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レンタサイクル
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5

OCEANUS

民宿さくばる 3

さんごゆんたく館

チへ
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ま じま

ホエール
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宿泊
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シュノーケル

SUP

カヤック

11
ペンション・ゲルマ・
マリンサービス・ゲルマ
重要文化財
高良家

きっぷ売場
阿嘉港旅客
待合所

シロの像

記念碑

座間味村漁協
阿嘉直売店

AED（自動体外式除細動器）

げ

避難道

慶留間区
公民館

フェリーざまみ乗り場

慶留間
小・中学校

慶留間港

阿嘉島離島振興
総合センター

パーラー
みやま

へ▼
間島
大橋
留
嘉
慶
阿

10

ブルースイーツ・ハナムロ

サウスブリーズ

1 民宿すまいる
吉田屋

ガソリン
スタンド

はぁなカフェ

16 ハナムロ・イン”阿嘉島

宝生 4

民宿あかじま
あかじまマリンサービス

23

Dive Service
からはーい

ビーチハウスアカ

ビー

バマ

ニシ
エルアスール

垣花商店

竹子豆腐店

あーまん

民宿金城
18 ダイブサービス
はうす
24
阿嘉
ククルル
郵便局
アヒコダイバーズ
民宿
ミーカージョー
宿なかむら 10
阿嘉
診療所
民宿
サンサンビュー
ナーレーラー
むとぅち
座間味村
保健センター

Bar
BLUE PLANET
ヨナミネ
MARINE LINK 19
ハウス
8
FOR DIVERS
民宿富里
ウエスト
（トゥーラトゥ）

コースト 前浜
（メーヌハマ）

中村商店

じま

クイーンざまみ・
みつしま乗り場

津波避難場所

バー・居酒屋

フィッシング

（スタンドアップパドルボード）

慶留
間橋

避難道

か

Wi-Fi

トイレ

レストラン・軽食

重要文化財

慶良間空港
（外地島）へ▼

たからけ

高良家

入場料￥300

月曜定休日

レンタカー
自転車・バイク

商店・売店

渡船
グラスボート

キャッシュレス
決済可

体験

青い海と珊瑚礁の島々座間味村に『心の住民票』をおいてみませんか。村内外の特典事務所での割引や、メルマガ配信、季節限定のプレゼントなどメンバー限定の特典があります。座間味港ターミナルのメンバーズデスク（TEL.098-896-4070）までお問い合わせ下さい。
ただ今「オリジナルクリアファイル」をご来村メンバー様へプレゼント中です！座間味島観光案内所、阿嘉島さんごゆんたく館でお渡ししています。

10 宿

J -6

トラットリア・バール・
ゲルマニヨン

▶

避難道

民宿新城

民宿
オーシム

KAWAMICHI
ダイビングチーム
民宿 川道

I
民宿末広

あかさ・マリンスポーツAKA
Ｍarine Ocean
シーカヤックショップRYO
マリンハウスシーサー 21

J

阿嘉郵便局
ATM利用時間
平 日 8：45am〜5：30pm
土
9：00am〜5：00pm
日・祝 休み

◀アマグスク
展望台へ

民宿 Kawai Diving 9

あ

阿嘉島・慶留間島

1 民宿すまいる

2 民宿

辰登城

全洋室でシャワー付き、無
料TVとエアコン完備。屋上
からの眺めもキレイ。スー
パー徒歩1分！港徒歩2分

I -11

TEL.098-987-2818
5 サンサンビューむとぅち

11 マリンサービス・ゲルマ

I -9

3 民宿さくばる

4 宝生

港から徒歩３分！
満天の星と天の川を眺めな
がら屋上で幸福の一時を過
ごせます。島の採れたて新
鮮野菜と魚介類を使ったボ
リューム満点の食事を堪能
して下さい。

港から徒歩3分。1階に売
店。2・3階に民宿。島で採
れた魚介類を使った沖縄料
理の宿です。3階から眺める
海・夜の星空は満点です！

H -11

TEL.098-987-3557

I -7

今日の海遊びは何しよか…
午後は昼寝でのんびり島時
間？夜は、海の幸、島の幸
たっぷりのウチナーごはん‼
波の音、島唄、星空の下で
島酒…。海人の宿へ、めん
そーりよー

I -10

TEL.090-1946-7651

慶良間の海を楽しむた
めのツーリストロッジ。
マリングッズレンタル、
シュノーケルツアー（不
定期開催）もあり。
hanamuro.com
（ツアー代はキャッシュ
レス決済不可）

I -10

TEL.090-6857-5430

TEL.098-987-2117

J -7

阿嘉島を満喫するならマリ
ンリンクへ！体験ダイビン
グ、ボートシュノーケルも
受付中。体験SUPは目の前
のビーチからGO！お店のテ
ラスはWi-Fi完備でのんびり
くつろげます。

TEL.098-987-2580

I -9
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Ｊ -8

Bar ヨナミネハウス

24 アヒコダイバーズ

J -8

J -7

19 MARINE LINK FOR DIVERS

大切な時間を最大限にご満
足いただけるよう、少人数
でゆっくりとご案内！ダイ
ビングを中心に各種マリン
メニューを随時開催してお
ります。

TEL.098-987-2455

23 Dive Service からはーい
ガイド付ボートスノーケリ
ング￥5,500(子供料金有)、
体験ダイビング￥11,000、
当日申込も可。FUNダイブ
も随時開催。少人数で2名の
インストラクターが丁寧に
ご案内。水中写真プレゼン
ト!! カード支払い可。

TEL.098-896-4640

I -10

TEL.098-987-2339

漁師の宿です。新鮮な魚介
類とボリュームたっぷりの
食事、夜はのんびり島酒で
も。2Fテラス、3F東屋で、
目の前に広がる青い海を眺
めながら、日頃の家の疲れ
を癒してください！

民宿あかさ併設
ユッタリ、マッタリ
お料理は県産の食材を
中心に心を込めたお料
理で幸せいっぱい

TEL.098-987-2961
18 ダイブサービスククルル

16 ”阿嘉島

全室シャワー・トイレ付。
新鮮な海の幸を豊富に使っ
たボリューム満点のお食
事。慶留間島で見る星空は
格別。1泊2食7,150円〜

TEL.098-987-2976
Ｍarine Ocean
22 シーカヤックショップRYO

8 民宿富里（トゥーラトゥ）

7 マリンスポーツAKA
全室2階。お部屋から美しい
海の眺め。お料理は新鮮な
魚はじめ地物中心の素材で
好評です。
レンタサイクルあり。I♥AKA
Tシャツ販売してます。

TEL.098-987-2081
ハナムロ・イン

ペンション・ゲルマ・

なかむら
どこか懐かしいふるさとへ
帰ってきたように安らげま
す！！
宿泊4,200円〜。マリングッ
ズレンタルあります。

TEL.090-3795-7685

島宿あかさ・

6 民宿春海

海辺の宿でゆったりとお時
間を過ごしてみませんか。
お部屋も新しく、食事は新
鮮な魚介を使った沖縄料理
をどうぞ。

TEL.098-987-2649 080-1546-8763 J -8
9 民宿 Kawai Diving
真っ白なビーチに建つ民宿
＋阿嘉の老舗ダイビング
ショップ、全室オーシャン
ビュー。島で数少ない漁師
の宿、新鮮な地魚＋自家栽
培有機野菜のヘルシーな創
作料理をお楽しみ下さい。

TEL.098-987-2219

マリンハウス

21 シーサー

ボートシュノーケル、ジェット
スキー、ウミガメシュノーケ
ル、シーカヤック、その他各種
ツアー、3,500円〜開催中！
シュノーケルセット等各種レ
ンタルもあります！阿嘉島の
海で忘れられない体験を。お
気軽にお問い合わせ下さい！

J -7

築100年の古民家で
ゆったりとカクテル
などはいかがです
か？深夜０時まで営
業しております。

ファンダイブ：1ボート
5,500円、2ボート11,000
円、3ボート16,500円。
ナ イ ト ダ イ ビ ン グ：
6,500円。体験ダイビン
グ：10,000円。ライセン
ス取得/NAUI：50,0 0 0
(フルレンタル・申請 料
込) ※全て税別

TEL.098-987-3980

TEL.098-896-4786

I -9

J -7

©Umima-ru

那覇バス（株）定期観光事務所

泊港から徒歩1分。那覇の中心に位置し
空港・港・モノレールへのアクセスもよ
く、国際通りへも徒歩圏内。
ラジウム人工
温泉大浴場「旅人の湯」でおくつろぎく
ださい。ホテル代を特別価格でご案内！

大自然の絶景や歴史ある世界遺産、独
特な伝統文化など、沖縄ならではの旅
が４コース楽しめます。

沖縄県国頭郡本部町山川390-1
TEL.0980-48-3456
（お問い合わせ時間 9：00〜17：00）

沖縄県国頭郡今帰仁村古宇利538
TEL.0980-56-1616
（お問い合わせ時間 9：00〜18：00）

沖縄県那覇市前島2-12-5
TEL.098-866-0700
（お問い合わせ時間 24時間営業）

沖縄県那覇市前島3‐25-5
沖縄県南城市玉城字前川202
とまりんアネックスビル2F
TEL.098-948-4192
TEL.098-943-6244
（お問い合わせ時間 9：00〜18：00） （お問い合せ時間 10：00〜最終公演終了まで）

20 BLUE PLANET

ペンション併設のダイビン
グショップです。阿嘉島に
滞在中の方、翌日の体験ダ
イビング・スノーケル予約
問合せ大歓迎です。レスト
ランにてランチ営業中！

TEL.098-987-3007

ホテルルートイン那覇泊港

海抜82mから見渡せるブルーグラデー
ションの海は心奪われる絶景！１万点以
上の世界の貝展示館は見ごたえあり。
ご入園されたお客様にオリジナルポス
トカードをプレゼント！

沖縄県那覇市泉崎1-21-26
TEL.098-868-3750
（お問い合わせ時間
平日7：00〜18：00、土日祝7：00〜17：00）

ワイドからマクロまでお客
様のリクエストとその時期
の旬をお魅せします。久場
島、屋嘉比島、奥武島など
の外海やオリジナルポイン
トを多数ご案内します。

J -6

古宇利オーシャンタワー

自然テーマパーク「琉宮城蝶々園」。入
場料の割引やセットプランで美ら海水
族館オリジナルポストカードをプレゼ
ント。

TEL.098-987-2973

琉宮城蝶々園

よしもと沖縄花月が当日販売でも、前
売価格で購入することができるお得な
プラン。

I -7

よしもと沖縄花月

那覇から車で30分の位置にある洞窟カ
フェ。飲食のご注文でポストカードプレ
ゼント。谷内は予約制ガイドツアーでの
ご案内になります。詳しくはウェブで。

TEL.098-987-3965

ざまさぽパスポート券見本

ガンガラーの谷 ケイブカフェ

沖縄県那覇市久茂地3-2-22 JAドリーム館2階
（わしたショップ国際通り本店2階）
TEL.098-917-1500
（お問い合わせ時間 10：00〜22：00）
国際通りで沖縄美ら海水族館のオリジ
ナルグッズが買えるのはここだけ！ざま
さぽ特典で10％割引に。

座間味村
観光協会公式HP

沖縄美ら海水族館
アンテナショップうみちゅらら

『ざま♥さぽ』
パスポート発行の
スマホ版はこちら
座間味村観光協会
インスタ始めました！

皆様のお越しをお持ちしております

『ざま♥さぽ』… 船舶欠航で座間味村にお越し頂けないお客様への代替え沖縄観光プラン♪
高速船クイーンざまみ（所要時間：50 〜 70 分）
大人 : 往復￥6,080 小人 : 往復￥3,040
フェリーざまみ（所要時間：90 〜 120 分）
大人 : 往復￥4,090 小人 : 往復￥2,060
環境目的税 100 円が加算されます。
ご予約・お問い合わせ
Tel.098-868-4567（10:00AM 〜 5:00PM）

