伊勢志摩ジャンボ!!ぐるぐるクーポン取扱店舗一覧
令和 4年 11月 9日

飲食店
住所

店舗名

電話番号

ホームページURL

1 朝熊茶屋

伊勢市 朝熊町名古185-3

0596-22-1248

https://www.iseshimaskyline.com

2 居酒屋 ふぐや

伊勢市 一之木町3丁目7番地11号

0596-25-8719

http://www.isefuguya.jp

3 伊勢うどん つたや

伊勢市 河崎２丁目22-24

0596-28-3880

なし

4 伊勢クレープ

伊勢市 宇治中ノ切町82

0596-22-9012

なし

5 伊勢外宮参道 伊勢神泉

伊勢市 本町1-1

0596-65-6416

https://www.iseshinsen.jp

6 伊勢外宮参道 ひごと

伊勢市 本町5-5

0596-72-8828

https://sunshine-co.jp

7 伊勢外宮参道料理店 鉄饌

伊勢市 本町5-3

0596-21-3000

https://sunshine-co.jp/tessen

8 伊勢シティホテル

伊勢市 吹上1-11-31

0596-28-2111

https://greens.co.jp/isech/

9 伊勢シティホテルアネックス

伊勢市 吹上2-5-11

0596-22-5100

https://www.greens.co.jp

10 伊勢志摩さかなや道場 伊勢市駅前店

伊勢市 後宮1-1-1

0596-20-0355

https://www.hotpepper.jp/strJ001160416

11 伊勢創作ビストロ ミルポワ

伊勢市 岩渕1丁目1-4

0596-63-8996

http://bistro-mirepoix.com

12 いせてらす 21時にアイス

伊勢市 本町14-3

0596-65-6716

なし

13 いせてらす 肉匠松坂

伊勢市 本町14-3

0596-65-6716

なし

14 伊勢 戸田家料唵

伊勢市 大世古1-1-20

0596-28-4855

http://ryoan.co.jp

15 伊勢之里 DE ippuku

伊勢市 岩渕1丁目1-29

0596-63-6666

https://www.iseno-sato.jp/ippuku/

16 伊勢の宿 山田館

伊勢市 本町13-1

0596-28-2532

https://www.ise-yamadakan.com/

17 伊勢パールピアホテル 和食処 海

伊勢市 伊勢市宮後2-26-22

0596-26-1111

https://www.pearlpier.com

18 伊勢プリンの鉄人 おはらい町店

伊勢市 宇治今在家町24番地

0596-63-9202

https://isepudding.jp/

19 伊勢みやび

伊勢市 吹上2-5-11

0596-22-5105

https://www.greens.co.jp

20 伊勢夫婦岩めおと横丁 志摩街道

伊勢市 二見町江580（伊勢シーパラダイス内）

0596-43-4111

https://www.ise-seaparadise.com/

21 いそべや食堂

伊勢市 本町19-17

0596-24-0434

なし

22 一升びん伊勢松寿亭

伊勢市 一之木5丁目13-20

0596-27-8929

https://www.isshobin.com/

23 一升びん伊勢内宮店

伊勢市 宇治今在家町121

0596-63-8429

https://www.isshobin.com/

24 いにしえの宿 伊久

伊勢市 宇治館町字岩井田山679-2

0596-20-3777

https://www.hotespa.net/hotels/ikyu/

25 うどん食堂つばめや

伊勢市 黒瀬町９５３番地

0596-22-5480

http://tsubameya.main.jp

26 うな嘉

伊勢市 岡本三丁目17-5

0596-28-3358

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

27 うまか味薩摩

伊勢市 一之木4丁目2-39

0596-25-5861

なし

28 ゑびや大食堂

伊勢市 宇治今在家町13

0596-24-3494

https://www.ise-ebiya.com/daisyokudo/

29 お伊勢参りcafé 参道TERRACE

伊勢市 本町1-1

0596-65-6419

https://www.iseshinsen.jp/cafe.html

30 扇屋

伊勢市 二見町茶屋6-1

0596-43-3890

oogiya@axel.ocn.ne.jp

31 おかげ横丁 五十鈴川カフェ

伊勢市 宇治中之切町12

0596-23-9002

https://okageyokocho.com/main/tenpo/isuzu_cafe/

32 おかげ横丁 いすゞ田楽

伊勢市 宇治中之切町52

0596-23-8835

https://okageyokocho.com/main/tenpo/isuzudengaku/

33 おかげ横丁 伊勢角屋麦酒内宮前店

伊勢市 今在家町東賀集楽34

0596-23-8773

https://okageyokocho.com/main/tenpo/biyagura/

34 おかげ横丁 伊勢醤油本舗

伊勢市 宇治中之切町52

0120-093-716

https://okageyokocho.com/main/tenpo/iseshoyu/

35 おかげ横丁 伊勢萬 内宮前酒造場

伊勢市 宇治中之切町77-2

0120-177-381

https://okageyokocho.com/main/tenpo/iseman/

36 おかげ横丁 海老丸

伊勢市 宇治中之切町52

0596-23-8805

https://okageyokocho.com/main/tenpo/ebimaru/

37 おかげ横丁 酒徳昆布

伊勢市 宇治中之切町52

0596-23-8836

https://okageyokocho.com/main/tenpo/sakatoku/

38 おかげ横丁 すし久

伊勢市 宇治中之切町20

0596-27-0229

https://okageyokocho.com/main/tenpo/sushikyu/

39 おかげ横丁 だんご屋

伊勢市 宇治中之切町12

0596-23-8732

https://okageyokocho.com/main/tenpo/dango/

40 おかげ横丁 団五郎茶屋

伊勢市 宇治中之切町52

0596-23-8808

https://okageyokocho.com/main/tenpo/dangoro/

41 おかげ横丁 傳兵衛

伊勢市 宇治中之切町52

0596-23-8801

https://okageyokocho.com/main/tenpo/denbei/

42 おかげ横丁 とうふや

伊勢市 宇治浦田1-4-1

0596-28-1028

https://okageyokocho.com/main/tenpo/tofuya/

43 おかげ横丁 野あそび棚

伊勢市 宇治浦田1-11-5

0596-25-2848

https://okageyokocho.com/main/tenpo/noasobi/

44 おかげ横丁 はいからさん

伊勢市 宇治中之切町52

0596-23-8806

https://okageyokocho.com/main/tenpo/haikara/

45 おかげ横丁 ふくすけ

伊勢市 宇治中之切町52

0596-23-8807

https://okageyokocho.com/main/tenpo/fukusuke/

46 おかげ横丁 豚捨

伊勢市 宇治中之切町52

0596-23-8803

https://okageyokocho.com/main/tenpo/butasute/

47 おかげ横丁 フルーツラボ

伊勢市 宇治中之切町52

0596-23-8830

https://okageyokocho.com/main/tenpo/fruitlab/

現在

48 おかげ横丁 もくとん

伊勢市 宇治中之切町47

0596-24-0910

https://okageyokocho.com/main/tenpo/mokuton/

49 おかげ横丁 横丁いかだ荘

伊勢市 宇治中之切町47

0596-23-8829

https://okageyokocho.com/main/tenpo/ikadasou/

50 おかげ横丁 横丁そば小西湖

伊勢市 宇治中之切町52

0596-23-8837

https://okageyokocho.com/main/tenpo/shoseiko/

51 おかげ横丁 横丁焼の店

伊勢市 宇治中之切町52

0596-23-8855

https://okageyokocho.com/main/tenpo/yokotyoyaki/

52 おかげ横丁 浪曲茶屋

伊勢市 宇治中之切町39-8

0596-23-8854

https://okageyokocho.com/main/tenpo/rokyoku/

53 おかげ横丁 若松屋

伊勢市 宇治中之切町52

0596-23-8833

https://okageyokocho.com/main/tenpo/wakamatsuya/

54 岡田酒店

伊勢市 宮後1-7-12

0596-28-2605

なし

55 御福餅本家

伊勢市 二見町茶屋197番地2

0596-43-3500

https://ofukumochi.com

56 かぐら

伊勢市 中村町815-1

0596-29-1677

http://kagura-ise.com/

57 割烹 大喜

伊勢市 岩渕2-1-48

0596-28-0281

https://ise.ne.jp/daiki/

58 （有）川 十

伊勢市 津村町1219-4

0596-39-1170

なし

59 貫

伊勢市 吹上1-7-5

0596-23-3391

なし

60 喜多や

伊勢市 本町10-13

0596-28-3064

https://ise-kitaya.com

61 喫茶のなか

伊勢市 二見町茶屋１９６

0596-42-1093

なし

62 木下茶園外宮前店

伊勢市 岩渕1丁目1-31

0596-24-6747

https://www.kinoshitachaen.com/

63 木下茶園内宮前店

伊勢市 宇治今在家町18

080-1589-4441

https://www.kinoshitachaen.com/

64 牛角 伊勢病院前店

伊勢市 楠部町3190

0596-20-8329

https://www.gyukaku.ne.jp

65 くいしん坊 さかえ

伊勢市 小俣町元町412-2

0596-25-8676

なし

66 藏deらーめん

伊勢市 宮後１－９－１７

0596-65-7878

http://www.koujiya-ise.com

67 珈琲浪漫

伊勢市 宇治中ノ切町87

0596-23-7717

なし

68 ご飯や。らいおん

伊勢市 岩渕2丁目7-35

0596-67-6454

なし

69 酒処 森下

伊勢市 本町2-3

0596-64-8080

https://localplace.jp/t200328369/

70 漣伊勢店

伊勢市 神久3-5-55

0596-29-3373

https://sazanami.com/

71 茶房太助庵

伊勢市 宇治今在家町144-10

0596-29-2323

www.tasukean.jp

72 地物海鮮料理 伊勢網元食堂

伊勢市 本町1-1

0596-65-6416

https://www.iseshinsen.jp/amimotosyokudo.html

73 ジャンティーユ レストラン

伊勢市 大倉町302

0596-22-2882

http://www.gentille-ise.jp/

74 旬彩居酒屋 古市 つぼ銀

伊勢市 古市町59

0596-64-8139

https://tsubogin.jp/

75 新割烹 柚子

伊勢市 御薗町長屋1983-1

0596-27-1754

yuzu-ise.com

76 神宮会館

伊勢市 宇治中之切町152

0596-22-0001

https//www.jingukaikan.jp/

77 鮨 伊な勢

伊勢市 神久5-1-35

0596-26-0008

http://sushi-inase.jp

78 ステーキの石かわ 伊勢店

伊勢市 吹上1-11-31

0596-28-2111

https://greens.co.jp/isech/

79 勢乃國屋 神路庵

伊勢市 宇治今在家町117

0596-23-5555

http://www.senokuniya.co.jp

