
取扱店一覧（9/9現在）

地区名 掲載店舗名 フリガナ(半角)
大規模

店舗

1 1 国分 アート・アビリ美容室 ｱｰﾄｱﾋﾞﾘﾋﾞﾖｳｼﾂ

2 2 国分 アーバンホテル国分 ｱｰﾊﾞﾝﾎﾃﾙｺｸﾌﾞ

3 3 国分 R.R.R.（アール） ｱｰﾙ

4 4 国分 あいら農業協同組合 国分購買店舗 ｱｲﾗﾉｳｷﾞｮｳｷｮｳﾄﾞｳｸﾐｱｲﾄｳﾌﾞﾁｲｷｴｲﾉｳｾﾝﾀｰ

5 5 国分 あおい整骨院・salon do sunny ｱｵｲｾｲｺﾂｲﾝ　ｻﾛﾝﾄﾞｻﾆｰ

6 6 国分 AOKI 霧島国分店 ｱｵｷ ｷﾘｼﾏｺｸﾌﾞﾃﾝ

7 7 国分 赤から霧島店 ｱｶｶﾗｷﾘｼﾏﾃﾝ

8 8 国分 赤塚屋酒店 ｱｶﾂｶﾔｻｹﾃﾝ

9 9 国分 旭交通 ｱｻﾋｺｳﾂｳ

10 10 国分 味ごよみ優月 ｱｼﾞｺﾞﾖﾐﾕﾂﾞｷ

11 11 国分 アトリエ 空 ｱﾄﾘｴｿﾗ

12 12 国分 アベニュー ｱﾍﾞﾆｭｰ

13 13 国分 ABE之屋308 ｱﾍﾞﾉﾔｻﾝﾏﾙﾊﾁ

14 14 国分 Alice　♡　eyelash アリスアイラッシュ

15 15 国分 Alice ♡　Beauty＋ アリスビューティプラス

16 16 国分 安全地帯 ｱﾝｾﾞﾝﾁﾀｲ

17 17 国分 ant10 hair&com ｱﾝﾄﾃﾝﾍｱｱﾝﾄﾞｺﾑ

18 18 国分 イエローハット 国分店 ｲｴﾛｰﾊｯﾄｺｸﾌﾞﾃﾝ

19 19 国分 いかりやま整骨院 ｲｶﾘﾔﾏｾｲｺﾂｲﾝ

20 20 国分 居酒屋お宿のかくれ家 ｲｻﾞｶﾔｵﾔﾄﾞﾉｶｸﾚｶﾞ

21 21 国分 居酒屋かごしま路 ｲｻﾞｶﾔｶｺﾞｼﾏｼﾞ

22 22 国分 居酒屋　次男坊 ｲｻﾞｶﾔｼﾞﾅﾝﾎﾞｳ

23 23 国分 いざか屋商店　座・寿鈴 ｲｻﾞｶﾔｼｮｳﾃﾝｻﾞｼﾞｭﾘﾝ

24 24 国分 居酒屋ひょうたん ｲｻﾞｶﾔﾋｮｳﾀﾝ

25 25 国分 居酒屋　兵吉 ｲｻﾞｶﾔﾍｲｷﾁ

26 26 国分 居酒屋やまと屋 ｲｻﾞｶﾔﾔﾏﾄﾔ

27 27 国分 居酒屋若大将 ｲｻﾞｶﾔﾜｶﾀﾞｲｼｮｳ

28 28 国分 石野商店 ｲｼﾉｼｮｳﾃﾝ

29 29 国分 居食屋中吉 ｲｼｮｸﾔﾁｭｳｷﾁ

30 30 国分 遊食豚彩いちにいさん国分店 ｲﾁﾆｲｻﾝ

31 31 国分 一番鶏 ｲﾁﾊﾞﾝﾄﾞﾘ

32 32 国分 一天張 ｲｯﾃﾝﾊﾞﾘ

33 33 国分 稲満自動車整備工場 ｲﾅﾐﾂｼﾞﾄﾞｳｼｬｾｲﾋﾞｺｳｼﾞｮｳ

34 34 国分 いやしの湯山翠 ｲﾔｼﾉﾕｻﾝｽｲ

35 35 国分 イルカ調剤薬局 国分店 ｲﾙｶﾁｮｳｻﾞｲﾔｯｷｮｸｺｸﾌﾞﾃﾝ

36 36 国分 いろは ｲﾛﾊ

37 37 国分 岩切美巧堂 ｲﾜｷﾘﾋﾞｺｳﾄﾞｳ

38 38 国分 岩戸温泉 ｲﾜﾄﾞｵﾝｾﾝ

39 39 国分 インド料理　ムーナ ｲﾝﾄﾞﾘｮｳﾘﾑｰﾅ

40 40 国分 ヴォアラ珈琲 霧島国分本店 ｳﾞｫｱﾗｺｰﾋｰ ｷﾘｼﾏｺｸﾌﾞﾎﾝﾃﾝ

41 41 国分 うなぎの尾方 ｳﾅｷﾞﾉｵｶﾞﾀ

42 42 国分 梅乃や ｳﾒﾉﾔ

43 43 国分 うるうカイロプラクティック院 ｳﾙｳｶｲﾛﾌﾟﾗｸﾃｨｯｸｲﾝ

44 44 国分 エイエスピイホーム ｴｲｴｽﾋﾟｲﾎｰﾑ

45 45 国分 Aコープ 国分店 ｴｰｺｰﾌﾟｺｸﾌﾞﾃﾝ ○

46 46 国分 Aコープ 国分西店 ｴｰｺｰﾌﾟｺｸﾌﾞﾆｼﾃﾝ ○

47 47 国分 ABC-MART 霧島国分店 ｴｰﾋﾞｰｼｰﾏｰﾄｷﾘｼﾏｺｸﾌﾞﾃﾝ

48 48 国分 Aプライス 霧島店 ｴｰﾌﾟﾗｲｽｷﾘｼﾏﾃﾝ

49 49 国分 auショップ 国分北店 ｴｰﾕｰｼｮｯﾌﾟｺｸﾌﾞｷﾀﾃﾝ

50 50 国分 auショップ 国分西 ｴｰﾕｰｼｮｯﾌﾟｺｸﾌﾞﾆｼﾃﾝ

51 51 国分 エステサロンPARK　国分店 ｴｽﾃｻﾛﾝﾊﾟｰｸ

52 52 国分 エステティックTOMO ｴｽﾃﾃｨｯｸﾄﾓ

53 53 国分 エディオン サンライト電器 ｴﾃﾞｨｵﾝｻﾝﾗｲﾄﾃﾞﾝｷ

54 54 国分 江元呉服店 ｴﾓﾄｺﾞﾌｸﾃﾝ

55 55 国分 エル de NaNa ｴﾙﾄﾞﾅﾅ

56 56 国分 オートバックス 鹿児島国分店 ｵｰﾄﾊﾞｯｸｽｶｺﾞｼﾏｺｸﾌﾞﾃﾝ

57 57 国分 お菓子の店アグリ ｵｶｼﾉﾐｾｱｸﾞﾘ

58 58 国分 岡別府生花店 ｵｶﾍﾞｯﾌﾟｾｲｶﾃﾝ

59 59 国分 沖縄酒楽やがて ｵｷﾅﾜｼｭﾗｸﾔｶﾞﾃ

60 60 国分 お好み焼・鉄板焼おじぎ家 ｵｺﾉﾐﾔｷﾃｯﾊﾟﾝﾔｷｵｼﾞｷﾞﾔ

№
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61 61 国分 お魚パーラー チェントロ ｵｻｶﾅﾊﾟｰﾗｰﾁｪﾝﾄﾛ

