
2020年2月12日時点

エリア 施設名 施設住所 電話番号 営業時間 メニュー 所要時間 対応人数 駐車場 公式HP URL 備考

1 北部 OKINAWAフルーツらんど 名護市字為又1220-71 0980-52-1568

9:00～18:00

(最終入園受付17:30)

（年中無休）

亜熱帯果樹のガイドツアー（要相談）やトロピカルテーマパー

ク自由散策、食事、お買い物、フルーツカフェや体験メニュー

もございます。

30分～2時間 1～500名
大型バス受入可

（30台）

http://www.okinawa-

fruitsland.com

所要時間は、ご利用内容によって異なります。入

園、食事、お買い物、体験などお気軽にお問合せく

ださい。

2 北部 森のガラス館 名護市為又478 0980-54-2121
店舗営業時間 9:00～18:00

体験教室 9:00～16:30
琉球ガラスのグラス作り体験

1時間（40名様）

2時間（80名様）
40～80名

大型バス受入可

(台数に制限有り)

http://www.morinogarasukan.c

o.jp

※所要時間はメニューにより異なります。

※12:00～13:00は実施しておりません。

3 北部 ナゴパイナップルパーク 名護市為又1195 0980-53-3659
9：00～18：00

(最終受付／17：30）

パイン畑や亜熱帯植物の観賞、パイナップルについての理解を

深める。
60～80分 1～400名

大型バス受入可・

タクシー行動受入

可能

https://www.nagopine.com/
バス団体で200名以上のパーク見学の場合は時間調

整が必要となります。

4 北部 古宇利オーシャンタワー 今帰仁村古宇利538 0980-56-1616
9：00～18：00

(最終受付／17：30）

県内有数のブルーグラデーションの海を一望できる・世界の貝

の展示・古宇利島の歴史や生活習慣
45～60分 1～150名 大型バス受入可

https://www.kouri-

oceantower.com/

バス4台以上でお越しの場合は、５台目～15分程時

差をつけていただけるとスムーズにご見学できま

す。

5 北部 百年古家　大家（うふやー） 名護市中山90 0980-53-0280
11:00～16：00

(昼営業)

