
イオンタウン姶良専門店街
＞飲食

事業所名 店舗名

（株）大明 五穀

（株）坂本 九州すし市場イオンタウン姶良店

（有）浜田屋 とんかつ処　博多　浜田屋

（株）圧歴フードシステム 那かむら

JR九州フォードサ－ビス うまや

天丼てんや

（有）豆乃屋フーズ 薩摩まんてん

いきなりステーキ

ＡＮＫ（株） ルポシパングラ

（株）鎌倉パスタ 鎌倉パスタ

（有）浜田屋 グリル濱田

（株）コンセプト カフェレッドダイニング

Ｋｏｍｕｇｉｃｏ．（株） Ｋｏｍｕｇｉｃｏ

（株）エムエムフードサービス ペッパーランチ

（有）セイバー タリーズコーヒー

（株）サンマルクカフェ サンマルクカフェ

（株）虎船コーポレーション コメダ珈琲

（株）Ｗ・Ｒ 麺屋　我流風

（有）お好みハウスロビン お好みハウスロビン

（株）ホットランド 築地銀だこ

（株）高千穂牧場 高千穂牧場

（有）ライフ くだものかふぇ

（有）プライスレス タピキング

コットンキャンディ

チーズドッグ屋さん

（株）ビーザ・ワン バーガーキング

（株）とりあん とりあん

ロビンＦｏｏｄｓ

（株）Ｍｉｓｕｍｉ ケンタッキーフライドチキン

（株）イートスタイル サーティワンアイスクリーム

＞商業

事業所名 店舗名

イオン九州株式会社 イオン姶良店

（株）イートスタイル 久世福商店

福山黒酢（株） 桷志田

（株）園田茶舗 Ｇｒｅｅｎ　Ｔｅａ　Ｆｉｅｌｄｓ

宮脇　健志 トゥ・レ・ジュール

イッシン・フーズ・サプライ（株） 肉食採旬　イッシン

（有）串玉カンパニー 串玉　ダイナー

偉大なる発明

（株）はやと ファヴォリ

（株）フェスティバロ社 フェスティバロ

彦一だんご

（株）イートスタイル ビアードパパ

（株）ＣＨＩＳＥＩ だがし家ちゃりんこ

ヤマダ電機

（株）ティーガイア ａｕ

エフエルシープレミアム（株） セレクトシム

（株）コスモネット Ｙモバイル

（株）カント Ｓ－ｃｏｄｅ

（株）プラザクリエートストアーズ ソフトバンクショップ

（株）テヅカ アレーズ

（株）ストラインターナショナル グリーンパークストピク

ヒューズ（有） ヒューズ

三幸商事（株） メルシー

（株）立花屋 アルゴスガーデンテラス

（株）ビーザ・ワン ｃｙｔｈｅｒｏ

（株）まつや ＨｕｇＨｕｇ

（株）ビークルーズ プレデフランセ

（株）ビルシャン ＣｏｕＣｏｕ

イトキン（株） ａｖｖ

エフプレミアムプラザ

（株）タオル美術館 タオル美術館

（株）ジーユー ＧＵ

（株）エイティー今藤 マイまくら

（株）東京デリカ ＳＡＣ’Ｓ　ＢＡＲ　ｊｅａｎ

（株）スタイルフォース ハッシュアッシュ

マツオインターナショナル（株） Ｍ２

スティッキー

（有）Blake ブレイク



事業所名 店舗名

曽山（有） ココデコ

クールカレアン（株） クールカレアン

（株）プリーツ マダムハウス

（株）アクトラブ ｐｉｇｅｌ

（有）ミザーニ シング＆ミング

（株）ニューバックワカマツ ｗ－ｂａｇｇａｇｅ

西海岸アンカー

（株）良品計画 無印良品

（株）ＣＨＥＬＳＥＡ　Ｎｅｗ　Ｙｏｒｋ ＣＨＥＬＳＥＡ　Ｎｅｗ　Ｙｏｒｋ

（株）ライトオン Ｒｉｇｈｔ-Ｏｎ

（株）アルカスインターナショナル ＯＲＢＥＮＥ

（株）フタタ スーツセレクト

