伊勢志摩スタンダード 参加事業者一覧
2021年 1月21日 現在
地域別
伊勢市
店舗名

所在地

電話番号

ホームページ

業種

1

赤福 五十鈴川店

伊勢市宇治浦田1丁目11－5

0596-22-7000

https://www.akafuku.co.jp/

食事提供施設・商業施設

2

赤福 外宮前特設店

伊勢市本町14番1号

0596-22-7000

https://www.akafuku.co.jp/

食事提供施設・商業施設

3

赤福 二見支店

伊勢市二見町茶屋204－1

0596-43-2128

https://www.akafuku.co.jp/

食事提供施設・商業施設

4

赤福本店

伊勢市宇治中之切町26

0120-081-381

https://www.akafuku.co.jp/

食事提供施設・商業施設

5

朝熊山頂売店

伊勢市朝熊町185-3

0596-22-1248

https://www.iseshimaskyline.com/

商業施設

6

伊勢菊一

伊勢市本町18-18

0596-28-4933

https://isekikuichi.com

商業施設

7

伊勢外宮参道 伊勢神泉

伊勢市本町1－1

0596-26-0100

https://www.iseshinsen.jp

宿泊施設

8

伊勢市駅観光案内所

伊勢市本町16－2

0596-28-3705

https://ise-kanko.jp/main

その他（観光案内所）

9

公益社団法人 伊勢市観光協会

伊勢市本町16－2

0596-28-3705

https://ise-kanko.jp/main

その他（観光協会）

10

伊勢シティホテル

伊勢市吹上1-11-31

0596-28-2111

https://www.greens.co.jp

宿泊施設

11

伊勢シティホテルアネックス

伊勢市吹上2丁目5-11

0596-22-5100

https://www.greens.co.jp/iseax/

宿泊施設

12

伊勢志摩おみやげセンター王将伊勢店

伊勢市勢田町281

0596-63-5800

https://www.ousho.co.jp

商業施設

13

伊勢志摩スカイライン

伊勢市宇治館町岩井田山677-1

0596-22-1810

https://www.iseshimaskyline.com

交通事業

14

伊勢製餡所株式会社

伊勢市河崎1-1-22

0596-28-5543

http://iseseian.jp

商業施設

15

伊勢だるまや

伊勢市宇治今在家町65

0596-25-5228

http://darumaya719381ise.suuhun.com/

食事提供施設

16

伊勢茶 翠

伊勢市宇治中之切町48

0596-26-0022

www.i-ocha.jp

商業施設

17

伊勢なり川

伊勢市吹上1丁目6－34
サンサンビル2階

0596-67-5112

なし

食事提供施設

18

伊勢パールピアホテル

伊勢市宮後2-26-22

0596-26-1111

https://www.pearlpier.com/

宿泊施設

19

岩戸屋 物産店

伊勢市宇治今在家町58

0596-23-3188

https://www.iwatoya.co.jp/

商業施設

20

岩戸屋 本店

伊勢市宇治今在家町58

0596-23-3188

https://www.iwatoya.co.jp/

商業施設

21

ウァン二見本店

伊勢市二見町茶屋53-3

0596-43-0101

http://www.ise-wann.jp

食事提供施設

22

宇治浦田観光案内所

伊勢市本町16－2

0596-28-3705

https://ise-kanko.jp/main

その他（観光案内所）

23

宇治園

伊勢市宇治今在家町47

0596-23-0764

https://iseujien.jimdofree.com

商業施設

24

宇治山田駅観光案内所

伊勢市本町16－2

0596-28-3705

https://ise-kanko.jp/main

その他（観光案内所）

25

可怜國屋 宇治山田駅店

伊勢市岩渕2丁目1-43

080-4159-6418

https://umashikuniya.com/

商業施設

26

縁起の伊勢屋

伊勢市本町6－13 つたやビル1F

0596-28-8483

https://gift-shop-2575.business.site

商業施設

27

お伊勢屋本舗

伊勢市宇治中之切町94-7

0596-22-7193

なし

食事提供施設

28

おかげ横丁 灯りの店

伊勢市おかげ横丁内

0596-23-8834

https://www.okageyokocho.co.jp

商業施設

29

おかげ横丁 味匠館

伊勢市おかげ横丁内

0596-23-8821

https://www.okageyokocho.co.jp

商業施設

30

おかげ横丁 五十鈴川カフェ

伊勢市おかげ横丁内

0596-23-9002

https://www.okageyokocho.co.jp/

食事提供施設

31

おかげ横丁 いすゞ田楽

伊勢市おかげ横丁内

0596-23-8835

https://www.okageyokocho.co.jp/

食事提供施設

32

おかげ横丁 伊勢角屋麦酒

伊勢市おかげ横丁内

0596-23-8773

https://www.okageyokocho.co.jp/

食事提供施設

33

おかげ横丁 伊勢醤油本舗

伊勢市おかげ横丁内

0120-093-716

https://www.okageyokocho.co.jp/

商業施設

34

おかげ横丁 Ise Fruit laboratory

