GUIDE BOOK

RUMA

うるま市

石川多目的ドーム
（闘牛場）

石川青少年の家
098-964-3263

石川IC

ぬちしぬじガマ P8

高速道路（那覇インターチェンジ出発）

人

約30分

77番名護東線

●勝連出張所（平安名下車）
27番屋慶名線

52番与勝線／180番屋慶名
（首里・国場経由）
線

辺戸岬
宇堅ビーチ

今帰仁城跡

安慶名闘牛場

仲原遺跡 P8

美ら海水族館

098-923-7612
（観光振興課）

うるま市DATA

大泊ビーチ P5

安慶名城跡

生：平成17年4月1日、
具志川市、石川市、
勝連町、与那城町の
4市町が合併して
うるま市が誕生。

積：86.08平方キロメートル

23番具志川線／112番国体道路線

●石川出張所（石川市場前下車）

●与那城出張所（与那城支所前）

098-965-3866

面

那覇IC〜石川ICまでの所要時間

約25分

098-923-7612（観光振興課）

石川歴史
民俗資料館P8

置：北緯26°22′45″
東経127°51′27″

●石川インターチェンジ

路線バス
（那覇バスターミナル出発）
●うるま市役所本庁（うるま市役所前下車）

うるま市役所石川出張所

伊波城跡

位

那覇空港から車で約１時間

●沖縄北インターチェンジ

石川多目的ドーム
（闘牛場）P13

098-965-3400

石川高原展望台

誕

ACCESS

那覇IC〜沖縄北ICまでの所要時間

ビオスの丘 P7

ビオスの丘

MAP

宇堅ビーチP5
098-974-7772

おすすめ

沖縄北IC

うるマルシェ P14

うるま市

残波岬
座喜味城跡

うるま
市役所本庁舎

具志川バスターミナル

098-923-3911

口：123,976人

斎場御嶽

おすすめ

世帯数：52,314戸

098-977-8464

宮城島

喜屋武岬

（2019年1月1日現在）

ヤンガー

中城城跡

首里城公園

098-974-1145

伊計ビーチ

伊計ビーチ P5

勝連城跡

那覇空港

野鳥の森自然公園P7

伊計島
トンナハビーチ P5

ぬちうなー
ぬちうなーP7

（2019年1月1日現在）

098-983-1140

うるま市って
こんなまち。

東照間
商業等施設
（商工労政課
098-923-7634）

国際物流拠点
産業集積地域

うるま市とは、沖縄本島の中部に位置し、緑あふれる街並みと
8つの島々からなるとても魅力的なまちです。

あやはし館
海の文化資料館

・あやはし館 P7
・海の文化資料館 P9

平安座島

海中道路

平宮護岸アート

海中道路 P4

平安座漁港

098-977-8510

おすすめ

世界遺産
「勝連城跡」P8

ふるさと海岸 P5
（浜の人工ビーチ）

屋慶名バスターミナル
098-978-2205

うるま市役所
与那城出張所

アマミチューの墓 P9

藪地島

098-978-7373

平敷屋港
（津堅島へ）

「さんごの島」
という意味を持つ沖縄の言葉「うるま」
から名付けられたうるま市

浜比嘉島

HY記念碑

キャロット愛ランド
トゥマイ浜ビーチ

シルミチュー P9

098-978-1100

は、その名のとおり、コバルトブルーの海に囲まれた島々と美しい橋
「あやはし」
で結
ばれる、
『 海』
・
『橋』
・
『空』が調和した風光明媚なまちとして知られています。
かつれんじょうあと

また、東洋一の長さを誇る
「海中道路」
や、世界遺産
「勝連城跡」
をはじめとする歴

世界遺産「勝連城跡」

史的な遺跡も数多く点在しています。沖縄の伝統芸能
「エイサー」
や
「獅子舞」
などが盛んであり、沖縄県随
一の
「闘牛どころ」
としても知られております。

キャロット愛ランド

うるま市役所
勝連出張所

浮原島

トゥマイ浜
ビーチ P5
津堅島まで
約 4km

ヤジリ浜 にんじん展望台

津堅島

津堅港
（平敷屋港へ）
098-978-0702

南浮原島

BEACH
＜注意＞

海中道路のまち うるま

※さんご礁のきれいな海には、ハブ
クラゲ等の危険生物がいます。十分
気をつけましょう。

伊計ビーチ（伊計島）
干満を気にせずに泳げるビーチ。透明度抜群
の海で海水浴はもちろんバナナボートや
ジェットスキーなども楽しめます。
住所.うるま市与那城伊計405

☎098-977-8464

トゥマイ浜

トンナハビーチ

津堅島にある、とてもき
れいなビーチ。津堅港か
ら歩いて15分くらいで行
けるから便利。のんびり
過ごすにはぴったりの場
所です。

宮城島にあるのがトンナ
ハビーチ。さとうきび畑
を抜けると広がる海はパ
ラダイス。
住所.うるま市与那城上原
8203

（津堅島）

（宮城島）

☎098-977-8277

大泊ビーチ
（伊計島）

伊計島の西側にあるビー
チで100％天然のビー
チ。何もない分だけ自然
が満喫できます。サラサ
ラの白い砂浜が続き、透
明度も抜群。
住所.うるま市与那城伊計
1012

