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勧める『おいしいもの』

たくさんあり
ます！

沖縄本島東海岸初の道の駅
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GINOZA FARM LAB
（2F/ 休憩スペース、カフェ）

研修室
（2F/ 多目的ルーム）

展望台・ホール
（3F/ 写真展示なども開催）

キッズルーム
（1F/ 授乳室あり）

見ど
ころ

遊び
どこ
ろ

地元の食材を使った絶品料理を提
供。店内から海を一望でき、ギノザク
ラシックバーガーと珈琲をほおばる
贅沢時間を過ごせます。

キッズルームでは乳幼児専用の室内
遊具や授乳室を完備しているので安
心してお子さんと遊んでもらう事が
できます。（料金1h ￥500）

学びの場として利用していただきた
い多目的研修室はなんとガラス貼
り。会議室やフラダンスの教室として
もご利用可能です。

4階構造の大型遊具は、トランポリンや各種滑り台
など遊べる仕掛けが詰め込まれ、お子様が存分に
楽しめる空間。ぎ～のくん広場では、ステージもあ
り野外イベントなど幅広く活用できます。

３Fは休憩スペースの利用や展示など
を行っており、そこからの展望は大パ
ノラマ。手つかずの自然や海岸の絶
景は一見の価値あり！

見どころ遊びどころが満載！沖縄で一番新しい道の駅の新施設

F l o o r  G u i d e

県内初がいっぱい！東海岸の新ランドマーク

村
長
も
太
鼓
判
！

一日中遊んじゃうよ！

みらいパーラー

道の駅施設の工房で作られる焼き
立てパンや、地元食材を使用した
弁当など盛りだくさんのライン
ナップ。

道の駅「ぎのざ」周辺駐車場
GINOZA ROADSIDE STATION PARKING

第１駐車場①

④
公園側駐車場

①第1駐車場  84台（大型バス２台）
②第２駐車場  38台
③第３駐車場  35台
④公園側駐車場  48台

…………
…………
…………
………

③駐車場

駐車禁止エリア
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子どもからお年寄りまでファミリーみんなで一日中楽しめる沖縄県東海岸唯一の道の駅子どもからお年寄りまでファミリーみんなで一日中楽しめる沖縄県東海岸唯一の道の駅子どもからお年寄りまでファミリーみんなで一日中楽しめる沖縄県東海岸唯一の道の駅子どもからお年寄りまでファミリーみんなで一日中楽しめる沖縄県東海岸唯一の道の駅

道の駅「ぎのざ」へ行こう！道の駅「ぎのざ」へ行こう！道の駅「ぎのざ」へ行こう！

1階正面には観光案内所があり、村内外の情報が
得られます。また、案内所には『みらいスイーツ』も
併設されており、宜野座産のイチゴ、マンゴー、パ
イン等季節の果物をふんだんに使った宜野座ス
イーツが楽しめます。その他にも展示室や水広
場、全面ガラス張りの多目的室では、休憩スペー
スや会合の場として活用するほか、イベントとして
も利用する事が可能です。

遊び・観光・学びまで、盛りだくさんの新施設に注目！

いらっしゃい！

副駅長 駅長村長

水と緑と太陽の里「宜野座村」で育った元気な男の子。
頭は村のシンボル「ガラマン岳」と同じ形をしているよ。
首のスカーフは「じゃがめん」ズボンはパイナップル。
チャームポイントは「おへそ」。

