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写真提供：屋久島観光協会様写真提供：屋久島観光協会様
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紀元杉紀元杉大川の滝大川の滝

平内海中温泉
平内海中温泉

志戸子ガジュマル志戸子ガジュマル

トローキの滝トローキの滝

写真提供：屋久島町役場観光まちづくり課・屋久島町観光協会

ウィルソン株ウィルソン株

白谷雲水峡白谷雲水峡

小島

宮之浦
㈲馬場水産㈲馬場水産

丸勝水産㈱丸勝水産㈱ cafe sakuracafe sakura

宮之浦マップ宮之浦マップ

安房マップ安房マップ

旬彩 四季亭

ナカガワスポーツ

佐川急便 ㈲急便屋久島

民宿　海舟
和食の海舟

Yakushima Kitchen

㈲中島モータース

THE HOTEL YAKUSHIMA
OCEAN＆FOREST

宮之浦宮之浦 接骨院＆素泊り Homie

飛魚の店 ささき屋 安房安房





鮭・昆布
おかか入

朝弁 ５５０円 昼弁 ６００円

・1個から注文可能（前日20:00までの予約制）
・予約方法　電話、FAX、LINE
・引渡時間　（民宿3:30前後/店頭3:00以降）
・引渡場所の変更不可（民宿または店頭のみ）
・当日キャンセル不可
・支払方法　現金のみ（お釣りのないようにご協力ください）

※配達先民宿は宮之浦区内

公式LINE

登山弁当はじめました登山弁当はじめました
屋久島町
宮之浦415-10 ☎0997-47-1153

日替わり弁当・登山弁当・早朝弁当・オードブル・法事折等



070-4016-0353☎

屋久島町安房 1250-3

診療時間 休み9：00 ～ 12：00 ／ 15：00 ～ 19：30

Homie
水曜午後・土曜午後・日曜・祝日

接骨院
＆
素泊り

接骨院

素泊り案内

￥4.000　長期滞在割引有り
個室：洋室 2段ベッド・鍵付き

共用：シャワー・洗面台・トイレ
　　　キッチン・洗濯機

ホーミー

(予約優先 )
( 健康保険適用 )

佐川急便 ㈲急便屋久島 屋久島町宮之浦 1270-842-2211　Ⓕ42-0397

和食の海舟 42-1160 屋久島町宮之浦 2367-7
民宿 海舟 42-1160 屋久島町宮之浦 2367-7

Yakushima Kitchen 47-1153　Ⓕ兼用 屋久島町宮之浦 415-10

旬彩 四季亭 42-1574 屋久島町宮之浦 87

㈲馬場水産 44-2333　Ⓕ44-2002 屋久島町一湊 2288-9

飛魚の店 ささき屋 46-2545　090-7464-2176 屋久島町安房 2400-540

スズキレンタリース屋久島 42-1772　0120-80-1772 屋久島町宮之浦 2395-32

ナカガワスポーツ 屋久島町宮之浦 421-642-0341 https://nakagawa-sports.com/

丸勝水産㈱ 44-2311　Ⓕ44-2312 屋久島町一湊 166-3

㈲中島モータース 42-1772　Ⓕ42-0307 屋久島町宮之浦 2395-32

接骨院＆素泊り Homie 070-4016-0353 屋久島町安房 1250-3

THE HOTEL YAKUSHIMA 42-0175 屋久島町宮之浦 1208-9

鹿児島総合メンテナンス 0800-888-0119　099-800-1498 鹿児島市吉野町 3073-73

ス
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ン
サ
ー
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〒892-0871 鹿児島市吉野町3073-73　TEL：099-800-1498　FAX：099-800-2496 
☎0800-888-0119

