
沖縄県国頭郡国頭村
ヤンバルクイナ

那覇空港那覇空港

沖縄本島沖縄本島

亜熱帯の森やんばる
多様な生命育む山と人々の営み
やんばる国立公園は、2016年に指定された生物多様性豊かな国立公園です。

「やんばる（山原）」とは、「山々が連なり森の広がる地域」を意味する言葉で、亜熱帯照葉樹林の森が
広がっている沖縄島北部を指しています。やんばる地域は北緯27度付近に位置し、世界の同緯度の
亜熱帯地域では砂漠や乾燥地帯など、森林がある地域はほとんどありませんが、ここは亜熱帯海洋
性の気象環境により豊かな森が広がっています。
やんばるの森は日本全体の0.1％にも満たないわずかな面積ですが、琉球列島の形成過程を反映し
て形成された島々の地史を背景に、日本で確認されている鳥類の約半分、カエルの約1/4が確認さ
れ、ヤンバルクイナなど多種多様な固有の動植物が多く生息・生育しています。また、石灰岩の海食
崖やカルスト地形、マングローブ林など多様な自然環境を有しており、このような自然環境の中での
日々の暮らしで生まれてきた伝統的なやんばるらしさが息づく人文景観も特長です。
そして、このような自然環境を将来に渡って残していくために、希少野生生物の保護や密猟防止パト
ロールなど、地域一丸となって保全活動に取り組んでいます。 

アクセスルートは一例です。各区間の所要時間は目安です。
詳しくは各交通機関の窓口・ホームページなどでご確認ください。
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■お問い合わせ窓口
各事業者に直接お問い合わせください

交通アクセスルート国立公園エリア

1沖縄県国頭村・イジュ　2沖縄県国頭村・ヒカゲヘゴ　3沖縄県国頭村・ノグチゲラ　4沖縄県国頭村・辺戸岬　5沖縄県国頭村・安田シヌグ　6沖縄県国頭村・ロードキル防止看板　
7沖縄県大宜味村・塩屋湾（六田原展望台より）　8沖縄県国頭村・比地大滝
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時 期  通年
所 要  180～240分 ※集合後、現地までは参加者自身

の乗り物等で移動、ガイドの車で先導します。
料 金  大人（中学生以上）4,800円・小人（6歳以上）1,200円
問合せ  (一社)国頭村観光協会
電 話  ０９８０－４１－２４２０
E-mail  kunigami-de-kanko@kunigami-kanko.com
U R L  http://www.kunigami-forest-therapy.jp/

豊かな森林が残る国頭村だからできる　～森に息づく
エネルギーを五感で感ながらの癒しの森歩き～　を
体験し、免疫力の回復、日常生活の疲れ、ストレスを解
消し、心と体の元気を取り戻そうというプログラム提供
をします。

FIT  GROUP  EN     

コンテンツ

01
国立公園内にある与那覇岳登山道、比地大滝遊歩道、やんばる学びの森、
国頭村森林公園のセラピーロードを利用し、案内します。
国頭村森林セラピー

時 期  通年
所 要  １２0分
料 金  大人（中学生以上）3,080円

　　　　 小人（小学生以下）2,035円
問合せ  やんばる学びの森
電 話  ０９８０－４１－７９７９
E-mail  info@atabii.jp
U R L  http://atabii.jp

亜熱帯特有のシダ類が生い茂る森を、その時に見られ
る動植物はもちろん、やんばるの生活史について、ガ
イドが分かりやすく解説します。途中、吊り橋や池もあ
り、それぞれの環境で動植物を観察することが出来ま
す。

FIT  GROUP

コンテンツ

04
亜熱帯の森の動植物を観察するために、
工夫をこらした散策路でやんばるの森を満喫しょう！
やんばる学びの森ガイドウォーク

Ⓒ散策路Ⓒ散策路 Ⓒ吊り橋Ⓒ吊り橋

ⒸｷｬﾉﾋﾟｰﾃﾗｽⒸｷｬﾉﾋﾟｰﾃﾗｽ

時 期  通年
所 要  120分
料 金  大人（高学生以上）4,000円・小人2,500円
問合せ  大石林山
電 話  0980-41-8117
E-mail  katsurou@gyokusendo.co.jp
U R L  https://www.sekirinzan.com/

琉球開びゃくの神話に記されるこの地を舞台に大石林
山の拝所や伝説が伝わるスポット等、通常コース以外
のエリアも巡り、古より続く祈り、そして奥深い沖縄の
自然崇拝を体感していただけます。

