
お申し込み・お問い合わせは
香川県内のワープ支店および駅ワーププラザまで

香川県民版『
新
か
が
わ
割
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行
の
ス
ス
メ

プチ香川たびプチ香川たび
今すぐ行こう！今すぐ行こう！

日帰り
11コース

四国デスティネーションキャンペーン 2021．10/1～12/31

【設定期間】2021年10月22日～12月31日

<

旅
行
代
金
一
例>

※事務局より割り振られている新うどん県泊まってかがわ割の
予算に達し次第、割引適用終了となります

香川県内往復JR＋栗林公園入園＋園内食事（花園亭）の場合香川県内往復JR＋栗林公園入園＋園内食事（花園亭）の場合

2,000円4,000円 2,000円 2,000円
お支払い実額

旅行代金
大人お一人様

「新うどん県泊まって
  かがわ割」補助額 新かがわ割クーポン

香川県内在住者限定『新うどん県泊まってかがわ割』適用の場合 香川県内在住者限定『新うどん県泊まってかがわ割』適用の場合 

香川県内往復JR＋ＪＲホテルクレメント高松レストランフィオーレ食事の場合香川県内往復JR＋ＪＲホテルクレメント高松レストランフィオーレ食事の場合

4,000円8,000円 4,000円 2,000円
お支払い実額

旅行代金
大人お一人様

「新うどん県泊まって
  かがわ割」補助額 新かがわ割クーポン

香川県内在住者限定『新うどん県泊まってかがわ割』適用の場合 香川県内在住者限定『新うどん県泊まってかがわ割』適用の場合 

11月下旬

栗林公園
紅葉の見ごろ（例年）

11月下旬
紅葉の見ごろ（例年）紅葉の見ごろ（例年）

香川県内在住者限定『新うどん県泊まってかがわ割』適用プラン



※施設最寄駅～各施設への移動は別途お客様負担となります。公共交通機関・タクシー・マイカー等各自ご移動ください。※マイカー利用の場合でもガソリン・駐車料金は含まれません。

高松東急ＲＥＩホテル

樺川御膳 （コーヒー付）＋入浴(フェイスタオル付)

新樺川観光ホテル

ステーキランチ ワンドリンク付  押し寿司御膳（コーヒー付）

プチ香川たび限定！「贅沢ランチ」

４南 山３

花園亭 吹上亭１ 2

５

(グラスワイン・ハイボール・焼酎・ジュース・ウーロン茶から選択) 

特別名勝栗林公園

四国民家博物館 四国村
開村時間

アクセス

8：30～18：00（11月、12月は17：30）

[秋のライトアップ開催]１１月１９日～２８日
開園時間

アクセス

【10月】6：00～17：30
【11月】6：30～17：00
※秋のライトアップ期間中は21：00まで
【12月】7：00～17：00

※年中無休ですが、新型コロナウイルス感染症の影響
により、休園となることがあります。

JR高松駅より車で約７分
JR栗林公園北口より徒歩約３分

P あり（有料）

P あり（無料）

P あり（無料）

P あり（2時間無料）

P 屋島山上駐車場あり（有料）

栗林公園入園と園内お食事がセット

四国村入村と屋島エリアでのお食事がセット ホテルでランチを満喫！

プチ香川たび限定！「贅沢ランチ」

TW:HSKKBS126A TW:HSKKBS127A

TW:HSKKBS128ATW:HSKKBS130A TW:HSKKBS129A

JR高松駅より車で約20分
JR屋島駅よりシャトルバス「四国村バス停」下車すぐ

※年中無休ですが、新型コロナウイルス感染症の影響により、休業と
なることがあります。

高
松

お手頃
プラン

ＪＲ屋島駅着 ＪＲ高松駅着

ＪＲ高松駅着

食事時間

予約 1名様から/前日15時まで

11:00～14:00、（11/19～28は17:00～20:00も利用可能）

設定除外日 12/28～31 大人と同料理お子様用料理

栗林公園内アクセス

★17：00～20：00は夜専用メニューに変更となります。（2名様から予約受付）
お一人様につき、新かがわ割クーポン2枚または2,000円の追加が
必要です。追加分は現地にてお支払いください。

