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名称 代表者 現場代理人 ウェブサイトURL

001 有限会社うみあっちゃー 中川　隆行 http://umiacchar.jp

002 西表島Powder Reef 安立　和也 https://powder-reef.com

003 PUMEHANAadventures 梅沢　崇 https://pumehana-iriomote.jp

004 西表島カヌーツアー風車 大谷　修一 https://kazaguruma-iriomote.jp/

005 motti西表島トレッキングエコツアー 望月　達平 https://www.motti-iriomotejima.com/

006 西表島バナナハウス 森本　孝房 http://www.iriomotenature.com/

007 POLE　POLE 岡　弘幸 http://polepole-iriomote.jp/

008 IRIOMOTE St.East/イリオモテステーションイースト 鈴木　一慶 http://ise.festivalexpress.net

009 西表島アレンジツアー漕屋 金子　啓三 http://www.iriomote-kaguya.com

010 タイドライン 大滝 慎司 http://www.ne.jp/asahi/iriomote/tideline/

011 西表島カヌークラブ　ぱいしぃず 近澤　清 https://www.iriomote-pisces.com/

012 歩き屋野遊び店　のぶず 末永　尚子 https://www.iriomote-nobus.com/

013 西表島ゲストハウス島時間 谷　健二 https://iriomote-shimajikan.com

014 ネイチャーズディライト西表 今村　弘明 https://www.nd-iriomote.com/

015 西表島カヌークラブ　空風 平川　洋平 https://www.sorakaze.jp/

016 Enysea Diving B＆B 宮本　守康 http://www.enysea.com/sp/

017 西表島コロンブス 前田　博文 http://www.iriomote-columbus.com/

018 カヤック＆シュノーケル　クロスリバー 小室　豊 https://cross-river.net/

019 西表島図鑑ツアー 阪田　真平 http://iriomote-zukan.com

020 ブルーシーズン西表 湊　次郎 http://blueseason-i.com

021 カヌーツーリングGreenRiver 三戸　紀昭 https://www.iriomotejima-greenriver.com/

022 西表島サニーデイ 山本　英典 https://sunnyday-kayak.com/

023 西表島ウォーターマン 徳岡　大之 https://www.i-waterman.com/

024 くまのみ自然学校 伊谷　玄 https://www.k-ns.net/

025 西表島アドベンチャークラブ　シーコンパス 稲葉　敏和 http://seacompass.net/

026 ウォータープレイヤーズ 高橋　眞樹 https://waterplayerz.jimdofree.com/

027 西表島　海月 金田　克己 https://iriomotejima-kurage.com/

028 西表島ジャングルブック 中野　雄詞 https://irijanbook.com/

029 カーミィウォーク 錦𦀗　尚子 http://karmy-walk.com/

030 金城旅館 島袋　ときわ ー

031 島廻遊 長澤　孝道 http://www.simamariasibi.com

032 プラス合同会社（マリンサービスプラス） 真謝　永二 http://www.yaeyama-plus.com

033 ティダカンカン 玉津　正人 http://tidakankan.jp

034 西表島トイトイディスカバリー 西野　岳史 ー

035 西表島モンスーン 亀井　英俊 https://iriomote-monsoon.com

036 西表フィッシングサービス　ワンオーシャン 永井　洋一 http://www.oneocean.jp

037 浦内川観光 平良　彰健 http://urauchigawa.com

038 西表ガイドUMICO 清水　孝文 http://umico.info

039 まんさくツアーサービス 碇　昌行 http://mansaku.okinawa

040 カヌーツアー案内　三拝云 前大　敏夫 http://www.mifaiyu.net

041 西表自然学校 岩本　美幸 http://www.iriomote1.com

042 ツアーガイド　カラカラ 岸本　望 http://www.iriomotekarakara.com

043 西表ジャングル探検隊 山口　幹 http://www.jungletankentai.com

044 フィッシングサービス　MOI 米澤　弘明 https://www.iriomotemoi.com

045 オハナアウトフィッターズ 國見　祐史 http://www.ohana923.com

