
番号 事業所名 代表者名 住所
1 霧島いわさきホテル 岩崎　芳太郎 霧島市牧園町高千穂
2 霧島国際ホテル 竹下　卓 霧島市牧園町高千穂
3 ホテル霧島キャッスル 中尾　哲夫 霧島市牧園町高千穂
4 霧島観光ホテル 樋口　清隆 霧島市牧園町高千穂
5 霧島ホテル 堀切　博 霧島市牧園町高千穂
6 天テラス 藤岡　芳政 霧島市牧園町高千穂
7 旅行人山荘 蔵前　壮一 霧島市牧園町高千穂
8 静流荘 大庭　萬里子 霧島市牧園町高千穂
9 牧水荘 倉田　博文 霧島市牧園町高千穂
10 妙見石原荘 石原　礼子 霧島市隼人町嘉例川
11 みやまホテル 山下　大介 霧島市牧園町高千穂
12 花みずき 福留　啓介 霧島市牧園町高千穂
13 霧島花紫 山口　伸一 霧島市牧園町高千穂
14 霧の里本館 脇　康秀 霧島市牧園町万膳湯之谷
15 摘み草の宿　こまつ 小松　嵩亮 霧島市牧園町高千穂
16 松苑 能勢　雅巳 霧島市牧園町高千穂
17 忘れの里　雅叙苑 田島　健夫 霧島市牧園町宿窪田
18 天けい莊 竹崎　実 霧島市隼人町嘉例川
19 薩摩隼人妙見ホテル 鎌田　一郎 霧島市隼人町嘉例川
20 朱峰 安栖　富美雄 霧島市牧園町宿窪田
21 湯之谷山荘 馬場　廣一郎 霧島市牧園町高千穂
22 ホテル華耀亭 飯尾　弘一 霧島市牧園町宿窪田
23 妙見田中会館 田中　希世子 霧島市牧園町下中津川
24 霧島ロイヤルホテル 安藤　孝一 霧島市霧島田口
25 さくらさくら温泉 中谷　昭一郎 霧島市霧島田口
26 あかまつ荘 浜崎　元彦 霧島市霧島田口
27 料亭旅館竹千代霧島別邸 近藤　スミカ 霧島市霧島田口
28 数寄の宿野鶴亭 森　義斉 霧島市隼人町東郷
29 清姫温泉 米田　知弘 霧島市隼人町姫城
30 吉田温泉 原田　正人 霧島市隼人町姫城
31 日当山温泉センター 豊増　信子 霧島市隼人町内
32 ホテル京セラ 福永　健一 霧島市隼人町見次
33 優湯庵 帆足　佐智子 霧島市隼人町姫城
34 西郷どん湯温泉組合 勝目　政隆 霧島市隼人町内
35 きりしま悠久の宿　一心 後藤　一心 霧島市牧園町高千穂
36 かごしま空港ホテル 福元　幸雄 霧島市溝辺町麓
37 舞鶴旅館 岡留　浩一 霧島市国分中央
38 ホテル国分荘 藤田　直仁 霧島市国分中央
39 おりはし旅館 巻　睦子 霧島市牧園町下中津川

40 アパホテル鹿児島国分 諏訪園　厚子 霧島市国分中央
41 シティホテルイン国分 城山温泉 池田　洋子 霧島市国分上小川
42 ウィクリーイン隼人 福山　照伸 霧島市隼人町松永

43 祝橋温泉旅館 丸野　サエ子 霧島市牧園町宿窪田
44 民宿みちや荘 石踊　チサ子 霧島市牧園町高千穂
45 霧島新燃荘 岩元　宗孝 霧島市牧園町高千穂
46 ペンション異人館 入佐　慶一郎 霧島市霧島田口
47 Villa Montpetre 本多　将典 霧島市霧島田口
48 霧島四季彩の郷　万遊 川口　万喜子 霧島市霧島田口
49 民宿きりしま路 崎山　達夫 霧島市霧島田口
50 民宿登山口温泉 上村　昌也 霧島市霧島田口
51 宮崎県営国民宿舎えびの高原荘 高橋　直樹 えびの市大字末永
52 国民宿舎みやま荘 大山　宗興 霧島市霧島田口

