粗大ごみ処理手数料券取扱所
町
名
あ 荒田

い

池之上町
伊敷

伊敷台
石谷町

泉町
う 上荒田町
上之園町

宇宿

魚見町
お

小川町
小野

小野町
卸本町

か 加治屋町

春日町

上谷口町

上福元町

上本町

鴨池

鴨池新町

川上

き 喜入町

店

舗

名

ローソン鹿児島甲南高校前店
ファミリーマート荒田一丁目店
鹿児島荒田一郵便局
鹿児島荒田二郵便局
ファミリーマート鹿大法文学部前店
ファミリーマート荒田二丁目店
鹿児島池之上郵便局
伊敷郵便局
鹿児島大平田郵便局
ファミリーマート鹿児島北インター前店
鹿児島伊敷台郵便局

ローソン鹿児島伊敷ニュータウン店
ローソン伊集院チェスト館前店
ファミリーマート松元インター入口店
ローソン石谷町店
ローソン松元インター店
ローソン鹿児島ベイサイド店
ローソン鹿児島上荒田町店
ファミリーマート鹿児島市立病院店
ファミリーマートナポリ通り店
ファミリーマート上之園町店
鹿児島上之園郵便局
ファミリーマート宇宿一丁目店
ファミリーマート脇田電停前店
ローソン鹿児島笹貫電停店
鹿児島宇宿三郵便局
ローソン鹿児島宇宿町店
ファミリーマート宇宿七丁目店
ファミリーマート森山団地入口店
ローソン鹿児島魚見町店
鹿児島小川郵便局
ファミリーマート小野二丁目店
ローソン鹿児島小野三丁目店
ファミリーマート小野四丁目店
ファミリーマート武岡五丁目店
ファミリーマート卸会館前店
ファミリーマートオロシティー店
ファミリーマート卸本町店
ローソン鹿児島卸本町店
ローソン鹿児島加治屋町店
鹿児島加治屋町郵便局
ファミリーマート高見馬場店
鹿児島春日郵便局
ファミリーマート松元上谷口店
上伊集院郵便局
松元駅前郵便局
谷山上福元郵便局
ローソン鹿児島上福元町店
ファミリーマート上福元町店
ファミリーマート上本町店
鹿児島鴨池郵便局
ローソン鹿児島鴨池一丁目店
ファミリーマートきしゃば店
ファミリーマート折田鴨池二丁目店
ファミリーマート鹿児島県庁前店
ファミリーマート鹿児島自治会館店
鹿児島県庁内郵便局
ローソン今村総合病院
ローソン鹿児島鴨池新町店
ローソン鹿児島川上店
ファミリーマート川上町店
鹿児島川上郵便局
ファミリーマート川上小入口店
ファミリーマート喜入旧市店

所

在

地

鹿児島市荒田1-1-11
鹿児島市荒田1-47-6
鹿児島市荒田1-50-2
鹿児島市荒田2-39-5
鹿児島市荒田2-57-20
鹿児島市荒田2-75-1
鹿児島市池之上町16-16
鹿児島市伊敷1-8-48
鹿児島市伊敷5-17-8
鹿児島市伊敷6-18-10
鹿児島市伊敷台2-17-22
鹿児島市伊敷台5-7501-10
鹿児島市石谷町646-1
鹿児島市石谷町1935-3
鹿児島市石谷町2038-2
鹿児島市石谷町2412-3
鹿児島市泉町17-11
鹿児島市上荒田町28-8
鹿児島市上荒田町37-1
鹿児島市上之園町4-1
鹿児島市上之園町14-1
鹿児島市上之園町15-32
鹿児島市宇宿1-11-8
鹿児島市宇宿3-28-1
鹿児島市宇宿3-51-1
鹿児島市宇宿3-5-8
鹿児島市宇宿6-22-18
鹿児島市宇宿7-7-30
鹿児島市宇宿8-13-1
鹿児島市魚見町141-3
鹿児島市小川町10-11
鹿児島市小野2-2-28
鹿児島市小野3-1594-1
鹿児島市小野4-30-13
鹿児島市小野町2392-5
鹿児島市卸本町5-6
鹿児島市卸本町5-32
鹿児島市卸本町7-2
鹿児島市卸本町7-9
鹿児島市加治屋町11-26
鹿児島市加治屋町12-13
鹿児島市加治屋町13-8
鹿児島市春日町12-14
鹿児島市上谷口町885-1
鹿児島市上谷口町1671
鹿児島市上谷口町2871-2
鹿児島市上福元町3866-9
鹿児島市上福元町6030-1
鹿児島市上福元町5802-1
鹿児島市上本町17-20
鹿児島市鴨池1-53-16
鹿児島市鴨池1-64-25
鹿児島市鴨池2-1-1
鹿児島市鴨池2-20-5
鹿児島市鴨池新町6-5
鹿児島市鴨池新町7-4
鹿児島市鴨池新町10-1
鹿児島市鴨池新町11-23
鹿児島市鴨池新町14-31
鹿児島市川上町2032-5
鹿児島市川上町2577-1
鹿児島市川上町2721-4
鹿児島市川上町3464-1
鹿児島市喜入町6074-5

