高松市地域

令和4年7月15日付
宿泊施設名

宿泊施設住所

宿泊施設電話

777 Takamatsu Guest House

高松市通町1-5

087-880-8594

四国高松温泉ニューグランデみまつ

高松市通町2-3

087-823-4111

ALO Guest House

高松市内町6-12

087-806-3089

エリアワン高松シティ

高松市内町2-20

087-823-7177

ALPHABED INN 高松駅前

高松市西内町2-6

087-806-3089

Seto家琴ノ葉

高松市西内町12-15

087-802-3386

ビジネスホテルパレス高松

高松市西内町2-7号

087-851-3232

ハイパーイン高松駅前

高松市西の丸町10-17

087-826-0818

髙松の宿 花園や

高松市花園町1-9-6

087-806-3089

メゾン太田 A棟・B棟

高松市太田上町643-1

087-806-3089

Alphabed高松レインボー通り

高松市松縄町1023-22

087-806-3089

Alphabed高松井口町

高松市井口町4-4

087-806-3089

Alphabed高松屋島

高松市高松町3013-2

087-806-3089

ホテルNo.1高松

高松市観光通2丁目4ー1

087-812-2222

Alphabed高松瓦町

高松市常磐町2-5-11 コリドールシュッド501号

087-806-3086

Alphabed高松瓦町Ⅱ

高松市常磐町2丁目5-10

087-806-3089

Alphabed高松瓦町ウエスト

高松市常磐町2丁目8-1

087-806-3089

HUMMING BIRD

高松市常磐町1-2-2 キングスヤードビル2F

087-806-3089

商店街HOTELS

高松市常磐町1-6-16 村尾ビル3F 4F

087-806-3089

瀬戸内満月荘

高松市常磐町2-2-4 グレートサクセスビル

087-802-6660

Alphabed高松丸亀町

高松市百間町9-13

087-806-3089

Alphabed高松百間町

高松市百間町5-6

087-806-3089

高松ホテルサキカ

高松市百間町6-9

087-822-2111

ホテル川六エルステージ高松

高松市百間町1-2

087-821-5666

Alphabed高松錦町

高松市錦町1-15-4

087-806-3089

ホテルリブマックス高松駅前

高松市錦町1丁目8-9

087-811-8860

Alphabed高松古新町

高松市古新町2-1 アルファレガロ古新町

087-806-3089

リーガホテルゼスト高松

高松市古新町9-1号

087-822-3555

ホテル福屋

高松市古新町5-8

087-851-2365

Alphabed高松香西駅前

高松市鶴市町2022-1 シティラック高松A

087-806-3089

Alphabed高松中央公園

高松市亀井町10-1

087-806-3089

高松シティホテル

高松市亀井町8-13

087-834-3345

Alphabed高松美術館通り

高松市磨屋町1-7

087-806-3089

Alphabed高松兵庫町

高松市兵庫町11-6

087-806-3089

高松東急REIホテル

高松市兵庫町9-9

087-821-0109

Ksホテル

高松市兵庫町3-12

080-6282-7399

Alphabed高松片原町

高松市城東町1-6-11

087-806-3089

Alphabed高松北浜EAST

高松市城東町2丁目2-11

087-806-3089

ザ・セレクトン高松

高松市城東町1-9-5

087-821-2222

Art Setouchi Triennale Hotel

高松市西の丸町12-15 Next International Bldg

090-1170-8641

ホテルエリアワン高松