伊勢市おかげ横丁内

0596-26-1177

https://www.okageyokocho.co.jp/

食事提供施設

35

おかげ横丁 伊勢萬

伊勢市おかげ横丁内

0120-177-381

https://www.okageyokocho.co.jp/

商業施設

36

おかげ横丁 海老丸

伊勢市おかげ横丁内

0596-23-8805

https://www.okageyokocho.co.jp/

食事提供施設

37

おかげ横丁 おかげ座

伊勢市おかげ横丁内

0596-23-8844

https://www.okageyokocho.co.jp/

その他

38

おかげ横丁 おかげ横丁酒徳昆布

伊勢市おかげ横丁内

0596-23-8836

https://www.okageyokocho.co.jp/

商業施設

39

おかげ横丁 おかげ横丁もくとん

伊勢市おかげ横丁内

0596-24-0910

https://www.okageyokocho.co.jp/

食事提供施設

40

おかげ横丁 おみやげや

伊勢市おかげ横丁内

0596-23-8838

https://www.okageyokocho.co.jp/

商業施設

41

おかげ横丁 神路屋

伊勢市おかげ横丁内

0596-23-8822

https://www.okageyokocho.co.jp/

商業施設

42

おかげ横丁 かみなりや

伊勢市おかげ横丁内

0596-26-1333

https://www.okageyokocho.co.jp/

商業施設

43

おかげ横丁 くつろぎや

伊勢市おかげ横丁内

0596-23-8823

https://www.okageyokocho.co.jp/

商業施設

44

おかげ横丁 くみひも平井

伊勢市おかげ横丁内

0596-26-2377

https://www.okageyokocho.co.jp/

商業施設

45

おかげ横丁 山徳記念館

伊勢市おかげ横丁内

0596-23-8828

https://www.okageyokocho.co.jp/

その他

46

おかげ横丁 志洲ひらき屋

伊勢市おかげ横丁内

0596-23-8832

https://www.okageyokocho.co.jp/

商業施設

47

おかげ横丁 しろがね屋

伊勢市おかげ横丁内

0596-23-8825

https://www.okageyokocho.co.jp/

商業施設

48

おかげ横丁 すし久

伊勢市おかげ横丁内

0596-27-0229

https://www.okageyokocho.co.jp/

食事提供施設

49

おかげ横丁 銭屋

伊勢市おかげ横丁内

0596-23-9014

https://www.okageyokocho.co.jp/

商業施設

50

おかげ横丁 他抜きだんらん亭

伊勢市おかげ横丁内

0596-23-8730

https://www.okageyokocho.co.jp/

商業施設

51

おかげ横丁 だんご屋

伊勢市おかげ横丁内

0596-23-8732

https://www.okageyokocho.co.jp/

食事提供施設

52

おかげ横丁 団五郎茶屋

伊勢市おかげ横丁内

0596-23-8808

https://www.okageyokocho.co.jp/

食事提供施設

53

おかげ横丁 つぼや

伊勢市おかげ横丁内

0596-23-8775

https://www.okageyokocho.co.jp/

商業施設

54

おかげ横丁 傳兵衛

伊勢市おかげ横丁内

0596-23-8801

https://www.okageyokocho.co.jp/

商業施設

55

おかげ横丁 とうふや

伊勢市おかげ横丁内

0596-28-1028

https://www.okageyokocho.co.jp/

食事提供施設

56

おかげ横丁 野あそび棚

伊勢市おかげ横丁内

0596-25-2848

https://www.okageyokocho.co.jp/

食事提供施設

57

おかげ横丁 はいからさん

伊勢市おかげ横丁内

0596-23-8806

https://www.okageyokocho.co.jp/

食事提供施設

58

おかげ横丁 晩酌屋久兵衛

伊勢市おかげ横丁内

0596-23-8731

https://www.okageyokocho.co.jp/

商業施設

59

おかげ横丁 ばん茶茶屋

伊勢市おかげ横丁内

0596-23-8853

https://www.okageyokocho.co.jp/

商業施設

60

おかげ横丁 ふくすけ

伊勢市おかげ横丁内

0596-23-8807

https://www.okageyokocho.co.jp/

食事提供施設

61

おかげ横丁 豚捨

伊勢市おかげ横丁内

0596-23-8803

https://www.okageyokocho.co.jp/

食事提供施設

62

おかげ横丁 フルーツラボ

伊勢市おかげ横丁内

0596-23-8830

https://www.okageyokocho.co.jp/

食事提供施設

63

おかげ横丁 孫の屋三太

伊勢市おかげ横丁内

0596-23-8851

https://www.okageyokocho.co.jp/

商業施設

64

おかげ横丁 みえぎょれん販売

伊勢市おかげ横丁内

0596-23-8831

https://www.okageyokocho.co.jp/

商業施設

65

おかげ横丁 御木本真珠島

伊勢市おかげ横丁内

0596-23-8817

https://www.okageyokocho.co.jp/

商業施設

66

おかげ横丁 宮忠

伊勢市おかげ横丁内

