
令和２年８月３日現在

所在地（市町単位） 事業者名

1 菰野町 株式会社湯の山スポーツクラブ

2 尾鷲市 有限会社マリントラスト

3 南伊勢町 瀧　整　

4 玉城町 伊勢観光開発株式会社

5 松阪市
 株式会社オオヨドコーポレーション

西日本セブンスリーゴルフクラブ

6 いなべ市 株式会社涼仙ゴルフ倶楽部

7 志摩市 北井　一明

8 津市 株式会社榊原ゴルフ倶楽部

9 四日市市 株式会社四日市カンツリー俱楽部

10 いなべ市 株式会社桑名カントリー倶楽部六石コース

11 津市 わかすぎの里管理組合

12 志摩市 中井　まち子

13 松阪市 松阪飯南森林組合

14 鈴鹿市 三鈴開発株式会社

15 亀山市
三重ロイヤル開発株式会社
ローモンドカントリー倶楽部

16 津市 平城開発株式会社

17 伊勢市 ゲストハウス愚狂庵

18 明和町 伊勢明星の宿

19 熊野市 凪の家

20 大紀町 海街LIFE -マリンハウス錦-

21 鳥羽市 アラシマイン201

22 桑名市 まちやど桑名宿　川口町８

23 鳥羽市 ザ・ゲストハウス東の窓

24 志摩市 濱村　嬌子

25 津市 リバーパーク真見管理組合

26 菰野町 菰野倶楽部　ジャック・ニクラウスゴルフコース

27 津市 名阪観光株式会社

28 志摩市 阿津里浜リゾート開発株式会社

29 四日市市 グレイスヒルズカントリー倶楽部

30 鳥羽市 小林　千代太郎

31 志摩市
ダイワロイヤルゴルフ株式会社
伊勢志摩カントリークラブ

32 志摩市 廣岡　和子

33 津市 株式会社三重白山ゴルフ倶楽部

34 四日市市 名四ゴルフ株式会社
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（キャンプ場・ゴルフ場等、民泊）



35 四日市市
株式会社アルペンリゾート
ゴルフ５カントリー四日市コース

36 志摩市 濵野　行嘉

37 志摩市 濵野　與司政

38 桑名市 桑名カントリー倶楽部

39 津市 土田　功佐子

40 志摩市 下村　國雄

41 伊賀市 株式会社アリジインターナショナル

42 津市 株式会社一志ゴルフ倶楽部

43 菰野町 𠮷田　智彦

44 いなべ市 古木のある家

45 伊勢市 伊勢ゲストハウスKITAI

46 玉城町 Guest Room MCK

47 玉城町 Guest Room CYK

48 津市 民泊久保

49 伊勢市 二見テラス

50 名張市 名張観光株式会社

51 志摩市 市場　司

52 津市 米川　憲之

53 亀山市 ライオンズゴルフ倶楽部

54 志摩市 上村　幸年

55 鈴鹿市 鈴峰企業株式会社

56 志摩市 中井　重治郎

57 伊賀市 一般財団法人しまがはら郷づくり公社

58 伊勢市 松本　勉

59 松阪市 株式会社松阪カントリークラブ

60 松阪市 藤崎　和喜

61 伊賀市 名阪開発株式会社

62 伊賀市 日新開発株式会社　阿山カンツリー俱楽部

63 津市 近藤　増広

64 いなべ市 グリーン・プラザ株式会社

65 志摩市 廣　茂規

66 志摩市 仲村　茂

67 志摩市 池田　佳隆

68 志摩市 山本　正義

69 いなべ市 七大字生産森林組合

70 津市 近藤　敏己

71 志摩市 中井　和恵

72 伊勢市
ハピネスイセ１（The best house for visiting
Ise-Shima 伊勢志摩観光に最適の家）



73 桑名市 民泊ながしま

74 紀北町 株式会社釣り堀正徳丸

75 志摩市 中尾　松幸

76 志摩市 市場　憲敏

77 大台町 瀬古　稔

78 南伊勢町 有限会社　傳八屋水産

79 志摩市 出口　美代子

80 津市 三重県森林組合連合会

81 伊賀市 メナードカントリークラブ青山コース

82 津市 鈴木　秀幸

83 亀山市 公益財団法人亀山市地域社会振興会

84 津市 諏訪　和人

85 菰野町 芝田　泰祐

86 志摩市 蔵辻　實

87 志摩市 宇田　陽一

88 志摩市 中村　真人

89 南伊勢町 あっぱっぱ家

90 桑名市 むぎのお宿

91 桑名市 ウィステリア長島

92 伊勢市 ゲストハウスいずる

93 志摩市 柴田屋

94 津市
東京レジャー開発株式会社
伊勢中川カントリークラブ

95 津市 リノベリア株式会社

96 津市 近藤　直久

97 津市 吉川　佳織


