
☑ 春 ☑ 夏 ☑ 秋 ☑ 冬

移動 1時間
昼食

宿泊・ワークスポット
コンテンツ❶
チェックイン

夕食
朝食

チェックアウト
コンテンツ❶

昼食
コンテンツ❷ 宿泊・ワークスポット
チェックイン

夕食
朝食

チェックアウト 湖畔遊(宿泊施設)
コンテンツ❸

昼食
宿泊・ワークスポット

コンテンツ❹
チェックイン

夕食
朝食

チェックアウト 高知市内ホテル
移動

プラン
メッセージ 名門ゴルフコースで目指せスコアアップ！

主な対応シーズン

コアターゲット 企業やグループ研修・合宿に最適

滞在例（おすすめ行程3泊4日）
それぞれの発地から現地へ

移動手段 （自動車） 高知市内発

Kochi黒潮カントリークラブ　レストラン
work or Vacation!!

名門コースでスコアアップ！
ロイヤルホテル土佐
ホテルにて
ホテルにて
ロイヤルホテル土佐
名門コースでスコアアップ！
Kochi黒潮カントリークラブ　レストラン
赤岡町の蔵元　「高木酒造」酒蔵見学
湖畔遊(宿泊施設)
work or Vacation!!

ホテルにて
ホテルにて

ヤ・シィパークでお買い物・ビーチ散策
mana＊manaにて
work or Vacation!!

YASU海の駅クラブ（マリンアクティビティ）

高知市内ホテル
「ひろめ市場」で高知の食を満喫
ホテルにて

それぞれの発地へ

高知県ワーケーションモデルプラン⑦

セールス
ポイント

（全体）

ゴルファーの憧れである、カシオワールドオープン開催コースでゴルフレッスンとワー
クを両立。高知市内からのアクセス便利な高知県中東部エリアでワザと心を磨く
&リフレッシュしましょう！

1日目 
ロイヤルホテル土佐

Kochi黒潮
カントリークラブ

湖畔遊

高知市内ホテル

4日目 

２日目

3日目 
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❷

❸

❹

食

食

モデルプランで紹介したコンテンツ
名門コースでスコアアップ！
場所：芸西村 TEL.0887-33-4455（Kochi黒潮カントリークラブ）
　カシオワールドオープンをはじめとした、名だたる大会の会場となる「Kochi黒潮カン
トリークラブ」。その名門ゴルフクラブで専属プロによるレッスンが受けられます。ドライビ
ングレンジ、コース等を利用してスコアアップを目指します。事前に又は体験開始前
にレベルや体験期間に合わせ目標設定を行い、カリキュラムを組み実施します。太
平洋に向けて「ナイスショット！」

赤岡町の蔵元　高木酒造酒蔵見学
場所：香南市 TEL.0887-55-1800（高木酒造株式会社）
　太平洋を背に、豪快に日本酒を1升飲み干す奇祭「土佐赤岡どろめ祭り」で飲ま
れる、土佐の銘酒「豊能梅」。その銘酒を製造する、高木酒造の酒蔵を見学するこ
とができます。龍神が舞い降りた逸話のある酒蔵で、酒造りのこだわりを学び、その
後、銘酒を試飲して、お気に入りの銘柄に出会いましょう！

道の駅やす&ヤ・シィパークでお買い物・ビーチ散策

場所：香南市 TEL.0887-57-7122（道の駅やす）
　「ヤ･シィパーク」では、こども広場や芝生広場、海岸沿いを散歩できる全長530m
のボードウォークがあり、心地よい潮風を感じながら、散策ができます。隣接する「道
の駅やす」では農産物等の直販所やお土産屋、海を見渡させるカフェやインド料理
店などがあり、食事からショッピングまで楽しめます。

YASU海の駅クラブ（マリンアクティビティ）

場所：香南市 TEL.0887-57-1855（YASU海の駅クラブ）
　真っ青な海でSUPやシーカヤックなどのマリンスポーツが思う存分楽しめます。
BIGSUP上でカフェを楽しみながら、日の入りに合わせ、シーカヤックで夕暮れの海を
楽しむ体験プログラムはインスタ映え間違いなし！操作方法はインストラクターが指
導するので安心です。胴着き長靴を着用するため濡れる心配もありません。 

ひろめ市場
場所：高知市 TEL.088-822-5287（ひろめ市場）
　ひろめ市場の中は「お城下広場」や「龍馬通り」など7ブロックからなり、人気の飲食
店や鮮魚店、精肉店、雑貨・洋服屋などの個性的なお店が集まっています。市場
内の至る所にテーブルと椅子が並べられていて、それぞれ自分の好きなものを、好き
なお店で買ってきて、持ち寄って食べるスタイルが人気。

レストラン&カフェ　mana＊mana
場所：香南市 TEL.0887-52-8489（レストラン&カフェmana＊mana）
　地元の果物を使った「フルーツアイスバー」はインスタ映え間違いなし！地元夜須で
獲れたシイラのフライとニラのたっぷり入ったタルタルソースを使ったご当地バーガー「ニラ
マヒバーガー」も楽しめます。 カフェの南側はガラス張りのオーシャンビューとなっており、
テラス席にはリゾート気分を味わえるソファー席をご用意しています。ワークスポットとし
てもご利用いただけます。
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写真❷（仕事場）

