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メッセージ

忘れられない家族の思い出づくりに。大人も子供も大満足！
～足摺宇和海国立公園だからこそできる
                                          キャンプ・温泉ワーケーション～

主な対応シーズン

コアターゲット 家族連れにオススメしたい！

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

久礼大正町市場（中土佐町）

チェックイン snowpeak土佐清水キャンプフィールド

コンテンツ❶ 手ぶらキャンププラン&住箱宿泊
work or Vacation!!
地元食材を使ってBBQ（土佐清水の食　配達サービス）

朝焼けを見ながらのキャンプ飯
コンテンツ❷ SATOUMI潮だまりツアー

足摺海洋館SATOUMI見学
コンテンツ❸ カツオの藁焼きたたきづくり体験

カツオのたたき
work or Vacation!!

市街にて新鮮な魚料理(清水サバ)
朝焼けを見ながらのキャンプ飯

チェックアウト
コンテンツ❹ レンタサイクル散策

市街にて土佐清水市名物「ペラ焼き」など
work or Vacation!!

チェックイン 足摺国際ホテル
ホテルで地元食材を堪能（清水さば）

コンテンツ❺ 足摺スターウォッチング
ホテルにて

チェックアウト 足摺国際ホテル

それぞれの発地へ

高知県ワーケーションモデルプラン①

セールス
ポイント

（全体）

四国最南端の海に囲まれた足摺エリアは、日常を離れて家族の絆を強くしてくれる場所です。
snowpeak土佐清水キャンプフィールドを中心とした、お子様も楽しめる充実した体験コンテ
ンツや、足摺温泉で癒やされながら「最高の思い出になるワーケーション」をしてみませんか。
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モデルプランで紹介したコンテンツ
手ぶらキャンププラン&住箱宿泊
場所：土佐清水市 TEL.0880-87-9789（snow peak 土佐清水キャンプフィールド）

　大人気のアウトドアメーカー「スノーピーク」が手掛ける、スノーピーク初の
「海のキャンプ場」です。なかなかキャンプデビューに踏み込めない、という方
のために、スタッフがテントの設営方法、道具の使い方、キャンプ場のマナー
等、全面的にサポートしてくれます。食材・飲物、着替え、洗面用具をもっ
てきていただくだけでOK！手ぶらで地域食材をBBQで召し上がっていただ
けけます。ご宿泊は、モバイルハウス「住箱-JYUBAKO-」がおすすめです！
SATOUMI潮だまりツアー
場所：土佐清水市 TEL.0880-87-9500（竜串ビジターセンター　うみのわ）

　足摺海遊館SATOUMIと、竜串海岸のフィールドをまるごと楽しめるジオ
ガイドツアー。黒潮の恵みによる豊かで特徴的な生態系を育む竜串湾の地
層と地形（竜串層）の神秘に触れることができます。お得なSATOUMI入
館チケット付き！

カツオの藁焼きたたきづくり体験
場所：土佐清水市 TEL.0880-87-9789（snow peak 土佐清水キャンプフィールド）

　高知名物「カツオのたたき」、藁で豪快に炙ったカツオのうま味は絶品で
す！snow peak 土佐清水キャンプフィールド内でカツオの藁焼きたたきづく
り体験ができ、できたてを味わえます。
　地元で水揚げされた新鮮なカツオを用いて、解体から藁焼きまでの全工
程を体験できるコースと、天候等に左右されずお手軽に藁焼き体験のみが
行えるコースとがあります。
サイクリング散策
場所：土佐清水市 TEL.0880-82-3155（土佐清水市観光協会）

　黒潮が接岸する足摺岬や、奇岩で知られる竜串・見残海岸などのダイナ
ミックな自然、四国霊場八十八ヶ所三十八番札所金剛福寺、足摺温泉
郷など、多くの見所があり、土佐清水市の観光地巡りにレンタサイクルはどう
でしょうか？
　土佐清水市内に設置された6カ所のサイクルステーションであればどこでも
自転車の貸出・返却ができます。
足摺スターウォッチング
場所：土佐清水市 TEL.0880-88-0201（足摺国際ホテル）

　都会ではなかなか見られない満天の星空を見に行きませんか？
　目の前できらめく星空はまさに手が届きそう！スタッフにより足摺岬展望台
まで送迎付きでご案内いたします。
　現地ではスタッフによる星空・灯台の解説があります。特に空気の澄んだ
冬は降るような沢山の星や流れ星、冬の大三角型などが美しく見られる確
率が高くオススメです。
※時期・天候により変更となる場合がございます。
土佐清水の食　配達サービス
場所：土佐清水市 TEL.0880-87-9789（snow peak 土佐清水キャンプフィールド）

