
琴引浜で松葉がにを
琴引浜ならではの体験＆おすすめお立ち寄りスポット満載琴引浜観光宿泊組合

http://kotohikihama.info/
℡.0772-72-0624
℡.0772-72-4039
℡.0772-72-4110
℡.0772-72-5716
℡.0772-72-2061
℡.0772-72-5072
℡.0772-72-3696
℡.0772-72-0713
℡.0772-72-0724

地魚、活松葉蟹こだわりの宿  羽衣荘
御宿  矢吉

温泉民宿  島田荘
ニュー丸田荘
料理民宿  矢谷
民宿  砂の館

和のオーベルジュ  まつつる
民宿  尾江

海士館  松栄

in 琴引浜

11/6～3/末まで

食らう琴引浜
観光宿泊組合
おすすめ
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舞鶴引揚記念館◆
　（舞鶴市）0773-68-0836　

京丹後市

朝来市

養父市

与謝野町

福知山市

宮津市

伊根町

舞鶴市

綾部市

宮津市

琴引浜、かに、温泉、そして…琴引浜、かに、温泉、そして…
琴引浜ガイドウオーク

冬の手作り体験

白砂青松保護体験
海蔵寺は平安中期（1012年頃）に琴引浜に建立され、 その後長い歴史を経て現在の地に
再建されました。お釈迦さまを本尊とし鳴き砂の永遠の美しさを願う琴引浜鳴き砂供養
観音をお祀りする禅宗のお寺です。

琴引浜 海蔵寺で 「座禅体験!」

琴引浜まんまくらぶ

《時　　間》 応相談。
《予　　約》 1週間前までにご予約ください。
《申込窓口》 琴引浜鳴き砂文化館 ℡：0772-72-5511

《申込窓口》 琴引浜鳴き砂文化館 ℡：0772-72-5511

《申込窓口》 琴引浜鳴き砂文化館 ℡：0772-72-5511

《時　　間》 応相談。
《予　　約》 1週間前までにご予約ください。
《申込窓口》 琴引浜鳴き砂文化館  ℡：0772-72-5511
                Mail：kotohiki@nakisuna.jp
We, “SYNCHRO” member’ｓ love kotohikihama beach

　 ４月～９月     午前６時～６時半
 １０月～３月     午前７時～７時半

※通年法要日、お盆期間については開催できない日もありますので、事前にお問い合わせください。

丹後ばら寿司体験　￥1,400 ～
丹後ばら寿司定食　￥1,200 ～

１.ベーシックコース

２.オリジナルコース

３.プレミアムコース

琴引浜を中心のコースをガイド。
琴引浜の鳴砂、太鼓浜での音の楽しみ方のガイド。

１.ビーチコーミング・海岸清掃体験
海岸清掃の意義を説明し、ビーチコーミングや海岸清掃を行います。
収集物を利用した、クラフト体験を合わせて行うこともできます。

２．松林整備体験
松林（里山）の意義を説明し、松林を健全に保つための整備活動を
体験します。間伐した松や落ち葉を燃料に、塩つくりや食事つくり
の体験を合わせて行うことができます。

ベーシックコースにプラスして、琴引浜の動植物やジオパーク、
歴史、琴引浜の地域（村）など、ゲストのリクエストに対応。

※ノルディックポールレンタル（￥500）もご利用ください。
※スノーシューコースは別途レンタル料（￥1,500）が必要となります。

《所要時間と料金》

ベーシックコース

スノーシュ―
スイス村満喫コース

スノーシュ―
スイス村ビギナーコース

スノーシュー
琴引浜周辺コース

プレミアムコース

オリジナルコース

１時間

２時間

３時間

２時間

３時間

５時間

おひとり　￥     500 （6人以上）
１団体　　￥  2,500 （5人まで）
おひとり　￥  1,000 （6人以上）
１団体　　￥  5,000 （5人まで）
おひとり　￥  1,500 （6人以上）
１団体　　￥  7,500 （5人まで）

おひとり　￥  4,500 （6人以上）
１団体　　￥22,500 （5人まで）

おひとり　￥  2,500 （6人以上）
１団体　　￥12,500 （5人まで）

おひとり　￥  1,500 （6人以上）
１団体　　￥  7,500 （5人まで）

琴引浜地域に暮らす女性グループ。丹後ばら寿司など
地域の食文化を学び伝える活動をしています。

もちつき体験　￥10,000（１升）
※詳細はお問い合わせください。

体験メニュー

早朝坐禅
体験会

コース 所要時間 料　金

《所要時間と料金》

ビーチコーミング
海岸清掃

お正月寄せ植え
作り体験

塩つくり体験
食事つくり体験

松林整備体験

門松作り体験

クラフト体験

１時間

30分～

２時間

３時間
（含整備）

１時間～

１時間～

おひとり  ￥     500 （6人以上）
１団体　  ￥  2,500 （5人まで）
おひとり  ￥     500 （6人以上）
１団体　  ￥  2,500 （5人まで）
おひとり  ￥  1,000 （6人以上）
１団体　  ￥  5,000 （5人まで）

おひとり  ￥1,000～ （6人以上）
１団体　  ￥5,000～ （5人まで）

おひとり  ￥  2,500 （6人以上）
１団体　  ￥12,500 （5人まで）

おひとり  ￥  3,000 （6人以上）
１団体　  ￥15,000 （5人まで）

体験名 所要時間 料　金

お立ち寄り＆観光スポット紹介
オススメ!