高松市西の丸町2-23

087-823-7801

高松パールホテル

高松市西の丸町2-19

087-822-3382

Alphabed高松ステーション

高松市西の丸町7-10

087-806-3089

ニュー月光園

高松市西の丸町12-9

087-822-0953

高松ゲストハウスBJステーション

高松市西の丸町1-22武田ビル2F

080-6284-8526

ビジネスホテルルピナス

高松市西の丸町6-16

087-821-0558

FAV HOTEL TAKAMATSU

高松市塩上町2-4-20

087-802-5775

HULATONCABIN高松

高松市塩上町2-5-24

087-802-2070

トラディショナルアパートメント

高松市塩上町1-3-7

090-2893-2640

ラッフルズホテル高松

高松市塩上町2-4-22

087-837-1600

瓦町ドミトリー

高松市塩上町1-4-16

090-8979-9981

古民家宿カフカ

高松市塩上町1丁目2-23

090-1322-5834

JRクレメントイン高松

高松市浜ノ町1-3

087-811-1200

JRホテルクレメント高松

高松市浜ノ町1-1

087-811-1111

浜町小院

高松市浜ノ町5-12

※電話対応なし

Sea side Villa KAMANO

高松市庵治町鎌野4414-5

087-805-9736

Seaside Villa SASAO

高松市庵治町笹尾5319-66

087-805-9736

あじ温泉庵治観光ホテル海のやどり

高松市庵治町5494

087-871-3141

商店街HOTELS EITA

高松市丸亀町6-2 丸亀町ビル3階

087-806-3089

ダイワロイネットホテル高松

高松市丸亀町8-23

087-811-7855

Seto家北浜

高松市北浜町13-17

087-802-3386

Alphabed玉藻公園

高松市北浜町13-4

087-806-3089

SUNNY DAY HOSTEL

高松市丸の内9-13

087-826-3210

TEN to SENゲストハウス高松

高松市田町1-11

087-813-0630

ホテル高松ヒルズ

高松市瓦町1丁目8-3

087-837-1222

Kuri Apartment

高松市瓦町2丁目12-6 久利ビル3F

070-4477-4524

WeBase 高松

高松市瓦町1-2-3

087-813-4411

YUZUKI

高松市瓦町2-2-10

087-880-8045

さぬきの湯ドーミーイン高松

高松市瓦町1-10-10

087-832-5489

ゴールデンタイム高松

高松市瓦町2-1-17

087-897-3177

ホテルウィングインターナショナル高松

高松市瓦町2丁目2-3

087-861-0017

ロイヤルパークホテル高松

高松市瓦町1-3-11

087-823-2222

あさひハウス

高松市藤塚町3丁目2-13

087-806-3089

ビジネスホテルサンシャイン高松

高松市藤塚町3-17-15

087-837-6161

オーベルジュドゥオオイシ

高松市屋島西町65

087-843-2235

ささや旅館

高松市屋島中町168-2

087-841-9533

屋島の宿桃太郎

高松市屋島東町1821

087-841-9464

ホテル 望海荘

高松市屋島東町1784-15

087-873-2106

オキオリーブゲストハウス

高松市西植田町4532

080-1623-7772

きららの宿

高松市一宮町798-3

087-815-6622

だんらん旅人宿そらうみ

高松市一宮町393-8

※電話対応なし

ゲストハウス ちょっとこま

高松市扇町3-7-5

※電話対応なし

ゲストハウスイーハトーブ

高松市香西北町68-1

080-7837-4378

ゲストハウスまどか

高松市東浜町1-3-17

080-3922-3896

