




仮設
リフォーム 弁護士

山林ご相談下さい！山林ご相談下さい！
き わ さ ん ぎょうき わ さ ん ぎょう

☎0986-36-5633
080-9065-1373

0986-76-7995
末吉町南之郷 5193
☎

㈱嘉和山業

エネルギー事業部

末吉町南之郷 4538-2

夢を家建形に家建形を未来へ
か　　　た　　　ち か　　　た　　　ち

国 土 交 通 省 大 臣 認 定 工 場

鹿児島県曽於市大隅町月野３６０番地
099-482-2038TEL 099-482-4089FAX

募集中！
従業員
募集中！
従業員

お気軽にご連絡下さい

未経験者OK
経験者歓迎！

ゴミステーション小　40,000 円（税込）
ゴミステーション大　80,000 円（税込）
運搬費設置費　曽於市内　1,000 円
　　　　　　　曽於市外　5,000 円

ミニハウス　運搬・設置費込
　　　　286,000 円（税込）

ゴミステーション・ミニハウス



仮設
リフォーム 弁護士

日本政策金融公庫 農業経営アドバイザー試験 合格者

曽於市末吉町諏訪方 8358-3　１号室 ☎0986-36-5093 FAX0986-36-5094
税理士 ・ＣＦＰ 山下　友一

山下友一税理士事務所

(株)PSI コンサルティング

山下友一税理士事務所

(株)PSI コンサルティング

私
た
ち
と
一
緒
に

　
働
き
ま
せ
ん
か
？

募集中！募集中！募集中！

正社員パート

税理士補助税理士補助

未経験者ＯＫ！経験者歓迎！未経験者ＯＫ！経験者歓迎！当社では、MAS監査（財務コンサル）を軸に補助金サポート業務、保険代理店業務などを行っております。
「MAS」とは、マネージメント・アドバイザリー・サービスの略で、
先見経営・先行管理の仕組みの提供により目標達成できる経営体質づくりを支援する経営サポートです。
経営者の伴走者となって、経営者が自ら会社の課題に気づき、自らの力で解決していくようにサポートしていきます。
MAS監査は、財務コンサルであるため既に顧問税理士がいる企業様でも対応が可能となっております。

当事務所では自計化（TKC）、記帳代行（各種会計ソフト対応）などの通常業務を軸に業務を行っております。
また、近年相談件数が増えています相続（争族）の事前相談及び対策を随時行っております。
その他、法人設立（法人成り）及び事業承継をご検討されている方、
日々の記帳業務に追われている方など税務や会計に関することは一度ご相談下さい。

