10月21日時点
※各施設の受付時間や定休日、詳しい体験内容等は、各施設にお問い合わせください。
※体験・アクティビティは事前予約が必要な場合がありますので必ず事前にご確認ください。
※下記内容は随時更新していますので、公式ホームページもあわせてご確認ください。
エリア

施 設（事業者）名

住所

椎名集落活動センターたのしいな 室戸市室戸岬540

TEL

要事前
予約

体験内容

0887-98-7020 ・ビン玉ネット編みのロープワーク体験 ・港まちあるきツアーなど

安 芸・室 戸
物部川
嶺北
高知市

仁淀川

biologico hanna

田野町2426-1

0887-38-3236 ・アロマフレグランスレッスン ・アロマトリートメントなど

ハッピーサーフスクール

東洋町大字生見12-10

090-3460-9688

・サーフィンスクール
※サーフボード等のレンタルも行っています

内原野陶芸館

安芸市川北乙1607-1

0887-32-0308

・手びねり陶芸体験 ・絵付体験 ・サンドブラスト体験など
※予約優先となります。 ※予約は前日までにお願いします。

岬のサキュレントハウス

室戸市室戸岬町5400

0887-22-1341 ・サボテン、
多肉植物の寄せ植え体験

室戸ドルフィンセンター

室戸市室戸岬町字鯨浜6810-162

0887-22-1245 ・エサやり体験 ・ドルフィンスイムなど

室戸世界ジオパークセンター

室戸市室戸岬町1810-2

南国市観光案内人の会

南国市大そね甲2301
南国市観光協会内

088-855-3985

・地元観光ガイドと一緒に史跡巡りやまち歩き
※予約は原則一週間前までにお願いします。

南国市観光協会

南国市大そね甲2301

088-855-3985

・プチお遍路体験など
（※お遍路衣装のレンタルを行っています。
）

創造広場
「アクトランド」

香南市野市町大谷928-1

0887-56-1501 ・
「歴史散策プラン」
（レンタサイクル＋龍馬歴史館など）

海洋堂スペースファクトリーなんこく

南国市大埇甲1623-3

088-8864-6777 ・フィギュアの色塗り ・ミニジオラマづくり
（少人数なら予約不要）

ふれあいの里なめかわ

本山町下関755

080-2986-1700 ・苔テラリウム作り体験 ・石窯ピザ焼き体験

土佐町田井146-1

080-1990-1992 ・さめうら湖SUP体験 ・カナディアンカヌー体験

道の駅
「土佐さめうら」
ＢＢＱテラス

土佐町田井448-2

0887-82-1680 ・特産土佐あかうしに舌鼓！手ぶらバーベキュー体験
※デイキャンプセットは対象外です。

You Me Rafting

大豊町永渕6-1

0887-75-0920

・大歩危ラフティング半日体験
※前日までにご予約下さい。

モンベルアウトドアヴィレッジ本山 本山町本山2133-1

0887-72-9670

・ラフティング ・トレッキング ・カヤック ・サイクリング
※予約は前日までにお願いします。

日本サンゴセンター
宝石珊瑚資料館
「35の杜」

高知市仁井田187-3

088-847-3535

・サンゴブレスレット手作り体験
※来店される前に一度お電話をお願いします。

宇佐ホエールウォッチング協会

土佐市宇佐町橋田浜2752-7
(宇佐しおかぜ公園内)

090-3782-2554

・クジラやイルカウオッチング
（所要時間約5時間程度）
※予約は原則２日前までにお願いします。
※体験期間は10月末までです。

いの町紙の博物館

いの町幸町110-1

088-893-0886 ・紙漉き体験

有機高揚

越知町鎌井田本村852-2

070-1047-0248 ・ラフティング半日ツアー ・ZAB半日ツアー ・テントサウナ

リバーサップそらみる
（さめうらカヌーテラス内）

0887-23-1610 ・シェアサイクル※予約不要

0887-22-5161 ・佐喜浜ミニ八十八ケ所ハイキング※予約は原則一週間前までにお願いします。

抽選で
10 名様に
当たる！

応募期間

Instagram投稿

キャンペーン

1 16

2023

「体験クーポン」
と
「体験・アクティビティ」
の様子を投稿した方に、
5,000円相当の高知の特産品をプレゼント！
※応募前に必ず応募規約をご確認ください。
なお、応募規約は公式ホームページにてご確認いただけます。

