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三重県立
少年自然の家

■ホテル季の座
■孫太郎オートキャンプ

■シティホテル望月
■おわせビジネスホテル
■ビジネスホテルフェニックス
■ホテルビオラ
■ビジネスホテル胡蝶館
■民宿イワナの里

島勝浦体験型
イベント施設
けいちゅう

旅館 勝三屋

旅の宿はるさめ

早苗旅館

ビジネスホテル潮音

熊野飛鳥
むすびの里

山里民泊あかくら

農家民宿
マウントホイロ

天女座

入鹿温泉ホテル瀞流荘

フェアフィールド・バイ・マリオット三重御浜

ビジネスホテルAlinサンライト

キャンプinn海山

紀宝町飛雪の滝キャンプ場

三反帆で巡る熊野川体験ツアー②

二の滝＆渓流トレッキング⑮

刀鍛冶の工房見学③

魚まち散策⑦

手ぶらでOK!
まるごと海体験⑬

■銚子川案内人と巡る
奇跡の清流銚子川④～⑥

■カナディアンカヌーレンタル⑫

楯ヶ崎遊覧⑭

■さんま寿司・めはり寿司
作り⑰

■那智黒石加工⑲

シーカヤック⑩
SUP⑪

＊

＊

■学ぼう！尾鷲の雨のメカニズム⑧
■押し寿司・さんま寿司作り⑯
■マイ箸作り⑱

※同地域に複数集中している場合は円を大きく表示しまとめて記載 １

アクアステーションⒺ

鬼ヶ城Ⓖ

鬼ヶ城センター㋒

花の窟Ⓗ

種まき権兵衛の里Ⓑ

一冨士㋐

レストラン三紀㋑

花のいわや亭㋓

宿泊施設
P.14～16

体験メニュー
P.2～8の①～㉑

観光スポット
P.9～13のⒶ～Ⓛ

各市町の観光協会等＊

昼食施設
P.17の㋐～㋖

道の駅パーク七里御浜㋕

道の駅ウミガメ公園㋖

＊

旧紀州鉱山跡・選鉱場跡
鉱山資料館⑨

■うまし宿 漁亭 美乃島
■酒蔵と地魚の宿 桃太郎
■紀伊の松島
■民宿はま風
■料理民宿美浜

■熊野古道センターⒹ

■バターナイフ作り⑳
■まが玉作り㉑

■ホテルなみ
■熊野の宿 海ひかり㋔
■旅館 紀南荘



◎東紀州の歴史・文化体験◎

■事業者：（一社）東紀州地域振興公社
■料金：5,000円/語り部1人につき （一部10,000円）
■対応人数：20名/語り部1人につき
■体験可能時期：通年
■体験場所：熊野古道伊勢路各峠
■予約：要※1週間前まで
■お問い合わせ：（一社）東紀州地域振興公社

熊野市井戸町371
📞0597-89-6172 FAX 0597-89-6184
https://kumanokodo-iseji.jp

①熊野古道伊勢路を語り部と歩く

東紀州で唯一、刀匠の資格を持つ刀鍛冶の角谷健一
郎さんとお話ししながら熊野市五郷町にある工房を
見学します。

②三反帆で巡る熊野川体験ツアー

紀宝町

川風を受けて進む三反帆に乗り、ゆっ
くりと熊野川を巡ります。

紀北町 尾鷲市 熊野市 御浜町

かつて伊勢から熊野三山（熊野本宮大
社・熊野那智大社・熊野速玉大社）を目
指して多くの人が歩いた世界遺産熊野古
道伊勢路を、語り部さんと実際に歩いて
みよう！

熊野市

③刀鍛冶の工房見学体験

■事業者：熊野川体感塾
■料金：1名9,000円、2名4500円/人、3名以上3500円/人
■対応人数：１名～（1回の最大乗客数30名）
■体験可能時期：通年（12月～2月の冬場は休業）
■予約：要※1週間前まで
■お問い合わせ：熊野川体感塾

南牟婁郡紀宝町北檜杖203
📞0735-21-0314
http:/www.za.ztv.ne.jp/w58yd3jb/

■事業者：熊野市観光公社
■料金：1,200円/人 ※お話と工房見学のみの費用。体験内容によっては別途費用がかかります。
■対応人数：1～20名
■体験可能時期：随時（10時～15時）
ただし、不在時、お盆、年末年始は 見学できない場合があります。

■予約：要※２週間前まで
■お問い合わせ：熊野市観光公社

熊野市井戸町653-12
📞0597-89-2229 FAX 0597-89-3300
✉info@kumano-k.jp
http://kumano-kankou.com/
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世界遺産や歴史について学ぶことができます



◎東紀州の歴史・文化体験◎

紀北町

④銚子川案内人と巡る奇跡の清流銚子川 巨岩奇岩、水と緑が織りなす銚
子川の人気ポイントを巡ります。
川辺におりて透明な水、銚子川
をながめてのんびりしたい方に
おすすめ。

■事業者：（特非）ふるさと企画舎
■料金：2,500円/人※5名までは2,500円×人数、6～10名までは13,000円
■対応人数：2～40名（2名以上で申込み）
■体験可能時期：1～6月・9～12月（7月・8月は休み）
■集合場所：種まき権兵衛の里駐車場（紀北町便ノ山768）
■予約：要※1週間前まで
■お問い合わせ：キャンプinn海山

📞0597-33-0077 FAX 0597-32-3800
✉furusatokikakusya@zd.ztv.ne.jp
http://camp-inn-miyama.com/

1 魚飛渓コース（歩行距離：1～2km）

⑤銚子川案内人と巡る奇跡の清流銚子川

2 種まき権兵衛の里から周回ウォーキングコース
（歩行距離：5km）紀北町

■事業者： （特非）ふるさと企画舎
■料金：2,500円/人※5名までは2,500円×人数、6～10名までは13,000円
■対応人数：2～40名（2名以上で申込み）
■体験可能時期：1～6月・9～12月（7月・8月は休み）
■集合場所：種まき権兵衛の里駐車場（紀北町便ノ山768）
■予約：要※1週間前まで
■お問い合わせ：キャンプinn海山

