6月23日12時現在
住所

施設名

電話番号

HPアドレス

高松市

777 Takamatsu Guest house

087-880-8594

高松市

Ａｌｐｈａｂｅｄ Ｉｎｎ 高松駅前

087-806-3089

https://alphabed.jp/room/

高松市

Ａｌｐｈａｂｅｄサンポート高松

087-806-3089

https://alphabed.jp/room/

高松市

Ａｌｐｈａｂｅｄ玉藻公園

087-806-3089

https://alphabed.jp/room/

高松市

Ａｌｐｈａｂｅｄ高松ステーション

087-806-3089

https://alphabed.jp/room/

高松市

Ａｌｐｈａｂｅｄ高松井口町

087-806-3089

https://alphabed.jp/room/

高松市

Ａｌｐｈａｂｅｄ高松屋島

087-806-3089

https://alphabed.jp/room/

高松市

Ａｌｐｈａｂｅｄ高松瓦町

087-806-3089

https://alphabed.jp/room/

高松市

Ａｌｐｈａｂｅｄ高松瓦町Ⅱ

087-806-3089

https://alphabed.jp/room/

高松市

Ａｌｐｈａｂｅｄ高松瓦町イースト

087-806-3089

https://alphabed.jp/room/

高松市

Ａｌｐｈａｂｅｄ高松瓦町ウエスト

087-806-3089

https://alphabed.jp/room/

高松市

Ａｌｐｈａｂｅｄ高松丸亀町

087-806-3089

https://alphabed.jp/room/

高松市

Ａｌｐｈａｂｅｄ高松錦町

087-806-3089

https://alphabed.jp/room/

高松市

Ａｌｐｈａｂｅｄ高松古新町

087-806-3089

https://alphabed.jp/room/

高松市

Ａｌｐｈａｂｅｄ高松香西駅前

087-806-3089

https://alphabed.jp/room/

高松市

Ａｌｐｈａｂｅｄ高松中央公園

087-806-3089

高松市

Ａｌｐｈａｂｅｄ高松美術館通り

087-806-3089

https://alphabed.jp/room/

高松市

Ａｌｐｈａｂｅｄ高松百間町

087-806-3089

https://alphabed.jp/room/

高松市

Ａｌｐｈａｂｅｄ高松兵庫町

087-806-3089

https://alphabed.jp/room/

高松市

Ａｌｐｈａｂｅｄ高松片原町

087-806-3089

https://alphabed.jp/room/

高松市

Ａｒｔ Ｓｅｔｏｕｃｈｉ Ｔｒｉｅｎｎａｌｅ Ｈｏｔｅｌ

087-813-1851

http://next-international.com/art-setouchi-triennale/

高松市

CAMP

087-880-3645

https://traditional-apt.com/accommodation/camp/

高松市

ＦＡＣＥＳビル

087-862-7366

高松市

HOTEL YUZUKI

080-6984-6860

このリストにない宿泊施設も対象になる可能性がありますので、直接宿泊施設にお問い合わせください。
このリストは随時更新しています。

6月23日12時現在
住所

施設名

電話番号

HPアドレス

高松市

HULATON CABIN TAKAMATSU

087-802-2070

https://hulaton.com/cabin/takamatsu/

高松市

INARI（ゲストハウス）

087-898-9818

https://www.airbnb.com/h/inari-nakano

高松市

ＪＯＮＡＨ’Ｓ ＨＯＳＴＥＬ

090-2898-6153

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

Ｋｉｎｃｏ．ｈｏｓｔｅｌ＋ｃａｆｅ

087-887-0747

http://kinco.jp/

高松市

Ｋｕｒｉ Ａｐａｒｔｍｅｎｔ

070-4477-4524

高松市

Next International Homestay

087-813-1851

http://next-international.com/next-international-homestay/

高松市

setouchi blue room

087-880-3645

https://traditional-apt.com/accommodation/blueroom/

高松市

Seto家 北浜

087-802-3386

https://peraichi.com/landing_pages/view/kitahama

高松市

Seto家 琴ノ葉

087-802-3386

高松市

ＴＥＮ ｔｏ ＳＥＮ ｃｏｃｏ Guest house for Female

087-813-0630

https://tentosen.jp/coco/

高松市

Ten to Sen ゲストハウス高松

087-813-0630

https://tentosen.jp/guesthouse/

高松市

Traditional Apartment

087-880-2611

https://traditional-apt.com/accommodation/traditionalapartment/

高松市

Traditional Apartment HANARE

087-880-2611

https://traditional-apt.com/accommodation/hanare/

高松市

Traditional house AKANE

080-4992-2611

https://traditional-apt.com/accommodation/traditionalhouseakane/

高松市

ＵＭＩＹＡＤＯ 鬼旬

087-873-0880

http://umiyado-kisyun.com/

高松市

ＵｎＲｅｖｅ 亀岡

