妊産婦の暮らしを応援するサービス応募状況一覧（平成29年12月末現在）
項目
1
2
3
4
5
6

1 販売

市町村名 企業・店舗等名称
グリーンコープかごし
ま生協 鹿児島北セン
グリーンコープかごし
ま生協 鹿児島南セン
グリーンコープかごし
鹿屋市
ま生協 大隅センター
薩摩川内市 グリーンコープかごし
ま生協 北薩センター
グリーンコープかごし
霧島市
ま生協 姶良センター
鹿児島市 永吉薬品
鹿児島市

所在地

電話番号
099-218-8377

配達手数料1年間免除（申込日から12か月間）

099-269-7888

配達手数料1年間免除（申込日から12か月間）

鹿屋市新川町605

0994-40-0356

配達手数料1年間免除（申込日から12か月間）

薩摩川内市宮内町11-28

0996-20-0233

配達手数料1年間免除（申込日から12か月間）

霧島市隼人町真孝3133

0995-44-9711

配達手数料1年間免除（申込日から12か月間）

鹿児島市永吉2丁目1-1

099-258-2767

妊産婦さんにはご来店時にお腹の赤ちゃんの
成長を助ける栄養素たっぷりの天然素材のサ
プリを3日分プレゼント。
ママと赤ちゃんの健康作りの情報提供をしてい
ます。

鹿児島市岡之原町953-1

099-213-9068

授乳室スペースの提供
5％割引（菓子パン）
パスポート提示で130円以下のパン1個プレゼン 授乳用のお湯の提供
ト。
パスポート提示で，食料品・飲み物のみ10%引き 粉ミルクのお湯の提供
ベビーカーの入店可
にいたします。（毎月2日,22日）
カフェスペースがありますので，お疲れの妊婦様
はゆっくりくつろいでもらえます。（ソファー）
毎月2日,22日はラピ感謝デーでお飲み物１杯プ
レゼントします。
デカフェコーヒー（ノンカフェイン），紅茶もご準備
できます。

8

石釜パンとケーキのお 鹿児島市喜入中名町855-1
店 Lapi（ラピ）

099-345-0212

9

健康と癒しの雑貨店
「ローズマリー」

090-9471-8531

12

鹿児島市鴨池新町28-6-102

ランジェノエル イオン 鹿児島市東開町7 イオンモール鹿 099-263-1362
モール鹿児島
児島2F
メガネのふじ
鹿児島市西田2丁目7-21 朝稲ビル 099-254-8640
1階
鹿屋市

13

くすりのにしざこ

鹿屋市吾平町麓3560-6

有限会社三清屋

鹿屋市笠之原町5番58号

0994-44-5196

枕崎市

カネマタ衣料洋品店

枕崎市立神本町97

0993-72-0348

15

出水市

（有）イズミ薬局

出水市本町5-43

0996-62-0175

16

指宿市

三石屋

指宿市山川入船町13

0993-34-1069

17
18

西之表市

パティスリー レミュー 指宿市西方1948-3
イチロー商店
西之表市安納406-1

0993-23-3227
0997-25-1111

19

日置市

（有）桂木陶芸

日置市東市来町美山1524

099-274-2207

20

曽於市

マインド薬局

曽於市末吉町岩崎852-1

099-482-0161

21

吉国電機有限会社
いちき串木野市

いちき串木野市北浜町1番地

0996-32-2389

いちき串木野市野下13665

0996-21-2110

焼酎蔵 薩摩金山蔵
蔵乃仲見世

「育児の日」のサービス内容

お店のＰＲ又は子育て家庭への
メッセージ

「子育て図書館」妊娠中から読んで欲しい 小学生までのお子様子育て中の方 偶数月に地域の助産師米山晃代さんのお話会
本や，絵本を貸し出しています。どうぞ御利 に，体にやさしい食品詰め合わせを をしています。お気軽にご参加ください。（開催日
プチプレゼントご用意しています。 はお問い合わせください。）
用ください。

