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※写真はすべてイメージとなります。※写真はすべてイメージとなります。※現地参考価格は、特に記載のない限り2019年10月現在の価格（消費税込）となり、変更となる場合があります。

年末年始休：
お問い合わせください

年末年始休：
お問い合わせください

年末年始休：
お問い合わせください

500円の金券としてご利用

奄美空港正面にある奄美をモチーフにした
オリジナルTシャツSHOP

※クーポン使用の方にSunny Daysオリジナルステッカー
　（300円～500円相当）プレゼント

営業時間 10:30～19：00
休:水曜日

〒894-0503
奄美市笠利町和野474
アマミシカサリチョウワノ

（0997）63-0395

2 3ダイビングショップ
ネバーランド1

4 5

ご利用前日迄に要予約

マリンアクティビティ500円OFF
奄美の海が1００倍楽しくなるお店、ネバーランドです。

営業時間 8:00～20：00
休:不定休
年末年始休：12/30～1/2

（0997）56-1001
〒894-0621 奄美市笠利町用1742-1

アマミシカサリチョウヨウ

※予約状況・気象状況によっては実施できない場合があります。
オリジナルポストカード１枚（150円相当）プレゼント

※店舗内設備の機械修理等入る場合は、
　臨時休業の場合がございます。

「ハブと愛まショー」
＋「オリジナルハブ骨ストラップ」

伝統あるハブ製品、旅の思い出に残るショーを
お楽しみください。

営業時間 9：30～18：00
休:不定休
年末年始休：
お問い合わせください

※ショーの時間が変更になる場合がございますので、事前にご確認ください。
※ショーのご観覧は11時、14時、16時（約30分）

〒894-0505 奄美市笠利町平字土浜1295-1
アマミシカサリチョウタイラアザツチハマ

（0997）63-1826

ご利用前日迄に要予約

Sunny Days
サニー           デイズ 原ハブ屋奄美

ハラ　　　　　ヤ  アマ  ミ

奄美の素材で作る
お菓子とお食事のお店。
海の見えるくつろぎ空間。

※クーポンご利用のお客様に自家製サンゴ塩
　（300円相当）をプレゼント

営業時間
レストラン
11:00～18：30
（L.O.17：30）

休：無休
年末年始休：12/31

〒894-0508 奄美市笠利町用安フンニャト1254-1
アマミシカサリチョウヨウアン

お土産
8:00～18：30

（0997）63-2208

500円の金券としてご利用

500円の金券としてもご利用可

いずみ農園直営、奄美素材の手作りジェラートショップ。

営業時間
平日 11:00～17：00
土日祝日 11：00～18：00
休:火曜日

〒894-0411大島郡龍郷町赤尾木1325-3
オオシマグンタツゴウチョウアカオギ

（0997）62-3935

JALキャンペーン特別トリプルジェラート

ご利用前日の18：00迄に要予約

奄美クロマグロ丼
＋ドリンク（コーヒー・紅茶・オレンジ）

空港から車で10分。目の前がビーチで
ロケーションも最高です！

営業時間
11：00～22：00
（L.O.21:00）
休:無休
年末年始休：無休

〒894-0508

奄美市笠利町用安1246-1
アマミシカサリチョウヨウアン

（0997）63-1178

奄美きょら海工房
アマ  ミ　　　　　　  ウミコウボウ

La Fonte
ラ 　　フォンテ

奄美リゾートばしゃ山村内レストラン
「AMAネシア」

アマミ　　　　　　  　　  ヤマムラナイ

アマ

現地参考価格
1,600円
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11 12

笑顔の集まるダイビングショップ。
マリンオプションも多彩。

営業時間 9:00～18：00
休:無休
年末年始休：1/30～2/3

〒894-0412 大島郡龍郷町芦徳423
オオシマグンタツゴウチョウアシトク

（0997）55-4600

ホエールウォッチング（３時間）

ご利用前日迄に
要予約

ダイビングショップ 
ネイティブシー奄美

※天候・海況の関係上、事前にお問い合わせ、ご予約
をお願いします。※船酔いを心配されるお客様は、
事前に船酔い薬を服用ください。※クジラが
見れなかった場合も、ご返金はございません。

