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久米島←→渡名喜島………………約1時間30分2

沖縄本島←→渡名喜←→久米島…約3時間20分～約4時間1

沖縄本島←→久米島…約2時間50分～3時間15分3

沖縄本島←→久米島……………………約35分2

久米島←→東   京………………約2時間35分1

小浜島

竹富島
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波照間島

鳩間島
加屋真島

新城島

石垣島
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※A：夏季限定

オーハ島



ハテの浜
久米島の沖合約5kmに浮かぶ真っ白な砂浜だけの島。

メーヌ浜、ナカノ浜、ハテの浜の3つの砂州を総称して

「ハテの浜」といいます。



シンリ浜の夕景
サンセットのスポットとして人気のビーチ。沈みゆく

美しい夕陽の大パノラマは圧巻の美しさ。また、空港

の滑走路が近いため、飛行機の迫力ある離発着を間

近で見ることもできます。

畳石
久米島と橋で繋がった奥武島の南海岸にある国指定天

然記念物の奇岩群。千個以上もずらりと並ぶ亀の甲羅

のような岩は、安山岩質の溶岩がゆっくり冷えて岩石に

なる時にできたもので、世界的にも希少。まさに自然が

創り出した芸術作品です。
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沖 縄 県 久 米 島 の 島 々 の 紹 介

久 米 島

奥武島（おうじま）

沖縄本島から西に約１００kmの東シナ海に位置し、久米島

及び奥武島の有人離島、オーハ島、鳥島、硫黄鳥島の無人島

の５つの島で構成される久米島エリア。

かつての琉球王朝時代には、数ある島々の中でも特に美し

いとされ、「球美の島（くみのしま）」と讃えられた自然豊かな

島です。ミネラル豊富で清浄な海洋深層水を使った海ぶどう

や車エビの養殖も盛んで、グルメな旅人たちも魅了してい

ます。約７kmにも及ぶ真っ白な砂浜とエメラルドグリーン

の海のコントラストが見事な「ハテの浜」、亀の甲羅のような

奇岩群が砂浜に一面に広がる「畳石」など、ここだけでしか見

られない景色があなたを待っています。美しい自然の中で静

かでゆったりとした島時間を満喫してみませんか。

琉球の島々の中で
最も美しいと
讃えられた島

島旅の心得
＆対策

島全体が県立自然公園に指定されている自然豊かで風光明媚な島です。

久米島の東の沖合に位置し、久米島から橋で渡れる島。畳石やバーデハウス、ウミガメ館等の観光スポットがあります。

１．宿泊する際は、あらかじめ宿を予約しましょう。
２．旅行がきまったら台風や気象情報には注意しましょう。
３．水は大切に使いましょう。
４．季節問わず紫外線の対策を徹底しましょう。
５．水着姿や上半身「はだか」などで歩かない。
６．動植物や鉱物は勝手に持ち出したりしてはいけません。
７．ゴミは持ち帰りましょう。

島の歴史や文化、自然環境
などを分かりやすく紹介し
ているので、島を観光する
前に立ち寄るのもおすすめ
です。

久米島博物館

国指定天然記念物で、日本
の名松百選にも選ばれてい
る樹齢250年余の琉球松。
上へは伸びず地面を這うよ
うに堂々と伸びており、1本
の松とは思えない迫力です。

五枝の松

日本の渚100選にも選ばれ
た真っ白な砂浜が約 2 k m
も続くビーチ

イーフビーチ

風と潮の浸食によって自然が作り
上げた奇岩。古くから子宝に恵ま
れない女性が拝むと、ご利益があ
ると言い伝えられています。5月
になると周辺には白いテッポウユ
リが咲き乱れ、多くの人が花見に
訪れます。夏至の時期には岩の裂
け目から朝日が差し込む神々しい
光景を眺めることができます。

ミーフガー

琉球王国時代に島で最も高い場
所に築かれた城跡。ここからの眺
めは3 6 0度広がる大パノラマの
絶景！全島を見渡すことが出来る
場所として有名で、晴れた日には
粟国島や渡名喜島、沖縄本島も眺
望することができます。

