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本部港周辺観光情報 
http://www.mlit.go.jp/kankocho/cruise/ 

アグー （アグーの里宣言 2013 年）  
  

絶滅が危ぶまれていた琉球在来豚「アグー」の保存や普及に力を入れており、2013 年名護市は「アグーの里」を宣言した。

アグー復活の地でもある名護市では、アグーを特産品としています。 

  
 

 

所在地・開催地 
〒905-0014 沖縄県名護市港２丁目１−１ 

 名護市民会館入口 (アグーの里名護市 モニュメント) 

アクセス  

季節 通年 

関連リンク  

お問合せ【名護市役所 農林水産部 園芸畜産課】 

電話番号:0980-53-1212  l メールアドレス engeichikusan@city.nago.lg.jp 

ホームページ: http://www.city.nago.okinawa.jp/ 

沖縄そば  
  

沖縄そばの有名店が数多くある本部町。専門店以外に沖縄そばを扱っている飲食店は 70 店舗あまり。県道 84 号線の伊豆

味街道はいつしか「そば街道」と呼ばれていました。 

平成 22 年 10 月 17 日「そばの日」に「そばの町もとぶ」と宣言し、本部町全域を「もとぶそば街道」と位置づけました。 

  
 

 

所在地・開催地 本部町内 

アクセス 港から各店舗へ 5 分から 15 分 

季節 通年 

関連リンク http://www.motobu.or.jp/soba.html 

お問合せ【本部町役場 商工観光課】 

電話番号:0980-47-2700 l メールアドレス:kisho@town.motobu.okinawa.jp 

ホームページ:http://www.town.motobu.okinawa.jp/ 

 

本部町営市場  
  

本部町営市場には、鮮魚店や野菜売り場、惣菜店などの昔ながらのお店の他、おしゃれなカフェや雑貨店などが軒を連ねそ

のレトロな雰囲気が人気で市場を訪れる観光客も多くいます。 

  
 

 

所在地・開催地 〒905-0214 沖縄県国頭郡本部町字渡久地 4 番地  

アクセス 
ツアー:係留バースより車で 8 分(3.6km) 

個人:港より車で 8 分(3.6km) 

季節 通年 

関連リンク  

お問合せ【本部町役場 商工観光課】 

電話番号:0980-47-2700 l メールアドレス:kisho@town.motobu.okinawa.jp 

ホームページ:http://www.town.motobu.okinawa.jp/ 
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塩川   
  

海水と淡水がともに湧き出る、世界でもあまり例のない珍しい川で、塩分を含んだ水はその名の通り塩辛い。そのため、藻

類やプランクトンの海の生物を見ることが出来ます。1972 年に国の天然記念物に指定されました。 

  
 

海洋博公園・沖縄美ら海水族館 

所在地・開催地 〒905-0225 沖縄県国頭郡本部町字崎本部  

アクセス 港より車で 5 分(3km) 

季節 通年 

関連リンク  

お問合せ【本部町役場 商工観光課】 

電話番号:0980-47-2700  l メールアドレス: kisho@town.motobu.okinawa.jp 

ホームページ:http://www.town.motobu.okinawa.jp/ 

 

古宇利島  
  

古宇利島は、約半径 1 キロの円形で面積約 3.11 ㎢、周囲は 7.9km」、最高標高は 107.4m で鏡餅のような形の琉球石灰岩か

らなる小さな島です。2005 年には古宇利大橋、2010 年には、ワルミ大橋が開通しています。古宇利島には、アダムとイブ

によく似た人類発祥伝説があります。 

  
 

 

所在地・開催地 〒905-0406 沖縄県国頭郡今帰仁村字古宇利  

アクセス 
ツアー:係留バースより車で 38 分(24km) 

個人:港より車で 38 分(24km) 

季節 通年 

関連リンク 

今帰仁村観光協会 
www.nakijinson.jp 
古宇利島ホームページ 
www.resetjpn.com/ 

お問合せ【今帰仁村役場 経済課商工観光係】 

電話番号:0980-56-2256  l メールアドレス:shokan@nakijin.jp 

ホームページ:www.nakijin.jp 

今帰仁城跡  
  

今帰仁城は 13 世紀頃に築城され、首里城とほぼ同規模の面積で、野面積みの美しい曲線の城壁で囲まれ、沖縄屈指の名城

といわれています。2000 年に、首里城跡などとともに「琉球王国のグスク及び関連遺産群」としてユネスコの世界遺産に

登録されました。 

  
 

 

所在地・開催地 〒905-0428 沖縄県国頭郡今帰仁村字今泊 5101 番地  

アクセス 
ツアー:係留バースより車で 20 分(11km) 
個人: 琉球バス/沖縄バス/65 番本部半島線今帰仁城跡入口下車 徒歩 16 分
（港より 11km） 

季節 通年 
観光バス 
駐車台数 

8 台 

関連リンク 

世界遺産 今帰仁城跡(公式サイト) 
https:www.nakijinjoseki-osi.jp/ 
今帰仁グスクを学ぶ会 
https://www.nakijingusuku.com/ 

お問合せ【今帰仁村役場 経済課商工観光係】 

電話番号:0980-56-2256  l メールアドレス:shokan@vill.nakijin.lg.jp  

ホームページ: www.nakijin.jp  
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備瀬フクギ並木  
  

備瀬のフクギ並木は 250 年以上前に家を台風などから守る防風林として整えられたのが始まりとされ、沖縄戦でも焼けてな

くなることがありませんでした。ここは昔ながらの沖縄の風景が保たれ、多くの観光客が足を運んでいます。 

  
 

