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お葬儀の事なら
お任せ下さい！

肝属郡錦江町城元650-1 

☎0994-22-1300☎0994-22-1300

hanasenju

プリザーブドフラワー・ドライフラワー・ハーバリウムプリザーブドフラワー・ドライフラワー・ハーバリウムプリザーブドフラワー・ドライフラワー・ハーバリウム

一 般 葬
家 族 葬

経済産業大臣認可

全葬連（全葬連葬儀事前相談員）
事前相談承ります

ふ,,,と見れば癒されるモノがある生活…



作業員募集作業員募集

工事範囲は大島半島一円です。
★未経験者でも応募可　（普通自動車運転免許必要 AT 限定不可）

就業時間：7：30 ～ 17：00
年間休日：105 日（年末年始・お盆・GW など有り）

仕事内容：公共工事・民間事業の建築塗装、防水、板金、左官の仕事

工事範囲は大島半島一円です。
★未経験者でも応募可　（普通自動車運転免許必要 AT 限定不可）

就業時間：7：30 ～ 17：00 休憩：90 分

仕事をしながら資格が取れる制度もあります！　有給休暇も有り！
年間休日：105 日（年末年始・お盆・GW など有り）

仕事内容：公共工事・民間事業の建築塗装、防水、板金、左官の仕事

鹿屋市小野原町１４６９ 

TEL0994-43-5911 FAX0994-35-0215
代表取締役　荒平　成章

荒平建築板金塗装有限
会社荒平建築板金塗装有限
会社

鹿児島県知事許可（般 -31）第 14018 号

各種保険完備　試用期間あり募集中！
従業員
募集中！
従業員

お気軽にご連絡下さいお気軽にご連絡下さい

給　料：170,000 円～ 300,000 円給　料：170,000 円～ 300,000 円

防
水
工
事

外
壁
塗
装建築一式 板金

タイル　れんが　ブロック 看板
内装仕上げ屋根 大工
足場

塗り替えや防水、
その他お住まいの事で
お悩みはありませんか？

塗り替えや防水、
その他お住まいの事で
お悩みはありませんか？

値段の相場が
よく分からないので
判断できない…

どこの業者に
お願いすればいいのか

分からない…

手抜き工事や
悪徳業者に

騙されたくない

で気になることは
ありませんか？
で気になることは
ありませんか？

安心と信頼の荒平建築板金塗装にお任せ下さい！安心と信頼の荒平建築板金塗装にお任せ下さい！
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産

雄大な自然と養殖に

適した鹿児島から

鮮魚を直送！

雄大な自然と養殖に

適した鹿児島から

鮮魚を直送！

さかしたキッチンでは魚バーグを使った色々惣菜を作っておりますさかしたキッチンでは魚バーグを使った色々惣菜を作っております

TEL0994-22-2100
FAX0994-22-2122 肝属郡錦江町神川780-1 

ふる里館 有限
会社坂下水産

ふる里館ではかんぱち ・ ヒラマサの

養殖に適した自然豊かな鹿児島から

愛情を込めて育てた鮮魚をご家庭に

お届けしています。

また、 鹿児島産の野菜 ・鹿児島の

銘菓など鹿児島でしか味わえない

お菓子類や当店自慢の手打ち式

蕎麦も販売しております。

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



有限
会社城下製茶

海の見える茶畑から・・・「手間をかけ、心をかけてこそうまい茶ができる」という

祖父の志を大切に、私たちも毎日真剣に

お茶と向き合う日々です。

深蒸し茶ならではの水色の濃さ、香りのよさ、

そして深い味わいは、きっとお茶好きな皆様にも

ご満足いただけると思います。

どうぞご賞味くださいませ。 贈答用・ご進物用にも対応致します

☎0994-65-2427 ☎0994-65-2427 肝属郡肝付町前田3590-3
高山鉄道公園（旧高山駅）近く
肝属郡肝付町前田3590-3
高山鉄道公園（旧高山駅）近く

ホームページは
こちらから

24 時間営業中 24時間営業中

ホームページはこちら
チラシも見れるよ！

東串良店東串良店高山店高山店

有限会社下村自動車
0994-65-7588☎

肝属郡肝付町富山 1479-4

営業時間 休み ――

0994-65-7589FAX

各種、新車・中古車販売
車検整備、鈑金塗装
東京海上日動代理店

お気軽にご連絡ください。
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お葬儀の事なら
お任せ下さい！

