
介護保険ボランティア・ポイント制度　協賛企業等一覧（ボランティア手帳を提示すると、以下の特典を利用できます。）

№ 業種等 企業名 郵便番号 所在地 TEL サービス内容 対象者や対象日の限定 PR

1 飲食店 おふくろの味だいこんの花 899-4301 国分重久340-5 45-4007 お昼の定食、夜の定食のみ１０％引き
新鮮な魚と地元で採れる素材を活かした体に
やさしい料理を提供しています。四季折々の
旬の味をお楽しみください。

2 調剤薬局 みなと調剤薬局 899-4312 国分山下町1654-6 47-2062
・お薬手帳、お薬手帳カバー無料進呈
・お薬相談

ボランティアに参加するには健康な体を保つ
ことが必要です。薬の事だけでなく、あなた
の健康に関する事、みなと調剤薬局にご相談
ください。又、全国どこの病院の処方箋でも
受付けておりますので是非ご利用ください。

3

自動車整備、車
検、板金塗装、中
古車販売、パソコ
ンの調整修理

カワウチ自動車 899-4315 国分湊1527-1 46-3653
自動車整備工賃20％引き（現金のみ。ローン不
可）

自動車の修理・販売は勿論、個人用・会社用
のパソコンも修理しちゃう変な修理工場

4 飲食店 エアロンカ 899-4321
国分広瀬1丁目19-
27

45-4384
・食後のコーヒー、オレンジジュース、ウーロン
茶のいずれかをサービス
・きずなカードのポイント2倍サービス

店内での飲食の他にも、弁当やオードブル等
も作っています。国分でも少なくなった喫茶
店へぜひお越しください。

溶岩焼　薩摩屋本店 899-4321
国分広瀬2丁目20-
51

47-4999

溶岩焼　薩摩屋国分中央店 899-4332
国分中央3丁目10-
22

56-5800

6 美容院 美容室　ひまわり 899-4322 国分福島3丁目3-13 47-2384 料金500円引き 第3月曜日以外 だれでも気軽にこれる店です。

7 エステ施術 エステティック　TOMO 899-4332
国分中央1丁目24-
31 2F

46-4888
・施術料金10％引き
・新規ご利用の方には粗品進呈
・希望により、眉カット・メイクアップサービス

女性限定完全予約制

H3年フルベール化粧品スタート。活動中都城
にて老健施設誕生会メイクボランティア６
年、お化粧教室１年、いろんな気づき、お勉
強させて頂いております。H19年12月オープ
ン、生まれ育った地での社会貢献ができれば
と思っております。御来店お待ちしておりま
す。

8 タクシー業 旭交通株式会社 899-4332
国分中央2丁目15-
25

47-1311 プラスきりしまカード　タクシーポイント２倍

9 酒、米販売 赤塚屋百貨店 899-4332
国分中央3丁目11-
21

45-0115
配達時、何かお困りのことあれば少しのお手伝い
を致します。

10
時計修理販売・は
ん・ゴム印・合鍵

タノウエ時計店 899-4332
国分中央3丁目20-
32

45-0786
・時計修理定価の20％引き
・電池交換定価より200円引き
・全取扱品20％引き

電池交換・時計修理　確かな技術の当店で

11 ホテル ホテル国分荘 899-4332
国分中央3丁目24-
16

45-0130 宿泊基本料金より500円割引
事前予約申し込みと当日手
帳提示が必要

高速や空港が隣接した交通の便利性を伴う霧
島市の中心地にありながら、落ち着いた趣と
安らぎのホテルとしてビジネスやレジャーの
拠点に利用でき、大小の会場は多目的に利用
できる設備が整っています。また、地域に根
ざした企業として微力ながらボランティアの
皆様の応援ができればと思います。

12
カフェ＆カラオケ
飲食店

カラオケサロン　ローズ 899-4332
国分中央3丁目24-
3-2F

46-9220
*ドリンクすべて半額
*カラオケセット200円引き

高齢者の方々の社会参加に協賛できることは
嬉しい限りです！是非お越しください（ただ
し２Fです）。

13
飲食店(和食・創作
料理)

