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那覇空港から一番近いリゾート地として人気の豊見城。

最近は「イーアス沖縄豊崎」がオープンし、さらにショッピングが楽しめる街として

ますます魅力が増し、ニュースポットとして注目を集めている。

スイーツを食べたい、ショッピングを楽しみたいなど

たくさんのハッピーを叶えてくれる豊見城でTRYしたい10のことをピックアップ。

あなた好みの豊見城スタイルを満喫しよう。

things to do
心までとろけちゃう 極旨スイーツ＆パン を制覇する!

リゾートエリアで ショッピング 三昧！

きらめくビーチ で遊んで、泳いで、の～んびり

自然に囲まれた公園 へ行ってみる

おいしい 地元ごはん をとにかく食べたい！

豊見城の おみやげ マスターになる

歴史＆文化 にふれて、学ぶ

空手の魅力を体感し、真髄を学ぶ

生き物たち のオアシスにおジャマする

たまにはゆったり ホテルステイ

1

と み ぐすく

と み ぐすく

記載している情報は2023年1月31日時点のものです。営業時間や定休日が
変更になる可能性があります。詳しくは各店舗・施設へお問合せ下さい。
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Mont Blanc1 10 things to do in tomigusuku心までとろけちゃう

極旨スイーツ＆パンを制覇する!
豊見城には気分の上がるカラフルなスイーツがたくさん。

Sweets!

Sweets!
tomigusuku

豊見城といえば、「スイーツの街」
といっても言い過ぎではないほ
ど、人気店がひしめきあう激戦区。
マンゴーやパッションフルーツ、
イチゴなど、沖縄産の果物を使っ

たスイーツは、見た目も華やかで
インスタ映えすること間違いなし !
地元に愛されるベーカリショップ
やケーキ屋も多く、どこに行くか
迷ってしまいそう。

写真を撮りたくなるかわいいスイーツが満載。
Co

ok

ie sa
nd ice

1

Ice Cream
cake

ゼリーの中にフルーツやエディフ
ルフラワーを閉じ込めたDROP
（九龍球）が華やかで、インスタグ
ラムでも話題のドリンク。

DROP SODA
左・ハイビスカス780円、
右・パイナップル720円

Gallirallus Okinawa
住／豊見城市瀬長174-6（瀬長島ウ
ミカジテラス内／店舗No.46）
T／098-987-0908　営／11:00～
21:00　休／なし

❶
うんてん洋菓子店
住／豊見城市平良76-1
T／098-996-3843
営／10:30～17:00　休／日・月曜
https://unten.store/

❷
琉球ドルチェテラス
住／豊見城市宜保282-3
T／098-850-8698 
営／10:00～19:00　休／なし
https://dolceterrace.ti-da.net/

❸
hug 3do（ハグサンド）
住／豊見城市豊崎3-35（イーアス沖
縄豊崎内）　T／098-996-1163 
営／10:00～21:00　休／なし
https://hug3do.blueseal.co.jp/

❹

ケーキの店アルヴェール 
住／豊見城市豊崎1-435
T／098-987-5515 
営／9:30～19:00（日曜・祝日は～
18:30）　休／水曜・第1日曜

❺
UD ICE CREAM
住／豊見城市伊良波196-3
T／098-989-1919 
営／10:00～19:00（日・祝祭日は
12:00～18:00）　休／木曜
https://udicecream.com/

❻
パティスリー プール・ヴー
住／豊見城市上田543-3
T／098-856-8007 
営／11:00～19:30（日・祝祭日は
12:00～18:00）　休／木曜
https://pourvous.ti-da.net/

❼
ISLAND PO-PO-
住／豊見城市瀬長174-6（瀬長島ウ
ミカジテラス内／店舗No.35） 
営／11:00～21:00
休／なし

❽

ブルーシールで人気のブルー
ウェーブとマンゴタンゴをクッ
キーで挟み込んだサンドアイ
ス。カラースプレーのトッピ
ングでより鮮やかに。

ハグサンド
2フレーバー550 円

良質な北海道産の牛乳
から作ったコクのある
生クリームを、きめ細か
くしっとりとした生地で
巻いた地元で評判の
ロールケーキ。

とよさき愛ロール
（フレッシュクリーム）336円

クレープに似た沖縄
の焼き菓子ポーポーと
アイスを組み合わせた
新感覚スイーツ。紅芋
づくしの素朴な味わい
が大人気。

SWEETSポーポー
（紅芋アイス＆紅芋ポーポー）
500円

つるんとしたやわらかいだんごは冷やしてもおいし
い。中にはこしあんがたっぷり。紅いも、シークヮー
サーの3種類あり。

琉球だんご 1本130円

沖縄のフルーツや宇治の抹茶など国内
外のこだわりの食材を使ったフレー
バーから3種まで選べる。

ディッピングアイス 450円

ムース、スポンジ、ダックワーズを使っ
た一番人気のチョコレートケーキ。食
感の３重奏が楽しめる。

クロカンショコラ 440円

3

5
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6
7

8

It all looks
delicious!

※営業時間や定休日が変更になる可能性があります。詳しくは各店舗・施設へお問合せ下さい。

きび砂糖で作ったサクサクのメレン
ゲの上に県産の紅芋を使ったクリー
ムをたっぷり。豆乳クリームを使用し
てやさしい甘さに仕上げていて、紅芋
本来の味わいを引き立てている。

紅芋モンブラン
550円

2

3 4
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シンプルパン
住／豊見城市上田552-５
T／080-6494-5525
営／10:00～16:00　休／日～水曜
https://simplepan-okinawa.raku-uru.jp/

ノアレザン（手前）
1,000円（店売り特価）

古代小麦100％の生地に“胡
桃”と“レーズン”をたっぷり練
り込み、高温で焼いたノアレザ
ン。コーヒーやワインとも◎。

～Le chinon～
住／豊見城市座安218-1
T／098-850-3644
営／11:00～19:30　休／水曜、不定休
http://happyfield-chinon.com/lechinon

焼き菓子各種

フレッシュバターをふんだんに使っ
たサブレ、マンゴーや紅芋を練り込ん
だクッキーなどパティシェが作った
焼き菓子はお土産にもおすすめ。

ブーランジェリーフール
住／豊見城市宜保1-7-7
T／098-851-1741
営／8:00～20:00
休／第3・第5月曜、火曜

フレンチトースト（右奥）
70円

フランスパンを卵と牛乳に染み込ま
せ、練乳をトッピングしたフレンチ
トーストや円柱形の食パンなど創作
パンがたくさん。

ブーランジェリーナカニシ
住／豊見城市真玉橋553
T／080-6483-1421
営／7:00～16:30
休／日曜、木曜

黒ごまパンドカンパーニュ
200円

全粒粉やライ麦粉を使った生地に黒
ごまを練り込んだカンパーニュや有塩
バターを加えた甘じょっぱい塩パン
のほか、焼き菓子、マフィンも充実。

玉ぱん
住／豊見城市上田423-1
T／098-800-2413
営／7:00～18:00
休／火曜（変更になる場合あり）

牛すじカレーパン（中央手前）
108円

ほんのり甘さを感じるラウンド食
パンやサクサク感が自慢の牛すじ
カレーパンなど、地元の人に愛さ
れるパンを常時30種以上販売。

Kon'sBurger （キッチンカー）
住／豊見城市豊崎3-86（豊崎JA菜々
色畑）　T／080-6494-5545
営／11:30～売り切れまで
休／月曜日、不定休

