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観光に関するお問合せ

●益田市観光協会
　0856-22-7120

●萩市観光協会
　0838-25-1750

●阿武町まちづくり推進課
　08388-2-3111

●浜田市観光協会
　0855-24-1085

●津和野町観光協会
　0856-72-1771

●吉賀町観光協会
　080-2922-1506
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棚田

×Work Vacation

リモートワーク、テレワークなど業務効率化が進んだ現在。
一方で仕事と休日のメリハリがつけづらく、家族とのコミュニケーションや

運動不足、生活リズムの崩れなどを感じたことはありませんか。
ワーケーションという新しいカタチの選択で仕事と旅を両立し、自然の中で
リフレッシュやモチベーションを高め、より良い成果に繋げましょう。

ワーケーション

島根県益田市に位置する空港です。
島根県西部・及び山口県北部では、
豊かな自然や多彩な観光地・
文化を楽しむことができます。
首都圏から短時間で往来できるため、
ワーケーションに適した地域です。

萩・石見空港は

萩・石見

大阪
東京

羽田→萩・石見
約90分

伊丹→萩・石見
約60分（季節便）

島根県

山口県

広島県

鳥取県

岡山県

益田市は島根県西端に位置し、北は日本海、南は
1,000ｍを超える雄大な山 を々有する中国山地があ
り、そこに源を発する「高津川」・「匹見川」が流れ、
雄大な自然に囲まれています。四季折 に々表情を変
える中国山地の山、日本海に沈む美しい夕日、そして
夜空を見上げると今にも降ってきそうな満天の星空
を見ることができます。

益田 浜田

津和野

吉賀

国に誇れる海、山などの美しい自然と、石見神楽や
ユネスコの無形文化遺産に記載された石州半紙な
どの伝統文化、海水浴場、しまね海洋館アクアスなど
豊かな自然を活かした観光資源を有しており、また、
高速道路、港湾などの都市基盤や大学、美術館を
はじめとする教育文化施設が充実した、人と文化と
自然の調和のとれた島根県西部の中核都市です。伝統的なIT（Inaka Technology）のあるまち。

阿武

毛利輝元が萩城を築いて400年余たった萩は、城
下町の佇まいが今日まで継承され、今も「江戸時代
の地図がそのまま使えるまち」です。四方を壮大な海
と山に囲まれ、自然遺産や豊富な農林水産物に恵
まれています。また、多くの茶人から愛されてきた萩焼
のふるさとでもあるなど、歴史・自然・文化とみどころ
あふれるまちです。

萩
益田

浜田

津和野 吉賀

阿武

萩

山間の小さな盆地に広がる町並みは小京都の代表
格として知られている。また毎年7月20日と27日に行
われる祇園祭の中で、街中を練り歩く鷺舞は津和野
の代名詞であり、国の重要無形民俗文化財に指定
されている。

島根県の西南端、広島県と山口県の県境に位置す
る西中国山地の豊かな自然に包まれたまちです。平
成22年～25年と4年連続水質日本一となった全国
的にも珍しいダムの無い一級河川「高津川」の水源
のまちでもあり、水源の「一本杉の湧水」は平成の名
水百選に選ばれています。



MASUDA

益　田

マスコスホテル
益田温泉

所在地：島根県益田市駅前町30-20
ＴＥＬ：（0856）25-7331
時　間：チェックイン/15：00
　　　　チェックアウト/11：00

空間デザインやインテリア、器など全
てを地場産業と共同開発することに
こだわりぬいた新感覚のクラフトホテ
ルで、地下から湧き出る天然温泉で
疲れを癒すこともできます。

益田グリーンホテル
モーリス

所在地：島根県益田市駅前町17-2
ＴＥＬ：（0856）31-8111
時　間：チェックイン/15：00
　　　　チェックアウト/10：00

ビジネスや観光など様 な々用途に合
わせたサービスを取り揃えたホテル。
パソコンやモノクロプリンターを設置
したビジネスコーナーがあり、洗濯機
や乾燥機等の利用ができるランド
リーコーナーで長期滞在にも対応。

一般社団法人
豊かな暮らしラボラトリー（ユタラボ）

所在地：島根県益田市幸町8-18
ＴＥＬ：（0856）25-7143
時　間：9：00～17：00(平日) 　10：00～17：00(土曜)
料　金： 1時間200円 (終日利用1,000円)

「豊かな暮らしを、すべてのひとに」をテーマに、仕事・学業の時間だけで
はなく、地域、趣味、伝統芸能の時間など、ライフキャリアを考えて、体現で
きる機会を届けている施設です。

三里が浜コミュニティオフィス ｎａｌｕ

所在地：島根県益田市高津町イ2577-34
ＴＥＬ：（050）3448-4488（㈱アートワーク内 nalu準備室）
時　間：9：00～18：30
料　金：ドロップイン1ドリンク
　　　　2時間：660円／1日：1,320円／月会員：13,200円
　　　　テレワークブース／時間550円　ミーティングルーム／時間1,200円

