
1

　　　〒899-2101　いちき串木野市湊町2-95　 📞0996-26-1636

2

　　　〒899-2101　いちき串木野市湊町4-1
http://www.hamadasyuzou.co.jp/denbee/

3

　　　〒899-2101　いちき串木野市湊町1-150　

4

　　　〒896-0015　いちき串木野市旭町171

5

　　　〒899-2101　いちき串木野市湊町2-210　 📞0996-36-3588

6

　　　〒896-0015　いちき串木野市旭町72 📞0996-32-1197

7

　　　〒896-0015　いちき串木野市旭町58

　居酒屋 A埠頭 酒場・ビヤホール

📞0996-33-1066

第三者認証店

感染防止対策宣言ステッカー取得 ぐりぶークーポン取扱店

酒場・ビヤホール

　焼とりのん平 酒場・ビヤホール

感染防止対策宣言ステッカー取得 ぐりぶークーポン取扱店

📞0996-32-0727

　串屋　健

　焼酎とお食事処 伝兵衛
📞0996-36-3591

食堂・レストラン

第三者認証店 感染防止対策宣言ステッカー取得 ぐりぶークーポン取扱店

第三者認証店

📞0996-36-3319

第三者認証店 感染防止対策宣言ステッカー取得

　味処 ぎおん 食堂・レストラン

酒場・ビヤホール

　居酒屋 酔匠の里 酒場・ビヤホール

第三者認証店 ぐりぶークーポン取扱店

　居酒屋 とっちゃん家

tel:0996-26-1636
tel:0996-36-3591
tel:0996-36-3591
tel:0996-36-3591
tel:0996-36-3319
tel:0996-36-3319
tel:0996-36-3319
tel:0996-36-0727
tel:0996-36-0727
tel:0996-36-0727
tel:0996-36-3588
tel:0996-36-3588
tel:0996-32-1197
tel:0996-32-1197
tel:0996-33-1066
tel:0996-33-1066
tel:0996-33-1066
tel:0996-33-1066
tel:0996-36-0727
tel:0996-36-3591
tel:0996-36-3319


8

　　　〒899-2101　いちき串木野市湊町1-30 📞0996-29-3330

https://www.satsumadon.net/product/608

9

　　　〒899-2103　いちき串木野市大里3868　 📞0996-29-5898

10

　　　〒896-0002　いちき串木野市春日町180-3　

11

　　　〒896-0001　いちき串木野市曙町42　

12

　　　〒896-0026　いちき串木野市昭和通61　
http://chukakouryu.com

13

　　　〒896-0033　いちき串木野市長崎町101 📞0996-32-4177

14

　　　〒899-2101　いちき串木野市湊町3098-1

※レストラン コンテでのクーポン使用は、どちらか一方だけになります。(併用不可)

食堂・レストラン

第三者認証店 ぐりぶークーポン取扱店

　レストラン コンテ

第三者認証店 ぐりぶークーポン取扱店

📞0996-36-3241

酒場・ビヤホール

　ホテルアクシアくしきの 食堂・レストラン

📞0996-47-7334

第三者認証店 ぐりぶークーポン取扱店

第三者認証店 ぐりぶークーポン取扱店

　サクラカネヨ直売所 喫茶店

　薩摩鶏本舗 とり魂

　中華料理 香隆 中華料理店

ぐりぶークーポン取扱店

　お好み焼 絆 お好み焼・焼きそば

📞0996-32-6365

第三者認証店

　鮨処 大助 すし店

📞0996-33-1911

第三者認証店 感染防止対策宣言ステッカー取得

tel:0996-29-3330
tel:0996-29-3330
https://www.satsumadon.net/product/608
tel:0996-29-5898
tel:0996-29-5898
tel:0996-32-6365
tel:0996-32-6365
tel:0996-32-6365
tel:0996-33-1911
tel:0996-33-1911
tel:0996-33-1911
tel:0996-47-7334
tel:0996-47-7334
tel:0996-47-7334
tel:0996-32-4177
tel:0996-32-4177
tel:0996-36-3241
tel:0996-36-3241
tel:0996-36-3241
tel:0996-36-3241
tel:0996-47-7334
tel:0996-32-6365
tel:0996-33-1911