0596-23-8839

https://www.okageyokocho.co.jp/

商業施設

67

おかげ横丁 名産味の館

伊勢市おかげ横丁内

0596-23-8820

https://www.okageyokocho.co.jp/

商業施設

68

おかげ横丁 もめんや藍

伊勢市おかげ横丁内

0596-23-8809

https://www.okageyokocho.co.jp/

商業施設

69

おかげ横丁 横丁いかだ荘

伊勢市おかげ横丁内

0596-23-8829

https://www.okageyokocho.co.jp/

食事提供施設

70

おかげ横丁 横丁そば小西湖

伊勢市おかげ横丁内

0596-23-8837

https://www.okageyokocho.co.jp/

食事提供施設

71

おかげ横丁 横丁焼の店

伊勢市おかげ横丁内

0596-23-8855

https://www.okageyokocho.co.jp/

食事提供施設

72

おかげ横丁 浪曲茶屋

伊勢市おかげ横丁内

0596-23-8854

https://www.okageyokocho.co.jp/

食事提供施設

73

おかげ横丁若松屋

伊勢市宇治中之切町52

0596-23-8833

https://www.wakamatsuya.co.jp

商業施設

74

ORANGER CAFÉ wood

伊勢市中村町355番地1

0596-23-7733

https://www.orangerisuzu.com

食事提供施設

75

オリックスレンタカー伊勢・近鉄宇治山田駅店

伊勢市岩渕2-1-43

0596-28-0295

https://www.kn-ren.co.jp

交通事業

76

オリックスレンタカー伊勢市駅前店

伊勢市本町2-17

0596-20-5543

https://www.kn-ren.co.jp

交通事業

77

カクダパールズ

伊勢市宇治仲之切町33

0596-20-8628

https://www.kakudapearl.jp

商業施設

78

割烹大喜

伊勢市岩渕2-1-48

0596-28-0281

http://ise.ne.jp/daiki

食事提供施設

79

家庭料理 扇屋

伊勢市二見町茶屋6－1

0596-43-3890

https://ougiyafutami.com

食事提供施設

80

株式会社伊勢国際観光

伊勢市下野町654-208

0596-31-3335

http://isekokusaikanko.com/

交通事業

81

株式会社伊勢志摩中央市場ザ朝市

伊勢市朝熊町1-11

0599-26-3111

https://www.the-asaichi.co.jp/acc.html

食事提供施設・商業施設

82

ギャラリーしろちどり

伊勢市吹上1丁目4－7 足立ビル1F

0596-64-8951

https://shirochidori.net

商業施設

83

(株)近畿日本ツーリスト中部 宇治山田駅営業所

伊勢市岩渕2－1－43 近鉄宇治山田駅構内

0596-28-4101

http://www.knt.co.jp

その他（旅行業）

84

外宮前観光案内所

伊勢市本町16－2

0596-28-3705

https://ise-kanko.jp/main

その他（観光案内所）

85

The ORANGER GARDEN ISUZUGAWA

伊勢市中村町355番地1

0596-23-7733

https://www.orangerisuzu.com

その他（結婚式場）

86

斎王の宮

伊勢市佐八町池の上1165－1

0596-39-6611

https://www.saiounomiya.com

宿泊施設

87

酒徳昆布

伊勢市神久2－7－20

0596-28-2068

http://www.sakatoku-kombu.jp

商業施設

88

猿田彦神社

伊勢市宇治浦田2－1－10

0596-22-2554

https://www.sarutahikojinja.or.jp

神社・仏閣

89

三交イン 伊勢市駅前

伊勢市宮後1－1－1

0596-20-3539

https://www.sanco-inn.co.jp/ise

宿泊施設

90

松風軒

伊勢市二見町茶屋249番地

0596-43-2134

http://shofuken.com

食事提供施設

91

神宮会館

伊勢市宇治中之切町152

0596-22-0001

https://www.jingukaikan.jp/

宿泊施設

92

シンフォニアテクノロジー響ホール
（伊勢市観光文化会館）

伊勢市岩渕1丁目13－15

0596-28-5105

www.ise-kanbun.jp

その他

93

(株)勢乃國屋

伊勢市宇治今在家町117番地

0596-23-5555

https://www.senokuniya.co.jp

食事提供施設・商業施設

94

千の杜

伊勢市佐八町池の上1165－1

0596-39-1200

https://www.sennomori.com

宿泊施設

95

珍海堂宇治山田店

伊勢市岩渕2-1-43 近鉄リテール宇治山田駅構内
近鉄リテーリングタイムプレイス

090-5607-3111

https://www.iseebihonpo-chinkaido.com

商業施設

96

月夜見の座

伊勢市佐八町池の上1165－1

0596-39-8585

https://www.tsukiyominoza.com

宿泊施設

97

なぎさや

伊勢市二見町江580－11

0596－43－2174

なし

食事提供施設

98

ニコニコレンタカー伊勢西豊浜店

伊勢市西豊浜町1720

0596-38-1000

