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1 隼人 あいら農業協同組合 経済部経済課 51 隼人 国分隼人ガス 101 隼人 NiiR(ニール)美容室 151 隼人 レストランすまいる ○
2 隼人 あいら農業協同組合 東部地域営農センター隼人駐在 52 隼人 国分隼人自動車学校 102 隼人 日本湯小屋物語 152 隼人 ローソン霧島隼人神宮１丁目店
3 隼人 あいら農業協同組合 富隈支所 53 隼人 コンディショニングジム トミーズ 103 隼人 庭蒼 153 隼人 ローソン隼人姫城店
4 隼人 あいら農業協同組合 日当山支所 54 隼人 坂田金時堂 104 隼人 ピッツァ専門店ネッビア ○ 154 隼人 ローソン隼人日当山店
5 隼人 秋窪石油 55 隼人 酒処西小路 ○ 105 隼人 ねむのき針灸整骨院 155 隼人 ローソン隼人真孝店
6 隼人 アケ美容室 56 隼人 さつきブライダル 106 隼人 ノアコーヒー ○ 156 隼人 ロータス隼人タイヤラウンジ
7 隼人 朝日酢食品 57 隼人 薩摩蒸気屋 隼人店 107 隼人 浜崎タタミ店 157 隼人 ロータス隼人軽自動車館
8 隼人 あもりがわ薬局 58 隼人 Someway 108 隼人 隼風窯 158 隼人 ワークショップしんあい
9 隼人 Ａｌｉｃｅ Ｃａｆｅ ○ 59 隼人 サロン・アロマ日和 109 隼人 隼人温泉病院 159 隼人 わかば調剤薬局
10 隼人 有馬精肉店 60 隼人 芝自動車整備工場 110 隼人 はやと形成外科クリニック 160 隼人 Waxing salon Tommy's(脱毛サロン)
11 隼人 Alegria 涼風堂 61 隼人 芝自動車鈑金塗装工場 111 隼人 はやと骨盤整体院 1 溝辺 あいら農業協同組合中部地域営農センター 購買課

12 隼人 イオン隼人国分店 62 隼人 Japanese Dining 幸喜 ○ 112 隼人 手打ち手仕込み居酒屋 隼人や ○ 2 溝辺 あいら農業協同組合 麓支所
13 隼人 イオン隼人国分店1階グルメプラザ ○ 63 隼人 GTショップヨコハマ 113 隼人 隼人薬局 3 溝辺 アイランド工業
14 隼人 石田衣料品店 64 隼人 こだわりラーメン十八番霧島隼人店 ○ 114 隼人 原田マッサージ治療院(隼人) 4 溝辺 アイリー
15 隼人 食肉総専門 今肉屋 65 隼人 シュープラザ隼人店 115 隼人 肥後ストアー 5 溝辺 arbre
16 隼人 岩崎産業 66 隼人 寿司和食の亀幸 ○ 116 隼人 ビジネスホテル寿季 隼人館 ○ 6 溝辺 いさみ寿司 ○
17 隼人 植山かまぼこ屋 67 隼人 ｽﾀｼﾞｵﾊﾏﾔイオン隼人国分店 117 隼人 ビジネスホテル寿季 本館 ○ 7 溝辺 今島石油
18 隼人 魚処うえやま/植山水産 ○ 68 隼人 ストアーうちだ 118 隼人 美肌の湯こしかの温泉 ○ 8 溝辺 今吉製茶
19 隼人 地どりの里 永楽荘 ○ ○ 69 隼人 セブンイレブン隼人小田店 119 隼人 ヒマラヤ霧島隼人店 9 溝辺 岩崎石油
20 隼人 Aコープ姫城店 70 隼人 セブンイレブン隼人住吉店 120 隼人 Patisserie HIMITSUKICHI 10 溝辺 エアポート山形屋１号売店
21 隼人 Aコープ隼人店 71 隼人 セブンイレブン隼人見次店 121 隼人 ひものカフェ ○ 11 溝辺 エアポート山形屋２・３号売店
22 隼人 A-Z はやと ○ 72 隼人 セブンイレブン南隼人店 122 隼人 美容室ディーズカンパニー 12 溝辺 Ａコープみぞべ店
23 隼人 エディオンハカマダ電器 73 隼人 タイ古式マッサージ センサバイ 123 隼人 ファミリーマートはとや日当山店 13 溝辺 オーガニック
24 隼人 M・Kオートサービス 74 隼人 洗車工房隼人店 124 隼人 ファミリーマートはとや姫城店 14 溝辺 大坪茶舗
