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  ≪【2023年】新うどん県泊まってかがわ割 クーポン取扱店舗一覧≫
2,109 施設

施設名 電話番号 住所
高松市地域
カレーハウスCoCo壱番屋高松茜町店 0878636631 高松市茜町
はま寿司 高松茜町店 0878636233 高松市茜町
りらくる高松茜町店 0878311033 高松市茜町
あおい 0878116688 高松市朝日町
ウエルシア高松朝日町店 0878231080 高松市朝日町
ことでんバス株式会社タクシー事業部 0878517745 高松市朝日町
ジャンボフェリー高松のりば 0878116688 高松市朝日町
セブンイレブン香川県立中央病院前店 0878512787 高松市朝日町
第一タクシー株式会社 0878513193 高松市朝日町
りつりん2 0878116688 高松市朝日町
レデイ薬局 朝日町店 0878021668 高松市朝日町
あじ温泉庵治観光ホテル海のやどり 0878713141 高松市庵治町
ザグザグ 檀紙北店 0878705523 高松市飯田町
スカイファーム 0878815256 高松市飯田町
一宮給油所 0878898283 高松市一宮町
海鮮うまいもんや浜海道 高松南店 0878156466 高松市一宮町
くすりのレデイ 高松一宮店 0878021502 高松市一宮町
コープ一宮 0878852110 高松市一宮町
ＪＡ香川県 高松盆栽の郷 0878184163 高松市一宮町
セブンイレブン高松一宮町店 0878891808 高松市一宮町
Soleil コープ一宮店 0878855851 高松市一宮町
天然温泉きらら 0878156622 高松市一宮町
ウエルシア高松今里店 0878697220 高松市今里町
キングラム高松今里店 0878137145 高松市今里町
くすりのレデイ 今里店 0878318100 高松市今里町
ザグザグ 今里店 0878625639 高松市今里町
四国石油株式会社 カーケアステーションセルフ今里町 0878676987 高松市今里町
スマイル高松サンフラワー通り店 0878137140 高松市今里町
バナナクラブ&ビッグエコーサンフラワー店 0878684141 高松市今里町
はま寿司 高松今里店 0878120633 高松市今里町
レデイ薬局 今里店 0878325250 高松市今里町
牛たん屋 BERO 0878131877 高松市今新町
個室 肉割烹 牛若丸 0878117771 高松市今新町
個室 藁焼き×日本酒処 龍馬 0878511811 高松市今新町
すし森山 0878220101 高松市今新町
スタジオナッシュビル 0878514566 高松市今新町
Tan Tan 0878220711 高松市今新町



施設名 電話番号 住所
ファミリーマート高松今新町店（一部利用制限有） 0878218605 高松市今新町
や台ずしライオン通町 0878238828 高松市今新町
歓中店 0878219566 高松市今新町
来来餃子館 0878231380 高松市今新町
Casual au Alice 0878025311 高松市内町
サンダー酒場 0878131717 高松市内町
澄酒 0878024771 高松市内町
中国菜 竹林坊 0878732775 高松市内町
にぼし食堂 0878132145 高松市内町
POLA unBijoux 0878732175 高松市内町
わいんびより 0878518100 高松市内町
くすりのレデイ 円座店 0878853700 高松市円座町
月曜からアイス 高松店 0878803125 高松市円座町
パスタ専門店AKATOMBO 0878027587 高松市円座町
はなまるうどん高松円座店 0878157870 高松市円座町
はま寿司 高松円座店 0878157687 高松市円座町
ビッグエコー円座店 0878865205 高松市円座町
ほっかほっか亭 円座店 0878863437 高松市円座町
マルナカ円座店 0878867798 高松市円座町
株式会社吉田石油店 高松⻄サービスステーション 0878862005 高松市円座町
エディオン 高松扇町店 0878513161 高松市扇町
くすりのレデイ 扇町店 0878238700 高松市扇町
コープ扇町 0878215050 高松市扇町
松風庵かねすえ 扇町本店 0878515888 高松市扇町
有限会社ワタナベ酒店 0878214584 高松市扇町
イエローハット高松南店 0878881018 高松市太田上町
池まる餃子 0878658625 高松市太田上町
カワニシカバンプロダクト 0878808079 高松市太田上町
くすりのレデイ 太田上町店 0878643870 高松市太田上町
新鮮市場きむら 太田店 0878685000 高松市太田上町
ドラッグコスモス太田上町店 0878155411 高松市太田上町
ファミリーマート 高松太田上町店（一部利用制限有） 0878643351 高松市太田上町
ファミリーマート高松太田店（一部利用制限有） 0878645230 高松市太田上町
ムーミーBeST店 0878645668 高松市太田上町
ヤマウチセルフ太田 0878151780 高松市太田上町
太田給油所 0878682400 高松市太田下町
くすりのレデイ 太田店 0878153555 高松市太田下町
寿し一貫 太田店 0878682050 高松市太田下町
スシロー高松太田店 0878646206 高松市太田下町
ステーキハウス一牛 0878805009 高松市太田下町
セブンイレブン高松太田下町店 0878675509 高松市太田下町
橋口写真店 09086939689 高松市太田下町



施設名 電話番号 住所
やきとりの扇屋高松サンフラワー通り店 0878149225 高松市太田下町
焼肉ことぶき 高松太田店 0878668929 高松市太田下町
ラ・ファミーユ太田サンフラワー通り店 0878683755 高松市太田下町
レデイ太田調剤薬局 0878152552 高松市太田下町
ローソン高松太田下町店 0878689799 高松市太田下町
セブンイレブン高松岡本町店 0878867791 高松市岡本町
AVAN ウイングポート店 0878858927 高松市香川町
川東給油所 0878792118 高松市香川町
くすりのレデイ 浅野店 0878029700 高松市香川町
ザ・チェルシーブレス 0878158825 高松市香川町
スカイレンタカー高松空港店 0878158820 高松市香川町
炭火焼肉なかむら 香川町本店 0878798929 高松市香川町
セブン-イレブン 高松香川町大野北店 0878882112 高松市香川町
セブン-イレブン 高松香川町大野店 0878158055 高松市香川町
セブンイレブン高松空港店 0878158880 高松市香川町
DCM香川店 0878883835 高松市香川町
ニッポンレンタカー四国株式会社 高松空港営業所 0878792157 高松市香川町
はやし家製麺所 0878028840 高松市香川町
ほっかほっか亭 川東店 0878790047 高松市香川町
本格手打もり家 0878798815 高松市香川町
マツモトキヨシ ウイングポート店 0878647880 高松市香川町
マルイ観光バス 空港通り事務所 0878790801 高松市香川町
マルナカ浅野店 0878891039 高松市香川町
マルナカ大野店 0878869136 高松市香川町
やきとりの扇屋香川町店 0878155307 高松市香川町
遊食房屋 高松南店 0878790803 高松市香川町
和幸 0878796336 高松市香川町
海鮮うまいもんや浜海道 鍛冶屋町店 0878213135 高松市鍛冶屋町
隠れ家創作ダイニング田田 0878233313 高松市鍛冶屋町
KAJI PLA DINING 0878807750 高松市鍛冶屋町
鍛冶屋町みや﨑 0878515988 高松市鍛冶屋町
韓激 高松店 0878222552 高松市鍛冶屋町
季節料理どちらいか 0878519105 高松市鍛冶屋町
牛タンしゃぶしゃぶと肉寿司 Just  肉(meat)高松店 0878021651 高松市鍛冶屋町
串どり鍛冶屋町店 0878235170 高松市鍛冶屋町
グリルアターブル 0878262627 高松市鍛冶屋町
瀬⼾内海のもん とといち 0878110301 高松市鍛冶屋町
鮮魚鉄板バルMareMare 0878025580 高松市鍛冶屋町
鉄板焼き居酒屋えん 0878262777 高松市鍛冶屋町
⿃⻑ 0878232232 高松市鍛冶屋町
バースノー 0878512335 高松市鍛冶屋町
ビッグエコー鍛冶屋町スミス通り店 0878262266 高松市鍛冶屋町



施設名 電話番号 住所
フジヤマドラゴン高松店 0878732479 高松市鍛冶屋町
三ツ矢亭鍛冶屋町店 0878116122 高松市鍛冶屋町
明神丸 高松店 0878021302 高松市鍛冶屋町
飲茶居 天胡同 0878226848 高松市鍛冶屋町
和牛焼肉ダイニングAGORA 0878226600 高松市鍛冶屋町
エディオン タケヤ電機 屋島店 0878437744 高松市春日町
エディオン高松春日店 0878412411 高松市春日町
海鮮うまいもんや浜海道 春日本店 0878448788 高松市春日町
かつ福 高松春日店 0878029014 高松市春日町
くすりのレデイ 春日店 0878441100 高松市春日町
ケーズデンキ 高松春日店 0878448833 高松市春日町
こだわりとんかつ 山かつ屋島店 0878410655 高松市春日町
コメダ珈琲店高松東店 0878143488 高松市春日町
さか枝うどん 春日店 0879147200 高松市春日町
ザグザグ 春日店 0878180722 高松市春日町
スミレ交通株式会社 0878430201 高松市春日町
セブンイレブン高松春日町店 0878433711 高松市春日町
東京靴流通センター 高松春日町店 0878438732 高松市春日町
パリミキ高松春日店 0878495177 高松市春日町
はるやま 高松バイパス店 0878436998 高松市春日町
ぴこぴこ精肉店 春日 0878138718 高松市春日町
ビッグエコー屋島店 0878418771 高松市春日町
びっくりドンキー高松春日店 0878700801 高松市春日町
ファミリーマート 高松春日川橋東店（一部利用制限有） 0878180139 高松市春日町
焼肉ことぶき 高松春日店 0878992941 高松市春日町
株式会社ヤマダデンキテックライフセレクト高松春日本店 0878180101 高松市春日町
夢菓房たから 0878448801 高松市春日町
りらくる高松春日町店 0878412866 高松市春日町
alvecchio Duomo 0878023130 高松市片原町
居酒屋 渋右衛門 0878518888 高松市片原町
居酒屋 せきや 0878026005 高松市片原町
韋駄天 0878230094 高松市片原町
おおもり屋 0878212924 高松市片原町
牡蠣スタンド 0878212010 高松市片原町
KAZ MART 0878845610 高松市片原町
カドのてっぱん夢路 0878210299 高松市片原町
カフェ今村屋 0878214110 高松市片原町
カワニシブロイラー 0878116845 高松市片原町
串揚げいっぽん 09032819978 高松市片原町
久つ和堂総本店 0878213231 高松市片原町
三友堂 0878512258 高松市片原町
宗紀マスタード 0878992707 高松市片原町



施設名 電話番号 住所
デイリーヤマザキ高松片原町店 0878215554 高松市片原町
日本料理澤 0878732131 高松市片原町
保護猫カフェcatloaf 0878872751 高松市片原町
や台ずし片原町 0878117728 高松市片原町
らんぷ 09013290919 高松市片原町
ウエルシア高松鹿角店 0878150161 高松市鹿角町
おはぎとふるさと菓子 あん 0878697878 高松市鹿角町
菓子工房ルーヴ 空港通り店 0878697878 高松市鹿角町
セブンイレブン高松鹿角町 0878867731 高松市鹿角町
良酒屋 握Goo 0878683669 高松市上天神町
エディオンゆめタウン高松店 0878697711 高松市上天神町
くら寿司高松上天神店 0878643610 高松市上天神町
JINS高松中央通店 0878645235 高松市上天神町
晴れる屋高松店 0878870112 高松市上天神町
100時間カレーゆめタウン高松店 0878136768 高松市上天神町
丸源ラーメン 高松上天神店 0878645336 高松市上天神町
焼肉きんぐ 高松上天神店 0878136945 高松市上天神町
ユニクロゆめタウン高松店 0878148031 高松市上天神町
ドラッグコスモス上之町店 0878646570 高松市上之町
ファミリーマート高松上之町一丁目店（一部利用制限有） 0878646440 高松市上之町
大阪王将高松上福岡店 0878325531 高松市上福岡町
割烹よし田 0878371185 高松市上福岡町
ザグザグ 上福岡店 0878120377 高松市上福岡町
セブンイレブン高松上福岡町店 0878317442 高松市上福岡町
相互タクシー株式会社 0878614849 高松市上福岡町
DCM上福岡店 0878339955 高松市上福岡町
株式会社トキワタクシー 0878676010 高松市紙町
ファミリーマート高松中央通り店（一部利用制限有） 0878151544 高松市紙町
うどん棒高松本店 0878313204 高松市⻲井町
グリル洋食&ワイン KitchenROAD 0878133330 高松市⻲井町
Chef's Table Piatto 0878136171 高松市⻲井町
ジャンボカラオケ広場 高松店 08061168892 高松市⻲井町
炭焼きカルビぼっけぇ 0878625025 高松市⻲井町
瀬⼾内味処 活 0878338955 高松市⻲井町
C’est bien 09040567148 高松市⻲井町
中国料理 揚州 0878088428 高松市⻲井町
trattoriaたにぐち 0878335538 高松市⻲井町
『肉山』高松 0878322929 高松市⻲井町
Hunky Dory!!! 0878992110 高松市⻲井町
ミラノのおかず屋さん 0878371782 高松市⻲井町
や台ずし⻲井町 0878617779 高松市⻲井町
有限会社高田タクシー 0878476216 高松市⻲田町



施設名 電話番号 住所
ファミリーマート高松高田店（一部利用制限有） 0878471017 高松市⻲田町
珈琲とサンドイッチの店KU・RU・MI 0878998228 高松市川島東町
DCM川島店 0878485688 高松市川島東町
ムーミー川島店 0878481245 高松市川島東町
株式会社グリーンタクシー 0878480841 高松市川島本町
マルナカ川島店 0878482830 高松市川島本町
くすりのレデイ 高松川岡店 0878021705 高松市川部町
マルナカ川岡店 0878855111 高松市川部町
AOZORA 0878131587 高松市瓦町
あなごの直吾美 0878314225 高松市瓦町
居酒屋 灘 0878345896 高松市瓦町
居酒屋えいと 0878121137 高松市瓦町
WeBase 高松 0878134411 高松市瓦町
うどん職人さぬき麵之介 0878022696 高松市瓦町
エスポワール 09076214359 高松市瓦町
快食道楽 秀 0878213177 高松市瓦町
海鮮問屋仲見世（一部対象外有あり） 0878628100 高松市瓦町
海鮮と骨付⿃ 讃岐酒場 高松フェリー通り店 0878132722 高松市瓦町
カドゲン 0878350030 高松市瓦町
くいもんや おか村 0878421455 高松市瓦町
GRASS高松店 0878620423 高松市瓦町
けむり家 0878610939 高松市瓦町
郷家（一部条件あり） 0878313360 高松市瓦町
ゴールデンタイム高松 0878973177 高松市瓦町
個室居酒屋すけ成 0878331502 高松市瓦町
魚と田舎料理 おかげや 0878626004 高松市瓦町
酒と料理のなつ 0878512020 高松市瓦町
さぬきの湯ドーミーイン高松 0878325489 高松市瓦町
3gram 0878801480 高松市瓦町
地鶏屋らく楽 09086968122 高松市瓦町
SPACCA NAPOLI 0878316362 高松市瓦町
セブンイレブン 高松瓦町２丁目店 0878627115 高松市瓦町
全室個室 鮨 みづは堂 0878732911 高松市瓦町
鉄板酒場ユリ 09027808145 高松市瓦町
鉄板焼ふじいさん 0878088311 高松市瓦町
寅や番外地店 0878622511 高松市瓦町
豚太郎瓦町店 0878216722 高松市瓦町
バナナクラブ瓦町店 0878311755 高松市瓦町
パワードラッグワンズ瓦町店 0878325551 高松市瓦町
ぴこぴこ精肉店 瓦町 0878618757 高松市瓦町
ビッグエコー高松フェリー通り店 0878212233 高松市瓦町
ホテルウィングインターナショナル高松 0878610017 高松市瓦町



施設名 電話番号 住所
骨付⿃東 本店(瓦町店) 0878132828 高松市瓦町
焼肉ジンスケ 0878348808 高松市瓦町
や台すし瓦町駅前町 0878335333 高松市瓦町
遊食ゆめや 09053630879 高松市瓦町
unioん 0878026669 高松市瓦町
ロイヤルパークホテル高松 0878232222 高松市瓦町
王龍ラーメン高松店 0878617010 高松市瓦町
セブンイレブン高松観光通2丁目店 0878337505 高松市観光通
ダントツラーメン岡山一番店 高松観光通り店（利用制限有） 0878612099 高松市観光通
陽だまり珈琲 0878133210 高松市観光通
Mokuiichi 0878332311 高松市観光通
味乃荘株式会社 0878377788 高松市木太町
エースワン高松木太店 0878121177 高松市木太町
海鮮市場 いかだ屋 0878875566 高松市木太町
春日水神市場 0878131730 高松市木太町
春日なごみの湯 湯楽温泉 0878332611 高松市木太町
cafe RITORNO 0878135838 高松市木太町
カルビ屋大福高松北バイパス店 0878348929 高松市木太町
カレーハウスCoCo壱番屋高松松縄店 0878680040 高松市木太町
くすりのレデイ 春日橋店 0878021628 高松市木太町
くすりのレデイ 木太店 0878148147 高松市木太町
ゴルフ5高松 0878334210 高松市木太町
ザグザグ 木太店 0878312239 高松市木太町
ザグザグ 中央インター店 0878153977 高松市木太町
しゃぶしゃぶ温野菜 高松木太店 0878310831 高松市木太町
新鮮市場きむら 木太店 0878153611 高松市木太町
セブンイレブン高松木太町川⻄店 0878311700 高松市木太町
セブンイレブン高松木太町店 0878630051 高松市木太町
高松国際ホテル 0878311511 高松市木太町
高松個人タクシー協同組合 0878025601 高松市木太町
詰田川給油所 0878612824 高松市木太町
徳島ﾗｰﾒﾝ麺王ﾏﾙﾅｶ春日店 0878972019 高松市木太町
ドラッグコスモス木太店 0878122345 高松市木太町
29DeLi高松木太店 0878132481 高松市木太町
バックヤードガーデン 0878875089 高松市木太町
はなまるうどん 木太店 0878123860 高松市木太町
はなまるうどん 高松中央インター店 0878149870 高松市木太町
ハロータクシー(タクシー車両) 0878688686 高松市木太町
美味休心 高松木太店 0878344177 高松市木太町
ファミリーマート 高松国際ホテル前店（一部利用制限有） 0878322761 高松市木太町
BOOKOFFPLUS高松新屋島店 0878372190 高松市木太町
ブランジェリー ラ・ファミーユ 0878022230 高松市木太町