令和2年12月現在
連
絡
先
099-250-2250
099-286-5265
099-254-4965
099-254-4984
099-812-6233
099-812-7073
099-247-4821
099-220-7708
099-220-4976
099-218-3955
099-229-1252
099-218-4828
099-246-7111
099-278-7733
099-278-3500
099-278-0772
099-227-1162
099-251-9829
099-812-6335
099-812-8227
099-214-3344
099-254-4981
099-214-9222
099-214-4140
099-263-8621
099-254-4867
099-265-1269
099-275-7177
099-284-7176
099-260-3745
099-222-9970
099-246-1151
099-218-2313
099-218-2030
099-283-4118
099-210-4010
099-268-0717
099-260-5584
099-266-3061
099-225-0021
099-222-6672
099-239-3338
099-247-4822
099-246-7077
099-278-1042
099-278-1030
099-268-2126
099-266-6800
099-268-6001
099-227-1236
099-254-4960
099-258-9298
099-206-2446
099-254-1033
099-258-1132
099-213-1120
099-286-5471
099-255-3085
099-251-7108
099-244-0381
099-244-3966
099-244-1313
099-295-7277
099-343-5656

喜入町名
き 町

店
舗
喜入郵便局
喜入瀬々串町 ファミリーマート喜入港店

名

ローソン喜入瀬々串店
瀬々串郵便局
喜入中名町

中名簡易郵便局
ローソン鹿児島喜入中名店
喜入生見町 生見郵便局
喜入一倉町 一倉簡易郵便局
喜入前之浜町 前之浜郵便局
金生町
ローソン鹿児島金生町店
ファミリーマートよかど鹿児島／Ｓ店
錦江町
ローソン鹿児島錦江町店
け 花野光ヶ丘 鹿児島花野簡易郵便局
こ 甲突町
ファミリーマート平野甲突店
鹿児島甲突郵便局
皇徳寺台
鹿児島皇徳寺郵便局
ローソン鹿児島皇徳寺店
高麗町
ファミリーマート高麗町店
ファミリーマート慈愛の郷店
郡元
ファミリーマート郡元一丁目店
郡山町
郡山郵便局
ファミリーマート郡山店
小松原
ファミリーマート笹貫店
鹿児島笹貫郵便局
ファミリーマート小松原中央店
鹿児島清見郵便局
ファミリーマート小松原二丁目店
小山田町
ローソン鹿児島小山田店
鹿児島西郵便局
五ヶ別府町 五ヶ別府簡易郵便局
さ 坂之上
ローソン鹿児島下福元店
坂之上郵便局
ローソン鹿児島坂之上中央店
ファミリーマート坂之上駅前店
ファミリーマート坂之上店
鹿児島下福元郵便局
坂元町
鹿児島坂元郵便局
ファミリーマート坂元店
桜ヶ丘
ファミリーマート桜ヶ丘五丁目店
鹿児島桜ヶ丘郵便局
ファミリーマート鹿児島大学病院店
桜島武町
西桜島郵便局
桜島二俣町 二俣郵便局
桜島横山町 ローソン桜島フェリーターミナル店
ファミリーマート桜島店
三和町
鹿児島三和郵便局
し 下荒田
ファミリーマート二中通電停前店
鹿児島下荒田一郵便局
ローソン鹿児島荒田八幡店
ローソン鹿児島下荒田四丁目店
ファミリーマート下荒田四丁目店
鹿児島下荒田四郵便局
下伊敷
ローソン鹿児島下伊敷町店
鹿児島下伊敷郵便局
ファミリーマート下伊敷店
鹿児島日当平郵便局
下田町
鹿児島下田郵便局
下福元町
ファミリーマート七ツ島店
錫山簡易郵便局
城西
鹿児島城西郵便局
ファミリーマートＰＬＡＣＥ城西店
城南町
ローソン城南魚市場前店
新栄町
ファミリーマート鹿児島南港店
ローソン鹿児島南港店
ローソン鹿児島新栄町店

