
                                              令和 4年 9月 12日　現在

1 五十鈴塾 伊勢市 宇治浦田1丁目5-3 0596-20-8251 https://isuzujuku.org/

2 美し国観光ステーション 伊勢市 宇治今在家町 117 0596-24-3501 oisesan@ise-cci.or.jp

3 菊一文字本店 伊勢市 本町18-18 0596-28-4933 https://isekikuichi.com/

4 外宮前観光案内所 伊勢市 本町14-6 0596-23-3323 https://ise-kanko.jp/purpose/gekumae-info/

5 二見浦観光案内所 伊勢市 二見町茶屋111-1 0596-43-2331 https://ise-kanko.jp/purpose/futamiura-info/

6 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

7 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 0596-43-4111 https://www.ise-seaparadise.com/

1 相差海女文化資料館 鳥羽市 相差町 1238 0599-33-7453 https://osatsu.org/amabunka

2 鳥羽市観光案内所 鳥羽市 鳥羽1丁目8-13（近鉄鳥羽駅） 0599-25-2844 http://www.toba.gr.jp/

3 志摩マリンレジャー 鳥羽市 鳥羽市鳥羽1丁目2383-51 0599-25-4800 https://peraichi.com/landing_pages/view/tobamarine

1 磯体験施設　海ほおずき 志摩市 浜島町浜島 465-14 0599-53-1002 https://www.umihozuki.org/index.php

2 志摩市観光案内所 志摩市 阿児町鵜方 1670-2 0599-46-1112 http://www.kanko-shima.com/

3 大王崎観光駐車場 志摩市 大王町波切 276 0599-72-0007 https://daiozaki.com/index.html

4 道の駅「伊勢志摩」 志摩市 磯部町穴川 511-5 0599-56-2201 https://www.cbr.mlit.go.jp/michinoeki/mie/mie12.html