ザ・チェルシーブレス

高松市香川町川東下1878

087-815-8825

シティホテルパティオ

高松市御坊町8-8

087-823-2320

スーパーホテル高松・田町

高松市田町1-1

087-897-9000

スーパーホテル高松禁煙館

高松市観光通1-4-12 スーパーホテル高松禁煙館

087-833-9000

ビジネスホテルイーストパーク栗林

高松市栗林町1丁目14-3号

087-861-5252

ビジネスホテルパークサイド高松

高松市栗林町1丁目3-1号

087-837-5555

ビジネスホテルプリンス

高松市木太町2505-2

087-861-9565

高松国際ホテル

高松市木太町2191-1

087-831-1511

ファーストイン高松

高松市鶴屋町2-3

087-822-1919

ハイパーリゾートヴィラ塩江

高松市塩江町上西乙688-1

087-893-1111

さぬき温泉

高松市塩江町安原上東2065-1

087-893-0300

ホテルセカンドステージ

高松市塩江町上西乙1118-8

087-893-1100

新樺川観光ホテル

高松市塩江町安原上東1-6

087-893-1200

魚虎旅館

高松市塩江町安原上東442-2

087-893-0121

ホテルパールガーデン

高松市福岡町2-2-1

087-821-8500

ホテルマリンパレスさぬき

高松市福岡町2丁目3-4号

087-851-6677

紺屋町ゲストハウス久々

高松市紺屋町3-13

087-887-5665

瀬戸風月 喜集の間

高松市室新町1069-5

087-880-5352

瀬戸風月 時想の間

高松市室新町1069-5

087-880-5352

天然温泉玉藻の湯 ドーミーイン高松中央公園前

高松市天神前1-3号

087-835-5489

日和庵

高松市昭和町2-318-9

087-806-3089

北浜住吉

高松市北浜町5-15

087-821-1810

鴎宿

高松市北浜町4-1

087-821-1810

アパホテル〈高松空港〉

高松市香南町由佐2425-2

087-879-1111

アパホテル〈高松瓦町〉

高松市福田町13-16

087-823-2323

遊び家ふるたか

高松市高松町2035-1

087-887-3666

INARI

高松市中野町22-2

087-813-4921

ルポ―ル讃岐

高松市中野町23-23

087-831-3330

ホテル 三友荘

高松市中野町 28-18

087-831-7570

せと国民旅館

高松市国分寺町国分356

087-874-0353

コンフォートホテル高松

高松市中新町2番10号

087-861-8411

はまたに旅館

高松市仏生山町甲301-30

080-3775-9044

髙柳旅館

高松市牟礼町牟礼3137-1

087-899-2356

高松ゲストハウスあかね

高松市茜町17-21

080-5367-0711

夕凪の湯HOTEL花樹海

高松市西宝町3-5-10

087-861-5580

ゲストハウスsimasima西宝町

高松市西宝町3-1-2 アールひだまり西宝町 301号

090-2824-9111

ゲストハウスsimasima古馬場

高松市古馬場町5-9春日河古馬場ビル3F

090-2824-9111

エクストールイン高松

高松市古馬場町10-1

087-813-2666

maison de stuffmarket

高松市三条町31-11

090-7788-5489

ゲストハウスsimasima松福

高松市松福町2-11-2

090-2824-9111

ビジネスホテル東宝イン高松

高松市城東町1丁目5-18号

087-823-1000

穴吹邸

高松市城東町1-7-15

050-8880-9970

ビジネスホテルシャトーエスト高松

高松市城東町2丁目2-7号

087-823-8100

Alphabed高松瓦町イースト

