ハウスマニュアル＆ご滞在のヒント
記載の情報には変更もございますので、ご注意ください。
海洋博公園にて


美ら海水族館は午前 10 時前後から混み始めます。特に土日祝や夏休みは混み始めるのが早いです。


混雑を避けるためには、朝一番、あるいは３０％割引の「4 時からチケット」を使って、午後 4 時以降
入場されることをおすすめします。



ジンベザメやマンタがいる水槽を見るための最適の場所はカフェ オーシャンブルーの、水槽際の席で
す。現在予約制になっています（現地にて予約）
。
http://oki-churaumi.jp/area/ocean-blue.html



公園内には水族館以外にも見どころがたくさんあります。


特におすすめしたいのは、いるかショー、熱帯ドリームセンター、海洋文化館です。


水族館のチケットや半券を持っていると熱帯ドリームセンターが半額になります。
水族館のディスカウントチケットはやんばる海の駅でも購入可能です。



下記はいるかショーのプログラムへのリンクです。



http://oki-park.jp/kaiyohaku/inst/77/129



施設の開園時間は、水族館と他の施設とで異なります。以下でご確認ください。
http://oki-park.jp/kaiyohaku/info/31



お子様には、ちびっことりでやコンドミニアムから歩いて２分程度のバンコの森も人気です。



カップルには、海岸遊歩道（木道）や、他のサンセットポイントでの散歩をおすすめします。（サンセ
ットポイントに関しては、下記ガイドマップをご参照ください。
https://www.google.com/maps/d/u/0/edit?hl=ja&authuser=0&mid=zCs-znTdF4C0.knWJfI_MWfdw



電気遊覧車（片道１００円、１日２００円）での遊覧もおすすめです。


電気遊覧車には南ゲートを入ったところの植物管理センターから乗ることができます。コンドミニ
アムから歩いて 1 分程度です。



電気遊覧車で水族館に行くためには、熱帯ドリームセンターで乗り換えるか、熱帯ドリームセンタ
ーから 5 分程度歩かなければなりません。





始発は 8 時 55 分です。以降、30 分ごとに出ています。



熱帯ドリームセンター発南ゲート行の最終電気遊覧車は、冬の間は午後 5 時 10 分です。

コンドミニアムの前の熱帯亜熱帯緑化植物園では、無料でグランドゴルフをお楽しみいただけます。植
物管理センターでお聞きください。



公園内では、ベビーカーのレンタルが可能です。

1

コンドミニアム周辺
ホテル


コンドミニアムから歩いて 3 分のホテルマハイナリゾートの大浴場では、塩泉（1000 円）をお楽しみいただ
けます。冬季以外はプール（22000 円）もお楽しみいただけます。http://www.mahaina.co.jp/

☆ エメラルドビーチの前にあるホテルオリオンモトブリゾートの半露天風呂（ジュラ紀温泉）では、海を見な
がら温泉に入ることができます。通常は 2150 円です。時季によってはランチとのお得なパックもございます。
http://www.okinawaresort-orion.com/


ホテル施設の価格は改定もあり得ますので、ご注意ください。

お店など


本部町内には 3 件のスーパーがあります。
http://www.aeon-ryukyu.jp/store/thebig/motobu/
http://www.san-a.co.jp/store/702/
http://kanehideshj.com/viewshop.php?ID=31



マハイナリゾートとコンドミニアムの間にあるやんばる海の駅には、コンビニ、お土産店がありま
す。 (7:00 - 22:00). 水族館の割引チケットも購入できます。
http://www.mahaina.co.jp/facilities/station.html
↑やんばる海の駅は現在再開発工事中！ コンビニやレストラン（海那丸）は仮設店舗に移転しました。
http://www.mahaina.co.jp/topics/detail.php?id=64



美ら海水族館の入り口に、両替機があります。



毎月第 3 日曜日は本部町営市場にて「もとぶ手作り市」が開かれます。市場内のみちくさではおいしい有機
コーヒーが楽しめます。http://motobu.main.jp/



