
店舗数 企業・店舗等名称 所在地 電話番号 ＵＲＬ 子育て支援サービス内容 お店のＰＲ又は子育て家庭へのメッセージ

1
奄美鶏飯と島料理の
鳥しん

奄美市名瀬伊津部町12-6 0997-53-6515
http://www.toris
hin.co.jp

やきとりをサービスいたします。

バリアフリー、ミルクのお湯提供可、個室・座敷有、子供連れOK、
駐車場有

鶏飯を中心に、山羊汁、油ソーメン、ニガウリ料理、角煮、鳥刺身な
ど奄美の郷土料理を提供しています。座敷があるのでお子様連れや団
体などにもおすすめです。手間暇かけた鶏飯のほか、S-1グランプリ
受賞の奄美黒豚パパイヤ丼や自家製トロピカルジュースなどが人気。
お客様に満足して頂けるように、美味しい料理を提供していきたいで
す。ランチ営業もあり。

2 居酒屋大吉 奄美市名瀬久里町2-12 0997-53-4510

・お子様のみドリンク1杯サービス
・子どもも大人も一緒になって楽しめる場と、ほっこりできる料理を
提供しています。

おもちゃ・絵本の貸し出し有、個室・座敷有、子供連れOK、離乳食
の持ち込み可、駐車場有

本格炭火焼き鳥のお店です。お座敷がありますので、ご家族団欒のひ
と時を過ごしに来て下さい。また、お1人様でもご来店いただけるよ
うに親しみやすいお店作りを心掛けています。

「子育て家族へひとこと」 学校行事などの際には是非お越しくださ
い。

3 泊鉄工 奄美市名瀬小浜町22-3 0997-52-0873
・お得な割引サービスあり。
・素材の変更を提案いたします。

階段や門柱などを、お子様が安全に使用できるように加工したり、お
客様のご要望に柔軟に対応いたします。イオン前なので、お買い物の
ついでにお立ち寄りください。

お子様が立ち歩き、また走り回るころになると、必要になったり邪魔
になったりするものが出てきます。少し手を加えれば使えるものもあ
りますので、ご相談ください

4 のせ文具 奄美市名瀬末広町2-2 0997-52-0421

お買い上げ200円以上につき、10円引きクーポンサービス。（２か
月間有効）

トイレ使用可、ミルクのお湯提供可、子供連れOK、駐車場有

文具、事務用品、OA機器など、品揃え豊富にお取り扱いしておりま
す。文具だけでなく、季節ごとにセレクトした大人向けの雑貨も取り
揃えております。是非、お立ち寄り下さい。

・文具全般、印鑑
・バッグ、お財布、エプロン、傘
・子供向け雑貨
・インテリア小物

「子育て家族へひとこと」 困ったことがございましたら、外のベンチ
や2Fの休憩所もお使いいただけます。

5 お茶の堀口園 奄美市名瀬末広町2-24 0997-52-0201

定期的に割引商品出します（店長のきまぐれで）。
プレゼント、おまけ出します（店長のきまぐれで）。

おもちゃ・絵本の貸し出し有、キッズチェア有、バリアフリー、ミル
クのお湯提供可、子供連れOK、禁煙、離乳食の持ち込み可

商店街アーケード内にあるお茶屋さん。にぎやかな店頭・店内には、
お茶やコーヒー、健康茶、お菓子などここでしか売っていないもの、
身体によい商品が多数置いてあります。
お客様に喜びと健康をお届けすることを心がけております。結納品・
お祝い返し、香典返しなどに「お茶」をどうぞ！

「子育て家族へひとこと」 当店は近所の子どものたまり場、託児所の
ようなお店です。 当店のアイドル、アラタくんも待っています。気軽
に遊びに来てくださいね♪

6 三洋薬局 奄美市名瀬末広町8-1 0997-52-0464 ミルクのお湯提供可、子供連れOK、禁煙

美容と健康をコンセプトに保険調剤から化粧品、日用品まで取り扱う
薬局です。自信のあるお薬を親切丁寧に紹介し、お客様に満足してい
ただけるよう心がけています。

健康・美容に関することは何でもご相談ください。

7 三洋スポーツ 奄美市名瀬末広町10-26 0997-53-3434

お子様の化粧回しのオーダーや命名（紬の生地に刺繍）も作成してお
ります。

ミルクのお湯提供可、子供連れOK、駐車場有

各種ユニフォーム、ジョギング・マラソン・バレーボールシューズな
ど、スポーツ用品なら、なんでも揃う当店へおまかせください。島内
一の品揃えでお待ちしています。お子様の化粧回しのオーダーも受け
付けております。

MIZUNO、asics、adidas、NIKE取り扱い。

「子育て家族へひとこと」子育て楽しんでくださいね！
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8
CRESSON クレソ
ン

奄美市名瀬末広町2-27 (1F) 0997-53-0052
http://cresson.am
amin.jp/

【お得なサービス】
・毎月19日は10％オフ！（パスポートをご提示ください）
・出産内祝いご注文で写真入り命名札をおつくりします。
・スタンプカードご利用の方、スタンプ20個で1000円分の商品と
交換できます。※無期限です
・3000円以上のお買物で駐車券の進呈します。
・会員登録によりバースデーはがきで割引ショッピング出来ます。
【便利な設備】
・トイレ使用は可能ですが、事務所内に有る為、スタッフまでご遠慮
なくお申し付けください。

アーケード内に有り、白いガラスタイル貼りの2階建て店舗です。地
下に服と雑貨の「チープスリル」、2階にブティック「bis」がありま
す。
店内奥のエレベーターでベビーカーごと「bis」へ上がれます。商品は
生活雑費全般からアクセサリーまで幅広く取り扱っています。今後は
子ども用雑貨、アクセサリーの展示を充実させていく予定です。いつ
でも気軽に楽しく店内での時間を楽しく過ごしていただけるようにす
ること、お買物完了まで誠実に対応することを心掛けています。

お子様連れでのショッピング中は商品に触ってもいいのですが、壊さ
ないことと、商品で遊ばないようお願いいたします。

9
コスメティックマー
ケット  あらがき

奄美市名瀬末広町2-29 0997-52-1010
http://aragaki.cos
mestore.jp/

・オムツ替えスペースは、エステルームが空いている時間ご利用でき
ます。
・ミルク用のお湯も提供可能です。

オムツ替えスペース有、おもちゃ・絵本の貸し出し有、トイレ使用
可、ミルクのお湯提供可、子供連れOK

「奄美の女性にキレイになっていただき、幸せを感じて頂きたい」と
いう思いで、お客様に合った化粧品、カウンセリング、エステ(フェイ
シャル各種)など様々なサービスをご提供いたします。お肌のお悩み・
ご相談など、お気軽にどうぞ。

☆オリジナルエステメニュー☆
・毛穴クリアコース（15分）￥1,620
・℃美容スペシャルコース（45分）￥4,860～
・マッサージ　￥2,160
・マッサージ+マスク付　￥3,240～

「子育て家族へひとこと」
エステルームが空いている時はオムツの交換などにご利用ください。

10 つむぎのにし 奄美市名瀬末広町1-4 0997-53-5296
お子様の紬　オーダーメイド受付中！

ミルクのお湯提供可、子供連れOK、禁煙

季節ごとの行事を大島紬で楽しめる商品をご用意しています。（春に
は桃の節句、端午の節句のお人形など）男の子の化粧回しも人気で
す。オーダーメイド受け付けております。

お子様のお祝い席、ご家族みんなで大島紬はいかがですか。

11 手芸の店ハトヤ 奄美市名瀬末広町1-2 0997-52-1045

お子様の通園・通学用の小物づくりに最適なキルティング生地を豊富
に取り扱っています。

トイレの使用可、乳児用ミルクのお湯の提供

手芸材料・和洋裁用具、お子様が大好きなキャラクター生地やワッペ
ンなどもたくさんあります。お子様も楽しめる手芸キットなどもあり
ますので、お子様連れでお気軽にご来店ください。

12
(株)山形屋ギフト
ショップ大島

奄美市名瀬末広町2-5-1F 0997-54-1011
http://www.yama
kataya.co.jp/

ミルクのお湯提供可
子供連れOK

ご誕生・卒入学など、多様なお祝い、お中元・お歳暮、お悔やみま
で、ニーズに応じたお祝い品、お返し品に対応できる商品を取り揃え
ております。
予算やお相手に応じたギフト選びもご相談ください。

「子育て家族へひとこと」 島ならではの行事やお子様の成長にともな
う行事、わからない事はご相談に応じます。

13
ファッションハウス
かわぞう

奄美市名瀬末広町2-26 0997-52-1423
http://kawazou.j
p/

スポーツブランド衣料品・小物　15％オフ
スポーツブランドシューズ　20％オフ　いたします！

トイレの使用可、割引有、子連れO.K、駐車場有

老舗衣料品・学生服販売のお店です。スポーツ衣料品、スポーツ小物
を中心に各学校指定の制服も取り扱っております。
オリジナルTシャツやユニフォーム・横断幕など各種イベント・ス
ポーツに役立つ、制作も承っています！

14 (有)興和不動産 奄美市名瀬幸町25-5 0997-52-9088
http://kouwafud
ousan.jp/

 賃貸住宅を御成約の際、子育て支援パスポートご提示の方に限り、仲
介手数料10%割引とさせて頂きます。

ミルクのお湯提供可、子供連れOK、禁煙

土地、建物の売買仲介、賃貸物件の仲介をしています。市役所に隣
接、分かりやすい立地にあります。女性従業員が多く、お子様連れで
も入店しやすい対応を心がけています。

15 共栄商事有限会社 奄美市名瀬幸町25-5 0997-53-7582

賃貸住宅ご成約時、子育て支援パスポートご提示いただけた方に限り
仲介手数料の20%を割引きいたします。

ミルクのお湯提供可、子供連れOK、禁煙

土地、建物の仲介及び賃貸物件の仲介を行なう不動産業者です。お客
様のご要望に合った物件をご紹介出来るように女性スタッフが丁寧に
対応いたします。事務所に入って正面のガラスケースには、季節ごと
のディスプレイが小さなお子様に人気です。

「子育て家族へひとこと」お部屋探しは、お子様にとっても楽しみな
ことだと思います。どうぞご一緒にご来店ください。
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16
タイヨー
朝仁店

奄美市名瀬朝仁町29-5 0997-52-5780
htp://www.taiyon
et.com/

トイレ用ベビーチェア有、子供連れOK、駐車場有

とても明るく広々とした店内で、お子様からお年寄りまで買い物をし
やすい売り場づくりを目指しております。また、タイヨー「優ブラン
ド」は、お客様へ「食の安心・安全・健康」をお届けする為やるべき
ことを真剣に考えて生み出されたこだわりの逸品です。

