
高島市内体験リスト（団体・教育旅行向け） 2021.8.25更新

マキノ高原観光株式会社 520-1836 高島市マキノ町牧野931 0740-27-0936 0740-27-0300 魚つかみ 実施可能 有り 1人500円 4月～10月 年齢問わず

飯ごう炊さん ○ 実施可能 有り 1人1800円 4月～10月 年齢問わず

焼杉細工 ○ 実施可能 有り 1人400円 4月～10月 年齢問わず

もちつき 有り 1臼4,000円 4月～10月

キャンプファイヤー 不可 有り 一式8,500円 4月～10月

キャンドルファイヤー 不可 有り 一式5,500円 4月～10月

マキノピックランド 520-1834 高島市マキノ町寺久保835-1 0740-27-1811 0740-27-0590 ぶどう狩り 60 実施可能 1～ 無し

60分食べ放題
中学生以上1,300～1,600円
小学生800～1,300円
3歳以上500～800円

8月上旬～9月中旬 年齢問わず

栗ひろい 60 実施可能 1～ 無し
中学生以上1,600円（1kgのお土産付き）
小学生800円（500gのお土産付き）

9月中旬～10月下旬 年齢問わず 幼児の料金設定は無し

りんご狩り 60 実施可能 1～ 無し

30分食べ放題
中学生以上1,500円（6個のお土産付き）
小学生1,000円（4個のお土産付き）
3歳以上500円（お土産無し）

10月上旬～11月下旬 年齢問わず 台風被害等の恐れもあるため、予約不可。

さつま芋堀 30 実施可能 1～ 無し ひとり1,000円（芋は持ち帰り） 9月下旬～ 年齢問わず 雨天時は臨時休園となる場合有り

さくらんぼ狩り 30 ○ 実施可能 1～ 無し

30分食べ放題
中学生以上1,300～1,800円
小学生800～1,300円
3歳以上500～800円
品種によりお土産付き

5月下旬～6月中旬 年齢問わず 人気の果実の為、連日定員を設け、予約不可にて営業しております。

ブルーベリー狩り 30 実施可能 1～ 無し

30分食べ放題
中学生以上1,300円（200gのお土産付き）
小学生800円（150gのお土産付き）
3歳以上500円（お土産無し）

6月中旬～9月上旬 年齢問わず

グランドゴルフ 9:00～17:00随時 実施可能 1～ 無し
高校生以上600円
小・中学生300円
65歳以上400円

通年 小学生以上 大会開催日については、プレーをお待ち頂く場合がございます。

マキノ土に学ぶ里研修センター 520-1833 高島市マキノ町蛭口260-1 0740-27-1131 0740-27-0477 手ひねり陶芸 120 ○ 実施可能 10～20 有り 600円 通年
 実習料金には原材料代、,講師料、焼上げ料を含んでいますが、部屋使用料（冷暖房料含む）は必
要となります。作品送料(実費)が必要な場合は別途となります。詳しくはお問合せください。

絵付け陶芸 120 ○ 実施可能 10～20 有り 400円 通年

奥琵琶湖マキノパークホテル＆セミナーハウス 520-1813 高島市マキノ町高木浜2-1-5 0740-28-1231 0740-28-0806 カヤック体験 90 実施可能 ～120 有り 2,300円 5～10月 小学3年生以上 小雨決行、強風・雷雨時は中止

