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地鶏屋 紅 さぬき市 志度１９０４－７ 飲食店 JS-0000-8714

海鮮料理 いせだ さぬき市 志度４２９５－１ 飲食店 JS-0005-2192

きもの処きむら さぬき市 志度２４９９－１　 ショッピング SL-2001-0467

表装の詠智会 さぬき市 志度５－１０　 ショッピング SL-2000-2451

MACCA さぬき市 志度６７－１ ショッピング JS-0004-1528

美容室 チップス さぬき市 志度４２４６－１ サービス JS-0002-5288

多楽福郷 熊八 綾歌郡 宇多津町２４００－１ 飲食店 JS-0002-6636

亀城庵 宇多津売店 綾歌郡 宇多津町浜三番丁３７－４ ショッピング AL-0000-0045

うたづ動物病院 綾歌郡 宇多津町２４０８－１ サービス JS-0005-7934

Open － jaw 綾歌郡 宇多津町浜４－４５－１７ サービス JS-0004-1547

Fika 綾歌郡 宇多津町浜６－８２－１ サービス JS-0003-7604

EM クリーニング明治屋 宇多津店 綾歌郡 宇多津町浜８－１２０－６ サービス JS-0005-3591

フォトスタジオ DD 綾歌郡 宇多津町浜２－２０－２ その他 SL-2000-1914

キーセンターくわな 綾歌郡 宇多津町浜６－８９－１２　 その他 SL-2000-9568

IZAKAYA 萬月 観音寺市 観音寺町１２１２－１　２Ｆ 飲食店 JS-0001-1402

株式会社室本マリーナー 観音寺市 室本町２９３－８０ ショッピング JS-0001-4061

ねむたや 観音寺市 豊浜町箕浦甲２３９９－１　 ショッピング SL-2001-0570

グランツ 観音寺市 大野原町中姫１１２１－２ サービス JS-0003-0871

焼肉 寅八 丸亀市 川西町北１８９－１ 飲食店 JS-0005-3794

WILD FINGER SOS 丸亀市 大手町３－１１－１３　 飲食店 SL-2000-5886

ナマステ・ガネーシャ　丸亀店 丸亀市 田村町９６２－１　　 飲食店 PK-0000-6380

ほくろ屋 丸亀市 土器町東９－２８４ 飲食店 JS-0005-8486

藤村精肉店 丸亀市 土居町１－５－３４ 飲食店 JS-0001-7669

味に魅かれて 凛 丸亀市 富士見町２－１－２２ 飲食店 JS-0000-7988

クリーニングハウス　ファイン　郡家 丸亀市 郡家町３４４４－１　　 ショッピング PK-0000-7801

亀城庵・丸亀売店 丸亀市 城東町２－１０－１７　 ショッピング SL-2000-8514

ゆめタウン丸亀 arudi 店 丸亀市 新田町１５０　ゆめタウン丸亀１Ｆ　 ショッピング SL-2001-1394

トレカイダー 丸亀 丸亀市 新田町１５０　ゆめタウン丸亀３０４ ショッピング JS-0004-0947

ジュエリー＆ウォッチ OKADA フジ店 丸亀市 川西町南１２８０－１　フジグラン丸亀１Ｆ ショッピング SL-2000-8697

ハクライ 丸亀市 川西町南８３８－１ ショッピング JS-0001-9694

ハクライ 丸亀市 川西町南８３８－１ ショッピング JS-0005-7166

さくら花店 丸亀市 大手町３－１２－１１ ショッピング JS-0002-9024

PRICE 丸亀店 丸亀市 中津町４６－１　 ショッピング SL-2000-8492

リユースショップ まんでがんセブン 丸亀市 飯山町東小川１１７４ ショッピング JS-0004-4186

楓 丸亀市 飯山町東小川１２５２－１　　 ショッピング ZN-0002-6273

ジュエリー＆ウォッチ OKADA 本店 丸亀市 浜町２２　 ショッピング SL-2000-8696

モク 丸亀市 御供所町２－１－３　近藤マンション１Ｆ　 サービス ZN-0003-0921

IRIE GATE 丸亀市 港町３１１－２６ サービス JS-0001-6896

EM クリーニング明治屋 本店 丸亀市 川西町北１２８６－８ サービス JS-0005-3597

癒々院 丸亀店 丸亀市 中府町１－３－１　ハローズ丸亀中府店モール内 サービス JS-0005-3801
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EM クリーニング明治屋 田村店 丸亀市 田村町１２３６－１ サービス JS-0005-3626