おきなわ珈琲豆屋でも「おいしいコーヒーを楽しめます。また、天然のはちみつも置いています。朝、無料
でコーヒーやコーヒー豆の配達もして下さいます。
http://www.mapion.co.jp/m2/26.675647618096182,127.88978574879918,16/q=%E6%B2%96%E7%B8%84
%E7%8F%88%E7%90%B2%E8%B1%86%E5%B1%8B
map code :553 017 510

TEL: 080-5415-3395

周辺のレストラン
ディナー


最も近いレストランは、海那丸、Pizzeria Bar Lecco、海庭（沖縄そば）です。
http://tabelog.com/okinawa/A4702/A470202/47001242/
http://tabelog.com/okinawa/A4702/A470202/47011937/dtlmap/
https://tabelog.com/okinawa/A4702/A470202/47009229/



民謡ライブ居酒屋美ら海太郎が徒歩圏内にございます。
（17:30 -24:00 不定休）
http://r.gnavi.co.jp/4kmxcrxv0000/
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近所の民謡居酒屋かなさんどーには無料の送迎サービスがあります。また、島唄のライブもあります。
http://tabelog.com/okinawa/A4702/A470202/47006428/ （17:00 – 24:00 月曜定休＋不定休）



その他のレストラン
ステーキハウス 88 (7 月-９月:11:00 – 22:00, 10 月 – ６月 11:00 -21:00 ) 1,2km 先
http://tabelog.com/okinawa/A4702/A470202/47013344/
やまちゃん（11:30～13:00 18:00～24:00(L.O.23:00)
https://tabelog.com/okinawa/A4702/A470202/47007118/
ちゃんや （アグーしゃぶしゃぶ） 要予約（11:30 – 14:00, 17:00 -22:00 不定休）
http://hitosara.com/0006058554/
石なぐ（Ishinagu）Okinawan Food （11:30～15:30 18:00～22:00 木曜定休）
http://tabelog.com/okinawa/A4702/A470202/47006368/
大鷲すし 18：00～ ラーメン 1 杯 300 円。
https://tabelog.com/okinawa/A4702/A470202/47008123/
八重善 安くて美味しい地元のレストラン、お薦めです (11:00-18:00 火曜定休)
http://tabelog.com/okinawa/A4702/A470202/47001523/
きしもと食堂 （11:00-17:30 水曜定休）http://tabelog.com/okinawa/A4702/A470202/47000068/
やざえもん (11:00-22:00)

イオン名護店 2F http://tabelog.com/okinawa/A4702/A470201/47013727/

大家 （11:00 – 17:00, 18:00 -21:00 予約推奨） http://r.gnavi.co.jp/4n0y18zx0000/
縁 東江店 (17:00 – 23:00 予約推奨) http://www.hotpepper.jp/strJ000675792/
朝食
レストラン イノー (9:00～11:00)
昼食ブッフェもあります。(10 月–４月: 1130 – 15:00, ３月-９月 :11:30-16:00)
https://churaumi.okinawa/area/restaurant/inoh/
カフェ オーシャンブルー(10 月–４月:8:30-18:00, ３月-９月 8:30-19:00)
http://oki-churaumi.jp/area/ocean-blue.html
ビュッフェレストラン マーセン(7:00 – 10:00, 18:00 – 22:00 ) マハイナ内
http://www.mahaina.co.jp/restaurant/
もちカフェ ちちむん (7:30-16:00)

http://www.hotpepper.jp/strJ001126737/

空港近くのお薦めレストラン
だいこんの花 小禄店 （土日祝は予約を入れておいたほうがいいです）http://r.gnavi.co.jp/f049004/

海遊び


海洋博公園内のエメラルドビーチは設備も整っており、お子様にも安全です。
http://oki-park.jp/kaiyohaku/inst/75



車で 10 分ほどの瀬底島、渡久地港から船で渡ることのできる水納島には美しいビーチがあり、シュノーケ
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リングやダイビングもお楽しみいただけます。
http://www.tabirai.net/sightseeing/tatsujin/0000353.aspx