肝属郡錦江町城元650-1 

☎0994-22-1300☎0994-22-1300

●急な事で事前準備を何もしていない。●相談できる人がいない。●少ない費用でどこまで出来る？

ご安心ください。葬儀に関する皆様の不安や疑問を解消し、お客様に寄り添ったご葬儀を致します。
●急な事で事前準備を何もしていない。●相談できる人がいない。●少ない費用でどこまで出来る？

ご安心ください。葬儀に関する皆様の不安や疑問を解消し、お客様に寄り添ったご葬儀を致します。

一 般 葬
家 族 葬

経済産業大臣認可

全葬連（全葬連葬儀事前相談員）
事前相談承ります

肝属郡南大隅町根占川南３６３７

葬儀に関するお悩みやご相談など
お気軽にお問い合わせ下さい

0120-284-2420120-284-242
フリーダイヤル



㈱森元クリーン 東串良町岩弘 2607-345-7621　Ⓕ45-7617

㈲フクヤマ 霧島市国分重久 2720-30994-64-8251

ヴィクトリア 志布志市志布志町志布志 3-20-24099-478-8323　090-5487-0200

㈲岩切運送 曽於郡大崎町菱田 1725-2099-477-1333　Ⓕ099-473-3302

㈲岩切観光バス 志布志市志布志町安楽 3602-3099-473-3300　Ⓕ099-473-3302

㈲坂下水産 ふる里館 錦江町神川 780-122-2100　Ⓕ22-2122

アキホ総業㈲ 錦江町城元 650-122-1300　Ⓕ22-1701

㈲下村自動車 肝付町富山 1479-465-7588　Ⓕ65-7589

㈲城下製茶 錦江町城元 1019-122-0716　Ⓕ兼用

メイム根占会館 南大隅町川南 36370120-284-242

㈱松設計 鹿屋市白崎町 4-140994-40-3993

㈲荒平建築板金塗装 鹿屋市小野原町 14690994-43-5911　Ⓕ兼用

㈲下茂砕石 肝付町後田 8131-165-4473

染木かわら工業 肝付町後田 191865-0217　090-1921-0886

福原菓子店 肝付町前田 3590-365-2427

ミネサキ高山店 肝付町後田 2369-165-7000

ミネサキ東串良店 東串良町池之原 268063-3000

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

花千手 錦江町馬場 308-12hanasenju



神川大滝

神川ビーチ
影絵

錦江町錦江町

雄川の滝

佐多岬

南大隅町南大隅町

流鏑馬

内之浦

宇宙空間

観測所

肝付町肝付町

ドーム
ハウス

ルーピン畑

あなたあなた

東串良町東串良町



錦江町
池田へき地診療所 0994-29-0737 城元5508-1
医院・診療所

宿利原巡回診療所 0994-23-0060 神川7258

藤崎クリニック 0994-22-2238 城元96-6
胃腸消化器内科・同外科

長浜外科医院 0994-22-0137 城元895-12
外科

藤崎クリニック 0994-22-2238 城元96-6
肛門内科・同外科

岩城歯科医院 0994-22-0106 城元712
歯科

川前歯科医院 0994-22-0248 城元757-3
神田歯科医院 0994-25-2058 田代麓652-7
坂元歯科医院 0994-22-0118 馬場299

長浜外科医院 0994-22-0137 城元895-12
耳鼻咽喉科

濱畑クリニック 0994-25-2575 田代川原403
整形外科

大根占医院 0994-22-2658 馬場445-2
脳神経外科

肝属郡医師会立病院 0994-22-3111 神川135-3
病院・療養所

肝属郡医師会立
介護老人保健施設みなみかぜ

0994-22-3100 神川88-1
介護サービス（施設）

気功整体東院 0994-22-0022 城元613-5
各種療法（整体）

園田整骨院 0994-22-1348 馬場1101-3
接骨（整骨）・柔道整復

たくま鍼灸院整骨院 0994-22-2002 馬場308-16
たぶち整骨鍼灸院 0994-22-2214 城元811

本釜鍼灸院 0994-22-1528 城元313
はり・きゅう（鍼・灸）

山本鍼灸院 0994-22-1655 城元793

老人福祉施設・有料老人Ｈ
青山荘特別養護老人ホーム 0994-22-3388 城元3724-1
　在宅介護支援センター 0994-22-3366 馬場1134-1
南松園 0994-25-2174 田代川原430-1
　グループホーム 0994-25-2364 田代川原430-1

