『壱岐島プレミアム宿泊券』 利用施設一覧
名称

令和2年6月15日現在

所在地

町別

TEL

セールスポイント

HPアドレス

ゲストハウス和茶美

壱岐市芦辺町箱崎中山触2375

芦辺

080-1786-6170 当施設一泊に加え、寿司屋さんでの夕食付

http://www.wasabi-iki.com

民宿 勝丸荘

壱岐市芦辺町諸吉本村触1327-3

芦辺

0920-45-1489

https://www.ikikankou.com/reserve/list/10031

吉見屋旅館

壱岐市芦辺町芦辺浦265-2

芦辺

0920-45-0008

かねや別館

壱岐市芦辺町諸吉大石触472-12

芦辺

0920-45-0350

民宿 明るい農村

壱岐市芦辺町中野郷仲触1102

芦辺

0920-45-0988

民宿 よしとみ

壱岐市芦辺町芦辺浦312

芦辺

0920-45-1379

壱岐な館 きらら

壱岐市芦辺町箱崎中山触2604-68

芦辺

0920-45-2145

みなとやゲストハウス

壱岐市芦辺町芦辺浦258

芦辺

0920-40-0190

アイランド壹岐２号館

壱岐市郷ノ浦町片原触221

郷ノ浦

0920-47-5868

http://islandiki2.com/

壱岐第一ホテル

壱岐市郷ノ浦町本村触519-7

郷ノ浦

0920-47-1221

https://www.ikikankou.com/reserve/list/10025

民宿 しもぐち

壱岐市郷ノ浦町大原触985

郷ノ浦

0920-47-2526

http://www.shimoguchi.com

民宿 しげ井

壱岐市郷ノ浦町片原触5-2

郷ノ浦

0920-47-1791

http://hakayui.wixsite.com/shigei

壱岐マリーナホテル

壱岐市郷ノ浦町郷ノ浦205-1

郷ノ浦

0920-47-0603

http://www.iki-marinahotel.com

ビューホテル壱岐

壱岐市郷ノ浦町郷ノ浦401

郷ノ浦

0920-47-0567

客室は全室禁煙和室です。

ピチピチのお魚

https://www.ikikankou.com/reserve/list/10050

”壱岐を喰らう”をモットーに美味しい食をご用意
して、皆様のお越しを心よりお待ち申し上げてお
https://iki-kaneya.com/
ります。HPをご覧いただくかお電話にてお気軽に
お問い合せ下さいませ。
www.iki-akaruinouson.com/