菓子パン5%割引（パスポート提示）

朝食やおやつに人気の食パンはそのまま何も
付けずに食べてもおいしいです。その他にもおさ
つデニッシュなど品揃い。2階にはカフェレストラ
ンのどかもあります。ドリンクの中にはカフェイン
コーヒーも準備しています。
子ども好きのスタッフがご来店をお待ちしており
ます。
また，お店ではゆっくりくつろいでいただける豊
かな空間づくりをめざしています。

http://rosemarie.chesuto.jp/

コーチング，食育インストラクターの資格を持つ
者が，妊産婦さんの心や体の相談に乗ります。
（無料）
自社ポイントカードポイント2倍

www.meganenofuji.com

妊娠中にメガネご購入のお客様ご出産後1年ま キッズスペースの設置
でメガネ保証あり
読み聞かせや授乳用のお湯の提供など，
保護者からのご要望に応じて対応

「認定眼鏡士」がメガネについてのご相談などに
対応

お子様・妊婦さんが使用される漢方薬，オムツ
等5%割引
自然飼育の放牧薩摩黒豚肉を全商品1割引で
提供
野外炭焼バーベキューガーデンにてお食事の際
お飲み物（500mlペットボトル1本）をサービス
幼児・赤ちゃん連れのお客様にミニタオル，マン
ガ柄ハンカチ，クリスマス前にクリスマス用布小
袋，割引等のサービス
小学校入学時の洋服お買い上げ時に商品券等
のサービス（妊産婦対象にいずれか適用可）

お子様・妊婦さんに安心・安全なあなたに合った
漢方薬を処方します。

0994-58-6173

14

22

フレンドリーメニュー
（乳幼児連れの外出支援・応援サービス）

鹿児島市中山町2163

ベーカリー楓

11

サービス内容

鹿児島市

7

10

ＵＲＬ

http://sanshinya.jp

妊婦・妊産婦の健康相談

粉ミルクのお湯の提供
授乳スペース
肌悩み・季節に合ったサンプルの提供，お手入 おむつ替えのベッド有り
れ方法のアドバイス
ポイントカード
ポイント2倍
子連れで来店された妊婦に対し，パスポート提
示により全商品ポイント5倍（精米も含む）。
商品（定価）を10％割引（B品を除く）
記念品等はご相談に応じます。
マザーの会（助産師さんを招き，無料で育児相
談会を開催：毎月1回）
母乳マッサージ1回千円，牛蒡子の提供（1,935
円）参加者には育児用品5％オフ
お買い上げの製品妊産婦特別割引
粉ミルクのお湯の提供
お茶・コーヒーのサービス
授乳スペースあり
お話コーナーあり
多目的トイレあり
授乳室あり

当店は 子宝漢方相談 を行っています。
ポイント2倍
なりたい肌サンプル

妊産婦の暮らしを応援するサービス応募状況一覧（平成29年12月末現在）
項目

市町村名 企業・店舗等名称

所在地

電話番号

ＵＲＬ
https://phkubo.com

サービス内容

妊産婦服用可の栄養ドリンクお湯割り1杯サー 粉ミルクのお湯の提供
ビス
おむつ替え・授乳スペースあり
ベビーカー入店可
さくらポイント2倍
ミキハウスベビークラブ会員に特典あり
ベビーカー入店可
（出産準備カタログ，オリジナル育児日記，オリ
ジナルフォトフレーム等）
自店メンバーズカードポイント2倍
パスポートを提示で，低刺激性化粧品10％OFF 粉ミルクのお湯の提供
おむつ替え・授乳スペースあり