800円

ベトナム人のシェフコンさんが作
る本場のサンドイッチ。ポークや
卵のほか、パクチーやきゅうりなど
野菜がたっぷりの贅沢な一品。

スペシャルバインミー

PLUS MINUS
住／豊見城市座安288-3
T／098-960-7891
営／11:00～20:00(L.O19:00)
休／水曜

アポロ
980円

ビッグサイズの進化系かき氷。お
菓子の「アポロ」をイメージしふ
わふわの氷をかき分けると、中に
はイチゴやチョコがたっぷり。

PUZO
住／豊見城市宜保3-1-2
T／098-969-0625
営／10:00～20:30　休／不定休
https://www.puzo.jp/

マンハッタンの恋
PUZO人気No.1のニューヨーク
チーズケーキ。さっぱり濃厚でな
めらかな食感のチーズケーキに、
表面はキャラメリゼで香ばしくパ
リッと食感に仕上げている。

Purecastle 珈琲
住／豊見城市豊崎1-40
T／098-987-1230　営／12:00～
19:00（土日・祝日は10:00～） 休／
木曜　https://purecastle.hp.gogo.jp/pc/

コーヒー大福
440円（イートイン）

国産モチ粉100％の生地に、自家
焙煎したコーヒーの粉を表面にまぶ
した大福。ネルドリップで丁寧に抽
出したコーヒーとの相性も抜群。

美らイチゴ 瀬長島ウミカジテラス店
住／豊見城市瀬長174-6（瀬長島ウミ
カジテラス内／店舗No.33）
営／11:00～21:00
休／なし

680円

県内最大級のイチゴ狩り観光農園「美
らイチゴ」で採れたイチゴをたっぷり使
用したスイーツを提供。果実を丸ごと
食べているかのような濃厚な味わい。

Maitoparta
住／豊見城市名嘉地169-1
T／098-996-2907
営／11:00～17:45　休／日曜・祝
https://maitoparta-oki.com/

たっぷりチョコバナナ
（リエージェタイプ）620円

発酵バターやEMたまご、黒糖など
素材にこだわったもっちり食感の
ワッフルが自慢。ワッフルにチョコ
やチーズを添えたスイーツもぜひ。

住／豊見城市瀬長174-6（瀬長島ウミ
カジテラス内／店舗No.47）
T／098-987-1158
営／11:00～21:00　休／なし

マラサダドーナツ
1個250円

ハワイの老舗店のレシピを受け継
いだドーナツは、外はカリッと中は
ふんわり。ココア、黒糖、キャラメ
ルシナモンなど6種あり。

そのままイチゴのスムージー（右）

Agnes' Portuguese Bake Shop Cafe

※営業時間や定休日が変更になる可能性があります。詳しくは各店舗・施設へお問合せ下さい。5 6
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住／豊見城市真玉橋553
T／080-6483-1421
営／7:00～16:30
休／日曜、木曜
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全粒粉やライ麦粉を使った生地に黒
ごまを練り込んだカンパーニュや有塩
バターを加えた甘じょっぱい塩パン
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玉ぱん
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T／098-800-2413
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休／火曜（変更になる場合あり）

牛すじカレーパン（中央手前）
108円

ほんのり甘さを感じるラウンド食
パンやサクサク感が自慢の牛すじ
カレーパンなど、地元の人に愛さ
れるパンを常時30種以上販売。
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住／豊見城市豊崎3-86（豊崎JA菜々
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営／11:30～売り切れまで
休／月曜日、不定休
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ベトナム人のシェフコンさんが作
る本場のサンドイッチ。ポークや
卵のほか、パクチーやきゅうりなど
野菜がたっぷりの贅沢な一品。

スペシャルバインミー
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休／水曜
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ビッグサイズの進化系かき氷。お
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T／098-969-0625
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マンハッタンの恋
PUZO人気No.1のニューヨーク
チーズケーキ。さっぱり濃厚でな
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表面はキャラメリゼで香ばしくパ
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19:00（土日・祝日は10:00～） 休／
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コーヒー大福
440円（イートイン）

国産モチ粉100％の生地に、自家
焙煎したコーヒーの粉を表面にまぶ
した大福。ネルドリップで丁寧に抽
出したコーヒーとの相性も抜群。

美らイチゴ 瀬長島ウミカジテラス店
住／豊見城市瀬長174-6（瀬長島ウミ
カジテラス内／店舗No.33）
営／11:00～21:00
休／なし

680円

県内最大級のイチゴ狩り観光農園「美
らイチゴ」で採れたイチゴをたっぷり使
用したスイーツを提供。果実を丸ごと
食べているかのような濃厚な味わい。

Maitoparta
住／豊見城市名嘉地169-1
T／098-996-2907
営／11:00～17:45　休／日曜・祝
https://maitoparta-oki.com/

たっぷりチョコバナナ
（リエージェタイプ）620円

発酵バターやEMたまご、黒糖など
素材にこだわったもっちり食感の
ワッフルが自慢。ワッフルにチョコ
やチーズを添えたスイーツもぜひ。

住／豊見城市瀬長174-6（瀬長島ウミ
カジテラス内／店舗No.47）
T／098-987-1158
営／11:00～21:00　休／なし

マラサダドーナツ
1個250円

ハワイの老舗店のレシピを受け継
いだドーナツは、外はカリッと中は
ふんわり。ココア、黒糖、キャラメ
ルシナモンなど6種あり。

そのままイチゴのスムージー（右）

Agnes' Portuguese Bake Shop Cafe

※営業時間や定休日が変更になる可能性があります。詳しくは各店舗・施設へお問合せ下さい。5 6



住／豊見城市豊崎3-35　営／10:00～22:00（最
終入館は営業終了の1時間前）　休／なし　料／大
人（18歳以上）2,400円、中人（13歳～17歳）2,000
円、小人（4歳～12歳）1,500円  ※すべて税込価格。
※3歳以下は保護者のご同伴で入場無料。
https://kariyushi-aquarium.com

県内外の人気の飲食店が集結。沖縄
そばやタコライスといった沖縄フー
ドのほか、スイーツやドリンクも充
実し、カフェ感覚で利用できる。

“おいしい”が集まる
ストリートフード

沖縄そばのダシで味付けしたコクの

ある味わいの「唐揚げちゃんぽん

飯」／沖縄そばと沖縄ちゃんぽんの

お店 やっぱりちゃん（1F)

厚切りベーコンと特大パティが挟み

込まれた食べごたえ抜群の氾濫バー

ガー／氾濫バーガー チムフガス（2F）

映像と空間演出を駆使した
ニュースタイルの水族館
映像技術を用いたリアリティあふれる演

出が魅力。海洋生物のほか、亜熱帯特有の

動植物に触れ合えるエリアなど、多彩な

コンテンツも人気の理由。

and more!

