
島々マップと観光ガイド
沖縄県竹富町
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ピカリャ〜＠竹富町観光協会

竹澤雅文／新城島で撮影

ぱいぬ島
 ストーリー



各航路の乗船時間は目安です。
海況、船の大きさによって変動します。八重山諸島全図八重山諸島全図

与那国島
　よ　   な　 ぐ に じ ま

●① 鳩間島コミュニティセンター
●② 鳩間港旅客待合所

●　③ 中野わいわいホール（棟内）
●④ 西表西部出張所（屋外）
●⑤ 船浦港上原地区旅客待合所
●⑥ イルンティフタデムラ
●⑦ 子午線ふれあい館
●⑧ 白浜港旅客待合所
●⑨ 海人の家
●⑩ 船浮港旅客待合所
●⑪ 西表東部出張所（屋内）
●⑫ 仲間港旅客待合所
●⑬ 由布島入口
●⑭ 由布島待合所
●⑮ 新城島防災施設（棟内）
●⑯ 新城島防災施設（施設周辺）
●⑰ 波照間船客ターミナル
●⑱ 星空観測タワー

●　③●　④

●　⑤

●　⑥
●　⑦

●　⑧●　⑨

●　⑩

●　⑫●　⑪

●　①
●　②

●　⑬

●　⑯●　⑮

●　⑰

●　⑱

●　⑲

●　⑳ ●　㉑

●　㉒

●　２㉓

●　㉔●　㉕●　㉖●　㉗
●　㉘

●　㉙

●⑲ くばざきの港
はまや〜

家
●⑳ 大岳（うふだき）
●㉑ 小浜港旅客待合所
●㉒ 黒島港旅客待合所
●㉓ 仲本海岸
●㉔ 旧ビジターセンター

竹富高齢者ゆくい処
●㉕ なごみの塔・竹富島まちなみ館周辺
●㉖ 集落内
●㉗ コンドイ浜
●㉘ 竹富東港旅客待合所
●㉙ 竹富町役場

● 各航路の乗船時間は目安です。海況・船の大きさによって変動します。
● 丸数字は竹富町無料 Wi-Fi サービスエリアです。

●　⑭

東京

大阪

那覇

竹富町の
島々

台湾
石垣島

東京〜石垣島
約2000㎞
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久野直哉／竹富島で撮影

南ぬ島石垣空港

さあ行こう !　竹富町の島々へ

バス

●約15分間隔で運行。系統によってホテル経由あり。空港線（路線バス）

●約30分間隔で運行。

所要時間 　約30分　
運　賃 　片道500円　往復券900円
問い合わせ 　カリー観光　☎0980-88-0117

ユーグレナ石垣港離島ターミナル 直行便

タクシー

高速船
● 天候により、出発時刻・所要時間の変更や欠航になる場合があります。
● ご乗船の際は必ず船会社へご確認ください。
● 石垣島を経由しない島間航路は事前予約が必要です。

所要時間 　約25分〜30分
料　金 　3,000円前後

ユーグレナ石垣港離島ターミナル

西表島（大原港）
　⇩　路線バス　約25分

「由布水牛車乗場」下車

どうやって行く？　定期船がない島々

大原港行きの船に乗船

●詳しくは各船会社にお問い合わせください。

西表島（上原港）行きが欠航した時の上原港への行き方

船の運航は天候に左右されます。まずは船会社が発表する
「本日の運航状況」をご確認いただき、余裕を持ったスケジ
ュールを立てることをおすすめします。

由布島　▶詳細はP26

西表島から由布島へ、水牛車または徒歩で渡ります。

航　路 所要時間 船会社
石垣島⇔竹富島 約10〜15分 安  八

石垣島⇔小浜島 約25〜40分 安  八

石垣島⇔黒島 約25〜30分 安  八

石垣島⇔西表島（大原港） 約35〜55分 安  八

石垣島⇔西表島（上原港） 約45〜60分 安  八

石垣島⇔鳩間島 約40〜70分 安  八

石垣島⇔波照間島 約60〜90分 安

安栄観光  ☎0980-83-0055
八重山観光フェリー ☎0980-82-5010

安

八

西表島内：白浜港⇔船浮港　時刻表
●所要時間約10分　●往復960円

船浮発　 08:15／10:25／12:50／15:30／17:10
（12月〜２月は1便の船浮発07:50になります。）

白浜発　 08:45／10:55／13:20／15:50／17:50

船浮海運　
白浜営業所　 ☎0980-85-6552（平日）
船浮営業所 ☎0980-85-6161（土日）

※ 定期船の時間が合わない場合はチャーター船もあります。
片道2000円（３名様まで。４名様以上はお一人様700円）

 

新城島　▶詳細はP35

「パナリ島観光」へツアーをお申し込みください。

加屋真島　▶詳細はP43

 「三和トラベル」へツアーをお申し込みください。
小浜港からのチャーター船にて上陸できます。

こんなときどうする？　船が欠航！

安栄観光

八重山観光
フェリー

乗船券は上原港行きを購入

乗船券
石垣⇒上原港

安栄観光

乗船券
石垣⇒上原港

八重山観光フェリー

大原行き

大原港から船会社の送迎バスにて上原港へ行きます。
※乗船券を購入した船会社の送迎バスにのみ乗車できます。

所要時間 　約35分〜40分
運　賃 　片道540円　往復割引チケット1000円
問い合わせ 　東運輸（あずまうんゆ）　☎0980-87-5423

新型コロナウイルスの影響で定期船・バスの時刻表が変更している場合があります。

西表島バスマップ

■ 島の行事やイベントがある日など、定休日以外で

も休んだり早く閉店することがあります。例えば小

浜島の豊年祭のあいだは、各種レンタル貸出はありま

せん。この間は来島をお控えください。

■ コンビニ・大型スーパー・ドラッグストアはあ

りません。薬やおむつなど必需品は、島に渡る前に用

意しましょう。

■ 各島にある金融機関はゆうちょ銀行とＪＡ（農業協
同組合）だけです。キャッシュレス決済ができる

お店は限られます。

■ 車を運転するときは、島内は時速 40 キロ、集落内
は時速 30 キロでお願いします。

■ 集落以外では携帯電話が圏外になる場所が多いです。

■  2020 年４月から西表島ではガイドの免許制度がス

タート。西表島の自然体験ツアーでは竹富町の免許
を受けたガイドを利用しましょう。

竹富島 路線バス

島々への

船旅
スタート！

島々の主な観光手段

竹富島 小浜島西表島

黒島 波照間島 鳩間島

・レンタカー
・レンタバイク
・バス

・レンタサイクル
・バス
・徒歩

・レンタカー
・バス
・レンタサイクル
・レンタバイク

・レンタサイクル
・レンタカー

・レンタサイクル
・レンタカー
・レンタバイク

・レンタサイクル
・徒歩

竹富島交通 　☎0980-85-2154

　港　   ビーチ
　港　   集　落
ビーチ   集　落

※港から乗車以外は要予約です。

島のあるある情報

大見謝ロードパーク
船浦

上原港
浦内川

干立
祖納

白浜

上原小学校前

星砂の浜
住吉

浦内
星野リゾート西表島ホテル

中野

上原

ホテルパイヌマヤ前

由布水牛車乗場美原

野生生物保護センター

古見

大富 大原

大原港

豊原

大原診療所前

日本最西端のバス停

日本最南端のバス停西表島交通 　☎0980-85-5305

※宿泊・レジャーは送迎がありますので各事業所へお問合せください
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12月７月 ８月 ９月 10月 11月３月 ４月 ５月 ６月2月１月

●２月上旬

旧暦 1 月１日

旧正月の
大綱引き
黒島（東筋・仲本）

●２月第 2 土曜日

やまねこ
マラソン
西表島

●２月下旬

旧暦 1 月 16 日

十六日祭
ジュウルクニチ
各地

●２月下旬

黒島牛まつり
黒島

●３月春分の日前後

八重山の
海びらき
石垣市・竹富町・

与那国町で順番に開催

●４月上旬

旧暦３月３日

浜下り
サニズ

（各地）

●４月第３土曜日

船浮音祭り
西表島（船浮）

●５月４日

鳩間島音楽祭
鳩間島

●６月上旬

旧暦 5 月４日

海神祭
ユッカヌヒー・
ハーリー
小浜島（細崎）、

西表島（白浜）

● 6 月

旧暦５月

豊年祭
プーリン
波照間島

●７月上旬〜

８月上旬、旧暦６月

（集落による）

豊年祭
プ イ・ポ ー ル・
プーリィ・プー
リ・プール
竹富島、小浜島、西

表 島（ 祖 納・干 立・

古見・船浮）、黒島、

鳩間島、新城島

●８月中下旬

旧暦 7 月 13 〜 15 日

旧盆
ショーロ・ソー
ラ・ソー ロン・
ソーリン
各地（竹富島・黒島・

小浜島のアンガマに

面はない）

●８月下旬

旧暦７月 14 日

旧盆の中日

ムシャーマ
波照間島

● 8 月下旬

砂浜芸能祭
西表島（干立）

●９月中旬〜 10 月中旬

旧暦８月〜９月頃（集落による）

結願祭 キチガン・キツガン
竹富島、小浜島、西表島（古見）、黒島、

鳩間島ほか

節祭 シチ
西表島（祖納・干立・船浮）、波照間島、黒島

竹富町の島々のイベント・伝統行事・気候

冬	 春	 夏	 秋	 冬

● 10 月中旬〜 12 月中旬

旧暦９月〜 10 月頃

種子取祭 タナドゥイ
竹富島

タナドゥイ：竹富島

シチに出現する「オホホ」：西
表島（干立）

東京の日平均気温

長袖シャツ＋パーカー・セーター・
ジャンパーなど。

	 うるずん（初夏）	 梅　雨	 台風が接近しやすい	 残　暑

Tシャツ＋長袖シャツなど。	 Tシャツに半ズボンなどの軽装。	 日焼けや冷房対策のための薄手の上着やストールがあると便利。	 Tシャツ＋薄手のシャツなど

竹富町の日平均気温

19.6℃
21.5℃ 21.4℃

24.3℃
25.1℃ 28.1℃ 29.2℃ 28.9℃ 27.3℃

25.7℃
23.2℃

20.8℃

8.5℃

13.1℃
19.4℃

25.1℃
28.4℃

24.1℃
21.8℃20.0℃

13.6℃
10.6℃

7.2℃
5.6℃

カンヒザクラ	 デイゴ	 セイシカ	 テッポウユリ	 ゲットウ	 フクギ	 サガリバナ	 ホウオウボク	 ススキ	 トックリキワタ	 フヨウ	 ナガバイナモリ

旧正月の大綱引き：黒島

一年中、湿度 80％以上の高温で多湿な気候です。熱中症にご注意ください。 気温は 2019 年の日平均です。

シチのアンガー行列：西表島（祖納）

キチガンの獅子：小浜島

ミーラク（ミルク）行列：黒島

海神祭：西表島（白浜）

船浮音祭り：西表島（船浮）

鳩間島音楽祭：鳩間島

黒島牛まつり：黒島
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海
の
危
険
生
物

注意

写真以外にも危険な生物はたくさんいます！　見たことのないもの、何かわからないものには絶対触らないで！　

写真提供：沖縄県衛生環境研究所

山と海の

共通のルール
● 神聖な御嶽（拝所）には、島人の許可なく無断で立ち入らない
● ビーチ以外で、水着やはだかに近い格好で歩かない
● 定期船や商店、食事処は濡れたままで利用しない
● キャンプ場以外で野宿やキャンプをしない
● 動植物を持ち出さない、持ち込まない
● ドローン撮影に関しては竹富町役場
　世界遺産推進室まで（☎0980-83-1306）
● ゴミは持ち帰る

山で遊ぶ

ときの注意

●  西表島のジャングルに入るときは
　駐在所と森林事務所に入林届を必ず出す
 大原森林事務所 ☎ 0980-85-5308
 祖納森林事務所 ☎ 0980-85-6201
 大原駐在所 ☎ 0980-85-5110
 上原駐在所 ☎ 0980-85-6510 
 白浜駐在所 ☎ 0980-85-6110

海で遊ぶ

ときの注意

●  ライフジャケットやウェットスーツ
を着用する

● 飲酒後は海に入らない

オニヒトデ
トラブルのない旅をするために

● ひとりでは泳がない
● ひとりでは山に入らない
● 生き物や動植物を
 ・持ち帰らない
 ・むやみに触らない
 ・餌付けしない

全島の共通のお願い

殻長 10cmになる赤褐色の編み
目模様がついた巻貝。体の中に
毒矢を持つ。刺されるとすぐに
体がしびれてくるため、溺れる
危険性あり。「ハブガイ」とも
いわれる。

