
令和２年８月３日現在

所在地（市町単位） 営業所名・遊漁船業登録番号

1 志摩市 第八真宝丸・三重1242

2 尾鷲市 ゲイト須賀利支店・三重6286

3 志摩市 長栄丸・三重1678

4 志摩市 釣船 平光丸・三重1610

5 志摩市 トロ丸・三重1742

6 志摩市 こだま渡船・三重1794

7 志摩市 第二テンヤ丸・三重1062

8 大紀町 宗丸・三重1357

9 大紀町 釣船 愛海丸・三重1661

10 志摩市 釣船 幸盛丸・三重1173

11 鳥羽市 悠清丸・三重1677

12 志摩市 東山丸・三重1230

13 志摩市 田畑渡船・三重1726

14 志摩市 一華丸・三重1789

15 鳥羽市 ざっこClub・三重1751

16 志摩市 奥志摩マリン・三重1725

17 尾鷲市 嘉昌丸・三重6060

18 紀北町 一二三丸・三重6284

19 鳥羽市 やま栄渡船・三重1067

20 尾鷲市 釣船 狗鷲丸・三重6276

21 志摩市 二号三善丸・三重1356

22 大紀町 HELLO'S・三重1653

23 南伊勢町 大寿丸・三重1003

24 志摩市 西井丸・三重1723

25 志摩市 釣船 ほっぺ毛丸・三重1731

26 大紀町 渡船 眞精丸・三重1160

27 尾鷲市 光丸・三重6013

28 南伊勢町 釣船 善盛丸・三重1618

29 尾鷲市 株式会社オーシャンクルーズ・三重6269

30 南伊勢町 有限会社岡本活魚・三重1300

31 尾鷲市 釣船 三樹丸・三重6133

32 大紀町 喜盛丸・三重1701

33 紀北町 カワムラ・三重6074

34 南伊勢町 つり山平・三重1007

35 尾鷲市 釣船 三城丸・三重6031

36 南伊勢町 釣宿 合栄・三重1136

37 紀北町 広真丸・三重6218
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38 志摩市 釣船 一八丸・三重1669

