
店舗名 都道府県 住所 電話番号 業種 業種備考 クーポン種別

かごしま空港36カントリークラブ 鹿児島県 霧島市横川町下ノ高松1023かごしま空港36カントリークラブ 0995-72-1081 14.体験型アクティビティ 紙

クラブ・ヴィラスリーシックス 鹿児島県 霧島市横川町下ノ高松1023クラブ・ヴィラスリーシックス 0995-72-1081 21.その他 クラブ・ヴィラスリーシックス 紙

セブンイレブン霧島横川店 鹿児島県 霧島市横川町中ノ1511 0995-72-0527 4.コンビニ・スーパー 紙・電子

横川インター 鹿児島県 霧島市横川町中ノ３９６－２１ 0995-72-0305 4.コンビニ・スーパー 紙

森山センター 鹿児島県 霧島市横川町中ノ９８５番地 0995-72-0009 3.小売（お土産等） 紙・電子

ヤマト運輸　横川センター 鹿児島県 霧島市横川町中ノ字下聞迫３６００－１ 0570-200-000 11.物流（宅配等） 紙

セブン―イレブン霧島溝辺店 鹿児島県 霧島市溝辺町崎森2739-1 0995-58-5115 4.コンビニ・スーパー 紙・電子

旬彩お届け料理　あしび 鹿児島県 霧島市溝辺町崎森2796-1 0995-64-1233 3.小売（お土産等） 紙・電子

ヤマト運輸　溝辺センター 鹿児島県 霧島市溝辺町崎森字西原２７９１－１ 0570-200-000 11.物流（宅配等） 紙

溝辺パーキングエリア上り線 鹿児島県 霧島市溝辺町三縄906-3 0995-59-2977 1.飲食店（酒類提供なし） 紙・電子

エーコープ　みぞべ店 鹿児島県 霧島市溝辺町有川320 0995-59-2144 4.コンビニ・スーパー 紙

溝辺有川 鹿児島県 霧島市溝辺町有川８４０番地 0995-64-9551 4.コンビニ・スーパー 紙

溝辺カントリークラブ 鹿児島県 霧島市溝辺町有川963番地11 0995-59-3711 16.スポーツ 紙・電子

セブンーイレブン鹿児島空港前店 鹿児島県 霧島市溝辺町麓 0995-58-4714 4.コンビニ・スーパー 紙・電子

ハッピーレンタカー　鹿児島空港店 鹿児島県 霧島市溝辺町麓1312-1 0995-58-9888 12.レンタカー 紙・電子

オリックスレンタカー鹿児島空港店 鹿児島県 霧島市溝辺町麓１３４２－３ 0995-58-4182 12.レンタカー 紙・電子

マルチモービル給油所 鹿児島県 霧島市溝辺町麓１３４２－３ 0995-58-2992 21.その他 ガソリンスタンド 紙・電子

日産レンタカー 鹿児島空港店 鹿児島県 霧島市溝辺町麓１３４２－９ 0995-58-2121 12.レンタカー 紙・電子

タイムズカー鹿児島空港店 鹿児島県 霧島市溝辺町麓1362 0995-58-3888 12.レンタカー 紙

ニコニコレンタカー鹿児島空港入口店 鹿児島県 霧島市溝辺町麓1365-5ニコニコレンタカー鹿児島空港入口店 0995-58-4895 12.レンタカー 紙・電子

エイビス・バジェット・レンタカー鹿児島空港店 鹿児島県 霧島市溝辺町麓1376-1 0995-58-3543 12.レンタカー 紙・電子

鹿児島レンタカー鹿児島空港店 鹿児島県 霧島市溝辺町麓１３８５－３ 0995-55-0101 12.レンタカー 紙・電子

ドラッグセイムス霧島溝辺店 鹿児島県 霧島市溝辺町麓1416-1 0995-58-3739 3.小売（お土産等） 紙・電子

ざぼんラーメン溝辺店 鹿児島県 霧島市溝辺町麓２３９９－１スカイロード溝辺 0995-58-4411 2.飲食店（酒類提供あり） 紙

洪家苑 鹿児島県 霧島市溝辺町麓2399-3 0995-58-3791 2.飲食店（酒類提供あり） 紙

十三塚原ＳＳ 鹿児島県 霧島市溝辺町麓2660-3 0995-58-2815 12.レンタカー 紙・電子

ワンズレンタカー鹿児島空港サテライト店 鹿児島県 霧島市溝辺町麓2660-3 0995-58-2815 21.その他 ガソリンスタンド 紙・電子

カフェレスト　異人館 鹿児島県 霧島市溝辺町麓279-2 0995-58-2662 2.飲食店（酒類提供あり） 紙

お祭り一番館　鹿児島空港店 鹿児島県 霧島市溝辺町麓281-2 0995-58-2778 2.飲食店（酒類提供あり） 紙

茶楽園 鹿児島県 霧島市溝辺町麓298-3 0995-58-2755 3.小売（お土産等） 紙・電子

徳永麓 鹿児島県 霧島市溝辺町麓５５９ 0995-58-3276 4.コンビニ・スーパー 紙

ニコニコレンタカー鹿児島空港店 鹿児島県 霧島市溝辺町麓６１３－１ 0995-73-4725 12.レンタカー 紙・電子

スカイレンタカー鹿児島空港店 鹿児島県 霧島市溝辺町麓614-1 0995-58-9330 12.レンタカー 紙・電子

かごしま空港ホテル 鹿児島県 霧島市溝辺町麓616-1 0995-58-2331 2.飲食店（酒類提供あり） 紙・電子

ククルレンタカー鹿児島空港営業所 鹿児島県 霧島市溝辺町麓668-1 0995-58-3602 12.レンタカー 紙・電子

屋久島ー鹿児島 鹿児島県 霧島市溝辺町麓787-4 0995-58-2673 9.航空運送 紙

鹿児島ー与論 鹿児島県 霧島市溝辺町麓787-4 0995-58-2673 9.航空運送 紙

沖永良部島ー徳之島 鹿児島県 霧島市溝辺町麓787-4 0995-58-2673 9.航空運送 紙

鹿児島ー福岡 鹿児島県 霧島市溝辺町麓787-4 0995-58-2673 9.航空運送 紙

大阪―但馬 鹿児島県 霧島市溝辺町麓787-4 0995-58-2673 9.航空運送 紙

屋久島ー福岡 鹿児島県 霧島市溝辺町麓787-4 0995-58-2673 9.航空運送 紙

与論ー奄美大島 鹿児島県 霧島市溝辺町麓787-4 0995-58-2673 9.航空運送 紙

那覇ー沖永良部島 鹿児島県 霧島市溝辺町麓787-4 0995-58-2673 9.航空運送 紙

徳之島ー沖永良部島 鹿児島県 霧島市溝辺町麓787-4 0995-58-2673 9.航空運送 紙

福岡ー鹿児島 鹿児島県 霧島市溝辺町麓787-4 0995-58-2673 9.航空運送 紙

福岡ー出雲 鹿児島県 霧島市溝辺町麓787-4 0995-58-2673 9.航空運送 紙

与論ー鹿児島 鹿児島県 霧島市溝辺町麓787-4 0995-58-2673 9.航空運送 紙

福岡ー屋久島 鹿児島県 霧島市溝辺町麓787-4 0995-58-2673 9.航空運送 紙

鹿児島ー沖永良部島 鹿児島県 霧島市溝辺町麓787-4 0995-58-2673 9.航空運送 紙

出雲ー隠岐 鹿児島県 霧島市溝辺町麓787-4 0995-58-2673 9.航空運送 紙