ア
ン
ボ
イ
ナ
ガ
イ

【応急処置】清潔にして早急に
病院へ運ぶ。

青い気泡体で水面に浮くクラ
ゲ。その下には長い触手が垂れ
下がり、刺されると激痛が走る。
風の強い日に岸に打ち寄せられ
ることもある。

カ
ツ
オ
ノ
エ
ボ
シ

【応急処置】酢は使わず海水で
触手を洗い流し、氷や冷水で
冷やして病院へ。　

トゲの付いた鋭い腕を持ち、直
径 60cmほどになる。触れると
激しい痛みとともにトゲが皮膚
の中で折れ、残る場合がある。

オ
ニ
ヒ
ト
デ

背ビレと腹ビレ、しりビレに毒
がある。砂や岩に似ており、気
づかずに踏んでしまうことが多
い。トゲが丈夫で、薄手の履き
物なら突き通してしまう。

オ
ニ
ダ
ル
マ
オ
コ
ゼ

長く鋭いトゲを持つ黒いウニ。
刺されると激しい痛みがある。
うっかり踏まないように注意。

ガ
ン
ガ
ゼ

背ビレと腹ビレ、しりビレに毒
があり、刺されると激痛が走る。
色が美しいためうっかり触って
被害にあうケースがある。

ミ
ノ
カ
サ
ゴ

【応急処置】 目に見える大きなトゲは取り除き、40〜45℃程度のお湯につける。ビニール袋にお湯を入れ患部に当ててもよい。やけどに注意。

【応急処置】砂や真水でこすらず、
酢をたっぷりかけて触手を取り除
く。氷や冷水で冷やして病院へ。

５〜 10 月にかけて海岸近くで
泳いでいるが半透明なので見つ
けにくい。刺されると激痛が走
り、ショックで呼吸停止や心肺
停止に陥ることもある。

ハ
ブ
ク
ラ
ゲ

６〜９月の繁殖期は縄張りをも
ち、侵入者を追い払う。強い歯
で噛まれると大ケガをする。近
づいて来たら、その場からすぐ
に離れる。餌付けはしない。

ゴマモンガラ ムラサメモンガラ

島々の動画は

コチラから

ぱいぬ島ストーリー

沖縄県竹富町 島々マップと観光ガイド

竹富町観光協会ユーチューブ 検 索
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八重山諸島全図・竹富町 Wi-Fi サービスエリア

さぁ行こう！ 竹富町の島々へ！

島のあるある情報

竹富町の島々のイベント・伝統行事・気候

トラブルのない旅をするために

星を楽しむ
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いりおもて

表 島
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 （東部・西部）・由
ゆ ぶ

布島
じま

鳩
は と ま じ ま

間島

新
あらぐすくじま

城島（通称：パナリ）

波
は

照
てる

間
ま

島
じま

小
こ

浜
はまじま

島・加
か や ま

屋真島
じま

黒
くろしま

島

石垣島

ピカリャ〜カード

ピカリャ〜紹介＆グッズ

竹富町観光協会のYouTubeで
各島々の海や風景、
行事、生き物たちの様子が
観られるよ。
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お役立ち電話帳

竹富ゆがふ館
☎ 0980-85-2488

開館時間／ 8:00 〜 17:00
入館料／無料
台風時は休館

竹富民芸館
☎ 0980-85-2302

開館時間／ 9:00 〜 17:00
入館料／無料
年中無休（種子取祭期間中はのぞく）

竹富町立竹富診療所
☎ 0980-85-2132

診療時間／ 9:00 〜 12:00、13:00 〜 16:00
（１日６時間）

土・日・祝日・慰霊の日は休診

てぇどぅんかりゆし館
☎ 0980-84-5633

開館時間／ 7:30 〜最終便がでるまで
入館料／無料
年中無休（種子取祭期間・定期船運休時はのぞく）

竹富島では、地域自然資産法に基づき入島料の徴収を行うこ
とになりました。入島料は、島の自然・祭事・習慣・伝統工
芸や町並みを未来へ残す環境保全活動に使われます。

【入島料】300円／人
【引受場所】
・ ユーグレナ石垣港離島

ターミナル（石垣島）
・ 竹富東港「かりゆし館」

に設置された券売機

10:00-17:00
不定休

10:00-18:00
木曜午前・日曜定休
不定休あり
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カイジ浜
別名「星砂の浜」。
潮の流れが速いので遊泳禁止。

コンドイ浜
遠浅で白い砂浜が続く美しい海岸は、子供でも安心して遊
べると人気。干潮時には沖合の砂地が水面に現れ、歩いて
渡る事ができる。

佐々木花恵／竹富島で撮影

ゆがふ館
2004年６月に開館。
西表石垣国立公園竹富
島の自然と伝統文化・
芸能を紹介している。

西桟橋
1938年に作られ、日本復帰後もしばらく
は使われていた。桟橋先端から海に沈む綺
麗な夕日、夕焼けはおさえたい観光ポイン
ト。2005年に国の有形文化に登録。

なごみの塔
2006年に国の有形文
化財に登録された展望
塔。老朽化により上
まで登ることは出来な
いが、集落は一望でき
る。

佐藤志郎／竹富島で撮影

赤瓦屋根の昔ながらのまちなみを
楽 し み な が ら 散 策 し て み よ う 。

八重山そばとの相性バツ
グンの島こしょう。
●しだめー館
　マップP13

貝殻を使った箸置きなどの
手作り雑貨が並ぶ。
●大浜荘
　マップP13

星砂はボトルに入ったものや
キーホルダーなどがある。
●カイジ
　マップP12

柳原和秀／竹富島で撮影

ヌヌシャーの浜
「布晒しの浜」の意。西桟橋の
北側にある。

パスタとピザが
人気のカフェ。
●内盛荘 Cafe Utsu-rya
　マップP13

竹富島集落
1987年に国の重要伝統的建造物群保存地区に選定
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レジャー
交通 新田観光

☎0980-85-2103
竹富町字竹富97　� マップP13

竹富島名物の水牛車
島出身おじぃの三線弾き語りや、
島唄を聴きながら牛車に揺られて
30分。赤瓦の街並み、白砂の道を
のんびりゆったりと進みます。島
の観光に便利なレンタサイクルも
ご用意。帰りは船の時間に合わせ
て港まで送ります。

●大人1,500円  小人750円　●水牛車観
光9:00～16:00　●水曜定休、種子取祭
２日間休み　●港に送迎バス待機
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竹
富
島

宿泊
ホテルピースアイ
ランド竹富島
☎0980-84-5955

竹富町字竹富112-1　　�マップP12

癒しのプライベートスポット
全室コテージ。静かで、プライベ
ートな時間を過ごせます。内壁に
は、沖縄の伝統素材、琉球漆喰を
使用。ファミリータイプのお部屋
には、洗濯乾燥機も完備。長期滞
在、海の後のお洗濯も安心です。
広い中庭は、星空観測に最適。

●料金は、ご予約の際に確認ください
●港から徒歩20分（送迎あり）

竹
富
島

土産 カイジ
☎090-3015-6673

竹富カイジ浜　� マップP12
星砂の浜にある
お土産屋さん
皆治浜（カイジ浜）は別名、星
砂の浜。カイジは、浜の入口に
あります。星の砂を閉じ込めた
キーホルダー、小さな瓶などの
お土産が並びます。暑い時は、
浜の木陰で涼んでください。

●8:00～17:00　
●年中無休　
●港から徒歩30分、自転車で15分 

売店
内盛商店&
R-tida
☎0980-85-2210

竹富町字竹富489　� マップP13

島人も通う憩いの場
竹富島の小さなお店。日用品、お菓子、飲み
物、ビール、お酒、卵、牛乳などいろいろ♪
島の便利な商店をめざします！同敷地内で1
組（5名まで）限定の宿泊施設〈R-tida〉も
営業中。台所付きで島に暮らす様に泊まれる
宿です。Wi-Fiあり。＜R-tida＞1組限定！素
泊まりの宿　１人１泊￥8,000（5名まで）

●10:00〜18:00
●定休日：日曜日　 ●木曜は午後のみ
●島行事で不定期に休むことあり

レジャー
海

南西観光（株）
☎090-3797-7881 
☎0980-82-6258

竹富町字竹富372　� マップP12

船の底には瑠璃色の世界
港のすぐ横、浮き輪が目印。
経験豊富なベテラン船長がご案
内。季節、天候に合わせて、そ
の日ベストな海へお連れしま
す。運が良ければ、ウミガメや
マンタにも出会えます。

●8:15～16:15　●年中無休 ※種子取祭
と荒天候時は欠航の場合あり
●竹富港発着

交通
丸八レンタサイクル
☎080-2772-6483
☎0980-85-2260

竹富町字竹富523　� マップP13

風をきって島を駆け抜ける
子供用の椅子付き、二人乗り、
電動アシスト付きがあります。
集落のちょうど真ん中、各観光
スポットへのアクセスも抜群で
す。港からお店までは無料送迎
あり。

●8:30～17:15
●種子取祭2日間休み　
●宿泊の方は24時間貸出あり

交通 （株）友利観光
☎0980-85-2335

竹富町字竹富2186-8　� マップP13
レンタサイクルのことな
ら…
子ども用自転車から電動自転車
まで、幅広く揃えてあります。
近くには、友利観光が経営する
パーラーターミーがあり、ソ
フトクリームをご用意していま
す。

●9:00～17:00　
●種子取祭2日間休み　
●港から送迎バスで約5分

飲食
カフェテードゥン
しだめー館
☎0980-85-2239

竹富町字竹富361　� マップP13

地元の人も通ってます
オリジナルメニューは、もずく
そば。第2回八重山そば選手権、
オリジナル汁そば部門グランプ
リを受賞。その他40種を超える
メニューが特徴です。飲み物や
スイーツも充実。観光の合間に
ゆっくりおくつろぎください。

● 10:00～14:30（日にちにより～17:00） 
/ 18:00～21:00（L.O20:00）

●不定休　●港から徒歩10～15分

飲食
グリルガーデン
たるりや
☎0980-85-2925

竹富町字竹富384　� マップP13

オープンカフェ
全テラス席。島の風が、吹き抜
けます。おススメは、竹富島産
の車海老を使った車海老フライ
です。

●11:00～24:00　
●雨の日、荒天時休み　
●港から徒歩15分

レジャー
飲食 ユタカパーラー

☎0980-85-2153
竹富町字竹富305　� マップP12

コンドイ浜内移動パーラー
冷たい飲み物にかき氷。3月下
旬頃～10月頃のみ営業。移動
式の白いバスが目印です。シー
ト・浮き輪・ゴーグル・パラソ
ル・ビーチベッド等のレンタル
があります。

●9:30～16:00
●港から徒歩25分
●足ヒレ付きシュノーケルセット:1,500円 

飲食
竹富島ガーデン
あさひ
☎0980-85-2388

竹富町字竹富163-1　� マップP12
広い敷地に
大きな赤瓦の屋根
西桟橋近く、島で人気の食事処
です。伝統建築を改築し店内は
バリアフリー。一番人気は軟骨
ソーキそば。車海老のフライ、
アグーカレーなども人気。

●11:00～15:00 / 18:00～21:00　
●不定休　●港から徒歩15分

交通 （有）竹富島交通
☎0980-85-2154

竹富町字竹富681-1　� マップP13

定期巡回バス・観光バス
ドライバーの観光案内で島を巡
りませんか？主要な場所を一度
に観光できます。伝統的な集落
や、遠浅のビーチへは港に待機
中の巡回バスで。観光バスなど
詳しい料金はHPでご確認くださ
い。

● 8:00～17:00　
●種子取祭２日間休み（但し港～世持
御嶽の送迎のみ有）

その他
喜宝院蒐集館
電話はありません
FAX 0980-85-2424

竹富町字竹富108　� マップP13
日本最南端の寺と民俗資
料館
竹富島の歴史民俗資料館。日本
最南端の寺、喜宝院に併設。美
術工芸、民具など約4000点が
展示されています。文字がなか
った時代の記号、ワラサン（結
縄）やミンサー織りの模様の由
来なども、丁寧に解説します。

●9:00～17:00　●大人300円  小中学生
150円　●種子取祭２日間休み　●港か
ら徒歩15分  

飲食 そば処竹の子
☎0980-85-2251

竹富町字竹富101-1　� マップP13

創業1975年、おそば一筋
伝統的な赤瓦屋根のお店、どこ
か懐かしい雰囲気の店内。自家
製の香辛料をかけてお召し上が
りください。すぐそばには、1日
6組限定の宿:やど家たけのこが
あります。

●10:30～16:00/19:00～21:00（L.O 20:30）
※夜は不定期営業、要問合せ　
●種子取祭2日間休み●港から徒歩20分

宿泊
民宿松竹荘
cafeふぁぶら
☎0980-85-2257

竹富町字竹富484　� マップP13

花と緑の味な民宿
入り口の鮮やかなブーゲンビリアが目
印。リピーターに愛されるお宿。ウェル
カムドリンクでお迎えします。島の素材
を使った、こだわりの家庭料理が人気で
す。〈Cafeふぁぶら〉もやってます！毎
週木曜限定でパンを販売。木曜以外はラ
ンチ営業も（11：30～14：30）。

