
ホテル周辺マップ

シャトルバス時刻表（ホテル⇔空港）エアポートリムジン

沖縄本島・離島の"ものづくり"で、暮らし
を豊かに装う日々の店。やちむんや琉球ガ
ラスから、食品、服飾、紙もの雑貨まで幅広
く販売し、時にトークイベントを開いたり
と、つくる人とつかう人を繋ぐ場として
も。お土産をはじめ、旅の思い出の一品に
出会えるお店です。

初めて沖縄を訪れる方も、リピーターの方も魅了する
南部エリア。車窓から流れる風景も、旅の想い出の一つに。

島の装い。STORE

住／豊見城市豊崎1-329
営／10:00～19:00
休／火曜日・水曜日

☎098-987-1593

暮らしを豊かに装う
沖縄のものづくりに出会う

店名のオールーは方言で「青い」という意
味で、その名の通り青々とした海が眼下
に広がります。ハワイアンインテリアと
合わさり、大人も心踊る空間。近くの農園
で採れた野菜や南城市の卵を使ったオム
ライスなどは栄養も満点！

tenku terrace OOLOO

住／南城市つきしろ1663
営／11:00-18:00 (L.O.17:00) 
休／無休　P／あり

☎ 098-943-9058

地元食材を使った料理を
絶景とともに　

施設全体が観光スポットのように、絶景と
植栽に囲まれたカフェくるくま。人気の秘
訣は180度見渡す限りのパノラマビュー
と、絶景に引けを取らない本格タイ料理の
クオリティ。お庭の散策も可能で、お子様
にもにもお楽しみいただけます。

アジアン・ハーブレストラン カフェくるくま

住／南城市知念字知念1190
営／平日11：00～17：00（L.O.16：00）
　　土日祝10:00～18：00（L.O.17：00） 
休／無休　P／あり

☎098-949-1189

パノラマビューと
本格タイ料理を堪能

橋を渡って車で行ける離島・奥武島。漁師
の島として知られる島内には「おいしい」
海産物がいっぱい。車で1周10分以内の大
きさで、歩いて散策しながらのんびりと
した島時間を感じるのもオススメです。

奥武島

沖縄風てんぷらが有名な
車で行ける離島

岬からは、太平洋のきれいな海が眼下
に広がる大パノラマ。久高島やコマカ
島を間近に見ることができる。絶景と
共に園内の散策をすると心地よい海風
に心癒されます。南城市地域物産館の
奥にあり、斎場御嶽などの観光の途中
にお立ち寄りいただけます。

知念岬公園

眼下の海が美しい
絶景公園

南城市の沖合5キロに浮かぶ周囲約8キロ
の小さな島。琉球の聖地であり、神に最も
近い場所ともいわれています。島内には今
でも御嶽や拝所などが数多くあり、それゆ
え立ち入りが禁止されている場所も。特別
な島だからこそのルールを守りながら、青
い海や豊かな自然をご体感ください。