琴引浜、かに、温泉、そして…

１.ベーシックコース

２.オリジナルコース

３.プレミアムコース

１.ビーチコーミング・海岸清掃体験

２．松林整備体験

体験メニュー

琴引浜ガイドウオーク

冬の手作り体験

白砂青松保護体験琴引浜 海蔵寺で 「座禅体験!」

琴引浜まんまくらぶ

※材料費含む

※材料費含む

※材料費含む

※材料費含む

※材料費含む

※材料費含む

貝がらでつくる万華鏡造り【15分】 700円

流木と貝のフレーム 【15分】 400円～

コースター 【15分】 500円

リース作り
（クリスマス・お正月Ver.） 【30分】 700円

海の中みたい！キャンドル

●体験場所／琴引浜鳴き砂文化館　●体験時間／ 9時～ 16時まで
●入館料／大人 300 円、小中学生 100 円、幼児無料　●電話0772-72-5511
※予約なしで体験していただけますが、 10名以上の場合はご連絡ください。 

【30分】 850円

思い出の宝箱 六角箱 【30分】 1,300円

シーグラスの
コルク鍋敷き
※クリスマスリース作りは12月上旬、お正月リース作りは
　12月中旬から体験できます。

【60分】 1,000円

近畿自然遊歩道で隣の浜（水晶浜）や京都府下最大の
淡水湖“離湖”まで足を伸ばすコース。

１.琴引浜周辺コース

２.スイス村ビギナーコース

３.スイス村満喫コース

スノーシューコース

琴引浜周辺をスノーシュ―を使って散策。

スイス村周辺をスノーシュ―を使って散策。

スイス村周辺をスノーシューを使い散策。
昼食付きのプラン。

◆冬季限定
１.門松作り体験

２.お正月寄せ植え作り体験

体験コース

琴引浜クロマツ松を使い門松作りをします。
ミニチュア門松から本格門松まで。
オリジナル門松で新年を迎えましょう。

琴引浜のクロマツお正月の寄せ植えを作ります。
寄せ植えのサイズはいろいろ。
オリジナルお正月寄せ植えで新年を迎えましょう。

◆冬季限定

１.琴引浜周辺コース

２.スイス村ビギナーコース

３.スイス村満喫コース

スノーシューコース

１.門松作り体験

２.お正月寄せ植え作り体験

体験コース

※積雪状況により実施できない場合がございます。

のり焼き作り体験　￥1,000
干し柿作り体験　　￥1,000
漬物作り体験　　　￥1,000
※以上、お１人様の体験料です。

体験メニュー体験メニュー◆冬季限定

◆播磨屋本店「生野総本店」
　（豊岡市）079-679-4565

◆出石皿そば「茂兵衛」
　（出石市）0796-52-4560

◆

◆豪商稲葉本家
　（京丹後市久美浜町）
　0772-82-2356

　木下酒造
　（京丹後市久美浜町）
◆0772-82-0071

豊岡市

◆

◆

◆

◆

◆卵かけ御飯「但熊 」
　（豊岡市）0796-55-0901

舞鶴引揚記念館◆
　（舞鶴市）0773-68-0836　

◆日本三景 天橋立
　（宮津市）0772-22-8030

◆竹田城（朝来市）

洋菓子マウンテン
（福知山市）0773-22-1658

ピザ&グリル「イル・パッチーニ」
（福知山市）0773-23-0882

◆伊根の舟屋 遊覧船
　（伊根町）0772-42-0321

丹後野村牧場「アカシアファーム」
（京丹後市網野町）0772-72-5588

丹後食事処「とり松」
（京丹後市網野町）0772-72-0429

◆琴引浜鳴き砂文化館
　（京丹後市網野町）
　0772-72-5511

琴引の塩屋「西晶」
（京丹後市網野町）0772-72-5566

与謝天橋立IC

宮津天橋立IC

舞鶴大江IC

舞鶴東IC

舞鶴西IC

綾部JCT

京丹後市内の立ち寄り湯
① 浅茂川温泉　静の里
② 弥栄あしぎぬ温泉
③ 足湯しらさぎの湯
④ 外湯　花ゆうみ
⑤ 丹後温泉はしうど荘
⑥ 宇川温泉　よし野の里
⑦ みなと悠悠
⑧ 久美浜温泉　湯元館
⑨ 小野小町温泉

☎0772-72-4126
☎0772-65-2000
☎0772-72-0900
☎0772-74-1306
☎0772-75-2212
☎0772-76-1000
☎0772-83-2329
☎0772-83-1071
☎0772-68-1122

①

②

③
⑦

⑧

④

⑨

⑤
⑥


