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ホノホシ海岸

奄美市名瀬(市外局番0997)

H3 あまみユースホステル 54-8969 会員\4836 一般\5436 共2食付共税込 島料理提供 里帰り素泊り\2500

H4 泥染公園 野崎染色 54-9088 本物の泥田に入って泥染体験 1時間半･Ｔシャツ代込 2000円～

大和村(市外局番0997)

H2
  

55-8070
 海辺の一部屋、一組だけの民宿とcafeです。

   ゆったりした時間をお過ごしください

H2 民宿 さんごビーチ 57-2580 目の前はキレイな海と白い砂浜｡2食付\7800｡手づくりの宿｡BBQガーデンあり｡個室あり(バス･トイレ付)

H2 民宿 中村荘 57-2433 １泊２食5,000円 白い砂浜まで歩いてすぐ インターネット利用可 夏は海の幸 冬はシマ料理

H2
  57-2828 自然と文化をまるごと体験できるプログラムを提供しています。

   NPO法人TAMASU  詳しくは http://www.amami.org/ 

F3           マテリャ茶屋 58-3166 森と滝のマイナスイオンの中で昼食をどうぞ｡11:30～14:30 宿泊可

奄美市住用町(市外局番0997)

F4 お食事処　　たこ福 69-2341 たこ焼一筋55年｡大阪の味｡お持帰り可｡11時～14時 16時～19時 第3水曜･毎週火曜定休

G4 サン奄美 69-5033 住用のおかあさん手作りのおみやげ 9時～5時 休み:第3木曜日/年末年始

 国定観光公園         

F4
   

 
マングローブ茶屋

 69-2189

宇検村(市外局番0997)

D1 シーサイドハウス 080-1765-5676 バンガロー朝食無料‣バーベキュー‣自炊完備‣ショップ有 屋鈍海岸近く

E2 旅館たつみ荘 67-2015 宿泊･宴会･イノシシ料理（要予約） 素泊り４０００円～

E3
 やけうちの宿 56-5656

 ご旅行からビジネスまで、多彩な利用に適した宿泊施設（コテージ・洋室ツイン）

 宇検食堂         地元食材をふんだんに使った定食・おつまみメニュー豊富にそろえてお待ちしております。

たこ焼
お好み焼

奄美大島南部（Ｍ０２)

フォレストポリス
キャンプ場
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マングローブジャングルめぐり
観光遊覧船･カヌーツーリング

マングローブを一望できる
展望レストラン

シマ料理･マングローブガニ･カニうどんhttp://www16.ocn.ne.jp/~mangrove/

国直集落
まるごと体験交流

喫茶･工房･民宿

てるぼーず

瀬戸内町(大島)(市外局番0997)

D6

E5 ネプスダイブリゾート(ペンション) 72-2393 美味しい郷土料理と黒糖焼酎でゆったりと島時間を満喫!海辺までスグ(1泊2食付\6800税込)

D5 民宿 72-0815
 
1泊朝食付きお1人様7000円より 全室Wi-Fi無料 駐車場完備

C4
 民宿 

72-5035
 大島海峡･加計呂麻島を望む､海沿いの宿です。夕景のさざ波を眺めながら､

 よーりよーりよーりよーり  島時間でゆっくりしませんか。一泊２食付￥７３００　素泊まり可 

D3 ダイバー民宿 おれんち 72-3305 猟師＆漁師料理の宿 介助犬･ペット同伴可

C4

D4
     

  

D5 海風舎 72-4673 シーカヤック･シュノーケリング･バードウォッチング・夜間観察

D5 スローガイド奄美 090-7288-5980 マングローブカヌーと森と滝･加計呂麻島のツアーガイド

瀬戸内町(加計呂麻島)(市外局番0997)

B5 民宿 ＩＮＡハウス 76-0385 田舎料理でオババと語らいを。1泊2食付\5775+税462

B5
 素泊まり・民宿 

76-0552
 

 
　カケロマ ロマエ

C6
 (ｺｺﾅﾂ)(ペンション) 

76-0077
          ロケーション抜群！海辺のテラスで新鮮な海の幸を｡

 来々夏ハウス           1泊2食付\8，000(税込)子供料金はお問合せ下さい

B4
 海宿 ５マイル  76-0585 

新鮮地魚と自家製無農薬野菜のお料理 自然派手作りの宿 一泊二食6500円～8000円

 http://amami5mile.exblog.jp/  プライベートビーチのガジュマルハンモックでゆらり

B3 しびらんか 75-0628 癒しの島 奄美 カケロマの隠れ家ペンション 英語OK｡(English available)