●料金は、ご予約の際に確認ください
●港から徒歩20分
●送迎あり（要予約）

宿泊
民宿

マキ荘
☎0980-85-2236

竹富町字竹富476　　� マップP13
家族気分を味わえる
小さなお宿
島の音楽が溢れる宿。昼は喫茶
店、夜は居酒屋です。オーナー
の萬木さんは、三線アーティス
ト。全国で活躍し、YouTubeで動
画配信もしています。夜はお酒
を飲みながら、オーナーの三線
に合わせて歌って踊りましょう。

●料金は、ご予約の際に確認ください
●港から徒歩15分
●送迎あり（要予約）  

宿泊
ぱーらー・島宿

願寿屋
☎0980-85-2211

竹富町字竹富2279-1　� マップP13

露天風呂で星空を満喫
2016年オープン。1日2組様限定の
宿。敷地内2棟だけの伝統的な赤瓦屋
根家屋の一棟貸しコテージです。それ
ぞれのお庭には満天の星空を眺めなが
ら入れる露天風呂付き。宿泊者には、
観光に便利な自転車レンタルやビーチ
タオルの貸出も。ぱーらー併設。

●料金は、ご予約の際に確認ください
●港から徒歩15分
●送迎あり（要予約） 

宿泊
民宿

のはら荘
☎0980-85-2252

竹富町字竹富280　� マップP13

西桟橋近くの老舗宿
西桟橋から徒歩5分。沈む夕陽も
満天の星空も、すぐそこです。夏
は星空の下おじいとゆんたく、三
線が聞けるかも。宿泊客も、自然
と集まりお酒を飲み交わす。10
年ほど前、母屋を改装。全室コイ
ンクーラー付きになりました。

●料金は、ご予約の際に確認ください
●港から徒歩10分
●送迎あり（要予約）

宿泊
民宿

大浜荘
☎0980-85-2226

竹富町字竹富501　� マップP13

バス付のお部屋があります
旅の疲れをゆっくりお風呂で、と
いう方におすすめです。宿主の趣
味はカメラ。穴場スポットを教え
てくれます。�夕食後、庭でゆんた
くもできます。二階建ての部屋か
ら、運が良ければ流れ星が見える
かも。お隣は売店で便利です。

●料金は、ご予約の際に確認ください
●港から徒歩10分
●送迎あり（要予約） 

宿泊
民宿

小浜荘
☎0980-85-2131

竹富町字竹富316　� マップP13

家族で営む、老舗民宿
昭和40年から続く、老舗民宿で
す。切り盛りするのは、藤井さ
んご夫婦。旦那さんが腕をふる
う料理は、おいしいと大評判で
す。夜ご飯には無料で泡盛が付
きます。泡盛片手に、ゆんたく
してはいかがでしょうか。

●料金は、ご予約の際に確認ください
●港から徒歩15分
●送迎あり（要予約）

宿泊

民宿

新田荘
☎0980-85-2201

竹富町字竹富347　� マップP13

泊まればわかる島の良さ
この宿には、音楽が溢れていま
す。オーナーの長史さんの三線に
合わせて、初子おばぁが「三板」
を鳴らす。夜のゆんたくに、心地
いい音色が響きます。お客さんに
合わせて、メニューを工夫してく
れる気配りが嬉しい。

●料金は、ご予約の際に確認ください
●港から徒歩15分
●送迎あり（要予約）  

宿泊
民宿内盛荘
Cafe Utsu-rya
☎0980-85-2255

竹富町字竹富490　� マップP13

2019年リニューアル
宿主は3代目の息子さんご夫婦。
昭和47年からつづく宿は、町並
み保存建築に指定。昔と変わら
ぬ姿で、旅人をむかえます。夜
は庭のテーブルで、泡盛をふる
まいます。すぐそばに内盛商店
もあり、便利です。

●料金は、ご予約の際に確認ください
●港から徒歩10分　送迎あり（要予約）
●パスタとピザが人気のカフェを併設

宿泊 高那旅館
☎0980-85-2151

竹富町字竹富499　� マップP13

島でいちばんの老舗宿
高那佳子さん・弘子さん姉妹が
宿主。あの司馬遼太郎も訪れた
歴史のある宿です。食後、ナイ
トツアーに参加できることも。
ユースホステルも併設。お土産
「たかにゃ」は姉妹店です。

●料金は、ご予約の際に確認ください
●港から徒歩10分　●送迎あり（竹富
港に着いたら連絡）

宿泊 星のや竹富島
☎0570-073-066

竹富町字竹富　� マップP12
星のやで過ごす
特別な時間
客室は伝統手法で建てられ全室
庭付き、部屋を抜ける心地よい
海風を感じてください。お料理
には地元の食材を使用。随所に
散りばめられたこだわりが、離
島の集落での滞在を特別なもの
にします。

●料金は、ご予約の際に確認ください
●送迎あり（予約時に要確認）
●予約時間　9:00～20:00

宿泊

民宿

泉屋
☎090-5943-5165

竹富町字竹富377　� マップP13

伝統民家で、癒しの時間
庭先のブーゲンビリアは、おじ
ぃが植えたもの。南国の植物に
囲まれ、広いお部屋でくつろげ
ます。宿の前は、水牛車の通り
道。三線、島唄が聴こえてきま
す。女性の宿泊客には、紅型衣
装のサービスも。

●料金は、ご予約の際に確認ください
●港から徒歩15～20分
●送迎あり（16時まで、要予約）
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7:30-21:00
年中無休

7:00-21:00 
年中無休

（正月は時短営業）

20 21

大原港コインロッカー
 ４月〜９月　7:30-18:30
10 月〜３月　7:30-17:30
※当日のみ利用可



7:00-20:30
年中無休

22 23



仲間川マングローブ
全長約17.5kmの仲間川を取り囲むマン
グローブ林は、約158haとマングローブ
構成種数ともに最大規模を誇っている。

●いるむてぃや
　マップP20 西表島産黒糖は全国的に有名

な「とらや」の羊羹に使われ
ています。
●スーパー八重 ●スーパー川満
●玉盛スーパー
　マップP20、22、23

じっくり煮込まれた骨
付き豚肉がてんこもり
の骨そば。
●レストラン白浜
　マップP21

ノコギリガザミのパスタと
カマイ（イノシシ）のたた
き。島ならではの食材。
●キッチンinaba マップP20

● フルーツカフェ
　トナリ
　マップP20

南風見田海岸の東端の岩場（通
称：ヌギリヌパ）にある忘勿
石には「忘勿石　ハテルマ　シ
キナ」の文字が刻まれていて、
近くには忘勿石之碑が建ってい
る。
第二次世界大戦末期、波照間島
の全島民がこの南風見田に強制
疎開させられた。当時この一帯
はマラリアの汚染地帯であり、
ほぼ全員が罹患、島民の３分の
１が命を落とした。この地に疎

開してきていた織名信升氏（波照間国
民学校校長）が、軍命のために教え子
たちを含めた多くの命を犠牲にした
ことを悔やみ、強制疎開で死者が出
たことを決して忘れてはならないとい
う思いから「波照間住民よ、この石を
忘れるなかれ」という意味を込めて刻
んだものだ。

忘勿石（ワスレナイシ）

こんな光景も
島ならでは。
●アララガマ農園
　マップP20

水牛車に乗って三線を
聞きながら渡る由布島

バラス島
サンゴのかけらで出来た島で、西表島と
鳩間島の間にある。
西表島から船で約10分。

潮の満ち引きで
形を変える無人島

宇多良炭鉱跡
西表の代表的な炭鉱跡地。かつては宿舎や食
堂、売店があり数百人が生活していた。現在
も引き込みレールや柱桟橋の跡などが残ってい
る。2007年日本近代化産業遺産群に認定。

ヤエヤマヒメボタル
の乱舞が見られるの
は４月〜６月頃。

大見謝ロードパーク
大見謝川の川沿いに位置しマン
グローブ林の中を散策できる。
木道が整備されており展望台も
ある。＜アクセス＞上原港から
車で約15分／大原港から車で約
40分。駐車場あり。

星砂の浜
シュノーケリングスポット。
浅瀬には大きな岩が多く、小さな魚が
たくさん見られる。

うなり崎公園
芝生や遊具があり夕陽や星空の
スポットとして人気。

サガリバナ
６月〜８月はサガリバナ
の開花時期。
タイミングが合えば散っ
た無数のサガリバナが川
に浮いている幻想的な光
景が見られる。

亜熱帯のジャングルに
覆われる秘境の島。

カンビレーの滝
「神の座」を意味する階段状の滝。かつて
西表島の神々が集い話し合ったとされる。
聖域の中でも最も聖なる場所。
＜アクセス＞浦内川船着場より
トレッキング約１時間。

24 25
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「竹富町観光案内人免許」

令和3年度現在、
海のレジャーは対象外

西表島

宿泊
高那

エコヴィレッジ
西表
☎0980-85-5115

竹富町字高那280-36� マップP19
大自然を満喫できる
リゾートホテル	
プライベートビーチとプールが
併設されたリゾートホテル。カ
ヤック・シュノーケル・ダイビ
ングのツアーを申込みできま
す。海・川・山に癒され寛げる
ホテルです。

●料金は、ご予約の際に確認ください
●大原港から車で30分上原港から車で25分
送迎は大原港からのみ有り（要予約） 

宿泊
高那

西表島ジャングル
ホテルパイヌマヤ
☎0980-85-5700

竹富町字高那243� マップP19
西表の自然の素晴らしさ
大切さを体感
宿泊予約統括センター☎0980-
88-1721� ホテルは亜熱帯ジャン
グルのなかにあり、鳥たちのさ
えずりや川の音、自然を感じ
ながらリフレッシュできます。
海・川・山のレジャーツアーは
専門ガイドがご案内します。

●大原港から車で30分　●送迎あり（要予
約・定刻）●全室禁煙　●エレベーター無
●１階ご希望は予約時にお申し付けください

宿泊
古見

農家民宿マナ
☎0980-85-5656

竹富町字古見202� マップP19
赤瓦の家まるごと１棟
貸出しの宿
1日1組限定（1～6名）木々に
囲まれた独立棟で農家にホーム
ステイするような島暮らしが体
験できます。化学調味料を使わ
ない島料理でもてなしてくれま
す。さをり織り体験やっていま
す。

●料金は、ご予約の際に確認ください
●大原港から車で15分
●送迎有（要予約）

西
表
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東
部
／
由
布
島

レジャー
山

大原

歩き屋野遊び店
のぶず
☎0980-85-5628

竹富町字南風見201-14 マップP20
リクエストツアーも
開催してます！
・サワートレッキング＆キャニ
オニング・ゲータの滝＆鍾乳洞
探検・ユツンの滝・ピナイサー
ラの滝、各々1日コース半日コー
スあり。・サガリバナツアー、
ホタルツアー

●大原港から車で5分　●年中無休
●何でもお気軽にお問合せください
●電話は16時以降がつながりやすいです

レジャー
山

大原

西表島
とんとんみー
☎090-6195-4240

竹富町字南風見201� マップP20
生き物＆自然観察の
専門店です
マングローブ散策、干潟の生き物
観察、渓流あそび、カヌー等々。
1日コースと半日コース、貸切
もやってます。
手話対応OK！幼児連れ大歓迎！�
7名位までのグループ対応OK！

●大原港から徒歩3分　●9:00～18:00 
●送迎あり（要予約・東部地区）
●不定休　●手話対応しています

交通
大原

西表島レンタカー
Ｋｅｉ
☎0980-85-5318

竹富町字南風見201-126 マップP20
軽自動車専門の
レンタカー屋さん！	
おさいふに優しい料金設定で、
観光の方だけでなく仕事での利
用にもオススメ。
大原港から近く、島の移動拠点
にはピッタリです。

●大原港から徒歩5分　
●8:00～18:00　●年中無休
●チャイルドシートは無料貸出し

交通 西表島交通
 マップP21

路線バス・観光バス
☎0980-85-5305
受付　8:00〜17:30

ショップ西表島
☎0980-85-5511
営業時間　9:00～13:30（夏季）
　　　　　9:00～17:00（冬季）

やまねこタクシー
☎0980-85-5303
受付　8:30〜17:00

西表島観光案内所（東部交通）

ショップじゅごん
☎0980-84-7320
営業時間　8:00～17:30

水中観光船
☎0980-84-7320
運航期間/4月下旬から9月末まで
受付/8:30〜16:30
料金/大人3,000円/小学生1,500円

仲間川
マングローブクルーズ
☎0980-85-5304
運行期間/通年
料金/大人1,850円　小学生930円
運航時間/潮の干満によって異な
るのでホームページをご確認く
ださい

