」がおすすめ。 147



アセローラにまつわ
るお土産類も充実し
ています。
1粒でレモン5個分の
ビタミンCを含むアセ
ローラは、美容と健
康に良いといわれ、
お土産にも喜ばれま
す。本当かどうか知
りませんが、アセ
ローラを日常的に採
取している本部町の
女性は、東京の女性
に比べて平均6歳肌年
齢が若いのだとか。
今度行ったら少し気
にしてみます。(笑)

本部町の土壌は「酸性～強酸
性」と「弱酸性～弱アルカリ
性」からなる２つが混在してお
り、また沖縄には珍しく昼夜の
寒暖差があり、良質な果実の栽
培に適した土地とのこと。
アセローラは、水はけの良い斜
面に、露地栽培で、太陽の光を
たっぷりと浴びて育てられてい
ます。木々をドーナッツ型にく
り抜く方法は本部独特のもので、
どの実にも日差しがたっぷりあ
たるように配慮されたもの。民
家での栽培も盛んなようです。

アセローラは割といろいろと活用できるようで、様々なお土産が並びます。

ちょっとしたテーブルがあり、
ここで飲食できます。

ゼリーも人気です♪
お土産に最適。

この素朴な感じが魅力です♪
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観光客として本部に関わる筆者からしても、「本部のアセローラ」はしっ
かり定着しているイメージですが、実はそれが、割と近年、実現した夢で
あることにむしろ驚きを覚えました。
「サトウキビ産業に代わる新しい産業育成」を夢見て、新しいことを成し
た並里康文さんは、やはり今帰仁城主北山王の血を継ぐだけあって、住民
に対する思いも強く、素晴らしいリーダーシップを発揮されたのでしょう。
2009年、病により、若くして急逝した彼の夢は、妻哲子さんと、本部の仲
間たちがしっかりと引き継いでいるようです。ずっと続いてほしい夢、ア
セローラ飲んで応援しましょう。

なお、アセローラフレッシュのフローズンは、もとぶ市場のすぐ近くの
「ハーフタイムカフェ」でも楽しむことができます。22時まで営業してい
ますので、時間が合わない場合にはそちらも検討されてください。
ハーフタイムカフェ（沖縄県国頭郡本部町渡久地7  0980-47-7833)

アセローラフレッシュ

http://okinawa1.kanjiman.net/acerola-fresh/

9:00-17:00
日曜日、祝日休
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古酒のやまかわ

4日目 11:30-12:00 見学＆買物

くーすのやまかわ

地の酒を学ぶこと、すなわち、その地の人を愛すること。
沖縄は泡盛、本部の酒造は山川！
創業者の確信を今に引き継ぐ、山川酒造の魂に触れる。
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沖縄行ったらやはり泡盛！県内には約50酒造所があると言
われています。その飲み方も様々ですが、ストレート、水
割り、炭酸割り、お湯割り、ロック、カクテルと好きな飲
み方で、その地方ごとの異なる味を、ぜひ楽しんでいただ
きたいと思います。ってな訳で、、泡盛を楽しんでファン
になったら、ぜひ酒造所の見学を！
ここ本部にも、歴史ある山川酒造がありまして、嬉しいこ
とに観光客の見学を受け付けてくれています。

原料はタイ米です。

黒麹菌の塊。なかなか見れませんね。

ひとつひとつ結構迫力あります。

笑顔で説明してくださいました。
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泡盛の原料はタイ米。
これ意外と知らない方も多くおられるようで
す。「米を洗って、蒸して、黒麹菌を繁殖さ
せて、発酵し、蒸留し、質を上げるために貯
蔵し」という泡盛ができるまでの工程を具体
的に現場を見せていただきながら学習できま
す。

ここ本部の「山川酒造」ですが、上質の
古酒造りで有名です。蔵には30年から50
年の古酒が、熟成の時を刻み、100年の
夢を見ながら眠っています。
現在泡盛の古酒はとても人気があり、数
十年のものは大変な価値となっておりま
すが、これも創業者の山川宗道氏の、こ
だわりと先見の明のおかげです。
古酒作りに参加したい人は、古酒オー
ナー制度に参加できます。

年代の異なるものを継ぎ足していくことで、古酒は出来上がります。
歴史的な瓶が並ぶ姿は圧巻です。

誰もがオーナーになれる制度。
旅の記念にいかがでしょう？

タンクの大きさわかりますか？
かなりの迫力です。
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創業者の山川宗道氏のお言葉。
「どんな時でもとにかく頑張って、
古酒=クースを寝かせておきなさ
い。いずれは古酒の時代がくるの
だから。」
まさに今、その言葉が心に刺さり
ます。山川酒造の古酒に対するこ
だわりは、当然その製法にも活か
されています。ぜひ、現地でその
こだわりを学んでくださいませ。

上記写真の「さくらいちばん」は、すでにご紹介し
た、本部における「日本一早い桜祭り」にちなんで
作られた5年貯蔵の古酒です。美しい桜をモチーフ
に、町おこしに一役買おうと企画された銘柄で、そ
の象徴的な押し花のイラストは、日本一早い春の訪
れを告げるようで、そのラベルも人気です。
めでたい感じで、宴会の席にはぴったりの一本！
なお、アルコール度数は25度と、控えめで、まるで
桜のようにやわらかな甘みとマイルドな口当たりが
特徴的で、いわゆる古酒初心者にもおすすめと言わ
れています。ちょっと飲める人ならば、まさにロッ
クで味わいたい逸品。
サービス満点の、山川酒造。記念ボトルも、扱って
います。これは、泡盛のボトルに好きな言葉を書い
て泡盛を瓶詰してくれるサービス。少し時間がかか
るので、もし何らかの場で使う記念品ということで
あれば、早めにお伝えするのが良いですね。