長期の客対象で無料洗濯サービス

https://www.ikiminsyuku.com/use/yoshitomi.html

釣り体験、カヤックフィッシング

https://www.minatoya-guesthouse.com/

http://www.viewiki.com

西岡屋旅館

壱岐市郷ノ浦町郷ノ浦37

郷ノ浦

0920-47-0025

風呂・トイレは各部屋に完備。夕食・朝食は個
https://www.ikikankou.com/reserve/list/10057
室で提供。

旅館 太公望

壱岐市郷ノ浦町麦谷触1601-1

郷ノ浦

0920-47-1373

https://www.ikikankou.com/reserve/list/10058

民宿 滝の上

壱岐市郷ノ浦町片原触2559

郷ノ浦

0920-47-0730

https://www.ikikankou.com/reserve/list/10045

壱岐ステラコート太安閣

壱岐市郷ノ浦町本村触760番地1

郷ノ浦

0920-47-3737

「星月夜の兪」サウナ・岩盤浴500円にて利用
https://www.taiankaku.com
OK

漁師宿 民宿 船場荘

壱岐市郷ノ浦渡良浦37

郷ノ浦

0920-47-1854

２食付きプランを１日限定３～４組

ペンション 倭寇

壱岐市郷ノ浦町渡良西触107

郷ノ浦

0920-47-5737

https://www.ikikankou.com/reserve/list/10024

民宿 大潮

壱岐市郷ノ浦町片原触1556-6

郷ノ浦

0920-47-3567

https://www.ikikankou.com/reserve/list/10044

I.K.I HOUSE

壱岐市勝本町勝本浦553-12

郷ノ浦

0920-42-0759

https://ikihouse.net/

くいもの家 三平

壱岐市郷ノ浦町片原触５番地６号

郷ノ浦

0920-47-0307

お風呂は温泉ではありません。その分、夕食に
力を入れております。

http://www.senbasou.jp/

http://www.kuimonoya-sanpei.com/staying/

民宿 ふくや荘

壱岐市勝本町勝本浦571

勝本

0920-42-0065

https://www.ikikankou.com/reserve/list/10041

奥壱岐の千年湯 平山旅館

壱岐市勝本町立石西触77

勝本

0920-43-0016

www.iki.co.jp

国民宿舎 壱岐島荘

壱岐市勝本町立石西触101

勝本

0920-43-0124

http://www.ikijimasou.com

旅館 千石荘

壱岐市勝本町湯本浦58

勝本

0920-43-0004

http://www.sengokuso.com

壱岐リトリート 海里村上

壱岐市勝本町立石西触119-2

勝本

0920-43-0770

全室源泉露天風呂付オーシャンビュー

https://www.kairi-iki.com/

潮湯の宿 海老館

壱岐市勝本町立石西触91-5

勝本

0920-43-0012

宿泊者限定の露天風呂がご利用いただけま
す。

http://kairoukan.com

ゲストハウス LAMP壱岐

壱岐市勝本町勝本浦253

勝本

0920-40-0071

https://lamp-guesthouse.com/iki/

古民家民宿 郷

壱岐市勝本町仲触1789

勝本

0920-42-0654

https://www.ikikankou.com/reserve/list/10042

民宿 宝来荘

壱岐市石田町筒城東触1837-1

石田

0920-44-5306

http://www.hourai-sou.com

民宿 安堵家 近海荘

壱岐市石田町筒城東触1636

石田

0920-44-6654

https://kinkai.bran.jp/

マリン宝盛荘

壱岐市石田町筒城東触399

石田

0920-44-6038

https://www.ikikankou.com/reserve/list/10037

ペンション スーベニール

壱岐市石田町南触61

石田

0920-44-8755

https://souvenir4.wixsite.com/iki-shima

グルメ宿・タラソ温泉 壱岐牧場

壱岐市石田町筒城仲触1786

石田

0920-44-5818

http://www.ikiboku.jp

シーサイドイン白鴎

壱岐市石田町筒城東触1899-2

石田

0920-44-5193

https://www.ikikankou.com/reserve/list/10032

メモリーハウスいづみ

壱岐市石田町筒城東触1177

石田

0920-44-8248

https://www.ikiminsyuku.com/use/memori.html

民宿 福川荘

壱岐市石田町南触540

石田

0920-44-5111

http://fukugawasou.sakura.ne.jp

地元食材をふんだんに使ったお料理と、様々な
部屋タイプが自慢の宿です。

旅館 網元

壱岐市石田町印通寺浦176-21

石田

0920-44-5887

民宿 ひとみ

壱岐市石田町筒城東触1750

石田

0920-44-5692

https://www.ikikankou.com/reserve/list/10038

繁屋 千賀荘

壱岐市石田町筒城東触1085

石田

0920-44-5294

https://www.chigaso.com/

旅館 都荘

壱岐市石田町印通寺浦469-36

石田

0920-44-5101

グランビーチ

壱岐市石田町筒城東触842-4

石田

0920-44-6666

コテージタイプです。夕食は海でBBQ。

http://seagull-inn.co.jp/

ペンションカモメのとまり木

壱岐市石田町筒城東触1531-1

石田

0920-44-6600

夕食は海でBBQ。

http://seagull-inn.co.jp/

さつきハウス

壱岐市石田町筒城東触1049-2

石田

0920-44-5135

https://www.ikikankou.com/reserve/list/10022

民宿 島来荘

壱岐市石田町筒城東触1747

石田

0920-44-5587

http://www.ikiweb.com/tourai/

旅館ニュー長州

壱岐市石田町池田東触984-2

石田

0920-44-5038

http://www.ikiweb.com/choushu/

