
香川県

教育旅⾏のご提案

生き物とのふれあい・タラソテラピー・そして体験

国⺠宿舎 クアパーク津田

2021年10月改訂
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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︕
・瀬⼾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。

おだやかな瀬⼾内海、イルカとのふれあい 自然と動物に癒される宿

教育旅行宿泊プラン
一泊二食付

お1人様 ¥9,900
（先生・生徒様 統一料金）

（税込）
15名以上

平日限定（ゴールデンウィーク、7・8月、年末年始は対象外）

※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



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



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２２０円
・熱湯による胃ろう器具洗浄承ります。

・テラス席でのＢＢＱ ４月～１１月 限定です。（５０席程度）
・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



クアパーク津⽥ 新型コロナウイルス感染症への安全対策

ご利⽤時のレイアウト例（約20名様）

対面を避け、ゆったりとした
レイアウトにてご用意させて
いただきます。

他にご要望等ございましたら
相談に応じさせていただきます。



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２１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】



東讃エリア
（さぬき市・東かがわ市）

施設周辺のおすすめ観光・体験スポット
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施設名
所在地
連絡先

クアタラソさぬき津田
香川県さぬき市津田町鶴羽24-2(クアパーク津田 隣接)
0879-42-5888
https://q-t.anabuki-enter.jp/

時間 9︓00〜12︓00
※上記時間は通常営業時間外となります。（応相談）

期間 通年

所要時間 約1時間

料⾦
【団体料⾦】※20名様〜承ります。

一般1,430円（税込）中学生990円（税込）小学生770円（税込）
幼児440円（税込）

備考
ウォータースライダー常設。大人から子どもまで楽しめ1年中楽し
める温⽔プールです。海⽔露天風呂・海寝湯等タラソテラピーも取
り⼊れたバラエティ豊かな温泉ゾーンもご利用いただけます。

施設名
所在地
連絡先

クアタラソさぬき津田
香川県さぬき市津田町鶴羽24-2(クアパーク津田 隣接)
0879-42-5888
https://q-t.anabuki-enter.jp/

時間 9︓00〜12︓00

期間 4月〜11月末

所要時間 約1時間半 ※ガイドレクチャー＆津田湾クルージング

料⾦ 1艇 25,000円（税込）※3名以上最大6名まで

備考

MEGA SUPとは、通常のサーフボードより大きいボードに最大6名
で乗り、パドルを漕いで進むマリンスポーツです。
複数人で1つのボードに乗れるので、みんなでワイワイしながら楽
しめます。全員で⼒を合わせて漕いだり、競争したりと様々な楽し
み方が出来ます。

温水プール
（クアタラソさぬき津⽥）

MEGA SUP（メガサップ）
（クアタラソさぬき津⽥）

東讃エリア（さぬき市）
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施設名
所在地
連絡先

クアタラソさぬき津田
香川県さぬき市津田町鶴羽24-2(クアパーク津田 隣接)
0879-42-5888
https://q-t.anabuki-enter.jp/

時間 9︓00〜12︓00

期間 4月〜11月末

所要時間 約3時間

料⾦
大人7,700円（税込） 小人6,600円（税込）
※年齢制限5歳以上/小学生以上

（コースにより年齢制限が変わります）

備考 操作が簡単で安定性に優れており、小さなお子様から年配の方まで
楽しめるアウトドアスポーツです。

施設名
所在地
連絡先

クアタラソさぬき津田
香川県さぬき市津田町鶴羽24-2(クアパーク津田 隣接)
0879-42-5888
https://q-t.anabuki-enter.jp/

時間 9:00〜12:00

期間 4月〜11月末

所要時間 約1時間

料⾦ 体験スクール 1人4,400円（税込）※中学生以上

備考
サーフボードに立ち、パドル漕いで進む、新感覚のマリンスポーツです。
目線が高く、これまでに見たことのない世界を体感できます。
初心者でもすぐに楽しむことができ、子供から高齢者まで幅広く人気が出
てきています。

