
№ 地区名 掲載店舗名
大規模

店舗

1 霧島市国分 アート・アビリ美容室

2 霧島市国分 アーバンホテル国分

3 霧島市国分 R.R.R.（アール）

4 霧島市国分 あいら農業協同組合 国分購買店舗

5 霧島市国分 あおい整骨院・salon do sunny

6 霧島市国分 AOKI 霧島国分店

7 霧島市国分 ao-ya apartment store

8 霧島市国分 赤から霧島店

9 霧島市国分 赤ちょうちん真心

10 霧島市国分 赤塚屋酒店

11 霧島市国分 旭交通

12 霧島市国分 味ごよみ優月

13 霧島市国分 アトリエ 空

14 霧島市国分 アベニュー

15 霧島市国分 ABE之屋308

16 霧島市国分 アロマ　Neuna

17 霧島市国分 安全地帯

18 霧島市国分 ant10 hair&com

19 霧島市国分 イエローハット 国分店

20 霧島市国分 いかりやま整骨院

21 霧島市国分 居酒屋IZAYAN

22 霧島市国分 居酒屋お宿のかくれ家

23 霧島市国分 居酒屋かごしま路

24 霧島市国分 居酒屋国分とりや

25 霧島市国分 居酒屋　次男坊

26 霧島市国分 いざか屋商店　座・寿鈴

27 霧島市国分 居酒屋ひょうたん

28 霧島市国分 居酒屋　兵吉

29 霧島市国分 居酒屋やまと屋

30 霧島市国分 居酒屋よい亭

31 霧島市国分 居酒屋若大将

32 霧島市国分 石野商店

33 霧島市国分 居食屋中吉

34 霧島市国分 一番鶏

35 霧島市国分 一天張

36 霧島市国分 稲満自動車整備工場

37 霧島市国分 芋っこ
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38 霧島市国分 いやしの湯山翠

