
▼三好市 ▼三好郡東みよし町 ▼勝浦郡勝浦町

▼吉野川市 ▼名西郡石井町 ▼小松島市

▼徳島市 ▼板野郡北島町 ▼板野郡松茂町

▼板野郡板野町 ▼板野郡藍住町 ▼海部郡海陽町

▼海部郡美波町 ▼美馬市 ▼那賀郡那賀町

▼阿南市 ▼阿波市 ▼鳴門市

[徳島県徳島県]
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加盟店名加盟店名 市区町村市区町村 所在地所在地 ジャンルジャンル

ユートピアふみや 三好市 山城町下川５２－１ ショッピング

うえの 三好市 池田町ウヱノ３０５０－１ ショッピング

デイリーマート阿波池田店 三好市 池田町サラダ１６１２－２ ショッピング

サンシャイン 池田 三好市 池田町シマ９３０－１ ショッピング

マルヨシセンター三加茂店 三好郡東みよし町 加茂２４７９ ショッピング

フードセンター杉屋 勝浦郡勝浦町 三溪字上川原３９－１ ショッピング

JA東とくしま よってネ市 勝浦郡勝浦町 生名太田４５丁目１ ショッピング

JA麻植郡ひまわり農産市 吉野川市 鴨島町上下島283ｰ2 ショッピング

文具館チャーリー鴨島店 吉野川市 鴨島町中島大止４８９－３ ショッピング

居酒屋　みつなり 吉野川市 鴨島町内原２０３－３　 飲食店

セルフの店 かわむら 名西郡石井町 浦庄下浦２３６－２ ショッピング

阿波食ミュージアム 名西郡石井町 高原中須１５４ ショッピング

牛三郎 名西郡石井町 高川原字天神１５９－１ 飲食店

めん処玉好 小松島市 中田町内開１０－７ 飲食店

食彩市場 三和 小松島市 和田島町松田新田１７１ ショッピング

平惣 羽ノ浦店 小松島市 大林町高橋１３９－１ ショッピング

炭七輪のはな牛 小松島市 大林町高橋１４２－１ 飲食店

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

ロザリー 小松島市 小松島町領田２０ルピア１Ｆ ショッピング

平惣 小松島店 小松島市 日開野町字弥三次１６－１ ショッピング

徳島四季乃菓子あわや小松島店 小松島市 日開野町弥三次１４－１ 飲食店

青柳 小松島市 神田瀬町１－１ ショッピング

海鮮問屋太へい洋 小松島市 芝生町狭間３２－１ 飲食店

鳥ぼん本店 徳島市 一番町２－１１－３　増田ビル　１Ｆ 飲食店

や台ずし 徳島駅前町 徳島市 一番町２－８－１ 飲食店

安兵衛 徳島市 一番町３－２２ 飲食店

ACTUS 徳島 徳島市 万代町５－７１ ショッピング

中山食品株式会社 徳島市 不動本町１－２６４－１ ショッピング

福屋本店 徳島市 両国橋１１ 飲食店

旬魚旬菜田舎料理わかたけ 徳島市 両国橋２５－２　アゲインビル　１Ｆ 飲食店

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

串松前川店 徳島市 中前川町５－１－１１２ 飲食店

江戸屋珈琲　中吉野店 徳島市 中吉野町１－１３ 飲食店

マルキチ 徳島市 中昭和町２－１１２－２ ショッピング
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マリアージュ 徳島市 中洲町１－６－３ 飲食店

