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GINOZA FARM LAB
（2F/休憩スペース、カフェ）
8：00～18：00

観光情報センター 展示室

研修室
（2F/多目的ルーム）
貸し切り予約制

展望台・ホール
（3F/写真展示なども開催）
9：15～18：00

キッズルーム
（1F/授乳室あり）
10：00～12：00、13：30～17：00
お子様１人／500円（１ｈ）

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

一日中遊んじゃうよ！

多目的室
9：15～18：00

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

第１駐車場

第２駐車場

⋇
⋈

⋊ ※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

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

………… ……
…………………

⋉駐車場

⋈
第２駐車場

道の駅「ぎのざ」
マグネット
￥520

国道ステッカー

￥540

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

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！

ぎ～のくん
キーホルダー
￥620

道の駅限定グッズ

źƿƙƍƹź̄

Take Free

沖 縄

沖縄本島朝日の見える道の駅

「 」



OKINAWA

宜野座村観光協会だより宜野座村観光協会だより
RIOちゃん

［企画・運営］（一社）宜野座村観光協会 道の駅「ぎのざ」 観光拠点施設観光案内所

道の駅「ぎのざ」　〒904-1304  沖縄県宜野座村字漢那1633　FB／Instagram:@michinoekiginoza　HP／https://ginozanavi.com

TEL.098-968-8787  FAX.098-968-8331

Pension Sunadun
昔ながらの沖縄の家屋を意識した不造り赤瓦屋根の建物。
木の香に癒やされながら暮らすような宜野座ライフを満喫しよう！

ペンション スナドゥン
住所：宜野座村字惣慶1830-1　TEL：080-2725-9815

ペンション スナドゥン

赤瓦の屋根が目印！こだわり木造一軒家!

Kuroda Kannabee
イカスミを練り込んだバンズに県産アグー豚100％のジューシーなパティ。宜野座産
もずくや黒ごまを使用したホテル自家製ソースで仕上げています。

リブマックスアムス・カンナリゾートヴィラ
住所：宜野座村字漢那397-1　TEL：098-968-7011

黒田漢那兵衛

「第3回沖縄バーガーフェスタ」で
第3位を獲得！

美ら天
10：30～16：00
休／不定休

みらいパーラー
11：00～17：00
休／金曜

喰遊（クーユー）
9：30～18：00
休／火曜

からあげ まんじろう
11：30～売切次第終了
休／水曜

みらい食堂
11：30～（L.O.15：30）
休／木曜

園芸センター
8：00～18：00

S 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！

沖縄らしくて宜野座らしいここだけのグルメ＆地元の方と触れ合いながら楽しむ買い物

道の駅「ぎのざ」グルメ・お土産

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。

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。

ジャム

毎朝8時～11時限
定！特製ドレッシン
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

GINOZA
FARM LAB

B&B Tandem

高台に佇むホテルの一階にはアンティーク感漂うスタイリッシュな空間。お昼はカフェ、夜
は宿泊という二つの顔があり、数多くの有名人が訪れています。

B&B Tandem

B&B Tandem
TEL／098-968-5336　住所／沖縄県国頭郡宜野座村字松田2629-269
ランチ　定休日／月・火曜日　営業時間／11：00～15:00
宿泊　チェックイン・アウト／15:00／10:00　駐車場／あり　HP／https://bbtandem.jp/ B&B Tandem 検索

あはれん牧場物語 検索

刺繍店 RicH?! 検索

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！

GINOZA
Cheese Me

GINOZA
FARM LAB

からあげ
まんじろう

みらい
パーラー

美ら天

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。

喰遊 カツサンド

お子さまが好きな具材を使用し、色鮮やかに仕上げたカ
レーライスは見ているだけで楽しい気分に！

漢那ダムカレー

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！

みらいスイーツ ケーキ各種

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 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

みらい食堂

野菜たっぷりタコ
ミートに野菜の甘
さとコクが美味し
さの秘訣！

オリジナル
タコライス

菓子職人が作る
パンにソフトク
リームを乗せた
贅沢な一品！

アイスパン

みらい食堂 お子様カレー

観光協会会員

Aharen rancher story

昔ながらの雰囲気が残る小さな牧場。子どもから大人まで気軽に乗馬体験が出来る牧場。
LAで買い付けてきたウエスタンの鞍は、乗り心地抜群！

あはれん牧場物語

あはれん牧場物語
TEL／090-8290-2540　住所／沖縄県国頭郡宜野座村字惣慶1918
営業時間／相談に応じる　定休日／不定休（電話予約が確実）　駐車場／あり
BLOG／https://aharenfarm.ti-da.net/

観光協会会員

Embroidery store RicH?!