やまねこレンタカー大原営業所
☎0980-85-5111
やまねこレンタカー上原営業所
☎0980-85-6111
港までの送迎ですぐに
ドライブできる！
やまねこレンタカーは大原と上原
の2カ所に営業所があります。営業
時間内なら相互間での乗り捨ても
ご相談に乗ります！
●8:00～18:00 
当社は、イリオモテヤマネコ保
護のために「交通安全宣言」
のご協力をお願いしています

交通 いりおもて観光
☎0980-85-5333

竹富町字南風見仲58-22 マップP19
貸切バス・タクシーで
心躍る旅のお手伝い
定番の観光スポットから地元し
か知らない穴場までリクエスト
に応じて、ベテランドライバー
が案内します。ご家族連れや小
グループはジャンボタクシーが
お勧め。

●大原港から車で3分　●8:00～17:00
●年中無休（台風除く） 
●前日までに予約をお願します

交通
大原

オリックスレンタ
カー西表島大原店
☎0980-85-5888

竹富町字南風見201-204�マップP20
日本最南端の秘境を満喫
ドライブ	
西表島の玄関口（大原港）から
歩いてすぐ近く。お客様の希望
にあった車種時間設定があり、
出来るだけお客様のニーズに
あったサービスを心掛けていま
す。

●大原港から徒歩3分　
●8:00～18:00  
●年中無休 

交通
大原

西表レンタカー
☎0980-85-5440
☎0980-85-5950

竹富町字南風見201-51� マップP20
整備バッチリ！安全・便
利なドライブを！
大原港及び周辺宿泊施設のお客
様には無料送迎と配車を行って
います。長期間利用割引や乗り
捨ての相談に応じます。全車禁
煙で快適ドライブを。

●大原港から車で10分　●8:00～18:00　●年中
無休　●チャイルドシート・ジュニアシート観光
MAP・FMトランスミッターは無料貸出してます

レジャー
山

大原

motti西表島トレッ
キングエコツアー
☎0980-85-5718

竹富町字南風見191-136-203 マップP21
半日（3ｈ～）・子供でも
楽しめるトレッキング
・トレッキング（ピナイサーラ
の滝やユツン三段の滝など全5
種類）・せいしか池orモダマ池
トレッキング・大見謝川キャニ
オニング・由布島観光コース・
星空ナイトツアー・半日コース
あり

●大原港から車で5分　●島内全域で送迎あり
●6:00～22:00　●ツアー中の写真無料プレゼン
ト　●電話は朝か夕方以降がつながりやすいです

レジャー
山

豊原

カヤック＆トレッキング＆リ

クエスト西表島海月 
☎0980-85-5493

竹富町字南風見50-124� マップP19
カヤック・トレッキ
ングで西表を満喫
・マングローブの川ツアー・シ
ーカヤックツアー・海と川ツア
ー・マングローブカヌー＆由布
島水牛車・貸切プライベートツ
アー・リクエストツアー・サガ
リバナツアー・西表島半日ツア
ー

●大原港から車で5分　送迎あり 
●年中無休　
●7:00～21:00

宿泊
豊原

ラ・ティーダ西表
リゾート
☎0980-85-5555

竹富町字南風見508-205 マップP19
西表島の光を風を感じる
ホテル
広大な敷地にコテージ式のゲス
トルームが点在。宿泊者限定の
国内最南端温泉施設に入れる。
水平線に沈む夕日や星空が展望
できるリゾート空間。

●料金は、ご予約の際に確認ください
●大原港から車で5分
●送迎あり（要予約

レジャー
山

大富

西表島アドベンチャー
クラブSea compass 
☎080-6480-1799

竹富町字南風見仲36-31�マップP21
1日1組限定！本格的な
シーカヤックツアー！
〈1日1組限定�貸し切りツアー〉
・カヌー＆トレッキング・マン
グローブカヌー・シーカヤック
〈貸切ではないツアー〉・トレ
ッキングツアー・シュノーケリ
ングカヤックツアー・半日ツア
ー

●大原港まで送迎あり
●貸し切りツアーは最低２名様から開催 

宿泊
大富 竹盛旅館

☎0980-85-5357
竹富町字南風見仲36-5 マップP21
リピーターの多い老舗旅館

全室バルコニー付きで、部屋か
らは仲間川が臨めます。ご家族
でアットホームな心和む宿で
す。自慢の手作り島料理は、オ
リジナルにアレンジされていて
好評です。

●料金は、ご予約の際に確認ください
●大原港から車で5分　●送迎有（要予約）
●エアポートレンタカー西表営業所 併設

宿泊
大原

民宿やまねこ
☎090-9578-1827
☎0980-85-5242

竹富町字南風見201-216 マップP21
長く親しまれる素泊まり
の宿
名物オーナーのトクジイが迎
えてくれる皆に親しまれる宿で
す。キッチンは自由に使えま
す。宿泊者向けのシュノーケル
ツアーを開催しています。

●料金は、ご予約の際に確認ください
●大原港から徒歩3分　送迎なし

レジャー
海

大富

マリンレジャー
金盛
☎0980-85-5378

竹富町字南風見仲29-28�マップP21
カヌーや釣り、マリン
レジャーならお任せ
・カヌーツアー�
・ボート遊覧�
・離島めぐり�
・海からの西表島一周観光
・サガリバナツアー�

●大原港から車で5分　
●8:00～17:00  
●年中無休

レジャー
由布島

文教スタヂオ
由布島
☎0980-85-5564

竹富町字古見689� マップP19
思い出作りのお手伝いは
お任せください	
由布島亜熱帯植物楽園内で水牛
や美しい花々とプロカメラマン
による記念撮影ができます。あ
なただけの思い出の一枚が残せ
ます。

●大原港からバスで約23分
●9:00～16:00　●年中無休（亜熱帯植
物楽園が閉園のときは休み）

レジャー
由布島

亜熱帯植物楽園 
由布島
☎0980-85-5470

竹富町字古見689� マップP19
ゆっくりと水牛車で渡る
楽園の島	
島全体が亜熱帯の木々や花々が
生い茂る亜熱帯植物園。動物園
や果樹園も併設され、ここでし
か体験できないゆったりとした
時間を過ごせます。

●大原港からバスで約23分
●9:00～17:00　●往復水牛車+入園料
　大人1,760円  子供880円　●年中無休

レジャー
山

大富

西表島カヌークラブ
空風
☎0980-85-5233

竹富町字南風見仲7-70 マップP21
マングローブカヌーを
中心に多彩なツアー
・１日トレッキング（ピナイサ
ーラの滝）
・マングローブカヌー＋セレク
ト１日コース（鍾乳洞探検orキ
ャニオニングor由布島観光）

●大原港から車で5分　●送迎あり（要予
約）●7:00～22:00　●年中無休●専用シ
ューズ・タオル・防水バッグ無料貸出し 

レジャー
山

大原

西表島
KEN GUIDE
☎0980-85-5785

竹富町字南風見189-2� マップP20
SUP・トレッキング・ケ
イビング	盛りだくさん
・�SUP+トレッキング滝巡り＆各
種アクティビティ・カヌー+ト
レッキング滝巡り＆各種アク
ティビティ・パナリ島シュノ
ーケル＆各種アクティビティ

・半日コースもあり
・ヨットクルーズツアー

●大原港から車で15分　
●送迎あり（要予約）  
●10:00～20:00　●不定休

宿泊
大原

西表島ゲストハウス
島時間
☎0980-85-5678

竹富町字南風見201-146�マップP20
島時間のなかで自然
に親しめる宿
のんびり時間をかけて西表島の自
然を楽しみたいという方にお勧め
です。オーナーがガイドするネイ
チャーツアーやってます。「島人
母ちゃん家庭料理食堂」併設。島
では珍しい生ビール提供！
営業時間：18時〜21時／不定休

●大原港から徒歩1分　●自転車、バイ
ク、スノーケル、ライフジャケット各種
レンタル有り（宿泊者割引き有り）
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宿泊
干立 海の家 南ぬ風

☎0980-85-6411
竹富町字西表946� マップP23
海人が営む食と遊びが
楽しめる宿	
海人のご主人と息子さんがとっ
てきた海の幸で作る島料理が自
慢です。大浴場があります。
海釣り・サバニ体験・クルージ
ングも。

●料金は、ご予約の際に確認ください
●上原港から車で20分  
●送迎あり（要予約）

宿泊
祖納

西表
アイランドホテル
☎0980-85-6001

竹富町字西表634� マップP23
田舎会席料理が自慢の
ミニホテル
お部屋は洋室・和室・和洋室の
3タイプをご用意。
お一人様からご家族・グループ
連れでご利用ください。全室に
バスタブ付き。

●料金は、ご予約の際に確認ください
●上原港から車で20分  
●送迎あり（要予約） 

宿泊
干立

ホテル星立
西表島
☎0980-85-7528

竹富町字西表949� マップP23
プライベートビーチまで
徒歩５秒！
空に満天の星、目の前に広がる
コバルトブルーの海のもと『何
もない贅沢』を楽しむ…。ここ
西表島でしか体験することがで
きないゆったりとした時の流れ
を感じてください。

●上原港から車で20分 
●レストラン「がちまや～」を併設
●英語対応可/English available

レジャー
山・海

上原
クロスリバー
☎0980-85-6564

竹富町字上原584-1 マップP20
大型クルーザーで
快適シュノーケリング
・バラス島シュノーケル
・体験ダイビング
・カヤックツアー
・カヤック＆シュノーケル
　（1日、半日コースあり）

●上原港から徒歩5分　送迎あり（要予
約）●男女別トイレ・温水シャワー完
備●夜はクラブハウスでお酒や食事も可

宿泊
上原 villa西表

☎0980-85-6653
竹富町字上原661� マップP20

アクセス抜群の宿
アクセス抜群でスーパーも近く
にあります。2階の客室からは海
が見渡せ、海の香りが風にのっ
て心地良い時間を演出してくれ
ます。

●料金は、ご予約の際に確認ください
●上原港から徒歩5分  
●送迎あり（要予約）

宿泊
上原

民宿

うえはら館
☎090-2512-6516

竹富町字上原559 マップP20
上原港すぐ目の前の
便利な宿
近くには、スーパーやレンタカ
ー屋があり観光拠点に最適。裏
庭には、清潔なダイビング器材
の洗い場が完備されています。

●料金は、ご予約の際に確認ください 
●上原港すぐ　●送迎なし　●ダイビ
ング器材などがあるときは応相談

宿泊
上原

民宿

カンピラ荘
☎0980-85-6508

竹富町字上原545� マップP20
出会いのある
アットホームな宿
食堂隣にあるロビーでは、宿泊
者同士のコミュニケーションの
場となっています。港から近
く、買い物にも便利な立地。

●料金は、ご予約の際に確認ください
●上原港から徒歩2分  
●無料クーラーついています 

宿泊
中野

民宿

あけぼの館
☎0980-85-6151

竹富町字上原397-4 マップP22
家庭的な雰囲気の
老舗民宿	
皆でわいわい楽しく。宿の裏は
中野海岸。
シュノーケリングや海水浴をお
楽しみください。
全館禁煙。

●料金は、ご予約の際に確認ください
●上原港から車で5分　●送迎あり（要
予約）●全室コインクーラー付き

宿泊
住吉

民宿

パイン館
☎0980-85-6408

竹富町字上原10-171 マップP22
甘いパイン＆マンゴーが
自慢の宿
自家農園でとれたフルーツや
野菜を料理でお出ししてくれま
す。トレッキングやナイトツア
ーも行ってます。
「フルーツカフェトナリ」を併
設しています。

●料金は、ご予約の際に確認ください●
上原港から車で10分　●送迎あり（要予
約）●島の民宿には珍しいバスタブ付あり

宿泊
住吉

民宿

さわやか荘
☎0980-85-6752

竹富町字上原10-448 マップP22

島人が営む温かい宿
高台にあるので眺めがいいのが
自慢です。料金別にいろんな部
屋タイプを用意。またカヌーツ
アーやレンタカーもやってま
す。

●料金は、ご予約の際に確認ください
●上原港から車で10分　送迎あり（要
予約）

宿泊
住吉 ペンション星の砂

☎0980-85-6448
竹富町字上原289-1 マップP22
星砂海岸を一望できる
ペンション	
ダイビングショップ・お土産・
キャンプ場を併設するペンショ
ン。最高のロケーションでゆっ
くりと西表を満喫できます。

●料金は、ご予約の際に確認ください　●
上原港から車で10分　●送迎あり（要予
約）●早朝＆夕暮れヨガレッスンやってます

宿泊
浦内

プチペンション
山猫お針箱 
☎0980-85-6686

竹富町字上原870-117� マップP22
プロバンス風
プチペンション
２部屋のみのゲストハウスは、
どこかノスタルジックな風情が
あり、芸術・創作活動など静か
な時間を大切にされる方にお勧
めです。

●料金は、ご予約の際に確認ください
●上原港から車で10分 ● 軽 自 動 車 レ
ンタカーやってます

宿泊
浦内

マリンロッヂ
アトク
☎0980-85-6356

竹富町字上原7� マップP22
森に続く広い庭で
のんびりと
少し人里離れた西表の隠れ家の
ような、虫や鳥の声が耳に心地
いい、静かな島宿。
夕食後は、カウンターでお酒が
いただけます。

