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シルバー
人　材 便利屋管工事

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！



シルバー
人　材 便利屋管工事

大洋設備有限会社☎0994-48-2507
鹿屋市横山町1553-2

素晴らしい環境を次の世代へ

管工事、水道設備、土木工事、消防設備、太陽光発電システム販売、流し台・洗面化粧台・ユニットバス販売取付
給与：184,000円〜276,000円（日給８０００円～１２０００円×２３日）
時間：8 時 00 分〜17 時 00 分（休憩 120 分）
資格：現場施工経験者は優遇します（未経験者でも見習いとして応募可です）

休日：会社カレンダーによる 日曜日，祝日，その他（年間 89 日程度）

給与：184,000円〜276,000円（日給８０００円～１２０００円×２３日）
時間：8 時 00 分〜17 時 00 分（休憩 120 分）
資格：現場施工経験者は優遇します（未経験者でも見習いとして応募可です）

待遇：雇用保険，労災保険，健康保険，厚生年金，建設業退職金共済待遇：雇用保険，労災保険，健康保険，厚生年金，建設業退職金共済
休日：会社カレンダーによる 日曜日，祝日，その他（年間 89 日程度）

お気軽にお問い合わせください。 ☎0994-48-2507

募集中！
従業員
募集中！
従業員

未経験者OK
経験者歓迎！

before

after 

森元クリーン
C

M
M



シルバー
人　材 便利屋管工事

鹿屋市古江町6964-2090ｰ2478ｰ0100☎

お困りの時は何でもお任せください！

百宝合同会社百宝合同会社
ビャクホウ

ゴミ・不用品の片付け ハウスクリーニング

塗装工事一式 大工仕事・家屋解体 軽作業請負

ゴミ・不用品の片付け ハウスクリーニング

障子ふすま網戸張り替え障子ふすま網戸張り替え
引っ越しの手伝い引っ越しの手伝い

電気工事・クーラー工事電気工事・クーラー工事
草刈り・除草作業草刈り・除草作業

塗装工事一式 大工仕事・家屋解体 軽作業請負 その他その他

お気軽にご連絡下さい！

コロナ対策用品販売コロナ対策用品販売コロナ対策用品販売



シルバー
人　材 便利屋管工事

旭原店旭原店
鹿屋市
旭原町 3591-55 ☎0994-40-1200

西原店西原店
鹿屋市
西原 2丁目 26-5 ☎0994-40-3233

川西店川西店
鹿屋市
川西町 3732-2 ☎0994-40-4500

鹿屋市
札元 2丁目 3685-9 ☎0994-41-0081

ホームページはこちら
チラシも見れるよ！

24時間
営業中

24時間
営業中

24時間
営業中

営業時間 16：00～ 22：00

鹿 児 島 県

板金塗装協同組合
K A N O Y A

2022 年 8月 6日　ボランティア
小塚公園トイレ内部塗装

鹿児島県板金塗装工業協同組合鹿屋支部青年部

屋根や外壁の修理や塗装なら地元の加盟店へ

米田塗装店 鹿屋市
新川町 194-9 ☎（０９９４）４３‐３５３４ 

深水建築板金塗装株式
会社

鹿屋市吾平町
下名2929 ☎（０９９４）３５－４９６８ 

浜田塗装有限
会社

鹿屋市
新栄町 1771-14 ☎（０９９４）４３－２０６７

野口塗装 鹿屋市
新生町 19-28 ☎（０９９４）４３－２８31

植村株式
会社

鹿屋市
下祓川町 1376 ☎（０９９４）４２－３５８３

アリドメ有限
会社

鹿屋市
旭原町3636-31☎（０９９４）３６－５９３９

荒平建築板金塗装有限
会社

鹿屋市
白水町 107-1 ☎（０９９４）４３－５９１１

肝付町　高山整骨院

高山整骨院高山整骨院高山整骨院

平日の予約者は 19：00、土曜の予約者は 12：00まで
骨休日：土曜午後、日曜、祝祭日、お盆、年末年始

施　術　時　間

8：00～ 12：00頃まで

15：00～ 19：00頃まで

肝付町新富高山郵便局前☎（0994）65-5888

土屋歯科

高山中学校

春陽会
中央病院

旧
店
舗

桂林

〒高山郵便局

駐車場 ココ

高山整骨院

至
文
化
セ
ン
タ
ー

至
四
十
九
所
神
社

至国土交通省 新前田橋

至
串
良●新店舗では 10 台以上の広々駐車場を用意しました。

●旧店舗から高山郵便局前に移転しました。

●旧店舗ではたびたび駐車場が満車になり不憫をかけました。

MAP

（受付は各３０分前までにお願いします）



不審な電話は、警察に連絡を。

あなたの家族・友人は大丈夫？
今すぐ連絡を取って、皆で詐欺対策！

SOS47 ストップ・オレオレ詐欺47
～家族の絆作戦～プロジェクトチーム

警察庁・都道府県警察・SOS47

ストップ！
大切な家族や友人を守ろう

オレオレ詐欺

特別防犯支援官

伍代 夏子

特別防犯支援官

コロッケ

特別防犯支援官

松本 利夫

特別防犯支援官

川栄 李奈

特別防犯支援官

城島 茂

特別防犯支援官

飯豊 まりえ
特別防犯支援官

橘 慶太

特別防犯支援官

乃木坂46 久保 史緒里
特別防犯支援官

乃木坂46 梅澤 美波

特別防犯対策監

杉 良太郎



シルバー
人　材 便利屋管工事

公益社団法人 鹿屋市シルバー人材センター
☎（0994）40-3382
鹿屋市向江町 29-1 FAX（0994）43-2910

会員

募集中

原則 60歳以上で
働く意欲のある方

あなたの豊かな知識と
経験を活かせます！

こんな仕事・お手伝い お引き受けします！

もちろん庭の手入れや掃除などもお受けします！
お気軽にお問い合わせください

話し相手 墓参り
代行

病院の
付き添い話し相手 墓参り

代行
病院の
付き添い

e-mail：kanoya@sjc.ne.jp 

㈱森元クリーン 肝属郡東串良町岩弘 2607-30994-63-1686

㈲荒平建築板金塗装 鹿屋市小野原町 14690994-43-5911

高山整骨院 肝属郡肝付町新富 188-20994-65-5888

ミネサキ旭原店 鹿屋市旭原町 3591-550994-40-1200
ミネサキ川西店 鹿屋市川西町 3732-20994-40-4500
ミネサキ西原店 鹿屋市西原 2-26-50994-40-3233
焼肉こだわり館 鹿屋市札元 2-3685-90994-41-0081

㈲アリドメ 鹿屋市旭原町 3611-90994-36-5939
㈱植村 鹿屋市下秡川 13760994-42-3583
野口塗装 鹿屋市新生町 19-280994-43-2831
㈲浜田塗装 鹿屋市新栄町 1771-140994-43-2067
㈱深水建築板金塗装 鹿屋市吾平町下名 29290994-35-4968
米田塗装店 鹿屋市新川町 194-90994-43-3534
鹿屋市シルバー人材センター 鹿屋市向江町 29-10994-40-3382　Ⓕ0994-43-2910

