
宿泊施設名 施設写真１ 施設写真２ 施設の種別 住所 ＴＥＬ 部屋数 宿泊可能人数 料理写真 料金（１泊２食）　　消費税込 休業日 おすすめ・PRポイント

ケビン 5棟(定員６名） ３０名

トレーラーハウス 3台（定員４名） １２名

テントサイト（定員１～４名） 10名

あけはまーれ 簡易宿所

西予市明浜町
高山甲461-1

【駐車場】
あり・60台

TEL:0894-64-1616
FAX:0894-64-1616

洋室ツイン     4室
和室(定員5名)1室

13人

素泊まり：大人１人　6,600円　　３歳～小学生4,400円
朝食付：大人１人　7,400円　３歳～小学生5,200円
２食付：大人１人　10,400円　 小学生7,200円　未就学児6,600円
　→料理内容はひゅうがめし・刺身・天ぷら・小鉢・そうめん・焼物・デザート

*8/13～15の料金
素泊まり：大人1人　7,700円　3歳～小学生5,500円
朝食付：大人1人　8,500円　3歳～小学生6,300円
２食付：大人1人　11,500円　小学生8,300円　未就学児7,700円

7/21
7/28
8/25

全室オーシャンビューのお部屋で、心も体も癒されます。
海水を利用した「しお湯」でお肌もつるつるになりますよ！

【キャンセルについて】
無料キャンセル…２日前まで
有料となる場合…前日50％、当日100％

宇

和

町

第一ビジネス
ホテル松屋

ホテル

797-0015
西予市宇和町卯之
町三丁目207番地

【駐車場】
あり、15台

TEL:0894-62-3232
FAX:0894-62-5612

✉ehime@matsuya-
ryokan.jp

洋室シングル：17部屋
洋室ツイン ：3部屋

23人

シングル(素泊り) 大人１人  6,050円
　　  　 （朝食付き）大人１人　6,600円
　　　   （2食付き） 大人１人8,800円～…和食日替わり定食
　　　　（2食付き）大人1人13,200円…郷土料理ひゅうが飯と漬物８種付き夕食膳

なし

250年守り続けたぬか床で漬けたお漬物、ぜひご賞味くださ
い！
重要伝統的建造物群卯之町の町並みもぜひ見てください。
すてきですよ。

【キャンセルについて】
無料キャンセル…２日前まで
有料となる場合の費用…前日キャンセル50％
　　　　　　　　　　　　　　　　　当日キャンセル100％

※門限０時は必ずお守りください

宇

和

町
富士廼家旅館

旅館・ホテ
ル

797-0015
西予市宇和町卯之
町三丁目318番地

【駐車場】
あり、10台

TEL:0894-62-0050
FAX:0894-62-5268

和室7室
２人部屋：４
３人部屋：２
５人部屋：1

20人

素泊：大人１人4,400円
朝食付き：大人１人4,950円
1泊2食：大人１人9,350円　　小学生まで5,000円
　→西予の山の幸、海の幸を使った料理です。

1泊2食：大人１人11,000円　　小学生まで5,000円
　→西予四季の山海会席

1泊2食：大人１人15,000円　　小学生まで5,000円
　→西予の山の幸、海の幸（特上）会席

なし

西予の豊かな食材を使った料理宿です。

【キャンセルについて】
無料キャンセル…３日前まで

宇

和

町

宇和パーク
ビジネスホテル

ホテル

797-0015
西予市宇和町上松
葉330番地

【駐車場】
あり、50台

TEL:0894-62-2211
FAX:0894-62-2213

和室、シングル、ツインほか 44人

素泊：大人１人4,500円～　　小学生2,500円～　　小学生未満2,500円～
朝食付：大人+700　　小学生+500　　小学生未満+350
1泊2食：大人+2200 　小学生+1,500　小学生未満+1,150

※バイキング会席3,300円～
※詳細は申込書参照

なし

上宇和地区にあります。全27部屋。
長期滞在者にも人気な食事（バイキング）や会席コースもご
ざいます。
駐車場も50台可。
大型バスも入場、駐車可能です。

【キャンセルについて】
無料キャンセル…1日前まで
有料となる場合…当日はお料理代金をいただく場合あり

宇

和

町
まつちや旅館 旅館

797-0015
西予市宇和町卯之
町三丁目324番地2

【駐車場】
あり、2台

TEL:0894-62-0126
FAX:0894-62-0645

3人部屋5室 15人 No Image
素泊：大人１人4,500円　　　10歳：3,000円
朝食付：大人１人5,000円　 10歳：3,500円
２食付：大人１人7,000円　　10歳：5,000円
　→フライ、刺身、焼き魚、野菜、汁物など