慶留間島

げ る ま じま

■手荷物預かり￥200〜
■ベビーカーレンタル￥500/ 日
■WiFi 無料、他
お問い合わせ
Tel.098-987-3535
4 〜 10 月 9：00AM 〜 5：00PM
11 〜 3 月 9：00AM 〜 4：00PM
Fax.098-987-3536
Mail.sango@yuntaku-kan.jp

（

座間味島観光案内所

安室島
あむろじま

海路［クイーンざまみ・フェリーざまみ］

あ か じま

※こちらはクーポン券ではございませんのでご注意ください。 特典内容の紹介は ざまさぽ

■手荷物預かり￥200〜
■PC レンタル（30 分）￥200
■WiFi 無料、他
お問い合わせ
Tel.098-987-2277（9：00AM 〜 5：00PM）
Fax.098-987-2278
Mail.zamami-k@kankou.vill.zamami.okinawa.jp

座間味・阿嘉⇔泊港（那覇）

阿嘉島

座間味村観光協会
一般社団法人

）

慶良間空港

外地展望台

検索

ケラマ航路 [ 座間味島⇔渡嘉敷村 ]
大人・小児 : 片道 ￥700（予約制）
※ご利用の方は、前日午後 5 時迄にご予約
ください。
※環境協力税 100 円が加算されます。
ご予約・お問い合わせ
Tel.098-987-2614（8：30AM 〜 5：30PM）
座間味港⇔阿嘉港間
（1 日 4 往復）
大人 ￥300
小児 ￥150

ふ か じ じま

港から4㎞
［徒歩約60分］

け ら ま

ふ か じ

時間外の急患は 119 にご連絡下さい。

村営バス

あ ま

あ げ なしくじま

津波避難場所

昼のみ

Tel.098-987-2221
Tel.098-987-2002
Tel.098-987-2101
Tel.098-896-4321

村内航路［みつしま］

慶留間

海水浴場

げ る ま

( 内線 533)

げ

る

津波避難場所

トイレ

慶留間橋

慶留間地区
詳細地図へ

夜散歩すると野生のシカに出会えるか
もしれない、自然が身近にある美しい
島。人々は自然を大切にしながら島を守
りつづけている。

Tel.098-987-2311
Tel.098-987-2024
Tel.098-836-0110

ケラマジカ生息地

お問い合わせ先

げ る ま

港から2.5㎞
［徒歩約35分］

慶留間島

トイレ

アザナムイ展望台

ま じま

港から1㎞
［徒歩約15分］

あ ま

ざ

み

じま

アマグスク展望台

高良家
た からけ

阿嘉

阿嘉大橋

あ か

古座間味ビーチ

あ か

ふる ざ ま み
あ

阿嘉港
あ か

昼のみ

シロの像

タキバル展望台

たかつきやま

ま

昼のみ

港から3㎞
［徒歩約40分］

高月山展望台

座間味
ざ ま み

港から6.3km[徒歩約120分]

阿佐

女瀬の崎展望台

み

唐馬
とうま

さ

港から1.5㎞
［徒歩約20分］

安護の浦

阿佐地区
詳細地図へ

ニシバマ展望台

あ ご のうら
あ

か

じま

昼のみ

港から5㎞
［徒歩約80分］

クシバル展望台

港から1.5km[徒歩約20分]
シュノーケルにはここがおススメ！
サンゴやカラフルな魚達が沢山生息
しています。
※砂浜での喫煙は禁止です

け ら ま

チシ展望台

け ら ま

ま

外地島

慶良間諸島国立公園ビジターセンター
さんごゆんたく館

◎古座間味ビーチ・阿佐行き
◎阿真ビーチ・キャンプ場行き
大人￥300 小児￥150
お問い合わせ
Tel.098-987-2614（8：30AM 〜 5：30PM）

■大人 1 泊￥510 ■小人 1 泊￥250
※テントレンタル要予約
ご予約・お問い合わせ
Tel&Fax.098-987-3259
（9：00AM〜5：00PM）

座間味島

阿真キャンプ場

ざ ま み じま

座間味村役場
座間味診療所
座間味駐在所
（那覇警察）
座間味郵便局
阿嘉診療所
阿嘉郵便局
座間味村商工会

■第三安清丸（090-3795-8467）
■アイランドパワー（098-987-3255）
■座間味ツアーオペレーション (080-1766-6745)
◎安慶名敷島・嘉比島 往復￥1,500
◎安室島
往復￥2,500

安慶名敷島
が ひ じま

海水浴場

阿真キャンプ場
マリリンの像

阿真ビーチ

港から1.4km[徒歩約20分]
ミシュラン・グリーンガイド
2つ星のビーチ
※砂浜での喫煙は禁止です

座間味港

座間味地区
詳細地図へ

昼のみ

港から1.4km[徒歩約30分]
座間味集落が一望できます。

あ ま

神の浜展望台

公共機関

無人島渡し

嘉比島

港から1.5㎞[徒歩約20分]
お子様向けの浅瀬のビーチ
ウミガメにも出会えるかも
※砂浜での喫煙は禁止です
あ ま

阿真地区
詳細地図へ

阿嘉地区
詳細地図へ

昼のみ

阿真
座間味村役場
港から2.8㎞[徒歩約45分]

港から3.3㎞[徒歩約60分]
夕陽がとても綺麗でここからの
眺めは最高！

かみのはま

座間味島

うなじ の さち

阿嘉島

ウハマ

港より3.5km[徒歩約50分]
12月下旬〜4月上旬ホエールウォッ
チングの時期にはここからザトウク
ジラをウォッチングできます。

稲崎展望台

慶良間諸島国立公園

いなざき

港から3.3km[徒歩約50分]

慶良間諸島国立公園

阿 嘉島
慶 留間島

座間味 島
ざ

げ

じま

る

ま

あ

世界が恋する海

か

ニシバマビーチ

じま

じま

世界が恋する海

7

8

9

10

11
避難道

か

阿嘉地区

50m

H

13

げ

ホテルシードルン

ニシバマ
ビーチ

レンタルショップ
しょう

ハナムロ・インターアイランダーʼsホテル
（3・4階）

る

ま

慶留間
地区

A-sign

民宿
TETSU（てつ）

海クラブ
Sea Map

阿嘉
幼・小・中学校

阿嘉島
臨海研究所（1・2階）

12

▲阿
嘉島
へ

6

あ

避難道

50m

Lagoon315

村指定文化財
ウルンの木

2 民宿辰登城・スーパー辰登城
避難道

KAWAMICHI
ダイビングチーム
民宿 川道

I

民宿さくばる 3

民宿末広

あかさ・マリンスポーツAKA
民宿春海

Ｍarine Ocean
シーカヤックショップRYO

BLUE PLANET

8

民宿富里
（トゥーラトゥ）

中村商店

民宿
ナーレーラー

ビーチハウスアカ
ウエスト
コースト 前浜
（メーヌハマ）

ガソリン
スタンド
16 ハナムロ・イン”阿嘉島

宝生 4

民宿あかじま
あかじまマリンサービス

10

MARINE LINK 19
FOR DIVERS

民宿 Kawai Diving 9

ま じま

ホエール
ウォッチング

宿泊

阿嘉島・慶留間島

ダイビング

シュノーケル

2 民宿

辰登城

全洋室でシャワー付き、無
料TVとエアコン完備。屋上
からの眺めもキレイ。スー
パー徒歩1分！港徒歩2分

渡船
グラスボート

キャッシュレス
決済可

体験

TEL.098-987-3007

TEL.098-896-4640

J -7

J -7

TEL.098-987-2117

J -8

J -7

19 MARINE LINK FOR DIVERS

大切な時間を最大限にご満
足いただけるよう、少人数
でゆっくりとご案内！ダイ
ビングを中心に各種マリン
メニューを随時開催してお
ります。

TEL.098-987-2455

I -9

阿嘉島を満喫するならマリ
ンリンクへ！体験ダイビン
グ、ボートシュノーケルも
受付中。体験SUPは目の前
のビーチからGO！お店のテ
ラスはWi-Fi完備でのんびり
くつろげます。

TEL.098-987-2580
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Ｊ -8

Bar ヨナミネハウス

24 アヒコダイバーズ

泊港から徒歩1分。那覇の中心に位置し
空港・港・モノレールへのアクセスもよ
く、国際通りへも徒歩圏内。
ラジウム人工
温泉大浴場「旅人の湯」でおくつろぎく
ださい。ホテル代を特別価格でご案内！

築100年の古民家で
ゆったりとカクテル
などはいかがです
か？深夜０時まで営
業しております。

ファンダイブ：1ボート
5,500円、2ボート11,000
円、3ボート16,500円。
ナ イ ト ダ イ ビ ン グ：
6,500円。体験ダイビン
グ：10,000円。ライセン
ス取得/NAUI：50,0 0 0
(フルレンタル・申請 料
込) ※全て税別

TEL.098-987-3980

古宇利オーシャンタワー

J -6

TEL.098-987-2961

ガイド付ボートスノーケリ
ング￥5,500(子供料金有)、
体験ダイビング￥11,000、
当日申込も可。FUNダイブ
も随時開催。少人数で2名の
インストラクターが丁寧に
ご案内。水中写真プレゼン
ト!! カード支払い可。

海抜82mから見渡せるブルーグラデー
ションの海は心奪われる絶景！１万点以
上の世界の貝展示館は見ごたえあり。
ご入園されたお客様にオリジナルポス
トカードをプレゼント！

TEL.098-987-2973

23 Dive Service からはーい

ボートシュノーケル、ジェット
スキー、ウミガメシュノーケ
ル、シーカヤック、その他各種
ツアー、3,500円〜開催中！
シュノーケルセット等各種レ
ンタルもあります！阿嘉島の
海で忘れられない体験を。お
気軽にお問い合わせ下さい！

漁師の宿です。新鮮な魚介
類とボリュームたっぷりの
食事、夜はのんびり島酒で
も。2Fテラス、3F東屋で、
目の前に広がる青い海を眺
めながら、日頃の家の疲れ
を癒してください！

I -9

TEL.098-896-4786

琉宮城蝶々園

ペンション併設のダイビン
グショップです。阿嘉島に
滞在中の方、翌日の体験ダ
イビング・スノーケル予約
問合せ大歓迎です。レスト
ランにてランチ営業中！

I -10

沖縄県那覇市前島2-12-5
TEL.098-866-0700
（お問い合わせ時間 24時間営業）

沖縄県那覇市泉崎1-21-26
TEL.098-868-3750
（お問い合わせ時間
平日7：00〜18：00、土日祝7：00〜17：00）

沖縄県那覇市久茂地3-2-22 JAドリーム館2階
（わしたショップ国際通り本店2階）
TEL.098-917-1500
（お問い合わせ時間 10：00〜22：00）
国際通りで沖縄美ら海水族館のオリジ
ナルグッズが買えるのはここだけ！ざま
さぽ特典で10％割引に。

大自然の絶景や歴史ある世界遺産、独
特な伝統文化など、沖縄ならではの旅
が４コース楽しめます。

ホテルルートイン那覇泊港

ワイドからマクロまでお客
様のリクエストとその時期
の旬をお魅せします。久場
島、屋嘉比島、奥武島など
の外海やオリジナルポイン
トを多数ご案内します。

8 民宿富里（トゥーラトゥ）

18 ダイブサービスククルル

TEL.090-6857-5430

Ocean
22 Ｍarine
シーカヤックショップRYO

I -10

TEL.098-987-2339

民宿あかさ併設
ユッタリ、マッタリ
お料理は県産の食材を
中心に心を込めたお料
理で幸せいっぱい

慶良間の海を楽しむた
めのツーリストロッジ。
マリングッズレンタル、
シュノーケルツアー（不
定期開催）もあり。
hanamuro.com
（ツアー代はキャッシュ
レス決済不可）

