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

沖縄そば  
  

県内で 1 日に 15 万食以上消費される代表的な料理「沖縄そば」。そばといっても蕎麦粉は全く使われておらず、小麦粉のみ

で作られています。ダシは豚骨や昆布、鰹節を用いるのが一般的。中華麺に由来する製法の麺と塩ベースで薄味スープの沖

縄そばは、琉球王朝時代に宮廷料理として中国から伝わったとされ、庶民が口にするようになったのは大正時代といわれて

います。戦後には県民食として定着し、現在に至っています。店によって個性があり、味が異なります。 

  
 

 

所在地・開催地  

アクセス  

季節 通年 

関連リンク  

お問合せ【那覇市観光案内所】 

電話番号:(098)868-4887 l メールアドレス:info@naha-navi.or.jp 

ホームページ: https://www.naha-navi.or.jp/ 

 

泡盛  
  

泡盛は国内最古の蒸留酒と言われており、14 世紀後半ごろから 15 世紀ごろに現在のタイから琉球に伝えられました。米を

原料として、黒麹菌（アワモリコウジカビ）を用いた米麹である黒麹によってデンプンを糖化し、酵母でアルコール発酵さ

せたもろみを単式蒸留器で蒸留して製造します。最大の特徴は長期保存によって成分が熟成し、味がまろやかに、香り高く

なっていくこと。3 年以上貯蔵された泡盛は古酒（クース）と呼ばれます。 

  
 

 

所在地・開催地  

アクセス  

季節 通年 

関連リンク  

お問合せ【那覇市観光案内所】 

電話番号:(098)868-4887 l メールアドレス:info@naha-navi.or.jp 

ホームページ: https://www.naha-navi.or.jp/ 

 

首里織  
  

首里絣、首里ミンサー、首里花織、道屯織、花倉織など城下町首里に伝わる織物。格調高く洗練された色や柄は、糸繰りや

ら織りに至るまでの工程がすべて手作業で行われ、染料も天然染料にこだわり、独特の美しさを持つ琉球伝統工芸品のひと

つです。 

  
 

 

所在地・開催地 〒900-0013 沖縄県那覇市牧志 3-2-10てんぶす那覇 2F  

アクセス 港より徒歩 20分(2Km) 

季節 通年 

関連リンク 
那覇市伝統工芸館 
http://www.kogeikan.jp 

お問合せ【那覇市観光案内所】 

電話番号:(098)868-4887 l メールアドレス:info@naha-navi.or.jp 

ホームページ: https://www.naha-navi.or.jp/ 

mailto:info@naha-navi.or.jp
https://www.naha-navi.or.jp/
mailto:info@naha-navi.or.jp
https://www.naha-navi.or.jp/
http://www.kogeikan.jp/
mailto:info@naha-navi.or.jp
https://www.naha-navi.or.jp/
http://www.google.co.jp/maps/@26.2152457,127.6841315,17z


 

- 2 - 

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

琉球紅型  
  

琉球紅型は琉球王朝時代から受け継がれてきた沖縄の伝統的な染織品で、独特のカラフルで華やかな模様が特徴。沖縄の最

も古い染色技法に「裏添型（うらそえがた）」と呼ばれる摺込の手法で染められたものがありますが、後に、中国から型紙

を使用する技術が伝わり、あらゆる東洋文化の粋を吸収して見事に昇華した琉球独特の染物品となりました。 

  
 

 

所在地・開催地 〒900-0013 沖縄県那覇市牧志 3-2-10てんぶす那覇 2F  

アクセス 港より徒歩 20分(2Km) 

季節 通年 

関連リンク 
那覇市伝統工芸館 
http://www.kogeikan.jp 

お問合せ【那覇市観光案内所】 

電話番号:(098)868-4887 l メールアドレス:info@naha-navi.or.jp 

ホームページ: https://www.naha-navi.or.jp/ 

 

壺屋焼  
  

壺屋焼は荒焼と上焼の 2 種類に分類され、荒焼はいわゆる南蛮焼のことで、無釉又はマンガン釉を掛けた酒甕、水甕、味噌

甕などのダイナミックで大きなものが多いのが特徴です。上焼は釉薬を施した食器、酒器、花器類など比較的小さいものが

多く、沖縄の陶器の主流となっています。 

  
 

