「行っ得！五島クーポン券」登録加盟店名簿（わくわく乗船券体験クーポン登録加盟店名簿ではありません。）
No. 施設名

連絡先

住所

tel:0959-74-1110

五島市池田町3-8

飲食店
1

鮨

居酒屋

石松

2

NEWパンドラ

tel:0959-87-2566

五島市玉之浦町玉之浦1153-2

3

てんじゅう

tel:0959-72-2376

五島市中央町3-7

4

中華料理

tel:090-3076-6155 五島市中央町4-6

5

寅寿司

6

レストラン

7

鮨割烹

8

焼肉

9

酒場

上海

tel:0959-72-1271

五島市中央町7-26

tel:0959-72-3346

五島市中央町7番地20

tel:0959-76-3270

五島市中央町6-5

泰陽

tel:0959-72-7687

五島市中央町1-17

松利

tel:0959-74-5078

五島市中央町4-4

はたなか

ひなかの

10 OmmO wammO

tel:080-5224-5339 五島市中央町4-3

11 居酒屋

tel:0959-72-2395

五島市中央町4-34

tel:0959-74-3552

五島市福江町10-5

13 和風レストラン望月

tel:0959-72-3370

五島市福江町5-12

14 焼肉の味よし

tel:0959-72-7608

五島市中央町3-23

15 椿茶屋

tel:0959-73-5940

五島市浜町1247

16 福江武家屋敷通りふるさと館

tel:0959-72-2083

五島市武家屋敷2丁目1-20

17 ごとうやかふぇ

tel:0959-88-9500

五島市吉久木町1495-1

18 ごと株式会社

tel:0959-75-0111

五島市吉久木町726-1

19 民宿

tel:0959-82-0251

五島市岐宿町3323-2

リバプール

12 いけす割烹

心誠

あびる

20 NICHI CAFE

自遊空間

tel:090-4980-7930 五島市東浜町1丁目10-16

21 たゆたう。

tel:0959-88-9444

22 EARTH

tel:080-3484-2882 五島市東浜町1-4-22

23 かきごや

こんねこんね

五島市東浜町1-10-1

tel:090-9959-0053 五島市東浜町1-9-17

24 道の駅

遣唐使ふるさと館

tel:0959-84-3555

五島市三井楽町浜の畔3150-1

25 居酒屋

ひかさ

tel:0959-76-3745

五島市幸町8-2

26 五島コンカナ王国

カウベル

tel:0959-72-1348

五島市上大津町2413

27 五島コンカナ王国

ばらもん

tel:0959-72-1348

五島市上大津町2413

tel:0959-74-5469

五島市上大津町2873-1

tel:0959-72-4526

五島市下大津町1985番地

tel:0959-75-0551

五島市三尾野町1-1-16

五島がうまい

tel:0959-88-9933

五島市籠淵町2450-1

西海タクシー

tel:0959-72-5131

五島市江川町3-3

28 鬼岳四季の里
29 五島カントリークラブ
30 居食家

クラブハウス

一番どり

31 産直市場
交通
1

有限会社

2

恵比寿レンタカー

tel:0959-72-6100

五島市江川町10-3

3

nikoレンタカー

tel:0959-82-0526

五島市岐宿町川原1285-5

4

ラインレンタカー

tel:0959-88-9795

五島市木場町83番地1

5

五島タクシー株式会社

tel:0959-72-2171

五島市栄町1-4

6

ニッポンレンタカー九州株式会社

tel:0959-72-2110

五島市栄町1-33

7

奈留島港レンタカー

tel:0959-64-2168

五島市奈留町泊198-11 奈留ターミナル

8

チャンスレンタカー

tel:0959-72-2415

五島市東浜町1丁目15-16

9

観光レンタカー

tel:0959-72-8788

五島市東浜町1丁目21-9

tel:0959-72-5015

五島市東浜町2-3-1

10 五島自動車

五島福江営業所

株式会社

11 株式会社

大波止タクシー

tel:0959-72-2854