1 南伊勢町観光協会 度会郡 南伊勢町五ヶ所浦3917 0599-66-1717 https://www.minami-ise.jp/index.html

2 里の駅　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/

3 ひものや三五七や 度会郡 南伊勢町古和浦234-4 0596-78-0888 https://3578.info/

店舗名 電話番号 ホームページURL

1 麻野館 伊勢市 二見町茶屋537-10 0596-43-2014 http://www.asanokan.com/

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

4 伊勢  戸田家料唵 伊勢市 大世古1-1-20 0596-28-4855 http://www.ryoan.co.jp

5 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

6 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/

7 岩戸館 伊勢市 二見町茶屋 0596-43-2122 iwatokan@beach.ocn.ne.jp

8 ウィークリーマンション伊勢 伊勢市 吹上1-7-5 0596-27-2002 info@weekly-ise.jp

9 AUBERGE YUSURA 伊勢市 二見町松下1347-2 0596-63-5511 https://yusura-ise.com

10 海洋楼 伊勢市 二見町566－4 0596-43-2221 https://kaiyoro.com/

11 紅葉軒 伊勢市 宮町1-14-17 0596-28-2456 https://www.kouyouken.com/

12 神宮会館 伊勢市 宇治中之切町152 0596-22-0001 https://www.jingukaikan.jp/

13 千の杜 伊勢市 佐八町池の上1165-1 0596-39-1200 https://sennomori.kaiei-ryokans.com/

14 東横INN伊勢市駅 伊勢市 大世古2-9-11 0596-20-1045 https://www.toyoko-inn.com

15 日章館 伊勢市 二見町茶屋537番地の１ 0596-43-5000 https://www.stay.co.jp

16 浜千代館 伊勢市 二見町茶屋537-26 0596-43-2050 http://www.hamachiyokan.com

17 ビジネスホテル山本 伊勢市 本町6番19号 0596-23-5101 https://www.hotel-Yamamoto.com/

18 日の出旅館 伊勢市 吹上1丁目-8-35 0596-28-2954 https://www.hinoderyokan.jp

19 藤むら家 伊勢市 曽祢1-13-2 0596-28-2497 https://fujimuraya.jp

20 ホテル清海 伊勢市 二見町松下1349-136 0596-43-2046 https://www.hotel-seikai.com

21 松阪屋　吸霞園 伊勢市 二見町茶屋537-10 0596-43-2007 https://kyukaen.jp/

22 海恵の宿　食遊人 伊勢市 村松町1379-1 0596-38-0022 http://mienoyado.himonojk.com

23 民宿ヤマト 伊勢市 二見町茶屋9-7 0596-43-2215 m-yamato@k5.dion.ne.jp

24 山田館 伊勢市 本町13-1 0596-28-2532 https://www.ise-yamadakan.com

25 やわらの湯　まるや 伊勢市 二見町茶屋277-2 0596-43-0800 https://futami.biz/

26 有限会社　潮香苑 伊勢市 二見町茶屋222-7 0596-43-2303 WWW.chokoen.jp

27 料理旅館 おく文 伊勢市 宮町1-9-49 0596-28-2231 https://okubun.jp

28 旅館つるや 伊勢市 本町２０ー２０ 0596-28-2874 info@ryokan-tsuruya

29 旅荘海の蝶 伊勢市 二見町松下1693番地 0596-44-1050 https://www.uminochou.com/

30 レディース　ウィークリールーム伊勢 伊勢市 吹上１丁目３ー２４ 0596-22-5077 なし

伊勢志摩ジャンボ!!　クーポン引換所「旅処」一覧

「旅処」をしていただける施設（事務局からの依頼分）

「旅処」をしていただける宿泊施設

住所

https://isuzujuku.org/
mailto:oisesan@ise-cci.or.jp
https://isekikuichi.com/
https://ise-kanko.jp/purpose/gekumae-info/
https://ise-kanko.jp/purpose/futamiura-info/
https://osatsu.org/amabunka
http://www.toba.gr.jp/
https://peraichi.com/landing_pages/view/tobamarine
https://www.umihozuki.org/index.php
http://www.kanko-shima.com/
https://daiozaki.com/index.html
https://www.cbr.mlit.go.jp/michinoeki/mie/mie12.html
https://www.minami-ise.jp/index.html
https://www.naize.net/
https://3578.info/
http://www.asanokan.com/
https://greens.co.jp/isech/
https://www.greens.co.jp/
http://www.ryoan.co.jp/
https://www.pearlpier.com/
https://www.hotespa.net/hotels/ikyu/
mailto:iwatokan@beach.ocn.ne.jp
mailto:info@weekly-ise.jp
https://yusura-ise.com/
https://kaiyoro.com/
https://www.kouyouken.com/
https://www.jingukaikan.jp/
https://sennomori.kaiei-ryokans.com/
https://www.toyoko-inn.com/
https://www.stay.co.jp/
http://www.hamachiyokan.com/
https://www.hotel-yamamoto.com/
https://www.hinoderyokan.jp/
https://fujimuraya.jp/
https://www.hotel-seikai.com/
https://kyukaen.jp/
http://mienoyado.himonojk.com/
mailto:m-yamato@k5.dion.ne.jp
https://www.ise-yamadakan.com/
https://futami.biz/
http://www.chokoen.jp/
https://okubun.jp/
mailto:info@ryokan-tsuruya
https://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 あそびこころの宿のいち 鳥羽市 相差町1405 0599-33-6346 https://www.noichi.jp/