080-4035-9770

高松市

WeBase高松

087-813-4411

http://we-base.jp/takamatsu/

高松市

あじ温泉庵治観光ホテル海のやどり

087-871-3141

http://www.ajiuminoyadori.com/

高松市

穴吹邸

087-802-1915

https://www.anabukitei.jp/

高松市

アパホテル 高松空港

087-879-1111

https://www.apahotel.com/hotel/shikoku/takamatsukuko-grand/

高松市

アパホテル高松瓦町

087-823-2323

https://www.apahotel.com/hotel/shikoku/takamatsu-kawaramachi/

高松市

魚虎旅館

087-893-0121

このリストにない宿泊施設も対象になる可能性がありますので、直接宿泊施設にお問い合わせください。
このリストは随時更新しています。

6月23日12時現在
住所

施設名

電話番号

HPアドレス

高松市

エクストールイン高松

087-813-2666

https://extol-takamatsu.com/

高松市

オーベルジュ ドゥ オオイシ

087-843-2235

http://www.auberge-de-oishi.jp/

高松市

瓦町ドミトリー

090-8979-9981

https://www.facebook.com/KawaramachiDormitory/

高松市

ゲストハウス クマタカ

090-1578-6023

高松市

ゲストハウス 里海村

090-5719-0697

高松市

ゲストハウス 花園

087-865-3709

高松市

ゲストハウスちょっとこま

090-6548-8735

http://www.chottoco-ma.com/

高松市

ゲストハウス屋島

090-3989-5834

https://budget-japanese-inn-432.business.site/

高松市

ゲストハウス若葉屋

070-5683-5335

http://wakabaya.main.jp/

高松市

ゴールデンタイム高松

087-897-3177

https://goldentime-takamatsu.com/

高松市

紺屋町ゲストハウス久々

087-887-5665

https://www.facebook.com/pg/kuku81com/posts/

高松市

ザ・セレクトン高松

087-821-2222

https://celecton.com/takamatsu/

高松市

ザ・チェルシーブレス（マツノイパレス）

087-815-8825

https://www.the-chelseabreath.jp/

高松市

ささや旅館

087-841-9533

http://wwwa.pikara.ne.jp/sasaya/

高松市

さぬき温泉

087-893-0300

http://sanukionsen.com/

高松市

サンロイヤルホテル

087-815-1000

https://mitsushige-hotels.jp/sun/

高松市

四国高松温泉ニューグランデみまつ

087-851-3507

http://nmimatsu.com/

高松市

シティホテルパティオ

087-823-2320

https://www.pearl-hotel.net/hotel-patio/

高松市

新樺川観光ホテル

087-893-1200

https://shinkabakawa.com/

高松市

スーパーホテル高松・田町

087-897-9000

https://www.superhotel.co.jp/s_hotels/takamatsutamachi/

高松市

スーパーホテル高松禁煙館

087-833-9000

https://www.superhotel.co.jp/s_hotels/takamatsu/

高松市

瀬戸内 満月荘

087-802-6660

http://www.c-f-m.co.jp/mangetsuso/takamatsu/

高松市

瀬戸内ステイ 鷗宿

087-821-1810

http://kitahama-sumiyoshi.com/kamome-jyuku/index.html

高松市

瀬戸内ステイ 北浜住吉

087-821-1810

http://kitahama-sumiyoshi.com/kitahama-sumiyoshi/index.html

このリストにない宿泊施設も対象になる可能性がありますので、直接宿泊施設にお問い合わせください。
このリストは随時更新しています。

6月23日12時現在
住所

施設名

電話番号

HPアドレス

高松市

瀬戸内ステイ 女木島ビーチアパート

087-821-1810

http://kitahama-sumiyoshi.com/megi/index.html

高松市

せと国民旅館

087-874-0353

高松市

ダイワロイネットホテル高松

087-811-7855

https://www.daiwaroynet.jp/takamatsu/

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

高松ステーションホテル

087-822-0818

https://www.hyper-inn.net/asp/newscat.asp?nc_id=77

高松市

高松センチュリーホテル

087-851-0558

http://www.takamatsu-century.com/index.html

高松市

高松東急REIホテル

087-821-0109

https://www.tokyuhotels.co.jp/takamatsu-r/index.html

高松市

高松パールホテル

087-822-3382

https://www.pearl-hotel.net/index.html

高松市

高松ホテル真華

087-822-2111

http://www.netwave.or.jp/~nmimatsu/