TEL.098-987-2976

I -9

I -10

TEL.090-1946-7651

J -7

©Umima-ru

よしもと沖縄花月

TEL.090-3795-7685

全室シャワー・トイレ付。
新鮮な海の幸を豊富に使っ
たボリューム満点のお食
事。慶留間島で見る星空は
格別。1泊2食7,150円〜

マリンハウス
21 シーサー

I -7

月曜定休日

レンタカー
自転車・バイク

商店・売店

ガンガラーの谷 ケイブカフェ

どこか懐かしいふるさとへ
帰ってきたように安らげま
す！！
宿泊4,200円〜。マリングッ
ズレンタルあります。

I -7

ハナムロ・イン
16 ”阿嘉島

沖縄県国頭郡今帰仁村古宇利538
TEL.0980-56-1616
（お問い合わせ時間 9：00〜18：00）

真っ白なビーチに建つ民宿
＋阿嘉の老舗ダイビング
ショップ、全室オーシャン
ビュー。島で数少ない漁師
の宿、新鮮な地魚＋自家栽
培有機野菜のヘルシーな創
作料理をお楽しみ下さい。

TEL.098-987-3965

入場料￥300

今日の海遊びは何しよか…
午後は昼寝でのんびり島時
間？夜は、海の幸、島の幸
たっぷりのウチナーごはん‼
波の音、島唄、星空の下で
島酒…。海人の宿へ、めん
そーりよー

7 マリンスポーツAKA

TEL.098-987-2081

ペンション・ゲルマ・
11 マリンサービス・ゲルマ

なかむら

港から徒歩３分！
満天の星と天の川を眺めな
がら屋上で幸福の一時を過
ごせます。島の採れたて新
鮮野菜と魚介類を使ったボ
リューム満点の食事を堪能
して下さい。

全室2階。お部屋から美しい
海の眺め。お料理は新鮮な
魚はじめ地物中心の素材で
好評です。
レンタサイクルあり。I♥AKA
Tシャツ販売してます。

TEL.098-987-2649 080-1546-8763 J -8

20 BLUE PLANET

レストラン・軽食

たからけ

高良家

4 宝生

島宿あかさ・

6 民宿春海

海辺の宿でゆったりとお時
間を過ごしてみませんか。
お部屋も新しく、食事は新
鮮な魚介を使った沖縄料理
をどうぞ。

10 宿

H -11

TEL.098-987-3557

5 サンサンビューむとぅち

J -6

バー・居酒屋

フィッシング

3 民宿さくばる

港から徒歩3分。1階に売
店。2・3階に民宿。島で採
れた魚介類を使った沖縄料
理の宿です。3階から眺める
海・夜の星空は満点です！

I -11

TEL.098-987-2818

TEL.098-987-2219

SUP

（スタンドアップパドルボード）

慶良間空港
（外地島）へ▼

青い海と珊瑚礁の島々座間味村に『心の住民票』をおいてみませんか。村内外の特典事務所での割引や、メルマガ配信、季節限定のプレゼントなどメンバー限定の特典があります。座間味港ターミナルのメンバーズデスク（TEL.098-896-4070）までお問い合わせ下さい。
ただ今「オリジナルクリアファイル」をご来村メンバー様へプレゼント中です！座間味島観光案内所、阿嘉島さんごゆんたく館でお渡ししています。

1 民宿すまいる

9 民宿 Kawai Diving

カヤック

重要文化財

よしもと沖縄花月が当日販売でも、前
売価格で購入することができるお得な
プラン。

る

Wi-Fi

トイレ

自然テーマパーク「琉宮城蝶々園」。入
場料の割引やセットプランで美ら海水
族館オリジナルポストカードをプレゼ
ント。

げ

津波避難場所

那覇から車で30分の位置にある洞窟カ
フェ。飲食のご注文でポストカードプレ
ゼント。谷内は予約制ガイドツアーでの
ご案内になります。詳しくはウェブで。

じま

AED（自動体外式除細動器）

沖縄県国頭郡本部町山川390-1
TEL.0980-48-3456
（お問い合わせ時間 9：00〜17：00）

か

慶留間
小・中学校

クイーンざまみ・
みつしま乗り場

沖縄県那覇市前島3‐25-5
沖縄県南城市玉城字前川202
とまりんアネックスビル2F
TEL.098-948-4192
TEL.098-943-6244
（お問い合わせ時間 9：00〜18：00） （お問い合せ時間 10：00〜最終公演終了まで）

あ

フェリーざまみ乗り場

記念碑

座間味村漁協
阿嘉直売店

阿嘉郵便局
ATM利用時間
平 日 8：45am〜5：30pm
土
9：00am〜5：00pm
日・祝 休み

慶留間区
公民館

慶留間港

阿嘉島離島振興
総合センター

パーラー
みやま

ブルースイーツ・ハナムロ

◀アマグスク
展望台へ

きっぷ売場
阿嘉港旅客
待合所
シロの像

慶留
間橋

避難道

22

6

避難道

サウスブリーズ

1 民宿すまいる
吉田屋

はぁなカフェ

重要文化財
高良家

へ▼
間島
大橋
慶留
阿嘉

J

Bar
ヨナミネ
ハウス

20

7

18 ダイブサービス
24
阿嘉
ククルル
郵便局
アヒコダイバーズ
宿なかむら 10
阿嘉
診療所
サンサンビュー
むとぅち 23
座間味村
保健センター
5 Dive Service
からはーい

ペンション・ゲルマ・
マリンサービス・ゲルマ

ざまさぽパスポート券見本

マリンハウスシーサー 21

民宿
ミーカージョー

OCEANUS

竹子豆腐店

あーまん
はうす

民宿金城

エルアスール

垣花商店

11

トラットリア・バール・
ゲルマニヨン

へ▶
ーチ
ビ
バマ
ニシ

レンタサイクル
ねこパンチ

民宿新城

民宿
オーシム

さんごゆんたく館

座間味村
観光協会公式HP

沖縄美ら海水族館
アンテナショップうみちゅらら

那覇バス（株）定期観光事務所

『ざま♥さぽ』
パスポート発行の
スマホ版はこちら
座間味村観光協会
インスタ始めました！

皆様のお越しをお持ちしております

『ざま♥さぽ』… 船舶欠航で座間味村にお越し頂けないお客様への代替え沖縄観光プラン♪
高速船クイーンざまみ（所要時間：50 〜 70 分）
大人 : 往復￥6,080 小人 : 往復￥3,040
フェリーざまみ（所要時間：90 〜 120 分）
大人 : 往復￥4,090 小人 : 往復￥2,060
環境目的税 100 円が加算されます。
ご予約・お問い合わせ
Tel.098-868-4567（10:00AM 〜 5:00PM）

慶留間島

げ る ま じま

■手荷物預かり￥200〜
■PC レンタル（30 分）￥200
■WiFi 無料、他
お問い合わせ
Tel.098-987-2277（9：00AM 〜 5：00PM）
Fax.098-987-2278
Mail.zamami-k@kankou.vill.zamami.okinawa.jp

座間味・阿嘉⇔泊港（那覇）

阿嘉島

あむろじま

海路［クイーンざまみ・フェリーざまみ］

あ か じま

■大人 1 泊￥510 ■小人 1 泊￥250
※テントレンタル要予約
ご予約・お問い合わせ
Tel&Fax.098-987-3259
（9：00AM〜5：00PM）

座間味島

◎古座間味ビーチ・阿佐行き
◎阿真ビーチ・キャンプ場行き
大人￥300 小児￥150
お問い合わせ
Tel.098-987-2614（8：30AM 〜 5：30PM）

村営バス

阿真キャンプ場

ざ ま み じま

座間味島観光案内所

安室島

あ ま

■第三安清丸（090-3795-8467）
■アイランドパワー（098-987-3255）
■座間味ツアーオペレーション (080-1766-6745)
◎安慶名敷島・嘉比島 往復￥1,500
◎安室島
往復￥2,500

安慶名敷島

あ げ なしくじま

無人島渡し

嘉比島

が ひ じま

港から1.5㎞[徒歩約20分]
お子様向けの浅瀬のビーチ
ウミガメにも出会えるかも
※砂浜での喫煙は禁止です

海水浴場

阿真キャンプ場
ざ ま み

Tel.098-987-2311
Tel.098-987-2024
Tel.098-836-0110

お問い合わせ先

慶留間
げ る ま

座間味港⇔阿嘉港間
（1 日 4 往復）
大人 ￥300
小児 ￥150

慶留間地区
詳細地図へ

夜散歩すると野生のシカに出会えるか
もしれない、自然が身近にある美しい
島。人々は自然を大切にしながら島を守
りつづけている。

ケラマジカ生息地

トイレ

る

げ る ま

ま じま

アマグスク展望台

港から2.5㎞
［徒歩約35分］

アザナムイ展望台
高良家

座間味島
ざ

ま

み

じま

た からけ

阿嘉

阿嘉大橋

あ か

あ か

港から3㎞
［徒歩約40分］

あ

阿佐地区
詳細地図へ

阿嘉港
あ か

昼のみ

シロの像

昼のみ

タキバル展望台
唐馬
とうま

さ

港から1.5㎞
［徒歩約20分］

安護の浦

ニシバマ展望台

あ ご のうら

阿嘉島

ウハマ

あ

か

じま

港から5㎞
［徒歩約80分］

慶良間諸島国立公園
港から3.3km[徒歩約50分]

チシ展望台

け ら ま

阿 嘉島
慶 留間島
げ

る

あ

ま

か

じま

じま

世界が恋する海

クシバル展望台

昼のみ

港から1.5km[徒歩約20分]
シュノーケルにはここがおススメ！
サンゴやカラフルな魚達が沢山生息
しています。
※砂浜での喫煙は禁止です

ニシバマビーチ

津波避難場所

慶留間橋

慶留間島
げ

村内航路［みつしま］
海水浴場

港から6.3km[徒歩約120分]

いなざき

世界が恋する海

( 内線 533)

たかつきやま

稲崎展望台

じま

ケラマ航路 [ 座間味島⇔渡嘉敷村 ]
大人・小児 : 片道 ￥700（予約制）
※ご利用の方は、前日午後 5 時迄にご予約
ください。
※環境協力税 100 円が加算されます。
ご予約・お問い合わせ
Tel.098-987-2614（8：30AM 〜 5：30PM）

昼のみ

Tel.098-987-2221
Tel.098-987-2002
Tel.098-987-2101
Tel.098-896-4321

高月山展望台

座間味

港より3.5km[徒歩約50分]
12月下旬〜4月上旬ホエールウォッ
チングの時期にはここからザトウク
ジラをウォッチングできます。

み

公共機関

け ら ま

ふ か じ

時間外の急患は 119 にご連絡下さい。
座間味村役場
座間味診療所
座間味駐在所
（那覇警察）
座間味郵便局
阿嘉診療所
阿嘉郵便局
座間味村商工会

慶良間空港

外地展望台

港から1.4km[徒歩約30分]
座間味集落が一望できます。

阿佐

女瀬の崎展望台

ま

港から4㎞
［徒歩約60分］

ふる ざ ま み

港から3.3㎞[徒歩約60分]
夕陽がとても綺麗でここからの
眺めは最高！
うなじ の さち

ざ

ふ か じ じま

阿嘉地区
詳細地図へ

昼のみ

座間味村役場

座間味 島

外地島

古座間味ビーチ

座間味地区
詳細地図へ

あ ま

け ら ま

）

昼のみ

阿真

慶良間諸島国立公園

一般社団法人

慶良間諸島国立公園ビジターセンター
さんごゆんたく館

港から1.4km[徒歩約20分]
ミシュラン・グリーンガイド
2つ星のビーチ
※砂浜での喫煙は禁止です

座間味港

阿真地区
詳細地図へ
かみのはま

（

座間味村観光協会

検索

港から1㎞
［徒歩約15分］

マリリンの像

あ ま

神の浜展望台

■手荷物預かり￥200〜
■ベビーカーレンタル￥500/ 日
■WiFi 無料、他
お問い合わせ
Tel.098-987-3535
4 〜 10 月 9：00AM 〜 5：00PM
11 〜 3 月 9：00AM 〜 4：00PM
Fax.098-987-3536
Mail.sango@yuntaku-kan.jp

