「行っ得！つしまクーポン券」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. 店舗名

連絡先

住所

飲食店
1

日本観光物産館

tel:0920-52-6558

厳原町今屋敷６６１－３

2

対馬物産館オープン工場

tel:0920-52-4857

厳原町久田４９－１

3

パパン

tel:0920-53-5188

厳原町今屋敷６６１－５

4

海風商事

tel:0920-52-1037

厳原町大手橋１２２０－２

5

志まもと

tel:0920-52-5252

厳原町国分１３８０

6

体験であい塾

tel:0920-56-0118

厳原町下原８２－１２

7

ぎおん

tel:0920-52-1186

厳原町今屋敷７４２

8

お食事処

tel:0920-52-1264

厳原町大手橋１０９４－６

9

味処

tel:0920-52-4406

厳原町大手橋１０７９

匠運営協議会

八丁

千両

10 居酒屋

いつも

tel:0920-52-0129

厳原町今屋敷７２０

11 寿し処

橘

tel:0920-52-6185

厳原町大手橋１０８９

12 モスバーガー長崎対馬店

tel:0920-45-2126

厳原町今屋敷６６１－３

13 焼肉

tel:0920-52-0339

厳原町田渕９６８

tel:0920-52-1500

厳原町西里３７３

15 パブリックハウスばってん

tel:0920-52-1280

厳原町田渕７９２－４０１

16 いっけい

tel:0920-52-8888

厳原町今屋敷６９３

17 すしや

tel:0920-52-8088

厳原町久田１６５９

18 株式会社サン・クリエイト企画ギャラリー喫茶まんまや

tel:090-4348-9587

厳原町久田９５－６４

19 ダイニング

tel:0920-53-5353

厳原町久田道1611-1

20 豆狸

tel:0920-52-3015

厳原町大手橋１０５５

21 対州庵

tel:0920-52-7391

厳原町今屋敷６６１－３ １F

万よし

14 お食事処

じょう

波月季

22 居酒屋

すみっこ

tel:090-8666-7619

厳原町大手橋１２０２

23 居酒屋

対玄

tel:0920-52-2521

厳原町大手橋１０９４

24 対馬味処茶屋

うがや

tel:0920-52-6322

厳原町大手橋1052

25 対馬バーガー

KiYo

tel:0920-52-0873

厳原町大手橋1052

tel:0920-52-1919

厳原店大手橋1093

tel:0920-52-3903

厳原店大手橋1090

tel:080-2798-2928

厳原町今屋敷703

tel:0920-52-1566

厳原町今屋敷672-1

30 博多一番どり 居食家あらい 厳原店

tel:0920-52-1000

厳原町今屋敷661-3

31 あがたの里

tel:0920-84-2340

上県郡佐須奈甲５６５－２

tel:0920-86-3749

上対馬町古里１３－３

tel:0920-86-4516

上対馬町古里１３－３

tel:080-2088-0979

上対馬町比田勝９５６

35 おかべ食堂

tel:0920-86-2970

上対馬町比田勝８３５

36 MADO

tel:080-6490-8363

上対馬町比田勝９５６－４

37 ひとつばたご

tel:0920-86-4848

上対馬町比田勝３－１

38 マルフクラーメン

tel:0920-86-2888

上対馬町比田勝１０１１－１

39 憩い処

tel:0920-86-2121

上対馬町鰐浦水之本１４１３－１

tel:0920-86-2119

上対馬町古里５０４－２

tel:0920-86-3730

上対馬町比田勝８５０

42 みなと寿し

tel:0920-86-3710

上対馬町比田勝８４３－１２

43 みなと食堂

tel:0920-86-3710

上対馬町比田勝８４３－１２

44 Chinguya Kiyo 比田勝店

tel:0920-52-5822

上対馬町比田勝８５０

45 会館食堂

tel:0920-86-2223

上対馬町比田勝９４３

tel:0920-86-2108

上対馬町比田勝９４５

tel:0920-86-3522

上対馬町比田勝９５５

48 三楽寿し

tel:0920-86-2143

上対馬町比田勝８３６－２

49 ももたろう

tel:0920-86-3907

上対馬町古里１－２

50 漁家レストランたちばな

tel:0920-86-2731

上対馬町泉１６３４－５

51 ㈱フレッシュ対馬

tel:0920-58-2000

豊玉町仁位２０９０

吉栄

tel:0920-58-0102

豊玉町千尋藻字塩戸７３－１

53 つしま亭さと

tel:0920-54-2009

美津島町久須保６６１－３

54 肴や

tel:0920-54-3002

美津島町雉知乙３３２－１

tel:0920-54-8311

美津島町雉知乙４６１－６