所
在
地
鹿児島市喜入町7013-1
鹿児島市喜入瀬々串町200
鹿児島市喜入瀬々串町3219
鹿児島市喜入瀬々串町3294
鹿児島市喜入中名町954-6
鹿児島市喜入中名町2716-4
鹿児島市喜入生見町2837
鹿児島市喜入一倉町5297-11
鹿児島市喜入前之浜町7955-3
鹿児島市金生町4-7
鹿児島市金生町6-6
鹿児島市錦江町8-1
鹿児島市花野光ヶ丘1-16-17
鹿児島市甲突町5-16
鹿児島市甲突町20-16
鹿児島市皇徳寺台2-1-2
鹿児島市皇徳寺台3-58-18
鹿児島市高麗町15-21
鹿児島市高麗町39-11
鹿児島市郡元1-11-5
鹿児島市郡山町162-1
鹿児島市郡山町1427-1
鹿児島市小松原1-9-14
鹿児島市小松原1-22-12
鹿児島市小松原1-56-1
鹿児島市小松原2-15-21
鹿児島市小松原2-22-1
鹿児島市小山田町8-1
鹿児島市小山田町39-2
鹿児島市五ヶ別府町1429-3
鹿児島市坂之上3-23-1
鹿児島市坂之上4-1-17
鹿児島市坂之上4-19-1
鹿児島市坂之上5-3-2
鹿児島市坂之上6-13-20
鹿児島市坂之上6-24-47
鹿児島市坂元町23-3
鹿児島市坂元町23-5
鹿児島市桜ヶ丘5-34-5
鹿児島市桜ヶ丘5-18-17
鹿児島市桜ヶ丘8-35-1
鹿児島市桜島武町431-1
鹿児島市桜島二俣町356-2
鹿児島市桜島横山町1722-28
鹿児島市桜島横山町1722-56
鹿児島市三和町46-24
鹿児島市下荒田1-2-24
鹿児島市下荒田1-9-3
鹿児島市下荒田2-12-14
鹿児島市下荒田4-11-17
鹿児島市下荒田4-21-20
鹿児島市下荒田4-22-20
鹿児島市下伊敷1-4-6
鹿児島市下伊敷1-5-20
鹿児島市下伊敷3-22-11
鹿児島市下伊敷3-22-36
鹿児島市下田町1804-1
鹿児島市下福元町6728-17
鹿児島市下福元町11096-1
鹿児島市城西2-6-18
鹿児島市城西3-8-1
鹿児島市城南町11-1
鹿児島市新栄町11-15
鹿児島市新栄町13-16
鹿児島市新栄町20-15

