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チケット取扱事業者一覧（順不同） 

◆温泉◆ 

  温泉施設名 電話番号 住     所 備   考 

１ 渓谷苑 099-295-2044 平松 1773 番地 高牧  

２ 重富温泉 66-2683 平松 6135 番地 竪野  

３ 船津温泉 65-7777 船津 2760 番地 春花  

４ さんさ乃湯 67-3817 寺師 818 番地 3 寺師  

５ 姶良高齢者福祉センター 65-3218 西餅田 3311 番地 並木西  

６ 一心桜姶良温泉 73-4126 平松 2663 番地 24 森山  

７ Well Be Club（旧:サンピア） 65-2020 東餅田 1181 番地 松原上  

８ 加治木温泉 63-2626 加治木町木田 2041 番地 1 弥勒  

9 龍門滝温泉 62-2488 加治木町木田 5271 番地 1 高井田  

10 くすの湯 52-9976 蒲生町白男 1504 番地 白男  

11 米丸温泉 52-0248 蒲生町米丸 3274 番地 米丸  

12 フォンタナの丘かもう 52-1218 蒲生町久末 434 番地 1 迫  

13 永盛温泉 099-295-2009 鹿児島市西佐多町 3227 番地 1 旧吉田町  

14 日当山温泉 花の湯 44-7234 霧島市隼人町姫城 2 丁目 38 番  霧島市  

15 重久温泉 45-5468 霧島市国分重久４３３番地 霧島市  

16 還元陶板浴
かんげんとうばんよく

虎
こ

杖
じょう

伝説
でんせつ

の里
さと

 加治木店 63-0309 加治木町錦江町 242番地 中塩入 
※陶板浴（詳しくは施設へお

尋ねください。） 

17 あいら温泉余暇（よか）湯 73-3726 平松 4993 番地 1 山ノ口  

18 スパ・ルルド 0120-026-839 鹿児島市本名町 2093 番地 3 旧吉田町  

 

◆施術院等◆ 

  事 業 所 名 電話番号 住     所 備  考 

1 恵真鍼灸治療院 65-6568 東餅田 1555 番地 1 松原上 はり・きゅう 

2 クワトロ鍼灸院 67-3749 西餅田 561 番地 1 森 はり・きゅう・マッサージ  

3 姶良治療院 65-8878 西餅田 3999 番地 12 松原下 マッサージのみ 

4 帖佐治療院 65-7868 東餅田 2903 番地 42 帖佐駅前 マッサージのみ 

5 鍼灸治療院 雅の里 67-8190 西餅田 1571 番地 5 上場 はり・きゅう 

6 和田鍼灸療院 66-2049 脇元 956 番地 4 白金原 はり・きゅう 

7 今里鍼灸治療院 66-0335 西宮島町 21 番地 4 西之妻 はり・マッサージ 

8 石井鍼灸治療院 65-8062 東餅田 2783 番地 8 錦原西 はり・きゅう 

9 鍼灸整体博愛堂 66-4676 平松 5975 番地 2 白金原 はり・きゅう 

10 純 鍼灸整骨院 73-5958 東餅田 2369 番地 8 東ビル 102  東原東 はり・きゅう 

11 槇 鍼灸院 73-3448 西姶良 4 丁目 17 番 12 号 西姶良北 はり・きゅう 

12 もりしま鍼灸院 65-8739 池島町 14 番地 7 池島町 はり 

13 ゆい鍼灸院 080-2751-4460 船津 100 番地 29 船津 はり・きゅう・マッサージ  

14 瀬戸口鍼灸整骨院 73-6220 下名 2775 番地 西田 はり・きゅう 

15 すがた鍼灸院 70-0162 平松 5341 番地 6 口山花 はり・きゅう・マッサージ  

16 おてき鍼灸整骨院 67-0266 平松 6590 番地 1 竪野 はり・きゅう 

 事業所名 電話番号 住     所 備  考 
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17 仁医堂治療院 090-8766-5672 東餅田 847 番地 11 八日町 マッサージのみ 

18 桐山治療院 62-3784 加治木町諏訪町 21 番地 西諏訪 はり・きゅう・マッサージ  

19 藤治療院 62-2755 加治木町港町 109 番地 下浜 マッサージのみ 

20 宮路治療院 62-0350 加治木町木田 1611 番地 須崎 はり・きゅう・マッサージ  

21 山上はり・きゅう院 090-2392-0665 加治木町反土 2354 番地 萩原 はり・きゅう・マッサージ  

22 錦江駅前はり・きゅう院 55-0129 加治木町新生町 435 番地  中央 はり・きゅう 

23 しんせい整骨院 62-9030 加治木町新生町 187 番地 1  小烏 はり・きゅう 

24 門田鍼灸院 63-1879 加治木町反土 2123 番地 3 萩原 はり・きゅう・マッサージ  

25 南鍼灸院 63-4883 加治木町反土 3267 番地 4 東塩入 はり・きゅう・マッサージ※出張のみ  

26 ありま鍼灸治療院 70-0143 加治木町木田 1341 番地 須崎 はり・きゅう 

27 キャップ（C.A.P）整骨院鍼灸院 62-2368 加治木町新富町 18 番地 新道 はり・きゅう・マッサージ  

28 なお鍼灸整骨院 52-0703 蒲生町下久徳 508 番地 4 本長谷 はり 

29 KEiROW 姶良ステーション 64-2016 西餅田 15-20 岩田コーポＡ101 号  みさと台 はり・きゅう・マッサージ  

30 スター整骨院 67-0222 西餅田 264-1 イオンタウン姶良西街区２Ｆ203-2  森 はり・きゅう 

31 恒見整骨院 66-0865 宮島町 7 番地８ 帖佐駅前 はり・きゅう・マッサージ  

32 高槻鍼灸院 090-7151-1098 永池町１９番地１２ 竪野 はり・きゅう 

33 日髙はりきゅう院 070-8327-8924 加治木町小山田 1655 番地 3 毛上 はり・きゅう 

34 おばま治療院（指圧・はりきゅう）  090-9593-6889 鍋倉 730 番地 5 宇都 はり・きゅう・あんま・マッサージ 

 

◆バス◆ 

路線バス              コミュニティバス（市内全てのコミュニティバス） 

南国交通株式会社 

鹿児島交通株式会社 

 

◆タクシー◆ 

第一交通株式会社 66-1000 

有限会社 あいら交通 66-2306 

有限会社 安田タクシー 65-3145 

福祉・介護タクシー 

あい・さぽーと福祉介護タクシー 090-7458-9605 

利用には条件がありますので、詳しくは事業所へ

お問い合わせください。 

こぶしケアサービス 080-2783-1378 

ライフサポートのあ 
070-2392-0294 

70-1645 

あいあい介護タクシー 

（介護保険適用外のみ） 
090-7388-6849 

介護保険が要介護１以上等の条件がありますの

で、詳しくは事業所やご自身のケアマネージャー

にお問い合わせください。 

◆健康増進施設◆ 

姶良総合運動公園 66-4815 トレーニングジムのみ 

メルヘン姶良アスリー 67-7151 プールほか施設全般 

Well Be Club（旧:サンピア） 65-2020 利用内容については、事業所へお問合せください。 

 

南国交通株式会社 

鹿児島交通株式会社 

有限会社 あいら交通 