百合動物病院 丸亀市 土器町西７－４１ サービス JS-0005-7878

ブランコ丸亀土器店 丸亀市 土器町東３－５３１　　 サービス ZN-0002-9813

HairStageDrop 丸亀市 土器町東９－２７５－１ サービス JS-0001-3425

美容室 Rara 丸亀市 飯山町上法軍寺　１１９１－１ サービス SL-2000-5693

nail salon Ramp 丸亀市 飯野町東二１３８１－２０ サービス SL-2000-4935

美容室 Kuu 丸亀市 柞原町１０００　 サービス SL-2000-3978

SHIOYA ダイナー 香川郡 直島町２２２７ 飲食店 JS-0002-0965

アカイトコーヒー 香川郡 直島町２２６９ 飲食店 SL-2000-0210

ゆば膳 高松市 一宮町１６２８－２ 飲食店 JS-0000-3473

居酒屋 花宝 高松市 一宮町７６１－１ 飲食店 JS-0002-3775

イタリアンバール AKATOMBO 高松市 円座町９３１－１０ 飲食店 JS-0003-0723

長江 SORAE 高松市 屋島東町３２－１２　　 飲食店 ZN-0001-4740

くいもんや おか村 高松市 瓦町１－１１－１１　渡辺ビル１Ｆ 飲食店 JS-0003-6185

居酒屋 だんじり 高松市 瓦町１－１１－１５ 飲食店 JS-0000-7860

おかげや 高松市 瓦町１－１２－１　田村ビル１Ｆ 飲食店 JS-0004-1654

AroundKiTchen 高松市 瓦町１－１３－１５　谷口ビル１Ｆ 飲食店 JS-0001-2619

Vins Diva 高松市 瓦町１－２－４　グルメ館１Ｆ 飲食店 JS-0001-8246

炭焼居酒屋たぬき 高松市 瓦町１－４－１８　　 飲食店 ZN-0002-0966

骨付鳥 東 高松市 瓦町１－５－２ 飲食店 JS-0004-6281

酒と料理と実と菜 高松市 瓦町１－６－４　セイコービル１Ｆ 飲食店 JS-0003-0359

海の台所 たこつぼ 高松市 瓦町１－６－５　１Ｆ 飲食店 JS-0000-2239

割烹津田 高松市 瓦町１－９－１７ 飲食店 JS-0000-7617

ぎおん小路華むら 高松市 瓦町１－９－４　第２向山ビル２Ｆ　 飲食店 ZN-2000-2131

onse ん 高松市 瓦町１－９－９　瓦町ビル６Ｆ 飲食店 SL-2001-1113

garde ん 高松市 瓦町１－９－９　瓦町ビル６Ｆ西側 飲食店 SL-2001-1112

四季の味 まつ本 高松市 瓦町２－１－１７　　 飲食店 ZN-2000-0056

吉鳥高松瓦町駅前店 高松市 瓦町２－１２－１　１Ｆ　　 飲食店 ZN-0002-0929

コリアンテーブルマダン 高松市 瓦町２－１２－８　LEEZEN ビル２Ｆ　 飲食店 ZN-2000-3821

MADAN 高松市 瓦町２－１２－８　LEEZEN ル１Ｆ　 飲食店 ZN-0002-0948

AKAbar 高松市 瓦町２－２－３１　　 飲食店 ZN-2000-1153