5 あみ源 鳥羽市 畔蛸町１８６番地 0599-33-6154 https://www.amigen.jp/

6 安楽島温泉湯元海女乃島 鳥羽市 安楽島町1075-100 0599-26-2662 https://www.amanoshima.com/

7 あわびと伊勢エビのお宿　たまや 鳥羽市 国崎町733-4 0599-33-6561 https://www.tama-ya.com

8 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

9 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/

10 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/

11 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/

12 大江戸温泉物語TAOYA志摩 鳥羽市 浦村町1926-1 0599-32-1111 https://taoya-shima.ooedoonsen.jp

13 御宿The Earth 鳥羽市 石鏡町中ノ山龍の栖 0599-32-6801 https://www.the-earth.in/

14 御宿瀬乃崎 鳥羽市 畔蛸町127-42 0599-33-6003 なし

15 懐古ロマンの宿　季さら 鳥羽市 安楽島町1075-11 0599-21-1700 https://www.toba-kisara.com/

16 海楽園 鳥羽市 小浜町299-40 0599-25-3202 https://www.kairakuen.net

17 香潮 鳥羽市 相差町1362-5 0599-33-7112 https://kasio-kappo.com

18 片浜荘 鳥羽市 相差町1522-37 0599-33-7133 https://katahamasou.com/

19 季さら別邸刻～Toki～ 鳥羽市 安楽島町1075-7 0599-21-1900 https://www.toba-kisara.com/

20 錦浦館 鳥羽市 鳥羽1-10-38 0599-25-2001 http://www.kinpokan.com/

21 ＫＫＲ鳥羽いそぶえ荘 鳥羽市 安楽島町1075 0599-25-0599 https://toba.kkr.or.jp

22 心に宿る　芭新萃 鳥羽市 石鏡町187 0599-32-6100 http://www.hanashinsui.com/

23 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

24 潮風の宿　やま七 鳥羽市 答志町958 0599-37-2034 http://yama7.net

25 潮騒の宿　うえ久 鳥羽市 相差町431 0599-33-6221 https://uehisa.com/

26 潮路亭 鳥羽市 鳥羽1-23-1 0599-26-5477 https://www.shiojitei.jp

27 志摩ビーチホテル 鳥羽市 相差町1522-40 0599-33-6110 https://www.shima-beach.com

28 新八屋 鳥羽市 石鏡町338-1 0599-32-5321 https://www.shinpachiya.com

29 小さなお宿　長岡 鳥羽市 相差町444-1 0599-33-6023 https://www.pico-co.com/nagaoka/

30 定洋 鳥羽市 答志町1354 0599-37-2011 http://www.teiyou.com

31 伝洋 鳥羽市 相差町255-2 0599-33-6166 http://www.denyou.gr.jp/

32 答志島温泉　寿々波 鳥羽市 答志町735番地 0599-37-2001 http://www.suzunami.net/

33 戸田家 鳥羽市 鳥羽1丁目24-26 0599-25-2500 https://www.todaya.co.jp/

34 鳥羽　胡蝶蘭 鳥羽市 小浜町237-1 0599-25-2170 http://www.kochoran.co.jp/

35 鳥羽グランドホテル 鳥羽市 小浜町239-9 0599-25-4141 https://jgh.jp/

36 鳥羽国際ホテル 鳥羽市 鳥羽1-23-1 0599-26-4121 https://www.tobahotel.co.jp/

37 鳥羽シーサイドホテル 鳥羽市 安楽島町1084番地 0599-25-5151 https://www.tobaseasidehotel.co.jp/

38 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.yvh-hana.co.jp/

39 海幸の宿 なかよし 鳥羽市 相差町1092 0599-33-6218 https://www.nakayoshi-inn.com/

40 波音の宿　中村屋 鳥羽市 答志町2137-3 0599-37-2065 http://www.toba-nakamuraya.com/

41 錦屋旅館 鳥羽市 鳥羽3-32-8 0599-25-7160 なし

42 花海鮮とと 鳥羽市 安楽島町1075-111 0599-26-3301 なし

43 花の小宿　重兵衛 鳥羽市 相差町1395 0599-33-6220 https://www.ju-bei.com/

44 浜の雅亭一井 鳥羽市 相差町1522-27 0599-33-7555 https://www.toba-ichii.jp/

45 Bali&Resort SAYAの風 鳥羽市 安楽島町1075-26 0599-37-7131 https://sayanokaze.jp/

46 秀丸花ごころ 鳥羽市 石鏡町392 0599-32-5201 https://hidemaru-hanagokoro.jp/

47 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

48 ホテル浜離宮 鳥羽市 鳥羽1-22-19 0599-25-6868 http://www.hamarikyu.jp

49 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/

50 丸仙旅館 鳥羽市 国崎町285 0599-33-6052 http://www.marusen.net/

51 味覚の宿　幸洋荘 鳥羽市 相差町1110-1 0599-33-6217 http://www.toba-koyoso.com/

52 民宿上耕 鳥羽市 相差町338 0599-33-6511 http://ueko.jp

53 民宿かしま 鳥羽市 相差町1219 0599-33-6750 https://www.toba-kashima.jp/

54 民宿ささき 鳥羽市 相差町334 0599-33-6096 なし
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55 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 http://yukai.jp

