
宮城県名取市 体験プログラム一覧

（最終更新日：令和４年3月23日）

※表記されている体験内容や体験料金は、上記【最終更新日】時点によるもので、プログラムの内容等につきましては状況により改定されることもあります。また新型コロナウイルスの感染状況で中止の場合もございますので、ご利用になる際は事前にお問合せください。

ジャンル 体験内容 体験先 イメージ 体験内容 所在地（体験会場） 所要時間 最小／最大人数 体験可能時期 体験料金／人（参考価格） 駐車可能台数 お問い合わせ先 営業時間 定休日 備考（問合せ先、服装、持ち物など）

食

新鮮な海の幸を召し上
がれ！
炉端焼き

ゆりあげ港朝市

潮風を感じながら、新鮮食材をご堪能ください。ゆりあげ港朝
市では、購入した商品を炉端の炭火で焼いてすぐに召し上
がっていただけます！朝市開催時は炉端の使用はご自由に
お使いください。

名取市閖上東3丁目5-1
（ゆりあげ港朝市内）

任意 任意
通年（日・祝日
開催）

購入した商品による
（予算目安：お1人1000円
～）

大駐車場あり 022-395-7211 日曜・祝日　6:00～13:
00 月～土曜日

ゆりあげ港朝市開催時以外でも、ご予約いただけれ
ば有料で炭火焼き体験をご利用いただけます。問い
合わせ先「メイプル館」（ 022-395-7211）おひとり様
2,000円（食材含む）、 10：00～16：00、定休日：年末
年始

～魚の目利き教えます
～
ゆりあげ港朝市協同組
合理事長
が案内する朝市巡り

ゆりあげ港朝市
ゆりあげ港朝市協同組合の櫻井理事長自らが案内する朝市
巡り。おすすめの食材や調理方法など魚屋のプロがお教え
します！

名取市閖上東3丁目5-1
（ゆりあげ港朝市内）

①AM8時～30分程
度
②AM9時～30分程
度

4名／30名まで
通年（日・祝日
開催）

お問い合わせください。 大駐車場あり
名取市観光物産協会
022-382-6526

日曜・祝日　8:00～9:30
の間で応相談

ー
ゆりあげ港朝市協同組合
（https://www.yuriageasaichi.jp/）

そば打ち体験
農家食堂 
神明そば 慶

そば打ち体験専用の ”そば打ち道場 ”で体験します。小麦粉２
とそば粉８の割合の二八そばを作ります。香り豊かな美味し
いそばをお持ち帰りください。

名取市田高字神明 10 約3時間 4名／20名まで
通年（毎週火
曜日）

2,800円／1人
（材料費、体験料、指導
料、消費税含む）※当日
現金払い

あり 022-797-0408 11:00～14:00
17:00～20:00 水曜日

要予約（申し込みは 7日前の14時まで）
準備物：エプロン、三角巾（バンダナ・頭巾等）、上履
き、タオル３～４枚、持ち帰り用容器（ 21ｃｍ）をご持参
ください。

笹かまぼこ手焼き体験

佐々直

焼き立て熱々の絶品笹かまぼこ！自分で焼いた熱々の笹か
まぼこは絶品です。

名取市閖上中央 1-6
（かわまちてらす閖上
内）

10分程度 1～数名 通年 1本200円（消費税込） あり 022-385-3370 10:00～17:30 木曜日
株式会社佐々直
（https://sasanao.co.jp/）

蒲鉾屋 ささ圭 10分程度 1～数名 通年 1本200円（消費税込） あり 022-784-1239 10:00～17:00 水曜日・他

株式会社ささ圭
（https://www.sasakei.co.jp/）

ささ圭
手作りかまぼこ工房

名取市増田3丁目10-13 10分程度

1～19名：ガスの
網焼き
20～40名：炭火焼
き

通年 1本200円（消費税込） あり 022-384-8185 8:00～17:00 ー

見学

酒蔵見学 佐々木酒造店 東日本大震災から 8年、閖上に再建した佐々木酒造店。災害
に対応できるようにと設計された復興酒蔵の酒蔵見学です。

閖上中央1-12-3 約1時間 お問合せ下さい。 要問合せ 要問合せ 敷地内あり
名取市観光物産協会
022-382-6526

名取市観光物産協会
月～金　9:00～17:00

佐々木酒造
店：水曜日

・納豆やヨーグルトなどの菌を保有する食品は当日の
朝お控え下さい。
佐々木酒造店
（http://housen-naminooto.com/）

ビール工場見学 宮城ゆりあげ麦酒醸造
所

1997年に創業したマイクロブルワリー。事前予約制 閖上東地区21-2 30分～応相談 最大8名 通年 無料 敷地内あり 022-385-8231 9:30～15:00 年中無休（年
末年始除く）