あ ま

阿真ビーチ

港から2.8㎞[徒歩約45分]

津波避難場所

※こちらはクーポン券ではございませんのでご注意ください。 特典内容の紹介は ざまさぽ

トイレ

1

ざ

A

2

ま

3

4

座間味ダムへ

み

11

座間味地区

高月山展望台へ

避難道

平和の塔入口

50m

56

座間味郵便局
ATM利用時間
平 日 8：45am〜5：30pm
土日祝 9：00am〜5：00pm

B

ななまる

6
60
20

オーシャン
ウェイ

C

民宿宮の里

105ストアー

66

座間味
保健指導所

29 サバイディカフェ

こみね商店

16

12

53
58

居酒屋三楽

なぎさ
無人島渡し
乗り場 73

D

LITTLE KITCHEN

7
15

CAFÉ
茶〜びら

レンタル
ちゃりんこ
バイク 石川

71

E

トイレ

AED（自動体外式除細動器）

65

レンタル
ショップ比嘉

きっぷ売場

33

避難道

あ

本館

駐車場
パーラーとしちゃん

パーラー
海の茶屋

阿真区
公民館

35

31
おき
レンタル

62

G

TEL.098-987-2513
村指定文化財
阿佐船頭殿の石垣

阿真ビーチ

44

まるヨガ
古民家ゆうみはうす
阿真港

座間味地区へ

避難道

64
阿佐区
公民館

村営路線バス
乗り場

41 癒しの宿

木の香りと温もりに包まれ
た癒しのコテージです。目
の前がビーチです。

TEL.098-896-4416

G -2

TEL.098-987-3002

揺れの少ない大型カタマラ
ンヨットで「極上の海あそ
び」。体験ダイビング、ス
キューバーダイビング、
シュノーケリング。ファミ
リーも大歓迎！！

C -4

TEL.098-987-3276

G -2

70 COCO SUP
座間味で唯一のスタンドアッ
プパドルボート（SUP）の専
門店！
！
専門店でしか出来ない豊富
なメニューをご用意していま
す。安心・安全・楽しいツアー
を心掛けて営業しています。

B -3

B -5

CAFE

C -4

茶〜びら

C -4

TEL.098-987-2388

B -3

座間味村漁協直売店

TEL.090-1949-2470

D -3

TEL.090-2664-2771

D -4

ざまみむん市場

TEL.070-5536-3934

D -3

D -4

G -3

TEL.098-987-2151

C -3

D -3

TEL.098-896-4416

G -2

D -4

TEL.090-1947-5830

E -5

TEL.090-1179-1922

C -5

TEL.090-8292-2710

E -5

C -2

TEL.090-1947-5830

E -5

TEL.098-987-2029

C -3

C -4

TEL.090-4142-7213

C -4

『初心者に優しく』をモッ
トーに、器材のセッティン
グから基本スキルの習得ま
でをサポートし、もっとダ
イビングが好きになれるよ
う、お手伝いをします！

TEL.050-5329-1774

B -3

C -4

TEL.090-7100-6059

C -4

TEL.090-7100-6059

B -4

TEL.098-896-4141

TEL.098-987-2007

D -3

TEL.098-987-3020

B -2

その日、その時のベス
トポイントにご案内！
『楽に楽しく・気持ち
よく！』をモットーに
緩急をつけたダイビン
グを提供します。

TEL.090-9786-2772

C -2

清潔感にあふれた木の温も
りが優しいログハウスです。
オール電化のキッチンが付
いており自炊が可能です。バ
ス・タブ付きトイレは別。2DK
タイプのコテージでご家族、
ご 友 人 等と過ご せるプライ
ベート空間となっております。

TEL.070-5400-5230

A -4

ロビンソンは阿真ビーチか
ら徒歩2分。シュノーケリ
ングを愛する人たちがつど
う宿。

TEL.098-987-2676

D -4

C -4

C -3

B -3

受け入れ可能ゲストは1日に
最大で5~6名と少人数の小
さなお店です。のんびり潜
りたい方、初心者の方でも
安心！

TEL.098-987-3907

D -4

船にSUPを積んでシュノー
ケルとのセットで行くボー
トエントリー。ビーチから
SUPクルージンとシュノー
ケルのビーチエントリー。
お客様のお好みでお選び下
さい。

TEL.098-987-2545

D -4

ファンダイビング・体験ダ
イビング、1名様から予約受
付けます。
※（60歳以上の方は健康診
断書が必要です。）

TEL.098-987-2336

C -5

メインストリート沿いにあ
るレストラン&バー。南の
リゾート気分満点！！自家
製泡盛カクテルあります。

TEL.098-987-3558

C -3

豊富な種類の串焼き・島魚
を使った刺身などいろいろ
なメニューがある居酒屋で
す。カウンターが有り、カ
クテルも飲めます。

TEL.098-987-2861

C -3

あさぎレンタカー

港から徒歩３分。宿も併設の
レン タ ル シ ョップ。バ イク
（50cc、二人乗りバイク）、
レンタカーがあります。

TEL.098-987-2334

TEL.0120-337-329

Amulet zamami

毎日焼きたてのパンと新鮮
な地元の食材を使ったバー
ガーショップ！ベジタリア
ンのオプションあり。島最
高のコーヒー。ハッピーア
ワー18時〜19時！

TEL.098-987-3626

美しい慶良間の海をお客様
に合ったダイビングスタイ
ルで。体験ダイビングでも
楽しく青の楽園へご案内し
ます。

レストラン&バー ラ・トゥーク

オレンジの建物が目印の多
国籍料理屋さん。沖縄の食
材を使った創作料理や、エ
スニック料理、自家製ピザ
が楽しめるお店です。日替
わりランチも人気！

TEL.098-987-3070

F -3

77 ケラマアイランズクラブ

ヨガで心と身体をリフレッシュ！ボードやビーチの上でヨ
ガにチャレンジ！初めての方・体が硬い方・ご家族で・お
友達と大歓迎！海と空に包まれ
て素敵な時間を過ごしてみま
せんか？ビーチヨガ￥2200、
SUPヨガ￥5500 朝活・デイタイ
ム・サンセットご都合あわせま
す。お気軽にお問合せ下さい!!

TEL.090-2664-2771

B -4

Marine Shop
69 IRIE zamami

カヤック、SUPで行くシュ
ノーケルツアー！無人島、
ウミガメ、洞窟…その日の
ベストなコースをガイドが
ご案内！SUPヨガの予約も
受付中。ホテル カーヌスバ
も併設しております。

TEL.070-5488-4378

B -3

61 奥潜水

D -5

港から徒歩3分、座間味集落
の中心にあるレンタカー。
軽自動車のレンタルをして
います。

TEL.098-896-4135

C -3

プチギャラリーうみまーる
座間味港 の真ん前。飲み 物
とアイス、ぜんざい、かき氷、
お土産があります。刺身、ワ
サビ漬け大根が好評。Tシャ
ツ、水 着、シュノーケルセッ
トの販売あり。

TEL.098-987-2233

D -3

まるヨガ

座間味の思い出に［書道家 春琴］の書道ワーク
ショップに参加してみませんか？ハガキや貝殻に好
きな言葉を筆文字で
書いたり、雅印を彫っ
たり。完全予約制。事
前に電話かメールに
てご連絡を！送迎有！

ビーチで朝ヨガ、夕日ヨガ。昼は古民家ヨガを開
催しています。初心者、身体の硬い方でもお気軽
に！座間味の大
自然に癒されな
がらヨガ でリフ
レ ッ シュし ま
しょう♪

TEL.080-2120-7834

TEL.080-4055-3030

F -3

TEL.070-5492-5052

52 コーラルダイバーズ

なぎさ

C -3

宿泊と、サップ＆シュノー
ケル、沖釣り等のマリンツ
アーも開催しています。少
人数制で行っていてファミ
リー、初心者の方も安心で
す。ご宿泊とツアー両方お
申込みの方には割引も！お
気軽にお問合せください！

1ダイブ60分以上確約！と
ことん付き合います。宿
は、素泊の洋室ツイン。バ
ス・トイレ付（ウォシュ
レット）

座間味島オリジナルのユ
ニークなＴシャツもある釣
り具屋。民宿みやむら１
階、ハートランド隣りで
す。

アトリエ春

12月末〜4月上旬までの期
間中ホエールウォッチング
ツアーの他3月10日ザトウ
の日週間イベントや一人一
鯨会等も行っています。

F -3

レンタルかにく

C -4

B -3 D -4

34 民宿艪便村（ロビンソン）

Zamamia burger and pizza

海風（うみかじ）

TEL.098-987-2656

TEL.098-987-2429

4時間500円、終日1000円。
サバイディーカフェ敷地内
にある自転車レンタル
ショップ安くてきれいな自
転車です。日をまたいでの
貸し出し可能。

島最大の商店。食品、お
酒、お菓子、アイス、雑
貨、文具、おみやげ、島ぞ
うりまで豊富な品揃え。

C -3

LITTLE KITCHEN

A -3

TEL.098-987-2736

阿真ビーチから徒歩3分。全
室洋室（ユニットバス、
クーラー、冷蔵庫、TV
付）。無線LAN使えます。
港間送迎・無料自転車レン
タル有。素泊まり￥5,400〜

朝 8 時30 分から夕方まで営
業。自家製パンのサンドイッ
チと自家製焼き菓子。フレッ
シュローストコーヒー、オリ
ジナルスムージー、全て手作
りにこだわってます。ベジタ
リアンメニュー有り。

バイク（50cc〜110cc）計
15台、電動自転車5台、6段
変速自転車15台、親子用自
転車4台、子供用自転車6台
（AM9:00〜PM20:00）

TEL.098-987-2202

TEL.098-987-3626

沖縄料理中心のレストラン。
もずくチャンプルー、ジーマ
ミ豆 腐の 揚げ出しが 美 味 。
日替わりランチはアイスコー
ヒー・アイスティー付

TEL.098-987-3166

おまちかね別館新築が完成
です。スカイビューのバス
やシャワー、星空もバッチ
リ。面白いですよー！！
素泊まり￥5,000〜

座間味島唯一の外国人ゲス
トハウス。
快適なプライベート洋室と
ドミトリーがあります。島
での楽しみ方、アドバイス
など もお任せください！

BEACH YOGA+SUP
76 YOGA TamCham

サバイディレンタル

座間味村
ホエールウォッチング協会

島在住のイラストレーター
「大江ゆい」の描く優しくて
キュートな、座間味島の海の
世界を、 Tシャツやポスト
カード、ステッカー、iphone
ケース等の雑貨に可愛く載せ
てお待ちしております♪

A -3

C -4

29 コテージうふうなが

Kanusuba zamami

サバイディカフェ

105ストアー

パラソル・シュノーケリン
グセットなどのレンタル
他、バナナボート、ボート
シュノーケリングもOK！

島のアトリエ
＊KIRARI＊（キラリ）
創業70年。座間味港から歩
いてすぐにあります。釣り
具、タバコ、酒類、お菓子
等販売しています。営業時
間は7:30〜21:00（不定休）

たんぽぽ

TEL.090-6890-5727

港から徒歩２分。座間味地
区で一番安い自転車のレン
タルショップです。レ
ジャー用品のレンタルもあ
ります。

TEL.090-5129-6749

TEL.098-987-2187

お 弁 当・手 造 りコ ロッケ・
お にぎり・天 ぷら 各 種（ 要
注 文 ）・サ ー タ ー ア ン ダ
ギ ー。ヘ ル シーにこだ わっ
た 店 。1 1：3 0 オ ープ ン 、
16：0 0クローズ