25 隼人 elm・balloon(ｴﾙﾑ・バルーン) 75 隼人 そば茶屋吹上庵空港バイパス店 ○ 125 隼人 ファミリーマートはとや松永店 15 溝辺 かごしま空港ホテル ○ ○
26 隼人 all age 整骨院 76 隼人 そば茶屋吹上庵隼人中央店 ○ 126 隼人 ファミリーマート隼人塚公園前店 16 溝辺 カフェレスト異人館 ○
27 隼人 岡元温泉 77 隼人 曽山商店 127 隼人 お届け弁当 福むら 17 溝辺 キッチンさつま ○
28 隼人 オリバー 78 隼人 サンキュー隼人店 128 隼人 仏壇の古屋鋪 18 溝辺 霧島こうじ蔵GEN ○
29 隼人 鹿児島トヨタ自動車隼人店 79 隼人 たちばな畳・ふすま店 129 隼人 フラワーハウスあかつか 19 溝辺 空港製茶
30 隼人 鹿児島ラーメンみよし屋空港バイパス店 ○ 80 隼人 ダッシュインターナショナル 130 隼人 ブルケン・ウエスト 20 溝辺 くらし応援隊Tryサービス
31 隼人 鹿児島ラーメン我流風イオン隼人国分店 ○ 81 隼人 中国料理なすの華 ○ 131 隼人 Hair Salon Spica(美容室スピカ) 21 溝辺 コメリ溝辺店
32 隼人 菓匠 やまぐち 82 隼人 ⾧命ヘルシン酢醸造 132 隼人 ヘアーサロンはいから 22 溝辺 さかな屋七海
33 隼人 カフェモモ(マミーズホームヘルパー) 83 隼人 ツダワホーム 133 隼人 ホームプラザナフコ隼人店 23 溝辺 ざぼんラーメン スカイロードみぞべ店 ○
34 隼人 カフェレストラン東苑 ○ 84 隼人 Dプラザ鹿児島隼人店 134 隼人 ホテル京セラ ○ ○ 24 溝辺 食膳 米米麦麦 ○
35 隼人 紙屋石油 85 隼人 とくだフトン店 135 隼人 ホンダ鹿児島 25 溝辺 末重商事
36 隼人 カラオケ笑店 きよみ家 ○ 86 隼人 徳光自動車商会 136 隼人 妙見石原荘 ○ ○ 26 溝辺 末重製茶
37 隼人 かわいち国分 87 隼人 とざか薬局 137 隼人 妙見温泉 ねむ ○ ○ 27 溝辺 SKY CAFE 5G喫茶 ○
38 隼人 川添自転車商会 88 隼人 とざか薬局 隼人店 138 隼人 MEGAドン・キホーテ霧島隼人店 28 溝辺 SKY CAFE 8G喫茶 ○
39 隼人 川畑商店 89 隼人 どったんばっ炭 ○ 139 隼人 メガネ２１隼人店 29 溝辺 SKY SHOP 2F売店
40 隼人 北山鮮魚店 90 隼人 冨森畳店 140 隼人 メガネのヨネザワイオン隼人国分店 30 溝辺 SKY SHOP 6G売店
41 隼人 GIVE LIFE（ｷﾞﾌﾞﾗｲﾌ） 91 隼人 スーパーセンタートライアル隼人店 141 隼人 恵屋プラス隼人店 ○ 31 溝辺 SKY SHOP 9G売店
42 隼人 湯本庵 清姫 ○ 92 隼人 ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞｾﾝﾀｰｻﾝﾌﾟﾚｲ鹿児島 142 隼人 森の弁当 やまだ屋 32 溝辺 セブンイレブン鹿児島空港前店
43 隼人 きりしま製茶 93 隼人 トレグラッポリ ○ 143 隼人 数寄の宿 野鶴亭 ○ ○ 33 溝辺 セブンイレブン霧島溝辺有川
44 隼人 金海堂イオン隼人国分店 94 隼人 中村写真工房 144 隼人 焼肉なべしま隼人店 ○ 34 溝辺 ダマリデザイン室
45 隼人 靴の尚美堂 イオン隼人国分店 95 隼人 中村タクシー ○ 145 隼人 山形屋ショッピングプラザ隼人店 35 溝辺 竹川峡 ○
46 隼人 鹿児島トヨタグリーンフィールド隼人 96 隼人 ナナ美容室 146 隼人 山口米店 36 溝辺 手打の南舟 ○
47 隼人 黒木自動車 97 隼人 お好み焼きなにわ ○ 147 隼人 山下酒店 37 溝辺 ドラッグセイムス霧島溝辺店
48 隼人 ケーキハウスプリン 98 隼人 南国殖産隼人給油所 148 隼人 優湯庵 ○ 38 溝辺 南国殖産㈱鹿児島空港給油所