高松市

だんらん旅人宿そらうみ

http://www.sanuki-soraumi.jp/

高松市

天然温泉 玉藻の湯 ドーミーイン高松中央公園前 087-835-5489

https://www.hotespa.net/hotels/chuotakamatsu/

高松市

東横INN高松兵庫町

087-821-1045

https://www.toyoko-inn.com/index.php/search/detail/00130.html

高松市

ドーミーイン高松

087-832-5489

https://www.hotespa.net/hotels/takamatsu/

高松市

ハイパーイン高松駅前

087-826-0818

https://www.hyper-inn.net/asp/newsitem.asp?nw_id=812

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

旅籠屋 高松店

087-867-8858

http://www.hatagoya.co.jp/031_Takamatsu/index.shtml

高松市

ビジネスホテル ワカバ

087-823-7177

http://www.wakabawakaba.jp/

高松市

ビジネスホテルイースト栗林

087-861-5252

https://www.t-palace.co.jp/eastpark/

高松市

ビジネスホテル瓦町

087-813-2281

https://mitsushige-hotels.jp/kawaramachi/

高松市

ビジネスホテルサンシャイン高松

087-837-6161

https://www.t-palace.co.jp/sunshine/

高松市

ビジネスホテルシャトーエスト高松

087-823-8100

http://ww8.tiki.ne.jp/~syato-est/

高松市

ビジネスホテルジャパン

087-851-8689

https://www.pearl-hotel.net/hotel-japan/sp/

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/

このリストにない宿泊施設も対象になる可能性がありますので、直接宿泊施設にお問い合わせください。
このリストは随時更新しています。

6月23日12時現在
住所

施設名

電話番号

HPアドレス

高松市

ビジネスホテルニュー月光園

087-822-0953

https://new-gekkouen.com/

高松市

ビジネスホテルパークサイド高松

087-837-5555

https://www.t-palace.co.jp/parkside/

高松市

ビジネスホテルパレス高松

087-851-3232

https://www.t-palace.co.jp/palace/

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

ひまわり

087-822-5757

高松市

ファーストイン高松

087-822-1919

http://first-inn.flips.jp/

高松市

ホテル ルポール讃岐

087-831-3330

https://www.leport-sanuki.com/

高松市

ホテルNo.1高松

087-812-2222

http://www.hotelno1.jp/takamatsu/

高松市

ホテルエリアワン高松

087-823-7801

https://www.hotel-areaone.com/takamatsu/

高松市

ホテル川六エルステージ

087-821-5666

https://kawaroku.co.jp/

高松市

ホテルジェンテール

087-874-3003

https://www.pearl-hotel.net/hotel-genteel/

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

087-821-8500

https://hotel-pearlgarden.jp/

高松市

ホテル福屋

087-851-2365

https://www.hotel-fukuya.com/

高松市

ホテル丸登美

087-851-2971

高松市

ホテルルートイン高松屋島

050-5847-7445

https://www.route-inn.co.jp/hotel_list/kagawa/index_hotel_id_665/

高松市

女木島 ゲストハウス＆カフェ Megino

080-4560-1809

http://megijima-megino.com/

高松市

屋島の宿 桃太郎

087-841-9464

http://r-momotaro.com/

高松市

屋島ロイヤルホテル

087-841-1000

https://mitsushige-hotels.jp/yashima/

高松市

夕凪の湯 HOTEL花樹海

087-861-5580

https://www.hanajyukai.jp/

高松市

ラッフルズホテル高松

087-837-1600

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/

丸亀市

Ｒｅｎｔａｌ Ｒｏｏｍ９

080-4031-8899

https://www.rentalroom9.com/

このリストにない宿泊施設も対象になる可能性がありますので、直接宿泊施設にお問い合わせください。
このリストは随時更新しています。

6月23日12時現在
住所

施設名

電話番号

HPアドレス

丸亀市

アパホテル＜丸亀駅前大通＞

0877-21-0111

https://www.apahotel.com/hotel/shikoku/marugame-ekimaeodori/

丸亀市

大江戸温泉物語ホテルレオマの森

0877-86-1150

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

