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モデルプラン プラン一覧

モデルプラン一覧表

No. プラン名 コア滞在
市町村

プランの
コアワークスポット拠点

１

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～

土佐清水市

①snowpeak土佐清水キャン
プフィールド
②足摺国際ホテル

２
「海・山・川」自然の恵みを活かした
チームビルディング

 ～自然に仲間と向き合いチーム力UP～
黒潮町

①ネスト・ウエストガーデン
土佐
②ホテル星羅四万十

３
雲の上のまちで過ごす、
自然と癒しのワーケーションステイ

梼原町・
津野町

①ゆすはら雲の上の図書館
②星ふるヴィレッジTENGU

No. プラン名 コア滞在
市町村

プランの
コアワークスポット拠点

４
趣味を満喫！

仁淀川エリアでのんびりワークプラン
仁淀川
エリア

①スノーピークおち仁淀川
キャンプフィールド
②SUGGOI SPORTS

５
充実アウトドア・フィールド「土佐れいほく」

チームビルディング・ワーケーション
嶺北
エリア

モンベルアウトドアヴィレッ
ジもとやま

６
土佐山の大自然の中で！

企業と地域をつなぐラーニングワーケーション

土佐山/

高知市
エリア

①オーベルジュ土佐山
②土佐山アカデミー
（土佐山夢産地パーク交流館
　「かわせみ」）

７ 名門ゴルフコースで目指せスコアアップ！
物部川
エリア/

芸西村

①黒潮カントリークラブ
②湖畔遊

No. プラン名 コア滞在
市町村

プランの
コアワークスポット拠点

８
歴史のまちへプチ移住!

のんびり古民家でワーケーション
安芸市

Hostel東風ノ家
（Kochi-no-ya)

９

「空」の下、「海」のそばで、気ままに。
地球の物語の一部であることを知る。

～室戸ユネスコ世界ジオパークの恵み
×WORK～

室戸市

①スカイ アンド シー・ムロ
ト
②MUROTO base 55

（室戸市自然体験型観光交流
　宿泊施設）

西部エリア

中部エリア

東部エリア
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西部エリアの紹介

モデルプラン（西部エリア）

西部エリア

西部エリア　とは？

日本最後の清流「四万十川」を

中心に、ダイナミックな自然を体感

できるエリア。標高1,400mのカル

スト台地「四国カルスト・天狗高

原」や、「栢島」の透き通る海、大

パノラマの海絶景が広がる「足摺

岬」など、一度は見てみたい絶景

が豊富なフォトジェニックなエリア
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モデルプラン①

モデルプラン（西部エリア）

☑ 春 ☑ 夏 ☑ 秋 □ 冬

移動 1時間
昼食

移動 2時間
チェックイン 宿泊・ワークスポット

コンテンツ❶

夕食
朝食

コンテンツ❷

コンテンツ❸ 宿泊・ワークスポット

昼食

夕食
朝食

チェックアウト snowpeak土佐清水キャンプフィールド

コンテンツ❹
昼食

宿泊・ワークスポット

チェックイン
夕食

コンテンツ❺
朝食

チェックアウト
移動

プラン
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）

snowpeak土佐清水キャンプフィールド

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
SATOUMI潮だまりツアー
足摺海洋館SATOUMI見学
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

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!!
足摺国際ホテル
ホテルで地元食材を堪能（清水さば）

足摺スターウォッチング
ホテルにて
足摺国際ホテル

それぞれの発地へ

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。

snowpeak
土佐清水

キャンプフィールド

snowpeak
土佐清水

キャンプフィールド

足摺国際ホテル

4日目

1日目 

2日目 

3日目 
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モデルプラン①

モデルプラン（西部エリア）

❶

❷

❸

❹

❺

食

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作り体験
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作り体験ができ、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、それら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、天ノ川などが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？

ẀṫṭṫṾṳṹ
Ṹ
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モデルプラン①

モデルプラン（西部エリア）

子供が参加できる体験プログラムが充実しており、長期滞在にオススメ！

都会の喧騒から離れ、大自然の中で集中して仕事に取り組めました。

テントの設営や火おこしなど、本格的な野外実習を体験できました。
日中は住箱でワーク、夜は目の前でBBQと移動時間をかけずにメリハリが
でき、環境が素晴らしかったです。