39 霧島市国分 イルカ調剤薬局 国分店

40 霧島市国分 いろは 

41 霧島市国分 岩切美巧堂

42 霧島市国分 岩戸温泉

43 霧島市国分 インド料理　ムーナ

44 霧島市国分 ヴォアラ珈琲 霧島国分本店

45 霧島市国分 うなぎの尾方

46 霧島市国分 うるうカイロプラクティック院

47 霧島市国分 エイエスピイホーム

48 霧島市国分 Aコープ 国分店 ●

49 霧島市国分 Aコープ 国分西店 ●

50 霧島市国分 ABC-MART 霧島国分店

51 霧島市国分 Aプライス 霧島店

52 霧島市国分 auショップ 国分北店

53 霧島市国分 auショップ 国分西

54 霧島市国分 エステティックTOMO

55 霧島市国分 エディオン サンライト電器

56 霧島市国分 江元呉服店

57 霧島市国分 エル de NaNa

58 霧島市国分 オートバックス 鹿児島国分店

59 霧島市国分 岡別府生花店

60 霧島市国分 沖縄酒楽やがて

61 霧島市国分 お好み焼・鉄板焼おじぎ家

62 霧島市国分 お魚パーラー チェントロ

63 霧島市国分 おしゃれ工房山口

64 霧島市国分 O.HA.NA

65 霧島市国分 オンリーワン 国分店

66 霧島市国分 海鮮茶屋うを佐 国分店

67 霧島市国分 海船ぶた丸

68 霧島市国分 かき小屋酒場　牡蠣よし

69 霧島市国分 カギの110番国分

70 霧島市国分 鹿児島餃子の王将国分店

71 霧島市国分 鹿児島交通国分営業所

72 霧島市国分 かごしま焼肉ホルモンすだく霧島本店

73 霧島市国分 カジュアル＆シューズ　アベイル国分西FM店

74 霧島市国分 活魚旬彩 馬酔木 国分店

75 霧島市国分 かつや 国分広瀬店

76 霧島市国分 Café　Rin



77 霧島市国分 Café le Parisien - カフェ ル パリジャン -

78 霧島市国分 がま口工房　志をん

79 霧島市国分 鎌田建設

80 霧島市国分 鎌田石油 国分中央SS

81 霧島市国分 鎌田石油 国分南SS

82 霧島市国分 鎌田石油 敷根SS

83 霧島市国分 カメラのフォーカス iPhone修理工房霧島店

84 霧島市国分 カラオケラブ

85 霧島市国分 からだづくりジムノザワ

86 霧島市国分 カレーのお店 8点9 霧島国分店

87 霧島市国分 韓国居酒屋チャミル

88 霧島市国分 キッズパークきりしま

89 霧島市国分 キッチン花の木

90 霧島市国分 キャメルロード

91 霧島市国分 cube 

92 霧島市国分 京湯

93 霧島市国分 魚匠ほどほど

94 霧島市国分 きりしまクルマ買取センター

95 霧島市国分 きりしま国分山形屋 ●

96 霧島市国分 霧島市民薬局・霧島市民薬局中央

97 霧島市国分 きりしま整骨院

98 霧島市国分 きりしま畜産 国分本店

99 霧島市国分 きりしま畜産 hanare

100 霧島市国分 きりしま畜産ホルモン市場

101 霧島市国分 霧島焼肉本舗 炎山

102 霧島市国分 　霧や桜や

103 霧島市国分 串揚げ専門　串庵

104 霧島市国分 串膳つく根

105 霧島市国分 くすげん鈴洋

106 霧島市国分 くすりのさかもと 国分店

107 霧島市国分 靴のアサヒ屋

108 霧島市国分 靴の尚美堂 国分店

109 霧島市国分 Grandir

110 霧島市国分 グリーンショップ八ヶ代

111 霧島市国分 Glow

112 霧島市国分 くろだるま 国分店

113 霧島市国分 高級食パン専門店　偉大なる発明 霧島店

114 霧島市国分 高齢者向け 住宅 より愛きりしま

115 霧島市国分 コーアガス日本 国分支店



116 霧島市国分 古賀時計店

117 霧島市国分 GOKAN＋

118 霧島市国分 コクピット国分

119 霧島市国分 国分運転代行社

120 霧島市国分 国分種苗

121 霧島市国分 国分進行堂

122 霧島市国分 国分新生社印刷

123 霧島市国分 国分スターレーン

124 霧島市国分 国分石油店

125 霧島市国分 こくぶ中央3丁目整骨院

126 霧島市国分 国分物産館じょうもん市場

127 霧島市国分 Coquette

128 霧島市国分 ココレカ

129 霧島市国分 個室焼肉　ひごや

130 霧島市国分 コスメティック工房 奈ほ美

131 霧島市国分 こなか整骨院

132 霧島市国分 コメダ珈琲店 鹿児島国分店

133 霧島市国分 ゴンゼレス本店

134 霧島市国分 さくら整骨院

135 霧島市国分 さくら農園

136 霧島市国分 サコー鍼灸整骨院

137 霧島市国分 薩摩蒸氣屋　国分店

138 霧島市国分 薩摩屋本店・薩摩屋中央店・ラポルト･ルージュ

139 霧島市国分 サニーワールド霧島営業所（近畿日本ツーリスト特約店）

140 霧島市国分 THE HOUSE

141 霧島市国分 salon Vizi

142 霧島市国分 サロンドボーテ シュシュ

143 霧島市国分 salon mina

144 霧島市国分 Salon Repos

145 霧島市国分 サン・オート

146 霧島市国分 山海の旬 一

147 霧島市国分 サンサンランド 国分店

148 霧島市国分 サンドラッグ 国分店

149 霧島市国分 散髪屋どうしゅん

150 霧島市国分 サンホテル国分

151 霧島市国分 三輪クリニック

152 霧島市国分 さんわラーメン

153 霧島市国分 JAあいら旅行センター

154 霧島市国分 詩音助産院



155 霧島市国分 四季彩なごみ

156 霧島市国分 四季の宴 和くうかん

157 霧島市国分 四季の宿　明翠

158 霧島市国分 重久温泉

159 霧島市国分 ＳＨＩＺＵＫＵ

160 霧島市国分 シティコンタクト霧島店

161 霧島市国分 シティホテルイン国分

162 霧島市国分 謝愛代行(シャア代行)