ゲストハウス赤ひげ丸亀

0877-89-6800

丸亀市

ザ・丸亀ゲストハウスふくふく

0877-21-2942

https://marugame-guesthouse.com/

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

ビジネスホテル フクシマ

0877-22-4322

丸亀市

ビジネスホテル青山

0877-24-4800

http://www.h-aoyama.jp/

丸亀市

ホテルアルファ―ワン丸亀

0877-24-4422

http://www.alpha-1.co.jp/marugame/

丸亀市

ホテルルートイン丸亀

0877-58-2011

https://route-inn.co.jp/hotel_list/kagawa/index_hotel_id_594/

丸亀市

丸亀ゲストハウス ウェルかめ

080-1997-3983

https://welkame.webnode.jp/

丸亀市

丸亀プラザホテル

0877-23-1391

https://www.m-plaza-h.com/

丸亀市

一棟貸しの宿 さくら

050-5372-9102

https://sakura-kagawa.com/

坂出市

休暇村讃岐五色台

0877-47-0231

https://www.qkamura.or.jp/goshiki/

坂出市

坂出グランドホテル

0877-44-1000

https://sakaide.sakaide-grandhotel.jp/

坂出市

坂出プラザホテル

0877-45-6565

http://www.sakaideplazahotel.co.jp/

坂出市

白峰温泉 ニューサンピア坂出

0877-47-0531

https://skd.ns-hotels.jp/

坂出市

瀬戸内ハウス

080-6393-9802

坂出市

フリーデイズイン坂出国際

0877-45-7100

http://www.freedays.jp/sakaide/

坂出市

ホテル ルートイン坂出北センター

0877-59-1110

https://www.route-inn.co.jp/hotel_list/kagawa/index_hotel_id_536/

坂出市

ホテルニューセンチュリー坂出

0877-45-1180

http://www.nc-sakaide.com/

坂出市

民宿 岩黒

0877-43-0425

http://www.iwakuro.jp/

坂出市

民宿 みはらし

0877-43-0356

坂出市

旅館 川久米

0877-46-2119

このリストにない宿泊施設も対象になる可能性がありますので、直接宿泊施設にお問い合わせください。
このリストは随時更新しています。

6月23日12時現在
住所

施設名

電話番号

HPアドレス

坂出市

旅館 みき

0877-46-5441

善通寺市

ゲストハウス お遍路宿 風のくぐる

0877-63-6110

http://kuguru.net/

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

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://www.0877-62-6222.com/

善通寺市

総本山善通寺宿坊いろは会館

0877-62-0111

https://www.zentsuji.com/shukubou/

善通寺市

遍路民宿 鶴吉

080-2514-4854

https://tsurukichi-henroyado.jimdofree.com/

観音寺市

ARIAKE105

080-2976-4641

https://rutto.jp/coton/

観音寺市

ARIAKE106

080-2976-4641

https://rutto.jp/coton/

観音寺市

COTON101

080-2976-4641

https://rutto.jp/coton/coton101.html

観音寺市

COTON102

080-2976-4641

https://rutto.jp/coton/

観音寺市

春日旅館

0875-29-2416

https://kasuga-ryokan.jimdofree.com/

観音寺市

観音寺グランドホテル

0875-25-5151

http://www.kanonji-gh.com/

観音寺市

かんぽの宿観音寺

0875-27-6161

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

観音寺市

白梅旅館

0875-25-3258

https://ja-jp.facebook.com/shiraume.ryokan

観音寺市

パークホテル観音寺

0875-25-8111

観音寺市

ビジネスホテル観音寺

0875-23-1251

観音寺市

ファミリーロッジ旅籠屋 讃岐観音寺店

0875-25-1858

http://www.hatagoya.co.jp/040_Sanukikanonji/index.shtml

観音寺市

藤川旅館

0875-25-3548

http://ww8.tiki.ne.jp/~fujikawa/

観音寺市

ホテルサニーイン

0875-23-3210

https://www.sunny-inn.com/

観音寺市

民宿 青空屋

0875-27-7309

観音寺市

民宿 藤岡

0875-54-4418

観音寺市

民宿いぶき

0875-29-2162

https://setouti.crayonsite.net/

このリストにない宿泊施設も対象になる可能性がありますので、直接宿泊施設にお問い合わせください。
このリストは随時更新しています。
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施設名
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HPアドレス