垣の内ビーチ(コンドミニアムから一番近いローカルビーチ)、備瀬崎や崎本部などでもシュノーケリングや
ダイビングをお楽しみいただけます。


垣の内ビーチには監視員がいません。セーフティネットもありませんので遊泳にはお気をつけ
てください。小さいお子様にはおすすめできません。



備瀬崎のイノーでは、干潮時に潮干狩りや磯遊びが楽しめます。（干潮の時間についてはホストにお問い合
わせください）http://www.tabirai.net/sightseeing/column/0004282.aspx



シーカヤック、SUP 等に興味のある方には、ガイド歴 25 年のお薦めガイドをご紹介します。

観光名所


世界遺産の今帰仁城跡まで車で 20 分程度です。古宇利オーシャンタワーや晴れた日の朝の古宇利大橋もお
すすめです。
http://nakijinjo.jp/index.html



http://kourijima.info/

http://www.kouri-oceantower.com/

エメラルドビーチの近く、備瀬フクギ並木には、古き沖縄の風景が残されています。またフクギ並木を抜け
た備瀬崎では、イノー（サンゴ礁に囲まれた浅い海）で魚を見ることもできます。

お子様に人気のスポット
1.

美ら海水族館

2.

おきちゃん劇場 （いるかショー）http://oki-park.jp/kaiyohaku/inst/77/129

3.

エメラルドビーチ

4.

ちびっことりで http://oki-park.jp/kaiyohaku/inst/76/138

5.

古宇島オーシャンタワーhttp://www.kouri-oceantower.com/info.html

6.

ネオパーク沖縄 http://www.neopark.co.jp/index.html

7.

名護パイナップルパーク http://www.nagopain.com/

8.

備瀬崎（磯遊び、潮干狩り）

9.

もとぶ元気村（ドルフィンプログラム）http://owf.jp/dolphin-program/

10.

海洋文化館 （プラネタリウム）http://oki-park.jp/kaiyohaku/inst/35/37

11.

バンコの森 (コンドミニアムから歩いて２-３分) http://oki-park.jp/kaiyohaku/inst/76/139

雨の日の過ごし方
1. 美ら海水族館
2. 海洋文化館
3. 熱帯ドリームセンター
4. パイナップルパーク、フルーツランド
http://www.nagopain.com/
5. お菓子御殿名護店

http://www.okinawa-fruitsland.com/

http://www.yanbaru-ikoi.com/

6. 蝶々園 http://www.ryugujo.net/user_data/park-house.php
7. 百年古家「大家」 （カフェ、ディナー、ランチ）http://ufuya.com/
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8. Café Ichara（火、水定休）http://tabelog.com/okinawa/A4702/A470202/47000205/
9. やちむん喫茶シーサー園（月、火定休）
http://tabelog.com/okinawa/A4702/A470202/47000272/ (closed on Monday and Tuesday)
10. かりゆしかんなタラソラグーナ（車で 50 分）http://www.kanassa.jp/index.html
カンナタラソの帰りは「球屋」で車エビ料理がお薦めです。
（火曜定休）
http://r.gnavi.co.jp/f327300/

車でお越しでない方へ


美ら海水族館へは以下の方法で行くことができます。
1.徒歩、
2.遊覧車
3.やんばる急行バス（マハイナリゾートより）
4.路線バス（海洋博公園南ゲート前より）時間通りに来ないので注意
 路線バスおよびやんばる急行バスの時刻表は以下でご確認ください。
http://oki-park.jp/kaiyohaku/acc/147



やんばる急行バスは、水族館の他、エメラルドビーチ前の「ホテルオリオンリゾート」や世界遺産の「今帰
仁城跡」にも停まります。今帰仁城跡はマハイナリゾートから約２０分程度です。
https://www.ok-connection.net/timetable.php



