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中城湾港周辺観光情報 
http://www.mlit.go.jp/kankocho/cruise/ 

果報バンタ  
  

 

３つのパワースポットを持つ風光明媚な「ぬちうなー（命御庭）」はぬちまーす観光製塩ファクトリー敷地内に有り、ご自

由に散策が可能です。ぬちまーす観光製塩ファクトリーは見学無料ですので、併せてお立ち寄りください。 

  
 

 

所在地・開催地 〒902-2423 沖縄県うるま市与那城宮城 2768 

アクセス 港より車で 30 分（20.5km） 

季節 通年 

関連リンク 
一般社団法人 
うるま市観光物産協会 公式 WEB サイト 
https://uruma-ru.jp/ 

お問合せ【ぬちまーす観光製塩ファクトリー】 

電話番号：098-983-1140 

ホームページ：https://www.nuchima-su.co.jp/ 

 

海中道路  
  

 

海中道路とは全長約 4.75km の県道のことで海の中を走り抜けるような感覚が味わえる海上の道路です。 

開放感あふれる大空の下、海を楽しみながら爽快なドライブが楽しめるとため地元の人たちもよく訪れるドライブロードで

す。 

   
 

 

所在地・開催地 沖縄県うるま市与那城屋平 

アクセス 港より車で 17 分（9.2km） 

季節 通年 

関連リンク 
一般社団法人 
うるま市観光物産協会 公式 WEB サイト 
https://uruma-ru.jp/ 

お問合せ【うるま市 観光振興課 】 

電話番号：098-923-7612 

ホームページ：https://www.city.uruma.lg.jp/iina/ 

   

イオンモール沖縄ライカム  
  

県内最大の売り場面積を誇るショッピングモールで、館内には美ら海水族館とコラボレーションした巨大水槽やクルーズ船

の停泊する中城湾を一望する屋上天望デッキなどショッピング以外の楽しみ方も充実しています。 

  
 

 

所在地・開催地 〒901-2306 沖縄県中頭郡北中城村字ライカム 1 番地  

アクセス 港より車で 15 分(7Km) 

季節 通年 

関連リンク 北中城村観光ポータルサイト：https://kitapo.jp/ 

お問合せ【イオンモール沖縄ライカム】 

電話番号:(098)930-0425（代表番号） 

ホームページ: https://okinawarycom-aeonmall.com/ 

https://kitapo.jp/
https://okinawarycom-aeonmall.com/
http://www.google.co.jp/maps/@26.2152457,127.6841315,17z
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美浜タウンリゾート アメリカンビレッジ  
  

ショッピング、ライブ、グルメなどが一度に楽しめる観光スポット。沖縄とアメリカの街並みが融合した街並が特徴的で、

子供から大人まで楽しめる遊ぶ・観る・食べるの三拍子揃った、至れり尽くせりのエンターテインメントなスポットです。 

  
 

 

 

所在地・開催地 〒904-0115沖縄県中頭郡北谷町字美浜  

アクセス 港より車で 30 分(12.2Km) 

季節 通年 

関連リンク 
北谷観光情報サイト「北谷日常」: 

https://www.chatan.or.jp/area/americanvillage/ 

お問合せ【北谷町観光協会】 

電話番号:(098)926-5678 

ホームページ: https://www.okinawa-americanvillage.com/ 

 
   
東南植物楽園  

  

東南植物楽園は、1,300 種類以上の珍しい熱帯の植物が 1 年中楽しめる植物園リゾートで、日本でもここでしか見る事の出

来ない多くの亜熱帯植物に出会えます。 

日本一のユスラヤシ並木やハーブ園をはじめとする癒しの植物の世界をどうぞ心ゆくまでご満喫ください。 

  
 

 

所在地・開催地 〒904-2143 沖縄県沖縄市知花 2146  

アクセス 港より車で 25 分(8.9Km) 

季節 通年（営業時間は時期によって変動） 

関連リンク 
沖縄市観光ポータルサイト「東南植物楽園の楽しみ方
https://www.kozaweb.jp/categoryPages/103 

お問合せ【東南植物楽園】 

電話番号:(098)939-2555  メールアドレス: info@southeast-botanical.jp 

ホームページ: http://www.southeast-botanical.jp/ 

 

中城城跡  
  

琉球王国時代の記憶を、今に伝える中城城跡では、自然の岩石や地形を巧みに利用した美しい曲線の城壁、当時の巧みな石

積技術を目の前で見る事ができます。｢琉球王国のグスク及び関連遺産群｣の一つとして、2000 年 12 月に世界遺産に登録さ

れました。1853 年、黒船でペリー提督一行が沖縄に立ち寄った際、中城城を測量し「要塞の資材は石灰岩であり、その石

造建築は賞賛すべき構造のものであった」と『日本遠征記』に記されています。 

  
  

 
所在地・開催地 〒901-2314 沖縄県中頭郡中城村泊 1258 番地  

アクセス 港より車で 20 分(10.2Km) 

季節 通年 

関連リンク 
中城村役場観光情報ページ 
https://www.vill.nakagusuku.okinawa.jp/index.jsp 
 

お問合せ【中城城跡共同管理協議組合】 

電話番号:(098)935-5719 

ホームページ: https://www.nakagusuku-jo.jp/ 

  

https://www.chatan.or.jp/area/americanvillage/
https://www.okinawa-americanvillage.com/
https://www.kozaweb.jp/categoryPages/103
mailto:info@southeast-botanical.jp
http://www.southeast-botanical.jp/
https://www.vill.nakagusuku.okinawa.jp/index.jsp
https://www.nakagusuku-jo.jp/
http://www.google.co.jp/maps/@26.2152457,127.6841315,17z
http://www.google.co.jp/maps/@26.2204423,127.6651604,17z
http://www.google.co.jp/maps/@26.2132419,127.6901619,17z
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勝連城跡  
  

