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移動 1時間
昼食 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
コンテンツ❶

昼食 宿泊・ワークスポット

チェックイン

夕食
朝食

コンテンツ❷
昼食 宿泊・ワークスポット

コンテンツ❸ 中津渓谷 散策

夕食
朝食 宿泊・ワークスポット

宿泊・ワークスポット

チェックアウト
コンテンツ❹

昼食
移動

プラン
メッセージ

趣味を満喫！
仁淀川エリアでのんびりワークプラン

主な対応シーズン

コアターゲット 個人（フリーランス）や少人数のグループにオススメしたい！

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

石窯で焼く手作りピザ体験
スノーピークおち仁淀川
work or Vacation!!

BBQ
自由食
スノーピークおち仁淀川
【仁淀川SUP】 清流アドベンチャー
日高村オムライス街道
SUGGOI SPORTS
work or Vacation!!

古民家にて地元食材を調理
自由食
佐川町酒蔵の町並み　散策
老舗 大正軒にて鰻料理

work or Vacation!!

古民家にて地元食材を調理
自由食
work or Vacation!!

SUGGOI SPORTS
土佐和紙紙漉き体験
いの生姜焼き街道

それぞれの発地へ

高知県ワーケーションモデルプラン④

セールス
ポイント

（全体）

仁淀川エリアでは、川・山・海・里の自然を生かした様々なアクティビティや食を楽しむことが
出来ます。大自然に包まれる中で仕事に集中するもよし、趣味に時間を使うのもよし、のんび
り過ごしたい方におすすめするプランです。

1日目 
スノーピーク
おち仁淀川

キャンプフィールド

SUGGOI 
SPORTS

（ゲストハウス）

3日目 

SUGGOI 
SPORTS

（ゲストハウス）

4日目 

2日目 
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モデルプランで紹介したコンテンツ
【仁淀川SUP】 清流アドベンチャー
場所：日高村 TEL.0889-39-1868（SUGGOI SPORTS）
　SUPで川下りができる仁淀川のシークレットスポットに地元ガイドがご案内するおよ
そ2時間30分のプランです。 他で味わえない高い透明度と水質日本一の仁淀ブ
ルーで、海や湖とは違う、川ならではの楽しみ方をレクチャーします！ 

佐川町酒蔵の町並み　散策
場所：佐川町 TEL.0889-20-9500（さかわ観光協会）
　創業400余年の司牡丹酒造が酒造りを営む佐川町。県内屈指の酒どころで、町
には白壁の蔵が立ち並んでいます。土佐漆喰の美しさ、激しい風雨に備える知恵か
ら生まれた水切り瓦、長さ85mを超える長大な酒蔵などを眺めながらゆっくり散策を
楽しめます。

中津渓谷　散策
場所：仁淀川町 TEL.0889-20-9511 ((一社)仁淀ブルー観光協議会）
　自然の力で形作られた渓谷美と最後に流れる雨竜の滝が、訪れる人の目を楽し
ませる仁淀川の人気景勝スポット。仁淀川支流の中津川に沿って約2kmの遊歩
道が整備されています。地元ガイド（有料）の解説付きでの散策もできます。

土佐和紙紙漉き体験
場所：いの町 TEL.088-892-1001（土佐和紙工芸村くらうど）
　全国的に名高い「土佐和紙」の紙すきを体験。伝統工芸にふれながら、あなただ
けのオリジナルはがきや、色紙がつくれます。ギャラリーやレストランもあります。夏はリ
バーアクティビティ（SUP・カヌーなど）も体験でき、初心者もオススメです。

石窯で焼く手作りピザ体験（集落活動センターたいこ岩）
場所：佐川町 TEL.0889-20-9316（尾川地区活性化協議会）
静かな里山を歩くと、山深い土地を潤すように流れる澄んだ水の音が聞こえる、佐
川町西部の尾川地区にある「集落活動センターたいこ岩」では、石造りの本格ピザ
窯で焼く手作り体験ができます。生地から作る本格コースや、お好みの地元の食材
をトッピングで焼くだけの簡単コースがあります。

日高村オムライス街道
場所：日高村 TEL.0889-24-4647（日高村産業環境課）
　日高村特産の糖度7.0以上の高糖度の「シュガートマト」をふんだんに使ったオムラ
イスが人気。村内9つの飲食店でいろいろなタイプの個性あふれるオムライスが楽しめ
ます。

大正軒
場所：佐川町 TEL. 0889-22-0031（大正軒）
　事前に予約が必要な大正2年創業の鰻専門店。到着に合わせて料理を提供し
てくれる、一度は行きたい高知を代表する鰻の老舗です。

いの生姜焼き街道
場所：いの町 TEL.088-892-0474（いの町商工会）
　「いの生姜焼き街道」は生姜栽培発祥の地といわれる「いの町」の商工会が主催
するスタンプラリーのことです。期間中はいの町の飲食店などがショウガを使った料理
やスイーツを多数提供します。
期間外も特産の生姜を使ったグルメを提供しています。定番の生姜焼き以外にも、
定食やピザ、スイーツなどメニューいろいろ。
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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 スノーピークおち仁淀川キャンプフィールド
事務所所在地 781-1326 高知県高岡郡越知町片岡4番地

TEL 0889-27-2622 https://sbs.snowpeak.co.jp/ochiniyodogawa/

環境 設備 有無 設備 有無
Wi-Fi その他 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 不可 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 その他