シーカヤック体験
（クアタラソさぬき津⽥）

SUP体験
（クアタラソさぬき津⽥）

東讃エリア（さぬき市）
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施設名
所在地
連絡先

日本ドルフィンセンター
香川県さぬき市津田町鶴羽1520-130
（クアパーク津田より⾞で約5分）
0879-23-7623
https://www.j-dc2.net

時間
4月〜7月・9月 10︓00〜17︓00(無休)
7月中旬〜8月 10︓00〜18︓00(無休）

10月〜翌年3月 10︓00〜17︓00(定休日︓⽔曜日）
期間 〃

所要時間 体験時間 約15分（イルカのトレーニングタイム含む）

料⾦ 体験料 600円（税込）
別途施設⼊場料 大人500円（税込）小人400円（税込）

備考
イルカのトレーニングタイムに合わせて、餌を与えていただきます。実際
に餌を与えるだけではなく、イルカに触れることもできます。
フロートから⾏いますので、⽔に濡れることなく小さなお子様からご参加
可能です。

施設名
所在地
連絡先

日本ドルフィンセンター
香川県さぬき市津田町鶴羽1520-130
（クアパーク津田より⾞で約5分）
0879-23-7623
https://www.j-dc2.net

時間
4月〜7月・9月 10︓00〜17︓00(無休)
7月中旬〜8月 10︓00〜18︓00(無休）

10月〜翌年3月 10︓00〜17︓00(定休日︓⽔曜日）
期間 〃

所要時間 体験時間 約30分（イルカのトレーニングタイム含む）

料⾦ 体験料 2,000円（税込）
別途施設⼊場料 大人500円（税込）小人400円（税込）

備考
実際にイルカと友達になれる「ハンドサイン」を覚えていただきます。
イルカに餌を与えたり、触ったりした後は実際にイルカにサインを出して最
後はイルカがジャンプ︕ドルフィントレーナー気分が味わえます。

えさやり体験
（日本ドルフィンセンター）

トレーナー体験
（日本ドルフィンセンター）

東讃エリア（さぬき市）
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マーレリッコ －ソルトレイクひけた安⼾池－
（ハマチの餌やり・鯛釣り体験）

東讃エリア（さぬき市・東かがわ市）

施設名
所在地
連絡先

マーレリッコ －ソルトレイクひけた安⼾池－
香川県東かがわ市引田4373番地
0879-33-2929
http://saltlake-hiketa.co.jp/marrericco.html

時間 9：00～17：00（受付9：00～16：00）
定休日：毎週火曜日、年末年始

期間 ハマチ餌やり体験 5月初旬～12月中旬
鯛釣り体験 4月～終了次第

所要時間 約30分

料⾦
入場料 100円（税込）※3歳以下無料
ハマチのエサやり体験 ※餌代200円(税込)

鯛釣り体験 500円(税別)（貸竿・鯛1匹込）

備考
安戸池はハマチの養殖発祥の地。
餌やり体験は、お子様からご年配の方まで楽しく体感できます。
デッキから伸びるハマチ養殖イケスに行き、餌を投げてやると迫力満点。
群がるハマチで水面が沸き立ちます。

イルカと一緒にスイム体験
（日本ドルフィンセンター）

施設名
所在地
連絡先

日本ドルフィンセンター
香川県さぬき市津田町鶴羽1520-130
（クアパーク津田より⾞で約5分）
0879-23-7623
https://www.j-dc2.net

時間
4月〜7月・9月 10︓00〜17︓00(無休)
7月中旬〜8月 10︓00〜18︓00(無休）

10月〜翌年3月 10︓00〜17︓00(定休日︓⽔曜日）
期間 〃

所要時間 体験時間 約30分

料⾦
大人(中学生以上)9,000円(税込)
小人(5歳・110ｃｍ～小学生)7,500円(税込)

