小豆島復路フェリー無料キャンペーン

参加宿泊施設

町

社名

TEL

URL

土庄町

オーキドホテル

0879-62-5001

https://www.ohkido.com/

土庄町

ビジネス民宿

0879-62-2385

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

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

ひとみ荘

0879-62-0174

https://travel.rakuten.co.jp/HOTEL/14156/14156.html

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

小豆島温泉 瀬戸の御湯

0879-62-1323

https://www.newkaifu.com/

土庄町

ビーチサイドホテル

0879-62-0492

http://kashimaso.com/publics/index/17/

土庄町

四季の旅宿

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

ラ・クラッセエンジェルロード

0879-62-8806

https://www.lakrasse.com/angel-road/jp/

土庄町

海辺の宿

0879-62-0590

https://travel.rakuten.co.jp/HOTEL/20489/20489.html

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

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

リゾートホテルオリビアン小豆島

0879-65-2311

https://olivean.com/

土庄町

IROU(民泊)

土庄町

太陽のおうち(民泊)

土庄町

海の宿ヤマヲ(民泊)

土庄町

縁川(民泊)

小豆島町

国民宿舎小豆島 / ふるさと荘 / ファミリーロッジ

0879-75-1115

https://www.kokuminshukusha.com/

小豆島町

小豆島 三都の郷

0879-62-8818

https://www.mito-nohaku.com/

小豆島町

道の駅 小豆島オリーブ公園内 オリベックスうちのみ

0879-82-2200

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

小豆島町

プチホテル

0879-82-5878

https://www.jalan.net/yad372150/

小豆島町

オリーブの里

0879-82-5540

https://vqy.jp/

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/

マルセ

ホテルニュー海風

鹿島荘

華望月

入舟

サザンモースト
バァンキャトル・ウ

小豆島復路フェリー無料キャンペーン

参加宿泊施設

町

社名

TEL

URL

小豆島町

ひろきや旅館

0879-82-0137

http://hirokiya.net/

小豆島町

たるや旅館

0879-82-2241

http://www.hoteltaruya.com/

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

旅荘

090-7148-1674

小豆島町

島宿真里

0879-82-0086

https://www.mari.co.jp/

小豆島町

海音真里

0879-82-0086

https://uminoshijima.com/

小豆島町

Sen Guesthouse (センゲストハウス)

