
令和３年１２月２８日現在

ホテル・旅館

住所 施設名 電話番号 HPアドレス

高松市 JRクレメントイン高松 087-811-1200 https://www.jrclement.co.jp/inn/takamatsu/

高松市 JRホテルクレメント高松 087-811-1111 https://www.jrclement.co.jp/takamatsu/

高松市 WeBase高松 087-813-4411 https://we-base.jp/takamatsu/

高松市 喜代美山荘花樹海 087-861-5580 https://www.hanajyukai.jp/

高松市 新樺川観光ホテル 087-893-1200 https://shinkabakawa.com/

高松市 高松国際ホテル 087-831-1511 https://tkh.anabuki-enter.jp/

高松市 高松シティホテル 087-834-3345 http://www.city-hotel.co.jp/

高松市 ハイパーリゾートヴィラ塩江 087-893-1111 https://www.hyper-inn.net/asp/newsitem.asp?nw_id=816

高松市 ビジネスホテル東宝イン高松 087-823-1000 https://www.t-palace.co.jp/tohoinn/

高松市 ビジネスホテルプリンス 087-861-9565 http://www.bh-prince.com/

高松市 ホテルセカンドステージ 087-893-1100 https://hotel-secondstage.com/

高松市 ホテルパールガーデン 0120-77-5015 https://hotel-pearlgarden.jp/

高松市 ホテルマリンパレスさぬき 087-851-6677 https://www.mp-sanuki.jp/

高松市 ホテル福屋 087-851-2365 https://www.hotel-fukuya.com/

高松市 リーガホテルゼスト高松 087-822-3555 https://www.rihga-takamatsu.co.jp/

高松市 ロイヤルパークホテル高松 087-823-2222 https://ryl.anabuki-enter.jp/

高松市 高松東急REIホテル 087-821-0109 https://www.tokyuhotels.co.jp/takamatsu-r/

丸亀市 大江戸温泉物語ホテルレオマの森 0570-041267 https://reomanomori.ooedoonsen.jp/

丸亀市 オークラホテル丸亀 0877-23-2222 http://www.okurahotel.co.jp/

丸亀市 スーパーホテル丸亀駅前 0877-83-9000 https://www.superhotel.co.jp/s_hotels/marugame/

丸亀市 丸亀プラザホテル 0877-23-1391 https://www.m-plaza-h.com/

坂出市 休暇村讃岐五色台 0877-47-0231 https://www.qkamura.or.jp/goshiki/

坂出市 国立公園 城山温泉 0877-48-0211 http://kiyamaonsen.co.jp/

坂出市 坂出グランドホテル 0877-44-1000 https://sakaide.sakaide-grandhotel.jp/

善通寺市 宿坊（いろは会館内）総本山善通寺 0877-62-0111 https://www.zentsuji.com/shukubou/

善通寺市 善通寺グランドホテル 0877-63-2111 https://zentsuji.sakaide-grandhotel.jp/

善通寺市 善通寺ステーションホテル　 0877-62-6222 http://0877-62-6222.com/

観音寺市 かんぽの宿 観音寺 0875-27-6161 https://www.kanponoyado.japanpost.jp/kanonji/

https://www.kanponoyado.japanpost.jp/kanonji/


住所 施設名 電話番号 HPアドレス

観音寺市 藤川旅館 0875-25-3548 http://ww8.tiki.ne.jp/~fujikawa/

さぬき市 いしや旅館 087-894-0021 https://sanuki-kanko.jp/sightseeing/hotel/post-617.html

さぬき市 国民宿舎松琴閣クアパーク津田 0879-42-2521 https://q-p.anabuki-enter.jp/index.html

東かがわ市 絹島温泉　ベッセルおおちの湯 0879-26-1126 http://www.vessel-o.com/index.html

三豊市 かなめや旅館 0875-83-2414

三豊市 郷の宿陶山 0875-83-2350 http://www.suyama-yado.com/

三豊市 たからだの里湯の谷荘 0875-67-3926 https://takaradanosato.co.jp/yunotani/

三豊市 道の駅ふれあいパークみの 0875-72-2601 https://www.park-mino.info/

土庄町 オーキドホテル 0879-62-5001 https://www.ohkido.com/

土庄町 オリビアン小豆島夕陽ヶ丘ホテル 0879-65-2311 https://olivean.com/

