
⿅児島エリア　かごんま角ハイ祭　参加店舗⼀覧
飲食店名 住所 TEL フェア製品

遊食楽酒　宴家 ⿅児島県⿅児島市千⽇町3-9　塚⽥ビルB1 099-225-5237 かごんま角ハイ＋ビームハイ
Gyu　do！ ⿅児島県⿅児島市東千⽯町12-13-1F　村⼭ビル 099-223-2044 かごんま角ハイ＋ビームハイ
サクラジマドラゴン ⿅児島県⿅児島市中央町2-20 099-253-4790 かごんま角ハイ＋ビームハイ
魚豚フィッシュポーク重政 ⿅児島県⿅児島市中央町３ 099-251-7127 かごんま角ハイ
ノギノダイナー ⿅児島市東千⽯町１４－１５ 099-258-5212 かごんま角ハイ＋ビームハイ
レガーレ　shigekura ⿅児島県⿅児島市⼭之⼝町11-21 099-223-0717 かごんま角ハイ＋ビームハイ
熊⻁分家　〇⻁⼀家 ⿅児島県⿅児島市千⽇町14-17-2F　堀江ビル 099-219-3948 かごんま角ハイ＋ビームハイ
旬感酒場　HAZERU ⿅児島県⿅児島市中央町20-11-1F  ole de solaビル 099-251-3366 かごんま角ハイ＋ビームハイ
⼀心 ⿅児島県⿅児島市中央町22-16-1F　アエールプラザ 099-255-2611 かごんま角ハイ＋ビームハイ
串揚げ　かつき　⼆官橋店 ⿅児島県⿅児島市⼭之⼝町7-50-1F　さくらビル 099-226-6556 かごんま角ハイ＋ビームハイ
味膳　まさむね ⿅児島県⿅児島市⼭之⼝町6-8-1F　畠⽥ビル 099-226-5106 かごんま角ハイ
家烹酒肆 世楽 ⿅児島県⿅児島市⼭之⼝町７－３８デュプレックス１Ｆ 099-223-3833 かごんま角ハイ＋ビームハイ
和ダイニング　月の川 ⿅児島県⿅児島市呉服町2-10 099-222-7716 かごんま角ハイ＋ビームハイ
ドラム缶焼肉×Yoshi ⿅児島県⿅児島市東千⽯町6-4 099-222-6336 かごんま角ハイ＋ビームハイ
鳥門米門うまいもん ⿅児島県⿅児島市中央町21-10-1Ｆ　京屋ベル通りビル 099-296-9629 かごんま角ハイ＋ビームハイ
和心創楽　櫻壽 ⿅児島県⿅児島市千⽇町９－１４ 099-223-3833 かごんま角ハイ＋ビームハイ
もつ鍋　ほかけふね ⿅児島県⿅児島市⼭之⼝町9-38-1F　宇都ビル 099-222-0033 かごんま角ハイ＋ビームハイ
炭焼　繁蔵 ⿅児島県⿅児島市樋之⼝町6-17 099-227-2989 かごんま角ハイ
ｶﾞﾌﾞﾘﾋﾟｾﾞｯﾀ ⿅児島市中央町19-32 ビデオンビル 1F 099-255-7751 かごんま角ハイ＋ビームハイ
居酒屋　喜多嶋 ⿅児島県⿅児島市⼭之⼝町3-12 099-222-2022 かごんま角ハイ
トラットリア　メリメロ ⿅児島県⿅児島市東千⽯町7-1 099-239-7373 かごんま角ハイ
蘇麻 ⿅児島県⿅児島市東千⽯町18-6 099-222-8181 かごんま角ハイ
炭火　神吉 ⿅児島県⿅児島市⻄⽥1-4-26　天安ビル1F 099-285-0070 かごんま角ハイ＋ビームハイ
ピーコック　イースト ⿅児島県⿅児島市東千⽯町17-17　フラミンゴアパート3F 099-225-0020 かごんま角ハイ＋ビームハイ
ＧOLDEN TIMES ⿅児島天⽂館店 ⿅児島県⿅児島市⼭之⼝町12-10　メインパークセカンドタワー7Ｆ 099-226-6122 かごんま角ハイ＋ビームハイ
はかた・かごんま料理　たけんこ ⿅児島県⿅児島市船津町1-2-B1F　松村ビル 099-222-1733 かごんま角ハイ＋ビームハイ
ピーコック ⿅児島県⿅児島市中央町21-8 099-210-5032 かごんま角ハイ＋ビームハイ
艶寺 ⿅児島県⿅児島市東千⽯町5-28　城下ビル1Ｆ 099-226-5838 かごんま角ハイ＋ビームハイ
遊食ダイニング　みんなのお酒 ⿅児島県⿅児島市船津町1-25 099-226-9088 かごんま角ハイ＋ビームハイ
雫流（しずる） ⿅児島県⿅児島市東千⽯町17-4　2Ｆ 099-227-0828 かごんま角ハイ
酒菜工房　いち膳 ⿅児島県⿅児島市中央町25-13　カナン中央Ａ館1Ｆ 099-297-5170 かごんま角ハイ
ダイニング　皇ʼ（ひめらぎ） ⿅児島県⿅児島市⼭之⼝町4-20ー1Ｆ　ホテルレクストン⿅児島 099-222-7886 かごんま角ハイ
屋台屋　銀座通り ⿅児島県⿅児島市千⽇町9-23　銀座ハイツ2Ｆ 099-223-7175 かごんま角ハイ＋ビームハイ
浜焼き　竿ちゃん ⿅児島県⿅児島市千⽇町7-20 099-223-0033 かごんま角ハイ