THEPACIFICHARBOR 徳島市 中洲町３－５－１ 飲食店

フルーツ勢見屋 徳島市 二軒屋町１－３０ ショッピング

一貫牛肉の藤原 徳島市 仲之町３－１０ ショッピング

伊月 笹乃庄 徳島市 伊月町３－２５ 飲食店

全日食チェーン住吉店 徳島市 住吉４－４－３８ ショッピング

住吉食品（有）前田兄弟 徳島市 住吉４－５－９３ ショッピング

BOOKOFF 徳島住吉店 徳島市 住吉５－４５－２ ショッピング

Aguhairmohne徳島佐古ハローズ 徳島市 佐古二番町１８－１１ サービス

VICKYPLACEOGAWA 徳島市 元町１－２４　アミコ　１Ｆ ショッピング

マルヨシセンター八万店 徳島市 八万町二丈３６－４ ショッピング

メーアコルン 徳島市 八万町大坪１７６－１ 飲食店

ビッグアメリカンショップ 大野橋店 徳島市 八万町大野１４２－２ ショッピング

炭七輪のはな牛 徳島店 徳島市 八万町大野１４４－１ ショッピング

かつや徳島沖浜店 徳島市 八万町大野１７８－７ 飲食店

武蔵 徳島市 八万町弐丈２５－１ 飲食店

コアフィ-ルミマ徳島店 徳島市 八万町弐丈４５－３ サービス

炭火焼　但馬 徳島市 八万町犬山261-3 飲食店

マルヨシセンター渭北店 徳島市 助任橋２－２３ ショッピング

ゆたか屋 徳島市 勝占町下敷地１ 飲食店

イルローザ北佐古店 徳島市 北佐古一番町７９－３ 飲食店

居酒屋タイフーン 徳島市 北常三島町２丁目１６　南城ビル１０２ 飲食店

CafeduMarche 徳島市 北沖洲１丁目２－３０　大黒ビル１Ｆ 飲食店

平惣 田宮店 徳島市 北田宮１－２２８ ショッピング

ムッシュ藤田 徳島市 北田宮１丁目１０－２４　 飲食店

スマホ堂徳島本店 徳島市 北矢三町３－１－７８ ショッピング

焼肉長尾 徳島市 南内町１－２４　サンケイビル　２Ｆ 飲食店

四国三郎 徳島市 南内町１丁目１８－１　 飲食店

MARCH 徳島店 徳島市 南内町３－２４　井元ビル　１Ｆ サービス

カルチャーシティ 平惣 タクト店 徳島市 南島田町３－５５ ショッピング

mite 徳島市 南常三島町１－２－５　里見ビル　１０２号室 ショッピング

Ristorante SOLAIA 徳島市 南庄町２－２５－１ 飲食店

メーアコルン・ルーエプラッツ 徳島市 南庄町５－１４－１ 飲食店

AKAO HOME STYLING 徳島市 南昭和町３丁目４１番地 ショッピング

加盟店名加盟店名 市区町村市区町村 所在地所在地 ジャンルジャンル
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イルローザ 南沖洲工房店 徳島市 南沖洲５－６－２０ 飲食店