土庄町 カントリーイン ザ ホワイトマリーン 0879-62-5040 https://www.whitemarine.com/

土庄町 小豆島シーサイドホテル松風 0879-62-0848 https://matsu-kaze.jp/

土庄町 ビーチサイドホテル鹿島荘 0879-62-0492 http://kashimaso.com/publics/index/17/

土庄町 ホテルニュー海風 0879-62-1323 https://www.newkaifu.com/

土庄町 小豆島国際ホテル 0879-62-2111 https://www.shodoshima-kh.jp/

小豆島町 海音 真里 0879-82-0086 https://uminoshijima.com/

小豆島町 お料理乃宿千鳥 0879-82-0229

小豆島町 国民宿舎小豆島 0879-75-1115 https://www.kokuminshukusha.com/

小豆島町 島宿 真里 0879-82-0086 https://shimayado.mari.co.jp/

小豆島町 バァンキャトル・ウ 0879-82-5540 https://vqy.jp/facility.html

小豆島町 ベイリゾートホテル小豆島 0879-82-5000 https://bayresort-shodoshima.jp/

三木町 トレスタ白山 087-898-8881 https://www.tresta.jp/

直島町 ベネッセハウス 087-892-3223 https://benesse-artsite.jp/stay/

宇多津町 宇多津グランドホテル 0877-41-1000 https://utazu.sakaide-grandhotel.jp/

琴平町 貸切湯の宿ことね 0877-75-6633 https://kotone.cc/

琴平町 ことひら温泉琴参閣 0877-75-1000 https://www.kotosankaku.jp/

琴平町 琴平グランドホテル桜の抄 0877-75-1211 https://www.sakuranosho.jp/

琴平町 琴平リバーサイドホテル 0877-75-1880 https://www.hananoyu.co.jp/river/

琴平町 こんぴら温泉湯元八千代 0877-75-3261 https://yachiyo.cc/

琴平町 虎丸旅館 0877-75-2161



住所 施設名 電話番号 HPアドレス

琴平町 湯元こんぴら温泉華の湯紅梅亭 0877-75-1588 https://www.koubaitei.jp/

まんのう町 湯山荘 阿讃琴南 0877-84-2611 https://www.asankotonami.com/

簡易宿所

住所 施設名 電話番号 HPアドレス

善通寺市 ゲストハウス　ミカサスカサ　 080-3926-1353 https://www.micasasucasa.jp/

善通寺市 ゲストハウス　風のくぐる　 0877-63-6110 https://kuguru.net/

善通寺市 遍路民宿　鶴吉 080-2514-4854 https://tsurukichi-henroyado.jimdofree.com/

さぬき市 ゆ～とぴあみろく 0879-43-5200 https://www.sanuki-sa.jp/miroku/

さぬき市 旅館竹屋敷 0879-56-2288 https://takeyashiki.com/

さぬき市 春日温泉 0879-43-6565 https://www.sanuki-sa.jp/kasuga/

東かがわ市 白鳥温泉 0879-27-2236 https://www.souyu.co.jp/shisetsu/shirotori

三豊市 TABI-YADO sorato 090-1326-4450 https://www.tabiyado-sorato.com/

三豊市 ゲストハウス花鳥苑別館 090-8285-7040 https://www.mitoyo-kanko.com/facility/guesthouse-kachoen/

三豊市 檜の家ゲストハウス花鳥苑 090-8285-7040 https://www.mitoyo-kanko.com/facility/cypress-guesthouse-kachoen/

三豊市 仁尾サンセットピーク 0875-82-3837 http://www.kokiriko.jp/niosunsetpeak.html

三豊市 仁尾縁・多喜屋 0875-82-3837 https://nio-yosuga.jp/room/takiya/

三豊市 咄々々（とつとつとつ） 0875-82-9191

土庄町 四季の旅宿　華望月 0879-62-8081 http://hanamizuki-sea.com/

小豆島町 小豆島 三都の郷 0879-62-8819 https://www.mito-nohaku.com/

宇多津町 宇多津「古街の家」 0877-85-6941 http://co-machi-no-ie.jp/

綾川町 マウンテンドーム 087-878-1101 https://mt-dm.com/

綾川町 柏原渓谷キャンプ村TaTuTaの森 087-878-3340 https://www.tatutanomori.jp/

多度津町 家中舎 090-4038-5043 https://kachusha423.jp/

民泊

住所 施設名 電話番号 HPアドレス

三豊市 讃岐緑想 0875-82-3837 https://www.sanukiryokusou.jp/


