
料金（税込）
※お1人様あたりの料金

　シングルルーム
　￥5,400（宿泊のみ）
　￥6,480（1泊朝食付）

￥5,000（1泊2食付）

※（一財）主催の中学・高校・大学
合宿での利用時のみ

￥5,000（1泊2食付）

　※シングル料金は

　別途お問合せ下さい。

￥6,000（1泊2食付）

￥5,000（1泊2食付）

　※中学・高校・大学合宿、
大会等での利用時のみ

￥5,000（1泊2食付）
丸亀市西平山町241

⑦民宿トキワ
764-0038

￥5,000（1泊2食付）
仲多度郡多度津町東白方1021-2

FAX 0877-22-0550

TEL 0877-32-2179

FAX 0877-32-2179

TEL 0877-22-5757
FAX 0877-22-5757丸

亀
市

①獅々友旅館
763-0041
丸亀市西平山町145

②大西旅館
763-0041

⑤民宿細川
764-0038

￥5,000（1泊2食付）
仲多度郡多度津町東白方917-2

⑥ペンションでぐち
764-0038

￥5,000（1泊2食付）
仲多度郡多度津町東白方874

携帯 090-1914-0634

TEL 0877-33-4518

③民宿浦島屋
764-0038

￥5,000（1泊2食付）
仲多度郡多度津町東白方487

④ロッジ寿
764-0038
仲多度郡多度津町東白方字城ノ下1-7

【指定宿舎】

住        　　所

多
度
津
町

①民宿ちぐさ
764-0005

￥5,000（1泊2食付）
仲多度郡多度津町大通り5-7

②ホテルトヨタ
764-0011
仲多度郡多度津町栄町3-2-10
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指定宿舎・提携宿舎一覧

TEL 0877-22-0518

連絡先

TEL 0877-32-3522

宿　舎　名

FAX 0877-32-3522

TEL 0877-33-0088
FAX 0877-33-1412

TEL 0877-32-2657

TEL 0877-32-3779
FAX 0877-32-3779
携帯050-3716-8410

TEL 0877-32-4575



　　※ホテルによっては部屋数を限定している場合があり、一般価格になることがありますので予約時にご確認ください。

住　　　　　　　所
電話番号
FAX番号

料金（税込）　※お一人様当りの金額

￥5,200（宿泊のみ）

　※朝食別料金　※全室パソコン付（無料）

【ｼﾝｸﾞﾙ素泊まり】(平日)￥4,800（休前日）￥5,300
【ｼﾝｸﾞﾙ　朝食付】(平日)￥5,500（休前日）￥6,000
※日々上限30室迄、30室を超えた場合、一般価格のご案内となります

※当館における提携料金ご案内は、ｼﾝｸﾞﾙのみです

763-0011 0877-23-2222

丸亀市富士見町3-3-50 0877-23-8595

￥3,700（朝食付）【3名利用時】
￥4,700（朝食付）【2名利用時】
￥5,900（朝食付）【1名利用時】
※休前日プラス￥500

￥5,950（朝食無料）【ｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞｼﾝｸﾞﾙ】

※休前日は\6,900

※その他の部屋タイプは日別料金より８％OFF

￥5,670(二食付)

￥4,740(朝食付)

￥4,500（シングル）

￥4,000（ツイン）

駅より徒歩5分 ￥4,000（和室3名）

765-0011 0877-63-2111 ￥4,536（朝食付）【ﾂｲﾝ 2名利用時】

善通寺市上吉田町8-8-5 0877-63-2528 ￥5,292（朝食付）【ｼﾝｸﾞﾙ】

766-0002 0877-75-1880

仲多度郡琴平町246-1 0877-75-2890

766-0001 0877-75-5195 \4,550（宿泊のみ）【3名以上・入湯税込】

仲多度郡琴平町555 0877-75-5612 \6,650（朝食付）【3名以上・入湯税込】

￥7,710（朝食付）【ﾂｲﾝ ・和室4名/室】
￥9,870（朝食付）【ｼﾝｸﾞﾙ】
　　※料金（税金込・入湯税込）
  　※夕食付プラス \4,320-
  　※休前日プラス \3,240-

￥8,550(朝食付)【和室4名１室・洋室2名１室利用時】

　　※休前日プラス\4,000-

769-0206 0877-49-2311

綾歌郡宇多津町浜六番丁81-1 0877-49-3211

769-0203 0877-41-1000

綾歌郡宇多津町浜3番丁22-１ 0877-41-1009

お泊まりプラン￥2,300（朝食ｻｰﾋﾞｽ付）
夕食付プラン　￥3,000（朝食ｻｰﾋﾞｽ付）
　　※他のお客様もご利用の休憩室でのお泊りとなります。
　　※カプセル・個室は追加料金でご利用できます。
　 詳しくは、瀬戸大橋四国健康村にお問い合わせください。