沖永良部島ー那覇 鹿児島県 霧島市溝辺町麓787-4 0995-58-2673 9.航空運送 紙

鹿児島ー種子島 鹿児島県 霧島市溝辺町麓787-4 0995-58-2673 9.航空運送 紙

種子島ー鹿児島 鹿児島県 霧島市溝辺町麓787-4 0995-58-2673 9.航空運送 紙

沖永良部島ー鹿児島 鹿児島県 霧島市溝辺町麓787-4 0995-58-2673 9.航空運送 紙

徳之島ー奄美大島 鹿児島県 霧島市溝辺町麓787-4 0995-58-2673 9.航空運送 紙

出雲ー福岡 鹿児島県 霧島市溝辺町麓787-4 0995-58-2673 9.航空運送 紙

鹿児島ー屋久島 鹿児島県 霧島市溝辺町麓787-4 0995-58-2673 9.航空運送 紙

奄美大島ー徳之島 鹿児島県 霧島市溝辺町麓787-4 0995-58-2673 9.航空運送 紙

鹿児島ー奄美大島 鹿児島県 霧島市溝辺町麓787-4 0995-58-2673 9.航空運送 紙

奄美大島ー与論 鹿児島県 霧島市溝辺町麓787-4 0995-58-2673 9.航空運送 紙

喜界島ー奄美大島 鹿児島県 霧島市溝辺町麓787-4 0995-58-2673 9.航空運送 紙

徳之島ー鹿児島 鹿児島県 霧島市溝辺町麓787-4 0995-58-2673 9.航空運送 紙

喜界島ー鹿児島 鹿児島県 霧島市溝辺町麓787-4 0995-58-2673 9.航空運送 紙

奄美大島ー鹿児島 鹿児島県 霧島市溝辺町麓787-4 0995-58-2673 9.航空運送 紙

鹿児島ー徳之島 鹿児島県 霧島市溝辺町麓787-4 0995-58-2673 9.航空運送 紙



鹿児島ー喜界島 鹿児島県 霧島市溝辺町麓787-4 0995-58-2673 9.航空運送 紙

但馬ー大阪 鹿児島県 霧島市溝辺町麓787-4 0995-58-2673 9.航空運送 紙

奄美大島ー喜界島 鹿児島県 霧島市溝辺町麓787-4 0995-58-2673 9.航空運送 紙

隠岐ー出雲 鹿児島県 霧島市溝辺町麓787-4 0995-58-2673 9.航空運送 紙

日本エアコミューター株式会社 鹿児島県 霧島市溝辺町麓787-4日本エアコミューター本社ビル 0995-58-2673 9.航空運送 紙

Sky CAFE KAGOSHIMA 5G 喫茶 鹿児島県 霧島市溝辺町麓822 0995-58-2117 2.飲食店（酒類提供あり） 紙・電子

Sky CAFE KAGOSHIMA 8G 喫茶 鹿児島県 霧島市溝辺町麓822 0995-58-2117 2.飲食店（酒類提供あり） 紙・電子

Skyshop 2F売店 鹿児島県 霧島市溝辺町麓822 0995-58-2117 3.小売（お土産等） 紙・電子

Sky Shop 6ゲート売店 鹿児島県 霧島市溝辺町麓822 0995-58-2117 3.小売（お土産等） 紙・電子

Sky Shop 9ゲート売店 鹿児島県 霧島市溝辺町麓822 0995-58-2117 3.小売（お土産等） 紙・電子

Dream Garden 鹿児島県 霧島市溝辺町麓８２２ 0995-58-2641 3.小売（お土産等） 紙・電子

ふく福　空港店 鹿児島県 霧島市溝辺町麓822　鹿児島空港内 0995-58-2918 2.飲食店（酒類提供あり） 紙・電子

ロイヤルコーヒーショップ鹿児島空港店 鹿児島県 霧島市溝辺町麓822 鹿児島空港旅客ターミナルビル２Ｆ 0995-58-3399 2.飲食店（酒類提供あり） 紙・電子

ロイヤルスカイガーデンカフェ 鹿児島県 霧島市溝辺町麓822 鹿児島空港旅客ターミナルビル３Ｆ 0995-58-3603 2.飲食店（酒類提供あり） 紙・電子

ドトールコーヒー鹿児島空港店 鹿児島県 霧島市溝辺町麓822鹿児島空港ビル1階 0995-58-2234 1.飲食店（酒類提供なし） 紙

フードコート　ウイング 鹿児島県 霧島市溝辺町麓822鹿児島空港ビル1階 0995-58-2234 2.飲食店（酒類提供あり） 紙

大空食堂 鹿児島県 霧島市溝辺町麓822鹿児島空港ビル2階 0995-58-2647 2.飲食店（酒類提供あり） 紙・電子

センカワールドショップ鹿児島空港店 鹿児島県 霧島市溝辺町麓822鹿児島空港ビルディング1F 0995-58-4903 3.小売（お土産等） 紙・電子

ANA FESTA 鹿児島1Fロビー店 鹿児島県 霧島市溝辺町麓822鹿児島空港国内旅客ターミナル1階 0995-58-4663 3.小売（お土産等） 紙・電子

ヤマト運輸　鹿児島空港センター 鹿児島県 霧島市溝辺町麓８２２鹿児島空港内 0570-200-000 11.物流（宅配等） 紙

キッチンさつま 鹿児島県 霧島市溝辺町麓822鹿児島空港内 0995-58-4630 2.飲食店（酒類提供あり） 紙

米米麦麦 鹿児島県 霧島市溝辺町麓822鹿児島空港内 0995-58-4668 2.飲食店（酒類提供あり） 紙

ANA FESTA 鹿児島2Fロビー店 鹿児島県 霧島市溝辺町麓822鹿児島空港内国内線旅客ターミナル2階 0995-58-4659 3.小売（お土産等） 紙・電子

ロイヤル鹿児島空港売店 鹿児島県 霧島市溝辺町麓822鹿児島空港旅客ターミナルビル２Ｆ 0995-58-2253 3.小売（お土産等） 紙・電子

鹿児島空港 鹿児島県 霧島市溝辺町麓８２２番地 0995-58-9017 4.コンビニ・スーパー 紙

彩華 鹿児島県 霧島市溝辺町麓822番地鹿児島空港 0995-58-4677 2.飲食店（酒類提供あり） 紙

山形屋食堂 鹿児島県 霧島市溝辺町麓822番地鹿児島空港 0995-58-2275 2.飲食店（酒類提供あり） 紙

エアポート山形屋2・3号売店 鹿児島県 霧島市溝辺町麓822番地鹿児島空港 0995-58-4688 3.小売（お土産等） 紙

エアポート山形屋1号売店 鹿児島県 霧島市溝辺町麓822番地鹿児島空港鹿児島空港 0995-58-2431 3.小売（お土産等） 紙

西郷公園　売店 鹿児島県 霧島市溝辺町麓856番地1 0995-55-1515 3.小売（お土産等） 紙・電子

霧島こうじ蔵GEN 鹿児島県 霧島市溝辺町麓876番地15 0995-58-2535 2.飲食店（酒類提供あり） 紙・電子

バレルバレープラハ＆GEN 鹿児島県 霧島市溝辺町麓876番地15 0995-58-2535 3.小売（お土産等） 紙・電子

「BLUE SKY」　鹿児島空港　出発ロビー1号店 鹿児島県 霧島市溝辺町麓882番地　鹿児島空港ターミナルビル 0995-58-2737 3.小売（お土産等） 紙・電子

「BLUE SKY」　鹿児島空港　出発ロビー2号店 鹿児島県 霧島市溝辺町麓882番地　鹿児島空港ターミナルビル 0995-58-4636 3.小売（お土産等） 紙・電子

