
店　舗　名 ＴＥＬ 住　所 営業時間 ジャンル

ＣＯＮＡ 099-813-7657 鹿児島市東千石町10-14　地下１Ｆ
月～木、日、祝日11：30～翌1：00/金、土、祝前日：11：
30～翌2：30

イタリアン

オルトキッチン 099-227-0132 鹿児島市東千石町7-10　第一米沢ビル２Ｆ 19：00～翌3：00 イタリアン

立ち呑み酒場竿どん 099-222-1030 鹿児島市千日町7-2 19：00～ 立ち飲み屋

ハッピーアリス本店 099-248-7199 鹿児島市千日町2-15金椿ビル１Ｆ ガールズバー

ハッピーアリスカジノバー店 ガールズバー

ハッピーアリスダンシングバー店 099-248-8733 鹿児島市山之口町9-26第一山之口ビル４Ｆ ガールズバー

ラウンジリーベ 099-222-6067 鹿児島市山之口町12-18 クラブ

牛旬三郎 050-3313-9172 鹿児島市山之口町10-5千代ビル１Ｆ 17：00～22：00 焼肉

旬菜とワインと 099-216-5088 鹿児島市山之口町9-3神川ビル１Ｆ 15：00～翌2：00 イタリアン

たけなわ 099-248-9410 鹿児島市千日町2-3　COCOビル１F 18：00～24：00 焼鳥

竹よし 099-224-4460 鹿児島市東千石町11-7　吉俣ビル１F
火～土　11：30～14：00、17：30～翌1：00/日・祝　17：30
～24：00

居酒屋

スタンディングビーチハウス寛 099-227-3833 鹿児島市山之口町9-13-１F 月～日　11：00～14：00、18：00～翌2：00 BAR

八当り　1号店 050-3467-7820 鹿児島市山之口町10-21 18：00～翌3：00 焼肉

八当り　2号店 099-222-2021 鹿児島市山之口町9-2　第3ロイヤルビル１F 18：00～翌3：00 焼肉

ミスターyakiniku 099-226-8505 鹿児島市千日町3-5 18：00～翌1：00 焼肉

漁火 099-223-0033 鹿児島市千日町7-20 18：00～翌3：00 浜焼き

韓国料理 幸 SOL 099-295-3329 鹿児島市千日町9-1　紫明ビルB1F 17：00～22：00翌1：00 韓国料理

オタギラ 099-201-8500 鹿児島市千日町6-14 18：00～翌3：00 焼鳥

辛壱 050-5355-0269 鹿児島市山之口町8-24　まるはビル１F 19：00～翌4：00 ラーメン

戸隠さつま庵 099-224-0008 鹿児島市山之口町11-22　徳重ビル１F 19：00～翌4：00 うどん

さつま酒飯店　和総 099-295-6655 鹿児島市東千石町7-17　ニイムラビル１F 11：30～14：00　17：30～23：00　月曜休 居酒屋

Gyudo! 050-5595-8895 鹿児島市東千石町12-13　村山ビル１F
【ランチ】平日11：30～14：30、土日祝11：30～15：00
【ディナー】平日・日祝17：30～23：00、金土祝前17：30～
24：00

焼肉

ビストロ Gyudo! 050-5595-8979
鹿児島市山之口町8-61　SAKURA　BILD　A館
１F

17：30～25：00　日曜：17：30～23：00 焼肉

天文館　大衆焼き鳥　頂 050-5594-8154 鹿児島市山之口町12-30
月～木17：00～24：00、金17：00～翌1：00、土14：00～
翌1：00、日14：00～24：00

焼鳥

晴レ屋 099-298-9593
鹿児島市船津町5-20　ホテルゲートイン鹿児島
２F

11：30～14：30、17：30～23：00　月曜休み 居酒屋

ハナクマ亭 099-223-6087 鹿児島市東千石町16-6 16：00～翌2：00 立ち飲み屋

狼煙 099-223-7181 鹿児島市千日町9-1　紫明ビル402
月～木18：00～翌3：00、金～日・祝日・祝前日18：00～
翌4：00

居酒屋

アゲイン クラブ

NANA クラブ

黒うさぎ クラブ

鹿児島食膳喝彩ZAZA 050-5280-3666 鹿児島市樋之口町2-5-１F
月～金・日・祝17：00～24：00、土・祝前日17：00～翌1：
00

居酒屋

アリエス 099-210-7723 鹿児島市千日町8-12　第2三木ビル４F 20：00～LAST クラブ

ジャム 099-210-7200 鹿児島市千日町9-4　KビルB棟302 21：00～LAST ガールズバー

ステラ クラブ

担々麺専門店　雷雷辛 050-3374-3362 鹿児島市山之口町10-15　オーシャンビル１F
11：30～14：00　17：30～23：00　月曜休、19：00～翌3：
00