Shopping

2 10 things to do in tomigusukuリゾートエリアで

ショッピング三昧！
お土産や自分用のアイテムを求めてショッピングクルーズ！

SHOPPINGtomigusuku

住所／豊見城市豊崎3-35
T／098-840-6900
営／10:00～21:00
休／あり
https://toyosaki.iias.jp/

2020 年、豊崎にオープンした大型ショッ
ピングモール。約 130 の店舗が出店。
空間演出に力を入れた水族館をはじめと
した独自のエンターテインメント施設が
併設され一日を通して楽しめる。

イーアス沖縄豊崎
IIAS OKINAWA TOYOSAKI

アパレルの人気ブランドが集う「沖縄アウ
トレットモール あしびなー」の他にも、水
族館が併設された大型ショッピングモール
「イーアス沖縄豊崎」が誕生するなど、ショッ
ピングが楽しめるホットなスポットとして注目

を集める豊崎エリア。車で１０分ほどの場
所には、人気のスイーツ店やレストラン、
雑貨店などが集まる「瀬長島ウミカジテラ
ス」もあり、1日では回りきれないほどお店
が充実している。

豊見城でもっともHOTなエリアへGO!

慶良間や恩納村など
沖縄の７つの海の色
をガラスで表現したア
クセサリーは心を癒し
てくれる／長七屋 「宙吹きガラス工房虹」の涼

しげな色あいのアイスカッ
トグラス／rmc

2 階には陶器やガラスの器などを扱
う「rmc」や色鮮やかなホタルガラス
を扱う「長七屋」など、沖縄の手仕事
に出会えるショップが並ぶ。

沖縄工芸品が見つかる
セレクトショップ

7 8
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住／豊見城市豊崎1-411
T／098-995-8595
営／10:00～22:00（店舗により異なる）
休／なし
http://www.tomiton.jp/

豊崎ライフスタイルセンター TOMITON

住／豊見城市豊崎3-86
T／098-850-8760　営／9:00～18:00
休／不定休

とよさき菜々色畑

住／豊見城市瀬長174-6
TEL／098-851-7446 
営／10:00～21:00
休／なし
https://www.umikajiterrace.com

瀬長島ウミカジテラス

東シナ海を一望できる小高い丘に立ち並ぶ白
亜の建物はまるで、地中海リゾートのよう。約
45のお店が集まり、青い海を眺めながらグルメ
やショッピングが楽しめる。

住／豊見城市豊崎1-188
T／0120-15-1427
営／10:00～20:00
休／なし
https://www.ashibinaa.com/

沖縄アウトレットモール あしびなー

100 店舗以上のショップが並ぶ県内で唯一の大型ア
ウトレットモール。国内外の有名ブランドが手頃な価
格で購入できるほか、毎週末や祝日には子ども向けの
ミニトレインやエアー遊具も楽しめる。

豊見城で育てられたホウレンソウやト
マトなどが豊富に並び、夏は豊見城
市産マンゴーを求める客で賑わいをみ
せる。併設した食堂では、女性部の
スタッフが作る沖縄そばやちゃんぷ
るーなどが味わえる。

スーパーや飲食店、雑貨店、スポー
ツ用品店などが揃うショッピングセ
ンター。施設内には遊具や休憩ス
ペースがあり、家族連れにも人気。

SENAGAJIMA UMIKAJI TERRACE

OKINAWA OUTLET MALL ASHIBINAA

NANAIROBATAKETOMITON

シ
ョ
ッ
ピ
ン
グ
三
昧
！
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ゾ
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エ
リ
ア
で

10 things to do intomigusuku

2

SHOPPING
tomigusuku

指輪を旅先の思い出に。目の前でひ

とつひとつ丁寧に仕上げるオーダー

注文に対応。手作り指輪体験も実施。

/ itosina イトシナ

プティエル（鼻に跡が残らないサング

ラス）、高性能偏光サングラス（折り畳

み可能）／ IZONE NEW YORK

時期
トマト／12月～5月末頃
マンゴー アーウィン／6月末～8月上旬
マンゴー キーツ／8月中旬～9月中旬

濃厚な味で好評の豊見城

産のブランド野菜「ちゅ

らとまと」を使用したカ

レー。酸味がきいてくせ

になる味。

横乗り系スポーツグッズを中

心に豊富な商品を取り扱うグ

ローバルブランド。スイムウェ

ア／ QUIKSILVER FACTORY 

OUTLET STORE

県内一の生産量を誇るト

マトや、夏は甘みたっぷり

の地元産マンゴーが人気。

※営業時間や定休日が変更になる可能性があります。詳しくは各店舗・施設へお問合せ下さい。9 10
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Chill out...

Beach!

3 10 things to do in tomigusukuきらめくビーチで

遊んで、泳いで、の～んびり
マリンスポーツやBBQなど海で過ごす心地よい時間。

海人が運営する体験施設。釣りや無人島散策の
ほか、調理室では魚裁き体験も計画中。ワーキン
グヤードでの鮮魚直売も定期的に行っている。
住／豊見城市与根583-3
T／080-6498-7761、098-996-1267
開館／9:00～17:00　休／年末年始
https://www.yunimaru.com/
yunimaruzhibuzhang@gmail.com

豊見城市与根地区観光交流施設
ゆにま～る

experience!

SUNSET
Marine Activ ity !

住／沖縄県豊見城市字豊崎5-1　
T／0980- 850-1139
開園／6：00～22：00　
P／あり
https://churasun-beach.com/

オリオンECO美らSUNビーチ

churasun Beach

senaga
Beach

tomigusuku
map

YUNIMARU
豊見城では、海遊びも魅力のひと
つ。豊崎海浜公園に隣接する全
長約 700m の「オリオン ECO 美
ら SUN ビーチ」では、遊泳はも
ちろんマリンスポーツが楽しめるほ

か、公園ではBBQもできる。また、
海人（漁師）が運営するゆにま～
るでは、釣りや無人島散策の体験
も楽しめる。海遊びを満喫したい
人にはおすすめのプログラムだ。

飛行機と海の共演に感動する、アクセスが抜群のビーチ

周辺のビーチや島々を見下
ろせる爽快な空中散歩が楽
しめる。

ゆにはま
090-3419-0862
http://yunihama.com/

PARASAILING

「オリオンECO美らSUN
ビーチ」ではバナナボート
やSUPなど、マリンアクティ
ビティが充実！

マリン倶楽部 SUN
098-911-5297
https://churasun-beach.c
om/?page_id=621

BANANA BOAT

オリオンECO美らSUNビーチでは、
こんなアスレチックも楽しめる！
https://chura-venture.com/

国内最大級の海上アスレチック。 シーサイドエリアにネットの
アスレチック出現 !

ちゅらウォーターパーク ちゅらネットパーク

※営業時間や定休日が変更になる可能性があります。詳しくは各店舗・施設へお問合せ下さい。11 12
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豊見城市与根地区観光交流施設
ゆにま～る

experience!

SUNSET
Marine Activ ity !

住／沖縄県豊見城市字豊崎5-1　
T／0980- 850-1139
開園／6：00～22：00　
P／あり
https://churasun-beach.com/

オリオンECO美らSUNビーチ

churasun Beach

senaga
Beach

tomigusuku
map

YUNIMARU
豊見城では、海遊びも魅力のひと
つ。豊崎海浜公園に隣接する全
長約 700m の「オリオン ECO 美
ら SUN ビーチ」では、遊泳はも
ちろんマリンスポーツが楽しめるほ

か、公園ではBBQもできる。また、
海人（漁師）が運営するゆにま～
るでは、釣りや無人島散策の体験
も楽しめる。海遊びを満喫したい
人にはおすすめのプログラムだ。

飛行機と海の共演に感動する、アクセスが抜群のビーチ

周辺のビーチや島々を見下
ろせる爽快な空中散歩が楽
しめる。

ゆにはま
090-3419-0862
http://yunihama.com/

PARASAILING

「オリオンECO美らSUN
ビーチ」ではバナナボート
やSUPなど、マリンアクティ
ビティが充実！

マリン倶楽部 SUN
098-911-5297
https://churasun-beach.c
om/?page_id=621

BANANA BOAT

オリオンECO美らSUNビーチでは、
こんなアスレチックも楽しめる！
https://chura-venture.com/

国内最大級の海上アスレチック。 シーサイドエリアにネットの
アスレチック出現 !

