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就労支援カーリース
レンタカー

（税込 1.1 万円） （税込 2.2 万円） （税込 3.3 万円）

JoyCa 志布志ステーション

公式ホームページ

めっちゃ
お得だね

0120-310-950

会員様募集中！

入会金・月会費は不要
料金は使った分だけ

（J o y C a プランの場合）

Web で入会、すぐ利用
免許所とクレジットを

ご用意

P C・スマホでカンタン予約
2 4 時間いつでもどこでも

運転免許証でタッチ＆ゴー
カード発行手数料が不要

短時間のちょい乗り OK
ご利用は 1 5 分単位

最大料金があるから
長時間の利用も安心

P C・スマホで
Web 予約

免許証を車に
タッチしドア解錠

キーを取り出し
ご出発

利用後はクルマを
戻してまたタッチ

web からの
ご予約はこちらカースタレンタカー志布志店 いつでも 24時間借りられます！ 公式ホームページは

こちらから↓↓

15 分毎 1ｋｍにつき

法人様の長期レンタルも OK !



就労支援カーリース
レンタカー

寿司・しゃぶしゃぶ

志布志市志布志町志布志 3丁目 15-6-2F

☎（099）401-0010★ ココ大国本店

セブン
イレブン

第一生命
志布志支部

コスモス

ソフトバンク

ネオプラス
よねもと

AM11：00～ PM11：00営業時間

みのり福祉作業所
曽於郡大崎町神領 1418-2 TEL

FAX
TEL
FAX

女性障がい者専用　グループホーム

NPO法人 曽於郡大崎町神領1418-2
くろしお会（特定非営利活動）

曽於郡大崎町神領 1418-2 TEL
FAX



就労支援カーリース
レンタカー

フ ク ヤ マ
TEL 0995-64-8251
霧島市国分重久 2720-3

有限
会社

有限会社

フクヤマフクヤマUKUYAMA

FAX 0995-64-8252

人と自然が調和した新しい農業を拓く農業用微生物資材 

  

モニター募集モニター募集モニター募集農業用
微生物資材
農業用

微生物資材
モニター期間中は農業用微生物資材は無料で提供致します！

光合成促進
生育促進
増収
食味糖度アップ
病害虫対策

光合成促進
生育促進
増収
食味糖度アップ
病害虫対策

プラスワンプラスワンプラスワン

光合成促進
生育促進
増収
食味糖度アップ
病害虫対策

光合成促進
生育促進
増収
食味糖度アップ
病害虫対策

光合成促進
生育促進
増収
食味糖度アップ
病害虫対策

豊穣豊穣豊穣豊穣

土壌活性化
発根促進
生育促進
病害虫対策
土壌残留重
金属類分解

土壌活性化
発根促進
生育促進
病害虫対策
土壌残留重
金属類分解

ソイルベースソイルベースソイルベースソイルベース

土壌活性化
発根促進
生育促進
病害虫対策

土壌活性化
発根促進
生育促進
病害虫対策

土壌活性化
発根促進
生育促進
病害虫対策

花、家庭菜園用
(bioソイル)
花、家庭菜園用
(bioソイル)

光合成促進
生育促進
増収
食味糖度アップ
病害虫対策

光合成促進
生育促進
増収
食味糖度アップ
病害虫対策

光合成促進
生育促進
増収
食味糖度アップ
病害虫対策

花、家庭菜園用
(bioプラス)
花、家庭菜園用
(bioプラス)