●料金は、ご予約の際に確認ください ●
上原港から車で15分　●送迎あり（要予
約）●海で遊んだ器材を洗う場所あります 

宿泊
浦内

星野リゾート
西表島ホテル
☎0570-073-022

竹富町字上原2-2 マップP22
最大級のリゾートで
夢の時間を
アクティビティを豊富に用意し
ており、生命力溢れる西表を思
う存分に満喫できます。島内最
大リゾートホテルです。

●料金は、ご予約の際に確認ください
●上原港から車で10分
●送迎あり（予約不要）

宿泊
住吉

ティンヌカーラ・
くくるくみ
☎0980-85-6017

竹富町字上原10-647 マップP22
ジャグジーで波の音に
包まれて
それぞれ異なるコンセプトで設
計された3つの客室は、ジャグジ
ーがこだわりです。ダイニング
バー「くくるくみ」併設してい
ます。

●上原港から車で5分  ●年中無休
●何でもお気軽にお問合せください ●
電話は16時以降がつながりやすいです

宿泊
住吉

イルマーレ
ウナリザキ 
☎0980-85-6146

竹富町字上原10-172 マップP22

ダイバーのためのリゾート
ダイビングチームうなりざきの
併設ホテルです。全室オーシャ
ンビューで、ホテルからも海を
楽しむ、快適なダイビングステ
イを。

●料金は、ご予約の際に確認ください
●上原港から車で10分
●仲間同士でワイワイ寛げます 

レジャー
山・海

上原

ブルーシーズン
西表
☎0980-85-6590

竹富町字上原548-3� マップP20
山と海であなたの
「したい！」叶えます
・ファンダイビング（ナイト・
早朝）・体験ダイビング・ダイ
ビングライセンス講習・シュノ
ーケリング・カヌーやトレッキ
ング・鍾乳洞探検やキャニオニ
ング・海と山を組み合わせたコ
ースもあり

●上原港から徒歩3分  
●8:00～20:00  
●船貸切ツアーもやっています 

レジャー
海

上原

西表島
ウォーターマン
☎0980-85-6005

竹富町字上原539-1 マップP20

もっと海が好きになる
・SUPクルーズ（早朝や夕方も
あり）・ファンダイビング・体
験ダイビング・ダイビング講習
・スノーケリングSUPと体験ダ
イビングまたはスノーケリング
組み合わせも可能

●上原港から徒歩2分 
●早朝SUPと体験ダイビングやスノー
ケリングを組み合わせたコースもあり

レジャー
海

上原

ミスターサカナ
ダイビングサービス
☎0980-85-6472

竹富町字上原657 マップP20
じっくり海中観察の
ダイビングスタイル
・ファンダイビング
・ナイトダイビング
・体験ダイビング
住吉集落で、島内唯一の沖縄伝
統建築の宿「琉夏」もやってい
ます。

●上原港から徒歩5分　●送迎あり（要
予約）●島内唯一のエンリッチドナイト
ロックス　●公認充填所

レジャー
山・海

上原
西表自然学校
☎090-4350-5102

竹富町字上原546-3 マップP20
ベテランガイドが
ご案内します	
・ナイトツアー（カヌー・星
空・蛍など）・カヌーとジャン
グルトレッキング・スノーケリ
ング（バラス島や船浮、滝カヌ
ーと組合せ可）・体験ダイビン
グ、ファンダイビングコースに
よって１日、半日選べます。

●上原港から徒歩2分  
●カフェのオリジナルスイーツも人気 
●ゲストハウス併設 

レジャー
山

上原
summerちゃまー 
☎090-8836-8281

竹富町字上原570-2 マップP20
カヤック・トレッキン
グ・写真ガイド
・ジャングルフォト・1日冒険コ
ース・貸切コース・じゃぶじゃ
ぶジャングル・半日探検コース
・早朝カヤック・バラス島シュ
ノーケル＆ジャングル・サガリ
バナカヤック・ホタル観察

●上原港から徒歩3分
●送迎あり（要予約）●8:00～21:00
●年中無休  

レジャー
海

中野

イ・テリオスダイビン
グサービス西表島 
☎0980-85-6245

竹富町字上原10-87-108�マップP22
『安全第一』『笑顔』で
ダイビング
・ファンダイビング
・体験ダイビング
・ダイビングライセンス講習
・スノーケリング

●上原港から車で5分　●送迎あり（要
予約）●少人数制ならではの小回りの
きいたダイビング 

レジャー
山・海

船浦
西表島モンスーン
☎0980-85-6019

竹富町字上原984-50 マップP21

遊んで泊まれる絶景宿
・バラス島シュノーケル（1日、半
日、サンセットあり）・ピナイサー
ラの滝トレッキング・ジャングルカ
ヌー＆洞窟探検・カヌー＆由布島観
光・乗馬体験・滝トレッキング・サ
ガリバナツアー・ナイトバラス天の
川ツアー・夜釣り

●料金は、ご予約の際に確認ください
●上原港から車で5分　●送迎あり（要予
約）●宿泊もできます！ 

レジャー
山

船浦

西表島アレンジツアー
漕屋KAGUYA
☎0980-85-7036

竹富町字上原984-75 マップP21
お一人様から
ツアー催行します！
・カヌー＆ピナイサーラの滝
・キャニオニング
・ケイビング
・滝トレッキング
・由布島観光
　（１日・半日コースあり）
・貸切コース

●上原港から車で5分　  
●宿泊施設「villa HIRUGI」併設
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西表西部診療所
☎ 0980-85-6268 祖納 診療時間／ 8:30 〜 11:30、13:30 〜 16:30

木（午後）・土・日・祝日休診

西表西部歯科診療所
☎ 0980-85-6573 上原 受付時間／ 9:00 〜 12:30、14:30 〜 18:00

土・日・祝日休診（臨時休診あり）

上原駐在所　☎ 0980-85-6510
白浜駐在所　☎ 0980-85-6110
竹富町役場西部出張所
☎ 0980-85-6839 中野 営業時間／ 8:15 〜 17:15

土・日・祝日・年末年始・慰霊の日は休み

西表島エコツーリズム協会
☎ 0980-85-6331 浦内 開館時間／ 9:30 〜 16:30

水・日・祝日休館

沖縄森林管理署祖納森林事務所　☎ 0980-85-6201　
　　　　　　　　　　　　　　　※不在時は電話が FAX に切り替わります

西
表
島 

東
部

大原診療所
☎ 0980-85-5516 大原 診療時間／ 8:30 〜 11:30、13:30 〜 16:30

水（午後）・土・日・祝日休診

竹富町立大原歯科診療所
☎ 0980-85-5593 大原 受付時間／ 9:00 〜 12:00、14:00 〜 18:00

火・金・日・祝日休診（臨時休診あり）

大原駐在所　☎ 0980-85-5110
竹富町役場東部出張所
☎ 0980-85-5216 大原 営業時間／ 8:15 〜 17:15

土・日・祝日・年末年始・慰霊の日は休み

西表野生生物保護センター
☎ 0980-85-5581 古見

開館時間／ 10:00 〜 16:00
月・祝日（こどもの日および文化の日を除
く）・慰霊の日・年末年始休館

沖縄森林管理署大原森林事務所　☎ 0980-85-5308　
　　　　　　　　　　　　　　※不在時は電話が FAX に切り替わります

お役立ち電話帳

30 3130 31

レジャー
山

住吉
西表島コロンブス
☎0980-85-6093

竹富町字上原10-87-203�マップP22
日帰りOK！
前日予約もできます
・マングローブカヌー・滝トレ
ッキング・キャニオニング
・鍾乳洞探検・シーカヤック
・由布島観光・ナイトツアー
　（蛍、サガリバナ、星空な
ど）

●上原港から車で10分
●送迎あり（要予約）●9:00～21:00
●記念写真プレゼント  

レジャー
山

干立
くまのみ自然学校
☎0980-85-7850

竹富町字西表993� マップP23
自然観察と歴史文化の
エコツアー＆教育旅行
・マングローブカヤック、トレ
ッキング・森、ジャングルトレ
ッキング・バードウォッチング
・ナイトプログラム・リーフト
レッキング・島ごはん作り・ヤ
エヤマヒメボタル鑑賞他にも多
数ご用意

●上原港から車で15分　西部地区送迎可 
●9:00～19:00　●不定休   
●教育旅行（団体向け）やっています。

レジャー
山

浦内
浦内川観光
☎0980-85-6154

竹富町字上原870-3 マップP18
沖縄県最大の川を
満喫
・ジャングルクルーズ＆トレキ
ッキング（ガイド有りなし選択
可）・浦内川遊覧・宇多良炭坑
史跡・カヌー＆マングローブ探
検・早朝クルーズ・スターナイ
トツアー・半日カヌー体験

●上原港から車で15分　●季節限定コ
ース（サガリバナ・キャニオニング）
●ルアーフィッシングもやっています

レジャー
山・海

住吉

西表島カヌークラブ
ぱいしぃず 
☎0980-84-8223

竹富町字上原10-693 マップP22
本格シーカヤックから
お手軽ツアーまで
・海と川でシーカヤック
・マングローブカヤック＆ジャ
ングル探検（半日コースもあり）
・季節限定ツアー（シュノーケ
ル／沢遊び／サガリバナ）
・キャンプツアー・カヤックレ
ッスン

●料金は、ご予約の際に確認ください
●上原港から車で15分　●送迎あり（要予
約）●海で遊んだ器材を洗う場所あります 

土産
上原 西表島フルーツ

☎080-8563-6690
竹富町字上原870-223� マップP20
感動・笑顔・感謝を
フルーツにこめて
甘いピーチパイン・程よい酸味
と上品な甘みのてぃららマンゴ
ー・コクのあるアップルマンゴ
ーを栽培。
ネット通販可能。加工品も扱っ
ています。

●上原港から車で5分   
●14:00～20:00　
●年中無休 

土産
住吉 西表パイン園

☎0980-85-6446
竹富町字上原10-26 マップP22
最南端の産地から送料無
料で全国へ
完熟したパインを送料無料で全
国へお届けします。インターネ
ット販売しています。パイナッ
プル畑見学も行っています。

●上原港から車で5分   
●注文は、ネット・電話・FAXで受付  
  

土産
住吉 アララガマ農園

☎0980-85-6943
竹富町字上原10-158 マップP22
ピーチパイン＆マンゴー
のギフト販売
西表産のピーチパインとマンゴ
ーを買うならココ！
無農薬の国産バナナも人気で
す。送料無料で全国にお届けし
ます。
とれたてフルーツを使ったカフェ
「いるむてぃや」やってます。

●上原港から車で10分  
● 有 機 栽 培 ・ 無 農 薬 で つ く っ て い ま
す。

売店
中野 スーパー川満

☎0980-85-6157
竹富町字上原547-1 マップP20
食材に日用品、オリジナ
ル商品まで何でも揃う
お土産はもちろん、地元の食材
から日用品店内調理のお惣菜や
お弁当まで、コンビニのような
スーパーです。

●上原港から徒歩2分  
●7:00～21:00　
●年中無休（正月は時短営業）

売店
中野 スーパー八重

☎0980-85-6619
竹富町字上原330-2� マップP22
島人ご用達の品揃え
豊富な島のスーパー
島のお土産から日用品まで観
光客も島人も大満足の品揃えで
す。シュノーケルツアー「西表
インシャー」と素泊まり宿「民
宿八重」併設。

●上原港から車で5分  
●7:00～20:30　年中無休（元旦除く） 
●FBでセール品や入荷情報発信中！ 

レジャー
山

住吉

西表ガイド
UMICO
☎0980-85-7383

竹富町字上原10-625 マップP22
人の少ない隠れた
ポイントをご案内	
☎090-2908-9132〈海コース�シーカヤッ
ク〉水落の滝など全4コース〈川コース�
マングローブカヤック〉浦内川など全3
コース〈森コースジャングルトレッキン
グ〉ユツン三段の滝、ピナイサーラの滝
他にも、半日コースとサガリバナ、ホタ
ル観賞、早朝・サンセットカヤック

●上原港から車で10分　●送迎あり（要予約
●小さなお子様連れやご年配の方大歓迎！
●ツアーは最大7名までの少人数制 

レジャー
山

住吉

西表ポロロッカ
☎090-2701-9467
☎0980-85-7577

竹富町字上原10-87-B101�マップP22
笑顔になれるアウト
ドアツアーショップ
・滝トレッキング・ガイドにお
まかせコース・貸切ファミリー
アドベンチャー・早朝リーフカ
ヤック・カヌー＆由布島観光
・サガリバナやホタル観賞

●上原港から車で10分
●送迎あり（要予約）●8:00～21:00 
●不定休 

レジャー
海

浦内
しげた丸
☎0980-85-6300

竹富町字上原870-125 マップP22
シュノーケリング＆秘境
を堪能
シュノーケリングをメインにマ
ングローブ生い茂るクイラ川遊
覧、船浮集落散策したり西表島
の秘境をガイド。

