
602 店舗

№ 店舗名 地区 住所 電　話 ホームページ・ＳＮＳ

1 島人mart県病院売店 名瀬 真名津町18-1　県病院内 53-7285 thrive-group.net

2 有限会社　武商店 名瀬 真名津町3-21 53-7765

3 (株)グリーンストア　古田店 名瀬 古田町14-20 53-7357 https://ja-jp.facebook.com/greenstore.kk

4 コンビニエンストア島人ｍａｒｔ石橋店 名瀬 石橋町11-15 57-6240 thrive-group.net

5 篠原商店 名瀬 石橋町16-26 52-0686

6 (株)グリーンストア　伊津部店 名瀬 伊津部町6-20 57-7880 https://ja-jp.facebook.com/greenstore.kk

7 HAPPY COMPANY 名瀬 伊津部町11-6 53-9368 https://www.rakuten.co.jp/happycompany/

8 池商店 名瀬 久里町8-6 52-3889

9 島人mart市役所売店 名瀬 幸町25-8　市役所内 57-1185 thrive-group.net

10 アイショップ名瀬中央店 名瀬 幸町2-1 52-6621 https://www.instagram.com/ishop_oonosyoukai/

11 (株)グリーンストア　末広店 名瀬 末広町1-11 57-1011 https://ja-jp.facebook.com/greenstore.kk

12 まーさん市場　末広店 名瀬 末広町7-13 52-8777

13 山形屋ギフトショップ大島 名瀬 末広町2-5 54-1011

14 (株)丸親 ホームセンター末広店 名瀬 末広町6-11 52-3531

15 okuru　amami 名瀬 末広町4-1-103 58-8542 https://www.instagram.com/okuru_amami/

16 (株)グリーンストア　入舟店 名瀬 入舟町18-21 53-7087 https://ja-jp.facebook.com/greenstore.kk

17 ダイソー奄美 名瀬 入舟町18-21　2F 53-7087 https://ja-jp.facebook.com/greenstore.kk

18 ハリカミプレ奄美店 名瀬 塩浜町5-3 58-4040

19 奥商店 名瀬 長浜町8-11 53-3676

20 (株)グリーンストア　長浜店 名瀬 長浜町18-1 52-4052 https://ja-jp.facebook.com/greenstore.kk

21 コンビニエンスストアーながい 名瀬 平松町519 52-8502

22 アイショップひおき 名瀬 平松町457 52-6571

23 (株)共成　ファミリーマート名瀬大熊店 名瀬 朝日町4-1 57-6077

24 前山ストアー 名瀬 朝日町12-1 52-2586

25 いずみストアー 名瀬 有屋町17-9 53-1668

26 合同会社　重原商会 名瀬 有屋町28-19 52-5455

27 平井ストアー 名瀬 浦上町31-7 52-1255

28 栄　良三　商店 笠利 万屋179番地 63-1432

29 (有)南西商事　空港店 笠利 大字和野長濱金久374-4 63-0151

30 有村商事(株)　奄美空港売店 笠利 和野字長濱金久374-4 63-2223 http://www.arimura.co.jp

31 やまだ商店 笠利 節田208-4 63-1270

32 島人mart笠利店 笠利 用安1240-4 57-1120 thrive-group.net

33 ㈱谷木材商行笠利営業所ﾏﾙﾀﾆﾎｰﾑｾﾝﾀｰ 笠利 里938-1 63-0084 https://marutani-amami.com/tanimoku.html

34 前島商店 笠利 大字里64-3 63-0141

35 Aコープ笠利店 笠利 里904-1 63-0177

36 川上商店 笠利 笠利383 080-8586-3386

37 吉原商店 笠利 笠利488-6 63-8177

38 石田商店 笠利 須野103 63-8016

39 島人mart住用店 住用 役勝296-1 69-2228 thrive-group.net

1 TERANG（トゥラン） 名瀬 佐大熊町15-24 52-4756 https://terang429.amamin.jp/

2 丸一ふとん店 名瀬 春日町4-1 52-4000 https://www.maruichihuton.com/

3 Calme -カルム- 名瀬 古田町3-1 080-9144-2445

4 GUNACRIB 名瀬 伊津部町11-7 69-4800

5 tone　by　Amami　Design 名瀬 伊津部町12-16 080-3905-5644 https://www.amamidesign.jp

6 Beginner shop 名瀬 久里町20-13 53-6038

7 mignon 名瀬 久里町17-1 54-0275

8 紬レザー　かすり 名瀬 港町3-16 52-0030 https://kasuriamami.base.shop/

9 DUGWOOD SAND 名瀬 港町4-13 54-2107 https://www.instagram.com/dugwoodsand_amami/

10 (株)ふじむすめ 名瀬 港町5-28 52-5175

11 紬のはるやま・はるやま酒店 名瀬 港町5-32 52-1818

12 (有)前田織物 名瀬 港町5-26 52-2344

13 シルク 名瀬 末広町6-12 53-2345 https://kosumo-kanbee.hp.peraichi.com/

14 つむぎのにし 名瀬 末広町1-4 53-5296

15 ハートマーケット 名瀬 末広町18-10 54-0836 http://amamiheartmarket.sakura.ne.jp/

16 セプト 名瀬 末広町11-23 52-0317 https://www.instagram.com/sept_amami/

17 muilla mailla 名瀬 末広町11-11-1Ｆ 69-3503 https://instagram.com/muillamailla/

18 とみのや呉服店 名瀬 末広町2-25 52-0311

19 株式会社 ビック 名瀬 末広町1-8 53-2351

20 川三株式会社 名瀬 末広町2-26 52-1423 https://kawazou.jp

21 TORTUGA 名瀬 末広町9-3　中央会館ビル１Ｆ 58-5866 https://instagram.com/ttg915?igshid=YmMyMTA2M2Y=

０２ 織物 ・ 衣類 ・身の回り品小売業

令和5年1月5日　10時現在
　この一覧は，上記表示時点での名簿です。随時更新を致しますが,ご利用の際は各店舗に掲示してある「取扱店ポスター」等でご確認ください。

※登録時に感染防止対策を実施した上で営業を行う誓約をしております。　１．手洗いの徹底・マスクの着用等の感染対策　2．「3つの密（密
閉・密集・密接）を避ける　3．共用物の衛生管理　4．利用者・従業員の保健衛生対策　5．「業界団体のガイドライン」を遵守する

０１ 各種商品小売業
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№ 店舗名 地区 住所 電　話 ホームページ・ＳＮＳ

22 ㈱アイズカンパニー バスケットボールショップ ＨＯＯＰＪＡＭ 名瀬 末広町18-13　アクサ奄美大島ビル1Ｆ 54-0641 https://hoopjam.amamin.jp/