本来のモノづくり好きが高じて始めた刺繍が口コミで広まり、地元客のみならず外国人から
も定評のある刺繍店。オリジナルキャップやタイガース公認ワッペンも好評。

刺繍店 RicH?!

刺繍店 RicH?!
TEL／090-1940-7938　住所／沖縄県国頭郡宜野座村字惣慶1965
営業時間／10:00～18:00　定休日／日曜日（電話が確実）　駐車場／あり

観光協会会員

      

ぎのざの宿泊 おすすめ情報



宜野座の『おいしい』を作るヒト

Introduction of shops

知って発見！宜野座の楽しみ方。

ぎのざの旬な情報特集！

S e a s o n a l  i n f o r m a t i o n

実は「宜野座村」って激ヤバなんです。知って得する情報やイベント情報をいち早くお届け。コレであなたもギノザンチュに！

無農薬を目指して。安心・安全なイチゴを作る生産家
ばむせファーム　妻鹿（めが）晋介さん

2018年「イチゴの里」を宣言した宜野座村。

今でこそ全島にその名が知られるようにな

りましたが、5年ほど前まではまだマイナー

な農作物でした。そんなイチゴ栽培の創世

記を支えた方の1人が、「ばむせファーム」を

営む妻鹿さんです。妻鹿さんは宜野座村の

手厚い農業のサポート体制を知り、本州から

の移住とともに農業後継者等育成センター

でイチゴ栽培をスタートさせました。「ほとん

ど先輩がいない状況だったので苦労もあり

ましが、村の支援を受けながら何とか安定し

て栽培できるようになってきました」と妻鹿

さん。当初は3件程度だった生産農家は今で

は8件ほどに増え、道の駅ぎのざでは大人気

商品になるまでに成長しました。さらに妻鹿

さんは、安心安全なイチゴ作りにもこだわり

ます。「子供が好きな果物ということもあり、

ほぼ農薬は使っていませんが、さらに

無農薬に近づけていきたいですね」。

美味しい上に安全な宜野座のイチゴ

は、意欲的な農家の方々に支えられ

ているのです。

阪神キャンプも含めて

ばむせファーム
住所　宜野座村字漢那中山原1968-1

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。

2003年から阪神タイガースの春季キャンプを行う沖縄県宜野座村。
道の駅「ぎのざ」では阪神タイガースの展示のほか、公式グッズも多数販売しています。

日時：毎奇数月第３日曜日（10：00～16：00）
会場：道の駅「ぎのざ」　主催：観光協会
出店募集は道の駅「ぎのざ」HPをご覧ください。

日時：ママスペースBee 公式HPにて随時更新　https://www.mamabee.okinawa/
会場：ぎのざ校  道の駅「ぎのざ」／西原本校  ママスペースBee
主催：宜野座村観光協会　ママスペースBee

場　　所：道の駅「ぎのざ」観光案内所
営業時間：9：15～18：00

ぎのざマルシェ

奇数の月 第3日曜は「ぎのざマルシェ」の日！

イベント情報

Mama College Bee
お子さま連れでも安心して学べる講座と講師陣。ママ一人ひとり「自分らしい子育
てのカタチ」がある。あなたらしい子育てを見つける場所です。

ママカレッジ Bee

ママの「知りたい！」がぎゅっ！と詰まった
子育てスクール

イベント情報

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. 098-968-5125
Email : kankou3@vill.ginoza.lg.jp　休日／土・日・祝