56 リゾートヒルズ豊浜蒼空の風 鳥羽市 相差町1471 0599-33-6000 https://www.toyohama.co.jp/

57 竜宮料理の宿　八島 鳥羽市 答志町９０３番地 0599-37-2075 http://ryugu-yashima.com/

58 漁師の宿　まさみや 鳥羽市 相差町1410-1 0599-33-6239 http://www.masamiya.com/

59 料理の宿　銀鱗 鳥羽市 浦村町1208-5 0599-32-1001 https://www.ginrin.co.jp

60 旅館　大田家 鳥羽市 相差町1411 0599-33-6203 https://ryokan-ohtaya.com/

61 旅館海月 鳥羽市 鳥羽1丁目１０－５２ 0599-26-2056 https://www.kaigetsu.co.jp/

62 旅館まつや 鳥羽市 相差町1256 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 お宿　恋波 志摩市 阿児町甲賀2326－1 0599-45-5173 なし

6 風待ちの湯　福寿荘 志摩市 磯部町渡鹿野517 0599-57-2910 http://www.fukujyuso.co.jp/

7 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://hotelbaygarden.com/

8 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

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

10 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 https://878hanaya.net/

11 近鉄レジャーサービス株式会社　賢島宝生苑 志摩市 阿児町神明718番地の3 0599-43-3111 https://hojoen.com/

12 かねよ旅館 志摩市 阿児町安乗９３３ 0599-47-3010 https://www.kaneyo.info/

13 Kabuku Resort 志摩市 阿児町志島876 0599-77-7369 http://kabuku-co.jp/

14 近鉄浜島カンツリークラブ　ロッジ 志摩市 浜島町迫子1614-1 0599-52-1141 http://www.kintetsu-re.co.jp/hamajima/

15 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/

16 くつろぎの小さな宿　おおなみ 志摩市 阿児町安乗1119-4 0599-47-4045 https://www.ohnami.net/

17 グランピングリゾート　グランパ 志摩市 阿児町神明480-13 0599-52-0005 http://www.granp.net

18 グルメペンション青い海 志摩市 浜島町浜島3024-2 0599-53-2227 なし

19 心湯あそびねぼーや 志摩市 阿児町甲賀4578-1 0599-45-0111 https://www.neboya.com/

20 サンペルラ志摩 志摩市 磯部町的矢314 0599-57-2130 https://www.sunperla-shima.jp/

21 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/

22 シーズンインアミーゴス 志摩市 磯部町坂崎818-1 0599-57-3211 https://www.parque-net.com/hotel/other/seasonin.html

23 志洲閣 志摩市 阿児町国府３６９３－１６ 0599-47-3288 http://www.shishukaku.yad.jp

24 志摩オートキャンプ場 志摩市 志摩町越賀2279 0599-85-6500 https://www.azuri.jp/

25 志摩観光ホテル ザ クラシック 志摩市 阿児町神明731 0599-43-1211 https://www.miyakohotels.ne.jp/shima/