大阪王将徳島田宮店 徳島市 南田宮１－２３１－３ 飲食店

Bella Vita 田宮店 徳島市 南田宮２－２－４６　Ｂ－ＳＰＡＺＩＯ サービス

デイリーマート田宮店 徳島市 南田宮２丁目１４５番地２ ショッピング

ボーイズ 徳島市 吉野本町２－６ ショッピング

五島糸店 徳島市 問屋町４７ ショッピング

BOOKOFF 国府店 徳島市 国府町井戸堂ノ裏３０－７ ショッピング

山かつ国府店 徳島市 国府町井戸字堂裏３０－１ 飲食店

附家書店 国府店 徳島市 国府町井戸高池窪１２－１ ショッピング

和牛焼肉 あがりや 徳島市 国府町日開字東４４７－２ 飲食店

福屋盛寿の郷店 徳島市 国府町矢野１２２－１ 飲食店

マルヨシセンター国府店 徳島市 国府町観音寺１２１－１ ショッピング

スリープセレクション 徳島市 城南町２丁目３－３５ ショッピング

マルヨシセンター城南店 徳島市 城南町３－６－３０ ショッピング

焼肉dining京や 徳島市 大原町川添９ 飲食店

なっとく市場 徳島市 大松町榎原外７７－１１ ショッピング

柳鮨 徳島市 大道１－１７－１ 飲食店

デイリーマート津田店 徳島市 字津田本町４丁目４５１番地１ ショッピング

ラヴベビ－タビュ－ティ－ 徳島市 富田橋１丁目３２　松村ビル２階 サービス

串かつ料理 河久 徳島市 富田町２－１５ 飲食店

すしたけがみ 徳島市 富田町２－１７　カネナカビル　１Ｆ 飲食店

鮨肴いさみ 徳島市 富田町２－３０ 飲食店

レストラン カントリー 徳島市 富田町２－３３ 飲食店

鉄板焼　月六 徳島市 富田町２－３６ 飲食店

炭火焼肉のぐ　徳島駅前店 徳島市 寺島本町東３丁目６－２　旭ビル２Ｆ３Ｆ 飲食店

居酒屋とくさん 徳島市 寺島本町西１－４２　ＥＢＩＳＵビル 飲食店

BEBE アミコ徳島 徳島市 寺島本町西１－５ ショッピング

メルカートピッコロ徳島店 徳島市 寺島本町西１－５ ショッピング

徳島魚類アミコ東館 徳島市 寺島本町西１－５ ショッピング

セオリー徳島 徳島市 寺島本町西１－５　３Ｆ ショッピング

ポール・スミス アミコ徳島店 徳島市 寺島本町西１－５　アミコ徳島店　１Ｆ ショッピング

ドンクアミコ徳島店 徳島市 寺島本町西１－５　アミコ東館　Ｂ１ 飲食店

アミコ徳島店RF1 徳島市 寺島本町西１－５　アミコ東館　Ｂ１Ｆ ショッピング

阿波前寿司　松風 徳島市 山城町東浜傍示２４－８　 飲食店

加盟店名加盟店名 市区町村市区町村 所在地所在地 ジャンルジャンル
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TOKUSHIMACOFFEEWORKS 徳島市 山城西１－７ ショッピング

