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鱗　伊敷 890-0007 ⿅児島市伊敷台2-17-1深江ビル2Ｆ 0992282684 かごんまハイボール
凛 890-0073 ⿅児島市宇宿2-3-5オプシアミスミ3Ｆ 0992300777 かごんまハイボール、ビームハイボール
鱗　宇宿 890-0073 ⿅児島市宇宿9-1-3 0992645751 かごんまハイボール
もみじ家 890-0056 ⿅児島市下荒⽥1-6-35 09053815738 かごんまハイボール
七吾三 890-0054 ⿅児島市荒⽥1-30番7号1F 09066717406 かごんまハイボール、ビームハイボール
あぶり 890-0054 ⿅児島市荒⽥2-38-19-1Ｆ 0992543399 かごんまハイボール、ビームハイボール
謙吾.Jr 890-0054 ⿅児島市荒⽥2-41-103Ｆ 09066717406 かごんまハイボール、ビームハイボール
花鳥風月 890-0054 ⿅児島市荒⽥2-42-11 0992583719 かごんまハイボール、ビームハイボール
謙吾 890-0054 ⿅児島市荒⽥2-43-16五反⽥ビル202号 0992547791 かごんまハイボール、ビームハイボール
はなれ 890-0054 ⿅児島市荒⽥2-43-2 09066717406 かごんまハイボール、ビームハイボール
トリッコ 890-0054 ⿅児島市荒⽥2-43-6 0992307557 かごんまハイボール、ビームハイボール
蛍火 890-0054 ⿅児島市荒⽥2-45-151Ｆ 0992968234 かごんまハイボール、ビームハイボール
彩こう 890-0054 ⿅児島市荒⽥2-46-14 0992542117 かごんまハイボール、ビームハイボール
カゴシマエンジン 890-0054 ⿅児島市荒⽥2-74-51Ｆ 9023910144 かごんまハイボール、ビームハイボール
二番星 890-0054 ⿅児島市荒⽥2-74-5南⽇本パナユースビル1F 0992588967 かごんまハイボール、ビームハイボール
燵仁 890-0054 ⿅児島市荒⽥2-76-5 0992040014 かごんまハイボール、ビームハイボール
魚々ぎょ 892-0844 ⿅児島市⼭之⼝町10-5-5階 0992260008 かごんまハイボール
ＧOLDEN TIMES ⿅児島天⽂館店 892-0844 ⿅児島市⼭之⼝町12-10メインパークセカンドタワー7Ｆ 0992266122 かごんまハイボール、ビームハイボール
魚豊　　(　ギョリッチ　) 892-0844 ⿅児島市⼭之⼝町4-15⼭⼝ビル2Ｆ 0992398626 かごんまハイボール
ダイニング　皇ʼ（ひめらぎ） 892-0844 ⿅児島市⼭之⼝町4-20ー1Ｆホテルレクストン⿅児島 0992220606 かごんまハイボール、ビームハイボール
家烹酒肆 世楽 892-0844 ⿅児島市⼭之⼝町7-38デュプレックス1Ｆ 0992233833 かごんまハイボール、ビームハイボール
笑福 892-0844 ⿅児島市⼭之⼝町8-13内⽥荘ビル1Ｆ 0992263829 かごんまハイボール
みかん 892-0844 ⿅児島市⼭之⼝町9-29第二江⼾吉ビル2Ｆ 0992249822 かごんまハイボール
もつ鍋　ほかけふね 892-0844 ⿅児島市⼭之⼝町9-38-1F宇都ビル 0992220033 かごんまハイボール、ビームハイボール
でんでん天⽂館 892-0844 ⿅児島市⼭之⼝町9-42第5ロイヤルビル1Ｆ 0992391188 かごんまハイボール
おぎん 890-0082 ⿅児島市紫原5-7-12 0992105174 かごんまハイボール
でんでん中央駅 890-0046 ⿅児島市⻄⽥1-3-1下松ビル1Ｆ 0992584188 かごんまハイボール
チキンブラザーズ 890-0046 ⿅児島市⻄⽥1-3-21ゴールドビル2Ｆ 0992969767 かごんまハイボール、ビームハイボール
⿊豚百寛 890-0046 ⿅児島市⻄⽥2-20-9丸⼭ビル1Ｆ 0992551232 かごんまハイボール、ビームハイボール
スプートニック 892-0843 ⿅児島市千⽇町1-19桜井ビル2Ｆ 0992228058 かごんまハイボール
アポロ 892-0843 ⿅児島市千⽇町8-16今村ビル3階 0992236332 かごんまハイボール
和心創楽　櫻壽 892-0843 ⿅児島市千⽇町9-14 0992233833 かごんまハイボール
遊食ダイニング　みんなのお酒 892-0831 ⿅児島市船津町1-25 0992269088 かごんまハイボール、ビームハイボール
はかた・かごんまハイボール料理　たけんこ 892-0831 ⿅児島市船津町1-2-B1F松村ビル 0992221733 かごんまハイボール、ビームハイボール
かめの家 891-0141 ⿅児島市⾕⼭中央5-4-8-1階 0998026344 かごんまハイボール
ｶﾞﾌﾞﾘﾋﾟｾﾞｯﾀ 890-0053 ⿅児島市中央町19-32ビデオンビル1F 0992557751 かごんまハイボール、ビームハイボール
貴宝丸 890-0053 ⿅児島市中央町21-27⽵下ビル1Ｆ 0992065544 かごんまハイボール
ピーコック 890-0053 ⿅児島市中央町21-8 0992105032 かごんまハイボール
サクラジマドラゴン 890-0053 ⿅児島市中央町2-20 0992534790 かごんまハイボール、ビームハイボール