62 62 国分 おしゃれ工房山口 ｵｼｬﾚｺｳﾎﾞｳﾔﾏｸﾞﾁ

63 63 国分 O.HA.NA ｵﾊﾅ

64 64 国分 お野菜喫茶にんにん ｵﾔｻｲｷｯｻﾆﾝﾆﾝ

65 65 国分 温活サロン　癒える オンカツサロン

66 66 国分 オンリーワン 国分店 ｵﾝﾘｰﾜﾝｺｸﾌﾞﾃﾝ

67 67 国分 海鮮茶屋うを佐 国分店 ｶｲｾﾝﾁｬﾔｳｦｻｺｸﾌﾞﾃﾝ

68 68 国分 海船ぶた丸 ｶｲｾﾝﾌﾞﾀﾏﾙ

69 69 国分 かき小屋匠ちゃん ｶｷｺﾞﾔ

70 70 国分 かき小屋酒場　牡蠣よし ｶｷｺﾞﾔｲｻﾞｶﾔｶｷﾖｼ

71 71 国分 カギの110番国分 ｶｷﾞﾉﾋｬｸﾄｳﾊﾞﾝｺｸﾌﾞ

72 72 国分 鹿児島餃子の王将国分店 ｶｺﾞｼﾏｷﾞｮｳｻﾞﾉｵｳｼｮｳｺｸﾌﾞﾃﾝ

73 73 国分 鹿児島交通国分営業所 ｶｺﾞｼﾏｺｳﾂｳｺｸﾌﾞ

74 74 国分 かごしま焼肉ホルモンすだく霧島本店 ｶｺﾞｼﾏﾔｷﾆｸﾎﾙﾓﾝｽﾀﾞｸ

75 75 国分 鹿児島ラーメンみよし屋牧之原店 ｶｺﾞｼﾏﾗｰﾒﾝﾐﾖｼﾔﾏｷﾉﾊﾗﾃﾝ

76 76 国分 カジュアル＆シューズ　アベイル国分西FM店 ｶｼﾞｭｱﾙｼｭｰｽﾞｱﾍﾞｲﾙ

77 77 国分 活魚旬彩 馬酔木 国分店 ｶﾂｷﾞｮｼｭﾝｻｲｱｼﾋﾞｺｸﾌﾞﾃﾝ

78 78 国分 かつや 国分広瀬店 ｶﾂﾔｺｸﾌﾞﾋﾛｾ

79 79 国分 cafe K ｶﾌｪｹｰ

80 80 国分 Café　Rim ｶﾌｪﾘﾑ

81 81 国分 Café le Parisien - カフェ ル パリジャン - ｶﾌｪﾙﾊﾟﾘｼﾞｬﾝ

82 82 国分 がま口工房　志をん ｶﾞﾏｸﾞﾁｺｳﾎﾞｳｼｦﾝ

83 83 国分 鎌田石油 国分中央SS ｶﾏﾀﾞｾｷﾕｺｸﾌﾞﾁｭｳｵｳｴｽｴｽ

84 84 国分 鎌田石油 国分南SS ｶﾏﾀﾞｾｷﾕｺｸﾌﾞﾐﾅﾐｴｽｴｽ

85 85 国分 鎌田石油 敷根SS ｶﾏﾀﾞｾｷﾕｼｷﾈｴｽｴｽ

86 86 国分 カメラのフォーカス iPhone修理工房霧島店 ｶﾒﾗﾉﾌｫｰｶｽｺｰﾌﾟｺｸﾌﾞﾃﾝ

87 87 国分 カラオケラブ ｶﾗｵｹﾗﾌﾞ

88 88 国分 からだづくりジムノザワ ｶﾗﾀﾞﾂﾞｸﾘｼﾞﾑﾉｻﾞﾜ

89 89 国分 カレーのお店 8点9 霧島国分店 ｶﾚｰﾉｵﾐｾﾊﾁﾃﾝｷｭｳｷﾘｼﾏｺｸﾌﾞﾃﾝ

90 90 国分 韓国居酒屋チャミル ｶﾝｺｸｲｻﾞｶﾔﾁｬﾐﾙ

91 91 国分 キッズパークきりしま ｷｯｽﾞﾊﾟｰｸｷﾘｼﾏ

92 92 国分 キッチンあじさい ｷｯﾁﾝｱｼﾞｻｲ

93 93 国分 キッチン花の木 ｷｯﾁﾝﾊﾅﾉｷ

94 94 国分 キャメルロード ｷｬﾒﾙﾛｰﾄﾞ

95 95 国分 cube ｷｭｰﾌﾞ

96 96 国分 京湯 ｷｮｳﾕ

97 97 国分 魚匠ほどほど ｷﾞｮｼｮｳﾎﾄﾞﾎﾄﾞ

98 98 国分 きりしまクルマ買取センター ｷﾘｼﾏｸﾙﾏｶｲﾄﾘｾﾝﾀｰ

99 99 国分 きりしま国分山形屋 ｷﾘｼﾏｺｸﾌﾞﾔﾏｶﾀﾔ ○

100 100 国分 霧島市民薬局・霧島市民薬局中央 ｷﾘｼﾏｼﾐﾝﾔｯｷｮｸ

101 101 国分 きりしま整骨院 ｷﾘｼﾏｾｲｺﾂｲﾝ

102 102 国分 きりしま畜産 国分本店 ｷﾘｼﾏﾁｸｻﾝ

103 103 国分 きりしま畜産 hanare ｷﾘｼﾏﾁｸｻﾝﾊﾅﾚ

104 104 国分 きりしま畜産ホルモン市場 ｷﾘｼﾏﾁｸｻﾝﾎﾙﾓﾝｲﾁﾊﾞ

105 105 国分 霧島焼肉本舗 炎山 ｷﾘｼﾏﾔｷﾆｸﾎﾝﾎﾟｴﾝｻﾞﾝ

106 106 国分 霧や櫻や ｷﾘﾔｻｸﾗﾔ

107 107 国分 串揚げ専門　串庵 ｸｼｱｹﾞｾﾝﾓﾝｸｼｱﾝ

108 108 国分 串膳つく根 ｸｼｾﾞﾝﾂｸﾈ

109 109 国分 くすげん鈴洋 ｸｽｹﾞﾝｽｽﾞﾋﾛ

110 110 国分 くすりのさかもと 国分店 ｸｽﾘﾉｻｶﾓﾄｺｸﾌﾞﾃﾝ

111 111 国分 靴のアサヒ屋 ｸﾂﾉｱｻﾋﾔ

112 112 国分 靴の尚美堂 国分店 ｸﾂﾉｼｮｳﾋﾞﾄﾞｳｺｸﾌﾞﾃﾝ

113 113 国分 グリーンショップ八ヶ代 ｸﾞﾘｰﾝｼｮｯﾌﾟﾔｶｼﾛ

114 114 国分 Glow ｸﾞﾛｰ

115 115 国分 くろだるま 国分店 ｸﾛﾀﾞﾙﾏｺｸﾌﾞﾃﾝ

116 116 国分 黒豚ラーメン藏 ｸﾛﾌﾞﾀﾗｰﾒﾝ ｸﾗ

117 117 国分 高級食パン専門店　偉大なる発明 霧島店 ｺｳｷｭｳｼｮｸﾊﾟﾝｾﾝﾓﾝﾃﾝｲﾀﾞｲﾅﾙﾊﾂﾒｲｷﾘｼﾏﾃﾝ

118 118 国分 高齢者向け 住宅 より愛きりしま ｺｳﾚｲｼｬﾑｹｼﾞｭｳﾀｸﾖﾘｱｲｷﾘｼﾏ

119 119 国分 コーアガス日本 国分支店 ｺｰｱｶﾞｽﾆﾎﾝｺｸﾌﾞｼﾃﾝ

120 120 国分 古賀時計店 ｺｶﾞﾄｹｲﾃﾝ
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121 121 国分 コクピット国分 ｺｸﾋﾟｯﾄｺｸﾌﾞ

122 122 国分 国分運転代行社 ｺｸﾌﾞｳﾝﾃﾝﾀﾞｲｺｳｼｬ

123 123 国分 国分種苗 ｺｸﾌﾞｼｭﾋﾞｮｳ

124 124 国分 国分進行堂 ｺｸﾌﾞｼﾝｺｳﾄﾞｳ

125 125 国分 国分新生社印刷 ｺｸﾌﾞｼﾝｾｲｼｬｲﾝｻﾂ

126 126 国分 国分スターレーン ｺｸﾌﾞｽﾀｰﾚｰﾝ

127 127 国分 国分石油店 ｺｸﾌﾞｾｷﾕﾃﾝ

128 128 国分 こくぶ中央3丁目整骨院 ｺｸﾌﾞﾁｭｳｵｳｻﾝﾁｮｳﾒｾｲｺﾂｲﾝ

129 129 国分 国分物産館じょうもん市場 ｺｸﾌﾞﾌﾞｯｻﾝｶﾝｼﾞｮｳﾓﾝｲﾁﾊﾞ

130 130 国分 Coquette ｺｹｯﾄ

131 131 国分 ココレカ ｺｺﾚｶ

132 132 国分 個室焼肉　ひごや ｺｼﾂﾔｷﾆｸﾋｺﾞﾔ

133 133 国分 コスメティック工房 奈ほ美 ｺｽﾒﾃｨｯｸｺｳﾎﾞｳﾅﾎﾐ

134 134 国分 こなか整骨院 ｺﾅｶｾｲｺﾂｲﾝ

135 135 国分 コメダ珈琲店 鹿児島国分店 ｺﾒﾀﾞｺｰﾋｰﾃﾝｶｺﾞｼﾏｺｸﾌﾞﾃﾝ

136 136 国分 ゴンゼレス本店 ｺﾞﾝｾﾞﾚｽﾎﾝﾃﾝ

137 137 国分 さくら整骨院 ｻｸﾗｾｲｺﾂｲﾝ

138 138 国分 さくら農園 ｻｸﾗﾉｳｴﾝ

139 139 国分 サコー鍼灸整骨院 ｻｺｰﾊﾘｷｭｳｾｲｺﾂｲﾝ

140 140 国分 薩摩蒸氣屋　国分店 ｻﾂﾏｼﾞｮｳｷﾔｺｸﾌﾞﾃﾝ

141 141 国分 薩摩屋本店 ｻﾂﾏﾔ

142 142 国分 薩摩屋中央店　ラ・ポルト・ルージュ ｻﾂﾏﾔﾁｭｳｵｳﾃﾝ

143 143 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） ｻﾆｰﾜｰﾙﾄﾞ

144 144 国分 THE HOUSE ｻﾞﾊｳｽ

145 145 国分 salon Vizi ｻﾛﾝｳﾞｨｼﾞ

146 146 国分 サロンドボーテ シュシュ ｻﾛﾝﾄﾞﾎﾞｰﾃｼｭｼｭ

147 147 国分 salon mina ｻﾛﾝﾐﾅ

148 148 国分 Salon Repos ｻﾛﾝﾘﾎﾟｽ

149 149 国分 サン・オート ｻﾝｵｰﾄ

150 150 国分 山海の旬 一 ｻﾝｶｲﾉｼｭﾝﾊｼﾞﾒ

151 151 国分 サンサンランド 国分店 ｻﾝｻﾝﾗﾝﾄﾞｺｸﾌﾞﾃﾝ

152 152 国分 サンドラッグ 国分店 ｻﾝﾄﾞﾗｯｸﾞｺｸﾌﾞﾃﾝ

153 153 国分 散髪屋どうしゅん ｻﾝﾊﾟﾂﾔﾄﾞｳｼｭﾝ

154 154 国分 サンホテル国分 ｻﾝﾎﾃﾙｺｸﾌﾞ

155 155 国分 三輪クリニック ｻﾝﾜｸﾘﾆｯｸ

156 156 国分 さんわラーメン ｻﾝﾜﾗｰﾒﾝ

157 157 国分 JAあいら旅行センター ｼﾞｪｲｴｲｱｲﾗﾘｮｺｳ

158 158 国分 詩音助産院 ｼｵﾝｼﾞｮｻﾝｲﾝ

159 159 国分 四季彩なごみ ｼｷｻｲﾅｺﾞﾐ

160 160 国分 四季の宴 和くうかん ｼｷﾉｳﾀｹﾞﾜｸｳｶﾝ

161 161 国分 四季の宿　明翠 ｼｷﾉﾔﾄﾞﾒｲｽｲ

162 162 国分 重久温泉 ｼｹﾞﾋｻｵﾝｾﾝ

163 163 国分 ＳＨＩＺＵＫＵ ｼｽﾞｸ

164 164 国分 シティコンタクト霧島店 ｼﾃｨｺﾝﾀｸﾄ

165 165 国分 シティホテルイン国分 ｼﾃｨﾎﾃﾙｲﾝ

166 166 国分 謝愛代行(シャア代行) ｼｬｱﾀﾞｲｺｳ

167 167 国分 シャトレーゼ霧島国分店 ｼｬﾄﾚｰｾﾞｷﾘｼﾏｺｸﾌﾞﾃﾝ

168 168 国分 chat3（シャトロワ） ｼｬﾄﾛﾜ

169 169 国分 自遊空間 鹿児島国分店 ｼﾞﾕｳｸｳｶﾝｶｺﾞｼﾏｺｸﾌﾞﾃﾝ

170 170 国分 手芸のまきの 国分店 ｼｭｹﾞｲﾉﾏｷﾉｺｸﾌﾞﾃﾝ

171 171 国分 旬彩くぼ ｼｭﾝｻｲｸﾎﾞ

172 172 国分 旬膳ふれあい ｼｭﾝｾﾞﾝﾌﾚｱｲ

173 173 国分 食彩　親 ｼｮｸｻｲﾖﾘ

174 174 国分 助産院ユズリハ ｼﾞｮｻﾝｲﾝﾕｽﾞﾘﾊ

175 175 国分 食器の池田 ｼｮｯｷﾉｲｹﾀﾞ

176 176 国分 城山温泉 ｼﾛﾔﾏｵﾝｾﾝ

177 177 国分 Sky Clear ｽｶｲｸﾘｱｰ

178 178 国分 スクールショップ コズマ ｽｸｰﾙｼｮｯﾌﾟｺｽﾞﾏ

179 179 国分 すし処 山喜 ｽｼﾄﾞｺﾛﾔﾏｷ

180 180 国分 寿司まどかコープ 国分店 ｽｼﾏﾄﾞｶｺｰﾌﾟ
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181 181 国分 寿司まどか 国分広瀬店 ｽｼﾏﾄﾞｶｺｸﾌﾞ