曽於市大隅町中之内８９７３－４ 

土地・建物の売買のお手伝い土地・建物の売買のお手伝い
新築・リフォーム・解体・賃貸・設計・補助金活用

住まいの「お困り」をトータルサポート！

（ 曽於警察署となり  ）
ホームページは
こちらから↓↓

一級建築士事務所 

有限会社前田建設・不動産
MAEDA PLANNING OFFICE

TEL099-482-1889 

中野たたみ店
090-2714-7770☎

末吉町南之郷 4710-4

営業時間 休み 元旦のみお客様に応じて

0986-76-6836TEL

新調・表替え・裏返し
その他畳工事一式
【ゴザマット】

敷物や壁の飾りとして
自由にオシャレに！

一級技能士のお店

信



仮設
リフォーム 弁護士

新車・中古車販売

ショップ大隅
山田自動車 代表取締役

山田　力

大隅町中之内 8169-1 ☎（099）482-2778 FAX（099）482-3279

有限
会社

新・中古車販売・一般整備・鈑金・塗装
損害保険代理店　JA 共済代理店民間車検工場

従業員
募集中！
従業員
募集中！
未経験者ＯＫ！未経験者ＯＫ！

ほっかほっか弁当ほっかほっか弁当
☎099-482-3380

大隅町岩川 6565-1 美味しいボリューム満点の
手作り弁当が豊富に品揃え！

弁　当
盛　皿 精進料理
仕 出 し

みなと整骨院みなと整骨院みなと整骨院
鍼灸治療・スポーツ障害

霧島市福山町福山 5045-45霧島市福山町福山 5045-45
☎(0995)56-2220☎(0995)56-2220

8:00 ～ 12:00

13:30 ～ 18:00
17:00 まで

休診日

日曜
祝日

診療時間　　 月　 火　 水　 木　 金　 土 　日



曽
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場
案
内



㈲山田自動車 大隅町中之内 8169-1099-482-2778　Ⓕ099-482-3279

みなと整骨院 霧島市福山町福山 5045-450995-56-2220

㈱嘉和山業 末吉町南之郷 4538-20986-36-5633　Ⓕ0986-36-5634

ほっかほっか弁当 大隅町岩川 6565-1099-482-3380

山下友一税理士事務所 末吉町諏訪方 8358-30986-36-5093　Ⓕ0986-36-5094

㈲前田建設・不動産・えむハウス 大隅町中之内 8973-4099-482-1889　Ⓕ099-482-5901

㈲海野鉄工 大隅町月野 360099-482-2038　Ⓕ099-482-4089

さくらホール 末吉町諏訪方 7919-30986-36-6980

中野たたみ店 末吉町南之郷 4710-40986-76-6836　Ⓕ兼用

㈱真栄工業 末吉町諏訪方 65260986-36-7162　Ⓕ0986-36-7163

津曲建築板金工業 財部町下財部 25770986-72-3089　Ⓕ0986-72-3503

㈲飛鳥 大隅町中之内 9445-1099-482-5809　Ⓕ兼用

末吉町深川 2412-20120-76-4392㈱広末技研

あおきスタンド 末吉町南之郷 51930986-76-7995



太郎庵岩北店
0986-76-1423
岩崎６２４４－２

寿し福
0986-76-6604
新町１丁目１１－８

多津満
0986-76-6222
二之方３９９８－７

だるま
0986-76-4785
本町１丁目７－１

とん太郎
0986-76-3355
新町１丁目３－６

光華炎
0986-76-6643
二之方２２８９－２

かぼちゃお食事処
0986-76-3780
南之郷４９０６－５

ごはんの厨
0986-76-6824
上町４丁目３－２

気ままなｋｉｔｃｈｅｎレタス
0986-76-6233
二之方１９９３

喫茶エイティ
0986-76-5458
新町２丁目１７－８

三幸すし
0986-76-1317
二之方２００２

ジョイフル鹿児島末吉店
0986-28-8137
二之方１９９４－１

末よしラーメン
0986-76-0247
本町２丁目１１－１６

酒場チュウ
0986-76-8228
岩崎５５１６－３

地鳥屋とりこ
0986-76-1663
諏訪方８００９－１０

ＢＡＳＥＣＡＦＥ
0986-79-1888
深川１１０４６－１

麺屋ひろ
0986-76-2302
諏訪方７９５４－３

Ｍｉｃｈｉさんの台所
0986-36-7955
南之郷４５４９－３

ばんり
0986-76-0303
南之郷２７５－２

みその
0986-76-6681
南之郷２２０－１

えぷろん

0986-76-5901
二之方２９３３－３

お好み屋

0986-76-2119
栄町１丁目３－６

磯華

0986-76-0587
新町１丁目４－５

池山養魚場

0986-76-1370
岩崎５７５０－１