ベビーカート等がございますので、お子様連れでも安心してゆっくり
とお買物して頂けます

17
タイヨー
平田店

奄美市名瀬真名津町13-1 0997-54-1507
htp://www.taiyon
et.com/

オムツ替えスペース有、トイレ用ベビーチェア有、子供連れOK、駐
車場有

とても明るく広々とした店内で、お子様からお年寄りまで買い物をし
やすい売り場づくりを目指しております。また、タイヨー「優ブラン
ド」は、お客様へ「食の安心・安全・健康」をお届けする為やるべき
ことを真剣に考えて生み出されたこだわりの逸品です。

ベビーカート等がございますので、お子様連れでも安心してゆっくり
とお買物して頂けます

18
ドコモショップ
名瀬店

奄美市名瀬港町13-10 0997-57-1666

・ドコモ子育て応援プログラム　特典１：毎月3,000円相当のポイン
トをプレゼント！　特典２：写真5万円分相当の大容量クラウドを無
料でご提供！　特典３：『フォトコレプラス』は写真や動画のバック
アップができるアプリ。通常は月額280円が今なら13か月も無料！
さらに、毎月フォトブック1冊が届きます♪
・【キッズケータイプラン】毎月の利用料金が月々500円（税抜
き）！！本体代金０円！！
安全・安心の機能付き（GPS搭載、防犯ブザー、防水・耐衝撃）
・アニメや動画が閲覧できるタブレットをご用意しています。
・お絵かきシートをプレゼント！

おもちゃ・絵本の貸し出し有、キッズスペース有、トイレ使用可、プ
レゼント・おまけの提供、子供連れOK、駐車場有

お子様連れの方も気軽にご来店頂ける店づくりを目指しています。
お子様にはキッズケータイがとってもおトクです♪

「子育て家族へひとこと」 小さなお子様が遊べるキッズコーナーの近
くで、受付カウンターをご用意いたします。

19 本田精肉店 奄美市名瀬末広町12-14 0997-53-0474
乳児用ミルクのお湯の提供
（お湯の提供は夏場以外でお願いしております。）

創業して58年、黄色いテントが目印の精肉店です。名物は塩豚。そ
の他、牛や豚も置いております。奄美の伝統食「塩豚」是非お子様と
味わってみてください。お祝いの席の一品にも喜ばれますよ。
銀座商店街通りにあります。是非お立ち寄りくださいね

20
 アーダン化粧品 サ
ロン・みーわん

奄美市名瀬伊津部町11-14 0997-54-3397
オムツ替えスペース有、トイレ使用可、ミルクのお湯提供可
駐車場有

天然の素材を使った、界面活性剤フリーの奄美大島オリジナル「アー
ダン化粧品」、サプリメントなどを取り扱っています。美顔マッサー
ジ（2000円）、リフレクソロジーなどのエステ・リラクゼーション
メニューもあります。

☆メニュー☆
・美顔マッサージ　￥2,000
・リフレクソロジー　￥2,000
・美顔マッサージ+リフレクソロジーセット　￥3,000

「子育て家族へひとこと」 子育ては楽しい事、きつい事などいろいろ
ありますが、あとはすべてが懐かしい思い出になります。頑張って！

21 髪切倶楽部美容室 奄美市名瀬伊津部町20-4 0997-52-6553
トイレの使用可、駐車場有

トイレの使用だけでも大丈夫ですので、お気軽にお声がけください。

ウッド調の落ち着いた雰囲気の美容室。商店街からも近い、好アクセ
スです。ハンドメイドのアクセサリーもお取り扱いしております。

22
サンサンランド名瀬
店

奄美市名瀬鳩浜町339 0997-52-1515
トイレ使用可、トイレ用ベビーチェア有、ミルクのお湯提供可、子供
連れOK、禁煙、駐車場有

ゲーム機からホビーまでありとあらゆるジャンルの子供向け・学生向
けのおもちゃや、パーティーグッズ・文房具・雑貨等販売していま
す。また２階では、ベビー用品、お祝い品、お返し品や雑貨等の商品
をご用意しておりプレゼント用にも便利です。

23 タイキ仏壇店 奄美市名瀬末広町9-18 0997-52-3492

バリアフリー用トイレ内にベビーベッドを設置しております。授乳や
おむつ替えなどに、ご自由にご利用ください。

オムツ替えスペース有、トイレ使用可、バリアフリー、ベビーベッド
有、ミルクのお湯提供可、授乳スペース有、駐車場有

名瀬中心街に位置する、地域に密着した仏壇店です。木材の質を活か
した唐木仏壇や、現代のライフスタイルに合わせた家具調仏壇なども
取りそろえております。カタログでのお取り寄せも可能です。

ご葬儀に関することは、青葉社互助センター（0997-52-3492）
までご相談ください。3
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24 白浜陶器 奄美市名瀬末広町16-1 0997-52-0886
出産祝い、新築祝い、結婚祝いなど各種内祝い（命名札サービスご用
意できます）

トイレの使用、乳児用ミルクのお湯の提供

食卓がぱっと明るく、華やぐような彩りあふれる陶器や家庭用品等を
販売を行っています。水筒や箸などの暮らしの必需品だけでなく、季
節を感じさせる雑貨なども取り扱っています。

・食器類、鍋、ケトル、キッチン雑貨類
・出産祝、新築祝、結婚祝など各種内祝（命名札サービス）
※各種クレジットカード使えます

25 松元洋品店 奄美市名瀬末広町10-16 0997-52-0453

赤ちゃんから小学校の制服まで、一度にそろいます。保育園&幼稚園
グッズもご用意してあります。

トイレ使用可、禁煙、駐車場有、乳児用ミルクのお湯の提供

ベビー・子供服はもちろん、小学校の制服、KIDSスーツ・ドレス、
マタニティ服、幅広く安く販売しております。掘り出し物豊富！探せ
ば探すほど出てくるのでどうぞ隅々までお探しください。

26 上野サイクル商会 奄美市名瀬石橋町1-40 0997-52-3087
新規購入分に限り「防犯登録料」サービスします。

駐車場有

自転車販売、修理専門店。買い取りや下取りも承ります。
無料配達、出張修理OK！お子様からお年寄りまで用途に応じて安心
な商品を提案しております。

お子様の通園にラクラクな電動アシスト自転車はいかがでしょうか。

27
焼肉なべしま
名瀬店

奄美市名瀬長浜町25-2 0997-53-7840

http://www.nabe
shima-
jp.com/shop/kag
o-naze/

【お得なサービス】
・ソフトドリンクサービス（世帯のお子様に1ドリンク）
・リトルカードも会員募集！（会員のお子さまにアイスクリームサー
ビス、お子さまの誕生日にはプレゼント！）

トイレ使用可、ミルクのお湯提供可、個室・座敷有、子供連れOK、
離乳食の持ち込み可、駐車場有

安心・安全・安らぎをモットーに衛生管理を徹底した焼肉店。
木目調の店内でゆったりとした雰囲気、家族でお越し頂きやすい雰囲
気です。

「子育て家族へひとこと」
 美味しい焼肉を食べて頂き、すくすくのびのびと成長していく子ども
達を私たちは全力でサポートします！

［MENU］
・ランチメニュー　￥980～
・お子様メニュー（焼肉）￥980
（和牛肉、ソーセージ、トウモロコシ、ごはん、スープ、フルーツ、
ヤクルト、おまけ付き）

28
株式会社鹿児島銀行 
大島支店

奄美市名瀬港町1-1 0997-52-4111
http://www.kagin
.co.jp/

①かぎんマイカーローン
②かぎん教育ローン
③かぎんリフォームローン
上記①～③において、扶養家族（子）のいる方に、扶養家族（子）一
人あたり、0.1％（最大0.3％）の金利優遇を行なっております。
※（健康保険証などの公的証明書で扶養家族（子）の人数を確認させ
て頂ける方が対象です。）

鹿児島銀行では、次世代育成支援として、満22歳未満の扶養家族(子
ども)がいる方(妊娠中を含む)を対象に、ローン金利を優遇する取扱い
をしております。

29

そらうみ法律事務所
(弁護士法人空と海　
そらうみ法律事務所　
奄美事務所)

奄美市名瀬末広町18-25
グランセ末広ビル6階

0997-54-5588
http://www.sora
umi-law.com

未成年者に関する相談（親権、養育費含む）2回目以降30分 税込3，
240円でご案内致します。（法テラス制度利用の方は無料）

割引き、子供連れOK、禁煙、駐車場有

法のエキスパート弁護士２名常駐しています。ご相談初回無料の予約
制なので安心してご相談頂ける法律事務所です。
（予約状況次第では、ご希望に添えかねる場合がございます。）

離婚、子どもに関する法律的な疑問、心配事等、まずはお気軽にご相
談ください

30
メガネスーパー
奄美名瀬店

奄美市名瀬末広町17-7 0997-53-3046

・視力調査表プレゼント

・富士のおいしい水、お湯があります

プレゼント・おまけの提供、ミルクのお湯提供可、子供連れOK、禁
煙、離乳食の持ち込み可、駐車場有

会員様へのメガネ洗浄、はなあて（ハードタイプ）交換・調節は無料
です。コンタクトレンズは処方せんなしでお買い上げいただけますの
で、子育てや仕事でお忙しい方にもおすすめです。アイケアカンパ
ニーとして皆様のお役に立てたら、と思いますので、是非お立ち寄り
ください。

お子様はメガネを壊しやすいので保険加入おススメします。
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31 イオンプラザ大島店 奄美市名瀬小浜町23-1 0997-53-4100
http://plaza-
ooshima.aeonkyu
shu.com/

【お得なサービス】
12歳までのお子様をお持ちの方に「キッズリパブリックアプリ」に
登録頂きますと、お得なクーポンを配信いたします。

【便利な設備】
・オムツ替えや授乳ができるベビールームがあります。
・赤ちゃんの体重が測れるベビースケールが置いてあります。

オムツ替えスペース有、トイレ使用可、トイレ用ベビーチェア有、ミ
ルクのお湯提供可、割引き、子供連れOK、授乳スペース有、禁煙、
駐車場有

当店３階では、子ども衣料品やおもちゃ、ベビーフードや制服・体操
服など、お子様との生活に役立つ品を豊富にご用意しております。お
子様と一緒にご家庭みんなでお買物が楽しめるように、従業員一同笑
顔でお迎えいたします。

子育てに必要な商品のご要望などありましたら、お気軽に売り場従業
員までお声掛けくださいませ。

32
ROKOTA（ロコ
タ）

奄美市名瀬末広町9-14 090-9602-1766
http://rokota.ama
min.jp/

全コース　￥500引き（ほかのサービスとの併用不可）お子様連れも
OKです。

オムツ替えスペース有、キッズスペース有、トイレ使用可、禁煙、駐
車場有、子供連れOK

同じ時間帯のご案内は1組様のみ。
お子様とご来店されても周囲を気にする心配のない『ママに優しい』
サロンです。
 全身もみほぐし30分¥2,600からご用意していますのでお気軽にど
うぞ！