観音寺市

旅館晩翠

0875-25-2158

http://www.bansui.net/bansui.html

観音寺市

0875-25-4501

http://ww81.tiki.ne.jp/~wakamatsuya/

080-2987-7828

https://www.r-villa.jp/

さぬき市

ワカマツヤ（若松家本館）
R-VILLA Sanuki-Tsuda
（アール・ヴィラ さぬき津田）
いせだ旅館

087-894-5211

https://sanuki-kanko.jp/asobu/hotel/hotel-7shido/post-2159.html

さぬき市

お宿 遠藤

090-7626-9342

さぬき市

春日温泉

0879-43-6565

https://www.sanuki-sa.jp/kasuga/

さぬき市

国民宿舎クアパーク津田

0879-42-2521

https://q-p.anabuki-enter.jp/

さぬき市

さぬき市シーサイドコリドール

087-895-1150

https://www.city.sanuki.kagawa.jp/sightseeing/sights/oogushi/corridor

さぬき市

さぬき市自然休養村センターみろく荘

0879-43-5200

さぬき市

さぬき市自然休養村センターみろくログハウス

0879-43-5200

さぬき市

旅宿 にった

0879-42-2535

さぬき市

長尾総合公園コテージさくらの里

0879-52-4166

さぬき市

民宿北山瀬ノ下荘

0879-42-1830

さぬき市

モンペリエ オーヴェルジュ

0879-42-2508

さぬき市

有限会社 いしや旅館

087-894-0021

さぬき市

ゆーとぴあみろく温泉

0879-43-5200

https://www.sanuki-sa.jp/miroku/index.php

さぬき市

旅館 竹屋敷

0879-56-2288

https://takeyashiki.com/

東かがわ市 アミ―マンボス

0879-33-7711

https://amymonbos.com/

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/

東かがわ市 五名やまびこの宿

0879-29-2502

https://www.gom-you.com/blank-1

東かがわ市 ザ・ヴィラ アイオイ

090-1574-7030

http://kagawa-aioi.com/宿泊施設等/

東かがわ市 白鳥温泉

0879-27-2236

http://www.souyu.co.jp/shirotori/

東かがわ市 ホテルＡＺ香川東かがわ店

0879-26-0331

https://www.az-hotel.com/higashikagawa/

さぬき市

http://sanukicity-sportspark.com/about/cottage/

このリストにない宿泊施設も対象になる可能性がありますので、直接宿泊施設にお問い合わせください。
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三豊市

