
 

 

 

 沖縄観光インフラカード

第二弾の配付を開始します。沖縄観光インフラカードは、観光客を含めた一般の方が収

集を楽しみながら、観光に貢献するインフラについて、広く容易に理解してもらうため

に作成したものです。 

 

 『「公園」シリーズ』は

「首里城公園『正殿』」が配布されており、

NO.016「海洋博公園『熱帯ドリームセンター』

 

※「公園」シリーズでは、観光インフラの拠点となっている国営沖縄記念公園につい

て理解を深めると同時に、国営公園の魅力を広く認識してもらい、今後も

や地域振興の拠点となることを目的としています。

 

 

＜ 参 考 ＞ 

沖縄観光インフラカード

シリーズ」（第一弾）、3月

ズ」と3月31日「開通記念シリーズ

http://www.dc.ogb.go.jp/kaiken/012668.html

 

沖縄観光インフラカード

～５月

●沖縄観光インフラカード「公園

◇内閣府 沖縄総合事務局 開発建設部

課 長 豊見山 

 
●沖縄観光インフラカード「公園」シリーズの配布について

◇≪海洋博公園≫海洋博公園管理センター

 
※今回の発表は、海洋博公園管理センターと同時発表を行っております。

 

観光インフラカード第四弾として、５月21日（木）から『「公園」シリーズ』（※）

の配付を開始します。沖縄観光インフラカードは、観光客を含めた一般の方が収

集を楽しみながら、観光に貢献するインフラについて、広く容易に理解してもらうため

はこれまでNo.012「海洋博公園『沖縄美ら海水族館』

が配布されており、今回、NO.015「海洋博公園

『熱帯ドリームセンター』」について配付を開始します。

では、観光インフラの拠点となっている国営沖縄記念公園につい

理解を深めると同時に、国営公園の魅力を広く認識してもらい、今後も

地域振興の拠点となることを目的としています。 

沖縄観光インフラカードについては、これまで、2月28日に「沖縄北部ダムツーリズム

月16日に「道の駅シリーズ」（第二弾）、3月26

日「開通記念シリーズ」（第三弾）を配布開始しています。

http://www.dc.ogb.go.jp/kaiken/012668.html 

沖縄観光インフラカード（「公園」シリーズ

～５月２１日（木）配付開始～ 

《 問い合わせ先 》  
 

●沖縄観光インフラカード「公園シリーズ」について 
開発建設部 建設産業・地方整備課 
 秀樹、建設専門官 具志堅 清一 TEL098-866-1910

●沖縄観光インフラカード「公園」シリーズの配布について 
◇≪海洋博公園≫海洋博公園管理センター イベント・広報担当TEL 0980-48-2741

※今回の発表は、海洋博公園管理センターと同時発表を行っております。 

 

 

 

 

 

 

）から『「公園」シリーズ』（※）

の配付を開始します。沖縄観光インフラカードは、観光客を含めた一般の方が収

集を楽しみながら、観光に貢献するインフラについて、広く容易に理解してもらうため

沖縄美ら海水族館』」、No.013

「海洋博公園『海洋文化館』」、

について配付を開始します。 

では、観光インフラの拠点となっている国営沖縄記念公園につい

理解を深めると同時に、国営公園の魅力を広く認識してもらい、今後も沖縄観光

「沖縄北部ダムツーリズム 

26日に「公園シリー 

を配布開始しています。 

（「公園」シリーズ第二弾） 

 

平成２７年５月 20 日 

内閣府 沖縄総合事務局 
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発表後の取扱自由 
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海洋博公園管理センター  

 

 

 

 

 

 

日頃より海洋博公園の運営にご協力いただき、誠にありがとうございます。 

海洋博公園では、5月 21 日（木）より「沖縄観光インフラカード」の配付を開始しますので、 

お知らせいたします。 

＜お問い合わせ先＞取材につきましては、下記にお問い合わせ下さい。 

≪取材について≫ 海洋博公園管理センター イベント・広報担当 

TEL 0980-48-2741 / FAX 0980-48-3339 

観光を楽しみ、集めてインフラがわかる「沖縄観光インフラカード」 

 

 

 

 

 

 

 

 

沖縄観光を広く支えているのは、「インフラ整備」です。道路や空港、港湾だけでなく、 

首里城や海洋博公園、人工ビーチ、離島架橋、ダムツーリズムなど観光資源を含む幅広い 

地域づくりが、観光に貢献しています。 

「沖縄観光インフラカード」は、皆様に観光に貢献するインフラについて、広く容易に理 

解していただけるよう、インフラ施設の諸元や概要、見どころをまとめたカードです。 

QR コードで情報や動画も楽しめます。収集しながら、観光の満足度の向上や誘客につな 

がることが期待されます。 

 