施設名 電話番号 住所
本格讃岐手打ちうどんやまと 0878347833 高松市木太町
マルナカ春日店 0878336461 高松市木太町
マルナカ木太店 0878342580 高松市木太町
ゆず庵 高松木太町店 0878732269 高松市木太町
ラ・ファミーユ高松本店 0878375535 高松市木太町
レデイ薬局 木太店 0878148151 高松市木太町
umie 0878117455 高松市北浜町
element 0878870944 高松市北浜町
kitahama blue stories 0878235220 高松市北浜町
さろんぶるー 0878130204 高松市北浜町
ブックマルテ 09013225834 高松市北浜町
焼き肉玉藻 0878510486 高松市北浜町
こがね製麺所⻤無店 0878814030 高松市⻤無町
ザグザグ ⻤無店 0878328220 高松市⻤無町
マルナカ新⻤無店 0878825701 高松市⻤無町
フジ楠上店 0878878111 高松市楠上町
新鮮市場きむら 香⻄店 0878811200 高松市香⻄東町
DCM香⻄店 0878816335 高松市香⻄東町
イオン高松店 直営店 0878428000 高松市香⻄本町
石焼ビビンバ専門店アンニョン イオンモール高松店 0878025990 高松市香⻄本町
おむらいす亭 イオンモール高松店 0878022827 高松市香⻄本町
鎌倉パスタ イオンモール高松店 0878428213 高松市香⻄本町
コープ香⻄ 0878827333 高松市香⻄本町
ココカラファイン イオンモール高松店 0878328231 高松市香⻄本町
四六時中 イオン高松店 0878428212 高松市香⻄本町
JINSイオンモール高松店 0878820882 高松市香⻄本町
Soleil イオンモール高松店 0878428220 高松市香⻄本町
CHELSEA New York イオンモール高松店 0878021899 高松市香⻄本町
チチカカ イオンモール高松店 0878428210 高松市香⻄本町
⻑崎ちゃんぽん⼗鉄 イオンモール高松店 0878022787 高松市香⻄本町
ナフコ ツー・ワン スタイルイオン高松店 0878705631 高松市香⻄本町
日新タクシー株式会社 0878811188 高松市香⻄本町
ほっかほっか亭 香⻄店 0878827807 高松市香⻄本町
ミモザ高松店 0878022602 高松市香⻄本町
メイル&コー イオンモール高松店 0878428262 高松市香⻄本町
モンベル 高松店 0878427707 高松市香⻄本町
くすりのレデイ 香⻄店 0878818600 高松市香⻄南町
ヤマウチセルフ香⻄ 0878328280 高松市香⻄南町
オートバックス郷東店 0878816633 高松市郷東町
オリックスレンタカー高松郷東店 0878822244 高松市郷東町
ケーズデンキ 郷東店 0878227755 高松市郷東町
四国石油株式会社 カーケアステーションセルフ海岸通り 0878813121 高松市郷東町



施設名 電話番号 住所
スシロー高松郷東店 0878815561 高松市郷東町
セブンイレブン香川労働基準会館前店 0878827728 高松市郷東町
宗家くつわ堂 ⻄店 0878819280 高松市郷東町
ブックオフ高松郷東店 0878425155 高松市郷東町
平成レッグス株式会社 0878812397 高松市郷東町
マルナカ郷東店 0878820391 高松市郷東町
名物かまど 郷東店 0878816665 高松市郷東町
アパホテル〈高松空港〉 0878791111 高松市香南町
ANA FESTA㈱高松店 0878143424 高松市香南町
オリックスレンタカー高松空港店 0878405288 高松市香南町
かがわぎょれん おさかなショップ 0878143291 高松市香南町
cafeBUONO 0878143496 高松市香南町
かわたうどん 0878798686 高松市香南町
クウコウタクシー 0878791515 高松市香南町
空港売店 四季ﾉ里 0878143298 高松市香南町
ザグザグ 香南店 0878158050 高松市香南町
さぬき麺業 高松空港店 0878143412 高松市香南町
四国航空sky-J 高松空港ゲート店 0878158377 高松市香南町
四国航空sky-J高松空港ロビー店 0878158377 高松市香南町
四国空市場・さぬき銘品店 0878143552 高松市香南町
セブンイレブン高松香南町横井店 0878158308 高松市香南町
セルフ讃岐うどん空海房 0878791403 高松市香南町
高松商運 空港売店 スカイショップ 0878143489 高松市香南町
トヨタレンタカー 高松空港店 0878798100 高松市香南町
バジェット・レンタカー高松空港店 0878135437 高松市香南町
はやし家製麺所 高松空港店 0878790884 高松市香南町
ファミリーマート香南町由佐店（一部利用制限有） 0878795119 高松市香南町
平成レンタカー高松空港店 0878797753 高松市香南町
道の駅 香南楽湯 0878158585 高松市香南町
⺠サ麺業 高松空港ビル売店 0878143409 高松市香南町
洋風レストラン エリエール 高松空港店 0878143483 高松市香南町
イエローハット高松国分寺店 0878747737 高松市国分寺町
石窯パン工房 ぱぱぱーん 0878418881 高松市国分寺町
カフェコンディトライ&レスト シカ 0878743850 高松市国分寺町
カレーハウスCoCo壱番屋香川国分寺店 0878649139 高松市国分寺町
くすりのレデイ 国分寺店 0878137111 高松市国分寺町
国分寺給油所 0878746210 高松市国分寺町
コメダ珈琲店讃岐こくぶんじ店 0878027295 高松市国分寺町
ザ・ビッグ国分寺店 0878706025 高松市国分寺町
ザグザグ 国分寺店 0878746639 高松市国分寺町
四国八⼗番札所 讃岐国分寺 0878740033 高松市国分寺町
新鮮市場きむら 国分寺店 0878748888 高松市国分寺町



施設名 電話番号 住所
セブンイレブン高松国分寺町福家店 0878747885 高松市国分寺町
釣具のポイント 高松国分寺店 0878752511 高松市国分寺町
DCM国分寺店 0878743500 高松市国分寺町
ドラッグコスモス国分寺店 0878706105 高松市国分寺町
ドラッグコスモス福家店 0878745006 高松市国分寺町
パティスリーもりん国分寺店 0878995591 高松市国分寺町
ファミリーマート国分寺町国分店（一部利用制限有） 0878748055 高松市国分寺町
ブックオフ高松国分寺店 0878751120 高松市国分寺町
マルナカ国分寺店 0878759121 高松市国分寺町
萬燈珈琲店 0878997077 高松市国分寺町
ヤマウチセルフ国分寺 0878740952 高松市国分寺町
ヤマウチセルフ国分寺R11 0878748061 高松市国分寺町
遊食房屋 国分寺店 08788135131 高松市国分寺町
らーめん工房りょう花 高松国分寺店 0878757369 高松市国分寺町
御菓子処 湊屋 0878218634 高松市寿町
兜島プロジェクト 0878047644 高松市寿町
ステーキハウス千萬 高松店 0878224129 高松市寿町
セブンイレブン高松寿町2丁目店 0878227721 高松市寿町
高松駅前酒場 納屋之炭 0878112078 高松市寿町
たく 0878134647 高松市寿町
徳島ﾗｰﾒﾝ麺王高松駅前店 0878133671 高松市寿町
人情味酒場えんぎ屋 0878133628 高松市寿町
平成レンタカー高松駅前店 0878516623 高松市寿町
閻魔大王’s キッチン 0878088486 高松市御坊町
串カツバラック 0878130670 高松市御坊町
ごぼうのてっぺん 0878025999 高松市御坊町
自然派ワイン居酒屋 ガブマル食堂 0808213008 高松市御坊町
すし処かつや 0878233888 高松市御坊町
まいう 0878235758 高松市御坊町
小笹や 0878133361 高松市紺屋町
中華よこはま亭 0878234580 高松市紺屋町
夕凪の湯 HOTEL花樹海 0878615580 高松市⻄宝町
セブン‐イレブン高松JR栗林駅前店 0878615060 高松市桜町
ピザーラ高松栗林店 0878310131 高松市桜町
ファミリーマート高松桜町店（一部利用制限有） 0878636181 高松市桜町
AVAN ゆめタウン高松店 0878697791 高松市三条町
オルビス ゆめタウン高松店 0878683255 高松市三条町
鎌倉パスタ ゆめタウン高松店 0878643090 高松市三条町
くまざわ書店高松店 0878692683 高松市三条町
ジーユーゆめタウン高松店 0878146871 高松市三条町
信州そば処そじ坊 高松ゆめタウン店 0878683640 高松市三条町
スシローゆめタウン高松店 0878698731 高松市三条町



施設名 電話番号 住所
センコヤゆめタウン高松店 0878153788 高松市三条町
タイムタイム高松店 0878645397 高松市三条町
TeaWay ゆめタウン高松店 0878995188 高松市三条町
とんかつ新宿さぼてん ゆめタウン高松店 0878147887 高松市三条町
はなまるうどん 高松三条店 0878150870 高松市三条町
ファミリーマート 高松三条町店（一部利用制限有） 0878150810 高松市三条町
Francfrancゆめタウン高松店 0342164021 高松市三条町
フレッシュネスバーガーゆめタウン高松店 0878143925 高松市三条町
松縄町給油所 0878683434 高松市三条町
ムラサキスポーツゆめタウン高松店 0878153272 高松市三条町
メガネのパリミキ ゆめタウン高松店 0878685145 高松市三条町
麺場 田所商店 ゆめタウン高松店 0878136675 高松市三条町
株式会社イズミ ゆめタウン高松 0878697500 高松市三条町
ゆめタウン高松アルディ 0878670526 高松市三条町
魚⺠ 高松駅前店 0878110288 高松市サンポート
郷屋敷 サンポート店 0878221128 高松市サンポート
国際両備フェリー 高松港ターミナル 0878519848 高松市サンポート
四国ショップ88 0878220459 高松市サンポート
セブンイレブン高松サンポート店 0878228011 高松市サンポート
丹波⿊どり農場 高松駅前店 0878115188 高松市サンポート
フレッシュネスバーガーマリタイムプラザ店 0878255516 高松市サンポート
ザグザグ 鹿角店 0878679939 高松市三名町
CAFEBARCABO 0878022070 高松市塩上町
ほぐし処 匠 0878133642 高松市塩上町
阿讃亭 0878930555 高松市塩江町
さぬき温泉 0878930300 高松市塩江町
新樺川観光ホテル 0878931200 高松市塩江町
ハイパーリゾートヴィラ塩江 0878931111 高松市塩江町
有限会社藤川牧場 0878930235 高松市塩江町
ホテルセカンドステージ 0878931100 高松市塩江町
有限会社 湯遊しおのえ 0878931378 高松市塩江町
アイスビストロ ヒライ 0878022990 高松市塩屋町
くすりのレデイ エブリイモール六条店 0878021495 高松市下田井町
ドラッグコスモス六条店 0878407130 高松市下田井町
名物かまど 高松東店 0878407330 高松市下田井町
らーめん工房りょう花 高松東店 0878473080 高松市下田井町
くすりのレデイ 高松出作店 0878022690 高松市出作町
ブックオフ高松仏生山店 0878898410 高松市出作町
株式会社せとうちタクシー 0878218441 高松市城東町
中華料理 倚水軒 0878130126 高松市城東町
ローソン高松城東町二丁目 0878024447 高松市城東町
ファミリーマート高松昭和店（一部利用制限有） 0878121520 高松市昭和町



施設名 電話番号 住所
ニッポンレンタカー四国株式会社 高松営業所 0878334444 高松市新北町
アニバーサリー ルーヴ屋島 0878024770 高松市新田町
マルナカ新田店 0878180311 高松市新田町
炭ジロー 0878613040 高松市瀬⼾内町
マルシンプリン 市場店 08063738678 高松市瀬⼾内町
ユーポート瀬⼾内 0878230011 高松市瀬⼾内町
イエローハット高松⼗川店 0878403701 高松市⼗川⻄町
はま寿司 フジグラン高松⼗川店 0878403127 高松市⼗川⻄町
グッドネイバーズコーヒーリラクシング 0878139538 高松市⼗川東町
フジグラン⼗川 0878489411 高松市⼗川東町
レデイ薬局 ⼗川店 0878489822 高松市⼗川東町
味の樹 0878510868 高松市大工町
川福本店 0878221956 高松市大工町
讃岐おもちゃ美術館 0878847171 高松市大工町
讃岐おもちゃ美術館shop・cafe 0878876762 高松市大工町
たらふく 0878214126 高松市大工町
BIG FOOT WORKS 0878806426 高松市大工町
イエローハット高松屋島店 0878181150 高松市高松町
大渚亭本店 0878417111 高松市高松町
カピス 0878435126 高松市高松町
カレーハウスCoCo壱番屋 高松屋島店 0878437040 高松市高松町
スーパードラッグひまわり屋島店 0878028447 高松市高松町
瀬⼾内季節料理 魚夏 0878419667 高松市高松町
マルナカ屋島店 0878433025 高松市高松町
焼肉きんぐ 高松屋島店 0878028920 高松市高松町
有限会社 屋島タクシー 0878481132 高松市高松町
ヤマウチセルフ屋島 0878180181 高松市高松町
ユニクロ 高松屋島店 0878180850 高松市高松町
ケーズデンキ高松本店 0878887711 高松市多肥上町
こなつ食堂 三馬力多肥店 0878883788 高松市多肥上町
㈱さくらサポート 0878887720 高松市多肥上町
スーパードラッグひまわり多肥上店 0878027801 高松市多肥上町
ドラッグコスモス多肥上町店 0878151779 高松市多肥上町
29DeLi高松 多肥店 0878882929 高松市多肥上町
ヤマウチセルフ多肥 0878880510 高松市多肥上町
山⿃高松南店 0878146022 高松市多肥上町
芋屋金次郎 高松店 0878150421 高松市多肥下町
OMAKASE話食 楽市 0878658773 高松市多肥下町
グッドネイバーズコーヒー高松店 0878135852 高松市多肥下町
くれーじーみーと 0878145056 高松市多肥下町
ごはんや えん 0878662515 高松市多肥下町
ゴルフ5 高松レインボー 0878685321 高松市多肥下町



施設名 電話番号 住所
サーティーワンアイスクリーム高松レインボー店 0878161131 高松市多肥下町
ザグザグ 多肥下町店 0878151139 高松市多肥下町
ジーユー高松レインボー通り店 0878697326 高松市多肥下町
シャトレーゼ サンフラワー店 0878678725 高松市多肥下町
ステーキGAKAKU 0878665517 高松市多肥下町
生活雑貨スキレット 0878690151 高松市多肥下町
セブン-イレブン高松多肥下町店 0878686168 高松市多肥下町
はなまるうどん 多肥店 0878152625 高松市多肥下町
ベースキャンプ高松店 0878686373 高松市多肥下町
マルナカパワーシティレインボー店 0878150010 高松市多肥下町
モスバーガー高松レインボー店 0878152220 高松市多肥下町
もりん高松店 0878146693 高松市多肥下町
ユニクロ パワーシティ レインボー店 0878151377 高松市多肥下町
井上誠耕園 田町店 0878022335 高松市田町
セブンイレブン高松田町店 0878626711 高松市田町
ドラッグセガミ 田町店 0878325775 高松市田町
二勝すし 0878343088 高松市田町
はなまるうどん 田町店 0878125512 高松市田町
マルナカ田町店 0878615941 高松市田町
みよし屋 0878621619 高松市田町
八百屋ひとみ デリカ＆キッチン 0878312039 高松市田町
高松築港駅 0878519950 高松市玉藻町
ヤマウチセルフ田村 0878663488 高松市田村町
旧南原邸 カフェ 0878809840 高松市⻲水町
マルナカ檀紙店 0878868833 高松市檀紙町
セブンイレブン高松中央町店 0878623450 高松市中央町
カレーハウスCoCo壱番屋高松勅使店 0878688839 高松市勅使町
三共タクシー 0878669587 高松市勅使町
ぜいたくラーメン福一勅使店 0878665603 高松市勅使町
セブンイレブン 勅使町店 0878650926 高松市勅使町
勅使給油所 0878650926 高松市勅使町
ミスター・バーク高松勅使店 0878144689 高松市勅使町
うどん割烹 子規 0878811117 高松市鶴市町
お鯛さん 0878135426 高松市鶴市町
株式会社ヤマダデンキテックランド高松鶴市店 0878705388 高松市鶴市町
片原町駅 0878519951 高松市鶴屋町
くすりのレデイ 寺井店 0878027522 高松市寺井町
バックアトリエA-LOOK高松店 0878853311 高松市寺井町
香川県交通株式会社 0878334457 高松市天神前
天然温泉玉藻の湯ドーミーイン高松中央公園前 0878355489 高松市天神前
pasta fresca Otti 0878133700 高松市天神前
百合屋工房 0878378660 高松市天神前



