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きたなかぐすく

グルメ・体験・ショッピング。全てが叶う北中城村
　那覇から車で約40分。沖縄自動車道・北中城ICを降りてすぐのア

クセス抜群の場所にあるのが、北中城村です。なだらかな山々が連

なる土地は中城湾にも面し、豊かな自然が広がります。風光明媚な

ことに加え、世界遺産 中城城跡や国指定重要文化財 中村家住宅な

ど歴史的な文化財が多く残り、見所満載。近年では、個性溢れるお

しゃれなカフェが急増中。また、沖縄随一の規模を誇るリゾート

モール「イオンモール沖縄ライカム」もあり、休日には県内各地から

多くの人が訪れ、ショッピングやグルメを楽しみます。そんな様々

な魅力がたっぷり詰まった北中城村を、ぜひ旅してみませんか？
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世界遺産 中城城跡

東西海岸を見渡せる
丘の上の世界遺産

住／北中城村字大城503
営／8：30～17：00
　　（5月～9月）～18：00
休／無休　P／あり
https://www.nakagusu
ku-jo.jp/

☎098-935-5719
　2000年に世界遺産に登録され
た中城城跡。護佐丸によって高い
技術で作られた城壁は他に類を見
ない相方積みとなっています。古
くから交通の要所であり、首里や

勝連、久高島など各所を見渡せる
中城城は首里城に次ぐ重要なグス
クだったとか。城壁の上は、東西
の海岸が見渡せる絶景スポットと
しても有名です。

ナカムラケジュウタク

住／北中城村字大城106
営／9：00～17：30
休／火曜　P／あり
http://www.nakamura-
ke.net/

☎098-935-3500

ナカグスクジョウアト
国指定重要文化財 中村家住宅

沖縄の暮らしを五感で
感じる伝統住宅

　フクギと石垣に囲まれた屋敷、
赤瓦の屋根、石畳の路地など、戦
前の沖縄住宅建築の特色をすべて
兼ね備えている中村家住宅は、国
の重要文化財に指定されています。

屋敷の中にも入ることができ、大
きな仏壇や火の神様「ヒヌカン」
など、本土とは違う琉球の文化を
強く感じます。縁側に腰掛けて琉
球の歴史に思いをはせてみては。

中城城のお膝元、大城・荻道
周辺では、多くの貴重な文化
財に出合えます。散策しなが
ら悠久の歴史を感じてみて。

北中城村の
文化施設
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外国人住宅カフェから
ファミリーで楽しめるレストラン、

沖縄ならではのスイーツショップまで、
北中城村グルメは

とってもバラエティー豊かです。
※新型コロナウイルス感染症の影響により

営業時間の変更の可能性があります。

北中城村の
グルメスポット

　丘の上に建つこちらのお店では、限定10食で『A.M.
プレート』が注文できます。パン、スープ、サラダ、スク
ランブルエッグに自家製デップを添えたシンプルな朝
食ですが、その優しい味わいにホッとします。食材は地
産地消を考え県内のものを中心に安全で無農薬のもの
を厳選。

住／北中城村字安谷屋927-2　#1735
営／9:00～16:00（L.O. 15:00）
休／日曜　P／あり
http://www.ploughmans.net

☎098-979-9097

プラウマンズランチベーカリー
PLOUGHMAN'S LUNCH BAKERY

早起きしたら丘の上で
シンプルな朝ごはん

　沖縄産の卵・鶏・豚・黒糖などの食材に、京都産の出
汁・ネギ・七味・抹茶などを使用し、沖縄（琉球）と京都
が見事にコラボレーションしたこちら。中でもダン
トツ人気のごまカレー南蛮うどんは、京都の割烹料
理店で修行をした店長が放つ渾身の逸品。存在感あ
るスイーツも必食！

住／北中城村字荻道150-3パークサイド#1822
営／月～金11:00～18:00（L.O.17:00)
　　   土日11:00～21:00
         (ランチL.O. 15:00・ディナーL.O. 20:00)
休／不定休　P／あり　
FBページあり＞サンスーシィで検索

☎098-935-1012

サンスーシィ
琉京甘味 SANS SOUCI

地元の客が SANS SOUCI
（お気楽）にくるお店

A.M.プレート950円

大福180円、どら焼き150円、冬瓜漬け（1袋）500円。
店内でイートインできます。抹茶とコーヒーはいずれも500円。

　居心地が良い空間の中でいただけるのは、大福とど
ら焼きです。いずれも手作りで、それぞれで異なる風
味と食感のあんこが楽しめます。沖縄の伝統菓子であ
る冬瓜漬けもおすすめです。

