
※紙クーポンの取扱店舗情報になります。（電子クーポンについてはご確認ください）

＜竹芝＞

東京愛らんど（金曜日のみ22:00まで、その他18:00まで時間に注意）

＜船内＞

大島・利島・新島・式根島・神津島航路 　22:00～23:30・7:30～8:30・12:00～15:00・17:30～18:30

　22:30～23:30・7:30～8:30・12:30～14:30・17:00～18:30

４F　レストラン 　22:30～23:30・7:30～8:30・12:30～14:30・17:00～18:30

＜大島＞

伊豆大島岡田港　minatoにぎわいマーケット岡田店（船客待合所内売店）

＜利島＞　

東京都利島村1592

営業時間種別

さるびあ丸

橘丸

三宅島・御蔵島・八丈島航路

三宅島・御蔵島・八丈島航路

６F　レストラン

航路

東京都大島町元町１-3-1 

家電販売等 御神火テレビ楽器 東京都大島町元町4-4-12 

売店

宿泊施設 旅宿うみの和 東京都大島町岡田字川の道86-2

東京都大島町元町2-20-2

東京都大島町元町1-17-2

東京都大島町元町字北の山107-2

Hale 海 Guest House.Oshima

ペンション　いち・まる・いち　ダイビングサービス

宿泊施設

宿泊施設

レンタカー

飲食店 島京梵天 東京都大島町波浮港6番地 

売店 有限会社武田商店 東京都大島町泉津15-12 

売店

飲食店 つばき寿司 東京都大島町元町4-10-3 

売店 ぶらっとハウス 東京都大島町岡田字新開87-1 

東京都大島町元町2-5-7 

売店 歌乃茶屋 東京都大島町三原山頂

宿泊施設

宿泊施設

東京都大島町元町字五輪224-4

温泉施設

温泉施設

御神火温泉

元町浜の湯

東京都大島町元町字仲の原1-8

東京都大島町元町字トンチ畑882

観光施設 伊豆大島火山博物館 東京都大島町元町神田屋敷617番 

宿泊施設

レンタカー

宿泊施設

宿泊施設

レンタカー

宅配便事業 東京都大島町元町字北の山122 ヤマト運輸　大島元町センター

椿花ガーデン

大島バス

大島レンタカーサービス

大島キャンピングレンタカー

トヨタレンタカー大島店

伊豆大島レンタカー

レンタカー 元町レンタカー 東京都大島町元町 1丁目4-12 

レンタカー

レンタサイクル らんぶる 東京都大島町元町1-9-7 

ダイビング 東京都大島町元町字水溜210-6 

レンタバイク 大島南耕苑 

ガソリンスタンド 東京都利島村25

東京都大島町元町字北野1-74

ダイビング ダイビングセンターカラーズ 東京都大島町元町字北の山101-10 

ボウリング場

ガイド・ダイビング

ダイビング 東京都大島町岡田５

利島ＳＳ（土屋燃料運送店） 

飲食店・売店 東京都利島村利島村一円255

ダイビング イルカマリンクラブ利島

ダイビング 東京都大島町差木地クダッチ

売店 株式会社椿 東京都大島町元町４-10-13 

有限会社紅屋売店 東京都大島町元町1丁目13番地8号

みよし土産品店売店 東京都大島町元町1-16-1

宿泊施設 東京都大島町元町4-19-4 でんハウス

三佳

伊豆大島 ホテル&リゾート マシオ

宿泊施設 東京都大島町元町2ー13ー17 ゲストハウスKOIZUMI

島の宿　近

宿泊施設 美芳 東京都大島町元町1-17-8 

ガイド・ダイビング 東京都大島町元町字野地７２３－２ 

イエローダイブ

オレンジフィッシュ

ダイビング アクアヴィット伊豆大島店 東京都大島町元町字北野1-92 

売店 東京都利島村利島村13

宿泊施設 東京都利島村利島村119-2 

東京都利島村1351利島村勤労福祉会館

利島のおみやげ屋さん　モリヤマ 

東京島しょ農業協同組合利島店 

民宿寺田屋

売店

ガソリンスタンド 東京都大島町元町3-10-4

住所

東京都港区海岸1-12-2

　　　　〃

種別 店舗名 住所

売店

売店

売店

売店

あんこばあばの手作りの店

WINE-ISLAND　風待

C&WORLD第一工場 

東京都大島町岡田字横町38番1 岡田港船客待合所２階 

東京都大島町元町風待31-85 

東京都大島町元町仲中49-40

2020年11月25日更新