https://www.2525r.com/store-01391-001.php

交通事業

99

パールファルコ

伊勢市一色町101

0596-23-2988

https://www.p-falco.com/

商業施設

100

白鷹三宅商店

伊勢市宇治今在家町29

0596-22-4506

なし

商業施設

101

BUD PALMS

伊勢市本町6－4

0596-23-0028

http://www.budpalms.jp

商業施設

102

ビジネスホテル 山本

伊勢市本町6－19

0596-23-5101

http://hotel-yamamoto.com

宿泊施設

103

（株）百五銀行南勢支社

伊勢市岡本1丁目3番3号

0596-29-1005

なし

その他（銀行）

104

二見浦観光案内所

伊勢市本町16－2

0596-28-3705

https://ise-kanko.jp/main

その他（観光案内所）

105

二見興玉神社

伊勢市二見町575

0596-43-2020

https://futamiokitamajinja.or.jp

神社・仏閣

106

ぼてこ伊勢みその店

伊勢市御薗町長屋2161－1

0596-28-2909

http://www.boteko.co.jp/

食事提供施設

107

ホテルルートイン伊勢

伊勢市小俣町宮前296－3

0596-20-0511

https://www.route-inn.co.jp

宿泊施設

108

マザーフルーツ

伊勢市岡本1-2-3

0596-22-6623

https://mother-fruit.com/

商業施設

109

松阪牛肉処力也

伊勢市黒瀬町869-2

0596-22-0148

http://www.amigo2.ne.jp/~rikiya

食事提供施設

110

まる天宇治山田店

伊勢市岩渕2丁目 近鉄宇治山田駅構内

0596-22-6825

http://www.marutenn.co.jp

食事提供施設

111

まる天内宮前店

伊勢市宇治中之切町10 おはらい町内

0596-22-9811

http://www.marutenn.co.jp

食事提供施設

112

三重県営サンアリーナ

伊勢市朝熊町字鴨谷4383－4

0596-22-7700

http://sun-arena.or.jp

その他（体育館）

113

三重県真珠

伊勢市二見町江681-16

0596-43-3091

https://miekensinju.com

体験・アクティビティ、
その他（真珠製品小売業）

114

三重交通 伊勢営業所

伊勢市神田久志本町1500番地1

0596-25-7131

https://www.sanco.co.jp/

交通事業

115

三重交通 伊勢市駅前出札

伊勢市神田久志本町1500番地1

0596-25-7131

https://www.sanco.co.jp/

交通事業

116

三重交通 宇治山田駅前出札

伊勢市神田久志本町1500番地1

0596-25-7131

https://www.sanco.co.jp/

交通事業

117

三重交通 鳥羽バスセンター出札

伊勢市神田久志本町1500番地1

0596-25-7131

https://www.sanco.co.jp/

交通事業

118

三重交通 内宮前出札

伊勢市神田久志本町1500番地1

0596-25-7131

https://www.sanco.co.jp/

交通事業

119

有限会社 三崎屋

伊勢市大世古2－2－12

0596-25-8484

なし

その他（食器・雑貨販売）

120

山田清掃有限会社

伊勢市中須町716－1

0596-24-3115

https://yamadaseisou.co.jp

その他
（一般廃棄物・産業廃棄物収集運搬業）

121

山田奉行所記念館

伊勢市御薗町上条1602

0596-36-8833

https://www.city.ise.mie.jp/kyouiku/culture/shisetsu/yamadabugyousho/

博物館

122

（有）大阪屋

伊勢市上地町2582－1

0596-27-3315

http://iseoosakaya.com

食事提供施設

123

有限会社酒乃店もりした
森下酒店伊勢神宮前店

伊勢市宇治浦田1丁目5-7 おはらい町通り

0596-63-6233

https://www.morishitasaketen.com

食事提供施設

124

有限会社酒乃店もりした 酒蔵森下

伊勢市本町2-3

0596-64-8080

https://www.morishitasaketen.com

食事提供施設

125

旅荘 海の蝶

伊勢市二見町松下1693

0596-44-1050

https://www.uminochou.com

宿泊施設

126

ル・シノワ花栞

伊勢市二見町茶屋516－5

0596-43-2588

なし

食事提供施設

127

レストランルサンク

伊勢市神田久志本町1317-1

0596-24-5315

https://lecinq2004.com

食事提供施設

128

若松屋 下野工場

伊勢市下野町653-9

0596-31-0123

https://www.wakamatsuya.co.jp

商業施設

129

若松屋 宮川店

伊勢市西豊浜町1296-2

0596-65-6565

https://www.wakamatsuya.co.jp

商業施設

130

若松屋河崎本店

伊勢市河崎1丁目9番28号

0596-23-1721

https://www.wakamatsuya.co.jp

商業施設

131

若松屋外宮前店

伊勢市本町13-6 大和ﾋﾞﾙ1階C号

