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大黒屋 阿南市 津乃峰町東分９９－２６ 飲食店 JS-0000-7523

阿南の酒場とりやつきや 阿南市 富岡町あ石１２－１１　平惣駅前ビル１Ｆ　 飲食店 ZN-0002-0974

石川時計店 阿南市 富岡町トノ町２８－１　 ショッピング SL-2000-8373

メガネのアルファ 阿南市 富岡町木松２２－３ ショッピング JS-0000-2695

アナンデンカ有限会社 阿南市 宝田町荒井３－３ ショッピング JS-0000-4070

1 コイン ガレージ 阿南市 宝田町平岡７２５－１ ショッピング JS-0000-3164

キモト写真場 阿南市 富岡町滝の下１５－８ サービス JS-0003-3361

みなみ食堂 海部郡 美波町奥河内字寺前７９－１　 飲食店 PK-0000-6535

寿し辰 吉野川市 鴨島町鴨島２３６－７ 飲食店 JS-0000-1046

ICG アクア 鴨島店 吉野川市 鴨島町鴨島１５１－１ サービス JS-0004-8046

スマホ堂鴨島店 吉野川市 鴨島町上下島３７２－１５ その他 SL-2000-4606

しののめ産直市生産組合 三好市 池田町ウエノ３０５０－１ ショッピング JS-0005-5457

有限会社 大西自動車 三好市 池田町州津滝端１３１３－１　 ショッピング SL-2000-9005

ギフトショップ WEST 三好市 山城町西宇１４６８－１　 その他 SL-2000-7553

畑名味噌糀店 勝浦郡 勝浦町三渓樫渕１６　 ショッピング SL-2000-3493

旬菜処・かもん 小松島市 横須町１１－１３　ちゅうハイツ１０７ 飲食店 JS-0001-8749

十二万石 小松島市 小松島町字中筋１４－１１ 飲食店 JS-0004-9806

森靴店 小松島市 小松島町字外開２８－５ ショッピング JS-0005-4966

タイヤオートヴィレッジ 小松島市 小松島町字房浜１９－２ ショッピング JS-0005-9156

ロザリールピア店 小松島市 小松島町領田２０　ルピア１Ｆ ショッピング SL-2000-9671

ベビー＆チャイルド ダイワ 小松島市 小松島町領田２０　ルピア１Ｆ　 ショッピング SL-2000-8761

青柳呉服店 小松島市 神田瀬町１－１　 ショッピング SL-2000-7032

イエローフィッシュ 徳島店 小松島市 日開野町時信４０－１ ショッピング JS-0002-1516

ヘアーサロンヒロノ 小松島市 小松島町字房浜８０－７　 サービス SL-2000-3525

いはら釣具 小松島市 芝生町狭間６６－１　 その他 SL-2001-0718

nas．cafe 徳島市 一番町２－１１－２　　 飲食店 PK-0000-4463

藁家 88 徳島駅前店 徳島市 一番町３－３０　１Ｆ 飲食店 JS-0005-9641

海老と貝賊 徳島市 栄町１－２０　井上ビル１Ｆ 飲食店 JS-0004-8916

舶来洋食纏 徳島市 栄町１－５０　言問ビル１Ｆ　　 飲食店 ZN-0001-4747

鴻 Kohno 徳島市 栄町１－６７－２　橘ビル３Ｆ　　 飲食店 ZN-0001-4746

カフェカジュアル USA 徳島市 沖浜東１－１６－１ 飲食店 JS-0005-6739

炭火焼 但馬 徳島市 沖浜東１－５　第２コーポ浜田１Ｆ 飲食店 JS-0000-2753

ロールカフェ アミコ店 徳島市 元町１－２４ 飲食店 JS-0005-6875

炭火焼鳥 とりたけし 徳島市 国府町観音寺６４０－３ 飲食店 JS-0005-1620

阿波前寿司松風 徳島市 山城町東浜傍示２４ー８ 飲食店 SL-2000-0716

Luminous 徳島市 秋田町１－１７－１　アークビル４Ｆ 飲食店 JS-0004-1701

DresserKANDA 徳島市 秋田町１－３５　小川ビル１Ｆ　　 飲食店 ZN-0001-4752

居酒屋 うお座 徳島市 秋田町１－４３　清ビル１Ｆ 飲食店 JS-0004-5784

ホルモン黒ちゃん 徳島市 秋田町１－７ 飲食店 JS-0005-7001

路地庵 徳島市 秋田町１－８－２　川村ビル１Ｆ 飲食店 JS-0003-1511
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九州郷土料理 さくら 徳島市 秋田町１－８－３　ハロービル１Ｆ 飲食店 JS-0000-3051