163 霧島市国分 シャトレーゼ霧島国分店

164 霧島市国分 chat3（シャトロワ）

165 霧島市国分 自遊空間 鹿児島国分店

166 霧島市国分 手芸のまきの 国分店

167 霧島市国分 酒膳 福キ田ル

168 霧島市国分 旬彩くぼ

169 霧島市国分 旬膳ふれあい

170 霧島市国分 助産院ユズリハ

171 霧島市国分 食器の池田

172 霧島市国分 城山温泉

173 霧島市国分 Sky Clear

174 霧島市国分 スクールショップ コズマ

175 霧島市国分 すし処 山喜

176 霧島市国分 寿司まどかコープ 国分店

177 霧島市国分 寿司まどか 国分広瀬店

178 霧島市国分 すし魯くら

179 霧島市国分 スタジオアリス フレスポ国分店

180 霧島市国分 studio JuJu

181 霧島市国分 ステーキハウスfreesia

182 霧島市国分 ステーキ本舗霧島店

183 霧島市国分 Space Be

184 霧島市国分 炭がいじん

185 霧島市国分 炭火焼居酒屋 霧家

186 霧島市国分 炭火焼鳥やがて

187 霧島市国分 すみ美容室

188 霧島市国分 生活協同組合コープかごしま国分店 ●

189 霧島市国分 瀬戸口近代車商会

190 霧島市国分 セブン-イレブン 国分清水1丁目店

191 霧島市国分 セブン-イレブン 国分重久店

192 霧島市国分 セブン-イレブン 国分シビックセンター前店

193 霧島市国分 セブンイレブン 国分新町店



194 霧島市国分 セブン-イレブン 国分中央1丁目店

195 霧島市国分 セブン-イレブン 国分中央4丁目店

196 霧島市国分 セブン-イレブン 国分福島店

197 霧島市国分 セブンイレブン 国分湊店

198 霧島市国分 セブンイレブン 国分山下店

199 霧島市国分 select shop SHERLY

200 霧島市国分 鮮ど市場 霧島店

201 霧島市国分 鮮ど市場 国分店

202 霧島市国分 善福時計店

203 霧島市国分 膳や和花

204 霧島市国分 So sphere

205 霧島市国分 そば屋吉

206 霧島市国分 大衆酒場やがて商店

207 霧島市国分 dining kitchen karaoke Rush 

208 霧島市国分 ダイニング なな月

209 霧島市国分 タイヤセブン国分店

210 霧島市国分 タイヤ安売り王 ビーライン 国分店

211 霧島市国分 タイヨー 国分店 ●

212 霧島市国分 タイヨー 新町店 ●

213 霧島市国分 タイヨー 広瀬北店 ●

214 霧島市国分 ダイレックス 国分店 ●

215 霧島市国分 だいわ 国分北店 ●

216 霧島市国分 辰巳屋

217 霧島市国分 田中生花園

218 霧島市国分 Cheers

219 霧島市国分 チャイニーズキッチン担担 パティオ店

220 霧島市国分 ちゃんこ霧島

221 霧島市国分 中国料理 青菜

222 霧島市国分 辻あんまマッサージ指圧はりきゅう治療院

223 霧島市国分 TSUTAYA BOOK STORE霧島

224 霧島市国分 ツタヤ フレスポ国分店

225 霧島市国分 デコル、プラース

226 霧島市国分 手しごと屋 潤

227 霧島市国分 美・SPACE デッサンカン

228 霧島市国分 ドコデモ運転代行社

229 霧島市国分 ドコモショップ 隼人国分店

230 霧島市国分 富森タタミ店

231 霧島市国分 トヨタレンタリース鹿児島　国分駅前店

232 霧島市国分 ドラッグイレブン 国分店



233 霧島市国分 ドラッグコスモス 国分清水店

234 霧島市国分 ドラッグコスモス 国分店

235 霧島市国分 ドラッグコスモス 松木店 ●

236 霧島市国分 ドラッグストアモリ 剣之宇都店 ●

237 霧島市国分 ドラッグストアモリ国分広瀬店 ●

238 霧島市国分 ドラッグストアモリ 国分福島店 ●

239 霧島市国分 トラットリア・ロッシ

240 霧島市国分 鶏のみやま 国分南販売所

241 霧島市国分 鶏のみやま 新町販売所

242 霧島市国分 鶏のみやま 福島販売所

243 霧島市国分 ナカムラ薬品

244 霧島市国分 永山商店

245 霧島市国分 nature

246 霧島市国分 ニトリ 霧島店 ●