施設名 電話番号 住所
四国高松温泉ニューグランデみまつ 0878234111 高松市通町
東讃交通株式会社 高松 0878210777 高松市通町
マルナカ通町店 0878227498 高松市通町
イタ飯酒場Salute 0878133969 高松市磨屋町
Cafe Le CoeuR 0878227550 高松市磨屋町
酒房太朗 0878877546 高松市磨屋町
そば酒房 緒川 0878130390 高松市磨屋町
肉力JAPAN楽椿 0878262202 高松市磨屋町
ファミリーマート高松磨屋町店（一部利用制限有） 0878115778 高松市磨屋町
豚満 0878217321 高松市磨屋町
MARGARET HOWELL 0878134557 高松市磨屋町
やきとりポチ 0878513662 高松市磨屋町
アカチャンホンポ 瓦町フラッグ店 0878120035 高松市常磐町
AMI AMI 瓦町フラッグ店 0878021700 高松市常磐町
瓦町駅 0878619297 高松市常磐町
餃子専門寺岡商店 0878370680 高松市常磐町
ココカラファイン 瓦町フラッグ店 0878351277 高松市常磐町
讃岐めんさ 0878021181 高松市常磐町
三びきの子ぶた 0878615353 高松市常磐町
手芸センタードリーム 瓦町フラッグ店 0878132133 高松市常磐町
ジュンク堂書店/MARUZEN 瓦町フラッグ店 0878320170 高松市常磐町
STORY 0878875365 高松市常磐町
セブンイレブン ことでん瓦町駅店 0878127112 高松市常磐町
セブンイレブン 高松瓦町駅東口店 0878632116 高松市常磐町
taverna LA LIBERTÀ 0878022101 高松市常磐町
タオル美術館 瓦町フラッグ店 0878127210 高松市常磐町
中国酒家 0878625586 高松市常磐町
ドトールコーヒーショップ高松常磐町店店 0878636300 高松市常磐町
nano universe 瓦町フラッグ店 0878021157 高松市常磐町
にぱち常盤町店 0878375128 高松市常磐町
PEARLY GATES 瓦町フラッグ店 0878130610 高松市常磐町
箸とさじのおもてなし 月うさぎ 0878617623 高松市常磐町
BEAMS 瓦町フラッグ店 0878377919 高松市常磐町
本格薬膳火鍋 守破離 0878732158 高松市常磐町
mod's hair 瓦町フラッグ店 0878127704 高松市常磐町
Rifare 瓦町フラッグ店 0878127123 高松市常磐町
LOGOS SHOP 瓦町フラッグ店 0878132881 高松市常磐町
和牛もつ鍋 博多まつもと 0878133303 高松市常磐町
rai 0878373515 高松市中新町
セブンイレブン高松中間町店 0878857781 高松市中間町
ローソン高松⻄インター前店 0878853447 高松市中間町
栗まるキッチン 07089778350 高松市中野町



施設名 電話番号 住所
こころえぇやん 09037896488 高松市中野町
鉄板焼ダイニング北門 0878313330 高松市中野町
中野うどん学校 高松校 0878853200 高松市成合町
ハタダ成合店 0878853518 高松市成合町
オキオリーブ 08016237772 高松市⻄植田町
サンポート給油所 0878228244 高松市⻄内町
居酒屋さくら 0878214177 高松市錦町
セブンイレブン高松新番丁小学校前店 0878117037 高松市錦町
高松センチュリーホテル 0878510558 高松市錦町
中央交通 0878513953 高松市錦町
マルナカ広場店 0878512969 高松市錦町
IRISHPUB THE CRAIC 08050895735 高松市⻄の丸町
味工房六車 0878992310 高松市⻄の丸町
海おやじ 0878235519 高松市⻄の丸町
大川タクシー株式会社 0878513358 高松市⻄の丸町
オリックスレンタカー高松駅前店 0878513850 高松市⻄の丸町
海鮮居酒屋神童ろ 0878213330 高松市⻄の丸町
Café de UDON 09011708641 高松市⻄の丸町
串焼酒場 若八屋 0878133553 高松市⻄の丸町
月城苑 0878223650 高松市⻄の丸町
さすらいのカンテキ 高松クラフトビール酒場 05053605714 高松市⻄の丸町
Sanuki Wa-Fu Dining 真 0878235933 高松市⻄の丸町
寿し×海鮮酒場 酔灯屋 0878221688 高松市⻄の丸町
さしみ・一品 たこ讃 0878519039 高松市⻄の丸町
瀬⼾内家 良ちゃん。 0878732442 高松市⻄の丸町
天下一品高松駅前店 0878023309 高松市⻄の丸町
トヨタレンタカー 高松店 0878510100 高松市⻄の丸町
TORIBACO514 0878024514 高松市⻄の丸町
ニッポンレンタカー四国株式会社 高松駅前営業所 0878227707 高松市⻄の丸町
北角 0878259200 高松市⻄の丸町
大衆スタンド パーラーしば田 0878131087 高松市⻄の丸町
ハイパーイン高松駅前 0878260818 高松市⻄の丸町
バジェット・レンタカー高松駅前店 0878516543 高松市⻄の丸町
焼肉なかむら ⻄の丸 0878221109 高松市⻄の丸町
若大将 0878212824 高松市⻄の丸町
さぬき麺業 松並店 0878664981 高松市⻄ハゼ町
ドラッグコスモス⻄ハゼ店 0878645520 高松市⻄ハゼ町
ファミリーマート高松円座町店（一部利用制限有） 0878704701 高松市⻄ハゼ町
マルナカ栗林南店 0878683033 高松市⻄ハゼ町
ドラッグコスモス高松⻄町店 0878125250 高松市⻄町
ほっかほっか亭 中央市場前店 0878624548 高松市⻄町
くすりのレデイ 花園店 0878021678 高松市花園町



施設名 電話番号 住所
ムーミー花園店 0878351258 高松市花園町
ザグザグ 栗林店 0878645720 高松市花ノ宮町
駅レンタカー四国高松営業所 0878211341 高松市浜ノ町
ギフトサロン・フォースター 0878111120 高松市浜ノ町
くまざわ書店COM高松店 0878238785 高松市浜ノ町
JRクレメントイン高松 0878111200 高松市浜ノ町
JRホテルクレメント高松 0878111111 高松市浜ノ町
実演手打ちうどん杵屋 0878115177 高松市浜ノ町
小豆島フェリーサンポート高松高速艇乗り場 0878219436 高松市浜ノ町
小豆島フェリーサンポート高松フェリー乗り場 0878224383 高松市浜ノ町
松風庵かねすえ JR高松駅店 08029855202 高松市浜ノ町
信州そば処そじ坊高松駅コム店 0878238855 高松市浜ノ町
瀬⼾内海鮮 ⾈忠 0878732330 高松市浜ノ町
セブンーイレブンKioskクレメントイン高松店 0878210711 高松市浜ノ町
セブンーイレブンKiosk高松駅改札口店 0878210191 高松市浜ノ町
セブンーイレブンKiosk高松銘品館店 0878112325 高松市浜ノ町
高松駅弁当店 0878233092 高松市浜ノ町
トヨタレンタカー 高松サンポート店 0878510173 高松市浜ノ町
Bean's Cafe 0878233188 高松市浜ノ町
平井タクシー 株式会社 0878518419 高松市浜ノ町
マルナカサンポート店 0878117001 高松市浜ノ町
LIVLOV 0878021300 高松市浜ノ町
うどん田中 0878881519 高松市林町
かに通 高松バイパス店 0878687744 高松市林町
くすりのレデイ 林店 0878137073 高松市林町
新鮮市場きむら 林店 0878143400 高松市林町
ステーキ&ハンバーグ 山のや高松店 0878152255 高松市林町
精肉一筋 肉惣 0878152255 高松市林町
手打うどん三徳 0878882368 高松市林町
博多一番どり高松中央 0878643270 高松市林町
びっくりドンキー高松林店 0878651003 高松市林町
ファミリーマート中央インター南店（一部利用制限有） 0878149570 高松市林町
ホダカ高松店 0878021178 高松市林町
マルナカ林店 0878151681 高松市林町
ムーミー林店 0878678103 高松市林町
ヤマウチセルフ東バイパス林 0878660801 高松市林町
和食 輝てん 0878145551 高松市林町
菓子工房ルーヴ 番町店 0878230523 高松市番町
CAFE389 0878807200 高松市番町
さか枝うどん 本店 0878346291 高松市番町
讃岐三白 0878807200 高松市番町
セブンイレブン香川大学正門前 0878353711 高松市番町



施設名 電話番号 住所
ローソン高松番町三丁目店 0878134638 高松市番町
ほーぷバーガー 08031657771 高松市東植田町
ココス高松中央通店 05034588932 高松市東ハゼ町
はるやま高松南店 0878691129 高松市東ハゼ町
焼肉五苑高松中央通りハゼ店 0878678044 高松市東ハゼ町
ガトーよしだKCファクトリー事業部 0878475298 高松市東山崎町
神明殿 0878477715 高松市東山崎町
スーパーオートバックス高松中央店 0878407211 高松市東山崎町
スシロー高松東山崎店 0878407135 高松市東山崎町
DCM水田店 0878474935 高松市東山崎町
マツモトキヨシ フレスポ高松店 0878476622 高松市東山崎町
マルナカ水田店 0878478965 高松市東山崎町
モスバーガーフレスポ高松店 0878478877 高松市東山崎町
やきとりの扇屋高松東山崎店 0878471191 高松市東山崎町
おりじん 0878222707 高松市百間町
さらさ 0878216922 高松市百間町
セブンーイレブン 高松ホテル川六店 0878226778 高松市百間町
とり料理 かど弦 0878512377 高松市百間町
肉の日露 0878512929 高松市百間町
三河屋 0878223669 高松市百間町
ヤキブタ酒場大門屋 0878088033 高松市百間町
料亭 二蝶 0878517166 高松市百間町
うどん市場兵庫町店 0878230388 高松市兵庫町
株式会社大森屋 0878517913 高松市兵庫町
CAFE LOURDES 0878877778 高松市兵庫町
コーヒーサロン皇帝 0878221071 高松市兵庫町
さかな屋さんの居酒屋北島商店 0878021757 高松市兵庫町
讃岐天ぷら うえ松 0878213648 高松市兵庫町
さぬき麺業 兵庫町本店 0878515090 高松市兵庫町
鮨 藤川 0878226700 高松市兵庫町
宗家くつわ堂 総本舗 0878519280 高松市兵庫町
高松書林 0878515201 高松市兵庫町
高松東急REIホテル 0878210109 高松市兵庫町
ダントツラーメン高松一番店（利用制限有） 0878218608 高松市兵庫町
株式会社天勝 0878215380 高松市兵庫町
はなまるうどん 高松兵庫町店 0878115870 高松市兵庫町
骨付⿃ 寄⿃味⿃ 0878228247 高松市兵庫町
まいしょく家兵庫町店 0878215651 高松市兵庫町
よーいドン 0878224011 高松市兵庫町
LAR 0878130105 高松市兵庫町
AVAN イオン高松東店 0878264337 高松市福岡町
イオン高松東店 直営店 0878264111 高松市福岡町



施設名 電話番号 住所
SANUKI TERRACE 高松東店 0878218201 高松市福岡町
Soleil イオン高松東店 0878223848 高松市福岡町
タツミヤ 0878227656 高松市福岡町
ほっかほっか亭 けいりん場前店 0878224500 高松市福岡町
ホテルパールガーデン 0878218500 高松市福岡町
ホテルパールガーデン「瀬⼾の花」 0878218500 高松市福岡町
ホテルマリンパレスさぬき 0878516677 高松市福岡町
マルイチタクシー 0878213871 高松市福岡町
ユーポート朝日町 0878116111 高松市福岡町
ロイヤルハンズ 0878117022 高松市福岡町
アパホテル〈高松瓦町〉 0878232323 高松市福田町
ARa 08029985919 高松市福田町
粋な海鮮酒場 ものっそ 0878212829 高松市福田町
おきる 0878516545 高松市福田町
キッチン MaMa 0878211991 高松市福田町
吾割安 0878515030 高松市福田町
時遊 0878218522 高松市福田町
ぴかでり屋 0878220091 高松市福田町
百とら 0878110126 高松市福田町
鎌田醤油 高松直売所 0878618118 高松市藤塚町
コープ栗林 0878626500 高松市藤塚町
四国石油株式会社 藤塚町サービスステーション 0878346894 高松市藤塚町
鉄板工房きのした 0878353378 高松市藤塚町
Knocking kitchen 0878378181 高松市藤塚町
レデイ薬局 藤塚店 0878636151 高松市藤塚町
和食 弁慶 0878316667 高松市藤塚町
伊太飯キッチン チーズカフェ 0878687728 高松市伏石町
ウエルシア高松伏石店 0878150115 高松市伏石町
宴の郷La’なら 0878678980 高松市伏石町
カルビ屋大福高松東バイパス店 0878678929 高松市伏石町
北の商店 0878687738 高松市伏石町
コープ太田 0878651500 高松市伏石町
こだわりとんかつ 山かつ高松店 0878687488 高松市伏石町
JEANS FACTORY高松店 0878670222 高松市伏石町
スポーツデポ高松伏石 0878665004 高松市伏石町
セブンイレブン高松伏石町店 0878667106 高松市伏石町
中華料理桃源 0878028869 高松市伏石町
ドラッグストアチャーリーレインボーロード店 0878678831 高松市伏石町
⻑浜ラーメン一⻯ 0878682787 高松市伏石町
パーツランドイワサキ高松店 0878656606 高松市伏石町
ぴこぴこ精肉店 サンフラワー通り 0878137706 高松市伏石町
ビッグエコーレインボー店 0878651233 高松市伏石町



施設名 電話番号 住所
株式会社ヤマダデンキアウトレット館高松店 0878646230 高松市伏石町
株式会社ヤマダデンキNew高松レインボー通り店 0878684055 高松市伏石町
有限会社レインボータクシー 0878697300 高松市伏石町
レインボー通り酒場情熱ホルモン 0878662286 高松市伏石町
オートバックス仏生山店 0878147017 高松市仏生山町
おかしの時間 0878997722 高松市仏生山町
窯焼きバーグ・café五⼗八 0878998886 高松市仏生山町
くすりのレデイ 仏生山店 0878027770 高松市仏生山町
さか枝製麺所 仏生山店 0878147890 高松市仏生山町
ザグザグ 仏生山店 0878155215 高松市仏生山町
水素Salonルルド 0878888144 高松市仏生山町
セブンイレブン高松仏生山 0878891128 高松市仏生山町
ドラッグコスモス仏生山店 0878155015 高松市仏生山町
びゅうてぃしょっぷしばや 0878890207 高松市仏生山町
ファミリーマート 仏生山南店（一部利用制限有） 0878154071 高松市仏生山町
マッスル整体 09028280776 高松市仏生山町
マルナカ仏生山店 0878895471 高松市仏生山町
焼肉一牛家 08019941571 高松市仏生山町
レデイ薬局 仏生山店 0878155062 高松市仏生山町
高知家 0878025930 高松市古新町
旬彩真和っか 0878133109 高松市古新町
野田屋電機 0878514545 高松市古新町
ホテル福屋 0878512365 高松市古新町
夕やけ暖暖 0878228817 高松市古新町
リーガホテルゼスト高松 0878223555 高松市古新町
いけす道楽 0878220764 高松市古馬場町
モロッコ料理 ilalika 0878732398 高松市古馬場町
Whisky bottle bar la cachette（準備中） 0878806330 高松市古馬場町
魚市場小松 0878262056 高松市古馬場町
オステリア エンネ 0878215433 高松市古馬場町
おひさんにしにし 09089775488 高松市古馬場町
韓国居酒屋 明洞 0878110939 高松市古馬場町
シロクマ食堂 0878237110 高松市古馬場町
寿司処福家 0878239356 高松市古馬場町
てっぱんの仕事人 0878230567 高松市古馬場町
豊丸水産 高松ライオン通り店 0878512260 高松市古馬場町
とり鉄高松古馬場店 0878117370 高松市古馬場町
肉の近どう 高松古馬場店 0878139029 高松市古馬場町
薄利多賣半兵ヱ高松店 0878063344 高松市古馬場町
ぴこぴこ精肉店 中古馬場店 0878132919 高松市古馬場町
古馬場精肉店 0878510313 高松市古馬場町
骨付丸⻲⿃ 高松店 0878226468 高松市古馬場町



