こうちサイクルオアシス一覧
R4.4末現在
エリア

東部

中部

西部
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施設名
室戸世界ジオパークセンター
道の駅 キラメッセ室戸
ローソン 室戸市役所前店
ホテル 冨士
ローソン 奈半利町店
道の駅 田野駅屋
ローソン 安田町唐浜店
馬路温泉
安芸駅
ローソン 安芸津久茂町店
ローソン 安芸芸西村店
創造広場「アクトランド」
道の駅 やす
高知県立のいち動物公園
香南市サイクリングターミナル
羽尾大釜荘
絵金蔵
天然色市場
井上ワイナリー のいち醸造所
べふ峡温泉
夢の温泉
奥物部ふるさと物産館
ローソン 香北町美良布店
龍河洞
ローソン 香美土佐山田町楠目店
道の駅 南国 風良里
ローソン 南国岡豊町中島店
ローソン 南国前浜西店
ローソン 南国十市店
ローソン 南国岡豊町店
道の駅 大杉
ゆとりすとパークおおとよ
さめうらフーズ直営ショップSORA
道の駅 さめうら
ローソン 土佐町田井店
大川村「むらの駅」
ローソン 高知競馬場前店
ＬＧＯＳＳＯたかそね
ホテル日航高知旭ロイヤル
セリーズ
かつお船 火蔵

住所
高知県室戸市室戸岬町1810番地2

0887-22-5161

高知県室戸市吉良川町丙890-11

0887-25-3500

高知県室戸市浮津２４‐１

0887-22-0878

高知県室戸市室津2577

0887-22-0205

高知県安芸郡奈半利町乙1309

0887-38-2800

高知県安芸郡田野町1431-1

0887-38-7820

高知県安芸郡安田町唐浜３３６‐２

0887-38-3151

高知県安芸郡馬路村3564-1

0887-44-2026

高知県安芸市東浜294

0887-34-8800

高知県安芸市津久茂町１‐６

0887-35-7576

高知県安芸郡芸西村和食甲５６３８

0887-32-2833

高知県香南市野市町大谷928番地1号

0887-56-1501

高知県香南市夜須町坪井

0887-54-2950

高知県香南市野市町大谷738
高知県香南市夜須町手結山1304

0887-56-3500
0887-55-3196

高知県香南市夜須町羽尾523

0887ー54-0345

高知県香南市赤岡町538

0887-57-7117

知県香南市吉川町吉原1841-2

0887-53-9799

高知県香南市野市大谷1424-31

0887-50-6694

高知県香美市物部町別府452-8

0887-58-4181

高知県香美市土佐山田町宮ノ口364

0887-52-2334

高知県香美市物部町大栃872番地2

0887-52-9289(物部支所)

高知県香美市香北町美良布1209-1

0887-59-3171

高知県香美市土佐山田町逆川1424(龍河洞保存会)