小料理かさはら 高松市 瓦町２－２－４１ 飲食店 JS-0000-6770

ステーキ 石田 高松市 瓦町２－８－４４ 飲食店 JS-0003-6071

イタリ和ン酒場 一撃 高松市 瓦町２－９－１５　マスヤビル１Ｆ 飲食店 SL-2001-1901

ステーキハウス 听 高松店 高松市 丸の内１１－９　大内ビル１Ｆ 飲食店 SL-2000-9408

創作和食わっはっは 高松市 丸亀町１１－３　スミレビル２Ｆ 飲食店 JS-0002-0627

グリルプランチャ 高松市 丸亀町１１－３　スミレビル２Ｆ 飲食店 SL-2000-8224

弁慶高松店 高松市 丸亀町１２－７　AK ビル丸亀町２　 飲食店 ZN-0002-2013

『肉山』高松 高松市 亀井町１１－１　川田ビル１Ｆ　 飲食店 SL-2000-3623

SUGAR TABLE 高松市 亀井町１２－２０　WAKI ビル１Ｆ 飲食店 SL-2000-6741

あき山 高松市 亀井町９－１　２Ｆ 飲食店 JS-0005-5284

FrenchBar St － Jacques 高松市 亀井町９－１７　末澤ビル１Ｆ 飲食店 JS-0001-5702

炭焼きカルビ ぼっけぇ 高松市 亀井町９－８　大塚ビル１Ｆ 飲食店 JS-0001-4299

焼鳥山椒 西店 高松市 郷東町２－８ 飲食店 JS-0006-0110



3 2020/8/12

［香川県］

加盟店名 所在地 ジャンル

ビストロ・ボン 高松市 栗林町２－４－１６ 飲食店 JS-0002-1080

旬彩真 和っか 高松市 古新町１０－９ 飲食店 JS-0004-4235

新 高松市 古馬場町１－１ 飲食店 JS-0002-4251

dot． 高松市 古馬場町１－１１　キタジマビル２Ｆ 飲食店 JS-0000-2950

アンティコフォルノアラドーラ 高松市 古馬場町１－２　中村ビル２Ｆ　　 飲食店 ZN-0002-0985

海賊亭 高松市 古馬場町１３－１　三宅ビル１Ｆ 飲食店 JS-0000-1032

焼肉 かにわし 高松市 古馬場町６－５　スタービル１Ｆ 飲食店 JS-0002-6692

魚市場小松 高松市 古馬場町７－１ 飲食店 JS-0000-4666

K’sBarkoike 高松市 古馬場町７－１２　AKB ２ビル４０２　 飲食店 ZN-2000-2190

おなじみや 高松市 古馬場町７－１６　わかみやビル１Ｆ　 飲食店 ZN-0002-0943

食工舎 Gun 高松市 古馬場町７－２　　 飲食店 ZN-0001-4755

おぐり屋 高松市 古馬場町７－２６　　 飲食店 ZN-0002-0944

SalondeRegina 高松市 古馬場町８－１４　シュドセラビビル６Ｆ　 飲食店 PK-0000-0629

tie・deur 高松市 古馬場町８－２８　藤井ビル２Ｆ　　 飲食店 ZN-2000-2916

Bar ＆ FlairRecommend 高松市 古馬場町８－５２　信長ビル２Ｆ　　 飲食店 ZN-2000-2589