施設名 電話番号 住所
ホルモンやまと 0878239131 高松市古馬場町
やきとり⿃新 0878225678 高松市古馬場町
よって屋 0878228250 高松市古馬場町
笑 0878229899 高松市古馬場町
くら寿司高松松島店 0878020610 高松市松島町
ラウンドワン高松店 0878126115 高松市松島町
さぬき麺業 手打ちうどん体験道場 0878675225 高松市松並町
赤から高松レインボー通り店 0878160119 高松市松縄町
あかね総本店 0878143131 高松市松縄町
大渚亭別館 0878684612 高松市松縄町
元祖わかめうどん大島家 0878652524 高松市松縄町
牛角 高松レインボー通り店 0878153233 高松市松縄町
ザグザグ 松縄店 0878650535 高松市松縄町
さぬき麺業 いしうす庵レインボー店 0878675171 高松市松縄町
しゃぶしゃぶ温野菜 高松レインボー通り店 0878138031 高松市松縄町
シュープラザ高松レインボーロード店 0878682258 高松市松縄町
道とん堀高松レインボーロード店 0878168618 高松市松縄町
百番 松縄店 0878687413 高松市松縄町
りらくる高松レインボーロード店 0878143677 高松市松縄町
金星タクシー 0878217070 高松市松福町
地酒処天羽 0878238125 高松市松福町
ちょい飲み居酒屋まったり 05088810502 高松市松福町
マルナカ松福店 0878517001 高松市松福町
URBAN RESEARCH DOORS 0878130270 高松市丸⻲町
アイアイイスズ Villa-je 0878225885 高松市丸⻲町
アイアイイスズ G-Time 0878732335 高松市丸⻲町
Ane Mone 0878130048 高松市丸⻲町
アミーゴ森崎 0878112009 高松市丸⻲町
アレックスコンフォート 高松丸⻲町 0878112206 高松市丸⻲町
イカの姿造り×九州料理 個室居酒屋 弁慶 0878231020 高松市丸⻲町
イタリアン ビストロ ヒライ 0878114788 高松市丸⻲町
イングリッシュローズ 0878214811 高松市丸⻲町
エゾバルバンバン高松店 0878133706 高松市丸⻲町
オステリア ズッカ 0878021059 高松市丸⻲町
オムココ 0878517424 高松市丸⻲町
お野菜食堂SOHSOH 0878133211 高松市丸⻲町
鎌倉パスタ 高松丸⻲町商店街店 0878225309 高松市丸⻲町
グランメゾン・ルーヴ 0878117557 高松市丸⻲町
グリル&ワイン レガーロ 0878131670 高松市丸⻲町
グリルプランチャ 0878228525 高松市丸⻲町
ココカラファイン 高松丸⻲町店 0878114236 高松市丸⻲町
コピーマック 0878131904 高松市丸⻲町



施設名 電話番号 住所
Collaboration Café et 05035507000 高松市丸⻲町
SOCCER SHOP KAMO 0878263133 高松市丸⻲町
THE NORTH FACE 0878132433 高松市丸⻲町
サンマルクカフェ 高松丸⻲町店 0878231309 高松市丸⻲町
C smart 0878992730 高松市丸⻲町
ジャングルビアガーデン 0878235570 高松市丸⻲町
松風庵かねすえ 丸⻲町一番街店 0878878000 高松市丸⻲町
スーツセレクト 高松 0878117621 高松市丸⻲町
生活の木 0878211522 高松市丸⻲町
セブン-イレブン高松丸⻲町店 0878221125 高松市丸⻲町
センコヤ本店 0878219080 高松市丸⻲町
そば居酒屋 徳市 0878111725 高松市丸⻲町
高松ロフト 0878022850 高松市丸⻲町
TOWER RECORDS 0878216051 高松市丸⻲町
CIAOPANIC 0878732391 高松市丸⻲町
ドトールコーヒーショップ高松丸⻲町店 0878230166 高松市丸⻲町
hanayoshi 0878732740 高松市丸⻲町
パリミキ高松丸⻲町店 0878215017 高松市丸⻲町
バルマル・エスパーニャ 高松店 0878112578 高松市丸⻲町
Beauty eyelash 0878992510 高松市丸⻲町
ファミリーマート 高松丸⻲町店（一部利用制限有） 0878117020 高松市丸⻲町
ふくや呉服店 0878512179 高松市丸⻲町
Francfranc高松店 0342164021 高松市丸⻲町
まちのシューレ963 0878007888 高松市丸⻲町
まちマルシェ・きむら 0878518000 高松市丸⻲町
マツモトキヨシ 高松丸⻲町店 0878231360 高松市丸⻲町
名物かまど 高松店 0878512389 高松市丸⻲町
眼鏡市場 0878130918 高松市丸⻲町
焼肉和牛 いちえ 0878130291 高松市丸⻲町
UNITED ARROWS green label relaxing 0878116851 高松市丸⻲町
ラスティックバーン 0878260326 高松市丸⻲町
RADICA douce Harmonie 0878732327 高松市丸⻲町
LITTLE MERMAID 0878130242 高松市丸⻲町
LUSTRE 0878023661 高松市丸⻲町
ステーキハウス 听 高松店 0878800888 高松市丸の内
瀬⼾の祭寿し兵庫町店 0878132880 高松市丸の内
ウエルシア高松三谷店 0878155101 高松市三谷町
DEAR 高松南店 0878890077 高松市三谷町
旨唐揚げと居酒メシ ミライザカ 高松南新町店 0878320721 高松市南新町
オカヒサペンショップ 0878313740 高松市南新町
鞄 バッグ FUJIYA 0878335225 高松市南新町
Cafegallery銀色 0878024680 高松市南新町



施設名 電話番号 住所
カレーハウスCOCO壱番屋 高松南新町店 0878612001 高松市南新町
くいもの屋わん高松南新町店 0878327055 高松市南新町
再来 中華料理 南新町店 0878022081 高松市南新町
さか枝うどん南新町店 0878131501 高松市南新町
春風堂 南新町店 0878615575 高松市南新町
ZOOどんぐり共和国 0878613721 高松市南新町
瀬⼾内ジェラートMARE 0878353828 高松市南新町
セブンイレブン 高松南新町店 0878348258 高松市南新町
タワラ屋 南新町店 0878615626 高松市南新町
つむら高松本店 0878335982 高松市南新町
⿃メロ高松南新町店 0878322966 高松市南新町
永森時計店 0878336600 高松市南新町
ナチュール 0878315232 高松市南新町
フルーツ大林 0878615176 高松市南新町
Bakery Cafe ル・レーヴ 0878022206 高松市南新町
丸一倉庫株式会社 0878313307 高松市南新町
リーガルシューズ 高松南新町店 0878315859 高松市南新町
和栗モンブラン専門店栗歩高松店 09028357884 高松市南新町
峰山ハチミツ直売所  0878616300 高松市峰山町
DEAR 高松店 0878860971 高松市御厩町
ファミリーマート高松御厩町店（一部利用制限有） 0878156350 高松市御厩町
りらくる高松⻄インター店 0878852377 高松市御厩町
マルナカ宮脇店 0878353490 高松市宮脇町
イサム・ノグチ庭園美術館 0878701500 高松市牟礼町
くすりのレデイ 牟礼店 0878189100 高松市牟礼町
株式会社クラヤマ産業  0878451177 高松市牟礼町
郷屋敷 0878459211 高松市牟礼町
コープ牟礼 0878451600 高松市牟礼町
DCM牟礼店 0878455535 高松市牟礼町
ドラッグコスモス牟礼店 0878701016 高松市牟礼町
ファミリーマート高松牟礼町店（一部利用制限有） 0878457515 高松市牟礼町
ほっかほっか亭 牟礼店 0878455077 高松市牟礼町
マール牟礼店 0878452225 高松市牟礼町
マルナカ八栗店 0878450688 高松市牟礼町
道の駅 源平の里 むれ 0878456080 高松市牟礼町
八栗ケーブル事業所 0878452218 高松市牟礼町
(宗)八栗寺 0878459603 高松市牟礼町
屋島カントリークラブ 0878453111 高松市牟礼町
ヤマウチセルフ八栗 0878452896 高松市牟礼町
RANACOFFEE 0878879355 高松市牟礼町
Oni SUP Tours 07043366237 高松市女木町
カラオケBanBan高松元山店 05031340695 高松市元山町



施設名 電話番号 住所
すたみな太郎屋島店 0878682941 高松市元山町
ドラッグコスモス元山店 0878152558 高松市元山町
ヤマウチセルフ元山 0878473881 高松市元山町
おだいどころ つばめ家 0878022483 高松市八坂町
ざいごうどん わらや 0878414384 高松市屋島中町
四国村ミウゼアム 0878433111 高松市屋島中町
HIYORI WASANBON 0878057444 高松市屋島中町
屋島工房 0878432704 高松市屋島中町
オーベルジュドゥオオイシ 0878432235 高松市屋島⻄町
からみそラーメンふくろう 高松屋島店 0878029611 高松市屋島⻄町
くすりのレデイ 屋島⻄店 0878440600 高松市屋島⻄町
ここね屋島⻄町 0878435959 高松市屋島⻄町
サーティーワンアイスクリーム高松屋島店 0878432231 高松市屋島⻄町
JEANS FACTORY屋島店 0878439222 高松市屋島⻄町
新鮮市場きむら 屋島店 0878433000 高松市屋島⻄町
セブン‐イレブン高松屋島⻄店 0878443705 高松市屋島⻄町
DEAR 屋島店 0878419001 高松市屋島⻄町
天下一品屋島店 0878448008 高松市屋島⻄町
トイザらス高松店 0878436816 高松市屋島⻄町
ドラッグコスモス屋島⻄町店 0878448160 高松市屋島⻄町
マルナカパワーシティ屋島店 0878437726 高松市屋島⻄町
マルナカ屋島⻄町店 0878434622 高松市屋島⻄町
ミスタードーナツ高松屋島ショップ 0878700313 高松市屋島⻄町
無煙焼肉なかむら 屋島店 0878180291 高松市屋島⻄町
名物かまど 高松屋島店 0878440200 高松市屋島⻄町
山⿃ 屋島店 0878800190 高松市屋島⻄町
扇誉亭 0878411166 高松市屋島東町
南山 0878430055 高松市屋島東町
ホテル 望海荘 0878419111 高松市屋島東町
れいがん茶屋 0878419636 高松市屋島東町
MTサロン栗林公園店 0878992855 高松市栗林町
かがわ物産館「栗林庵」 0878123155 高松市栗林町
子子子 0878346954 高松市栗林町
ごはんやまぁくん 0878621005 高松市栗林町
小松亭 0878672460 高松市栗林町
花園亭 0878315255 高松市栗林町
ファミリーマート栗林公園前店（一部利用制限有） 0878322557 高松市栗林町
吹上亭 0878673044 高松市栗林町
ヤマウチセルフ公園前 0878346584 高松市栗林町
カレーハウスCoCo壱番屋 高松六条店 0878471553 高松市六条町
くすりのレデイ ハローズ六条店 0878130818 高松市六条町
くら寿司高松六条 0878133610 高松市六条町



施設名 電話番号 住所
千寿 09051446590 高松市六条町
ハローズ六条SS 0878407115 高松市六条町
ブックオフ高松東バイパス店 0878660077 高松市六条町
丸⻲市地域
あやうた製麺 0877863993 丸⻲市綾歌町
大江⼾温泉物語 ホテルレオマの森 0877865588 丸⻲市綾歌町
cafeKOTANI 09045040211 丸⻲市綾歌町
栗熊SS 0877862106 丸⻲市綾歌町
シェナガオ 0877862144 丸⻲市綾歌町
NEWレオマワールド 0877861071 丸⻲市綾歌町
ピカソ こんぴら街道店 0877858155 丸⻲市綾歌町
プリティショップはなこ 0877863021 丸⻲市綾歌町
ほっかほっか亭 綾歌店 0877866000 丸⻲市綾歌町
マルナカ栗熊店 0877864343 丸⻲市綾歌町
ローソン綾歌町岡田店 0877869992 丸⻲市綾歌町
くすりのレデイ 丸⻲⼟器店 0877210700 丸⻲市飯野町
人生意気に感ず 0877859059 丸⻲市飯野町
名物かまど 丸⻲国道店 0877250600 丸⻲市飯野町
らーめん工房りょう花 丸⻲店 0877646177 丸⻲市飯野町
ローソン丸⻲飯野町店 0877230430 丸⻲市飯野町
丸⻲城内おみやげショップ 0877253881 丸⻲市一番丁
セルフ&エコ丸⻲⻄SS 0877252200 丸⻲市今津町
肉の近どう 丸⻲店 0877358989 丸⻲市今津町
味感 真寿美 0877255102 丸⻲市今津町
ローソン丸⻲今津町店 0877248691 丸⻲市今津町
アパホテル〈丸⻲駅前大通〉 0877210111 丸⻲市大手町
食彩ゆめ吉 0877222588 丸⻲市大手町
スターバックス コーヒー 丸⻲マルタス店 0877357877 丸⻲市大手町
ステーキ香音 0877358029 丸⻲市大手町
ステーキハウス千萬 丸⻲店 0877234129 丸⻲市大手町
セブンイレブン丸⻲城前店 0877220025 丸⻲市大手町
焼肉たぬき 0877855678 丸⻲市大手町
ワイルドフィンガーSOS 0877893855 丸⻲市大手町
お芋スイーツ専門店 いもまる 直売店 08070394435 丸⻲市金倉町
セブン-イレブン 丸⻲運動公園前 0877252557 丸⻲市金倉町
セブン‐イレブン丸⻲葭町 0877235811 丸⻲市葭町
AVAN フジグラン丸⻲店 0877282015 丸⻲市川⻄町
ウエルシア薬局丸⻲川⻄店 0877248002 丸⻲市川⻄町
カルビ屋大福丸⻲南店 0877572234 丸⻲市川⻄町
くすりのレデイ 丸⻲店 0877572450 丸⻲市川⻄町
サーティーワンアイスクリーム丸⻲南店 0877281131 丸⻲市川⻄町
ザグザグ 川⻄店 0877586221 丸⻲市川⻄町



施設名 電話番号 住所
自遊空間丸⻲川⻄店 0877587477 丸⻲市川⻄町
田岡商店 0877572010 丸⻲市川⻄町
DCM丸⻲店 0877282300 丸⻲市川⻄町
フジグラン丸⻲ 0877572411 丸⻲市川⻄町
マルナカ郡家店 0877582111 丸⻲市川⻄町
ミロクブルワリー 0877437067 丸⻲市北平山町
スシロー丸⻲店 0877581761 丸⻲市柞原町
ドラッグストアチャーリー丸⻲店 0877215000 丸⻲市柞原町
プラザアレックス 丸⻲ 0877215001 丸⻲市柞原町
ほっかほっか亭 丸⻲バイパス店 0877252191 丸⻲市柞原町
株式会社吉田石油店 丸⻲サウスサービスステーション 0877218550 丸⻲市柞原町
コープ郡家 0877247770 丸⻲市郡家町
サンテラスぐんげセルフSS 0877255501 丸⻲市郡家町
セブンイレブン丸⻲郡家町店 0877250311 丸⻲市郡家町
ドラッグコスモス郡家店 0877582620 丸⻲市郡家町
ローソン丸⻲郡家町辻店 0877287011 丸⻲市郡家町
ローソン丸⻲郡家町店 0877289897 丸⻲市郡家町
御菓子司 寳月堂 0877230300 丸⻲市⽶屋町
ザグザグ 丸⻲三条店 0877281239 丸⻲市三条町
新鮮市場きむら 丸⻲三条店 0877212000 丸⻲市三条町
ローソン丸⻲塩屋町店 0877253310 丸⻲市塩屋町
はなまるうどん丸⻲城⻄店 0877216188 丸⻲市城⻄町
りらくる丸⻲店 0877853779 丸⻲市城⻄町
永楽亭 0877240299 丸⻲市城東町
⻲城庵 丸⻲直売店 0877226856 丸⻲市城東町
㈲⻄讃交通 0877583611 丸⻲市城東町
セブンイレブン丸⻲城東町2丁目店 0877243373 丸⻲市城東町
レデイ薬局 丸⻲城東店 0877358767 丸⻲市城東町
AVAN ゆめタウン丸⻲店 0877211582 丸⻲市新田町
エディオンゆめタウン丸⻲北店 0877227211 丸⻲市新田町
かつ処 季の屋 ゆめタウン丸⻲店 0877859151 丸⻲市新田町
ザグザグ 丸⻲新田店 0877220039 丸⻲市新田町
信州そば処そじ坊 丸⻲ゆめタウン店 0877649217 丸⻲市新田町
SUIT SELECT ゆめタウン丸⻲ 0877582621 丸⻲市新田町
SKYゆめタウン丸⻲店 0877212056 丸⻲市新田町
すし処 縁 0877855335 丸⻲市新田町
⻨まる 0877583301 丸⻲市新田町
ゆめタウン丸⻲ 直営売場 0877210123 丸⻲市新田町
ゆめタウン丸⻲アルディ 0877231541 丸⻲市新田町
マルナカパワーシティ丸⻲店 0877245599 丸⻲市新浜町
エースワンJR丸⻲店 0877248888 丸⻲市新町
駅レンタカー四国丸⻲営業所 0877234032 丸⻲市新町



施設名 電話番号 住所
セブンーイレブンおみやげどころ丸⻲店 0877236460 丸⻲市新町
ニッポンレンタカー四国株式会社 丸⻲駅営業所 0877234031 丸⻲市新町
おいでまい丸⻲本店 0877581860 丸⻲市田村町
オートバックス丸⻲店 0877242272 丸⻲市田村町
カルビ屋大福丸⻲店 0877218929 丸⻲市田村町
カレーハウスCoCo壱番屋 丸⻲田村店 0877230533 丸⻲市田村町
こだわりとんかつ 山かつ丸⻲店 0886746655 丸⻲市田村町
ザ・ビッグ丸⻲城南店 0877582701 丸⻲市田村町
JADEファインパーク OCEANs 丸⻲店 0877357557 丸⻲市田村町
しゃぶしゃぶ温野菜丸⻲田村 0877358480 丸⻲市田村町
シュープラザ丸⻲店 0877247656 丸⻲市田村町
JINS丸⻲店 0877855538 丸⻲市田村町
ダントツラーメン 丸⻲田村店 0877896370 丸⻲市田村町
ドラッグコスモス田村店 0877581005 丸⻲市田村町
パリミキ 丸⻲店 0877241326 丸⻲市田村町
ホテル ルートイン丸⻲ 05055767995 丸⻲市田村町
丸源ラーメン 丸⻲店 0877437144 丸⻲市田村町
ヤマウチセルフ丸⻲田村 0877583317 丸⻲市田村町
株式会社ヤマダデンキテックランド丸⻲店 0877582311 丸⻲市田村町
株式会社ユニクロ 丸⻲店 0877358748 丸⻲市田村町
ラーメン屋 太箪 0877241033 丸⻲市田村町
ローソン丸⻲田村東店 0877223720 丸⻲市田村町
ローソン丸⻲垂水町店 0877281633 丸⻲市垂水町
ローソン丸⻲津森町宮浦店 0877231301 丸⻲市津森町
ローソン丸⻲津森町店 0877241726 丸⻲市津森町
モスバーガー丸⻲店 0877255888 丸⻲市天満町
OIKAZE SHOP 0877581088 丸⻲市通町
近江焼肉ホルモン すだく丸⻲店 08014992929 丸⻲市通町
酒亭うり 0877245252 丸⻲市通町
炭火焼とり わきや 0877230829 丸⻲市通町
スミレヤ化粧品店 0877234560 丸⻲市通町
トップモードオカダ 0877222444 丸⻲市通町
骨付丸⻲⿃ 0877212501 丸⻲市通町
本家なごやんラーメン 0877888172 丸⻲市通町
まるがめチャコリスタンド 0877581088 丸⻲市通町
村さ来丸⻲店 0877253815 丸⻲市通町
赤から丸⻲店 0877857933 丸⻲市⼟器町
あみ焼きダイニング29やすい 0877217166 丸⻲市⼟器町
アラビヤ商事丸⻲SS 0877233171 丸⻲市⼟器町
イエローハット丸⻲店 0877221680 丸⻲市⼟器町
一棟貸しの宿さくら 05053729102 丸⻲市⼟器町
餃子の王将 丸⻲店 0877227090 丸⻲市⼟器町