23 (有)チューリップ 名瀬 末広町2-5 53-3625

24 夢はうす 名瀬 末広町1-29 52-5854

25 オレンジハウス 名瀬 末広町9-3 52-5053

26 ジャコモショップ 名瀬 末広町2-25 53-7146

27 生活彩館マツオ 名瀬 末広町2-24-102 52-0985

28 サッカーショップ リベロ 名瀬 末広町14-1 52-3864 http://ribero-amami.com/

29 ニューマツモト 名瀬 末広町12-2 53-7671

30 松元洋品店 名瀬 末広町10-16 52-0453 https://www.instagram.com/matsumotoyouhinten/

31 (株)三洋スポーツ 名瀬 末広町10-26 53-3434

32 M's house 名瀬 末広町9-13 54-0132

33 Ｔｉｄａcco(ティダッコ) 名瀬 末広町2-6 52-7188

34 カーネーション 名瀬 末広町16-16 69-3648

35 紬のとくやま 名瀬 末広町1-14 52-4027

36 ZOO ～Second～ 名瀬 末広町9-3 52-6612

37 ファッションギャラリーアリシマ 名瀬 末広町9-3 52-8184

38 ブティック ロンロン 名瀬 末広町10-7 52-8185

39 (株)オオギヤ 名瀬 末広町1-10 52-0687

40 ADORER 名瀬 末広町16-15 52-9353

41 (有)クレソン 名瀬 末広町2-27－1Ｆ 53-0052

42 ビス 名瀬 末広町2-27－2Ｆ 52-7074

43 ビスセカンド（if） 名瀬 末広町11-3 57-6111

44 チープスリル 名瀬 末広町2-27－Ｂ1Ｆ 52-0200

45 (有)やすだ衣料 名瀬 末広町1-11 52-1328

46 トットルーム 名瀬 末広町10-1 54-0016

47 (有)ハトヤ 名瀬 末広町1-2 52-1045 インスタグラム（hatoya_amami)

48 来夢来人 名瀬 末広町15-7 53-5979

49 BLUE 名瀬 末広町6-14 53-2515

50 アイリーストア 名瀬 末広町11-18 54-2154

51 レディースショップ ロゼ 名瀬 末広町9-13 53-9190

52 コズミックアース 名瀬 金久町16-1 69-3917 http://cosmicearth-amami.com/

53 ブティック　さねんばな 名瀬 入舟町3-9 54-3875 https://sanenbana.net/

54 beans 名瀬 長浜町377-2 55-1286

55 アトリエ　ケイティ 名瀬 長浜町14-7 69-3732

56 島ノコタチ　ART　WORKS 名瀬 長浜町15-1　1F 58-7833

57 SHIMA SHIMA 名瀬 長浜町15-10 69-4728 インスタグラム＠kubomi-shimashima

58 和の器　遊び心 名瀬 朝仁町4-16 69-3006

59 pecora 名瀬 平松町325-2 69-3013 https://www.instagram.com/pecora_note/

60 有限会社はじめ商事 名瀬 有屋町30-1 52-1741 https://hajimeshoji.com

61 本場奄美大島紬販売協同組合 名瀬 浦上町48-1 53-5411

62 ミセスマツウキ 名瀬 浦上町4-14 52-3325

63 本場奄美大島紬協同組合 名瀬 浦上町48-1 52-3411

64 SunnyDays 笠利 和野471 63-0395 https://sunnydays-amami.com

65 airy 笠利 節田1590-1 58-8588 https://airyamami.amebaownd.com/

66 （株）アマミファッション研究所 名瀬 朝戸269-3 54-9181 https://mozk.tech

67 ｆｒａｔ 住用 大字石原467-1 69-4800 インスタアカウント　ｆｒａｔ＿ａｍａｍｉ

1 奄美ミート有限会社 名瀬 大字仲勝663-2 52-8604

2 大盛屋 名瀬 鳩浜町61-2 53-3246

3 おむすび屋　鳩浜店 名瀬 鳩浜町301-2 52-0705

4 もりくま屋 名瀬 佐大熊町24-2 090-5083-6570

5 夢来夢来 名瀬 小浜町24-8 55-7088 https://sankansya.com

6 スイーツガーデン風のいろ 名瀬 和光町20-9 53-8642

7 haru時計 名瀬 大熊町1-6 070-1941-7977 https://harutokei.amamin.jp

8 雨ノヒパン 名瀬 安勝町2-16 090-4275-2461

9 ヤマア 名瀬 小俣町18-5 52-0149 https://yamaa.jp

10 （株）カイセイ　あかりんとん店 名瀬 平田町2-9 58-5000

11 まごころ弁当　奄美店 名瀬 真名津町5-6　向井ビル1Ｆ 69-4550 https://mgokoro-amami.com/

12 （株）奄美ぐすく農産　 名瀬 真名津町4-20 52-0707 http://www.amami-palm.co.jp/

13 星川食糧売店 名瀬 古田町7-24 52-0328

14 伊集院売店 名瀬 石橋町17-22 52-5977

15 里山商店 名瀬 石橋町10-6 52-1460

16 まさの食糧売店 名瀬 伊津部町13-11 52-0527

17 原田商店 名瀬 伊津部町27-20 52-0235

18 あたりや醤油店 名瀬 伊津部町20-7 52-0478

19 久志ミート 名瀬 伊津部町32-25 54-3294

20 菓子工房　春風堂 名瀬 久里町2-16 53-3638

21 芳岡食糧売店 名瀬 久里町12-7 52-0719

22 元治青果店 名瀬 永田町9-3 53-8715 motojiseika

23 ミートショップ重田 名瀬 永田町11-11 52-6799

24 (有)里商店 名瀬 永田町10-26 52-0587 https://sato-shouten.ocnk.net/

０３ 飲食料品小売業
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№ 店舗名 地区 住所 電　話 ホームページ・ＳＮＳ