0596-22-5177

https://www.wakamatsuya.co.jp

商業施設

鳥羽市
店舗名

所在地

電話番号

ホームページ

業種

1

海女小屋 はちまんかまど

鳥羽市相差町819

0599-33-1023

https://amakoya.com

食事提供施設

2

海女の家五佐屋

鳥羽市相差町神明神社参道1406

0599-33-6770

https://osatsu.org/gozaya/

商業施設

3

伊勢志摩おみやげセンター王将

鳥羽市松尾町15-1

0599-26-3100

https://www.ousho.co.jp

商業施設

4

伊勢志摩真珠館

鳥羽市堅神町545番地

0599-21-0077

http://www.shinju.ne.jp

商業施設

5

伊勢湾フェリー株式会社

鳥羽市鳥羽三丁目1484番地111

0599-26-7600

https://www.isewanferry.co.jp/

交通事業

6

ウィスタリアンライフクラブ鳥羽

鳥羽市安楽島町1045-17

0599-26-4821

http://www.wlc-fujita.co.jp/toba/

宿泊施設

7

可怜國屋 鳥羽駅店

鳥羽市鳥羽１丁目8-13

080-4583-8036

https://umashikuniya.com/

商業施設

8

海の食堂 久兵衛

鳥羽市相差町1231

0599-33-6808

なし

食事提供施設

9

エディオン ヨシミズ

鳥羽市鳥羽1丁目1番12号

0599-25-2475

https://edion-toba.com

商業施設

10

江戸川乱歩館

鳥羽市鳥羽二丁目5-2

0599-26-3745

http://rampomuseum.com/

博物館

11

相差海女文化資料館

鳥羽市相差町1238

0599-33-7453

http://www.oosatsu.net/midokoro/ama/

博物館

12

御菓子司 梅の家

鳥羽市船津町521

0599-25-2905

なし

商業施設

13

オリックスレンタカー近鉄鳥羽駅前店

鳥羽市鳥羽1-2383-11

0599-25-3929

https://www.kn-ren.co.jp

交通事業

14

海島遊民くらぶ

鳥羽市鳥羽1－4－53

0599-28-0011

https://www.oz-group.jp

体験・アクティビティ

15

Cafe 千 －SEN-

鳥羽市相差町1240

0599-37-7101

なし

食事提供施設

16

かんぽの宿鳥羽

鳥羽市安楽島町1200-7

0599-25-4101

https://www.kanponoyado.japanpost.jp/

宿泊施設

17

季さら別邸刻～Toki～

鳥羽市安楽島町1075-7

0599-21-2900

https://www.toba-kisara.com/toki/index.php

宿泊施設

18

心に宿る 芭新萃

鳥羽市石鏡町187

0599-32-6100

http://www.hanashinsui.com

宿泊施設

19

胡蝶蘭

鳥羽市小浜町237－1

0599-25-2170

http://www.kochoran.co.jp

宿泊施設

20

サン浦島 悠季の里

鳥羽市浦村町1215－5

0599-32-6111

https://www.sun-urashima.co.jp

宿泊施設

21

情景の宿 あづま

鳥羽市相差町801－14

0599-33-6056

http://www.azumaryokan.com

宿泊施設

22

しんわ千季 戸田家

鳥羽市鳥羽1丁目24－26

0599-25-2500

https://www.todaya.co.jp

宿泊施設

23

扇芳閣

鳥羽市鳥羽2－12－24

0599-25-3151

https://www.senpokaku.com

宿泊施設

24

珍海堂

鳥羽市小浜町300-22

0599-25-5201

https://www.iseebihonpo-chinkaido.com

商業施設

25

珍海堂一番街店

鳥羽市鳥羽1-2383-13 鳥羽一番街1階

0599-26-2882

https://www.iseebihonpo-chinkaido.com

商業施設

26

手づくり工房きらり

鳥羽市鳥羽一丁目4-59

0599-25-1372

http://www.toba.or.jp/kirari/kirari.htm

商業施設

27

鳥羽グランドホテル

鳥羽市小浜町239-9

0599-25-4141

http://jgh.jp

宿泊施設

28

鳥羽国際ホテル

鳥羽市鳥羽1-23-1

0599-25-3121

https://www.tobahotel.co.jp/

宿泊施設

29

鳥羽国際ホテル 潮路亭

鳥羽市鳥羽1-23-1

0599-25-3121

https://www.shiojitei.jp/

宿泊施設

30

鳥羽シーサイドホテル

鳥羽市安楽島町1084

0599-25-5151

https://www.tobaseasidehotel.co.jp/

宿泊施設

31

鳥羽商工会議所

鳥羽市大明東町1-7

0599-25-2751

http://toba.or.jp/

その他（総合経済団体）

32

鳥羽市立海の博物館

鳥羽市浦村町大吉1731-68

0599-32-6006

http://www.umihaku.com

博物館

33

鳥羽水族館

鳥羽市鳥羽三丁目3-6

0599-25-2555

https://www.aquarium.co.jp

水族館

34

鳥羽展望台 食国蔵王

鳥羽市国崎町字大岳3－3
（パールロード鳥羽展望台内）