大洋設備㈲ 鹿屋市横山町 1553-20994-48-2507

㈲平成総合サービス 鹿屋市川東町 6717-10994-40-9025
百宝 ( 同 ) 鹿屋市古江町 6964-2090-2478-0100

染木かわら工業 肝属郡肝付町後田 19180994-65-0217　090-1921-0886

輝宝建設 (同 ) 鹿屋市吾平町麓 3564-20994-36-8170　090-8667-1912

鹿児島県板金塗装工業協同組合鹿屋支部青年部



food and drink
information
food and drink
information

飲食店
案　内
飲食店
案　内
鹿屋市
ＥＡＲＬＹ３５７
0994-38-2190

新川町５５３７－７

あおき家
0994-40-0133
朝日町４８３５

アオゾラ堂
0994-36-1712

川西町４２６３－３

あかぢょか
0994-44-1644
本町４８３４

ＡｓｉａｎＫｉｔｃｈｅｎバワナ

0994-43-2889
札元２丁目３６８５－１８

味工房ＧＯＵ
0994-42-4868

郷之原町１２６７５－３

味彩
0994-44-4513
朝日町８－２

味処土筆
0994-41-5322
田崎町８３７－１

味処もくれん
0994-41-6040
新川町６７５

味の八丁目
0994-44-9919

寿８丁目２０－１７

味の杜和み家
0994-42-6880
寿５丁目１７－４

あじひろ
0994-63-8786

串良町上小原２９６３－４

あや家
0994-45-7007

笠之原町４９－１４

ｅｓｐｏｒｔｓｓｔｕｄｉｏ
ＫＡＧＯＳＨＩＭＡ

0994-45-7078
向江町７－１

居酒屋アルパカ
0994-45-6635
共栄町１７－２０

居酒屋いけのめだか　西原店
0994-41-6166

郷之原町１２３９７－１０

居酒屋いこか
0994-63-7158

串良町岡崎３４８０－３－１Ｆ

居酒屋一代
0994-42-5543
朝日町２－８

居酒屋笑美
0994-42-2123
新川町５６８

居酒屋お魚々
0994-41-1144
朝日町１－４

居酒屋カキ小屋まー助
0994-42-4772
朝日町３－１２

居酒屋琴陣縁
0994-43-3941

寿２丁目７－２１－２

居酒屋こうたろう
0994-41-7575
本町５－２２

居酒屋晃徳
0994-41-1721

川西町４２５６－８

居酒屋煖

0994-41-6188
共栄町２０－９－１

居酒屋花筏
0994-63-6676

串良町岡崎３４９１

居酒屋ぽちぽち
0994-41-3433
白崎町１４－２３

居酒屋丸喜
0994-44-0608
朝日町３－１４

居酒屋まんちゃん
0994-41-7277
共栄町９－４

居酒屋みかん
0994-41-3110
新川町６６８

居酒屋もあい
0994-44-5015
本町９－６

居酒屋より道
0994-63-0628

串良町岡崎３４８７－３－Ｄ

居酒屋りっちゃん
0994-44-6363
朝日町８－２

伊勢分家いなせ
0994-63-7599

串良町岡崎３４８８－５

磯物割ぽう一楽
0994-40-3390

寿３丁目１３－２９

市場鮨コープかごしまかのや店
0994-43-6950

札元２丁目３７８５－１

一休庵
0994-40-1219

田崎町２１８３－５

うなぎの川豊
0994-41-7865

王子町３９６３－４

美味処鈴家
0994-63-1494

串良町岡崎３４２６

栄楽寿司
0994-42-4402
共栄町１６－７

ＳＬれすとらん横綱
0994-43-7363
白崎町１４－２８

えびすさん
0994-44-4896
新生町１４－７

恵方
0994-43-7475
大手町１４－２５

エルム
0994-42-3839

札元１丁目１３－１

お好み焼えみ
0994-41-3599

川東町７０４８－２９

お食事処かわさき
0994-42-5454

西原４丁目９－１１－１Ｆ

お食事処ひろし
0994-44-1724
本町４－２４

お食事レストはーもにー
0994-44-9949
寿４丁目８－４５

オメガ・セブン
0994-45-5161

大手町１－１－１１１２

御料理乃岩元屋
099-485-1545

輝北町市成１１５７－３

海鮮ファミリーよかとよ
0994-41-4840
朝日町１０－３４

かくれ家，うめちゃｎ
0994-63-3955
串良町有里５２

梶原
0994-45-4129

札元１丁目１－１９

ガスト鹿屋店
0994-40-8866

大浦町１４０１５－８

かつ太郎
0994-43-7213

寿４丁目１０－３３

河童亭
0994-43-0888
向江町２０－１０

かつ満佐
0994-42-3988

寿２丁目１６－１３

門倉
0994-43-4252
朝日町１－６

鹿屋アスリート食堂
0994-46-3480
古里町５９４－１

鹿屋給食センターまごころ弁当
0994-42-3714

川東町７１５１－２

カフェアクアルーム
0994-45-7639
寿５丁目１４－７

