令和3年度 夏の大売り出し 参加店一覧
青山

エヌ・フーズ (配達飲食サービス)
焼き屋 優安 (持ち帰り飲食サービス)

天辰

おうちサロンKitty (ペット・ペット用品小売店)
カラオケ喫茶ニャン² (飲食店)

網津

楢木商店 (乾物小売店)

大小路

大小路酒販（資） (酒小売店)
お茶のぶどう園 本店 (茶類小売店)
桐原写真場 (写真業)
泰平菓子舗 (菓子製造小売店)
㈱ナカノ (建築材料卸売店)
福留酒店（やきとり） (酒小売店)
メガネの清眼堂 (時計・眼鏡・光学機械小売店)

神田

ラーメン宝島 神田店 (飲食店)

隈之城

のせ菓楽 (菓子製造小売店)
はぎはら衣料品店 (婦人服小売店)
まさや精肉店 (食肉小売店)

御陵下

ＡＮＴＩＱＵＥクレープと焼き菓子のお店

(菓子製造小売店)

上園酒店 (酒小売店)
㈲加治屋モータース (自動車修理販売店)
黒豚とんかつ壱番館 (飲食店)
サツマヤ㈲

(記念品卸小売店)

川内刃物工具 (金物小売店)
辻原スポーツ (スポーツ用品小売店)
ハイファッションさめしま (婦人服小売店)
白和

喜 川 (飲食店)

大王

ル トレゾール カシェ (洋品雑貨小売店)

中郷

㈲寿印刷 (オフセット印刷)
HOME MADE CAFÈ 翼

(飲食店)

メジャースポーツ (スポーツ用品小売店)
ルプレジール (菓子製造小売店)
田海

やきとり もみの木 (飲食店)
ラーメンやまと (飲食店)

鳥追

駅市 薩摩川内 (各種商品小売店)
LPロンディネ (菓子製造小売店)

永利

お茶のぶどう園タイヨー永利店 (茶類小売店)
美容室Tour trow (美容室)

西開聞
西向田

白石酒店 (酒小売店)
居酒屋 山海里

(飲食店)

頤和園飯荘 (飲食店)
Enjoy-bar 楽家（RAKUYA） (飲食店)
㈱扇屋 (婦人服小売店)
こたろう

(飲食店)

㈲崎山酒店 (酒小売店)
㈱ジュディ (婦人服小売店)
スポーツカフェ＆バードリームパスポート (飲食店)
㈱川内山形屋 (デパート)
Dining Mahalo (飲食店)
手仕事焼肉 源閣苑 (飲食店)
㈱東京ランドリー (クリーニング)
ナイトイン チェス (飲食店)
中園モータース (二輪自動車販売修理店)
長野宝石店 (ジュエリー製品小売店)
BASKETBALL SHOP Hoopnsk

(スポーツ用品小売店)

花の店 やまさき (花・植木小売店)
東時計宝石店 (時計・眼鏡・光学機械小売店)
Bistrot le Saulieu

(飲食店)

広島お好み焼 烏小島 (飲食店)
ブティック クレア (婦人服小売店)
プラッセ食品館向田店 (スーパーマーケット)
フラワーショップふくふく (花・植木小売店)
ふれあい補聴器 川内店 (機械器具小売店)
マリコ美容室 (美容室)
マルヨシ薬局 (医薬品小売店)
やまもと宝石 (ジュエリー製品小売店)
花木

ふとんの西川綿業 (寝具小売店)

原田

うっふ (菓子製造小売店)
川内厨房食器 (食器器具小売店)
だいわ中郷店 (スーパーマーケット)

東大小路

産直まるじゅ 川内店 (野菜小売店)
麺処はし 川内店 (飲食店)

東開聞

ふぁっしょん鈴屋 (婦人服小売店)

東向田

居酒屋 なつみ (飲食店)
居酒屋 良かにせ (飲食店)
薩摩焼鶏酒場 とり魂 (飲食店)
七輪炭火焼 薩摩どん (飲食店)
カバン・バッグ・トラベルケース 新美堂 (かばん・袋物小売店)
炭火焼 鬼まる

(飲食店)

P!co卓球専門店 (スポーツ用品小売店)
ぽん太食堂

(飲食店)

峯元金物店 (金物小売店)

平佐

㈲かしの樹 (菓子製造小売店)
漢方の和久堂 (医薬品小売店)
綜合住宅ビルサービス (ビルメンテナンスサービス)
人形のはかたや (がん具・娯楽用品小売店)
マイまくら(ふとんの今藤) (寝具小売店)
㈲マルナカ (スーパーマーケット)
ラーメン宝島 平佐店 (飲食店)
Ｙショップ 加治屋酒店 (コンビニエンスストア)

水引

杉元酒店 (酒小売店)

宮内

ソウル家庭料理 福子 (飲食店)
だいわ宮内店 (スーパーマーケット)
西山食品 (配達飲食サービス)
麺処もへい (飲食店)

宮里

お米屋さん 假屋商店 (米穀類小売店)

向田本町

あまつや (菓子製造小売店)
㈲石原時計店 (時計・眼鏡・光学機械小売店)
快族酒場 白ひげ (飲食店)
がらっぱ堂 (がん具・娯楽用品小売店)
ギャラリーにいはら (陶磁器・ガラス器小売店)
Ken A Song (飲食店)
スナック コルシカⅡ (飲食店)
炭火焼肉さつま (飲食店)
味・豚・美・食 粉禮 (飲食店)
メガネ ハカリ 光明堂 (時計・眼鏡・光学機械小売店)
モン・シェリー (菓子製造小売店)
ラウンジ マ・シェリ

矢倉

(飲食店)

お茶のぶどう園プラッセ川内店 (茶類小売店)

プラッセだいわ川内店 (デパート)
ﾌﾗﾜｰｽﾃｰｼﾞやまぼうし (花・植木小売店)
メガネの三城 川内店 (時計・眼鏡・光学機械小売店)
モスバーガープラッセ川内店 (飲食店)
山之口

ホームセンタータカミ (ホームセンター)

横馬場

手打ちそば・天ぷら兒じま (飲食店)
㈲ＢＩＳ ラ・フルッタ (飲食店)

若葉

プラッセ食品館大小路店 (スーパーマーケット)