FIT  EN           

コンテンツ

02
聖地安

ア シ ム イ

須杜にある大石林山で
スピリチュアルツアーに参加しよう！
スピリチュアルガイドツアー

時 期  通年
所 要  90分
料 金  大人（中学生以上）3,000円

　　　　 小人（小学生以下）1,500円
問合せ  オクマプライベートビーチ＆リゾート
電 話  0980-41-2222
E-mail  ecotourism@okumaresort.com
U R L  https://okumaresort.com/

独自で持っている天文台にて350mmの望遠鏡を利用
しながらやんばるの星空を観察していただくツアーで
す。やんばるの山を登ったところにあるので細かい星
まで見ることが出来ます。

FIT           

コンテンツ

05
街明かりの届くところでは見ることのできない
やんばるの夜空に輝く満点の星空を天文台にて観察できます。
美ら星ウォッチング

時 期  通年　 所 要  9０分　 料 金  大人（中学生
以上）500円・小人（6歳以上）300円 ※団体割引10名以上
→大人450円、小人270円　 問合せ  国頭村観光物産㈱　
比地大滝キャンプ場　 電 話  0980-41-3636
E-mail  otaki@yuiyui-k.jp　 U R L  https://www.yuiyui-k.jp

ホントウアカヒゲなどの天然記念物に出会えるかもしれません。ま
た中間地点に現れる、５０ｍのつり橋は比地川を真上から見ること
ができます。下流部分には、「川遊びエリア」を設けており、比較的
穏やかなので皆で川遊びが楽しめる場となっております。年中無
休でキャンプ（宿泊）も受け付けております。ただしテントのレンタ
ル等は無いので持ち込みが基本となります。キャンプエリア内14
台のキャンプ台に自前のテントを張るスタイルです。炊事等・食事
スペース・トイレは共同。また有料シャワーもあるので安心です。
ただし売店は無いので食料等は買い出ししておきましょう。

FIT  GROUP  EN     

コンテンツ

03
ヒカゲヘゴやイルカンダなどの亜熱帯特有の植物を観察しながら、
沖縄本島一の落差を誇る「比地大滝」までトレッキングしよう！
比地大滝トレッキング

時 期  通年
所 要  90～120分
料 金  大人（中学生以上）5,000円

　　　　 小人（小学生以下）4,000円
問合せ  東村ふれあいヒルギ公園
電 話  0980-51-2433
E-mail  info@hirugipark.com
U R L  https://hirugipark.com/

慶佐次湾のヒルギ林は国指定天然記念物に指定され、
沖縄本島内では最大の広さを誇ります。マングローブ
カヌー体験は、カヌーからヒルギ林とその中に生息して
いるさまざまな生き物を至近距離でじっくり観察する
ことができます。　

FIT   GROUP  EN     

コンテンツ

06
沖縄本島最大級のマングローブ林をカヌーで楽しむ。慶佐次湾のヒルギ林には
様 な々生き物が生息しており、カヌーからその様子を観察することができます。
天然記念物指定の沖縄本島最大級マングローブ林をカヌーで自然探索

やんばる国立公園〜おすすめコンテンツ〜

2EN  ZH  言語
対応可 EN  ZH  言語対応可

事前連絡が必要   春限定  夏限定  秋限定  冬限定1 FIT  個人向け GROUP  団体向け  アクティブ  伝統・文化  食べる



やんばる国立公園〜おすすめコンテンツ〜

時 期  通年
所 要  25分
料 金  大人（中学生以上）300円・小人（小学生）100円
問合せ  大宜味村観光協会
電 話  0980-50-5707
E-mail  info@ogimi-kanko.com
U R L  http://ogimi-kanko.com/

森に住んでいると言われる妖精「ぶながや」が、やんば
るを案内するストーリーになっているので大人から子
どもまで楽しめる内容になっています！また、室内な
ので天候に左右されずに見ることができます。ぜひい
つでもお越しください！

