文化施設（香川県）
施設名

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

電話番号
087-861-4502
高松市歴史資料館
087-861-4520
高松市美術館
087-823-1711
入館料：団体割引料金に（春・夏・秋特別展、各１回のみ） 087-822-0002
香川県立ミュージアム
四国村（四国民家博物館及び四国村ギャラリー） 入館料：通常1,000円乃至1,200円→500円に
087-843-3111
高松市石の民俗資料館
入館料：2割引
087-845-8484
ジョージナカシマ記念館
入館料：2割引
087-870-1020
歯ＡＲＴ美術館
入館料：100円引
087-871-0666
高松市塩江美術館
入館料：2割引
087-893-1800
高松市讃岐国分寺跡資料館
入館料：2割引
087-874-8840
中津万象園・丸亀美術館
入園料：1割引（中津万象園のみ）
0877-23-6326
史跡塩飽勤番所跡
入館料：団体割引料金に
0877-27-3540
坂出市塩業資料館
入館料：無料
0877-47-4040
名物かまどホール
入館料：50円引
0877-46-2178
坂出市民美術館
入館料：無料
0877-45-7110

高松市菊池寛記念館

割引内容

入館料：2割引
入館料：2割引
入館料：2割引

鎌田共済会郷土博物館・四谷シモン人形館淡翁荘・讃岐醤油
画資料館の３館を巡る入館料200円引（賞品付きスタンプラ
リーあり）
鎌田共済会郷土博物館・四谷シモン人形館淡翁荘・讃岐醤油
四谷シモン人形館淡翁荘／讃岐醤油画資料館 画資料館の３館を巡る入館料200円引（賞品付きスタンプラ
リーあり）

所在地

ＵＲＬ

高松市昭和町1-2-20 サンクリスタル高松3階 www.takamatsu-webmuseum.jp/kikuchi/howto/
高松市昭和町1-2-20 サンクリスタル高松4階 www.takamatsu-webmuseum.jp/rekishi/

高松市紺屋町10-4
高松市玉藻町5-5
高松市屋島中町91
高松市牟礼町牟礼1810
高松市牟礼町大町1132-1
高松市庵治町生の国3180-2
高松市塩江町安原上602
高松市国分寺町国分2177-1
丸亀市中津町25-1
丸亀市本島町泊81
坂出市大屋冨町1777-12
坂出市駒止町1-3-4
坂出市寿町1-3-35

www.city.takamatsu.kagawa.jp/museum/takamatsu/
www.pref.kagawa.lg.jp/kmuseum/
www.shikokumura.or.jp/
www.takamatsu-webmuseum.jp/ishi/
www.sakurashop.co.jp/memorial_hall/
ha-art.com/
www.city.takamatsu.kagawa.jp/museum/shionoe/
www.takamatsu-webmuseum.jp/sanuki/
www.bansyouen.com/
www.city.marugame.lg.jp/sightseeing/history/03/page_03.html
www.city.sakaide.lg.jp/soshiki/bunkashinkou/engyou.html
kamado.co.jp/category/hall-news/
www.city.sakaide.lg.jp/soshiki/bijyutukan/museum.html

16 鎌田共済会郷土博物館

0877-46-2275 坂出市本町1-1-24

www.kamahaku.jp/

17

0877-45-1111 坂出市本町1-6-35

www.kamada-soy.co.jp/doll/

0877-44-1333
0877-62-0111
0879-25-0055
0875-56-2301
0875-83-6858
0879-62-0221
0879-62-0037
0877-75-2121
0877-73-3748

www.pref.kagawa.lg.jp/higashiyama/
www.zentsuji.com/
www.toramaru.jp/museum/
www.city.mitoyo.lg.jp/forms/menutop/menutop.aspx?menu_id=237
www.city.mitoyo.lg.jp/forms/menutop/menutop.aspx?menu_id=217

18
19
20
21
22
23
24
25
26

香川県立東山魁夷せとうち美術館
総本山善通寺（戒壇めぐり・宝物館）
とらまる人形劇ミュージアム
三豊市宗吉かわらの里展示館
三豊市詫間町民俗資料館・考古館
妖怪美術館
小豆島尾崎放哉記念館
金刀比羅宮文化ゾーン
琴平海洋博物館（海の科学館）