182 182 国分 すし魯くら ｽｼﾛｸﾗ

183 183 国分 スタジオアリス フレスポ国分店 ｽﾀｼﾞｵｱﾘｽﾌﾚｽﾎﾟｺｸﾌﾞﾃﾝ

184 184 国分 studio JuJu ｽﾀｼﾞｵｼﾞｭｼﾞｭ

185 185 国分 ステーキハウスfreesia ｽﾃｰｷﾊｳｽﾌﾘｰｼﾞｱ

186 186 国分 Space Be ｽﾍﾟｰｽﾋﾞｰ

187 187 国分 炭がいじん ｽﾐｶﾞｲｼﾞﾝ

188 188 国分 炭火焼居酒屋 霧家 ｽﾐﾋﾞﾔｷｲｻﾞｶﾔｷﾘﾔ

189 189 国分 すみ美容室 ｽﾐﾋﾞﾖｳｼﾂ

190 190 国分 生活協同組合コープかごしま国分店 ｾｲｷｮｳｺｰﾌﾟｺｸﾌﾞﾃﾝ ○

191 191 国分 瀬戸口近代車商会 ｾﾄｸﾞﾁｷﾝﾀﾞｲｼｬｼｮｳｶｲ

192 192 国分 セブン-イレブン 国分清水1丁目店 ｾﾌﾞﾝｲﾚﾌﾞﾝｺｸﾌﾞｷﾖﾐｽﾞｲｯﾁｮｳﾒﾃﾝ

193 193 国分 セブン-イレブン 国分重久店 ｾﾌﾞﾝｲﾚﾌﾞﾝｺｸﾌﾞｼｹﾞﾋｻﾃﾝ

194 194 国分 セブン-イレブン 国分シビックセンター前店 ｾﾌﾞﾝｲﾚﾌﾞﾝｺｸﾌﾞｼﾋﾞｯｸｾﾝﾀｰﾏｴﾃﾝ

195 195 国分 セブンイレブン 国分新町店 ｾﾌﾞﾝｲﾚﾌﾞﾝｺｸﾌﾞｼﾝﾏﾁﾃﾝ

196 196 国分 セブン-イレブン 国分中央1丁目店 ｾﾌﾞﾝｲﾚﾌﾞﾝｺｸﾌﾞﾁｭｳｵｳｲｯﾁｮｳﾒﾃﾝ

197 197 国分 セブン-イレブン 国分中央4丁目店 ｾﾌﾞﾝｲﾚﾌﾞﾝｺｸﾌﾞﾁｭｳｵｳﾖﾝﾁｮｳﾒﾃﾝ

198 198 国分 セブン-イレブン 国分福島店 ｾﾌﾞﾝｲﾚﾌﾞﾝｺｸﾌﾞﾌｸｼﾏﾃﾝ

199 199 国分 セブンイレブン 国分湊店 ｾﾌﾞﾝｲﾚﾌﾞﾝｺｸﾌﾞﾐﾅﾄﾃﾝ

200 200 国分 セブンイレブン 国分山下店 ｾﾌﾞﾝｲﾚﾌﾞﾝｺｸﾌﾞﾔﾏｼﾀﾃﾝ

201 201 国分 select shop SHERLY ｾﾚｸﾄｼｮｯﾌﾟｼｪﾙﾘｰ

202 202 国分 鮮ど市場 霧島店 ｾﾝﾄﾞｲﾁﾊﾞｷﾘｼﾏﾃﾝ

203 203 国分 鮮ど市場 国分店 ｾﾝﾄﾞｲﾁﾊﾞｺｸﾌﾞﾃﾝ

204 204 国分 善福時計店 ｾﾞﾝﾌﾟｸﾄｹｲﾃﾝ

205 205 国分 膳や和花 ｾﾞﾝﾔﾜｶ

206 206 国分 So sphere ｿｵｽﾌｪｰﾙ

207 207 国分 そば屋吉 ｿﾊﾞﾔｷﾁ

208 208 国分 dining kitchen karaoke Rush ﾀﾞｲﾆﾝｸﾞｷｯﾁﾝｶﾗｵｹﾗｯｼｭ

209 209 国分 ダイニング なな月 ﾀﾞｲﾆﾝｸﾞﾅﾅﾂｷ

210 210 国分 タイヤセブン国分店 ﾀｲﾔｾﾌﾞﾝｺｸﾌﾞﾃﾝ

211 211 国分 タイヤ安売り王 ビーライン 国分店 ﾀｲﾔﾔｽｳﾘｵｳﾋﾞｰﾗｲﾝｺｸﾌﾞﾃﾝ

212 212 国分 タイヨー 国分店 ﾀｲﾖｰｺｸﾌﾞﾃﾝ ○

213 213 国分 タイヨー 新町店 ﾀｲﾖｰｼﾝﾏﾁﾃﾝ ○

214 214 国分 タイヨー 広瀬北店 ﾀｲﾖｰﾋﾛｾｷﾀﾃﾝ ○

215 215 国分 ダイレックス 国分店 ﾀﾞｲﾚｯｸｽｺｸﾌﾞﾃﾝ ○

216 216 国分 だいわ 国分北店 ﾀﾞｲﾜｺｸﾌﾞｷﾀﾃﾝ ○

217 217 国分 辰巳屋 ﾀﾂﾐﾔ

218 218 国分 田中生花園 ﾀﾅｶｾｲｶｴﾝ

219 219 国分 Cheers ﾁｱｰｽﾞ

220 220 国分 チャイニーズキッチン担担 パティオ店 ﾁｬｲﾆｰｽﾞｷｯﾁﾝﾀﾝﾀﾝﾊﾟﾃｨｵﾃﾝ

221 221 国分 ちゃんこ霧島 ﾁｬﾝｺｷﾘｼﾏ

222 222 国分 中国料理 青菜 ﾁｭｳｺﾞｸﾘｮｳﾘﾁﾝｻｲ

223 223 国分 辻あんまマッサージ指圧はりきゅう治療院 ﾂｼﾞｱﾝﾏﾏｯｻｰｼﾞｼｱﾂﾊﾘｷｭｳﾁﾘｮｳｲﾝ

224 224 国分 TSUTAYA BOOK STORE霧島 ﾂﾀﾔﾌﾞｯｸｽﾄｱｷﾘｼﾏ

225 225 国分 ツタヤ フレスポ国分店 ﾂﾀﾔﾌﾚｽﾎﾟｺｸﾌﾞﾃﾝ

226 226 国分 デコル、プラース ﾃﾞｺﾙﾌﾟﾗｰｽ

227 227 国分 手しごと屋 潤 ﾃｼｺﾞﾄﾔｼﾞｭﾝ

228 228 国分 ドコデモ運転代行社 ﾄﾞｺﾃﾞﾓｳﾝﾃﾝﾀﾞｲｺｳ

229 229 国分 ドコモショップ 隼人国分店 ﾄﾞｺﾓｼｮｯﾌﾟﾊﾔﾄｺｸﾌﾞﾃﾝ

230 230 国分 富森タタミ店 ﾄﾐﾓﾘﾀﾀﾐﾃﾝ

231 231 国分 トヨタレンタリース鹿児島　国分駅前店 ﾄﾖﾀﾚﾝﾀﾘｰｽｶｺﾞｼﾏｺｸﾌﾞｴｷﾏｴﾃﾝ

232 232 国分 ドラッグイレブン 国分店 ﾄﾞﾗｯｸﾞｲﾚﾌﾞﾝｺｸﾌﾞﾃﾝ

233 233 国分 ドラッグコスモス 国分清水店 ﾄﾞﾗｯｸﾞｺｽﾓｽｺｸﾌﾞｷﾖﾐｽﾞﾃﾝ

234 234 国分 ドラッグコスモス 国分店 ﾄﾞﾗｯｸﾞｺｽﾓｽｺｸﾌﾞﾃﾝ

235 235 国分 ドラッグコスモス 松木店 ﾄﾞﾗｯｸﾞｺｽﾓｽﾏﾂｷﾃﾝ ○

236 236 国分 ドラッグストアモリ 剣之宇都店 ﾄﾞﾗｯｸﾞｽﾄｱﾓﾘｹﾝﾉｳﾄﾃﾝ ○

237 237 国分 ドラッグストアモリ国分広瀬店 ﾄﾞﾗｯｸﾞｽﾄｱﾓﾘｺｸﾌﾞﾋﾛｾﾃﾝ ○

238 238 国分 ドラッグストアモリ 国分福島店 ﾄﾞﾗｯｸﾞｽﾄｱﾓﾘｺｸﾌﾞﾌｸｼﾏﾃﾝ ○

239 239 国分 トラットリア・ロッシ ﾄﾗｯﾄﾘｱﾛｯｼ

240 240 国分 鶏のみやま 国分南販売所 ﾄﾘﾉﾐﾔﾏｺｸﾌﾞﾐﾅﾐ
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241 241 国分 鶏のみやま 新町販売所 ﾄﾘﾉﾐﾔﾏｼﾝﾏﾁﾊﾝﾊﾞｲｼｮ

242 242 国分 鶏のみやま 福島販売所 ﾄﾘﾉﾐﾔﾏﾌｸｼﾏﾊﾝﾊﾞｲｼｮ

243 243 国分 ナカムラ薬品 ﾅｶﾑﾗﾔｸﾋﾝ

244 244 国分 永山商店 ﾅｶﾞﾔﾏｼｮｳﾃﾝ

245 245 国分 nature ﾅﾁｭｰﾙ

246 246 国分 西谷水産 ﾆｼﾀﾆｽｲｻﾝ

247 247 国分 ニトリ 霧島店 ﾆﾄﾘｷﾘｼﾏﾃﾝ ○

248 248 国分 野口タタミ建塗 ﾉｸﾞﾁﾀﾀﾐｹﾝﾄ

249 249 国分 Bar 30's TOWSER ﾊﾞｰｻｰﾃｨｽﾞﾀｳｻﾞｰ

250 250 国分 バーチョット ﾊﾞｰﾁｮｯﾄ

251 251 国分 Parmtown KiKi ﾊﾟｰﾏﾀｳﾝｷｷ

252 252 国分 ぱぁる。エステサロン ﾊﾟｱﾙｴｽﾃｻﾛﾝ

253 253 国分 バイクランド ﾊﾞｲｸﾗﾝﾄﾞ

254 254 国分 bound U ﾊﾞｳﾝﾄﾞﾕｰ

255 255 国分 パティスリー アンパッション ﾊﾟﾃｨｽﾘｰｱﾝﾊﾟｯｼｮﾝ

256 256 国分 パティスリー シェ・アオヤマ ﾊﾟﾃｨｽﾘｰｼｪｱｵﾔﾏ

257 257 国分 パティスリー ルセット ﾊﾟﾃｨｽﾘｰﾙｾｯﾄ

258 258 国分 HANABi (美容室・筋膜整体） ﾊﾅﾋﾞ

259 259 国分 ハピネス霧島店 ﾊﾋﾟﾈｽｷﾘｼﾏﾃﾝ

260 260 国分 浜崎つり具店 ﾊﾏｻｷﾂﾘｸﾞﾃﾝ

261 261 国分 浜焼酒場 海鮮太郎 ﾊﾏﾔｷｻｶﾊﾞｶｲｾﾝﾀﾛｳ

262 262 国分 はるやま 鹿児島国分店 ﾊﾙﾔﾏｶｺﾞｼﾏｺｸﾌﾞﾃﾝ

263 263 国分 ハンズマン 国分店 ﾊﾝｽﾞﾏﾝｺｸﾌﾞﾃﾝ ○

264 264 国分 ひさご屋百貨店　霧島店 ﾋｻｺﾞﾔ

265 265 国分 ビジネスホテル舞鶴館 ﾋﾞｼﾞﾈｽﾎﾃﾙﾏｲﾂﾞﾙｶﾝ

266 266 国分 Pizza ビストロ Si-en/おでんバル志庵 ﾋﾟｯﾂｧﾋﾞｽﾄﾛｼｴﾝｵﾃﾞﾝﾊﾞﾙｼｱﾝ

267 267 国分 ひなた鍼灸整骨院 ﾋﾅﾀｼﾝｷｭｳｾｲｺﾂ

268 268 国分 ひふみ整骨院 ﾋﾌﾐｾｲｺﾂｲﾝ

269 269 国分 美容室キャメルクラッチ ﾋﾞﾖｳｼﾂｷｬﾒﾙｸﾗｯﾁ

270 270 国分 美容室ひまわり ﾋﾞﾖｳｼﾂﾋﾏﾜﾘ

271 271 国分 美容室Lumiere ﾋﾞﾖｳｼﾂﾘｭﾐｴｰﾙ

272 272 国分 Bira Beldad ﾋﾞﾗﾍﾞﾙﾀﾞ

273 273 国分 弘家せいせい ﾋﾛﾔｾｲｾｲ

274 274 国分 ファッションセンターしまむら 国分店 ﾌｧｯｼｮﾝｾﾝﾀｰｼﾏﾑﾗｺｸﾌﾞﾃﾝ

275 275 国分 ファッションセンターしまむら 国分西FM店 ﾌｧｯｼｮﾝｾﾝﾀｰｼﾏﾑﾗｺｸﾌﾞﾆｼﾃﾝ

276 276 国分 ファミリーダイニング ベルグ ﾌｧﾐﾘｰﾀﾞｲﾆﾝｸﾞﾍﾞﾙｸﾞ

277 277 国分 ファミリーマート 国分中央四丁目店 ﾌｧﾐﾘｰﾏｰﾄｺｸﾌﾞﾁｭｳｵｳﾖﾝﾁｮｳﾒﾃﾝ

278 278 国分 ファミリーマート 国分広瀬店 ﾌｧﾐﾘｰﾏｰﾄｺｸﾌﾞﾋﾛｾﾃﾝ

279 279 国分 ファミリーマート はとや新町店 ﾌｧﾐﾘｰﾏｰﾄﾊﾄﾔｼﾝﾏﾁﾃﾝ

280 280 国分 フェラーラ ﾌｪﾗｰﾗ

281 281 国分 フォトエリア シンクロ ﾌｫﾄｴﾘｱｼﾝｸﾛ

282 282 国分 ふく福 国分店 ﾌｸﾌｸｺｸﾌﾞﾃﾝ

283 283 国分 福耳国分店 ﾌｸﾐﾐ

284 284 国分 ふくもとデンキ ﾌｸﾓﾄﾃﾞﾝｷ

285 285 国分 フタヤ薬局 国分店 ﾌﾀﾔﾔｯｷｮｸｺｸﾌﾞﾃﾝ

286 286 国分 ブックオフ 鹿児島国分店 ﾌﾞｯｸｵﾌｶｺﾞｼﾏｺｸﾌﾞﾃﾝ

287 287 国分 ブックス大和 ﾌﾞｯｸｽﾔﾏﾄ

288 288 国分 フラワーショップ八ヶ代 花ひろば ﾌﾗﾜｰｼｮｯﾌﾟﾔｶｼﾛﾊﾅﾋﾛﾊﾞ

289 289 国分 フラワーハウス花曜日　国分店 ﾌﾗﾜｰﾊｳｽｶﾖｳﾋﾞ

290 290 国分 フルール フルール

291 291 国分 ブレカフェ ﾌﾞﾚｶﾌｪ

292 292 国分 HAIR　ART　Mix SPACE ﾍｱｰｱｰﾄﾐｯｸｽｽﾍﾟｰｽ

293 293 国分 ヘアーサロンTOPIC ﾍｱｰｻﾛﾝﾄﾋﾟｯｸ

294 294 国分 ベーカリー＆カフェ ReeNo ﾍﾞｰｶﾘｰｱﾝﾄﾞｶﾌｪﾘｰﾉ

295 295 国分 弁慶ぷらす ﾍﾞﾝｹｲﾌﾟﾗｽ

296 296 国分 ホームプラザナフコ 国分店 ﾎｰﾑﾌﾟﾗｻﾞﾅﾌｺｺｸﾌﾞﾃﾝ ○

297 297 国分 ポーラ COLOR ﾎﾟｰﾗｶﾗｰ

298 298 国分 ポーラ ふれあい営業所 ﾎﾟｰﾗﾌﾚｱｲｴｲｷﾞｮｳｼｮ

299 299 国分 ほっかほっか亭国分中央東店 ﾎｯｶﾎｯｶﾃｲｺｸﾌﾞﾁｭｳｵｳﾋｶﾞｼ

300 300 国分 ほっかほっか亭国分広瀬店 ﾎｯｶﾎｯｶﾃｲｺｸﾌﾞﾋﾛｾ
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301 301 国分 ホテル国分荘 ﾎﾃﾙｺｸﾌﾞｿｳ