連
絡
先
099-345-0042
099-343-8338
0993-47-1888
099-347-0042
099-345-1469
0993-43-5500
099-343-0042
099-345-0985
099-343-0044
099-226-3560
099-219-4056
099-219-2772
099-228-0710
099-222-2871
099-222-9973
099-265-2001
099-201-1091
099-214-3719
099-213-5050
099-213-1245
099-298-2031
099-298-2277
099-267-6800
099-268-2129
099-263-5678
099-267-2747
099-210-0027
099-246-4744
099-238-2557
099-264-1546
099-261-3352
099-261-7100
099-210-9107
099-284-2899
099-262-6555
099-262-4646
099-247-4823
099-248-3501
099-275-8878
099-265-3003
099-275-6908
099-293-2042
099-293-2642
099-293-2062
099-245-2111
099-252-4832
099-255-8121
099-251-2700
099-255-5938
099-258-7444
099-213-5110
099-254-4922
099-220-0001
099-222-9788
099-218-3113
099-220-8994
099-243-1911
099-261-0145
099-263-2111
099-254-4854
099-252-9966
099-227-1304
099-214-6311
099-214-5298
099-214-5539

町
名
新照院町
新町

新屋敷
す
せ

店
舗
名
ファミリーマート城山ホテル鹿児島店
ファミリーマート大門口通店

ローソン鹿児島新屋敷店

千日町

ファミリーマート新屋敷店
ファミリーマート住吉町店
鹿児島西陵郵便局
ローソン鹿児島西陵一丁目店
ファミリーマート西陵四丁目店
鹿児島西郷団地郵便局
ファミリーマート吉満西陵店
ファミリーマート天文館店

草牟田

鹿児島草牟田郵便局

住吉町
西陵

ローソン天文館アーケード店
そ

ローソン鹿児島草牟田二丁目店
草牟田町
た

大明丘
大竜町
田上

ファミリーマート鹿児島県護国神社前店
ファミリーマート草牟田町店
鹿児島大明丘郵便局
鹿児島大竜郵便局
鹿児島田上町郵便局

ローソン鹿児島田上天神店
ファミリーマート田上三丁目店
ファミリーマート田上小前店
田上町

武

武岡

谷山中央

玉里町
玉里団地

ち 中央町

中山
中山町

て

と

樋之口町
照国町
天保山町
東開
唐湊

な 直木町
長田町

ローソン鹿児島田上インター店
ローソン鹿児島田上広木店
ファミリーマート鹿児島中央駅店
ファミリーマート藤野武一丁目店
鹿児島武郵便局
ファミリーマート武三丁目店
鹿児島武岡団地郵便局
ローソン鹿児島武岡五丁目店
武岡ハイランド郵便局
ローソン鹿児島谷山中央一丁目店
鹿児島南郵便局
ローソン鹿児島谷山中央二丁目店
ローソン鹿児島谷山本町店
鹿児島慈眼寺郵便局
ファミリーマート慈眼寺駅前店
ローソン鹿児島慈眼寺町店
ファミリーマート玉里町店
ローソン鹿児島玉里団地店
鹿児島玉里団地郵便局
ファミリーマート玉里団地店
ファミリーマート鹿児島中央駅東口店
ファミリーマート鹿児島中央駅改札口店
鹿児島中央郵便局
ローソン鹿児島アミュプラザ前店
ローソン鹿児島中央駅前店
ローソン鹿児島中央バスターミナル店
ローソン南国センタービル店
鹿児島中洲郵便局
鹿児島山田郵便局
ローソン鹿児島中山中央店
ローソン鹿児島中山自由ヶ丘店
ローソン鹿児島中山町店
ローソン鹿児島中山中津店
ファミリーマートけいだ樋之口店
ローソン照国神社前店
ローソン鹿児島天保山町店
ローソン鹿児島東開大橋店
鹿児島唐湊郵便局
ローソン鹿児島唐湊四丁目店
ローソン鹿児島唐湊新川店
直木簡易郵便局
ファミリーマート今給黎総合病院前店
ファミリーマート南風病院店