046 あめいじんぐ西表 金子　哲也 http://www.amazing-iriomote.com

047 GOOD  DIVE(グッドダイブ） 井腰　幸夫 http://www.gooddive-iriomote.com

048 道草屋 那須　翔平 http://www.michikusaya-iriomote.com

049 南風見ぱぴよん 山元　俊雄 http://haimipapillon.com

050 民宿さわやか荘　大自然クラブ 川満　晃弘 http://sawayakasou.com

051 西表おさんぽ気分 尾島　直矢 http://www.iriomote-osanpo.com

052 ブルーリーフ 吉澤　賢 ー

053 西表ポロロッカ 松下　竜亮 http://ip-outdoor.net

054 タルチョ 奥村　昇平 https://darlcog.wixsite.com/darlcog

055 じゃじゃまるツアー 池田　卓 http://www.suguru-i.jp/funaukisou/kankou.html

056 西表島ジャングルツアーPaaO 山本　嘉弥 http://www.iriomote-paao.com

057 ティダパーナ 山内　里恵 ー

058 とんとんみー 余語　晶子 https://www.churanesia.jp/ton/index.html

059 西表サファリ 中山　健 ー

060 西表カヌーツアーのんぷら 木本　周一 http://www.npura.com

061 西表インシャー 井本　由政 http://www.i-imsher.com

062 ニライナホリデイズ 飯塚　峻朗 http://www.nilaina-holidays.com

063 西表　遊びなーら 平野　正浩 http://www.ashibina-ra.com

064 カヌーツーリングあたらす 吉田　隆志 https://canoe-touring.jp

065 島道楽 小渕　貴康 http://www.shimadouraku.jp

066 ブルーゼスト 濱中　喜義 https://iriomotezimabz.p-kit.com

067 水と土 影山　謙太 ー

068 株式会社マリウド 西野　康次郎 http://www.mariud.com

069 地元のおっちゃんと行くナイトツアー 小橋川　隆一

070 バジャウトリップ西表フィールドサービス 赤塚　義之 http://www.bajautrip.com

071 グッドアウトドア 出戸　津雲 http://www.goodoutdoor.jp/

072 Summerちゃまー 宮崎　匠 http://www.summer-chamer.jp

073 西表クエスト 中山　大喜 ー

074 ニコニコダイビング(シースキップ） 阿部　真 http://www.nikonikodiving.com

075 株式会社仲良川観光 入江　康文 浦本　陽介 http://www.nakaragawa.com

076 ふね家 池田　克史 http://funauki.com

077 西表ダックツアー 森下　和昌 高橋　直樹 http://www.ducktours.jp

078 アイランドサービス空海 山下　義雄 http://kuukai-iriomote.com

079 Dive One Road 柳橋　道一 http://www.diveoneroad.com

080 屋良商店・マリンタクシー 屋良　誠一 http://www.yarashoten.com

081 星野リゾート西表島ホテル 中村　海太 福士　英人 https://iriomotehotel.com

082 マリンレジャー金盛 金盛　良克 ー

083 西表ダイビングサービス・トネリコ 齊藤　幸平 ー

084 マリンボックス 宮城　和雄 http://www.marinebox.net

085 村田自然塾 村田　行 https://shizenjuku.net

086 総合レジャーショップ海猫 大石　宇近 大石　宇近 https://barasu.com

087 西表島ツアーNGAF 佐藤　剛 https://ngaf.jp

088 アコ―クロー西表 東　由香 https://iriomote.club

089 B-Tropical 水谷　明良 鈴木　海 https://b-tropical.life

090 有限会社ヤマピカラ 堀越　理律子 井本　由五郎 ー

091 メラマウリゾート 國井　健二 http://www.mellemau.com

092 ケープパイミ 飯田　晋平 capepaimi.com

093 西表島Roots（琉津） 津嘉山　洋 ー

094 よんなぁ よんなぁ 小林　宏 ー

095 西表島KEN GUIDE 浅田　健 www.kenguide.info

096 西表島コモレビトリップ 五十畑　雅史 https://www.komorebi-iriomote.com

竹富町観光案内人事業者一覧（令和３年5月14日時点）

※経過措置期間として、上記以外の審査中の事業者についても引き続き営業が可能です。
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