八重山の島々で、
ゆるやかに過ぎていく時間をたっぷり楽しむ!
竹富島
Taketomi Island

西表島

一年中咲き乱れる、
ハイビスカスやブーゲンビリアの花
石垣島から高速船で約10分の距離。伝統的な琉球建
築の家、石垣と白砂の道が旅行者に人気です。
ビーチでゆっくり寛いだり、牛車で島を散策したり、
自転
車や徒歩で巡ったり島の趣と自然の風景を満喫する事
ができます。
Taketomi Island / Located about 10 minutes by high
speed boat from Ishigaki Island, Taketomi s traditional
Ryukyu architectural houses, stone walls and white
sandy roads are popular with travelers. You can relax at
the beach, take an ox-cart ride through the village, and
simply walking or biking around the island, while
enjoying the village s charm and the natural scenery.

鳩間島

西表島の北に浮かぶ人口約40名の小さな島、八重
山を代表する「鳩間節」発祥の音楽の島、毎年GWに
開催される鳩間島音楽祭には多くの人が県外からも
訪れています。
Hatoma Island / A small island with a population
of 40 to the north of Iriomote Island, the origin of
traditional music of Yaeyama, Hatoma Bushi .
Many people come from outside the prefecture to
the Hatomajima Music Festival held every year
during Golden Week.

黒

マングローブの生い茂る大自然を探検

八重山諸島で１番大きな島、島の90％は自然林にて
覆われている。
カヤックに乗り、広大なマングローブの
林、滝を巡るツアー等特有な自然環境を対象とした
「エコツアー」が人気です。
Iriomote Island / The largest island in the Yaeyama
Islands, 90% of the island is covered with natural
forest. "Eco Tours" by kayak of unique natural
environments such as extensive mangrove forests,
tours around waterfalls are popular.

島

人口約200名に対して牛が3000頭を超え畜産業の
盛んな牛の島として知られ、島のかたちがハート型の
為別名「ハートアイランド」
とも呼ばれています。
また美しい浜辺にはウミガメが産卵の為に上陸します。
Kuroshima Island / This prosperous island is known
for its thriving livestock industry, with more than
3000 cattle compared with population of just 200
people, it is also called "Heart Island" because the
island is heart-shaped. In addition, sea turtles
come to the beautiful beach to lay eggs.
（竹富町観光協会提供）

与那国島

大岳（うふだき）
でさわやかな海風に吹かれて

八重山諸島の中央部に位置し、島の5分の１を大型リ
ゾートが占めるリゾート島。
なだらかな丘陵には、サト
ウキビ畑と牧場が広がり大岳（うふだき）山頂からは
島の展望が見渡せます。
Kohama Island / Located in the center of the
Yaeyama Islands, one-fifth of the island is a resort
where sugar cane fields and ranches spread on
gentle hills, and Mt. Ufudaki provides a view of the
island.

Kohama Island

波照間島

Hatoma Island

日本の道100選に選ばれた港から東筋集落までの見事な景観

Kuroshima Island
Iriomote Island

小浜島

鳩間ブルーといわれる
八重山屈指の海の美しさ

日本最南端の有人島南十字星が最もよく見えるところ

海底遺跡が広がる壮大なロマンの島

日本最西端の島、隣接する台湾とはわずか111キロの距離。
周囲は断崖絶壁に囲まれ、謎の海底遺跡や不思議な奇岩
（立神岩）等の見どころがある。
自然・文化・歴史すべてが八
重山諸島のどの島にもない独特の雰囲気があり訪れる人々
を魅了しています。
Yonaguni Island / The westernmost island, with Taiwan only
111 kilometers away. The environs are surrounded by cliffs,
there are places of interest such as mysterious ocean floor
ruins and strange rocks (Taba-koi). Nature, culture and
history all attract visitors, providing a unique atmosphere
that is not on any island in the Yaeyama Islands.

新城島

パナリとも呼ばれ、
「ガン
（ジュゴン）」生息の島

Hateruma Island 有人島として日本最南端の島、人工的な明かりが少

なく南十字星が好条件で観測でき、星空観測タワー
（天文台）が見どころ。観光地化されていない昔ながら
の家並みやサトウキビ畑を満喫できます。
Hateruma Island / As Japan's southernmost
inhabited island with few artificial lights, the
Southern Cross can be observed under favorable
conditions. The stargazing tower (Astronomical
Observatory) is a highlight. You can enjoy rows of
traditional houses and sugarcane fields.

Yonaguni Island

Aragusuku Island
（竹富町観光協会提供）

上地島、下地島の2島からなり通称「パナリ
（離れ）島」
と
も呼ばれています。干潮時には両島の間を徒歩で渡る
ことができます。島への定期便はない為、上陸する為には
ツアー会社へ申し込む必要があります。
Aragusuku Island / This is known as "Panari (divided)
island" which consists of two islands of Kamiji Island and
Shimoji Island and the divide between the islands can be
crossed on foot at low tide. Because there are no scheduled
flights to the island, in order to land, it is necessary to
contact a tour company.