肝属郡医師会立
介護老人保健施設みなみかぜ

0994-22-3100 神川88-1
介護老人保健施設

こうか鍼灸院 0994-67-3273 北方1881-10
あん摩・鍼灸

小平針灸院 0994-65-4699 後田3093-2
順天堂はりきゅうマッサージ 0994-65-0100 後田2711-5
鶴田治療院 0994-65-0319 新富2829-2
訪問マッサージここみ 0994-65-1250 後田2551-1

グループホームありがとう 0994-45-5280 前田994-5
介護Ｓ（グループホーム）

グループホーム春華苑 0994-65-7299 新富563-1
グループホーム優芽 0994-36-5833 後田5568-1

グループホーム銀河の里　かんな館 0994-31-6623 北方576
介護サービス（施設）

小規模多機能ホームともに 0994-65-7119 新富4994
南の太陽（ＮＰＯ法人） 0994-45-6111 富山1791-1
　看護小規模多機能ホーム南の花 0994-65-7387 後田1822-1

小平針灸院 0994-65-4699 後田3093-2
各種療法（心理・精神）

富山整体術道場 0994-65-3087 富山1502
各種療法（カイロ）

いやしの家日日奏 0994-65-3080 新富4684
各種療法（整体）

富山整体術道場 0994-65-3087 富山1502

助産院ここいやし 0994-65-0910 富山1274-7
助産師・助産所

伊地知整骨院 0994-67-3542 南方293-3
接骨（整骨）・柔道整復

高山整骨院 0994-65-5888 新富551-1
萩原整骨院 0994-65-9887 新富244-1

小平針灸院 0994-65-4699 後田3093-2
はり・きゅう（鍼・灸）

順天堂はりきゅうマッサージ 0994-65-0100 後田2711-5
富山はり灸治療院 0994-65-3087 富山1502

花神荘 0994-65-4738 後田5375
老人福祉施設・特別養護Ｈ

特別養護老人ホーム銀河の里 0994-67-3312 北方588

肝付町社会福祉協議会
養護老人ホーム国見園

0994-65-2302 新富4585-2
老人福祉施設・有料老人Ｈ

株式会社ケイアンドケイ 0994-65-0483 新富6674-4
住宅型有料老人ホームはる 0994-65-5511 後田2363-13
住宅型有料老人ホーム芽生 0994-45-6736 後田5568-1
株式会社ブルースター
住宅型有料老人ホーム星乃家

0994-36-8180 後田2620

有料老人ホームあい 0994-65-7560 新富6674-4
有料老人ホーム南の風 0994-65-7386 後田1822-1
有料老人ホームワルツ 0994-65-2533 新富6674-4

老春苑 0994-65-1500 新富485
介護老人保健施設

南大隅町立　大泊診療所 0994-27-3030 佐多馬籠932-1
医院・診療所

南大隅町立　郡診療所 0994-26-1856 佐多郡1963-1
南大隅町立　辺塚診療所 0994-26-4012 佐多辺塚162-1
南大隅町立佐多診療所 0994-26-2222 佐多伊座敷3846

