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①毎月第2・第4土曜日は2倍ポイントデー

KOKUBU TOWNMAGAZINE
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カード
プラスきりしま
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③60歳以上の皆様は第3土曜日
　が2倍ポイントデー

④毎月第1日曜日はお楽しみ
　クルクル抽選イベントデー

②小学6年生までのお子様をお持ちの方は、
　第1土曜日が2倍ポイントデー
子育て支援ポイント ※申込が必要です

高齢者支援ポイント

TOWN MAP
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出産祝いとベビー雑貨の ココレカ 【AREA E】

出産祝いのギフト等、生活を豊かにしてく

れる雑貨のお店です。出産祝いでは、おむ

つケーキや名入れタオルが人気です。タオ

ルソムリエおすすめの今治タオル等も取り

揃えています。

新町1-32-56　☎0995-45-8868　○営 9：00～17：00　○休 日曜・祝日　駐車場／あり

http://www.baby-oiwai.com

製造本舗  丸俊  国分店

鰹節・海産物の専門店。枕崎自社工場
にて新鮮な一本釣本カツオを素材とし
鰹節、海産珍味の製造を致しておりま
す。また、鰹節をお買上げの方には、
その場で削って差し上げております。

【AREA 6】http://www.e-marutoshi.co.jp

中央3-9-13　☎0995-45-2176
○営 9：00～18：00　○休 なし　駐車場／あり　

http://www.morizo.co.jp

霧島菓子処  森三 国分中央店

緑に囲まれた小道を行くと、そこには甘い香りとかわいく

て素敵なおいしいお菓子が皆様のご来店をお待ちしており

ます。真っ赤な大きなイチゴが目印です。季節の新商品が

皆様をお待ちしています。

中央4-8-23　 ☎0995-47-7000 　○営 9：00～20：00　 ○休 なし　 駐車場／あり

薩摩錫器工芸館 (有)岩切美巧堂 【AREA H】

鹿児島県の伝統工芸品である薩摩錫器を製造
・販売しております。
館内では、ショールーム薩摩（売店）ギャラ
リー霧島（貸出ホール1時間500円(税別)）
アトリエ桜島（製作体験）
どうぞお気軽にお立ち寄りください。

霧島菓子処  森三 敷根本店 【AREA G】

明治42年創業以来、皆様に御愛顧いただいてお
ります。いつまでも変わらない味を今後も御提供
させて頂きます。鹿児島特産品を選び抜いた厳選
素材を使った新商品を盛りだくさん御用意してお
ります。是非お越し下さい。

敷根985-イ　 ☎0995-45-0485 　○営 10：00～18：00 　○休 火曜日 　駐車場／あり

http://www.morizo.co.jp
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【AREA H】

霧島製茶株式会社 【AREA 6】

美味しく安心して飲む、食べる。無農
薬、有機農法で、体にやさしいおいし
さを追求しました。ほっとくつろげる
喫茶コーナーで、試飲もできますの
で、ぜひお気軽にご来店下さい。

http://kirishimacha.web.fc2.com/

http://www.satsumasuzuki.co.jp

中央3-20-9　 ☎0995-45-0036 　○営 10：00～18：00　○休 不定休　駐車場／あり

虎屋本舗 【AREA 5】

創業明治17年の老舗。西郷隆盛翁が
名付けた「角まんじゅう」に始ま
り、鹿児島銘菓のかるかんも最高級
の材料を使い伝統の味を守りつづけ
ています。一度老舗の味をご堪能く
ださいませ。

http://www.kokubutoraya.com

中央1-7-54　☎0995-46-1118　○営 8：30～16：00　○休 日曜日　駐車場／あり

まんぜん 【AREA 4】

こだわりの焼酎そして全国
の日本酒、世界のワイン、
シャンパンが集う酒専門店
です。酒のことならなんで
もアドバイスいたします。

中央1-24-25　　☎0995-45-0112　○営 9：00～19：00　○休 日曜日　駐車場／あり

㈲赤塚屋百貨店 【AREA 5】

本格いも焼酎の本場鹿児島県で50年続く酒販店です。県内の限定焼酎や

「日本名門酒会」限定の日本酒の取り

寄せも出来ます。季節の美味しい焼酎

や日本酒を多数ご紹介しております。

地元の味を全国へ真心こめて発送中。

http://akatsukaya.com/

お買い物

プラスきりしまカード加盟店

【　　】エリア番号○営 営業時間 ○休 定休日

Shop 
Information

中央3-11-21　☎0995-45-0115
○営 9：00～20：00　 ○休 第2・第4日曜日　 駐車場／あり

吉村茶舗 【AREA 6】

お茶は最も身近で親しみのある自然アル
カリ飲料です。ぜひ鹿児島空港周辺で採
れた「みぞべ茶」を御賞味下さい。お歳
暮、お中元遠方へのおみやげにもどう
ぞ。結納品も20%割引にて販売してお
ります。

中央3-20-33　☎0995-45-1891　○営 9：00～19：00　○休 なし　駐車場／あり

中央4-18-2　☎0995-45-0177 　○営 月～土 8：00～12：00／13：00～17：30、日曜 9：00～12：00／13：00～17：00
○休 12月31日～1月3日 　駐車場／あり（15台）

ホームベーカリー ラ・メゾン・ド  ティンカーベル 【AREA H】

季節それぞれのパンがそろうティンカーベル。秋には栗・かぼ
ちゃ・柿などたっぷりつかったお土産にもなるパンがいっぱい
です。また、ギフトとしてアンパンマンのキャラクターセット
\1,200は、クリスマスやお誕生日プレゼントにもぴったりで
す。毎日のパンがそろうティンカーベルへお出かけ下さい。

名波町2374-1　☎0995-46-6361　○営 8：00～19：00　○休 日曜日・祝日　駐車場／あり(3台)

ティンカーベルのおうち（tinkerbell.chesuto.jp）

佐藤精肉店 【AREA 5】

当店は、国分の中心である旭通りで
長年お肉の専門店として営業いたし
ております。国内産黒牛、黒豚、若鶏、
地鶏等を中心に販売しており、また、こ
れらの商品の県外発送もいたしております。バーベキューセットの
宅配もいたしますので是非ご利用ください。

中央3-12-7　☎0995-45-0134　○営 9:00～19:00　○休 日曜日　駐車場／あり



食器の池田 【AREA 5】

中央3-11-11　☎0995-45-0780　○営 10：00～18：30　○休 なし　駐車場／あり

ぶんぐ・いんさつ 国分進行堂 【AREA 5】

文具、事務用品のニーズに最大限にお応えす
る品揃えです。★オフィス向け、学習向け、
ご家庭向け文具、子どもたちが大好きな文具・
小物などいっぱい★名刺～カラー冊子まであ
らゆる印刷・製本 ★和紙、書道用品など

中央3-16-33　☎0995-45-1015　 ○営 9：30～19：00  　○休 毎月第1水曜日　 駐車場／あり

サーティワンアイスクリーム イオン隼人国分店 【AREA L】

見次1229イオン隼人国分店1F　☎0995-42-9431　○営 10:00～20:00　○休 なし　駐車場／あり

http://www.31ice.co.jp/

https://www.facebook.com/utsuwa.kan?fref=nf

https://www.rakuten.co.jp/qoots/

31日はサーティワンの日。
年に7回ある31日はダブルコーン、
カップがなんと通常価格の31％OFF！
ディズニー・スヌーピーキャラクター
のアイスクリームケーキが大人気!!

趣味の器から、ブライダルギフト、内祝い、
法事のお返しなど様々なご要
望にお応えできる「カタログ
ギフト」まで各種取り揃えて
お待ちしております。

ブックオフ鹿児島国分店 【AREA 4】

当店は、いらなくなった本、CD、ゲーム
等を買取り、リサイクル販売しておりま
す。本やCDを100円からお買い求め頂け
ます。立読みも大歓迎ですのでどうぞお気
軽にお立寄下さい。

中央1-7-31　☎0995-48-8889　○営 10：00～24：00　○休 なし　駐車場／あり

https://kokubushinkodo.com
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善福時計店 【AREA 5】

時計の電池交換・修理、お得なメガネセット
7,180円、補聴器の修理や耳の検査、貴金
属の修理・買取り等、お気軽にお問い合せく
ださい。
「マックスバリュー」向かい側です。

中央1-6-5　☎0995-45-0242
○営 10：00～19：00　○休 不定休　駐車場／あり

http://itp.ne.jp/shop/KN4600060600258643

地鶏のみやま 地方発送販売所 【AREA Q】

地鶏一筋創業28年。新鮮なお刺身や、あっつあつ揚げたて
の唐揚げ・鶏の塩焼き・秘伝のタレ焼きがお買い求め頂けま
す。クリスマスにはごて焼きを！
お土産やバーベキュー等にいかがでしょうか。

隼人町真孝11-1　☎0995-73-3339　 ○営 11：00～19：00 　○休 不定休　駐車場／あり

http://miyamahonpo.com/miyama/

有限会社ニード・コーポレーション国分営業所 カミヤスポーツ 【AREA 4】

スポーツ用品の事なら●カミヤスポーツ●におまかせ!!
商品豊富！お客様のご希望商品がなければ猛スピードで
お取り寄せしまーす。チームや色々な事、お気軽にご相談
下さい。スタッフ一同お待ちしております。

中央1-25-5　☎0995-46-1565
○営 10：00～19：30　○休 第1・3月曜日　駐車場／あり

加藤フルーツフーズ 【AREA 5】

季節ごとの新鮮な食材・果物を取り扱っておりま
す。鹿児島県産の果物・青果の県内外の発送もして
おります。また、お見舞い、おくやみの盛り籠も年
間を通して承っております。
近辺の配達も委託しておりますので、ご遠慮なくお
申し付けください。

中央3-6-5　☎0995-45-0003　○営 8：30～19：00　○休日曜日　駐車場／なし

スピリットスポーツ 【AREA 5】

★オリジナルデザインのマーク・番号（フルカラー）で自

分だけのＴシャツ、ユニフォーム等作れます。安い!!

★チタンパワーのファイテン商品（ラクワネック・チタン

テープ・Ｔシャツ、他 色々）取り扱っています！

中央3-17-17　☎0995-47-1635　○営 9：00～19：30
○休 毎月第1・3水曜日　駐車場／あり

靴のアサヒ屋 【AREA 5】

ブランドスニーカーとスクールシューズを
中心に品揃えしています。
★ただ今、アサヒ、ムーンスター、
瞬足などの白靴20%OFF中です。
詳しくはWebをご覧ください。→

中央3-12-1　☎0995-45-0247　○営 10：00～18：30（日・祝12：00～18：00）　○休 水曜日　駐車場／なし

ao-ya apartment store 【AREA P】

「長年使っても色褪せない、実用的かつ美しい暮
らしの道具」をコンセプトに衣食住を問わずこだ
わりの商品を取り揃えたライフスタイルショップ
です。併設のカフェでコーヒーやサンドイッチを
お召し上がりいただけます。

広瀬3-6-44　☎0995-47-3502
 ○営 10：00～19：00 　○休 毎週水曜日　 駐車場／あり（6台）

マルタカヤ模型

本格的なディスプレイ模型・材

料をとり揃えております。素晴

らしい完成品、コンテスト作品

も常時展示中です。

中央3-12-40　☎0995-45-1296
○営 10：00～19：30　○休 火曜日　駐車場／あり

【AREA 5】額縁センター レモン画材 【AREA 5】

★あらゆる額縁、額装のご相談承り。叙勲
額賞状額、絵画額、色紙や写真額…マット
加工で額にピッタリ合わせます。★日本
画・洋画・イラスト・絵手紙用品豊富に品
揃え。★レモン絵画教室は子供から大人ま
で4クラス有り。

中央 3-16-33　☎0995-45-1015（内 51）　 ○営 9：30～19：00  　○休 毎月第 1水曜日　 駐車場／あり

鶏のみやま 国分南販売所 【AREA H】

山下町25-1 　☎0995-55-8848 　○営 11：00～19：00 　○休 不定休　 駐車場／あり（8台）

県内9店舗営業中の鶏料理専門店「みやま本
舗」の地方発送販売所。鶏のお刺身をはじめ大
人気のおいどんの唐揚げ、唐揚げ弁当など鶏
料理を豊富に取り揃えております。お弁当の
発注や地方発送も随時承っております。

http://miyamahonpo.com/torimiyama



家電販売 修理の店　吉松電器 【AREA E】

創業42年!!
テレビ放送も4K、8K、さらに高画質へと
進化して行きます。地域に密着し、元気に
頑張っている電器店です。修理も、電話ひ
とつでお宅へ伺います。どうぞ気軽に御利
用下さい。