高知でワーケーション体験クーポン
キャンペーンをご利用されたお客様へ

お問い合わせ

高知県ワーケーション推進事務局（有限会社アイデアライズ内）

この度は、本キャンペーンをご利用いただき誠にありが

TEL 088-872-7795 営業時間10 : 00 〜 17 : 00（土・日・祝・年末年始休み）

とうございます。今後の本県のワーケーション事業等への

※新型コロナウイルス感染状況等により、直ちに利用を停止する場合があります。

活用のため、アンケートへのご協力をお願いいたします。
皆様の率直なご意見・ご感想をお聞かせください。

アンケートの回答は
こちらから

高知でワーケーション

公式ホームページ▶

月

まで

10月21日時点
※各施設の受付時間や定休日、詳しい体験内容等は、各施設にお問い合わせください。
※体験・アクティビティは事前予約が必要な場合がありますので必ず事前にご確認ください。
※下記内容は随時更新していますので、公式ホームページもあわせてご確認ください。
エリア

施 設（ 事 業 者 ）名

住所

TEL

要事前
予約

体験内容

奥四 万 十

四万十ダイブ

四万十町志和521-4

080-5663-9581 ・体験ダイビング

海洋堂ホビー館四万十

四万十町打井川1458-1

0880-29-3355

・ジオラマ体験
※別途入館料が必要です。

四万十川ジップライン

四万十町十和川口40-1

0880-28-5554

・ジップライン体験
（往路は川船に乗って四万十川の対岸まで遊覧、
復路はジップラインで四万十川上空を滑走するアクティビティ）

フォレストアドベンチャー・高知

津野町芳生野乙5422

080-2347-3318 ・ジップスライド

四万十・川の駅カヌー館

四万十市西土佐用井1111-11

0880-52-2121 ・半日カヌーツーリング

和紙スタジオ かみこや

梼原町太田戸1678

0889-68-0355

四万十市田出ノ川24

0880-31-8400 ・カヌーツーリング

四万十市観光協会

四万十市駅前町8-3

0880-35-4171 ・四万十川レンタサイクル

四万十川屋形船なっとく

四万十市田出ノ川846-1

0880-38-2918 ・屋形船にて四万十川の遊覧

四万十川観光遊覧船
舟母浪漫・松廣屋

四万十市入田16

0880-34-8911

四万十市佐田492-1

090-5147-4023 ・屋形舟遊覧 ・川漁師体験

竜串観光汽船

土佐清水市竜串19-10

0880-85-0037

岡野渡船

土佐清水市足摺岬610-1

0880-88-0960 ・足摺岬周辺海上クルージング体験

土佐清水市三崎4032

0880-85-0635

土佐清水市三崎4124-1

0880-85-0201

四万十カヌーとキャンプの里

かわらっこ

四万十川観光遊覧船

四 万 十・足 摺

屋形舟さこや

高知県立足摺海洋館
SATOUMI

足摺海底館
たつくしがーるず
土佐清水ジオの会
宿毛市観光協会

・ファンダイビングなど

・紙漉き体験

※電話又は電子メールにて事前予約をお願いします。

・体験型遊覧
（遊覧船）
櫓漕ぎ体験
・帆の上げ下げ蛇紋石磨き体験など

・グラスボート
※出港時間の15分前までに当社券売場に来てください。

・各種セット券
（海洋館＋海底館＋グラスボードなど）
※グラスボートとのセット券が対象です。

・ジオガイドツアー ・磯あそびツアー
（11月末まで）
※予約は前日17時までにお願いします。
土佐清水市三崎字今芝4032-2
0880-87-9500
竜串ビジターセンター内
・ジオガイドツアー
※予約は２日前の17時までにお願いします。
宿毛市駅前町1-703

0880-63-0801

・さんごアクセサリー作り体験 ・手ぶらでファミリーフィッシング体験
※事前予約が必要な体験もありますのでお電話でご確認ください。
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