串彩 高松市 古馬場町９－１６　静水ビル１Ｆ 飲食店 JS-0001-4357

BB 高松市 古馬場町９－１７　ミディセラビビル２Ｆ 飲食店 JS-0000-7323

cafe ＆ barANKH 高松市 古馬場町９－１７　ミディセラビビル６Ｆ　 飲食店 ZN-2000-2917

ひさ志 高松市 古馬場町９－２１　原ビル 飲食店 JS-0000-7634

こころええやん ライオン通り店 高松市 御坊町１０－１５ 飲食店 JS-0004-7628

別嬪 高松市 御坊町９－７　１Ｆ 飲食店 JS-0003-3743

すし処 かつや 高松市 御坊町９－９ 飲食店 JS-0000-9130

はやし家製麺所 高松市 香南町岡１３１２－７　高松空港ビル１Ｆ　 飲食店 SL-2000-6834

五葉寿し 高松市 国分寺町新居４６２－３　 飲食店 SL-2000-3148

藁焼き日本酒処龍馬 高松市 今新町１－１４　　 飲食店 ZN-0002-2041

牛若丸高松店 高松市 今新町１－１４　坂東第３ビル２Ｆ　 飲食店 ZN-0002-2034

歓中店 高松市 今新町３－１０ 飲食店 JS-0000-7587

炭火極味焼肉英 高松市 三条町７２－７　　 飲食店 ZN-2000-6334

九十九庵 高松市 三谷町４９６０－１ 飲食店 JS-0005-4900

百千萬 高松市 松縄町１００３－１２ 飲食店 JS-0001-2033

ホルモンでん縁 高松市 松縄町１０９０－１１ 飲食店 JS-0001-5898

満天 高松市 松縄町３００－１　ベルディ松縄１Ｆ 飲食店 JS-0005-5727

良酒屋 握 Goo 高松市 上天神町７５７ 飲食店 JS-0000-6173

焼肉鶴山高松店 高松市 上天神町７７７－１　　 飲食店 ZN-0002-0969

和牛もつ鍋博多まつもと 高松市 常磐町１－１０－４ 飲食店 JS-0005-2671

炭火焼肉 路地裏 高松市 常磐町１－２－２０ 飲食店 JS-0001-2594

吉鳥 瓦町駅前常盤店 高松市 常磐町１－４－１１　　 飲食店 ZN-0002-0936

肉バル マックイーン 高松市 常磐町１－４－５ 飲食店 JS-0005-2668

鉄板鳥むつ。 高松市 常磐町１－５－５　１Ｆ 飲食店 JS-0005-2670

おひつの山しろ 高松市 常磐町１－５－５　２Ｆ 飲食店 JS-0005-1884

ねこカフェ　肉灸 高松市 常磐町１－７－２ 飲食店 PK-0000-6656

海鮮居酒屋 神童ろ 高松市 西の丸町　５ー８ 飲食店 SL-2001-1125

寿し海鮮酒場 酔灯屋 高松市 西の丸町１３ー７　３Ｆ　 飲食店 SL-2001-1269

月城苑 高松市 西の丸町２－２３ 飲食店 JS-0000-0901
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瀬戸内家 良ちゃん。 高松市 西の丸町２－５　泉田ビル１Ｆ 飲食店 JS-0001-9642