レンタルちゃりんこバイク石川

マギイ・シー・クラブ

古座間味ビーチでパラ
ソル、シュノーケル器
材等のレンタル。また
海亀、珊瑚ツアー、バ
ナナボートなどのマリ
ンスポーツ。思い出作
りの専門店。

B -4

C -3

68 DRIFTER

レストランまるみ屋

TEL.090-4346-6286
ヘルシー食彩

B -3

TEL.098-987-3737

24 ゲストハウスいよんち

TEL.098-987-2240

〇1日カ ヤック、1日 S U P ツ
アー￥12,500 ランチ、シュ
ノーケルつき／〇半日カヤッ
ク、半日SUPツアー￥7,500
〇アイランダー会員10%割引
1会員で5名まで（カード利用
との併用不可）

島宿あかばなーの一角にあ
る旅人の集いのカフェ&
バー。不思議と気さくな旅
の仲間たちが集まり満点の
星の下毎夜〜語りに花を咲
かせ酒宴を楽しんでいま
す。

B -3

60 ダイビングチーム潮

75 オルターダイブ

TEL.098-987-2356 TEL.090-1949-5325 F -5

古座間味ビーチのコテージ
内にある軽食パーラーで
す。沖縄そば、タコライス
がございます。

レンタル宮村
島の食材を使った家庭料
理の店。ランチタイムは
お一人￥1500から。夜
はお一人￥2500から。
ゆっくりと美味しいもの
を食べたい大人のグルー
プに。要予約。

B -3

かふーし堂

TEL.098-987-2069

TEL.098-987-2775

いつでも自由に出入りでき
る、まるで我が家のような
“くつろぎペンション”
シェアスペースの広いガー
デンでお昼寝をzzzz。

野菜の収穫時期には自家製
野菜でおもてなしをしてい
ます。夫婦2人で営んでいま
す。

ダイビング、ボート
シュノーケリング、
フィッシング、ホエー
ルウォッチング、少人
数からお任せくださ
い。島での時間、どう
過ごしますか？

真珠養殖加工・シェルクラ
フト販売、ケラマの海の彩
りをお楽しみ下さい♪。
チャーター船で那覇−ケラ
マ−渡名喜−久米島運航、
周辺各島をダイレクトに結
び、貴方の旅を演出します！

座間味産もずくを練り込ん
だ名物もずくそば！！夏季
限定冷やしそばも人気で
す！！

マギイ・シー・クラブ

座間味売店
港からすぐのお店です。弁
当、総菜から日用雑貨まで
品数豊富！バーベキュー用
のお肉も対応しています。

TEL.090-3795-8467

阿真ビーチ入口前でコテー
ジ海の茶屋が営業するパー
ラー。アイスクリーム、か
き氷、軽食、ドリンク各種
販売。

レンタルショップ比嘉

TEL.098-896-4060

無人島渡し、沖釣りをやっ
ています。パラソル、シュ
ノーケルセットのレンタ
ル、サンゴシュノーケルツ
アーもやっています。

F -5

B -4

19 沖縄リゾート

51 インザストリーム

TEL.090-1945-8978

カヤック＆シュノーケ
リング＆SUPツアーを楽
しみます。初心者・ご
家族様大歓迎♪フィー
ルドを熟知したスタッ
フがご案内します。

TEL.098-896-4677

TEL.098-987-2860

島の一番東、阿佐地区にあ
るゆったり田舎気分でくつ
ろげる民宿。良心的なサー
ビスと島の味を取り入れた
料理の味も好評です。港ま
での送迎あり。

ド
67 ネイチャーラン
カヤックス

74 オスカミントルケラマ真珠

和山海雲

TEL.098-987-3705

軽自動車、バイク、自転車
のほかにマリングッズレン
タル！レンタカーはお電話
一本で指定の場所にお届け
します。

こみね商店

座間味島のお土産屋さん。
島人の心が込もった特産
品・手作り商品を多数取り
扱っています。座間味島で
しか販売していない商品ば
かりです。

D -3

C -5

ケラマカヤックセンター/

D -4

F -3

ダイビングショップ
59 えりせら

66 GOODDAYS STANDUP

73 第三安清丸(渡船)

野菊

D -4

TEL.098-987-2069

港から徒歩3分、大きなカツ
丼が目印の小さな島の食
堂。テイクアウトＯＫ！お
すすめ料理は当店自慢の肉
そば！！定番メニューです。

集 落 の片隅 、白い瓦 屋根 の
古民家お座敷バー。畳の上で
のんびりしてください。座間
味港から古座間味へと向か
う道 路 の最初の角を左へ 。
オリオン瓶ビール、泡盛、軽
食、ご用意してます(^^)/

港から徒歩3分、レンタ
カー、レンタバイク、料金
はガソリン代込でそのまま
返却できます。食堂「ぼく
の店おじさん」併設。

TEL.098-987-3250

E -5

おきレンタル

ざまみレンタカー

G -4

TEL.098-987-3023

D -5

International
28 Zamamia
Guesthouse

C -5

TEL.090-4346-6286
15 チャーヴィラ

ペンションPatioハウスリーフ・
33 ざまみダイビングセンター

TEL.098-987-2231

座間味出身でケラマの海を
知り尽くした宮城清と愉快
な仲間達が海中の楽園にご
案内します。冬場はホエー
ルウォッチングツアーも
行っています。鯨一筋!!

ボートスノーケルの専門
店。もずく漁師でインスト
ラクター・ガイドの山ちゃ
んが案内するケラマの海は
楽しくも神秘的！

島渡し※阿真ビーチ出発可能
阿嘉港・阿波連港チャーター
マリン用品レンタル（シュ
ノーケルセット・パラソル・
ライジャケ・釣り具 等）・
沖釣り
http://www.zamami.ne.jp

TEL.080-1766-6745

C -3

Snorkeling guides

パーラー海の茶屋

BAR 呑処 Keiko

港から徒歩１分。座間味で
水揚げされた新鮮な刺身、
鮮魚の天ぷら、お弁当の販
売をしています。当店自慢
の、漁協オリジナル海鮮丼
がおすすめ。

TEL.098-987-2015

TEL.098-987-2270

古座間味ビーチコテージ内
売店。軽食、ドリンク他マ
リングッズ販売。もずく天
ぷらもずく麺が大好評。

郵便局となり。たこ焼き、
もずく創作料理などが自慢
のオープン居酒屋です。

TEL.098-987-2978

G -4

ダイビングチーム・
58 あなたの清

65 WAYAMA MOZUKU

ぼくの店おじさん

お食事パーラー憩

寅次郎

A -4

TEL.080-6485-0574

C -4

座間味の中心にあるゲスト
ハウス。全洋室エアコン、
TV、WC完備。ハンモック
でのんびりくつろげるテラ
スが自慢。併設のダイビン
グサービスは、初心者から
ベテランの方まで楽しめる
ポイントへご案内。

港から徒歩20分。ウミガメ
と会える阿真ビーチから徒
歩2分。広い庭と沖縄の家庭
料理が自慢。モーニング
サービス(コーヒー＆トース
ト)あり。

静かな阿佐地区でゆったり
すごせる宿。ご家族・また
はお一人様でも大歓迎。大
都会では味わう事のできな
い大自然を満喫してくださ
い。

明るいガイドがゆっくり
まったりご案内☆初心者・
お一人様・団体様も大歓迎
です！

お一人様でも安心。ゲスト
のレベル、リクエストに合
わせ、その日一番条件の良
いポイントへご案内しま
す。

美しい庭のある宿チャー
ヴィラのおしゃれなカ
フェ。美味しい有機コー
ヒーがおすすめ。

TEL.098-987-3737

TEL.080-2746-7892

TEL.098-987-3367

72 座間味ツアー
オペレーション(渡船)

TEL.090-6859-5544

F -5

57 マリンショップ
ハートランド

64 カイトマリンスポーツ

F -5

TEL.098-987-2393

A -3

45 民宿夏海

44 民宿大川

高江洲

安護の浦湾が目の前に広が
り、サバニ体験ができる
宿。地元の食材を使った美
味しい食事をお楽しみくだ
さい。

フィッシュウォッチングか
ら本格一眼カメラ撮影まで
何でもリクエストしてくだ
さい。きっと満足させま
す。

SUP&シュノーケルツアー。
カヤック&シュノーケルツ
アーを開催しています。少人
数でのツアーなので、ゆる〜
く、楽しく、自由に遊べま
す！初心者の方も大歓迎！優
しく丁寧にガイドします！

座間味島で数少ないボート
シュノーケリング専門ガイド
です。シュノーケル専門なの
で、シュノーケラーの為のポ
イント選びをしております。座
間味の海を熟知した、のんび
りゆったりをモットーのシュ
ノーケリング専門ガイドです。

F -5

56 てぃーだマリン

71 noah

座間味島シュノーケルガイド
ZAMAMI LIFE

TEL.098-987-2271

「海・想・心、大切にした
い・・」をモットーに皆様
の想い出・チャレンジを全
力で応援致します。体験ダ
イビングもお気軽にご連絡
下さい！

TEL.080-6485-5500

43 サバニの宿

慶良間諸島には数少ない本
格的なホテル。座間味港、
古座間味ビーチ、阿真ビー
チへの送迎を行っておりま
す。ホテル付近は静かで、
綺麗な朝日、満天の星空も
楽しめます。

ケラマブルーを体感してみ
ませんか(*^^*)体験ダイビ
ングで海中散歩♪気軽に
ボートシュノーケル♪ご予
約はお早めに！お気軽にご
連絡下さい。

ウミウシなど、海の小さな
生物の生態をご紹介する、
ちょっとマニアックなお店
です。あまり移動しないで
じっくり探します〜。

TEL.098-987-2337

G -4

63 SEA STEP DIVERS

62 ダイブサービス小野にぃにぃ

TEL.098-987-2605

42 ケラマビーチホテル

ダイビングサービス
55 コナン

53 ザマミセーリング

TEL.098-987-2633

久志
フクギ並木が残る静かな阿
佐地区の古民家の宿。夕日
ツアー、星空ツアー海遊び
などオプションあり。

TEL.098-987-3255

座間味地区へ

G -3

TEL.098-987-2334

B -3

港から徒歩5分。105スト
アー前の路地の奥にある古
民家宿。宿には昔なつかし
い沖縄が残っていて、その
佇まいを求め国内外から旅
人たちが集まります。

コンドミニアムタイプの宿
なので、自炊もできます。
短期からウィークリー・マ
ンスリーの割安プランもあ
り。フリーWif i完備。

島生まれ島育ちのオーナー
が、島の魅力をまるごとご
案内！ボートで海遊び。歴
史と自然を訪ねて島歩き。
「亜熱帯テラス」でビール
を飲み、宿泊は一棟貸しの
「古民家てぃーら」で！

阿真ビーチから歩いて1分の
お洒落なペンションです。
屋上からは島々が浮かぶ美
しい内海と夕日が見られま
す。

TEL.098-896-4060
35 コテージ海の茶屋

TEL.098-987-2445

TEL.098-987-3055
10 島宿あかばなー

23 座間味荘

32 民宿やどかり

31 ペンションはまゆう

41

TEL.098-896-4135

リピーターが多い、ダイビ
ングショップ併設の宿。プ
チリゾート感漂う中庭でお
くつろぎ下さい。

27 アイランドパワー

B -3

A -4

18 キャッツインケラマ

TEL.098-987-2247 TEL.098-987-3262 A -4

C -3

若奥さんとおばあの沖縄料
理がうれしい家庭的な宿。
お部屋も綺麗。素泊まり
￥3,500から。

港から徒歩3分！食事も定評
ありリピーターの多い宿。部
屋も広く全室バスタブ・トイ
レ付アメニティも充実。１Fの
ラウンジがくつろぎスペース
＊Free WiFi あります。
＊レンタカーの扱いあり。