23

奄美市

久保薬局

奄美市名瀬港町4-21

0997-52-3161

24
25

伊佐市
姶良市

有限会社福岡生花
MIMI

伊佐市大口元町13-8
姶良市西餠田

0995-22-8711
0995-56-7255

26

ふれんど薬局

姶良市加治木町新生町130-3

0995-63-6161

27

ザ・クロックハウス 姶
良店
レディースファッション
ヒラカワ
カフェレストラン
NODOKA

姶良市西餠田264-1 イオンタウン姶 0995-66-5001
良3F
中種子町野間5297
0997-27-3500
鹿児島市岡之原町953-1

099-213-9078

30

シュラテール コムオ
シェル

鹿児島市中町7-8 シゲノビル2階

099-223-1353

31

鹿児島東急REIホテル 鹿児島市中央町5-1
レストランシャングリラ

099-256-0109

ランチ・ディナータイムでのお食事が10％off

らーめん なかの屋
れすとらん竹の子
（有）長寿庵 開聞唐船
峡
指宿市営唐船峡そうめ
ん流し

鹿屋市
出水市緑町44-40
指宿市開聞仙田77

0994-44-7596
0996-63-3061
0993-32-3155

ジュース又はラーメンの大盛りサービス
お食事をされた妊婦の方にドリンクをサービス
鯉・マスのえさプレゼント

指宿市開聞十町5967番地

0993-32-2143

福ちゃん食堂

指宿市山川小川3328

0993-34-2526

パスポート提示で定食（A定食：1,650円，B定食：
1,340円，いなり定食：1,440円，ハーブ焼定食：
1,340円）を1割引で提供
お子様にお菓子，ジュース等をプレゼント（不定
期）
キッズメニューはポイント１個，小学生以下の定
番からの注文でもポイント2個

南さつま市加世田本町10-14

0993-53-2910

28
29

中種子町
2 飲食店

32
33
34

鹿児島市

鹿屋市
出水市
指宿市

35
36

https://www.eclassa.net/friendpharmacy/index.html

フレンドリーメニュー
（乳幼児連れの外出支援・応援サービス）

5％割引（ランチ）
パンサービス（幼児以下）
ドリンクサービス（小学生以下）

授乳室スペースの提供
授乳用のお湯の提供
食器・子ども用椅子の提供
離乳食あたためサービス
離乳食あたため
おむつ替えの場所を提供
ベビーカーの運搬のお手伝い
ミルクのお湯提供

鹿児島市

からだ・はうす オプシ 鹿児島市宇宿2-3-5 オプシアミスミ 099-259-1126
ア店
2階

http://k-opsia.com//

パスポートを提示で，施術料金3割引

姶良市

からだ・はうす イオン 姶良市西餅田264-1 イオンタウン姶 0995-55-0002
タウン姶良店
良 西街区2F

http://www.k-aira.com

RITZ 鹿児島

http://rutz-kagoshima.com

現在ご提供しているマッサージとして，妊娠5か
月〜8か月（安定期）のお客様へ可能なコース
・ヘッドマッサージ30分コース（横向きで方・首，
仰向けでヘッドマッサージ）
・リフレクソロジー30分コース（プチリフレと膝下
までのマッサージ）
毎回パスポートご提示で10分延長（パパ，ママ対
象）
パスポートを提示で，頭皮に優しいヘッドスパを キッズスペースあり（DVD，ゲーム，絵本，
無料でサービスいたします。（ただしヘッドスパの おもちゃ）
みは不可）

42
43

指宿市
垂水市

カットハウス ピノキオ 指宿市東方
有限会社スワン
垂水市田神3510-2

0993-24-2274
0994-32-3471

キッズプレート，キッズカレー，キッズハンバーグ
等あります。
毎日替わる日替定食は，野菜，根野菜を沢山使
い，身体に優しい味（添加物を一切使わない）の
みそ汁，煮物を中心としたメニュー。定番メ
ニューも同様です。
客席22席（座敷8席，テーブル席14席）
ご予約承ります。
当店のデカフェモカは「超臨界二酸化炭素排出
法」で液体化学品を一切使用せず，カフェインだ
けを抽出しているので，妊娠中や授乳中でも美
味しい珈琲を安心してお飲みいただけます。

ゆず茶サービス
2時間鉄板コース 3,000円〜
デカフェモカ（カフェインレスコーヒー）の販売
パスポート提示でドリンクメニュー5％OFF
（デカフェモカ，デカフェカフェオレ，デカフェウイ
ンナコーヒーあり）