39 鳥羽市 釣船 三吉丸・三重1236

40 紀北町 海山フィッシングセンター・三重6049

41 南伊勢町 第五 市丸・三重1676

42 紀北町 愛昌丸・三重6267

43 南伊勢町 大孝丸・三重1001

44 鳥羽市 釣船 幸徳丸・三重1439

45 鳥羽市 幸徳丸・三重1788

46 鳥羽市 釣船漁盛丸・三重1223

47 志摩市 大山丸・三重1698

48 鳥羽市 国盛丸・三重1457

49 志摩市 喜平丸・三重1694

50 南伊勢町 第2 敏丸・三重1048

51 大紀町 釣船 真澄丸２・三重1667

52 南伊勢町 伸幸丸渡船・三重1643

53 志摩市 大崎釣センター・三重1161

54 南伊勢町 日乃出屋・三重1148

55 志摩市 大忠丸・三重1717

56 鈴鹿市 釣船 豊丸・三重0015

57 熊野市 坂本渡船・三重6075

58 志摩市 釣船 第二武蔵丸・三重1655

59 志摩市 つり船まると屋・三重1672

60 尾鷲市 第八柴山丸・三重6052

61 紀北町 第二至丸・三重6285

62 志摩市 釣船　FP・三重1562

63 尾鷲市 朔秀丸・三重6288

64 熊野市 釣船 黒潮丸・三重6027

65 鳥羽市 晃福丸・三重1764

66 南伊勢町 陽斗丸・三重1791

67 志摩市 なかよし丸・三重1277

68 鳥羽市 釣船 健勝丸・三重1768

69 伊勢市 ゴーリキマリンビレッジ・三重1417

70 南伊勢町 釣船 西昌丸・三重1619

71 南伊勢町 釣船 松栄丸・三重1617

72 四日市市 トミス渡船・三重0049

73 大紀町 渡船 岡本旅館・三重1159

74 南伊勢町 釣舟なぎさ丸渡船・三重1215

75 志摩市 安乗釣センター・三重1218

76 鳥羽市 釣船海栄丸・三重1234

77 南伊勢町 辨谷・三重1302

78 志摩市 釣船正信丸・三重1359



79 南伊勢町 晃栄丸・三重1491

80 大紀町 千歳丸・三重1695

81 南伊勢町 正幸丸・三重1744

82 志摩市 かちかち丸・三重1772

83 南伊勢町 快成丸・三重1780

84 南伊勢町 泰明丸・三重1782

85 紀北町 釣船 魚魚丸・三重6202

86 熊野市 西口渡船・三重6120

87 尾鷲市 真祐丸・三重6184

88 南伊勢町 宝成丸・三重1217

89 志摩市 第八政辰丸・三重1228

90 鳥羽市 フィッシングパーク菅島・三重1580

91 南伊勢町 さかぐち丸水産・三重1588

92 鳥羽市 遊漁船 誠陽丸・三重1628

93 南伊勢町 第八 智嘉丸・三重1724

94 南伊勢町 将丸・三重1787

95 紀北町 広福丸・三重6053

96 尾鷲市 元丸渡船・三重6240

97 志摩市 功漁丸・三重1736

98 志摩市 海友丸・三重1363

99 熊野市 岩本渡船・三重6082

100 紀北町 貴和丸・三重6237

101 南伊勢町 釣船敏昌丸・三重1029

102 鳥羽市 小島渡船・三重1157

103 志摩市 釣船 中原丸・三重1469

104 鳥羽市 第３ みずなぎ・三重1732

105 鳥羽市 神島観光汽船株式会社・三重1749

106 紀北町 郁義丸・三重6115

107 熊野市 まるせい・三重6251

108 尾鷲市 釣船 昌栄丸・三重6156

109 紀北町 光丸・三重6181

110 南伊勢町 大誠丸・三重1786

111 鳥羽市 ルアー船・ファイヤードルフィン・三重1038

112 志摩市 天孝丸・三重1386

113 志摩市 堅田丸・三重1727

114 南伊勢町 恭進丸・三重1014

115 南伊勢町 釣船大宏丸・三重1025

116 南伊勢町 フィッシングセンター南志摩・三重1060

117 鳥羽市 遊漁船 明晃丸・三重1080

118 鳥羽市 釣堀モンキー・三重1191

119 南伊勢町 幸俊丸・三重1199



120 志摩市 第二定丸・三重1227

121 南伊勢町 釣船浜利丸・三重1243

122 南伊勢町 参栄丸・三重1292

123 志摩市 小崎渡船・三重1294

124 南伊勢町 渡船 とせん丸・三重1446

125 南伊勢町 国丸・三重1483

126 南伊勢町 幸進丸・三重1540

127 南伊勢町 渡船 和丸・三重1608

128 南伊勢町 釣舟 三善丸・三重1674

129 南伊勢町 釣舟 秀丸・三重1700

130 鳥羽市 ふき潮・三重1705

131 南伊勢町 海侍丸・三重1750

132 伊勢市 釣り船　如意丸・三重1758

133 尾鷲市 川端渡船・三重6058

134 尾鷲市 黒潮丸・三重6084

135 紀北町 若丈丸・三重6114

136 尾鷲市 海上釣り堀　天海・三重6205

137 尾鷲市 直丸・三重6278

138 鳥羽市 遊漁船 勝福丸・三重1077

139 鳥羽市 遊漁船 岡安丸・三重1129

