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うるまで輝く時を過ごす
沖縄本島の東海岸に位置するうるま市は
地平線から昇る朝日が美しく輝く場所。
やわらかな光と澄み切った空気を感じながら
旅が始まるって、ちょっと特別な体験かも。
見て、触れて、感じて、ときめいて。
とっておきの時間がきっと待っているはず。

県内で3番目に人口が多い都市。金武湾と中城

湾に面しており、東南部に広がる勝連半島と、有

人、無人の８つの島々がある。農業、畜産が盛ん

なほか、伝統エイサーや闘牛が活発な街としても

知られる。

うるま市
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あけぼの色に包まれるムルク浜。印象的な形をした岩のシルエットが朝焼けの景色にそっとアクセントを添える。
#ムルク浜

気ままに大人なうるま旅

朝日を受けて淡くオレンジ色に染まるビーチや

地元の素材を活かしたとびっきりのグルメ、

この土地でしか出会えない色合いの雑貨など

ローカルな魅力にあふれているうるま市を

モデルの泉里香さんがのんびり、ゆったりと巡りました。

FIND MY TRIP

1988年、京都府出身。ファッション誌『Oggi』の専属モデルを務

める。斎藤工と様々な職業に七変化する『indeed』のCMに出演

し話題に。多くの映画やドラマに出演し女優としても活躍中。

https://www.stardust.co.jp/section1/profile/izumirika.html

https://www.instagram.com/rika_izumi_/

Profile

泉里香
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心地よい風に吹かれて

やさしい波の音に心安らぐ

エメラルドの世界

伊計大橋を渡ると現れる天然ビーチ。透明度の高さに定評があり、地元の人も多く訪
れる。シュノーケリングやダイビングではカラフルな熱帯魚を間近に見ることができる。
#伊計ビーチ
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うるまで生まれた恵みを

この土地の空気とともに味わう

とびきり贅沢な時間

絶妙な火加減でピンク色に染まった特上赤身牛カツ。口に運ぶとその柔らかさに驚く人
も多いはず。まろやかで甘みのある浜比嘉島の塩をさっと振って素材の味を楽しみたい。
#肉や食堂inへんざ

コンテナを改装した空間はどこを切り取ってもお洒落。店内には海からの潮風が
吹き抜ける。気さくな店主との会話を楽しみながらとっておきのコーヒータイムを。
#Sunstache Coffee ,Bay
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沖縄の空や海を連想させるブルーの陶器が所狭しと並ぶ。手
づくりだからこそ、一つひとつ表情が違って面白い。あなたの手
にしっくりと馴染むお気に入りを見つけてみて。
#うるま陶器

クリアな素材感が活かされたアクセサリーたち。沖
縄の青い海をイメージしたベースに、うるま市の花
「サンダンカ」の鮮やかな赤が映えたピアスで耳元を
彩って、旅のおともに。
#ギャラリーはらいそ手に取って触れるたび

作り手の愛情が伝わるから

選ぶ時間も思い出に
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朝日が勝連城跡を照らす頃、澄み切った空気のなか
で「城（ぐすく）ヨガ」。琉球の歴史に想いを馳せて大
地の息吹を感じれば、心も体もパワーチャージ。
#勝連城跡

崖の下には、藍色からコバルトブルー、エメ
ラルドグリーンへと変化する美しいグラデー
ションの海が広がる。海底が見えるほどの
透明感は心まで澄み渡らせてくれる。
#果報バンタ