うまみ屋 徳島市 秋田町２－３３　キリンシ－グラムビル２０３　 飲食店 PK-0000-2883

～肉と魚と鍋～わがまま屋 徳島店 徳島市 秋田町２－６　カーサ１８　１Ｆ 飲食店 JS-0004-8255

焼肉 大和 徳島市 住吉３－１－２３　第三三宅ビル１０１ 飲食店 JS-0001-8748

ごはん屋さん てんこもり 徳島市 助任橋４－１３ 飲食店 JS-0005-1512

我夢倖来 徳島市 蔵本町２－３０－１　パティオくらもと２Ｆ 飲食店 JS-0004-9001

WAKA Ristorante WAKABAYASHI 徳島市 蔵本町３－８　中野ビル１Ｆ　 飲食店 SL-2000-0778

柳鮨 徳島市 大道１－１７－１ 飲食店 JS-0000-8364

竹の瀬 徳島市 鷹匠町１－１０－１　ヴィラ鷹匠ビル２Ｆ 飲食店 JS-0000-5737

酒処五臓六腑ばく 徳島市 鷹匠町１－１０－５　ヴィラ鷹匠１ 飲食店 JS-0005-8975

竹葉 徳島市 鷹匠町１－５１ 飲食店 JS-0001-8894

とうふ屋 徳島市 中洲町１－２２　 飲食店 SL-2000-3672

日本料理 東條 徳島市 東新町２－１２　福助ビル第７７　１Ｆ 飲食店 JS-0005-2027

ステーキハウス かがやき 徳島市 南佐古六番町４－１ 飲食店 JS-0000-9531

割烹 四国三郎 徳島市 南内町１－１８－１　 飲食店 SL-2000-5845

しあわせ料理 和味 徳島市 富田町１－１９－１　味びる富田町４Ｆ 飲食店 JS-0000-3645

日本料理 茜也 徳島市 富田町１－２１　甲子園ビル１Ｆ 飲食店 JS-0000-1236

富田町ダイニング 坊乃 徳島市 富田町２－１９　 飲食店 SL-2001-0336

居酒屋タイフーン 徳島市 北常三島町２－１６　南城ビル１０２ 飲食店 JS-0002-4322

レストランムッシュ藤田 城ノ内店 徳島市 北田宮１－１０－２６ 飲食店 JS-0003-3352

しゃぶしゃぶ すきやきはづき 徳島市 両国橋３４　はっとり両国橋ビル２Ｆ 飲食店 JS-0005-1170

炉庵 松阪 徳島市 籠屋町２－１８ 飲食店 JS-0001-7955

口福 みなみ 徳島市 籠屋町２－７－１　ありすがわビル２Ｆ 飲食店 JS-0003-1210

有限会社アイハラ電機商会 徳島市 伊月町１－４０ ショッピング JS-0005-7538

藍染工芸館 徳島市 応神町東貞方字西川渕８１－１　　 ショッピング PK-0000-8626

コール徳島店 徳島市 沖浜２－３０ ショッピング JS-0000-3864

メガネ 宝飾 時計 和田 徳島市 国府町府中５６５－３ ショッピング JS-0004-4854

プレゼントギャラリー KUBO 徳島市 紺屋町５－１　アクティ２１　１Ｆ ショッピング JS-0000-7007

富田洋品店 徳島市 佐古五番町２－２０　 ショッピング SL-2000-5075

藤田メガネコンタクト 徳島市 佐古六番町６－２７ ショッピング JS-0003-8285

ザ デイ 徳島市 山城西３－４１－１　 ショッピング SL-2000-6577

Blue Blood 徳島市 寺島本町西１－５９　ポッポ街商店街 ショッピング SL-2000-5789

化粧品の店ラブリー 徳島市 寺島本町西１－６１　 ショッピング SL-2000-4117

ghoe 徳島市 助任橋３－１０　 ショッピング SL-2000-2513

山根時計店 徳島市 城南町１－９－１３　 ショッピング SL-2000-1167

田村勝美堂 徳島市 新町橋１－２２－１ ショッピング JS-0003-8483

進栄眼鏡店マルナカ徳島店 徳島市 西新浜町１－６－１　マルナカ徳島店 ショッピング SL-2001-0089

ファッション むかい 徳島市 西新浜町２－２－７８ ショッピング JS-0003-3781

まるコンタクトレンズ株式会社 徳島市 西須賀町下中須８５－５ ショッピング JS-0002-7329

家具のあいきり 徳島市 川内町平石住吉３１６－１　 ショッピング SL-2000-6446

メガネの秋田 徳島市 大道１－５５ ショッピング JS-0004-5692

ボブサーフショップ 徳島市 中常三島町１－３８ ショッピング JS-0005-6615

アトリエ 亜門 徳島市 中通町３－１７ ショッピング JS-0005-1993

天野屋クリ－ニング店 徳島市 中徳島町２－２７－３　　 ショッピング PK-0000-8139
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足袋蔵パン工房 rye 徳島市 津田町４－４－１１　 ショッピング SL-2000-5456