📞0597-33-0077 FAX 0597-32-3800
✉furusatokikakusya@zd.ztv.ne.jp
http://camp-inn-miyama.com/

町民の健康ウォーキングコースに
なっています。銚子川をながめな
がらしっかり歩きたい方におすす
め。

⑥銚子川案内人と巡る奇跡の清流銚子川

■事業者： （特非）ふるさと企画舎
■料金：2,500円/人※5名までは2,500円×人数、6～10名までは13,000円
■対応人数：2～40名（2名以上で申込み）
■体験可能時期：1～6月・9～12月（7月・8月は休み）
■集合場所：海山グランド駐車場（紀北町相賀954番地4）
■予約：要※1週間前まで
■お問い合わせ：キャンプinn海山

📞0597-33-0077 FAX 0597-32-3800
✉furusatokikakusya@zd.ztv.ne.jp
http://camp-inn-miyama.com/

3 ゆらゆら帯と河口コース（歩行距離：3～4km）
紀北町

河口まで透明度が高い銚子川。川
の水と海の水の境目かがゆらゆら
と揺れて見える「ゆらゆら帯」ポ
イントや河口、海へとご案内しま
す。
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自然を通して豊かな人間性を育むことができます



尾鷲市

◎東紀州の歴史・文化体験◎

紀北町

⑦魚まち散策

⑧学ぼう！尾鷲の雨のメカニズム

■事業者：古道魚まち歩観会
■料金：400円/人
■対応人数：5～20名まで〈要相談〉
■体験可能時期：通年
■予約：要※1週間前まで
■お問い合わせ：紀北町観光協会

北牟婁郡紀北町長島
📞0597-46-3555
✉info@kihoku-kanko.com

(魚まち散策問合せとご記入ください)

■事業者：尾鷲観光物産協会
■料金：800円/人（テキスト代含む）
■対応人数：5～200名まで〈要相談〉
■体験可能時期：土・日・祝日
■予約：要※２週間前まで
■お問い合わせ：協同組合尾鷲観光物産協会

尾鷲市中井町12-14
📞0597-23-8261 FAX 0597-23-8263
✉info@owasekankou.com
https://owasekankou.com/

紀伊長島区に残る伝統的な漁師町「魚まち」。地
元の個性的なガイドさんと一緒に歩くと、古くか
ら生き続ける漁村の歴史や文化が見えてきます。

どうして尾鷲は雨がよく降るのかな。
どうして山の上に大きな石が乗ってい
るのかな。不思議を解決します。

⑨旧紀州鉱山跡・選鉱場跡・鉱山資料館

■事業者：熊野市観光公社
■料金：半日5,000円～10,000円/人
■対応人数：40名まで
■予約：要
■お問い合わせ：熊野市観光公社

熊野市井戸町653-12
📞0597-89-2229 FAX 0597-89-3300
✉info@kumano-k.jp
http://kumano-kankou.com/

有数の銅の鉱山跡を案内しな
がらめぐります。大規模な鉱
山跡や選鉱場跡また当時の様
子や工具・歴史を展示した資
料館を詳しく案内します。

熊野市
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東紀州地域の歴史について学ぶことができます

※現在休止中



💧海・マリンスポーツ💧

紀北町

紀北町

⑩シーカヤック（半日ツアー）

■事業者：Kiaora Paddle キオラパドル
■料金：6,500円/人 小学生以下6,000円/人

レンタル（Rental）
マリンシューズ、シュノーケルセット、携帯防水ケース(※各アイテム￥３００)

■対応人数：1～10名〈要相談〉
■体験可能時期：通年
■集合場所：道瀬食堂の駐車場（三重県北牟婁郡紀北町道瀬83-2）
■予約：要
■お問い合わせ： Kiaora Paddle（キオラパドル）

📞080-1605-1036 ✉kiaorapaddle@yahoo.co.jp
https://www.kiaorapaddle.com/

紀北町が誇る雄大な山々、そして無人島に
囲まれた穏やかな熊野灘の海で、カヤック
を使って海を漕いでみませんか？

1日ツアーもあります

⑪SUP（半日ツアー） 紀北町が誇る雄大な山々、そして無人島に囲まれ
た穏やかな熊野灘の海で、SUPで自由に水上散歩
をしてみませんか？

■事業者：Kiaora Paddle キオラパドル
■料金： 6,500円/人
■対応人数：1～10名〈要相談〉（※12歳以上対象）
■体験可能時期：通年
■集合場所：道瀬食堂の駐車場（三重県北牟婁郡紀北町道瀬83-2）
■予約：要
■お問い合わせ： Kiaora Paddle（キオラパドル）

📞080-1605-1036 ✉kiaorapaddle@yahoo.co.jp
https://www.kiaorapaddle.com/

⑫カナディアンカヌーレンタル
カナディアンカヌーをレンタルして自由に
体験。透き通る水の上を音もなく進むカ
ヌーに乗るとまるで空に浮いているよう♪

紀北町

■事業者：キャンプinn海山
■料金：3,000円（保険料・ライフジャケット・パドル・アクアスコープ込み）/1時間
カヌーレンタル料＋1人当たりの利用料日帰り料金（大人500円・小人250円）
車両料金（1台500円）が必要です。

■対応人数：カナディアンカヌー1艇 親子4名まで、大人のみ3名まで(4艇まで貸出可能)
■体験可能時期：3月下旬～12月中旬頃
（天気等によりカヌーを出せない日もあります）
■予約：要
■お問い合わせ：キャンプinn海山

