
伊江島 pass は島内のおススメ体験やショップをオトクに楽しめるクーポンです♪

★ 伊江島　島あっちぃモニター参加者だけの、 お試し体験時間と価格となります。 　（　ツアー参加日のみ有効　）

1.レンタカー
伊江島の自然と風の香りを五感で感じる！

要予約

TEL:090-1943-4820
営業時間 １０:00～17:00
所要時間 約30分
通常料金　1,500～2,300円
場所 
予約時に確認
支払い方法 直接お支払い

TEL:090-1943-4820
営業時間 １０:00～17:00
所要時間 約４0分
通常料金　1,800～2,500円
場所 
入村式にてご案内
支払い方法 直接お支払い

TEL:090-1943-4820
営業時間 １０:00～17:00
所要時間 約30分
通常料金　1,800円
場所 
予約時に確認
支払い方法 直接お支払い

TEL:090-1943-4820
営業時間 １０:00～17:00
所要時間  約30分
通常料金　1,800円
場所 
予約時に確認
支払い方法 直接お支払い

要予約 要予約

ご予約確認後、お時間についてツアー当日に再度
ご連絡させていただきます。※利用チケットと引き換えと
なります※卵は使用しません

ご予約確認後、お時間についてツアー当日に再度
ご連絡させていただきます。
※利用チケットと引き換えとなります

１３．ジェラード作り体験
搾りたてのミルクを使い、ジェラードを作って食べよう！

１４．ぷるぷるお菓子作り体験
伊江島定番お菓子♪どんなお菓子か、お楽しみ☆

要予約 要予約１６．貝ストラップづくり
世界に一つだけのストラップづくり♪お土産づくりにも☆

ご予約確認後、お時間についてツアー当日に再度
ご連絡させていただきます。
※利用チケットと引き換えとなります

ご予約確認後、お時間についてツアー当日に再度
ご連絡させていただきます。
※利用チケットと引き換えとなります

１７．フレームアートつくり
サンゴや貝殻でオリジナルフォトフレーム

伊江島の旅を
もっと楽しもう！ ALL980島あっちぃ 伊江島ｐａｓｓ！島あっちぃ 伊江島ｐａｓｓ！島あっちぃ 伊江島ｐａｓｓ！

円

予約不要 ８.エースランチ＋アセロラジュース
伊江島の老舗カフェ「エースバーガー」のランチ

TEL:0980－49－2052
営業時間　１０:０0～21:00
所要時間　ー
通常料金　1,150円
場所　　　　　エースバーガー
伊江村字川平136番地
支払い方法　直接お支払い

予約不要

※混み合う可能性がありますので、事前確認を
お願いします。

※ランチとディナーの間に中休みが14:00-17:00と
なりますので、事前に連絡して頂く事をおススメします。

７.海人定食
伊江島で水揚げされた美味しい魚介類を召上れ！

TEL:0980-49-2166
営業時間　11:30～14:30
所要時間　ー
通常料金　1,300円
場所　　　　　海人食堂
伊江村川平519-3 2F
支払い方法　直接お支払い

予約不要

TEL:0980-49-5702
営業時間 １１:０0～1４:０0
所要時間 ー
通常料金　1,200円
場所　　　　　島の駅 
伊江村東江上509
支払い方法 直接お支払い

※ディナーは焼肉屋さんとして営業していますが、
完全予約制となります。

６．伊江牛の焼肉定食＋ドリンク
とても希少な伊江牛の発祥のお店で食べる焼肉定食

要予約要予約 予約不要

TEL:090－9781－9275
営業時間 １０:０0～1７:０0
所要時間 ー
通常料金　1,200円

場所　　カフェ ハーブ100%
伊江村字東江前2541
支払い方法 直接お支払い

５.ケーキセット＋オリジナル箸置２個付
カフェでゆったりとした島時間を♪

TEL:0980-49-2202
営業時間 11:30～17:00
所要時間 ー
通常料金　1,450円
場所　　　　　cafe ククムイ 
伊江村字東江上549
支払い方法 直接お支払い