宇江城城跡
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久米島のおすすめの巡り方

久米島・奥武島

Model Course

1泊2日

ミーフガー久米島空港に到着。
圧倒的なスケールの岸壁。
子宝のご利益もあると言われています。

展望台からは周辺の島々やハテの浜
も見渡せます。

沖縄のグスクの中で最高所に位置す
る宇江城城跡。島を一望できるこの
場所の景色は絶景です。

国の重要文化財に指定されている上
江洲家。1750年頃建築され、当時の
様式を見事に残しています。

国指定の天然記念物。樹齢250年余の
見事な琉球松です。

美しい夕陽が望める場所として人気の
ビーチです。

久米島の東側の沖合いに約7kmにわたって細長く横
たわる真っ白な砂浜だけの島です。360度エメラルド
グリーンの海に囲まれた人気の絶景スポットです。

久米島沖612mの深海から取水した海洋深層
水を用いた温浴施設です。健康増進やリラク
ゼーション効果があります。

久米島と橋で繋がっている奥武島の南海岸にあり、バー
デハウスとも隣接しています。亀の甲羅のような形をし
た奇岩群で国の天然記念物にも指定されています。

のんびりと馬に乗って海や山を
お散歩。高い位置から見る景色
はいつもとは違う景色が楽しめ
ます。馬にふれあい、非日常なお
散歩を体験してみてください。

乗馬体験
久米島海域のサンゴ群には
多種多様な海洋生物が息
づき、回遊魚やマンタなど
の大物からカラフルな熱帯
魚までそのスケールの大き
さは世界屈指。初心者から
上級者までレベルに合わせ
て楽しむことができます。

ダイビング

高さ2 0 0ｍの断崖絶壁の
景勝地、比屋定バンタ。展
望台からは心地よい風に吹
かれて、雄大なパノラマを
堪能することができます。

比屋定バンタ

国の重要文化財に指定されている上江洲
家（うえずけ）住宅は、1 7 5 0年頃に建て
られた琉球王朝時代の旧家。立派な石垣
とフクギの木に囲まれ、当時の面影が色
濃く残る建築物です。

上江洲家

15世紀初頭に島を制覇していた制司
（あじ：領主的豪族）の居城跡です。
青磁片が出土するなど、南海貿易の歴
史の一端をうかがわせる貴重な遺跡
です。

具志川城跡ウミガメの生態を学ぶこと
ができる施設。大水槽で
ゆったりと泳ぐウミガメ達
を見ることができる他、ウミ
ガメとのふれあい体験もで
きます。

久米島ウミガメ館

1 比屋定バンタ2 宇江城城跡3 上江洲家4 五枝の松5 シンリ浜6 ハテの浜7 バーデハウス久米島8 畳石9

1日目 2日目

島内では自転車のレンタル
も行っているので、朝 の
清々しい空気の中でのサイ
クリングもおすすめです。

サイクリング

上り坂の途中で車のギアを
ニュートラルにすると、不思
議なことに車が坂道を上る
ミステリースポット。

おばけ坂

自然豊かで水の美しい久米島には、この
島のみに生息するクメジマボタルをはじ
め、数種類のホタルが生息しています。ホ
タルは成虫だけではなく、幼虫も光り輝
き、飛翔の時期も違うため、幅広い季節で
癒しの光を観賞できます。ガイドツアーに
参加しての観賞がおすすめです。

ホタル観賞

3月中旬から下旬にかけて
咲く久米島自生の桜。散る
時に花自体が丸ごと落ちる
沖縄の桜とは違い一枚一枚
ひらひらと舞い落ちるのが
特徴です。

クメノサクラ

約15分
車で

約15分
車で

約15分
車で

約20分
車で

約5分
車で

約15分
車で

約1分
徒歩で
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沖縄近海には、1月から3月に
かけてザトウクジラがやって
きます。ホエールウォッチング
ツアーの他、運が良ければ那
覇から久米島間の定期船や、
島の展望台から見えることも
あります。

ホエールウォッチング

川や緑地を巡りながら、季節ごとに見ら
れる生き物たちの美しさと不思議をガ
イドの解説で楽しく見学することができ
ます。冬の時期には光るホタルの幼虫
を観察することができます。

ナイトツアー

中国から伝来したと言われる
久米島固有種の椿「久米紅」。
深紅の大きな花が一年中絶や
すことのなく緑に表情を与え
ています。

久米紅（くめくれない）

鮮やかな黄金色の花を咲か
せるヒガンバナ科のショウ
キズイセンは9月中旬から
1 0月頃に一斉に咲き始め
見ごろを迎えます。

ショウキズイセン

久米島沖水深612ｍの深海から汲み上げ
たミネラル豊富な海洋深層水を使用した
温浴施設。恵み豊かな深層水で上質なリラ
クゼーションを満喫できます。

バーデハウス久米島

アーラ浜は、観光客も少な
くプライベートビーチ感が
味わえる地元の人にも人気
のスポット。特に夕暮れ時に
は美しい夕陽を楽しむこと
ができます。

アーラ浜の夕陽

体力づくりに励んでいる全国のランナーを迎
え、”FUN RUN”（楽しく走ろう）をモットーに開
催。島のさとうきび畑の中を走り抜けるのは爽
快！レース後は島民がエイサーなどの郷土芸能
で歓迎してくれる「ふれあいパーティー」で盛り
上がります。

