
2021年8月4日

隠岐の島町 海士町
番号 宿泊施設名 住　　　　　所 提供サービス 電話番号

(08512)
番号 宿泊施設名 住　　　　　所 提供サービス 電話番号

(08514)

1 民宿吉岡 城北町175番地 宿泊/飲食 2-3073 57 隠岐海士交通(株) 海士2494 交通 2-0020

2 サカータブロス 中町目貫の四、54-7 飲食 090-1535-0434 58 (株)隠岐桜風舎 海士1784 観光体験/小売り/飲食 2-2311

3 (有)セイクリエイト隠岐の国ダイビング 津戸1275-5 体験 6-3241 59 岡村釣具・鮮魚店 福井1255-4 小売り 2-0145

4 海老屋酒店 港町塩口27 小売り 2-0420 60 海士ダイビングサービス 豊田2-1 観光体験 2-1203

5 酔仙 西町八尾の一、2-20 飲食 2-1662 61 (有)脇谷商店 福井1267-1 小売り 2-0264

6 マイ 西町八尾の一、14-1 飲食 2-0190 62 但馬屋 海士4602-1 宿泊 2-0437

7 ゲストハウス旬の宿「川秀」 原田1489 宿泊 090-3747-6291 63 島のほけんしつ蔵 福井1367-1 観光体験/小売り 080-5333-0813

8 隠岐ふるさと直売所協同組合 西町八尾の一、48-11 小売り 2-8633 64 船渡来流亭 福井1365-5 飲食 2-1510

9 (有)柘植文具 有木山崎19-25 小売り 2-1266 65 島じゃ常識商店 福井1365-5 小売り 2-1510

10 (有)あずま家具住建センター 城北町340 小売り/飲食 2-3265 66 Entô 福井1375-1 宿泊 2-1000

11 味太郎 中町目貫の四、42 飲食 2-0422 67 紺屋 海士1456-5 飲食 2-1717

12 レストハウスポーレスト 布施1111-9 飲食 7-4888 68 お泊り処　なかむら 海士1456-5 宿泊 2-1717

13 山陰観光開発株式会社 中町目貫の四、54-3 体験/小売り 2-7100 69 (一社)海士町観光協会 福井1365-5 観光体験 2-0101

14 (有)中田石油店 北方420 小売り 5-2111 70 民宿あたらし家 福井429-2 宿泊 080-8232-9691

15 スナックオアシス 中町目貫の四、9-1 飲食 2-1035 71 和泉荘 豊田147 宿泊 2-0547

16 (株)ヤマダヤ（ショッピングセンターひまり）平431-1 小売り 2-7770 116 きくらげちゃかぽんMOTEKOIYO 福井1365-1 飲食 090-6538-0826

17 (有)早川石油 西町名田の三、14-3 小売り 2-0271 118 (株)隠岐牛企画　(隠岐牛店) 福井1368 小売り/飲食 2-1522

18 吉井商店 西町八尾の一、33-34 小売り 2-0813 122 しゃん山 福井1365-5 小売り 2-1006

19 フィッシャーマンズワーフ隠岐 中町目貫の四、58-1 小売り/飲食 2-6600 西ノ島町
20 (有)伊藤商店 西町八尾の一、48-21 小売り 2-0260 番号 宿泊施設名 住　　　　　所 電話番号

(08514)