0879-61-9980

https://www.senguesthouse.com/

小豆島町

和遊ハウス

090-2822-0369

https://travel.rakuten.co.jp/HOTEL/167311/167311.html

小豆島町

TBTランド

0879-82-6010

https://www.airbnb.jp/rooms/43281808

小豆島町

ゲストハウス ゲンザ

0879-62-9881

http://genza-guesthouse.com/

小豆島町

ゲストハウス ＆カフェ

0879-62-8878

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

小豆島町

ゆる里

090-7789-4588

https://www.airbnb.jp/rooms/33030877

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

小豆島滞在型リゾートマンション

0879-84-3355

http://shodoshima-aqua.jp/blog/

古浜

民泊・貸別荘(1棟貸)
あんず

AQUA

小豆島復路フェリー無料キャンペーン

参加飲食店

町

社名

TEL

URL

土庄町

土庄港観光センター

0879-62-1666

http://www.s-olive.co.jp/kankou-center/

土庄町

銀四郎麺業

0879-62-1868

https://www.ginshiro.shop/

土庄町

料理芸術

0879-62-2261

土庄町

島メシ家

0879-62-0221

土庄町

天ぷら

0879-62-0785

土庄町

わかば食堂

0879-62-0190

土庄町

たこやきnoばぁーMAZE

0879-62-9663

https://takoyaki-no-bar.shopinfo.jp/

土庄町

さぬきうどん來家（おいでや）

0879-62-5656

http://udon-oideya.com/

土庄町

Shave Berry

-

https://www.instagram.com/shaveberry/?hl=ja

土庄町

小豆島ラーメンhishioエンジェルロード店

0879-62-7551

http://www.hishiosoba.com/index.html

土庄町

日本料理

島活

0879-62-3323

https://itp.ne.jp/info/510000000000062495/

土庄町

donisbar/エスポアおおもり

0879-62-1306

https://www.facebook.com/Espoaomori/

土庄町

Saints Breakfast and Burgers

0879-61-9201

http://saints-burgers.com/

土庄町

Rukiyu

0879-62-0715

https://www.instagram.com/rukiyu.2007/

土庄町

豚平

0879-62-1167

土庄町

和食Dining 要

0879-61-1258

土庄町

川崎屋

0879-62-0432

土庄町

せとうちのずかん

0879-62-9176

https://setouchi-zukan.com

土庄町

オアシス

0879-62-2495

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

土庄町

どさん子土庄店

0879-62-2854

https://www.instagram.com/t.dosanko/

土庄町

ヒコス

0879-62-5619

http://hicos.net/

土庄町

小豆島珈琲店スピカ

050-5360-3103

https://cafe.noyes.house/

土庄町

道の駅 大坂城残石記念公園

0879-65-2865

http://www.skr.mlit.go.jp/road/rstation/station/oosaka.html

土庄町

喫茶・売店

0879-67-2201

https://www.instagram.com/sanwa2201/

かりえん
幸宝

サンワ

http://meipam.net/tabetai/

http://dining-kaname.com/

小豆島復路フェリー無料キャンペーン

参加飲食店

町

社名

TEL

URL

土庄町

ピザはるや

090-9157-8065

https://www.facebook.com/pizzaharuya/

土庄町

HOMEMAKERS

0879-62-2727

https://homemakers.jp/

