
（土庄町地区）  72 名
番号 名       称 代  表  者 所在地 電   話

1 土庄町 岡野 能之 淵崎 62-7000
2 ㈱小豆島国際ホテル 中西 一宏 銀波浦 62-2111
3 ニュー観海本館天空ホテル海廬 三枝 昌紀代 銀波浦 62-1430
4 オリビアン小豆島 夕陽ヶ丘ホテル 坂本 良英 屋形崎 65-2311
5 湯元小豆島温泉塩の湯オ ー キ ド ホ テ ル 小嶋 光信 大木戸 62-5001
6  ㈱岡田⾧栄堂 岡田 佳子 本町 62-0055
7 小豆島豊島フェリー㈱ 堀川 満弘 港新町 62-1348
8 ㈱百十四銀行土庄支店 古林 正義 本町 62-1101
9 小豆島オリーブ ㈱ 堀川 満弘 東港 62-1277

10 ㈱香川銀行小豆島支店 池西 卓司 本町 62-1331
11 香川県農業協同組合小豆統括店 山田 雅文 本町 61-1710
12 瀬戸内観光汽船㈱ 小嶋 光信 大部 0869-72-0698
13 旭屋  岡田 健三 吉ヶ浦 62-0162
14 小豆島シーサイドホテル 松風 大川 浩史 鹿島 62-0848
15 宗教法人大本山小豆島大観音佛歯寺 村垣 慧晃 小馬越 64-6888
16 小豆島交通 ㈱ 中村 彰紀 吉ヶ浦 62-1203
17 ㈱トミウン 丹生 兼嗣 北山 62-1188
18 小豆島霊場会 宮内 義澄 西本町 62-0227
19 小豆島温泉“瀬戸の御湯”ホテルニュー海風 中黒 哲也 鹿島 62-1323
20 かつや旅館 森本 達雄 小部 67-2131
21 ㈱田中組 田中 良幸 吉ヶ浦 62-0368
22 向進舎印刷㈱ 山本 真一郎 吉ヶ浦 62-1121
23 マルシマ印刷㈱ 島 啓 渕崎 62-5577
24 石井サイクル 石井 城光 渕崎 62-1866
25 美島自動車㈱ 山下 信康 上庄 64-6500
26 海辺の宿 入舟 鳥井 省蔵 銀波浦 62-0590
27 ㈲はまや旅館 浜本 志郎 小部 67-2101
28 やなぎや観光㈱ 川向  武 小部 67-2221
29 カントリー イン ザ ホワイトマリーン 浜口 雅寛 鹿島 62-5040
30 かどや製油㈱ 宮下 賢一 大木戸 62-1133
31 奥之院 笠ヶ瀧 宮田 和生 笠滝 62-1017
32 香川商事㈱ 丹生 年一 北山 62-1110
33 喜久家旅館 大内 育子 吉ヶ浦 62-0271
34 ㈱元屋商店 柳生 好彦 西本町 62-0109
35 小豆島へルシーランド㈱ 柳生 敏宏 柳 62-7111

 会   員   名   簿
(2022年6月6日現在）



36 ㈱ 山一商店 山本 明 小瀬 62-0295
37 オリックスレンタカー小豆島店 大森 孝 港新町 62-4669
38 ビジネスホテルニューポート 木下 久美子 港新町 62-2385
39 ㈱甚助  佐伯 一征 肥土山 62-1363
40 ㈲森川クリーニング 森川 徳彦 大木戸 62-5519