ｃａｆｅａｎｄｂａｒ
Ｂａｌｅａｒｉｃａ

0994-45-5653
共栄町１８－２５

Ｃａｆｅ＆Ｂａｒ森の陽樹
0994-45-7215
古前城町１－２

ｃａｆｅ錦江湾
0994-46-5500

天神町３５６４－３

からあげ専門トリタロウ
0994-43-5500
寿８丁目１０－７

カラオケ喫茶峰
0994-41-7220
寿５丁目２８－６

カラオケ青春時代
0994-44-3727

朝日町８－２－２Ｆ

カレーハウスＣＯＣＯ壱番屋
鹿屋バイパス店
0994-42-6766

札元２丁目３７９０－１

かわぜん
0994-63-2762

串良町有里３２８７－１

ＫＩＴＡＤＡサルッガ
0994-45-6168
北田町８－９

北の麺処鹿屋本店
0994-42-5533
笠之原町６－２４

喫茶回転木馬
0994-63-5424

串良町有里１２９－１

キッチンサフラン
0994-41-5210

寿２丁目１４－３０－１０１

キッチンモクモク
0994-55-2989

寿５丁目１９－１－１Ｆ

牛角かのや店
0994-42-7529
寿３丁目４－２８

九州筑豊ラーメン山小屋鹿屋店
0994-36-8061

札元２丁目３６８７－２

魚貝亭
0994-43-8585

笠之原町１３３８－１

金ちゃんラーメン
0994-58-6972

吾平町麓３４２３－１

串一番
0994-43-0910

本町４８１６－２３

串屋いっき
0994-41-9229
古前城町１－１

串やき藤
0994-63-9740

串良町岡崎３４０９

くら寿司鹿屋店
0994-45-7739
寿８丁目２１－４

グリルいろは
0994-41-3477

西原４丁目１３－１９

くろだるま鹿屋店
0994-35-1129

寿７丁目１１－２４

黒ぢょか
0994-42-3367
本町４－２４

黒豚料理豚珍館
0994-44-8929

寿４丁目１４－２３

京王ラーメン
0994-44-5716

今坂町１２４０５－１

鶏酒宴ＨＩＲＯ場
0994-63-2577

串良町有里９０－３

げんこつラーメン
0994-45-3668

上高隈町２２８６－１

ケンタッキーフライドチキン
鹿屋店

0994-31-1060
札元２丁目３８２６－８

耕庵
0994-63-2799

串良町岡崎２０５５－８

光琳
0994-44-4086

上野町５２３５－６

コーヒー寛
0994-42-0334
本町１１－３２

ココス鹿屋店
0994-36-8955

笠之原町２９－１３

ごちそう屋
0994-40-5558
下堀町９５８４

こでまり
0994-40-7700

西原４丁目１３－１９

この路
0994-42-2271

北田町１１０９９－３

小松食堂
0994-42-2075
北田町９－５

古め喜
0994-63-7127

串良町下小原３２９７－１

コメダ珈琲店鹿児島鹿屋店
0994-40-8008
笠之原町１－１

ごんげん
0994-36-8126
祓川町４０６５

Ｓａｉｔｏｇｕｒａ
0994-45-5235
寿４丁目１３－６

栄食堂
0994-42-2692
共栄町１３－７

魚菜丸
0994-44-8010
白崎町３－４

さくら亭
0994-43-7107

寿５丁目１３－３３

山茶花喫茶
0994-58-7199

吾平町麓３４０４－１

三清屋
炭焼バーベキューガーデン

0994-40-0039
笠之原町７３５７－１

三楽寿司
0994-44-4866
本町５－２２

しずか
0994-42-3815

西祓川町８９２－８

シスコサンド
0994-44-3223
白崎町３－５－２

仕出し弁当末広
0994-40-1257

祓川町４８３７－１

しちりん酒場トントコトン
0994-41-9160

札元２丁目３８２２－４

七輪の館
0994-41-5259
本町３－８－１Ｆ

姉妹
0994-40-1398
新栄町２－７

志満八
0994-43-1447

寿７丁目８－３０－１

下村食堂
0994-63-2459

串良町岡崎２５５５－２

じゃすとｍｅａｔ
0994-45-4429

本町７－２６－１Ｆ

樹康
0994-43-7323
朝日町１０－２１

酒楽亭わ
0994-40-1077
寿２丁目６－９

樹里
0994-44-4653

寿３丁目１２－２４

旬彩厨房花いた
0994-45-4538
共栄町１７－３

旬鮮とろ
0994-44-6050
向江町２０－６

ジョイフル　鹿屋店
0994-40-1108
北田町１０－１０

ジョイフル　北鹿屋店
0994-41-8084

大浦町１４０４０－１

ショウザンロウ（收藏楼）
0994-35-1866

串良町岡崎２０６１

笑福
0994-43-3757

笠之原町２９－１２－２

食酒処はなびし
0994-41-0609

本町７－８－１Ｆ－Ｂ

ジョリーパスタ鹿屋寿店
0994-45-7960

寿４丁目１５－１６

信ちゃん食堂
0994-62-2049

串良町細山田５１７１－４

甚兵衛
0994-41-2300

寿２丁目１０－３１

陣力
0994-40-0298

