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久米島空港
Kumejima

Airport

Kume Comprehensive Development Co., Ltd.
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Kitahara Coast Quarry

オリックスレンタカー

車エビ養殖場への案内板が目印

Orix Rent-A-Car

Look for the direction board to Kuruma Prawn Farm

2013年11月に久米島の北側に開
通した陸の橋。上が「てぃーだ橋」、下
が「つむぎ橋」で、特に上の「てぃーだ
橋」からの景色は素晴らしく、青い海
の上に浮かぶハテの浜を望むことが
できる。近くには展望台がある。

国指定重要無形文化財で日本の紬
のルーツともいわれている久米島紬
の資料館・人材育成施設。作業の見
学のほか、染色、織り、糸紡などの作
業を体験することができる。久米島
紬アイテムの販売コーナーもある。

琉球王朝時代・伊敷索（ちなは）按司
の三男の笠末若茶良（がさしわかち
ゃら）によって築かれた城跡。久米島
の絶景ポイントの一つ。ハテの浜、奥
武島から、粟国島、渡名喜島、渡嘉敷
島も一望できる。

真謝(まじゃ)集落内を通る県道の中央
に40mに渡って続くフクギ並木。かつて
は防風林として屋敷の周りに植えられ
ていたが道路拡張の際伐採か保護かの
問題後、今の形で保存された。「チュラ」
とは方言で「美しい」という意味。

世界で初めて海洋深層水を100％
バーデプールに用いた健康増進の
温浴施設。バーデプールゾーン、サ
ウナゾーン、トリートメントゾーンに
大きく分かれていて、マッサージやト
リートメントなどのメニューがある。

15世紀の初め頃の築城と伝えられ
る城跡。まわりを海に囲まれ、急斜
面の南側が城門。遺構から青磁片
が出土することなどから、南海貿易
の歴史の一旦をうかがわせる。

地質学的にも珍しい岩壁は、石灰岩
と凝灰角礫岩でできている。女性が
拝むと子宝に恵まれるというパワー
スポット。一年のうち7月中旬から数
週間、岩の穴の間から日の出を見る
ことができる。

タチジャミとは立ち神の意味。島
の北部海岸にあり、高さ約40m、
幅70m、厚さ約5mで屏風のよう
な形をした流紋岩からなる奇岩。
周辺では崖から流れ落ちる滝や
海岸植物が観察できる。

久米島の最高峰で15世紀に築かれ
た宇江城城跡があり、石積みの城壁
が残っている。360度島のほとんど
が見渡せるだけでなく、渡名喜島、
粟国島、慶良間諸島のほか、晴れた
日には沖縄本島が眺望できる。

チョウチョウウオやルリスズメダイ
など、干潮時に色とりどりの熱帯魚
が泳ぎまわる姿を見ることができ
る自然の潮だまり。足場が悪いの
で要注意。

バンタとは「崖っぷち」という意味で、
海抜200m崖の上に展望台があり、眼
下にはサンゴ礁の海、遠くにはハテの
浜、粟国島、渡名喜島、慶良間諸島の島
影を望むことができる。すぐそばに売
店があるのでドライブの休憩に最適。
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天后宮
旧仲里間切蔵元跡石牆

沖縄県海洋
深層水研究所

新奥武橋
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サイプレスリゾート久米島サイプレスリゾート久米島

鳥の口

鳥の口遊歩道

寒緋桜開花1月中旬～2月上旬寒緋桜開花1月中旬～2月上旬
気候により開花時が多少異なります。

アーラ
林
道

伊
敷
索
城
跡

伊
敷
索
城
跡ふれあい公園

ガラサー山

久米島町役場
具志川庁舎
久米島町役場
具志川庁舎

※公道のため、周囲に十
分配慮してください。

*This is a public road. 
Please be aware of 
your surroundings.

1
Gushikawa Castle Ruins
具志川城跡

These ruins are said to have been 
the site of a castle built in the early 
15th century. Being surrounded by 
the ocean, the castle gate was 
located on the steep south side. 
Fragments of Celadon excavated 
from the remains suggest a history of 
trade in China and the south seas.

