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※D：平成31年3月30日就航

宮 古 島 ←→ 福 岡………約2時間E
※E：期間運航
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東平安名崎（宮古島）

多良間村役場観光振興課 TEL.0980-79-2260TEL.0980-73-2690宮古島市役所観光商工局観光課 
TEL.0980-79-2828TEL.0980-73-1881 多良間村観光協会（一社）宮古島観光協会掲載離島役所・観光協会

（一財）沖縄観光コンベンションビューロー
沖縄県那覇市字小禄 1831-1

（沖縄産業支援センター 2F）

TEL.098-859-6123（代表）

（一財）沖縄観光コンベンションビューロー
東京事務所

東京都千代田区有楽町 2-10-1
（東京交通会館 3F）

TEL.03-5220-5311

沖縄県文化観光スポーツ部
観光振興課

沖縄県那覇市泉崎 1-2-2

TEL.098-866-2764
※記載情報は「2019年1月」現在のものであり、予告無く変更している場合があります。　※許可なく転載・複製することを禁じます。

宮古空港観光案内所 TEL.0980-72-0899



伊良部大橋
2015年 1月に開通した宮古島と伊良部島を結ぶ橋。

全長 3,540m で無料で渡れる橋としては日本一の

長さを誇ります。360 度海に囲まれた橋から望むエ

メラルドグリーンとコバルトブルーの美しいコントラ

ストに、誰もが心を奪われます。



佐和田の浜（伊良部島）
日本の渚 100 選にも選ばれている佐和田の浜。

遠浅の海に転がる大小さまざまな岩は、その昔津

波によって運ばれてきたと言われています。夕陽の

美しいスポットとしても知られています。

多良間の八月踊り（多良間島）
国の重要無形民俗文化財に指定されて

いる八月踊りは、毎年旧暦の 8 月に豊年

祭で演じられる踊りで、土着の「民族踊り」

に加え、古典踊りや組踊が沖縄本島から

もたらされました。朝から夕まで三日間、

行われる盛大な村祭りです。
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宮 古 島 の 紹 介

宮古島

沖縄本島より南西へ約 300km、大小 8つの有人島

からなる宮古諸島には、東洋一美しいと謳われる「与

那覇前浜ビーチ」や日本百景にも選ばれている「東

平安名崎」などの観光スポットだけでなく、独特の文

化が息づく漁師の町「伊良部島」、池間湿原などを有

する自然豊かな「池間島」、手つかずの自然が残り農

作物や果実が豊かな「来間島」など、個性豊かな島々

へ 3つの大橋から車で渡ることができます。

それ以外にも日本で最も美しい村に認定された多良

間島など、数多くの美しい大自然に溶け込み、人懐っ

こい島んちゅの温かいおもてなしにふれあうことが

出来ます。

ゆったりとした時間が流れ、人情味あふれる宮古諸

島を、ゆっくりと暮らすように旅をしてみませんか。

数々の美しい海が
歓迎してくれる
宮古諸島

島旅の心得＆対策

宮古島と池間島を結ぶ全長約1 ,425mの橋の上
からは、西平安名崎や大神島、美しい海のグラ
デーションを望むことができます。トライアスロン
宮古島大会のバイクコースにもなっているので、
選手気分で絶景サイクリングもおすすめです。

池間大橋

伊良部大橋は全長 3 , 5 4 0 m（サンゴノシ
マ）で、無料で渡れる橋として日本一の長さ
を誇ります。美しいエメラルドグリーンとコ
バルトブルーのコントラストが楽しめます。

伊良部大橋

宮古島と来間島を結ぶ約1,690ｍの
橋はほぼ真っすぐに島と島を結んで
おり、橋の上から眺める来間ブルー
は圧巻の一言です。

来間大橋

１．宿泊する際は、あらかじめ宿を予約しましょう。
２．旅行が決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。