A-881A-881

害虫回避
抗菌
抗ウイルス
抗原虫対策

害虫回避
抗菌
抗ウイルス
抗原虫対策

害虫回避
抗菌
抗ウイルス
抗原虫対策

A-881A-881
商品の詳細は当社のホームページで確認が出来ます商品の詳細は当社のホームページで確認が出来ます

商品購入 ご 希 望 の 方もお気軽にお問い合わせ下さい

◆モニター期間中にご不明な点など
　ございましたら迅速に対応致します。
◆モニター期間中に紹介者が
　資材を購入された場合は
　紹介手数料をお支払いします。

◆モニター期間中にご不明な点など
　ございましたら迅速に対応致します。
◆モニター期間中に紹介者が
　資材を購入された場合は
　紹介手数料をお支払いします。

・家庭菜園、農業従事者（規模は自由）花、野菜栽培に興味のある方
・弊社農業資材のモニターとして実際に花や野菜を育ててもらい
　経過・結果の情報発信を継続して行える方
・無化学肥料、無農薬栽培などに興味のある方

・家庭菜園、農業従事者（規模は自由）花、野菜栽培に興味のある方
・弊社農業資材のモニターとして実際に花や野菜を育ててもらい
　経過・結果の情報発信を継続して行える方
・無化学肥料、無農薬栽培などに興味のある方
・SNS(YouTube,Twitter,Instagram,Facebook やブログ等）
　を通じて情報発信出来る方
・SNS(YouTube,Twitter,Instagram,Facebook やブログ等）
　を通じて情報発信出来る方