ワンズレンタカー鹿児島空港店 鹿児島県 霧島市溝辺町麓947-1 0995-58-3288 12.レンタカー 紙・電子

ローソン　霧島溝辺麓店 鹿児島県 霧島市溝辺町麓字横大道２５２４‐１ 0995-58-2201 4.コンビニ・スーパー 紙

南国殖産　鹿児島空港SS 鹿児島県 霧島市溝辺町麓字曲迫２８７－１ 0995-58-2435 21.その他 ガソリンスタンド 紙

トヨタレンタリース鹿児島　鹿児島空港店 鹿児島県 霧島市溝辺町麓字曲迫287-4 0995-58-2306 12.レンタカー 紙・電子

ニッポンレンタカー 鹿児島空港営業所 鹿児島県 霧島市溝辺町麓字松ケ迫８５６－３ 0995-58-2539 12.レンタカー 紙・電子

コメリ溝辺店 鹿児島県 霧島市溝辺町麓字片馬場２６６１番１ 0995-64-1855 3.小売（お土産等） 紙

空港前いわさきパーキング 鹿児島県 霧島市溝辺町麓七次1342-1 0995-58-3988 21.その他 駐車場 紙・電子

コープ国分店 鹿児島県 霧島市国府中町一丁目53-1 0995-45-5517 4.コンビニ・スーパー 紙・電子

ローソン　国分インター店 鹿児島県 霧島市国分下井１７７７‐１ 0995-47-5933 4.コンビニ・スーパー 紙

四季の宿明翠 鹿児島県 霧島市国分剣之宇都町183-1 0995-55-8318 21.その他 宿泊施設 紙・電子

ドラッグストアモリ　剣之宇都店 鹿児島県 霧島市国分剣之宇都町22番地 0995-73-5858 3.小売（お土産等） 紙・電子

ドラッグコスモス国分清水店 鹿児島県 霧島市国分向花139-1 0995-48-9277 3.小売（お土産等） 紙

はとや新町 鹿児島県 霧島市国分向花１４４－１ 0995-47-6777 4.コンビニ・スーパー 紙

国分向花 鹿児島県 霧島市国分向花町８番５６号 0995-48-5248 4.コンビニ・スーパー 紙

ほっかほっか亭国分広瀬店 鹿児島県 霧島市国分広瀬２－１２－１９ 0995-48-6880 3.小売（お土産等） 紙・電子

ヤマト運輸　国分広瀬センター 鹿児島県 霧島市国分広瀬２－２７－３９ 0570-200-000 11.物流（宅配等） 紙

マックハウスフレスポ国分 鹿児島県 霧島市国分広瀬2-4-1　フレスポ国分ジャングルパーク 0995-47-7525 21.その他 衣料品小売業 紙

寿司まどか 国分広瀬店 鹿児島県 霧島市国分広瀬2-5-32 0995-48-6250 2.飲食店（酒類提供あり） 紙・電子

ローソン　国分広瀬店 鹿児島県 霧島市国分広瀬２‐５‐３８ 0995-45-0955 4.コンビニ・スーパー 紙

マツモトキヨシ フレスポ国分店 鹿児島県 霧島市国分広瀬2丁目4-1 0995-47-6580 21.その他 ドラッグストア 紙・電子

ユニクロ フレスポ国分店 鹿児島県 霧島市国分広瀬2丁目4番1号 0995-48-5596 21.その他 アパレル 紙・電子

ツタヤフレスポ国分店 鹿児島県 霧島市国分広瀬２丁目４番１号 0995-45-3700 21.その他 レンタル他物販 紙

国分広瀬 鹿児島県 霧島市国分広瀬一丁目２１番２５号 0995-48-5528 4.コンビニ・スーパー 紙

ローソン　国分山下町店 鹿児島県 霧島市国分山下町１７０７‐１ 0995-45-3901 4.コンビニ・スーパー 紙

海鮮茶屋うを佐国分店 鹿児島県 霧島市国分山下町17-16 0995-48-8015 2.飲食店（酒類提供あり） 紙

セブンイレブン国分山下店 鹿児島県 霧島市国分山下町1792-2 0995-45-5032 4.コンビニ・スーパー 紙・電子

鶏のみやま国分南販売所 鹿児島県 霧島市国分山下町25-1 0995-55-8848 1.飲食店（酒類提供なし） 紙・電子

さくら農園 鹿児島県 霧島市国分重久5631-2 0995-73-3900 13.観光施設（遊園地、動物園、温泉施設、観光農園等） 紙・電子

国分ゴルフ練習場 鹿児島県 霧島市国分重久62-1 0995-45-4151 16.スポーツ 紙・電子

ローソン　霧島国分重久店 鹿児島県 霧島市国分重久６２７‐５ 0995-46-0770 4.コンビニ・スーパー 紙

ダイレックス国分店 鹿児島県 霧島市国分松木東5番1号 0995-48-6585 3.小売（お土産等） 紙・電子

ローソン　霧島国分上井店 鹿児島県 霧島市国分上井７４１‐１ 0995-45-6511 4.コンビニ・スーパー 紙



シティホテルイン国分 鹿児島県 霧島市国分上小川４２５６番地シティホテルイン国分 0995-45-2111 21.その他 宿泊施設 紙

だいわファッション館国分北店 鹿児島県 霧島市国分新町１０７５ 0995-55-0415 4.コンビニ・スーパー 紙

セブンーイレブン　国分重久店 鹿児島県 霧島市国分新町１１０３番４ 0995-48-7666 4.コンビニ・スーパー 紙・電子

ぎゅう太霧島店 鹿児島県 霧島市国分新町1丁目10-29-2 0995-70-6529 1.飲食店（酒類提供なし） 紙・電子

株式会社　美の匠ガラス工房弟子丸 鹿児島県 霧島市国分清水1-19-27 0995-73-6522 3.小売（お土産等） 紙・電子

ローソン　霧島国分清水店 鹿児島県 霧島市国分清水１‐４７７‐３ 0995-47-5613 4.コンビニ・スーパー 紙

かき小屋匠ちゃん 鹿児島県 霧島市国分川内 513-1 0995-73-8879 2.飲食店（酒類提供あり） 紙・電子

サンドラッグ国分店 鹿児島県 霧島市国分中央　１－２７－７ 0995-49-6011 21.その他 薬局 紙・電子

タイムズカー霧島国分店 鹿児島県 霧島市国分中央1-24-36 0995-48-6161 12.レンタカー 紙

めっけもん　国分店 鹿児島県 霧島市国分中央1-27-4　ライフガ－デン国分内 0995-47-2008 2.飲食店（酒類提供あり） 紙・電子

メガネのヨネザワ　国分中央店 鹿児島県 霧島市国分中央1-27-8-1 ﾗｲﾌｶﾞｰﾃﾞﾝ国分内 0995-46-8850 3.小売（お土産等） 紙・電子

ローソン　国分駅前店 鹿児島県 霧島市国分中央１‐３‐４２ 0995-47-7622 4.コンビニ・スーパー 紙

トヨタレンタリース鹿児島　国分駅前店 鹿児島県 霧島市国分中央1-3-5 0995-46-0100 12.レンタカー 紙・電子

ブレカフェ 鹿児島県 霧島市国分中央1‐3‐9 0995-48-7366 2.飲食店（酒類提供あり） 紙・電子

焼肉なべしま国分店 鹿児島県 霧島市国分中央1丁目27-32 0995-45-8929 2.飲食店（酒類提供あり） 紙

マックスバリュ国分店 鹿児島県 霧島市国分中央1丁目27番5号 0995-48-5033 4.コンビニ・スーパー 紙

パティスリーアンパッション 鹿児島県 霧島市国分中央1丁目３－４２ 0995-73-6938 3.小売（お土産等） 紙・電子

ローソン　国分中央二丁目店 鹿児島県 霧島市国分中央２‐１４‐５ 0995-47-4708 4.コンビニ・スーパー 紙

魚民　霧島山形屋前店 鹿児島県 霧島市国分中央3-11-18　赤塚ビル　1階 0995-47-6788 2.飲食店（酒類提供あり） 紙・電子

すし魯くら 鹿児島県 霧島市国分中央3-11-21 0995-45-0250 2.飲食店（酒類提供あり） 紙・電子