札元２丁目３７０９－１

ＳｗｅｅｔｓＣａｆｅ
Ｍｉｚｕｔａｍａｒｉ

0994-43-2321
田崎町２２７４－６

助六
0994-42-2084
本町５－２０

すし王　串良店
0994-63-9190

串良町有里９９－１

すし王　本部
0994-43-6700

札元２-３６７５－３８－２０１

寿司割烹一力
0994-44-5222
新生町７－６

寿司割烹・若菜
0994-41-3826
笠之原町５－２４

寿司虎回転寿司鹿屋店
0994-42-4104

笠之原町１９３６－１

寿しまどか札元店
0994-40-9195

札元１丁目３１１９－３

スシロー鹿屋寿店
0994-40-7977

寿４丁目３０９７－１

寿し・和食・司
0994-43-7432

西原２丁目３６－２７

すたみな太郎鹿屋店
0994-40-2201

大浦町１４０１４－１

３ｄｏｇｓ
0994-45-7643
白崎町１５－２６

センティウ
0994-44-6820
新川町５８７

有限会社千成本店
0994-43-3346
北田町８－１３

そば茶屋吹上庵鹿屋店
0994-41-6123

郷之原町１５１０８－５

そば処喜多
0994-63-6907
串良町有里６８

そば処大福
0994-58-5189

吾平町麓３５７３－３

そば処和楽
0994-49-3456

萩塚町２７６１－１

ＳｏｌｏＳｏｌｏ―ソロソロ
0994-40-4686

寿７丁目１２－２８

大黒食事処
0994-40-1814

寿５丁目１１－２６

大衆酒場あるく花
0994-36-8705
寿２丁目９－２３

大将
0994-46-2696
古里町４７４－２

Ｄｉｎｉｎｇ優手
0994-43-3323
西大手町１３－３

ダイニングサブロー
0994-43-2820

大手町１－１－１Ｆ

大阪城
0994-42-0318
古前城町６－５

太平ラーメン本家
0994-42-3754
新川町８７６

たいむら寿司
0994-42-2379
大手町９－１５

たかくま旬菜館
0994-45-2426

上高隈町５９１－１

滝の茶屋
0994-62-3300

串良町細山田１６６２

竹とんぼ
0994-63-3833

串良町岡崎３４６５



food and drink
information
food and drink
information

飲食店
案　内
飲食店
案　内
鹿屋市

たこやき大阪吾平店
0994-58-5321

吾平町下名３２１６－３

たこやき大阪串良店
0994-63-8990

串良町下小原３１２８－１

Ｄａ楽
0994-43-5870

西原４丁目１０－３－１Ｆ

ちくりん
0994-40-3036

田崎町５３１－１２

チャイナワン
0994-42-0521

寿３丁目１０－４１

ちゃびん
0994-43-4888
本町４－２２

ちゃんこ居酒屋将寛
0994-41-7553
寿８丁目１９－５

中華料理と定食の店満福亭
0994-63-9797

串良町有里９３－１

中国料理孫悟空
0994-63-0533

串良町有里４４－１

中山亭鹿屋店
0994-45-6450

王子町３９５２－２

椿や
0994-52-0866
本町５－１８

定食や遊華
0994-44-9003

寿４丁目３０９６－４－１０５

Ｄｅｓｉｇｎｄｉｎｉｎｇ
ＷＡＬＬ

0994-45-5610
西原１丁目１４－５

天水ラーメン
0994-40-1939
新川町５２４

とから
0994-41-1220

札元１丁目３８３２－８

ときわ食堂
099-486-1353

輝北町上百引２１７２－２

とみいち
0994-45-4377
新生町１４－１

知絵
0994-40-4988
大手町２－１７

寅どら焼肉番長鹿屋本店
0994-43-1129
笠之原町１－５８

とりとり本店持ち帰り専門
0994-41-2309

寿２丁目１０－３１

とんかつ葵
0994-43-2787

寿２丁目１４－３３－１Ｆ

とんかつ松福亭
0994-40-1387

札元２丁目３６７５－４３

とんかつ竹亭
0994-43-3383
西大手町９－１５

中尾食堂
0994-62-3110

串良町細山田５１６８－１５

なぎさ荘
0994-58-6067
吾平町麓３５４１

七万石
0994-44-7722

朝日町２－５－１Ｆ

ナマステミラン
0994-41-2355

寿５丁目２６－１０－１Ｆ

南大門
0994-44-3978

西原４丁目１３－２０

南南西の風
0994-40-2688
白水町８１５－２

にっしん寿し
0994-43-3656
新栄町７－３

二輪車館
0994-40-3858

旭原町２６１７－３

ねぎらーめん
0994-44-3666

札元２丁目３７５１－２

のぞみ
0994-43-2375
北田町９－２

のぼる食堂
0994-44-6522

川西町３９５８－３

のんびり家
0994-42-3578
共栄町１４４

パームス
0994-40-3555
本町３－２

バガボンド鹿屋店
0994-45-6128

曽田町５０１９－８

白鶴鹿屋店
0994-41-3111