ホームページは
こちらから↓↓

お客様専用フリーダイヤル

はお任せ下さい！はお任せ下さい！

私が代表の
城脇です！

消防用設備（消火器・誘導灯など）の点検・報告をされていますか？
消防用設備は年に 2回の点検と所轄の消防署への報告が法令で義務づけられています

に

相談して良かった！

飲食店・民宿・ホテルの方は是非ご覧下さい飲食店・民宿・ホテルの方は是非ご覧下さい

ずっと同じ業者に頼んでいませんか？
本当にその価格は適正ですか？

㈱



屋久島町
総合病院 介護Ｓ（グループホーム）
屋久島徳洲会病院 0997-42-2200 宮之浦２４６７ グループホーム鶴と亀　１号館 0997-43-5501 小瀬田８４９－３２
医院・診療所 グループホーム鶴と亀　２号館 0120-688103 小瀬田８４９－18
小瀬田みんなの診療所 0997-43-5100 小瀬田８４９－１８ なごみ荘 0997-47-3337 尾之間１０９６
町立栗生診療所 0997-48-2103 栗生１７４３ 老人福祉施設・特別養護Ｈ
仲医院 0997-46-2131 安房４１０－１５８ 特別養護老人ホーム縄文の郷 0997-42-2820 宮之浦２４５８－２
永田診療所 0997-45-2273 永田１２４７－１ 特別養護老人ホーム竜天園 0997-46-3114 船行１０６８－３
屋久島尾之間診療所 0997-47-3277 尾之間１３６－６ 老人福祉施設・有料老人Ｈ
屋久島町口永良部へき地出張診療所 0997-49-2119 口永良部島５３３－１ 居宅介護支援事業所スケッチライフ竜天館 0997-49-7050 船行１０６８－３
内科 グループホームやくしま 0997-47-2010 原９１４－２３
屋久島尾之間診療所 0997-47-3277 尾之間１３６－６ アロマテラピー
歯科 株式会社やわら香 0997-42-0109 楠川１４７１－５
あらき歯科医院 0997-42-2248 宮之浦１９７ 各種療法
小脇歯科医院 0997-46-3744 安房７３９－１５ ほぐしやネネ（ｎｅｎｅｋ） 0997-43-5303 小瀬田１４３６－１４８
渡辺歯科医院 0997-46-2515 安房３０４－３６ ほぐしやネネ（ｎｅｎｅｋ）安房店 0997-46-3930 安房４１０－１５５
矯正歯科 接骨（整骨）・柔道整復
小脇歯科医院 0997-46-3744 安房７３９－１５ 田上整骨院 0997-46-2171 安房７３９－１４６