25 中原商店 名瀬 井根町9-5 52-1774

26 はっぴーベーカリー 名瀬 幸町5-5-１F 52-8008

27 (有)前川酒店 名瀬 港町6-10 52-4672

28 haruYune 名瀬 港町23-15 52-0613

29 まちの駅　ゆらい処 名瀬 港町4-1 57-1104

30 (株)前川水産 名瀬 港町6-16 52-1022

31 町田商店 名瀬 末広町10-22 52-0543

32 卸売・小売　青菜 名瀬 末広町16-10 52-9746

33 (有)くれ商店 名瀬 末広町10-5 52-0236

34 盛精肉店 名瀬 末広町12-11 53-1203

35 時山精肉店 名瀬 末広町12-4-1F 52-1399

36 末広市場ディ！放送所 名瀬 末広町13-8 55-0777 http://www.npo-d.org

37 (有)御菓子司 富屋 名瀬 末広町1-24 52-0632

38 ヤマアおみやげセンター永田橋店 名瀬 末広町13-2 52-7600 https://yamaa.jp

39 フランドール 名瀬 末広町5-3 52-7345

40 奄美きょら海工房　パン屋朝日通店 名瀬 末広町5-2 52-7438

41 フローリスト　コスモス 名瀬 末広町1-7 54-4600

42 有限会社　堀口園 名瀬 末広町2-6 52-0201

43 (有)田畑食料売店 名瀬 末広町13-15 52-0469

44 フレッシュミート 名瀬 金久町12-13 52-5556

45 (株)うえち酒販 名瀬 金久町1-15 52-0635

46 (有)リカーショップメグミ 名瀬 金久町15-4 52-1327

47 (有)玉城食糧売店 名瀬 金久町14-16 52-0526 インスタグラム＠tamashiroliguarshop

48 伊藤商店 名瀬 金久町12-4 52-0324

49 123マート　奄美入舟店 名瀬 入舟町10-8 57-6666

50 おむすび屋　入舟店 名瀬 入舟町13-10 52-6936

51 有村商事(株) 名瀬 入舟町8-21 52-2111 http://www.arimura.co.jp

52 おむすび屋　長浜店 名瀬 長浜町18-10 52-0936

53 合同会社あんだぎや 名瀬 長浜町24-17 69-3300 http://www.andagiya.com

54 八百千 名瀬 長浜町15-10 52-6770

55 sucre  sucre 名瀬 長浜町16-2 090-9724-3228

56 鮮魚。リュウコウ 名瀬 長浜町29-2 53-8181

57 ヤマアおみやげセンターあさひ店 名瀬 有屋町5-8 52-0160 https://yamaa.jp

58 スイーツ＆コンフィチュール　そのか 名瀬 浦上町17-1 58-4388

59 カレイドスコープ　クッキーラボ 名瀬 浦上町45-24 090-5535-6610 https://www.instagram.com/cl.caleidoscope

60 ヤマア空港売店 笠利 和野374-4 63-1516 https://yamaa.jp

61 合同会社 味の郷かさり 笠利 節田1717-1 63-0771

62 土浜精肉鮮魚店 笠利 大字平1147-3 63-1258

63 晴れるベーカリー 笠利 用安1222-1 63-2383 https://www.instagram.com/hareru.bakery

64 奄美きょら海工房 笠利 用安1254-1 63-2208

65 赤木名　キムチ工房 笠利 大字里464 63-2670

66 Kitchen　マカロニ 笠利 中金久43-2 63-1039

67 (有)北斗 笠利 中金久108 55-2835

68 奄旨海房「魚匠」 笠利 外金久988-2 58-8400

69 碇山商店 笠利 辺留89-1 63-8962

70 みなみくんの卵（こっこ屋） 笠利 龍郷町屋仁901-2 63-2574

71 ストアーきしだ 名瀬 大字朝戸1003-6 54-9723

72 三太郎の里 住用 大字摺勝555-13 69-5077

73 市田商店 住用 山間417-2 69-2164

1 オートショップ小久保 名瀬 小浜町31-6 53-7075

2 (株)ツタエ自動車 名瀬 小浜町22-4 52-3878

3 カープラザ奄美（田原商事） 名瀬 小浜町34-1 53-1166

4 (有)奄美マイカーセンター 名瀬 浦上1288-133 53-1155 https://www.amami-mycar.co.jp

5 株式会社奄美卸センター 名瀬 浦上奥万田917-1 52-9932

6 上野サイクル商会 名瀬 石橋町1-40 52-3087

7 (有)池田サイクル商会 名瀬 伊津部町20-5 53-5311

8 内山商事(株) 名瀬 永田町7-3 52-0211

9 川元サイクル 名瀬 港町3-2 52-0465

10 有限会社カーサポート松崎 名瀬 塩浜町3-3 52-2411

11 ナガタ自動車 名瀬 朝仁町8-16 58-4740

12 有限会社　タイヤセンター奄美 名瀬 有屋町19-4 53-6168

13 タハラ自動車 名瀬 朝戸979-4 54-9233

1 株式会社　奄美ガス 名瀬 永田町3-2 53-3611

2 吉田工業(株) 名瀬 幸町8-6 52-3511

3 リビング マルタニ 名瀬 港町11-1 52-2550

4 大島石油(株)　ガス課 名瀬 矢之脇町24-19 52-2211

5 吉田商事(株) 名瀬 入舟町1-5 52-3151 http://yoshidashoji.jp/

6 リサイクルショップ長浜 名瀬 長浜町10-5 52-6934

０４ 自動車 ・ 自転車小売業

０５ 家具 ・ じゅう器 ・ 家庭用機械器具小売業

０６ その他の小売業
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№ 店舗名 地区 住所 電　話 ホームページ・ＳＮＳ