Bay Wind

0875-82-2675

http://d51498.com/hotel/875822675

三豊市

BED N CHILL 七宝屋

090-4970-1654

https://www.bncshippoya.com/

三豊市

GHJIJI

080-2976-4641

https://rutto.jp/jiji/

三豊市

kanran

0875-83-5651

http://kanran.jp/access/

三豊市

Latoile（トワール）

0875-83-5651

http://hiuchi-rc.com/2020/02/04/post-73/

三豊市

MINO102

080-2976-4641

https://rutto.jp/mino/

三豊市

MINO103

080-2976-4641

https://rutto.jp/mino/mino103.html

三豊市

TABI-YADO sorato

090-1326-4450

https://www.tabiyado-sorato.com/

三豊市

TSUSHIMA

080-2976-4641

https://rutto.jp/tsushima/

三豊市

大森商店

0875-23-6647

https://www.oomori-tienda.com/

三豊市

ゲストハウス「花鳥苑」

090-8285-7040

https://hinoki-guesthouse.business.site/

三豊市

郷の宿 陶山

0875-83-2350

http://www.suyama-yado.com/

三豊市

魚定旅館

0875-83-2146

三豊市

瀬戸内ゲストハウス「タイヨウとうみ」

0875-23-6300

https://12sunsea.com/

三豊市

たからだの里 湯の谷荘

0875-67-3926

https://takaradanosato.co.jp/event_cate/yunotanisou/

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

二升五号

090-1465-5666

https://www.facebook.com/nishougongo

三豊市

ふれあいパーク みの

0875-72-2601

https://www.park-mino.info/syukuhaku

三豊市

旅館 ほ志川

0875-72-5041

http://四国88ヶ所案内所.com/hoshikawa.html

三豊市

ルポール粟島

0875-84-7878

三豊市

咄々々

0875-82-9191

三豊市

燧 -Hiuchi-

0875-83-5651

https://le-port.jp/info/249
https://www.facebook.com/pages/category/Hotel--Lodging/%E5%92%84%E3%80%85%E3%80%85-772006126515068/
http://hiuchi-rc.com/

土庄町

mamma

0879-62-8881

https://teshimamma.com/

このリストにない宿泊施設も対象になる可能性がありますので、直接宿泊施設にお問い合わせください。
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土庄町

旭屋旅館

0879-62-0162

http://www.asahiya.org/

土庄町

オーキドホテル

0879-62-5001

https://www.ohkido.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

サンセットコースト

0879-62-2794

http://www.sunset-coast.biz/

土庄町

四季の旅宿 華望月

0879-62-8081

http://hanamizuki-sea.com/

土庄町

小豆島国際ホテル

0879-62-2111

http://www.shodoshima-kh.jp/

土庄町

小豆島シーサイドホテル松風

0879-62-0848

https://www.matsu-kaze.jp/

土庄町

ニュー観海本店 天空ホテル海廬

0879-62-1430

https://www.kairo-shodoshima.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

ビジネスホテルニューポート

0879-62-6310

http://new-port.biz/

土庄町

ビジネスホテルひさや

0879-67-2151

土庄町

ビジネス民宿 マルセ

0879-62-2385

http://new-port.biz/maruse/1.htm

土庄町

古宿 たかまつ屋

090-3656-8550

http://www.takamatsu-ya.jp/

土庄町

ホテルグリーンプラザ小豆島

0879-62-2201

http://hgp-shodoshima.com/

土庄町

ホテルニュー海風

0879-62-1323

https://www.newkaifu.com/

土庄町

民宿 オアシス

0879-62-2495

http://olive-oasis.com/stay.html

土庄町

結-ＩＳＨＩＹＡ

-

http://yui-teshima.com/

土庄町

結-ＹＵＩ

-

http://yui-teshima.com/

土庄町

リゾートホテルオリビアン小豆島

0879-65-2311

https://olivean.com/

土庄町

旅館 喜久家

0879-62-0271

http://ryokankikuya.com/

小豆島町

Ｓｅｎ Ｇｕｅｓｔhouse

0879-61-9980

https://www.senguesthouse.com/japanese

小豆島町

田舎の迎賓館みさき

0879-82-1332

https://shodoshima.npnp.jp/stay/14972/

小豆島町

ヴィラ汐音 Villa Chillon

06-4394-8467

https://villa-chillon.business.site/

小豆島町

海音 真里

0879-82-0086

https://uminoshijima.com/
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小豆島町