302 302 国分 ホテルネクステージ ﾎﾃﾙﾈｸｽﾃｰｼﾞ

303 303 国分 ホワイト急便 旭通り店 ﾎﾜｲﾄｷｭｳﾋﾞﾝｱｻﾋﾄﾞｵﾘﾃﾝ

304 304 国分 前田産婦人科クリニック ﾏｴﾀﾞｻﾝﾌｼﾞﾝｶ

305 305 国分 まごのて クラビス ﾏｺﾞﾉﾃ ｸﾗﾋﾞｽ

306 306 国分 益屋 ﾏｽﾔ

307 307 国分 マックスバリュエクスプレス 松木店 ﾏｯｸｽﾊﾞﾘｭｴｸｽﾌﾟﾚｽﾏﾂｷﾃﾝ

308 308 国分 マックスバリュ 国分店 ﾏｯｸｽﾊﾞﾘｭｺｸﾌﾞﾃﾝ ○

309 309 国分 マツザキ電器 ﾏﾂｻﾞｷﾃﾞﾝｷｼｮｳｶｲ

310 310 国分 松下建設 ﾏﾂｼﾀｹﾝｾﾂ

311 311 国分 マツモトキヨシ フレスポ国分店 ﾏﾂﾓﾄｷﾖｼﾌﾚｽﾎﾟｺｸﾌﾞﾃﾝ

312 312 国分 まほうつ会　みやかわ小児矯正歯科 ﾏﾎｳﾂｶｲﾐﾔｶﾜｼｮｳﾆｷｮｳｾｲｼｶ

313 313 国分 丸俊 国分店 ﾏﾙﾄｼｺｸﾌﾞﾃﾝ

314 314 国分 Misumi Dr.Drive セルフ国分店 ﾐｽﾐﾄﾞｸﾀｰﾄﾞﾗｲﾌﾞｾﾙﾌｺｸﾌﾞﾃﾝ

315 315 国分 mina整骨院 ﾐﾅｾｲｺﾂｲﾝ

316 316 国分 みなと調剤薬局 ﾐﾅﾄﾁｮｳｻﾞｲﾔｯｷｮｸ

317 317 国分 南日本ガス ﾐﾅﾐﾆﾎﾝｶﾞｽ

318 318 国分 南日本新聞 国分北販売所 ﾐﾅﾐﾆﾎﾝｼﾝﾌﾞﾝｺｸﾌﾞｷﾀﾊﾝﾊﾞｲｼｮ

319 319 国分 南日本新聞 国分中央販売所 ﾐﾅﾐﾆﾎﾝｼﾝﾌﾞﾝｺｸﾌﾞﾁｭｳｵｳﾊﾝﾊﾞｲｼｮ

320 320 国分 みやけ写真館 ﾐﾔｹｼｬｼﾝｶﾝ

321 321 国分 ミヤタカンパニー ﾐﾔﾀｶﾝﾊﾟﾆｰ

322 322 国分 ミヤタタイヤ ﾐﾔﾀﾀｲﾔ

323 323 国分 みやま本舗 国分店 ﾐﾔﾏﾎﾝﾋﾟｺｸﾌﾞ

324 324 国分 眼鏡市場 霧島国分店 ﾒｶﾞﾈｲﾁﾊﾞｷﾘｼﾏｺｸﾌﾞﾃﾝ

325 325 国分 メガネトップ　眼鏡市場 フレスポ国分店 ﾒｶﾞﾈｲﾁﾊﾞﾌﾚｽﾎﾟｺｸﾌﾞﾃﾝ

326 326 国分 メガネのパリミキ国分店 ﾒｶﾞﾈﾉﾊﾟﾘﾐｷｺｸﾌﾞﾃﾝ

327 327 国分 メガネのヨネザワ 国分中央店 ﾒｶﾞﾈﾉﾖﾈｻﾞﾜｺｸﾌﾞﾁｭｳｵｳﾃﾝ

328 328 国分 米田 ﾒﾀ

329 329 国分 米田トーヨー住器 ﾒﾀﾄｰﾖｰｼﾞｭｳｷ

330 330 国分 めっけもん 国分店 ﾒｯｹﾓﾝｺｸﾌﾞﾃﾝ

331 331 国分 メディコープ国分売店 ﾒﾃﾞｨｺｰﾌﾟｺｸﾌﾞﾊﾞｲﾃﾝ

332 332 国分 モードアンリー ﾓｰﾄﾞｱﾝﾘｰ

333 333 国分 モツラブ ﾓﾂﾗﾌﾞ

334 334 国分 もみ処　ほぐしあん ﾓﾐﾄﾞｺﾛﾎｸﾞｼｱﾝ

335 335 国分 桃太郎 ﾓﾓﾀﾛｳ

336 336 国分 森三　国分中央店 ﾓﾘｿﾞｳｺｸｺｸﾌﾞﾁｭｳｵｳﾃﾝ

337 337 国分 森三　敷根本店 ﾓﾘｿﾞｳｼｷﾈ

338 338 国分 焼肉なべしま 国分店 ﾔｷﾆｸﾅﾍﾞｼﾏｺｸﾌﾞﾃﾝ

339 339 国分 山内ガスセンター ﾔﾏｳﾁｶﾞｽｾﾝﾀｰ

340 340 国分 山形屋外商部国分出張所 ﾔﾏｶﾞﾀﾔｶﾞｲｼｮｳﾌﾞ ○

341 341 国分 山形屋ストア きりしま国分山形屋店 ﾔﾏｶﾀﾔｽﾄｱｷﾘｼﾏﾔﾏｶﾀﾔﾃﾝ ○

342 342 国分 山崎石油　国分川内ステーション ﾔﾏｻｷｾｷﾕ ｺｸﾌﾞｶﾜｳﾁｽﾃｰｼｮﾝ

343 343 国分 山崎石油　セルフステーション清水 ﾔﾏｻｷｾｷﾕ ｾﾙﾌｽﾃｰｼｮﾝｷﾖﾐｽﾞ

344 344 国分 山崎石油　福島ステーション ﾔﾏｻｷｾｷﾕ ﾌｸｼﾏｽﾃｰｼｮﾝ

345 345 国分 山昌 ﾔﾏｼｮｳ

346 346 国分 ヤマダデンキ テックランド霧島店 ﾔﾏﾀﾞﾃﾞﾝｷﾃｯｸﾗﾝﾄﾞ ○

347 347 国分 ヤマダデンキ テックランド国分店 ﾔﾏﾀﾞﾃﾞﾝｷﾃｯｸﾗﾝﾄﾞｺｸﾌﾞﾃﾝ ○

348 348 国分 やまとソーラープラント ﾔﾏﾄｿｰﾗｰﾌﾟﾗﾝﾄ

349 349 国分 大和電機 ﾔﾏﾄﾃﾞﾝｷ

350 350 国分 やよいフォトショップ ﾔﾖｲ

351 351 国分 和らぎの森 ﾔﾜﾗｷﾞﾉﾓﾘ

352 352 国分 遊電舎 ﾕｳﾃﾞﾝｼｬ

353 353 国分 ゆき源 ﾕｷｹﾞﾝ

354 354 国分 ユニバーサルハウス ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙﾊｳｽ

355 355 国分 ユニハウス ﾕﾆﾊｳｽ

356 356 国分 洋食の店一番館 ﾖｳｼｮｸﾉﾐｾｲﾁﾊﾞﾝｶﾝ

357 357 国分 洋風膳わかまつ ﾖｳﾌｳｾﾞﾝﾜｶﾏﾂ

358 358 国分 洋服の青山 国分店 ﾖｳﾌｸﾉｱｵﾔﾏｺｸﾌﾞﾃﾝ

359 359 国分 吉松電器 ﾖｼﾏﾂﾃﾞﾝｷ

360 360 国分 吉村茶舗 ﾖｼﾑﾗﾁｬﾎ
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361 361 国分 ラ・メゾン・ド ティンカーベル ﾗﾒｿﾞﾝﾄﾞﾃｨﾝｶｰﾍﾞﾙ