［MENU］
全身もみほぐし・・・30分￥2,600、60分￥4,900
足つぼ・・・・・・・30分￥3,000、60分￥6,000

33
南日本銀行
大島支店

奄美市名瀬末広町1-26 0997-52-2441 http://nangin.jp/

なんぎんＫＩＤＳ定期預金の取扱い
初回特別金利：0.373％
期         間：５年
対         象：口座名義が未成年の個人のお客様
預入限度額：おひとりさま累計預入額１００万円まで
（当行積立総合口座夢紀行ＫＩＤＳ通帳を作成して頂けるお客様に限
ります。）
※詳細は当行本支店窓口までお問合せ下さい。

南日本銀行では、子育て世代支援策として、未成年者（２０歳未満）
を対象とした金利優遇定期預金を取扱っております。

34
ニッポンレンタカー
九州株式会社　奄美
空港営業所

奄美市笠利町万屋字ケシ2221-4 0120-47-7919
https://www.nrgr
oup-
global.com/ks/

①  レンタカー基本料金10％割引（全車種）
② チャイトルドシート類オプション料金無料
③ SRMカードをお持ちのお客様又はご入会で「レンタカーポイント
＋ANAマイル又はTポイント」がたまります。

九州を中心としてレンタカー、カーリースの営業をしています。
レンタカーのご用命の際は是非ご利用ください。
■禁煙車あります。
■ETC・カーナビ全車装着しています。
■チャイルド・ベビーシート取り扱いあります。
■ミュージックライン・USB電源装着あります。

ニッポンレンタカーは地域の皆様の子育てを応援します！

35
Tidacco（ティ
ダッコ）

奄美市名瀬末広町2-6 0997-52-7188

・お子様の遊び場としてソファのあるプレイコーナーをご用意してお
ります。
・出産祝いセットあります。

おもちゃ・絵本の貸し出し有、キッズスペース有、キッズチェア有、
バリアフリー、子供連れOK

明るく清潔感のある店内にベビー服・子供服を中心に、靴やかばんな
ど子供用の小物も幅広く取り揃えております。ご自宅用にも、ギフト
にもぴったりの品がみつかると思います。また、セレクトショップな
ので、色々なメーカーのお洋服や小物の組み合わせを提案していま
す。

・スタイ、ガーゼ類
・出産祝いセット
 ・その他各種ベビー、子ども服、ベビートイなど
 ・婦人服もたくさん取り扱い中！

「子育て家族へひとこと」 実際に商品を見て触れてご試着もどうぞ！

36 夢はうす 奄美市名瀬末広町1-29 0997-52-5854
http://kotarou.am
amin.jp/

不器用と思っている方、子どもの為に初めて作ってみたい方、何でも
お気軽にご相談ください。裁断のみも承っております。

オムツ替えスペース有、キッズスペース有、ミルクのお湯提供可、子
供連れOK、禁煙

「手作りのあたたかさとオリジナルの楽しさをお手伝い！」をコンセ
プトに手芸材料・布類等の販売の他、子供服から大人服まであらゆる
服飾のハンドメイドオーダーを承っています。（裁断のみも承りま
す）

オーダーの種類はワンピース、チュニック、エプロン、子供服、スタ
イ、布小物、バッグ・ポーチなどいろいろ！

不器用と思っている方、子どもの為に初めて作ってみたい方、何でも
お気軽にご相談ください。
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37 岩崎音楽教室 奄美市名瀬平松町521 080-3963-1238

・無料体験レッスン有
・レッスン後、ドリンクサービス

おもちゃ・絵本の貸し出し有、ミルクのお湯提供可、子供連れOK、
禁煙、駐車場有

3歳半から大人まで、ピアノ・歌（童謡・ポップス・クラシックな
ど）が学べる音楽教室。
 楽しくわかりやすいレッスンを心がけています。
 全日本ピアノ指導者協会主催のピティナステップやコンクールに参加
することを目標にレッスンしていきます。ステージで演奏することに
よって、毎回ステップアップし、レベルアップしています。
まずは体験レッスンを受けてみませんか？ご連絡お待ちしています♪

月4回/4,000円～。1レッスン30分。（10分単位で追加レッスン可
能）
★無料体験レッスン実施中！

「子育て家族へひとこと」子どもの才能は無限

38 紬のとくやま 奄美市名瀬末広町1-14 0997-52-4027 http://tsumugi-
tokuyama.com/

【便利な設備】
・店内に椅子がありますので、休憩にどうぞ。
・レンタルスペース内や外のベンチでも休憩していただけます。

ミルクのお湯提供可、休憩所有、子供連れOK

本場奄美大島の大島紬や、大島紬をリメイクした洋服や雑貨の販売を
しています。紬のネクタイや財布はお土産や贈答用に人気で、お子様
が身につけるための雑貨も多数ご用意してお待ちしています。

39 久保薬局 奄美市名瀬港町4-21 0997-52-3161
http://phkubo.co
m/

・提案商品のサンプルをプレゼント。
・各々の体質・体調に合わせた栄養剤の無料試飲。
・漢方煎茶、健康茶をセルフでお飲みいただけます。

ダイエット相談をはじめ、各種健康相談に応じます。

バリアフリー、ミルクのお湯提供可、子供連れOK、禁煙、駐車場有

壁に木を使い、ゆったりとくつろげる温かみのある空間に改装しまし
た。気軽に漢方煎茶を飲める「漢方カフェ」も好評。自分の体調に合
わせて気軽に一回分から購入可能です。
「クスリを減らすくすり屋さん」をコンセプトに、シマッチュみんな
の、病気にならない体づくりのお手伝いをします。

「子育て家族へひとこと」
 真の健康は「食」の改善から。自然食品・調味料も充実。「食」を通
しての、家族みんなの健康づくりを応援します。

40 タイヨー浦上店 奄美市名瀬浦上字緑1133-4 0997-57-6655
http://www.taiyo
net.com/

ベビーカー、オムツ替えスペース有、トイレ用ベビーチェア有、子供
連れOK、駐車場有

とても明るく広々とした店内で、お子様からお年寄りまで買い物をし
やすい売り場づくりを目指しております。また、タイヨー「優ブラン
ド」は、お客様へ「食の安心・安全・健康」をお届けする為やるべき
ことを真剣に考えて生み出されたこだわりの逸品です。お子様にも安
心して召し上がっていただけます。

100円ショップもあり。衣服小物エリアも充実です。奄美市名瀬内に
は、他にタイヨー平田店・タイヨー朝仁店もあります。

ベビーカート等がございますので、お子様連れでも安心してゆっくり
とお買物して頂けます。

41
HAIR&MAKE UP 
CELL

奄美市名瀬末広町10-23 0997-54-3370
https://www.cell-
amami.com/

三輪車乗り放題！タブレットで動画が見られます。外のベンチで休憩
もご自由にどうぞ！

オムツ替えスペース有、キッズチェア有、ミルクのお湯提供可、子供
連れOK、禁煙、離乳食の持ち込み可、駐車場有

商店街に位置する美容室。
店内ではあらゆる所にお子様が喜ぶ隠れキャラクターのインテリア
や、iPadの貸出など充実のサービスを用意しています。
男性が苦手なお子様でも経験豊富なママさんスタッフもいますので気
軽にご来店ください。

42
カッティングスペー
ス　ラブリー

奄美市名瀬末広町17-10 0997-53-6990
http://lovely.ama
min.jp/

バウンサー・タブレットあります。キッズスペースはありませんが、
待合スペースをご自由にお使いください。その他、何でもご相談くだ
さい。

ミルクのお湯提供可、子供連れOK、禁煙、駐車場有 、トイレ使用
可、おもちゃ・絵本の貸し出し有

一階が駐車場、二階が店舗（ガラス張り）の美容室です。居心地の良
い空間づくりを心掛けています。
 美容室メニューのほか、ヘアエクステ、まつ毛エクステ、ヘッドスパ
もおすすめです。晴れの日の着付けやヘアセットも随時予約受付中で
す。

0歳からでもカットOK。何でもご相談ください！
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43 晴れるベーカリー 奄美市笠利町用安1222-1 0997-63-2383
http://hareru-
amami.com

ドリンク１杯50円引き（黒板掲示に限り）
卵、乳を使っていないパン多数あり。予約限定で小麦不使用（グルテ
ンフリー）のパンも作れます。

ウッドデッキで水筒など持ち込みもＯＫです。
日曜日はお店の子どもたちも一緒に遊ぶかもしれません♪

アレルギーの対応、おもちゃ・絵本の貸し出し有、子供連れOK、離
乳食の持ち込み可、駐車場有

笠利町の海の近くにあるパン屋です。ショートニングやマーガリンは
一切使わず、お子さんにも安心して召し上がっていただけるパン作り
をしています。
お子さん連れのお母さんもゆっくり選べるように対面式のショーケー
スになっています。
クリームパンがいちばん人気ですが、毎日40種類以上焼いているの
で選ぶのも楽しいです。
ウッドデッキのハンモックはお子さんにも大人気です。

「子育て家族へひとこと」パンを持って近くの海で遊んだり、お店の
ウッドデッキでのんびり過ごしても･･･

44 ニシムタ名瀬店 奄美市名瀬真名津町13-70 0997-55-1234
http://nishimuta.c
o.jp/

購入された商品をお車までお運びいたします。スタッフにお声がけく
ださい。

トイレ使用可、子供連れOK、禁煙、駐車場有

日用品をはじめ、DIY用品、おもちゃ、文房具、酒類、食料品、ペッ
ト用品、園芸用品、インテリア雑貨（小物家具）など幅広くそろう
ホームセンター。季節や生活シーンによって異なる多彩な商品をタイ
ムリーに提供し、お客様一人ひとりのニーズ（価格・品質・品揃え）
に応え、地域に愛される店づくりを目指しています。

 「子育て家族へひとこと」お子様連れでも安心してお買い物していた
だけるようスタッフ一同お待ち致しております。

45
鹿児島県立奄美図書
館

奄美市名瀬古田町1-1 0997-52-0244
https://www.libra
ry.pref.kagoshima.
jp/amami/

オムツ替えスペース有、おもちゃ・絵本の貸し出し有、キッズスペー
ス有、キッズチェア有、トイレ使用可、トイレ用ベビーチェア有、バ
リアフリー、ミルクのお湯提供可、子供連れOK、授乳スペース有、
禁煙、離乳食の持ち込み可、駐車場有

①乳幼児等への本の読み聞かせ会の実施
　当館職員　　　　　　　　　毎週水曜日　15：30～16：00
　おはなしさんぽ　　　　　　第1土曜日　 10：30～11：00
　あまみ子どもライブラリー　第3土曜日　 10：00～11：00
　こぐまちゃん　　　　　　　第4土曜日　 14：00～14：45
②お母さんとお父さんのための読み聞かせ教室（年1回実施）
③クリスマスおはなし会（年1回実施）

当館には、赤ちゃんのための絵本や「子育て・教育支援」に関する
コーナーなどもあります。

「子育て家族へひとこと」
ご家族みなさんで読書を楽しみませんか。
お子さま、ご家族向けのおはなし会など各種イベントも多数実施して
おりますので、お気軽にお越しください。

46
ティダスポーツクラ
ブ

奄美市各所 0997-69-3563
https://tidda-
sports-
amami.jimdo.com/

・体操、新体操バッグをプレゼント

随時無料体験受付中！

「日本一ホメる指導、全力で表現する指導、常に考える指導」を心が
けています。

１．幼児～中学生を対象とした体操教室（マット、とび箱、鉄棒、球
技、なわとび　指導）
 ２．幼児～小学６年生を対象とした新体操教室（柔軟、リボン、ボー
ル　指導）

「子育て家族へひとこと」 子どもは島の宝!!

