
 

 

 

 

観光協会会員ショップ一覧    市外局番 0997 

宿泊 エリア 電話番号/携帯 備考 

ダイビング＆ペンション RIKI 加計呂麻島 76-0069 アクティビティ 

ヒロアイランドスタイル 加計呂麻島 76-0811 アクティビティ 

（株）ライベストイン奄美 奄美大島 72-0815  

ビジネスホテルプラザせとうち 奄美大島 72-1970  

ゲストハウス ライズカレント 奄美大島 72-0644  

すずめのお宿 加計呂麻島 75-0877  

YOURSECONDHOUSE 

てーげてげ YH 

奄美大島 090-2107-3031 

 iphon.8592@icloud.com 

携帯メッセージ、 

メールでお問合せ 

ゲストハウス minami 奄美大島 定原 090-4988-3730  

レンタルハウス 373 加計呂麻島 徳原 090-1871-7798 *ご利用できません 

加計呂麻 BAGUS 加計呂麻島 090-1603-6367  

ゲストハウスカムディ 加計呂麻島 090-9570-2646  

ゲストハウス川 加計呂麻島 090-1151-8861  

ホライゾンクラブ 加計呂麻島 73-2024  

民宿 お食事処 のぶおか  加計呂麻島 090-7291-6338  

カケロマロマエ 加計呂麻島 76-0552 *ご利用できません 

ダイバー民宿ふじ 奄美大島 72-3552 アクティビティ 

一日一組限定宿 ゆうなぎ 奄美大島 090-6773-0815  

お宿 ねぷす 奄美大島 72-2393  

一般社団法人ゼログラヴィティ 奄美大島 76-3901 アクティビティ 

海人スタイル 奄美大島 76-3010  

レンタルハウスマリンビレッジ 加計呂麻島 090-4993-2837  

島の宿 うらら 奄美大島 72-2110  

素泊荘 宮前 奄美大島 090-4752-1069  

レンタルコテージ芳天 加計呂麻島 090-4752-1069  

リゾネッチャヴィラ In 嘉鉄 奄美大島 080-6735-6111 アクティビティ 

素泊まり・民宿南龍 加計呂麻島 75-0159 アクティビティ 

INA ハウス 加計呂麻島 76-0385  

来々夏ハウス 加計呂麻島 76-0077  

ひかる荘 奄美大島 080-5608-2948  

ペンションきゅら浜 加計呂麻島 090-8763-4014  

5 マイル 加計呂麻島 76-0585  

アマミホシゾラビレッジヤドリ浜 奄美大島 72-2737  

奄美の宿ぐっどぐりーん 加計呂麻島 76-0064  

 

 

 

 

 

 

アクティビティショップ エリア 電話番号/携帯 備考 

海風舎 奄美大島 72-4673  

Dive cico 奄美大島 72-3506  

ヤマハタマリンサービスあまん 奄美大島 090-2395-1584 宿泊 

カケロマドットコム 加計呂麻島 080-5247-4425  

アクアダイブコホロ 奄美大島 72-4969  

奄美旅ガイド とみなが 奄美大島 090-1625-9703  

ボブマリン奄美 奄美大島 080-1750-9000  

素泊り＆海遊び with DiO 奄美大島 090-3050-6968 宿泊 

奄美ダイビングスクールはげまりーん 奄美大島 090-7344-9206  

マリンステイション奄美 奄美大島 72-1002  

リバティオーシャン 奄美大島 72-4786  

ケーイングマリーン・奄美 奄美大島 72-0023  

ダンデライオン奄美 奄美大島 090-2519-3787 宿泊 

クロスアイランド 加計呂麻島 090-2031-5228  

スリ浜鍼灸院 奄美大島 76-3707  

杉岡秋美 奄美大島 090-2157-3111  

グランブルー加計呂麻 加計呂麻島 73-2024  

マリンアクティビティ minami 奄美大島 090-1871-7798  

Andy 号 奄美大島 090-1165-3301  

飲食店 エリア 電話番号/携帯 備考 

ライブハウス JUICE 奄美大島 72-4814  

中華料理 榮屋 奄美大島 72-2100  

島魚 あま海 奄美大島 72-1280  

食酒房 旬 奄美大島 72-0031  

はまのお店 加計呂麻島 080-1767-0075 *ご利用できません 

（株）ジョイフル 奄美大島 72-5300  

神鷹 奄美大島 72-1919  

仲村屋 奄美大島 72-3822  

お茶の不二園 奄美大島 72-0278  

居酒屋太助 奄美大島 72-2765  

ばんめしや ぽっち 奄美大島 090-9096-1375  

Bar マイス 奄美大島 090-8282-4836  

スパイスマフィア 奄美大島 76-3439  

    

旅行者限定！ プレミアム券  
使用有効期限：令和 3 年 2 月 28 日まで 

瀬戸内町で遊んで、泊まって、食べて、お買い物！ 



交通 エリア 電話番号/携帯 備考 

（株）レンタカーなかむら 奄美大島 72-3010  

加計呂麻レンタカー 加計呂麻島 75-0427  

イキンマレンタカー 加計呂麻島 76-0202  

南部交通（株）バス 奄美大島 72-1904  

瀬戸内タクシー 奄美大島 72-0105  

（株）仲村運輸 奄美大島 72-4301  

田原モータース 奄美大島 72-0137  

久保丸 奄美大島 090-2505-6455  

とびうお 3 奄美大島 090-2504-3723  

泰丸 奄美大島 090-8669-3033  

豊給油所 奄美大島 72-0165  

    

    

お土産・雑貨・日用品など エリア 電話番号/携帯 備考 

奄美サウスシー＆マベパール（株） 奄美大島 76-3303  

大城もちや 奄美大島 72-0328  

（資）瀬戸内酒販 奄美大島 72-0818  

ポーセラーツサロン奄美プルメリア 加計呂麻島 090-1404-1975  

Seamam(シーマム)夜光貝 奄美大島  *委託店舗のみ 

奄美物産 奄美大島 72-0204  

Kijunatyura（キジュナチュラ） 奄美大島  *委託店舗のみ 

（有）松屋 奄美大島 72-0103  

（有）政岡建材店 奄美大島 72-0325  

みのる 奄美大島 72-1970  

瀬戸内ケーブルテレビ（株） 奄美大島 72-4341  

せとうち海の駅内カイリキ 奄美大島 72-1596  

せとうち海の駅内グラスボートせと 奄美大島 72-1326  

せとうち海の駅内 2 階レストラン 奄美大島 72-4633  

せとうち海の駅内 2 階大島紬売店 奄美大島 -  

いっちゃむん市場 加計呂麻島 75-0290  

加計呂麻島展示体験交流館 加計呂麻島 76-0676  

かけろまカフェ 加計呂麻島 76-0676  

    

    

    

    

    

    

    

    

 

*航空券、船券の購入はできません。 

*町営定期船でのご利用はできません。 

*ご利用になれない店舗もありますので、ご確認ください。 

*新規登録店、随時更新！ 

 

観光協会ホームページと案内所窓口にて最新情報随時更新！

 

観光協会 HP 