萩・石見空港から車で5分、三里が浜海岸沿いに隣接する複合施設です。
オフィス棟は、レンタルオフィス・ブース各6室/テレワークブース2室/ミー
ティングルーム1室とコワーキング・カフェスペースからなり地域の活性化・
創生の拠点となるコミュニティ施設です。敷地内には、宿泊棟のコテージ 
nalu・ゲストハウス haretel が併設し 眼前の三里が浜遊歩道沿いには、
海水浴・釣り・サーフィンが楽しめる場所もあり、仕事の合間のリフレッシュ
にも効果的です。また夕方には、四季を通して沈む夕陽が1日の疲れを癒し
てくれ、ワーケーション施設としても利用できます。

スポーツサイクリング
観光案内所
（一般社団法人益田市観光協会）

所在地：島根県益田市駅前町17-2
　　　　益田駅前ビルEAGA1階
ＴＥＬ：（0856）22-7120

信号で止まらない道が100㎞続く
サイクリングコースがあり、観光案
内所ではクロスバイクやロードバ
イクなどをレンタルする事ができま
す。豊かな自然の中を安心して楽
しめます。

ＴＢリゾート美都

所在地：島根県益田市美都町
　　　　仙道556-26
ＴＥＬ：（050）3448-4485

2021年4月にオープンしたこちら
の施設では、山林で四輪バギーを
体験できます。国内でも四輪バ
ギーに乗れるテーマパークは少な
く、解放感とスリルを満喫できる
希少な体験を是非。

ひだまりパーク美都

所在地：島根県益田市美都町
　　　　笹倉341
ＴＥＬ：（0856）52-7056

益田川ダム貯水区域の湖畔を利用
して創られた施設。ゴルフ広場は全
コース天然芝で、日本グラウンドゴル
フ協会認定コース数日本一のグラウ
ンドゴルフ場です。お子様とも一緒に
１日中楽しめる施設です。

高津川カヤック

観光案内所
（一般社団法人益田市観光協会）
所在地：島根県益田市駅前町17-2
　　　　益田駅前ビルEAGA1階
ＴＥＬ：（0856）22-7120

水質日本一にも輝く高津川はダム
のない一級河川として全国でも大
変珍しい清流です。高津川カヤッ
クで透き通る清流をぜひ体感して
ください。

蟠竜湖県立自然公園

観光案内所
（一般社団法人益田市観光協会）
所在地：島根県益田市高津町
　　　　イ2574-31
ＴＥＬ：（0856）22-7120

西側の大きな湖と東側の小さい湖
の２つで構成されている湖です。
貸しボートや釣りを楽しめ、湖周
辺には散策コースもあるので四季
折々の自然を楽しめます。

さんさん牧場

所在地：島根県益田市高津
　　　　3丁目22-1
ＴＥＬ：（0856）31-1377

スタッフが引いた馬に乗って場内
をお散歩する引馬乗馬や乗馬を
体験でき、小さなお子様から大人
まで楽しむことが出来ます。

観光案内所
（一般社団法人益田市観光協会）

所在地：島根県益田市駅前町17-2
　　　　益田駅前ビルEAGA1階
ＴＥＬ：（0856）22-7120

益田市の魅力を気軽に取り入れやすい、体験プロ
グラムもございます。お好みの旅行プラン作りにぜ
ひご活用下さい。

益田市は島根県西端に位置し、北は日本海、南は1,000ｍを超える雄大な
山 を々有する中国山地があり、そこに源を発する「高津川」・「匹見川」が流
れ、雄大な自然に囲まれています。四季折 に々表情を変える中国山地の山、日
本海に沈む美しい夕日、そして夜空を見上げると今にも降ってきそうな満天の
星空を見ることができます。

川登芸術村

所在地：島根県益田市川登町732-1
ＴＥＬ：（0856）28-8022
時　間：9：30～16：00
料　金：１日/800円・半日/400円
　　　　ＰC利用＋200円

静かな山あいの中で、アートで繋
がる拠点として飲食、宿泊、イベン
トなど様々な取り組みを行ってい
る施設です。

たばら助産院

所在地：島根県益田市安富町1954番1
予約・問い合わせ：
インスタグラム「#たばら助産院」、
又はLINEへお願いします。
LINE ID/tabarajosanin
時　間：9：00～16：00
料　金：2時間/500円（予約制）
　　　　1日/1,000円（予約制）

助産院としてだけでなく、女性限
定でコワーキングスペースとしても
ご利用いただける施設です。

● ワーキングスペース

● 宿泊施設

● 観光・体験

ピックアップ

益田市

2022年9月
オープン
予定!