1 竹山産業開発（株）タケヤマフルサービス鳩浜ＳＳ(ｽﾀﾝﾄﾞ管理) 名瀬 大熊字鳩1319-1 53-1180

2 ことぶき釣具店 名瀬 大熊1394 54-0621

3 サンサンランド 名瀬 鳩浜町339 52-1515

4 吉田商事(株)鳩浜給油所 名瀬 鳩浜町52 53-5559 http://yoshidashoji.jp/

5 （有）平井薬局 名瀬 鳩浜町322 52-0761

6 (有)ミナト通商 名瀬 小浜町27-1 52-9494

7 有限会社　南西産業 名瀬 小浜町22-2 52-5311

8 ＴＳＵＴＡＹＡ名瀬店 名瀬 小浜町28-12 52-2551 twitter @tsutayanaze

9 (株)大豊石油 伊津部SS 名瀬 小浜町31-1 52-0733

10 HINATA　closet 名瀬 小浜町24-1 090-9885-4248 （instagram) hinata_closet0313

11 竹山産業開発（株）タケヤマセルフ和光ＳＳ 名瀬 和光町18-18 52-0320

12 髙橋電気 名瀬 浦上1096-5 54-0039

13 サッカーショップ　ゴールドフット 名瀬 安勝町2-1 53-8647

14 大島石油(株)真名津給油所 名瀬 真名津町13-2 52-2211

15 (株)大豊石油 真名津SS 名瀬 真名津町6-5 52-3998

16 セブンプラザ いのり 名瀬 古田町4-15 52-5983

17 (有)仲原園芸 名瀬 石橋町11-1 53-4331

18 (有)ムラタ薬局 名瀬 石橋町17-1 52-1135

19 スポーツショップしまかわ 名瀬 石橋町21-20 53-7935

20 あさひ電器 名瀬 伊津部町11-2 53-5360

21 福島神仏堂 名瀬 伊津部町10-10 52-9429

22 オキシマ薬局 名瀬 伊津部町32-31 52-3295

23 奄美三味線 名瀬 伊津部町32-31 53-7401 https://amami-syamisen.jp

24 荒垣薬品株式会社 名瀬 永田町13-16 52-1555

25 なあでる 名瀬 井根町2-2 53-2591

26 ㈱名島 名瀬 幸町9-3 52-0665

27 栄章堂 名瀬 幸町19-4 52-1779

28 久保薬局 名瀬 港町4-21 52-3161 https://www.instagram.com/pharmacy.kubo/

29 大島石油(株)みなと町給油所 名瀬 港町10-3 52-2211

30 ㈱大島ゴム工業所 名瀬 港町24-3 52-0424

31 サロン　KEIKO 名瀬 港町4-16小久保ビル105 58-5050 インスタグラムあり

32 (株)東京堂 名瀬 末広町7-17 52-0403

33 アンデルセン 名瀬 末広町8-1 末広プラザ２Ｆ 52-4411

34 コスメティックマーケット　あらがき 名瀬 末広町2-29 52-1010

35 奄美自然食品センター 名瀬 末広町18-2 52-4404

36 中央電化(株) 名瀬 末広町18-12 52-1322

37 岩城メガネ・コンタクト 名瀬 末広町1-6-1F 69-3400

38 三洋薬局 名瀬 末広町10-1 52-0464

39 (有)池田時計メガネ店 名瀬 末広町10-21 52-0882

40 (有)のせ文具 名瀬 末広町2-2 52-0421

41 (株)セントラル楽器 名瀬 末広町1-20 52-0530 https://www.simauta.net

42 原ハブ屋（末広店） 名瀬 末広町1‐16 63-1826 http://harahabuya.com

43 補聴器専門店ヒヤリングセンター奄美 名瀬 末広町1-32 54-7826

44 タハラメガネ 名瀬 末広町10-4 52-1264

45 メガネスーパー奄美名瀬店 名瀬 末広町17-7 53-3046 https://shop.meganesuper.co.jp/shops/194

46 エル・モワ 名瀬 金久町9-14 54-3739

47 大島石油(株) 名瀬 矢之脇町24-19 52-2211

48 竹山産業開発㈱タケヤマセルフ名瀬港SS 名瀬 矢之脇町2230-6 53-5151

49 (株)楠田書店 名瀬 入舟町6-1 52-2631 kusuda@po2.synapse.ne.jp

50 フラワーショップさと入舟店 名瀬 入舟町13-5-101 54-3581

51 有村商事(株)　塩浜給油所 名瀬 塩浜町2227-28 52-2121 http://www.arimura.co.jp

52 大島石油(株)ながはま給油所 名瀬 長浜町26-5 52-2211

53 吉田商事(株)長浜給油所 名瀬 長浜町2-1 53-8148 http://yoshidashoji.jp/

54 中江薬局 名瀬 長浜町21-11 52-8125

55 ビッグフィッシング 名瀬 長浜町27-1 53-1321

56 フラワーショップさと長浜店 名瀬 長浜町18-11 52-8772

57 garden　garden 名瀬 長浜町22-7 090-2506-1362 http://jun.amamin.jp

58 (有)有馬朝仁給油所 名瀬 朝仁新町23-5 52-5853

59 株式会社　ねこのて 名瀬 朝仁町30-16 54-4589 http://www.nekonote-amami.com/

60 (株)大豊石油 小宿SS 名瀬 浜里町144 53-7311

61 有村商事(株)　浜里給油所 名瀬 浜里町44-1 52-6339 http://www.arimura.co.jp

62 かなめ文具 名瀬 平松町308 53-4513

63 認知症カフェ　馬小屋 名瀬 大字小宿3408 54-8002 https://www.facebook.com/馬小屋-524933851302246/

64 あさひメガネ有限会社 名瀬 朝日町14-13 54-4844

65 (有）あさひ龍生堂薬局 名瀬 朝日町14-13 54-0500

66 すえひろ薬局　朝日店 名瀬 朝日町11-4 58-7088 https://www.kenko.company

67 大島石油(株)あさひ給油所 名瀬 朝日町13-4 52-2211

68 (有)ブックス十番館 名瀬 有屋町2-3 55-1010 https://10bankanplus1.wixsite.com/books10bankan/

69 セブンプラザ マツモト 名瀬 有屋町9-2 53-5126

70 (株)東通 名瀬 有屋町3-1 52-8030

71 まえだ屋　宇宿本店 笠利 宇宿152 63-1502

4／9



№ 店舗名 地区 住所 電　話 ホームページ・ＳＮＳ

72 大島石油(株)空港前給油所 笠利 万屋2176 52-2211

73 （有）タイセイ石油 笠利 和野439 63-2229

74 (株)まえだ屋本舗　まえだ屋空港売店 笠利 和野374-4 63-0539

75 (株)大豊石油 空港通SS 笠利 節田1594 52-0733

76 お土産ショップ　ゆらん郷 笠利 節田1834 52-8080

77 原ハブ屋 笠利 平字土浜1295‐1 63-1826 http://harahabuya.com

78 山田石油店 笠利 里64 63-0318 https://www.instagram.com/yamadaoil/

79 川上石油店 笠利 笠利989 63-9341

80 (株)大豊石油 朝戸SS 名瀬 朝戸1059-2 54-9900

81 すみよう薬局 住用 西中間109番地 56-3350

82 ㈱ラ・ムール　住用給油所 住用 大字神屋字神谷63-6 69-2432

83 (有)中部砕石 住用給油所 住用 役勝15-1 56-3058

1 奄美山羊島ホテル 名瀬 大熊字鳩1382-1 54-5111

2 シーサイドレストランyui 名瀬 大熊字鳩1382-1 54-5111

3 しゃぶしゃぶ酒池肉林 名瀬 金久町16-7 53-7979

4 肉匠　秀蔵 名瀬 鳩浜町263-2 69-3736

5 ポッポビーチカフェ 名瀬 鳩浜町201 090-6773-3596 https://www.instagram.com/ppb_cafe2020

6 すし　まんてん小浜店 名瀬 小浜町34-3 53-3312

7 BHEL　CAFÉ　AMAMI 名瀬 小浜町25-1-303 070-8494-0206 https://www.instagram.com/bhel_cafe

8 カフェ・キョール 名瀬 小浜町22-2 69-3821

9 うなぎ　和光 名瀬 和光町16-8 52-6031

10 カレーハウス　NOANOA 名瀬 和光町5-20 54-1254 twitter@evemichi

