ふるさと納税 宿泊観光周遊券
登録施設一覧

答志島温泉

◦宿泊施設
安楽島温泉

湯元

海女乃島

安楽島町 1075-100 ☎ 0599-26-2662

源泉の宿、鳥羽湾一望のお部屋でゆっくり海の幸を満喫下さい。
特典 ファーム野菜収穫体験又は野菜のお土産
花海鮮

とと

安楽島町 1075-111 ☎ 0599-26-3301

季節の花とアンティークで飾られた宿。鳥羽の美しい風景と、おいしい
食事も魅力。
ホテルマリテーム海幸園

安楽島町 1075-113 ☎ 0599-26-3711

鳥羽湾一望の天空の宿。特にお部屋からの眺望は点在する離島の旅
情と紺碧の海に行き交う舟と白波に心癒され、新鮮な地元魚介をご
堪能下さい。神秘的なお参りパワースポットもあります。
鳥羽シーサイドホテル

安楽島町 1084 ☎ 0599-25-5151

美しい鳥羽湾が一望できる抜群のロケーション。移りゆく海の眺め
を海の幸のお食事と共にお楽しみください。
芭新萃

石鏡町 187 ☎ 0599-32-6100

三千坪の雄大な自然に囲まれた隠れ宿。フレンチと和風のコラボし
た、創作風会席が人気。
新八屋

旅館

石鏡町 338-1 ☎ 0599-32-5321

180°
の海の眺望を楽しみながら海の里ならではの海幸を堪能。
特典 ワンドリンクサービス
石鏡第一ホテル神倶良

石鏡町 338-5 ☎ 0599-32-5301

高台にある絶景宿 トンビの餌付けはお子様にも大好評。旬の料理
も間違いなし。 特典 家族風呂サービス
ホテル

いじか荘

石鏡町 368-2 ☎ 0599-32-5326

全館海に面し全室禁煙（喫煙室有り）
、マッサージチェア付き、源
泉の宿、温泉貸切風呂無料（要予約）
、夕食には伊勢エビ＆あわび
が付く。 特典 モーニングコーヒー又はアイスクリームサービス
御宿

The Earth

石鏡町中ノ山 473-1 ☎ 0599-21-8111

54,000 坪の原生林の中に佇む、地球の営みを五感で感じる宿。全
室温泉露天風呂付特別室。
サン浦島

悠季の里

浦村町 1215-5 ☎ 0599-32-6111

鳥羽最古の天然温泉自家源泉「鳥羽本浦温泉」を有する一軒宿。
タラサ志摩ホテル＆リゾート

浦村町白浜 1826-1 ☎ 0599-32-1111

全室オーシャンビューのリゾートホテル 国内最大級のタラソテラ
ピーとフレンチ・和食・鉄板焼きが楽しめる。 特典 オリジナルソー
ププレゼント
相差パシフィックホテル

相差町 1522-31 ☎ 0599-33-7111

太平洋一望の絶景ロケーション 夕食は新鮮な魚貝類使用の舟盛り料
理が自慢。
あったか民宿

さわ栄

相差町 1100 ☎ 0599-33-6844

ボリューム満点の海の幸、自家製のお野菜やお米、心おきなく寛げる空
間、のんびりとお過ごし下さい。 特典 あらめ 1 家族に 1 袋プレゼント
味覚の宿

幸洋荘

相差町 1110-1 ☎ 0599-33-6217

舟盛り付味覚の宿。温泉でお肌ツルツル！露天付客室、貸切露天も
あり、ファミリー向けプランも充実。 特典 「海の幸」のおみやげ付
旨さ納得の宿

香潮

相差町 1362-5 ☎ 0599-33-7112

「旨い物を食べてもらいたい」が板前主人のこだわり。新鮮で民宿の豪快
さと、板前だからなせる絶妙な旨さの宿。 特典 （各組）乾物のお土産付
漁師の宿

まさみや

相差町 1410-1 ☎ 0599-33-6239

館主自ら漁に出て、とれたての漁貝でおもてなし。お米や季節の野菜も
作っています。
新鮮を食べる

湯宿

大田家

相差町 1411 ☎ 0599-33-6203

人気のパワースポット「石神さん」徒歩すぐ。H27 リニューアル展望貸
切露天風呂と大漁船盛の宿。 特典 全プラン平日展望貸切露天風呂 1 回付
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漁師の宿