（有）スターリンク スターガーデン

エルティーエル

（株）コックス ｌｋｋａ

ｚａｋｋａ　ｅＱ

（株）アビオン ａｖｉｏｎ

（株）ゴンゼレス ゴンゼレス

（株）ハニーズホールディングス ハニーズ

（株）アップスイング グランジュール

（株）鹿児島開運堂 ＳＴＯＮＥ　ＳＨＯＰ　ｋａｉｕｎｄｏｕ

（株）天翔 ハーズハー

（株）ＶＳカンパニー Ｋ-ＰＯＰパラダイス

窪田織物（株） Ｆ．Ｏ．ＫＩＤＳ

（株）キャンパス Ｃ＆Ｃ

ＡＢＣマート

宮田織物

（株）靴の尚美堂 ＬＥＥＤ’Ｓ

（株）テヅカ ピカソ　リリオ

（株）ジーフット アスビー

上　　公嗣 オズフラワー

（有）ラ・ヴィー ｌａ―Ｖｉｅ

（株）ジンズ ＪＩＮＳ

（株）精光堂 精光堂

キンバレー（株） ＴＧＣ

Ａｓ-ｍｅエステール（株） エステール

（株）ザ・クロックハウス ザ・クロックハウス

（株）ヨネザワ メガネのヨネザワ

（株）クレイン ジュエルカフェ

（株）ビスク ＣＤＦエタンデュ

（株）ニトリ ニトリ

（株）ソリッド ハイド・アンド・シーク

（株）ヴィレッジヴァンガードコーポレーション ヴィレッジヴァンガード

（株）未来屋書店 未来屋書店

（株）メガネスポーツ スポーツオーソリティ

トヨタカローラ鹿児島（株） オレンジテラス

メガペトロ（株） ペトラス

イオンペット（株） ＰｅＴｅＭｏ

（株）ワールドツール アストロプロダクツ

（株）ワッツ西日本販売 100円ショップ　ワッツ

＞サービス業

事業所名 店舗名

ほけんの窓口グループ（株） ほけんの窓口

合同会社アビリオフォム ジブンハウス

スーモカウンター

イオンハウジジング

（株）ＪＴＢ九州 ＪＴＢイオンタウン姶良店

コスメデグレース

（株）イッツスタイル イッツスタイル

エターナルビューティー

（有）グローバルハウス スピードカット

ＩＮＮＯＶＡＴＩＯＮ（株） アイラッシュ　マルヴァ

（株）ボディワーク ラフィネ

（有）ジュノ Ｓｈｍｐｏｏ　Ｓｈｏｐ　ｂｙ　ｊｕｎｏ

（有）ジュノ ＮＡＩＬ　ＴＩＰＳ

（有）丸商 ヘアカラー　Ｆｉｔ！

（有）ジュノ ＪＵＮＯ

南九イリョー（株） クリーンショップ

ＮＯＶＡ

（株）南日本リビング新聞社 リビングカルチャー倶楽部

セイハネットワーク（株） トライ＋プラス

ナヴィ（株） スタジオＮＡＶＩ

（株）ケイ・ティー タートルスポーツクラブ



事業所名 店舗名

（株）アトダス カーブス

セイハネットワーク（株） セイハ英語学院

（株）河合楽器製作所 カワイ音楽教室

そろばん教室８８くん

あいらびゅーＦＭ

内野　昇一 Ｎｅｏ　Ｓｔｅｐ姶良

来夢館

（株）ワールドレジャー 楽市楽座

プレビ（株） アミューズメント　カフェ　ブレビ

佐々木興業（株） シネマサンシャイン

＞制作業

事業所名 店舗名

（株）スタジオアリス こども写真城スタジオアリス

＞病院・薬局

事業所名 店舗名

（株）中央コンタクト 帖佐いなだクリニック

医療法人翔優会 ワハハキッズデンタルランド＆おとな歯科

リハケアネクサス（株） ネクサス

（株）ジェイ・コーポレーション スター整骨院

＞商業

事業所名 店舗名

イオンゆめみらい保育園あいら

＞その他

事業所名 店舗名

日本郵便（株） イオンタウン姶良郵便局

姶良市民サービスセンター