じょうさいクリニック 0994-24-2977 根占川南3772
胃腸消化器内科・同外科

じょうさいクリニック 0994-24-2977 根占川南3772
外科

津崎医院 0994-24-2153 根占川北1725

永田歯科医院 0994-24-2117 根占川北311
歯科

南大隅町立歯科診療所 0994-26-1022 佐多伊座敷3591

津崎医院 0994-24-2153 根占川北1725
内科

グループホームおおきな木 0994-24-2001 根占川南3611
介護Ｓ（グループホーム）

高齢者グループホームゆうとみい 0994-28-1755 根占山本2547-1

グループホーム共生 0994-28-4884 佐多郡896-2
介護サービス（施設）

おおすみ健友館 0994-24-3639 根占川北1275-2
各種療法（整体）

大川整骨院 0994-24-3824 根占川南3616
接骨（整骨）・柔道整復

にしひろ鍼灸整骨院 0994-28-1790 根占川南5034-7

田中鍼灸療院 0994-24-2354 根占川北1738-2
はり・きゅう（鍼・灸）

中原鍼灸院 0994-26-0076 佐多伊座敷4022
牧はり治療院 0994-24-3799 根占川北2630

真寿園 0994-26-1310 佐多馬籠3466-3
老人福祉施設・特別養護Ｈ

蒼水園特別養護老人ホーム 0994-24-3100 根占山本1250-1

南大隅町

岩重医院 0994-63-8514 川東3720
医院・診療所

兒玉医院 0994-63-8522 川東3435
胃腸消化器内科・同外科

重久歯科医院 0994-63-8895 岩弘2676
矯正歯科

重久歯科医院 0994-63-8895 岩弘2676
歯科

吉留歯科医院 0994-63-0944 池之原1246

はらだ整形外科 0994-63-8080 池之原2650-1
整形外科

兒玉医院 0994-63-8522 川東3435
内科

新中須医院 0994-63-2010 池之原937-5
山路医院 0994-63-2134 池之原141

はらだ整形外科 0994-63-8080 池之原2650-1
リウマチ科

はらだ整形外科 0994-63-8080 池之原2650-1
リハビリ科

グループホームあじさい 0994-63-5919 池之原1998-1
介護Ｓ（グループホーム）

グループホーム南の太陽 0994-45-7373 新川西1367-1
社会福祉法人福寿会
グループホームるーぴんのさと

0994-63-0737 池之原2077-1

グループホームあじさい 0994-63-5919 池之原1998-1
介護サービス（施設）

ショートステイあじさい 0994-63-7677 池之原1998-1
自立支援センターおおすみ 0994-63-2699 池之原1223
デイサービス南の太陽 0994-63-8833 新川西1355-3

祐天堂 0994-63-7269 川東1594
各種療法（整体）

ゆたか整体 0994-63-3181 池之原1285

特別養護老人ホームルーピンの里 0994-63-0700 池之原2077-1
老人福祉施設・有料老人Ｈ

明光園 0994-63-8018 川東3800
有料老人ホームあじさい 0994-63-7211 池之原1998-1

東串良町肝付町
岸良診療所 0994-34-6331 岸良652-2
医院・診療所

高山クリニック 0994-65-1111 新富818-1
山内クリニック 0994-65-8181 前田4816-2

高山胃腸科・外科 0994-65-7171 前田923-1
胃腸消化器内科・同外科

春陽会中央病院 0994-65-1170 新富485
山内クリニック 0994-65-8181 前田4816-2

土屋歯科医院 0994-65-4370 新富191-8
矯正歯科

高山胃腸科・外科 0994-65-7171 前田923-1
外科

春陽会中央病院 0994-65-1170 新富485

山内クリニック 0994-65-8181 前田4816-2
呼吸器内科

高山胃腸科・外科 0994-65-7171 前田923-1
肛門内科・同外科

春陽会中央病院 0994-65-1170 新富485
産婦人科

あげの歯科 0994-65-4444 新富107-4
歯科

おかの歯科医院 0994-67-2031 南方2671-1
土屋歯科医院 0994-65-4370 新富191-8
遠矢歯科医院 0994-65-2170 新富33
みやぞの歯科 0994-65-4001 後田2387-1
よしどめ歯科医院 0994-65-2202 新富739-1

循環器内科・同外科
春陽会中央病院 0994-65-1170 新富485

山内クリニック 0994-65-8181 前田4816-2
小児科

春陽会中央病院 0994-65-1170 新富485
整形外科

高山胃腸科・外科 0994-65-7171 前田923-1
内科

春陽会中央病院 0994-65-1170 新富485
山内クリニック 0994-65-8181 前田4816-2
吉川医院 0994-65-2022 前田863-1
吉重クリニック 0994-67-2266 北方581-1
ルミコ医療ステーション 0994-65-0921 新富4684