モニター終了後、農業用微生物資材を販売する事も出来ます。モニター終了後、農業用微生物資材を販売する事も出来ます。

モ
ニ
タ
ー
参
加
条
件

※モニターは定員に達し次第、終了とさせていただきます 



就労支援カーリース
レンタカー

株式
会社森元クリーン

肝属郡東串良町岩弘2607-3

������������
TEL0994-45-7621 FAX0994-45-7617

お気軽にお問い合わせ下さい

見積りは実際に現場で行い
家財の量や作業環境、

お客様のご要望をお聞きして
金額をご提示します。

安心の現地見積もり特殊
清掃

遺品
整理

家財
整理

第 961230040129 号古物商許可 鹿児島県公安委員会

見積
無料

キレイな街づくり応援しますキレイな街づくり応援します

産業廃棄物・一般廃棄物処理業・医療廃棄物収集運搬業

南日環境有限
会社

TEL　099-471-6133
FAX　099-471-6155

処理場　志布志市有明町伊﨑田2221番地 1



就労支援カーリース
レンタカー

竹田塗装店
―TAKEDA　TOSOUTEN――TAKEDA　TOSOUTEN―

県知事許可（般）第 16959 号 一級塗装技能士

TEL（099）473-2321 FAX（099）401-5780
志布志市志布志町志布志 2238-13

建築塗装全般



岡田仏壇製作所 志布志町志布志 1017-1472-3863志布志店
有明町野神 3254-19475-1653有明工場

志布志町志布志 2238-13473-2321　Ⓕ401-5780竹田塗装店

志布志町安楽 2035-1472-3888　Ⓕ473-3644アマミズ葬祭

㈱森元クリーン 肝属郡東串良町岩弘 2607-30994-45-7621　Ⓕ0994-45-7617

南日環境㈲ 有明町野井倉 8122-23471-6133

㈲フクヤマ 霧島市国分重久 2720-30994-64-8251

オフィス K 志布志 志布志町志布志 3-3-14479-4110　Ⓕ479-4115

カースタレンタカー志布志店 志布志町志布志 3-3-14479-4110　Ⓕ479-4115

JoyCa 志布志ステーション ジョイフル志布志店前0120-310-950

ヴィクトリア 志布志町志布志 3-20-24478-8323　090-5487-0200

NPO 法人 くろしお会 曽於郡大崎町神領 1418-2477-2111　Ⓕ兼用　

辰の子ホーム 曽於郡大崎町神領 1418-2477-2111　Ⓕ兼用　

みのり福祉作業所 曽於郡大崎町神領 1418-2477-2111　Ⓕ兼用　

武者武者（寿司・しゃぶしゃぶ） 志布志町志布志 3-15-6-2F401-0010

㈲田畑工業 曽於郡大崎町永吉 2287-2476-3125　Ⓕ476-3144

㈲岩切運送 曽於郡大崎町菱田 1725-2477-1333　Ⓕ473-3302

㈲岩切観光バス 志布志町安楽 3602-3473-3300　Ⓕ473-3302

㈱村岡工務店 曽於郡大崎町野方 4647478-3636　Ⓕ478-3215

ラウンジ ピアス 志布志町志布志 3-21-1099-472-5577

ラウンジ セシル 志布志町志布志 3-21-1099-473-0000

㈲川間塗装工業 志布志町志布志 665-12472-1154



志
布
志
市
斎
場
案
内

☎099-471-4444  FAX 099-471-4949 

JAあおぞら 
ルミエール有明
JAあおぞら 

ルミエール有明

JA 葬祭　年中無休・24時間受付

志布志市有明町野井倉1222

志布志市志布志町安楽2035-1
株式会社天水 ������������������������������

���������������
お問い合わせ

祭　壇 座　敷

大ホール 小ホール

葬儀に関する不安や疑問を
解消していただくために

事前相談を承っております。

葬儀に関する不安や疑問を
解消していただくために

事前相談を承っております。

費用は
いくらくらい
なのか？

どんな準備を
すればいいの
かしら？

事前相談について

ご葬儀は人生で一番最後に訪れる心の触れ合い。
そのお別れを素敵な物にしたい。

その想いから、ご遺族様の気持ちに寄り添える
ご葬儀を目指しております。

斎　場
アマミズ葬祭アマミズ葬祭
一般葬、家族葬、密葬など
お客様に合わせたオーダーメイドプランに対応しております
１日１組限定のため気兼ねなく葬儀が執り行えます
弔事・慶事の花環承ります