（国指定史跡）

久米島町
Kumejima Town

公立久米島病院公立久米島病院

クメジマツツジ（2～3月）クメジマツツジ（2～3月）
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(Jan. to Feb.)
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Cerasus jamasakura var. 
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bloom (Feb. to Mar.)
Kumejima Rhododendron 
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Tonnaha Castle Ruins Park Tonnaha Castle Ruins Park 
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Ara Woodland Path
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Tori-no-Kuchi

Blooming of Kanhizakura (mid Jan. to early Feb.)
The timing may differ for 
when flowers bloom depending on the weather.
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Eef Beach AreaEef Beach Area

Maja AreaMaja Area
Jinjin Road AreaJinjin Road Area

じんじんロード周辺じんじんロード周辺

2
Miifugaa (rock formation) 
ミーフガー

This geologically rare rock formation 
is formed of limestone and tuff 
breccia. Legend has it that praying 
here would bless women with 
children. For a few weeks out of the 
year starting in mid-July, the sunrise 
can be seen through the holes in 
the rocks.

3
Tachijami Nature Park
タチジャミ自然公園

Tachijami means "standing god." Located 
on the island's north coast, this folding 
screen-shaped rock formation is some 40 
meters tall, 70 meters wide, and 5 meters 
thick. A cliffside waterfall and coastal 
vegetation can be observed in the vicinity.

（町指定天然記念物） 6
Uegusuku Castle Ruins
宇江城城跡

The masonry castle walls still remain at the 
former site of Uegusuku Castle, which was 
built on the peak of Kumejima Island in the 
15th century. Not only does the site have a 
great 360-degree view of the island, you 
can also view the Tonaki Island, Aguni 
Island, and the Kerama Islands, as well as 
Okinawa Main Island on clear days.

（国指定史跡）

4
Tropical Fish Pool
熱帯魚の家

Tropical fish such as butterflyfish and blue 
damselfish can be observed swimming in 
this natural tide pool during the low tide. 
It’s quite slippery so remember to watch 
your step. 

5
Hiyajobanta (cliff) (observation deck)
比屋定バンタ（展望台）

Banta, the name of this observation deck 
located 200 meters above sea level, means 
“cliff.” It has a great view of coral reefs, 
Hatenohama Beach, and the silhouettes of 
Aguni Island, Tonaki Island, and the 
Kerama Islands. A store is located nearby, 
making it a great rest stop during a drive.

7
Tida Bridge & Tsumugi Bridge
てぃーだ橋・つむぎ橋

These overland bridges on the north side of 
Kumejima Island were opened in November 
2013. The higher one is "Tida Bridge" and 
the lower one is "Tsumugi Bridge." The 
view from the higher "Tida Bridge" is 
particularly great, and Hatenohama Beach 
can be seen floating above the blue ocean. 
An observation deck is located nearby.

8
Kumejima Tsumugi Yuimaaru Weaving Pavillion
久米島紬の里ユイマール館

Kumejima tsumugi (pongee), a Nationally 
Designated Important Intangible Cultural Property 
said to be the origin of pongee in Japan, is the 
topic covered by this museum and human 
resource development facility. Visitors can take a 
look at the fabric making process, and try their 
hand at the dyeing, weaving, and spinning before 
browsing Kumejima pongee items at the gift shop.

11
Tonnaha Castle Ruins Park
登武那覇園地

This was the site of Tonnaha Castle, 
which was built by Wakachara Gasashi, 
the third son of Ryuku Kingdom chieftan 
Chinaha Aji. The site has one of the best 
views on Kumejima Island, and everything 
from Hatenohama Beach and Ou Island 
to Aguni Island, Tonaki Island, and the 
Tokashiki Islands can be seen from it.

(町指定史跡)

9
Chura Fukugi (Mid-road Trees)
真謝のチュラフクギ

This 40 meter-long row of Garcinias is 
in the middle of a road passing through 
Maja hamlet. The trees were previously 
part of a larger windbreak surrounding 
a mansion that was reduced to make 
room for a road expansion. Chura 
means "beautiful" in the local dialect.