所
在
地
鹿児島市新照院町41-1
鹿児島市新町5-1
鹿児島市新屋敷町15-1
鹿児島市新屋敷町24-17
鹿児島市住吉町1-5
鹿児島市西陵1-5-17
鹿児島市西陵1丁目1
鹿児島市西陵4-21-3
鹿児島市西陵6-11-11
鹿児島市西陵6-20-21
鹿児島市千日町9-7
鹿児島市千日町15-15
鹿児島市草牟田1-8-16
鹿児島市草牟田2-1-1
鹿児島市草牟田2-60-3
鹿児島市草牟田町4-4
鹿児島市大明丘2-13-7
鹿児島市大竜町7-5
鹿児島市田上1-30-14
鹿児島市田上2-33-17
鹿児島市田上3-3-15
鹿児島市田上6-5-3
鹿児島市田上7-2-12
鹿児島市田上町4479-1
鹿児島市武1-1-2
鹿児島市武1-11-9
鹿児島市武1-23-21
鹿児島市武3-11-12
鹿児島市武岡2-29-2
鹿児島市武岡5-8-1
鹿児島市武岡5-15-3
鹿児島市谷山中央1-4391
鹿児島市谷山中央2-4519-1
鹿児島市谷山中央2-702-18
鹿児島市谷山中央4-4856
鹿児島市谷山中央5-9-16
鹿児島市谷山中央6-17-1
鹿児島市谷山中央7-41-17
鹿児島市玉里町2-7
鹿児島市玉里団地3-18-13
鹿児島市玉里団地3-19-12
鹿児島市玉里団地3-23-1
鹿児島市中央町1-1 ｱﾐｭ･ｻﾃﾗｲﾄ
鹿児島市中央町1-1
鹿児島市中央町1-2
鹿児島市中央町3-36
鹿児島市中央町4-44
鹿児島市中央町11
鹿児島市中央町18-1
鹿児島市中央町30-16
鹿児島市中山2-31-12
鹿児島市中山町2254-4
鹿児島市中山町2661-1
鹿児島市中山町4946-1
鹿児島市中山町5233-1
鹿児島市樋之口町12-26
鹿児島市照国町12-20
鹿児島市天保山町14-17
鹿児島市東開町13-12
鹿児島市唐湊1-11-2
鹿児島市唐湊4-5-6
鹿児島市唐湊4-17-3
鹿児島市直木町4515-3
鹿児島市長田町6-20
鹿児島市長田町14-3

連
絡
先
099-216-3022
099-226-6566
099-226-6450
099-219-3664
099-219-3558
099-281-4633
099-282-3331
099-283-2003
099-282-5210
099-282-2096
099-222-9267
099-224-0985
099-222-9972
099-222-3190
099-219-9219
099-805-1050
099-243-1912
099-247-4820
099-254-4868
099-214-3738
099-213-5885
099-813-0071
099-282-8418
099-275-9062
099-213-5655
099-257-5288
099-285-1212
099-256-3958
099-282-3977
099-283-3555
099-282-6633
099-263-3357
099-268-3506
099-210-0777
099-268-2009
099-260-3777
099-260-6488
099-260-5445
099-219-9155
099-229-8759
099-228-9214
099-220-6400
099-812-6677
099-263-7557
099-254-0288
099-255-0962
099-255-3828
099-812-8920
099-254-8262
099-254-6100
099-264-2128
099-263-5351
099-266-4990
099-260-6900
099-260-5112
099-226-9220
099-226-3965
099-253-0606
099-210-0020
099-254-4963
099-254-1671
099-214-5460
099-278-5683
099-805-3505
099-216-2180

長田町
町
名
中町
永吉
七ツ島町
南栄

南林寺
に

西伊敷

西佐多町
西千石町
西田

西谷山
は

ひ

西別府町
花尾町
原良
原良町
春山町
東桜島町
東佐多町
東千石町

東谷山

ほ

東俣町
光山
平川町
平之町
星ヶ峯
本名町

ま

真砂町
真砂本町
松原町

み

緑ヶ丘町

南郡元
宮之浦町
む

紫原

め

牟礼岡
名山町
明和

や 薬師
易居町
山下町

店
舗
名
ファミリーマート長田町店
照国神社前通り郵便局
鹿児島永吉郵便局
ファミリーマート永吉二丁目店
ファミリーマートサンライフパーク店
ファミリーマート交通安全教育センター前店
ファミリーマート谷山港入口店
鹿児島南林寺郵便局
鹿児島西伊敷三郵便局