11 みやこ鮨 名瀬 和光町26-14 52-1402

12 米処　五右衛門 名瀬 浦上1128-15 52-0901 https://instagram.com/goemon_uragami/

13 想膳酒彩　Umami 名瀬 浦上町6-20 53-2560

14 ティダマンディ 名瀬 大熊町1389 54-3678

15 café COVO TANA 名瀬 大熊町1-8 58-7000

16 喫茶　チャンピオン 名瀬 真名津町5-6 52-9741

17 Noodle　Shop　祐 名瀬 真名津町4-5 54-3344

18 あまみの魚たち 名瀬 石橋町4-16 090-5008-2680

19 HUBS COFFEE　ROASTERS 名瀬 石橋町11-4 53-1575

20 惣菜あいかわ 名瀬 石橋町20-30 52-6046

21 NOMAD 名瀬 伊津部町10-13-1F 57-1333 https://nomad-amami.wixsite.com/nomad-amami

22 Au Paｓ Camarade　 名瀬 伊津部町17-24-1F 58-8689 https://instagram.com/aupascamarade?

23 松島商店 名瀬 伊津部町10-11 52-5650

24 日本酒と肴　みや川 名瀬 伊津部町10-13　迫田ビル1F 58-8537 sakesakanamiyagawa.com

25 奄美鶏飯と島料理の鳥しん 名瀬 伊津部町12-6 53-6515

26 奄音 名瀬 久里町1-20（１F） 57-1117 https://www.instagram.com/amaoto.amami/

27 浪花ひとくち餃子チャオチャオ　奄美井根店 名瀬 井根町3-7 53-4867

28 いっさごれ 名瀬 幸町3-11-１F 54-2575 https://issagore.amamin.jp/

29 味処　武蔵屋 名瀬 幸町3-26　西田ビル1F 52-4713

30 サンドイッチカフェ奄美 名瀬 幸町8-2 52-1207

31 カフェ　大ちゃん 名瀬 幸町25-8　市役所内2F 080-2788-7287

32 てるまに珈琲 名瀬 幸町12-22 080-8388-8080

33 カフェ&バー　KIZAEMON 名瀬 幸町24-6 57-0124

34 お好み焼き　ちんちくりん 名瀬 幸町23-28 090-5470-1757

35 極 名瀬 幸町4-3 52-5333

36 居酒屋　はぜやん 名瀬 幸町4-5　押川ビル2F 52-6550

37 笑処　大貴 名瀬 幸町5-14 080-8385-8378

38 まんまや 名瀬 港町4-21　久保薬局ビル 58-8408 https://mannmaya.jimdofree.com/        LINE公式アカウント　＠570uroxr

39 アンティカ奄美店 名瀬 港町5-26 69-3345

40 鯨石庵 名瀬 港町2-10 52-2221

41 奄美観光ホテル（宴・集会場） 名瀬 港町2-10 52-2221

42 あ～屋 名瀬 港町19-17 54-1455

43 珈琲こん日和　港町店 名瀬 港町22-18 69-4363 https://www.coffee-konnichiwa.com/

44 焼鳥屋てっちゃん 名瀬 港町3-5 53-1300

45 奄美伍郷商店 名瀬 港町3-10 58-8551 https://amami-gogoh.com

46 FISH 名瀬 港町6-25 58-8607 https://www.piscis.jp

47 お好み焼き　ムーミン 名瀬 港町26-1 53-3185

48 (有)瀬里奈 名瀬 末広町1-11 52-1034

49 そば処　夢や 名瀬 奄美市名瀬末広町1-29 53-7356

50 カフェ　ティーバード 名瀬 末広町1-8-2Ｆ 52-3666

51 あるぺじお 名瀬 末広町9-14 53-1225

52 定食屋　光 名瀬 末広町6-11-303 090-9795-5823

53 ミショランバー　ススムーチョ 名瀬 末広町16-9　進ビル1F 53-5077

54 こうりん亭 名瀬 末広町12-12 54-3320

55 あ～る 名瀬 末広町16-6 090-8769-0221

56 holiday 名瀬 末広町2-24 090-2755-3569

57 郷土料理　かずみ 名瀬 末広町15-16 52-5414

58 ランドリーカフェ　Ananas 名瀬 末広町2-10 58-8345

０７ 飲食店 ・ 宿泊業
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59 味の銀海 名瀬 末広町11-6 52-2831

60 ドゥルガダイニング 名瀬 末広町1-9 57-1888

61 有楽　縁 名瀬 金久町13-3 080-3999-4228

62 ラウンジ　オセロ 名瀬 金久町4-1-303 541021

63 ろばた焼・ふぐ　寝太蔵 名瀬 金久町6-16 53-1666

64 ROAD HOUSE ASIVI 名瀬 金久町4-3 53-2202 https://www.a-mp.co.jp/

65 伝説むる 名瀬 金久町8-6 080-5256-4412

66 ちょい呑み　宵のカフェ　たてとよこ 名瀬 金久町14-2-2F 54-2110 https://bar-amami-tateyoko.business.site/

67 つぼ八　奄美店 名瀬 金久町7-1 58-5800 http://www.tsubo8amami.com

68 お食事処　蓑 名瀬 金久町12-4 54-0008

69 島唄・島料理の店　ならびや 名瀬 金久町4－15　朝の海ビル１F 54-5555

70 ジャカランダカフェ 名瀬 金久町2-8 52-0077

71 KitchenBar　てげてげ 名瀬 金久町14-2-2F 53-9029

72 居酒屋　もぐら 名瀬 金久町3-1ゆいはうす102 090-5942-7663

73 虎之臣 名瀬 金久町14-8　1F 080-1744-7950

74 架空食堂　kurau 名瀬 金久町16-6 070-5817-0493 https://instagram.com/kakuusyokudo_kurau

75 えじ亭 名瀬 金久町3-13-1F 54-1472

76 小料理　亜子 名瀬 金久町16-2 090-7389-6979

77 BABA-KURA 名瀬 金久町12-4　ラポールビル101 52-8938

78 ゆらい処　まねき屋 名瀬 金久町16-21 54-2008

79 カラオケランド　ミューズ 名瀬 金久町16-21 53-2644

80 郷土料理　春 名瀬 金久町6-12 52-7628

81 らいおんの穴 名瀬 金久町14-6-2F 57-1535

82 ゆらい処　大蔵 名瀬 金久町7-1　1F 52-6529

83 カントリー風居酒屋アリソン 名瀬 金久町8-6　伊東ビル2F 54-2300 http://alison.amamin.jp/

84 虎虎 名瀬 大熊町1387 080-6926-7267

85 小料理 はとぽっぽ 名瀬 金久町2-11　手島ビル1F奥 090-5291-4316

86 唄者の店　みちこ 名瀬 金久町4-1　アーバンボックスビル302 070-7648-7226

87 居酒屋　若大将 名瀬 金久町4-11 53-6167 http://www.amami-izakaya-wakadaishou.com/

88 居酒屋 むちゃかな 名瀬 金久町4-18 52-8505

89 心粋　-koiki- 名瀬 金久町12-1 080-9100-5080

90 やきとり鳥舗 名瀬 金久町4-5 53-8585

91 NOA’sBar 名瀬 金久町4-1　アーバンボックスビル1F 54-1833

92 こいき　広島風お好み焼き 名瀬 金久町13-3 53-0468

93 わんの店 名瀬 金久町3-13-2F

94 焼鳥　鳥重 名瀬 金久町8-6 52-7022

95 passe-temps奄美店 名瀬 金久町4-1　アーバンボックスビル201 69-4944 http://www.passetemps.jp/

96 パブ　ひろ 名瀬 金久町6-8ユウサイドビル202 080-5256-4412

97 酒呑屋さいさい 名瀬 金久町3-9 2F 54-4748

98 カメリア　～つばき～ 名瀬 金久町15-8 080-1706-1729

99 くしやきバルmasa 名瀬 金久町7-5-2F 52-7780 https://instagram.com/kushiyakibarumasa?igshid=YmMyMTA2M2Y=