〒
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モデルプランで紹介したワークスポット
ワークスポット❶

施設名 黒潮カントリークラブ
事務所所在地 781-5703 高知県安芸郡芸西村西分甲5207番地

TEL 0887-33-4455 https://kuroshiocc.com/

環境 設備 有無 設備 有無
Wi-Fi 有り(無料) PC電源 有り(無料)

会議室 有り(有料) 個室環境 無し

モニターを使ってのネット会議 可能 コピー 無し

スマホ電波状況 良好 プリンター 無し

デスクワーク 可能 飲食 有り(有料)

備考欄
【ポイント・メリットなど】

★モニターの声

●ゴルフコース越しに太平洋を眺められるコンペルームを利用して会議や
　 研修なども行えます。
★仕事後、5分でゴルフができます。太平洋に向かってナイスショット！

ワークスポット❷
施設名 湖畔遊

事務所所在地 781-4224 高知県香美市香北町有瀬100
TEL 0887-59-4777 https://www.kohanyu.jp

環境 設備 有無 設備 有無
Wi-Fi 有り(無料) PC電源 有り

会議室 無し 個室環境 無し

モニターを使ってのネット会議 無し コピー 有り(有料)

スマホ電波状況 良好 プリンター 有り(有料)

デスクワーク 可能 飲食 有り(有料)

備考欄
【ポイント・メリットなど】

●自然に囲まれた環境　●高速無料Wi-Fi完備　●温泉利用可　
●カフェスペースでのコーヒーやお茶などドリンク無料提供　
●コピー・プリンター:1枚10円/カラー20円

その他周辺、立ち寄りワークスポット

ウエルカムホーム桃福亭 香南市サイクリングターミナル
海のやど　しおや宿 コテージ　シーサイド手結 リゾートホテル海辺の果樹園 カフェレストラン　mana*mana



その他オススメしたいコンテンツ
西島園芸団地 龍河洞

ビュースポット

絵金蔵 道の駅南国（風良里） 手結港可動橋 四国自動車博物館

高知県のいち動物公園 香南ニラ塩焼そば ごめんケンカシャモ料理

海洋堂SpaceFactoryなんこく アンパンマンミュージアム 創造広場「アクトランド」

ẀṫṭṫṾ
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西島園芸団地では、一年中メロンやスイカ等の様々なフルーツが栽培さ
れており、その栽培ハウス内を見学できます。また、熱帯花木が一年中
咲き乱れるトロピカルナーセリーでは、メロンやスイカはもちろん、園内で栽
培されたフルーツを使った絶品スイーツもお楽しみいただけます。

観

日本３大鍾乳洞の１つ。その洞内で
は、幻想的で神秘的な世界を体感で
きます。出口付近には弥生時代の穴
居生活の跡があり、特に石灰華に包
まれた弥生式土器は世界的にも珍し
いものです。

幕末・明治の激動期に活躍した
絵師金蔵(えしきんぞう)の作品
の内、町内に残された23枚の屏
風絵が収蔵されています。これら
は夏の祭礼の夜に飾る為に描か

地元の新鮮な野菜をメインにした、
南国土佐ならではの郷土料理の
モーニングバイキングが大人気です。
ショップや直売所も併設されており、
買い物も楽しめます。

坂本龍馬の大好物だったと言わ
れ、最期に食べようとしていたと言
われる「シャモ鍋」が、龍馬ゆかり
の地で食べられます。

食

たっぷりのニラと、豚肉と麺を塩だ
れで味付けした焼きそばは、ヘル
シーで栄養満点。ニラの甘みと
シャキシャキの食感が楽しめます。

日本の動物園ランキング2年連続第1位に選ばれた動物園です。
緑豊かな環境の中、様々なテーマに合わせて動物たちの生息環境を
再現した展示が特徴の動物公園です。園内では約110種類の動物た
ちが生活しており、生き生きと暮らす動物たちを観察できます。

アンパンマンの生みの親、やなせた
かし先生のふるさとにある、子ども
から大人まで楽しめる美術館です。
ここでしか見られないアンパンマン
たちの絵が展示されています。

観

楽 食

世界的なソフビフィギュアの権威である「海洋堂」と、「ものづくりの街南国
市」がコラボした新しい形の「体験型ものづくり施設」。フィギュアの生産工
程や製品の展示・販売、ものづくり体験など、ここでしか体感できない海洋
堂の魅力がもりだくさん。

楽 観

アスファルトの道路がまるで迫ってく
るように垂直に立ち上がる光景が
見られます。日本珍スポット100景
に選ばれ、CM等でも人気のインス
タ映えスポットです。

香南市野市町にある、四国唯一
の自動車博物館。60s～80sの
レースカー、クラシックカーを中心に
希少車を2輪・4輪とも展示してい
ます。

楽

観

施設内には、坂本龍馬の蝋人形
館「龍馬歴史館」や「世界クラシッ
クカー博物館」など8つの展示館に
加え、珍しい遊具のある無料エリア
が併設されています。

楽

買 観