宮城ゆりあげ麦酒醸造所
（https://miyagimicrobrewery.wixsite.com/home）

圧巻の景色！
ソーラー発電所見学

愛島台ソーラー発電所

名取市愛島台にあるメガソーラー発電所です。敷地面積約
63,000㎡に8,008枚のソーラーパネルを設置し、一般家庭約
600世帯分の電力を発電しています。太陽光発電所が一望
出来る見学ステージや、発電のしくみを学ぶことができる体
験装置や表示板が併設されています。

愛島台ソーラー発電所 約1時間程度
10名程度／30名
程度

要問合せ（※
春または秋が
お勧め）

無料 敷地内あり

022-382-6526
名取市観光物産協会

（実施会社）
022-395-5211
株式会社九電工東北支社

ご利用になられる約１ヶ月前に連絡をお願いします。
また屋外での見学のため、汚れても良い服装がおす
すめです。施設内はトイレが有りませんのでご了承く
ださい。施設全体の撮影可。

震災・防災
学習

復興酒蔵のヒストリー
（講演）
佐々木酒造店
佐々木　洋

佐々木酒造店
名取の地酒といえば閖上の佐々木酒造店。震災前と同じ場
所に再建した佐々木酒造店の震災後から、復活までのヒスト
リーを講話します。

名取市閖上中央 1-12-3 １時間～（ご希望の
時間にて調整）

要相談 通年 お問合せ下さい。 あり
名取市観光物産協会
022-382-6526

名取市観光物産協会
月～金　9:00～17:00

ゆりあげ港朝市協同組
合理事長
櫻井広行氏　
講演または映像学習

ゆりあげ港朝メイプル
館
名取市震災復興伝承
館

震災から2年後、閖上に戻り朝市を復活させたゆりあげ港朝
市協同組合理事長の櫻井氏による当時の話や復活までのス
トーリー、防災についてなどの講和です。

ゆりあげ港朝メイプル館
名取市震災復興伝承館

１時間～（ご希望の
時間にて調整）

1名 通年 お問合せ下さい。 あり
名取市観光物産協会
022-382-6526

名取市観光物産協会
月～金　9:00～17:00

ゆりあげ港朝市協同組合
（https://www.yuriageasaichi.jp/）

震災語り部
～当時から現在・そして
未来へ～

ふらむなとり

名取市閖上地区の現地案内（震災メモリアル公園、慰霊碑、
日和山、メイプル館または名取市震災復興伝承館）や映像
視聴を行います。コースにより料金が異なりますので、詳細
はお問い合わせの上、ご相談ください。

閖上地区 50分～ 要相談 要申込
50分コース：5,000円
90分コース：7,000円
150分コース：13,000円

ー
090-3583-1359
格井（代表）

土・日
（応相談）　　

ふらむなとり（https://www.framnatori.com/）

震災語り部
～命の大切さを伝える
～

閖上の記憶 オリジナル資料映像の視聴や施設の説明、  皆さまと歩いて
閖上の街をご案内いたします。

名取市閖上5丁目23-20 約90分 要相談 通年
5,000 円／1人～10人 
10,000 円／11人～30人
15,000 円／31人～50人

あり 022-738-9221 
10：00～14：00
（月・火・水・金・土）
9：00～15：00（日・祝）

木曜日

※「閖上の記憶」へのご来館のみの場合、予約不要・
無料でご覧いただけますが、 10名を越える団体のお
立ち寄りの場合は、事前にご連絡をくださいますようお
願い致します。