試飲コーナーは有料と無料とあり。

日本一早い春を告げる
「さくらいちばん」

瓶に彫り込んで切れる記念ボトル。
出来上がりには数か月かかるとの
こと。
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知れば知るほど、魅力を感じる山川酒造。
創業者の想いは、2つの形で引き継がれているようです。
1つは、すでにご紹介した通り、創業者の代から、古酒の時代が来ること
を信じ、「古酒こだわり続けていること」。
そしてもう一つ、これは、筆者の勝手な思い込みであるかもしれませんが
「誠実であること」。
例えば、古酒の品質管理には、古い酒と、それと比べて少し新しい酒を交
えることが必要と言われますが、もし山川酒造が10年物と8年物を混ぜた
場合、それを8年物と表記するとのこと。
二年後また10年物として出るなら、それを手にした人は、この2年の差を
無償で得られるわけで、かなりお得！

古酒のやまかわ(山川酒造)

http://okinawa1.kanjiman.net/kusu-yamakawa/

8:00-12:00 および 13:30-17:00 
※工場見学は完全予約制です。

でもお気軽に電話を！
日休
(併設のショップやまかわは10:00-18:00)
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家人寿

やーにんじゅ

瀬底島の高台にある、広々とした一軒家レストラン。
自由な発想の絶品ランチを楽しめます！
一組限定のお宿もご提供♪

4日目 12:15-13:15 ランチ
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4日目はお昼から夕方ま
で瀬底島へ移動します。

瀬底島へは瀬底大橋を
利用して車で簡単にア
クセス可能です。
橋から眺める海の色、
そして橋の両脇にある
ビーチの綺麗さに胸が
高鳴ります。

さて、まずはランチで
腹ごしらえ。
瀬底島で一番美味しい
ランチを提供してくれ
ると評判の家人寿へ。

橋から続く瀬底島のメ
インストリートから、
少し高台へ上がったと
ころにある綺麗なお店
です。

大きな窓の開けた、明
るく開放的な室内には、
座敷とテーブル席があ
り、加えて、遠くに海
を見下ろせる、屋外の
テラス席もあるので好
みに合わせて利用でき
ます。

海を見下ろす高台にあります。

やっぱり気になる炙り鯖丼♪
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独創的なアイデアと、丁寧な調理により、様々な美味しいもの楽しめる家人寿ですが、ラ
ンチのおすすめは、何と言っても「炙り鯖丼」です。
「第三回海洋博公園やんばるグルメコンクール」という、旅行者である我々にはどれだけ
重みのあるコンクールかわかりませんが（笑）グランプリに輝いたメニューとのこと。
なるほど、炙った鯖の香ばしさ、本部の海の幸、独特のタレによる三重奏はこれまでに出
会ったことのない新鮮な魅力の逸品で、一度は食べてみて損はない味です。
その他、下記写真の「らふてー丼」や、沖縄の味と和と両方が楽しめる、魚あり、肉あり、
野菜ありのバランスの良い「家人寿定食」が楽しめます。

炙り鯖丼は、特製ダレと共に。

らふてー丼も沖縄らしいメニュー。
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家人寿と書いて「やーにんじゅ」と読みます。
何とも素敵な響きのする言葉ですが、これは沖縄の方言で「家族」を意味
します。

美味しい料理を出すと有名ですが、実は1組限定のお宿もやっています。
こちら、一泊二食付きのプランもありますので、ご飯に惹かれた方は、
そんなプランの利用もいいかもしれませんね。

瀬底島の海を見下ろしながら、ゆっくり過ごし、美味しいご飯。
良い時間が過ごせそうです。

家人寿

http://okinawa1.kanjiman.net/yaninju/

11:30-18:00
水曜日ディナータイム休
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瀬底島まいまい工房

せそこじままいまいこうぼう

その日に持ち帰れるシーサー手作り体験！
沖縄来たらやっぱりシーサー！
誰でも絵付けから簡単に楽しめます。

4日目 13:20-15:20 体験
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沖縄の守り神シーサー。沖縄を代表するマ
スコットキャラとも言える存在です。
守り神らしく、強くたくましい迫力のある
ものから、マスコットキャラ的な、可愛く
愛嬌のあるものまで、沖縄全土で見かけま
す。今ではシーサー職人も、それぞれ独自
の個性を競い合い、オリジナリティ溢れる
ものが出回っています。
さて、そうとくれば当然、沖縄旅行の記念
として、自分だけの、愛するべきオリジナ
ルシーサーを作りたくなるものです！
瀬底島にある「まいまい工房」はシーサー
作りに力を入れた工房です。初心者でもそ
れなりのものができるよう、いろいろ工夫
されており、またスタッフの方々の親切指
導も評判です。メニューはいくつかあり、
時間と予算に合わせて選べます。
・絵付け中心の20分コース
・土からこねるフルオリジナルの90分
コース

色を塗るだけでも楽しく、できた作品に愛
着が湧きますが、やはり土から捏ねたオリ
ジナルは、格別！いざ作り出すと、子供以
上に大人が熱くなることもしばしば（笑）。
気合いを入れて作り、時間が経つのを忘れ、
お腹が空いた場合には、パーラーが併設さ
れていますので、そちらで小腹を
満たすことが可能です。

パーラーも併設しているので、作業中、小腹がすいた方は、おやつを注文できます。

シーサーの看板が目印。
こじんまりとしたお店ですが、割と席数
あります。
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沖縄らしい明るい絵柄のエプロ
ンを付け、頭には大きな真っ赤
なハイビスカス。テンションも
上がります。

店内には多くの見本があります
ので、お気に入りのを見つけて、
それに似せて作ることができま
す。

似せて作っても次第にずれてい
き、やがてオリジナリティ溢れ
る愛着あるものが出来上がりま
す。スタッフの方も親切に教え
てくれますので小さい子供でも
安心です。

サンプルが沢山あります。
お気に入りのものをピックアップし、似せて作るのがベターです。

笑顔で丁寧に指導してくれます。

テンション上がる、
琉球柄のエプロンと、
ハイビスカス。
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さて、捏ねたらスタッフの方に
焼いてもらいます。その後絵付
けとなりますが焼いている時間
には、一旦場所を離れ、他のこ
とをするのをおすすめします。
本書では、次のプログラムは近
くのマカロン屋での喫茶となり
ますのでそちで時間調整されて
はいかがでしょうか？完成した
シーサーは、小道具も交えて飾
ると、より一層引き立ちます。