ঔ
ॽ
ॱ
␗
भ
ଢ
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モデルプラン②

モデルプラン（西部エリア）
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モデルプラン②

モデルプラン（西部エリア）
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モデルプラン②

モデルプラン（西部エリア）

晴れていれば開放感のあるウッドテラスで仕事ができます。
（Wifi接続も問題なし！）

WEBミーティング等で個室空間が必要な場合は、
客室等で行う必要があります。

ঔ
ॽ
ॱ
␗
भ
ଢ
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モデルプラン③

モデルプラン（西部エリア）
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モデルプラン③

モデルプラン（西部エリア）
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モデルプラン③

モデルプラン（西部エリア）

コンパクトな町の中で、徒歩圏内に隈健吾氏設計建築物が密集しており
ここでしか体験できない町並み散策を楽しむことができました。

雲の上の図書館は、おしゃれなカフェにいるような錯覚を覚え、
この場にいるだけでステータスを感じました。

雲の上の図書館は、会議室レンタルも行っているため
WEBミーティングなど個室空間が必要になっても困らないのが便利！

ঔ
ॽ
ॱ
␗
भ
ଢ
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中部エリアの紹介

モデルプラン（中部エリア）

中部エリア

中部エリア　とは？

高知の旅の拠点となる中心地。

高知を代表する観光名所「桂

浜」や「高知城」など、歴史・文化

に触れることが空出来るエリアの他、

「龍河洞」や「にこ淵」など高知な

らではの神秘の世界を体験できる

エリアもあり、高知初心者にオスス

メのエリア。
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モデルプラン（中部エリア）

モデルプラン④
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モデルプラン（中部エリア）

モデルプラン④
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モデルプラン（中部エリア）

モデルプラン④

仕事をしたくなくなるほど、くつろげる魅力コンテンツが組み込まれていまし
た！企業の福利厚生型としてピッタリだと思いました。

ঔ
ॽ
ॱ
␗
भ
ଢ
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モデルプラン（中部エリア）

モデルプラン⑤
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モデルプラン（中部エリア）

モデルプラン⑤
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モデルプラン（中部エリア）

モデルプラン⑤

コテージに3~4泊の長期滞在でも、モンベルのアクティビティが充実している
ので飽きることなく楽しめます。

ラフティングは一つのボートにチームで乗船し、頭は10個でも足は1本状態
なので否が応でも団結します！

本山町ならではのコンテンツの組み合わせで「ここにしかない」ワーケーション
が出来ると思います。

ঔ
ॽ
ॱ
␗
भ
ଢ
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モデルプラン（中部エリア）

モデルプラン⑥
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モデルプラン（中部エリア）

モデルプラン⑥
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モデルプラン（中部エリア）

モデルプラン⑥

オーダーメイドのチームビルディング・研修で、
どの企業の研修にも対応できそうだと思いました。

企業の合宿モデル、人材育成にあてはまるプランだと思う。
チームビルディング研修に充実した施設のため、体験内容が考えつくされた
内容で、自然と団結力が上がるような気がしました。

ঔ
ॽ
ॱ
␗
भ
ଢ
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モデルプラン（中部エリア）

モデルプラン⑦
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モデルプラン（中部エリア）

モデルプラン⑦
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モデルプラン（中部エリア）

モデルプラン⑦

ゴルフ初心者でも楽しめ、名門コースでゴルフをすることでステータスを感じる
景色もよいし、リフレッシュになります！

会社でゴルフをして言えるセールスパーソンも多いし、企業の若手やゴルフの
腕を磨きたい人を集めた研修をすると仲も深まりそう！

ワーケーションのプランとして独自性があり、ゴルフに集中したい方も
ワークしながらゴルフを楽しみたい方もどちらにもオススメできます。

ঔ
ॽ
ॱ
␗
भ
ଢ
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東部エリアの紹介

モデルプラン（東部エリア）

東部エリア

東部エリア　とは？

大地が隆起するダイナミックな岩

肌と太平洋の壮大な景観が広が

る「室戸岬」や、神秘洞窟と天然

記念物のシダ郡生が美しい「伊尾

木洞」、日本遺産認定のストー

リー「森林鉄道から日本一のゆず

ロードへ」など、特徴のある名所で

自然のチカラを体感できるエリア。
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モデルプラン（東部エリア）

モデルプラン⑧
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モデルプラン（東部エリア）

モデルプラン⑧
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モデルプラン（東部エリア）

モデルプラン⑧

滞在場所の東風ノ家を拠点にすることで、様々な交流が生まれれば地元
の人から観光地以外のスポットを聞いたり新たなアイデアが浮かんだりと、普
段の仕事環境では得られない体験になると感じました。

土居廓中ふるさと館周辺の町並み散策や伊尾木洞など、ガイドさん付きで
見て回れる機会があり、地元の方とも触れ合う機会があると良いなと
感じました。

普段からフリーランスとして場所や時間を選ばずに仕事をしている人にとって
は、仕事をしやすい環境だけが正義ではないと思うので、
「交流」「食」「自然」の魅力が揃っていて良いと思いました。

