
玉野市宿泊施設一貫表
＊平成28年 9月20日現在 ＊料金芍詳細は、各施設にお問合せ下さい

遭絡先
収容 付帯 外国人

名称 所在地 巾外I, ff, 客室
宿泊料金 H p 交通・駐璽場 各旅館・ホテルからのコメント

,0863 
人員 （参者） 施設 の対応

・ラドン温泉

ダイヤモンド
・素泊り 1名4,500円～ ・露天風呂

httu:11~ 立立0011 瀬戸内海国立公園にある、

瀬戸内
〒706-0028 TEL81-2111 •和室 50室 •一泊朝食付き 5,850 円～ • サウナ •宇野駅よりバス 25 分

ピーチに鱗接した立地で温泉もあり、
渋川 2-12-1 FAX81-2110 

500名 可 rin~·hQtel.co. ju 
・駐車場有り、 100台

マリンホテル
・洋室 112室 ・一泊2貪付き7.000円～ • 温水ブール

l ご家族からカップ）しまで楽凶bます！

（シーズンにより変動あり） ・カラオケ

BOX 

ホテル 〒706--0002 TEL21-2200 全室和洋折衷
・素泊り 1名8,640円・ 2名6,480円 bu12:t/www r!l§ 

•宇野駅より徒歩 7 分 JR宇野駅、直島・轟松行きフェリー秦り場に

mrぅーヅ1 築港 1←23-4 FAX32-2466 
1 28名 •3 名以上 5,940 円 可 ortvoshimasa. 

・駐肇場有り、60台 も近く、全室オーシャンピューです ！• 1 9室
・一泊2食付き 11.880円~17,600円 WJJ!. 

直島や豊島、墓松など瀬P内のアートスポット

•和室 3室 • 4.000円~15,000円
各部塵イン

への旅の拠点として提案しているゲストハウ
GUESTHOUSE 〒706-0002 TEL21-3382 ターネット htt11://ww立.kjk •宇野駅より徒歩8分

ス。 6名の芸術家遭が本気で手がけたアートに
菊水旅館 築港 1-24-6 FAX21-3386 

・洋室 2室 25名 （お部屋のタイプにより金額が異なります） 可
・駐車場有り

•和洋 5室
usuirvokan 10/ 

囲まれた客室で、寝ても寛めてもアートな旅を
その他有

実現します。

•純和室 5室 直島、●島なと観光の外国人に人気のあるホァ

Uno Port INN 〒706-CX)()2 TEL21-2729 
•洋室（ダプル） ・素泊り 1名6,9CX)円~16.800円 • free wi-fi ルです。もちろん日本人霞光客も宿泊可能です。

2室 30名 （お部屋のタイプにより料金が異なります） ・コインラン 可
htto://unooorti 

•宇野駅より徒歩 1 分 また、ホテル内のカフェレストランにて朝食
（り）が 一トイ:,) 築港 1-4-4 FAX21-2729 

•和洋（ツイン） 朝食別
nn.lX)m/ 

昼食の提供も行っています．ドリー

5室 スタッフは英語対応可能です。

・グラウンド

・素泊り 1名2,160円
・体膏館 大人数での宿泊が可能です。

玉野スポーツ 〒706-0001 祖 31-0888 ・プール htto://wwwt •田井駅より徒歩20分 スポーツ施設・研修臆設を鑽えているため、
•和洋室40室 383名 •一泊朝食付き 2,674円 可

センター 田井 2-4464— 10 FAX31-0889 
•一泊 2 食付き 3.496円

・オリエンテ l;l,!]Jsl§!J区2o~tL ・駐車場 130台 様尺な活動に伎用できます．

ーリング 団体向き、宿泊のみも利用出来ます。

・キャンブ蠅

t・ジ礼淋テル 〒706-0002 T巳32-2121 •和室 6 室
・素泊り（和室）1名4.500円・ 2名3.500円

各部塵PC •宇野駅より徒歩 3 分
9名 ・素泊り（洋室）1名5,500円・ 2名4,500円 全室インターネット使用可

サンエス 築港 1-7-8 FAX32-2121 ・洋室 2室
（食事提供不可）

使用可能 ・駐車場有り、 5台

花三旅館
〒700紐 2 T巳31-3873 ・素泊り 1名4,700円～

•宇野駅より徒歩 1 分 宇野駅から徒歩 1分。長期歓迎
築港 1-4-25 FAX31-3886 （人数・日数によって割引あり）

豊勝旅館
〒706-0002 TEL32-2533 • 1泊2食付6,500円～ •宇野駅より徒歩で8分 畏期滞在に向いたピジネスホテル
築港 1-10--22 FAX21-2533 

三琥民宿 〒706-0012
TEL21-2108 30名

•宇野駅より車で5分
玉野市内エリアに長期壱泊を可能とした滞在型

玉本店 玉4-1-7 ・素泊り 1名3.CXJO円（税抜き）～ htto //www.ac ・駐車場有り
FAX2.1-2109 の宿舎をご用憲しています。出張だけでなく、

•一泊朝貪付き 3,300 円（税抜き） ～ !l!JQO!;l"O!ilt iu/-
和田賽 玉野市和田 玉本店へお問合 10名

• 一泊 2 貪付き 4,CXX) 円（税抜き）～ s~nko/ 
スポーツ、レジャーの拠点としてもご利用下さ

霙玉賽 玉野市玉
せ下さい。

15名
し＼。

新宿旅館
〒700切 12

TEL21-4002 
•和室 2 室

5名 ・素泊り 1名4,000円～ •宇野駅より車で 10 分 三井造船の近くです。
玉4-9--16 ・洋室 3室


