
クーポンご利用の注意事項 

有効期限：2020 年 3 月 31 日※一部を除く 

 

(1) クーポンはパスポート一冊当たりお一人様、一施設一回のご利用が基本と

なります。 

(2) 掲載施設利用時または予約時に、特典を利用する旨をお伝えいただいた上

で「うどん県 おもてなしパスポート」をご提示ください。 

(3) 現金との引き換えや払い戻し、他のサービスとの併用はできません。 

(4) 年末年始、ゴールデンウィーク、夏休み、お盆など、特定期間使用できない

場合がございます。 

(5) 一部割引対象外の商品もございます。 

(6) 特典については念のため事前に各店舗にご確認ください。 

(7) 本パスポートを偽造、複製して使うことはできません。 

(8) 本パスポートは、香川県で周遊・滞在する旅行者のために、掲載施設のご協

力を得て制作していることから、パスポートを営利目的に使用しないでく

ださい。 

(9) ※印をつけた掲載施設でのご利用には条件があります。詳しくは当該施設

にご確認ください。 

(10) ホテルや旅館でのサービスは宿泊された場合に限ります。 

(11) 本パスポートのクーポンは、特典を利用する権利を保証するものではあり

ません。 

(12) 使用県産品は対象店舗で食べることができる県産品を掲載したものです。

季節により県産食材がご用意できない場合がございます。詳しくは各施設

までご確認ください。 



うどん県得するクーポン

観る 株式会社かめびし もろみ蔵見学料50円割引
所　東かがわ市引田2174 ※３日前までに要予約
電　0120-175-325
営　10:00-17:00
休　年末年始

観る 讃州井筒屋敷 母屋入館料50円割引
所　東かがわ市引田2163
電　0879-23-8550
営　10:00-16:00
休　水曜

観る 平賀源内記念館・旧邸 入館料10％割引
所　さぬき市志度587-1 
電　087-894-1684
営　9:00-17:00
休　月曜（祝日の場合は翌日）・年末年始

食べる 道の駅　みろく ドリンク100円割引
所　さぬき市大川町富田中3298-1
電　0879-43-0550
営　9:00-17:00
休　水曜（祝日の場合は営業）

食べる モンペリエオーヴェルジェ 食事代金5％割引
所　さぬき市津田町津田3311-1 使用県産品（目安）
電　0879-42-2508 讃岐牛　讃岐コーチン　瀬戸の魚

食べる 和酒飯　山鳥　寒川店 食事代金5％割引
所　さぬき市寒川町石田西2047-1 使用県産品（目安）
電　0879-43-1035 讃岐牛　讃岐コーチン　骨付鳥

遊ぶ 体験学習館マーレリッコ 入館料50円割引
所　東かがわ市引田4373
電　0879-33-2929
営　9:00-17:00（受付は16:00まで）
休　火曜、年末年始

遊ぶ とらまるパペットランド 人形劇ミュージアム入場料100円割引
所　東かがわ市西村1155
電　0879-25-0055
営　10:00-17:00（入館は16:00まで）
休　月曜(祝日の場合は翌日)・火曜(不定休)・
　　 年末年始

遊ぶ 日本ドルフィンセンター 入場料50円割引
所　さぬき市津田町鶴羽1520-130 
電　0879-23-7623
営　10:00-17:00※時期により変動あり
休　水曜（10月～3月と祝日除く）

入浴 クアタラソさぬき津田 入館料20％割引
所　さぬき市津田町鶴羽24-2 
電　0879-42-5888
営　12:00-21:30
　　　（土・日・祝及び7/21-8/31は10:00から）
休　火曜（祝日の場合は翌日）、12/31
　　 ※7/21～8/31は無休

入浴 クアパーク津田 「津田の湯」入場料100円割引
所　さぬき市津田町松原
電　0879-42-2521
営　6:00-10:00、13:00-23:00※金曜日を除く
休　なし