⼀心 890-0053 ⿅児島市中央町22-16-1Fアエールプラザ 0992552611 かごんまハイボール、ビームハイボール
ハイパーチキン野郎 890-0053 ⿅児島市中央町2-29 0992040276 かごんまハイボール、ビームハイボール
ジンガロ 890-0053 ⿅児島市中央町2-29 0992049667 かごんまハイボール
五ヱもん 892-0842 ⿅児島市東千⽯町14-52Ｆ 0992086550 かごんまハイボール、ビームハイボール
大衆酒場折紙 892-0842 ⿅児島市東千⽯町2-39-1階 0992241055 かごんまハイボール
キングオブチキン 892-0842 ⿅児島市東千⽯町2-82Ｆ 0992956830 かごんまハイボール、ビームハイボール
ミラクルチキン野郎 892-0842 ⿅児島市東千⽯町2-8円ビル1Ｆ 0992956829 かごんまハイボール、ビームハイボール
艶寺 892-0842 ⿅児島市東千⽯町5-28城下ビル1Ｆ 0992265838 かごんまハイボール
うおちゃお 892-0842 ⿅児島市東千⽯町6-14 0998026361 かごんまハイボール
メリメロ 892-0842 ⿅児島市東千⽯町7-1 0992397373 かごんまハイボール
ジャポン 892-0842 ⿅児島市東千⽯町7-5第6徳永ビル1Ｆ 0992953445 かごんまハイボール
Ｐｉｎａ＆Ｐｅｇａｄａ　 892-0842 ⿅児島市東千⽯町8-12 0992107739 かごんまハイボール
炭焼　繁蔵 892-0845 ⿅児島市樋之⼝町6-17 0992272989 かごんまハイボール
鱗　与次郎 890-0062 ⿅児島市与次郎1-5-1 0992592166 かごんまハイボール
和ダイニング　月の川 892-0826 ⿅児島市呉服町2-10 0992227716 かごんまハイボール、ビームハイボール
熊⻁分家　〇⻁⼀家 892-0843 ⿅児島市千⽇町14-17-2F堀江ビル 0992193948 かごんまハイボール
屋台屋　銀座通り 892-0843 ⿅児島市千⽇町9-23銀座ハイツ2Ｆ 0992237175 かごんまハイボール、ビームハイボール
Gyu　do！ 892-0842 ⿅児島市東千⽯町12-13-1F村⼭ビル 0975340120 かごんまハイボール、ビームハイボール
ドラム缶焼肉×Yoshi 892-0842 ⿅児島市東千⽯町6-4 0992226336 かごんまハイボール、ビームハイボール
梵天 892-0842 ⿅児島市東千⽯町6-17ＴＰビル1F 0992953230 かごんまハイボール、ビームハイボール
レガーレ　shigekura 892-0844 ⿅児島市⼭之⼝町11-21 0992230717 かごんまハイボール、ビームハイボール
ビストロ・ル・ギュウドウ 892-0844 ⿅児島市⼭之⼝町8-61SAKURABUILDINGA棟1Ｆ 0992107212 かごんまハイボール、ビームハイボール
シーフードダイニング隆 896-0013 いちき串⽊野市栄町190 0996331919 かごんまハイボール
炭火焼肉カルビ 893-1205 肝属郡肝付町宮下426-5 0994650529 かごんまハイボール
いろり 895-0024 薩摩川内市鳥追町7-7 0996235822 かごんまハイボール
笹⻁ 899-7103 志布志市志布志町志布志3-3-21-1 09082981015 かごんまハイボール、ビームハイボール
心菜坊　志布志店 899-7103 志布志市志布志町志布志3-5-14サンパレス店舗1Ｆ 0994730330 かごんまハイボール、ビームハイボール
ふくちゃん 893-0004 ⿅屋市朝⽇町6636-4 0994444594 かごんまハイボール、ビームハイボール
旬鮮トロ 893-0006 ⿅屋市向江町20-6 0994446050 かごんまハイボール
個室居酒屋さくら 893-0013 ⿅屋市札元1-19-20 0994410046 かごんまハイボール
ゆるい 893-0013 ⿅屋市札元2-3683-1 0994410120 かごんまハイボール
拍⻁　　(　ビャッコ　) 893-0014 ⿅屋市寿4-3096-4ヤマゲ店舗101号 0994430237 かごんまハイボール、ビームハイボール
酔つ葉 893-0014 ⿅屋市寿4-9-5 0994413122 かごんまハイボール
ファーマーズマン 893-0014 ⿅屋市寿8-10-7 0994430079 かごんまハイボール
心菜坊　岩川店 899-8213 曽於市大隅町境⽊町5 0994825300 かごんまハイボール、ビームハイボール
ノギノダイナー 850-0057 ⻑崎市大⿊町7-2加藤株式会社ビル1階 0992585212 かごんまハイボール、ビームハイボール
笑い家 899-4332 霧島市国分中央3-15-15ミサオテナント1Ｆ 0995452900 かごんまハイボール
レガロ 899-4332 霧島市国分中央3-40-53 0995737077 かごんまハイボール
ごじのね かごんまハイボール、ビームハイボール
グッドフェローズ かごんまハイボール
鳥門米門うまいもん　⾕⼭店 かごんまハイボール、ビームハイボール
鶏兵衛 かごんまハイボール、ビームハイボール
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