世界遺産に見守られ

こころとからだで感じる

雄大なエネルギー
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ムルク浜
むるくはま

波の浸食で削られた奇岩が点在する天然ビー
チ。名前には沖縄の方言でみんな（ムル）に来
てほしい（クゥ）という意味が込められている。

うるま市勝連比嘉伊芸上231
098-973-1800（アクアラインマリンクラブ）
9:30～17:00　荒天時のみ休み

伊計ビーチ
いけいびーち

透明度とロケーションともに抜群。小さな入り
江状のビーチは波が穏やかで家族連れにもお
すすめ。レストランやパーラーなど施設も充実。

うるま市与那城伊計405
098-977-8464
10:00～17:00　天候などにより変動あり

肉や食堂 inへんざ
にくやしょくどういんへんざ

元精肉店の店主が選ぶA5・A4ランクの国産
黒毛和牛をリーズナブルに味わえるお店。ステ
ーキやハンバーグ、揚げ物などメニューも豊富。

うるま市与那城平安座252
090-8823-7130
11:00～16:00（月～水）
11:00～16:00、17:00～21:00（金～日）
木曜休み

Sunstache Coffee ,Bay
さんすたっしゅこーひーべい

オーガニックを中心に、世界中から質の高い
豆を取揃えるコーヒーショップ。オリジナルテイ
ストのコーヒーやティー、デカフェなども人気。

うるま市与那城屋平４
080-7187-1894　10:00～20:00（金曜は
25:00まで）　火曜休み（祝祭日を除く）
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ギャラリーはらいそ
ぎゃらりーはらいそ

うるま市で作られた工芸作品を展示販売する
ギャラリー。やちむんや琉球ガラス、紅型など自
分だけのとっておきに、きっと出会えるはず。

うるま市石川曙1-9-24　098-989-3262
11:00～16:00　水曜・日曜休み
https://haraiso.gallery/

うるま陶器
うるまとうき

ブルーのグラデーションが印象的なやちむんは
まるで沖縄の海のよう。カップの底には琉球ガ
ラスが使われ、質感の違う青がアクセントに。

うるま市与那城屋慶名405
090-7274-0565
10:00～18:00　不定休

果報バンタ
かふうばんた

「ぬちまーす観光製塩ファクトリー」内にあるパ
ワースポットで、別名は「幸せ岬」。高さ76mの
崖下に広がる濃淡の美しい海は圧巻。

うるま市与那城宮城2768（ぬちまーす工場ぬ
ちうなー）　098-983-1140
9:00～17:30（営業時間のみ見学可能）
年中無休

世界遺産「勝連城跡」
せかいいさん かつれんじょうあと

勝連半島に勢力を築いた按司・阿麻和利の
居城として有名。標高約100mの丘陵からの
眺望は見事で、360度の景色が見渡せる。

うるま市勝連南風原3908
098-978-7373　見学自由（休憩所は9:00
～18:00）　年中無休
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あまわり

12



インフルエンサー4 人がオススメする“映えスポット”

GENIC URUMA

Active course Relax course

@yu.i.k.a

World Supermodel Japan
2017グランプリ、世界大会
出場Top14、モデル、アパレ
ルデザイン、インスタグラムを
中心に活動中。旅行と運動
とお肉が大好き。

@minamizukawa

ミスコン世界大会優勝、ラジ
オパーソナリティー、スポーツ
キャスター。趣味は旅行。自
由を愛してます。

@aripi_06

インスタグラムを中心に活動
中。カワウソ愛好家。美容、
料理、グルメ、旅が大好き。

@food_yuu

フードコーディネーター、食育
インストラクター、テーブル
コーディネーター、鯖バー
ガー専門店『38ism.』代表。

澄み渡るエメラルドの海や、石垣の壁、赤瓦屋根の古民家。
沖縄の原風景が色濃く残るうるまの地は、私たちの心を魅了する。
旅が終わっても輝き続ける素敵なシーンを切り取って。
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Active course

model plan

DAY 1

1
2
3
4
5

シーカヤック
ランチタイム
特大ブランコ
カフェタイム
沖縄風おでん

6
7
8
9
10
11
12

プールサイドでサンライズ
朝RUN
朝食
工房でお買い物
ランチ
インスタスポット
海中道路でSUP

DAY 2

浜比嘉島秘境シーカヤック
アクティビティ

島の風景を眺めたり、手付かずの雄大な自然
をダイレクトに感じながらのんびりカヤック。誰
もいないシークレットビーチに上陸できる。

カモメのジョナサン
うるま市赤道156-2
090-9404-5225　9:00～18:00　年中無休
https://www.seakayakokinawa.jp/

GENIC URUMA

頬をなでる潮風を感じて
海の向こう側へ

11:00
DAY 1

おいしい料理を満喫して
すこしひと休み

15:30
DAY 1

Capful（キャプフル）
緑に囲まれた素敵な外人住宅。自家製パンの
パテサンドをお供に海を眺めながら過ごすひと
ときを味わって。少し早起きして朝食にも。

うるま市石川曙1-6-1
098-965-4550　7:30～15:30（金土日曜
は21:00まで）　水曜休み
https://www.instagram.com/okinawa_c
apful/