21 (有)おき精肉店　(勇花理) 栄町592 小売り/飲食 2-0507 72 ホテル隠岐 美田4386 宿泊 7-8500

22 手打ちうどん水車 城北町376 飲食 2-3153 73 だるまや 美田3506-16 宿泊施設/観光体験/小売
り/飲食

6-0522

23 (株)隠岐プラザホテル 港町天神原11-1 宿泊/小売り 2-0111 74 ふるさと隠岐の台所　はな 美田2046-3 飲食 2-2202

24 八百杉 中町目貫の二、16 飲食 2-0028 75 磯四季 美田4386 飲食 7-8000

25 (一社)隠岐の島町観光協会 中町目貫の四、61 体験 2-0787 76 Bistrod′oki 浦郷544-6 飲食 080-1750-0716

26 (有)太陽車輌 西町吉田の二、26-5 交通 2-1167 77 おき龍宮堂 浦郷544-38 飲食 6-0224

27 底底上上 城北町376 飲食 2-5119 78 軽食あすか 浦郷514-4 飲食 6-0401

28 (株)スマイル 平571 小売り 2-6207 79 クラブノア隠岐 美田3078-12 観光体験 6-0825

29 (有)武田商店 港町天神原29 小売り 2-0227 80 鏡谷タクシー 別府3-5 観光体験/交通 7-8321

30 ホテル島 中町目貫の三31 宿泊 2-0481 81 隠岐観光株式会社 浦郷544-15 観光体験/交通 6-0016

31 古岡商店 都万2100-3 小売り 090-4696-8440 82 原交通有限会社 浦郷241 交通 6-0056

32 まぁる 西町名田の五16-7 飲食 090-7497-7653 83 焼火窯 美田973 観光体験/小売り/飲食 6-1151

33 (株)味彩海道 平136-1 小売り 2-0673 84 にしわき鮮魚店 浦郷677 小売り/飲食 6-0518

34 末広 西町 飲食 2-0014 85 シマヤ書店 浦郷352-1 小売り 6-0434

35 (有)服部 城北町371番地 小売り 2-0092 86 (株)日本海隠岐活魚倶楽部 浦郷544-38 小売り 6-1385

36 (有)泉商会 西町八尾の二74番地 小売り/交通 2-0139 87 隠岐汽船商事別府売店 美田八幡の前4386-1 小売り 7-8175

37 隠岐一畑交通(株) 中町出雲結ノ上2-1 交通 2-1281 88 有限会社安藤本店 別府4 小売り 7-8848

38 (株)前川商会　隠岐レンタ・リース 西町名田ノ五、1-5 交通 2-3366 89 天草鮮魚店 別府3-2 小売り 7-8670

39 おもちゃの店にしお 城北町376 小売り 2-3387 90 真璃音 美田4386-2 小売り 7-8028

40 隠岐シーサイド岬 岬町高井28 宿泊/飲食 2-0033 91 さくらや 別府8-1 小売り 7-8133

41 隠岐汽船商事(株)西郷売店 中町目貫の四61番地 小売り 3-1199 92 清水商店 浦郷362 小売り 6-0527

42 隠岐汽船商事(株)フェリーくにが売店 フェリーくにが船内 小売り 080-2930-3900 93 (有)まつのや 別府54 小売り 7-8217

43 隠岐汽船商事(株)フェリーおき売店 フェリーおき船内 小売り 080-2930-3899 94 Yショップ西ノ島店 美田3198 小売り 6-1122

44 隠岐汽船商事(株)フェリーしらしま売店 フェリーしらしま船内 小売り 080-2930-3898 95 つる丸汽船観光 美田771-1 宿泊/観光体験 6-1111

45 羽衣荘 都万2213 宿泊 08512-6-3232 96 ドンキー 美田4386-3 小売り 7-8801

46 三角酒店 城北町162-4 小売り 2-1627 97 ゲストハウス　TAKUHI. 美田1757 宿泊/飲食 2-2363

47 マスヤ 中町目貫の四30 飲食 2-2503 106 どうぜんレンタカー 美田4386-2 交通 2-2292

48 (有)面谷商店 中町目貫の四28-1 小売り 2-0019 107 徳川西ノ島店 別府56-10-1F 飲食 2-2155

49 (有)面谷商店　ひまり店 中町目貫の四28-1 小売り 2-0019 108 民宿かふぇ春 美田2174-1 宿泊/飲食 2-2062

50 (株)ジュンテンドー西郷店 平平ノ前576番地 小売り 2-9028 109 旅館みつけ島荘 美田2151-3 宿泊 7-8115

51 ローソク島クリエイト 北方1356 小売り 5-2435 110 コンセーユ 美田2151-3 飲食 7-8671

52 秀月堂 西町八尾の三65-4 小売り 2-0433 111 国賀荘 浦郷192 宿泊 6-0301

53 月あかりカフェ 西町八尾の三65-4 飲食 2-0433 112 リゾ隠岐ロザージュ 美田940 宿泊 6-1000

54 新屋敷商店 南方191-1 小売り 5-2036 113 岸本旅館 浦郷494-2 宿泊 6-1155

55 (有)みなとタクシー 東町宇屋の下11-3 交通 2-1565 114 民宿鶴陽 宇賀423-9 宿泊 7-8414

104 (株)B-Stone Garden 岬町漆谷2065-1 宿泊/小売り/飲食 3-1860 117 (一社)西ノ島町観光協会 美田4386-3 観光体験 7-8888

119 隠岐空港売店 岬町岬1889-12 小売り 2-2457 133 遊漁船　優心 浦郷672 観光体験 080-1903-2016

120 志母 地魚料理　讃岐手打ちうどん 北方長尾田1730 飲食 5-2811 知夫村

121 くすぶるハウス 南方1227-1 宿泊 3-1088 番号 宿泊施設名 住　　　　　所 提供サービス 電話番号
(08514)