小豆島町

ピザハウスmomo

0879-75-0422

https://www.instagram.com/pizzahousemomo/

小豆島町

井上誠耕園 忠左衛門

0879-75-1188

https://www.inoueseikoen.co.jp/lp/store/index.php

小豆島町

道の駅

0879-75-2266

https://www.shodoshima.jp/

小豆島町

手延そうめん館

0879-75-0044

http://www.soumenkan.com/

小豆島町

小豆島手延べそうめん作兵衛

0879-75-1663

http://sakube.co.jp/user_data/sakube.php

小豆島町

タコのまくら

0879-62-9511

https://takomaku88.com/

小豆島町

はちはち珈琲

0879-75-0037

https://www.instagram.com/88__coffee/

小豆島町

池田麺食堂

0879-75-2233

https://www.town.shodoshima.lg.jp/kanko/eat/taberu/lunch/ikedamennsyok

小豆島町

こまめ食堂

080-2984-9391

https://www.dreamisland.cc/cafe/komame-cafe.html

小豆島町

カフェはまひるがお

0879-62-8818

https://www.mito-nohaku.com/

小豆島町

TODAY IS THE DAY

050-5278-0568

https://www.facebook.com/todayisthedaycoffee/

小豆島町

オリーブパレスRestleA

0879-82-4260

https://www.1st-olive.com/guide/restaurant/index.html

小豆島町

道の駅 小豆島オリーブ公園内 カフェオリヴァス

0879-82-2200

https://www.olive-pk.jp/eat/olivaz.html

小豆島町

道の駅 小豆島オリーブ公園内 サンオリーブ

0879-82-2200

https://www.olive-pk.jp/eat/sunolive.html

小豆島町

創作郷土料理

0879-62-8234

https://koyomishodoshima.jimdofree.com/

小豆島町

café kitchen MUMU

0879-82-5639

小豆島町

手打ちうどん

三太郎

0879-82-4719

http://3taro.com/

小豆島町

寒霞渓ロープウェイ屋外フードエリア

0879-82-2171

https://www.kankakei.co.jp/

小豆島町

手打ちうどん

0879-82-3955

http://www.suehiro2015.sakura.ne.jp/

小豆島町

㈱瀬戸よ志

0879-82-0236

http://www.yasudanotukudani.co.jp/

小豆島町

なかぶ庵

0879-82-3669

https://www.shodoshima-nakabuan.co.jp/

小豆島町

焼肉

0879-82-4035

小豆島ふるさと村

道草

西山麺業

暦

すえ宏

レストラン

小豆島復路フェリー無料キャンペーン

参加飲食店

町

社名

TEL

URL

小豆島町

あずきベーカリー

0879-62-8675

https://www.instagram.com/azuki_bakery/

小豆島町

さぬき庵

0879-82-5717

https://udon03.wixsite.com/sanukian

小豆島町

ヤマサン醤油

0879-82-1014

http://yamasanshoyu.co.jp/

小豆島町

小豆島の寿司割烹

0879-82-0239

https://www.facebook.com/shodoshimayakko/

小豆島町

ジョルジュギャラリー＋コヒラカフェ

小豆島町

MORIKUNI BAKERY

0879-62-9737

https://www.morikuni.jp/?tid=3&mode=f6

小豆島町

京宝亭

0879-82-1441

https://www.kyohotei.co.jp/

小豆島町

Kaina

0879-82-0022

https://www.facebook.com/horikoshikaina

小豆島町

二十四の瞳映画村

0879-82-2455

https://www.24hitomi.or.jp/eigamura/syokuji/

小豆島町

10010いちまるまるいちまる(二十四の瞳映画村)