Beach Side PizzaBar BEAPA
島と島を結ぶ道、海中道路沿いにあるビーチサ
イドカフェ。波音をBGMに焼きたてのピザやフ
レッシュなドリンクを堪能しよう。

うるま市与那城屋平4
beapa.okinawa@gmail.com
11:00～20:00　日曜休み
https://beapa.shopinfo.jp/

南国感あふれる
浜辺のカフェへ寄り道

12:30
DAY 1

おでんいこい
出汁のうまみが染みた沖縄おでんを食べて栄
養チャージ。てびちと呼ばれる豚足はコラーゲ
ンもたっぷりでクセになるおいしさ。

うるま市字平良川206-2
098-973-4061　11:30～24:00
毎月最終日曜は休み

沖縄風おでんのインパクトに
思わずパシャリ！

18:00
DAY 1

I  love  it

ビオスの丘
園内に広がる亜熱帯の自然を体感できる施
設。動植物を観察したり、ジャングルクルーズ
や水牛車で園内散策を楽しめる。

うるま市石川嘉手苅961-30　9:00～18:00（入
園17:00まで）　年中無休　098-965-3400　
https://www.bios-hill.co.jp/

大きなブランコに揺られて
亜熱帯の森を独り占め

14:00
DAY 1

Let’s

take a

walk!

グルメ

アクティビティ

グルメ

グルメ
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Active course

HIDEOUT OKINAWA URUMA
全室オーシャンビュー、スイートルーム仕様のコ
ンドミニアムリゾートホテル。暮らすように過ご
す時間は、ゲストの心を解放してくれる。

うるま市石川東恩納1710-1
098-963-0600
https://hideoutokinawa.com/

GENIC URUMA

波の音を聞きながら
のんびりランチタイム

12:00
DAY 2

かわいい壁をみつけて
ちょっと寄り道

13:30
DAY 2

キラキラと輝く海の上で
心を打つ幻想的な景色15:00

DAY 2

413 Hamahiga hotel & cafe
開放感のあるテラス席で目の前の海を眺めな
がらランチやカフェを楽しめる。全6部屋オー
シャンビューのプライベートホテルも併設。

うるま市勝連浜548-2　098-983-1413　
12:00～16:00（ランチL.O.14:00）
不定休のため、事前に電話確認を。
http://413h.com/

かわいくてほっこりする
小鳥の箸置きに一目惚れ

10:30
DAY 2

工房ことりの
沖縄の陶芸技術を活かした、温かみのある作
風が魅力の工房。ギャラリーには愛らしい器が
並び、どれも日常に馴染むものばかり。

うるま市高江洲974-1 2F
098-974-9260　不定休（営業時間などは
要確認）

T-YARD941
ハンドメイドショップや雑貨店をはじめ、エステ
やネイルサロン、パーラーなどが集まった隠れ
家的スポット。お店をハシゴして楽しめる。

うるま市高江洲941
090-3794-7523
12:00～17:00　月曜・水曜・第1・３日曜休み

海中道路SUP
サーフボードに乗ってパドルを漕ぐSUPで、うる
まの海を堪能。水面からの景色や、ボードに寝
転んで風や波の音を感じる癒しのひととき。

うるま市観光物産協会
098-978-0077　年中無休（年末年始を除く）
ご予約は前日の12:00まで
http://uruma-ru.jp/experience/

うるま市与那城屋平

海中道路
早起きした朝は、海の上を通る海中
道路でランニング。沖縄本島から4
つの島をつなぐ約4.7㎞の橋は、ドラ
イブコースとしても人気。

清 し々い海風を切って
走り抜ける心地よい朝

7:30
DAY 2

うるま市石川曙1-8-13　098-927-8607　
朝食8:00～11:00（L.O.10:30）　ランチ
11:00～16:00（L.O.15:00）　金曜・土曜は
夜（18:30～22:00）も営業　日曜・月曜休み
（祝日の月曜は営業）

NIWA CAFE
外人住宅をリフォームしたおしゃれなお店。人
気のフレンチトーストの、外はこんがり、中は
ジューシーなおいしさがたまらない。

素敵な空間でおいしい朝食
思わず長居しちゃいそう

8:45
DAY 2

海の向こうに昇る朝日
その美しさにうっとり

6:30
DAY 2

Awesome!