高松市松島町1-12-11 コリドールバリ

087-806-3089

Ｈｏｔｅｌ

高松市今新町4-8

080-3213-4465

女木島ゲストハウス＆カフェMegino

高松市女木町4531-2

080-4560-1809

女木島ビーチアパート

高松市女木町453-1

087-821-1810

ogijimaゆくる

高松市男木町194-1

070-4228-8483

民宿まりも荘

高松市男木町127

090-8283-9706

ａｒｔ

ｒｏｃｋ

丸亀市地域
宿泊施設名

宿泊施設住所

宿泊施設電話

オークラホテル丸亀

丸亀市富士見町三丁目3-50号

0877-23-2222

ゲストハウス赤ひげ丸亀

丸亀市通町27-1

080-2976-4641

スーパーホテル丸亀駅前

丸亀市通町142-1

0877-83-9000

ビジネスホテル

丸亀市福島町127-2

0877-22-4322

一棟貸しの宿さくら

丸亀市土器町西4-464

050-5372-9102

ホテル・アルファーワン丸亀

丸亀市浜町10-1

0877-24-4422

丸亀ゲストハウスウェルかめ

丸亀市浜町115ー13

080-1997-3983

丸亀プラザホテル

丸亀市塩飽町50-3

0877-23-1391

チサンイン丸亀善通寺

丸亀市原田町西三分一1587-1

0877-21-3711

大江戸温泉物語 ホテルレオマの森

丸亀市綾歌町栗熊西40-1

0877-86-5588

アパホテル〈丸亀駅前大通〉

丸亀市大手町37773

0877-21-0111

島旅農園「ほとり」

丸亀市広島町江の浦247

070-8409-5969

やかた船本館

丸亀市本島町笠島302

080-3886-8919

やかた船別館

丸亀市本島町笠島273

080-3886-9819

フクシマ

坂出市地域
宿泊施設名

宿泊施設住所

宿泊施設電話

ホテルニューセンチュリー坂出

坂出市久米町1丁目25-8号

0877-45-1180

ホテル入浜

坂出市西大浜北4-5-25

090-1072-6701

ホテルルートイン坂出北インター

坂出市西大浜北4-5-31

0877-59-1110

坂出グランドホテル

坂出市西大浜北1-2-33

0877-44-1000

坂出プラザホテル

坂出市西大浜北3-2-43

0877-45-6565

城山温泉

坂出市府中町5913-3

0877-48-0211

民宿みはらし

坂出市岩黒215-1

0877-43-0356

ビジネス旅館大石

坂出市中央町1-16

0877-47-0074

旅館みき

坂出市本町3-3-25

087-841-9111

休暇村讃岐五色台

坂出市大屋冨町3042

0877-47-0231

BAY MARINA LOGHOUSE

坂出市大屋冨町3100

0879-82-5878

善通寺市地域
宿泊施設名

宿泊施設住所

宿泊施設電話

ゲストハウスミカサスカサ

善通寺市金蔵寺町1230-1

080-3926-1353

善通寺ステーションホテル

善通寺市上吉田町2-1-2

0877-62-6222

風のくぐる

善通寺市上吉田町306-1

0877-63-6110

善通寺グランドホテル

善通寺市上吉田町8-8-5

0877-63-2111

遍路民宿鶴吉

善通寺市弘田町999-1

080-2514-4854

観音寺市地域
宿泊施設名

宿泊施設住所

宿泊施設電話

AriakeApartment105

観音寺市室本町531-1

080-2976-4641

AriakeApartment106

観音寺市室本町531-1

080-2976-4641

Guest house ONE

観音寺市室本町字関谷531-9

0875-25-5678

COTON guesthouse

観音寺市豊浜町箕浦甲2494-4

080-2976-4641

ホテルサニーイン

観音寺市観音寺町甲1235

0875-23-3210