全室バストイレ付。広々ダ
イニングで地元の食材を活
かした食事をどうぞ。ダイ
ビングショップも併設して
おり、夏はダイビング、冬
はホエールウォッチングも
行っています。

2016.3月にオープン。ダイ
ビングショップ併設の宿。
全洋室 バス・トイレ・
ウォシュレット付。
屋上からの眺めは海・山・
星空も堪能できます。

アトリエ春

村営路線バス乗り場

C -2

島stay holo holo /
26 DIVE HOUSE YADOKARI

74

34

C -4

21 JOY JOYヴィレッジ

TEL.098-987-2331

43

プチギャラリー
うみまーる

TEL.098-987-2282

小さくてアットホームな民
宿。夕飯には新鮮なお刺身
をご用意します。泡盛は
サービス！！ダイビング
サービス併設、ダイビング
中に撮影したDVD、BDでプ
レゼント！！

63

42

C -3

TEL.098-987-2738

14 コンドミニアムかにく

ペンションTAKATSUKI
17 DIVE CENTER NO-Y

20 ぶるーまりん

45

避難道

50m

32

TEL.098-987-2013

古座間味
ビーチ

チシ展望台へ

さ

阿佐地区

別館

コテージ

A -3

TEL.098-987-2253
6 民宿サマーハウス遊遊

9 レストハウスあさぎ

D -3

港に近く、沖縄料理が美味
しいペンション。女性にう
れしい気配りの宿です。

サンゴ 礁 の 美ら海
（ちゅらうみ）で名高い
沖縄 慶良間諸島の座
間味島。民宿浜田は、
座 間 味 港 から徒 歩で
5 、6 分 。アメニ ティ完
備。

港から徒歩3分、座間味集落
の真ん中にある利便性抜群
の宿。民宿とは異なる貸し
部屋です。Wi-Fiあり。

マギイ・シー・
クラブ
お食事
パーラー憩

34

TEL.098-987-4707

1 ペンション星砂

キャッシュレス
決済可

体験

港からすぐの、新しい建物です。
全室バス・トイレ冷蔵庫・洗濯機
完備（その他、アメ二ティー完
備）島での時間を、ゆったりとお
くつろぎ下さい。喫茶居酒屋おー
ぷんはうすも併設してます。PM6
時からAM1時までのんびり。島の
いこいの場所となってます。

港から一番近い宿とダイビ
ングサービス。家族経営で
営むアットホームな宿で
す。Wi-Fiあり。

村営路線バス
乗り場

Wi-Fi

授乳室

C -4

16 民宿ダイブイン浜

避難道

C -3

12 海の宿みなみ

TEL.098-987-3755

座間味港旅客待合所
観光案内所

50m

阿真キャンプ場

キャンプ場・コテージ受付
営業時間9：00〜17：00

Bar 吞処 Keiko

ざまみむん市場

ま

阿真地区
F

ざまみレンタカー

76

フィッシング

5 民宿浜田

TEL.098-987-2147

夜はウッドデッキで星を眺
めながら泡盛も最高。全室
和室・インバス・トイレ
付・ビーチ送迎有。無線
Wi-Fiあり・アメニティー
グッズ完備。

フェリーざまみ乗り場

座間味村
ホエールウォッチング協会

渡船
グラスボート

8 オーシャンビュー吉田

11 宿ナトゥーラ

14

和山海雲
クイーンざまみ・
みつしま乗り場

あ

TEL.098-987-2394

レンタルかにく

ぼくの店
おじさん

69

村営路線バス
乗り場

座間味村歴史文化・
健康づくりセンター

SUP

（スタンドアップパドルボード）

港から歩いて2分。Wi-Fi完
備。シュノーケルツアー・
フィッシングツアーもやっ
てます。

港から歩いて2〜3分のアッ
トホームな民宿。麦茶無料
サービス。リピーターのお
客様が多い宿です。

坂道を登りきったら
右の道を下る

61

C -3

7 民宿みすまるの家

77 古座間味ビーチへ
うりずん

19

座間味
コミュニティー
センター

座間味村
漁業協同組合
漁協直売店

72

カヤック

3 民宿中村屋

TEL.098-987-2005

オセアナ ポートヴィレッジ
座間味

別館

おーぷんはうす 8
くじら公園

避難道

Bar Karii

クロネコ
ヤマト

レンタカー
自転車・バイク

座間味島のメインストリー
トに面した黄色い建物。お
食事は人気のレストラン＆
バー「ラ・トゥーク」で。

55
野菊

島のアトリエ
KIRARI

1
3

シュノーケル

27

9

風鈴館
悟飯

商店・売店

2 民宿みやむら

たんぽぽ

２F ラ・トゥーク
１F 海風（うみかじ）

座間味
売店

かふーし堂

サバイディレンタル

2 57

レストラン
軽食

ダイビング

青い海と珊瑚礁の島々座間味村に『心の住民票』をおいてみませんか。村内外の特典事務所での割引や、メルマガ配信、季節限定のプレゼ
ントなどメンバー限定の特典があります。座間味港ターミナルのメンバーズデスク（TEL.098-896-4070）までお問い合わせ下さい。
ただ今「オリジナルクリアファイル」をご来村メンバー様へプレゼント中です！座間味島観光案内所、
阿嘉島さんごゆんたく館でお渡ししています。

187
10

18 座間味村役場

Zamamia burger 28
and pizza
あさぎレンタカー

amulet
zamami

座間味
駐在所

座間味
幼・小・中学校

BAR303

ホエール
ウォッチング

バー
居酒屋

県道

70

23
レンタル
宮村

59
19
本館
75
24 26

み じま

宿泊

座間味
診療所

52

寅次郎

17

68
総合ケアセンター
座間味偕生園

エンズマリーナイン
座間味コンドミニアム

ま

座間味島

レストラン
5
まるみ屋

21

51

ざ

67

座間味
郵便局

ガソリン
スタンド
阿真ビーチ・キャンプ場へ

5

G -4

人気の自然写真家ユニット
「うみまーる」のギャラ
リーショップ。自然のやさ
しさあふれる写真集やポス
トカード、カレンダーなど
お土産にどうぞ。

TEL.090-6869-4213

F -2

1

ざ

A

2

ま

3

4

座間味ダムへ

み

11

座間味地区

高月山展望台へ

避難道

平和の塔入口

50m

56

座間味郵便局
ATM利用時間
平 日 8：45am〜5：30pm
土日祝 9：00am〜5：00pm

B

ななまる

6
60
20

オーシャン
ウェイ

C

民宿宮の里

105ストアー

66

座間味
保健指導所

29 サバイディカフェ

こみね商店

16

12

53
58

居酒屋三楽

なぎさ
無人島渡し
乗り場 73

D

LITTLE KITCHEN

7
15

CAFÉ
茶〜びら

レンタル
ちゃりんこ
バイク 石川

71

E

トイレ

AED（自動体外式除細動器）

65

レンタル
ショップ比嘉

きっぷ売場

33

避難道

あ

本館

駐車場
パーラーとしちゃん

パーラー
海の茶屋

阿真区
公民館

35

31
おき
レンタル

62

G

TEL.098-987-2513
村指定文化財
阿佐船頭殿の石垣

阿真ビーチ

44

まるヨガ
古民家ゆうみはうす
阿真港

座間味地区へ

避難道

64
阿佐区
公民館

村営路線バス
乗り場

41 癒しの宿

木の香りと温もりに包まれ
た癒しのコテージです。目
の前がビーチです。

TEL.098-896-4416

G -2

TEL.098-987-3002

揺れの少ない大型カタマラ
ンヨットで「極上の海あそ
び」。体験ダイビング、ス
キューバーダイビング、
シュノーケリング。ファミ
リーも大歓迎！！

C -4

TEL.098-987-3276

G -2

70 COCO SUP
座間味で唯一のスタンドアッ
プパドルボート（SUP）の専
門店！
！
専門店でしか出来ない豊富
なメニューをご用意していま
す。安心・安全・楽しいツアー
を心掛けて営業しています。

B -3

B -5

CAFE

C -4

茶〜びら

C -4

TEL.098-987-2388

B -3

座間味村漁協直売店

TEL.090-1949-2470

D -3

TEL.090-2664-2771

D -4

ざまみむん市場

TEL.070-5536-3934

D -3

D -4

G -3

TEL.098-987-2151

C -3

D -3

TEL.098-896-4416

G -2

D -4

TEL.090-1947-5830

E -5

TEL.090-1179-1922

C -5

TEL.090-8292-2710

E -5

C -2

TEL.090-1947-5830

E -5

TEL.098-987-2029

C -3

C -4

TEL.090-4142-7213

C -4

『初心者に優しく』をモッ
トーに、器材のセッティン
グから基本スキルの習得ま
でをサポートし、もっとダ
イビングが好きになれるよ
う、お手伝いをします！

TEL.050-5329-1774

B -3

C -4

TEL.090-7100-6059

C -4

TEL.090-7100-6059

B -4

TEL.098-896-4141

TEL.098-987-2007

D -3

TEL.098-987-3020

B -2

その日、その時のベス
トポイントにご案内！
『楽に楽しく・気持ち
よく！』をモットーに
緩急をつけたダイビン
グを提供します。

TEL.090-9786-2772

C -2

清潔感にあふれた木の温も
りが優しいログハウスです。
オール電化のキッチンが付
いており自炊が可能です。バ
ス・タブ付きトイレは別。2DK
タイプのコテージでご家族、
ご 友 人 等と過ご せるプライ
ベート空間となっております。

TEL.070-5400-5230

A -4

ロビンソンは阿真ビーチか
ら徒歩2分。シュノーケリ
ングを愛する人たちがつど
う宿。

TEL.098-987-2676

D -4

C -4

C -3

B -3

受け入れ可能ゲストは1日に
最大で5~6名と少人数の小
さなお店です。のんびり潜
りたい方、初心者の方でも
安心！

TEL.098-987-3907

D -4

船にSUPを積んでシュノー
ケルとのセットで行くボー
トエントリー。ビーチから
SUPクルージンとシュノー
ケルのビーチエントリー。
お客様のお好みでお選び下
さい。

TEL.098-987-2545

D -4

ファンダイビング・体験ダ
イビング、1名様から予約受
付けます。
※（60歳以上の方は健康診
断書が必要です。）

TEL.098-987-2336

C -5

メインストリート沿いにあ
るレストラン&バー。南の
リゾート気分満点！！自家
製泡盛カクテルあります。

TEL.098-987-3558

C -3

豊富な種類の串焼き・島魚
を使った刺身などいろいろ
なメニューがある居酒屋で
す。カウンターが有り、カ
クテルも飲めます。

TEL.098-987-2861

C -3

あさぎレンタカー

港から徒歩３分。宿も併設の
レン タ ル シ ョップ。バ イク
（50cc、二人乗りバイク）、
レンタカーがあります。

TEL.098-987-2334

TEL.0120-337-329

Amulet zamami

毎日焼きたてのパンと新鮮
な地元の食材を使ったバー
ガーショップ！ベジタリア
ンのオプションあり。島最
高のコーヒー。ハッピーア
ワー18時〜19時！

TEL.098-987-3626

美しい慶良間の海をお客様
に合ったダイビングスタイ
ルで。体験ダイビングでも
楽しく青の楽園へご案内し
ます。

レストラン&バー ラ・トゥーク

オレンジの建物が目印の多
国籍料理屋さん。沖縄の食
材を使った創作料理や、エ
スニック料理、自家製ピザ
が楽しめるお店です。日替
わりランチも人気！

TEL.098-987-3070

F -3

77 ケラマアイランズクラブ

ヨガで心と身体をリフレッシュ！ボードやビーチの上でヨ
ガにチャレンジ！初めての方・体が硬い方・ご家族で・お
友達と大歓迎！海と空に包まれ
て素敵な時間を過ごしてみま
せんか？ビーチヨガ￥2200、
SUPヨガ￥5500 朝活・デイタイ
ム・サンセットご都合あわせま
す。お気軽にお問合せ下さい!!