久米島マラソン

2008年にラムサール条約
に登録された、宇江城岳を源
流とする渓流と湿地、森林を
中心とする地域。貴重な野生
生物が数多く生息していま
す。森を知り尽くす島のガイ
ドさんに案内してもらう散策
ツアーがおすすめです。

ニブチの森

人工的な光の少ない久米
島では、夜になると満点の
星空を観察することができ
ます。

星空観察

美しい海岸線や、自然豊かな
林道を走る南の島ならではの
サイクルイベント。初めて大
会に挑戦する人から本格派ア
スリートまで楽しめます。

シュガーライド
久米島

パークゴルフは、ルールがシンプルで世代
を超えて気軽に楽しめるスポーツ。久米島
には県内最大級のパークゴルフ場があり、
美しい海を望めるロケーションでプレイす
ることができます。

パークゴルフ
（久米島シーサイドパークゴルフ場）

年に1度久米島で開かれる
ハワイアンフェスティバル。
ゆったりとした時間の中で
優雅なフラダンスを楽しむ
ことができます。

ハワイアン
フェスティバル 国の重要無形文化財にも指

定されている久米島紬の資
料館・人材育成施設。紬を織
る作業の見学ができる他、
実際に機織りや染色の体験
をすることもできます。

久米島紬の里
ユイマール館

島民も観光客もみんなで楽
しめる、旬の車エビが堪能
できるイベント。会場では
様々な車エビメニューを味
わうこともできます。

久米島
車エビフェスタ

だるま山林道では、2月から
3月にかけて、赤く染まった
ツツジが見ごろを迎えます。

クメジマツツジ



久米島の車エビは日本一の生産量を誇ります。
海洋深層水を使用し育てた車エビを使った料理をぜひご賞味下さい。

自慢の車エビに塩をふり焼いた
塩焼きは、エビの旨みがギュッと
詰まった一品です。ぜひ頭から
食べてみてください。

車エビの塩焼き

久米島のお土産といえばみ
そクッキー。香ばしい久米
島味噌を贅沢に使い、味噌
の香りとほどよい甘さは地
元に愛される大ベストセ
ラーお菓子です。

みそクッキー
1 5世紀後半、中国より養蚕技術を
持ち帰り絹織物を織り始めたのが起
源とされています。島に自生する植
物のみを用いて染色を行うことが特
徴で、国指定重要無形文化財にも認
定されている伝統技術。コースター
織やショールの染体験ができます。

久米島紬

海洋深層水純水入りの自家
製麺と、久米島味噌のスー
プに、湧水で栽培されたも
やしをトッピングした、地元
の素材がたっぷりつまった
そばです。

久米島そば

1万坪の敷地でのびのびとノン
ストレスな環境で育てられてい
る久米島赤鶏。一般の配合飼料
は使わず、独自に開発した飼料
と、久米島の湧き水のおかげで、
肉質が良く、鶏の旨味が口の中
に広がります。

久米島赤鶏の握り

久米島には「久米島の
久米仙」と「米島酒造」
の２つの泡盛酒造所が
あります。久米島の良
質な水から生まれた味
わい深い泡盛は島内外
問わず大人気。

泡盛

久米島産の車エビを贅沢に使用した
ハワイアン料理のガーリックシュリ
ンプです。ガーリックの香りと、久米
島産シークワーサーの独特な酸味
が絶妙に合わさり、食欲を掻き立て
ます。

ガーリックシュリンプ

「グリーンキャビア」とも呼ばれ人
気の海ぶどうは、プチプチとした食
感がクセになるおいしさです。久米
島では、海洋深層水を使って海ぶど
うを養殖しており、養殖生産量日本
一！養殖場では、見学と摘み取り体
験ができます。

海ぶどう

久米島の海で育ったもずくは、
一本一本に太さがあり、歯ごた
えのある食感が魅力です。

もずく
島の素材にこだわり、久米
島産の車エビや久米島み
そ、惣慶もやしを使用した新
たな名物そば。出汁にも車
エビを使用し濃厚なエビの
旨味を丸ごと味わえます。

車エビそば

オーガニックの生豆を島内
で焙煎した久米島珈琲は、
しっかりしたコーヒーの深
味の中、ほのかに甘さがあ
る。普段ミルクやお砂糖を
入れて飲む方も、まずは何
も加えずブラックで味を楽
しんでみて下さい。

久米島珈琲

久米島産の紅芋「美ら恋」
を使用しており、お酒は使
わず、紅芋本来の味を味わ
えるケーキです。

紅イモモンブラン
地 元 で も 大 人 気 の 紅 芋
シュークリームは久米島産
の紫芋「沖夢紫」を1 0 0％
使用し、シュー生地から仕
上げまでの工程をすべて手
作りで作っています。