ちゅらウォーターパーク ちゅらネットパーク

※営業時間や定休日が変更になる可能性があります。詳しくは各店舗・施設へお問合せ下さい。11 12



let's have fun.住／豊見城市豊見城236
T／098-850-4055
営／8：00～19：00
料／無料
P／あり

沖縄海軍壕公園
旧海軍司令部壕に併設した公園。豊見城岳陵
にあり、東シナ海、南部市街地、首里城が一望
できる。傾斜をいかしたローラー滑り台からの
眺望は気持ちがよい。

OKINAWA KAIGUNGO PARK

住／豊見城市豊崎5-1　T／098-850-1139
営／6:00～22：00　料／無料　P／あり（一部有料）

豊崎海浜公園

オリオンECO美らSUNビーチを囲むよう
に芝生が広がる開放感のある公園。晴
天時には慶良間諸島を一望することがで
き、水平線に沈む夕日は県内有数の美し
さ。バーベキュー施設（要予約）もあり。

住／豊見城市豊崎1-203
T／098-856-2355
営／8:00～22:00
料／無料　P／あり（60分無料）

豊崎にじ公園

緑の芝生が広がる多目的広場やキッズ向
けの楽しい遊具が揃い、子ども連れにお
すすめ。豊崎エリアにあるので、ショッピ
ングを楽しんだ後に立ち寄りやすい。

TOYOSAKI NIJI PARK

那覇の市街地から近く暮らしやすい
環境が整っている豊見城市には、自
然を身近に感じる公園が充実してい
る。海の近くや高台にあるのでとって
も心地がよく、街を見下ろしながら滑

り降りるローラー滑り台など、アク
ティブな遊具も満載。小さな子ども
連れのファミリー層はもちろん、BBQ
（豊崎海浜公園のみ）やスポーツが
楽しめる施設もあり大人も大満足。

遊具が充実していて、海外からの観光客からも人気

4 10 things to do in tomigusuku自然に囲まれた

公園へ行ってみる
自然を肌で感じながら心癒される公園でのんびり過ごす。

ENJOY PARK

TOYOSAKI
KAIHIN PARK
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GOURMETtomigusuku5 10 things to do in tomigusukuおいしい地元ごはんを

とにかく食べたい！
街の人が通い詰める地元の味を楽しむ。

お腹が「グゥ～」と鳴ったら、街のおいしいごはん屋さんに
レッツゴー。豊見城には、ローカルメニュー満載の食堂か
ら、沖縄そば店、ステーキハウス、ナポリピッツア専門店ま
で幅広くお店が揃っている。海沿いの町ならではの新鮮な
魚介が堪能できる居酒屋や地元客で賑わう山羊料理の専
門店など、沖縄の味を堪能できるお店も多いのでチェック!

沖縄で1,2位を争う
“うまい”が集まる街

GOURM ET

parlour de jujumo
住／豊見城市与根490-3
T／080-4278-8150 
営／8:00～13:00
休／土、日曜、祝

❶

沖縄そば くくる
住／豊見城市豊見城763-1 
T／098-894-6862 
営／11:00～20:00
休／水曜

❷

豊見城タコライス
住／豊見城市名嘉地314
T／050-1066-6901 
営／11:00～21:00　休／不定休
http://www.tomitaco.com/

❸

海あじ O.TOSHI丸
住／豊見城市豊崎1-681
T／098-987-0727 
営／17:00～24:00
休／月曜、不定休

❹

鮨びたろう
住／豊見城市豊崎3-35（イーアス沖
縄豊崎1Fフードコート内）
T／098-996-4858 
営／11:00～21:00　休／なし

❺

ステーキハウスうっしっしぃ
住／豊見城市翁長869-27
T／098-850-8229 
営／11:00～21:30
休／火曜

❻

沖縄そば専門店 よね食堂
住／豊見城市座安337
T／098-850-4029 
営／10:00～17:00（土・日・祝は～
20:00）　休／木曜

❼

名嘉地そば
住／豊見城市名嘉地215-3
T／098-856-7555 
営／11:00～15:40（L.O.）
休／なし

❽

❾
麺屋だるま家 豊見城店 
住／豊見城市名嘉地333
T／098-856-8787 
営／11:30～15:00、17:30～22：30
休／火曜

「カラダ喜ぶ幸せご飯」をコン
セプトに、野菜から出る水分だ
けで煮込まれた、コクと旨味が
ぎゅっと凝縮されたカレー。季
節の野菜のソテーと一緒に。

酵素玄米ベジカレー
800円

魚介ダシを練り込んだ自家製
麺はモチモチした食感。やさし
い味わいのスープは最後まで
飲み干せる。自家製の練り唐
辛子で味の変化も楽しんで。

三枚肉肉増しそば（中）
750 円

マグロやイラブチャー、ソデイカ
など近海で捕れた魚を使った本
格握り寿司を、沖縄では珍しい
立食いカウンターで楽しめる。

沖縄にぎり盛り10貫
1,780円

三枚肉を塩漬けにしたスーチカーとかまぼ
こがトッピングされた沖縄そば。もっちりした
食感の縮れ麺はスープとよく絡み美味。

名嘉地そば
大800円

野菜とアボカドを贅沢に使ったヘルシーなタコ
ライス。北海道にある花畑牧場の濃厚なラク
レットチーズが添えられ女性にも大好評。

たっぷり野菜の
ラクレットタコライス
770円

驚くほど柔らかくてやみつきになる
味わいのヒレステーキをリーズナ
ブルな価格で堪能できる。1,000
円のリブロースステーキも好評。

ヒレステーキと若えび
ウニソース焼き
2,280円

豊見城の近海で水揚げされたグルクンやカジ
キ、ミーバイなど10～13種の魚介を一度に堪
能できる。新鮮なのはもちろん、肉厚で美味。 

うみんちゅの刺し身の盛り合わせ
2,780円

１９５０年代から営む老舗。背骨、鶏ガラなどを
14時間じっくり煮込んだ味わい深いスープが
自慢。沖縄そば付きの定食メニューも豊富。

よねそば
750円

横浜に本店のある家系豚骨しょうゆラーメン
の店。厳選した食材をじっくり煮込んでダシを
取ったスープは濃厚で、くせになる味わい。

特製だるまラーメン
900円
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15 16※営業時間や定休日が変更になる可能性があります。詳しくは各店舗・施設へお問合せ下さい。
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Pizzeria Napoletana Bufalo
住／豊見城市宜保259　T／098-987
-7552　営／11:30～15:00・18:00
～23:00　休／月～木曜
https://www.bufalo.jp