さまざまな場所から絶景の海岸風景が見渡せます。平坦
な地形を活かしトライアスロンなどスポーツイベントも多
数開催されています。

池間島
宮古島の北西約 1.5kmに浮かぶ池間島は島全体が国
指定鳥獣保護区で、島中央の池間湿原は野鳥の楽園で
す。

来間島
手つかずの美しい自然と島で作られている野菜やフルー
ツが楽しめるカフェでゆっくりと過ごせる島です。

伊良部島
伊良部大橋が開通してから気軽に島へ渡れるようになりまし
た。外国の漁師町の絵画を思わせるような風景が広がる佐
良浜や、美しいビーチなど観光地が多く点在しています。

下地島
伊良部島と橋で繋がっている小さな島で、神秘的な雰囲気
の通り池や 2019年 3月に開港される絶景フォトスポット
の下地島空港など、観光地として注目を集めている島です。

多良間島
宮古島と石垣島のほぼ中間の位置にある多良間島は、古
い町並みや佇まいが残り、日本で最も美しい村に認定さ
れています。

水納島
さつまいもの形をした亜熱帯気候に属している小さな島
です。多良間島からチャーター船で渡ることができます。

大神島
古くから神々の住む島と言い伝えのある神聖な島で、「ウ
ガンジマ」や「神の島」などと呼び、古くから信仰の対象と
している島です。

見渡す限り長く続く白い砂浜とエメラルド
グリーンの海が東洋一美しいと謳われてい
る、宮古諸島を代表するビーチです。

与那覇前浜ビーチ 宮古島

文字通り、真っ白な砂の山を越えると
眼下には透き通るコバルトブルーの美
しい海が広がります。

砂山ビーチ 宮古島

南側に太平洋、北側に東シナ海
の二つの海を分けるように突き
出した長さ2 k mの壮大な景観
の岬で、国の史跡名勝天然記念
物に指定された代表的な観光地
です。春には真っ白なテッポウユ
リが咲き誇るほか、2 0 0種類以
上もの植物が群生しています。

東平安名崎 宮古島

園内には、宮古島市花にもなっている
ブーゲンビレアや色鮮やかなハイビス
カスが咲き誇り四季折々にたくさんの
お花が出迎えてくれます。

ユートピアファーム宮古島
宮古島
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3つの橋を渡って、
宮古諸島を巡る旅

宮古島・来間島・池間島
伊良部島・下地島

Model Course

1泊2日

与那覇前浜ビーチ宮古空港に到着
約7kmにも及ぶ白い砂浜とエメラルドグリーンの
海が美しいビーチです。シュノーケルやバナナボー
トなどマリンアクティビティも充実しています。

池間島北方約5～2 2 k mの海
域に位置する日本最大級のサ
ンゴ礁群です。大潮の時に海
面に現れることから「幻の大
陸」とも言われています。

八重干瀬（やびじ）

1 竜宮城展望台
来間大橋を渡り最初に訪れるのは、竜宮城
をイメージした3階建ての展望台。
美しい海や来間大橋の絶景が楽しめます。

2 東平安名崎
全長約2kmにわたって細長く伸びる岬の先
には、入場可能な灯台があります。その灯台
から見る雄大なパノラマは、まさに絶景です。

3 池間島ドライブイン
池間大橋を渡り切った右手にあるのが池間
島ドライブインです。複数ある店舗では、島
で獲れた産物などのお買い物が楽しめます。

4 砂山ビーチ
文字通り、真っ白な砂の山を越えると美し
い海とダイナミックな奇岩のアーチが特
徴的なビーチが見えます。

5 ユートピアファーム宮古島6 渡口の浜
白い砂浜が弧を描いて広がっているビーチ
です。絹のようにサラサラしている砂浜を裸
足で歩いて感触を確かめてみてください。