📞0597-33-0077 FAX 0597-32-3800
✉campinnmiyama@ztv.ne.jp
https://www.kiaorapaddle.com/
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自然を通して豊かな人間性を育むことができます



💧海・マリンスポーツ💧

紀北町

■事業者：孫太郎オートキャンプ
■料金：大人3,870円・小学生以下3,260円
■対応人数：3～10名（2グループで合計10名）
■体験可能時期：4～10月末
■予約：要※３日前まで
■お問い合わせ：孫太郎オートキャンプ

紀北町東長島浅間海岸
📞0597-47-5371
http://magotarou.com/

海の体験を満喫したい方にピッタリのプラ
ン！網上げ、鯛釣り、魚調理、釜飯作りが
セットになって、子どもも大人も楽しめる
半日プランです。

⑬手ぶらでOK!まるごと海体験

⑭楯ヶ崎遊覧

熊野市

国内最大規模の柱状節理を誇る「楯ヶ崎」、
「熊野の青の洞窟」と称される「ガマの口」
などの絶景を海上遊覧で楽しめます。

■事業者：熊野市観光協会 熊野市観光公社
■料金：＜二木島漁港発着ルート＞2,000円～/人（人数により変化。要相談）

＜松崎港発着ルート＞3,000円～/人（人数により変化。要相談）
■対応人数：＜二木島漁港発着ルート＞

定員20～25名
■予約：要※前日まで
■お問い合わせ：
＜二木島漁港発着ルート＞
熊野市観光協会
📞/FAX 0597-89-0100
https://www.kumano-kankou.info/

＜松崎港発着ルート＞
熊野市観光公社
📞0597-89-2229 FAX 0597-89-3300
✉info@kumano-k.jp
http://kumano-kankou.com/

＜松崎港発着ルート＞
定員30名

⑮二の滝＆渓流トレッキング

紀宝町

沢を歩いてリフレッシュ、飛雪の滝上流に
ある「二の滝」やナメラ（一枚岩）の渓流
を散策（トレッキング）します。

■事業者：紀宝町飛雪の滝キャンプ場
■料金：5,000円/人 小学生以下4,000円/人
■対応人数：1～8名（最小催行人数3人）
■体験可能時期：4月1日～10月31日
■体験場所：二の滝周辺
■予約：要※2週間前まで
■お問い合わせ：紀宝町飛雪の滝キャンプ場

📞0735-21-1333
http://hisetsu.jp
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自然を通して豊かな人間性を育むことができます



☂雨天時おすすめ体験☂

熊野の名産品さんま寿司とめは
り寿司つくりを地元の食品店の
方から教わりながら作り上げ実
際に食べてみる体験です。

⑯押し（こけら）寿司・サンマ寿司作り

尾鷲市

熊野市

⑱マイ箸作り

尾鷲市

■事業者：尾鷲観光物産協会
■料金：1,300円/人
■対応人数： 5～40名〈要相談〉
■体験可能時期：通年（夏場6月～9月は休止）
■体験場所：人数によって場所は変わります。
■予約：要※2週間前まで（電話）
■お問い合わせ： 尾鷲観光物産協会

尾鷲市中井町12-14
📞0597-23-8261 
https://owasekankou.com/ 

⑰さんま寿司・めはり寿司作り体験

■事業者：熊野市観光公社
■料金：さんま寿司のみ 1,000円/人 めはり寿司のみ 1,000円/人

さんま寿司＋めはり寿司 1,200円/人 ※昼食代含まず
■対応人数： 10～100名 めはり体験のみの場合は2名から受け入れ可能です。
■体験可能時期：通年（8/15～18、12/29～1/4、イベント開催時、

繁忙期には実施できない場合があります。）
■予約：要※2週間前まで（電話・FAX・メール）
■お問い合わせ：熊野市観光公社

熊野市井戸町653-12 
📞0597-89-2229 FAX 0597-89-3300 ✉info@kumano-k.jp 
http://kumano-kankou.com/ 

■事業者：尾鷲観光物産協会
■料金：一般旅行1,500円/人 学習団体旅行1,200円/人
■対応人数：2～10名
■体験可能時期：通年
■体験場所：田原屋（中井町7-24）
■予約：要※2週間前まで（電話）
■お問い合わせ：尾鷲観光物産協会

尾鷲市中井町12-14 
📞0597-23-8261 
https://owasekankou.com/ 

尾鷲ひのきの間伐材を使って、世界でひとつだけ
のマイ箸を作ります。携帯して使うことを通じて、
自然や環境、地域の産業や食への関心を高めても
らえれば嬉しいです。
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ものづくりの楽しさを学ぶことができます



☂雨天時おすすめ体験☂

⑲那智黒石加工

熊野市

㉑まが玉作り

尾鷲市

日本一柔らかい石・滑石を材料に、金ヤスリと紙
ヤスリで仕上げていきます。

■事業者：熊野市観光公社
■料金： 2,000円/人～
※人員数により変動します（別途会場費が必要です。例：労働福祉会館半日室料2,700円）

■対応人数： 10～80名
■体験可能時期：通年（但し、イベント開催時、年末年始は実施できません）
■体験場所：文化交流センター、労働福祉会館など ※人数が多い場合は要相談
■予約：要※ 15日前まで
■お問い合わせ：熊野市観光公社

熊野市井戸町653-12
📞0597-89-2229 FAX 0597-89-3300
✉info@kumano-k.jp http://kumano-kankou.com/

那智黒石を使ったペン立やペンダントトップ、ブレスレット
の製作を体験できます。
子ども：ペン立
大人：ペン立、ペンダントトップ、ブレスレットのいずれか

⑳バターナイフ作り

■事業者：三重県立熊野古道センター
■料金： 200円/人
■対応人数： 100名まで（クラス単位では2クラスまたは3クラス）
■体験可能時期：通年
■体験場所：三重県立熊野古道センター
■予約：要
■お問い合わせ：三重県立熊野古道センター