香川県東部エリア

（2018年4月1日現在）



うどん県得するクーポン

観る 寒霞渓ロープウェイ ロープウェイ乗車料金10％割引
所　小豆郡小豆島町神懸通り字高瀬乙168 
電　0879-82-2171
営　8:30-17:00（11月は8:00から、冬季は16：30まで）
休　なし

観る 小豆島オリーブ園 お土産10％割引
所　小豆郡小豆島町西村甲2171 ※現金支払のみ
電　0879-82-4260
営　8:30-17:00
休　なし

観る 小豆島銚子渓自然動物園お猿の国 入園料30円割引
所　小豆郡土庄町蛙子3387-10
電　0879-62-0768
営　8:10-17:00
休　なし

観る 二十四の瞳映画村 入場料70円割引
所　小豆郡小豆島町田浦甲931
電　0879-82-2455
営　9:00-17:00（11月は8：30から）
休　なし

観る 岬の分教場 入場料20円割引
所　小豆郡小豆島町田浦
電　0879-82-5711
営　9:00-17:00（11月は8:30から）
休　なし

買う 国際フェリー株式会社 池田港お土産売り場及びこくさい丸船内
所　小豆郡小豆島町池田1-18 売店商品10％割引
電　0879-75-0405 ※一部対象外
営　5:30-18:00
休　なし

買う 佃煮販売処京宝亭 お買い上げの方につくだにプレゼント
所　小豆郡小豆島町苗羽甲2211-28 
電　0879-82-1441
営　8:30-17:00
休　12/27-12/30

食べる 道の駅　小豆島オリーブ公園 オリーブソフトクリーム50円引き
所　小豆郡小豆島町西村甲1941-1 
電　0879-82-2200
営　オリーブ公園8:30-17:00
休　なし

食べる 海の駅・道の駅　小豆島ふるさと村 すももソフトクリーム50円割引
所　小豆郡小豆島町室生2084-1 
電　0879-75-2266
営　8:30-17:00
休　3月～11月は無休、12月～2月は毎週水曜

泊まる オーキドホテル 小豆島ポストカード1セットプレゼント
所　小豆郡土庄町甲5165-216
電　0879-62-5001
営　日帰り入浴11:00-22:00

泊まる 公共の宿ふるさと荘 ウェルカムドリンクサービス
所　小豆郡小豆島町室生2084-1 ※宿泊者対象
電　0879-75-1115

泊まる 国民宿舎小豆島 ウェルカムドリンクサービス
所　小豆郡小豆島町池田1500-4 ※宿泊者対象
電　0879-75-1115

泊まる 小豆島グランドホテル水明 手延べそうめん　お土産付（大人のみ）
所　小豆郡土庄町銀波浦 売店商品10％割引
電　0879-62-1177

泊まる 小豆島国際ホテル 1部屋に1つエンジェルロードに願いを込めて
所　小豆郡土庄町銀波浦 「幸せの絵馬」プレゼント
電　0879-62-2111

泊まる 小豆島ふるさと村キャンプ場 区画代20％割引
所　小豆郡小豆島町室生2084-1 GW、夏休み等は10%割引
電　0879-75-2266

香川県小豆島エリア

（2018年4月1日現在）



うどん県得するクーポン

香川県小豆島エリア

泊まる チェレステ小豆島 宿泊1組に1個手延べそうめん・ポストカードプレゼント
所　小豆郡土庄町鹿島甲1462
電　0879-62-5015

泊まる ホテル鹿島荘 手延べそうめん（5束）と小豆島ポストカード（5枚入り）
所　小豆郡土庄町甲1656-1 をプレゼント（大人のみ）
電　0879-62-0492 ※予約時にクーポン利用と一言

※1/1-2、4/29-5/6、8/12-15、12/31はサービス不可
泊まる ホテルニュー海風 宿泊1組に1個小豆島特製　手延べそうめんプレゼント

所　小豆郡土庄町甲2111-1 ※要予約　※GW、お盆、年末年始は除く
電　0879-62-1323

泊まる リゾートホテル オリビアン小豆島 売店商品5％割引
所　小豆郡土庄町屋形崎甲63-1 ※一部対象外
電　0879-65-2311

（2018年4月1日現在）



うどん県得するクーポン

観る 石丸製麺株式会社 工場見学者（予約制）
所　高松市香南町岡701 うどん（1人前）プレゼント
電　0120-459-140
営　9:00-16:00
休　土・日・祝