 

所在地・開催地 〒900-0013 沖縄県那覇市牧志 3-2-10てんぶす那覇 2F  

アクセス 港より徒歩 20分(2Km) 

季節 通年 

関連リンク 
那覇市伝統工芸館 
http://www.kogeikan.jp 

お問合せ【那覇市観光案内所】 

電話番号:(098)868-4887 l メールアドレス:info@naha-navi.or.jp 

ホームページ: https://www.naha-navi.or.jp/ 

 

沖縄空手会館  
  

沖縄は、今や世界中に愛好家がいると言われている「空手」の発祥地です。沖縄空手会館は、沖縄空手を独自の文化遺産と

して保存・継承・発展させ、「空手発祥の地・沖縄」を国内外に発信し、伝統空手の真髄を学ぶ拠点となる施設です。国内外

の空手関係者とともに、空手の経験のない方や観光でいらした方々にも楽しんでいただける施設です。 

  
 

 

所在地・開催地 〒901-0241沖縄県豊見城市字豊見城 854-1  

アクセス 港より車で 20分(6Km) 

季節 通年 
観光バス 
駐車台数 

4台 

関連リンク 
沖縄空手会館 
http://karatekaikan.jp/ 

お問合せ【沖縄空手会館】 

電話番号:(098)851-1025 l メールアドレス: karatekaikan@otsinfo.co.jp 

ホームページ: http://karatekaikan.jp/ 

http://www.kogeikan.jp/
mailto:info@naha-navi.or.jp
https://www.naha-navi.or.jp/
http://www.kogeikan.jp/
mailto:info@naha-navi.or.jp
https://www.naha-navi.or.jp/
http://karatekaikan.jp/
mailto:karatekaikan@otsinfo.co.jp
http://karatekaikan.jp/
http://www.google.co.jp/maps/@26.2152457,127.6841315,17z
http://www.google.co.jp/maps/@26.2152457,127.6841315,17z
https://goo.gl/maps/8Q4LNeDVhfFRSMwe9
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波の上うみそら公園  
  

波の上うみそら公園は、那覇の西ベイエリアに位置し、ダイビングやシュノーケル専用ビーチを備えています。那覇港の海

にはサンゴ約 90 種類、魚類約 50 種、大型底生動物約 30種類などが生息しており、綺麗なサンゴや魚たちに出会えます。

マリンアクティビティーだけでなく、潮風を受けながらバーベキュー・ビーチパーティーが楽しめる観光スポットです。 

  
 

 

所在地・開催地 〒900-0037沖縄県那覇市辻 3-10-12  

アクセス 港より徒歩 15分(1.3Km) 

季節 通年 
観光バス 
駐車台数 

10台 

関連リンク 
ナハ・シー・パラダイス協議会 
http://www.naminouebeach.jp 
 

お問合せ【一般社団法人那覇市観光協会 那覇市観光案内所】 

電話番号: (098)868-4887 l メールアドレス: info@naha-navi.or.jp 

ホームページ: https://www.naha-navi.or.jp/ 

  

壺屋やちむん通り  
  

「やちむん」とは沖縄方言で焼物のことです。起源は、薩摩から朝鮮人陶工を招き湧田窯にて本格的な焼物が始まったこと

にさかのぼります。後に、琉球王府により知花窯・宝口窯・湧田窯が統合され、沖縄の代表的な陶器である壺屋焼となりま

した。壷屋やちむん通りでは、伝統の焼物、シーサー・花器・食器などの日用品が作られており、窯元の見学や陶器工房で

の焼物体験もできます。 

  
 

 

所在地・開催地 〒902-0065沖縄県那覇市壺屋 1丁目 9.32  

アクセス 港より徒歩 20分(3Km) 

季節 通年 

関連リンク 

壺屋やちむん通り会 
http://www.tsuboya-yachimundori.com/ 
沖縄県博物館協会 
http://museum-okinawa.jp/index.html 

