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№ カテゴリ 名前 代表者名

1 民宿 奥山荘 奥山　巌

2 民宿 あさの　　 浅野　勝司

3 ホテル・旅館・ペンション ペンションいちまるいち 藤橋　一成

4 ホテル・旅館・ペンション 大島温泉ホテル 山川　哲矢

5 商店 武田商店　 武田　與志男

6 地場産業 ㈱C&WORLD 安藤　祐子

7 民宿 大島泉の家 古谷　晃

8 民宿 公秀　　　 白井　秀治

9 民宿 あかし　　 明石　淑子

10 民宿 三佳　　　 白井　賢一

11 民宿 鳴海荘　　 杉山　貴彦

12 民宿 朝海館　　 小池　祐広

13 民宿 舟吉　　　 川島　礼子　

14 民宿 良作丸　　 白井　伊和

15 民宿 野田浜園　 白井　伸明

16 民宿 八幡荘　　 望月　正

17 ホテル・旅館・ペンション パームビーチ 東村　仁平

18 民宿 ﾏﾘﾝﾌﾟﾗｻﾞﾜｲｽﾞﾄﾞﾘｰﾑ 小林　聡

19 土産物店 一峰売店　 白井　常子

20 地場産業 深層海塩（株）　　 三間　伊織

21 レンタサイクル 丸久レンタサイクル 白井　登美

22 商店 マルト商店 川島　茂雄

23 ｶﾞｿﾘﾝｽﾀﾝﾄﾞ （株）カワシマ 川島　英二

24 商店 げんろく　 白井　学

25 商店 げんじや　 石井　李絵子

26 商店 菊池商店　 菊池　潤

27 商店 大沼商店　 大沼　岩夫

28 ダイビング （株）和光マリン　 川嵜　宗洋

29 地場産業 （株）椿 日原　行隆

30 飲食店 さざえ屋　木村 木村　史江

31 ホテル・旅館・ペンション 喜船 吉岡　和代

32 民宿 海楽 森川　登美江

33 民宿 友 青木　昭南

34 民宿 フレンドハウス 日笠　秀男

35 観光施設 大島ふるさと体験館 菊池　清

36 観光施設 椿花ガーデン 山下　隆
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37 商店 肉よし 佐々木　義則