一般葬、家族葬、密葬など
お客様に合わせたオーダーメイドプランに対応しております
１日１組限定のため気兼ねなく葬儀が執り行えます
弔事・慶事の花環承ります



仏壇 ・仏具 ・神棚 ・神具のお店

第 507219 号

経済産業大臣指定伝統的工芸品

川辺仏壇 伝統工芸士 岡田　達郎

一般財団法人　伝統的工芸品産業振興協会
むらさ来

志布志
消防署 ニシムタ

しもはら整骨院

↑
至
串
間

至
大
崎
↓

岡田仏壇製作所

至
岩
川
↓

グ
リ
ー
ン
ロ
ー
ド

国
道
２
２
０
号
線

岡田仏壇製作所
創業昭和３７年

仏壇製造直売・仏具・神棚・神具販売

受
け
継
が
れ
し
伝
統
の
製
法

受
け
継
が
れ
し
伝
統
の
製
法

☎099-472-3863

☎099-475-1653

☎099-472-3863志布志町志布志1017-1
（ファミリマート志布志みかえり店前）

志布志店

有明工場
☎099-475-1653

伝統工芸士の店



food and drink
information
food and drink
information

飲食店
案　内
飲食店
案　内
志布志市

あおぞら一丁目笑和食堂
099-471-4664

有明町野井倉１２０７－１

味一
099-475-1128

有明町野神３６７０－７

味人膳
099-479-3131

志布志町志布志２丁目２５０６－４

味処すずもり
099-472-4361

志布志町志布志３丁目２２－１１

アトリエＣＡＦＥＴＡＲｉＲＡＲｉ
099-473-2838

志布志町安楽６２１３－５

アミューズ
099-473-3711

志布志町志布志３丁目２２－３２－２Ｆ

居酒屋一本槍
099-472-2557

志布志町志布志２丁目１４－１２

居酒屋白鶴
099-473-2000

志布志町志布志３丁目２２－２８

居酒屋ぴっき
099-472-6945

志布志町志布志３丁目２１－１－１Ｆ－Ｄ

居酒屋もみじ
099-473-1414

志布志町志布志２丁目１２－１６

伊崎田ドライブイン
099-474-0116

有明町伊崎田１０９９－２

いずみ食堂
099-487-2065
松山町新橋２６７－２

イタリアントマトカフェジュニア
鹿児島志布志店

099-473-8073
志布志町志布志２丁目１４－１４－１Ｆ

いっぺい
099-477-1288

有明町野井倉８４１６－２

一本松食堂
099-472-2243

志布志町志布志３丁目１９－１３

大田食堂
099-472-1523
志布志町安楽６１７３

おでん街
099-472-3846

志布志町志布志１丁目２０－７

オリーブ・ドラブ
099-473-2360

志布志町志布志２丁目１４－１４

鹿島商店
099-479-1912

志布志町田之浦２１７５

かつひろ
099-472-2577

志布志町安楽５１９７－１

かつ満佐
099-475-2013

有明町野神３５４３－５

勝吉
099-472-5637

志布志町志布志３丁目１８－８

カフェＮＯＩＫＵＲＡわんど山元
099-474-0173
有明町野井倉１６０９

カレー専門の店ナイル志布志店
099-473-8112

志布志町志布志２丁目１４－１４－１Ｆ

慶田国弘
099-474-1924

有明町伊崎田５５６０－６

幸良
099-472-2677

志布志町志布志３丁目２０－１１

志布志湾大黒リゾートホテル
099-473-0001

志布志町夏井５５－１５

旬さい処はまの
099-473-2800

志布志町志布志３丁目２２－２４

ジョイフル鹿児島志布志店
099-472-7670

志布志町志布志３丁目３－８

心菜坊・志布志店
099-473-0330

志布志町志布志３丁目５－１４－１

寿司和食きらく
099-472-0749

志布志町志布志３丁目２－２

スターブルー
099-478-0808

志布志町志布志２丁目２４２４－２

相撲茶屋矢野
099-472-3767

志布志町志布志２丁目７－３３

そば茶屋吹上庵志布志店
099-473-3383
志布志町安楽６１１０

大吉
099-473-3398

志布志町志布志３丁目２２－２４－２８－Ａ

大黒寿司
099-472-0767

志布志町志布志３丁目１４－１

台湾料理金都
099-473-1885

志布志町志布志２丁目１７－６－１

たけだ
099-472-5252

志布志町志布志２丁目２８－５

たつまさ
099-472-5655

志布志町安楽２１９１－３

ＣＨＵＺＡＮ
099-478-8298

志布志町志布志２丁目１－６

伝八
099-473-1196

志布志町志布志３丁目２２－３０

とけい台
099-477-1231
有明町野井倉８３８５

友恵寿し
099-473-0189

志布志町志布志２丁目３－２０

ドライブイン筍
099-477-1677

有明町野井倉７７１０－１

のんき屋
099-472-4810

志布志町志布志３丁目２２－３１－１０２

廣寿司
099-473-2670

志布志町帖５８８０－５

福の蔵
099-472-6137

志布志町志布志３丁目２０－３１

福耳志布志店
099-472-5100

志布志町志布志２丁目１１－８－１

ほおじろ亭
099-472-3387

志布志町志布志３丁目２０－１１

ほっともっと志布志店
099-471-1888

志布志町志布志２丁目１３

まつ山酒味処
099-472-0216

