
高松駅バスターミナル、高松築港バスのり
ば、瓦町駅前・瓦町駅東口バスのりばは電車
と接続されているので、高松市内観光に便
利です。
また、高松空港～高松市内中心街のアクセ
スには「高松空港リムジンバス」の利用がお
すすめです。

お問い合わせ＆インフォメーション
●ことでんバス/☎087-821-3033

栗林・潟元・屋島駅前・健康ランド・仏生山
駅等のりば以外にも電話でお迎えに伺い
ます。観光案内も承ります。

●ことでんタクシー/☎0120-85-1774

高松琴平電気鉄道株式会社
　運転営業所　☎087-831-6008　　運輸サービス部　☎087-863-7300
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高松空港リムジンバス

時刻表はスマホサイトが便利！

高松空港からリムジンバスを利用すると、観光地付近や、最寄り駅へのアクセスに便利！
バス車内では無料Wi-Fi※も使えます！

※スマホ、タブレットの場合、Wi-Fi設定画面で「kotochan-wifi」、パスワードを「kotoden1」と入力

※ICカード乗車券「IruCa」もご利用いただけます。　
※高松空港行きは、各バス停から乗車のみです。　
※高松駅方面行きは、高松空港のみ乗車で各バス停では、下車のみとなります。

電車とバスを一体化とした、ルート、乗り換え、時刻、運賃の検索サービスです。
●電車&バス乗換検索
　ホームページからアクセスしてください。

電車の時刻と運行状況の確認ができるスマホサイトです。

http://www.kotoden-search.jp/

●ことでん時刻表スマホ版
　ホームページまたは、右記の専用QRコードでアクセスしてください。

http://www.kotoden.co.jp/publichtm/sp/

沿線

KOTOHIRA-LIN
E

NAGAO-LINE

SHIDO-LINE

http://www.kotoden.co.jp
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「ことでん」とは?

黄色い電車の［琴平線］
高松築港駅と言わずと知れた「こんぴらさん」のある
琴平を1時間2分で結ぶ路線。

緑色の電車の［長尾線］
高松築港駅と四国霊場第八十七番札所「長尾寺」のある
長尾を36分で結ぶ路線。

赤色の電車の［志度線］

▶下り ❷番ホーム

▶下り ❸番ホーム

▶下り ❶番ホーム

▶下り ❸番ホーム

▶下り ❹・❺番ホーム

瓦町駅と四国霊場第八十八番札所「志度寺」のある
志度を33分で結ぶ路線。

高松築港 瓦町

琴電琴平

長尾

琴電志度

路線間の移動は、全ての路線に接続して
いる瓦町駅での乗り換えが必要です。

乗り換え駅

志度線上りは瓦町駅が終点です。
高松築港駅へは①番か③番ホームの上り
に乗り換えとなります。

香川の人から「ことでん」の愛称で親しまれている高松琴平電気鉄道（株）は、瓦町駅をターミナル駅として香川県の要所を
結んでいる［●琴平線］・［●長尾線］・［●志度線］と3色の路線カラーの電車を運行するローカル鉄道会社です。
日本各地の車両を譲り受けた旧型車両が走り、「動く電車の博物館」と言われています。

↑写真はイベント列車として活躍している鉄道ファンに人気のレトロ電車です。イベント時にはご乗車いただけます。 左から大正14年製造の〈20形-23号〉、大正15年製造の〈1000形-120号〉・〈3000形-300号〉、昭和3年製造の〈5000形-500号〉

お得なチケット情報 !

駅にある路線運賃表で自分の行
きたい目的地を探し、金額と路
線を確認します。上（黒）が大人
料金、下（赤）が子供料金です。

（写真は2016年6月時点での料金です。）

駅にある券売機で乗車券を買い
ます。現金を入れた後、金額ボタ
ンを押してください。「おつり」と

「乗車券」が下段より出ます。

改札を通り、改札口にある掲示
板で何番ホームの電車に乗れば
いいのかを確認します。写真は
駅員が改札口にいる場合です。
IruCaの場合は自動改札をご利
用ください。

電車がホームに入ってドアが開い
たらご乗車いただけます。
※駅によっては上りと下りの電車

が同じホームに来ます。

「ことでん」に乗ろう ! 「ことでん」のマスコットキャラクター !
目的地までの経路と
料金を調べる。1 券売機にお金を入れ

乗車券を買う。2 改札を通りホームの
確認をする。3 行き先を確認して

電車に乗車します。4

● 無人の駅に下車する場合は、乗務員に乗車券をお渡しください。

1日フリーきっぷ
ことでんのマスコットキャラクター「こと
ちゃん・ことみちゃん」がモチーフとなっ
た、ことでんの電車が1日乗り放題の大変
便利でお得な切符です。

ご利用いただけるのは、
6才以上12才以下の
方です。

ご利用いただけるのは、
6才以上12才以下の
方です。

●大人用

1,230円
●小人用

620円

ことでんシネマチケット
イオンエンターテイメント株式会社とコラボした「ことで
んシネマチケット」は、ことでんの電車全線１日乗り放題
の1日フリーきっぷと「イオンシネマ綾川」と「イオンシネ
マ高松東」で使用可能な映画観賞券とミニポップコーン
がセットになった大変お得で便利な企画切符です。

ことでんおんせん乗車入浴券
電車の乗車券とシンプルでモダンな建築
デザインで知られる仏生山温泉の入浴料
をセットにした大変お得で便利なうちわ
型の企画切符です。

1,000円 ［運賃＋映画観賞券＋ミニポップコーン］
●大人用

2,000円
●中高生用

1,800円
●小人用

1,300円

1日使って各路線を楽しむなら切符を
買う手間がなく時間を有効に使えて
便利でお得!