 ＜ぎ～のくん＞

@michinoekiginoza @michinoekiginoza HP　https://ginozanavi.com/



宜野座の『おいしい』を作るヒト地元の方と触れ合いながら買い物を楽しむ

道の駅「ぎのざ」お土産

Introduction of peopleS o u v e n i r

地元の方も利用するので、地域の交流の場としても賑わいをみせています。ここでしか買えない限定商品もあるので、ぜひ探してみて！

道の駅「ぎのざ」マグネット
￥520

エンブレムステッカー
￥300

道の駅「ぎのざ」ストラップ
￥520

ルートキーホルダ
￥680

道の駅記念きっぷ　￥180

宜野座村マスコットキャラクター「ぎ～のくん」が特産物を抱えた可愛らしいキーホルダーや道の駅公式ロゴが記されたステッカーなど
お土産として喜ばれること間違いなし！

全国各地に点在する道の駅では各駅オリジナルのグッズ。
旅の思い出をグッズに。めざせ全国コンプリート！

ぎ～のくんキーホルダー
￥620

健康にこだわり、塩分を抑えたみそ
は、村特定物産推奨品にも認定され
るほどの人気商品となっています。

減塩みそ

水がとても豊富な宜野座村の天然水を仕込
み、さらに黒糖酵母を使用しているので、ま
ろやかな風味と優しい味わいの特別な泡盛
となっています。

宜野座のしずく

深緑色をした宜野座養生の海ぶどうは、ぷ
ちぷちっとした食感とともに磯の香りが口
いっぱいに広がります。

海ぶどう

栽培から釜炊きによる黒糖
作りまで、100％宜野座産の
純黒糖。一番絞り製法を用
いて、雑味の少ない上質な
味わいに仕上げています。

宜野座の純黒糖

ジャガイモを沖縄そばの麺に練り込んだ「じゃ
がめん」は、遠くから買いに来る人がいるくらい
のヒット商品。「みらい食堂」にて“ソーキそば”
や“宜野座そば”としても味わう事ができます。

じゃがめん

宜野座産のフルーツを加工して
作ったジャム。パッケージも可愛
らしいジャムは、季節を問わず
色々な組み合わせのフルーツが
堪能できます。

各道の駅へ訪れた人だけが手に入れる事ができ
る「記念きっぷ」。きっぷの裏にはシリアルナン
バーが施され、ある一定の番号を入手すると
「シークレットきっぷ」が当たる事も！

ジャム 彩り豊か、栄養豊富な無農薬ベビーリーフ
大城三宝さん

　緑、黄緑、紫色。大城さんのベビー

リーフハウスの中では、色とりどりの

ベビーリーフがすくすくと育っていま

す。その野菜の種類、なんと20以上。

本土で販売されているベビーリーフ

の野菜は10種類程度ということから

も、いかに多くを育てているかがわ

かります。その理由を大城さんに尋

ねると、「種類が多い方が栄養も高く

なるし、サラダにしても美味しいか

ら」といたってシンプル。苦労よりも

美味しさを追求する姿勢に感動すら

覚えます。大城さんがベビーリーフ

栽培を始めたのは約20年前。「沖縄

でベビーリーフ栽培、しかも無農薬

の前例がなかったので最初の頃は

試行錯誤でした」と大城さん。その努

力が実り、今では宜野座を代表する

農作物になりました。「宜野座は農業

用のインフラが整っているので、より

品質のいいベビーリーフを多く栽培

していきたい」と、施設の整備ととも

に、後継者の育成にも力を注いでい

ます。

道の駅限定グッズ

沖縄観光インフラカード　無料

道の駅「ぎのざ」リニューアルオー
プンと同時に新しくなったインフ
ラカード！無料でゲットすることが
出来るのでコレクションしやすい
のも魅力的！

宜野座村潟原
エコ野菜生産組合



観光協会特集観光協会特集
宜野座村が空を飛ぶ！？宜野座村が空を飛ぶ！？

RIOちゃん

一般社団法人 宜野座村観光協会
道の駅「ぎのざ」 宜野座村観光拠点施設内
〒904-1304　宜野座村字漢那1646-4
臨時休館の場合は当HPもしくはSNS等を
ご確認ください。
TEL.098-968-8787　FAX.098-968-8331
Facebook・Instagram/@ginozakanko

宜野座村が沖縄本島の中心に位置していることから、宜野座村が中心
となって周辺地域に笑顔を届けるような村になってほしいという願い
を込め、そして宜野座村と南米との交流の歴史からスペイン・ポルトガ
ル語で“川”を意味する“Rio”（リオ）とスペイン語で“私は笑う”を表す
“yo(ショ) me(メ) rio(リオ)”の“Rio”(リオ)を活用し、機体名称を
『Rio-Park Ginoza号』＝『笑顔溢れる宜野座』としています。