入館料：2割引
入館料：団体割引料金に
入館料：100円引
入館料：無料
入館料：無料
入館料：割引料金に
入館料：半額
入館料：2割引
入館料：2割引

坂出市沙弥島字南通224-13
善通寺市善通寺町3-3-1
東かがわ市西村1155
三豊市三野町吉津甲153-1
三豊市詫間町詫間1328-10
小豆郡土庄町甲405
小豆郡土庄町本町甲1082
仲多度郡琴平町892-1
仲多度郡琴平町953

meipam.net
www.tiki.ne.jp/~kyhosai
www.konpira.or.jp/event/2008_Bjorb/index.html
kotohira.kaiyohakubutukan.or.jp/

文化施設（岡山県）
施設名
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

吉備路文学館
岡山県立美術館
岡山城天守閣
林原美術館
岡山県立博物館
岡山後楽園
夢二郷土美術館 本館 夢二生家記念
館・少年山荘
大原美術館
倉敷民藝館
倉敷市立美術館
旧野﨑家住宅
笹岡市立カブトガニ博物館
笠岡市立竹喬美術館
華鴒大塚美術館
井原市立田中美術館
高梁市成羽美術館
新見美術館
BIZEN中南米美術館
備前市立備前焼ミュージアム
備前長船刀剣博物館
瀬戸内市立美術館
奈義町現代美術館

割引内容
入館料：団体割引料金に
入館料：団体割引料金に
入館料：団体割引料金に
入館料：団体割引料金に
入館料：団体割引料金に（1回のみ）

電話番号
086－223-7411
086－225-4800
086－225-2096
086－223-1733
086－272-1149
086－272-1148

オリジナルはがきプレゼント

086－271-1000 岡山市中区浜２−１−３２

yumeji-art-museum.com/

入館料：団体割引料金に
入館料：大人700円→600円に（1回のみ）
入館料：団体割引料金に
入館料：団体割引料金に
入館料：団体割引料金に
入館料：団体割引料金に
入館料：団体割引料金に
入館料：団体割引料金に（1回のみ）
入館料：団体割引料金に
入館料：団体割引料金に（1回のみ）
ポストカード１枚プレゼント
入館料：団体割引料金に
入館料：団体割引料金に
入館料：団体割引料金に
入館料：団体割引料金に

086－422-0005
086－422-1637
086－425-6034
086－472-2001
0865－67-2477
0865－63-3967
0866－67-2225
0866－62-8787
0866－42-4455
0867－72-7851
0869－72-0222
0869－64-1400
0869－66-7767
0869－34-3130
0868－36-5811

www.ohara.or.jp/
www.kurashiki-mingeikan.com/
www.city.kurashiki.okayama.jp/kcam/
www.nozakike.or.jp/
www.city.kasaoka.okayama.jp/site/kabutogani/
www.city.kasaoka.okayama.jp/site/museum/
www.takaya.co.jp/hanatori/museum.html
www.city.ibara.okayama.jp/denchu_museum/
www.nariwa-museum.or.jp/
www.city.niimi.okayama.jp/usr/art/
www.latinamerica.jp/
www.city.bizen.okayama.jp/busyo/sityousitu/city/bizennyaki/mujium.html
www.city.setouchi.lg.jp/token/
www.city.setouchi.lg.jp/museum/
www.town.nagi.okayama.jp/moca/

入館料：団体割引料金に（夏会期7/19～8/25、1回のみ）

所在地
岡山市北区南方３−５−３５
岡山市北区天神町８−４８
岡山市北区丸の内２−３−１
岡山市北区丸の内２−７−１５
岡山市北区後楽園１‐５
岡山市北区後楽園１‐５