※定休日：日・月・祝日・臨休有※予約必須。事前に到着時間をお伝え下さい。
※ドリンクは450円以外の商品の中からお選びください。
※営業日：水・木・土・日

４．ドリンク＋ケーキ＋キッシュのセット
カフェでのんびり♪ハーブティのお土産付き

TEL:090-1943-4820
営業時間 １０:00～17:00
所要時間 約30分
通常料金　1,500円
場所 
予約時に確認
支払い方法 直接お支払い

要予約１５．ポニーの餌やり体験
伊江島のかわいいポニーにほっこり癒されちゃおう♪

ご予約確認後、お時間についてツアー当日に再度
ご連絡させていただきます。
※利用チケットと引き換えとなります

要予約１２．多肉の鉢よせ！
多肉植物を可愛く植えて、自分だけの鉢をつくろう♪

TEL:090-1943-4820
営業時間 １０:０0～1７:０0
所要時間 約30分
通常料金　1,800～2,800円
場所
予約時に確認
支払い方法 直接お支払い

ご予約確認後、お時間についてツアー当日に再度
ご連絡させていただきます。
※利用チケットと引き換えとなります

TEL:090-1943-4820
営業時間 １０:00～17:00
所要時間 約１時間
通常料金　2,000円
場所 
予約時に確認
支払い方法 直接お支払い

要予約

ご予約確認後、お時間についてツアー当日に再度
ご連絡させていただきます。※島ぞうり持参になります
※利用チケットと引き換えとなります

１１．島ぞうりアート
オリジナル島ぞうり☆島ぞうりはご持参ください♪

※混み合う可能性がありますので、事前確認を
お願いします。

2.レンタルサイクル＋伊江島菓子
レンタサイクルで伊江島を探索♪

TEL:0980-49-5208
営業時間　7:30～18:00
所要時間　約3時間
通常料金　1,200円
場所　　　　　タマレンタ企画
伊江村川平520-2
支払い方法　直接お支払い

予約不要

※混み合う可能性がありますので、事前確認を
お願いします。※日本国で発行された普通自動車免許が
必要です。ドライバーの交代はできません。1名乗り。

ちゅらまーい Ha:moレンタル
                         やんばる西エリア

TEL:0800-0800-811
営業時間　9:00〜17:00
最終受付時間　16：00
所要時間　約1時間
通常料金　1,000円
場所　　　伊江島観光協会
伊江村川平５１９−３
支払い方法　直接お支払い

要予約

TEL:080-2785-4320
営業時間 9:30～15:30
所要時間 約40分
通常料金　3,000円
場所　　　　城山売店 
伊江村字東江上552
支払い方法 直接お支払い

※混み合う可能性がありますので、事前確認を
お願いします。

９．アロマバスソルトづくり
贅沢な完全無添加のバスソルトを手作りします♪

要予約１０.釣り道具レンタル
釣りを楽しもう♪初心者でも楽しめます♪

TEL:０９０-2718-5123
営業時間 8:00～17:00
所要時間 帰路便までに返却

通常料金　3,000円
場所　
伊江港ターミナル前集合
支払い方法 直接お支払い

※混み合う可能性がありますので、事前確認を
お願いします。※釣り場所は「堤防」となります
※釣りの餌は各自でのご用意となります。

要予約

TEL:090-1943-4820
営業時間 １０:０0～1７:０0
所要時間 約30分
通常料金　2,000円
集合場所 
予約時にお電話にてご案内
支払い方法 直接お支払い

ご予約確認後、お時間についてツアー当日に再度
ご連絡させていただきます。
※利用チケットと引き換えとなります

１８．伊江島の民話を聞こう
伊江島民話の絵本を方言で読み聞かせ♪

TEL:090-1943-4820
営業時間 １０:00～17:00
所要時間  約1時間
通常料金　2,000～3,000円
場所 
予約時にお電話にてご案内
支払い方法 直接お支払い

要予約１９．ちょっとお庭探検！
自慢のお庭におじゃまするわよ～（2～3軒）

ご予約確認後、お時間についてツアー当日に再度
ご連絡させていただきます。
※利用チケットと引き換えとなります

裏面にも色々プランと

注意点があるさ～

見てみましょうね～

3.
小さな発見が特別な体験に！超小型EVで絶景を巡る旅！！

TEL:0980-49-2053
営業時間　8:00～18:00
所要時間　約3時間
通常料金　3,579円
場所　　　 伊江島観光バス㈱

伊江村川平478-9
支払い方法　直接お支払い

※普通自動車免許必須※別途保険料が1,050円が加算
（合計2,030円）※ガソリン代は含まない。※利用時間は３時
間以内※18時までに返却※2台限定※上記住所にて貸渡