シーサーには、やはり沖縄らしいものを一緒に並べるのが似合いますね。

シーサーを飾るための台も併せて創作できます。
赤瓦のデザインは鉄板ですね。

シーサーにまつわる色々な
製品が揃っています。
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シーサーは本来は、オスとメスのセットで飾ります。
向かって右にオスを、左にメスを飾ります。
見分け方は口の開け閉めにあり、阿吽を意味した
組み合わせで、口を開いている方がオス、
閉じている方がメスとなります。ということで、本ページにある小学一年
生の娘が作ったものはオスとなります。
またいつかどこかで相方を見つけないとなりませんね。

瀬底島まいまい工房

http://okinawa1.kanjiman.net/maimaikoubou/

11:00-17:00
年中無休
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Mokupuni

4日目15:30-16:30 おやつ

瀬底島に2018年OPENした
可愛すぎるメロンパン専門店♪

しっかり美味しくて、それでいてちょっと大胆!?
メロンパンの新しい可能性を瀬底から！

モクプニ
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Mokupuniは、2018年1月に瀬底島のメインストリートにオープンしたメロンパン専門店。
福岡の糸島の人気メロンパン専門店Cachetteプロデュース。本家では、週末には2時間待
ちともなる入手困難なメロンパンを瀬底で美味しく頂けちゃいます。
実際食べてみてその美味しさに納得！結構でっかいのですが、食後でも、ペロッと行け
ちゃいます。本部の名産と言えるドラゴンフルーツを使った酵素ジュースも、これまで
飲んだことない個性的な美味しさ！美味しく、かつ健康的で、心身ともに元気になりま
す！
瀬底島は2020年には、ヒルトンが相当気合を入れた一大リゾートを開業しますが、その
頃には、間違いなく盛り上がり行列できること間違いなし。今のうち是非訪れて！

娘さんがデザインされた可愛いイラストの包装紙が
瀬底島のゆっくりした空間に溶け込みます。

瀬底島のメインストリート、瀬底ビーチへ向け曲がるところにお店があります。
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Mokupuniのメロンパン、そのままでも美味し
いのに、遊び心満載で、大胆なチャレンジして
きます。フルーツメロンパンや、アイスクリー
ムメロンパン。どう考えても美味しい組み合わ
せ♪せっかくの沖縄旅行です。非日常で、幸せ
すぎる贅沢な時間をお過ごしください。

ただでさえ美味いメロンパンが、こんな大胆な姿に。もう反則の美味さです。

アルバム式のメニュー。
一見の価値あり。

瀬底にまたひとつ素敵な空間が♪
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サクッと食べれるメロンパンラスクも人気。
お土産にも最適。

こんな発想無かった!?メロンパンの食パン！
これGetした次の日の朝食は楽しみすぎデス。

さらに！なんとメロンパンで食パン
作っちゃってます！
翌日の朝食にもいかがでしょう？
ワクワクする思い出深い朝食になる
こと間違いなし。
メロンパンラスクはお土産にも最適。
店内にはいろいろSNS映えする光景
が散らばっています。
センス抜群の母娘の仕掛け満載♪

SNS映えするものがあちらこちらに。

店外にちょっとしたスペースも。
車で3分の瀬底ビーチに繰り出すのも
有りです。
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旅のお供にメロンパン！写真のように結構大きいのですが、外はカリカリ
中はもっちりで、美味しすぎてサクッと食べれてしまいます。
本書ではおやつとしてプランしましたが、遊び心満載のクリーム系、アイ
ス系にチャレンジすればブランチやランチ代わりとしてもいけますね。
母娘で経営されておられますが、お二人ともいろんな意味でとっても素敵
な方たちです！訪れる人を幸せにしてくれます。
まさに瀬底の明るい未来を象徴する未来型のおしゃれショップです。
人気出ること間違いなし！応援したい素敵なお店！

Mokupuni

http://okinawa1.kanjiman.net/mokupuni/
10:00-18:00
火曜日水曜日休
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琉球香房くるち

4日目 16:45-18:15 体験

りゅうきゅうこうぼうくるち

旅行後も思い出になる「私仕様」の香り作り♪
香りをテーマに、様々なメニューを体験できます
琉球ガラスも交えて、沖縄らしい一品を
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「琉球香房くるち」は、香りをテーマにした様々な制作体験ができる、ショップです。
オリジナル商品も数多く揃っていて、ここもまた個性的なお土産を買うにも、最適です。
体験メニューは、多様に渡り、仕上げに琉球ガラスを入れて見た目も沖縄らしさを演出
する「琉球香水作り」や「リードディフューザー作り」 、沖縄の海水で作られた島
マースとドライハーブをプラスする「バスソルト作り」、 沖縄のトロピカルな海を再
現する「アロマジェルボトル作り」、「アロマが香る石版シーサー作り」と沖縄テイス
トが練りこまれたものがあります。その他、「アロマルームスプレー作り」 「練り香
水作り」なども楽しめます。
沖縄の思い出を、自分仕様の香りにして持ち帰る。ちょっと素敵ですよね。

かなり多くの体験メニューがあります。

沖縄らしい鮮やかな色彩のロゴ。
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本書では、香りや見た目も自分専用にチョ
イスできる「リードディフューザー作り」
の様子をご紹介。
HPからの転載ですがステップは以下。
①フローラル系やムスク系など18種類のく
るちオリジナルブレンド香料の中からお好
みの香りを1つ選んで頂きます。
②リキッドは全21種類のカラーから1つ選
びます。
③ボトルに琉球ガラスを入れて見た目もオ
シャレに作って頂きます。
④チャーム(40種類以上）・ラタンスティッ
ク（3種類）から1つ選び完成となります。
結構いろいろと選択肢が豊富ですので、オ
リジナリティ豊かなものが出来上がります。

完成したものは、それなりに高級感ある感じ
で、梱包してくれます。自分向けにも良いで
すが、お土産としても、喜ばれること間違い
なしです。

ご覧のような包装をしていただけます。
プレゼントにもイケますね。

ちょっと理科の実験的な(笑)