姫城南7-14-1　☎0995-45-5608　○営 9：00～19：00　○休 日曜日（最盛期は営業）　駐車場／あり

ふくもとデンキ 【AREA H】

電化製品でお困りのことはないで
すか。御自分の生活スタイルに合っ
た快適な毎日をお過ごし頂けるよ
う御相談、御見積り致します。
お気軽にお電話下さい。

中央4-17-28-1　☎0120-47-2876　○営 8：00～19：30　○休 日曜日 　駐車場／あり

★当店だけの得意技
印鑑・ブラザースタンプ（浸透
印）・ネームプレート彫刻は即
日お渡しも出来ます。
ゴム印は全工程当店にて行いプレス作業前の校正出力も
OK！吉相印鑑定させて頂きます。

堀切印章堂 【AREA 6】

中央3-34-10　☎0995-45-7369  FAX0995-45-8556
○営 9：00～18：00 　○休 土曜日・日曜日・祝日　 駐車場／あり

古賀時計店 【AREA H】

中央6-3-12　☎0995-46-3641　○営 9：00～19：00 　○休 不定休  　駐車場／あり

お客様の満足それが当店の喜
びです。時計・めがね・貴金
属・補聴器を取扱う店です。
1975年創業、長年培った技術と知恵を活かし、古い時計、
壊れた時計の修理も致します。見積りは無料です。

イエローハット 国分店

野口北1-105　☎0995-47-1122
○営 平日10：00～19：30／土日祝10：00～19：00　○休 正月1日・2日 　駐車場／あり

【AREA B】

タイヤやカーナビなど地域1番の品揃

えを目指し、車検やポリマーコーテ

ィングなど様々なピットサービスメ

ニューも取り揃えております。

国分物産館  じょうもん市場

当店は、地産地消を合言葉に、高齢・零細農家の方々を
前面に安心安全な品物を、1人 1人のお客さんに安心し
て買って戴けるように棚一杯に品物をならべてお待ち
致しております。尚商品の全国発送も承っております。

中央5-3-10　☎0995-45-3322
○営 3月から10月まで8：30～18：00／11月から翌2月まで8：30～17：30　○休 なし 　駐車場／あり

【AREA 3】

http://jyomon-ichiba.jp

スウェルサーフショップ

サーフィンに興味のある方スクールに参加
しませんか？ボード・ウェットレンタル料
込みで6千円お気軽にどうぞ!!
店舗は工場も併設しているのでボードに
関する事はお任せ下さい。是非一度ご来
店下さい。

広瀬3-1044-27　☎0995-45-9422　○営 13：00～20：30　○休 不定休 　駐車場／あり

http://swellcom.exblog.jp/【AREA I】

井ノ上珈琲（有）  ヴォアラ珈琲 霧島国分本店 【AREA 3】

ヴォアラ珈琲はコーヒー1粒1粒の個性と可能

性を大切にしています。マップご持参の方へ

カプチーノを1杯サービスいたします。

（マップ一冊につき、1杯まで）

VOILA.jp info@VOILA.jp

http://www.setokin.net

中央5-3-17　☎0995-46-5183
○営 10：00～18：00 　○休 毎週水曜日　  駐車場／あり（25台）

ミヤタカンパニー 【AREA 6】

中央5丁目の福島団地内の自宅で営業中。
CD・DVD（カラオケ含む）・楽器はおまかせ下さい。
各種楽器用の楽譜もあります。全メーカーお取り寄せでき
ます。CDメーカー特約店。マーティンギター正規取扱店。

中央5-13-38　☎0995-46-1200　○営 10：00～19：00
○休 毎週日曜日　駐車場／あり（3台）

Quart'z 【AREA F】

天然石を使ったオリジナルのパワーストー
ンブレスレットやサンキャッチャーなどを
お作りいたします。その他、オラクルカー
ドなどのヒーリンググッズやエンジェル
グッズなどの雑貨も販売しております。

http://www.quartz-lumiere.com

中央5-8-610 　☎0995-46-5543 　○営 11：00～18：00 　○休 年末年始　 駐車場／あり

瀬戸口近代車商会 【AREA 3】

ロード、マウンテンバイク、クロスバイク、折りタ
タミ車、電動自転車、通学車、原付バイク取り扱い
店です。自転車の試乗車もあります。メンテナンス
もおまかせ下さい。

中央5-3-17　☎0995-45-0558
○営 10：00～19：00（火曜日のみ10：00～18：00）　○休 毎週水曜日 　駐車場／あり（25台）

タイヤセブン国分店 【AREA B】

野口北1-91　☎0995-46-4879　○営 9：00～18：00 　○休 不定休  　駐車場／あり（7台）

タイヤの事ならお任せください！乗用車はもちろん、トラック・
農作業車等、ご家庭でお仕事で必要
な幅広いタイヤを取り扱い。
熟練サービスマンがあなたのタイヤ
を安全・丁寧に交換し、お車ライフ
をサポートします！

http://www.tireseven.com/

株式会社 永山商店 【AREA 2】

伝統の手作り味噌　材料一式が揃います
●国産優良味噌麦　　●あら塩各種
●国産大豆　　　　　●たねこうじ
●甘酒こうじ
美味しく安全で経済的な手作り味噌をあなたも是非！

中央3-4-8　☎0995-45-0795　○営 7：30～17：30　○休 日曜日 　駐車場／あり

霧や櫻や

野口西456-1　☎0995-46-1117　○営 9：00～20：00 　○休 なし  　駐車場／あり（40台）

霧島市の自然や文化をテーマに、
また出来る限り特産品を活用した
お菓子づくりを心がけ、霧島らし
い、霧島ならではの創作和洋菓子
を取り揃えております。ぜひお越
し下さいませ。

【AREA C】http://www.kokubutoraya.com
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School Shop コズマ 【AREA 5】

学生服上下、イートン上下

2年間　修理・補正無料

万全のクオリティを保証します。

http://www.kozuma.co.jp

中央3-12-8　☎0995-45-0133
○営 10：00～19：00　○休 なし　駐車場／あり

カメラ・写真・現像

作業服の安全地帯 【AREA F】

厳しい環境の中で毎日働く人に擦り切れに強く

着心地の良い作業服、作業用品等を、サイズも

豊富に取り揃えております。また飲食店用を中

心に白衣等も店内に色々置いております。お客

様の御来店をお待ちしています。

福島3-3-3 　☎0995-45-7384 　○営 7：30～20：00 　○休 毎週土曜日 　駐車場／あり

ヒサゴ屋百貨店  霧島店 【AREA M】

野口橋近くの、自然に囲まれた落ち着いた癒やしの空間が魅力
のセレクトショップです。
常時15以上のレディースブラン
ドを取り扱う他、鹿児島県産の
こだわり食品・雑貨も充実して
います。

野口西12-13　 ☎0995-48-5688 　○営 10：00～19：00 　○休 第1火曜日 　駐車場／あり（7台）

LINK（リンク）

福島3-9-13 　☎0995-46-5009 　○営 10：00～18：00 　○休 なし　 駐車場／あり

小さな店内ですが気さくなスタッフと
一緒にゆっくりとコーディネートを楽
しんでいただけます。カジュアル、フ
ェミニンからフォーマルまで取り揃え
ておりトレンド商品も多数入荷してい
ます。是非お気軽にお立寄り下さい。

【AREA I】

ファッション

モードアンリー 【AREA 5】

センスあふれるミセスのブティックです。
サイズもいろいろ
揃えております。

アベニュー本店

中央3-9-6　☎0995-47-4848
○営 10：00～19：00　○休 第3日曜日　 駐車場／あり

【AREA I】

地域に愛されて31年がたちました。
広瀬にあって気軽に立ち
寄れるアットホームな
お店です。ぜひ遊びに
来て下さい。

広瀬2-11-2 　☎0995-47-0002
○営 10：00～19：00 　○休 不定休　 駐車場／あり

フォトエリア  シンクロ 【AREA 6】

今を残す大切な写真－プロの手で－
★証明…スタジオで!!
★成人…前写しがお得
★七草…是非御家族で
★出張…同窓会等即日お渡し可
★プリント…見やすいハガキサイズも35円
中央6-1-43　☎0995-47-1558　○営 9：00～19：00　○休 土曜日　駐車場／あり

tone（トーン） 【AREA 3】

「あなたのクローゼットと人生にプラス
ワン（＋one）を」。
主にアメリカ製の、レギュラーからヴィ
ンテージの古着を取り扱っています。
オリジナルTシャツや、ハンドメイド作
家さんのアクセサリーもありますよ。

中央5-1-8 QL2000-102　☎0995-40-9282　○営 11：00～20：00　○休 水曜日　駐車場／あり（4台）

Instagram → tone_kirishima

メンズ  バロン 【AREA 5】

☆オリジナルプリント☆
お気に入りのデザインを格安でプリント。

☆オリジナル刺しゅう☆
Tシャツはもちろん、帽子などに刺しゅう入れ致します。
ワッペン作製もOK!!

中央3-12-8　☎0995-45-0133　○営 10：00～19：00　○休 なし　駐車場／あり

http://www.kozuma.co.jp

Ferrara フェラーラ 【AREA 5】

店内には大人の女性を演出するエレガントな洋
服がたくさん取りそろえています。また、貴方
のセンスをひきたたせるアクセサリー・小物も
魅力十分。カッコよくオシャレにキメたい貴方
！ぜひ一度、のぞいてみて下さい。

中央3-12-54 松田ビル　☎0995-45-3568
○営 11：00～19：00　○休 なし　駐車場／あり

カメラのフォーカス コープ店 【AREA 1】

デジカメ・スマホからかんたん写真プリント！

お買物の間に写真が仕上りとてもベンリ。お店

のプリントは、カンタン・カクジツ・超キレイ。

府中町1-53-1　☎0995-47-0559
○営 10：00～20：00　○休 なし　駐車場／あり

池田写真商会

●各種証明写真ご満足頂けるまで取り直しOK。一般のお客
様、学生様、お子様連れのお客様にサプライズ 有
●記念日のご家族写真予約承り中、お宮参り・七五三・入学・
卒業・成人式等、子育て支援パスポートのご提示で10％引

中央1-3-30　☎0995-45-0262
○営 9：30～18：30 　○休 土曜日 　駐車場／あり（3台）

【AREA 1】

http://www5.synapse.ne.jp/photoikeda/
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ミント 【AREA 6】

国分種苗の姉妹店。
家庭園芸についてご相談下さい。
マミフラワーデザインスクールの登録クラスでフラ
ワーアレンジ講習会も行っています。

中央3-20-33　☎0995-47-3220
○営 10：00～17：00　○休 日曜日・祝日　 駐車場／あり

㈲長崎芳花園 【AREA 1】

中央1-4-21　☎0995-46-2538　○営 7：00～18：00
○休 正月3日間　駐車場／あり（店舗敷地内）

どんなシーンにもマッチするお花をお届けします！
お世話になったあの人に。遠方で出席できない結婚
式やパーティーに。各種お祝いやお礼に…。いろい
ろなシーンでの貴方の気持ちをお花と一緒に送って
みませんか。

花・緑

花のフローラ 【AREA H】

お客様のニーズは変わり続けます。その変化

に対応出来るよう愛される生花・花束・フラ

ワーアレンジを提供していきたいと思いま

す。花ひとすじ、最高の花を最高の状態で。

中央4-3092-3 Aコープ国分店内
☎0995-47-2000　○営 9：00～19：00　○休 なし　駐車場／あり

http://hanaflo.hanatown.net/

YAYOI PHOTO SHOP ̶スタジオやよい̶ 【AREA 2】

フジカラーマスターショップで世界で一つ
だけのオリジナルグッズ。いろいろプリン
トをはじめ魅力ある商品が充実！
撮影もプロのみせどころ！ぜひ、御利用く
ださい。看板娘　ボーダーコリーも待って
ます。

中央3-1-12　☎0995-46-6522 　○営 9：00～19：00 　駐車場／あり

フラワーショップ八ヶ代 【AREA 3】

生花を生活の一部にして
頂く為、よりお求め易く
価格を設定し、新鮮で豊
富な品揃えで御来店し易
い雰囲気を目指してがんばっております。木曜日は、
特価デーです。どうぞお気軽に足をお運び下さい。

向花1134-3　☎0995-46-3354　○営 8：00～19：00　○休 お盆、正月　駐車場／あり

グリーンショップ八ヶ代

園芸に関しては、おまかせの一流店として経営
しております。生産直売の方式をとっています
ので元気で丈夫で質の良い商品が揃っていま
す。野菜苗は当店オリジナルの品種もあり、他
の店ではまず買えません。カードもあり貯まる
と500円のサービス。

向花1134-3　☎0995-46-3354　○営 8：00～19：00　○休 お盆、正月　駐車場／あり

【AREA 3】

くすり・化粧品

クロロフイル 国分美顔教室 【AREA I】

「お肌にはあれが良い、これが良い」と、いかに

も良い物のような広告が蔓延している現在！

大切な事は、自分自身が正しい皮膚の知識を身

につけて、本物と偽物を見分ける事です。

美顔師が無料で、ご指導致します！

福島1-28-10　☎0995-46-2334
○営 10：00～19：00　○休 毎週月曜日　駐車場／あり

http://www.chloro.co.jp/

コスメティック工房 奈ほ美 【AREA 5】

お客様が満足できる「美」を提供する化粧品専門店。
資生堂の特選ブランド商品を完備。大好評のBQエステ
を始め、各種エステや睫毛パーマも充実。定期的にお
手入れ会も開催中です。
お気軽にご来店・ご相談下さい。