地域共通クーポン　取扱店舗　①

種別 店舗名

売店

売店

売店

宿泊施設・売店

バス

売店

東京都大島町元町1-18-3 

東京都大島町岡田字横町83-1 

東京都大島町泉津字木積場3-5

東京都大島町元町1-9-6

東京都大島町元町1-17-1 

大島温泉ホテル

観光施設

宿泊施設

ガソリンスタンド 東京都大島町岡田字榎戸１６－１ ENEOS　岡田給油所

売店 健康堂 東京都大島町元町1-13-12 

ホテル白岩 東京都大島町元町3-3-3

東京都大島町差木地クダッチ

東京都大島町元町字津倍付41-1

東京都大島町元町大洞492-1 

グリーンホテルたかた

東海自動車サービス

マルエーマート

高田製油所

えびす屋土産店

売店 阿部森売店 東京都大島町元町1-9-5 

売店 （有）旭  東京都大島町元町 1-17-2 

ダイビング 東京都大島町元町赤禿13-11

飲食店 うどんあさみ 東京都大島町差木地字クダッチ 

宿泊施設

売店

売店

売店

東京都大島町泉津福重 

東京都大島町元町1-8-10 

売店 海市場

ダイビング

東京都大島町元町字地の岡91-1

東京都大島町元町字北の山２６２ー３ 

ダイビング 東京都大島町元町字北の山41-4

ダイビング

伊豆大島ダイビングセンター

アクアデルレイ大島

ケンボーダイビング

SHOP竹芝

伊豆大島元町港　大島マリンショップ元町店（船客待合所内売店）

Fish Island Crew

Beach Line

グローバルネイチャークラブ

伊豆大島ミスタードルフィンダイビングサービス

バリアフリーペンション「すばる」 東京都大島町元町1-23-6 

東京都大島町元町1-17-3 

朝海館 東京都大島町岡田字助田68 

青とサイダー 東京都大島町波浮港４ 

LIFETOWNやすとく 東京都大島町元町字地の岡65-58 

東京都大島町元町1-21-1

東京都大島町元町八重の水174

東京都大島町元町字和泉106-14

東京都大島町岡田字新開107-1

東京都大島町波浮港10

柳屋 

有限会社　武田商店　椿資料館売店

有限会社　武田商店　元町鮮魚店

東京都大島町元町3-1-6 

飲食店

飲食店

BookTeaBed IZU-oshima

お食事処　フレンドハウス

東京都大島町元町2-3-4 

東京都大島町元町4-15-19 

飲食店 マンダリンアイランドホテル 東京都大島町元町4-6-1

宿泊施設

宿泊施設 Volcanic Island 東京都大島町元町2-2-2 

飲食店 CADENCE 東京都大島町元町1-17-1 

宿泊施設 露伴 東京都大島町波浮港14番地 



※紙クーポンの取扱店舗情報になります。（電子クーポンについてはご確認ください）

＜新島＞

＜式根島＞

＜神津島＞

東京都神津島村617 

東京都神津島村1593 

東京都神津島村鴎穴32 

東京都神津島村1373 

東京都神津島村1324 

東京都神津島村1553 

地域共通クーポン　取扱店舗　②

2020年11月25日更新

レンタサイクル 東京都新島村式根島21-1 式根島レンタサイクルセンターげんべい

レンタカー フジイレンタカーサービス 東京都新島村式根島610-2 

ダイビング 式根島ダイビングサービス 東京都新島村式根島232-4 

売店 池太商店 東京都新島村本村6-3-3

売店 前忠商店 東京都新島村本村5-1-12

売店 いさば家　（新島港船客待合所内売店） 東京都新島村黒根2-1 

売店 紅谷 東京都新島村本村6-1-6 

売店 菊孫商店 東京都新島村本村3丁目1番2号 

売店 三佳商店 東京都新島村本村6-1-4 

売店 エレガンス 東京都新島村本村5-5-17

ガソリンスタンド 新島給油所 東京都新島村本村1-6-5

売店 池村商店 東京都新島村式根島348-1

売店 酒屋の宮原 東京都新島村本村１ー１ー５ 

売店 新島空港売店 東京都新島村本村字川原 

売店 吉山商店 東京都新島村本村1-6-8 

売店 おくやま 東京都新島村式根島281-1 

売店 井上みやげ店 東京都新島村式根島15-2 

売店 フレッシュライフSHINYA 東京都新島村式根島370-2 

売店 ファミリーストアみやとら 東京都新島村式根島283-2