住／北中城村字喜舎場366
営／9:00～17:00
休／日曜　P／あり
https://yoyo.okinawa/

☎098-979-5661

ヨーヨーアンファクトリー
羊羊 YOYO AN FACTORY

新しいのに懐かしい
温故知新の和菓子屋さん
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ほろほろとした食感のおぼろ豆腐はなんと自家製！沖縄県唯
一の日本酒蔵が醸した日本酒との相性もぴったり。

沖縄そばのトッピングには定番ソーキのほか、丸い自家製か
まぼこも。スッキリしたスープは最後まで飲み干せます

車えびの旨味が凝縮した『車えびのトマトクリームスパゲ
ティ』がオススメ

　「本土のものを沖縄に広めたい」という店主が始
めた、日本酒と日本料理が楽しめるお店で常時50
種ほどの日本酒が揃います。様々な銘柄のラベル
を眺めながら、その日のおススメをゆったりと味
わいたいお店です。

住／北中城村字安谷屋1468-4 1階
WATERS　営／13:00～20:00　休／木曜日
茶樓雨香 営／14:00～22:00(L.O.20:00) 休／水・木　
P／あり
instagram @waters.okinawa、@charou_uka

☎098-989-3501

ワショクラク ミヤバヤシショウテン

和食 樂 / 宮林商店

沖縄で楽しむ本格和食と
日本酒のお店

　高台にある見晴らし抜群のレストランは、特に地元の
ファミリーから絶大な支持を集めています。その訳は、
広々とした座敷席や、県産を中心とした安心・安全な食
材から作られる料理やデザートの数々。さらにボリュー
ミーでリーズナブルと、嬉しいことずくめのお店です。

住／北中城村字仲順443-1
営／11:00～23:00（LO22:00）
　　※ランチ11:00～17:00
休／なし　P／あり
https://www.gaishokuya-kujira.com/

☎098-989-1062

外食家くじら

気軽に行ける
村のレストラン

ユシンミ ガイショクヤ　クジラ

縁どころ 吉嶺

ランチも夜も旨い！
地元で愛される居酒屋

　地元で長く愛されている居酒屋が、満を持してランチ
を提供。すっきりとしたスープがしみじみ旨い沖縄そばと、
沖縄の郷土料理・骨汁の定食は、数種類の小鉢、刺身が
付いて1000円未満とリーズナブル。窓の外に広がるオー
シャンビューと合わせて、手作りの絶品料理を楽しんで。

住／北中城村字仲順470-6
営／11:00～14:00、17:30～23:00
（フード22:45、ドリンク23:00まで）
休／日曜、祝祭日、第一月曜　P／あり
インスタあり

☎098-935-5657 

六煎、七煎と楽しめるお茶はじっくりと時間をかけて。珍しい
茶葉や素敵な茶器にも出会えます。

ウォーターズ / ちゃろううか
WATERS / 茶樓雨香

宝探しのようなセレクト
ショップと本格中国茶

　一階は宝探しのようにワクワクするセレクトショップ
「WATERS」。厳選された素敵な洋服やアクセサリーが並
びます。階段を上がると、香り高い本格的な中国茶とス
イーツが楽しめるお茶屋さん「茶樓雨香」。こだわりの器が
並ぶ空間で、ゆったりと流れる特別な時間を過ごせます。

住／北中城村字島袋1251-5
和食　樂 ☎098-989-3582
　　　　 営／18:00～24:00 休／日曜
　　　　 FBページあり＞和食樂で検索
宮林商店 ☎098-917-4664
　　　　 営／10:00～18:00 休／日・祝日 P／あり
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住／北中城村字安谷屋638-1
　　パークサイドテラス＃1808
営／11：30～17：00（金～日は21:00まで）
     （L.O 16:00/L.O20:00）
休／火曜(不定休有)　P／あり
http://www.kozys-pizza.com/?lang=ja

☎098-923-0993

　常時７種類のピザと季節限定のメニューが楽
しめるコージーピザ。外国人のリピーター客も多
い本格アメリカンピザはS、M、L、XLの4サイズ
から選べます。８種類のトッピングが絶妙にマッ
チした一番人気の「スーパーデラックス」はぜひ
ご注文を。

コージーピザ

Kozy's Pizza

本格アメリカンピザが
楽しめるカフェ。

　ツタが絡まる外観が目を引く外人住宅カフェ
は、アンティークのインテリアに彩られ雰囲気抜
群。昼間のみのオープンで、ハーフビュッフェスタ
イルのランチが頂けます。前菜には旬の島野菜が
ふんだんに使われ、とてもヘルシー。女性に人気な
のも納得です。

カフェ ジャム＋クッカ .. フィッシュショップ　ツナ
cafe-jam＋kukka.. 