焼肉 香蘭 花園店 高松市 多賀町３－１２－１ 飲食店 JS-0001-1693

ヌードサパークラブ 高松市 多肥下町１５２０－１２　 飲食店 SL-2001-1900

池まる餃子 高松市 太田上町８９８－８　馬渕ショップ１Ｆ 飲食店 JS-0003-1141

味処 いのうえ 高松市 大工町５－２ 飲食店 JS-0000-1019

cantonese 楓林 高松市 大工町８－１０　ミヤジビル１Ｆ 飲食店 JS-0004-1337

キッチン フィガロ 高松市 大工町８－４　根本ビル１Ｆ 飲食店 JS-0001-4695

BB ハウス 高松市 鍛冶屋町１－１７ 飲食店 JS-0001-4062

季節料理どちらいか 高松市 鍛冶屋町１－８　なかむらビル１Ｆ 飲食店 JS-0002-1890

ラディベンターレ 高松市 鍛冶屋町１－９　the air ビル１Ｆ 飲食店 SL-2000-6771

グリルアターブル 高松市 鍛冶屋町４－１　フェスタⅡビル２Ｆ 飲食店 SL-2000-8225

めんめ焼き とさか 高松市 鍛冶屋町４－１３ 飲食店 JS-0000-4308

威風 高松市 鍛冶屋町４－２１　ワンフットビル４Ｆ東 飲食店 JS-0002-8981

ビストロマルシェ 鍛冶屋町 高松市 鍛冶屋町４－５　エミーワンビルＢ１Ｆ 飲食店 JS-0002-5042

季菜りき家 高松市 鍛冶屋町６－１９ 飲食店 JS-0000-7616

香川県中カフェコア 高松市 朝日町１－２－１ 飲食店 JS-0005-4618

こがね製麺所 勅使店 高松市 勅使町５５９－２ 飲食店 JS-0005-3464

Otti 高松市 天神前１－２５　天神前興産ビル１Ｆ 飲食店 JS-0005-8588

和洋折衷 MEISUE 高松市 内町６－２０ 飲食店 JS-0002-9407

Casual au Alice 高松市 内町６－５ 飲食店 JS-0004-8680

魚均高松店 高松市 南新町１１－４　パリス南新町ビル　 飲食店 ZN-0002-2025

おだいどころつばめ家 高松市 八坂町２－７　宮地ビル１Ｆ　　 飲食店 ZN-2000-2551

PIZZERIA 18 高松市 番町１－２－２４ 飲食店 JS-0005-2103

とんかつひがさ番町店 高松市 番町３－１５－２４　 飲食店 SL-2000-7864

Rawstylecafe Verita 高松市 番町４－１４－４ 飲食店 JS-0002-8568

矢じま 高松市 百間町３－５ 飲食店 JS-0003-0091

炭火極味焼肉英 HANAFUSA 高松市 福田町８－１　山崎ビル１Ｆ　　 飲食店 ZN-0002-0980

百とら 高松市 福田町９－３　徳庄ビル１Ｆ 飲食店 JS-0005-5027

ものっそ 高松市 福田町９－６　K ビル福田町１Ｆ　 飲食店 ZN-0002-0947

さかな屋さんの居酒屋 北島商店酒場 高松市 兵庫町４ー９ 飲食店 SL-2001-1268

アルヴェッキオドゥオモ 高松市 片原町１０－１８　　 飲食店 ZN-0002-2322

串焼き鉄板 ぼの 高松市 片原町１－８　藤原ビル２Ｆ 飲食店 JS-0001-4676

中華 本田 高松市 磨屋町１－７　森ビル１Ｆ 飲食店 JS-0003-0419

Ethical Garden 高松市 牟礼町大町９７１－５　２Ｆ　 飲食店 SL-2000-8151

バックヤードガーデン 高松市 木太町１１３２－１　 飲食店 SL-2000-0505

焼肉 春日 高松市 木太町２６３２－３ 飲食店 JS-0000-5570

Treasure One H 高松市 木太町２区５０１６－１０ 飲食店 JS-0000-8817

寿司とし 高松市 木太町３８６１－５ 飲食店 JS-0000-7627

中華居酒屋 わが家 高松市 木太町８７５－５ 飲食店 JS-0001-6912

かに通 高松バイパス店 高松市 林町２５３５－２６　 飲食店 SL-2000-0890

千寿 高松市 六条町４８２－１ 飲食店 JS-0001-8891

ココロ調剤薬局 シンボルタワー店 高松市 サンポート２－１　マリタイムプラザ高松２Ｆ ショッピング JS-0005-0827

宅配クリーニング　フェイス 高松市 井口町３－１　　 ショッピング PK-0000-8108

sette 高松市 一宮町１６２８－４　２Ｆ ショッピング JS-0003-7665
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ジュエルサカイ 高松市 円座町９４１－１ ショッピング JS-0005-8104