80 千の杜

伊勢市 佐八町池の上1165-1

0596-39-1200

https://sennomori.kaiei-ryokans.com/

81 中華飯店 ワスケ

伊勢市 二見町溝口225-5

0596-42-1257

http://wasuke-futami.sakura.ne.jp

82 手こね茶屋おはらい町中央店

伊勢市 宇治中之切町93

0596-65-7020

http://www.tekone.co.jp/

83 手こね茶屋内宮店

伊勢市 宇治今在家町47-1

0596-27-1244

http://www.tekone.co.jp/

84 手こね茶屋本店

伊勢市 宇治浦田1-4-22

0596-24-0611

http://www.tekone.co.jp

85 日章館

伊勢市 二見町茶屋５３７番地の１

090-3386-5111

www.stay.co.jp

86 日本料理 花菖蒲

伊勢市 曽祢1-7-2

0596-27-1381

http://www.hanashobu-ise.com/about.html

87 白鷹三宅商店 禮

伊勢市 宇治今在家町29

0596-22-4506

なし

88 パセプション

伊勢市 小俣町元町18

0596-37-7112

https://www.perception1993.com/

89 パティスリー・ラ・リシュテール

伊勢市 旭町75－2

0596-26-1888

http://www.la-riche-terre.jp

90 浜千代館

伊勢市 二見町茶屋537-26

0596-43-2050

http://www.hamachiyokan.com

91 浜与本店 おはらい町店

伊勢市 宇治浦田1-3-5

0596-63-8003

http://www.hamayo.com

92 浜与本店 内宮前店

伊勢市 宇治中之切町92-9

0596-26-0003

http://www.hamayo.com

93 ビゴリとワイン

伊勢市 本町2-5

0596-67-4016

http://tenteru.net

94 Pizzeria&cafe ORSO

伊勢市 御薗町長屋3039

0596-24-4325

https://shop.orso-ise.com

95 日の出旅館

伊勢市 吹上1丁目8-35

0596-28-2954

https://www.hinoderyokan.jp

96 藤むら家

伊勢市 曽祢1-13-2

0596-28-2497

https://www.fujimuraya.jp

97 豚捨外宮前店

伊勢市 岩渕1-1-33

0596-25-1129

https://butasute.com/

98 船元直送居酒屋 満船屋

伊勢市 宮後1丁目7-40

0596-25-0008

なし

99 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

100 PoniAnela

伊勢市 本町13-4

0596-29-1599

なし

101 まぐろ神社伊勢

伊勢市 二見町江580（伊勢シーパラダイス内）

0596-44-0607

なし

102 松阪牛肉処力也

伊勢市 黒瀬町869-2

0596-25-9880

http://www.amigo2.ne.jp/〜rikiya/

103 松阪牛 あぶり焼肉匠 伊勢店

伊勢市 一之木3-10-11

0596-22-2989

https:/www.aburiyaki-takumi.jp

104 松阪牛串十八番

伊勢市 二見町江580（伊勢シーパラダイス内）

090-9900-2226

なし

105 松阪軒

伊勢市 二見町江580（伊勢シーパラダイス内）

0596-44-0607

なし

106 まるごと果汁店 伊勢おはらい町店

伊勢市 宇治今在家町24番地

81596639200

なし

107 満船屋HANARE

伊勢市 宮後1丁目7-39

0596-20-8100

https://localplace.jp/sp/t200313163/

108 海恵の宿 食遊人

伊勢市 村松町1379-1

0596-38-0022

http://mienoyado.himonojk.com

109 めん処伊勢屋

伊勢市 二見町江580（伊勢シーパラダイス内）

0596-44-0607

なし

110 めん処政成

伊勢市 常磐2丁目4-28

0596-21-0022

なし

111 森下酒店 おはらい町店

伊勢市 宇治浦田1丁目5-7

0596-63-6233

https://www.morishitasaketen.com/

112 森下酒店 内宮前店

伊勢市 宇治今在家町65

0599-26-3262

なし

113 やきとり 能代

伊勢市 一之木2-12-11

0596-22-3804

なし

114 焼肉多樂ふく

伊勢市 岩渕2-7-32

0596-63-5404

http://tarafuku.ise.jp

115 やっぱりステーキ 伊勢店

伊勢市 御薗町長屋1978-1

0596-63-5929

https://yapparigroup.jp

116 山村みるくがっこう 外宮前店

伊勢市 本町13-6

090-8077-4563

https://yamamuramilk.co.jp/

117 山村みるくがっこう 内宮前店

伊勢市 宇治今在家町字中賀集楽37-3

090-6358-6373

https://yamamuramilk.co.jp/

118 やわらの湯 まるや

伊勢市 二見町茶屋277-2

0596-43-0800

https://futami.biz/

119 有限会社 お伊勢屋本舗

伊勢市 宇治中之切町94-7

0596-22-7193

https://www.oiseyahonpo.jp

120 洋風ダイニングバー 町家バル

伊勢市 吹上1丁目5番24号

0596-20-1186

https://machiyabar.amebaownd.com/

121 リストランテ ラミア ヴィータ

伊勢市 桜木町3-3

0596-20-5002

http://www9.plala.or.jp/lamiavita/

122 料理旅館 おく文

伊勢市 宮町1-9-49

0596-28-2231

https://okubun.jp

123 旅荘海の蝶

伊勢市 二見町松下1693

0596-44-1050

http://www.uminochou.com/

124 ル・シノワ花栞

伊勢市 二見町茶屋516-5

0596-43-2588

なし

125 若松屋 外宮前店

伊勢市 本町13-6

0596-22-5177

なし

126 若松屋 本店

伊勢市 河崎１丁目9-28

0596-23-1721

https://www.wakamatsuya.co.jp/

127 若松屋 宮川店

伊勢市 西豊浜町1296-2

0596-65-6565

なし

128 和牛石アミ焼肉 たまちゃん

伊勢市 小俣町湯田185-17

0596-63-9757

https://www.yakiniku-tamachan.jp/

129 和食さと 伊勢店

伊勢市 本町5-22

0596-20-6634

https://sato-res.com/

130 和食処 魚勘

伊勢市 大世古2-4-7

0596-24-3017

http://www.uokan.co.jp/

131 わらじや

伊勢市 宇治今在家町39

0596-26-0300

なし

1 あじ蔵CaroCaro

鳥羽市 浦村町222

0599-32-1515

https://www.carocaro.com

2 あじ彩の宿

鳥羽市 小浜町288

0599-25-3551

https://ohamaso.com

3 味の宿みち潮

鳥羽市 相差町1522-12

0599-33-6518

https://www.michishio.co.jp

4 海女小屋

鳥羽市 相差町相差漁港内

0599-33-7453

https://osatsu.org

5 海女小屋はちまんかまど

鳥羽市 相差町819

0599-33-1023

https://amakoya.com

6 あみ焼き

鳥羽市 鳥羽1-5-10

0599-25-2011

https://www.tenbinya.co.jp

鳥羽市 安楽島町1075-100

0599-26-2662

https://www.amanoshima.com

8 &ＢＡＫＥ

鳥羽市 安楽島町329-175

050-3550-0108

https://xn--ccke7a4god8g.com

9 石鏡第一ホテル神倶良

鳥羽市 石鏡町338-5

0599-32-5301

http://www.ijikajyo.com

鳥羽市 安楽島町1075-40

0599-26-4694

https://www.namine-kairo.com/

11 IPPO café

鳥羽市 松尾町196-1

0599-20-0253

https://athleadplus.com/works/ippo/

12 いろは

鳥羽市 鳥羽1丁目8-7

0599-25-4809

https://tabelog.com/mie/A2403/A240302/24010352/

13 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/

14 裏でやって創

鳥羽市 鳥羽3丁目9-8

0599-37-7069

https://instagram.com/uradeyatteso?igshid=YmMyMTA2M2Y=

15 江戸金

鳥羽市 大明東町5ｰ13

0599ｰ26ｰ2299

なし

16 OYSTER HOUSE Grow

鳥羽市 畔蛸町127-12

0599-33-6090

www.zd.ztv.ne.jp/adako_oyster/

17 オウサツキッチン0032

鳥羽市 相差町1406-2

0599-37-7732

https://osatsu.org/kitchen/

18 相差パシフィックホテル

鳥羽市 相差町1522-31

0599-33-7111

http://www.toba-oph.com/

19 大阪屋

鳥羽市 鳥羽1丁目４－６４

0599-25-2336

http://www.oosakaya.com

20 お食事処 錦屋

鳥羽市 鳥羽3-32-8

0599-25-7160

なし

小浜荘

相差かまど

天びん屋

7 安楽島温泉湯元海女乃島

10 伊勢志摩の波音

レストラン

海楼

21 お食事処むらやま

鳥羽市 鳥羽3-3-6

0599-25-3715

なし

22 カーナーピーナ

鳥羽市 大明東町20-4

0599-25-2515

http://khanapina-toba.com/menu.shtml

23 海鮮

鳥羽市 鳥羽一丁目5-6

0599-25-3377

http://kaisen-bun.com/

鳥羽市 鳥羽1-8-7

0599-25-9220

鳥羽市 松尾町

15-1

0599-26-3100

https://www.ousho.co.jp

26 海楽園

鳥羽市 小浜町299-40

0599-25-3202

https://www.kairakuen.net

27 かもめテラス鳥羽

鳥羽市 鳥羽1丁目8-13

0599-25-2022

https://kintetsu-rs.com/brand/7069/

28 karaokeBAR JJ

鳥羽市 鳥羽3丁目9-8

0599-37-7069

https://instagram.com/jj_toba?igshid=YmMyMTA2M2Y=

29 季節料理

馳走

鳥羽市 安楽島町350-1

0599-25-4320

なし

30 喫茶チェリー（鳥羽一番街）

鳥羽市 鳥羽1-2383-13

0599-26-3018

https://cherry-cafe.jp/

31 錦浦館

鳥羽市 鳥羽１－１０－３８

0599-25-2001

https://www.kinpokan.com

32 ＫＫＲ鳥羽いそぶえ荘

鳥羽市 安楽島町1075番地

0599-25-3226

https://toba.kkr.or.jp

33 心に宿る芭新萃

鳥羽市 石鏡町187

0599-32-6100

http://www.hanashinsui.com/

鳥羽市 鳥羽3-5-28

0599-25-2220

http://www.sazanami.co.jp

BUN

24 海鮮 大和
25 海鮮料理

王将

売店

34 漣

https://1318-bfb485e8fdd66ae406392f5ac54449ed2e85862dcaa7798f261.production.preview.ccmphp.com/index.html