別途施設⼊場料大人500円（税込）・小人400円（税込）

備考
海に入ってイルカとふれ合い、背びれに捕まって一緒に泳ぎます。
ドルフィンセンター一番人気の体験です。
https://www.j-dc2.net/
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施設名
所在地
連絡先

しろとり動物園
香川県東かがわ市松原2111番地

（クアパーク津田より⾞で約30分）
0879-25-0998
http://shirotorizoo.com/

時間 9︓00〜17︓00（⼊園は16︓00まで）

期間 通年（年中無休）

所要時間 約1〜2時間（園内⾒学+体験）

料⾦ えさ代 300円〜500円程度
別途施設⼊場料 大人1,300円(税込)小人600円(税込)

備考
キリンをはじめ、ぞうの餌やり体験やカワウソとの握手会等、各
種ふれあい体験メニュー有り（動物の体調により実施されない場
合もございます）

動物とのふれあい・えさやり体験
（しろとり動物園）

トラのあかちゃん抱っこ会
（しろとり動物園）

施設名
所在地
連絡先

しろとり動物園
香川県東かがわ市松原2111番

（クアパーク津田より⾞で約30分）
0879-25-0998
http://shirotorizoo.com/

時間 9︓00〜17︓00（⼊園は16︓00まで）

期間 期間限定の為、直接お問合せください。

所要時間 約1〜2時間（園内⾒学+体験）

料⾦ 抱っこ会 有料（事前予約にて対応︓要確認）
別途施設⼊場料 大人1,300円(税込)小人600円(税込）

備考 生後約1ヵ月のトラの赤ちゃんを抱っこ出来る貴重な体験が
できます。（トラの体調により実施されない場合もございます）

東讃エリア（東かがわ市）
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施設名
所在地
連絡先

白鳥神社
香川県東かがわ市松原69(クアパーク津田より⾞で約30分)
0879-25-3922
https://www.shirotori-jinja.jp/

時間 6︓00〜20︓00
社務所8︓00〜17︓00

期間 通年

所要時間 約30分（境内散策込み）

料⾦ 初穂料300円

備考
東かがわ市松原の白鳥神社に、一風変わったおみくじが2020年9月より登場。その
名も「開運出世ハマチみくじ」。市にゆかりがあり、出世魚として縁起が良いとされる
ハマチをおみくじに起用したもので「ハマチ釣り」を楽しみながら運勢を占えます。

施設名
所在地
連絡先

白鳥神社
香川県東かがわ市松原69(クアパーク津田より⾞で約30分)
0879-25-3922
https://www.shirotori-jinja.jp/

時間 6︓00〜20︓00
社務所8︓00〜17︓00

期間 通年

所要時間 約30分（境内散策込み）

料⾦ 初穂料300円

備考
東かがわ市松原の白鳥神社は、2021年9月より⾦⾊のハマチみくじ
が新⾊として登場。第2弾となる今回の⾦⾊は古来から縁起が良い⾊
とされているのに加え、2021年東京五輪・パラリンピックの⾦⾊に
輝くメダルから発想。

未来への扉を開けよう︕プチパワースポット巡り

東讃エリア（東かがわ市）

開運出世ハマチみくじ釣り（白鳥神社） 【第2弾】⾦のハマチみくじ釣り（白鳥神社）
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施設名
所在地
連絡先