HAGI

萩

リゾートホテル美萩

所在地：山口県萩市堀内485
ＴＥＬ：（0838）21-7121
時　間：チェックイン/15：00
　　　　チェックアウト/10：00
※アーリーチェックIN/
　レイトチェック OUTのプランもあり

城下町としても親しまれ歴史を映
す萩市の菊ケ浜の海から、穏やか
な波の音色と夕景が心を癒す絶景
のリゾートホテル。全客室wifi対応
で、露天風呂付の客室や貸し切り
露天風呂もご用意しています。ビー
チにも直結しており、夏には海水
浴を楽しむことができます。

萩本陣

所在地：山口県萩市椿東385-8
ＴＥＬ：（0838）22-5252
時　間：チェックイン/15：30
　　　　チェックアウト/10：00

世界遺産「松下村塾」近くに佇む
地下2,000ｍから湧き出す自家源
泉を、男女合わせて14種類の湯船
めぐりが楽しめる温泉旅館です。
全室wifi完備でお部屋に机がある
ワーケーションにも対応したお部
屋もございます。

萩市ではテレワークを活用したＩＴ関連企業のサテライトオフィス整
備を支援するため、企業によるビジネスに特化した、視察ワーケー
ションを受入れています。地方での「人材の確保」や「新規事業創
出」に関心を持たれる企業経営者の方は是非お問合せください。

萩市商工観光部企業誘致推進課内
ＴＥＬ：（0838）25-3811
info@hagi-society5.org

梅ちゃんち萩グローバルＩＴ人材育成協議会
市外からの移住・地域間交流・二地域居住等を検討している
方や、萩市内でサテライトオフィスの開設を検討している方を
対象に、一定期間、萩の風土や日常生活の状況を実際に体験
してもらうために居住する住宅「お試し暮らし住宅」の整備を
行いました。インターネットも完備していますので、お試しサテラ
イトオフィスとしてもご利用できます。

萩市総合政策部おいでませ、豊かな暮らし応援課
ＴＥＬ：（0838）25-3360
teiju@city.hagi.lg.jp

萩焼体験
約400年の伝統を誇る萩焼。窯元や
小売店が100軒程度あり、芸術品か
ら日用の器までさまざまな作品が制作
されています。登り窯や作業工程の見
学や制作体験ができる窯元もあるの
で、実際に絵付けやろくろ体験をしな
がら萩焼のあたたかさに触れ、オリジ
ナルの作品をつくってみませんか？
QRコードへアクセスして各店舗案内
をご確認ください。

萩城下町（着物体験）
江戸情緒が残る萩の古い町並み
を、着物を着て歩いてみません
か？城下町・江戸屋横町にあるカ
フェや、呉服屋さんで着物・浴衣
のレンタルができます。QRコード
へアクセスして各店舗案内をご確
認ください。

萩八景遊覧船

所在地：山口県萩市堀内122-1
　　　　（指月橋そば・萩城跡入口付近）
ＴＥＬ：（0838）21-7708

春は「桜観賞コース」、夏は「日本海
観賞コース」「夕日観賞コース」、秋は
「桜紅葉観賞コース」など季節によっ
てさまざまな萩の景観を眺めることが
できます。日頃の萩観光では見ること
の出来ない、海・川からの特別な景色
をお楽しみください。

須佐湾エコロジーキャンプ場

所在地：山口県萩市須佐787
ＴＥＬ：（08387）6-2727

須佐湾を眼下に見下ろす高台にある
キャンプ場。エコロジーの名の通り自
然にやさしいキャンプ場で、ゴミの管
理などもしっかりしています。4人用、
6人用のケビン、バーベキューハウス、
温水シャワー、コインランドリーなどの
施設や設備がそろっています。

萩ガラス工房

所在地：山口県萩市大字椿東越ヶ浜
　　　　1189-453
ＴＥＬ：（0838）26-2555

地元笠山に産出する石英玄武岩（安山
岩）を使用して本格的な職人気分に
なって一輪挿しやコップなどの制作がで
きます。「世界にたった１つの貴方のガ
ラス」を職人さんの丁寧な指導のもと作
ることができ、初心者でも安心して取り
組めます。彫刻やアクセサリーはでき上
がり次第、吹きガラスについては翌日の
お渡しが可能です。

萩阿武川温泉

所在地：山口県萩市川上4892-1
ＴＥＬ：（0838）54-2619

美人湯として親しまれる萩阿武川温泉
は地下1,000ｍより湧き出る天然温泉
です。「アルカリ性単純温泉」の泉質は
肌触りが柔らかく、癖がなく肌への刺
激が少ないので入浴すると肌が「すべ
すべ」する感触があるのが特徴です。
露天風呂は源泉温度約35度の湯をその
まま入れています。山々や雄大なダムの
景色をゆっくり堪能してください。

毛利輝元が萩城を築いて400年余たった萩は、城下町の佇まいが今日まで
継承され、今も「江戸時代の地図がそのまま使えるまち」です。四方を壮
大な海と山に囲まれ、自然遺産や豊富な農林水産物に恵まれています。
また、多くの茶人から愛されてきた萩焼のふるさとでもあるなど、歴史・
自然・文化とみどころあふれるまちです。

● ワーキングスペース

● 宿泊施設

● 観光・体験

萩・明倫学舎コワーキングスペース

所在地：山口県萩市大字江向602
ＴＥＬ：（0838）21-5377　時　間：9：00～21：00
料　金：1時間/200円・月額会員3,000円※学生はそれぞれ半額

明治維新の原動力となり、多くの萩藩の教育や人材育成の中枢を担ったの
が、萩藩校明倫館です。その跡地に立地し、平成26年まで授業が行われて
いた旧明倫小学校校舎（本館は、国の登録有形文化財）を改修整備し、４
号館にコワーキングスペースを開設しました。
本館・２号館は萩観光の起点施設として多くの観光客が訪れています。