53 さかいだ温泉 境田　秀紀 霧島市牧園町宿窪田
54 田島本館 田島　健夫 霧島市牧園町宿窪田
55 素泊りの宿　きらく温泉 田代　利博 霧島市隼人町嘉例川
56 前田温泉 前田　嘉郎 霧島市牧園町高千穂

平成２９年度　公益社団法人霧島市観光協会会員名簿

平成２９年６月２５日　現在

《　ホテル・旅館業　》

《　ビジネスホテル　》

《　民宿・ペンション・保養施設・国民宿舎・公共宿　》

《　自炊宿　》



番号 事業所名 代表者名 住所
57 鶴乃湯 鶴ヶ野　さだ子 霧島市牧園町宿窪田
58 霧島高原国民休養地 福地　茂穂 霧島市牧園町高千穂
59 楽園荘 松田　新作 霧島市隼人町嘉例川
60 秀水湯 立元　秀行 霧島市隼人町嘉例川
61 貸別荘ひめしゃら 山口　美代子 鹿児島市武
62 野々湯温泉 片山　譲二 霧島市牧園町三体堂

63 ハニ交通 羽仁　正次郎 霧島市牧園町宿窪田
64 霧島公園タクシー 青山　裕 霧島市牧園町高千穂
65 第一交通㈱霧島神宮営業所 下之角　洋 霧島市霧島田口
66 旭交通㈱ 本田　達郎 霧島市国分中央
67 中村タクシー 中村　博美 霧島市隼人町東郷

68 芝自動車整備工場 芝　幸宏 霧島市隼人町内
69 トヨタレンタリース鹿児島 新園　輝男 鹿児島市東開町
70 タイムズカーレンタル鹿児島空港店 下竹　絵理香 霧島市溝辺町麓

71 みやまきりしま観光 濱田　豊 霧島市霧島田口
72 鹿児島交通国分営業所 岩崎　芳太郎 霧島市国分福島
73 株式会社国分観光バス 藤田　喜作 霧島市隼人町真孝

74 霧島ゴルフクラブ 大野　芳雄 霧島市牧園町高千穂
75 株式会社まほろばの里・霧島高原まほろばの里 小牟禮　康成 霧島市牧園町高千穂
76 霧島高原乗馬クラブ 長命　信一郎 霧島市牧園町高千穂
77 かごしま空港36ｶﾝﾄﾘｰｸﾗﾌﾞ 竹之内　義彦 霧島市横川町下ノ高松
78 霧島神宮 慶光院　利致 霧島市霧島田口
79 高千穂カントリー倶楽部 高木　博 霧島市霧島田口
80 高千穂牧場 宮元　広 都城市吉之元町
81 霧島民芸村 山口　学 霧島市霧島田口
82 霧島神話の里公園 新中　幸博 霧島市霧島田口
83 霧島たまご牧場 竹下　博 霧島市霧島永水
84 サウスヒル牧場 熊本　栄治 都城市吉之元町
85 自然公園財団高千穂河原支部 坂本　謙太郎 霧島市霧島田口
86 霧島天狗館 吉村　久則 霧島市霧島田口
87 向井商店 向井　勇 霧島市国分下井
88 家族湯すえひろ 末廣　律子 霧島市隼人町姫城
89 日本湯小屋物語 岡元　克幸 霧島市隼人町姫城
90 和氣神社 三宅　紀仁 霧島市牧園町宿窪田
91 かれい川の湯 髙木　治邦 霧島市隼人町嘉例川
92 さくら農園 下田　勝 霧島市隼人町松永
93 日の出温泉きのこの里 永松　修次 霧島市牧園町宿窪田