琉球ガラスを混ぜることで、沖縄らしさが引き立ちます。
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ちょっとユニークな「アロマストー
ンシーサー」は、お土産品のひとつ。
名護にアトリエを持つ作家の作るオ
リジナルのシーサー。もちろんこれ
にアロマを加えるので、「香るシー
サー」というわけです。
うーん、斬新！
自分で作ってみたい方には、 「ア
ロマが香る石版シーサー作り」がお
すすめ。（完全予約制）
完全オリジナルの愛着あるシーサー
を石板上に創作し、これをディ
フューザーとして利用するものです。
アロマの香料はいつでも足すことが
できますので、末永く愛着あるシー
サーとして可愛がれますね。

琉球香水作りは32種類から好きな香りを9つ選びま
す。好きな香りばかりを集めて調合するので、きっ
と完成された香りも好きになれるはず？（笑）
琉球ガラスがちりばめられていて、スプレーする旅、
沖縄の思い出を楽しめます。

最後に、価格ですが、この手の施設にしては、全体
的に抑え目なのも嬉しいポイント。詳しくは次ペー
ジで紹介する公式サイトにて。

体験以外にも、様々なグッズが売っていますが、例
えば下記、芳香＆消臭ボトルは380円(2018年1月
現在)。ちょっとしたお土産を配りたいケースでも、
ありきたりのお菓子よりもずっと良いですね。
ルームフレグランスも500円(同上)からあります。

「香るシーサー」って新発想！

琉球香水は、スプレーする度に
沖縄の思い出を♪

安価でこだわりの逸品を♪ 172



瀬底大橋のあたりから、崎本部の高台に入り、山道を登っていくとお店があり
ます。
オーシャンビューの店内からは、瀬底島・瀬底大橋・伊江島が見渡せます。
店内はゆっくりとした沖縄民謡が流れていて、香りと、音楽と、景色とで癒さ
れます。
こんな素敵な香りの職場に居たら、鼻はマヒしてしまうのでしょうか？（笑）

以下、小1の娘の作品です。組み合わせるだけですので誰でも作れます。
玄関に飾って沖縄の思い出に浸っています。

琉球香房くるち

http://okinawa1.kanjiman.net/kuruchi/

10:00-18:30(最終受付)
okinawa@kuruchi.net
不定休(事前に電話でお問合せがベターです)
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ポートタウンカフェ

4日目 18:30-20:30 ディナー

ポートタウンカフェ

ワインのこだわり県内一！？
本部風地中海料理の居食屋さん♪
いまいゆ（とりたてのお魚）をちょっといい雰囲気で♪
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4日目のディナーですが、あえて、いったん沖縄料理をお休みして、本部風アレンジの、
地中海料理はいかがでしょう？
ここ「ポートタウンカフェ」は、本部の渡久地港に2016年夏にオープンした、居食屋で
す。このエリアは、本部の方々の生活の中心地であり、とても素朴な雰囲気なのですが、
そんな中、突然現れるおしゃれ空間といったところです。
「本部ほど良いところは無い！」と本部にほれ込んで移住してきたというシェフ。「沢
山食べて飲んで、ゆんたくし、笑う。これこそが人が元気になれる源」とのこと。
世界各国で積んだ経験をベースに、できる限り地元食材にこだわり、素材本来の魅力を
生かし、ひとひねり加えたのがこの「本部風地中海料理」のコンセプト。

店内は落ち着いた照明。それぞれの席の間も、広くとられております。

ギリシャ風サラダ。結構ボリュームもあり、嬉しいです。
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ポートタウンカフェですが、お酒、特にワインのこだわりがすごいです。
入ってきたお客様を迎えるは、複数のワインセラー。なんと常時100種類を取りそろえて
いるとか。2,000円台・3,000円台を中心とのことで、お店の方針である「沢山飲んで」
はその名の通り実現できそうです。ワインは、あまり詳しくない方にも、5杯をシェフが
料理に合わせて選んでくれる「ワインテスティング」(1,500円 2017年12月)の制度があ
りますので、安心です。
もちろん、泡盛にも抜かりが無いです。
地元沖縄北部の全11酒造所を中心に取り揃えておりこれまた存分に楽しめます。

こだわりのワインを心行くまで楽しんでください。
詳しいことはシェフにお気軽に相談を。
5種類の「ワインテイスティング」も好評です。
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さて、いよいよ60種類
にも上るという本部風地
中海料理のご紹介。
「かつお飯」「本部産も
ずく酢」と言った本部ら
しいものに始まり、
「ジーマミー豆腐のココ
ナッツ風味」「県産若鳥
白レバーのパテ」といっ
た沖縄食材をアレンジし
たもの、そしてある意味
最もお店の雰囲気とワイ
ンにふさわしいハムやピ
ザやチーズ達！さらに、
「ボンゴレの沖縄そば」
と、言った遊び心に満ち
た、でも美味しそうなメ
ニューが揃っています。

おしゃれ空間で提供され
る料理はこれまた盛り付
けも綺麗です。
しかも、結構安い！
これが嬉しく、くどいよ
うですがコンセプト通り
「沢山飲んで食べる」が
でき、そして当然、旅行
者の会話も弾み「ゆんた
くして、笑う」が実現す
るのです。

いいお店でしょー？

大人っぽい空間ですが、お子様連れもOKです♪

チーズ三種の盛り合わせ。
赤ウィンが進みますね。

ピザはハーフサイズでオーダー可。
この辺りの気配りも嬉しい♪

生ハムとワイン。
これまた新しい本部の食楽しみ方!? 177



上記「本部産ぐるくんのカダイ
フ揚げ」は、まさに本部と地中
海の結合により生まれた、革新
的な料理！筆者、おすすめの一
品です。

ポートタウンカフェというだけ
あって、やはり港の立地を活か
した、お魚系料理がおすすめで
す。

選び放題のワインと共に、心ゆ
くまで、本部の夜を楽しんでほ
しいものです。

おっと、忘れて
はならぬ、地元
沖縄北部の泡盛
きっちりそろっ
ています。
料金もこの雰囲
気にして、この
安さ。最後にも
う一回！「沢山
食べて飲んで、
ゆんたくし、笑
う。これこそが
人が元気になれ
る源」それでい
いじゃないです
か！