8/13～15

遍路宿として全国はもとより世界各地よりのお客様をお迎
えいたしております。

【キャンセルについて】
無料キャンセル…２日前まで

【お願い】
出来るだけ少人数でお越しください。

宇

和

町
おめぐり庵 簡易宿所

宇和町稲生325-2

【駐車場】
あり、4台

090-2829-4360

和室２部屋（８畳１部屋、３畳１部屋）

※各部屋１グループ貸し切り
　（２日３日以上から受け入れ可）

5人

８畳部屋…4人
３畳部屋…１人

その他要相談

古民家の各部屋１グループ貸し切りプランです。
２泊３日以上の宿泊から受付可能。オーナーと一緒に食事の準備や農作業など
をしていただきます。食事は菜食玄米のビーガン食。シュガーフリー。グルテンフ
リー。

【２泊３日コース】１人11,000円（５食付）
　１日目：15時以降にチェックイン、夕食
　２日目：オーナーと一緒に終日作業（３食付）
　３日目：朝ごはん、10時チェックアウト
【３泊４日コース】１人14,000円（８食付）
【４泊５日コース】１人17,000円（11食付）
　１泊増えるごとに3,000円追加。毎日３食付き。毎日何かしらの作業を体験しま
す。ほぼ肉体労働ですが、楽しいし勉強になると思います。

なし

「おめぐり庵」のオーナー夫婦と一緒に農作業、茅葺き、小
屋造り、庭づくりなどをする体験型宿泊プランです。自然と
共にある田舎暮らしに興味がある人におすすめ。
「おめぐり庵」での滞在で「大地とつながる感覚」を体験し
て、それぞれの日々の暮らしに持ち帰ってもらえたらとても
うれしいです。

【キャンセルについて】
無料キャンセル…１日前まで
有料となる場合…1,000円/人

なし
【キャンセルについて】
無料キャンセル…８日前まで
有料となる場合…７日前から30％、前日・当日100％

「Go Toせいよジオツアーキャンペーン」参加宿泊施設一覧     ※詳細は指定旅行事業者（えひめバス旅行☎0894-62-5088、宇和パークトラベル☎0894-62-2211、野村ツーリスト☎0894-72-3323までご確認ください）

明

浜

町

オートキャンプ場
「きゃんぱ」

簡易宿所

西予市明浜町
高山甲461-1

【駐車場】
あり・各１台

TEL:0894-69-8022
FAX:0894-69-8022 No Image

大人4,840円～18,150円

※ケビン4名様利用で18,150円
　　ケビン追加1名につき+2,420円　最大6名様まで

GoToトラベル

登録宿

tel:0894-62-3232FAX:0894-62-5612✉ehime@matsuya-ryokan.jp
tel:0894-62-3232FAX:0894-62-5612✉ehime@matsuya-ryokan.jp
tel:0894-62-3232FAX:0894-62-5612✉ehime@matsuya-ryokan.jp
tel:0894-62-3232FAX:0894-62-5612✉ehime@matsuya-ryokan.jp
tel:0894-62-3232FAX:0894-62-5612✉ehime@matsuya-ryokan.jp
tel:0894-69-8022FAX:0894-69-8022
tel:0894-69-8022FAX:0894-69-8022


野

村

町

茅葺き民家交流館
土居家

簡易宿所

797-1432
西予市野村町
惣川1290

【駐車場】
あり、10台

TEL:0894-76-0636
FAX:0894-76-0636

離れ　和室１階…4人
　　　　和室２階…4人

茶室

１・２階含めて
最大8人程度

１人で宿泊した場合　大人5,000円
２人以上の場合　１人につき大人3,000円　小・中学生2,000円　　小学生未満は
無料

朝食一律800円
夕食一律3,000円

月曜日
（月曜が祝日の場合火曜日）

8/10,11

築200年の旧庄屋屋敷。
大自然の中でまったりとすごす時間をお楽しみください。
四国最大級のかやぶき民家（本館）を見学可能（入館無
料）。
宿泊（離れ）については１日１組限定。四季折々の自然を体
感できる。近くに四国カルストあり。