空の旅を通じて九州・沖縄の街と出会い、恋をしていただきたい
…ソラシドエアーのそんな思いから宜野座村とのコラボが
実現致しました。

Ginoza Wonderful Friday
ヨガ、舞踊ステージ大人のワイン会をはじめとし
た朝昼夜活プロジェクト！宜野座のゆったりとした
空間で新しい事を始めてみませんか。

日時：11月2、9、16、23、30日（毎週金曜日） 
　　  朝7：00～10：00、昼10：00～12：00
　　  夜17：00～19：00
会場：道の駅「ぎのざ」
主催：道の駅「ぎのざ」　共催：観光協会

ぎのざワンダフルFriday

沖縄自動車道 宜野座
I/Cから南向け車で約５分

ACCESS

MAPCODE：206 204 344

沖縄自動車道 ●
宜野座カントリー

クラブ

村総合運動公園
●

●がらまんホール

●かりゆしカンナ
　タラソリゾート

道の駅「ぎのざ」
宜野座村観光協会

漢那ビーチ●

←金武町

名護→

名護市↑
宜野座I/C

●宜野座村役場

　漢那ダム

329
※スマホでQRコードを読むと
グーグルマップでアクセス
マップが見れます。

宜野座村役場（総務課）
TEL. 098-968-5111
Email：furusatonouzei@vill.ginoza.okinawa.jp

ふるさと納税で
宜野座村を応援しよう！

GINO
ZA

TOPI
CS

Ginoza vill. Home town tax initiative

リブマックスアムス・カンナリゾートヴィラ
LiVEMAX AMMS CanNa RESORT VILLA

宜野座村 ふるさと納税 検索

Ginoza Marche
ハンドメイドの雑貨や焼き菓子など村内外から
人気のハンドメイド雑貨店舗を集めてぎのざマ
ルシェを開催致します！笑い声の絶えない道の
駅「ぎのざ」で水と緑に囲まれながら素敵なひ
とときをご堪能ください。

日時：奇数の月 第3日曜は「ぎのざマルシェ」の日！
会場：道の駅「ぎのざ」　主催：観光協会

ぎのざマルシェ

運航期間：2018年10月3日～2019年10月2日まで

M I R A I  G I N O Z A

宜野座の魅力つまった特産品加工直売センター

地元の野菜や果物販売、加工食品がずらりと並ぶ
特産品加工直売センター「未来ぎのざ」
ぜひ宜野座村の自然を「食」で感じてみては。
「有機の里 宜野座村」を宣言し、「安心・安全な農産物」を目
標とした、果物や野菜、観葉植物など村内で収穫された農産
物が豊富です。また、加工品や精肉も販売しています。

地域に根付いた宜
野座村特産販売所

イベント情報

特産であるジャガイモを練り込んだ沖縄そば。通称「じゃ
が麺」。県内では道の駅「ぎのざ」でしか味わえない1品。

みらい食堂 おやつ感覚で大人気の沖縄
的てんぷらを楽しむことがで
きます。

美ら天
野菜ソムリエが作る素材を活
かしたミルフィーユサラダが
おすすめの一品。

喰遊（クーユー）
第9回からあげグランプリにノ
ミネートされた自慢のからあげ
をぜひご賞味ください。

からあげ まんじろう
自然あふれる宜野座村の花卉
栽培者が多肉植物や珍しい花
など多数ご用意。

園芸センター

未来ぎのざ横フードコートでは、さわやかな東海岸の風
にふかれながら開放感あるお食事が楽しめます。

第２駐車場

②

※かんなパークゴルフ場は
　利用者以外の駐車はご遠慮下さい

公園側駐車場

②
第２駐車場

Ginoza Country Club

東海岸の真っ青なオーシャンビューを望みながらプレイを楽しめる、南国の情緒溢れる
ゴルフ場。大自然に囲まれた戦略的なコース展開のおもしろさは、プロ絶賛の本格派。

豊かな自然に囲まれた沖縄・宜野座村漢那。南国スタイルのリ
ゾートコテージで、日常から解き放たれる時をお過ごし下さい。

ぎのざカントリークラブ

ぎのざカントリークラブ
TEL. 098-983-2200　沖縄県国頭郡宜野座村字松田2824-264
休館日／年中無休
HP／http://www.ginozacc.com/