姶良市西餠田264-1 イオンタウン姶 0995-73-3658
良1F

099-808-0018

シェフがつくる色鮮やかなお料理はその日に採
れた新鮮野菜を使用しています。お店の雰囲気
は名前のとおりのどかな店内です。

クッション（座敷用・テーブル用），ブランケッ
トご用意あります。
キッズルームあり，ジャングルジム・すべり
台・ブランコ・トランポリン等もあり，自由に
遊べます。

自家焙煎コーヒー豆
tous les jours

鹿児島市荒田2-45-22

ランチ5%割引（パスポート提示）

授乳用のお湯の提供
離乳食のあたためサービス

姶良市

41

ギフト用，自家用とリーズナブルな価格で取り揃
えております。

目の前を流れる甲突川を眺めながら美味しいお
料理を満喫いただけるリバーサイドレストラン
「シャングリ・ラ」

38

40

商品5％オフ（セール品は除く）

マタニティウェアを1割引で提供
http://www.asahi-center.com/

南さつま市 串じゃく

3 美容

お店のＰＲ又は子育て家庭への
メッセージ

時計の電池交換5％OFF

37

39

「育児の日」のサービス内容

カット＋パーマされたお客様にトリートメントの
サービスをいたします。
ポイントのサービス

指圧によるマッサージを30分，45分，60分と15分
単位で行っています。30分は上半身のみ，45
分，60分は全身のマッサージとなります。
横向きでの施術となるため，お腹への負担はか
かりません。

お湯の提供

10％OFF

ポイント2倍

当店でマッサージを受けられる方でイオンタウン
姶良に併設されているイオンゆめみらい保育園
の一時保育を御利用される方の保育料（1時間
250円）を負担いたします。
45分〜60分コース：250円割引
75分〜120分コース：500円割引
（当店の割引，延長ともに併用可能です）