0599-33-6201

https://www.toba-tenboudai.co.jp/

商業施設

35

鳥羽ビューホテル花真珠

鳥羽市安楽島町1075－98

0599-25-2111

http://www.tvh-hana.co.jp

宿泊施設

36

鳥羽風土

鳥羽市安楽島町194-10

0599-25-3080

https://www.tobafood.net/

食事提供施設

37

鳥羽マルシェ

鳥羽市鳥羽1丁目2383番地42

0599-21-1080

http://tobamarche.jp

食事提供施設・商業施設

38

鳥羽湾めぐりとイルカ島 フラワーマーメイド

鳥羽市鳥羽1丁目2383－51

0599-25-3145

https://shima-marineleisure.com

遊覧船

39

鳥羽湾めぐりとイルカ島 龍宮城

鳥羽市鳥羽1丁目2383－51

0599-25-3145

https://shima-marineleisure.com

遊覧船

40

ドライブイン鳥羽

鳥羽市鳥羽1丁目82-1

0599-25-3610

https://www.iseshimaskyline.com

商業施設

41

とんとん

鳥羽市鳥羽2丁目3－1

0599-25-2340

なし

食事提供施設

42

ホテルアルティア鳥羽

鳥羽市安楽島町1061-9

0599-25-7711

https://toba.izumigo.co.jp/

宿泊施設

43

丸善水産

鳥羽市浦村町1229－67

0599-32-5808

http://www.maruzensuisan.com

食事提供施設

44

まる天鳥羽駅店

鳥羽市鳥羽1丁目8-13 近鉄鳥羽駅内

0599-25-8190

http://www.marutenn.co.jp

食事提供施設

45

ミキモト真珠島

鳥羽市鳥羽1-7-1

0599-25-2028

www.mikimoto-pearl-museum.co.jp

食事提供施設、博物館、商業施設、
体験・アクティビティ

46

MUSEA

鳥羽市鳥羽3-5-24

0599-37-7211

https://www.mu-sea.com

食事提供施設

47

有限会社イムラ大漁水産

鳥羽市鳥羽1丁目16番7号

0599-25-7887

http://toba-omiyage.com

商業施設

48

有限会社酒乃店もりした

鳥羽市大明西町20-6

0599-26-3262

https://www.morishitasaketen.com

商業施設

49

吉田屋 錦海楼

鳥羽市鳥羽1－13－1

0599-25-3191

www.kinkairo.co.jp

宿泊施設

50

吉田屋 和光

鳥羽市鳥羽1－13－1

0599-25-2606

www.hotel-wako.co.jp

宿泊施設

51

リゾートヒルズ豊浜 蒼空の風

鳥羽市相差町1471

0599-33-6120

https://www.toyohama.co.jp

宿泊施設

52

竜宮料理の宿 八島

鳥羽市答志町903

0599-37-2075

http://ryugu-yashima.com/

宿泊施設

志摩市
店舗名

所在地

電話番号

ホームページ

業種

1

アジアンな温泉宿はいふう

志摩市磯部町渡鹿野517

0599-57-2910

https://www.fukujyuso.co.jp/

宿泊施設

2

あのりふぐ料理 まるせい

志摩市阿児町安乗178－3

0599-47-0129

https://www.anorifugu.com/marusei

食事提供施設

3

海女小屋体験施設さとうみ庵

志摩市志摩町越賀2279

0599-85-1212

https://satoumian.com/

食事提供施設

4

イオンリテール（株）イオン阿児店

志摩市阿児町鵜方3215

0599-43-9111

https://www.aeon.com/store/イオン/イオン阿児店/

商業施設

5

いかだ荘 山上

志摩市磯部町的矢883－12

0599-57-2035

https://ikadasou.jp

宿泊施設

6

い志川

志摩市阿児町賢島733の5

0599-43-1125

なし

商業施設

7

伊勢志摩エバーグレイス

志摩市磯部町穴川1365－10

0599-55-3836

https://www.everglades.jp

宿泊施設

8

伊勢志摩おみやげセンター王将道の駅店

志摩市磯部町穴川511－5道の駅「伊勢志摩」内

0599-56-2500

https://www.ousho.co.jp

商業施設

9

伊勢志摩温泉志摩スペイン村ひまわりの湯

志摩市磯部町坂崎

0599-57-3700

https://www.parque-net.com/

その他（温泉施設）

10

磯っ子 志摩の喰い処

志摩市阿児町鵜方1998-12

0599-43-4511

https://isokko.jp/

食事提供施設

11

磯料理 ヨット

志摩市浜島町浜島1161－6

0599-53-0486

https://isoryouri-yacht.com

食事提供施設

12

いづみ商店

志摩市浜島町浜島1146－45

0599-53-2020

https://www.idumishouten.com

商業施設

13

イワジン真珠喫茶室

志摩市阿児町神明733－8

0599-43-1018

http://iwajin-pearls.com

食事提供施設

14

イワジン真珠有限会社

志摩市阿児町神明733－9

0599-43-1018

http://iwajin-pearls.com

商業施設

15

可怜國屋 鵜方駅店

志摩市阿児町鵜方1670-2

