神戸市

集落福祉
サミット協賛

明石海峡大橋

☆ご予約・お問合せ等は、参加者各自でお願いします。

美湯
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松帆の郷

☆宿泊料金（税・サービス料等）は、お申込時にご確認ください。
☆ご予約時に、「町内・集落福祉サミット」に参加とお伝え下さい。
１【民宿】浜辺荘
●

７【ﾍﾟﾝｼｮﾝ】山一屋
●

●住所：淡路市岩屋 3557-27 ●電話：0799-72-4755
●部屋数：５（和室５室）
●収容人数：２５人
●参考金額：１泊２食付（8,640 円）
１泊朝食付（5,400 円）、素泊まり（4,500 円）
●ｱﾒﾆﾃｨ：
●会場まで：約３０分
●送迎：不可
●門限：22:00 まで
●ＨＰ：有

●住所：淡路市岩屋 2593-2
●電話：0799-72-5539
●部屋数：８（和室４室、洋室ﾂｲﾝ４室） ●収容人数：２０人
●参考金額：１泊２食付（10,800 円）
●ｱﾒﾆﾃｨ：
●会場まで：約３０分
●送迎：不可
●門限：23:00 まで
●ＨＰ：有
●宿自慢：魚料理が自慢です。
●特典：ワンドリンクサービスかモーニングコーヒーサービスの
どちらかをお選び頂けます。
●注意事項：洋室４室は【シングルベッド×２】が３部屋と、
【ダブルベッド×１】が１部屋です。

２【民宿】淡海荘
●

８【ﾍﾟﾝｼｮﾝ】さんふらわあ
●

●住所：淡路市岩屋 3559-4
●電話：0799-72-4111
●部屋数：１６（和室１６室）
●収容人数：８６人
●参考金額：１泊２食付（14,040 円～）
●ｱﾒﾆﾃｨ：
●会場まで：約３５分
●送迎：不可
●門限：22:00 まで
●ＨＰ：有
●宿自慢：明石海峡大橋が見える景観の良い宿。
●特典：２４日（金）の宿泊は１人 1,080 円値引きします。

●住所：淡路市岩屋 2604
●電話：0799-72-4803
●部屋数：６（洋室ﾂｲﾝ５室、３人以上１室）
●収容人数：１３人
●参考金額：１泊２食付（12,000 円）、１泊朝食付（8,000 円）
●ｱﾒﾆﾃｨ：
●会場まで：約３０分
●送迎：不可
●門限：23:00 まで
●ＨＰ：有
●宿自慢：景色がきれい。食事はフレンチのコースです。
●特典：消費税分をサービスします。
●注意事項：駐車場無料（１５台）。淡路インター近くです。
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３【民宿】いかだや
●

９【民宿】小っちゃな宿
●

13【ﾍﾟﾝｼｮﾝ】ミルキーウェイ
●

17【コテージ】淡路カントリーガーデン
●

21【民宿】味ん宿
●

●住所：淡路市岩屋 1402
●電話：0799-72-2279
●部屋数：８（和室４室、洋室ﾂｲﾝ４室） ●収容人数：２０人
●参考金額：１泊２食付（10,000 円）
１泊朝食付（6,500 円）、素泊まり（5,500 円）
●ｱﾒﾆﾃｨ：
●会場まで：約３０分
●送迎：不可
●門限：22:30 まで
●ＨＰ：有
●宿自慢：大阪湾を一望できます。
●特典：グループにタマネギスープをプレゼントか
ワンドリンクサービスかをお選び頂けます。
●注意事項：宿泊対応２４日のみ。バリアフリー非対応。

●住所：淡路市大磯 11-23
●電話：0799-74-0220
●部屋数：３（和室３室）
●収容人数：９人
●参考金額：１泊朝食付（3,500 円）※割引適用額
●ｱﾒﾆﾃｨ：
●会場まで：約２５分
●送迎：不可
●門限：なし
●ＨＰ：有
●宿自慢：気軽に出入りできるお宿です。
●特典：宿泊代金割引します。
●注意事項：夜１０時以降はお静かにお願いします。

