
No 業種 加盟店 電話番号 郵便番号 住所

1 小売店 TSUKINO PEARL 0920-43-0016 〒811-5556 壱岐市勝本町立石西触100-2

2 小売店 若宮水産 0920-45-0225 〒811-5311 壱岐市芦辺町諸吉本村触1329-1

3 小売店 吉田商店 0920-47-0020 〒811-5135 壱岐市郷ノ浦町郷ノ浦174

4 飲食店 壱岐牛・和牛 弦 0920-47-0577 〒811-5136 壱岐市郷ノ浦町片原触441

5 小売店 九州郵船 壱岐支店 0920-47-0003 〒811-5135 壱岐市郷ノ浦町郷ノ浦281番地6

6 小売店 リカーショップ 弦 0920-47-0576 〒811-5136 壱岐市郷ノ浦町片原触412-4

7 小売店 猿川伊豆酒造 0920-45-0200 〒811-5326 壱岐市芦辺町深江本村触1402-1

8 飲食店 お食事処みうらや 0920-47-6797 〒811-5135 壱岐市郷ノ浦町郷ノ浦188-1

9 小売店 壱岐海陸運送 0920-44-5015 〒811-5214 壱岐市石田町印通寺浦196

10 小売店 長田商店 0920-47-0341 〒811-5135 壱岐市郷ノ浦町郷ノ浦122-44

11 小売店 わたつみ物産店 0920-42-2345 〒811-5501 壱岐市勝本町勝本浦201

12 飲食店 Coast162 0920-42-2345 〒811-5501 壱岐市勝本町勝本浦162

13 飲食店 お食事処海神 0920-42-2345 〒811-5501 壱岐市勝本町勝本浦201

14 飲食店 深山苑 0920-40-0891 〒811-5501 壱岐市勝本町勝本浦575-36

15 小売店 マリンパル壱岐 0920-48-5800 〒811-5214 壱岐市石田町印通寺浦471番地2

16 宿泊施設 網元 0920-44-5887 〒811-5214 壱岐市石田町印通寺浦176-21

17 宿泊施設 平山旅館 0920-43-0016 〒811-5556 壱岐市勝本町立石西触77番地

18 宿泊施設 宝来荘 0920-44-5306 〒811-5203 壱岐市石田町筒城東触1837-1

19 宿泊施設 ビューホテル壱岐 0920-47-0567 〒811-5135 壱岐市郷ノ浦町郷ノ浦401

20 宿泊施設 海老館 0920-43-0012 〒811-5556 壱岐市勝本町立石西触91-5

21 宿泊施設 繁屋千賀荘 0920-44-5294 〒811-5203 壱岐市石田町筒城東触1085番地

22 宿泊施設 壱岐島 / 里やまの一軒家 HOSHIZORA 0920-40-0099 〒811-5113 壱岐市郷ノ浦町牛方触700

23 小売店 芦辺合同海運 0920-45-3011 〒811-5463 壱岐市芦辺町箱崎中山触2575-22

24 飲食店 ヒヨリミテラス 0920-42-2020 〒811-5501 壱岐市勝本町勝本浦575番地61
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25 観光施設 辰の島遊覧船 0920-42-2020 〒811-5501 壱岐市勝本町勝本浦575番地61