　地元で採れた魚を使った刺身の盛り合わせ、土佐赤牛カルビなどのBBQ
セットを、地元商店や鮮魚店の方がキャンプ場まで新鮮な地元食材を配
達！土佐清水市の絶品食材を最高のロケーションの中で楽しみません
か？
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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 snowpeak土佐清水キャンプフィールド
事務所所在地 787-0450 高知県土佐清水市三崎字エジリ4145番1

TEL 0880-87-9789 https://www.snowpeak.co.jp/locations/tosashimizu/

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 有り

モニターを使ってのネット会議 可能 コピー 有り(有料)

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

●Wi-Fi利用：宿泊者のみ
●屋外にタープを張って、臨時的な会議室を作ることが可能(別途料金)
●住箱内にPC電源2口あり。
●コピー：要相談　●飲食：デリバリーサービス他ケータリングなど。
★都会から離れ、大自然の中で集中して仕事に取り組めます。

ワークスポット❷
施設名 足摺国際ホテル

事務所所在地 787-0315 高知県土佐清水市足摺岬６６２
TEL 0880-88-0201 https://www.ashizuri.co.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 有り(有料)

モニターを使ってのネット会議 可能 コピー 有り(有料)

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

●Wi-Fi利用：宿泊者のみ
●個室環境：洋室…10室、和室…2室
●飲食：朝夕（和洋食）※事前に注文が必要
★ロビーから望める景色がとても綺麗で、景色を眺めながらのワークは捗ります！

その他周辺、立ち寄りワークスポット

足摺パシフィックホテル 竜串ビジターセンターうみのわ 民宿西田 海の物産館　ながしま



その他オススメしたいコンテンツ
グラスボート ジョン万資料館 唐人駄馬

ビュースポット 特産品

足摺海洋館「SATOUMI」 足摺岬 トーイングチューブ

土佐清水地魚市場 藁焼きワールド 清水さば

釣り好き船長と行く、手ぶらで船釣り体験 万次郎足湯 道の駅めじかの里 土佐清水 ペラ焼き
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水上バイクに引っ張ってもらいス
ピードを体感！ 波しぶきを全身で
あびながら、自然を感じることので
きるアクティビティです。 

ジョン万次郎の波乱万丈の生涯を、
漂流、アメリカ、帰国、功績の４つ
の展示室で再現し、時系列で学ぶ
ことができます。

太平洋を見下ろす丘の上に、高さ
6～7mもある大きな石がごろごろ
と転がる唐人駄馬の一帯。静かな
古代の「パワースポット」として訪れ
る人が増えています。

グラスボートの船底ガラスから、日本初の竜串海中公園の美しさを、広く、
リアルに鑑賞！竜串の海は、日本初の海中公園！シコロサンゴの群集
は、日本最大級！見残し海岸は、時を忘れる奇岩の異空間です！

土佐清水市で獲れた鮮魚や
干物、加工品がたくさん揃う！
高知に来たからにはカツオのた
たき！藁焼き体験も可能です。

清水さばは土佐清水で水揚げされるゴ
マサバのことです。立縄漁という独特の
漁法で一匹ずつ釣り上げます。しっかり
とした歯ごたえがあり、うま味あふれる刺
身やたたきで食べるのがおすすめです。
また、清水さばのおいしさの秘密や漁師
町の歴史を探るツアーも実施しています。

足摺海洋館「SATOUMI」は、黒潮が育む足摺宇和海国立公園の美
しい海に生息する様々な生き物、約350種15,000点を飼育している
水族館です。
水族館周辺が大きな自然のミュージアムであることをコンセプトに、近海
の生態系をリアルに再現した館内の展示と、館外に広がる土佐清水市
の自然やマリンアクティビティが連動するように考案されています。

竿やエサなどの、必要な釣り道具
はすべてレンタルできるので準備
不要で楽しめます！
お子様や初心者にもおすすめで
す。

足湯でリフレッシュ！階段状になっ
た足湯場からは、眼前に広がる雄
大な太平洋と、天然記念物に指
定される白山洞門がすぐ目の前に

四国の最南端にある道の駅。隣
接している加工工場で生産され
た、土佐清水市の特産品「ソウ
ダガツオ」を用いた加工品や地元
の鮮魚が揃います。また宗田節
を使った料理も楽しめます。

薄くのばした生地の上にネギと
じゃこ天、卵をのせて焼いたもの
で、食事や子供のおやつとして親
しまれてきた土佐清水のソウル
フードです！

食

楽 観

食

食

観

買楽

楽

楽

行き交う巨大な船や、彼方にのぞ
む水平線がアーチ状に見え、地球
が丸いことを実感！朝日を見るの
にも絶好のスポットで、毎年元日に
は、初日の出を拝むため、たくさん
の方が訪れます。

観観