観る 香川県立ミュージアム 特別展観覧料を団体料相当金額に割引
所　高松市玉藻町5-5 常設展観覧料を大人410円→330円
電　087-822-0002
営　9:00-17:00
休　月曜（祝日の場合は翌日）、12/25～1/1

観る 四国村 入村料100円割引
所　高松市屋島中町91
電　087-843-3111
営　8:30-17:00（11月～3月は16:30まで）
休　なし

観る 史跡高松城跡　玉藻公園 入園料30％割引
所　高松市玉藻町2-1
電　087-851-1521
営　8:30-17:00（時期により変動あり）
休　12/29-12/31

観る 高松平家物語歴史館 大人1,200円→1,000円
所　高松市朝日町3-6-38 中学生800円→700円
電　087-823-8400 小学生600円→500円
営　9:00-17:30
休　なし

観る 特別名勝　栗林公園 大人410円→320円
所　高松市栗林町1-20-16 小人170円→140円
電　087-833-7411
営　7:00-17:00（季節により変動あり）
休　なし

観る 特別名勝　栗林公園　掬月亭 抹茶700円→500円
所　高松市栗林町1-20-16 煎茶500円→400円
電　087-833-7411
営　9:00-16:30※受付は16:00まで
休　12/30,31

観る 八栗ケーブル 記念品贈呈
所　高松市牟礼町牟礼3378-3 ※12/31～1/15はサービス不可
電　087-845-2218
営　7:30-17:15
休　なし

観る 栗山記念館 入館料20％割引
所　高松市牟礼町牟礼3028
電　087-845-5996
営　10:00-16:00
休　月曜、祝の翌日、12/28～12/31

買う ANA FESTA　高松空港店 購入価格5％割引
所　高松市香南町岡1312-7 ※1,000円以上御買い上げの場合
電　087-814-3424 ※一部対象外
営　ロビー店7:00-19:45
　　 ゲート店初便-最終便
 　　※飛行機の出発時間により変動あり
休　なし

買う 道の駅　源平の里むれ 粗品プレゼント
所　高松市牟礼町原631-7 ※5名様まで
電　087-845-6080
営　9:00-17:00
休　第1・第3火曜（祝日の場合は営業）

買う 四国航空skyJ 全商品10％割引
所　高松市香南町高松空港2F ※現金でお支払いの場合
電　087-814-3419
営　7:00-19:20
休　なし

香川県高松市エリア

（2018年4月1日現在）



うどん県得するクーポン

香川県高松市エリア

買う 南山 屋島名物かわらけ投げサービス
所　高松市屋島東町1785-2 ※1,000円以上御買い上げの場合
電　087-843-0055
営　9:00-17:00
休　不定休

食べる DEAR　イオン高松店 食事代金5％割引
所　高松市香西本町1-1 使用県産品（目安）
電　087-832-8520 讃岐コーチン　オリーブ牛　さぬきのめざめ

食べる DEAR　高松店 食事代金5％割引
所　高松市御厩町1389-1 使用県産品（目安）
電　087-886-0971 讃岐コーチン　オリーブ牛　さぬきのめざめ

食べる DEAR　高松南店 食事代金5％割引
所　高松市三谷町361-1 使用県産品（目安）
電　087-889-0077 讃岐コーチン　オリーブ牛　さぬきのめざめ

食べる DEAR　屋島店 食事代金5％割引
所　高松市屋島西町2302-15 使用県産品（目安）
電　087-841-9001 讃岐コーチン　オリーブ牛　さぬきのめざめ