種別 店舗名 住所

売店 みのり屋商店 東京都神津島村634番地

売店 宮房商店 東京都新島村式根島982 

ガソリンスタンド 井上燃料店 東京都新島村式根島218-1 

売店 スーパーまるはん 東京都神津島村1445番地 

売店 丸島土産店 東京都神津島村57番地

売店 おきみや 東京都神津島村1090

売店 関庄商店 東京都神津島村神津島村816

売店 黒潮商会 東京都神津島村57

売店 松村商店 東京都神津島村985

売店 橋本屋 東京都神津島村122 

宿泊施設 みんなの別荘ファミリア 東京都神津島村神津島村1005 

売店 シミズ商会 東京都神津島村1491番地 

売店 よっちゃーれセンター 東京都神津島村37-2 

飲食店 Hyuga brewery 東京都神津島村139-2 

宿泊施設 ゲストハウスシヨウゴロ 東京都神津島村124 

宿泊施設 大松 東京都神津島村661

宿泊施設 山下旅館本館 東京都神津島村2

宿泊施設 山下旅館別館 東京都神津島村3

宿泊施設 丈栄丸 東京都神津島村543

宿泊施設 浜の家 東京都神津島村54

だいじんこ

宿泊施設 梅田荘

宿泊施設 菊乃屋

宿泊施設 旅館よたね 東京都神津島村1170 

宿泊施設 吉栄丸

宿泊施設 新八 東京都神津島村936 

東京都神津島村377 

ガイド Full Earth 東京都神津島村998-A-1 

ガソリンスタンド 有限会社神津島燃料 東京都神津島村1720番地 

東京都神津島村1646

ダイビング ティアーズブルーダイビング 東京都神津島村668-2 

宿泊施設 勘九郎

宿泊施設 寿美礼丸

ダイビング アクアメイトダイビング

宿泊施設 ホテル神津館

宿泊施設



※紙クーポンの取扱店舗情報になります。（電子クーポンについてはご確認ください）

＜三宅島＞

東京都三宅島三宅村神着240 浅沼ビル101 

＜御蔵島＞　

＜八丈島＞

東京都八丈島八丈町大賀郷2839 八丈島空港ターミナルビル 

東京都八丈島八丈町大賀郷2839-2 空港ビル内 

ダイビング TDC三宅島 東京都三宅島三宅村阿古1878 

売店

売店

空港店やました

八丈民芸やました

売店 民芸あき空港店

ピーズクラブ

ダイビング レグルスダイビング

宿泊施設 船見荘

売店

飲食店 魚八亭八丈店
飲食店 エイト

宿泊施設 そこど荘

飲食店 八丈島ジャージーカフェ
飲食店 ジェラアテリア365

宅配便事業 ヤマト運輸　八丈島三根センター

宿泊施設 八丈ビューホテル

リードパークリゾート八丈島宿泊施設

宿泊施設 ロッジオーシャン

施設 八丈写真館

ガイド 晴花日
観光施設 八丈服部屋敷
施設 癒香大里店

ダイビング Divehouse　Kanaloa 
ダイビング コンカラー

ガイド 八丈島自然ガイドサービス椎

ダイビングベース　ブリーズ
ダイビング クラウンダイバーズ

売店 民芸あき

売店 長田商店
売店 黄八丈めゆ工房

瑚庵 

売店 雨森商店 

飲食店 藍ケ江水産 
飲食店 ピッツァパラディッソ 

宿泊施設 ガーデン荘 

飲食店

いそざきえん

レンタカー 舟山レンタカー 

宿泊施設 もろこや

売店 八丈エアポート逸品会

東京都八丈島八丈町三根1952-1 

売店 ちょんこめ作業所 東京都八丈島八丈町三根２－１ 

売店 株式会社藤巻商店 東京都八丈島八丈町三根150番地 

売店 雑貨屋ラミ
売店 合名会社菊池弘商店

東京都八丈島八丈町三根４５９４ー１

東京都八丈島八丈町大賀郷1257

東京都八丈島八丈町大賀郷7488-6

東京都八丈島八丈町三根871

東京都八丈島八丈町中之郷2542番地

売店 あしたば加工工場
売店 マルタ水産加工場
売店 東京島酒専門店　山田屋

東京都八丈島八丈町三根1542 

東京都八丈島八丈町三根789 

売店 ふくまる商店 東京都御蔵島村御蔵島村 

種別 店舗名 住所

レンタカー・ガソリン 七島商事 東京都三宅島三宅村坪田5369-1

売店 御蔵島観光協会 東京都御蔵島村御蔵島村一円 

ガソリン 有限会社　沖山揆一郎商店 東京都三宅島三宅村阿古700-5 

ガソリン・灯油・プロパンガス 株式会社三宅島産興商会 東京都三宅島三宅村阿古６７５ 

タクシー 三栄タクシー　三栄運送(有)

