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観光特産品協会だより発行 
観光特産品協会では、積極的な情報発信により、会員の連携と融和を図っていきたいとして、観光特産品協会 
だよりを発行していきます。親しまれる会報にしたいとして愛称を、「shibu - suki 」「しぶすき」としました。 
意味は、「志布志が大好き」を略しています。会員の皆様の情報紹介をお待ちしています。 
 
ホームページリニューアル＆ラインアカウント作成 

協会ホームページをリニューアルしました。会員様向けの情報も掲載しておりますので是非ご覧ください。 
また、携帯スマホに情報が送信されてくるＬＩＮＥ（ライン） 
公式アカウントのサービスをはじめました。身近な情報を定期的 
に配信することで、会員から親しまれる協会を目指します。                 
QR コードを読み込んで「ともだち登録」お願いします。 
 

ぽっぽマルシェ開催 
８月１日（日）志布志駅舎横に新しくできた全天候型広場でぽっぽマルシェを開催しました。 
当日は 22 店の出店があり約 1,000 人の来場者がありました。 
マルシェは、偶数月の第１日曜日の開催予定であり、今後も感染対策をしながら計画していきます。 
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令和３年度総会は書面決議となりました。 

 
令和３年度の総会は、コロナ禍による書面決議 
とし、令和３年６月 30 日付の議決となりました。 
組織については、下図のとおりです。 

  令和 3 年度もよろしくお願いします。 
なお、役員改選は次年度となります。 

 

 
令和３年６月 11 日の理事会様子 

 
 