47
重田クリーニング／

コインランドリー
奄美市名瀬有屋町29-13 0997-54-0222

・毎月19日（育児の日）には、パスポート提示で割引サービス券を
進呈いたします！（クリーニングをご利用の方）
・コインランドリーに休憩スペース有ります。
・ミルク用お湯の提供も行なっておりますので、お気軽にお声がけく
ださい。

ミルクのお湯提供可、休憩所有、分煙、割引券プレゼント、子供連れ
OK、駐車場有

表はクリーニング店。裏にコインランドリー有り。お洗濯のことなら
どんな些細なことでも、お気軽にお声がけください。
 明るく誠実な対応を心掛けておりますので、お客様に安心していただ
けましたら幸いです。
ふとん丸洗い1,100円～は、香りがいいと評判です！ぜひ、お試しく
ださい。

「子育て家族へひとこと」 子供は未来の宝。お母さまたちが豊かな心
で育児ができるように、少しでもお手伝いが出来たら、と思っており
ます

48
奄美きょら海工房　

笠利店
奄美市笠利町大字用安フンニャト1254-1 0997-63-2208

http://kyora-
umi.com/

オムツ替えスペース有、キッズチェア有、バリアフリー、ミルクのお
湯提供可、子供連れOK、禁煙、離乳食の持ち込み可

海を見渡しながら食事ができ、カフェ＆レストラン前は、お子様の大
好きな砂浜もございますので、ご家族おそろいで癒され楽しめる空間
です。

49
奄美きょら海工房　
パン屋　朝日通り店

奄美市名瀬末広町5-2 0997-52-7438
http://kyora-
umi.com/

子供連れOK、禁煙、駐車場

お子様のお好きなキャラクターの菓子パンもございます。ソフト系の
パン生地は、ふっくら柔らかくお子様にも大人の方にも人気です。親
子おそろいで楽しみながらパンをお選びにいらしてくださることを心
よりお待ち申し上げております。
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50
菓子工房　フラン
ドール

奄美市名瀬末広町5-3 0997-52-7345
http://kyora-
umi.com/

子供連れOK、禁煙、駐車場

純粋な生クリーム、国産小麦粉、バターなどを使い、カラダが喜ぶ原
材料にこだわって作っています。笠利店で製造した黒糖・塩なども使
用し、オリジナリティー溢れる洋生菓子が揃っております。
お誕生日用ホールケーキに飾るチョコレートプレートに直接描ける
キャラクター印刷機もあり、絵の上手なスタッフが手書きでキャラク
ターや似顔絵を描くサービス（要事前予約）も。一度お試しする価値
ありです。

「子育て家族へひとこと」お祝い事のケーキやギフト菓子など、美味
しい洋菓子がございます。美味しくかわいいお菓子を、お子様と一緒
に選びにいらしてください。

51 NOMAD 奄美市伊津部町10-13 0997-57-1333
https://www.nom
ad-amami.com/

お好きなオリジナルステッカープレゼント。

おもちゃ・絵本の貸し出し有、プレゼント・おまけの提供、ミルクの
お湯提供可、個室・座敷有、子供連れOK、離乳食の持ち込み可

私たちも子育て真っ只中！たくさんのママ、パパ、と共感しながら出
逢いたい。

52 東京堂 奄美市名瀬末広町7-17 0997-52-0403

100円ごとにメルシー券をプレゼントしています。
 季節ごとに、サンリオ衣料品のバーゲンを開催。万年筆のクリーニン
グサービスしています。
トイレあります。カウンターに声をかけてください。

トイレ使用可、割引券プレゼント、子供連れOK、禁煙

文房具やファンシー商品、お子様に人気のサンリオ商品などの販売を
しております。学用品・事務用品全般からマスキングテープ・シール
などのハンドクラフト用品まで多種類の文房具を取り扱っておりま
す。

「子育て家族へひとこと」 「こんな商品ありませんか？」と声をかけ
てください。対応します。

53
フローリストコスモ
ス

奄美市名瀬末広町1-7 0997-54-4600
店内商品５％オフいたします！（紬製品など、一部除外商品あり）

オムツ替えスペース有、子供連れOK

造花の販売や、洋服のお直し、紬の洋服作成などを行っております。
プレゼントに最適な、プリザーブドフラワー、ソープフラワー、ハー
バリウムなどを種類豊富に取り揃えております。
 宅急便、ゆうパックもお取り扱いしております。

54 西田商店 奄美市名瀬久里町１-９ 0997-69-4488
http://kenji121.a
mamin.jp/

☆パスポートをご提示の方、『毎週水曜日限定』で以下のサービスを
ご提供いたします！
●切り落とし肉、通常100ｇ 150円（税別）のところ、100ｇ 
100円（税別）
●わんぱく焼肉　1パック300ｇで500円（税別）
☆店内マッサージ機あり。

割引き、子供連れOK、禁煙、駐車場有

美味しい豚肉専門店。大自然と清らかな水で育まれた豚のお肉は絶品
です。
 一度食べて頂ければわかると思います。
ぜひ、ご賞味ください！

［MENU]
・豚肉切り落とし ￥150／ｇ
・BBQセット ￥1,000（一人前）
・バラしゃぶ　一押し！

「子育て家族へひとこと」
 育ちざかり、食べざかりのお子さん達を応援しています。

55 いずみストアー 奄美市名瀬有屋町17-９ 0997-53-1668
http://www.izumi
-store.com/

トイレ使用可、子供連れOK、離乳食の持ち込み可、駐車場有

上方エリアのスーパー。こだわりが詰まった食品、日用品、雑貨を数
多く取り揃えております。奄美の特産品コーナーもあります。安くて
美味しいボリュームたっぷりのお弁当各種も充実！

お子様連れの方、年配者のお買いもの時のお手伝いをさせていただい
ております。スタッフにお気軽に声をかけてください。

56 さくら鍼灸整骨院 奄美市名瀬伊津部町30-25 0997-52-5599
http://amami-
sakura.com/

子育て中のママ・パパは、エアーマッサージ１０分無料（施術に来ら
れた方に限らせていただきます）

オムツ替えスペース有、おもちゃ・絵本の貸し出し有、キッズスペー
ス有、キッズチェア有、トイレ使用可、ベビーベッド有、ミルクのお
湯提供可、子供連れOK、無料サービスあり、禁煙、託児可、駐車場
有

あらゆる体の悩みに対応しますので、お気軽にご相談ください。患者
さまが、気持ちよく安心して治療してもらえるよう心がけています。
お子様、赤ちゃん連れも大歓迎！悩んだらまずは、”診察”がおすす
め。お電話（予約）お待ちしています。

★眼精疲労マッサージ
★もみほぐし・バランス整体
★骨盤矯正・産後骨盤矯正
★整骨院（各種保険取扱い）
★鍼灸治療
「子育て家族へひとこと」

私たちも子育て中です。自分たちが元気でいること！が大事ですよ
ね。
 疲れ、痛みがあれば来てくださいね。お子様がいても大丈夫です。
スポーツをしているお子様は、少しでも痛みがあれば、早めの受診を
おすすめします。
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57 夢来夢来 奄美市名瀬小浜町24-８ 0997-69-3005
http:/ashitabamu
ra.amamin.jp/

焼きたてパンの他、栄養満点のランチもご用意。キッズチェア、キッ
ズスペースもあるのでごゆっくりとお食事を楽しんでください。

オムツ替えスペース有、おもちゃ・絵本の貸し出し有、キッズスペー
ス有、キッズチェア有、トイレ使用可、子供連れOK、禁煙、駐車場
有

夢に向かって生きていこう！そんな願いをこめて、焼きたてパンを販
売しております。
カフェスペースでイートインもできます。身体にもやさしい島じゅう
り（島料理）ランチもぜひご賞味ください！

・島じゅうりランチ（コーヒー、ケーキ付）￥800
・鶏飯丼 ￥500
・シフォンケーキ（たんかん、パッション）￥250

58
蒼Dental office
（ソウ デンタルオ
フィス）

奄美市名瀬末広町2-5 アーバンビル２F 0997-53-3117

お父様、お母様が治療中、キッズルームでお子様をお預かりしていま
す。
 治療を頑張ったお子様には、くじ引きやガチャガチャをしてもらって
います。

アレルギーへの対応、おまけの提供、おもちゃ・絵本の貸し出し有、
キッズスペース有、ミルクのお湯提供可、全面禁煙、
子供連れOK、離乳食の持ち込み可、
駐車場有 （奄美市通り会指定駐車場に停めていただけましたら、駐車
券を差し上げます。詳しくはお尋ねください）

歯の治療、歯列矯正、ホワイトニング、お口の中の健康を保つための
ケア、及びキュアを行っております。
歯医者は痛い、怖いというイメージがあると思います。
不安を取りのぞけるような丁寧な対応を心がけています。

お子様連れの方も安心していただけるような環境をご用意していま
す。(DVD、おもちゃで遊べるキッズルーム)

59 Hair Make アレス 奄美市名瀬有屋町10-2 0997-53-6061
http://ales.amami
n.jp/

DVDをご準備しています。
ベビーカーを持ってきていただいても大丈夫です。

DVD視聴可、オムツ替えスペース有、おもちゃ・絵本の貸し出し有、
バリアフリー、ミルクのお湯提供可、子供連れOK、禁煙、離乳食の
持ち込み可、駐車場有

カウンセリングからアフターケアまで丁寧に！お客様の個性を活かし
たスタイリングを提案いたします。髪のお手入れやお悩みなど、お気
軽にご相談ください。美容室のメニーだけではなく、「美容ライト脱
毛・フェイシャル」メニューも好評です。

子育て中でも、「キレイになりたい」をお手伝いいたします。お子様
連れでも大歓迎です。

60 原ハブ屋（名瀬店） 奄美市名瀬末広町1-16 0997-63-1826
http://harahabuy
a.com/

奄美の蛇に関する資料を配布いたします。

おもちゃ・絵本の貸し出し有、プレゼント・おまけの提供、
子供連れOK、禁煙 、トイレ使用可

奄美の毒蛇ハブの革や骨を使った加工品（装飾品、革小物）の販売を
行っています。Tシャツ、ステッカー、カードゲームなどのグッズも
あります。
ハブのことを知り、理解していただくための「きっかけ作り」をコン
セプトとしたお店作りを心がけています。
・キーホルダー　￥1,000～
・カードケース　￥3,800～
・ブレスレット　￥3,000～