080-4159-6415

https://umashikuniya.com/

商業施設

16

海辺のホテル はな

志摩市磯部町渡鹿野517

0599-57-2910

https://www.fukujyuso.co.jp/

宿泊施設

17

Entrada賢島

志摩市阿児町神明752-21

0599-52-0888

https://entrada-kashikojima.com

体験・アクティビティ

18

オリックスレンタカー志摩・近鉄鵜方駅前店

志摩市阿児町鵜方4058-1

0599-43-1098

https://www.kn-ren.co.jp

交通事業

19

風待ちの湯 福寿荘

志摩市磯部町渡鹿野517

0599-57-2910

https://www.fukujyuso.co.jp/

宿泊施設

20

賢島・ホテルベイガーデン

志摩市阿児町神明750－5

0599-44-5000

https://k-hotel-baygarden.storeinfo.jp

宿泊施設

21

賢島エスパーニャクルーズ エスペランサ

志摩市阿児町神明752－12

0599-43-1023

https://shima-marineleisure.com

遊覧船

22

賢島エスパーニャクルーズ 賢島営業所

志摩市阿児町神明752－11

0599-43-1023

https://shima-marineleisure.com

遊覧船

23

賢島グランドホテル

志摩市阿児町神明699-18

0599-43-1532

http://www.kashikojima.jp/

宿泊施設

24

賢島ファミリーホテルはな屋

志摩市阿児町神明737-13

0599-46-1020

http://www.suncraht.com/hanaya

宿泊施設

25

賢島宝生苑

志摩市阿児町神明718－3

0599-43-3111

https://www.hojoen.com

宿泊施設

26

賢島宝生苑 朝市

志摩市阿児町神明718-3

080-4154-7043

https://umashikuniya.com/

商業施設

27

クインテッサホテル伊勢志摩

志摩市阿児町鵜方1210－1

0599-44-0511

http://quintessahotels.com/iseshima

宿泊施設

28

グルメペンション青い海

志摩市浜島町浜島3024-2

0599-53-2227

http://www.iseshima-aoiumi.com/

宿泊施設

29

salon de Lee （サロンドリー）

志摩市阿児町鵜方2944-111

090-7314-0891

なし

商業施設

30

シーサイドホテル 鯨望荘

志摩市浜島町浜島550－1

0599-53-0029

https://www.geibouso.co.jp

宿泊施設

31

シーズンインアミーゴス

志摩市磯部町坂崎

0599-57-3211

https://www.parque-net.com/

宿泊施設

32

志摩オートキャンプ場

志摩市志摩町越賀2279

0599-85-6500

www.azuri.jp

宿泊施設

33

志摩環境事業協業組合

志摩市阿児町鵜方9番地44

0599-43-5911

http://www.shimakankyo.jp

その他（事業所）

34

志摩観光ホテル ザ クラック

志摩市阿児町神明731

0599-43-1211

https://www.miyakohotels.ne.jp/shima/index.html

宿泊施設

35

志摩観光ホテル ザ ベイスイート

志摩市阿児町神明731

0599-43-1211

https://www.miyakohotels.ne.jp/shima/index.html

宿泊施設

36

志摩きらく荘

志摩市志摩町越賀2275－2

0599-65-7171

www.shima-kirakusou.com

宿泊施設

37

志摩市観光協会案内所

志摩市阿児町鵜方1670-2

0599-46-0570

https://www.kanko-shima.com

その他

38

志摩地中海村

志摩市浜島町迫子2619－1

0599-52-1226

http://www.puebloamigo.jp

食事提供施設・宿泊施設・遊覧船

39

志摩マリンランド

志摩市阿児町神明723－1

0599-43-1225

https://www.kintetsu.co.jp/leisure/shimamarine

水族館

40

真珠工房 真珠の里

志摩市志摩町越賀1126－88

0599-85-0515

http://s-tamachan.net

体験・アクティビティ

41

真珠の店 あらふら丸

志摩市大王町波切132-3

0599-72-3947

http://arafura-pearl.com

商業施設

42

蕎麦鴨料理すゞ木

志摩市阿児町鵜方3507-6

0599-65-7730

http://sobasuzuki.com

食事提供施設

43

大王崎観光駐車場

志摩市 大王町波切276

0599-72-0007

https://www.kanko-shima.com

その他

44

大東真珠

志摩市阿児町神明752－20

0599-43-1131

なし

商業施設

45

旅するオイル～OLIVAdeBETICA

志摩市磯部町穴川1680

0599-77-5801

https://olivadebetica.shop-pro.jp

商業施設

46

DEAR DANDY

志摩市阿児町鵜方3242-2

0599-77-3020

https://www.dear-dandy.com/

商業施設

47

なかよし水産

志摩市阿児町神明752－20

