「行っ得！壱岐クーポン券」登録加盟店名簿
No 施設名

（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。）
連絡先

住所

tel:0920-47-0577

郷ノ浦町片原触441

飲食店
1

壱岐牛・和牛

弦

2

シェフのごはん柳田

tel:0920-40-0032

郷ノ浦町柳田触459-5

3

洋食と珈琲の店

tel:0920-47-1233

郷ノ浦町本村触526

4

寿司割烹

tel:0920-47-1290

郷ノ浦町東触171-1

5

レストハウス

tel:0920-48-1355

郷ノ浦町坪触3151-4

6

壱岐食堂

tel:090-3197-1212

郷ノ浦町郷ノ浦110-12

7

和風レストラン

tel:0920-47-0166

郷ノ浦町郷ノ浦71

8

まる辰

tel:0920-47-6607

郷ノ浦町郷ノ浦47

9

ひげだるま壱岐店

tel:0920-48-1222

郷ノ浦町郷ノ浦281-6

10 乃もと寿司

tel:0920-47-0153

郷ノ浦町郷ノ浦25-3

11 居酒屋

tel:0920-47-4110

郷ノ浦町郷ノ浦20-1

tel:0920-47-6797

郷ノ浦町郷ノ浦188-1

tel:0920-47-4004

郷ノ浦町郷ノ浦145

tel:0920-40-0195

郷ノ浦町釘山触628

tel:0920-47-0307

郷ノ浦町片原触5-6

tel:0920-49-6076

郷ノ浦町片原触413

17 壱岐オリーブ園株式会社

tel:0920-47-6737

郷ノ浦町片原触1190

18 赤とんぼ

tel:0920-47-0789

郷ノ浦町片原触32

19 みかど食堂

tel:0920-47-4074

郷ノ浦町110-16

20 居酒屋

tel:0920-47-0006

郷ノ浦町郷ノ浦164

21 三益寿司

tel:0920-47-0268

郷ノ浦町郷ノ浦74

22 旬家

tel:0920-48-0237

郷ノ浦町郷ノ浦100

23 福寿飯店

tel:0920-47-0879

郷ノ浦町郷ノ浦131

24 味よし

tel:0920-47-0688

郷ノ浦町本村触519-11

tel:0920-47-4038

郷ノ浦町本村触519

26 かもめの朝ごはん

tel:0920-47-4539

郷ノ浦町郷ノ浦405-6

27 いけす寿司割烹

しな川

tel:0920-43-0567

勝本町湯本浦1

28 壱岐リトリート 海里村上

tel:0920-43-0770

勝本町立石西触119-2

29 モカジャバカフェ

tel:0920-42-0500

勝本町勝本浦359

tel:0920-40-0003

勝本町勝本浦318

tel:0920-42-0007

勝本町勝本浦279

tel:0920-42-2345

勝本町勝本浦201

tel:0920-42-0072

勝本町大久保触1827-5

34 壱岐イルカパーク アンド リゾート

tel:0920-42-0759

勝本町東触2668番地3

35 壱岐カントリー倶楽部

tel:0950-42-1028

勝本町新城西触1645

36 喫茶

tel:0920-44-6681

石田町西触1067-3

tel:090-8669-7756

石田町筒城仲触筒城浜海水浴場内

tel:090-9070-1294

石田町筒城仲触筒城浜海水浴場内

tel:0920-44-6666

石田町筒城東触842-4

よしとみ

tel:0920-45-1379

芦辺町芦辺浦312

ひこひなもり

tel:0920-45-2065

芦辺町深江鶴亀触1092-5

42 SHOP & CAFE 壱膳

tel:0920-45-3875

芦辺町箱崎中山触2604

43 新鮮魚類

tel:0920-45-4777

芦辺町瀬戸浦150-2

tel:0920-45-3265

芦辺町瀬戸浦256-7

tel:080-4277-7481

芦辺町芦辺浦70

tel:0920-45-2153

芦辺町諸吉本村触1307番地

トロル

魚よし
yui
海岸

かおる

12 お食事処

みうらや

13 レストラン

ぽけっと

14 パンプラス
15 くいもの家
16 味処

三平

壱州本陣

ときわ
えん

25 大衆割烹

太郎

30 港町酒場
31 食堂

大久保本店

あかり屋

よしもと

32 お食事処
33 割烹

大幸

一富士

花椿

37 海の家

ビーチボーイ

38 Beach House

海坊主

39 ハワイ
40 民宿

食事処

41 一支國研究会

44 割烹

吉祥

45 居食処

豊月
空と海

46 うにめし食堂

はらほげ

47 CHILITOLI 自由食堂

tel:0920-40-0107

芦辺町芦辺浦62

48 味どころ

喜安州

tel:0920-45-3977

芦辺町諸吉大石触427-33

49 カキハウス内海湾

tel:0920-45-2094

芦辺町諸吉南触111-2

宿泊施設
1

ビューホテル壱岐

tel:0920-47-0567

郷ノ浦町郷ノ浦401

2

漁師宿

tel:0920-47-0854

郷ノ浦町渡良浦37

3

壱岐ステラコート太安閣

tel:0920-47-3737

郷ノ浦町本村触760-1

4

壱岐第一ホテル

tel:0920-47-1221

郷ノ浦町本村触519-7

5

旅館

tel:0920-47-1373

郷ノ浦町麦谷触1601-11

6

西岡屋旅館

tel:0920-47-0025

郷ノ浦町郷ノ浦37

7

壱岐マリーナホテル(株)