百年以上の沖縄古民家の中で昼食やティータイムでの利用可能

です。
30~60分 40人前後

タクシー班別受入

可能・バス受入不

可

https://www.ufuya.com ご利用の際、必ずお電話にてご確認下さい。

6 北部 ブセナ海中公園 名護市字喜瀬1744-1 0980-52-3379

夏期（4月～10月）9:00～18:00

　◆海中展望塔　最終入場17:30

　◆グラス底ボート　最終便17:30

冬期（11月～3月）9:00～17:30

　◆海中展望塔　最終入場17:00

　◆グラス底ボート　最終便17:00

年中無休

ブセナの海に生息するサンゴや魚たちを観察し、自然の豊かさ

と環境保全を学ぶ。
40分～1時間30分 1人から 大型バス受入可

http://www.busena-

marinepark.com
所用時間は利用する内容により異なります。

7 中部 中城城跡 中城村泊1258番地 098-935-5719
8:30~17:00

（年中無休）
世界遺産登録の琉球グスク築城当時の8割の遺構が残る 約1時間 ※~約300名

大型バス受入可

（7台）
https://www.nakagusuku-jo.jp/

ボランティアガイドの無料案内あり(原則10日前予

約)※公共駐車場(城跡まで10分)にバスを停めピスト

ンすれば、10台以上の受入も可能。

8 中部 中城村護佐丸歴史資料図書館 中城村安里215番地 098-895-5302

10:00~19:00

　火曜休館

※土日祝は10:00~17:00

中城城跡をはじめ、琉球の歴史が学べます。 約30分 40名程度（要相談）

大型バス受入可

（2台）

隣接の公共駐車場

で受入可

https://www.vill.nakagusuku.ok

inawa.jp/index.jsp

9 南部 沖縄県立博物館・美術館
那覇市おもろまち

３-１-１
098-941-8200

平日 9:00～18:00

金土 9:00～20:00

月曜休館

沖縄の自然、文化、芸術を総合的に展示する博物館・美術館の

見学
30分～2時間 ～300

大型バス受入可

(台数に制限有り)
http://okimu.jp

10 南部 あざまサンサンビーチ 南城市知念字安座真1141-3 098-948-3521
9:00～18:00

（年中無休）
BBQ・ビーチ散策・砂浜や緑地でのレクレーション 30分～

BBQ:500名

散策等：800名

大型バス受入可

（海開き迄は無

料）

https://okinawa-

nanjo.jp/beach/

BBQの注文は3日前迄

散策のみの利用も可能

11 南部 斎場御嶽 南城市知念久手堅270-１ 098-949-1899 9:00～17:30 聖地の見学 50分～60分 １～150名
大型バス受入可

(台数に制限有り)
https://okinawa-nanjo.jp/sefa/ ガイド付見学コースあり：所要時間70分

12 南部 がんじゅう駅・南城 南城市知念字久手堅541 098-948-4611
9:00～18:00

（年中無休）
斎場御嶽関連の解説や展示と上映 ４５分（映像３５分）

イス有り：30名

イス無し：40名程度
大型バス受入可 https://okinawa-nanjo.jp/

13 南部 玉陵 那覇市首里金城町1-3 098-885-2861
9：00～18：00

（最終入場／閉園30分前）
園内見学 30～40分 要相談 駐車場なし

14 南部 識名園 那覇市字真地421-7

098-855-5936

※団体の事前受入に

　 ついては下記へ連絡

【那覇市文化財課】

098-917-3501

4-9月／9：00～18：00

10-3月／9：00～17：30

（最終入場／閉園30分前）

水曜日休園

園内見学 40～50分 要相談
大型バス受入可

(４台)

15 南部 福州園 那覇市久米2-29-19 098-869-5384

9：00～18：00

（最終入場／閉園30分前）

水曜日休園

園内見学 30～40分 要相談 駐車場なし
https://www.naha-

navi.or.jp/fukusyu-en/

16 南部 那覇市歴史博物館
那覇市久茂地1-1-1

パレットくもじ４F
098-869-5266

10：00～19：00

木曜日休館
館内見学 30～40分 要相談 駐車場なし

http://www.rekishi-

archive.city.naha.okinawa.jp/

17 南部 那覇市立壺屋焼物博物館 那覇市壺屋1-9-32 098-862-3761

10：00～18：00

（最終入場／閉館30分前）

月曜日休館

館内見学 30～40分 要相談 駐車場なし
http://www.edu.city.naha.okina

wa.jp/tsuboya/index.html

首里城火災に伴う沖縄修学旅行訪問提案コースの情報提供について

※大型団体のバス乗降車については、バス会社及

　び下記あてお問合せください。

　那覇市文化財課　098-917-3501

＊混雑状況によって、駐車場受入や入場制限を設

　ける場合がございます。現場係員の指示に従っ

　ていただきますようお願いいたします。
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18 南部
那覇まちま～い

「那覇の市場迷宮めぐり」
80分

19 南部
那覇まちま～い

「国際通りワキ道ヨコ道ウラの道」
90分

20 南部
那覇まちま～い

「壺屋のツボ」
90分

21 南部 旧海軍司令部壕 豊見城市字豊見城236 098-850-4055

8:30～17:00

（10月～6月）

8:30～17:30

（7月～9月）

年中無休

①歩く

旧日本海軍によって75年前に建設された壕が当時のまま残って

おり、実際に歩き、当時の状況を肌で感じることができる。

②学ぶ

壕内で発見された戦争当時の遺品や戦争関連資料が展示されて

いる資料館を見学し、沖縄戦について学ぶことができる。

③祈る

慰霊の塔で、恒久平和を祈ることができる。

40分～1時間
約50名

※50名以上の場合は要相談

大型バス受入可

(普通車100台)