絵灯篭作り なとり復興プロジェクト

3月の追悼セレモニーで灯される絵灯篭を制作します。人数
や開催日によっては講師の先生をお呼びし、絵灯篭作りも可
能です。詳細は「なとり復興プロジェクト」へお問い合わせくだ
さい。

- お問合せ下さい。 お問合せ下さい。 通年

絵灯篭キット1セット500
円
※講師の先生を呼ぶ場
合は別途謝金必要

ー
名取市観光物産協会
022-382-6526 ー ー 名取復興プロジェクト（ http://www.yuriage.jp/）
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スポーツ・
アクティビ

ティ

一級河川・名取川de
サップ体験

S..NATORI BASE

名取川でサップ体験！サーフサイドスポーツ株式会社が運
営する名取のクラブハウス (S..Natori Base)はかわまちてら
す閖上に隣接しており、カフェ･レストラン･地域の特産品直販
ショップと楽しさ満載の素晴らしいロケーションに位置してい
ます。

閖上中央一丁目 5番地
の2 約3時間 1～4人 5月～11月

スクールレッスン
大人8,000円、小人5,000
円

あり 090-1376-1655 5月～11月（冬季は休
業）

S..Natori base（https://surfsidesports-nssc.com/）

有名メーカーの自転車
に乗れちゃう！
レンタサイクル

名取市サイクルスポー
ツセンター

施設外のレンタル自転車。 3時間／7時間コースがあります。 閖上字東須加2-20 3時間／7時間 自転車　1～20台

4月-11月
9:00~17:00

12月-3月
9:00~16:30

3時間1000円
7時間2000円 あり 022-385-8027

（屋外施設）
4月-11月
9:00~17:00

12月-3月
9:00~16:30

（屋外施設の
み）使用日

名取市サイクルスポーツセンター（ https://www.natori-
cycle.com/）

インストラクター同行レ
ンタサイクル
「閖上観光潮風サイクリ
ングツアー」(２時間半ラ
イド)

名取市サイクルスポー
ツセンター

小学生以上を対象とした半日サイクリングツアーです。
初心者の方でもインストラクターが同行するので安心してご
参加ください。サイクリングにあまり慣れていない方にオスス
メ。新名所を巡り、見どころ食べどころいっぱいのコースで
す。
２時間半を目安に閖上の魅力を満喫できる観光サイクリング
に出かけましょう。

閖上字東須加2-20 2時間半 2名／10名

4月-11月
13:30~16:00
の間

3,500円（税込 /1名）（レン
タサイクル・おやつ代・１ド
リンク代込）

あり 022-385-8027
4月-11月
13:30~16:00 （屋外施設の

み）使用日

名取市サイクルスポーツセンター（ https://www.natori-
cycle.com/）
実施日の3日前迄にサイクルスポーツセンターへ電話
又は直接申込み。参加費はイベント当日出発前迄に
入金をお願いいたします。小学生からご参加いただけ
ます。
・最少催行人数に満たない場合および雨天は中止
・インストラクターが同行しツアーをサポートします。

インストラクター同行レ
ンタサイクル
「仙台荒浜貞山堀周遊
サイクリングツアー」(3
時間ライド)

名取市サイクルスポー
ツセンター

小学生以上を対象とした半日サイクリングツアーです。
初心者の方でもインストラクターが同行するので安心してご
参加ください。貞山運河沿いのサイクリングロードを駆け抜
け、フルーツを満喫し、震災を学び隠れ海沿いシーサイドサ
イクリングコースを走りましょう！３時間を目安にサイクルス
ポーツセンターを拠点に、観光サイクリングにでかけましょ
う。

閖上字東須加2-20 3時間 2名／10名

4月-11月
13:00~16:00
の間

3,500円（税込 /1名）※レ
ンタル自転車料金・保険
料・おやつ代・1ドリンク込
み

あり 022-385-8027
4月-11月
13:00~16:00 （屋外施設の

み）使用日

名取市サイクルスポーツセンター（ https://www.natori-
cycle.com/）
実施日の3日前までにサイクルスポーツセンターへ電
話または直接申し込み。参加費はイベント当日出発前
までに入金をお願いいたします。小学生からご参加い
ただけます。
・最少催行人数に満たない場合および雨天は中止
・インストラクターが同行しツアーをサポートします。
・ツアー終了後アンケートのご記入をお願いいたしま
す。