外人住宅カフェで
島野菜たっぷりランチを

　オシャレな外人住宅カフェの名物メニューで
あるローストチキン。そのチキンをたっぷり入
れ、メキシコ産唐辛子を効かせたカレーやタコ
スも人気です。鶏からダシを取るなど、こだわり
ぬいて作られた、チキンにこだわるお店ならで
はの味わいです。

住／北中城村字渡口902
営／11：00～20：00
　　※売り切れ次第終了
休／月、火曜　
P／あり
　

☎098-987-8741

メキシカン　ダイナー　マリソル
Mexican Diner MARISOL

スパイス香る店内。
がっつりパワーチャージ

　新鮮なマグロにオリジナルのタレを絡めて作る
ハワイアン料理「ポケ丼」は、少しピリ辛のスパイ
シーポケや、甘醤油ベースのスイートポケなど、
様々な種類から選べます。一番人気の塩ポケには
北中城村の特産品のアーサが入っていて相性抜
群！ヘルシーなアサイボールもおすすめです。

住／北中城村字喜舎場263-1
営／11:00～15:00
休／火曜　P／あり
instagram＠fish.shop_tsuna

☎090-6867-1733

Fish shop 純 TSUNA

漁師の作る
ハワイのポキ丼専門店

女性でもペロリと食べられる美味しさ！
キッズルームもあり♪

住／北中城村字島袋1451-2
営／11:30～15:00（LO14:30～）
休／日曜、祝祭日
P／あり

☎098-930-7372

本場メキシコ気分が楽しめる
タコスプレート

ドリンクはPOG(パッション・オレンジ・グァ
バのジュース)がイチオシ♪フードトラック
による移動販売もしています！漁師のオー
ナー自ら運営！新鮮なマグロを提供します。
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　日本で取り扱いの少ないペルー産のオーガニック
コーヒーが楽しめるこちらは、その芳醇な香りとま
ろやかな口あたりにリピーター続出。オススメの『パ
ネトンチコ』はオレンジピールとクルミがアクセン
トのもっちり生地が特徴の南米ペルーのお菓子。

住／北中城村字仲順24
営／10：00～18：00
休／土曜　P／あり
https://azamacoffeefarm.com

☎098-989-5233

アザマコーヒー
安座間珈琲

北中城村でペルー産の
コーヒーが楽しめる！

　丁寧な手仕事で作られる、名物「城まんじゅう」
は、北中城村のアーサをふんだんに使っており、甘
すぎない餡にしっとりの皮がよく合います。他にも
人気の『アーサいなり』も塩麹のから揚げと共にぜ
ひ食べたい一品です。

住／北中城村字仲順230
営／9：00～17：00
（売り切れ次第終了）
休／月曜　P／あり

☎098-935-3964

グスク

エイアンドダブリュ ヤギバルテン

アーサいなり

城まんじゅう

特産のアーサを使った
北中城村を代表する饅頭

　仏語で夫婦を表す『クプル』の店名どおり、笑顔
の素敵なご夫婦が営むケーキ屋さん。定番のケーキ
にオリジナルのテイストが加わった、『新しいけど
どこか懐かしい』ケーキが味わえます。お店でおしゃ
べりすれば自然と笑顔になれるお店です。

住／北中城村字島袋314 
営／11：00～20：00 
休／水曜・第4日曜
P／あり

☎098-932-1452 

スイーツ菓子 
クプル

沖縄でしか食べれない、
絶品スイーツをぜひ！

　ウチナーンチュもアメリカ人も大好きなA&Wは、
ここ屋宜原店が１号店。おすすめは、ボリュームたっ
ぷりのメルティリッチのコンボセット。中部徳洲会病
院内にあるカフェスタイルの店舗『A&W PLUS 
CAFE 中部徳洲会病院店』ではアボカドとベーコンが
入ったCAFE限定メニュー『ABCバーガー』なども。