26 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/

27 志摩きらく荘 志摩市 志摩町越賀2275番地2 0599-65-7171 http://shima-kirakusou.com/

28 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/

29 ステーションホテル磯部 志摩市 磯部町迫間1814 0599-56-0050 なし

30 汀渚　ばさら邸 志摩市 阿児町鵜方3618-74 0599-46-1189 https://www.basaratei.com/

31 中井荘 志摩市 浜島町浜島3246 0599-53-0246 https://nakaisou.com/

32 NEMU RESORT 志摩市 浜島町迫子2692-3 0599-52-1211 https://www.nemuresort.com/

33 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

34 はいふう 志摩市 磯部町渡鹿野524 0599-57-2255 https://www.hai-fu.jp/

35 檜扇荘 志摩市 阿児町鵜方943-1 0599-43-0077 https://hiogiso.com

36 ビジネス旅館ますや 志摩市 阿児町鵜方2404-3 0599-43-0146 なし

37 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/

38 ひろおか荘 志摩市 阿児町甲賀3741 0599-45-3121 https://hirookasou.com

39 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://yu-ga.in/

40 Hotel＆Resorts ISE-SHIMA 志摩市 磯部町的矢字笠取939-6 0599-55-2111 http://www.daiwaresort.jp/ise/

41 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/hotel/

42 ホテル槇之木 志摩市 大王町波切２２３５－１３ 0599-72-4155 http://www.makinoki.jp/

43 岬の宿　礒﨑 志摩市 阿児町安乗777 0599-47-3003 https://isesima.net/isozaki/

44 都リゾート 奥志摩 アクアフォレスト 志摩市 大王町船越3238-1 0599-73-0001 https://www.miyakohotels.ne.jp/aqua-forest/

45 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/

46 民宿　珠 志摩市 大王町畔名423-1 0599-72-1345 なし
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47 やまもと　旅館 志摩市 阿児町国府　3677-5 0599-47-3416 http://anoriyamamoto.com

48 湯快リゾート　志摩彩朝楽 志摩市 阿児町神明687-2 0570-550-078 https://yukai-r.jp/shima-saichoraku/

49 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

50 LUXUNA伊勢志摩 志摩市 志摩町御座878 599777500 https://luxuna2021.com/

51 リゾートパークともやま 志摩市 大王町船越２７４６－３７ 0599-72-2321 http://www.tomoyama.co.jp

52 料理旅館　魚元 志摩市 阿児町安乗1245番地 0599-47-4123 http://fugu-uomoto.com

53 料理旅館　丸寅 志摩市 阿児町安乗1408-1 0599-47-3315 https://marutora.net

54 料理旅館新和具荘 志摩市 志摩町和具1537-4 090-9022-6881 https://www.shinwagusou.com

55 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/

56 旅館　橘 志摩市 磯部町的矢310-1 0599-57-2731 tatibana@tatibana.com

57 旅館富久潮 志摩市 阿児町国府3675-1 0599-47-3520 http://www.iseshima.net/fukushio/

1 ISE-SHIMA OCEAN VILLA 倭 度会郡 南伊勢町田曽浦119番地１ 0599-77-6208 https://iseshimaoceanvillayamato.com

2 海ぼうず 度会郡 南伊勢町相賀浦３４８ 0599-64-0010 なし

3 かわちや旅館 度会郡 南伊勢町神前浦244 0596-76-0050 http://www.isesima.jp/kawatiya/

4 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

5 寿し友旅館 度会郡 南伊勢町古和浦147ー17 0596ｰ78ｰ0311 https://isesima.jp/sushitomo/

6 大來旅館 度会郡 南伊勢町迫間浦804-1 0599-64-2778 https://daikiryokan.amebaownd.com/

7 TASO BEACH HOUSE 度会郡 南伊勢町田曽浦119番地１ 0599-77-6208 https://www.tasobeachhouse.com

8 TASO FOREST CAMP 度会郡 南伊勢町田曽浦119番地１ 0599-77-6208 https://www.tasoforestcamp.com

9 TASO FOREST MARINA 度会郡 南伊勢町田曽浦119番地１ 0599-77-6208 https://tasoforestmarina.com

10 ニューまつおか 度会郡 南伊勢町東宮102-1 0596-72-0588 www.amigo2.ne.jp/～shutarou

11 浜口屋 度会郡 南伊勢町田曽浦　3924 0599-69-2067 http://www.amigo2.ne.jp/~hamayuu/

12 マリンハウスとよや勘兵衛 度会郡 南伊勢町礫浦153番地 0599-64-2038 http://toyoyakanbeh@amigo2.ne.jp

13 民宿八方 度会郡 南伊勢町神前浦288-2 0596-76-0550 https://www.happou.me/
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