ニパチ霧島国分店 鹿児島県 霧島市国分中央3-12-1 センタ-ビル 0995-46-0880 2.飲食店（酒類提供あり） 紙・電子

Cafe le Parisien 鹿児島県 霧島市国分中央3-13-17メゾンフランセーズ 0995-55-7137 2.飲食店（酒類提供あり） 紙・電子

ホテル国分荘 鹿児島県 霧島市国分中央3-24-16 0995-45-0130 21.その他 宿泊施設 紙

お魚パーラー　CENTRO 鹿児島県 霧島市国分中央3-24-26 0995-46-8089 2.飲食店（酒類提供あり） 紙・電子

ふぁみり庵はいから亭 国分店 鹿児島県 霧島市国分中央3-35-8 0995-46-1234 2.飲食店（酒類提供あり） 紙・電子

赤から霧島店 鹿児島県 霧島市国分中央3-36-11 0995-48-7755 2.飲食店（酒類提供あり） 紙・電子

ローソン　霧島国分中央三丁目店 鹿児島県 霧島市国分中央３‐３９‐１３ 0995-45-2788 4.コンビニ・スーパー 紙

HAIR & MAKE EARTH　霧島国分店 鹿児島県 霧島市国分中央3-39-15 0995-47-6111 21.その他 美容業 紙・電子

ふく福　国分店 鹿児島県 霧島市国分中央3-41-15 0995-48-5529 2.飲食店（酒類提供あり） 紙・電子

赤塚屋酒店 鹿児島県 霧島市国分中央３丁目１１－２１ 0995-45-0115 3.小売（お土産等） 紙・電子

みやま本舗国分店 鹿児島県 霧島市国分中央3丁目14－9 0995-46-2228 2.飲食店（酒類提供あり） 紙・電子

アーバンホテル国分 鹿児島県 霧島市国分中央3丁目17-19 0995-46-5500 21.その他 宿泊施設 紙・電子

居食屋中吉 鹿児島県 霧島市国分中央3丁目33-14 0995-46-7788 2.飲食店（酒類提供あり） 紙・電子

居酒屋若大将 鹿児島県 霧島市国分中央3丁目34番1号 0995-45-2308 2.飲食店（酒類提供あり） 紙・電子

国分店 鹿児島県 霧島市国分中央3丁目35-12 0995-46-6410 3.小売（お土産等） 紙・電子

いざか家商店 座・寿鈴 鹿児島県 霧島市国分中央３丁目３５－２０－１ 0995-45-9595 2.飲食店（酒類提供あり） 紙・電子

セブン-イレブン国分シビックセンター前店 鹿児島県 霧島市国分中央3丁目38-26 0995-46-3211 4.コンビニ・スーパー 紙

ドラッグコスモス国分店 鹿児島県 霧島市国分中央3丁目39-27 0995-48-5665 3.小売（お土産等） 紙

来来亭　霧島店 鹿児島県 霧島市国分中央3丁目39番13号 0995-55-1883 2.飲食店（酒類提供あり） 紙

アパホテル＜鹿児島国分＞ 鹿児島県 霧島市国分中央3丁目41‐23アパホテル〈鹿児島国分〉 0995-47-5588 21.その他 宿泊施設 紙

串庵 鹿児島県 霧島市国分中央3丁目6－7 0995-55-5577 2.飲食店（酒類提供あり） 紙・電子

海船ぶた丸 鹿児島県 霧島市国分中央3丁目7－22ー1F 0995-55-6777 2.飲食店（酒類提供あり） 紙・電子

ファミリーダイニング　ベルグ 鹿児島県 霧島市国分中央３丁目７番１７号 0995-55-1218 2.飲食店（酒類提供あり） 紙

株式会社　国分山形屋 鹿児島県 霧島市国分中央３丁目７番１７号 0995-45-1511 21.その他 小売業　百貨店 紙

丸俊　国分店 鹿児島県 霧島市国分中央３丁目９－１３ 0995-45-2176 3.小売（お土産等） 紙

薩摩錫器工芸館 鹿児島県 霧島市国分中央４－１８－２ 0995-45-0177 3.小売（お土産等） 紙・電子

エーコープ　国分店 鹿児島県 霧島市国分中央4-3004 0995-45-6562 4.コンビニ・スーパー 紙

ほっかほっか亭国分中央東店 鹿児島県 霧島市国分中央４－９－１ 0995-49-8360 3.小売（お土産等） 紙・電子

ＪＡ－ＳＳ　国分セルフ給油所 鹿児島県 霧島市国分中央４丁目13-30 0995-49-8636 21.その他 ガソリンスタンド 紙

オーリック国分中央店 鹿児島県 霧島市国分中央４丁目１８－２２ 0995-49-8133 3.小売（お土産等） 紙

森三国分中央店 鹿児島県 霧島市国分中央４丁目８－２３ 0995-47-7000 3.小売（お土産等） 紙

活魚旬彩　馬酔木　国分店 鹿児島県 霧島市国分中央5-8-17 0995-48-5570 2.飲食店（酒類提供あり） 紙・電子

ちゃんこ霧島 鹿児島県 霧島市国分中央5-8-18 0995-46-6411 2.飲食店（酒類提供あり） 紙

ローソン　国分中央五丁目店 鹿児島県 霧島市国分中央５丁目１６‐１ 0995-47-1830 4.コンビニ・スーパー 紙

ドラッグコスモス松木店 鹿児島県 霧島市国分中央5丁目18-36 0995-48-6035 3.小売（お土産等） 紙

マックスバリュエクスプレス松木店 鹿児島県 霧島市国分中央5丁目20番52号 0995-49-7177 4.コンビニ・スーパー 紙

ヤマダデンキ テックランド国分店 鹿児島県 霧島市国分中央5丁目20番62号 0995-48-6023 3.小売（お土産等） 紙・電子

りらくる 霧島店 鹿児島県 霧島市国分中央5丁目8-30 0995-47-0033 21.その他 リラクゼーション業 紙・電子

牛ちゃん霧島店 鹿児島県 霧島市国分中央６丁目１－３マミービル１F 0995-48-9229 2.飲食店（酒類提供あり） 紙・電子

ドラッグストアモリ　国分福島店 鹿児島県 霧島市国分中央6丁目22番39号 0995-47-1120 3.小売（お土産等） 紙・電子

ほっともっと　国分中央店 鹿児島県 霧島市国分中央6丁目3の8 0995-45-2910 3.小売（お土産等） 紙

三代目網元　さかなや道場　霧島国分店 鹿児島県 霧島市国分中央三丁目２４－２　八坂ビル　１階 0995-49-8640 2.飲食店（酒類提供あり） 紙・電子

薩摩揚立屋　国分店 鹿児島県 霧島市国分中央三丁目5番2-3号 0995-47-4700 3.小売（お土産等） 紙・電子

国分中央四丁目 鹿児島県 霧島市国分中央四丁目１３番２７号 0995-45-4333 4.コンビニ・スーパー 紙

岩戸温泉 鹿児島県 霧島市国分姫城3261 0995-45-4136 13.観光施設（遊園地、動物園、温泉施設、観光農園等） 紙

はるやま鹿児島国分店 鹿児島県 霧島市国分府中13番30号 0995-47-5493 21.その他 アパレルショップ 紙・電子



インド料理ビスヌ　アトファール 鹿児島県 霧島市国分府中820-1 0995-47-5544 2.飲食店（酒類提供あり） 紙

しまむら国分店 鹿児島県 霧島市国分府中町１３ー４０ー３ 0995-64-0063 3.小売（お土産等） 紙

くすりのさかもと　国分店 鹿児島県 霧島市国分府中町1-53-1 0995-64-0406 21.その他 薬局 紙

寿司まどか コープ国分店 鹿児島県 霧島市国分府中町1-53-4 0995-48-5500 2.飲食店（酒類提供あり） 紙・電子

カレーハウスCoCo壱番屋　JS国分店 鹿児島県 霧島市国分府中町34-20-1 0995-48-5550 2.飲食店（酒類提供あり） 紙

牛角　霧島店 鹿児島県 霧島市国分府中町３４－２０－２３４－２０－２ 099-548-5429 2.飲食店（酒類提供あり） 紙・電子