タクシー さくまタクシー　合同会社　佐久間

ガイド・ダイビング 三宅島スナッパー 東京都三宅島三宅村神着1172-1

ダイビング ディープイン 東京都三宅島三宅村伊ケ谷492-1 

ダイビング 東京都三宅島三宅村神着938三宅島バーディ

ダイビング オーシャンクラブ NUMBER 3 東京都三宅島三宅村阿古７５９－２ 

東京都三宅島三宅村阿古514

東京都三宅島三宅村坪田958

宿泊施設 新鼻荘 東京都三宅島三宅村坪田4214 

ダイビング Dolphin Club MIYAKEJIMA 東京都三宅島三宅村阿古1813-1

宿泊施設 三宅島ゲストハウス島家 東京都三宅島三宅村阿古2117-1 

宿泊施設 ペンション　サントモ 東京都三宅島三宅村阿古575 

売店 りぼん薬局

売店 三宅島酒造株式会社 東京都三宅島三宅村神着1198番地

宿泊施設 伊波荘阿古館 東京都三宅島三宅村阿古1978

売店 猫又堂 東京都三宅島三宅村伊ケ谷421 

売店 三宅ハート会 東京都三宅島三宅村坪田5364 

売店 浅沼教材店 東京都三宅島三宅村神着２２９ 

売店 土屋食品 東京都三宅島三宅村阿古683

売店 ヤマシタ 東京都三宅島三宅村神着98

売店 正大ストア 東京都三宅島三宅村神着1823番地 

売店 岡太楼本舗

売店 北川商店 東京都三宅島三宅村阿古695-4 

飲食店 ティーハウスノン・ノ（やまのべ旅館内） 東京都三宅島三宅村阿古1544 

飲食店 サバサンドカフェ

三宅島観光協会　(お土産は阿古漁港船客待合所内）

東京都三宅島三宅村阿古672-3 

東京都三宅島三宅村神着1168 

地域共通クーポン　取扱店舗　③

2020年11月25日更新

売店・ガイド・レンタサイクル等 東京都三宅島三宅村阿古672-3

種別 店舗名 住所

飲食店・売店 東京都三宅島三宅村伊豆36ギャラリーカフェ・カノン

東京都八丈島八丈町三根1029-7 

東京都八丈島八丈町大賀郷2370-1 

東京都八丈島八丈町三根362

東京都八丈島八丈町三根1307

東京都八丈島八丈町大賀郷２８３９－２

八丈空港ターミナルビル内 

東京都八丈島八丈町三根1291-18

東京都八丈島八丈町大賀郷2843 八丈ビジターセンター 

東京都八丈島八丈町三根1167-12

東京都八丈島八丈町大賀郷２４０３－４－１F

東京都八丈島八丈町三根353 

東京都八丈島八丈町大賀郷2333 

東京都八丈島八丈町大賀郷4981-1 

東京都八丈島八丈町中之郷3376 

東京都八丈島八丈町三根198-1 

東京都八丈島八丈町三根1754

東京都八丈島八丈町樫立347 

東京都八丈島八丈町三根981

東京都八丈島八丈町大賀郷４４２２－１

東京都八丈島八丈町三根５３９２ 

東京都八丈島八丈町三根810

東京都八丈島八丈町大賀郷930-2 

東京都八丈島八丈町三根1291-9

東京都八丈島八丈町大賀郷6196-34

東京都八丈島八丈町大賀郷2322 

東京都八丈島八丈町三根1312-4

東京都八丈島八丈町三根1364-1

東京都八丈島八丈町三根225-7

レンタカー カーセンター八丈
レンタカー モービルレンタカー　八丈島店

ダイビング シーダイブ

宿泊施設 釣宿アサギク
宿泊施設 八丈島プチホテル満天望
宿泊施設 八丈島国民宿舎サンマリーナ

東京都八丈島八丈町樫立2010

東京都八丈島八丈町大賀郷1115

東京都八丈島八丈町中之郷2617-1 

OLIVE DIVING CLUBダイビング 東京都八丈島八丈町大賀郷1600番地3号

ガソリン 株式会社　八丈給油所 東京都八丈島八丈町三根1954-2 

東京都八丈島八丈町大賀郷2297

東京都八丈島八丈町大賀郷311-2

東京都八丈島八丈町大賀郷363-1

東京都八丈島八丈町大賀郷7914-1

東京都八丈島八丈町大賀郷7640-1

東京都八丈島八丈町三根1576-6 

東京都八丈島八丈町三根三根4419-6

東京都八丈島八丈町大賀郷３２２番地１ 

東京都八丈島八丈町大賀郷4436-38

ダイビング ダイビングショップ　アラベスク
ダイビング 比三一ダイバーズクラブ
ダイビング

ダイビング