中央3-12-6　☎0995-45-5262　○営 9：30～18：30
○休 年中無休（但し正月3ヶ日のみ）　駐車場／あり（4台）

国分種苗 【AREA 6】

・農業資材、種子の専門店
・プロからアマチュアまで幅広く、お野菜、
花の生産にお役に立ちます。

中央3-23-8　☎0995-45-0275
○営 8：00～18：00　○休 日曜日・祝日　駐車場／あり

田中生花園 【AREA 5】

お花を贈る方・贈られる方そして一人でも多
くのお客様が御満足していただけるよう努力
しております。
フラワーアレンジメント・花束・慶弔スタン
ド・胡蝶蘭鉢・観葉植物など各種取り扱って
ます。

中央3-12-36　☎0995-45-0405　○営 8：30～18：00　○休 正月5日間　 駐車場／あり

霧島市民薬局 【AREA 3】

当薬局は、えしゃく運動（○え笑顔で・○し親切に・○ややさ
しく・○くくわしく）をモットーに、皆様方の健康のお手
伝いをさせていただいております。お薬のことで何かご
ざいましたら、いつでもお気軽にご相談ください。

中央3-38-16　☎0995-45-4338
○営 平日8：30～21：00／土8：30～19：00／日・祝9：00～18：00　○休 なし　駐車場／あり

kirishiminph@po.synapse.ne.jp

【AREA 6】保険調剤 ナカムラ薬局

安心の生活は毎日の健康から！栄養バランス抜群のマイクロ
ダイエット正規取扱店。生活習慣改善、スリムボディを目指
すあなたをリバウンド防止まで一緒にお手伝いさせていただ
きます。お気軽にご相談ください。
支店／霧島市国分中央Aコープ店内　☎0995-45-7048も
よろしく！
中央5-4-6　☎0995-45-0624　○営 8：00～21：00　○休 1月1日・2日のみ　駐車場／あり



ポーラ 国分北店 【AREA D】

ノーベル賞受賞で話題の“オートファジー”。
化粧品に取り入れているのはポーラだけ。
世界最先端の研究と技術で輝く肌に。
初回限定、3,780円でトライアルエステを体
験いただけます。

新町965-1　☎0995-47-1043　 ○営 10：00～20：00 　○休 予約制　 駐車場／あり

体・リラックス・美容院・理容

美と健康の専門店 【AREA 1】

府中町35-51　☎0120-65-9598　○営 予約制
○休 まずはお問い合わせ下さい　駐車場／あり

1箱 6,800円（税抜）なかののお店
http://nakanonoomise.jimdo.com/
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TK Palju 国分店

霧島市で唯一のトータルビュー
ティーサロン。円形にせり出した大
きな窓から望む霧島連山や四季折々
の風景が大人気。5年、10年先も若々しく美しく笑顔で過ご
していただくためにトータルでサポートいたします。

松木町1-43 TK Palju1F　☎0995-45-5279　○営 9：00～18：00　○休 月曜日　駐車場／あり（12台）

【AREA B】

http://tk-beauty.com　 http://ameblo.jp/tkpalju40/

活性酸素を除去する作用、SOD様作用を持つ抗酸化食品。
日本サプリメント評議会推薦商品だから安全・安心です。

Sオールは日本で唯一 活性酸素抑制組成物として

3箱セットは2,400円お得です

 物質特許を取得 している大人気商品です!!

リバティージム 【AREA 5】

霧島市の本格トレーニ
ングジム!!
会員24時間　年中無休

中央1-27-29 岩重ビル2F 　☎0995-47-3443　 ○営 10：00～22：00 　○休 不定休　駐車場／あり

TK THE SALON

資生堂プロフェッショナルとコラ
ボレートした『とっておきのあな
たを引き出す』トータルュー
ティーサロン。ヘアー、ネイル、
まつげエクステ、フェイスの同日
施術が可能。一瞬も一生も美しく
を叶えるサロンです。

向花町12-6　☎0995-46-5353　○営10：00～19：00　○休 月曜日・第3日曜日 　駐車場／あり

【AREA A】http://tk-beauty.com

〈Instagram〉lima6401nail

トータルビューティーサロン Lima（nail）

ジェルネイルとケアメニューの専門家が在籍。
美しい肌と手先足先をプロデュースします。手足同時、ヘア、マツ
エク、エステとの同時施術で時短で美しく。爪やライフスタイルに
合わせたジェル選びもできます。

【AREA A】

向花町12-6　☎0995-73-6401　 ○営 9：00～18：00（最終受付16：00）　
○休 第1・第3日曜日、毎週月曜日　 駐車場／あり（20台）

Anrire

まつげエクステ、フェイシャル、ネイルができ、

スキンケアアドバイザーとアイコーディネーター

在籍。働く女性や子育て中のママもメニューを組

み合わせて時短でお手入れできるのが魅力です。

【AREA B】http://tk-beauty.com

松木町1-43 TKpalju2F　☎0995-73-5434
○営 9：00～18：00　 ○休 毎週月曜日・第2日曜日　 駐車場／あり（12台）

〈Instagram〉lima.beauty.salon

トータルビューティーサロン Lima（eye・エステ）

お客様のアイパーツを美しく魅力的に仕上げるまつ
げエクステデザインをご提案致します。お顔の印象
を変えるアイブロウデザイニングは男性にも人気の
メニューです。WAX処理で理想的な美眉へお仕上
げ致します。

【AREA A】

向花町12-6　☎0995-73-6401　○営 10：00～17：00（最終受付16：00）
○休 毎週日曜日・月曜日　  駐車場／あり（20台）

まごのて×クラビス 【AREA F】

美と健康と癒しの整体院＆エステサロンの
まごのて×クラビスです。お客様にとっ
て、心地良い空間となり、お仕事・家事等
の疲れや痛みを取り、キレイになるお手伝
いをさせて頂きます。

中央5-610 パティオ内　 ☎まごのて0995-47-6011  ☎クラビス0995-47-6012
○営 11：00～21：00（20：45os） 　○休 毎週火曜日 　駐車場／あり

松元美容室【AREA 6】

お客様とのコミュニケーショ

ンを大事に、明るく落ち着き

のある店づくりを心掛けてお

ります。成人式・七草などの

着付けもいたしております。

中央4-29-21　☎0995-45-0175　○営 9：00～19：00　○休 月曜日・第3日曜日　駐車場／あり

Hair Shop Heart（ヘアショップハート） 【AREA 4】

中央1-7-36　☎0995-47-7279
○営 9：00～19：00　 ○休 毎週月曜日、第3日曜日 　駐車場／あり（4台）

個室のような空間でゆったりとした時間を過ごして頂けます。再現
性のあるヘアスタイル、傷ませないパーマとカラーは吟味した薬剤
を使用しております。簡単10分ほどの極上トリートメントはお薦
めです。

HAIR ART Mix★SPACE 【AREA 5】

コミュニケーションを大切に考え
「質感」・「形」・「再現性」を重視したスタイル
を提供いたします。
また「quality（上質」）をコンセプトに居心地の
良い空間を演出し「洗練された技術」と共に「最
高のサービス」も提供いたします。

中央1-26-32　☎フリーアクセス 0800-400-0995
○営 10：00～20：00　○休 月曜日と第3火曜日　駐車場／あり

ボディバランス&エステ  HAND. m's（ハンド・エム） 【AREA 5】

歪みを正してキレイなあなたへ！骨格は加齢だけでなく悪い
姿勢など生活習慣でも歪むもの。正しい骨格は美しい体型
を作る基本！ソフトな矯正で骨盤・フェイス・ボディの歪
みを正して身体の中から綺麗になりませんか！

中央1-26-32　☎0995-46-7815　○営 10：00～22：00（完全予約制）　○休 不定休　駐車場／あり



hair room Lamp（ランプ） 【AREA H】

店名“ランプ”のようにぬくもりのある空間のなかで

お客様を輝かせるお手伝いをさせていただいており

ます。技術コンセプトとしては“傷まない・傷ませ

ない”をモットーに技術を提供させて頂きます。

中央4-15-15　☎0995-45-9195 　○営 受付10：00～19：00 　○休 月曜日、第3日曜日　駐車場／あり

http://www.hairroomlamp.com/
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mic@24y.jp美容室  atelier Michelle

野口西19-39-1　☎0120-76-3107
○営 9：00～20：00（日曜日9：00～19：00）  ○休 毎週月曜日・第3月・火曜日連休  　駐車場／あり

おしゃれの基は健康です。自然治癒力のノウハウをコン
セプトに自然界の恩恵をベースにした各メニューを揃え
ています。健やかな空間でソフトオールディーズをBGM
にロンドン仕込みの本格的なCUTをご体感下さい。

MOTHER 【AREA H】

ナチュラルテイストの落ち着いた雰囲気の店内で、カットを主軸に
カラーや、パーマを展開しています。人気の電子トリートメントは
じわっと髪が元気になっていく魔法のエステ（ショート￥2,000
～）はお薦めです。
MOTHERメール予約　mot＠24y.jp

中央6-17-17　☎0995-46-8903  0120-468-903
○営 9：00～19：00　○休 毎週月曜日、第3火曜日　駐車場／あり

【AREA L】

nature（ナチュール） 【AREA 6】

中央3-24-7　☎0995-46-8886　○営 10：00～19:30／水曜日10：00～18：30　○休 月曜日、第3・4火曜日　駐車場／あり

誰もが、リラックスして時を過ごせる
リゾート感覚のヘアサロンです。ヘア
スタイルのご提案と、フェイス・ボディ
をトータルケアする提案ができます。
ココロもカラダも、いやされる時間を
お過ごし下さい。

http://space-be.me

カットスペース イン EDコレクション【AREA 6】

話題の★「デジタルパーマ」実施中★今までパーマで
はなかなか難しかった、巻き髪風のスタイルや、パー
マがかからなかった縮毛矯正後の髪にも対応する新し
いパーマメニューです。特徴は、従来のパーマとは逆
に、髪が乾くほどにカールが出てキレイになります。この機会に試してみて!!

中央3-21-25 小野ビル2Ｆ 　☎0995-47-2638
○営 平日10：00～18：30受付/土日祝 9:00～17:00受付 　○休 月曜・第3日曜日  　駐車場／あり

Hair
,
s 【AREA 5】

霧島国分山形屋の北側に黄色で三角の屋根が目印です！店内
は吹き抜けのゆとりある空間です。お客様の個性を活かした
スタイル創り最高のトリートメントでダメージもなく最新の
カラー＆パーマを提供しています。癒しのオイルマッサージ
～プライダルエステまで個室でできるトータルビューティー
スペースです。

中央3-513-1　☎0995-46-0821
○営 9：00～19：30　○休 毎週月曜日　駐車場／あり

野口西2-38　☎0995-47-2655
○営 10:00～19:30／水曜日10：00～18：30　○休 月曜日、第1・3火曜日　駐車場／あり

http://space-be.me

Space Be 【AREA C】

“いつの時代もいいスタイルといい空
間は「人」がつくる”をテーマに丁寧な
カウンセリングで男女を問わず個性や
ライフスタイルに合わせたデザインを
提案しています。

ハタシマ理容  国分店 【AREA 5】

中央3-5-1　☎0995-46-4686
○営 9:00～19:00　○休 なし　駐車場／あり

年中無休
大人（カットだけ）1,000円

すみ美容室 【AREA 6】

髪にやさしい弱酸性パーマ、ヘアカラーも取り扱ってい
ます。
成人式、七草などの御支度も御利用下さい。

中央3-23-14　☎0995-45-1576
○営 御希望に応じます　 ○休 月曜日・第3日曜日　駐車場／あり

生協コープ国分タウン内で買物にも便利で
す。ゆったりとした空間で丁寧なカウンセ
リングで一人ひとりに似合うヘアスタイル
をご提案できます。ネイル、アイラッシュ
は個室でリラックスして楽しめます。

cube（美容室）×Elena（アイラッシュ・ネイル） 【AREA 1】http://space-be.me

府中町1-53-5　☎cube0995-49-8511
☎Elena0995-55-0665
○営 9：00～18：30／水曜10：00～17：30／木曜10：00～19：30　○休 月曜日・第2・3火曜日　駐車場／あり

【AREA 5】エステティック TOMO

中央1-24-31 2F　☎0995-46-4888 
○営 10：00～19：00（予約制） ○  休 月曜日、第2・4日曜日 　駐車場／あり

おかげさまで10周年、親子でやっているお店です。
お一人おひとりのお肌の悩みにあったお手入の提案！超人気の
肌質改善コースで毒素（汗・尿・便）を
短期集中で排泄!!若返り美容法です。
初回限定¥5,000（税別）