春陽会中央病院 0994-65-1170 新富485
皮膚科

肝付町立病院 0994-67-2721 北方1953
病院・療養所

春陽会中央病院 0994-65-1170 新富485
リハビリ科

山内クリニック 0994-65-8181 前田4816-2

小平針灸院 0994-65-4699 後田3093-2
あん摩マッサージ



food and drink
information
food and drink
information

飲食店
案　内
飲食店
案　内

網元
0994-67-2623
南方２９８－４

生駒食堂
0994-65-2224
前田８６５

居酒屋いろどり
0994-65-8210
新富１２８－２

居酒屋薩摩風来坊
0994-65-7162
前田９４４－４

磯乃茶屋
0994-65-6010
波見１７５３－３

いなかのお店
0994-67-3387
北方１９６７－４

お食事処さくら
0994-68-2370
岸良１４５－１

割烹一番
0994-65-3456
新富１０５５－１

がんこ庵鹿屋店
0994-31-5155
富山８１２－１

神田食堂
0994-67-2205
南方２６８１

吉丁
0994-65-1228
富山１９３４－２

0994-65-5850
吾作

0994-65-2947
新富８１３－８

三太郎ラーメン
0994-65-3139
富山１０３８－２

十紋字カフェ＆歌オケ
0994-65-1032
後田２６８５－１

春節
0994-65-3822
前田８５８

ジョイフル鹿児島肝付店
0994-68-8235
富山１０３３－２

ジョイフル鹿児島高山店
0994-31-5370
後田３０８４－１

食楽かんたろう
0994-65-0607
新富１２４６－２

すしよし亭
0994-67-2859
南方２９９

炭火焼肉カルビ
0994-65-0529
宮下４２６－５

瀬里奈
0994-67-2355
南方８６－２

園田義朗
0994-65-6344
波見１５４４

大伸食品ハローランチ鹿屋店
0994-65-9618
富山１０４４

宝ラーメン
0994-65-4339
後田３０３９－１

月の雫
0994-65-2701
新富１０１６－４

鳥千
0994-65-2989
新富２０－４

華美
0994-45-6612
後田２３９０－５

ふみや食堂
0994-65-0639
富山８３６－１

ほっともっと高山店
0994-68-8855
新富１１４

正割烹
0994-65-4628
前田４０２５－４

焼鳥芳兵衛
0994-65-3922
前田８８２

米沢食堂
0994-65-2128
新富１２８

ラーメンの店マツワキ
0994-67-2826
南方１１４－２

ラーメン丸十屋
0994-65-8088

富山８８４－１－１Ｆ

ラーメンよし家
0994-65-2489
富山９５８－４

ＢｅｅｆＣｏｌｌｅｃｔｉｏｎ
ＨＩＲＡＭＡＴＳＵ

0994-36-8111
富山９５０

アンテナショップ花の木
0994-24-4114

根占川北９４４５－２

居酒屋いっ杯
0994-28-1181

根占川北１７１４－２

吉祥
0994-24-2444

根占川北１７３６－２

秀海
0994-24-2002

根占川南３２４５－１

そば処甲貴
0994-26-1377

佐多伊座敷３８６１－１

ときわラーメン
0994-26-0148

佐多伊座敷３８８２－７

葉っぱＤＥＬＩ
0994-24-5700
根占川南５０２４

ふくろう
0994-24-5538
根占川南３７０５

万両
0994-24-2334

根占川北１３５０－１

道の駅ねじめ
0994-24-5113
根占山本６８６８

リョーちゃん食堂
0994-24-2958
根占川北１２８－２

和風味処喜多
0994-24-2281
根占川北２８７

Ｃａｆｅｔｅｒｒａｃｅ
ＨＡＮＡＮＯＫＩ

0994-25-1088
根占川北９４４５－７

網元
0994-67-2623
南方２９８－４

生駒食堂
0994-65-2224
前田８６５

居酒屋いろどり
0994-65-8210
新富１２８－２

居酒屋薩摩風来坊
0994-65-7162