海

☎098-977-8027

海中道路

勝連半島から平安座島を結ぶ道路であり、東洋一の長さを誇る。全長 4.7ｋｍで浜比嘉島、
平安座島、宮城島、伊計島へのアクセスに重要な道路であり、道路の両サイドには海が広
がり金武湾が一望できます。夜にはライトアップしており、季節やイベントによって照明
デザインのテーマも変わりドライブコースとして人気が高く、多くの観光客が訪れます。
マリンスポーツのメッカでもあり、ウィンドサーフィン・海水浴・カイトボード等のマリ
ンスポーツが盛んなうるま市の一押しスポットです。
所在地：うるま市与那城屋平

エメラルドグリーンの海、
真っ白な砂浜。
ビーチリゾートを満喫しよう！
家族揃って楽しめる場所が満載です。

宇堅ビーチ

白い砂浜が美しいビーチ。夏になると市内はも
ちろん市外からの行楽客が訪れます。サンサン
と輝く太陽の下で波と戯れるもよし、潮風を浴
びながらバーベキューで一日中のんびりと過ご
すのもよし。
住所.うるま市字宇堅644-3

☎098-974-7772

ふるさと海岸

（浜比嘉島／
浜の人工ビーチ）
神々が住むといわれる浜
比嘉島には、整備された
人工ビーチがあります。
潮風を浴びて一日中のん
びりできるビーチです。

ISLAND

SPOT

〜神の住む島〜

ビオスの丘

浜比嘉島

沖縄の森や山々の自然があり、「やす
らぎと感動の提供」がキャッチフレー
ズの自然植物園です。広大な園内に
は、多種多様な植物はもちろん、亜熱
帯沖縄ならではのカラフルなチョウや
小動物がいっぱい生息しています。沖
縄の豊かな自然がそのまま再現されて
おり、美しい蘭の花をテーマにした植
物園、湖水観賞舟でまわるジャングル
クルーズが人気です。

平安座島からまっすぐに伸びた浜比嘉大橋を
渡ると見えてくる浜比嘉島。周囲7kmの起伏
に富んだ島。浜と比嘉２つの集落があり、
赤瓦屋根の家並みや石垣といった昔ながら
の古民家のたたずまいを残すほか、半農半
漁の生活が営まれています。琉球開びゃく
の神「アマミキヨ」が眠る島として知ら
れ、拝所や御嶽(ウタキ)が点在。
所在地：うるま市勝連浜・比嘉

Check

①シルミチュー（P9）
②アマミチューの墓（P9）

〜かつての交易の地〜

〜風光明媚な高台の島〜

与勝半島と全長4.7ｋｍ
の海中道路でつながる周
囲7ｋｍの島。かつて交
易の中継地として栄え
た、海人（うみんちゅ）
のまち。島の約4割の面
積を占める沖縄で唯一の
沖縄石油基地があり、海
岸沿いには市の小中学生
が描いた約300ｍの護岸
アートが広がります。

平安座島からの橋によ
り結ばれる周囲12ｋｍ
の宮城島は島全体が高
台となっており、標高
121mからオーシャン
ビューが眺められる風
光明美な島。ギネス
ブックに認定された
「ぬちまーす」の製塩
工場ぬちうなーで工場
見学も出来る。

平安座島

所在地：うるま市与那城平安座

Check

所在地：うるま市与那城宮城

①ぬちうなー（ギネス認定製塩工場）（P7）
②トンナハビーチ（P5）

〜透きとおったビーチが
点在する島〜

伊計島

宮城島と伊計大橋で結
ばれる周囲7kmの平坦
な島。伊計大橋を渡っ
てすぐの伊計ビーチは
きめ細かな砂浜が広が
り、透明度が高く、海
水浴やキャンプで訪れ
る観光客で賑わいま
す。塩の干潮に関係な
く泳げるのも特徴でマ
リンスポーツも楽しめます。
所在地：うるま市与那城伊計

島

Check

ぬちまーす
製塩観光工場
「ぬちうなー」

宮城島

Check

①平安座漁港（P3）
②平宮護岸アート（P3）

☎098-965-3400

①伊計ビーチ（P5）
②仲原遺跡（国指定史跡）
（P8）

船に揺られたり、ドライブしながら行ける
５つのアイランド。
ちょっとした旅行気分を味わってみて。

緑豊かな自然と、大海原が
広がる宮城島。この島の海
水100％を使用し、製造さ
れているのがぬちまーすで
す。ミネラル含有種類世界
一でギネスにも認定されま
した。ぬちまーすを使った
ここだけのオリジナル商品
を扱うショップや体にやさ
しいぬちまーす料理・スウィーツが楽しめます。
絶景スポットの「果報バンタ」もおすすめです。

海中道路の中央にある海
の駅あやはし館。土産品
店やレストランなどがあ
り、ドライブの途中に立
ち寄るには最適な場所で
す。気軽にアウトドアが
楽しめるBBQプランな
ども用意しています。

☎098-983-0220

☎098-983-1140

〜キャロット愛ランド〜

CAVE
OKINAWA

勝連平敷屋港から4ｋｍ
ほど先にある津堅島は、
平坦な土地でにんじん畑
が盛んで「キャロット愛
ランド」として知られて
いる。
所在地：うるま市勝連津堅
アクセス：平敷屋港から
船で約15分(一日5便)

沖縄本島中部最大級の鍾
乳洞と各所で見られる数
万年をかけて形成された
神秘的な鍾乳石。
洞窟のシンボルとなる
非常に縁起の良い紅白の
鍾乳洞は大迫力で、ガイ
ドブックにも載っていな
い沖縄の隠れ人気スポッ
トです。