食べる JRホテルクレメント高松 食事代金5％割引
所　高松市浜ノ町1-1
電　087-811-1111

食べる 安西製麺所 ちくわ天1個サービス
所　高松市屋島西町2105-8西村ジョイ屋島店内 ※麺類又はごはん物をご注文の方
電　087-843-6488
営　10:00-17:00 使用県産品（目安）
休　不定休 さぬきうどん

食べる 居酒屋創作料理こころえぇやん　本店 食事代金5％割引
所　高松市中野町16-18 ※17：00以降有効
電　087-834-0527 ※アルコールを含む1,500円以上ご飲食の方

使用県産品（目安）
讃岐牛　オリーブ牛　骨付鳥　瀬戸の魚

食べる 居酒屋創作料理こころえぇやん　ライオン通り店 食事代金5％割引
所　高松市御坊町10-15 ※17：00以降有効
電　087-822-0213 ※アルコールを含む1,500円以上ご飲食の方

使用県産品（目安）
讃岐牛　オリーブ牛　骨付鳥　瀬戸の魚

食べる いただきさんの海鮮食堂 味噌汁サービス
所　高松市茜町4-41 ※味噌汁のみのご利用は不可
電　087-835-4336
営　11:00-14:00
休　水曜

食べる 魚市場　小松 食事代金10％割引
所　高松市古馬場町7-1 使用県産品（目安）
電　087-826-2056 瀬戸の魚

食べる エビス　ウドンファクトリー 食事代金50円割引
所　高松市香川町浅野258-1
電　087-899-6992
営　10:00-売り切れ終了まで 使用県産品（目安）
休　月曜 さぬきの夢　香川県産のお米、ネギ

食べる オークラホテル高松 食事代金5％割引
所　高松市城東町1-9-5
電　087-821-2222

食べる おきる 食事代金5％割引
所　高松市福田町13-5 使用県産品（目安）
電　087-851-6545 オリーブ牛　オリーブ豚　讃岐コーチン　瀬戸の魚

食べる お食事処　水仙 食事代金5％割引
所　高松市牟礼町牟礼274-2 使用県産品（目安）
電　087-845-6488 瀬戸の魚

食べる 海鮮居酒屋　神童ろ 食事代金10％割引
所　高松市西の丸町5-8 使用県産品（目安）
電　087-821-3330 讃岐コーチン　骨付鳥　瀬戸の魚

食べる 活魚亭ぜにや 食事代金5％割引
所　高松市瓦町2-10-21
電　087-833-0808 使用県産品（目安）
休　火曜 瀬戸の魚

（2018年4月1日現在）



うどん県得するクーポン

香川県高松市エリア

食べる 活魚問屋　海寶 食事代金5％割引
所　高松市高松町字津ノ村2028 使用県産品（目安）
電　087-841-6969 瀬戸の魚

食べる 喜代美山荘花樹海 食事代金5％割引
所　高松市西宝町3-5-10 使用県産品（目安）
電　087-861-5580 讃岐牛　オリーブ牛　讃岐夢豚　讃岐コーチン　瀬戸の魚

食べる 郷屋敷 食事代金5％割引
所　高松市牟礼町大町1987 使用県産品（目安）
電　087-845-9211 讃岐牛　オリーブ牛　讃岐コーチン　瀬戸の魚

食べる 讃岐食酒工房ふるさと 食事代金10％割引
所　高松市古馬場町6-2 使用県産品（目安）
電　087-821-1001 讃岐コーチン　骨付鳥　瀬戸の魚

食べる 讃岐食堂 ワンドリンク無料
所　高松市香西本町373-30 ※お一人様1回、1枚限り
電　087-881-3818 ※1枚につき570円以下の商品とさせていただきます

※1,000円以上のお食事で1枚使用可
使用県産品（目安）
讃岐牛　オリーブ牛　骨付鳥

食べる 讃岐手打ちうどん　こころ 食事代金5％割引
所　高松市中野町16-18 ※17：00以降有効
電　087-834-0527 ※アルコールを含む1,500円以上ご飲食の方

