
所在地 名称 住所

鹿児島市 "Paso"  社会福祉法人 慶生会 鹿児島市下福元町1732番地 
鹿児島市 "Paso"  社会福祉法人 慶生会 清和複合福祉施設 鹿児島市清和二丁目17-25
鹿児島市 "Paso"  社会福祉法人 慶生会 中山児童館 鹿児島市中山二丁目13-13
鹿児島市 "Paso"  社会福祉法人 慶生会 中山複合福祉施設 鹿児島市中山二丁目13-15
鹿児島市 "Paso"  社会福祉法人 慶生会 パソ・ホームケア館 鹿児島市下福元町1733番地1 
鹿児島市 "Paso"  社会福祉法人 慶生会 ぱそサポートセンター清和館 鹿児島市清和４丁目1-40
鹿児島市 "Paso"  社会福祉法人 慶生会 ピコ 鹿児島市皇徳寺台4-31-9
鹿児島市 "Paso"  社会福祉法人 慶生会 ビレイ分場 鹿児島市⻄⾕山３丁目23-6
鹿児島市 100時間カレー 鹿児島市東開町7
鹿児島市 1103.CAFE 鹿児島市⾕山中央6丁目48-14
鹿児島市 １３ サーティーン 鹿児島市照国町15-1 セントラルパークビル7F
鹿児島市 １６ ｃｏｍｍｕｎｉｔｙ Ｂａｒ 鹿児島市紫原６−４２−６
鹿児島市 ３１アイスクリームアミュプラザ鹿児島店 鹿児島市中央町１−１
鹿児島市 3COINSイオンモール鹿児島店 鹿児島市東開町7 イオン鹿児島1F
鹿児島市 7thCODE イオンモール鹿児島店 鹿児島市東開町7 イオンモール鹿児島 ２階
鹿児島市 88くん  イオンモール鹿児島教室 鹿児島市東開町７
鹿児島市 A5⿊⽑和⽜×完全個室 ⽜⼀彩 鹿児島市千日町12-12KLGビル１階
鹿児島市 A5⿊⽑和⽜×完全個室 ⿓乃華 鹿児島市千日町9-17江口商事ビル１階
鹿児島市 ABC KIDS MART イオンモール鹿児島 鹿児島市東開町7 3F
鹿児島市 ABC-MARTイオンモール鹿児島 鹿児島市東開町7 3F
鹿児島市 ACUREZ 鹿児島市山之口町11―7ダイヤモンドビル5階
鹿児島市 ＡＬＢＩＯＮ ＤＲＥＳＳＥＲ 鹿児島市東開町7 イオンモール鹿児島
鹿児島市 amiecafe 鹿児島市加治屋町1-8第二柿本寺ビル105号
鹿児島市 AMU CORO 鹿児島市上之園町8-14ファーストビル102
鹿児島市 Anbai あんばい 鹿児島市金生町6番6号 よかどかごしまビル1階
鹿児島市 ANCHOR. 鹿児島市鴨池１丁目５６−５
鹿児島市 ANGELO CAFE 鹿児島市山之口町4-27 土肥ビル2F
鹿児島市 anime cosplay bar ONLINE 鹿児島市山之口町10-12塩屋ビル2階202号
鹿児島市 anyFAMイオンモール鹿児島店 鹿児島市東開町7
鹿児島市 anySiS 鹿児島市東開町7 イオンモール鹿児島 2階
鹿児島市 apres' les cours 鹿児島市東開町7 イオン鹿児島ＳＣ3Ｆ
鹿児島市 ARES CLUB 鹿児島市山之口町9-20 協立プラザビル 1F
鹿児島市 ArinCo 鹿児島市東千石町6-1ニシヤマビル2階
鹿児島市 ARTEMIS 鹿児島市千日町2-15白鹿ビル1階
鹿児島市 ASbee鹿児島 鹿児島市東開町7番地 イオンモール鹿児島2階
鹿児島市 Augurio 鹿児島市下⻯尾町５-13kiriビル00ら
鹿児島市 AWESOME STORE イオンモール鹿児島店 鹿児島市東開町7 イオンモール鹿児島2階
鹿児島市 axesfemme鹿児島店 鹿児島市東開町7 イオンモール鹿児島 2F
鹿児島市 ayoniac  鹿児島市城山町2-11ドルチェヴィータB1
鹿児島市 AZUL BY MOUSSY 鹿児島市東開町7  1階
鹿児島市 Backen 鹿児島市呉服町5-17ホテルメイト2F
鹿児島市 Bar AC 鹿児島市千日町９−１紫明ビル５０１号
鹿児島市 Bar Arche 鹿児島市山之口町6-6崎向ビル
鹿児島市 Bar Ａromatic Ｂitters 鹿児島市山之口町8-34 うのきビル3階B号
鹿児島市 Bar Athena 鹿児島市山之口町9-20協立プラザビル5階
鹿児島市 bar camille 鹿児島市東千石町7-10第⼀米沢ビル2階3号室
鹿児島市 BAR EX LABO 鹿児島市山之口町8-15ビックバーンルビー館4階
鹿児島市 BAR IPANEMA 鹿児島市東千石町5-17ステラビル３０１号
鹿児島市 BAR LOVE WHI 鹿児島市山之口町10-13久保ビル2階
鹿児島市 Bar LuaNova 鹿児島市山之口町10-12塩屋ビル１０１
鹿児島市 Bar moreStory 鹿児島市千日町13-24 ホテルニューニシノB1F
鹿児島市 BAR NAGISA 鹿児島市山之口町7-23森元ビル4階
鹿児島市 BAR S.A.O 鹿児島市千日町8-14 貴剛ビルB1F
鹿児島市 BAR VIZ 鹿児島市千日町3-5くらかわビル3F
鹿児島市 BAR WALTZ 鹿児島市東千石町18-20モモビル２階
鹿児島市 Bar エルフ 鹿児島市山之口町10-12塩屋ビル203号室
鹿児島市 Bar 叶 鹿児島市千日町6ー14ニュー第⼀ビル B03号室

新型コロナウイルス感染防⽌対策実施宣⾔ステッカー 実施宣⾔店舗(施設)⼀覧（8/21〜1/15）18:00時点

1 / 58 ページ



所在地 名称 住所

新型コロナウイルス感染防⽌対策実施宣⾔ステッカー 実施宣⾔店舗(施設)⼀覧（8/21〜1/15）18:00時点

鹿児島市 BAR 螢 鹿児島市山之口町12-28妙ビル3階
鹿児島市 BAR 溝田商店 鹿児島市山之口町8-34ウノキビル2階-D
鹿児島市 BAR&FOODCOURT OPUS 鹿児島市千日町6-1フラワービル3F
鹿児島市 Bar33.kagoshima 鹿児島市東千石町18-11 田中ビル1FBF
鹿児島市 BARアオハル 鹿児島市山之口町9-26第⼀山之口ビル4階
鹿児島市 BAR小原 鹿児島市樋之口町8-5
鹿児島市 Bar二官橋 鹿児島市山之口町10-25藤川ビル２F
鹿児島市 Basket Case 鹿児島市中央町2-24
鹿児島市 BENTOYA くろだるま 鹿児島市泉町3番3号2Ｆ
鹿児島市 BENTOYA くろだるま荒田店 鹿児島市荒田2丁目3-4
鹿児島市 BIGMOUTH 鹿児島市東千石町2-38 福楽園ビル1F
鹿児島市 Bijou Kagoshima 鹿児島市山之口町7‐2TM19ビルB1F
鹿児島市 Bistro Le Gyudo! 鹿児島市山之口町8-8-61
鹿児島市 Bistro ⿊Reve -クロレーヴ- 鹿児島市中町3-5 やまさんビル102
鹿児島市 BistroKANCHI 鹿児島市鴨池⼀丁目63-17エスポワールき1F
鹿児島市 Black Smith PREMIUM GARDEN 鹿児島市加治屋町20-1
鹿児島市 Blake イオンモール鹿児島 鹿児島市東開町7 イオンモール鹿児島
鹿児島市 Blue Moon 鹿児島市荒田２丁目７５−４三田ビル２０１
鹿児島市 BON FUKAYAイオンモール鹿児島店 鹿児島市東開町7番地 イオンモール鹿児島1階
鹿児島市 Bou Jeloud   イオンモール鹿児島店 鹿児島市東開町7 イオンモール鹿児島2F
鹿児島市 BRASSERIE 天 鹿児島市照国町9-14
鹿児島市 BREEZE 鹿児島市東開町7 イオンモール鹿児島sc3F
鹿児島市 C&C鹿児島店 鹿児島市東開町7 イオンモール鹿児島3F
鹿児島市 cafe 3* 鹿児島市本名町1027-3
鹿児島市 Cafe Bike 鹿児島市中山2丁目1-16
鹿児島市 Cafe Espresso 114 鹿児島市荒田1-45-7 ナンセンビル１階
鹿児島市 Cafe GRoom 鹿児島市山之口町1−10中央ビル１F
鹿児島市 CAFE SALON Ouka 鹿児島市宇宿５丁目１３−２３
鹿児島市 Cafe 彼女の家 鹿児島市松原町６−２−１１０６
鹿児島市 Cafe ねこ天使 鹿児島市中町5-16 ２Ｆ
鹿児島市 cafe&grill ROCOCO 鹿児島市⼤⿊町2−28ＳＮＧビル2階
鹿児島市 CafeBar NoMad 鹿児島市東千石町8-10 錦ビル 3階
鹿児島市 ｃａｆｅぱるふぇ 鹿児島市東千石町18-7井上ビル201号
鹿児島市 Cape Cod Back Yard Bar 鹿児島市加治屋町1-9第２柿本寺ビル109
鹿児島市 Casta diva 鹿児島市山之口町１１−１９
鹿児島市 Cat Angel's Night cafe 鹿児島市中町5-16 染川ビル201
鹿児島市 CECILMcBEEイオンモール鹿児島店 鹿児島市東開町7
鹿児島市 checkmate 鹿児島市千日町6-14-502
鹿児島市 CHELSEA New York 鹿児島 鹿児島市東開町7 イオンモール鹿児島1Ｆ
鹿児島市 Chez Takeshi 鹿児島市⻄⾕山3丁目7-20
鹿児島市 Cielo Pizzeria 鹿児島市山下町１６−２４森ビル１階
鹿児島市 CLUB AGENT 鹿児島市山之口町9-26和光ビル5階
鹿児島市 CLUB AMATERAS 鹿児島市山之口町8-15ビックバーンルビー館1階
鹿児島市 club es 鹿児島市山之口町12-18双葉ビル3F
鹿児島市 CLUB KANON 鹿児島市山之口町９−１５中原ビル２F
鹿児島市 CLUB Luminous  鹿児島市山之口町9-26和光ビル二階D号
鹿児島市 CLUB LUX 鹿児島市山之口町8-15ビックバーンルビー館5階
鹿児島市 CLUB Regorith 鹿児島市山之口町11-7ダイヤモンドビル4F
鹿児島市 CLUB ROSE AMATERAS 鹿児島市山之口町8-15ビックバーンルビー館1階
鹿児島市 ＣＬＵＢ ＴＳＵＫＩ 鹿児島市山之口町12番33号ビルドクリントンビル3階302号
鹿児島市 coen 鹿児島市東開町7 イオンモール鹿児島２階
鹿児島市 CONA鹿児島天文館店 鹿児島市東千石町10-14 B1F
鹿児島市 cozy space エバーグリーン 鹿児島市鴨池2−24−6
鹿児島市 CRAFTSTANDARDBOUTIQUE鹿児島イオンモール 鹿児島市東開町7 鹿児島イオンモール2階
鹿児島市 Cuisine 楽 中山店 鹿児島市中山２丁目5-1
鹿児島市 cythera. 鹿児島市東開町7 イオンモール鹿児島1階
鹿児島市 danken COFFEE イオンモール鹿児島店 鹿児島市東開町7
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鹿児島市 danken COFFEE 天文館店 鹿児島市東千石町10-14⻘柳ビル1F
鹿児島市 danken COFFEE ポルダーテラス東開店 鹿児島市東開町5番40
鹿児島市 Darts Shop TiTO 鹿児島店 鹿児島市⻄千石町17-28 NADESHIKOビル6F
鹿児島市 day&day's鹿児島 鹿児島市東開町7 イオンモール鹿児島1F
鹿児島市 D-BULL×DC 鹿児島市山之口町8-24 スカイコーナポリBF
鹿児島市 de L'amour 鹿児島市山之口町9-11南九ビル１F
鹿児島市 DHCイオンモール鹿児島直営店 鹿児島市東開町7番 イオンモール鹿児島1F
鹿児島市 DiaMOnd Lolly 鹿児島市東千石町6-17ファッションビル1F
鹿児島市 Dining徳や 鹿児島市上荒田29-25
鹿児島市 DOLPHIN INDUSTRY 鹿児島市東千石町１４−１５浜田ビル３階
鹿児島市 eaB 鹿児島市東開町7 イオンモール鹿児島3階
鹿児島市 eiche 鹿児島市高麗町14-26協友ビル101
鹿児島市 Elura イオンモール鹿児島店 鹿児島市東開町7 イオンモール鹿児島1F
鹿児島市 EMIRAI  鹿児島市山之口町11-11ロイヤルビルBF
鹿児島市 En soleil 鹿児島市小松原1-19-6 Penguin village 1F
鹿児島市 et NOU 鹿児島市千日町9-19
鹿児島市 FANTASIA 鹿児島市山之口町12-21 第1アサヒプラザビル3階
鹿児島市 FARMERS TABLE HANANOKI 鹿児島市東開町7 イオンモール鹿児島1F
鹿児島市 FARM★STAR 鹿児島市山之口町8-44
鹿児島市 FFANY 鹿児島市山之口町11-17 米沢ビル403
鹿児島市 fig. 鹿児島市下荒田１丁目１４−５
鹿児島市 FIX serein 鹿児島市鴨池新町28-8-104
鹿児島市 Flamingo 鹿児島市山之口町7-18田中ビル2階
鹿児島市 foret 鹿児島市名山町4-27
鹿児島市 Francfrancイオンモール鹿児島店 鹿児島市東開町7 1Ｆ
鹿児島市 Frog 鹿児島市東千石町15-8 プレミアビル２階
鹿児島市 ＧＡＢＵＲＩＹＡ 鹿児島市東千石町1-24 セイワ文化ビルB1F Ｂ号室
鹿児島市 grill restaurant Grande（グランデ） 鹿児島市山之口町4-15 山口ビル1F
鹿児島市 grill44.5 鹿児島市東千石町5−2 緒⽅ビル１Ｆ
鹿児島市 Ｇスタジオ（サティライフ城南館） 鹿児島市城南町7-1
鹿児島市 H&M AeonMall Kagoshima 鹿児島市東開町7 イオンモール鹿児島1F
鹿児島市 Hair edge ref 鹿児島市東千石町3-26三幸ビル２F
鹿児島市 Hajime 鹿児島市東⾕山１丁目４７ー１
鹿児島市 株式会社 HARU 瑛炭 中央駅店  鹿児島市中央町２１−９ 畠中ビル１階
鹿児島市 HIDEAWAYS NICOLE 鹿児島市東開町7イオンモール鹿児島３階
鹿児島市 HIGHBALL BAR 天文館 1923 鹿児島市千日町2-14 宮内ﾋﾞﾙ2 1F
鹿児島市 Ｈｉｉ． 鹿児島市和田1-25-3
鹿児島市 HIRANOYA 鹿児島市新栄町19-3-1F
鹿児島市 HirotoBetty 鹿児島市名山町10-4M1041F
鹿児島市 hitasura kitchen 鹿児島市鴨池新町14-14
鹿児島市 HOMIBING 鹿児島市中央町1-1 アミュプラザ鹿児島プレミアム7階
鹿児島市 if 鹿児島市東千石町15-8 プレミアビル３階
鹿児島市 ikkaLOUNGE 鹿児島市東開町7 イオンモール鹿児島3階
鹿児島市 il Marrone 鹿児島市⻄千石町７−２８ 清滝ビル１Ｆ
鹿児島市 ＩＬ ＭＯＬＥ(イルモーレ） 鹿児島市南栄１−８−１ 2階
鹿児島市 INGNI 鹿児島市東開町7番 イオンモール鹿児島 2階
鹿児島市 Innowo eyelash 鹿児島市東千石町2-14プレール東千石205
鹿児島市 ITTO個別指導学院鹿児島⾕山中央校 鹿児島市⾕山中央8-21-14
鹿児島市 ITTO個別指導学院鹿児島東⾕山校 鹿児島市東⾕山1-72-24
鹿児島市 j'sBAR 鹿児島市山之口町11-8広美屋ビル3F
鹿児島市 JAPAN ラーメン道 鹿児島市唐湊４丁目5-6
鹿児島市 Jasmine café 鹿児島市東千石町２−３８福楽園ビル１階
鹿児島市 JAフードプラザZINO 鹿児島市山之口町３−１２
鹿児島市 ＪＥＵＧＩＡカルチャーセンター 鹿児島市東開町7 イオンモール鹿児島２階
鹿児島市 JINSイオンモール鹿児島店 鹿児島市東開町7 イオンモール鹿児島2F
鹿児島市 JJ CALL'N 鹿児島市千日町8-12 第2三木ビル6階
鹿児島市 ＪＱイオンカード受付カウンター 鹿児島市花野光ヶ丘2-49-2
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鹿児島市 ＪＱイオンカード受付カウンター 鹿児島市中央町１ー１ アミュプラザ鹿児島内
鹿児島市 ＪＲ秋のふれあいＤＡＹ2020 鹿児島市武１−２−１
鹿児島市 ＪＲ九州バス株式会社鹿児島支店 鹿児島市柳町８−２７
鹿児島市 ＪＲ九州ホテル鹿児島 鹿児島市武１−１−２
鹿児島市 Junoイオンモール鹿児島 鹿児島市東開町7
鹿児島市 KEY'S CAFE フレスポ鹿児島店 鹿児島市与次郎1丁目11-1 ﾌﾚｽﾎﾟｼﾞｬﾝｸﾞﾙﾊﾟｰｸ１階
鹿児島市 KFCイオン鹿児島店 鹿児島市東開町7
鹿児島市 KIDS BAR 鹿児島市千日町6-2 生駒ビル1F
鹿児島市 kinoto Yakushima（キノートヤクシマ） 鹿児島市金生町６−６ よかど鹿児島1F
鹿児島市 KITCHEN ine（キッチンイネ） 鹿児島市中山町８０３
鹿児島市 Kitchen ひろとら 鹿児島市宇宿３−２−１
鹿児島市 Komugico. 鹿⼤前 鹿児島市荒田２−５９−１５
鹿児島市 komugiko OPSIA misumi 鹿児島市宇宿２−３−５ オプシアミスミ２Ｆ
鹿児島市 KOTOBUKI DELICATESSEN 鹿児島市泉町3-3 鹿児島銀行本店別館ビル1F
鹿児島市 KTS住宅フェア 鹿児島市与次郎2-4-43
鹿児島市 KTS住宅フェア（ヤマサモデルハウス） 鹿児島市与次郎2-4-43
鹿児島市 Kurozu Farm CAFE AND MARKET 鹿児島市上之園町21-15
鹿児島市 KUWAHARA Kan 鹿児島市中央町11番地 鹿児島中央ターミナルビル7F
鹿児島市 Kyaraかごしま 鹿児島市中央町31-3パエーゼ・エテルノ中央202
鹿児島市 L’ORO DI NAPOLI 鹿児島市中央町16-5Mackenビル201
鹿児島市 La cave 鹿児島市山之口町11-22ヒロカネビル1階
鹿児島市 La quinua 鹿児島市中町８ー９サイノビル１階
鹿児島市 LCPlace BayArea 鹿児島市住吉町４−１ 日高ビル２０２号
鹿児島市 LEONE 鹿児島市東千石町7-10第⼀米沢ビル1F
鹿児島市 LEPSIMイオンモール鹿児島  鹿児島市東開町7イオンモール鹿児島1F
鹿児島市 Linkcafeよしこ 鹿児島市下伊敷1丁目42-35プランドールA202
鹿児島市 LIVING 鹿児島市山之口町3-12 シティハウスビル5階
鹿児島市 LIVITHE5 鹿児島市千日町8-14-貴剛ビル1階
鹿児島市 Loco cantine じもとの食堂 鹿児島市中町4-3 原園硝子ビル２階
鹿児島市 Lofto 鹿児島市中央町２１−２０−２F
鹿児島市 Lollipop 鹿児島市山之口町8-34ウノキビル4階-B
鹿児島市 Lounge  Venetian(ベネチアン) 鹿児島市山之口町8−20ニューヨークビル4F
鹿児島市 Lounge Arrow 鹿児島市山之口町9-11南九ビル３F
鹿児島市 Lounge Lian 鹿児島市山之口町12-18双葉ビル2F
鹿児島市 Lounge Raise  鹿児島市山之口町9-42第五ロイヤルビル8階
鹿児島市 Lounge Regorith 鹿児島市山之口町11-7ダイヤモンドビル4F
鹿児島市 LoungeBarシエルピュア 鹿児島市山之口町10-20第⼀二官橋ビル2F
鹿児島市 Lovetoxic 鹿児島市東開町７-303-1
鹿児島市 maimai*/アンドリューのエッグタルト 鹿児島市東千石町１８番１号
鹿児島市 maimai*／アンドリューのエッグタルト 鹿児島市泉町３番３号よかど鹿児島別館２F
鹿児島市 MATHERuBA  Cafe 鹿児島市春山町１６３６−９
鹿児島市 Maybe 鹿児島市千日町3番37号千日街ビル2階
鹿児島市 MBCハウジングフェア 鹿児島市与次郎2-5-37
鹿児島市 MBCハウジングフェア（ヤマサモデルハウス） 鹿児島市与次郎2-5-37
鹿児島市 Meat Man 鹿児島市山之口町12-10メインパークセカンドタワー２F
鹿児島市 Ｍｅｂｕｋｉ屋 鹿児島市宇宿４丁目３８−６
鹿児島市 Mebuki屋 鹿児島市上之園町２０−１ＲＩＮＯ館４階
鹿児島市 MEDOCイオンモール鹿児島店 鹿児島市東開町7 イオンモール鹿児島1階
鹿児島市 meshiya park 108 鹿児島市鴨池1-5-5  2F
鹿児島市 MINATO CAFE 鹿児島市桜島横山町61-4
鹿児島市 MINORITY 鹿児島市中央町12-1 ゆうきビル2階
鹿児島市 mon botanical design 鹿児島市金生町６-６よかど鹿児島１階
鹿児島市 Mouffe cafe（ムッフカフェ） 鹿児島市武岡３丁目９-５
鹿児島市 Mr.ビーンズ 鹿児島市紫原5-20-21コーポ永仮１Ｆ
鹿児島市 N502 鹿児島市山之口町7-13 南映ビル
鹿児島市 Nalelu天文館ショールーム 鹿児島市中町２−８⽵田ビル２F
鹿児島市 nana’s green tea 鹿児島市中央町1-1 アミュプラザ鹿児島店 1F
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鹿児島市 New  愛華恋 鹿児島市山之口町9ｰ12バイオレットパレス若松ビル4階
鹿児島市 NEW CLUB TAIGA  鹿児島市山之口町8-26 細山田BLD.5 3階 301号
鹿児島市 NEW LOUNGE 咲爛 鹿児島市山之口町9-13 ヒロカネ88ビルBF-C号室
鹿児島市 newclub Dearest 鹿児島市山之口町９−２６ 和光ビル３Ｆ
鹿児島市 NEWおだまLee男爵 鹿児島市船津町1ー2第1島津ビル4階
鹿児島市 NICOTTO 鹿児島市山之口町7-2
鹿児島市 NICOVO 鹿児島市下荒田4丁目６−１０
鹿児島市 NIGHT CLUB HALO 天文館 鹿児島市山之口町12-21第⼀アサヒプラザビル2F
鹿児島市 Nights Bar（ナイツバー） 鹿児島市⾕山中央２丁目７０２−２９
鹿児島市 Nikanbashi Burger Bar 鹿児島市山之口町２−７ホテルマイステイズ鹿児島天文館１階
鹿児島市 niko and...イオンモール鹿児島 鹿児島市東開町7
鹿児島市 Noodle Laboratory 金斗雲 荒田店 鹿児島市荒田1丁目57-4
鹿児島市 Noodle Laboratory 金斗雲 中央駅店 鹿児島市中央町2-8
鹿児島市 Nuevo. 鹿児島市高麗町28-1-7F
鹿児島市 Ｎ白木屋 鹿児島文化通り店 鹿児島市山之口町12-16 福徳ビル2階
鹿児島市 OSAKANAワッショイ 鹿児島市千日町2-1⼤保ビル2階
鹿児島市 OSTERIA LILLICU 鹿児島市荒田2-75-14Mハウス荒田101
鹿児島市 Ouka 鹿児島市宇宿5丁目13―23
鹿児島市 OWNDAYS 鹿児島市東開町7 イオンモール鹿児島3階
鹿児島市 P,J 鹿児島市東千石町10-5 ２F
鹿児島市 party hall HINATA 鹿児島市東千石町3-41 キャパルボビル３階
鹿児島市 PERCH 鹿児島市⻄千石町16-22 中央ハイツ301号・303号
鹿児島市 petitmain 鹿児島市東開町7 イオンモール鹿児島3階
鹿児島市 ＰＩＮＡ 鹿児島市東千石町8-12
鹿児島市 pisces 鹿児島市荒田2丁目65-1啓凛館1F-B号室
鹿児島市 Pizzeria e Trattoria SPESSO 鹿児島市呉服町1-20セントイン2番館2F
鹿児島市 POWDER SUGAR イオンモール鹿児島 鹿児島市東開町7 イオンモール鹿児島2F
鹿児島市 PUB さくらさく 鹿児島市山之口町11番22号ヒロカネビル２F
鹿児島市 r.k group 鹿児島市下荒田2-5-8 Aホークス８０１
鹿児島市 recife&TEREZA 鹿児島市加治屋町1-3
鹿児島市 RED MEAT鹿児島 鹿児島市中央町1-1 アミュプラザ鹿児島5F
鹿児島市 repipi armario 鹿児島市東開町7番地
鹿児島市 ristorante Porta Fortuna Matsuo 鹿児島市東千石町8-25オリエンタルビル2F
鹿児島市 ristorantino Il Cipresso 鹿児島市東千石町８−９
鹿児島市 RITZ鹿児島 鹿児島市荒田2丁目45−22
鹿児島市 SAKE処 くうや 鹿児島市照国町15-22-1F
鹿児島市 Satsuma ノギノエ 鹿児島市千日町3-16 宮内ビル１F
鹿児島市 SeaHorse 鹿児島市山之口町11-9ダイヤモンドビル2階
鹿児島市 Seine(セーヌ) 鹿児島市樋之口町10番23号第八京幸ビル5階
鹿児島市 ｓｅｍａｎｔｉｃｄｅｓｉｇｎ イオンモール鹿児島 鹿児島市東開町7 イオンモール鹿児島３Ｆ
鹿児島市 SENRI 鹿児島市樋之口町１０−３３日宝エミール天文館２ １階
鹿児島市 SEPPEくつろぎ舎 鹿児島市永吉２丁目４−１５
鹿児島市 SHIROYAMA HOTEL kagoshima 鹿児島市新照院町41-1
鹿児島市 sion cafe 鹿児島市⼤明丘2-16-7
鹿児島市 SM2 keittio イオンモール鹿児島店 鹿児島市東開町7 イオンモール鹿児島 2階
鹿児島市 snow drop 鹿児島市中央町1-1（アミュ広場）
鹿児島市 SONG BAR  月 鹿児島市千日町9-7廻ビル５階A
鹿児島市 SOUL CAKE SHOP（BASQUE-STYLE) 鹿児島市東開町7 イオンモール鹿児島１階
鹿児島市 SpRay PREMIUM イオンモール鹿児島 鹿児島市東開町7 イオンモール鹿児島2階
鹿児島市 STARVTIONS鹿児島店 鹿児島市東開町7 イオンモール鹿児島3F
鹿児島市 STUDIO FREE 鹿児島市鴨池新町１４-２０肥後ビル2階
鹿児島市 SWEETROOM 鹿児島市山之口町8-15ビックバーンルビー館5階
鹿児島市 Sweets  Cafe  otto 鹿児島市吉野町7495-6
鹿児島市 TAGIRUBA 鹿児島市中央町6-4
鹿児島市 ＴＡＫＡ−Ｑ イオンモール鹿児島 鹿児島市東開町7 イオンモール鹿児島３Ｆ
鹿児島市 ＴＡＴＳＵ男 鹿児島市上之園町２５−３６−Ｂ１Ｆ
鹿児島市 Teppen 鹿児島市荒田2丁目42-12
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鹿児島市 Terre Maison de Chef 鹿児島市原良-1-6-2グレイス101
鹿児島市 THE BODY SHOP 鹿児島市東開町7 イオンモール鹿児島1F
鹿児島市 THE TANTO MESSI 鹿児島市武3-6-9武町Nビル1F
鹿児島市 the YOCADO park 鹿児島市金生町6-6
鹿児島市 THREEPPYイオンモール鹿児島店 鹿児島市東開町7 イオンモール鹿児島３F
鹿児島市 TIMELESS 鹿児島市東千石町6-17
鹿児島市 TO THE HERBS 鹿児島店 鹿児島市高麗町17番5号
鹿児島市 TOMMY HILFIGER イオンモール鹿児島店 鹿児島市東開町7番イオンモール鹿児島店
鹿児島市 Tomo花 鹿児島市山之口町8-15 ツインビル ルビー館 4F
鹿児島市 ＴＯＲＡＴＴＯＲＩＡ ＣＡＭＰＡＮＩＡ 鹿児島市鷹師１丁目4-7山下ビル１階
鹿児島市 Trattoria OLIO 鹿児島市上荒田町１６−２５第５⼤丸ビル１階
鹿児島市 Trattoria suono 鹿児島市東千石町第⼀照国ビル２階
鹿児島市 Trattoria葡萄乃樹 鹿児島市中央町1-1
鹿児島市 Trombone Coffee 鹿児島市武岡1-41-1
鹿児島市 Trombone Coffee イオンモール鹿児島店 鹿児島市東開町７
鹿児島市 UP-SWINGイオンモール鹿児島店 鹿児島市東開町7 イオンモール鹿児島店3F
鹿児島市 VAN-VEAL天文館店 鹿児島市金生町1-1 ラウンドクロス鹿児島3F
鹿児島市 Victor 鹿児島市金生町２番１８号 ２階
鹿児島市 We's 鹿児島店 鹿児島市東開町7
鹿児島市 WEGO イオンモール鹿児島店 鹿児島市東開町7 イオンモール鹿児島3F
鹿児島市 ＷＩＣＫＹ’Ｓ  ＣＬＵＢ 鹿児島市東千石町5-25ＪＳビル２Ｆ
鹿児島市 WICKY'S HOUSE  鹿児島市東千石町９-７若松ビルＢ1Ｆ
鹿児島市 Wing-inn 鹿児島市新屋敷町19-10
鹿児島市 YOUSTYLE HOTEL MARINE 鹿児島市船津町4-7
鹿児島市 YUTA BIROUEN 鹿児島市金生町6番6号鹿児島銀行本店ビル1階
鹿児島市 ZARA イオンモール鹿児島店 鹿児島市東開町7番地 イオンモール鹿児島1階
鹿児島市 Zingaro 鹿児島市中央町2-29
鹿児島市 アースコサンルタンツ株式会社 鹿児島市武岡四丁目５番５号
鹿児島市 アースミュージック＆エコロジー鹿児島イオン店 鹿児島市東開町７イオンモール鹿児島１階
鹿児島市 アートギャラリー源 鹿児島市加治屋町１２ー４⼤山ビル２階
鹿児島市 アートネイチャー鹿児島店 鹿児島市⼤⿊町1-3 ブラザー鹿児島ビル４階
鹿児島市 アートビューティーケア 鹿児島市⼤⿊町２−１２ー２０１
鹿児島市 アートホテル鹿児島 鹿児島市鴨池新町２２番１号
鹿児島市 アーノルドパーマータイムレス イオンモール鹿児島店 鹿児島市東開町7番 2F
鹿児島市 アーバンヘア・ミキ 鹿児島店 鹿児島市⻄千石町17-27 6F
鹿児島市 アイショップバッカス天文館店 鹿児島市山之口町11-29
鹿児島市 株式会社あいハウジング 鹿児島市石⾕町1868-12
鹿児島市 赤から 鹿児島東開店 鹿児島市東開町３−３７
鹿児島市 あがり屋 鹿児島市千日町9-4天文館Ｋビル１階
鹿児島市 アクアガーデンホテル福丸 鹿児島市名山町11-8
鹿児島市 アクティブライフ・プラザ健美 鹿児島市金生町6番6号
鹿児島市 味こよみ おん 鹿児島市千日町 8番12号 第二三木ビル１階
鹿児島市 味膳まさむね 鹿児島市山之口町6-8畠田ビル1F
鹿児島市 味ちや 鹿児島市樋之口町11-1４木下ビル102
鹿児島市 味処 正ちゃん 鹿児島市中央町28-17⻄駅ハイツ102
鹿児島市 味処あづま 鹿児島市小川町2-10栄和第⼀ビル1階
鹿児島市 味処いわきり 鹿児島市中央町２７−３１
鹿児島市 味処きたはら 鹿児島市⻄田2-11-3
鹿児島市 味と眺望の和食処 彩海 鹿児島市与次郎二丁目８番８号
鹿児島市 味の⼀石 鹿児島市上之園町13-16中村ハイツ1階
鹿児島市 味の⻑⽼ やぶ金 天文館店 鹿児島市山之口町8−41
鹿児島市 味の館 御所苑 鹿児島市上福元町3855-1
鹿児島市 味の八坂 鹿児島市名山町2-20
鹿児島市 味の横綱 ⾕山本店 鹿児島市東⾕山２丁目１０−１５
鹿児島市 味の横綱 中山店 鹿児島市中山１丁目１１−１２
鹿児島市 あっこ 鹿児島市山之口町１２ー３３ビルドクリントン２階
鹿児島市 アップルファミリー⾕山中央店 鹿児島市⾕山中央７丁目31-17
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鹿児島市 アナヒータストーンズ鹿児島店 鹿児島市東開町7番3Ｆ
鹿児島市 アパートメントホテル ecott 鹿児島市⾕山中央１丁目４０１７−１
鹿児島市 アパホテル＜鹿児島天文館＞ 鹿児島市千日町13-23
鹿児島市 アパマンショップ鹿児島北店 鹿児島市下伊敷1丁目6-1
鹿児島市 アフタヌーンティー・ティールーム 鹿児島市中町10-5
鹿児島市 油そば専門 兎 荒田店 鹿児島市下荒田3-1-6
鹿児島市 油そば専門 兎 鹿児島中央駅前店 鹿児島市中央町2-49
鹿児島市 油そば専門 兎 天文館店 鹿児島市東千石町20-5 ＴＭＡＸビル１Ｆ
鹿児島市 炙り屋 中山亭 鹿児島市⻄田1丁目３−２２
鹿児島市 アフロカフェ鹿児島アリーナ店 鹿児島市永吉1-30-1 鹿児島アリーナ２階
鹿児島市 アマトーネアクセソリーオ鹿児島イオンモール 鹿児島市東開町7 イオンモール鹿児島 2F