白鳥神社
香川県東かがわ市松原69(クアパーク津田より⾞で約30分)
0879-25-3922
https://www.shirotori-jinja.jp/

時間 6︓00〜20︓00
社務所8︓00〜17︓00

期間 2021年10月〜2022年1月頃まで展示予定（要確認）

所要時間 約30分（境内散策込み）

料⾦ －

備考 参拝される皆様にとって「いい風」が吹き、物事が「良く回り」ますように
と願いを込め、神社の表回廊に約500個の「かざぐるま」が設置されました。

日本一低い山（御山）（白鳥神社）

施設名
所在地
連絡先

白鳥神社
香川県東かがわ市松原69(クアパーク津田より⾞で約30分)
0879-25-3922
https://www.shirotori-jinja.jp/

時間 6︓00〜20︓00
社務所8︓00〜17︓00

期間 通年

所要時間 約30分（境内散策込み）

料⾦ -

備考
白鳥の松原にある日本一低い山。高さ3.6ｍ。山開きは2005年。古く
は明治時代の郷⼟資料にも記載されています。登山登録証明書を発⾏
しています。

未来への扉を開けよう︕プチパワースポット巡り

東讃エリア（東かがわ市）

かざぐるま回廊（白鳥神社）
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施設名
所在地
連絡先

香川県⽴⻲鶴公園
香川県さぬき市⻑尾名（クアパーク津田より⾞で約20分）
087-894-1601
https://sanuki-kanko.jp/flower/post-1113.html

時間 －

期間 3月下旬〜4月初旬（夜のライトアップ有り）

所要時間 約1時間（公園内散策込み）

料⾦ －

備考
⻲鶴公園は桜の名所として知られています。とりわけ桜が⾒事な
のは、⻲島と宇佐神社を結ぶ幅約20ｍ・⻑さ300ｍの桜のトンネ
ル。

未来への扉を開けよう︕プチパワースポット巡り

施設名
所在地
連絡先

香川県⽴⻲鶴公園
香川県さぬき市⻑尾名（クアパーク津田より⾞で約20分）
087-894-1601
https://sanuki-kanko.jp/flower/post-940.html

時間 －

期間 5月下旬〜6中旬

所要時間 約1時間（公園内散策込み）

料⾦ －

備考
毎年この時期には、⻲鶴公園の約1万5千株のハナショウブが⾒ご
ろを迎えます。紫・白・⻩⾊など、⾊とりどりに咲き誇り、来場
者を魅了しています。

桜と花しょうぶの⾥（⻲鶴公園） 桜と花しょうぶの⾥（⻲鶴公園）

東讃エリア（さぬき市）

写真提供（一社）さぬき市観光協会 写真提供（一社）さぬき市観光協会
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施設名
所在地
連絡先

津田の松原内
香川県さぬき市津田町津田（クアパーク津田 隣接）
087-894-1601
https://sanuki-kanko.jp/course/post-1295.html

時間 －

期間 通年

所要時間 約1時間（津田の松原散策込み）

料⾦ －

備考
松原内で⽴派な⽼松7本を「弁財天の松」「寿⽼人の松」等として、
しめ縄を祭っている。そのうち「恵美須松」は、版画家棟方志功
ゆかりの松として知られる。全部巡るとご利益が。

七福神松めぐり（津⽥の松原内） 願い橋・叶え橋（津⽥の松原内）

施設名
所在地
連絡先

津田の松原内
香川県さぬき市津田町津田（クアパーク津田 隣接）
087-894-1601
https://sanuki-kanko.jp/course/post-1295.html

時間 －

期間 通年

所要時間 約1時間（津田の松原散策込み）

料⾦ －

備考
松原内を流れる梅川に架かる朱塗の橋。往路「願い橋」復路「叶
え橋」と名付けている。橋を渡るときに願い事を心で唱えながら
渡り、叶いますようにと念じながら引き返してくると叶うとか。

未来への扉を開けよう︕プチパワースポット巡り

東讃エリア（さぬき市）
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平山郁夫画伯 写生スポット
（津⽥の松原内）

未来への扉を開けよう︕プチパワースポット巡り
縁結びの松（津⽥の松原内）

東讃エリア（さぬき市・東かがわ市周辺）

施設名
所在地
連絡先

津田の松原内
香川県さぬき市津田町津田（クアパーク津田 隣接）
087-894-1601
https://sanuki-kanko.jp/course/post-1295.html