食べる 讃岐手打ちうどん　讃岐のこころ 食事代金5％割引
所　高松市御坊町10-15 ※17：00以降有効
電　087-822-0213 ※アルコールを含む1,500円以上ご飲食の方

食べる さぬき焼肉庵じゃぽん 食事代金10％割引※クレジットカード不可
所　高松市古馬場町7-7 使用県産品（目安）
電　087-821-9032 讃岐牛　オリーブ牛　讃岐夢豚　讃岐コーチン

食べる 三馬力　本店 食事代金10％割引
所　高松市新田町甲435-1 使用県産品（目安）
電　087-844-3323 オリーブ豚　骨付鳥　瀬戸の魚　さぬきのめざめ

食べる 三馬力　多肥店 食事代金10％割引
所　高松市多肥上町711-8 使用県産品（目安）
電　087-888-3788 オリーブ豚　骨付鳥　瀬戸の魚　さぬきのめざめ

食べる 四国・讃岐ぴかでり屋 食事代金10％割引※クレジットカード不可
所　高松市福田町9-5 使用県産品（目安）
電　087-822-0091 オリーブ牛　骨付鳥　瀬戸の魚

食べる しゃぶ亭まる 食事代金5％割引
所　高松市亀井町8-8 使用県産品（目安）
電　087-835-8595 オリーブ牛

食べる しゃぶ亭まる　下田井店 食事代金5％割引
所　高松市下田井町594-2 使用県産品（目安）
電　087-847-5443 オリーブ牛

食べる 炭火焼鳥　鳥長 食事代金5％割引※讃岐コーチン予約
所　高松市鍛冶屋町4-14 使用県産品（目安）
電　087-823-2232 讃岐コーチン　骨付鳥

食べる 高松国際ホテル　ぐりる屋島 食事代金5％割引
所　高松市木太町2191-1 使用県産品（目安）
電　087-831-1575 讃岐牛　オリーブ牛　讃岐夢豚　瀬戸の魚

食べる たらふく鮨 食事代金5％割引
所　高松市大工町2-21 使用県産品（目安）
電　087-821-4126 瀬戸の魚

食べる 中国料理　桃花苑（リーガホテルゼスト高松） 食事代金5％割引
所　高松市古新町9-1 使用県産品（目安）
電　087-822-6556 讃岐牛　オリーブ牛　瀬戸の魚

食べる 鳥三昧　壱夕 食事代金5％割引
所　高松市瓦町2-1-7 使用県産品（目安）
電　087-861-1006 骨付鳥

食べる 鶏肉と酒の専門店　鶏 食事代金5％割引
所　高松市鍛冶屋町4-5　EMMY-ONEビル3階 使用県産品（目安）
電　087-899-2929 骨付鳥

食べる 焼鳥居酒屋やはぎ 食事代金5％割引
所　高松市御坊町4-14 使用県産品（目安）
電　087-822-6956 骨付鳥　瀬戸の魚

食べる リーガダイニング＆バー時香（リーガホテルゼスト高松） 食事代金5％割引
所　高松市古新町9-1 使用県産品（目安）
電　087-822-3501 讃岐牛　オリーブ牛　讃岐夢豚　讃岐コーチン　瀬戸の魚
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うどん県得するクーポン

香川県高松市エリア

食べる 和酒飯　山鳥　高松南店 食事代金5％割引
所　高松市多肥上町字宮尻1492-3 使用県産品（目安）
電　087-814-6022 讃岐牛　オリーブ豚　讃岐コーチン　骨付鳥

食べる 和酒飯　山鳥　屋島店 食事代金5％割引
所　高松市屋島西町1927-1 使用県産品（目安）
電　087-880-0190 讃岐牛　讃岐コーチン　骨付鳥

遊ぶ さぬき麺業手打ちうどん体験道場 さぬき半生うどん3人前プレゼント
所　高松市松並町933-1 ※手打ち体験者のみ対象
電　087-867-7893 ※予約時にクーポン利用と一言
営　10:00-
休　年末年始