●住所：淡路市釜口 2454
●電話：0799-74-5376
●部屋数：３（洋室ﾂｲﾝ３室）
●収容人数：６人
●参考金額：
１泊２食付（２４日 8,500 円～・２５日 9,000 円～）
１泊朝食付（２４日 6,000 円～・２５日 6,500 円～）
●ｱﾒﾆﾃｨ：
（有料貸出）
●会場まで：約２０分
●送迎：場合によって可（要相談）
●門限：23:30 まで
●ＨＰ：有
●宿自慢：ゆっくりできる空間です。
●注意事項：バリアフリー非対応。

●住所：淡路市野島常盤 1463-6
●電話：0799-82-2953
●部屋数：８（コテージ８棟）
●収容人数：５０人
●参考金額：ＨＰ参照（プランや人数による）
●ｱﾒﾆﾃｨ：
●会場まで：約３０分
●送迎：不可
●門限：なし
●ＨＰ：有

●住所：淡路市室津 2321
●電話：0799-84-0116
●部屋数：８（和室４室、洋室３人以上４室）
●収容人数：２０人
●参考金額：１泊２食付（8,640 円）
●ｱﾒﾆﾃｨ：
●会場まで：約２０分
●送迎：可（8:00～9:00、16:00～17:00）
●門限：21:00 まで
●ＨＰ：なし
●宿自慢：美しい夕日と新鮮な地元の食材。

４【民宿】嘉楽
●

10【民宿】サンビーチ
●

●住所：淡路市岩屋 1399-2
●電話：0799-72-3216
●部屋数：６（和室６室）
●収容人数：１６人
●参考金額：１泊２食付（14,500 円～）
１泊朝食付（7,000 円）
●ｱﾒﾆﾃｨ：
●会場まで：約２５分
●送迎：不可
●門限：なし
●ＨＰ：有
●宿自慢：家庭的なお宿です。 ●特典：ワンドリンクサービス
●注意事項：帰りが遅くなる場合はご一報ください。
駐車場は３台。市営も無料になります。
１１月はフグ料理となります。浴衣あり。

●住所：淡路市浦 681-9
●電話：0799-70-4472
●部屋数：１０（和室５室、洋室３人以上５室）
●収容人数：２８人
●参考金額：１泊２食付（8,640 円）、１泊朝食付（5,724 円）
●ｱﾒﾆﾃｨ：
●会場まで：約２５分
●送迎：不可
●門限：なし
●ＨＰ：有
●宿自慢：ホームページを見て下さいネ！
●特典：モーニングコーヒー無料。
●注意事項：ドライヤーあり。

さつき

幸宝

25【民宿】陽恵丸
●

32【民宿】栄亭
●

●住所：淡路市佐野 2048
●電話：0799-65-0777
●部屋数：７（和室７室）
●収容人数：２２人
●参考金額：１泊２食付（7,020 円～）
●ｱﾒﾆﾃｨ：
●会場まで：約１０分
●送迎：可（お客様のご希望通りに）
●門限：なし
●ＨＰ：なし
●宿自慢：毎日水揚げしている新鮮なお魚をお召し上がり
頂けます。
●特典：缶ビール１本を考えさせて頂いております。

●住所：淡路市尾崎 1644
●電話：0799-85-0072
●部屋数：１０（和室１０室）
●収容人数：３０人
●参考金額：１泊２食付（10,000 円）、１泊朝食付（6,000 円）
※割引適用額
●ｱﾒﾆﾃｨ：
●会場まで：約２０分
●送迎：不可
●門限：なし
●ＨＰ：有
●宿自慢：淡路の食材を使った料理。
●特典：割引対応します。
●注意事項：駐車場無料１０台。浴衣あり。