本町４８３４

橋之口かまぼこ本店
0994-42-3030
朝日町２－１２

芭蕉庵
0994-58-8188

吾平町下名３１８２－１

華樹
0994-43-1480
朝日町３－９

花ぐるま
0994-40-0442

名貫町４１１９－３

花之家
0994-63-7337

串良町上小原２６２５－２

花れんこん
0994-40-4800
寿５丁目２－４１

はまよし株式会社
総合仕出しセンター

0994-44-8880
郷之原町１２４００－１

ｐｉｚｚａ‐ｋａｙａオルカ
0994-45-5458
朝日町１１－１９

ピザショップラビット
0994-41-2323朝日町
３－１４－１Ｆ－５

ピザテン・フォー鹿屋店
0994-44-6947

寿５丁目２６－５－１Ｆ

Ｐｉｚａｙａ
0994-40-9455
新川町６２６

一努努
0994-43-0302
本町８－１１

ひなたぼっこ
0994-45-5737

田崎町２４２６－２

日の出食堂
0994-42-3828

寿５丁目２６－１２

姫しゃら
0994-42-5025
野里町９０６

拍子木
0994-41-0117

寿１丁目２０－１１

平原食品
0994-47-2474
永小原町３６１６

ファーマーズマン
0994-43-0079
寿８丁目１０－７

ふぁみり庵はいから亭　鹿屋店
0994-42-4129
白崎町２－１

ふぁみり庵はいから亭　札元店
0994-42-6650

札元１丁目３１１９－３

吹上亭
0994-62-4127

串良町有里８５８７－３

ふく福鹿屋店
0994-52-1129

札元２丁目３８０５－１

仏跳麺鹿屋寿店
0994-40-6488
寿３丁目８－３３

舟人
0994-41-6888
朝日町９－２８

弁慶
0994-44-0488
寿４丁目１０－９

ボッチ（ｂｏｃｃｈｉ）
0994-45-4641

本町４－１６－２Ｆ

ボンド
0994-43-0007
共栄町１７－２２

マクドナルド　寿サンキュー店
0994-31-1817

寿７丁目４９４－１

マクドナルド　西原店
0994-41-2614
西原４丁目６－５

政豊
0994-40-0095
寿４丁目１５－８

益やん
0994-41-0985

寿２丁目１５－３１

ｍａｍａｃａｆｅ＆ｄｉｎｉｎｇＡ＆Ｒ

0994-35-1840
西原４丁目３－１

丸亀製麺鹿屋店
0994-41-2233
寿７丁目１２－５

丸源ラーメン鹿屋店
0994-35-1690
寿８丁目１－３

丸十ラーメン宅配専用
0994-43-8768
打馬２丁目８－６

丸十ラーメンバイパス大浦店
0994-41-3773

大浦町１１３８４－２

萬福屋仕出し加工センター
0994-45-7722
田崎町５０６

ミスタードーナツ
鹿屋寿ショップ
0994-40-0456

寿８丁目７１４－１９

みなと食堂
0994-46-3020

古江町７４４０－３

美濃吉
0994-43-3989

西祓川町１１０２－３

味楽焼肉しゃぶ亭
0994-42-3339

寿２丁目１０－３０

むつごろう焼喜宣堂鹿屋店
0994-45-4366

寿３丁目１１－２７

恵屋プラス　鹿屋寿店
0994-45-4911
寿８丁目１６－１

恵屋プラス　鹿屋西原店
0994-35-1722

今坂町１０１１８－１３

めんのみなみ
0994-43-1755
新川町６８５－１

麺屋壱笑
0994-41-3238

笠之原町４９－１７－１

麺屋一本道
0994-48-3755

横山町１９４４－３

麺屋きもつき
0994-45-5538
白崎町１７－２

麺家なかむら
0994-37-5477
本町４－１２

モイズキッチン
0994-46-2070
海道町１１８１

モスバーガー鹿屋バイパス店
0994-41-0025

郷之原町１１９４８－１

桃太楼
0994-43-0011
本町８－２７

やきとり西都
0994-42-2158
朝日町３－９

焼鳥助さん
0994-43-4292

札元１丁目１６－４

焼鳥とみ
0994-43-2933
新栄町１１－１１

やきとり朋
0994-44-4625

西原４丁目１０－３

やきとりふくちゃん
0994-44-4594

朝日町６６３６－４

焼鳥丸心
0994-42-3978
向江町８－１４

焼鳥わらじや
0994-43-3608
新栄町３７－８

焼肉官兵衛
0994-45-7529

札元１丁目３－２８

焼肉きんぐ鹿屋バイパス店
0994-40-7717

札元２丁目３７５３－４

焼肉源氏
0994-45-6229
新栄町２－７

焼肉こだわり館
0994-41-0081

札元２丁目３６８５－９

焼肉古狸庵
0994-36-8539
寿４丁目５－２９

焼肉なべしま鹿屋店
0994-44-2914

寿４丁目３０８９－４

焼肉南州農場
0994-41-8198
田崎町４６４－５

焼肉のおおすみ
0994-40-1655
白崎町３－６

焼肉の中和田
0994-63-9752

串良町岡崎３４８０－１

焼肉ログガーデンフォレスト
0994-40-1500
寿５丁目２－３９