浜栄

相差町 1483- １ ☎ 0599-33-6255

現役漁師と海女が自家製米、自家製野菜でおもてなし。石神さん徒
歩 7 分。伊勢神宮 車で 35 分と観光にも便利。 特典 自家製のワカメ
のプレゼント
懐（こころ）にやさしい
海女の宿 丸善

相差町 1484-1 ☎ 0599-33-6734

現役の海女の女将が自ら獲ってきたアワビなどの海鮮料理が自慢の宿。
みち潮

相差町 1522-12 ☎ 0599-33-6518

目の前は広がる海。海の幸を味わえる宿。貸切風呂に露天風呂。観
光の拠点にも◎ 特典 「海の幸」のプレゼント（1 グループに１つ）
食いしん坊の湯宿

望洋

相差町 1525 ☎ 0599-33-6355

寿々波

鳥羽グランドホテル

やま七

竜宮料理の宿

八島

ひょうすけ

錦浦館

鳥羽 1-10-38 ☎ 0599-25-2001

鳥羽駅より徒歩 2 分と近く、観光の拠点として最適な立地です。
特典 ウェルカムドリンク 1 本付
吉田屋

錦海楼

かんえい

鳥羽 1-13-1 ☎ 0599-25-3191

鳥羽駅より徒歩 3 分。観光やビジネスに便利。
吉田屋

和光

鳥羽 1-13-1 ☎ 0599-25-2606

鳥羽駅より徒歩 4 分。観光やビジネスに便利。
鳥羽 1-23-1 ☎ 0599-25-3121

鳥羽湾を望む美しい景色の中、ご滞在中 四季折々の旬の味わいを
お楽しみいただけます。
鳥羽 1-24-26 ☎ 0599-25-2500

天保元年創業の老舗温泉旅館。鳥羽駅より徒歩 3 分（送迎有）
。鳥
羽駅前の海岸沿いに建ち、伊勢志摩観光の拠点として絶好の立地を
誇る。 特典 ロビーで利用できる呈茶券サービス

相差町 346 ☎ 0599-33-6205

リゾートヒルズ豊浜蒼空の風

相差町 382 ☎ 0599-33-6134

千鳥ヶ浜海岸横の高台に建ち、洋と和を兼ね備えたおもてなしの宿
です。 特典 モーニングコーヒーサービス

親子二代 海女
民宿

答志町 903 ☎ 0599-37-2075

新鮮な海の幸を味わう宿。魚介類好きな方は来て下さい！
特典 海の幸のおみやげプレゼント

戸田家

海女の宿

答志町 958 ☎ 0599-37-2034

眺望、御料理が楽しめるのはもちろんの事、プラス海ホタルナイトツ
アー島ガイドも魅力です。 特典 海ホタルナイトツアー無料サービス

民宿旅館

相差町にある浜風の宿。
総木造りの２つの露天風呂で至福の安らぎ。
《★無料貸切★》 目玉は漁港より直接仕入の鮮度抜群の魚介類。 お
料理は自信を持ってお出ししております。

海楽園

相差町 1471 ☎ 0599-33-6000

小浜町 299-39 ☎ 0599-25-3202

料理や、畳風呂が好評 ファミリーから団体様 OK
特典 平日 5 名様より通信カラオケサービス

風流座敷釣りのできる宿。 特典 鳥羽駅からすぐ

食彩の湯宿

かず美

冨久家

相差町 462 ☎ 0599-33-6022

相差町 1206 ☎ 0599-33-7676

海女の本場、相差。伊勢エビ・鮑・松阪牛、三重の三大グルメ旅は
冨久家で。旬の味覚と美味しい食材でおもてなし。
特典 海産物のお土産 1 組に 1 個付
貸切のお風呂無料