49 隼人 元寿庵 ○ 99 隼人 南国殖産隼人南給油所 149 隼人 ラッキー整骨院 39 溝辺 原口石油
50 隼人 光輝フォトハウス 100 隼人 ナンバーワンオートセンター 150 隼人 リンガーハット鹿児島隼人店 ○ 40 溝辺 バレルバレープラハ&GEN
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45 溝辺 Pannoki Bakery ○ 11 牧園 霧島国際ホテル ○ 6 霧島 霧島神話の里公園 ○ 16 福山 正栄企画
46 溝辺 ファミリーマート徳永麓店 12 牧園 一般社団法人霧島ゴルフクラブ 7 霧島 霧島町蒸留所・明るい農村 17 福山 スギモト技研
47 溝辺 ファミリーマート溝辺有川店 13 牧園 霧島新燃荘 ○ 8 霧島 霧島峠茶屋 ○ 18 福山 伊達醸造
48 溝辺 ふく福空港店 ○ 14 牧園 霧島石油 9 霧島 霧島日和 19 福山 永田ストアー
41 溝辺 藤谷自動車 15 牧園 霧島大地ごはん ○ 10 霧島 霧島屋 20 福山 炭火焼肉なんぷう ○
42 溝辺 ふるカフェひこあ ○ 16 牧園 霧島ふもと駅 11 霧島 久保商店 21 福山 濱田酒店
43 溝辺 洪家苑 ○ 17 牧園 霧島ホテル ○ 12 霧島 ｸﾞﾗﾝﾋﾟﾝｸﾞ・ﾋﾟｻﾞ ひめしゃら ○ 22 福山 お食事処 ひょうたん ○
44 溝辺 松山産業 18 牧園 きりしま悠久の宿一心 ○ 13 霧島 黒豚の館 ○ 23 福山 ふくふくふれあい館
45 溝辺 溝辺カントリークラブ 19 牧園 霧島ゆめのや 14 霧島 紅葉窯 24 福山 ふじた石油店
46 溝辺 溝辺町物産館 20 牧園 くいもんや花いちもんめ ○ 15 霧島 コメリハード＆グリーン霧島神宮駅店 25 福山 Ｈａｉｒ Ｓｐａｃｅ ing
47 溝辺 麺処たべん菜 ○ 21 牧園 クリーンマートあべ 16 霧島 西藤石油 26 福山 まるしげ重久盛一酢醸造場
48 溝辺 焼絵屋 22 牧園 コメリＨ＆Ｇ牧園店 17 霧島 薩摩蒸氣屋 霧島民芸村店 ○ 27 福山 南園タタミ店
49 溝辺 山形屋食堂エアポート店 ○ 23 牧園 さかいだ温泉 ○ 18 霧島 下登電機 28 福山 宮路自動車
50 溝辺 山口農園機工 24 牧園 サコー ○ 19 霧島 shankara Lodge ○ 29 福山 八木酒店
51 溝辺 ローソン溝辺インター店 25 牧園 さつま路 ○ 20 霧島 寿し処大鳥居 ○ 30 福山 リーフル
52 溝辺 ワールドショップ鹿児島空港店 26 牧園 塩浸温泉（龍馬公園） 21 霧島 大和リゾートActive Resorts霧島 ○ 31 福山 ローソン霧島牧之原店
53 溝辺 ワンだふるガーデン ○ 27 牧園 ｾﾌﾞﾝｲﾚﾌﾞﾝ霧島牧園店 22 霧島 高千穂カントリー倶楽部 ○ 32 福山 ローソン福山町店
1 横川  あいら農業協同組合中部地域営農センター横川駐在 28 牧園 薗田写真工房 23 霧島 タケダ薬局 1 国分 遊食豚彩いちにいさん国分店 ○
2 横川 有光刃物 29 牧園 たかちほ電機住設 24 霧島 多国籍レストランありがとう ○ ○ 2 国分 梅乃や ○
3 横川 岩﨑畳椅子店 30 牧園 竹焼酎きりしま 25 霧島 土橋自動車 3 国分 お菓子の店 アグリ ○
4 横川 かごしま空港３６カントリ―クラブ 31 牧園 茶園商店 26 霧島 徳留自動車 4 国分 お野菜喫茶にんにん ○
5 横川 古賀酒店 32 牧園 福地産業 寺原給油所 27 霧島 中村米店 5 国分 かき小屋匠ちゃん ○
6 横川 栄車輛整備工場 33 牧園 冨山酒店 28 霧島 Ｙショップ霧島 6 国分 鹿児島美容鍼灸サロンＣａｌｌａ
7 横川 さつま交通観光 34 牧園 トリオ電気サービス 29 霧島 ファミリーマートはとや霧島店 7 国分 鹿児島ラーメンみよし屋本店 ○