●上原港から車で10分　●送迎あり（
要予約）●大型ボートには、シャワー・
トイレ付　●団体受付やっています

レジャー
海

住吉

ダイビングチーム
うなりざき
☎0980-85-6146

竹富町字上原10-172 マップP22
島随一の
ダイビング老舗ショップ
・ファンダイビング
・体験ダイビング
・ダイビングライセンス講習
・スノーケリング

●上原港から車で10分　
●送迎あり（要予約）●9:00～20:00
●ホテル併設で快適ダイバーステイ

レジャー
海

住吉
メラマウリゾート 
☎0980-85-7073

竹富町字上原10-681� マップP22
【1日1組限定】
完全プライベートツアー
・ボートチャーター（体験ダイ
ビング、釣り、シュノーケル）
・カヌー＆トレッキング（半日
コースもあり）
・レンタルキャンピングカー
・カヌー＆シュノーケル＆星砂
海岸散策

●上原港から車で10分　送迎あり（要
予約）●船上では、オリジナルコース料
理でおもてなし

交通
白浜

船浮海運
☎0980-85-6552（平日）
☎0980-85-6161（土日）

竹富町字西表2458 マップP23

白浜港⇔船浮港を運航
海・山・川・珊瑚・砂浜マング
ローブ・星空全てが手つかずの
船浮へ渡る定期船。
民宿ふなうき荘のご家族が切り
盛りしてます。

●上原港から白浜港まで車で30分  
●白浜港⇔船浮港　所要時間約10分

レジャー
海

白浜
屋良商店
☎0980-85-6126

竹富町字西表1499-73 マップP23
地元出身ガイドが
貴方だけのツアーへ	
・�船を1日（or半日）チャーター�
釣り、滝トレッキング、シュ
ノーケル、ご希望に応じてプ
ランを組み立てます。

・�遊覧、渡し船（マリンタクシ
ー）サガリバナツアー、船浮
湾遊覧など

●白浜港から徒歩2分  
●ツアーには手ぶらで参加OK 
●おばぁの美味しいお弁当つき！ 

レジャー
海

船浮
ふね家
☎090-4470-5966

竹富町字西表2437 マップP18
『船浮・網取・崎山』
専門のグラスボート観光
・グラスボート秘境巡り
　ツアー
・グラスボート貸切
　チャーター
・奥西表シュノーケリング　
　ツアー

●白浜港から船で10分、船浮港下船す
ぐ●不定休●元気のいい小さなお子さ
んシニア世代●ペットも歓迎です 

レジャー
山

白浜

まんさく
ツアーサービス
☎0980-85-6222

竹富町字西表1499-24 マップP23
カヌー・シーカヤック
ツアー専門店
・マングローブカヤック＆滝シ
ュノーケル＆キャニオニング（1
日コースと半日コースあり）
・キャンプツアー

●上原港から車で15分
●送迎あり（要予約）　●白浜港の縁
側カフェ「ハレノワ」併設

レジャー
山

白浜

西表ジャングル
探検隊
☎080-9570-6185

竹富町字西表1499-115 マップP23
石垣日帰り可能。初心
者も上級者も大満足！
マヤグスク、ピナイサーラ、ゲ
ーダ、ユツン三段の滝…。マン
グローブカヌー、トレッキン
グ、キャニオニング、鍾乳洞探
検…組合せ色々。西表のジャン
グルで忘れられない一日を過ご
しましょう！

●上原港、西表西部地区送迎無料
●装備品全てレンタル無料
●全コース千円引きセール中！ 

レジャー
山

祖納

西表島
ジャングルブック 
☎080-6516-2008

竹富町字西表608� マップP23
少人数・貸切のみで
ツアー催行
・秘境カヤック＆トレッキング
・季節限定ツアー
・オリジナルツアー
・カヤック
・トレッキング
・ナイトツアー
・シュノーケル

●上原港から車で10分
●送迎あり（要予約）●8:00～21:00 
●日帰りOK    

レジャー
海

住吉

スマイルフィッシュ
ダイビングサービス
☎0980-85-6413

竹富町字上原10-662 マップP22
初心者や
ブランクダイバー大歓迎
・体験ダイビング
・ライセンス講習
・ファンダイビング
・シュノーケリング
コンドミニアム「テラス西表島」
併設

●上原港から車で5分
●送迎あり（要予約）●8:00～21:00
●英語対応できます  

レジャー
山

浦内

西表島
バナナハウス
☎0980-85-6175

竹富町字上原870-105 マップP22
西表を知り尽くした
名物ガイドがご案内
滝トレッキング、西表島横断、
古見岳、ナイトツアー、バード
ウォッチング等ご希望に合わせ
てガイド。（干潟の生物、宇
多良炭鉱跡、鍾乳洞探検など）
TV・雑誌のコーディネートも
OK。

●上原港から車で8分　●送迎あり（要予
約）●ビーチクリーンアップを継続的に行
い漂着するゴミ問題に取り組んでいます 



鳩
間
島

宿泊
ペンション
マイトウゼ
☎0980-85-6166

竹富町字鳩間46 マップP32
バンガロー形式の
ペンション
お泊まりと食事が別の場所になっ
ているのが特徴。お泊まりはバン
ガロー形式の「ペンションマイト
ウゼ」で。食事は海辺の「シーサ
イドマイトウゼ」で海を眺めなが
ら。食堂の2階はテラスになって
おり、星空観測ができます。

●港から徒歩3分
●料金は、ご予約の際にご確認くださ
い。

宿泊 民宿いだふに
☎0980-85-6374

竹富町字鳩間26� マップP32

石垣の上の浮き玉が目印	
宿のオーナーは三線唄者。鳩間
島音楽祭をはじめ全国各地でラ
イブ活動をしています。楽しい
鳩間島の思い出ができますよう
に、真心こめたサービスを心が
けています。アトホームな気分
でくつろいでください。

●港から徒歩1分
●料金は、ご予約の際にご確認くださ
い。

鳩間島の星砂を袋に
詰めて置いてある無
人販売コーナー。ペ
ンションマイトウゼ
近くにある。

港付近の海は特にキレイで写真
を撮りに訪れる観光客も多い。

屋良浜
港から徒歩20分程度でいける一番人気の海岸。海の
向こうに、雄大な西表島を一望することができる。

灯台
鳩間島の中央に位
置する島のシンボ
ル的な存在。

与那嶺朝路／鳩間島で撮影
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新
城
島

タカニク
上地島の集落北側に位置する昔の火番
盛。離島の通信手段として、この場所
から烽火をあげていたといわれる。

レジャー
海

パナリ島観光
☎090-4984-8800
☎0980-85-4120

竹富町字新城13 マップP34
シュノーケリングや
マリンサービスで遊ぶ
〈石垣島発〉・新城島散策＆シュノー
ケリング1日コース・新城島のんびり1
日散策コース（フリータイムあり）・
マリンパックツアー1日コース（バナ
ナボート、ビスケット、ウェイクボー
ド等）〈西表島（大原港）発〉・新城
島散策＆シュノーケリング1日コース

●新城島で唯一！食堂・シャワールーム・
更衣室・トイレ完備●レンタサイクル、
ジェットスキーレンタル可能（別途有料）

北の浜
貝殻やサンゴのかけらがたく
さんあるきれいな海岸。ウミ
ガメも産卵にやってくる。

美しいサンゴ礁に囲まれる新城島。
カラフルな魚たちを見ることができ
るのでスノーケルツアーが人気。

クイヌパナ
上地島の桟橋の西にある物見
台を昇った先には、新城島を
象徴する景色が広がる。
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お役立ち電話帳

波照間診療所
☎ 0980-85-8402

診療時間／ 8:30 〜 11:30、
13:30 〜 16:30
土・日・祝日は休診

波照間 駐在所　☎ 0980-85-8110
竹富町役場波照間
出張所
☎ 0980-85-8428

営業時間／ 8:15 〜 17:15
土・日・祝祭日・年末年始・
慰霊の日は休診

7:00-21:00 
昼なし
日曜日
7:30-20:30

8:00-20:30 
昼休み 13:00-15:00

7:30-21:00
昼なし

7:30-20:30 
昼休み 12:00-15:00

7:30-21:00
昼休み 12:00-15:30
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波照間島産の泡盛『泡波』
は、手に入りづらい希少酒
として人気が高い。島内の
売店で売っているが、種類
が豊富なのは酒造所の南側
にある泡波酒店である。

波
照
間
島

波
照
間
島

飲食 居酒屋あがん
☎0980-85-8088

竹富町字波照間148 マップP37

日本最南端の居酒屋	
波照間島に来たら夜は居酒屋あがん
へ。観光客、地元の人で賑わう居酒
屋です。お店に入ると圧巻、泡盛の
瓶が所狭しと並んでいます。島の食
材を使った料理は、家庭料理から創
作料理まで美味しいと評判。予約す
るのがおすすめです。

●港から徒歩10分
●18:00～23:30　
●定休日：月曜日

売店 あだん

波照間港ターミナル内� マップP37
波照間港ターミナル内の
小さな売店	
港ターミナルにある売店あだ
ん。島の特産品、オリジナルの
お土産が揃います。南十字星の
ポストカードや、各種ステッカ
ーも大人気。船の待ち時間にぜ
ひご利用ください。

●9:00～船の最終便まで（午後昼休憩
あり）　
● 不定休

その他 星空観測タワー
☎0980-85-8112

竹富町字波照間3905-1 マップP37

世界に認められた星空を
星空観測タワーは、島の南東端
にあります。天体観測の障害と
なる気流の影響が少なく大気が
安定しているため、星がくっき
りと見えます。南十字星の観測
は12月後半から６月が適してい
ます。

●港から車で5分　●開館時間：13:00
〜16:00　夜間は不定期
●休館日：不定期

宿泊
ホテル
オーシャンズ
☎0980-85-8787

竹富町字波照間78-2　� マップP37

島内唯一のホテル
洋室は11室、和室は3室。全室バス・ト
イレ・クーラー・ＴＶ・冷蔵庫付き。
アメニティも充実しています。無線LAN
あり。共同コインランドリーあり。レ
ンタカー・レンタバイク・レンタサイ
クルあり。宿泊者には割引もあります。

●料金は、ご予約の際に確認ください
●港から車で5分　
●送迎あり　

交通
レンタサイクル　
ねも自転車
☎090-4435-2621

竹富町字波照間5244� マップP37
電動自転車専門レンタル
ショップ
最南端の碑やニシ浜ビーチなどへ行
く道は、距離もありアップダウンも
あります。当店の電動自転車でのん
びりと、そして思う存分島時間や島
の風、島の雰囲気を感じてみません
か？ご予約も承り中です。（宿泊者
向けのプランもあります）

●波照間港より無料送迎　約5分
●島の北側　民宿照島荘のとなりです

宿泊 はこな旅館
☎0980-85-8668

竹富町字波照間1168-2 マップP37

南の島の小さな旅館	
大自然に囲まれた3室だけの小さ
な隠れ家旅館。全室禁煙。自然
塗料を使用し、落ち着いたインテ
リアや琉球畳でリラックス出来ま
す。旅館のすぐ裏手には共同売店
があり、とても便利。一通りアメ
ニティが揃っているので安心。

●料金は、ご予約の際に確認ください
●電話受付時間：10:00～21:00　
●1泊朝食のみ

宿泊 民宿　星空荘
☎0980-85-8130

竹富町字波照間85� マップP37
集落の中心に位置し、と
ても便利
咲き誇るブーゲンビリアが目印
の星空荘。様々な著名人も訪れ
ている老舗の宿。現在は素泊ま
りのみ受付けています。宿主は
トシおばぁ。部屋には星座の名
前がついており、個室です。

●料金は、ご予約の際に確認ください
●港から車で5分、徒歩15分　
●送迎有り（要予約）

宿泊
ペンション
最南端
☎0980-85-8686

竹富町字波照間886-1　 マップP37
ニシ浜の目の前、絶景を
独り占め
眼下に広がるのは、ニシ浜。ペンショ
ン最南端は全室オーシャンビュー。波照
間ブルーを眺めながら、ゆっくりくつろ
げます。コイン式のランドリーがあるの
で、海水浴の後もうれしい。夕食は、海
の向こうに沈む夕陽を見ながら。夜は
満天の星座の下で、泡盛をどうぞ。

●料金は、ご予約の際に確認ください
●港から車で3分　
●送迎あり（要予約）

宿泊 民宿　勝連荘
☎0980-85-8154

竹富町字波照間3029�� マップP37

素泊まりの宿
港から少し離れた南集落にあ
り、近くには共同売店、食堂、
居酒屋もあり便利。洗濯機・バ
ス・トイレは共用。レンタサイ
クルもやっています。
（電動自転車あり）

