
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・50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　 ３歳～小学生6,100円
　→料理内容は和食（前菜、刺身、天ぷら、煮物、焼き物、ご飯物、汁物、デザー
ト）

水曜日

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％

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7,700円～…日替わり定食（アジフライ定食など）
　　　　（２食付き）大人1人11,000円…郷土料理ひゅうが飯がついた会席料理
　　　　（２食付き）大人１人12,100円…郷土料理ひゅうが飯と漬物８～10種がつい
た
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　会席料理

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まで徒歩１分。素敵
な町並みですよ。ぜひ散策してみてください。

【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

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5,500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5,500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5,500円
　→西予の山の幸、海の幸（特上）会席

不定休
12/29～1/1
1/4～1/6

西予の豊かな食材を使った料理自慢の宿です。

【キャンセルについて】
無料キャンセル…３日前まで
有料となる場合の費用… ２日前25％
　　　　　　　　　　　　　　　　　前日キャンセル50％
　　　　　　　　　　　　　　　　　当日キャンセル100％

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

※ビュッフェor各種コース料理（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。
朝食・夕食をお手頃な価格でビュッフェ形式で提供していま
す。
コース料理もありますので、申しつけください。
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

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

和室４室 12人

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
　→刺身、焼き魚、フライ、季節の野菜、汁物など

日曜日
12/28～1/3

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。アットホームな雰囲気をお楽しみくださ
い。

【キャンセルについて】
無料キャンセル…２日前まで

いそき屋 簡易宿泊

西予市宇和町卯之
町二丁目329

【駐車場】
あり、5台

TEL:0894-89-1763
和室２…８畳：２人+子ども可
　　　　　　６畳：２人

4人
（２人×２組） No Image

素泊：１人4,500円（大人・子ども同じ、小学生以下要相談）
１泊朝食付：１人5,000円（大人・子ども同じ、小学生以下要相談）
１泊２食付：１人8,000円（大人・子ども同じ、小学生以下要相談）
　→新鮮な魚料理が自慢です

日曜日
※応相談

JR卯之町駅そば。
１階は創作料理店「いそき屋」です。
ご希望に応じて「創作手芸」の体験教室も開催可能。

【キャンセルについて】
無料キャンセル…前日まで

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

縁側付き和室８畳間（１グループ貸し切り）
和室３畳間（１人用）

※食事スペース、トイレ、キッチン、お風呂
（共有）

5人

８畳部屋…4人
３畳部屋…１人

体験宿泊特別プラン「Staying for Chamge」１泊２食付き11,000円

オーナーのユニークな日々の作業を体験できます。
作業は農作業や建築、土木作業などです。
周りの自然環境を生かし、先人に学ぶ伝統的な技法も使っています（オーナーの
日々の暮らしはFacebookやブログを参考にしてください）。
お越しの際は作業服をご用意ください。
【初日】13時チェックイン→作業3～4時間→夕食
【翌日】朝ごはん→10時チェックアウト

なし

民宿「おめぐり庵」は、オーナー自らが手掛けた古民家の宿
です。
自家栽培のお米や旬のお野菜をふんだんに使った、玄米
菜食（ヴィーガン）のお食事をご用意しています。
オーナーの素朴な暮らしや季節の作業を体験していただけ
ます。

【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

【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、西予市観光物産協会☎0894-62-6437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

宇

和

町

ケビン１棟４人16,500円（ケビン追加1名につき+2,200円　最大6名様まで）

トレーラー１棟４人14,300円
なし
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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

いろりばたでの鍋料理や、アマゴ料理、揚げ物、お刺身など。

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）

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。

12/25～1/10

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。田舎暮らしを私たちと共に味わっていただきた
いと思っているので、この地区でできることはご相談に応じ
ます。

※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

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4,500円～
朝食付：大人１人5,050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

火曜日
※臨時休館あり

【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％

民宿奥山 簡易宿所
西予市城川町野井
川1119-2

℡：090-8972-4392
℡：0894-85-0140

和室２ ８人 No Image

素泊：大人１人2,800円、小学生以下2,000円
朝食付：大人１人6,800円～、小学生以下3,500円

川魚（あまご）の塩焼きや山菜料理、うなぎ料理あり。
値段に応じて要相談

なし

西予の山奥にある民宿。１軒まるまる貸し切りタイプです。
大岩を見ながら入浴ができます。春にはうぐいす、山つつ
じ、おいしいお米、冬には雪。
いろりで食事ができるのも自慢です。

【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70％、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

20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」

※土、日、祝、休日前は１人につき1,100円割り増し
※本料金はツイン２人入室、和室３人以上入室、和洋室３人以上入室の料金

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。全室光触媒空気分
解清浄機設置。

【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４
本館：和室２

15人

素泊：大人１人 5,000円　　小学生以下4,000円
朝食のみ：大人5,500円　　小学生以下4,500円
２食付：大人１人7,200円　　小学生以下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。

※年末年始割り増し

不定休

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…５日前まで
有料となる場合…～5日前20％、～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、西予市観光物産協会☎0894-62-6437までご確認ください）

城

川

町

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