B4 そば処 一心庵 090-7982-8722 加計呂麻島店は4月末まで冬季休業します（その間、熊本南阿蘇本店で営業）

C6               (ティールーム) 76-0866 さとうきび畑を眺めながら､コーヒータイム｡黒糖ケーキetc.木曜定休

B5 うみがめ隊(オーシャンガイド) 090-4858-8189 青の洞窟＆東洋のガラバゴス探検ツアー

C6  080-5247-4425 島内を車でご案内。生間港発お一人3時間4000円など。 

B6 さんご塩工房 76-0523 寅さん撮影地でのんびりと癒しながら､自然海塩造りの見学をしませんか?
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－ ダイブチコ －（ダイビング）
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PADI男女インストラクター常駐･少人数制でリラックス&安心ダイビング♪

もれなく水中での写真プレゼント中!お一人様より大歓迎です

一軒家､自炊設備完備｡1日1組限定｡お1人様3500円 2食付7000円

ご家族やお仲間に 適｡目の前は白い砂浜青い海｡

090
3272
5485

海辺のレストラン

てやんてやん
目の前に広がる大島海峡を眺めながら、
瀬戸内町産本マグロや地場産の魚が味わえる店。
また、女性に人気のロコモコやパンケーキなどの
カフェメニューも充実！！

〒894-1531 大島郡瀬戸内町手安470-2
営業時間 11:00～15:00(季節によって異なります。）
定休日 不定休

特選奄美マグロ丼

パンケーキ

☎0997-72-2088

株式会社カケロマリゾート http://amamiseto.jp/

TEL:0997-72-1326

乗船券
大人\2,500
小人\1,250

※出港10分前までに乗船券販売所にお越
し下さい。

※車で奄美市名瀬よりおよそ1時間

水中散歩してみませんか。サンゴ礁の周りを色鮮やか
な熱帯魚が群れ泳ぎます。

船室は船底から海底に突き出していて、車の窓から景
色を見るように色とりどりのサンゴ礁や魚たちをお楽しみ
いただけます。瀬戸内町

大島海峡

半潜水船

古仁屋漁港ターミナルビル
(｢せとうち海の駅｣)

事前にご予約下さい｡気象･海象状況などにより
運行時間変更･コース変更する場合があります。

田原製菓のかりんとう
買えます!(数量限定)

出航時間(要予約) ①9:30 ②10:30 ③11:30 ④13:30 ⑤14:30 ⑥15:30 ⑦16:30 (所要時間)40分

マングローブとは
　マングローブは熱帯から亜熱帯に分布し

ていて、河口近くの満潮時には海水に浸る

場所に生えている植物の総称です。

　国内では鹿児島の喜入や屋久島にも自生

していますが、ある程度の規模のマング

ローブとしては奄美大島を北限としていて

います。

　カヌーで探検

奄美大島の奄美市住用町にあるマングロー

ブは国定公園特別保護地区であり、動力船

は原則禁止となっているため、手漕ぎのカ

ヌーもしくは竹ざおによる遊覧船での散策

となります。

　カヌーは底が平らな安定性のある舟で、

少しの力で漕ぐことができますから、小学

生から高齢の方まで楽しむことができます。
カヌーの経験がありませんが

　ツアーの前に必ずガイドによる指導・練
習を行い、ライフジャケットを着用しても

らいますので万一の場合でも大丈夫です。
満潮時と干潮時の違いは

　カヌーを中心に楽しむのでしたら満潮時
がお勧めですが、干潮時には干潟に色んな
カニなどの小動物や植物をじっくり観察す
ることができます。

その他･注意点は
　ほとんど日差しを遮るものがありません
ので、帽子や日焼け止めなどを準備して下
さい。また、多少濡れたり汗をかくのでタ
オルや簡単な着替えを準備したほうがいい
でしょう。

TEL:0997-56-3355

マングローブ原生林をカヌーで体験できます。

道の駅　奄美大島　住用道の駅　奄美大島　住用道の駅　奄美大島　住用
カヌー出発時間

　10:00 11:30

　13:00 14:30 16:00

1月1日のみ休園　開園９：３０～閉園１８：００

（
出発時間の30分前に　）　受付をすませて下さい。

○マングローブカヌーツーリング(入園料込み)ガイド付
一般 \2,000 小中学生 \1800 幼児無料

○入園券 大人\500 
　　　 子供\300