紅芋シュークリーム

11-12

ふわふわのバンズに久米島
産車エビのフライとタルタ
ルソースを挟んだ「車エビ
フライバーガー」は、プリプ
リのエビの食感がやみつき
になる美味しさです。

車エビバーガー



●久米島マラソン

最高気温 21.6℃／最低気温16.2℃

平均気温 18.8℃／平均湿度 74%

30℃

15℃

0℃

季節の服装／気温・湿度

長袖

最高気温 24.1℃／最低気温18.9℃

平均気温 21.4℃／平均湿度 76%

季節の服装／気温・湿度

うすい長袖 or半袖

最高気温 26.7℃／最低気温 21.6℃

平均気温 24.0℃／平均湿度 79%

季節の服装／気温・湿度

半袖

最高気温 29.3℃／最低気温 24.7℃

平均気温 26.8℃／平均湿度 84%

季節の服装／気温・湿度

半袖

最高気温 31.7℃／最低気温 26.5℃

平均気温 28.8℃／平均湿度 80%

季節の服装／気温・湿度

半袖

最高気温 31.5℃／最低気温 26.1℃

平均気温 28.6℃／平均湿度 80%

季節の服装／気温・湿度

半袖

最高気温 30.2℃／最低気温 24.9℃

平均気温 27.4℃／平均湿度78%

30℃

15℃

0℃

季節の服装／気温・湿度

半袖

最高気温 27.6℃／最低気温 22.8℃

平均気温 25.0℃／平均湿度72%

季節の服装／気温・湿度

長袖 or半袖

最高気温 24.4℃／最低気温 19.8℃

平均気温 22.1℃／平均湿度 69%

季節の服装／気温・湿度

長袖

最高気温 21.0℃／最低気温 16.1℃

平均気温 18.6℃／平均湿度 66%

季節の服装／気温・湿度

長袖

最高気温 19.2℃／最低気温 14.1℃

平均気温 16.7℃／平均湿度 68%

季節の服装／気温・湿度

長袖にセーター

最高気温 19.6℃／最低気温 14.5℃

平均気温 17.0℃／平均湿度 70%

季節の服装／気温・湿度

長袖にセーター

3月 4月

●海びらき 
　シンリ浜、イーフビーチ
●久米島ホタルまつり

5月

●宜野湾～久米島ヨットレース

6月

●ハーリー（旧暦 5月4日）
●久米島海洋深層水の日
　（記念日 6月 12日）
●Sea Water Dream
　フェスティバル
●真謝稲穂祭角力大会
　（旧暦 5月15日）

7月

●儀間志良堂蔵角力大会
　（旧暦6月25日）

●謝名堂南謝門角力大会
　（旧暦6月26日）

8月

●久米島まつり
●西銘エイサー・角力大会
●各地旧盆エイサー

9月

●球美（くみ）の日（記念日 9月3日）

●仲地角力大会（旧暦9月17日）

●ハワイアンフェスティバル

●兼城獅子舞

●古典民謡大会

10月 11月

●久米島車エビフェスタ
●シュガーライド久米島

12月

●久米島町産業まつり
●久米島町ふれあい駅伝大会

1月

●久米島のんびりウォーク

2月

●プロ野球キャンプ
●久米島紬の日（記念日 2月6日）

18.8℃ 21.4℃ 24.0℃ 26.8℃
28.8℃ 28.6℃ 27.4℃

25.0℃ 22.1℃ 18.6℃ 16.7℃ 17.0℃

ハイビスカス・ブーゲンビリア（通年）

パパイヤ・紅芋・海ぶどう（通年）

ハイビスカス・ブーゲンビリア（通年）

パパイヤ・紅芋・海ぶどう（通年）

祭りやイベントは変更になる場合もあります。
また、伝統行事は旧暦で開催されます。事前にご確認ください。
お問い合わせは裏表紙をご覧ください。

4月～5月
テッポウユリ

2月～3月
クメジマツツジ

1月中旬～2月
寒緋桜

1月中旬～2月
久米紅

3月中旬～下旬
クメノサクラ

9月中旬～10月
ショウキズイセン

13-14

11月～3月
車エビ

4月～6月
モズク

4月中旬～5月上旬
クメジマボタル

4月下旬～5月中旬
クロイワボタル

7月下旬～12月下旬
ホタルの幼虫

4月下旬～6月中旬、
8月下旬～10月中旬
オキナワスジボタル

9月～10月
シークヮーサー

6月～8月
パイナップル・マンゴー

11月～3月
車エビ

※平均値は1981-2010年の30年間の観測値の平均をもとに算出しています。

ハーリー

角力大会 久米島まつり ハワイアンフェスティバル 久米島マラソン

シュガーライド久米島

久米島車エビフェスタ

久米島紬の日宜野湾～久米島ヨットレース

深層水の日

海びらき：イーフビーチ 久米島 のんびりウォーク久米島町産業まつり
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