令和３年度志布志市観光特産品協会役員名簿 

氏 名 役 員 役 職 摘  要 
島津 陽亮 理 事 会 長 （株）島津 

束前 雅之 理 事 副会長 （総合事業推進部長） アスク 

堀口  崇 理 事 副会長 （特産品事業推進部長） （株）和香園 

藤島 博仁 理 事  道の駅松山 

宮内 宏智 理 事 （総合事業推進副部長） 宮内機械（有） 

濵﨑 敏子 理 事  （株）萬來 

髙木 俊彦 理 事  （株）フェリーさんふらわあ 

谷口 博盛 理 事 （観光事業推進副部長） （株）谷口製作所 

鈴木 知美 理 事  （株）ルミエール 

枦山美和子 理 事  スナックおかえりなさい 

三浦  優 理 事  新大隅観光（株） 

谷口 慶忠 理 事 （特産品事業推進副部長） （株）谷口海産 

中山 信彦 理 事 （特産品事業推進副部長） 太久保酒造（株） 

益田 幸太 理 事  （株）益田製麺 

東條 真徳 理 事  若潮酒造（株） 

天水 栄子 理 事  （農）天水製茶 

小西 忠浩 理 事  （有）小西こんにゃく屋 

菅原 宏智 理 事  生協コープかごしましぶし店 

川崎 幸夫 監 事  かわさき電機 

森岡 孝二 監 事  （株）鹿児島銀行志布志支店 
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志布志市観光特産品協会会員名簿（○賛助会員）令和 3 年 9 月理事会時 
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№ 事業所名 № 事業所名 № 事業所名 
1  アスク 56  Ａｇｅｈａ 111  ㈱ケーキハウス カネヤマ 
2  かわさき電機 57  スナック 美佳 112  ㈲江川商店 
3  笑寿殿 伝八 58  宮内機械㈲ 113  生活協同組合コープかごしましぶし店 
4  ファッションハウスカツヤ 59  志布志漁業協同組合 114  ㈱ファームランド牧 
5  ふらわぁギャラリーやまだ 60  旬さい処 はまの 115  上迫農園 
6  ㈱ルミエール 61  居酒屋 幸良 116  ㈱川﨑農産 
7  (農)天水製茶 62  志布志市有機部会 117  こまみず酒店 
8  ㈲北崎水産加工 63  やまだや 118  ㈱南九州不動産 
9  ㈱志布志新生社印刷 64  谷田青果 119  ＢＡＲ ＧｏｏＤＩＥ’Ｓ  
10  ㈲大黒 65  ㈱鹿児島銀行志布志支店 120  ㈱ＳＯＬｃｒｅａｔｏｒｓ 
11  ㈱谷口海産 66  丸西酒造㈱ 121  ㈱池田製茶 
12  堤水産㈲ 67  炭焼きかずちゃん 122  ㈲小西こんにゃく屋 
13  ㈲福山緑地建設 68  ㈱ライフサービス 123  Farmer s Ｖilla ＵＭＥ 
14  ㈲ミヤウチ 69  味処 勝吉 124  志布志の宿きたの 
15  ㈲みなとタクシー 70  ㈱スタジオフィルス 125  丸山 一 
16  ㈱岡崎鶏卵 志布志店 71  ㈱味人膳 126  〇㈲永田商店 
17  ㈲鬼塚製茶 72  菊田印刷所 127  ㈱吉野製茶 
18  ㈱志布志まちづくり公社 73  ㈱東八重製茶 128  ㈲広栄食品 
19  ㈱島津 74  リカーズ酒膳 129  ホテル枇榔 
20  新大隅観光㈱ 75  ㈱霧島湧水 130  唯愛 
21  ㈱谷口製作所 76  スナック 絆 13 1  ㈱鹿児島鰻普現堂事業所 
22  ㈱萬來 77  ㈲ダスキン志布志 132  ㈲柳沢養鰻 
23  ㈱フェリーさんふらわあ 78  道の駅松山 133  ㈲岩切観光バス 
24  ㈱益田製麺 79  太久保酒造㈱ 134  ㈲川﨑米穀店 
25  若潮酒造㈱ 80  ほおじろ亭 135  ダイニングマイスター 
26  鹿児島興業信用組合志布志支店 81  あおぞら農業協同組合 136  グランドワークス㈱ 
27  鹿児島信用金庫志布志支店 82  〇三和物産㈱ 137  千田窯 
28  鹿児島相互信用金庫志布志支店 83  スナック  絹 138  丸﨑養鶏場 
29  ㈱南日本銀行志布志支店 84  大吉 139  〇エコファームまきこ 
30  ㈱宮崎銀行志布志支店 85  居酒屋白鶴 志布志店 140  又木ガーデン 
31  内之倉郵便局 86  一丁田みそ 14 1  ホテル志布志 
32  そお鹿児島農業協同組合志布志支店 87  サンキョーミート㈱ 142  ㈱SOH ファーム 
33  ㈲渡辺商店 88  苺夢工房 143  ㈲ I・Q ファーム 
34  ㈱岡留蒲鉾本舗 89  とんちん館 144  Drop inn LinkweII  
35  ㈱和香園 90  ㈱蓬の郷 145  ㈱トレピウーノ 
36  みどりや製菓本店 91  心菜坊 146  ㈱又木庭園建設 
37  森元豆腐店 92  ラーメン無愛想 147  ㈱セビア鹿児島工場 
38  農産物直売所「手作り屋」 93  〇㈲鹿児島ユタカ 148  〇㈱アクアプラス 
39  志布志市商工会 94  山田水産㈱有明事業所 149  ハートロック バナナ 
40  ㈲丸五 95  ㈲丸八水産 150  しぶし湾塩ものがたり 
41  ㈲ライクマム 96  ㈲マルチョンラーメン 151  ㈱さかうえ 
42  加世田観光農園 97  らうんじ ＱＵＥＥＮ 152  ㈱志布志臨海産業 
43  ＳＵＭＯＭＯ  shibushi  98  香り工房 てこ 153  志布志畜産㈱ 
44  お菓子の大園 99  まる正福茶園㈱ 154  ㈱日鰻 
45  南九州青果㈱ 100  楠田淡水㈲ 155  〇㈱カミチク 
46  四季彩館 ほりぐち 101  一）こころざし・ふるさと再生委員会 156  大楠鰻㈱ 
47  ㈲加治木水産 102  楠田養鰻㈲  157  LR( 株)志布志営業所 
48  国民宿舎ボルベリアダグリ 103  吉山酒販㈱志布志営業所 158  ㈱堀口園 
49  川崎染工場 104  ヤマト運輸㈱鹿児島主管支店志布志センター 159  ㈱うしの中山志布志牧場 
50  スナック おかえりなさい 105  西文社印刷㈱志布志支店 160  鶴田農園 
51  〇㈲三昧堂商事 106  ㈱ナンチク志布志工場 161  堀口茶園 
5 2  〇社会福祉法人ルピナス会 107  有明淡水㈲ 162  〇㈱髙島屋法人事業部西日本営業部 
53  〇㈱草原商会 108  ㈱農Ｌｉｆｅ 163  廣寿司 
54  すなっく 心 109  花乃や～hananoya ～ 164  オリーブ・ドラブ 
55  〇冨士屋製菓㈲ 110  村留ダチョウ牧場   



 





会長あいさつ 島津陽亮 
コロナ禍の中で大変な状況が続いておりますが、志布志市の観光と特産品 
の振興についてみんなが元気になる事業、そして会員の皆様に役に立つ事業、 
を推進してまいりますので、令和３年度もどうぞよろしくお願いします。 
 

志インタビュー（会員紹介） 
Ｑ 会社名とお名前をお願いします。 
Ａ 若潮酒造株式会社代表取締役の上村雅彦です。 
Ｑ コロナ禍の中で、現在どのような状況でしょうか？ 
Ａ 焼酎なので飲食店さんの休業があったりで売上は厳しいですが、 
  皆様に美味しいと言って頂ける焼酎造りを心がけてます。 
Ｑ ＰＲがありましたらどうぞ？ 
Ａ 世界のスピリッツコンテストに出品したり、消毒用アルコールを 
  造ったり、ジンを造ったり、芋焼酎だけじゃなく新しいことに 
  常にチャレンジしていく会社です。 
Ｑ これからの目標がありましたら？ 
Ａ 郷土で愛されて５4 年目、「さつま若潮」を１００年に向けて進化 
  出来るように頑張ります。若潮って何か面白いよねって言われたいです。 
 

いらっしゃいませ（お店紹介）キャンペーン実施中!! 是非お越しください。 
      心菜坊             ほおじろ亭          伝八 

 
 
 
 
 
 
   ※ぐりぷークーポン券などのサービスもありますのでそれぞれのお店でお問合せください。 

観光特産品協会事務所にお越しください。 
志布志市観光特産品協会の事務所は志布志駅内にあります。 
職員が常駐していますので、会員の皆さんは、ぜひお立ち寄りください。電話 099 - 472 - 8028  

 

 

 

 

 
          

  
 (^̂ )/  来年はやるぞー!!お釈迦まつり 
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