津堅島

Check

①トゥマイ浜ビーチ（P5）
②人参展望台（P3）

海の駅
あやはし館

野鳥の森
自然公園
天願川河口の自然豊か
な丘の上にある公園。
多くの野鳥も生息して
い る た め 、 バ ー ド
ウォッチングも楽しめ
ます。

☎098-964-4888

楽

家族全員で楽しむならここ！
キャンプやバーベキュー、植物や野鳥観察。
遊びどころが満載です。

琉球王国時代を今に伝えるグスク跡

世界遺産

「勝連城跡」のまち うるま
琉球王朝時代から沖縄の歴史に深い関わりを持つ史跡や遺跡がうるま市には数多く
存在します。歴史的な背景や遺跡にまつわる物語も含めて紹介します。

各地域の有力な首長（按司・あじ）が居住してい
たのが「グスク」
（城）
です。規模や形状はそれぞれ
異なり、琉球王国時代を今に伝える貴重な遺跡で
す。残念ながら多くは戦争で破壊され、一部だけが
残されています。
沖縄本島中部、勝連半島にある勝連城は、15世

HISTORY
勝連城にまつわる物語

現代版組踊「肝高の阿麻和利」
うるま市の中学、高校生が出演している現代版組
踊「肝高の阿麻和利」。
沖縄の伝統芸能「組踊」をベースに、現代音楽とダ
ンスを取り入れ、
「 阿麻和利」の半生を描く、
「 沖縄版
ミュージカル」。世代交代をしながら進化を続け、全
国へ肝高き心を発信しています。

紀の琉球王国の王権が安定していく過程で、国王
に最後まで抵抗した有力な按司、阿麻和利（あまわ
り）の居城。中国を始め、東南アジア、
日本本土との
海外貿易を行い、繁栄を極めました。
城は、四方に展望のきく比較的傾斜の急な孤立
丘を取り込んで築かれ、外敵をいち早く確認できる
ことや、南側に良港を控えていることなど、
きわめて
良好な立地条件を備えています。
勝連城跡の最も高い所となっているのが「一の曲
輪」。勝連城が栄華を誇った時代には、アーチ門が
設けられていました。そこから望む眺望は雄大で、勝
連地域一帯を眼下にし、北側には北部に連なる山々
を、南側には知念半島が海に広がる全景をとらえら
れます。
うるま市にはそのほかにも、大川按司の居住跡で

［世界遺産］
勝連城跡

円錐丘を囲んで築城された「安慶名城跡」、標高８

休憩所
（098-978-7373）
9時〜18時 年中無休

０ｍの高台に築城された「伊波城跡」が現在は残さ
れています。その地を訪れて、いにしえの時代に思

2000年、世界遺産に登録された勝連城跡。傾斜を利用して積み上
げられた城壁が特徴で、そこから望む眺望は雄大です。

仲原遺跡（国指定文化財）

縄文時代の集落跡。石灰岩で縁取りされた
竪穴式住居、粘土で作られた遺構や墓など
があり、貴重な資料となっています。

ぬちしぬじガマ

沖縄戦当時、約300人の住民が避難した壕。
悲劇的な逸話が残る壕が多い中、ここは全
員が生き残ったと言われています。

いを馳せてみるのもいいのでは。

石川歴史民俗資料館

うるま市指定文化財や古くから使われてき
た民具や生活用具を展示しています。
住所.うるま市石川曙2-1-55

☎098-965-3866

海の文化資料館
（ あやはし
館2F ）

国内でも珍しく、山原船や木造船にまつわる
資料を展示している資料館。マーラン船の
展示や企画展なども行われます。
住所.うるま市与那城屋平4

☎098-978-8831

シルミチュー

あ ら す じ

阿麻和利は農民出身で、勝連の麒麟児として民衆の
人気を集めていました。ときの勝連按司の悪政に苦し
んだ民衆が、阿麻和利を先頭に勝連按司を打倒し、阿
麻和利が勝連按司となります。若くして勝連の按司と
なった阿麻和利は人々から慕われ、海外貿易によって
ますます力を付けました。
その存在は、首里王府にとって、王権を脅かすほどの
脅威であったため、時の琉球国王・尚泰久
（しょうたいき
ゅう）
は、自分の娘である百度踏揚
（ももとふみあがり）
を嫁がせます。
しかし1458年に起きた
「護佐丸・阿麻和利の乱」
で
護佐丸を倒し、その後王府
打倒へ動き出した阿麻和
利でしたが、その動きを妻
である百十踏揚に知れる
こととなり、逆に首里軍に
滅ぼされてしまいました。

比嘉村落の南南東に位置する森の中に、ア
マミチュー、シルミチューが住んだと伝えら
れている場所があります。洞窟の中には鍾
乳石があり、子宝の授かる霊石とも知られ、
子授けの信仰が行われています。

アマミチューの墓

比嘉村落の東側にはアマミチューの墓があ
ります。長旅で島から出る時や外国に移住す
る時に拝み、無事を祈願します。

EVENT

伝統エイサーのまち うるま
うるま市
エイサーまつり

さまざまな伝統芸能や文化が代々継承されている
うるま市はまつりも多彩です。
年に一度の大イベントは、市民総出で盛り上がります。

あやはし海中
ロードレース大会

【開催時期】毎年4月第1日曜日

【開催時期】
毎年8月〜9月頃（旧暦の7月）
青年会によるエイサーが盛んに行わ
れているうるま市。各青年会の一大イ
ベントになっているのが、「うるま市
エイサーまつり」です。
各地に受け継がれているエイサー
は、衣装や演舞にそれぞれ特徴があ
り、見ているだけで心躍らされます。