いかだづくり 120 実施可能 ～50 有り 1,000円 6～8月 小学3年生以上 小雨決行（1回5班まで）

マウンテンバイクツーリング 120～180 実施可能 ～170 有り 700円 冬季不可

イニシアティグ・ゲーム 30～120 ○ 実施可能 ～200 有り 400円 通年

キャンドルサービス 120 ○ 実施可能 ～200 有り 3,500円 通年

城山登山 80～120 実施可能 ～200 有り 0円 冬季不可

赤坂山登山 5時間 実施可能 ～200 無し（同行条件有り） 0円 冬季不可

ハイキング 180 実施可能 制限無し 無し（同行条件有り） 0円 冬季不可

きもだめし 120 ○ 実施可能 ～160 無し 0円 通年 館内実施の為、貸切日のみ実施可能

スターウォッチング 60 不可 制限無し 無し 0円 通年 DVD貸出可

カレー作り体験 180 ○ 実施可能 ～245 有り 300円（昼食）　日帰り利用時：1,000円 4～11月 ハヤシ／シチューへ変更可能
軍手持参

アイスクリーム作り ○ 実施可能 ～140 有り 1班（4～7名）1,700円 4～11月

バームクーヘン作り 180 ○ 実施可能 ～140 有り 1班（4～7名）2,000円 通年 軍手持参

あそぼうパン 180 ○ 実施可能 ～140 有り 1班（4～7名）2,000円 通年 軍手持参

勾玉つくり 120 ○ 実施可能 ～200 有り 350円 通年 小学生以上 雨天時代替プラン

焼き板工作 120 ○ 実施可能 ～200 有り 600円 通年 小学生・中学生 軍手持参
雨天時代替プラン

コースター作り 120 ○ 実施可能 ～200 有り 500円 通年 小学生以上

竹細工　竹とんぼ作り 180 ○ 実施可能 ～100 有り 5000円 通年 中学生以上 1ヶ月以上前要予約

竹細工　うちわ作り 180 ○ 実施可能 ～100 有り 1,000円 通年 中学生以上 １ヶ月以上前要予約

キャンドル作り 120 ○ 実施可能 ～100 有り 500円 通年 小学生以上 キャンドルサービスに使用可

松風コマ 120 ○ 実施可能 ～200 有り 500円 通年 小学生以上

レザークラフト 120 ○ 実施可能 ～50 有り 700円 通年 小学生以上

090-3670－5522 SUP体験 60～120 実施可能 ～20 有り 2,000～6,000円 6～10月下旬 小学4年生以上

SUPYOGA 60 実施可能 ～8 有り 5000円 7～9月下旬

ヨガ 60 実施可能 10～40 有り 1,500～3,000円 3～11月 小学４年生以上

今津総合運動公園 520-1655 高島市今津町日置前3110 0740-22-5555 0740-22-5566 モロコ釣り 120 実施可能 1～50 無し
竿1本、エサつき2,000円
竿2本、エサつき3,000
天ぷら500円

6～10月 年齢問わず 竿やエサの持ち込みは不可

グランドゴルフ 9:00～17:00随時 実施可能 1～ 無し 15歳以上／市内300円・市外450円
6歳未満／市内100円・市外150円

通年 6歳以上

家族旅行村ビラデスト今津 520-1601 高島市今津町深清水2405-1 0740-22-6868 0740-22-6888 魚つかみ体験 実施可能 要事前予約 有り
活け岩魚5kg（約60匹～）／26,250円～
活けニジマス5kg（約40匹～）／21,000円～
塩焼きの場合は、別途料金が必要

4～11月 年齢問わず 入村料小学生以上300円／人

宝探しゲーム 60～90 実施可能 15～ 無し 1名500円 4～11月 入村料小学生以上300円／人

フィールドビンゴ 実施可能 1～ 無し
（別途料金で予約可）

カード1枚100円 4～11月 入村料小学生以上300円／人

体験交流センターゆめの 520-1655 高島市今津町日置前2435－3 0740-25-5556 0740-37-6677 そば打ち体験 90 ○ 実施可能 4～120 有り 1人1,000円（1テーブル4名より） 通年 小学生以上 食事のサイドメニュー追加可

吹田市立自然の家 520-1641 高島市今津町南生見 0740-24-0131 0740-24-0431 キャンプファイア 45～90 不可 有り

キャンドルサービス 45～90 ○ 不可 有り

リバーランズ角川 520-1648 高島市今津町角川622 0740-24-0911 0740-24-0911 マス釣り 9:00～17:00随時 実施可能 1～ 無し
竿１本1,000円／ニジマス１尾300円
マス釣りのみの入場の場合入場料が必要
大人200円、小人100円

3～12月 年齢問わず
マス釣りだけのご利用の方は上記の利用料金以外に入場料を頂戴いたします。
大人1名200円（中学生以上）／小人1名100円（満3歳から小学生）
駐車場は無料

琵琶湖汽船今津港 520-1621 高島市今津町今津31 0740-22-1747 竹生島クルーズ 120～180 実施可能 1～ 無し 今津航路／大人　2,640円　学生　2,120円　小学生　1,320円 通年（冬季減便） 年齢問わず
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おっきん椋川交流館 高島市今津町椋川286番地 0740-20-1027 0740-20-1027 豆腐作り 60～90 ○ 実施可能 10～20 有り 1,000円 通年 作った豆腐と併せた田舎料理の昼食も可