247 霧島市国分 野口タタミ建塗

248 霧島市国分 Bar 30's TOWSER

249 霧島市国分 バーチョット

250 霧島市国分 Parmtown KiKi

251 霧島市国分 ぱぁる。エステサロン

252 霧島市国分 バイクショップ イナドメ

253 霧島市国分 bound U

254 霧島市国分 パティスリー アンパッション

255 霧島市国分 パティスリー シェ・アオヤマ

256 霧島市国分 パティスリー ルセット

257 霧島市国分 花と野菜と惣菜の店 徳田商店

258 霧島市国分 ハピネス霧島店

259 霧島市国分 浜崎つり具店

260 霧島市国分 浜焼酒場 海鮮太郎

261 霧島市国分 はるやま 鹿児島国分店

262 霧島市国分 パンケーキ専門店 MINOU

263 霧島市国分 ハンズマン 国分店 ●

264 霧島市国分 ビジネスホテル舞鶴館

265 霧島市国分 Pizza ビストロ Si-en

266 霧島市国分 ひなた鍼灸整骨院

267 霧島市国分 ひふみ整骨院

268 霧島市国分 ビューテイハウスいしはら

269 霧島市国分 美容室キャメルクラッチ

270 霧島市国分 美容室ひまわり

271 霧島市国分 Bira Beldad



272 霧島市国分 弘家せいせい

273 霧島市国分 ファッションセンターしまむら 国分店

274 霧島市国分 ファッションセンターしまむら 国分西FM店

275 霧島市国分 ファミリーダイニング ベルグ

276 霧島市国分 ファミリーマート 国分中央四丁目店

277 霧島市国分 ファミリーマート 国分広瀬店

278 霧島市国分 ファミリーマート 国分向花店

279 霧島市国分 ファミリーマート はとや新町店

280 霧島市国分 フェラーラ

281 霧島市国分 フォトエリア シンクロ

282 霧島市国分 ふく福 国分店

283 霧島市国分 福耳国分店

284 霧島市国分 ふくもとデンキ

285 霧島市国分 フタヤ薬局 国分店

286 霧島市国分 ブックオフ 鹿児島国分店

287 霧島市国分 ブックス大和

288 霧島市国分 フラワーショップ八ヶ代 花ひろば

289 霧島市国分 フラワーハウス花曜日　国分店

290 霧島市国分 フルール

291 霧島市国分 HAIR　ART　Mix SPACE

292 霧島市国分 ヘアーサロンTOPIC

293 霧島市国分 ベーカリー＆カフェ ReeNo

294 霧島市国分 弁慶ぷらす

295 霧島市国分 ホームプラザナフコ 国分店 ●

296 霧島市国分 ポーラ COLOR

297 霧島市国分 ポーラ ふれあい営業所

298 霧島市国分 ほっかほっか亭国分中央東店

299 霧島市国分 ほっかほっか亭国分広瀬店

300 霧島市国分 ほっともっと国分中央店

301 霧島市国分 ホテル国分荘

302 霧島市国分 ホテルネクステージ

303 霧島市国分 ホワイト急便 旭通り店

304 霧島市国分 前田産婦人科クリニック

305 霧島市国分 まごのて クラビス

306 霧島市国分 益屋

307 霧島市国分 マックスバリュエクスプレス 松木店

308 霧島市国分 マックスバリュ 国分店 ●

309 霧島市国分 マックハウス フレスポ国分店

310 霧島市国分 マツザキ電器



311 霧島市国分 松下建設

312 霧島市国分 マツモトキヨシ フレスポ国分店

313 霧島市国分 まほうつ会　みやかわ小児矯正歯科

314 霧島市国分 丸俊 国分店

315 霧島市国分 Misumi Dr.Drive セルフ国分店

316 霧島市国分 mina整骨院

317 霧島市国分 みなと調剤薬局

318 霧島市国分 南日本ガス

319 霧島市国分 南日本新聞 国分北販売所

320 霧島市国分 南日本新聞 国分中央販売所

321 霧島市国分 みやけ写真館

322 霧島市国分 ミヤタカンパニー

323 霧島市国分 ミヤタタイヤ

324 霧島市国分 みやま本舗 国分店

325 霧島市国分 向井商店、ラーメン＆居酒屋 やんきもん

326 霧島市国分 眼鏡市場 霧島国分店

327 霧島市国分 メガネトップ　眼鏡市場 フレスポ国分店

328 霧島市国分 メガネのパリミキ国分店

329 霧島市国分 メガネのヨネザワ 国分中央店

330 霧島市国分 米田