赤から徳島沖浜店 徳島市 山城西３－３８ 飲食店

山かつ 山城店 徳島市 山城西３－４２－１ 飲食店

アワーリカー沖浜店 徳島市 山城西４２ ショッピング

徳島甲羅本店 徳島市 川内町大松２３６－１ 飲食店

BOOKOFF 徳島川内店 徳島市 川内町大松３２８－１ ショッピング

平惣 川内店A館 徳島市 川内町大松８４４－１ ショッピング

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

スマホ堂川内バイパス店 徳島市 川内町平石古田８６－６ ショッピング

アストロプロダクツ 徳島店 徳島市 川内町平石夷野６４－１ ショッピング

鶏料理いちや 徳島市 川内町平石夷野７１－３ 飲食店

全日食チェーン榎瀬店 徳島市 川内町榎瀬４５５－２ ショッピング

かつや徳島川内店 徳島市 川内町鈴江北１０－１ 飲食店

幸楽寿し 徳島市 徳島本町２－１４ 飲食店

茜庵 徳島市 徳島町３－４４－１ 飲食店

ビッグアメリカンショップ 応神店 徳島市 応神町東貞方諏訪ノ市１６－４ ショッピング

廻る寿し祭り応神店 徳島市 応神町西貞方６９－２　 飲食店

喜多野安心市 徳島市 応神町西貞方喜多野１４－１ ショッピング

ガ－デニング倶楽部 花みどり 徳島市 応神町西貞方字鷹の橋７－２ ショッピング

キャトル　アンファン 徳島市 新浜町２丁目４－２５　シティーコート新浜１
Ｆ 飲食店

炭火七輪焼肉 牛之助 徳島市 末広２－１０３－１ 飲食店

ハラダ本店 徳島市 東新町１－２１ ショッピング

船場鳥ぼん 徳島市 東船場町１－１２　斉藤ビル　１Ｆ 飲食店

ウォッチギャラリー IKEDAプラス 徳島市 東船場町１－２２ ショッピング

モンドジャコモ 徳島市 東船場町２－４２ ショッピング

なつめ 徳島市 栄町１－３７ 飲食店

鴻Kohno 徳島市 栄町１－６７－２　橘ビル３Ｆ 飲食店

酒肴結さかぐち 徳島市 栄町２－５－１　久米ビル　１Ｆ 飲食店

平惣 徳島店CD 徳島市 沖浜３－１０－２ ショッピング

BOOKOFF 徳島沖浜店 徳島市 沖浜３－２４ ショッピング

中国料理桃華 徳島市 沖浜３－６２ 飲食店

平惣 徳島店 2号 徳島市 沖浜３－９ ショッピング

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

ロワゾーブリュー沖浜店 徳島市 沖浜東１－５　第二コーポハマダ　１Ｆ 飲食店

加盟店名加盟店名 市区町村市区町村 所在地所在地 ジャンルジャンル
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カフェカジュアル　U．S．A 徳島市 沖浜東１丁目１６－１　 飲食店

スマホ堂徳島沖浜店 徳島市 沖浜東２－８ ショッピング

大阪王将徳島沖浜店 徳島市 沖浜東３－６ 飲食店

トマト＆オニオン徳島沖浜店 徳島市 沖浜東３－７０ 飲食店

栄寿司 徳島市 秋田町１－１５－１ 飲食店

リカーマウンテン徳島秋田町店 徳島市 秋田町１－１６－１　オールド＆ニュービル　
１Ｆ ショッピング

や台ずし 秋田町 徳島市 秋田町１－２０ 飲食店

卯月 徳島市 秋田町１－３８　モーメントビル２　１Ｆ 飲食店

新宿バインミ－ 徳島市 秋田町１丁目２２　味園ビル一階 飲食店

和食　やわらぎ 徳島市 秋田町１丁目３０　松本ビル１Ｆ 飲食店

和食　やわらぎ 徳島市 秋田町１丁目３０　松本ビル１階 飲食店

Poesia 徳島市 秋田町１丁目５４　ロイヤルクレイン秋田町１
Ｆ 飲食店

居酒屋小島 徳島市 秋田町１丁目８　川村ビル１Ｆ 飲食店

に志もと 徳島市 籠屋町１－１７ 飲食店

濱喜久 徳島市 籠屋町２－１５－２ 飲食店

阿波居酒屋頂 徳島市 籠屋町２－１６－１ 飲食店

炉庵 松阪 徳島市 籠屋町２－１８ 飲食店

活魚水産　紺屋町店 徳島市 紺屋町２１－４ 飲食店

紺屋町 のだ 徳島市 紺屋町２６ 飲食店

蓮菜 徳島市 紺屋町３２ 飲食店

炉端焼き酒場八兵衛 徳島市 紺屋町３７　１Ｆ 飲食店

WAKA Ristorante 徳島市 蔵本町３－８　中野ビル１Ｆ 飲食店

イルローザマルナカ徳島店 徳島市 西新浜町１－４５－１ 飲食店

学生服の店 さがわ 徳島市 西船場町３－２５ ショッピング

黒崎楽器 徳島市 通町１－１８－１ ショッピング

なんとう 徳島市 鮎喰町１丁目１１２番地　 ショッピング

竹の瀬 徳島市 鷹匠町１－１０－１　ヴィラ鷹匠ビル２Ｆ 飲食店

隠れ庵 無玄 徳島市 鷹匠町１－３３　丸平ビル　２Ｆ 飲食店

パティスリー AUPOIVRE 板野郡北島町 江尻字旭光３ 飲食店

やきにく勝利 板野郡北島町 江尻宮ノ本７－６ 飲食店

北島藤原精肉店 板野郡北島町 鯛浜字外野２４－１２ ショッピング

BIJOUPIKO 徳島店 板野郡松茂町 中喜来前原東五番越９－２ ショッピング

JA徳島市 松茂直売所 板野郡松茂町 中喜来前原東四番越１４－１ ショッピング

附家書店 松茂 板野郡松茂町 中喜来前原東壱番越８－２ ショッピング

加盟店名加盟店名 市区町村市区町村 所在地所在地 ジャンルジャンル
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山のせ松茂店 板野郡松茂町 中喜来字前原２番越の１ 飲食店