オリーブの里ヴァンキャトル・ウ

0879-82-5540

https://vqy.jp/facility.html

小豆島町

オリベックスうちのみ

0879-82-2200

https://olive-pk.jp/accomm/olivex.html

小豆島町

お料理乃宿 千鳥

0879-82-0229

http://ww52.tiki.ne.jp/~chidorichan/

小豆島町

ゲストハウス＆カフェ あんず

0879-62-8878

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

小豆島オートキャンプ場

0879-75-2266

小豆島町

小豆島オリーブユースホステル

0879-82-6161

http://www.jyh.gr.jp/shoudo/

小豆島町

小豆島シーサイドゴルフクラブ

0879-84-2000

https://www.olive-resort.jp/

小豆島町

千種旅館

0879-84-2153

http://ww81.tiki.ne.jp/~chigusa/

小豆島町

ベイリゾートホテル小豆島

0879-82-5000

http://bayresort-shodoshima.jp/

小豆島町

ペンションオリーブ

0879-62-8282

http://hotelolive.jp/

小豆島町

ホテルたるや

0879-82-2241

http://hoteltaruya.com/ryouri.html

小豆島町

ぽんたの宿

0879-75-0712

https://pontanoyado.com/

小豆島町

和遊ハウス

090-2822-0369

小豆島町

漁家民宿ゲンザ

0879-62-9881

三木町

せせらぎの宿 里山

090-2890-3180

三木町

トレスタ白山

087-898-8881

https://www.tresta.jp/

直島町

BAMBOO VILLAGE

087-892-3739

http://www.bamboovillage37.com/

直島町

guestroom 青い鳥

087-892-2012

http://gr-aoitori.com/

直島町

One rest

087-802-6837

http://www.naoshima.net/stay/detail/?lang=ja&stay_id=116

直島町

ＳＡＮＡ ＭＡＮＥ

087-813-3177

https://sanamane.jp/

直島町

ＳＰＡＲＫＹ’s House

087-802-4384

https://sparkyscoffee.amebaownd.com/

直島町

いっぷく茶屋

087-892-4121

http://naoshima-pension.com/

http://genza-guesthouse.com/

このリストにない宿泊施設も対象になる可能性がありますので、直接宿泊施設にお問い合わせください。
このリストは随時更新しています。

6月23日12時現在
住所

施設名

電話番号

HPアドレス

直島町

ベネッセハウス

087-892-3223

http://benesse-artsite.jp/stay/benessehouse/

直島町

星屑

080-2904-0798

https://ougiya-naoshima.jp/inn/hoshikuzu.html

直島町

ホテルライトスタイル

087-813-2533

https://wrightstyle.jp/

直島町

マイロッジ 直島

087-873-2106

https://mylodge-naoshima.com/

直島町

民宿おうぎや

087-813-2533

https://ougiya-naoshima.jp/inn/ougiya.html

宇多津町

Chiiori Utazu Branch

090-5142-9591

https://www.facebook.com/chiioriutazubranch/

宇多津町

宇多津「古街の家」

0877-85-6941

http://co-machi-no-ie.jp/

宇多津町

宇多津グランドホテル

0877-41-1000

https://utazu.sakaide-grandhotel.jp/

宇多津町

瀬戸大橋 四国健康村

0877-49-2600

http://www.kenkou-mura.com/

宇多津町

ホテルアネシス瀬戸大橋

0877-49-2311

http://anesis-seto.com/

綾川町

稲木家

090-8970-9510

https://mangyonbon5.wixsite.com/website

綾川町

柏原渓谷キャンプ村 タツタの森

087-878-3340

https://www.tatutanomori.jp/

綾川町

マウンテンドーム

087-878-1101

https://mt-dm.com/

琴平町

御宿 敷島館

0877-58-8001

https://www.hotespa.net/hotels/shikishimakan/

琴平町

貸切湯の宿ことね

0877-75-6633

https://kotone.cc/

琴平町

ゲストハウス琴平

070-1528-9327

琴平町

ことひら温泉琴参閣

0877-75-1000

https://www.kotosankaku.jp/

琴平町

琴平花壇

0877-75-3232

https://www.kotohira-kadan.jp/

琴平町

琴平グランドホテル桜の抄

0877-75-3218

https://www.sakuranosho.jp/

琴平町

琴平パークホテル

0877-73-3939

https://kph.anabuki-enter.jp/

琴平町

琴平リバーサイドホテル

0877-75-1800

https://www.hananoyu.co.jp/river/

琴平町

ことぶき旅館

0877-73-3872

琴平町

こんぴら温泉湯元八千代

0877-75-3261

https://yachiyo.cc/

琴平町

こんぴら町家 うす

0877-85-3533

https://inn-1280.business.site/
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琴平町

こんぴら路地裏宿 みちくさ

0877-75-5761

琴平町

つるや旅館

0877-75-3154

琴平町

虎丸旅館

0877-75-2161

琴平町

寝て朝食の宿 時しらず

0877-75-5761

琴平町

湯元こんぴら温泉華の湯紅梅亭

0877-75-1111

https://www.koubaitei.jp/

多度津町

家中舎

0877-35-8765

https://kachusha423.jp/

多度津町

古民家ステイ香露軒

090-7144-6803

http://www.korouken.com/

多度津町

ホテル トヨタ

0877-33-0088

まんのう町

オートキャンプ場 ホッ！とステイまんのう

0877-79-1717

https://sanukimannopark.jp/camp

まんのう町

湯山荘 阿讃琴南

0877-84-2611

https://www.asankotonami.com/

https://turuya-ryokan.com/
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