35 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/index.html

36 潮風の宿

やま七

鳥羽市 答志町958

0599-37-2034

https://yama7.net

37 潮路亭

ダイニング白石

鳥羽市 鳥羽1-23-1

0599-26-5477

https://www.shiojitei.jp/cuisine/shiraishi.html

38 潮路亭

鉄板焼清石

鳥羽市 鳥羽1-23-1

0599-26-5477

https://www.shiojitei.jp/cuisine/kiyoishi.html

39 潮路亭

美蔵

鳥羽市 鳥羽1-23-1

0599-26-5477

https://www.shiojitei.jp/facilities/

40 志摩ビーチホテル

鳥羽市 相差町1522-40

0599-33-6110

https://www.shima-beach.com

41 すし梅

鳥羽市 鳥羽1-3-10

0599-26-2045

http://susiume.com/

42 鈴木水産

鳥羽市 鳥羽1-8-7

0599-25-9220

なし

43 千-sen-

鳥羽市 相差町1240

0599-37-7101

なし

44 ちどり家

鳥羽市 鳥羽3丁目33ー1

0599-25-2219

なし

45 鳥治

鳥羽市 大明東町17-17

0599-26-5350

なし

46 定洋

鳥羽市 答志町1354

0599-37-2011

http://www.teiyou.com

鳥羽市 鳥羽1-2383-13

0599-26-2082

https://www.web-minerva,com/

鳥羽市 鳥羽1-10-45

0599-25-2006

http://www.nagatokan.co.up/

鳥羽市 鳥羽1-4-61

0599-25-2223

https://www.tenbinya.co.jp/

鳥羽市 鳥羽1丁目24-26

0599-25-2500

https://www.todaya.co.jp/

鳥羽市 鳥羽1丁目2383－51

0599-25-7133

https://tobayakatabune.jp/

鳥羽市 小浜町237-1

0599-25-2170

http://www.kochoran.co.jp/

53 鳥羽グランドホテル 売店

鳥羽市 小浜町239-9

0599-25-4141

https://jgh.jp/

54 鳥羽国際ホテル

カフェラウンジ

鳥羽市 鳥羽1-23-1

0599-26-4121

https://www.tobahotel.co.jp/restaurant_list/cafe-lounge/

55 鳥羽国際ホテル

ホテルショップ

鳥羽市 鳥羽1-23-1

0599-26-4121

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

56 鳥羽国際ホテル

メインダイニング

鳥羽市 鳥羽1-23-1

0599-26-4121

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

57 鳥羽国際ホテル

和食レストラン

鳥羽市 鳥羽1-23-1

0599-26-4121

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

47 手作りジェラート
48 てっぱり料理
49 天びん屋

ミネルヴァ（鳥羽一番街）

長門館

本店

50 戸田家
51 鳥羽

海鮮料理

52 鳥羽

胡蝶蘭

屋形船

おきた

シーホース
もんど岬

58 鳥羽シーサイドホテル

シーサイドショップ

鳥羽市 安楽島町1084番地

0599-25-5151

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

59 鳥羽シーサイドホテル

ラウンジ「カーボ」

鳥羽市 安楽島町１０８４番地

0599-25-5151

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

60 鳥羽風土

鳥羽市 安楽島町194-10

0599-25-3080

https://www.tobafood.net/

61 鶏味噌焼肉 創

鳥羽市 鳥羽3丁目9-8

0599-37-7069

https://instagram.com/so.toba?igshid=YmMyMTA2M2Y=

62 海の幸 なかよし

鳥羽市 相差町1092

0599-33-6128

https://www.nakayoshi-inn.com/index.html

63 七越本店

鳥羽市 5丁目29-12

0599-25-2264

なし

鳥羽市 答志町2137-3

0599-37-2065

http://www.toba-nakamuraya.com/

65 肉料理まつむら

鳥羽市 大明東町20-4

0599-25-2515

https://niku-matsumura.co.jp/

66 花の小宿

鳥羽市 相差町1395

0599-33-6220

https://www.ju-bei.com/

0599-26-2118

なし

64 波音の宿

中村屋

重兵衛

67 花ゆず

鳥羽市 大明西町1-1

68 浜の雅亭一井

鳥羽市 相差町1522-27

0599-33-7555

https://www.toba-ichii.jp/

69 Bali&Resort Sayaの風

鳥羽市 安楽島町1075-26

0599-37-7131

https://sayanokaze.jp/

70 秀丸花ごころ

鳥羽市 石鏡町392

0599-32-5201

https://hidemaru-hanagokoro.jp

71 ファミリーレストラン
72 ベーカリー

BAIKADO

すみれ

ショッピングプラザハロー

鳥羽市 大明西町1-1

ショッピングプラザハロー

0599-26-2115

http://www.pc-nct.biz/sumire/

鳥羽市 大明西町1-1

ショッピングプラザハロー

0599-21-2211

http://www.toba-hello.co.jp/

73 ポセイドン

鳥羽市 浦村町1850~14

0599-32-5177

http://www.ijika-poseidon.com/poseidon/

74 ホテルリゾート彩花亭

鳥羽市 安楽島町1075-149

0599-25-2559

http://www.hotel-saikatei.co.jp/

75 松本さざえ店

鳥羽市 鳥羽1丁目8-7

0599-25-2444

なし

76 味佐々（鳥羽一番街）

鳥羽市 鳥羽1-2383-13

0599-25-6376

https://www.toba1ban.co.jp/

77 水沼さざえ

鳥羽市 鳥羽一丁目8-7

0599-25-2511

なし

78 MUSEA

鳥羽市 鳥羽3-5-24

0599-37-7211

http://www.mu-sea.com

79 MUSEA

鳥羽駅店

鳥羽市 鳥羽1-8-13

0599-37-7211

http://www.mu-sea.com

80 MUSEA

鳥羽水族館店

鳥羽市 鳥羽3丁目3-6

0599-37-7211

http://www.mu-sea.com

81 民宿かしま

鳥羽市 相差町1219

0599-33-6750

https://www.toba-kashima.jp/

82 麺処吉平（鳥羽一番街）

鳥羽市 鳥羽1-2383-13

0599-26-7077

https://kippei-udon.jp/

83 有限会社いせえび

鳥羽市 鳥羽3-3-6

0599-25-6565

なし

84 湯快リゾートプレミアム鳥羽彩朝楽

鳥羽市 小浜町610

0599-26-2761

https://yukai-r.jp/toba-saichoraku

85 与吉屋

鳥羽市 浦村町1414-15

0599-32-5520

https://www.kaki-umasikuni.com/

86 リゾートヒルズ豊浜蒼空の風

鳥羽市 相差町1471

0599-36-6000

https://www.toyohama.co.jp/

87 漁師直営店

鳥羽市 鳥羽1-2383-13

0599-26-3331

https://www.instagram.com/hamako.toba.official

88 旅館まつや

鳥羽市 相差町1256番地

0599-33-6560

https://matuya-osatu.jp/

89 れお麺ism

鳥羽市 鳥羽一丁目5-7

080-2666-6134

https://localplace.jp/sp/t200484743/

浜幸（鳥羽一番街）

90 レストラン

花さんご

鳥羽市 鳥羽3丁目3-6

0599-25-2555

https://aquarium.co.jp/

91 レストラン

ベイサイド

鳥羽市 鳥羽3丁目3-6

0599-25-2555

https://aquarium.co.jp/

1 あのりふぐ料理まるせい

志摩市 阿児町安乗178-3

0599-47-0128

https://anorifugu.co.jp

2 アベックモンクール

志摩市 阿児町鵜方3016

0599-46-0305

なし

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

4 いかだ荘 山上

志摩市 磯部町的矢883-12

0599-57-2035

https://ikadasou.jp

5 伊鈴屋

志摩市 阿児町鵜方4057-1

0599-56-0560

https://isuzuya.com/

6 いすずや からあげ

志摩市 阿児町鵜方4057-1

0599-43-0004

https://karaage-isuzuya.com/

7 伊勢志摩エバーグレイズ

志摩市 磯部町穴川1365-10

0599-55-3836

https://www.everglades.jp/iseshima/

8 イワジン真珠喫茶室

志摩市 阿児町神明733-8

0599-43-1018

https://iwajin-pearls.com/

9 ヴィラダイオーリゾート

志摩市 大王町船越2508-18

0599-77-0019

https://villadaioh.com/

10 海の幸料理みやま亭

志摩市 阿児町鵜方4990

0599-43-1311

なし

11 海辺のホテルはな

志摩市 磯部町渡鹿野414

0599-58-0087

https://umibenohotel-hana.com/

12 eau SPA（志摩観光ホテル）

志摩市 阿児町神明731

0599-43-1211

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

13 おこのみハウスだいちゃん

志摩市 阿児町鵜方2975-68

0599-43-3108

https://daicyan-Shima.com

14 お食事処 杉の子

志摩市 阿児町鵜方4057ー1

0599-43-7138

なし

15 おとや

志摩市 阿児町鵜方1692

0599-43-0074

http://otoya100.sakura.ne.jp

16 お宿 恋波

志摩市 阿児町甲賀

0599-45-5173

なし

17 風待ちの湯 福寿荘

志摩市 磯部町渡鹿野517

0599-57-2711

http://www.fukujyuso.co.jp/

18 賢島・ホテルベイガーデン株式会社

志摩市 阿児町神明750-5

0599-44-5000

https://hotelbaygarden.com/

19 賢島の宿 みち潮

志摩市 阿児町神明754-9

0599-43-1067

http://www.michishio.jp

志摩市 志摩市阿児町神明737-13

0599-46-1020

https://878hanaya.net/

21 カフェ アミーゴ（志摩地中海村）

志摩市 浜島町迫子2619番地1

0599-52-1226

https://www.puebloamigo.jp/

22 Cafe Entrada

志摩市 阿児町神明752-21

080-4217-1237

なし

23 カフェ＆ワインバー「リアン」（志摩観光ホテル）

志摩市 阿児町神明731

0599-43-1211

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

24 カフェサミエール

志摩市 阿児町神明747-17

0599-52-0761

https://kintetsu-rs.com/brand/3020/

25 Kabuku Resort

志摩市 阿児町志島876

0599-77-7369

https://kabuku-co.jp/

26 川うめ

志摩市 磯部町迫間3-3

0599-55-0007

http://www.kawaume.com/

27 キッチンやどかり

志摩市 阿児町神明1007-97

0599-43-5039

なし

28 きんこ芋工房上田商店

志摩市 阿児町安乗794-1

0599-77-3267

https://uedashoten.jp

29 近鉄浜島カンツリークラブ

志摩市 浜島町迫子1614-1

0599-52-1141

http://www.kintetsu-re.co.jp/hamajima/

志摩市 阿児町神明718番地の3

0599-43-3111

https://hojoen.com

志摩市 阿児町神明718番地の3

0599-43-3111

https://hojoen.com/

志摩市 阿児町神明718番地の3

0599-43-3111

https://hojoen.com/

志摩市 阿児町神明718番地の3

0599-43-3111

https://hojoen.com/

20

30

賢島ファミリーホテルはな屋
二階和食堂「あじさい」

近鉄レジャーサービス株式会社

賢島宝生苑