【AREA 5】HAIR＆MAKE Gran’dir
髪・頭皮のお悩みに合った施術・スタイル
提案、自宅でのヘアケア、スタイリングの
アドバイスを致します。お客様の髪質、状
態に合わせた薬剤でダメージを最小限に抑
え「目指すのは、いつでもサロンの仕上が
り」をテーマに。

中央3-9-20 国分パークプラザ1F
☎0995-48-9977　○営 9:00～19:00（カット受付）　○休 毎週月曜日・第2火曜日 　駐車場／あり（パークプラザ駐車場）

【AREA H】

team.riff@jasmine.ocn.ne.jp

美容室 ソォスフェール 【AREA K】

http://sosphere.com/
ソォスフェールでは、シャンプースペースを別
空間でリラックスした時間をゆっくりできるヘ
アサロンです。
炭酸泉を使用しているメニューも多数あります
ので、是非一度ソォスフェールに来て下さいね。

重久617-3　☎0995-46-7174　○営 10:00～19:00　○休 毎週月曜日・第3日曜日　 駐車場／あり

RIFF HAIR（リフ ヘアー）

リフヘアーでは、縮毛矯正キャンペーンをしてい
ます。髪のダメージにあわせて3種類お薬をそろ
えています。
お気軽にお電話ください。

中央4-10-5　☎0995-46-6687　○営 平日10:00～19:00（カット受付） ○  休 月曜日　駐車場／あり



天然草木染めヘナ 美容室とも 【AREA A】

髪を傷めないエコロジーカラーヘナ

https://profile.ameba.jp/ameba/spiral531美容室 Spiral
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当店の草木染めヘナカラーは天然100％を
使用しております。
ヘナは白髪染め・おしゃれ染め育毛の地肌
活性化・更に体調も向上させる貴重な天然
の恵みです。（厚生労働省認可商品）

向花町2-18（向花五差路近く）　☎0995-45-7101　○営 8:30～19:00　○休 月曜日、第3日曜日　駐車場／あり

落ち着いたアットホームな空間で、髪がキレイにな
ると楽しい気持ちになれるようなサロンです。髪や
肌に優しいカラー剤を使っています。お勧めは、ミ
ストのトリートメント、髪にうるツヤを与える人気メ
ニューです！

中央4-1-20　☎0995-47-6600   ○営 9：00～19：00
○休 毎週月曜日・第1火曜日・第3日曜日　 駐車場／あり（5台）

タートルスポーツクラブ

運動の好きな子も、運動嫌いの子も大歓迎。
体を動かすことが、楽しくなるよう、好きになる
よう、喜びとなるようお手伝いいたします。

赤ちゃん体操、2～6歳向けの楽しい幼児体操、苦
手克服目的の楽しい小学生体操教室、器械体操選
手コースとスクール内容も充実。

【AREA E】http://ktturtle.com/

隼人町姫城3-12　☎0995-70-6363　○営 14：00～19：00　○休 日曜日・月曜日　駐車場／あり

【AREA H】

Hair＆Make HACCI 国分中央店【AREA 3】

大阪・京都・神戸・関西最大級のサロンにて技術教育
を担当した後、美容師として沢山の方を綺麗にしたい
…そんな想いを胸に、ヘア＆メイクハッチをオープン致
しました。美を追求し皆様に愛されるサロンを目指し
ます。

中央3-38-25-8-2F　☎0120-05-3398
○営 カット9:00～20:00  カラー・パーマ9:00～19:00　○休 月曜日　駐車場／あり（10台）

hair design acro（ヘア－デザイン アクロ）

ブラウンを基調とした落ち着いた空間で、
最新のナノスチーマーを使ったあらゆるメ
ニュー。あなたのキレイの引きだし。カギ
はacroにありますよ！
acroメール予約　acro@24y.jp

【AREA E】

http://ameblo.jp/hairdesignacro/

隼人町姫城1-25-2A　☎0995-70-0481　○営 10：00～19：00　○休 月曜日　駐車場／あり

ほぐし職人の店 りらく

身体とココロを癒しほぐすことにプラスして、
あなたのキレイをお手伝いするアットホームエ
ステのメニューが新しく加わりました。
脱毛やフェイシャルなど、あなたのあらゆる悩
みをオーダーメイドで提案させて頂きます。

【AREA L】http://riraku-hogusi.webnode.jp

隼人町見次580-1　☎0995-57-6900
○営 10：00～20：00（受付18時まで）  ○休 火曜日　 駐車場／あり

【AREA 2】(医)サンライフ  国分外科胃腸科
診療科目
　内科・消化器内科・循環器内科・外科
関連介護施設－『いきいき・のびのび・
ゆったりと』がモットーの
◎国分府中デイサービス
◎国分府中グループホーム
◎くすの木長家（高齢者対応型住居）

府中町13-23　☎0995-47-2311　○営 平日 9:00～18:00  土曜日 9:00～13:30　○休 日曜日　駐車場／あり

東歯科医院 【AREA 5】

歯科・口腔外科・歯周再生治療・
インプラント治療・審美歯科など
を行っております。
より輝く笑顔のために!!

中央3-9-20  国分パークプラザ1F　☎0995-48-8979
○営 月－金 9：00～12：30  14：30～19：00   土 9：00～13：00 　○休 日・祝 　駐車場／あり（無料券をお渡しします）

ヘアーサロン  SURE（シュアー） 【AREA D】

二代目代表になって一周年になりま

す。男女問わず気軽に入れるお店作り

にがんばってます。男性は頭皮クレン

ジング、女性はフェイスエステなど

の、オプションも充実してます。

是非、お待ちしております(^ ^) 。

新町967-2　☎0995-45-3215　○営 9：00～20：00　○休 第3日曜日、毎週月曜日　駐車場／あり

クラッパー フォー ヘアー 【AREA L】

季節やライフスタイルに合わせてあなただけの似合せヘア
スタイルをフリーランススタイリスト達がご提案いたしま
す。アジアンテイストな雰囲気の店内で年齢問わず、ゆった
りとした時間をお過ごしください。

https://pocara.amebaownd.com

野口西6-8サンタウン内　 ☎0995-47-6270
○営 10：00～19：00 　○休 毎週月曜日 　駐車場／あり

きりしま整骨院

中央5-610 パティオ内　 ☎0995-73-4976
○営 平日、土・日、祝日9：00～12：00／15：00～20：00／木曜日15：00～20：00　 ○休 毎週火曜日、木曜午前 　駐車場／あり

鹿児島初!!最新検査機器「サーモラボ」で
身体の歪み・悪いところを一発診断！最
善の治療法で早期改善を目指します。
その他、美容鍼灸やカイロプラクティッ
クなどの治療も充実！

http://kirishima-seikotsuin.com/

あおい整骨院 【AREA H】

首、肩、腰の痛みからむくみ、ダイエットサポートまでワンス
トップで対応します。最新の治療機
器と手技で痛みの根本にアプローチ
します。キッズルーム完備で地域の
ママさんから支持されています。

http://aoiseikotsuin-kokubu.com

名波町10-17　 ☎0995-50-3253
○営 平日9：00～19：30（13：30～15：30昼休み）／土曜9：00～17：00（昼休みなし）　 ○休 日曜日、祝日 　駐車場／あり（5台）

ひふみ整骨院

中央4-13-36　 ☎0995-73-5370
○営 平日7：00～20：00／土曜日7：00～15：00　 ○休 日曜日 　駐車場／あり

手技療法にこだわり痛みに取り組みます。
患者様の自然治癒力を最大限に引き出す為に神
経の流れが良くなるように手技療法を行いま
す。体のゆがみを測定して治療の手順を決定し
ていきます。

【AREA H】

ボルダリングジム ロックアップ 【AREA P】

霧島市にあるボルダリング専用施設です。約60坪の広い空間に初心
者から上級者まで楽しめるよう90度～150度の多彩な傾斜の壁があ
ります。体験利用料金1時間
1,000円（レンタル料込み）
ぜひご利用ください。

http://rockup.jp

隼人町住吉151-1　 
☎0995-55-8828　○営 平日18：00～23：00／土・日・祝日10：00～20：00　 ○休 火曜日 　駐車場／あり（15台）

【AREA F】



https://kh-house.jp株式会社 国分ハウジング 【AREA 1】

住まいの建築・リフォーム・アパート・マンション・借
家のご案内から土地建物の買い取り等、地域社会と
真心でお付き合いをスローガンに不動産全般を取り
扱っております。

中央3-3-3　☎0995-45-8886　 ○営 9：00～18：00
○休 火曜日・水曜日（第1火曜を除く） 　駐車場／あり

http://minamihome.com

LIXILリフォームショップ ミナミホーム（南建設（株）） 【AREA B】
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サービス

カギの110番国分 【AREA 3】

あなたの生命と財産を守る鍵。
☆イモビライザー付合鍵・カギ無し製作
☆カードキー・防犯カメラ等のセキュリティ
商品取付
☆住宅・車・金庫の開錠・合鍵作製・錠前交
換などカギのことなら、ぜひ当店にご相談
ください。

中央5-993-1　☎0995-47-0110　○営 店舗9：30～19：00（日・祝日10：00～）　○休 店舗のみ お盆・正月 　駐車場／あり

http://www.kagi1109948.com/

野口東7-13　☎0120-61-0678 　○営 8：30～17：30
○休 日曜日　駐車場／あり

リフォーム・リノベーション専門店

◎エクステリア・外構
◎介護リフォーム
◎給湯器、その他修理等
　　　　　　　ご相談ください。

◎新築・中古リノベーション 
◎水まわりリフォーム
◎屋根・外壁　　
◎内装

旭交通トラベル 【AREA 1】

訪ねて親切！　企画は丁寧！　旅して満足！
◎国内各種旅行　◎航空券　◎高速バス
◎フェリー　◎宿泊手配
※旅に関することは全て、お気軽にご相談下さい。

中央3-3-4　☎0995-45-8822
○営 月～金9：00～18：00　土9：00～17：00
○休 日曜日・祝日　駐車場／あり

【AREA 5】プラスきりしまポイントカード インフォメーション

プラスきりしまポイントカードは国分地区を中心とした加盟店で

ポイントを集めてお得に使えるポイントカードです！

中央3-12-41 別棟2F 　☎0995-47-6100
○営 10：00～18：00 　○休 毎週日曜日（第1日曜日を除く）　駐車場／あり

㈲リビングプラン 【AREA 1】

アパート・マンション・売家・売地等の情報を豊富に揃え皆様

の家探しのお手伝いをさせていただきます。どうぞお気軽に

ご来店下さい。

●特典　●マップ持参の方へ仲介料10%割引いたします。

http://www.livingplan.jp/

中央3-1-6（国分駅前）　☎0995-46-4866
○営 9：00～18：00　○休 水曜日　駐車場／あり

http://plakiri.com/card/

㈲岩重商事 【AREA 6】

★土地・建物★売りたい！買いたい！
★アパート・貸家
★借りたい！貸したい！
そんな方はぜひ一度ご来店ください。
秘密厳守でご相談に応じます。また、当社では直接買取りも
致します。良物件をご紹介ください。

中央5-4-5　☎0995-45-0408　○営 8：00～19：00　○休 不定休　駐車場／あり

南国交通㈱ トラベルサービス 国分営業所 【AREA 6】

素敵な笑顔に親切・丁寧な接客で、海外・国内航空券・パック商品・

宿泊・高速バス・フェリー・団体、全ての旅行に対して親身にご相談に

のります。お気軽にお電話ください。

http://nangoku-kotsu.com/

中央3-26-9　☎0995-46-8200
○営 月～金9：00～17：30／土9：00～17：00　○休 日曜日、祝日　駐車場／あり

㈲ハマダ 浜田事務所 【AREA 2】

土地建物調査測量
土地建物の登記
境界の調査
農地関係許可申請
開発許可手続き
公用地払下手続き

中央3-41-65（消防署隣）　☎0995-45-7030　○営 8：30～18：00　○休 土・日曜日　駐車場／あり

https://www.restartseitai.com

痛み・コンディショニング専門整体 Re.Start

当院では身体の不調の根本的な原因を特定し、徒手療法、

トレーニング、ラジオ波施術など様々な施術を使って、お客

様の早期改善のお手伝いをさせて頂きます。詳しい内容は

ホームページから！皆様のご来店お待ちしてます。

【AREA L】

野口西289　☎0995-50-1320
○営 14：30～20：30 　○休 不定休　  駐車場／あり（5台）

https://www.maloop.biz/Maloop（マループ）
白を基調とした居心地のいいリラックス
空間が自慢◎「一番似合うヘアスタイル提
案」、「髪をキレイに維持できる技術」であ
なたらしさを引き出します。頭皮&髪質
改善メニュー豊富に揃えております。