(大型バス10台)

http://kaigungou.ocvb.or.jp/top

.html

【アクセス】

那覇空港、那覇市街（県庁前）より、いずれも車で

約15分。

【入壕】

入壕50名以上でお越しの場合は、班分けをして頂

き、班ごとで約10分おきに入壕。

【講話】

希望団体に対して、無料講話を実施（旧海軍司令部

壕についての全体概要説明）所要時間約15分。

記念撮影と資料室見学

～沖縄空手の歴史に触れ、体感する～

①記念撮影

首里城と同じ文様を採用した屋根瓦、沖縄の伝統色であるベン

ガラ色を採用した壁板の「特別道場（守禮之館）」前にて、記

念撮影をすることができる。

➁資料室見学

３つのコーナー（映像コーナー・体験コーナー・展示コー

ナー）に分かれた資料室で、空手発祥の地沖縄や空手を広めた

先人等を通して、沖縄の歴史・文化を学ぶことができる。

60分
約100名

※それ以上の場合は要相談

大型バス受入可

(普通車100台)

(大型バス4台)

http://karatekaikan.jp/

【アクセス】

那覇空港、那覇市街（県庁前）より、いずれも車で

約15分。

【グループ分け】

100名以上でお越しの場合は、班分けをし対応。

（資料室映像コーナー収容人数：立ち見含み最大50

名迄）

【その他】

所要時間は目安です。変更希望の場合はご相談下さ

い。

空手体験プログラム

～「見る・知る・体感する」空手発祥の地・沖縄で空手体験～

①見る

空手高段者による空手演武を、空手の歴史や型の成り立ち等の

解説付きで鑑賞します。

➁知る

動画鑑賞を通して、沖縄空手の歴史や真髄を学びます。

➂体感する

普及型Ⅰという型を体験します。

講師からの直接指導の他、グループ対抗演武披露等、ご希望に

合わせたプログラム体験をコーディネートします。

2時間
約150名

※それ以上の場合は要相談

大型バス受入可

(普通車100台)

(大型バス4台)

http://karatekaikan.jp/

【アクセス】

那覇空港、那覇市街（県庁前）より、いずれも車で

約15分。

【その他】

所要時間は目安です。変更希望の場合はご相談下さ

い。

23 南部
おきなわワールド

(文化王国･玉泉洞)
南城市玉城字前川1336 098-949-7421

９:00～18:00

17：00最終入園

(年中無休)

沖縄の自然、文化、

歴史などが学べます。

日本最大級の鍾乳洞・玉泉洞／国・登録有形文化財(４棟・１

基)／王国歴史博物館（世界のシーサー展）／ハブ資料館／沖縄

の食材を活かしたランチバイキング／工芸体験／エイサー

ショー等、見所満載です。

9０分～

見学内容（券種）に

より異なります。。

見学＝制限なし

ランチバイキング

＝160名

エイサーショー

＝400席

ハブのショー

＝150名

『エイサーショー』『ハブの

ショー』は予約不可です。

大型バス受入可

(40台駐車可)
https://www.gyokusendo.co.jp/okinawaworld/

園内行程のご提案など致しますので、

お気軽にご相談ください。

工芸体験、ランチバイキングについて。

１５名以上はご予約が必要です。

１５名以下は随時受付を行っています。

(席数に限りがございます。)

24 南部 パイナップルハウス 那覇市鏡水684-1 098-858-9000 9：00～18：00
那覇空港まで車で5分の場所です。お買物やご休憩に最適で

す。
30~60分 80人前後 大型バス受入可 www.pineapplehouse.okinawa/ 昼食等でご利用の際、お電話にてご確認下さい。

22

※料金等の詳細については、各施設にお問合せください。

沖縄空手会館南部 豊見城市豊見城854-1 098-851-1025

資料室／9：00～18：00

(最終入場／17：30)

ショップ／9：00-16：30

レストラン／11：00-15：00

(ラストオーダー14：30)

※Webで営業日を掲載中

12/30-1/3　水曜日休館

098-860-5780

(まちま～い事務所)
8：30～17：00

地元ガイドが那覇の街を楽しくご案内しながら散策いたしま

す。

ガイド1名につき、10名様ま

で対応いたします。
http://naha-machima-i.com/

※詳細については、まちま～い事務所までお問合

   せください。

那覇市牧志3-2-10

てんぶす那覇3F
要問合せ
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