岡崎食堂

0986-76-0516
二之方２１５７

赤坂
0986-76-6699
本町２丁目１５－１３

愛の里
0986-78-1441
南之郷１１１３７

アメリ館末吉店
0986-76-0600
諏訪方７９７１－４

赤ひょうたん
0986-76-5015
新町１丁目３

味正
0986-76-4444
南之郷１６７１

きたん市場
0986-74-2800
下財部６３１３

喜楽ラーメン
0986-72-2039
南俣１１３２５

Ｋ’ｓキッチンポワソンルージュ
0986-28-6821
下財部６２４６－１

古里庵
0986-72-3136
北俣１０８７４

古今料理北俣
0986-72-0710
北俣４７６９－２

レストランそお
0986-76-1755
二之方２９７１－１

Ｒａｎａ
0986-36-6667
新町１丁目９－１４

大和家
0986-76-6667
諏訪方７９１６－３

寿司御膳智稀

0986-72-1547
南俣２３０－１

食亭なかの

0986-72-3090
南俣４５６－６

さくら亭

0986-72-0906
南俣４７４

鳥好

0986-72-2104
南俣４５７－２

龍虎苑

0986-72-0123
北俣２０２０

末吉町

財部町

food and drink
information
food and drink
information

飲食店
案　内
飲食店
案　内



レストランおおすみ

099-482-1206
大隅町下窪町１４６

そば竜

099-482-4603
月野３０５３－８

ジョイフル鹿児島岩川店

099-471-2166
下窪町１０２

くつろぎ亭みずほ

099-482-0567
月野３９２４－１

すし清

099-482-1140
岩川５６７６－４

心菜坊

099-482-5300
境木町５

やごろう亭

099-482-5856
岩川６１３４－１

森永たこやき

099-482-1536
岩川５１３８－６

ビストロナオ

099-482-5811
下窪町１５５

ヘルスケアサービス・レストラン
オアシス
099-482-0246
下窪町１

みどりや食堂

099-482-0170
岩川５６２２

長寿そば

099-482-4164
月野１９７１－１

ドライブインひとみ

099-482-4556
月野３０５２

とんかつえくぼ

099-482-4071
岩川７３１９－２

とんかつの店竹亭

099-482-0462
岩川５６５７－１

八合原食堂

099-482-3320
月野１９７４

かざぐるま
099-482-1903
下窪町１５７

吉兆庵
099-482-4781
岩川６５１４－４

喜八
099-482-0811
下窪町１６５

あけぼの食堂
099-482-4962
月野２３１０－２

味のゆうき
099-482-3544
岩川５６２７－１０

大隅町

food and drink
information
food and drink
information

飲食店
案　内
飲食店
案　内



昭南病院人間ドック健診センター 0120-92-7705 大隅町下窪町１
人間ドック

鮫島クリニック 0986-72-0777 財部町南俣１７０５－７
医院・診療所

塩川医院 0986-76-1001 末吉町上町２－６
末吉胃腸科外科クリニック 0986-76-8177 末吉町新町９－１２
曽於市立恒吉地区診療所 099-484-1135 大隅町恒吉５９８
森戸救急クリニック 0986-36-5505 末吉町二之方６０２０

末吉胃腸科外科クリニック 0986-76-8177 末吉町新町９－１２
胃腸消化器内科・同外科

津曲胃腸科整形外科 099-482-0241 大隅町鳴神町９３－１

有村歯科医院 0986-28-8485 末吉町上町２－２
矯正歯科

塩川医院 0986-76-1001 末吉町上町２－６
外科

末吉胃腸科外科クリニック 0986-76-8177 末吉町新町９－１２
肛門内科・同外科

中島病院 0986-76-1065 末吉町栄町６－６
産婦人科

朝川歯科医院 099-482-0153 大隅町岩川７２６４
歯科

有村歯科医院 0986-28-8485 末吉町上町２－２
井上歯科医院 099-482-4884 大隅町中之内８８４２－５１
上町さくら歯科医院 0986-76-8140 末吉町上町９－２
川嶋歯科医院 099-482-3249 末吉町岩崎９８９－１
すみよし歯科 0986-76-7700 末吉町二之方３１０７－２
関歯科クリニック 0986-76-6474 末吉町二之方６３９４－１
せと歯科医院 0986-72-2920 財部町南俣４５６
宅間歯科医院 0986-72-3850 財部町南俣１１１７８－１０
みずぐち歯科クリニック 0986-28-8143 末吉町二之方６３８８
渡辺歯科クリニック 099-482-5676 大隅町岩川５６１６－１