志布志町志布志３丁目２０－１１

マルキュウ
099-472-2277

志布志町志布志１丁目７－２１

まるたま食堂
099-472-3656

志布志町帖７０５２－３

マルチョンラーメン
099-472-0576

志布志町志布志２丁目８－１７

道の駅松山
099-487-3800

松山町新橋１５２６－１

三七十庵
099-474-0588

有明町伊崎田８７７９－１３

みゆき食堂
099-472-0313

志布志町志布志２丁目２－２５

武者武者（寿司・しゃぶしゃぶ）
099-401-0010

志布志町志布志3丁目15-6-2

もんぜ
099-472-2016

志布志町志布志２丁目２１－２２

焼肉なかにし
099-472-4649

志布志町志布志３丁目２２－１８

焼肉ばんばん
099-479-3639

志布志町志布志３丁目２１－２５

焼き肉板門店
099-473-3346

志布志町志布志３丁目４－１２

焼肉山八
099-473-0451

志布志町帖７０８２－３

山田水産株式会社うなぎの駅
099-478-8181

志布志町志布志１２８６－８

やまだや海鮮割烹居酒屋
099-473-2788

志布志町志布志２丁目２４３１－２

らーめん秀
099-475-2633
有明町原田１４７４

琉球居酒屋かりゆし
099-472-3808

志布志町志布志３丁目２－１４

和華
099-472-2607

志布志町志布志２丁目１－１４

わかな
099-473-0239

志布志町志布志２丁目１６－２０

わかば
099-479-1313

志布志町内之倉３２０９－１

あんず
099-476-0335

假宿１０９５

うなぎ太郎
099-476-0501

永吉８３７１

おおの商店
099-476-3289
假宿１０２９－１

おかん
099-476-1922
假宿１１４２－５

川畑食堂
099-476-0115
假宿１０９１－３

きらく寿司
099-478-2545

野方６１２６

喜楽本店
099-476-0278

假宿１０９２

金太郎
099-476-1129
横瀬１８６１－８

グルメハウス食彩館
099-477-2488
神領２４３０－１

げんこつ屋
099-476-4917

神領２１４１

小料理さくら
099-478-3845

野方６０７６

栄
099-476-2770
假宿１１３０－１６

サザンクロス
099-476-4406
永吉８１５５－２

しゃぶしゃぶ喜水亭
099-478-8112

永吉８３６０

笑福家
099-476-0270
假宿１８００－３

しらかば
099-476-2977
假宿１５５７－７

鮮魚惣菜仕出しかわばた
099-476-3271

假宿１９６０

そば辰
099-476-2010
假宿１１４４－２

大吉食堂
099-477-2060
菱田２５４４－５

たかちゃん
099-476-2002
假宿１１２９－６

たさき
099-476-0048
假宿１０１４－７

中華レストラン美食堂
099-476-3410

假宿１０４４

天心
099-476-4646
永吉８２４４－３

東京飯店
099-476-3100
假宿１１０１－１

白鶴大崎店
099-476-3498
假宿１１３９－２

白鶴ももえちゃん
099-476-3134
假宿１１３９－２

焼肉しろやま
099-476-5767
假宿１１３９－２

ラーメン犬
099-478-8177
假宿１０９１－６

ラーメン屋あめんぼう
099-476-2270
神領２３７１－１

大崎町



眼科

外科

歯科

内科

石神診療所 099-474-0107 有明町伊崎田9102
医院・診療所

医療法人志布志中央クリニック 099-472-3100 志布志町志布志１２９０－１
山下クリニック 099-487-9001 松山町泰野552
陽春堂内科診療所 099-472-5511 志布志町志布志２８６－４

ひろた小児科 099-471-6111 有明町野井倉8036-1
アレルギー科

出口外科胃腸科医院 099-472-1538 志布志町安楽141
胃腸消化器内科・同外科

しぶし眼科 099-473-1100 志布志町安楽468

手塚クリニック 099-472-5565 志布志町志布志５７０－２
松下医院 099-472-1124 志布志町安楽52-3

いいやま歯科医院 099-477-0809 有明町野井倉7724
井ノ上歯科医院 099-472-0515 志布志町志布志３丁目2-17
かすが歯科 099-477-0888 有明町蓬原19-5
春日歯科医院 099-472-0309 志布志町志布志２丁目1-27
クローバー歯科スマイルクリニック 099-478-1281 志布志町安楽1965
坂元歯科医院 099-472-0105 志布志町志布志１丁目2-11
ささき歯科・小児歯科 099-472-7730 志布志町志布志３丁目１７－３１
さめしま歯科 099-477-1540 有明町野井倉８３０４－２７
すなお歯科 099-471-5252 有明町野神3409-3
たんぽぽオーラルケアクリニック 099-472-1500 志布志町志布志９６７－１
なかしま歯科クリニック 099-472-3766 志布志町帖3673-4
中原歯科医院 099-487-3210 松山町新橋230
西国領歯科医院 099-472-0118 志布志町志布志３丁目5-30
横山歯科医院 099-472-0801 志布志町志布志１丁目21-12