tel:0920-54-2126

美津島町鶏知乙６２１-２

tel:0920-54-3338

美津島町根緒７－２

tel:0920-82-0100

峰町佐賀５０１－３

26 居酒屋

一茶

27 シューティングバー
28 居酒屋

ミミ

かめちゃん

29 観光情報館ふれあい処つしま

32 すし処

食堂憩い

そば道場

慎一

33 島めし屋
34 Café

北斗

つしま

｢和｣

40 焼肉研究所｢和｣
41 博多めんたい本舗

46 お食事処
47 博多

比田勝店

千鶴

久兵衛

52 海小屋

あなご亭

えん

55 そば道場
56 対馬またぎ

美津島店
猪鹿鳥

57 ハンバーグレストラン
58 たけちゃん

ロワール

交通
1

対州タクシー有限会社

tel:0920-52-3404

厳原町今屋敷７７５－１

2

ホテル対馬タクシー

tel:0920-52-0500

厳原町今屋敷７６５

3

株式会社

tel:0920-52-1571

厳原町東里３５２番４号

4

㈱ジェイアイランド

tel:0920-53-5310

厳原町小浦１１７－１

5

㈱トヨタレンタリース長崎

tel:0920-53-6300

厳原町東里３０１番２６

6

バジェットレンタカー比田勝港店

tel:0920-86-21445

上対馬町比田勝６６５

7

村岡自動車整備工場

tel:0920-86-3409

上対馬町河内３２８－１

8

株式会社ヤマダ

tel:0920-86-4093

上対馬町比田勝３－3

9

悠遊レンタカー

tel:0920-86-3703

上対馬町古里１３－４

tel:0920-86-2104

上対馬町比田勝６８７-４

11 有限会社吉永空港レンタカー

tel:0920-54-4111

美津島町鶏知乙306

12 株式会社

tel:0920-54-4444

美津島町鶏知甲400番地1

13 ホテル対馬バス

tel:0920-54-3868

美津島町雉知乙４８３－２

14 オリックスレンタカー対馬空港ツバキ店

tel:0920-54-2220

美津島町雉知乙３０４－１

15 ㈱宝観光バス

tel:0920-54-8825

美津島町大船越６９３－８

16 バジェットレンタカー対馬空港店

tel:0920-54-6020

美津島町雉知乙２９３－２

17 ㈱トヨタレンタリース長崎

tel:0920-54-5300

美津島町雉知乙２９３－１

新出光厳原支店

厳原給油所
厳原店

JINレンタカー

10 上県タクシー

ひとつばたごバス・レンタカー
株式会社

美津島タクシー

対馬営業所
対馬空港店

18 有限会社

佐賀タクシー

tel:0920-82-0779

峰町佐賀718-1

19 有限会社

三根タクシー

tel:0920-83-0140

峰町三根361-43

20 有限会社

中部タクシー

tel:0920-58-0194

豊玉町曽50番地

宿泊施設
1

ホテル美津和館

tel:0920-52-0111

厳原町国分１４２１

2

民泊seisei

tel:070-2329-2752

厳原町久田４３７－１

3

桃李の里民泊

tel:0920-85-1755

厳原町豆酘６３４－２

4

旅館

tel:0920-52-0021

厳原町田渕８０８

5

有明観光㈱ツタヤホテル

tel:0920-52-0806

厳原町大手橋１０５

6

民宿志まもと荘

tel:0920-52-1705

厳原町宮谷１７６－１

7

民泊

tel:0920-85-1755

厳原町小茂田１１１－１

8

対馬いづはらペンション

tel:0920-52-5701

厳原町東里２６８

9

ホテル対馬

tel:0920-52-7711

厳原町今屋敷７６５

10 HOTEL IZUHARA

tel:0920-53-5055

厳原町今屋敷６５０

11 ヤマネコツアー

tel:0920-53-5055

厳原町今屋敷６５０

12 (有)丸屋ホテル

tel:0920-52-1970

厳原町国分１４０９－１

13 民宿

千両

tel:0920-52-1406

厳原町大手橋１０７３

14 民泊

いつも

tel:070-2383-5678

厳原町今屋敷７２１

tel:080-2755-7778

厳原町久田３９１

16 オレンジハウス

tel:0920-52-5003

厳原町今屋敷７０７－１

17 万松閣＆RON

tel:0920-52-0021

厳原町田渕８０８

18 シーサイドホテルＨＡＭＡＹＵ

tel:0920-52-2769

厳原町大手橋１０４８－２

19 ホテル

tel:0920-52-2343

厳原町大手橋１０４１－４

20 ホテル柿谷

tel:0920-52-1860

厳原町今屋敷６５５

21 ホテル金石館

tel:0920-52-0154

厳原町今屋敷７３９

22 東横ＩＮＮ対馬厳原

tel:0920-53-6145

厳原町今屋敷７７１－１

23 ゲストハウス

tel:0920-52-1129

厳原町今屋敷７３３

24 民宿ペコちゃん

