
香川県 

小規模修学旅行のご提案 

生き物とのふれあい・タラソテラピー・そして体験 

国民宿舎 クアパーク津田 
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ココが違う！クアパーク津田は普段とは違ったユニークステイが楽しめます！ 
・香川県随一。徒歩0分の全室オーシャンフロントの客室！ 
・瀬戸内海国立公園津田の松原まで徒歩1分の近距離！ 
・水着で入る温水浴施設「クアタラソさぬき津田」は無料です。連絡通路とエレベーターでスグ行けます！ 
・うどん打ちやシーカヤックなどをクアパークで体験することができます。 

おだやかな瀬戸内海、イルカとのふれあい 自然と動物に癒される宿 

修学旅行宿泊プラン 
一泊二食付 

お1人様 ¥8,700（3～４名部屋定員ベース） 
（税別） 15名以上     ※2名利用 ¥9,700   1名利用 ¥10,700 

平日限定（ゴールデンウィーク、7・8月、年末年始は対象外） 

楽天トラベル総合評価☆☆☆4.4 
じゃらん口コミ評判  ☆☆☆4.1 

※プランに含まれるもの 食事宴会場、クアタラソ利用料（１回）、保健室用客室１室、その他サービス 



 館内のご案内 

和室宴会場、ゲームコーナー側WCのみ段差あり 

テラス席、大浴場のみ 
段差あり 

卓球ルーム、WCのみ段差あり 



ココが違う！クアパーク津田は普段とは違ったユニークステイが楽しめます！ 

 お食事 貸切宴会場での和食、またはテラス席でのBBQからお選び下さい。 

夕食 『四季御膳』                  朝食『和定食』 

・ご希望に応じて揚物や洋風メニューにアレンジ可能です。 
・電子レンジ無料貸し出し 
・ペースト、刻み食対応は１食ごとに追加料金２００円 
・熱湯による胃ろう器具洗浄承ります。 
 

・テラス席でのＢＢＱは５.６.９.10月限定です。 
・屋根付きの屋外テラス席で、階段を数段降りて頂きます。 
・内容はロース、カルビ、豚バラ、鶏肉、かぼちゃ、ピーマン 
 玉ねぎ、とうもろこし、キャベツ、エリンギ   

 入口幅８２㎝ 段差６㎝     屋外通路からテラスへは段差１７㎝の階段  

  
テラスからビーチへは２３㎝の段差と 
段差２０cmの階段 
 

洋宴会場は段差無し  



 お風呂 男女貸切風呂で対応いたします 

【1F 大浴場】 
・１５時から１８時までの時間帯の内１時間を貸切にします。予めご予約下さい。 
 （一週間前までにお願い致します。） 
・脱衣所のイス、体重計などは撤去します。 
・床に敷き詰めるバスタオル等が必要でしたら予めお申し付け下さい。 
・男女ともに「洗い場」６席づつ 

脱衣所 

浴槽への段差 ７㎝、湯船内階段 深さ３０㎝、底 ６０㎝ 浴室への手すり無し 
 

脱衣所から浴室への段差無し 
 

入口幅 83㎝、段差 9㎝ 



8畳間(40㎡) 定員最大4名 14室（内４室はバス付） ツイン(20㎡) 12室 ベッドサイズ （W）120cm×（L）195cm 

  客 室         海辺まで徒歩0分！全室オーシャンビュー！ 

シャンプー リンス ボディーソープ フェイスタオル バスタオル 歯ブラシ ひげそり シャワートイレ 
ドライヤー 浴衣・はんてん スリッパ 消臭スプレー 電気ケトル お茶 冷蔵庫（空） 液晶テレビ 無料Wi-Fi 
 

  入口幅８５㎝ 段差１０㎝        トイレ入口幅６０㎝     バス入口幅６２㎝ 段差７㎝ 
                                          湯船深さ５３㎝ 
 

   入口幅８５㎝ 段差無し     トイレ入口幅６０㎝バス入口幅６２㎝  ベッドと壁の間隔 ６７㎝ 
                      段差１８㎝+７㎝ 湯船深さ５３㎝ 
 