tel:0920-47-0603

郷ノ浦町郷ノ浦205-1

8

くいもの家

tel:0920-47-0307

郷ノ浦町片原触5-6

9

民宿

tel:0920-47-0730

郷ノ浦町片原触2559

10 アイランド壹岐2号館

tel:0920-47-5868

郷ノ浦町片原触221-1

11 弁天荘

tel:0920-47-0400

郷ノ浦町片原触1558

12 旅館

tel:0920-43-0004

勝本町湯本浦58

郷

tel:0920-42-0654

勝本町仲触1789

14 潮湯の宿

海老館

tel:0920-43-0012

勝本町立石西触91-5

15 株式会社

平山旅館

tel:0920-43-0016

勝本町立石西触77

16 壱岐リトリート 海里村上

tel:0920-43-0770

勝本町立石西触119-2

17 国民宿舎

tel:0920-43-0124

勝本町立石西触101

tel:0920-42-0065

勝本町勝本浦571

19 ゲストハウスLAMP壱岐

tel:0920-40-0071

勝本町勝本浦253

20 いるかの宿

tel:0920-42-1900

勝本町勝本浦154-1

tel:0920-44-8755

石田町南触61

tel:0920-44-6038

石田町筒城東触399

23 シーサイドイン白鴎

tel:0920-44-5193

石田町筒城東触1899-2

24 民宿

宝来荘

tel:0920-44-5302

石田町筒城東触1837-1

25 民宿

ひとみ

tel:0920-44-5692

石田町筒城東触1750

26 民宿

島来荘

tel:0920-44-5587

石田町筒城東触1747

tel:0920-44-6654

石田町筒城東触1636

tel:070-2489-4300

石田町筒城東触1482-1

千賀荘

tel:0920-44-5294

石田町筒城東触1085

30 さつきハウス

tel:0920-44-5135

石田町筒城東触1049-2

31 旅館

tel:0920-44-5887

石田町印通寺通176-21

32 カモメのとまり木

tel:0920-44-6600

石田町筒城東触1531-1

33 グランビーチ

tel:0920-44-6666

石田町筒城東触842-4

34 民宿

tel:0920-44-5111

石田町南触540

tel:0920-44-5818

石田町筒城仲触1786

民宿

船場荘

太公望

三平

滝の上

千石荘

13 古民家民宿

18 民宿

壱岐島荘

ふくや荘

21 ペンション
22 民宿

スーベニール

マリン

27 安堵家

宝盛荘

近海荘

28 IKI COUNTRY HOUSE
29 繁屋

網元

福川荘

35 グルメ宿

壱岐牧場

green fields & sea hotel

36 旅館

ニュー長州

tel:0920-44-5038

石田町池田東触984-2

37 味処

ふうりん

tel:0920-44-8010

石田町本村触26

38 民宿

食事処

tel:0920-45-1379

芦辺町芦辺浦312

39 かねや別館

tel:0920-45-0350

芦辺町諸吉大石触472-12

40 民泊

tel:090-2096-5330

芦辺町箱崎中山触896-3

41 ゲストハウス和茶美

tel:080-1786-6170

芦辺町箱崎中山触2375

42 民宿

明るい農村

tel:0920-45-0988

芦辺町中野郷仲触1102

43 民宿

食事処

tel:0920-45-1379

芦辺町芦辺浦312

44 吉見屋旅館

tel:0920-45-0008

芦辺町芦辺浦265

45 奥野旅館

tel:0920-45-0023

芦辺町芦辺浦80

よしとみ

貸切民家

よしとみ

46 民宿

勝丸荘

47 みなとやゲストハウス

tel:0920-45-1489

芦辺町諸吉本村触1327-3

tel:0920-40-0190

芦辺町芦辺浦258

交通
1

壱岐交通レンタカー

tel:0920-47-1161

郷ノ浦町本村触676-13

2

壱岐交通タクシー株式会社

tel:0920-47-1155

郷ノ浦町本村触676-13

3

株式会社壱岐観光タクシー

tel:0920-47-1371

郷ノ浦町本村触676-13

4

みなとレンタカー

tel:0920-47-5212

郷ノ浦町志原南触65

5

壱岐交通

tel:0920-47-1255

郷ノ浦町東触575番地2

6

ニコニコレンタカー

tel:0920-48-0201

郷ノ浦町田中触1177-1

7

有限会社

tel:0920-43-0880

勝本町東触94-1

8

網元レンタカー

tel:0920-44-5087

石田町印通寺通176-21

9

株式会社

玄海交通

tel:0920-44-5826

石田町筒城東触1730番地

10 有限会社

玄海タクシー

tel:0920-43-0880

石田町筒城東触1730番地

11 有限会社

壱岐レンタカー

tel:0920-47-5357

石田町池田東触77番地1

12 玄海交通レンタカー

tel:0920-44-5658

石田町池田東触77番地1

13 空港レンタカー

tel:0920-44-5077

石田町筒城東触1784

14 ニコニコレンタカー壱岐店

tel:0920-45-0191

芦辺町諸吉二亦触1648-6

15 株式会社

tel:0920-45-4050

芦辺町諸吉仲触671

tel:0920-43-0880

芦辺町諸吉大石触427-15

株式会社
壱岐郷ノ浦店

勝本タクシー

芦辺レンタカー

16 文化バス.タクシー

株式会社