株式会社 伊沢 高松市 塩屋町４－４　 ショッピング SL-2000-5830

イーネオヤ ロゼット 高松市 屋島西町１４８３－１ ショッピング JS-0002-5132

こどもファッション アキタ 高松市 屋島西町２１０５－８西村ジョイ屋島店１Ｆ ショッピング JS-0002-3298

モン・リジェール 高松市 屋島西町２４９０シーサイドビル１Ｆ ショッピング JS-0004-3400

ココロ調剤薬局 六条店 高松市 下田井町３７２－１ ショッピング JS-0005-0013

IKUNAS 高松市 花園町２－１－８森ビル２Ｆ ショッピング JS-0003-5789

フラワースタジオスリーピース 高松市 瓦町１－３－４ ショッピング JS-0001-2850

Letter 高松市 瓦町２－１２－６　久利ビル２Ｆ ショッピング SL-2000-2679

ビッグライフ かがわ 高松市 観光通２－６－１２ ショッピング JS-0004-0799

メガネのトリプル 高松市 丸亀町４－１０　 ショッピング SL-2000-2952

ソルト薬局 高松市 丸亀町４－１３　上田ビル１Ｆ ショッピング JS-0005-9873

神高農園バーンヤード 高松市 鬼無町山口９６－１　　 ショッピング PK-0000-8767

ベルドンナ 高松市 郷東町５０２ー１７　 ショッピング SL-2000-9309

ドラゴン ファクトリー 高松市 香西東町５７８－１ ショッピング JS-0000-6305

ケービーワークス 高松市 香川町浅野８８５－１ ショッピング JS-0002-6693

カピス 高松市 高松町２５１０－１ ショッピング JS-0005-5107

Kidsclothes shiki 高松市 高松町２５１０－６　 ショッピング SL-2000-4854

マタタビ珈琲豆店 高松市 国分寺町国分５６３－３　 ショッピング SL-2000-0081

ジュエル エファーナ 高松市 今新町７－８ ショッピング SL-2000-2462

L.L.Bean 高松店 高松市 三条町６０８－１　ゆめタウン高松２Ｆ　 ショッピング AX-0000-0007

ゆめタウン高松 arudi 店 高松市 三条町６０８－１　ゆめタウン高松２Ｆ　 ショッピング SL-2001-1397

株式会社花 com 高松市 三谷町５１１７－１ ショッピング JS-0002-9972

オーセンティックジュエリー シオタ 高松市 松島町１－１０－５　 ショッピング SL-2000-4812

メゾン・ド・マツリカ 高松市 松島町２－７－３９　１Ｆ　 ショッピング SL-2000-3471

IHATOVE 高松市 松縄町４４－８　西原ビル１Ｆ ショッピング JS-0003-1856

株式会社ハイカラー 高松市 上天神町６５８ ショッピング JS-0003-6582

ホシザキ四国高松中央営業所 14 高松市 上福岡町２００９－１　　 ショッピング PK-0000-0794

南海ゴルフ 高松店 高松市 上福岡町２０５９－９　 ショッピング SL-2001-1835

インポート・アンソレイユ 高松市 上福岡町２０６１－３ ショッピング JS-0005-4547

プロ厨房ヒット 高松店 高松市 上福岡町７７３－２ ショッピング JS-0003-7157

RAPPA 高松市 常磐町２－６－１７　松原ビル１Ｆ ショッピング SL-2000-4410

（株）オオタケ 高松市 扇町２－２－５ ショッピング JS-0003-9545

オッペン化粧品　南高松営業所 高松市 太田下町２６７０－１　　 ショッピング PK-0000-8946

東新電機株式会社 高松市 太田上町８７６－１ ショッピング JS-0005-5365

岡モータース 高松市 勅使町６３０　 ショッピング SL-2000-3853

井上誠耕園 田町店 高松市 田町４－１５　 ショッピング SL-2000-6720

つむら 本店  1F 高松市 南新町１１－１　１Ｆ　 ショッピング SL-2001-1398

つむら 本店  2F 高松市 南新町１１－１　２Ｆ　 ショッピング SL-2001-1395

AM nine 高松市 番町１－１０－２　ゴールドビル１Ｆ ショッピング JS-0003-6964

株式会社日露本店 高松市 百間町１－９　 ショッピング SL-2000-2761

トライアンフ高松 高松市 伏石町２１３５－１０ ショッピング JS-0005-1499

ギターリペア ナカムラ 高松市 福岡町２－１２－１　福栄ビル１Ｆ ショッピング JS-0003-6804

金光化粧品店 高松市 兵庫町１０－２　 ショッピング SL-2000-3399
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ブティック ラ・ビアン・ローズ 高松市 片原町１－３０　 ショッピング SL-2000-3750