15

　　　〒896-0001　いちき串木野市曙町81-2　 📞0996-33-1919

16

　　　〒896-0015　いちき串木野市旭町177 📞0996-32-0718

17

　　　〒896-0015　いちき串木野市旭町147

18

　　　〒896-0026　いちき串木野市昭和通183-1 📞080-2787-5841

19

　　　〒899-2101　いちき串木野市湊町2-98

20

　　　〒896-0022　いちき串木野市緑町119-3 📞0996-32-2887

21

　　　〒896-0002　いちき串木野市春日町78

第三者認証店 ぐりぶークーポン取扱店

　旬彩 とど家 酒場・ビヤホール

📞0996-32-5518

　駅前ダイニングりゅう 酒場・ビヤホール

第三者認証店 ぐりぶークーポン取扱店

　創作料理 博 日本料理店

ぐりぶークーポン取扱店

　ＲＯＳＳＯ

感染防止対策宣言ステッカー取得

　居酒屋 心

食堂・レストラン

第三者認証店 感染防止対策宣言ステッカー取得

酒場・ビヤホール

📞0996-36-4227

第三者認証店

　かっ烹 石の花 日本料理店

　居酒屋 いくよ 酒場・ビヤホール

第三者認証店 感染防止対策宣言ステッカー取得 ぐりぶークーポン取扱店

📞0996-32-7997

tel:0996-33-1919
tel:0996-33-1919
tel:0996-32-0718
tel:0996-32-0718
tel:0996-32-5518
tel:0996-32-5518
tel:0996-32-5518
tel:080-2787-5841
tel:080-2787-5841
tel:0996-36-4227
tel:0996-36-4227
tel:0996-36-4227
tel:0996-32-2887
tel:0996-32-2887
tel:0996-32-7997
tel:0996-32-7997
tel:0996-32-7997
tel:0996-32-5518
tel:0996-36-4227
tel:0996-32-7997


22

　　　〒899-2101　いちき串木野市湊町1-99 📞0996-21-5082

23

　　　〒899-2103　いちき串木野市大里5642-1 📞0996-36-4738

24

　　　〒896-0002　いちき串木野市春日町184 📞0996-32-0790

25

　　　〒896-0031　いちき串木野市東島平町673 📞0996-41-5278

26

　　　〒899-2101　いちき串木野市湊町1846 📞070-4781-0035

27

　　　〒899-2101　いちき串木野市湊町2-33

28

　　　〒896-0011　いちき串木野市大原町70 📞0996-33-0800

感染防止対策宣言ステッカー取得

　みよしラーメン ラーメン店

　市来えびす市場 食堂 食堂・レストラン

　Ｄカフェ 喫茶店

第三者認証店 ぐりぶークーポン取扱店

　シルクベール 食堂・レストラン

第三者認証店 ぐりぶークーポン取扱店

　SEA  SEVEN 食堂・レストラン

※シルクベールでのクーポン使用は、どちらか一方だけになります。(併用不可)

そば・うどん店

📞0996-36-4752

感染防止対策宣言ステッカー取得 ぐりぶークーポン取扱店

第三者認証店 ぐりぶークーポン取扱店

　てっちゃんそば

　和彩館 どんどん 酒場・ビヤホール

tel:0996-21-5082
tel:0996-21-5082
tel:0996-36-4738
tel:0996-36-4738
tel:0996-32-0790
tel:0996-32-0790
tel:0996-41-5278
tel:0996-41-5278
tel:070-4781-0035
tel:070-4781-0035
tel:0996-36-4752
tel:0996-36-4752
tel:0996-36-4752
tel:0996-33-0800
tel:0996-33-0800
tel:0996-36-4752