ステイ

アクティビティ

グルメ

ショッピング

グルメ ステイ

ショッピング

アクティビティ
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GENIC URUMA

アンサ沖縄リゾート
太平洋と東シナ海を望むうるま市の高台に建
つリゾートホテル。洋食を中心に多国籍料理
が楽しめる。ゆったりと旅の疲れを癒そう。

うるま市石川山城1468　098-963-0123
スリヤカフェ 6:30～22:00　年中無休
https://www.ansahotels.com/okinawa/jp

味も彩りも盛り付けも
絶品料理にうっとり

19:00
DAY 1

鮮やかな琉球模様に
心がときめく

16:00
DAY 1

紅型染め体験
南国を思わせる豊かな色彩が魅力の紅型は、
沖縄の伝統的な染め物。自分で作った紅型
染めの作品はきっと旅の宝物に。

うるま市観光物産協会
098-978-0077　予約は2日前の12:00ま
で（6名以上は1週間前予約）
http://uruma-ru.jp/experience/

Relax course

むいにー亭
自家栽培の野菜や地元の食材を使った創作
フレンチのお店。料理の味わいとお店のアット
ホームな雰囲気に、お腹も心も癒される。

うるま市勝連浜423-1
098-977-8989　ランチ12:00～15:00　
ディナー18:00～21:00（L.O.21:00）
※要予約　火曜休み

島の恵みのおいしさに
思わず笑みがこぼれる

12:30
DAY 1

ココスパ
プライベートバルコニー付きの個室サロンで、ハ
イビスカスやウコンなど沖縄の天然素材を使った
癒しのトリートメント。至福のひとときを過ごそう。

うるま市石川伊波501 ココ ガーデンリゾート オ
キナワ内　098-964-4457　14:00～24:00
（最終受付22:00）　年中無休
https://cocogarden.com/cocospa/

心も身体も解きほぐされる
南国リラクゼーション

14:00
DAY 1

model plan

DAY 1

1

2

3

4

ランチ

スパでリトリート

紅型染め体験

ホテルディナー

5

6

7

8

津堅島でおさんぽ

絶品スイーツ

神秘の洞窟

地元食材をお買い物

DAY 2

Finish!

グルメ

スパ

体験

ステイ
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Relax course GENIC URUMA

自然の造形美に魅せられる
神秘の洞窟へ

14:30
DAY 2

CAVE OKINAWA
数万年かけて形成された鍾乳石や、ライトアッ
プされた洞窟の幻想的な空間を散策。大自然
の神秘に魅了される人気のスポット。

うるま市石川嘉手苅479-1
098-964-4888　9:00～17:30（最終受付
17:00）　年中無休
http://cave-okinawa.com/

café PIPINEO
創作料理や自家製ケーキが味わえるカフェ。
人気のシナモンロールは、ふわっふわの食感と
程よい甘さがたまらない。

うるま市赤野230-1　098-974-1727
11:30～17:00（L.O16:30）　木曜・日曜休
み　〈facebook〉cafe PIPINEO

隠れ家カフェのスイーツ
そのおいしさにメロメロ

13:00
DAY 2

うるま市勝連津堅　098-978-1100（神谷観
光）　平敷屋港からの始発便 7:30、津堅港か
らの最終便  17:30
http://tsuken.shimatabi.jp/

津堅島
日帰りも可能な津堅島までは船で約30分。手
つかずの自然が残り、透明度抜群の海でシュ
ノーケルを満喫したり、島散策もおすすめ。

のんびりとした雰囲気に
心が解放されるプチ島旅

9:00
DAY 2

So Cute!

Shape

of Heart!