※現地にて追加代金として3,000円
　のお支払いが必要です。

①ご利用3日前の19：00迄に要予約
②ご利用10日前の19：00迄に要予約

6 7

8

270度海に囲まれる立地に面した
オーシャンビューレストラン。

営業時間

休：無休
年末年始休：無休

〒894-0412 大島郡龍郷町芦徳835
オオシマグンタツゴウチョウアシトク

ランチ 11:30～16：00
　　　（L.O.15:30）

（お食事L.O.21:00、
 ドリンクL.O.21:30）

ディナー 18:30～22：00

（0997）62-2385

①デザートの盛り合わせ
　+ドリンク
②奄美のアサヒガニのパスタ

ネイティブシー奄美

レストランforest
フォレスト

アマ ミ

現地参考価格
570円

※<アサヒガニのパスタ>時期により
　他のメニューとなる場合があります。

対象年齢：10歳以上
最小催行人数2名

大島紬工程見学
＋大島紬村オリジナル根付プレゼント

庭園内で大島紬の工程見学や紬製品
のショッピングを楽しめます。

※20名以上の団体は、
　事前にお問い合わせ
　ください。
営業時間 9:00～17：00
休:無休
年末年始休：
お問い合わせください

（0997）62-3100
〒894-0411 大島郡龍郷町赤尾木1945

オオシマグンタツゴウチョウアカオギ

観光施設

本場奄美大島紬観光公園 大島紬村
ホンバアマミオオシマツムギカンコウコウエン オオシマツムギムラ

現地参考価格／1,210円

①焼き鳥（もも肉）7本
②鶏刺し・小鉢セット

自家養鶏場で育てた
鶏の味は、絶品です！

営業時間

休:無休

11:00～21：00
（L.O.20:30）

（0997）62-2988
〒894-0101 大島郡龍郷町屋入516

オオシマグンタツゴウチョウヤニュウ

けいはん ひさ倉
クラ

10

①奄美の自然の中で！
　ロケーションフォト10カット

②ロケーションフォト10カット
　（大島紬レンタル＆着付け込み）

奄美の美しい自然の中でのフォトツアー。大島紬やビーチがおすすめ。

休:不定休　年末年始休：お問い合わせください

（0997）69-4676
〒894-0411大島郡龍郷町赤尾木391

オオシマグンタツゴウチョウアカオギ

RDA（Relaxing Days Amami)
アールディーエー

現地参考価格
10,000円

現地参考価格
18,000円

①500円の金券として
　ご利用（3枚まで）
②Frascoオリジナル
　トートバッグ1つ

空港から市街地方面へ車で20分！
奄美のお土産セレクトショップ

営業時間 9：00～18：00

（0997）69-4435
〒894-0105大島郡龍郷町大勝3114-2

オオシマグンタツゴウチョウオオガチ

Frasco
フラスコ

現地参考価格
1,000～1,500円

休：水曜日
年末年始休：12/31～1/3

14

500円の金券としてご利用
（3枚まで）※2,000円以上お買い上げの方に　「焼き菓子」小袋一個プレゼント

奄美の素材でスイーツ・ジャムなど
無添加で手作りしています。

営業時間
販売 9：00～20：00
喫茶 11：30～18：00
休:水曜日

（0997）58-4388
〒894-0068 奄美市名瀬浦上町17-1

アマミシナゼウラガミチョウ

スィーツ＆コンフィチュール
Sonoka

アンド

ソノカ

営業時間
9:00～17：00
休:日曜日
年末年始休：
お問い合わせください

年末年始休：
お問い合わせ
ください

大島紬は簡易着付けとなります。襟ぐりの開いた
薄手のインナーをご着用いただいております。
撮影した写真は後日メールにてデータ送信！

13

泥染体験（所要時間：約２時間ほど）

「泥染め」独特のテーチ木のにおい。
奄美の魔法の泥で世界に一つだけの
作品をつくろう。

（0997）62-2679
〒894-0107 大島郡龍郷町戸口2176

オオシマグンタツゴウチョウトグチ

肥後染色
ヒ     ゴ    セン ショク

要予約 要予約

要予約

要予約

要予約

要予約

現地参考価格／700円

現地参考価格／700円 ※現地にて追加代金として
　1,500円のお支払いが必要です。

※現地にて追加代金として16,500円のお支払いが必要です。

※現地にて追加代金として8,500円のお支払いが必要です。

現地参考価格／3,000円●所要時間／約3時間
●体験時間／9：00～、10：00～、13：00～、14：00～
予約の時にご希望の時間をお伝えください。
※Tシャツやバック、ストールなど￥900～販売
してます。※お持ち込み１点。（綿100％のもの
でないと染まりにくいです）

現地参考価格／900円

現地参考価格／2,000円

現地参考価格
1,900円

アマ  ミ

現地参考価格／6,600円



※写真はすべてイメージとなります。※写真はすべてイメージとなります。※現地参考価格は、特に記載のない限り2019年10月現在の価格（消費税込）となり、変更となる場合があります。
プール：3歳未満　セラピー：16歳未満の方、医師から入浴・運動を禁じられている方、伝染病・感染症・進行性の悪性疾患・妊娠16週未満32週以上の方
タラソ奄美の竜宮＜以下に該当する方はご利用いただけません＞