94 佐藤酒造 佐藤　誠 霧島市牧園町宿窪田
95 焼肉厨房わきもと 脇元　敬 霧島市牧園町高千穂
96 レストランおふくろ 上井　よし子 霧島市牧園町高千穂
97 ほっかい家 阿部　博 霧島市牧園町高千穂
98 さつま路 石原　勝久 霧島市牧園町高千穂
99 手打そば　蛍 福永　覺 霧島市牧園町三体堂
100 くいもんや花いちもんめ 外山　友和 霧島市牧園町高千穂
101 伊達醸造 伊達　英史 霧島市福山町
102 焼酎バー武雄 今村　直樹 霧島市牧園町高千穂
103 バレル・バレープラハ＆GEN 山元　紀子 霧島市溝辺町麓
104 田代水産 田代　修 霧島市牧園町宿窪田
105 Coffee House 空のふもと 坂元　礼子 霧島市牧園町高千穂
106 そば茶房紗菜花 種子田　満 霧島市牧園町高千穂
107 福山物産 重久　浩 霧島市溝辺町崎森
108 ヘンタ製茶 邉田　孝一 霧島市牧園町下中津川
109 唐津屋 鳥井　甲介 霧島市霧島田口
110 霧島高原ロイヤルポーク 平　邦範 霧島市霧島永水
111 霧島神宮前茶屋 吉冨　久寛 霧島市霧島田口
112 江口家 江口　克己 霧島市霧島田口
113 寿し処大鳥居 池原　浩二 霧島市霧島田口

《　タクシー業　》

《　レンタカー業　》

《　観光バス業　》

《　観光施設等　》

《　特産品製造販売・飲食業　》



番号 事業所名 代表者名 住所
114 茶房　草木塔 浜崎　修治 霧島市霧島田口
115 霧島誠香苑製茶 木野田　誠 霧島市霧島永水
116 ふきのとう 下脇　教子 霧島市霧島大窪
117 霧島峠茶屋 橋元　忠雄 霧島市牧園町持松字黒ケ原
118 霧島そば処かわぐち 川口　穣 霧島市霧島田口
119 岩切美巧堂 岩切　學 霧島市国分中央
120 徳重製菓　とらや 徳重　克彦 霧島市国分中央
121 九面屋 鳥丸　秀樹 霧島市隼人町真孝
122 うなぎの尾方 尾方　和八 霧島市国分福島
123 国分酒造株式会社 笹山　護 霧島市国分川原
124 日当山醸造 小牧　一郎 霧島市隼人町西光寺
125 栗山商会 松田　千鶴 霧島市隼人町姫城
126 吉永酒店 吉永　久美 霧島市隼人町姫城
127 ＲaRa 木場　令子 霧島市国分中央
128 森の弁当やまだ屋 山田　まゆみ 霧島市隼人町小田
129 霧島町蒸留所 古屋　芳高 霧島市霧島田口
130 焼肉のまる金 福岡　金幸 霧島市霧島大窪
131 坂元のくろず「壺畑」情報館＆ﾚｽﾄﾗﾝ 坂元　昭宏 霧島市福山町福山
132 大坪茶舗 大坪　元気 霧島市溝辺町麓
133 霧島山麓のパン屋さんらすうーる 牧寺　敬道 霧島市霧島田口
134 和気茶屋 富尾　明子 霧島市牧園町下中津川
135 タカヒラ鹿児島営業所 髙平　直喜 宮崎市田野町甲字中渡瀬
136 ジャパンライフ霧島営業所 山口　敬 霧島市牧園町高千穂
137 溶岩焼薩摩屋 西田　昭二 霧島市国分福島
138 深山霧島 丸山　豊一 宮崎県都城市吉之元町
139 美の匠ガラス工房弟子丸 弟子丸　努 霧島市国分清水
140 ソルト商事 塩月　哲郎 霧島市牧園町高千穂
141 ジェイシーエヌ霧島工場 樹神　健一 霧島市国分敷根
142 空港製茶 有村　友志 霧島市溝辺町麓
143 がまこう庵 蒲生　純 宮崎県都城市吉之元町
144 茶楽園 德永　俊博 霧島市溝辺町麓
145 松山産業 松山　茂樹 霧島市溝辺町竹子
146 福山黒酢株式会社　黒酢の郷桷志田 津曲　泰作 霧島市福山町福山大田
147 湯けむりダイニングトントン亭 塩月　大志郎 霧島市牧園町高千穂