【AREA H】

湊478　 ☎0995-45-0110　 ○営 9：00～19：00（時間外可）
○休 月曜日（場合により営業）　駐車場／あり（10台）

デイサービス 憩の里 【AREA 6】

中央5-4-5　☎0995-48-5855　○営 9：00～16：15　○休 日曜日、1月1日～3日　駐車場／あり

★手作り感溢れる雰囲気
★昔なつかしい雰囲気を大切に手作りのおもてなしを
しています。
人付き合いが苦手、新しいことが苦痛、そんな方々の
声を大切になじみやすい雰囲気の通所施設です。

http://ikoi-athome.info/

旭交通㈱タクシー事業部

“100mでもどうぞ!!大歓迎です”
日本一の感動タクシーを目指しています。タクシー
でお届け物だけでもOKの「べんりくん」サービス
や、タクシー観光も大好評です。

中央2-15-25　☎0995-45-1111　○営 24時間　○休 なし　駐車場／あり

【AREA 6】

http://www.asahikotsu.com



鎌田石油(株) 国分中央SS 【AREA B】

縄文きずなカード加盟店
Ｔカード利用可能
洗車に自信あり！車検・車の販売
も行います。

野口東6-5　☎0995-47-1811　○営 7：00～21：00　○休 年中無休

スポーツクラブ エルグ・テクノ 【AREA C】

当クラブはプール、トレーニングジム、スタジオ、
テニスコートを完備した総合スポーツクラブです。
お客様の目的にあった健康作りをサポートいたしま
す。皆様のご入会をスタッフ一同、心よりお待ちい
たしております。

http://www.erg-techno.com

https://unity-g.com

NPO法人 にじの橋

H22.1月にオープン！主に障がい児・者を対象
にしたお預かりをしています。買い物や美容室な
ど少しの時間から兄弟児の部活の試合など都合に
合わせたお預かりを行っています。詳しくはお電
話を。事前の契約が必要！

中央5-13-74-7　☎0995-45-1080　○営 7：00～19：00　○休 年末年始　駐車場／なし

【AREA 6】

リハケアガーデン国分

介護が必要となっても運動を中心としたリハビリテーショ
ンにより在宅生活を維持していく支援をします。
通所介護・訪問看護・居宅支援と介護のご相談はお気軽
に。又、リハビリ専門職も常駐。

中央4-12-22　 ☎0995-73-3381 　○営 8：00～17：30 　○休 日曜日 　駐車場／あり（5台）

【AREA H】

https://unity-g.com

リハケアガーデン ネクスト

介護保険事業で運動や活動を行いながら体も心も元気にし
ていきます。サービス内容は3時間・6時間あり、その方
に合わせて運動出来ます。リハビリ専門職が常駐。なんで
もご相談下さい。

広瀬1-24-30リーベンビル1階　 ☎0995-70-1262 　○営 8：00～17：30 　○休 日曜日 　駐車場／あり（5台）

【AREA P】

野口西2-5　☎0995-43-7200　○営 火～土曜日9：00～22：00  日曜日9：00～19：00　○休 月曜日　駐車場／あり
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http://www.kosei-ltd.com/カラオケ リース・販売 株式会社コーセイ 【AREA B】

カラオケ・カラオケ周辺機器、新品から中古ま
で幅広く取り揃えております。取付工事からア
フターメンテナンスまでサポート致します。
1日レンタルも承ります。カラオケの事ならお
気軽にお尋ね下さい。

アフラックサービスショップ こくぶ中央店  鹿児島ファミリーライフサービス株式会社 【AREA 5】

ゆっくりと落ち着いたスペースで苦手な保険を
一緒に考えてみませんか。
★無料保険診断　　★がん情報コーナー
★乳がん体験キット
皆様の安心のご準備をお手伝いしてまいります。

中央3-9-20 国分パークプラザ1階
☎0120-055-331　○営 9：00～18：00　○休 日曜日、年末年始  　駐車場／あり（パークプラザ無料券発行）

野口町11-11 KOSEI  BLD.1F
☎0995-47-6060 (代)  0120-47-6868  ○営 9：00～ 　○休 日・祝日　駐車場／あり

https://d3s.info第3倉庫（自転車の出張修理屋）

パンク修理945円！出張料0円！すぐに行きます！その場で
直します！自転車の修理なら何でも出来ます。出張エリアは
国分・隼人地区です。

神宮5-3-30　☎090-3799-2984（事務所：0995-55-0355 左記
の携帯電話に常時転送しております）　
○営 6：30～18：30（日・祝9：30～18：30）　○休 なし　駐車場／なし

【AREA N】

鹿児島県防災保守点検センター

消火器等の処分が難しくなりました。

専門の私共に御相談下さい。消防設備

の点検も無料でお見積り致します。

中央2-6-11-2　☎0995-47-0604　○営 9:00～18:00　○休 年中無休　駐車場／あり

【AREA R】

南日本リビング新聞社 霧島営業所

グルメ・レジャー・イベント情報から、家計・子育て
情報など、生活を豊かにする生活情報誌「リビングき
りしま」を発行しています。現在41,589部配布中！
広告等のご相談などお気軽にお問い合わせください！

中央3-41-62 　☎0995-48-6011 　○営 9：00～17：00 　○休 土・日・祝日 　駐車場／あり

【AREA 2】

http://www.m-l.co.jp

(有)中村タクシー

霧島市で営業を始めて約80年。皆様方
の交通機関として毎日営業しておりま
す。長年の経験を活かし、最近では車
イス車・ハイヤー車を導入し、新しい
事にも取り組んでいます。中村タクシ
ーをよろしくお願い致します。

中央3-10-22　☎0995-45-5555　○営 24時間　○休 年中無休　駐車場／なし

【AREA 5】http://www.taxi-nakamura.com/

ホンダドリーム霧島

霧島市のホンダ二輪車専門店！ホンダの

バイクの事ならすべてお任せ下さい。

みなさまのご来店お待ちしております。

上小川1603　☎0995-45-7575　○営 10：00～19：30　　○休 毎週火曜日　駐車場／あり

【AREA H】http://www.dream-kirishima.jp/ 株式会社 クオリティスタッフ

クオリティスタッフは、霧島市を拠点として、地域に密
着した総合人材派遣会社です。
あなたのお住まいの近くのお仕事を多種多様、幅広くご
紹介します。人材派遣の事なら、クオリティスタッフに
お任せ下さい。

名波町24-21　☎0995-73-4510 　○営 9：00～18：00　 ○休 土・日・祝日　 駐車場／あり

http://www.quality-staff.co.jp/【AREA H】

有限会社 サン・オート

新車、中古車販売及び法人個人向カーリース車検修

理車に関する全て取り扱っております。車の買取り交

換等色々。尚、車購入でローン審査に不安の方もお

気軽にご相談下さい。

野口西6-8　☎0995-47-1496　○営 9：00～19：00
○休 正月3日間　駐車場／あり

http://www5.synapse.ne.jp/sun-auto/【AREA L】



株式会社 koop（南日本新聞 国分北販売所）

南日本新聞をメインに日経新聞、毎日、朝日なども取り扱っていま
す。新聞の購読・無料サンプル新聞・チラシの折込、そして各種広
告、デザイン、宣伝、広報に関する企画・制作を行っております。チ
ラシにつきましては企画から折込まで当店舗で完結できます。ま
ずはご連絡ください。

清水2-1-10　☎0995-47-1231　○営 9：30～17：30
○休 日曜日・祭日　駐車場／あり

http://www.koop.jp【AREA J】

有限会社 上園自動車

新車・中古車の販売はもとより車検・
一般修理・鈑金塗装・レンタカーも
やっています。

中央5-8-13　☎0995-45-0484　○営 8：00～18：00　○休 日曜日 　駐車場／あり

【AREA F】

有限会社 ベスト住建

当社は国分隼人を中心に不動産売買をメイン業務とした

会社です。宅地分譲、アパート、マンション、借家の賃貸物

件の管理から土地の借地、業務用借地、また、相続物件、

土地活用に関する不動産コンサルまで行っています。

http://www.bestjuken.com/

【AREA C】

南日本新聞 国分中央販売所

鹿児島で一番普及のある南日本新聞を取り扱っていま
す。他に日本経済新聞、毎日新聞、産経新聞、朝日新聞、
スポーツ新聞等もあります。お試し購読もあります。
すぐお届けしますのでお電話お待ちしています。

名波町6-2　☎0995-45-0261　○営 9：00～18：00　○休 日曜日　駐車場／あり

【AREA H】
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FMきりしま（プラスきりしま FM76.9）

平成25年6月に開局。ラジオ、スマートフォン
アプリ、そしてパソコンでもお聴き頂けます。
メッセージ・リクエストはもちろん、出演して
PRしたい方やCMスポンサーも募集中です。
お気軽にご連絡ください。

中央3-33-34 大山ビル2F　☎0995-73-7070 　○営 7：00～19：00 　○休 土、日　 駐車場／なし

キッズパークきりしま

パークプラザビルの2Fで子供の一時預かり（1
才～小3年）、親子で無料で遊べる、ふれあい広
場（小学入学前まで入室可）、ファミリーサポー
トの3事業を行っています。一時預かりは1時間
250円の低料金です。

中央3-9-20　  ☎0995-48-6886  　○営 一時預かり 9：00～21：00
ふれあい広場 10：00～12：00、13：00～17：00  　○休 年末年始のみ　  駐車場／あり

【AREA 5】http://www.kidspark-kirishima.com

http://plakiri.com/

【AREA 2】

国分スターレーン

霧島唯一のボウリング場です。天候
を気にせず、お子様からおじいちゃ
ん、おばあちゃんまで楽しく運動で
きる快適空間です。会社、子ども会、
お友達同士でのご予約も承っており
ます。お気軽にご連絡下さい。

野口北1617　☎0995-47-7777 　○営 9：00～23：00 　○休 なし　 駐車場／あり（100台）

【AREA B】

バレエ教室  Iittle ballet studio 
http://littleballetstudio.jimdo.com/

【AREA A】

気軽に！身近に！　♪楽しくバレエ♪

無料体験、見学　随時受付け中！
お気軽にお問い合わせください☆

隼人町見次1300-2　☎0995-44-7210　○営 9：00～18：00　○休 日曜日　駐車場／あり 向花町10-38 　☎080-5268-8454 　○営 クラスによって異なります 　○休 日曜日　 駐車場／あり

霧島リサイクル株式会社

総合リサイクル施設オープン！

ご不用になりました金属製品、廃車、農機具、自転車、古紙、空

缶などの買取りや機械、設備撤去も致します。お持ち込みでき

ない場合は引き取りにお伺いします。お気軽にご相談下さい。

広瀬1714-3　☎0995-46-1112　○営 8：00～17：00　
○休 日、祝祭日　駐車場／あり

【AREA P】有限会社 ハッピー

女性スタッフと気軽にお茶しながら、霧島市
及び近郊の不動産情報「借りたい」「貸した
い」「売りたい」「買いたい」など総合的にア
ドバイス致します。隼人駅徒歩3分ピンクの
看板を目印にホテル京セラ徒歩3分です。

見次13-2　☎0995-44-9810　○営 9：00～18：00 　○休 日・祝日　 駐車場／あり

【AREA C】

住宅型有料老人ホーム あっとほーむ

「我が家感覚」

生活支援のサービスや介護が

必要な方も安心して生活でき

る高齢者向けの施設です。

剣之宇都町12-3 　☎0995-46-0091 　○営 24時間　 ○休 なし 　駐車場／あり

【AREA O】

デイサービス ぽっかぽか

★心温まるサービス★

穏やかで笑顔あふれる日々を過ごしていただける

「ぽっかぽか」心温まるサービスとサポート、様々な

プログラムで楽しく過ごせる時間を提供しています。

剣之宇都町12-3　☎0995-48-8611　○営 9：00～16：15　○休 1月1日～3日　駐車場／あり

【AREA O】

http://ikoi-athome.info/

http://ikoi-athome.info/ まいぷれ霧島姶良

【まいぷれ霧島姶良】が店舗の集客・お仕事の
ネット広告を支援します！
『まいぷれ霧島姶良』は地元の情報が集まる約
140万PV/年のウェブサイト。あなたも掲載し
て、地元に暮らす方々にアピールしませんか？

下井2299-10　☎0995-46-7357 　○営 8：30～17：30
○休 土、日、祝日　 駐車場／あり（8台）

http://kirishima-aira.mypl.net/

サービス付高齢者住宅 デイサービスセンター より愛きりしま

よ りそって喜びをわかち合い り 想の環
境で天然温泉に入り 愛 情たっぷりの介
護で き 望に満ちた日々を り 用者様の
のぞむまま し あわせに過ごせる ま 心
こもった介護を提供します。

国分新町1577-10　☎0995-48-5301 
○営 9：00～17：00　○休 土曜日、日曜日　 駐車場／あり

【AREA J】

【AREA I】
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廻る寿司 めっけもん国分店 【AREA 5】