マルゲリータ
S1,420円

薪窯で焼きあげる本格的なナポリ
ピッツアは、外はサクッと中はもっち
り。水牛のモッツァレラチーズを使っ
たピッツアも人気。

山ちゃん食堂
住／豊見城市翁長648-2
T／098-850-6642
営／11:00～21:00
休／金曜

とんかつ定食
730円

揚げ加減が抜群でサクサクした食感
がたまらない、ボリューミーなとんかつ
定食。沖縄そばと小鉢、サラダが付
いてくるのにとってもリーズナブル。

やまやの店
住／豊見城市伊良波556-4　T／098-
840-6320　営／10:30～16:00（食
事は11:00～14:00）　休／水曜　
https://oki-yamaya.com

日替わり定食
1,000円

県産のシークヮーサーと泡盛を使っ
た沖縄産めんたいこが味わえる日替
わり定食。めんたいこをまぶした唐揚
げや生姜焼きなどメニューも豊富。

古民家癒やし処 ながどう家
住／豊見城市長堂6
T／098-856-5111
営／11:00～16:00（15:30L.O.）
休／水曜

そば定食
（ながどうそばにした場合950円）

鰹ダシをベースにしたやさしい味わ
いのそば。3種の肉をトッピングした
そばや、ゆし豆腐、アーサをのせた
そばも選べる。

Resort Cafe Kai
住／豊見城市豊崎5-1
T／098-840-6333
営／11:30～19:30　休／水曜
https://kai-booten.jp/resort_cafe_kai

BLTバーガー
1,980円

熟成ベーコンと低温で焼いた肉厚
のパティを挟んだ大迫力のハン
バーガー。爽やかな飲み口のマン
ゴーラッシーとの相性もいい。

YONAR’S MARKET
住／豊見城市豊崎3-84
T／098-850-8633
営／11:30～18：00　休／なし
https://shop.okitoku.co.jp

700円

水分を調節するなど揚げ方に工夫
を凝らした唐揚げは、衣はサクサク、
中はとってもジューシー。シークヮー
サーの香りも食欲をそそる。

住／豊見城市豊崎1-446　T／098-85
6 -7717　営／（ランチ）11:30～
15:00、（ディナー）18:00～22:00
休／月曜  https://kimishima.gorp.jp

ロッシーニコース
4,200円

地元食材を使ったフレンチが味わえ
る、ハレの日にぴったりのお店。ラン
チでは特選牛フィレとフォアグラの
ロッシーニコースが好評。

ねぎ左馬
住／豊見城市真玉橋123 とよみビル3F
T／098-850-6225
営／18:00～24:00　休／日曜
http://negisama.com

カットステーキ（150g）
1,350円

上質の牛はらみ肉を食べやすいサイ
ズにカットしたステーキや、九州の産
地から厳選した馬肉の握り寿司な
ど、希少な肉を味わえるのもうれしい。

親父のまぐろ 瀬長島店
住／豊見城市瀬長174-6（ウミカジテ
ラス内／店舗No.14）
T／098-996-2757
営／11:00～21:00　休／なし

親父の生まぐろ丼
980円

船上で冷凍せずに市場に運ばれた
新鮮な「天然生まぐろ」を使用。自家
製のわさび油をかけて食べるとさらに
おいしくなるのでお試しを。

飯カフェダイニング南風
住／豊見城市豊見城763-1
T／098-851-8875
営／11:00～21:00
休／日曜

オムライス2色ソース
968円

5時間以上煮詰めたトマトソースとオ
リジナルデミグラスソースの２つの
ソースで味付けしたリピート率NO.1
のオムライス。

海洋食堂
住／豊見城市名嘉地192-10
T／098-850-2443
営／10:00～19:30
休／日曜

豆腐ンブサー
720円

毎朝お店の隣で作る自家製豆腐を
使った煮込み料理。三枚肉の旨味
が豆腐にたっぷり染み込んでご飯が
よく進む。

山羊料理 豊
住／豊見城市豊見城598-2
T／098-850-6936
営／18:00～翌1:30（日曜、祝日は～
24:00）　休／不定休

創業50年になる老舗の山羊料理
店。さっぱりした味わいの山羊汁な
ど、臭みを抑えた食べやすい山羊料
理が楽しめる。

山羊刺し、山羊汁、チーイリチー

シークヮーサー唐揚げ定食

フレンチレストランKIMISHIMA

17 18※営業時間や定休日が変更になる可能性があります。詳しくは各店舗・施設へお問合せ下さい。
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おみやげマスターになる
泡盛からめんたいこ、お菓子まで、豊見城のいいものが大集結！

住／豊見城市字伊良波556-2
T／098-851-8813
営／9:00～17:30　休／木曜・元日
料／入館・見学共に無料
https://www.chuko-awamori.com

くぅーすの杜 忠孝蔵

昔の泡盛造りを再現した手造り工場
や木造古酒蔵、甕を造る窯などをガ
イド付きで見学できる。ショップでは各
種商品の試飲も無料で楽しめる。

CHUKO AWAMORI
DISTILLERY

2021 忠孝
Platinum PREMIUM
35 度 720ml
独自のブレンド技術を活かし、３種
類の泡盛の個性を引き立たせるブ
レンドを追求。スパイシーかつ上品
な甘さを感じる味わい。

夢航海30度720ml
1983年の発売以来、地元で愛され
る銘柄。新製法により、青リンゴのよ
うなフルーティーな香りが広がる仕
上がりに。泡盛初心者にもオススメ。

住／豊見城市字伊良波556-4
T／098-840-6310
営／10:30～16:00 
休／水曜
https://oki-yamaya.com/

沖縄やまや

博多の名店、やまやの技術を引き
継ぎ、泡盛やシークヮーサーなど沖
縄風にアレンジしためんたいこを製
造販売。店内には食堂も併設。

OKINAWA
YAMAYA

住／豊見城市字豊崎3-64
T／098-840-6000　営／9：00～17:00
（見学は平日の9：00～11：30、13：00～
16：30）※10名以内は予約なしで見学可
料／入館・見学共に無料
https://www.amaume.co.jp/

上間菓子店

全国区の人気を誇る乾燥梅干しお菓子
「スッパイマン」を製造する上間菓子店
の工場では無料見学を実施。施設内に
は駄菓子屋風の販売スペースもあり。

UEMA
KASHITEN

シークヮーサー
マヨネーズタイプ 300g
沖縄県産のシークヮーサーを使用
した果汁入りで、爽やかな香りが際
立つマヨネーズタイプの調味料。

辛子めんたいこ 120g
泡盛や県産のシークヮーサー、沖縄
の塩を使用した、まろやかでフルー
ティーな味わいの県産めんたいこ。

スッパイマンの
甘梅一番
爽やかな甘酸っぱさが癖に
なるお菓子。携帯がしやすい
サイズなのでドライブ途中の
おやつやお土産にも◎。

スッパイマン
梅キャンディー
乾燥梅のすっぱさとべっ
こう飴のまろやかさが見
事にマッチ。ばらまき土
産にもおすすめ。

スッパイマン
つまめる梅肉
通販の売上ランキングで1位
の人気商品。一口かむと「プ
チっ」と弾け、中からトロっと
した梅肉が出てくる。

住／豊見城市字豊崎1-1162
【SLOW SLOW】
T／098-856-8766（豊見城市観光協会）
営／9:00～18:00
【ウージ染め直売店】
T／098-850-8454　営／10:00～17:00
休／水曜
https://www.tomigusuku-okinawa.jp/