奄美の自然と安全に触れ合う上で、ハブについて知っておく事は大切
なことです。
この島に生息する蛇のことをお子様に知ってもらいましょう。

61
H.O PROJECT
（エイチ．オープロ
ジェクト）

奄美市名瀬末広町9-3 中央会館ビル1F 0997-58-8341
http://hop.amami
n.jp/

ミルクのお湯提供可、子供連れOK、離乳食の持ち込み可

駐車場はありませんが、購入していただいた方には、駐車場代金をお
支払いいたします

商店街にある花屋です。主に生花、ドライフラワーなどを扱ってお
り、1輪から購入可能です。
ハーバリウムやプリザーブドフラワーなどもご用意しています。お花
に関するご相談をなんでも承ります。
あなたのためだけの、オンリーワンのオリジナルな花屋を心がけてい
ます。

私たちも、2人の子供の子育て真っ最中です。お子様にもわかりやす
くお花の説明をさせていただきます。

62
cafe COVO 
TANA （カフェ コ
ボタナ）

奄美市名瀬大熊町1-8 0997-58-7000
http://covotana.a
mamin.jp/

大きめのソファ席をご用意しています。首の座っていない赤ちゃんな
ども、楽に寝かせられます。

オムツ替えスペース有、おもちゃ・絵本の貸し出し有、キッズチェア
有、トイレ使用可、ミルクのお湯提供可、子供連れOK、禁煙、離乳
食の持ち込み可、駐車場有

イタリアの片田舎をイメージしたインテリアで、落ち着いた雰囲気を
心がけています。海と緑に囲まれた、自然豊かなロケーションです。
できるだけ地場産のもの、手作りにこだわったメニュー作りを行って
います。野菜を使ったメニューも豊富で、”身体に良いもの”がモッ
トー。カツオの生節バゲットサンド、シビとアボカドのタルタルバ
ゲットサンド、季節のパスタなど、いろいろご用意しております。

店内を走り回るのはNGですが、大声、泣き声、オムツ替えなどはOK
です。時には、お食事中にお子様の遊び相手なども。ベビーカーの入
店もOKです。
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63 セントラル楽器 奄美市名瀬末広町１−２０ 0997-52-0530
http://www.sima
uta.net/

休憩室を授乳&オムツ替えスペースとしてご利用できます。
エレベーターあります。お子様連れでもゆっくりショッピングをお楽
しみいただけます。

オムツ替えスペース有、キッズスペース有、トイレ使用可、休憩所
有、子供連れOK、授乳スペース有

「音の文化で心をひらく」を社訓に、ピアノやギター、三線、チヂン
など、楽器や楽器小物の店頭販売、奄美大島及び新民謡、奄美歌謡の
CD制作・販売などを行っております。
そのほかに、【ヤマハ音楽教室・ヤマハ英語教室・右脳教室
「UNOKYO」・ダンス】のレッスンを行っています。

ヤマハ音楽教室、ヤマハ英語教室では、１～５歳の幼児向け、小学生
以上を対象としたコースがたくさんあります。
体験レッスンや、レッスン見学も行っておりますので、ぜひ足を運ん
でください。

64

あまくま整骨院／
GEL SUPPORT 
STUDIO（ゲル サ
ポート スタジオ）

奄美市名瀬末広町1-21-1F

あまくま整骨院：
0997-57-1200

GEL SUPPORT 
STUDIO：
0997-57-1212

お湯の出るウォーターサーバーを設置しております。
また、トイレの貸し出しも行っておりますので、お気軽にお声掛けく
ださい。

トイレ使用可、バリアフリー、ミルクのお湯提供可、子供連れOK、
禁煙、駐車場有

奄美初！トレーニングスタジオ併設の整骨院です。女性施術家（柔整
師）が在籍しておりますので、安心して治療を受けられます。ご予約
優先制で、待ち時間はほとんどありません。
明るく楽しく元気よく！「来てよかった」「また行きたい」と思われ
る場所になれるよう、スタッフ一同、ご来院をお待ちしております。
（あまくま整骨院）
骨折・脱臼・捻挫・打撲・肉離れ等の急性外傷から首・肩・腰の痛み
等の慢性的な痛みまで、お身体のお悩みをお気軽にご相談ください。
（GELSUPPORTSTUDIO・トレーニングスタジオ）
基本は、完全予約制のパーソナルトレーニングをやっております。お
子様・お母様方のトレーニング相談を承ります。

結婚・妊娠・出産・子育ての間にお身体は大きく変化しています。ま
た、お子様の急なケガ・スポーツ時のトラブル等、お気軽にご相談く
ださい。

65
アマミメディカル
フィットネス　アク
アクラブ

奄美市名瀬鳩浜町8番地 0997-56-8139
http://aqua-
club-amami.com/

アクアチアダンス教室無料体験あり

禁煙、駐車場有

お客様の要望（ダイエット、筋力UP、リラクゼーション、膝痛、腰
痛、肩痛）改善・予防の運動プログラムを作成し、月ごとに体型分析
測定を行います。
ヨガ、エアロビクス、ストレッチのレッスンもあり、運動マシンも充
実しています。相手の気持ちになった接客や運動指導を心がけており
ます。

親（自分）の健康が、子供にとっても大切ですので、健康づくりのた
めにぜひお越しください。

66 マングローブ茶屋 奄美市住用町役勝7番地 0997-69-2189

子どもの日（5/5）は、お菓子サービスや、かき氷の無料サービス、
カヌー500円（通常1000円）など、様々なサービスを行っていま
す。
マングローブ原生林を楽しみながら、釣りも楽しめます。カヌーツー
リング、観光遊覧船もぜひご利用ください。

アレルギーへの対応、キッズチェア有、トイレ使用可、バリアフ
リー、プレゼント・おまけの提供、ミルクのお湯提供可、個室・座敷
有、割引き、子供連れOK、無料サービスあり、離乳食の持ち込み
可、駐車場有

マングローブ原生林の高台にある和風レストランです。住用産のカ
ニ・エビ・ウナギ料理など、ご用意しております。
マングローブカヌーや、島内観光ガイド全般の案内も致しておりま
す。自由気ままに、休息できる場所の提供を心がけています。

・エビうどん　￥1,000
・カニうどん　￥1,000
・カツカレー￥750
・鶏飯丼  ￥900

「子育て家族へひとこと」 子供はみんなの宝です。

67
DUGWOODSAN
D（ダグウッドサン
ド）

奄美市名瀬港町4-13 0997-54-2107
http://dugwoods
and.com/

広々としたキッズスペースに、おもちゃ・絵本をたくさんご用意して
います。

おもちゃ・絵本の貸し出し有、キッズスペース有、子供連れOK

メンズ、レディース、雑貨、オリジナル商品などを扱うセレクト
ショップです。レディースは、子育て世代のお母さんが、購入しやす
い価格を心がけています。 親子で着ると絵でつながる、「つながる親
子Tシャツ」や、「白雪ふきん」が、内祝・出産祝いに人気です。

オリジナルTシャツ各種　￥3,000～
トートバッグ　￥1,300～
ナンバリングTシャツ　￥2,500
（すべて税別）

 「子育て家族へひとこと」 私達も子育て真っ最中です。小さい息子
が、お店で遊んでいます。小さいお子様も大歓迎です。

10

http://www.simauta.net/
http://www.simauta.net/
http://aqua-club-amami.com/
http://aqua-club-amami.com/
http://dugwoodsand.com/
http://dugwoodsand.com/


店舗数 企業・店舗等名称 所在地 電話番号 ＵＲＬ 子育て支援サービス内容 お店のＰＲ又は子育て家庭へのメッセージ

かごしま子育て支援パスポート協賛店舗一覧2019.4.20現在

68
モスバーガー　奄美
大島店

奄美市名瀬朝日町３−１ 0997-53-0881 http://mos.jp/

お子様向けには、オニオン・マスタード抜きの「モスワイワイセッ
ト」をご用意しております。低アレルゲンの単品メニューもあり。

おもちゃ・絵本の貸し出し有、ミルクのお湯提供可、駐車場有

モスバーガーは「おいしさ」とともに「安全・安心・健康」という考
えを大切に、できるだけ農薬や化学肥料に頼らない栽培方法で育てら
れた「モスの生野菜」を導入しています。

69 奄美海洋展示館 奄美市名瀬小宿字大浜701-1 0997-55-6000
http://www.michi
noshima.jp/

入場料割引（奄美群島の市町村在住者に限ります）
 大人500円→300円、小中学生300円→100円、幼児（4歳以上）
100円→無料

オムツ替えスペース有、おもちゃ・絵本の貸し出し有、キッズスペー
ス有、トイレ使用可、バリアフリー、割引き、駐車場有

奄美の海の生き物とふれあえる小さな水族館です。ウミガメのエサや
り体験が大好評。
キッズコーナーやお絵描きコーナーあり。体験工作コーナーでは貝を
使ったクラフトや砂絵など各種工作ができます（有料）。お天気が悪
い時でも十分に楽しめますよ。
小さな頃から生き物に親しみ、楽しみながら自然を大切にする心を奄
美海洋展示館で育んでもらえれば、と願っています。

70
ミスタードーナツ　
奄美大島ショップ

奄美市名瀬小浜町34 0997-55-0092
https://www.mist
erdonut.jp/

★￥172以下のドーナツを１個プレゼント（カード提示で1家族1個
まで）
お子様にはおもちゃ付きの「キッズセット」があります！

おもちゃ・絵本の貸し出し有、キッズチェア有、トイレ使用可、プレ
ゼント・おまけの提供、ミルクのお湯提供可、子供連れOK、禁煙、
離乳食の持ち込み可、駐車場有

全国に1500店舗あるドーナツのチェーン店です。飲茶などのフード
も取り扱っております。お子様にも食べやすい大きさの「ドーナツ
ポップ」もおすすめです。

各種フードメニューがそろうランチはお子様連れに人気です。

★おもちゃがセットになった「キッズセット」は、期間限定で内容が
変わります。キャンペーンのページをチェックしてください。
https://www.misterdonut.jp/goods/

「子育て家族へひとこと」 子育ては楽しいけれど、大変なことが多い
と思います。 疲れたときは、ミスドで甘いドーナツを食べて、ひと息
ついてください。

71
ジェラテリア　アン
ティカ　奄美店

奄美市名瀬港町5-26　マルサンビル１F 0997-69-3345
https://www.anti
ca-amami.com/

スプーンコーンにてジェラート試食できます！

子供連れOK、無料サービスあり、禁煙

奄美産素材を使ったジェラートとプレミアムコーヒーの販売を行って
おります。
島の素材を使用した商品を中心に、地元住民に愛されるお店に！お子
さま達にも利用していただけるように、お求めやすい価格設定にして
おります。