オハナスタイル萩

所在地：山口県萩市大字椿東1158-7
ＴＥＬ：（0838）21-7780
時　間：9：00～22：00（問い合わせ9：00～18：00）
料　金：1時間/577円～※宿泊も可

山口県萩市内を一望できる「陶芸の村公園」。そんな小高い丘近くにある昔
ながらの古民家を改築し、快適な空間を作り上げた民泊施設です。Wifiも
完備。レンタルールームとして時間単位での貸出しをされていてQRコード先
の「SPACEMARKET」サイトから予約可能。

ピックアップ ピックアップ

萩市



ABU

阿　武

ABU CAMPFIELD

所在地：山口県阿武郡阿武町奈古2248-1
ＴＥＬ：（08388）2-3000

少人数の家族～数百人のグループまで満足できる
様 な々体験が提供できるキャンプ場です。充実した
人気アウトドアメーカーのキャンプ用品がレンタルで
き、キャンプ場内は全域Wi-Fiが利用可能、さらに
電気が使える区画もあるので安心です。隣接した道
の駅「阿武町」ではわずか0.01%しか流通しないプ
ロ向けの無角和牛をはじめ、地元の新鮮な魚介や
野菜などが手に入るので、遠方からお越しいただく際
の荷物の心配がありません。

遠岳キャンプ場

所在地：山口県阿武郡阿武町奈古3762-10
ＴＥＬ：（08388）2-3000
時　間：チェックイン/13：00～17：00
　　　　チェックアウト/11：00

集中力のいる作業やクリエイティブな作業に最適な
プライベート感抜群のキャンプ場です。令和３年リ
ニューアルされたばかりで、わずか５サイトしかありませ
ん。すぐそばの海で海水浴やサーフィンなどのマリンス
ポーツが体験できます。波と風の音をＢＧＭにした満
点の星空の下、焚き火を囲んでの食事や打合せは、
きっと良い効果が期待出来ます。

ABU CAMPFIELD内　ミーティングルーム

所在地：山口県阿武郡阿武町奈古2248-1
ＴＥＬ：（08388）2-3000
時　間：9：00～17：30

優秀な人材を採用し、事業実績を伸ばしたい企業
にオススメしたいワーケーション施設です。全国的な
人口減少、及び少子化の時代となり、人材の採用が
困難になってきている状況の中、仕事内容はもちろ
ん、私生活の充実も仕事選びの重要なポイントの一
つになってきています。ワーケーションは仕事と私生活
の両立を目指す新しいスタイルです。つまり、魅力的
なワーケーションを実施する企業は、他社との差別化
を図れて多くの人が集まり、最適な人材が選べること
により、事業実績を伸ばせると考えられます。そこで、こ
の施設は令和４年３月１２日にOPENした、この地方
の人 の々暮らしの様 な々IT（Inaka Technology）を
体験できるキャンプ場施設内にあり、すぐ横の観光
案内所ではその体験の予約などの相談ができます。
Wi-Ｆiを完備し、隣にはカフェもあり、隣接した道の
駅では地元の新鮮な食材が購入でき、温泉やプー
ルなどがあり、とても快適です。
施設のある町は、人口約3,000人、キレイな海も山も
ある、しずかで自然が豊かなまちなので、仕事も集中
して行えます。ここだけの阿武町でのワーケーションを
ぜひ一度お試しください。なお、ご利用にあたり国や
県などの補助をご利用いただける場合があります。ご
利用日数などはご相談ください。

ギ・パドラーズ
シーカヤック体験

所在地：山口県阿武郡阿武町
　　　　奈古2778の4
ＴＥＬ：（08388）2-0027

山口県の沖に広がる日本海を、わたし
たちは南日本海と呼んでいます。ジオエ
リアのひとつモドロ岬へは、シーカヤック
ならより間近に手で触れることができま
す。日本海屈指の水質と海蝕景観を楽
しんでください。圧倒的なスケールにワ
クワクドキドキの連続です。初めてカヤッ
クを漕ぐ方でも参加できます。親子で過
ごす、とびっきりの海時間を是非！

モドロ岬

所在地：山口県阿武町内
ＴＥＬ：（08388）2-3111

達成感や歴史のロマンを味わいた
い方に特にオススメ！シーカヤック
やレジャー船でしか近づくことが
できない、およそ１億年前の大地を
見たり触れたりすることで、地球の
ロマンを肌で感じることのできる
場所です。町内は全域萩・ジオ
パークに認定されており、見どころ
が満載です。

Hick surf shop Factory
マリンスポーツ体験

所在地：山口県阿武郡阿武町
　　　　木与872-1
ＴＥＬ：（08388）2-2868

県下有数の砂と水の綺麗なビーチ
でサーフィンやSUPなどの様々なマ
リンスポーツを、思いっきり楽しん
じゃおう！ベテランのスタッフが丁寧
に教えてくれるので初心者でも安心
して体験できます。温水シャワーも
完備！帰りも気持ちよく帰れます♪