ＪＲ高松駅より車で約30分
ＪＲ屋島駅より路線バスで約15分
屋島山上駐車場より徒歩約5分

設定除外日食事時間

アクセス

予約 1名様から/前日15時まで

11:00～14:00 12/26～31

大人と同料理お子様用料理

高松駅より徒歩約7分

設定除外日食事時間

アクセス

予約 1名様から/2日前15時まで

11:00～13:30 土・日・祝日（平日のみ営業）
12/28～12/31

大人と同料理お子様用料理

設定除外日

食事時間

JR高松駅より車で約50分
JR高松駅より路線バス「塩江」下車後、送迎車

アクセス

予約 2名様から/前日17時まで

11:30～13:30 入浴時間 10:30～21：00
（最終受付20：00）

10/25・26・28・31、11/11・14・17・18、12/1・29～31

※送迎要予約

大人と同料理お子様用料理

設定除外日営業時間

予約 1名様から/前日まで

8:30～16:30 11/20・21・27・28

※利用券のみでのお支払いの場合、おつりは出ません。また、換金は
できません。※吹上亭以外の園内施設ではご利用いただけません。

栗林公園内アクセス

高松市にある、国の特別名勝に指定された回遊式大名庭園。
江戸時代初期に築庭されて以降、歴代藩主によって拡大・修築し100年余
りの歳月を経て完成しました。すぐれた地割り、石組みを有し、木石の庭の
美しさは日本三名園にも勝るとも劣らないとも言われています。

食事・飲み物・お土産等に使える利用券（1000円×2枚）

香川県内各駅⇔高松駅
（特急列車自由席利用）
コース③は香川県内各駅⇔ＪＲ屋島駅往復ＪＲ

お食事または施設で使える利用券
（コース①～③は＋施設入場、⑤は＋入浴付）

＋ 2,000円4,000円
3,000円 1,500円

2,000円 2,000円
1,500円 1,000円

お支払い実額旅行代金（お一人様） 「新うどん県泊まって
  かがわ割」補助額 新かがわ割クーポン

大人および
④⑤コース
こども
①～③コース
こども

香川県内在住者限定『新うどん県泊まってかがわ割』適用の場合 香川県内在住者限定『新うどん県泊まってかがわ割』適用の場合 



※事務局より割り振られている新うどん県泊まってかがわ割の予算に達し次第、割引適用終了となります ※新型コロナウイルス感染症の影響により急きょ休業となる場合がございます。※掲載の写真はすべてイメージです。

ＪＲホテル
クレメント高松

８

7

９

開園時間

アクセス

多度津の旧武家屋敷で食べる昼膳と中津万象園入園がセット

TW:【桃煌】HSKKBS134A、【フィオーレ】HSKKBS134B、【瀬戸】HSKKBS134C

TW:HSKKBS136A TW:HSKKBS133A

満 足
プラン

ＪＲ琴平駅着ことひら温泉琴参閣

ＪＲホテルクレメント高松
カフェ&レストランヴァン 

手織り寿司「たなごころ」（生菓子付き）

オプション（現地払い）

+2,340円（税込）
瓶ビール・ウーロン茶・ノンアルコールビール
[フィオーレ]ワイン（赤・白）・ウイスキー・オレンジジュース [瀬戸]焼酎（麦・芋）・日本酒・梅酒
[桃煌]焼酎（麦・芋）・紹興酒・ウイスキー飲み放題（120分）

水・日曜日、12/30・31設定除外日

お子様用料理

中国料理桃煌

大人と同料理

さぬきの恵みコース

月・木曜日、12/18～25・30・31設定除外日

お子様用料理

レストランフィオーレ

大人と同料理

フィオーレコース

火・金曜日、12/29～12/31設定除外日

お子様用料理

日本料理瀬戸

大人と同料理

さぬきの恵み会席

贅 沢
プラン

休園日 水曜日、12/29～31

P あり（無料）

P 3台のみあり（無料）

9：30～17：00（最終入園16：30）

多度津駅より車で約5分
または徒歩約30分

中津万象園
丸亀藩京極家二代目藩主
京極高豊により築庭された
池泉回遊式大名庭園。
庭の中心には京極家の出身
地、近江国琵琶湖にならった
池があり近江八景を模した
島々が浮かびます。 