店内席がございますので、お子様連れでゆっくりされてください。

72
深田建設（株）マ
ザーホーム

奄美市名瀬鳩浜町61-1-1F 0997-69-3178
http://www.moth
er-home.jp/

お子様連れでも安心してご来店いただけます。お父さん、お母さんが
打ち合わせ中、お子様を見てくれるスタッフがおります。

キッズスペース有、トイレ使用可、ミルクのお湯提供可、個室・座敷
有、子供連れOK、託児可、駐車場有

「子育て世代応援住宅」がコンセプト。新築住宅を中心に、リフォー
ム・商業施設から小さい工事まで承ります。

有屋町にモデルハウスが完成し、よりお客様へ寄り添ったご案内がで
きるようになりました。お買い物のついでなどに、お気軽にお越しく
ださい♪

73 あさひ接骨院 奄美市名瀬朝日町1-3 0997-69-3562
https://www.ekit
en.jp/shop_7811
7047/

●産後の骨盤矯正　￥500 OFF（矯正￥2，500+初診料￥1，500
＝￥4，000のところ　￥3，500）
※2人一緒に予約来院して頂くとさらに￥500 OFFで、お一人￥3，
000に！（初回のみ）
●バウンサー貸し出し

オムツ替えスペース有、キッズチェア有、割引き、子供連れOK、禁
煙、駐車場有

痛みのない骨盤矯正です。産後の骨盤の開きを締め、肩や腰の痛みを
やさしく取り除き、産前の痛みのない体とスタイルへと導いていきま
す。

体のお悩みを「根本」から改善していくことをモットーとしていま
す。予約制ですので、他の方を気にせず、ゆったりと施術いたしま
す。すでに身体を改善され、卒業された先輩ママさんのように、何で
もご相談ください！

私たちも子育て真っ最中の新米パパママです。子育て相談し合いなが
ら、体の悩みを改善していきましょう！
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74
座・ガモール奄美店　
なぜまちモーレ

奄美市名瀬末広町11-2 0997-57-1257
https://nazemac
himore.localinfo.jp
/

窓ガラスにお絵かきできます！
ソファがあるので、休憩スペースとして、オムツ替えスペースとして
ご利用ください。

オムツ替えスペース有、おもちゃ・絵本の貸し出し有、トイレ使用
可、ミルクのお湯提供可、休憩スペース有、子供連れOK、禁煙、離
乳食の持ち込み可

奄美の特産品をはじめ、東京・巣鴨から届く東北・京都・宮崎を中心
とした特産品を販売しております。
「買える・学べる・借りられる」をコンセプトに、2018年2月に
オープンした、商店街の真ん中にあるお店です。
なぜまち商店街が盛り上がるように、インスタスポットをつくった
り、気軽にお越しいただけるように心がけています。

◉座・ガモールとは・・・
「一般社団法人コンソーシアムすがも花街道」による地域産品ショッ
プ。大正大学が2016年に創設した「地域創生学部」の学生が地域実
習を行い、『奄美プロジェクト』として生まれたショップです。
「大正大学地域構想研究所奄美支局」として、”地域活性化の調査・
研究活動の場所”などの役割も果たします。資料・パンフレットなど
は自由に閲覧でき、また、セミナー・教室を行う際に店舗の一部をレ
ンタルスペースとして借りることもできます。

なぜまち商店街に家族でお出かけください！疲れたら、なぜまちモー
レで休憩しながら、子どもに絵本を読んであげてください♪

75
南の島のマッサージ
屋さん　Amalomi

奄美市名瀬小浜町23-6 0997-57-7599

http://www.papai
ya-
amalomi.com/am
alomi_top.html

オムツ替えスペース有、キッズスペース有、トイレ使用可、バウン
サー有り、バリアフリー、ミルクのお湯提供可、子供連れOK、禁
煙、駐車場有

ゆったりとした時間を過ごせるリラクゼーションサロンです。
「すべての笑顔のために」がコンセプト。こころもからだもご満足い
ただけるよう心がけています。
厳選された８種類のメニュー（もみほぐし・足つぼ・オイルマッサー
ジ・角質ケア・フェイシャル・ハイパーデトックス・マタニティ）か
らご自分にあったコースをお選びいただけます。
平日には、早い時間の割引も行っております。

頑張るママさん、パパさんへ
ご褒美にゆったりしたリラックス時間はいかがですか？

76 島人mart　石橋店 奄美市名瀬石橋町11-15 0997-57-6240

広めの休憩スペースがあるので、お子様とちょっと休憩したい時に便
利です。離乳食の持ち込み、ミルクのお湯も提供可能です。

トイレ使用可、バリアフリー、ミルクのお湯提供可、休憩スペース
有、子供連れOK、離乳食の持ち込み可、駐車場有

”島人の島人による島人のためのコンビニ” です。
お弁当・おにぎりなどの食料品全般、雑貨、雑誌などのほか、クリー
ニング、コイン乾燥機、コンビニ支払のお取り扱いなど、島の便利に
貢献します！
ソフトクリーム210円～、コーヒー100円、おにぎり100円～、お
弁当も充実しています。
 店内奥には休憩スペースがあるので、店内でお買い上げの食品をテー
ブルやカウンターで食べることもできます。

「子育て家族へひとこと」
ちょっとした事でもお役に立てられるよう、これからも頑張ります！

77 島人mart　住用店 奄美市住用町大字役勝296-27 0997-69-2228

バリアフリー設計の当店は、離乳食の持ち込みOK。ミルクのお湯の
提供も可能ですので、お気軽にお声がけください。

トイレ使用可、バリアフリー、ミルクのお湯提供可、子供連れOK、
離乳食の持ち込み可、駐車場有

”島人の島人による島人のためのコンビニ” です。
お弁当・おにぎりなどの食料品全般、雑貨、雑誌などのほか、コイン
ランドリー、クリーニング、コンビニ支払のお取り扱いなど、島の便
利に貢献します！

奄美市名瀬から瀬戸内町に向かう途中の住用町にあるので、南部のド
ライブの立ち寄りに便利なスポットです。イートインコーナーもあり
ますので、是非ご利用ください。

「子育て家族へひとこと」
ちょっとした事でもお役に立てられるよう、これからも頑張ります！

78 島人mart　笠利店 奄美市笠利町大字用安1240-4 0997-57-1120

バリアフリー設計でベビーカーでも入りやすくなっています。テラス
で召し上がる際は離乳食の持ち込みもOKです。ミルクのお湯も提供
できますので、お気軽にお声がけください。

トイレ使用可、バリアフリ、ーミルクのお湯提供可、休憩スペース
有、子供連れOK、離乳食の持ち込み可、駐車場有

”島人の島人による島人のためのコンビニ” です。
お弁当・おにぎりなどの食料品全般、雑貨、雑誌などのほか、コイン
ランドリー、クリーニング、コンビニ支払のお取り扱いなど、島の便
利に貢献します！

奄美空港から車で約15分。海沿いにあり、ソフトクリーム（210円
～）やコーヒー（100円）などをオーシャンビューのテラスでゆっく
り味わえます。

「子育て家族へひとこと」
ちょっとした事でもお役に立てられるよう、これからも頑張ります！

12

http://www.papaiya-amalomi.com/amalomi_top.html
http://www.papaiya-amalomi.com/amalomi_top.html
http://www.papaiya-amalomi.com/amalomi_top.html
http://www.papaiya-amalomi.com/amalomi_top.html


店舗数 企業・店舗等名称 所在地 電話番号 ＵＲＬ 子育て支援サービス内容 お店のＰＲ又は子育て家庭へのメッセージ

かごしま子育て支援パスポート協賛店舗一覧2019.4.20現在

79 257COFFEE 奄美市名瀬石橋町5-34 090-6898-0999
http://coffee257.
amamin.jp/

子供向けのドリンクをご用意しています。ベビーカーでも楽々入店で
きるスペースがあります。

おもちゃ・絵本の貸し出し有、キッズチェア有、ミルクのお湯提供
可、子供連れOK、禁煙、離乳食の持ち込み可、駐車場有

ゆったりとした時間をおいしいコーヒーと一緒に過ごしていただく空
間をご提供しています。
こだわりのコーヒー豆を4種類の抽出方法で淹れております。
コーヒー以外にもスムージーやジュースなどのドリンク類と、朝やお
昼のプレートセット、焼き菓子をご用意しております。

ベビーカーでも楽々入店できるスペースがあります。
お子様と一緒にゆったりとした時間をお楽しみください。

80 和食処  小町 奄美市名瀬朝日町10-4 0997-69-4810
http://komachi.a
mamin.jp/

★キッズメニューには、お菓子がひとつ付いています。
★こまちキッズクラブ会員（0歳～小学生まで）になると、ドリンク
一杯無料サービスやお誕生日パフェがもらえます。
★うどん・そばなどの麵類を短くカットできます。

アレルギーへの対応、オムツ替えスペース有、キッズチェア有、トイ
レ使用可、ミルクのお湯提供可、子供連れOK、無料サービスあり、
禁煙、離乳食の持ち込み可、駐車場有

駐車場の広さ、豊富なメニューが自慢のお食事処です。お子様用のメ
ニューはもちろんうどん、そば、寿司、その他にも、奄美の郷土料理
などたくさんのメニューがあります。
お子様連れのご家族でも入店しやすいお店、おいしい！楽しい！と子
どもたちに思ってもらえるようなお店にしたいと思っております。ア
レルギー対応も可能ですのでお気軽にご相談ください。

「子育て家族へひとこと」
 奄美で一番、子供連れのお客様にやさしいお店です！！
ぜひご来店ください♫

81 ママざにあ 奄美市名瀬港町4-21 0997-57-1550
http://mamazani
a.amamin.jp/

イートインの方、キッズドリンクサービス。ルイボスティーをセルフ
でご自由にお飲みいただけます。

オムツ替えスペース有，おもちゃ・絵本の貸し出し有，キッズスペー
ス有，キッズチェア有，トイレ使用可，バリアフリー，プレゼント・
おまけの提供，ベビーベッド有，ミルクのお湯提供可、全面禁煙、子
供連れOK、禁煙、離乳食の持ち込み可、駐車場有

奄美初の親子カフェ。子連れでも気兼ねなくゆっくりできます。
 「マゴワヤサシイ」をコンセプトに「まめ、ごま、わかめ、やさい、
さかな、しいたけ」を使った健康的なお弁当をご提供します。
マゴワヤサシイ弁当（味噌玉つき）　800円
イートインもできます。配達も一個から可能です。

★天才の脳をつくる栄養講座（認定証付き全5回コース）はじめま
す！
マゴワヤサシイ弁当・ドリンク付き 1000円
 子供の身体も食べたもので作られます。ぜひご参加ください。（日
程・詳細はお問い合わせください）

