


下地島空港 
Miyako Shimojishima Airport

多良間空港
Tarama Airport

宮古空港 
Miyako Airport

新石垣空港
Painushima ISHIGAKI Airport

久米島空港
 Kumejima Airport

与那国空港
Yonaguni Airport



エイサー
Eisa

闘牛
Bullfighting

那覇空港
北大東空港

Kitadaito Airport

南大東空港
Minami Daito Airport

Naha Airport

座喜味城跡（世界遺産）
Zakimi Castle Ruins
（World Heritage Site）

中城城跡（世界遺産）
Nakagusuku Castle Ruins
（World Heritage Site）

園比屋武御嶽石門（世界遺産）
Sonohyan-utaki Ishimon
（World Heritage Site）

玉陵（世界遺産）
Tamaudun
（World Heritage Site）

識名園（世界遺産）
Shikinaen
（World Heritage Site）

斎場御嶽（世界遺産）
Sefa-utaki
（World Heritage Site）

勝連城跡（世界遺産）
Katsuren Castle Ruins
（World Heritage Site）

首里城跡（世界遺産）
Shurijo Castle
（World Heritage Site）

今帰仁城跡（世界遺産）
Nakijin Castle Ruins
（World Heritage Site）

沖縄本島

久米島

宮古島
下地島

多良間島

石垣島
与那国島

北大東島

南大東島







サーターアンダギー













沖縄ではゴミは道路に捨てずに、カン、ビン、燃えるご
み、燃えないごみ等と分別して捨てています。

喫煙は禁止されている場所が多いので、指定された場
所を利用しましょう。

In Okinawa, there is no littering on the streets. Trash is 
separated into cans, bottles, burnables, and non-burnables to 
be thrown away.

Smoking is prohibited in many places. Please smoke in 
designated smoking areas.



精算が済んでない商品の封を開けたりしてはいけません。
試着したい場合は店員に一声かけましょう。

沖縄では、上半身裸で歩く事は滅多にありません。ビーチ以外で水着のままや上
半身裸で出歩くことは嫌がられます。お店に入る際は砂を良く落とし、少なくとも
Tシャツやショートパンツの着用をおすすめします。

路上駐車は禁止の場所が多いです。　マークのある場所では、利用
する施設の近隣駐車場もしくはコインパーキングを利用しましょう。

Do not open sealed merchandise before paying for it. Inform an 
employee if you would like to try something on.

　    

　   

　 

Street parking is prohibited in many locations. For places marked         , use a 
coin-operated parking lot or nearby parking lot for the facility you are visiting.

People in Okinawa rarely walk around shirtless. It is considered inappropriate to walk 
around in swimwear or shirtless unless you are on the beach. We recommend carefully 
brushing off sand before entering stores and wearing at least a T-shirt and shorts.



Restaurant tables are for food and beverages from that 
restaurant. Please refrain from bringing your own food and 
beverages.  Furthermore, in consideration of sanitation, it is 
customary to leave waste, such as fruit peels or fish bones, on 
your plate and have it cleared away by a server. Do not discard 
waste on the ground.

お店のテーブルは、そのお店での飲食用となりますの
で、持込みでの飲食はお控え下さい。また、衛生面を
考慮し、果物の皮や魚の骨などは地面に捨てずに、
お皿に残して下げてもらうのが一般的です。



お店によって「水」「おしぼり（手を拭くタオル）」が出されます。
無料であることが多いですが、おかわりなどはお店の人にお尋ね下さい。
ただし持ち帰りはできません。

多くの居酒屋では、注文していないにも関わらず小皿料理が出されます。こ
れは「お通し」といって、日本的なテーブルチャージのことです。
大体１人あたり200円～500円ほどです。基本的に断ることはできません。
お店により異なりますので、気になる場合はお店の人に聞いてみましょう。

レストランや観光施設等の予約をした際、時間に遅れそうな場合やキャンセル
する場合は必ず連絡を入れましょう。キャンセルポリシーにご注意下さい。

Water and wet towels (for wiping hands) are provided depending on the 
restaurant. These are often free, but please ask restaurant staff if you would 
like more. You cannot take these items with you when you leave.

Many izakaya restaurants serve small dishes that have not been ordered. 
These are appetizers included in the cover charge at about 200 to 500 yen per 
person. You basically cannot decline these dishes. This differs depending on 
the restaurant, so ask the staff if you have a concern.

If you have made reservations at a restaurant, tourist facility, or elsewhere and will 
be late or need to cancel, please be sure to contact the relevant establishment. Pay 
attention to cancellation policies.



ホテルの備品は持ち帰ってはいけません。

Hotel fixtures cannot be taken home.



民泊の多くは一般住宅の一部または全部を使って宿泊サービスを提供しています。大声を出した
り周りの迷惑になる行動はやめましょう。宿泊するうえでの決められたルールを守って近隣住民と
気持ちよく過ごせるようご配慮下さい。
（例）ゴミ出しの際は、分別方法を民泊提供者（ホスト）へ確認し、決められた場所に捨てて下さい。

Most minpaku facilities offer lodging in all or part of an ordinary residence. Do not inconvenience those around 
you with behavior such as yelling. Obey the rules determined for lodging and be considerate of the comfort of 
your neighbors. (Example) Ask your host how to separate the trash and dispose of it in the designated area.









モノレール沿線図

ゆいレールは「乗車券」 または IC カード 「OKICA（オキカ )」や「Suica（スイカ）」ほか、
Suica と相互利用する交通系 ICカードでのることができます。

Naha Airport
那覇空港駅

Akamine
赤 嶺 駅

Oroku
小 禄 駅

Onoyama Park
奥武山公園駅

Tsubogawa
壺 川 駅

Asahibashi
旭 橋 駅

Prefectural Office
県 庁 前 駅

Miebashi
美 栄 橋 駅

Makishi
牧 志 駅

Asato
安 里 駅

Tedako-Uranishi
てだこ浦西駅

Urasoe-Maeda
浦添前田駅

Kyozuka
経 塚 駅

Ishimine
石 嶺 駅

Shuri
首 里 駅

Gibo
儀 保 駅

Naha City Hospital
市立病院前駅

Furujima
古 島 駅

Omoromachi
おもろまち駅

You can ride Yui Rail with a ticket, an OKICA or Suica IC card, or a 
transportation IC card that is interoperable with Suica.

모노레일 연선 그림 Monorail Route Map
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