前田９４４－４

磯乃茶屋
0994-65-6010
波見１７５３－３

いなかのお店
0994-67-3387
北方１９６７－４

お食事処さくら
0994-68-2370
岸良１４５－１

割烹一番
0994-65-3456
新富１０５５－１

がんこ庵鹿屋店
0994-31-5155
富山８１２－１

神田食堂
0994-67-2205
南方２６８１

吉丁
0994-65-1228
富山１９３４－２

桂林

新富１７６－５

桂林
0994-65-5850
新富１７６－５

吾作
0994-65-2947
新富８１３－８

三太郎ラーメン
0994-65-3139
富山１０３８－２

十紋字カフェ＆歌オケ
0994-65-1032
後田２６８５－１

春節
0994-65-3822
前田８５８

ジョイフル鹿児島肝付店
0994-68-8235
富山１０３３－２

ジョイフル鹿児島高山店
0994-31-5370
後田３０８４－１

食楽かんたろう
0994-65-0607
新富１２４６－２

すしよし亭
0994-67-2859
南方２９９

炭火焼肉カルビ
0994-65-0529
宮下４２６－５

瀬里奈
0994-67-2355
南方８６－２

園田義朗
0994-65-6344
波見１５４４

㈲㈲大伸食品ハローランチ鹿屋店
0994-65-9618
富山１０４４

宝ラーメン
0994-65-4339
後田３０３９－１

月の雫
0994-65-2701
新富１０１６－４

鳥千
0994-65-2989
新富２０－４

華美
0994-45-6612
後田２３９０－５

ふみや食堂
0994-65-0639
富山８３６－１

ほっともっと高山店
0994-68-8855
新富１１４

正割烹
0994-65-4628
前田４０２５－４

焼鳥芳兵衛
0994-65-3922
前田８８２

米沢食堂
0994-65-2128
新富１２８

ラーメンの店マツワキ
0994-67-2826
南方１１４－２

ラーメン丸十屋
0994-65-8088

富山８８４－１－１Ｆ

ラーメンよし家
0994-65-2489
富山９５８－４

ＢｅｅｆＣｏｌｌｅｃｔｉｏｎ
ＨＩＲＡＭＡＴＳＵ

0994-36-8111
富山９５０

肝付町

居酒屋和人
0994-22-2232
馬場９７８－１

大滝の茶屋
0994-22-2120
神川２３８２

越川
0994-22-3838
馬場４２４－３

ジョイフル鹿児島大根占店
0994-28-3366
城元１４３－１

たかちゃん
0994-22-0830
城元２１８１－１

デラセーラ
0994-22-2229
神川３４７９－８

にしきの里
0994-22-0831
神川３３０６－１８

虹の笑
0994-27-4141
神川２９８２－１

花瀬川苑
0994-25-2759
田代川原４２２８

やぶれ茶屋
0994-22-0505
城元６１３－１

六太楼鮨
0994-22-1432
城元７２９

割烹伊勢
0994-63-7166
池之原１２２６

プリモピアット
0994-63-9000
岩弘２６３６－１

まえだ家
0994-63-2101
池之原７２

ラーメンまえだ
0994-63-3259
池之原６４

居酒屋和人
0994-22-2232
馬場９７８－１

大滝の茶屋
0994-22-2120
神川２３８２

越川
0994-22-3838
馬場４２４－３

ジョイフル鹿児島大根占店
0994-28-3366
城元１４３－１

たかちゃん
0994-22-0830
城元２１８１－１

デラセーラ
0994-22-2229
神川３４７９－８

にしきの里
0994-22-0831
神川３３０６－１８

虹の笑
0994-27-4141
神川２９８２－１

花瀬川苑
0994-25-2759
田代川原４２２８

やぶれ茶屋
0994-22-0505
城元６１３－１

六太楼鮨
0994-22-1432
城元７２９

錦江町

割烹伊勢
0994-63-7166
池之原１２２６

プリモピアット
0994-63-9000
岩弘２６３６－１

まえだ家
0994-63-2101
池之原７２

ラーメンまえだ
0994-63-3259