tel:0920-52-1716

厳原町久田７２２

25 柳屋ホテル

tel:0920-52-0332

厳原町今屋敷７６８－３

26 ひろこの家

tel:0920-85-1755

厳原町内山１５３

27 民泊あびる

tel:0920-57-0839

厳原町豆酘３１４９

28 山里の宿

tel:0920-85-1755

厳原町久根田舎８７３

tel:0920-52-1776

厳原町南室34-27

30 民泊なごみ

tel:0920-85-1755

厳原町久田４３５－１３

31 手づくりの宿

tel:0920-57-0822

厳原町内山３９０

32 美女塚山荘

tel:0920-57-1740

厳原町豆酘1506-7

33 みなと屋旅館

tel:0920-84-2023

上県郡佐須奈乙１０８０

34 対馬ヤマネコ工房

tel:090-8834-0285

上県町作護北里１１７９番地

35 夕陽の宿

tel:0920-85-1755

上県町女連25番地

36 民泊あたんせ

tel:0920-85-1755

上県町佐護南里548

tel:0920-86-3666

上対馬町比田勝字ダラノ木９６０

tel:0920-86-2063

上対馬町泉３４７－１

39 民泊たちばな

tel:0920-86-3173

上対馬町泉１６３４－５

40 民宿

tel:0920-86-2685

上対馬町西泊２６９

橘果樹園

万松閣

小茂田イル・ソーニョ

15 ＫＡＭＥ

ＨＯＵＳＥ

シーサイドアネックス

島びより

田舎屋さいとう

29 ひのき山荘

対馬

37 DAEMADO
38 株式会社

HOTEL

西泊

今村商店

比田勝
スロースグランピング

41 殿崎バンガロー&BBQ

tel:0920-86-2685

上対馬町西泊８４０－２

42 貸しハウス

tel:0920-86-2685

上対馬町西泊２７４

43 民泊いたい屋

tel:090-8836-0621

上対馬町泉１４２０

44 みどりゲストハウス

tel:080-8579-6567

上対馬町古里１０－６

45 つしまレストランホテルプラザ

tel:0920-86-3216

上対馬町比田勝９８１－３

46 梅屋ホテル

tel:0920-86-2016

上対馬町比田勝８３９

47 tsushima kojihouse

tel:090-5979-9545

上対馬町琴７４６

48 対馬みうだペンション

tel:0920-86-3110

上対馬町西泊１２０１

49 花海荘

tel:0920-86-3120

上対馬町西泊３９０

50 東横ＩＮＮ対馬比田勝

tel:0920-88-6045

上対馬町西泊１２１７－５

51 つしまホワイトハウス

tel:080-6005-4782

上対馬町比田勝８６２

52 民宿

tel:0920-86-2765

上対馬町河内４２

53 銀杏の宿

tel:0920-85-1755

豊玉町千尋藻３４１番地

54 民泊

tel:0920-85-1755

豊玉町千尋藻２４０－２

55 民泊おろしかの宿

tel:0920-85-1755

豊玉町横浦４５１－３

56 ロッジ対馬

tel:0920-54-4111

美津島町鶏知乙306

57 NAGI㈱ペンション凪

tel:0920-54-2312

美津島町根緒７－１１

58 合同会社FOURSEASON RESORT

tel:0920-54-4177

美津島町大船越５３０

59 民宿くろいわ

tel:0920-54-2086

美津島町大船越３５４

60 民宿あそう

tel:0920-54-2138

美津島町雉知乙６５０－２

61 民宿

tel:0920-54-5170

美津島町久須保６６１－２

62 株式会社対馬グランドホテル

tel:0920-54-9100

美津島町雉知甲４１番地１０

63 ㈱SOARペンション

tel:0920-54-8806

美津島町洲藻５２

64 ㈱SOAR RESORT

tel:0920-54-8802

美津島町洲藻５２

65 ホテル空港INN

tel:0920-54-3329

美津島町雉知乙３６２－１

tel:070-2285-3138

美津島町久須保５５７番地５６

tel:0920-54-2660

美津島町根緒１６５

68 ALOHA RESORT

tel:0920-54-2344

美津島町久須保５５０－３５

69 民宿つりの家

tel:0920-54-2711

美津島町大船越４１８

70 ゆづり葉

tel:0920-85-1755

美津島町根緒9-8

71 シェアハウスたけだ家

tel:0920-82-0100

峰町佐賀５０１－３

72 民泊たけだ家

tel:0920-82-0100

峰町佐賀５０１－３

73 民宿ピーク

tel:0920-83-0435

峰町三根３６１－１

74 大橋旅館

tel:0920-83-0010

峰町三根５番地

75 民宿あじさい

tel:0920-82-1239

峰町佐賀５７５－３

離れ屋

柳荘
吉栄

きらゆら

66 ＢＯＮＩＴＡ
67 民宿

ＲＥＳＯＲＴ

上野荘