沖縄県の天然記念物に指定
されているソテツの巨木。高
さ6ｍと4ｍの2つの株があ
り、樹齢は250～300年と言
われている。200以上にも分
かれる枝振りは見事。

10
Une Giant Cycads
宇根の大ソテツ

This massive cycad is designated as one of Okinawa's Natural Monuments. It has 
two trunks that are six and four meters tall, respectively. Said to be between 250 to 
300 years old, its more than 200 branches are quite spectacular.

古武道の中興の祖と言われ、生涯を
古武道の探求に捧げ「古武道42の
の型」として集大成し、その継承＆普
及に貢献した。

28
Monument in honor of 
TAIRA SHINKEN

平信賢師の顕彰碑

He was known as a restorer of KOBUDO, Okinawan martial arts. He had compiled 
a masterpiece of “KOBUDO in Forty Two Forms”. He dedicated his whole life to 
KOBUDO and contributed substantially to the succession, wide spread and 
popularizing of the Kobudo masterpiece.

（県指定天然記念物）

13
Bade Haus Kumejima
バーデハウス久米島

This is the world's first health spa to use 
100% deep sea water in their bathing 
pool. Treatments at this spa are 
separated into three zones; the bathing 
pool zone, sauna zone, and treatment 
zone. Massages and other spa 
treatments are available. 

横からみるとまるで大きな鳥のク
チバシのような形をした奇岩。一帯
はトクジム自然公園として整備さ
れ、遊歩道からは変化に富んだ自
然の景観が楽しめる。2月頃には、
運がよければクジラがみられる。

17
Tori-no-Kuchi 
(Bird’s Mouth Rock)

鳥の口

Viewed from the side, this strange rock 
formation looks like the bill of a large bird. As 
the entire area is maintained as part of the 
Tokujimu Nature Park, visitors can enjoy the 
ever-changing natural scenery from the nature 
trail. If you're lucky, you can see whales 
around February.

1839年に植えられたという記録
がある琉球松。根元から枝が分岐
して地面をはうように広がり、その
面積は約250㎡ある。

24
Go-e no Matsu (ancient five-root pine)
五枝の松

This Ryuku pine is recorded as having 
been planted in 1839. Its low branches 
forking from the root spread out over 
some 250 square meters as if they 
were crawling over the ground. 

（国指定天然記念物）

一見普通の上り坂に見えるが、車を
ニュートラルにすると、坂道を登っ
ているように見える不思議な坂道。

26
Obake-zaka (Mystery Slope)
おばけ坂

This is a mysterious slope, where 
although it looks like a normal uphill 
road, if you put your car in neutral, it 
looks like your car’s going uphill by 
itself. 

クメジマホタルの保護・観察を目的
につくられた施設。ホタルをとりま
く生き物たちについても学べるよ
う、昆虫や魚などが展示・飼育され
ている。

21
Kumejima Firefly Pavilion
久米島ホタル館

This facility was built for the 
purpose of conserving and observing 
the Kumejima firefly. Preserved and 
live insects, fish, and other animals 
are on display so that visitors can 
learn about the organisms that share 
a habitat with the Kumejima firefly.

島の中央部にある森林公園で、1月は
カンヒザクラ、2月は久米紅（椿）、3月
はクメジマツツジが咲くほか、一年を
通じて島の植物が楽しめる。公園や遊
歩道が整備されていて、山風を感じな
がら散策するのにぴったりのエリア。

25
Darumayama Park
だるま山公園

This forest park is located in the center of 
the island. Kanhizakura (cherry blossoms), 
Kume Kurenai (camellia), and Kumejima 
Rhododendron bloom in January, 
February, and March respectively, and the 
park's island vegetation can be enjoyed 
year-round. The park also has a 
playground  and a walking trail, so it's 
great for taking a walk while enjoying the 
fresh breeze from the mountain.

久米島町観光協会が運営する体験
プログラムの『島の学校久米島』を
通して島人と触れ合える体験交流
施設。三線教室や沖縄のお菓子づく
り教室などを実施している。事前予
約が必要。TEL:098-896-7010

22
Ajimaa Center
あじま～館

Here, visitors can interact with islanders 
through the Shima no Gakkou Kumejima  
program operated by the Kumejima 
Visitors Bureau. The facility hosts 
events such as Sanshin lessons and 
classes on making Okinawan sweets. 
Reservations are required.