リブマックスアムス・カンナリゾートヴィラ
TEL. 098-983-2200　沖縄県国頭郡宜野座村字漢那397-1
休館日／年中無休
HP／https://www.livemax-resort.com/okinawa/canna/

 ぎのざカントリークラブ 検索

Hanshin Tigers Cooperation Association

阪神タイガース
宜野座村協力会

阪神タイガース宜野座村協力会 事務局
TEL. 098-968-5037
Email : kankou3@vill.ginoza.lg.jp
休日／土・日・祝

空 恋 プ ロ ジ ェ ク ト

『Rio Par
k 

　　Ginoza
号』

運行開始！！

JA810X

阪神タイガース
宜野座村協力会
会員募集中！

未

観光協会会員

観光協会会員

私たちが
地域コンシェルジュ
となり案内します。
ぜひお立ち寄り
ください！



宜野座の『おいしい』を作るヒト

Introduction of shops

沖縄らしくて宜野座らしいここだけのグルメ

道の駅「ぎのざ」グルメ

G o u r m e t

道の駅で楽しめるグルメは、種類も豊富。沖縄名物はもちろん、地元で採れた野菜を使った絶品バーガーまで、色々あって迷ってしまいま
す。ドライブ途中に立ち寄って、テイクアウトしてみるのもオススメです。

宜野座の恵みを発信する拠点として
石井 雄一郎さん

ごはんは堤防、ルーは貯水池をモチーフにしたダム
カレーは、SNSで話題になること間違いなし！

漢那ダムカレー

サクサクジューシーの揚げたて天ぷら
は、各種60円とリーズナブル。おすす
めの「とり天」は幅広い層に大人気！

天ぷら各種

ボリューム満載なカツの断面は見てい
るだけで幸せな気分に！素材の味を十
分に楽しむ事ができます。

カツサンド

菓子職人が作るボール型パンは、想像
以上のもっちもっち食感。「シナモン」
や「きなこ」「シュガー」等、味の種類も
豊富！

みらいボール

季節の果物をふんだんに使用した
ケーキをお買い求めに、店の外まで行
列ができることも！

ケーキ各種

三枚肉、てびち、ソーキが贅沢にトッピングされた沖
縄そば。麺は歯ごたえ抜群、ぷりぷり食感の「じゃが
めん」を使用！

宜野座そば

　今年のゴールデンウィーク前に新し

くオープンした『GINOZA FARM 

LAB』。テラスからは見渡す限り海とい

う、まさに絶景カフェと呼ぶにふさわし

いお店です。こちらを作ったのが、北谷

の人気店「月と器」や１万人以上を動員

するフードフェス「OKINAWA FOOD 

FLEA」などを手がける石井さん。なぜ

ここにお店をオープンさせたのでしょ

う？「宜野座の、良い意味で『何もない』

ところに惹かれました。派手な施設はな

いけれど、美しい海があり、澄んだ空が

あり、夜は星が輝く。それだけで十分

で、それをしっかりと感じられる場所を

作りたいと」。店名の由来について伺う

と、「野菜がとても美味しいことにも感

動しました。食を宜野座観光の一部に

したいと、宜野座の野菜を使った商品

開発も試みています」。石井さんはこの

店を通して、宜野座の豊かな自然の恵

みを世界中に発信していきたいと、意

欲を燃やします。

秘伝のタレに漬け込んだカリッと
ジューシーな唐揚げで、7種類のソー
スをトッピングして味を堪能できます。

まんじろうのからあげ毎朝8時～11時限定！特性ド
レッシングを使用したサラダに
トーストやたまご、ドリンクが付
いた贅沢なモーニングセット。

GINOZA 
SUNRISE BREAKFAST

100％ビーフのパテは肉にと
ことんこだわり、まるでス
テーキを食べているかのよう
な感覚に！

HEAVY W8 BURGER

GINOZA FARM LAB
住所　宜野座漢那1646-4
電話　098-988-5516