尾鷲市向井12-4
📞0597-25-2666 FAX 0597-25-2667
✉info@kumanokodocenter.com
https://kumanokodocenter.com/

尾鷲市

尾鷲ひのきを材料に、紙ヤスリで仕上げていきます。

■事業者：三重県立熊野古道センター
■料金： 200円/人
■対応人数： 100名まで（クラス単位では2クラスまたは3クラス）
■体験可能時期：通年
■体験場所：三重県立熊野古道センター
■予約：要
■お問い合わせ：三重県立熊野古道センター

尾鷲市向井12-4
📞0597-25-2666 FAX 0597-25-2667
✉info@kumanokodocenter.com
https://kumanokodocenter.com/
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熊野古道伊勢路

2004年、「紀伊山地の霊場と参詣道」
が世界文化遺産に登録されました。そ
の中の熊野古道は「熊野三山」に参る
ための道で、伊勢路は伊勢神宮を訪れ
た旅人や西国三十三カ所めぐりの巡礼
者たちがいくつもの険しい峠を越えて、
あこがれの地・熊野を目指した道です。

東紀州地域
振興公社

0597-89-6172

【お問い合わせ】

馬越峠

ツヅラト峠

始神峠

通り峠（丸山千枚田）

八鬼山越え

曽根次郎坂・太郎坂

観音道

浜街道

熊野川
波田須の道

9
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紀北町

紀北町

紀北町🏔

Ⓐ銚子川

Ⓑ種まき権兵衛の里

日本屈指の透明度を誇り、潜らなくても川の
底まで見ることができます。泳いでいる魚の
姿もはっきり見え、その透明度の高さから奇
跡の川と呼ばれることも。

紀北町に伝わる、武勇権兵衛の俗謡を中心にす
え、加えて“花と緑と水”をテーマに、自然を活
かした三重県最大級の日本庭園や展示室・茶室
を備えた権兵衛屋敷がつくられています。

Ⓒ高塚山展望台

紀北町

■住所：三重県北牟婁郡紀北町便ノ山
■アクセス：
車 海山ICから約10分
ＪＲ 相賀駅から銚子川の下流まで徒歩で約20分
三重交通バス 三交海山下車、目の前が銚子川下流

■駐車場：有り
■料金：無料（夏季一部有料）
■お問い合わせ：紀北町観光サービスセンター

📞0597-46-3555

■住所：三重県北牟婁郡紀北町便ノ山768
■アクセス：車 海山ICから約5分
■駐車場：有り
■料金：無料
■お問い合わせ：種まき権兵衛の里

📞0597-32-3288

■住所： 三重県北牟婁郡紀北町三浦
■アクセス：
車 紀伊長島ICから13分、海山ICから13分

駐車場から徒歩5分
バス 三重交通・三浦バス停から約2km徒歩25分
鉄道 JR紀勢本線・三野瀬駅から約2.5km徒歩30分

■駐車場：有り
■料金：無料
■お問い合わせ：紀伊長島レクリエーション都市開発株式会社

📞0597-47-5371

展望台からは「紀伊の松島」と呼ばれる海に
浮かぶ島々が一望できます。近くには豊浦神
社があり、そこにあるバクチノ木は、勝負運
があがるというウワサも！？
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【お問い合わせ】0597-23-8261

尾鷲市

雨天の際の見学にもおすすめです！

江戸時代からの林業家「土井家」が薩摩から
移植した孟宗竹などの見事な竹林が、
約4000平方メートルにも広がっています。

尾鷲市🎣

Ⓓ三重県立熊野古道センター 熊野古道そして古道周辺の地域、自然、文化
をより深く体感していただく為のビジターセ
ンターです。尾鷲ヒノキのみで建築した木造
の大空間では、イベントも開催されます。

Ⓔアクアステーション

尾鷲市

海洋深層水の交流拠点施設で、取水管の長さは
12.5㎞もあり、海洋深層水取水管としては世界一
の長さです。5種類の海洋深層水が購入できます。

Ⓕ土井竹林

■住所：三重県尾鷲市向井12-4
■アクセス：
車 尾鷲北ICから約10分
鉄道 JR紀勢本線 尾鷲駅より路線バスにて10分

■駐車場：有り
■料金：無料
■お問い合わせ：三重県立熊野古道センター

📞0597-25-2666

■住所：三重県尾鷲市古江町806
■アクセス：車 三木里ICから約10分
■駐車場：有り
■料金：無料
■体験メニュー：深層水味わい体験、深層水クイズ、
グソクムシたっち体験、タッチプール体験

■対応人数：40名 ※相談可能
■お問い合わせ：アクアステーション

📞0597-27-8080

■住所：三重県尾鷲市古江町
■アクセス： 鉄道 JR紀勢本線 尾鷲駅より徒歩15分
■駐車場：有り（パチンコキング奥に駐車スペース有）
■料金：無料
■お問い合わせ：アクアステーション

