
10/29現在

通番 店名 住所
1 Kids Cafe ＆ Bar LINK 鹿児島県姶良市平松5778
2 西洋料理グリル アントゥラルデ 鹿児島県姶良市平松5921-19
3 活魚旬彩 馬酔木 加治木本店 鹿児島県姶良市加治木町港町105
4 名代かつ屋 万さく 鹿児島県姶良市宮島町33-5
5 日本料理 鯉料理 反田 鹿児島県姶良市平松5159-2
6 海鮮・七海 鹿児島県姶良市西餅田3289-2
7 鹿児島高牧カントリークラブ 鹿児島県姶良市蒲生町久末2489-1
8 居酒屋ひまわり 鹿児島県姶良市加治木町港町25
9 カフェらびゅう 鹿児島県姶良市蒲生町上久徳2324

10 ファンコードランドホテル レストラン＆BAR 鹿児島県姶良市東餅田433-15
11 さつま縫房＆キッチンヌーボー 鹿児島県姶良市西姶良3-12-18
12 リンガーハット 鹿児島加治木店 鹿児島県姶良市加治木町木田2065-4
13 ふぁみり庵はいから亭 姶良店 鹿児島県姶良市東餅田938
14 鯛ぐるま 加治木店 鹿児島県姶良市加治木町木田2487-1
15 とんかつ わが家 鹿児島県姶良市平松4143-1
16 心地庵 鹿児島県姶良市蒲生町上久徳2777
17 グリーングリーン 鹿児島県姶良市加治木町仮屋町82-1
18 ビアスペース 七八(ナッパ) 鹿児島県姶良市加治木町諏訪町197
19 回転寿司 七八(ナッパ) 鹿児島県姶良市脇元373-1
20 和創 夕月 鹿児島県姶良市蒲生町下久徳148-4
21 フォンタナの丘かもう内レストラン 鹿児島県姶良市蒲生町久末434-1
22 笹寿司 鹿児島県姶良市西宮島町1-10
23 やまさきの焼肉 鹿児島県姶良市西餅田3413-17
24 やまさきの焼しゃぶ 鹿児島県姶良市西餅田1211-8
25 一番ラーメン 鹿児島県姶良市加治木町朝日町64
26 食彩酒房 ひょうたん 鹿児島県姶良市宮島町14-6
27 クッキングスタジオ ポールポジション 鹿児島県姶良市西餅田3397-15
28 加治木の小さなレストラン Symphony 鹿児島県姶良市加治木町新生町386
29 ゆいまーる 鹿児島県姶良市池島町33-3
30 森のかぞく Aira Kitchen 鹿児島県姶良市東餅田399-11
31 姶良酒場 桜寿 鹿児島県姶良市宮島町26-12大和ビル1F
32 焼肉なべしま 加治木店 鹿児島県姶良市加治木町木田2047-1
33 1CHIBAN星 鹿児島県姶良市東餅田510-5
34 遊膳まつだ 鹿児島県姶良市東餅田1802-3
35 さつまラーメン 鹿児島県姶良市宮島町36-3
36 カレーハウスCoCo壱番屋 加治木店 鹿児島県姶良市加治木町木田2077-1
37 ラーメン暖暮 姶良加治木店 鹿児島県姶良市加治木町木田2512
38 ニクヤキ炭太郎 鹿児島県姶良市西餅田3128-61
39 㐂楽酒食 とんぼろ 鹿児島県姶良市宮島町31-10
40 遊食 酒菜 SAKANA 鹿児島県姶良市宮島町30-6
41 鹿児島ラーメン 豚とろ 姶良店 鹿児島県姶良市東餅田937-1
42 情熱炭火 がむしゃら 鹿児島県姶良市西餅田561-5
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43 ハングリー 鹿児島県姶良市豊留271-4
44 お好みハウスロビン 鹿児島県姶良市西餅田264-1
45 タリーズコーヒー 鹿児島県姶良市西餅田264-1
46 グリル濱田 鹿児島県姶良市西餅田264-1
47 鎌倉パスタ 鹿児島県姶良市西餅田264-1
48 いきなりステーキ 鹿児島県姶良市西餅田264-1
49 五穀 鹿児島県姶良市西餅田264-1
50 バーガーキング 鹿児島県姶良市西餅田264-1
51 ルポシバングラ 鹿児島県姶良市西餅田264-1
52 サンマルクカフェ 鹿児島県姶良市西餅田264-1
53 ケンタッキーフライドチキン 鹿児島県姶良市西餅田264-1
54 築地銀たこ 鹿児島県姶良市西餅田264-1
55 とりあん 鹿児島県姶良市西餅田264-1