※施設最寄駅～各施設への移動は別途お客様負担となります。
　公共交通機関・タクシー・マイカー等各自ご移動ください。

往復ＪＲ（香川県内各駅⇔多度津駅）＋食事＋入園

大人
こども

2,750円
2,300円

お支払い
実額

2,750円
2,300円

5,500円
4,600円

旅行代金 新かがわ割
補助額

新かがわ割
クーポン

2,000円
2,000円

大人
こども

4,000円
3,750円

2,000円
2,000円

お支払い
実額

4,000円
3,750円

新かがわ割
補助額

8,000円
7,500円

旅行代金 新かがわ割
クーポン

往復ＪＲ（香川県内各駅⇔高松駅）＋食事

大人
こども

2,650円
2,000円

お支払い
実額

2,650円
2,000円

5,300円
4,000円

旅行代金 新かがわ割
補助額

新かがわ割
クーポン

2,000円
2,000円

6
多度津藩武家屋敷

家中舎
12/18～12/25、
【昼】平日（土日祝のみ営業）
【夜】水･木曜日

ＪＲ高松駅より徒歩約1分

設定除外日【昼】11:30～15:00
【夜】17:30～21:00
※最終入店は1時間前

食事時間

アクセス

予約 1名様から/2日前17時まで大人と同料理お子様用料理

多度津駅より徒歩約10分

設定除外日食事時間

アクセス

12:00～14:00 水曜日、12/29～31

大人と同料理お子様用料理 予約 2名様から/2日前まで
※小学生未満の予約はご遠慮ください

ＪＲ高松駅より徒歩約1分アクセス

予約 1名様から（桃煌は2名様から）/2日前17時まで

往復ＪＲ（香川県内各駅⇔高松駅）＋食事

JR琴平駅より徒歩約5分（送迎可）アクセス

予約 2名様から/3日前19時まで

食事時間 18:00～21:00 設定除外日 12/25～31

お子さまランチ お子様用料理

15:00～24:00入浴時間

TW:HSKKBS135A 

大人
こども

3,250円
2,250円

お支払い
実額

3,250円
2,250円

6,500円
4,500円

旅行代金 新かがわ割
補助額

新かがわ割
クーポン

2,000円
2,000円

往復ＪＲ（香川県内各駅⇔琴平駅）＋食事＋入浴

瀬戸内会席

オプション

飲み放題
（120分）

+3,300円（税込）
大 人

+1,650円（税込）
こども

日本酒・ビール・焼酎
ソフトドリンク
※こどもはソフトドリンク
　のみ提供となります

露天風呂露天風呂

★新かがわ割クーポンが使えます★

★新かがわ割クーポンが使えます★

食事時間 11：30～14：30、17：00～20：30（14：00、19：30ラストオーダー）

P あり（無料）

P あり（3時間無料）

P あり（3時間無料）

【夜】オプション

※現地払い

生ビール
ワイン（赤・白）
スパークリングワイン
焼酎（麦・芋）
カクテル各種

★ ★新かがわ割クーポン
が使えます

飲み放題（120分）
+1,500円（税込）

メイン&ブッフェ料理（ソフトドリンク飲み放題付）
【昼】メイン牛フィレステーキフォアグラ添え+ビュッフェ
【夜】メイン料理3品から1品選択+ビュッフェ 夜メイン料理一例夜メイン料理一例

ＪＲ高松駅着

ＪＲ多度津駅着



11 小豆島オリーブ園 食事・お土産・体験に使える利用券付（1,000円）

TW:HSKKBS132A

8612436-営商-8620516

旅行契約成立の後、お客様の都合で取消される場合には､割引前の
旅行代金に対してお一人様につき下記の料率で取消料をいただきま
す。この場合、すでに収受している旅行代金（あるいは申込金）から
所定の取消料を差し引き払いもどしいたします。申込金のみで取消料が
まかないえないときは、その差額を申し受けます。 

お問い合わせ・お申し込みは

※『新うどん県泊まってかがわ割』は、国の地域観光事業支援等を活用しています。
※香川県内在住者限定のキャンペーンです。
参加者全員ツアー参加時（同意確認書提出時）等に運転免許証、保険証、マイナン
バーカード等、住所が確認できる本人確認書類を必ずご提示いただけますようお
願いします。
※補助金上限額に達ししだい、割引プランの販売は終了とします。
※旅行契約成立後のお客様のご都合によるお取消しは、割引前の旅行代金を基準
として当社所定の取消料を申し受けます。詳しくは当社係員にお尋ねください。