鎌田石油　敷根ＳＳ 鹿児島県 霧島市国分敷根141 0995-45-0076 21.その他 ガソリンスタンド 紙

国分敷根 鹿児島県 霧島市国分敷根１６０番地１ 0995-48-5508 4.コンビニ・スーパー 紙

ホームプラザナフコ　国分店 鹿児島県 霧島市国分敷根686 0995-48-8881 3.小売（お土産等） 紙

森三敷根本店 鹿児島県 霧島市国分敷根９８５－１ 0995-45-0485 3.小売（お土産等） 紙

ローソン　国分敷根店 鹿児島県 霧島市国分敷根字剣崎３８０‐１ 0995-48-5761 4.コンビニ・スーパー 紙

うなぎの尾方 鹿児島県 霧島市国分福島3-14-1 0995-46-2220 2.飲食店（酒類提供あり） 紙

マルチョンラーメン国分店 鹿児島県 霧島市国分福島3-18-22 0995-46-4649 2.飲食店（酒類提供あり） 紙

しまむら国分西ＦＭ店 鹿児島県 霧島市国分福島３－４５－１５－６ 0995-48-6882 3.小売（お土産等） 紙

ドラッグイレブン　国分店 鹿児島県 霧島市国分福島3丁目5-10 0995-48-5797 3.小売（お土産等） 紙・電子

ABE之屋308 鹿児島県 霧島市国分福島3丁目6番6号 090-2854-6502 3.小売（お土産等） 紙・電子

国分福島 鹿児島県 霧島市国分福島三丁目１８番２９号 0995-45-8577 4.コンビニ・スーパー 紙

エーコープ　国分西店 鹿児島県 霧島市国分福島三丁目45-15-4 0995-49-8525 4.コンビニ・スーパー 紙

アベイル国分西ＦＭ店 鹿児島県 霧島市国分福島三丁目４５－１５－５ 0995-48-6876 3.小売（お土産等） 紙

鎌田石油　国分南ＳＳ 鹿児島県 霧島市国分湊1166 0995-46-0823 21.その他 ガソリンスタンド 紙

新出光　イデックス国分SS 鹿児島県 霧島市国分湊1524-4 099-547-7277 21.その他 ガソリンスタンド 紙・電子

お菓子の店アグリ 鹿児島県 霧島市国分野口西21-38 0995-45-6123 3.小売（お土産等） 紙・電子

ヤマダ電機　ﾃｯｸﾗﾝﾄﾞ霧島店 鹿児島県 霧島市国分野口西2番30号 0995-46-9880 21.その他 家電販売店 紙・電子

霧や桜や店 鹿児島県 霧島市国分野口西４５６番１ 0995-46-1117 3.小売（お土産等） 紙・電子

KFC国分店 鹿児島県 霧島市国分野口西5-22 0995-64-0554 1.飲食店（酒類提供なし） 紙

ENEOS Dr,Driveセルフ国分店 鹿児島県 霧島市国分野口西5-22 0995-64-0553 21.その他 ガソリンスタンド 紙

遊食豚彩いちにいさん国分店 鹿児島県 霧島市国分野口西540-3 0995-48-8123 2.飲食店（酒類提供あり） 紙

オートバックス 鹿児島国分店 鹿児島県 霧島市国分野口西６－３ 099-546-6881 21.その他 車用品 紙・電子

コメダ珈琲店　鹿児島国分店 鹿児島県 霧島市国分野口町4-26 0995-45-7887 1.飲食店（酒類提供なし） 紙・電子

弁慶ぷらす 鹿児島県 霧島市国分野口東10-28 0995-73-3282 2.飲食店（酒類提供あり） 紙・電子

四季の宴　和くうかん 鹿児島県 霧島市国分野口東1101番四季の宴　和くうかん 0995-46-3838 2.飲食店（酒類提供あり） 紙・電子

ローソン　霧島国分野口東店 鹿児島県 霧島市国分野口東１１５３ 0995-46-2415 4.コンビニ・スーパー 紙

メガネの三城国分店 鹿児島県 霧島市国分野口東１２９９－１ 0995-46-4933 3.小売（お土産等） 紙

自遊空間　鹿児島国分店 鹿児島県 霧島市国分野口東1403 0995-48-6160 20.遊興施設（ネットカフェ、漫画喫茶等） 紙・電子

SNOOUP国分店 鹿児島県 霧島市国分野口東３ー４０ 0995-73-3002 2.飲食店（酒類提供あり） 紙・電子

やよい軒　霧島国分店 鹿児島県 霧島市国分野口東３－４１ 0995-48-8377 1.飲食店（酒類提供なし） 紙・電子

吉野家　霧島国分店 鹿児島県 霧島市国分野口東５－４８ 0995-48-8008 2.飲食店（酒類提供あり） 紙・電子

鎌田石油　国分中央ＳＳ 鹿児島県 霧島市国分野口東6-5 0995-47-1811 21.その他 ガソリンスタンド 紙

プレジール霧島店 鹿児島県 霧島市国分野口東8番40号2階 0995-46-5878 21.その他 雑貨・日用品店 紙

溶岩焼　鳥金 鹿児島県 霧島市国分野口北 0995-56-7366 2.飲食店（酒類提供あり） 紙・電子

AOKI霧島国分店 鹿児島県 霧島市国分野口北1010-1 0995-48-7888 3.小売（お土産等） 紙・電子

イエローハット国分店 鹿児島県 霧島市国分野口北１－１０５ 0995-47-1122 21.その他 車用品 紙・電子

くろだるま　国分店 鹿児島県 霧島市子国分野口北1705-1 0995-45-6755 2.飲食店（酒類提供あり） 紙・電子

妙見石原荘 鹿児島県 霧島市隼人町嘉例川4376番地 0995-77-2111 21.その他 宿泊施設 紙・電子

妙見温泉ねむ 鹿児島県 霧島市隼人町嘉例川4386 0995-77-2201 21.その他 宿泊施設 紙・電子

インド料理ビスヌ　霧島店 鹿児島県 霧島市隼人町見次1010-3 0995-42-2387 2.飲食店（酒類提供あり） 紙

ココス霧島隼人 鹿児島県 霧島市隼人町見次１０１２－１ 0995-73-4670 2.飲食店（酒類提供あり） 紙・電子

やよい軒　隼人店 鹿児島県 霧島市隼人町見次１２１６－５ 0995-43-8580 1.飲食店（酒類提供なし） 紙・電子

バースデイイオン隼人国分店 鹿児島県 霧島市隼人町見次１２２９ 0995-73-4005 3.小売（お土産等） 紙

イオン隼人国分店 鹿児島県 霧島市隼人町見次１２２９ 0995-43-8100 4.コンビニ・スーパー 紙

イオンバイク隼人国分店 鹿児島県 霧島市隼人町見次1229 070-1489-2723 4.コンビニ・スーパー 紙

おむらいす亭　鹿児島イオン隼人国分店 鹿児島県 霧島市隼人町見次1229　イオン隼人国分1F 0995-44-6102 1.飲食店（酒類提供なし） 紙・電子

グルメプラザ　イオン隼人国分店 鹿児島県 霧島市隼人町見次1229イオン隼人国分店１F 0995-43-8291 1.飲食店（酒類提供なし） 紙

ブージュルード　イオン隼人国分店 鹿児島県 霧島市隼人町見次1229イオン隼人国分店１F 0995-73-5535 21.その他 アパレルショップ 紙

めがねのヨネザワ　イオン隼人国分店 鹿児島県 霧島市隼人町見次1229イオン隼人国分店１F 0995-43-8666 21.その他 メガネ店 紙

HAIR　SHOP　VIVO　イオン隼人国分店 鹿児島県 霧島市隼人町見次1229イオン隼人国分店１F 0995-43-7315 21.その他 美容室 紙

金海堂　イオン隼人国分店 鹿児島県 霧島市隼人町見次1229イオン隼人国分店１F 0995-44-8187 21.その他 書店 紙

サーティワン アイスクリームイオン隼人国分店 鹿児島県 霧島市隼人町見次１２２９イオン隼人国分店１Ｆ 0995-42-9431 21.その他 テイクアウト 紙