住／北中城村字屋宜原700
平日／9:00～24:00
土・日・祝日／
8:00～24:00　P／あり
https://www.awok.co.jp/

☎098-933-1479
屋宜原店 A&W PLUS CAFE

中部徳洲会病院店

住／北中城村字
　　比嘉801番地
営／7:00～19:00
P／あり

☎098-989-3547

A&W 屋宜原店

沖縄のファースト
フードといえばココ！

ＡＢＣバーガーコンボ
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　宜野湾で6年以上続く人気ベーカリーの2号店。
一番人気の山芋シフォンケーキは、絶妙な加減で
ふわっふわに焼き上げられた逸品。大、中、カット
と、サイズが豊富なのもうれしいポイント。他に
も田芋パイやかぼちゃパイ、食パンなど、素朴で
ほっこり美味しい焼き菓子やパンが並びます。

住／北中城村字島袋1474-1
営／11:00～18:30
休／日曜、木曜　P／なし

☎080-6496-4035

らんららん

ふっわふわ！
山芋シフォンで夢見心地

　ボリューム満点のアメリカン料理「オーバーライ
ス」は、自分好みにカスタマイズして楽しめる新感覚
のファストフード！ケイジャン味のチキン、 バーベ
キュー味のポーク、ガーリックバター味のビーフか
ら選べます。ほんのり甘くて爽やかなスムージーも
自分好みにカスタマイズして楽しんで！

住／北中城村字島袋604-6 1F
営／10:30～20:30（L.O.20:00）
休／火曜日　P／あり
https://original-fastfood.business.site

☎080-2370-7236

ORIGINAL FAST FOOD

オリジナルのカスタマイズで
世界にひとつだけの料理を！

ヤキニク　ゴサマル フランクリン

オリジナル　ファスト　フード

焼肉 GOSAMARU

黒毛和牛を存分に！
備長炭で焼き上げる

　黒毛和牛をリーズナブルにいただける焼肉店。国産
の備長炭を使った七輪を各テーブルに設置し、肉の旨
味を逃さず焼き上げます。アラカルトの断トツ人気「厚
切りたん塩」に驚くこと間違いなし！オリジナルたれ
の壺漬けカルビも必食の一品。野菜やキムチもたっぷ
り付いたセットメニューもおすすめ。

住／北中城村字島袋271-9
営／17:30～24:00
休／水曜　P／あり
https://gosamaru-wagyu.com/

☎098-932-5777

Franklyn

きっとこのカレーは、
忘れられない味になる。

　「あそこに行けば、あの味がある」と思い出してもらえ
るような、心にのこるカレーを作りたい。そんな思いがこ
められたルーには、スパイシーでありながらもフルー
ティーでまろやかな優しさも感じられます。おしゃれな
雑貨と景色もセットで、カレーをぜひご堪能ください。

住／北中城村字和仁屋406 No84
営／昼の部 11:00～17:00
　　※月・火曜は15:00(L.O.)
　　夜の部（木～日）18:00～21:00（L.O.）
休／不定休　P／あり
※カレーが売り切れ次第終了

☎098-911-3524

人気No.1のチキンオーバーライス
はスパイスがクセになるおいしさ！

しっとり、もっちり、適度な
弾力があるシフォンケーキ
は、一切れから購入OK

写真手前は「特選厚切りた
ん（3本980円～）」。たんの
旨味をしっかり味わいたい
ならおすすめ。もちろん一
般的な厚みのたんもアリ

玉ねぎと人参、香味野菜と
数種のフルーツで３日間か
けて作られたルーは絶品。
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　沖縄で誕生した「HSTi骨格調整法」とは、
いわば骨のチューニング。従来の整体とは
異なり、痛みのある部分を揉む、押すなどの
手法は一切ありません。骨の歪みを、痛みな
くじんわりと元の姿に戻します。