1754年の創建といわれる琉球王朝
時代の地頭代の家。敷地は琉球石
灰岩の立派な石垣とフクギが取り
囲み、琉球王国時代の風水思想に
基づいた民家の屋敷構えを今も残
している。

23
Historic Uezu House
上江洲家

This house said to have been built in 
1754 was the home of a jitudeh deputy 
landlord of the Ryukyu Kingdom. The 
mansion is surrounded by Garcinias and 
an impressive stone wall of Ryukuan 
limestone. The Feng Shui-influenced 
layout of the mansion remains as it was 
during the Ryuku Kingdom era.

（国指定重要文化財建造物）

遠浅の海とサンセットポイントとして人気の
ビーチ。「シンリル」は方言ですべるという
意味。白い砂浜が約3kmもつらなり、その
砂の深さに足をとられてすべる事に由来す
るといわれている。無料のキャンプ場が隣
接している。サンセットポイントとして人気。

27
Shinri Beach
シンリ浜

This three-kilometer white sand beach is 
popular for its shoals and its great view 
of the sunset. "Shinriru" means "slip" in 
the local dialect. The name is said to 
come from the depth of the sand, which 
can cause you to slip and fall. A free 
camping site is adjacent to the beach. 

絶滅の危機にあるウミガメ類の調
査研究と環境保護を目的につくら
れた施設。ウミガメの泳ぐ「大水槽」
などの展示を中心に、ウミガメの生
態を学ぶことができる。
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Kumejima Sea Turtle Center
久米島ウミガメ館

This facility was built for the 
purpose of research and 
environmental conservation of sea 
turtles, which are on the edge of 
extinction. Visitors can learn about 
sea turtles by watching them swim 
inside a large aquarium.

東の沖合いに浮かぶ、長さ7ｋｍにも
及ぶ砂浜だけの砂州。どこまでも続
く真っ白できめ細やかな砂とエメラ
ルドブルーに輝く遠浅の海の風景は
絶景。泊フィッシャリーナより船で20
～30分。

15
Hatenohama Beach
ハテの浜

This desert island located off the 
eastern shore is comprised entirely of 
a seven kilometer-long beach. The 
endless stretches of fine white sand 
and shining emerald blue ocean are a 
sight to behold. It's a 20 to 30 minute 
boat ride from the Tomari Fishing Port.

約600万年前に安山岩のマグマが
冷えて固まったもの。柱状節理が発
達しており、柱の直径は1～1.5ｍ、
柱の高さは約100ｍとも言われて
いる。学術的価値の高い貴重な天然
記念物。干潮時にみるのがベスト。

12
Tatami-ishi (rock formation)
畳石

These stones were formed by andesite 
magma that cooled around six million 
years ago. Columnar jointing has caused 
the rocks to form into pillars 1 to 1.5 
meters in diameters, and upwards of 
100 meters tall. This precious natural 
monument is of great scientific value. 
Visiting at the low tide is best.

（国指定天然記念物）

周りを山で囲まれた静かなプライ
ベートビーチ気分が味わえる場所。
真っ赤な夕陽が刻一刻と海に沈ん
でいく空と海の織りなす色彩の響
宴は、久米島の隠れたサンセットビ
ーチといわれている。
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Ara Beach
アーラ浜

Surrounded by mountains, this quiet 
spot is almost like a private beach. 
Some call it the hidden sunset 
beach of Kumejima Island because 
of how the deep red sun slowly 
sinks into the ocean.

「日本の渚百選」にも選ばれた久米
島を代表するビーチ。きめ細かい真
っ白いサラサラの砂浜が2kmにわ
たって続く。波が穏やかで、遠浅な
ので海水浴場として最適な環境。

16
Eef Beach
イーフビーチ

Kumejima Island's popular Eef 
Beach was chosen as one of 
Japan's top 100 beaches. Fine 
white sand stretches for two 
kilometers along this silky beach. 
The calm waves and shallow waters 
make it a great place to swim.