鹿児島市 奄美の里 鹿児島市南栄１−８−１
鹿児島市 奄美の里  ＩＬ MOLE 鹿児島市南栄１−８−１
鹿児島市 奄美の里 健美和楽 花ん華 鹿児島市南栄１−８−１
鹿児島市 アミューズメントバー からから 鹿児島市山之口町7-27倉ヶ崎ビル３階
鹿児島市 アメリカンホリックイオンモール鹿児島店 鹿児島市東開町7番イオンモール鹿児島
鹿児島市 あや鶏 鹿児島天文館店 鹿児島市東千石町9-2セントラルビル2階
鹿児島市 荒川酔響 鹿児島市山之口町9-12バイオレットパレス若松ビル103
鹿児島市 アリオリクッチーナ鹿児島 鹿児島市中央町1-1 アミュプラザ5階
鹿児島市 有限会社 有馬明治堂 鹿児島市中町1番16号
鹿児島市 アリラン飯店イオンモール鹿児島店 鹿児島市東開町7 イオンモール鹿児島店1F
鹿児島市 株式会社 アローズモーターサイクル 鹿児島市玉里団地１丁目９番１号
鹿児島市 あんぐらーずキッチン いちぜん 鹿児島市下荒田2丁目36-20 ｱﾋﾞﾀｰﾚ下荒田2 １階
鹿児島市 株式会社庵地 鹿児島市星ヶ峯2丁目62-10
鹿児島市 あんらく弁当 鹿児島市甲突町７−１９−１F
鹿児島市 株式会社イーデザイン 鹿児島市紫原3-34-23
鹿児島市 イオンカード受付カウンター 鹿児島市花野光ヶ丘2-49-2
鹿児島市 イオンカード受付カウンター 鹿児島市鴨池2-26-30
鹿児島市 イオンカード受付カウンター 鹿児島市中央町10
鹿児島市 イオンカード受付カウンター 鹿児島市東開町７
鹿児島市 イオン鹿児島鴨池店 鹿児島市鴨池２−２６−３０
鹿児島市 イオン鹿児島中央店 鹿児島市中央町１０番
鹿児島市 イオン鹿児島店 鹿児島市東開町7
鹿児島市 イオン銀行 イオンモール鹿児島店 鹿児島市東開町7 イオンモール鹿児島２階
鹿児島市 イオンのほけん相談 鹿児島店 鹿児島市東開町7 イオンモール鹿児島２階
鹿児島市 イオンハウジング鹿児島店 鹿児島市東開町7 イオンモール鹿児島2F
鹿児島市 イオンペット鹿児島店 鹿児島市東開町7 イオンモール鹿児島１階
鹿児島市 イオンモール鹿児島 THE SHOP TK 鹿児島市東開町7イオンモール鹿児島2階
鹿児島市 イオンモール鹿児島 アキアゴーラペヂードグランチ 鹿児島市東開町7
鹿児島市 イオンモール鹿児島 オペークドットクリップ 鹿児島市東開町7 イオンモール鹿児島1階
鹿児島市 イオンモール鹿児島内ブルーシール 鹿児島市東開町7
鹿児島市 イオンモール鹿児島内郵便局 鹿児島市東開町7
鹿児島市 イオンモール鹿児島華元 鹿児島市東開町7 イオンモール鹿児島
鹿児島市 イオンモ−ル鹿児島モ−ル事務所 鹿児島市東開町7
鹿児島市 いきなりステーキ イオンモール鹿児島 鹿児島市東開町7 イオンモール鹿児島
鹿児島市 いきなりステーキ 鹿児島ベイサイド店 鹿児島市浜町2-3
鹿児島市 池田製茶 株式会社 天文館本店 鹿児島市千日町3-11
鹿児島市 居酒屋  海賊船 鹿児島市千日町9-17 江口商事ビル1階
鹿児島市 居酒屋 いちぞう 鹿児島市樋之口町12-2
鹿児島市 居酒屋 えにし 鹿児島市東⾕山2-15-1
鹿児島市 居酒屋 恵⽅ 鹿児島市武１丁目２７−１５
鹿児島市 居酒屋 おぎん 鹿児島市紫原5丁目7-12
鹿児島市 居酒屋 ガオリュウ 鹿児島市中央町５−４ 鎌田ビル２階
鹿児島市 居酒屋 がほうじん 鹿児島市山之口町8-9天文館三州ビル1F
鹿児島市 居酒屋 蔵ぼうず 鹿児島市伊敷1丁目15
鹿児島市 居酒屋 晴太郎 鹿児島市宇宿３丁目２−１ｺｽﾓﾀｳﾝ2階208号
鹿児島市 居酒屋 てぃだぬ島 鹿児島市樋之口町１０−３２日宝ファッションハイツ１１１室
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鹿児島市 居酒屋 ひばり 鹿児島市⼤⻯町8-7プチモゼール1F
鹿児島市 居酒屋 ミニでんでん 鹿児島市⻄田２丁目6-17 井上ビル１F
鹿児島市 居酒屋 ゆ 鹿児島市千日町3-12（有）中原レジャー産業ビル1階
鹿児島市 居酒屋 ゆ２号店 鹿児島市千日町7-1第３宮内ビル１F
鹿児島市 居酒屋 遊や家 鹿児島市荒田２丁目42-2木村ビル1階
鹿児島市 居酒屋 ゆめみ家 鹿児島市下荒田3丁目1番6号
鹿児島市 石窯パン工房 Parasso 伊敷ニュータウン店 鹿児島市伊敷台5-23-1
鹿児島市 居食や   さんとく  鹿児島市下⻯尾町13-18野口ビル
鹿児島市 いその商店 鹿児島市松原町11-20 ﾛｰﾄﾞ21天文館101
鹿児島市 イタリアン酒場ハゼル 鹿児島市中央町20-11 ole de solaビル１階
鹿児島市 市成建設株式会社 鹿児島市東坂元二丁目６１番３８号
鹿児島市 市場食堂 天文館店  鹿児島市山之口町７ー１９市場食堂ビル
鹿児島市 いつものところ 鹿児島市東千石町17-17 フラミンゴアパート1F
鹿児島市 芋工房夢福屋 鹿児島市中央町1-1
鹿児島市 イル チプレッソ 鹿児島市東千石町８−９
鹿児島市 イルカゲストハウス 鹿児島市易居町3-24
鹿児島市 株式会社 岩元測量設計 鹿児島市東⾕山５−２９−８
鹿児島市 インド料理MILAN 鹿児島市中央町1-1 アミュプラザ鹿児島5F
鹿児島市 インド料理ミラン オプシアミスミ店 鹿児島市宇宿2-3-5 2F
鹿児島市 ヴィエイユヴィーニュ72 鹿児島市山之口町1-4シーナワークスビル地下1階
鹿児島市 ヴィレッジヴァンガードイオンモール鹿児島店 鹿児島市東開町7 イオンモール鹿児島SC2F
鹿児島市 ヴェジマルシェ 鹿児島市郡元1丁目21-30
鹿児島市 ⿂⺠ 鹿児島中央東口駅前店 鹿児島市中央町23-21 アエールタワー1階
鹿児島市 内村建設株式会社 本社 鹿児島市上本町２番１２号
鹿児島市 うどん工房 笑福 鹿児島市⾕山中央5丁目29−7
鹿児島市 うなぎ処さいしょ 鹿児島市郡元町１０−７
鹿児島市 うなぎの泉家 鹿児島市泉町３−３鹿児島銀行本店別館ビル２階
鹿児島市 うなぎの末よし 鹿児島市東千石町14-10
鹿児島市 うなぎのふじ井 鹿児島市荒田1丁目53-20
鹿児島市 うなぎの松重 鹿児島市下荒田1-5-10
鹿児島市 うなぎのやまげん 加治屋店 鹿児島市加治屋町３−１７
鹿児島市 うなぎのやまげん 鴨池店 鹿児島市鴨池2丁目５−１５
鹿児島市 うまや鹿児島 鹿児島市中央町１番1号アミュプラザ鹿児島５階
鹿児島市 驛亭さつま 鹿児島市武１−１−２
鹿児島市 梅の花鹿児島店 鹿児島市東千石町１−３８アイムビル１５Ｆ
鹿児島市 株式会社 瑛炭 鹿児島市山之口町７−２３ 森元ビル１階
鹿児島市 エウルキューブ イオンモール鹿児島店 鹿児島市東開町7番地 イオンモール鹿児島２階
鹿児島市 えきデイナーサリー 鹿児島市中央町３４ー１０
鹿児島市 エケコ家 鹿児島市⾕山中央２丁目４５２−１３
鹿児島市 エステール 鹿児島市東開町7番地 イオンモール１F
鹿児島市 エッセンシャル アイビューティー 鹿児島市上之園町27-19ボヌール1F
鹿児島市 江⼾寿司 鹿児島市紫原１丁目４４−１
鹿児島市 エニタイムフィットネス宇宿店 鹿児島市宇宿2-24-16 2F
鹿児島市 エニタイムフィットネス与次郎店 鹿児島市与次郎1丁目7-20アクロスプラザ与次郎２F
鹿児島市 エヌシティニシムタ⾕山店 あかね釜 鹿児島市卸本町5-35
鹿児島市 エビスクジラ 鹿児島市⾕山中央１丁目4088-1
鹿児島市 エプロン 鹿児島市田上台2-44-22
鹿児島市 エメフィールイオンモール鹿児島店 鹿児島市東開町7
鹿児島市 エルヴェ 鹿児島市山之口町9-29和光ビル３階
鹿児島市 エンゼルコーナー  鹿児島市金生町３番１号山形屋１号館地階
鹿児島市 ⼤阪王将草牟田店 鹿児島市草牟田2-2-3
鹿児島市 ⼤阪新世界串かつ 串タイム 騎射場店 鹿児島市荒田２丁目４３ー１６
鹿児島市 ⼤阪新世界串かつ 串タイム 中央駅前店 鹿児島市⻄田２丁目１１ー４
鹿児島市 ⼤阪新世界串かつ 串タイム 天文館店 鹿児島市樋之口町10-17
鹿児島市 オーシャン・ジュエリー 鹿児島市甲突町４−１１時ビル１階
鹿児島市 オーシャンリターン 鹿児島市山之口町11-7ダイヤモンドビル3階
鹿児島市 オーリック天文館店 鹿児島市山之口町１１−１４
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鹿児島市 オーリック二官橋店 鹿児島市山之口町４−１６ 山口商会ビル１F
鹿児島市 おかやまさんちの2階バル 鹿児島市光山1-8-19
鹿児島市 奥座敷しげ 鹿児島市千日町９−２３ 銀座ハイツビル2階
鹿児島市 お好み焼き彦太郎 鹿児島市小川町10-22
鹿児島市 お食事処 愛ちゃん 鹿児島市紫原4-2-18-102
鹿児島市 お食事処 結乃屋 鹿児島市下荒田三丁目17-19 エントピアキシャバ１F
鹿児島市 お食事処 和ごころ 鹿児島市⻄田二丁目11-2
鹿児島市 お食事処くろ 鹿児島市喜入瀬々串町245-1
鹿児島市 お食事処しず 鹿児島市⻄田1丁目9-3
鹿児島市 お食事処たぐち 鹿児島市⻄田1丁目13−4
鹿児島市 お食事と酒処 鳥夢 鹿児島市山之口町1-10
鹿児島市 おしろ保育園 鹿児島市田上４ー５ー１７ １階
鹿児島市 オステリア ポポラーレ 鹿児島市永吉1-10-8
鹿児島市 おたふく 鹿児島市真砂本町51-1
鹿児島市 有限会社 お茶のかおり園 鹿児島市⾕山中央2丁目4522-1
鹿児島市 お茶の花 鹿児島市春山町1065番地1 都市農園交流センターお茶の里内
鹿児島市 お茶の美⽼園本店 鹿児島市中町５−２
鹿児島市 おつまみ 花かんざし 鹿児島市樋之口町２番15号
鹿児島市 おでん茶屋 ひろ 鹿児島市中央町７−３ガストフビル１階
鹿児島市 オナベラウンジ心之介 鹿児島市船津町1-2第⼀島津ビル３階
鹿児島市 おにくのくにお 鹿児島市中央町２５−１７−１階
鹿児島市 おふくろの味まき 鹿児島市桜ケ丘６−４８−５
鹿児島市 オプシアミスミ 鹿児島市宇宿2丁目３−５
鹿児島市 お仏壇・墓石の千寿 ギャラリーメモリア  イオン鹿児島店 鹿児島市東開町7-2階
鹿児島市 御結び・御御御付 源 鹿児島市金生町６番６号よかど鹿児島本店ビル１階
鹿児島市 おむらいす亭 鹿児島市東開町7
鹿児島市 お持ち帰り専門センター卸本町店 鹿児島市卸本町8-2
鹿児島市 音楽館レイン 鹿児島市東千石町15-15-2F
鹿児島市 温泉錦湯 鹿児島市下荒田3-3-17
鹿児島市 ガーデンズシネマ 鹿児島市呉服町６−５ マルヤガーデンズ7階
鹿児島市 かいせい乃湯 鹿児島市田上八丁目３番３号
鹿児島市 海鮮⼤衆ときん 鹿児島市東千石町６−１５ ｼﾞｮﾝﾊﾜｰﾄﾞﾋﾞﾙ１階
鹿児島市 (株)柿安本店 口福堂イオンモール鹿児島店  鹿児島市東開町7イオンモール鹿児島1階
鹿児島市 隠れ家サロン MIYU 鹿児島市宇宿7丁目12-8 エストアールII 101号
鹿児島市 鹿児島ＦｕｎＲｉｄｅ 鹿児島市加治屋町3-13
鹿児島市 鹿児島イオンチャンスセンター 鹿児島市東開町7番
鹿児島市 かごしま居酒屋笑福 鹿児島市山之口町8-13内田荘ビル1F
鹿児島市 鹿児島園材 鹿児島市宮之浦町566-1
鹿児島市 カゴシマエンジン 鹿児島市荒田2-74-5
鹿児島市 鹿児島温泉 時之栖 鹿児島市田上6丁目1-6
鹿児島市 鹿児島×立ち飲み×バル〜michi屋〜 鹿児島市中央町25-8
鹿児島市 かごしまキッチンほのほの 鹿児島市城南町7-42
鹿児島市 鹿児島餃子の王将 伊敷店 鹿児島市下伊敷１丁目５０番３３号
鹿児島市 鹿児島餃子の王将 卸本町店 鹿児島市卸本町８−２７
鹿児島市 鹿児島餃子の王将 騎射場店 鹿児島市下荒田３丁目３８番２０号 東行ビル
鹿児島市 鹿児島餃子の王将 笹貫店 鹿児島市小松原１丁目１１−１８
鹿児島市 鹿児島餃子の王将 田上天神店 鹿児島市田上２丁目３３番１２号
鹿児島市 鹿児島餃子の王将 中央駅店 鹿児島市中央町１番４号 牧ビル
鹿児島市 鹿児島餃子の王将 中町店 鹿児島市中町１−４ マルタマビル
鹿児島市 鹿児島餃子の王将 吉野店 鹿児島市吉野２丁目３０番２５号
鹿児島市 株式会社鹿児島銀行 荒田支店 鹿児島市下荒田1-5-17
鹿児島市 株式会社鹿児島銀行 伊敷支店 鹿児島市下伊敷1-53-6
鹿児島市 株式会社鹿児島銀行 伊敷ﾆｭｰﾀｳﾝ出張所 鹿児島市伊敷台4-1-11
鹿児島市 株式会社鹿児島銀行 宇宿支店 鹿児島市宇宿3-32-4
鹿児島市 株式会社鹿児島銀行 卸本町支店 鹿児島市卸本町6-11
鹿児島市 株式会社鹿児島銀行 鹿児島市役所出張所 鹿児島市山下町11-1
鹿児島市 株式会社鹿児島銀行 鴨池支店 鹿児島市下荒田4-46-20
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鹿児島市 株式会社鹿児島銀行 上町支店 鹿児島市小川町13-9
鹿児島市 株式会社鹿児島銀行 喜入支店 鹿児島市喜入町7018-4
鹿児島市 株式会社鹿児島銀行 草牟田支店 鹿児島市草牟田2-11-3
鹿児島市 株式会社鹿児島銀行 けだな支店 鹿児島市吉野町3615-71
鹿児島市 株式会社鹿児島銀行 県庁支店 鹿児島市鴨池新町10-1
鹿児島市 株式会社鹿児島銀行 皇徳寺出張所 鹿児島市皇徳寺台4-31-13
鹿児島市 株式会社鹿児島銀行 向陽支店 鹿児島市広木2-39-15
鹿児島市 株式会社鹿児島銀行 郡山支店 鹿児島市郡山町44-1
鹿児島市 株式会社鹿児島銀行 坂之上支店 鹿児島市坂之上6-17-47
鹿児島市 株式会社鹿児島銀行 桜ヶ丘支店 鹿児島市桜ヶ丘6-25-1
鹿児島市 株式会社鹿児島銀行 笹貫支店 鹿児島市小松原1-10-16
鹿児島市 株式会社鹿児島銀行 城⻄支店 鹿児島市原良2-2-13
鹿児島市 株式会社鹿児島銀行 ⻄武町支店 鹿児島市武1-14-3
鹿児島市 株式会社鹿児島銀行 ⻄陵支店 鹿児島市⻄陵5-12-6
鹿児島市 株式会社鹿児島銀行 高見馬場支店 鹿児島市山之口町1-13
鹿児島市 株式会社鹿児島銀行 武岡団地支店 鹿児島市武岡2-29-3
鹿児島市 株式会社鹿児島銀行 たてばば支店 鹿児島市下⻯尾町3-23
鹿児島市 株式会社鹿児島銀行 ⾕山港支店 鹿児島市南栄6-1-6
鹿児島市 株式会社鹿児島銀行 ⾕山支店 鹿児島市⾕山中央1-4968-1
鹿児島市 株式会社鹿児島銀行 田上支店 鹿児島市田上6-5-5
鹿児島市 株式会社鹿児島銀行 中央市場支店 鹿児島市南林寺町20-12
鹿児島市 株式会社鹿児島銀行 中央支店 鹿児島市中央町11
鹿児島市 株式会社鹿児島銀行 天神馬場支店 鹿児島市東千石町9-8
鹿児島市 株式会社鹿児島銀行 天文館支店 鹿児島市千日町13-4
鹿児島市 株式会社鹿児島銀行 東⾕山支店 鹿児島市東⾕山2-43-10
鹿児島市 株式会社鹿児島銀行 とそ出張所 鹿児島市唐湊1-14-23
鹿児島市 株式会社鹿児島銀行 ⻄伊敷支店 鹿児島市⻄伊敷3-4-3
鹿児島市 株式会社鹿児島銀行 ⻄田支店 鹿児島市⻄田3-7-21
鹿児島市 株式会社鹿児島銀行 ⻄⾕山支店 鹿児島市上福元町3861-6
鹿児島市 株式会社鹿児島銀行 星ヶ峯支店 鹿児島市星ヶ峯2-26-12
鹿児島市 株式会社鹿児島銀行 本店営業部 鹿児島市金生町6-6
鹿児島市 株式会社鹿児島銀行 真砂支店 鹿児島市真砂本町13-7
鹿児島市 株式会社鹿児島銀行 松元支店 鹿児島市上⾕口町1045-1
鹿児島市 株式会社鹿児島銀行 みずほ通支店 鹿児島市荒田1-51-13
鹿児島市 株式会社鹿児島銀行 紫原支店 鹿児島市紫原2-20-19
鹿児島市 株式会社鹿児島銀行 明和支店 鹿児島市明和1-25-26
鹿児島市 株式会社鹿児島銀行 吉野支店 鹿児島市吉野町2302-8
鹿児島市 株式会社鹿児島銀行 和田出張所 鹿児島市和田1-23-3
鹿児島市 かごしま⿊豚 六白亭 鹿児島市⻄田2丁目12-34
鹿児島市 かごしま⿊豚とんかつ＆しゃぶしゃぶ さつま花亭よかど鹿児島店鹿児島市泉町3-3よかど鹿児島別館1階
鹿児島市 鹿児島⿊豚とんかつしゃぶしゃぶ⼤山 鹿児島市中央町1-1JR鹿児島シティ 鹿児島中央駅 ぐるめ横丁
鹿児島市 鹿児島県医療法人協会立看護専門学校 鹿児島市中山町878-1
鹿児島市 鹿児島県看護研修会館 鹿児島市鴨池新町２１番５号
鹿児島市 鹿児島県行政書士会 鹿児島市与次郎２丁目４番３５号 ＫＳＣ鴨池ビル202
鹿児島市 ⼀般財団法人鹿児島県警察協会売店 鹿児島市鴨池新町10番１号
鹿児島市 鹿児島県国際交流センター 鹿児島市加治屋町１９−１８
鹿児島市 (公財)鹿児島県住宅・建築総合センター 鹿児島市新屋敷町16番228号
鹿児島市 鹿児島県職員生活協同組合 鹿児島店 鹿児島市小川町3-56
鹿児島市 鹿児島県職員生活協同組合 交流センター店 鹿児島市山下町14-50
鹿児島市 鹿児島県職員生活協同組合 本庁店 鹿児島市鴨池新町10-1（県庁内）
鹿児島市 鹿児島県職業能力開発協会 鹿児島市錦江町9-14
鹿児島市 (公財)鹿児島県生活衛生営業指導センター 鹿児島市新屋敷町16-213 公社ビル2階
鹿児島市 鹿児島県総合体育センター体育館 鹿児島市下荒田四丁目48番１号
鹿児島市 鹿児島県総合体育センター武道館 鹿児島市与次郎⼀丁目４番20号
鹿児島市 鹿児島県平川ヨットハウス 鹿児島市平川町浜平川6247番地
鹿児島市 公益財団法人 鹿児島県⺠総合保健センター 鹿児島市下伊敷３丁目１番７号
鹿児島市 鹿児島県ライフル射撃場 鹿児島市犬迫町早馬下6313番地
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鹿児島市 鹿児島県立鹿児島養護学校 鹿児島市吉野１丁目４２番１号
鹿児島市 鹿児島県立鹿児島聾学校 鹿児島市下伊敷１丁目５２−２７
鹿児島市 鹿児島県立鴨池庭球場 鹿児島市与次郎二丁目２番２号
鹿児島市 鹿児島県立鴨池補助競技場 鹿児島市与次郎二丁目２番２号
鹿児島市 鹿児島県立鴨池緑地球技場 鹿児島市鴨池新町41番１号
鹿児島市 鹿児島県立鴨池緑地庭球場 鹿児島市鴨池新町41番１号
鹿児島市 鹿児島県立サッカー・ラグビー場 鹿児島市中山町433番地
鹿児島市 鹿児島個人タクシー事業協同組合 鹿児島市天保山町20-24
鹿児島市 鹿児島サンロイヤルホテル 鹿児島市与次郎⼀丁目８番１０号
鹿児島市 かごしま食堂あじとみ 鹿児島市名山町３ー９
鹿児島市 かごしま第⼀ホテル鴨池 鹿児島市鴨池新町18
鹿児島市 かごしま第⼀ホテルきしゃば 鹿児島市下荒田4-48-39
鹿児島市 鹿児島東急REIホテル 鹿児島市中央町5番地1
鹿児島市 かごしま特産品市場（かご市） 鹿児島市東千石町１５−２１
鹿児島市 鹿児島不動産情報バンクＯ−ＤＡＳ株式会社 鹿児島市下荒田1ー1ー１武之橋中央ビル８F
鹿児島市 かごしまプラザホテル天文館 鹿児島市山之口町７−８
鹿児島市 鹿児島ホルモン 慈眼寺店 鹿児島市⻄⾕山三丁目２８番７号
鹿児島市 鹿児島ミッテ１０ 鹿児島市中央町１−１ アミュプラザ鹿児島本館６Ｆ
鹿児島市 鹿児島リトルアジアゲストハウス 鹿児島市⻄田2-20-8 山野ビル1階
鹿児島市 鹿児島療院 鹿児島市加治屋町8-8
鹿児島市 鹿児島ワシントンホテルプラザ 鹿児島市山之口町１２−１
鹿児島市 かごっま温泉 鹿児島市易居町3-28
鹿児島市 かごっまふるさと屋台村 鹿児島市中央町6番地4
鹿児島市 かこみ庵 鹿児島天文館本店 鹿児島市東千石町1-24セイワ文化ビル地下1階
鹿児島市 春日温泉 鹿児島市下荒田１−２８−１
鹿児島市 ガスト鹿児島⾕山店 鹿児島市東⾕山２丁目５２ー５
鹿児島市 歌族 鹿児島市樋之口町１０番２３号 第八京幸ビル５階
鹿児島市 株式会社 鹿⼤丸 鹿児島市田上五丁目23番16号
鹿児島市 がちゃぽん天文館千日店 鹿児島市千日町７番７号
鹿児島市 かつ寿 鹿児島市中央町1-1 アミュプラザ鹿児島地下1階
鹿児島市 カップ！ 鹿児島市山之口町10-5千代ビル5-C
鹿児島市 かつや卸本町店 鹿児島市卸本町8-2
鹿児島市 かどの家 鹿児島市泉町5-13 若林ビル1Ｆ
鹿児島市 カフェ アニヴ 鹿児島市金生町１−１２ いづろパールビルＢＦ
鹿児島市 カフェ・ド・マリーエ 鹿児島市清水町31-7
鹿児島市 カフェドマノン 鹿児島市山下町１４−５０
鹿児島市 カフェノリエム（Cafe NorieM） 鹿児島市呉服町６−５
鹿児島市 カフェパルピト 鹿児島市山田町2953-6
鹿児島市 カフェマノン 鹿児島市東千石町13番20号
鹿児島市 株式会社インスタッフ 鹿児島市上之園町27-18
鹿児島市 鎌倉パスタ 鹿児島市中央町１番地１アミュプラザ鹿児島６階
鹿児島市 ガミネカレー 鹿児島市田上2-13-2
鹿児島市 紙風船 鹿児島市東千石町８−２４ ２階
鹿児島市 神村商店 鹿児島市千日町6-1
鹿児島市 カメラのキタムラ／イオンモール鹿児島店 鹿児島市東開町7-1Ｆ
鹿児島市 からあげ本舗 伊敷店 鹿児島市下伊敷1-35-3
鹿児島市 からあげ本舗 笹貫店 鹿児島市小松原1丁目15-22
鹿児島市 からあげ本舗 鹿⼤前店 鹿児島市荒田2-57-16
鹿児島市 からあげ本舗 ⾕山店 鹿児島市⾕山中央3丁目4753-1
鹿児島市 からあげ本舗 ⻄田店 鹿児島市⻄田2-10-12
鹿児島市 からあげ本舗 真砂店 鹿児島市真砂町87-6-1Ｆ
鹿児島市 カラオケ 楓 鹿児島市千日町6-2生駒ビル3階
鹿児島市 カラオケ＆ギター まこっちゃん家 鹿児島市⻄田1丁目６−１峯ビル４０１号
鹿児島市 カラオケ・ケセラセラ  鹿児島市下荒田３丁目２７−１２ キシャバステーションビル５Ｆ
鹿児島市 カラオケ・スナック赤坂 鹿児島市山之口町9-62
鹿児島市 カラオケSPOT MYくん 荒田店 鹿児島市荒田2丁目５３−１３
鹿児島市 カラオケSPOT MYくん 中央駅店 鹿児島市⻄田2丁目２１−２１
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鹿児島市 カラオケ館 鹿児島天文館通り店 鹿児島市呉服町1-5
鹿児島市 カラオケ館 天文館店 鹿児島市千日町5-6（旧シネシティ文化）
鹿児島市 カラオケステージ砂時計 鹿児島市小原町17-6
鹿児島市 カラオケドリーム 鹿児島市⻄田１−６−２６
鹿児島市 カラオケビッグバン 鹿児島市下伊敷1-38-2
鹿児島市 カラオケまねきねこ鹿児島天文館店 鹿児島市山之口町8番35号
鹿児島市 カラオケまねきねこ鹿児島中山店 鹿児島市中山2ー45ー3号内
霧島市 カラオケまねきねこ国分店 霧島市国分中央1ー10ー10
鹿児島市 カラオケまねきねこ鹿⼤前店 鹿児島市荒田2ー58ー3
鹿児島市 カラオケまねきねこ志布志店  志布志市志布志町志布志2ー13ー30ツインスタービル 1F
鹿児島市 からたち Tea & Bar 鹿児島市中央町３２−３４−２階
鹿児島市 カルディコーヒーファームイオンモール鹿児島店 鹿児島市東開町7 イオンモール鹿児島1F
鹿児島市 カレーハウスCoCo壱番屋鹿児島笹貫店 鹿児島市小松原１丁目12-8
鹿児島市 カレーハウスCoCo壱番屋鹿児島天保山店 鹿児島市天保山町2-1
鹿児島市 川島病院 鹿児島市⾕山中央1丁目4196
鹿児島市 かん介 鹿児島市松原町⼀27パークビル1階
鹿児島市 観光物産館 池畑天文堂 鹿児島市東千石町１４−５
鹿児島市 韓国酒場 ニクヤクンダ 鹿児島市中央町２４−１６
鹿児島市 元祖もつ鍋⼀成 鹿児島市山之口町12-32
鹿児島市 カンティーヌナガノ   鹿児島市中央町25-22カナン中央町B館1F
鹿児島市 キーコーヒー 鹿児島市金生町3-1
鹿児島市 有限会社輝広 鹿児島市新町４−１７
鹿児島市 きしゃばホテル 鹿児島市荒田2丁目76-13
鹿児島市 キッズアスレチッククラブ ビヨヨンド 鹿児島市東開町7 イオンモール鹿児島３F
鹿児島市 キッチン玄 鹿児島市鴨池2-26-30-1Fイオン鹿児島鴨池店
鹿児島市 キッチン⻁太郎 鹿児島市玉里団地3丁目19-6
鹿児島市 キッチンハウスよしはらさん家 鹿児島市坂之上3ー16ー14
鹿児島市 キッチンわしょく亭 鹿児島市中央町25-8
鹿児島市 きものやまと 鹿児島市東開町7 イオンモール鹿児島2階
鹿児島市 ⽜かつ ぎゅう太 鹿児島市樋之口町５−２２−１
鹿児島市 株式会社 九州保健ラボラトリー 鹿児島市下伊敷⼀丁目3641番地5
鹿児島市 株式会社 ⽜道 鹿児島市東千石町12-13村山ビル1F
鹿児島市 餃子専門店 まる千餃子 鹿児島市上荒田町２９−３６
鹿児島市 郷土料理 さつま路 鹿児島市東千石町6-29
鹿児島市 京の匠 華月 鹿児島市上荒田町2の1
鹿児島市 居酒舎 幸かか^̲^ 鹿児島市山之口町4-22  丸光ビル２
鹿児島市 ⿂将 さかなちゃん 鹿児島市樋之口町９−３
鹿児島市 ⿂人島じんべえ 鹿児島市東千石町１８−３萩原ビル１階
鹿児島市 株式会社 木落建設 鹿児島市東⾕山１丁目７２―２６
鹿児島市 きらりデンタルクリニック 鹿児島市⻄⾕山２丁目１８番２５号
鹿児島市 霧島さくらフルーツランド 鹿児島市金生町６-６ よかど鹿児島 本館ビル１F
鹿児島市 霧や櫻や とらや 鹿児島市東開町7
鹿児島市 錦江湾マリン 鹿児島市吉野町磯9679
鹿児島市 キンボシ 鹿児島市宇宿3丁目32-2
鹿児島市 クィールグランサックス 鹿児島市東開町7 イオンモール鹿児島1F
鹿児島市 くい処 楓楽 鹿児島市⾕山中央4丁目4811
鹿児島市 くいもんや こうたろー 鹿児島市東千石町8-7 モンティーユビルBF
鹿児島市 くいもんやしげぞう鹿児島中央店 鹿児島市中央町２３−２１
鹿児島市 クートグレディブリリアン イオン鹿児島店 鹿児島市東開町7-15イオン鹿児島1階クートグレディブリリアン
鹿児島市 久遠チョコレート鹿児島 鹿児島市金生町２番１号
鹿児島市 くじら亭 鹿児島市吉野町５７８８−４
鹿児島市 くずし割烹 ｃｈｉｋａｓａ( チカサ ) 鹿児島市⻄田１丁目２−２三浦ビル２０１
鹿児島市 グッドイン鹿児島 鹿児島市⻄田2-27-24
鹿児島市 グッドネイバーズ 鹿児島市住吉町7-1
鹿児島市 くら寿司 鹿児島伊敷店 鹿児島市伊敷1-7-1
鹿児島市 くら寿司 鹿児島卸本町店 鹿児島市卸本町7-3
鹿児島市 くら寿司 南鹿児島店 鹿児島市南郡元町23-8
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鹿児島市 クラブ バルカン 鹿児島市千日町8-12 第2三木ビルB1F
鹿児島市 クラブ ルピア 鹿児島市山之口町11-7ダイヤモンドビル地下１階
鹿児島市 クラブ&バー ⿂火 鹿児島市山之口町11-23 第二吉井ビルBF
鹿児島市 クラブアジアン 鹿児島市山之口町8-15ビックバーンルビー館3階3-J号
鹿児島市 クラブエース 鹿児島市山之口町9-29第2江⼾吉ビル1階
鹿児島市 クラブマリア 鹿児島市山之口町8-14コンテックビルパール館⼀階
鹿児島市 蔵屋敷 鹿児島市山之口町11-14銀星ビル207
鹿児島市 グランサックスプレミアム鹿児島イオンモール 鹿児島市東開町7イオンモール鹿児島1階
鹿児島市 グランブッフェ 鹿児島市東開町7 イオンモール鹿児島1F
鹿児島市 クリーニングハウスキュー 鹿児島市桜ヶ丘６ー４ー１４
鹿児島市 グリーンゲストハウス 鹿児島市住吉町5-7
鹿児島市 グリーンゴルフ 鹿児島市上⾕口町1519
鹿児島市 グリーンリッチホテル鹿児島天文館 鹿児島市山之口町12-16
鹿児島市 クリスタルネイル鹿児島店 鹿児島市東開町7 イオンモール鹿児島３階
鹿児島市 グリル＆ステーキ みぞぐち 鹿児島市中町3ー２２ 日専連ビル地下
鹿児島市 グループホームあらた 鹿児島市荒田１丁目５１番１４号
鹿児島市 グループホーム武岡ハイランド 鹿児島市小野町2427番地2
鹿児島市 グローバルセレクション 鹿児島市東開町7番地
鹿児島市 ⿊かつ亭 天文館店 鹿児島市山下町2-2
鹿児島市 ⿊かつ亭 本店 鹿児島市中央町29-12 鹿児島中央ビル2F
鹿児島市 くろだるま 宇宿店 鹿児島市宇宿8丁目8-18
鹿児島市 くろだるま 中山店 鹿児島市山田町721-2
鹿児島市 ⿊の厨房 福⿊桜 鹿児島市山之口町6-11第⼀ウエノビル二階
鹿児島市 クロマグロ専門店 ⿊・紋 鹿児島市上之園町14番地28
鹿児島市 くろ屋 鹿児島店 鹿児島市東千石町9-2セントラル2階
鹿児島市 ケアタウン・ナカノ 鹿児島市伊敷3丁目14番8号
鹿児島市 ケアハウス ⼤原の里 鹿児島市本名町234
鹿児島市 ケアハウス 出会い坂 鹿児島市草牟田1-4-20
鹿児島市 医療法人敬愛会中江病院 鹿児島市⻄千石町4番13号
鹿児島市 株式会社ケイアイ・トラスト 鹿児島市鴨池二丁目１番１４号
鹿児島市 惠天 鹿児島市千日町8-10 千扇ビル3階
鹿児島市 有限会社 化粧品の紅屋 鹿児島市中町2-13中園ビル1Ｆ
鹿児島市 ゲストハウス＆ホテルRA鹿児島 鹿児島市田上7-22-7
鹿児島市 原始焼みなとや 鹿児島市千日町13-23アパホテル1F
鹿児島市 ケンタッキー・フライド・チキン 鹿児島市中央町１−１
鹿児島市 ケンタッキー・フライド・チキン伊敷店 鹿児島市下伊敷1-42-38
鹿児島市 ケンタッキー・フライド・チキン鹿児島吉野店 鹿児島市川上町2721-66
鹿児島市 ケンタッキー・フライド・チキン七ツ島店 鹿児島市南栄5-1-11
鹿児島市 ケンタッキー・フライド・チキン城⻄店 鹿児島市城⻄1-9-1
鹿児島市 ケンタッキー・フライド・チキン天文館店 鹿児島市呉服町1-6
鹿児島市 ケンタッキー・フライド・チキン南鹿児島店 鹿児島市新栄町4-23
鹿児島市 ケンタッキー・フライド・チキン与次郎店 鹿児島市与次郎1-5-29
鹿児島市 光学堂 イオン鹿児島鴨池店 鹿児島市鴨池2-26-30 イオン鹿児島鴨池店1F
鹿児島市 光学堂 イオンモール鹿児島店 鹿児島市東開町7 イオンモール鹿児島2F
鹿児島市 光学堂 銀座本店 鹿児島市千日町１３‐１８
鹿児島市 医療法人康成会 植村病院 鹿児島市草牟田1-4-7
鹿児島市 康正産業株式会社 鹿児島市与次郎1-9-7
鹿児島市 コーアツ工業株式会社 本社 鹿児島市伊敷5丁目17番5号
鹿児島市 珈琲と洋酒 水 鹿児島市船津町１−２
鹿児島市 郡元温泉 鹿児島市南郡元町３−１
鹿児島市 ゴールデン八光 慈眼寺店 鹿児島市下福元町3883-1
鹿児島市 極食う 鹿児島市中央町12-19月野ビル2階
鹿児島市 極上肉寿司専門店 華あがり 鹿児島市山之口町10-9日殖ビル1F
鹿児島市 コスメ・ド・ロゼリ 鹿児島市中央町1-1アミュプラザ鹿児島1階
鹿児島市 コスモトロン玉里健康ルーム 鹿児島市玉里団地1丁目6-11
鹿児島市 ごはんのじかん 鹿児島市千日町6-1フラワービル2F
鹿児島市 コメダ珈琲鹿児島天文館店 鹿児島市東千石町13-3ビジョンビル１Ｆ
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鹿児島市 コメダ珈琲店 イオンモール鹿児島前店 鹿児島市東開町3番地6号
鹿児島市 コメダ珈琲店 鹿児島七ツ島店 鹿児島市七ツ島１丁目６６−１
鹿児島市 コメダ珈琲店 鹿児島吉野店 鹿児島市吉野２丁目３１-３０
鹿児島市 小料理 石蕗 鹿児島市千日町１４−５ 銀座ビル地下１階
鹿児島市 小料理 さくら咲く 鹿児島市小松原２丁目３３−２０−１階
鹿児島市 小料理 山菜 鹿児島市⻄田二丁目11番7号