26【ﾍﾟﾝｼｮﾝ】和ﾊｰﾌﾞｶﾞｰﾃﾞﾝﾎﾃﾙそらにわ
●

33【公共宿舎】パルシェ香りの湯
●

●住所：淡路市大谷 2183
●電話：0799-64-1312
●部屋数：６（和室１室、洋室ﾂｲﾝ２室・３人以上３室）
●収容人数：１８人
●参考金額：１泊２食付（16,330 円～）
１泊朝食付（10,886 円～）
●ｱﾒﾆﾃｨ：
●会場まで：約１０分
●送迎：不可
●門限：23:00 まで
●ＨＰ：有
●宿自慢：全室オーシャンビューで和ハーブを使った料理が
自慢。
●注意事項：全館禁煙です。最終チェックインは 21:00 です。

●住所：淡路市尾崎 3020-1
●電話：0799-85-1126
●部屋数：１２（和室９室、洋室ﾂｲﾝ３室）
●収容人数：６０人
●参考金額：１泊２食付（10,260 円～）
●ｱﾒﾆﾃｨ：
●会場まで：約１５分
●送迎：可（8:30～18:00）
●門限：23:00 まで
●ＨＰ：有
●宿自慢：温泉・夕日・地魚・淡路牛・香り
●特典：おみやげ・体験コーナー１割引。
１ドリンクサービス（生ビールまたはソフトドリンク）。
●注意事項：ボディソープあり。

27【民宿】古民家ハウス-OLUOLU●

34【ﾍﾟﾝｼｮﾝ】いちごの物語
●

●住所：淡路市大谷 1389
●電話：0799-20-5051
●部屋数：２（和室１室、和洋室１室）
●収容人数：９人
●参考金額：１泊朝食付（6,980 円）、素泊まり（6,480 円）
●ｱﾒﾆﾃｨ：
●会場まで：約３分
●送迎：不可
●門限：23:00 まで
●ＨＰ：有
●宿自慢：ゆっくりと暮らすように泊まりたい人、大歓迎。
●特典：コーヒーを自由に飲んで頂けます。

●住所：淡路市郡家 1118-5
●電話：0799-85-0061
●部屋数：７（洋室ﾂｲﾝ２室・３人以上５室）
●収容人数：２０人
●参考金額：１泊２食付（9,350 円）、１泊朝食付（7,560 円）
●ｱﾒﾆﾃｨ：
●会場まで：約１５分
●送迎：場合によって可（要相談）
●門限：なし
●ＨＰ：有
●宿自慢：貸し切りの温泉から見る水平線に沈む夕陽。
●特典：グラスワインサービス。

28【ﾍﾟﾝｼｮﾝ】モーニングアイランド
●

35【コテージ】ゆいま～る淡路
●

●住所：淡路市池ノ内 1407
●電話：0799-62-2007
●部屋数：６（洋室ﾂｲﾝ４室・３人以上２室）
●収容人数：１７人
●参考金額：１泊２食付（24 日 9,100 円・25 日 9,600 円）
１泊朝食付（24 日 6,100 円・25 日 6,600 円）
●ｱﾒﾆﾃｨ：
●会場まで：約８分
●送迎：場合によって可（要相談） ●門限：22:00 まで
●ＨＰ：有
●宿自慢：ｱｯﾄﾎｰﾑな宿。
●特典：サミット参加の旨、申し込み時に言って頂いて
500 円ＯＦＦ。
●注意事項：ドライヤーあり。

●住所：淡路市北山 2069
●電話：0799-85-0788
●部屋数：９（コテージ９棟）
●収容人数：５４人
●参考金額：ＨＰ参照（プランや人数による）
●ｱﾒﾆﾃｨ：
●会場まで：約１５分
●送迎：不可
●門限：なし ●ＨＰ：有
●宿自慢：コテージですが設備は充実しています。
露天風呂・カラオケもあります。
●注意事項：受付は電話のみ。支払は現金のみ。
連泊の場合は事前にご相談ください。
チェックイン 15:00 まで。