前身は今、パワースポットで人気の石神さんのある相差の寿司屋さ
ん。温泉の露天風呂は美肌の湯。 特典 貸出用色浴衣を無料にて（通
常 2,160 円）

浜の雅亭一井

あじ蔵 CaroCaro

相差町千鳥ヶ浜 1522-27 ☎ 0599-33-7555

地域で一番の絶景の宿。天然温泉で癒されたあとは、相差ならで
は新鮮食材でおもてなし。 特典 モーニングコーヒーサービス、売店
10％引き券
ホテルメ

湯楽々

小浜町 272-46 ☎ 0599-25-2829

浦村町今浦 222 ☎ 0599-32-1515

和のオーベルジュ、趣異なる 7 つのお部屋、お食事はレトロな離れ蔵レ
ストランで…。 特典 モーニングコーヒーサービス
潮騒の宿

うえ久

相差町 431 ☎ 0599-33-6221

バラエティーに富んだ 9 種類のお風呂とぬめり感のある“あわら
ぎの湯”が自慢です。 特典 ソフトドリンク 1 本付

目の前が海で漁師もやっていて新鮮な魚が食べられます。天気の良
い日は自家用船でドライブクルーが無料でできます。 特典 当地の海
産物のお土産

あじ彩の宿

あおやま荘

小浜荘

小浜町 288 ☎ 0599-25-3551

伊勢志摩の旬の食材を堪能。小さな宿の家庭的なおもてなし！
湯快リゾート

鳥羽彩朝楽

小浜町城山 610 ☎ 0570-550-278

相差町 392 ☎ 0599-33-6185

現役海女の女将の経営する地産地消野菜、魚貝料理民宿。
特典 まごころサービスのお店です。
浜辺屋

小浜町 272-58 ☎ 0599-25-2259

抜群のロケーションと、思い思いに楽しめるアミューズメントの
数々。心と体のリフレッシュをお楽しみ下さい。

一本釣り鮮魚の旬の魚料理が自慢の宿です。

魚の栖

別館まつむら

丸仙

国崎町 285 ☎ 0599-33-6052

菅島町 151-18 ☎ 0599-34-2231

漁師、海女の宿で、館内にある海女小屋で海女サンが目の前で焼い
てくれて夕食は食べられます。 特典 わかめプレゼント

神饌で素朴な旨さとボリューム 自然と人情と海幸を味わう民宿。
特典 鳥羽一番街割引券付
佐田浜第一駐車場無料券発行

あわびと伊勢エビのお宿 たまや

くつろぎの宿

国崎町 733-4 ☎ 0599-33-6561

あわびと伊勢エビは海の幸の“相棒”
！ あばれ料理でおもてなしし
ます。 特典 1 名に付ソフトドリンク 1 本
旅館

山幸園

答志町 1025-3 ☎ 0599-37-2216

美さき

答志町 355 ☎ 0599-37-2141

答志島の海岸に位置し、客室より太平洋を一望。主人が仲買の資格
を持ち、超新鮮素材。答志島温泉でのんびりお過ごしください。
特典 島獲れの「ゆでダコ」1 グル－プに 1 匹サービス（２名様より）
山海荘

神島町 75 ☎ 0599-38-2032

海水浴（サンシャインビーチ）歩いて 2 分、和具港歩いて 3 分。
特典 海の幸お土産付

神島近海のものしかつかいません。本物の自然と魚を味わってほしい。

味覚の宿

鳥羽国際ホテル潮路亭

定洋

答志町 1354 ☎ 0599-37-2011

鳥羽 1-23 ☎ 0599-25-3121

ひなびた旅情を誘う味覚の宿。旬の地物食材でおもてなしいたしま
す。 特典 1 グループに地元のお土産プレゼント（若布等）

おもてなしの心と伊勢志摩の旬の味を大切にした会席料理をお楽し
みいただける静かな佇まいの和風旅館です。

波音の宿

胡蝶蘭

中村屋

答志町 2137-3 ☎ 0599-37-2065

海岸高台に建つ全室オーシャンビューの 3 階建て 20 室の島で水揚
げされた食材を使う料理旅館

相差町 255-2 ☎ 0599-33-6166

潮風の宿

鳥羽国際ホテル

相差町 1535-3 ☎ 0599-33-6382

伝洋

伊勢志摩の海鮮、伊勢海老・鮑・カキ・フグ・他 松阪牛・自家栽培米・
野菜料理となめらか泉質の湯あみが魅力の小宿。 特典 宿泊基本料金
の5%OFF

鳥羽十景に選ばれた千鳥ヶ浜海水浴場へは徒歩 1 分。伊勢志摩の
海幸を食する宿。足湯・貸切風呂も好評です。 特典 ソフトドリンク
1 本サービス
丸万

答志町 735 ☎ 0599-37-2001

当館は離島にたたずみ、四季を通して獲れたての新鮮な魚貝会席料
理が味わえます。離島ならではの解放感をお楽しみ下さい。 特典 若女
将の仕入れる地魚舟盛り、グループで 1 匹サービス（要事前連絡）