8 横川 鮫島理美容 35 牧園 ⾧田商店 30 霧島 pop cafe ○ 8 国分 霧や桜やバリハピカフェ ○
9 横川 猿渡鍼治療院 36 牧園 福地産業 七又給油所 31 霧島 本田ふすま・たたみ店 9 国分 黒豚ラーメン藏 ○
10 横川 下島自動車 37 牧園 西製茶工場 32 霧島 マテリア霧島 10 国分 薩摩屋本店 ○
11 横川 理容ふかき 38 牧園 日の出温泉きのこの里 ○ ○ 33 霧島 マテリアランチ．com ○ 11 国分 薩摩屋中央店 ○
12 横川 シューズショツプさきもと 39 牧園 広山石油店 34 霧島 宮下商店 12 国分 食彩 親 ○
13 横川 たくみの食たく 40 牧園 ファミリーマートはとや牧園店 35 霧島 森の太鼓店TECOTECO 13 国分 ちゃんから テイクアウト専門店
14 横川 竹下青果 41 牧園 福寿鉱泉販売所 36 霧島 焼肉 花粋苑 ○ 14 国分 徳重製菓とらや 霧や櫻や
15 横川 白陽舎ドライ 42 牧園 ヘンタ製茶 37 霧島 山崎石油 大窪ＳＳ 15 国分 西谷水産
16 横川 早渕商店 43 牧園 ホテル霧島キャッスル ○ 38 霧島 山下農機商会 16 国分 nail salon ANGIE
17 横川 原口農機 44 牧園 マイライフオオニワ 39 霧島 吉永商店 17 国分 ばあばのランチゆめいちば ○
18 横川 原田マッサージ治療院(横川) 45 牧園 みやまホテル ○ 40 霧島 若葉清掃社 18 国分 バイクランド
19 横川 森山センター 46 牧園 妙見田中会館 ○ 1 福山 赤池商店 19 国分 ビッグバード・カピリナ ○
20 横川 横川化粧品店 47 牧園 民宿みちや荘 ○ 2 福山 味処すし松 ○ 20 国分 山崎石油 福島ＳＳ
21 横川 セブンイレブン霧島横川店 48 牧園 焼肉厨房 わきもと ○ 3 福山 有村建設 21 国分 山崎石油 国分川内ＳＳ
22 横川 横川自動車 49 牧園 薬膳小町 4 福山 池田商店 22 国分 山崎石油 ｾﾙﾌｽﾃｰｼｮﾝ清水
23 横川 横川石油 50 牧園 山の麓のレストランふれんず ○ 5 福山 岩重呉服店 23 国分 ラポルト・ルージュ ○
1 牧園 ＪＡあいら中部営農センター牧園駐在 51 牧園 湯けむりダイニングトントン亭 ○ 6 福山 上原石油店 24 国分 Lumiére（リュミエール）
2 牧園 阿久井商店 52 牧園 湯田商店 ○ 7 福山 Ａコープ牧の原店 25 国分 RevoS
3 牧園 安楽温泉 朱峰 ○ 53 牧園 ラビスタ霧島ヒルズ ○ 8 福山 お菓子の草月 26 国分 ローソン霧島国分野口東店
4 牧園 祝橋温泉旅館 ○ 54 牧園 旅行人山荘 ○ 9 福山 鹿児島ラーメンみよし屋牧之原店 ○ 27 国分 ローソン霧島国分清水店
5 牧園 おりはし旅館 ○ 55 牧園 レストランおふくろ ○ 10 福山 かれがぁの焼酎屋 谷山酒店 28 国分 ローソン国分広瀬店
6 牧園 木下商店 1 霧島 あいら農協協同組合 東部地域営農センター霧島駐在 11 福山 楠元金物店
7 牧園 霧島温泉ソサエティ ○ 2 霧島 Ａコープ霧島店 12 福山 久米村自動車
8 牧園 霧島温泉天テラス ○ 3 霧島 江口ドライクリーニング店 13 福山 黒酢レストラン 黒酢の郷 桷志田 ○
9 牧園 霧島観光ホテル ○ 4 霧島 加藤自動車 14 福山 コメリハード&グリーン牧之原店
10 牧園 霧島高原国民休養地 ○ 5 霧島 霧島神宮前茶屋 ○ 15 福山 ＪＡ姶良東部営農センター 福山駐在

地区 掲載店舗名 № 地区 掲載店舗名

霧島市 コロナ対策商品券・プレミアム付宿泊施設利用券・出産祝商品券 取扱店舗一覧

利用できる専用の商品券 利用できる専用の商品券 利用できる専用の商品券 利用できる専用の商品券

塗りつぶしの欄は大規模店舗です。 ※利用できる専用の商品券 🍴…食事券 ♨…宿泊施設利用券 🚙…タクシー・代行券

掲載店舗名 №地区№ 地区 掲載店舗名 №