うるま祭り

ハーリー

地域の伝統芸能やコンサートなど、バラエ
ティーに富んだプログラムが繰り広げられま
す。その中でも豪華アーティストによるライ
ブや「沖縄に〜びち余興王決定戦」は注目を
集めます。また、祭りのフィナーレには、盛
大な花火が打ち上げられ、秋の夜空を彩り
ます。

旧暦５月４日のユッカヌヒーを過ぎた日
曜日 (６月〜７月頃 ) に、市内各地で豊漁を
祈願した、ハーリー大会が予定されていま
す。沖縄、夏の風物詩の１つ、ハーリーを
是非ご覧ください！！詳しい日程はうるま市
ＨＰをご確認ください。

【開催時期】毎年10月第3土・日

「磯のかおりを楽しみながら、海中道路を走ろ
う！」をキャッチフレーズに開催されるあやはし海
中ロードレース大会。
舞台となるのは、勝連半島と平安座島を結ぶ全長
4.7kmの海中道路。ハーフマラソンとトリムマラソ
ンのコースがあり、子どもから大人まで楽しめる大
会です。

【開催時期】毎年（旧暦）
５月４日後の日曜日

うるま市産業まつり 全島獅子舞フェスティバル
【開催時期】毎年12月第3土・日

【開催時期】毎年9月〜10月頃

自然環境、豊かな資源に恵まれたうるま市で、
各地域自慢の海の幸や山の幸、それらを使った
加工品などが集結するイベントです。祭りでは、
即売会も開かれるため、たくさんの市民が訪れ
ます。
また、全沖縄や
まいも勝負（スーブ）
やアトラクション
なども披露され、
盛り上がります。

獅子舞は、悪霊をはらい、五穀豊穣をもた
らす伝統行事として、沖縄各地で受け継がれ
ています。うるま市は獅子舞ゆかりの地で、
全島獅子舞フェスティバルが毎年行われます。
同フェスティバ
ル で は、県 内
各地域の選抜
された獅 子 舞
の勇壮な演舞
が楽しめます。

闘牛王国

闘牛 のまち

うるま

ビギナーにもわかる

BULLFIGHTING

闘牛の楽しみ方・見方

「ガツン」
という角がぶつかり合う音、
１トンを超える巨体をぶつけ合い、

技

闘牛の

必死に相手を倒そうとするむき出しの闘争心はとにかく迫力満点です。

これぞ！

その様子を見ているだけでも楽しめますが、闘牛特有の技を知ってい
るとさらに面白さが増します。例えば、相手の頭や顔を角で突く
「割り」
や
相手の隙を狙い、横腹を一気に襲う
「腹取り」。このような技を使いなが
ら、数分で決着がつくこともあれば、
３０分以上続くこともあります。最終

カケ

相手の角に自分の角を掛けてひ
ねる

的には、お尻を向けて逃げた牛の負け。観客も一喜一憂しながらその行
方を見守っています。
また、初めて闘牛を見ると気になるのがユニークな牛のネーミングの
数々です。
「ヒーゲー」
「パンダ」
「チンシルー」
「トゥガイ」
「タッチュー」
など、
牛の角や色合いなどの特徴が盛り込まれ、興味をそそられます。名前で

ワリ・ツキ

相手の頭や顔を角で突く

お目当ての牛を選んでみるのもよさそうです。
ほとんどの闘牛場はすり鉢状になり、直径１８メートル前後の土俵を取
り囲むように客席が並んでいます。牛たちの白熱する闘志をぜひ一度間
近で観戦してみてください。

〜県内唯一のドーム型闘牛場〜

押し

額をひたすら押し付ける

石川多目的ドーム

平成19年5月に完成した
『石川多目的ドーム』
は県内唯一のドーム型闘

牛場として知られており、沖縄県闘牛組合連合会が主催する県内最大規模
の
「全島闘牛大会」
を含め年間約２０

首持たせ

相手の首に自分の首を掛けてのし
かかる

回の闘牛大会が開催されています。
現在では、沖縄県内のほとんどの
闘牛大会が石川多目的ドームで開
催されるようになり、その他闘牛以
外のイベント会場としても使用され

Bullﬁghting
kingdom

古くから大衆娯楽として親しまれてきた沖縄の
闘牛。
うるま市は県内随一の闘牛どころとして知られ、
１トン超の巨体がぶつかり合う迫力は、今なお多
くの闘牛ファンをくぎづけにしています。

ています。
闘牛大会の開催日程については、うるま市経済部観光振興課にお問い合わせ下さい。

TEL

098-923-7612

URL:http://www.city.uruma.lg.jp/iina/2394
闘牛情報サイト（闘牛in Okinawa）

URL：http://www2u.biglobe.ne.jp/~office21/index.html

腹取り

相手の隙を狙い、横腹を一気に襲う

URUMARCHE
食&買い物

農水産業振興戦略拠点施設

うるマルシェ UR UMA R CH E

SPOT

うるま市穴場スポット!!
幸せ岬 !!「果報バンタ」
うるま市の宮城島にある絶景パワースポットの
「果報バンタ」。「バンタ」とは沖縄の方言で崖と
いう意味。崖というと怖いイメージもあります
が、この崖は来るものを幸せにすると言われて
います。訪れるとその絶景から幸せな気持ちに
なることも関係しているかも知れませんね。