148 鹿児島銀行牧園支店 山之口　洋 霧島市牧園町宿窪田
149 鹿児島信用金庫牧園支店 下津　健二郎 霧島市牧園町宿窪田
150 鹿児島相互信用金庫国分支店 小川　陽三 霧島市国分中央
151 鹿児島信用金庫国分支店 森村　博 霧島市国分中央
152 鹿児島銀行隼人支店 室尾　敏行 霧島市隼人町内山田
153 鹿児島銀行隼人南支店 大坪　高史 霧島市隼人町真孝
154 鹿児島銀行日当山支店 川越　弘敦 霧島市隼人町内
155 南日本銀行隼人支店 新留　卓也 霧島市隼人町見次
156 鹿児島信用金庫隼人支店 藤田　修 霧島市隼人町真孝
157 鹿児島相互信用金庫隼人支店 上村　豊彦 霧島市隼人町内山田

158 牧園町特産品協会 永岩　和幸 霧島市牧園町三体堂
159 霧島九面太鼓保存会 脇元　勝己 霧島市牧園町高千穂
160 妙見温泉振興会 只野　公康 霧島市隼人町嘉例川

161 日米礦油㈱霧島出張所 高木　勁 霧島市牧園町高千穂
162 セブンイレブン霧島牧園店 岩下　幸治 霧島市牧園町高千穂
163 寺脇薬局 寺脇　康文 霧島市牧園町宿窪田
164 ファミリーマートはとや牧園店 篠原　康博 霧島市牧園町宿窪田
165 鹿児島空港ビルディング 渡邉　勝三 霧島市溝辺町麓
166 牧園みやまの森運動公園 山口　克典 霧島市牧園町宿窪田
167 末広 末廣　浩二 霧島市隼人町西光寺
168 松永写真館 松永　俊郎 霧島市霧島田口
169 霧島屋酒店 吉冨　久輝 霧島市霧島田口
170 若葉清掃社 岡元　里美 霧島市霧島大窪
171 西藤石油 西藤　哲夫 霧島市霧島田口
172 山崎石油 坂口　良一 霧島市霧島大窪