SHONLY 高松市 牟礼町大町９７１－５　１Ｆ　 ショッピング SL-2000-8150

ロッソネロ高松 高松市 木太町１５５４－１７　 ショッピング SL-2000-6817

Case by Case 木太店 高松市 木太町２１７３－３ ショッピング JS-0003-6719

motor7 高松市 木太町２４５６－２ ショッピング JS-0001-8640

ZELKOVA 高松市 林町４２－１５ ショッピング JS-0001-1707

F HAIR 高松市 円座町９１５－２ サービス JS-0003-5653

THWIPP 高松市 塩屋町１６－６　１Ｆ サービス JS-0002-8990

Tackhairdesign 高松市 塩上町１２－１　　 サービス PK-0000-0858

LittleHairSalon マチノアカ 高松市 塩上町３－４－２ サービス JS-0003-2423

アルタム動物病院 高松市 屋島西町２４９２－１９ サービス JS-0001-9645

NES 丸亀町店 高松市 丸亀町１３－３　丸亀町参番街東館２Ｆ サービス JS-0002-1967

縁 hair 高松市 亀岡町２０－１　亀岡ビル１Ｆ サービス JS-0002-1911

NJ レンタカー香大前店 高松市 宮脇町１－７－２５　スカール ITO １Ｆ サービス JS-0002-0770

Link 高松市 宮脇町２－２６－４１　シルクアーク馬場１Ｆ　 サービス ZN-0002-9812

Rita 高松市 元山町１２４－１　コーポ川添１Ｆ サービス JS-0001-7427

HAIRDESIGNSAPE 高松市 古新町１０－３　砂屋ビル２Ｂ１Ｆ サービス ZN-0003-1196

La Vie hair produce 高松市 古新町１－４　WIND ビル３Ｆ サービス JS-0000-8070

jour 高松市 香西東町４３０ サービス JS-0000-4410

有限会社瀬川オートサービス 高松市 香川町川東上６３６－１１２ サービス JS-0004-3396

ヘアートリラクゼーション ニコル 高松市 香川町浅野２７５－４　西川ビル１Ｆ サービス JS-0001-8751

feneri 高松市 高松町２３５９－１ サービス JS-0000-7968

イートムー香川店 高松市 三条町３６９－１１０１ サービス JS-0005-0358

グリーングリーン 高松市 三条町６２２－１　　 サービス ZN-0003-0919

charites．髪心 高松市 紙町１２－２ サービス JS-0001-7428

カットスタジオ・モルトン 高松市 鹿角町４５５－１　 サービス SL-2000-9799

DIGNITY 高松市 室新町１０３２－６　村上ビル１Ｆ サービス JS-0002-1078

癒々院 春日店 高松市 春日町８１２－１ サービス JS-0005-3990

FUJIKAWAHAIR 高松市 松縄町１１１２－１６　　 サービス ZN-0003-0918

マ・シェリ 高松市 松縄町１１３３－８　スプリームビル１０２ サービス SL-2000-4833

Ribetta 高松市 上之町３－４－１７　１Ｆ サービス JS-0001-6897

光自動車株式会社 高松市 上福岡町７７７－９ サービス JS-0005-4582

小泉自動車工業 高松市 成合町６２９－５　　 サービス PK-0000-4306

from REEF 高松市 西山崎町１８２－１５ サービス JS-0001-8865

Areem〔NES レインボー店〕 高松市 多肥下町１５５１－１ サービス JS-0001-9058

Roccia Hair 高松市 多肥下町１７９－１ サービス JS-0000-0535

美容室 自由の女神 高松市 多肥上町１１９５－５ サービス JS-0002-6975

アイドッグラティ高松店 高松市 多肥上町２０２８－１　 サービス SL-2001-0434

EUPHORIAHAIR ＆ BEAUTY 高松市 太田下町２６００－１ サービス AD-0000-0559

Pachuca 高松市 鍛冶屋町１－３　ケイズギャラリー２Ｆ サービス JS-0003-7640

EiMI’S HAIR 高松市 藤塚町２－５－２４　永光ビル１Ｆ サービス JS-0001-6914

hair ＆ beauty JOU 高松市 南新町１－３　 サービス SL-2000-9013

GRINHAIR 高松市 番町４－１０－２０　リヴェール番町１Ｆ　 サービス ZN-0003-0920

BROCANTE 高松市 浜ノ町４９－２０　２Ｆ サービス JS-0001-0203
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ビギンズヘア神戸 高松市 伏石町２１６７－１２　 サービス SL-2000-4383