若松家本館

観音寺市観音寺町甲3331-1

0875-25-4501

ホテルシェトワ観音寺

観音寺市坂本町4-6-8

0875-23-7722

観音寺グランドホテル

観音寺市坂本町5-18-40

0875-25-5151

讃岐マンション

観音寺市有明町5番37号

0875-24-4567

GLAMPREMIER Setouchi

観音寺市有明町6-10

0875-23-7400

かんぽの宿観音寺

観音寺市池之尻町1101-4

0875-27-6161

さぬき市地域
宿泊施設名

宿泊施設住所

宿泊施設電話

OyadoEndo

さぬき市津田町津田946-4

090-7626-9342

お宿遠藤

さぬき市津田町津田946-5

090-7626-9342

クアパーク津田

さぬき市津田町松原地内

0879-42-2521

まち宿AETE

さぬき市津田町津田737

080-8638-4528

モンペリエオーヴェルジュ

さぬき市津田町津田3311-1

0879-42-2508

旅宿にった

さぬき市津田町津田2734-24

0879-42-2535

みろく温泉

さぬき市大川町富田中3424

0879-43-5200

いしや旅館

さぬき市志度599-1

087-894-0021

いせだ旅館

さぬき市志度5386-11

087-894-0029

春日温泉

さぬき市寒川町神前22

0879-43-6565

カメリア温泉

さぬき市寒川町石田東甲2988-1

0879-43-2566

カメリア温泉 コテージ

さぬき市寒川町石田東甲2852-2

0879-43-2566

コテージ桜の里

さぬき市長尾東2450

0879-52-4166

宿innTEK-TEK

さぬき市長尾西979-4

0875-23-7400

旅館 竹屋敷

さぬき市多和竹屋敷123-1

0879-56-2288

東かがわ市地域
宿泊施設名

宿泊施設住所

宿泊施設電話

Seto家TSUDA

東かがわ市馬篠650-1

087-802-3386

絹島温泉 ベッセルおおちの湯

東かがわ市馬篠1200

0879-26-1126

The Lantown 東かがわ ベッセルおおち

東かがわ市馬篠1200

080-5936-3747

アミーマンボス

東かがわ市引田4373-9

0879-33-7711

白鳥温泉

東かがわ市入野山465

0879-27-2236

おかえりお宿 ことりや

東かがわ市三本松589-2

0879-49-2713

三豊市地域
宿泊施設名

宿泊施設住所

宿泊施設電話

Daibo102

三豊市三野町下高瀬字寺前1947-1

080-2976-4641

Daibo103

三豊市三野町下高瀬字寺前1947-1

080-2976-4641

BED N CHILL 七宝屋

三豊市三野町大見甲436-1

090-4970-1654

道の駅ふれあいパークみの

三豊市三野町大見乙74

0875-72-2601

咄々々

三豊市豊中町岡本619-1

0875-82-9191

UDON HOUSE

三豊市豊中町岡本1651-3

0875-89-1362

ゲストハウス 花鳥苑別館

三豊市豊中町笠田笠岡1630-2

090-8285-7040

ゲストハウス 檜の家「花鳥園」

三豊市豊中町笠田笠岡1764-1

090-8285-7040

高瀬茶の湯ゲストハウスJIJI

三豊市高瀬町比地2179

080-2976-4641

La toile

三豊市高瀬町下麻272

0875-83-5651

翡翠

三豊市財田町財田中5535-3

0875-74-7618

Bay Wind

三豊市仁尾町家の浦630-2

0875-82-2675

三喜遊

三豊市仁尾町仁尾丙795

0877-46-5441

平田屋

三豊市仁尾町仁尾丁1009

090-4334-1306

大家族宿辻家

三豊市仁尾町仁尾丁223-1

090-2789-5887

多喜屋(仁尾縁)