《　観光関係団体　》

《　その他事業　》

《　不動産・金融・保険業　》



番号 事業所名 代表者名 住所
173 夢・つる子窯 冷水　勝美 霧島市霧島田口
174 都城焼窯元 宇都野 　晄 都城市吉之元町
175 上村ストアー 上村　信一郎 霧島市霧島田口
176 吉永商店 吉永　廣行 霧島市霧島大窪
177 ありま 有馬　明美 霧島市霧島田口
178 窪田工務店 窪田　功司 霧島市霧島大窪
179 冷水工務店 冷水　政幸 霧島市霧島田口
180 時見建設 時見　豊資 霧島市霧島田口
181 霧島歩こう会 渡邊　英彦 霧島市霧島田口
182 国分進行堂 赤塚　恒久 霧島市国分中央
183 霧島商工会議所 鎌田　善政 霧島市国分中央
184 霧島商工会議所青年部 長里　紀亨 霧島市国分中央
185 情報タウンこくぶ 木野田　寛 霧島市国分中央
186 お食事処　一茶 佐多　裕二 霧島市国分中央
187 国分新生社印刷 岡崎　洋人 霧島市国分重久
188 国分テント 亀井　健一 霧島市国分新町
189 大電総業 山下　巧 霧島市国分清水
190 南建設 南　　博人 霧島市国分新町
191 霧島市商工会女性部 林　　麗子 霧島市隼人町内山田
192 今村電気 今村　公洋 霧島市国分広瀬四丁目
193 松下建設 松下　正行 霧島市国分中央
194 きりしま保険事務所 濵田　和直 霧島市国分野口町
195 山昌 山内　成晃 霧島市国分野口東
196 西村 西村　新作 霧島市国分上之段
197 九州物産 上村　保美 霧島市国分上小川
198 鎌田建設 鎌田　善政 霧島市国分敷根
199 きりしまミクス 大山　タカヒロ 霧島市国分中央
200 ホンダドリーム霧島 東郷　喜八 霧島市国分上小川
201 浜市水産 岩元　良祐 霧島市隼人町真孝
202 植山水産 植山　利博 霧島市隼人町真孝
203 隼人印刷 窪田　幸 霧島市隼人町内山田
204 企画21 田中　章博 姶良市池島町
205 南九州ケーブルテレビネット 山口　俊樹 霧島市隼人町真孝
206 松城会隼人温泉病院 岩城　政秋 霧島市隼人町姫城
207 佐々木組 佐々木　邦広 霧島市隼人町東郷
208 秋窪建設 秋窪　義秀 霧島市隼人町見次
209 重宏組 福森　良保 霧島市隼人町真孝
210 隼人設備工業 田崎　実 霧島市隼人町見次
211 山下酒店 池田　明彦 霧島市隼人町内
212 もちだ商店 餅田　文治 霧島市隼人町姫城
213 鹿児島神宮 幸野　珍廣 霧島市隼人町内
214 霧島市商工会 中村　博美 霧島市隼人町内山田
215 今肉屋 岩下　毅俊 霧島市隼人町東郷
216 斯文堂株式会社　霧島支店 髙崎　健 霧島市国分府中
217 平和リース 松田　真義 鹿児島市南栄
218 南日本リビング新聞社霧島営業所 濵上　次郎 霧島市国分中央
219 渕上印刷 田中　健二 鹿児島市南栄
220 薩摩龍馬会 中堀　清哲 霧島市牧園町宿窪田
221 霧島ﾈｲﾁｬｰｶﾞｲﾄﾞｸﾗﾌﾞ鹿児島支部 古園　俊男 小林市細野
222 隼風窯 海江田建二 霧島市隼人町内山田
223 連峰警備保障 峯山　伸次郎 霧島市溝辺町麓
224 濱島印刷 前田　幸一 鹿児島市上之園町
225 一般財団法人松下美術館 松下　兼介 霧島市福山町福山
226 全国警備保障霧島支社 上笹貫　祥寛 霧島市国分中央
227 ガーデンリゾートスパ　霧島の杜 志村　元子 霧島市牧園町上中津川
228 ユニカラー 岩重　昌勝 鹿児島市小山田町
229 ブレイブ 平野　真佐美 霧島市隼人町見次
230 エイシン工業 森満　真吾 霧島市牧園町高千穂
231 トリオ電気サービス 鳥丸　正信 霧島市牧園町高千穂
232 霧島錦江湾クルーズ 岩村　義昭 霧島市霧島田口
233 音とギャラリースペース真明 今村　真由美 霧島市牧園町高千穂
234 きりしまジオフレンド 田中　裕一 姶良市加治木町新生町



番号 事業所名 代表者名 住所
235 霧島市ふるさとガイドクラブ 後藤　辰美 霧島市霧島田口　霧島市観光案内所内

236 トライ社 濵田　眞民 鹿児島市南林寺町
237 さつきブライダル 米德さつき 霧島市隼人町姫城
238 言の葉 新里　大輔 霧島市牧園町下中津川 
241 霧島市シルバー人材センター 南田　吉文 霧島市隼人町内山田

240 霧島市隼人町内
241 霧島市国分山下町
242 霧島市隼人町見次
243 霧島市隼人町住吉日本舞踊智賀流美州会　黒木　スミエ

《　個人会員　》

小里　泰弘

山田　国治

藤本流三味線・太鼓　菊谷社中　菊谷　悠次