うるマルシェ
新鮮な農水産物をはじめ、地元の加工食品や
特産物などのショッピングを楽しめるほか、地
元の食材を使った地産地消グルメも魅力。

うるま市字前原183-2
098-923-3911　9:00～20:00（レストラン
やフードコートは要確認）　不定休
https://urumarche.com/

心にもカラダにも
「おいしい」をチャージ

16:00
DAY 2

Let’s go to

Tsuken Island

島散歩

グルメ

散策

ショッピング
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うるまの旅で訪れたい、とっておきのフォトジェニックポイント

PHOTO SPOT うるま市で出合えたステキな場所の数々。
その中でもインフルエンサー4人が厳選した“映えスポット” をcheck！

Beach Side PizzaBar

BEAPA

エメラルドグリーンの海を堪能するなら、海岸沿いの特等席へ。
フォトジェニックなブランコの椅子に座り海を背景にパシャリ。
住所／うるま市与那城屋平4

旧灯台跡

沖縄で最初に建てられたという津堅島の灯台。今残っているの
は土台部分のみ。レトロな雰囲気も重なって、どこか異国のよう。
住所／うるま市勝連津堅

にんじん展望台

キャロットアイランドの愛称で親しまれる津堅島を訪れたら、にんじ
んの形をしたかわいい展望台は外せない！抜群の景色を楽しんで。
住所／うるま市勝連津堅1378

ビオスの丘

水牛車に乗った後は、クリッとした瞳がかわいい水牛と記念撮影。
大きな体は迫力があるけど優しくて穏やかな性格なので安心。
住所／うるま市石川嘉手苅961-30

浜比嘉島の穴場ビーチ

ムルク浜と兼久ビーチの間にある穴場ビーチ。波によって侵食
した大きな岩 を々バックに、浜辺で撮るのがおすすめ。
住所／うるま市勝連比嘉1063付近

東の御嶽

御嶽とは、神 を々祀る聖地のこと。静かに佇む、生命力あふれる
ガジュマルは、自然のエネルギーが満ちあふれるのを感じる。
住所／うるま市勝連浜229

勝連城跡

悠久の歴史を感じさせる世界遺産の勝連城跡。風情ある石垣
造りの城壁に腰掛けて、うるまに吹く爽やかな風を感じよう。
住所／うるま市勝連南風原3908

石川公園

散歩やピクニックにもおすすめの、自然豊かな公園。ビーチへ繋
がる入り口は、まるで異空間へタイムトリップしちゃいそう。
住所／うるま市石川石崎1
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朝日を楽しむホテル

STAY URUMA

アンサ沖縄リゾート
あんさおきなわりぞーと

太平洋と東シナ海を一望できるリゾートホテル。
屋外プールや大浴場・サウナなど、家族や
友人同士で寛げる施設が充実している。 

うるま市石川山城1468　098-963-0123
チェックイン15:00　チェックアウト12:00
https://www.ansahotels.com/okinawa/jp

二つの雄大な海を
高台から望む贅沢空間

413 Hamahiga hotel & cafe
よんいちさん はまひが ほてるあんどかふぇ

外人住宅をベースにしたプライベート感あふれ
る大人の隠れ家的ホテル。全室オーシャンバ
スで、部屋からビーチへ素足で歩いて行ける。

うるま市勝連浜548-2　098-983-1413　
チェックイン16:00～18:00　チェックアウト
～10:00　（カフェは12:00～16:00）
http://413h.com/

手つかずの自然に囲まれた
モダンなリゾートホテル

HIDEOUT OKINAWA URUMA
はいどあうとおきなわうるま

外人住宅の一角に佇むコンドミニアムホテル。
エントランスやガーデンでは近隣住民との交流
ができるほか、客室は全てオーシャンビュー。

うるま市石川東恩納1710-1　098-963-0600
チェックイン15:00-21:00　チェックアウト 
10:00　https://hideoutokinawa.com/

暮らすように
のんびりとくつろげる

Dome Planet Ocean’s Seven
どーむぷらねっと おーしゃんずせぶん

県内初のドーム型ホテル。ワンルームの室内
は天井が高く、開放感がある。サンテラスや
テーブルのある庭ではBBQなどが楽しめる。

うるま市与那城饒辺1007-1
090-4581-0793
チェックイン16:00 チェックアウト11:00 　
http://www.oceansseven-uruma.net

海中道路まで車で３分
好立地のユニークな異空間

THE STELLA HAMAHIGA
ざ すてら はまひが

一棟貸しの庭付きコンドミニアム。インテリア
にこだわったおしゃれな室内は136㎡と広く、す
べり台などが設置されたキッズルームも完備。

うるま市勝連比嘉53　098-972-6555
チェックイン15：00　チェックアウト10：00
http://stella-hamahiga.com/

非日常が味わえる
ラグジュアリーな癒し宿
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URUMA MAP

