
[宿一覧] [宿一覧]

座間味島 阿嘉島

代表者名 店      名 代表者名 店　　　　　名

1 赤嶺　ひとみ ペンション星砂 40 金城　進 宝生

2 田村　直樹 民宿　みやむら・１０５ストア・海風・レンタル宮村 41 金城　芳信 民宿　春海

3 宮平　安弘 ダイブイン　浜 42 金城　弘昭 民宿　さくばる

4 中村　恵太 民宿　中村屋 43 比嘉　義光 あかさ・マリンスポーツＡＫＡ

5 幸喜　ゆかり オーシャンビュー吉田 44 兼島　盛和 民宿　富里　

6 宮平　聖秀 ペンションTAKATSUKI・ダイブセンターノーイ 45 稲井　日出司 マリンハウスシーサー

7 丹羽　亘弘 キャッツインケラマ 46 森内　安行 民宿　すまいる

8 村田　彰造 沖縄リゾート 47 大矢　正史 慶良間諸島ﾂｰﾘｽﾄﾛｯｼﾞ　ﾊﾅﾑﾛ･ｲﾝ”阿嘉島

9 田中　守 民宿　サマーハウス遊遊 48 金城　英知 サンサンビューむとぅち

10 宮里　哲郎 民宿　みすまるの家 49 金城　悟 民宿　辰登城

11 田口　哲生 ぶるーまりん 50 中村　靖　 宿　なかむら・Ａ.sign

12 中村　毅 ＪＯＹＪＯＹヴィレッジ 慶留間島

13 宮平　幸進 レストハウスあさぎ 代表者名 店　　　　　名

14 中村　博之 島宿　あかばなー・かふーし堂 51 大村　真俊 マリンサービス・ペンションゲルマ

15 比嘉　秀也 宿　ナトゥーラ

16 松田 美智代 海の宿　みなみ

17 平井　泰重 インザストリーム [マリンショップ一覧]

18 宮平　匡貴 コンドミニアム　かにく・レンタルかにく 阿嘉島

19 西川　泰廣 カーヌスバ・DRIFTER ドリフター 代表者名 店　　　　　名

20 宮平　実代 チャーヴィラ・ＣＡＦＥ　茶～びら 52 吉村　強 ＢＬＵＥ　ＰＬＡＮＥＴ

21 彌永　恭成 ＧｕｅｓｔＨｏｕｓｅいよん家 53 木船　征良 MARINE LINK for DIVERS

22 宮城　等 ｱｲﾗﾝﾄﾞ観光・ｹﾗﾏｱｲﾗﾝｽﾞ俱楽部 54 大柳　公也 Ｄｉｖｅ　Ｓｅｒｖｉｃｅ　ＣＵＣＵ　ＲＵＲＵ

23 工藤　孝志 民宿　座間味荘 55 川井　和則 kawai diving 

24 大城　晃 アイランドパワー・古民家てぃーら 56 金城　円 Marine Ocean ｼｰｶﾔｯｸｼｮｯﾌﾟＲＹＯ

25 宮平　勇樹 島stay holoholo・DIVE HOUSE YADOKARI 57 大島　哲哉 ダイブサービス　からはーい

26 Paul　Patry ZAMAMIA INTERNATIONAL GUEST HOUSE

27 宮里祐光 コテージうふうなが

28 瀬長　博康 オセアナポートヴィレッジ座間味 [商店一覧]