29

　　　〒896-0051　いちき串木野市冠嶽13668 📞0996-21-2626

http://kanmuridake-spa.com

30

　　　〒896-0013　いちき串木野市栄町188-2 📞0996-32-0678

31

　　　〒896-0031　いちき串木野市東島平町314

32

　　　〒896-0055　いちき串木野市照島5079

33

　　　〒896-0052　いちき串木野市上名3018-3 📞0996-33-5015

34

　　　〒896-0001　いちき串木野市曙町24 📞0996-32-7970

35

　　　〒899-2101　いちき串木野市湊町3145

　居酒屋 ぴあ 酒場・ビヤホール

📞0996-32-0459

　うどん処 なごみ庵

　食事処 池家 酒場・ビヤホール

　味彩ＮＩＫＵ工房
📞0996-41-4921

第三者認証店 ぐりぶークーポン取扱店

第三者認証店 感染防止対策宣言ステッカー取得

ハンバーガー店

第三者認証店 感染防止対策宣言ステッカー取得 ぐりぶークーポン取扱店

ぐりぶークーポン取扱店

　だいにんぐ味彩 焼肉店

　麺どころさつま 串木野店 食堂・レストラン

📞0996-33-1737

そば・うどん店

第三者認証店 感染防止対策宣言ステッカー取得

感染防止対策宣言ステッカー取得 ぐりぶークーポン取扱店

第三者認証店

第三者認証店 感染防止対策宣言ステッカー取得 ぐりぶークーポン取扱店

　海鮮まぐろ家 食堂・レストラン

tel:0996-21-2626
tel:0996-21-2626
tel:0996-32-0678
tel:0996-32-0678
tel:0996-32-0459
tel:0996-32-0459
tel:0996-32-0459
tel:0996-33-1737
tel:0996-33-1737
tel:0996-33-1737
tel:0996-33-5015
tel:0996-33-5015
tel:0996-32-7970
tel:0996-32-7970
tel:0996-41-4921
tel:0996-41-4921
tel:0996-41-4921
tel:0996-32-0459
tel:0996-41-4921
tel:0996-33-1737


36

　　　〒896-0022　いちき串木野市緑町119-1

37

　　　〒896-0064　いちき串木野市羽島4930 📞0996-35-1865

38

　　　〒899-2101　いちき串木野市湊町1-100

39

　　　〒896-0023　いちき串木野市塩屋町119

40

　　　〒896-0026　いちき串木野市昭和通38

41

　　　〒896-0002　いちき串木野市春日町176-1

42

　　　〒896-0014　いちき串木野市元町177

　居酒屋 杯一 酒場・ビヤホール

📞0996-21-5022

　すし松 すし店

感染防止対策宣言ステッカー取得 ぐりぶークーポン取扱店

　ほり川 酒場・ビヤホール

📞0996-26-0550

第三者認証店 ぐりぶークーポン取扱店

　あ・そいび～ん 食堂・レストラン

📞0996-26-1480

第三者認証店

📞0996-32-8762

第三者認証店

食堂・レストラン

第三者認証店 ぐりぶークーポン取扱店

　味の長老 やぶ金 そば・うどん店

　和ダイニング松ちゃん 酒場・ビヤホール

📞0996-33-0432

第三者認証店

　セント・キャサリンカフェ

📞0996-32-8170

tel:0996-33-0432
tel:0996-33-0432
tel:0996-33-0432
tel:0996-35-1865
tel:0996-35-1865
tel:0996-21-5022
tel:0996-21-5022
tel:0996-21-5022
tel:0996-32-8170
tel:0996-32-8170
tel:0996-32-8170
tel:0996-32-8762
tel:0996-32-8762
tel:0996-32-8762
tel:0996-26-1480
tel:0996-26-1480
tel:0996-26-1480
tel:0996-26-0550
tel:0996-26-0550
tel:0996-26-0550
tel:0996-21-5022
tel:0996-26-0550
tel:0996-26-1480
tel:0996-32-8762
tel:0996-33-0432
tel:0996-32-8170