浜比嘉島内の一コマ
沖縄の昔ながらの赤瓦屋根やシーサーが点在す
る島内を、車から降りてゆったりのんびり散歩
するのもおススメ。

うるま市に待望の直 売 所 が OPE N
2018 年 11 月 1 日、沖縄県うるま市前原に地域の農水産物を中心に扱う大型直売所『うるマル
シェ』がオープンしました。
地域で生産されたみずみずしい野菜や畜産物、近海で水揚げされた水産物を中心とした新鮮な
食材を販売する「市場」のほか、それらの食材を食事として楽しめるレストラン「うるま市民食堂」
や、地元の美味しいモノがその場でいただけるフードコート「うるまテラス」などが並ぶ多機能型
直売施設です。

石川高原展望台
うるま市の石川山城にある絶景ポイント自然豊
かな高台にある「石川高原展望台」東シナ海と太
平洋の両方を眺めることができます。標高 201
ｍで山頂に登ると空の、海の蒼、山の緑が織り
なすコントラスト、絶景のパノラマが広がりま
す。

東の御嶽（シヌグ堂）

農水産業振興戦略拠点施設 うるマルシェ URUMARCHE
住所 〒904-2235 沖縄県うるま市字前原183‑2
T E L 098‑923‑3911
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うるま市の浜比嘉島にある神秘的なスポット。
この御嶽では、旧暦 6 月と 8 月 28 日にシヌグ
祭を公民館が中心になって神女が参加して行い
ます。
大きなガジュマルではキジムナーに会えるか
も⁈

15

GOODS

うまんちゅぬ

ぬ

うるま

つけん

あまSUN

津堅にんじん

年末年始の贈答用として定着している話
題の柑橘「あまＳＵＮ」。名前のとおり濃厚な
甘みがあり、果汁が多いのが特徴です。贈
答用だけではもったいない。一度、あまさ
〜んを味わってみては？虜になること間違い
なしです。

津堅島の
「津堅にんじん」
は色鮮やかで甘
くておいしく、
βカロチンやミネラルなどの栄
養価も高い優れものです。生で良し、調理し
て良し、デザートに良し。アイディアを活か
し、いろいろな料理に挑戦してみて下さい。

中部地区晩生柑橘産地育成協議会
（うるま市経済部農政課）
☎098-923-7607

うるま市野菜産地協議会
（うるま市経済部農政課）
☎098-923-7607

すぐりむん

みんな のうるま市 の 逸品
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島魚の干物

ぬちまーす

石川漁協で水揚げされた魚（主に低利用
魚・未利用魚）
をセリで落とした後、その日
のうちにさばいて、うるま市に所在する㈱
ぬちまーすの
「ぬちまーす」
や神村酒造の
「暖
流」
などを使い、干物へと加工しています。
色とりどりの干物が鮮やかです。

沖縄宮城島の美しい海水 100％を世界初
の特許【常温瞬間空中結晶製塩法】
により、
海水をそのまま結晶化。減塩（塩分 73％）・
高ミネラル
（21 種類）
の健康に良い美しいパ
ウダー海塩。モンドやギネス、文部科学大
臣賞等、世界で認められた味・品質です。

石川漁業協同組合
うるま市石川石崎 2-1
☎098-964-3187

株式会社ぬちまーす
うるま市与那城宮城 2768
☎098-983-1140

うるまの埋蔵金

（黄金芋まんじゅう）
うるま市の大地で生まれた
「黄金芋」
とミ
ネラル分豊富な
「ぬちまーす」
の素材を使用
したプティ・フール自慢の饅頭です。また、
第 26 回全国菓子大博覧会で名誉総裁賞を
受賞しました。
有限会社プティ・フール
うるま市石川東山一丁目22番31号
☎098-965-4702

沖縄小雪
沖縄産黒糖を使用したパウダー状の微粉
末加工黒糖です。上品な風味と形状が和三
盆糖と似ています。上品でさっぱりとした味
わいで、お餅に振り掛けたり、和菓子作り等
におすすめです。
株式会社 海邦商事
うるま市字州崎 8 番地 19
☎098-938-2133
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GOODS
黒糖屋さんの
ミックスナッツ

もずく

泡盛・清酒

グァバ茶

沖縄の海水からできた塩「ぬちまーす」
と
沖 縄 県 産の砂 糖（粗 糖、黒 糖）
をからめた
ミックスナッツです。ほんのり塩味なので塩
分を気にする方にもおすすめです。おやつや
おつまみにどうぞ。

うるま市勝連は全国一のモズクの生産地
です。勝連のモズクは太くてしっかりとした
歯ごたえがあり、低カロリーでミネラルや食
物繊維が豊富な自然食品です。いろいろな
料理（味噌汁・天ぷら・サラダ等）
に使えます。

ＪＡおきなわ具志川支店グァバ生産部会
が丹精こめて栽培し、厳選されたグァバ葉の
みを使用したお茶です。沖縄の自然の恵み
をいっぱいうけて育ったグァバ葉を100％使
用して、とても飲みやすく仕上げました。