てぃぐま館
豊見城市観光協会に併設。工芸品
などを扱う「SLOW SLOW」と、豊
見城市ウージ染め協同組合が運営す
る「ウージ染め直売店」、「ウージ染め
工房」の３つの施設があり、買い物
や体験が楽しめる。

TIGUMAKAN

豊見城
プリントクッキー
豊見城市の魅力をぎゅっと詰め込んだ
クッキー。パッケージのイラストは豊見
城市観光協会の職員が担当。豊見城
の名所がかわいく描かれている。

「ウージ染め工房」では、「色さし」「織り」「染め」
の３つの体験ができる。各プランすべて有料。
※体験は11:00～16:00（水曜日を除く）。 体験
希望の方は（098-850-8454）に要予約。

住／豊見城市豊崎3－84
T／098-850-8633
営／10:30～18：00
休／なし

健康・長寿の源としても人気の果実、
沖縄産のシークヮーサーを使った原液
や加工品を販売。試飲コーナーでは蛇
口から出てくるシークヮーサージュース
が飲み放題というサービスも。

YONAR’S MARKETシークヮーサージュースが無料で飲み放題！

豊見城を代表する特産品といえ
ば、サトウキビの葉と穂を煮出し
て作る染料で染めた「ウージ染
め」。黄色と緑を基調とした優し
い風合いが魅力。他にも地元の

酒造所が作る泡盛や県産の食材
を使っためんたいこなど、お土産
や贈り物に喜ばれそうないいもの
がいっぱい。見学や体験できる
施設もあるのでそちらもぜひ。

ものづくりの現場を見学したり、工芸体験も

店内ではシークヮーサーの原液や調味料のほかジャ
ムやお菓子などを販売。食堂（P18掲載）も併設。

SOUVENIR

紅型GOODS
沖縄に伝わる染色技法の紅型で染
めた生地を使った小物入れ。日常使
いしやすく贈り物にもおすすめ。

シーサー
キリッとした表情から愛嬌
たっぷりの愛らしいものま
で、様々な種類のシーサー
がずらりと並ぶ。

ウージ染めGOODS
沖縄のサトウキビで染めたやさしい
色合いが特徴の染物。普段使いが
楽しめる商品が揃う。

染め体験で
オリジナルグッズを作ろう！
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さらに豊見城の歴史を
学びたい人はコチラへ！

住／豊見城市伊良波392
T／098-856-3671
営／9:00～17:00（12:00～13:00は休憩時
間）　※入室は閉室時間の15分前まで。
休／月曜　料／入館無料

豊見城市歴史民俗資料展示室

and more!

7 10 things to do in tomigusuku歴史＆文化に

ふれて、学ぶ
戦跡から史跡まで街の歩みをたどる。 

豊見城には史跡や戦跡が残り、巡っ
てみると街の魅力をさらに深く知る
ことができる。まず足を運んでほし
いのが、沖縄戦中に大日本帝国海
軍の司令部として使用された旧海軍
司令部壕。戦争当時のまま残され
た防空壕が見学できる。資料室に

は戦時中の写真や兵器・軍服など
が展示されており、当時の様子を垣
間見ることができる。
他にも琉球王国時代に建設された
石造りの橋の遺構など、歴史を語
る建物や史跡などが点在しているの
で興味がある人は立ち寄ってみよう。

戦争の悲劇や琉球王国時代の香りを肌で感じ取る

重修真玉橋碑

住／豊見城市字真玉橋

1522 年に首里城や那覇港を防御する目
的として、尚真王によって架けられた橋。
大きな曲線の５つのアーチが連なる美し
いデザイン。1996 年に戦前の真玉橋の
一部がみつかり、現在は国場川を挟んだ
豊見城市・那覇市の両岸にその遺構を
移築保存している。

真玉橋遺構
MADANBASHI IKO

住／豊見城市翁長260

日本人として初めてアメリカの土を踏み、
後に日米和親条約の締結に尽力したジョ
ン万次郎が、帰国時に滞在したといわれ
るのが豊見城市翁長の高安家。現在は
近くに記念碑が建てられ、年表などの説
明版が設置されている。

ジョン万次郎記念碑
JOHN MANJIRO

History

瀬長島の南西海岸に立つイシイリーと呼
ばれる岩。岩の上下 2つの穴をめがけて
石を投げ、上の穴に入れば男の子、下の
穴に入れば女の子が授かるという言い伝
えがある。

子宝岩
POWER SPOT

住／豊見城市豊見城236
T／098-850-4055
営／9:00～17:00
休／年中無休
料／大人600円、小人300円
http://kaigungou.ocvb.or.jp/

沖縄戦中に掘られた地下司令部
壕。縦横に掘り巡らされた 300m
ほどの壕内には司令官室、作戦室、
医療室などが保存されている。

旧海軍司令部壕

子宝岩から着想を得て作られた「子
宝安産お守り」（１個1,300円）はてぃ
ぐま館SLOW SLOW（P20掲載）や
瀬長島ホテル（P25掲載）にて販売。

（※現在、域内入場不可）

豊見城グスクは、集落の北東側、漫湖を
眺望できる標高 54m の丘陵上に立地。
14世紀末～15世紀初頭に汪応祖（わん
おうそ）が築城し、尚巴志によって落城
したといわれている。現在でも北側に城
壁と思われる一部が確認される。

豊見城グスク
GUSUKU

琉球の島々を創ったといわれる伝説上
の神、アマミキヨが降り立ったと言い
伝えが残る瀬長島は、風光明媚な神の
島・信仰の島とされ、昔は本島全域か
ら多くの人が訪れたという。今も子宝
に恵まれるといわれる縁起の良い岩が

あり、パワースポットとしても注目を集
めている。
ユネスコ無形文化遺産である「組踊」
の演目のひとつ、恋愛をテーマにした
「手水の縁」では、瀬長島が舞台の一
部として登場する。

瀬長島の
パワースポットが話題！

写真提供：豊見城市教育委員会文化課

写真提供：豊見城市教育委員会文化課
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8 10 things to do in tomigusuku空手の魅力を体感し、

真髄を学ぶ
沖縄で脈々と受け継がれてきた空手を体感できるスポット。

9 10 things to do in tomigusuku生き物たちの

オアシスにおジャマする
「水鳥と湿地と人とをつなぐ場所」としてつくられた憩いの施設。

KARATE

住／豊見城市豊見城854-1
T／098-851-1025
営／9:00～21:00（展示施設は～18:00）
休／水曜・12月30日～1月3日
https://karatekaikan.jp

沖縄空手会館
住／豊見城市豊見城982
TEL／098-840-5121
営／9:00～17:00
休／月曜・慰霊の日・年末年始
https://www.manko-
mizudori.net