久高島

琉球開闢（かいびゃく）の祖
アマミキヨが天から
降り立った琉球の聖地　

ファーマーズ
マーケットいとまん
うまんちゅ市場

真壁ちなー

バギー体験

平和祈念公園

玻名城ビーチ

サザンリンクス
ゴルフクラブ

屋宜家

ガンガラーの谷
おきなわワールド

浜辺の茶屋

やぶさちcafe

くるくまcafe

知念岬

斎場御嶽

ニライ
カナイ橋

もずくそば
くんなとぅ

琉球ガラス村

南部そば

土～夢ごはんcafe

糸満漁民食堂
SPORTS BAR 3

島の装い。STORE

ひめゆりの塔

具志堅城跡

安座真港／
あざまサンサンビーチ

OOLOO

奥武島

mapmap map

久高海運：
安座真事務所（電話098-948-7785）　
久高事務所（電話098-948-2873）

久高島へのアクセス

高速船／片道770円　往復1,480円
フェリー／片道680円　往復1,300円料金

渡航
時間

問い
合わせ

●ロマンスロード

イシキ浜●

●メーギ浜

●徳仁港
久高島

久高島行き

（15-25分）

※夏季4月1日～9月30日、
冬季10月1日～翌3月31日
　　　　  

高速船 約15分  フェリー 約25分

  出航時間
＜安座真港⇒徳仁港＞

  出航時間
＜徳仁港⇒安座真港＞

①フェリー 
②高速
③フェリー 
④高速 
⑤フェリー 
⑥高速（夏）
　　　（冬）

①高速 
②フェリー 
③高速 
④フェリー 
⑤高速 
⑥フェリー 

8：00
9：30
11：00
13：00
15：00
17：00
17：30

8：30
10：00
12：00
14：00
16：00
17：00

琉球ゴルフ倶楽部
渡嘉敷島

座間味島

阿嘉島

慶留間島

慶良間空港

那覇空港発 → 琉球ホテル＆リゾート 名城ビーチ着
　

琉球ホテル&リゾート 名城ビーチ発 → 那覇空港着
　ホテル発
　空港着（出発フロア） 

10：30　12：40　14：20　16：00
11：10　13：20　15：00　16：40

09：30　11：20　13：30　15：10
10：10　12：00　14：10　15：50　

空港発（1番バス乗り場）
ホテル着

大人：700円　小人（小学生）：350円
※座席を利用しない未就学児1名までは、
大人の方1名につき1名無料。
2名以降は小人運賃

現金、PayPay（AliPay）、VISAのタッチ決済、
ジョルダンフリーパス
※空港発は運賃後払い（ホテル到着時）、
ホテル発は運賃先払い（ホテル出発時）

予約不要でご利用いただけます。

支払方法

予　約

運賃（片道）



古き良き沖縄の景色が残る、沖縄本島南部。その最南端の町、
糸満市・名城ビーチにホテルは位置します。ホテル周辺には
新鮮な農産物・お魚を扱うマーケットや地元の方に愛される
レストラン、歴史深い城跡など魅力的なスポットが数多くご
ざいます。
沖縄の自然・文化・歴史に触れる充実のひとときをお過ごし
ください。

ホテル周辺のご案内
琉球ホテル&リゾート 名城ビーチ

沖縄県糸満市名城963
☎098-997-5550（代表）

本島最南端の糸満市喜屋武具志川原に位
置。標高約17ｍの崖に築かれたグスクは、
国指定文化財にも指定され、自然の石を
積み上げた野面積みの石垣が特徴的で
す。海に面し、壮大な風景に出合えます。

糸満を感じるスポット

具志川城跡

住／糸満市喜屋武1730-1
Ｐ／あり
※文化歴史に関する問い合わせ
098-840-8163（教育委員会生涯学習課）

☎098-840-8135（観光・スポーツ振興課）

東シナ海を一望できる
城跡からの絶景は必見

摩文仁の丘陵を南に望み、南東側には美
しい海岸線が広がる公園。平和祈念資料
館や慰霊塔、沖縄戦における全ての戦没
者の氏名が刻まれた平和の礎を訪れ、今
一度、平和の尊さを見つめ直してみては
いかがでしょうか。

平和祈念公園

住／糸満市字摩文仁444
休／無休　Ｐ／あり
※施設ごとに営業時間・
入場料が異なります

☎098-997-2765（沖縄県平和祈念財団）

沖縄戦終焉の地で
世界の恒久平和を誓う

漁師の町・糸満の新鮮な魚を美味しく食
べてもらいたいという一心で作る絶品バ
ター焼きは、糸満に来たら必ず食べて欲
しい逸品です。たっぷりのバターをかけ
ながら丁寧に仕上げた「外カリッ、中ふ
わ」の食感をお楽しみください。

糸満漁民食堂

住／糸満市西崎町4-17-7
営／ランチ11：30 ～15：00（L.O.14：30）　　
　　ディナー18：00～22：00（L.O.21：00）
休／火曜・最終月曜ディナー
P／あり 

☎098-992-7277

香り立つバターで
食欲増進！

地元で生産された旬の野菜やフルーツを
買い求めるお客さんで賑わう市場です。
野菜、果物類の他にも魚市場もあり、市場
で働く方々のエネルギッシュな姿も魅力
の１つ。購入品は県外への発送も可能で
す。

ファーマーズマーケット糸満

住／糸満市西崎町4-20
営／9:00～18:00
休／旧盆、1月1・２・3日、
　　第4水曜は不定休
P／あり

☎098-992-6510

県内最大の
ファーマーズマーケット

沖縄は海だけじゃなく、森も楽しい！ガ
ジュマルが生い茂るジャングルの中を4
輪バギーで駆け抜け、糸満市の緑豊かな
大自然を五感で感じてみませんか？初心
者でも安心して参加できます。４歳のお
子様から参加可能です。

どきどきガジュマルンチャー

住／糸満市摩文仁1018
営／9:00～17:00
休／無休　
Ｐ／あり

☎098-851-9929

4輪バギーでジャングルの中を
駆け抜けよう！

建物が国の文化財に登録されている古民
家食堂。沖縄そばは、かつおベースのスー
プとモチモチ感のある特注の麺、濃厚な
味わいの県産豚の三枚肉が楽しめる逸品
です。沖縄料理の定食などもオススメで
す。

茶処 真壁ちなー

住／糸満市真壁223
営／11:00～16:00
休／日・月曜
P／あり

☎098-997-3207

赤瓦の古民家で
沖縄そばが味えます