food and drink
information
food and drink
information

飲食店
案　内
飲食店
案　内
屋久島
アクアカフェ
0997-43-5657

小瀬田６２３－２１４

あさひ弁当
0997-46-4007

安房２３５３－３２０

安永丸
0997-46-3055

安房２４００－１２０

居酒屋いっぱち
0997-46-2310
安房１０３

居酒屋絆
0997-42-0421

宮之浦２４５０－１２３

居酒屋屋久杉
0997-46-2922
安房７７－１

漁火
0997-42-1088

宮之浦２４５０－６４

一風堂
0997-42-1220
宮之浦３７８

イルマーレ
0997-43-5666

小瀬田８１５－９２

いろは食堂
0997-46-2245
安房１０３

Ｕｍｉ・ｃａｆｅ
0997-46-3930

安房４１０－１５５

恵比寿大黒とし
0997-42-0461
宮之浦１２９

お食事つぼね
0997-46-2116
安房６５

お食事処さっちゃん
0997-42-0203
宮之浦１９６－１

お食事処潮騒
0997-42-2721
宮之浦３０５－３

海舟
0997-42-1160

宮之浦２３６７－７

楓庵
0997-42-0398
宮之浦４２１－５

かしま食品
0997-46-3886

安房２５１７－２７

ＣａｆｅＳｅａ＆Ｓｕｎ
0997-45-2333
永田２１２

カフェのら
0997-43-5503

小瀬田３９７－５６

かもがわレストラン
0997-46-2101
安房７８

がん太
0997-42-2035
宮之浦２８１－３

喫茶樹林
0997-43-5454

小瀬田８２６－３１

Ｋｉｔｃｈｅｎ・ボンクラード
0997-47-3955
尾之間４６７－１

喜楽里
0997-46-2929

安房２３８７－１１

銀月食堂
0997-46-2159
安房９１

こしばラーメン店
0997-46-2808

安房１７６３－１９

笹寿し明源しの
0997-42-0456

宮之浦２４５０－２３２

サンパウロ
0997-46-3848
安房４１０－６４

散歩亭
0997-46-2905

安房２３６４－１７

シーサイドホテル屋久島
0997-42-0175

宮之浦１２０８－９

じいじ家
0997-46-3087
安房６７－４

島海味ｋｉｔｃｈｅｎシリウス
0997-46-3327
安房９７－１

島むすび
0997-42-0770

宮之浦２４５２－５４

昭和食品株式会社味菜屋久島店
0997-42-0678

宮之浦２４６４－２２

食菜一期一会
0997-46-3550
安房１２６４－３

食彩浪漫歓
0997-46-3100

安房２３５３－２７１

寿しいその香り
0997-46-3218

安房７８８－１５０

たぬき
0997-42-0663
宮之浦６７－３

たぶ川
0997-42-3930
楠川３０６－１

定食・ぱすたかたぎりさん
0997-46-4282
安房５４０－６２

できたて屋
0997-46-3071
安房１０８－１

鉄板・お好み焼きこもれび
0997-42-3990

宮之浦２５６０－２７

寺田屋
0997-49-1117
宮之浦３６６－１

童夢
0997-47-2946
尾之間１５１４

四季亭
0997-42-1574
宮之浦８７

とまと弁当
0997-46-4046

船行１０５７－８６

なっちゃん食堂
0997-44-2839
一湊８３１

波の華
0997-42-3955

宮之浦２３５１－７

のどか
0997-46-2669

安房２４３７－２６９

ノマドカフェ
0997-47-2851
原５６５－１８

晩酌
0997-47-2383
平内２７７－２０

バンビ
0997-42-2852
宮之浦８０－２

ほっともっと屋久島店
0997-49-1880

宮之浦２４６４－４

みち草
0997-46-2670
安房２４０２－４

モスバーガー屋久島安房店
0997-49-7311
安房１０６

八重岳食堂
0997-46-2658
安房６６

八百八
0997-42-0414
宮之浦１９５－２

焼肉花皐月
0997-46-3293

安房１１５０－５８

屋久島ヴィータ
0997-47-3478

麦生４１６－２９４

屋久島オリオン
0997-47-3493
原９１４－３２

やくしまキッチン
0997-47-1153

宮之浦４１５－１０

屋久島ギャラリーレスト
0997-42-0091
宮之浦７９９

屋久島ふるさと市場島の恵み館
0997-42-3333
宮之浦７９７－１

屋久島ボタニカルリサーチパーク
0997-47-2636
麦生８９６－１

屋久杉茶屋
0997-46-2663
安房６７－３

屋久どん
0997-46-3210
安房５００－４６

やしま
0997-46-4005
安房９２－１

よろん坂
0997-46-2949
安房２４０７－１

ラ・モンステラ
0997-43-5080

小瀬田４１３－６８

らんちぼっくす
0997-42-1099
宮之浦６１

龍鳳
0997-42-0825
宮之浦９

レストラングリーングラス
0997-42-1688

宮之浦２４６７－１２

レストランパノラマ
0997-42-0400
宮之浦６０－１

れんが屋
0997-46-3439
安房４１０－７４

若潮寿司
0997-42-2114

宮之浦４２１－３５

わさび
0997-46-2390
安房１１１－３



屋久島町役場本庁・宮之浦出張所・永田出張所・安房出張所
尾之間出張所・栗尾出張所・口永良部出張所

屋久島町商工会宮之浦本所・安房支所

飛魚の店 ささき屋㈲寺田商店 ( 愛子マート )種子屋久高速船乗り場

A コープ宮之浦店A コープ安房店 A コープ尾之間店

屋久島観光協会 ( 安房・空港前・宮之浦 )

わいわいらんどライフセンターヤクデンぽんたん館

M マート肥後商店 ㈲スズキレンタリース屋久島SOMES 屋久島店



人気の求人はすぐに決まるので、ご連絡はお早めに！

中型自動車免許とは
中型自動車とは車輌総重量7.5トン以上11トン未満、最大積載量4.5トン以上6.5トン未満で、
乗車定員11人以上30人未満の自動車（マクロバス、中型トラックなど）のこと。
2004年6月に公布され、2009年に施行された「道交法の一部を改正する法律」により、
従来の普通自動車、大型自動車の区分に加えて、新たに中型自動車が定義された。

中型自動車を運転するには、2年以上の免許経験後、20歳以上になってから中型免許を
取得しなければならない。ただし、2009年6月より前に普通免許を取得している場合は、
その免許のままで車両総重量8トン未満・乗車定員10人以下の中型自動車を運転することができる。

中型自動車免許とは
中型自動車とは車輌総重量7.5トン以上11トン未満、最大積載量4.5トン以上6.5トン未満で、
乗車定員11人以上30人未満の自動車（マクロバス、中型トラックなど）のこと。
2004年6月に公布され、2009年に施行された「道交法の一部を改正する法律」により、
従来の普通自動車、大型自動車の区分に加えて、新たに中型自動車が定義された。

中型自動車を運転するには、2年以上の免許経験後、20歳以上になってから中型免許を
取得しなければならない。ただし、2009年6月より前に普通免許を取得している場合は、
その免許のままで車両総重量8トン未満・乗車定員10人以下の中型自動車を運転することができる。

なるほど

求人に関するお問い合わせはこちら

未経験者OK

経験者歓迎！

私たちと一緒に働きませんか？
まずはお気軽にお問合せください



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！

ホームページは
こちらから↓↓〒892-0871 

鹿児島市吉野町3073-73
TEL：099-800-1498
FAX：099-800-2496 ☎0800-888-0119お客様専用

フリーダイヤル

はお任せ下さい！はお任せ下さい！
に

ずっと同じ業者に頼んでいませんか？
本当にその価格は適正ですか？

㈱