レストラン「英虞のうみ」

31 近鉄レジャーサービス株式会社 賢島宝生苑
32
33

近鉄レジャーサービス株式会社

賢島宝生苑

売店「花ごよみ」
近鉄レジャーサービス株式会社

賢島宝生苑

カジュアルショップ「バレンザ・ポー」

34 クインテッサホテル伊勢志摩 売店

志摩市 阿児町鵜方1210-1

0599-44-0511

http://quintessahotels.com/iseshima/

35 幸寿司

志摩市 阿児町鵜方2918-5

0599-43-8500

http://isesima.info/ko_sushi

36 心湯あそび ねぼーや

志摩市 阿児町甲賀4578/1/1

0599-45-0111

http://www.neboya.com

37 こだわり丼の店サカエ

志摩市 阿児町鵜方3074-6

0599-43-2408

https://isesima.info/sakae/

38 坂のうえ

志摩市 浜島町桧山路31-26

090-5113-8877

https://www.instagram.com/sakanoue.7/

39 ザ クラシック ショップ（志摩観光ホテル）

志摩市 阿児町神明731

0599-43-1211

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

40 ザ クラシック ブティック（志摩観光ホテル）

志摩市 阿児町神明731

0599-43-1211

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

41 ザ ベイスイート ブティック（志摩観光ホテル）

志摩市 阿児町神明731

0599-43-1211

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

42 サンペルラ志摩

志摩市 磯部町的矢314

0599-57-2130

https://www.sunperla-shima.jp/

43 シーサイドホテル鯨望荘

志摩市 浜島町浜島1550-1

0599-53-0029

https://www.geibouso.co.jp/

44 志摩の杜 お食事処 祭

志摩市 磯部町迫間937-8

0599-68-7116

なし

45 ステーキハウスGONA

志摩市 阿児町鵜方4057-1

0599-77-5729

なし

46 STOP BY JOE

志摩市 大王町波切178

無し

なし

47 Taberna AZUL（志摩地中海村）

志摩市 浜島町迫子2619番地1

0599-52-1226

https://www.puebloamigo.jp/

48 汀渚 ばさら邸

志摩市 阿児町鵜方3618-74

0599-46-1189

https://www.basaratei.com/

49 手打ちうどん あこや

志摩市 阿児町鵜方4999

0599-43-8616

なし

50 てっちゃん

志摩市 阿児町鵜方4998

0599-43-6909

なし

51 鉄板焼きレストラン「山吹」（志摩観光ホテル）

志摩市 阿児町神明731

0599-43-1211

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

52 天ぷら とばり

志摩市 阿児町鵜方1091-1

0599-77-3864

https://tempratobari.com/

53 TOKINO HOME COFFEE

志摩市 阿児町鵜方4057-1

0599-77-3445

https://www.instagram.com/tokino_home_coffee/?hl=ja

54 鳥新

志摩市 阿児町鵜方2401-6

0599-43-2664

http://www.torishin.net/

55 西口屋

志摩市 浜島町浜島2872-1

0599-53-0574

なし

56 日本料理銀鱗

志摩市 阿児町鵜方3112-1

0599-43-6866

なし

57 NEMU RESORT ザ・ロビーラウンジ

志摩市 浜島町迫子2692-3

0599-52-1211

https://www.nemuresort.com/restaurant/lobby-lounge.php

58 NEMU RESORT 里山ラウンジ

志摩市 浜島町迫子2692-3

0599-52-1211

https://www.nemuresort.com/restaurant/satoyama-lounge.php

59 NEMU RESORT ホテルショップ

志摩市 浜島町迫子2692-3

0599-52-1211

https://www.nemuresort.com/facility/indoor.php

60 NEMU RESORT レストラン里海

志摩市 浜島町迫子2692-3

0599-52-1211

https://www.nemuresort.com/restaurant/japanese-dinner.php

61 BBQ ごらく

志摩市 浜島町浜島2798

0599-53-1938

https://goraku-shima.com/

62 Bar Lounge LEVEL4

志摩市 阿児町鵜方3112-1

0599-46-0004

http://level-4.biz/

63 パールグルメイン竹正

志摩市 志摩町和具3100-1

0599-85-4147

https://takesho.net

64 はいふう

志摩市 磯部町渡鹿野524

0599-57-2255

https://www.hai-fu.jp

65 檜扇荘

志摩市 阿児町鵜方943-1

0599-43-0077

https://hiogiso.com

66 美食の隠れ家プロヴァンス

志摩市 阿児町神明660

0599-46-0001

https://www.kashikojima.com/provence/

67 プレミアリゾート 夕雅 伊勢志摩

志摩市 浜島町浜島１６４５

0599-53-1551

https://www.yu-ga.in/

68 フレンチレストラン「ラ・メール」（志摩観光ホテル） 志摩市 阿児町神明731

0599-43-1211

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

69 ペスカドール（志摩地中海村）

志摩市 浜島町迫子2619番地1

0599-52-1226

https://www.puebloamigo.jp/

70 Hotel＆ Resorts ISE-SHIMA スーベニアショップ

志摩市 磯部町的矢字笠取939-6

0599-55-2111

http://www.daiwaresort.jp/ise/

71 Hotel＆Resorts ISE-SHIMA 宴会場

志摩市 磯部町的矢字笠取939-6

0599-55-2111

http://www.daiwaresort.jp/ise/

72 Hotel＆Resorts ISE-SHIMA シーサイド

志摩市 磯部町的矢字笠撮939-6

0599-55-2111

http://www.daiwaresort.jp/ise/

73 Hotel＆Resorts ISE-SHIMA シービュー

志摩市 磯部町的矢字笠取939-6

0599-55-2111

http://www.daiwaresort.jp/ise/

74 Hotel＆ResortsISE-SHIMA 潮騒

志摩市 磯部町的矢字笠取939-6

0599-55-2111

http://www.daiwaresort.jp/ise/

75 ほんわ家

志摩市 阿児町鵜方1226-4

0599-77-7733

なし

76 ますや食堂

志摩市 阿児町鵜方2404-3

0599-43-0146

なし

77 松阪牛肉亭長太屋

志摩市 阿児町鵜方2418

0599-44-5555

http://www.chodaya.jp/

78 的矢かきテラス

志摩市 磯部町的矢889

0599-57-2612

https://seijyoumatoyakaki.com/matoyakakiterrace/

79 ＭＩＫＩＭＯＴＯ（志摩観光ホテル）

志摩市 阿児町神明731

0599-43-1211

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

80 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/

志摩市 阿児町鵜方3618-33

0599-43-7211

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

志摩市 阿児町鵜方3618-33

0599-43-7211

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

志摩市 阿児町鵜方3618-33

0599-43-7211

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

志摩市 阿児町鵜方3618-33

0599-43-7211

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

志摩市 阿児町鵜方3618-33

0599-43-7211

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

81
82
83
84
85

都リゾート 志摩 ベイサイドテラス
カフェラウンジ＆カフェテラス
都リゾート 志摩 ベイサイドテラス
バーラウンジ「ラベドール」
都リゾート 志摩 ベイサイドテラス
プールサイドレストラン「リベラ」
都リゾート 志摩 ベイサイドテラス
プライムプティック
都リゾート 志摩 ベイサイドテラス
フレンチレストラン「アッシュ・ドール」
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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/

志摩市 大王町船越3238-1

0599-73-0001

https://www.miyakohotels.ne.jp/aqua-forest/

88 ミラドール志摩

志摩市 阿児町鵜方875-20

0599-52-1336

http://mirador.puebloamigo.jp/

89 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

90 芳カツ亭

志摩市 阿児町神明699-15

0599-43-1367

http://yoshikatsu.info/

91 らんぷ志摩店

志摩市 阿児町鵜方390－3

0599-44-0801

http://www.ranpu.co.jp/

92 Rias by Kokotxa（志摩地中海村）

志摩市 浜島町迫子2619番地1

0599-52-1226

https://www.puebloamigo.jp/

93 リゾートパークともやま

志摩市 志摩市大王町船越２７４６－３７

0599-72-2321

http://www.tomoyama.co.jp

94 料理旅館ひさだ

志摩市 阿児町安乗798番地

0599-47-3317

https://www.hisada.ne.jp/

95 旅館 橘

志摩市 磯部町的矢310-1

0599-57-2731

https://tatibana.com/wp/

96 レストラン ヴィラダイオー

志摩市 大王町船越2508-18

0599-77-0019

https://villadaioh.com

97 レストラン道 （道の駅「伊勢志摩」）

志摩市 磯部町穴川511-5

0599-56-2080

なし

志摩市 阿児町神明731

0599-43-1211

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

志摩市 阿児町神明952-6

0599-52-0600

なし

志摩市 阿児町神明731

0599-43-1211

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

1 アッパッパ屋はなれ

度会郡 南伊勢町棚橋小公園

090-7608-5098

https://appappaya.net

2 いっぷく亭

度会郡 南伊勢町迫間浦782-1

090-5621-1361

なし

3 WOOD FIRE MEAT BEER

度会郡 南伊勢町田曽浦119番地1

0599-77-6208

https://www.tasoshirahama.com/woodfiremeatbeer/

4 うなぎ処

度会郡 南伊勢町五ヶ所浦977番地

0599-66-0018

なし

5 かねも商店

度会郡 南伊勢町193番地８

0599-64-2014

なし

6 かねも商店伊勢路店

度会郡 南伊勢町伊勢路283-1

0599-77-4272

なし

7 喫茶グリーン＆グリーン

度会郡 南伊勢町五ヶ所浦3941-1

0599-66-1720

http://greengreengokasho.com

8 珈琲塔FIVE

度会郡 南伊勢町五ヶ所浦1035

0599-66-0068

www.coffeetou5.com

9 寿し友旅館内食事処フロリダ

度会郡 南伊勢町古和浦147ー17

0596ｰ78ｰ0311

https://isesima.jp/sushitomo/

度会郡 南伊勢町神前浦288-2

0596-76-0550

https://www.happou.me/

度会郡 南伊勢町東宮102-34

0596-72-0076

http://yangaya.net/

度会郡 南伊勢町船越2825-1

0599-66-0061

なし

度会郡 南伊勢町栃木竈51-4

0596-78-0560

https://www.isesima.info/tochinoki/
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和食レストラン「イグレック志摩」
都リゾート 奥志摩 アクアフォレスト
レストラン「はまなぎ」