362 362 国分 ランドハウス ﾗﾝﾄﾞﾊｳｽ

363 363 国分 Lamp ﾗﾝﾌﾟ

364 364 国分 Li'a Lecil ﾘｱﾙｼﾙ

365 365 国分 LIXILリフォームショップミナミホーム ﾘｸｼﾙﾘﾌｫｰﾑｼｮｯﾌﾟﾐﾅﾐﾎｰﾑ

366 366 国分 Re.Start ﾘｽﾀｰﾄ

367 367 国分 Relaxationゆらぎ ﾘﾗｸｾﾞｰｼｮﾝﾕﾗｷﾞ

368 368 国分 ルタンはうす ﾙﾀﾝﾊｳｽ

369 369 国分 レストランあずま屋 ﾚｽﾄﾗﾝｱｽﾞﾏﾔ

370 370 国分 RevoS　Car　Coating　Japan ﾚﾎﾞｽ

371 371 国分 ローズクリーニング ﾛｰｽﾞｸﾘｰﾆﾝｸﾞ

372 372 国分 ローソン霧島国分清水店 ﾛｰｿﾝｷﾘｼﾏｺｸﾌﾞｷﾖﾐｽﾞﾃﾝ

373 373 国分 ローソン霧島国分野口東店 ﾛｰｿﾝｷﾘｼﾏｺｸﾌﾞﾉｸﾞﾁﾋｶﾞｼﾃﾝ

374 374 国分 ローソン国分インター店 ﾛｰｿﾝｺｸﾌﾞｲﾝﾀｰﾃﾝ

375 375 国分 ローソン国分広瀬店 ﾛｰｿﾝｺｸﾌﾞﾋﾛｾﾃﾝ

376 376 国分 和香整体 ﾜｶｾｲﾀｲ

377 377 国分 和食肴菜屋もっか ﾜｼｮｸｻｶﾅﾔﾓｯｶ

378 378 国分 和創こころ ﾜｿｳｺｺﾛ

379 1 隼人 あいら農業協同組合　隼人購買店舗 ｱｲﾗﾉｳｷｮｳﾊﾔﾄｺｳﾊﾞｲﾃﾝﾎﾟ

380 2 隼人 あいら農業協同組合　本所 ｱｲﾗﾉｳｷｮｳﾎﾝｼｮ

381 3 隼人 秋窪石油 ｱｷｸﾎﾞｾｷﾕ

382 4 隼人 アケ美容室 ｱｹﾋﾞﾖｳｼﾂ

383 5 隼人 朝日酢食品 ｱｻﾋｽﾞｼｮｸﾋﾝ

384 6 隼人 Adèle　ｱﾃﾞｰﾙ ｱﾃﾞｰﾙ

385 7 隼人 アミュゼバルーン ｱﾐｭｾﾞﾊﾞﾙｰﾝ

386 8 隼人 あもりがわ薬局 ｱﾓﾘｶﾞﾜﾔｯｷｮｸ

387 9 隼人 アリスカフェ ｱﾘﾌｶﾌｪ

388 10 隼人 有馬精肉店 ｱﾘﾏｾｲﾆｸﾃﾝ

389 11 隼人 Alegria  涼風堂 ｱﾚｸﾞﾘｱ

390 12 隼人 イオン隼人国分店 ｲｵﾝﾊﾔﾄｺｸﾌﾞﾃﾝ ○

391 13 隼人 いしやま美容室 ｲｼﾔﾏﾋﾞﾖｳｼﾂ

392 14 隼人 居食屋りょう ｲｼｮｸﾔﾘｮｳ

393 15 隼人 一汁三菜ダイニングHICO Cafe ｲﾁｼﾞｭｳｻﾝｻｲﾀﾞｲﾆﾝｸﾞﾋｺｶﾌｪ

394 16 隼人 食肉総専門　今肉屋 ｲﾏﾆｸﾔ

395 17 隼人 Dr.Drive ITS　隼人給油所 ｲﾜｻｷｻﾝｷﾞｮｳ

396 18 隼人 植山かまぼこ屋 ｳｴﾔﾏｶﾏﾎﾞｺﾔ

397 19 隼人 植山水産/魚処うえやま ｳｴﾔﾏｽｲｻﾝ

398 20 隼人 内島不動産 ウチジマフドウサン

399 21 隼人 地どりの里　永楽荘 ｴｲﾗｸｿｳ

400 22 隼人 Aコープ隼人店 ｴｰｺｰﾌﾟﾊﾔﾄﾃﾝ

401 23 隼人 Aコープ姫城店 ｴｰｺｰﾌﾟﾋﾒｷﾞ

402 24 隼人 A-Zはやと ｴｰｾﾞｯﾄﾊﾔﾄ ○

403 25 隼人 エディオンハカマダ電器 ｴﾃﾞｨｵﾝﾊｶﾏﾀﾞﾃﾞﾝｷ

404 26 隼人 M・Kオートサービス ｴﾑｹｰｵｰﾄｻｰﾋﾞｽ

405 27 隼人 MBC開発 地産事業本部 ｴﾑﾋﾞｰｼｰｶｲﾊﾂﾁｻﾝｼﾞｷﾞｮｳﾎﾝﾌﾞ

406 28 隼人 elm・balloon ｴﾙﾑﾊﾞﾙｰﾝ

407 29 隼人 all age整骨院 ｵｰﾙｴｲｼﾞ

408 30 隼人 岡元温泉 ｵｶﾓﾄｵﾝｾﾝ

409 31 隼人 お好み鉄板居酒屋　涼安 ｵｺﾉﾐﾃｯﾊﾟﾝｲｻﾞｶﾔ ﾘｮｳｱﾝ

410 32 隼人 お好み焼　なにわ ｵｺﾉﾐﾔｷﾅﾆﾜ

411 33 隼人 オリバー ｵﾘﾊﾞｰ

412 34 隼人 鹿児島トヨタ自動車隼人店 ｶｺﾞｼﾏﾄﾖﾀｼﾞﾄﾞｳｼｬﾊﾔﾄﾃﾝ

413 35 隼人 かごしまラーメン我流風　イオン隼人国分店 ｶｺﾞｼﾏﾗｰﾒﾝｶﾞﾙﾌ

414 36 隼人 鹿児島ラーメンみよし屋空港バイパス店 ｶｺﾞｼﾏﾗｰﾒﾝﾐﾖｼﾔｸｳｳｺｳﾊﾞｲﾊﾟｽﾃﾝ

415 37 隼人 手造り菓子工房　かしの樹 ｶｼﾉｷ

416 38 隼人 菓匠やまぐち ｶｼｮｳﾔﾏｸﾞﾁ

417 39 隼人 家族温泉木の花 ｶｿﾞｸｵﾝｾﾝｷﾉﾊﾅ

418 40 隼人 カットハウスこだま カットハウスコダマ

419 41 隼人 カフェレストラン東苑 ｶﾌｪﾚｽﾄﾗﾝﾄｳｴﾝ

420 42 隼人 鎌田石油 テクノセンターSS ｶﾏﾀﾞｾｷﾕﾃｸﾉｾﾝﾀｰｴｽｴｽ
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421 43 隼人 髪工房P.I.T(ピット) ｶﾐｺｳﾎﾞｳﾋﾟｯﾄ

422 44 隼人 紙屋石油 ｶﾐﾔｾｷﾕ

423 45 隼人 かわいち国分 ｶﾜｲﾁｺｸﾌﾞ

424 46 隼人 川添自転車商会 ｶﾜｿﾞｴ

425 47 隼人 川畑商店 ｶﾜﾊﾞﾀｼｮｳﾃﾝ

426 48 隼人 岩盤浴　石癒　TOOKEY ｶﾞﾝﾊﾞﾝﾖｸ　ｲｼﾕ　ﾄｰｷｰ

427 49 隼人 北山鮮魚店 ｷﾀﾔﾏｾﾝｷﾞｮ

428 50 隼人 KITCHEN Q ｷｯﾁﾝｷｭｰ

429 51 隼人 GIVE LIFE ｷﾞﾌﾞﾗｲﾌ

430 52 隼人 きょらむん ｷｮﾗﾑﾝ

431 53 隼人 きりしま製茶 ｷﾘｼﾏｾｲﾁｬ

432 54 隼人 金海堂イオン隼人国分店 ｷﾝｶｲﾄﾞｳ

433 55 隼人 靴の尚美堂　イオン隼人国分店 ｸﾂﾉｼｮｳﾋﾞﾄﾞｳ

434 56 隼人 隈元畳センター ｸﾏﾓﾄﾀﾀﾐ

435 57 隼人 九面屋 ｸﾒﾝﾔ

436 58 隼人 クリアルヘアーニール ｸﾘｱﾙﾍｱｰﾆｰﾙ

437 59 隼人 黒木自動車 ｸﾛｷｼﾞﾄﾞｳｼｬ

438 60 隼人 ケーキハウスプリン ｹｰｷﾊｳｽﾌﾟﾘﾝ

439 61 隼人 ケーズデンキ霧島店 ｹｰｽﾞﾃﾞﾝｷ ○

440 62 隼人 手打ちそば　元寿庵 ｹﾞﾝｼﾞｭｱﾝ

441 63 隼人 建築德永屋 ｹﾝﾁｸﾄｸﾅｶﾞﾔ

442 64 隼人 光輝フォトハウス ｺｳｷﾌｫﾄﾊｳｽ

443 65 隼人 国分隼人ガス ｺｸﾌﾞﾊﾔﾄｶﾞｽ

444 66 隼人 国分隼人自動車学校 ｺｸﾌﾞﾊﾔﾄｼﾞﾄﾞｳｼｬ

445 67 隼人 こしかの温泉 ｺｼｶﾉｵﾝｾﾝ

446 68 隼人 ごはん家 ｺﾞﾊﾝﾔ

447 69 隼人 ゴンゼレス イオン隼人国分店 ｺﾞﾝｾﾞﾚｽｲｵﾝﾊﾔﾄｺｸﾌﾞﾃﾝ

448 70 隼人 コンディショニングジム　トミーズ ｺﾝﾃﾞｨｼｮﾆﾝｸﾞｼﾞﾑ ﾄﾐｰｽﾞ

449 71 隼人 西郷どん湯温泉 ｻｲｺﾞｳﾄﾞﾝﾕｵﾝｾﾝ

450 72 隼人 坂田金時堂 ｻｶﾀｷﾝﾄｷﾄﾞｳ

451 73 隼人 酒処 西小路 ｻｹﾄﾞｺﾛ ﾆｼｺｳｼﾞ

452 74 隼人 酒処　ゆき サケドコロユキ

453 75 隼人 さつきブライダル ｻﾂｷﾌﾞﾗｲﾀﾞﾙ

454 76 隼人 さつま揚げの別甲屋 イオン隼人国分店 ｻﾂﾏｱｹﾞﾉﾍﾞｯｺｳﾔ ｲｵﾝﾊﾔﾄｺｸﾌﾞﾃﾝ

455 77 隼人 薩摩蒸気屋隼人店 ｻﾂﾏｼﾞｮｳｷﾔﾊﾔﾄ

456 78 隼人 サロン・アロマ日和 ｻﾛﾝｱﾛﾏﾋﾞﾖﾘ

457 79 隼人 サンキュー隼人店 ｻﾝｷｭｰ ○

458 80 隼人 トレーニングセンターサンプレイ鹿児島 ｻﾝﾌﾟﾚｲｶｺﾞｼﾏ

459 81 隼人 GTショップヨコハマ ｼﾞｰﾃｨｰｼｮｯﾌﾟﾖｺﾊﾏ

460 82 隼人 仕出しの福むら ｼﾀﾞｼﾉﾌｸﾑﾗ

461 83 隼人 しちりんや 隼人店 ｼﾁﾘﾝﾔ

462 84 隼人 芝自動車整備工場 ｼﾊﾞｼﾞﾄﾞｳｼｬｾｲﾋﾞｺｳｼﾞｮｳ

463 85 隼人 Japanese　dining 幸喜 ｼﾞｬﾊﾟﾆｰｽﾞﾀﾞｲﾆﾝｸﾞｺｳｷ

464 86 隼人 ジャパンホーム ｼﾞｬﾊﾟﾝﾎｰﾑ

465 87 隼人 じゅうじゅうカルビ 霧島隼人店 ｼﾞｭｳｼﾞｭｳｶﾙﾋﾞｷﾘｼﾏﾊﾔﾄﾃﾝ

466 88 隼人 十八番霧島隼人店 ｼﾞｭｳﾊﾁﾊﾞﾝｷﾘｼﾏﾊﾔﾄﾃﾝ

467 89 隼人 シュープラザ隼人店 ｼｭｰﾌﾟﾗｻﾞﾊﾔﾄ

468 90 隼人 旬彩かみむら ｼｭﾝｻｲｶﾐﾑﾗ

469 91 隼人 スカイハイ ｽｶｲﾊｲ

470 92 隼人 寿司和食の亀幸 ｽｼﾜｼｮｸﾉｷｯｺｳ

471 93 隼人 studio HAMAYA　イオン隼人国分店 ｽﾀｼﾞｵﾊﾏﾔ

472 94 隼人 ステーキ本舗霧島店 ｽﾃｰｷﾎﾝﾎﾟ

473 95 隼人 ストアーうちだ ｽﾄｱｰｳﾁﾀﾞ

474 96 隼人 セブンイレブン隼人小田店 ｾﾌﾞﾝｲﾚﾌﾞﾝﾊﾔﾄｵﾀﾞ

475 97 隼人 セブンイレブン隼人住吉店 ｾﾌﾞﾝｲﾚﾌﾞﾝﾊﾔﾄｽﾐﾖｼﾃﾝ

476 98 隼人 セブンイレブン隼人見次店 ｾﾌﾞﾝｲﾚﾌﾞﾝﾊﾔﾄﾐﾂｷﾞ

477 99 隼人 セブンイレブン南隼人店 ｾﾌﾞﾝｲﾚﾌﾞﾝﾐﾅﾐﾊﾔﾄﾃﾝ

478 100 隼人 洗車工房　隼人店 ｾﾝｼｬｺｳﾎﾞｳ

479 101 隼人 染寿　イオン隼人国分店 ｾﾝｼﾞｭｲｵﾝﾊﾔﾄｺｸﾌﾞﾃﾝ

480 102 隼人 そば茶屋吹上庵　隼人中央店 ｿﾊﾞﾁﾞｬﾔ
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481 103 隼人 そば茶屋吹上庵　空港バイパス店 ｿﾊﾞﾁﾞｬﾔ