ゆき源 899-4332 国分中央3丁目6-7 47-6420 飲み物１杯サービス(夜)
新しい食の提案を取り入れ、一人でも多くの
お客様に喜んでいただける様、日々工夫を重
ねております。

14 美容業 美容室　RIFF HAIR 899-4332 国分中央4丁目10-5
46-6687,
0120-786-
664

・カット2,940円→1,890円
・カラー4,200円→3,150円
・パーマ6,300円→4,200円（カット含）
・ヘナカラー3,150円

手帳提示の場合のみ

国分京セラ前、スタッフ７名、駐車場完備。
幅広い年齢層にご利用いただいております。
歓送迎、訪問等ご相談により受ける場合もあ
ります。

5 焼肉
鹿児島県産黒毛和牛、黒豚など、溶岩プレー
トで焼いて食べる焼肉屋です。是非、一度食
べにいらしてください。

期間中毎日ジュース1杯無料サービス



介護保険ボランティア・ポイント制度　協賛企業等一覧（ボランティア手帳を提示すると、以下の特典を利用できます。）

№ 業種等 企業名 郵便番号 所在地 TEL サービス内容 対象者や対象日の限定 PR

15
めがね・時計・補
聴器・貴金属

古賀時計店 899-4332 国分中央6丁目3-12 46-3641 通常サービス価格より5％引き
３６５日いつ御来店頂いても精一杯サービス
させて頂きます。

16 写真業 カメラのフォーカスＣＯＯＰ店 899-4336
国分府中町1-53-1
生協コープ店内

47-0559
・現像料金300円引き
・プリント料金(Lサイズ）29円を25円
・デジカメプリント(Lサイズ）29円を25円

17
化粧品、洋服販
売、エステ（お手
入れ）

ポーラ化粧品　国分北営業支店 899-4351 国分新町965-1 47-1043
お肌の健康診断無料、エステは初回のみ半額、自
分のお肌にあったサンプル無料進呈

お買い上げ（エステ含）さ
れた方

家庭的なお店でありながら、気持ちの良いお
肌のお手入れ等はしっかりとできるお店で
す。いつも皆さんがニコニコ笑顔で来ていた
だける雰囲気作りを目指しています。ぜひ御
来店ください。

18 ホテル かごしま空港ホテル 899-6404 溝辺町麓616-1 58-2331

宿泊料金の10％割引
　*飲食代、又はその他の費用に関しては対象外
　*他割引・割引商品との併用は適用外
　*お支払いは当日現金(カード)での支払いに限る

同伴者1名まで対象

鹿児島空港の正面にあるホテルです。御宿
泊・ご宴会・御食事に便利です。かごしま空
港３６カントリークラブ・溝辺カントリーク
ラブを利用したゴルフパックも御座います。

19 飲食業 うどん屋いけ麺 899-6405 溝辺町崎森957-1 58-2921 料金50円引き 平日限定
天然の旨味出汁！ 店主自ら野菜を育て、そ
の野菜を使った天ぷらうどんは、まさに絶
品。

20
魚、貝類の小売、
販売

旬魚　七海 899-6405 溝辺町崎森2741-16 58-2840 刺身の盛り合わせ全品100円引き 毎月7,17,27日の7の付く日
天然魚を主に、毎日、鹿児島魚市場より、鮮
度の良い品を仕入れています。

21
音響、照明、舞台
のリース、猿まわ
しショー

岩切プロダクション 899-6301 横川町上ノ2928 73-2855
・舞台、音響照明、猿まわしショーの割引
・猿まわしとテナーサックスのショー付き

老人ホーム、高齢者対象イ
ベント

全国で保育園、老人ホーム等を巡回公演をし
ています。通常出演は３０万ですが巡回公演
はどこでも6,000円で開催しています。

22 理髪店 ヘアーサロン　ハカタ 899-6303 横川町中ノ248-15 72-1264
料金100円引き（夫婦で御来店の場合は500円引
き）

気軽にお立寄りください。お茶のみしましょ
う。

23 美容室 クローバー美容室 899-6303 横川町中ノ990 72-0173 カット施術の10％引き
創業６２年（母の代から）着付上級師、美容
全般、３級ヘルパー取得、３時間救急救命講
習２回受講者