番号 名       称 代  表  者 所在地 電   話
41 料理芸術 かりえん 田中 誠基 東港 62-2261
42 ㈲オアシス 山本 雄大 オリーブ通 62-2495
43 ㈱共栄食糧 北原 祥一 大木戸 62-5826
44 ㈲葛西正商店 葛西 孝通 渕崎 62-0157
45 日本料理 島活 木村 清仁 旭 62-3323
46 山口醤油㈲ 山口 俊徳 大部 67-2069
47 ㈲ひとみ荘 清水 美佐子 土庄港 62-0174
48 ㈲オオト食品 平林 森春 渕崎 62-1524
49 ㈲信和機器商会 池本 信次 西本町 62-2551
50 ㈱パオ・フィール 島 薫 渕崎 62-5588
51 中華料理 錦華 鈴宮 恵 東港 62-6707
52 ㈱イシイ 石井 真太郎 北山 62-1558
53 ビジネス民宿 マルセ 木下 佳子 港新町 62-2385
54 ㈱イズライフ 堤 祐也 上庄 62-9377
55 (公財)神戸YMCA余島野外活動センター 阪田 晃一 余島 62-2241
56 小豆島オリーブバス㈱ 坂口 勝彦 土庄港 62-0171
57 コハスジャパン ㈱ 河田 律子 土庄 64-5870
58 ㈲おおもり 大森 裕樹 土庄 62-1306
59 宗教法人 宝生院 髙橋 寿明 上庄 62-0682
60 銀四郎麺業㈱ 三枝 純 土庄港 62-1868
61 たこやきnoばぁ-めいず 高田 大意 本町 090-3848-2007
62 ㈱川善 小豆島観光レンタカー 川本 弓枝 土庄港 62-8555
63 ㈲おか乃や製麺 岡野 良洋 肥土山 62−7730
64 ㈱濵 野 商 店 濵野 祥代 渕崎 62−1141
65 寿産業㈱ （來家 おいでや) 笠井 和子 土庄 62‐5656
66 ㈱安全モータース 江岡 真一郎 土庄 62-2210
67 特定非営利活動法人 三都の浜 平井 潔 土庄 62-8818
68 ほうねん㈱ ダスキン小豆島 川﨑 正 小部 67-2655
69 ㈲サンパワー小豆島 河本 正夫 土庄 090-3260-0111
70 合同会社セインツ キャロルディビッドフランシス 土庄 61-9201
71 合同会社クリエイト21研究所 塩本 通陽 土庄 62-9166
72 ㈱DaRETO 城石 果純 肥土山 62-6064



（小豆島町地区） 83 名
番号 名       称 代  表  者 所在地 電   話

1 小豆島町 大江 正彦 片城 82-7001
2 小豆島総合開発㈱ 佐伯 直治 安田 82-2151
3 盛田㈱ 檜垣 周作 苗羽 82-1221
4 国際両備フェリー㈱ 小嶋 光信 池田 75-0405
5 ㈱ 川野回漕店 川野 哲朗 坂手 82-2221
6 ㈱オリーブ園 永井 順也 西村 82-4260
7 (一財)小豆島ふるさと村 大江 正彦 室生 75-2266
8 小豆島産業㈱ 高橋 章 草壁 82-0648
9 ㈲ほっかほっか亭 浜口 勇 南風台 82-2286

10 春日堂㈱ 森本 勝也 福田 62-7897
11 香川県農業協同組合内海支店 德田 博昭 安田 82-1166
12 小豆島手延素麺協同組合 伊藤 雄二 池田 75-0039
13 小豆島オリーブユースホステル 萩原 大輔 西村 82-6161
14 (一財)岬の分教場保存会 有本 裕幸 田浦 82-2455
15 マルキン食品㈱ 桑原 健 西村 82-0056
16 香川県農業協同組合池田支店 山本 剛 池田 75-0411
17   ㈲谷元商会  谷元 秀史 安田 82-0806
18 ㈱梅香堂 児玉 直美 草壁 82-0255
19 ㈲菊水堂 炭野 政博 草壁 82-0309
20 ㈱かんかけタクシー 上原 達也 草壁 82-2288
21 バァンキャトル・ウ 瀧本 秀樹 西村 82-5540
22 タケサン㈱ 武部 興征 安田 82-5555
23 (一財)小豆島オリーブ公園 大江 正彦 西村 82-2200
24 丸島醤油㈱ 山西 健司 神懸通 82-2101
25 ひろきや旅館 村崎 眞由美 安田 82-0137
26 ㈲ひとみ麺業 喜國 耕司 安田 82-5233
27 ㈲千鳥 中西 隆英 馬木 82-0229
28 島乃香㈱ 黒嶋 竜三 馬木 82-2262
29 島宿真里 眞渡 康之 苗羽 82-0086
30 ㈱岡田武市商店 浜本 哲夫 古江 82-2161
31 ㈱ヤマヒサ 植松 勝久 安田 82-0442
32 魚伝 伝宝 健次郎 草壁本町 82-1523
33 ㈱瀬戸よ志 森上 隆 安田 82-0236
34 特定非営利活動法人 DREAM ISLAND 立花 律子 中山 75-0806
35 ヤマロク醤油㈱ 山本 康夫 安田 82-0666
36 ㈱エンジェルベイ ベイリゾートホテル小豆島 中西 一宏 古江 82-5000
37 ヤマサン醤油㈱ 塩田 洋介 馬木 82-1014
38 ㈲井上誠耕園 井上 智博 池田 75-0057



39 東洋オリーブ㈱ 南 安子 池田 75-0260
40 ㈲早川石油店 谷本 弘和 安田 82-2205
41 島じまん㈱ 岡田 隆秀 苗羽 82-4555
42 創作料理 野の花 川本 幸夫 室生 75-2424
43 創麺屋㈱ 中村 基 木庄 82-5790