26 小売店 玄海酒造 0920-47-0160 〒811-5125 壱岐市郷ノ浦町志原西触550-1

27 宿泊施設 太公望 0920-47-1373 〒811-5155 壱岐市郷ノ浦町麦谷触1601-1

28 宿泊施設 明るい農村 0920-45-0988 〒811-5751 壱岐市芦辺町中野郷仲触1102

29 宿泊施設 マリン宝盛荘 0920-44-6038 〒811-5203 壱岐市石田町筒城東触399

30 宿泊施設 カモメのとまり木 0920-44-6666 〒811-5203 壱岐市石田町筒城東触1531-1

31 宿泊施設 勝丸荘 0920-45-1489 〒811-5311 壱岐市芦辺町諸吉本村触1327-3

32 飲食店 寿司割烹魚よし 0920-47-1290 〒811-5132 壱岐市郷ノ浦町東触171-1

33 飲食店 洋食と珈琲の店 トロル 0920-47-1233 〒811-5133 壱岐市郷ノ浦町本村触526

34 宿泊施設 千石荘 0920-43-0004 〒811-5551 壱岐市勝本町湯本浦58

35 飲食店 味処壱州本陣 0920-47-6076 〒811-5136 壱岐市郷ノ浦町片原触441

36 タクシー 壱岐交通タクシー 0920-47-1155 〒811-5133 壱岐市郷ノ浦町本村触676番地-13

37 飲食店 食堂よしもと 0920-42-0007 〒811-5501 壱岐市勝本町勝本浦279

38 小売店 エレナFC壱岐郷ノ浦店 0920-47-1881 〒811-5132 壱岐市郷ノ浦町東触758-1

39 小売店 マルエー生活館 0920-47-5315 〒811-5132 壱岐市郷ノ浦町東触784

40 飲食店 割烹一富士 0920-42-0072 〒811-5532 壱岐市勝本町大久保触1827-5

41 小売店 下條酒店 0920-42-0011 〒811-5501 壱岐市勝本町勝本浦257

42 飲食店 ひこひなもり 0920-45-2065 〒811-5322 壱岐市芦辺町深江鶴亀触1092番地5

43 宿泊施設 国民宿舎壱岐島荘 0920-43-0124 〒811-5556 壱岐市勝本町立石西触101

44
レンタカー・

ガソリンスタンド
壱岐レンタカー 0920-47-5357 〒811-5221 壱岐市石田町池田東触77番地1

45
レンタカー・

ガソリンスタンド
玄海交通レンタカー 0920-44-5658 〒811-5221 壱岐市石田町池田東触77番地1

46 小売店 壱岐の蔵酒造 0920-45-2111 〒811-5753 壱岐市芦辺町湯岳本村触520

47 飲食店 大衆割烹太郎 0920-47-4038 〒811-5133 壱岐市郷ノ浦町本村触519

48 飲食店 モカジャバカフェ大久保本店 0920-42-0500 〒811-5501 壱岐市勝本町勝本浦359
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49 宿泊施設 かねや別館 0920-45-0350 〒811-5316 壱岐市芦辺町諸吉大石触472-12

50
レンタカー

・ガソリンスタンド
みなとレンタカー 0920-47-5212 〒811-5124 壱岐市郷ノ浦町志原南触65

51 小売店 馬渡水産 0920-45-1194 〒811-5462 壱岐市芦辺町箱崎大左右触698-18

52 宿泊施設 壱岐ステラコート太安閣 0920-47-3737 〒811-5133 壱岐市郷ノ浦町本村触760-1

53 小売店 スーパーヤマグチ 0920-47-5560 〒811-5131 壱岐市郷ノ浦町永田触268

54 貸切バス 玄海交通 0920-44-5826 〒811-5203 壱岐市石田町筒城東触1730

55 タクシー 勝本タクシー 0920-43-0880 〒811-5553 壱岐市勝本町立石東触94-1

56 タクシー 玄海タクシー 0920-43-0880 〒811-5203 壱岐市勝本町立石東触94-1

57 タクシー 文化バス.タクシー 0920-43-0880 〒811-5316 壱岐市芦辺町諸吉大石触427-15

58 バスガイド 壱岐ガイドクラブ 0920-44-5838 〒811-5203 壱岐市石田町筒城東触1730

59 宿泊施設 民宿ふくや荘 0920-42-0065 〒811-5501 壱岐市勝本町勝本浦571

60 宿泊施設 Glam Beach グランビーチ 0920-44-6666 〒811-5203 壱岐市石田町筒城東触842

61 小売店 壱岐オリーブ園 0920-47-6737 〒811-5136 壱岐市郷ノ浦町片原触1190番地

62
レンタカー・

ガソリンスタンド
中野石油 0920-45-0191 〒811-5315 壱岐市芦辺町諸吉二亦触1648-6

63 宿泊施設 シーサイドイン白鴎 0920-44-5193 〒811-5203 壱岐市石田町筒城東触1899-2

64 文化施設 一支国博物館 0920-45-2731 〒811-5322 壱岐市芦辺町深江鶴亀触515-1

65 飲食店 御食事処 まる辰 0920-47-6607 〒811-5135 壱岐市郷ノ浦町郷ノ浦47

66 小売店 スーパーバリューイチヤマ 本店 0920-47-1987 〒811-5132 壱岐市郷ノ浦東触568-1

67 小売店 スーパーバリューイチヤマ 本町店 0920-47-0438 〒811-5135 壱岐市郷ノ浦37

68
レンタカー・ガソリン

スタンド・小売店
永岡レンタリース 0920-47-0412 〒811-5121 壱岐市郷ノ浦町平人触51番地

69 飲食店 ISLAND BREWERY 0920-42-0010 〒811-5501 壱岐市勝本町勝本浦249番地

70
体験型アクティビティ

・観光施設・飲食店・

宿泊施設

壱岐イルカパーク＆リゾート 0920-42-0759 〒811-5512 壱岐市勝本町東触2668番地3

71 小売店 地もん屋さん 0920-45-4001 〒811-5463 壱岐市芦辺町箱崎中山触2604-2
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