やどり木
0994-46-2792

古里町４５６－１Ｆ

やました珈琲
0994-41-5640
寿５丁目１４－７

大和そば
0994-63-3746

串良町岡崎２２１６－１

山乃家
0994-44-5253

寿８丁目１７－１２

やよい軒鹿屋寿店
0994-40-7011

寿４丁目３１０７－１

柚子の樹
0994-42-5514

下堀町９５３２－２８

夢蔵
0994-41-0111
朝日町８－４

義経割烹きの屋
0994-41-3502

新川町６０１－２－１

吉野家鹿屋店
0994-45-6322
寿２丁目８－７

らーめんイーグル
0994-41-7033

白水町１９８６－４－２－１Ｆ

ラーメンいっぷく
0994-58-7199

吾平町麓３４０４－１

ラーメンおさむちゃん
0994-63-2907

串良町有里４１４０－３

らーめん蔵ぶぶや
0994-44-0639
共栄町９－１８

らーめん三男坊
0994-41-9051
新川町８６９

らーめん十八番鹿屋店
0994-40-8618

札元２丁目３８０５－１

ラーメンしんむら
0994-42-2544
本町７－１０

らーめんなかの屋旭原店
0994-44-7596

旭原町２７２８－１

らーめん屋一歩
0994-40-3344

寿８丁目１０－１１－１Ｆ

らーめん屋こうちゃん
0994-41-9539
新生町１４－８

ら・ぱしゃ本店
0994-43-7555

北田町１１１３４－１

リオンダイナー
0994-44-5697

西原２丁目６４１－１

龍輝うどん
0994-44-6463

白水町１９３４－２

料亭居酒屋翔
0994-45-5888

今坂町１００４５－１０

料亭義経
0994-41-3500
向江町１５－１３

リンガーハット鹿児島鹿屋店
0994-40-2622
寿２丁目９－２

レストラン森小休
0994-45-5618

串良町上小原１９７２

ローズダイナー
0994-41-8732
浜田町１２５０

わかさぎ
0994-40-2267
北田町９－１３

和光
0994-43-7478

西祓川町８９２－１６

和ごころ
0994-45-5616

寿７丁目５－１－１Ｆ

和彩ふじ野
0994-44-0552

笠之原町７６１７－１１

和Ｄｉｎｉｎｇ一成
0994-43-3909
向江町８－１０



鹿屋市
総合病院 小児科 婦人科

大隅鹿屋病院 40-1111 新川6081-1 えとう小児科 40-3700 札元2-3771-7 井ノ上病院 42-5275 王子3980-1

県民健康プラザ鹿屋医療センター 42-5101 札元1-8-8 おばま医院 42-5235 寿2-2-1 放射線科

病院・療養所 おひさまこどもクリニック 42-7822 新川609-1 池田病院 43-3434 下祓川1830

池田病院 43-3434 下祓川1830 児玉上前共立病院 43-2510 寿5-2-39 井ノ上病院 42-5275 王子3980-1

井ノ上病院 42-5275 王子3980-1 こだま小児科 41-5111 笠之原29-24 大隅鹿屋病院 40-1111 新川6081-1

かのや東病院 42-3111 笠之原2923-1 まつだこどもクリニック 52-0507 西原2-35-3 児玉上前共立病院 43-2510 寿5-2-39

恒心会おぐら病院 44-7171 笠之原27-22 やのファミリークリニック 43-6248 寿4-11-22 園田クリニック 43-8181 旭原3627-4

国立療養所星塚敬愛園 49-2500 星塚4204 整形外科 リウマチ科

浜崎クリニック 43-3305 向江25-26 池田病院 43-3434 下祓川1830 池田病院 43-3434 下祓川1830

メンタルホスピタル鹿屋 42-3155 田崎1043-1 井ノ上病院 42-5275 王子3980-1 鮫島整形外科病院 43-2535 寿1-1-1
吉重内科消化器科 41-3100 西大手2-5 大隅鹿屋病院 40-1111 新川6081-1 よしどめ整形外科 31-1700 川西3613-1

医院・診療所 恒心会おぐら病院 44-7171 笠之原27-22 リハビリテーション科

吾平クリニック 58-5555 吾平麓3322-1 鮫島整形外科病院 43-2535 寿1-1-1 吾平クリニック 58-5555 吾平麓3322-1

市来医院 58-6037 吾平上名7372 せぐち整形外科 40-9200 北田8-20 池田病院 43-3434 下祓川1830

いわもと耳鼻咽喉科 43-8733 旭原3644-7 花田整形外科・リウマチ科医院 63-1379 串良有里1-1 井ノ上病院 42-5275 王子3980-1

鹿屋在宅支援診療所 45-5844 旭原3608-1 はるしま整形外科クリニック 41-2211 旭原2572-2 大隅鹿屋病院 40-1111 新川6081-1

輝北みどり診療所 099-485-1911 輝北市成2121-3 平瀬外科・耳鼻咽喉科 43-3431 北田7-1 恒心会おぐら病院 44-7171 笠之原27-22