倉敷市中央１−１−１５
倉敷市中央１−４−１１
倉敷市中央２−６−１
倉敷市児島味野１−１１−１９
笠岡市横島１９４６−２
笠岡市六番町１−１７
井原市高屋町３−１１−５
井原市井原町３１５
高梁市成羽町下原１０６８−３
新見市西方３６１
備前市日生町日生２４１−１０
備前市伊部１６５９−６
瀬戸内市長船町長船９６６
瀬戸内市牛窓町牛窓４９１１
勝田郡奈義町豊沢４４１

ＵＲＬ
www.kibiji.or.jp/

okayama-kenbi.info/
okayama-kanko.net/ujo/
www.hayashibara-museumofart.jp/
www.pref.okayama.jp/kyoiku/kenhaku/hakubu.htm/
okayama-korakuen.jp/

観光施設（香川県）
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

施設名
高松市立玉藻公園
特別名勝 栗林公園
鬼ヶ島大洞窟
道の駅源平の里むれ
純愛の聖地庵治・観光交流館
ＮＥＷ レオマワールド
丸亀城 天守
山のお旅所・白峰パークセンター
瀬戸大橋記念公園
瀬戸大橋タワー
世界のコイン館・大平正芳記念館
観音寺市ちょうさ会館
雲辺寺ロープウェイ
さぬきワイナリー
道の駅ながお
道の駅津田の松原
日本ドルフィンセンター
てぶくろ工房 縫い子さん
讃州井筒屋敷
体験学習館マーレリッコ
ル・ポール粟島
小豆島銚子渓 自然動物園 お猿の国
小豆島ふるさと村
マルキン醤油記念館

割引内容
入園料：団体割引料金に
入園料：団体割引料金に
入場料：200円引、中学生以下無料
粗品贈呈（物販レジにて、1回のみ）
庵治石製品：2割引（在庫限り）
入場料：500円引
入館料：団体割引料金に
プレゼント進呈（1回のみ）

電話番号
087-851-1521
087-833-7411
087-840-9055
087-845-6080
087-871-1700
0877-86-1071
0877-22-0331
0877-47-4135
ドリンク50円引き（Hashicafe：春会期の土・日・祝のみ） 0877-45-2344
入館料：100円引
0877-45-8791
入館料：100円引
0875-23-0055
入館料：50円引
0875-52-5500
運賃：1割引
0875-54-4968
ワイン及びジュース1割引
087-895-1133
おはぎ：50円引
0879-52-1022
ソフトクリーム：50円引
0879-42-5520
入場料：100円引（1回のみ）
0879-23-7623
体験料：100円引（1回のみ）
0879-33-5055
入館料：50円引（母屋）／体験料：50円引
0879-23-8550
入館料：無料（同伴者全員）
0879-33-2929
ドリンク付ランチ：50円引
0875-84-7878
入場料：団体割引料金に
0879-62-0768
ソフトクリーム：50円引
0879-75-2266
醤油ソフトクリーム：50円引
0879-82-0047

所在地
高松市玉藻町2-1
高松市栗林町1-20-16
高松市女木町2633
高松市牟礼町原631-7
高松市庵治町5824-4
丸亀市綾歌町栗熊西40-1
丸亀市一番丁城内
坂出市高屋町2042-255
坂出市番の州緑町6-13
坂出市番の州緑町6-6
観音寺市有明町3-36
観音寺市豊浜町姫浜982-1
観音寺市大野原町丸井
さぬき市小田2671-13
さぬき市前山940-12
さぬき市津田町津田103-3
さぬき市津田町鶴羽1520-130
東かがわ市引田2163
東かがわ市引田2163
東かがわ市引田4373
三豊市詫間町粟島1418-2
小豆郡土庄町肥土山字蛙子3387-10
小豆郡小豆島町室生2084-1
小豆郡小豆島町苗羽甲1850