わら細工体験 ○ 実施可能 10～20 有り 600円 通年

（株）天平 520-1512 高島市新旭町太田775番地 0740-25-5225 0740-25-5034 白菜キムチ手づくり体験 45～60分 ○ 実施可能 10～30 有り 2000円 営業日通年（一部繁忙期を除く） 小学生高学年以上 ・体験人数によりご予約のタイミングを臨機応変に対応します。体験時間は基本１４時～。

川島酒造 520-1501 高島市新旭町旭83 0740-25-2202 0740-25-5007 酒蔵見学 60 ○ 実施可能 5～20 有り 1,000円／人 通年 20歳以上 試飲と豆腐の試食付き

針江生水の郷委員会 520-1502 高島市新旭町針江 0740-25-6566 かばた散策 90 実施可能 1～20 有り 1人1,000円 通年 年齢問わず

滋賀県立びわ湖こどもの国 520-1232 高島市安曇川町北船木2981 0740-34-1392 うちわ ○ 実施可能 1～ 無し 200円 通年

プラ板キーホルダー ○ 実施可能 1～ 無し 200円 通年

洋凧 ○ 実施可能 1～ 無し 300円 通年 高学年向き・数量限定品

万華鏡 ○ 実施可能 1～ 無し 300円 通年

紙トンボ ○ 実施可能 1～ 無し 200円 通年 個数限定

ブーメラン ○ 実施可能 1～ 無し 200円 通年

リース ○ 実施可能 1～ 無し 400円 通年

スチロールグライダー ○ 実施可能 1～ 無し 500円 通年

アローグライダー ○ 実施可能 1～ 無し 300円 通年

ボート ○ 実施可能 1～ 無し 300円 春～初秋

ダンボール工作 ○ 実施可能 1～ 無し 200円 通年

さつま芋堀 30～60 不可 1～10 無し 1株300円～ 10～11月

ビワコマリンスポーツクラブ 520-1223 高島市安曇川町下小川2063-2 0740-32-2233 カヤック 90 実施可能 100×3回 有り 3,500円 4～10月 小学生高学年以上 ３回のローテーション

ウインドサーフィン 4時間 実施可能 40 有り
マスターコース（自由な日取りで3日間）18,000円（税別）
1日コース（約4時間）7,000円（税別）
ウェットスーツレンタルは別途

4～10月 小学生高学年以上

SUP 90 実施可能 15×3回 有り 3,500円 4～10月 小学生高学年以上

ビーチヨガ 90 実施可能 30 2，750円 4～10月 小学生高学年以上 ウォーターアクティビティのローテーションメニューとしても可能

白浜荘 520-1223 高島市安曇川町下小川2300-1 0740-32-0451 0740-32-0411 アウトドア・クッキング 2時間30分～3時間 不可 20～350 有り
飯盒炊飯（カレーライス）1人1,300円（税別）
飯盒炊飯+バーベキュー　1人2,200円（税別）

4～11月 小学生高学年以上 別途キャンプ場入場料300円（1人）がかかります。

いかだづくり体験 2時間30分～3時間 実施可能 20～350 有り 1人3,200円（税別）～ 4～11月 小学生高学年以上

ハイキング・トレッキング 2時間30分 実施可能 20～300 有り 1人700円（税別）～ 4～11月 小学生高学年以上

投げ網 2時間30分～3時間 実施可能 20～80 有り 1人1,600円（税別）～ 4～8月 小学生高学年以上

オリエンテーリング 2～3時間 実施可能 20～300 有り 1人300円（税別） 4～11月 小学生高学年以上

座禅・法話体験 45 不可 20～350 有り 16,000円（税別）～／1回 通年 小学生高学年以上 夜明け～7:30

キャンプファイアー 60～90 不可 有り 4～11月 小学生高学年以上

近江商人・中江藤樹に関する講話 90～120 ○ 実施可能 30～300 有り 講師料・会場費込25,000円（税別）～ 通年 小学生高学年以上

扇子の絵付け 60～90 ○ 実施可能 30～300 有り 1人1,600円（税別）～ 通年 小学生高学年以上

すみなが染色体験 60～90 ○ 実施可能 30～250 有り 1人1,000円（税別）～ 通年 小学生以上

キャンドル体験 60～90 ○ 実施可能 30～250 有り 1人1,200円（税別）～ 通年 小学生以上

すいた扇子 520-1212 高島市安曇川町西万木62 0740-32-1345 0740-32-4108 扇子絵付け体験（夏扇） 60 ○ 実施可能 1～50 有り 2,000円（仕上げ後の送料は別途） 通年 年齢問わず