時間 －

期間 通年

所要時間 約1時間（津田の松原散策込み）

料⾦ －

備考 松林の中には、2本の松が絡み合った「縁結びの松」も。
幸せを探して松原内を散歩してみてください。

施設名
所在地
連絡先

津田の松原内
香川県さぬき市津田町津田（クアパーク津田 隣接）
087-894-1601
https://sanuki-kanko.jp/course/post-1295.html

時間 －
期間 通年

所要時間 約1時間（津田の松原散策込み）
料⾦ －

備考
瀬⼾内海の風景や仏教を主題とした数々の作品で知られる日本画
家平山郁夫氏が写生にこの地に訪れている。因みにこの松原を描
いた作品香川県県⺠ホールの緞帳の原画となっている。
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津⽥の松原サービスエリアご予約お食事に関して

1. ご予約はお電話、FAXにて承ります。尚、ご予約については10日前迄と
させて頂きます。

2. 御食事席についてはスナック、うどんコーナー御食事席内でお席を確保
させて頂きますので、その旨ご了承下さい。
※人数・予約状況により確保できない場合もございます

3. 斡旋手数料はお客様ご利用代⾦合計（税別）の10％とさせて頂きます。

※1,000円以下のお食事については手数料対象外とさせていただきます

4. お支払い
現⾦または全旅クーポン

5. 添乗員、乗務員様の御食事につきましてはフリーパス券をご利用ください。

6. ご利用人数（数量）の変更につきましては、ご利用日の前日までにお願い
致します。
※当日の変更につきましてはキャンセル料⾦100％を頂きます。

7. 下記の期間及び時間内でのご予約は承ることが出来かねますこと、
予めご了承ください。（要相談）

※繁忙期間中（ＧＷ、お盆、ＳＷ、年末年始）

※⼟日、祝祭日の繁忙時 12︓30〜13︓30
18︓00〜19︓00

※四国内における大型イベント開催期間中

有効期限 2022年6月30日

津⽥の松原サービスエリアバス⽴寄りに関して
※指定休憩店契約…バス停⾞（⽴寄り）に関する契約
※対象施設︓津田の松原サービスエリア上下線
※上記対象施設ご利用の場合、以下の通り支払いをいたします。

1. 支払い条件
お⽴寄りの際、お電話にて下記連絡先へ事前連絡にてお申込みください。

2. SA⽴寄り時間に相当する手数料のお支払い
バス１台につき ⽴寄り滞在時間 15分以上 1,000円

30分以上 2,000円
※トイレ休憩、食事に関わらずお支払いたします。（回送⽴寄り除く）

3. 添乗員、乗務員様のお食事につきましてはフリーパス券をご利用ください。

有効期限 2022年6月30日

■ご連絡先

津⽥の松原SA上り線（神⼾⽅⾯⾏き）TEL 070-5265-8491

津⽥の松原SA下り線（松山⽅⾯⾏き）TEL 070-5264-8596

国⺠宿舎 クアパーク津⽥ TEL 0879-42-2521
FAX 0879-42-3232

1. クアパーク津田の団体様お食事（中食）利用の際は、
お客様ご利用代⾦合計（税別）の５％をお支払い致します。

※1,000円以下のお食事については手数料対象外とさせていただきます。

2. クアパーク津田への団体ご宿泊ご利用の際はご利用⾦額合計（税別）の
10％をお支払いさせて頂きます。

3. お支払い
現⾦・全旅クーポン・JTBクーポン

有効期限 2022年6月30日

国⺠宿舎 クアパーク津⽥ご利⽤に関して



【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
インドアキャンプルーム（バス無し、トイレ付）×1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】70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
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この資料のデータは 以下のQRコードにて
ダウンロード可能です

ご活⽤ください

https://www.anabuki-enter.jp/pdf/202110_KYOUIKU.pdf