ローソン鹿児島伊敷団地店
ローソン鹿児島西伊敷七丁目店
吉田麓郵便局
ローソン鹿児島西千石町店
鹿児島西田郵便局
ファミリーマート中央駅西口店
ローソン鹿児島西田三丁目店
ファミリーマートにしだ三丁目店
ローソン鹿児島西谷山店
ファミリーマートサンレックス流通団地店
花尾簡易郵便局
ローソン鹿児島原良店
ファミリーマート原良四丁目店
鹿児島原良郵便局
ファミリーマート鹿児島春山町店
東桜島郵便局
ファミリーマート姶良インター前店
ローソン鹿児島東佐多町店
ローソン鹿児島東千石店
ファミリーマート天神馬場通り店
鹿児島東千石郵便局
ローソン鹿児島東谷山三丁目店
ファミリーマート東谷山四丁目店
ファミリーマート中山バイパス店
東俣郵便局
ファミリーマートまきばランド光山店
平川郵便局
ファミリーマート平田橋店
ファミリーマート星ヶ峯二丁目店
鹿児島星ヶ峯郵便局
吉田郵便局
大原簡易郵便局
ファミリーマート真砂店
ファミリーマート真砂本町店
鹿児島真砂本町郵便局
ローソン鹿児島松原町店
鹿児島松原郵便局
ローソン鹿児島大門口店
鹿児島緑ヶ丘団地郵便局
鹿児島南郡元郵便局
ローソン鹿児島宮之浦町店
ファミリーマート吉田宮之浦店
鹿児島紫原一郵便局
ローソン鹿児島紫原一本桜店
ファミリーマート紫原二丁目店
ファミリーマート紫原三丁目店
鹿児島紫原五郵便局
ファミリーマート紫原中央店
ファミリーマート紫原中学校前店
吉田牟礼岡簡易郵便局
ファミリーマート鹿児島市役所前店
鹿児島明和郵便局
ファミリーマート明和三丁目店
ローソン鹿児島薬師一丁目店
ローソン鹿児島北ふ頭店
鹿児島東郵便局

所
在
地
鹿児島市長田町18-22
鹿児島市中町4-6
鹿児島市永吉2-10-1
鹿児島市永吉2-36-17
鹿児島市七ﾂ島1-66-1
鹿児島市南栄5-10-41
鹿児島市南栄6-1-2
鹿児島市南林寺町1-7
鹿児島市西伊敷3-1-1
鹿児島市西伊敷4-46-6
鹿児島市西伊敷7-21-52
鹿児島市西佐多町46-1
鹿児島市西千石町17-27
鹿児島市西田2-4-15
鹿児島市西田2-28-13
鹿児島市西田3-8-17
鹿児島市西田3-15-11
鹿児島市西谷山1-8-38
鹿児島市西別府町2941-19
鹿児島市花尾町168
鹿児島市原良1-2-1
鹿児島市原良4-7-8
鹿児島市原良町5-10-10
鹿児島市春山町1244-1
鹿児島市東桜島町287-1
鹿児島市東佐多町112-3
鹿児島市東佐多町2605-1
鹿児島市東千石町1-11
鹿児島市東千石町2-42
鹿児島市東千石町4-18
鹿児島市東谷山3-34-33
鹿児島市東谷山4-17-1
鹿児島市東谷山6-32-14
鹿児島市東俣町89-1
鹿児島市光山2-2-21
鹿児島市平川町895-1
鹿児島市平之町8-3
鹿児島市星ヶ峯2-51-10
鹿児島市星ヶ峯4-3-6
鹿児島市本名町4669-1
鹿児島市本名町1056-11
鹿児島市真砂町58-18
鹿児島市真砂本町3-57
鹿児島市真砂本町46-1
鹿児島市松原町8-6
鹿児島市松原町12-8
鹿児島市松原町14-20
鹿児島市緑ｹ丘町8-16
鹿児島市南郡元町13-13
鹿児島市宮之浦町209-21
鹿児島市宮之浦町1502-11
鹿児島市紫原1-21-9
鹿児島市紫原2-3-1
鹿児島市紫原2-42-1
鹿児島市紫原3-33-8
鹿児島市紫原5-1-15
鹿児島市紫原6-16-7
鹿児島市紫原6-41-4
鹿児島市牟礼岡3-1-13
鹿児島市名山町4-3
鹿児島市明和1-25-2-117
鹿児島市明和3-27-18
鹿児島市薬師1-8-8
鹿児島市易居町11-3
鹿児島市山下町3-3