三豊市仁尾町仁尾丁312

0875-24-8490

讃岐緑想

三豊市仁尾町仁尾乙266-13

0875-24-8490

仁尾サンセットピーク

三豊市仁尾町仁尾乙264 古木里庫

0875-82-3837

ku;bel

三豊市仁尾町仁尾乙165-1

0875-82-4525

瀬戸内ゲストハウス「タイヨウとうみ」

三豊市仁尾町仁尾甲1362-12

0875-23-6300

箱家

三豊市詫間町箱352-3

0875-83-3667

Private Chill Base たまて

三豊市詫間町箱467-2

050-3703-8547

魚定

三豊市詫間町詫間726-4

0875-83-2146

郷の宿陶山

三豊市詫間町詫間1355-1

0875-83-2350

三豊鶴TOJI

三豊市詫間町詫間字須田5437

080-2976-4641

燧-Hiuchi-

三豊市詫間町大浜甲2144-4

0875-83-5651

燧kolonihave

三豊市詫間町大浜甲2144-1

0875-83-5651

ゲストハウスリアン

三豊市詫間町大浜甲2353-2

050-3703-3104

TABI-YADO sorato

三豊市詫間町大浜字飛谷501-6

090-1326-4450

Kanran

三豊市詫間町積1003-1

0875-83-5651

積凪KITAKEN棟

三豊市詫間町積585-1

080-2976-4641

積凪MOKURASU棟

三豊市詫間町積585-1

080-2976-4641

ゲスト旅館Chizu

三豊市詫間町松崎705-2

087-589-1774

津嶋

三豊市詫間町松崎2805-5-2

080-2976-4641

ル・ポール粟島

三豊市詫間町粟島1418-2

0875-84-7878

小豆郡地域
宿泊施設名

宿泊施設住所

宿泊施設電話

とくと

小豆郡土庄町豊島家浦1577-2

080-8161-3526

民泊彦江

小豆郡土庄町豊島家浦2438

090-4785-8473

古宿たかまつ屋

小豆郡土庄町豊島家浦2281

080-5275-8550

オリビアン小豆島 夕陽ヶ丘ホテル

小豆郡土庄町屋形崎甲63-1

0879-65-2311

小豆島国際ホテル

小豆郡土庄町甲24-67

0879-62-2111

ニュー観海本館 天空ホテル海廬

小豆郡土庄町甲1135

0879-62-1430

カントリーインザホワイトマリーン

小豆郡土庄町甲1446-1

0879-62-5040

Holiday Villa 旅生 "Ta-view"