15 世紀、海外貿易により勝連に繁栄をもたらした阿麻和利が居城したとして有名な城で、2000 年にユネスコの世界遺産に

登録されました。自然の断崖を利用した難攻不落の城と言われる勝連城ですが、頂上に登ると太平洋に輝く青い海が一望で

きる沖縄有数の景勝地です。 

 

  
  

 
所在地・開催地 〒904-2311 沖縄県うるま市勝連南風原 3807-2  

アクセス 港より車で 10 分(6.6Km) 

季節 通年 

関連リンク 
うるま市観光振興課「勝連城跡へ行こう！」 
https://www.city.uruma.lg.jp/iina/2398 

お問合せ【勝連城跡あまわりパーク管理室】 

電話番号:(098)978-2033 メール：amawari-park@uruma-ru.jp 

ホームページ: https://www.katsuren-jo.jp/ 

 

座喜味城跡  
  

座喜味城跡は１５世紀の初頭、築城家としても名高い読谷山按司護佐丸によって築かれたといわれています。1416 年（1422

年の説もあり）中山尚巴志の北山城（今帰仁城）攻略に参戦し、その直後、地の利を考慮し座喜味へ築城。2000 年 12 月 2

日には「琉球王国のグスク及び関連遺産群」の資産のひとつとして世界遺産に登録されました。 

  
  

 
所在地・開催地 〒904-0301 沖縄県中頭郡読谷村座喜味 708番地 6  

アクセス 港より車で 40 分(18.7Km) 

季節 通年 

関連リンク 
世界遺産座喜味城跡ユンタンザミュージアム 
http://www.yuntanza-museum.jp/ 

お問合せ【世界遺産座喜味城跡ユンタンザミュージアム】 

電話番号:(098) 982-9022 メール：info-museum@yomitan.jp 

ホームページ: https://www.vill.yomitan.okinawa.jp/facilities/post-14.html 

 

沖縄闘牛  
  

沖縄の闘牛はスペイン闘牛のように人と牛が闘うものではなく、牛同士を一対一で闘わせるもので、対戦中牛の側には闘牛

士（勢子と呼ばれる）がいて、闘いを鼓舞します。 

  
 

 

所在地・開催地 〒904-1106 沖縄県うるま市石川 2298-1  

アクセス 港より車で 30 分(16.2Km) 

季節 通年（不定期開催） 

関連リンク 
闘牛を観戦しよう！ 
https://www.city.uruma.lg.jp/sp/iina/2394 

お問合せ【うるま市 観光振興課 】 

電話番号：098-923-7612 

ホームページ：https://www.city.uruma.lg.jp/iina/ 

https://www.city.uruma.lg.jp/iina/2398
mailto:amawari-park@uruma-ru.jp
https://www.katsuren-jo.jp/
http://www.yuntanza-museum.jp/
mailto:info-museum@yomitan.jp
https://www.vill.yomitan.okinawa.jp/facilities/post-14.html
http://www.google.co.jp/maps/@26.2132419,127.6901619,17z
http://www.google.co.jp/maps/@26.2132419,127.6901619,17z
https://www.city.uruma.lg.jp/sp/iina/2394
http://www.google.co.jp/maps/@26.2158510,127.6786079,17z
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うるマルシェ  
  

ようこそ！うるマルシェへ。 

うるマルシェは新鮮なうるまの農水産品直売所、地産地消の産直野菜レストランや野外フードコート、イベント開催などの

レンタル施設などが揃う”マルシェ（市場）”です。 

”食”をキーワードに、さまざまな「うるまのおいしい！たのしい！元気！」を配信し続けています。 

  
  所在地・開催地 〒904-2235 沖縄県うるま市前原 183-2  

アクセス 港より車で 6 分(2.6Km) 

季節 通年 

関連リンク 
うるま市観光物産協会「うるまいろ」 
https://uruma-ru.jp/member/urumarche/ 

お問合せ【うるマルシェ】 

電話番号:(098) 923-3911（代表） 

ホームページ: https://urumarche.com/ 

 

プラザハウスショッピングセンター  
  

1954 年、終戦後に設置された琉球米軍司令部（Ryukyu Command headquarters）に隣接し、駐留した将校や司令官、その

家族の需要を満たすために創業。当時のアメリカ本国で主流となっていたショッピング文化がそのまま反映された、日本初

のショッピングモールと言われています。衣・食・住・遊を叶える個性豊かな約 40 の専門店があります。 

  
  

 
所在地・開催地 〒904-0023 沖縄県沖縄市久保田 3 丁目 1-12  

アクセス 港より車で 20 分(7.8Km) 

季節 通年 

関連リンク 
沖縄市観光ポータルサイト「プラザハウスショッピングセンター」 

https://www.kozaweb.jp/plays/show/115 

お問合せ【プラザハウスショッピングセンター】 

電話番号:(098) 932-4480 

ホームページ: https://plazahouse.net/ 

 

 

https://uruma-ru.jp/member/urumarche/
https://urumarche.com/
https://www.kozaweb.jp/plays/show/115
https://plazahouse.net/
http://www.google.co.jp/maps/@26.2152457,127.6841315,17z
http://www.google.co.jp/maps/@26.2132419,127.6901619,17z

