しまなみ海道レンタサイクルのご利用案内

大三島（上浦）
S込8640～T込11500～
S込5940～T込10800～
S込7000～T込14040～
S込8100～T込17280～
S込4320～T込3240～
S込6200～T込10800～
ベラビスタ スパ＆マリーナ尾道 T素込23760～
素込4500～食込6500～
天然温泉うら湯旅館浦島
素込4000～食込6000～
佐藤旅館
素込6480～朝込7560～
素込4428～
食込21600～
竹村家
食込21600～
食込26000～
朝込7500～食込12000～
素込4800～食込9800～
食込15120～
S込5000～食込8500～
素込4970～食込6920
素込2500～
素込2800～
0848-36-5598
素込2700～
1棟素込20000～
1棟素込20000～
T込18200～
ONOMICHI U2
尾道ゲストハウス アロ恵の家 素込2500～
せとうち 湊のやど「鳥居邸」 1棟素込43200～
せとうち 湊のやど「出雲屋敷」 1棟素込54000～

大三島（大三島）

食別8000～
食別10500～
別10000～素別5000～
食込8600～朝込5600～素込4600～
大人素込3500 中学生以下素込2100
食別6000 食別8500
オーガニックゲストハウス＆カフェ OHANA in 御島 素込2900～
0897-82-0023
素別1棟8000＋人数×3000 0897-74-1318
海soraアネックス

ソルトハウス

民宿千和（ちわ）

大島（吉海）

予約受付
●広島県
（一社）
しまなみジャパン「尾道側レンタサイクル受付」
TEL.0848-22-3911 営業時間／8：30～19：00 http：//shimanami-cycle.or.jp/
●愛媛県
今治市中央レンタサイクルターミナル（サンライズ糸山） TEL.0898-41-3196 営業時間／8：00～20：00（4～9月） 8：00～17：00（10～3月）

食別5800～素別4000～
別6000 素別4500

食込6000 素込4500
別5500～素別4000～
別6000 素別4000
食込6700～
食込6600～素込4000～
6500～素4000～
食別6000、7000、8000
込10800～
込7560～素込5400
込5400～朝込4400～素込3800
0897-72-8535
素込3900～

レンタサイクルターミナル
7：00～19：00

別4000
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レストハウス シーガル

0848-44-0125

素込3500 朝込4000 食込5500～

重点「道の駅」しまなみの駅御島
別8500～
込8000～素4500～
込6300～素込4300～
込8600～
土日食込10800～平日食込8640～素込5400～
食込10584～素込5400 朝込7020
素込2630～
0897-72-9343
朝込7500
0897-86-2335
込2500～3000

重点「道の駅」伯方S・Cパーク
食込11320～
食込6300～
食込6900～

重点「道の駅」よしうみいきいき館
みなと交流センターレンタサイクルターミナル
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ゆめしま海道レンタサイクルのご利用案内
料金・予約受付

食込6500～
食込6500～
食込6500～
素込5400～
休業中

大人
（中学生以上）1日 510円
●ゆめしま海道
●お問合わせ

子供
（小学生以下）1日 310円

電動アシスト自転車
（大人用のみ） 6時間以内 820円

～上島サイクリング・ウォーキングガイド～
上島町産業振興課

http://cycling.town.kamijima.lg.jp/

TEL.0897-75-2500

レンタサイクルターミナル

今治市
S込5940～T込１１３４０～
S込12474～T込23166～
S別4500 T別8500～
S込4000 T込7500
S込5150～T込9800
T込11000～T朝込13500～
S食込7452～S素込4968～
S込4890 T込9050
S込4200～T込7800～
S朝込4880～
素込5000～
S込4100～
別12000～
込12960～
込5940～素込4300
食込6300～素込3800～
海舟亭
素込3500～
素込2700～
食込9500～
込11200～入湯税/150円別
しまなみゲストハウス シクロの家 素込2500～
格安素泊りお宿・ブーケ
素込3000

みなと交流
今治市片原町1-100-3 （ センター内
） 0898-35-5090 9：00～17：00

素込4100～

込8640～素込5400
素込4320
食込5940～素込4320～
込12995～
込10800～朝込6480
食込8000～（予約は電話で）

素込4000

素込5400～食込14040～
食込12960～
素込3500 食込6500
食込7400
素込3500～食込7500～
食込3800～
素込4300 食込6500～
素込4500 食込6300
素込5400～食込9720～
食込10000～
素込2800

10000～サービス料込 税別
込10950～
込8000
食込8790～
食込10950～

大島（宮窪）

尾形の家
Guesthouse Yadokari

素込4500 食込7000～
食込10260～
食込6810～
食込7000～
食込6264～
食込6300～
素込3996～食込6480～
食込6300～
食込8316
素別5724～食込9288～
食込9720～
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金

●貸出料金
大人（中学生以上）1日 1,000円 子供（小学生以下）1日 300円 電動アシスト自転車（大人用のみ）6時間以内 1,500円 タンデム自転車1日 1,200円
●保証料 大人（中学生以上）
1,000円 子供（小学生以下）
500円
※貸出ターミナルもしくはそのターミナルと同じ島にあるターミナルに自転車を返却した場合、保証料は返却されますが、それ以外のターミナルへ
返却（乗捨て）
した場合は返却されません。
※電動アシスト自転車・タンデム自転車は乗捨てできません。また、配置のないターミナルもあります。

重点「道の駅」多々羅しまなみ公園

素別4200～朝別6800～

素込4860～食込8640～
素込4000 朝込4300

料

大人素込3200 小・中学生素込1600

伯方島

料亭旅館魚信
おのみち河野屋

朝込4700 食込7800～

別10000～素別5900～
別6500～素別4000
食別6500～朝別4500 素別4000

素込4320～

※レンタサイクルターミナルは、
場所や営業時間などが変更する場合がありますのでご利用の際はあらかじめご確認ください。
※しまなみ海道レンタサイクルターミナルへの返却はできません。

尾道市

今治～尾道

向島

路線バス乗り継ぎのご案内

因島
生口島
岩城島 生名島 弓削島

大三島

約35分

伯方島

岡村島

魚島
大島

大人片道 2,250円
今治市

●種別／「ホ」
・
・
・ホテル 「旅」
・
・
・旅館 「民」
・
・
・民宿 「公」
・
・
・公共宿泊施設 「他」
・
・
・その他の宿泊施設
●料金／金額は1名分1泊の代表的な料金です。
「素」は素泊まり料金です。
「食」
には朝食･夕食が、
「朝」には朝食がついています。
「Ｓ」はシングルルーム、
「Ｔ」はツインルームの料金です。
「込」
「別」の表示のないものは、税別・サービス料込の料金です。
年間を通しての料金を掲載しています。料金は季節によって変動しますので、
ご利用前にご確認ください。
※このデータは、2017年2月現在のものを記載しています。料金変更の可能性もありますので、
ご了承ください。

今治～尾道
尾道

直通バスのご案内

自転車を持ち込める高速バス・しまなみサイクルエクスプレス

大人片道 2,250円
乗車の予約は不要・自転車の積載は予約が必要

今治

※自転車の積載は乗車日の1ヶ月前から前日まで受付。
※予約受付時間 8:30～17:30
●予約・問い合わせ先

