おせったい情報付お遍路さん便利情報
宿泊ガイド

◎：日本観光旅館連盟加盟施設
■：高松ホテル旅館料理協同組合加入施設

おせったい内容

名

称

休憩・お茶

一清旅館

道案内

喜代美山荘花樹海

休憩・道案内

グリーンホテル川照

休憩・お茶

KKR高松さぬき荘

休憩・お茶

国民宿舎

◎ ■

所

■ 高松市鍛冶屋町5‑4

電話番号

〔平成16年4月1日現在〕

料金（税・サ込み）

Map

087‑851‑2728 （1泊朝食付）シングル5250円〜

C4

◎ ■ 高松市西宝町3‑5‑10

087‑861‑5580 （1泊2食付）シングル9000円〜

L3

◎ ■ 高松市西内町1‑6

087‑851‑7700 （素泊まり）シングル5250円〜

B2

■ 高松市番町4‑13‑25

087‑831‑5226 （素泊まり）シングル5040円

L3

■ 高松市宮脇町2‑31‑27

087‑834‑3000 （1泊朝食付）シングル5250円〜

L3

栗林山荘

休憩・お茶・道案内 ささや旅館

休憩・道案内

住

■ 高松市屋島中町168（屋島ケーブル駅前） 087‑841‑9533 （1泊2食付）和室6500円〜

O3

讃岐会館

■ 高松市中野町23‑23

087‑831‑3330 （素泊まり）シングル6100円

M3

全日空ホテルクレメント高松

■ 高松市浜ノ町1‑1

087‑811‑1111

B1

高松シティホテル

■ 高松市亀井町8‑13

087‑834‑3345 （素泊まり）シングル4725円〜

M3

シングル12127円

高松ステーションホテル

◎ ■ 高松市寿町1‑1‑1

087‑821‑6989 （1泊朝食付）5775円

B1

休憩

高松センチュリーホテル

◎ ■ 高松市錦町1‑4‑19

087‑851‑0558 （素泊まり）シングル7980円〜

A2

休憩

高松ターミナルホテル

◎ ■ 高松市西の丸町10‑17

087‑822‑3731 （素泊まり）シングル6090円〜

B2

高松パールホテル

◎ ■ 高松市西の丸町2‑19

087‑822‑3382 （素泊まり）シングル5250円〜

B1

ニューグランデみまつ

◎ ■ 高松市通町2‑3

087‑823‑4111 （素泊まり）和室6300円〜

E3

休憩・道案内

休憩・お茶・道案内 ニュー月光園
パークサイドホテル高松
ビジネスホテル
休憩

パルコ

ビジネスホテル・パレス高松

休憩・道案内

エルステージ

087‑822‑0953 （素泊まり）お遍路さんのみシングル3500円、ツイン7000円 B2

■ 高松市栗林町1‑3‑1

087‑837‑5555 （素泊まり）シングル5780円

M3

◎ ■ 高松市観光通2‑1‑9

087‑834‑5731 （素泊まり）シングル3600円〜

E6

◎ ■ 高松市西内町2‑7

087‑851‑3232 （素泊まり）シングル4950円〜

B2

ビジネス旅館丸登美
ホテル川六

■ 高松市西の丸町12‑9

■ 高松市通町6‑12

087‑851‑2971 （素泊まり）和室3500円、
（2食付）5,000円 N3

◎ ■ 高松市百間町1‑2

087‑821‑5666

シングル6200円

C3

ホテルニューフロンティア

◎ ■ 高松市西の丸町14‑7

087‑851‑1088 （素泊まり）シングル6930円〜

B2

ホテルニューワカサ

◎ ■ 高松市中新町13‑23

0120‑39‑4898 （1泊2食付）お遍路さんのみシングル・和室8000円〜 M3

ホテル福屋

◎ ■ 高松市古新町5‑8

087‑851‑2365 （素泊まり）シングル5775円〜

B3

ホテルマリンパレスさぬき

■ 高松市福岡町2‑3‑4

087‑851‑6677 （素泊まり）シングル5500円〜

M3

みそ乃館

■ 高松市西の丸町10‑3

087‑821‑3713 （素泊まり）4000円

B2

087‑851‑3275 （1泊2食付）シングル7350円〜

B2

087‑822‑3555 （素泊まり）シングル7000円〜

C3

休憩・お茶

よし家旅館

休憩

リーガホテルゼスト高松

◎ ■ 高松市西内町2‑12
■ 高松市古新町9‑1

アーバンホテル高松

高松市西の丸町2‑23

087‑823‑3001 （素泊まり）シングル5250円〜

M3

あづま

高松市栗林町1‑6‑4

087‑831‑5941 （素泊まり）和室4725円〜

M3

ウィークリーマンションフレンドリー高松

高松市塩上町2‑4‑22

087‑837‑1600 （1泊朝食付）シングル4500円

M3

ウェルシティ高松（香川厚生年金会館）

高松市福岡町2‑2‑1

087‑821‑8500 （素泊まり）シングル5500円〜

M3

オークラホテル高松

高松市城東町1‑9‑5

087‑821‑2222 （素泊まり）シングル6000円〜

D5

折鶴荘

高松市福岡町2‑11‑19

087‑821‑0528 （素泊まり）3150円

M3

休憩・お茶

キャッスルホテル高松

高松市鶴屋町4‑8