色鮮やかな熱帯花木やトロピカルフ
ルーツが間近で観察できます。

7 通り池
伊良部島に隣接する下地島には、二つ並
んだ同じ大きさの池があります。いくつも
の伝説が残っており、とても神秘的です。

8 下地島空港近海の海
海の色はとてもこの世のものとは思え
ない程美しく、赤い誘導灯とのコントラ
ストが絶景の人気スポットです。

9 佐和田の浜
遠浅の海に大きな岩が点在している佐
和田の浜は、夕陽の美しいスポットとし
ても人気です。

10

1日目 2日目

下地島といえば海に突き出た下地島空
港の滑走路と、海上に伸びる誘導灯桟
橋が有名です。海の色はとてもこの世
のものとは思えない程で宮古諸島の中
でも屈指の美しさを誇ります。

下地島空港近辺の海 下地島

綺麗な夕日が見られるスポットとして知られ
ている長間浜は、白い砂浜とコバルトブルー
の海が美しいビーチです。観光客にもあまり
知られていない穴場スポットで、プライベート
ビーチ感覚で南国の海を満喫できます。

長間浜 来間島

「多良間ピンダ（山羊）の生
産振興及び、多良間村の観
光振興」を目的に開催してい
るピンダーアース大会では、
迫力ある山羊の決闘が観戦
できます。その他にもヤギふ
れあいコーナーや、お楽しみ
抽選会が行われます。

ピンダーアース大会
多良間島

伊良部島の方言で「船を見送る岬」という意味のフ
ナウサギバナタはその昔、島を旅立つ人や船を見
送ったことを由来にしています。おなかの部分が展
望スペースになっていて、眼下にはサンゴ礁が広が
る宮古ブルーの絶景を見渡すことができます。

フナウサギバナタ 伊良部島

貴重な古文書や15～16世紀の中国陶磁器、多良間村
の伝統行事「八月踊り」の衣装や台本などの資料を数々
展示しており、文化や民俗芸能を学ぶことができます。

ふるさと民俗学習館 多良間島

重厚なリーフに囲まれた外
海からあまり影響を受けな
い穏やかな入江のビーチで
す。波が静かで透明度も高
く、さまざまなサンゴや熱
帯魚が生息しています。

中ノ島ビーチ 下地島

運城御嶽とは嘉靖年間（1523年頃）に士
原豊見親によって創設されたと伝えられ
ています。島の守り神のいる御嶽として、
島民に大切に守られてきた場所です。

運城御嶽 多良間島

干潮時の限られた時間に海からしか行くことがで
きない神秘的な鍾乳洞パンプキンホールは、大自
然のつくり出した造形に心奪われてしまいます。

パンプキンホール 宮古島

池間湿原は、約38ヘクタールの広さ
を有する県内最大級の湿原でカモ類
やサギ類など多くの渡り鳥たちの休
憩所になっています。環境省選定の
「日本の重要湿地5 0 0」にも挙げら
れています。

池間湿原 池間島

白い砂浜が約800m、弧を描いて広がっ
ているビーチです。砂浜はとてもきめ細
かく、手触りはまるで絹のようにサラサラ
しています。ここでは、裸足で歩いてその
感触を是非確かめてみてください。

渡口の浜 伊良部島
二つ並んだ同じ大きさの池
が水面下で繋がっているこ
とからその名がついた通り
池はとても珍しい地形で、
国の名勝と天然記念物の両
方に指定されています。

通り池 下地島

クリアカヤックで海に漕ぎ出
せば、水面下で泳ぐ可愛い魚
たちや美しいサンゴ礁を気軽
に楽しめます。池間島の透明
度の高い海ならではのマリン
レジャーです。

クリアカヤック 池間島
その名の通り竜宮城を
模した3階建ての展望
台です。展望台からは、
砂地とサンゴ礁が織り
なすエメラルドクリーン
のグラデーションや来
間大橋を圧巻のパノラ
マで見られます。