デラ 徳島市 通町３－１９ ショッピング JS-0003-3415

ハラダ本店 徳島市 東新町１－２１　 ショッピング SL-2000-3022

株式会社瀬戸内仏具店 徳島市 東大工町２－１９ ショッピング JS-0004-7726

ナカニシサイクル 徳島市 徳島本町１－６ ショッピング JS-0005-7873

南海ゴルフ 徳島店 徳島市 南出来島町１－３１－１　 ショッピング SL-2001-1834

南海テニス 徳島市 南出来島町１－３４　 ショッピング SL-2001-1368

メガネの 21 徳島市 南昭和町２－２０－１ ショッピング JS-0003-3533

C － 3 徳島市 南内町３－２１　 ショッピング SL-2000-5235

Mon Placard 徳島市 八万町下福万１１６ ショッピング JS-0003-6119

櫻茶屋 徳島市 北沖洲３－８－６１ ショッピング JS-0005-2424

ナッツベリーファーム 本店 徳島市 北常三島町２－１５ ショッピング JS-0004-0002

ワンダフルフィッシング いちだ 徳島市 北田宮２－２－１　 ショッピング SL-2000-2980

雑貨フォレスト田宮店 徳島市 北田宮２－４－２０　 ショッピング SL-2000-8372

Salon de es 徳島市 沖浜東１－３６－４　日峯マンション１Ｆ サービス JS-0005-6314

美容室 マルホランド 徳島市 沖浜東１－５　第２コーポハマダ１Ｆ サービス JS-0000-0658

Lily coco 徳島市 沖浜東２－３７－２　ＡＳＡＤＡハイツ１０１ サービス SL-2000-8933

美容室 Re：fine 徳島市 下助任町１－１１－１３　　 サービス ZN-0003-0906

Ciel et mer 徳島市 吉野本町３－３６　幸福堂ビル１０２ サービス JS-0003-0872

サニー美容室 国府店 徳島市 国府町観音寺６５８－３ サービス SL-2000-6618

ICG アクア 国府店 徳島市 国府町早淵４１－１ サービス JS-0004-8101

スマイル調剤薬局 佐古店 徳島市 佐古六番町７－４ サービス JS-0004-0424

ICG ランドリー 秋田町店 徳島市 秋田町３－２４ サービス JS-0004-8067

LA．CHIC 徳島市 助任本町５－５０ サービス JS-0001-3406

ペットショップ＆サロン ミント 徳島市 昭和町７－２１　コーポ幸１Ｆ　 サービス SL-2000-6903

green room 徳島市 西新町５－３１ サービス JS-0003-8322

Free’s for hair 徳島市 西須賀町下中須２９－１　 サービス SL-2000-2489

有限会社サトシ事務機 徳島市 南田宮２－７－７ サービス JS-0005-7741

ヴォーグ美容室タクト店 徳島市 南島田町３－５５　　 サービス ZN-0003-0124

MK 美容室 徳島市 北田宮２－７－８ サービス JS-0000-3637

MK 美容室 徳島市 北田宮２－７－８ サービス JS-0005-8862

HAIR SALON YOSHIHIRO 徳島市 北矢三町３－３－２７　グランドハイツ矢三１Ｆ サービス JS-0000-3640

カラオケ村ジャイブ徳島店 徳島市 川内町鈴江北３－２　　 エンターテインメント ZN-2000-2257

driive guitars 徳島市 一番町１－９　ＭＯＮＯビル２Ｆ その他 SL-2000-1157

三谷薬局 渭北店 徳島市 吉野本町１－１３　 その他 SL-2001-0684

三谷薬局 本店 徳島市 幸町３－３７　 その他 SL-2001-0683

いはら釣具 徳島市 国府町北岩延三反地１０－５　 その他 SL-2001-0719

（有）とゝ喝 徳島市 紺屋町１３－１　とゝ喝ビル１Ｆ その他 SL-2000-1301

とくしまファミリーランド 徳島市 渋野町入道２２－１ その他 JS-0004-9557

三谷調剤薬局 南内町店 徳島市 南内町１－７　 その他 SL-2001-0685