毎朝鹿児島中央市場より旬の地魚を多
数揃えております。季節ごとに旬の素材
を使った創作寿司もありますので活きの
良いスタッフがまごころのおもてなしで
お待ちしております。

中央1-27-4ライフガーデン国分内　☎0995-47-2008　○営 11：00～21：00　○休 元旦　駐車場／あり

中国料理 青菜（チンサイ） 【AREA 6】

おかずが選べるランチは1,000円＋税、種類がいろ
いろ食べられると好評です。夜のコース料理2500円
（税別）～は、お得な飲み放題とセットで大小宴会
にもご利用頂けます。（最大60名様位まで）また、
単品各種お1人様ミニコースやファミリー向けセット
メニューもご用意しております。

中央3-24-30　☎0120-46-9395
○営 11:30～14:00  17:30～23:00（オーダーストップ21:30）○休 月曜日（月曜日が祝祭日の場合営業いたします）　駐車場／あり

すし 魯くら －ROKURA－ 【AREA 5】

地場産品を多くとり入れ、1カン160円でご提供。
夜は飲み放題（国分・黒伊佐・島美人）で錦江湾の旬
な魚をあてに、ごゆっくりおくつろぎ下さい。（アラカ
ルトメニューあり）目印は地場産品応援の緑のちょう
ちんです。

中央3-11-21　☎0995-45-0250　○営 11:30～13:30（L.O）17:00～21:30（L.O）　○休 月曜日 　駐車場／あり

ラーメン・中華・すし

お食事（昼夜）

カメラのフォーカス iPhone修理工房 霧島店

iPhone修理工房はiPhone修理の専門店！ご利用
中のアプリとデータを消さずに修理OK！画面割
れ・バッテリー交換即日対応で仕上り最短30分。
お買い物や食事の間に修理が終わってとっても便
利です。

【AREA1】

国分府中町1-53-1 生協コープ国分店内
☎0995-45-4450 　○営 10：00～20：00　 ○休 なし　 駐車場／あり（200台）

http://f-phone.net/

すし処 山喜 【AREA 5】

伝統のすしの文化を守り続ける店とし
て家族で頑張っています。
ランチも有ります。美味なお酒も新潟
より取り寄せております。
宴会等も受け承ります。

中央3-5-2-2　☎0995-47-1686
○営 11：30～13：30まで／17：00～21：30まで 　○休 毎週水曜日　 駐車場／あり

旬のものを美味しくお召し上がり頂くため、素材

の味を生かし、真心を込めてお作りいたします。

地元の天然の魚をとり揃えて、皆様のお越しをお

待ちしております。（予約優先）

寿し屋のやま八 【AREA 5】

中央1-26-31　☎0995-45-8810
○営 11:30～14:00　17:00～22:00 　○休 日曜日、月曜日（変更もあり）　 駐車場／あり

【AREA 3】食亭　やどころ

お昼のランチ　650円～
新鮮な魚介類を、一人でも多くのお客様にあらゆる
出会いとふれあいの場、鮮度ある和食の場を提供
します。30名までの宴会、ご予約に応じます。

中央5-1-8　QL2000-1F　☎0995-47-0825
○営 11:00～14:00　17:00～22:00
○休 日曜日　駐車場／あり

ゆき源

旭通りに移転しております。ランチ、コース料理
は従来通り内容は変わっておりません。接待、お
祝いなど広くご利用いただけます。2階にはVIP
ルーム（2～4名様）もご用意しております。

【AREA 5】http://yukigen476420.web.fc2.com/

中央1-27-28　☎0995-47-6420
○営 昼11:30～14:00（OS13：00）夜18：00～22：00（最終入店20：30）
○休 日曜日/第3月曜日/ランチ日・月休み　駐車場／あり（5台）

寿司割烹　一天張 【AREA 5】

旬の素材を新鮮なまま低価格で皆様にお
届けいたします。店内にある大型いけすに
は、関サバ・アジ・サザエ・アワビ・本カワハ
ギなど常時取り揃えておりますので、ぜひ
一度御来店下さい。

中央3-12-51　☎0995-45-1347　○営 11:00～14:00　17:00～22:00　○休 月曜日　駐車場／あり

うどん・そば・寿司・天ぷらの「ふく福」国分店 【AREA 2】

落ち着いた雰囲気でうどんや寿司・天
ぷらなどバラエティ豊かな和食が楽し
めます。40名が入れる個室もありま
すので、各種宴会にもオススメです。
お気軽にご相談下さい。

中央3-41-15（警察署前）☎0995-48-5529　○営 11:00～21:30　○休 元旦　駐車場／あり

http://www.jf-group.co.jp

お食事処  一茶 【AREA 5】

鹿児島銀行国分支店横の細い道を抜け、タイ
ヨー国分店を過ぎるとお食事処一茶が見えて
きます。お昼のランチ（950円税込）から夜
の豪華会席料理まで食べることの出来る一茶
は主婦やサラリーマンに人気のお店です。
ぜひ一度お越しくださいませ。

中央3-14-15　☎0995-46-0863　○営 11:30～13:30　17:00～21:30　○休 日曜日　駐車場／あり

http://issa-kirishima.com/

㈲うなぎの尾方 【AREA F】

当店の鰻は、生産家から直接仕入れた、
鹿児島産鰻をミネラルたっぷりの地下水
でしめ、炭火でじっくりと焼き上げており
ます。香ばしく・身は厚く・口の中でホ
クホクとほぐれます。これが当店自慢の
鰻の味わいです。

福島3-14-1　☎0995-46-2220　○営 11：00～15：00／17：00～21：00　○休 木曜日　駐車場／あり
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ふぁみり庵はいから亭 国分店 【AREA 6】

本格的な和食と豊富な焼肉メニューを揃え
たファミリー向けレストラン。気軽にご利用
できるメニューからご宴会やお祝いなどの
メニューも取り揃えております。人気のサ
ラダバーもございます。

中央3-35-8　☎0995-46-1234
○営 昼11：00～15：00（L.O.14：30）／夜17：00～22：00（L.O.21：00）　○休 なし　 駐車場／あり

お好み焼・鉄板焼  おじぎ家 【AREA M】

ジャズの流れる落ち着いた雰囲気の店内は全
室が個室空間で、ご家族・お友達・会社の飲み
会など様々なシーンで対応可能となっており
ます。こだわりのお好み焼・鉄板焼をぜひご賞
味ください。お子様セットもあります。

野口西163-1　☎0995-45-8845　○営 11:30～14:30（L・O13:45）
18:00～23:00（L・O22:00） ○休 水曜日  日曜日は夜のみ営業　駐車場／あり

酒膳 福キ田ル 【AREA 6】

季節の味を取り入れた和風創作料理で夜
は、単品メニューをはじめコース料理3150
円より承ります。すっぽん、ふぐコースなど
もございます。ランチは、野菜中心のおまか
せ膳1050円、デザート、ドリンク付き。

中央3-14-11　☎0995-47-1736　○営 ランチ11：30～14：00／夜17：30～22：00
○休 ランチ 日曜、祭日／夜 不定休　駐車場／なし（パークプラザのサービス券を差し上げます）

【AREA 5】

パリ育ちのフランス人オーナーシェフと、国分出身のパ
ティシエが夫婦で営むレストラン。自家菜園の季節のお
野菜を取り入れた、フランスの家庭料理と、丁寧に作り
上げるスイーツで、おいしいひと時を過ごせます。

中央3-13-17　☎0995-55-7137　
○営 ランチ11：00～14：00／ディナー（火～金のみ）18：00～21：00 　○休 日曜日
駐車場／あり（¥2,000以上のお食事でパークプラザチケット差し上げます）

http://www.cafeleparisien.comCafe Ie Parisien（カフェ ル パリジャン）´

エアロンカ

当店のおすすめは、和牛、国内産豚肉
のみを使用した合挽きミンチで作る
ハンバーグ。素材の味が出るおろしポ
ン酢がおすすめ。
弁当もできます。
又特注弁当、オードブルも好評です。

広瀬1-19-27　☎0995-45-4384　○営 昼11:30～14:30　夜17:30～22:30　○休 不定休　駐車場／あり

http://miyamahonpo.com/miyama

地鶏料理みやま本舗 国分店 【AREA 5】

創業28年鶏料理専門店。県内で7店舗営業中！鹿児島の食
文化である鶏刺しや桜島溶岩で焼く鶏の塩焼、秘伝のタレ
焼きをご堪能下さい。鶏肉の消費量全国1位、生産量全国2
位の鹿児島県。鹿児島の鶏と言えばみやま本舗。

中央3-14-9　☎0995-46-2228
○営 昼11：30～15：00（LO14：30） 夜17：15～23：30（LO23：00）　○休 不定休　 駐車場／なし

ごはん家 【AREA B】

今、イベントやランチなどで人気のごはん家
BOXをじょうもん市場さんの方で販売して
おります。野菜感・ごはん少なめ彩りを重視
した女子にオススメの2段重ねのBOXです。
※前日までの予約はお気軽にごはん家まで。

中央5-1-49 　☎0995-46-0908
○営 8：30～14：30／16：30～20：30　  ○休 不定休　  駐車場／あり（15台）

ホテル京セラ  日本料理 京はるか

日本ならではの伝統的な雰囲気と味・素材・業
にこだわった日本料理の醍醐味を味わえる「京
はるか」。顔合せ・結納・お宮参り・お食初め・
長寿の祝いなどのお祝いの席や法事後の会食な
どに是非ご利用下さいませ。

【AREA C】

隼人町見次1409-1   ☎0995-43-7613　○営 昼11：30～14：30（LO14：00）／夜17：30～21：30（LO21：00）　
○休 なし　  駐車場／あり（300台）

http://h-kyocera.co.jp

そば屋 吉 【AREA K】

そばは「福そば」ともいわれる縁起の
よい食べ物。年越そば、引越しそば、棟
上そば、雛そば、大人そば、結納そば、
お客様の「ハレのそば」をそば屋吉で
どうぞ。旬の食材とともにお待ちしてい
ます。

重久999-3　☎0995-47-2620　○営 11:00～14:00　○休 月曜日　駐車場／あり

ホテル京セラ  バイキングレストラン 夢の国

開放的でカジュアルなバイキングレストラ
ン。おいしいものをお好きなだけ！種類豊富
なメニューをお腹いっぱいご賞味ください。
お得な飲み放題プランもご準備しているの
で、グループでも安心してご利用頂けます。

【AREA C】

隼人町見次1409-1   ☎0995-43-7617　○営 11：30～14：30（ラストイン14：00）／17：00～21：00（ラストイン20：00）
○休 なし　  駐車場／あり（300台）

http://h-kyocera.co.jp

ステーキ&ビュッフェ デルソーレ

地上60mから光が降り注ぐ巨大アトリウム内にあるデ
ルソーレ。メイン1品＋ビュッフェのハーフビュッフェ
ランチや本格的な厚切りステーキを提供する、お肉好き
の方には嬉しいステーキ&ビュッフェレストランです。

【AREA C】

http://h-kyocera.co.jp

隼人町見次1409-1   ☎0995-43-7612
○営 10：00～21：00（ランチ11：30～14：30 LO14：00/デザートビュッフェ14：30～16：00/
ディナー17：00～21：00 LO20：00）   ○休 なし　 駐車場／あり（300台）

【AREA I】

鉄板居酒屋 笑い家

本場大阪の「粉もん・鉄板焼」を味わえます。当店自慢の
人気メニューが一度に楽しめるコース料理＋飲み放題付
（2,500円から）がオススメです。皆様のご来店、心より
お待ちしております。

中央3-15-15 　☎0995-45-2900 　
○営 11：30～14：00／17：00～23：00 　○休 月曜日（祝日の場合、営業）   駐車場／なし

【AREA 6】

旬彩 かみむら

高台にある古民家で昼は週替りランチ夜は居酒屋
になります。和食一筋の店主が旬の食材にこだわ
り丁寧に仕込み全て手作りしています。
コース料理黒豚しゃぶ鍋は前日予約となります。
ぜひ一度足を運んでみてください。

隼人町姫城2432-1 　☎0995-70-1800
○営 11：30～14：30（LO.14：00）/17：30～22：00（LO.21：30） ○休 月曜日・第2・4日曜日    駐車場／あり（10台）

【AREA E】

馬酔木 国分店 【AREA F】

新鮮な活魚・こだわり素材の本格料理居酒屋。いけ
すを囲んだカウンターや落ち着いた個室、大小宴会
にご利用いただける座敷席で、心づくりの料理とお
酒で至福のひとときをお過ごし下さい。

http://馬酔木.com

中央5-8-17　☎0995-48-5570
○営 昼11：30～14：30（L.O13：30）/夜〈平日〉17：00～22：30（L.O22：00）
  〈金・土日祝前日〉17：00～23：00（L.O22：30）　○休 不定休 　駐車場／あり