★お求めは、高松築港駅・片原町駅・瓦町駅・
　栗林公園駅・仏生山駅・今橋駅の各駅にて ★お求めは、ことでん全有人駅にて

★お求めは、ことでん全有人駅にて

IruCa（ICカード乗車券）もあります!
IruCa（イルカ）は、ことでんの有人駅などでご購入いただけることでんの電車とバスを利用できるICカード
乗車券です。このICカード「IruCa」は、商店街などでのお買い物や公共施設でも便利にご利用いただけます。
お金をチャージしてご使用ください。（上限20,000円までチャージいただけます。）

（2,000円）SF1,500円・デポジット500円

❶❶❶ ❷

❷

❷

❸

掲載内容は2016年6月時点のものです。

運賃＋仏生山温泉入浴料
＋タオル＋うちわ付

ことちゃん
20才くらいの男の子

誕生日 8月8日（獅子座）
趣 味 小旅行
身 長 180cm
体 重 120kg

ことのちゃん
元気な女の子

誕生日 10月10日（天秤座）

ことみちゃん
18才くらいの女の子

誕生日 5月2日（牡牛座）
趣 味 お菓子づくり
身 長 170cm
体 重 ヒミツ

http://twitter.com/
#!/irucakoto

「ことちゃん」
がつぶやく

「ことちゃん」
がつぶやく

2002/8/8

年表

ことでんの大人の事情により
「ことちゃん」誕生。
以来、初のイルカ駅員として勤務。
釜玉が大好物。
おかげさまでおなかぽっこり。

2003/5/2 結婚を前提とした恋人（ことみちゃん）
がいることが発覚＆お披露目。

2011/11/18 金刀比羅宮にて
「ことちゃん」♡「ことみちゃん」挙式。

2015/10/10 「ことちゃん」♡「ことみちゃん」の
愛の結晶「ことのちゃん」誕生。



瓦町駅、栗林公園駅、片原町駅で申請ができ、返却はどこのポートでも可能です。
　利用時間 瓦町駅・栗林公園駅 7:00～23:00（ただし申請受付は 22:00 まで）、
 片原町駅　7:00～22:00
　料　　金 ～6 時間まで：100 円、6 時間～24 時間：200 円

見どころがいっぱいの、仏生山、八栗エリアの街並みを堪能するならレンタサイクルが便利。
電動アシスト自転車なので、目的地までらくらく移動、周辺散策も楽しめます。
★詳細は各沿線紹介のページをご覧ください。

　マークのある駅でもレンタサイクルが利用できます！

  琴 平 線（32.9km）
  長 尾 線（14.6km）
  志 度 線（12.5km）
  リムジンバス
 途中下車指定駅
  J R 線
  主要道路
  かがわWi-Fiスポット
　 レンタサイクル（高松市）

　　　レンタサイクル（ことでん）

　仏生山駅、　八栗駅でレンタサイクルが利用できます！

ことでん路線図ことでん路線図
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金刀比羅宮

五色台

八栗寺（85番札所）屋島寺（84番札所）

志度寺
（86番札所）

平賀源内
記念館

四国村

新屋島水族館

長尾寺（87番札所）

一宮寺（83番札所）

滝宮天満宮

仏生山温泉

サンポート高松
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高松築港駅
待合所・ホーム等（改札周辺）

瓦町駅
2F改札内待合所・2F改札前広場

栗林公園駅
待合所・ホーム等（改札周辺）

琴電琴平駅
待合所・ホーム等（改札周辺）

無料Wi-Fiスポットで
観光情報をゲット!

①Wi-Fi設定画面で「KAGAWA-WiFi」を選択。
②ブラウザー起動後「インターネットを利用する」
　をタップし言語を選択。注意事項・利用規約を
　確認し、「同意する」。
③メールアドレスを入力後、「接続」。
④自動的に、「うどん県旅ネット」に接続します。

1ユーザー当たり1回最大30分／1日8回まで（計240分/日）

※コインロッカー等各駅の施設情報はホームページで確認する事ができます。

途中下車制度で「ぶらり」さぬき路を満喫!
指定駅で下車し、再び無料で乗車し、目的地まで行けます。琴平線は15～30分、
志度線・長尾線は20分間隔で運行していますので、各駅周辺の散策に便利です。

（但し、切符での乗車に限ります。また、目的地駅と同一運賃の駅では途中下車できません。）
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小豆島・直島
フェリーのりば

高松港
レストハウス
ミケイラ

高松港

▶

赤灯
台へ

小豆島・直島
高速船のりば

　　JRホテル
クレメント高松

高松港旅客
ターミナルビル 宇野行き

フェリーのりば
（四国フェリー）

アルファ
あなぶき
ホール高松城跡

玉藻公園

高松シンボルタワー
（四国ショップ88）

（Beer Pub Station）

JR高松駅
▶

▶

東門入口

西門入口

香川県立
ミュージアム

北浜alley

宇野行き
フェリーのりば
（宇高国道フェリー）

サンポート高松
高松シンボルタワー

（四国ショップ88）

サンポート高松

駅周辺観光
MAPあり！

駅周辺観光
MAPあり！
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約2分

片原町

約2分
高松築港

約2分

瓦町

約2分

栗林公
園

約3分

三条 太田

仏生山へ約4分→

琴平線Kotohira-Line
高松築港 琴電琴平

高松築港からこんぴらさんで有名な琴平までを1時間2分で結ぶ琴平線!

高松市紺屋町10-4　☎087-823-1711
◯開館時間/ 9：30～17：00（特別展開催期間中の火～土・祝19：00まで）
◯休館日/月曜日(祝休日の場合は翌日)、年末年始(12月29日～1月3日)
　瀬戸内国際芸術祭開催期間中は無休
◯料金/特別展ごとに定める（常設展一般大人200円）団体割引有
◯アクセス/ 片原町駅から徒歩約10分  http://www.city.takamatsu.kagawa.jp/museum/takamatsu/

2016年リニューアルオープンし、
現代アートと香川の美術工芸の多
くを所蔵している。アートが溢れる
プラットホームとして、多くの企画
展が催されている。

高松市美術館

高松市玉藻町5-5　☎087-822-0002
◯開館時間/ 9：00～17：00
◯休館日/月曜（祝日の場合翌日）
◯料金/特別展ごとに定める
　（常設展一般大人410円）団体割引有
◯アクセス/ 高松築港駅から徒歩約10分
　　　　　  片原町駅から徒歩約8分
http://www.pref.kagawa.jp/kmuseum/

香川の歴史と文化を伝える総合的なミュー
ジアム。特別展はもちろん、常設展では
香川ゆかりのテーマを取り扱っている。

香川県立ミュージアム

高松市栗林町1丁目20番16号　
☎087-833-7411
◯開園時間/ 7：00～17：00（季節によって変動有）
◯定休日/無休　◯入園料/大人410円
◯アクセス/栗林公園駅から徒歩約10分　
http://ritsuringarden.jp/

国の特別名勝に指定された中でも
最大の広さを持つ回遊式大名庭
園。大名庭園としての南庭と開放
的な明治洋風の北庭など一歩一
景。池の回りをのんびり散歩しな
がら、鯉のエサやり（有料）や和船
体験（有料）ができる。