はまさき耳鼻咽喉科 099-473-3387 志布志町安楽2071-1
耳鼻咽喉科

井手小児科 099-473-3211 志布志町志布志3227-1
小児科

ひろた小児科 099-471-6111 有明町野井倉8036-1

病院芳春苑 099-472-0030 志布志町安楽3008-5
精神科

びろうの樹整形外科 099-471-6611 有明町野井倉8028-5
整形外科

びろうの樹脳神経外科 099-477-1212 有明町野井倉8041-1

手塚クリニック 099-472-5565 志布志町志布志570-2
藤後クリニック 099-472-1237 志布志町志布志１丁目13-1
平川やの胃腸内科 099-472-0145 志布志町志布志２丁目9-7
松下医院 099-472-1124 志布志町安楽52-3
みやじクリニック 099-471-5000 有明町野神3603-1
山口内科 099-473-1188 志布志町志布志3224-9

びろうの樹脳神経外科 099-477-1212 有明町野井倉8041-1
脳神経外科

えびはら皮ふ科 099-478-0370 志布志町安楽2192-2
皮膚科

出口外科胃腸科医院 099-472-1538 志布志町安楽141

さくらやまクリニック 099-472-1100 志布志町安楽6179-1
泌尿器科

大山病院 099-472-1400 志布志町夏井１２１２－１
病院・療養所

曽於医師会立有明病院 099-477-1111 有明町野井倉8288-1
曽於医師会立訪問看護ステーション 099-471-6388 有明町野井倉8288-1

松下医院 099-472-1124 志布志町安楽52-3
リハビリ科

杉木金ばり堂 099-472-2348 志布志町安楽１７８－１４４
あん摩マッサージ

マッサージルーム天神 099-473-1889 志布志町帖6569

さくら治療院 099-472-5121 志布志町志布志１２９０－１
あん摩・鍼灸

東洋堂治療院 099-473-2333 志布志町安楽８５４－７
八代鍼灸院 099-472-0032 志布志町志布志３丁目２１－１５

賀寿園グループホーム愛 099-473-8186 志布志町安楽2903-1
介護Ｓ（グループホーム）

グループホームたすけ愛 099-471-1377 志布志町安楽2896
グループホームふれあいの丘 099-473-8113 志布志町志布志1330
グループホーム松山あじさい 099-487-8200 松山町泰野１１３９－１
グループホーム南の家族 099-472-8486 志布志町志布志２丁目２７－１８
グループホーム杜のかおり 099-475-2224 有明町蓬原554

あおぞら農協総合福祉センター 099-471-5772 有明町蓬原１３３３－１
介護サービス（施設）

あおぞら農協総合福祉センター　あおぞら第二ホーム 099-475-0335 有明町蓬原１３３０－２０
介護医療院とうご 099-472-1236 志布志町志布志1丁目11-12
ケアハウスなでしこ 099-472-7045 志布志町安楽2815-1
株式会社秀翠デイサービスセンター 099-401-4825 有明町野神3603-1
生活介護事業所宙船 099-479-3401 志布志町安楽2459-2
びろうの樹グループホーム・ショートステイ 099-477-2662 有明町野井倉8031-1

山本均整療術所 099-472-4110 志布志町帖６６１７－２３
各種療法

ついな整体 099-472-8168 志布志町帖3631-12
各種療法（整体）

いぶき整骨院 099-477-2822 有明町野井倉8414
接骨（整骨）・柔道整復

大原整骨院 099-472-6580 志布志町志布志６１４－１
しぶし整骨院 099-478-0567 志布志町安楽１２３－８
しもはら整骨院 099-478-0039 志布志町志布志１０１８－１
谷口整骨院 099-471-1131 志布志町志布志６６７－４
ひだまり鍼灸整骨院 099-479-4300 志布志町志布志２丁目１７－２１
らいふ整骨院 099-473-2766 志布志町安楽１７８－６９

