


雛めぐりマップ ① 雛めぐりマップ ② 雛めぐりマップ ③
お問い合わせ お問い合わせ お問い合わせ

雛めぐりマップ ④ 雛めぐりマップ ⑤ 雛めぐりマップ ⑥
お問い合わせ お問い合わせ お問い合わせ

雛めぐりマップ ⑦ 雛めぐりマップ ⑨ 雛めぐりマップ ⑪
お問い合わせ お問い合わせ お問い合わせ

雛めぐりマップ ⑫ 雛めぐりマップ ⑰ 雛めぐりマップ ⑱
お問い合わせ お問い合わせ お問い合わせ

お問い合わせ お問い合わせ お問い合わせ

お問い合わせ お問い合わせ お問い合わせ

お問い合わせ お問い合わせ

ギャラリー常乙女
  とこ おとめ

㉙
０８２９-３９-１１５５

　　　　　　　　お琴の演奏会を開催いたします！
　日　時  ：  ３月２６日(日)  13:00 ／ 14:00 ／ 15:00
　　　　　　　　　　　　　　　　 (全3回)
　料　金  ：  無料
　演奏者 ： 石川 恵子 ・ 後藤久子

雛めぐりマップ

雛めぐりマップ ㉑
０８２９-４４-１６４１

特　典
「雛めぐりマップ」を提示し、

１,０００円以上お買上げの方、
もみじまんじゅう １個差し上げます！

「雛めぐりマップ」を提示し、
１,０００円以上のお買上げで

もみじまんじゅう１個サービス！

やまむら商店

特　典

「雛めぐりマップ」を提示で、
熊野化粧筆を８％OFF！

もしくは
珈琲創庫オリジナルブレンドコーヒー

２００円で提供！

０８２９－４４－２１７５

ぎゃらりぃ宮郷 雛めぐりマップ ㉖
０８２９-４４-２６０８

特　典
「雛めぐりマップ」を提示し、

２,０００円以上お買い上げで、
絵はがき１枚差し上げます！

「雛めぐりマップ」を提示し、
３,０００円以上のお買い上げで

マスキングテープ１本差し上げます！

㉛ＴＲＵＮＫ 雛めぐりマップ

０８２９-４４-２８７９
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宮島のおみやげ処 ふなつき

０８２９－４４－０４３０

０８２９－４４－０３３３

国民宿舎 みやじま杜の宿 平野屋

「雛めぐりマップ」を提示し、
５００円以上お買い上げで、

焼き菓子プレゼント！

杉養蜂園 藤い屋
０８２９－４４－１３３８

０８２９－４４－２６７２

限定
メニュー

０８２９－４４－０３９９

特　典

「雛めぐりマップ」を提示し、
レストランでのお食事で、

ｾﾙﾌｺｰﾋｰor甘酒orご入浴サービス！
※タオルは別途有料

売店商品 ５００円以上(税込)ご購入で
お菓子プレゼント！

特　典
「雛めぐりマップ」を提示すると、

ホットコーヒー５０円引き！
(300円→250円に)

０８２９－４４－２２２１

特　典
「雛めぐりマップ」を提示して

お買い上げの方は
全商品８％OFF！

「雛めぐりマップ」を提示すると、
はちみつソフトクリーム

全種類５０円引き！

特　典 特　典

特　典

０８２９－４４－０３８０

特　典

宮島伝統産業会館
(宮島細工協同組合)

０８２９-４４-１７５８

特　典

「雛めぐりマップ」を提示し、
売店で商品を１,０００円以上

お買い上げの方に
宮島杓子プレゼント！

※体験は除く

木村屋
０８２９－４４－０１８７

特　典
「雛めぐりマップ」を提示し、

１,０００円以上のお買上げで、
もみじまんじゅう１個プレゼント！

喫茶しま

やまだ屋 宮島本店

０８２９－４４－０５１１

特　典

「雛めぐりマップ」を提示し、
１,０００円以上、お買上げで

もみじまんじゅう １個差し上げます！
※宮島本店のみ

ｉｎｆｏ表参道
０８２９-４４-１９３５

特　典
「雛めぐりマップ」を提示し、
コーヒーをご注文の方は、

全種類２０円引き！

坂本菓子舗

「雛めぐりマップ」を提示し、
１,０００円以上のお買上げで
売店商品価格より５％オフ！

※もみじまんじゅう以外の食品は対象外

宮島ゲストハウス三國屋

ホテル菊乃家 雛めぐりマップ ㉒ 宮島グランドホテル有もと 雛めぐりマップ

特　典

特　典
「雛めぐりマップ」を提示し、

１,０００円以上のお買い上げで
もみじまんじゅう１個プレゼント！

宮島帆布 雛めぐりマップ ⑲
０８２９-４４-０７８８

特　典

「雛めぐりマップ」を提示し、
５００円以上お買い上げの方に、

ｵﾘｼﾞﾅﾙ「宮島さんぽマップ」プレゼント！
※先着１００名様

大聖院(otera café 六角茶房) 雛めぐりマップ ⑳
０８２９－４４－０１１１

特　典
「雛めぐりマップ」を提示し、

ご注文いただいたお客様には、
甘酒サービスいたします！

㉓
０８２９-４０-２４００ ０８２９-４４-２４１１

「雛めぐりマップ」を提示し、
お召し上がりの方には

食後のコーヒーをサービス！

宮島の観光情報の検索は・・・

(一社)宮島観光協会

３/２０ (月/祝)

５,０００円

３/２５ (土)

４/１ (土)

みやじま紅葉の賀

４/２ (日)

嚴島神社での舞楽鑑賞の後、
島内をきものでそぞろ歩き、古民家でランチを堪能します。

時　　　間 １１：３０ ～ １４：３０

お問い合せ

Ｅﾒｰﾙ wabisabi@kimonoasobi.info

　　→昼食（宮島レ・クロ）→解散

募集人数 ２４名

🌸🌸 みやじま雛めぐり協賛イベント 🌸🌸

宮島歴史民俗資料館

宮島歴史民俗資料館ｶﾞｰﾃﾞﾝｺﾝｻｰﾄ2017  

「平家琵琶の調べ」
時　　　間 １３:３０ ～
出　　　演 平曲奏者　荒尾 努
場　　　所 宮島歴史民俗資料館 庭園
入  館  料 一般：300円　高校生：170円

小中学生：150円
高齢者(65歳以上)：150円

ひろしまきもの遊び

お問い合せ

嚴島神社参拝→舞楽鑑賞

きものでそぞろ歩きin宮島

TEL 090-8244-9764　 岩藤

１０:３０ ～ １６:００

平安衣装・着物装い体験所 

日本の伝統文化“茶道”を気軽に楽しみましょう。
子供達にもお茶を楽しむ機会を。

場　　　所
料　　　金

大本山 大聖院
無料

お問い合せ

ひ な 茶 会

時　　　間

場　　　所

お問い合せ

大聖院茶室

自由参加

５００円　※小学生以下は無料

行　　　程

参  加  費

参加資格

席 　　 料

平安時代の旅装束を装ったモデル撮影会。
プロ・アマカメラマン約50～70名参加。観光客の方も撮影可能。

１４：００ ～ １５：３０

第２回　旅するお雛さま
-平安旅ガールと写真撮影-

時　　　間

TEL　(０８２９)４４-２０１９

TEL　090-4650-1795
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