 

所在地・開催地 〒905-0207 沖縄県国頭郡本部町字備瀬  

アクセス 個人:港より車で 15 分(9km) 

季節 通年 

関連リンク  

お問合せ【本部町役場 商工観光課】 

電話番号:0980-47-2700  l メールアドレス: kisho@town.motobu.okinawa.jp 

ホームページ:http://www.town.motobu.okinawa.jp/ 

沖縄美ら海水族館  
  

沖縄の海 － 豊かな自然や歴史文化の体験をはじめ、イルカショーも楽しめる海洋博公園。「沖縄美ら海水族館」は、海洋

博公園にある人気スポットの一つです。水族館では、神秘に満ちた沖縄の生き物たちの雄大な世界が広がります。 

  
 

海洋博公園・沖縄美ら海水族館 

所在地・開催地 〒905-0206 沖縄県国頭郡本部町石川 424  

アクセス 
ツアー:係留バースより車で 12 分(7.5km) 
個人: 琉球バス/沖縄バス/65 番本部半島線（備瀬経由）記念公園前下車すぐ 
※水族館から本部港へ行く場合は琉球バス/沖縄バス/66 番本部半島線になります。 

季節 
※休館日は１２月の第一水曜日とその
翌日 

観光バス 
駐車台数 

72 台 

関連リンク 
沖縄美ら海水族館 
http://oki-churaumi.jp 

お問合せ【沖縄美ら海水族館】 

電話番号: 0980-48-3748  l ホームページ：http://oki-churaumi.jp 

 

クルーズ歓迎イベント  
  

本部港クルーズ促進協議会では、クルーズ船が寄港する際、エイサーの演舞や特産品の振る舞いなどで皆さまを歓迎致しま

す。 

  
 

 

所在地・開催地 〒905-0225 沖縄県国頭郡本部町字崎本部 5235  

アクセス 0 分(0km) 

季節 通年 

関連リンク  

お問合せ【本部町役場 商工観光課】 

電話番号:0980-47-2700  l メールアドレス: kisho@town.motobu.okinawa.jp  

ホームページ:http://www.town.motobu.okinawa.jp/ 
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名護市長杯争奪全島ハーリー大会  
  

ハーリーとは、「爬竜船」と呼ばれる木船で行われる競技で、沖縄の伝統的な行事です。名護市のハーリー大会は通称「ハ

ーリー甲子園」と呼ばれ、県内最多の参加数を誇る 180 チームが参加します。 

予選から決勝まで、白熱した勝負が見所！ 

  
 

 

所在地・開催地 〒905-0013 沖縄県名護市城 3 丁目 5-16  

アクセス 琉球バス/沖縄バス/66番本部半島線名護市役所前下車 徒歩 10分 

季節 8 月上旬 

関連リンク 
（公財）名護市観光協会「イベントスケジュール」のページ 
http://nagomun.or.jp 

お問合せ【公益財団法人 名護市観光協会】 

電話番号:0980-53-7755  l メールアドレス: nago@nagomun.or.jp 

ホームページ: http://nagomun.or.jp 

 

古宇利島マジックアワーRUN in 今帰仁村  
  

「古宇利島マジックアワーRUN in 今帰仁村」は、今帰仁村総合運動公園を発着点に古宇利大橋を渡って同島のふれあい広

場を折り返す日本陸連公認コースのハーフマラソンとワルミ大橋を折り返す 11 キロの 2 コースです。古宇利島の夕日が最

も美しい時間帯（マジックアワー）を満喫できる景観が魅力です。 

  
 

 

所在地・開催地 
〒905-0401沖縄県国頭郡今帰仁村字仲宗根 851-1 今帰仁

村総合運動公園（スタート地点） 

 
アクセス 

ツアー:係留バースより車で 30 分(17km) 
個人: 琉球バス/沖縄バス/65 番本部半島線仲宗根下車 徒歩 22 分（港より 17km） 

季節 4 月中旬 

関連リンク 

古宇利島マジックアワーＲＵＮ 公式ホームページ 
http://kouri-run.jp/ 
今帰仁村観光協会 
http://nakijinson.jp/ 

お問合せ【今帰仁村役場 経済課商工観光係】 

電話番号:0980-56-2256 l メールアドレス:shokan@nakijin.jp 

ホームページ:http://www.nakijin.jp 

名護市青年エイサー祭り  
  

エイサーとは、撥と太鼓を用いた沖縄の伝統的な踊りで、名護市の 21 世紀の森野外ステージでは毎年青年エイサー祭りが

開催されます。海からの風が心地よく、子供から迫力ある青年演舞まで幅広い年齢層が楽しめます。青年エイサーの部では、

市内各区の青年会によるたくましく迫力のある演舞をお楽しみください。 

  
 

 

所在地・開催地 〒905-0011 沖縄県名護市宮里 2 丁目 2 番 1 号  

アクセス 
ツアー:係留バースより車で 23 分(15km) 
個人: 琉球バス/沖縄バス/66 番本部半島線名護市役所前下車 徒
歩 5 分（港より 15km） 

季節 9 月中旬 

関連リンク 
名護市青年エイサー祭りについて「名護市地域経済部地域力推進課」 
http://www.city.nago.okinawa.jp/ 
http://www.city.nago.okinawa.jp/soshiki/chiikikeizai/chiikiryokusuishin/ 

お問合せ【名護市地域経済部地域力推進課】 

電話番号:0980-53-5429（直通：地域人材育成係） l メールアドレス:chiikiryokusuishin@city.nago.lg.jp  

ホームページ:http://www.city.nago.okinawa.jp/ 
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