株式会社 海邦商事
うるま市字州崎 8 番地 19
☎098-938-2133

勝連漁業協同組合
うるま市勝連平敷屋3821番地18
☎098-983-0003

「崎山酒造廠」の代名詞「松藤」は、
２代目崎山起松
と妻・藤子の名前から一文字ずつ取り命名されまし
た。二人三脚で泡盛造りを盛り立てる「起松と藤子」
夫婦の愛情の深さがそこには刻み込まれています。
「神村酒造」は、一世紀以上の歴史を誇る老舗の
酒造所。業界初の樽貯蔵泡盛「暖流」を昭和33年か
ら手がけ、昭和43年に商品化。2016年春季、全国酒
類コンクール泡盛部門において「第1位特賞」受賞。
「泰石酒造」は、沖縄県で唯一の甲乙混和酒「はん
たばる」を製造。泡盛の風味はそのままに、焼酎の飲
みやすさが絶妙にブレンドされていて、泡盛は初めて
という方にもおすすめです。

農業組合法人 グァバ生産組合
うるま市字兼箇段 617 番地 1
☎098-974-6228

崎山酒造廠（健康食品工場）
うるま市石川山城 469 番地 1
☎098-964-6388
有限会社 神村酒造
うるま市石川嘉手苅 570 番地
☎098-964-7628
泰石酒造株式会社
うるま市字平良川 90 番地
☎098-973-3211

黄金イモ
旧与那城町の町長が県外で発見したイモ
を伊計島へ持ち込んで栽培がはじまりまし
た。割ったときに黄色く鮮やかなことから
「黄金イモ」
と名付けられました。ねっとりと
した食感の甘みが人気で、デザート等の素
材としても活用されています。
うるま市甘しょ産地協議会
（うるま市経済部農政課）
☎098-923-7607
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琉球スギ・
ミーバイ・真鯛

琉球太田焼

琉球スギの味はカンパチに似ており、栄
養成分もほぼ同じです。沖縄の魚には珍し
く脂ものり、ビタミンＢ1，
Ｂ12 が豊富に含
まれています。ミーバイは味の良さから刺
身、魚汁、煮付け等さまざまな料理で使え
る、たいへん人気の高い魚です。真鯛は他
の魚に比べて臭みや脂肪などの癖も弱く、
多様多種な料理に用いられます。

「これまでにない作品を作りたかった」
と
釉薬の研究を重ね、独自の作風で琉球太田
焼を確立させた平良幸春さん。
国内はもとより、ドイツやフランスでもそ
の作風は認められ、数多くの賞を受賞。日
展より会友を推挙されました。
「沖縄の海をイメージした」
という
「蒼海」
は代表作。

久米水産株式会社
うるま市与那城池味 1176
☎098-977-7578

琉球太田焼窯元
うるま市大田 123-1
☎098-973-6100

伊波メンサー織
琉球王国時代に伝来されたと言われる
「伊波メンサー織」。その技術保持者として
市の無形民俗文化財に指定されているのが
伊波貞子さんです。
「イザリ織の技法は国内に３例だけ。５つ
のパターンを組み入れながら織ります」。現
在、後継者育成のほか、身近な小物類へも
展開しています。
伊波メンサー織り作業所
うるま市石川伊波 195
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とっても便利な

観光情報

うるま市施 設のご 紹介
公 共 施 設
役

交 通 機 関

所

うるま市役所(本庁)

〒904-2292 うるま市みどり町1-1-1

バ

ス

琉球バス交通具志川営業所

〒904-2213 うるま市字田場1784

うるま市石川出張所

☎098-974-1145

うるま市勝連出張所

〒904-2304 うるま市与那城屋慶名467-25

〒904-1192 うるま市石川石崎1-1
〒904-2392 うるま市勝連平安名3047

うるま市与那城出張所

〒904-2393 うるま市与那城中央１

（総合案内)☎098-974-3111
議

会

沖縄バス屋慶名出張所

☎098-974-8080

平安座総合開発（株）島しょ地域

〒904-2426 うるま市与那城平安座8290

☎098-977-8205（巡回バス）

うるま市議会

〒904-2292 うるま市みどり町1-1-1

☎098-973-3511
消

防

署

具志川消防署(本部）

タクシー
日興タクシー(名)

〒904-2241 うるま市字兼箇段1888-1

☎098-973-9494

☎098-978-2219

健康福祉センター「うるみん」

〒904-2214 うるま市安慶名1-8-1

☎098-973-4007

生涯学習文化振興センター「ゆらてく」

〒904-2226 うるま市字仲嶺187

☎098-988-5508

見 どころ
ぬちうなー（ぬちまーす製塩工場）
海の駅あやはし館

〒904-2427 うるま市与那城屋平4

☎098-983-0220

世界遺産勝連城跡（休憩所）

〒904-2311 うるま市勝連南風原3908

☎098-978-7373
資

料

館

〒904-2224 うるま市字大田44-1

☎098-972-5406

うるま市立石川歴史民俗資料館

石川消防署

平良川タクシー(資)

☎098-965-3866

〒904-1107 うるま市石川曙2-1-55

〒904-1106 うるま市石川2596

〒904-2213 うるま市字田場371-2

☎098-973-4949

うるま市海の文化資料館

与勝消防署

勝島交通(名)

☎098-978-8831

☎098-965-0831

〒904-2307 うるま市与那城饒辺231

〒904-2204 うるま市字西原88-1

平安座出張所

水仙タクシー(資)