有村歯科医院 0986-28-8485 末吉町上町２－２
歯科口腔外科

耳鼻咽喉科末吉中央クリニック 0986-76-3387 末吉町上町７－３
耳鼻咽喉科

かこいクリニック小児科・アレルギー科 0986-76-6816 末吉町南之郷１１４－１
小児科

岩川病院 099-482-0312 末吉町岩崎２１７６
精神科

塩川医院 0986-76-1001 末吉町上町２－６
整形外科

昭南病院 099-482-0622 大隅町下窪町１
総合病院

尾郷クリニック 0986-76-1045 末吉町二之方２１２６
内科

加藤内科クリニック 099-482-0162 大隅町岩川５６４９－１
塩川医院 0986-76-1001 末吉町上町２－６
財部記念病院 0986-72-1000 財部町南俣３６１９－１
中島病院 0986-76-1065 末吉町栄町６－６
まえかわクリニック 0986-72-3500 財部町南俣１８２－１

曽於医師会立病院 099-482-4888 大隅町月野８９４
病院・療養所

高原病院 0986-76-1050 末吉町栄町１２－１
財部記念病院 0986-72-1000 財部町南俣３６１９－１
財部中央病院 0986-72-1234 財部町南俣１１２７３－３
中島病院 0986-76-1065 末吉町栄町６－６

塩川医院 0986-76-1001 末吉町上町２－６
放射線科

財部記念病院 0986-72-1000 財部町南俣３６１９－１

尾郷クリニック 0986-76-1045 末吉町二之方２１２６
リウマチ科

塩川医院 0986-76-1001 末吉町上町２－６
リハビリ科

財部記念病院 0986-72-1000 財部町南俣３６１９－１

今原治療院 0986-76-6527 末吉町南之郷３６５－１０
あん摩マッサージ

Ｋｅｎｂｉ治療院 0986-76-2085 末吉町二之方５８４６－３
あん摩・鍼灸

末永鍼治療院 0986-76-5526 末吉町南之郷１６９１－２
西富文俊 0986-74-2745 財部町下財部６６７８

グループホームいちにさん 0986-51-6123 財部町南俣１１３７０
介護Ｓ（グループホーム）

グループホームいちばん星 099-482-1576 末吉町岩崎２１７８－１
グループホーム愛の家 099-471-2220 大隅町月野１５６２－３
グループホームかんな 0986-76-3723 末吉町南之郷７７－１
グループホームたからべ 0986-72-1677 財部町下財部１３１８－９
グループホームぬくもりの里 099-471-2802 大隅町中之内６０７８－９
グループホームふれあい館 099-482-5333 大隅町月野３４８６－６
グループホームほたる 0986-28-5908 財部町下財部４５－１
グループホームやわら 0986-76-3727 末吉町二之方５２３２－８
社会福祉法人豊生会みゆき苑グループホーム曽於 0986-72-3034 財部町南俣９９－１

ＪＡそお鹿児島総合福祉センター 0986-76-6900 末吉町諏訪方８０００－１
介護サービス（施設）

末吉デイサービスセンター 0986-76-1814 末吉町二之方３９９０－３
デイサービスえん 0986-72-2002 財部町北俣１８２３－１
デイサービス蛍 099-482-2577 大隅町岩川２８１９－１
特別養護老人ホーム輪光無量寿園 099-482-1047 末吉町岩崎９７１

原田整体院 0986-72-3566 財部町北俣４７１９
各種療法

ありしま健康カイロ院 099-482-5466 大隅町中之内８３１２－３
各種療法（カイロ）

たかだ身体均整院 0986-76-4003 末吉町二之方６４２６－１
各種療法（整体）

馬場身体均整院 099-482-1987 大隅町岩川５６２４－１１
深川整体 0986-76-0123 末吉町深川２４８４－５

あや整骨院 0986-76-7757 末吉町深川２２４－１
接骨（整骨）・柔道整復

荒川整骨院 0986-76-7163 末吉町本町８－２６
鮫島整骨院 0986-76-1809 末吉町諏訪方８３６１
長尾鍼灸整骨院 099-482-1250 大隅町境木町３７
のぶかた整骨院 0986-76-0405 末吉町上町９－３
東別府鍼灸整骨院 0986-76-6489 末吉町新町１９－６
まえだ整骨院 0986-57-1122 財部町下財部１５８８－４
ゆず整骨院 0986-36-5833 末吉町二之方２９７５－８
わだ整骨院 099-478-1077 大隅町岩川６５１４－２－１Ｆ