087‑851‑0606 （素泊まり）シングル3990円

E2

休憩・お茶

銀星

高松市亀岡町1‑16

087‑831‑2171 （素泊まり）シングル6300円〜

M3

高松市百間町6‑9

087‑822‑2111 （素泊まり）シングル3990円〜

E3

三友荘

高松市中野28‑18

087‑831‑7570

M3

靜旅館

高松市中野4‑10

087‑861‑0530 （素泊まり）和室4200円〜

L3

高松国際ホテル

高松市木太町4区2191‑1

087‑831‑1511 （素泊まり）シングル5197円〜

E3

高松テルサ

高松市屋島西町2366‑1

087‑844‑3511 （素泊まり）シングル5428円〜

E5

高松東急イン

高松市兵庫町9‑9

087‑821‑0109

シングル7140円〜

B3

高松美山ホテル

高松市宮脇町2‑32‑40

0120‑017185

（素泊まり）3675円〜

L3

休憩・道案内

高松ワシントンホテルプラザ

高松市瓦町1‑2‑3

087‑822‑7111 （1泊2食付）お遍路パック9975円

C4

休憩

東横イン高松

高松市中央町11‑5

087‑831‑1045 （素泊まり）シングル5500円〜

M3

休憩・お茶

なかむらホテル

高松市丸の内6‑20

087‑821‑2792 （素泊まり）シングル3500円〜

D2

ビジネスホテル・アサノ

高松市福田町13‑16

087‑823‑2323 （1泊朝食付）シングル5040円〜

M3

ビジネスホテル・イーストパーク栗林 ◎

高松市栗林町1‑14‑3

087‑861‑5252 （素泊まり）シングル4750円〜

M3

ビジネスホテル清恵

高松市西の丸町5‑8

087‑821‑1361 （素泊まり）シングル4000〜4500円

B2

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 （素泊まり）シングル4750円〜

M3

ビジネスホテル潮風

高松市丸の内10‑27

087‑851‑2249 （素泊まり）シングル4000円〜

C2

ビジネスホテルジャパン

高松市城東町2‑2‑7

087‑823‑8100 （素泊まり）シングル4000円〜

N3

ビジネスホテル高松

高松市古馬場町1‑4

087‑851‑8689 （素泊まり）シングルお遍路さんのみ3000円〜 C4

高松市大工町6‑8

087‑821‑6316 （素泊まり）シングル3500円〜

D3

高松市城東町1‑5‑18

087‑823‑1000 （素泊まり）シングル4950円〜

E2

休憩・ホットコーヒー
ビジネスホテルプリンス

高松市中野町24‑13

087‑834‑0491

M3

道案内

ビジネスホテルまるい

高松市木太町6区2505‑2

087‑861‑9565 （素泊まり）シングル4800円〜

B1

福旅館

高松市西内町2‑6

087‑821‑7541 （洋室）シングル4300円

B2

望海荘

高松市西の丸町13‑10

087‑821‑3870 （素泊まり）3000円

B2

お茶

サキカ
（真華）

休憩

◎

ビジネスホテル東宝イン高松
休憩

ビジネスホテルパーク・イン

ホテルNO.1高松

◎

シングル3900円〜

高松市屋島東町1784‑15（屋島山上） 087‑841‑9111 （1泊2食付）和室10500円〜

N2

ホテル西日本

高松市観光通2‑4‑1

087‑812‑2222 （素泊まり）シングル5145円

E6

ホテルファーストイン高松

高松市塩上町1‑7‑15

087‑861‑7945 （素泊まり）シングル3000円〜

D6

万喜屋

高松市鶴屋町2‑3

087‑822‑1919 （素泊まり）カプセル3200円〜

E2

百百家旅館

高松市西の丸町1‑4

087‑822‑4506 （素泊まり）シングル3500〜5000円

B1

休憩・お茶

旅館

高松市鬼無町藤井54‑1

087‑882‑0874 （素泊まり）3500円〜

K3

休憩・お茶

ロイヤルパークホテル高松

道案内

◎

和室・シングル
（1泊）3800円

桃太郎
◎

高松市屋島東町1821（屋島山上） 087‑841‑9464 （1泊2食付）10000円〜※お遍路さんのみ N2

ロイヤルパークホテル高松アネックス

高松市瓦町1‑3‑11

087‑823‑2222 （素泊まり）シングル9009円〜

D4

わかさホテル

高松市福田町11‑1

087‑823‑1111 （素泊まり）5544円〜

E4

わたや旅館

高松市屋島西町1824‑4

087‑841‑3485 （素泊まり）4000円

N3

高松市瓦町1‑11‑1

087‑861‑3806 （素泊まり）4200円

C4

日本観光旅館連盟高松駅前宿泊案内所 高松市浜ノ町1‑16 087‑822‑7173
高松ホテル旅館料理協同組合 高松市西の丸町10‑16 087‑851‑2661 URL://www.takamatsuyado.or.jp e‑mail:webmaster@takamatsuyado.or.jp