レストラン「ラ・メール ザ クラシック」
（志摩観光ホテル）

99 ROCCA&FRIENDS Creperie 伊勢志摩店
100 和食「浜木綿」（志摩観光ホテル）

やま虎屋

10 民宿八方
11 有限会社

やんがや

12 来々憲
13 ログコテージ

とちの木

土産物店
住所

店舗名

電話番号

ホームページURL

1 赤福 伊勢夫婦岩めおと横丁店

伊勢市 二見町江580（伊勢シーパラダイス内）

0596-22-7000

https://www.akafuku.co.jp

2 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

3 赤福 伊勢市駅売店

伊勢市 吹上1丁目1-4

0596-22-7000

https://www.akafuku.co.jp

4 赤福 宇治山田駅売店

伊勢市 岩渕2丁目1-43

0596-22-7000

https://www.akafuku.co.jp

5 赤福 外宮前店

伊勢市 本町14番1号

0596-22-7000

https://www.akafuku.co.jp

6 赤福 内宮前支店

伊勢市 宇治今在家町7

0596-22-7000

https://www.akafuku.co.jp

7 赤福 二見支店

伊勢市 二見町茶屋204-1

0596-22-7000

https://www.akafuku.co.jp

8 赤福 本店

伊勢市 宇治中之切町26番地

0596-22-7000

https://www.akafuku.co.jp

9 旭家 酒素饅頭製造本舗

伊勢市 二見町茶屋107-6

0596-43-2226

https://www.facebook.com/sakamanjyu

10 朝熊山頂売店

伊勢市 朝熊町名古185-3

0596-22-1248

https://www.iseshimaskyline.com

11 天埜真珠伊勢店

伊勢市 宇治中之切町７

0596-20-6300

https://www.amanopearl.jp/

12 天埜真珠おはらい町店

伊勢市 宇治今在家町４５

0596-23-6339

https://www.amanopearl.jp/

13 天埜真珠内宮岩戸屋店

伊勢市 宇治今在家町１１

0596-23-6339

https://www.amanopearl.jp/

14 五十鈴真珠

伊勢市 二見町江580（伊勢シーパラダイス内）

0596-43-3456

http://www.furyustones.com

15 五十鈴勢語庵

伊勢市 二見町茶屋569-35

0596-42-1212

https://isuzu-seigoan.com

16 五十鈴茶屋 五十鈴川店

伊勢市 宇治浦田1-11-5

0596-22-7000

https://www.isuzuchaya.co.jp

17 五十鈴茶屋 本店

伊勢市 宇治中之切町30

0596-22-7000

https://www.isuzuchaya.co.jp

18 伊勢 だるまや

伊勢市 宇治今在家町65

0696-25-5228

なし

19 伊勢おかげ庵 内宮前店

伊勢市 宇治今在家58

0596-23-3100

https://ise-okagean.jp

20 伊勢角屋麦酒 外宮前店

伊勢市 本町13-6

0596-20-5505

https://www.biyagura.jp/f/access

21 伊勢菊一

伊勢市 本町18-18

0596-28-4933

http://isekikuichi.com

22 伊勢外宮参道 伊勢神泉

伊勢市 本町1-1

0596-65-6416

https://www.iseshinsen.jp

23 伊勢シーパラダイス内 大黒 Ｂ－１３

伊勢市 二見町江580（伊勢シーパラダイス内）

0596-42-1463

なし

24 伊勢シティホテル

伊勢市 吹上1-11-31

0596-28-2111

https://greens.co.jp/isech/

25 伊勢シティホテルアネックス

伊勢市 吹上2-5-11

0596-22-5100

https://www.greens.co.jp

26 伊勢志摩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

27 伊勢せきや 内宮前店

伊勢市 宇治中之切町87

0596-28-0081

https://www.sekiya.com/

28 伊勢せきや 本店

伊勢市 本町13-7

0596-23-3141

https://www.sekiya.com/

29 伊勢のくに匠の一座 本店

伊勢市 本町19-19

0596-65-6111

https://www.takuminoichiza.com/

30 伊勢の宿 山田館

伊勢市 本町13-1

0596-28-2532

https://www.ise-yamadakan.com/

31 伊勢パールピアホテル 和食処 海

伊勢市 伊勢市宮後2-26-22

0596-26-1111

https://www.pearlpier.com

32 伊勢美人本舗

伊勢市 宇治今在家町48-1

0596-21-2340

https://www.ise-bijin.jp/

33 伊勢百貨店 五豊美

伊勢市 本町1-1

0596-65-6419

https://www.iseshinsen.jp/gift/gohobi.html

34 伊勢みやげ 伊勢百貨店

伊勢市 本町1-1

0596-65-6416

https://www.iseshinsen.jp/gift/isemiyage.html

35 伊勢宮忠 本店

伊勢市 岡本1-2-38

0596-24-0128

https://www.ise-miyachu.co.jp/

36 伊勢夫婦岩めおと横丁 めおと岩ショップ

伊勢市 二見町江580（伊勢シーパラダイス内）

0596-43-4111

https://www.ise-seaparadise.com/

37 伊勢和紙館

伊勢市 大世古一丁目10-30

0596-28-2359

https://isewashi.co.jp

38 いにしえの宿 伊久

伊勢市 宇治館町字岩井田山679-2

0596-20-3777

https://www.hotespa.net/hotels/ikyu/

39 上地木工有限会社

伊勢市 宇治今在家町20

0596-22-2927

なし

40 魚春 五十鈴川店

伊勢市 宇治中之切町9

0596-20-7752

http://www.samenotare.jp

41 魚春 本店

伊勢市 宇治中之切町49

0596-22-4885

http://www.samenotare.jp

42 宇治園内宮前店

伊勢市 宇治今在家町47

0596-23-0764

https://iseujien.jimdofree.com

43 うまし国伊勢おいないな

伊勢市 二見町江580（伊勢シーパラダイス内）

0596-43-4111

https://ise-meotoiwa.jp/

44 ゑびや商店

伊勢市 宇治今在家町13

0596-63-5135

https://www.ise-ebiya.com/syouten/

45 縁起の伊勢屋

伊勢市 曽祢1丁目9番15号

0596-28-8483

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

46 O2 オトべ

伊勢市 宮後1-7-32

0596-21-0720

http://www.shima-otobe.net/index.cgi

47 カクダパールズ

伊勢市 宇治中之切町33

0596-20-8628

http://kakudapearl.jp

48 株式会社 糀屋

伊勢市 宮後１－１０－３９

0596-65-7050

http://www.koujiya-ise.com

49 株式会社 榊原物産店

伊勢市 宇治今在家町62

0596-22-3001

なし

50 株式会社パールファルコ

伊勢市 一色町101

0596-23-2988

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

51 ㈱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/

52 株式会社岩戸屋

伊勢市 宇治今在家町58

0596-23-3188

http://www.iwatoya.co.jp

53 貫じん堂

伊勢市 通町４５－１

0596-26-2088

https://kanjindo.jp/

54 菊一文字則宗本店

伊勢市 二見町茶屋261

0596-43-2116

https://norimune.info/

55 菊一文字則宗めおと横丁店

伊勢市 二見町江580（伊勢シーパラダイス内）

0596-43-4498

https://norimune.info/

56 喜久屋

伊勢市 宇治今在家町４２

0596-22-3718

なし

57 ギャラリーしろちどり

伊勢市 吹上1-4-7

0596-64-8951

http://shirochidori.net/

58 糀ぷりん本舗 おはらい町店

伊勢市 宇治今在家町36

0596-65-7050

http://www.koujiya-ise.com

59 幸福堂 おはらい町店

伊勢市 今在家町58

0596-44-1212

https://koufukudo.jp

60 衣 GENERAL STORE

伊勢市 本町6-4

0596-22-1128

http://www.kholomo.com/

61 酒徳昆布

伊勢市 神久2-7-20

0596-28-2068

http://www.sakatoku-kombu.jp

62 酒のたどころ

伊勢市 二見町茶屋494-4

0596-43-2207

https://store.shopping.yahoo.co.jp/sake-tadokoro/

63 参道TERRACE 甘味工房

伊勢市 本町1-1

0596-65-6419

https://www.iseshinsen.jp/cafe.html

64 三和真珠 おはらいまち店

伊勢市 宇治中ノ切町87

0596-20-7887

https://sanwa-shinju.com/

65 三和真珠 内宮前支店

伊勢市 宇治今在家町１２１番９

0596-20-4747

https://sanwa-shinju.com/

66 シャトレーゼ 伊勢店

伊勢市 船江3丁目3-8

0596-26-1212

https://www2.chateraise.co.jp

67 神宮会館

伊勢市 宇治中之切町152

0596-22-0001

https//www.jingukaikan.jp/

68 真珠SAKURA

伊勢市 宇治中之切町37-4

0596-29-3688

www.pearl-sakura.com

69 真珠漬本舗 A-8伊勢夫婦岩パラダイス店

伊勢市 二見町江580（伊勢シーパラダイス内）

0596-43-4350

https://www.sinjuduke.co.jp

70 真珠漬本舗 特設伊勢夫婦岩パラダイス店

伊勢市 二見町江580（伊勢シーパラダイス内）

0596-43-4350

https://www.sinjuduke.co.jp

71 翠

伊勢市 宇治中之切48

0596-26-0022

www.i-ocha.jp

72 勢乃國屋

伊勢市 宇治今在家町117

0596-23-5555

http://www.senokuniya.co.jp

73 千の幸 おはらい町店

伊勢市 宇治中之切町92-8

0596-23-6576

http://sennosachi.com

74 千の杜

伊勢市 佐八町池の上1165-1

0596-39-1200

https://sennomori.kaiei-ryokans.com/

75 大洋堂

伊勢市 二見町茶屋537-25

0596-43-2061

https://taiyoudou.shopinfo.jp

76 豆腐庵山中

伊勢市 宇治中之切町95

0596-23-5558

http://tofu-an-yamanaka.jp/

77 虎屋ういろ 内宮前店

伊勢市 宇治中之切９１

0596-29-0008

https://www.torayauiro.co.jp/

78 虎屋ういろ 本店

伊勢市 宮後２－２－８

0596-23-5005

https://www.torayauiro.co.jp/

79 和

伊勢市 二見町江580（伊勢シーパラダイス内）

0596-42-2070

https://www.aqua-yokohama.com/ise-nagomi

80 二軒茶屋餅角屋本店

伊勢市 神久6-8-25

0596-23-3040

https://nikenjayamochi.jp/

81 ニコマート酒店

伊勢市 桜木町147-1

0596-22-2730

https://store.shopping.yahoo.co.jp/nikoma-mie/

82 日章館

伊勢市 二見町茶屋５３７番地の１

090-3386-5111

www.stay.co.jp

83 KNOCK OUT伊勢

伊勢市 本町6-4

0596-22-8529

https://www.knockout-web.jp/

84 白鷹三宅商店

伊勢市 宇治今在家町29

0596-22-4506

https://iseoharaimachi-hakutaka.raku-uru.jp/

85 BUD PALMS

伊勢市 本町6－4

0596-23-0028

www.budpalms.jp

86 浜千代館

伊勢市 二見町茶屋537-26

0596-43-2050

http://www.hamachiyokan.com

87 播田屋本店

伊勢市 河崎2丁目13番5号

0596-28-2207

https://www.haritaya.jp/

88 播田屋通り店

伊勢市 通町33－1

0596-27-5507

https://www.haritaya.jp/

89 播田屋吹上店

伊勢市 吹上1－8－33

0596-24-9551

https://www.haritaya.jp/

90 播田屋浦の橋店

伊勢市 常盤2－4－16

0596-24-9551

https://www.haritaya.jp/

91 麦酒蔵

伊勢市 神久6-428

0596-23-2880

https://www.biyagura.jp/f/access

92 日の出旅館

伊勢市 吹上1丁目8-35

0596-28-2954

https://www.hinoderyokan.jp

93 ブランカスイーツガーデン

伊勢市 朝熊町4228-1

0596-65-7120

https://www.blanca.co.jp/

94 三重県真珠

伊勢市 二見町江681-16

0596-43-3091

https://miekensinju.com

95 海恵の宿 食遊人

伊勢市 村松町1379-1

0596-38-0022

http://mienoyado.himonojk.com

96 名窯即売市場 伊勢器市

伊勢市 本町1-1

0596-65-6419

https://www.iseshinsen.jp/gift/#q10

97 夫婦岩ニューパーク

伊勢市 二見町571-1

0596-43-5020

なし

98 めし勇精肉店

伊勢市 宮後１丁目7-36

0596-24-2983

http://meshiyu.com/

99 やまきち真珠

伊勢市 宇治中之切町94

0596-29-2007

なし

100 やわらの湯 まるや

伊勢市 二見町茶屋277-2

0596-43-0800

https://futami.biz/

101 有限会社 壺七商店

伊勢市 宇治中之切町95

090-8730-8511

なし

102 有限会社 マザーフルーツ

伊勢市 岡本1-2-3

0596-22-6623

https://mother-fruit.com

103 料理旅館 おく文

伊勢市 宮町1-9-49

0596-28-2231

https://okubun.jp

104 旅荘海の蝶

伊勢市 二見町松下1693

0596-44-1050

http://www.uminochou.com/

1 あじ蔵CaroCaro

鳥羽市 浦村町222

0599-32-1515

https://www.carocaro.com

2 あじ彩の宿 小浜荘

鳥羽市 小浜町288

0599-25-3551

https://ohamaso.com

3 味の宿みち潮

鳥羽市 相差町1522-12

0599-33-6518

https://www.michishio.co.jp

4 海女の家 五左屋

鳥羽市 相差町神明神社参道1406

0599-33-6770

https://osatsu.org/gozaya/

5 天埜真珠鳥羽戸田家店

鳥羽市 鳥羽1丁目２４ー２６

0599-25-2500

https://www.amanopearl.jp/

6 安楽島温泉湯元海女乃島 売店

鳥羽市 安楽島町1075-100

599262662

https://www.amanoshima.com

7 石鏡第一ホテル神倶良

鳥羽市 石鏡町338-5

0599-32-5301

http://www.ijikajyo.com

8 伊勢志摩かりんとー

鳥羽市 鳥羽1丁目6-19

0599-25-9666

http://iseshimakarinto.com/

9 伊勢志摩真珠館

鳥羽市 堅神町545番地

0599-21-0077

http://www.shinju.ne.jp

10 伊勢志摩の波音 海楼

鳥羽市 安楽島町1075-40

0599-26-4694

https://www.namine-kairo.com/

11 伊勢志摩みやげセンター王将 鳥羽本店

鳥羽市 松尾町１５－１

0599-26-3100

https://www.ousho.co.jp

12 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/

13 海工房 満帆

鳥羽市 鳥羽1-8-13

0599-26-5735

なし

14 相差パシフィックホテル

鳥羽市 相差町1522-31

0599-33-7111

http://www.toba-oph.com/

15 御宿The Earth

鳥羽市 石鏡町中ノ山龍の栖

0599-35-6801

https://www.the-earth.in/

16 海楽園

鳥羽市 小浜町299-40

0599-25-3202

https://www.kairakuen.net

17 金子商店（鳥羽一番街）

鳥羽市 鳥羽1-2383-13

0599-26-3521

http://maruta-kaneko.net

18 金子２号店（鳥羽一番街）

鳥羽市 鳥羽1-2383-13

0599-26-3521

http://maruta-kaneko.net

19 株式会社TA西村

鳥羽市 安楽島町329-177

0599-25-3030

http://www.ta-nishimura.jp

20 木場真珠店(Kiba Oriental Pearl)