小林クリニック 41-0700 上谷5-31 村上整形外科医院 41-2511 今坂12572-7 鮫島整形外科病院 43-2535 寿1-1-1

牧口敏春 58-6037 吾平上名7372 よしどめ整形外科 31-1700 川西3613-1 福田病院 43-4191 寿3-11-2

胃腸消化器内科・胃腸消化器外科 精神科 村上整形外科医院 41-2511 今坂12572-7

池田病院 43-3434 下祓川1830 桜ヶ丘病院 44-8686 西原4-15-5 歯科

大隅鹿屋病院 40-1111 新川6081-1 西原保養院 43-1783 西原2-29-22 おあぞら歯科 36-5688 西原1-29-27

音和クリニック 36-8863 寿5-25-9 平和台病院 42-2889 寿4-1-43 あさい歯科 41-5100 笠之原25-4-2

かのや東病院 42-3111 笠之原2923-1 メンタルホスピタル鹿屋 42-3155 田崎1043-1 安代歯科 42-2936 北田9-1
幸田内科・リウマチ科 43-5000 寿4-1-30 内科 安楽歯科 44-2220 寿5-17-40

浜崎クリニック 43-3305 向江25-26 吾平クリニック 58-5555 吾平麓3322-1 池田歯科 63-3770 串良岡崎2162-1

平瀬外科・耳鼻咽喉科 43-3431 北田7-1 池田病院 43-3434 下祓川1830 池田病院歯科 43-6468 下祓川1830

福留内科胃腸科 63-1200 串良上小原3046 市来医院 58-6037 上名7372 いなざわ歯科 41-0077 川西4460-6

吉重内科消化器科 41-3100 西大手2-5 伊東内科クリニック 43-3500 札元2-3773 いなば歯科 41-4798 西原2-34-17

眼科 井ノ上病院 42-5275 王子3980-1 岩崎歯科 58-5511 吾平上名203

あべまつ眼科医院 42-0101 大手3-8 入佐内科 58-7006 吾平麓348-1 おおやま歯科クリニック 43-3210 寿4-6-48

井上眼科 40-0001 札元1-6-23 大隅鹿屋病院 40-1111 新川6081-1 おにがはら歯科 40-3340 寿2-16-20

いまがま眼科医院 41-6688 寿5-26-19 大隅広域夜間急病センター 45-4119 共栄14-18 小浜歯科医院 58-6010 吾平麓3428-1

田之上眼科 43-2025 北田6-14 おばま医院 42-5235 寿2-2-1 上村歯科医院 44-6077 田崎2421-5

形成外科 小浜クリニック 58-6025 吾平上名10 貴島歯科医院 44-5000 札元1-24-9

かのや東病院 42-3111 笠之原2923-1 かのや東病院 42-3111 笠之原2923-1 輝北歯科診療所 099-471-3705 輝北上百引3406-1

外科 幸田内科・リウマチ科 43-5000 寿4-1-30 きらら歯科クリニック 099-486-1799 輝北上百引4015-6

吾平クリニック 58-5555 吾平麓3322-1 児玉上前共立病院 43-2510 寿5-2-39 けいこ歯科 40-0418 寿4-14-24

井ノ上病院 42-5275 王子3980-1 桜ヶ丘病院 44-8686 西原4-15-5 さかもと歯科クリニック 44-2003 寿8-21-2

大隅鹿屋病院 40-1111 新川6081-1 末次内科循環器科 43-2331 新生8-6 四季デンタルクリニック 44-1500 寿4-15-18-1

小浜クリニック 58-6025 吾平上名10 園田クリニック 43-8181 旭原3627-4 島田歯科 44-0180 打馬2-10-2

かのや東病院 42-3111 笠之原2923-1 長﨑内科 43-2195 笠之原49-19 下浜歯科医院 41-5888 川西4448-12

検見崎病院 43-2991 西原1-2-1 中塩医院 43-2489 西原1-13-15 すみの歯科 42-2959 寿3-11-7

恒心会おぐら病院 44-7171 笠之原27-22 中原クリニック 48-2011 横山1587-2 高須歯科医院 47-2525 高須950-1

そえじまクリニック 41-6800 旭原3645-1 浜崎クリニック 43-3305 向江25-26 武田歯科医院 44-1619 今坂10045-38

肛門内科・肛門外科 福田病院 43-4191 寿3-11-2 とおや治歯科クリニック 40-1811 寿1-14-27

恒心会おぐら病院 44-7171 笠之原27-22 福留内科胃腸科 63-1200 串良上小原3046 中野歯科医院 41-7455 共栄15-13

呼吸器内科 前田内科 42-2175 本町4-2 中原歯科医院 43-0088 西原1-12-19

池田病院 43-3434 下祓川1830 まちのお医者さん 40-7801 寿5-26-38 ねぎはら歯科 41-0750 札元1-22-11

産婦人科 みやぞのクリニック 40-4600 田崎2184-9 はしき歯科医院 40-4184 寿7-5-45

内村産婦人科 63-2521 串良岡崎2070 森田胃腸科内科医院 40-2822 郷之原12400-1 はまち歯科・小児歯科クリニック 43-8461 札元2-3771-11