15 16 17 18

22 23

21

26

19 20

ご利用前日の
18：30迄に要予約

ご利用前日の
17：00迄に要予約

ご利用前日迄に要予約

※2名様以上でのお申し込みとなります。
森の中の散策となりますので、長ズボンに歩きやすい
靴でのご参加をお願いします。

①クーポン3枚+500円で
　マングローブカヌーツーリング＆入園料

②住用の原生林ナイトツアー
●大人：クーポン3枚＋4,500円
●子ども（7歳～12歳）：クーポン3枚+1,500円

マングローブ原生林をカヌーでツアー!
夜はナイトツアーも開催！

営業時間 9:00～18：00
休：無休  年末年始休：1/1

（0997）56-3355
〒894-1201奄美市住用町石原478

アマミシスミヨウチョウイシハラ

当日可※カヌーの定員があるので、
　　　　  電話にて確認

①要予約

①予約不要
②ご利用前日迄に
　電話にて要予約

②ご利用前日迄に要予約

※天候などによりツアーを中止する場合が
　あります。予約時にご確認ください。

奄美大島住用の夜の森を散策します。珍しい生き物と出会えるナイトツアーです。

クーポン3枚+2,200円で
金作原探検ツアー（約3時間）

奄美の自然を中心に文化・歴史など、
五感で感じる奄美をガイドいたします。

（0997）54-4991
〒894-0025

奄美市名瀬幸町19-5
アマミシナゼサイワイチョウ

観光施設

じっくり煮込んだ
豚骨の味噌煮込み
+黒糖焼酎1グラス

①焼酎工房見学と名瀬の
　まち歩き（約2時間）

クーポン3枚+6,500円で、
「奄美黒糖焼酎ツアー」

②名瀬の神々めぐりまち歩き
　（約1.5時間）

クーポン3枚+1,500円 酒造工房での試飲もあります。

クーポン3枚+1,000円 チョコとお菓子付き
1人から参加可。歩きやすい
靴でご参加ください。

グループでのご利用の場合、ご利用
料金の割引があります。
ご予約の際にご確認くださいませ。

※ご希望の蔵元がお休みだった場合は、ご案内できないことを
　ご了承ください。全員にオリジナルタオルをプレゼント

郷土料理と奄美黒糖焼酎
各蔵元の自信作を味わえるお店です。

営業時間
17:00～23：00
休:日曜日
年末年始休：
お問い合わせ
ください

営業時間11：30～14：00
　　　　18：00～21：00
休:無休
年末年始休：無休

（0997）52-7628

①しまりずむクーポン限定！
　黒糖焼酎飲みくらべセット

②Asiviハンバーグ

奄美の音楽と美味しいお酒、
食事を陽気なスタッフがお届けします。

観光案内所スタッフが
ご案内する名瀬のまち歩き

奄美黒糖焼酎語り部
第11号がご案内する
「奄美黒糖焼酎ツアー」

営業時間 20:00～27：00
休:火曜日
年末年始休：無休営業時間 9：00～18：00

休：無休
年末年始休：お問い合わせください

営業時間 9：00～19：00
休：無休
年末年始休：各蔵元がお休みの日

（0997）53-2223（0997）57-6233

（0997）52-8931

〒894-0031

奄美市名瀬金久町4-3
アマミシナゼカネクチョウ

〒894-0027 奄美市名瀬末広町14-10
アマミシナゼスエヒロチョウ

〒894-0015

奄美市名瀬真名津町4-56
アマミシナゼマナヅチョウ

※イベント時はご利用
　いただけません。

ライブハウス
バー

奄美の海と植物の恵みでリラックス
（きゅら海プール+アロマハマム+
 レンタルバスタオル+レンタルサンダル）

奄美の自然にこだわったタラソ
セラピーセンター・奄美の竜宮。

お子さまが喜ぶお座敷が人気。
テラスでの食事も楽しめる。生簀が自慢！

営業時間 10:00～21：30
休：木曜日

（0997）55-6211

〒894-0046

奄美市名瀬大字小宿716
（大浜海浜公園内）

アマミシナゼオオアザコシュク

※当プログラムのご利用は16歳以上の方となります。

夕方には、「光明石温泉足湯」を無料サービス

①ラーメンセット
　（醤油ラーメン＋チャーハン）

お昼時のワンコインサービスランチ
その他麺類、定食類もおすすめ！

※3名以上ご来店の場合、通常メニュー外の
　「マグロ餃子」サービス（品数に限りがあります）

中華料理 栄屋
チュウ カ リョウ リ   サカエヤ

営業時間
昼食 11:00～14：00
夕食 17:30～22：10
金曜日・土曜日のみ
26：00迄営業

（0997）72-2100
〒894-1503 大島郡瀬戸内町古仁屋春日12-3

オオシマグンセトウチチョウコニヤカスガ

オプションでセラピーをご希望の方は、
