
瀬戸内海国立公園

感動・瀬戸の夕日　日本一美しい夕陽のスポット

霊場巡りの鈴の音もさわやか、

瀬戸大橋を一望するビューポイント

●館内施設のご案内
客室数66室（和室62室、洋室4室）、宿泊定員246人、
大浴場、レストラン、ラウンジ、売店、大広間、会議室

四国の瀬戸内海沿岸、高松から坂出寄りの海に

飛び出た五色台は風光明媚な高台。休暇村はそ

の中央部に位置し、瀬戸大橋や周辺の島々を一

望する本館と、テニスコート、芝生広場、プー

ルなどが、赤松と広葉樹の緑に抱かれて点在し

ています。周辺は四国八十八カ所霊場巡りの地

として歴史を刻んできました。
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休暇村は、全国の国立公園や国定公園の中にあって、
いつでも誰でも気軽にご利用いただける宿泊施設です。

豊かな自然環境はもちろん、地域の歴史・文化・産業や人 と々の出会いなど、
多彩な「ふれあいプログラム」を体験いただけます。

交　通 Access

料理

和食創作バイキング

Dinner

休暇村の大浴場
瀬戸大橋のビューポイントで湯につかる。
瀬戸大橋のすべてを一望できる随一の絶景浴場。湯船につかる

と、窓越しの眼下に瀬戸大橋をはじめ、瀬戸内の多島美を眺め

ることができます。四季折々の夕日と夜景も見事。また、お風

呂は備長炭風呂で、お湯の分子を小さく変化させる効果がある

ため、肌にやさしいやわらかいお湯になっています。

Bath Room

ご予約・お問い合わせは

TEL:0877-47-0231／FAX:0877-47-0269
〒762-0015 香川県坂出市大屋冨町3042
http://www.qkamura.or.jp/goshiki

※このリーフレットは、再生紙（古紙20％）と植物性インクを使用しています。

女性や
お子様にも人気の
デザートバイキング

備長炭入り
展望大浴場

新鮮・多彩な和食創作バイキング
瀬戸の夕日を望む展望レストランでは和食創作バイキングが彩

り豊かに約60種類並びます。厳選された海の幸の逸品料理もお

すすめ。食後のデザートも充実しており、お子様から大人まで

お楽しみいただけます。

鉄道・高速バス

①岡山方面から：瀬戸中央自動車道坂出北IC→さぬき浜街道を高松方面へ直進。五色台トンネルを抜けて
生島町交差点を左折。根香寺・五色台スカイラインの標識にしたがって山上へ（根香寺より8km）。
②松山、高知方面から：瀬戸中央自動車道坂出IC→国道11号線を高松方面へ進み、約6km先の上氏部交
差点を左折。約2km先の林田交差点を右折しさぬき浜街道へ。以下は①と同じ。
③徳島方面から：高松自動車道高松檀紙IC→国道11号線を坂出方面へ。すぐの檀紙町交差点を右折し県
道176号線を直進。郷東町交差点を左折しさぬき浜街道に入り生島町交差点を右折。以下は①と同じ。
■西日本高速道路（株）：TEL087-823-2111

車

●JR山陽新幹線岡山駅→瀬戸大橋線マリンライナーで約50分、高松駅下車。
■JR高松駅：TEL087-825-1702 JR高松駅より休暇村送迎バスで約30分（1日1便、要予約）。
●大阪（阪急梅田、JR大阪駅）→高速バス3時間30分高松駅下車
■四国高速バス：TEL087-881-8419 JR高松駅より休暇村送迎バスで約30分（1日1便、要予約）。

休暇村より見た坂出・丸亀方面の夜景
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瀬戸内海沿岸の高松から坂出寄
りに飛び出た五色台は、瀬戸内
海に臨む風光明媚な高台。休暇
村はその中央部に位置していま
す。四季を通じて瀬戸内海の優
しい風景と豊かな自然が楽しめ
ます。

