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日替わりランチ
好評盛業中！
し～まブログやってます
左のQRコードからアクセス

Hotel New Amami

F2

客室１８１室
サウナ付大浴場有
２階 レストラン

叶運輸

ホテルニュー奄美
TEL:0997-52-2000
newamami.com

ウェストコート
奄美

鹿児島銀行

「入舟町」

奄美レンタカー 55-2633
お泊りの方特別割引
空港乗捨てＯＫ
※空港⇔奄美市内 特急連絡バス
ホテルウエストコート奄美 敷地内より
発着しております｡

第５７０号

H4 ホテル
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サンデイズイン鹿児島
〒892-0844
鹿児島市山之口町9-8
Tel: 099-227-5151
Fax: 099-227-4667

お得なNET予約はこちらから 25.5㎡ツインルーム 宿泊者専用サウナ付大浴場
ＳＧ 6,500 ⇒ 5,450～
ＴＷ 11,000 ⇒ 9,450～
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G3
ご予約は
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F2

52-7222
0997(52)7141

海が見えるホテル

0997

52-7222
民宿

06

G2

0997

SINCE 1912

たつや旅館

C4 旅館

F5
C2
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G2
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F4

本鮪イクラ丼1,400円

食べ放題ございます｡(金､土､日､祝日は除く)

奄美屋仁川店 53-2983 生ビール190円 2,280円､2,980円､3,680円(税別)の３コース

単品メニューの中から好きな料理２品
中華村 天心 53-3472 中華２品セット！！
選べます。(ライス、スープ、小皿付)９８０円

新メニュー 中華風「鶏飯」780円 名瀬郵便局隣 人気!!晩酌セット(生ビール+料理2品)1100円 11:00～21:30

安心・安全をモットーに

52-3269 黒毛和牛を主に提供しています

の

お持ち帰りできます｡AM11:30～AM2:30 駐車場有11台
お好みランチドリンク付

53-2052 大好評!!鹿児島産黒豚ミックス
味処

《昼》AM11:30～PM2:00迄 丼物,うどん,そば,日替り定食,セットメニュー

武蔵屋 52-4713 《夜》PM5:30～PM10:00迄 和食中心の居酒屋メニューとお食事でご来店をおまちしてます。
奄美では唯一､おまかせのみの料理で 完全予約制(18時～)の為､
一品づつ提供する創作寿司日本食店 贅沢な料理と時間を心ゆく

屋仁川通り徒歩１分

17

鶏飯セット LINE@
始めました！＞＞
1,800円

52-2221

A2 焼肉

14

奄美サンプラザホテル 検索
奄美市にある、ビジネスに便利なホテル

奄美観光

鹿児島天文館の姉妹ホテル

（最寄りバス停 港町バス停より徒歩0分）

H4

11

映画やスポーツ観戦しながらバータイム ビール\500 フード\300～
サラダ･パスタ･ピザ他おまかせ料理＋飲み放題付き\3,000～(4人～2.5h)
バレー･ソフト等の打上げにご利用下さい(20人まで) (10-15,18-22 日定休)

日石

名瀬市役所・大島支庁方面 →

TEL:0997-53-5151
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F6 cafe

奄美空港方面→

空港⇔奄美市内
特急連絡バス乗り場

ホテル
ニュー奄美

10

D1

まで楽しめます｡
ここでしか出会えない
”縁”をお楽しみ下さい｡

２４時間
ランドリー

コインランドリー併設

シングルルーム \3,465～ 駐車場･インターネット無料
ツインルーム
\8,400～ パン･コーヒーサービス
各種カード利用OK
ダブルルーム
\7,245～
(会員割引で)

080-3999-4228 完 全 予 約 制
ツイン

http://www.amami.info

素泊まり１泊１名様 \3,000 全５室
52-0260 朝食パン･コーヒー･紅茶 無料サービス

http://www.amami.com/tatsuya/

あづま家 52-0621 素泊り２５００円 全室個室 無線LAN完備

商店街・飲み屋街の車両通行はご注意を
商店街(M06:名瀬中心街)および が、周辺のホテル・民宿からのレ
飲み屋街(M07:名瀬飲食街)は道が ンタカーが一方通行を逆走するこ
細いだけでなく、右折禁止や一方 とも多いようです。
通行の道が多いです。
特に、飲み屋街である屋仁川通
また、お店を探すために路上駐
りはホテルウエストコート奄美の 車することは違反となるだけでな
信号から一方通行となっています く、交通の妨げとなります。