漫湖水鳥・湿地センター

資料館では空手の歴史や武具について

展示資料で学べる。

CGなどを使って空手の練習ができる体

験コーナー。

会館オリジナルグッズはお土産にもぴっ

たり。

人気メニューは昆布を黒帯に見立てた空

手そば。

NATURE

クロツラヘラサギ
くちばしはヘラ状で、水の中で左
右に振ってエサをとる。世界でも
限られた場所でしか見られない
珍しい鳥。

ベニシオマネキ
体全体が鮮やかな赤紅色のカニ。
木道脇のマングローブの根元でよく
見られる。片方のハサミが大きいの
はオス。

セイタカシギ
まっすぐで細長いくちばしとピン
クの足が特徴。数は少ないが、漫
湖に毎年飛来する。

沖縄で生まれた空手の魅力を世界
へと発信し、未来へと伝承するた
めの拠点施設。館内には空手の
ルーツや歴史が学べる展示施設の
ほか、道場、鍛錬室、カフェなど

が併設され、空手関係者だけでな
く、空手の経験がない人や観光客
でも楽しんで沖縄空手に触れること
ができる。武具の貸出や空手演武
の動画撮影サービスもあり。

平和や礼節を尊ぶ沖縄空手の魅力を知る
世界的な希少種を含む水鳥をは
じめ、様々な生き物を見ることが
できる施設。展示室では、湿地
の生態系を表したジオラマなど
を利用して漫湖の自然環境につ

いて学べる。マングローブ林内
を散策できる木道があり、週末
はカニ類や貝類といった干潟で
暮らす底生生物を観察する人でに
ぎわう。

漫湖で暮らす生き物を間近で観察！

©OCVB

こんな希少ないきものが暮らしている
漫湖は
ラムサール条約に

も

「登録」されて
います

バードウォッチングや自然学校、干潟の自然観察

会など、様々なイベントを開催している。

豊崎干潟

三角池（第一遊水池）

豊見城城跡

漫湖周辺の自然漫湖

展示室 木道

漫湖水鳥・湿地センター
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Relax & unwind10 10 things to do in tomigusukuたまには

ゆったりホテルステイ
絶好のロケーションでプライベート時間を満喫。

那覇の中心部エリアや高速道路
を利用した本島北部へのアクセス
が良い豊見城市は、観光の拠点
にするのがおすすめ。滞在するな
ら天然温泉や露天風呂が楽しめ

るホテルはいかが。部屋でリラッ
クスしながら、慶良間諸島に沈む
夕日や滑走路のライトが織りなす
夜景を見渡す贅沢なひと時を堪能
してみては。

ビューとバスタイムが魅力の癒しホテル

住／豊見城市瀬長174-5　TEL／098-851-7077
営／チェックイン15:00 チェックアウト11:00
料／スタンダードツインルーム（エアポートビュー） ２名１室（朝食付）１名:11,400円～
休／なし
https://www.hotelwbf-okinawa.com/senaga/

琉球温泉 瀬長島ホテル

温泉付きがうれしいリゾートホテル。客室は、空
港と市街地の夜景を一望できる「エアポート
ビュー」、東シナ海を望む「オーシャンビュー」か
ら選べる。源泉が楽しめる露天風呂付客室も。

SENAGAJIMA HOTEL

瀬長島の地下1000mから湧き出

る天然温泉と航空機が見える立地

が魅力（宿泊者は滞在中無料で温

泉施設を利用できる）。人気の

ショッピングスポット「ウミカジテ

ラス」までは徒歩1分。

ホテルグランビューガーデン沖縄

ビーチや大型商業施設が徒歩圏内にある好立地
が魅力。露天風呂やミストサウナ完備の大浴場、
３段階の水深に分かれた屋外プール（夏季限
定）、多目的に使える会議室など設備も充実。

GRANVIEW GARDEN

落ち着いたシックな雰囲気の客室

には広々としたベッドとバスルーム

が配置され、心安らぐひと時を過ご

せる。レストランでは市内で採れた

野菜や近海の魚を使った料理が楽

しめる。

住／豊見城市豊崎3-82　TEL／098-851-2288
営／チェックイン15:00 チェックアウト10:00
料／１名（朝食付）:11,000円
休／なし
http://www.granview.co.jp/garden-okinawa/
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もっと知りたい
豊見城のこと

What is
Tomigusuku?

ここでは、前のページでは触れられ
なかった豊見城の魅力や見どころを
更に掘り下げてわかりやすく紹介。

Traffi c
那覇空港から近くてアクセスに便利！

沖縄自動車道を使えば北部への移動もスムーズ

那覇空港からショッピングモールやビーチがあ
る豊崎エリアまでは、車で15分ほど。街の中心
地からほど近い場所には沖縄自動車道の入り口
がある。沖縄美ら海水族館など人気の観光施
設が点在する沖縄本島北部への移動もしやすい
ので、豊見城を拠点に観光プランを立ててみる
のもおすすめ。

To wn
都会的な一面もありつつ懐かしい風景も残る

サトウキビで染めた工芸品にも注目！

新しい大型商業施設が誕生するなど発展が目覚
ましい豊見城は、ショッピングが楽しめる観光地
として注目を集めている。その一方でのどかな風
景も残り、サトウキビや葉野菜の産地としても有
名。サトウキビの葉や穂を染料とした「ウージ染
め」は、日常使いしやすい工芸品として人気。

Natu re
市街地から近い場所で、

亜熱帯の自然と出会える

東シナ海を望む白砂の美しいビー
チの他にも、島や河川、湿地、
丘陵地といった様々なスポットを
もつ豊見城。中でも、都市部にあ
りながらマングローブ林が広がる
漫湖には、シギ・チドリ類や絶滅
危惧種のクロツラヘラサギなど約
70 種の渡り鳥が飛来する。

Cu Ltu re
街のあちらこちらで見られる

守り神の頼もしいシーサー（石獅子）

住宅街の路地や公園には、
災いをはね返すため守り神と
して集落の入り口などに置か
れていたシーサー（石獅子）
が今も残されている。ちょっ
と怖い顔の子や、愛らしい子
など、表情もちがっていて見
つけるのが楽しい。苦労して
見つけたときは思わずガッツ
ポーズが出てしまうかも。

Trad iti o n
豊見城はハーリーの発祥地！

125年ぶりに復活した祭りも開催

「ハーリー」とは、航海の安全や豊
漁を祈願し、サバニと呼ばれる伝統
漁船で競漕を行う沖縄に伝わる伝統
行事。地域によっては、「ハーレー」
と呼ぶところもある。今も県内各地
で受け継がれ、旧暦の5月4日（ユッ
カヌヒー）に開催する地域が多い。
このハーリーの発祥の地として知ら
れるのが豊見城。由来については諸
説あるが、琉球王国時代の歴史書「球

陽」によると、約 600 年前に豊見
城城主「汪応祖」が、留学した先の
中国で見た伝統行事の龍舟競渡に感
動し、帰国後に中国龍舟をまねて造
り、漫湖に浮かべて舟遊びをしたこ
とが、始まりだといわれている。
県内最大規模の「那覇ハーリー」
が開催される際には、那覇、久米、
泊の龍舟 3 隻は、豊見城城下の津
屋（港）に舟を漕ぎ寄せて城内の

豊見瀬御嶽を参拝し、豊見城ノロ
（女神官）に従って五穀豊穣を祈願
する「豊見城ヌブイ（上り）」が行
われていた。豊見城ヌブイは、廃藩
置県後に途絶えてしまったが、
2003 年に「ハーリー由来まつり」
として 125 年ぶりに復活、現在は、
豊見城城址（※平時は入場不可）
内の豊見瀬御嶽で 5 月の那覇ハー
リー前に開催されている。

ハーリー由来まつり
沖縄の代表的な伝統行事ハーリーの由来と
伝統にならい、ハーリー発祥の地豊見城の
豊見瀬御嶽にて、「那覇ハーリー」並びに「豊
見城ハーリー」の成功と五穀豊穣を祈願し、
ハーリー歌や空手を奉納する儀式。4 月下旬
～ 5月上旬開催。

