
炉端　青柳 08512-2-0532 中町 焼肉　雪 08512-2-3983 城北町 ◆ゲストハウス◆

味彩工房　樹 08512-2-6336 下西 ラ・シガル・カフェ 08512-3-1020 北方 ゲストハウス旬の宿　川秀 090-3747-6291 原田

味太郎 08512-2-0422 中町 龍鳳 08512-2-0397 栄町 Kusuburu House 08512-3-1088 南方

味乃蔵 08512-2-3975 西町 料亭　寿 08512-2-0023 西町 ミネハウス 08512-2-2420 港町

あしべ 08512-6-2660 津戸 ルイ 08512-2-0768 西町 ◆コテージ◆

あんづ 08512-2-1905 西町 レストハウス　ポーレスト 08512-7-4888 布施 ジオリゾートシンフォニー 08512-7-4009 卯敷

居酒屋　酔郷 08512-2-6644 中町 檸檬樹 08512-2-8380 西町 ◆ホテル◆

居酒屋　点 090-7134-4014 中町 煉瓦屋 08512-2-3291 有木 隠岐の島リゾート　あいらんどパークホテル 08512-6-2715 津戸

居酒屋　鱗 08512-2-8234 西町 ろばた讃岐 08512-2-3092 西町 アイランドホテルしまじ 08512-2-1569 港町

井関屋 08512-2-0629 中町 ホテル海音里 08512-5-3211 南方

いちころ酒店 08512-3-1194 中町 味彩海道 08512-2-0673 平 隠岐シーサイド岬 08512-2-0058 岬町

いりふね 08512-2-0063 中町 あずま家具住建センター 08512-2-3265 城北町 隠岐ビューポートホテル 08512-2-7007 中町

民芸茶屋　いろり 08512-2-5799 港町 粟谷商店 08512-2-0265 中町 隠岐プラザホテル 08512-2-0111 港町

オアシス 08512-2-1035 中町 池田鮮魚店 08512-2-0731 下西 金峰荘 08512-2-1427 東郷

隠岐温泉GOKA　軽食 08512-5-3200 北方 石谷食料品店 08512-2-0268 西町 ホテルMIYABI 08512-2-3350 東郷

お好み焼き　てっちゃん 08512-2-3915 中町 石橋屋商店 08512-2-2905 加茂 ◆民宿◆

おでん　こと 08512-2-2397 港町 伊藤商店 08512-2-0260 西町 民宿あじとみ 08512-5-3075 北方

海宝 08512-2-6628 有木 岩坂駅鈴堂 08512-2-0311 中町 民宿いしたに 08512-2-0268 西町

角蔵 加茂 栄和水産 岬町 民宿井の本 08512-5-2082 南方

café BLANC（カフェブラン） 08512-3-1020 中町 江の原商店 08512-2-0659 中町 江の原商店 08512-2-0659 中町

カフェ・ラ・メール 08512-7-4009 卯敷 海老屋酒店 08512-2-0420 港町 民宿おき 08512-2-0743 原田

きぬえ 08512-2-5806 港町 太田豆腐店 08512-4-0044 中村 民宿作田屋 08512-2-1370 下西

京見屋分店 08512-2-0425 西町 隠岐一畑トラベルサービス 08512-2-1971 中町 民宿砂川 08512-7-4126 布施

キッチンはな 08512-3-1621 下西 隠岐汽船商事 08512-2-3429 中町 古民家民宿とん吉 08512-2-7019 下西

グリーングラス 08512-2-0348 中町 隠岐郷土館売店 08512-5-2151 郡 浜田屋第一観光 08512-4-0033 中村

Kc. 08512-2-6619 西町 おき精肉店 08512-2-0507 栄町 民宿大岡 08512-5-2289 南方

五箇創生館　木かげ 08512-5-2845 郡 隠岐第一商事 08512-2-9196 岬町 民宿二見館 08512-2-0107 中町

こめこめまんま 08512-2-3667 原田 隠岐乳販 08512-2-0837 西町 民宿吉岡 08512-2-3073 城北町

サカ～タブロス 090-1535-0434 中町 隠岐ふるさと直売所あんき市場 08512-2-8633 西町 ◆旅館◆

さざえ村 08512-4-0611 中村 隠岐包装 08512-2-4107 有木 憩いの宿　こころ旅館 08512-2-2135 東町

更科 08512-2-0037 中町 尾見 08512-5-2238 伊後 旅館竹の坊 08512-2-0810 西町

SEANO 08512-2-6015 西町 面谷商店 08512-2-0019 中町 羽衣荘 08512-6-3232 都万

島料理さんなな 090-7897-0589 東町 門脇食料品店 08512-2-0534 港町 旅館松浜 08512-2-0163 港町

志母 08512-5-2811 北方 かなりやパン 08512-2-1517 原田

浄土ヶ浦お食事処(夏期) 布施 木村屋給食パン 08512-2-1862 東郷 隠岐一畑交通 08512-2-1281 中町

ショーパブ　百万両 中町 木村屋 08512-2-0072 西町 島タクシー 08512-2-1234 中町

末広 08512-2-0014 西町 銀座屋 08512-2-8510 栄町