大川原はり灸治療院 0986-74-2731 財部町下財部６５２２
はり・きゅう（鍼・灸）

尾辻はり灸院 0986-76-3209 末吉町二之方４８－９
中西鍼灸院 0986-76-6241 末吉町上町８－５
丸野鍼灸院 0986-76-0517 末吉町二之方２１２３－２

おおすみ竹山園 099-482-4100 大隅町月野１５８２
老人福祉施設・特別養護Ｈ

高松みどりの里 0986-76-7828 末吉町諏訪方６８７５
地域密着型特別養護老人ホームそら 0986-51-7171 末吉町深川１７０６
地域密着型特別養護老人ホーム高松すわの森 0986-76-5733 末吉町諏訪方６８７９－１
特別養護老人ホームおおすみ苑 099-482-3488 大隅町月野１０４５
特別養護老人ホーム財部寿豊苑 0986-72-3993 財部町下財部２０６１－１
特別養護老人ホーム南之郷 0986-78-1107 末吉町南之郷８１３０－１
特別養護老人ホーム輪光無量寿園 099-482-1047 末吉町岩崎９７１
はるかぜの里特別養護老人ホーム 0986-76-0008 末吉町二之方３０７６－２
大隅デイサービスセンター 099-482-3240 大隅町岩川５７１８－１
住宅型有料老人ホームウェルリンク 099-482-2530 大隅町月野１５８３－２
末吉まごころ園 0986-28-8252 末吉町二之方５３８０－１
たからべ園 0986-72-2000 財部町北俣７３６
博友会 0986-72-2000 財部町北俣７３６
ふれあいの家おじゃったもんせ 099-482-4398 大隅町中之内８８４２
養護老人ホーム清寿園 0986-76-0258 末吉町二之方３９９０－３
龍樹 0986-79-1080 末吉町諏訪方１９６４－３