TEL.090-2664-2771

B -4

Marine Shop
69 IRIE zamami

カヤック、SUPで行くシュ
ノーケルツアー！無人島、
ウミガメ、洞窟…その日の
ベストなコースをガイドが
ご案内！SUPヨガの予約も
受付中。ホテル カーヌスバ
も併設しております。

TEL.070-5488-4378

B -3

61 奥潜水

D -5

港から徒歩3分、座間味集落
の中心にあるレンタカー。
軽自動車のレンタルをして
います。

TEL.098-896-4135

C -3

プチギャラリーうみまーる
座間味港 の真ん前。飲み 物
とアイス、ぜんざい、かき氷、
お土産があります。刺身、ワ
サビ漬け大根が好評。Tシャ
ツ、水 着、シュノーケルセッ
トの販売あり。

TEL.098-987-2233

D -3

まるヨガ

座間味の思い出に［書道家 春琴］の書道ワーク
ショップに参加してみませんか？ハガキや貝殻に好
きな言葉を筆文字で
書いたり、雅印を彫っ
たり。完全予約制。事
前に電話かメールに
てご連絡を！送迎有！

ビーチで朝ヨガ、夕日ヨガ。昼は古民家ヨガを開
催しています。初心者、身体の硬い方でもお気軽
に！座間味の大
自然に癒されな
がらヨガ でリフ
レ ッ シュし ま
しょう♪

TEL.080-2120-7834

TEL.080-4055-3030

F -3

TEL.070-5492-5052

52 コーラルダイバーズ

なぎさ

C -3

宿泊と、サップ＆シュノー
ケル、沖釣り等のマリンツ
アーも開催しています。少
人数制で行っていてファミ
リー、初心者の方も安心で
す。ご宿泊とツアー両方お
申込みの方には割引も！お
気軽にお問合せください！

1ダイブ60分以上確約！と
ことん付き合います。宿
は、素泊の洋室ツイン。バ
ス・トイレ付（ウォシュ
レット）

座間味島オリジナルのユ
ニークなＴシャツもある釣
り具屋。民宿みやむら１
階、ハートランド隣りで
す。

アトリエ春

12月末〜4月上旬までの期
間中ホエールウォッチング
ツアーの他3月10日ザトウ
の日週間イベントや一人一
鯨会等も行っています。

F -3

レンタルかにく

C -4

B -3 D -4

34 民宿艪便村（ロビンソン）

Zamamia burger and pizza

海風（うみかじ）

TEL.098-987-2656

TEL.098-987-2429

4時間500円、終日1000円。
サバイディーカフェ敷地内
にある自転車レンタル
ショップ安くてきれいな自
転車です。日をまたいでの
貸し出し可能。

島最大の商店。食品、お
酒、お菓子、アイス、雑
貨、文具、おみやげ、島ぞ
うりまで豊富な品揃え。

C -3

LITTLE KITCHEN

A -3

TEL.098-987-2736

阿真ビーチから徒歩3分。全
室洋室（ユニットバス、
クーラー、冷蔵庫、TV
付）。無線LAN使えます。
港間送迎・無料自転車レン
タル有。素泊まり￥5,400〜

朝 8 時30 分から夕方まで営
業。自家製パンのサンドイッ
チと自家製焼き菓子。フレッ
シュローストコーヒー、オリ
ジナルスムージー、全て手作
りにこだわってます。ベジタ
リアンメニュー有り。

バイク（50cc〜110cc）計
15台、電動自転車5台、6段
変速自転車15台、親子用自
転車4台、子供用自転車6台
（AM9:00〜PM20:00）

TEL.098-987-2202

TEL.098-987-3626

沖縄料理中心のレストラン。
もずくチャンプルー、ジーマ
ミ豆 腐の 揚げ出しが 美 味 。
日替わりランチはアイスコー
ヒー・アイスティー付

TEL.098-987-3166

おまちかね別館新築が完成
です。スカイビューのバス
やシャワー、星空もバッチ
リ。面白いですよー！！
素泊まり￥5,000〜

座間味島唯一の外国人ゲス
トハウス。
快適なプライベート洋室と
ドミトリーがあります。島
での楽しみ方、アドバイス
など もお任せください！

BEACH YOGA+SUP
76 YOGA TamCham

サバイディレンタル

座間味村
ホエールウォッチング協会

島在住のイラストレーター
「大江ゆい」の描く優しくて
キュートな、座間味島の海の
世界を、 Tシャツやポスト
カード、ステッカー、iphone
ケース等の雑貨に可愛く載せ
てお待ちしております♪

A -3

C -4

29 コテージうふうなが

Kanusuba zamami

サバイディカフェ

105ストアー

パラソル・シュノーケリン
グセットなどのレンタル
他、バナナボート、ボート
シュノーケリングもOK！

島のアトリエ
＊KIRARI＊（キラリ）
創業70年。座間味港から歩
いてすぐにあります。釣り
具、タバコ、酒類、お菓子
等販売しています。営業時
間は7:30〜21:00（不定休）

たんぽぽ

TEL.090-6890-5727

港から徒歩２分。座間味地
区で一番安い自転車のレン
タルショップです。レ
ジャー用品のレンタルもあ
ります。

TEL.090-5129-6749

TEL.098-987-2187

お 弁 当・手 造 りコ ロッケ・
お にぎり・天 ぷら 各 種（ 要
注 文 ）・サ ー タ ー ア ン ダ
ギ ー。ヘ ル シーにこだ わっ
た 店 。1 1：3 0 オ ープ ン 、
16：0 0クローズ

レンタルちゃりんこバイク石川

マギイ・シー・クラブ

古座間味ビーチでパラ
ソル、シュノーケル器
材等のレンタル。また
海亀、珊瑚ツアー、バ
ナナボートなどのマリ
ンスポーツ。思い出作
りの専門店。

B -4

C -3

68 DRIFTER

レストランまるみ屋

TEL.090-4346-6286
ヘルシー食彩

B -3

TEL.098-987-3737

24 ゲストハウスいよんち

TEL.098-987-2240

〇1日カ ヤック、1日 S U P ツ
アー￥12,500 ランチ、シュ
ノーケルつき／〇半日カヤッ
ク、半日SUPツアー￥7,500
〇アイランダー会員10%割引
1会員で5名まで（カード利用
との併用不可）

島宿あかばなーの一角にあ
る旅人の集いのカフェ&
バー。不思議と気さくな旅
の仲間たちが集まり満点の
星の下毎夜〜語りに花を咲
かせ酒宴を楽しんでいま
す。

B -3

60 ダイビングチーム潮

75 オルターダイブ

TEL.098-987-2356 TEL.090-1949-5325 F -5

古座間味ビーチのコテージ
内にある軽食パーラーで
す。沖縄そば、タコライス
がございます。

レンタル宮村
島の食材を使った家庭料
理の店。ランチタイムは
お一人￥1500から。夜
はお一人￥2500から。
ゆっくりと美味しいもの
を食べたい大人のグルー
プに。要予約。

B -3

かふーし堂

TEL.098-987-2069

TEL.098-987-2775

いつでも自由に出入りでき
る、まるで我が家のような
“くつろぎペンション”
シェアスペースの広いガー
デンでお昼寝をzzzz。

野菜の収穫時期には自家製
野菜でおもてなしをしてい
ます。夫婦2人で営んでいま
す。

ダイビング、ボート
シュノーケリング、
フィッシング、ホエー
ルウォッチング、少人
数からお任せくださ
い。島での時間、どう
過ごしますか？

真珠養殖加工・シェルクラ
フト販売、ケラマの海の彩
りをお楽しみ下さい♪。
チャーター船で那覇−ケラ
マ−渡名喜−久米島運航、
周辺各島をダイレクトに結
び、貴方の旅を演出します！

座間味産もずくを練り込ん
だ名物もずくそば！！夏季
限定冷やしそばも人気で
す！！

マギイ・シー・クラブ

座間味売店
港からすぐのお店です。弁
当、総菜から日用雑貨まで
品数豊富！バーベキュー用
のお肉も対応しています。

TEL.090-3795-8467

阿真ビーチ入口前でコテー
ジ海の茶屋が営業するパー
ラー。アイスクリーム、か
き氷、軽食、ドリンク各種
販売。

レンタルショップ比嘉

TEL.098-896-4060

無人島渡し、沖釣りをやっ
ています。パラソル、シュ
ノーケルセットのレンタ
ル、サンゴシュノーケルツ
アーもやっています。

F -5

B -4

19 沖縄リゾート

51 インザストリーム

TEL.090-1945-8978

カヤック＆シュノーケ
リング＆SUPツアーを楽
しみます。初心者・ご
家族様大歓迎♪フィー
ルドを熟知したスタッ
フがご案内します。

TEL.098-896-4677

TEL.098-987-2860

島の一番東、阿佐地区にあ
るゆったり田舎気分でくつ
ろげる民宿。良心的なサー
ビスと島の味を取り入れた
料理の味も好評です。港ま
での送迎あり。

ド
67 ネイチャーラン
カヤックス

74 オスカミントルケラマ真珠

和山海雲

TEL.098-987-3705

軽自動車、バイク、自転車
のほかにマリングッズレン
タル！レンタカーはお電話
一本で指定の場所にお届け
します。

こみね商店

座間味島のお土産屋さん。
島人の心が込もった特産
品・手作り商品を多数取り
扱っています。座間味島で
しか販売していない商品ば
かりです。

D -3

C -5

ケラマカヤックセンター/

D -4

F -3

ダイビングショップ
59 えりせら

66 GOODDAYS STANDUP

73 第三安清丸(渡船)

野菊

D -4

TEL.098-987-2069

港から徒歩3分、大きなカツ
丼が目印の小さな島の食
堂。テイクアウトＯＫ！お
すすめ料理は当店自慢の肉
そば！！定番メニューです。

集 落 の片隅 、白い瓦 屋根 の
古民家お座敷バー。畳の上で
のんびりしてください。座間
味港から古座間味へと向か
う道 路 の最初の角を左へ 。
オリオン瓶ビール、泡盛、軽
食、ご用意してます(^^)/

港から徒歩3分、レンタ
カー、レンタバイク、料金
はガソリン代込でそのまま
返却できます。食堂「ぼく
の店おじさん」併設。

TEL.098-987-3250

E -5

おきレンタル

ざまみレンタカー

G -4

TEL.098-987-3023

D -5

International
28 Zamamia
Guesthouse

C -5

TEL.090-4346-6286
15 チャーヴィラ

ペンションPatioハウスリーフ・
33 ざまみダイビングセンター

TEL.098-987-2231

座間味出身でケラマの海を
知り尽くした宮城清と愉快
な仲間達が海中の楽園にご
案内します。冬場はホエー
ルウォッチングツアーも
行っています。鯨一筋!!