商店街や飲み屋街でお店を探す
場合などは、無理せず、周辺のコ
インパーキングなど有料駐車場に
車を駐車させて、徒歩で行動した
ほうが安全です。

駐車場有

こころとこころのふれあい 政府登録ホテル

海上保安部

←名瀬新港方面

喫茶・お食事・レストラン
52-3666 癒しの音楽と落ちつく空間で､ランチタイム\700(コーヒー付)2種

ティーバード

〒名瀬郵便局

ホテルウエストコート奄美
レストラン「さくらダイニング」
奄美パーク無料ゾーン
レストラン「ゆらん郷」

F2

TEL:099752-8080

屋仁川通り
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宿泊

ヤンゴの夜を楽しむための一口メモ
ヤンゴ(屋仁川)通り
粒味噌
屋仁川沿いの名瀬旧港か
ニガウリ等の炒め物に使
ら続く飲食店が集まった歓
ったり、焼いた魚や豚肉を
楽街の通りです。
まぶしてお茶うけやおにぎ
明治の末に現在の商店街
りの具として使います。
あたりにあった料亭などが 醤油
集められてできたそうです。
九州の醤油は甘いのです
地元では愛着をこめ「ヤン
が奄美の醤油も甘口で、お
ゴ」といいます。
刺身を食べる時にはお酢を
2010年に100周年を迎え
少し入れることもあります。
ました。
塩

黒糖焼酎

奄美群島だけに許されてい
るのが黒糖焼酎です。蒸留酒
で糖分はゼロ。柔らかな香り
と味わいはロック・水割り・
お湯割りと飲み方を選ばない
のが特徴です。

奄美の郷土料理
ほとんどの郷土料理は沖
縄の郷土料理に似ています
が、全体的にシンプルで味
付けの濃くないのが違いで
す。
奄美ならではの料理は鶏
飯（けいはん）と食材とし
ては粒味噌を使う点に特徴
があります。

方言で"マシュ"。昔は海
岸で海水を炊いて作ってい
ましたが、ここ数年、昔な
がらの製法が復活して好評
です。

塩豚
豚は方言で"ワァ"。保存
と脂を抜くために豚肉を塩
漬けしたものです。独特の
風味があり、いろんな料理
に使われます。

イュ(魚)

ニャ(貝)
トビンニ
ャは南部で
はテラダと
も言い、甘
くて美味しい貝で、「飛ぶ
貝」という意味です。
カタンニャはサザエで、
「堅い貝」のこと。トゲが
ないのが特徴です。
夜光貝はバター炒めなど
で。貝殻は昔から貝細工に
使われるぐらいきれいな貝
です。

ニガウリ料理

のせ、地鶏のスープをタッ
プリかけて食べます。
お店によってスープに特
徴があります。色んなお店
で食べ比べてみてください。

豚骨野菜(ワァンホネヤ
セ)
豚の足やアバラを骨付き
のまま煮て味をつけたもの
と、ツワブキ(葉っぱの茎)
やアザミ(葉の芯)･タケノ
コ･昆布等を炊いたものを
盛り合わせたものです。豚
肉は事前に脂をしっかり抜
いているのでしつこくあり
ません。野菜は繊維質たっ
ぷりです。

沖縄ではゴーヤと言われ
ますが、奄美では一般的で
はなくニガウリといいます。 油ソーメン
主に粒味噌を使って油い
塩豚やキ
ためにすることが多く、沖
ャベツ･
縄のゴーヤチ
ニラな
ャンプルと
どを炒
は一味違い
めたものに
ます。
茹でたソーメンをからめた

定番は赤ウルメ、沖縄で
はグルクンといい、和名は 鶏飯(けいはん)
代表的な郷土料理です。
タカサゴです。
ご飯の
空揚げで食べることが多
上にとり
く、頭からバリバリと食べ
身や錦糸
られます。
卵･シイ
他にはカツオのお刺身や
タケ･海
見た目カラフルですが新鮮
なお魚がたくさんあります。 苔･パパイヤの漬物などを

料理です。

テナガエビ（タナガ）
の唐揚げ
(写真)
M03:ひさ倉
M08:かずみ