鈴木扇子店 520-1212 高島市安曇川町西万木243 0740-32-0351 扇子作り体験（カモ川扇） 60 ○ 実施可能 1～6 有り 1,500円～ 通年 年齢問わず

びわ湖青少年の家+Active Biwako Center 520-1121 高島市勝野1523-1 0740-36-1108 キャンプファイヤー 30～ ～150 無し 薪代が必要 通年 別途、施設利用料有り

キャンドルファイヤー 30～ ○ 実施可能 ～150 無し 体育館利用料が必要 通年 別途、施設利用料有り

アウトドアクッキング ～180 ○ 実施可能 ～150 無し 200円（税別）／人 通年 別途、施設利用料有り

カッター 180 実施可能 18～66
※年齢による

有り 1,000円（税別）／人 4～11月 小学生高学年以上 別途、施設利用料有り

カヤック 120 実施可能 1～14 有り 500円（税別）／人 4～11月 小学３年生以上 別途、施設利用料有り

ヨット 120 実施可能 1～10 有り 1,000円（税別）／人 4～11月 別途、施設利用料有り

カヌー 120 実施可能 3～38 有り 500円（税別）／人
指導1,000円（税別）／回

4～11月 別途、施設利用料有り

いかだづくり 120 実施可能 有り 500円（税別）／人 4～11月 別途、施設利用料有り

まが玉づくり ○ 実施可能 有り 500円（税別）／人 別途、施設利用料有り

若狭塗箸づくり ○ 実施可能 有り 500円（税別）／人 別途、施設利用料有り

GOODTIMES 520-1122 高島市鵜川1091 077-548-1307 白ひげカヌーツアー 120 実施可能 2～25 有り 大人5,000円、5歳～小学3年生までは2,000円※大人と2人乗り／ペット2,000
円／施設使用料500円／人

4月下旬～10月下旬 5歳以上 駐車場：1日 1,000円/台

KYOTO SUP TRIP～白鬚店 520-1122 高島市鵜川1091 090-1710-6818 白ひげSUP 120 実施可能 1～20 有り 4,500円／人
施設使用料500円／人

3月中旬～10月下旬 小学生以上 駐車場：1日 1,000円/台

蝋燭町キャンドル工房 520-1121 高島市勝野1400びれっじ１号館 0740-36-1266 キャンドル体験 30～60 ○ 実施可能 1～40 有り 1,200円～ 通年 年齢問わず

ハーバリウム体験 30～60 ○ 実施可能 1～ 有り 1,500円～ 通年 年齢問わず

すみながし染　 30～60 ○ 実施可能 1～100 有り ハンカチ1,500円（2枚から受付）ｊ，他
シルクショール4,000円～（1枚から受付）

通年 年齢問わず

絞り染 30～60 ○ 実施可能 1～100 有り 綿ハンカチ1,200円（4枚から受付）、他
Tシャツ染1,500円（4枚から受付）

通年 年齢問わず Tシャツは持参

ガリバー青少年旅行村 520-1142 高島市鹿ケ瀬987-1 0740-37-0744 魚つかみ 実施可能 1～ 有り 1匹400円 4～8月末 団体は要予約

ネイチャークラフト ○ 実施可能 1～ 有り 400円／人 4～11月

アイスクリーム作り 60 ○ 実施可能 1～ 有り 1セット（5～6人分位）1,500円 4～11月

バウムクーヘン作り 120～180 ○ 実施可能 1～ 有り 1セット（5～6人分位）2,000円 4～11月

ホットドッグ作り ○ 実施可能 1～ 有り 600円／人 4～11月

まが玉づくり 60 ○ 実施可能 1～ 有り 500円／人 4～11月 小学生高学年以上

森林公園くつきの森 520-1451 高島市朽木麻生443 0740-38-8099 0740-38-8012 木のおはしづくり 60～ ○ 実施可能 ～20 有り
500円／膳
自然環境維持管理費／200円/人
中学生以下）100円/人