FIT  GROUP   EN  zH  KO

コンテンツ

07
360°の映像が流れるドームシアターで
寝ころびながらやんばるを体験しよう！
やんばるの森ビジターセンタードームシアター

4EN  ZH  言語
対応可 EN  ZH  言語対応可

事前連絡が必要   春限定  夏限定  秋限定  冬限定3 FIT  個人向け GROUP  団体向け  アクティブ  伝統・文化  食べる



1日目

那覇市内  or  （レンタカー） 120min

11:00a.m.  やんばる野生生物保護センター「ウフギー自然館」 

  or  （レンタカー） 15min

11:55a.m.  国頭村内の飲食店 45min

1:15p.m.     コンテンツ 02 大石林山スピリチュアルツアー(120min) 
　　　　　　　 〈琉球開びゃくの神話に記されている地で、奥深い沖縄の自然崇拝を体感することができる。〉 

 or  （レンタカー） 10min  
3:25p.m.     辺戸岬(30min)

 or  （レンタカー） 150min  
6:25p.m.    那覇市内

やんばる国立公園の特徴である石灰岩地の海岸景観を望み、やんばる国立公園の中でも一部にしかない石灰岩地特
有の自然環境や景観を楽しむことができる。

ポイント

おすすめコンテンツを利用した
モデルコース 1

やんばるの雄大な海岸景観を望む
日帰りコース

時 期 泊 数通年 日帰り

大石林山悟空岩大石林山悟空岩

辺戸岬辺戸岬 やんばる野生生物保護センターやんばる野生生物保護センター

やんばる固有の生き物の剥製等の見学ややんばるの
自然環境の紹介DVDを視聴することができる。

やんばる国立公園の中でも分布が限られる石灰岩地特
有の景観や自然環境を楽しむことができる。

沖縄本島最北端の地。眺望が良く、海岸景観や辺戸岳、鹿児島県最南端の与論島を望むことができる。

5 6行程内のマークについて  航空機  列車・JR  車（レンタカー）  タクシー  路線バス・シャトルバス  船  ロープウェー  レンタサイクル  徒歩  フォトスポット
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コンテンツ
02



1日目

10:00a.m. 那覇市内  or  （レンタカー） 120min  
12:00p.m. コンテンツ 07 大宜味やんばるの森ビジターセンター(60min)  〈ビジターセンター内のドームシアターで、やんばるの自然や文　　　　　　
　　　　　　　化に関する映像を視聴することができる。〉  or  （レンタカー）20min   
1:30p.m.　  やんばる野生生物保護センター「ウフギー自然館」(40min)

  or  （レンタカー） 40min

2:40p.m.　  ヤンバルクイナ生態展示学習施設(40min)
  or  （レンタカー） 10min

3:30p.m.　国頭村環境教育センターやんばる学びの森〈やんばる国立公園の真ん中に位置する宿泊施設。宿泊施設敷地内でヤンバルク
イナが見られるなど、宿泊している間もずっとやんばるの自然環境を楽しむことができる。〉 

国頭村環境教育センターやんばる学びの森【宿泊】 

2日目

6:00a.m.　 コンテンツ 04 やんばる学びの森ガイドウォーク(120min)  
〈宿泊施設敷地内に整備された木道で、やんばるの生き物を観察することができる。〉

 or  （レンタカー） 150min  
10:30a.m.  コンテンツ 06 慶佐次ヒルギ林カヌーツアー（120min） 〈国指定天然記念物に指定されている慶佐次湾のヒルギ林内でのカ

ヌーツアー。やんばる国立公園の特徴の１つであるマングローブを見学することができる。〉 

　　　　　　   or  （レンタカー）  30min  
1:00p.m.　東村内の飲食店 昼食 (60min)  or  （レンタカー） 120min

4:00p.m.　那覇市内

世界で唯一やんばるにしか生息していない「ヤンバルクイナ」を観察し、生態を学び、ヤンバルクイナなどのやんばる
の固有かつ希少な生き物の生息地の真ん中に滞在しながら五感でやんばるの魅力を感じることができる。

ポイント

おすすめコンテンツを利用した
モデルコース 2

やんばる国立公園
魅力まるごと１泊２日周遊コース

時 期 泊 数通年 1泊 2日 やんばる野生生物保護センターやんばる野生生物保護センター ヤンバルクイナ生態展示学習施設ヤンバルクイナ生態展示学習施設

やんばる固有の生き物の剥製等の見学ややんばるの自然環境の紹介DVDを視聴
することができる。

ビジターセンター内のドームシアターで、やんばるの自然や文化に関する映像を
視聴することができる。

ヤンバルクイナの観察と解説員による生態等の解説を聞くことができる。

国指定天然記念物に指定されている慶佐次湾のヒルギ林内でのカヌーツアー。やん
ばる国立公園の特徴の１つであるマングローブを見学することができる。

コンテンツ 07 大宜味やんばるの森ビジターセンター コンテンツ 06 慶佐次ヒルギ林カヌーツアー

7 8行程内のマークについて  航空機  列車・JR  車（レンタカー）  タクシー  路線バス・シャトルバス  船  ロープウェー  レンタサイクル  徒歩  フォトスポット
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1日目