高原ナーシングホーム 0986-76-1170 末吉町栄町１１－１
介護老人保健施設

やごろう苑 099-482-5963 大隅町岩川５５１５





曽於市役所末吉本庁・大隅支所・財部支所

曽於市商工会末吉本所・大隅支所・財部支所

スーパーセンターニシムタ岩川店 ファミリーショップニシムタ末吉店

道の駅すえよし道の駅おおすみ弥五郎伝説の里 道の駅たからべ

ローソン財部南俣店 アイショップ南財部店

ファミリーマート大隅八合原店セブンイレブン末吉諏訪方店

セブンイレブン末吉本町店 セブンイレブン曽於大隅町店

エーコープ末吉店エーコープ大隅店

ミートショップながやま財部店ミートセンターあおき小迫ストアー

ヤマダデンキ テックランド曽於末吉店 JA そお鹿児島 そお太くん市場

K ショップ味彩館 酒蔵大隅家

そお電化岩川店 ほっかほっか弁当

㈲山田自動車㈲前田建設・不動産・えむハウスさくらホール



曽於市マップ

曽於弥五郎IC

末吉財部IC

津曲建築板金工業

㈱広末技研

あおきスタンド 中野たたみ店

㈱嘉和山業

末吉

末吉
市街地

㈲海野鉄工

大隅
市街地

㈱真栄工業

山下友一
税理士事務所

さくらホール
㈲前田建設・不動産・えむハウス

ほっかほっか弁当

㈲山田自動車

末吉町市街地末吉町市街地 大隅町市街地大隅町市街地

㈲飛鳥



給　与 月給 215,000 円 ~
日給　　8,000 円 ~

時　間 8：00~17：00職　種 土木作業・建築

資　格 未経験者OK! 　経験者歓迎

賞与実績1年に1回（勤続年数や実績により変動）

休　日 日曜・ＧＷ・お盆・年末年始

待　遇 寮など相談可・各種保険完備
大型免許・重機資格をお持ちの方は優遇！

お問い合わせはこちら

正社員・見習い社
員

正社員・見習い社
員

私たちと一緒に働きませんか

ＦＡＸ0986-36-7163
曽於市末吉町諏訪方 6526

☎0986-36-7162

（試用期間有り）



有限
会社 飛鳥

ショップ大隅

有限会社　山田自動車

大隅町中之内 8169-1 ☎（099）482-2778 FAX（099）482-3279

新・中古車販売・一般整備・鈑金・塗装
損害保険代理店　JA 共済代理店

民間車検工場
代表取締役　山田　力 鶏肉処理加工業務・ブロイラー生産

【工場】大隅町中之内 9445-1 ☎（099）482-5809
【鈑金塗装業務全般】◆車の部品交換、修正、塗装◆その他、付随する業務 【鶏肉の加工業務全般】◆カット作業・軽量　◆鶏 吊 作 業

◆パック詰め・検品作業・ 包 装経験者大歓迎！

私たちと一緒にはたらきませんか？
未経験者可。経験者歓迎！

私たちと一緒にはたらきませんか？
未経験者可。経験者歓迎！社員募集‼社員募集‼ まずはお気軽にお問い合わせください

☎（099）482-2778☎（099）482-2778お問い合わせは
こちら➡

事業所名 山下友一税理士事務所
TEL 0986-36-5093 曽於市末吉町諏訪方 8358-3

正社員・パート募集（税理士補助）
給与：正社員 17万～　パート時給 850 円～
資格：未経験者歓迎！※経験者は優遇します。
時間：正社員 8:45 ～ 17:35（繁忙期は 18：45）　
　　　パート 9:00 ～ 17:00 の間の 5時間程度
休日：土日祝・週休二日制

各会社案内にも地元の求人募集が
ありますので是非ご覧下さい！

各会社案内にも地元の求人募集が
ありますので是非ご覧下さい！



山林ご相談下さい！山林ご相談下さい！
き わ さ ん ぎょうき わ さ ん ぎょう

☎0986-36-5633
080-9065-1373

0986-76-7995
末吉町南之郷 5193
☎

㈱嘉和山業

エネルギー事業部

末吉町南之郷 4538-2

新車・中古車販売

ショップ大隅
山田自動車 代表取締役

山田　力

大隅町中之内 8169-1 ☎（099）482-2778 FAX（099）482-3279

有限
会社

新・中古車販売・一般整備・鈑金・塗装
損害保険代理店　JA 共済代理店民間車検工場

日本政策金融公庫 農業経営アドバイザー試験 合格者

曽於市末吉町諏訪方 8358-3　１号室 ☎0986-36-5093 FAX0986-36-5094
税理士 ・ＣＦＰ 山下　友一

山下友一税理士事務所

(株)PSI コンサルティング

山下友一税理士事務所

(株)PSI コンサルティング

私
た
ち
と
一
緒
に

　
働
き
ま
せ
ん
か
？

募集中！募集中！募集中！
正社員パート

税理士補助税理士補助

未経験者ＯＫ！経験者歓迎！未経験者ＯＫ！経験者歓迎！当社では、MAS監査（財務コンサル）を軸に補助金サポート業務、保険代理店業務などを行っております。
「MAS」とは、マネージメント・アドバイザリー・サービスの略で、
先見経営・先行管理の仕組みの提供により目標達成できる経営体質づくりを支援する経営サポートです。
経営者の伴走者となって、経営者が自ら会社の課題に気づき、自らの力で解決していくようにサポートしていきます。
MAS監査は、財務コンサルであるため既に顧問税理士がいる企業様でも対応が可能となっております。

当事務所では自計化（TKC）、記帳代行（各種会計ソフト対応）などの通常業務を軸に業務を行っております。
また、近年相談件数が増えています相続（争族）の事前相談及び対策を随時行っております。
その他、法人設立（法人成り）及び事業承継をご検討されている方、
日々の記帳業務に追われている方など税務や会計に関することは一度ご相談下さい。