ボートスノーケルの専門
店。もずく漁師でインスト
ラクター・ガイドの山ちゃ
んが案内するケラマの海は
楽しくも神秘的！

島渡し※阿真ビーチ出発可能
阿嘉港・阿波連港チャーター
マリン用品レンタル（シュ
ノーケルセット・パラソル・
ライジャケ・釣り具 等）・
沖釣り
http://www.zamami.ne.jp

TEL.080-1766-6745

C -3

Snorkeling guides

パーラー海の茶屋

BAR 呑処 Keiko

港から徒歩１分。座間味で
水揚げされた新鮮な刺身、
鮮魚の天ぷら、お弁当の販
売をしています。当店自慢
の、漁協オリジナル海鮮丼
がおすすめ。

TEL.098-987-2015

TEL.098-987-2270

古座間味ビーチコテージ内
売店。軽食、ドリンク他マ
リングッズ販売。もずく天
ぷらもずく麺が大好評。

郵便局となり。たこ焼き、
もずく創作料理などが自慢
のオープン居酒屋です。

TEL.098-987-2978

G -4

ダイビングチーム・
58 あなたの清

65 WAYAMA MOZUKU

ぼくの店おじさん

お食事パーラー憩

寅次郎

A -4

TEL.080-6485-0574

C -4

座間味の中心にあるゲスト
ハウス。全洋室エアコン、
TV、WC完備。ハンモック
でのんびりくつろげるテラ
スが自慢。併設のダイビン
グサービスは、初心者から
ベテランの方まで楽しめる
ポイントへご案内。

港から徒歩20分。ウミガメ
と会える阿真ビーチから徒
歩2分。広い庭と沖縄の家庭
料理が自慢。モーニング
サービス(コーヒー＆トース
ト)あり。

静かな阿佐地区でゆったり
すごせる宿。ご家族・また
はお一人様でも大歓迎。大
都会では味わう事のできな
い大自然を満喫してくださ
い。

明るいガイドがゆっくり
まったりご案内☆初心者・
お一人様・団体様も大歓迎
です！

お一人様でも安心。ゲスト
のレベル、リクエストに合
わせ、その日一番条件の良
いポイントへご案内しま
す。

美しい庭のある宿チャー
ヴィラのおしゃれなカ
フェ。美味しい有機コー
ヒーがおすすめ。

TEL.098-987-3737

TEL.080-2746-7892

TEL.098-987-3367

72 座間味ツアー
オペレーション(渡船)

TEL.090-6859-5544

F -5

57 マリンショップ
ハートランド

64 カイトマリンスポーツ

F -5

TEL.098-987-2393

A -3

45 民宿夏海

44 民宿大川

高江洲

安護の浦湾が目の前に広が
り、サバニ体験ができる
宿。地元の食材を使った美
味しい食事をお楽しみくだ
さい。

フィッシュウォッチングか
ら本格一眼カメラ撮影まで
何でもリクエストしてくだ
さい。きっと満足させま
す。

SUP&シュノーケルツアー。
カヤック&シュノーケルツ
アーを開催しています。少人
数でのツアーなので、ゆる〜
く、楽しく、自由に遊べま
す！初心者の方も大歓迎！優
しく丁寧にガイドします！

座間味島で数少ないボート
シュノーケリング専門ガイド
です。シュノーケル専門なの
で、シュノーケラーの為のポ
イント選びをしております。座
間味の海を熟知した、のんび
りゆったりをモットーのシュ
ノーケリング専門ガイドです。

F -5

56 てぃーだマリン

71 noah

座間味島シュノーケルガイド
ZAMAMI LIFE

TEL.098-987-2271

「海・想・心、大切にした
い・・」をモットーに皆様
の想い出・チャレンジを全
力で応援致します。体験ダ
イビングもお気軽にご連絡
下さい！

TEL.080-6485-5500

43 サバニの宿

慶良間諸島には数少ない本
格的なホテル。座間味港、
古座間味ビーチ、阿真ビー
チへの送迎を行っておりま
す。ホテル付近は静かで、
綺麗な朝日、満天の星空も
楽しめます。

ケラマブルーを体感してみ
ませんか(*^^*)体験ダイビ
ングで海中散歩♪気軽に
ボートシュノーケル♪ご予
約はお早めに！お気軽にご
連絡下さい。

ウミウシなど、海の小さな
生物の生態をご紹介する、
ちょっとマニアックなお店
です。あまり移動しないで
じっくり探します〜。

TEL.098-987-2337

G -4

63 SEA STEP DIVERS

62 ダイブサービス小野にぃにぃ

TEL.098-987-2605

42 ケラマビーチホテル

ダイビングサービス
55 コナン

53 ザマミセーリング

TEL.098-987-2633

久志
フクギ並木が残る静かな阿
佐地区の古民家の宿。夕日
ツアー、星空ツアー海遊び
などオプションあり。

TEL.098-987-3255

座間味地区へ

G -3

TEL.098-987-2334

B -3

港から徒歩5分。105スト
アー前の路地の奥にある古
民家宿。宿には昔なつかし
い沖縄が残っていて、その
佇まいを求め国内外から旅
人たちが集まります。

コンドミニアムタイプの宿
なので、自炊もできます。
短期からウィークリー・マ
ンスリーの割安プランもあ
り。フリーWif i完備。

島生まれ島育ちのオーナー
が、島の魅力をまるごとご
案内！ボートで海遊び。歴
史と自然を訪ねて島歩き。
「亜熱帯テラス」でビール
を飲み、宿泊は一棟貸しの
「古民家てぃーら」で！

阿真ビーチから歩いて1分の
お洒落なペンションです。
屋上からは島々が浮かぶ美
しい内海と夕日が見られま
す。

TEL.098-896-4060
35 コテージ海の茶屋

TEL.098-987-2445

TEL.098-987-3055
10 島宿あかばなー

23 座間味荘

32 民宿やどかり

31 ペンションはまゆう

41

TEL.098-896-4135

リピーターが多い、ダイビ
ングショップ併設の宿。プ
チリゾート感漂う中庭でお
くつろぎ下さい。

27 アイランドパワー

B -3

A -4

18 キャッツインケラマ

TEL.098-987-2247 TEL.098-987-3262 A -4

C -3

若奥さんとおばあの沖縄料
理がうれしい家庭的な宿。
お部屋も綺麗。素泊まり
￥3,500から。

港から徒歩3分！食事も定評
ありリピーターの多い宿。部
屋も広く全室バスタブ・トイ
レ付アメニティも充実。１Fの
ラウンジがくつろぎスペース
＊Free WiFi あります。
＊レンタカーの扱いあり。

全室バストイレ付。広々ダ
イニングで地元の食材を活
かした食事をどうぞ。ダイ
ビングショップも併設して
おり、夏はダイビング、冬
はホエールウォッチングも
行っています。

2016.3月にオープン。ダイ
ビングショップ併設の宿。
全洋室 バス・トイレ・
ウォシュレット付。
屋上からの眺めは海・山・
星空も堪能できます。

アトリエ春

村営路線バス乗り場

C -2

島stay holo holo /
26 DIVE HOUSE YADOKARI

74

34

C -4

21 JOY JOYヴィレッジ

TEL.098-987-2331

43

プチギャラリー
うみまーる

TEL.098-987-2282

小さくてアットホームな民
宿。夕飯には新鮮なお刺身
をご用意します。泡盛は
サービス！！ダイビング
サービス併設、ダイビング
中に撮影したDVD、BDでプ
レゼント！！

63

42

C -3

TEL.098-987-2738

14 コンドミニアムかにく

ペンションTAKATSUKI
17 DIVE CENTER NO-Y

20 ぶるーまりん

45

避難道

50m

32

TEL.098-987-2013

古座間味
ビーチ

チシ展望台へ

さ

阿佐地区

別館

コテージ

A -3

TEL.098-987-2253
6 民宿サマーハウス遊遊

9 レストハウスあさぎ

D -3

港に近く、沖縄料理が美味
しいペンション。女性にう
れしい気配りの宿です。

サンゴ 礁 の 美ら海
（ちゅらうみ）で名高い
沖縄 慶良間諸島の座
間味島。民宿浜田は、
座 間 味 港 から徒 歩で
5 、6 分 。アメニ ティ完
備。

港から徒歩3分、座間味集落
の真ん中にある利便性抜群
の宿。民宿とは異なる貸し
部屋です。Wi-Fiあり。

マギイ・シー・
クラブ
お食事
パーラー憩

34

TEL.098-987-4707

1 ペンション星砂

キャッシュレス
決済可

体験

港からすぐの、新しい建物です。
全室バス・トイレ冷蔵庫・洗濯機
完備（その他、アメ二ティー完
備）島での時間を、ゆったりとお
くつろぎ下さい。喫茶居酒屋おー
ぷんはうすも併設してます。PM6
時からAM1時までのんびり。島の
いこいの場所となってます。

港から一番近い宿とダイビ
ングサービス。家族経営で
営むアットホームな宿で
す。Wi-Fiあり。

村営路線バス
乗り場

Wi-Fi

授乳室

C -4

16 民宿ダイブイン浜

避難道

C -3

12 海の宿みなみ

TEL.098-987-3755

座間味港旅客待合所
観光案内所

50m

阿真キャンプ場

キャンプ場・コテージ受付
営業時間9：00〜17：00

Bar 吞処 Keiko

ざまみむん市場

ま

阿真地区
F

ざまみレンタカー

76

フィッシング

5 民宿浜田

TEL.098-987-2147

夜はウッドデッキで星を眺
めながら泡盛も最高。全室
和室・インバス・トイレ
付・ビーチ送迎有。無線
Wi-Fiあり・アメニティー
グッズ完備。

フェリーざまみ乗り場

座間味村
ホエールウォッチング協会

渡船
グラスボート

8 オーシャンビュー吉田

11 宿ナトゥーラ

14

和山海雲
クイーンざまみ・
みつしま乗り場

あ

TEL.098-987-2394

レンタルかにく

ぼくの店
おじさん

69

村営路線バス
乗り場

座間味村歴史文化・
健康づくりセンター

SUP

（スタンドアップパドルボード）

港から歩いて2分。Wi-Fi完
備。シュノーケルツアー・
フィッシングツアーもやっ
てます。

港から歩いて2〜3分のアッ
トホームな民宿。麦茶無料
サービス。リピーターのお
客様が多い宿です。

坂道を登りきったら
右の道を下る

61

C -3

7 民宿みすまるの家

77 古座間味ビーチへ
うりずん

19

座間味
コミュニティー
センター

座間味村
漁業協同組合
漁協直売店

72

カヤック

3 民宿中村屋

TEL.098-987-2005

オセアナ ポートヴィレッジ
座間味

別館

おーぷんはうす 8
くじら公園

避難道

Bar Karii

クロネコ
ヤマト

レンタカー
自転車・バイク

座間味島のメインストリー
トに面した黄色い建物。お
食事は人気のレストラン＆
バー「ラ・トゥーク」で。

55
野菊

島のアトリエ
KIRARI

1
3

シュノーケル

27

9

風鈴館
悟飯

商店・売店

2 民宿みやむら

たんぽぽ

２F ラ・トゥーク
１F 海風（うみかじ）

座間味
売店

かふーし堂

サバイディレンタル

2 57

レストラン
軽食

ダイビング

青い海と珊瑚礁の島々座間味村に『心の住民票』をおいてみませんか。村内外の特典事務所での割引や、メルマガ配信、季節限定のプレゼ
ントなどメンバー限定の特典があります。座間味港ターミナルのメンバーズデスク（TEL.098-896-4070）までお問い合わせ下さい。
ただ今「オリジナルクリアファイル」をご来村メンバー様へプレゼント中です！座間味島観光案内所、
阿嘉島さんごゆんたく館でお渡ししています。

187
10

18 座間味村役場

Zamamia burger 28
and pizza
あさぎレンタカー

amulet
zamami

座間味
駐在所

座間味
幼・小・中学校

BAR303

ホエール
ウォッチング

バー
居酒屋

県道

70

23
レンタル
宮村

59
19
本館
75
24 26

み じま

宿泊

座間味
診療所

52

寅次郎

17

68
総合ケアセンター
座間味偕生園

エンズマリーナイン
座間味コンドミニアム

ま

座間味島

レストラン
5
まるみ屋

21

51

ざ

67

座間味
郵便局

ガソリン
スタンド
阿真ビーチ・キャンプ場へ

5

G -4

人気の自然写真家ユニット
「うみまーる」のギャラ
リーショップ。自然のやさ
しさあふれる写真集やポス
トカード、カレンダーなど
お土産にどうぞ。

TEL.090-6869-4213

F -2