栗林公園

高松市丸亀町13-3 高松丸亀町参番街東館2F　☎087-800-7888
◯営業時間/【物販】11：00～19：30・【カフェ】月～木11：30 ～18：00・金～日11：30 ～ 22：00
◯定休日/第3月曜日 (祝日の場合は振替有)　◯アクセス/片原町駅から徒歩約10分　
http://www.schule.jp/

香川県産、国内から選りすぐりの優れた
生活雑貨、工芸品、食品が揃うショップ。
衣食住通して、いつものライフスタイル
にプラス。ランチやイベントも人気。

まちのシューレ９６３

高松市栗林町1丁目20番16　☎087-812-3155
◯営業時間/ 9：00～17：00 ※閉店時間は栗林公園の閉園時間に合わせ、季節によって変動
◯定休日/無休　◯入店の際、公園入場券は不要
◯アクセス/栗林公園駅から徒歩約10分　http://www.ritsurinan.jp

定番商品から隠れた逸品まで、約
1800アイテムが揃う県産品のア
ンテナショップ。今まで知らなかった
香川の魅力を再発見。県内の美味し
い食べ物や素敵な工芸品に出会う
事ができる。軒下マルシェ等、季節ご
とにイベントが開催されている。

かがわ物産館「栗林庵」

高松市常磐町1-3-1　☎087-812-7000
◯営業時間/ 【ショッピングフロア】10：00～20：00（一部店舗を除く）
　　　　　　【レストランフロア】11：00～22：00（一部店舗を除く）
◯駐車場/地下7：30～22：00・瓦町駅東口24時間　◯定休日/元旦（予定）
◯アクセス/ 琴平線・長尾線・志度線「瓦町駅」下車すぐ　http://www.k-flag.jp

◯アクセス/ 片原町駅から瓦町駅まで

ショッピングだけでなく、生活に必要な
サービス「IKODE瓦町」（「高松市市民
サービスセンター」「ライトフィットネス」
「図書館」「多目的スタジオ」「ギャラリー」
「ボランティア団体などの活動基地」な
ど、多彩な市民サービス機能が揃う）、常
時様々なイベントが開催されている「空
中庭園『カワラパーク』」などがある。

名勝栗林公園・玉藻公園・屋島などの観光
案内だけでなく、瓦町ＦＬＡＧやおススメの
店舗など商店街とその周辺の見どころ等
の案内所。英語が話せるスタッフを配置
し、外国人観光客も安心して利用できる。

瓦町FLAG

ナビステ

◯アクセス/ 高松築港駅から徒歩約3分

ビル内に雑貨やおみやげショップ、
レストラン街が集まっている。近くに
は小豆島や直島、豊島等の島々へ
行く船が出港する港があり、周辺に
はアート作品が点在する。3年に1
度開催されている瀬戸内国際芸術
祭の期間には島々をつなぐ港として
にぎわう。

サンポート高松

高松築港駅構内　☎087-863-7723（ことでん関連事業部）

◯営業時間/金曜土曜 17：00～21：00・日曜15：00～20：00（イベント等により異なる場合有）

　　◯定休日/不定休　◯料金/ギネスハーフ600円・ことちゃんエール700円等

　　　　◯アクセス/高松築港駅構内
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Beer Pub Station （Irish Pub THE CRAIC）

ここから赤灯台や、
北浜alley倉庫街へと
お散歩しよう。

高松市北浜町3-2 北浜Alley-h
☎087-811-7455
◯営業時間/ 
　平日11：00～22：30  L.O（23：00 close）
　土10：00～22：30  L.O（23：00 close）
　日・祝10：00～20：30  L.O（21：00 close）
◯定休日/水曜（祝日の場合は営業）
◯アクセス/ 高松築港駅から徒歩約５分
http://www.umie.info/

大きな窓から港を眺めながらゆった
りと過ごすことのできるカフェ。
素敵な時間をアート、インテリア、
本、音楽などと一緒に。

umie

高松市玉藻町2-1　☎087-851-1521
◯開園時間/ 東門… 4～9月7：00～18：00
　　　　　　　　　10～3月8：30～17：00
　　　　　　西門…日の出～日没（季節により異なる）
◯休園日/12月29日・30日・31日　◯入園料/大人200円
◯アクセス/ 高松築港駅から徒歩約１分
http://www.takamatsujyo.com/

日本三大水城の一つである高松城跡に
ある公園。和船玉藻丸で巡る城舟体験
（※冬期１２月～２月の３か月間は運
休）、鯛願城就（大願成就）とかけて鯛に
餌やり体験ができる。園内には月見櫓と
艮櫓が現存する。2013年春、天守台
石垣が復元された。スマートフォンアプ
リ『ＶＲ高松城』をダウンロードして訪れ
ると天守がバーチャルで蘇る。（管理事
務所に貸出用タブレットあり。）披雲閣
では様々なイベントが催されている。

史跡高松城跡 玉藻公園

高松市サンポート2番1号 
高松シンボルタワー1F  
☎087-822-0459
◯営業時間/10：00～21：00　
◯定休日/年中無休　
◯アクセス/ 高松築港駅より徒歩約3分
http://shikokushop88.com/

シンボルタワー1Fにあるお土産
ショップ。地元香川だけでなく四国4
県の特産品・土産品が揃う。常時
1800点を超えるアイテムは、定番
物は勿論、珍しいご当地キャラグッ
ズ、ご当地ガチャ、お遍路用品など。

四国ショップ88

高松市北浜町4-14　☎087-811-5212
◯営業時間/ 11：00～ 売り切れ次第閉店
◯定休日/木曜＋不定休
◯料金/500円～
◯アクセス/ 高松築港駅から徒歩約５分
http://www.206quiche.com/

キッシュと焼き菓子の専門店。キッ
シュは常時２０種類以上、焼き菓子
はカヌレドボルドーやガトーバスクな
どテイクアウトできる。イートインス
ペースも有り。

２０６ TＳU MA MU

日本で
唯一の

駅ナカ
ホーム

パブ

北浜alley倉庫街を散策

高松城の歴史をバーチャル体験

瓦町駅を降りてすぐ目の前でショッピング

高松丸亀町から
アーケード街を
ぶらり散策

このマークの駅は、おすすめのうどん店があります。詳しくは14Pをご覧ください。　◎掲載内容は2016年6月時点のものです。

高松築港駅

AppStore

アプリ『ＶＲ高松城』のダウンロードはこちらから

Google Play

芸術・アートに触れるならこのエリア

高松市常磐町1-3-1 2Fコンコース ☎087-887-0300
◯営業時間/ 10：00～19：00　◯定休日/水曜
◯アクセス/ 瓦町駅2F コンコース内
http://www.brsq.net/