14【ﾍﾟﾝｼｮﾝ】プラージュ
●

18【公共宿舎】北淡自然休養村センター
●

22【民宿】天空庵
●

29【ﾍﾟﾝｼｮﾝ】ストロベリー
●

36【民宿】いまる
●

●住所：淡路市釜口 1973-2
●電話：0799-70-4764
●部屋数：３（洋室ﾂｲﾝ２室・３人以上１室）
●収容人数：７人
●参考金額：１泊２食付（12,000 円～）
●ｱﾒﾆﾃｨ：
●会場まで：約１５分
●送迎：不可
●門限：18:00 まで
●ＨＰ：有
●宿自慢：海の目の前のペンションです。
夜ごはんは淡路牛ステーキと新鮮な魚介。
●注意事項：夜ごはん 18:00 スタート。駐車場５台まで。
ドライヤーあり。

●住所：淡路市野島常盤 1372 ●電話：0799-82-2265
●部屋数：１３（和室１３室）
●収容人数：８０人
●参考金額：１泊２食付（7,300 円～）
１泊朝食付（5,300 円）
●ｱﾒﾆﾃｨ：
（有料貸出）
（有料貸出）
●会場まで：約３５分
●送迎：不可
●門限：なし
●ＨＰ：有
●宿自慢：食事が好評で淡路牛をメインにしたメニューに
なっています。
●特典：瓶ビール半額。
●注意事項： 駐車場無料（１５台）。道が狭いので注意。

●住所：淡路市興隆寺 42
●電話：0799-64-1162
●部屋数：一棟貸
●収容人数：８人
●参考金額：素泊まり（3,000 円）
●ｱﾒﾆﾃｨ：
●会場まで：約２０分
●送迎：不可
●門限：なし
●ＨＰ：有
●宿自慢：自炊式の施設です。釜でご飯を炊けます。

●住所：淡路市王子 1119
●電話：0799-62-1931
●部屋数：７（洋室ﾂｲﾝ７室）
●収容人数：１４人
●参考金額：１泊２食付（10,000 円）、１泊朝食付（8,500 円）
●ｱﾒﾆﾃｨ：
●会場まで：約１０分
●送迎：場合によって可（要相談）
●門限：23:00 まで
●ＨＰ：有
●宿自慢：夕食が淡路牛のサーロインステーキのコースです。
●特典：夕食時にコーヒーが付きます。
●注意事項：パジャマ・浴衣等がないので、ご持参お願い
します。

●住所：淡路市多賀 2135-10 ●電話：0799-85-1020
●部屋数：３（和室３室）
●収容人数：６人
●参考金額：１泊２食付（8,800 円）、１泊朝食付（5,500 円）
素泊まり（4,500 円）
●ｱﾒﾆﾃｨ：
●会場まで：約１５分
●送迎：不可
●門限：なし
●ＨＰ：有
●宿自慢：夕食時、淡路牛のサーロインステーキをご堪能
いただけます。
●特典：ワンドリンクサービス。

５【民宿】高島屋
●

11【公的宿舎】東浦サンパーク
●

15【ﾍﾟﾝｼｮﾝ】萬亀
●

19【公共宿舎】かんぽの宿
●

●住所：淡路市岩屋 1112
●電話：0799-72-2446
●部屋数：３（和室３室）
●収容人数：６人
●参考金額：素泊まり（4,000 円）
●ｱﾒﾆﾃｨ：
●会場まで：約３５分
●送迎：不可
●門限：23:00 まで
●ＨＰ：有
●宿自慢：気安くて気軽な女将がやっております。

●住所：淡路市久留麻 2743
●電話：0799-74-5800
●部屋数：１０（和室 定員５名６室・定員１０名４室）
●収容人数：９９人
●参考金額：１泊２食付（9,300 円～）
１泊朝食付（6,800 円）
●ｱﾒﾆﾃｨ：
●会場まで：約２５分
●送迎：不可
●門限：なし ●ＨＰ：有
●宿自慢：明石海峡大橋が見える景観の良い宿。
●注意事項：宿泊対応２４日のみ。２名様より受付。
駐車場無料１５０台。お風呂は 22:00 まで。
浴衣あり。