ঔ
ॽ
ॱ
␗
भ
ଢ
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モデルプラン（東部エリア）

モデルプラン⑨
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モデルプラン（東部エリア）

モデルプラン⑨
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モデルプラン（東部エリア）

モデルプラン⑨

ゲストハウスのオーナーさんや体験事業者さんなど、現地の方と交流できたの
が良かった。自然が好きなので海も山も近い室戸の環境は最高でした。

「なぜ室戸の魚は美味しいのか？」をしっかり学んだあとで、実際に美味し
い魚をたくさん食べられるという流れが良かったです。

交通手段がないため、レンタサイクルやレンタカーが必要となるため、
運転ができない方は要注意！

ঔ
ॽ
ॱ
␗
भ
ଢ
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ワークスポット一覧

西部エリア

No. 市町村 施設名 〒 住所 電話番号 ホームページ ジャンル

1 津野町
星ふるヴィレッジＴＥＮＧＵ
（リニューアル中 ６月オープン予定）

785-0504 津野町芳生野乙4921-22 0889-62-3188 http://www.tengusou.com ホテル

2 津野町 遊山四万十の宿 せいらん 785-0411 津野町船戸1321 ー ー 宿泊施設

3 檮原町 梼原町立図書館 785-0610 梼原町梼原1212-2  0889-65-1900 http://kumonoue-lib.jp 図書館

4 四万十町 四万十オートキャンプ場ウェル花夢 786-0307 四万十町江師546 0880-27-1211 http://wel-come.net/ キャンプ場

5 四万十町 ホテル松葉川温泉 786-0097 四万十町日野地605-1 0880-23-0611 https://www.matsubakawa.jp/ ホテル

6 四万十町 シマントシェアオフィス 786-0534 四万十町広瀬583-13 0880-28-5594 https://inaka-pipe.net/shareoffice/ コワーキングスペース

7 黒潮町 ネスト・ウエストガーデン土佐 789-1931 黒潮町入野184 0880-43-0101 https://www.nest-wgt.jp/ ホテル

8 黒潮町 ホテルユートピア 789-1911 黒潮町浮鞭3878 0880-43-2345 http://www.tosa-yutopia.com/ ホテル

9 黒潮町 民宿 みやこ 789-1901 黒潮町上川口1486-1 0880-44-1485 http://www.minshuku-miyako.com/ ホテル

10 黒潮町 民宿 海坊主 789-1903 黒潮町有井川1-2 0880-44-1146 http://www.iwk.ne.jp/~umibouzu/ ホテル

11 黒潮町 土佐佐賀温泉こぶしのさと 789-1703 黒潮町拳ノ川2161 0880-55-7011 http://www.kobushino-satocom ホテル

12 黒潮町 民宿 しらたがわ 789-1901 黒潮町上川口1031-1 0880-44-1354 ー ゲストハウス

13 四万十市 ホテル星羅四万十 787-1603 四万十市西土佐用井1100 0880-52-2225 https://www.seirashimanto.com/ ホテル

14 四万十市 四万十楽舎 787-1323 四万十市西土佐中半408-1 0880-54-1230 http://gakusya.info/jp/ キャンプ場

15 土佐清水市 スノーピーク土佐清水キャンプフィールド 787-0450 土佐清水市三崎字エジリ4145番1 0880-87-9789
https://sbs.snowpeak.co.jp/tosashimizu/s
hop/index.html

キャンプ場

16 土佐清水市 足摺国際ホテル 787-0315 土佐清水市足摺岬662 0880-88-0201 https://www.ashizuri.co.jp/ ホテル

17 土佐清水市 海の物産館ながしま 787-0450 土佐清水市三崎4135-2 0880-85-0880
http://www.glassboat.jp/nagashima/inde
x.html

カフェ

18 土佐清水市 民宿西田 787-0315 土佐清水市足摺岬716-1 0880-88-0025 http://www.henroyado.net/index.htm 旅館

19 土佐清水市 足摺パシフィックホテル花椿 787-0315 土佐清水市足摺岬783 0880-88-1111 https://www.ashizuri.com/ ホテル

20 土佐清水市 竜串ビジターセンターうみのわ 787-0450 土佐清水市三崎字今芝4032-2 0880-87-9500 https://tosashimizu-geo.jp/uminowa/ その他
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中部エリア

No. 市町村 施設名 〒 住所 電話番号 ホームページ ジャンル

21 香美市 湖畔遊 781-4224 香美市香北町有瀬100 0887-59-4777 https://www.kohanyu.jp ホテル

22 香南市
香南市サイクリングターミナル
海の宿 しおや宿

781-5622 香南市夜須町手結山1304 0887-55-3196 http://www.shioyajyuku.com/ 旅館

23 香南市 コテージ シーサイド手結 781-5622 香南市夜須町手結山548-11 088-873-5902 http://seasidekochi.com/ 簡易宿所

24 香南市 リゾートホテル海辺の果樹園 781-5622 香南市安町手結山506-1 0887-55-4111 http://www.umibenokajuen.co.jp ホテル