140 南伊勢町 釣船 玉宗丸・三重1135

141 南伊勢町 釣船大翔丸・三重1147

142 志摩市 甚盛丸・三重1240

143 志摩市 釣船遊星丸・三重1339

144 志摩市 林渡船・三重1437

145 志摩市 智栄丸・三重1590

146 鳥羽市 美浦渡船・三重1603

147 志摩市 第五良栄丸・三重1639

148 南伊勢町 澤村 渡船・三重1679

149 尾鷲市 マルスイ海産・三重6025

150 紀北町 釣船 エヌテックマリン・三重6176

151 熊野市 しんちゃんまる・三重6211

152 尾鷲市 常勇丸・三重6244

153 南伊勢町 釣船進洋丸・三重1026

154 鳥羽市 釣船 隆政丸・三重1065

155 鳥羽市 光和丸・三重1251

156 南伊勢町 大和丸・三重1475

157 南伊勢町 久保 渡船・三重1616

158 大紀町 釣船 太幸丸・三重1690

159 志摩市 釣船 絆・三重1792

160 紀北町 渡船 まさ丸・三重6065



161 紀北町 垣内渡船・三重6125

162 南伊勢町 富丸・三重1098

163 志摩市 第７政吉丸・三重1293

164 鳥羽市 鳥羽磯部漁業協同組合小浜支所・三重1364

165 鳥羽市 勝丸・三重1462

166 志摩市 ハナパースポーツフィッシング・三重1583

167 鳥羽市 CASTING HEET・三重1640

168 南伊勢町 うえの山・三重1658

169 南伊勢町 福寿丸・三重1691

170 鳥羽市 第三 太漁丸・三重1741

171 伊勢市 釣船 第八真樹丸・三重1752

172 鳥羽市 フィッシングパークトリトン・三重1777

173 尾鷲市 第十一誠丸・三重6101

174 紀北町 筏マルキ・三重6250

175 尾鷲市 釣船 ディープブルー・三重6252

176 尾鷲市 ゆき丸渡船 昌実丸・三重6274

177 尾鷲市 宮城野渡船 司丸・三重6277

178 鳥羽市 善漁丸・三重1081

179 鳥羽市 遊漁船 美誉丸・三重1089

180 南伊勢町 釣船 第三勝豊丸・三重1114

181 南伊勢町 釣堀春丸・三重1132

182 鳥羽市 釣船中佐丸・三重1169

183 鳥羽市 釣船海王丸・三重1233

184 志摩市 ポケット丸・三重1287

185 南伊勢町 喜宝丸・三重1301

186 南伊勢町 三吉丸・三重1304

187 南伊勢町 金城丸・三重1383

188 鳥羽市 第十一 宏漁丸・三重1463

189 南伊勢町 まぜや・三重1551

190 志摩市 ワンステップ・三重1671

191 南伊勢町 さかぐち水産七宝丸・三重1688

192 南伊勢町 伸丸・三重1703

193 熊野市 滉基丸・三重6257

194 鳥羽市 海香・三重1123

195 志摩市 幸得丸・三重1320

196 鳥羽市 釣船忠丸・三重1337

197 鳥羽市 釣船 強丸・三重1425

198 尾鷲市 大ちゃん渡船・三重6227

199 紀北町 宮丸・三重6279

200 熊野市 マルヒサ渡船第一はとう丸・三重6281

201 四日市市 トータルフィッシングガイドサービス KOMORI・三重0003



202 南伊勢町 第三 やまかわ丸・三重1097

203 鳥羽市 釣船大進丸・三重1367

204 南伊勢町 正丸・三重1498

205 志摩市 釣船 小海途・三重1577

206 南伊勢町 第三昌福丸・三重1635

207 南伊勢町 橋本丸・三重1684

208 志摩市 善丸・三重1771

209 南伊勢町 まるよし・三重1781

210 紀北町 釣り船　大喜丸　・三重6206

211 紀北町 将丸・三重6292

212 南伊勢町 釣船第2隆福丸・三重1034

213 鳥羽市 遊漁船 第3なぎさ丸・三重1088

214 南伊勢町 釣堀和光・三重1207

215 鳥羽市畔 釣船龍丸・三重1252

216 南伊勢町 宝幸丸・三重1266

217 鳥羽市 有限会社　エーアンドエヌ・三重1307

218 尾鷲市 鳳漁丸　糸川・三重6219

219 南伊勢町 第二明孝丸・三重1095

220 鳥羽市 よし丸渡船・三重1200

221 志摩市 釣船 泰生丸・三重1630

222 南伊勢町 釣船 日新丸・三重1680

223 鳥羽市 フィッシュハンター・三重1743

224 尾鷲市 小槌丸・三重6291

225 南伊勢町 岩本丸・三重1264

226 鳥羽市 釣船孝志丸・三重1269

227 南伊勢町 ちはら・三重1481

228 南伊勢町 龍紀丸・三重1708

229 紀北町 伸成丸・三重6222

230 尾鷲市 光栄丸・三重6248

231 紀北町 株式会社 和栄・三重6275

232 菰野町 釣船 つる丸・三重0037

233 南伊勢町 安丸・三重1013

234 鳥羽市 遊漁船 長栄丸・三重1082