☎098-978-3283

〒904-2426 うるま市与那城平安座2459

☎098-977-8999
水

道

部

うるま市水道部

〒904-2241 うるま市字兼箇段896

☎098-975-2200
警

察

署

うるま警察署

〒904-2229 うるま市字大田100

☎098-973-0110
石川警察署

〒904-1101 うるま市石川東山本町1-1-1

☎098-964-4110

主な郵便局
具志川郵便局

〒904-2229 うるま市字平良川90-2

☎098-973-3205
石川郵便局

〒904-1199 うるま市石川東山本町1-1-2

☎098-964-2042
与勝郵便局

〒904-2311 うるま市勝連南風原4064

☎098-978-2533

☎098-974-4567

あづまタクシー(名)

〒904-2312 うるま市勝連平安名1611

☎098-978-2126
美星タクシー(資)

〒904-2304 うるま市与那城屋慶名2102-1

☎098-978-2535

船
平敷屋港（（有）神谷観光）

〒904-2314 うるま市勝連平敷屋3784-21

☎098-978-1100

津堅港（（有）神谷観光）
☎098-978-0702

県 立 病 院
沖縄県立中部病院

〒904-2243 うるま市字宮里281

☎098-973-4111

公 会 堂 等
うるま市民芸術劇場

〒904-2226 うるま市字仲嶺175

☎098-973-4400

うるま市石川会館

〒904-1192 うるま市石川石崎1-1

☎098-965-5630
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うるま市闘牛場
安慶名闘牛場

〒904-2214 うるま市字安慶名1076

☎098-923-7612（観光振興課）
石川多目的ドーム（闘牛場）

〒904-1106 うるま市石川2298-1

☎098-923-7612（観光振興課）

遊 び どころ

ル

フ

場

〒904-2205 うるま市字栄野比590-1

☎098-972-3131
高原ゴルフクラブ

〒904-1111 うるま市石川東恩納1406-29

☎098-965-3500
沖縄ロイヤルゴルフクラブ

〒904-1113 うるま市石川山城1436

☎098-964-2811

市

産

品

はんたばる・黎明（泰石酒造株式会社）

〒904−2221 うるま市字平良川90

☎098-973-3211

暖流・守禮（有限会社 神村酒造）

〒904-1114

うるま市石川嘉手苅570

☎098-964-7628

松藤（崎山酒造廠 健康食品工場）
〒904-1113 うるま市石川山城469-1
☎098-964-6388
食

べ

物

うるマルシェ

〒904-2235うるま市字前原183-2

☎098-923-3911

島魚の干物（石川漁業協同組合）

〒904-1104

うるま市石川石崎2-1

☎098-964-3187

ぬちまーす（株式会社ぬちまーす）

〒904-2423

うるま市与那城宮城2768

☎098-983-1140

あまＳＵＮ・津堅にんじん・黄金芋・
やまいも・オクラ・小ギク
（うるま市経済部農政課）

〒904-2292 うるま市みどり町一丁目1番1号

ビオスの丘

〒904-1114 うるま市石川嘉手苅961-30

☎098-965-3400
CAVE OKINAWA

〒904-1114うるま市石川嘉手刈479-1

☎098-965-6614
ビ

ー

チ

宇堅ビーチ

〒904-2211 うるま市字宇堅644-3

☎098-974-7772
津堅トゥマイ浜ビーチ

〒904-2317 うるま市勝連津堅2629-1

伊計ビーチ

〒904-2421 うるま市与那城伊計405

☎098-977-8464
トンナハビーチ

〒904-2424 うるま市与那城上原8203

☎098-977-8277
大泊ビーチ

〒904-2421 うるま市与那城伊計1012

☎098-977-8027

☎098-923-7607

うるまの埋蔵金【黄金芋まんじゅう】
（有限会社プティ・フール）

〒904-1102 うるま市石川東山一丁目22番31号

☎098-965-4702

沖縄小雪・黒糖屋さんのミックスナッツ
（株式会社 海邦商事）
〒904-2234うるま市字州崎8番地19

☎098-938-2133

もずく・もずく餃子（勝連漁業協同組合）
〒904-2314 うるま市勝連平敷屋3821番地18

☎098-983-0003

琉球スギ・ミーバイ・真鯛（久米水産株式会社）

〒904-2422

うるま市与那城池味1176

☎098-977-7578

グァバ茶（農業組合法人 グァバ生産組合）

〒904-2241

うるま市字兼箇段617番地1

☎098-974-6228

ビーグカステラ・津堅人参ロール
（レストランB・B・R）
〒904-2224

うるま市字大田305番地

☎098-973-1234

〒904-2292 うるま市みどり町1-1-1

☎098-923-7612

文化財課
（文化財関係）

〒904-2292 うるま市みどり町1-1-1

☎098-923-7182

宿 泊 施 設

黒糖製品（（株）海邦商事）

〒904-2234

うるま市字洲崎8番地19

☎098-938-2133

恋のやまいも・みほそまんじゅう
（（有）プティ・フール）

石

川

ココガーデンリゾートオキナワ

〒904-1102 うるま市石川東山一丁目22番31号

〒904-1115 うるま市石川伊波501

黄金芋製品（黄金茶屋）

ホテル潮騒

☎098-965-4702

〒904-2235 うるま市前原183番地2
（うるマルシェ内）

☎080-9242-9604

うるまジェラート
（株式会社たみくさ）
〒904-2301

うるま市与那城照間1860番地

☎098-978-8017

泡盛・清酒（工場見学可能）

〒904-2427 うるま市与那城屋平4

☎098-972-3308

〒904-2245 うるま市字赤道763-45

ゴ

具志川ゴルフクラブ

☎098-983-1140

〒904-2205 うるま市字栄野比96

☎098-973-4838

ふるさと海岸

〒904-2315うるま市勝連浜80-4

〒904-2423 うるま市与那城宮城2768

石川タクシー(名)