ＵＲＬ
www.takamatsujyo.com/
www.my-kagawa.jp/ritsuringarden
www.onigasima.jp/
www.genpei-mure.com/
www.aji-shashinkan.com/
www.newreomaworld.com/
www.marugame-castle.jp/
www.city.sakaide.lg.jp/soshiki/nigiwai/yamanootabisyo-shiramineparkcenter.html

www.setoohhashi.com/
www.setoohashitower.com/
www.city.kanonji.kagawa.jp/soshiki/21/13053.html
www.city.kanonji.kagawa.jp/soshiki/21/327.html
www.shikoku-cable.co.jp/unpenji/
www.sanuki-wine.jp/
www.city.sanuki.kagawa.jp/sightseeing/shopping/michi_nagao/
www.sanuki-sa.jp/station/
www.j-dc2.net/
www.hnt.or.jp/activity/tebukuro-dukuri/
www.hnt.or.jp/sightseeing/idutsuyashiki/
www.saltlake-hiketa.co.jp/
www.le-port.jp/syukuhaku.html
www.osaru-no-kuni.sakura.ne.jp/
www.shodoshima.jp/
www.moritakk.com/know_enjoy/shoyukan/

25 二十四の瞳映画村

入村料：290円引

0879-82-2455 小豆郡小豆島町田浦甲931

www.24hitomi.or.jp/

26
27
28
29
30

入館料：団体割引料金に／ソフトクリーム：50円引
運賃：1割引
オリーブソフトクリーム：50円引
売店：商品1割引／現金払いのみ（一部対象外あり）

0879-82-5711
0879-82-2171
0879-82-2200
0879-82-4260
0877-49-0860

www.24hitomi.or.jp/
www.kankakei.co.jp/
www.olive-pk.jp/
www.1st-olive.com/
www.uplaza-utazu.jp/umihotaru/