竜宮城展望台
来間島

入江や海岸など自然の形が残る
海浜公園です。入江の内側は波が
穏やかで、美しいサンゴ礁や熱帯
魚たちが多く生息し、シュノーケ
リングにはもってこいの場所で
す。また、歩遊道を登ると展望台
があり、素晴らしい景色が眺望で
きます。

イムギャーマリンガーデン
宮古島

約15分
車で

約10分
車で

約40分
車で

約45分
車で

約20分
車で

約30分
車で

約5分
車で

約20分
車で

約15分
車で

宮古島 宮古島 宮古島 池間島 宮古島 宮古島 伊良部島 伊良部島下地島 下地島来間島
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青い空と南国特有の植物を眺めながら
入る南の島の温泉は、いつもとはまた
違った雰囲気を楽しむことができます。

南国特有の温泉 宮古島

漁師さんの手ほどきを受けながら、カツオを
一本まるまるさばく体験です。さばいた魚は
漁師食堂の「漁師屋」で調理してくれるの
で、その場で味わう事ができます。

なりきり漁師体験 伊良部島

うぷき（大きな木）の森では、亜熱帯の花や葉っぱ、それらに
寄り添う鳥や虫たちなどを観察することができます。ナイト
ツアーでは、夜行性のコノハズクやアオハズクなどの鳥たち
の鳴き声を楽しむこともできます。森を知り尽くしたガイド
と一緒に、うぷきの森をぜひ楽しんでみてください。

うぷきの森探検 宮古島

やーがまくーがまとは、
「あっちの家に寄り、こっ
ちの家に寄り」という意味
の言葉です。漁師町、伊良
部島佐良浜の集落を散策
すれば地元の温かな暮ら
しが垣間見られます。

やーがまくーがま
（まち歩き体験）

秋から春のシーズンの宮古島はゴルフ天国！
暖かい南国の冬、大自然のパノラマが広が
るチャンピオンコースがあなたのチェレンジ
を待っています。

ゴルフ

2010年から始まったエコアイランド宮古島マラソンでは参
加者の熱望により海沿いを走るコースができました。宮古ブ
ルーの海を楽しみながら、宮古島を走ってみませんか。

エコアイランド宮古島マラソン

東洋一を誇る与那覇前浜ビーチで
行われる「KAZE JET SKI耐久レー
ス i n宮古島大会」は、県外からのエ
ントリーも多い人気の大会です。

KAZE JET SKI
耐久レース

豊かな美しい海中を24枚のアク
リルパネルから見ることができ
ます。カラフルな熱帯魚やタコ
やウミヘビなど、訪れるたびに、
様々な出会いが待っています。

宮古島海中公園

離島唯一の半潜水式水中観光
ができる船です。グラスボート
では体感できない水深25mの
美しい水中散歩が楽しめます。

シースカイ博愛

「綾道」（あやんつ）とは宮古島の方言で「美しい道」
という意味の言葉です。島のガイドと一緒に歴史的史
跡や文化財などを巡りながら、これまでの宮古島と
違った風景や新たな一面を楽しむことができます。

綾道（あやんつ）英雄物語

マングローブ蟹と呼ばれる大きなワタリガ
ニ「ガザミ」が生息している入江で蟹漁を体
験。旨味がたっぷりつまったガザミのぷりぷ
りした身を実際に味わう事ができます。

マングローブ蟹漁体験ツアー

宮古島

宮古島

宮古島

明治時代に宮古島の住民がド
イツの難破船を救助したゆか
りの地に建つテーマパークで
す。ドイツ文化と宮古島の美
しい自然が満喫できます。

うえのドイツ文化村
宮古島

宮古島

宮古島

伊良部島のお母さんたちと一緒に、ユンタク（おしゃべり）しながら歩いて
食材を摘み、一緒に郷土料理を作って味わうプログラムです。まるで親戚
の家に遊びに来たような雰囲気の中で、貴重な島の文化を体験できます。