📞0597-27-8080
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熊野市

熊野市

熊野市🎆

1,340枚の規模を誇る日本有数の棚田で
あり、その景観は日本一とも称され、
「日本の棚田百選」に選ばれています。

Ⓖ鬼ヶ城 世界遺産、そして国の天然記念物及び名勝。数
度にわたる急激な地盤の隆起と風・海蝕によっ
て造り出された他に類をみない奇岩地帯です。

Ⓗ花の窟 世界遺産。西暦720年に記された『日本書記』に登場す
る日本最古の神社であり、神々の母であるイザナミノミ
コトが葬られた御陵と伝えられています。

熊野市

Ⓘ丸山千枚田

■住所：三重県熊野市木本町
■アクセス：
車 熊野大泊ICからすぐ
鉄道 JR紀勢本線 熊野市駅より徒歩約30分

■駐車場：有り
■料金：無料
■お問い合わせ：鬼ヶ城センター

📞0597-89-1502

■住所：三重県熊野市有馬町
■アクセス：
車 熊野大泊ICから約10分
鉄道 JR紀勢本線 熊野市駅より徒歩約20分

■駐車場：有り
■料金：無料
■お問い合わせ：熊野市観光協会

📞0597-89-0100

■住所：三重県熊野市紀和町
■アクセス：
車 熊野大泊ICから約40分

■駐車場：有り
■料金：無料
■お問い合わせ：熊野市観光協会

📞0597-89-0100
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御浜町🍊
紀宝町🐢

御浜町

御浜町 紀宝町熊野市

Ⓙ道の駅パーク七里御浜 世界遺産「熊野古道」浜街道の目の前に建つ、こ
の地域の観光のキーステーションです。パーク七
里御浜内のレストラン「ごちそうダイニング by 
辻さん家」では、東紀州の特産品であるめはり寿
司やさんま寿司を食べることができます。

Ⓚ七里御浜（浜街道） 七里御浜は熊野市から紀宝町まで約22㎞
続く日本で一番長い砂礫海岸です。熊野
へ参る巡礼者が旅した浜街道として世界
遺産に登録されています。

Ⓛ道の駅紀宝町ウミガメ公園

紀宝町

ウミガメふれあいパークでは、ウミガメを
飼育研究しており、本物のウミガメが泳ぐ
姿をプールの上からも水中窓からも観察す
ることができます。また、地元農産物の販
売や地元食材を使ったお食事も楽しめます。

■住所：三重県南牟婁郡御浜町大字阿田和4926-1
■アクセス：
車 熊野大泊ICから約20分

■駐車場：有り
■料金：無料
■お問い合わせ：道の駅パーク七里御浜

📞05979-2-3600

■住所：三重県熊野市、南牟婁郡御浜町、南牟婁郡紀宝町
■アクセス：-
■駐車場：-
■料金：無料
■お問い合わせ：熊野市観光協会 御浜町教育委員会

📞0597-89-0100   📞05979-3-0526

■住所：三重県南牟婁郡紀宝町井田568-7
■アクセス：車 熊野大泊ICから約30分
■駐車場：有り ■料金：入場無料 体験メニューの料金は下記の通り
■体験メニュー：
プランA ウミガメへのエサやり、ウミガメの解説 2,000円/10人1ｸﾞﾙｰﾌﾟ
プランB エサやり、かめタッチ、解説 3,000円/10人1ｸﾞﾙｰﾌﾟ
プランC エサやり、かめタッチ、解説、写真撮影（写真屋さん同行の場合のみ対応）

4,000円/10人1ｸﾞﾙｰﾌﾟ ※各プランエサやりは10カップまでプラン料金内
■対応人数：50名 ※相談可能
■お問い合わせ：ウミガメ公園 ウミガメハウス

📞0735-33-0300    📞0735-32-3686
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＊旅館＊
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名称 市町
収容
人数

部屋数 お問い合わせ

うまし宿
漁亭 美乃島

紀北町 50人 14部屋【全室和室】
電話：0597-49-3630
FAX：0597-49-3660

酒蔵と地魚の宿
桃太郎

紀北町 28人 8部屋【全室和室】
電話：0597-49-3217
FAX：0597-49-3912 

旅館 勝三屋 尾鷲市 24人 8部屋【全室和室】

電話：0597-27-2182
FAX：0597-27-2180
メール：
mie.kinu.0220@docomo.ne.jp

熊野の宿
海ひかり

熊野市 114人

30部屋【和室6人×8部屋、
和室8人×11部屋、和室10
人×2部屋、シングル×2部
屋、ツイン×1部屋、トリ
プル×1部屋、ユニバーサ
ルデザイン×1部屋、和洋
室×2部屋】