123 ホテル海音里 南方1933-1 宿泊/小売り/飲食 5-3211 98 民宿　なかはま 知夫村1578-2 宿泊/飲食 8-2268

124 貴大丸(ローソク島遊覧船) 南方1307 観光体験 5-2291 99 ホテル知夫の里 知夫村1242-1 宿泊 8-2500

125 潮路丸(ローソク島遊覧船) 南方555-1 観光体験 5-2289 100 レストハウス神島 知夫村1065 飲食 8-2500

126 白洋(ローソク島遊覧船) 北方263-1 観光体験 090-1442-3217 101 小西商店 知夫村2334-2 小売り 8-2112

127 第２清光丸(ローソク島遊覧船) 北方1264-11 観光体験 5-2512 102 知夫里島観光協会 知夫村1730-6 観光体験/小売り/交通 8-2272

128 第五潮路丸(ローソク島遊覧船 南方555-1 観光体験 5-2262 103 古風の宿 孤島 知夫村587-1 観光体験 090-7899-3045

129 隠岐ビューポートホテル 中町目貫の四54番地3 宿泊 2-7007

130 のみくいはうすDOZi 中町目貫の四43-1 飲食 2-1184

131 アイランドホテルしまじ 港町天神原80-22 宿泊 2-1569

132 料理処　魚鍋菜 港町天神原80-22 飲食 2-1569

134 隠岐の島リゾートあいらんどパークホテル 津戸896 宿泊 6-2715

135 ジオリゾートシンフォニー 卯敷１００４ 宿泊/観光体験/飲食 7-4009

136 味乃蔵 西町八尾の一１６ 飲食 2-3975

137 島タクシー(株) 中町目貫の四１１−１ 交通 2-1234

利用可能施設



隠岐の島町 西ノ島町
番号 宿泊施設名 住　　　　　所

電話番号
(08512)

番号 宿泊施設名 住　　　　　所
電話番号
(08514)

1 ㈲旅館 しまじ 港町天神原80-22 2-1569 27 TAKUHI. 美田1757 2-2363

2 ㈱隠岐ビューポートホテル 中町目貫ﾉ四54-3 2-7007 28 隠岐シーサイドホテル鶴丸 美田771-1 6-1111

3 ㈱隠岐プラザホテル 港町天神原11-1 2-0111 29 岸本旅館 浦郷494-2 6-1155

4 ホテル 島 中町目貫ﾉ三31 2-0481 30 ゲストハウスだるまや 美田3506-16 6-0522

5 こころ旅館 東町宇屋ﾉ下16 2-2135 31 リゾ隠岐ロザージュ 美田940 6-1000

6 旅館 竹の坊 西町八尾ﾉ一48-17 2-0810 32 民宿鶴陽 浦郷358 6-0502

8 民宿 吉岡(西郷民宿組合) 城北町175 2-3073 33 民宿かふぇ春 美田2174-1 2-2062

9 ゲストハウス　川秀 原田1489 090-3747-6291 34 ホテル隠岐 美田4386 7-8500

10 羽衣荘 都万2213 6-3232 35 国賀荘 浦郷192 6-0301

11 シーサイド岬 岬町高井28 2-0033 36 旅館みつけ島荘 美田2151-3 7-8115

12 ゲストハウス　佃屋 中村152-1 080-3063-3473 知夫村

13 ホテル 海音里 南方1933-1 5-3211 番号 宿泊施設名 住　　　　　所
電話番号
(08514)

14 隠岐の島リゾートあいらんどパークホテル 津戸896 6-2715 37 ホテル知夫の里 知夫村1242-1 8-2500

15 ジオリゾートシンフォニー 卯敷1004 7-4009 38 古風の宿　孤島 知夫村587-1 090-7899-3045

16 B-Stone Garden 漆谷2065-1 3-1860 39 民宿　なかはま 知夫村1578-2 8-2268

17 くすぶるハウス 南方1227-1 3-1088

海士町
番号 宿泊施設名 住　　　　　所

電話番号
(08514)

18 Entô 福井1375-1 2-1000

19 B＆Bあとど 福井968-5 2-0101

20 民宿かたえ荘 福井839-1 2-0653

21 民宿あたらし家 福井429-2 080-8232-9691

22 お泊り処　なかむら 海士1456-5 2-1717

23 民宿はまさき 海士4379 2-0606

24 民宿但馬屋 海士4602-1 2-0437

25 民宿和泉荘 豊田147 2-0547

26 民宿小島荘 豊田200 2-0410

配布宿泊施設