妊産婦の暮らしを応援するサービス応募状況一覧（平成29年12月末現在）
項目

市町村名 企業・店舗等名称
薩摩川内市 はやし整骨院

44
45

日置市

46

姶良市

47

ヘアースタジオ アリス
ト
ラフィネ イオンタウン
姶良店
リハビリサロン ケセラ
ボ

所在地

電話番号

薩摩川内市西向田町18-25

0996-22-3268

日置市伊集院町妙円寺1-118-5

099-272-5922

姶良市西餅田264-1 イオンタウン姶 0995-55-9101
良2F
姶良市平松7418-7
080-8392-1729

さつま町

ビューティーサロン 福 薩摩郡さつま町求名3332-2
山

鹿児島市

ふるた助産院
産前産後ケアハウス
サクララン

鹿児島市宇宿9丁目6番5号 4階

099-230-7882

50

医療法人ハヤの会
田中矯正歯科

鹿児島市中央町21番地14

099-257-9052

51

岸歯科医院

鹿児島市中山1丁目11-15 1F

099-298-5959

鹿屋市共栄町19-7

080-6458-2636

48

49

4 病院

鹿屋市

おっぱいルーム

53

姶良市

ワハハキッズデンタル 姶良市西餅田264-1 イオン3階
ランド&おとな歯科

0995-73-5468

太陽自動車株式会社

鹿児島市錦江町11番47号

099-226-5454

新原モータース

垂水市上町122

0994-32-0262

薩摩川内市永利町2602-1

0996-25-2270

5 自動車 鹿児島市
整備・販
売

55

垂水市

56

薩摩川内市 カーコンビニ倶楽部
川内店

http://letgo567.wixsite.com/ke
sela

0996-57-0212

52

54

ＵＲＬ

http://amayurikai.or.jp/sakurara
n/

kishi-chuzan.com

サービス内容

フレンドリーメニュー
（乳幼児連れの外出支援・応援サービス）

「育児の日」のサービス内容

キッズスペースあり
妊産婦に合った施術を施します。
電話をしていただければ待ち時間がありませ
ん。
パスポート提示でカットのみ\1,000（男子・平日
午前9時〜午後7時限定）
50分以上のコースで5分延長無料サービス（プロ
ヴァンスバス・季節キャンペーンは除く）
妊婦産後整体 初回につき\1,000割引
保育士による託児サービスあり
不妊・妊婦産後整体：妊娠・出産によりダメージ
を負った身体を調整し，本来の状態を取り戻して
いきます。
ママケア教室・妊婦講座：女性のための骨盤ケ
ア講座，自分で身体を整えるセルフケアもお伝
えします。
布ナプキン販売：手作り布ナプキンの販売。洗い
方・使い方・月経血コントロールについてもお伝
えします。
粉ミルクのお湯の提供
おむつ替えスペース，お子様が遊べる待合
室あります。（絵本・おもちゃあり）
・ベリーペイント
元気な赤ちゃんがうまれますように。願いを込
めて妊婦さんのお腹に絵を描きます。200円割
引
・お昼寝アート
毎月テーマを決めて，背景や小物を使って赤
ちゃんと一緒に作る可愛い写真です。
スペシャルマタニティは220円割引
・妊娠期における口腔トラブル等の説明
・歯面清掃
・歯並びの無料相談
・妊婦さんはホルモンバランスの関係で口内環
境が乱れやすい状態です。元気な赤ちゃんを産
む為にも口内環境を保つ治療が必要です。当院
では，妊婦さんのつわりや体調に合わせて治療
を行っています。
・お腹の大きくなっている妊婦さんには，仰向け
で治療を受けることが苦しい場合は，少し椅子を
起こした状態で治療を行っています。
・逆子矯正のお灸（せんねん灸のお土産つきで
す）…料金1回1,000円
・トコちゃんベルトの販売と指導…指導料1回
1,000円 販売も格安
・ハンディのある子に授乳中のお母さんのおっぱ
いマッサージ料を500円引き
・毎月第2日曜日13時〜16時 ハンディのある赤
ちゃんのお母さんに無料母乳相談を受け付けま
・デンタルグッズ5％off
授乳スペースあり
・ワハハクラブ入会金10％off
キッズスペースあり

お店のＰＲ又は子育て家庭への
メッセージ

理学療法士，マタニティ整体師そして5児の母で
もある女性セラピストが，産前産後のママに寄り
添います。

詳細は是非お問い合わせください。

無料歯並び検診

すべてのお母さんのおっぱいマッ
サージ料を 3,000円→2,500円

何度も通う必要はありません。1回で妊産褥婦さ
んの不安を解消するよう努めています。

むし歯はまず「作らないこと」が大切です。特に
子どもの生えたてのキレイな歯は一生の財産，
親御さんがきちんと守ってあげるべきです。ワハ
ハキッズデンタルランドはそんなキレイな歯を守
るための歯医者さん。お口に影響する悪癖の改
善など，子育てに頑張るお父さんお母さんと一
緒になって，お子様の歯と健康を守っていきま
す。

①エンジンオイル（工賃＋油脂代）交換無料
サービス 4,800円相当
②Tポイント2倍進呈
※上記①以外に車検・一般整備・法定点検・板
金塗装を実施した場合。
※Tポイントは工賃に限ります。（部品及び諸費
用は対象外）
修理：垂水スタンプポイント提供
車検：経費を除いた全額をポイント提供
販売：購入金額の1/10ポイント提供
www.carcon.co.jp

女性スタッフをはじめ全員赤ちゃん・子ども大好
きです。
お気軽にお子様とご一緒にお越しください。

妊産婦の暮らしを応援するサービス応募状況一覧（平成29年12月末現在）
項目
57
58

市町村名 企業・店舗等名称
南さつま市 有限会社オートショッ
プナカノ
南種子町 有限会社船川石油店
南種子町給油所

所在地

電話番号

南さつま市加世田武田15358

0993-52-3254

熊毛郡南種子町中之上2246

0997-26-1261

ＵＲＬ
http://autoshop-nakano.com

サービス内容

有限会社船川石油店
茎永給油所

熊毛郡南種子町

0997-26-7724

ガソリン・軽油を20㍑以上給油もしくは3,000円以
上お買い上げの方に，南種子町商工会ロット
ちゃんポイントを3倍進呈いたします。（上限あり）

60

有限会社船川石油店
島間港給油所

熊毛郡南種子町

0997-26-4539

ガソリン・軽油を20㍑以上給油もしくは3,000円以
上お買い上げの方に，南種子町商工会ロット
ちゃんポイントを4倍進呈いたします。（上限あり）

62

6 ホテル・ 鹿児島市
宿泊施
設
指宿市

64

・宿泊時小学6年生以下は添い寝は無料

0993-22-2241

http://wwwcoralbeach.jp/

・宿泊されるお客様１人につき200円割引いたし
ます。なお，「育児の日」に宿泊されるお客様1人
につき1,000円割引いたします。（他の割引との
併用はできません。）
・乳幼児の宿泊は無料（添い寝に限る。食事代
別途。）
基本宿泊代金より10％割引