ずぅずぅぱるんかい！（畑へレッツゴー！）伊良部島

伊良部島

伊良部島

宮古島



11-12

宮古諸島には5つの酒造所があり、それぞれが芳醇
な香りとまろやかな風味がある熟成された泡盛で
す。「オトーリ」という皆で輪になって飲み語らう、島
独自の飲み方があり島民に愛され続けています。

泡盛

山がなく平坦な宮古島で栽培
するマンゴーは、ボイラーを
焚かずに太陽の光だけで栽培
しています。自然完熟させた
マンゴーは、糖度が高く、とろ
けるような食感が楽しめます。

マンゴー

10月から5月までの冬季限定で発
売されているマンゴーロールは、
もっちりふわふわ生地とマンゴー
の相性は抜群です。

マンゴーロール

地元の人に愛され続けている宮古
そばは、細く縮れのない平麺で、ツ
ルっとコシが強くあっさりとした
スープがクセになります。

宮古そば

コラーゲンたっぷりの豚足（テビ
チ）は絶品の美味しさです。お酒
を飲んだ後の締めの1品として、
地元の方から大人気です。

島おでん

池間地区では、泡盛をワシミル
ク（コンデンスミルク）で割った
「ミルク酒」がよく飲まれていま
す。すごく飲みやすいので、女性
にもおすすめです。

ミルク酒

地元の人々に長年愛され続けて
いる、ジャリジャリと砂糖の食感
が残るクリームが特徴のローカ
ルフードです。

うずまきパン
農家自慢のマンゴーが
たっぷり入ったジュレ
はマンゴーの濃厚な甘
さが堪能できます。

マンゴージュレ サンゴが隆起してできた宮古島
の土壌は、水はけがよく、気候が
温暖で高品質のメロンが栽培で
きます。香り高くジューシーで甘
みたっぷり、冬が旬の宮古島メロ
ンをぜひ楽しんでみてください。

宮古島メロン

手作りのサクサクワッフルコーンに宮古島
産のフルーツをトッピングした贅沢なソフ
トクリームです。フルーツの爽やかな甘み
が口いっぱいに広がります。

フルーツソフトクリーム宮古上布は、麻織物の最高峰。糸の
原材料となる苧麻の栽培や糸作りか
ら染め、織りまでとすべての工程が精
巧な手わざによるもので、国の重要
無形文化財に指定されています。