連
絡
先
099-216-3338
099-222-9978
099-254-9827
099-812-6155
099-284-6210
099-210-0108
099-263-6137
099-222-9812
099-220-9799
099-220-1970
099-248-8798
099-295-2051
099-224-6863
099-254-4975
099-214-3288
099-213-5858
099-206-2262
099-284-9355
099-283-6170
099-298-7649
099-206-6401
099-813-5570
099-254-4980
099-246-7877
099-221-2152
099-295-1277
099-295-1310
099-219-5137
099-219-3301
099-222-9782
099-266-0383
099-263-5666
099-260-5788
099-298-7058
099-262-6000
099-261-2930
099-222-2506
099-265-5599
099-264-5575
099-294-2240
099-294-2325
099-252-9082
099-250-6664
099-254-4974
099-224-8086
099-222-9966
099-222-1469
099-243-4805
099-254-4947
099-293-7667
099-294-3490
099-254-4990
099-214-3586
099-255-3022
099-258-7675
099-252-4831
099-257-6007
099-213-7020
099-294-8227
099-219-5742
099-281-6254
099-282-3769
099-251-8113
099-222-0136
099-222-6284

山下町名
町

山田町

山之口町

よ

吉野
吉野町

与次郎

わ 和田

店
舗
名
ローソン鹿児島山下町店
ファミリーマート山田店
ローソン鹿児島皇徳寺東口店
ローソン山田インター前店
ファミリーマート鹿児島中央ビル店
ファミリーマート二官橋通り店
鹿児島山之口郵便局
ローソン鹿児島天文館店
ファミリーマート花棚店
ファミリーマート大明ヶ丘店
鹿児島吉野郵便局
ファミリーマート吉野小前店
ファミリーマート吉野菖蒲谷店
ローソン吉野花棚店
鹿児島菖蒲谷郵便局
ファミリーマート鴨池競技場前店
ファミリーマート米盛病院店
ファミリーマート与次郎一丁目店
ローソン鹿児島与次郎二丁目店
ローソン和田一丁目店
ファミリーマート和田二丁目店

所
在
地
鹿児島市山下町12-25
鹿児島市山田町182-1
鹿児島市山田町189-1
鹿児島市山田町3393-1
鹿児島市山之口町1-10
鹿児島市山之口町2-7
鹿児島市山之口町7-49
鹿児島市山之口町12-16
鹿児島市吉野2-28-14
鹿児島市吉野町1728-4
鹿児島市吉野町2270-38
鹿児島市吉野町2430-76
鹿児島市吉野町3355-23
鹿児島市吉野町3573-173
鹿児島市吉野町5047-1
鹿児島市与次郎1-4-25
鹿児島市与次郎1-7-1
鹿児島市与次郎1-7-25
鹿児島市与次郎2-4-37
鹿児島市和田1-14-14
鹿児島市和田2-24-1

連
絡
先
099-222-2858
099-284-7116
099-275-9233
099-275-5108
099-221-5080
099-225-7771
099-222-9783
099-216-8657
099-243-9900
099-294-0155
099-243-1910
099-295-7222
099-244-9177
099-246-3252
099-243-8881
099-214-2222
099-213-1291
099-812-8388
099-285-5322
099-267-3395
099-266-5584