10:00a.m. 那覇市内      or  （レンタカー） 120min  
12:00p.m. コンテンツ 07 大宜味やんばるの森ビジターセンター(120min)  

〈ビジターセンター内のドームシアターで、やんばるの自然や文化に関する映像を視聴することができる。〉  or  （レンタカー） 25min   
1:25p.m.　やんばる野生生物保護センター「ウフギー自然館」(40min)〈やんばる固有の生き物の剥製等の見学ややんばるの自然環　　　　　　　　

　　　　　　　境の紹介DVDを視聴することができる。〉 

  or  （レンタカー） 40min

2:25p.m.　ヤンバルクイナ生態展示学習施設(120min)〈ヤンバルクイナの観察と解説員による生態等の解説を聞くことができる。〉 

  or  （レンタカー） 10min

3:35p.m.　国頭村環境教育センターやんばる学びの森〈やんばる国立公園の真ん中に位置する宿泊施設。宿泊施設敷地内でヤンバルク
イナが見られるなど、宿泊している間もずっとやんばるの自然環境を楽しむことができる。〉  

国頭村環境教育センターやんばる学びの森【宿泊】 

2日目

6:00a.m.　  コンテンツ 04 やんばる学びの森ガイドウォーク(120min)  
〈宿泊施設敷地内に整備された木道で、やんばるの生き物を観察することができる。〉   or  （レンタカー） 180min  

11:00a.m.  コンテンツ 06 慶佐次ヒルギ林カヌーツアー（120min） 〈国指定天然記念物に指定されている慶佐次湾のヒルギ林内でのカ
ヌーツアー。やんばる国立公園の特徴の１つであるマングローブを見学することができる。〉  or  （レンタカー） 30min  

1:30p.m.　東村内の飲食店 昼食(60min)  or  （レンタカー） 90min

4:00p.m.　オクマプライベートビーチ＆リゾート (210min)〈やんばるで唯一プライベートビーチを完備している施設。ホテルの専属ガ　　　　　　　　　　　　　　
イドがホテル周辺の自然を案内するガイドツアーにも参加することができる。〉 

7:30p.m.   コンテンツ 01 国頭村森林セラピー（90min）  
オクマプライベートビーチ＆リゾート【宿泊】

3日目

10:00a.m.  オクマプライベートビーチ＆リゾート   or  （レンタカー） 15min  
10:15a.m.  道の駅ゆいゆい国頭(45min)〈やんばる地域最大の道の駅。やんばるの特産品やここでしか買えないお土産を購入できる。文化

財に指定されている生き物の剥製や、人々が暮らしの中で使ってきたものを間近で見ることができる。〉 
　　　　　　　  or  （レンタカー） 120min  
1:30p.m.　那覇市内

世界で唯一やんばるにしか生息していない「ヤンバルクイナ」や固有の自然環境を学ぶほか、沖縄本島最大のマング
ローブ林でのカヌーやナイトウォッチングなど、やんばる国立公園の魅力をまるごと楽しめるコース。

ポイント

おすすめコンテンツを利用した
モデルコース 3

やんばる国立公園
魅力まるごと２泊３日周遊コース

時 期 泊 数通年 ２泊３日 やんばる野生生物保護センターやんばる野生生物保護センター ヤンバルクイナ生態展示学習施設ヤンバルクイナ生態展示学習施設

やんばる固有の生き物の剥製等の見学ややんばるの自然環境の紹介DVDを視聴
することができる。

ヤンバルクイナの観察と解説員による生態等の解説を聞くことができる。

国指定天然記念物に指定されている慶佐次湾のヒルギ林内でのカヌーツアー。
やんばる国立公園の特徴の１つであるマングローブを見学することができる。

宿泊施設敷地内に整備された木道で、やんばるの生き物を観察することができる。

コンテンツ 06 慶佐次ヒルギ林カヌーツアーコンテンツ 04 やんばる学びの森ガイドウォーク

＠散策路＠散策路

9 10行程内のマークについて  航空機  列車・JR  車（レンタカー）  タクシー  路線バス・シャトルバス  船  ロープウェー  レンタサイクル  徒歩  フォトスポット

1:650,000
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