●プランの内容が受入れ先や民泊先の事情により変更になる場合がございます。ご了承ください。
【使い方】
①利用できない時間帯や予約の有無、注意事項をチェック！
②島あっちぃ当選連絡がきたら、さっそく催行予定日の3日前までに各プラン毎にチェックしよう♪
③体験したい内容が決まったら、各メニューの連絡先に予約をしよう♪
④注文時に、「伊江島pass！カード」を提示しメニューを注文しよう♪
⑤体験時、会計時に「980円」お支払いください。
⑥「伊江島pass！カード」に店舗のスタッフよりサインをしてもいましょう。
⑦体験１１番～２０番のチケットが必要な体験については現金とチケットを交換をします。
※受付場所などの詳細はお電話のご予約時にご案内します。
※メニュー内容をよくご確認ください。(事前に提供メニューや営業時間などの内容をご確認ください。）
※注文時または会計時に提示して下さい。（注文時または会計時に、必ずスタッフに「伊江島pass！
　　カード」を提示してチェックを受けてください。チェックを受けていない場合はご利用できません。）

伊江島 pasｓご利用にあたっての注意事項

TEL:0980-49-2885
営業時間 土曜15:00～17:00

所要時間　約30分 
通常料金　1,390円
場所　　　　伊江島蒸留所
伊江村字東江前1627-3
支払い方法 直接お支払い

※見学の最終受付が17時となります。 ※伊江島pass限定の
営業（通常は土日祝 定休日） ※未成年または運転手の方は
試飲できません。 ※予約受付時間：平日8:00～17:00

２２．蒸留所見学！出来立てラムの味見！　
イエラム50ml 2本セット＆オリジナルコースター付き

TEL:０９０-1179-7756
営業時間 午前　１0時-12時
              午後　１３時-15時
所要時間 約2時間
通常料金　3,000円
場所　伊江村字東江上５００
支払い方法 直接お支払い

※一組3名以上からご予約可能。
※一度の体験で2組体験できます。

２3．伊江小麦を使ったピザ作り体験
島野菜と伊江小麦のピザを炭火で作り上げます♪

※1組2名以上からご予約可能。※1回の最大人数３名
まで。※水着持参（ウェットスーツのレンタル可能）
※小学生以下は保護者同伴となります。

２７．海面を滑走できるマーブル
水上ソファーに腰掛けたらジェットスキーで滑走！

２６．迫力満点のドラゴンボート
波しぶきを浴びて海と一体化する瞬間を楽しもう！

TEL:0980-50-6171
営業時間　９:０0～1８:０0
所要時間　10分
通常料金　1,600円
場所 
YYY　CLUB　iE　RESORT
伊江村字東江前1965
支払い方法　直接お支払い

TEL:0980-50-6171
営業時間　９:０0～1８:０0
所要時間　10分
通常料金　1,600円
場所 
YYY　CLUB　iE　RESORT
伊江村字東江前1965
支払い方法　直接お支払い

TEL:0980-50-6171
営業時間　９:０0～1８:０0
所要時間　10分
通常料金　2,700円
場所 
YYY　CLUB　iE　RESORT
伊江村字東江前1965
支払い方法　直接お支払い

※1組2名以上からご予約可能。※1回の最大人数12名
まで。※水着持参（ウェットスーツのレンタル可能）
※小学生以下は保護者同伴となります。

要予約

※1組2名以上からご予約可能。※1回の最大人数８名
まで。（4艇所有）※水着持参（ウェットスーツのレンタル
可能）※小学生以下は保護者同伴となります。

２８．シーカヤックで海遊び
ひと漕ぎひと漕ぎ、自分の力で漕ぎ進めていきます！

予約不要

TEL:0980-49-2305
営業時間 １０:00～17:00
所要時間 ー
通常料金　1,620円
場所　　　　　NINUFA
伊江村字川平638
支払い方法 直接お支払い