施設名 電話番号 住所
くすりのレデイ ⼟器町東店 0877437044 丸⻲市⼟器町
グッドネイバーズコーヒー丸⻲店 0877857313 丸⻲市⼟器町
ココス丸⻲⼟器店 05035291030 丸⻲市⼟器町
琴参タクシー株式会社 0877225555 丸⻲市⼟器町
琴参バス株式会社 0877222151 丸⻲市⼟器町
コメダ珈琲店 丸⻲⼟器店 0877358660 丸⻲市⼟器町
讃岐らぁ麺 ⽞奥門 丸⻲店 0877214649 丸⻲市⼟器町
セブンイレブン⼟器町東8丁目 0877227611 丸⻲市⼟器町
東讃交通株式会社 丸⻲ 0877255511 丸⻲市⼟器町
徳島ﾗｰﾒﾝ東大丸⻲店 0877857707 丸⻲市⼟器町
ドラッグコスモス⼟器店 0877235711 丸⻲市⼟器町
はま寿司 丸⻲⼟器店 0877646170 丸⻲市⼟器町
ファミリーマート丸⻲⼟器町東店（一部利用制限有） 0877582260 丸⻲市⼟器町
株式会社 ブリュータクシー 0877244848 丸⻲市⼟器町
ほくろ屋 0877213715 丸⻲市⼟器町
ほっかほっか亭 丸⻲城東店 0877216778 丸⻲市⼟器町
丸⻲SS 0877582250 丸⻲市⼟器町
丸⻲ふたご山SS 0877853261 丸⻲市⼟器町
マルナカ⼟器店 0877253053 丸⻲市⼟器町
焼肉 生一本 0877229997 丸⻲市⼟器町
焼肉五苑 丸⻲ 0877221777 丸⻲市⼟器町
洋菓子の店 フランセ 0877232721 丸⻲市⼟器町
株式会社吉田石油店 ルート11丸⻲サービスステーション 0877238518 丸⻲市⼟器町
ローソン丸⻲⼟器町東一丁目 0877211336 丸⻲市⼟器町
ローソン丸⻲⼟器町東九丁目店 0877217203 丸⻲市⼟器町
居酒屋うさぎ 0877251315 丸⻲市富屋町
魚⺠ 丸⻲店 0877581688 丸⻲市富屋町
や台ずし丸⻲駅富屋町 0877225528 丸⻲市富屋町
懐風亭 0877232266 丸⻲市中津町
丸⻲うちわミュージアム 0877247055 丸⻲市中津町
お芋スイーツ専門店 いもまる 本店 0877580545 丸⻲市中府町
くすりのレデイ 丸⻲中央店 0877649222 丸⻲市中府町
ザグザグ 丸⻲中府店 0877580733 丸⻲市中府町
パティスリーカキノキ 0877211280 丸⻲市中府町
丸⻲中府SS 0877582788 丸⻲市中府町
丸⻲中府酒場情熱ホルモン 0877583590 丸⻲市中府町
桃山亭 丸⻲本店 0877582771 丸⻲市中府町
八剣伝 南条店 0877239985 丸⻲市南条町
王龍ラーメン本店 0877580102 丸⻲市南条町
居酒屋はな 0877437858 丸⻲市⻄平山町
御食事処新世 0877243010 丸⻲市⻄平山町
遊食房屋 丸⻲店 0877358566 丸⻲市⻄平山町



施設名 電話番号 住所
ぶつぎりたんちゃん丸⻲店 0877357695 丸⻲市⻄本町
岡屋商店 0877226471 丸⻲市浜町
トヨタレンタカー 丸⻲駅前店 0877222103 丸⻲市浜町
平成レンタカー丸⻲駅前店 0877210021 丸⻲市浜町
ホテルアルファーワン丸⻲ 0877244422 丸⻲市浜町
丸⻲市猪熊弦一郎現代美術館 0877247755 丸⻲市浜町
丸⻲市猪熊弦一郎現代美術館 ショップ 0877247755 丸⻲市浜町
名物かまど 丸⻲駅前店 0877244855 丸⻲市浜町
毛遊び 08063884718 丸⻲市浜町
ケーズデンキ 丸⻲店 0877581122 丸⻲市原田町
ビッグエコー原田店 0877210028 丸⻲市原田町
ローソン丸⻲原田店 0877234810 丸⻲市原田町
くすりのレデイ 飯山店 0877357456 丸⻲市飯山町
珈琲所コメダ珈琲店丸⻲飯山店 0877985123 丸⻲市飯山町
ここね飯山 0877987611 丸⻲市飯山町
セブンイレブン丸⻲飯山町川原店 0877568839 丸⻲市飯山町
セブンイレブン丸⻲飯山町下法軍寺店 0877981170 丸⻲市飯山町
DCM飯山店 0877987800 丸⻲市飯山町
ドラッグコスモス飯山店 0877980080 丸⻲市飯山町
マツモトキヨシ メルカドール丸⻲店 0877568566 丸⻲市飯山町
マルナカ飯山店 0877987500 丸⻲市飯山町
ローソン丸⻲飯山町東小川店 0877983165 丸⻲市飯山町
オークラホテル丸⻲売店 0877245489 丸⻲市富⼠見町
グリーンラウンジ 0877238299 丸⻲市富⼠見町
コロ家 ボートレースまるがめ店 0877858568 丸⻲市富⼠見町
魚料理かぼちゃ 0877243324 丸⻲市富⼠見町
四季亭 0877230144 丸⻲市富⼠見町
レ・セゾン 0877238299 丸⻲市富⼠見町
牛角 浜街道丸⻲店 0877581114 丸⻲市蓬莱町
くら寿司丸⻲店 0877646610 丸⻲市蓬莱町
クルーズカフェ 0877646711 丸⻲市蓬莱町
サーティーワンアイスクリーム丸⻲店 0877250031 丸⻲市蓬莱町
ザグザグ 蓬莱店 0877582339 丸⻲市蓬莱町
トイザらス・ベビーザらス丸⻲店 0877213123 丸⻲市蓬莱町
道とん堀丸⻲パブリックプラザ店 0877359008 丸⻲市蓬莱町
とりの助 さぬき浜街道丸⻲店 0877853215 丸⻲市蓬莱町
まいどおおきに食堂 浜街道丸⻲食堂 0877211577 丸⻲市蓬莱町
やきとり家すみれ浜街道丸⻲店 0877437230 丸⻲市蓬莱町
ビストロ アンジェ 0877225537 丸⻲市本町
活魚料理 一徳カツギョリョウリ イットク 0877231673 丸⻲市港町
ファミリーマート丸⻲港町店（一部利用制限有） 0877584871 丸⻲市港町
御菓子処 乃だや 0877226562 丸⻲市山北町



施設名 電話番号 住所
ゴルフ5丸⻲ 0877212611 丸⻲市山北町
ザグザグ 丸⻲バサラ店 丸⻲市山北町
スポーツデポ丸⻲ 0877212511 丸⻲市山北町
坂出市地域
コメリパワー坂出店 0877592822 坂出市入船町
株式会社ヤマダデンキテックランド坂出店 0877450808 坂出市入船町
横井石油株式会社 ニュー坂出SS 0877463572 坂出市入船町
⺠宿みはらし 0877430356 坂出市岩⿊
サンヨータクシー 0877461010 坂出市江尻町
セブンイレブン坂出江尻町店 0877440730 坂出市江尻町
たこ焼き はな家 0877358866 坂出市江尻町
ホテルニューセンチューリー坂出 グルメ味蔵 0877451180 坂出市江尻町
マツヤデンキ 坂出店 0877460015 坂出市江尻町
マルナカ坂出店 0877450050 坂出市江尻町
名物かまど 総本店 0877466600 坂出市江尻町
横井石油株式会社 瀬⼾大橋通SS 0877450487 坂出市江尻町
ローソン坂出江尻町店 0877459319 坂出市江尻町
木乃古 09010071818 坂出市王越町
四国八⼗八ヶ所霊場 第81番札所 白峯寺 0877470305 坂出市⻘海町
休暇村讃岐五色台 0877470231 坂出市大屋冨町
四国石油株式会社 加茂サービスステーション 0877480220 坂出市加茂町
セブンイレブン坂出加茂町店 0877481173 坂出市加茂町
ヤマウチセルフ加茂北 0877482070 坂出市加茂町
くすりのレデイ 坂出南店 0877445757 坂出市川津町
サンシャインピクニック 0877888246 坂出市川津町
セブンイレブン坂出川津町店 0877463785 坂出市川津町
ローソン坂出川津町店 0877467001 坂出市川津町
AVAN イオン坂出店 0877458145 坂出市京町
イオン坂出店 直営店 0877452111 坂出市京町
イオン坂出店同友店 0877542111 坂出市京町
お食事処鹿野 0877456249 坂出市京町
パリミキ坂出店 0877458008 坂出市久⽶町
ビッグエコー坂出店 0877446066 坂出市久⽶町
くすりのレデイ 坂出中央店 0877855240 坂出市寿町
久つろぎや 一 ICHI 0877469997 坂出市寿町
レデイ薬局 坂出中央店 0877855440 坂出市寿町
うまか房 坂出店 0877455959 坂出市御供所町
ザグザグ 坂出駒止店 0877590974 坂出市駒止町
セブンイレブン坂出駅南店 0877461377 坂出市駒止町
名物かまど 坂出駅南口店 0877462178 坂出市駒止町
ドラッグコスモス坂出昭和町店 0877590618 坂出市昭和町
はなまるうどん坂出白金店 0877591870 坂出市白金町



施設名 電話番号 住所
ローソン坂出白金町店 0877461778 坂出市白金町
セブンイレブン坂出北インター店 0877455253 坂出市築港町
癒しの里さらい 0877592626 坂出市⻄大浜
坂出グランドホテル 0877441000 坂出市⻄大浜
セブンイレブン坂出⻄大浜4丁目店 0877452677 坂出市⻄大浜
ホテルルートイン坂出北インター 0877591110 坂出市⻄大浜
名物かまど 瀬⼾大橋店 0877453311 坂出市⻄大浜
美味心 秀峰 0877555500 坂出市八幡町
ほっかほっか亭 坂出ときわ店 0877442116 坂出市八幡町
ザグザグ 林田店 0877573011 坂出市林田町
サンシャインピクニックdays 0877858340 坂出市番の州緑町
瀬⼾大橋記念館 0877452344 坂出市番の州緑町
瀬⼾大橋タワー 0877458791 坂出市番の州緑町
KUMA café 07041313027 坂出市富⼠見町
コープ坂出 0877456100 坂出市富⼠見町
大和タクシー 0877460033 坂出市富⼠見町
有限会社 日の出製麺所 0877463882 坂出市富⼠見町
城山温泉 0877480211 坂出市府中町
坂出カントリークラブ 0877483500 坂出市府中町
セブンイレブン 高松道府中湖PA上り店 0877594833 坂出市府中町
府中湖パーキングエリア下り線 0877480672 坂出市府中町
和風割烹 ささや 0877480627 坂出市府中町
鎌田醤油 蔵元直売所 0877460007 坂出市本町
焼肉山吉 0877462897 坂出市宮下町
やきとりの扇屋坂出室町店 0877449205 坂出市室町
駅レンタカー四国坂出営業所 0877444166 坂出市元町
セブンーイレブンKiosk坂出駅店 0877462297 坂出市元町
ドラッグコスモス坂出元町店 0877590050 坂出市元町
N白木屋 坂出駅前店 0877442688 坂出市元町
や台ずし坂出駅前町 0877451528 坂出市元町
与島プラザ 架け橋夢うどん 0877430226 坂出市与島町
与島プラザ 売店よしまルシェ 0877430226 坂出市与島町
善通寺市地域
ザグザグ 善通寺店 0877623939 善通寺市生野町
備⻑扇屋善通寺店 0877640237 善通寺市生野町
zakka カガラカン 0906533088 善通寺市生野本町
灸まんうどん 0877733751 善通寺市大麻町
灸まん美術館 0877753000 善通寺市大麻町
こんぴら街道うどん 0877857068 善通寺市大麻町
セブン‐イレブン善通寺大麻町 0877642577 善通寺市大麻町
おしゃべり広場 0877640012 善通寺市上吉田町
くすりのレデイ 善通寺店 0877622000 善通寺市上吉田町



施設名 電話番号 住所
くつろぎバルALICE 0877621639 善通寺市上吉田町
グリル はら 0877631766 善通寺市上吉田町
食楽遊房 吉風 0877853537 善通寺市上吉田町
スーパードラッグひまわり善通寺店 0877357651 善通寺市上吉田町
善通寺上吉田SS 0877640005 善通寺市上吉田町
ハタダ善通寺店 0877635100 善通寺市上吉田町
八剣伝 善通寺店 0877630880 善通寺市上吉田町
パリミキ善通寺店 0877631620 善通寺市上吉田町
ほっかほっか亭 上吉田店 0877634074 善通寺市上吉田町
八つ刻 醍醐 09094529872 善通寺市木徳町
釜福うどん 0877624337 善通寺市金蔵寺町
セブンイレブン善通寺金蔵寺町店 0877639008 善通寺市金蔵寺町
choikappo̲ 田舎者 0877633242 善通寺市金蔵寺町
デイリーヤマザキ金蔵寺町店 0877642070 善通寺市金蔵寺町
⻑田in香の香 0877635921 善通寺市金蔵寺町
山地製菓 0877624337 善通寺市金蔵寺町
さこぐち酒店 0877620370 善通寺市善通寺町
四国フォトサービス 0877629385 善通寺市善通寺町
宗教法人 善通寺 0877620111 善通寺市善通寺町
白井酒店 0877620467 善通寺市善通寺町
炭火焼肉樹里庵 0877622229 善通寺市善通寺町
中華料理 龍江 0877641877 善通寺市善通寺町
中華料理龍江 0877641877 善通寺市善通寺町
マルナカ善通寺店 0877625714 善通寺市善通寺町
山田屋酒店 0877620236 善通寺市善通寺町
DCM善通寺店 0877633935 善通寺市仙遊町
餃子の王将 善通寺店 0877627373 善通寺市中村町
株式会社吉田石油店 善通寺⻄サービスステーション 0877635755 善通寺市中村町
ローソン善通寺中村店 0877635688 善通寺市中村町
四国石油株式会社 カーケアステーションセルフ善通寺 0877632345 善通寺市原田町
DEAR DOLCE 0877633165 善通寺市原田町
DEAR 原田店 0877624911 善通寺市原田町
ホームプラザナフコ 善通寺店 0877640231 善通寺市原田町
ほっかほっか亭 善通寺インター店 0877635882 善通寺市原田町
株式会社吉田石油店 善通寺インターサービスステーション 0877635050 善通寺市原田町
ローソン善通寺インター北店 0877628514 善通寺市原田町
遍路⺠宿鶴吉 08025144854 善通寺市弘田町
焼肉松坂 0877621129 善通寺市弘田町
セブンーイレブンKiosk善通寺駅店 0877628134 善通寺市文京町
菓匠もりん 善通寺本店 0877643870 善通寺市与北町
カレーハウスcoco壱番屋善通寺インター店 0877642303 善通寺市与北町
善通寺・四國館 0877624591 善通寺市与北町