インストラクター同行レ
ンタサイクル
「名取熊野三社御朱印
巡りサイクリングツアー」
(3時間ライド)

名取市サイクルスポー
ツセンター

小学生以上を対象とした半日サイクリングツアーです。
初心者の方でもインストラクターが同行するので安心してご
参加ください。
全国で唯一三社が勧請された名取。東北の熊野信仰の中心
地を巡ってみませんか。
登りきった後に見える熊野那智神社からの絶景は言葉に言
い表せない程綺麗です。

閖上字東須加2-20 3時間 2名／10名
4月-11月
9：30～12：30
(3時間)

3,500円（税込 /1名）※レ
ンタル自転車料金・保険
料・おやつ代・1ドリンク込
み

あり 022-385-8027

（屋外施設）
4月-11月
9:00~17:00

12月-3月
9:00~16:30

（屋外施設の
み）使用日

名取市サイクルスポーツセンター（ https://www.natori-
cycle.com/）
実施日の3日前までにサイクルスポーツセンターへ電
話または直接申し込み。参加費はイベント当日出発前
までに入金をお願いいたします。
・最少催行人数に満たない場合および雨天は中止
・インストラクターが同行しツアーをサポートします。
・E-バイクレンタルもできます！坂道も楽々走行可能
☆
【E-バイクと電動ママチャリの違い】 …ママチャリ型の
電動自転車は実用性を重視しており、坂道や重い荷
物があっても疲れにくいことが特徴ですが、 E-バイク
は疲れにくいことや実用性はもちろんのこと、ペダル
の効率を追求し、ダイレクトに推進力に繋がる仕様に
なっております。ぜひお試しください。

インストラクター同行レ
ンタサイクル
「仙台空港サイクリング
ツアー」(２時間半ライド)

名取市サイクルスポー
ツセンター

小学生以上を対象とした半日サイクリングツアーです。
東北最大の国際空港を目指し、飛行機の迫力ある離発着
シーンを体感しましょう！

閖上字東須加2-20 2時間半 2名／10名
4月-11月
9：30～12：00
(2時間半)

3,500円（税込 /1名）※レ
ンタル自転車料金・保険
料・おやつ代・1ドリンク込
み

あり 022-385-8027

（屋外施設）
4月-11月
9:00~17:00

12月-3月
9:00~16:30

（屋外施設の
み）使用日

名取市サイクルスポーツセンター（ https://www.natori-
cycle.com/）
実施日の3日前までにサイクルスポーツセンターへ電
話または直接申し込み。参加費はイベント当日出発前
までに入金をお願いいたします。
・最少催行人数に満たない場合および雨天は中止
・インストラクターが同行しツアーをサポートします。

海から見る閖上
～閖上周遊船～

マリンメカニック

7月～10月運航。ゆりあげ周遊船は遊覧船とは違い、定員
20人の小型の船ならではの景観や体験ができます。復興が
進むゆりあげを海から知っていただきながら、約 30分のク
ルージングをお楽しみください。

名取市閖上東3丁目5-1
（ゆりあげ港朝市内）

約30分 20名まで 7月～10月 大人700円／子供300円 あり

【当日】
022-395-7211（メイプル館
内）
【貸切・平日】
022-363-9535（運行業者：
マリンメカニック）

日・祝日：7:00～11:00
土：貸切のみ運航

（運行業者：
マリンメカニッ
ク）
定休：第1・3
水曜日

マリンメカニック
（http://www.m-mecha.jp/）

本家和歌山のミニ版を
歩く
名取熊野三社ウォーク

名取市観光物産協会
本家和歌山に縁のある名取市高舘地区にある熊野三社を歩
いて巡ります。ご要望に応じて、 6キロコースから10キロコー
スまでアレンジが可能です。

熊野本宮社
熊野神社
熊野那智神社

約3時間～ ご相談ください。 4～11月

コーディネート・当日ガイ
ド料（お問合せ下さい）
歴史ボランティアガイドを
依頼する場合は別途追
加料金がかかります

各神社に相談
の上駐車可能

名取市観光物産協会
022-382-6526

名取市観光物産協会
月～金　9:00～17:00 土・日

一般社団法人名取市観光物産協会
（https://www.kankou.natori.miyagi.jp/）
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※表記されている体験内容や体験料金は、上記【最終更新日】時点によるもので、プログラムの内容等につきましては状況により改定されることもあります。また新型コロナウイルスの感染状況で中止の場合もございますので、ご利用になる際は事前にお問合せください。