●料金は、ご予約の際に確認ください
●港から車で10分　
●送迎あり（要予約）

ニシハマ
ニシは方角の「北」の意味。
ハテルマブルーと言われる
絶景ビーチとして名高い。

高那崎
断崖絶壁に荒波が打ち寄せる
迫力ある景勝地。

日本最南端の郵便局
蛇の道
最南端の碑までくねくねと続
く道には、全国から集めた特
徴的な石が埋められている。

おしゃれなデザ
インの波照間島
黒蜜。
●名石売店
　マップP37

定番の波照間産黒糖。オリ
ジナルのステッカーはかわ
いいイラストや渋い柄など
各種あり人気。
●あだん　マップP37

アーサの
チャーハンと
泡波で一杯。
●居酒屋あがん
　マップP37

オヤケアカハチ
波照間島の英雄。18歳で島を出て
石垣島（大浜）に移り住み、その
後八重山の首領として琉球王国と
戦った『オヤケアカハチの乱』が
今に語り継がれている。

マンホール
南十字星が描かれ
た波照間島のマン
ホールは、隠れた
人気スポット。

ハテルマブルーの海が広がる
日本最南端の島、波照間島

日本最南端之碑
東経123度47分、北緯
24度２分の日本最南端
の地であることを示し
ている。
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お役立ち電話帳

小浜診療所
☎ 0980-85-3247

診療時間／ 8:30 〜 11:30、13:30 〜 16:30
土・日・祝日は休診

小浜駐在所　☎ 0980-85-3110
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小
浜
島
／
加
屋
真
島

小
浜
島
／
加
屋
真
島

内藤慎吾／小浜島で撮影

美しい自然とリゾート
が融合する小浜島

加屋真島はサンゴの海
に浮かぶほぼ無人の島

大岳展望台
大岳（ウフダキ）の頂上
にある展望台からは360°
広がる大パノラマの絶景
が見られる。小浜島は八
重山諸島の真ん中にある
ので、天気が良ければ与
那国島を除く全部の島々
を見渡せる。

カヤマのうさぎ
元々食用として持ち込まれたというウサ
ギ。島の管理を任されている事業者が定
期的にエサをあげている。

マンタ展望台
小浜島の西端に位置する細崎漁港脇
には広々とした海人公園があり、そ
こにマンタ展望台が建っている。夜
には満天の星が見られる。

西大岳展望台
大岳（ウフダキ）より低
いが、こちらも絶景ポイ
ント。展望台には、ちゅ
らさんの碑と東屋がある
ので、絶景を眺めながら
休憩する観光客も多い。

アップダウンのある
道が多いので、レン
タカーやレンタルバ
イクがおすすめ。

浜島
干潮時のみ現れるため「幻の島」と
言われる。定期船がないため、ツア
ーに参加しよう。
小浜島から船で約15分。
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宿泊 うふだき荘 
☎0980-85-3243

竹富町字小浜52� マップP40

親戚の家のようなお宿
小浜島の老舗宿。各部屋にあえてテレ
ビは設置しておりません。全室Wi-Fi
完備。夜は居間で泡盛片手に�ゆんたく
（おしゃべり）。名物は、信子おばぁ
のお手製サーターアンダギー、サクサ
クふわふわ、お土産に人気です。カフ
ェタイムには、かき氷もどうぞ。

●料金は、ご予約の際に確認ください
●港から車で約5分
●送迎あり（要予約）

交通 小浜島総合案内所 
☎0980-85-3571

竹富町字小浜3400-38� マップP41
港からすぐ近くのレンタ
ルショップ	
レンタカー、レンタバイク、レ
ンタサイクルのお店。アップダ
ウンの多い小浜島には、旅の足
が必需品。塩害対策のため、洗
車を欠かさないのがオーナーの
こだわり。いつでもピカピカ、
安心です。

●港から徒歩2分
●船の運航時間内営業
●年中無休

交通 コハマ交通
☎0980-85-3830

竹富町字小浜3209-1 マップP41
島の観光は、おまかせく
ださい
朝ドラ「ちゅらさん」のロケ地や小浜
島の景勝地を巡る観光バスをご用意、
個性豊かなガイドが案内します。� 普
通運転免許をお持ちの方であれば、ど
なたでも体験できるレンタルKIIIカー
トもあります。小浜島の風を全身に感
じながら楽しく走ることができます。

●ツアーは港より出発（送迎なし）
●8:00～17:30　　　
●年中無休  

交通 小浜島観光
☎090-5939-3418

竹富町字小浜3208-11 マップP41
島の魅力をご案内するレ
ンタカーショップ
小浜島はアップダウンが多いの
で、レンタカーでの観光がオス
スメですよ。
わーりたぽーり・小浜島！
（小浜島へいらっしゃい！）

●港から車で2分
●送迎あり（要予約）●8:00～18:00　
●年中無休

レジャー
海

（株）シメラギ
受付時間：7:00～21:00

☎090-4471-5800
竹富町字小浜753-2� マップPP41
マンタ！バラス島！幻の島！魅力
的なコースでリピーター続出
幻の島＆シュノーケリング＆マン
タチャレンジ（5時間�or1日）・バ
ラス島＆シュノーケ　リング＆幻
の島（5時間� or� 1日）・幻の島＆
シュノーケリング各々コースに竹
富島観光や小浜島観光のセットあ
り。・サンセットSUPナイトSUP

●港から車で3分　送迎あり（要予約）●コースに
よって小浜島発、竹富島発、石垣島発あり。●シ
ャワールームあり（シャンプー＆ドライヤー付き）

宿泊
星野リゾート 
リゾナーレ小浜島
☎0570-073-055

竹富町字小浜東表2954 マップP41
浜辺や海の魅力を体感できる
小規模プライベートリゾート
全60室のスイートと広大なビー
チを配し、混み合うことない優
雅な滞在をお楽しみいただけま
す。

●料金は、ご予約の際に確認ください
●港から車で約10分
●送迎あり（要予約）

宿泊
はいむるぶし
問合せ時間：9:00～18:00

☎0980-85-3111
竹富町字小浜2930� マップP41
南十字星という名のリゾ
ート
目の前は、瑠璃色の海。静かな夜、
幻想的な星空が広がります。地元の食
材をふんだんに使ったお料理、八重山
地方を感じる空間。訪れた人の命を癒
す、アイランドリゾートです。ゆった
りと過ぎる贅沢な時間の中で、特別な
リゾートステイをお楽しみください。

●上原港から車で15分　西部地区送迎
可●9:00～19:00　●不定休　●教育旅
行（団体向け）やっています

宿泊 民宿だいく家
☎0980-85-3352

竹富町字小浜73 マップP40
島で唯一の手作りパンあ
ります
宿は全室禁煙、クーラー・テレ
ビ付き、部屋数は全６部屋、それ
ぞれタイプが異なりお一人様でも
家族連れでもゆっくりくつろげま
す。島で唯一！　手作りパンが買
えるカフェを併設していて、そば
や軽食が食べられます。

●車で数分の「居酒屋やらます」への送迎あり
●宿泊者限定で島酒飲み放題  
  

レジャー
海

三和トラベル 

☎0980-82-6475
石垣市美崎町4-9 
うさぎの島で、自然と遊
ぼう	
ビギナーでもダイビングやシュ
ノーケリングが楽しめるツアー
人気です。船でクルージングし
ながら、美しいサンゴ礁と熱帯
魚が泳ぐお魚畑へ向かいます。
レストハウスにはシャワー、水
洗トイレも完備。

●石垣港離島ターミナルから徒歩3分（
ホテルミヤヒラ内）●8:00～20:00　　
●年中無休 

レジャー
海

小浜島遊び専門店
mine（マイン）
☎080-2090-2220

竹富町字小浜1919 マップP40
ワンランク上のシュノーケリン
グを楽しみたい方にオススメ
・パナリ、黒島、幻の島３島で
シュノーケリング・黒島散策＆
シュノーケリング＆幻の島・パ
ナリ半日シュノーケリング・シ
ュノーケリングツアー　（4時
間or2時間）・ジェットブレー
ド体験

●ツアーは港より出発　（送迎：小浜
島宿泊の場合要相談）●8:00～20:00  　
●不定休

レジャー
海

シーテクニコ
（事務所）

☎0980-87-8010
竹富町字小浜3400-38 �マップPP41
幻の島やサンゴ礁を思い
っきり楽しみませんか
・幻の島上陸＆シュノーケリング半日コース・
シュノーケリング2ヶ所＆幻の島上陸１日コー
ス・体験ダイビング＆幻の島上陸半日コース・
体験ダイビング＆シュノーケリング＆幻の島上
陸１日コース・ボートサンセットコース・マリ
ンスポーツコース（バナナボート、マリンジェ
ット、SUP）・ボートチャーター

●小浜港もしくは石垣港発着　●シュノ
ーケリングや体験ダイビングは丁寧に講
習し、安全に楽しんでいただきます

加屋真島加屋真島

小浜バーガー
が人気。
●BOB'S CAFE
マップP41



お役立ち電話帳

黒島診療所
☎ 0980-85-4114

診療時間／ 9:00 〜 12:00、13:00 〜 16:00
（１日６時間）

土・日・祝日・慰霊の日は休診

黒島ビジターセンター
☎ 0980-85-4149

開館時間／ 9:30 〜 16:30
（12:00 〜 13:00 は昼休憩）

入館料無料、月・年末年始は休館

黒島研究所
☎ 0980-85-4341

開館時間
9:00 〜 18:00（10 月〜 3 月は 17:00）
入館料 500 円、年中無休
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黒
島

黒
島

レジャー
海

ダイビングサービ
スひでsun
☎0980-85-4777

竹富町字黒島117 マップP44
完全少人数制！新米ダイバーさん＆
ブランクダイバーさんでも安心！
・ファンダイビング
・体験ダイビング
・ライセンス講習
（オープンウォーター・アドバン
スドウォーター）

●港から車で3分　●送迎あり　
●8:00～22:00　●冬期休業日あり
●男女別のシャワールーム完備 

宿泊 南来
☎0980-85-4304

竹富町字黒島412� マップP45

西の浜に近い宿
西の浜はウミガメが産卵に訪
れる浜です。音楽好きなオーナ
ー、沖縄の音楽・三線に興味の
あるかたにおすすめです。晴れ
た日には空一面に満天の星が見
えます。黒島港からすぐの所に
別館を併設。

●港から車で3分　
●送迎あり 

黒島の周囲は、コバルトブルーの
美しい海の色が特徴的

黒島牛祭り
毎年2月下旬に行われ、島が一番賑
わう日。牛汁や丸焼きが食べられ、
牛一頭が当たる大抽選会もある。

黒島研究所
主にウミガメの研究をして
おり、入館料500円を払うと
展示室の見学ができ、館内
ではカメやサメの餌やり体
験もできる。かわいくてユ
ニークなグッズも販売して
いる。

牛
人口約220人に対して、牛の数は
3000頭を超える黒島。Uターンして
畜産業に就く若者も多く、たくさん
の牛が放牧されている黒島の景観は
八重山のなかでも独特である。

ハート石
仲本海岸に２つあるハート
石。見つけるといいことが
あるかも…。

黒島展望台
島のほぼ中央にある展望台。道100選
に選ばれた道に向かって、真っ直ぐの
びる一本道を見渡すことができる。

仲本海岸
スノーケルポイントとして人気の海岸。地形な
どの特徴から事故が多い海岸なので、遊泳可能
かどうかは当日確認することが必要である。

竹原久雄／黒島港に入港する直前で撮影

伊古桟橋
現在は船着き場として使用されて
おらず、2005年に国の有形文化
財に登録された。海の上を歩いて
いるような気分になれる満潮時に
行くのがオススメ。

道100選の道
日本の道100選に選ばれた
「県道黒島港線」。サン
ゴ礁琉球石灰岩の石垣に
赤瓦の屋根は沖縄を代表
する景観となっている。
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観光
石垣島
ドリーム観光
☎0980-84-3178

石垣市美崎町1 
離島へＧＯ！
ドリームでＧＯ！	
八重山諸島を満喫いただけるツア
ーをご案内。1日で西表・由布・
竹富の3島をめぐるツアーが人気
です。八重山の離島をのんびり観
光してみてください。

●石垣空港からバスで約30分、石垣港
離島ターミナル内　●7:00～18:00
●年中無休  

交通
観光 安栄観光

☎0980-83-0055
石垣市美崎町1�

定期船運航＆観光ツアー
島と島を結ぶ、人々のライフラ
イン。日本最南端の有人島で知
られる波照間島をはじめ、石垣
島と西表島� （上原港・大原港）
・小浜島・竹富島・黒島・鳩間
島とを結ぶ定期船の運航と今が
旬な観光プランをご案内します。

