奄美市役所
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【Ｊ】 旅行業
◆奄美大島の旅行会社・航空券販売
奄美ツーリストサービス
（里見海運）
奄美航空ツーリスト

0997-53-3112
（Ｆ）0997-54-1008
0997-53-6111

叶運輸
名瀬港運観光・旅行センター

0997-52-5151
0997-52-2316
0997-57-7888

894-0035 奄美市名瀬塩浜町17-5
http://satomi-kaiun.co.jp/work03.php
894-0034 奄美市入舟町8-21
http://www.ama2.jp/
894-0035 奄美市名瀬塩浜町2281
894-0026 奄美市名瀬港町11-3

（観）
（物）
（観）

◆奄美大島の船舶会社

マルエーフェリー

船会社

海運代理店
【名瀬港】

名瀬港運

（物）

0997-52-2311
奄美市名瀬塩浜町17-7

仲村運輸

【古仁屋港】
0997-72-4301
瀬戸内町古仁屋松江23
http://nakamuratransport.com/
【名瀬港】
（物）
叶運輸
0997-52-5151
奄美市名瀬塩浜町2281
【名瀬港】
（物）
里見海運
0997-53-3111
奄美市名瀬塩浜町17-5
http://satomi-kaiun.co.jp/

（物）

マリックスライン

0997-53-2111

（代表）099-226-2121

奄美市名瀬入舟町8-21

鹿児島市錦江町１－７

http://www.aline-ferry.com/

http://www.marixline.com/
（営業本部）099-225-1551

【大阪～奄美～沖縄】
琉球エキスプレス
【鹿児島～奄美～沖縄】
フェリーあけぼの、
フェリー波之上、
【鹿児島～喜界～名瀬～古仁屋】
フェリーあまみ、
フェリーきかい
【鹿児島～喜界～名瀬～古仁屋】
フェリーあまみ、
フェリーきかい

【鹿児島～奄美～沖縄】
クイーンコーラル８、
クイーンコーラルプラス

（奄美群島内の各島々にはそれぞれ海運会社、海運代理店があります）

里見海運

【名瀬港】
0997-53-3111
奄美市名瀬塩浜町17-5
http://satomi-kaiun.co.jp/

（物）

十島村役場所有
099-222-2101
892-0822 鹿児島市泉町14-15
（物） http://www.tokara.jp/access/ferry.html
フェリーとしま
（鹿児島市～トカラ列島～名瀬）

（物）は奄美大島観光物産協会加盟
（観）は奄美大島観光協会加盟

名瀬港に入港する
定期船
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【Ｊ】 観光関連団体
◆観光総合・経済団体
団体名
奄美大島観光協会
（会員約60業者）

電話
0997-54-4991
（Ｆ）0997-55-1181
09：30～

奄美大島
観光案内所

0997-57-6233
（Ｆ）0997-57-6233
09：00～18：00

一般社団法人
あまみ大島
観光物産連盟
（元・奄美大島
観光物産協会）
（会員約160業者）

0997-53-3240

09：00～18：00

事務局・連絡先
代表・担当
鹿児島県
奄美市名瀬幸町19-5、観光ネットワーク奄美内会長・越間得晴
http://amami-kankou.com
奄美大島内の交通、ホテル、土産店、飲食店などの業者
旅行代理店などからの問い合わせ窓口
主に団体対応
894-0027 鹿児島県
Ｂ-10
奄美市名瀬末広町14-10、ＡｉＡｉひろば１階
http://kankouannaijo.amamin.jp/e574894.html/
あまみ大島観光物産連盟が運営
個人客からの問い合わせ窓口
主に個人客対応
894-0027 鹿児島県
会長・谷芳成
奄美市名瀬末広町14-10、ＡｉＡｉひろば１階
（奄美大島
http://www.nonbiriamami.com/index.html
商工会議所会頭）
奄美大島ＤＭＯ事業を推進。
広報サイト「あまみっけ」を運営。
http://amamikke.com/
894-0025

