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景勝地・観光施設 公共・文化施設

東平安名崎灯台 当面の間、閉館 090-8294-4010 宮古島市総合博物館 緊急事態宣言期間中閉館 73-0567

海中公園

令和3年1/1(金)～2/28（日）営業時間

変更

視察施設10:00～16:00

（最終受付15:30）

体験工作10:00～16:00　               （最

終受付　15:00）

シーサイドカフェ海遊:一時休店

　

74-6335

宮古島市伝統工芸品センター 緊急事態宣言期間中閉館 74-7480

海宝館 2/7(日)～3/7(日)まで臨時閉館 77-2323 エコパーク宮古 緊急事態宣言期間中閉館 76-3979

ユートピアファーム 1/18(月)～2/28(日）まで臨時休業延期 76-2949 下地島空港ターミナル

2/8(月)～2/28(日)                             ター

ミナル営業時間：11:00～16:00

2/26(金)：11:00－19:00

（17：55着が加わるため）

2/28(日)：10:00－16:00

（12：40発が加わるため）

78-6365

多良川 通常営業 77-4108 未来創造センター 緊急事態宣言期間中閉館 72-2235

雪塩ミュージアム 通常営業 72-5667 宮古島市立城辺分館 緊急事態宣言期間中閉館 72-2235

まいぱり宮古島熱帯果樹園 2/28(日)まで休園 74-7830 各地区公民館 緊急事態宣言期間中閉館 73-1123

ドイツ文化村
ドイツ文化村「記念館」「キンダーハ

ウス」1/28～2/28まで臨時休館延長
76-3771 マティダ市民劇場 緊急事態宣言期間中閉館 72-9622

シースカイ博愛

1/14(木）～当面の間

9:00/11:00/13:00/14:00/16:00の5便

運航　※毎週火曜日定休

76-3771 地下ダム資料館 緊急事態宣言期間中閉館 77-7547

シギラ黄金温泉 1/18～当面の間、毎週月曜日定休 74-7340

市陸上競技場　市総合体育館

市民球場　多目的屋内運動場

前福多目的運動場

緊急事態宣言期間中閉館 73-4469

シギラリフトオーシャンスカイ

2/6(土)～当面の間、　　　　　　　営

業時間：10:00～14:00　　　　　（最

終受付13:40）　　　　　　　　定休

日：月水金（週3回）

76-3771

城辺トレーニングセンター

上野体育館　下地体育館

下地球場

緊急事態宣言期間中閉館
77-4946

生涯学習振興課

しろう農園

ヤギふれあい牧場＆アロエカフェ：

※12/27リニューアルオープン

※～２月末まで土日営業

79-7900 パイナガマ海空すこやか公園 2/8～閉鎖解除 73-8170

パイナガマビーチ 通常通り 盛加越公園 2/8～閉鎖解除

砂山ビーチ
緊急事態宣言期間中

コインシャワー閉鎖
カママ嶺公園 2/8～閉鎖解除 76-6507

トゥリバー 通常通り 大野越公園 2/8～閉鎖解除

新城海岸
緊急事態宣言期間中

コインシャワー閉鎖
城辺運動公園 2/8～閉鎖解除 77-4905

インギャーマリンガーデン 通常通り 池原公園（下地庁舎前） 2/8～閉鎖解除

竜宮城展望台 通常通り 下地公園 2/8～閉鎖解除

前浜ビーチ
緊急事態宣言期間中

コインシャワー閉鎖
大嶽城址公園 2/8～閉鎖解除

サ二ツ浜 通常通り 平成の森公園 2/8～閉鎖解除

マイパマエスカーサ 76-2177 佐和田の浜ふれあい広場 2/8～閉鎖解除

保良川ビーチ 当面の間閉鎖 77-7577 伊良部カントリーパーク 2/8～閉鎖解除

吉野海岸利便施設
緊急事態宣言期間中

コインシャワー閉鎖
健康ふれあいランド公園 2/8～閉鎖解除

フナクスビーチ
緊急事態宣言期間中

コインシャワー閉鎖
島尻マングローブ公園 2/8～閉鎖解除

渡口の浜
緊急事態宣言期間中

コインシャワー閉鎖
前浜（皆愛）地区農村公園 2/8～閉鎖解除

海業支援施設

（おおばんまい食堂）
2/28まで臨時休業延長 78-3119 来間東農村公園 2/8～閉鎖解除

いらぶ大橋海の駅 緊急事態宣言期間中閉館 78-3778 JTAドーム 緊急事態宣言期間中閉館 72-3880

体験・レジャー関連 飲食店・その他
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体験工芸村 緊急事態宣言期間中閉館 73-4111 モアナレンタカー 2/10～営業再開 79-5915

モンブラン 1/13(水）～3/31(日）運休(延長） 72-6641 カレンスタイル 03-4500-8065

ひとときさんぽツアー

①まっちゃみち散歩

②綾道・平良～「英雄物語」

③港釣り

④うぷきの森体験

※①～④ツアー限定開催。

※3密回避、参加者、スタッフはマス

ク着用必須。

73-7311 郷家、郷家はなれ 2/7(日)まで休業 74-2358

エコガイドカフェ 76-6660 ベーカリー&カフェ　南西の風 74-7275

エメラルドコーストゴルフリンク

ス
通常営業 76-3232 コロナ以外の閉鎖状況

宿泊施設 通り池 1月18日～3月末　整備拡張工事の為閉鎖
73-2690

観光商工課

RuGu 79-0070

宮古島東急ホテル＆リゾーツ

2021/01/22(金)～当面の間、【レスト

ラン】、【各カウンター・売店】、

【エステ・スパ】：営業休止及び営業

時間変更有

76-2109

イラフ SUI ラグジュアリーコレ

クションホテル 沖縄宮古
74-5511

ホテルライジングサン宮古島 79-0077

ホテルサザンコースト宮古島 75-3335

HOTEL LOCUS

ザリスケープ

ホテルローカス：通常営業

ザ　リスケープ：1/24(日)午後12時

～3/8(月)午前9時まで全館休業（宿

泊・レストラン・各種アクティビティ

のサービス提供停止）

ホテルローカス

79-0240

ザリスケープ

74-4120

南西楽園リゾート

※アラマンダインギャーコーラルヴィレッジ：

2/7(日)まで臨時閉館

※ホテルブリーズベイマリーナ：2/7(日)まで

臨時閉館

※ホテル内レストラン：時短営業中（すべての

飲食施設20:00閉店）

74-7100

ホテル共和 2/17～2/22休業 73-2288

宮古島来間リゾートシーウッドホ

テル

2/8(月)～2/28(日)まで

ディナー営業時間：17:00～20:00

酒類の提供：11:00～19:00

※対象店舗:日本料理吉祥来間島、

ビーチハウスレストランKISSHO

74-7888

ホテルアトールエメラルド宮古島 73-9800

ホテル・デ・ラクア宮古島 73-1155

クリスタルヴィラ宮古島砂山ビー

チ

クリスタルヴィラインギャー

79-8800

イリオス池間島 080-7824-1159

ホテルニュー丸勝 72-9936

HOTEL385 79-0998

ホテルピースアイランド宮古島（西里

通）

ホテルピースイン宮古島ＮＥＸＵＳ

ホテルピースアイランド宮古島

3月末まで新型コロナウィルス軽症者

受け入れ対応。

NEXUS　4月以降も新型コロナウィル

ス軽症者受け入れ対応

市役所通りは通常営業

79-5071

リゾートコテージ

タンディガタンディ
79-0439

宮古島第一ホテル 73-5522

マリンロッジ・マレア 76-3850