王産婦人科 44-5610 寿4-6-44 やのファミリークリニック 43-6248 寿4-11-22 はらぞの歯科 40-4118 下堀9577-3

桑波田産婦人科 41-0303 朝日7-17 吉重内科消化器科 41-3100 西大手2-5 ひがし歯科医院 48-2015 田淵843

寿レディースクリニック 43-3244 寿7-1-35 乳腺外科 ひらおか歯科 41-3060 新川134-1

黎明脳神経外科医院 63-7878 串良上小原3500-1 検見崎病院 43-2991 西原1-2-1 ひらたデンタルクリニック 45-4929 札元1-16-8

耳鼻咽喉科 たんぽぽクリニック 42-6778 川西3990-7 まつおか歯科医院 62-8777 串良上小原3474-11

いしかわ耳鼻咽喉科 43-3387 共栄10-6 脳神経外科 まつおか歯科・こども歯科クリニック 42-7001 郷之原12588-2

いわもと耳鼻咽喉科 43-8733 旭原3644-7 池田病院 43-3434 下祓川1830 まつもと歯科 46-3939 白水698-3

大隅鹿屋病院 40-1111 新川6081-1 田村脳神経外科クリニック 41-7100 川西4475-3 水口歯科医院 43-4635 寿2-14-41

おばま医院 42-5235 寿2-2-1 徳田脳神経外科病院 44-1119 打馬1-11248-1 むらじ歯科クリニック 62-2381 串良細山田5174-1

平瀬外科・耳鼻咽喉科 43-3431 北田7-1 黎明脳神経外科医院 63-7878 串良上小原3500-1 本橋歯科 63-7055 串良岡崎2190-1

ひろた耳鼻咽喉科 42-4133 札元2-3808-1 泌尿器科 八木歯科 43-0648 白崎2-8-2F

柳井谷耳鼻咽喉科医院 40-1133 寿3-6-42 大隅鹿屋病院 40-1111 新川6081-1 吉留歯科医院 42-3708 旭原2524-1

循環器内科・循環器外科 大手町クリニック 44-7060 西大手5-3 四元歯科医院 42-2687 西原1-1-3

池田病院 43-3434 下祓川1830 おばま医院 42-5235 寿2-2-1

井ノ上病院 42-5275 王子3980-1 小浜クリニック 58-6025 吾平上名10

大隅鹿屋病院 40-1111 新川6081-1 鹿屋ひ尿器科 41-3600 新川132-4

鹿屋ハートセンター 41-8100 札元2-3746-8 皮膚科

かのや東病院 42-3111 笠之原2923-1 おおうら皮ふ科 40-0111 大浦13992-1

幸田内科・リウマチ科 43-5000 寿4-1-30 児玉上前共立病院 43-2510 寿5-2-39

みやぞのクリニック 40-4600 田崎2184-9 寺﨑皮膚科 43-2886 西大手7-9





輝北天球館輝北天球館

写真提供：鹿屋市役所農林商工部ふるさとＰＲ課

かのやばら園かのやばら園

菅原神社 (荒平天神 )菅原神社 (荒平天神 )

鹿屋串良 JC

220 号線220号線

荒平建築板金塗装

平成総合サービス

大洋設備㈲

鹿屋市シルバー人材センター

㈲アリドメ

輝豊建設 (同 )

百宝 ( 同 )

鹿屋市役所本庁

鹿屋市役所
串良総合支所

鹿屋市役所
吾平総合支所

鹿屋市役所
輝北総合支所

吾平山上陵吾平山上陵

鹿屋市マップ鹿屋市マップ

ミネサキ旭原店

東原 IC

笠之原 IC

細山田 IC

ミネサキ川西店

ミネサキ西原店

焼肉こだわり館㈱植村

野口塗装

㈲浜田塗装
米田塗装店

㈱深水建築板金塗装



串良総合支所輝北総合支所

鹿屋市役所本庁 吾平総合支所

かのや市商工会串良本所

輝北支所吾平支所

Aコープ大姶良店 Aコープ肝付あいら店

スーパーセンターニシムタ鹿屋店

スーパーセンタートライアル鹿屋店

生鮮マーケットかねた Tショップやまぐち串良店

新鮮組えみや スーパーかくち

串良農産物直売施設みどりの停車場

ミネサキ旭原店 ミネサキ川西店 ミネサキ西原店

JA鹿児島きもつき農畜産物直売所どっ菜市場

コープかのや店 サンコーストア高隅店



人気の求人はすぐに決まるので、ご連絡はお早めに！

スタッフ募集中！スタッフ募集中！スタッフ募集中！
私たちと一緒に働きませんか？

※求人に関するお問い合わせは各店舗まで。 お気軽に
お問い合わせ下さい

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！



人気の求人はすぐに決まるので、ご連絡はお早めに！

本社：鹿屋市旭原町3611－9 
☎（0994）36‐5939アリドメ有限

会社

給料：180,000円〜280,000円（キャリアにより変動）

http://aridome.boo.jp/ アリドメ　鹿屋お気軽にご連絡下さい
職種：塗装・板金・防水工職種：塗装・板金・防水工

賞与：前年度実績あり（年2回）
勤務時間：7時30分〜17時30分（残業あり） 休憩時間：120分
休日：日曜日，その他（年間休日100日程度）

事業所名 ㈲平成総合サービス
TEL 0994-40-9025 鹿屋市川東町 6717-1

給与：日給（一　般）8,000 円～
　　　　　　（資格者）8,500 円～

資格：経験者も未経験者も大歓迎！
日払いできます（5,000 円まで）

※電話連絡後、履歴書をご持参ください

交通誘導警備員募集

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!



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！

before

after 

森元クリーン
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