100 焼肉　盛 名瀬 金久町14-1 52-1129

101 お酒と肴と料理　優歩 名瀬 金久町16-16 53-1585

102 笑う門 名瀬 金久町12-1-2F左 070-5492-1339

103 わきゃ厨房　み。 名瀬 金久町11-1-1F 54-5577

104 居酒屋　炭や 名瀬 金久町3-11　ママ商事ビル1F 090-1517-3973 インスタグラム　amami_sumiya

105 ドルフィンリング 名瀬 金久町6-1 53-5751

106 わさもん 名瀬 金久町3-2 69-3688

107 やーまん酒場　串魂 名瀬 金久町3-10 69-3618

108 居酒屋　焼坊主 名瀬 金久町14-14-2F 53-1566

109 居酒屋　せつ 名瀬 金久町15-16 53-2828

110 大虎ん 名瀬 金久町1-2 090-5947-1922

111 串味屋 名瀬 金久町17-10 69-3218

112 風来坊 名瀬 金久町7-3 54-3934

113 小料理　おかめ 名瀬 金久町17-6 53-9255

114 SAND´S BAR 名瀬 金久町3-13 52-7979

115 居酒屋　さかえ家 名瀬 金久町11-2　2F 52-5852

116 屋仁川　心機一転 名瀬 金久町16-7 53-7979 https://www.maruhiragrouppr.com/

117 パンダのねぐら 名瀬 柳町11-32 55-1821 thrive-group.net

118 島唄・島料理　まぁじん 名瀬 柳町5-18 69-3339

119 居酒屋いっぱい 名瀬 柳町11-2 53-0015

120 居酒屋　水山 名瀬 柳町12-5 53-5408

121 居酒屋　一村 名瀬 柳町12-4 53-8333

122 マルコポーロ 名瀬 柳町10-11 52-0878

123 ぶるーす屋 名瀬 柳町13-1 52-1136

124 菜旬酒房　みずき庵 名瀬 柳町9-45 53-0002

125 なつかしゃ家 名瀬 柳町11-26 57-1980 https://www.instagram.com/natsukashaya/

126 すし碧海 名瀬 柳町11-1 55-0717 https://www.linoisland.com/

127 N. 名瀬 柳町9-24　1F 090-7290-5335

128 居酒屋　てじま家 名瀬 柳町8-1　2階 52-9733

129 奄美マルハチ商店 名瀬 柳町11-55 54-0288
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130 三昌亭 名瀬 柳町9-13 52-0618 https://sanshoutei.com

131 小料理　ひろの 名瀬 柳町10-10 090-4480-7657

132 ホテルサンデイズ奄美 名瀬 矢之脇町30-1 53-5151 https://hotelsundays.com/amami/

133 SAKE工房　心 名瀬 入舟町18-8 080-3988-1081

134 アミューズメントバーエリア13 名瀬 入舟町2-2 54-5105 thrive-group.net

135 スナック　レイヤード 名瀬 入舟町11-12-103号 54-1962

136 満月 名瀬 入舟町2-2 53-2052

137 スナック　ぴえろ 名瀬 入舟町18-1-3A 53-0082

138 奄美料理　黒酎ダイニング　纏 名瀬 入舟町14-3　大潮ビル1F 58-8809

139 レストラン　すとれーと 名瀬 入舟町12-14 54-0471

140 en、Hostel　Café　Bar 名瀬 入舟町10-1 69-3773 https://www.en-amami.com       en_amami     marumegumi0201@gmail.com

141 クロスポイント 名瀬 入舟町1-6-2F 52-9748

142 酒菜屋　しもちゃん 名瀬 入舟町2-9　2F 58-8772 https://www.facebook.com/%E9%85%92%E8%8F%9C%E5%B1%8B%E3%81%97%E3%82%82%E3%81%A1%E3%82%83%E3%82%93-103262928825551

143 中国料理（中国酒家）好香 名瀬 入舟町11-12-102 52-2905

144 南国飯店 名瀬 入舟町5-7 52-5458

145 島酒場　黒潮 名瀬 入舟町11-13-1F 69-3530

146 アリーナ 名瀬 入舟町17-14　一番軒ビル2階 080-3227-1025 https://www.sportsbararena.com/

147 ちきちきばんばん 名瀬 入舟町1-4 53-8897

148 居酒屋呑みんちゅ 名瀬 入舟町5-1 080-8163-9749

149 奄美水産　海鮮ごっぱち 名瀬 入舟町8-8 69-3958 https://www.instagram.com/kaisengoppachi.amami/

150 Maro 名瀬 入舟町16-10 090-7380-0236

151 (有)誇羅司屋 名瀬 入舟町13-6 52-1158 https://www.hokorashiya-amami.com　　　インスタ➡hokorashiya-amami

152 呑み処　官兵衛 名瀬 入舟町14-15 54-1288 https://kosumo-kanbee.hp.peraichi.com/

153 小料理　木の花 名瀬 入舟町16-3-101 53-6657

154 TEPPANYAKI瑠璃 名瀬 入舟町11-13-2F 55-0717 https://www.linoisland.com/

155 ヤーハチモドタ居心家 名瀬 入舟町17-8 53-3303

156 Pousser 名瀬 入舟町17-10 69-3922 https://pousser.mystrikingly.com

157 ジョイフル奄美入舟店 名瀬 入舟町10-8 57-6699

158 ホテルウエストコート奄美 名瀬 入舟町9-1 52-8080 http://westcourt.co.jp

159 ホテルウエストコート奄美Ⅱ 名瀬 入舟町9-1 52-8080

160 さくらダイニング 名瀬 入舟町9-1 52-8080

161 スナック　リリー 名瀬 入舟町18-1　レインボービル3F 54-0868

162 Next 名瀬 入舟町14-1アメリカンハウスビル203 69-3136

163 すし処　松喜 名瀬 入舟町2-1 53-7877

164 スナック　リップスティック 名瀬 入舟町18-1-4ｃ 69-4666

165 スペイン居酒屋ティダパライソ 名瀬 入舟町18-3 090-7878-6022 https://instagram.com/tida_paraiso?igshid=YmMyMTA2M2Y=