鹿児島市 小料理 みずほ 鹿児島市下荒田３丁目１５-１４
鹿児島市 これすなわち  よしかず 鹿児島市船津町1-1  ⽜力ビル2階
鹿児島市 コワファースト 鹿児島市東開町7 イオンモール鹿児島 3F
鹿児島市 ゴンチャ アミュプラザ鹿児島店 鹿児島市中央町１−１ アミュプラザ鹿児島本館２階
鹿児島市 ザ・クロックハウス鹿児島 鹿児島市東開町7 イオンモール鹿児島2F
鹿児島市 サーティワンアイスクリーム イオンモール鹿児島 鹿児島市東開町7  3階
鹿児島市 サーティワンアイスクリーム 鹿児島宇宿店 鹿児島市宇宿二丁目1-8
鹿児島市 サーティワンアイスクリーム 鹿児島七ツ島店 鹿児島市下福元町6721-8
鹿児島市 サーティワンアイスクリーム 鹿児島吉野店 鹿児島市吉野町3095-1
鹿児島市 ⻄郷どんの蔵かごしま市場 鹿児島市山之口町12-16
鹿児島市 済生会なでしこの杜 鹿児島市小野町2427番地2
鹿児島市 サイバック天文館店 鹿児島市⼤⿊町1-1、スーパーハルタ3階
鹿児島市 ⿂処 磯辺 鹿児島市千日町３番１８号 摩耶川野ビルＢ１Ｆ
鹿児島市 ⿂処 みきちゃん 鹿児島市桜ケ丘４丁目１４番地２３
鹿児島市 さくら さく  鹿児島市山之口町11-22さくらさくヒロカネビル２F
鹿児島市 さくらさくら 鹿児島市紫原６丁目１−１８
鹿児島市 桜島シーサイドホテル 鹿児島市古里町１０７８−６３
鹿児島市 株式会社櫻島造船所 鹿児島市桜島赤生原町2
鹿児島市 桜島灰干し家⼤泉 鹿児島市千日町12-16
鹿児島市 桜島灰干し家よかど鹿児島店 鹿児島市泉町3-3 よかど鹿児島別館2F
鹿児島市 桜島ビジターセンター 鹿児島市桜島横山町1722番地29
鹿児島市 さくらじまホテル 鹿児島市古里町1078-64
鹿児島市 ささ川 鹿児島市照国町１６−１７ マプコビル１F
鹿児島市 笹寿司 やまを  鹿児島市真砂町78ー6イモーレ真砂⼀階
鹿児島市 サザンクロス鹿児島 鹿児島市山之口町12-16 グリーンリッチ天文館鹿児島B1F
鹿児島市 さつま居酒屋 えご家 鹿児島市中央町21-8
鹿児島市 さつま海鮮ろばた焼 チキンブラザーズ 鹿児島市⻄田1-3-21-201
鹿児島市 薩摩製麺所 鹿児島市荒田2丁目61-10
鹿児島市 さつま仙人庵 鹿児島市下⻯尾町4-5
鹿児島市 薩摩ぢどっこ亭 鹿児島市千日町14-17ホリエビル1F
鹿児島市 さつま農場 天文館店 鹿児島市千日町3ー9塚田ビル地下1階
鹿児島市 サティライフ紫原館 鹿児島市紫原6-17-2
鹿児島市 サブウェイ アミュプラザ鹿児島 鹿児島市中央町1-1
鹿児島市 ざぼんの茶屋 鹿児島市与次郎１丁目６−２０
鹿児島市 ざぼんラーメン 鹿児島市与次郎１丁目６−２０
鹿児島市 ざぼんラーメン アミュプラザ店 鹿児島市中央町１−１アミュプラザ鹿児島地下１Ｆ
鹿児島市 ざぼんラーメン サンライフ店 鹿児島市七ツ島１丁目６６−１
鹿児島市 ざぼんラーメン 中央駅店 鹿児島市中央町１−１えきまち１丁目
鹿児島市 学校法人鮫島学園 鹿児島高等予備校 鹿児島市高麗町15-10
鹿児島市 サロンドジュレ 鹿児島市山之口町9-13 ヒロカネ88 5階
鹿児島市 サンクゼール・久世福商店 鹿児島市東開町7  1階
鹿児島市 さんじ天文館店 鹿児島市東千石町9-2 セントラルビル1F
鹿児島市 サンタ食堂 鹿児島市中央町1-1（アミュ広場）
鹿児島市 サンデイズイン鹿児島 鹿児島市山之口町9-8
鹿児島市 サンマルクカフェ イオンモール鹿児島店 鹿児島市東開町7
鹿児島市 サンリオギフトゲートイオンモール鹿児島店 鹿児島市東開町7番 イオンモール鹿児島店3階
鹿児島市 シアトルズベストコーヒー 鹿児島市東開町7
鹿児島市 シアトルズベストコーヒー新幹線鹿児島中央 鹿児島市中央町１−１
鹿児島市 しあわせ調剤薬局 鹿児島市⻄伊敷３丁目１８−６
鹿児島市 幸せとんぼ 鹿児島市上之園町18-1共研ビル101
鹿児島市 シーサイド平川MASARU 鹿児島市平川町砂取4441-2
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鹿児島市 シーボン.フェイシャリストサロン鹿児島店 鹿児島市中町5-17藤田建設ビル2F
鹿児島市 シェルター 鹿児島市千日町9ｰ3紫雲ビル3F
鹿児島市 シェルブール 鹿児島市山之口町9‐13 ヒロカネ88ビルB1F
鹿児島市 塩おでん金久 鹿児島市中央町1-1鹿児島中央駅さつまちぐるめ横丁
鹿児島市 慈眼寺温泉 鹿児島市⾕山中央6丁目３５−２０
鹿児島市 地獄の担担麺 天⻯ 下荒田店 鹿児島市下荒田４丁目１４−１３ テラスサンシティ 1階
鹿児島市 地獄の担担麺 天⻯ 天文館店 鹿児島市船津町１−２８ リファレンス天文館１階
鹿児島市 システム物流株式会社 本社 鹿児島市⾕山港3-4-13
鹿児島市 詩扇 鹿児島市千日町7-18コーセービル3階
鹿児島市 七輪焼 もろき 鹿児島市中央町１−１２
鹿児島市 七輪焼肉遊々亭 鹿児島市東千石町８−５ボールズビル２F
鹿児島市 詩月 鹿児島市山之口町9-13 前田ビル1F-D
鹿児島市 指定居宅介護支援センター高喜苑 鹿児島市小野町2427番地2
鹿児島市 シティコンタクトイオン鹿児島店 鹿児島市東開町7 イオンモール鹿児島3F
鹿児島市 じどりーの かっごまふるさと屋台村店 鹿児島市中央町6番地4
鹿児島市 地鶏酒膳⿊王 鹿児島市⻄田２丁目２１番１７号
鹿児島市 地鶏とお肴 晴レ屋 鹿児島市船津町5-20ホテルゲートイン2階
鹿児島市 地鶏と炭火焼の店 光太郎 鹿児島市加治屋町17-5フォルシュ加治屋1F
鹿児島市 地鶏の鶏膳 鹿児島市中央町11番地 鹿児島中央ターミナルビルB1F
鹿児島市 株式会社島津建設 鹿児島市吉野町9700番地1
鹿児島市 島津ゴルフ倶楽部 鹿児島市宮之浦町４０９２−２
鹿児島市 しゃぃにぃ 鹿児島市宇宿3丁目28-4諸月ビル2F
鹿児島市 舎那 鹿児島市荒田２丁目25-15山元ビル２F
鹿児島市 しゃぶしゃぶ すきやき 福わらじ 鹿児島市平之町１３−３
鹿児島市 しゃぶしゃぶ梅屋 鹿児島市新屋敷町２７−１−２Ｆ
鹿児島市 しゃぶ禅  鹿児島店 鹿児島市東千石町5-12CUBEビル2階
鹿児島市 しゃぶ菜イオンモール鹿児島 鹿児島市東開町7 イオンモール鹿児島1階１６８区画
鹿児島市 ジャンヌダルク 鹿児島市山之口町9番14号 ヒロカネ８８ビル 地下１階Ａ号
鹿児島市 酒庵 遥 鹿児島市山之口町１２−１８双葉ビル５階
鹿児島市 寿庵荒田店 鹿児島市荒田1-62-13
鹿児島市 寿庵鹿児島中央駅⻄口店 鹿児島市武1-3-1
鹿児島市 寿庵バスチカ店 鹿児島市中央町11 鹿児島中央ターミナルビル地下1階
鹿児島市 柔整おがわ屋 鹿児島市城山町2ー8 加寿園１ー北
鹿児島市 十八番郡元店 鹿児島市真砂町83-1
鹿児島市 十八番七ツ島店 鹿児島市下福元町6721-8
鹿児島市 十八番ベイサイド店 鹿児島市浜町2番地 桜島桟橋鹿児島駅ベイサイドプラザ内
鹿児島市 ジュエリーツツミ イオンモール鹿児島店 鹿児島市東開町7 イオンモール鹿児島1F
鹿児島市 酒肴 信 鹿児島市中央町28ー17⻄駅ハイツ１０１
鹿児島市 寿康園 居宅介護支援事業所【気心庵】 鹿児島市本名町1233-6
鹿児島市 寿康園 通所介護支援事業所（デイサービス） 鹿児島市本名町234番地
鹿児島市 寿康園グループホーム飯山 鹿児島市本名町２１９６番地1
鹿児島市 寿康園グループホーム宮之浦 鹿児島市宮之浦892番地
鹿児島市 酒肴ゆぐち 鹿児島市山之口町１２−３７
鹿児島市 酒肴ゆぐち銀座通り店 鹿児島市千日町９−２５
鹿児島市 酒菜 とくなが 鹿児島市岡之原町87
鹿児島市 趣膳 喜努愛楽 鹿児島市千日町13-24ニューニシノ⼀階
鹿児島市 酒膳あぜち 鹿児島市千日町１３−３
鹿児島市 酒味の店 白鹿 鹿児島市千日町2-15 白鹿ビル1階
鹿児島市 ジュリア・オージェ 鹿児島市東開町7 イオンモール鹿児島3F
鹿児島市 シュルラテール  コムオシエル 鹿児島市中町7-8シゲノビル2B
鹿児島市 旬味 海鮮本舗 鹿児島市樋之口町10-23第８京幸ビル１階
鹿児島市 旬菜 さつまの意 鹿児島市樋之口町8-5照明電工ビル１０１
鹿児島市 旬彩おごう 鹿児島市山之口町６番１８号
鹿児島市 旬彩厨 和が家 鹿児島市千日町9-4 Kビル BF1
鹿児島市 旬酒屋 海神 ひじり 鹿児島市⾕山中央４−４９１７−７
鹿児島市 旬席だるま寿司  鹿児島市武岡３丁目5番地６
鹿児島市 旬席だるま寿司 伊敷ニュータウン店 鹿児島市伊敷台４丁目２−１５
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鹿児島市 旬鮮館 鹿児島市中央町1番1JR鹿児島中央駅構内2階「みやげ横丁」内
鹿児島市 旬厨房 ひらのや 鹿児島市上之園町15-1パークコートトシヤビル1F
鹿児島市 旬好 tokiyoshi  ナカムラ 鹿児島市山之口町11-14高島ビル2階
鹿児島市 医療法人正栄会 上片平産婦人科内科 鹿児島市伊敷7丁目8-15
鹿児島市 株式会社松栄軒 鹿児島市住吉町７−８
鹿児島市 小規模特別養護⽼人ホーム 寿康園 鹿児島市本名町２１９６番地1
鹿児島市 焼酎 Bar 維新館 鹿児島市中央町6-4
鹿児島市 焼酎庵 武三 鹿児島市中央町７−１
鹿児島市 焼酎酒々蔵 鹿児島市山之口町9-17上原ビル1階
鹿児島市 焼酎道楽 おいどん 鹿児島市⻄田2丁目20-18
鹿児島市 焼酎処 みかん 鹿児島市山之口町9-19第二江⼾吉ビル２Ｆ
鹿児島市 浄土真宗本願寺派深機山妙行寺 鹿児島市和田１−４−１
鹿児島市 招福そば 鹿児島市泉町3番3号
鹿児島市 昭和食堂 天文館 鹿児島市千日町12-21池畑ビル
鹿児島市 食彩歌 嵐山 鹿児島市千日町１３−２ 吾愛人プラタビル４F
鹿児島市 ショットハウス ハイブリッジ 鹿児島市山之口町６−８畠田ビル２Ｆ
鹿児島市 白木建設 事務所 鹿児島市平之町１２番２９号２階
鹿児島市 ジラソーレリン 鹿児島市千日町9-15-1F
鹿児島市 白露酒造株式会社うどん事業部垂水フェリーうどんｺｰﾅｰ 鹿児島市鴨池新町23-5鴨池港ターミナルビル２階
鹿児島市 白波スタジアム（鹿児島県鴨池陸上競技場） 鹿児島市与次郎2丁目2-2
鹿児島市 シルクイン鹿児島 鹿児島市上之園町19-30
鹿児島市 しろどん家 鹿児島市金生町６-６鹿児島銀行本店ビルよかど鹿児島１階
鹿児島市 城山シーズニング（つるまるキッチン） 鹿児島市城山町７番２号（黎明館１階）
鹿児島市 城山ストアー城山店 鹿児島市城山町２丁目７−３
鹿児島市 新川温泉 鹿児島市唐湊4丁目７−８
鹿児島市 酔新 鹿児島市山之口町7-25森元ビル201
鹿児島市 株式会社スウィートハウス 鹿児島市石⾕町609-12
鹿児島市 スーツセレクト アミュプラザ鹿児島 鹿児島市中央町1-1 アミュプラザ鹿児島 本館3F
鹿児島市 すーぷかれー専門店 薩摩剛家 天文館店 鹿児島市中町2-13
鹿児島市 スープカレーレストランＧＯ−ＹＡ ⾕山本店 鹿児島市⾕山中央２丁目４５１９−２
鹿児島市 スーモカウンター 鹿児島市東開町7 イオンモール2階
鹿児島市 スカイガレージ29モデルハウス 鹿児島市吉野町4952-38
鹿児島市 スカイキッチン 鹿児島市真砂本町51-1
鹿児島市 スキッズガーデン 鹿児島市東開町7 イオンモール鹿児島3階
鹿児島市 すし海鮮酒場いっこう 鹿児島市中央町１２−１８−２０１
鹿児島市 鮨家よしの 鹿児島市山之口町7-13南映ビル1F
鹿児島市 寿司銀 鹿児島市千日町2-16⼤保ビル1階
鹿児島市 すし源 中洲店 鹿児島市武１丁目４０−１６
鹿児島市 すし輝 鹿児島市千日町2-2⼤保ビル1階
鹿児島市 すし半 鹿児島市上之園町19-2
鹿児島市 寿司まどかアミュプラザ鹿児島店 鹿児島市中央町1-1 アミュプラザ鹿児島B1
鹿児島市 寿司まどか伊敷ニュータウン店 鹿児島市伊敷台2丁目27-2 Aコープいしき店内
鹿児島市 寿司まどか慈眼寺店 鹿児島市⾕山中央5丁目10-14
鹿児島市 寿司まどか武岡ピュアタウン店 鹿児島市武岡1丁目115-2
鹿児島市 寿司まどか中山店 鹿児島市東⾕山7丁目31-8
鹿児島市 寿司まどか原良店 鹿児島市原良2丁目2-12
鹿児島市 寿司まどか東開店 鹿児島市東開町4-97
鹿児島市 寿司まどかフレスポジャングルパーク店 鹿児島市与次郎1丁目11-1
鹿児島市 寿司まどか紫原店 鹿児島市紫原5丁目14-5
鹿児島市 寿司まどか吉野店 鹿児島市吉野1丁目45-31
鹿児島市 スシローアクロスプラザ南栄店 鹿児島市南栄１丁目１１-３
鹿児島市 スシロー鹿児島新栄店 鹿児島市新栄町5-23
鹿児島市 スシロー鹿児島吉野店 鹿児島市川上町2721-146
鹿児島市 スターバックスコーヒー アミュプラザ鹿児島ﾌﾟﾚﾐｱﾑ館1階店 鹿児島市中央町1-1
鹿児島市 スターバックスコーヒー アミュプラザ鹿児島本館2階店 鹿児島市中央町1-1
鹿児島市 スターバックスコーヒー イオンモール鹿児島店 鹿児島市東開町7 イオンモール鹿児島1F
鹿児島市 スターバックスコーヒー 鹿児島OPSIAミスミ店 鹿児島市宇宿2-3-5 OPSIA Misumi
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鹿児島市 スターバックスコーヒー 鹿児島マルヤガーデンズ店 鹿児島市呉服町6-5 マルヤガーデンズ
鹿児島市 スタジオハマヤ オプシアミスミ店 鹿児島市宇宿２−３−５ オプシアミスミ２F
鹿児島市 スタジオハマヤ ⾕山電停前店 鹿児島市東⾕山２−８−１
鹿児島市 スタジオマリオイオンモール鹿児島店 鹿児島市東開町7 イオンモール鹿児島３階スタジオマリオ
鹿児島市 ステーキ＆ビア素敵庵アミュプラザ鹿児島店 鹿児島市中央町1番1号アミュプラザ5Ｆ
鹿児島市 ステーキ＆ビア素敵庵本店 鹿児島市東千石町7-7
鹿児島市 ステーキハウス アンガス 鹿児島市東千石町6ー2アンガスビル1階
鹿児島市 ステーキハウス藤安 鹿児島市平之町13-29
鹿児島市 ステーションラウンジ鹿児島中央 鹿児島市中央町3-1第1NTビル3階
鹿児島市 ストーンマーケット イオンモール鹿児島店 鹿児島市東開町7 イオンモール鹿児島内2F
鹿児島市 スナック かりん 鹿児島市中央町3-3 前田ビル2階
鹿児島市 スナック ピンクパール 鹿児島市山之口町9-42 第五ロイヤルビル８F
鹿児島市 スナック ラヴィンユー 鹿児島市山之口8-13内田荘ビル5F
鹿児島市 スナックいずみ 鹿児島市山之口町11-7 鹿児島ダイヤモンドビル
鹿児島市 スナックみやび 鹿児島市山之口町9番13号前田ビル2階
鹿児島市 スパランド裸・楽・良 鹿児島市東俣町１４５０番地
鹿児島市 スピードカット イオンモール鹿児島店 鹿児島市東開町7 イオンモール鹿児島1F
鹿児島市 スペース慶 鹿児島市山之口町9-30高橋ビル2階
鹿児島市 スポーツオーソリティ鹿児島店 鹿児島市東開町7 イオンモール鹿児島３階
鹿児島市 スマイルテーブル CAFE USHISHI 鹿児島市松原町11-24  TSビル１F
鹿児島市 炭匠だん 騎射場店 鹿児島市荒田2丁目76-8 天丸ＢＬＤＧ.2Ｆ.3Ｆ
鹿児島市 炭火 神吉 鹿児島市⻄田１丁目４−２６天安ビル１F
鹿児島市 炭火・燻製料理 五福 鹿児島市呉服町３−５ 新町ビル１F
鹿児島市 炭火・鉄板酒場 悦 鹿児島市⾕山中央２丁目７０２−２ １階
鹿児島市 炭火居酒屋華酒じいさん 鹿児島市船津町1-16栗下ビル1F
鹿児島市 炭火やきとり ⼀期家⼀会 鹿児島市荒田２丁目６１−１ Ｍ5ビル1Ｆ
鹿児島市 炭火焼肉 味来屋 鹿児島市山之口町8-13 協立ビル1F
鹿児島市 炭火焼肉 山の手 鹿児島市小川町22-9上町不動産ビル１階
鹿児島市 炭火焼肉山の手 鹿児島市小川町22-9上町不動産ビル１階
鹿児島市 炭火焼ばんせい 鹿児島市船津町1-2 第⼀島津ビル1階
鹿児島市 炭焼 まさ 鹿児島市中央町７−１
鹿児島市 炭焼き初代はぜる 鹿児島市中央町1-1 アミュプラザ5階フードコート内
鹿児島市 炭焼道場 玉ちゃん 鹿児島市⻄田3丁目４−３１ 1階
鹿児島市 セ・ボン 鹿児島市樋之口町１０−２３ 第八京幸ビル４F
鹿児島市 セイカスポーツクラブアミュプラザ 鹿児島市中央町1-1アミュプラザ5階
鹿児島市 セイハ英語学院イオンモール鹿児島教室 鹿児島市東開町7 イオンモール鹿児島教室３階セイハ英語学院
鹿児島市 ⻄洋亭ひろはま 鹿児島市中央町21-12 T.Iビル⼀階
鹿児島市 せいわ整骨院 鹿児島市清和3-6-7 水町荘101号
鹿児島市 セプドール 鹿児島市山之口町7-15 協和ビル2F
鹿児島市 センターリバーオプシアミスミ店 鹿児島市宇宿2丁目3-5
鹿児島市 センチュリオンホテル鹿児島天文館 鹿児島市呉服町１−３
鹿児島市 公益社団法人 全日本不動産協会鹿児島県本部 鹿児島市真砂町３４−８
鹿児島市 医療法人ソーコデンタルクリニック 鹿児島市原良6丁目1-1
鹿児島市 そば茶屋吹上庵 アミュ広場販売 鹿児島市中央町1番1号アミュ広場内
鹿児島市 そば茶屋吹上庵 アミュプラザ鹿児島店 鹿児島市中央町1番1号アミュプラザ鹿児島Ｂ1Ｆ
鹿児島市 そば茶屋吹上庵 天文館店 鹿児島市東千石町11-6-1Ｆ
鹿児島市 そば茶屋吹上庵 平川店 鹿児島市平川町三反田5047-1
鹿児島市 そば茶屋吹上庵 吉野店 鹿児島市吉野町1617-1
鹿児島市 そば茶屋吹上庵 与次郎本店 鹿児島市与次郎1丁目12番
鹿児島市 そば処 重吉 鹿児島市中央町1-1
鹿児島市 ソラリア⻄鉄ホテル鹿児島 鹿児島市中央町11番地
鹿児島市 そろばん教室88くん  イオンモール鹿児島教室 鹿児島市東開町7 イオンモール鹿児島１階
鹿児島市 タイガー餃子会館アミュプラザ鹿児島店 鹿児島市中央町１番地１アミュプラザ鹿児島５Ｆ
鹿児島市 (株)⼤⿊屋イオン鹿児島店 鹿児島市東開町7番地 イオンモール鹿児島２F
鹿児島市 ⼤衆やきとり頂 鹿児島市山之口町１２−３０
鹿児島市 株式会社⼤成リース 鹿児島市伊敷6丁目9-1
鹿児島市 ダイソーＡコープ桜ヶ丘店 鹿児島市桜ヶ丘４丁目１−１０
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鹿児島市 ダイソーＮｓ Ｃｉｔｙ⾕山店 鹿児島市卸本町５−３５ ２階
鹿児島市 ダイソーＯＰＳＩＡミスミ店 鹿児島市宇宿２丁目３番５号
鹿児島市 ダイソーイオンモール鹿児島店 鹿児島市東開町７
鹿児島市 ダイソー鹿児島伊敷店 鹿児島市下伊敷１丁目３９−８
鹿児島市 ダイソー鹿児島武岡店 鹿児島市武岡１−６５９−３
鹿児島市 ダイソー鹿児島天文館店 鹿児島市東千石町１４−３
鹿児島市 ダイソーフレスポジャングルパーク店 鹿児島市与次郎１丁目１１−４
鹿児島市 ダイニング ペロット 鹿児島市山之口町9-16YPビル１階
鹿児島市 ダイニング ミリート 鹿児島市山之口町９−１３−１−２階
鹿児島市 ダイニングWasabi 鹿児島市中山町1871―10
鹿児島市 ダイニングキッチン ⼀期⼀会 鹿児島市⾕山中央５丁目２９−５
鹿児島市 ダイニングひめらぎ 鹿児島市山之口町4-20
鹿児島市 ダイビングショップ SB 鹿児島市下福元町7641
鹿児島市 ダイヤモンドダンススタジオ 鹿児島市上荒田町3-20福永ビル102
鹿児島市 太陽ヘルスセンター 鹿児島市武３−６−５
鹿児島市 炊き肉 ⽜ちゃん 銀座店 鹿児島市千日町9-26-2F
鹿児島市 ⽵迫温泉 鹿児島市下荒田3-22-10
鹿児島市 たけんこ 鹿児島市船津町1-2松村ビルB1
鹿児島市 立ち呑み かがり家 鹿児島市山之口町9-13Ｎビル
鹿児島市 タチノミ居酒屋あきちゃん ⼤衆酒場肉あきちゃん 鹿児島市⻄田2丁目4-7
鹿児島市 立花 鹿児島市山之口町12-15
鹿児島市 ダフタウン 鹿児島市千日町9-10紫雲ビル5階
鹿児島市 たまごや本店 鹿児島市宇宿２丁目２５番２５号
鹿児島市 玉里モデルハウス 鹿児島市玉里団地２丁目2277-321
鹿児島市 タリーズコーヒー イオン鹿児島鴨池店  鹿児島市鴨池2−26−30イオン鹿児島鴨池1F
鹿児島市 タリーズコーヒー 鹿児島中町店 鹿児島市中町4-23
鹿児島市 タリーズコーヒー ハンズマン宇宿店 鹿児島市宇宿２丁目１４番５号 ハンズマン宇宿店２Ｆ
鹿児島市 タリーズコーヒー レム鹿児島店 鹿児島市東千石町1-32レム鹿児島1階
鹿児島市 株式会社たるたる亭沖縄 鹿児島営業所 鹿児島市玉里団地３−３−６
鹿児島市 だるま 鹿児島市山之口町6-11
鹿児島市 たん㐂 鹿児島市山之口町３−６ グランデイジ山之口１Ｆ
鹿児島市 ダンサブルポム 鹿児島市東千石町9-7若松ビル3階
鹿児島市 たんたん麺の満正苑 鹿児島市中央町1-1アミュプラザ鹿児島B1
鹿児島市 暖中鹿児島与次郎店 鹿児島市与次郎1丁目9番15号
鹿児島市 ダンデライオン 鹿児島市中央町25-10
鹿児島市 たんぱく室 鹿児島市⼤⿊町4-13 ⼤⿊ビル1F
鹿児島市 だんらん 鹿児島市上荒田町37-1 市立病院内1階
鹿児島市 小さなレストランｎｅｋｏ 鹿児島市東⾕山2-6-3 第2山口ビル1階
鹿児島市 馳走屋 しゃぼん玉 鹿児島市中央町2-13栗元ビル２F
鹿児島市 有限会社チャーム 鹿児島市住吉町7-11
鹿児島市 チャイナワン 鹿児島市東千石町8-25 ⼤福ﾋﾞﾙ1F
鹿児島市 チャイハネ鹿児島 鹿児島市東開町7番地 イオン鹿児島SC３F
鹿児島市 株式会社チャイルド社 鹿児島営業所 鹿児島市南栄６丁目２番１３号
鹿児島市 ちゃぶや咖喱堂 鹿児島市荒田２丁目５３−１３
鹿児島市 ちゃんこ番 玉の杉 鹿児島市樋之口町7-28ヨシミツビル1F
鹿児島市 中国酒家 広東 鹿児島市荒田２丁目５８−２０
鹿児島市 （株）中礼義肢製作所 鹿児島市加治屋町１１−３
鹿児島市 ちょっとカフェ 鹿児島市皇徳寺台４丁目３１−１１
鹿児島市 ちょろっ家 鹿児島市荒田２丁目５８ー１１
鹿児島市 ちりめんしらす専門店 凪 鹿児島市中央町２１−４永井ビル１階
鹿児島市 チロル 鹿児島市中町4-19SKFコア２ ４ｆ
鹿児島市 ツーリストプラザ鹿児島 鹿児島市東開町7 イオンモール鹿児島２Ｆ
鹿児島市 司すし 鹿児島市堀江町3-17
鹿児島市 築地銀だこアミュプラザ鹿児島店 鹿児島市中央町1丁目
鹿児島市 築地銀だこイオンモール鹿児島店 鹿児島市東開町７
鹿児島市 築地すし鮮 天文館 鹿児島市千日町8-12第2三木ビル１階
鹿児島市 築地すし鮮 天文館２号店 鹿児島市東千石町10-12橋口ビル1階
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鹿児島市 月のあかり 鹿児島市山之口町9-13ヒロカネ88 2階
鹿児島市 つばめcafe 鹿児島市呉服町5-9井料ビル2F
鹿児島市 つぼ八中央駅前店 鹿児島市中央町2-5
鹿児島市 つぼ八天文館店 鹿児島市千日町14-21
鹿児島市 ツミノリーキッチンきゃべつ 鹿児島市中山5157
鹿児島市 株式会社ティーケーピー ガーデンシティ鹿児島中央 鹿児島市中央町26番1 南国アネックスビル2F/3F
鹿児島市 ティーラウンジ「さくら」 鹿児島市中央町5番地1
鹿児島市 ディサービスふく島 鹿児島市甲突町24番16号
鹿児島市 ディッパーダン イオンモール鹿児島店 鹿児島市東開町7
鹿児島市 デイリーハウスソラステイ中央駅前店 鹿児島市⻄千石町４−１１
鹿児島市 手品の城ムーゲン 鹿児島市千日町2の1⼤保ビル3F
鹿児島市 鉄板 やす田 鹿児島市中央町２−６ ＫＤＭＢＬＤ２Ｆ
鹿児島市 鐵平 鹿児島市東千石町３−４１ キャパルボ１１１号
鹿児島市 でぶまじっく 鹿児島市山之口町9-42第５ロイヤルビル７階
鹿児島市 株式会社 典座 鹿児島市高麗町１７番９号
鹿児島市 天文館シネマパラダイス 鹿児島市東千石町19-1 LAZO表参道３階
鹿児島市 てんや笑神 鹿児島市東千石町10-2第２やまさきビル１階
鹿児島市 東開町眼科 鹿児島市東開町7 イオンモール鹿児島3Ｆ
鹿児島市 東急ハンズ鹿児島店 鹿児島市中央町1-1ｱﾐｭﾌﾟﾗｻﾞ鹿児島ﾌﾟﾚﾐｱﾑ館4〜6階
鹿児島市 株式会社 東洋環境分析センター 鹿児島事業所 鹿児島市小野二丁目15番2号
鹿児島市 ドーリーラッシュ イオンモール鹿児島店 鹿児島市東開町7 イオンモール鹿児島内3階
鹿児島市 特別養護⽼人ホーム 寿康園 鹿児島市本名町234
鹿児島市 特別養護⽼人ホーム高喜苑 鹿児島市武岡5丁目51番10号
鹿児島市 特別養護⽼人ホーム慈眼寺園  鹿児島市錦江台1-20-20
鹿児島市 特攻チキン野郎 鹿児島市中央町2-9
鹿児島市 ドトール アミュプラザ鹿児島店 鹿児島市中央町１番１号アミュプラザB1階
鹿児島市 ドミノピザ宇宿店 鹿児島市宇宿2丁目25-11
鹿児島市 ドミノピザ郡元店 鹿児島市郡元2丁目13-2
鹿児島市 ドミノピザ南林寺店 鹿児島市南林寺町19-5
鹿児島市 とめ手羽 天文館店 鹿児島市東千石町13-3 ビジョンビル2F
鹿児島市 ともちゃん家 鹿児島市千日町１３−２ ４F
鹿児島市 トラットリア 葡萄乃樹 鹿児島市中央町１−１
鹿児島市 トラットリア メリメロ 鹿児島市東千石町7-1
鹿児島市 とり⼀番 鹿児島市荒田２丁目76-12
鹿児島市 虜 ヴィクティム 鹿児島市山之口町9-12バイオレットパレス若松ビル201号
鹿児島市 鳥将軍彩里店 鹿児島市中央町2-7鹿児島中央ビル1階
鹿児島市 鳥将軍天文館店 鹿児島市山之口町6-8畠田ビル2階
鹿児島市 株式会社 とりひろ 鹿児島市清和3丁目1番11号
鹿児島市 鳥門米門うまいもん。総本家 鹿児島市中央町21−10 京屋ベル通りビル１階
鹿児島市 鳥門米門うまいもん。⾕山店 鹿児島市⾕山中央１丁目4971
鹿児島市 鳥門米門うまいもん。ちょうちん横丁店 鹿児島市中央町32-36 なかすビル1階
鹿児島市 鳥門米門九州うまいもん。 鹿児島市東千石町4-24 ユニゾインエクスプレス１階
鹿児島市 泥の花 鹿児島市千日町８番１２号第２三木ビル２階１号
鹿児島市 とんかつ開花亭荒田店 鹿児島市下荒田1-6-16
鹿児島市 とんかつ開花亭⾕山本店 鹿児島市⾕山中央1-4970
鹿児島市 とんかつ華蓮 鹿児島市東開町7イオンモール鹿児島1F
鹿児島市 とんかつ川久 鹿児島市中央町21-13
鹿児島市 とんかつ⽵亭 ⾕山店 鹿児島市上福元町5723-8
鹿児島市 とんかつ⽵亭 田上店 鹿児島市田上7丁目2番14号
鹿児島市 とんかつ盛よし 鹿児島市⻄田３丁目６−１０
鹿児島市 ドン・キホーテ天文館店 鹿児島市山之口町12-15-2
鹿児島市 ﾅｲﾄｲﾝみゆき 鹿児島市千日町13ー2 吾愛人プラタビル3階
鹿児島市 ナイトスポット ジャンジャン 鹿児島市伊敷1-8-40坂口ビル3F
鹿児島市 なかがま接骨院 鹿児島市⻄⾕山４丁目１番２６号
鹿児島市 ⻑島美術館 鹿児島市武三丁目42番18号
鹿児島市 ナカノ在宅医療クリニック 鹿児島市伊敷3丁目14-8
鹿児島市 永吉温泉 鹿児島市永吉1-33-６
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鹿児島市 ナチュレ 鹿児島市照国町2-8-3
鹿児島市 ナポリの窯ストロベリーコーンズ鹿児島中央店 鹿児島市⻄田3-6-8アクアビル⼀階
鹿児島市 生スパゲッティ ケルン 鹿児島市東千石町19-7-2階
鹿児島市 南九イリョー 割烹 ⼀作 鹿児島市山之口町3番4号
鹿児島市 南香らーめん 鹿児島市⻄田2-5-17久木田ビル1F
鹿児島市 株式会社 南州タクシー 鹿児島市⻄坂元町19-8
鹿児島市 二鶴寿司 鹿児島市千日町9-4
鹿児島市 にく太ｔｏｇｏ 鹿児島市城南町１７−１
鹿児島市 肉フレンチビストロGowanfure 鹿児島市東千石町２−１８
鹿児島市 にこ庵 鹿児島市桜ケ丘５丁目３−１２
鹿児島市 煮こみ屋（かごっまふるさと屋台村） 鹿児島市中央町６−４
鹿児島市 ⻄駅マリー 鹿児島市中央町２−２０
鹿児島市 株式会社ニチガスサービス 鹿児島市⾕山中央６丁目４８ー１６
鹿児島市 ニチハツ工業株式会社 鹿児島営業所 鹿児島市小野二丁目1番22号
鹿児島市 ニッケルのあし 鹿児島市上荒田31-18 アトムハウス102
鹿児島市 ニュアンス 鹿児島市千日町3-2かまつきビル4FA
鹿児島市 ニュークラブ カメリア・倶楽部 椿 鹿児島市山之口町8-35 夢空間ビル3・4Ｆ
鹿児島市 ニュークラブ ナイン 鹿児島市山之口町11番14号 銀星ビル1階
鹿児島市 ニュークラブ 南十字星 鹿児島市山之口町12-16 グリーンリッチ天文館鹿児島11F
鹿児島市 ねこまや 鹿児島市山之口町9-13ヒロカネ88 5階
鹿児島市 株式会社ネジの丸寺 鹿児島市東開町４−１００
鹿児島市 ネッツトヨタ南九州株式会社 伊敷店 鹿児島市伊敷２丁目１９番６０号
鹿児島市 ネッツトヨタ南九州株式会社 中央店 鹿児島市与次郎1-6-6
鹿児島市 ネッツトヨタ南九州株式会社 本社 鹿児島市東開町３番１１７号
鹿児島市 眠りの専門店 マイまくら イオンモール鹿児島店 鹿児島市東開町7 イオンモール鹿児島１F
鹿児島市 農園レストラン だいだい 鹿児島市喜入⼀倉町5809-107 グリーンファーム内
鹿児島市 農家レストラン稲音館 鹿児島市下田町1879
鹿児島市 農家レストランたわわ 鹿児島市⻄⾕山1-5-3
鹿児島市 ノギノダイナー 鹿児島市東千石町14-15 浜田ビル1F
鹿児島市 のだ屋 鹿児島市武1丁目17-20
鹿児島市 バー アイティスカミュ 鹿児島市千日町6-14ニュー第⼀ビル1F
鹿児島市 バー・マイレ 鹿児島市山之口町8番8号さくらビル4階3号
鹿児島市 バーアイティス 鹿児島市千日町6-14ニュー第⼀ビル2F
鹿児島市 バードキッチン 炭美庵 鹿児島市宇宿4丁目38-7
鹿児島市 バーボンストリート 鹿児島市東千石町13-18アミタニビル地下
鹿児島市 パーリーナイツ 鹿児島市⻄田2丁目21-22ダイムビルⅡ5F
鹿児島市 ハイパーチキン野郎 鹿児島市中央町2-29
鹿児島市 バケット 鹿児島市東開町７イオンモール鹿児島
鹿児島市 パスタン鹿児島天文館店 鹿児島市千日町2-15白鹿ビル2F
鹿児島市 ハッピーアリス 鹿児島市千日町2-15金椿ビル⼀階
鹿児島市 はっぴーはーと 鹿児島市喜入町7059-4
鹿児島市 ハッピーポイント 鹿児島市平川町5269
鹿児島市 パティオ鹿児島店 鹿児島市中央町1-1 鹿児島中央駅新幹線コンコース内
鹿児島市 パティスリーヤナギムラ 鹿児島市東開町7
鹿児島市 ハニーズディストア 鹿児島市東開町7 イオンモール鹿児島3Ｆﾊﾆｰｽﾞﾃﾞｨｽﾄｱｲｵﾝﾓｰﾙ鹿児島店
鹿児島市 有限会社馬場製菓 鹿児島市錦江町8-1
鹿児島市 パパピアット 鹿児島市日之出町7-17-1F
鹿児島市 パパラチア 鹿児島市千日町7番1号千日ビル2階
鹿児島市 林光華園 鹿児島市名山町3-4
鹿児島市 パラダイス食堂 鹿児島市照国町17-28-1F
鹿児島市 薔薇道 鹿児島市鴨池2-26-30-1Fイオン鹿児島鴨池店
鹿児島市 巴里市場 鹿児島市武岡１丁目116-16
鹿児島市 パリエ 鹿児島市桜ヶ丘４-１２-１１
鹿児島市 はん・印刷 ⼤⾕ 鹿児島店 鹿児島市東開町7 イオンモール鹿児島店2Ｆ
鹿児島市 ビアードパパ イオンモール鹿児島店 鹿児島市東開町7
鹿児島市 ビア個室酒場 八幡屋 鹿児島市荒田2丁目41-3 1階