岬の分教場
寒霞渓ロープウェイ
道の駅小豆島オリーブ公園
小豆島オリーブ園
うたづ海ホタル

売店：1割引（塩製品）

小豆郡小豆島町田浦甲977-1
小豆郡小豆島町神懸通乙327-1
小豆郡小豆島町西村甲1941-1
小豆郡小豆島町西村甲2171
綾歌郡宇多津町浜一番丁4

飲食店（香川県）
店名
飲食代：5％引
飲食代：5％引

電話番号
087-811-1163
087-811-1162
087-811-1161

4 （ＪＲホテルクレメント高松） ＣＡＦ’Ｅ＆ＲＥＳＴＡＵＲＡＮＴ Ｖｅｎｔ 飲食代：5％引

087-811-1164

高松市浜ノ町1-1 JRホテルクレメント高松１階

5

スーツァンレストラン陳 高松店

飲食代：麻婆豆腐が半額

087-811-0477

高松市サンポート2-1 マリタイムプラザ高松29階

6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

海鮮居酒屋 神童ろ
（リーガホテルゼスト高松） 中国料理 桃花苑

飲食代：１グループ５千円以上利用で10％引（コースや他特典併用不可）

1
2
3

割引内容

（ＪＲホテルクレメント高松） スカイレストラン フィオーレ 飲食代：5％引

（ＪＲホテルクレメント高松） 中国料理 桃煌
（ＪＲホテルクレメント高松） 日本料理 瀬戸

所在地
高松市浜ノ町1-1 JRホテルクレメント高松20階

高松市浜ノ町1-1 JRホテルクレメント高松2階
高松市浜ノ町1-1 JRホテルクレメント高松2階

087-821-3330 高松市西の丸町5-8
飲食代：5％引
087-822-6556 高松市古新町9-1 リーガホテルゼスト高松 北側別館2階
（リーガホテルゼスト高松） リーガダイニング＆バー時香 飲食代：5％引
087-822-3501 高松市古新町9-1 リーガホテルゼスト高松2階
手作りスイーツサービス（食事をされた方、1回のみ） 087-851-2641 高松市紺屋町2-1 村上ビル１階
ぎょうてん
鍛冶屋町みや﨑
飲食代：合計より500円引
087-851-5988 高松市鍛冶屋町4-21 ワンフットビル2階
生ビール、ビームハイボール、ソフトドリンク1杯無料（食事をされた方） 087-811-7787 高松市内町6-6Ｆｕｊｉビル1階
地産料理とすっぽんのお店 Ｋｉｔｃｈｅｎ 和さ美
瀬戸内割烹 三善
飲食代：通常6,000円コース→5,000円に
087-821-1094 高松市片原町1-17 三越南筋玄関前
飲食代：人数分×300円引（1人3千円以上食事で、他特典併用不可） 087-822-0091 高松市福田町9-5
ぴかでり屋
（ロイヤルパークホテル高松） 日本料理 錦
飲食代：5％引
087-823-2055 高松市瓦町1-3-11 ロイヤルパークホテル高松２階
魚と田舎料理 おかげや
希少糖ハイボール１人１杯無料（食事をされた方） 087-862-6004 高松市瓦町1-12-1 田村ビル1階
まいまい亭
全メニュー（ランチ・ディナーコース）デザート提供 087-833-3360 高松市東田町18-5
飲食代：ドリンク代金100円引又はフード1,200円以上利用でセットスープサービス 087-813-0870 高松市栗林町1-20-16 特別名勝栗林公園商工奨励館内
（特別名勝栗林公園）ガーデンカフェ栗林
お好みくうたま
飲食代：5％引
087-868-5616 高松市木太町630-1
（高松国際ホテル） ぐりる屋島
飲食代：5％引
087-831-1575 高松市木太町2191-1 高松国際ホテル本館１階
男木島１００年前の瓦１枚プレゼント（食事をされた方） 090-7146-2268 高松市男木町1894
自家栽培野菜と薬草料理「ドリマの上」

21 瀬戸内季節料理 魚夏

飲食代：（予約来店限定）ランチタイム：定食全て100円引、ディ
ナータイム：飲食代10％引

22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35

手作りケーキ１個プレゼント（店内飲食された方）
手作りケーキ１個プレゼント（店内飲食された方）
手作りケーキ１個プレゼント（店内飲食された方）
手作りケーキ１個プレゼント（店内飲食された方）
飲食代：ねぎ味噌うどん50円引
コーヒー１杯無料
飲食代：10％引（他特典併用不可）

DEAR屋島店
DEAR高松南店
DEARイオン高松店
DEAR高松店
うどん田中
季和の味 こころね
ザ・チェルシーダイニング
あやうた製麺
居酒屋 うをかめ
ごちそうくらぶBEAMY丸亀店
海鮮・すし・地酒・ほくろ屋
久つろぎや 一 ICHI
DEAR原田本店
（社会福祉法人ラーフ） リール

087-841-9667 高松市高松町2593

087-841-9001
087-889-0077
087-832-8520
087-886-0971
087-888-1519
087-867-7289
0120-816-557
1000円以上利用で天ぷら1個（100円）提供（他特典併用不可） 0877-86-3993
飲食代：ドリンク100円引
0877-22-4652
生ビール中１杯プレゼント（店内飲食された方）
0877-58-3111
飲食代：1ドリンク半額
0877-21-3715
飲食代：地魚を使ったお造り盛り合わせ500円引
0877-46-9997
手作りケーキ１個プレゼント（店内飲食された方） 0877-62-4911
飲食代：ドリンク100円引
0875-82-9520

ＵＲＬ
www.jrclement.co.jp/takamatsu/restaurant/fiore/
www.jrclement.co.jp/takamatsu/restaurant/chinese/
www.jrclement.co.jp/takamatsu/restaurant/seto/
www.jrclement.co.jp/takamatsu/restaurant/restau
rant/vent/
www.sisen.jp/takamatsu/
warajiro.owst.jp/
www.rihga-takamatsu.co.jp/restaurant/toukaen/
www.rihga-takamatsu.co.jp/restaurant/jikou/
ー
www.0909j.com/sp/kagawa/shop/miyazaki/
www.hitosara.com/0006120043/
ー
www.piccadilly-ya.com/
www.ryl.anabuki-enter.jp/nishiki/
sakanatoinakaryouriokageya.owst.jp/
www.maimaitei.com/
ritsurincafe.com/
ー
www.tkh.anabuki-enter.jp/restaurant/yashima.html
jyouko.jimdo.com/
www.taka@uonatsu.co.jp