25 香南市 道の駅やす内カフェレストランmana＊mana 781-5602 香南市夜須町千切537-90 0887-52-8489 http://yasea.jp カフェレストラン

26 高知市
土佐山夢産地パーク交流館「かわせみ」（土
佐山アカデミー）

781-3221 高知市土佐山桑尾1856-1 088-895-2033 https://tosayamaacademy.org/x/ 多目的ホール

27 高知市 オーベルジュ土佐山 781-3222 高知市土佐山東川661番地 088-850-6911 https://www.orienthotel.jp/tosayama/ ホテル

28 高知市 COMMUBA(コミュバ） 780-0841
高知市帯屋町2-2-14 
OKAMURA帯屋町ビル5F

088-873-2266
http://www.okamura-
bungu.com/news/#1443705430-717032

コワーキングスペース

29 高知市 よさこいビジネスプラザ 780-0862 高知市鷹匠町1丁目3-22 088-880-8351
http://www.sv-
cafe.com/yosakoi/index.html 

コワーキングスペース

30 高知市 CafeNOVA 780-0056
高知市北本町1丁目10番31号 
高知八州ビル1F

088-879-1915 https://www.caminova.co.jp/ コワーキングスペース

31 大豊町 山荘梶ヶ森 789-0255 大豊町佐賀山1248-3 0887-74-0360 https://www.kajigamori.com 山荘

32 本山町 モンベルアウトドアヴィレッジもとやま 781-3601 本山町本山2133番地1 0887-72-9670  https://motoyama.outdoorvillage.jp/ アウトドア拠点施設

33 本山町
集落活動センターなめかわ新拠点
(R3.9月オープン予定)

ー 本山町下関 ー https://www.at-namekawa.com/ コワーキングスペース

34 土佐町
石原コミュニティーセンター
集落活動センターいしはらの里

781-3334 土佐町西石原1228 0887-72-9328 https://isiharanosato.jp/ 公民館

35 いの町 KOKUBAN OFFICE&CAFÉ 781-2110 いの町3175 080-4984-2826 http://www.kokuban-office.com コワーキングスペース

36 日高村 SUGGOI SPORT 781-2151 日高村下分2658 0889-39-1868 https://hpdsp.jp/suggoikochi/ 宿泊・SUP体験施設

37 日高村 Eat＆Stayとまとと 781-2151 日高村下分1889-1 0889-39-2000 https://tomatoto.jp/ カフェ･宿泊施設

38 土佐市 土佐龍温泉 三陽荘 781-1165 土佐市宇佐町竜504－1 088-856-0001 https://sanyo-so.co.jp ホテル

39 土佐市 新居地区観光交流施設 南風 781-1164 土佐市新居38-34 088-856-8421 http://maze.or.jp 直販所･土産物店

40 土佐市 ドラゴン広場 781-1165 土佐市高岡町甲2116-3 088-879-9000 ー 飲食店等複合施設

41 土佐市 土佐市複合文化施設つなーで 781-1102 土佐市高岡町乙3451－1 088-852-2111 https://www.city.tosa.lg.jp/tsuna-de/ 複合文化施設

42 越知町 スノーピークおち仁淀川キャンプフィールド 781-1326 越知町片岡4番地 0889-27-2622
https://sbs.snowpeak.co.jp/ochiniyodoga
wa/

キャンプ場

43 越知町 スノーピークかわの駅おち 781-1303 越知町越知丙625番地4 0889-20-9666
https://sbs.snowpeak.co.jp/kawanoekioc
hi/shop/index.html

キャンプ場

44 土佐町 さめうら荘 レイクサイドホテル 土佐郡土佐町田井146-1 0887-82-1020 https://mizuuminoeki.jp/hotel/ ホテル

45 香美市 ウェルカムホーム桃福亭 781-4247 香美市香北町猪野々612 0887-53-9695 http://hayashishoten.com/ カフェ･宿泊施設
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東部エリア

No. 市町村 施設名 〒 住所 電話番号 ホームページ ジャンル

46 芸西村 黒潮カントリークラブ 781-5703 安芸郡芸西村西分甲5207 0887-33-4455 https://kuroshiocc.com/ ゴルフ場

47 室戸市
MUROTO base 55 
（室戸市自然体験型観光交流宿泊施設）

781-7102 室戸市室津2836-2 0887-98-7011 https://www.muroto55.com キャンプ場

48 室戸市 スカイアンドシー・ムロト 781-7101 室戸市室戸岬町2752-1 0887-98-7017 https:skyandsea.jp ゲストハウス

49 安芸市 Hostel東風ノ家（Kochi-no-ya) 784-0001 安芸市矢ノ丸1-9-28 070-4141-1004 https://kochinoya.com ゲストハウス



高知県観光振興部地域観光課

☎088-823-9706
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