ABU CAMPFIELD
スウェーデン
トーチづくり体験・
魚さばき教室など

ＴＥＬ：（08388）2-3000

いろんなことに挑戦したい人も大
満足間違いなし！自然にあるもの
だけで火をおこしたり、プロの魚の
さばき方などが学べ、明日から使
えてSNS映えする、皆に自慢した
くなる体験が盛りだくさんです。

日本海温泉「鹿島の湯」

所在地：山口県阿武郡阿武町
　　　　奈古2249　道の駅阿武町
ＴＥＬ：（08388）2-3106

温泉好きにはたまらない、２階に
ある天然温泉です。朝と夕方では
表情が全く異なる日本海の景色が
味わえるので、何度入っても飽きる
ことがありません。１階にはレスト
ランなどがあるので、入浴のあとも
ゆっくり過ごせます。

筒尾海水浴場

所在地：山口県阿武郡阿武町奈古
ＴＥＬ：（08388）2-3111

上級者向けの海水浴場。トイレの
設備などが充分でないために人が
少なく、海を独り占めできることが
多くあり、プライベート感抜群で
す。時折見られる夜光虫による幻
想的なシーンは非日常感にあふれ
ます。

鳴き砂の清ヶ浜海水浴場

所在地：山口県阿武郡阿武町
　　　　奈古3756
ＴＥＬ：（08388）2-3111

子供も遊びやすく、大人も大満足
の海水浴場です。晴れた日は砂が
鳴く珍しい白浜で、運が良ければ
野生のイルカを見ることができるか
も！？近くにあるキャンプ場でシャ
ワーやトイレなども利用可能で
す。

佐々木小次郎の墓

所在地：山口県阿武郡阿武町
　　　　福田下1101
ＴＥＬ：（08388）2-3111

刀や剣豪、コーヒー好きにはたまら
ない！燕返しで有名な佐々木小次
郎のものとされるお墓があり、その
すぐ近くにはコーヒー向きのイラオ
の名水を汲むことができます。

伝統的な
IT（Inaka Technology）の
あるまち。

● ワーキングスペース

● 宿泊施設

● 観光・体験

阿武町



HAMADA

浜　田

旭温泉かくれの里ゆかり

所在地：島根県浜田市旭町木田1006-1
ＴＥＬ：（0855）45-1180
定休日：不定休

天然恵みを受けた良質な泉質と、
広 と々した大浴場、開放感のある
露天風呂が魅力。その他にもジェッ
ト風呂、泡風呂を備え、良質な湯
をが楽しめます。

千畳苑

所在地：島根県浜田市下府町2164-85
ＴＥＬ：（0855）28-1255
時　間：10：00～20：00受付
　　　　（毎週火曜日はメンテナンス
　　　　　のため13：00～の営業）
　　　　 ※夏季は時間変更有り
定休日：なし

白砂の輝く国府海水浴場に面し、
日本海の眺望やサンセットなどが
最高のロケーションです。

美又温泉国民保養センター

所在地：島根県浜田市金城町
　　　　追原32-1
ＴＥＬ：（0855）42-0353
時　間：10：00～20：00まで
　　　　（入浴最終受付19：15まで）
定休日：毎週水曜日（祝日の場合は翌日）

泉質は日本一とも評される美人の
湯として知られています。美肌の湯
として、メタケイ酸＋pHも高く、W
保湿を実現している天然の秘湯で
す。

hamairo（はまいろ）

所在地：島根県浜田市下府町2164-3
ＴＥＬ：080-3896-5054
時　間：10：00～17：00（営業時間外の貸切利用の相談可）不定休
料　金：ドロップイン：300円＋ドリンク代（飲食持ち込み可能）
　　　　貸切利用１時間1,500円/キッチン利用1時間300円　※要予約

国府海岸沿いにある、リゾート感満載のシンポリックな建物の中は、カフェと
しても利用できるコワーキングスペース。ふらりのんびりと立ち寄ってもよし、
目的を持って訪れてもよし、人との交流の場を提供する空間です。近くには
海・山・川が揃っており、子どもたちが自然と触れ合える遊び・学び場でもあ
ります。

enn（えん）

所在地：島根県浜田市牛市町75
ＴＥＬ：（0855）28-7242

島根県浜田市、町の真ん中にあるコワーキングスペースです。使われていな
かった築80年の立派なお屋敷。元銀行が入っていたスペースをリノベーショ
ンしています。

しまね海洋館アクアス

所在地：島根県浜田市久代町1117-2
ＴＥＬ：（0855）-28-3900
時　間：9：00～17：00（入館は閉館の1時間前まで）
休館日：毎週火曜日（祝日の場合その翌日）
　　　　ただし、春休み、ゴールデンウィーク、夏休み（7/20～8/31）、
　　　　年末年始は休まず営業

「しまねの海から日本海、そして世界の海へ～」をコンセプトに、約400種
1万点の海の生物を展示する中国・四国地方最大級の水族館です。

かなぎウエスタンライディングパーク

所在地：島根県浜田市金城町久佐イ1390-8
ＴＥＬ：（0855）42-2222
時　間：［乗馬エリア］入場時間10：00～16：00（15：30受付終了）
　　　　［レストラン］ランチ11：30～14：00受付終了
　　　　　　　　　　　ディナーは要予約（金・土・日・祝のみ）
定休日：月曜日、火曜日※祝日は営業、翌日休み