●石垣空港からバスで約30分、石垣港
離島ターミナル内　●6:00～20:00　  
●年中無休 

交通
観光

石垣島トラベル
センター
☎0980-83-8881

石垣市美崎町1 
石垣島、竹富島、西表島など
離島観光はお任せください	
定番の離島観光はもちろん、八重山ではここで
しか体験できない「イルカと遊ぼうふれあいコ
ース」。日本初ダークスカイパーク認定で注目
される南の島の星空ツアーSORAバス（期間限
定）など魅力満載のコース満載。カヌーや、ト
レッキングで滝に行くもよし、白砂を自転車で
行くもよし、八重山の島々をご堪能ください。

●石垣空港からバスで約30分、石垣港
離島ターミナル内　●7:30～18:00
●年中無休  

交通
観光

西表島観光センター
やまねこツアーズ
☎0980-82-9836

石垣市美崎町1�

多彩なツアーで島の魅力
を満喫
石垣島発、西表島・竹富島・小浜島を観光
するツアーを催行。特に西表島への観光ツ
アーなら当店へおまかせください。仲間川
マングローブクルーズ、浦内川ジャングル
クルーズ、パイヌマヤアドベンチャーパー
クでのユツン川カヌーなど、自然の宝庫西
表島を満喫できるツアーをご案内します。

●石垣空港からバスで約30分、石垣港
離島ターミナル内　●7:30～18:00　　
●年中無休  

交通
ANA全日本空輸（株）
石垣八重山支店
☎0570-029-222

石垣市白保（南ぬ島石垣空港内）

快適な空の旅へ
ANAグループでは、石垣空港か
ら本土4路線、沖縄県内2路線の
計6路線、15往復30便を運航。
羽田線では最新鋭のボーイング
787を投入。

●石垣港離島ターミナルからバスで約
30分

交通
観光 平田観光

☎0980-82-6711
石垣市美崎町1　 
web予約専用　☎0980-88-8835
元祖、八重山の旅行会社	
昭和47年、平田つりぐ店として創業、
竹富島の水牛車観光を開発した、元祖�
八重山の観光社。心と心がつなぐ素敵
なマイ旅へ、ご旅行の時期やご希望に
合わせて最適なツアーをご提案。国際
観光振興機構JNTO認定� 。日本最南端
ビジットジャパン案内所に指定。

●石垣空港からバスで約30分、石垣港
離島ターミナル内　●7:30～18:00
●年中無休

ショップ
ファミリーマート
石垣新栄店
☎0980-84-1678

石垣市新栄町79-12 
あなたと、コンビに、
ファミリーマート	
来るたび新しい発見があって、新
鮮さあふれたコンビニへ。私たち
は、便利で安心できるサービスを
通じ、お客様の気持ちにいちばん
近い存在を目指します。

●石垣港離島ターミナルより、車で約
10分

その他
りゅうせき
八重山支店
☎0980-82-3876

石垣市南ぬ浜町1-2�

りゅうせきエネプロの八
重山支店
雨の日も風の日も、暮らしの必
需品を八重山の島々へ届けます。

●石垣港離島ターミナルから徒歩3分　

宿泊
石垣シーサイド
ホテル
☎0980-88-2421

石垣市川平154-12�

底地ビーチが一望できる
抜群のロケーション
石垣島の北西部に位置し、目の
前に遠浅で穏やかな底地ビーチ
と、島内で一番の景勝地である
川平湾にほど近い絶景のロケー
ション。日常の喧騒から離れ、
ゆっくりと流れる島の時間をご
堪能ください。

●石垣空港からバスで約60分、レンタ
カーで約30分

飲食 あじ彩石垣島
☎0980-82-2700

石垣市大川554-1 
八重山舞踊と三線ライブ
ショー毎日開催中！	
八重山の唄と踊り。あじ彩シア
ターでの本格的な八重山舞踊は、
石垣島の夜を心豊かに演出。また
落ち着いた雰囲気の宴会場や個室
は、祝いの宴や喜びの集いに最適
な空間です。郷土料理・単品メニ
ューもございます。

●石垣港離島ターミナルから車で10分 
●17:30～22:00　※舞踊 19:00～ 40分間
●年中無休

交通
ＪＴＡ八重山支社
八重山営業所
☎0980-82-9515

石垣市登野城2-10　アユタビル１階 

安心安全、空の旅	
私たちJTAは“沖縄に一番必要とされるフルサー
ビスキャリア”を目指しています。沖縄に生まれ
育った企業として、私たちの提供するサービス
にさまざまな沖縄らしさを取り入れ沖縄の魅力
を世界に発信していきます。そして航空事業の
枠を超え、沖縄の振興と地域社会に貢献するこ
とで、新たな価値創造に挑戦してまいります。

●石垣港離島ターミナルから徒歩6分  
●9:30～12:00 　13:00～17:30　
●定休日：土・日・祝祭日 

宿泊

石垣島
ビーチホテルサンシャイン
受付時間：9:00～18:00

☎0980-82-8611
石垣市新川2484　�

絶景を楽しむ、リゾート
ホテル
広がる海、竹富島や西表島を望む
絶景のロケーション。波の音と天
の川が、あなたをおもてなし。輝
く海や八重山の島々を望む露天風
呂付展望大浴場で夕陽や星々を眺
めながら、ゆったり流れる島時間
をお楽しみください。

●石垣港離島ターミナルから車で10分

レジャー
海

川平マリンサー
ビス
☎0980-88-2335

石垣市川平911 

南の島の小さな旅館	
川平湾グラスボートは、穏やかな
湾内の遊覧です。船底はガラス張
り、船の上から海の中を見ること
ができます。潮の干満を知ってい
れば、川平湾の美しさをより楽し
むことができます。

●石垣港離島ターミナルから車で30分
●9:00～17:00
●年中無休 

レジャー
海 ぷしぃぬしま

☎0980-88-6363
石垣市美崎町2�

ここでしか味わえない感
動を！
「ぷしぃぬしま」とは、八重山の方
言で「星の島」の意味。長年の経験
と豊富な知識で、八重山の海遊びを
サポートします。ダイビングやシュ
ノーケリング、マリンジェットやウ
エイクボードまで、海遊びの事なら
何でもお任せ。

●石垣港離島ターミナルから徒歩3分

交通
観光

八重山観光
フェリー
☎0980-82-5010

石垣市美崎町1�

さらに南の島々へ
七色の海を渡る旅を快適な船旅
をご案内。八重山の島々を巡る
ツアーも開催しています。お得
なWeb予約も必見です。

●石垣空港からバスで約30分、石垣港
離島ターミナル内　●6:30～19:00　　
●年中無休 

石
垣
島

石
垣
島

美しい自然の中には、

時に危険が潜んでいます。

いざという時には慌てず

「いつ」、「どこで」、「なにがあった」

を伝えてください。 119
火事・救急・救助

110
事件・事故

118
海の事件・事故

※	緊急でない「ご相談」などは、
　石垣海上保安部
	☎ 0980-83-0118	
にご連絡ください。

玉取崎展望台からの眺め／石垣島
48 4948 49
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100円につき
1ポイント貯まる

一部の加盟店において付
与ポイント数が異なる場合
がございます。詳しくは
各店舗にお問い合わせく
ださい。

竹富町内と全国の
サイモンズ加盟店で
ポイントを貯める
ホテル、レストラン、ショッピン
グ、エステなどさまざまな業種
のお店で使えます。

提携ショップのポイントとサ
イモンズポイントがダブルで
貯まり、とってもお得

※�提携先のポイントは
　約3カ月後に付与。

サイモンズポイント
モール （ネットショップ）
でポイントを貯める

入会金 ・ 年会費 永年無料入会金 ・ 年会費 永年無料！！

ポイントの使い方は3通り

竹富町の島々をサポートする

ポイントカード

●西表島 ●竹富島 ●石垣島

土産 スーパー八重 宿泊 民宿 新田荘 船 八重山観光フェリー

飲食 キッチンinaba 民宿 内盛荘 安栄観光

宿泊 西表アイランドホテル 観光 新田観光（水牛車） 土産 島土産（石垣空港店）

イルマーレウナリザキ ●由布島

ヴィラうなりざき 土産 亜熱帯植物楽園

観光 ダイビングチームうなりざき ●小浜島

西表自然学校 宿泊 だいく家

竹富町内・石垣島

ピカリャ〜カードについてお問い合わせ先　
竹富町観光協会 
☎0980-82-5445 
mpikaryaa-card@painusima.com

2021年２月現在
�竹富町観光協会では即日発行します

ピカリャ〜カード会員募集中！

ピカリャ〜カードは
サイモンズ社が発行する
ポイントカードです。
竹富町を応援していただ
ける方であればどなたで
もご加入いただけます。

本ページに記載以外の、全国にあるサイモンズ加盟店にて
ポイント付与、交換ができます。

サイモンズ 検 索

ピカリャ〜カードが作れる&使える加盟店

竹富町竹富町ののマスコットキャラクターマスコットキャラクター

西表島の伝説の生物「ヤマピカリャ―」
を基にして考えられた名前です。

ピカリャ〜の名前の由来

種　類・・・・・・・・・・・・・・ イリオモテヤマネコ（男の子）
性　格・・・・・・・・・・・・・・ のんびりしていてマイペース
・ たまにやんちゃでいたずらずき
特　徴・・・・・・・・・・・・・・ おなかのところに竹富町の地図がある
誕生日・・・・・・・・・・・・・・７月30日
生まれたところ・・・・・・ 沖縄県八重山郡竹富町
好きな食べもの・ ・・・・ 島バナナ・・

検索

公式ホームページ

ピカリャ〜の部屋

ピカリャ〜シールピカリャ〜シール

やまねこシールやまねこシール

マスコットマスコット

缶バッチ缶バッチ

手ぬぐい手ぬぐい

クリアファイルクリアファイル

ふせんふせん

ピカリャ〜
Instagram

ピカリャ〜
の部屋

日本最南端の町、沖縄県竹富町の
キャラクター【ピカリャ～】は、国の
特別天然記念物イリオモテヤマネ
コの男の子。大好きな竹富町の島
々を全国にPRしています！

ピカリャ〜
LINEスタンプ

 その１

失効ポイントを
竹富町の島々に寄付
− ポ イ ン ト で 社 会 貢 献 −

失効ポイント（有効期限内に使い切れなかったポイント）は
皆様からの寄付金として竹富町の島々の伝統行事継承活
動や自然保護に活用させていただきます。

ポイント有効期限：付与１年後の12月31日まで

竹富島
黒島
小浜島

加屋真島
由布島
西表島

新城島
鳩間島
波照間島

失効ポイント

 その２ 

貯まったポイントを竹富町内
のサイモンズ加盟店で使う

店舗により使用条件が異なります。
詳しくはポイント使用時にご確認ください。

 

 その３ 

サイモンズ・ポイントモールのホームページ商
品交換ページから手続きできます。

竹富町の特産品に交換する

【制　　作】　南山舎　〒907-0004　沖縄県石垣市登野城88-1
【写真提供】※敬称略　
竹澤雅文／久野直哉／入江中／水谷貴幸／佐々木花恵／柳原和秀／佐藤志郎／与那嶺朝路／内藤慎吾／竹原久雄
歩き屋野遊び店のぶず／西表島ウォーターマン／ダイビングチームうなりざき／パナリ島観光／居酒屋あがん／あだん／アララガマ農園／
フルーツカフェトナリ／キッチンイナバ／レストラン白浜／クロスリバー

県外
加盟店

沖縄ショップ
ぷからす家
☎045-582-8186

神奈川県横浜市鶴見区東寺尾5-1-2�

小さい沖縄がやってきた
沖縄の食材や調味料、飲料、泡盛、
三線グッズ、コスメ、アパレル（T
シャツやかりゆしウェア）、琉球グ
ラスやシーサーなど充実の品揃え！
ギフト商品の取扱いもあります。

●京浜急行生麦駅から徒歩10分　 
●11:00～20:00　　　
●年始休み 

県外
加盟店 なんた浜

☎0980-88-6363
東京都目黒区自由ヶ丘1-8-20
自由ヶ丘第一ビル4F

沖縄料理の老舗	
昭和46年に開店、カウンター席10
席・座敷20席沖縄好きのお客様に
お会い出来るのを楽しみに、元気い
っぱいお店でお待ちしております。

●東急東横線自由が丘駅南口から徒歩
すぐ　●17:00～23:30（L.O.22:30）　
●月曜日  

特大ぬいぐるみ特大ぬいぐるみ

ぬいぐるみぬいぐるみ

マスキングテープマスキングテープ

ピカリャ〜グッピカリャ〜グッズズ

ピカリャ〜LINEピカリャ〜LINE

プロフィールプロフィール

50 51



この冊子は竹富町観光協会が無料で配布するものです。
オークション等を含む転売行為は一切お断りいたします。
2021年2月25日発行 ©竹富町観光情報誌

発行　竹富町観光協会
〒907-0012 　沖縄県石垣市美崎町1-５
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m take-kan@guitar.ocn.ne.jp
https://painusima.com

ぱいぬ島
 ストーリー

島々マップと観光ガイド

沖縄県竹富町

久野直哉／竹富島で撮影