※休業日2/10（土）11（日）　　　3/24（土）25（日）
※イヤリングにも対応可能です。

30．島人の手作りアクセサリーセット
星砂をガラスの中に閉じ込めたピアスとネックレス。

予約不要２9．イエソーダ4本ギフトセット
フォトジェニックな可愛いソーダ♪お土産にも★

TEL:0980-49-５５５５
営業時間　７:０0～1６:０0
所要時間　ー
通常料金　1,040円
場所　　伊江島物産センター
伊江村字川平5１9-3
支払い方法　直接お支払い

※年中無休！伊江港ターミナル売店にて
販売しております。

要予約

※入園料無料。接木、挿木教室などの体験も無料です。
（体験要予約）

31．ハイビスカス苗の割引販売
1000種類以上のハイビスカス♪苗の割引販売☆

TEL:0980-49-5850
営業時間　9:０0～1７:０0
通常料金　　1,200円～
所要時間　　約1時間
場所　　　　　ハイビスカス園
伊江村字東江前3614−1
支払い方法　直接お支払い

【方法】
①伊江島pass！を3回以上利用する。（サインを3個以上集める）
②最終日の交流会に観光協会のスタッフへ、カードを提示し、ステッカーをゲット！
【注意事項】
●たっちゅんステッカーが予告なく島の事情により変更となる可能性があります。
●その他クーポンやサービスとの併用はできません。
●有効期限は、島あっちぃ催行日となり、本人のみ有効となります。（譲渡、転売は不可となります。）
●コピーによる利用はできません。
●記載の各施設様情報は、2018年1月現在の情報となります。
●写真はすべてイメージとなります。
●予約不要店舗以外について、ツアー３日前までの予約となります。
●満席時や、荒天時などを理由に、メニューをご利用いただけない場合がございます。

★スタンプを３つ以上集めて、たっちゅんステッカーをゲット！

TEL:090-1943-4820
営業時間 １０:00～17:00
所要時間 約1時間
通常料金　10,000円
場所 
予約時にお電話にてご案内
支払い方法 直接お支払い

要予約

ご予約確認後、お時間についてツアー当日に再度
ご連絡させていただきます。※利用チケットと引き換えと
なります※出演は15分程です（録音の場合も有り）

２０．ラジオ出演！メジャーデビュー！？
FMスタジオで、島人パーソナリティーと生放送特別出演

TEL:090－８２９０－８１１３
営業時間 ９:00～1７:00
所要時間 約1時間
通常料金　1,500円
場所 　　　にしんすに　
伊江村字東江前2438
支払い方法 直接お支払い

要予約

TEL:０９80-49-2569
営業時間 9:00～17:00
所要時間 約1時間
通常料金　1,000円
場所　マリンハウスIEアイランド

伊江村字東江前1947-1
支払い方法 直接お支払い

※予約状況によっては当日の受け入れも可能ですので
お電話にてご確認をお願いします。

２４．夜光貝のペンダント細工体験
伊江島の美しい貝を細工してアクセサリー作り体験

要予約要予約

要予約 要予約

※ご予約確認後、体験の集合時間などの詳細を
お伝えします。最大利用人数は10名までとなります。

２１．レジンクラフト作り体験
伊江島の海の恵みを利用したストラップ、アクセサリー作り

要予約

要予約

２５.釣り道具レンタル
釣りを楽しもう♪初心者でも楽しめます♪

TEL:0980-49-3045
営業時間 8:00-17:00
所要時間 17時までに返却

通常料金　3,000円　
場所　　　かりゆし民宿
伊江村字川平345
支払い方法 直接お支払い

※貸出用の竿は6本のみになりますので、事前確認を
お願いします。※釣り場所は「堤防」となります
※釣りの餌は各自でのご用意となります。
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伊江島 pass は島内のおススメ体験やショップをオトクに楽しめるクーポンです♪

伊江島の旅を
もっと楽しもう！ ALL980島あっちぃ 伊江島ｐａｓｓ！島あっちぃ 伊江島ｐａｓｓ！島あっちぃ 伊江島ｐａｓｓ！

円
加盟店までの車の移動目安時間（港を出発地点とした場合）
約１分エリア
①②③⑦⑩㉕㉙

約5分エリア
⑧㉒㉚

約10分エリア
④⑤⑥⑨㉑㉓㉔
㉖㉗㉘

約15分エリア
㉛

※加盟店⑪～⑳の
場所はご予約時の
確認となります
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