通年 年齢問わず 出張可／出張代として別途2,000円（高島市内）

草木染め 60～ ○ 実施可能 ～20 有り
600円／枚
自然環境維持管理費／200円/人
中学生以下）100円/人

通年 年齢問わず 出張可／出張代として別途2,000円（高島市内）

今津

新旭

安曇川

高島

朽木



すだれ編み 30～ ○ 実施可能 ～20 有り
500円／個
自然環境維持管理費／200円/人
中学生以下）100円/人

通年 年齢問わず 出張可／出張代として別途2,000円（高島市内）

木の実の炭づくり 60～ ○ 実施可能 ～20 有り
500円／個
自然環境維持管理費／200円/人
中学生以下）100円/人

通年 年齢問わず 出張可／出張代として別途2,000円（高島市内）

木のカスタネット 30～ ○ 実施可能 ～20 有り
500円／個
自然環境維持管理費／200円/人
中学生以下）100円/人

通年 年齢問わず 出張可／出張代として別途2,000円（高島市内）

森のリース作り 60～ ○ 実施可能 ～20 有り
1,000円／個
自然環境維持管理費／200円/人
中学生以下）100円/人

通年 年齢問わず 出張可／出張代として別途2,000円（高島市内）

ピザ作り 有り

石窯使用料（1回）5,000円
オプション／ピザ生地（直径20㎝）　10枚：2,000円
トッピング材料（おまかせ）　10枚分：4,000円
自然環境維持管理費／200円/人
中学生以下）100円/人

年齢問わず

パン作り 有り

石窯使用料（1回）5,000円
パン生地（こぶし大）15個分 : 3,000円
自然環境維持管理費／200円/人
中学生以下）100円/人

有限会社宝牧場 520-1414 高島市朽木宮前坊842 0740-38-3001 0740-38-3748 バター作り体験 30 ○ 実施可能 1～ 有り 520円／人 通年 5歳以上 10名以上は団体割引有り

グリーンパーク想い出の森 520-1415 高島市朽木柏341-3 0740-38-2770 グランドゴルフ 9:00～日没まで随時 実施可能 1～ 無し 大人600円、こども300年 4～12月中旬 年齢問わず 温泉セットプラン有り

源流の駅「山帰来」 芦生の森ガイドツアー 6時間 実施可能 6～50 有り
5,000円／人
25名以上は補助ガイド料金別途8,000円
お弁当込

通年

芦生の森ガイドツアー（少人数ツアー） 6時間 実施可能 有り
7,500円／人
お弁当込

通年

スノーシューツアー 5～6時間 実施可能 2～ 有り
6,500円～／人
お弁当・スノーシュー＆ストックレンタル込

1月下旬～3月下旬 小学生以上

NPO法人高島トレイルクラブ 520-1836 高島市マキノ町牧野931 0740-20-7450 0740-20-7450 ガイド登山 5時間～ 実施可能 1～ 有り ガイド1人につき1日20,000円～（季節やルートによる）／～10名 通年 小学生以上

ゼログラビティ 520-1121 高島市勝野1400 びれっじ7号館 075-925-8775 シャワークライミング 7時間 実施可能 1～15 有り 9,900円～／人 6～10月 小学生以上

ガイド登山 7時間 実施可能 1～ 有り 16,500円～／人 通年 小学生以上

びわ湖高島観光協会 520-1501 高島市新旭町旭1-10-1 0740-33-7101 0740-33-7105 森林体験 3～7時間 実施可能 ～40 有り 3,000円（税抜）
共同調理体験1,000円（税抜）

4～11月 小学生以上

農業体験 3～7時間 実施可能 ～40 有り
3,000円（税抜）
共同調理体験1,000円（税抜）

4～11月 小学生以上

酪農体験 3～7時間 実施可能 ～20 有り 3,000円（税抜）
共同調理体験1,000円（税抜）

4～11月 小学生以上

いなか体験 3～7時間 ○ 実施可能 ～20 有り 3,000円（税抜）
共同調理体験1,000円（税抜）

4～11月 小学生以上

いちじく収穫 30 不可 ～20 有り
基本／5個+試食700円
（代替プラン）4個+試食600円・3個+試食500円

9月中旬～10月中旬 年齢問わず

富有柿の収穫 30 実施可能 ～20 有り 10個コース1,200円、5個コース600円 11月 年齢問わず

いも掘り体験 ～20 有り

1株（最低2本保証）300円
2株（最低4本保証）600円
3株（最低6本保証）850円
オプション／お土産2本200円

年齢問わず

朽木

市域