備瀬フクギ並木に行くには、以下の３つの方法があります。


やんばる急行バスに乗り、
「ホテルオリオンリゾート」で降りて北に歩く。



遊覧車に乗り、
「エメラルドビーチ」で降りて、備瀬ゲートから公園を出て、北に歩く。



路線バスで「備瀬入り口」あるいは「備瀬出口」で降り、北西に歩く。




フクギ並木の入り口には貸し自転車もあります。

古宇利島 へは次の方法で
やんばる急行バスで今帰仁城跡 or 今帰仁村役場 →シャトルバスで古宇利島へ
(バスは遅れる場合もございます。余裕を持ってお出かけください)
時刻表(事前にご確認ください)
ホテルマハイナ 8：55 今帰仁城跡 9：10 9:15

古宇利オーシャンタワー10:16

ホテルマハイナ 11:00 今帰仁城跡 11:15 11:20 古宇利オーシャンタワー12:21
ホテルマハイナ 12:45 今帰仁城跡 13:00
ホテルマハイナ 14:12 今帰仁城跡 14:27 14:33 古宇利オーシャンタワー15:30
ホテルマハイナ 16:42 今帰仁村役場 17:05 17:10

古宇利オーシャンタワー17:46

古宇利島物産センター 10:30 今帰仁村役場 10:51 10:55 ホテルマハイナ 11:19
古宇利島物産センター 12:44 今帰仁村役場 13:05 13:05 ホテルマハイナ 13:29
古宇利島物産センター 16:25 今帰仁村役場 17:00 17:05 ホテルマハイナ 17:32
以下のページもご参照ください。http://yanbaru-shuttlebus.com/
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コンドミニアム周辺には数軒のレストランや民謡居酒屋がありますが、近所の民謡居酒屋「かなさんどー」
には無料の送迎サービスがあります。http://tabelog.com/okinawa/A4702/A470202/47006428/



バスでスーパーに行くには、
「南ゲート」のバス停から乗り、
「谷茶」で下りてください。タクシーでもすぐ
です。
（ご到着時には車でお送りいたします）
http://www.tyura-bus.sakura.ne.jp/smart/busStopTime.php?routeID=6601&stopID=160099&no=534



タクシーはホテルマハイナからお乗りください。
あるいは右の番号で呼んでください。 0980-48-3355

急病時やケガのとき
もとぶ野毛病院 0980-47-3001 （マップコード：206 856 369）
平日 9:00-12:00 14:00-17:30 (最終受付) / 土曜日 9:00-12:00 (最終受付)
北部地区医師会病院 0980-54-1111（マップコード：206 686 513）
24 時間対応（緊急時）

ご滞在のモデルプラン（3 泊の場合）
1 日目
チェックイン（早く到着された場合は、お荷物をお預かりすることも可能です）
16：41 マハイナリゾートからやんばる急行バスに乗ってホテルオリオンリゾート下車
16: 48 冬期

夏期

オプション１．ホテルオリオンリゾートから備瀬のフクギ並木を取

フクギ並木の入り口

って備瀬崎へ。 備瀬崎にてサンセット鑑賞

には駐車場もありま

オプション２．エメラルドビーチでサンセット鑑賞

す。

備瀬崎への途中カフェ チャハヤブランで休憩後、サンセット観賞

サンセット後

路線バスあるいはタクシー（0980-48-3355）でコンドミニアムへ

20：00 頃

ステーキハウス８８/海邦丸（海鮮料理）/石なぐ（沖縄料理）/ち

ちゃんやは要予約

ゃんや（アグーしゃぶしゃぶ）などでディナー
2 日目
7：30

コンドミニアムのベランダで朝食。前日に Pain de Kaito で仕入れたパンなど
http://tabelog.com/okinawa/A4702/A470201/47002576/

朝 食

オプション１．公園内を歩いて美ら海水族館へ

南ゲートは 8 時に開きます。水族館

後

オプション２．8：55 の遊覧車に乗って「美ら海水族館へ」 （8:30 オープン）は 10 時前後から
オプション３. 8：51 発のやんばる急行バスに乗って「美ら