鳥羽市 鳥羽1-4-55

0599-26-3575

http://www.e-akoya.com

21 錦浦館

鳥羽市 鳥羽１－１０－３８

0599-25-2001

https://www.kinpokan.com

22 靴のやまだ

鳥羽市 大明西町1-1

23 ＫＫＲ鳥羽いそぶえ荘

ショッピングプラザハロー

0599-26-3828

http://www.toba-hello.co.jp

鳥羽市 安楽島町1075番地

0599-25-3226

https://toba.kkr.or.jp

24 心に宿る芭新萃 売店

鳥羽市 石鏡町187

0599-32-6100

http://www.hanashinsui.com/

25 酒乃店もりした

鳥羽市 大明西町20-6

0599-26-3262

https://www.morishitasaketen.com/

26 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/index.html

27 三和真珠

鳥羽市 鳥羽１丁目２３８３－１

0599-26-7887

https://sanwa-shinju.com/

28 潮風の宿 やま七

鳥羽市 答志町958

0599-37-2034

https://yama7.net

29 潮路亭 ダイニング白石

鳥羽市 鳥羽1-23-1

0599-26-5477

https://www.shiojitei.jp/cuisine/shiraishi.html

30 潮路亭 鉄板焼清石

鳥羽市 鳥羽1-23-1

0599-26-5477

https://www.shiojitei.jp/cuisine/kiyoishi.html

31 潮路亭 美蔵

鳥羽市 鳥羽1-23-1

0599-26-5477

https://www.shiojitei.jp/facilities/

32 志摩ビーチホテル

鳥羽市 相差町1522-40

0599-33-6110

https://www.shima-beach.com

33 しろやま真珠（鳥羽一番街）

鳥羽市 鳥羽1-2383-13

0599-26-4680

https://peraichi.com/landing_pages/view/shiroyamapearl

34 真珠工房むらやま

鳥羽市 鳥羽3-3-6

0599-25-3475

なし

35 真珠のお店HOHOEMI

鳥羽市 鳥羽3-3-6

0599-25-5082

なし

36 真珠のお店HOHOEMI2号店

鳥羽市 鳥羽3-3-6

0599-26-6872

なし

37 世古真珠

鳥羽市 鳥羽1-8-13

0599-26-5735

なし

38 高藏屋真珠店（鳥羽一番街）

鳥羽市 鳥羽1-2383-13

0599-26-3555

https://www.toba1ban.co.jp/

39 インテリアショップ高山

鳥羽市 大明西町1-1

0599-26-3080

http://www.toba-hello.co.jp

40 ツジモト真珠

鳥羽市 鳥羽3-1484-111

0599-25-2307

http://www.tsujimotopearl.net/

41 定洋

鳥羽市 答志町1354

0599-37-2011

http://www.teiyou.com

42 伝洋

鳥羽市 相差町255-2

0599-33-6166

http://www.denyou.gr.jp/

43 戸田家

鳥羽市 鳥羽1丁目24-26

0599-25-2500

https://www.todaya.co.jp/

44 鳥羽 胡蝶蘭

鳥羽市 小浜町237-1

0599-25-2170

http://www.kochoran.co.jp/

45 鳥羽１チャレンジマーケット（鳥羽一番街）

鳥羽市 鳥羽1-2383-13

0599-26-3331

https://www.toba1ban.co.jp/

46 鳥羽グランドホテル 売店

鳥羽市 小浜町239-9

0599-25-4141

https://jgh.jp/

47 鳥羽国際ホテル カフェラウンジ

鳥羽市 鳥羽1-23-1

0599-26-4121

https://www.tobahotel.co.jp/restaurant_list/cafe-lounge/

48 鳥羽国際ホテル ホテルショップ

鳥羽市 鳥羽1-23-1

0599-26-4121

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

49 鳥羽国際ホテル メインダイニング シーホース

鳥羽市 鳥羽1-23-1

0599-26-4121

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

50 鳥羽国際ホテル 和食レストラン もんど岬

鳥羽市 鳥羽1-23-1

0599-26-4121

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

51 鳥羽シーサイドホテル シーサイドショップ

鳥羽市 安楽島町1084番地

0599-25-5151

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

52 鳥羽シーサイドホテル シーサイドショップ

鳥羽市 安楽島町１０８４番地

0599-25-5151

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

53 鳥羽潮騒の駅

鳥羽市 堅神町833

0599-21-1010

なし

54 鳥羽展望台

鳥羽市 国崎町3-3

0599-33-6201

www.toba-tenboudai.co.jp/

55 トバパール（鳥羽一番街）

鳥羽市 鳥羽1-2383-13

0599-26-4816

https://www.toba1ban.co.jp

56 鳥羽マルシェ

鳥羽市 鳥羽１丁目２３８３－４２

0599-21-1080

https://tobamarche.jp/

57 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

58 中辰商店

鳥羽市 相差町1423

0599-33-6008

なし

59 海の幸 なかよし

鳥羽市 相差町1092

0599-33-6128

https://www.nakayoshi-inn.com/index.html

60 波音の宿 中村屋

鳥羽市 答志町2137-3

0599-37-2065

http://www.toba-nakamuraya.com/

61 花の小宿 重兵衛

鳥羽市 相差町1395

0599-33-6220

https://www.ju-bei.com/

62 浜の雅亭一井

鳥羽市 相差町1522-27

0599-33-7555

https://www.toba-ichii.jp/

63 Bali&Resort Sayaの風

鳥羽市 安楽島町1075-26

0599-37-7131

https://sayanokaze.jp/

64 秀丸花ごころ

鳥羽市 石鏡町392

0599-32-5201

https://hidemaru-hanagokoro.jp

65 ブランカ鳥羽本店

鳥羽市 鳥羽3丁目15-3

0599-25-5999

https://www.blanca.co.jp/

66 ホテルアルティア鳥羽

鳥羽市 安楽島町1061-9

0599-25-7711

https://www.izumigo.co.jp

67 ホテルリゾート彩花亭

鳥羽市 安楽島町1075-149

0599-25-2559

http://www.hotel-saikatei.co.jp/

68 まどかパール

鳥羽市 鳥羽三丁目3番6号

0599-25-2469

なし

69 マルタ２号店（鳥羽一番街）

鳥羽市 鳥羽1-2383-13

0599-26-3521

http://maruta-kaneko.net

70 ミネルヴァ食品館（鳥羽一番街）

鳥羽市 鳥羽1-2383-13

0599-26-2082

https://www.toba1ban.co.jp/

71 土産物マルタ（鳥羽一番街）

鳥羽市 鳥羽1-2383-13

0599-26-3521

http://maruta-kaneko.net

72 民宿かしま

鳥羽市 相差町1219

0599-33-6750

https://www.toba-kashima.jp/

73 MOONISLAND

鳥羽市 鳥羽3丁目3-6

0599-25-4794

https://luna-island.com/

ショッピングプラザハロー

74 (有)タイヨウ水産

鳥羽市 相差町2120-163

0599-33-7433

なし

75 有限会社 伊勢集 鳥羽水族館店

鳥羽市 鳥羽3丁目3番6号

0599-26-5607

なし

76 有限会社 伊勢集 パールボート店

鳥羽市 鳥羽3丁目3番6号

0599-26-3035

なし

77 有限会社 伊勢集 ライトハウス店

鳥羽市 鳥羽3丁目3番6号

0599-25-1880

なし

78 (有)珍海堂

鳥羽市 小浜町300-22

0599-25-5201

http://www.iseebihonpo.com/

79 (有)珍海堂（一番街店）

鳥羽市 鳥羽1丁目-2383-13 鳥羽一番街1階

0599-26-2882

http://www.iseebihonpo.com/

80 (有)珍海堂（近鉄鳥羽駅店）

鳥羽市 鳥羽1-8-13 近鉄鳥羽駅 2階

0599-25-1538

なし

81 湯快リゾートプレミアム鳥羽彩朝楽

鳥羽市 小浜町610

0599-26-2761

https://yukai-r.jp/toba-saichoraku

82 リゾートヒルズ豊浜蒼空の風

鳥羽市 相差町1471

0599-36-6000

https://www.toyohama.co.jp/

83 旅館まつや

鳥羽市 相差町1256番地

0599-33-6560

https://matuya-osatu.jp/

84 レストランフェリー

鳥羽市 鳥羽3丁目1484-111

0599-25-7150

なし

85 ローズパール

鳥羽市 鳥羽1-10-46

0599-25-5003

https://www.rosepearl.co.jp/

1 いかだ荘 山上

志摩市 磯部町的矢883-12

0599-57-2035

https://ikadasou.jp

2 伊光真珠

志摩市 大王町波切１４５－２

0599-72-0018

http://www.iko-pearl.sakura.ne.jp

3 い志川

志摩市 阿児町神明733-5

0599-43-1125

なし

4 伊勢志摩エバーグレイズ

志摩市 磯部町穴川1365-10

0599-55-3836

https://www.everglades.jp/iseshima/

5 伊勢志摩みやげセンター王将 道の駅店

志摩市 磯部町穴川 511-5

0599-56-2500

https://www.ousho.co.jp

6 いづみ商店

志摩市 浜島町浜島1146-45

0599-53-2020

https://www.idumishouten.com

7 イワジン真珠

志摩市 阿児町神明733-8

0599-43-1018

https://iwajin-pearls.com/

8 ヴィラダイオーリゾート

志摩市 大王町船越2508-18

0599-77-0019

https://villadaioh.com/

9 可怜國屋 賢島宝生苑 朝市

志摩市 阿児町神明７１８－３

0596-25-1105

https://umashikuniya.com

10 可怜國屋 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

0596-25-1105

https://umashikuniya.com

11 海辺のホテルはな

志摩市 磯部町渡鹿野414

0599-58-0087

https://umibenohotel-hana.com/

12 eau SPA（志摩観光ホテル）

志摩市 阿児町神明731

0599-43-1211

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

13 お菓子職人おとべ

志摩市 阿児町鵜方3373-16

0599-43-5648

http://www.shima-otobe.net/index.cgi

14 お宿 恋波

志摩市 阿児町甲賀

0599-45-5173

なし

15 カーサ アマポーラ（志摩地中海村）

志摩市 浜島町迫子2619番地1

0599-52-1226

https://www.puebloamigo.jp/

16 風待ちの湯 福寿荘

志摩市 磯部町渡鹿野517

0599-57-2711

http://www.fukujyuso.co.jp/

17 賢島・ホテルベイガーデン株式会社

志摩市 阿児町神明750-5

0599-44-5000

https://hotelbaygarden.com/

18 賢島の宿 みち潮

志摩市 阿児町神明754-9

0599-43-1067

http://www.michishio.jp

志摩市 志摩市阿児町神明737-13

0599-46-1020

https://878hanaya.net/

20 かしこ堂真珠店

志摩市 阿児町神明752-8

0599-43-1164

なし

21 Kabuku Resort

志摩市 阿児町志島876

0599-77-7369

https://kabuku-co.jp/

22 株式会社長太屋 鵜方店

志摩市 阿児町鵜方2417-8

0599-43-4129

https://www.matsuzaka-gyu.com/

23 株式会社長太屋 和具店

志摩市 志摩町和具1917

0599-85-4129

https://www.matsuzaka-gyu.com/

24 KANPAIISESHIMA

志摩市 阿児町鵜方1224-3

0599-44-0707

https://store.shopping.yahoo.co.jp/kashiko/

25 近鉄浜島カンツリークラブ

志摩市 浜島町迫子1614-1

0599-52-1141

http://www.kintetsu-re.co.jp/hamajima/

志摩市 阿児町神明718番地の3

0599-43-3111

https://hojoen.com

志摩市 阿児町神明718番地の3

0599-43-3111

https://hojoen.com/

志摩市 阿児町神明718番地の3

0599-43-3111

https://hojoen.com/

志摩市 阿児町神明718番地の3

0599-43-3111

https://hojoen.com/

30 クインテッサホテル伊勢志摩 売店

志摩市 阿児町鵜方1210-1

0599-44-0511

http://quintessahotels.com/iseshima/

31 心湯あそび ねぼーや

志摩市 阿児町甲賀4578-1

0599-45-0111

http://www.neboya.com

32 ザ クラシック ショップ（志摩観光ホテル）

志摩市 阿児町神明731

0599-43-1211

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

33 ザ クラシック ブティック（志摩観光ホテル）

志摩市 阿児町神明731

0599-43-1211

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

34 ザ ベイスイート ブティック（志摩観光ホテル）

志摩市 阿児町神明731

0599-43-1211

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

35 サンペルラ志摩

志摩市 磯部町的矢314

0599-57-2130

https://www.sunperla-shima.jp/

36 シーサイドホテル鯨望荘

志摩市 浜島町浜島1550-1

0599-53-0029

https://www.geibouso.co.jp/

37 志摩の杜 みやげ処忠楊

志摩市 磯部町穴川1511-5

090-3156-6188

なし

38 志摩の杜 みやげ処忠楊本店

志摩市 磯部町迫間937-8

0599-68-7116

なし

39 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/

40 真珠の店 龍宮

志摩市 大王町波切115

0599-72-0444

https://ryugu-p.jp/

19

26

賢島ファミリーホテルはな屋
二階和食堂「あじさい」

近鉄レジャーサービス株式会社

賢島宝生苑

レストラン「英虞のうみ」

27 近鉄レジャーサービス株式会社 賢島宝生苑
28
29

近鉄レジャーサービス株式会社

賢島宝生苑

売店「花ごよみ」
近鉄レジャーサービス株式会社

賢島宝生苑

カジュアルショップ「バレンザ・ポー」

41 大東真珠

志摩市 阿児町神明752-20

0599-43-1131

なし

42 珍味の海道 伊勢志摩店

志摩市 磯部町穴川511-5

0599-55-2026

http://www.kaidoubussan.co.jp

43 汀渚 ばさら邸

志摩市 阿児町鵜方3618-74

0599-46-1189

https://www.basaratei.com/

44 有限会社 肉の喜多家

志摩市 浜島町1787-95

0599-53-0278

https://nikunokitaya.com/

45 NEMU RESORT ザ・ロビーラウンジ

志摩市 浜島町迫子2692-3

0599-52-1211

https://www.nemuresort.com/restaurant/lobby-lounge.php

46 NEMU RESORT 里山ラウンジ

志摩市 浜島町迫子2692-3

0599-52-1211

https://www.nemuresort.com/restaurant/satoyama-lounge.php

47 NEMU RESORT ホテルショップ

志摩市 浜島町迫子2692-3

0599-52-1211

https://www.nemuresort.com/facility/indoor.php

48 NEMU RESORT レストラン里海

志摩市 浜島町迫子2692-3

0599-52-1211

https://www.nemuresort.com/restaurant/japanese-dinner.php

49 ノベルティーフーズ

志摩市 磯部町穴川511-5

0599-55-3451

なし

50 パールグルメイン竹正

志摩市 志摩町和具3100-1

0599-85-4147

https://takesho.net

51 パールセラー

志摩市 浜島町浜島3003

0599-65-7132

なし

52 はいふう

志摩市 磯部町渡鹿野524

0599-57-2255

https://www.hai-fu.jp

53 檜扇荘

志摩市 阿児町鵜方943-1

0599-43-0077

https://hiogiso.com

54 美食の隠れ家プロヴァンス

志摩市 阿児町神明660

0599-46-0001

https://www.kashikojima.com/provence/

55 プレミアリゾート 夕雅 伊勢志摩

志摩市 浜島町浜島１６４５

0599-53-1551

https://www.yu-ga.in/

56 べんのや酒店

志摩市 志摩町和具3065

0599-85-0420

https://jizake-mie.jp/

57 Hotel＆ Resorts ISE-SHIMA スーベニアショップ

志摩市 磯部町的矢字笠取939-6

0599-55-2111

http://www.daiwaresort.jp/ise/

58 Hotel＆Resorts ISE-SHIMA 宴会場

志摩市 磯部町的矢字笠取939-6

0599-55-2111

http://www.daiwaresort.jp/ise/

59 Hotel＆Resorts ISE-SHIMA シーサイド

志摩市 磯部町的矢字笠撮939-6

0599-55-2111

http://www.daiwaresort.jp/ise/

60 Hotel＆Resorts ISE-SHIMA シービュー

志摩市 磯部町的矢字笠取939-6

0599-55-2111

http://www.daiwaresort.jp/ise/

61 Hotel＆ResortsISE-SHIMA 潮騒

志摩市 磯部町的矢字笠取939-6

0599-55-2111

http://www.daiwaresort.jp/ise/

62 松井真珠店

志摩市 阿児町神明733-4

0599-43-1015

http://matsui-pearls.com

63 まるいひもの店

志摩市 大王町波切158

0599-72-0615

http://www.marui-oshiki.net

64 ＭＩＫＩＭＯＴＯ（志摩観光ホテル）

志摩市 阿児町神明731

0599-43-1211

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

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/

志摩市 阿児町鵜方3618-33

0599-43-7211

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

志摩市 阿児町鵜方3618-33

0599-43-7211

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

志摩市 阿児町鵜方3618-33

0599-43-7211

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

志摩市 阿児町鵜方3618-33

0599-43-7211

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

志摩市 阿児町鵜方3618-33

0599-43-7211

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

志摩市 阿児町鵜方3618-33

0599-43-7211

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

志摩市 大王町船越3238-1

0599-73-0001

https://www.miyakohotels.ne.jp/aqua-forest/

志摩市 大王町船越3238-1

0599-73-0001

https://www.miyakohotels.ne.jp/aqua-forest/

74 恵みの郷 志摩海道

志摩市 磯部町迫間936-1

0599-56-1212

なし

75 モーダ（志摩地中海村）

志摩市 浜島町迫子2619番地1

0599-52-1226

https://www.puebloamigo.jp/

76 有限会社 久政

志摩市 大王町波切1000番地2

0599-72-4141

https://kyumasa.co.jp

77 有限会社 佐藤養殖場

志摩市 磯部町的矢８８９

0599-57-2611

https://seijyoumatoyakaki.com/

78 有限会社 丸保商店

志摩市 阿児町安乗855-6

0599-47-4158

https://anorifuguya.com/

79 有限会社 丸義商店

志摩市 阿児町鵜方1678-2

0599-43-2860

http://www.maruyoshi-sengyo.co.jp/

80 湯快リゾート 志摩彩朝楽 売店

志摩市 阿児町神明687-2

0570-550-078

https://yukai-r.jp/shima-saichoraku/

81 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

82 芳森真珠店

志摩市 阿児町神明７５２－９

0599-43-1012

なし

83 リゾートパークともやま

志摩市 志摩市大王町船越２７４６－３７

0599-72-2321

http://www.tomoyama.co.jp

84 料理旅館ひさだ

志摩市 阿児町安乗798番地

0599-47-3317

https://www.hisada.ne.jp/

85 旅館 橘

志摩市 磯部町的矢310-1

0599-57-2731

https://tatibana.com/wp/

86 レガロ（志摩地中海村）

志摩市 浜島町迫子2619番地1

0599-52-1226

https://www.puebloamigo.jp/

87 わたせい 阿児店

志摩市 阿児町鵜方3016

0599-44-0255

https://watasei-syouten.com/

1 魚よし

度会郡 南伊勢町東宮725

0596-72-1358

なし

2 産直市場南伊勢

度会郡 南伊勢町伊勢路3473-1

0599-65-3232

https://www.minami-ise.jp/s/kau/t19.html

3 寿し友旅館内食事処フロリダ

度会郡 南伊勢町古和浦147ー17

0596ｰ78ｰ0311

https://isesima.jp/sushitomo/

4 ないぜしぜん村

度会郡 南伊勢町内瀬1537－8

0599-67-8100

https://www.naize.net/

5 農事組合法人土実樹

度会郡 南伊勢町五ヶ所浦3958番地

0599-66-1201

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

66
67
68
69
70
71
72
73

都リゾート 志摩 ベイサイドテラス
カフェラウンジ＆カフェテラス
都リゾート 志摩 ベイサイドテラス
バーラウンジ「ラベドール」
都リゾート 志摩 ベイサイドテラス
プールサイドレストラン「リベラ」
都リゾート 志摩 ベイサイドテラス
プライムプティック
都リゾート 志摩 ベイサイドテラス
フレンチレストラン「アッシュ・ドール」
都リゾート 志摩 ベイサイドテラス
和食レストラン「イグレック志摩」
都リゾート 奥志摩 アクアフォレスト
売店「花ごよみ」
都リゾート 奥志摩 アクアフォレスト
レストラン「はまなぎ」