482 104 隼人 曽山商店 ｿﾔﾏｼｮｳﾃﾝ

483 105 隼人 タイ古式マッサージセンサバイ ﾀｲｺｼｷﾏｯｻｰｼﾞｾﾝｻﾊﾞｲ

484 106 隼人 タイヤ工房タケダ ﾀｲﾔｺｳﾎﾞｳﾀｹﾀﾞ

485 107 隼人 ダイレックス隼人店 ﾀﾞｲﾚｯｸｽﾊﾔﾄ ○

486 108 隼人 たちばな畳・ふすま店 ﾀﾁﾊﾞﾅﾀﾀﾐ

487 109 隼人 ダッシュインターナショナル ﾀﾞｯｼｭｲﾝﾀｰﾅｼｮﾅﾙ

488 110 隼人 中国料理なすの華 ﾁｭｳｺﾞｸﾘｮｳﾘﾅｽﾉﾊﾅ

489 111 隼人 長命ヘルシン酢醸造 ﾁｮｳﾒｲﾍﾙｼﾝｽ

490 112 隼人 津田和建設 ﾂﾀﾞﾜｹﾝｾﾂ

491 113 隼人 美容室ディーズカンパニー ﾃﾞｨｰｽﾞｶﾝﾊﾟﾆｰ

492 114 隼人 ディープラザ鹿児島隼人店 ﾃﾞｨｰﾌﾟﾗｻﾞｶｺﾞｼﾏﾊﾔﾄ

493 115 隼人 とくだフトン店 ﾄｸﾀﾞﾌﾄﾝﾃﾝ

494 116 隼人 徳光自動車商会 ﾄｸﾐﾂｼﾞﾄﾞｳｼｬｼｮｳｶｲ

495 117 隼人 徳吉自動車整備工場 ﾄｸﾖｼｼﾞﾄﾞｳｼｬｾｲﾋﾞｺｳｼﾞｮｳ

496 118 隼人 とざか薬局 ﾄｻﾞｶﾔｯｷｮｸ

497 119 隼人 とざか薬局隼人店 ﾄｻﾞｶﾔｯｷｮｸﾊﾔﾄﾃﾝ

498 120 隼人 どったんばっ炭 ﾄﾞｯﾀﾝﾊﾞｯﾀﾝ

499 121 隼人 冨森タタミ店 ﾄﾐﾓﾘﾀﾀﾐﾃﾝ

500 122 隼人 スーパーセンタートライアル隼人店 ﾄﾗｲｱﾙ ○

501 123 隼人 ドラッグイレブン 姫城店 ﾄﾞﾗｯｸﾞｲﾚﾌﾞﾝﾋﾒｷﾞﾃﾝ

502 124 隼人 ドラッグコスモス隼人店 ﾄﾞﾗｯｸﾞｺｽﾓｽﾊﾔﾄ

503 125 隼人 ドラッグコスモス隼人中央店 ﾄﾞﾗｯｸﾞｺｽﾓｽﾊﾔﾄﾁｭｳｵｳ ○

504 126 隼人 ドラッグコスモス日当山店 ﾄﾞﾗｯｸﾞｺｽﾓｽﾋﾅﾀﾔﾏ ○

505 127 隼人 ドラッグコスモス見次店 ﾄﾞﾗｯｸﾞｺｽﾓｽﾐﾂｷﾞ

506 128 隼人 鶏どうらく ﾄﾘﾄﾞｳﾗｸ

507 129 隼人 鶏のみやま 隼人発送販売所 ﾄﾘﾉﾐﾔﾏﾊﾔﾄ

508 130 隼人 トレグラッポリ ﾄﾚｸﾞﾗｯﾎﾟﾘ

509 131 隼人 とんかつ竹亭　イオン隼人国分店 ﾄﾝｶﾂﾀｹﾃｲ

510 132 隼人 tombo coffee ﾄﾝﾎﾞｺｰﾋｰ

511 133 隼人 中村写真工房 ﾅｶﾑﾗｼｬｼﾝｺｳﾎﾞｳ

512 134 隼人 中村タクシー ﾅｶﾑﾗﾀｸｼｰ

513 135 隼人 中山美容室 ナカヤマビヨウシツ

514 136 隼人 ナンバーワンオートセンター ﾅﾝﾊﾞｰﾜﾝｵｰﾄｾﾝﾀｰ

515 137 隼人 日米エネルギーライフ　浜之市SS ﾆﾁﾍﾞｲｴﾈﾙｷﾞｰﾗｲﾌ

516 138 隼人 庭蒼 ﾆﾜｿｳ

517 139 隼人 ネッツトヨタ南九州　国分隼人店 ﾈｯﾂﾄﾖﾀﾐﾅﾐｷｭｳｼｭｳ　ｺｸﾌﾞﾊﾔﾄﾃﾝ

518 140 隼人 ねむのき鍼灸整骨院 ﾈﾑﾉｷｼﾝｷｭｳｾｲｺﾂｲﾝ

519 141 隼人 ノアコーヒー ﾉｱｺｰﾋｰ

520 142 隼人 バースデイ イオン隼人国分店 ﾊﾞｰｽﾃﾞｲｲｵﾝﾊﾔﾄｺｸﾌﾞﾃﾝ

521 143 隼人 浜崎タタミ店 ﾊﾏｻｷﾀﾀﾐﾃﾝ

522 144 隼人 隼風窯 ﾊﾔｾｶﾞﾏ

523 145 隼人 和菓子屋　隼人庵 ﾊﾔﾄｱﾝ

524 146 隼人 医療法人松城会　隼人温泉病院 ﾊﾔﾄｵﾝｾﾝﾋﾞｮｳｲﾝ

525 147 隼人 はやと形成外科クリニック ﾊﾔﾄｹｲｾｲｹﾞｶ

526 148 隼人 はやと骨盤整骨院 ﾊﾔﾄｺﾂﾊﾞﾝｾｲｺﾂｲﾝ

527 149 隼人 手打ち手仕込み居酒屋　隼人や ハヤトヤ

528 150 隼人 隼人薬局 ﾊﾔﾄﾔｯｷｮｸ

529 151 隼人 肥後ストアー ﾋｺﾞｽﾄｱｰ

530 152 隼人 日当山無垢食堂 ﾋﾅﾀﾔﾏﾑｸｼｮｸﾄﾞｳ

531 153 隼人 ヒマラヤ霧島隼人店 ﾋﾏﾗﾔ ○

532 154 隼人 Patisserie　HIMITSUKICHI ﾋﾐﾂｷﾁ

533 155 隼人 ひものカフェ　酒元水産 ﾋﾓﾉｶﾌｪｻｹﾓﾄ

534 156 隼人 美容室　Spica(スピカ） ﾋﾞﾖｳｼﾂｽﾋﾟｶ

535 157 隼人 ファッションハウス　マエヒラ ﾌｧｯｼｮﾝﾊｳｽﾏｴﾋﾗ

536 158 隼人 ファミリーマートはとや日当山店 ﾌｧﾐﾘｰﾏｰﾄﾊﾄﾔﾋﾅﾀﾔﾏﾃﾝ

537 159 隼人 ファミリーマートはとや姫城店 ﾌｧﾐﾘｰﾏｰﾄﾊﾄﾔﾋﾒｷﾞﾃﾝ

538 160 隼人 ファミリーマートはとや松永店 ﾌｧﾐﾘｰﾏｰﾄﾊﾄﾔﾏﾂﾅｶﾞﾃﾝ

539 161 隼人 ファミリーマート隼人塚公園前店 ﾌｧﾐﾘｰﾏｰﾄﾊﾔﾄﾂﾞｶｺｳｴﾝﾏｴﾃﾝ

540 162 隼人 仏檀の古屋鋪 ブツダンノフルヤシキ
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541 163 隼人 フラワーハウスあかつか ﾌﾗﾜｰﾊｳｽｱｶﾂｶ

542 164 隼人 ブランジェリ ノエル ﾌﾞﾗﾝｼﾞｪﾘﾉｴﾙ

543 165 隼人 ブルケン・ウエスト ﾌﾞﾙｹﾝｳｴｽﾄ

544 166 隼人 フレンド美容室 ﾌﾚﾝﾄﾞﾋﾞﾖｳｼﾂ

545 167 隼人 ヘアーサロン迫田 ﾍｱｰｻﾛﾝｻｺﾀﾞ

546 168 隼人 ヘアーサロンはいから ﾍｱｰｻﾛﾝﾊｲｶﾗ

547 169 隼人 便利屋おたすけさん ﾍﾞﾝﾘﾔｵﾀｽｹｻﾝ

548 170 隼人 ホームプラザナフコ隼人店 ﾎｰﾑﾌﾟﾗｻﾞﾅﾌｺﾊﾔﾄﾃﾝ ○

549 171 隼人 ほっかほっか亭　日当山店 ﾎｯｶﾎｯｶﾃｲ ﾋﾅﾀﾔﾏﾃﾝ

550 172 隼人 ほっともっと隼人姫城店 ﾎｯﾄﾓｯﾄﾊﾔﾄﾋﾒｷﾞﾃﾝ

551 173 隼人 ホテル京セラ ﾎﾃﾙｷｮｳｾﾗ

552 174 隼人 HondaCars鹿児島北　ホンダ鹿児島 ﾎﾝﾀﾞｶｰｽﾞ

553 175 隼人 マイまくら（ふとんの今藤 ） ﾏｲﾏｸﾗﾌﾄﾝﾉｲﾏﾌｼﾞ

554 176 隼人 水渕電機　隼人支店 ﾐｽﾞﾌﾞﾁﾃﾞﾝｷ

555 177 隼人 みつお産婦人科 ﾐﾂｵｻﾝﾌｼﾞﾝｶ

556 178 隼人 みつおHOUSE ﾐﾂｵﾊｳｽ

557 179 隼人 緑の妖精達 ﾐﾄﾞﾘﾉﾖｳｾｲﾀﾁ

558 180 隼人 妙見温泉ねむ ﾐｮｳｹﾝｵﾝｾﾝﾈﾑ

559 181 隼人 Mila ＆ Mia ﾐﾗｱﾝﾄﾞﾐｱ

560 182 隼人 MEGAドン・キホーテ霧島隼人店 ﾒｶﾞﾄﾞﾝｷﾎｰﾃ ○

561 183 隼人 メガネ21隼人店 ﾒｶﾞﾈﾆｼﾞｭｳｲﾁ

562 184 隼人 メガネのヨネザワ　イオン隼人国分店 ﾒｶﾞﾈﾉﾖﾈｻﾞﾜ

563 185 隼人 恵屋プラス隼人店 ﾒｸﾞﾐﾔﾌﾟﾗｽ

564 186 隼人 モスバーガー隼人店 ﾓｽﾊﾞｰｶﾞｰ

565 187 隼人 森の弁当　やまだ屋 ﾓﾘﾉﾍﾞﾝﾄｳﾔﾏﾀﾞﾔ

566 188 隼人 数寄の宿　野鶴亭 ﾔｶｸﾃｲ

567 189 隼人 焼肉なべしま　隼人店 ﾔｷﾆｸﾅﾍﾞｼﾏ

568 190 隼人 山形屋ショッピングプラザ隼人店 ﾔﾏｶﾞﾀﾔｼｮｯﾋﾟﾝｸﾞﾌﾟﾗｻﾞ ○

569 191 隼人 山下酒店 ﾔﾏｼﾀｻｹﾃﾝ

570 192 隼人 やまと整骨院 ﾔﾏﾄｾｲｺﾂｲﾝ

571 193 隼人 You湯 ﾕｰﾕ

572 194 隼人 ゆごや物語 ﾕｺﾞﾔﾓﾉｶﾞﾀﾘ

573 195 隼人 ライダーズステーション ﾗｲﾀﾞｰｽﾞｽﾃｰｼｮﾝ

574 196 隼人 ラッキー整骨院 ﾗｯｷｰｾｲｺﾂｲﾝ

575 197 隼人 Lamp＋ ﾗﾝﾌﾟﾌﾟﾗｽ

576 198 隼人 RE-BORN of hair ﾘﾎﾞｰﾝｵﾌﾞﾍｱｰ

577 199 隼人 リラクゼーションサロン　アロマガーデン ﾘﾗｸｾﾞｰｼｮﾝｻﾛﾝ ｱﾛﾏｶﾞｰﾃﾞﾝ

578 200 隼人 リンガーハット鹿児島隼人店 ﾘﾝｶﾞｰﾊｯﾄ

579 201 隼人 レストランすまいる ﾚｽﾄﾗﾝｽﾏｲﾙ

580 202 隼人 ローソン霧島隼人神宮1丁目店 ﾛｰｿﾝｷﾘｼﾏﾊﾔﾄｼﾞﾝｸﾞｳｳｲｯﾁｮｳﾒﾃﾝ

581 203 隼人 ローソン霧島隼人真孝店 ﾛｰｿﾝｷﾘｼﾏﾊﾔﾄｼﾝｺｳﾃﾝ

582 204 隼人 ローソン隼人日当山店 ﾛｰｿﾝﾊﾔﾄﾋﾅﾀﾔﾏﾃﾝ

583 205 隼人 ローソン隼人姫城店 ﾛｰｿﾝﾊﾔﾄﾋﾒｷﾞﾃﾝ

584 206 隼人 ローソン溝辺インター店 ﾛｰｿﾝﾐｿﾞﾍﾞｲﾝﾀｰﾃﾝ

585 207 隼人 ロータス隼人軽自動車館 ﾛｰﾀｽﾊﾔﾄｹｲｼﾞﾄﾞｳｼｬｶﾝ

586 208 隼人 ロータス隼人　タイヤラウンジ ﾛｰﾀｽﾊﾔﾄﾀｲﾔﾗｳﾝｼﾞ

587 209 隼人 わかば調剤薬局 ﾜｶﾊﾞﾁｮｳｻﾞｲ

588 210 隼人 ワキシングサロントミーズ(脱毛店） ﾜｷｼﾝｸﾞｻﾛﾝﾄﾐｰｽﾞ

589 1 溝辺 あいら農業協同組合　溝辺購買店舗 アイラノウキョ

590 2 溝辺 あいら農業協同組合　麓購買店舗 アイラノウキョ

591 3 溝辺 アイランド工業 アイランド

592 4 溝辺 アイリー アイリー

593 5 溝辺 IKEDA整体治療院 イケダセイ

594 6 溝辺 いさみ寿司 イサミスシ

595 7 溝辺 異人館 イジンカン

596 8 溝辺 今島石油 イマシマセキユ

597 9 溝辺 今吉製茶 イマヨシセ

598 10 溝辺 岩崎産業マルチモービルステーション イワサキサ

599 11 溝辺 岩崎産業空港前いわさきパーキング イワサキサ

600 12 溝辺 岩崎石油 イワサキセ
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601 13 溝辺 arbre ｴｱﾌﾞﾙ