込み始めますので、早く出発される

海水族館」へ

のが無難です。

オプション３．車で「美ら海水族館へ」
9：10

美ら海水族館内のカフェ

オーシャンブルーで休憩しなが

らジンベザメやマンタを鑑賞。

夏場の込み合う時期はより早く出か
けたほうがいいかもわかりません。
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11:00

おきちゃん劇場でいるかショー見学

11:30

レストラン イノーor オリオンモトブリゾートで昼食（ビ

11：30 よりランチ。オリオンモトブ

ュッフェスタイル）

リゾートは予約推奨。レストラン
イノーの窓際の席は早く埋まりま
す。

13：00 オプション１．水族館再入場

真夏の散策やちびっことりでは、夕

オプション２．徒歩で、あるいは遊覧車で海洋文化館へ。プ

刻が無難です。

ラネタリウム観賞。
オプション３．熱帯ドリームセンターをめざしながら公園内
を散策。
（秋から春）
。
オプション４．ちびっことりでで遊ぶ（秋から春）
15:30

（海洋文化館からは遊覧車で熱帯ドリームセンターへ）

遊覧車で海洋文化館から熱帯ドリー

水族館の半券を見せて熱帯ドリームセンターへ半額入場。

ムセンターへ行くには公園の中央部
を一周します。風景をお楽しみくだ
さい。
途中に沖縄郷土村があります。さま
ざまなイベントが開催されています
ので、是非、お寄りください。なお、
遊覧車は途中で乗り換えがあるかも
わかりません。

16:10

熱帯ドリームセンター内のスナック スコールで休憩

16：30

冬期

スナック

スコールから夕日の広場に抜けて、夕

10 月から 2 月は、南ゲートは 18 時

日の広場周辺を散策。その後遊覧車で南ゲートへ。 に閉まります。遊覧車の時刻はあら
(夕陽の広場あるいはコンドミニアムにてサンセ

かじめご確認下さい。

ット観賞)
夏期

熱帯ドリームセンターを出て公園内を散策。サン

3 月から 9 月までは、南ゲートは 19

セットスクエアあるいは他のサンセットポイント

時 30 分に閉まります。6 月-8 月に公

でサンセット観賞。

園内でサンセットを観賞される場合

（サンセットポイントについてはガイドマップを

は、車でお出かけになるのが無難で

ご参照ください）

す。
なお、南ゲートが閉まる時間に間に
合わなかった場合は、守衛さんに声
をかけるか、自分でゲートをお開け
下さい。

20:00

コンドミニアムで夕食。

3 日目
朝

ホテルマハイナのレストランマーセンで朝食

朝 食

オプション１．古宇島をドライブし、古宇利オーシャンタワーを見学、その後今帰仁城跡へ

後

オプション２．やんばる急行バスで今帰仁城跡へ。

昼食

今帰仁村や本部町のカフェで昼食

昼 食

オプション１．エメラルドビーチで海水浴

後

オプション２．瀬底ビーチでダイビングやシュノーケリング

ガイドマップをご参照ください

オプション３．もとぶ元気村のいるかプログラムに参加
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オプション４．パイナップルパーク、フルーツランド、蝶々園、ネオパーク沖縄などを見学
オプション５．熱帯亜熱帯植物園でグランドゴルフ（無料）
オプション６. お子様と一緒にバンコの森で遊ぶ
18：00 マハイナ温泉（マハイナリゾート内）でリラックス
19：30 民謡居酒屋美ら海太郎あるいはかなさんどーでディナー。

美ら海太郎はコンドミニアムか

頃

ら徒歩圏内。かなさんどーは無料

島唄ライブを聴く。

送迎あり。
4 日目
8：00

海洋博公園を散策

8：30

コンドミニアムで朝食。あるいはスナック スコールの隣の無 うりずんは 8：30 オープン。夕日
料休憩所うりずんなどで、
コンドミニアムから持参した朝食を。 の広場に設置されたエレベータ
の最上階からから無料入場可。

9：30

出発準備

食器や調理器具は洗って元にお
戻し下さい。

チェックアウト

鍵の返却を忘れずに

Have a Nice Holiday！！
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