鹿児島市 ビアライゼ 鹿児島市千日町9-10平田ビル

20 / 58 ページ



所在地 名称 住所

新型コロナウイルス感染防⽌対策実施宣⾔ステッカー 実施宣⾔店舗(施設)⼀覧（8/21〜1/15）18:00時点

鹿児島市 ピーコック 鹿児島市中央町21-8
鹿児島市 ビーダッシュ 鹿児島市東千石町3-41 キャパルボ5階
鹿児島市 東千石町吉岡 鹿児島市東千石町4-21JJKbldg.1F
鹿児島市 株式会社肥後産業 南栄センター 鹿児島市南栄6-1-13
鹿児島市 株式会社肥後産業 物流センター 鹿児島市⾕山港3-4-23
鹿児島市 株式会社肥後産業 本社 鹿児島市⾕山港3-4-13
鹿児島市 ひご家 鹿児島市山之口町８−１６
鹿児島市 ピザハウス 吉野ステーション 鹿児島市吉野町3216番321号ロイヤルパレス福吉
鹿児島市 ピザハウス 与次郎ステーション 鹿児島市与次郎1-3-15
鹿児島市 ピザハット伊敷店 鹿児島市下伊敷1-42-38
鹿児島市 ピザハット東⾕山店 鹿児島市東⾕山6-43-14
鹿児島市 ピザハット与次郎店 鹿児島市与次郎1-5-29
鹿児島市 ピザモチナガ 鹿児島市新照院町1-8
鹿児島市 ビジネスホテル オリエンタル鹿児島 鹿児島市小松原2丁目43-23
鹿児島市 有限会社 ビジネスホテル 武岡荘 鹿児島市武２丁目４４−３
鹿児島市 ビジネスホテルアトリエ 鹿児島市千日町12番3号
鹿児島市 ビジネスホテル天文館 鹿児島市船津町2番2号
鹿児島市 びすとろ はま亭 鹿児島市東千石町7-24 2階
鹿児島市 ビストロ・ドゥ・レヴ 鹿児島市山下町14-50 かごしま県⺠交流センター県政記念館2F
鹿児島市 ビストロメイクマ 鹿児島市東千石町１８番７号井上ビル１０１
鹿児島市 ビストロ食堂ギルド 鹿児島市中央町２１−３３
鹿児島市 ビックカメラ鹿児島中央駅店 鹿児島市中央町１-１
鹿児島市 ビッグボーイ伊敷店 鹿児島市下伊敷1-47-1
鹿児島市 ビッグボーイ鴨池店 鹿児島市鴨池2-28-5
鹿児島市 ビッグマイク中央駅前店 鹿児島市中央町2-5
鹿児島市 びっくりドンキー東郡元店 鹿児島市東郡元町１９−３０
鹿児島市 ピッコロモンド 鹿児島市東千石5-25-jsビル102
鹿児島市 ビナー 鹿児島市千日町2-15金椿ビル地下⼀階
鹿児島市 ひまわり 鹿児島市山之口町9-31  
鹿児島市 ひまわり弁当 鹿児島市喜入町54番地
鹿児島市 ピュアグランデ 鹿児島市山之口町11-21ヨシナガビル6F
鹿児島市 ヒューズ 鹿児島市東開町7 イオンモール鹿児島1F
鹿児島市 ファーマーズレストラン ワキノヤ 鹿児島市鴨池2丁目26-30
鹿児島市 ファクトリー 鹿児島市吉野町9679-10
鹿児島市 ファミリアーレキッチン 鹿児島市与次郎1丁目11-1
鹿児島市 ファミリーマート けいだ樋之口店 鹿児島市樋之口町12-26
鹿児島市 ファミリーマート 高見馬場店 鹿児島市加治屋町13番8号
鹿児島市 ファミリーマート 鹿児島中央ビル店 鹿児島市山之口町1番10号
鹿児島市 ファミリーマート 天文館店 鹿児島市千日町9-7
鹿児島市 ファミリーマート 二官橋通り店 鹿児島市山之口町2-7
鹿児島市 ファミリーマートよかど鹿児島／S店 鹿児島市金生町6−6
鹿児島市 ふぁみり庵はいから亭吉野店 鹿児島市吉野町2100-1
鹿児島市 ふぁみり庵はいから亭坂元店 鹿児島市坂元町23-1
鹿児島市 ふぁみり庵はいから亭⾕山店 鹿児島市⾕山中央3丁目4533-1
鹿児島市 ふぁみり庵はいから亭与次郎本店 鹿児島市与次郎１丁目９−７
鹿児島市 ふぁみり庵別亭 鹿児島市与次郎1-9-7
鹿児島市 颯花 鹿児島市真砂町70-9
鹿児島市 フェスティバロアミュプラザ店 鹿児島市中央町１−１−B1
鹿児島市 フェミニンカフェ 鹿児島市東開町7番地ｲｵﾝ鹿児島ｼｮｯﾋﾟﾝｸﾞｾﾝﾀｰ2Ｆ
鹿児島市 ふく福ベイサイド店 鹿児島市浜町2番地 桜島桟橋鹿児島駅ベイサイドプラザ内
鹿児島市 ふく福吉野店 鹿児島市吉野町3599-4
鹿児島市 ふく福荒田本店 鹿児島市荒田2-11-8
鹿児島市 ふく福七ツ島店 鹿児島市下福元町6721-8
鹿児島市 ふく福中山店 鹿児島市中山2-1-12
鹿児島市 双葉 鹿児島市山之口町12番25号
鹿児島市 二葉亭 鹿児島市真砂町45-2
鹿児島市 プチ・エルモ 鹿児島市山之口町9番11号南九ビル4階
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鹿児島市 プチ・ロイヤル 鹿児島市千日町13-2 吾愛人プラタビル３階
鹿児島市 プチマリオ 鹿児島市山之口町10-5-2FBLD.KIHARA・NO3
鹿児島市 フ−ド＆ドリンク ヘブンヒル 鹿児島市千日町13-1 野崎B1
鹿児島市 プラステ 鹿児島市中央町1-1 アミュプラザ鹿児島本館1階
鹿児島市 ブラッスリーブランベック 鹿児島市東⾕山2-53-2
鹿児島市 ブランシェスイオンモール鹿児島 鹿児島市東開町7番 イオンモール鹿児島3階
鹿児島市 フランス厨房 旬彩 鹿児島市武１丁目６−２６
鹿児島市 ブランドショップハピネス鹿児島店 鹿児島市東開町7 イオンモール２F
鹿児島市 ふりそでＭＯＤＥ 鹿児島市東開町7 イオンモール鹿児島３階
鹿児島市 ブリックハウスby東京シャツ 鹿児島市東開町7 イオンモール鹿児島2階
鹿児島市 プリンス松山美容室 鹿児島市高麗町28-1
鹿児島市 プリントショップＮＥＯ 写真屋 鹿児島市吉野町2306-5
鹿児島市 フルーツ＆ベジタブル果樹園 鹿児島市中町10-5
鹿児島市 フルーツギャザリング 鹿児島市中央町1-1 アミュプラザ鹿児島本館2階
鹿児島市 ブルドッグプラス 鹿児島市樋之口町10−23第八京幸ビル２階
鹿児島市 ブレッザカフェ イオンモール鹿児島店 鹿児島市東開町7
鹿児島市 プレマニ 鹿児島市鴨池１ー５５ー２７
鹿児島市 プロスタキッズ 鹿児島市田上４ー５ー１７ ３階
鹿児島市 プロント鹿児島中央駅⻄口店 鹿児島市武１ー１ー２ー１F
鹿児島市 ペイトブルームガーデン 鹿児島市東開町7 イオンモール鹿児島2階
鹿児島市 ベジテリア 鹿児島市金生町3-1
鹿児島市 ペッパーランチ イオンモール鹿児島店 鹿児島市東開町7 イオンモール鹿児島３F
鹿児島市 ペッパーランチ オプシアミスミ店 鹿児島市宇宿２丁目３番５号 ｵﾌﾟｼｱﾐｽﾐ１階
鹿児島市 ベトナム料理 香香 鹿児島市中央町１の１１の１
鹿児島市 ベビーダンスとだっこおんぶの教室 抱っこでぎゅ 鹿児島市東⾕山
鹿児島市 放課後デイサービスふきのとう 鹿児島市⻄田3丁目33-17
鹿児島市 ホームバー 和 鹿児島市東千石町8-23 天神プラザビル1F-C号
鹿児島市 株式会社 保険見直し本舗 鹿児島イオンモール店 鹿児島市東開町7 イオンモール鹿児島2F
鹿児島市 ポコ ァ ポコ 鹿児島市千日町６−３鶴田ビルB1
鹿児島市 星乃珈琲店アミュプラザ鹿児島店 鹿児島市中央町１−１アミュプラザ鹿児島本館５階
鹿児島市 星のさくり 鹿児島市星ヶ峯二丁目51-7
鹿児島市 牡丹 鹿児島市山ノ口町10-18 牡丹ビル
鹿児島市 ほっかほっか亭 いづろ店 鹿児島市泉町13-23
鹿児島市 ほっかほっか亭 滑川通り店 鹿児島市小川町13-18 南泉堂ビル1Ｆ
鹿児島市 ほっかほっか亭 喜入店 鹿児島市喜入店5987-2
鹿児島市 ほっかほっか亭 吉野店 鹿児島市吉野町1764-1
鹿児島市 ほっかほっか亭 玉里南店 鹿児島市玉里南2-2
鹿児島市 ほっかほっか亭 荒田1丁目店 鹿児島市荒田1丁目7番16号
鹿児島市 ほっかほっか亭 坂之上光山店 鹿児島市光山２−２−２８
鹿児島市 ほっかほっか亭 桜ヶ丘店 鹿児島市桜ヶ丘3丁目3-9
鹿児島市 ほっかほっか亭 三和店 鹿児島市真砂本町57-12 シルクマンション⼤田1Ｆ
鹿児島市 ほっかほっか亭 慈眼寺店 鹿児島市⾕山中央６−５１−１
鹿児島市 ほっかほっか亭 ⻄伊敷店 鹿児島市⻄伊敷3丁目5-7
鹿児島市 ほっかほっか亭 中山小前店 鹿児島市中山町1224-4
鹿児島市 ほっかほっか亭 唐湊店 鹿児島市唐湊4-5-2
鹿児島市 ほっかほっか亭 武岡店 鹿児島市武岡5-2-9
鹿児島市 ほっこり伊敷店 鹿児島市下伊敷１丁目５０−２９若松ビル１階
鹿児島市 ホテル ウェルビューかごしま 鹿児島市与次郎2丁目4-25
鹿児島市 ホテル オーパ 鹿児島市下荒田2丁目５０−１４
鹿児島市 ホテル サンテイーノ 鹿児島市平川町1789-15
鹿児島市 ホテル サンフレックス鹿児島 鹿児島市堀江町19-14
鹿児島市 ホテル シエナ 鹿児島市城南町８-６
鹿児島市 ホテル マキシム 鹿児島市下荒田2丁目５０−１８
鹿児島市 ホテル ミコノス 鹿児島市吉野町９６７１−２
鹿児島市 ホテル・レクストン鹿児島 鹿児島市山之口町4-20
鹿児島市 ホテル・レクストン鹿児島 宴会場 鹿児島市山之口町4-20
鹿児島市 ホテルアービック鹿児島 鹿児島市武１丁目３番１０号
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鹿児島市 ホテルガストフ 鹿児島市中央町7-1
鹿児島市 ホテルグランセレッソ鹿児島 鹿児島市山之口町2-1
鹿児島市 ホテルゲートイン鹿児島 鹿児島市船津町5-20 
鹿児島市 ホテルタイセイ 鹿児島市⻄田１丁目4-23
鹿児島市 ホテルタイセイアネックス 鹿児島市中央町4-32
鹿児島市 ホテルタイセイアネックス 宴会場 鹿児島市中央町4-32
鹿児島市 ホテルタイセイアネックス 朝食会場 鹿児島市中央町4-32
鹿児島市 ホテルニューニシノ 鹿児島市千日町１３−２４
鹿児島市 ホテルパームス天文館 鹿児島市新町1-23
鹿児島市 ホテル法華クラブ鹿児島 鹿児島市加治屋町13-6
鹿児島市 ホテルユニオン 鹿児島市⻄田2丁目12-34
鹿児島市 ホテルユニオン 屋上ビアガーデン 鹿児島市⻄田2丁目12-34
鹿児島市 ホテルリブマックス鹿児島 鹿児島市小川町15-1
鹿児島市 ホテル鴨池プラザ 鹿児島市鴨池1-53-2
鹿児島市 ホテル吹上荘 鹿児島市照国町１８番１５号
鹿児島市 ホテル南洲館 鹿児島市東千石町１９番１７号
鹿児島市 ぽとふやぽとふ 吉左衛門 鹿児島市中町４番１０号 岩元ビル１Ｆ
鹿児島市 ホビーゾーン鹿児島 鹿児島市東開町7 イオンモール鹿児島2階ホビーゾーン鹿児島
鹿児島市 ポムの樹 鹿児島市東開町7 イオンモール鹿児島店
鹿児島市 ほりのうち 鹿児島市東千石町7-10第⼀米沢ビル⼀階
鹿児島市 (有) ホワイト理容センター 鹿児島市新屋敷町16−120A
鹿児島市 ホワイト急便 イオン店 鹿児島市東開町7番
鹿児島市 本田ボールルームダンススクール 鹿児島市鴨池二丁目30-1本田ビル2階
鹿児島市 まあさんどう 鹿児島市鴨池１丁目１４番１３号
鹿児島市 マイまくら 鹿児島店 鹿児島市住吉町9-1
鹿児島市 まえだ 鹿児島市山之口町5-14立石ビル1Ｆ
鹿児島市 まえわり屋 鹿児島市千日町15-1-4階
鹿児島市 マクドナルドイオンモール鹿児島店 鹿児島市東開町7
鹿児島市 まごんて整骨院 鹿児島市高麗町41-23 ファミネス⼤重1階2号
鹿児島市 マザーズクレープ&カフェ 鹿児島市宇宿２−３−５
鹿児島市 マジックBAR⼀世 鹿児島市山之口町11-20池田ビル1階
鹿児島市 マジックミシンイオンモール鹿児島店 鹿児島市東開町7
鹿児島市 ますく工房 イオンモール鹿児島店 鹿児島市東開町7イオンモール鹿児島店3F
鹿児島市 町家カフェ太郎茶屋鎌倉薩摩吉田店 鹿児島市本名町７７７
鹿児島市 マックスバリュオプシアミスミ店 鹿児島市宇宿2丁目3-5
鹿児島市 マックスバリュ花野団地店 鹿児島市花野光ヶ丘2丁目49番2号
鹿児島市 マックスバリュ上荒田店 鹿児島市上荒田町３９番３０号
鹿児島市 マックスバリュ東郡元店 鹿児島市東郡元町19番26号
鹿児島市 マックスバリュ武岡店 鹿児島市武岡１丁目115-1
鹿児島市 マナーナ カフェアンドデリ 鹿児島市山下町5-3県文化センター2F
鹿児島市 マナーハウス島津重富荘 鹿児島市清水町31-7
鹿児島市 マニフィカKUWAHARA Kan 鹿児島市中央町1-1 アミュプラザ鹿児島 本館BF1F
鹿児島市 ままの森鍼灸マッサージ院 鹿児島市唐湊1−16−16
鹿児島市 豆乃屋天保山店 鹿児島市天保山町7ー1
鹿児島市 まめ福 鹿児島市東千石町５−２ 緒⽅ビル２０１
鹿児島市 マモン エ モア 鹿児島市宇宿1-5-14
鹿児島市 マリオンクレープ鹿児島 鹿児島市中央町1番地1
鹿児島市 マリンパレスかごしま 鹿児島市与次郎二丁目８番８号
鹿児島市 マルエーフェリー株式会社 鹿児島市城南45−1
鹿児島市 マルエーフェリー株式会社 鹿児島市泉町１６−４
鹿児島市 丸⻲製麺イオンモール鹿児島 鹿児島市東開町7 イオンモール鹿児島3階
鹿児島市 丸源ラーメン鹿児島新栄店 鹿児島市新栄町７−６
鹿児島市 マルコポーロ 鹿児島市上之園町1-1 鹿児島市観光交流センター2F
鹿児島市 マルコポーロ 鹿児島市千日町２−８⼤窪ビル２階
鹿児島市 まるじゅう整骨院 鹿児島市真砂本町40-6
鹿児島市 株式会社丸俊 小川町店 鹿児島市小川町１４−５
鹿児島市 三河 麺don家 鹿児島市千日町7-7
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鹿児島市 ミスタークラフトマン  リアット！ イオンモール鹿児島店 鹿児島市東開町7 イオンモール鹿児島１Ｆ
鹿児島市 ミスタードーナツ イオンモール鹿児島ショップ 鹿児島市東開町7 イオンモール鹿児島３Ｆフードコート内
鹿児島市 みそや堂・別庵 鹿児島市卸本町８−６
鹿児島市 みちよ美容室 鹿児島市坂元町15-66
鹿児島市 みち草 鹿児島市千日町2-13 ステンドビル1F
鹿児島市 港町ベーカリー鴨池 鹿児島市鴨池２丁目26-30イオン鹿児島鴨池店1F
鹿児島市 株式会社 南日本技術コンサルタンツ 鹿児島市田上三丁目１８番２０号
鹿児島市 ミニヨン鹿児島店 鹿児島市東開町7 イオンモール1階
鹿児島市 ミネルバ 鹿児島市山之口町11-7ダイヤモンドビル4F
鹿児島市 みやこ温泉 鹿児島市上⻯尾町５−２８
鹿児島市 みやま本舗 鹿児島中央駅店 鹿児島市中央町1-1 JR鹿児島中央駅内
鹿児島市 みやま本舗 天文館店 鹿児島市千日町13-25-1階
鹿児島市 未来屋書店鹿児島店 鹿児島市東開町７番
鹿児島市 ミラクルチキン野郎 鹿児島市東千石町2-8円ビル1F
鹿児島市 ムラサキスポーツ 鹿児島店 鹿児島市東開町7 イオンモール鹿児島３Ｆ
鹿児島市 株式会社村山組 鹿児島市桜島赤水町1431-3
鹿児島市 名山堀梅北 鹿児島市名山町６−１３
鹿児島市 名山堀梅屋 鹿児島市名山町６−１３
鹿児島市 名山堀わさん 鹿児島市名山町4-27
鹿児島市 名勝 仙巌園・尚古集成館 鹿児島市吉野町９７００−１
鹿児島市 メイト館Miri 鹿児島市山之口町３−１２ シティハウスビル３階
鹿児島市 めいわクリ−ニング 鹿児島市明和1-50-22
鹿児島市 恵のおかげ 鹿児島市樋之口町8-1
鹿児島市 めし処 和菜 鹿児島市樋之口町11-5 1階
鹿児島市 メゾンドエル 鹿児島市新照院町2-13山王ビル1階奥
鹿児島市 めっけもんドルフィンポート店 鹿児島市住吉町10-1
鹿児島市 めっけもん皇徳寺店 鹿児島市皇徳寺台2-3-1
鹿児島市 めっけもん城⻄店 鹿児島市城⻄3-7-27
鹿児島市 めっけもん中央駅店 鹿児島市中央町1-1 鹿児島中央駅ぐるめ横丁内
鹿児島市 メナードフェイシャルサロンかごしま東 鹿児島市星ヶ峯2丁目62-10
鹿児島市 めりぃもが 鹿児島市武１丁目２１−４１
鹿児島市 めん処まんぷく 鹿児島市新栄町４番１８号
鹿児島市 麺の房 雨ニモマケズ 鹿児島市宇宿3丁目２８−９
鹿児島市 燃えよ炭魂 マグマ酒場 鹿児島市⻄田２丁目１１ー４
鹿児島市 モーリーファンタジースキッズガーデン鹿児島店 鹿児島市東開町7 イオンモール鹿児島３階
鹿児島市 モスバーガー 鹿児島ベイサイド店 鹿児島市浜町２−２
鹿児島市 モスバーガー 鹿児島マルヤガーデンズ前店 鹿児島市中町５−１
鹿児島市 モスバーガー 鹿児島伊敷店 鹿児島市下伊敷1丁目３８−５
鹿児島市 モスバーガー 鹿児島卸本町店 鹿児島市卸本町６−２６
鹿児島市 モスバーガー 鹿児島笹貫店 鹿児島市小松原１−１４−３
鹿児島市 モスバーガー 鹿児島中山店 鹿児島市中山町２２５０−１
鹿児島市 モスバーガー 鹿児島与次郎店 鹿児島市与次郎１−１０−２８
鹿児島市 モダンバリ 鹿児島市東千石町８−２６ Takadaビル ２Ｆ
鹿児島市 もつ玄 鹿児島市山之口町6-12-101
鹿児島市 もつ鍋 ⽜茶家 鹿児島市山之口町9-39 ニチビル 1階 101号
鹿児島市 もつ鍋 万十屋 鹿児島市東千石町6ー6
鹿児島市 もつ鍋たつ 鹿児島市⻄千石町12-11日進ビル1F
鹿児島市 もつ鍋居酒屋亮 鹿児島市荒田2-43-17クリーンハイツ1階
鹿児島市 もつ鍋田しゅう鹿児島店 鹿児島市東千石町8-5ボールズビル１階
鹿児島市 モビーディック鹿児島 鹿児島市中央町1-1 アミュプラザ６階
鹿児島市 森のかぞく 名山レトロフト店 鹿児島市名山町2-1レトロフトチトセビル1階
鹿児島市 焼き鳥 銀山 鹿児島市⼤⿊町2−28 ＳＮＧビル1階
鹿児島市 焼鳥 眞田 鹿児島市千日町3-6
鹿児島市 焼鳥HYS&ROCK 鹿児島市山之口町9-45-1F
鹿児島市 焼鳥行雲 鹿児島市樋之口町10-45 リンナイビル  1F
鹿児島市 焼鳥酒場 ちか壱 千日店 鹿児島市千日町13-25エクセレント千日地下1階
鹿児島市 焼鳥酒場 ちか壱 山之口店 鹿児島市山之口町7-16柚木ビル1階
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鹿児島市 焼鳥侍坊主 鹿児島市山之口町千鳥屋ビル1階
鹿児島市 焼鳥丸万 鹿児島市東⾕山４−２２−３
鹿児島市 やきとり騎射場 鹿児島市荒田2-42-15
鹿児島市 焼肉 ⽜屋  吉野店 鹿児島市川上町２５８１−１
鹿児島市 焼肉＆しゃぶしゃぶ松坂 鹿児島市千日町9-3天文館Kビル2F
鹿児島市 焼肉ＤＡＮ 鹿児島市松原町１−９ アニモビル1Ｆ
鹿児島市 焼肉Red&Rock 鹿児島市山之口町6-8 1階
鹿児島市 焼肉Red&Rock 鹿児島市泉町3-1よかど鹿児島1階
鹿児島市 焼き肉えん 鹿児島市新屋敷町3-33-1F
鹿児島市 焼肉きんぐ鹿児島⾕山店 鹿児島市卸本町8-7
鹿児島市 焼肉薩摩ホルモン舗 鹿児島市⻄田２丁目２１−１
鹿児島市 焼肉食べ放題 肉放題 天文館店 鹿児島市千日町３-5くらかわビルBF
鹿児島市 焼肉ダン 鹿児島市松原町1-9 ｱﾆﾓﾋﾞﾙ1F
鹿児島市 焼肉なか野 鹿児島市川上町2390-4
鹿児島市 焼肉なべしま NCサンプラザ店 鹿児島市東千石２−３０ ４Ｆ 
鹿児島市 焼肉なべしま 伊敷店 鹿児島市下伊敷1-38-2
鹿児島市 焼肉なべしま 宇宿店 鹿児島市宇宿３丁目１７−３
鹿児島市 焼肉なべしま 鹿児島インター店 鹿児島市武2-16-10
鹿児島市 焼肉なべしま 薩摩酎房 鹿児島市⻄田２丁目２１−３
鹿児島市 焼肉なべしま 鹿駅ベイサイド店 鹿児島市浜町２−２
鹿児島市 焼肉なべしま 七ッ島シーサイドパーク店 鹿児島市下福元町６７２１−８
鹿児島市 焼肉なべしま ⾕山本町店 鹿児島市⾕山中央2丁目4475-1
鹿児島市 焼肉なべしま 天文館店 鹿児島市千日町８-８
鹿児島市 焼肉なべしま 中山店 鹿児島市中山２丁目44-2
鹿児島市 焼肉なべしま 吉野店 鹿児島市吉野町1503-1
鹿児島市 焼肉なべしま 与次郎本店 鹿児島市与次郎１丁目９−５３
鹿児島市 焼肉の⽜屋  与次郎店 鹿児島市与次郎1丁目１１−１
鹿児島市 焼肉の白川 中山店 鹿児島市中山町２２５５−１
鹿児島市 焼肉の白川 松元店 鹿児島市上⾕口町２８６４−１
鹿児島市 焼肉の和⽜門 本店 鹿児島市千日町9-7廻ビル1F
鹿児島市 焼肉無印 鹿児島市桜ヶ丘6-16-17
鹿児島市 焼肉流星 鹿児島市松原町5-6
鹿児島市 焼肉和華 鹿児島市伊敷台⼀丁目２３−１
鹿児島市 やきにく元太 鹿児島市中山町5204ー2
鹿児島市 やっぱりステーキ天文館店 鹿児島市東千石町１７−１７
鹿児島市 株式会社 柳  元 鹿児島市東開町１３−１１
鹿児島市 やなぎ亭 鹿児島市下荒田3丁目28-12
鹿児島市 やぶ金 鹿児島市中町10-5
鹿児島市 山形屋 たこ焼コーナー 鹿児島市中町１０−５ 山形屋２号館地下
鹿児島市 株式会社 山形屋ショッピングプラザ皇徳寺店 鹿児島市皇徳寺台二丁目３番１号
鹿児島市 株式会社 山形屋ショッピングプラザ明和店 鹿児島市明和⼀丁目２５番１号
鹿児島市 株式会社 山形屋ストア城⻄店 鹿児島市城⻄三丁目８番５号
鹿児島市 株式会社 山形屋ストア⼤明ヶ丘店 鹿児島市⼤明ヶ丘三丁目１３番３号
鹿児島市 株式会社 山形屋ストア武岡ハイランド店 鹿児島市武岡五丁目１７番１号
鹿児島市 株式会社 山形屋ストア⾕山店 鹿児島市東⾕山二丁目４２番１号
鹿児島市 株式会社 山形屋ストア⻄皇徳寺店 鹿児島市皇徳寺台四丁目３０番１号
鹿児島市 株式会社 山形屋ストア⻄田店 鹿児島市⻄田二丁目５番14号
鹿児島市 株式会社 山形屋ストア紫原店 鹿児島市紫原六丁目６番１号
鹿児島市 やまや 鹿児島市荒田２−４３−１６
鹿児島市 やよい軒 吉野店 鹿児島市吉野1丁目19‐19
鹿児島市 やよい軒 鹿児島南栄店 鹿児島市南栄1丁目11‐3
鹿児島市 やよい軒 新栄町店 鹿児島市新栄町５−１
鹿児島市 悠  鹿児島市山之口町3-12シティハウスビル4F
鹿児島市 有限会社上村商事 鹿児島市山之口町6番5号
鹿児島市 ユーコーラッキー新栄店 鹿児島市新栄町10-24
鹿児島市 ユーコーラッキー新屋敷店 鹿児島市新屋敷町１０−１０
鹿児島市 ゆっくり居酒屋ごじのね 鹿児島市山之口町9-38-2階
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鹿児島市 ゆとりの空間 山形屋店  鹿児島市中町10番8号山形屋2号館3階
鹿児島市 夢工場 鹿児島市山之口町8-26第五細山田ビル3階
鹿児島市 夢工房芋福屋 鹿児島市中央町1-1
鹿児島市 夢物語 鹿児島市⻄田1丁目6-9 ⻩金ビル1F
鹿児島市 洋食グリル肝付 鹿児島市伊敷台２丁目３−１０ ユーアイマンション１階
鹿児島市 よかど鹿児島 鹿児島市金生町６番６号
鹿児島市 よか朗 鹿児島市与次郎1-3-15
鹿児島市 株式会社ヨコハマ工販 鹿児島市伊敷台２丁目２５番１号
鹿児島市 吉田葬祭 鹿児島市⼤⻯町１０−２
鹿児島市 吉野温泉 鹿児島市吉野１丁目４１番６号
鹿児島市 よし田 鹿児島市山之口町7-14田辺ビル2階
鹿児島市 よって家 鹿児島市樋之口町１０ー３０フォンス樋之口１階
鹿児島市 ラ ピッコラ ポエヅィーア 鹿児島市東千石町19-6諏訪ビル2階
鹿児島市 ラ･トゥール 鹿児島市山之口町9-21協立プラザビルB1F
鹿児島市 ラーメン ハルカゼ 鹿児島市東開町7 イオンモール鹿児島3F
鹿児島市 らーめん食堂 元斗好軒 鹿児島市山下町８−６
鹿児島市 らぁめん専門 さだ 鹿児島市山之口町３−８山本ビル１F
鹿児島市 ラーメン専門 明日香 鹿児島市坂之上5丁目2-10
鹿児島市 ラーメン暖暮 ⾕山店 鹿児島市卸本町６−２
鹿児島市 ラーメン暖暮 天文館店 鹿児島市千日町７−２
鹿児島市 ライトオン イオンモール鹿児島店 鹿児島市東開町7 イオンモール鹿児島2F
鹿児島市 ライフサポート 鹿児島市郡元１丁目２１−２４
鹿児島市 来来亭 アクロスプラザ南栄店 鹿児島市南栄1丁目11番3号
鹿児島市 来来亭 加治屋町店 鹿児島市⻄千石町10-1
鹿児島市 ラウンジ リアン 鹿児島市山之口町12-18双葉ビル地下1階B号室
鹿児島市 ラウンジ 美波 鹿児島市千日町9−8江新ビル1階
鹿児島市 ラウンジ・コモード 鹿児島市山之口町8番20号ニューヨークビル B1階
鹿児島市 ラウンジFUJIKO 鹿児島市山之口町9-42 第五ロイヤルビル6F
鹿児島市 ラウンジM 鹿児島市山之口町11-7ダイヤモンドビル5F
鹿児島市 ラウンジあいら 鹿児島市山之口町8-34ウノキビル2階
鹿児島市 ラウンジオスカー 鹿児島市千日町8-11第⼀三木ビル2階
鹿児島市 ラウンジきずき 鹿児島市山之口町9-12Vパレスワカマツビル1F
鹿児島市 ラウンジピアス 鹿児島市山之口町5-9南州 DADAビル2F
鹿児島市 ラウンジリーベ 鹿児島市山之口町12-18双葉ビル地下1階
鹿児島市 ラウンジ優羅 鹿児島市山之口町9ー11南九ビル２階
鹿児島市 ラウンドワンスタジアム鹿児島宇宿店 鹿児島市宇宿２−２−２
鹿児島市 楽園 鹿児島市千日町２−１５金椿ビル２階
鹿児島市 楽園の食卓 鹿児島市荒田１丁目４６−２３
鹿児島市 ラフィネ アミュプラザ鹿児島店 鹿児島市中央町1-1アミュプラザ鹿児島4階
鹿児島市 ラフィネ イオンモール鹿児島店 鹿児島市東開町７イオンモール3階
鹿児島市 ラフィネ イオン鹿児島鴨池店 鹿児島市鴨池２−２６−３０ イオン鹿児島鴨池２F
鹿児島市 ラフィネ マルヤガーデンズ店 鹿児島市呉服町６-５ マルヤガーデンズ ２F 
鹿児島市 ランジェノエルイオンモール鹿児島店 鹿児島市東開町7 イオンモール鹿児島2階
鹿児島市 ランチカフェもん 鹿児島市高麗町12-1
鹿児島市 リッチモンドホテル鹿児島金生町 鹿児島市金生町5-3
鹿児島市 リッチモンドホテル鹿児島天文館 鹿児島市千日町１４−２８
鹿児島市 リトルチェンマイ 鹿児島市千日町7-15丸よしビル2F
鹿児島市 リトルプラネット イオンモール鹿児島店 鹿児島市東開町7 イオンモール専門店2階
鹿児島市 リバティークラブ 鹿児島市千日町15-15
鹿児島市 リビングカルチャー倶楽部 そうしん教室 鹿児島市泉町2-3そうしん本店ビル5階
鹿児島市 リビングカルチャー倶楽部 鴨池教室 鹿児島市鴨池2-26-30イオン鹿児島鴨池店２階
鹿児島市 株式会社 流星 鹿児島市⻄千石町５番7号
鹿児島市 社会医療法人緑泉会 鹿児島市与次郎⼀丁目7番1号
鹿児島市 リライトガレージ新栄店 鹿児島市新栄町16-22
鹿児島市 リライトガレージ東開店 鹿児島市東開町13-43
鹿児島市 リラクゼーションサロン ルフラン 鹿児島市東開町7イオンモール鹿児島1F
鹿児島市 リラクゼーションサロンhoney 鹿児島市平之町8-38 MIKIビル2階
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鹿児島市 りらくる伊敷店 鹿児島市伊敷8-12-1
鹿児島市 りらくる堀江店 鹿児島市堀江町12-14
鹿児島市 リンガーハット アミュプラザ鹿児島店 鹿児島市中央町1-1
鹿児島市 リンガーハット イオンモール鹿児島店 鹿児島市東開町7
鹿児島市 凜々々 鹿児島市中町７番１３号 ２階
鹿児島市 ル.リアン 鹿児島市山之口町11番22号徳重ビル2階
鹿児島市 ル・エルヴェ 鹿児島市山之口町9-26和光ビル３階
鹿児島市 ルーフガーデンレストラン 鹿児島市呉服町６−５ マルヤガーデンズ７Ｆ
鹿児島市 レストラン Ｌｅ ｐｏｔａｇｅ １９７９ 鹿児島市⾕山中央７丁目４７−３ リビエールランド１階
鹿児島市 レストラン ピースフルガーデン 鹿児島市鴨池新町1−7社会福祉センター1階
鹿児島市 レストラン マリナテラス 鹿児島市与次郎二丁目８番８号
鹿児島市 レストラン ル ドーム  鹿児島市金生町３番１号山形屋１号館７階
鹿児島市 レストラン「シャングリ・ラ」 鹿児島市中央町5番地1
鹿児島市 レッドペッパー東開店 鹿児島市東開町3-22
鹿児島市 レディース鹿児島サロン 鹿児島市⼤⿊町1-3 ブラザー鹿児島ビル 4F
鹿児島市 レム鹿児島 鹿児島市東千石町１−３２
鹿児島市 ロイヤル不動産 鹿児島市紫原四丁目１３番１３号
鹿児島市 ロゴスショップ イオンモール鹿児島店 鹿児島市東開町7 イオンモール鹿児島３階
鹿児島市 ロッテリア 鹿児島山形屋店 鹿児島市中町10-12
鹿児島市 ワールドプラスジム天文館店 鹿児島市呉服町1-5 カラオケ館鹿児島天文館通り店2F
鹿児島市 ワイモバイル イオンモール鹿児島 鹿児島市東開町7  イオンモール３階
鹿児島市 ワインアンドディッシュ グレ 鹿児島市武１丁目19-1 verita vita1階
鹿児島市 ワインと天ぷら MAEYASHIKI 鹿児島市東千石町３−４１キャパルボ１１０
鹿児島市 ワイン酒場 ひろ海 鹿児島市中央町7-1
鹿児島市 ワイン食堂 USUKIYA 鹿児島市泉町11-8-1階
鹿児島市 ワイン食堂 マイアリーノ1971 鹿児島市下荒田3-13-30 上野ビル1F
鹿児島市 和音 鹿児島市千日町２−４ 軍国会館ビルＢ１
鹿児島市 吾愛人 中央駅⻄口店 鹿児島市⻄田２−２１−２１ダイムビル１階
鹿児島市 吾愛人 中央駅東口店 鹿児島市中央町４−４２山下事務機１階
鹿児島市 吾愛人 豚傳 鹿児島市東千石町11-4
鹿児島市 吾愛人 文化通り店 鹿児島市山之口町１２−２１アサヒプラザビル１階
鹿児島市 吾愛人 本店 鹿児島市東千石町9-14
鹿児島市 笑笑 鹿児島中央東口駅前店 鹿児島市中央町3-36 ⻄駅MNビル2階3階
鹿児島市 旭交通株式会社 鹿児島市与次郎1丁目9-12
鹿児島市 芦刈温泉 鹿児島市若葉町４５番１号
鹿児島市 伊田食品株式会社 みのり食堂 鹿児島市鴨池新町15番地 ＪＡ鹿児島県会館地下1階
鹿児島市 伊田食品株式会社 鹿児島県庁食堂 鹿児島市鴨池新町10-1 県庁舎1階
鹿児島市 偉⼤なる発明 鹿児島店 鹿児島市中町3-5
鹿児島市 ⼀休庵  鹿児島市中町10番20号山形屋ぐるめ館１階
鹿児島市 ⼀条通さけ咲 鹿児島市中央町１番１０号
鹿児島市 ⼀品入魂ゴチ処 彩こう 鹿児島市荒田2-46-14
鹿児島市 ⼀平寿司 鹿児島市下伊敷1-54-25
鹿児島市 ⼀和 鹿児島店 鹿児島市東千石町２−３０ NCサンプラザ ３階
鹿児島市 英国風バルBIGBEN【ビッグベン】 鹿児島市東千石町8-23グルメ通り
鹿児島市 駅裏だいやめキッチンかくれ家鹿児島中央駅店 鹿児島市⻄田２-21-23 アスカビル1-2F
鹿児島市 奄美海運株式会社 鹿児島市本港新町３番・北埠頭旅客ターミナル１Ｆ
鹿児島市 欧風カレー＆珈琲専門店 あめいろたまねぎ 鹿児島市卸本町8-6
鹿児島市 欧風バル suq 鹿児島市東千石町7-2 JKセピアビル 2階
鹿児島市 温泉 お乃湯 鹿児島市小野３丁目５−２７
鹿児島市 温泉ホテル中原別荘（客室禁煙・耐震改修済） 鹿児島市照国町15番19号
鹿児島市 加圧トレーニングスタジオ プラスイータイム 鹿児島市易居町2-11 さくらヒルズマリンポートビル１F
鹿児島市 嘉ざ花 鹿児島市樋之口町10-40  2F
鹿児島市 家割烹肆 世楽 鹿児島市山之口町7-34
鹿児島市 果汁工房果琳 鹿児島市東開町7イオンモール鹿児島1階
鹿児島市 花鳥風月 鹿児島市荒田2-42-11深江ビル1階
鹿児島市 華蓮 鹿児島店 鹿児島市山之口町3-12
鹿児島市 菓匠わかあゆ 鹿児島市金生町６番６号鹿児島銀行本店ビル１階
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鹿児島市 我流風イオン鹿児島店 鹿児島市東開町7 イオンモール鹿児島店内１F