「子育て家族へひとこと」
キッズスペースがありますので子連れの方大歓迎です。

82
有限会社　ムラタ薬

局
奄美市名瀬石橋町17-1 0997-52-1135

http://amamip.am
amin.jp/

赤ちゃん連れ、小さいお子様連れOKで参加無料。無添加手作りおや
つなどを食べながらのママカフェを開催しています。
 （2ヵ月に一回）※日程などの詳細は、ブログでお知らせしていま
す。http://amamip.amamin.jp/

バリアフリー、ミルクのお湯提供可、子供連れOK、無料サービスあ
り、禁煙離乳食の持ち込み可、駐車場有

お薬だけではなく、お子様に安心安全なお菓子や、調味料も取り扱っ
ています。お茶をしながらのママカフェや健康教室で、健康情報を提
供しています。
【医食同源】
薬を飲むことも食べ物を食べることも根元は同じことです。身体が喜
ぶ食事をすれば、自然に身体も心も健やかに。薬のいらない身体づく
り、薬を解毒できる身体づくりを目指しています。

今日食べたものが、子どもの未来をつくります。やがては手を離れる
子どもたちの身体と心の土台作りを応援します。本気で！！

83 ニューマツモト 奄美市名瀬末広町12-2 0997-53-7671 トイレ使用可、ミルクのお湯提供可、子供連れOK、禁煙

お母さんのためのカジュアルウェアを取り揃えている老舗洋品店。店
内へのアプローチもゆったりとしていて、ベビーカーでのご来店も大
歓迎！

街なかの子育て支援サービスやおすすめスポットをお教えします。お
気軽にご来店ください！

84 大島地区消防組合 奄美市名瀬小浜町27-5 0997-52-0100

消防本部・名瀬消防署のほか、笠利消防分署、住用消防分駐所でも見
学可能です。緊急出動時・災害時以外は対応できますので、各消防
署・分署にご連絡ください。

・消防本部・名瀬消防署　0997-52-0100
　奄美市名瀬小浜町27‐5

・笠利消防分署　0997-63-1999
　奄美市笠利町大字里字門口422

・住用消防分駐所　0997-69‐2119
　奄美市住用町大字西仲間111　

ミルクのお湯提供可、子供連れOK、見学OK、駐車場有

消防業務（火災・救急・救助出動等）をおこなっています。
事前に連絡をいただければ、敷地内は自由に見学出来ます。
署員の人数にゆとりがあるときは案内も可能です。緊急出動時はお子
様の安全を確認し、出動の妨げにならないようにお願いします。
消防車、救急車の外からの写真撮影はOKです。個人情報の観点から
車内撮影、通信室撮影はできません。
フェイスブック、ブログ等への掲載もご遠慮ください。

消防車・救急車など「働く車」に興味のあるお子さまがいらっしゃい
ましたら、お気軽に見学にお越しください。その際は、事前に電話連
絡をお願いします。
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85 株式会社　丸親 奄美市名瀬末広町6-11 0997-52-3531

・3％の割引（一部対象外あり）
・ウォーターサーバー常設しています

オムツ替えスペース有、トイレ使用可、ミルクのお湯提供可、割引
き、子供連れOK、駐車場有

DIY用品から日用品、園芸用品、ペット用品、酒類、インテリア雑貨
などあらゆる商品を取り揃えております。
お探しのものがあれば、お気軽にお立ち寄りの上お声がけください。

86
エディオン 鹿児島  
名瀬店

奄美市名瀬小浜町30-7 0997-53-6211
お子様には、ふうせんのプレゼントあり！

プレゼント・おまけの提供、子供連れOK、禁煙、駐車場有

家電の販売を行っております。
お風呂やトイレなど、ちょっとしたリフォームや修理受付も行ってお
ります。まずは、お声掛けください。

子育て中のご家庭に必要な家電のご案内をさせていただきます。お気
軽にご相談ください。

87

Happiness by 
HAIR Pizzicato 
（ヘアーピチカー
ト）

奄美市名瀬幸町6-3-１F 0997-54-3555

・お子様には、キャンディをサービスいたします♪
・ウォーターサーバー常設しています

おまけの提供、オムツ替えスペース有、キッズチェア有、トイレ使用
可、ミルクのお湯提供可、子供連れOK、離乳食の持ち込み可、駐車
場有

「髪をより美しく健やかに」をコンセプトに、お客様の魅力を引き出
すスタイルをご提案いたします。
オリジナルメニューのキラキラコートで髪をつややかに☆
着付け・ヘアメイク・まつ毛エクステも承っております。
ヘアスタイルが決まり、お客様に弾んだ気持ちでお帰りいただくこと
を心掛けております♪

お子様の笑顔が大好きです！お子様連れ、大歓迎です！

88 生活彩館 奄美市名瀬末広町2-24 0997-52-0985 ミルクのお湯提供可、子供連れOK、禁煙

キッチン・リビング雑貨、エプロン、バッグ等、身近な服飾雑貨を取
り扱っています。

お買い物をするとたまるポイントカードがあります。
いっぱいになったら、金券としてお店で使用できます。その際にメン
バーズとして登録させていただき、お誕生日月には割引サービスのお
知らせをお送りします。

89

学校法人 日章学園  

奄美看護福祉専門学

校

奄美市名瀬小湊338-2 0997-54-9111
http://www.amak
an.ac.jp/

・多目的トイレ有り
・学生食堂が1食350円でどなたでもご利用できます。（月～金、休
業中は除く）

オムツ替えスペース有、キッズスペース有、トイレ使用可、ミルクの
お湯提供可、子供連れOK、禁煙、離乳食の持ち込み可、駐車場有

本校では、授業の一環として、こども・かいご福祉学科において『子
育て応援団』という催しものを実施しています。
0歳～未就学児の子どもたちを対象に、季節に合わせた遊び（絵本の
読み聞かせ、ゆびあそび等）を計画しています。
ホームページや学校だより、お電話でご確認ください。

親子でお気軽にお越しください♪

90 美容室 nico-hair 奄美市名瀬大字浦上1108-13 0997-52-5880
http://nicohair.a
mamin.jp/c1181
4.html

おもちゃ・絵本の貸し出し有、ミルクのお湯提供可、子供連れOK、
離乳食の持ち込み可、駐車場有、ミルクのお湯提供可

丁寧なカウンセリングでお客様の「なりたい♪」をしっかりとくみ取
り、お客様にあったベストなスタイルを形にいたします。
スタイリング剤などはもちろん、ハンドメイドのアクセサリーなども
販売しております。

子育て真っ只中は、どこに行くにも大変です。お子様連れのお客様へ
の対応もさせていただいております。ご相談ください😊

91
TORTUGA（トル
トゥーガ）

奄美市名瀬末広町9-3 0997-58-5866
http://www.tortu
ga-amami.com/

・オリジナル奄美Tシャツの親子リンクコーデのご提案をいたしま
す。
・ポイントカード入会で、ポイントがたまりましたら1000円引き
クーポン券プレゼント

割引券プレゼント、子供連れOK

オリジナルの奄美デザインTシャツ、雑貨やセレクトした国内外の大
人のカジュアルアイテムを販売しております。
オリジナル奄美Tシャツは、親子でリンクコーデを楽しめます。
方言＂いもーれ＂や"奄美＂をカジュアルに落としこんでデザイン制作
をしています。
新しいものとの出会いの場、楽しくショッピングができるショップづ
くりに取り組んでおります。

お子さまとおそろいデザインのTシャツを着てお出かけしましょう!!
カッコいいお父さんのトータルコーデなど、ご相談承ります。
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92 奄美新郷堂 奄美市名瀬朝仁町30-22 0997-69-4189
http://shingo-
do.com/

キッズスペースには、お子さま用のキッチンやおもちゃ、中庭には砂
場もありますので、お母さんが治療している間、お遊びができます。

オムツ替えスペース有、おもちゃ・絵本の貸し出し有、キッズスペー
ス有、トイレ使用可、バウンサー有り、ミルクのお湯提供可、子供連
れOK、離乳食の持ち込み可、駐車場有

さまざまな心身の悩みに対応する総合診療科のような鍼灸治療院で
す。
 脈診を中心とした経絡治療を柱に、心身を総合的に診断し根本治療を
目指します。
 「刺さないはり」もあるので小さなお子さまでも安心。妊娠中・出産
直後のデリケートな時期でも施術できます。

「子育て家族へひとこと」
 治療中は、スタッフがお子様と遊んだりするなどの対応もできます。
ご相談ください。

93 奄美大島信用金庫 奄美市名瀬幸町4-18 0997-52-3211
http://www.ama
mishinkin.co.jp/

奄美市が支給する児童手当を「あましん」の口座でお受け取りの方
に、オリジナルタオルを1枚贈呈いたします。

トイレ使用可、プレゼント・おまけの提供、子供連れOK、離乳食の
持ち込み可、駐車場有

「地域と共に歩む」あましんは、大島郡島（鹿児島市含む）に15店
舗ある地元金融機関です。地域の皆さまに愛され、信頼される信用金
庫を目指します！

「子育て家族へひとこと」
お子さまの進学に必要な教育資金に、各種教育ローンにて迅速に対応
いたします。
 本店・古田・長浜・永田橋・笠利・あさひ支店、お近くの営業店へお
気軽にご相談ください！

94 瀬里奈 奄美市名瀬末広町1-11 0997-52-1034

・小さいお子様が横になれる広めのソファがあります。
・お子様用のスプーンを貸し出しいたします。
・お子様用の鶏飯 ￥780
・お子様ランチ（男の子用、女の子用あり）￥780

キッズチェア有、トイレ使用可、ミルクのお湯提供可、子供連れO、
K離乳食の持ち込み可

お野菜は、くすだファームさん（季節のもの）、お肉は黒豚、卵は
「みなみくんのたまご」と、地元の食材を使用した地産地消レストラ
ンです。安心で安全、そしておいしくを届けたいと思っております。
お電話をいただければ、お持ち帰りのご案内もできます。

「子育て家族へひとこと」
 幼い頃に来ていた方が、今度はお父さんお母さんになっても訪れてい
ただけるお店です。次は我が子と一緒に美味しいお食事をどうぞ。

95
美容室CHEDU／ブ
ライダルサロン プ
リンセス

奄美市名瀬長浜町22-21 0997-53-3847 http://chedu.jp/

お子様が楽しく過ごせるようにDVDや絵本をご用意。
 一人で座れない小さなお子様を抱っこしながらカットができる親子ク
ロスもあります。

DVD視聴可、オムツ替えスペース有、おもちゃ・絵本の貸し出し有、
キッズチェア有、トイレ使用可、バリアフリー、ベビーベッド有、ミ
ルクのお湯提供可、休憩スペース有、子供連れOK、禁煙、離乳食の
持ち込み可、駐車場有

『美容室CHEDU』は、ヘアのメニューはもちろん、メイク・着付
け・エステ・まつ毛エクステ・まつ毛パーマ・ネイル・脱毛などたく
さんのメニューが充実！「トータルビューティー」を目指していま
す。

