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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

研修室
（2F/会議・研修・サークル活動）
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

展示室
（1F／阪神タイガースの展示スペース）
9:15～18:00

多目的室
（１F/休憩スペース・イベント開催
・貸し切り可）
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

①
②

④ ※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

………… ……
…………………

③駐車場

②
第２駐車場

道の駅「ぎのざ」
マグネット
￥481+税

国道ステッカー
￥500+税

エンブレム
ステッカー
￥278+税

道の駅「ぎのざ」
ストラップ
￥481＋税

ルート
キーホルダ
￥630+税

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
￥574+税

道の駅限定グッズ

RIOちゃん
キーホルダー
￥574+税

Take Free

沖縄本島 朝日の見える道の駅

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）

観光情報センター
（１F/宜野座村・やんばる地域の観光情報案内）
9：15～18：00

みらいスイーツ
（1F／オリジナルスイーツ・季節限定スイーツなど）
平日   11:00～16:00
土日祝11:00～17:00

GINOZA FARM LAB
(2F/休憩スペース、カフェ)
9:00～18:00

#Ginoza H�iday

撮影：真実の口in道の駅「ぎのざ」



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」 観光情報センター

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美ら天
10：30～16：00
(土日祝は10:00～18:00)
休／不定休

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.15：00
（土日祝はL.O.16:00）　
休／木曜

園芸センター
10：00～18：00
休／月曜

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

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。

加工直売センター「未来ぎのざ」
宜野座村産の特産品を販売。新鮮野菜・
果物・加工品・オリジナル商品など。
8:30～19:00

ジャム

道の駅のパーラーからのお引っ越しで、お店が広くなってメニューも豊富に。
県産牛乳100%のソフトクリームと、ふっくら金時豆のぜんざいが相性抜群。

Cream Cream

Cream Cream
TEL／090-7475-1641　住所／沖縄県国頭郡宜野座村字惣慶1608-1
定休日／日・月曜　営業時間／10:00～20:00
駐車場／あり 検索

スイーツ

良質の小麦を使用した弾力のある新食感の麺は、メニューごとに打ち方を変えるこだわり。
鰹と鶏ガラから抽出されるコラーゲンと、甘辛の醤油とゴマ油が効いたやさしい味が人気。

やかそば - 自家製生麺 -

やかそば -自家製生麺 -
TEL／098-968-7315　住所／沖縄県国頭郡宜野座村字松田2842-2
定休日／年中無休　営業時間／11:00～20:00
駐車場／あり　 検索

グルメ

まるでプライベートビーチのような海岸で明るいスタッフが丁寧にケアしてくれるのでマイペースに海
のアクティビティを楽しめるのも魅力的。シュノーケルやダイビングをはじめ、多彩なメニューで120％
ハッピー♪

ハピネスマリン倶楽部
Happiness Marine Club

Yaka soba

クリームクリーム

リラックス＆コンディショニング

Tamutu

ハピネスマリン倶楽部
TEL／090-3016-2723　住所／沖縄県国頭郡宜野座村字松田1048-2
定休日／年中無休（要確認）　営業時間／8:00～18:00
駐車場／あり　HP/https://www.hmcginoza.jp 検索

体験

Ginozanavi 検索

 凝っている体をほぐす整体に加え、運動指導や姿勢改善、筋力アップなどカラダの正しい
使い方も丁寧に指導。コンディショニング整体で根本的な改善を行いたい方に。

U-STYLE

リラックス＆コンディショニング　U-STYLE
TEL／090-1610-5856　住所／沖縄県国頭郡宜野座村字宜野座1230-2 301号
営業時間／9:00～22:00 ※時間調整可　定休日／不定休 ※要予約　

リラクゼーション

農家民宿 田元 検索

「農林漁家民宿おかあさん100選」に選ばれた宿
自家農場でとれた新鮮な島野菜や地元の海で収穫された食材の調理が可能な体験型民宿で
す。気さくなおかあさんの人柄が人気です。

農家民宿 田元

農家民宿 田元
TEL／090-5920-8369　住所／沖縄県国頭郡宜野座村字漢那112
チェックイン・アウト／14:00/10:00　

宿

毎朝9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

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
喰遊

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

美ら天

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

からあげまんじろう

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
みらいスイーツ

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！

お子様カレー
みらい食堂

ハピネスマリン倶楽部

やかそば 自家製生麺

Cream Cream
未来
ぎのざ

撮影：真実の口in道の駅「ぎのざ」



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！

阪神キャンプも含めて

Ginoza Marche GINOZA stamp rally
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：宜野座村観光協会
出店募集は道の駅「ぎのざ」HPをご覧ください。

2019年　スタンプ会場
①in阪神百貨店（5月14日～19日） ②in甲子園球場（7月21日）
③in神戸三宮  （11月予定） ④阪神タイガースキャンプor道の駅「ぎのざ」（2月予定）
企画・立案：宜野座村観光協会