602 14 溝辺 Aコープみぞべ店 エーコープミゾベ

603 15 溝辺 オーガニック&焼絵屋 オーガニック

604 16 溝辺 大空食堂 ｵｵｿﾞﾗｼｮｸﾄﾞｳ

605 17 溝辺 大坪茶舗 オオツボチャ

606 18 溝辺 オリックスレンタカー鹿児島空港店 ｵﾘｯｸｽ

607 19 溝辺 かごしま空港ホテル カゴシマクウコウ

608 20 溝辺 霧島こうじ蔵GEN キリシマコウジ

609 21 溝辺 空港製茶 クウコウセイチャ

610 22 溝辺 お食事処　食楽々 クララ

611 23 溝辺 コメリハード&グリーン溝辺店 コメリミゾベ

612 24 溝辺 西郷公園 サイゴウコウ

613 25 溝辺 坂留鶏肉店 サカドメケ

614 26 溝辺 茶楽園 サラエン

615 27 溝辺 末重建設 スエシゲケ

616 28 溝辺 末重商事 スエシゲショ

617 29 溝辺 末重製茶 スエシゲセ

618 30 溝辺 SKY CAFE 5G喫茶 スカイカフェ

619 31 溝辺 SKY CAFE 8G喫茶 スカイカフェ

620 32 溝辺 SKY SHOP 2F売店 スカイカフェ

621 33 溝辺 SKY SHOP 6G売店 スカイカフェ

622 34 溝辺 SKY SHOP 9G売店 スカイカフェ

623 35 溝辺 セブンイレブン霧島溝辺有川店 セブンイレブン

624 36 溝辺 セブン－イレブン霧島溝辺店 セブンイレブン

625 37 溝辺 セブン－イレブン鹿児島空港前店 セブンイレブンカゴシマ

626 38 溝辺 太閤ラーメン タイコウラ

627 39 溝辺 ダマリデザイン室 ダマリデザ

628 40 溝辺 竹川峡 チクセンキョウ

629 41 溝辺 手打の南舟 テウチノナ

630 42 溝辺 徳永商会 トクナガショ

631 43 溝辺 ドトールコーヒー鹿児島空港店 ﾄﾞﾄｰﾙｺｰﾋｰｶｺﾞｼﾏｸｳｺｳﾃﾝ

632 44 溝辺 トヨタレンタリース鹿児島　鹿児島空港店 ﾄﾖﾀﾚﾝﾀﾘｰｽｶｺﾞｼﾏｶｺﾞｼﾏｸｳｺｳﾃﾝ

633 45 溝辺 ドラッグセイムス霧島溝辺店 ドラッグセイムス

634 46 溝辺 鶏工房 トリコウボ

635 47 溝辺 ながやま動物病院 ナガヤマドウ

636 48 溝辺 さかな屋七海 ナナミ

637 49 溝辺 原口石油 ハラグチセ

638 50 溝辺 バレルバレープラハ&ＧＥＮ バレルバレー

639 51 溝辺 パンの木ベーカリー パンノキベ

640 52 溝辺 ファミリーマート徳永麓店 ファミリーマ

641 53 溝辺 ファミリーマート溝辺有川店 ファミリーマートミゾベアリカワ

642 54 溝辺 ふく福空港店 フクフククウ

643 55 溝辺 藤谷自動車 フジタニジ

644 56 溝辺 フルーツショップ末重 フルーツショップ

645 57 溝辺 ふるカフェひこあ フルカフェ

646 58 溝辺 Hair shop Wish ヘアショップ

647 59 溝辺 韓国料理　洪家苑 ホンカエン

648 60 溝辺 お茶の松山産業 マツヤマサンギョウ

649 61 溝辺 ママカラ美腸活 ﾏﾏｶﾗ

650 62 溝辺 溝辺カントリークラブ ミゾベカント

651 63 溝辺 溝辺町物産館 ミゾベチョウブッサン

652 64 溝辺 麵処　たべん菜 メンドコロ

653 65 溝辺 山口農園機工 ヤマグチノ

654 66 溝辺 ワールドショップセンカ ワールドショップセンカ

655 1 横川 あいら農業協同組合　横川購買店舗 ｱｲﾗﾉｳｷｮｳﾖｺｶﾜｺｳﾊﾞｲ

656 2 横川 味処　なかた ｱｼﾞﾄﾞｺﾛﾅｶﾀ

657 3 横川 有迫自動車整備工場 ｱﾘｻｺｼﾞﾄﾞｳｼｬｾｲﾋﾞｺｳｼﾞｮｳ

658 4 横川 有光刃物 ｱﾘﾐﾂﾊﾓﾉ

659 5 横川 柿元テレビサービス店 ｶｷﾓﾄﾃﾚﾋﾞｻｰﾋﾞｽﾃﾝ

660 6 横川 かごしま空港36カントリークラブ ｶｺﾞｼﾏｸｳｺｳｽﾘｰｼｯｸｽｶﾝﾄﾘｰｸﾗﾌﾞ



取扱店一覧（9/9現在）

地区名 掲載店舗名 フリガナ(半角)
大規模

店舗
№

661 7 横川 古賀酒店 ｺｶﾞｻｹﾃﾝ

662 8 横川 KOSHIRAERU ｺｼﾗｴﾙ

663 9 横川 栄車両整備工場 ｻｶｴｼｬﾘｮｳｾｲﾋﾞｺｳｼﾞｮｳ

664 10 横川 さつま交通観光 ｻﾂﾏｺｳﾂｳｶﾝｺｳ

665 11 横川 鮫島理美容 ｻﾒｼﾏﾘﾋﾞﾖｳ

666 12 横川 猿渡鍼治療院 ｻﾙﾜﾀﾘﾊﾘﾁﾘｮｳｲﾝ

667 13 横川 下島自動車 ｼﾓｼﾞﾏｼﾞﾄﾞｳｼｬ

668 14 横川 シューズショップさきもと ｼｭｰｽﾞｼｮｯﾌﾟｻｷﾓﾄ

669 15 横川 セブンイレブン霧島横川店 ｾﾌﾞﾝｲﾚﾌﾞﾝｷﾘｼﾏﾖｺｶﾜﾃﾝ

670 16 横川 たくみの食たく ﾀｸﾐﾉｼｮｸﾀｸ

671 17 横川 竹下青果 ﾀｹｼﾀｾｲｶ

672 18 横川 白陽社ドライ ﾊｸﾖｳｼｬﾄﾞﾗｲ

673 19 横川 早淵商店 ﾊﾔﾌﾞﾁｼｮｳﾃﾝ

674 20 横川 原口農機 ﾊﾗｸﾞﾁﾉｳｷ

675 21 横川 ファミリーマート横川インター店 ﾌｧﾐﾘｰﾏｰﾄﾖｺｶﾞﾜｲﾝﾀｰﾃﾝ

676 22 横川 森山センター ﾓﾘﾔﾏｾﾝﾀｰ

677 23 横川 横川kito ﾖｺｶﾜｷﾄ

678 24 横川 横川化粧品店 ﾖｺｶﾜｹｼｮｳﾋﾝﾃﾝ

679 25 横川 横川自動車 ﾖｺｶﾞﾜｼﾞﾄﾞｳｼｬ

680 26 横川 横川石油 ﾖｺｶﾜｾｷﾕ

681 27 横川 理容ふかき ﾘﾖｳﾌｶｷ

682 1 牧園 あいら農業協同組合　牧園購買店舗 ｱｲﾗﾉｳｷﾞｮｳｷｮｳﾄﾞｳｸﾐｱｲ ﾏｷｿﾞﾉｺｳﾊﾞｲﾃﾝﾎﾟ

683 2 牧園 阿久井商店 ｱｸｲｼｮｳﾃﾝ

684 3 牧園 安楽温泉　朱峰 ｱﾝﾗｸｵﾝｾﾝ ｼｭﾐﾈ

685 4 牧園 祝橋温泉旅館 ｲﾜｲﾊﾞｼｵﾝｾﾝﾘｮｶﾝ

686 5 牧園 USUKIYA ウスキヤ

687 6 牧園 オーベジオ霧島観光ホテル ｵｰﾍﾞｼﾞｵｷﾘｼﾏｶﾝｺｳﾎﾃﾙ

688 7 牧園 おやど花みずき ｵﾔﾄﾞﾊﾅﾐｽﾞｷ

689 8 牧園 おりはし旅館 ｵﾘﾊｼﾘｮｶﾝ

690 9 牧園 カフェ　天使のつまみぐい ｶﾌｪ ﾃﾝｼﾉﾂﾏﾐｸﾞｲ

691 10 牧園 木下商店 ｷｼﾀｼｮｳﾃﾝ

692 11 牧園 霧島花紫 ｷﾘｼﾏｱﾅﾑﾗｻｷ

693 12 牧園 霧島温泉市場売店 ｷﾘｼﾏｵﾝｾﾝｲﾁﾊﾞﾊﾞｲﾃﾝ

694 13 牧園 霧島温泉ソサエティ ｷﾘｼﾏｵﾝｾﾝｿｻｴﾃｨ

695 14 牧園 霧島温泉旅の湯 ｷﾘｼﾏｵﾝｾﾝﾀﾋﾞﾉﾕ

696 15 牧園 霧島公園タクシー ｷﾘｼﾏｺｳｴﾝﾀｸｼｰ

697 16 牧園 霧島高原国民休養地 ｷﾘｼﾏｺｳｹﾞﾝｺｸﾐﾝｷｭｳﾖｳﾁ

698 17 牧園 霧島国際ホテル ｷﾘｼﾏｺｸｻｲﾎﾃﾙ

699 18 牧園 霧島ゴルフクラブ ｷﾘｼﾏｺﾞﾙﾌｸﾗﾌﾞ

700 19 牧園 霧島市営 関平鉱泉所 ｷﾘｼﾏｼｴｲｾｷﾋﾗｺｳｾﾝｼﾞｮ

701 20 牧園 霧島市塩浸温泉龍馬公園 ｷﾘｼﾏｼｼｵﾋﾞﾀｼｵﾝｾﾝﾘｮｳﾏｺｳｴﾝ

702 21 牧園 霧島石油 ｷﾘｼﾏｾｷﾕ

703 22 牧園 霧島大地ごはん ｷﾘｼﾏﾀﾞｲﾁｺﾞﾊﾝ

704 23 牧園 霧島ふもと駅 ｷﾘｼﾏﾌﾓﾄｴｷ

705 24 牧園 霧島ホテル ｷﾘｼﾏﾎﾃﾙ

706 25 牧園 きりしま悠久の宿一心 ｷﾘｼﾏﾕｳｷｭｳﾉﾔﾄﾞｲｯｼﾝ

707 26 牧園 霧島ゆめのや ｷﾘｼﾏﾕﾒﾉﾔ

708 27 牧園 くいもんや花いちもんめ ｸｲﾓﾝﾔﾊﾅｲﾁﾓﾝﾒ

709 28 牧園 クリーンマートあべ ｸﾘｰﾝﾏｰﾄｱﾍﾞ

710 29 牧園 コメリ牧園店 ｺﾒﾘﾏｷｿﾞﾉﾃﾝ

711 30 牧園 さかいだ温泉 ｻｶｲﾀﾞｵﾝｾﾝ

712 31 牧園 サコー ｻｺｰ

713 32 牧園 さつま路 ｻﾂﾏｼﾞ

714 33 牧園 助産院arkaya ｼﾞｮｻﾝｲｱｰｶﾔ

715 34 牧園 セブンイレブン霧島牧園 ｾﾌﾞﾝｲﾚﾌﾞﾝｷﾘｼﾏﾏｷｿﾞﾉ

716 35 牧園 薗田写真工房 ｿﾉﾀﾞｼｬｼﾝｺｳﾎﾞｳ

717 36 牧園 そば茶房紗菜花 ｿﾊﾞｻﾎﾞｳｻﾅｶ

718 37 牧園 大成会大庭医院 ﾀｲｾｲｶｲ ｵｵﾆﾜｲｲﾝ

719 38 牧園 竹焼酎きりしま ﾀｹｼｮｳﾁｭｳｷﾘｼﾏ
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720 39 牧園 茶園商店 ﾁｬｴﾝｼｮｳﾃﾝ