施設名 電話番号 住所
ドラッグコスモス善通寺店 0877565850 善通寺市与北町
ファミリーマート 善通寺宮ノ前店（一部利用制限有） 0877621562 善通寺市与北町
マルナカパワーシティ善通寺店 0877640181 善通寺市与北町
出釋迦寺 0877630073 善通寺市吉原町
セブンイレブン善通寺吉原町店 0877643988 善通寺市吉原町
曼荼羅寺 0877630072 善通寺市吉原町
焼肉松坂 本店 0877625032 善通寺市吉原町
観音寺市地域
琴弾廻廊 0875244567 観音寺市有明町
世界のコイン館 0875230055 観音寺市有明町
⻲の井ホテル観音寺 0875276161 観音寺市池之尻町
三豊中央観光バス 0875571717 観音寺市池之尻町
オートバックス観音寺店 0875248321 観音寺市植田町
くすりのレデイ 観音寺店 0875236126 観音寺市植田町
Grill Restaurant MOCHA 0875254433 観音寺市植田町
⻄讃観光株式会社 0875252918 観音寺市植田町
ハタダ観音寺店 0875233033 観音寺市植田町
雲辺寺ロープウェイ 0875544968 観音寺市大野原町
コメリ大野原店 0875549801 観音寺市大野原町
ザグザグ 大野原店 0875549288 観音寺市大野原町
株式会社萩交通サービス 0875545358 観音寺市大野原町
ふくやうどん 0875526226 観音寺市大野原町
フジカワ果樹園 ワクワクの産地直売所 0875276770 観音寺市大野原町
マルナカ大野原店 0875544357 観音寺市大野原町
ローソン観音寺大野原インター店 0875543155 観音寺市大野原町
居酒屋マザー 09076244650 観音寺市観音寺町
居酒屋萬月 0875257053 観音寺市観音寺町
gaouv rabari 0875889012 観音寺市観音寺町
大⿊屋 0875253765 観音寺市観音寺町
白栄堂 0875253888 観音寺市観音寺町
骨付き⿃ 観音寺 0875233210 観音寺市観音寺町
満久屋豊浦商店 0875253579 観音寺市観音寺町
やきとりの扇屋観音寺店 0875575539 観音寺市観音寺町
山地蒲鉾株式会社 店舗 0875253609 観音寺市観音寺町
LUCE hanaume 0875234141 観音寺市観音寺町
観音寺サウスSS 0875560188 観音寺市柞田町
新鮮市場きむら 観音寺店 0875575700 観音寺市柞田町
ほっかほっか亭 国道柞田店 0875242899 観音寺市柞田町
マルナカ柞田店 0875560888 観音寺市柞田町
駅レンタカー四国観音寺営業所 0877240389 観音寺市栄町
おみやげどころ観音寺店 0875256911 観音寺市栄町
がん太鮨 0875241664 観音寺市栄町



施設名 電話番号 住所
セブンーイレブンKiosk観音寺駅店 0875252048 観音寺市栄町
トヨタレンタカー 観音寺店 0875240100 観音寺市栄町
白栄堂 栄町店 0875241688 観音寺市栄町
観音寺グランドホテル磯の茶屋 0875255151 観音寺市坂本町
ケーズデンキ 観音寺店 0875576611 観音寺市坂本町
スーパードラッグひまわり観音寺店 0875236815 観音寺市坂本町
セブンイレブン観音寺坂本店 0875250205 観音寺市坂本町
ドラッグコスモス坂本町店 0875230770 観音寺市坂本町
ドラッグストアマック観音寺中央店 0875576177 観音寺市坂本町
はま寿司 観音寺坂本店 0875575616 観音寺市坂本町
醤ラーメン・醤ぎょうざ くうかい観音寺 0875829798 観音寺市坂本町
ほっかほっか亭 坂本店 0875230988 観音寺市坂本町
セブンイレブン観音寺三本松町 0875243316 観音寺市三本松町
コープ観音寺 0875256600 観音寺市茂木町
Soleil コープ観音寺店 0875253826 観音寺市茂木町
まきや 0875252050 観音寺市茂木町
餃子の大英 0875255225 観音寺市出作町
鶏つよし 0875243582 観音寺市出作町
株式会社ヤマダデンキテックランド観音寺店 0875829058 観音寺市出作町
IZAKAYA時々観音寺店 0875256511 観音寺市昭和町
イロハタクシー（有） 0875251682 観音寺市昭和町
マックスバリュ観音寺駅南店 0875575711 観音寺市昭和町
ザグザグ 観音寺店 0875576230 観音寺市昭和町
はなまるうどんイオンタウン観音寺店 0875248704 観音寺市昭和町
パルシェ観音寺SS 0875561663 観音寺市昭和町
マルナカ観音寺店 0875241195 観音寺市昭和町
焼肉＆定食の店カトウ 0875256717 観音寺市昭和町
さぬき料理 あみ屋 0875237088 観音寺市瀬⼾町
スーパードラッグひまわり豊浜店 0875236572 観音寺市豊浜町
高松自動車道 豊浜サービスエリア下り線 0875523239 観音寺市豊浜町
立石タクシー 0875523311 観音寺市豊浜町
豊浜サービスエリア(上り線) 0875526585 観音寺市豊浜町
豊浜サービスステーション 0875523151 観音寺市豊浜町
ほっかほっか亭 豊浜店 0875525964 観音寺市豊浜町
マルナカ豊浜店 0875563521 観音寺市豊浜町
道の駅とよはま 0875563655 観音寺市豊浜町
株式会社吉田石油店 セルフ豊浜サービスステーション 0875637550 観音寺市豊浜町
パリミキ 観音寺店 0875232489 観音寺市流岡町
パルシェトキワSS 0875252144 観音寺市流岡町
桃山亭 観音寺 0875231149 観音寺市流岡町
ローソン観音寺流岡町店 0875250773 観音寺市流岡町
仁加屋 0875253879 観音寺市⻄本町



施設名 電話番号 住所
さぬき⿃本舗 0875248659 観音寺市古川町
福弥蒲鉾本社工場 0875251131 観音寺市港町
ドラッグコスモス観音寺店 0875576411 観音寺市南町
肉の近どう 観音寺店 0875237289 観音寺市村⿊町
ビストロ マリアージュ 0875241805 観音寺市村⿊町
カレーハウスcoco壱番屋観音寺本大町店 0875575519 観音寺市本大町
岩盤浴ゆなし 0875240150 観音寺市本大町
ドラッグストアマック観音寺店 0875575454 観音寺市本大町
遊食房屋 観音寺店 0875234177 観音寺市本大町
株式会社吉田石油店 観音寺国道サービスステーション 0875250338 観音寺市本大町
ローソン観音寺本大町江藤店 0875278588 観音寺市本大町
マルナカ八幡店 0875242114 観音寺市八幡町
CAFE KNUT 0875256183 観音寺市吉岡町
しゃぶしゃぶ温野菜観音寺 0875236670 観音寺市吉岡町
第一会館 0875251762 観音寺市吉岡町
東京靴流通センター 観音寺店 0875233762 観音寺市吉岡町
とりの助 観音寺店 0875236869 観音寺市吉岡町
⻄岡家具 0875254256 観音寺市吉岡町
白栄堂 吉岡店 0875231138 観音寺市吉岡町
BOOKOFFPLUS11号観音寺店 0875237333 観音寺市吉岡町
ほっかほっか亭 観音寺国道店 0875232328 観音寺市吉岡町
焼肉五苑 観音寺 0875257740 観音寺市吉岡町
りらくる観音寺店 0875245161 観音寺市吉岡町
さぬき市地域
大山牧場 うしおじさん 0879436134 さぬき市大川町
セブンイレブンさぬきみろく公園前店 0879232339 さぬき市大川町
道の駅みろく カフェ369 0879430550 さぬき市大川町
みろく温泉 0879435200 さぬき市大川町
さぬきワイナリー 物産センター 0878951143 さぬき市小田
ムーミー志度店 0878951258 さぬき市鴨庄
アルファ津田カントリークラブ 0879434141 さぬき市寒川町
春日温泉 0879436565 さぬき市寒川町
ケーズデンキ 寒川店 0879232277 さぬき市寒川町
ザ・ビッグ寒川店 0879232571 さぬき市寒川町
四国石油株式会社 カーケアステーションセルフ寒川町 0879435333 さぬき市寒川町
Schleich CAFE 0879269099 さぬき市寒川町
セブンイレブンさぬき寒川町神前店 0879293139 さぬき市寒川町
ホームプラザナフコ さぬき店 0879293051 さぬき市寒川町
マルナカ寒川店 0879436441 さぬき市寒川町
ムーミー寒川店 0879435868 さぬき市寒川町
エディオン さぬき志度店 0878946688 さぬき市志度
海鮮料理いせだ 0878945211 さぬき市志度



施設名 電話番号 住所
カルビ屋大福志度店 0878948929 さぬき市志度
くすりのレデイ 志度店 0878946800 さぬき市志度
くすりのレデイ フジ志度店 0878186055 さぬき市志度
コープ志度 0878945700 さぬき市志度
こがね製麺所志度店 0878947574 さぬき市志度
こだわり手打ちうどん 山 09028223751 さぬき市志度
志度寺 0878940086 さぬき市志度
スーパードラッグひまわり志度店 0878027581 さぬき市志度
ドラッグコスモス志度店 0878945528 さぬき市志度
ハタダ志度店 0878946868 さぬき市志度
はなまるうどん 志度店 0878142878 さぬき市志度
株式会社日根志度店 0878940666 さぬき市志度
表装の詠智会 0878940372 さぬき市志度
フジ志度店 0878142211 さぬき市志度
マルナカ志度店 0878943761 さぬき市志度
名物かまど 志度店 0878142170 さぬき市志度
レデイさぬきしど調剤薬局 0878947234 さぬき市志度
お菓子処 鶴屋 0879522272 さぬき市昭和
有限会社野田屋 0879562028 さぬき市多和
飛猿閣 0879562032 さぬき市多和
八⼗八庵 0879562160 さぬき市多和
旅館 竹屋敷内 お食事処はなみずき 0879562288 さぬき市多和
大川オアシス 0879422193 さぬき市津田町
大塩水産 直売店 0879425105 さぬき市津田町
クアタラソさぬき津田 0879425888 さぬき市津田町
国⺠宿舎 クアパーク津田 0879422521 さぬき市津田町
セブンイレブンさぬき津田町琴林 0879422250 さぬき市津田町
津田の松原サービスエリア下り線 0879420880 さぬき市津田町
津田の松原サービスエリア上り線 0879421777 さぬき市津田町
津田町観光物産センター 0879425520 さぬき市津田町
日本ドルフィンセンター 0879237623 さぬき市津田町
ファミリーマート津田の松原SA下り店（一部利用制限有） 0879423120 さぬき市津田町
ほっかほっか亭 津田店 0879237128 さぬき市津田町
マルナカ津田店 0879422257 さぬき市津田町
くすりのレデイ ⻑尾店 0879522500 さぬき市⻑尾
Shop87.5 0879522260 さぬき市⻑尾
新鮮市場きむら ⻑尾店 0879521000 さぬき市⻑尾
ぜいたくラーメン福一⻑尾店 0879520291 さぬき市⻑尾
ツインパルながお 0879521126 さぬき市⻑尾
ドラッグコスモスさぬき⻑尾店 0879523261 さぬき市⻑尾
ファミリーマートさぬき⻑尾店（一部利用制限有） 0879236121 さぬき市⻑尾
ほっかほっか亭 ⻑尾店 0879525599 さぬき市⻑尾



施設名 電話番号 住所
マルナカ⻑尾店 0879236151 さぬき市⻑尾
宿 inn tek-tek 0879525292 さぬき市⻑尾
ヤマダデンキアウトレットさぬき⻑尾店 0879269600 さぬき市⻑尾
ほしごえの里 0879522544 さぬき市前山
道の駅ながお 0879521022 さぬき市前山
東かがわ市地域
有限会社 白⿃タクシー 0879272235 東かがわ市伊座
三谷製糖羽根さぬき本舗 0879332224 東かがわ市馬宿
ドラッグコスモスさぬき大内店 0879265121 東かがわ市落合
マルナカ大内店 0879251246 東かがわ市落合
ヤマウチセルフ大内 0879250710 東かがわ市落合
魚源 0879269119 東かがわ市三本松
ステーキハウス 四季 0879252478 東かがわ市三本松
株式会社日根 0879254670 東かがわ市三本松
福味 0879491361 東かがわ市三本松
ほっかほっか亭 三本松店 0879257725 東かがわ市三本松
味道源 0879253336 東かがわ市三本松
ムーミー三本松店 0879266388 東かがわ市三本松
ケーズデンキ白⿃店 0879240234 東かがわ市白⿃
新鮮市場きむら 白⿃店 0879256000 東かがわ市白⿃
ドラッグコスモス白⿃店 0879253220 東かがわ市白⿃
マルナカ白⿃店 0879230211 東かがわ市白⿃
もりん白⿃店 0879263870 東かがわ市白⿃
とらまるパペットランド/人形劇場とらまる座 0879250055 東かがわ市⻄村
とらまるパペットランド/人形劇ミュージアム 0879250055 東かがわ市⻄村
とらまるパペットランド/ミニチュア児遊館 0879250055 東かがわ市⻄村
讃州井筒屋敷 0879238550 東かがわ市引田
ばいこう堂本店 0879336218 東かがわ市引田
マルナカ引田店 0879335604 東かがわ市引田
しろとり動物園 0879250998 東かがわ市松原
香川のてぶくろアウトレット店 0879253208 東かがわ市湊
くすりのレデイ 東かがわ店 0879263480 東かがわ市湊
セブンイレブン東かがわ湊 0879254331 東かがわ市湊
ほっかほっか亭 白⿃店 0879257799 東かがわ市湊
焼肉味道良 0879253334 東かがわ市湊
株式会社ヤマダデンキアウトレットかがわ店 0879265188 東かがわ市湊
三豊市地域
エリエールゴルフクラブ 0875673131 三豊市財田町
道の駅たからだの里環の湯 0875672614 三豊市財田町
道の駅たからだの里物産館 0875673883 三豊市財田町
IZAKAYA時々高瀬店 0875743288 三豊市高瀬町
くすりのレデイ 高瀬店 0875562020 三豊市高瀬町



施設名 電話番号 住所
ケーズデンキ 高瀬店 0875562555 三豊市高瀬町
ザグザグ 高瀬店 0875739039 三豊市高瀬町
JIJIキッチン 0875249077 三豊市高瀬町
篠原菓子舗株式会社 0875746286 三豊市高瀬町
清水菓子舗 0875725225 三豊市高瀬町
有限会社 鮨駒 0875724976 三豊市高瀬町
セブン‐イレブン三豊市役所前店 0875721228 三豊市高瀬町
ドラッグコスモス高瀬店 0875562014 三豊市高瀬町
マツヤデンキ 高瀬店 0875722040 三豊市高瀬町
マルナカ高瀬店 0875722907 三豊市高瀬町
焼き⿃・醤ラーメン くうかい高瀬 0875829870 三豊市高瀬町
ヤマウチセルフ高瀬 0875720005 三豊市高瀬町
株式会社ヤマダデンキアウトレット三豊店 0875248152 三豊市高瀬町
山本写真店 0875725804 三豊市高瀬町
ローソン高瀬町上高瀬店 0875736755 三豊市高瀬町
くすりのレデイ 詫間店 0875833855 三豊市詫間町
ゲストハウスリアン 05037033104 三豊市詫間町
デイリーヤマザキ三豊詫間店 0875832577 三豊市詫間町
DEMI1/2 0875833667 三豊市詫間町
ドラッグコスモス三豊詫間店 0875565177 三豊市詫間町
ドラッグストアマック詫間店 0875565505 三豊市詫間町
ピカソ 詫間店 0875835590 三豊市詫間町
ピカソ 浜田店 0875833848 三豊市詫間町
ほっかほっか亭 詫間店 0875836594 三豊市詫間町
株式会社吉田石油店 詫間海岸通りサービスステーション 0875565455 三豊市詫間町
ルポール粟島 0875847878 三豊市詫間町
レデイ薬局 詫間店 0875565730 三豊市詫間町
AVAN ゆめタウン三豊店 0875621667 三豊市豊中町
UDON HOUSE 0875891362 三豊市豊中町
エディオンゆめタウン三豊店 0875623111 三豊市豊中町
コメダ珈琲店香川三豊 0875625539 三豊市豊中町
ジーユー ゆめタウン三豊店 0875566733 三豊市豊中町
JINS ゆめタウン三豊店 0875236075 三豊市豊中町
スシロー三豊店 0875566377 三豊市豊中町
セブンイレブン三豊豊中町店 0875626285 三豊市豊中町
DCM三豊店 0875566100 三豊市豊中町
咄々々 0875829191 三豊市豊中町
ドラッグコスモスさぬき豊中店 0875566577 三豊市豊中町
ねぼけ堂 三好商店 0875623422 三豊市豊中町
HAKO珈琲 0875829191 三豊市豊中町
ホームプラザナフコ 豊中店 0875621811 三豊市豊中町
マルナカ豊中店 0875625825 三豊市豊中町



施設名 電話番号 住所
ゆめタウン三豊 0875626600 三豊市豊中町
株式会社吉田石油店 スーパーセルフ豊中サービスステーション 0875625648 三豊市豊中町
cafeにがり衞門 0875236655 三豊市仁尾町
ku;bel 0875824525 三豊市仁尾町
三喜遊 09043325103 三豊市仁尾町
sunsthesan 0875237316 三豊市仁尾町
瀬⼾内ゲストハウス「タイヨウとうみ」 0875236300 三豊市仁尾町
宗一郎珈琲 09027895887 三豊市仁尾町
宗一郎豆富 0875237675 三豊市仁尾町
⽗⺟ヶ浜PORT 07022727061 三豊市仁尾町
hand in hand 三豊市仁尾町
百歳書店 0875237177 三豊市仁尾町
Free Cloud 08039249610 三豊市仁尾町
ローソン仁尾町店 0875825955 三豊市仁尾町
ワイン食堂palmier 0875249301 三豊市仁尾町
有限会社さくらタクシー 0875725048 三豊市三野町
ピカソ 三野店 0875735670 三豊市三野町
BED N CHILL 七宝屋 0875829436 三豊市三野町
道の駅ふれあいパークみの 0875722601 三豊市三野町
株式会社吉田石油店 ニュー三野サービスステーション 0875724912 三豊市三野町
くすりのレデイ 山本店 0875236250 三豊市山本町
マルナカ山本店 0875638808 三豊市山本町
ローソン三豊山本町店 0875633667 三豊市山本町
⼟庄町地域
旭屋旅館 0879620162 小豆郡⼟庄町
ARUEI 08032432792 小豆郡⼟庄町
居酒屋 歌麿亭 0879625666 小豆郡⼟庄町
エスポアおおもり 0879621306 小豆郡⼟庄町
エンジェルレンタカー 0879621428 小豆郡⼟庄町
エンジェルロード公園観光案内所兼売店 0879622801 小豆郡⼟庄町
オアシス 0879622495 小豆郡⼟庄町
オーキドホテル 0879625001 小豆郡⼟庄町
岡田⻑栄堂⼟庄港店 0879620554 小豆郡⼟庄町
岡田⻑栄堂本店 0879620055 小豆郡⼟庄町
お食事処 銀四郎 0879621868 小豆郡⼟庄町
おみの里 0879652865 小豆郡⼟庄町
オリーブ温泉満天の湯 0879611136 小豆郡⼟庄町
オリーブタウンセルフSS 0879611228 小豆郡⼟庄町
オリックスレンタカー小豆島店 0879624669 小豆郡⼟庄町
オリビアン小豆島 夕陽ヶ丘ホテル 0879652311 小豆郡⼟庄町
笠井方円堂 0879620417 小豆郡⼟庄町
喫茶・売店サンワ 0879672201 小豆郡⼟庄町



