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大阪発！ローカル線ぶらり途中下車 2012 夏 女ひとり旅「一畑電車編｣  2012.7.21（土）放送 

お問い合わせ先一覧 

<店名＞ ＜住所＞ 〈内容〉 

坂根屋 住所：島根県出雲市大社町杵築南 775 

TEL：0853-53-5026   

ぜんざい餅 1 個 120 縁（120 円） 

荒木屋 住所：島根県出雲市大社町杵築東 409-2 

TEL：0853-53-2352   

縁結びセット 880 縁（880 円） 

たつざわ商店 住所：島根県出雲市大社町日御碕 1089-30 

TEL ：0853-54-5005  

・焼きイカ 300 円  

 

一畑電車株式会社 住所：島根県出雲市平田町 2226 

TEL：0853-62-3383  

・１日フリー乗車券 1,500 円（大人のみ） 

・デハニ 50 形体験運転（毎週金・土・日曜日開催） 

來間屋生姜糖本舗 住所：島根県出雲市平田町 774  

TEL：0853-62-2115   

恋の甘方薬 472 円 

持田醤油店 住所：島根県出雲市平田町 807 

TEL：0853-62-3137  

しょうゆソフトクリーム 200 円 

焼きおにぎり 170 円 

株式会社酒持田本店 住所：島根県出雲市平田町 785 

TEL：0853-62-2023  

純米大吟醸（ヤマサン正宗） 720ml 2,200 円 

三年熟成 純米大吟醸（ヤマサン正宗）720ml 2,500 円 

佐香錦（ヤマサン正宗） 720ml 1,600 円 

松江フォーゲルパーク 住所：島根県松江市大垣町 52 

TEL：0852-88-9800  

・入園料 大人 1500 円 
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    シルバー（満 65 歳以上） 900 円 

    小・中学生 750 円 

・フクロウ手のせ体験 1 人 200 円 

株式会社ホテル一畑 

レストランカメーリア 

住所：島根県松江市千鳥町 30 

TEL ：0852-22-0211  

              

              

・鉄板焼きコース B コース 8000 円 

特選島根和牛鉄板焼き 島根和牛サーロイン（200ｇ） 

・山陰沖鮑 4500 円 

・ぶどう神話フルボトル 2800 円（税・サ込） 

 

大阪発！ローカル線ぶらり途中下車 2012 夏 女ひとり旅「土讃線編｣  2012.7.21（土）放送 

お問い合わせ先一覧 

<店名＞ ＜住所＞ 〈内容〉 

金刀比羅宮 住所：香川県仲多度郡琴平町 892-1 

電話：0877-75-2121（社務所） 

 

３６５段 大門（おおもん） 

大門は神域の総門。水戸光国の兄である松平頼重候から寄進

された。二層入母屋造・瓦葺。 

大門を入るとすぐ、大きな傘をさして飴を売る５軒の店あ

り。特別に宮域での商いを許された五人百姓。 

 

７８５段 御本宮（ほんぐう） 

御前四段坂を上りきると本宮。海抜は２５１メートル。本宮

の御祭神は、大物主神と崇徳天皇。農業・殖産・医薬・海上

守護の神として古来からの御神徳を仰がれている。 

ナカノヤ 

※参道にある 

住所：香川県仲多度郡琴平町 

電話：０８７７７５０００１ 

8：30～17：30 不定休 

じゃこ天１３０円 
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 金賞コロッケ１５０円 

 

寺子屋本舗 琴平店 

※参道にある 

住所：香川県仲多度郡琴平町 959-4 

電話：０８８７７５２３７０ 

 

09:30～17:30 年中無休 

串ぬれおかきゆず七味マヨネーズ ２００円 

串ぬれおかきスペシャル ２００円 

串ぬれおかき甘口醤油２００円 

 

山内うどん 住所：香川県仲多度郡まんのう町十郷字大口

1010 

電話：０８７７-７７-２９１６ 

 

9:00～麺終了次第 木曜日休み 

駐車場 55 台 完全禁煙 

あつあつ、ひやあつ、ひやひやの３種類 

特大 400 円 大 300 円 小 200 円 

 

大歩危峡観光遊覧船 

まんなか 

住所： −徳島県三好市山城町西宇１６４４ １ 

電話：０８８３-８４-１２１１ 

 

営業時間 9：00～17：00 年中無休  

駐車場あり 

鯉のえさ 50 円 

基本的にとんびのえさやりはない（船頭５人中１人だけえさ

やりあり） 

鯉なども運が良ければ見ることができる。 

雨は中止になる可能性があるので、事前に確認することをお

すすめします。 

 