24 製茶販売 西芳香園製茶 899-6501 牧園町万膳880-11 76-9350
・買い物ポイント２倍
・粗品進呈

農林水産大臣賞受賞
天皇杯受賞
黄綬褒章受賞

25
日替りランチ・カ
レー

里山 in Makizono 899-6507 牧園町宿窪田169-3 76-2007 コーヒーサービス
地元産の旬な野菜を使い、すべて手作りにこ
だわった体にやさしい家庭の味。

26
コンビニエンスス
トア

セブンイレブン霧島牧園店 899-6603 牧園町高千穂3617 78-2439 車のない方への配達
セブンミュールでの商品の配達、日替弁当、
日替のおかず等、おいしい惣菜が充実してい
ます。一人分のお野菜もあります。

27 飲食店 レストラン　おふくろ 899-6603
牧園町高千穂3865-
45

78-4188 ドリンク（ジュース、コーヒー）１杯無料

鹿児島特産の黒毛和牛と黒豚を使った料理が
人気。その他ラーメンやチャンポンなどもあ
ります。ボランティア活動がんばってくださ
い。

28 飲食店 そば茶房　紗菜花 899-6603
牧園町高千穂3878-
114

78-4808 粗品進呈

国内産のそば粉を霧島のおいしい水で毎朝手
打ちしております。ぜひゆでたての江戸前そ
ばをご賞味ください。心よりお待ちしており
ます。

29
写真撮影、DPE、写
真用品

松永写真館 899-4201 霧島田口2459-80 57-0041
記念写真撮影、フィルム現像、プリント等10％引
き

30 立ち寄り入湯 有限会社　登山口温泉 899-4201 霧島田口2459-83 57-0127 入湯料100円引き 霧島神宮前です。気軽にお立寄りください。
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№ 業種等 企業名 郵便番号 所在地 TEL サービス内容 対象者や対象日の限定 PR

31 飲食店 寿し処　大鳥居 899-4201 霧島田口2459-95 57-1884
・全商品を本人又は家族で来店時に10％引き
・夫婦又はどちらかが誕生日の方15％引き

来店の方に限る

自慢のあら煮、新鮮なさしみ、お寿司もおい
しいです。定食でもどうぞ。南九州唯一の他
で食べられない地元の食材を使った郷土寿司
とお昼は郷土寿司のランチもやっています。
野菜たっぷりレディスランチ始めました。

32
公園・道の駅・レ
ストラン

霧島神話の里公園 899-4201 霧島田口2583-22 57-1711 ポッポ列車往復（400円）を無料
*雨天時は運休
*手帳提示

左手に霊峰「高千穂の峰」を間近に見なが
ら、遠方には高隈山、錦江湾、桜島、国分平
野、鹿児島空港と見渡す眺めは最高です。
ポッポ列車に乗って、のんびりと童心に帰っ
て、展望台に着いたら、雄大な自然を感じて
リフレッシュ、若返ってください。
　国道に面した道の駅「霧島」のレストラン
では、黒豚料理や、田舎そばなど地元の素材
を生かしたメニューを揃えております。売店
では自家栽培のブルーベリーで造ったジャム
やジュース、ワイン、黒豚みそ、クッキーな
どの手造りの特産品や県内の産品を販売して
おります。
　桜島や高千穂の峰を眺めながらグランドゴ
ルフを楽しんでみませんか。

33 ホテル業 霧島ロイヤルホテル 899-4201 霧島田口2703-5 57-2111
・宿泊料金 ８％引き
・売店・レストラン ８％引き
・立ち寄り入浴 ８％引き