29 山城　純次 エンズマリーナイン座間味コンドミニアム 阿嘉島

30 宮平　秀和 民宿　やどかり 代表者名 店　　　　　名

31 宮平　一明 ﾍﾟﾝｼｮﾝ　Ｐａｔｉｏ・ﾊｳｽﾘｰﾌ・ﾀﾞｲﾋﾞﾝｸﾞｾﾝﾀｰ 58 中村　靖 A.sign

32 中村　美由紀 民宿　艪便村（ロビンソン） 59 与那嶺　聡 Bar ヨナミネハウス・おみやげＨＯＵＳＥ

33 糸嶺　勇 ペンション　はまゆう・おきレンタル

34 宮里　節子 コテージ海の茶屋　

35 田辺　洋三 ケラマビーチホテル

36 与那嶺　行和 民宿　夏海

37 高江洲　英夫 サバニの宿　高江洲

38 高江洲　博美 民宿　大川

39 高江洲　正秀 癒しの宿　久志

令和3年度　座間味村観光協会正会員経営者一覧　



[マリンショップ一覧] [商店一覧]

座間味島 座間味島

代表者名 店　　　　　名 代表者名 店　　　　　名

60 阿武　靖士 コーラルダイバーズ 85 幸喜　ゆかり 喫茶居酒屋　おーぷんはうす

61 又吉　英夫 ザマミセーリング 86 宮平　まり子 レストラン　まるみ屋

62 五味川　浩史 ダイビングサービス　コナン 87 徳原　根義 ヘルシー食彩　たんぽぽ

63 宮崎　俊孝 てぃーだマリン 88 島袋　武雄 なぎさ

64 宮村　幸文 ﾏﾘﾝｼｮｯﾌﾟ　ﾊｰﾄﾗﾝﾄﾞ・ﾚｽﾄﾗﾝ＆ﾊﾞｰ　ﾗﾄｩｰｸ 89 宮平　康弘 ぼくの店おじさん・ざまみレンタカー

65 宮城　清 ダイビングチーム・あなたの清 90 石川　誠 レンタルちゃりんこバイク石川

66 宮平　寿夫 ダイビングショップ　えりせら 91 大城　晃 座間味村ホエールウォッチング協会

67 渡邉　正洋 ダイビングチーム　潮 92 加藤　朋成 島のアトリエ　*ＫＩＲＡＲＩ*　

68 奥　太志 奥潜水 93 照屋　学 こみね商店

69 宮平　正俊 渡し船 94 神谷　豊光 ざまみむん市場合同会社

70 佐々木　仁也 座間味島シュノーケルガイド　ＺＡＭＡＭＩ　ＬＩＦＥ 95 大坪　弘和 カラフルウェーブ

71 宮里　祐司 ケラマカヤックセンター・ケラマブルー 96 高松　明日香 プチギャラリー　うみまーる

72 佐野　裕二 ネイチャーランド　カヤックス 97 神谷　豊光 ざまみもずく・寅次郎

73 鈴木　貴之 Ｍａｒｉｎｅ　Ｓｈｏｐ　ＩＲＩＥ　zamamｉ 98 中村　房雄 座間味売店

74 前田　真人 スタンドアップパドルボードCOCO SUP 99 宮村　英美 座間味村漁業協同組合

75早坂　アディルnoah ノア 100 築地　春琴 アトリエ春

76 宮平　和史 マギイ・シー・クラブ 101 並木　寿夫 LITTLE KITCHEN 　リトルキッチン

77 比嘉　秀雄 レンタルショップ比嘉 102 大原　芳夫 サバイディカフェ・自転車レンタル

78 宮平　清志 座間味ツアーオペレーション 103 花井　千春 まるヨガ

79 和山　通年 和山海雲 104 石川　誠治 BAR KARII

80 小野　篤司 ダイブサービス　小野にぃにぃ 105 宮平　ひろみ amulet zamami

81 知久　博志 ＳＥＡ　ＳＴＥＰ　ＤＩＶＥＲＳ 賛助会員  

82 儀武　浩司 カイトマリンスポーツ 代表者名 店　　　　　名

83 市村　陽二 オスカミントル　(有)ケラマ真珠 106 宮平　幸進 座間味村商工会

84 岸　敦史 オルターダイブ 107 宮里　哲 座間味村役場

108 大城　晃 ザトウクジラ骨格標本プロジェクト