豊見城ハーリー大会
豊見城ハーリーは、中国福建省福州伝統の
龍舟を模した赤・青・黄の3槽で、五穀豊穣、
民安・太平、諸国万民の友愛を祈願して行わ
れる大会。豊崎海浜公園・オリオンECO美ら
SUNビーチにて、7月開催。

ハ
ー
リ
ー
の
発
祥
地
豊
見
城
で

毎
年
開
催
さ
れ
る
行
事
は
コ
レ
！

那覇空港

沖縄美ら海
水族館

豊見城・
名嘉地 IC

許田 IC沖
縄
自
動
車
道

わんおうそ

とみせうたき

と み ぐすく

※行事は予定です。開催時期など変更になる場合があります。27 28
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Tomigusuku Map

Event  Calendar
豊見城の年間行事

海開き

毎年4月の上旬に、豊崎のオリオンＥＣＯ美らＳ
ＵＮビーチで行われ、セレモニーが開かれる。

4月

ハーリー
由来まつり
沖縄の伝統行事ハーリーの由来と伝統「豊見
城上い（ヌブイ）」にならい、ハーリーの成功と五
穀豊穣を祈願。

4月下旬～5月上旬

豊見城
ハーリー大会
爬竜船（はりゅうせん）と呼ばれる伝統的な舟で
行う、白熱した海上レースは必見。みんなで応
援しよう。

7月

全おきなわ
子どもエイサー
まつり
沖縄県内11団体の子どもたちが一堂に集結。
沖縄の伝統芸能であるエイサー等を披露す
る。

7月

豊見城マップ
おいしいお店やショッピングが楽しめる施設
など、見どころ満載の豊見城。「今日はどこへ
行こうか」と、マップを見ながら確認しよう。

1年を通して伝統行事や祭りが開
催される豊見城。普段とは違った
街の雰囲気を楽しもう。

市内をめぐるには車での移
動が便利。空港から近い豊見
城市には複数のレンタカー
会社があるので利用しよう。

about 1
5 m
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約300年の歴史を誇る行事。葬式の際に棺を
入れる屋形の担ぎ輿である「龕（がん）」の修復
も兼ね、住民の無病息災と豊年祈願を行う。

辰年の旧暦8月9日（12年に一度）

高安の
龕ゴウ祭

たかやす

がん まつり
保栄茂の
巻チ棒（大豊年祭）

6年に一度開催される、大豊年祭の中で行わ
れる200年の歴史を誇る祭り。大勢の男達が
棒術などを披露し、隊列を組んで演舞する。

びん

ま

卯年・酉年の旧暦8月15日（6年に一度）

とみぐすく祭り

豊崎海浜公園・オリオンECO美らSUNビーチで毎年開催され
ているイベント。ステージでは、ライブや伝統芸能が披露される、
花火など様 な々催しがあり、出店では豊見城のグルメが勢揃い。

11月

29 30

瀬長島ウミカジテラス（P9）

琉球温泉
瀬長島ホテル（P25）

瀬長島のビーチ

子宝岩（P22）

麵屋だるま 豊見城店（P16）

海洋食堂（P18）
Maitoparta（P6）

UD ICE CREAM（P4）

玉ぱん（P6）

豊見城市歴史
民俗資料
展示室（P22）

～Le chinon～（P5）
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も兼ね、住民の無病息災と豊年祈願を行う。

辰年の旧暦8月9日（12年に一度）

高安の
龕ゴウ祭

たかやす

がん まつり
保栄茂の
巻チ棒（大豊年祭）

6年に一度開催される、大豊年祭の中で行わ
れる200年の歴史を誇る祭り。大勢の男達が
棒術などを披露し、隊列を組んで演舞する。

びん

ま

卯年・酉年の旧暦8月15日（6年に一度）

とみぐすく祭り

豊崎海浜公園・オリオンECO美らSUNビーチで毎年開催され
ているイベント。ステージでは、ライブや伝統芸能が披露される、
花火など様 な々催しがあり、出店では豊見城のグルメが勢揃い。

11月

29 30

瀬長島ウミカジテラス（P9）

琉球温泉
瀬長島ホテル（P25）

瀬長島のビーチ

子宝岩（P22）

麵屋だるま 豊見城店（P16）

海洋食堂（P18）
Maitoparta（P6）

UD ICE CREAM（P4）

玉ぱん（P6）

豊見城市歴史
民俗資料
展示室（P22）

～Le chinon～（P5）
PLUS MINUS（P5）

parlour de jujumo（P16） ステーキハウス
うっしっしぃ（P16）

山ちゃん食堂（P17）

沖縄そば専門店
よね食堂（P16）

琉球ドルチェテラス（P4）
PUZO（P5）

旧海軍司令部壕（P21）
沖縄海軍壕公園（P13）

Pizzeria Napoletana Bufalo（P17）
ブーランジェリー フール（P6）

飯カフェダイニング南風（P18）

沖縄そば くくる（P16）

山羊料理 豊（P18）

シンプルパン（P5）

パティスリー プール・ヴー（P4）

漫湖水鳥・
湿地センター（P24）

豊見城グスク跡（P22）

沖縄空手会館（P23）

ブーランジェリーナカニシ（P6）

古民家癒し処
ながどう家（P18）

真玉橋遺構（P22）

ねぎ左馬（P17）

豊崎海浜公園（P14）

YONAR'S MARKET
（P14、P20）

ホテルグランビュー
ガーデン沖縄（P26）

オリオン ECO美らSUNビーチ（P12）
マリン倶楽部SUN（P12）
Resort Cafe Kai（P18）

豊崎ライフスタイルセンターTOMITON（P10）
ゆにはま（P12）
豊見城市与根地区観光交流施設 ゆにま～る（P12）

沖縄アウトレットモールあしびなー（P10）
izoneNY（P10）
クイックシルバー（P10）

イーアス沖縄豊崎（P8）

DMMかりゆし水族館（P8）

hug 3do（P4）
長七屋（P8）
rmc（P8）
氾濫バーガー チムフガス（P8）
沖縄そばと沖縄ちゃんぽんのお店 やっぱりちゃん（P8）
鮨びたろう（P16）

とよさき菜々色畑（P10）
Kon’sBurger（キッチンカー）（P5）

Purecastle
珈琲（P5）

ケーキの店
アルヴェール
（P4）

てぃぐま館（P20）
SLOW SLOW（P20）
ウージ染め直売所（P20）

豊見城市観光協会

ジョン万次郎
記念碑（P22）

豊見城タコライス（P16）

名嘉地そば（P16）

Gallirallus Okinawa（P4）
ISLAND PO-PO-（P4）
美らイチゴ ウミカジテラス店（P6）
Agnes' Portuguese
Bake Shop Cafe（P6）
itosina イトシナ（P9）
親父のまぐろ 瀬長島店（P17）

くぅーすの杜 忠孝蔵（P19）

やまやの店（P17）
沖縄やまや（P19）

うんてん洋菓子店（P4）

上間菓子店（P19）

海あじ O.TOSHI丸（P16）
豊崎にじ公園（P14）

フレンチレストランKIMISHIMA（P17）
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SNSでも
豊見城の情報を

GET!
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I Like it!

沖縄でやってみたい「HAPPY」なことが体験できる街！
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