
店舗名 店舗区分 店舗所在地 連絡先

1 阿波観光ホテル 宿泊業 徳島市一番町３－１６－３ ０８８－６２２－５１６１
2 海鮮問屋　太へい洋 飲食店 小松島市芝生町字狭間３２－１ ０８８５-３２－７７００
3 田んぼと畑のレストラン　あいさいキッチン 飲食業 小松島市立江町炭屋ヶ谷４７－３ ０８８５-３８－０１１２
4 料理　仕出し　にし野 飲食業 鳴門市里浦町里浦字花面３５０－１１ ０８８－６８５－１９１９
5 おがわ/おさかなダイニングAWAGO 飲食 小松島市小松島町外開７－１ ０８８５-３２－０２０５
6 おくむら旅館 飲食・宿泊藍住町奥野前川７４ ０８８－６９２－２２３０
7 鱗桜(うろころう) 飲食 徳島市国府町中２６８－１ ０８８－６４２－４３３７
8 中華そば　しょうちゃん 飲食 小松島市和田島町字松田新田１８５－１０８８５-３８－２０８２
9 日本料理　永代 飲食 鳴門市撫養町斎田字東発４２－３ ０８８-６８５－６８５４

10 ちょっと　よっ亭 飲食 鳴門市大麻町姫田字大森１００－１ ０８８-６８９－０３５３
11 みわ 飲食 鳴門市北灘町櫛木字浜田４６－１ ０８８-６８８－１７７１
12 吉本屋 飲食 阿波市土成町吉田字芝生１－１－４ ０８８-６９５－２０１０
13 セントラルホテル　鴨島 飲食・宿泊吉野川市鴨島町鴨島４７１-２ ０８８３-２４－８９８９
14 ビストロ・ミキ 飲食 徳島市富田橋８－２０ ０８８-６５２－４４１８
15 新日本料理　ふじわら 飲食 名西郡石井町高原字東高原２６４－１ ０８８-６７４－４５４５
16 民宿　寿食堂 飲食・宿泊板野郡上板町七條字大道ノ上１３－１ ０８８-６９４－２０２４
17 季節料理　に志もと 飲食 徳島市籠屋町１－１７ ０８８-６５２－２７５６
18 おおにし 飲食 板野郡上板町七條字天王１２－１１ ０８８-６９４－４４１６
19 名代　福寿し 飲食 徳島市富田町１－１９－２ ０８８-６２２－３８２０
20 さかなや・仕出し　久米商店 飲食店 徳島市新浜町２ー３－９２ ０８８-６６３－０２０２
21 剣山ホテル 宿泊業 徳島市南内町２ー１１ ０８８-６５４－３３３１
22 辰巳家 飲食 小松島市松島町１－２８ ０８８５-３２－０２７５
23 小松島やまなみ珈琲店 飲食 小松島市中田町字内開１２－９ ０８８５-３２－７８０５
24 金丸 飲食 小松島市南小松島町１５－１２ ０８８５-３２－００１１
25 めん処　玉好 飲食 小松島市中田町字内開１０－７ ０８８５-３２－７０１６
26 おふくろ食堂 飲食 小松島市赤石町５－１０３ ０８８５-３７－１５４９
27 さわ その他 徳島市東沖洲１丁目１－５ ０８８-６３６－００８８
28 シーサイドバーベキュー　AQUA TERRACE 飲食 徳島市東沖洲２－１４ ０９０－４９７３－１６６４
62 シーマンライク 飲食 徳島市東沖洲２丁目１４ ０８８－６６４－００８７