日本一長いアーケード街には雑貨、
書店、飲食店等数多くの店が並び、
ぶらぶら買い物、食事を楽しめる。

アーケード街
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丸亀市綾歌町栗熊40-1　☎0877-86-1071
◯開園時間/ 10：00～17：00（時期曜日により変動）
◯定休日/無休
◯料金/大人3,900円、小人3,400円（フリーパス）
◯アクセス/ 岡田駅から車で約5分
★詳細はHPをご覧ください
http://www.newreomaworld.com/

高松市仏生山町乙114-5　☎087-889-7750
◯営業時間/11：00～24：00（土日祝のみ9：00～）
◯定休日/第４火曜（祝日の場合は翌日）
◯入浴料金/大人600円
◯アクセス/ 仏生山駅から徒歩約10分
http://busshozan.com/

◯貸出時間/8：30～19：00(年中無休)

◯貸出料金/3時間500円(延長1時間につき100円）

　※別途、貸出保証金として3000円(返却時にご返金いたします)

◯利用方法/窓口で利用申込書と利用同意書に必要事項を記入ください。

　（身分証明書の提示が必要です）

全22種のアトラクション、パレード等の
ショーも必見！イルミネーションは毎日開催。

ニューレオマワールド

美人の湯といわれているかけ流しの温泉。湯上りには
落ち着いた雰囲気の休憩室と、食堂でゆっくり過ごすこ
とができる。「仏生山温泉の入浴券＋仏生山から320円
区間運賃＋タオル＋うちわ付」ことでんおんせん乗車入
浴券が好評。詳しくは3Pをご覧ください。

仏生山温泉

露天風呂や温水プール
（期間営業）が楽し
める。日帰り入浴
のほか宿泊も可能。

ホテルレオマの森

綾歌郡綾川町萱原822-1 イオンモール綾川3F　
☎087-870-8787　◯定休日/無休
◯料金/大人2,000円中高生1,800円小人1,300円（運賃+映画鑑賞券+ミニポップコーン）
◯アクセス/綾川駅から徒歩約3分 　http://www.aeon.jp/sc/ayagawa/

綾川駅降りてすぐ！ 電車全線１日乗
り放題の1日フリーきっぷ+映画観
賞券+ミニポップコーンがセットに
なったお得で便利な切符販売中。

イオンシネマ綾川

仲多度郡琴平町623　☎0877-73-4133
◯営業時間/9：00～16：00（土日祝のみ～18：00）
◯定休日/無休　◯料金/無料
◯アクセス/琴電琴平駅から徒歩約８分
http://www.nishino-kinryo.co.jp/museum/

寛政元年創業の酒蔵を復元した地酒
「金陵」の資料館。金刀比羅宮参道にあ
り、昔ながらの酒造に古きを偲ぶ酒造道
具や酒造りの有様を見ることができる。

金陵の郷

仲多度郡
琴平町556-1　
☎0877-75- 1588
◯定休日/無休
◯アクセス/琴電琴平駅から徒歩約5分
★詳しくはHPをご覧ください
http://www.koubaitei.jp/

季節の花々に包まれた露天風呂が
人気。割烹ダイニング丸忠はオーベ
ルジュ風ダイニングレストランで、ラ
イブキッチンを楽しむことができる。
日帰り入浴セットがお得なランチバ
イキングは特に人気。

湯元こんぴら温泉華の湯 紅梅亭

 

仲多度郡
琴平町977-1　
☎0877-75-1211
◯定休日/無休
◯アクセス/琴電琴平駅から徒歩約10分
★詳しくはHPをご覧ください
http://www.sakuranosho.jp/

象頭山を望む露天風呂や優雅な婦
人華風呂が人気。展望レストラン

「ゐきり」ではオープンキッチンでの
鉄板焼き・天婦羅・讃岐うどんを中心
に四季折々の食材を使った会席が
楽しめる。日帰り入浴セットがお得。

琴平グランドホテル 桜の抄

仲多度郡琴平町685-11　
☎0877-75-1000
◯営業時間/ 11：00～16：00
　（日帰り入浴最終受付/15：00）
◯定休日/木曜　◯日帰入浴料金/大人900円
◯アクセス/琴電琴平駅から徒歩約3分
★詳しくはHPをご覧ください
http://www.kotosankaku.jp/

こんぴらさんのふもとにある旅館。
日帰り温泉では露天風呂をはじめ
とし薬草風呂など趣向を凝らした
お風呂が人気。宿泊者にはバラ風呂
も好評。

ことひら温泉 琴参閣

藩主松平頼重の菩提寺の法然寺をはじめ、江戸時代の商家と町家が点在。

古い門前町がおしゃれなカフェやデザイナーズショップ、温泉など新しい

スポットと融合し、のんびり歩いてもよし。レンタサイクルで巡るのもよし。

レンタサイクル（電動アシスト自転車）

綾川町滝宮1578　☎087-876-3361
◯営業時間/10：00～15：00 　◯定休日/火曜
◯料金/12月大人1,500円小人1,000円
　　　 １～３月大人1,200円小人800円
　　　 ４～６月大人1,000円小人600円
(子供は小学生以下、２歳以下は無料）食べ放題30分
◯アクセス/滝宮駅から徒歩約10分 
http://www.matsumotonouen.com/（まつもと農園）

品種は強い甘みとほどよい酸味の「さぬき
ひめ」。ビニールハウス内に広がる甘い香
り。旬のイチゴを自分で摘んで食べられる。

道の駅滝宮 いちご農園

綾歌郡綾川町滝宮482-1　☎087-876-0096
◯営業時間/8：00～18：30
◯定休日/月曜（月曜が祝日の場合営業）
◯アクセス/滝宮駅から徒歩約5分 
https://www.facebook.com/hokuroya

創業48周年の和洋菓子屋。季節の
フルーツをつかったケーキなど、創作
菓子も豊富で、地元に愛されるお店。

ほくろ屋菓舗

☎087-876-5018（電話予約先）
◯定休日/日曜祝日毎週火曜
　（GW年末年始休有）

◯料金/大人1,620円、小人1,080円
※3日前までの要予約
　電話または予約フォーム
　http://www.ryonan-udon.co.jp/

塩水と小麦粉から作る本格うどんの
手打ち体験ができる。自分で打った
うどんを味わえる。

道の駅滝宮内「うどん会館」のうどん教室

綾歌郡綾川町滝宮1578　☎087-876-5018
◯営業時間/8：30～18：00(物産) 

