熊野市でできる体験メニュー
体験メニュー

楯ヶ崎海上遊覧

施設情報

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
でお楽しみください！

東紀州で唯一、刀匠の資格
を持つ刀鍛冶の角谷健一郎
刀鍛冶の工房見学 さんとお話しをしながら熊野
体験
市五郷町にある工房を見学
できます。大型バスは通行
不可です。

申込先: 熊野市観光公社

０５９７－８９－２２２９ Fax０５９７－８９－３３００ info@kumano-k.jp http://kumano-kankou.com

体験詳細

＜松崎港発着ルート＞
出発時間：10時/12時/14時
定員：30名(1隻の定員）、30名以上は2隻にて運航
※前日までに予約必須
大型バスご利用の場合は遊木港発着可能

＜日時＞
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。
＜申込期限＞
見学予定の2週間前まで
＜参加人員＞
5名以上20名まで
＜その他＞
申込時に場所をお知らせする場所に現地集合になりま
す。

料金

1名のみ乗船：9,000円
2名乗船：4,500円/名
3名乗船：4,000円/名
4名乗船：3,500円/名
5名以上：3,000円/名
※小学生は2,000円/名
（但し最低運航料金9,000円）
※小学生未満幼児の乗船不可

所要時間

約1時間

600円/名
※お話と工房見学のみの費用。体験内容 約1時間
によっては別途費用がかかります。

古道巡礼衣装レン
タル

＜貸出場所＞
熊野市観光公社（熊野市観光案内所）
巡礼衣装を着て熊野古道を ＜貸出時間＞
歩くと、古の雰囲気を実感で 9時～18時
＜その他＞
きます！
8/16～8/18、12/31～1/1は貸出不可
3サイズで8着あります。

熊野市観光ガイド
派遣事業

＜主な案内観光地＞
丸山千枚田、赤木城、紀和鉱山跡（選鉱場・トロッコ）,花
案内時間
基本1箇所5,000円
熊野市内の観光地に詳しい の窟・獅子岩、熊野古道松本峠、通り峠、産田神社など
＜案内時間・時期＞
※但し、2名～25名まで、25名以上の場合 45分～1時間
案内人を派遣します。
9時～17時の間
は2名以上の案内人になります。
30分
※年末年始、8/16～8/18、その他イベント開催時などは
案内できません。

定置網漁体験

定置網漁（海に仕掛けた網
の中に魚が迷い込んできた
ところを獲る漁法）を体験い
ただけます。
獲った魚を目の前でさばく
実演や、獲れたての魚を昼
食で食べることもできます。
（別途、昼食代要）

3時間1,000円
※3時間超えの場合は500円追加（但し、当
日のみ）

＜体験時期＞
6月～11月、イベント、天候などにより実施出来ない場合
もあります。
＜体験可能時間＞
出航時間：午前中（要相談）
＜受入人員＞
2,500円/名～3,000円/名
15～50名程度（要相談）
※昼食代含まず
＜対象年齢＞
5歳以上
＜予約＞
2ヶ月前まで
＜体験場所＞
遊木漁港

＜内容＞
さんま寿司1本、めはり寿司1個
＜受入人員＞
熊野の名産品さんま寿司と 10～100名
めはり寿司つくりを地元の めはり体験のみの場合は2名から受け入れ可能です。
さんま寿司のみ：1,000円
さんま寿司・めはり
＜予約＞
めはり寿司のみ：1,000円
食品店の方から教わりなが 2週間前まで
寿司つくり体験
さんま寿司＋めはり寿司：1,200円
ら作り上げ実際に食べてみ ＜その他＞
る体験です。
・作ったお寿司は持ち帰りできます。
・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。

ブルーベリー収穫
体験

＜体験時期＞
7月～8月中旬(令和2年度は休業いたします）
＜体験可能時間＞
9：00～16：00
食べ放題ブルーベリー収穫! ＜受入人員＞
高品質で栄養たっぷりのブ 2～100名
ルーベリーを味わってくださ ＜対象＞
3歳以上
い。
＜予約＞
3日前まで
＜体験場所＞
金山町（集合：くまのパラダイス）