みやこ芝(海側)とセントオーガス
チン芝(山側)２つの芝を採用した
本格コースで、各ホールに距離と
位置の違う２つのティーグラウン
ドがある。南国の樹木や花々に囲
まれ、美しい海が一望できる。
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Kumejima Seaside Park Golf Course
久米島シーサイドパークゴルフ場

This full-scale course features Miyako 
grass on the ocean side and St. Augustine 
grass on the mountain side. Each hole 
has two different tee grounds of differing 
locations and distance. Surrounded by 
tropical trees and flowers, the course also 
offers a great view of the ocean.

久米島の観光に出かける前に訪
れたい施設。常設展示コーナーで
は、久米島の自然、歴史、文化をわ
かりやすく紹介しており、久米島
の文化財等の資料も豊富に展示。
ビデオコーナー、図書室もあり。
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Kumejima Museum
久米島博物館

Visiting this museum is a must for anyone 
about to explore Kumejima Island. The 
regular exhibits introduce the natural 
environment, history, and culture of 
Kumejima Island in an easy-to-understand 
way. They also exhibit documents about 
Kumejima Island’s cultural properties, and a 
video corner and library are available as well.
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喜納エイジー・エス・カーゴサービス喜納エイジー・エス・カーゴサービス
Kina AGS Cargo Services Co., Ltd.Kina AGS Cargo Services Co., Ltd.

Kuruma Prawn FarmKuruma Prawn Farm
車えび養殖場車えび養殖場

Japan Transocean Air Co., Ltd.Japan Transocean Air Co., Ltd.

久米島空港ターミナルビル久米島空港ターミナルビル
Kumejima Airport Terminal Building Co., Ltd.Kumejima Airport Terminal Building Co., Ltd.

君南風殿内君南風殿内

←上江洲家への案内板←上江洲家への案内板
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タチジャミへの案内板↓タチジャミへの案内板↓

Yajagama Direction BoardYajagama Direction Board

Tachijami Direction BoardTachijami Direction Board

←熱帯魚の家への案内板←熱帯魚の家への案内板

宇江城城跡入口↑宇江城城跡入口↑

Torpical Fish Pool Direction BoardTorpical Fish Pool Direction Board

Entrance to Uegusuku Castle Ruins Entrance to Uegusuku Castle Ruins 

↑だるま山公園へ
To Darumayama Park

カンジンダム自然公園カンジンダム自然公園
Kanjin Dam Nature ParkKanjin Dam Nature Park
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久米商船（久米島～渡名喜・那覇）

久米商船（久米島～渡名喜・那覇）

Kume-Shousen Co. Ltd. (Kumejima Island to Tonaki & Naha)

Kume-Shousen Co. Ltd. (Kumejima Island to Tonaki & Naha)

BK

ショウキズイセン（9～10月）ショウキズイセン（9～10月）
Golden Spider Lilies (Sep. to Oct.)Golden Spider Lilies (Sep. to Oct.)

駐車場宿泊施設 飲食店 コインロッカー ATM銀行 トイレ バリアフリートイレ オストメイト対応トイレ おむつ交換 シャワーお店 ※集落内は徐行運転でお願いします。バス停体験施設体験 AED 交番・駐在所授乳室 ヒール・サンダル危険場所

南西興産
Nansei Kousan
Co., Ltd.

エポック
EPOCH Co., Ltd.

島尻島尻

西奥武西奥武

久米島薬草久米島薬草
Kumejima Yakuso Co., Ltd.Kumejima Yakuso Co., Ltd.
お土産品山城お土産品山城
Souvenir YamashiroSouvenir Yamashiro

Shops Parking Restroom Nursing Room Diaper Change No High Heels or SandalsShower Police Box & Police Station *Please drive slowly in residertial areaBus StopBankActivity FacilitiesLodging Facilities Restaurants Barrier-free Restroom Ostomate Facility AvailableCoin Locker

Is the road going 
uphill, or downhill?
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[                                 ]Municipally Designated 
Historical Site [                                  ]Nationally Designated 

Natural Monument

（Nationally Designated Natural Monument）(Nationally Designated Important Cultural Property Building)

[                                 ]Nationally Designated
Historical Site