ラーメン

LIVI THE 5 050-5263-0655 鹿児島市千日町8-14-１F
月～木11：00～翌4：00、金・土・祝前日11：00～翌5：
00、日11：00～翌3：00

BAR

ヌードルラボラトリー金斗雲　天
文館文化通り店

鹿児島市山之口町11-9 11：00～21：00　火曜休 ラーメン

バルカン 099-227-2264 鹿児島市千日町8-12　第2三木ビルB1F 20：00～LAST クラブ

サザンクロス1号店 099-223-1735
鹿児島市山之口町12-16　グリーンリッチホテル
天文館鹿児島B1F

20：00～LAST クラブ

サザンクロス2号店 099-227-7667 鹿児島市山之口町8-35　夢空間ビル１F 20：00～LAST クラブ

居酒屋ゆ　2号店 居酒屋

居酒屋ゆ　6号店 099-225-0303 鹿児島市千日町3-12 17：00～翌4：00、土17：00～翌4：30 居酒屋

炭火焼　とりとん 050-3468-5007 鹿児島市山之口町9-20　河庄ビル１F－１B 月～木・日18：00～翌3：00、金・土18：00～翌4：00 居酒屋

大衆居酒屋　ホームラン 050-5347-8855 鹿児島市東千石町6-4 12：00～23：00 居酒屋

くいもんや　こうたろー 050-5285-6752 鹿児島市東千石町8-7モンティーユビルB1F 月～土・祝前日18：00～24：00、日・祝日17：00～23：00 居酒屋

21：00～翌5：00　平日：翌4：00　金土：翌5：00

アルコベール　サンプル配布店舗一覧



和食バル　ジャポン 050-5265-3539 鹿児島市東千石町7-5 18：00～翌1：00 バル

天文館居酒屋　虹家 099-295-4666
鹿児島市山之口町12-21　第一アサヒプラザビ
ルB1F

18：00～24：00 居酒屋

チャイナワン　天文館店 099-225-0008 鹿児島市東千石町8-25-１F 11：30～14：00、18：00～22：30 中華

スリランカかごしま 099-223-8008
鹿児島市東千石町8-23　天神プラザビル２F-２
B

11：30～16：00、17：30～23：30 スリランカ料理

荒川酔響 050-3463-4767
鹿児島市山之口町9-12バイオレットパレス若松
ビル103

18：00～翌2：00　水曜休 居酒屋

薩摩旬菜厨房　且坐～しゃざ～ 050-5348-9806 鹿児島市山之口町10-17 18：00～24：00　日曜休 居酒屋

炭火焼　ばんせい 070-4036-0385 鹿児島市船津町1-2　第一島津ビル１F 18：00～24：00 焼肉

みんなのお酒 050-5852-1049 鹿児島市船津町1-25
火～木・日・祝18：00～24：00、金・土・祝前日18：00～翌
4：00

居酒屋

酒々蔵 居酒屋

鳥嘉 099-227-5208 鹿児島市千日町6-17 17：30～23：30 居酒屋

瑛炭 099-226-2702 鹿児島市山之口町7-23　森元ビル１F 17：00～翌1：00 居酒屋

食喜

099-227-1703 鹿児島市東千石町5-6 18：00～翌3：00　月曜休 居酒屋

ＢＡＲ　ＦＲＥＥ
050-5356-0476 鹿児島市山之口町11-21　ヨシナガビル４F 20：00～翌3：00 バー

艶 099-227-0323 鹿児島市山之口町8-35　夢空間ビル１F 20：00～LAST クラブ

瑠璃 099-227-7741 鹿児島市山之口町7-13　南映ビル２F 20：00～LAST クラブ

グランシャリオ 099-226-6226
鹿児島市千日町13-24　ホテルニューニシノＢ１
Ｆ

20：00～LAST クラブ

南十字星 099-227-3261
鹿児島市山之口町12-16　グリーンリッチホテル
天文館鹿児島１１Ｆ

20：00～LAST クラブ

えん家　たにぐち 050-3491-7732 鹿児島市樋之口町10-18-３Ｆ 18：00～24：00　日・祝休 小料理屋

日本酒Bar桜 BAR

牛旬三郎 別館 050-3313-9172 鹿児島市山之口町10-5　千代ビル１Ｆ 17：00～22：00 焼肉

ＢＩＧＢＥＮ 050-5283-5310 鹿児島市東千石町8-23-Ｂ１Ｆ
月～木17：00～翌2：00、金16：30～翌3：00、土15：00～
翌4：00、日15：00～翌1：00、祝日15：00～翌2：00、祝前
日17：00～翌3：00

大漁酒場 憲 居酒屋

すきやき牛道 焼肉

caruru 居酒屋

礎 BAR

ハイブリッジ BAR

はるちき 099-226-8218 鹿児島市千日町9-14　多喜ビル２Ｆ 18：00～24：30 居酒屋

ひろたつ 焼鳥

達 鉄板焼

清たき 鉄板焼

仄々（ほのぼの） 居酒屋