崎田はり灸療院 099-472-2155 志布志町帖5590-2
はり・きゅう（鍼・灸）

志布志鍼灸治療院 099-474-1016 有明町野井倉4790-8
ひだまり鍼灸整骨院 099-479-4300 志布志町志布志２丁目１７－２１
和田鍼灸院 099-472-0288 志布志町志布志2573

ささき歯科・小児歯科 099-472-7730 志布志町志布志３丁目１７－３１
歯科口腔外科

たんぽぽオーラルケアクリニック 099-472-1500 志布志町志布志９６７－１

ささき歯科・小児歯科 099-472-7730 志布志町志布志３丁目１７－３１
小児歯科

たんぽぽオーラルケアクリニック 099-472-1500 志布志町志布志９６７－１

小松の里　特別養護老人ホーム 099-474-0808 有明町野井倉2006-1
老人福祉施設・特別養護Ｈ

特別養護老人ホーム賀寿園 099-472-5555 志布志町安楽2903-1

いきいきホームみんなの樹 099-479-3310 志布志町安楽2235-1
老人福祉施設・有料老人Ｈ

介護付有料老人ホーム一茶ん家 099-474-2666 有明町伊崎田8791-1
ケアハウスぬくもり 099-472-8485 志布志町志布志２丁目２７－１８
住宅型有料老人ホームさくらの家 099-473-0838 志布志町志布志1229
特別養護老人ホームやっちく 099-487-8188 松山町泰野1111
びろうの樹山重介護付有料老人ホーム 099-475-1560 有明町山重１０７９－３
有料老人ホームしおさい 099-472-8488 志布志町志布志２丁目２７－１８
養護老人ホームあけぼの園 099-487-8355 松山町泰野3721

曽於医師会立介護老人保健施設ありあけ苑 099-477-2331 有明町野井倉8288-1
介護老人保健施設

つわぶき 099-472-5666 志布志町志布志１丁目13-3
みどりの風 099-487-2233 松山町泰野3964-1
老人保健施設つわぶき 099-472-5666 志布志町志布志１丁目13-3

池田医院 099-476-0289 假宿１６５８－２
医院・診療所

江藤医院 099-476-0126 假宿2769-2
草野クリニック 099-471-7533 永吉6739-2
はるびゅうクリニック 099-478-2153 野方6045-1

坂元内科クリニック 099-471-7055 永吉8299-1
胃腸消化器内科・同外科

坂元内科クリニック 099-471-7055 永吉8299-1
呼吸器内科

牧瀬内科クリニック 099-477-2121 神領2394-1

上床歯科医院 099-476-3558 假宿1548
歯科

おおすみ歯科医院 099-478-3388 野方6037-10
迫田歯科クリニック 099-476-4186 假宿１０９１－６
新堂歯科医院 099-476-0128 永吉１０１４２－１