筆者おすすめの「本部産ぐるくんのカダイフ揚げ」は、まさにこのお店らしい一品。

「小エビとブロッコリーのアヒージョ」

もちろん地元泡盛も充実！
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本部の明るい未来を感じさせてくれる、
ポートタウンカフェ。
おしゃれ空間でありながら、とにかくカジュアルで、
アルコール飲み放題混みの宴会プランも3,500円からあったりします。
安い！

この渡久地港、水納島行く観光客以外誰も立ち寄らないと思うのですが、
徒歩10分圏内には二次会、三次会向けに、かなり渋い、いや渋すぎるお店
がいくつか存在します。どれも見事に入りにくい雰囲気満載ですが、それ
らのお店に行けるようになればあなたも本部ツウ！（笑）

ポートタウンカフェ

http://okinawa1.kanjiman.net/porttown-cafe/

17:30-24:00(23:30ラストオーダー)
月曜日休

179

地図 & 電話 以下ページ/QRコードから

http://okinawa1.kanjiman.net/porttown-cafe/
http://okinawa1.kanjiman.net/porttown-cafe/
http://okinawa1.kanjiman.net/porttown-cafe/


第2部

旅行計画のノウハウ

実際の旅行計画に必要となるノウハウを
ご紹介いたします。

おすすめのツアー会社、レンタカー会社等も
その理由と共に紹介します。



本部への旅行を計画する上で、知っておくと
良いと思えることをご紹介いたします。

筆者の経験をもとに、記載していますが、
理想の旅の計画に、お役に立てれば幸いです。

1 ツアー(飛行機と宿泊パック)か？個別購入か？
それぞれのメリット/デメリットをご紹介。

旅の目的や、空き状況に合わせて選択すると良いでしょう。

2 2泊3日なら3泊4日を検討せよ。その理由とは？
往路午前発、帰路夕方発が当然人気。

これを外してみると、意外なメリットが。

3 本部は見どころ満載、魅力的なレストランも沢山。
ホテルに何を求めるか、よく考えるべし？

ホテルは、旅の目的に合わせて選択すると良いでしょう。

4 空港ではレンタカー2時間待ち？回避方法とは？
今や深刻な、那覇空港でのレンタカー貸出の待ち時間。

意外な解消方法をご紹介。

5 レンタカー保険はフルで。その理由。
免積のみでは、こんな問題が。沖縄ならではの問題点をご紹介。

6 運転代行の積極的な活用を。
飲みたい、でも車で安く移動したい。その欲求叶えます。

7 沖縄ドライブは、沖縄音楽と共に♪
沖縄ドライブを盛り上げる、沖縄音楽。
旅行者向けベストを、実力派アーティストと共にご紹介。
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◆ツアー
一般的に、価格は旅行する日程によって決まります。

◆フライト、ホテル、レンタカーを個別購入
一般的に、「飛行機」と「レンタカー」の価格は予約する日に
よって決まります。（「ホテル」もそのケースあり。）
つまり、早く予約すると安くなります。

結論からすると、基本的に価格が安ければどちらでも良いです。
以下おすすめのツアー会社、レンタカー会社等より両方計算し
て、良い方を選ぶのがおすすめです。

http://okinawa1.kanjiman.net/okinawaosusumetua/

http://okinawa1.kanjiman.net/kakuyasu-koukuuken/

http://okinawa1.kanjiman.net/okinawakakuyasu-
rentaka/

1 ツアー(飛行機と宿泊パック)か？個別購入か？
それぞれのメリット/デメリットをご紹介。

旅の目的や、空き状況に合わせて選択すると良いでしょう。
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沖縄ツアーネット予約
おすすめサイト一覧

沖縄航空券予約
おすすめサイト一覧

沖縄レンタカー予約
おすすめサイト一覧

http://okinawa1.kanjiman.net/okinawaosusumetua/
http://okinawa1.kanjiman.net/kakuyasu-koukuuken/
http://okinawa1.kanjiman.net/okinawakakuyasu-rentaka/
http://okinawa1.kanjiman.net/okinawaosusumetua/
http://okinawa1.kanjiman.net/kakuyasu-koukuuken/
http://okinawa1.kanjiman.net/okinawakakuyasu-rentaka/
http://okinawa1.kanjiman.net/kakuyasu-koukuuken/


全ページの続きですが、ツアーと個別手配の主な
メリット・デメリットをまとめます。

なお、台風など、トラブル時の対応を、業者に任せ
たい、と考える方はツアーがおすすめです。
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形式 ツアー
個別購入

（自己手配）

一般的
なメ
リット

- 1サイトで全て手配
できるので簡単

- 何かあった場合に
問合せ窓口がある

- クーポンが充実し
ていることが多い

- 旅の自由度が高い
- 早期予約の割引有
- 飛行機の便を自由に

指定できる
- 民泊だと5人以上で

も一部屋で済む
- 直前でも予約可能

一般的
なデメ
リット

- 10日前位で締切
- 便指定で高額とな

るケースが多い
- 5名以上だと複数の

部屋に分かれる

- すべて自己手配であ
り自己責任

- 複数の申込を管理し
ないとならない



一般的に旅行は、その日数が長いほど、価格は高くなるもので
す。
しかし、「2泊3日」よりも「3泊4日」の方が安くなる、とい
うこともあるよ、というお話。

例えば、一例として、以下の羽田発沖縄ツアーがあるとします。

◆2泊3日 4名1室 一人 30,000円
◆3泊4日 4名1室 一人 35,000円

もし、読者の方が、金曜日に年休を取り、金土日の2泊3日の
旅行を考えているとします。
この場合、往路は、金曜の午前8時くらいの便、復路はおそら
く午後4時くらいの便を取りたいと願うことでしょう。

この時間帯の便は、当然他の観光客との取り合いになりますの
で、便指定の追加料金が、たとえば往復17,000円程度かかり
ます。

一方、例えば金曜日を午後半休にして、月曜日を午前半休にす
ることで、往路金曜日夕方発、復路月曜日朝発とすると、不人
気の便のため、便指定の追加料金はゼロとなります。