ジャンル 体験内容 体験先 イメージ 体験内容 所在地（体験会場） 所要時間 最小／最大人数 体験可能時期 体験料金／人（参考価格） 駐車可能台数 お問い合わせ先 営業時間 定休日 備考（問合せ先、服装、持ち物など）

収穫

東北一の生産量！
ビニールハウスで色とり
どりのカーネーション摘
み取り体験

菅井園芸
名取市のカーネーションは東北一の生産量です。小塚原地
区のカーネーション栽培農家さんのビニールハウスで、摘み
取り体験が可能です。

小塚原地区 30分～ 要相談
30分～（ご相
談下さい）

1本150円～ あり
名取市観光物産協会
022-382-6526

名取市観光物産協会
月～金　9:00～17:00 土・日

菅井園芸（https://twitter.com/natoricarnation?
ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%
7Ctwgr%5Eauthor）

仙台空港から一番近い
いちご農園！
ラ・フレーズでいちご狩
り                                                                                                                                                                                                                

ラ・フレーズ
仙台空港から一番近いいちご農園でいちご狩り体験！ 2019
年にオープンした名取市高舘にあるいちご農園。 1月~5月の
間オープンしています。

高舘川上字八反 3-5 30分食べ放題 要お問い合わせ 1月～6月頃
※時期により異なります
（HPをご覧ください）

あり 022-796-0813 （1月～5月）
10：00～15：00 水・木曜日

ラ・フレーズ（https://lafraise-ichigo.mystrikingly.
com/）

創作

花遊び（アレンジ等） アトリエ・エフォール 毎週火曜・土曜日 増田3丁目3-10 内容による 2名 通年 内容による

近隣のコイン
パーキングを
ご利用くださ
い。

022-393-8731 9:00～18:30 日曜日
（※相談可）

花屋 atelier efhole（アトリエ・エフォール）
（https://www.atelier-efhole.jp/

フラワーアレンジメント 東園芸 フラワーアレンンジメント 増田字柳田564-1 約1時間 通年 お問い合わせください。 敷地内あり 022-382-1020 9:00～18:00 ー
東園芸
（https://azuma-engei.com/）

えっぐおじさんのたまご
の学校

えっぐおじさんのアトリ
エ

普段捨てられるたまごの殻が、作る人によって新たな命を与
えられ、作った人もそれを見た人の心もほっこりする素敵な
体験が出来ます。たまごの殻の中にはシリコンとウレタンを
挿入し壊れないように工夫されております。アトリエでの教室
は少人数制（3人～5人程度）で開催、出前講座も可。

宮城県名取市愛島笠島
字学市３２－２

約2時間 1～6人 通年 1,500円～ あり 022-382-0180 お問合せ下さい。 http://www.egg-craft.net/index.html

その他

競り人にアピールしてゲット
しよう！
競り体験

ゆりあげ港朝市

ゆりあげ港朝市の名物「競り」。様々な商品が出品されるの
で、欲しいものが読み上げられたら番号のうちわを挙げてア
ピール。自分の番号が呼ばれたら競り成功です。臨場感の
ある競りでお得に楽しくお買い得品をゲット！

名取市閖上東3丁目5-1
（ゆりあげ港朝市）

約2時間 ― 通年（日・祝日開催）参加無料 大駐車場あり 022-395-7211 （日曜日・祝日）
10：00～ 月～土曜日

ゆりあげ港朝市協同組合（ https://www.
yuriageasaichi.jp/）

コスプレして撮りに行こう！
貸しスタジオ

フォトスタジオフィル 様々なコンセプトのお部屋で写真撮影ができます。 増田3-3-11 6.7.9.11時間コース ― 通年 3,000円～/1人 2台（有料・事前予約制）022-302-7165 平日10：00～17：00 スタジオフィル宮城店（ https://studiofill.com/miyagi/）