38 衣料 （有）尾張屋装美 岡村　吉紀

39 土木建設 江口技研 江口　雄二

40 自動車整備 七島自動車（株） 杉本　稔

41 自動車整備 ㈱高田自動車工場 髙田　　庸平

42 自動車整備 （株）森川自動車 森川　信之

43 民芸 自然素材民芸天然舎 渡辺　昇次郎

44 清掃 （株）大島環境管理 大石　誠一

45 ホテル・旅館・ペンション ホテル白岩　 白井　岩仁

46 ホテル・旅館・ペンション くるみや　 白井　資摩

47 ホテル・旅館・ペンション 赤門　　　 藤井　義人

48 ホテル・旅館・ペンション グリーンホテルたかた 高田　幹夫

49 ホテル・旅館・ペンション 奥源　　　 奥山　和広

50 ホテル・旅館・ペンション 富士や　　 藤井　光代

51 ホテル・旅館・ペンション マシオリゾート 立島　克信

52 ホテル・旅館・ペンション でん・ハウス 立島　克信

53 民宿 かんいち　 藤井　啓子

54 民宿 八千代荘　 小山　芳枝

55 民宿 桜田　　　 桜田　晴巳

56 民宿 交楽　　　 沖山　千里

57 民宿 三浜館　　 臼井　清子

58 民宿 大陣　　　 立木　茂

59 民宿 大島グランド 千葉　政夫

60 民宿 万立荘 増山　弘子

61 民宿 なぎ 嶋田　昇

62 民宿 ふれあい民宿・椿山 山田　知代美

63 ゲストハウス・その他 ｶﾌﾟｾﾙﾎﾃﾙｱｲﾗﾝﾄﾞ伊豆大島 中村　節夫

64 ホテル・旅館・ペンション ペンションみなもと 樋口　摩実

65 ホテル・旅館・ペンション レスト　風 清水　徳行

66 ゲストハウス・その他 ゲストハウス　KOIZUMI 小泉　礼子

67 ゲストハウス・その他 ゲストハウス　もりおの家 森下　賢

68 ゲストハウス・その他 大島南耕苑 増田　宏昭

69 民宿 アイランドスターハウス 竹内　英

70 ゲストハウス・その他 オアシスアイランドゲート 青山　久志

71 ゲストハウス・その他 大島ペットクラブ㈱ 橋本　慎一郎

72 食事 丸久食堂 小佐野　英一

73 食事 雑魚や紀洋丸 藤井　静男



大島観光協会会員リスト 2021年1⽉5⽇現在

74 食事 めし・かあちゃん 平野　駿輔

75 食事 南島館 長島　爽吉

76 食事 (株）大島物産　寿し光 清水　徳行

77 食事 稲本食堂 高田　善江

78 食事 美芳食堂 山田　富美子

79 食事 栄楽 野口　充

80 食事 弁当屋・大将 持丸　一美

81 食事 信濃庵 大槻　まさ江

82 レンタサイクル らんぶる 野口　真二

83 スナック スナックエム 早川　真由美

84 喫茶 フルーツファクトリー大屋 中澤　みの子

85 喫茶 大島珈琲 金森　太郎

86 弁当 丸伸食品 渡辺　伸一

87 民芸 藤井工房 藤井　虎雄

88 民芸 （有）魚清あしたば工房 富岡　サカエ

89 民芸 夢工房 金子　ひろ子

90 民芸 伊豆大島椿染の会 菊地　かをり

91 土産物店 （有）旭売店 阿部　信代

92 土産物店 有限会社　高田製油所 高田　義土

93 土産物店 みよし土産品店 下村　嘉子

94 土産物店 恵比寿屋 高田　ほたる

95 土産物店 阿部森売店 阿部　円次郎

96 土産物店 歌の茶屋 清水　咲枝

97 商店 （有）うさぎや寝装店 梅田　力

98 商店 髙田ふとん店 髙田　元喜

99 商店 穐山電気 穐山　喬

100 商店 御神火テレビ楽器 高木　久司

101 商店 豊田屋 影山　美佐江

102 商店 尾朝商店 尾朝　光雄

103 商店 （有）紅屋 立木　成子

104 ｶﾞｿﾘﾝｽﾀﾝﾄﾞ （有）白石石油 白石　光政

105 ｶﾞｿﾘﾝｽﾀﾝﾄﾞ （株）岡山商店 岡山　正宏

106 酒屋 朝日屋商店 三宅　豊子

107 酒屋 （有）天野酒店 天野　太介

108 商店 (有）金太楼製菓所 阿部　欣一郎

109 地場産業 善菓子屋 白井　常子

110 土産物店 （有）島の煎餅 沖山　久子
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111 商店 （有）千葉文商店 千葉　昭一

112 商店 （有）佐々木商店 佐々木　修

113 商店 （有）二葉堂　　 花本　良子

114 商店 （有）柳屋 柳瀬　千代子

115 商店 あべとら 阿部　元子

116 商店 ちばぶん商店 鶴崎　勝彦

117 商店 ジャパンスポーツ 植松　豊

118 薬局 健康堂 山科　幹夫

119 商店 冨士屋書店 小関　敏雄

120 衣料 つばきや 高田　達

121 商店 （有）ハリカ大島店 高木　義久

122 土木建設 山武建設（株） 山田　長正

123 土木建設 白為土木（株） 白井　隆雄

124 土木建設 （株）石井組 石井　剛

125 土木建設 大昌建設（株） 山下　真一

126 土木建設 （株）成和 成瀬　也寸志

127 電気工事 （有）高松電気 高松　大悟

128 運輸業 （株）シラマキ 白井　一雄

129 自動車整備 （有）高梨モータース 高梨　彰久

130 タクシー 三原観光自動車（株） 髙田　政明

131 タクシー 宮本交通 宮本　和美

132 タクシー 倉田交通 倉田　雅央

133 交通機関 大島観光自動車（有） 福本　賢司

134 交通機関 大島マリンサービス（株） 土屋　克幸

135 バス 大島旅客自動車（株） 平野　暁

136 タクシー 木村介護タクシー 木村　圭一

137 レンタカー 大島レンタカー協会 友野　晃

138 タクシー あいタクシー 辻　　　善己

139 クリーニング 那知ランドリー 那知　岩成

140 クリーニング 吉川クリーニング 吉川　伝三

141 地場産業 （株）大島椿製油所 岡田　花代

142 商店 （有）高梨プロパン 髙梨　金五

143 商店 （株）マルヰエナジー 守谷　匡史

144 医院 大島医療センター 清水　忠典

145 地場産業 （有）大島明日葉研究所 寺田　牧人

146 地場産業 海の精（株） 寺田　牧人

147 スナック アンコ椿会 山田　康江
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148 土産物店 椿の実会 雨宮　信江

149 土産物店 三原山民芸品店組合 浜中　きよ子

150 釣具 丸市釣漁具店 那知　絹枝

151 ダイビング （株）ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙネイチャーｸﾗﾌﾞ 西谷　香奈