166 ゆらい処 名瀬 入舟町18-28 52-7008

167 焼肉五苑　奄美屋仁川店 名瀬 入舟町18-1-1F 54-4401

168 よろこび庵 名瀬 入舟町11-12 52-7746

169 居酒屋　あしん 名瀬 入舟町6-10 54-1997

170 ちょっとばー 名瀬 入舟町14-1アメリカンハウスビル303 090-2394-9727

171 和知 名瀬 入舟町16-3-201 090-4511-1981

172 麺屋　くろべえ 名瀬 入舟町5-32 53-2677

173 Lounge　Le・coeur 名瀬 入舟町18-1　ソシアルビル2F 52-6808

174 わとわ 名瀬 入舟町14-1　アメリカンハウスビル1F 090-6660-1624

175 めし家ふくちゃん 名瀬 入舟町7-4 69-3505

176 奄美ポートタワーホテル 名瀬 塩浜町4-12 54-1111 http://porttower.net/

177 名瀬港湾センター 名瀬 塩浜町2278-1 69-3131

178 奄美焼肉　ごっぱち 名瀬 長浜町25-2 53-7840

179 花海house 名瀬 長浜町7-17 54-1770

180 ジョイフル奄美長浜店 名瀬 長浜町14-8 57-7500

181 ホテル ビッグマリン奄美 名瀬 長浜町27-1 53-1321 http://www.bigmarine.co.jp

182 ホテル ビッグマリン奄美 スカイビアガーデン 名瀬 長浜町27－1 53-1321

183 レストラン あさばな 名瀬 長浜町27-1 53-1171

184 奄美ラッキーハウス 名瀬 長浜町27-1 53-1321 http://amami-lucky-house.com/

185 Leaf 名瀬 長浜町23-7 090-2514-5403

186 オリバーズカフェ 名瀬 長浜町14-7-１F 69-3730

187 小料理　花こまち 名瀬 朝仁新町23-20 53-2169

188 飯屋 名瀬 朝仁新町12-11 070-7790-7330

189 レストラン　ピッコラフォレスタ 名瀬 朝仁町14-1 69-3776 https://www.instagram.com/piccolaforesta.amami

190 きんぐす豚 名瀬 朝仁町22-5 080-4341-4671

191 海の家 名瀬 朝仁453-18 090-6637-9737 https://uminoie.amamin.jp/

192 白南風亭 名瀬 平松町185 54-2324

193 サンセット大浜 名瀬 小宿字大浜701-1 55-6000

194 エコーアマミ 名瀬 小宿278 54-8700 http://echoamami.amamin.jp

195 すし　まんてん朝日店 名瀬 朝日町10-4 69-4810

196 居酒屋　ひょうたん 名瀬 朝日町8-20 54-1888

197 小料理　やどかり 名瀬 朝日町12-1 52-2820

198 株式会社　BRUNOA 名瀬 有屋町21-12 54-1002

199 神戸唐唐亭　奄美大島店 名瀬 有屋町19-5 69-4929

200 食楽飲　ゆうゆう 名瀬 有屋町8-3 54-5640
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201 お食事処　むら山 名瀬 有屋町27-7 53-5231

202 居酒屋　あじゅの店 名瀬 有屋町13-1 090-2495-7214 HP　あじゅの店

203 居酒屋　やんご 名瀬 有屋町33-13 52-1636

204 ヘブンズキッチン 名瀬 有屋町12-1 090-3666-4429

205 奄美山羊島観光株式会社　浜千鳥館 笠利 龍郷町瀬留字津之子原1435 62-3778 https://instagram.com/hamatidorikan

206 La　Fonte 笠利 龍郷町赤尾木1325-3 62-3935 https://lafonte-amami.com/

207 奄美大島ホテルリゾートコーラルパームス 笠利 宇宿2520 63-8111

208 レスト＆ロッジ翔 笠利 宇宿2152-1 63-8588 syou638588@yahoo.co.jp

209 ブルーシール・カフェ 笠利 宇宿152 63-0808

210 ジョイフルジュニア奄美空港店 笠利 和野374-4　奄美空港２F 55-2555

211 island　time 笠利 節田2158 63-2929 https://instagram.com/islandtime_cafe?igshid=YmMyMTA2M2Y=

212 レストラン　ゆらん郷 笠利 節田1834 52-8080

213 ギャラリーカフェ　チェーロ 笠利 節田1834 52-8080

214 こころ 笠利 節田1507 57-1722

215 奄美リゾートホテル　ティダムーン 笠利 平1260 63-0006 https://www.thidamoon.com

216 株式会社　ばしゃ山 笠利 用安1246-1 63-1178 http://basyayama-mura.com/

217 貸別荘　コテージオアシス 笠利 用安1106-2 090-8838-1953 http://oasis.amamin.jp

218 sea side kitchen Kulu-Kulu 笠利 用安1257-12 080-9108-8784

219 カズボバーガー 笠利 大字用安1252-8 63-0115 https://kazbo.com/

220 奄美カメハウス 笠利 用安1246-1 58-7827

221 ブルーライト奄美 笠利 用安1264-5 58-7827 https://www.bluelightamami.com

222 居酒屋　ガジュマルの樹の下で 笠利 大字里45-2 63-1506

223 山一ラーメン 笠利 大字里19-3 63-1410

224 串揚げ　style YOU 笠利 中金久34-1 57-1150

225 Pono 笠利 中金久62番地　久保店舗102 080-2158-0710 pono-amami　(インスタ)

226 和風スナック　とんばら 笠利 外金久148-2 63-1030

227 有限会社　むさし屋 笠利 外金久79-1 63-1525

228 チャイニーズフーズ＆コーヒー　アイリス 笠利 須野94 63-8538

229 MISHORAN　CAFÉ 笠利 須野682 63-8885 https://www.instagram.com/ayamarumisaki/

230 レストラン　マングローブパーク 住用 石原478 56-3355

1 (有)オートウェイ奄美 名瀬 大字大熊字鳩1356-1 53-5066

2 医）隆友会　アクアクラブ 名瀬 鳩浜町8 56-8139

3 もみほぐし　ゆらり 名瀬 鳩浜町71　蘇畑ビル1F 080-1741-0319

4 ヘアークリエイト　いずみ 名瀬 佐大熊町17-9 52-4425 https://www.instagram.com/hair_create_izumi/

5 HAHUTA 名瀬 小浜町29-12 69-4204

6 リラクゼーションサロンAmaromi（名瀬店） 名瀬 小浜町23-6 57-7599

7 パパイヤ鍼灸整体院 名瀬 小浜町23-6 57-7599

8 奄美のおそうじ屋さん 名瀬 小浜町30-2-302 0120-003-517

9 カーボデーなかはま 名瀬 浦上1115-3 53-3450

10 ホワイト急便　本店 名瀬 浦上町742-1 57-0031

11 ホワイト急便　タイヨー浦上店 名瀬 浦上1133-4 54-2585

12 Amami Salon BHEL 名瀬 大字大熊1108-13（ニコヘアーさんの2F) 080-4403-6404 http://www.bhel.co.jp

13 beauty and relaxation -ao- 碧 名瀬 大字浦上1108-13（2F） 090-6891-5423

14 若石足もみ　ぷくぷく堂 名瀬 大熊町25-7 090-8466-2833 https://pukupuku.amamin.jp/

15 エステティック　シュペール 名瀬 真名津町12-20 52-5711 http://www.amami-super.com

16 トータルビューティーサロン　トルトゥーガ 名瀬 真名津町2-4　1F 53-4555 https://www.instagram.com/totalbeautysalontortuga