331 霧島市国分 米田トーヨー住器

332 霧島市国分 めっけもん 国分店

333 霧島市国分 メディコープ国分売店

334 霧島市国分 モードアンリー

335 霧島市国分 もつや慧

336 霧島市国分 モツラブ

337 霧島市国分 もみ処　ほぐしあん

338 霧島市国分 桃太郎

339 霧島市国分 森三　国分中央店

340 霧島市国分 森三　敷根本店

341 霧島市国分 焼肉なべしま 国分店

342 霧島市国分 山内ガスセンター

343 霧島市国分 山形屋外商部国分出張所 ●

344 霧島市国分 山形屋ストア きりしま国分山形屋店 ●

345 霧島市国分 山昌

346 霧島市国分 ヤマダデンキ テックランド霧島店 ●

347 霧島市国分 ヤマダデンキ テックランド国分店 ●

348 霧島市国分 やまとソーラープラント

349 霧島市国分 大和電機



350 霧島市国分 やよいフォトショップ

351 霧島市国分 和らぎの森

352 霧島市国分 遊電舎

353 霧島市国分 ゆき源

354 霧島市国分 ユニバーサルハウス

355 霧島市国分 ユニハウス

356 霧島市国分 洋食の店一番館

357 霧島市国分 洋風膳わかまつ

358 霧島市国分 洋服の青山 国分店

359 霧島市国分 吉松電器

360 霧島市国分 吉村茶舗

361 霧島市国分 ラ・メゾン・ド ティンカーベル

362 霧島市国分 ランドハウス

363 霧島市国分 Lamp

364 霧島市国分 Li'a Lecil

365 霧島市国分 LIXILリフォームショップミナミホーム

366 霧島市国分 Re.Start

367 霧島市国分 Relaxationゆらぎ

368 霧島市国分 ルタンはうす

369 霧島市国分 レストランあずま屋

370 霧島市国分 ローズクリーニング

371 霧島市国分 ローソン国分インター店

372 霧島市国分 和香整体

373 霧島市国分 和食肴菜屋もっか

374 霧島市国分 和創こころ

375 霧島市隼人 アミュゼバルーン

376 霧島市隼人 居食屋りょう

377 霧島市隼人 一汁三菜ダイニングHICO Cafe

378 霧島市隼人 MBC開発 地産事業本部

379 霧島市隼人 鎌田石油 テクノセンターSS

380 霧島市隼人 髪工房P.I.T(ぴっと)

381 霧島市隼人 KITCHEN Q

382 霧島市隼人 九面屋

383 霧島市隼人 ごはん家

384 霧島市隼人 ゴンゼレス イオン隼人国分店

385 霧島市隼人 西郷どん湯温泉

386 霧島市隼人 さつきブライダル

387 霧島市隼人 さつま揚げの別甲屋 イオン隼人国分店

388 霧島市隼人 しちりんや 隼人店



389 霧島市隼人 ジャパンホーム

390 霧島市隼人 じゅうじゅうカルビ 霧島隼人店

391 霧島市隼人 旬彩かみむら

392 霧島市隼人 食彩　桜美

393 霧島市隼人 ドラッグイレブン 姫城店

394 霧島市隼人 ドラッグコスモス 隼人中央店

395 霧島市隼人 ドラッグコスモス 隼人店

396 霧島市隼人 ドラッグコスモス 日当山店

397 霧島市隼人 ドラッグコスモス 見次店

398 霧島市隼人 鶏どうらく

399 霧島市隼人 鶏のみやま 隼人発送販売所

400 霧島市隼人 バースデイ イオン隼人国分店

401 霧島市隼人 日当山無垢食堂

402 霧島市隼人 ファイテン元気アッププラザ

403 霧島市隼人 マイまくら（ふとんの今藤 ）

404 霧島市隼人 みつお産婦人科

405 霧島市隼人 みつおHOUSE

406 霧島市隼人 ゆごや物語

407 霧島市隼人 Lamp＋

408 霧島市福山 くろず情報館「壺畑」

409 霧島市福山 くろずレストラン「壺畑」

410 霧島市福山 セブン-イレブン 霧島牧之原店

411 霧島市牧園 おりはし旅館

412 霧島市牧園 霧島温泉旅の湯

413 霧島市牧園 霧島市営 関平鉱泉所

414 霧島市牧園 助産院arkaya

415 霧島市牧園 露乃樹さこう

416 霧島市霧島 霧島蕎麦處かわぐち

417 霧島市霧島 みやま本舗 霧島店

418 霧島市溝辺 大空食堂

419 霧島市溝辺 ドトールコーヒー鹿児島空港店

420 霧島市溝辺 トヨタレンタリース鹿児島　鹿児島空港店