Ｐｉｎａ＆Ｐａｇａｄａ ⿅児島県⿅児島市東千⽯町8-12 099-210-7739 かごんま角ハイ
ギンバル ⿅児島県⿅児島市千⽇町9-25　荒井⻭科ビル1F 099-223-6091 かごんま角ハイ＋ビームハイ
梵天 ⿅児島県⿅児島市東千⽯町6-17　ＴＰビル1F 099-295-3230 かごんま角ハイ＋ビームハイ
ビストロ・ル・ギュウドウ ⿅児島県⿅児島市⼭之⼝町8-61 SAKURA BUILDING A棟１Ｆ 099-210-7212 かごんま角ハイ＋ビームハイ
居心地屋　八尚 ⿅児島県⿅児島市⼭之⼝町１２－１０　メインパークセカンドタワー６Ｆ 099-226-3334 かごんま角ハイ＋ビームハイ
大安 ⿅児島県⿅児島市⼭之⼝町９－１野添ビル１Ｆ 099-224-6611 かごんま角ハイ＋ビームハイ
トリッコ ⿅児島県⿅児島市荒⽥　２丁目４３－6 099-230-7557 かごんま角ハイ＋ビームハイ
燵仁 ⿅児島県⿅児島市荒⽥２丁目７６－５ 099-204-0014 かごんま角ハイ＋ビームハイ
心菜坊　岩川店 ⿅児島県曽於市大隅町境⽊町５ 0994-82-5300 かごんま角ハイ＋ビームハイ
心菜坊　志布志店 ⿅児島県志布志市志布志町志布志３丁目５－１４サンパレス店舗１Ｆ 0994-73-0330 かごんま角ハイ＋ビームハイ
笹⻁ ⿅児島県志布志市志布志町志布志３丁目３－２１－１ 09082981015 かごんま角ハイ＋ビームハイ
とも家 ⿅児島県⿅児島市⼭之⼝町３－１１南州ビル１Ｆ 099-224-0501 かごんま角ハイ＋ビームハイ
まつ⼭ ⿅児島県志布志市志布志町志布志　３丁目２０－１１ 0994-72-0216 かごんま角ハイ
アバウト伊集院 ⿅児島県⽇置市伊集院町下⾕⼝１８２８－１ 099-272-0706 かごんま角ハイ＋ビームハイ
いろり ⿅児島県薩摩川内市鳥追町７－７ 0996-23-5822 かごんま角ハイ＋ビームハイ
蘇麻　hanare ⿅児島県⿅児島市東千⽯町７－８ 099-224-0675 かごんま角ハイ
ファーマーズマン ⿅児島県⿅屋市寿８丁目１０－７ 0994-43-0079 かごんま角ハイ＋ビームハイ
ジンガロ ⿅児島県　⿅児島市　中央町２－２９ 09074621902 かごんま角ハイ＋ビームハイ
ハイパーチキン野郎 ⿅児島県⿅児島市中央町２－２９ 099-204-0276 かごんま角ハイ＋ビームハイ
ミラクルチキン野郎 ⿅児島県⿅児島市東千⽯町２－８　円ビル１Ｆ 099-295-6829 かごんま角ハイ＋ビームハイ
キングオブチキン ⿅児島県⿅児島市東千⽯町２－８　２Ｆ 099-295-6830 かごんま角ハイ＋ビームハイ
バガボンド　霧島店 ⿅児島県　霧島市　国分　野⼝北４－５ 0995736106 かごんま角ハイ
季しらず ⿅児島県⿅児島市⾕⼭中央　２丁目４４０６ 099-260-3117 かごんま角ハイ
としゆきどんどん ⿅児島県⿅児島市荒⽥２丁目６３－６ 099-230-0466 かごんま角ハイ＋ビームハイ
オリーブ ⿅児島県⿅児島市⼭之⼝町８－３７ホワイトパールビル５Ｆ 08052093900 かごんま角ハイ
酔つ葉 ⿅児島県⿅屋市寿４丁目９－５ 0994-41-3122 かごんま角ハイ
ゆるい ⿅児島県⿅屋市札元２丁目３６８３－１ 0994-41-0120 かごんま角ハイ
個室居酒屋さくら ⿅屋市札元１丁目１９－２０ 0994-41-0046 かごんま角ハイ＋ビームハイ
のん太 ⿅児島県　薩摩川内市　向⽥本町３－６ 0996205511 かごんま角ハイ＋ビームハイ
居酒屋　まつした　　 ⿅児島県薩摩川内市⻄向⽥町１０－２　源ビル４０１ 0996-20-0610 かごんま角ハイ
笑福 ⿅児島県⿅児島市⼭之⼝町８－１３内⽥荘ビル１Ｆ 099-226-3829 かごんま角ハイ
うおちゃお ⿅児島県⿅児島市東千⽯町６－１４ 099-802-6361 かごんま角ハイ＋ビームハイ
ジャポン ⿅児島県⿅児島市東千⽯町７－５第６徳永ビル１Ｆ 099-295-3445 かごんま角ハイ＋ビームハイ
もつなべささ川 ⿅児島県⿅児島市下荒⽥　２丁目９－１６松岡アパート１Ｆ 0992537000 かごんま角ハイ
八屋 ⿅児島県⿅児島市⼭之⼝町１０－１４⽥⼝ビル１Ｆ 099-222-7670 かごんま角ハイ
溶岩焼薩摩屋　　本店 ⿅児島県霧島市国分福島１４９－２５ 0995474999 かごんま角ハイ＋ビームハイ
笑い家 ⿅児島県　霧島市　国分　中央　３丁目１５－１５ミサオテナント１Ｆ 0995452900 かごんま角ハイ
バガボンド⿅屋 ⿅児島県⿅屋市曽⽥町５０１９－８ 0994456128 かごんま角ハイ＋ビームハイ