721 40 牧園 露乃樹さこう ﾂﾕﾉｷｻｺｳ

722 41 牧園 寺原給油所 ﾃﾗﾊﾗｷｭｳﾕｼｮ

723 42 牧園 寺脇薬局 ﾃﾗﾜｷﾔｯｷｮｸ

724 43 牧園 東福堂整体院 トウフク

725 44 牧園 冨山酒店 ﾄﾐﾔﾏｻｹﾃﾝ

726 45 牧園 トリオ電気サービス ﾄﾘｵﾃﾞﾝｷｻｰﾋﾞｽ

727 46 牧園 長田商店 ﾅｶﾞﾀｼｮｳﾃﾝ

728 47 牧園 七又給油所 ﾅﾅﾏﾀｷｭｳﾕｼｮ

729 48 牧園 西製茶工場 ﾆｼｾｲｼｬｺｳｼﾞｮｳ

730 49 牧園 西芳香園製茶 ﾆｼﾎｳｺｳｴﾝｾｲﾁｬ

731 50 牧園 ＰＡＮＹＡ．くらぶ ﾊﾟﾝﾔｸﾗﾌﾞ

732 51 牧園 日の出温泉　きのこの里 ﾋﾉﾃﾞｵﾝｾﾝ ｷﾉｺﾉｻﾄ

733 52 牧園 広山石油店 ﾋﾛﾔﾏｾｷﾕ

734 53 牧園 ファミリーマートはとや牧園店 ﾌｧﾐﾘｰﾏｰﾄﾊﾄﾔﾏｷｿﾞﾉﾃﾝ

735 54 牧園 夫婦露天風呂の宿　天テラス ﾌｳﾌﾛﾃﾝﾌﾞﾛﾉﾔﾄﾞ ｱﾏﾃﾗｽ

736 55 牧園 福寿鉱泉販売所 ﾌｸｼﾞｭｺｳｾﾝﾊﾝﾊﾞｲｼｮ

737 56 牧園 ふたり静か ﾌﾀﾘｼｽﾞｶ

738 57 牧園 ヘンタ製茶 ﾍﾝﾀｾｲﾁｬ

739 58 牧園 ホテル霧島キャッスル ﾎﾃﾙｷﾘｼﾏｷｬｽﾙ

740 59 牧園 ホテル静流荘 ﾎﾃﾙｾｲﾘｭｳｿｳ

741 60 牧園 マイライフオオニワ ﾏｲﾗｲﾌｵｵﾆﾜ

742 61 牧園 牧園町特産品販売所 ﾏｷｿﾞﾉﾁｮｳﾄｸｻﾝﾋﾝﾊﾝﾊﾞｲｼｮ

743 62 牧園 丸野石油店 ﾏﾙﾉｾｷﾕﾃﾝ

744 63 牧園 みやまホテル ﾐﾔﾏﾎﾃﾙ

745 64 牧園 民宿　みちや荘 ﾐﾝｼｭｸ ﾐﾁﾔｿｳ

746 65 牧園 焼肉厨房わきもと ﾔｷﾆｸﾁｭｳﾎﾞｳﾜｷﾓﾄ

747 66 牧園 薬膳小町 ﾔｸｾﾞﾝｺﾏﾁ

748 67 牧園 山の麓のレストラン　ふれんず ﾔﾏﾉﾌﾓﾄﾉﾚｽﾄﾗﾝ ﾌﾚﾝｽﾞ

749 68 牧園 湯けむりダイニングトントン亭 ﾕｹﾑﾘﾀﾞｲﾆﾝｸﾞﾄﾝﾄﾝﾃｲ

750 69 牧園 湯田商店 ﾕﾀﾞｼｮｳﾃﾝ

751 70 牧園 ラビスタ霧島ヒルズ ﾗﾋﾞｽﾀｷﾘｼﾏﾋﾙｽﾞ

752 71 牧園 旅行人山荘 ﾘｮｺｳｼﾞﾝｻﾝｿｳ

753 72 牧園 レストランおふくろ ﾚｽﾄﾗﾝｵﾌｸﾛ

754 73 牧園 ローソン霧島温泉丸尾店 ﾛｰｿﾝｷﾘｼﾏﾏﾙｵﾃﾝ

755 1 霧島 明るい農村　霧島町蒸留所 ｱｶﾙｲﾉｳｿﾝ ｷﾘｼﾏﾁｮｳｼﾞｮｳﾘｭｳｼｮ

756 2 霧島 Active Resorts　霧島 アクティブ

757 3 霧島 Aコープ霧島店 ｴｰｺｰﾌﾟｷﾘｼﾏﾃﾝ

758 4 霧島 江口ドライクリーニング ｴｸﾞﾁﾄﾞﾗｲｸﾘｰﾆﾝｸﾞﾃﾝ

759 5 霧島 オーベルジュ異人館 ｵｰﾍﾞﾙｼﾞｭｲｼﾞﾝｶﾝ

760 6 霧島 貸別荘グランピング　ひめしゃら ｶｼﾍﾞｯｿｳｸﾞﾗﾝﾋﾟﾝｸﾞ ﾋﾒｼｬﾗ

761 7 霧島 加藤自動車 ｶﾄｳｼﾞﾄﾞｳｼｬ

762 8 霧島 霧島神宮前茶屋 ｷﾘｼﾏｼﾞﾝｸﾞｳﾏｴﾁｬﾔ

763 9 霧島 霧島神話の里公園 ｷﾘｼﾏｼﾝﾜﾉｻﾄｺｳｴﾝ

764 10 霧島 霧島蕎麦處かわぐち ｷﾘｼﾏｿﾊﾞﾄﾞｺﾛｶﾜｸﾞﾁ

765 11 霧島 霧島峠茶屋 ｷﾘｼﾏﾄｳｹﾞﾁｬﾔ

766 12 霧島 霧島日和 ｷﾘｼﾏﾋﾞﾖﾘ

767 13 霧島 霧島緑の村 ｷﾘｼﾏﾐﾄﾞﾘﾉﾑﾗ

768 14 霧島 黒豚の館 ｸﾛﾌﾞﾀﾉﾔｶﾀ

769 15 霧島 紅葉窯 ｺｳﾖｳｶﾞﾏ

770 16 霧島 コメリハード＆グリーン霧島神宮駅店 ｺﾒﾘﾊｰﾄﾞｱﾝﾄﾞｸﾘｰﾝｷﾘｼﾏｼﾞﾝｸﾞｳｴｷﾃﾝ

771 17 霧島 西藤石油 ｻｲﾄｳｾｷﾕ

772 18 霧島 坂元商店 ｻｶﾓﾄｼｮｳﾃﾝ

773 19 霧島 薩摩蒸氣屋　霧島民芸村店 ｻﾂﾏｼﾞｮｳｷﾔ ｷﾘｼﾏﾐﾝｹﾞｲﾑﾗﾃﾝ

774 20 霧島 寿し処大鳥居 ｽｼﾄﾞｺﾛｵｵﾄﾘｲ

775 21 霧島 セブンプラザ　しものぼり電機 ｾﾌﾞﾝﾌﾟﾗｻﾞ ｼﾓﾉﾎﾞﾘﾃﾞﾝｷ

776 22 霧島 高千穂カントリー倶楽部 ﾀｶﾁﾎｶﾝﾄﾘｸﾗﾌﾞ

777 23 霧島 タケダ薬局 ﾀｹﾀﾞﾔｯｷｮｸ

778 24 霧島 多国籍レストラン　ありがとう ﾀｺｸｾｷﾚｽﾄﾗﾝ ｱﾘｶﾞﾄｳ

779 25 霧島 Taverna Mangiare タベルナマ

780 26 霧島 土橋自動車 ﾂﾁﾊｼｼﾞﾄﾞｳｼｬ
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781 27 霧島 天からの贈り物　Villa Montpetre ﾃﾝｶﾗﾉｵｸﾘﾓﾉ ﾋﾞﾗﾓﾝﾍﾟﾄｰﾙ

782 28 霧島 徳留自動車 ﾄｸﾄﾞﾒｼﾞﾄﾞｳｼｬ

783 29 霧島 中村米穀店 ﾅｶﾑﾗﾍﾞｲｺｸﾃﾝ

784 30 霧島 HAGIBOW　BIKEWORKS ﾊｷﾞﾎﾞｳ ﾊﾞｲｸﾜｰｸｽ

785 31 霧島 ファミリーマート　はとや霧島店 ﾌｧﾐﾘｰﾏｰﾄﾊﾄﾔｷﾘｼﾏﾃﾝ

786 32 霧島 ＰＯＰ　ｃａｆｅ ﾎﾟｯﾌﾟｶﾌｪ

787 33 霧島 本田ふすまたたみ店 ﾎﾝﾀﾞﾌｽﾏﾀﾀﾐﾃﾝ

788 34 霧島 マテリア霧島 ﾏﾃﾘｱｷﾘｼﾏ

789 35 霧島 マテリアランチ．com ﾏﾃﾘｱﾗﾝﾁ．ｼｰｵｰｴﾑ

790 36 霧島 まめ千(中華） ﾏﾒｾﾝ

791 37 霧島 みやま本舗 霧島店 ﾐﾔﾏﾎﾝﾎﾟｷﾘｼﾏ

792 38 霧島 みらい荘 ﾐﾗｲｿｳ

793 39 霧島 森の太鼓店TECO・TECO ﾓﾘﾉﾀｲｺﾃﾝ ﾃｺ･ﾃｺ

794 40 霧島 焼肉　花粋苑 ﾔｷﾆｸ ｶｽｲｴﾝ

795 41 霧島 山崎石油　大窪ステーション ﾔﾏｻｷｾｷﾕ ｵｵｸﾎﾞｽﾃｰｼｮﾝ

796 42 霧島 山下農機商会 ﾔﾏｼﾀﾉｳｷｼｮｳｶｲ

797 43 霧島 吉永商店 ヨシナガシ

798 44 霧島 Ｙショップ霧島 ﾜｲｼｮｯﾌﾟｷﾘｼﾏ

799 45 霧島 若葉清掃社 ﾜｶﾊﾞｾｲｿｳｼｬ

800 1 福山 あいら農業協同組合　福山購買店舗 ｱｲﾗﾉｳｷﾞｮｳｷｮｳﾄﾞｳｸﾐｱｲ  ﾌｸﾔﾏｺｳﾊﾞｲﾃﾝﾎﾟ

801 2 福山 赤池商店 ｱｶｲｹｼｮｳﾃﾝ

802 3 福山 味処すし松 ｱｼﾞﾄﾞｺﾛｽｼﾏﾂ

803 4 福山 有村建設 ｱﾘﾑﾗｹﾝｾﾂ

804 5 福山 岩重呉服店 ｲﾜｼｹﾞｺﾞﾌｸﾃﾝ

805 6 福山 上原石油店 ｳｴﾊﾗｾｷﾕﾃﾝ

806 7 福山 Aコープ牧の原店 ｴｰｺｰﾌﾟﾏｷﾉﾊﾗﾃﾝ

807 8 福山 お菓子の草月 ｵｶｼﾉｿｳｹﾞﾂ

808 9 福山 お食事処　ひょうたん ｵｼｮｸｼﾞﾄﾞｺﾛﾋｮｳﾀﾝ

809 10 福山 鹿児島ラーメンみよし屋本店 ｶｺﾞｼﾏﾗｰﾒﾝﾐﾖｼﾔﾎﾝﾃﾝ

810 11 福山 かれいがぁの焼酎屋　谷山酒店 ｶﾚｲｶﾞｱﾉｼｮｳﾁｭｳﾔ ﾀﾆﾔﾏｻｹﾃﾝ

811 12 福山 久米村自動車 ｸﾒﾑﾗｼﾞﾄﾞｳｼｬ

812 13 福山 くろず情報館「壺畑」 ｸﾛｽﾞｼﾞｮｳﾎｳｶﾝﾂﾎﾞﾊﾞﾀｹ

813 14 福山 黒酢レストラン　黒酢の郷　桷志田 ｸﾛｽﾞﾚｽﾄﾗﾝ ｸﾛｽﾞﾉｻﾄ ｶｸｲﾀﾞ

814 15 福山 くろずレストラン「壺畑」 ｸﾛｽﾞﾚｽﾄﾗﾝﾂﾎﾞﾊﾞﾀｹ

815 16 福山 コメリハード&グリーン牧之原店 ｺﾒﾘﾊｰﾄﾞ＆ｸﾞﾘｰﾝﾏｷﾉﾊﾗﾃﾝ

816 17 福山 正栄企画 ｼｮｳｴｲｷｶｸ

817 18 福山 スギモト技研 ｽｷﾞﾓﾄｷﾞｹﾝ

818 19 福山 炭火焼肉　楠風 ｽﾐﾋﾞﾔｷﾆｸﾅﾝﾌﾟｳ

819 20 福山 セブン-イレブン 霧島牧之原店 ｾﾌﾞﾝｲﾚﾌﾞﾝｷﾘｼﾏﾏｷﾉﾊﾗﾃﾝ

820 21 福山 伊達醸造 ﾀﾞﾃｼﾞｮｳｿﾞｳ

821 22 福山 ちゃんからテイクアウト専門店 ﾁｬﾝｶﾗﾃｲｸｱｳﾄｾﾝﾓﾝｴﾝ

822 23 福山 永田ストアー ﾅｶﾞﾀｽﾄｱ-

823 24 福山 濱田酒店 ﾊﾏﾀﾞｻｹﾃﾝ

824 25 福山 ふくふくふれあい館 ﾌｸﾌｸﾌﾚｱｲｶﾝ

825 26 福山 ふじた石油店 ﾌｼﾞﾀｾｷﾕﾃﾝ

826 27 福山 Hair　space　ing ﾍｱｰｽﾍﾟｰｽｲﾝｸﾞ

827 28 福山 まるしげ重久盛一酢醸造場 ﾏﾙｼｹﾞﾋｻﾅｶﾞﾓﾘｲﾁｽｼﾞｮｳｿﾞｳｼﾞｮｳ

828 29 福山 南園タタミ店 ﾐﾅﾐｿﾉﾀﾀﾐﾃﾝ

829 30 福山 宮路自動車 ﾐﾔｼﾞｼﾞﾄﾞｳｼｬ

830 31 福山 八木酒店 ﾔｷﾞｻｹﾃﾝ

831 32 福山 リーフル リーフル

832 33 福山 ローソン霧島牧之原店 ﾛｰｿﾝｷﾘｼﾏﾏｷﾉﾊﾗﾃﾝ

833 34 福山 ローソン福山町店 ﾛｰｿﾝﾌｸﾔﾏﾏﾁﾃﾝ