  【物産】 8：30～18：00 ◯定休日/第1,3火曜
  【喫茶】平日8：30～16：00、土日祝祭8：30～17：00 ◯定休日/第1,3火曜
  【レストランさぬきうどん滝宮】10：00～15：00 ◯定休日/毎週火曜
◯アクセス/滝宮駅から徒歩約10分 
http://www.ryonan-udon.co.jp/

さぬきうどん発祥の地と言われる。
産直市、物産品店、綾川町産小麦（さ
ぬきの夢）を使ったうどん店を併設
している。また讃岐うどんアイスク
リームは、中にうどんと出汁が入って
いて、「さっぱり」「純こってり」「超
こってり」の３種類の味が選べる。う
どん打ち、いちご狩りも体験できる。

道の駅滝宮

電動ア
シスト

付きで

らくら
く♥

なんと 多度郡琴平町乙1241
☎0877-75-6716（琴平町教育委員会内）
◯営業時間/ 9：00～17：00 
◯定休日/無休　◯料金/大人500円
◯アクセス/ 琴電琴平駅から徒歩約15分
http://www.konpirakabuki.jp/index.html

日本最古の芝居小屋。毎年恒例の、
「四国こんぴら歌舞伎大芝居」では
有名俳優が登場。

旧金毘羅大芝居（金丸座）

仲多度郡琴平町892-1　☎0877-75-2121
◯アクセス/琴電琴平駅から徒歩約15分 
http://www.konpira.or.jp/

「讃岐のこんぴらさん」と親しまれて
いる海の神様。奥社まで1368段
ある参道の石段はぜひチャレンジ
を。参道途中には表書院、高橋由一
館、宝物館等多くの施設があり、常
時、貴重な文化財を展示している。

金刀比羅宮

仲多度郡琴平町892-1金刀比羅宮社務所　
☎0877-75-2121
◯開館時間/8：30～17：00(最終入館16：30) 
◯休館日/原則無休（開館時間、休館日は臨時に変更する場合有)
◯アクセス/琴電琴平駅から徒歩約15分 
★詳細はHPをご覧ください
http://www.konpira.or.jp/

金刀比羅宮が所蔵する宝物を陳列。
常設展のほかに企画展も開催。

金刀比羅宮 宝物館

仲多度郡琴平町953　☎0877-73-3748
◯開館時間/9：00～17：00
◯休館日/無休　◯料金/大人450円
◯アクセス/琴電琴平駅から徒歩約10分
http://www.kaiyohakubutukan.sakura.ne.jp/

海の神様「こんぴらさん」のお膝元
にちなみ、瀬戸内海で活躍したこん
ぴら船を再現。

琴平海洋博物館（海の科学館）

中四国最大級テーマパーク

丸亀市綾歌町栗熊40-1　☎0877-86-5588
◯開園時間/ 11：30～22：00
　（受付21：00まで）（日帰り入浴）
◯料金/大人980円（日帰り入浴）
★詳細はHPをご覧ください　
http://www.ooedoonsen.jp/reomanomori/
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舗鴨料理店が立ち
並ぶ。そ

んな街に新しいスポ
ットが集

まってきている。ギ
ャラリー

やカフェ、体験教室
など新し

い物、人との出会
いにわく

わくするエリア。

花園町の商店街
花園の小さな
商店街。

一度は
制覇してみ

たい。
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希少糖とは、その名の通り自然界
にはほんの少量しか存在しない希
少な糖のことを指し、約50種類あ
ると言われている。そんな貴重な
希少糖の大量生産技術の開発に、
香川大学農学部の研究グループが
成功した。その技術の中で最も注
目されているのが、市販されてい

る果糖を希少糖であるD-プシコースに変える技術。プシコースはこれま
で、有機化学的手法で少量を生産していたため、1グラムが7万円もする
非常に高価なものであった。それを新しい技術を使うことによって簡単に
生産できるようになり、夢の糖が現実のものとなった。

希少糖の里　三木

高松市花園町1丁目10-16
☎087-834-4684
◯営業時間/ 17：00～2：00
◯定休日/毎週日曜（祝・祭日は営業）
◯アクセス/花園駅から徒歩約1分（駐車場完備）　
http://www.chukasobamarchan.com/

創業昭和27年。終戦間もない頃
から、３代に渡り守り続けてきた
「毎日でも食べられる味」。あっさり
とした鶏がらスープの中華そばを
求めて、実際に毎日食べに来る常
連さんも多い。厳選された大豆か
ら作られた焼きどうふも絶品。特製
醤油ダレ、特製カラシ味噌をタップ
リかけてご賞味あれ。

マーちゃん

さぬき市長尾名1494-1 　☎0879-52-1126
◯営業時間/【プール】 10：00～18：00（最終受付17:00）※営業日：7/2,3,9,10,7/16～8/28
 【温　泉】 10：00～21：30（最終受付21:00）
 【トレーニング】 10：00～20：30（最終受付20:00）　【アリーナ】 9：00～22：00
 ※7/16～8/28の営業期間中の水曜日は、全施設で18:00まで（最終受付17:00）
◯定休日/毎週水曜日（水曜日が祝祭日の場合は翌日）※7/16～8/28は無休
◯アクセス/長尾駅から車で約10分　
http://www.sanuki-sa.jp/twinpal/index.php

温水プール、温泉、トレーニングルームを完備した
アミューズメントスポット。
温泉は、サウナはもちろん爽やかな露天風呂もあり
ゆったりと過ごすことができる。
温水プール（夏季限定）では子供用クライミング
ウォールプールが人気。

ツインパルながお

白山

【木型工房市原】高松市花園町1-7-30
【豆花】高松市花園町1-9-13

☎087-831-3712
◯営業時間/ 10：00～17：00
◯定休日/木曜　
◯アクセス/花園駅から徒歩約5分
http://www.mamehana-kasikigata.com/

四国唯一の菓子木型の伝統工芸
士市原吉博さんの工房。
隣接する和三盆体験ルーム豆花で
は木型を使った和三盆の型抜き体
験ができる。※電話予約制

木型工房　市原/豆花

木田郡三木町下高岡972-30☎087-898-8881
◯営業時間/【プール】 10：00～17：00　【テニスコート】 7：00～22：00
◯料金/【プール】大人：1,100円（税込）　【アイスアリーナ】大人：1,200円（税込）
 【テニスコート】平日1,080円（税込）、休日1,620円（税込）
◯アクセス/ 白山駅から徒歩約1分　http://www.tresta.jp/