なつめ鍼灸整体院 高松市 木太町１８６１－１２ サービス JS-0005-5090

PLAUGH 高松市 木太町２０６３－１ サービス JS-0001-0279

HAIR DESIGN FORBICINA 高松市 木太町７５０－１ サービス SL-2000-1390

天然温泉 きらら 高松市 一宮町８００－１ その他 JS-0005-2153

ふとん伊月 屋島店 高松市 屋島西町１９３０－１　 その他 SL-2000-3106

食道園 坂出市 久米町１－２６－１２ 飲食店 JS-0005-4377

久つろぎや 一 ICHI 坂出市 寿町１－２－１１　 飲食店 SL-2000-9190

エイチアイオート 坂出市 久米町１－１４－６８　 ショッピング SL-2000-4173

M ＆ M 坂出市 元町１－８－３３　 ショッピング SL-2000-2704

亀城庵・坂出売店 坂出市 西大浜南１－５－１６　 ショッピング SL-2000-8515

横井自動車 坂出市 川津町３７４５－１　　 ショッピング ZN-2000-3781

おざき薬局 坂出店 坂出市 谷町１－４－２１ ショッピング JS-0002-8321

株式会社スクラップ 坂出市 白金町３－１１－２６ ショッピング SL-2000-2492

美容室 FUKUSHIMACCP 店 坂出市 花町７－９ サービス JS-0001-6225

高屋モータース 坂出市 江尻町１５６１－１ サービス JS-0001-1128

Geiz 坂出市 室町２－７－１５ サービス JS-0000-7169

サロンド・デジャヴ 坂出市 室町３－６－２０　　 サービス ZN-2000-2252

ニコニコレンタカー坂出八十場駅店 坂出市 西庄町６７３－２ サービス JS-0002-7912

オーヴォ リビングスパ 三豊市 詫間町詫間７０８６－１ サービス JS-0002-8946

クッキング マーカス 小豆郡 小豆島町草壁本町１０５３－３　２Ｆ 飲食店 JS-0005-0100

ニュー海風 AT ‐ 1 ストラダーレ 小豆郡 土庄町甲２１１１－１　 飲食店 SL-2000-9394

エスポア  おおもり ． doni\ ＇ s bar 小豆郡 土庄町甲２７０－１　 ショッピング SL-2000-1142

豊島マルシェ 小豆郡 土庄町豊島家浦３８４１－２１ ショッピング JS-0003-2543

CUTINSHY 小豆郡 土庄町甲２６７－１４４　　 サービス ZN-0003-0912

土庄港観光センター 小豆郡 土庄町甲６１９４－１０　 その他 SL-2000-3407

寿司割烹庵 善通寺市 原田町９９０　　 飲食店 ZN-0002-0949

京風懐石割烹菜を里 善通寺市 善通寺町２－１－２８ 飲食店 JS-0000-7575

炭火焼肉 樹里庵 善通寺市 善通寺町２－５－１８ 飲食店 JS-0003-7566

炭火焼肉樹里庵 善通寺市 善通寺町２－５－１８ 飲食店 JS-0005-3175

カー工房 善通寺市 中村町１７７１－１ ショッピング SL-2000-9523

ヘアデザイン ループ 善通寺市 金蔵寺町１７０３－４６　 サービス SL-2001-0078

GARAGE Kz 善通寺市 木徳町５０６－１ サービス JS-0005-3756

HIRO〔ヒーロー〕 善通寺市 原田町１２５２－１　 その他 SL-2000-7006

ぱぴぷぺっと 善通寺市 原田町５３－１ その他 JS-0004-0990

いえもんや  もんぞう 仲多度郡 まんのう町公文４０３－１ 飲食店 SL-2000-0820

小田象麓堂 仲多度郡 琴平町９３１－１　 飲食店 SL-2000-8043

バンクンメイ 琴平花壇店 仲多度郡 琴平町１２４１－５ サービス JS-0004-9454

シマヤ真鍋漢方薬局 仲多度郡 琴平町２２５　 その他 SL-2000-6213

有限会社 山地呉服店 仲多度郡 琴平町２７４ その他 SL-2000-5480

丸木自動車株式会社 東かがわ市 大谷７００－１２ サービス JS-0003-6535


