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屋久島観光情報
（料金・営業時間　営業期間等は変更になる場合が有りますので詳しくはそれぞれの連絡先にお問い合わせください。）
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地区 名称 ℡（０９９７）

屋久島観光センター ４２－００９１

ナカガワスポーツ ４２－０３４１

やくしま屋 ４２－１６８０

空港前 レンタルの山下 080-2567-0352

森のきらめき ４９－７１０１

山岳太郎ショップ ４９－７１１２

レンタルの山下 ４６－４２５５

屋久島レンタル ４６－２８９６

登山用品レンタルショップ

安房

宮之浦

地区 名称
入浴料　　〔大人〕
　　　　　　〔子ども〕 入浴時間 休日 ℡（０９９７） ﾀｵﾙ 泉質

一湊 大浦の湯
３００円
１５０円 １１：００～１8：００  無（冬のみ休業あり） ４４－２８００ 無 非温泉

ゆのこのゆ
４００円
１５０円

１２：００～１９：００
（予約制）

月曜 ４２－０３０５ 無 単純硫黄泉

田代別館
５００円
３００円 １６：００～２３：００ 無 ４２－００１８ 無 非温泉

楠川 楠川温泉

３００円
１５０円

幼１００円
９時～２１時

毎月1日
（5/1は営業）

４２－１１７３ 無 アルカリ性単純温泉

小瀬田 縄文の宿まんてん

１，6００円
１，０００円（小学生）
５００円（３才以上）

１5：００～２２：００ 無 ４３－５７５１ 有 アルカリ性単純温泉

屋久島温泉
（ＪＲホテル屋久島）

１，４００円
７００円 １５：００～１８：００ 無 ４７－２０１１ 有 アルカリ性単純温泉

尾之間温泉
３００円
１５０円 ７：００～２１：００ 月曜午前中 ４７－２８７２ 無 単純硫黄泉

平内 平内海中温泉 志（２００円） 干潮時前後２時間 無 47-2953 無 アルカリ性単純温泉

湯泊 湯泊温泉 志（３００円） ２４時間
火早朝

掃除実施の場合あり 48-2806 無 アルカリ性単純温泉

宮之浦

尾之間

温泉・日帰り入浴施設
（新型コロナ等により、休業する事があります事前にご確認ください。） 地区 店名 特産品 TEL（０９９７）

永田 ｼｮｯﾋﾟﾝｸﾞﾌﾟﾗｻﾞｺｽﾓ 永田の塩 ４５－２６７７

屋久島薬草販売 ウコン製造・販売 ４２－０７２３

屋久鹿・革製品 アトリエ ariga-to 080-5309-5213

(有)丸高水産 海産物 ４２－１４３５

つり具の岩川 瀬渡し・釣具 ４２－０７４７

屋久島観光センター 菓子・土産品 ４２－００９１

凡我塔ひらみ屋 菓子 ４２－２０５６

杉の舎 屋久杉工芸品 ４３－５４４１

岳南工芸社 屋久杉工芸品 ４９－４８０８

ぷかり堂 屋久島みやげ ４３－５６２３

(有)杉匠 屋久杉工芸品 ４６－２１２３

縄文屋 屋久杉工芸品製造 ４６－２８６６

４６－２３２３

(有)竹之内工芸 屋久杉工芸品 ４６－３０５７

武田産業 屋久杉工芸品 ４６－２２５８

本坊酒造(株) 焼酎製造・施設見学 ４６－２５１１

小村木工所 屋久杉工芸品 ４６－３３６８

橋口木材 木材加工センター ４６－２２４２

平野 三岳酒造(株) 焼酎製造(販売なし） ４６－２０２６

麦生 ぽんたん館 農協直営店 ４７－２５５７

特産品・物販など

宮之浦

小瀬田

安房

春牧

屋久島漁協特産品加工販売センター

金融機関  (外貨交換は鹿児島銀行・宮之浦支店にて［＄・€　⇒￥］のみ対応）

名称 地区 ATM営業時間

宮之浦 ［月～金］  ８：５０～１９：００  ［土日祝］  ９：００～１９：００

安房 [ATM] ［月～日・祝］8：００～21：００ （キャッシング・お引出し）

南日本銀行 宮之浦・安房 ［ATM］ ［月～金］  ８：４５～１８：００　［土日祝］  ９：００～１７：００

JA屋久島 宮之浦・尾之間 ［月～金］  ９：００～１９：００　［土日祝］  ９：００～１９:００

宮之浦 [ATM] ［月～金］８:45～18:00 ［土日祝］9:00～17:00

安房 [ATM] ［月～金］８:00～19:00 ［土］9:00～19:00 ［日祝］9:00～18:00

永田、一湊、小瀬田、湯泊、栗生 ［月～金］  ９：００～１７：３０　［土］ ９：００～１２：３０　［日祝］ 休み

尾之間 ［月～金］  8:45～１８：００　［土日祝］  ９：００～１７：００

＊海外カードでの引き

出し可能。但し、自国と

の時差による。

鹿児島銀行

郵便局

月 イベント

２月 サイクリング屋久島

３月 屋久島森水開き

４月 屋久島海祭り

海水浴場開き

オープンウォータースイミング

８月 屋久島ご神山祭り

１1月 屋久島夢祭り

１２月 益救神太鼓越年祭

年間行事予定

７月

地区 名称 ℡（０９９７）

永田 永田診療所 ４５－２２７３

一湊 門野医院 ４４－２３０３

和田医院 ４２－１３２２

徳洲会病院 ４２－２２００

小瀬田 みんなの診療所 ５３－５１００

安房 仲医院 ４６－２１３１

春牧 やくしま森の診療所 ４７－１０１０

尾之間 尾之間診療所 ４７－３２７７

栗生 栗生診療所 ４８－２１０３

宮之浦

医療機関