鹿児島市 介護⽼人保健施設 城山⽼健施設 鹿児島市草牟田1-4-10
鹿児島市 介護⽼人保健施設ひまわり 鹿児島市真砂本町３番８１号
鹿児島市 快活CLUBアクロスプラザ与次郎店 鹿児島市与次郎1-7-18 2F
鹿児島市 快活CLUB鹿児島新栄店 鹿児島市新栄町1-28
鹿児島市 快活CLUB鹿児島天文館店 鹿児島市中町5-5
鹿児島市 快活CLUB天文館通り店 鹿児島市千日町5-6 2・3F
鹿児島市 海旬美彩 暖らん 鹿児島市吉野町2365-3
鹿児島市 海鮮うまいもんや 磯之家 鹿児島市鷹師2-5-1
鹿児島市 街角ギャラリーしらいし 鹿児島市照国町１７−１４
鹿児島市 割烹 てら田 鹿児島市中央町31-30 永保ビル1F
鹿児島市 割烹 心酔亭 鹿児島市⾕山中央三丁目4754番地
鹿児島市 割烹 石庵 鹿児島市山之口町３−６グランデイジ山之口１階
鹿児島市 活⿂・ちゃんこ （株）朝の海 鹿児島市樋之口町10-7
鹿児島市 鎌倉パスタイオンモール鹿児島店 鹿児島市東開町7
鹿児島市 鴨池整骨院 鹿児島市鴨池1-41-12
鹿児島市 乾物卸じゃこ屋よかど鹿児島店 鹿児島市金生町6-6鹿児島銀行本店本館1階
鹿児島市 完全個室居酒屋 ビーフleaf 天文館店 鹿児島市樋之口町２-5第二岡野ビル２F
鹿児島市 観光旅行センター 鹿児島市泉町3-3よかど鹿児島2F
鹿児島市 喜丁 鹿児島市新屋敷町31-14
鹿児島市 喜鶴寿司山形屋店 鹿児島市金生町3-1山形屋Ｂ１Ｆ
鹿児島市 喜鶴寿司本店 鹿児島市東千石町3-29
鹿児島市 喜鶴寿司本店 山形屋店 鹿児島市中町10-5
鹿児島市 奇跡の手羽先 騎射場店 鹿児島市荒田2丁目62-2 フレックスステイ01 1F
鹿児島市 奇跡の手羽先 地蔵角店 鹿児島市千日町13-1 野崎ビル2F
鹿児島市 奇跡の手羽先 天文館本店 鹿児島市千日町8-5みらくビル1F
鹿児島市 奇跡の手羽先 樋之口店 鹿児島市樋之口町10-29
鹿児島市 貴らく宴 鹿児島市千日町9-13-2 ステラ千日1F
鹿児島市 貴茶 鹿児島市高麗町10-1ヒルズ高麗本通り1F
鹿児島市 ⻲乃湯 鹿児島市三和町64−16
鹿児島市 喫茶テラス チェルシー  鹿児島市中町10番8号山形屋2号館5階
鹿児島市 喫茶フルーレ  鹿児島市金生町３番１号山形屋１号館3階
鹿児島市 ⽜たん炭焼 利久 アミュプラザ鹿児島店 鹿児島市中央町1-1 アミュプラザ鹿児島本館5階
鹿児島市 ⽜角次男坊 鹿児島市東開町7 イオンモール鹿児島フードコート内
鹿児島市 漁菜 とび梅 鹿児島市船津町１番２号 天文館松村ビル２F
鹿児島市 ⿂界ラーメン craftsman 鹿児島市下荒田3-20-2
鹿児島市 ⿂菜や朝次郎 アミュプラザ鹿児島店 鹿児島市中央町１番１ アミュプラザ５階
鹿児島市 ⿂菜庵 かわばた 鹿児島市下福元町７７０２−１ 内村ビル
鹿児島市 錦秀 鹿児島市山之口町３の１１南州ビル２階
鹿児島市 金斗雲 鹿児島市山之口町１１-９
鹿児島市 銀座に志かわ 高見馬場店 鹿児島市山之口町12-1鹿児島ワシントンホテルプラザ１階
鹿児島市 九州すし市場イオンモール鹿児島店 鹿児島市東開町7番地5-6
鹿児島市 九州の蔵 鹿児島市松原町１ー１０慶田ビル２０１
鹿児島市 九州電力株式会社 鹿児島営業所 鹿児島市与次郎二丁目６番１６号
鹿児島市 九州労働金庫 鹿児島県庁支店 鹿児島市鴨池新町10−1 鹿児島県庁内
鹿児島市 倶楽部 艶 鹿児島市山之口町8-35 夢空館ビル1F
鹿児島市 倶楽部 椿 鹿児島市山之口町8-35 夢空館ビル3階
鹿児島市 串かつ にしやん 鹿児島市船津町1-6村岡ビル1F
鹿児島市 串かつ 若 鹿児島市樋之口町１０−３３日宝エミール天文館２
鹿児島市 串家物語イオンモール鹿児島 鹿児島市東開町7 １F
鹿児島市 串幸 鹿児島市名山町4-9
鹿児島市 串揚げ かつき 鹿児島市山之口町７番50号さくらビル１階
鹿児島市 串揚げdining ZenKiti 鹿児島市⻄千石町5-2⻄田橋ビル2階
鹿児島市 靴下屋 Life and Feel イオンモール鹿児島店 鹿児島市東開町7
鹿児島市 熊⻁分家 まる⻁⼀家 鹿児島市千日町14-17堀江ビル2階
鹿児島市 熊襲亭 鹿児島市東千石町6-10
鹿児島市 渓⾕苑 鹿児島市東佐多町710-2
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鹿児島市 軽食・雑貨和かふぇなんしゅう 鹿児島市上⻯尾町２−１南洲神社内
鹿児島市 軽食喫茶AI 鹿児島市⾕山中央1丁目4969-5
鹿児島市 鶏と酒と私 NONGORO男 鹿児島市⻄千石町16-19篠原ビル1階
鹿児島市 個室ダイニング ガットネーロ 鹿児島市千日町９ー２５パークサイド天文館２階
鹿児島市 個室焼鳥とりふく 鹿児島市卸本町7-3-1
鹿児島市 個別指導 京進スクール・ワン 鹿児島荒田教室 鹿児島市下荒田１丁目６−２９
鹿児島市 個別指導 京進スクール・ワン ⾕山教室 鹿児島市⾕山１-4399 ⼤重ビル2F
鹿児島市 個別指導 京進スクール・ワン 中央駅⻄口教室 鹿児島市⻄田3-15-8 アークヒル⻄鹿児島1F
鹿児島市 五月産業株式会社 鹿児島市伊敷6丁目13-1
鹿児島市 五穀 鹿児島市東開町7 イオンモール鹿児島１Ｆ
鹿児島市 五郎家 本店 鹿児島市山田町３４４８−５
鹿児島市 紅⻁餃子房 鹿児島市東開町７ イオンモール鹿児島
鹿児島市 ⿊酢本舗 桷志田 イオンモール鹿児島店 鹿児島市東開町７
鹿児島市 ⿊豚しゃぶしゃぶ すき焼 梵道留 鹿児島市千日町１３−３
鹿児島市 ⿊豚しゃぶ鍋 八幡 鹿児島市中央町2-4-2F
鹿児島市 ⿊豚とんこつラーメン南州農場 鹿児島市泉町3-3よかど鹿児島別館2F
鹿児島市 ⿊豚屋台南州農場 鹿児島市中央町6-4-1
鹿児島市 ⿊豚料理 あぢもり 鹿児島市千日町１３−２１
鹿児島市 ⿊福多 鹿児島市千日町3-2 かまつきビル1階
鹿児島市 薩摩 ⿊豚百寛 鹿児島市⻄田２丁目20-9
鹿児島市 薩摩Ｄining 酒楽  鹿児島市千日町3-7田畑ビル1階
鹿児島市 薩摩きんぐ鹿児島中央駅前店 鹿児島市中央町2-13
鹿児島市 薩摩きんぐ天文館店 鹿児島市山之口町8番地12SAKURA BUILD B館 1階
鹿児島市 薩摩すたいる こみかん。 鹿児島市新照院町1-1 メゾン福光 こみかん。
鹿児島市 薩摩の宝船 鹿児島市千日町３−１６ Ｂ１Ｆ
鹿児島市 薩摩バル さくら屋 鹿児島市中央町２番地１１マルマサビル1階
鹿児島市 薩摩わっふる 鹿児島市草牟田２−７−１８ 雪元ビル1Ｆ
鹿児島市 薩摩⼀番どり利休スカイマーケット店 鹿児島市真砂本町51-1
鹿児島市 薩摩家いづろ店  鹿児島市金生町7番6号
鹿児島市 薩摩菓子処とらや霧や桜や アミュプラザ店 鹿児島市中央町1-1 アミュプラザ鹿児島B1F
鹿児島市 薩摩菓子処とらや霧や桜や イオン鹿児島店 鹿児島市東開町7 イオン鹿児島内1F
鹿児島市 薩摩菓子処とらや霧や桜や 鹿児島中央駅店 鹿児島市中央町１番１号
鹿児島市 薩摩角打ち じんべえ 鹿児島市中央町１５−２４ B&Bﾊﾟｰｸﾎﾃﾙ１階
鹿児島市 薩摩⿂鮮水産 鹿児島中央駅東口店 鹿児島市中央町３−１第１ＮＴビル１階
鹿児島市 薩摩⿊豚道場 酔神 鹿児島市山之口町１１−８ヒロミヤビル２F
鹿児島市 薩摩酒場 あいがて家 鹿児島市中央町21-4 2階
鹿児島市 薩摩旬菜厨房 且坐 鹿児島市山之口町10-17 
鹿児島市 薩摩煎餅やまとや イオンモール鹿児島店 鹿児島市東開町7
鹿児島市 薩摩地鶏 とりはな 鹿児島市中央町2-28
鹿児島市 薩摩藩古⺠家 カレーテリア 沙羅 鹿児島市郡山町２２９２
鹿児島市 薩摩味市場 極 鹿児島市加治屋町2-1 パークサイド加治屋町1Ｆ
鹿児島市 雑貨とカフェと古道具Patrie 鹿児島市東⾕山2丁目1-13
鹿児島市 雑貨館インキューブ イオンモール鹿児島店 鹿児島市東開町7  1階
鹿児島市 三州技術コンサルタント株式会社 鹿児島市薬師1-6-7
鹿児島市 三十三間堂 鹿児島市山之口町12-1 鹿児島ワシントンホテルプラザ
鹿児島市 山下きんぎょ  鹿児島市千日町9-9江新ビルB1F
鹿児島市 山形屋の焼きいも屋さん 鹿児島市中町10-5
鹿児島市 山形屋食堂 鹿児島市金生町３番１号山形屋１号館７階
鹿児島市 山川貨物自動車株式会社 鹿児島市⾕山港3-4-13
鹿児島市 山田食堂ととや 鹿児島市山田町３３９９−１
鹿児島市 山内農場 鹿児島中央東口駅前店 鹿児島市中央町3番地36 ⻄駅MNビル 5階
鹿児島市 山内農場 天文館本店 鹿児島市東千石町1-26 フォリス観光ビル天文館2階
鹿児島市 山有FUKUiTADAKi 鹿児島市下荒田2丁目12-15
鹿児島市 仕出し 京の匠 華月 鹿児島市上荒田町2の1
鹿児島市 酒呑処かもん 鹿児島市山之口町10-16米沢ビル1Ｆ
鹿児島市 寿し処 季鱗 鹿児島市東千石町11-2
鹿児島市 職業訓練法人鹿児島観光技能訓練協会 鹿児島ホテル短期⼤学校 鹿児島市加治屋町4-25
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鹿児島市 食の⻯宮城 うらしま 鹿児島市山田町158-1
鹿児島市 食彩 さつま富士 鹿児島市鴨池新町14-24
鹿児島市 食彩工房 匠家 鹿児島市山之口町7-13南映ビル103
鹿児島市 食処 膳 鹿児島市樋之口町10-17 角玉別館１階
鹿児島市 食遊び 味彩 鹿児島市千日町9-31天文館Ｋビル１階
鹿児島市 信玄 紫原店 鹿児島市紫原5-15-25
鹿児島市 信玄 ⼤⻯店 鹿児島市下⻯尾町10-33ソウロクビル1階
鹿児島市 信玄 中山店 鹿児島市中山2-45-1
鹿児島市 心水 鹿児島市東千石町10ー5HIRAYAMビル1階心水
鹿児島市 心太 鹿児島市山之口町3-12
鹿児島市 新とそ温泉 鹿児島市唐湊１丁目２９番地１
鹿児島市 数学カフェ 鹿児島市名山４-１名山ビル２F
鹿児島市 雀寿し 鹿児島市山之口町１１−１５
鹿児島市 蘇麻  鹿児島市東千石町18-6
鹿児島市 蘇麻 中央駅店 鹿児島市中央町3-8
鹿児島市 蘇麻Ｈａｎａｒｅ 鹿児島市東千石町7-8
鹿児島市 創菜Bar朱雀2nd 鹿児島市中央町21ｰ32
鹿児島市 創菜盛喜 鹿児島市中央町28-17⻄駅ハイツ103
鹿児島市 創作ダイニング とーぐら 鹿児島市東千石町1-7芙美ビル１階
鹿児島市 創作ダイニング 凜’ｓ 鹿児島市⾕山中央１丁目４０４９−４
鹿児島市 創作居酒屋 縁 鹿児島市宇宿⼀丁目22-5 1階
鹿児島市 想咲鉄板 薩摩 鹿児島市山之口町4-20
鹿児島市 台所屋 あじよし 鹿児島市紫原５丁目２０−１
鹿児島市 辰杏珠イオンモール鹿児島店 鹿児島市東開町7 イオンモール鹿児島3階
鹿児島市 ⾕山横丁 鹿児島市⾕山中央4-4836-1旭アミューズメント7番館1階
鹿児島市 担担厨房 阿門 鹿児島市宇宿2丁目３−５オプシアミスミフードコート内
鹿児島市 中央デンタルクリニック 鹿児島市上之園町２２−１
鹿児島市 中央駅ふく福 鹿児島市中央町1-1 さつまち鹿児島中央駅内
鹿児島市 中央殖産株式会社 鹿児島市紫原2丁目2-13
鹿児島市 中央食堂 鹿児島市郡元１丁目２１−２４
鹿児島市 中華くにひろ 鹿児島市武岡1ー１９−１
鹿児島市 中国料理 珍萬 鹿児島市下伊敷1-34-33
鹿児島市 中国料理美華園 鹿児島市中町１１−９
鹿児島市 中山温泉 鹿児島市中山町1390
鹿児島市 直球カルビ  鹿児島市⻄田3-14-2
鹿児島市 直球カルビ荒田店 鹿児島市荒田２丁目９-３
鹿児島市 直球和食 莫逆 鹿児島市下荒田3丁目38-18-1F
鹿児島市 珍々亭  鹿児島市中町10番20号山形屋ぐるめ館１階
鹿児島市 珍味かごや 鹿児島市東開町7（1階フロアー）
鹿児島市 定食屋百菜イオンモール鹿児島店 鹿児島市東開町7 イオン鹿児島ショッピングセンター1F
鹿児島市 鉄板ハウス ビフレスト 鹿児島市下伊敷1丁目7-5レインボービル6F
鹿児島市 鉄板居酒屋 お好み焼き 鉄けん 鹿児島市荒田２−７５−４三田ビル１０１
鹿児島市 鉄板居酒屋 ワイズ 鹿児島市船津町1-1⽜力ビル1階
鹿児島市 鉄板処清たき 鹿児島市山之口町9-51
鹿児島市 鉄板焼薩摩ホルモン舗 鹿児島市中央町11番地 鹿児島中央ターミナルビル地下１Ｆ
鹿児島市 鉄板料理・居酒屋達 鹿児島市山之口町7-45
鹿児島市 天ぷらレストラン 樂樂亭 鹿児島市城山町3番36号
鹿児島市 天ぷら左膳 山形屋店 鹿児島市金生町3-1
鹿児島市 天ぷら左膳 本店 鹿児島市下荒田1丁目21-1
鹿児島市 天ぷら新橋 鹿児島市下荒田1-18-22
鹿児島市 天ぷら天友 鹿児島市千日町13-25エクセレント千日201
鹿児島市 天ぷら那かむらイオンモール鹿児島店 鹿児島市東開町7 イオン鹿児島ショッピングセンター1F
鹿児島市 天まち酒BAL ⿊助 鹿児島市東千石町6-17天文館ファッションビル2F
鹿児島市 天神ホルモン 鹿児島市中央町1番地1アミュプラザ鹿児島5階
鹿児島市 天然温泉 みどり温泉 鹿児島市岡之原町130
鹿児島市 天然温泉霧桜の湯 ドーミーイン鹿児島 鹿児島市⻄千石町１７−３０
鹿児島市 天婦羅 那かむら 鹿児島市中央町1-1 アミュプラザ鹿児島5F
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鹿児島市 天文館 源氏 鹿児島市山之口町7-69
鹿児島市 天文館 千扇 鹿児島市山之口町11-17米沢ビル１F
鹿児島市 天文館かごしま横丁 鹿児島市千日町12-1
鹿児島市 天文館ナンバーワン 鹿児島市樋之口町10-23第八京幸ビル１階
鹿児島市 天文館フェスティバロ 鹿児島市呉服町１−１
鹿児島市 天文館むじゃき 鹿児島市千日町5-8
鹿児島市 天文館焼き鳥桃太郎.jp 鹿児島市泉町３ー２
鹿児島市 天文館肉酒場午後バル 鹿児島市船津町1-4クレドイックカーサW1階
鹿児島市 登山用品店シェルパ鹿児島店 鹿児島市東開町7番地
鹿児島市 都喜灯ちゅうまん 鹿児島市千日町8番16号今村ビル102
鹿児島市 東横ＩＮＮ鹿児島中央駅⻄口 鹿児島市⻄田2丁目２８−１０
鹿児島市 東横ＩＮＮ鹿児島天文館２ 鹿児島市東千石町１−４３
鹿児島市 東横イン鹿児島中央駅東口 鹿児島市中央町26−25
鹿児島市 東横イン鹿児島天文館１ 鹿児島市山之口町３−６
鹿児島市 徳永食堂 鹿児島市南郡元町13-1 1F
鹿児島市 寅゛どら 鹿児島市荒田2丁目78-5
鹿児島市 南国カンツリークラブ 鹿児島市吉野町６７６９
鹿児島市 南日本ハウジングプラザ（ヤマサモデルハウス） 鹿児島市与次郎1-9-38
鹿児島市 南日本ハウジングプラザモデルハウス 鹿児島市与次郎1-9-38
鹿児島市 肉の白川 鹿児島市中山町２０３７−１
鹿児島市 肉バル ケンジ 鹿児島市中央町24-4
鹿児島市 肉バル＆⿂バル ワカチナ 鹿児島市東千石町5-21 ヒルズ天文館 1階
鹿児島市 肉基地 ⿊貴 鹿児島市⻄田１丁目3−19−2Ｆ
鹿児島市 肉寿司酒場 華吹 鹿児島市千日町7-16安廣ビル3F
鹿児島市 肉⻨商店 鹿児島市山之口町11−３中野ビル１F
鹿児島市 肉料理ワッゼカルネ 鹿児島市荒田2丁目44-8 M2ビル１階
鹿児島市 日研トータルソーシング株式会社 鹿児島登録事務所 鹿児島市⻄田2-28-8第11川北ビル503
鹿児島市 日本ガス株式会社 鹿児島市中央町８番地２
鹿児島市 日本マクドナルド株式会社 鹿児島アミュプラザ店 鹿児島市中央町1-1
鹿児島市 日本橋天丼⼀心 鹿児島市中央町35-36あけぼのビル1階
鹿児島市 日本料理 愛 鹿児島市⻄田１丁目4-21
鹿児島市 日本料理 石原 鹿児島市城山４−１２
鹿児島市 猫のしっぽ 鹿児島市山之口町9-13ヒロカネ88
鹿児島市 八起食堂 鹿児島市⻄別府町3116-136-1階
鹿児島市 八州 鹿児島天文館店 鹿児島市千日町13-2吾愛人プラタビル1階
鹿児島市 美味 笑酒 花りん 鹿児島市⻄田1丁目14-4三善ビル1階
鹿児島市 美容室 TEIZO 鹿児島市田上5丁目１７−２９
鹿児島市 美容室 シュープリーム 鹿児島市上之園町３−７パークサイド共研１Ｆ
鹿児島市 美容室 フリーヘア 鹿児島市真砂本町28-19
鹿児島市 百雅楽はり・きゅう・マッサージ治療院 鹿児島市喜入町7059-4
鹿児島市 百菜 那かむら 鹿児島市東開町7
鹿児島市 浜田食品 鹿児島市山之口町7-18田中ビル1階
鹿児島市 福島内科医院 鹿児島市甲突町24番16号
鹿児島市 仏跳麺 坂元店 鹿児島市東坂元2-60-20
鹿児島市 仏跳麺 笹貫バイパス店 鹿児島市東⾕山4-18-1
鹿児島市 分家 無邪気 鹿児島市東千石町11-4
鹿児島市 文具のしんぷく卸本町店 鹿児島市卸本町７−７
鹿児島市 兵六 鹿児島市⻄⾕山2丁目13-1
鹿児島市 平床建設株式会社 鹿児島市広木2丁目26番11号
鹿児島市 平和リース球場（鹿児島県立鴨池野球場） 鹿児島市与次郎2丁目2番2号
鹿児島市 宝山ホール 鹿児島市山下町5-3
鹿児島市 蜂楽饅頭 天文館店 鹿児島市千日町５番３号
鹿児島市 北海道レストラン原始焼 鹿児島市中山1-27-12
鹿児島市 本格炭火ダイニング こうじん中山店 鹿児島市中山町1223‐1
鹿児島市 本格炭火ダイニング こうじん本店 鹿児島市東⾕山２丁目54‐10
鹿児島市 本格炭火居酒屋 心 鹿児島市山之口町10-11 寿ビル2階
鹿児島市 本格炭火焼 とりせん 鹿児島店 鹿児島市千日町14-5銀座ビル2階
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鹿児島市 凡亭 鹿児島市山之口町9-54
鹿児島市 慢性腰痛専門整体院 Life+Healing 鹿児島市⾕山中央2丁目4184番BLDG.Y105号
鹿児島市 満月のお好み焼 ピュアタウン武岡店 鹿児島市武岡1丁目115-4
鹿児島市 満月のお好み焼 よかど鹿児島店 鹿児島市泉町3-3鹿児島銀行本店ビルよかど鹿児島別館1F
鹿児島市 満月のお好み焼 天文館店 鹿児島市千日町3-2きぬ川ビル1F
鹿児島市 満月のお好み焼き 鹿児島市宇宿２丁目３−５−１階
鹿児島市 満正苑 鹿児島市与次郎１−８−１８
鹿児島市 麺´ｓ ら．ぱしゃ 鹿児島山田店 鹿児島市山田町1646-3
鹿児島市 麺どころさつま 小山田店 鹿児島市小山田町3807
鹿児島市 麺屋あぶらや 鹿児島市宇宿2丁目
鹿児島市 麺屋⼀朋 鹿児島市吉野町１５６６−１F
鹿児島市 麺屋剛 鹿児島市武3丁目６番５号 太陽ヘルスセンター１階
鹿児島市 麺屋剛食堂 鹿児島市⾕山港2-4-10 陸運会館１階
鹿児島市 麺家かごイチ天文館店 鹿児島市東千石町13-18 網⾕ビル
鹿児島市 麺処ざぼん 鹿児島市与次郎１丁目６−２０
鹿児島市 麺匠 樹凜 鹿児島市鴨池１丁目10−5−202
鹿児島市 目からうろこ 鹿児島市⻄田1丁目3の19門松ビル1階
鹿児島市 目利きの銀次 鹿児島中央⻄口駅前店 鹿児島市⻄田2-28-8 第11川北ビル１階
鹿児島市 門限やぶり 鹿児島中央駅前店 鹿児島市⻄田2-11-6
鹿児島市 弥太郎寿司 鹿児島市中央町28-1
鹿児島市 薬師温泉 鹿児島市薬師１−２２−３６
鹿児島市 遊食ＢＡＲ  Ａｎｇｅｓｔａｒ 鹿児島市山之口町8-13内田荘ビル１階
鹿児島市 遊食ダイニングみんなのお酒 鹿児島市東千石町5-17ステラビル地下1階
鹿児島市 遊食楽酒宴家 鹿児島市千日町8-5みらくビル1階
鹿児島市 遊食豚彩いちにいさんアミュプラザ鹿児島店 鹿児島市中央町1番1号アミュプラザ5Ｆ
鹿児島市 遊食豚彩いちにいさん天文館店 鹿児島市東千石町11-6-2・3Ｆ
鹿児島市 遊食豚彩いちにいさん本店 鹿児島市下荒田1丁目21-24
鹿児島市 与熊屋 鹿児島市山之口町9-18-1F
鹿児島市 洋食Amayadori 鹿児島市吉野町３２１６−２５５
鹿児島市 洋風居食屋 bocca 鹿児島市東千石町8-23天神プラザビル１階
鹿児島市 洋服の⻘山 フレスポジャングルパーク店 鹿児島市与次郎１-11-1フレスポジャングルパーク内1階
鹿児島市 洋服の⻘山 鹿児島宇宿店 鹿児島市宇宿2丁目3-28
鹿児島市 洋服の⻘山 鹿児島和田店 鹿児島市⾕山中央5丁目29-6
鹿児島市 洋服の⻘山 天文館店 鹿児島市東千石町11番13号
鹿児島市 養護⽼人ホーム吉田寿康園 鹿児島市本名町2218番地
鹿児島市 料亭⽵千代 仕出しセンター 鹿児島市山之口町4-20
鹿児島市 料亭⽵千代 本館 鹿児島市山之口町4-20
鹿児島市 瑠璃 鹿児島市山之口町7-13 南映ビル２F
鹿児島市 炉ばた割烹⼀心 鹿児島市中央町22−16 アエールプラザ1階
鹿児島市 路のカフェ 鹿児島市東千石町18-7井上ビル202号
鹿児島市 ⽼上海 香蔵 鹿児島市和田２−２３−３
鹿児島市 和Dining浜食 鹿児島市山之口町12-25双葉ビル2階
鹿児島市 和ダイニングBARききょう 鹿児島市千日町3-18-202
鹿児島市 和ダイニング柊 鹿児島市下荒田3丁目27-12キシャバステーションビル1
鹿児島市 和花 鹿児島市千日町8-12第2三木ビル５階
鹿児島市 和⽜ダイニング ポンド 鹿児島市東千石町7-18 天文館宇宙ビル
鹿児島市 和食堂 あづま 鹿児島市中央町5番地1
鹿児島市 和心⼀掌 鹿児島市平之町1-20
鹿児島市 和心創楽櫻壽 鹿児島市千日町９−14
鹿児島市 和心創菜 味菜み 鹿児島市東千石町10-1文化ビルディング2F
鹿児島市 和洋ダイニングさくら 鹿児島市中央町20-11 2階
鹿屋市 Azami 鹿屋市本町3の8スカイビル2階205
鹿屋市 cafe & restaurant lampe 鹿屋市寿二丁目14-30 山中アパート105号
鹿屋市 DAINING 360 鹿屋市⼤手町１−１リナシティかのや１０３
鹿屋市 ＨＯＴＥＬ ＡＲＵＭＵＫＯ ＫＡＮＯＹＡ 鹿屋市向江町１２−８
鹿屋市 KAGONMARCHE 鹿屋市札元1丁目27-9-1
鹿屋市 Noche 鹿屋市本町5-15エコービル201
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鹿屋市 Whack A Mole & LET IT BEER 鹿屋市⻄⼤手町10-1本地ビル１階
鹿屋市 あかぢょか 鹿屋市本町４８３４本町ビル 1階
鹿屋市 旭交通株式会社 鹿屋市新生町８８７４−7
鹿屋市 炙り家 08っ 鹿屋市本町7-8アークビル1F
鹿屋市 イオンカード受付カウンター 鹿屋市寿3-13-39
鹿屋市 イオンカード受付カウンター 鹿屋市⼤手町1-1-1101
鹿屋市 居酒屋 アルパカ 鹿屋市共栄町17-20
鹿屋市 居酒屋 ちくりん 鹿屋市田崎町５３１−１２
鹿屋市 居酒屋 バガボンド 鹿屋店 鹿屋市曽田町５０１９番８号
鹿屋市 居酒屋 白鶴鹿屋店 鹿屋市本町4834
鹿屋市 居酒屋 もあい 鹿屋市本町９−６
鹿屋市 医療法人⻘仁会 介護⽼人保健施設ナーシングホームひだまり 鹿屋市下祓川町1853
鹿屋市 ⿂⺠ 鹿屋寿店 鹿屋市寿4-1-19
鹿屋市 医療法人英幸会 鹿屋ひ尿器科 鹿屋市新川町132-4
鹿屋市 榮樂寿司 鹿屋市共栄町16-7
鹿屋市 株式会社 笑仁翅 鹿屋市田崎町1316番地
鹿屋市 エニタイムフィットネス鹿屋店 鹿屋市寿3-8
鹿屋市 おいもdeカフェ 鹿屋市今坂町９９８−１４
鹿屋市 ⼤隅広域公園 鹿屋市吾平町上名5354
鹿屋市 沖縄 美らそば 鹿屋市旭原町2519-11
鹿屋市 医療法人おさしお会 グル−プホ−ムかたらい 鹿屋市笠之原町４９番２２号
鹿屋市 医療法人おさしお会 ⻑崎内科 鹿屋市笠之原町４９番１９号
鹿屋市 医療法人おさしお会 有料⽼人ホームうるおい 鹿屋市東原町2837-1
鹿屋市 医療法人おさしお会 ⽼人保健施設おさしお 鹿屋市吾平町麓3766-1
鹿屋市 お食事処 なぎさ 鹿屋市吾平町麓3541
鹿屋市 お食事処 欅 鹿屋市串良町岡崎2061
鹿屋市 快活CLUB鹿屋店 鹿屋市王子町3971-1
鹿屋市 介護医療院ちとせ 鹿屋市寿５丁目２番３９号
鹿屋市 介護⽼人保健施設 ナーシングホームひだまり 鹿屋市下祓川町1853
鹿屋市 株式会社鹿児島銀行 鹿屋支店 鹿屋市本町2-2
鹿屋市 株式会社鹿児島銀行 輝北代理店 鹿屋市輝北町上百引3841-9
鹿屋市 株式会社鹿児島銀行 肝付吾平代理店 鹿屋市吾平町上名7673-4
鹿屋市 株式会社鹿児島銀行 串良支店 鹿屋市串良町岡崎1983
鹿屋市 株式会社鹿児島銀行 寿支店 鹿屋市寿3-5-43
鹿屋市 株式会社鹿児島銀行 ⻄原支店 鹿屋市⻄原1-29-35
鹿屋市 鹿児島県職員生活協同組合 ⼤隅店 鹿屋市打馬2丁目16-6
鹿屋市 鹿児島県職員生活協同組合 鹿屋医療センター店 鹿屋市札元1丁目8-8
鹿屋市 割烹 きの屋 鹿屋市新川町601-2
鹿屋市 かつ庵 鹿屋店 鹿屋市寿8丁目10-1
鹿屋市 かのやグランドホテル 鹿屋市共栄町12-3
鹿屋市 鹿屋市観光物産総合センターレストラン 鹿屋市⻄原３丁目１１−１
鹿屋市 鹿屋中央展示場 鹿屋市笠之原町（バイパス沿い）
鹿屋市 カノヤバル 鹿屋市寿７丁目９−４９
鹿屋市 神村商店 七十七萬石店 鹿屋市向江町8-3
鹿屋市 カレーハウスCoCo壱番屋鹿屋バイパス店 鹿屋市札元2丁目3790-1
鹿屋市 ⽜角かのや店 鹿屋市寿3丁目4-28
鹿屋市 九州電力株式会社 鹿屋営業所 鹿屋市札元二丁目３７９２番５
鹿屋市 孔雀苑 鹿屋市寿５−２６−１０
鹿屋市 くら寿司 鹿屋店 鹿屋市寿8-21-4
鹿屋市 グループホームはぁと 小規模多機能ホームはぁと 鹿屋市横山町1974-3、1865
鹿屋市 グループホーム明 鹿屋市祓川町3982番地1
鹿屋市 くろだるま 鹿屋店 鹿屋市寿7丁目11-24
鹿屋市 くろぶたの丘 鹿屋市浜田町１２５０
鹿屋市 鶏匠 Da楽 鹿屋市⻄原４丁目10-3ベルタウン1階
鹿屋市 ケンタッキー・フライド・チキン鹿屋店 鹿屋市札元2-3826-8
鹿屋市 小松食堂 鹿屋市北田町9-5
鹿屋市 小松食堂 市役所店 鹿屋市共栄町20番1号
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鹿屋市 コメダ珈琲店 鹿児島鹿屋店 鹿屋市笠之原町１番１号
鹿屋市 小料理屋 菜 鹿屋市共栄町６９８７−１４
鹿屋市 株式会社さつき苑 鹿屋市⻄原１丁目９ー１０
鹿屋市 株式会社サニーワールド鹿屋本店 鹿屋市寿7-8-50
鹿屋市 サンマルキッチン 鹿屋市共栄町６−１６−２
鹿屋市 自己満足系俺風kitchen GOUTER 鹿屋市共栄町18-25
鹿屋市 七輪炭火炙り 鳥三郎 鹿屋市北田町５−１０
鹿屋市 七輪の館 鹿屋市本町３−８ ＳＫＹビル１Ｆ
鹿屋市 じどり市場 鹿屋市朝日町11-1
鹿屋市 十八番鹿屋店 鹿屋市札元2-3805-1
鹿屋市 樹鈴 鹿屋市本町４−９ ２０４号
鹿屋市 笑福 鹿屋市笠之原町２９−１２−２
鹿屋市 杉の子 鹿屋市本町3-8スカイビル2階
鹿屋市 杉の子保育園 鹿屋市打馬２丁目１２−３３
鹿屋市 スシロー鹿屋寿店 鹿屋市寿４丁目１-５６
鹿屋市 寿し和食 司 鹿屋市⻄原２−３６−２７
鹿屋市 スナック キャロット 鹿屋市本町7-8 アーク21ビル4FG
鹿屋市 スナック星 鹿屋市札元2丁目3738
鹿屋市 そだん坂 鹿屋市曽田町4-19
鹿屋市 そば茶屋吹上庵 鹿屋店 鹿屋市郷之原15108-5
鹿屋市 ⼤衆食堂 みんみん 鹿屋市王子町3963-4
鹿屋市 ダイソー鹿屋寿店 鹿屋市寿２丁目９−２４
鹿屋市 たこやき⼤阪串良店 鹿屋市串良町下小原３１２８−１
鹿屋市 たこやき⼤阪鹿屋バイパス店 鹿屋市⼤浦町１２９４０−１
鹿屋市 中華料理口福楼 鹿屋市寿2ｰ14ｰ30
鹿屋市 中華レストラン 弁慶 鹿屋市寿4丁目10-9
鹿屋市 中国酒家 旺 鹿屋市寿3丁目10-41
鹿屋市 中山亭 鹿屋店 鹿屋市王子町３９５２−２
鹿屋市 天や和家 鹿屋市本町5-22
鹿屋市 寅゛どら 鹿屋市笠之原町1-58
鹿屋市 南南⻄の風 鹿屋市白水町８１５−２
鹿屋市 日本料理 千成本店 鹿屋市北田町 ８ー１３
鹿屋市 鶏と鰻の専門店川豊 鹿屋市王子町3963-4
鹿屋市 ネッツトヨタ南九州株式会社  鹿屋店 鹿屋市寿4丁目10-36-1
鹿屋市 バーガーショップ ハリー 鹿屋市新栄町１−７
鹿屋市 はくつる 鹿屋市吾平町麓３３９３−１
鹿屋市 日の出食堂 鹿屋市寿５−２６−１２
鹿屋市 ヒューズかのや店 鹿屋市札元1-18-38
鹿屋市 ファミリー居酒屋 いけのめだか串良店 鹿屋市串良町有里１４７−１
鹿屋市 ファミリー居酒屋 いけのめだか⻄原店 鹿屋市郷之原町１２３９７−１０
鹿屋市 ふぁみり庵はいから亭鹿屋店 鹿屋市白崎町2-1
鹿屋市 ふぁみり庵はいから亭寿司まどか鹿屋札元店 鹿屋市札元1-3119-3
鹿屋市 ふく福鹿屋店 鹿屋市札元2-3805-1
鹿屋市 仏跳麺 寿店 鹿屋市寿3-8-33
鹿屋市 フローラ・KANOYA 鹿屋市本町3番3号
鹿屋市 ほっかほっか亭 鹿屋高校前店 鹿屋市白崎町１４−２９
鹿屋市 ほっかほっか亭 鹿屋川⻄店 鹿屋市川⻄町3722-8
鹿屋市 ほっかほっか亭 寿本店 鹿屋市寿5丁目26-7
鹿屋市 ほっかほっか亭 ⼤手町店 鹿屋市⼤手町９−６
鹿屋市 医療法人 前田内科 鹿屋市本町4番2号
鹿屋市 マックスバリュ リナシティかのや店 鹿屋市⼤手町1番1-1101
鹿屋市 マックスバリュ 鹿屋寿店 鹿屋市寿3丁目13番39号
鹿屋市 マックスバリュ ⻄原店 鹿屋市今坂町10118-23
鹿屋市 マリアージュ ショコラ 鹿屋市⻄原１丁目２１−１０
鹿屋市 マリアージュ ショコラ ドルチェ 鹿屋市⻄原１丁目２３−４
鹿屋市 丸十ラーメン 鹿屋市⼤浦町１１３８４−２
鹿屋市 南風ガーデン 鹿屋市浜田町1349-1
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鹿屋市 麺’sら.ぱしゃ本店 鹿屋市北田町11134-1
鹿屋市 麺屋 きもつき 鹿屋市白崎町６３８４−１
鹿屋市 麺屋三乃和 鹿屋市寿4-10-24
鹿屋市 焼肉 陣力 鹿屋市札元２−３７０９−１
鹿屋市 焼肉 南州農場 鹿屋市田崎町４６４−５
鹿屋市 焼肉なべしま 鹿屋店 鹿屋市寿4丁目3089-4
鹿屋市 焼肉のおおすみ 鹿屋市白崎町３−６
鹿屋市 やよい軒 鹿屋寿店 鹿屋市寿4丁目3107‐1
鹿屋市 洋服の⻘山 鹿屋バイパス店 鹿屋市札元2丁目3751-1
鹿屋市 リゾートホテル 天神別荘 鹿屋市天神町3564-3
鹿屋市 料亭 義経 鹿屋市向江町15-13
鹿屋市 ロイヤルドラゴンカンパニー 鹿屋市上野町4554-62
鹿屋市 ワールドプラス鹿屋ジム 鹿屋市札元2丁目3685-3
鹿屋市 わかさぎ 鹿屋市北田町９−１３
枕崎市 居酒屋食堂 つちふまず 枕崎市栄中町18
枕崎市 株式会社鹿児島銀行 枕崎支店 枕崎市桜木町422
枕崎市 ⿂処 なにわ 枕崎市千代田町7-1
枕崎市 さかなや食堂 枕崎市緑町95
枕崎市 小規模多機能ホーム 花渡川 枕崎市中央町219
枕崎市 すし匠五条 枕崎市岩⼾町５０９番地
枕崎市 タカラ 枕崎市汐見町２０９
枕崎市 地域ふれあいサロンたんぽぽ 枕崎市田布川町167
枕崎市 特別養護⽼人ホーム ピースフル立神 枕崎市火之神町725ピースフル立神
枕崎市 株式会社豊留建設 枕崎市岩⼾町２２
枕崎市 東寿司 枕崎市港町46
枕崎市 ふぁみり庵はいから亭寿司まどか枕崎店 枕崎市平田町179-1