※「奄美大島観光物産協会」は2016年12月から
「一般社団法人 あまみ大島観光物産連盟」と改称しました。
一般社団法人
奄美群島
観光物産協会
（愛称：ぐ～んと奄美）
（会員約40団体）
奄美大島商工会議所

0997-58-4888
（Ｆ）0997-52-9618
08：30～17：00
（土日祝日休み）
0997-52-6111

894-0023

鹿児島県
奄美市名瀬永田町17-1
http://www.goontoamami.jp/
鹿児島県知事登録旅行業第3-239号
（社）全国旅行業協会正会員
奄美群島全域
894-0034 鹿児島県 奄美市名瀬入舟町12-6
http://www.amami-cci.or.jp/

統括リーダー・
松元英雄

会頭・
谷芳成

◆業界団体
894-0023
奄美大島
エコツアーガイド
連絡協議会
（約60人加盟）

奄美クジラ・
イルカ協会
奄美群島地区
スキューバダイビング
安全対策協議会
奄美ライフセービング
クラブ

0997-52-6032

鹿児島県 奄美市名瀬永田町18-6
（奄美群島広域事務組合内）

会長・
喜島浩介

奄美大島固有の自然、文化を守り、
持続的な利用を図るため自主ルールを策定。
傷害保険、賠償責任保険等に加入。
ＨＰ準備中（2016年８月現在）
ホエールウオッチング（１月中旬～４月中旬）を実施。
http://amamiwhale.jimdo.com/
約40業者が加盟。
救命方法などを研修。

会長・
興克樹
会長・
中田留弘

救命講習、夏休み期間中の監視活動
http://konoshimanotameni.amamin.jp/

会長・
佐野常夫
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【Ｊ】 奄美大島の市町村の観光担当
◆奄美市
市町村役場
奄美市役所 （本庁舎）

紬観光課

奄美市役所
笠利総合支所
産業振興課
奄美市役所
住用総合支所
産業建設課

電話
0997-52-1111

連絡先
894-8555 鹿児島県
奄美市名瀬幸町25-8
http://www.city.amami.lg.jp/

0997-52-1111
（代表電話は同じ）

奄美市全域を
担当

0997-63-1111

奄美市役所港町仮庁舎
894-0026 鹿児島県
奄美市名瀬港町13-1
（2016年現在、
本庁舎が建て替え工事中のため、
紬観光課は港町仮庁舎に移転している）
（新庁舎は2019年３月末に完成予定）
894-0595 鹿児島県
奄美市笠利町中金久141

0997-69-2111

894-1292

住用地域を
担当

鹿児島県

奄美市住用町西仲間111

笠利地域を
担当

◆奄美市以外の町村役場・観光担当部局
龍郷町
0997-62-3111
産業振興課
大和村
0997-57-2111
産業振興課
宇検村
0997-67-2211
総務企画課
瀬戸内町
0997-72-1111
商工観光課

894-0192
鹿児島県 大島郡龍郷町浦110
http://www.town.tatsugo.lg.jp/
894-3192 鹿児島県
大島郡大和村大和浜100
http://www.vill.yamato.lg.jp/
894-3301 鹿児島県
大島郡宇検村湯湾915
http://www.uken.net/
894-1592 鹿児島県
大島郡瀬戸内町古仁屋船津23
http://www.town.setouchi.lg.jp/

◆町村ごとの観光団体
瀬戸内町観光物産協会

0997-72-4567

894-1531

鹿児島県大島郡瀬戸内町手安469-3
フェイスブックあり

理事・
藤田竜志

宇検村観光物産協会

0997-67-2919

894-3301

鹿児島県大島郡宇検村湯湾2926-4
（うけん市場内）

会長・
伊村廣文

大型客船の見送り風景 （奄美市・名瀬港）
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