小浜町 231-1 ☎ 0599-25-2170

四季の「海景」
、料理人の「技」
、そして展望大浴場の「温泉」
。心
温まる笑顔でおもてなしを。

小浜町 239-9 ☎ 0599-25-4141

鳥羽の高台に建つ全室オーシャンビューの宿。絶景自慢のお風呂か
らは素晴らしい朝日がご覧いただけます。 特典 湯上りビール 1 杯チ
ケット付き
海月

鳥羽 1 丁目 10-52 ☎ 0599-26-2056

創業明治 20 年の老舗旅館です。地元の旬の食材にこだわり、泊食
分離の形をとることでお客様に自由な旅をご提案させていただいて
おります。
御宿

瀬乃崎

畔蛸町 127-42 ☎ 0599-33-6003

地元の海女さんと触れあう「海女小屋体験」を夕食で楽しめる宿。
なまり言葉がいい塩梅にいい。 特典 うまいもん 1 品プレゼント
民宿

北川

畔蛸町 169 ☎ 0599-33-6112

岩ガキコース（ 4 月1 日～ 8 月16 日）
・真ガキコース（11 月 1 日
～ 3 月 30 日） 三重ブランド 岩ガキ 宿泊り、カキ食べ放題。
季さら

安楽島町 1075-11 ☎ 0599-21-1700

全室離れの温泉露天風呂付客室。本館は赤ちゃん、お子様向けプラ
ン多数あり。別邸 3 室は大人 2 名様のみの対応となります。
特典 1 グループに 1 個パールドロッププレゼント
かんぽの宿

鳥羽

安楽島町 1200-7 ☎ 0599-25-4101

鳥羽湾を臨む高台に建つ料理自慢の宿。
志摩ビーチホテル

相差町 1522-40 ☎ 0599-33-6110

太平洋の絶景と料理長自慢の美味しい海鮮料理を思う存分堪能でき
ます。 特典 ドリンク 1 本付
ホテル浜離宮

鳥羽１-22-19 ☎ 0599-25-6868

オーシャンビューとはまさにこのこと！鳥羽・小浜湾の海上に浮か
ぶように建つ温泉宿。伊勢志摩でももっとも高温の療養高温泉は自
家源泉で露天風呂・貸切露天風呂・大浴場で楽しめます。
鳥羽ビューホテル花真珠

安楽島町 1075-98 ☎ 0599-25-2111

鳥羽湾一望の高台温泉宿。
夕食はお部屋でゆっくりとお楽しみ頂けます。
浜辺の温泉宿

かめや

安楽島町 893-1 ☎ 0599-26-2600

目の前は安楽島海水浴場！ 伊勢神宮まで車で 30 分！ 鳥羽・伊
勢志摩の新鮮な魚介や松阪牛が味わえる田舎の温泉宿。 特典 夕食時
にドリンク 1 杯サービス
民宿

伊平屋荘

畔蛸町 174 ☎ 0599-33-6026

料理自慢の民宿、主人は船頭。
特典 釣りザオ（エサ付）又は海産物プレゼント（土産）
宝屋旅館

答志町 2196-1 ☎ 0599-37-2309

答志島の宿。伊勢エビ、アワビ等目の前で焼く荒磯焼が自慢。
特典 1 グループに答志島の海の幸プレゼント
別館

すずき

相差町 174 ☎ 0599-33-6054

TV雑誌の取材多数！貸切露天２種は空いていれば何度でも貸切無料。
07 年にリニューアルしご要望に答え絶景露天付き客室も新設。海幸
三昧の夕食はお部屋か個室にご用意。大切な人とお越し下さいませ。
味の宿

花椿

相差町 1189 ☎ 0599-33-7733

名旅館で板長を勤めた主人が始めたモダンな和の宿。客室ごとに
食事時間をずらして振舞われる料理は目にも美しい懐石料理。リ
ニューアルした貸切り露天風呂も無料でご利用いただけます ( 有料
のコース有り )。
民宿・釣船