HSTI 骨格調整所 月の庭

　北中城村産の野菜を中心にアーサの加工
食品など、村の特産品を販売しているアンテ
ナショップ。スーパーで買うよりも安く、北
中城ならではのアイテムを購入できます。

住／北中城村字熱田2070-7
営／10:00～18:00　
P／あり
休／日曜、旧盆、
　　12/30～1/3
FBページあり＞しおさい市場で検索

☎098-989-3011

しおさい市場

チュラバナコウチャ

ガラスコウボウ　ブンタロウ

ガラス工房　ブンタロウ

グロース

　Tシャツ屋は沖縄に数あれど、個性派でお洒落なTシャツを
探すなら断然こちら。専属のデザイナーが作るTシャツが、
リーズナブルな価格で勢ぞろい。県外からも発注可能です。

住／北中城村字安谷屋1359-1 サザンビレッジ内
営／9:00～19:00（土曜～15:00）
休／日曜、祝日
https://growth.okinawa/

☎098-923-2351

ツキノニワ

シオサイイチバ

Growth

　琉球ガラスを中心に、県内外の工房で作られた
ガラス作品が集うセレクトショップ。店主自身も
ガラス作家であり、ガラスタイルやガラス彫り体
験なども実施しています。

住／北中城村字安谷屋1022
営／FB/インスタで確認
休／不定休　P／あり
FBページあり＞ガラス工房ブンタロウで
検索

　国産紅茶グランプリ2018のチャ
レンジ部門とプロダクツ部門の二冠
達成を成し遂げた「金川製茶」。沖縄
ならではの亜熱帯気候や土壌、風土
を活かし丹精込めて作られる紅茶は
とても贅沢な時間を演出してくれま
す。

HPをご覧ください。
http://churabana.
com/

美ら花紅茶

住／北中城村字島袋1412
　　※完全予約制
休／火曜　P／あり
http://tsukinoniwa.net

☎098-989-9456

旅先で出合った逸品や体験は、きっと一生の宝物に。

北中城村で買物&体験

Tギャラリア沖縄 by DFSや那覇空港 わしたショップ他にて販売中です。
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EMウェルネス 
暮らしの発酵ライフスタイルリゾート
　自社農園で育てる無農薬の野菜に定評のあ
る「EMウェルネス 暮らしの発酵ライフスタイ
ルリゾート」。高台にあるその眺めは言わずも
がな。そんな景色をお供に頂くランチは体にも
優しく幅広い年齢層から支持されています。

住／北中城村字喜舎場1478
営／ランチビュッフェ
　　11：30～15：00（L.O.14：30)
休／無休　P／あり
https://kurashinohakko.jp

☎098-935-1500

住／北中城村字ライカム1番地
営／10:00～22:00(イオンモール専門店)
　　※店舗によって異なる
　　08:00～23:00(イオンスタイル2F)
　　09:00～23:00(イオンスタイル3F-4F)
休／無休　P／あり
http://okinawarycom-aeonmall.com

☎098-930-0425（イオンモール専門店）

☎098-983-8888（イオンスタイル）

　急な雨の日でも楽しめる沖縄リゾートモール！お土産にビーチ用品
など、ショッピングはもちろんグルメまで思う存分一日を楽しみま
しょう！週末のイベントや世界各国の料理をお楽しみいただける、沖
縄最大級のリゾートモールで一日を過ごしてみませんか？
　

イオンモール沖縄ライカム

沖縄ライカム内には絶景ポイ
ントが多数あり。5Fからは中
城湾を一望することができ、3、
４Fのフードコートにあるテラ
ス席では絶景を眺めながらお
食事をお楽しみいただけます。

吹き抜けの大空間に、約1,000匹が回遊する大水槽は見る価値大！

那覇のある沖縄南部にもやんばるの森が広がる北部にも、アクセスし
やすい北中城村。おすすめホテルを観光拠点に、アクティブな旅を。北中城村の宿泊施設

『ココロとカラダが喜ぶごはん。』

ホテルサザンヴィレッジ
　高速道路の北中城ICから車で約5分。沖縄南部～北部ま
で行きやすい好立地のホテルです。部屋の広さは13平米
とコンパクトながら、ユニットバスやフリーWi-Fi、冷蔵庫
などの備品は一通り揃い、機能性抜群。

住／北中城村字安谷屋1359-1
P／あり
http://southern-village.okinawa

☎098-935-3030

旅を気軽に、気楽に。
好立地＆リーズナブル
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スカイスポーツプランニング ブルースカイ