広大な敷地で自然を満喫できる乗馬体験コースや、親子で楽しめる引馬乗
馬体験が人気です。親子で一緒に馬とふれあったり、思い出の写真を撮った
りしてみませんか。

コワ温泉

所在地：島根県浜田市三隅町下古和949-3
ＴＥＬ：（0855）35-8110
時　間：【日帰り温泉】
　　　　14：00～20：30
　　　　（20：00 受付終了）
　　　　【食堂】
　　　　11：00～15：00
　　　　※時間変更のある場合があります。
定休日：水・木曜日
　　　　（年末年始・GW・お盆期間中は変動）

コワ温泉の泉質は「ナトリウム－塩
化物鉱泉」。シュワシュワな炭酸泉
も混じっておりよく温まる気持ちの
良い温泉です。

石見畳ヶ浦

所在地：島根県浜田市国分町
ＴＥＬ：（0855）25-9730
時　間：24時間営業

国の天然記念物に指定されている石見畳ヶ浦（いわみたたみがうら）。トン
ネルを抜けると、およそ1,600万年前の地層を見て歩くことができます。そこで
は、無数の貝の化石や鯨の化石などを見ることができ、波の侵食によってで
きた腰掛け状の岩（ノジュール）やマグマの跡など普段は見ることのできな
い世界が広がっています。

浜田市世界こども美術館

所在地：島根県浜田市野原町859-1
ＴＥＬ：（0855）23-8451
時　間：9：30~17：00
　　　　（入館は午16：30まで）
休館日：月曜日、祝日の翌日

所在地：島根県浜田市金城町
　　　　七条イ735
ＴＥＬ：（0855）42-2515
時　間：10：00～16：00

子どもをテーマにした「みること」
と「つくること」の両方が楽しめる
美術館です。有名な芸術家や現代
美術などの作品を、クイズに答えな
がら鑑賞していくといった「仕掛
け」を使って分かりやすく子どもの
目線で紹介しています。

きんた農園ベリーネ
いちごの食べ放題とピオーネの収
穫体験ができる観光農園。併設の
カフェでは特製スイーツも楽しむこ
とができます。

国に誇れる海、山などの美しい自然と、石見神楽やユネスコの無形文化遺
産に記載された石州半紙などの伝統文化、海水浴場、しまね海洋館アクア
スなど豊かな自然を活かした観光資源を有しており、また、高速道路、港
湾などの都市基盤や大学、美術館をはじめとする教育文化施設が充実し
た、人と文化と自然の調和のとれた島根県西部の中核都市です。

● ワーキングスペース

● 宿泊施設

● 観光・体験

浜田市



津和野町

TSUWANO

津和野

津和野町家ステイ上新丁

所在地：島根県鹿足郡津和野町
　　　　後田283
ＴＥＬ：（0856）72-1771
時　間：チェックイン/15：00
　　　　チェックアウト/10：00

『津和野町家ステイ上新丁』は、昭和初期（1926
年頃）に建設されたと言われており、 約90年も風雪
に耐えてきた家です。10名様までご宿泊体験が可
能な施設となっており、ご希望に合わせてご夕食・ご
朝食の仕出しをご案内させて頂く、泊食分離の宿
泊体験施設となっています。ご家族、グループ様で
ゆっくり過ごして頂くために、1棟貸しスタイルにも
なっておりますので心行くまで津和野の町家暮らし
をお楽しみ下さい。

津和野温泉宿　わた屋

所在地：島根県鹿足郡津和野町
　　　　後田ロ82－３
ＴＥＬ：（0856）72-0333
時　間：チェックイン/15：00 
　　　　チェックアウト/11：00

島根県津和野で唯一の天然温泉
宿「わた屋」。山陰の小京都・津
和野の中心地に佇む、全館畳敷き
の旅館。静かな山間に佇むレトロ
な館内で、穏やかな時間を過ごす
のもおすすめです。

津和野町家ステイ戎丁

所在地：島根県鹿足郡津和野町後田320
ＴＥＬ：（0856）72-1771
時　間：チェックイン/15：00
　　　　チェックアウト/10：00

『津和野町家ステイ戎丁（えびすちょう）』は、家主の口伝では明治23年
（1890）に建設された長屋建築をもとに、リビングや現時点で最新のバ
ス・トイレなどを取り入れた、モダンで快適な空間に仕上げています。暮らし
のあらゆるシーンで、中庭を意識し愛でていたであろう、暮らしていた人た
ちの心地。日本建築に舶来の価値観を取り入れた進取の精神。建築当時
の時代の空気を感じながら、ご宿泊ください。