枕崎市 株式会社マルハチ・テクノロジー 枕崎市白沢北町800番地
枕崎市 ⼀福 枕崎市東本町八
枕崎市 歌留多 枕崎市桜木町402
枕崎市 花渡川ビアハウス 枕崎市立神本町26
枕崎市 枕崎おだし本舗かつ市 枕崎市東本町７４−１
枕崎市 枕崎お⿂センター 枕崎市松之尾町３３−１
枕崎市 枕崎名物料理 だいとく 枕崎市折口町17
枕崎市 有料⽼人ホームたんぽぽ 枕崎市田布川町172
枕崎市 和懐 おお田 枕崎市⻄本町59
枕崎市 燵仁 枕崎市松之尾町2-1
阿久根市 ＡＢＣパレス 阿久根市赤瀬川3122-1
阿久根市 Acafe 阿久根市脇本7979
阿久根市 BarN 阿久根市⼤丸町７第⼀辻ビル1F
阿久根市 grazie-makiあんこら 阿久根市脇本6163−4
阿久根市 阿久根屋 阿久根市栄町１番地
阿久根市 イワシビル 阿久根市鶴見町76番地
阿久根市 お食事のふるさと 十三 阿久根市港町８２−３
阿久根市 お宿みどこい 阿久根市赤瀬川1188番5
阿久根市 株式会社鹿児島銀行 阿久根支店 阿久根市本町146
阿久根市 キッチン雅 阿久根市⼤丸町９０−１４
阿久根市 グリーンスポーツガーデン 阿久根市多田454-2
阿久根市 ここマルシェ(農園ガーデン空) 阿久根市多田454-2 農園ガーデン空
阿久根市 寿司まどか阿久根店 阿久根市赤瀬川3866
阿久根市 デイサービスセンター 翠香苑 阿久根市赤瀬川２７３０番地
阿久根市 テラスカフェ空(農園ガーデン空) 阿久根市多田454-2 農園ガーデン空
阿久根市 特別養護⽼人ホーム 桜ヶ丘荘 阿久根市赤瀬川２６５番地
阿久根市 ビジネスホテルクアドーム 阿久根市赤瀬川3127-5
阿久根市 道の駅「阿久根」 阿久根市⼤川4816-6
阿久根市 無邪気 阿久根店 阿久根市鶴見町147-1
阿久根市 麺屋しげぞう阿久根店 阿久根市赤瀬川３０４７
阿久根市 焼肉バイキングゴンザ 阿久根市赤瀬川3843
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阿久根市 悠和の里 阿久根市赤瀬川４０６９−１番地
阿久根市 凌 阿久根市⼤丸町32
阿久根市 レストランラボンジヨルネ 阿久根市波留6113-19
阿久根市 和食処 まきや 阿久根市鶴見町199
出水市 8kitchen 出水市昭和町47-1
出水市 BAHAMAS BAR 出水市本町14-2エクセレントビル101号
出水市 Cafe ぐらんぱ 出水市高尾野町柴引2683-1
出水市 GORILLA KITCHEN 出水市昭和町47-22
出水市 ｐｅｔｉｔ ｃａｒｉｎｏ ｃａｆｅ 出水市上知識町806番地
出水市 snack ever green 出水市本町6-19 1Ｆ
出水市 旭交通株式会社 出水市上知識町729番地
出水市 あじさい  出水市緑町3-30
出水市 味処 ⿂松 出水市昭和町50ー27
出水市 味処 心 桃晃店 出水市昭和町11-22 ホテル桃晃 1F
出水市 味山房景華 出水市上鯖渕６３３２−９
出水市 飛鳥ラーメン 出水市昭和町１１−１６
出水市 居酒屋 侍 出水市向江町７−８
出水市 居酒屋 七福神 出水市昭和町38-21
出水市 居酒屋 すずめ 出水市本町8-16
出水市 居酒屋 建四郎 出水市⻄出水町1671
出水市 居酒屋 兵たん 出水市本町１４−３９
出水市 居酒屋 無邪気 出水市本町14-5
出水市 株式会社 出水自動車教習所 出水市上知識町４５０番地
出水市 出水酒造株式会社 出水市文化町358番地
出水市 烏骨鶏ラーメン⿓ 出水市高尾野町下高尾野１１１５
出水市 ゑびす家 出水市本町9-22
出水市 株式会社鹿児島銀行 米ノ津支店 出水市米ノ津町11-34
出水市 株式会社鹿児島銀行 高尾野支店 出水市高尾野町柴引2104-1
出水市 株式会社鹿児島銀行 出水中央支店 出水市昭和町12-25
出水市 金子酒店 出水市本町１２−３７
出水市 カフェ ラ ルーチェ 出水市武本2961-3
出水市 カレーライスの店 刻音 出水市昭和町50-28
出水市 季節料理いさみ 出水市本町17-1
出水市 九州すし市場 出水店 出水市⻩金町510
出水市 九州電力株式会社 出水営業所 出水市昭和町２５番１号
出水市 喰太郎 出水市緑町25-25
出水市 くろだるま 出水店 出水市⻩金町587-1
出水市 慶尚園 出水市上鯖淵５８６９-１
出水市 ケンタッキー・フライド・チキン出水店 出水市六月田町333
出水市 ごはんや たかりん 出水市緑町20-3
出水市 コメダ珈琲店 鹿児島出水店 出水市米ノ津町６番12号
出水市 旬彩 味新 出水市本町８−１０
出水市 旬食酒屋 ⼀凛 出水市米ノ津町9-15
出水市 食彩 鶴の里 出水市荘９５３
出水市 食道楽 ふらり 出水市住吉町１４番３７号
出水市 庶⺠派フランス料理ルネッサンス 出水市緑町9番25号
出水市 次郎⻑ 出水市米ノ津町11-25
出水市 スナック マテウス 出水市本町７１番地
出水市 ダイソー鹿児島出水店 出水市向江町３４番５４号
出水市 ダイニングおきしん 出水市本町6-8
出水市 ダイニングバー サウンドロケット 出水市高尾野町⼤久保3758
出水市 ⼤八寿司 出水市本町14番34号
出水市 中華料理赤坂飯店 出水市⼤野原町25-5
出水市 鶴丸会館 出水市上鯖淵８４０ー３
出水市 手羽から屋 出水市本町7−19
出水市 天然温泉ぬくもりの湯 出水市明神町1744-1
出水市 とり８ 出水市⻩金町４７９ビルA1階
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出水市 株式会社ナカグマ 出水市平和町490-1
出水市 花ぐるま 中央店 出水市六月田町５７６
出水市 花車 出水市今釜町８７８
出水市 ⼀般財団法人ひかりの郷 出水市高尾野町⼤久保5589-3
出水市 ふぁみり庵はいから亭寿司まどか出水店 出水市向江町35-30
出水市 福祉タクシー福太郎 出水市高尾野町柴引2807-2
出水市 ふく福出水店 出水市中央町1692
出水市 豚珍亭・ホルモン道場 出水市本町5-35
出水市 公益社団法人北薩法人会 出水市上鯖渕６２１番地４
出水市 ほっかほっか亭 高尾野店 出水市高尾野町⼤久保183
出水市 ホテルキング 出水市迎町5-18
出水市 ホテル泉國邸 出水市文化町351
出水市 ホテル桃晃 出水市昭和町11-22
出水市 ポンポン船 出水市本町11番1号
出水市 松崎商店 出水市高尾野町柴引2697ー２
出水市 麺処つくしの里 出水市高尾野町⼤久保6023
出水市 焼肉 松角 出水市本町15-47
出水市 焼肉なべしま 出水店 出水市⻩金町５１５番１
出水市 焼肉バイキングやまびこ 出水市下鯖町２８８０
出水市 (有) 山口石油店セルフ米ノ津ＳＳ 出水市米ノ津町１８−３５
出水市 洋服の⻘山 出水店 出水市六月田町９６１番地
出水市 来々軒 華亭 出水市六月田町383-2
出水市 ラウンジ さゆみ 出水市本町14-2
出水市 漁亭いわし茶屋 出水市武本3063-1
出水市 れすとらん⽵の子 出水市緑町44−40
出水市 ロイヤルインステーションプラザ 出水市昭和町57-30
出水市 わかすぎ米穀 出水市向江町３‐１
出水市 ⼀休 出水市高尾野町柴引２８４４−１
指宿市 BISTRO DOILY 指宿市十二町３００−１
指宿市 casa vecchio 指宿市湊⼀丁目3-5鶴本ビル1階
指宿市 kimama na cafe LaLa 指宿市湊1-3-3
指宿市 NPO法人指宿観光＆体験の会 指宿市湊1-3-2吉永ビル２階
指宿市 TAKETORA 指宿市⼤牟礼1-1-13
指宿市 味彩 むさし 指宿市⼤牟礼1-19-6
指宿市 集り処酒楽舎 指宿市⼤牟礼1-3-15
指宿市 居酒屋 悠 指宿市湯の浜5丁目17番15号
指宿市 指宿いわさきホテル 指宿市十二町3805-1
指宿市 ⼀般社団法人いぶすき観光デザイン 指宿市十町２４２４番地
指宿市 指宿コーラルビーチホテル 指宿市湯の浜２丁目12−7
指宿市 指宿こころの宿 指宿市⻄⽅7081-1
指宿市 指宿こころの宿 指宿市東⽅9227-6
指宿市 指宿こころの湯 指宿市東⽅9236-7
指宿市 いぶすきゴルフクラブ 指宿市開聞川尻6660
指宿市 指宿シーサイドホテル 指宿市十町１９１２番地
指宿市 指宿市営唐船峡そうめん流し 指宿市開聞十町５９６７番地
指宿市 指宿白水館 指宿市東⽅１２１２６−１２
指宿市 指宿⺠宿 千成荘 指宿市湯の浜五丁目十番九号
指宿市 指宿ロイヤルホテル 指宿市十二町4232-1
指宿市 いぶすき秀水園 指宿市湯の浜５丁目２７−２７
指宿市 いぶすき内科 指宿市十町２３２１−１
指宿市 イブスキ薬局 指宿市⼤牟礼⼀丁目１-16
指宿市 うっかり八兵衛 指宿市湊1丁目6-4
指宿市 お食事処⼀心 指宿市東⽅9236-7
指宿市 かいもん市場 久太郎 指宿市山川⼤山860-2
指宿市 株式会社鹿児島銀行 指宿北出張所 指宿市⻄⽅2065-1
指宿市 株式会社鹿児島銀行 指宿支店 指宿市湊1-10-10
指宿市 株式会社鹿児島銀行 開聞代理店 指宿市開聞十町2852-3
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指宿市 株式会社鹿児島銀行 ⼤成代理店 指宿市山川成川3987-1
指宿市 株式会社鹿児島銀行 山川支店 指宿市山川新生町35-9
指宿市 家族温泉 野の香 指宿市東⽅834-1
指宿市 割烹味彩  指宿市東⽅9227-6
指宿市 カプセルホテルこころの宿 指宿市東⽅9236-7
指宿市 上敷領商店 指宿市山川小川620
指宿市 有限会社かめや 指宿市山川岡児ケ水1332-4
指宿市 カラオケステージ そら 指宿市湯の浜5丁目1-6
指宿市 元祖指宿ラーメン二代目 指宿市十町４１２−４
指宿市 季彩 けんきち 指宿市湯の浜１−７−１０
指宿市 喜多つげ製作所 指宿市⼤牟礼1-16-4
指宿市 休暇村 指宿 指宿市東⽅10445
指宿市 くつろぎ処なんつぁならん 指宿市十町488番地
指宿市 くり屋食堂旅館 指宿市山川成川７３５０
指宿市 グループホームふれあい 指宿市東⽅8714-3
指宿市 ⿊豚・郷土料理 ⻘葉 指宿市湊1-2-11
指宿市 古⺠家で昼ごはん梅里 指宿市岩本2848-2
指宿市 小料理 美庵樹  指宿市湊2-7-3
指宿市 自家焙煎いぶすき珈琲 豆屋十六 指宿市十二町２８３０−２
指宿市 七宝篠原商店株式会社 指宿市山川福元６１５９−６
指宿市 旬感 Sai 指宿市⼤牟礼1-1-2
指宿市 (有) 信州庵 指宿市⻄⽅4393-1
指宿市 すなくじら 指宿市湯の浜5-22-8
指宿市 砂むし会館「砂楽」 指宿市湯の浜五丁目二五番⼀八号
指宿市 炭火焼き鳥居酒屋だんだん 指宿市⻄⽅1735-1
指宿市 炭火焼肉 山乃神 指宿市湊1-11-39
指宿市 ダイソー指宿東⽅店 指宿市東⽅１０８２８―１
指宿市 食〜たべる〜 指宿市山川新栄町１−６
指宿市 ⻑寿庵 指宿店 指宿市十二町2167-1
指宿市 ⻑寿庵 開聞店 指宿市開聞仙田77
指宿市 椿庵 指宿市⼤牟礼１−７−１０
指宿市 デイサービスセンター オリビンの浜辺 指宿市開聞川尻4912-4
指宿市 日本料理 日高 指宿市湯の浜3丁目８番16号
指宿市 はなれの台所 凛 指宿市十町1839-1
指宿市 ふぁみり庵はいから亭寿司まどか指宿店 指宿市十町998
指宿市 株式会社 福尚 指宿市⻄⽅４５１８番地
指宿市 フラワーパークかごしま 指宿市山川岡児ヶ水1611
指宿市 ほろ酔 指宿市湊1-9-26
指宿市 マサラマスター 指宿市十町911-3
指宿市 マリンポリス指宿店 指宿市⻄⽅1957-3
指宿市 丸⼀製麺有限会社 指宿市湯の浜五丁目25-18砂むし会館砂楽3階
指宿市 マンゴーの森 指宿市山川岡児ケ水1332-4
指宿市 道の駅山川港活お海道 指宿市山川金生町1-10
指宿市 道の駅山川港活お海道市場食堂鶴の港 指宿市山川金生町1-10
指宿市 南記念クリニック 指宿市⼤牟礼3丁目24-15
指宿市 ⺠宿 せきちょう 指宿市湯の浜5−27−10
指宿市 ⺠宿うなぎ湖畔 指宿市山川成川６５２６
指宿市 ⺠宿たかよし 指宿市湯の浜５−１−１
指宿市 メディポリス国際陽子線治療センター 指宿市東⽅４４２３番地
指宿市 麺屋二郎 指宿駅前店 指宿市湊1-9-16
指宿市 麺屋二郎 白水館店 指宿市東⽅12126-12 指宿白水館地下1階
指宿市 麺屋二郎 本店 指宿市⻄⽅1934-4
指宿市 ものがたりカフェｃｏｃｏ 指宿市山川岡児ケ水１４７５−１
指宿市 やきとりあっちゃん指宿店 指宿市⼤牟礼２丁目２３番１９
指宿市 焼肉なべしま 指宿店 指宿市東⽅10800-1
指宿市 ユーコーラッキー指宿店 指宿市東⽅7949-1 
指宿市 裕福らーめん専門店 指宿市東⽅8105-1
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指宿市 湯豊宿酒家 た。 指宿市湯の浜2-4-16
指宿市 リストランテ フェニーチェ 指宿市東⽅12131-4
指宿市 リンパテラピーAo 指宿市東⽅7170-1
指宿市 レストラン 地熱の里 指宿市山川福元3292
指宿市 レストランとも 指宿市山川小川１３２６−１
指宿市 和＆フレンチレストランサリュー 指宿市湯の浜１−７−１３
⻄之表市 CONNECT ⻄之表市⻄町２５番地
⻄之表市 ＥＮ ⻄之表市東町3-1 1F
⻄之表市 味処井元 ⻄之表市⻄町189-1
⻄之表市 居酒屋 ⺠宿 珊瑚礁 ⻄之表市⻄之表２０１
⻄之表市 居酒屋 むー ⻄之表市東町7046-1
⻄之表市 居酒屋 弥太郎 ⻄之表市⻄町7090
⻄之表市 ⿂匠⼀条 ⻄之表市東町23
⻄之表市 株式会社鹿児島銀行 種子島支店 ⻄之表市東町13
⻄之表市 鹿児島県職員生活協同組合 熊⽑店 ⻄之表市⻄之表7590
⻄之表市 御馳走処 平八 ⻄之表市⻄町４１番地
⻄之表市 小料理しろう ⻄之表市東町24-6
⻄之表市 ダイニングバーアリエル ⻄之表市⻄町7089-2
⻄之表市 種子島あらきホテル ⻄之表市⻄町７８番地
⻄之表市 種子島温泉「赤尾木の湯」 ⻄之表市⻄町７３番地、７４番地、７５番地、７９番地
⻄之表市 有限会社 種子島自動車学校 ⻄之表市⻄之表１６４８２
⻄之表市 ほっともっと種子島店 ⻄之表市⻄町7068-2
⻄之表市 ホテル・レクストン種子島 ⻄之表市⻄之表16069
⻄之表市 マルミ食堂 ⻄之表市⻄町１
⻄之表市 みつわ寿司 ⻄之表市東町１
⻄之表市 メガ・タラッサ ⼤海 ⻄之表市東町7059-6
⻄之表市 焼肉ソウルキッチン ⻄之表店 ⻄之表市東町３９
⻄之表市 らーめん濱商 ⻄之表市⻄町48-1
⻄之表市 料理の美味しい宿旅館美春荘 ⻄之表市⻄之表7486-6
垂水市 “little things” in life 垂水市田神2617-33
垂水市 Farm to Table TARUMIZU 垂水市浜平２０３６−６
垂水市 味処海の桜勘 垂水市海潟643-14
垂水市 株式会社鹿児島銀行 垂水支店 垂水市本町26-1
垂水市 冠八屋 垂水市本城3882-1
垂水市 樹 垂水市上町124-3
垂水市 財宝健康保養センター薩摩明治村 垂水市浜平城内629
垂水市 株式会社サニーワールド 垂水市栄町13
垂水市 猿ヶ城ラドン温泉 垂水市新御堂鍋ヶ久保1337-10
垂水市 炭火焼肉×Yoshi 垂水市上町１２７番地
垂水市 有限会社 垂水喜鶴 垂水市旭町３５
垂水市 ティンカー・ベル 垂水市柊原114番地
垂水市 ふぁみり庵はいから亭寿司まどか垂水店 垂水市市木川崎40-2
垂水市 ほっかほっか亭 垂水店 垂水市本町53
垂水市 道の駅たるみず湯っ足り館 垂水市⽜根麓1038-1
垂水市 宮田屋珈琲垂水店 垂水市浜平2036-6 道の駅たるみず浜平2階
垂水市 焼き鳥宮田屋 垂水市上町１２７番地
垂水市 リブマックスリゾート桜島シーフロント 垂水市錦江町１−１９４
薩摩川内市 Bistrot le Saulieu 薩摩川内市⻄向田町17-19
薩摩川内市 Cafe＆ショップ和の郷 薩摩川内市港町6131-23 川内港高速船ﾀｰﾐﾅﾙ内
薩摩川内市 DiningMahalo 薩摩川内市⻄向田町12-18 東聖寺ビル1号室
薩摩川内市 Fire Ball 薩摩川内市向田本町3-8 1F
薩摩川内市 Lion Rock 薩摩川内市平佐1-60 Lion Rock
薩摩川内市 Ｎ白木屋 川内⻄口駅前店 薩摩川内市鳥追町5-12 松元ビル1階
薩摩川内市 Passo a Luna 薩摩川内市中福良町2562-2
薩摩川内市 restaurant J8 薩摩川内市⻄向田町15-5 2F
薩摩川内市 ToRoRi 薩摩川内市⻄向田町10-13
薩摩川内市 社会福祉法人愛和会 薩摩川内市永利町４３１１番地5
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薩摩川内市 旭交通株式会社 薩摩川内市花木町１４−１８
薩摩川内市 味の三筋 薩摩川内市神田町4-23
薩摩川内市 池見屋商店 薩摩川内市永利町１４５４−１
薩摩川内市 居酒屋 がき⼤将 薩摩川内市東向田町14-18
薩摩川内市 居酒屋 みらい 薩摩川内市横馬場町７−３０
薩摩川内市 いろり庵 薩摩川内市鳥追町１５−２２ １F
薩摩川内市 うなぎのやまげん 川内店 薩摩川内市若松町８−１９
薩摩川内市 エコパークかごしま 薩摩川内市川永野町6924-11
薩摩川内市 エンジョイ・コルネット 薩摩川内市湯島町3964
薩摩川内市 お好み焼・鉄板焼き てんがらもん 薩摩川内市横馬場町2-10サンシャインホテル１F
薩摩川内市 海鮮居酒屋まどか 薩摩川内市向田本町１２−８
薩摩川内市 快族酒場 白ひげ 薩摩川内市向田本町１０−１８
薩摩川内市 株式会社鹿児島銀行 入来支店 薩摩川内市入来町副田5950-7
薩摩川内市 株式会社鹿児島銀行 ⼤小路支店 薩摩川内市⼤小路町33-11
薩摩川内市 株式会社鹿児島銀行 川内支店 薩摩川内市⻄向田町16-7
薩摩川内市 株式会社鹿児島銀行 隈之城出張所 薩摩川内市矢倉町4231-2
薩摩川内市 株式会社鹿児島銀行 東郷代理店 薩摩川内市東郷町斧渕388-5
薩摩川内市 株式会社鹿児島銀行 樋脇代理店 薩摩川内市樋脇町塔之原1189-3
薩摩川内市 かごしま⿊豚とんかつ＆しゃぶしゃぶ  さつま花亭 薩摩川内市中郷3丁目76
薩摩川内市 鹿児島県職員生活協同組合 北薩店 薩摩川内市神田町1-22
薩摩川内市 カラオケＣＬＵＢＤＡＭ薩摩川内 薩摩川内市⻄向田町11-29
薩摩川内市 カラオケ薩摩女 薩摩川内市東向田町3-13⻘山ビル101号
薩摩川内市 カレーハウスCOCO壱番屋 鹿児島川内店 薩摩川内市上川内町４２２６−３
薩摩川内市 九州すし市場 川内店 薩摩川内市御陵下町3138
薩摩川内市 九州電力株式会社 川内営業所 薩摩川内市⻄向田町６番２６号
薩摩川内市 京風料理⼀休 薩摩川内市向田本町１１番１３号
薩摩川内市 居宅介護支援事業所 薩摩川内 薩摩川内市田崎町６３０‐３
薩摩川内市 グループホーム馥郁 薩摩川内市⼀丁目１１２番
薩摩川内市 グループホーム和 薩摩川内市中福良町2911-1
薩摩川内市 くろだるま 上川内店 薩摩川内市上川内町4663-7
薩摩川内市 ⿊豚とんかつ壱番館 薩摩川内市御陵下町３３−２２
薩摩川内市 社会福祉法人渓州会 薩摩川内市⻄⽅町3111番地
薩摩川内市 株式会社 祁答院土木 薩摩川内市祁答院町下手154
薩摩川内市 ケンタッキー・フライド・チキン川内店 薩摩川内市永利町712
薩摩川内市 珈琲倶楽部船倉 薩摩川内市白和町4-12
薩摩川内市 ゴールデン八光 川内店 薩摩川内市国分寺字中間6970
薩摩川内市 こたろう 薩摩川内市⻄向田町11-19
薩摩川内市 古⺠家・縁 薩摩川内市⻄⽅町２４１３
薩摩川内市 コメダ珈琲店 鹿児島川内店 薩摩川内市上川内町4231-1
薩摩川内市 サーティワンアイスクリーム 薩摩川内店 薩摩川内市⼤小路町32-1
薩摩川内市 サービス付き高齢者向け住宅 カーサ・ウィンズ 薩摩川内市田崎町６３０‐３
薩摩川内市 ⿂串三昧じんじん亭 薩摩川内市東向田町１４−１３
薩摩川内市 肴場かっちゃんファイヤー 薩摩川内市⻄向田町8-11
薩摩川内市 酒飲呑 良かにせ 薩摩川内市東向町１４−２０
薩摩川内市 茶寮ささの 薩摩川内市東郷町南瀬606-7
薩摩川内市 鹿tartan 薩摩川内市東向田町１４−１２
薩摩川内市 しもっごの里 薩摩川内市城上町１１９３−１
薩摩川内市 社会福祉法人三蔵会 薩摩川内市祁答院町上手500番地7
薩摩川内市 十八番薩摩川内店 薩摩川内市⻄向田町7-101 アクロスガーデン薩摩川内内
薩摩川内市 旬彩吉丸 薩摩川内市⻄向田町7-22 
薩摩川内市 小規模多機能型居宅介護 懐風舎 薩摩川内市田崎町630-16
薩摩川内市 仁合院 デイサービスセンター 薩摩川内市田崎町６３０−３
薩摩川内市 寿司の味楽 薩摩川内市東郷町斧渕２７５−１
薩摩川内市 スポーツカフェ＆バードリームパスポート 薩摩川内市⻄向田町１４−２３
薩摩川内市 スマイルキャンパスさつませんだい 薩摩川内市東開聞町３−１ 1階
薩摩川内市 炭匠だん 薩摩川内市向田本町2-6 トヤマビル1F
薩摩川内市 炭火焼肉さつま 薩摩川内市向田本町１１−１０
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薩摩川内市 炭火焼肉半次どん 薩摩川内市向田本町１１番１３号
薩摩川内市 石寿司 薩摩川内市⻄向田町１４−１８
薩摩川内市 せんだい耳鼻咽喉科 薩摩川内市高城町１９４５−１
薩摩川内市 川内とれたて市場 薩摩海食堂 薩摩川内市港町6131-23
薩摩川内市 川内山形屋食堂 薩摩川内市⻄向田町9-6
薩摩川内市 川内山形屋店 焼きそばコーナー 薩摩川内市⻄向田町9-6
薩摩川内市 そば喜庵 薩摩川内市鳥追町1-1
薩摩川内市 ⼤豆の華 薩摩川内市田海町451-1
薩摩川内市 ダイソー薩摩川内店 薩摩川内市山之口町４５０９−１
薩摩川内市 だいにんぐ 月のうさぎ 薩摩川内市神田町6-31
薩摩川内市 だいにんぐ味彩 薩摩川内市神田町５−１４さいしえんコーポ１０３
薩摩川内市 高江未来学校 薩摩川内市高江町654-1
薩摩川内市 デイサービスセンター田海園 薩摩川内市城上町９７５０−７
薩摩川内市 東横イン薩摩川内駅東口 薩摩川内市平佐１−１５
薩摩川内市 特別養護⽼人ホーム 仁合院 薩摩川内市田崎町630−3
薩摩川内市 特別養護⽼人ホーム白寿園 薩摩川内市中福良町2911-1
薩摩川内市 株式会社中川製作所 樋脇工場 薩摩川内市樋脇町塔之原10414
薩摩川内市 南洋亭 薩摩川内市⻄向田町７−２１
薩摩川内市 ⻄日本興業株式会社 薩摩川内市永利町４５６８−２
薩摩川内市 日本料理 柏木 薩摩川内市花木町１４番１９号
薩摩川内市 認知症対応型デイサービス いきいきハウス東郷 薩摩川内市東郷町斧淵３９８番地１
薩摩川内市 眠りの専門店 マイまくら 川内店 薩摩川内市平佐町1935-1
薩摩川内市 白寿園デイサービスセンター 薩摩川内市中福良町2911-1
薩摩川内市 白寿園訪問入浴サービス 薩摩川内市中福良町2911-1
薩摩川内市 ビジネスステイ 薩摩川内市神田町２−３３
薩摩川内市 広島お好み焼 烏小島 薩摩川内市⻄向田町１０−２５ 尾崎ビル
薩摩川内市 備⻑炭焼じもん 薩摩川内市⻄向田町15-8 
薩摩川内市 ふぁみり庵はいから亭寿司まどか川内店 薩摩川内市原田町32-8
薩摩川内市 風楽の家 薩摩川内市田崎町630‐18
薩摩川内市 ふく福川内店 薩摩川内市東⼤小路町40-23
薩摩川内市 武家茶房 Ｍｏｎｊｏ 薩摩川内市入来町浦之名５６−２
薩摩川内市 ホテル オートリ 薩摩川内市白和町１−２０
薩摩川内市 ホテルグリーンヒル 薩摩川内市樋脇町市比野250
薩摩川内市 ホテルサテライト 薩摩川内市東向田町７−２４
薩摩川内市 ホテルルートイン薩摩川内 薩摩川内市⻄向田町1-7
薩摩川内市 みつい家珈琲店寿樹 薩摩川内市永利町
薩摩川内市 モスバーガー プラッセ川内店 薩摩川内市矢倉町4213-1
薩摩川内市 焼肉なべしま 川内原田店 薩摩川内市原田町20-10
薩摩川内市 有料⽼人ホームとうみ 薩摩川内市五代町７１０２−２
薩摩川内市 洋服の⻘山 薩摩川内店 薩摩川内市矢倉町4437-1
薩摩川内市 ラ・フルッタ 薩摩川内市横馬場町９−２
薩摩川内市 ラウンジ マシェリ 薩摩川内市向田町2-9
薩摩川内市 爛舞 薩摩川内市東開聞町2-12
薩摩川内市 リゾートホテル ホワイトハウス 薩摩川内市祁答院町藺牟田５２１３−１
薩摩川内市 旅館 薩摩の里 薩摩川内市樋脇町市比野４１３４番地
薩摩川内市 レストラン・ル・リヴィエル 薩摩川内市城上町869−4
薩摩川内市 レストラン岡倉 薩摩川内市樋脇町市比野2365
薩摩川内市 ロイヤルイン川内 薩摩川内市⼤小路町８番１９号
薩摩川内市 和風るーむ すずらん 薩摩川内市東向田町6-17
日置市 EXPERT 日置市伊集院町飯牟礼１７３９−２
日置市 ISO COFFEE STAND 日置市伊集院町下神殿87-1
日置市 アリラン飯店⼤川 日置市伊集院町猪鹿倉1-11-5
日置市 有限会社 家むら 日置市伊集院町下⾕口２１２４−３
日置市 居酒屋 しのぶ 日置市伊集院町下⾕口２１３６
日置市 ⿂⺠ 伊集院ソレイユタウン店 日置市伊集院町徳重3-9-1 山忠ビル1階
日置市 江口蓬莱館 日置市東市来町伊作田7425-5
日置市 ⼤蛸 伊集院店 日置市伊集院町猪鹿倉802ニシムタ伊集院店1階テナント
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日置市 介護⽼人福祉施設 やはずの里 日置市伊集院町飯牟礼369番1号
日置市 回転寿司横綱 日置市東市来町湯田2627
日置市 株式会社鹿児島銀行 伊集院支店 日置市伊集院町下⾕口2007-1
日置市 株式会社鹿児島銀行 吹上支店 日置市吹上町中原2849-5
日置市 株式会社鹿児島銀行 湯之元支店 日置市東市来町湯田3255-2
日置市 九州すし市場 伊集院店 日置市伊集院町郡2丁目24
日置市 ケンタッキー・フライド・チキン グラード伊集院店 日置市伊集院町徳重3-11-1
日置市 国⺠宿舎吹上砂丘荘 日置市吹上町今田１００４−３
日置市 有限会社 児島写真館 日置市伊集院町徳重403-5
日置市 古⺠家でおもてなし ひる膳 多宝庵 日置市吹上町中原３３４２
日置市 薩摩味市場 極 伊集院店 日置市伊集院町徳重１丁目16-1
日置市 讃岐うどん松家 日置市日吉町日置751
日置市 四季折々 ゆのはな 日置市東市来町湯田３０７３−７
日置市 十八番館 日置市伊集院町下⾕口1970
日置市 障害者支援センターうめの里 日置市日吉町日置197番地
日置市 寿しのはしぐち 日置市伊集院町下⾕口2124
日置市 寿司まどか伊集院店 日置市伊集院町徳重1丁目16-10
日置市 そば茶屋吹上庵 吹上店 日置市吹上町与倉3097-5
日置市 種 日置市東市来町美山１５５４−１
日置市 チェリーゴルフ鹿児島シーサイドコース 日置市東市来町伊作田6000
日置市 有限会社中園建設工業 日置市東市来町湯田２９２０−１
日置市 日本料理 徳光軒 日置市伊集院町徳重414-4
日置市 有限会社野元 日置市伊集院町郡2058-10
日置市 ひまわりラーメン 日置市伊集院町⽵之山7-2
日置市 ふく福伊集院店 日置市伊集院町下⾕口2070
日置市 本格派インド料理シバ 日置市伊集院町郡２ー６０
日置市 香港ダイニングしゅうふくえん 日置市吹上町永吉13409-2
日置市 松家 日置市日吉町日置751
日置市 麺どころさつま 東市来店 日置市東市来町⻑里2249-15
日置市 麺屋剛伊集院店 日置市伊集院町⻨生田698
日置市 焼肉たべもの処 松風 日置市伊集院町猪鹿倉９６−４
日置市 焼肉なべしま 伊集院店 日置市伊集院町下⾕口2070
日置市 焼肉ぱるぱる 日置市郡２−９２
日置市 株式会社 山形屋ストア妙円寺店 日置市伊集院町妙円寺⼀丁目１１５番１号
日置市 社会福祉法人 佑心会 日置市吹上町小野１４８２番地１
日置市 洋食ハウス グッド・ヒル 日置市伊集院町郡1258-1
日置市 有限会社 ランタン 日置市東市来町湯田３２７８−２
日置市 和食ダイニング雅流 日置市伊集院町徳重3-6-1
曽於市 BASE CAFE 曽於市末吉町深川１１０４６―１
曽於市 Ｋ'ｓキッチン ポワソンルージュ 曽於市財部町下財部６２４６−１
曽於市 Ｌｕｃｅ 曽於市末吉町岩崎986
曽於市 Ranaラーナ 曽於市末吉町新町１丁目９−１４
曽於市 炙り家 みずほ 曽於市⼤隅町月野3924-1
曽於市 ⼤藏寺 曽於市末吉町二之⽅2161番地
曽於市 社会福祉法人おおすみ会 有料⽼人ホーム ウェルリンク 曽於市⼤隅町月野1583-2
曽於市 岡崎食堂 曽於市末吉町ニノ⽅2157
曽於市 株式会社鹿児島銀行 岩川支店 曽於市⼤隅町岩川6515
曽於市 株式会社鹿児島銀行 末吉支店 曽於市末吉町上町4-4-18
曽於市 株式会社鹿児島銀行 財部支店 曽於市財部町南俣11367-2
曽於市 樹心こども園 曽於市末吉町二之⽅2125番地
曽於市 ⿊豚料理 やごうろう亭 曽於市⼤隅町岩川６１３４−１
曽於市 ご馳走処でたん 曾於市末吉町新町1丁目6-17
曽於市 末吉デイサービスセンター 曽於市末吉町二之⽅３９９０番地３
曽於市 炭焼 絆里 曽於市末吉町南之郷275-4
曽於市 炭焼酒家ちょーさん 曽於市末吉町本町１−５−２
曽於市 ⼀般社団法人曽於市観光協会 曽於市末吉町深川１１０５０−１
曽於市 たか森カフェ 曽於市財部町北俣５４１０ー１
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曽於市 ヘアーサロンクラトミ 曽於市⼤隅町岩川4976-2
曽於市 マックスバリュエクスプレス末吉店 曽於市末吉町二之⽅6032-1
曽於市 株式会社メセナ末吉 四季祭市場  曽於市末吉町深川11051-1
霧島市 ancafe 霧島市国分中央３−９−６ 味里ビル1Ｆ
霧島市 BACK FIELD COFFEE 霧島市国分向花町3-2-46
霧島市 BodyセラピーSalon  ｇ−va 霧島市隼人町見次1300番地2 ドラゴンポート88 20D-1
霧島市 Bou Jeloud   イオン隼人国分ショッピングセンター店 霧島市隼人町見次1229 イオン隼人国分ショッピングセンター1F
霧島市 Cafe le Parisien(カフェ ル パリジャン) 霧島市国分中央３ー１３ー１７
霧島市 Cafe 天使のつまみぐい 霧島市牧園町高千穂３９１７−６５１
霧島市 Cheers 霧島市国分中央３丁目２９ー７ とどろきビル１階 
霧島市 CHIPPER CHIT 霧島市隼人町見次1229 イオン隼人国分店１F
霧島市 Green Tea Fields  芳香園 霧島市隼人町見次1229 イオン隼人国分店1F
霧島市 Herbs いやしのお家 霧島市隼人町東郷1-291
霧島市 KITCHEN Q 霧島市隼人町小浜２３２０−１
霧島市 Lumirer 霧島市国分中央3-13-17
霧島市 MBC国分住宅展示場（ヤマサモデルハウス） 霧島市国分野口⻄9-38(隼人国分イオン隣)
霧島市 nail salon fairy 霧島市隼人町住吉525 アミーウN 101号