17 ホワイト急便　タイヨー平田店 名瀬 真名津町13-1 54-2628

18 ホワイト急便　石橋店 名瀬 石橋町1-47 53-1552

19 のぼりオート 名瀬 石橋町17-24 53-7818

20 NICO真心 名瀬 石橋町21-21-1B 080-3188-5244

21 有限会社奄美共同印刷 名瀬 伊津部町21-14 52-9899 https://amamikp.com   SNS/instagram

22 施術室　改新 名瀬 伊津部町29-11 080-3985-3949

23 YUME　HOUSE 名瀬 伊津部町10-5 090-8912-3175

24 ホワイト急便　伊津部店 名瀬 伊津部町2-2 52-7933

25 NARU.107美容室 名瀬 伊津部町7-19 53-1580

26 優悠プラザ 名瀬 久里町3-24 53-4221

27 カットハウス　ブーシェ 名瀬 久里町10-9 53-7335

28 hair salon Barrette 名瀬 井根町9-1　奄美ビル101 080-1949-0103

29 カットハウス　ドンキー 名瀬 井根町14-35 52-5912

30 鍼灸整体院　Nari 名瀬 井根町9-9-101 080-6090-7040

31 さんぱつ23 名瀬 井根町8-1 52-3823

32 男子計画 名瀬 幸町12-22　2F 070-8959-7899 https://danshi-keikaku.webflow.io/

33 ホワイト急便　幸店 名瀬 幸町11-11 53-9196

34 esthe koco 名瀬 幸町15-2 070-2648-7295

35 （株）丹羽写真機店 名瀬 幸町25-1 52-2020

36 リラクゼーションサロン　ROKOTA 名瀬 末広町9-14 090-9602-1766

37 ほなもい 名瀬 末広町18-25　グランセ末広ビル4Ｆ 57-7625 https://esthesalon-honamoi.com/

38 Tanaka　Nail 名瀬 末広町2-24堀口園ビル2F 080-3174-9595 https://www.instagram.com/04.ccc/

39 ヘアスタジオ　ジャム 名瀬 末広町16-16 58-8877

40 奄美フット 名瀬 末広町11-8 69-4615

０８ サービス業
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41 鍼灸サロン　あまリハ 名瀬 末広町11-12-1C 53-3737

42 studio stoked ICHI 名瀬 末広町13-4 050-5375-0688

43 ホワイト急便　中央店 名瀬 末広町9-15 52-2174

44 LITTLE KIKKI 名瀬 末広町2-25 050-3709-0549 https://www.instagram.com/littlekikki/

45 YOSAPARK心暖amami 名瀬 末広町11-8 090-8662-3256 インスタグラム(yosapark.shinon)

46 美容室ラブリー 名瀬 末広町17-10 53-6990

47 中央写真館 名瀬 末広町1-18 52-1273

48 KOO 名瀬 末広町18-18サメシマアパート102 58-8056

49 カラオケ　３ 名瀬 金久町12-13 52-2760

50 hair＆Make　Relax 名瀬 矢之脇町3-1 52-0470

51 （株）健康道 名瀬 入舟町3-20 57-7181 https://www.instagram.com/kenkoudou2006

52 屋仁川駐車場 名瀬 入舟町1-3 53-6205

53 カラオケステーション　テイクオフ 名瀬 入舟町11-12 53-3998

54 BARBER　BOY 名瀬 長浜町12-1 54-1124

55 美容室　CHEDU 名瀬 長浜町22-21 53-3847 https://instagram.com/chedu.princess/

56 奄美ラッキーレンタカー 名瀬 長浜町27-1 53-1321 http://amami-lucky-rentacar.com/

57 奄美ラッキーパーキング 名瀬 長浜町27-1 53-1321 http://amami-lucky-rentacar.com/

58 うみがめ整骨院 名瀬 長浜町2-11　信坂ビル1階 52-0660 https://www.umigameamami.com/

59 hair saoln pour toi 名瀬 長浜町29-23 090-3894-0806 インスタグラム@narumi.pourtoi

60 ホワイト急便　タイヨー朝仁店 名瀬 朝仁町29-5 54-0038

61 結人（株）アマニコガイドサービス 名瀬 朝仁町11-2 58-7879 https://www.amami-occ.com

62 ホワイト急便　浜里店 名瀬 浜里町157-1 53-3937

63 タラソ奄美の竜宮 名瀬 大字小宿716 55-6211 https://www.instagram.com/thalasso_amami/?hl=ja

64 カラオケスタジオ　ウェザーリポート 名瀬 朝日町5-1 53-8788

65 整骨院リラクゼーションサロン　つむぎ 名瀬 有屋町9-18　CALM1 53-0269

66 重田クリーニング 名瀬 有屋町29-13 54-0222

67 コシナカラー 名瀬 有屋町9-23 53-0888 https://photostudio-koshina.com

68 ハッピーネイル 名瀬 名瀬浦上町5-2 090-3193-3566

69 ホワイト急便　赤木名店 笠利 中金久62 080-1733-2187

70 株式会社フジタ自動車 笠利 和野1403 63-1405

71 奄美海族塾 笠利 手花部2991-7 63-2187 http://kaizokujuku.in

72 アロマテラピーハウス　PUREDROP 笠利 用安1246-1 090-7298-2963 http://puredropamami.com

73 竹山産業開発株式会社 奄美ティダパーク グラウンドゴルフ場 笠利 用安字ナン田650 63-2515

74 三井タクシー自動車整備部 笠利 里51-7 63-0048

75 UNITE　HAIR 笠利 大字中金久43-2 57-1395

76 ふれ愛の湯 笠利 中金久45 63-2299

77 有限会社　笠利清掃社 笠利 外金久75-2 63-0121

78 あやまる岬観光公園 笠利 須野682 63-8885

79 ホリディーオートしだま 住用 城字阿里588-3 69-5545

80 NPO法人　健康ど宝 住用 見里1084-1（奄美体験交流館内） 56-2030 https://kenkoudotakara.org

1 (有)みなみタクシー 名瀬 鳩浜町215 53-0023 https://minamitaxi-amami.com

2 田中タクシー(株) 名瀬 伊津部町1-7 52-6000

3 株式会社しまバス 名瀬 伊津部町9-23 52-0509 https://shimabus.co.jp

4 合資会社　大島タクシー 名瀬 久里町10-8 52-2233 https://oshimataxi.jp

5 エヌ・ワンタクシー 名瀬 入舟町1-3 52-3223

6 奄美航空ツーリスト　本社営業所 名瀬 入舟町8-21 53-6111

7 里見海運産業(株) 名瀬 塩浜町17-5 53-3112

8 株式会社叶運輸 名瀬 塩浜町2281 52-5151

9 名瀬港運㈱ 名瀬 塩浜町17-7 52-2311

10 株式会社しまバス（名瀬タクシー） 名瀬 長浜町9-3 52-2552

11 三井タクシー 笠利 里51-7 63-0048

０９ 運輸業
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