かずら橋 住所：三好市西祖谷山村善徳 162-2 

電話：０１２０-４０４-３４４ 

 

 

営業：日の出～日没 年中無休 

大人：500 円 小人：400 円 ※20 名以上 10％引き 

駐車場 （大型バス 34 台 乗用車 293 台） 

※近隣に駐車場あり 
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祖谷美人 

 

住所：徳島県三好市西祖谷山村善徳 9-3 

電話：０８８３-８７-２００９ 

離れスイート 

（和室 14 畳+ベッド付き洋室 12 畳。2～8 様利用） 

平成２３年４月１日にオープンした客室。囲炉裏のある 14

畳の和室と、ベッドを備えた 12 畳の洋室。露天風呂は檜と

陶器の２種類。冬場はフローリング・廊下に、床暖房を完備。 

料金は問合せてください。 

元々おそば屋さんなので、そば処「祖谷美人」が併設されて

いる。 

営業時間 8：00～17：00 年中無休 

 

仕出しのアンドウ 住所：高知県高知市若松町 5-28 番地 

電話：088-883-1000 

 

AM8：00～PM6：00 第 2・4 火曜日休み 

サバ姿寿司、かつおたたき弁当、アンパンマン弁当などあり。

要予約。 

 

司牡丹アンテナショップ 住所：高知県高岡郡佐川町甲１２９９番地 

電話：０８８９－２２－１２１１（代表） 

 

２－１２１１（代表） 

営業時間 午前９時１５分～午後１時 

午後１時４５分～午後５時 

定休日 月曜日（年末年始：１２月３１日から１月４日） 

但し、月曜日が祝祭日の場合は営業とし翌日が休業

日となります。 

大吟醸原酒黒金屋 ７２０ｍｌ ４９００円 

生鮮酒＜夏＞零下貯蔵酒 ７２０ｍｌ １０８２円 

純米吟醸酒宇宙酒 ７２０ｍｌ ２４００円 

ハナトコイシタ ３６０ｍｌ ８４０円 
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特別純米酒自由は土佐の山間より５００ｍｌ １０９２円 

山柚子搾り柚子の酒 ７２０ｍｌ   ９８０円 

１８００ｍｌ ２１００円 

田中鮮魚店 住所：高知県高岡郡中土佐町久礼６３８２ 

電話：0889-52-2729 

 

営業時間 午前９:００～午後５:００ 

定休日 年 12 回 

（基本第 4 火曜日。その日が祝日の時は前後の火曜日にずらす。

12 月は休みなし） 

 

 

大阪発！ローカル線ぶらり途中下車 2012 夏 女ひとり旅「因美線・若桜鉄道編｣  2012.7.21（土）放送 

お問い合わせ先一覧 

<店名＞ ＜住所＞ 〈内容〉 

よし乃 

 

住所：岡山県津山市山下９７－1 

電話：０８６８－２３－８９４６ 

津山名物「しいたけ弁当」650 円  

津山市観光協会 

 

住所：岡山県津山市山下 97－1 

電話：０８６８－２２－３３１０ 

田んぼアート 

 

もえぎの里あば交流館 住所：岡山県津山市阿波１２００ 

電話：０８６８－４６－２０１８ 

阿波 露天風呂 チェーンソーアート 

※チェーンソーアート購入可 

 

阿波渓流釣り場渓流茶屋 住所：岡山県津山市阿波３１０８－４ 

電話：０８６８－４６－２０７７ 

阿波渓流釣り場 ※火曜定休 

半日券大人：2625 円 女性＆子ども 1575 円 

 

火間土（かまど） 住所：鳥取県八頭郡智頭町市瀬  

電話：日曜日０８５８－７５－１２２９ 

※要予約 営業は日曜日のみ 

※炊飯体験 １人 2000 円 
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   月～金０８５８－７５－２５５５ 

 

 

かまどめしセット 1300 円 

 

 

 

隼駅 住所：鳥取県八頭郡若桜町若桜３４５－２ 

電話：０８５８－８２－０９１９ 

  

      

 

「隼駅売店 把委駆（ばいく）」日曜日のみ営業 

「隼駅まつり」は 8 月 8 日  

ＳＬ体験運転（４月～１１月）第３土曜日（要予約） 

初回（講習と運転体験）10,000 円 

ＳＬ運行期間（３月～１１月）第２、第４日曜日  

大人のみ入場料３００円 

都合により、開催日が変更される場合がありますので、 

事前にお問い合わせください。 

 