【備品アメニティー】  



 団体向けお薦め体験プラン 手打ちうどん体験塾 

記念品プレゼント（うどん県のお箸・修了証） 

お問い合わせ：クアパーク津田 0879-42-2521 

おすすめプログラム ～生地からコース～ 

内容 所要時間 人数 
体験料金 
（1名） 

 生地の足踏み ～ 生地延ばし ～ 切る ～ 完成 約40分 

40名 
1,500円 
（税別） 

 麺茹で（約8分～10分）～ 食事（約30分） 約1時間 



 団体向けお薦め体験プラン シーカヤック＆ドルフィン体験 

Aグループ（20名） Bグループ（20名） 

時間 内容 時間 内容 

9:00 着替え（クアタラソ更衣室にて）※ＡＢグループ 

       クアタラソ～ドルフィンセンターへ移動 

10:00 
 ★シーカヤック体験 
 ・レクチャー・準備運動・パドリング練習 
 （クアタラソビーチにて） 

10:00 

 ★ドルフィン体験 
 ・イルカのお話し 

 ・エサやり体験 
 ・トレーニング見学 

10:15 
 シーカヤック出発 
 ※2名に付き1隻 

10:45  ドルフィンセンター海岸到着 

  海岸にて写真撮影 ※ＡＢグループ 

11:00 

 ★ドルフィン体験 
 ・イルカのお話し 
 ・エサやり体験 
 ・トレーニング見学 

11:00 
 ★シーカヤック体験 
 ・レクチャー・準備運動・パドリング練習 
 （ドルフィンセンタービーチにて） 

11:15 
 シーカヤック出発 
 ※2名に付き1隻 

11:45  クアタラソビーチ到着 

12:00  ドルフィンセンター～クアタラソへ移動 

12:00  着替え・休憩等 

12:10  着替え・休憩等 

13:00 
★食事（クアパーク津田にて）  

※ＡＢグループ 

14:00 全ての体験終了 

シーカヤック体験料  1名 4,500円（税別）     

                         ※保険料含む 

モデルプログラム 

クアタラソさぬき津田 



 団体向けお薦め体験プラン ドルフィン体験 

体験プログラム 
対応可能人数 
（1回） 

所要時間 
体験料金 
（1名） 

入場料（1名） 

①イルカにタッチ 

お魚の苦手な人やイルカに少し触ってみたいなど、そん
な要望にお応えして誕生したプログラム。 
お魚はあげずにイルカ達にタッチのみしていくイベント
です。 

40名 約15分 
400円 
（税込） 

大人（中学生以上） 
500円（税込） 
 
小人（4歳～小学生まで） 
400円（税込） 
 
※20名様以上は入場料のみ
50円割引 
 

②イルカのエサやり体験 
ドルフィンセンターの人気プログラム。 
小さなお子様からお年寄りまで気軽に参加出来ます。 

20名 約15分 
600円 
（税込） 

【手作り体験】 
③木ホルダー作り 

イルカの木型に色を塗ってオリジナル木ホルダーを作り
ます。 

20名 約15分 
400円 
（税込） 

【手作り体験】 
④お絵かき工房 

手のひらサイズの真白い陶器のイルカや動物達に自分好
みの色を塗って完成させます。 

20名 約15分 
500円 
（税込） 



 団体向けお薦め体験プラン 

モデルプログラム② 

時間 内容 人数 

11:00 
ドルフィンセンター到着（代表者受
付） 

  

11:05 3階 マリンレストに集合   

11：10～11：20 

【イルカのお話】 
クイズ形式でスタッフがイルカにつ
いてお話をします。 
 

40名 

11：30～12：00 
※Ａ・Ｂに2グループに分かれます 

Ａグループ 
③イルカの木ホルダー作り または 
④イルカのお絵かき工房 
 

20名 

Ｂグループ 
②イルカのエサやり 
※イルカのトレーニング見学 
 

20名 

12：00～12：30 
※Ａ・Ｂに2グループがチェンジし
ます 

Ａグループ 
②イルカのエサやり 
※イルカのトレーニング見学 
 

20名 

Ｂグループ 
③イルカの木ホルダー作りまたは 
④イルカのお絵かき工房 
 

20名 

12:30 終了   

※時間は、随時相談 

モデルプログラム① 

時間 内容 人数 

11:00 
ドルフィンセンター到着（代表者受
付） 

  

11:05 3階 マリンレストに集合   

11：10～ 
11：20 

【イルカのお話】 
クイズ形式でスタッフがイルカについ
てお話をします。 
 

40名 

11：30～ 
12：00 

 
①イルカにタッチ 
※イルカのトレーニング見学 
 

40名 

12:00 終了   

ドルフィン体験 

※団体特典 
  イルカカード（お友達証明書）プレゼント 
 

※大型バス駐車場 
  展望台駐車場をご利用いただけます 
 

※団体受付は随時行っております 

※雨天決行（荒天候時は中止になる場合がございます） 
  雨具はお客様にてご準備いただきます 
 

お問い合わせ：日本ドルフィンセンター 0879-23-7623 



【お問い合わせ】 
クアパーク津田 片桐まで 

TEL：0879-42-2521  FAX：0879-42-3232 
 

         クアパーク津田施設概要 
 
【建物】1996年完成 築23年 鉄筋3階建 
【定員】80名  
【客室】ツインルーム（20㎡）×12室 
    8畳和室（バス無し、トイレ付）×10室 
    8畳和室（バス、トイレ付） ×4室 
【大浴場】男女各１ サウナ有 
【宴会場】洋室宴会場 110㎡×2室、53㎡×1室（段差無し） 

     和室宴会場 28畳×2室、24畳×1室 3室つなげて使用可80畳（段差18㎝） 

【レストラン】88席（段差無し） 

【駐車場】平面50台 
【設備】無料Wi-Fi、コインランドリー3台 