235 南伊勢町 勝栄丸・三重1111

236 鳥羽市 釣船利久丸・三重1361

237 鳥羽市 釣船 久丸・三重1419

238 鳥羽市 なかよし渡船・三重1440

239 鳥羽市 朝日丸・三重1461

240 南伊勢町 釣船 久栄丸・三重1660

241 南伊勢町 共昌丸・三重1666

242 大紀町 坂口渡船・三重1687



243 志摩市 大伸丸渡船・三重1765

244 志摩市 フィッシングセンターマンボウ・三重1785

245 南伊勢町 渡船 にしうら丸・三重1445

246 熊野市 釣船 長栄丸・三重6187

247 熊野市 釣船 恵鳳丸・三重6194

248 熊野市 釣船 築漁丸・三重6196

249 紀北町 はし本渡船・三重6265

250 鳥羽市 釣船 仁洋丸・三重1153

251 鳥羽市 釣船秀進丸・三重1224

252 鳥羽市 渡船よしかわ・三重1487

253 紀北町 輝丸・三重6023

254 熊野市 第五十一滉基丸・三重6282

255 尾鷲市 SPLASH・三重6287

256 四日市市 KAITO・三重0007

257 木曽岬町 はと丸・三重0055

258 志摩市 和具 海援丸・三重1031

259 志摩市 片山丸・三重1069

260 鳥羽市 遊漁船 喜代恵丸・三重1122

261 鳥羽市 釣船 第三良和丸・三重1149

262 鳥羽市 釣船 第二伊三丸・三重1156

263 鳥羽市 釣船敏城丸・三重1168

264 鳥羽市 釣船長栄丸・三重1235

265 鳥羽市 釣船日誠丸・三重1237

266 鳥羽市 まるき丸・三重1343

267 南伊勢町 福久丸・三重1374

268 志摩市 田中丸・三重1387

269 鳥羽市 釣船 豊栄丸・三重1411

270 大紀町 協立丸・三重1525

271 南伊勢町 芳漁丸・三重1537

272 南伊勢町 有限会社五ケ所湾ボートサービス・三重1604

273 南伊勢町 勝福丸・三重1609

274 南伊勢町 釣船 夢珠・三重1620

275 鳥羽市 重宝丸・三重1631

276 南伊勢町 第２雅丸・三重1645

277 鳥羽市 渡船ポセイドン・三重1707

278 鳥羽市 釣船 川口丸・三重1715

279 鳥羽市 敦栄丸・三重1719

280 大紀町 大洋丸・三重1735

281 南伊勢町 大剛丸・三重1737

282 南伊勢町 明丸・三重1770

283 紀北町 祥真丸・三重6021



284 紀北町 栄丸・三重6182

285 紀北町 明栄丸・三重6266

286 南伊勢町 日高丸・三重1002

287 志摩市 釣船 漁與丸・三重1011

288 南伊勢町 つり船山下・三重1061

289 鳥羽市 釣船 明次丸・三重1154

290 鳥羽市 釣船 文徳丸・三重1155

291 南伊勢町 元丸大敷・三重1064

292 鳥羽市 遊漁船 つるひめ・三重1083

293 南伊勢町 つり船 天吉屋・三重1137

294 鳥羽市 釣船佐紀丸・三重1170

295 鳥羽市 釣船美喜丸・三重1220

296 志摩市 釣船 三べ丸・三重1407

297 鳥羽市 充丸・三重1454

298 鳥羽市 功成丸・三重1458

299 鳥羽市 第八幸丸・三重1459

300 志摩市 釣船 敏栄丸・三重1575

301 鳥羽市 英進丸・三重1593

302 志摩市 釣船 あすか・三重1596

303 大紀町 釣船 テツ丸・三重1673

304 志摩市 賢島 龍神丸・三重1685

305 伊勢市 釣船 拓栄丸・三重1710

306 南伊勢町 第八天陽丸・三重1739

307 鳥羽市 釣船 魁星丸・三重1760

308 紀北町 裕翔丸・三重6018

309 紀北町 尚由丸・三重6096

310 尾鷲市 第八黒潮丸・三重6103

311 尾鷲市 黒潮マリンクラブ・三重6104

312 紀北町 井谷水産・三重6180

313 紀北町 和渡船・三重6183

314 紀北町 久勝丸・三重6199

315 紀北町 裕輝丸・三重6280

316 紀北町 第六 三幸丸・三重6289

317 南伊勢町 三和丸・三重1091

318 大紀町 彦丸・三重1668

319 志摩市 山和丸・三重1721

320 南伊勢町 光栄丸・三重1774

321 尾鷲市 釣船 末廣丸・三重6253

322 南伊勢町 誠久丸・三重1664

323 明和町 第八 純成丸・三重0047

324 明和町 三代目 山将丸・三重0056



325 南伊勢町 安井 誠・三重1396

326 鳥羽市 愛幸丸渡船・三重1270

327 鳥羽市 釣船第五幸丸・三重1428

328 大紀町 三重外湾漁業協同組合・三重1657

329 志摩市 有岡渡船・三重1745

330 紀北町 フィッシング光栄・三重6178

331 熊野市 釣船 正丸・三重6201

332 紀北町 貞丸・三重6209

333 尾鷲市 秀喜丸・三重6223