三幸丸

石鏡町 1669-17 ☎ 0599-32-5604

釣船を御利用の方は 3,000 円で朝のオニギリ付き素泊まりができます。
ホテルリゾート彩花亭

安楽島町 1075-149 ☎ 0599-25-2559

鳥羽湾から太平洋まで一望できる高台にあり、旬の食材を使った海
鮮会席料理が自慢です。 特典 モーニングコーヒー
星海幽月 夢遊華

相差町江尻 2269-16 ☎ 0599-33-7177

海を見渡す絶景！広大な敷地に客室わずか 8 室、全ての客室が露
天風呂付 ( 全室内禁煙 )。漁師の主人が長年の夢を実現させた宿で
料理も評判。料理は当日の水揚げ次第！季節の旬が堪能できる。
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情景の宿

あづま

相差町 801-14 ☎ 0599-33-6056

新鮮な海の幸をメインとしたボリューム満点のお料理と、的矢湾内と
いう好立地ならではの景観が自慢の宿です。釣りは通年、夏は海水浴
が楽しめ、伊勢神宮、スペイン村、石神さんなど、アクセスも抜群。
料理の宿

銀鱗

浦村町 1208-5 ☎ 0599-32-1001

新鮮な伊勢えび・かき・あわび…を炭火で焼きながら食す。全七室の
海鮮炭火焼きの宿。
渚の宿

福寿

安楽島町 795 ☎ 0599-25-2375

太平洋まで徒歩１分！すべてのお部屋から広々とした海がご覧いた
だけます。
花の小宿

重兵衛

相差町 1395 ☎ 0599-33-6220

ミキモト真珠島

海女小屋

はちまんかまど

海女小屋

相差かまど

肉料理

小浜町 272 ☎ 0599-25-7000

犬種問わず愛犬とともに、お泊りいただけるホテルです。旅行未経
験のワンちゃんも安心しておこしください。 特典 わんわんパラダイ
スオリジナル、まぐろのおやつ 1 頭 1 個プレゼント
KKR 鳥羽いそぶえ荘

安楽島町 1075 ☎ 0599-25-3226

伊勢志摩国立公園内の鳥羽湾を一望する高台に建ち、地元新鮮魚介の料
理が自慢の公共の宿（利用できないサービス：宅配便・赤福・マッサージ）
特典 おふたり様に 1 つ
真珠のペンダント

まつむら

浦村町大吉 1731-68 ☎ 0599-32-6006

海女・漁・木造船・海の祭りなど海と人との長くて深い関わりを紹介す
る博物館です。
鳥羽 3-3-6 ☎ 0599-25-2555

飼育種類数が日本一！人魚伝説のモデルとも言われるジュゴンに会え
るのは日本でここだけ。入館料のみ使用可。
海島遊民くらぶ

鳥羽 1-4-53 ☎ 0599-28-0001

伊勢志摩の魅力を体験するオプショナルツアーを多数開催！ガイド
がご案内いたします。※要事前予約。
ミキモト真珠島

鳥羽 1-7-1 ☎ 0599-25-2028

日本が世界に誇る MIKIMOTO PEARL 発祥の地。入場・売店・レ
ストランすべての施設でご利用いただけます。
伊勢湾フェリー

鳥羽三丁目 1484-111 ☎ 0599-26-7600

伊勢湾をショートカット！鳥羽港と愛知県伊良湖港を約 55 分で結ぶ
カーフェリーです。 特典 乗船運賃のみ使用可＜回数券、セット券、割
引券不可＞
伊勢志摩スカイライン