●住所：淡路市釜口 1203-1
●電話：0799-74-6155
●部屋数：６（和室５室、洋室ﾂｲﾝ１室） ●収容人数：１５人
●参考金額：１泊２食付（10,000 円～）
１泊朝食付（6,000 円～）
●ｱﾒﾆﾃｨ：
●会場まで：約２０分
●送迎：不可 ●門限：なし
●ＨＰ：有
●宿自慢：漁師が営んでいるので、新鮮でボリュームのある
食事をご用意致します。
●特典：選んで頂いた食事プランのワンランクアップしたものを
ご用意させて頂きます。
●注意事項：受付は２名様からとさせて頂きます。

●住所：淡路市富島 824
●電話：0799-82-1073
●部屋数：３４（和室２２室、洋室ｼﾝｸﾞﾙ２室・ﾂｲﾝ１０室）
●収容人数：130 人
●参考金額：１泊２食付（11,500 円）、１泊朝食付（7,400 円）
●ｱﾒﾆﾃｨ：
●会場まで：約３０分
●送迎：不可
●門限：23:00 まで
●ＨＰ：有
●宿自慢：全室オーシャンビュー。瀬戸内の海の幸と絶景を
楽しむ温泉リゾートホテル。
●注意事項：１１月２５日（土）は料金が変わります。

淡路島

23【民宿】浜乃家
●

30 【ﾍﾟﾝｼｮﾝ】淡路島ﾏﾝﾓｽ HOTEL&COTTAGE
●

37【民宿】音羽旅館
●

●住所：淡路市佐野 1510
●電話：0799-65-0007
●部屋数：８（和室８室）
●収容人数：３０人
●参考金額：１泊２食付（7,000 円）、１泊朝食付（5,000 円）
●ｱﾒﾆﾃｨ：
●会場まで：約１０分
●送迎：場合によって可（要相談）
●門限：なし
●ＨＰ：なし
●宿自慢：大阪湾を一望できるオーシャンビュー！
●特典：消費税サービス（割引）
●注意事項：宿泊対応２４日のみ。駐車場有り（無料）。

●住所：淡路市木曽下 1267
●電話：0799-62-1383
●部屋数：６（和室１室、和洋室２室、洋室ﾂｲﾝ３室）
●収容人数：２０人
●参考金額：素泊まり（和室・洋室ﾂｲﾝ 6,750 円）
（和洋室 10,200 円）
●ｱﾒﾆﾃｨ：
●会場まで：約２０分
●送迎：不可
●門限：22:00 まで
●ＨＰ：有
●宿自慢：目の前に自然あふれる森がひろがっています。
●特典：ワンドリンクサービス。

●住所：淡路市江井 2787-1
●電話：0799-86-0017
●部屋数：１０（和室１０室）
●収容人数：３０人
●参考金額：ＨＰ参照（プランや人数による）
●ｱﾒﾆﾃｨ：
●会場まで：約１５分
●送迎：場合によって可（要相談）
●門限：なし
●ＨＰ：有
●宿自慢：淡路近海の新鮮な魚介を食べて頂けます。
●特典：ウーロン茶１本サービス。
●注意事項：エレベーターなし。ヘアゴムあり。

６【ﾍﾟﾝｼｮﾝ】パールシャイン
●

12【旅館】長松旅館
●

16【旅館】海若(わたつみ)の宿
●

20【ﾍﾟﾝｼｮﾝ】ターニングポイント
●

24【ゲストハウス】ゲストハウス花野
●

31【ﾍﾟﾝｼｮﾝ】花の宿
●

●住所：淡路市岩屋 576-3
●電話：0799-72-2901
●部屋数：５（和室１室、洋室４室）
●参考金額：１泊朝食付（6,000 円）※割引適用額
●ｱﾒﾆﾃｨ：
●会場まで：約３０分
●送迎：不可
●門限：23:00 まで
●ＨＰ：有
●宿自慢：明石大橋がきれいに見えます。
●特典：宿泊料金 6,480 円を 6,000 円に割引します。
●注意事項：夕食付きのプランには対応不可。
バリアフリー非対応。