豊稔池
ほうねんいけ

ゆるぬき
休暇村から車で約70分のところにあ

る豊稔池は、讃岐平野に点在するた

め池のひとつ。ここでは7月中旬に

「豊稔池ゆるぬき」という放水の行事

が行われます。日本唯一の石積アー

チダムから毎秒4tの水が放流される

景観は見事です。

五色台の紅葉
秋にはまた、お遍路さんの鈴の

音が戻ってきます。10月には

「きなし盆栽まつり」が行われ、

にぎわいを見せます。10月下旬、

周辺でミカン狩りがはじまると

秋本番。11月中旬から紅葉が

絶好の見ごろとなり、あたり一

帯は見事な朱に染まります。

巡礼の鈴の音
五色台の春は、サクラ並木を行

く巡礼の鈴の音とともにはじま

ります。休暇村の周辺には2つの

霊場があるため、大勢のお遍路

さんが訪れます。やがてサクラ

が散ると、山腹は緑が濃くなっ

ていき、ウグイスの声が響き渡

る、さわやかな季節を迎えます。

冬

日本一美しい瀬戸の夕陽のスポット
空気が澄んで瀬戸内海の眺めも鮮明にな

る季節。瀬戸の多島美に加え、瀬戸大橋

も一望できる高台にあり夕暮れの眺めは

ロマンティックビューそのもの。夜景の

美しさも格別です。盆栽の町、鬼
き

無
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（1月19日）などが行われ

ます。

アクティビティガイド
海にせり出す高台から見渡す
瀬戸大橋や周辺の島々

スタッフのおすすめのお土産紹介
讃岐うどん
小雨温暖な気候がつくり出した
良質の小麦、水、塩を原料とし
た、讃岐名物の本場の味。うど
ん屋も多数あります。

五色台のはちみつ
五色台の養蜂場でとれたはちみ
つです。みかん、ビワ、レンゲ、
アカシアなど種類も多く上品な
香りと甘味が人気です。

讃岐五色台
オートキャンプ場
瀬戸大橋が一望できる標高400m

の五色台の景勝地でキャンプを

楽しむことができます。隣接し

ているビジターセンターでは、

五色台の自然や環境問題につい

て学ぶことができます（要予約）。

■開設期間／3月下旬～11月下旬

プール
25mプール、幼児用プールがあ
ります。
■営業期間／7月中旬～8月下旬
（詳細はお問い合わせ下さい。）

Activity Guide

種類
料金

大人

300円

小学生

200円

幼児

100円

五色台自然楽校
午前中は休暇村内の自然の小径
を散策しながら自然観察会や森
づくり体験。午後はクラフトづ
くりなどのプログラムを通して
自然と触れ合います（要予約）。
■期日／毎月第1日曜日
9：00～15：00

讃岐うどん道場
おいしいうどんづくりの技術を習
います。生地をこねたり、のばし
たり、切ったりしながらうどんを
打ち上げ、最後は試食を行います。
１人840円（要予約）
■期日／通年17：00～約1時間

周 辺 ガ イ ド SurroundingsSurroundings

美しい日本庭園など見どころがいっぱい

土産 Gifts

オレンジパーク（味覚狩り）
�087－882－2437（車で約10分）

五色台山上にあり、ミカン狩りや、

四国では珍しいリンゴ狩りが体験

できます。もぎたてのフレッシュ

なおいしさをぜひ味わって。

新屋島山上水族館
�087－841－2678（車で約50分）

屋島山上に位置する全国的にも珍し

い水族館。瀬戸内海に住む魚はもち

ろん、人魚のモデルになった海獣マ

ナティーやアザラシ、イルカのショ

ーが人気。
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せとうち美術館
�0877－44－1333（車で約40分）

日本画の巨匠・東山魁夷画伯の版

画作品280点余りを収蔵。小さい

ながらも完成度の高い空間です。

瀬戸大橋記念公園
�0877－45－2344（車で約50分）

瀬戸大橋の開通を記念したメモリア

ル公園。架橋工事の模様をわかりや

すく紹介する記念館や、子ども向け

の遊び場があります。

サンポート高松
（車で約30分）

高松港とJR高松駅という海陸交通の

ターミナル。港の景色とおしゃれな

お店の数々が立つ、人気スポットです。

ニューレオマワールド
�0877－86－1071（車で約60分）

15種類の乗り物に、11種類の

パビリオンとミュージアムがあ

る、夢とロマンがぎっしりつまっ

たレジャーワールドです。

栗林公園
�087－833－7411（車で約40分）

天下の名園といわれる国の特別名

勝地。6つの池と13の築山が自

然と融合した庭園の情緒をかもし

出します。
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�0877－75－2121（車で約60分）

「讃岐のこんぴらさん」として古

くから親しまれてきた古社。参道

の1368段にもおよぶ石段が有

名で、広い境内には風情ある木造

建築の本殿をはじめ、宝物館や書

院などが点在しています。

世界のガラス館
�0877－49－3100（車で約50分）

スイスの山小屋風の建物に世界各

国から直輸入されたガラス製品が

勢揃いする。ガラスの花瓶やアニ

マル、トンボ玉などの製作体験も

できます。

さぬきこどもの国
�087－879－0500（車で約60分）

高松空港に隣接。美術、科学、音

楽などの各種工房や、こども劇場

などがあるわくわく児童館をメイ

ンに、芝生広場、アスレチック遊

具、さまざまな自転車に乗れるコ

ーナーなどがそろう、子どものた

めの体験型遊び施設です。

美しい日本庭園など見どころがいっぱい

オートキャンプサイト

ビジターセンター
※月曜日、年末年始休館。
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