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［洲本市／淡路市／南あわじ市］

加盟店名 所在地 ジャンル

食香房 とうじ 洲本市 塩屋１－１－１７　アルチザンスクエア１Ｆ 飲食店 JS-0005-8884

我流遊食 笑に志。 洲本市 桑間８３０－１ 飲食店 JS-0005-6102

金鮓 洲本市 本町４－１－４６ 飲食店 JS-0000-2300

しるく屋 洲本市 本町４－２－１８ 飲食店 JS-0000-2252

namu 洲本市 本町４－２－９ 飲食店 JS-0004-4870

和楽 洲本市 本町４－５－１７　 飲食店 SL-2000-3515

あるこっこ 洲本市 本町４－５－１８　　 飲食店 ZN-2000-1963

Ruelle 洲本市 本町５－１－１６ 飲食店 JS-0002-3359

FCOURE 洲本市 宇山３－５－２ ショッピング JS-0005-5466

JEWELRY WITTY 洲本市 下加茂１－１－５８　マルヨシセンター１Ｆ ショッピング JS-0002-1512

サカイハラ 洲本市 桑間４１７－４ ショッピング JS-0005-4112

山本クリ－ニング　洲本インタ－店 洲本市 納８５－１　　 ショッピング PK-0000-7931

西住スポーツ 洲本市 本町６－２－２５ ショッピング JS-0000-7226

太田化粧品店 洲本市 本町６－３－１ ショッピング JS-0005-8206

どうぶつ耳科専門クリニック 主の枝 洲本市 宇原２２７９－２ サービス JS-0001-7930

洲本調剤薬局 塩屋店 洲本市 塩屋１－１－１４６ サービス JS-0003-5280

カットショップ セビリア 洲本市 塩屋１－１－５７　 サービス SL-2000-6383

洲本調剤薬局 桑間店 洲本市 桑間４２６－４ サービス JS-0003-5286

洲本調剤薬局 西店 洲本市 桑間４３５－１ サービス JS-0001-9117

カットハウス BOY 洲本市 納２３１－４　 サービス SL-2001-0396

スマホ堂淡路・洲本店 洲本市 塩屋１－１ー１７　洲本アルチザンスクエアＣ棟１４号 その他 SL-2000-4294

株式会社 サカイハラ本店 洲本市 桑間４１７－４　 その他 SL-2000-8682

カラオケ倶楽部 サザン 洲本市 本町４－２－１８　ｊｏｙプラザビル３Ｆ その他 JS-0005-6507

ここちよ 淡路市 浦１５１２ 飲食店 JS-0002-3383

ステーキハウス genpei 淡路市 岩屋９２３－４　 飲食店 SL-2000-9151

あわじ和牛亭 淡路市 郡家２４５－１ 飲食店 JS-0003-8193

亙 淡路市 志筑１８７１－１５ 飲食店 JS-0001-3043

金太郎 津名店 淡路市 志筑３０１６ 飲食店 JS-0001-4427

淡路島 鼓や 淡路市 多賀１１１９－５２　 飲食店 SL-2001-0169

酒の KAWANO 淡路市 志筑１５２１－１ ショッピング JS-0005-0218

浅川食料品店 淡路市 志筑１６８６ー１ ショッピング JS-0005-9455

岨下酒店 淡路市 志筑１８７７－１ ショッピング JS-0005-2147

がんこおやじ 淡路市 志筑１８８２－１ ショッピング JS-0005-3727

1 番星 志筑店 淡路市 志筑２６４２－２ ショッピング JS-0000-9244

サカイハラ 津名店 淡路市 志筑６００－２ ショッピング JS-0005-3857

花工房 カナオカ 淡路市 志筑新島１０－１３ ショッピング JS-0005-4210

うえた調剤薬局 淡路市 志筑新島６－８７　　 ショッピング PK-0000-8754

トシマダイマル 淡路市 浅野南１００ ショッピング SL-2000-7815

パルシェ 特産館 淡路市 尾崎３０２５－１ ショッピング JS-0005-5758

パルシェ香りの湯 和食処 かおり 淡路市 尾崎３０２５－１ ショッピング JS-0005-5762

SHOP SMALL® Amex で 30％キャッシュバック
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パルシェ香りの館 レストランベルレーヌ 淡路市 尾崎３０２５－１ ショッピング JS-0005-5777

パルシェ香りの館 加工体験コーナー 淡路市 尾崎３０２５－１ ショッピング JS-0005-5790

栄自動車 淡路市 佐野７０７ サービス JS-0002-4207

株式会社サカイハラ津名店 淡路市 志筑６００－２　 その他 SL-2000-8683

SPICA ROSE THE BAR 南あわじ市 市青木１１４－５　アワジ花ホテル１Ｆ 飲食店 SL-2000-6492

ふらんす食堂プティポワ 南あわじ市 八木寺内１１５０－２－１０２　 飲食店 SL-2000-5026

金太郎 シーパ店 南あわじ市 湊１１０　シーパ内 飲食店 JS-0001-4426

末廣 南あわじ市 榎列大榎列外１－５１　 ショッピング SL-2000-0445

ふとんのホソカワ 南あわじ市 山添８２ ショッピング JS-0001-4883

山口タイヤ商会 南あわじ市 市十一ヶ所２１１－１ ショッピング JS-0003-7050

松下電器 南あわじ市 市福永５６９－６ ショッピング JS-0002-8399

坂本文昌堂 シーパ店 南あわじ市 湊１１０ ショッピング JS-0005-3716

roco 南あわじ市 賀集八幡４７－１４ サービス JS-0001-0687

プロショップ洗車工房 南あわじ市 山添９８－１ サービス JS-0003-9174

垣昇モ－タ－ス 南あわじ市 松帆古津路５６２－２　　 サービス PK-0000-7679

OHANA hair design 南あわじ市 八木鳥井４１８－９　　 サービス ZN-0003-0626