0599-43-2196

なし

食事提供施設

48

有限会社 肉の喜多家

志摩市浜島町浜島1787－95

0599-53-0278

http://kitaya278.com

商業施設

49

NEMU RESORT

志摩市浜島町迫子2692-3

0599-25-3121

https://www.nemuresort.com/

宿泊施設

50

パール美樹

志摩市志摩町御座65-1

0599-88-3592

https://isesima.info/pearl-miki

体験・アクティビティ

51

Bicycle Journey

志摩市阿児町鵜方2944－254

0599-44-4450

https://www.bicycle-journey.com

体験・アクティビティ

52

パルケエスパーニャ

志摩市磯部町坂崎

0599-57-3333

https://www.parque-net.com/

その他（テーマパーク）

53

ビジネスホテル 藤

志摩市阿児町鵜方4825

0599-44-1122

http://shima-businesshotel-fuji.com

宿泊施設

54

ひろおか荘

志摩市阿児町甲賀3741

0599-45-3121

https://hirookasou.com

宿泊施設

55

プレミアリゾート 夕雅 伊勢志摩

志摩市浜島町浜島1645番地

0599-53-1551

https://www.yu-ga.in

宿泊施設

56

弁天荘

志摩市阿児町神明686－2

0599-43-1162

https://bentensou.com/

宿泊施設

57

Hotel&Resorts ISE-SHIMA

志摩市磯部町的矢字笠取939-6

0599-55-2111

https://www.daiwaresort.jp/ise/

宿泊施設

58

ホテルアンドリゾーツ伊勢志摩朝市

志摩市磯部町的矢字笠取939-6

080-4159-6417

https://umashikuniya.com/

商業施設

59

ホテル志摩スペイン村

志摩市磯部町坂崎

0599-57-3511

https://www.parque-net.com/

宿泊施設

60

松井真珠店

志摩市阿児町神明733-4

0599-43-1015

https://matsui-pearls.com

商業施設

61

まるてん有限会社 かつおの天ぱく

志摩市大王町波切2545-15

0599-72-4633

http://www.katuobushi.com/

体験・アクティビティ

62

三重交通(株) 鵜方出札所

志摩市阿児町鵜方

なし

交通事業

63

三重交通(株) 志摩営業所

志摩市磯部町迫間247

なし

交通事業

64

三重交通(株) 志摩営業所内磯部バスセンター

志摩市磯部町247

なし

交通事業

65

都リゾート 志摩ベイサイドテラス

志摩市阿児町鵜方3618－33

0599-43-7211

https://www.miyakohotels.ne.jp/bayside-terrace

宿泊施設

66

湯元館 ニュー浜島

志摩市浜島町浜島3020

0599-53-1502

https://www.new-hama.co.jp

宿泊施設

67

芳森真珠店

志摩市阿児町神明752-9

0599-43-1012

なし

商業施設

68

WAGU BEACH HOUSE japonica

志摩市志摩町和具1593

0599-77-6208

https://www.oceanentrance.jp

宿泊施設

（近鉄鵜方駅内）
0599-55-0215

南伊勢町
店舗名

所在地

電話番号

ホームページ

業種

1

居酒屋 味鶴

度会郡南伊勢町五ヶ所浦987

0599-66-1750

http://mitsuru-izakaya.com/

食事提供施設

2

伊勢志摩観光開発株式会社

度会郡南伊勢町田曽浦119-1

0599-77-6208

https://www.oceanentrance.jp

宿泊施設

3

グリーン＆グリーン

度会郡南伊勢町五ヶ所浦3941-1

0599-66-1720

https://www.greengreengokasho.com/

食事提供施設

4

玉山食堂

度会郡南伊勢町五ヶ所浦969－1

0599-66-0124

なし

食事提供施設

5

ないぜしぜん村

度会郡南伊勢町内瀬1537-8

0599-67-8100

http://www.naize.net

商業施設

6

農事組合法人 土実樹

度会郡南伊勢町五ヶ所浦3958

0599-66-1201

https://www.tumiki-mikan.com/

商業施設

7

長谷川養蜂

度会郡南伊勢町押渕1295-2

0599-65-3625

https://hasegawa-bee.com/

商業施設

8

穂原神社

度会郡南伊勢町伊勢路1081－1

0599-65-3438

なし

神社・仏閣

9

旅館 二葉

度会郡南伊勢町五ヶ所浦953

0599-66-0028

http://www.yado-futaba.com

宿泊施設

玉城町
店舗名

所在地

電話番号

ホームページ

業種

1

伊勢カントリークラブ

度会郡玉城町世古1362

0596-58-4141

http://www.ise-cc.com/

その他

2

玉花 吉祥庵

度会郡玉城町中楽442－20

0596-58-4500

なし

商業施設

3

玉城ふれあい農園

度会郡玉城町勝田5248番地

0596-58-3838

なし

商業施設・体験

4

西村商店

度会郡玉城町田丸244

0596-58-2225

https://mieman.co.jp/

商業施設