高松市屋島西町2302-15
高松市三谷町361-1

dear2.com/archives/product/dearyashima
dear2.com/archives/product/dearminami
高松市香西本町1-1 イオンモール１階 dear2.com/archives/product/deareaon
高松市御厩町1389-1
dear2.com/archives/product/deartakamatsu
高松市林町455-3
udontanaka.jp/
高松市林町117-3
ー
高松市香川町川東下1878（ザ・チェルシー内） www.the-madison.jp/
丸亀市綾歌町岡田西1785
ayauta.wixsite.com/life/ayauta-s
丸亀市大手町3丁目13-16第２森ビル１階 ー
丸亀市原田町1631-5
dear2.com/beamy_marugame
丸亀市土器町東9-284
www.hokuroya.com/
坂出市寿町1-2-11
www.kutsurogiya-ichi.jp/
善通寺市原田町1104-2
dear2.com/archives/product/dearharada
観音寺市柞田町丙1060-1
shafuku-laugh.com/rire/restaurant/

36 ベビーフェイスプラネッツ 茶屋ガーデン

飲食代：伊吹いりこのスープスパ780円→600円（税別）、伊吹いりこの
じゃこ飯ピラフ880円→700円（税別）、土産代：金運あんもち雑煮2人
前1,000円→800円（税別）

0875-25-4705 観音寺市観音寺町甲3091-2

www.kanonji-chaya.com/

37 （豊浜ＳＡ上り線)レストラン千登世

コーヒーサービス（食事をされた方）

0875-52-6585 観音寺市豊浜町箕浦甲2180-1

www.w-holdings.co.jp/sapa/2530.html?sapa_tab=2

38
39
40
41
42
43
44
45

店名
かなたまキッチン
割烹 まつ本
相生古里庵
料理芸術 かりえん
瀬戸内フレンチ食堂 OGUNI
お惣菜処 てつや
藝術喫茶清水温泉
カフェ 筍の里

割引内容
飲食代：1,000円以上利用で100円引
瀬戸内の魚を一品サービス（食事をされた方）
飲食代：ドリンク100円引
ソフトドリンク1人1本サービス（食事をされた方）
瀬戸内果実の自家製シロップドリンク（ノンアルコール）サービス（食事をされた方）

飲食代：5％引
飲食代：コーヒー50円引
手作りブローチプレゼント（食事をされた方）

電話番号
0879-49-1422
0879-24-1451
0879-49-1994
0879-62-2261
0877-49-0551
0877-32-1058
0877-89-3587
0877-75-0390

所在地
さぬき市大川町富田西2594-1
東かがわ市横内775-4
東かがわ市南野195-1
小豆郡土庄町甲1317

ＵＲＬ
www.kanae-egg.jp
ー
kagawa-aioi.com/
ー
綾歌郡宇多津町浜一番丁7-16ステイツ壱番館１階 setouchioguni.seesaa.net/
仲多度郡多度津町本通1丁目3番16号 tetsuya-tadotsu.com/
仲多度郡多度津町本通1丁目7番8号 www.facebook.com/tadotsu.shimizuonsen/
仲多度郡まんのう町買田318-1
ー

飲食店（岡山県玉野市）
店名
割引内容
1 お好みハウス シエ・トワ
ミニソフトプレゼント（食事をされた方、１回のみ）
飲食代：ドリンクパーラー凪茶のソフトクリーム100円引
2 瀬戸内温泉たまの湯
3 （ダイヤモンド瀬戸内マリンホテル）レストランサンセット 飲食代：ランチバイキング1,620円→1,500円に

電話番号
所在地
0863-41-2555 玉野市後閑1-113
0863-31-1526 玉野市築港1-1-11
0863-81-2111 玉野市渋川2-12-1

ＵＲＬ
ー
www.seto-tamanoyu.jp/
www.marine-hotel.co.jp/rest/

レジャー（香川県）
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

施設名
高松市レンタサイクル
庵治太鼓の鼻オートキャンプ場
香南楽湯（温泉施設）
行基の湯（温泉施設）
休暇村 讃岐五色台（温泉施設）
ニューサンピア坂出（温泉施設）
癒しの里 さらい（温泉施設）

