
IROU

宿泊ガイド
Accommodation Guide



■ チェックイン Check in
チェックインは、やぎゅう屋にてお願いしております。 

時間は15:00 ~ 18:00までとなります。 

遅れる場合は必ずご相談ください。 

こちらで鍵をお渡しいたします。

Check in at Yagyuya shop. 

The time is from 15:00 to 18:00. 

Please tell us when you are late. 

We will pass the key here.

住所 Adress  

　〒761-4113 香川県小豆郡土圧町甲2721-1 

　2721-1, Ko.otsu, Tonosho-cho Shozu-gun, Kagawa, 761-4113, Japan

Google maps 

　“やぎゅう屋”もしくは”小豆島ヘルシーランド”で検索 

　Please search“shodoshima heltyland” 

　　※ やぎゅう屋と小豆島ヘルシーランドは同一の建物です。 

　　※ “Yagyuya shop” and “shodoshima heltyland” is same place.

■ チェックアウト Check out

チェックアウトも、やぎゅう屋にてお願いします。 

時間は、8:30 ~ 10:00までとなります。 

その際に下記のものを必ずお持ちください。 

　・この宿泊案内のバインダー 

　・鍵

Please check-out also at the Yagyuya shop. 

The time is from 8:30 to 10:00. 

Please bring the items at that time. 

· Binder of this accommodation guide 

· key



■ お部屋まで Gude to the room
チェックインは、やぎゅう屋にてお願いしております。 

時間は15:00 ~ 18:00までとなります。 

遅れる場合は必ずご相談ください。 

こちらで鍵をお渡しいたします。

Check in at Yagyuya shop. 

The time is from 15:00 to 18:00. 

Please tell us when you are late. 

We will pass the key here.

やぎゅう屋 Yagyuya Shop

トンネル Tunnel 

曲がる Turn 

曲がる Turn 

山に登る 
Climb Mountain

コテージは下の段の3つ目です。 
鍵の番号と同じ表札を確認してください。 
The cottage is the third one in the lower row. 

Please check the same name plate as the key number.

車はここの芝生のスペースに置いてください。 
Put your car in the lawn space here.

Guide Video https://youtu.be/hr9hEUJ77nM



■ Wi-Fi

部屋にはWi-Fiをご用意しております。 We have Wi-Fi in the room.

車はここの芝生のスペースに置いてください。 
Put your car in the lawn space here.

SSID : IROU 
PASS : shodoshima

■ ルール Rule

・部屋の中は禁煙です。喫煙はベランダか外で行なってください。 

・Smoking is prohibited in the room. Smoking should be done on the terrace or outside. 

・車は決められた駐車スペースに必ず泊めてください。 

・Please be sure to put the car in the designated parking space. 

・近隣への迷惑になる行為は禁止いたします。騒音行為はご遠慮ください。 

・We will prohibit acts that cause annoyance to neighborhoods. Please refrain from the noise act. 

・BBQ等は必ず事前にご相談ください。 

・Be sure to consult BBQ etc beforehand. 

・下のビーチは少し潮の流れが早いです。海の中には絶対に入らないでください。 

・The beach on the bottom is a little tidal stream fast. Please do not enter the ocean absolutely. 

・シャンプー、石鹸、トリートメントは持ち帰らないでください。 

　　持ち帰られた場合、3,000円いただきます。 

・Please do not bring shampoo, soap, treatment. 

　　If you are brought home, you will receive 3,000 yen. 

・物品の破損があった場合、必ず報告をしてください。 

・When there is breakage of goods, please be sure to report. 

・鍵の紛失にはご注意ください。紛失された場合、交換費用をいただきます。 

・Please be careful with lost key. If lost, we will charge for replacement.



■ ドリンクサービス Drink Service

部屋の周辺にはコンビニ等がありません。 

やぎゅう屋にてドリンクを販売しております。事前の予約も承ります。

There are no convenience stores etc. in the vicinity of the room. 

We sell drinks at the Yagyuya store.Advance reservation is also available.

KMV Cape Louge  750ml      1,300JPY

South African wine. It is fruity and refreshing taste.
南アフリカ産ワイン。フルーティでスッキリした味です。

瀬戸の百景 (Setono Hyakkei)  750ml      1,900JPY

Winery in Kagawa Prefecture is a wine made using grape from Kagawa.
香川県のワイナリーが、香川県産ぶどうを使って作ったワインです。

※ 部屋にはミネラルウォーター500mlを2本ご用意しております。(初日のみ)

※ 2 bottles of mineral water 500ml in the room. (Only on the first day)

ふふふ (Fufufu)  750ml      2,100JPY

小豆島の酒蔵で作られた日本酒。スッキリとして味わいで女性にも人気です。

Japanese sake made from Shodoshima's sake brewery.  
It is also popular with women by tasting as refreshing.

ビール (Beer)  350ml      260JPY

アサヒスーパードライ、キリンラガーから選べます。
Choose from Asahi Super Dry, Kirin Lager.

サントリー天然水 (Mineral water)  500ml      150JPY

ミネラルウォーターです。
It is a common mineral water.



■ 緊急連絡 Emergency contact

警察   Police : 110 

消防・救急  Fire and emergency : 119

車はここの芝生のスペースに置いてください。 
Put your car in the lawn space here.

やぎゅう屋  Yagyuuya Shop  : 0879-62-7111

※普段の連絡は、メッセージでお願い致します。 

※ As for usual contact, thank you for your message.