遊ぶ 中野うどん学校（高松校） うどん学校料金割引1,620円→1,500円
所　高松市成合町8
電　087-885-3200
営　9:00-17:00
休　なし

泊まる JRホテルクレメント高松 ウェルカムドリンクサービス
所　高松市浜ノ町1-1 ※季節によりご利用できない場合がございます。
電　087-811-1111 ※詳しくはお問い合わせください。

泊まる オークラホテル高松 500mlミネラルウォーターを1泊につき1本
所　高松市城東町1-9-5
電　087-821-2222

泊まる 喜代美山荘　花樹海 アーリーチェックイン16:00→15:00
所　高松市西宝町3-5-10 レイトチェックアウト10:00→11:00
電　087-861-5580

泊まる ゴールデンタイム高松 500mlペットボトルを1本サービス
所　高松市瓦町2-1-7
電　087-897-3177
営　24時間営業
休　なし

泊まる 国民宿舎　栗林山荘 ソフトドリンクサービス
所　高松市宮脇町2-31-27 ※予約時にクーポン利用と一言
電　087-834-3000

泊まる 四国高松温泉ニューグランデみまつ 2食付宿泊のお客様に生ビール1杯サービス
所　高松市通町2-3 ※旅行業者取扱宿泊プランは不可
電　087-851-3507

泊まる 高松シティホテル レディースセットプレゼント
所　高松市亀井町8-13
電　087-834-3345

泊まる 高松センチュリーホテル ウェルカムドリンクサービス
所　高松市錦町1-4-19 ※予約時にクーポン利用と一言
電　087-851-0558

泊まる トレスタ白山 お一人様1泊につきミネラルウォーター1本お渡し
所　木田郡三木町下高岡972-30 
電　087-898-8881

泊まる ビジネスホテルパークサイド高松 ウェルカムドリンクサービス
所　高松市栗林町1-3-1
電　087-837-5555

泊まる ホテル福屋 レイトチェックアウト　 10:00→11:00
所　高松市古新町5-8 ※予約時にクーポン利用と一言。
電　087-851-2365

泊まる ホテル望海荘 500mlペットボトルを1泊につき1本
所　高松市屋島東町1784-15屋島山上
電　087-841-9111

入浴 あじ温泉庵治観光ホテル海のやどり 入浴料
所　高松市庵治町5494 大人800円→500円
電　087-871-3141 小人400円→250円
営　日帰り入浴は11:00-15:00 ※予約時にクーポン利用と一言

入浴 塩江温泉新樺川観光ホテル 入浴料20％割引、宿泊料10％割引
所　高松市塩江町1-6
電　087-893-1200
営　外来入浴10:30-20:00

入浴 やしま第一健康ランド オリジナルタオルプレゼント
所　高松市屋島西町2274-5
電　087-841-1126
休　24時間営業・年中無休
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観る 香川県立東山魁夷せとうち美術館 特別展観覧料を
所　坂出市沙弥島字南通224-13 団体料相当額に割引
電　0877-44-1333 テーマ作品展観覧料
営　9:00-17:00（入館は16:30まで） 大人300円→240円
休　月曜（祝日の場合は翌日）

観る 旧金毘羅大芝居 入場料20％割引
所　仲多度郡琴平町1241 ※催し物期間中は縦覧不可
電　0877-73-3846
営　9:00-17:00
休　なし（催物開催日は休館）

観る 琴平海洋博物館（海の科学館） 入館料20％割引
所　仲多度郡琴平町953
電　0877-73-3748
営　9:00-17:00（入館は16:30まで）
休　なし

観る 総本山善通寺 戒壇巡り・宝物館20％割引
所　善通寺市善通寺町3-3-1
電　0877-62-0111
営　8:00-17:00（受付は16:30まで）
休　なし

観る 中津万象園・丸亀美術館 入園料10％割引
所　丸亀市中津町25-1 ※身障者手帳との併用不可
電　0877-23-6326
営　9:30-17:00
休　なし