施設名 電話番号 住所
漁協の売店 エンジェルロード店 0879620021 小豆郡⼟庄町
くすりのレデイ 小豆島店 0879626000 小豆郡⼟庄町
COOMYAH GROCERY 0879629264 小豆郡⼟庄町
ケーズデンキ ⼟庄店 0879627755 小豆郡⼟庄町
コスモイン有機園 0879624221 小豆郡⼟庄町
ザグザグ ⼟庄店 0879611666 小豆郡⼟庄町
さぬきうどん 來家(おいでや) 0879625656 小豆郡⼟庄町
サンライズ⼟庄SS 0879621558 小豆郡⼟庄町
四国石油株式会社 ⼟庄サービスステーション 0879621460 小豆郡⼟庄町
しまちゃんセルフSS 0879629030 小豆郡⼟庄町
小豆郡安全レンタカー 0879629032 小豆郡⼟庄町
小豆島 島めぐり観光バス 0879621203 小豆郡⼟庄町
小豆島うまいもん屋庄八 0879625826 小豆郡⼟庄町
小豆島観光レンタカー 0879628555 小豆郡⼟庄町
小豆島交通 タクシー 0879621201 小豆郡⼟庄町
小豆島国際ホテル 0879622111 小豆郡⼟庄町
小豆島大観音 0879646888 小豆郡⼟庄町
小豆島フェリー⼟庄港高速艇乗り場 0879620875 小豆郡⼟庄町
小豆島フェリー⼟庄港フェリー乗り場 0879620875 小豆郡⼟庄町
小豆島ラーメンhishio エンジェルロード店 0879628720 小豆郡⼟庄町
小豆島レンタカー 0879646506 小豆郡⼟庄町
食堂101号室 小豆郡⼟庄町
心臓音のアーカイブ 0879683555 小豆郡⼟庄町
Saints Breakfast and Burgers 0879619201 小豆郡⼟庄町
Setouchi Nature 09028286660 小豆郡⼟庄町
DCM小豆島店 0879611211 小豆郡⼟庄町
豊島美術館 カフェ 0879683555 小豆郡⼟庄町
豊島美術館 0879683555 小豆郡⼟庄町
豊島マルシェ 0879683135 小豆郡⼟庄町
豊島横尾館 0879683555 小豆郡⼟庄町
donisbar 0879621306 小豆郡⼟庄町
⼟庄港観光センター 0879621666 小豆郡⼟庄町
ドラッグコスモス⼟庄店 0879625670 小豆郡⼟庄町
日本料理 島活 0879623323 小豆郡⼟庄町
針工場 0879683555 小豆郡⼟庄町
パリミキ ⼟庄店 0879623118 小豆郡⼟庄町
ひさや 0879672151 小豆郡⼟庄町
Fine Port Gallery 0879622121 小豆郡⼟庄町
プラットピット 0879629166 小豆郡⼟庄町
平和堂⼟庄支店 0879625644 小豆郡⼟庄町
ペンションL&М幸宝 0879625282 小豆郡⼟庄町
ホテルニュー海風 0879621323 小豆郡⼟庄町



施設名 電話番号 住所
マツヤデンキ 小豆島店 0879624111 小豆郡⼟庄町
マルナカ新⼟庄店 0879611131 小豆郡⼟庄町
弥助 0879622675 小豆郡⼟庄町
やまひら醤油 0879672069 小豆郡⼟庄町
夕陽ヶ丘いちご園 0879628552 小豆郡⼟庄町
妖怪美術館 0879620221 小豆郡⼟庄町
株式会社吉田石油店 小豆島サービスステーション 0879620130 小豆郡⼟庄町
リバーサイド⼟庄SS 0879621110 小豆郡⼟庄町
ワンダホーひとやま 09065884717 小豆郡⼟庄町
小豆島町地域
AZUKIYA shodoshima 09086442241 小豆郡小豆島町
池田漁協株式会社 0879750366 小豆郡小豆島町
池田麺食堂 09045095885 小豆郡小豆島町
海音真里 0879820086 小豆郡小豆島町
海風堂(二⼗四の瞳映画村) 0879822455 小豆郡小豆島町
オリーブ記念館ショップ 0879822200 小豆郡小豆島町
オリヴァス 0879822200 小豆郡小豆島町
Kaina 0879820022 小豆郡小豆島町
海洋堂(二⼗四の瞳映画村) 0879822455 小豆郡小豆島町
cafe kitchen MUMU 0879825639 小豆郡小豆島町
カフェシネマ俱楽部(二⼗四の瞳映画村) 0879822455 小豆郡小豆島町
寒霞渓ロープウェイ 0879822171 小豆郡小豆島町
かんかけタクシー 0879822288 小豆郡小豆島町
ギフトハウスナガセ中央店 0879752233 小豆郡小豆島町
ギャラリー・浪萬屋 0879822506 小豆郡小豆島町
京宝亭 0879821441 小豆郡小豆島町
金両醤油 0879823333 小豆郡小豆島町
麹(こうじ)部屋 0879821014 小豆郡小豆島町
国際両備フェリー 池田港売店 0879750405 小豆郡小豆島町
国際両備フェリー高松航路部 0879750405 小豆郡小豆島町
国⺠宿舎小豆島 0879751115 小豆郡小豆島町
こまめ食堂 08029849391 小豆郡小豆島町
THE STYLE SHOP mother‘s 0879751133 小豆郡小豆島町
坂手港売店 09076247810 小豆郡小豆島町
ザグザグ 内海店 0879826765 小豆郡小豆島町
雑貨コリコ 0879822200 小豆郡小豆島町
さぬき庵 0879825717 小豆郡小豆島町
サン・オリーブ温泉 0879822200 小豆郡小豆島町
SEASiON 0879629394 小豆郡小豆島町
シータイガーアイランドイン小豆島 05020180241 小豆郡小豆島町
島宿真里 0879820086 小豆郡小豆島町
ジャンボフェリー坂手のりば 0879822221 小豆郡小豆島町



施設名 電話番号 住所
小豆島オリーブ園 0879824260 小豆郡小豆島町
小豆島オリーブユースホステル 0879826161 小豆郡小豆島町
小豆島シーサイドゴルフクラブ 0879842000 小豆郡小豆島町
小豆島手延べそうめん学校 0879751357 小豆郡小豆島町
小豆島の台所 かまとこ 0879826001 小豆郡小豆島町
瀬⼾内SUPリゾート碧 08049913195 小豆郡小豆島町
瀬⼾屋 0879628898 小豆郡小豆島町
株式会社 瀬⼾よ志 内海店 0879820236 小豆郡小豆島町
Sen Guesthouse 0879619980 小豆郡小豆島町
創作郷⼟料理 暦 0879628324 小豆郡小豆島町
大正屋 0879823393 小豆郡小豆島町
タケサン記念館 一徳庵 0879821000 小豆郡小豆島町
タネむすび堂 08086321597 小豆郡小豆島町
忠左衛門 0879751188 小豆郡小豆島町
チリリン屋(二⼗四の瞳映画村) 0879822455 小豆郡小豆島町
つくだに屋さん2号店 0879826066 小豆郡小豆島町
手打うどん すえ宏 0879823955 小豆郡小豆島町
TODAY IS THE DAY（トゥデイイズザデイ） 05052780568 小豆郡小豆島町
東洋オリーブ直営店 0879619200 小豆郡小豆島町
なかぶ庵 0879823669 小豆郡小豆島町
二⼗四の瞳映画村 0879822455 小豆郡小豆島町
二⼗四の瞳館(二⼗四の瞳映画村) 0879822455 小豆郡小豆島町
ハーブガーデン温室 0879822200 小豆郡小豆島町
フォレスト酒蔵MORIKUNIギャラリー 0879612007 小豆郡小豆島町
ベイリゾートホテル小豆島 0879825000 小豆郡小豆島町
合資会社 平和堂 0879820357 小豆郡小豆島町
まめまめびーる 0879628670 小豆郡小豆島町
マルキン醤油記念館 物産館 0879820047 小豆郡小豆島町
丸島醬油株式会社 0879822101 小豆郡小豆島町
マルナカ内海店 0879825812 小豆郡小豆島町
道の駅小豆島ふるさと村 0879752266 小豆郡小豆島町
道の駅レストランサン・オリーブ 0879822200 小豆郡小豆島町
焼肉道草 0879821006 小豆郡小豆島町
やっこ 0879820239 小豆郡小豆島町
山田オリーブ園 小さなお店 0879825126 小豆郡小豆島町
la・clarte 0879628855 小豆郡小豆島町
レデイ薬局 小豆島池田店 0879751061 小豆郡小豆島町
三木町地域
エディオン さぬき三木店 0878983933 木田郡三木町
お菓子のアウトレット（マルシン） 0878988686 木田郡三木町
お食事処 なごみ 09015717970 木田郡三木町
cafe&dining Thank you 0878980001 木田郡三木町



施設名 電話番号 住所
観光農園 森のいちご 0878903035 木田郡三木町
くすりのレデイ 三木店 0878139050 木田郡三木町
ザグザグ 三木店 0878987040 木田郡三木町
すまいの店おはら 0878985616 木田郡三木町
たまご専門店danran 0878143511 木田郡三木町
DCM三木店 0878985566 木田郡三木町
ドラッグコスモス三木店 0878919811 木田郡三木町
トレスタ白山 0878988881 木田郡三木町
農村レストランどんぐりころころ 0878991099 木田郡三木町
バナナクラブ&ビッグエコー三木店 0878988839 木田郡三木町
パリミキ三木町氷上店 0878680801 木田郡三木町
株式会社 藤井製麺 0878980076 木田郡三木町
プチマルシェ&古今惣菜 0878910181 木田郡三木町
ほっかほっか亭 三木店 0878988567 木田郡三木町
マルナカ三木店 0878981161 木田郡三木町
三木給油所 0878987888 木田郡三木町
三木酒場 にのころ 09076226962 木田郡三木町
三木タクシー株式会社 0878988181 木田郡三木町
ミスタードーナツ高松三木ショップ 0878402427 木田郡三木町
麺屋はち 0878910806 木田郡三木町
もりん三木店 0878028301 木田郡三木町
焼肉五苑三木店 0878402955 木田郡三木町
寄り処まるまさ  0878982133 木田郡三木町
直島町地域
アカイトコーヒー 09079743778 香川郡直島町
ANDO MUSEUM 0878923755 香川郡直島町
EAT LOCAL 直島食堂 0878922838 香川郡直島町
家プロジェクト 0878408273 香川郡直島町
UMI NO STAND 0878922838 香川郡直島町
ウミホタル 07043575666 香川郡直島町
APRONCAFE 09075400010 香川郡直島町
おうぎやレンタサイクル 09031890471 香川郡直島町
おかしとコーヒー 0878132775 香川郡直島町
sanamane 0878133177 香川郡直島町
SPARKY's Coffee 0878976606 香川郡直島町
セブンイレブンなおしま店 0878408139 香川郡直島町
地中美術館 0878923755 香川郡直島町
TVC直島レンタル 0878923212 香川郡直島町
直島カフェ コンニチハ 0878923308 香川郡直島町
直島堀鮨 09045442860 香川郡直島町
直島楽市 0878922299 香川郡直島町
直島旅館ろ霞 0878992356 香川郡直島町



施設名 電話番号 住所
フランコイル 09043751979 香川郡直島町
ベネッセハウス 0878923223 香川郡直島町
ホテルライトスタイル 0878132533 香川郡直島町
本村ラウンジ＆アーカイブ 0878408273 香川郡直島町
maimai 09082867039 香川郡直島町
MY LODGE naoshima / マイロッジ直島 0878732106 香川郡直島町
李禹煥美術館 0878923755 香川郡直島町
リトルプラム 09011127040 香川郡直島町
Luke’s Pizza and Grill 09011127041 香川郡直島町
REGALO（レガロ） 0878132533 香川郡直島町
宇多津町地域
AVAN イオンタウン宇多津店 0877497388 綾歌郡宇多津町
アルペンアウトドアーズ宇多津 0877497531 綾歌郡宇多津町
魚⺠ 宇多津店 0877410188 綾歌郡宇多津町
海と空のカフェ 0877555674 綾歌郡宇多津町
駅レンタカー四国宇多津営業所 0877567213 綾歌郡宇多津町
お菓子の工房 リンドン 0877498650 綾歌郡宇多津町
おか泉 0877494422 綾歌郡宇多津町
沖縄食堂てぃーだかんかん 0877357358 綾歌郡宇多津町
回遊 0877493780 綾歌郡宇多津町
カラオケBanBan宇多津浜街道店 05031340753 綾歌郡宇多津町
カルビ屋大福宇多津ゴールドタワー店 0877498929 綾歌郡宇多津町
カレーハウスCoCo壱番屋 香川宇多津店 0877496338 綾歌郡宇多津町
⻲城庵 宇多津本社売店 0877856258 綾歌郡宇多津町
くだもの畑 PONPON 0877497752 綾歌郡宇多津町
熊八 0877499087 綾歌郡宇多津町
CREW THE CAMP 0877856672 綾歌郡宇多津町
ケーズデンキ イオンタウン宇多津店 0877567744 綾歌郡宇多津町
covo 宇多津店 0877857711 綾歌郡宇多津町
コープうたづ 0877567100 綾歌郡宇多津町
ゴールドタワー 0877497070 綾歌郡宇多津町
ゴールドタワー ソラキン 0877497070 綾歌郡宇多津町
ゴールドタワー プレイパーク 0877497070 綾歌郡宇多津町
コロ家 本店 0877855682 綾歌郡宇多津町
吾割食堂 宇多津 0877411099 綾歌郡宇多津町
ザグザグ イオンタウン宇多津店 0877567039 綾歌郡宇多津町
ザグザグ 宇多津店 0877411555 綾歌郡宇多津町
讃岐らぁ麺 ⽞奥門 0877437116 綾歌郡宇多津町
JADEファインパーク 宇多津本店 0877498698 綾歌郡宇多津町
塩がま屋 宇多津店 0877492582 綾歌郡宇多津町
四国水族館 0877494590 綾歌郡宇多津町
四国水族館イベントスペース宴 08079625164 綾歌郡宇多津町



施設名 電話番号 住所
四国水族館ミュージアムショップ 07015522206 綾歌郡宇多津町
次男坊宇多津店 0877495339 綾歌郡宇多津町
じんUTAZU 0877496073 綾歌郡宇多津町
新鮮市場きむら 宇多津店 0877496600 綾歌郡宇多津町
スシローイオンタウン宇多津店 0877419116 綾歌郡宇多津町
スターバックスコーヒーTSUTAYA宇多津店 0877567066 綾歌郡宇多津町
瀬⼾大橋 四国健康村 0877492600 綾歌郡宇多津町
セブンーイレブンKiosk宇多津駅店 0877498517 綾歌郡宇多津町
セルフうどん麺太郎 0877567887 綾歌郡宇多津町
たいにんぐ 0877856903 綾歌郡宇多津町
トートコーヒー 0877855895 綾歌郡宇多津町
ドラッグコスモス宇多津店 0877493225 綾歌郡宇多津町
肉の近どう 宇多津店 0877858928 綾歌郡宇多津町
ノルブーチャンゴ 0877359987 綾歌郡宇多津町
パティスリーもりん宇多津店 0877853648 綾歌郡宇多津町
パティスリーもりん スーパーセンター宇多津店 0877495502 綾歌郡宇多津町
はまきた珈琲 0877497751 綾歌郡宇多津町
はるやま宇多津店 0877493131 綾歌郡宇多津町
ぴこぴこ精肉店 宇多津 0877498219 綾歌郡宇多津町
ほっかほっか亭 新宇多津店 0877494587 綾歌郡宇多津町
ホテルアネシス瀬⼾大橋 0877492311 綾歌郡宇多津町
PONPON kitchen&cafe 0877497753 綾歌郡宇多津町
マルナカイオンタウン宇多津店 0877567400 綾歌郡宇多津町
マルナカ宇多津店 0877494400 綾歌郡宇多津町
マルナカスーパーセンター宇多津店 0877567833 綾歌郡宇多津町
メガネスーパー イオンタウン宇多津 0877419320 綾歌郡宇多津町
モスバーガー宇多津店 0877495888 綾歌郡宇多津町
焼肉ひらい 宇多津 0877567888 綾歌郡宇多津町
遊食房屋 宇多津店 0877419377 綾歌郡宇多津町
ユニクロ宇多津店 0877419280 綾歌郡宇多津町
横井石油株式会社 シーサイドパークさぬきSS 0877491540 綾歌郡宇多津町
ローソン宇多津新開店 0877495520 綾歌郡宇多津町
ローソン宇多津浜街道店 0877495701 綾歌郡宇多津町
綾歌町地域
ASBeeイオンモール綾川店 0878768236 綾歌郡綾川町
AVAN・Soleilイオンモール綾川店 0878768223 綾歌郡綾川町
アマトーネ･アクセソリーオ イオンモール綾川店 0878766756 綾歌郡綾川町
AMERICAN HOLIC イオンモール綾川店 0878765880 綾歌郡綾川町
綾川牧場 イオンモール綾川店 0878027899 綾歌郡綾川町
綾菊酒造 蔵の店 0878782222 綾歌郡綾川町
安藤うどん 0878781822 綾歌郡綾川町
イオン綾川店 直営店 0878768000 綾歌郡綾川町