冬は屋内アイスアリーナ、夏は
屋外レジャープールで遊ぼう。
テニスコートは年中無休。

◯アクセス/ 白山駅から徒歩約1分（登山口）

トレスタ白山

プールもスケートも

まちのホステル

讃岐富士のひとつ、美しい白山

高松市花園町1-6-6
【Hostel】 ☎087-887-0747

◯料金/お一人様 3,500円（税込）　◯定員/ 20名
【cafe】 ☎087-887-0720

◯営業時間/ 8:00 ～ 22:00（ラストオーダー 21:30）［ランチ］11:00 ～ 15:00（毎週月曜休）
◯アクセス/花園駅から徒歩約5分　http://kinco.jp/

地元の金庫屋さんの事務所・倉庫と
して使用されていた築５０年の物件
をリノベーション。1階は、宿泊ゲス
トと近隣の方が集い憩えるラウンジ
で美味しいコーヒー、食事を気軽に
楽しめる。2階は、宿泊スペースと
なっており、欧米では一般的なホス
テルタイプの宿泊施設。小屋型の２
段ベッドは、通常のシングルサイズ
よりも広く、個室風の空間でプライ
ベートを楽しめる。

Kinco.hostel+café

白山駅を降りると目の前にそびえるおむすび形の山。標高203ｍなので登
山初心者にもおすすめ。春は、山麓の白山神社周辺が桜の名所となる。

高松市花園町2-1-8森ビル2F　
☎087-833-1361（tao.）
◯営業時間/ 12：00～18：00
◯定休日/月曜（展示会中・祝日は営業）
◯アクセス/花園駅から徒歩約5分
http://www.tao-works.jp/ikunas

讃岐のてまりや漆塗りなど、讃岐の
手仕事が持つ独特の良さを伝える
ショップ。ワークショップも開催。

IKUNASｇ（ギャラリー）

さぬき市長尾西653　☎0879-52-2041
◯アクセス/長尾駅より徒歩約3分
http:// www.nagaoji.com

四国霊場第87番札所　長尾寺。
弘法大師が入唐前に五穀豊穣と国家
安泰の護摩を修し、衆生に護摩符を
与えたのが、現代も続く有名な「大会
陽福奪い」（正月七日）の由来とされて
いる。三宝に載せた大鏡餅で力比べ
をする競争として有名行事となって
いる。
また『本坊膳所』では月替わりで点心
料理「菜懐石」の営業がされている。
※営業日等詳細は

　☎0879-52-5251まで

長尾寺

心和むひとときを。

高松築港 長 尾
長尾線には暮らしに根付いた穴場的な魅力がたくさんあります。

ぷーるきっぷ
電車の乗車券・トレスタ白山屋外レジャー
プール入場券・かき氷がセットになって
いる大変お得で便利な切符。

すけーときっぷ
電車の乗車券・トレスタ白山アイスアリーナ
入場券・レンタルスケート靴・手袋がセット
になっている大変お得で便利な切符。

夢の糖が現実に

◎掲載内容は2016年6月時点のものです。

見て、知って、触れて。



高松市
石の民俗資料館

むれ源平石あかりロード

イサム・ノグチ
庭園美術館

八栗登山口

八栗寺

八栗山上

八栗ケーブル

牟礼北小

八栗駅
（レンタサイクル）

志度桐下駄
㈲山西商店

平賀源内
旧邸
平賀源内
旧邸

焙煎元
和樂

焙煎元
和樂

志度寺

さぬき市役所

志度保育所志度高

さぬき市
志度図書館

琴電志度駅
平賀源内記念館
源チャリ
平賀源内記念館
源チャリ

平賀源内墓平賀源内墓

買い物に便利
志度沿線上の観光スポットへサイクリング♪
自転車持ち込み無料！
　　　　　　　 が土日祝運行！サイクルトレイン

「山田家」
おすすめうどん店

詳しくは15Pを
ご覧ください。

（レンタサイクル）
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約2分 約2分 約2分 約2分 約3分 約2分 約2分 約2分 約2分 約2分 約1分 約1分 約2分 約2分 約3分
瓦町 琴電志度

ことでん、最初の路線として開通した志度線。

高松市牟礼町牟礼3519
☎087-870-1500
◯アクセス/ 八栗駅から徒歩約20分
◯料金/一般大学生2,160円、高校生1,080円
　中学生以下無料 団体割引有
http://www.isamunoguchi.or.jp

彼の晩年のアトリエを美術館として
公開し、150点余の作品、住居、彫
刻庭園など、空間全体がひとつの作
品となっている。イサム・ノグチ生前
の雰囲気のままに守られた空間を
鑑賞できる。
※見学希望の場合、事前に往復はが
　きにて要予約。
★詳しくはHPをご覧ください

● 公開施設 ●
アトリエ石壁サークル内、展示蔵、
イサム家周辺、彫刻庭園

イサム・ノグチ庭園美術館

20世紀を代表する
彫刻家イサム・ノグチ
の美術館

夕暮れ たどる 石あかり

地元特産品販売、海鮮食堂を併設し
ている。隣の公園にはレトロ電車が
保存されており、中を見る事ができ
る。すぐ下が沿線なのでゴトゴトと
いう電車の音を楽しみながら遊ぶ
事ができる。

道の駅　源平の里むれ

地元のお土産や
美味しいもの。
広い公園で
おもいっきり遊べる
大人気スポット

高松市屋島東町1785-1　☎087-841-2678
◯開館時間/ 9：00～17：00（最終入館16：30）
◯休館日/無休
◯料　金/大人1,200円、中人（中学高校生）700円、小人（3歳以上）500円 団体割引有
◯アクセス/琴電屋島駅から屋島山上シャトルバス約7分
http://www.new-yashima-aq.com/newYAQ/home/home.html

珍しい山上の水族館。珍しいアメリ
カマナティがいる水族館。イルカ　
アシカ　アザラシのライブが開催さ
れている。

新屋島水族館

さぬき市志度365-9
☎0120-756-578
◯営業時間/9：00～19：00
◯定休日/日曜、月曜
◯アクセス/琴電志度駅から徒歩約5分
http://www.baisenmoto-waraku.com/

焼きたて挽きたての自家焙煎コー
ヒーを楽しめる「和樂」。なごみ楽し
むという想いが込められている店名
の通り、オーナー、スタッフみんなの
手で改装した店内は、誰でも気軽に
楽しんでもらえるよう心のこもった
工夫がつまっている。ギフト用の品
揃えも豊富で、予算や好みに応じて
オリジナル焙煎も可能。ことでんと
コラボした「電車珈琲」を求めて、老
若男女を問わず、多くの鉄道ファン
が訪れている。