●住所：淡路市仮屋 127
●電話：0799-74-2007
●部屋数：５（和室５室）
●収容人数：２５人
●参考金額：１泊２食付（9,000 円）、１泊朝食付（5,500 円）
●ｱﾒﾆﾃｨ：
●会場まで：約２０分
●送迎：不可
●門限：なし
●ＨＰ：有
●宿自慢：とれたての魚がメインの料理です。
●特典：ワンドリンクサービス。
●注意事項：お部屋は全て４～５名様向けです。
食事をとられる場合は１８時～１９時にはお戻り
ください。

●住所：淡路市野島蟇浦 150 ●電話：0799-82-1616
●部屋数：１４（和室８室、洋室ﾂｲﾝ６室） ●収容人数：８０人
●参考金額：１泊２食付（16,000 円）
●ｱﾒﾆﾃｨ：
●会場まで：約３０分
●送迎：可（9:00～20:00）
●門限：24:00 まで
●ＨＰ：有
●宿自慢：島内唯一の天然ラドン「源泉掛け流しの湯」と
「夕陽」が自慢の料理旅館です。
晩秋の播磨灘に沈む夕日は圧巻。
●特典：各自、夕食時１ﾄﾞﾘﾝｸｻｰﾋﾞｽ。（ｱﾙｺｰﾙ・ｿﾌﾄﾄﾞﾘﾝｸ）
●注意事項：駐車場あり２０台。浴衣あり。

●住所：淡路市浅野南 620
●電話：0799-82-2337
●部屋数：６（ｺﾃｰｼﾞ 7 人用２室、洋室ﾂｲﾝ２室・３人以上２室）
●収容人数：２６人
●参考金額：１泊２食付（9,900 円）、１泊朝食付（6,500 円）
●ｱﾒﾆﾃｨ：
●会場まで：約３０分
●送迎：不可
●門限：なし
●ＨＰ：有
●宿自慢：西海岸に沈む夕日がきれいです。
●特典：ワンドリンクサービス。

●住所：淡路市佐野 1719-5
●電話：0799-65-0807
●部屋数：６（和室６室）
●収容人数：１６人
●参考金額：１泊２食付（5,500 円）
１泊朝食付（4,000 円）、素泊まり（3,500 円）
●ｱﾒﾆﾃｨ：
（貸出） （販売）
●会場まで：約１０分
●送迎：可（8:00～20:00）
●門限：なし
●ＨＰ：有
●宿自慢：おばあちゃんの家の様なほっとする宿です。お風呂
は薪風呂、ご飯はｵｰｶﾞﾆｯｸなものを使っています。
●特典：連泊の方、お部屋代割引。
●注意事項：送迎は別料金がかかります。

●住所：淡路市木曽下 1266-2 ●電話：0799-62-4950
●部屋数：５（和室２室、洋室３人以上３室）
●収容人数：１６人
●参考金額：１泊２食付（10,260～円）
●ｱﾒﾆﾃｨ：
●会場まで：約１０～１５分
●送迎：不可
●門限：22:00 まで
●ＨＰ：有
●宿自慢：淡路牛・自家製野菜を使ったフルコースディナー
●注意事項：駐車場６台。夕食 18:00～。
チェックイン 16:00～18:00。

観光等のご相談は？………第５回町内・集落福祉全国サミット in 淡路市

観光案内コンシェルジュ→Tel 0799-72-3420（淡路島観光協会 岩屋観光案内所）

･･･ｼｬﾝﾌﾟｰ

･･･ﾘﾝｽ

･･･石けん

ﾍﾟﾝｼｮﾝ ｸﾞﾘｰﾝﾘｰﾌ

･･･ﾊﾞｽﾀｵﾙ
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･･･歯ブラシ

･･･ひげそり