電話：0597-89-7000
FAX：0597-89-7001
メール：
info_k@umihikari.com

紀伊の松島 紀北町 40人
9部屋【和室×7部屋、和洋
室×2部屋】

電話：0597-49-3048
FAX：0597-49-3719

旅の宿はるさめ 熊野市 30人
8部屋【ツイン3部屋、和室
4人×1部屋、和室5人×4部
屋】

電話：0597-85-2627
FAX：0597-89-5675
メール：
harusame@za.ztv.ne.jp

早苗旅館 熊野市 25人 5部屋【全室和室】
電話：0597-85-2439
FAX：0597-85-2439

ビジネスホテル
潮音

熊野市 22人
8部屋【6畳和室3人×6部
屋、5畳和室2人×2部屋】

電話：0597-89-4326
FAX：0597-88-1201
メール：
kawahara@kumano.gr.jp

旅館 紀南荘 熊野市 20人 8部屋【全室和室】
電話：0597-85-2010
FAX：0597-85-3475

★

★

★＝みえ安心おもてなし認証施設

★

★

★

★

★



＊ホテル＊

15

名称 市町
収容
人数

部屋数 お問い合わせ

ホテル季の座 紀北町 50人
10部屋【全室和室10畳
（広縁つき）】

電話：0597-46-2111
FAX：0597-46-2222
メール：
t-morioka@1000kodo.com

シティホテル望月 尾鷲市 61人
52部屋【シングル×43部屋、
ツイン×7部屋、和室×1部屋、
スペシャルツイン×1部屋】

電話：0597-22-0040
FAX：0597-23-1311

フェアフィールド・
バイ・マリオット
三重御浜

御浜町 60人 30部屋【全室ツイン】 電話：03-6743-4750

おわせ
ビジネスホテル

尾鷲市 42人
15部屋【洋室×9部屋、
和室×6部屋】

電話：0597-22-0180
FAX：0597-22-0176

ビジネスホテル
フェニックス

尾鷲市 41人
31部屋【シングル×28部屋、
ツイン×2部屋、和室×1部屋、
他追加ベッド5台】

電話：0597-22-8111
FAX：0597-22-8116

ホテルビオラ 尾鷲市 28人

8部屋【和室6名×2部屋、ス
イーツ和室4人、ダブル2人、
ツイン2人×2部屋、スイーツ3
人×2部屋】

電話：0597-22-1110
FAX：0597-22-1110

ビジネスホテル
胡蝶館

尾鷲市 16人
9部屋【シングル×6部屋、和室
小×1部屋、和室大×1部屋、ツ
イン×1部屋】

電話：0597-22-0174
FAX：05997-22-0135

ホテルなみ 熊野市 146人

76部屋【シングル×27部屋、
シングルツイン×29部屋、ツイ
ン×6部屋、ユニバーサルデザ
イン×1部屋、別館シングル
×12部屋、和室×1部屋】

電話：0597-88-1800
FAX：0597-88-1801
メール：
info@hotel-nam.com

入鹿温泉
ホテル瀞流荘

熊野市 117人
27部屋【和室×15部屋、洋室
（ツイン）×5部屋、和洋室×7
部屋】

電話：0597-97-1180
FAX：0597-97-0632
メール：
seiryuusou@kumano-
furusato.com

みはらし亭 熊野市 45人
25部屋【シングル×10部屋、
ツイン×8部屋、バス付和室×2
部屋、バス共同和室×5部屋】

電話：0597-89-1211
FAX：0597-89-3223

ビジネスホテル
Alineサンライト

紀宝町 63人

29部屋【ツイン×4部屋、ダブ
ル×6部屋、シングル×16部屋、
和室×1部屋、小ホール×1部屋、
大広間×1部屋】

電話：0735-32-1180
FAX：0735-32-2424

★＝みえ安心おもてなし認証施設

★

★

★

★

★

★

★

★



＊民宿＊
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名称 市町
収容
人数

部屋数 お問い合わせ

民宿はま風 紀北町 40人 10部屋【全室和室】
電話：0597-49-3436
FAX：0597-49-3883

料理民宿美浜 紀北町 20人 5部屋【全室和室】
電話：0597-49-3310
FAX：0597-49-3310

民宿イワナの里 尾鷲市 33人
7部屋【6畳3人×6部屋、
24畳15人×1部屋】

電話：0597-22-8106
FAX：0597-22-8120
メール：iwana@zb.ztv.ne.jp

熊野飛鳥
むすびの里

熊野市 20人
5部屋【大部屋和室10人
×1部屋、和室3人×2部屋、
洋室2人×2部屋】

電話：080-1058-7845
メール：
info@musubinosato.jp

山里民泊
あかくら

熊野市 10人 4部屋【全室和室】

電話：0597-82-1347
FAX：0597-81-1360
メール：
nakahira@aurora.ocn.ne.jp

農家民宿
マウントホイロ

熊野市 6人 3部屋【全室和室】

電話：090-8658-6601
FAX：0597-84-1033
メール：
kurage874@gmail.com

天女座 熊野市 7人
2部屋【4～5人×1部屋、
2人×1部屋】

電話：090-1471-7241

名称 市町
収容
人数

部屋数 お問い合わせ

三重県立
熊野少年自然の家

熊野市 100人
19部屋【6人×16部屋、
3人×2部屋、2人×1部屋】

電話：0597-89-3340
FAX：0597-89-3387
メール：uketsuke@kuma-
sho.com

キャンプinn海山 紀北町 60人
15部屋【コテージ5人×8棟、
6人×5棟、8人×2棟】

電話：0597-33-0077
FAX：0597-32-3800
メール：
campinnmiyama@ztv.ne.jp 

飛雪の滝キャンプ場 紀宝町 60人

10部屋【コテージ（定員5人
×8棟）、研究室（定員10人
×2室）】
※就寝スペースは全て和室

電話：0735-21-1333
FAX：0735-30-1319
メール：info@hisetsu.jp

孫太郎
オートキャンプ

紀北町 50人
9部屋【5人×8部屋、
10人×1部屋 全室和室】

電話：0597-47-5371
FAX：0597-47-5370
メール：
info@magotarou.com

島勝浦体験型イベ
ント施設けいちゅう

紀北町 50人 3部屋【全室和室】 電話：0597-39-1080

＊少年自然の家・キャンプ場＊

★

★

★＝みえ安心おもてなし認証施設

★

★

★

★
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名称 住所
価格

（税込）
収容人数
（通常時）

収容人数
コロナ
対応時

お問い合わせ

★㋐一冨士
紀北町
相賀1992-8

ご相談
ください

60人
ご相談
ください

電話：0597-32-0250
FAX：0597-32-0280

㋑レストラン三紀
尾鷲市矢浜
岡崎町261-1

1,210円～ 300人
ご相談
ください

電話：0597-22-4320