鳥羽１丁目 15-2 ☎ 0599-25-2852

鳥羽と伊勢を結ぶ“天空のドライブウェイ”
。山頂展望台からは、
伊勢志摩や伊勢湾の大パノラマが展開します。
鳥羽湾めぐりとイルカ島

大明東町 20-4 ☎ 0599-25-2515

松阪肉等の肉料理専門店。個室で日本庭園を眺めながら、ゆったり
とお食事が楽しめます。 特典 お食事の方ウーロン茶サービス
伊勢海老 海鮮蒸し料理 華月

大明東町 16-3 ☎ 0599-26-5252

鳥羽の伊勢海老・あわび料理専門店
江戸金

大明東町 5-13 ☎ 0599-26-2299

四季折々の魚介類・多種多様なフードとドリンクが味わえる寿し &
居酒屋。深夜までの営業でフレンドリーな定員が貴方のお腹と心を
満たします！
珍海堂

小浜町 300-22 ☎ 0599-25-5201

海産物から工芸品、真珠まで色々あります。
特典 5,000 円券使用で「あおさ」か「ひじき」進呈
長門館

鳥羽 1-10-45 ☎ 0599-25-2006

鳥羽駅より徒歩 4 分。海鮮あみ焼き料理、
海鮮丼・定食など多数有り。

◦観光施設

鳥羽水族館

大明東町 20-4 ☎ 0599-25-5758

人気の手作りハンバーグをはじめ地元の食材を使ったイタリアンが
楽しめます。 特典 お食事された方にソフトドリンクサービス

てっぱり料理

市立 海の博物館

相差町 1238 ☎ 0599-33-7453

相差漁港内に位置し、本物の海女さんが新鮮な魚貝類を目の前で焼
いて食べさせてくれます。

ホテルアルティア鳥羽

鳥羽わんわんパラダイスホテル

相差町あさり浜 ☎ 0599-33-6145

海女小屋で伊勢志摩の新鮮な魚貝料理を提供し、海女さんとふれあう
ことのできる体験施設です。（要予約）

カーナ・ピーナ

鳥羽・安楽島の高台という伊勢志摩の中でも絶好のロケーションにあるア
ルティア鳥羽は、地中海風の落ち着きあるリゾートホテル。 特典 あおさ
ドレッシング（グループに 1 個）

鳥羽 1-7-1 ☎ 0599-25-2028

日本が世界に誇る MIKIMOTO PEARL 発祥の地。売店・レストラン・
入場すべての施設でご利用いただけます。

石神さんの隣り宿、良質な温泉と和モダンな空間でこだわりの自家製野
菜・米・新鮮な海の幸を満喫。 特典 夕食後、自家製果実酒をロビーラウ
ンジにて、ワイングラスで
安楽島町 1061-9 ☎ 0599-25-7711

ドライブイン鳥羽

◦お土産店・飲食店

鳥羽 1 丁目 2383-51 ☎ 0599-25-3147

遊覧船に乗って鳥羽湾遊覧が楽しめ、寄港するイルカ島にも無料で入
園頂けます。乗船料のみ使用可。( 遊覧船、イルカ島、喫茶、食堂、売
店等は使用不可 )

鳥羽一番街

鳥羽 1-2383-13 ☎ 0599-26-3331

真珠専門店をはじめ、新鮮な海産物・名産品を豊富に取り揃えてい
ます。食堂街では、鳥羽の旬をご堪能頂けます。
大阪屋

鳥羽 1-4-64 ☎ 0599-25-2336

旬の食材を生かした活魚料理。名物エビフライを是非食べて下さい。
Cuccagna クッカーニャ 鳥羽店

鳥羽 1-6-17 ☎ 0599-26-3143

地元の食材、旬の物を使ったイタリアン・ダイニング・バー。ラン
チ・ディナー・バーと幅広く使えます。
鳥羽

久兵衛

鳥羽 2-4-3 ☎ 0599-25-5506

創業1971年以来、
伊勢鳥の焼鳥や鳥羽の魚、
地酒を取り扱ってます。
地元のお客様も多く、鳥羽で 1 番古い焼鳥屋です。
ちどり家

鳥羽 3-33-1 ☎ 0599-25-2219

一品、一品、手を掛けて…、店内から海が目前に…、横の窓からは「し
まかぜ 」等の電車も… 特典 コーヒー、ジュース等ワンドリンクサービス
茶屋フードサービス（七越茶屋）