問い合わせ先

観光振興課

〒904-2427 沖縄県うるま市与那城屋平4番地先
☎098-978-0077 うるま〜るHP：http://uruma-ru.jp/
Facebook：http://www.facebook.com/UrumaCity

〒904-2312 うるま市勝連平安名3071

東陽バス泡瀬営業所

〒904-2235 うるま市字前原386-2

問い合わせ先

うるま市観光物産協会

うるま市きむたかホール

☎098-978-2205

INFORMATION

うるま茶
（農事組合法人 沖縄県薬草共同組合）
〒904-2201

うるま市字昆布1235番地1

☎098-972-5238

のに元気ジュース
（農業生産法人 有限会社たいよう）
〒904-2211

うるま市字宇堅135番地1

☎098-973-3814

☎098-965-1000

〒904-1105 うるま市石川白浜1-11-15

☎098-964-2248
民宿やすま

〒904-1107 うるま市石川曙2-3-1

☎098-964-2841
具

うるま市勝連比嘉1597番地

☎098-977-8667

もずっこ
（手づくり加工所 あやかりん）

〒904-2304 うるま市与那城屋慶名1560番地53

☎098-978-4993

津堅にんじんドレッシング・イカの塩辛
（津堅みやらび）
〒904-2317

うるま市勝連津堅32番地

☎098-978-7568
工
琉球三信

〒904-1106

芸

品

胡弓（照屋勝武三線店）

うるま市石川一丁目28番10号

☎098-973-1121

ホテルハーバー

〒904-2221 うるま市平良川94

☎098-973-3720
与

い草（うるま市い草生産組合）

うるま市字具志川1220番地1

☎090-3793-8905
農具（竹馬製作所）

〒904-2223

うるま市字具志川3381番地1

☎098-973-5258

サンダンカとんぼ玉アクセサリー
（とんぼ玉工房 緑の風）
〒904-2315

うるま市勝連103-3

☎098-977-7202

紅型染め小ふろしき（紅型Lab邦）

〒904-1102 うるま市石川東山一丁目10番11号

☎090-1740-9292

玄米ホットパック
（サポートセンターアジュテ）

〒904-1103 うるま市石川赤崎二丁目18番12号

☎098-989-6447

紙製品（昭和製紙株式会社）

〒904-2213

うるま市字田場708番地1

☎098-973-4125

うるまの竪琴（てるる詩の木工房）
☎098-974-1780

那

城

観光ビジネスホテル平安

〒904-2426 うるま市与那城平安座2421-1

☎098-977-8230

ホテルへんざ

〒904-2426 うるま市与那城平安座8197

☎098-977-8412

はなりびら

〒904-2421 うるま市与那城伊計90

☎098-977-8800

AJリゾートアイランド伊計島

〒904-2421 うるま市与那城伊計1286

☎098-983-1230

☎098-964-2439

〒904-2223

川

〒904-2245 うるま市字赤道179-1

浜比嘉塩（（株）高江洲製塩所）

〒904-2316

志

春日観光ホテル

勝

連

ホテル浜比嘉島リゾート

〒904-2316 うるま市勝連比嘉202

☎098-977-8088
民宿ゆがふの郷

〒904-2316 うるま市勝連比嘉1527

☎098-977-8263
津

堅

島

神谷荘

〒904-2317 うるま市勝連津堅1472-4

☎098-978-3027
南原旅館

〒904-2317 うるま市勝連津堅1524

☎098-978-6247
民宿つけん

〒904-2317 うるま市勝連津堅２６２５

☎098-978-3024

民泊おうち -ouchi-

〒904-2317 うるま市勝連津堅1524

☎080-6482-4340

回転つり針外し（越来造船）

〒904-2426 うるま市与那城平安座417番地5

☎90-3790-7503

伊波メンサー織り作業所

〒904-1115

うるま市石川伊波195
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EXPERIENCE

沖 縄 の 中 部 、う る ま 市 で 特 別 な ひ と と き を

FREE Wi-Fi

沖 縄 本 島 の 東 海 岸 沿 いにある聞き慣 れないエリア、与 勝
乾 いた空 気 の 中自由 気ままに車を走らせると
異 国 のロードムービーの 中に迷 い 込 んでしまった錯 覚に陥る町 並 み
車 の 窓を開けて潮 風を感じながら
みちくさしたくなる秘 密 の 場 所をご紹 介します

うるまの「 楽 し い 」が いっぱ い

うるま時 間

感動体験

レンタサイクル

22

マリン体 験

まち歩き
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発

行

沖縄県うるま市経済部観光振興課
観光情報問い合わせ先

沖縄県うるま市経済部観光振興課
〒904-2292
沖縄県うるま市みどり町一丁目１番1号
TEL098-923-7612
ホームページ

http://www.city.uruma.lg.jp/

うるま市観光物産協会
〒904-2427
沖縄県うるま市与那城屋平4番地先

TEL098-978-0077 FAX098-978-1177
ホームページ

http://uruma-ru.jp/
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