FAX：0597-23-1023
メール：
ko-sanki@ko-sanki.co.jp 

★㋒鬼ヶ城センター
熊野市木本町
1835-7

1,320円～ 280人 140人
電話：0597-89-1502
FAX：0597-89-1208

★㋓花のいわや亭
熊野市有馬町
205-1

1,100円～ 150人 100人
電話：0597-89-6598
FAX：0597-89-5681

★㋔海ひかり
熊野市井戸町
1020-7

1,100円～
10～
190人

10～
120人

電話：0597-89-7000
FAX：0597-89-7001
メール：
info_k@umihikari.com

㋕
道の駅
パーク七里御浜

御浜町大字
阿田和4926-1

1,320円～
ご相談
ください

150人 100人
電話：05979-2-3600
FAX：05979-2-3636

★ ㋖
道の駅
ウミガメ公園

紀宝町井田
568-7

780円～ 40人
ご相談
ください

電話：0735-33-0300
FAX：0735-33-0301

★＝みえ安心おもてなし認証施設



１泊２日 山の熊野古道・川の熊野古道で世界遺産を学ぶ

10：00
熊野古道センターP.11Ⓓ着

▼世界遺産学習
▼箸作りまたはバターナイフ作り体験P.8⑳
受入可能人数 100人

12：00
尾鷲市内で昼食
昼食後は熊野市へ移動

13：30
鬼ヶ城センター着
徒歩で松本峠登り口まで移動

▼世界遺産松本峠を語り部と歩くP.2①
▼世界遺産鬼ヶ城散策P.12Ⓖ
受入人数制限なし

15：40
鬼ヶ城センターへ戻る
世界遺産花の窟P.12Ⓗ、浜街道P.13Ⓚ散策

16：40
熊野市内で宿泊

9：00
紀宝町へ出発

9：30
▼三反帆で世界遺産熊野川を辿るP.2②
受入可能人数 30人

12：00
御浜町内で昼食

13：00
終了

体験教育旅行で１番人気の世界遺産松本峠に加え、川の熊野古道熊野川を昔ながらの川船で体感します。

１日目 交通手段：バス ２日目 交通手段：バス
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9：00
熊野市へ出発

9：30
▼楯ヶ崎海上遊覧P.6⑭
受入可能人数 30人

10：30
世界遺産鬼ヶ城P.12Ⓖ、浜街道P.13Ⓚ散策

11：30
熊野市内で昼食

12：30
終了

１泊２日 熊野古道と海上遊覧船で大自然にふれ、歴史を学ぶ
世界遺産馬越峠に加え東紀州の海をテーマにした体験メニューや海上遊覧で大自然にふれ歴史を学びます。

１日目 交通手段：バス ２日目 交通手段：バス

10：00
紀北町着

▼世界遺産馬越峠を語り部と歩くP.2①
登り口⇒頂上⇒登り口
受入人数制限なし

12：00
紀北町内で昼食
昼食後は尾鷲市へ移動

13：30
▼押し寿司・さんま寿司作り体験P.7⑯
受入可能人数 5～40人 人数相談可能

14：50
アクアステーションP.11Ⓔ着

▼海洋深層水学習
▼グソクムシたっち体験など
受入可能人数 40人 人数相談可能

15：50
尾鷲市内で宿泊
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１泊２日 東紀州を学び・感じ、山や海の体験メニューを満喫

10：00
熊野古道センターP.11Ⓓ着

▼世界遺産学習
▼箸作りまたはバターナイフ作り体験P.8⑳
受入可能人数 100人

12：00
尾鷲市内で昼食

13：10
▼さんま寿司作り体験P.7⑯
受入可能人数 5～40人 人数相談可能

14：30
アクアステーションP.11Ⓔ着

▼海洋深層水学習
▼グソクムシたっち体験など
受入可能人数 40人 人数相談可能

体験終了後は熊野市へ移動

16：00
熊野市内で宿泊

9：00
鬼ヶ城センター着
徒歩で松本峠登り口まで移動

▼世界遺産松本峠を語り部と歩くP.2①
▼世界遺産鬼ヶ城散策P.12Ⓖ
受入人数制限なし

11：10
鬼ヶ城センターへ戻る
世界遺産花の窟P.12Ⓗ、浜街道P.13Ⓚ散策

12：00
熊野市内で昼食

13：00
終了

熊野古道センターでの事前学習後に熊野古道をはじめ多くの世界遺産を訪れることで高い教育効果が
期待できます。体験メニューも満喫できる、充実のコースです。

１日目 交通手段：バス ２日目 交通手段：バス

１泊２日 銚子川や世界遺産で自然にふれ、特産品を体験
抜群の透明度を誇ることから奇跡の川と呼ばれる銚子川をはじめ、世界遺産鬼ヶ城なども散策。那智黒石
など地域の特産品を使った体験も楽しめます。

１日目 交通手段：バス ２日目 交通手段：バス

10：00
紀北町着

▼銚子川案内人と巡る奇跡の清流銚子川P.3④,⑤,⑥
受入可能人数 2～40人

12：00
紀北町内で昼食
昼食後は熊野市へ移動

13：40
▼那智黒石加工体験P.8⑲
受入可能人数 10～80人

15：40
熊野市内で宿泊

9：00
世界遺産鬼ヶ城P.12Ⓖ、花の窟P.12Ⓗ、
浜街道P.13Ⓚ散策

10：10
▼みかん収穫体験
事業者名：熊野市観光公社
料金：大人1，200 小学生800円
対応人数：2～100人
体験可能時期：10月中旬～12月中旬
受入可能人数 100人
予約：要※3日前まで
お問い合わせ：熊野市観光公社

📞0597－89－2229
12：00
熊野市内で昼食

13：00
終了



20

＊車・バス＊

＜四日市方面＞
四日市
JCT

伊勢関
IC

亀山
JCT

伊勢道
約40分

東名阪
約20分

伊勢道
約35分

＜伊勢・志摩方面＞

＜伊賀方面＞

＜津方面＞
津
IC

伊勢道
約30分

伊勢西
IC

伊勢道
約30分

・・・

・・・

・・・

紀伊
長島
駅

尾鷲
駅

熊野市
駅

JR
ワイドビュー南紀

約30分

JR
ワイドビュー南紀

約20分
松阪駅

JR
ワイドビュー南紀

約1時間

＜各方面＞

＊電車＊

無料区間

勢和
多気
JCT

紀伊
長島
IC

尾鷲北
IC

熊野
大泊
IC

紀勢道
約30分

紀勢道
約23分

熊野尾鷲道路
約30分



東紀州地域を体験教育旅行先にすると、こんなにお得！

児童・生徒１人当たり１，０００円～５，０００円補助
（学校の所在地と体験教育旅行の実施先、宿泊の有無により変動します）

＊受付期間＊
令和３年４月１日（木）～出発日の前月10日17時
（10日が土曜日、日曜日、祝日にあたるときは、それらの日の翌日）

＊お問い合わせ先＊
三重県庁 南部地域活性化推進課 体験教育旅行補助金係
電話 ：０５９－２２４－２１９２

（受付期間９～12時、13～17時）
メール：nanbu@pref.mie.lg.jp

※緊急事態宣言が発出されている場合等、状況によっては受付を停止している場合がございます。
詳しくはお問い合わせください。

■【三重県】南部地域体験教育旅行促進事業費補助金

その他にも・・・！
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■【熊野市】Welcomeくまのキャンペーン
熊野市宿泊で市内で使える2,000円分の商品券をプレゼント
※キャンペーン参加宿に宿泊することが条件です。
詳しくはお問い合わせください。