6 パールハヤシ

度会郡 南伊勢町五ヶ所浦4168

0599-66-2347

http://p-hayashi.com

7 長谷川養蜂

度会郡 南伊勢町押渕1295-2

0599-65-3625

https://hasegawa-bee.com/

8 ひもの三五七や

度会郡 南伊勢町古和浦234-4

0596-78-0888

なし

9 マル平商店

度会郡 南伊勢町古和浦147-10

0596-78-0012

https://www.sakananohimono.com

10 民宿八方

度会郡 南伊勢町神前浦288-2

0596-76-0550

https://www.happou.me/

11 友栄水産

度会郡 南伊勢町阿曽浦345

0596-72-1351

https://yuuei.co.jp

度会郡 南伊勢町田曽浦3907-1

0599-69-3489

http://yamatou.net

度会郡 南伊勢町栃木竈51-4

0596-78-0560

https://www.isesima.info/tochinoki

12 有限会社

山藤

13 ログコテージ

とちの木

観光施設
住所

店舗名

電話番号

ホームページURL

1 伊勢河崎商人館

伊勢市 河崎２丁目２５番３２号

0596-22-4810

http://www.isekawasaki.jp

2 伊勢志摩スカイライン伊勢料金所

伊勢市 宇治館町岩井田山677-1

0596-22-1810

https://www.iseshimaskyline.com

3 伊勢夫婦岩ふれあい水族館

伊勢市 二見町江580

0596-43-4111

https://www.ise-seaparadise.com/

伊勢市 二見町三津1201-1

0596-43-2300

https://www.ise-jokamachi.jp/

1 伊勢志摩スカイライン鳥羽料金所

鳥羽市 鳥羽1丁目15-2

0599-25-2852

https://www.iseshimaskyline.com

2 イルカ島

鳥羽市 鳥羽1丁目2383-51

0599-25-3145

https://shima-marineleisure.com/

3 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/

4 鳥羽水族館

鳥羽市 鳥羽3丁目3-6

0599-25-2555

https://www.aquarium.co.jp/

5 鳥羽水族館プラザショップ

鳥羽市 鳥羽3-3-6

0599-25-2555

https://aquarium.co.jp/

6 鳥羽水族館メインショップ

鳥羽市 鳥羽3-3-6

0599-25-2555

https://aquarium.co.jp/

7 鳥羽湾めぐりとイルカ島

鳥羽市 鳥羽1丁目2383-51

0599-25-3145

https://shima-marineleisure.com/

8 ミキモト真珠島

鳥羽市 鳥羽１丁目７番１号

0599-25-2028

http://www.mikimoto-pearl-museum.co.jp

1 市後浜駐車場協会

志摩市 志島866-2

0599-45-2225

なし

2 賢島エスパーニャクルーズ

志摩市 阿児町神明752-11

0599-43-1023

https://shima-marineleisure.com/

志摩市 阿児町神明752-11

0599-43-1023

https://shima-marineleisure.com/

4 ともいきの国

シーパラダイス

伊勢忍者キングダム

売店

3 賢島エスパーニャクルーズ

船内売店

4 志摩スペイン村

サルー

志摩市 磯部町坂崎952-4

0599-57-3333

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

5 志摩スペイン村

総合インフォメーション

志摩市 磯部町坂崎952-4

0599-57-3333

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

6 志摩スペイン村

フエイスペインティング

志摩市 磯部町坂崎952-4

0599-57-3333

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

7 志摩スペイン村

フォトファンタスティカ

志摩市 磯部町坂崎952-4

0599-57-3333

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

8 志摩スペイン村

マルガリタ

志摩市 磯部町坂崎952-4

0599-57-3333

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

志摩市 浜島町迫子2619番地1

0599-52-1226

https://www.puebloamigo.jp/

10 道の駅「伊勢志摩」

志摩市 磯部町穴川511-5

0599-56-2201

なし

11 LUXUNA伊勢志摩

志摩市 志摩町御座878

0599-77-7500

https://luxuna2021.com/

12 近鉄レジャーサービス㈱ 志摩スペイン村事業部

志摩市 磯部町坂崎952-4

0599-57-3333

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

13 志摩スペイン村 サルー・テイクアウト

志摩市 磯部町坂崎952-4

0599-57-3333

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

14 志摩スペイン村 エントランスインフォメーション 志摩市 磯部町坂崎952-4

0599-57-3333

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

15 志摩スペイン村 カルメンホール

志摩市 磯部町坂崎952-4

0599-57-3333

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

16 志摩スペイン村 エル パティオ

志摩市 磯部町坂崎952-4

0599-57-3333

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

17 志摩スペイン村 ピザ ラ ロハ

志摩市 磯部町坂崎952-4

0599-57-3333

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

18 志摩スペイン村 チィコ チィコ

志摩市 磯部町坂崎952-4

0599-57-3333

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

19 志摩スペイン村 バル トレロ

志摩市 磯部町坂崎952-4

0599-57-3333

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

20 志摩スペイン村 コメドル

志摩市 磯部町坂崎952-4

0599-57-3333

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

21 志摩スペイン村 的矢

志摩市 磯部町坂崎952-4

0599-57-3333

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

22 志摩スペイン村 カフェ ミ カサ

志摩市 磯部町坂崎952-4

0599-57-3333

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

23 志摩スペイン村 アミーゴ（レストラン）

志摩市 磯部町坂崎952-4

0599-57-3333

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

24 志摩スペイン村 アミーゴ（ファストフード）

志摩市 磯部町坂崎952-4

0599-57-3333

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

25 志摩スペイン村 エルマーノス

志摩市 磯部町坂崎952-4

0599-57-3333

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

26 志摩スペイン村 アルハンブラ

志摩市 磯部町坂崎952-4

0599-57-3333

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

27 志摩スペイン村 ペリート

志摩市 磯部町坂崎952-4

0599-57-3333

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

28 志摩スペイン村 ポルボロン

志摩市 磯部町坂崎952-4

0599-57-3333

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

29 志摩スペイン村 アスタ ラ ビスタ

志摩市 磯部町坂崎952-4

0599-57-3333

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

9 志摩地中海村

フロント

30 志摩スペイン村 カンタロ

志摩市 磯部町坂崎952-4

0599-57-3333

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

31 志摩スペイン村 ファボリト

志摩市 磯部町坂崎952-4

0599-57-3333

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

32 志摩スペイン村 マエストロ

志摩市 磯部町坂崎952-4

0599-57-3333

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

33 志摩スペイン村 マノ マノ

志摩市 磯部町坂崎952-4

0599-57-3333

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

34 志摩スペイン村 ファンタシア

志摩市 磯部町坂崎952-4

0599-57-3333

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

35 志摩スペイン村 ラ ファミリア

志摩市 磯部町坂崎952-4

0599-57-3333

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

36 ホテル志摩スペイン村 フロント

志摩市 磯部町坂崎952-4

0599-57-3333

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

37 ホテル志摩スペイン村 チケット

志摩市 磯部町坂崎952-4

0599-57-3333

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

38 ホテル志摩スペイン村 売店

志摩市 磯部町坂崎952-4

0599-57-3333

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

39 志摩スペイン村 ひまわりの湯

志摩市 磯部町坂崎952-4

0599-57-3333

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

40 ホテル志摩スペイン村 レストラン

志摩市 磯部町坂崎952-4

0599-57-3333

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

志摩市 磯部町坂崎952-4

0599-57-3333

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

志摩市 磯部町坂崎952-4

0599-57-3333

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

志摩市 磯部町坂崎952-4

0599-57-3333

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

44 ホテル志摩スペイン村 バー「カルメン」

志摩市 磯部町坂崎952-4

0599-57-3333

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

45 ホテル志摩スペイン村 宴会場「エスパーニャ」

志摩市 磯部町坂崎952-4

0599-57-3333

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

41

ホテル志摩スペイン村
カフェ＆スペイン料理「ヒラソル」

42 ホテル志摩スペイン村 日本料理「志摩」
43

ホテル志摩スペイン村
フランス料理「アルカサル」

アクティビティ（体験事業者）
住所

店舗名

電話番号

ホームページURL

1 伊勢夫婦岩めおと横丁 めおと岩アクティビティ

伊勢市 二見町江580（伊勢シーパラダイス内）

0596-43-4111

https://www.ise-seaparadise.com/

2 OISE JEWELRY

伊勢市 二見町江580（伊勢シーパラダイス内）

0596－68－9179

http://ik-oisejewerly.com

3 おかげ横丁 伊勢路栽苑

伊勢市 宇治中之切町150-6

0596-23-3077

https://okageyokocho.com/main/tenpo/saien/

4 株式会社 松治郎の舗 伊勢おはらい町店

伊勢市 宇治中之切町7

0596-27-8328

http://www.matsujiro-academy.net/

5 汐湯・おかげ風呂舘 旭湯

伊勢市 神久1-1-16

0596-25-1126

https://ise-asahiyu.com/

6 有限会社 菊池パール

伊勢市 通町112-4

0596-23-2233

http://kikuchipearl.com

1 海島遊民くらぶ

鳥羽市 鳥羽1丁目4-53

0599-28-0001

https://www.oz-group.jp/

2 白瀧どんぐり小屋の会

鳥羽市 船津町635-3

090-3382-7079

https://shiratakisan.jp/

3 フィッシングパークトリトン

鳥羽市 千賀町183

0599-33-6073

https://www.toba-triton.com/

1 磯体験施設

志摩市 浜島町浜島465-14

0599-53-1002

https://www.umihozuki.org/

2 Entrada賢島

志摩市 阿児町752-21

0599-52-0888

https://entrada-kashikojima.com/

3 賢島遊覧船組合

志摩市 阿児町神明

0599-43-1048

http://kashikojima-boat.jp/

志摩市 浜島町迫子2619番地1

0599-52-1226

https://www.puebloamigo.jp/

5 志摩自然学校

志摩市 大王町波切2199

0599-72-1733

https://shima-nature-school.jp/

6 志摩で遊び隊

志摩市 志摩町越賀2249番地1

090-8863-7171

http://shima-asobitai.com/

7 ダイブステーション３５

志摩市 阿児町国府1164－136

0599-43-3116

Https://divsango.jimdofree.com

8 NEMU RESORT

志摩市 浜島町迫子2692-3

0599-52-1211

https://www.nemuresort.com/nature/

9 NEMU GOLF CLUB

志摩市 浜島町迫子2692-3

0599-52-1103

https://www.nemuresort.com/nemugolf/

志摩市 大王町船越3238-1

0599-73-0001

https://www.miyakohotels.ne.jp/aqua-forest/

志摩市 大王町船越3238-1

0599-73-0001

https://www.miyakohotels.ne.jp/aqua-forest/

1 ISE-SHIMA ADVENTURE

度会郡 南伊勢町田曽浦119番地1

0599-77-6208

https://www.ise-shima-adventure.com

2 ゲストハウスまるきんまる

度会郡 南伊勢町阿曽浦321-1

090-7850-4064

https://marukinmaru.com

4 クラフト工房

10
11

海ほおずき

レクエルドス（志摩地中海村）

都リゾート 奥志摩 アクアフォレスト
アクアパレス
都リゾート 奥志摩 アクアフォレスト
マリンキャブ

交通機関
住所

店舗名
1 株式会社三交タクシー

ホームページURL

伊勢市 竹ヶ鼻町237番地7

0596-28-2151

http://www.sanco-taxi.co.jp

伊勢市 岩渕2-413-19

0596-24-0100

http://www..trl-mie.co.jp

3 （株）トヨタレンタリース三重伊勢店

伊勢市 河崎2-11-6

0596-23-0100

http://www..trl-mie.co.jp

4 ニコニコレンタカー伊勢西豊浜店

伊勢市 西豊浜町1720(マップに出ない場合は1664-4) 0596-38-1000

https://www.2525r.com/mie/ise/store-01391-001.html

5 三重近鉄タクシー株式会社伊勢営業所

伊勢市 本町１９番２２号

0596-28-3171

https://www.miekintetsutaxi.co.jp/

1 伊勢湾フェリー株式会社

鳥羽市 鳥羽３丁目1484-111

0599-26-7600

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

2 （株）トヨタレンタリース三重鳥羽駅前店

鳥羽市 鳥羽1丁目2380-29

0599-26-7100

http://www.trl-mie.ne.jp

2

伊勢営業所

電話番号

（株）トヨタレンタリース三重
伊勢宇治山田駅前店

1 三重近鉄タクシー株式会社鳥羽・志摩営業所

志摩市 阿児町鵜方字野田２５７３ー２

0599-43-0121

https://www.miekintetsutaxi.co.jp/

2 有限会社

志摩市 志摩町和具1903-1

0599-85-0023

なし

和栄タクシー

宿泊施設
住所

店舗名
1 伊勢外宮参道

伊勢神泉

電話番号

ホームページURL

伊勢市 本町1-1

0596-65-6416

https://www.iseshinsen.jp

2 伊勢シティホテル

伊勢市 吹上1-11-31

0596-28-2111

https://greens.co.jp/isech/

3 伊勢シティホテルアネックス

伊勢市 吹上2-5-11

0596-22-5100

https://www.greens.co.jp

伊勢市 伊勢市宮後2-26-22

0596-26-1111

https://www.pearlpier.com

伊勢市 宇治館町字岩井田山679-2

0596-20-3777

https://www.hotespa.net/hotels/ikyu/

6 神宮会館

伊勢市 宇治中之切町152

0596-22-0001

https://www.jingukaikan.jp/

7 千の杜

伊勢市 佐八町池の上1165-1

0596-39-1200

https://sennomori.kaiei-ryokans.com/

8 日章館

伊勢市 二見町茶屋５３７番地の１

090-3386-5111

www.stay.co.jp

9 浜千代館

伊勢市 二見町茶屋537-26

0596-43-2050

http://www.hamachiyokan.com

伊勢市 吹上1丁目8-35

0596-28-2954

https://www.hinoderyokan.jp

伊勢市 村松町1379-1

0596-38-0022

http://mienoyado.himonojk.com

伊勢市 二見町茶屋277-2

0596-43-0800

https://futami.biz/

13 料理旅館 おく文

伊勢市 宮町1-9-49

0596-28-2231

https://okubun.jp

14 旅荘海の蝶

伊勢市 二見町松下1693

0596-44-1050

http://www.uminochou.com/

1 あじ蔵CaroCaro

鳥羽市 浦村町222

0599-32-1515

https://www.carocaro.com

2 あじ彩の宿 小浜荘

鳥羽市 小浜町288

0599-25-3551

https://ohamaso.com

3 味の宿みち潮

鳥羽市 相差町1522-12

0599-33-6518

https://www.michishio.co.jp

4 石鏡第一ホテル神倶良

鳥羽市 石鏡町338-5

0599-32-5301

http://www.ijikajyo.com

5 伊勢志摩の波音 海楼

鳥羽市 安楽島町1075-40

0599-26-4694

https://www.namine-kairo.com/

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/

7 相差パシフィックホテル

鳥羽市 相差町1522-31

0599-33-7111

http://www.toba-oph.com/

8 海楽園

鳥羽市 小浜町299-40

0599-25-3202

https://www.kairakuen.net

9 錦浦館

鳥羽市 鳥羽１－１０－３８

0599-25-2001

https://www.kinpokan.com

10 ＫＫＲ鳥羽いそぶえ荘

鳥羽市 安楽島町1075番地

0599-25-3226

https://toba.kkr.or.jp

11 心に宿る芭新萃 売店

鳥羽市 石鏡町187

0599-32-6100

http://www.hanashinsui.com/

12 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/index.html

13 潮風の宿 やま七

鳥羽市 答志町958

0599-37-2034

https://yama7.net

14 潮路亭 ダイニング白石

鳥羽市 鳥羽1-23-1

0599-26-5477

https://www.shiojitei.jp/cuisine/shiraishi.html

15 潮路亭 鉄板焼清石

鳥羽市 鳥羽1-23-1

0599-26-5477

https://www.shiojitei.jp/cuisine/kiyoishi.html

16 潮路亭 美蔵

鳥羽市 鳥羽1-23-1

0599-26-5477

https://www.shiojitei.jp/facilities/

17 志摩ビーチホテル

鳥羽市 相差町1522-40

0599-33-6110

https://www.shima-beach.com

18 定洋

鳥羽市 答志町1354

0599-37-2011

http://www.teiyou.com

19 伝洋

鳥羽市 相差町255-2

0599-33-6166

http://www.denyou.gr.jp/

20 戸田家

鳥羽市 鳥羽1丁目24-26

0599-25-2500

https://www.todaya.co.jp/

21 鳥羽 胡蝶蘭

鳥羽市 小浜町237-1

0599-25-2170

http://www.kochoran.co.jp/

22 鳥羽グランドホテル 売店

鳥羽市 小浜町239-9

0599-25-4141

https://jgh.jp/

23 鳥羽国際ホテル カフェラウンジ

鳥羽市 鳥羽1-23-1

0599-26-4121

https://www.tobahotel.co.jp/restaurant_list/cafe-lounge/

24 鳥羽国際ホテル パールスパ

鳥羽市 鳥羽1-23-1

0599-26-4120

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

25 鳥羽国際ホテル ホテルショップ

鳥羽市 鳥羽1-23-1

0599-26-4121

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

26 鳥羽国際ホテル メインダイニング シーホース

鳥羽市 鳥羽1-23-1

0599-26-4121

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

27 鳥羽国際ホテル 和食レストラン もんど岬

鳥羽市 鳥羽1-23-1

0599-26-4121

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

28 鳥羽シーサイドホテル シーサイドショップ

鳥羽市 安楽島町1084番地

0599-25-5151

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

29 海の幸 なかよし

鳥羽市 相差町1092

0599-33-6128

https://www.nakayoshi-inn.com/index.html

30 波音の宿 中村屋

鳥羽市 答志町2137-3

0599-37-2065

http://www.toba-nakamuraya.com/

31 花の小宿 重兵衛

鳥羽市 相差町1395

0599-33-6220

https://www.ju-bei.com/

32 浜の雅亭一井

鳥羽市 相差町1522-27

0599-33-7555

https://www.toba-ichii.jp/

33 Bali&Resort Sayaの風

鳥羽市 安楽島町1075-26

0599-37-7131

https://sayanokaze.jp/

4 伊勢パールピアホテル
5 いにしえの宿

和食処

海

伊久（共立リゾート)