56 サーティーワンアイスクリーム 鹿児島県姶良市西餅田264-1
57 ペッパーランチ 鹿児島県姶良市西餅田264-1
58 薩摩まんてん 鹿児島県姶良市西餅田264-1
59 カフェレッドダイニング 鹿児島県姶良市西餅田264-1
60 うまや 鹿児島県姶良市西餅田264-1
61 那かむら 鹿児島県姶良市西餅田264-1
62 とんかつ処 浜田屋 鹿児島県姶良市西餅田264-1
63 Ｋｏｍｕｇｉｃｏ 鹿児島県姶良市西餅田264-1
64 九州すし市場 鹿児島県姶良市西餅田264-1
65 コメダ珈琲店 鹿児島県姶良市西餅田264-1
66 食彩和楽 侍 鹿児島県姶良市平松2955-13
67 お食事処 いなか庵 鹿児島県姶良市蒲生町北1992-1
68 味の豊 鹿児島県姶良市蒲生町上久徳2451
69 大楠亭 蒲生店 鹿児島県姶良市蒲生町北241-1
70 大楠亭 加治木店 鹿児島県姶良市加治木町木田1685-2
71 トマト＆オニオン 鹿児島姶良店 鹿児島県姶良市池島町4-6
72 じゅうじゅうカルビ 鹿児島姶良店 鹿児島県姶良市池島町4-6
73 avenir.cafe （アヴニールカフェ） 鹿児島県姶良市西餅田526-1
74 とんとん 鹿児島県姶良市加治木町諏訪町177-1
75 蒲生茶廊 zenzai 鹿児島県姶良市蒲生町上久徳2425
76 chata cafe 鹿児島県姶良市蒲生町上久徳2588
77 孝子庵 鹿児島県姶良市蒲生町上久徳2564-1
78 渓谷苑 鹿児島県姶良市平松1773
79 がんも 鹿児島県姶良市東餅田534-1
80 ぶえん屋 鹿児島県姶良市宮島町11-6
81 和洋菓子・カフェ 茶句庭ながの 鹿児島県姶良市蒲生町北266-1
82 そば処 にいな 鹿児島県姶良市蒲生町上久徳2546-3
83 お食事の店 やまさき 鹿児島県姶良市蒲生町上久徳2549-2
84 焼肉なか野 姶良店 鹿児島県姶良市池島町30-1
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85 そば処 東福庵 鹿児島県姶良市加治木町朝日町218
86 焼鳥＆旬彩厨房 わび助 姶良店 鹿児島県姶良市宮島町10-10
87 焼鳥＆旬彩厨房 わび助 加治木店 鹿児島県姶良市加治木町本町206
88 鉄板ハウス 加笑 鹿児島県姶良市加治木町本町206  2F
89 水車庭 鹿児島県姶良市脇元341-2
90 黒茶花 鹿児島県姶良市宮島町19-33
91 ひょうたんらーめん 鹿児島県姶良市加治木町本町252-1
92 いろり 鹿児島県姶良市西姶良1-22-2
93 やまさきの焼鳥 鹿児島県姶良市宮島町26-12大和ビル1F
94 Ajidokoro 季菜 鹿児島県姶良市平松4828-2
95 トラットリア シンパティコ 鹿児島県姶良市脇元391-1
96 はま寿司 姶良加治木店 鹿児島県姶良市加治木町木田2031-6
97 ふく福 加治木店  鹿児島県姶良市加治木町木田2049-2
98 花遊膳 野菊 鹿児島県姶良市加治木町小山田98
99 食事処 かっちゃん・たもりん 鹿児島県姶良市加治木町木田580みどり館100

100 森のカフェ「グリーンウッド」(さえずりの森) 鹿児島県姶良市加治木町西別府3490
101 イタリア料理 カーサディノンノ 鹿児島県姶良市加治木町反土2670
102 リストランテ ダ・クォーレ 鹿児島県姶良市平松2869-1
103 モスバーガー 姶良バイパス店 鹿児島県姶良市西餅田286
104 そば茶屋 吹上庵 姶良店 鹿児島県姶良市脇元371-1
105 ガスト 加治木 鹿児島県姶良市加治木町木田159-2ソレイユタウン加治木

106 坐膳 鹿児島県姶良市池島町1-9
107 手打ちそば 福寿草 鹿児島県姶良市加治木町小山田1419-1
108 麺屋 むすび 鹿児島県姶良市加治木町新富町13
109 海老原 鹿児島県姶良市宮島町56-25
110 らーめん 天天有 鹿児島県姶良市加治木町本町48
111 あいら寿司 鹿児島県姶良市宮島町38-1
112 味処 いさ美 鹿児島県姶良市宮島町31-13姶良ビル1F