大人：1,200円（お土産100g付）
小学生：700円
幼児（3歳以上）：500円
※20名以上団体割引あり（事前予約）

1～2時間

約40分

時間制限なし

熊野市観光公社
電話：0597-89-2229
FAX：0597-89-3300
mail：info@kumano-k.jp
HP：http://kumano-kankou.com/

みかん収穫体験

みかんの大生産地の熊野
で育った甘さ抜群の温州ミ
カン収穫食べ放題！

＜内容＞
園内ではみかん食べ放題。自身で収穫したみかんを2キ
ロ相当お土産としてお持ち帰り。
＜体験時期＞
10月中旬～12月中旬（令和2年度は10/24～11/29開園
です）
＜体験可能時間＞
9：00～16：00
＜受入人員＞
2～100名
＜対象＞
3歳以上
＜予約＞
3日前まで
＜体験場所＞
金山町

＜内容＞
子供：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
＜体験時期＞
通年（但し、イベント開催時、年末年始は実施できませ
ん）
熊野市は那智黒石の日本 ＜体験可能時間＞
で唯一の原産地です。 那 9：00～16：00
那智黒石加工体験 智黒石を使ったペン立やペ ＜受入人員＞
ンダントトップ、ブレスレット 10～80名
＜対象＞
の製作を体験できます。
小学生以上
＜予約＞
15日前まで
＜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

大人：1,200円（ミカンお土産2キロ相当）
小学生：800円（ミカンお土産1キロ相当）
幼児（3歳以上）：500円

時間制限なし

※20名以上団体割引あります

2,000円/名～
※人員数により変動します
1時間30分～2
（別途会場費必要です。例、労働福祉会館
時間
半日室料2,700円）

林業体験

熊野の森での間伐などの林
業の見学と作業所における
もっこ製品の作成体験いた
します。

〈体験時期〉通年（但し、作業所の行事があった場合は実
施できません〉 土、日、祝日、お盆、年末年始は実施で
きません。
1,000円/名～
〈受入れ人員〉10～70名
※木工製品により変動いたします。
〈体験時間〉10時～16時の間の約2時間
〈予約）20日前まで

約2時間

瀞峡ウォーター
ジェットクルーズ

北山川の大渓谷「瀞峡」を
約1時間かけてウォーター
ジェット船でめぐる秘境の
旅。春には新緑、秋には紅
葉と四季折々の美しい景観
をご堪能いただけます。

＜乗船区間＞
小川口～瀞峡まで往復
＜時刻＞
10時/11時/12時/13時/14時/15時
※この他、期間限定便あり

＜通常期＞
大人：2,500円、小児：1,250円
＜繁忙期＞
大人：2,800円、小児：1,400円

約1時間

トロッコ電車

＜時刻＞
入鹿温泉と湯ノ口温泉をつ ・瀞流荘発
なぐ約1㎞の坑道トンネルを 8:50/9:55/11:15/13:00/14:30/16:00
・湯ノ口温泉発
鉱山トロッコ列車で走りま
す。鉱山時代に実際に使わ 9:30/10:55/12:35/14:10/15:40/17:10
＜定員＞
ていたトロッコです。
56名（7両×8名）

＜往復＞
大人：550円、子供：280円
＜片道＞
大人：280円、子供：150円
＜往復入浴券付き＞
大人：880円、子供：440円
＜往復入浴券付き（団体割引）＞
大人：780円、子供：390円
※団体割引は20名様以上から

片道10分

旧紀州鉱山跡・選
鉱場跡・鉱山資料
館

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 道の駅に集合し各地を巡ります。受け入れ可能人員40名 半日：5千円～1万円
の様子や工具・歴史を展示
した資料館を詳しく案内いた
します。

約2～3時間

おひとり2，000円

木工体験

熊野材を使っていろんな材
料準備、人それぞれ個性的
な時計を作ります。専門の
技術者から指導を受け体験
します。

〈内容〉熊野での林業の様子、木工製品の製造過程など
のお話を聞きその後、作業をしてもらいます。出来上がっ
た製品はお持ち帰りできます。
〈受け
入れ可能人員〉10名～60名
〈体
験場所〉熊野市飛鳥町 熊野市駅から車約15分

約1時間30分