事前のご予約をおすすめします。

22

（0997）53-1321

〒894-0031奄美市名瀬金久町6-12
アマミシナゼカネクチョウ

〒894-0036奄美市名瀬長浜町27-1
アマミシナゼナガハマチョウ

年一回メンテナンス
休館期間あり

500円の金券として
ご利用

名瀬まち商店街アーケード内。
こぢんまり喫茶店。

営業時間
12:00～19：00
休:不定休
年末年始休：
お問い合わせ
ください

〒894-0027

奄美市名瀬末広町2-6-103
アマミシナゼスエヒロチョウ

（090）2755-3569

営業時間 9:00～18：30
休:不定休
年末年始休：12/31～1/3

黒潮の森マングローブパーク
クロ シオ　   モリ

観光ネットワーク奄美
カンコウ　　　　　　　　　　　　　 アマ  ミ

郷土料理 春

ホテルビッグマリン奄美

キョウドリョウ  リ   ハル

アマミ

holiday
ホリデー

Road House ASIVI奄美大島観光案内所

あまみ屋

ロード　　　  ハウス　　　　 アシビアマミオオシマカンコウアンナイジョ

ヤ

タラソ奄美の竜宮

①郷土料理ランチバイキング
手造りアイスクリーム付き

②活き〆車えびの新鮮な料理

現地参考価格
1,000円

現地参考価格
1,000円

現地参考価格
550円

現地参考価格
4,000円

②各種定食＋ギョーザ
　 （一人前）

現地参考価格／2,000円

現地参考価格／1,000円～1,250円

現地参考価格／1,000円～1,200円

現地参考価格／
大人6,000円
小人3,000円

休:木曜日夜（不定休）   年末年始休：不定休

【19：00～22：00】

(入園料にはグランドゴルフのプレイ代も含みます。）

所要時間：4時間（２つの蔵元を見学・大きい蔵元と小さい蔵元）

現地参考価格／2,500円

アマ  ミ　　  リュウグウ

27 28

185g入りを3袋、
または95g入りを5袋

田原製菓
加計呂麻産の黒糖を使用、やさしい甘味と
コクを持つかりんとうが人気。

タ  ハラセイ  カ

営業時間
8:00～17：00
休:日曜日
年末年始休：
お問い合わせ
ください

（0997）72-0654
〒894-1505 大島郡瀬戸内町古仁屋松江12-8

オオシマグンセトウチチョウコニヤマツエ

菓子工房 保生堂
奄美の美味しさを求め、
美味求心をモットーに
お届けします。

カ    シ  コウボウ     ホ  セイドウ

営業時間
8：30～19：30

（0997）72-0202

〒894-1505

大島郡瀬戸内町古仁屋松江10-13
オオシマグンセトウチチョウコニヤマツエ

現地参考価格
1,500円 500円の金券

としてご利用

現地参考価格／8,500円

現地参考価格／1,770円

現地参考価格／1,080円

現地参考価格／3,300円

年末年始休：無休

（お好きな焼酎を3杯お飲みいただけます）

要予約

要予約 要予約

休:不定休
年末年始休：
不定休

①ご利用当日の10：00迄に要予約
②ご利用2日前迄に要予約
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①火曜日限定 牛丼ランチ並盛一人前
②自家焙煎珈琲豆200ｇ

宇検村・湯湾集落の中にひっそりと
佇む自家焙煎珈琲店です。

休:日・月・水曜日
年末年始休：12/28～1/6
〒894-3301
大島郡宇検村湯湾716
オオシマグンウケンソンユワン

とよひかり珈琲店
コーヒーテン

現地参考価格
600円

現地参考価格
600円

現地参考価格
1,240円

要予約

（080）8371-4396

営業時間
火 11：30～14：00（ランチ営業のみ）
木・金 15：00～18：00
土 11：00～17：00

珈琲店

喫茶店

※2,000円以上のご利用でホットコーヒー1杯サービス
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①ランチセット
　ドリンク付き
②ケーキセット

海の見える喫茶店。
地場産素材のランチが人気。
のんびりしてね。

〒894-3633 大島郡宇検村屋鈍1-1
オオシマグンウケンソンヤドン

Yadon Café 1-1
ヤドン　　　　 カフェ　 イチノイチ

要予約

（090）4243-2398

営業時間
12:00～17：00
休:水・木曜日
年末年始休：
12/30～1/3

当日可

現地参考価格／3,000円

観光施設

現地参考価格
700円

現地参考価格
1,500円