酒処  実（みのり） 【AREA 6】

焼酎のみ放題・
カラオケ歌い放題セット
2,000円ポッキリです。

中央3-15-11　☎0995-47-1218
○営 18：00～24：00 　○休 不定休  　駐車場／あり

やきとり大政 【AREA 6】

焼酎ナント飲み放題（お一人様）300円!!
信じられないと思ったアナタいらっしゃい。オススメの
「おまかせコース」は、ボリューム満点の串がバランスよ
くタイミングよく次から次へアツアツがお召し上がり頂け
ます。是非お待ち致しております。

中央3-15-13　☎0995-45-4401　
○営 18：00～23：00 　○休 日曜日　駐車場／なし

37 38

食べる・飲む
居酒屋・バー・スナック

カラオケサロン ローズ
中央3-24-3　21ビル2F
☎0995-46-9220
○営 昼12：00～17：00
（月・水・金）
　夜19：00～24：00
○休 夜は年中無休
駐車場／なし

【AREA 6】

男性2,000円

女性1,000円

ワンドリンク付き歌い放題

味ごよみ 優月 【AREA 3】

おすすめは、知覧産の朝絞め地鶏の刺身やユッケ、
わさび和えです。県外からの出張のお客様も多く、
きびなご、さつまあげ、豚軟骨煮などの郷土料理や
珍しい焼酎もございます。各種宴会、オードブル、
弁当ご予約承ります。

中央3-38-28ショーヤビル１階（郵便局横）  ☎0995-45-9250
○営 18：00～24：00（ラストオーダー23：00）  ○休 日曜日（祝日は不定休）　 駐車場／あり

sptx5pc9＠friend.ocn.ne.jpお宿のかくれ家 【AREA 5】

季節の魚介類を刺し盛・焼物・煮物で！素材の
味を余すことなく活かしたお料理にきっとあな
たも舌鼓。リーズナブルなお値段で、「あなた
のかくれ家」をお楽しみ下さい。

中央3-17-19　☎0995-47-5188
○営 18：00～0：00　○休 月1回不定休
駐車場／あり（パークプラザをご利用下さい。2時間までサービス券をおわたしします。）

焼鳥居酒屋  炭がいじん

創業15年、炭火で焼く本格焼き鳥。人気No1「トマ
ト肉巻串」味わい極まる「つくね」癖になる味「みそバ
ターポテト」等デザートまで楽しめる品揃えです。
★各種カード使えます。

http://www.sumigaijin.com/

【AREA 5】

カフェバー  フラミンゴハウス 【AREA 5】

国分カフェバーの老舗。60～70年代の
レコードを聞きながら、酒とグルメと会
話が楽しめる。季節のカクテルや芋焼酎
のカクテルがお薦め。つまみも旬でお酒
（ワイン、洋酒、日本酒、焼酎等）に合
うものを取り揃えています。

中央3-13-15　☎0995-45-4149　○営 20：00～翌3：00　○休 日曜日（する時も有る） 駐車場／なし

中央3-9-7　☎0995-47-0383
○営 18：00～23：00　○休 日曜日　駐車場／なし

【AREA 6】郷土料理 辰巳屋

きびなご、地鶏、豚骨、さつま揚、ガネ天と豊かな地
元の食材を使った郷土料理と、万膳、なかむら、芋、
村尾、伊佐美、三岳など地元の焼酎を数多く取り揃え
ています。大小宴会には飲み放題セットのコースを御
利用下さい。

中央3-25-5　☎0995-46-9726　○営 17：30～23：00　○休 日曜日　駐車場／あり

http://tatumiya-kirishima.com

2004 ANOTHER. A 【AREA 6】

中央5-4-7-2F　☎0995-46-0713　○営 19：00～翌4：00　○休 不休　駐車場／あり

アンティークな空間で、大切な人と
過ごす、優雅な一時を・・・・

another..a@celery.ocn.ne.jp

炙り屋 鳥王 【AREA J】

食材、味にこだわった炭火
焼きを、ゆっくりとお楽し
みください。

清水1-22-56-4　☎0995-46-1133　
○営 17：00～23：00（オーダーストップ22：00）　○休 日曜日　駐車場／あり

HAMBURGER  HILL  ハンバーガーヒル 【AREA 5】

☆おすすめ料理☆手作りハンバーガー
（\500）。素材にこだわって作ったハン
バーガーです。ぜひ食べに来て下さい。
水・木曜日はレディースデーで女性の方
に限りカクテル全品半額となります。

中央3-9-6　☎0995-46-5655
○営 18：00～翌3：00　○休 なし　駐車場／なし

つみ木 【AREA 5】

中央3-7-11 久保ビル1F　☎0995-46-4339
○営 20：00～翌0：30　○休 月曜日　駐車場／なし

カウンターメインの静かで落ち着いた雰囲気
のお店。中心部より少し離れた場所ですが、
あなただけの隠れ家にしてみませんか？お一
人様大歓迎でーす!!

La Porte Rouge －DINING KICHEN－ 【AREA 6】

地元霧島の食材を使用し、パスタやピザ等アラカルト

の料理を提供しております。コース料理¥4000～飲み

放題2時間付。オススメ料理　アンガスステーキ、和牛

ローストビーフ、クアトロピザ。

中央3-24-26 ミスティアイランド敷地内　☎0995-45-7677
○営 18：00～翌2：00　○休 火曜日　 駐車場／なし（パークプラザ2時間無料券）
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http://miyamahonpo.com/kushian/

串揚げ専門 串庵 【AREA 5】

四季折々の鹿児島の旬な食材を使った串揚げを、揚げたて
ホクホクの状態でお出しします。オーナー火傷に注意！
店内は、白を基準にした落ち着いた雰囲気になっておりま
す。旅の休息、女子会や2次会にもご利用下さい。

中央3-6-7　☎0995-55-5577
○営 17：15～23：30　○休 不定休　駐車場／あり

隠れ家の夜。ひとりで、あるいは親しい人と
プライベートな空間でゆったりとした時間を
お過ごし下さい。毎月ジャズ、ボサノバライ
ブ開催。月に2回、日本酒会も開催しており
ます。

BAR AVANTI 【AREA 6】

中央3-28-17MK FASTNESS2F　☎0995-56-5100
○営 21：00～翌2：30（L.O.2：00）　○休 日曜日・祭日　駐車場／なし

もつ鍋  モツラブ 【AREA 6】

国分初のモツ鍋専門店。プリプリのモツを醤油
ベースのあっさり味で。仲間や家族とおいしい
モツ鍋で心あたたまる時間を過ごして下さい。
お子様連れも大歓迎。3,500円飲み放題コース
（2時間・要予約）もあります。

中央3-25-3　☎0995-45-4578　○営 17：30～23：00　○休 日曜日（予約に応じて営業）　駐車場／なし

居酒屋  どん兵衛

炭火焼のやきとり、活魚、一品料理等々季節の
味を真心こめてご準備致しております。
お一人様から団体様迄お早いおこしお待ち申し
あげております。

中央3-28-22　☎0995-45-0860
○営 17：00～24：00　○休 月曜日　駐車場／あり

【AREA 6】

つるの恩がえし

新鮮な食材を使って、粋な店主があなたを真心で
お持てなしいたします。各種プランをご用意して
います。要相談㊙メニューがたくさん。
ぜひ、一度お越しくださいませ。

中央3-28-17 MK FASTNESS1F　☎0995-46-9333
○営 18：00～翌3：00　○休 日曜日　駐車場／あり

【AREA 6】

カラオケ  ラッシュ  本店
1時間100円大好評（お一人様でご利用の

場合200円）各部屋イメージの違うおしゃ

れで居心地のいい空間を演出。フードやド

リンクも品数豊富。料理はコースも大好評

（6名様～3日前迄に要予約）最新機種のカ

ラオケ機械でお待ちしてます。

【AREA 6】

中央3-35-10　☎0995-48-7575　○営 AM10：00～翌5：00　○休 なし　駐車場／あり

海船  ぶた丸

錦江湾で釣り上げた天然アジの塩焼きや県内で
初めて養殖に成功した牛根漁港の牡蠣、新鮮な
さざえ・ホタテ・大ハマグリの浜焼き、鹿児島
県産黒豚焼きが味わえるお店です。大小宴会に
もぜひご利用下さい。

中央3-7-22-1F　☎0995-55-6777
○営 平日・祝祭日17：15～25：00／金・土・祝日前17：15～27：00 　○休 不定休　 駐車場／なし

【AREA 5】

溶岩焼  薩摩屋  本店

なんと言っても薩摩屋に来たらハツ♥ハ
ツ♥ハツを食べなきゃ!!お得なおまかせ
宴会コースで皆が元気になる事まちがい
なし♥お得な盛メニューも新しくできて
よりお得になりました。皆様のご来店お
待ちしてます。

広瀬2-20-51　☎0995-47-4999　○営 16：00～23：00　○休 なし　駐車場／あり

カラオケスタジオ ONE 【AREA 5】

国分山形屋近く交差点角2F、男性2000
円、女性1500円食べ物持込み、カラオ
ケ、ソフトドリンク無料。第1、3土曜日
生バンド演奏音響最高No1。おきがるに
どうぞ!!
スタッフ一同!!

中央3-7-23　☎0995-47-7775　○営 19：00～24：00　○休 年中無休　駐車場／なし

【AREA I】

串膳　つく根 【AREA 6】

鳥肉を主材とした店です。その他、「黒

豚シャブシャブ」。有機野菜メニュー。

黒牛のタンステーキ等、いろいろ。冬

は鍋もおすすめです。マップ持参の方

へ焼酎お湯割1本プレゼント

中央3-35-21　☎0995-47-2900　○営 17:00～23:00　○休 日曜日　駐車場／あり

ホルモン  かわとう

安い・旨いをモットーにしている店です。各種単品
の他、宴会セット¥3,000（焼肉、もつ鍋、黒ブ
タシャブ）ビール1杯也焼酎、ドリンク、酎ハイ飲
み放題。
20名以上貸切OK。35名様収容可能。

【AREA 6】

中央3-34-3　☎0995-46-6048
○営 17:00～23:00　○休 木曜日　駐車場／あり

いざか家商店  座・寿鈴

季節感あふれる旬の素材を生かした創作料理と、珍し

い、おいしい日本酒・焼酎を豊富に揃えてお待ちして

おります。

ご家族ご友人との会食大小宴会にご利用下さいませ。

中央3-35-20-1　☎0995-45-9595　○営 17:00～24:00　○休 不定休　駐車場／あり

【AREA 6】

おでんの掌（つかさ） 【AREA 6】

1年を通しておでんを食べることができる。人気
のネタは、モヤシをカンピョウで束ねたもの。
春菊もめずらしい。ダシは鶏と昆布でとった関
西風、こってりとしたトンコツとからあげ。
素材を厳選したネタは100円～200円。

中央3-35-3　☎0995-45-1878　○営 17:00～翌1:00　○休 月曜日　駐車場／あり

カラオケ  青大将 【AREA 6】

当店の料理は、全て若大将から直送でお届けします。
ランチ大好評。12時～オーダーストップ14時30分です。すべ
て手作りです。ドリンクバーも有。各種、御宴会、御予約承り
ます。ぜひお待ちいたしております。

http://www.nakayoshi-web.jp

中央3-33-14　☎0995-47-7500
○営 平日12：00～翌1：00／金・土・祝前日12：00～翌3：00　○休 不定休　駐車場／あり（10台）
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居酒屋  若大将 【AREA 6】

地域一番お客様から愛される店づくりをめざして本日も勉強中で
す。おすすめは活魚のお造り、鶏モモ炭火焼、山芋ステーキ、玉
子焼などです。又、御予算に合わせて各種、宴会コースも承って
おります。

http://www.nakayoshi-web.jp

居食屋 中吉 【AREA 6】

個室で落ちついた和の雰囲気。接待、小宴会などにもピッタリ。

最大14名様のお部屋もございます。

黒豚料理・黒豚しゃぶしゃぶ・活魚その他単品各種

2,625円・3,675円・5,250円のコース料理も好評です。

http://www.nakayoshi-web.jp

中央3-33-14　☎0995-46-7788
○営 17：00～翌1：00　○休 不定休 　駐車場／あり（8台）

郷土料理（揚げたてさつま揚、きびな

ご、地鶏刺身）と一品料理、鹿児島の

めずらしい焼酎を各種取り揃え、皆様

のお越しをお待ちしています。

和ダイニング  空花（くうか）

中央3-7-22 ラベンダービル1階 (山形屋横)
☎0995-47-2268　○営 18：00～翌1：00　○休 月曜日　駐車場／なし

【AREA 5】

赤ちょうちん 真心（しんしん）

国内産の新鮮な鶏が堪能できます。
とり刺し・レバ刺し、さらには新鮮だから
ご提供できる心刺し・砂肝刺しまでお楽
しみいただけます。芋焼酎（お1人様）90
分飲み放題600円（お店の指定の焼酎に
なります）生ビール（中）400円