152 ダイビング アクアデルレイ大島 黒田　敏治

153 ダイビング ティファクトリー 河邉　保

154 ダイビング ａｔｏｐａｐａダイビングサービス 今関　真二郎

155 その他 ＤＳアサクラ 峰尾　佳伸

156 ダイビング イエローダイブ 古山　徹

157 ダイビング さいとうダイビングサービス 齊藤　周英

158 ダイビング ＳＥＡＳＯＵＮＤ 小川　修作

159 ダイビング オレンジフィッシュ 粕谷　浩之

160 ダイビング （有）アクアヴィッﾄ 平井　正志

161 ダイビング 伊豆大島ﾀﾞｲﾋﾞﾝｸﾞｾﾝﾀｰ 有馬　敬人

162 ダイビング カラーズ 荻島　浩二　

163 ダイビング Ｆish Island Crew 只野　哲朗

164 農業 万立あしたば農園 増山　賀子

165 農業 橋爪ガーデン 橋爪　重徳

166 商店 シャロン洋菓子店 高野　福夫

167 商店 寒川食賓館 寒川　素直

168 ホテル・旅館・ペンション ブランブルー和　なごみ 宮川　美代子

169 地場産業 （有）タイガー 石川　治子

170 配管工 さかき林産 榊　　松宏

171 配管工 （有）丸満工業 仲丸　和秀

172 民宿 海人 浅見　真一

173 土産物店 みはらし休息所 西井　健次

174 地場産業 ふじぶん 藤井　敏夫

175 商店 マルエーマート 松木　勝昭

176 商店 菊地鮮魚店 菊地　一男

177 食事 食堂すずめ 山田　一良

178 食事 樹璃庵 福田　正巳

179 食事 （有）大関寿司 佐藤　幸雄

180 運輸業 ㈱山田回漕店

181 運輸業 （有）港運送 本宮　忍

182 ダイビング ケンボーダイビング 佐藤　健治

183 タクシー 花交通 山口　正志

184 ホテル・旅館・ペンション ホテル　カイラニ ヤマシロ　美樹
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185 商店 （株）菊池商店 菊池　豊

186 地場産業 ＴＡＲＯ‘Ｓタローズ 白井　三保子

187 地場産業 （株）大島牛乳 白井　嘉則

188 地場産業 (有）まるい水産 奥山　健一

189 一般 北原　末松

190 一般 小池　　渉

191 一般 高橋　辰夫

192 一般 佐藤　勝人

193 一般 坂上　長一

194 一般 中村　佳一

195 一般 山田　忠敬

196 ゲストハウス・その他 いなかや 高橋　良二

197 一般 橋本　博之

198 運輸業 東海汽船（株）

199 一般 東海汽船（株）　代表取締役　社長 山﨑　潤一

200 一般 東海汽船（株）　専務取締役 石川　寛治

201 一般 東海汽船（株）  旅客部長 柳場　厚

202 一般 東海汽船（株）　取締役 櫻井　薫

203 一般 野口　安次郎

204 その他 伊豆大島ハワイアンフラチーム 梶原　こずえ

205 その他 （有）サンエイアクアﾌｨッﾄﾈｽK企画 新井　恵子

206 清掃 (株）オタリス 前田　光雄

207 航空 新中央航空（株）

208 出版 （株）風光社 中越　良平

209 製菓 （株)フジノネ 水野　正広

210 自動車学校 伊豆大島自動車学校 杉本　稔

211 商業 （株）楽々食品 相良勇夫

212 旅行業者 （株）JTB商事 熱海営業所

213 不動産 大島不動産 立木　隆一

214 不動産 千の風みらい園 髙橋　顗鳳

215 飲食店 つばき寿司 佐藤　昭文

216 宿泊施設 ヴィラ　タラッサ ﾎﾞﾉﾑ・ｳﾞｨｾﾝﾄ・ﾋﾟｴｰﾙ

217 ゲストハウス・その他 空と風　くーあんど・ふー 坂下たか子

218 ゲストハウス・その他 Hale　海（ハレカイ） 鈴木　勇一

219 レンタサイクル 戸井商店 戸井　昇

220 ダイビング
伊豆大島ミスタードルフィン　ダイビン
グサービス

井上　真人
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221 タクシー 長岡交通 長岡　武治

222 商店 ﾋﾞｭｰﾃｨｰｻﾛﾝ　イサム 西川　達江

223 飲食店 Joint-Farms/WINE ISLAND 峯田　康

224 ホテル・旅館・ペンション BookTeaBed 山田　篤志

225 ゲストハウス・その他 陽のあたる宿　ｻﾝｾｯﾄﾊﾟｰﾑ 宇井　香代子

226 商店 八丈万有㈱　大島ストア 岡野　晴生

227 一般 村田　学

228 宿泊施設 ｇｕｅｓｔ ｈｏｕｓｅ　甚之丸 磯山　晴広

229 ゲストハウス・その他 Volcanic　Island 高桑　祥広

230 ゲストハウス・その他 Resort　ｖｉｌｌａ　ｍｉｋｏ 髙田　紫織

231 一般 清水　光一

232 レンタルバギー 合同会社　村上屋 村上　悠

233 一般 関野　茂夫

234 地場産業 くさやの小宮山 小宮山　正大

235 宿泊施設 青とサイダー 吉本　浩二

236 印刷・デザイン TO-ONデザイン 千葉　玲美

→賛助会員