買う 石段の駅　つるだや お茶とうどんの試食無料サービス
所　仲多度郡琴平町951
電　0120-195-252
営　8:00-18:00
休　なし

買う うたづ海ホタル（宇多津町産業資料館） うたづの塩製品10％割引
所　綾歌郡宇多津町浜一番丁4
電　0877-49-0860
営　9:00-21:00
休　月曜（祝日の場合は翌日）

買う さぬき一刀彫　嵯峨山 代金割引、土産進呈　他
所　仲多度郡琴平町955-1
電　0877-75-2640
営　8:00-18:00
休　なし

食べる DEAR　原田本店 食事代金5％割引
所　善通寺市原田町1104-2 使用県産品（目安）
電　0877-62-4911 讃岐コーチン　オリーブ牛　さぬきのめざめ

食べる 味感　真寿美 食事代金5％割引※夜のみ有効
所　丸亀市今津町566-5 使用県産品（目安）
電　0877-25-5102 骨付鳥

食べる うどん茶屋てんてこ舞 食事代50円割引
所　仲多度郡琴平町参道口717
電　0877-75-0001
営　9:30-16:00
休　なし

食べる オークラホテル丸亀 食事代金5％割引※対象除外品あり
所　丸亀市富士見町3-3-50
電　0877-23-8299

食べる お好み焼よこた 食事代金10％割引※骨付鳥限定割引
所　仲多度郡多度津町大通り4-22 使用県産品（目安）
電　0877-33-1503 骨付鳥

食べる 囲味庵 食事代金5％割引
所　丸亀市山北町652-1
電　0877-23-8973

食べる 黒田商店　おらん家 食事代金5％割引
所　仲多度郡まんのう町西高篠374-4 使用県産品（目安）
電　0877-73-3403 骨付鳥

食べる さぬき名物　骨付鳥　田中屋 食事代金5％割引
所　仲多度郡琴平町685-11 使用県産品（目安）
電　0877-75-1884 骨付鳥

香川県中部エリア
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香川県中部エリア

食べる 旬和　花瀬 食事代金10％割引
所　仲多度郡多度津町西浜12-7 使用県産品（目安）
電　0877-32-3200 瀬戸の魚

食べる 焼き処　季聞屋 食事代金8％割引
所　丸亀市港町307 ※ランチタイムは除く
電　0877-89-0620 使用県産品（目安）

骨付鳥
食べる 湯元こんぴら温泉　華の湯紅梅亭 食事代金5％割引

所　仲多度郡琴平町556-1 使用県産品（目安）
電　0877-75-1111 瀬戸の魚

食べる 和酒飯　山鳥　綾川店 食事代金5％割引
所　綾歌郡綾川町羽床下36-1 使用県産品（目安）
電　087-876-5242 讃岐牛　讃岐夢豚　讃岐コーチン　骨付鳥

遊ぶ 中野うどん学校（琴平校） うどん学校料金割引1,620円→1,500円
所　仲多度郡琴平町796
電　0877-75-0001
営　9:00-15:00
休　なし

遊ぶ にしきや 和三盆お菓子作り体験1,000円を1名につき100円割引
所　仲多度郡琴平町696 ※2名様から利用可能
電　0877-75-3264 ※1/1～5、8/10～15はサービス不可
営　9:00-17:00
休　なし

泊まる 宇多津グランドホテル ウェルカムドリンクサービス
所　綾歌郡宇多津町浜3-22-1 ※フロントチェックインの際にご提示
電　0877-41-1000 ※小学生以上対象

泊まる オークラホテル丸亀 ウェルカムドリンク：コーヒーチケット
所　丸亀市富士見町3-3-50 ※1Fグリーンラウンジで1家族4名様まで
電　0877-23-2222 ※宿泊者のみ

泊まる ことひら温泉　琴参閣 売店にて10％割引
所　仲多度郡琴平町685-11 ※一部対象外
電　0877-75-1000

泊まる 琴平グランドホテル桜の抄 喫茶コーナー飲料100円割引
所　仲多度郡琴平町977-1 ※特選プランは対象外
電　0877-75-3218 ※GW、お盆、年末年始は除く