【キャンセルについて】
無料キャンセル…２日前まで
有料となる場合の費用…当日キャンセル100％

【お願い】
パジャマ、バスタオル、歯磨きセットはご持参ください。
シャンプー、リンスなどは用意しています。

野

村

町
段々畑 簡易宿所

西予市野村町鳥鹿
野1174

【駐車場】
あり、４～５台

TEL:0894-75-0031
携帯　090-8973-4629
(宇都宮さん)

和室　2部屋（8畳・4畳）
洋室　1部屋（6畳）

5人

素泊：大人１人 6,500円　　子ども要相談
朝食付き：大人１人 7,500円　　子ども要相談
2食付き：大人１人 8,500円　　子ども要相談
　→季節野菜の家庭料理中心
　　 料理内容については予算やご要望に応じます。ご相談ください。

8/7,8,9

森林、谷川、田畑に囲まれた自然豊かな中でゆっくりと時
間の流れを楽しめるところです。
１グループ（５人まで）のみ受け入れ可能ですので、友人の
グループや家族単位での対応となります。個室はありませ
ん。
体験型ですので食事はご一緒させていただきますが、相談
に応じます。田舎暮らしをお楽しみください。

※ピザ焼き体験なども利用可（体験一覧参照）
※飲み会開催も可能（要相談）

【キャンセルについて】
３日前までに。当日キャンセルは実費

城

川

町
宝泉坊ロッジ

旅館・ホテ
ル

797-1705
西予市城川町高野
子64番地

【駐車場】
あり

TEL:0894-83-0151
FAX:0894-83-1015

和室・洋室あり 79人 No Image

素泊：大人１人3,950円～
朝食付：大人１人4,500円～

※低温温泉水を使ったプールを使用する場合は宿泊代+1,000円
※期間中、料金の変更あり

7月中：毎週火曜日
8/31

【キャンセルについて】
無料キャンセル…４日前まで
有料となる場合…３日前30％、２日前50％、前日50％、当
日100％

三

瓶

町
みかめ本館 ホテル

796-0907
西予市三瓶町朝立
1-548-2

【駐車場】
あり・10台

TEL:0894-33-2001
FAX:0894-33-2077

洋室シングル　3部屋
洋室ツイン　　　4部屋
和洋室（ベット2台洋室　　和室）3部屋
和室（6畳+8畳+３畳）　２部屋

33人

素泊：大人１人6,000～円　　　３歳以上小学生まで：70％
朝食付：大人１人7,100～円　 ３歳以上小学生まで：70％
2食付：大人１人12,100～円　 ３歳以上小学生まで：70％
　 →新鮮な魚が盛りだくさん「宇和海ブランド満足プラン」
　 →新鮮な魚介を使った郷土会席料理

※７月・８月・お盆期間は料金が異なります

不定休

全室オーシャンビュー。
豊かな自然あふれる安らぎの宿です。

【キャンセルについて】
無料キャンセル…３日前まで
有料となる場合…３日前30％、２日前50％、当日100％

三

瓶

町

Sea Side
うわかい

簡易宿所

796-0915
西予市三瓶町下泊
24-2

【駐車場】
あり、５台

TEL:0894-34-0770
FAX:0894-34-0780

新館：和室3
本館：和室4

12人

素泊：大人１人 5,000円　　小学生4,000円
朝食のみ：大人5,500円　　小学生4,500円
２食付：大人１人7,200円　　小学生6200円
　→和・洋の海鮮料理です。

料理は要望に応じて臨機応変にグレードアップ可能。
「海鮮デラックスコース」の準備もできます。
例）近場でとれる高価な魚介（伊勢海老等）を使った料理。１泊２食で12000円～
など。

※7/19～8/6は1日1,000円増し
　8/7～8/22は1日2,000円増し
　8/23～8/31は1日1,000円増し

なし

海の目の前にある宿です。
新鮮な海の幸をふんだんに使った和洋海鮮料理を召し上
がれ！

【キャンセルについて】
無料キャンセル…６日前まで
有料となる場合…～5日前30％、～2日前50％、前日70％、
当日100％

「Go Toせいよジオツアーキャンペーン」参加宿泊施設一覧     ※詳細は指定旅行事業者（えひめバス旅行☎0894-62-5088、宇和パークトラベル☎0894-62-2211、野村ツーリスト☎0894-72-3323までご確認ください）

tel:0894-75-0031携帯　090-8973-4629(宇都宮さん)
tel:0894-75-0031携帯　090-8973-4629(宇都宮さん)
tel:0894-75-0031携帯　090-8973-4629(宇都宮さん)
tel:0894-83-0151FAX:0894-83-1015
tel:0894-83-0151FAX:0894-83-1015