備考欄
【ポイント・メリットなど】

★モニターの声

●宿泊棟「住箱」は隈研吾氏が監修したもの。（キャンプサイトをご利用の場合はキャンプ道具一式のレン
タル（有料）もあり）●夏場は川遊びやラフティングーツアーがおすすめ。併設のウッドデッキでゆったりBBQ
も楽しめる。●R3.6月頃に公衆WI-FI完備予定　●デスクワーク：宿泊棟に備え付け　●PC電源：１
席あたりのコンセント数2口/(人)　●飲食：市街地まで車で10分弱
★「住箱」と仁淀川との間は人工物が無く、川のせせらぎや鳥のさえずりなど、非日常を感じられる環境で
す。

ワークスポット❷
施設名 SUGGOI SPORTS（ゲストハウス）

事務所所在地 781-2151 高知県高岡郡日高村下分2658
TEL 0889-39-1868 https://hpdsp.jp/suggoikochi/

環境 設備 有無 設備 有無
Wi-Fi 有り PC電源 有り

会議室 有り 個室環境 有り

モニターを使ってのネット会議 不可 コピー 有り

スマホ電波状況 良好 プリンター 有り

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

●カフェ併設・コピー・プリントアウトサービスあります。　●古民家内のスペースを自由に使用で
きます。　●外国の方の受入実績もあります。●会議室：古民家のリビングスペースです　●
モニターを使ってのネット会議：設備を持ち込んでいただければ可能　●PC電源：共有ス
ペースに約８口　●個室環境：寝室（個室）
★古民家内に十分すぎる機能性やアメニティ、古民家を利用したワーケーションにオススメ！

その他周辺、立ち寄りワークスポット

土佐龍温泉　三陽荘 土佐市複合文化施設つなーで スノーピーク かわの駅おち Eat＆Stayとまとと KOKUBAN OFFICE&CAFÉ



その他オススメしたいコンテンツ
ホエールウオッチング 宇佐もん一本釣りうるめ 手ぶらで船釣り体験

ビュースポット 特産品

ヴィラサントリーニ UFOライン（雄峰ライン） 屋形船仁淀川

新居地区観光交流施設 南風(まぜ) にこ淵 安居渓谷

酔鯨酒造 土佐蔵 宇佐土曜市 村の駅ひだか いの町紙の博物館
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西日本最高峰の石鎚山を背景に
全長27ｋｍに伸びる町道。尾根
沿いを縫うように走るルートは、天
空へと続く絶景のドライブコースとし
て人気。

日高村本村から名越屋（なご
や）沈下橋までの約2kmを50
分かけて往復。「仁淀ブルー」を
間近に堪能できます。

　一般的に網で漁を行ううるめい
わしを、あえて一本釣りにこだわっ
て水揚げ。いわしとは思えない食
感や甘さを堪能できます。

土佐市横浪半島にぐるっと囲まれ
た湾内は波もなく湖のように穏やか
で初心者やお子さん連れでも安心
です。また手ぶらで来ても楽しんで
いただけるよう各種道具を取りそろ
えています。雄大な自然に囲まれ
た海の上でのんびりと癒しのひととき
をお過ごしください。

　体長10mを超えるクジラや、可愛いイルカたちの群れ。大海原を優雅に
自由に泳ぎ回る姿を見ることができます。クジラとの遭遇率は日本全国で
も有数のウォッチングポイント。特に海水温が高くなる時期が高くなります。

川底の岩が見えるほどの透明度が
ある滝つぼの水が、光の当たり方で
「仁淀ブルー」に変化する幻想的な
光景が魅力的なスポットです。

国が発表する水質ランキングで日
本一を何度も獲得している仁淀川。
特に上流部の「仁淀ブルー」と称さ
れる美しい青色は必見です。紅葉
の季節には多くの観光客が訪れま
す。

ギリシャのサントリーニ島に建つホテルをそのままにイメージした、本格的な
エーゲ海リゾートホテル。サントリーニ島の伝統的な建築様式にこだわりま
した。一度は泊まってみたいホテルとして人気のスポット。日本でいることを
忘れてしまいそうなご滞在を...。

太平洋を望む抜群のロケーションを
一望できる展望台、地域を感じら
れるメニュー豊富なカフェが魅力的
な施設です。また敷地内にある海
鮮BBQも人気です。

高知を代表する蔵元の一つ「酔鯨酒
造」。その中でも高級酒を主に製造して
います。お酒のできる工程や「酔鯨」のこ
だわった酒造りを見学できます。併設の
SAKELABCAFEではお酒を材料にし
たソフトクリームパフェなど、ノンアルコール
カフェメニューも楽しめます。

毎週土曜日に宇佐漁協魚市
場で開かれている朝市。水揚げ
されたばかりの魚貝はもちろん、
地元の野菜などの様々な地場
産品が並びます。

日高村特産のトマトなど村内産
の新鮮な野菜、芋ケンピやトマト
ソースなどの加工食品などを販
売しています。
「とまとおでん」も人気です。

博物館には土佐和紙の長い歴
史、楮(こうぞ)やミツマタなどの和
紙を漉くための原料や、紙漉きの
ための様々な道具の話などを詳
しく学ぶことができます。

メインダイニング”logue”レストラン
では、イタリアで修行を積んだシェフ
による、地元食材を活かした美味
しい料理が堪能できます。レストラ
ンからの絶景は訪れるお客様の目
を楽しませてくれます。
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