江戸屋珈琲　松茂本店 板野郡松茂町 中喜来字前原東四番越５－１－１ 飲食店

旬席璃椿 板野郡松茂町 豊久朝日野１６－２ 飲食店

JAグリーンアグリ板野 板野郡板野町 川端字惣徳田４９番地 ショッピング

パティスリーもりん藍住店 板野郡藍住町 奥野前川９５－３ 飲食店

新鮮市場魚大将 藍住店 板野郡藍住町 東中富朏傍示３－２ 飲食店

アワーリカー藍住店 板野郡藍住町 東中富朏傍示４１－１ ショッピング

山かつ藍住店 板野郡藍住町 東中富龍池傍示５８－１ 飲食店

QUONチョコレ－ト 徳島店 板野郡藍住町 矢上字安任１７５－１ ショッピング

サンシャイン モアナ 海部郡海陽町 大里字松ノ元２８－１ ショッピング

スーパーニシミヤ 海部郡海陽町 奥浦町内２００ ショッピング

フレッシュフーズオオキタ日和佐店 海部郡美波町 奥河内弁才天１６ ショッピング

デイリーマート美馬店 美馬市 美馬町字銀杏木３５番２ ショッピング

イルローザ 脇町店 美馬市 脇町拝原２０５７－１ 飲食店

デイリーマート脇町店 美馬市 脇町猪尻字若宮南１００－１ ショッピング

tomo 美馬市 脇町脇町５３５－１　 ショッピング

全日食相生店 那賀郡那賀町 延野字大原１７２ ショッピング

リピイトデンキ 阿南市 橘町江の浦７０－８ ショッピング

フードセンター二幸 阿南市 羽ノ浦町中庄上ナカレ２６－１３ ショッピング

sette 阿南市 羽ノ浦町古庄大坪原３６－５ サービス

デイリーマート羽ノ浦店 阿南市 羽ノ浦町宮倉芝生７２－１ ショッピング

肉のまなぶくん 阿南市 西路見町堤外６５－１ ショッピング

トクシマコーヒーワークス このぶ店 阿南市 那賀川町小延２０６－２ ショッピング

ミートショップふじおか 阿南市 那賀川町島尻５２１－１ ショッピング

阿波牛の匠のべ 阿南市 那賀川町工地２９９－１ ショッピング

平惣阿南センター店1F 阿南市 領家町室ノ内４０１－１ ショッピング

JA夢市場 阿波市 市場町大野島野神７７－１ ショッピング

マルヨシセンターアワーズ店 阿波市 阿波町伊沢田８８ ショッピング

デイリーマートウインズ店 阿波市 阿波町大道北２０３－１ ショッピング

JA大津松茂 農産物直売所えがお 鳴門市 大津町備前島字横丁ノ越３０３－１ ショッピング

大阪王将鳴門店 鳴門市 大津町木津野東辰巳１７丁目６ 飲食店

M&Mマルナカマート 鳴門市 大津町矢倉裏１０－２ ショッピング

産直市場いせや農場 鳴門市 大麻町東馬詰弐番越８－１ ショッピング

寿し辰 鳴門市 撫養町小桑島前浜２５９－２ 飲食店

加盟店名加盟店名 市区町村市区町村 所在地所在地 ジャンルジャンル

7 / 8

[徳島県徳島県]



肉問屋じゅわっち 鳴門市 撫養町斎田大堤３４２ 飲食店

ヒカリ電器商会 鳴門市 撫養町木津１０９５ ショッピング

焼きたてお菓子工房caputto 鳴門市 撫養町立岩四枚５３　岩本ビル 飲食店

御菓子処ことらや 鳴門市 撫養町黒崎松島２３４ 飲食店

イルローザ 鳴門店 鳴門市 撫養町黒崎松島４０５ 飲食店

海鮮市場 魚大将 鳴門市 瀬戸町明神弐軒屋９０－１ 飲食店

大 国際美術館giverny 鳴門市 鳴門町土佐泊浦福池６５－１ 飲食店

加盟店名加盟店名 市区町村市区町村 所在地所在地 ジャンルジャンル
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