焙煎元　和樂 高松市福岡町3-8-5　イオン高松東店3F
☎087-822-0505◯定休日/無休
◯アクセス/沖松島駅から徒歩約10分
http://www.aeoncinema.com/cinema/takamatsu/

電車全線１日乗り放題の1日
フリーきっぷ+映画観賞券+
ミニポップコーンがセットに
なった大変お得で便利な切符
あり。大人2,000円中高生
1,800円小人1,300円（運
賃+映画鑑賞券+ミニポップ
コーン）

高松市牟礼町牟礼3378-3
☎087-845-2218
◯営業時間/ 7：30～17：15（日祝7：00～）
◯定休日/無休
◯料金/
　大人930円（往復）、小学生460円（往復）
◯アクセス/八栗駅から徒歩約20分
http://www.shikoku-cable.co.jp/yakuri/

高松の街並みを眺めながら五剣山
の中腹にある四国霊場第85番札所
八栗寺まで約4分で着くことができ
る。

八栗ケーブル

高松市牟礼町牟礼3416
☎087-845-9603
http://www.88shikokuhenro.jp/kagawa/85yakuriji/

背後に五剣山が聳える四国霊場
第85番八栗寺。「八栗のお聖
天さん」のご利益は、商売繁盛・
縁結び。絵馬にご利益のシンボ
ル巾着と大根が描かれている。

八栗寺

高松市屋島中町91　☎097-843-3111
◯営業時間/8：30～17：00
　（但し、ギャラリーは9：00～16：00）
◯定休日/無休
　（但し、メンテナンス等で臨時休館の場合あり）
◯料金/大人1,000円、高校生600円
　小中学生400円（四国村ギャラリー入館含む）
◯アクセス/ 琴電屋島駅から徒歩約5分
http://www.shikokumura.or.jp/

四季折々の花と自然の中で、江戸か
ら大正期の古民家や民具、時節の風
習飾りの展示を見ながら散策して、
先人たちの知恵や工夫に満ちた暮
らしを体感できる野外博物館。また、
施設内にある安藤忠雄氏設計の
ギャラリーでは、ピカソやルノワール
の絵画などの美術品鑑賞と合わせ
て、眺望も美しい水景庭園が人気で
す。

四国村 ＆ 四国村ギャラリー

このマークの駅は、おすすめのうどん店があります。詳しくは14Pをご覧ください。　◎掲載内容は2016年6月時点のものです。

今橋 松島二丁目
沖松島 春日川 大町 八栗新道

潟元 琴電屋島
古高松 八栗 六万寺 塩屋 房前 原

志度線Shido-Line
瓦 町 琴電志度

高松市牟礼町牟礼1810
☎087-845-8484
◯開館時間/9：00～17：00
　（展示室への入室は16：30まで）
◯休館日/月曜(休日の場合は翌平日）
　　　　 年末年始（但し、メンテナンス等
　　　　 で臨時休館の場合あり）
◯料金/一般200円、大学生150円
◯アクセス/八栗駅から徒歩約30分
http://www.city.takamatsu.kagawa.jp/23508.html

石と人間の関わりを分かりやすく紹
介し、大正～昭和初期の庵治石の採
石、加工風景や石工用具類を展示し
ている。時期により企画展、ワーク
ショップ等開催している。

高松市石の民俗資料館

さぬき市志度587-1　☎087-894-1684
◯開館時間/9：00～17：00
◯休館日/月曜（祝・振替休日の場合翌日）
◯料金/一般500円
◯アクセス/琴電志度駅から徒歩約5分
http://ew.sanuki.ne.jp/gennai/index.html

平賀源内記念館

イオンシネマ高松東

香川県を代表する観光地源平合戦の古戦場として知られる山で屋根の形が
特徴的。山上からは瀬戸内海に浮かぶ多島美、高松市街地を見下ろすことが
できる。山上まではシャトルバスが運行されている。

屋島

高松市牟礼町原631-7　☎087-845-6080
◯営業時間/9：00～18：00（11月から2月
　17：00まで）
◯定休日/無休
◯アクセス/房前駅から徒歩約5分
http://www.genpei-mure.com/

高松夏の風物詩。八栗駅から続く源平史
跡のある旧庵治街道沿いに銘石庵治石
等で作られた「石あかり」が灯され、街が
幻想的な世界になる。

むれ源平石あかりロード

八栗ぶらりおさんぽサイクリング

◯貸出時間/8：30～19：00(年中無休)

◯貸出料金/3時間500円(延長1時間につき100円）

　※別途、貸出保証金として3000円(返却時にご返金いたします)

◯利用方法/窓口で利用申込書と利用同意書に必要事項を記入ください。

　（身分証明書の提示が必要です）

石の町　イサムノグ
チの暮らした町

庵治石の採石場とし
て有名な五剣山がそ

びえる八栗駅周辺に
は、むれ源平

石あかりロード、八
栗寺等アートと歴史

が集まるエリア。歩
いて巡るには

ちょっと距離がある
ので、レンタサイク

ルで気持よく巡るの
もおすすめ。

レンタサイクル（電動アシスト自転車）
電動アシスト付き

で

らくらく♥

なんと
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瀬戸内海国立公園からの眺め

日本初の発電装置「摩擦静電気発生装置（エレキテル）」
を発明したことで知られる平賀源内はさぬき市志度出身。
記念館では、発明家、文芸家、芸術家、起業家など、多彩な
才能を発揮した平賀源内の足跡をたどるこ
とができる。550メートル東に位置する旧
邸（国・登録有形文化財）までの源内通りは
昔の商店街の趣を感じることができる。

◯実施日/土日祝のみ　◯区間/志度線
◯車両/3両編成のうち瓦町側の1車両のみ
　※時期により変動あり　
★時間等詳細はHPをご覧ください
☎087-863-7300（平日9:00～17:00）
　087-831-6008（夜間休日）
http://www.kotoden.co.jp/

源チャリ（ゲンチャリ）

◯貸出時間/9：00~16：30

◯貸出料金/A 観光パスポート付…1,800円　B 平賀源内記念館入館券付…1,400円

　C 源チャリのレンタルのみ…1,100円（返却時に500円ご返金いたします）

◯利用方法/電話予約087-894-1684（平賀源内記念館　休館日月曜）

　（本人確認書類の提示が必要です）※詳細は平賀源内記念館まで

源内が考案されたと
されている陶芸『源

内焼』の色をイメー
ジし

たかわいい自転車。
潮風を感じながらお

遍路道をたどるコー
ス、

地元グルメや、歴史
探索コース等見どこ

ろ満載！

観光レンタサイクル（平賀源内記念館）

坂道も
らくらく♪

駅でレンタ
サイクルを
借りよう！

こだわりの
珈琲豆を
お土産に

海岸線
では潮風を
感じながら志度の

伝統工業と
して有名

自転車を
そのまま車内に
持ち込んで

目的地まで乗車できる



讃岐に来たならはずせない! 駅員さんおすすめの 「さぬきうどん店」のご紹介です。超有名店から地元の人に愛されてるお店まで、沿線でお楽しみいただけます。

本
当
に
、こ
と
で
ん
駅
員
行
き
つ
け
だ
か
ら
、ど
こ
か
の
お
店
で
出
く
わ
す
か
も
！
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山田家うどん本陣