お問合せ【那覇市観光案内所】 

電話番号:(098)868-4887 l メールアドレス:info@naha-navi.or.jp 

ホームページ: https://www.naha-navi.or.jp/ 

 

首里城公園  
  

琉球王国成立の 1429 年から 1879 年の沖縄県設置まで約 450 年にわたり、琉球王国と呼ばれた時代の国王の居城であり政

治の中心地。琉球王朝の浪漫を今に伝える琉球王国の栄華の証が体験できる首里城。琉球王国のグスク及び関連遺産群とし

て、2000年に世界遺産に登録されました。尚首里城正殿は 2019年 10 月火災のため消失、現在復興作業中です。 

  
 

 

  

所在地・開催地 〒903-0815沖縄県那覇市首里金城町 1丁目 2番地  

アクセス 港より車で 20分(7Km) 

季節 通年 
観光バス 
駐車台数 

20台 

関連リンク 
首里城公園 
http://oki-park.jp/shurijo-park/ 

お問合せ【那覇市観光案内所】 

電話番号:(098)868-4887 l メールアドレス:info@naha-navi.or.jp 

ホームページ: https://www.naha-navi.or.jp/ 
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那覇港周辺観光情報 
http://www.mlit.go.jp/kankocho/cruise/ 

識名園  
  

琉球王家最大の別邸で 1799年に創建（別名南苑・なんえん）。国王一家の保養地や中国皇帝の使者である冊封使を接待する

ためにも利用されました。池の廻りを歩きながら景色の移り変わりを楽しむことを目的とした「回遊式庭園」が特徴。国の

指定特別名勝と世界遺産にも登録された琉球王国のグスク及び関連遺産群。 

  
 

 

所在地・開催地 〒902-0072沖縄県那覇市字真地 421-7  

アクセス 港より車で 30分(8Km) 

季節 通年 
観光バス 
駐車台数 

5台 

関連リンク 
那覇ナビ 
http://www.naha-navi.or.jp 

お問合せ【那覇市観光案内所】 

電話番号:(098)868-4887 l メールアドレス:info@naha-navi.or.jp 

ホームページ: https://www.naha-navi.or.jp/ 

 

那覇大綱挽き  
  

那覇大綱挽の発祥は、古く古琉球の時代に遡りますが、農村的行事から次第に町方の催事に発展し、国家的慶祝行事として

挽かれるなど、勇壮・華麗な旗頭と一体となり、琉球王国の独特の大綱挽に成長して以来那覇のシンボルとして、世界に誇

る沖縄最大の伝統行事。1995年に「世界一のわら綱」とギネスに認定されました。 

  
 

 

所在地・開催地 〒900-0032沖縄県那覇市久茂地 2丁目  

アクセス 港より徒歩 20分(2Km) 

季節 10月中旬 

関連リンク 

那覇大綱挽 
http://www.naha-otsunahiki.org/ 
那覇ナビ 
http://www.naha-navi.or.jp 

お問合せ【那覇市観光案内所】 

電話番号:(098)868-4887 l メールアドレス:info@naha-navi.or.jp 

ホームページ: https://www.naha-navi.or.jp/ 

 

首里城祭・琉球王朝絵巻行列  
  

琉球王朝の浪漫を感じる華やかな祭典。かつて琉球の首都として栄えた首里の祭り、中国からの使者・冊封使一行の中国側

行列と、華麗な衣装を身に纏った琉球国王・王妃の一行を再現した総勢約 700 名の古式行列。琉球舞踊・伝統民俗芸能・旗

頭のパレードも加わり、首里の街が琉球王朝時代の文化一色に染まります。 

  
 

 

所在地・開催地 首里城公園 ＆ 国際通り  

アクセス 
国際通りまで：港より徒歩 20分(2Km) 

首里城まで：港より車で 20分(7Km) 

季節 10月下旬～11月上旬 

関連リンク 

首里城公園管理センター 
http://oki-park.jp/shurijo-park/ 
那覇ナビ 
http://www.naha-navi.or.jp 

お問合せ【那覇市観光案内所】 

電話番号:(098)868-4887 l メールアドレス:info@naha-navi.or.jp 

ホームページ: https://www.naha-navi.or.jp/ 
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