お申し込み・お問い合わせは、香川県内のワープ支店、駅ワーププラザへどうそ

お手頃
プラン
小豆島

香川県内各駅⇔高松駅
（特急列車自由席利用）往復ＪＲ オーキドホテル

利用券（2,000円）＋ 寒霞渓ロープウェイまたは小豆島オリーブ園で
使える利用券（1,000円）＋

土庄港より徒歩約１分アクセス 予約 1名様から/予約不要（レンタカーは要予約）

食事時間 11:00～14:00（ラストオーダー 13：30） 入浴時間 15:00～17：00
湯元小豆島温泉塩の湯オーキドホテル

4時間 6時間レンタカー
4,500円
5,000円

軽 自 動 車
普通自動車

5,300円
6,300円

2,500円 4,000円
4時間 1日

レンタルバイク

4時間 1日レンタサイクル
600円
1,500円

シティサイクル
電動サイクル

1,500円
2,000円

ひしお丼 1,500円（メニュー例）ひしお丼 1,500円（メニュー例） 湯元 小豆島温泉・塩の湯湯元 小豆島温泉・塩の湯
■入浴料：800円（貸タオル付）■入浴料：800円（貸タオル付）

レンタカーレンタカー

レンタサイクルレンタサイクル

レンタルバイクレンタルバイク

使い方いろいろ！オーキドホテルでの食事・入浴・お土産・レンタカーなどに使える利用券（1,000円×２枚）

P あり（無料）

貸出時間/8:00～18：00

\おすす
め/

\おすす
め/

小豆島フェリー・高速艇や
お手頃プラン小豆島の各施設
でも新かがわ割クーポンが
ご利用いただけます

※レンタル利用は除きます4,000円 2,000円
旅行代金（お一人様）
大人・こども同額

「新うどん県泊まって
  かがわ割」補助額

※施設最寄駅～各施設への移動は別途お客様負担となります。公共交通機関・タクシー・マイカー等各自ご移動ください。※利用券・クーポン類のみでのお
支払いの場合、おつりは出ません。また、換金はできません。※利用券の金額を超える部分はお客様ご自身でお支払いください。※各利用券は対応する施
設で営業時間内にご利用ください。※事務局より割り振られている新うどん県泊まってかがわ割の予算に達し次第、全コース割引適用終了となります。
※天候・気象条件等により紅葉の見ごろが例年と異なる場合がございます。※掲載の写真はすべてイメージです。

10 寒霞渓ロープウェイ ロープウェイ・お土産・カフェなど
に使える利用券付（1,000円）

片 道区 分 往 復
1,050円
530円

大 人

こども（小学生）

1,890円
950円

P あり（無料）設定除外日 12/15・29 
TW:HSKKBS131A

営業時間 9:00～16:00
8:00～17:00

[10/31まで]
[11/1～30]

8:30～17:00
8:30～16:30

[12/1～20]
[12/21～31]

■ロープウェイ運賃

※ロープウェイ・売店の営業時間

TW:HSKKBS131A

寒霞渓名物
オリーブ牛コロッケバーガーセット

1,100円（メニュー例）

オーキドホテル利用券と小豆島エリア観光施設の利用券がセット

マイオリーブオイルブレンド体験
1,000円（要予約）

小豆島二色素麺セット
1,000円（メニュー例）

土庄港より路線バスで約30分

営業時間

アクセス

予約

体験

1名様から/食事席・体験予約は1日前15時まで

マイオリーブオイルブレンド体験（前日までに要予約）
※開始時間：9時・10時・15時の1日3回

8:30～17:00 食事時間 11:00～15:00

設定除外日 12/29～31

P あり（無料）

2,000円2,000円
お支払い実額 新かがわ割クーポン

香川県内在住者限定『新うどん県泊まってかがわ割』適用の場合 香川県内在住者限定『新うどん県泊まってかがわ割』適用の場合 

寒霞渓
紅葉の見ごろ（例年）
11月上旬～下旬