上空200mからの絶景！
カメラを持って空中散歩

　空の上から沖縄の海を望めるパラグライダーを、ベテラン
インストラクターと一緒に体験できます。丁寧に説明してく
れるので、初心者でも安心、安全。空の上では両手は自由になる
ので記念撮影もOK。3歳以上、体重15キロ～80キロまで体験
可能なので、家族で一緒に遊覧飛行を。

住／中城村久場1943
営／9:00～18:00（受付時間） ※完全予約制　
休／12/31～1/1　P／あり
https://www.bluesky-okinawa.com/

☎098-942-3600

　沖縄の中部エリアには、北中城村以外にも魅力的なスポットが盛りだ
くさん。ご紹介するほとんどの場所まで北中城村から車で30分以内なの
で、旅の隙間時間でもサクッと遊びに行けます。近隣エリア

中城村

プラザハウスショッピングセンター

異国情緒溢れる
日本初のショッピングセンター

　沖縄がまだ米軍統治下にあった1954年、日本初のショッ
ピングモールとして沖縄市に誕生しました。パリやミラノか
らのファッションを直輸入する店舗「ロージャース」をはじ
め、エスニック雑貨や各国料理のレストランが連なり、随所
に異国情緒を感じられます。

住／沖縄市久保田3-1-12
営・休／店舗により異なります
P／あり
https://www.plazahouse.co.jp/

☎098-932-4480

沖縄市
オキナワシ

ナカグスクソン

中城村

北中城村

沖縄市

那覇空港

沖縄全体map
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あやかりの杜 図書館
　素敵な景色を眺めながらの読書と、テラス
ではコーヒータイムが堪能できる生涯学習
複合施設。城（グスク）関連の書物をはじめ大
型絵本から最新の本を多数揃えており憩い
の場所になっています。

住／北中城村字喜舎場1214
営／10：00～20：00
（土日祝は9：00～17：00） 
休／月曜・毎月第1水曜
P／あり 
http://www.ayakari.jp/

☎098-983-8060

緑に囲まれた施設でのんびり・まったりこ
ち
ら
も
チ
ェ
ッ
ク

※新型コロナウイルス感染症の影響によりイベントの開催に変更の可能性があります。

観光
情報発信 SNS紹介

facebook Youtube Twitter

観光協会 instagram

Instagram

スタジオキタナカ

●北中城村立中央公民館

●安座間
珈琲農園

●
有限会社
名嘉真製菓本舗●

WATERS / 茶樓雨香

●和食樂 /宮林商店らんららん●

●
EMウェルネス
暮らしの発酵

ライフスタイルリゾート

スイーツ菓子
クプル

●

　

ORIGINAL FAST FOOD
●

　

●
HSTI
骨格調整所
月の庭

　

焼肉
GOSAMARU
●
　

●cafe-Jam＋kukka

　

●A&W屋宜原店

●あやかりの杜
　図書館 

●PLOUGHMAN'S 
　LUNCH BAKERY

●ガラス工房ブンタロウ

●琉京甘味
　SANS SOUCI

Kozy's Pizza●

国指定重要文化財● 
中村家住宅　

世界遺産 
中城城跡●

スカイスポーツプランニング●　
ブルースカイ　　

城まんじゅう
●

Fish shop 
純 TSUNA
●

Growth
●●

ホテル
サザンヴィレッジ

●縁どころ吉嶺 
●外食家くじら

●しおさい
　市場
 　

●
しおさい公苑
 　

プラザハウス
ショッピングセンター
●

●A&W PLUS CAFE 
中部徳洲会病院店

↑沖縄市

↓北谷

ファミリー
マート●

ファミリー
マート● ●セブン

　イレブン

沖縄銀行●

●ファミリーマート

●ファミリーマート

●ファミリー
　マート

●マクドナルド

●ローソン

中
城
↓

↓那覇空港

●イオンモール
　沖縄ライカム

●Mexican Diner
　MARISOL

大西テラス
ゴルフクラブ

●
羊羊YOYO 
AN FACTORY

●Franklyn

ライカム

329

渡口

北中城中学校

北中城 I.C

安谷屋

第一安谷屋
石平

喜舎場
スマート I.C

北中城村役場
　　●

沖
縄
自
動
車
道

●ファミリー
　マート

330

85

81

329

146

北中城村
map

kitanakagusuku
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kitana ka gusu
ku village guide book

きたなかぐすく

北中城村で、
旅しよう。

沖縄

take
free北中城村ふるさと納税特設サイト

CHEC
K!!北中城村観光協会