対象期間：9月1日～令和4年2月20日
お問い合わせ先： 0597-89-2229（熊野市観光公社）

■【紀宝町】紀宝町観光誘客促進事業
紀宝町宿泊で宿泊費用の半額分（最大3,000円分）の町内取扱加盟店
で使える商品券をプレゼント！
対象期間：11月1日～令和4年2月28日
お問い合わせ先：0735-33-0334（紀宝町企画調整課）

■【尾鷲市】学校宿泊促進事業補助金
尾鷲市宿泊で宿泊費用を児童・生徒１人当たり１泊3,000円の補助！
対象期間：４月1日～令和４年２月28日※先着200名限定
お問い合わせ先：0597-23-8223（尾鷲市商工観光課）



三重・東紀州観光ウェブサイト

「青の鼓動、感じる。東紀州観光手帖」

https://kumanokodo-iseji.jp

（一社）東紀州地域振興公社運営ウェブサイト

観光スポットや体験メニュー、
宿泊施設、熊野古道伊勢路の
詳細情報も掲載しています！

（一社）東紀州地域振興公社 公式Instagram

東紀州地域振興公社
@higashikishu.kousha

東紀州地域振興公社“ええもん”
@higashikishu.kousha.e-mon
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緊急連絡先

機関名 住所 電話番号 FAX

(一社)紀北町観光協会
https://kihoku-kanko.com/

北牟婁郡紀北町東長島2410-73 0597-46-3555 0597-46-3556

(協組)尾鷲市観光物産協会
https://owasekankou.com/

尾鷲市中井町12-14 0597-23-8261 0597-23-8263

熊野市観光協会
https://www.kumano-kankou.info/

熊野市井戸町654-1 0597-89-0100 0597-89-0100

㈲熊野市観光公社
http://kumano-kankou.com/

熊野市井戸町654-1 0597-89-2229 0597-89-3300

七里御浜ツーリストインフォ
メーションセンター

南牟婁郡御浜町阿田和6115-5 05979-3-0333 05979-2-3777

みえ熊野古道商工会
http://miekodo.or.jp/

(本所)北牟婁郡紀北町長島2141 0597-47-0576 0597-47-1329

(御浜支所)南牟婁郡御浜町下市木
919-45

05979-2-3220 05979-2-3670

(海山支所)北牟婁郡紀北町引本浦
871

0597-32-0519 0597-32-2564

尾鷲商工会議所
http://owasecci.com/

尾鷲市朝日町14-45 0597-22-2611 0597-22-2682

熊野商工会議所
http://www.kumano-cci.com/

熊野市木本町171 0597-89-3435 0597-89-3436

紀宝町商工会
http://www.kihou-shokokai.com/

南牟婁郡紀宝町成川656 0735-21-6475 0735-21-6514

紀北町商工観光課
https://www.town.mie-
kihoku.lg.jp/index.html

北牟婁郡紀北町東長島769番地1 0597-46-3115 0597-47-5906

尾鷲市商工観光課
https://www.city.owase.lg.jp/

尾鷲市中央町10-43 0597-23-8223 0597-23-8225

熊野市観光・スポーツ交流課
https://www.city.kumano.lg.jp/ind
ex.html

熊野市井戸町796 0597-89-4111 0597-89-3742

御浜町企画課
https://www.town.mihama.mie.jp/in
dex.html

南牟婁郡御浜町大字阿田和61230番
地1

05979-3-0507 05979-2-3502

紀宝町企画調整課
https://www.town.kiho.lg.jp/index
_menu/

南牟婁郡紀宝町鵜殿324番地 0735-33-0334 0735-32-1102

三重県観光局
観光魅力創造課
https://www.pref.mie.lg.jp/

津市広明町13番地(本庁1階) 059-224-2830 059-224-2801

三重県南部地域活性化局
東紀州振興課
https://www.kodo.pref.mie.lg.jp/

津市広明町13(本庁8階) 059-224-2193 059-224-2418

(一社)東紀州地域振興公社
https://kumanokodo-iseji.jp/

熊野市井戸町371(県熊野庁舎2階) 0597-89-6172 0597-89-6184
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市町 警察署 消防署 保健所

紀北町

尾鷲警察署

0597-25-0110

三重紀北消防組合
消防本部

0597-22-8679

尾鷲保健所

0597-23-3454

尾鷲市
尾鷲市古戸町
1-50

尾鷲市中川
28-43

尾鷲市坂場西
町1-1

熊野市 熊野警察署

0597-88-0110

熊野市消防本部

0597-89-0993

熊野保健所

0597-89-6115
熊野市井戸町
380

御浜町

紀宝警察署
（御浜町、紀宝町、
熊野市紀和町）

0735-33-0110

熊野市有馬町
1365番地1

熊野市井戸町
383

紀宝町
南牟婁郡紀宝
町鵜殿1709-2

■緊急連絡先

■事務局
一般社団法人 東紀州地域振興公社
熊野市井戸町371
📞 ：0597-89-6172
FAX：0597-89-6184
✉ ：kousha@higashikishu.org
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