結果、実質的な料金は以下となります。

◆2泊3日 4名1室 一人 47,000円(便指定17,000円含む)
◆3泊4日 4名1室 一人 35,000円

上記、いずれも、ほぼ丸二日遊べるプランとなり、朝食、夕食
は、当然3泊の方がそれぞれ1回多く、お得感も有ります。

ということで、2泊3日を3泊4日で検討してみては？
というお話でした。

2 2泊3日なら3泊4日を検討せよ。その理由とは？
往路午前発、帰路夕方発が当然人気。
これを外してみると、意外なメリットが。
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本書でご紹介した通り、本部は、見どころ沢山です。
海水浴のシーズンなら、本部だけでも、備瀬崎ビーチ、ゴリラ
チョップといったスノーケルスポット、瀬底ビーチ、水納島と
いった白砂ビーチなどがあり、予定はさらに埋まります。
レストランも、本書では紹介しきれいない多くの良い店があり、
これまた、いくらでも行きたいところがあるわけです。

ということを考えますと、多くの方が、結果的に、「ホテルは
寝るだけ」ということになります。

もちろん、旅のスタイルはそれぞれですので、豪華なホテルに
泊まるのも良いのですが、多くの方は、限られた予算の中での
旅行ですので、民泊などを活用し、ホテル代をあまりかけずに、
レストランやレジャーにその分を使うというのもひとつのスタ
イルだと筆者は思っています。
それだけ本部には、魅力がいっぱいあるのです。

御参考まで立地、価格、清潔さ、宿泊人数で、以下のような民
泊などご検討ください。
https://www.airbnb.jp/rooms/22619156?s=VUfwc
HAq

3   本部は見どころ満載、魅力的なレストランも沢山。
ホテルに何を求めるか、よく考えるべし？

ホテルは旅の目的に合わせて選択すると良いでしょう。
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美ら海水族館徒歩圏内の、2017年オープンの
築浅ワンルーム。安価で本部観光の拠点に最適。
最大6名の定員は、子連れにはありがたい。

https://www.airbnb.jp/rooms/22619156?s=VUfwcHAq
https://www.airbnb.jp/rooms/22619156?s=VUfwcHAq
https://www.airbnb.jp/rooms/22619156?s=VUfwcHAq


観光客が那覇空港到着後、レンタカーを借りるまでの流れは以
下です。(帰りはこの逆で空港までバスです。）

1.着陸
2.荷物受け取り
3.外へ出て「レンタカー会社の送迎バス」の待機レーンへ移動
4.待機レーンで「レンタカー会社の送迎バス」が来るのを待つ
5.バスでレンタカー会社へ移動
6.レンタカー会社で待つ
7.レンタカー会社で手続き
8.配車され、車の傷を確認し、出発

現在、海外からのお客様も多く、那覇のレンタカーは飽和状態
となっております。特に週末や学生の休暇期間は、到着後、2
時間かかってやっと出発！といったケースもあり、ひどい状況
になっております。

これを回避する方法は、ほぼすべての観光客が、空港送迎の会
社を使っている中、あえて違う方法を取るというものです。
具体的には、那覇に支店を構えたレンタカー会社を使うという
ことです。

空港から、待つことなく、モノレール(2018年5月で260円)
かタクシー(1300円程度)で移動し、手続き開始。圧倒的に早
いです。また那覇なので、ドライバーだけレンタカー会社に行
き、他のメンバーは国際通りで楽しみ、後でピックアップとい
うのも可能です。以下で紹介しているスカイレンタカーが、那
覇に営業所を持ち、かつ、帰りは空港営業所からバスという選
択もでき、大変便利です。価格も安い！

http://okinawa1.kanjiman.net/okinawakakuyasu-rentaka/

ちなみに、筆者は酒飲みなので那覇で返却し、最後に飲み食い
し、公共手段で空港へ、というのを気に入っています。(笑)

4   空港ではレンタカー2時間待ち？回避方法とは？
今や深刻な、那覇空港でのレンタカー貸出の待ち時間。
意外な解消方法をご紹介。
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筆者厳選！沖縄レンタカー予約おすすめサイト一覧

http://okinawa1.kanjiman.net/okinawakakuyasu-rentaka/
http://okinawa1.kanjiman.net/okinawakakuyasu-rentaka/


レンタカーの保険について。

誰しも事故を起こしたくないのですが、こちらに事実上、非が
無くても起きてしまうのが事故。
結論から先に申し上げますと、何が起きても（といっても、飲
酒など違反は保証対象外）一円も払わなくてよい、「免責保証
より上位の手厚い保険」をかけるのがおすすめです。

先に紹介したスカイレンタカーの例ですと以下になります。

★免責保証(ある程度保証されますが、意外な落とし穴も）
★ワイド保証(こちらがおすすめ)

免責保証は、簡単に申し上げますと事故を起こした場合、2万
円(動かない場合は5万円+レッカー代）のみを支払うという保
証ですが、以下、盲点があります。

・レッカー代は思ったより高額となります。事故を起こしたと
ころから那覇までの距離に比例するので、本部で事故した場合
これだけで、業者にもよりますが6万円等になります。(合計
11万の支払い)
・タイヤのパンクやバーストなど、経年劣化でないの？と思え
るようなケースも負担。
・明らかに自分に責任のない、飛び石によるフロントガラスの
破損も負担。 等々

昨今は、外国人ドライバーも増え、また当然ですが、長寿の国
沖縄では高齢者ドライバーも多くいます。

沖縄の方、あまり任意保険に入る習慣がなく、そんな意味でも、
最大保証がおすすめです。

スカイレンタカーの場合、1日あたり800円程度ですので、そ
れほど高額ではありません。安心を買っておきましょう。

5   レンタカー保険はフルで。その理由。
免積のみでは、こんな問題が。沖縄ならではの問題点をご紹介。
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沖縄での移動ですが、基本レンタカーでの移動です。

運転できない人は、極力運転できる人と行くべきですし、夜の
食事を考えますと、そのドライバーのうち、お酒嫌いが一人い
ると最高です。(笑)