手帳提示者のみ
３６０度の大パノラマ、地上９階、客室数３
５０室のくつろぎの空間でお待ちいたしてお
ります。

34
衣料品・寝具・化
粧品

総合衣料　よしなが 899-4203 霧島大窪384 57-0030
・全商品５％引き
・粗品進呈
・常時お茶サービス

粗品進呈は特売セール期間
中

当店は、高齢者の方々の茶飲み話のたえない
店です。いつでもお気軽にお立寄り下さいま
せ！

35 タクシー業 ありむらタクシー 899-5106 隼人町内山田1-2-1 42-1101
縄文きずなカード　タクシー共通ポイント券２倍
進呈いたします。

・ＡＮＡマイレージ取扱しております。
・９人乗りジャンボタクシーございます。
・福祉車輌（車椅子）ございます。

36 マッサージ業 ハンズハート 899-5111
隼人町姫城1丁目
25-2

090-8296-
7204

マッサージをご利用の方、顔ツボサービス 65歳以上の高齢者 温泉帰りにでもぜひお立寄り下さい。

37 美容業
DASH international(さつき美容
院)

899-5111 隼人町姫城1072-1 42-6660 施術料金から１０％引き 手帳提示者のみ

ダッシュのスタッフは来ていただいたお客様
に「キレイ」と「楽しさ」をお渡しできるよ
うに日々頑張っています。「美しくありた
い」という気持ちは女性なら誰もが思ってい
ると思います。それにお答えできるようにス
タッフ一同日々頑張っていますので、ぜひお
待ちしてます。

38 タクシー業 中村タクシー 899-5115 隼人町東郷1-266
42-2136
43-3333

縄文きずなカード２倍

一般のタクシーの他にも９名様まで乗れる
ジャンボタクシー月の福祉寝台車、車椅子の
まま御乗車可能な車椅子タクシーもございま
す。御用命を心かお待ちしております。

39 アロマ商品全般 サロン　アロマ　日和 899-5115 隼人町東郷938-4 42-5333
・マッサージ割引
・アロマ商品、限定品５％引き
・粗品進呈

その人の症状に合ったアロマを使ってマッ
サージをします。香りに、効能に満足してい
ただけると思ってます。毎日を楽しく、健康
で過ごす為のお手伝いをさせていただけたら
うれしく思います。

40 茶 きりしま製茶 899-5116 隼人町内1331 42-1035 若鮎シール2倍 毎週土曜日

41 酒類小売 山下酒店 899-5116 隼人町内1556-5 42-0018 はやと若鮎シール２倍サービス 少しでもお役に立てれば幸いです。
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42 ホテル業 ①ホテル京セラ売店「もっくる」 899-5117 隼人町見次1409-1 43-7111
５％引き（切手、はがき、印紙、産地直送を除
く）

手帳所持者本人

美味しい料理と洗練された空間、充実の設
備、丁寧なサービスなど主役のゲストを盛り
立てるあらゆる要素をそろえているのがホテ
ルという舞台です。゛大切な人に贈る特別な
一日、ホテル京セラでつくる記念日゛でご利
用ください。

43 ホテル業
ホテル京セラアミューズメントス
パ・オクシア

899-5117 隼人町見次1409-1 43-7111 利用料半額（通常1,000円） 手帳所持者本人

美味しい料理と洗練された空間、充実の設
備、丁寧なサービスなど主役のゲストを盛り
立てるあらゆる要素をそろえているのがホテ
ルという舞台です。゛大切な人に贈る特別な
一日、ホテル京セラでつくる記念日゛でご利
用ください。

44 飲食店 (有)味処　すし松 899-4501 福山町福山4751-1 56-1877 所持者本人及びグループの飲食代より10％割引 宴会、出前の注文は除く

45 酒類小売 八木酒店 899-4501 福山町福山4772 56-2149 買い物ポイント２倍

※ サービス内容（特典）については、やむを得ず一部変更となる場合がございます。あらかじめご了承ください。