『ブライダルサロン　プリンセス』は、新郎新婦様や列席される方
の、衣装・着物やドレスのレンタル、お支度をさせていただいており
ます。家族でフォトウェディングなども承っております。お気軽にお
問い合わせください。

お子様の大事な節目の七五三や入学・卒園式、ピアノ発表会などのヘ
ア＆メイク、着付けは『美容室CHEDU』、衣装レンタルは『ブライ
ダルサロンプリンセス』におまかせください！

96 pecora （ペコラ） 奄美市名瀬平松町325-2 0997-69-3013
http://pecora.am
amin.jp/

・取り扱いの生地、ハンドメイド資材を10％オフいたします。
・キッズスペースには、おもちゃ・絵本・折り紙などをご用意。お子
さまが遊んでいる間にゆっくりお買い物できます。
・お子さまには、お水のサービスもあります。

おもちゃ・絵本の貸し出し有、キッズスペース有、トイレ使用可、バ
リアフリー、ミルクのお湯提供可、分煙、割引き、子供連れOK、離
乳食の持ち込み可、駐車場有

雑貨や古道具、アクセサリー、食器、洗剤など、日常を楽しくさせる
ような商品を、主婦目線でセレクトしています。
 新たに「キッズスペース」、「ワークショップスペース」も新設。子
育て中の主婦層に楽しんでいただけるような空間づくりを心掛けてい
ます。

【カフェメニュー】
コーヒー、ソフトドリンク、かき氷、シフォンケーキ など。
 基本はテイクアウトですが、店内のスペースでイートインもできます
♪

「子育て家族へひとこと」
お家の中で子供と過ごす時間を持てあましたら、お散歩がてら遊びに
来てください！
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97 MY LIFE STUDIO 奄美市名瀬伊津部町20-18 0997-58-6372
http://mylifestudi
o.jp/

撮影したお写真をフォトフレーム、またはフォトカレンダーにしてプ
レゼントいたします！

オムツ替えスペース有、おもちゃ・絵本の貸し出し有、キッズスペー
ス有、キッズチェア有、バリアフリー、プレゼント・おまけの提供、
ベビーベッド有、ミルクのお湯提供可、個室・座敷有、子供連れO、
K禁煙、離乳食の持ち込み可、駐車場有

お子様の成長や家族の姿を写真に残しませんか。
マタニティ、born photoも人気！青空、夕日、星空など奄美の自然
のなかでの撮影も可能。イメージに沿ったご提案をさせていただきま
す。

【撮影メニュー】
マタニティ、born photo、お宮参り、百日祝、七五三、
 入園・入学、卒園・卒業、成人式、ウェディング、ファミリーフォト
など

98 あまみ眼鏡堂 奄美市名瀬小浜町24-1 0997-54-1077
http://amamigan
kyoudo.amamin.jp
/

トイレ使用可、ミルクのお湯提供可、子供連れOK、駐車場有

子ども用、婦人用、紳士用のトレンドメガネを中心に販売しておりま
す。”高品質・低価格での販売” をコンセプトに、島の皆さまに喜ん
でもらえる店づくりを目指しています。
メガネファッションコンサルタントの資格を持ったスタッフが対応い
たします。
 当店でお買い上げいただいた方（会員様）は、メガネ洗浄、調整、視
力検査等、無料でサービスいたします。

「子育て家族へひとこと」
アットホームなお店です。お気軽にご来店ください。

99 SHIMA SHIMA 奄美市名瀬長浜町15-10 0997-69-4728
http://shimashim
a.amamin.jp/

・ご試着の際、赤ちゃんを抱っこします！
・広いフィッティングルームを、おむつ替えスペースとしてお使いい
ただけます。

オムツ替えスペース有、おもちゃ貸し出し、トイレ使用可、ミルクの
お湯提供可、子供連れOK、禁煙、駐車場有

シンプルでベーシックで上質なお洋服を中心に販売しています。
 綿・リネン素材のアイテムが多く、着心地がよく、長く着ていただけ
るものをセレクトしています。
 日本製で上質なものですので、お手入れ・お洗濯も楽にできます。

「子育て家族へひとこと」
お店の前の駐車場は、雨の日でも濡れずに店内へ入れます。
ベビーカーでもゆっくりとお買い物できます。お子様用のおもちゃも
ありますよ♪

100
城（きずき）音楽教
室

奄美市名瀬長浜町32-26 0997-58-8771

待ち時間にヘッドフォンでDVD視聴できます。

DVD視聴可、おもちゃ・絵本の貸し出し有、キッズスペース有、トイ
レ使用可、子供連れOK

ピアノ・声楽を中心とした音楽教室です。
3歳から社会人までを対象に、指導歴30年以上の講師がご指導いたし
ます。

◉ピアノ ／昭久講師
・入門～上級までの一般コース
 ・ジャズ、ポピュラーピアノコース
 ・音大入試：ピアノ、声楽、ソルフェージュ、音楽通論、和声ほか受
験校や専攻に準拠

◉声楽・ヴォイストレーニング（発声基礎練習）／なおみ講師
 島唄、一般ヴォーカル、カラオケ上達にも生かせます。

「子育て家族へひとこと」
グランドピアノ2台、広いレッスン室と整った環境でレッスンを受け
られます。

101
若石（じゃくせき）
足もみ　ぷくぷく堂

奄美市名瀬大熊町25-7 090-8466-2833
http://pukupuku.
biz

・足もみ初回500円オフ
 ・毎月19日（育児の日）に親子でご来店の方、足もみ500円オフ

おもちゃ・絵本の貸し出し有、キッズスペース有、トイレ使用可、ミ
ルクのお湯提供可、割引き、子供連れOK、禁煙、離乳食の持ち込み
可、駐車場有

足裏は全身の健康を映し出す鏡のようなもの。
 足裏を揉むことで、日ごろの子育てのお疲れを癒します。また、血流
を促進し、ホルモンバランスも整います。

［MENU］
・足もみ50分+足浴　4,000円
・足もみ30分　3,000円
・おやこ足もみ講座　800円
・かんたん足もみ講座　2,000円

 「子育て家族へひとこと」
 足だけでなく全身がすっきりする足もみ。お子さんを遊ばせながら
ゆったりと受けていただけます。
 心もほっこりする空間を心がけています。
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102
カントリーママ／ホ
ワイト急便　赤木名
店

奄美市笠利町中金久62 080-1733-2187

店内奥に休憩スペースがあります。おむつ替えなどにご利用いただけ
ますので、お気軽にお声がけください。
ウォーターサーバー常設しています。

オムツ替えスペース有、トイレ使用可、ミルクのお湯提供可、休憩ス
ペース有、子供連れOK、駐車場有

［カントリーママ］／　店内の左側のスペースで、ハンドメイド作家
さんから委託された雑貨を販売しております。
スタイ・ハンカチ・バッグ・ポーチ・洋服・アクセサリーなど、たく
さんのハンドメイド商品がありますので、ゆっくりと時間をかけてご
覧ください。

［ホワイト急便］／　会員様（年会費500円）には、お得なサービス
デーがあります！毎月3と7のつく日は、メンズ・レディース衣類限
定でクリーニング料金を２０％OFF！

「子育て家族へひとこと」
おしゃべりしたくなったり、お子様のことで悩んだりしたときに、気
軽に遊びに来れる場所です♪

103 味の郷かさり 奄美市笠利町節田1717-1 0997-63-0771
https://ajinosatok
asari.com/

トイレ使用可、バリアフリー、ミルクのお湯提供可、休憩スペース
有、子供連れO、K禁煙、離乳食の持ち込み可、駐車場有

味の郷かさり（奄美市ひと・もの交流プラザ）は、産地直売所と観光
案内所が併設された施設です。
 地元でとれた新鮮な野菜・フルーツや、昔ながらの優しい味の手作り
お菓子、島の食材を使用したドリンク・ドレッシングなどの加工品が
人気商品。
 広い多目的トイレがあり、観光案内所のフリースペースで休憩もでき
ます。

「子育て家族へひとこと」
 新生児のお子様をお連れの方、スタッフが抱っこしますのでゆっくり
とお買い物していただけます。お気軽にお声掛けください。

104 Sunny Days 笠利町和野474 0997-63-0395
https://sunnyday
s.shop-pro.jp/

メンバーズカードのスタンプがたまると、割引券やオリジナルタオル
をプレゼント♪

トイレ使用可、ミルクのお湯提供可、割引券、プレゼント、子供連れ
OK、禁煙、駐車場有

AmamiオリジナルTシャツを中心に、ハンドメイド雑貨やお子様にお
ススメの古着のオーバーオールなどをご用意しております。
 島バナナTシャツ等、奄美をモチーフにしたデザインTシャツをキッ
ズサイズからご用意しておりますので、親子お揃いでお楽しみくださ
い。

「子育て家族へひとこと」
お子さまには、なるべくスタッフも目配りするよう心掛けております
ので、安心してお買い物を楽しんでください。

105 うみがめ整骨院 奄美市名瀬長浜町2-11　信坂ビル１F 0997-52-0660
http://umigame.a
mamin.jp/

小さなお子様は、お父様・お母様の施術中、託児も行っております！
（事前予約）

DVD視聴可、オムツ替えスペース有、おもちゃ・絵本の貸し出し有、
キッズスペース有、キッズチェア有、バウンサー有り、ベビーベッド
有、ベビールーム有、ミルクのお湯提供可、子供連れOK、託児、離
乳食の持ち込み可

平成30年にオープンしたばかりの整骨院です。日々進化し続ける地
域密着型の整骨院を目指しております。
 日々、家事や育児で忙しいお父様、お母様に施術中だけでもゆっくり
くつろいでいただけるよう心がけております。院長自身も2児の父で
あり、子ども大好きです！

「子育て家族へひとこと」
 当院では、お父様、お母様がゆっくり施術を受けていただけるよう、
キッズルームにおもちゃ、DVD、ベビーベッドやバウンサーをご用意
しております。
また、おむつ交換や授乳を行えるベビールームもございます♪

106
バッティングセン
ター・スポーツ
ショップ　しまかわ

奄美市名瀬朝仁町32-1 0997-53-8900
http://shimaspo.a
mamin.jp/

・商品10％オフ（SALE品除く）

おもちゃ・絵本の貸し出し有、トイレ使用可、ミルクのお湯提供可、
割引き、子供連れOK、離乳食の持ち込み可、駐車場有

元気な姉妹が営むスポーツショップ。スポーツウェア、野球用品、各
種スポーツ用品を取り扱っております。
スポーツウーマンらしく、笑顔で元気な接客を心がけています。

★投げ方指導、バッティング指導いたします。（グループレッスンも
可）
1レッスン30分￥500（予約制）
・1歳児から幼稚園児：平日　13時～15時
・小学生：平日　15時～17時
・中高生:　希望に合わせて応相談

「子育て家族へひとこと」
お子さまの成長へのアドバイスをできたらいいなぁ、と思います。
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