スタジオHAMAYA　イオン隼人国分店 鹿児島県 霧島市隼人町見次1229イオン隼人国分店１F 0995-64-2012 21.その他 スタジオ写真展 紙

マイまくら　イオン隼人国分店 鹿児島県 霧島市隼人町見次1229イオン隼人国分店１F 0995-44-6120 21.その他 寝具店 紙

ゴンゼレス　イオン隼人国分店 鹿児島県 霧島市隼人町見次1229イオン隼人国分店１F 0995-42-3131 21.その他 雑貨店 紙

芳香園　イオン隼人国分店 鹿児島県 霧島市隼人町見次1229イオン隼人国分店１F 0995-43-8971 3.小売（お土産等） 紙

フェスティバロ　イオン隼人国分店 鹿児島県 霧島市隼人町見次1229イオン隼人国分店１F 0995-43-1231 3.小売（お土産等） 紙

べっ甲屋 イオン隼人国分店 鹿児島県 霧島市隼人町見次1229イオン隼人国分店１F 0995-43-8811 3.小売（お土産等） 紙

エーアーベーショップ　イオン隼人国分店 鹿児島県 霧島市隼人町見次1229イオン隼人国分店２F 0995-43-8984 21.その他 アパレルショップ 紙

鎌田石油　テクノセンターＳＳ 鹿児島県 霧島市隼人町見次1309 0995-42-7000 21.その他 ガソリンスタンド 紙



ホテル京セラ 鹿児島県 霧島市隼人町見次1409-1 0995-43-7111 21.その他 宿泊施設 紙

スカイハイ 鹿児島県 霧島市隼人町見次251-1 0995-40-2433 2.飲食店（酒類提供あり） 紙

リンガーハット鹿児島隼人店 鹿児島県 霧島市隼人町見次300-1 0995-64-2145 2.飲食店（酒類提供あり） 紙

恵屋プラス　隼人店 鹿児島県 霧島市隼人町見次300-2 0995-64-2477 2.飲食店（酒類提供あり） 紙

ドラッグコスモス見次店 鹿児島県 霧島市隼人町見次323 0995-44-7148 3.小売（お土産等） 紙

焼肉なべしま隼人店 鹿児島県 霧島市隼人町見次519-1 0995-43-2929 2.飲食店（酒類提供あり） 紙

ヒマラヤ霧島隼人店 鹿児島県 霧島市隼人町見次５４５　サンキュー隼人店1階 0995-64-2080 21.その他 スポーツ用品店 紙・電子

スシロー霧島隼人店 鹿児島県 霧島市隼人町見次548-1 09-9564-2125 2.飲食店（酒類提供あり） 紙

ステーキ本舗霧島店 鹿児島県 霧島市隼人町見次５７２－１ 0995-43-4055 2.飲食店（酒類提供あり） 紙

ジョリーパスタ霧島隼人店 鹿児島県 霧島市隼人町見次590-2 0995-55-1522 2.飲食店（酒類提供あり） 紙・電子

隼人塚公園前 鹿児島県 霧島市隼人町見次６０５番地２ 0995-44-6233 4.コンビニ・スーパー 紙

ペットショップCoo&RIKU　霧島店 鹿児島県 霧島市隼人町見次見次512-1 0995-55-1887 21.その他 ペットショップ 紙・電子

そば茶屋吹上庵隼人中央店 鹿児島県 霧島市隼人町見次高免1180-1 0995-42-8900 2.飲食店（酒類提供あり） 紙

ローソン　隼人見次店 鹿児島県 霧島市隼人町見次字見次２５５‐１ 0995-42-9415 4.コンビニ・スーパー 紙

じゅうじゅうカルビ霧島隼人店 鹿児島県 霧島市隼人町見次隼人駅東地区土地区画整理事業仮換地１街区 0995-55-8815 2.飲食店（酒類提供あり） 紙・電子

ドン・キホーテ霧島隼人店 鹿児島県 霧島市隼人町字見次468-4 0570-081-311 3.小売（お土産等） 紙・電子

セブンイレブン隼人住吉店 鹿児島県 霧島市隼人町住吉635-1 0995-43-5700 4.コンビニ・スーパー 紙・電子

森の弁当　やまだ屋 鹿児島県 霧島市隼人町小田1672-2 090-2085-0020 21.その他 持ち帰り弁当店 紙

ヤマト運輸　隼人センター 鹿児島県 霧島市隼人町松永１－３３ 0570-200-000 11.物流（宅配等） 紙

美肌の湯こしかの温泉 鹿児島県 霧島市隼人町松永2625 0995-43-4046 21.その他 宿泊施設 紙・電子

はとや松永 鹿児島県 霧島市隼人町松永一丁目２１５番地 0995-43-6181 4.コンビニ・スーパー 紙

鶏のみやま隼人販売所 鹿児島県 霧島市隼人町真孝11-1 0995-73-3339 1.飲食店（酒類提供なし） 紙・電子

浜之市SS 鹿児島県 霧島市隼人町真孝177 0995-42-1195 21.その他 ガソリンスタンド 紙・電子

ドラッグコスモス隼人店 鹿児島県 霧島市隼人町真孝45 0995-44-8051 3.小売（お土産等） 紙

スーパーセンタートライアル隼人店 鹿児島県 霧島市隼人町真孝480 099-544-6155 4.コンビニ・スーパー 紙

ケーズデンキ 霧島店 鹿児島県 霧島市隼人町真孝489-1 0995-64-2113 21.その他 家電量販店 紙

植山かまぼこ屋 鹿児島県 霧島市隼人町真孝770 0995-42-0449 3.小売（お土産等） 紙・電子

上園食品株式会社 鹿児島県 霧島市隼人町真孝字松山3344番地1 0995-42-6969 21.その他 食料品製造業 紙・電子

隼人真孝 鹿児島県 霧島市隼人町真孝字大里２５８番地 0995-44-9888 4.コンビニ・スーパー 紙

ローソン　隼人真孝店 鹿児島県 霧島市隼人町真孝字櫻馬場３１‐１ 0995-43-5750 4.コンビニ・スーパー 紙

ドコモショップ隼人東インター店 鹿児島県 霧島市隼人町真考311 0995-44-8101 21.その他 携帯ショップ 紙・電子

ローソン　霧島隼人神宮一丁目店 鹿児島県 霧島市隼人町神宮１‐７７‐１ 03-5435-1550 4.コンビニ・スーパー 紙

アリスカフェ 鹿児島県 霧島市隼人町西光寺2460‐1 0995-43-7788 2.飲食店（酒類提供あり） 紙・電子

本社運航所 鹿児島県 霧島市隼人町西光寺3525-1 0995-58-2211 9.航空運送 紙・電子

ＪＡ－ＳＳ　隼人給油所 鹿児島県 霧島市隼人町西光寺496-3 0995-43-7751 21.その他 ガソリンスタンド 紙

そば茶屋吹上庵空港バイパス店 鹿児島県 霧島市隼人町西光寺山王前1342-1 0995-42-5400 2.飲食店（酒類提供あり） 紙

ローソン　溝辺インター店 鹿児島県 霧島市隼人町西光寺字東免２４６０‐３ 0995-44-8333 4.コンビニ・スーパー 紙

ドラッグコスモス日当山店 鹿児島県 霧島市隼人町東郷1136-2 0995-44-6105 3.小売（お土産等） 紙

どったんばっ炭 鹿児島県 霧島市隼人町東郷1-319-2 0995-43-8810 2.飲食店（酒類提供あり） 紙

数寄の宿　野鶴亭 鹿児島県 霧島市隼人町東郷1丁目8番地 0995-42-6400 21.その他 宿泊施設 紙・電子

ホームプラザナフコ　隼人店 鹿児島県 霧島市隼人町東郷6番地2 0995-64-2711 3.小売（お土産等） 紙

はとや日当山 鹿児島県 霧島市隼人町東郷一丁目２７７－２ 0995-64-2700 4.コンビニ・スーパー 紙

隼人京セラ工場前 鹿児島県 霧島市隼人町内１００３番地１ 0995-44-8228 4.コンビニ・スーパー 紙

トレグラッポリ 鹿児島県 霧島市隼人町内1063‐1 0995-42-4143 2.飲食店（酒類提供あり） 紙・電子