寿司晴 08512-2-1559 中町 久見特産 08512-5-2722 久見 おき観光タクシー 08512-2-8020 城北町

スナック　アイリス 08512-2-3796 西町 五箇フーズセンター 08512-5-2017 郡 五箇タクシー 08512-5-2052 郡

スナック亜沙美 08512-2-0622 中町 五賀屋商店 08512-4-0022 中村 西郷タクシー 08512-2-1390 城北町

スナック　ゼロ（"冫"に"零"） 08512-2-0603 中町 さざえ村 08512-4-0611 中村 サンタクシー 08512-2-1190 栄町

スナック　竹 08512-2-0788 西町 産直問屋しおさい 08512-6-2911 津戸 島タクシー 08512-2-1234 中町

スナック　マイ 08512-2-0190 西町 秀月堂 08512-2-0433 西町 中村タクシー 08512-4-0216 中村

スナック　港 08512-2-1373 西町 新屋敷商店 08512-5-2036 北方 みなとタクシー 08512-2-1565 東町

スナック　美雪 08512-2-4232 港町 スマイル 08512-3-0082 平 吉田タクシー 08512-2-1230 原田

すぷーんDEくるくる 08512-2-3955 下西 高梨とうふ店 08512-2-5165 原田

すみれ 08512-5-3705 小路 武田ストア 08512-2-0227 港町 隠岐一畑交通（一畑レンタカー） 08512-2-1281 中町

底底上上 08512-2-5119 城北町 釣りキング 08512-2-8686 平 隠岐レンタ・リース 08512-2-3366 西町

ダーツバー Side Show 08512-2-6332 中町 長野商店 08512-2-1314 有木 富士レンタリース 08512-2-7019 下西

カフェ・ゲストハウス　タクヒ 08514-2-2363 西ノ島町 中町おおた 08512-2-0228 中町 マリーナレンタカー 08512-2-1455 中町

茶茶 08512-2-0680 西町 長谷川喜一商店 08512-2-3689 港町

月あかりカフェ 08512-2-0433 西町 長谷川酒本店 08512-2-0343 上西 長田正成（白洋丸）

鍋国 08512-2-0231 西町 パティセリー　プチガトー 08512-2-2890 城北町 山陰観光開発

ニュー更科 08512-2-2267 中町 浜田ふとん店 08512-2-0663 西町 佃諭（潮路丸）

ニューつぼみ 08512-2-3941 西町 早川石油 08512-2-0271 西町 佃弘樹（第五潮路丸）

のみくいはうすDOZi（どじ） 08512-2-1184 中町 春馬商店 08512-5-2186 小路 宮本彰（貴大丸）

Bar Yulayula 西町 フィッシャーマンズワーフ隠岐 08512-2-6600 中町 村上清治（清光丸）

HAIKARAぢゃん 08512-2-3268 西町 フォト隠岐 08512-2-5387 港町

白扇 08512-2-5233 西町 藤浦商店 08512-2-2620 西町 隠岐の島町観光協会 08512-2-0787 中町

100TARO COFFEE 08512-2-0239 城北町 PTE SALON Cocoro 08512-3-1107 加茂

フィッシャーマンズワーフ隠岐 08512-2-6600 中町 弁当屋　ふみ 南方 隠岐ジオパークツアーデスク 08512-6-2050 津戸

ふうらん 08512-2-0054・0084 西町 帆の花 08512-2-1226 西町 隠岐の国ダイビング 08512-6-3241 津戸

ペルル 08512-2-4564 西町 まつの生花店 08512-2-1580 中町 さざなみ会（民謡）

ポモドーロ 08512-2-3015 西町 マムズ・ベーカリー 090-6833-1404 西町 ふるさと案内人

まぁる 090-7497-7653 西町 水原商店 08512-4-0021 中村

マスヤ 08512-2-0523 中町 三角酒店 08512-2-1627 城北町 億岐家宝物殿 08512-2-0571 下西

美すみ 08512-2-2530 城北町 むろや商店 08512-2-5141 有木 隠岐国分寺 08512-2-2934 池田

八百杉 08512-2-0028 中町 毛利酒店 08512-2-1021 西町 佐々木家住宅 08512-2-1290 釜

焼肉　明 08512-2-2983 平 山下商店 08512-2-0372 原田 隠岐国分寺 08512-2-2934 池田

焼肉　味富 08512-5-2600 北方 ゆう屋 城北町 佐々木家住宅 08512-2-1290 釜

焼肉　酔仙 08512-2-1662 西町 Yショップ隠岐都万店 08512-6-2451 都万

焼肉　勇花理 08512-2-3543 城北町

飲食店 飲食店（続き） 宿泊施設

観光体験

牛突き

拝観施設

隠岐の島町観光協会

08512-2-0787
中町

隠岐の島町観光協会

08512-2-0787
中町

小売店

バス

タクシー

レンタカー

遊覧船

このマークが目印！

隠岐の島町新型コロナウイルス対策連絡協議会が策定した

に沿って営業されているお店・事業所です（50音順）

新型コロナウイルス感染症拡大防止対策ガイドライン

(198件 2021年8月17日現在)