0887-53-2144

高知県香美市土佐山田町楠目１４６７‐３

0887-53-5250

高知県南国市左右山102-1

088-880-8112

高知県南国市岡豊町中島４５３‐２

088-878-3303

高知県南国市前浜１１１２

088-865-2311

高知県南国市十市２０００‐１

088-865-6511

高知県南国市岡豊町小蓮４３４‐２

088-878-5282

高知県長岡郡大豊町杉743-1

0887-72-1417

高知県長岡郡大豊町中村大王4037-25

0887-72-0700

高知県長岡郡本山町本山526-3

0887-72-9232

高知県土佐郡土佐町田井448-2

0887-82-1680

高知県土佐郡土佐町田井１２３５‐４

0887-82-004

高知県土佐郡大川村船戸239

0887-84-2233

高知県高知市長浜2319-1

088-837-5115

高知県高知市高そね１３‐６

088-883-1911

高知県高知市九反田9番15号

088-885-5151

高知県高知市高須砂地155番地

088-866-7000

高知県高知市仁井田187-3 日本サンゴセンター内

088-847-3255

日本サンゴセンター／宝石珊瑚資料館「35の杜」 高知県高知市仁井田187-3

ザ クラウンパレス新阪急高知
新居地区観光交流施設 南風（まぜ）
土佐龍温泉三陽荘
道の駅 木の香
道の駅 633美の里
道の駅 土佐和紙工芸村
高知アイス売店
うちごはん 空Kuu
山荘しらさ
ローソン 日高総合運動公園前店
ローソン 佐川町西店
観光物産館越知駅
スノーピークおち仁淀川キャンプフィールド
安居渓谷宝来荘
ローソン 仁淀川大崎店
道の駅 かわうその里すさき
道の駅なかとさ
道の駅 布施ヶ坂
天狗荘
ローソン 津野町東店
奥四万十の郷
道の駅 ゆすはら
道の駅 あぐり窪川
道の駅 四万十大正
道の駅 四万十とおわ
喫茶橋
ローソン 四万十町大井野店
ローソン 四万十町中央インター店
第37番札所 藤井山 五智院 岩本寺
道の駅 ビオスおおがた
道の駅 なぶら土佐佐賀
ローソン 黒潮町大方店
ローソン 黒潮町入野店
物産館サンリバー四万十
道の駅 よって西土佐
ローソン 四万十古津賀三丁目店
道の駅 すくも
ローソン 宿毛インター店
土佐清水市旅館組合
道の駅 めじかの里土佐清水
海の駅 あしずり
ローソン 土佐清水市下ノ加江店
ローソン 土佐清水旭町店
道の駅 大月

連絡先

088-847-5050

高知県高知市本町4-2-50

088-873-1111

高知県土佐市新居38-33

088-856-8421

高知県土佐市宇佐町竜504-1

088-856-0001

高知県吾川郡いの町桑瀬225-16

088-869-2300

高知県吾川郡いの町上八川甲1160-2

088-850-5300

高知県吾川郡いの町鹿敷1226
高知県吾川郡いの町柳瀬上分807-1

088-892-1001
088-850-5288(工場)

高知県吾川郡いの町下八川乙243-1

080-8638-9000

高知県吾川郡いの町寺川175

090-2235-1400

高知県高岡郡日高村岩目地字平野澤875-2

0889-24-7760

高知県高岡郡佐川町字岩ノ越丙１３９４‐２

0889-22-9033

高知県高岡郡越知町越知甲1736-7

0889-26-2900

高知県高岡郡越知町片岡4番地

0889-27-2622

高知県吾川郡仁淀川町大屋1627-4

0889-34-3719

高知県吾川郡仁淀川町大崎134-1

0889-35-1630

高知県須崎市下分甲263-3

0889-40-0004

高知県高岡郡中土佐町久礼8645-2

0889-59-9092

高知県高岡郡津野町船戸654-1

0889-62-3225

高知県高岡郡津野町芳生野乙4921-22

0889-62-3188

高知県高岡郡津野町新土居３１８

0889-55-2277

高知県高岡郡津野町芳生野乙810

0889－43－9155

高知県高岡郡檮原町太郎川3799番地3

0889-65-1100

高知県高岡郡四万十町平串284番地1

0880-22-8848

高知県高岡郡四万十町大正16-2

0880-27-0088

高知県高岡郡四万十町十和川口62-9

0880-28-5421

高知県高岡郡四万十町大正695-22

0880-27-0355

高知県高岡郡四万十町大井野781-2

0880-22-5255

高知県高岡郡四万十町平串３４７‐９

0880-22-8011

高知県高岡郡四万十町茂串町3-13

0880-22-0376

高知県幡多郡黒潮町浮鞭953-1

0880-43-3113

高知県幡多郡黒潮町佐賀1350

0880-55-3325

高知県幡多郡黒潮町入野３５４６‐１３

0880-43-1006

高知県幡多郡黒潮町入野５５８‐１

0880-43-3966

高知県四万十市右山383-7

0880-34-5551

高知県四万十市西土佐江川﨑2410番地3

0880-52-1398

高知県四万十市古津賀３‐７４

0880-34-5111

高知県宿毛市坂ノ下1023-44

0880-63-0801

高知県宿毛市和田５２３‐１

0880-63-4726

高知県土佐清水市足摺岬648-1

0880-88-0472

高知県土佐清水市三崎671-6

0880-83-1103

高知県土佐清水市養老303

0880-82-3155

高知県土佐清水市下の加江277-2

0880-84-1252

高知県土佐清水市旭町４５０

0880-82-3111

高知県幡多郡大月町弘見2610番地

0880-73-1610