乙女峠　マリア聖堂

所在地：島根県鹿足郡津和野町
　　　　後田66-7
　　　　津和野カトリック教会
ＴＥＬ：（0856）72-0251

マリア聖堂は、その愛らしい名前とはうらはらに、キ
リシタン殉教の地である乙女峠に建つ聖堂。昭和
26年建設。キリスト教が厳禁だった明治元年に
長崎から送られてきた153人の隠れキリシタンは、
津和野藩の改宗のすすめに応じず、ついに拷問
によって37人が殉教の道を選びました。その際、日
本で唯一、聖母マリアが降臨された地といわれて
います。ステンドグラスにはその悲しい様子が描か
れています。

津和野町日本遺産センター

所在地：島根県鹿足郡津和野町
　　　　後田253
ＴＥＬ：（0856）72-1901

津和野町日本遺産センターは、文化庁により認定
された「津和野今昔～百景図を歩く～」のストー
リーを、映像やパネル展示などで解説し、津和野
町の旅をより興味深く楽しんでいただくためのガイ
ダンスセンターです。展示室では、百景図（複製）
をすべてご覧いただけます。また、ストーリーも「四
季」「自然」「歴史文化」「食」というテーマで紹介
し、百景図を通じた津和野の新しい歩き方をご提
示いたします。当センターには、コンシェルジュ（案
内人）が常駐し、百景図のみならず、津和野の魅
力をご案内いたします。

国名勝　堀庭園

所在地：島根県鹿足郡津和野町邑輝795
ＴＥＬ：（0856）72-0010

2005年7月に国指定名勝となった、まさに「山陰の小京都」の名にふさわし
い紅葉が楽しめる「堀庭園」。津和野の中心部から山間に向かう約8キロ
の距離にある、かつて石見銅山で繁栄した銅山師・堀氏の名園です。四季
折々の風景が楽しむことができますが、紅葉の時期は特におすすめです！
書院造りの客殿「楽山荘」の2階から眺める庭園は、凛とした空気が張りつ
め、言葉では表せない静寂と感動に包まれます。毎年見頃は、10月下旬～
11月中旬。津和野の中心地から、足を延ばして息を呑む様な美しい庭園を
お楽しみください。

まちのオフィスQ+

所在地：島根県鹿足郡津和野町森村口118
M a i l：machi.no.office@gmail.com
時　間：10：00～18：00
料　金：月額会員/10,000円
　　　　１時間1ドリンク/400円(フリードリンク/650円)
　　　　３時間フリードリンク/1,300円・6時間フリードリンク/2,500円

築100年以上の古民家をDIYで改修した地域と繋がることができるコミュニティラウン
ジ。 ドリンクを飲みながら、お仕事や読書、おしゃべりなどにご利用いただけます。吹き抜
けのある開放的な空間や雄大な青野山を窓越しにゆったり見える場所で、穏やかに
仕事ができます。また、農家さんから直接仕入れた津和野の野菜や産品の販売も行っ
ており、地元の人もたくさん野菜を購入する地域の交流の拠点として運営しています。

日原にぎわい創出拠点「かわべ」

所在地：島根県鹿足郡津和野町日原268-1
ＴＥＬ：（0856）74-1930
時　間：9：00～18：00
料　金：1時間/300円～

古民家をリノベーションした母屋・蔵などのレンタルスペースの他にカフェ棟
と多目的トイレ棟・町立の図書館を新設しています。1席貸しのコワーキング
スペースもあり、防音のギャラリースペースにはシアターセットが完備され、ミ
ニ上映会や音楽イベント等も開催可能です。

お煎茶体験（分銅屋）

所在地：島根県鹿足郡津和野町
　　　　後田190
ＴＥＬ：（0856）72-0021
定休日：不定休

江戸時代より代々継承された「設
之道具」や「大福帳」等を御覧頂
き、煎茶道具を使用し、煎茶を入
れ、飲んでみる「煎茶体験」。登
録文化財内の一室で庭を眺めなが
らの一碗は喧騒を忘れ、現在から
タイムスリップしたような非日常性
を感得して頂けます。

所在地：津和野町観光協会
ＴＥＬ：（0856）72-1771
SL運行についてのお問い合わせは
JRおでかけネット西日本お客様センター
ＴＥＬ：（0570）00-2486まで

SL「やまぐち」号の客車は、2017年9月に
リニューアルしました。SL全盛期に活躍し
た旧型客車を復刻しており、レトロな雰囲
気を満喫できるのはもちろん、運転シミュ
レーターや投炭ゲームの体験コーナーな
ど、よりSLを楽しめる機能も兼ね備えてい
ます。タイムトラベルの入り口は、新山口
駅１番乗り場。懐かしくて新しいSLの旅に
誘います。

SL やまぐち号

所在地：島根県鹿足郡津和野町
　　　　後田409
ＴＥＬ：（0856）72-0219

にちはら天文台

所在地：島根県鹿足郡津和野町
　　　　枕瀬806-1
ＴＥＬ：（0856）74-1646
休館日：火・水

1985（昭和60）年、全国初の公開天
文台としてオープン。ハワイのマウナケ
ア山に設置された「すばる望遠鏡」の
試作鏡を使って、にちはら天文台の望
遠鏡は作られました。この望遠鏡は、
形式も「すばる望遠鏡」と同じもので
す。にちはら天文台の隣には、天体や
地球環境について学べる「星と森の
科学館」も併設されています。