さて、そうそう都合よくいかないので、多くのケースでは、ド
ライバーが全員飲酒することになってしまいます。

今更言うまでもないですが、当然飲酒運転はいけません。
そこでおすすめするのは、運転代行です。

この運転代行という仕組み、ご存じでない方もおられるかも
しれませんが、用は、車を代わりに運転してくれる、という
サービスです。

レストランまで、行きは自分で運転して行き、帰りはこのサー
ビスを利用し、宿泊先まで、車を運転してもらう、ということ
です。

本部ではどこのお店でも、頼むことができます。
夏休みなどは混みますので、入店時に、あらかじめ店の方に帰
る時間を伝えて、手配を頼むと良いでしょう。

なお、本部では、水族館周辺エリアには、あまり夜遅くまで
やっているお店はなく、夜な夜な飲む場合には、本部の街の中
心部(本書の良風や、ポートタウンカフェ周辺）へ出ることに
なります。この場合、国道449号沿いにて、タクシーを拾って
帰ります。(水族館近くの宿まで1500円程度。)

心ゆくまで良いお酒を！

6   運転代行の積極的な活用を。
飲みたい、でも車で安く移動したい。その欲求叶えます。
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沖縄のドライブには、やはり沖縄の唄が欠かせません。
ぜひ、音楽のご用意を！盛り上がりが全然違います！

結構長く運転することになるので、アルバムでいうと少なくと
も3枚くらいは欲しいところです。

沖縄出身のビッグアーチストのアルバムも良いですが、あわせ
て県内外で活躍する、キラリと光る個性派アーチストによるカ
バーなども個性があっておすすめです。

本書では、最後に、県内外で活躍する、“タイミングがあえば、
沖縄旅行中に実際に生で唄を聴くことができる“「おすすめの
アーチスト」7名を紹介します。

それぞれ個性豊かで、唄もトークも人柄も素敵で、思い出に残
るステージを展開してくれます。ぜひ、タイミングがあえば訪
れてみてください。

これらのメンバーによるアルバム Bon Voyage Okinawa は、
誰もが知る有名な沖縄ソングを中心に、ボリュームたっぷり
20曲収められており、沖縄旅行のお供に最適の一枚です。

7   沖縄ドライブは、沖縄音楽と共に♪
沖縄ドライブを盛り上げる、沖縄音楽。
旅行者向けベストを、実力派アーティストと共にご紹介。

189

本部編 旅行計画のノウハウ

Bon Voyage
Okinawa
県内外で活躍する

個性派アーチストによる
沖縄ベストソング
カバーアルバム

試聴Amazon

http://cd.kanjiman.net

https://www.amazon.co.jp/Bon-Voyage-Okinawa-%E3%83%B4%E3%82%A1%E3%83%AA%E3%82%A2%E3%82%B9%E3%83%BB%E3%82%A2%E3%83%BC%E3%83%86%E3%82%A3%E3%82%B9%E3%83%88/dp/B07D3Y2XQW/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1526653934&sr=8-1&keywords=bon+voyage+okinawa
https://www.amazon.co.jp/Bon-Voyage-Okinawa-%E3%83%B4%E3%82%A1%E3%83%AA%E3%82%A2%E3%82%B9%E3%83%BB%E3%82%A2%E3%83%BC%E3%83%86%E3%82%A3%E3%82%B9%E3%83%88/dp/B07D3Y2XQW/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1526653934&sr=8-1&keywords=bon+voyage+okinawa
http://cd.kanjiman.net/
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堀内加奈子 / Kanako Horiuchi
北海道函館出身。
東京で撮影関係の仕事で、『生の沖縄民
謡』に出会い、学ぶため沖縄に移住。沖縄
民謡界のレジェンド、大城美佐子氏に仕え、
歌三線の修行に入り、沖縄で大切にされて
きた島の想いを歌で伝える代表的な存在に。
明るさと、優しさ、そして人を想う気持ち
とチャレンジ精神を武器に独自のスタンス
で、あらゆるジャンルのアーティストとコ
ラボし、今や『三線を片手に』世界一周し
ながら、その活動の幅を拡げる。
最近は『CHURASHIMA NAVIGATOR』と
いうユニットで、古くから歌い次がれる楽
曲に、クラブミュージックのサウンドを重
ね、斬新な形で沖縄の心を国内外へ広く発
信しています。

石川陽子 / Yoko Ishikawa
沖縄県伊平屋島出身。小学校から高校
までを大阪で過ごす。祖母の経営する
沖縄料理屋での沖縄県人会の方々との
交わりにより、沖縄の歌と三線を学び
始める。その後20歳の時に本格的に学
ぶことを決意し帰沖。
琉球民謡協会師範の大城志津子氏に住
込みで師事し、市の独特の唄を学ぶ。
古くから歌い継がれる楽曲を中心に、
語り掛けるように歌うそのスタイルは、
聴く人の心に直接メッセージを投げか
けます。
色艶のある声で歌い上げる女性らしい
美しさを持つ一方で、実直で芯の強い
男勝りな部分を併せ持ち、力強い三線
や太鼓を奏でる姿も併せて、その個性
的なスタイルがライブに訪れた人を魅
了します。現在は自身も琉球民謡協会
教師の資格を持ち、アーティストとし
ての活動に加え、指導者としても県内
外で精力的に活動中。

おすすめアーティスト

https://piratsuka.com/person/d
etail?id=2084#visited

出演予定

出演予定

https://piratsuka.com/person/detail?id=419#visited

https://piratsuka.com/person/detail?id=2084#visited
https://piratsuka.com/person/detail?id=2084#visited
https://piratsuka.com/person/detail?id=419#visited


191

桃原純次 / Junji Tobaru
久米島出身。歌三線の環境で生
まれ育ち、今日まで、
独学で、ステージングを身に付
ける。
『みんなと笑顔に！』をモッ
トーに、沖縄県内、離島は元よ
り、県外、海外へと、全国の仲
間を引き連れて精力的にライブ
を展開する日々。
古くから歌い次がれる『昔歌』
から、全国にメジャーな、島唄
ポップスまで、広いレパート
リーで、ライブ会場を盛り上げ
る。見知らぬお客さん同士がひ
とつとなるような世界を目指す
エンターティナー！