エイサー
TRADITIONAL CULTURE

三線の音色に合わせ太鼓を打ち鳴らす勇壮
な舞が魅力のエイサーは、沖縄の夏に欠かせ
ない。生で体感する鼓動と活気は感動を誘う。

うるま市エイサーまつり開催時期：8～9月頃
お問い合わせ：うるま市エイサーまつり事務局
098-978-9404

「肝高の阿麻和利」
現代版組踊

THEATER

うるま市の中高生が演じる現代版組踊。伝統
芸能「組踊」をベースに現代音楽とダンスを取
り入れ、英雄「阿麻和利」の半生を描く。

開催時期：主催者までお問い合わせください
お問い合わせ：あまわり浪漫の会
098-978-0608
https://www.amawari.com/

あやはし
海中ロードレース大会
ROAD RACE

沖縄本島と平安座島を結ぶ全長4.7㎞の「海中
道路」から浜比嘉大橋を駆け巡るマラソン大会。
春の心地良い陽気と潮風を感じられる。

開催時期：2～3月頃
お問い合わせ：あやはし海中ロードレース大会事務
局　098-978-9404
http://www.i-sam.co.jp/ayahashi_roadrace/

闘牛
BULL FIGHT

牛同士が1対1で角を突き合う沖縄の闘牛。う
るま市の伝統文化でもあり、その魅力をもっと
伝えたいと「闘牛のまち」宣言をした。

開催時期：通年
お問い合わせ：うるま市 観光振興課
098-923-7612
https://www.city.uruma.lg.jp/iina/2394

シマダカラ芸術祭
ART FESTIVAL

うるま市の5つの島 を々舞台にした、島人や作
家によるアートプロジェクト。現代アートやデザ
イン、食、工芸など多彩な作品が集まる。

開催時期：11月頃
お問い合わせ：うるま市 観光振興課
098-923-7612
https://shimadakara.jp/

心打つ瞬間を見逃せない！

URUMA
EVENT
勇壮なエイサーの演舞や
守り継がれる伝統。
うるまの熱を肌で感じて
感動とリアルな空気感を
写真にも収めたい。

平敷屋港

果報バンタ
P10,13

肉や食堂 inへんざ
P6,12

Sunstache Coffee ,Bay
P7,12

海の駅 あやはし館

海中道路
P18,19

勝連城跡
P11,13,25

うるマルシェ
P23

カモメのジョナサン
P16

T-YARD941
P19

おでんいこい
P17

HIDEOUT OKINAWA URUMA
P18,26

café PIPINEO
P23

穴場ビーチ
P25

ムルク浜
P2,12

むいにー亭
P20

東の御嶽
P25

413 Hamahiga
hotel & cafe
P19,27

伊計ビーチ
P4,12

石川周辺

浜比嘉島

浜比嘉島

平安座島

うるま市

宮城島

伊計島

↑海中道路

津堅島

うるま市

あまわり浪漫の会提供

Beach Side PizzaBar
BEAPA
P16,24

沖縄南

沖縄北

石川

金武

↓津堅島へ

きむたか あ 　 ま 　 わ 　 り

工房ことりの
P19

うるま陶器
P9,13

Dome Planet
Ocean’s Seven

P27

329

330

329

58

75

75

85

74

10

37

石川周辺

アンサ沖縄リゾート
P21,26

ビオスの丘
P17,24

CAVE OKINAWA
P23

ココスパ
P20

ギャラリーはらいそ
P8,13

NIWA CAFE
P18

Capful
P17

石川公園
P25

6

73

255

329

58
石川

津堅島
THE STELLA
HAMAHIGA
P27

P22

トゥマイ浜
P22

にんじん展望台
P24

旧灯台跡
P24

津堅島
フェリーポート

←平敷屋港へ

ホテル
浜比嘉島
リゾート

兼久漁港

シルミチュー

アマミチューの墓

ヤジリ浜

金武町恩納村

沖縄市

恩納村

石川多目的ドーム
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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１－１－１
TEL　098-923-7612
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