小豆郡土庄町甲1603-13

090-4332-5103

ホテルニュー海風

小豆郡土庄町甲2111-1

0879-62-1323

四季の旅宿華望月

小豆郡土庄町甲2339

0879-62-8081

オーキドホテル

小豆郡土庄町甲5165-216

0879-62-5001

ビジネス民宿 マルセ

小豆郡土庄町甲5165-293

0879-62-2385

ひとみ荘

小豆郡土庄町甲6190-1

0879-62-0174

旭屋旅館

小豆郡土庄町甲6190-6

0879-62-0162

ビジネスイン三番館

小豆郡土庄町甲6190-30

0879-62-0554

民宿 オアシス

小豆郡土庄町上庄1953-7

0879-62-2495

しょうずの宿 濱風

小豆郡土庄町大部1940

087-834-5577

ラ・クラッセエンジェルロード

小豆郡土庄町字廻り池1189-16

0879-62-8806

海音真里

小豆郡小豆島町堀越字東脇478

0879-82-0086

国民宿舎小豆島

小豆郡小豆島町池田1500-4

0879-75-1115

小豆島オートキャンプ場

小豆郡小豆島町室生2084-1

0879-75-2266

小豆島 三都の郷

小豆郡小豆島町神浦甲671

0879-62-8819

田舎の迎賓館 みさき

小豆郡小豆島町古江甲156-13

0879-82-1332

ベイリゾートホテル小豆島

小豆郡小豆島町古江乙16-3

0879-82-5000

島宿真里

小豆郡小豆島町苗羽甲2011

0879-82-0086

小豆島オリーブユースホステル

小豆郡小豆島町西村甲1072

0879-82-6161

オリベックスうちのみ

小豆郡小豆島町西村甲1941-1

0879-82-2200

プチホテルサザンモースト

小豆郡小豆島町西村甲1958

087-845-1516

オリーブの里バァンキャトル・ウ

小豆郡小豆島町西村乙1825-1

0879-82-5540

フリーデイズリゾート小豆島ロッジ

小豆郡小豆島町田浦甲947-2

0879-62-8898

すもも

小豆郡小豆島町二面446-1

090-6436-8024

漁師宿三浦屋三友丸

小豆郡小豆島町二面475-3

0877-46-1464

お泊り忠左衛門

小豆郡小豆島町吉野379-2

0879-62-8889

シータイガーアイランドイン小豆島

小豆郡小豆島町吉田37-1

050-2018-0241

別家くにちゃん中島國昭

小豆郡小豆島町岩ケ谷字南谷甲3-1

078-707-1484

香川郡地域
宿泊施設名

宿泊施設住所

宿泊施設電話

MY LODGE naoshima/マイロッジ直島

香川郡直島町字地蔵山3718-56

087-873-2106

クイントハウス直島

香川郡直島町2255

087-873-2106

ベネッセハウス

香川郡直島町364-1

087-892-2030

ホテルライトスタイル

香川郡直島町518-2

087-813-2533

マローラおばさんの家

香川郡直島町2310-19

090-7979-3025

やどセブンビーチ

香川郡直島町2310-19

087-892-4567

宿 星屑

香川郡直島町1974-3

080-2904-0798

直島町ふるさと海の家つつじ荘

香川郡直島町352-1

087-892-2838

SPARKY's House

香川郡直島町家の上1915

087-802-4384

クイントハウスキューブ

香川郡直島町3718-56

0879-52-5292

直島旅館 ろ霞

香川郡直島町1234

087-899-2356

BATONWORKS Naoshima

香川郡直島町3843-11

050-8880-1510

木田郡地域
宿泊施設名

宿泊施設住所

宿泊施設電話

せせらぎの宿里山

木田郡三木町小蓑406-2

090-2890-3180

トレスタ白山

木田郡三木町下高岡972-30

087-898-8881

昭和の宿こみの

木田郡三木町小蓑926

087-899-1099

綾歌郡地域
宿泊施設名

宿泊施設住所

宿泊施設電話

ホテルアネシス瀬戸大橋

綾歌郡宇多津町浜六番丁81-1

0877-49-2311

宇多津グランドホテル

綾歌郡宇多津町浜三番丁22-1

0877-41-1000

宇多津「古街の家」

綾歌郡宇多津町2126-1

0877-85-6941

マウンテンドーム

綾歌郡綾川町枌所東3711

087-878-1101

柏原渓谷キャンプ村

綾歌郡綾川町枌所東3808

087-878-3340

仲多度郡琴平町地域
宿泊施設名

宿泊施設住所

宿泊施設電話

ゲストハウス琴平

琴平町564-3

070-1528-9327

ことひら温泉琴参閣

琴平町685-11

0877-75-1000

ことひら温泉御宿敷島館

琴平町川西713-1

0877-58-8001

ことぶき旅館

琴平町245-5

0877-73-3872

こんぴら温泉虎丸旅館

琴平町1017

0877-75-2161

こんぴら温泉湯元八千代

琴平町634

0877-75-3261

こんぴら町家うす

琴平町榎井876-9

0877-85-3533

つながるカフェ&ゲストハウス ZouZu

琴平町榎井791-20

0877-89-5514

つるや旅館

琴平町620

0877-75-3154

琴平グランドホテル桜の抄

琴平町977-1

0877-75-3218

琴平パークホテル

琴平町榎井706-7

0877-73-3939

琴平リバーサイドホテル

琴平町246-1

0877-75-1880

琴平花壇

琴平町1241-5

0877-75-3232

寝て朝食の宿 時しらず

琴平町榎井577-1

0877-75-5761

貸切湯の宿ことね

琴平町611

0877-75-3261

湯元こんぴら温泉華の湯紅梅亭

琴平町556番地1

0877-75-1111

リーフホテル琴平

琴平町652

0877-43-7744

宝屋

琴平町555

0877-75-5195

仲多度郡多度津町地域
宿泊施設名

宿泊施設住所

宿泊施設電話

ホテルトヨタ

多度津町栄町3-2-10

0877-33-0088

家中舎

多度津町家中4-25

0877-35-8765

古民家ステイ香露軒

多度津町西浜1-15

090-7144-6803

仲多度郡まんのう町地域
宿泊施設名
湯山荘阿讃琴南

宿泊施設住所
まんのう町勝浦1

宿泊施設電話
0877-84-2611