五島市東浜町3丁目5-1

12 有限会社

木口汽船

tel:0959-73-0003

五島市平蔵町2746-2

tel:0959-72-7535

五島市三尾野2丁目5-20

tel:0959-86-0148

五島市富江町松尾636-1

tel:0959-72-7048

五島市三尾野町3丁目1-9

tel:0959-88-9500

五島市吉久木町1495-1

tel:0959-77-2366

五島市猪之木町290-5

tel:0959-88-9238

五島市江川町10-6

13 入江レンタカー
14 (株)S-Net レンタカー

富江営業所

15 (株)トヨタレンタリース長崎

福江店

16 ごとう屋レンタカー
宿泊施設
1

民宿割烹

深浦荘

2

ゲストハウス

3

コンドミニアムホテル

4

奥音

tel:050-3569-6863 五島市奥浦町1566

5

Guest House ASUKA

tel:0959-74-2702

五島市籠淵町2176-1

6

五島コンカナ王国

tel:0959-72-1348

五島市上大津町2413

7

ペンション

tel:0959-74-6295

五島市上大津町1271-4

8

民宿

魚津ヶ崎荘

tel:0959-82-0517

五島市岐宿1605-4

9

民宿

あびる

tel:0959-82-0251

五島市岐宿町3323-2

tel:0959-82-0526

五島市岐宿町川原1285-5

tel:0959-74-6228

五島市幸町2-4

12 五島第一ホテル

tel:0959-72-3838

五島市栄町6-19

13 GOTO TUBAKI HOTEL

tel:0959-74-5600

五島市栄町1-57

14 ビジネスホテル

tel:0959-72-2860

五島市栄町9-2

tel:0959-72-5540

五島市下大津町708-15

tel:0959-74-3939

五島市末広町3-9
五島市末広町7番地7

五島時光
Stay inn Blue

ゴンハウス

10 nikoハウス
11 ぴかいち

セカンド

三国

15 五島ゲストハウスビジネス
16 ホテル

ダウンタウン

みそら

tel:090-2777-4546 五島市江川町2-4

17 有限会社

ホテル上乃家

tel:0959-72-2465

18 ネドコロ

ノラ

tel:080-2789-4846 五島市玉之浦町荒川274-4

19 民宿

はまべ

tel:0959-87-2458

五島市玉之浦町大宝1083

tel:0959-75-0800

五島市中央町6-19

アイランド

tel:0959-72-2600

五島市中央町1-21

22 Nordisk Village Goto Islands

tel:0959-86-3900

五島市富江町田尾1233

23 さんさん富江キャンプ村

tel:0959-86-2920

五島市富江町土取1333

24 福良旅館

tel:0959-64-3106

五島市奈留町浦1895

25 民宿

tel:0959-64-2580

五島市奈留町浦253

26 奥居旅館

tel:0959-64-3135

五島市奈留町浦1894

27 カンパーナホテル

tel:0959-72-8111

五島市東浜町1丁目1番1号

28 民宿

かんこう

tel:0959-72-8788

五島市東浜町1丁目21-9

29 民宿

縁楽

tel:0959-72-8788

五島市東浜町1丁目21-9

30 民宿

五島

tel:0959-72-5911

五島市東浜町1-13-13

31 たゆたう。

tel:0959-88-9444

五島市東浜町1-10-1

tel:0959-73-0887

五島市平蔵町1055

tel:0959-84-2079

五島市三井楽町濱の畔1014

20 CONNE HOTEL
21 ビジネスホテル

かどもち

32 浜辺の旅籠
33 民宿

おもてなし

登屋

34 マリアージュ
35 ビジネスホテル

メゾン
いりえ荘

tel:080-8389-4411 五島市三尾野町312-7
tel:0959-72-7435

五島市吉久木町691-1

36 ごとう屋

tel:0959-88-9500

五島市吉久木町1495-1

37 海と星の宿

tel:0959-73-5462

五島市増田町417-3