伊波秋杜 / Shuto Iha
母より教わったことをきっかけ
に、独学で三線を身に付け、連
日、自身のライブ空間である今
帰仁の「ちゃんぷるー」、本部
の「美ら海太郎」(Day2ディ
ナーでご紹介)を拠点に、ライブ
パフォーマンスを展開中！
甘いマスクから醸し出す美声は、
女性は元より、沢山のお客さん
を虜にしてしまいます。
自由な三線奏法に可能性を秘め
て、いま、発信する『沖縄魂』。
是非、目を閉じて、安らいで、
癒されて下さい。
でも意外とステージでは三枚目。
ぜひ、お店にお出かけください。

おすすめアーティスト

伊波秋杜出演店舗

◆今帰仁村 ちゃんぷるー
◆本部 美ら海太郎

https://www.chanpulu.jp/company

桃原純次出演店舗

◆那覇 綾姫 etc
島尻郡南風原町字津嘉山1567

https://www.chanpulu.jp/company
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前川哲男 /
Tetsuo Maekawa
連日、国際通り近郊で、妹の
真帆と共に三線ライブ展開
中！高音域の唄声で、やさし
い人柄と共に歌を届け、ゆる
キャラのイメージ共々、観光
客からもすぐに親しみを感じ
ていただける存在。
同時に、沖縄民謡アーチスト
とのつながりも強く、他のラ
イブにおいてのキーボード担
当としても広く活躍中！
楽しい『うたの世界』をお届
けするプレイヤーです。

前川真帆 / Maho 
Maekawa
県民的人気民謡歌手の一族に
生まれ、幼少の頃から、両親、
兄弟の奏でる音に囲まれ、自
然と歌って踊れるキャラク
ターを確立！
個性的で情のこもったハイ
トーンヴォイスで沖縄アー
ティストの楽曲をライブカ
バーし、那覇やコザで連日連
夜多くのお客様に思い出深い
ステージをお届けしています。
お客さんのリクエストにも笑
顔で応える、明るい癒し系の
人柄で、今や全国に、ハマっ
た『真帆ファン』が誕生し、
ライブ目的で沖縄に来る人も
沢山。ぜひ、癒しの声を堪能
して下さい。

おすすめアーティスト

前川哲男/真帆出演店舗

◆那覇市 昭和村 098-866-0106
沖縄県那覇市牧志3-1-20

◆沖縄市 モーレ 098-988-7658
沖縄県沖縄市上地1-13-13

http://bar-mole.business.site/

http://bar-mole.business.site/
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金城色/ Iro Kinjo
沖縄県那覇市生まれ。歌手であり役
者。
高校までを那覇で過ごし大学より上
京。舞台役者からスタートして、そ
の後、共演者に誘われたことをきっ
かけに歌の世界に入る。
都内ライブハウスを中心に、沖縄居
酒屋やラーメン博物館などで、精力
的にライブ活動を行い、耳心地の良
い歌を届けていきたいと奔走中。
その曲の持つ音の良さ、言葉の響き、
意味、一つ一つ大切に歌い、聴いて
いる人へ届けたいと願っている。
オリジナル、カバー、故郷沖縄の歌
など、幅広いジャンルを歌いこなす。

●1st
1. てぃんさぐぬ花 / 石川陽子
2. 花～すべての人の心に花を～ / 前川真帆
3. 海の声 / 伊波秋杜
4. 芭蕉布 / 堀内加奈子
5. 涙そうそう / 前川真帆
6. さとうきび畑 / 金城色
7. 島唄 / 伊波秋杜
8. 黄金の花 / 堀内加奈子
9. 花 / 前川真帆
10. 童神 / 堀内加奈子
11. 御縁花 / 石川陽子
12. 千里の恋 / 前川真帆
13. ウムカジ(面影) / 堀内加奈子

●2nd

1. 安里屋ユンタ / 石川陽子
2. 十九の春 / 桃原純次石川陽子
3. ユイユイ / 金城色
4. アンマー / 伊波秋杜
5. ハイサイおじさん / 桃原純次堀内加奈子
6. じんじん / 伊波秋杜
7. 豊年音頭 / 桃原純次

Bon Voyage
Okinawa

おすすめアーティスト

Amazon, iTunes Store など、
多くの音楽サイトで配信中。

“Bon Voyage Okinawa” で
検索してください。

金城色ブログ

https://ameblo.jp/nife--de--biru/

試聴Amazon

http://cd.kanjiman.net

https://ameblo.jp/nife--de--biru/
https://ameblo.jp/nife--de--biru/
https://ameblo.jp/nife--de--biru/
https://www.amazon.co.jp/Bon-Voyage-Okinawa-%E3%83%B4%E3%82%A1%E3%83%AA%E3%82%A2%E3%82%B9%E3%83%BB%E3%82%A2%E3%83%BC%E3%83%86%E3%82%A3%E3%82%B9%E3%83%88/dp/B07D3Y2XQW/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1526653934&sr=8-1&keywords=bon+voyage+okinawa
https://www.amazon.co.jp/Bon-Voyage-Okinawa-%E3%83%B4%E3%82%A1%E3%83%AA%E3%82%A2%E3%82%B9%E3%83%BB%E3%82%A2%E3%83%BC%E3%83%86%E3%82%A3%E3%82%B9%E3%83%88/dp/B07D3Y2XQW/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1526653934&sr=8-1&keywords=bon+voyage+okinawa
http://cd.kanjiman.net/


See you again!

最後までお読みいただきありがとうございました。
情報は随時アップデートしますので、

次回のご旅行の際には改めてバージョンを
チェックしてください。

良い旅を！

Best Plan ♡ Okinawa

本部半島編
お試し版

Ver. 1.02

http://okinawa1.kanjiman.net/free-books/

本書は200ページ近くのボリュームですが、
「お試し版」となります。
完全版は、以下サイトにて無償配布しています。
完全版では、追加のプラン等、さらなる沖縄旅行
情報をご紹介しています。
気に入っていただけましたら是非！

http://okinawa1.kanjiman.net/free-books/