今回は、海洋文化館、熱帯ドリームセンターのカードを 5月 21 日（木）より配付開始しま 

す。カードは配付場所にて、一人 1枚、手渡しにて配付致します。 

＜配付場所＞ 

・海洋文化館 券売所 

・熱帯ドリームセンター 券売所 

平成 27年 5 月 20 日 

海洋文化館・熱帯ドリームセンター 

「沖縄観光インフラカード」配付開始！ 

熱帯ドリームセンター 海洋文化館 

（参考資料） 



別 添

沖縄観光インフラカード（「国営沖縄記念公園」シリーズNo15～No16）

NO.015 海洋博公園「海洋文化館」

「海洋文化館」カードでは、カ
ード裏面に掲載されている
QRコードより、広大な海を越
えた人々の歴史と文化を伝
える展示品を動画で見るこ

NO.016 海洋博公園「熱帯ドリームセンター」

※ 実寸は 縦63mm、横88mmです。

える展示品を動画で見るこ
とができます。

「熱帯ドリームセンター」カー
ドでは、カード裏面に掲載さ
れているQRコードより、熱帯
ドリームセンターで咲き誇る
ランの花々や南国の植物を
動画で見ることができます。



○海洋文化館（海洋博公園）／熱帯ドリームセンター（海洋博公園）の入館者でカード配付を希望さ
れる方を対象とします。
○カードは配付窓口において、一人一枚の手渡しにより配付します。

■配付ルール（「公園」シリーズ）

配付ルール及び配付先

減少

■配付場所（「国営沖縄記念公園」シリーズ）

沖縄観光インフラカードの各配付窓口にはこの
「配付場所目印マーク」が掲示されています。

配付場所目印マーク 沖縄本島「海洋博公園」位置図

海洋博公園
「海洋文化館」

「熱帯ドリームセンター」

配付場所目印マーク

登録
番号 件名 配付場所 問い合せ先 配付時間

15 国営沖縄記念公園
「海洋博公園 海洋文化館」

本部町石川424番地（海洋博公園内）
海洋文化館の券売所

0980-48-2741
【3月～9月】
8：30～19：00
【10月～2月】
8：30～17：30

16
国営沖縄記念公園
「海洋博公園　熱帯ドリームセン
ター」

本部町石川424番地（海洋博公園内）
熱帯ドリームセンターの券売所

0980-48-2741
【3月～9月】
8：30～19：00
【10月～2月】
8：30～17：30



■沖縄観光インフラカード（国営沖縄記念公園シリーズ）配付場所

NO.015 国営沖縄記念公園「海洋博公園 海洋文化館」

海洋文化館
券売所

本部町石川424番地（海洋博公園内）
海洋文化館の券売所

0980-48-2741 【3月～9月】8：30～19：00
【10月～2月】8：30～17：30

NO.016 国営沖縄記念公園「海洋博公園 熱帯ドリームセンター」

本部町石川424番地（海洋博公園内）
熱帯ドリームセンターの券売所

0980-48-2741 【3月～9月】8：30～19：00
【10月～2月】8：30～17：30

熱帯ドリームセンター
券売所



□「沖縄観光インフラ」 シンボルマーク

参 考



首里城
http://oki-park.jp/sp/shurijo/1617
沖縄美ら海水族館
http://oki-churaumi.jp/m/clip.html

○観光客を含め一般の方に、観光に貢献するインフラにつ 

  いて、広く容易に理解してもらうため、インフラ施設を対象 

    とした「沖縄観光インフラカード」を配付しています。 
 

 ○「沖縄観光インフラカード」は、収集を楽しみながら、観光 

    とインフラの関係を理解することができるとともに、観光の 

    満足度の向上や誘客につながることが期待されます。 

【沖縄観光インフラカード】 沖縄総合事務局HP http://www.dc.ogb.go.jp/kaiken/012668.html 

【道の駅】 

「安波ダム」カードで

は、カード裏面に記

載されているQRコー

ドより、ダム湖面から

しか見られない幻とさ

れる「シゲランファー

の滝」が動画で見るこ

とができます。 

安波ダム 

「シゲランファーの滝」 

許 田      

喜名番所 

道の駅「許田」 

道の駅「おおぎみ」 

福地ダム 

道の駅「喜名番所」 

安波ダム 

道の駅「ぎのざ」 

漢那ダム 

首里城 

道の駅「かでな」 

道の駅「いとまん」 

道の駅「豊崎」 

沖縄美ら海水族館 

海洋文化館 

熱帯ドリームセンター 
道の駅「ゆいゆい国頭」 

豊見城東道路（開通記念） 

【国営沖縄記念公園】 

【沖縄北部ダムツーリズム】 

おおぎみ かでな ゆいゆい国頭 

豊 崎 いとまん ぎのざ 

首里城 

豊見城東道路 

沖縄美ら海水族館 

福地ダム 安波ダム 漢那ダム 

海洋文化館 熱帯ドリームセンター 

【開通記念】 

H27.5新規発行 

「首里城」カードでは、

カード裏面に掲載されて

いるQRコードより、首里城

公園「新春の宴」の厳か

な儀式の様子を動画で見

ることができます。 
 

首里城 

「沖縄美ら海水族館」カード

では、カード裏面に記載さ

れているQRコードより、黒

潮水槽の中でゆうゆうと泳

ぐジンベエザメと一緒にい

るような動画と沖縄の方言

をお楽しみ頂けます。 

沖縄美ら海水族館 海洋文化館 熱帯ドリームセンター 

「海洋文化館」カードでは、

カード裏面に掲載されて

いるQRコードより、広大な

海を越えた人々の歴史と

文化を伝える展示品を動

画で見ることができます。 
 

「熱帯ドリームセンター」

カードでは、カード裏面に

掲載されているQRコード

より、熱帯ドリームセン

ターで咲き誇るランの

花々や南国の植物を動

画で見ることができます。 
 