宮古上布
多良間島の豊かな大地で育った
牛を使用したハンバーガーは、一
口噛むごとに溢れ出すジューシー
な肉汁がたまらない逸品です。

多良間牛ハンバーガー



●ピンダアース大会（多良間島）

●カギマナフラ in宮古島
●伊良部トーガニまつり（伊良部島）

●なりやまあやぐ大会（宮古島）

●宮古島ミュージック
　コンベンション（宮古島）

最高気温 22.7℃／最低気温 17.7℃

平均気温 20.0℃／平均湿度 77%

30℃

15℃

0℃

季節の服装／気温・湿度

長袖

最高気温 25.1℃／最低気温 20.2℃

平均気温 22.4℃／平均湿度 80%

季節の服装／気温・湿度

うすい長袖 or半袖

最高気温 27.5℃／最低気温 22.7℃

平均気温 24.8℃／平均湿度 82%

季節の服装／気温・湿度

半袖

最高気温 29.9℃／最低気温 25.2℃

平均気温 27.2℃／平均湿度 84%

季節の服装／気温・湿度

半袖

最高気温 31.6℃／最低気温 26.6℃

平均気温 28.7℃／平均湿度 80%

季節の服装／気温・湿度

半袖

最高気温 31.2℃／最低気温 26.3℃

平均気温 28.5℃／平均湿度 80%

季節の服装／気温・湿度

半袖

最高気温 30.0℃／最低気温 25.3℃

平均気温 27.4℃／平均湿度79%

30℃

15℃

0℃

季節の服装／気温・湿度

半袖

最高気温 27.8℃／最低気温 23.6℃

平均気温 25.4℃／平均湿度75%

季節の服装／気温・湿度

長袖 or半袖

最高気温 25.0℃／最低気温 20.8℃

平均気温 22.7℃／平均湿度 73%

季節の服装／気温・湿度

長袖

最高気温 22.0℃／最低気温 17.8℃

平均気温 19.7℃／平均湿度 70%

季節の服装／気温・湿度

長袖

最高気温 20.4℃／最低気温 16.0℃

平均気温 18.0℃／平均湿度 72%

季節の服装／気温・湿度

長袖にセーター

最高気温 20.9℃／最低気温 16.2℃

平均気温 18.3℃／平均湿度 75%

季節の服装／気温・湿度

長袖にセーター

3月 4月

●宮古の海びらき（宮古島）

●全日本トライアスロン
　宮古島大会（宮古島）

5月

●ピンダアース大会（多良間島）
●うえのドイツ文化村
　鯉のぼりフェスト（宮古島）

6月

●ビーチバレー宮古島大会（宮古島）
●ハーリー（宮古島）［旧暦 5月 4日］

●ツール・ド・宮古島（宮古島）
●MIYAKO ISLAND ROCK 
　FESTIVAL（宮古島）

7月

●サニツ浜カーニバル（宮古島）

●宮古島夏まつり（宮古島）

8月

●オリオン・ビアフェスト（宮古島）

●うえのドイツ文化村
　ダンケフェスト（宮古島）

9月

●多良間の八月踊り（多良間島）
　［旧暦 8月 8日～10日］

10月 11月

●クイチャーフェスティバル（宮古島）

●たらま島一周
　マラソン大会（多良間島）

●エコアイランド
　宮古島マラソン（宮古島）

●宮古の産業まつり（宮古島）

12月

●うえのドイツ文化村
　イルミネーション
　フェスト（宮古島）

●KAZE JET SKI 耐久レース
　IN 宮古島（宮古島）

1月

●宮古島100km
　ワイドーマラソン大会（宮古島）

2月

●ロマン海道・伊良部島
　マラソン（伊良部島）

20.0℃ 22.4℃ 24.8℃ 27.2℃
28.7℃ 28.5℃ 27.4℃

25.4℃ 22.7℃ 19.7℃ 18.0℃ 18.3℃

ハイビスカス・ブーゲンビリア（通年） ハイビスカス・ブーゲンビリア（通年）

ピンダアース大会

全日本トライアスロン宮古島大会 うえのドイツ文化村鯉のぼりフェスト

海びらき

ビーチバレー宮古島大会

ピンダアース大会

MIYAKO ISLAND ROCK FESTIVAL 宮古島夏まつり うえのドイツ文化村ダンケフェスト

オリオン・ビアフェスト

カギマナフラ in宮古島

KAZE JETSKI 耐久レース IN 宮古島

うえのドイツ文化村イルミネーションフェスト ワイドーマラソン大会

ツール・ド・宮古島

多良間の八月踊り たらま島一周マラソン大会 ロマン海道・伊良部島マラソン

6月～9月
サガリバナ

3月～4月
テッポウユリ

13-14

年中
とうがん
（通年）

年中
とうがん
（通年）

6月～8月
マンゴー

5月中旬～7月
パインアップル

10月～12月
トックリキワタ

12月～2月
宮古島メロン

※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。

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。

9月～12月
スターフルーツ


	1901_リトハク宮古島H01-04_08
	1901_リトハク宮古島P01-02
	1901_リトハク宮古島P03-04
	2019_リトハク宮古_P05_06_05
	2019_リトハク宮古_P07_08_07
	2019_リトハク宮古_P09_10_06
	2019_リトハク宮古_P11_12_11
	2019_リトハク宮古_P13-14_05