霧島市 SKY CAFE KAGOSHIMA 5G喫茶 霧島市溝辺町麓８２２
霧島市 SKY CAFE KAGOSHIMA 8G喫茶 霧島市溝辺町麓８２２
霧島市 Takeout＆Retailshopととろのかさ 霧島市隼人町住吉366−3
霧島市 赤から霧島店 霧島市国分中央３−１６−１１
霧島市 アクティブリゾーツ霧島 霧島市霧島田口2703-5
霧島市 旭交通株式会社 霧島市国分中央二丁目15-25
霧島市 アパホテル<鹿児島国分> 霧島市国分中央3丁目41-23
霧島市 アリスカフェ 霧島市隼人町⻄光寺2460-1
霧島市 イオンカード受付カウンター 霧島市隼人町見次1229
霧島市 イオン隼人国分店 霧島市隼人町見次1229
霧島市 いざか家商店 座･寿鈴 霧島市国分中央3丁目35-20-1
霧島市 居酒屋 よい亭 霧島市国分中央3丁目11-21国分令和ビル103
霧島市 居酒屋 若⼤将 霧島市国分中央３丁目３４−１
霧島市 居食屋 中吉 霧島市国分中央３丁目３４−１
霧島市 無花果 霧島市隼人町内１４４０
霧島市 有限会社岩切美巧堂 霧島市国分中央4-18-2
霧島市 上野原縄文の森 霧島市国分上野原縄文の森1番1号
霧島市 植山水産 霧島市隼人町真孝781
霧島市 ⿂⺠ 霧島山形屋前店 霧島市国分中央3-11-18 赤塚ビル1階
霧島市 うなぎの尾⽅ 霧島市国分福島３丁目１４−１
霧島市 海船ぶた丸 霧島市国分中央３丁目7-22 ⼤屋ビル１階
霧島市 エーアーべーショップ イオン隼人国分店 霧島市隼人町見次1229 イオン隼人国分店2階
霧島市 江口家 霧島市霧島田口２４５８−７
霧島市 株式会社 エルグ・テクノ 霧島市国分野口⻄2-5
霧島市 ⼤空食堂 霧島市溝辺町麓822鹿児島空港ビル2階
霧島市 お食事処⼀茶 霧島市国分中央3-14-5
霧島市 おむらいす亭イオン隼人国分店 霧島市隼人町見次1229 イオン隼人国分店内1階
霧島市 オリバー 霧島市隼人町真孝4-3
霧島市 おりはし旅館 霧島市牧園町下中津川2233
霧島市 介護付有料⽼人ホーム今日館 霧島市隼人町住吉188
霧島市 かき小屋酒場 牡蠣よし 霧島市国分中央３丁目２９ー７ とどろきビル１階 
霧島市 かき小屋匠ちゃん 霧島市国分川内513−1
霧島市 鹿児島餃子の王将 国分店 霧島市国分野口東８−４７
霧島市 株式会社鹿児島銀行 鹿児島空港出張所 霧島市溝辺町麓822
霧島市 株式会社鹿児島銀行 霧島代理店 霧島市霧島⼤窪384-6
霧島市 株式会社鹿児島銀行 国分北出張所 霧島市国分向花146-1
霧島市 株式会社鹿児島銀行 国分支店 霧島市国分中央3-10-21
霧島市 株式会社鹿児島銀行 国分⻄支店 霧島市国分広瀬2-5-44
霧島市 株式会社鹿児島銀行 高千穂代理店 霧島市牧園町高千穂3864-70
霧島市 株式会社鹿児島銀行 隼人支店 霧島市隼人町内山田1-3-23
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霧島市 株式会社鹿児島銀行 隼人南支店 霧島市隼人町真孝200-2
霧島市 株式会社鹿児島銀行 日当山支店 霧島市隼人町内1546-1
霧島市 株式会社鹿児島銀行 福山代理店 霧島市福山町福山2726-5
霧島市 株式会社鹿児島銀行 牧園支店 霧島市牧園町宿窪田2093-3
霧島市 株式会社鹿児島銀行 牧之原代理店 霧島市福山町福山4690-5
霧島市 株式会社鹿児島銀行 溝辺代理店 霧島市溝辺町有川274-1
霧島市 株式会社鹿児島銀行 横川代理店 霧島市横川町中ノ306-1
霧島市 かごしま空港ホテル 霧島市溝辺町麓６１６−１
霧島市 鹿児島第⼀医療リハビリ専門学校 霧島市国分中央⼀丁目１２−４２
霧島市 鹿児島第⼀中学校・高等学校 霧島市国分府中２１４番地
霧島市 鹿児島ラーメン みよし家 空港バイパス店 霧島市隼人町⻄光寺１０１６−１
霧島市 鹿児島ラーメン みよし家 本店 霧島市福山町福山４７０７
霧島市 鹿児島ラーメン みよし家 牧之原店 霧島市国分上之段362−3
霧島市 鹿児島ラーメン我流風イオン隼人国分店内 霧島市隼人町見次1229 イオン隼人国分店内
霧島市 かつ庵 霧島隼人店 霧島市隼人町見次1010-4
霧島市 活⿂旬彩 馬酔木 国分店 霧島市溝辺町崎森2796-1
霧島市 かつや国分広瀬店 霧島市国分広瀬2丁目5-36
霧島市 カフェランテ「a piacere 」 霧島市隼人町真孝713-2
霧島市 カフェレスト異人館 霧島市溝辺町麓２７９−２
霧島市 カラオケ⻘⼤将 霧島市国分中央３丁目３４−１
霧島市 カワイ音楽教室 イオン隼人国分教室 霧島市隼人町見次1229 ２階
霧島市 キッチンさつま 霧島市溝辺町麓822鹿児島空港ビル内
霧島市 九州電力株式会社 霧島営業所 霧島市国分野口東１番５０号
霧島市 ぎゅう太 霧島店 霧島市国分新町１丁目１０−２９−２
霧島市 ⽜ちゃん霧島店 霧島市国分中央６丁目１−３ニューイングビル１F
霧島市 霧島温泉ソサエティ 霧島市牧園町高千穂３９１７−５１１
霧島市 霧島こうじ蔵GEN 霧島市溝辺町麓８７６−１５
霧島市 霧島国際ホテル 霧島市牧園町高千穂3930-12
霧島市 霧島市立国分郷土館 霧島市国分上小川3819
霧島市 霧島市立隼人塚史跡館 霧島市隼人町内山田287-1
霧島市 霧島市立隼人歴史⺠俗資料館 霧島市隼人町内2496
霧島市 霧島神話の里公園（道の駅霧島レストラン） 霧島市霧島田口２５８３−２２
霧島市 霧島⼤地ごはん 霧島市牧園町宿窪田２１２５−１
霧島市 きりしま畜産 霧島市国分中央5丁目8-30
霧島市 きりしま畜産 はなれ 霧島市国分中央5丁目10-2 
霧島市 きりしま畜産 ホルモン市場 霧島市国分中央8-15 花牟礼ビル
霧島市 霧や櫻や 霧島市国分野口⻄４５６番１
霧島市 金海堂イオン隼人国分店 霧島市隼人町見次1229 イオン隼人国分店1階
霧島市 くいもんや花いちもんめ 霧島市牧園町高千穂３８６４−３８７
霧島市 空港自動車学校 霧島市隼人町内２３５２番地１
霧島市 串揚げ専門 串庵 霧島市国分中央３丁目6-7
霧島市 靴の尚美堂 イオン隼人国分店 霧島市隼人町見次1229
霧島市 くら寿司 霧島隼人店 霧島市隼人町見次532-1
霧島市 グループホーム・小規模多機能ホーム  みどりの風 霧島市横川町中ノ５６４５番地１
霧島市 グルメプラザ隼人国分店 霧島市隼人町見次1229 イオン隼人国分ｼｮｯﾋﾟﾝｸﾞｾﾝﾀｰ１階ﾌｰﾄﾞｺｰﾄ内
霧島市 くろず情報館「壺畑」 霧島市福山町福山3075
霧島市 ⿊酢レストラン ⿊酢の郷桷志田 霧島市福山町福山⼤田311-2
霧島市 くろずレストラン「壺畑」 霧島市福山町福山3075
霧島市 くろだるま 国分店 霧島市国分野口北3-1705-１
霧島市 医療法人 健秀会 たまいクリニック 霧島市隼人町真孝111
霧島市 ケンタッキー・フライド・チキン国分店 霧島市国分野口⻄5-22
霧島市 国分生協病院 デイケアいきいき 霧島市国分中央3丁目38-14
霧島市 コメダ珈琲店 鹿児島国分店 霧島市国分野口町4-26
霧島市 (株)ゴンゼレス 霧島市隼人町見次1229 イオン隼人国分店1階
霧島市 サーティワンアイスクリーム イオン隼人国分店 霧島市隼人町見次1229
霧島市 彩華  霧島市溝辺町麓822鹿児島空港国内線３階
霧島市 さつま揚げの別甲屋 イオン隼人国分店 霧島市隼人町見次1229 イオン隼人国分1Ｆ
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霧島市 佐藤医院 通所リハビリテーション 霧島市溝辺町有川３２７−２
霧島市 ざぼんラーメン 溝辺店 霧島市溝辺町麓字枝迫２３９９−１
霧島市 三代目網元 さかなや道場 霧島国分店 霧島市国分中央三丁目24-2 八坂ビル1階
霧島市 四季の宴 和くうかん 霧島市国分野口東１１０１番
霧島市 自然派れすとらん 野のいぶき 霧島市国分中央三丁目45-1国分シビックセンター8階
霧島市 じゅうじゅうカルビ霧島隼人店 霧島市隼人駅東地区土地区画整理事業仮換地１街区ｱｸﾛｽﾌﾟﾗｻﾞ隼人内
霧島市 十八番霧島隼人店 霧島市隼人町真孝5-1
霧島市 ジュエルカフェ イオン隼人国分店 霧島市隼人町見次1229イオン隼人国分SC１F
霧島市 旬彩お届け料理 あしび 霧島市溝辺町崎森2796-1
霧島市 医療法人春成会 鵜木医院 霧島市国分中央三丁目１９番１５号
霧島市 医療法人春成会 介護⽼人保健施設アメニティ国分 霧島市国分重久３６１番地１
霧島市 食膳 米米⻨⻨ 霧島市溝辺町麓８２２鹿児島空港ビル内
霧島市 食膳工房茉莉花 霧島市国分剣之宇都町１８３−１
霧島市 食堂マチルダ 霧島市国分中央3丁目12-10BKビル1
霧島市 新国分MBCハウジングフェアモデルハウス 霧島市国分野口⻄9-38(隼人国分イオン隣)
霧島市 スカイハイ 霧島市隼人町見次251-1
霧島市 数寄の宿 野鶴亭 霧島市隼人町東郷１−８
霧島市 寿司まどかコープ国分店 霧島市国分府中町1-53-4
霧島市 寿司まどか国分広瀬店 霧島市国分広瀬2丁目5-32
霧島市 スシロー霧島隼人店 霧島市隼人町見次５４８-１
霧島市 すし魯くら 霧島市国分中央3-11-21
霧島市 スタジオハマヤ イオン隼人国分店 霧島市隼人町見次1229 イオン隼人国分店１階
霧島市 ステーキ本舗霧島店 霧島市隼人町見次５７２−１
霧島市 精光堂 霧島市隼人町見次1229 イオン隼人国分２階
霧島市 そば茶屋吹上庵 空港バイパス店 霧島市隼人町⻄光寺山王前1342-1
霧島市 そば茶屋吹上庵 隼人中央店 霧島市隼人見次高免1180-1
霧島市 そば屋吉 霧島市国分重久999-3
霧島市 ダイソーイオン隼人国分店 霧島市隼人町見次１２２９
霧島市 タピオカカフェ 霧島市国分中央3-3-6福山ビル101
霧島市 地域密着型特別養護⽼人ホームみどりの里 霧島市横川町中ノ５６４５番地１
霧島市 ちづる 霧島市国分中央3-6-11
霧島市 チャイニーズキッチン担担パティオ店 霧島市国分中央５丁目610パティオ内
霧島市 ちゃんこ霧島 霧島市国分中央5丁目8-18
霧島市 中国家庭料理担担 霧島市隼人町見次３２５番地１
霧島市 中国料理 ⻘菜 霧島市国分中央3丁目２４−３０
霧島市 デイサービスみそめの里 霧島市溝辺町有川３２７−１０
霧島市 手打ちそば 元寿庵 霧島市隼人町野久美田304
霧島市 特別養護⽼人ホーム 横川緑風園 霧島市横川町中ノ5645番地1
霧島市 どったんばっ炭 霧島市隼人町東郷１−３１９−２
霧島市 ドトール 鹿児島空港店 霧島市溝辺町麓822鹿児島空港ビル1階
霧島市 ドミノピザ 霧島店 霧島市隼人町見次1257-3
霧島市 鳥金 霧島市国分野口北４ー5
霧島市 トレグラッポリ 霧島市隼人町内1063-1
霧島市 とんかつ⽵亭 イオン隼人国分店 霧島市隼人町見次佛田1229
霧島市 鶏のみやま 国分南販売所 霧島市国分山下町25-1
霧島市 鶏のみやま 隼人発送販売所 霧島市隼人町真孝11-1
霧島市 ネッツトヨタ南九州株式会社 国分隼人店 霧島市隼人町見次１１２５−１
霧島市 眠りの専門店 マイまくら イオン隼人国分店 霧島市隼人町見次1229番地
霧島市 年輪堂 霧島市牧園町持松６９０−５
霧島市 ノアコーヒー 霧島市隼人町内1449-1
霧島市 バージョンハウス 霧島市国分野口東3番16号
霧島市 バースデイイオン隼人国分 霧島市隼人町見次1229
霧島市 ハッピー 霧島市隼人町見次13-2
霧島市 はなの舞 国分駐屯地店 霧島市国分福島2-4-14隊員クラブ
霧島市 隼人国分イオンチャンスセンター 霧島市隼人町見次1229
霧島市 バレルバレーPRAHA & GEN 霧島市溝辺町麓８７６−１５
霧島市 株式会社肥後産業 鹿児島空港支店 霧島市隼人町⻄光寺字東免2427-25
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霧島市 株式会社肥後産業 隼人支店 霧島市隼人町眞孝字⼤宝1715-2
霧島市 日当山無垢食堂 霧島市隼人町内１４８７−１
霧島市 ひものcafe‐酒元水産直売所‐ 霧島市隼人町真孝2738−４
霧島市 ふぁみり庵はいから亭国分店 霧島市国分中央3丁目35-8
霧島市 フードコート ウイング 霧島市溝辺町麓822鹿児島空港ビル1階
霧島市 フェスティバロイオン隼人国分店 霧島市隼人町見次１２２９
霧島市 ふく福空港店 霧島市溝辺町麓822 鹿児島空港内
霧島市 ふく福国分店 霧島市国分中央3-41-15
霧島市 福山酢醸造株式会社 霧島市福山町福山３５５９番地
霧島市 ふたき 霧島市隼人町姫城６２７ー３
霧島市 ブライトンコート旅館 霧島市国分中央１−２−７
霧島市 ブリティッシュパブGAJA 霧島市国分中央3丁目7-24
霧島市 株式会社ブルグラス 霧島市国分下井2299-10
霧島市 ブレカフェ 霧島市国分中央1-3-9
霧島市 株式会社 フロンティア霧島 ⿊豚の館 霧島市霧島永水４９６２
霧島市 株式会社保険見直し本舗 隼人国分イオン店 霧島市隼人町見次1229イオン隼人国分ショッピングセンター１Ｆ
霧島市 補習塾アヴァンセ 霧島市国分姫城南9-23-102
霧島市 ほっかほっか亭 国分中央東店 霧島市国分中央4丁目9番1号
霧島市 ほっかほっか亭 国分広瀬店 霧島市国分広瀬2丁目12番19号
霧島市 ホテル セルシオ 霧島市隼人町⻄光寺２４４２−６
霧島市 ホテル ネクステージ 霧島市国分中央３丁目４０番５３号
霧島市 株式会社ホテル京セラ 霧島市隼人町見次1409-１
霧島市 ホテル国分荘 霧島市国分中央3-24-16
霧島市 ホリデイスポーツクラブ霧島 霧島市隼人町見次1192-1
霧島市 ボンジュール 霧島市国分中央３丁目３９番２１号
霧島市 まことラーメン 霧島市溝辺町有川730-1
霧島市 マックスバリュエクスプレス松木店 霧島市国分中央5丁目20番52号
霧島市 マックスバリュ国分店 霧島市国分中央1丁目27番5号
霧島市 マテリアランチ.com 霧島市霧島田口2458-8
霧島市 株式会社丸俊 国分店 霧島市国分中央３丁目９−１３
霧島市 ミカドコーポレーション株式会社 鹿児島防護柵作業所 霧島市国分 下井 字 会田984-1
霧島市 溝辺パーキングエリア上り線 霧島市溝辺町三縄906-3
霧島市 株式会社 南九州沖縄クボタ 霧島市溝辺町崎森973番地１
霧島市 みやけ写真館 霧島市国分中央6-4-39
霧島市 みやま本舗 霧島店 霧島市霧島田口1611-10
霧島市 みやま本舗 国分店 霧島市国分中央３丁目14-9
霧島市 妙見田中会館 霧島市牧園町下中津川１番地
霧島市 ⺠宿 みちや荘 霧島市牧園町高千穂3855-118
霧島市 恵屋プラス隼人店 霧島市隼人町見次３００−２
霧島市 めっけもん国分店 霧島市国分中央1-27-4 ライフガーデン内
霧島市 麺処 たべん菜 霧島市溝辺町崎森字宇都957-1
霧島市 モーリーファンタジー 霧島市隼人町見次1229 イオン2F
霧島市 モスバーガー 隼人店 霧島市隼人町見次９８６−１
霧島市 モツラブ 霧島市国分中央3丁目25-3
霧島市 焼肉きんぐ霧島店 霧島市隼人町見次字須ノ木553-1
霧島市 焼肉厨房わきもと 霧島市牧園町高千穂３８８５ー７３
霧島市 焼肉なべしま 国分店 霧島市国分中央１丁目27-32
霧島市 焼肉なべしま 隼人店 霧島市隼人町見次519-1
霧島市 山形屋食堂 エアポート店  霧島市溝辺町麓822鹿児島空港国内線２階
霧島市 株式会社 山形屋ショッピングプラザ隼人店 霧島市隼人町真孝１５８番１号
霧島市 やよい軒 霧島国分店 霧島市国分野口東3‐41
霧島市 やよい軒 隼人店 霧島市隼人町見次1216‐5
霧島市 優湯庵 霧島市隼人町姫城1-177
霧島市 有料⽼人ホーム たかやの森 霧島市溝辺町有川３２７−１０
霧島市 湯けむりダイニングトントン亭 霧島市牧園町高千穂3878−１１４霧島温泉市場2F
霧島市 遊食豚彩いちにいさん国分店 霧島市国分野口⻄540-3
霧島市 溶岩焼 鳥金 霧島市国分野口北4番地5号
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霧島市 洋服の⻘山 国分店 霧島市国分府中町32番28号
霧島市 横川郷土館 霧島市横川町中ノ１９２−７
霧島市 横川公⺠館 霧島市横川町中ノ１９２−７
霧島市 横川体育館 霧島市横川町中ノ３３９２−３
霧島市 合同会社ライフエイド リハビリデイサービス隼人国分 霧島市国分野口⻄289番地
霧島市 来来亭 霧島店 霧島市国分中央3丁目39番13号
霧島市 リハケアガーデン国分 霧島市国分中央４丁目１２番２２号
霧島市 料亭旅館 ⽵千代霧島別邸 霧島市霧島田口2465
霧島市 リラクゼーションサロン アロマガーデン 霧島市隼人町姫城２丁目117-3
霧島市 リンガーハット鹿児島隼人店 霧島市隼人町見次300-1
霧島市 レストランすまいる 霧島市隼人町東郷荒瀬１３２１−３１
霧島市 ロイヤルイン国分 霧島市国分府中町35-43
霧島市 ロイヤル鹿児島空港店 霧島市溝辺町麓822
霧島市 ロイヤルスカイガーデンカフェ 霧島市溝辺町麓822番地鹿児島空港ビル３階
霧島市 ワールドプラス隼人ジム 霧島市隼人町見次427-1アクロスプラザ隼人内
霧島市 和食 肴菜屋もっか 霧島市国分中央3-14-8
霧島市 忘れの里 雅叙苑 霧島市牧園町宿窪田４２３０
いちき串木野市 ChocolatehouseSamurai いちき串木野市別府4289-4
いちき串木野市 Rosso いちき串木野市昭和通１８３−１
いちき串木野市 有限会社 朝日屋・やぐら寿司 いちき串木野市春日町112
いちき串木野市 味処ぎおん いちき串木野市湊町⼀丁目150
いちき串木野市 市来えびす市場 いちき串木野市湊町1丁目99番地
いちき串木野市 エステティックサロンShiki いちき串木野市昭和通１８３−２
いちき串木野市 株式会社鹿児島銀行 串木野支店 いちき串木野市旭町56
いちき串木野市 かっ烹  石の花 いちき串木野市緑町119-3
いちき串木野市 観音茶屋 いちき串木野市湊町２丁目１２４６番地
いちき串木野市 串木野市漁業協同組合 海鮮まぐろ家 いちき串木野市上名3018-3
いちき串木野市 有限会社 串木野自動車教習所 いちき串木野市⻄塩田町６３−２
いちき串木野市 クレープカフェ iテラス いちき串木野市曙町95 iビル2階
いちき串木野市 株式会社こうき動物病院 いちき串木野市上名55番地
いちき串木野市 ごもんちゃんラーメン いちき串木野市別府４００９ー１
いちき串木野市 サクラカネヨ直売所 いちき串木野市⼤里3868
いちき串木野市 四季美容室 いちき串木野市昭和通１８３−２
いちき串木野市 焼酎蔵 薩州濱田屋伝兵衛 いちき串木野市湊町４丁目１番地
いちき串木野市 焼酎蔵 薩摩金山蔵 いちき串木野市野下１３６６５
いちき串木野市 ダイソー鹿児島串木野店 いちき串木野市東塩田町１番地
いちき串木野市 だいにんぐ味彩 いちき串木野市曙町24
いちき串木野市 デイサービス 音いろ いちき串木野市川上４４−４
いちき串木野市 てっちゃんそば いちき串木野市湊町３丁目１０００番地
いちき串木野市 ぴあ いちき串木野市栄町188-2
いちき串木野市 まぐろ料理専門店松榮丸 いちき串木野市八房3141-1
いちき串木野市 株式会社満留建設 いちき串木野市野元21809
いちき串木野市 麺どころさつま 串木野店 いちき串木野市照島5079
いちき串木野市 モスバーガー 串木野店 いちき串木野市照島5064-1
いちき串木野市 焼肉なべしま 串木野店 いちき串木野市⼤原町４番地
いちき串木野市 吉見天寿堂薬局 いつき串木野市栄町２９
いちき串木野市 和風れすとらん 和楽路 いちき串木野市昭和通116
南さつま市 agri cafe nanpuu 南さつま市金峰町高橋３０７５−１３
南さつま市 Cafe poturi 南さつま市加世田武田１８２７８−１
南さつま市 Ｌｕｎｃｈ＆Ｃａｆｅ 海のキッチン 南さつま市坊津町泊９２８９
南さつま市 インドカレー ナマステ 南さつま市加世田本町２５−５
南さつま市 株式会社鹿児島銀行 ⼤浦代理店 南さつま市⼤浦町7256-1
南さつま市 株式会社鹿児島銀行 加世田支店 南さつま市加世田本町20-12
南さつま市 株式会社鹿児島銀行 万世代理店 南さつま市加世田唐仁原6002
南さつま市 鹿児島県職員生活協同組合 薩南病院店 南さつま市加世田高橋1968-4
南さつま市 鹿児島県職員生活協同組合 南薩店 南さつま市加世田東本町8-13
南さつま市 韓国料理 味樹家 南さつま市加世田東本町30-7
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南さつま市 キッチンCafeはる 南さつま市加世田川畑１１８０７
南さつま市 九州電力株式会社 加世田営業所 南さつま市加世田地頭所町１番地５
南さつま市 越路浜食堂 南さつま市⼤浦町28902-1
南さつま市 コメダ珈琲店 南さつま加世田店 南さつま市加世田地頭所町25-5
南さつま市 秀風会（障害者支援施設 光の里） 南さつま市加世田高橋2190
南さつま市 寿司まどか加世田店 南さつま市加世田本町1-7
南さつま市 ダイソー鹿児島加世田店 南さつま市加世田東本町４−１３
南さつま市 ドライブイン⼤浦 南さつま市⼤浦町２９５００−２
南さつま市 眠りの専門店 マイまくら 加世田店 南さつま市加世田内山田243
南さつま市 パンディータ  南さつま市加世田村原2丁目１２の２
南さつま市 ふく福加世田店 南さつま市加世田地頭所652-1
南さつま市 ほっかほっか亭 加世田中央店 南さつま市加世田東本町1-1
南さつま市 焼き肉、定食、丼物、豚葫蘆 南さつま市加世田本町15-1
南さつま市 焼肉かごしま加世田店 南さつま市加世田本町１３−６
南さつま市 焼肉なべしま 加世田店 南さつま市加世田東本町１番１３号
南さつま市 遊楽食とみなが 南さつま市加世田本町４２−１４
南さつま市 ラーメン豚葫蘆 南さつま市加世田本町15-1
南さつま市 ラウンジぽん太 南さつま市加世田本町５番地1
南さつま市 レストラン グルマン ブルドッグ 南さつま市加世田川畑２３５９−２
南さつま市 和タリアンＫｉｔｃｈｅｎれがーろ 南さつま市加世田本町３１番地１
志布志市 味人膳 志布志市志布志町志布志2-9-12
志布志市 居酒屋 白鶴志布志店 志布志市志布志町志布志３丁目２２番２８号
志布志市 イタリアントマトカフェジュニア鹿児島志布志店 志布志市志布志町志布志2-14-14島津ビル １F
志布志市 オフィスＫ志布志(GoodyGroupCompany合同会社) 志布志市志布志町志布志３丁目３番１４号
志布志市 株式会社鹿児島銀行 有明代理店 志布志市有明町野井倉1397-1
志布志市 株式会社鹿児島銀行 志布志支店 志布志市志布志町志布志2-18-5
志布志市 菅公学生服株式会社志布志工場 志布志市志布志町安楽１４３
志布志市 九州ハーネス 志布志市松山町泰野３３４番地2
志布志市 志布志湾⼤⿊リゾートホテル 志布志市志布志町夏井５５−１５
志布志市 そば茶屋吹上庵 志布志店 志布志市志布志町安楽6110
志布志市 花ん華 志布志市松山町新橋265-7
志布志市 株式会社ヘイワ 志布志市志布志町安楽２８７４−１
志布志市 まつ山酒味処 志布志市志布志町志布志３丁目２０−１１
志布志市 蓬の郷 志布志市有明町蓬原３５１−３
志布志市 理容 柏原 志布志市有明町伊崎田8821-1
奄美市 ６７酒場 奄美市名瀬金久町１２−１久留ビル１Ｆ
奄美市 cafe COVO TANA 奄美市名瀬⼤熊町1ー８
奄美市 Little&co  奄美市名瀬金久町12-4ラポールビル202
奄美市 MISHOLAN BAR  susuMUCHO 奄美市名瀬末広町１６−９進ビル1F
奄美市 Nalu 奄美市名瀬入船町11-12 ｼﾃｨﾊｳｽﾋﾞﾙ201
奄美市 Nomad 奄美市名瀬伊津部町10-13迫田ビル１F
奄美市 Passe-temps 奄美店 奄美市名瀬金久町4-1 ｱｰﾊﾞﾝﾎﾞｯｸｽ201
奄美市 TFSイオンプラザ⼤島店 奄美市名瀬小浜町23-1
奄美市 奄美伍郷商店 奄美市名瀬港町3−10
奄美市 奄美⼤島観光ホテル 鯨石庵 奄美市名瀬港町２ー１０
奄美市 奄美鶏飯と島料理の鳥しん 奄美市名瀬伊津部町12-6
奄美市 奄美サンプラザホテル 奄美市名瀬港町2-1
奄美市 奄美市住用観光交流施設 三太郎の里 奄美市住用町摺勝555-13
奄美市 奄美自動車学校 奄美市名瀬平田町３０−２５
奄美市 あまみの⿂たち 奄美市名瀬石橋町4-16
奄美市 奄美ポートタワーホテル 奄美市名瀬塩浜町4番12号
奄美市 奄美山羊島ホテル レストランYui 奄美市名瀬⼤熊字鳩1382-1
奄美市 奄美リゾートホテル ティダムーン 奄美市笠利町⼤字平1260
奄美市 奄美料理 かめ 奄美市名瀬金久町２−１３ 森山ビル１０１
奄美市 イオンプラザ⼤島店 奄美市名瀬小浜町23-1
奄美市 居酒屋 若⼤将 奄美市名瀬金久町４−１１
奄美市 いっさごれ 奄美市名瀬幸町3-11
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奄美市 株式会社鹿児島銀行 ⼤島支店 奄美市名瀬港町1-1
奄美市 鹿児島県職員生活協同組合 ⼤島店 奄美市名瀬永田町17-3
奄美市 鹿児島県職員生活協同組合 ⼤島病院店 奄美市名瀬真名津町18-1
奄美市 グリーンストア伊津部店 奄美市名瀬伊津部町6-20
奄美市 グリーンストア入船店 奄美市名瀬入舟町18番21号
奄美市 グリーンストア末広店 奄美市名瀬末広町1-11
奄美市 グリーンストア⻑浜店 奄美市名瀬⻑浜町18-1
奄美市 グリーンストア古田店 奄美市名瀬古田町14-20
奄美市 クレープとたいやきの店 あ〜る 奄美市名瀬末広町16-6
奄美市 鶏飯元祖みなとや 奄美市笠利町外金久８１
奄美市 神⼾唐唐亭 奄美⼤島店 奄美市名瀬有屋町１９−５
奄美市 さくらダイニング 奄美市名瀬入舟町9-1
奄美市 ザ・ダイソー奄美⼤島店 奄美市名瀬古田町14-20
奄美市 三昌亭 奄美市名瀬柳町9-13
奄美市 島唄・島料理 まぁじん 奄美市名瀬柳町5-18
奄美市 島の居酒屋むちゃかな 奄美市名瀬金久町4-18
奄美市 医療法人 潤博会 よしかわクリニック 奄美市名瀬和光町１−２２
奄美市 タイトーFステーション イオンプラザ⼤島店 奄美市名瀬小浜町23番1号
奄美市 立飲みバル Amami Kurousagi 奄美市名瀬幸町14-25
奄美市 チェーロ〜Ｃｉｅｌｏ空〜奄美パーク内 奄美市笠利町節田1834
奄美市 デイサービスあさに 奄美市名瀬朝仁新町11番37号
奄美市 ドゥルガダイニング 奄美市名瀬末広町1-9
奄美市 鳥しん 奄美市名瀬伊津部町１２−６
奄美市 パーラーN-1奄美店 奄美市名瀬⼤字浦上字緑1150-1
奄美市 ばしゃ山村 レストランAMAネシア 奄美市笠利町用安1246-1
奄美市 花海ｈｏｕｓｅカフェ 奄美市名瀬⻑浜町７−１７
奄美市 (有) 誇羅司屋 奄美市名瀬入船町１３−６
奄美市 ホテルウエストコート奄美 奄美市名瀬入舟町9-1
奄美市 夢来夢来 奄美市名瀬小浜町24-8
奄美市 やきとり 鳥舗 奄美市名瀬金久町４−５
奄美市 焼肉盛 奄美市名瀬金久町１４−１
奄美市 ゆらい処 ⼤蔵 奄美市名瀬金久町7-1 1F
奄美市 ゆらん郷〜奄美パーク内〜 奄美市笠利町節田1834
奄美市 ラウンジドルチェ 奄美市名瀬入舟町18-1ソシアルビル4階
奄美市 レストラン ピッコラフォレスタ 奄美市名瀬朝仁町14-1
奄美市 レストラン郷土料理 あさばな 奄美市名瀬⻑浜町２７−１
奄美市 レストラン南風 奄美市名瀬入船町9-2
奄美市 わきゃ厨房み。 奄美市名瀬金久町11-1  1階
南九州市 Cafe  Cochi 南九州市知覧町郡93
南九州市 CAFE201 南九州市知覧町郡13731-1
南九州市 GAS COFFEE 南九州市知覧町郡17863
南九州市 アーク鍼灸整骨院 南九州市頴娃町上別府489-1
南九州市 あおぞら整骨院 南九州市頴娃町牧之内1846-1
南九州市 あづま荘 南九州市知覧町塩屋14924
南九州市 アバウト 南九州市川辺町平山６８４６
南九州市 居酒屋 カラオケ達磨 南九州市頴娃町御領１４０３
南九州市 居酒屋 かんた 南九州市知覧町郡１８９
南九州市 いせえび荘 南九州市頴娃町別府５２０２
南九州市 伊太利ANN 南九州市知覧町郡19-1
南九州市 宴会おかの 南九州市川辺町平山6846番地
南九州市 株式会社⼤坪建設 南九州市川辺町２５５５−１
南九州市 お好みカフェ 翔Ryu 南九州市知覧町郡19-1
南九州市 お茶街道ゆとり館 南九州市頴娃町上別府8601-1
南九州市 株式会社鹿児島銀行 石垣支店 南九州市頴娃町別府2872-4
南九州市 株式会社鹿児島銀行 えい支店 南九州市頴娃町牧之内2942-13
南九州市 株式会社鹿児島銀行 川辺支店 南九州市川辺町平山6990
南九州市 株式会社鹿児島銀行 知覧支店 南九州市知覧町郡88
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南九州市 カラオケ千花 南九州市知覧町東別府7996
南九州市 キッチンらふ 南九州市頴娃町牧之内３００２
南九州市 給食センターつどい 南九州市頴娃町別府5373番地5
南九州市 グループホームみどりの郷 南九州市頴娃町上別府4627番地
南九州市 グループホーム和 南九州市川辺町清水10236-1
南九州市 ごはん家泰（ゆたか） 南九州市頴娃町別府72-14
南九州市 さくら館 南九州市知覧町郡１７１５６
南九州市 薩摩英国館 南九州市知覧町郡13746-4
南九州市 サロンドトーク 南九州市知覧町郡4857-49
南九州市 そば茶屋吹上庵 川辺店 南九州市川辺町二之野字清水10138
南九州市 そば茶屋吹上庵 知覧武家屋敷店 南九州市知覧町郡字河上13725
南九州市 そば道場 三稜館 南九州市知覧町郡13714
南九州市 ⼤衆ビストロR. 南九州市川辺町平山6816 児玉ストア２階
南九州市 高城庵 南九州市知覧町郡6329
南九州市 ⾕川鮨 南九州市頴娃町郡9235
南九州市 知覧カントリークラブ 南九州市知覧町郡8630
南九州市 知覧高等自動車学校 南九州市知覧町東別府１９５５２番地
南九州市 知覧茶屋 南九州市知覧町郡１７８５６
南九州市 デイサービス笑和 南九州市川辺町平山６１４０−２
南九州市 医療法人 橋口皮膚科 南九州市川辺町今田284
南九州市 東建設株式会社 南九州市頴娃町上別府６５１２
南九州市 博鮓 南九州市知覧町郡１７２１２−３
南九州市 望洋の里 南九州市頴娃町牧之内3776-8
南九州市 ほたる観光 南九州市知覧町塩屋23984-1
南九州市 みぃくんcafe 南九州市川辺町神殿5167-1
南九州市 みなと橋食堂 南九州市知覧町郡144-1
南九州市 南九州市知覧観光案内所 南九州市知覧町郡17859
南九州市 勇気凛々 南九州市頴娃町郡９２１３−４
南九州市 ラ・ショミエル 南九州市知覧町郡6293-1
南九州市 らーめん専門くりやま 南九州市川辺町永田１５１４−２
伊佐市 炙り焼き居酒屋達磨 伊佐市⼤口上町34-8
伊佐市 居酒屋・⻨ーMugi 伊佐市⼤口元町22-8