中央3-35-21 第2みずほビル1F
☎0995-73-5207　○営 18：00～気分次第　○休 疲れたとき　駐車場／なし

【AREA 6】

BAR  万（YOROZU） 【AREA 6】

中央3-34-6-1 キャメルビル1F　☎0995-55-0004　○営 20：00～翌3：00　○休 不定休　駐車場／なし

懐古的な空間が、落ち着きと安らぎを与えてくれます。
ゆとりのある座席は、女性一人でも
安心してご来店いただける優しい作
りになっています。おすすめの季節
のフルーツカクテルで四季を感じて
みてください。

チャイナフーズバー キャメルロード

平成3年創業以来中華料理をベースにフーズ
バーとして17年間皆様に愛され支持を頂きこの
度、キャメルロードは移転新装致しました。味
は勿論店内のゆったりとしたスペースとテラス
席で開放的な空間での語らいはいかが。

中央3-34-6-1  キャメルビル2F　☎0995-47-2326
○営 18：30～翌2：00　○休 日曜日　駐車場／なし

http://www.camelroad.net 【AREA 6】

カラオケ ラッシュ 中央店 【AREA 5】

中央3-7-23-1F　☎0995-47-4545
○営 19：00～翌朝5：00　○休 なし　駐車場／あり（パークプラザ2時間無料チケット）

カラオケDAM・JOYSOUND搭載。フードやドリ

ンクも品数豊富。美味しい料理＆お酒と共に楽しい

時間をご提供致します。

中央3-34-1　☎0995-45-2308　○営 17：00～翌1：00
○休 不定休 　駐車場／あり（8台）

スナック　輪（リン） 【AREA 6】

今宵ひとときを、みんなで輪になって呑んで歌って
楽しみませんか？
御一人様でも気軽にご来店頂けるお店です。
スタッフ一同心よりご来店お待ち致しております。

中央3-8-17　みよしビル2F　☎0995-47-4100
○営 20：00～翌1：00　○休 日曜日　駐車場／なし

溶岩焼 薩摩屋 中央店

新しくリニューアルして店内には180
インチの大スクリーン、スポーツ観戦
に結婚式の2次会、謝恩会に歓送迎
会、チビッ子ゲーム大会など色々なイ
ベントで是非お使い下さい。

中央3-24-26 　☎0995-56-5800 　
○営 17：00～24：00 　○休 火曜日    駐車場／なし（パークプラザ2時間無料券有）

【AREA 6】

パブ  わくわく 【AREA 6】

当店は3,000円飲み放題です。

21時迄ご来店のお客様に限り生ビール一杯サービス及び、

カラオケ2時間無料です。お気軽にお越し下さいませ。

笑顔でお待ち致しております。

中央3-34-51第2R＆Mビル2F 　☎0995-47-6988
○営 20：00～25：00 　○休 日曜日、祝祭日 　 駐車場／なし

カラオケ  ラブ 【AREA 6】

焼酎・ウーロン茶飲み放題。カラオケ歌い放題。
男性2,000円・女性1,500円。お1人様、女性もお気軽に。安く、
楽しく過ごせますよ!!モツラブのモツ鍋＋カラオケ3時間プラン（1人
4,000円要予約）も好評です。

中央3-25-3 　☎0995-45-4555　 ○営 20：00～翌1：00
○休 日曜日（予約に応じて営業） 　 駐車場／なし

RaRa 【AREA 6】

ドアを開ければそこは、楽しさ・元気・癒
しのある世界、心ゆくまでおくつろぎ頂け
るスペースです。心より皆様をお迎えいた
します。
中央3-8-17　☎0995-47-0793　○営 20：00～翌1：00
○休 日曜日　駐車場／あり

アミ・ド・パリ 【AREA 6】

カウンターのみ、シンプルでシックな落ち着ける雰囲
気のお店。カラオケを置かない理由は、静かに流れる
音楽に耳を傾けながら、貴方の大切なプライベートタ
イムを楽しんでもらいたいから。1人でも気軽に安心
して入れるお店。

中央3-30-6　☎0995-45-2906
○営 20：00～翌1：00　○休 日曜日

16 BASE 【AREA 1】

アメリカンな雰囲気で気取らずくつろげる空間で国産牛ステーキ
とボリュームたっぷりのハンバーガー、各種ドリンクで楽しい時
間をお楽しみ下さい。
お一人様からご家族連れまで、ご来店お待ちしております。

中央1-431 　☎0995-48-7616
○営 月～土18：30～翌3：00（LO翌2：00）日・祝18：30～翌1：00（LO24：00）　○休 不定休 　 駐車場／あり
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カラオケ アワーズ

カラオケ飲み放題の店。
1時間2,000円（焼酎、ビール、
ウィスキー等）延長30分毎に
500円プラス。
前日迄のご予約で割引あり。カラオケ90点以上で割引きあり。
バイト募集中…1日2～3時間程度。随時面接中！

中央3-15-5-1 　☎0995-47-1456 　○営 19：00～25：00 　○休 日曜日 　 駐車場／なし

【AREA 5】

ラーメン＆居酒屋 やんきもん
お一人様でも、大人数でも、ゆっくり呑
みたい方も、ラーメンだけの方も大歓迎
♪ラーメン・おでん・焼き鳥をメインに
色々なメニューを取り揃えております。
大・小宴会承ります。また、宅配バーベ
キューも承ります。

中央1-27-29 　☎0995-46-0602 　
○営 18：00～翌3：00 　○休 月曜日    駐車場／なし

【AREA 5】

http://www.shikisai-nagomi.com/

四季彩  なごみ 【AREA 6】

落ち着いた和の空間で、大人な時間を過ごしてみません
か？和食中心の料理の他、季節の食材、地元の焼酎、日
本酒をご用意しております。皆様のご来店をお待ちして
おります。

中央3-28-17 MKビル１F 　☎0995-45-7737
○営 18:00～22：30（OS 21：30）  ○休 日曜日　  駐車場／あり

魚匠 ほどほど 【AREA 6】

鹿児島中央市場より仕入れた新鮮な魚
介類を用いた素材の味を大切にした料理
と美味しい日本酒、焼酎、ワインをご用
意してお待ちしております。

中央3-22-2 　☎0995-45-2468
○営 17:00～23：00
○休 日曜日　  駐車場／あり（10台）

Raunge EMARI 【AREA 5】

中央3-11-21　☎0995-46-6618　○営 20：00～翌1：00　○休 日曜日　駐車場／なし

心も体も休まる雰囲気の中で、
お酒に酔いしれたいと願う貴方、
ぜひ一度ご来店を・・・

ビジネスホテル 小町 【AREA 6】

　　　　　　　　　　　　すぐ側においしい料理店や

居酒屋とスーパーやコンビニもあり、とっても便利♪
学生、女性、ビジネスマンやご家族連れなど、お気軽に
ご利用頂けます。真心こめておもてなしいたします！
どうぞ小町においで下さい♪
中央3-23-2　☎0995-45-0691　○営 24時間　○休 なし　駐車場／あり

http://geocities.sakura.ne.jp/

安心・安全にご宿泊♪

【AREA 6】サンホテル国分

国分の中心に位置し、飲食店やコンビニが近くにある立地
GOODなホテル!!無料サービスの朝食は和食・洋食有！
客室は全て有線LANで、ビジネス・レジャーに最適。スタ
ッフはいつでも笑顔でお出迎え☆☆

http://www.sunhotel-kokubu.com

中央3-24-31　☎0995-48-8000　○営 24時間　○休 なし　駐車場／あり

ホテル国分荘 【AREA 6】

「寄せ鍋」を始め、「ぼっけ鍋」「太刀
鉾蒸」「霧島もぜ冷麺」など、地の食材
を豊富に取り入れた至高の料理をご堪能
ください。

http://www3.synapse.ne.jp/h-kokubusou/

中央3-24-16　☎0995-45-0130
○営 24時間　○休 なし　駐車場／あり　

http://maidurukan.com

舞鶴館（舞鶴旅館） 【AREA 1】

国分駅東口より徒歩1分！ビジネス、観光のアクセス

拠点として抜群の立地のお宿です。サウナ付大浴場

の立ち寄り場、宴会場（最大120名）もあり、少人

数から大人数までご利用頂けます。

中央3-1-3　☎0995-45-1505　○営 24時間　○休 なし　駐車場／あり

アパホテル〈鹿児島国分〉 【AREA 3】

http://www.apahotel.com/

中央3-41-23 　☎0995-47-5588　 ○営 24時間　 ○ 休 なし　 駐車場／あり

アパホテルは、高品質・高機能・
環境対応に配慮した新都市型ホテ
ルを目指しています。
快適なお部屋で、ゆっくりおくつ
ろぎ下さい。

アーバンホテル国分 【AREA 5】

霧島の中心街に位置し、おちついたお部屋の空間と
家庭的な朝食無料バイキング。ビジネス・レジャー
にご利用頂けるアーバンホテル独自のおもてなしで
お客様をお迎えいたします。

http://www.urbanhotelkokubu.co.jp

中央3-17-19　☎0995-46-5500　○営 24時間　○休 なし　駐車場／あり

ビジネス旅館　森本

国分の中心地に位置し、すべて和室のビジネス旅館で
す。家族的な雰囲気で、家庭料理でおもてなしいたし
ます。長期滞在の方や各種スポーツ大会の団体様など
に好評をいただいております。

【AREA 4】

中央1-7-32　☎0995-46-0860
○営 16：00（チェックイン）～10：00（チェックアウト）
○休 なし　駐車場／あり

ロイヤルイン国分

JR国分駅西側、徒歩3分！空港・高速
へのアクセスもよく、ビジネス・観光
での宿泊にも最適です。無料Wi-Fi導
入！全室光インターネット、VOD完備
です。朝食無料サービスで、シングル
が1泊5,000円～です。

府中町35-43　☎0995-48-5881　○営 24時間　○休 なし　駐車場／あり

【AREA 1】http://royalin.jp
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〈正式競技〉

●競技会場
　国分運動公園  陸上競技場・多目的広場
　まきのはら運動公園  多目的広場

2020年 10月9日（金）〜10月12日（月）

ハンド
ボール

●競技会場
　国分体育館・溝辺体育館・隼人体育館
　横川体育館・国分中央高等学校 精華アリーナ

2020年 10月4日（日）〜10月8日（木）

馬　術 ●競技会場
　牧園特設馬術競技場

2020年 10月7日（水）〜10月11日（日）

剣　道

銃剣道 ●競技会場
　国分中央高等学校 精華アリーナ

2020年 10月10日（土）〜10月12日（月）

https://www.nextage.in

ホテル ネクステージ 【AREA 2】

霧島市街地内、市役所前、繁華街まで徒
歩2分！JR・空港へのアクセスも便利！
利便性が高く、こだわりのホテルです。
朝食はルームサービスにてご提供してお
ります。お気軽にお問い合わせ下さい。

中央3-40-53　☎0995-46-6060　○営 24時間　○休 なし　駐車場／あり

バージョンハウス 【AREA B】

野口東3-16 　☎0995-47-7770 　○営 9：00～19：00 　○休 なし（年中無休）　駐車場／あり

http://www.omegama.org/

霧島市の市街地にあり利便性が高く、広
めのお部屋でトイレと浴室は別。お部屋
で簡単な料理もできます。
一泊から長期滞在まで。全室光インター
ネット・VOD完備。詳しくは電話でお気
軽にお問い合わせください。

株式会社 ホテル京セラ 【AREA C】

隼人町見次1409-1 　☎0995-43-7111 　○営 24時間 　○休 なし  　駐車場／あり（300台）

https://www.h-kyocera.co.jp
ホテルは多彩な出会いのステージ。
愛をテーマに誕生したホテル京セラの
コンセプト「心からの笑顔でのおもて
なし」が訪れるお客様おひとりおひと
りを、あたたかくお迎えいたします。

●競技会場
　牧園アリーナ

2020年 10月4日（日）〜10月6日（火）

●競技会場
　霧島ゴルフクラブ・溝辺カントリークラブ

2020年 10月7日（水）〜10月9日（金）

●競技会場
　丸岡公園  緑地公園

2020年 9月26日（土）〜9月27日（日）

●競技会場
　国分海浜公園  体育館

2020年 5月23日（土）

サッカー
（知）

※知的障がい者が
　出場できる競技

●競技会場
　国分運動公園  陸上競技場・多目的広場

2020年 10月24日（土）〜10月26日（月）

●競技会場
　まきのはら運動公園  福山パークゴルフ場

2020年 7月26日（日）

みんなでかごしま国体・大会を盛り上げよう!!

お問合せ先 霧島市役所 国民体育大会推進課  TEL 0995-64-0736

霧島市開催競技

2020年 10月24日（土）〜10月26日（月）

第20回全国障害者スポーツ大会

2020年 10月3日（土）〜10月13日（火）

第75回国民体育大会

【©PI&ATP】 〈公開競技〉

〈デモンストレーションスポーツ〉
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