将八うどん

志度線
八栗駅

志度線
琴電志度駅

琴平線
栗熊駅

琴平線
羽床駅

琴平線
琴電琴平駅

 

香川屋本店

高松市牟礼町牟礼3186　☎087-845-6522
◯営業時間／10：00 ～ 20：00　◯定休日／無休
◯アクセス／八栗駅から徒歩約15分

丸亀市綾歌町栗熊東469-1　☎0877-57-1675
◯営業時間／10：00～18：30　◯定休日／第１火曜日
◯アクセス／栗熊駅から徒歩約3分

はゆか
本格手打ちうどんセルフ

綾歌郡綾川町羽床下2222-5　☎087-876-5377
◯営業時間／10：00～17：00　
◯定休日／月曜日（祝日の場合翌日）
◯アクセス／羽床駅から徒歩約18分

わら家

志度線
琴電屋島駅

高松市屋島中町91　☎087-843-3115
◯営業時間／10：00～19：00（土日祝9：00～、冬季18：30※LO閉店の30分前）
◯定休日／無休　◯アクセス／琴電屋島駅から徒歩約5分

牟礼製麺
60年以上の歴史を持つ老舗製麺所が
誇る定番メニューは、「かけうどん
（180円）」。かつお・煮干し・昆布から
とったシンプルな出汁が、こだわりの麺
とよく合う。優しく、どこか懐かしさを
感じる味が、長く愛されている理由だ
ろう。中華そばや日本そばも食べられ
ることも製麺所の特徴。お店はことで
ん志度駅からすぐの場所にあり、店内
に時刻表も貼ってあるので、電車待ち
の時間にフラッと立ち寄ってみては。

「四国村」の愛称で親しまれている四
国民家博物館の一角にある「わら家」
は、江戸時代の民家を移築した店構
えが特徴。県内でも数少ない釜あげ
うどんをメインメニューに据えたうど
ん店で、打ちたて、湯がきたての麺を
提供している。風味を楽しむために
生姜をすりおろし、一升徳利に入った
出汁を猪口に入れる風情のある体験
は、家族連れや外国人観光客にも喜
ばれている。

さぬき市志度503　☎087-894-0039
◯営業時間／11：00～16：00　◯定休日／日曜日　
◯アクセス／琴電志度駅から徒歩約1分

琴電琴平駅から「金毘羅（こんぴら）さ
ん」に向けて歩き出すとすぐに看板が目
に飛び込んでくる。観光地のフルサービ
ス店でありながら、サービスランチ（うど
ん＋おむすび＋おでん）が540円という
リーズナブルな価格設定。観光客に加
え、食べ盛りの学生たちに人気なのが、
うどん５玉と特大きつね２枚が入った
「きつねジャンボうどん」だ。15分で完
食できれば無料。挑戦者を待っている。

住宅街の中にひっそり佇む素朴な店
構えのセルフうどんのお店。納屋を
改装した店内は趣がある。人気の肉
うどんは、柔らかい薄切り牛肉が
たっぷり。麺は、程よいコシがありな
がらのどごしはなめらかで、天然素
材にこだわったあっさり風味の出汁
とよく調和する。優しい一杯に仕上
がっている。

仲多度郡琴平町郵便局前664-14　☎0877-75-3224
◯営業時間／10：00～15：00　◯定休日／火曜日
◯アクセス／琴電琴平駅から徒歩約2分

上原屋本店

琴平線
栗林公園駅

高松市栗林町１丁目18-8　☎087-831-6779
◯営業時間／9：00～16：00　◯定休日／日曜日
◯アクセス／栗林公園駅から徒歩約5分

うどんの田　

琴平線
仏生山駅高松市寺井町38-1　☎087-889-2930

◯営業時間／10：00～14：00（土曜日6：00～）　
◯定休日／日曜日（祝日の場合営業）
◯アクセス／仏生山駅から徒歩約10分

でん

登録有形文化財にも指定
されている旧家の屋敷を改装
した山田家。約800坪の広大な
敷地に本館と離れを構え、お座敷
席から眺める中庭は、四季折々の
表情を見せる。風情のある空間で
味わう本格手打ちうどんは絶品。

肉、麺、出汁が三位一体となった肉
ぶっかけは、売り切れ必至の人気メ
ニュー。国産牛肉のみを使用し、もち
もちした太めの麺は、数種類の小麦
を独自ブレンド。セルフ店でありなが
ら、上質な素材を厳選したうどんが
食べられるのは、「自分が食べたいと
思うかどうか」という店主のこだわり
から。72席ある店内は、平日・休日問
わず、賑わっている。

季節やお客様に合わせて、最適なう
どんを提供することにこだわってい
る香川屋本店。コシと粘りが特徴の
麺の太さや、出汁を仕上げる際の火
力も、その都度、細かく調整してい
る。トッピングや天ぷらも豊富に取り
揃えており、オリジナルメニュー開
発にも積極的。おくら、梅、めかぶを
具材にした新メニュー「梅ソースぶっ
かけ」は、女性客に大人気。

「あったかいん？」、「つめたいん？」。
暖簾をくぐるとカウンター越しに威
勢の良い声が聞こえてくる。注文し
た麺の入った丼を受け取り、天ぷら
などを好みでトッピング。麺を湯がい
て、出汁を注いで、薬味を加える。セ
ルフうどん店の醍醐味を存分に味わ
えるお店。コシ、水、出汁にこだわっ
た珠玉の一杯を、あなたの手で。

水車がまわる古民家で釜揚げ。地元のうどん通に愛されているセルフ店。

オリジナルメニュー が大人気のお店。
これぞ本場讃岐のセルフうどん店。

サービスランチが お得なフルサービス店。素朴な店構えのお手軽なセルフ店。

登録有形文化財の風情とともに。

電車の待ち時間に立ち寄れる気軽なお店。

◎掲載内容は2016年6月時点のものです。

こと
でん
駅員
が

おす
すめ
する

　　
本場
の味
!