43

　　　〒896-0002　いちき串木野市春日町20 日拓ビル2F

44

　　　〒896-0026　いちき串木野市昭和通237

45

　　　〒896-0001　いちき串木野市曙町95

46

　　　〒896-0056　いちき串木野市八房3141-1
http://maguronoyakata.co.jp

47

　　　〒896-0064　いちき串木野市羽島265-4

48

　　　〒896-0064　いちき串木野市羽島265-4

49

　　　〒899-2101　いちき串木野市湊町1-100

第三者認証店 感染防止対策宣言ステッカー取得 ぐりぶークーポン取扱店

📞0996-33-3777

　クレープカフェｉテラス

食堂・レストラン　松榮丸

喫茶店

📞0996-26-0266

第三者認証店 感染防止対策宣言ステッカー取得 ぐりぶークーポン取扱店

　ケントコーヒー
📞0996-21-5022

📞0996-35-0031

喫茶店

📞0996-29-5515

　ＴＡＭＡＲＩ－ＢＡＲ バー

　スナック海 酒場・ビヤホール

📞090-9589-0149

　食・燦燦 食堂・レストラン

📞0996-35-0031

　SHIRAHAMA COFFEE STAND 喫茶店

tel:090-9589-0149
tel:090-9589-0149
tel:090-9589-0149
tel:0996-33-3777
tel:0996-33-3777
tel:0996-33-3777
tel:0996-26-0266
tel:0996-26-0266
tel:0996-26-0266
tel:0996-29-5515
tel:0996-29-5515
tel:0996-29-5515
tel:0996-35-0031
tel:0996-35-0031
tel:0996-35-0031
tel:0996-35-0031
tel:0996-35-0031
tel:0996-35-0031
tel:0996-21-5022
tel:0996-21-5022
tel:0996-21-5022
tel:0996-33-3777
tel:0996-26-0266
tel:0996-21-5022
tel:0996-35-0031
tel:0996-29-5515
tel:090-9589-0149
tel:0996-35-0031


50

　　　〒896-0037　いちき串木野市別府4252-1
http://www.a-misono.com

51

　　　〒896-0041　いちき串木野市北浜町4
http://www.a-misono.com

52

　　　〒896-0037　いちき串木野市別府4285
http://www.a-misono.com

53

　　　〒896-0037　いちき串木野市別府4285
http://www.a-misono.com

54

　　　〒896-0037　いちき串木野市別府4289-4

55

　　　〒896-0002　いちき串木野市春日町127-1

　トラットリア ひらかわ 食堂・レストラン

📞0996-32-7777

第三者認証店

感染防止対策宣言ステッカー取得

　昔ながらのラーメン屋 みその食堂 ラーメン店

📞0996-33-6321

📞0996-33-0808

感染防止対策宣言ステッカー取得 ぐりぶークーポン取扱店

　こだわりとんかつ 味工房みその 日本料理店

📞0996-33-1550

感染防止対策宣言ステッカー取得 ぐりぶークーポン取扱店

　中国料理 味工房みその 中華料理店

ぐりぶークーポン取扱店

　Chocolate House Samurai その他

感染防止対策宣言ステッカー取得

📞0996-33-2408

感染防止対策宣言ステッカー取得 ぐりぶークーポン取扱店

　炭火焼工房ハンバーグ・ステーキ 黒平 食堂・レストラン

📞0996-32-9681

tel:0996-33-1550
tel:0996-33-1550
tel:0996-33-1550
tel:0996-33-0808
tel:0996-33-0808
tel:0996-33-0808
tel:0996-33-6321
tel:0996-33-6321
tel:0996-33-6321
tel:0996-32-9681
tel:0996-32-9681
tel:0996-32-9681
tel:0996-33-6321
tel:0996-33-0808
tel:0996-33-1550
tel:0996-32-9681