762-0053 0877-44-1000

坂出市西大浜北1-2-33 0877-44-0600

762-0053 0877-45-6565 ￥3,980（宿泊のみ）

坂出市西大浜北3-2-43 0877-45-6770 ￥4,380（朝食付）

￥5,980（二食付）

762-0053 0877-45-1112 ￥5,400（二食付）【2名様以上】～

坂出市西大浜北4-5-25 0877-45-1817 ￥5,940（二食付）【ｼﾝｸﾞﾙ】～

762-0002 0877-45-7100

坂出市入船町1-3-5 0877-45-7200

￥6,380（二食付）

￥8,980（二食付）【休前日】
 　 ※露天風呂天然温泉

762-0053 0877-59-1110 ￥5,800～　（朝食無料）【ｼﾝｸﾞﾙ】

坂出市西大浜北4-5-31 0877-59-1112 ￥10,900～（朝食無料）【ﾂｲﾝ 2名利用時】

　※休日、休前日は料金の変動有

768-0067 0875-25-5151

観音寺市坂本町5丁目-18-40 0875-23-1100

170-0005 03-5950-1200 ￥10,900（宿泊のみ）

東京都豊島区南大塚3-33-6 03-5950-1291 ￥13,060（宿泊のみ）【休前日】

170-0003 03-5319-0011

東京都豊島区駒込2－1－39 03-5319-0015

401-0320 0555-85-2236 【平　日】￥4,320（朝食付）＋入湯税￥150
山梨県南都留郡鳴沢村8532-5 0555-85-2296 【休前日】￥6,480（朝食付）＋入湯税￥150

　※休前日、2名1室の場合、プラス￥2,160-

769-0201

綾歌郡宇多津町浜1番丁6番地10

東
京

ホテルベルクラシック東京

ホテルメッツ駒込 ￥9,600（朝食付）

￥5,500（二食付）

湯元さぬき瀬戸大橋温泉
せとうちそう

762-0058
坂出市常盤町2-1-20

0877-45-6000
0877-45-6770

ホテルルートイン坂出北ｲﾝﾀｰ

山
梨

富士緑の休暇村

観
音

寺
市 観音寺グランドホテル ￥5,400（朝食付）Ｃタイプ限定

ホテルアネシス瀬戸大橋 ￥5,400（朝食無料)

宇多津グランドホテル ￥5,562（朝食付)
　※天然温泉入浴券付

坂
出
市

坂出グランドホテル ￥5,562（朝食付）
　※天然温泉入浴券付

坂出プラザホテル

ホテル　入浜

坂出国際ホテル

琴
平
町

琴平リバーサイドホテル ￥6,150 （朝食付・入湯税込）

温泉旅館　宝屋

ことひら温泉琴参閣
766-0001
仲多度郡琴平町685-11

0877-75-1000
0877-75-0600

琴平グランドホテル｢桜の抄｣
766-0001
仲多度郡琴平町977-1

0877-75-3218
0877-75-6606

ホテル青山
763-0082
丸亀市土器町東三丁目639

0877-24-4800
0877-24-4801

善
通
寺
市

善通寺ステーションホテル 765-0011
善通寺市上吉田町2-1-2

0877-62-6222
0877-62-1139

善通寺グランドホテル

チサンイン丸亀善通寺　　　　
763-0074
丸亀市原田町西三分一1587-1

0877-21-3711
0877-21-3712

ホテルルートイン丸亀
763-0071
丸亀市田村町字二丁田512-1

0877-58-2011
0877-58-2012

0877-24-4422
0877-23-9100

アパホテル丸亀駅前大通
763-0034
丸亀市大手町3-6-1

0877-21-0111
0877-25-3670

オークラホテル丸亀 ￥7,020（朝食付）

0877-49-2600
0877-49-3222

宇
多
津
町

瀬戸大橋四国健康村

【提携宿舎】
 お申込みは、直接ホテルにご連絡ください。

 予約時に、少林寺拳法の会員であることをお申し出ください。(チェックインの際に、ホテルから証明を求められた場合は「マイページ」をご提示ください。)

宿　　舎　　名

丸
亀
市

ホテルα１丸亀
763-0022
丸亀市浜町10-1