鳥羽 3-4-32 ☎ 0599-26-3690

磯のかおり、味わう伊勢志摩。うどん・郷土料理の食事処。
七越本店

鳥羽 5 丁目 29-12 ☎ 0599-25-2264

昔ながらの麺類専門店。地元の味をいかしておもてなしをしていま
す。店内は、ジャズを聞きながら、ゆったりとした空間でお食事を
して頂けます。
漣

さざなみ

鳥羽 3-5-28 ☎ 0599-25-2220

開きえびフライの漣。特典 5% 引き
（但し、
他のサービスとの併用不可）
伊勢志摩みやげセンター 王将

松尾町 15-1 ☎ 0599-26-3100

海産物を中心とした製造卸問屋の大型直営店。水中翼船「王将」が
目印。 特典 ショッピング時、ちょっぴりプレゼントをご用意

鳥羽 1-82-1 ☎ 0599-25-3610

鳥羽割烹

たまも

安楽島町 1395-3 ☎ 0599-25-4741

売店では、伊勢志摩の銘菓・名産品を豊富に取り揃え、食堂では地
元の食材を活かしたメニューを提供しています。

伊勢海老・アワビ等、伊勢志摩ならではの食材を炭焼や和食にてご堪
能頂けます。 特典 食後のデザート（アイスクリーム）一品サービス

海の駅 黒潮 パールロード店

海の食堂

浦村町 7-1 ☎ 0599-32-5352

はっかい

浦村町 1204-3 ☎ 0599-32-5999

伊勢志摩の地魚を水槽から選び、お好きな調理方法で食べられます。
特典 大鍋で炊いた海鮮漁師汁が飲み放題！

カキ筏を眺めながら浦村かきをはじめ地元調達の新鮮魚貝類をお召
し上がりいただけます。

海の駅

御食事処

黒潮

相差店

畔蛸町 91-2 ☎ 0599-33-7108

丸栄

鳥羽 1 丁目 6-19 ☎ 0599-25-3155

伊勢志摩の地魚を水槽から選び、お好きな調理方法で食べられます。
特典 大鍋で炊いた海鮮漁師汁が飲み放題！

一年中、おいしい魚介類が食べられる店。居酒メニューもあり、地
元の人の飲み会にも使用していただいています。

一栄

MUSEA

鳥羽 1-22-21 ☎ 0599-25-2885

鳥羽 3 丁目 5-24 ☎ 0599-37-7211

地元答志島などから仕入れる新鮮な魚介が鮮度も抜群。その日の一
品がカウンターに並ぶ。地元の常連客で賑わうのも納得がいく店。

自家焙煎の美味しいコーヒーを店内でも、お持ち帰りでもお楽しみ
いただけます、コーヒー豆の販売有。

鳥羽風土

天びん屋

安楽島町 194-10 ☎ 0599-25-3080

地元の食材を中心としたお食事とカキのオリーブオイルがおすす
め。 特典 カキのオリーブ漬けが50 円引き
オイスターバーあじ蔵

浦村町今浦 222 ☎ 0599-32-1515

真牡蠣の産地、一年を通じて生牡蠣を味わえるオイスターバー。
特典 食後コーヒーサービス
鳥羽展望台 食国蔵王

国崎町字大岳 3-3 ☎ 0599-33-6201

鳥羽 1 丁目 4-61 ☎ 0599-25-2223

鳥羽ならではの新鮮な海の幸をリーズナブルな価格で提供していま
す。メニューの多さも自慢です。四季それぞれの食材にこだわり、
鳥羽の旬が味わえます。鳥羽一番街の３Ｆに支店もあります。
あみ焼き

天びん屋

地元の牡蠣料理「がんがん焼」が楽しめる。がんがん焼とはせんべい
缶の中に牡蠣を豪快にいれ、酒蒸しにする浜料理。是非ご賞味下さい。

世界に誇る絶景レストラン best30 に選ばれたレストランでお食事
いかがですか？ 伊勢志摩の銘菓・名産品を取り揃えた売店もござ
います。
（※はねやすめでの軽食は券売機の為、ご利用頂けません。
）