割引内容
利用料：無料（1回のみ）
入場料：100円引（1回のみ）
タオルセット貸出：無料
タオル配布：無料
入浴料：日帰り入浴50％引（１回のみ）
入浴料：200円引（１回のみ）
入館料：200円引
讃岐路野天風呂 湯屋 琴弾廻廊（温泉施設） 入浴料：50円引（大人）
シーサイドコリドール
オートキャンプサイト利用1,000円引
みろく温泉（温泉施設）
入浴料：100円引（1回のみ）
ツインパルながお（温泉施設）
入浴料：100円引（1回のみ）
カメリア温泉（温泉施設）
入浴料：100円引（1回のみ）
春日温泉（温泉施設）
入浴料：100円引（1回のみ）
クアパーク津田（温泉施設）
売店：1割引
クアタラソさぬき津田（温泉施設）
入浴料：2割引
絹島温泉 ベッセルおおちの湯（温泉施設） タオルセット貸出：無料
白鳥温泉（温泉施設）
小タオル貸出：無料
大池オートキャンプ場
入場料：50円引（グループ全員）
たかせ天然温泉（温泉施設）
小タオル貸出：無料（1回のみ）
たからだの里「環の湯」（温泉施設）
入浴料：100円引
マルナカ オリーブ温泉（温泉施設）
入浴料：100円引
瀬戸内温泉 たまの湯
入浴料：一般料金から300円引

電話番号
087-831-5383
087-871-0025
087-815-8585
087-893-1126
0877-47-0231
0877-47-0531
0877-59-2626
0875-24-4567
087-895-1150
0879-43-5200
0879-52-1126
0879-43-2566
0879-43-6565
0879-42-2521
0879-42-5888
0879-26-1126
0879-27-2236
0879-33-7168
0875-73-3726
0875-67-2614
0879-61-1136
0863-31-1526

所在地
高松駅前広場地下 レンタサイクルポート受付分のみ

高松市庵治町3220-1
高松市香南町横井997-2
高松市塩江町安原上東37-1
坂出市大屋冨町3042
坂出市高屋町2048-91
坂出市西大浜北1-1-22
観音寺市有明町6-6
さぬき市小田2671-88
さぬき市大川町富田中3424 みろく自然公園内

さぬき市長尾名1494-1
さぬき市寒川町石田東甲2988-1
さぬき市寒川町神前22
さぬき市津田町松原地内
さぬき市津田町鶴羽24-2
東かがわ市馬篠1200
東かがわ市入野山465
東かがわ市引田3066-1
三豊市高瀬町上高瀬768-1
三豊市財田町財田上1110-8
小豆郡土庄町1360-10
玉野市築港1-1-11

ＵＲＬ
takamatsu-parking.com/facility/takamatuekimaehirobatika/
www.shikoku-taikonohana.com/
www.souyu.co.jp/kounan/
www.shionoe.jp/stay/gyouki.html
www.qkamura.or.jp/goshiki/
skd.ns-hotels.jp/
iyashi-sarai.jp/
www.kotohiki-kairo.co.jp/
www.city.sanuki.kagawa.jp/sightseeing/sights/oogushi/corridor
www.sanuki-sa.jp/miroku/
www.sanuki-sa.jp/twinpal/
www.city.sanuki.kagawa.jp/sightseeing/onsen/kameria/
www.sanuki-sa.jp/kasuga/
www.kokumin-shukusha.or.jp/annai/ken/kagawa/437188/
q-t.anabuki-enter.jp/
www.souyu.co.jp/vessel/
www.souyu.co.jp/shirotori/
www.ooikecamp.com/
www.souyu.co.jp/takase/
www.takaradanosato.co.jp/hp/tamaki/
www.marunaka.net/group/olive/
www.seto-tamanoyu.jp/

レジャー（岡山県玉野市）
施設名
1 瀬戸内温泉 たまの湯

割引内容
入浴料：一般料金から300円引

電話番号
所在地
0863-31-1526 玉野市築港1-1-11

ＵＲＬ
www.seto-tamanoyu.jp/