0879-62-8100

https://www.facebook.com/10010-105479851263760/

小豆島町

まめまめびーる/きまぐれびーる屋台

0879-62-8670

https://www.mamemamebeer-shodoshima.com/

小豆島町

Moksha coffee stand

小豆島町

食事処

うめもと

やっこ

caféシネマ倶楽部

https://www.georges-gallery.com/

https://www.instagram.com/moksha_coffeestand/
0879-82-3733

https://www.facebook.com/umemotosuisan/

小豆島復路フェリー無料キャンペーン

参加土産物店

町

社名

TEL

URL

土庄町

土庄港観光センター

0879-62-1666

http://www.s-olive.co.jp/kankou-center/

土庄町

うまいもん屋

0879-62-5826

http://seto-s.com/

土庄町

島モノ家

0879-62-0221

http://meipam.net/

土庄町

池本芳栄堂

0879-62-0326

http://tonosho-shokokai.com/meiro/13tenpo/ikemoto/index.html

土庄町

小豆島とのしょう観光協会（エンジェルロード売店）

0879-62-2801

土庄町

donisbar/エスポアおおもり

0879-62-1306

https://www.facebook.com/Espoaomori/

土庄町

ひさや

0879-67-2151

https://shodoshima.or.jp/sightseeing/detail.php?id=115&c=4

土庄町

やまひら醤油

0120-47-6767

http://www.yamahira-soy.com/

土庄町

道の駅 大坂城残石記念公園

0879-65-2865

http://www.skr.mlit.go.jp/road/rstation/station/oosaka.html

土庄町

喫茶・売店

サンワ

0879-67-2201

https://www.instagram.com/sanwa2201/

小豆島町

井上誠耕園 mother's

0879-75-1133

https://www.inoueseikoen.co.jp/lp/store/index.php

小豆島町

国際両備フェリー

0879-75-0405

https://ryobi-shodoshima.jp/time/ryobi_ferry/

小豆島町

東洋オリーブ

0879-75-0260

http://www.toyo-olive.com/

小豆島町

道の駅

0879-75-2266

https://www.shodoshima.jp/

小豆島町

手延そうめん館

0879-75-0044

http://www.soumenkan.com/

小豆島町

小豆島手延べそうめん作兵衛

0879-75-1663

http://sakube.co.jp/user_data/sakube.php

小豆島町

池田麺食堂

0879-75-2233

https://www.town.shodoshima.lg.jp/kanko/eat/taberu/lunch/ikedamennsyok

小豆島町

ナガセ

0879-75-2233

小豆島町

小豆島オリーブ園

0879-82-4260

https://www.1st-olive.com/guide/index.html

小豆島町

道の駅 小豆島オリーブ公園内 雑貨コリコ

0879-82-2200

https://www.olive-pk.jp/map/corico.html

小豆島町

内海フェリー(株)草壁港売店

0879-82-1080

https://www.uchinomi-ferry.co.jp/

小豆島町

丸島醤油株式会社

0879-82-2101

http://www.marusima.co.jp/

小豆島町

寒霞渓ロープウェイ売店

0879-82-2171

https://www.kankakei.co.jp/

小豆島町

㈱瀬戸よ志

0879-82-0236

http://www.yasudanotukudani.co.jp/

小豆島町

有限会社

0879-82-5233

https://24hitomi.jp/

小豆島町

金両

0879-82-3333

https://kinryo-shoyu.co.jp/company/

小豆島町

ヤマサン醤油

0879-82-1014

http://yamasanshoyu.co.jp/

小豆島町

フォレスト酒蔵MORIKUNIギャラリー

0879-61-2077

https://www.morikuni.jp/

庄八

妖怪美術館ミュージアムショップ

池田港売店

小豆島ふるさと村
西山麺業

ひとみ麺業

小豆島復路フェリー無料キャンペーン
町

社名

小豆島町

平和堂

小豆島町

京宝亭

小豆島町

マルキン醤油記念館

小豆島町

タケサン記念館

小豆島町

小豆島の台所

小豆島町

二十四の瞳映画村

小豆島町

参加土産物店
TEL

URL

0879-82-0357

http://www.shodoshima-heiwado.co.jp/

0879-82-1441

https://www.kyohotei.co.jp/

0879-82-0047

http://moritakk.com/know_enjoy/shoyukan/

一徳庵

0879-82-1000

https://ittokuan.com/

かまとこ

0879-82-6001

https://www.camatoco.com/

Book café 書肆海風堂

0879-82-2455

https://www.24hitomi.or.jp/bookcafe/

二十四の瞳映画村

チリリン屋

0879-82-2455

http://www.24hitomi.com/

小豆島町

二十四の瞳映画村

フィギュアギャラリー海洋堂

0879-82-2455

https://www.24hitomi.or.jp/kaiyodo/

小豆島町

二十四の瞳映画村

ギャラリー浪萬屋

0879-82-2506

https://www.24hitomi.or.jp/eigamura/miyage/

小豆島町

大正屋(二十四の瞳映画村内)

0879-82-4272

https://www.24hitomi.or.jp/eigamura/miyage/

小豆島町

10010いちまるまるいちまる(二十四の瞳映画村)

0879-62-8100

https://www.facebook.com/10010-105479851263760/

小豆島町

麵匠孫右衛門

0879-62-1614

https://fujiimengyou.shop-pro.jp/

小豆島町

二十四の瞳館

0879-82-5711

https://www.24hitomi.or.jp/eigamura/bunkyoujyou.html

小豆島町

丸仲食品

0879-82-0192

http://www.marunaka-foods.com/

小豆島町

まめまめびーる/きまぐれびーる屋台

0879-62-8670

https://www.mamemamebeer-shodoshima.com/

小豆島町

坂手港売店

0879-82-0806

小豆島町

小豆島のお土産

本店
物産館

田浦店

KASUGADO

0879-84-2301

http://www.kasugadou.co.jp/company/company.html

小豆島復路フェリー無料キャンペーン

参加観光施設

町

社名

TEL

URL

土庄町

妖怪美術館

0879-62-0221

http://meipam.net/museum-2/

土庄町

宗教法人小豆島大観音

0879-64-6888

http://www.shiawasemeguri-shodoshima.jp/daikannon/

土庄町

小豆島銚子渓自然動物園

0879-62-2210

http://www.osaru-no-kuni.sakura.ne.jp/

小豆島町

寒霞渓ロープウェイ

0879-82-2171

https://www.kankakei.co.jp/

小豆島町

ジョルジュギャラリー＋コヒラカフェ

小豆島町

二十四の瞳映画村

0879-82-2455

https://www.24hitomi.or.jp/

小豆島町

岬の分教場

0879-82-5711

https://www.24hitomi.or.jp/eigamura/bunkyoujyou.html

お猿の国

https://www.georges-gallery.com/