坂元内科クリニック 099-471-7055 永吉8299-1
循環器内科・同外科

牧瀬内科クリニック 099-477-2121 神領2394-1

坂元内科クリニック 099-471-7055 永吉8299-1
内科

牧瀬内科クリニック 099-477-2121 神領2394-1

坂元内科クリニック 099-471-7055 永吉8299-1
リウマチ科

坂元内科クリニック 099-471-7055 永吉8299-1
リハビリ科

寺園鍼灸院 099-476-4353 横瀬6-2
あん摩・鍼灸

グループホーム回生園 099-477-2585 菱田3063
介護Ｓ（グループホーム）

グループホームるーぴんのさと大崎 099-471-7390 永吉6034
坂元内科クリニックグループホームすまいる 099-471-7250 永吉8355-2

デイサービスなごみ 099-477-2660 菱田2780-1
介護サービス（施設）

今村整体大崎治療院 099-476-3735 永吉6446-2
各種療法（整体）

リフレッシュあんざわ整体院 099-477-2640 神領2387-1

きみ整骨院 099-471-0521 野方6037-11
接骨（整骨）・柔道整復

林・窪田マッサージ指圧整骨院 099-478-1033 假宿１０６９－４
はり灸接骨院さるびあ 099-476-0684 井俣2522

デンタルクリニックあかだ 099-476-3400 假宿2326-4
歯科口腔外科

エコルたちお野 099-471-0066 野方1915
老人福祉施設・有料老人Ｈ

回生園　特別養護老人ホーム 099-477-0372 菱田3063
有限会社菱の里有料老人ホーム 099-477-1117 菱田2780-1

サンセリテのがた 099-471-0088 野方6047-3
介護老人保健施設

訪問看護ステーションふるる 099-471-0077 野方6047-3



写真提供：南日環境㈲　様
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岡田仏壇製作所
志布志店

竹田塗装店
オフィス K 志布志
カースタレンタカー志布志店
JoyCa 志布志ステーション

ヴィクトリア

武者武者 ラウンジ ピアス
ラウンジ セシル

㈲川間塗装工業

アマミズ葬祭

南日環境㈲

㈲岩切観光バス

有明工場
岡田仏壇製作所

㈲田畑工業

㈱村岡工務店

NPO 法人くろしお会
みのり福祉作業所
辰の子ホーム



国際の森

やっちく
秋の陣祭りみなとまつり

コスモ
ロード

カブトムシ
相撲大会

横瀬古墳

大崎海岸

伝統芸能
神舞

志布志
大崎
志布志
大崎



志布志市役所本庁・有明支所・松山支所

志布志商工会本所・有明支所・松山支所

セブン -イレブン志布志３丁目店

ファミリーマート志布志みかえり店

ローソン志布志安楽瀬戸店 ローソン志布志町大原店

大崎町役場・野方支所

セブン -イレブン有明伊崎田店 セブン -イレブン有明野神店

ファミリーマート志布志二丁目店ファミリーマート志布志天神店

ファミリーマート志布志安楽店 ファミリーマート志布志田尻店

ファミリーマート有明野神店 ファミリーマート大崎町店

アイショップ肉のこせど店アイショップ泰野店

道の駅松山 LifeShop にしまえ

エーコープあおぞら店 コープしぶし店

ミネサキ有明店だいわ大崎店

スーパーセンターニシムタ志布志店 スーパーぬきさこヌック店

コインランドリーオクムラオフィス K志布志 寿司しゃぶしゃぶ武者武者



人気の求人はすぐに決まるので、ご連絡はお早めに！

ヴィクトリアヴィクトリア TEL090-5487-0200TEL090-5487-0200

志布志市志布志町志布志3-20-24
サンライズロード 102 号

スタッフ急募！スタッフ急募！
お気軽に
ご連絡
下さい！

スナック

車 通 勤 OK!

週2 日からでも OK!
週末のみでもOK!

車 通 勤OK!

週2 日からでも OK!
週末のみでもOK!



株式
会社森元クリーン

肝属郡東串良町岩弘2607-3

������������
TEL0994-45-7621 FAX0994-45-7617

お気軽にお問い合わせ下さい

見積りは実際に現場で行い
家財の量や作業環境、

お客様のご要望をお聞きして
金額をご提示します。

安心の現地見積もり特殊
清掃

遺品
整理

家財
整理

第 961230040129 号古物商許可 鹿児島県公安委員会

見積
無料

キレイな街づくり応援しますキレイな街づくり応援します

TEL　099-471-6133
FAX　099-471-6155

処理場　志布志市有明町伊﨑田2221番地 1

産業廃棄物・一般廃棄物処理業・医療廃棄物収集運搬業

南日環境有限
会社