1 月ヶ谷温泉　月の宿 飲食店 勝浦郡上勝町大字福原字平間７１－１ ０８８５－４６－０２０３
2 ふれあいの里　さかもと 宿泊業 勝浦郡勝浦町大字坂本字富平１－５ ０８８５-４４－２１１０
3 民宿　金子や 宿泊業 勝浦郡勝浦町生名石垣３－１ ０８８５-４２－２７２１
4 阿波地地美獲　あおき 飲食店 勝浦郡勝浦町大字中角字大藪３０－１ ０８８５-４２－３００８
5 ヤマニシ旅館 宿泊業 勝浦郡上勝町大字旭字中村５４－１ ０８８５-４６－０００５
6 山西料理店 飲食 勝浦郡勝浦町大字沼江字西岡２－２ ０８８５-４２－３０１２
7 阿南セレモニーホール　サンセリテ 飲食店 阿南市富岡町西池田口１４－１ ０８８４-２２－３０３０
8 喫茶　丸の内 飲食 阿南市富岡町今福寺５９－５ ０８８４-２３－０６６７
9 寿殿　えもと 飲食 阿南市桑野町井ノ口原５６－６ ０８８４-２６－００５２

10 五番館 飲食 海部郡美波町奥河内字寺前４９０－１３ ０８８４-７７－０４４８
11 お好み焼・手羽先　いずみ 飲食 海部郡海陽町大里字上中須９７－４ ０８８４-７３－１７８０
12 スナック　まっちゃん 飲食 海部郡牟岐町大字中村字本村１４４－９０８８４-７２－２１２１
13 喫茶オレンジ 飲食 勝浦郡勝浦町大字生名字月ノ瀬４－１ ０８８５-４２－２７３２

1 割烹料理・ふぐ処　味喜 飲食 三好郡東みよし町中庄７１２ ０８８３-８２－５６０６
2 童楽Bar ぷりずん 飲食 三好郡東みよし町加茂１４９７－１０ ０８８３-８２－６００５
3 旬楽大ning　笑弌 飲食 三好郡東みよし町中庄１２２９ ０８８３-８７－８６７１
4 居酒屋　花びし 飲食 三好郡東みよし町加茂１７８１ ０８８３-８２－２１８８
5 いっすんぼうし 飲食 三好郡東みよし町加茂１７９５ ０８８３-８２－３１２３
6 味匠　藤本 飲食 三好郡東みよし町昼間２４４０－３ ０８８３-７９－３２１２
7 Cafe Riang 飲食 三好郡東みよし町加茂１６４６－６ ０８８３-８２－５６３３
8 カフェレスト　ダッグ・アウト 飲食 三好郡東みよし町加茂２６７１－１ ０８８３-８２－１０４０
9 茶飲処　茶蔵 飲食 三好郡東みよし町中庄２５５６ ０８８３-８２－２９２７

10 みかも喫茶 飲食 三好郡東みよし町加茂３２１４－１ ０８８３-８７－８８１１
11 焼き鳥・和食　大黒屋 飲食 三好郡東みよし町加茂１８６３－２ ０８８３-８２－３１６９
12 焼肉　加茂八 飲食 三好郡東みよし町加茂５０５８－２ ０８８３-８２－３６３６
13 料理　仕出し　かめのや 飲食 三好郡東みよし町昼間３６７７－１ ０８８３-７９－２１４６
14 レモングラス 飲食 三好郡東みよし町加茂１９１６－１ ０８８３-８２－１１１８
15 酒菜　虎ノ介 飲食 三好郡東みよし町加茂１４６６ ０８８３-８２－１３３３
16 焼肉ダイニング　龍 飲食 三好郡東みよし町加茂１４６６ ０８８３-８３－９００６
17 中華料理　菊花楼 飲食 三好郡東みよし町中庄１２７３ ０８８３-８２－３６２２
18 食奏　まあ庵 飲食 三好郡東みよし町加茂１７２６－１ ０８８－３７６－１１９５
19 焼肉　うえの 飲食 三好郡東みよし町加茂１９１４－１ ０８８３－８２－１２２６
61 Ｌｉｎｋ　Ｐｏｉｎｔ　ＳＡＩＲＡＩ 飲食 美馬市脇町大字猪尻字西分１４０－２ ０９０－８９７１－７２４９
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