泊まる こんぴら温泉湯元　八千代 ウェルカムドリンクサービス
所　仲多度郡琴平町611 ※予約時にクーポン利用と一言
電　0877-75-3261 ※GW、お盆、年末年始は除く

泊まる 坂出グランドホテル ワンドリンクサービス(コーヒーor紅茶)
所　坂出市西大浜北1-2-33 ※小学生以上対象
電　0877-44-1000

泊まる 坂出プラザホテル 朝食無料
所　坂出市西大浜北3-2-43 ※シングル3,980円、ツイン2,780円以上のコースのみ
電　0877-45-6565 ※GW、お盆、年末年始は除く

泊まる 善通寺グランドホテル ウェルカムドリンクサービス
所　善通寺市上吉田町8-8-5 ※予約時にクーポン利用と一言
電　0877-63-2111 ※小学生以上対象

泊まる つるや旅館 当館宿泊者に限り夕食時生ビール（中）を
所　仲多度郡琴平町620 一杯のみ100円引き
電　0877-75-3154

泊まる 湯元こんぴら温泉華の湯紅梅亭 喫茶コーナー飲料100円割引
所　仲多度郡琴平町556-1 ※特選プランは対象外
電　0877-75-1111 ※GW、お盆、年末年始は除く

泊まる 湯元さぬき瀬戸大橋温泉せとうちそう ワンドリンクサービス
所　坂出市常磐町2-1-20 ※1泊2食付6,980円以上のコース
電　0877-45-6000 ※GW、お盆、年末年始は除く

入浴 休暇村讃岐五色台（大浴場） 日帰り入浴料50％割引
所　坂出市大屋冨町町3042 ※GW、お盆、年末年始は除く
電　0877-47-0231
営　日帰り入浴11：00-16：00（水曜日は13：00-）
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観る 雲辺寺ロープウェイ 往復運賃10％割引
所　観音寺市大野原町丸井1974-57
電　0875-54-4968
営　3～11月／7:20-17:00
     12～2月／8:00-17:00
休　なし

買う 道の駅　とよはま ソフトクリームにおいりトッピングサービス
所　観音寺市豊浜町箕浦大西甲2506 ※パスポート持参者のみ
電　0875-56-3655
営　8：30-18：00
 　　（7・8月の土・日・祝のみ8：30-日没）

食べる 原起苑　観音寺店 食事代金5％割引
所　観音寺市流岡町1292-1 使用県産品（目安）
電　0875-24-0251 讃岐牛　オリーブ牛　オリーブ豚　讃岐コーチン

食べる 豊浜サービスエリア（上り線） アフタードリンク　1杯無料
所　観音寺市豊浜町箕浦甲2180-1 ※レストランで食事をされた場合に
電　0875-52-6585
営　売店・フードコート24時間
    　レストラン7:00-22:00
休　なし

食べる 和酒飯　山鳥　高瀬店 食事代金5％割引
所　三豊市高瀬町比地影石514-2 使用県産品（目安）
電　0875-73-6882 讃岐牛　讃岐夢豚　讃岐コーチン　骨付鳥

泊まる 観音寺グランドホテル ドリンク券サービス
所　観音寺市坂本町5-18-40 
電　0875-25-5151

泊まる かんぽの宿観音寺 グラスビール又はソフトドリンクサービス
所　観音寺市池之尻町1101-4 ※1泊2食ご利用の場合に
電　0875-27-6161
休　水曜・木曜

入浴 かんぽの宿観音寺 日帰り入浴料100円割引
所　観音寺市池之尻町1101-4
電　0875-27-6161
休　木曜

入浴 讃岐路野天風呂　湯屋　琴弾廻廊 入浴料：大人50円割引
所　観音寺市有明町6-6
電　0875-24-4567
営　10:00-23:00（受付は22:00まで）
休　なし

香川県西部エリア
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