伊佐市 ⼤口ガス株式会社 伊佐市⼤口原田1000番地
伊佐市 ⼤口グリーンホテル 伊佐市⼤口里４７９−１
伊佐市 株式会社鹿児島銀行 ⼤口支店 伊佐市⼤口上町30-1
伊佐市 鹿児島県職員生活協同組合 北薩病院店 伊佐市⼤口宮人502-4
伊佐市 医療法人 柏葉会 水間病院 伊佐市菱刈前目2125番地
伊佐市 有限会社下小薗タクシー 伊佐市⼤口里２１７０番地
伊佐市 スナックスキャンダル 伊佐市⼤口里８０５−６
伊佐市 曽木の滝 なりざわ 伊佐市⼤口宮人635−11
伊佐市 曽木の滝 花むしろ 伊佐市⼤口宮人635−11
伊佐市 滝のや 伊佐市⼤口宮人635−11
伊佐市 ピクニックマルシェ 伊佐市⼤口宮人636-3
伊佐市 ビストロ トカイ 伊佐市⼤口上町３６−９
伊佐市 ふぁみり庵はいから亭寿司まどか⼤口店 伊佐市⼤口里⻄水流550
伊佐市 牧場⺠宿レストラン 和 のどか 伊佐市⼤口田代1558-66
伊佐市 ほっかほっか亭 ⼤口里店 伊佐市⼤口里字桃木々丸782-1
伊佐市 やきとり鳥希 伊佐市⼤口上町15-5
伊佐市 野草庵 おばあちゃん家 伊佐市⼤口宮人628-64
伊佐市 らーめん処 力 伊佐市⼤口目丸155-1
伊佐市 和食みち潮 伊佐市⼤口上町２８−７
姶良市 ABC-MARTイオンタウン姶良店 姶良市東餅田336 イオンタウン姶良 1F
姶良市 ＡＩＲＡＩＫＵ ＨＯＴＥＬ kagoshima 姶良市東餅田399-2
姶良市 anthology 姶良市加治木町木田746-1
姶良市 anytimefitness 姶良 姶良市⻄餅田166
姶良市 Asbee姶良店 姶良市⻄餅田264-1 イオンタウン姶良SC 3階
姶良市 avenir.cafe 姶良市⻄餅田５２６―１
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姶良市 avion イオンタウン姶良 姶良市⻄餅田264-1 イオンタウン姶良３階
姶良市 beauty salon からだ美人 姶良市池島町32-25
姶良市 Ｃ＆Ｃ姶良店 姶良市⻄餅田264-1 イオンタウン姶良３階
姶良市 CDFエタンデュ イオンタウン姶良店 姶良市⻄餅田264-1 イオンタウン姶良店1階
姶良市 CHELSEA New York イオンタウン姶良店 姶良市⻄餅田264-1
姶良市 Coco Deco 姶良市⻄餅田264-1 イオンタウン姶良２階
姶良市 CouCou  姶良市東餅田336 イオンタウン姶良 東街区１階
姶良市 ESTELLE 姶良店 姶良市東餅田３３６イオンタウン姶良２F
姶良市 F.O.KIDS イオンタウン姶良店 姶良市⻄餅田264-1 イオンタウン3階
姶良市 Favori イオンタウン姶良店 姶良市東餅田336 東街区1F
姶良市 ｆｕｓｅ姶良店  姶良市⻄餅田264番1号イオンタウン姶良1F
姶良市 Green Tea Fields 芳香園   イオンタウン姶良店 姶良市⻄餅田264-1 イオンタウン姶良店１F
姶良市 ＧｒｅｅｎＰａｒｋｓｔｏｐｉｃ イオンタウン姶良 姶良市⻄餅田264-1 イオンタウン姶良1階
姶良市 hair Quiches 姶良市蒲生町下久徳238番地2
姶良市 Ｈｅｒｓ ｈｅｒイオンタウン姶良店 姶良市⻄餅田264-1 イオンタウン姶良⻄街区3階
姶良市 Hug Hug イオンタウン姶良店 姶良市⻄餅田264-1 イオンタウン姶良店内
姶良市 HUSHUSH イオンタウン姶良 姶良市⻄餅田264-1 イオンタウン姶良2F
姶良市 Irish Pub Paddy fieldon 姶良市蒲生町北370-1
姶良市 ＪＴＢイオンタウン姶良店 姶良市東餅田336 イオンタウン姶良店 東街区1階
姶良市 ＫＦＣイオンタウン姶良店 姶良市⻄餅田264-1
姶良市 Kids Cafe & Bar LINK 姶良市平松5778
姶良市 Komugico株式会社 鹿児島市東餅田336イオンタウン姶良東街区1F
姶良市 KPOP PARADISE 姶良市⻄餅田264-1 イオンタウン3F KPOP PARADISE
姶良市 Ｌａ-ｖｉｅ姶良店 姶良市⻄餅田264-1 イオンタウン姶良⻄街区1階
姶良市 NAIL TIPS イオンタウン姶良店 姶良市⻄餅田264-1 イオンタウン姶良2階
姶良市 PARIS  AVENIR 姶良市⻄餅田５２６−１
姶良市 SAC‘S BAR Jean 姶良市⻄餅田下深田264-1イオンタウン姶良2階
姶良市 selectSIMイオンタウン姶良店 姶良市東餅田336イオンタウン姶良東街区１F
姶良市 THE CLOCK HOUSE 姶良店 姶良市⻄餅田264番1外 イオンタウン姶良 3F A348 区画
姶良市 W-baggageイオンタウン姶良 姶良市⻄餅田２６４−１ イオンタウン姶良⻄街区２F
姶良市 姶良酒場  桜寿 姶良市宮島町26-12⼤和ビル1F
姶良市 姶良市蒲生観光交流センター 姶良市蒲生町上久徳2308-1
姶良市 姶良市⺠サービスセンター あいぽーと 姶良市東餅田３３６番地イオンタウン姶良（東街区１階）
姶良市 あいら寿司 姶良市宮島町３８−１
姶良市 あいらびゅーFM 姶良市東餅田336イオンタウン姶良東街区1階
姶良市 アストロプロダクツ イオンタウン姶良店 姶良市東餅田336 B122-3
姶良市 アミューズメントカフェプレビ姶良店 姶良市⻄餅田264-1 イオンタウン姶良3階
姶良市 イオン姶良店 姶良市⻄餅田264-1
姶良市 イオンカード受付カウンター 姶良市⻄餅田264-1
姶良市 イオンタウン姶良店 a.v.v 姶良市東餅田336 イオンタウン姶良東街区１階
姶良市 イオンペット株式会社 PeTeMo姶良店 姶良市東餠田336 イオンタウン姶良東街区1階
姶良市 イオンゆめみらい保育園あいら 姶良市東餅田336
姶良市 いきなりステーキ イオンタウン姶良店 姶良市⻄餅田264-1
姶良市 イタリア料理カーサディノンノ 姶良市加治木町反土２６７０
姶良市 いろり 姶良市⻄姶良1-22-2
姶良市 ヴィレッジヴァンガード イオンタウン姶良店 姶良市⻄餅田264-1
姶良市 ⿂⺠ 姶良加治木店 姶良市加治木町木田2041-4-2
姶良市 うまや姶良店 姶良市東餅田３３６イオンタウン姶良
姶良市 エターナルビューティ 姶良市⻄餅田264-1 イオンタウン姶良2F
姶良市 桜凱 姶良市下名１０９４
姶良市 ⼤分唐揚げ専門店 とりあん イオンタウン姶良店 姶良市⻄餅田264-1 Ａ-323イオンタウン姶良 3Ｆﾌｰﾄﾞｺｰﾄ
姶良市 お好みハウス ロビン イオンタウン姶良店 姶良市⻄餅田264-1  ⻄街区1F
姶良市 オルベネ イオンタウン姶良 姶良市東餅田336 イオンタウン姶良2F
姶良市 介護所げんき 姶良市東餅田543-1
姶良市 海鮮・七海 姶良市⻄餠田３２８９−２
姶良市 株式会社鹿児島開運堂 姶良市⻄餅田264-1 イオンタウン姶良⻄街区3階
姶良市 株式会社鹿児島銀行 姶良支店 姶良市宮島町26-5
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姶良市 株式会社鹿児島銀行 加治木支店 姶良市加治木町本町182
姶良市 株式会社鹿児島銀行 蒲生支店 姶良市蒲生町上久徳2448
姶良市 株式会社鹿児島銀行 重富支店 姶良市平松4607
姶良市 鹿児島県職員生活協同組合 姶良店 姶良市加治木町諏訪町12
姶良市 鹿児島県職員生活協同組合 姶良病院店 姶良市平松6067
姶良市 鹿児島国際ゴルフ倶楽部 姶良市加治木町小山田5732
姶良市 加治木ギャラリーほうざん 姶良市加治木町木田940-1
姶良市 加治木の小さなレストラン Symphony 姶良市加治木町新生町386番地
姶良市 活⿂旬彩 馬酔木 加治木本店 姶良市加治木町港町105
姶良市 カフェらびゅう 姶良市蒲生町上久徳2324
姶良市 カフェレッドダイニング 姶良市東餅田３３６イオンタウン姶良
姶良市 鎌倉パスタイオンタウン姶良店 姶良市⻄餅田264-1イオンタウン姶良1F
姶良市 蒲生茶廊zenzai 姶良市蒲生町上久徳２４２５
姶良市 唐揚げ  花 姶良市⻄餅田2839  MSハイツ106
姶良市 カラオケ居酒屋あぐり 姶良市平松６１３５
姶良市 カラオケサロンアーチ  姶良市東餅田2369-8東ビル2階
姶良市 カレン美容室 姶良市永池町１２番地１０
姶良市 カワイ音楽教室 イオンタウン姶良教室 姶良市⻄餅田264-1 イオンタウン姶良⻄街区3階
姶良市 九州すし市場 イオンタウン姶良店 姶良市東餅田336
姶良市 クールカレアン イオンタウン姶良店 姶良市⻄餅田264-1 イオンタウン姶良２階
姶良市 串王ダイナーイオンタウン姶良店 姶良市⻄餅田264-1 イオンタウン姶良⻄街区⼀階
姶良市 久世福商店 イオンタウン姶良店 姶良市⻄餅田264-1
姶良市 くだものかふぇイオンタウン姶良店 姶良市⻄餅田264-1 イオンタウン姶良1階
姶良市 くら寿司 姶良店 姶良市東餅田936-1
姶良市 グランジュール イオンタウン姶良店 姶良市⻄餅田264-1 イオンタウン姶良店3F
姶良市 グリーングリーン 姶良市加治木町仮屋町８２−１
姶良市 グリル濱田 姶良市⻄餅田264-1イオンタウン姶良⻄街区１Ｆ
姶良市 五穀姶良店 姶良市⻄餅田２６４−１ イオンタウン姶良１Ｆ
姶良市 心地庵 姶良市蒲生町上久徳2777
姶良市 コスメデグレースイオンタウン姶良店 姶良市⻄餅田264-1 イオンタウン姶良1F
姶良市 こっこの家グループ 姶良市東餅田567-10・567-17 他
姶良市 コメダ珈琲店 イオンタウン姶良店 姶良市東餅田３３６東街区２０２
姶良市 ゴンゼレス イオンタウン姶良店 姶良市⻄餅田264-1 イオンタウン姶良店3階
姶良市 サーティワンアイスクリーム イオンタウン姶良店 姶良市⻄餅田264-1
姶良市 桜島サービスエリア下り線 姶良市⻄餅田2356番地
姶良市 桜島サービスエリア上り線 姶良市⻄餅田2414番地
姶良市 さつま揚げの別甲屋 本店 姶良市平松２９８５−１
姶良市 薩摩菓子処とらや霧や桜や イオン姶良店 姶良市⻄餅田264-1 イオン姶良店１F
姶良市 薩摩まんてんイオンタウン姶良店 姶良市⻄餅田264-1 イオンタウン姶良店3階フードコート
姶良市 サンマルクカフェ イオンタウン姶良店 姶良市⻄餅田264-1
姶良市 サンライト化成株式会社 姶良市三拾町1371-8
姶良市 シーズ 姶良市宮島町16−15
姶良市 医療法人七徳会 ザ王病院 姶良市加治木町反土２１５１−1
姶良市 ｼﾆｱﾏﾝｼｮﾝ鹿児島信愛(介護付） 姶良市脇元956-1
姶良市 シネマサンシャイン姶良 姶良市東餅田３３６イオンタウン姶良（東街区）３Ｆ
姶良市 じゅうじゅうカルビ鹿児島姶良店 姶良市池島町４−６
姶良市 食彩酒房ひょうたん 姶良市宮島町14-6
姶良市 ショップアレーズ姶良店 姶良市⻄餅田264-1 イオンタウン姶良1階
姶良市 シンパティコ 姶良市脇元３９１−１
姶良市 スーツセレクト イオンタウン姶良 姶良市東餅田３３６イオンタウン姶良東街区２F
姶良市 すーぷかれー専門店 薩摩剛家 姶良エネルギー店 姶良市脇元227-3
姶良市 スーモカウンター 姶良市東餅田336東街区2階
姶良市 精光堂イオンタウン姶良店 姶良市⻄餅田264-1 イオンタウン姶良2F
姶良市 セブン‐イレブン 加治木木田店 姶良市加治木町木田２６７７番地
姶良市 そば茶屋吹上庵 姶良店 姶良市脇元371-1
姶良市 そば処にいな 姶良市蒲生町上久徳2546-3
姶良市 ソフトバンクイオンタウン姶良 姶良市⻄餅田２６４−１イオンタウン姶良３F
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姶良市 鯛ぐるま加治木店 姶良市加治木町木田2487-1
姶良市 タオル美術館 姶良市東餅田336 イオンタウン姶良１Ｆ
姶良市 高千穂牧場イオンタウン姶良店 姶良市⻄餅田264-1 イオンタウン姶良⻄館１階
姶良市 ダクオーレ 姶良市平松2869-1
姶良市 タリーズコーヒーイオンタウン姶良店 姶良市⻄餅田264-1
姶良市 桷志田イオン姶良店 姶良市⻄餅田264-1
姶良市 茶水印 姶良市⻄餅田264-1イオンタウン3階フードコート
姶良市 中央コンタクト イオンタウン姶良店 姶良市東餅田336 イオンタウン姶良１Ｆ
姶良市 築地銀だこイオンタウン姶良店 姶良市⻄餅田264-1
姶良市 つぼ八姶良店 姶良市⻄餅田3128-64
姶良市 天丼てんやイオンタウン姶良店 姶良市⻄餅田264-1
姶良市 トマト&オニオン鹿児島姶良店 姶良市池島町４−６
姶良市 有限会社とらや 姶良市加治木町港町49-2
姶良市 とんかつ処博多浜田屋イオンタウン姶良店 姶良市東餅田３３６イオンタウン姶良東街区１F
姶良市 とんとん 姶良市加治木町諏訪町177-1
姶良市 ながいクリーニング 姶良市加治木町本町１５３
姶良市 那かむらイオンタウン姶良 姶良市東餅田336東街区⼀階
姶良市 ニクヤキ炭太郎 姶良市⻄餅田３１２８−６１
姶良市 ⻄海岸 ＡＮＣＨＯＲ 鹿児島店 姶良市⻄餅田264-1 イオンタウン姶良２Ｆ
姶良市 日本料理 鯉料理 反田 姶良市平松5159−2
姶良市 眠りの専門店 マイまくら イオンタウン姶良店 姶良市⻄餅田264-1
姶良市 のぐち接骨院. 姶良市加治木町木田７４７−１
姶良市 バーガーキング イオンタウン姶良店 姶良市⻄餅田264-1 イオンタウン姶良⻄街区1F
姶良市 ビアードパパ イオンタウン姶良店 姶良市⻄餅田264-1
姶良市 ピエニコーヒー 姶良市加治木町木田746-1
姶良市 ひさどめ⻭科クリニック 姶良市蒲生町上久徳2579-4
姶良市 ひょうたんらーめん 姶良市加治木町本町252-1
姶良市 ふぁみり庵はいから亭姶良店 姶良市東餅田938
姶良市 ファンコートランドホテル 姶良市東餅田４３３−１５
姶良市 ファンコートランドホテル ビーチサイドヴィラ 姶良市平松7703-9
姶良市 フェスティバロ イオンタウン姶良店 姶良市⻄餅田264-1
姶良市 フォンタナの丘かもう 姶良市蒲生町久末434-1
姶良市 ふく福加治木店 姶良市加治木町木田2049-2
姶良市 プレデフランセ イオンタウン姶良店 姶良市⻄餅田264-1 イオンタウン姶良1F
姶良市 ヘアーサロンなかしま 姶良市蒲生町上久徳２４３９
姶良市 ペッパーランチ イオンタウン姶良店 姶良市⻄餅田264-1
姶良市 ほっかほっか亭 帖佐店 姶良市東餅田2374-1
姶良市 株式会社丸俊 姶良店 姶良市⻄餅田２５７−１３
姶良市 名代かつ屋 万さく 姶良市宮島町33-5
姶良市 モスバーガー 姶良バイパス店 姶良市⻄餅田２８６
姶良市 森のかぞく Aira Kitchen 姶良市東餅田399-11
姶良市 （森の研修館かごしま）鹿児島県林業労働力確保支援センター 姶良市蒲生町上久徳１８２−１
姶良市 焼肉なか野 姶良市池島町３０−１
姶良市 焼肉なべしま 加治木店 姶良市加治木町木田2047-1
姶良市 株式会社 山形屋ショッピングプラザ加治木店 姶良市加治木町本町３４９番
姶良市 やまさきの焼しゃぶ 姶良市⻄餅田1211-7
姶良市 やまさきの焼肉 姶良市⻄餅田3413-27
姶良市 やよい軒 加治木店 姶良市加治木町木田岩原159‐2
姶良市 ゆいまーる 姶良市池島町33ー3
姶良市 遊食 酒菜 sakana 姶良市宮島町３０−６
姶良市 養護⽼人ホーム南天園 姶良市船津1700-11
姶良市 洋服の⻘山 鹿児島姶良店 姶良市東餅田字水流934番地3
姶良市 ラーメン暖暮 姶良加治木店 姶良市加治木町木田２５１２
姶良市 らーめん天天有 姶良市加治木町本町48
姶良市 ライトオンイオンタウン姶良店 姶良市東餅田３３６イオンタウン姶良２Ｆ
姶良市 来夢館 姶良市⻄餅田264-1
姶良市 ラフィネ イオンタウン姶良店 姶良市⻄餅田264-1イオンタウン姶良2階
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姶良市 リハケアウイングあいら 姶良市東餅田１４４２−１
姶良市 リハケアネクサスあいら 姶良市東餅田336番イオンタウン姶良東街区１階
姶良市 リビングカルチャー倶楽部 姶良教室 姶良市東餅田336イオンタウン姶良東街区1階
姶良市 療育サポートウイング 姶良市東餅田１１５０番地２８
姶良市 リンガーハット鹿児島加治木店 姶良市加治木町木田2065-4
姶良市 ルポシバングラ 姶良市⻄餅田264-1
姶良市 ワイモバイルイオンタウン姶良 姶良市⻄餅田264-1 イオンタウン姶良3階
姶良市 ワッツ姶良イオン店 姶良市⻄餅田264-1 イオンタウン３階
さつま町 株式会社鹿児島銀行 宮之城支店 さつま町宮之城屋地1042
さつま町 きららの楽校 さつま町白男川1501-1
さつま町 (株)久保興業 さつま町広瀬３１９３番地５
さつま町 光輪 さつま町湯田１３５４−１３４
さつま町 ⻁居地区公⺠館 さつま町⻄新町11-3
さつま町 こども図書館 〜えほんの森〜 さつま町求名12837
さつま町 さつま園デイサービスセンター さつま町求名13341番地1
さつま町 さつま農家食堂 ようき さつま町鶴田1878-乙
さつま町 さつまリゾートホテル さつま町求名6122
さつま町 紫尾湯の宿くすのき さつま町紫尾2162-5
さつま町 食彩みやわき さつま町中津川1926番地
さつま町 食堂 醍醐 さつま町轟町24-6
さつま町 スナック華恋 さつま町⻁居町6-7
さつま町 そば喜 さつま町山崎441
さつま町 ちどり荘 さつま町紫尾2198-1
さつま町 鶴田中央公⺠館・鶴田図書室 さつま町神子666番地1
さつま町 特別養護⽼人ホームアルテンハイム鶴宮園 さつま町紫尾4077番地1
さつま町 特別養護⽼人ホームさつま園 さつま町求名13341番地1
さつま町 眠りの専門店 マイまくら 宮之城店 さつま町船木57-3
さつま町 農家そばヤマサキ さつま町広瀬1335
さつま町 屋地学習館 さつま町宮之城屋地887番地
さつま町 ラーメンなご味。 さつま町宮之城屋地1040-11
さつま町 旅館玉之湯 さつま町湯田1366-42
さつま町 レストラン観音滝 さつま町永野7133−1
さつま町 渡利建設株式会社 さつま町船木2815
⻑島町 CAFE &DINING Stop By ⻑島町下山門野１４６５
⻑島町 桃源郷デイサービス ⻑島町鷹巣７４０番地２
⻑島町 特別養護⽼人ホーム桃源郷 ⻑島町鷹巣７４０番地２
⻑島町 (株）浜畑組 ⻑島町山門野3589
湧水町 医療法人永光会 あいらの森ホスピタル 湧水町北⽅1854
湧水町 (有) 尾⽅屋 湧水町木場８６−５
湧水町 お食事処 はにわ 湧水町米永459-1
湧水町 株式会社鹿児島銀行 栗野支店 湧水町木場187-2
湧水町 鹿児島県霧島アートの森 湧水町木場６３４０−２２０
湧水町 グループホーム 愛の里 湧水町米永２３７１
湧水町 グループホーム くりの 湧水町米永181-1
湧水町 デイサービスセンター グリーン光芳 湧水町米永２３８７
湧水町 特別養護⽼人ホーム グリーン光芳 湧水町米永２３８７
⼤崎町 あすぱる⼤崎 ⼤崎町神領2419
⼤崎町 あすぱる⼤崎 道の駅くにの松原おおさき ⼤崎町神領２４１９
⼤崎町 居酒屋 白鶴⼤崎店 ⼤崎町假宿1139-2
⼤崎町 介護付有料⽼人ホーム菱の里 ⼤崎町菱田2780番地1
⼤崎町 株式会社鹿児島銀行 ⼤崎支店 ⼤崎町仮宿1141-5
⼤崎町 株式会社鹿児島銀行 野⽅代理店 ⼤崎町野⽅6068-8
⼤崎町 久徳建設 株式会社 ⼤崎町神領2156-1
⼤崎町 ジャパンアスリートトレーニングセンター⼤隅 ⼤崎町菱田1441
⼤崎町 株式会社しろやま建設 ⼤崎町假宿1070番地
⼤崎町 有限会社 新越建設 ⼤崎町井俣1349番地
⼤崎町 有限会社 新小倉自動車 ⼤崎町永吉8005
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⼤崎町 炭火焼鳥ももえちゃん ⼤崎町假宿1139-2
⼤崎町 はるびゅうクリニック ⼤崎町野⽅6045-1
⼤崎町 はるびゅうクリニック 通所リハビリテーション ⼤崎町野⽅6045-1
⼤崎町 焼肉しろやま ⼤崎町假宿1139-2
⼤崎町 有限会社 肉のこせど ⼤崎町假宿１６４２
東串良町 海鮮遊彩 まえだ家 東串良町池之原７２
錦江町 鹿児島おかえり市場コラボステーション本店 錦江町馬場2096-1
錦江町 株式会社鹿児島銀行 ⼤根占支店 錦江町城元872
錦江町 鹿児島県 照葉樹の森 錦江町田代麓５１６６−６４７
錦江町 (有) 禧明館 錦江町城元781
錦江町 照葉樹の森管理事務所 錦江町田代麓５１６６−６４７
南⼤隅町 NORIPIZZA 南⼤隈町根占川北369
南⼤隅町 海の学校 ダイビングリバティ 南⼤隅町佐多伊座敷４０４７
南⼤隅町 株式会社鹿児島銀行 根占代理店 南⼤隅町根占川北1339-1
南⼤隅町 グループホーム おおきな木 南⼤隅町根占川南３６１１
南⼤隅町 立神食堂 南⼤隅町根占辺田1735
南⼤隅町 ねじめ温泉・ネッピー館 南⼤隅町根占川南７３２
南⼤隅町 根占自転車競技場 南⼤隅町根占川南6240番地
南⼤隅町 道の駅根占 南⼤隅町根占山本６８６８
南⼤隅町 南⼤隅町 佐多支所 南⼤隅町佐多伊座敷3844
南⼤隅町 南⼤隅町 根占保健センター 南⼤隅町根占川北２２６番地
南⼤隅町 南⼤隅町役場 南⼤隅町根占川北２２６番地
肝付町 Beef Collection HIRAMATSU 肝付町富山950
肝付町 味処 桂林 肝付町新富176-5
肝付町 イオンカード受付カウンター 肝付町富山１０１２ー１
肝付町 生駒食堂 肝付町前田865
肝付町 エディオン 鹿屋店 肝付町富山1007-1
肝付町 おおすみ半島スマートエネルギー株式会社 肝付町新富９８番地
肝付町 株式会社鹿児島銀行 内之浦代理店 肝付町南⽅2625-3
肝付町 株式会社鹿児島銀行 高山支店 肝付町新富116
肝付町 活⿂料理 網元 肝付町南⽅298-4
肝付町 がんこ庵 鹿屋店 肝付町富山812-1
肝付町 肝付町観光協会 肝付町南⽅２６４３
肝付町 肝付町商工会 肝付町新富１１７−１
肝付町 きらく 肝付町新富３８７−１
肝付町 有限会社高山三幸観光 肝付町富山405-2
肝付町 斎場天山会館 こうやま・きもつき・うちのうら 肝付町前田９９１番地
肝付町 財宝ショップ肝付店 肝付町富山字上尾937-2
肝付町 サンエー 肝付町新富120
肝付町 食楽 かんたろう 肝付町新富1246
肝付町 有限会社 炭火焼肉カルビ 肝付町宮下426-5
肝付町 デイサービスあい 肝付町新富６６７４−４
肝付町 ニューロケット 肝付町南⽅２８０
肝付町 株式会社 優技建 肝付町前田3953-6
肝付町 株式会社マツオカ 松岡金物店 カナモハウスマツオカ 肝付町前田838-3
肝付町 マックスバリュ笠之原店 肝付町富山1012-1
肝付町 丸十屋 肝付町富山笠之原８８４−１
肝付町 有料⽼人ホームあい 肝付町新富6674−4
肝付町 有料⽼人ホームワルツ 肝付町新富６６７４−４
肝付町 ユニークＰＣ 肝付町富山1531-1
肝付町 米沢食堂 肝付町新富128-3
肝付町 ラーメンの店 マツワキ 肝付町南⽅114-2
肝付町 ラーメンよし家 肝付町富山958-4
中種子町 居食酒屋 ほうげつ 中種子町野間5269-65
中種子町 軽食屋はなやなぎ 中種子町野間４２３５−１
中種子町 コスモリゾート 種子島ゴルフリゾート 中種子町増田２８１０
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中種子町 サンポスト 中種子町野間5297
中種子町 自然レクリエーション村 中種子町坂井熊野海岸
中種子町 なかたねふれあいの里 中種子町野間５９７９番地
中種子町 和ダイニングやまぐち 中種子町野間5102-41-101
南種子町 居酒屋 豊爺 南種子町中之上２７８５−７
南種子町 ⼀条 南種子町中之上2759-12
南種子町 宴彩⿊潮 南種子町中之上2970-1
南種子町 島宿ＨＯＰＥ 南種子町平山５００−１３０
南種子町 種子島いわさきホテル 南種子町茎永3367
南種子町 種子島ジェラートＨＯＰＥ 南種子町平山５００−１３１
南種子町 広島風お好み焼き安兵衛 南種子町中之上２７６９
南種子町 ⺠宿しまさき 南種子町茎永3355
南種子町 焼肉ソウルキッチン 南種子町中之上２７６８−２
南種子町 和風レストラン田園 南種子町中之上２２４６−２
屋久島町 JRホテル屋久島売店 屋久島町尾之間136-2
屋久島町 Restaurant＆Caffe屋久島 屋久島町宮之浦799番地
屋久島町 Warung Karang 屋久島町安房103-2
屋久島町 安永丸 屋久島町安房2400-120
屋久島町 安房港売店 屋久島町安房176-1
屋久島町 居酒屋 えひも 屋久島町宮之浦２４００−１
屋久島町 居酒屋 屋久杉 屋久島町安房77-1
屋久島町 イルマーレ 屋久島町小瀬田８１５−９２
屋久島町 岩川米穀酒店 屋久島町安房124
屋久島町 オレンジハウス 屋久島町小瀬田835-274
屋久島町 株式会社鹿児島銀行 屋久島支店 屋久島町宮之浦95-2
屋久島町 きらんくや 屋久島町安房540-234
屋久島町 梢回廊キャノッピ 屋久島町原677-44
屋久島町 コンビニロッジ森のきらめき 屋久島町安房187-54
屋久島町 サロン湯の峯 屋久島町尾之間1299-3
屋久島町 シーサイドホテル屋久島 屋久島町宮之浦1208-9
屋久島町 地元料理 あわほ 屋久島町安房120‐4
屋久島町 旬菜 四季亭 屋久島町宮之浦87
屋久島町 ターミナル屋久島 屋久島町宮之浦1208-11
屋久島町 中華料理 ⿓鳳 屋久島町宮之浦9
屋久島町 登山レンタル やくしま屋 屋久島町宮之浦2363-17
屋久島町 ボタニカルリサーチパーク 屋久島町⻨生896-1
屋久島町 ボタニカルリサーチパークレストハウス 屋久島町⻨生896-1
屋久島町 ⺠宿 やくしま家 屋久島町宮之浦1261-115
屋久島町 屋久島 ヴィラ ウルー 屋久島町原８４９−３
屋久島町 屋久島いわさきホテル 屋久島町尾之間1306
屋久島町 屋久島ヴィータキッチン 屋久島町⻨生416-294
屋久島町 屋久島環境文化村センター 屋久島町宮之浦８２３番地１
屋久島町 屋久島観光センター 屋久島町宮之浦799番地
屋久島町 屋久島観光センター新館 屋久島町宮之浦799番地
屋久島町 屋久島空港ターミナルビル（株） 屋久島町小瀬田３１０−１
屋久島町 屋久島空港売店 屋久島町小瀬田501屋久島空港内
屋久島町 屋久島サウスビレッジ 屋久島町平内258-24
屋久島町 屋久島ジェラートそらうみ 屋久島町⻨生165-8
屋久島町 屋久島町屋久杉自然館 屋久島町安房２７３９番地３４３
屋久島町 株式会社屋久島メッセンジャー 屋久島町小瀬田413-76
屋久島町 やくすぎ屋 屋久島町宮之浦804-1
屋久島町 屋久杉楼 七福 屋久島町⼀湊松山2287番地4
屋久島町 レストラン パノラマ 屋久島町宮之浦６０-１
屋久島町 レストラン＆ワインバー ヒトメクリ 屋久島町宮之浦２４６７−８６
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屋久島町 レストラン・エアポート屋久島 屋久島町小瀬田501屋久島空港内
屋久島町 鹿鳴庵 屋久島町小瀬田835−272
⼤和村 まてりや茶屋 ⼤和村名音字深山塔1476番地
宇検村 MELLOW  SHOP 宇検村屋鈍400-1
宇検村 奄美のとぅぐら「宇検食堂」 宇検村湯湾2937-86
瀬⼾内町 Bar mais 瀬⼾内町古仁屋１−２マルヒラビル２F
瀬⼾内町 Spice Mafia 瀬⼾内町古仁屋１５−１９
瀬⼾内町 奄美ゲストハウス HUB a nice INN 瀬⼾内町阿木名４８２
瀬⼾内町 居酒屋 千両 瀬⼾内町古仁屋１０−４
瀬⼾内町 株式会社鹿児島銀行 瀬⼾内支店 瀬⼾内町古仁屋6
瀬⼾内町 ふれんず 瀬⼾内町古仁屋春日12-3
瀬⼾内町 紫微鑾駕 瀬⼾内町薩川193-1
⿓郷町 Ｌａ Ｆｏｎｔｅ ⿓郷町赤尾木1325-3
⿓郷町 marshmallow caffe （マシュマロカフェ） ⿓郷町⼾口阿ヒン田３４３−１５
⿓郷町 荒波のやどり ⿓郷町幾里４２３番地
⿓郷町 あらば食堂 ⿓郷町幾里４２３
⿓郷町 ヴィラゆりむん ⿓郷町芦徳５０８−１
⿓郷町 ⼤勝うなぎ ⿓郷町⼤勝1105
⿓郷町 ⼤島紬村 ⿓郷町赤尾木1945
⿓郷町 けいはんひさ倉 ⿓郷町屋入５１１
⿓郷町 それいゆふぁーむ ⿓郷町赤尾木1346-1
⿓郷町 ネイティブシー奄美フォレスト ⿓郷町芦徳835
⿓郷町 浜千鳥館 ⿓郷町瀬留１４３５
⿓郷町 番屋 ⿓郷町⿓郷8-2
喜界町 廻転寿司 ⼤吉 喜界町湾160‐3
喜界町 株式会社鹿児島銀行 喜界支店 喜界町湾22-8
喜界町 喜界島おみやげセンター 喜界町湾４４６−１３ 喜界島おみやげセンター
喜界町 株式会社榮建設 喜界町佐手久2909-16
喜界町 和食厨房  天晴 喜界町湾302-5
徳之島町 株式会社鹿児島銀行 徳之島支店 徳之島町⻲津7442
徳之島町 ほっかほっか亭 徳之島店 徳之島町⻲津7447
徳之島町 ホテルグランオーシャンリゾート 徳之島町⻲津7510
徳之島町 レストラン ブルーマリン 徳之島町⻲津7510
伊仙町 TOUNA 伊仙町伊仙3317-6
和泊町 株式会社鹿児島銀行 沖永良部支店 和泊町和泊55-5
和泊町 鹿児島県⼤島支庁沖永良部事務所 和泊町手々知名１３４番地１
和泊町 スナック波の上 和泊町和泊4-10
和泊町 スナフキンズ バーガーカフェ 和泊町和泊１４７−６
和泊町 山田製麺 和泊町和泊３−４
和泊町 和泊町役場 和泊町和泊10
知名町 おきえらぶフローラルホテル 知名町知名５２０番地
知名町 沖永良部バス企業団 知名町知名４６３番地
知名町 システムラボ 知名町瀬利覚2088-3
知名町 宅配クック１２３おきのえらぶ店 知名町⿊貫３９０番地
知名町 知名町商工会 知名町知名３０３−１
知名町 知名町役場 知名町知名307番地
知名町 知名町役場新型コロナウイルス相談窓口 知名町知名307番地
与論町 MEEDAFU'S YUI HOSTEL and COFFEE 与論町茶花２７０
与論町 YOON 与論町茶花2315
与論町 居酒屋 かよい舟 与論町茶花35-1
与論町 株式会社 浦口建設 与論町⼤字那間2196番地6
与論町 海岸通り 与論町茶花２３５−１
与論町 介護⽼人保健施設 風花苑 与論町⼤字⻨屋字風花1305番5
与論町 鹿児島県⼤島支庁沖永良部事務所与論駐在 与論町茶花１４２０番地２
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所在地 名称 住所

新型コロナウイルス感染防⽌対策実施宣⾔ステッカー 実施宣⾔店舗(施設)⼀覧（8/21〜1/15）18:00時点

与論町 くねんぼ食堂 与論町立⻑330-1
与論町 医療法人⿓美会  ⿓美クリニック 与論町⼤字⻨屋字風花1305番5
与論町 鉄板焼 ＭＡＲＡＲＡ 与論町立⻑１９３
与論町 ブルースカイ 与論町立⻑（与論空港内）
与論町 らいぶcafeかりゆし 与論町茶花１３０
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