0993-23-5552

http://www.ibusuki-bayhills.com

・小学生以下のお子様の大浴場の利用（日帰り
入浴）無料（保護者同伴に限る）
・小学生以下のお子様と一緒にご宿泊する場
合，露天風呂，家族風呂のご利用料金10％割引
・小学生以下のお子様にソフトドリンク１杯無料
サービス（御宿泊・お夕食時）
・3歳以下の乳幼児の宿泊無料（添い寝に限る。
食事代は別途要）
妊産婦様ご本人のみ1泊2食の宿泊料（税別）を
20％割引いたします。
（注）当日母子手帳の提示の無い場合は無効と
させていただきます。
お飲物等は対象外とさせていただきます。
また，本館・一戸建て離れ共に会談があり
ますので，ご検討くださいませ。

099-227-5151

民宿せきちょう

0993-22-2068

指宿市湯の浜5-27-10

指宿コーラルビーチホ 指宿市湯の浜2丁目12-7
テル
指宿ベイヒルズ
指宿市東方5000番地
HOTEL&SPA

63

http://wwwsundaysinn.com

サンデイズイン鹿児島 鹿児島市山之口町9-8

中島温泉旅館

日置市吹上町湯之浦1106

099-296-2073

http://www.nakashimaonsen.com

（株）スタジオメディア

鹿児島市照国町17-14

099-225-5020

http://www.studio-media.net

四季フォート

出水市昭和町26-3

0996-62-0479

https://m.facebook.com/shikip
hotoshiki/

（株）薗田写真工房

霧島市牧園町高千穂3865

0995-78-2628

http://www.sonoda-photo.com

前結び宗家きの和装
学苑

鹿児島市大黒町1-3-3F

099-223-6160

http://www.kino-wasou.co.jp

70

お母さんの心がまぁる 鹿児島市平川町4070-3
くなるおうち教室「ここ
まる」

099-230-0905

https://ameblo.jp/5500kokomar
u

71

鹿児島ゴルフリゾート

鹿児島市下福元町12300番地

099-263-2511

http://www.kagoshima-gr.jp

有）アフィニス

鹿児島市東郡元町3番8号エクセレ
ント中央1階

099-258-0017

65

66
67

68

69

72

日置市

7 写真スタ 鹿児島市
ジオ
出水市

霧島市

8 趣味・習 鹿児島市
い事

9 クリーニ 鹿児島市
ング

「育児の日」のサービス内容

お店のＰＲ又は子育て家庭への
メッセージ

子供乗せ自転車・電動アシスト自転車予約の方
に，お子様の乗車用ヘルメットプレゼント
ガソリン・軽油を20㍑以上給油もしくは3,000円以
上お買い上げの方に，南種子町商工会ロット
ちゃんポイントを2倍進呈いたします。（上限あり）

59

61

フレンドリーメニュー
（乳幼児連れの外出支援・応援サービス）

・オムツ替えのトイレ利用可
・宿泊時ベビーカー貸出サービス有り（※数
に限り有り）
ミルクのお湯の提供

・ミルクのお湯サービス，離乳食の温め
サービス
・乳幼児椅子の設置（お食事用）
・子供用浴衣，スリッパの無料貸出

・授乳場所の提供
・ミルク用のお湯提供
①マタニティフォト（対象：妊婦）
②ベビーフォト（対象：生後6か月〜2歳のお子
様）
①，②の撮影の方に六切サイズ（木製額付）1
枚無料。撮影技術料10,800円（税込）のみでOK!!
・記念撮影をしていただいた方に，1回につき1枚
四切写真プレゼント
・DPEプリントをしていただいた方に，1回10％割
引
・入苑料2,000円を無料に
・和装小物を20％割引
・お子様をそばで見ながら講習を受けられます。
自分の怒りのタイプがわかるアンガーマネジメン
ト総合診断（通常2,000円）を500円割引。
育児のイライラを緩和することに役立てていただ
けます。
・4歳〜6歳児はランチバイキング料金400円（税
別）を無料
寝具，ジュータン等クリーニング 定価から20％
引き