池之原６４

東串良町

アンテナショップ花の木
0994-24-4114

根占川北９４４５－２

居酒屋いっ杯
0994-28-1181

根占川北１７１４－２

吉祥
0994-24-2444

根占川北１７３６－２

秀海
0994-24-2002

根占川南３２４５－１

そば処甲貴
0994-26-1377

佐多伊座敷３８６１－１

ときわラーメン
0994-26-0148

佐多伊座敷３８８２－７

葉っぱＤＥＬＩ
0994-24-5700
根占川南５０２４

ふくろう
0994-24-5538
根占川南３７０５

万両
0994-24-2334

根占川北１３５０－１

道の駅ねじめ
0994-24-5113
根占山本６８６８

リョーちゃん食堂
0994-24-2958
根占川北１２８－２

和風味処喜多
0994-24-2281
根占川北２８７

Ｃａｆｅｔｅｒｒａｃｅ
ＨＡＮＡＮＯＫＩ

0994-25-1088
根占川北９４４５－７

南大隅町



東串良町マップ

肝付町マップ

二階堂家住宅二階堂家住宅

内之浦宇宙空間観測所内之浦宇宙空間観測所

塚崎古墳群塚崎古墳群

辺塚海岸辺塚海岸

ミネサキ高山店

㈲下村自動車

福原菓子店

染木かわら工業

二階堂家住宅二階堂家住宅
㈲下茂砕石

写真提供：肝付町役場写真提供：肝付町役場

ミネサキ東串良店

㈱森元クリーン

写真提供：東串良町役場写真提供：東串良町役場

マルマリンマルマリン

ドームハウスドームハウス

ルーピン畑ルーピン畑



錦江町マップ

ふる里館
㈲坂下水産

㈲城下製茶アキホ総合葬祭

花千手

佐多岬佐多岬

南大隅町マップ

雄川の滝雄川の滝

パノラマパーク西原台パノラマパーク西原台

メイム根占会館

御崎神社御崎神社

写真提供：南大隅町役場写真提供：南大隅町役場

写真提供：錦江町役場写真提供：錦江町役場

雄川の滝雄川の滝

旗山神社旗山神社

花瀬川の石畳花瀬川の石畳



肝付町役場本庁・内之浦総合支所 錦江町役場本庁・田代支所

A コープなんぐう店A コープ佐多店

肝付町商工会本所・内之浦支所 錦江町商工会本所・田代支所

南大隅町商工会本所・佐多支所 東串良町商工会

東串良町役場南大隅町役場本庁・佐多支所

新鮮倶楽部おおやま ストアーくまさき

ファミリーマート根占川北店 ファミリーマート大根占城元店

A コープ内之浦店 A コープ高山店

なんたん市場 東串良物産館ルピノンの里

ローソン錦江神川店 ローソン南大隅根占店

ニシムタ食鮮館大根占店 ホームマートニシムタ大根占店

ミネサキ東串良店ミネサキ高山店

アイショップ内之浦銀河店セブン - イレブン肝付町高山店

福原菓子店㈲下村自動車

カナモノハウス マツオカアキホ総業㈲

㈲坂下水産 ふる里館 にしきの里



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!

作業員募集作業員募集

工事範囲は大島半島一円です。
★未経験者でも応募可　（普通自動車運転免許必要 AT 限定不可）

就業時間：7：30 ～ 17：00
年間休日：105 日（年末年始・お盆・GW など有り）

仕事内容：公共工事・民間事業の建築塗装、防水、板金、左官の仕事

工事範囲は大島半島一円です。
★未経験者でも応募可　（普通自動車運転免許必要 AT 限定不可）

就業時間：7：30 ～ 17：00 休憩：90 分
年間休日：105 日（年末年始・お盆・GW など有り）

仕事内容：公共工事・民間事業の建築塗装、防水、板金、左官の仕事

鹿屋市小野原町１４６９ 荒平建築板金塗装有限
会社荒平建築板金塗装有限
会社

各種保険完備　試用期間あり募集中！
従業員
募集中！
従業員

お気軽にご連絡下さいお気軽にご連絡下さい

TEL0994-43-5911TEL0994-43-5911

給　料：170,000 円～ 300,000 円給　料：170,000 円～ 300,000 円

仕事をしながら資格が取れる制度もあります！　有給休暇も有り！



私たち
がつくる

　続可能な世界

持続可能な世界を創るために

　　　　　　　一歩を踏み出そう！