太皷谷稲成神社
国道から見てもひときわ鮮やかに浮かび上がっ
ている太皷谷稲成神社。日本五大稲荷のひと
つに数えられています。稲荷ではなく「稲成」と
表記しますが、読み方は同じ「いなり」と読み
ます。稲成の「成」には、津和野藩主亀井矩貞
公の思いにより、お願い事がよく叶う、つまり願
望成就・大願成就などの意味が込められてい
ます。商売繁盛、開運厄除の神として信仰を集
めており、特に正月は毎年数十万人の参拝客
が押し寄せます。朱塗りの鳥居がまるでトンネ
ルのように続き壮観。境内からは津和野の町
並みが、箱庭のように広がります。

山間の小さな盆地に広がる町並みは小京都の代表格として知られている。
また毎年7月20日と27日に行われる祇園祭の中で、街中を練り歩く鷺舞は
津和野の代名詞であり、国の重要無形民俗文化財に指定されている。

● ワーキングスペース

● 宿泊施設

● 観光・体験



YOSHIKA

吉　賀

むいかいち温泉ゆ・ら・ら

所在地：島根県鹿足郡吉賀町有飯238-2
ＴＥＬ：（0856）77-3001
時　間：チェックイン/15：00
　　　　チェックアウト/10：00
料　金：会議室１時間/1,100円、
　　　　延長30分ごとに550円
　　　　予約制・電話にてご予約ください。

吉賀町 道の駅内にある温泉ホテルで、源泉100％
の大浴場や露天風呂が自慢です。また、最大48名
まで収容可能な会議室も完備しており、チームで仕
事をする環境にも対応しています。

僻地柿木　
HEKICHI　KAKINOKI
旧柿木中学校を活用した施設では、地域内外の
個人/法人が入居できるオフィススペースや、「今
日は集中して作業したい」という日だけ、利用でき
るシェアオフィス機能も備えています。その他、カ
フェやショップ、シェア加工場、イベントスペース
等も利用できます。

大井谷棚田

所在地：島根県鹿足郡吉賀町白谷
ＴＥＬ：（0856）79-2213　役場産業課

「日本の棚田百選」に認定される大井谷の棚田は室町時代から江戸時代
にかけて開墾され、約600枚の棚田が織りなす景色は農村の原風景として
心に安らぎを与えてくれます。

大蛇ヶ池　水源会館

所在地：島根県鹿足郡吉賀町田野原435-1
ＴＥＬ：（0856）77-1930

清流高津川の水源である大蛇ヶ池は、伏流水が常に湧き出ているため、気
温マイナス５℃でも凍ることがありません。車で気軽に訪れる事ができる川
の水源は全国でも珍しく希少です。樹齢1,000年以上といわれる名樹の一
本杉が見所で、その他には郷土資料館を見学することもできます。

吉賀町　長瀬峡自然公園

所在地：島根県鹿足郡吉賀町
　　　　田野原2334-3
ＴＥＬ：（0856）77-1369
　　　　※個人宅

深谷川上流に位置する長瀬峡。新
緑や紅葉シーズンは特に美しく、
夏場には川床の大岩を流れる自然
の滑り台が子供たちに人気です。
流れが緩く、浅いところもあり小さ
なお子様も楽しめます。キャンプ施
設もあり。※管理人に電話予約の
上、ご利用下さい。

島根県の西南端、広島県と山口県の県境に位置する西中国山地の豊かな自
然に包まれたまちです。平成22年～25年と4年連続水質日本一となった全
国的にも珍しいダムの無い一級河川「高津川」の水源のまちでもあり、水
源の「一本杉の湧水」は平成の名水百選に選ばれています。

● ワーキングスペース

● 宿泊施設

● 観光・体験

平栃の滝森林公園

所在地：島根県鹿足郡吉賀町下須
ＴＥＬ：（0856）79-2212
　　　　役場建設水道課

平栃から高津川に流れ込む平栃
谷の五つの滝を結ぶ、約400ｍ
の遊歩道を中心とした森林公園
で、のんびりと森林浴を満喫で
きます。

吉賀町真田グラウンド

所在地：島根県鹿足郡吉賀町真田1121-2
ＴＥＬ：（0856）77-1437　役場企画課
　　　　（0856）77-1285　教育委員会

最新のロングパイル人工芝を全面使用したサッカーグラウンド規格はＷ杯
やオリンピックと同じで、クラブハウスやシャワールームも完備された施設は
スポーツ交流に最適です。

2022年
夏オープン
予定

吉賀町

所在地：島根県鹿足郡吉賀町柿木682-1
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萩・石見空港圏域
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後援団体順不同

後援：萩・石見空港利用拡大促進協議会・石見空港ターミナルビル㈱
　　　一般社団法人益田市観光協会・萩市・阿武町・浜田市・津和野町・吉賀町

観光に関するお問合せ

●益田市観光協会
　0856-22-7120

●萩市観光協会
　0838-25-1750

●阿武町まちづくり推進課
　08388-2-3111

●浜田市観光協会
　0855-24-1085

●津和野町観光協会
　0856-72-1771

●吉賀町観光協会
　080-2922-1506