10 日の出旅館
11 海恵の宿

食遊人

12 やわらの湯

まるや

34 秀丸花ごころ

鳥羽市 石鏡町392

0599-32-5201

https://hidemaru-hanagokoro.jp

35 ホテルリゾート彩花亭

鳥羽市 安楽島町1075-149

0599-25-2559

http://www.hotel-saikatei.co.jp/

36 民宿かしま

鳥羽市 相差町1219

0599-33-6750

https://www.toba-kashima.jp/

37 湯快リゾートプレミアム鳥羽彩朝楽

鳥羽市 小浜町610

0599-26-2761

https://yukai-r.jp/toba-saichoraku

38 リゾートヒルズ豊浜蒼空の風

鳥羽市 相差町1471

0599-36-6000

https://www.toyohama.co.jp/

39 旅館まつや

鳥羽市 相差町1256番地

0599-33-6560

https://matuya-osatu.jp/

1 いかだ荘 山上

志摩市 磯部町的矢883-12

0599-57-2035

https://ikadasou.jp

2 伊勢志摩エバーグレイズ

志摩市 磯部町穴川1365-10

0599-55-3836

https://www.everglades.jp/iseshima/

3 ヴィラダイオーリゾート

志摩市 大王町船越2508-18

0599-77-0019

https://villadaioh.com/

4 海辺のホテルはな

志摩市 磯部町渡鹿野414

0599-58-0087

https://umibenohotel-hana.com/

5 eau SPA（志摩観光ホテル）

志摩市 阿児町神明731

0599-43-1211

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

6 お宿 恋波

志摩市 阿児町甲賀

0599-45-5173

なし

7 風待ちの湯 福寿荘

志摩市 磯部町渡鹿野517

0599-57-2711

http://www.fukujyuso.co.jp/

8 賢島・ホテルベイガーデン株式会社

志摩市 阿児町神明750-5

0599-44-5000

https://hotelbaygarden.com/

9 賢島の宿 みち潮

志摩市 阿児町神明754-9

0599-43-1067

http://www.michishio.jp

志摩市 志摩市阿児町神明737-13

0599-46-1020

https://878hanaya.net/

11 Kabuku Resort

志摩市 阿児町志島876

0599-77-7369

https://kabuku-co.jp/

12 近鉄浜島カンツリークラブ

志摩市 浜島町迫子1614-1

0599-52-1141

http://www.kintetsu-re.co.jp/hamajima/

志摩市 阿児町神明718番地の3

0599-43-3111

https://hojoen.com

志摩市 阿児町神明718番地の3

0599-43-3111

https://hojoen.com/

志摩市 阿児町神明718番地の3

0599-43-3111

https://hojoen.com/

志摩市 阿児町神明718番地の3

0599-43-3111

https://hojoen.com/

17 クインテッサホテル伊勢志摩 売店

志摩市 阿児町鵜方1210-1

0599-44-0511

http://quintessahotels.com/iseshima/

18 心湯あそび ねぼーや

志摩市 阿児町甲賀4578/1/1

0599-45-0111

http://www.neboya.com

19 ザ クラシック ショップ（志摩観光ホテル）

志摩市 阿児町神明731

0599-43-1211

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

20 ザ クラシック ブティック（志摩観光ホテル）

志摩市 阿児町神明731

0599-43-1211

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

21 ザ ベイスイート ブティック（志摩観光ホテル）

志摩市 阿児町神明731

0599-43-1211

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

22 サンペルラ志摩

志摩市 磯部町的矢314

0599-57-2130

https://www.sunperla-shima.jp/

23 シーサイドホテル鯨望荘

志摩市 浜島町浜島1550-1

0599-53-0029

https://www.geibouso.co.jp/

24 汀渚 ばさら邸

志摩市 阿児町鵜方3618-74

0599-46-1189

https://www.basaratei.com/

25 NEMU RESORT ザ・ロビーラウンジ

志摩市 浜島町迫子2692-3

0599-52-1211

https://www.nemuresort.com/restaurant/lobby-lounge.php

26 NEMU RESORT 里山ラウンジ

志摩市 浜島町迫子2692-3

0599-52-1211

https://www.nemuresort.com/restaurant/satoyama-lounge.php

27 NEMU RESORT パールスパ

志摩市 浜島町迫子2692-3

0599-52-1211

https://www.nemuresort.com/pearlspa/

28 NEMU RESORT ホテルショップ

志摩市 浜島町迫子2692-3

0599-52-1211

https://www.nemuresort.com/facility/indoor.php

29 NEMU RESORT レストラン里海

志摩市 浜島町迫子2692-3

0599-52-1211

https://www.nemuresort.com/restaurant/japanese-dinner.php

30 パールグルメイン竹正

志摩市 志摩町和具3100-1

0599-85-4147

https://takesho.net

31 はいふう

志摩市 磯部町渡鹿野524

0599-57-2255

https://www.hai-fu.jp

32 檜扇荘

志摩市 阿児町鵜方943-1

0599-43-0077

https://hiogiso.com

33 美食の隠れ家プロヴァンス

志摩市 阿児町神明660

0599-46-0001

https://www.kashikojima.com/provence/

34 プレミアリゾート 夕雅 伊勢志摩

志摩市 浜島町浜島１６４５

0599-53-1551

https://www.yu-ga.in/

35 Hotel＆ Resorts ISE-SHIMA スーベニアショップ

志摩市 磯部町的矢字笠取939-6

0599-55-2111

http://www.daiwaresort.jp/ise/

36 Hotel＆Resorts ISE-SHIMA 宴会場

志摩市 磯部町的矢字笠取939-6

0599-55-2111

http://www.daiwaresort.jp/ise/

37 Hotel＆Resorts ISE-SHIMA シーサイド

志摩市 磯部町的矢字笠撮939-6

0599-55-2111

http://www.daiwaresort.jp/ise/

38 Hotel＆Resorts ISE-SHIMA シービュー

志摩市 磯部町的矢字笠取939-6

0599-55-2111

http://www.daiwaresort.jp/ise/

39 Hotel＆ResortsISE-SHIMA 潮騒

志摩市 磯部町的矢字笠取939-6

0599-55-2111

http://www.daiwaresort.jp/ise/

40 ホテル槇之木

志摩市 大王町波切２２３５－１３

0599-72-4155

http://www.makinoki.jp/

41 ＭＩＫＩＭＯＴＯ（志摩観光ホテル）

志摩市 阿児町神明731

0599-43-1211

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

42 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/

志摩市 阿児町鵜方3618-33

0599-43-7211

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

志摩市 阿児町鵜方3618-33

0599-43-7211

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

志摩市 阿児町鵜方3618-33

0599-43-7211

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

志摩市 阿児町鵜方3618-33

0599-43-7211

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

10

13

賢島ファミリーホテルはな屋
二階和食堂「あじさい」

近鉄レジャーサービス株式会社

賢島宝生苑

レストラン「英虞のうみ」

14 近鉄レジャーサービス株式会社 賢島宝生苑
15
16

43
44
45
46

近鉄レジャーサービス株式会社

賢島宝生苑

売店「花ごよみ」
近鉄レジャーサービス株式会社

賢島宝生苑

カジュアルショップ「バレンザ・ポー」

都リゾート 志摩 ベイサイドテラス
カフェラウンジ＆カフェテラス
都リゾート 志摩 ベイサイドテラス
バーラウンジ「ラベドール」
都リゾート 志摩 ベイサイドテラス
プールサイドレストラン「リベラ」
都リゾート 志摩 ベイサイドテラス
プライムプティック

47

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/

志摩市 阿児町鵜方3618-33

0599-43-7211

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

志摩市 大王町船越3238-1

0599-73-0001

https://www.miyakohotels.ne.jp/aqua-forest/

50 湯快リゾート 志摩彩朝楽 売店

志摩市 阿児町神明687-2

0570-550-078

https://yukai-r.jp/shima-saichoraku/

51 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

52 リゾートパークともやま

志摩市 志摩市大王町船越２７４６－３７

0599-72-2321

http://www.tomoyama.co.jp

53 料理旅館ひさだ

志摩市 阿児町安乗798番地

0599-47-3317

https://www.hisada.ne.jp/

54 旅館 橘

志摩市 磯部町的矢310-1

0599-57-2731

https://tatibana.com/wp/

1 寿し友旅館内食事処フロリダ

度会郡 南伊勢町古和浦147ー17

0596ｰ78ｰ0311

https://isesima.jp/sushitomo/

2 民宿八方

度会郡 南伊勢町神前浦288-2

0596-76-0550

https://www.happou.me/

度会郡 南伊勢町栃木竈51-4

0596-78-0560

https://www.isesima.info/tochinoki/

48
49

フレンチレストラン「アッシュ・ドール」
都リゾート 志摩 ベイサイドテラス
和食レストラン「イグレック志摩」
都リゾート 奥志摩 アクアフォレスト
レストラン「はまなぎ」

3 ログコテージ

とちの木

その他の観光関連事業者
住所

店舗名
1 伊勢・船江温泉

みたすの湯

伊勢市 船江

1-471-3

電話番号

ホームページURL

0596-29-4126

http://mts-ise.com/yu

伊勢市 宇治中之切町52

0596-23-8834

https://okageyokocho.com/main/tenpo/akari/

伊勢市 宇治中之切町52

0596-23-8820

https://okageyokocho.com/main/tenpo/ajinoyakata/

2 おかげ横丁

灯りの店

3 おかげ横丁

伊勢路

4 おかげ横丁

伊勢路栽苑

伊勢市 宇治中之切町150-6

0596-23-3077

https://okageyokocho.com/main/tenpo/saien/

5 おかげ横丁

伊勢醤油本舗

伊勢市 宇治中之切町52

0120-093-716

https://okageyokocho.com/main/tenpo/iseshoyu/

6 おかげ横丁

伊勢萬

伊勢市 宇治中之切町77-2

0120-177-381

https://okageyokocho.com/main/tenpo/iseman/

7 おかげ横丁

伊勢宮忠

伊勢市 宇治中之切町52

0596-23-8839

https://okageyokocho.com/main/tenpo/miyatyu/

8 おかげ横丁

おかげ座

伊勢市 宇治中之切町52

0596-23-8844

https://okageyokocho.com/main/tenpo/okageza/

9 おかげ横丁

おみやげや

伊勢市 宇治中之切町52

0596-23-8838

https://okageyokocho.com/main/tenpo/omiyage/

10 おかげ横丁

神路屋

伊勢市 宇治中之切町52

0596-23-8822

https://okageyokocho.com/main/tenpo/kamiji/

11 おかげ横丁

かみなりや

伊勢市 宇治浦田1-5-2

0596-26-1333

https://okageyokocho.com/main/tenpo/kaminari/

12 おかげ横丁

吉兆招福亭

伊勢市 宇治中之切町52

0596-23-8852

https://okageyokocho.com/main/tenpo/shofukutei/

13 おかげ横丁

くつろぎや

伊勢市 宇治中之切町26

0596-23-8823

https://okageyokocho.com/main/tenpo/kutsurogiya/

14 おかげ横丁

くみひも平井

伊勢市 宇治浦田1-5-6

0596-26-2377

https://okageyokocho.com/main/tenpo/hirai/

15 おかげ横丁

酒徳昆布

伊勢市 宇治中之切町52

0596-23-8836

https://okageyokocho.com/main/tenpo/sakatoku/

16 おかげ横丁

志州ひらき屋

伊勢市 宇治中之切町52

0596-23-8832

https://okageyokocho.com/main/tenpo/hiraki/

17 おかげ横丁

しろがね屋

伊勢市 宇治中之切町52

0596-23-8825

https://okageyokocho.com/main/tenpo/shiroganeya/

18 おかげ横丁

銭屋

伊勢市 宇治中之切町52

0596-23-9014

https://okageyokocho.com/main/tenpo/zeniya/

19 おかげ横丁

他抜きだんらん亭

伊勢市 宇治中之切町12

0596-23-8730

https://okageyokocho.com/main/tenpo/danrantei/

20 おかげ横丁

つぼや

伊勢市 宇治中之切町52

0596-23-8775

https://okageyokocho.com/main/tenpo/tsuboya/

21 おかげ横丁

傳兵衛

伊勢市 宇治中之切町52

0596-23-8801

https://okageyokocho.com/main/tenpo/denbei/

22 おかげ横丁

晩酌屋久兵衛

伊勢市 宇治中之切町77-2

0596-23-8731

https://okageyokocho.com/main/tenpo/banshakuya/

23 おかげ横丁

豚捨

伊勢市 宇治中之切町52

0596-23-8803

https://okageyokocho.com/main/tenpo/butasute/

24 おかげ横丁

フルーツラボ

伊勢市 宇治中之切町52

0596-23-8830

https://okageyokocho.com/main/tenpo/fruitlab/

25 おかげ横丁

孫の屋三太

伊勢市 宇治中之切町52

0596-23-8851

https://okageyokocho.com/main/tenpo/santa/

26 おかげ横丁

みえぎょれん販売

伊勢市 宇治中之切町52

0596-23-8831

https://okageyokocho.com/main/tenpo/gyoren/

27 おかげ横丁

御木本眞珠島店

伊勢市 宇治中之切町52

0596-23-8817

https://okageyokocho.com/main/tenpo/mikimoto/

28 おかげ横丁

味匠館

伊勢市 宇治中之切町52

0596-23-8821

https://okageyokocho.com/main/tenpo/mishokan/

29 おかげ横丁

もめんや藍

伊勢市 宇治中之切町77

0596-23-8809

https://okageyokocho.com/main/tenpo/momenya/

30 おかげ横丁

山口誓子俳句館・徳力富吉郎版画館

伊勢市 宇治中之切町52

0596-23-8828

https://okageyokocho.com/main/tenpo/yamatoku/

31 おかげ横丁

横丁焼の店

伊勢市 宇治中之切町52

0596-23-8855

https://okageyokocho.com/main/tenpo/yokotyoyaki/

32 おかげ横丁

若松屋

伊勢市 宇治中之切町52

0596-23-8833

https://okageyokocho.com/main/tenpo/wakamatsuya/

33 ほぐし処よいとこせ

伊勢市 本町5-3

0596-67-7725

https://sites.google.com/site/iseyoitokose

34 若松屋

伊勢市 下野町653-9

0596-31-0123

https://www.wakamatsuya.co.jp/

鳥羽市 松尾町196-1

0599-20-0253

https://athleadplus.com/works/ippo/

2 だいまるや ハロー店

鳥羽市 大明西町1-1 鳥羽ショッピングプラザハロー

0599-26-3830

なし

3 丸佐ハロー店

鳥羽市 大明西町1-1 鳥羽ショッピングプラザハロー

0599-26-4303

なし

1 IPPO

名産味の館

内宮前酒造場

神話の館

下野工場店
WORKPLACE ANTENNA

SHOP

1 逢阪写真店

志摩市 磯部町恵利原1225-1

0599-55-0141

なし

2 伊勢志摩カントリークラブ

志摩市 磯部町的矢字白ケ谷187-1

0599-57-3251

https://www:daiwaroyalgolf.jp/iseshima_cc

3 近鉄賢島カンツリークラブ

志摩市 阿児町鵜方3620-5

0599-43-1082

https://golf-resort.kintetsu-re.co.jp/mie/kashikojima/

4 旬菜デリカ

志摩市 阿児町鵜方3215

0599-43-6565

なし

5 はたき米店

志摩市 磯部町迫間1859

0599-55-0074

http://komeya.jp.net

6 flashy

志摩市 阿児町志島95-2

090-4236-4431

https://flashyselectshop.com/

1 みなみいせレジャー村

度会郡 南伊勢町船越192

0599-66-0077

https://www.minamiise-leisuremura.com

バナナリーフ