番号 名       称 代  表  者 所在地 電   話
44 Dutch Café Cupid & Cotton 根本 佑亮 西村 82-4616
45 ㈲砂 場 木 工 所 砂場 哲 蒲生 75-2257
46 ㈱小 豆 島 純 幸 社 大西 純 池田 75-2003
47 小豆島ふるさと村 手延そうめん館 西山 英利 室生 75-0044
48 珈琲とおやつ タコのまくら 柿崎 貴道 池田 62-9511
49 友箭工房 箭木 宏中 中山 75-0092
50 西山石材㈱ 西山 紀義 福田 84-2204
51 ㈱中武商店「なかぶ庵」 中武 義景 安田 82-3669
52 ｓｏｒａ ｙａｍａ ｕｍｉ 黒島 慶子 馬木 090-3654-7297
53 金両㈱ 藤井 寿美子 馬木 82-3333
54 ㈲真砂喜之助製麺所 真砂 淳 池田 75-0373
55 ㈲はまゆう 濵本 勇 木庄 82-5080
56 かまとこ（合資会社寺下広告社） 中西 真弓 田浦 82-6001
57 丸善製麺工場㈲ 三木 一史 池田 75-0465
58 ㈱FURYU 渋谷 信人 草壁本町 82-2707
59 ㈱金子事務器 金子 泰久 片城 82-2554
60 ㈲マサゴ商店 真砂 龍平 池田 75-0003
61 小豆島ツアーズ合同会社 久保 輝明 坂手 62-9881
62 ㈲中川サービス 中川 剛臣 西村 82-4937
63 瀬戸内SUPリゾート碧 umiasobi（旧ペンションオリーブ） 武山 彩 西村 080-4020-3195
64 ㈱高尾農園 高尾 豊弘 池田 62-8838
65 UCHINKU 西本 真 安田 62-8116
66 合同会社ナカタ まめまめびーる 中田 雅也 坂手 62-8670
67 創作郷土料理 曆 岸本 等 西村 62-8234
68 TODAY IS THE DAY -COFFEE AND CHOCOLATE− 水野 匠次朗 西村 050-5278-0568
69 空井農園 空井 和夫 安田 62-9688
70 Sen Guesthouse アイエアナロン範子 田浦 61-9980
71 オリーブ染め工房木の花・カフェ ラ・モーヴ 井本 佐和子 西村 82-5991
72 小豆島酒造㈱  加藤 琢二 馬木 61-2077
73 Miki Auto㈱ 九星 大輔 室生 75-1682
74 la･clarteʼ 南川 慶子 池田 62-8855
75 KAINA 渡辺 悠介 堀越 82-0022
76 ㈲京宝亭 三澤 省一 苗羽 82-1441
77 小豆島ｱｰﾄﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ(ｼﾞｮﾙｼﾞｭｷﾞｬﾗﾘｰ＋ｺﾋﾗｶﾌｪ） 石井 純 馬木 080-6725-9494
78 海音真里 眞渡 康之 堀越 82-0086



79 プチホテル サザンモースト 初鹿 博之 西村 82-5878
80 (公財)福武財団 福武ハウス 福武 總一郎 福田 62-9301
81 ㈱セブンティーオート 柴田 佑貴 苗羽 82-7277
82 （一社）小豆島・瀬戸内エリアマネジメント協会 海老原 孝礼 蒲生 090-1768-9255
83 キンダイ製麵㈱ 今村 正人 安田 82-3223



     (島   外）      7 名
番号 名       称 代  表  者 所在地 電   話

1 四国フェリー㈱ 堀川 満弘 高松市 087-851-0131
2 小豆島フェリー㈱ 堀川 満弘 高松市 087-851-8171
3 ジャンボフェリー㈱ 山神 正義 神戸市 078-327-3322
4 CoLo㈱（小豆島ラーメン） 西⾧ 広志 岡山市 086-230-0420
5 富士環境開発㈱ TBTランド 田畑 建乃 京都市 075-612-5586
6 ㈱グローバルブラスト（ヴィラ汐音） 山田 裕大 大阪市 06-4394-8467
7 scheme verge㈱ 嶂南 達貴 東京都 050-3702-1984

        （賛助会員）                                                               4 名
番号 名       称 代  表  者 所在地 電   話

1 ㈱四国新聞社 平井 龍司 高松市 087-833-1111
2 カサイホールディングス㈱ 笠井 寛 東京都 03-5777-2889
3 ㈱電通西日本 ⾧村 直樹 高松市 087-851-0091
4 フォルシア㈱ 屋代 浩子 東京都 03-6457-4240