・ミルク用のお湯の提供
・おむつ交換場所の提供

・ママ＆ベビールーム有（授乳・おむつ交
換）
・授乳用の湯水の提供

全メニュー10％割引

日頃はなかなか入りづらいと思われがちな写真
屋さんですが，気軽にお立ち寄りください。

妊産婦の暮らしを応援するサービス応募状況一覧（平成29年12月末現在）
項目
73 10 その他
74

市町村名 企業・店舗等名称

所在地

つちはし行政書士事務 鹿屋市西原1丁目35-32
鹿屋市
所
焼酎蔵 薩摩金山蔵 いちき串木野市野下13665
いちき串木野市
坑道見学

電話番号

ＵＲＬ

050-1034-9017

tths-office.com

0996-21-2110

http://www.hamadasyuzou.co.jp
/kinzan

75

奄美市

鹿児島県立奄美図書
館

奄美市名瀬古田町1-1

0997-52-0244

http://www.library.pref.kagoshi
ma.jp/amami/

76

南九州市

タツノオトシゴハウス

南九州市頴娃町別府5202-2

0993-38-1883

http://www.seahorseways.com

知覧武家屋敷庭園

南九州市知覧町郡13731番地1

0993-58-7878

77

サービス内容
・妊産婦限定で出張相談無料
・妊産婦限定で電話相談可能
・3歳未満無料
①乳幼児等への絵本の読み聞かせ会の実施
当館職員（毎週水曜日 15:00〜16:00）
おはなしさんぽ（第1土曜日 10:30〜11:00）
あまみ子どもライブラリー（第3土曜日 10:00〜
11:00）
こぐまちゃん（第4土曜日 14:00〜14:45）
②お母さんとお父さんのための読み聞かせ教室
（年1回実施）
③クリスマスおはなし会（年1回実施）
※当館には，赤ちゃんのための絵本や「子育て・
教育支援」に関するコーナーもあります。
・安産・子宝お守り販売
・ノンカフェインコーヒーの提供（カフェコーナー）

「育児の日」のサービス内容

長島町

民宿えびす屋グループ 長島町蔵之元3720-7

090-7478-5252

グラスボート乗船料
大人：1,600円→1,400円
子供：800円→700円（3歳以下無料）

79

龍郷町

株式会社夢おりの郷

0997-62-3888

併設している保育園にて一時預かりも可能（有
料）

お店のＰＲ又は子育て家庭への
メッセージ

・ベビーカーでの見学可
・ベビーカーやお荷物の一時預かり可
ご家族のみなさんで読書を楽しみませんか。お
子さま，ご家族向けのおはなし会など各種イベン
トも多数実施しておりますので，お気軽にお越し
ください。

・粉ミルクのお湯の提供
・おむつ替えのスペースあり
・トイレにベビーキープ設置
・授乳スペースあり
・ベビーカー入館可能
・離乳食の持ち込み可
・キッズスペース・キッズチェアあり
・禁煙，駐車場あり

・ミルク用のお湯のご用意
・粉ミルクのお湯の提供
・授乳スペース
・ベビーカー入店可能（知覧武家屋敷庭園
事務所内にて対応）

78

大島郡龍郷町大勝3213-1

フレンドリーメニュー
（乳幼児連れの外出支援・応援サービス）

グラスボート乗船料
大人：1,600円→1,200円
子供：800円→600円
・ベビーカー入店可能
・ベビーカー店内貸出
・粉ミルクのお湯の提供
・おむつ替えのスペースの提供
・ベビー用バスタオル貸出