鳥羽マルシェ

共栄物産株式会社

ファミリーレストラン すみれ

与吉屋店

浦村町 1229-47 ☎ 0599-32-5520

かき養殖場の直営店にて食事・お土産が御利用できます。
TOBA パールタウン

鳥羽 3-3-6 ☎ 0599-26-4077

10 店舗の真珠専門店が軒を連ね、手頃な価格のパールアクセサリー
から高級真珠まで豊富に揃う。
株式会社 丸幸

鳥羽 3-3-6 ☎ 0599-26-4077

新鮮な魚介類を東京築地市場や大都市の中央市場に出荷していま
す。活きの良い伊勢海老やサザエがお求めになれます。
海女小屋

畔蛸かまど

畔蛸町 127-42 ☎ 0599-33-6003

新鮮魚貝を地元の海女ちゃんが目の前で炭火焼き。なまりもいい塩
梅にスパイシー。 特典 大人気食材「あじの桜干」サービス
丸傳商店

鳥羽 1-4-65 ☎ 0599-25-2159

伊勢志摩産の天然鮑・サザエの卸・小売店。
「磯笛あわび」と「あわび醤油」
のお店です。

お弁当

おかげ屋

菅島町 289 ☎ 0599-34-2525

漁師さんが釣った魚や海女さんが採った貝や海藻が 15 品お弁当箱
につまってます。
「鮮緑しましま弁当」
すし梅

鳥羽一丁目 3-10 ☎ 0599-26-2045

創業明治初年。すし、うなぎ。
鳥羽さかなセンター 大漁水産

鳥羽 1-16-7 ☎ 0599-25-7887

鳥羽 1 丁目 5-10 ☎ 0599-25-2011

鳥羽 1 丁目 2383-42 ☎ 0599-21-1080

鳥羽・志摩の農水産物の産直市場。地元食材で作るビュッフェレス
トランと、テイクアウトコーナーもあります。
大明西町 1-1 ☎ 0599-26-2115

ショッピングプラザハロー内のファミリーレストラン「すみれ」で
ございます。小さなお子様からお年寄りまで、ご家族団欒の食事に
ご利用下さい。
和食堂

いせえび

鳥羽 3-3-6 ☎ 0599-25-6565

TOBA パールタウン内にあり、鳥羽市内でも数少ない海を眺めな
がらお食事ができるお店です。美しい鳥羽湾に浮かぶ真珠島や行き
交う船を眺めながら伊勢志摩の海の幸をご堪能いただけます。
海産物

海の華

鳥羽 1-8-7 ☎ 0599-37-7939

海鮮丼・伊勢エビ・アワビ・サザエなど生きたまま料理して新鮮に
めしあがっていただきます。
魚々味

堅神町 833 ☎ 0599-21-1522

漁協直営の食堂です。

◦その他
花の宴

鳥羽 2-9-3

☎ 0599-25-8226

店内は明るく、アジアン風でまとめられ、上質な雰囲気。地元の方、
観光客の方問わず、御利用頂いております。心温かく、笑顔が素敵
な女性スタッフでお待ちしております。

伊勢志摩の海産物・珍味・銘菓など、豊富に取り揃えてます。
特典 土産物 10％ OFF
（除外品あり）
珍海堂

本店

小浜町 300-22 ☎ 0599-25-5201

伊勢海老、活貝、海産物を色々ととりそろえています。贈答品に是
非ご利用下さい。 特典 5,000 円券使用でドーマンセーマンの木札
珍海堂

１番街店

鳥羽１丁目 2383-13 鳥羽一番街１階 ☎ 0599-25-5201

珍味・菓子から真珠・工芸品まで楽しいおみやげが色々そろいます。
海鮮

いろは

鳥羽１丁目８-7 ☎ 0599-25-4809

サザエ・大アサリ・伊勢えび・あわびなど、店内水槽に生かしてある
ので新鮮な料理を召し上がって頂けます。 特典 答志産ワカメ酢サービス

（令和元年６月１日現在）
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ふるさと納税
宿泊観光周遊券 登録施設一覧
（※令和元年 6 月 1 日以降、追加施設一覧）

宿 泊 施 設

飲食店

季さら 別邸 刻 Toki

海上焼き牡蠣食べ放題 （有）丸善水産

安楽島町 1075-7

☎0599-21-2900

浦村町 1229-67

☎0599-32-5808

全室オーシャンビューのはなれ造りのお宿。わずか

海上に浮ぶ牡蠣小屋で潮風の匂いと絶景を堪能し

10 棟の客室には、温泉内風呂と露天風呂を完備。

ながら獲れたての牡蠣をお好きなだけこれぞ鳥
羽、浦村の最高の贅沢

老舗のくつろぎ 潮美館
相差町 1126

鳥羽海鮮料理 屋形船おきた
☎0599-33-6017

鳥羽市鳥羽 1-2383-51

☎0599-25-7133

2018 年 8 月全館改装！業界初『水素風呂の大浴場』

鳥羽湾をクルージングしながら、海の上という特

新鮮な海幸や伊勢えび、あわびなど

別な空間で日常とは違う体験ができるレストラン

特典：夕食時ソフトドリンクバー無料

です。
（屋形船）
特典：コース料理とは別にお楽しみ料理 1 品付き！

扇芳閣

カキ小屋やま栄水産
鳥羽市鳥羽 2-12-24

☎0599-25-3151

鳥羽市浦村町 1-7

☎0599-32-6009

海と共に生きる生産者のカキを。
海鮮 BBQ にもご利用頂けます。
（令和３年４月９日 現在）