阪神タイガース宜野座村協力会
会員募集中！

Hanshin Tigers POP UP SHOP × Road Station 「Ginaza」

阪神タイガースPOP UP SHOP × 道の駅「ぎのざ」



ふるさと納税制度は、「生れ育ったふるさとを応援したい」「ふるさとに貢献したい」という想いを寄付
の形で実現する制度です。生れ育ったふるさと以外でも寄付は可能です。皆様から寄せられた寄付は、
教育・文化・健康・福祉など条例で定めた事業へ活用いたします。

宜野座の『おいしい』を作るヒト

Introduction of people

回って発見！宜野座の楽しみ方

宜野座の魅力がたっぷり！

T h e  c h a r m  o f  G i n o z a

宜野座村内には、まだまだ隠れたスポットがもりだくさん。ガイドさんに案内してもらう体験コースや、購入も可能な花が並ぶ園芸セン
ターまで、知れば知るほど宜野座村が好きになります。

フルーツぎっしり！気前の良すぎるケーキ店
みらいスイーツ　山城悟さん

道の駅ぎのざの中に、美味しくてリーズナ

ブルな「みらいスイーツ」というケーキ店

があるのをご存知ですか？どのくらいお安

いかというと、カットケーキは300円前後、

小さめのホールケーキは何と500円！この

価格帯を実現できる理由はズバリ「ここが

宜野座だから」と答えてくれたのは、パティ

シエの山城さん。「宜野座はマンゴーやパ

イナップル、イチゴ、シークヮーサーなどの

果物栽培が盛んです。それらの新鮮な果物

を生産者から直接仕入れられるので、この

価格帯に抑えられています」。さらに道の

駅ぎのざは青森の道の駅と提携している

ため、青森産の上質なりんごも安く仕入れ

られ、アップルパイも低価格なのです。直

売所内のショーケースに並ぶケーキ類も、

みらいスイーツ作。中でもイチゴたっぷり

のオムレットは、午前中には完売してしまう

ほどの大人気商品です。「フルーツの産地

にあるケーキ屋ということを生かして、素

材を惜しみなくぎっしりとケーキの中に入

れるのがこだわりです」とのこと。そのボ

リュームと弾けるフルーツの美味しさを、

ぜひケーキでも味わってみてください。

道の駅「ぎのざ」内 未来ぎのざ
住所：宜野座村字漢那1633
電話：098-968-8787

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

宜野座村 ふるさと納税 検索

宜野座村の自然豊かな集落をのんびりと流れる時
間と共にガイドの音色（説明）を聞きながら宜野座
時間を過ごしてみませんか？また、散策の途中には
摘まみ食いもあり五感で楽しめる事間違いなし。
【4種類のコース】
●歩けばあなたもスーキを好きになるコース
●海風と緑と文化に親しむカンナ散歩
●ぎのざ歴史探訪コース
●こちゃ村物語～キジムナーが恋したガジュマル
値段／大人2,000円　小人1,000円（税抜）
所要時間／2時間
問合せ／宜野座村観光協会 ☎098-968-8787

ぎのざ散策
Walking around Ginoza

10万年以上前の太古のままのダイナミック
な「松田鍾乳洞」を探検できる本格派ツアー。
汚れてもいい服装なら手ぶらでもOK!運が良
ければ天然記念物にも出会える！？

値段／10歳以上 3,000円　5名以上 2,800円
　　　8名以上 2,700円　つなぎレンタル500円
　　　（税抜）
所要時間／2時間
問合せ／松田地区体験交流センター

☎098-989-8100

松田鍾乳洞たんけん
Matsuda cave

道の駅「ぎのざ」内に位置する園芸センターで
は、花や植物の苗・鉢物・園芸資材を主に取り
扱っており、生産者が丹精込めて栽培を行うの
で品質・価格に自信をもって販売しています。
色鮮やかな植物をゆっくり鑑賞して自分好みを
見つけてみませんか？

営業時間／10：00～19：00
定休日／毎週月曜日　夏季休業あり　
問合せ／道の駅「ぎのざ」 

園芸センター
Gardening Center


