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宜野座で1泊モデルコース
宜野座村観光協会おすすめ！宜野座村観光協会おすすめ！

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

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

S o u v e n i r

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

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。

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
キーホルダー
￥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

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

道の駅限定グッズ

RIOちゃん
キーホルダー
￥574+税

宜野座村観光協会のキラリ輝く協会会員たち。今回はそのなかでも宜野座村の中心エリアでおすすめをご紹介！1泊のプチトリップで宜野
座村をたっぷり楽しむのはいかがでしょうか？ほかにもたくさんのスポットがありますので、宜野座村観光協会にもぜひお立ち寄りください。

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、スープが付いた贅沢
なモーニングセット。

GINOZA SUNRISE BREAKFAST
GINOZA FARM LAB

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

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

みらい食堂
11：30～L.O.15：00
（土日祝 L.O.16:00）　
休／水曜・木曜

大也丸（だいやまる）
10:00～22:00
休／不定休

からあげ まんじろう
11：30～売切次第終了
休／水曜

喰遊（クーユー）
9：30～18：00
休／火曜

美ら天（ちゅらてん）
10：30～16：00
(土日祝10:00～18:00)
休／不定休

Take Free

沖縄本島 朝日の見える道の駅

園芸センター
10：00～18：00
休／月曜

11月22日（金）に新たにopenした
海鮮店。海鮮丼他、一品盛りやにぎ
り、定食にオードブルとメニュー豊
富にご用意。取れたての新鮮な魚
が楽しめます！

（だいやまる） （クーユー） （ちゅらてん）大也丸

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。

カツサンド海鮮丼
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

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
休／木曜

GINOZA FARM LAB
(2F/休憩スペース、カフェ)
9:00～18:00（土曜のみ9：00～20：00）

# 道の駅ぎのざ

夢の扉楽園王国

宿泊はここ！目の前にビーチが広がる一棟貸しのプライ
ベート空間。リビングからつながったテラスでは、海辺
で暮らしているような時間を漫喫できます。

ランチには手作りのおかずがぎっしり詰まったお弁当を
どうぞ！宜野座産の無農薬野菜などバランスも抜群。正
午すぎには完売することも多いので早めの購入を。

桜屋
098-968-3225
沖縄県国頭郡宜野座村字惣慶573
9:30～売切次第終了　定休日 日曜日

夕食にはグルメが通う沖縄炉端焼き居酒屋で！宜野座産
のゴーヤーやモズク、特産品のじゃがめんを使ったメ
ニューなど地元食材をたっぷり味わえる人気店です。

宜野座の台所 炭焼家てんぷす
098-968-5808
沖縄県国頭郡宜野座村字宜野座663-49 ２F
18:00～24:00（フードL.O.）23:00　
（ドリンクL.O.）23:30　定休日 不定休

遊ぶならここ！ビーチコーミングで宝探しを楽しんだ後
は、海でみつけた貝殻やシーグラスを使って世界に一
つだけのアクセサリー作りを体験してみませんか？

090-7463-8340
沖縄県国頭郡宜野座村字惣慶774
10:00～17:00定休日 不定休（電話予約が確実）

Villa kukuru（ヴィラ ククル）
090-4470-1422
沖縄県国頭郡宜野座村字宜野座663-3

旅の思い出を見つけるならここ！オリジナルブランド
GoodVibes098なら Tシャツやキャップ、ボディバッ
グなどが勢揃い。自分用はもちろんお土産にも◎！

スポーツショップギノザ
098-968-8332
沖縄県国頭郡宜野座村字惣慶1718
10:00～20:00　定休日 日曜日、祝日
（土曜～18:00）
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宜野座村の観光のことなら宜野座村観光協会へ！
「他にも色々なプランを提案♪」



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

宜野座の『おいしい』を作るヒト
Introduction of shops

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、図書館を併設した村の文化芸術の拠
点ガラマンホールなど、知れば知るほど宜野座村が好きになります。

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！

　「有機の里」を宣言している宜野座村では
様々な農作物が作られ、その多くが村の名産
品となっています。最近では宜野座産トマトの
評判が高く、特に飲食店のオーナーなどの「食
のプロ」から熱い視線を集めるほど。道の駅
「ぎのざ」からすぐの場所に広々とした農園を
持つ「ぴりなファーム」も、そんな評価の高いト
マト生産農家の一つ。運営者の林さんは、東京
から宜野座村へ移住した新規就農者です。
　林さんが宜野座村を移住の地として選んだ