場　　所：道の駅「ぎのざ」観光情報センター内
営業時間：9：15～17:30 地域限定グッズも取り揃えています！

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

宜野座村から始動！
各地で開催するTrip to Ginoza ～宜野座への旅～でスタンプをゲットしよう！
4つ集めると豪華プレゼントが当たります！

GINOZAスタンプラリー

宜野座キャンプ限定グッズをGETせよ！！

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 × Roadside Station Ginoza

阪神タイガースPOP UP SHOP × 道の駅「ぎのざ」

　道の駅「ぎのざ」の大人気食堂「みらい食
堂」は、出来立てのじゃがめんを使った沖縄そ
ばが看板メニュー。多い日では1日に120～
150食もの注文があるということからも、その
人気のほどが伺えます。
　じゃがめんの沖縄そばは、見た目は普通の
沖縄そばと全く同じ。しかし一口啜った瞬間、
そのソフトな口当たりの良さに驚きます。「普
通のそばよりも柔らかいので食べやすいと、

お客さんに喜ばれています」と、スタッフの奥
原さんと奥濱さん。特に小さな子供やお年寄
りに人気が高く、幅広い年齢層から親しまれて
います。
　じゃがめんに合わせるスープは、とんこつと
カツオ出汁がベース。さっぱりしながらもコク
があり、柔らかめの麺との相性は抜群です。人
気のトッピングは、自家製の三枚肉、ソーキ、て
びちの煮付けという３種の肉が全て乗った、そ

の名も「宜野座そば(750円)」。男性でもしっ
かりお腹いっぱいになるほどのボリュームで
す。チキン南蛮などのそば以外の定食類も充
実していて、やはりどれもが驚くほどボリュー
ミー。ご飯は普通盛りでも大盛りレベル、味噌
汁代わりについてくるミニじゃがめんそばは、
全くミニではありません。食材豊かな宜野座
ならではの、太っ腹な食堂です。

じゃがめんを使った
沖縄そばが看板メニュー
みらい食堂　
奥原宗徳さん　奥濱のぞみさん

営業時間：11:30～L.O.15:00
　　　　（土日祝はL.O.16:00）
定休日：木曜



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。

　数多くの農産物が育てられている宜野座
村。中でもじゃがいもの生産量は多く、古くよ
り県内有数の産地として知られてきました。そ
のじゃがいもを生かした特産品を作ろうと開
発されたのが「じゃがめん」です。
　遡ること20年前、村の有志が集い、他には
ないユニークな特産品を作ろうと画策しまし
た。試行錯誤の末、じゃがいもと沖縄そばの相
性がとてもいいことを発見。ついにじゃがめん

が誕生します。しかしそばが硬すぎたり柔らか
すぎたりと、その品質はなかなか定まらず、安
定供給もできない状態が長らく続きました。
そこで、小麦粉やじゃがいも、水などの材料の
最適な量、製造室の最適な温度や湿度を追求
し、徹底管理。その甲斐あって、5年ほど前から
安定して高品質のじゃがめんを製造できるよ
うになりました。
　じゃがめんの製造所は道の駅「ぎのざ」の敷

地内にあるため、直売センター「未来ぎのざ」
では毎日作り立てを購入できます。「湿度に
よって味が変わってしまうので、材料の分量な
どには常に気を配っています」とは、製造を担
当している新里さんの言葉。このような作る
方の努力が実を結び、今では道の駅「ぎのざ」
はもちろん、県内の複数の飲食店だけでなく、
県外からも注文がくるほどの人気商品に成長
しました。

沖縄そばとじゃがいもが合体
村の大人気特産品「じゃがめん」

じゃがめん製造　新里美由紀さん

道の駅「ぎのざ」内 未来ぎのざ
住所：宜野座村字漢那1633
電話：098-968-4520

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（10:00～／14:00～）
問合せ／宜野座村観光協会 ☎098-968-8787

ぎのざ散策
Walking around Ginoza

透明度の高い美しいビーチ「漢那ビーチ」。穏
やかなアーチ状に広がるビーチは波も穏やか
で海水浴に最適。木陰で休んだり、浜辺を歩
いたり自分だけの特別な時間をゆっくり過ご
したい方におすすめの「ヒーピー浜海岸」。宜
野座の海岸でゆったりとしたひとときをどう
ぞ。どちらもおすすめです。
　
【漢那ビーチ】
問合せ／ハピネスマリン倶楽部 ☎090-3016-2723
【ヒーピー浜海岸】
問合せ／ハピネスマリン倶楽部 ☎090-3016-2723
利用料／大人・子ども　一名200円
※キャンプ、BBQ等で利用する場合は申請が必要です。　

ビーチ
Beach

生態系の保全に配慮した自然豊かなダム。石
積み模様をイメージした勇壮な本ダムの外観
も見応えあり。遊べて学べる身近なダムでの
んびり過ごそう。7月に開催される漢那ダムま
つりはカヌー体験や漢那まるごと探検ツアー
他、イベント盛りだくさんのお祭りで楽しめま
す。ご家族ご友人とぜひ。

問合せ／☎0980-53-6321
沖縄県国頭郡宜野座村字漢那中山原2015-2
営業時間／9:00～17:00（資料館）
駐車場／あり
※湖畔公園をキャンプ、BBQ等で利用する場合は
   申請が必要です。

漢那ダム
Kanna Dam