ダイレックス隼人店 鹿児島県 霧島市隼人町内1377 0995-55-1353 3.小売（お土産等） 紙・電子

日当山無垢食堂　レストラン 鹿児島県 霧島市隼人町内１４８７－１霧島市日当山西郷どん村 0995-56-8615 2.飲食店（酒類提供あり） 紙・電子

日当山無垢食堂　物産館 鹿児島県 霧島市隼人町内１４８７－１霧島市日当山西郷どん村 0995-56-8615 3.小売（お土産等） 紙・電子

ほっかほっか亭日当山店 鹿児島県 霧島市隼人町内1533-1 0995-64-2522 3.小売（お土産等） 紙・電子

隼人店 鹿児島県 霧島市隼人町内1540 0995-43-6480 3.小売（お土産等） 紙・電子

山下酒店 鹿児島県 霧島市隼人町内１５５５－５ 0995-42-0018 3.小売（お土産等） 紙・電子

朝日酢食品 鹿児島県 霧島市隼人町内２１９８ 0995-42-6153 3.小売（お土産等） 紙・電子

エーコープ　隼人店 鹿児島県 霧島市隼人町内山田1-7-1 0995-43-3432 4.コンビニ・スーパー 紙

坂田金時堂 鹿児島県 霧島市隼人町内山田1-8-6 0995-42-0007 3.小売（お土産等） 紙・電子

ローソン　隼人内山田店 鹿児島県 霧島市隼人町内山田４‐１６‐７ 0995-42-5761 4.コンビニ・スーパー 紙

隼人内山田 鹿児島県 霧島市隼人町内山田二丁目１７番９号 0995-44-6455 4.コンビニ・スーパー 紙

ローソン　霧島隼人日当山店 鹿児島県 霧島市隼人町内字前田１５４８‐１ 0995-64-2223 4.コンビニ・スーパー 紙

ローソン　隼人姫城店 鹿児島県 霧島市隼人町姫城１‐１ 0995-64-2411 4.コンビニ・スーパー 紙

吉田温泉 鹿児島県 霧島市隼人町姫城１－１２５ 0995-42-0545 21.その他 宿泊施設 紙・電子

昇龍温泉 鹿児島県 霧島市隼人町姫城１丁目１３１番地 0995-43-7733 13.観光施設（遊園地、動物園、温泉施設、観光農園等） 紙

家族温泉　木の花 鹿児島県 霧島市隼人町姫城2-43-1 0995-43-1113 13.観光施設（遊園地、動物園、温泉施設、観光農園等） 紙・電子

旬彩　かみむら 鹿児島県 霧島市隼人町姫城2432-1 0995-70-1800 1.飲食店（酒類提供なし） 紙

日本湯小屋物語 鹿児島県 霧島市隼人町姫城2486 0995-42-3406 13.観光施設（遊園地、動物園、温泉施設、観光農園等） 紙・電子

エーコープ　姫城店 鹿児島県 霧島市隼人町姫城3-2 0995-43-5490 4.コンビニ・スーパー 紙

Dr.DriveITS隼人給油所 鹿児島県 霧島市隼人町姫城３－２４０ 0995-42-7471 21.その他 ガソリンスタンド 紙・電子

ドラッグイレブン　姫城店 鹿児島県 霧島市隼人町姫城3丁目208番地 0995-44-7525 3.小売（お土産等） 紙・電子

はとや姫城 鹿児島県 霧島市隼人町姫城二丁目１６６－１ 0995-44-7555 4.コンビニ・スーパー 紙



くろず情報館「壺畑」 鹿児島県 霧島市福山町福山3075 0995-54-7200 3.小売（お土産等） 紙・電子

くろずレストラン「壺畑」 鹿児島県 霧島市福山町福山３０９２ 0995-54-7700 2.飲食店（酒類提供あり） 紙・電子

福山酢醸造株式会社　本社 鹿児島県 霧島市福山町福山3559番地 0995-55-2539 3.小売（お土産等） 紙・電子

ＪＡ－ＳＳ　牧之原給油所 鹿児島県 霧島市福山町福山4598-2 0995-56-2409 21.その他 ガソリンスタンド 紙

セブンイレブン霧島牧之原店 鹿児島県 霧島市福山町福山4751-2 0995-56-1777 4.コンビニ・スーパー 紙・電子

エーコープ　牧の原店 鹿児島県 霧島市福山町福山5377 0995-56-1788 4.コンビニ・スーパー 紙

ローソン　霧島牧之原店 鹿児島県 霧島市福山町福山字惣陳平４５４４‐１‐４６９ 0995-56-3686 4.コンビニ・スーパー 紙

ローソン　福山町店 鹿児島県 霧島市福山町福山字中町２６８７ 0995-55-2368 4.コンビニ・スーパー 紙

黒酢レストラン　黒酢の郷桷志田 鹿児島県 霧島市福山町福山大田311-2 0995-55-3231 13.観光施設（遊園地、動物園、温泉施設、観光農園等） 紙・電子

妙見田中会館 鹿児島県 霧島市牧園町下中津川1番地 0995-77-2311 21.その他 宿泊施設 紙・電子

おりはし旅館 鹿児島県 霧島市牧園町下中津川2233 0995-77-2104 21.その他 宿泊施設 紙

霧島　花紫 鹿児島県 霧島市牧園町高千穂3254-23霧島　花紫 0995-78-8181 21.その他 宿泊施設 紙

阿久井酒店 鹿児島県 霧島市牧園町高千穂3282-10 0995-78-2401 3.小売（お土産等） 紙

霧島石油 鹿児島県 霧島市牧園町高千穂３２８５－３２ 0995-78-2455 21.その他 ガソリンスタンド 紙・電子

霧島ゴルフクラブ 鹿児島県 霧島市牧園町高千穂3311 0995-78-2324 16.スポーツ 紙・電子

きりしま悠久の宿一心 鹿児島県 霧島市牧園町高千穂３５９０-３４ 0995-64-4100 21.その他 宿泊施設 紙・電子

セブンイレブン霧島牧園店 鹿児島県 霧島市牧園町高千穂3617 0995-78-2439 4.コンビニ・スーパー 紙

夫婦露天風呂の宿　天テラス 鹿児島県 霧島市牧園町高千穂3761 0993-22-2217 21.その他 宿泊施設 紙・電子

ラビスタ霧島ヒルズ 鹿児島県 霧島市牧園町高千穂3812-6 0995-64-4321 21.その他 宿泊施設 紙

民宿　みちや荘 鹿児島県 霧島市牧園町高千穂3855-118 0995-78-2883 21.その他 宿泊施設 紙

藤の花ホテル 鹿児島県 霧島市牧園町高千穂3864-43 0995-64-4455 21.その他 ホテル 紙・電子

くいもんや花いちもんめ 鹿児島県 霧島市牧園町高千穂3864番地387 0995-78-2888 2.飲食店（酒類提供あり） 紙

旅行人山荘 鹿児島県 霧島市牧園町高千穂3865 0995-78-2831 21.その他 宿泊施設 紙

霧島温泉SS　広山石油店 鹿児島県 霧島市牧園町高千穂3865-43 0995-78-2390 21.その他 ガソリンスタンド 紙

そば茶房　紗菜花 鹿児島県 霧島市牧園町高千穂3878-114 0995-78-4808 2.飲食店（酒類提供あり） 紙

霧島温泉市場 鹿児島県 霧島市牧園町高千穂3878-114 0995-78-4001 3.小売（お土産等） 紙・電子

霧島ゆめのや 鹿児島県 霧島市牧園町高千穂3878－114霧島温泉市場１Ｆ 0995-78-2203 3.小売（お土産等） 紙・電子

湯けむりダイニングトントン亭 鹿児島県 霧島市牧園町高千穂3878－114霧島温泉市場２Ｆ 0995-78-8330 2.飲食店（酒類提供あり） 紙・電子

ホテル霧島キャッスル 鹿児島県 霧島市牧園町高千穂3878-49 0995-78-2211 13.観光施設（遊園地、動物園、温泉施設、観光農園等） 紙・電子

ホテル霧島キャッスル　売店　九州産商株式会社 鹿児島県 霧島市牧園町高千穂3878-49ホテル霧島キャッスル 0995-78-2838 3.小売（お土産等） 紙・電子