旬席 璃椿 板野郡 松茂町豊久朝日野１６－２　徳島阿波おどり空港３Ｆ 飲食店 SL-2000-5740

まる座 板野郡 北島町鯛浜西ノ須８１－１　フジグラン北島店１Ｆ 飲食店 JS-0004-5219

うまいもん茶屋 心助 板野郡 藍住町矢上北分８２－１ 飲食店 JS-0001-6231

ファミリーショップなとう上板店 板野郡 上板町椎本西窪北３８０　　 ショッピング ZN-2000-3566
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F．O．KIDS 板野郡 北島町鯛浜字西ノ須１７４　フジグラン北島２Ｆ　 ショッピング SL-2000-8760

シャルドネ徳島 板野郡 藍住町奥野和田１１９－１　 ショッピング SL-2000-0822

だるまや 板野郡 藍住町勝瑞字新田５－１　 ショッピング SL-2001-0405

あいずみ眼鏡店 板野郡 藍住町東中富字朏傍示２９－４　 ショッピング SL-2000-0195

Hair Room Bull 板野郡 北島町高房字勝瑞境５３－５　ルミエール北島１Ｆ サービス SL-2000-1745

HatiHati フジグラン北島店 板野郡 北島町鯛浜西ノ須１７４ サービス JS-0005-7098

美容室 meet 板野郡 北島町中村牛飼原３－１１ サービス JS-0001-5337

ICG プラス 藍住本店 板野郡 藍住町勝瑞字成長１３９－４ サービス JS-0004-8164

KaTie 板野郡 藍住町矢上原２５１－２５ サービス SL-2000-3449

いはら釣具 板野郡 松茂町笹木野灘２５－１６　 その他 SL-2001-0717

城西漢方薬局 北島店 板野郡 北島町鯛浜字大西　１５４－３ その他 SL-2000-3218

柴田呉服店 美馬郡 つるぎ町貞光字町５６　 ショッピング SL-2000-6504

セルフうどん　和ぁさん 美馬市 脇町木ノ内３７１８　　 飲食店 PK-0000-6332

萩の庵 美馬市 脇町馬木８６７ ショッピング JS-0003-5922

月神の宮 西照神社 美馬市 脇町西大谷６７２　 その他 SL-2000-5331

粋昌 名西郡 石井町高原　字西高原３７８－５ 飲食店 SL-2000-8715

アジュール 名西郡 石井町高原字西高原　３７８－１ 飲食店 SL-2000-8714

焼肉 ichi 名西郡 石井町高原字西高原２０１－１ 飲食店 JS-0005-1829

花杏豆　石井店 名西郡 石井町石井　字白鳥３３２－１　 飲食店 PK-0000-6562

リストランテ デュラム 名西郡 石井町石井字城の内１８７－１ 飲食店 AL-0000-0178

進栄眼鏡店 石井本店 名西郡 石井町高川原桜間２２７－１ ショッピング JS-0003-3692

あい・りっぷ 名西郡 石井町石井６６８－１ ショッピング JS-0003-6829

洋食 元 鳴門市 大麻町板東塚鼻１２４－２ 飲食店 JS-0003-3659

なるみや 鳴門市 撫養町斎田大堤６５ 飲食店 JS-0005-1554

レストラン シンフォニ－ 鳴門市 撫養町斉田２０８ 飲食店 AL-0000-0102

Richer 鳴門市 撫養町大桑島蛭子山４６ 飲食店 JS-0003-3458

門前一番街 鳴門市 大麻町板東西山田２９－６ ショッピング AL-0000-0101

手作りドレッシングの店 美味フーヅ 鳴門市 撫養町黒崎字松島６－１５－１０５　 ショッピング SL-2000-2359

鳴美屋 鳴門市 撫養町斎田大堤６６－４ ショッピング JS-0005-1556

うずしおコンタクト 鳴門市 撫養町大桑島濘岩浜３０－３ ショッピング JS-0000-1088

ドッグジュビリー 鳴門市 撫養町木津９０８－３　第一テナント６号 ショッピング JS-0005-5004

エスカヒル 鳴門 土産品店 鳴門市 鳴門町土佐泊浦福池６５ ショッピング AL-0000-0103

リサホリスティックセラピー 鳴門市 撫養町小桑島字前浜２１４ サービス SL-2000-0171

ヘアサロン de’BOCCO 鳴門市 撫養町南浜東浜３２－２６ サービス JS-0001-1412