理由は、やはり農業に対する村の厚い支援が
あったからだと言います。「以前から農業に興
味を持っていましたが、本土では農業研修を
受けるために費用が必要な場合も多く、なか
なか一歩を踏み出せずにいました。しかし宜野
座は村をあげて農業に力を入れていることを
知り、ここでなら農業を始められると感じまし
た」。
　林さんはまず後継者育成センターで2年間
勉強した後、自分の畑を持ちます。そしてトマ

トの中でもフルティカなどに代表される「中
玉」と呼ばれるサイズの栽培をスタートさせま
した。畑を持って8年目を迎える今、心がけて
いることは、「土」を大事にすることです。「トマ
トのポテンシャルを最大限に引き出せる栄養
分を備えた土」を作ることが何より大事だと考
えています。最近では減農薬にも注力し、特別
栽培農産物レベルの栽培に成功。美味しくて
体に優しいトマトを生み出しています。

栄養価と旨味のバランスの取れた
トマト生産を推進

ぴりなファーム　林真弘さん

GINOZA stamp rally

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。

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阪神タイガース春季キャンプ総合案内所（2月予定） 　④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！

阪神キャンプも含めて

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：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。

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

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 Village 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

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」にある「からあげ まんじろ
う」は、全国からあげグランプリの決勝に2年
連続ノミネートされた経歴を持つ実力派唐揚
げ店。観光客だけでなく近隣に住む人がご飯
のおかずに買いに来るほど、地元で愛される
人気店です。特製の唐揚げは、秘伝のタレに
漬け込んでカリッとジューシー。柔らかい肉質
なので、子どもからお年寄りまで美味しく食べ
られます。
　スタンダードなプレーン唐揚げはもちろん

人気ですが、宜野座ならではの味を楽しむな
ら、トマトソースをトッピングした唐揚げがお
すすめ。地産地消を掲げるこちらでは、積極的
に宜野座産の野菜を使っていますが、このトマ
トソースもその一つ。店長のマッシーさん曰く
「お店を宜野座村に構えたのは、このトマトが
あったからこそ」とのこと、その言葉からもトマ
トソースの美味しさが伺えます。
　林さんが営む「ぴりなファーム」で作られた
数種類のトマトを使い、味に深みを出します。

さらにトマトの美味しさを最大限に引き出す
ため、味は塩のみ。トマトの酸味と甘みが
ギュッと詰まったソースによって、ボリューミー
なからあげをさっぱりといただけるのも魅力
的です。
　店舗は夜8時まで営業しており、アルコール
類も販売中。ビールやハイボールとともに、唐
揚げを楽しむ人も多いようです。電話注文を
すれば、売り切れの心配なくテイクアウトが可
能です。

地元のトマトを使った
絶品唐揚げメニュー

からあげ まんじろう　店長　マッシーさん

営業時間：11:30～売切次第終了
定休日：水曜　地域の伝統芸能や国内・国外の世界的なアー

ティストを招き注目を集めるがらまんホールは、コ
ンサートだけでなく、文化講座やワークショップ、美
術展まで様々な試みを行っています。「新たな出会
いの場」となるようにと願いを込めて企画された多
種多彩なイベントは、時にはホールから飛び出しこ
こ道の駅「ぎのざ」でも開催されており、より多くの
皆さまに文化芸術に親しむ機会を創出しています。
　今後の企画もますます楽しみながらまんホール。
ここでしか味わえない文化芸術をぜひご堪能くだ
さい。

　明るい館内に一般・児童書・CD・DVDを含め4
万冊を超える蔵書を誇る図書館。
月2回の読み聞かせ会などのイベントも開催してい
ます。窓から見える宜野座ののどかな景色を見なが
ら読書タイムを楽しんでみてはいかがでしょう？

音楽や芸能との交流が楽しい、
がらまんホール。

宜野座村文化センター
音楽と本の世界で豊かな文化に浸ってみよう

Ginoza Village Cultural Center

明るく開放的な空間で楽しむ
読書時間。

Library

がらまんホール

図書館

Garaman Hall