みやまホテル 鹿児島県 霧島市牧園町高千穂3878-82 0995-78-2655 21.その他 宿泊施設 紙・電子

ローソン　霧島温泉丸尾店 鹿児島県 霧島市牧園町高千穂３８７８‐９０ 0995-64-4777 4.コンビニ・スーパー 紙

霧島観光ホテル 鹿児島県 霧島市牧園町高千穂3885 0995-78-7825 21.その他 宿泊施設 紙・電子

さつま路 鹿児島県 霧島市牧園町高千穂3885-51 0995-78-2530 2.飲食店（酒類提供あり） 紙

焼肉厨房わきもと 鹿児島県 霧島市牧園町高千穂3885-73 0995-78-2406 2.飲食店（酒類提供あり） 紙・電子

caffe天使のつまみぐい 鹿児島県 霧島市牧園町高千穂３９１７－６５１ 0995-78-8045 1.飲食店（酒類提供なし） 紙・電子

いやしの里松苑 鹿児島県 霧島市牧園町高千穂3930 0995-78-2511 21.その他 宿泊施設 紙

霧島国際ホテル 鹿児島県 霧島市牧園町高千穂3930-12 0995-78-2621 21.その他 宿泊業 紙・電子

霧島ホテル 鹿児島県 霧島市牧園町高千穂3948 0995-78-2121 21.その他 宿泊施設 紙・電子

霧島新燃荘 鹿児島県 霧島市牧園町高千穂3968 0995-78-2255 21.その他 宿泊施設 紙

霧島温泉　旅の湯 鹿児島県 霧島市牧園町三体堂１８２４‐４１ 0995-76-9336 21.その他 宿泊施設 紙・電子

年輪堂 鹿児島県 霧島市牧園町持松690-5霧島大茶樹公園内 0995-50-1426 1.飲食店（酒類提供なし） 紙・電子

露乃樹さこう 鹿児島県 霧島市牧園町宿窪田1383-2 0995-76-2911 2.飲食店（酒類提供あり） 紙

きりん商店 鹿児島県 霧島市牧園町宿窪田1424-2 0995-76-1355 3.小売（お土産等） 紙・電子

薬膳小町 鹿児島県 霧島市牧園町宿窪田1983 0995-76-1185 3.小売（お土産等） 紙・電子

ＪＡ－ＳＳ　牧園給油所 鹿児島県 霧島市牧園町宿窪田2058-2 0995-76-1979 21.その他 ガソリンスタンド 紙

はとや牧園 鹿児島県 霧島市牧園町宿窪田２０９８－５ 0995-76-2655 4.コンビニ・スーパー 紙

霧島大地ごはん 鹿児島県 霧島市牧園町宿窪田2125-1霧島ふもとの駅 0995-55-8135 2.飲食店（酒類提供あり） 紙

コメリ牧園店 鹿児島県 霧島市牧園町宿窪田２２３１番地 0995-54-5077 3.小売（お土産等） 紙

（有）丸野石油店 鹿児島県 霧島市牧園町宿窪田2280-11 0995-76-0303 21.その他 ガソリンスタンド 紙・電子

有限会社西製茶工場 鹿児島県 霧島市牧園町万膳798 0995-76-9303 3.小売（お土産等） 紙・電子

紅葉窯 鹿児島県 霧島市霧島永水４０８６－１５ 0995-57-3207 3.小売（お土産等） 紙・電子

黒豚の館 鹿児島県 霧島市霧島永水４９６２ 0995-57-0713 2.飲食店（酒類提供あり） 紙・電子

コメリ霧島神宮駅店 鹿児島県 霧島市霧島大窪２４２ー２ 0995-64-8531 3.小売（お土産等） 紙

有限会社山崎石油　大窪SS 鹿児島県 霧島市霧島大窪２９８ 0995-57-3082 21.その他 ガソリンスタンド 紙

エーコープ　霧島店 鹿児島県 霧島市霧島大窪387 0995-57-2401 4.コンビニ・スーパー 紙

はとや霧島 鹿児島県 霧島市霧島大窪字桑原１７６番地１７ 0995-64-8777 4.コンビニ・スーパー 紙

みやま本舗霧島店 鹿児島県 霧島市霧島田口1611-10 0995-57-0201 2.飲食店（酒類提供あり） 紙・電子

さくらさくら温泉 鹿児島県 霧島市霧島田口２３２４－７ 0995-57-1227 21.その他 宿泊施設 紙・電子

霧島民芸村店 鹿児島県 霧島市霧島田口2458 0995-57-3153 3.小売（お土産等） 紙・電子

江口家 鹿児島県 霧島市霧島田口2458-7 0995-57-0163 2.飲食店（酒類提供あり） 紙・電子

マテリアランチ.com 鹿児島県 霧島市霧島田口２４５８－８ 0995-57-0291 2.飲食店（酒類提供あり） 紙・電子

マテリア霧島 鹿児島県 霧島市霧島田口２４５８-８ 0995-57-3399 3.小売（お土産等） 紙・電子

登山口温泉 鹿児島県 霧島市霧島田口２４５９－８３ 0995-57-0127 21.その他 宿泊施設 紙

料亭旅館竹千代霧島別邸 鹿児島県 霧島市霧島田口2465 0995-64-8008 21.その他 宿泊業 紙・電子

道の駅霧島　神話の里公園 鹿児島県 霧島市霧島田口2583-22 0995-57-1711 2.飲食店（酒類提供あり） 紙・電子



天からの贈り物villa montpetre 鹿児島県 霧島市霧島田口2594-107 0995-57-2727 21.その他 宿泊施設 紙・電子

霧島神宮　参拝者休憩所 鹿児島県 霧島市霧島田口2608-5 0995-57-0001 3.小売（お土産等） 紙

霧島蕎麦處かわぐち 鹿児島県 霧島市霧島田口2638-249 0995-57-4321 2.飲食店（酒類提供あり） 紙

高千穂カントリー倶楽部 鹿児島県 霧島市霧島田口2703-20 0995-57-1255 16.スポーツ 紙・電子

アクティブリゾーツ霧島 鹿児島県 霧島市霧島田口2703-5 0995-57-2111 21.その他 宿泊施設 紙・電子

霧島錦江湾クルーズ 鹿児島県 霧島市霧島田口２７６５－７６ 080-3182-3248 8.海上運送 紙・電子

ＪＡ－ＳＳ　霧島給油所 鹿児島県 霧島市霧島田口507-1 0995-57-0632 21.その他 ガソリンスタンド 紙

（株）霧島町蒸留所　明るい農村 鹿児島県 霧島市霧島田口564-1 0995-57-0865 21.その他 酒類製造業 紙・電子

星野リゾート　界 霧島 鹿児島県 霧島市霧島田口字霧島山2583-21 0570-073-011 21.その他 宿泊施設 紙・電子