施設名 電話番号 住所
伊賀精肉店 0878762092 綾歌郡綾川町
石焼ビビンバ専門店アンニョン イオンモール綾川店 0878708227 綾歌郡綾川町
Ikka イオンモール綾川店 0878768440 綾歌郡綾川町
VANITY FACE イオンモール綾川店 0878761112 綾歌郡綾川町
VAN COUNCIL BY Camellia イオンモール綾川店 0878765477 綾歌郡綾川町
うふ、いちご。 0878135551 綾歌郡綾川町
ABC-MART SPORTS イオンモール綾川店 0878027805 綾歌郡綾川町
anySiS/Feroux イオンモール綾川店 0878768570 綾歌郡綾川町
aimer feel イオンモール綾川店 0878765561 綾歌郡綾川町
はん･印刷の大谷 イオンモール綾川店 0878763288 綾歌郡綾川町
かぐら 09028245111 綾歌郡綾川町
菓匠茶屋 イオンモール綾川店 0878138785 綾歌郡綾川町
かつよしイオンモール綾川店（5月18日開店予定） 0878145177 綾歌郡綾川町
鎌倉パスタ イオンモール綾川店 0878768240 綾歌郡綾川町
果汁工房 果琳 イオンモール綾川店 0878135820 綾歌郡綾川町
カルディコーヒーファーム イオンモール綾川店 0878768215 綾歌郡綾川町
かんざし茶屋 イオンモール綾川店 0878762505 綾歌郡綾川町
ギャラリーメモリア イオンモール綾川店 0120165615 綾歌郡綾川町
QuQu イオンモール綾川店 0878708133 綾歌郡綾川町
クールカレアン イオンモール綾川店 0878761755 綾歌郡綾川町
くすりのレデイ 綾川店 0878765588 綾歌郡綾川町
靴下屋 イオンモール綾川店 0878768235 綾歌郡綾川町
倉式珈琲店 イオンモール綾川店 0878768233 綾歌郡綾川町
蔵之助 イオンモール綾川店 0878139198 綾歌郡綾川町
Green Parks fuuwa イオンモール綾川店 0878768244 綾歌郡綾川町
オーブン&スイーツ グレイスガーデン イオンモール綾川店 0878144346 綾歌郡綾川町
GLOBAL WORK イオンモール綾川店 0878768226 綾歌郡綾川町
ケーズデンキ 綾川店 0878768822 綾歌郡綾川町
ケンタッキー・フライド・チキン イオンモール綾川店 0878765230 綾歌郡綾川町
コスメティック センコヤ イオンモール綾川店 0878760708 綾歌郡綾川町
サーティワンアイスクリーム イオンモール綾川店 0878768680 綾歌郡綾川町
サイゼリヤ イオンモール綾川店 0878708222 綾歌郡綾川町
さくら亭 イオンモール綾川店 0878768266 綾歌郡綾川町
THE SHOP TK イオンモール綾川店 0878768577 綾歌郡綾川町
SAC'S BAR ANOTHER LOUNGE イオンモール綾川店 0878708890 綾歌郡綾川町
SAC'S BAR Jean イオンモール綾川店 0878708899 綾歌郡綾川町
さぬきうどんの駅綾川 0878137037 綾歌郡綾川町
SM2 otantaman イオンモール綾川店 0878768211 綾歌郡綾川町
サロンアメリ イオンモール綾川店 0878136313 綾歌郡綾川町
ＪＡ香川県ファーマーズマーケット讃さん広場 滝宮店 0878766333 綾歌郡綾川町
四国石油株式会社 カーケアステーションセルフ綾南町 0878763900 綾歌郡綾川町
Si･Shu･Non イオンモール綾川店 05088830794 綾歌郡綾川町



施設名 電話番号 住所
じぶんまくら イオンモール綾川店 0878028552 綾歌郡綾川町
島村楽器 イオンモール綾川店 0878708055 綾歌郡綾川町
SHOO-LA-RUE イオンモール綾川店 0878768206 綾歌郡綾川町
23区 by ジョリファム イオンモール綾川店 0878144470 綾歌郡綾川町
おひつごはん四六時中 イオンモール綾川店 08071414619 綾歌郡綾川町
JINS イオンモール綾川店 0878768248 綾歌郡綾川町
すき家 イオンモール綾川店 0120498007 綾歌郡綾川町
スシロー綾川店 0878768850 綾歌郡綾川町
STARBUCKS COFFEE イオンモール綾川店 0878147065 綾歌郡綾川町
スタジオアリス イオンモール綾川店 0120068753 綾歌郡綾川町
STONE MARKET イオンモール綾川店 0878768251 綾歌郡綾川町
スマートクール イオンモール綾川店 0878029033 綾歌郡綾川町
炭焼工房 心  0878997778 綾歌郡綾川町
THREEPPY イオンモール綾川店 0878136835 綾歌郡綾川町
セブンイレブン綾川町萱原店 0878762611 綾歌郡綾川町
セリア イオンモール綾川店 0878766561 綾歌郡綾川町
タイムステーションNEO イオンモール綾川店 0878766767 綾歌郡綾川町
高松ゴールドカントリー倶楽部 0878782200 綾歌郡綾川町
CHELSEA New York イオンモール綾川店 0878137662 綾歌郡綾川町
中華料理 倚水軒 イオンモール綾川店 0878143252 綾歌郡綾川町
TSURUYA イオンモール綾川店 0878768273 綾歌郡綾川町
デザート王国 イオンモール綾川店 0878768257 綾歌郡綾川町
ドラッグコスモス綾川店 0878768610 綾歌郡綾川町
トレカイダー イオンモール綾川店 0878136285 綾歌郡綾川町
回転寿司･骨付き⿃ なぶら イオンモール綾川店 0878768780 綾歌郡綾川町
元天ねぎ蛸 イオンモール綾川店 0878143887 綾歌郡綾川町
Heart Flutter イオンモール綾川店 0878139241 綾歌郡綾川町
HANAGOROMO イオンモール綾川店 0878768756 綾歌郡綾川町
はなまるうどん イオンモール綾川店 0878768870 綾歌郡綾川町
it's 花由 イオンモール綾川店 0878768274 綾歌郡綾川町
ハニーズ イオンモール綾川店 0878768276 綾歌郡綾川町
Pani Pani イオンモール綾川店 0878768243 綾歌郡綾川町
はま寿司 綾川店 0878708320 綾歌郡綾川町
はるやま イオンモール綾川店 0878768231 綾歌郡綾川町
HUMPTY DUMPTY イオンモール綾川店 08787-8202 綾歌郡綾川町
PIZZERIA AL CENTRO 0878998823 綾歌郡綾川町
BITTOKO イオンモール綾川店 0878138089 綾歌郡綾川町
日乃屋カレー イオンモール綾川店 0878138099 綾歌郡綾川町
ヒマラヤ スポーツ&ゴルフ イオンモール綾川店 0878761091 綾歌郡綾川町
Billabong イオンモール綾川店 0878708711 綾歌郡綾川町
福うし イオンモール綾川店 0878768265 綾歌郡綾川町
プチメゾン イオンモール綾川店 0878764450 綾歌郡綾川町



施設名 電話番号 住所
ブランドショップ ハピネス イオンモール綾川店 0878768933 綾歌郡綾川町
BREEZE イオンモール綾川店 0878768255 綾歌郡綾川町
BLESS イオンモール綾川店 0878766787 綾歌郡綾川町
ペッパーランチ イオンモール綾川店 0878144329 綾歌郡綾川町
PeTeMo イオンモール綾川店 0878708114 綾歌郡綾川町
pocket park イオンモール綾川店 05878768761 綾歌郡綾川町
ほっかほっか亭 綾南店 0878708556 綾歌郡綾川町
Hobby Zone イオンモール綾川店 05036263491 綾歌郡綾川町
MARGINAL イオンモール綾川店 0878768838 綾歌郡綾川町
マウンテンドーム 0878781101 綾歌郡綾川町
洋服のお直し マジックミシン イオンモール綾川店 0878768237 綾歌郡綾川町
マルナカ滝宮店 0878763211 綾歌郡綾川町
マルナカ綾南店 0878764801 綾歌郡綾川町
ミキハウスホットビスケッツ イオンモール綾川店 0878766018 綾歌郡綾川町
ミスタードーナツ イオンモール綾川店 087-768222 綾歌郡綾川町
道の駅滝宮 ショップ綾川 0878765018 綾歌郡綾川町
美山 イオンモール綾川店 0878768268 綾歌郡綾川町
未来屋書店 イオンモール綾川店 0878766008 綾歌郡綾川町
ミルフローラ イオンモール綾川店 0878768216 綾歌郡綾川町
無印良品 イオンモール綾川店 0878766303 綾歌郡綾川町
メール＆コー イオンモール綾川店 08787-8227 綾歌郡綾川町
眼鏡市場 イオンモール綾川店 0878766618 綾歌郡綾川町
メガネスーパー イオンモール綾川店 08093659223 綾歌郡綾川町
麺処 ぐり⻁イオンモール綾川店 0878137270 綾歌郡綾川町
モーリーファンタジー イオンモール綾川店 07031003484 綾歌郡綾川町
Mon Diad イオンモール綾川店 0878768210 綾歌郡綾川町
株式会社ヤマダデンキテックランド綾川店 0878768600 綾歌郡綾川町
だがし 夢や イオンモール綾川店 0878768677 綾歌郡綾川町
らーめん春樹 イオンモール綾川店 0878143989 綾歌郡綾川町
Right-on イオンモール綾川店 0878708271 綾歌郡綾川町
ラフィネ イオンモール綾川店 0878768831 綾歌郡綾川町
ランジェノエル イオンモール綾川店 0878768660 綾歌郡綾川町
綾南自然菓子Showado 0878770447 綾歌郡綾川町
リンガーハット イオンモール綾川店 0878708898 綾歌郡綾川町
LEPSIM イオンモール綾川店 0878768207 綾歌郡綾川町
LOGOS SHOP イオンモール綾川店 0878768765 綾歌郡綾川町
わくわく広場イオンモール綾川店 0878995665 綾歌郡綾川町
one'sterrace イオンモール綾川店 0878768205 綾歌郡綾川町
ワンナワードライプラス・東宝 イオンモール綾川店 0878768264 綾歌郡綾川町
琴平町地域
アカボシ珈琲店 0877891830 仲多度郡琴平町
アタリヤ商店 09010015084 仲多度郡琴平町



施設名 電話番号 住所
阿波天然藍染工房金毘羅店 0883525168 仲多度郡琴平町
石段の駅 つるだや 0877733848 仲多度郡琴平町
今井商店 0877753801 仲多度郡琴平町
岩座琴平 0877750811 仲多度郡琴平町
いわのやうどん 0877755282 仲多度郡琴平町
臼杵商店 0877755821 仲多度郡琴平町
Oops. 0877892860 仲多度郡琴平町
うどん茶屋てんてこ舞 0877750001 仲多度郡琴平町
駅レンタカー四国琴平営業所 0877753500 仲多度郡琴平町
大庄屋 0877755980 仲多度郡琴平町
おがわうどん 0877751660 仲多度郡琴平町
小田象麓堂 0877753091 仲多度郡琴平町
OMIYAGE SHOP 315 0877755087 仲多度郡琴平町
お休み処四国の旬 0877750001 仲多度郡琴平町
株式会社こんぴらうどん工場店 0877733128 仲多度郡琴平町
(株)こんぴらうどん参道店 0877735785 仲多度郡琴平町
果桜軒 0877853998 仲多度郡琴平町
香川商店 0877752461 仲多度郡琴平町
春日鮨 0877733591 仲多度郡琴平町
カフェ&レストラン 神椿 0877730202 仲多度郡琴平町
株式会社にしきや 参道店 0877753788 仲多度郡琴平町
⻲屋 高津商店 0877753625 仲多度郡琴平町
からくさ 09062839742 仲多度郡琴平町
喫茶と食事ヤオ 0877753854 仲多度郡琴平町
木のおもちゃlittleme 0877734773 仲多度郡琴平町
紀ノ國屋本店 0877752474 仲多度郡琴平町
灸まん本舗 石段や 0877753220 仲多度郡琴平町
灸まん本舗 北店 0877754117 仲多度郡琴平町
灸まん本舗 中店 0877751150 仲多度郡琴平町
金の豚 0877891234 仲多度郡琴平町
金陵の郷 0877734133 仲多度郡琴平町
有限会社 合田福太郎商店 0877753320 仲多度郡琴平町
珈琲ジェリー珈琲本舗JiJi&Jelly 07010921096 仲多度郡琴平町
琴電琴平駅 0877753068 仲多度郡琴平町
琴平うどん食堂 紡⻨ 07043175544 仲多度郡琴平町
ことひら温泉 御宿 敷島館 0877588001 仲多度郡琴平町
ことひら温泉 琴参閣 0877751000 仲多度郡琴平町
琴平海洋博物館（海の科学館） 0877733748 仲多度郡琴平町
琴平花壇 0877753232 仲多度郡琴平町
琴平グランドホテル桜の抄 0877753218 仲多度郡琴平町
琴平パークホテル 0877733939 仲多度郡琴平町
琴平バス株式会社 0877733331 仲多度郡琴平町



施設名 電話番号 住所
琴平文具店 0877588188 仲多度郡琴平町
琴平リバーサイドホテル 0877751880 仲多度郡琴平町
五人百姓 池商店 0877753694 仲多度郡琴平町
五人百姓 笹屋商店 0877732322 仲多度郡琴平町
ご利益や 0877894511 仲多度郡琴平町
con Tapas 0877895550 仲多度郡琴平町
こんぴらうどん 北店 09086925340 仲多度郡琴平町
こんぴら温泉 貸切湯の宿ことね 0877756633 仲多度郡琴平町
こんぴら温泉湯元八千代 0877753261 仲多度郡琴平町
こんぴら小松屋 0877752054 仲多度郡琴平町
金比羅蒟蒻しゃぼん 05037285775 仲多度郡琴平町
金毘羅茶店 09089749974 仲多度郡琴平町
金比羅醤油（株） 0877753080 仲多度郡琴平町
こんぴら100段似顔絵 09073457908 仲多度郡琴平町
こんぴらプリン 0877855560 仲多度郡琴平町
さぬき一刀彫 嵯峨山 0877752640 仲多度郡琴平町
さぬき名物 骨付⿃ 田中屋 0877751884 仲多度郡琴平町
シマヤ真鍋漢方薬局 0877753574 仲多度郡琴平町
旬菜 美奈登 0877752339 仲多度郡琴平町
スーパードラッグひまわり琴平店 0877357103 仲多度郡琴平町
株式会社 杉養蜂園 金刀比羅店 0877750538 仲多度郡琴平町
駿河屋原商店 0877752077 仲多度郡琴平町
セブンーイレブンKiosk琴平駅店 0877753386 仲多度郡琴平町
創作ダイニング785 0877730785 仲多度郡琴平町
象山 堀見商店 0877754613 仲多度郡琴平町
総本家一三堂 0877751001 仲多度郡琴平町
タイ古式マッサージ ASHIYAバンクンメイ 琴平花壇店 0877564355 仲多度郡琴平町
高木屋酒店 0877733606 仲多度郡琴平町
たこやき＆やきとり スカンク 0877735504 仲多度郡琴平町
たなかや 09010062419 仲多度郡琴平町
狸屋 0877732409 仲多度郡琴平町
旅人のハーバー 08016095592 仲多度郡琴平町
中条正商店 0877732080 仲多度郡琴平町
つるや旅館 0877753154 仲多度郡琴平町
凸凹堂金毘羅店 0877588875 仲多度郡琴平町
豊原商店 0877752958 仲多度郡琴平町
⻁丸旅館 0877752161 仲多度郡琴平町
⻁屋うどん 0877896746 仲多度郡琴平町
中田屋 箸方弘子商店 0877752547 仲多度郡琴平町
中野うどん学校 0877750001 仲多度郡琴平町
中野うどん学校琴平校 0877750001 仲多度郡琴平町
永濱商店 0877753849 仲多度郡琴平町



施設名 電話番号 住所
七⼗七堂金比羅店 0877358700 仲多度郡琴平町
株式会社にしきや 0877753264 仲多度郡琴平町
⻄山食肉店 0877734129 仲多度郡琴平町
ニューグリーン 0877733451 仲多度郡琴平町
箸方太閤堂 0877756030 仲多度郡琴平町
有限会社箸方だるま堂商店 0877732529 仲多度郡琴平町
ヒトツブビーズ店本店 0877894301 仲多度郡琴平町
ビンテージクラブ 09031829648 仲多度郡琴平町
福井⼟産物店 0877735500 仲多度郡琴平町
船岡商店 0877752825 仲多度郡琴平町
野村船々堂 0877732020 仲多度郡琴平町
ほっかほっか亭 琴平店 0877733616 仲多度郡琴平町
麻心 琴平店 0877359955 仲多度郡琴平町
松浦商店 09013276456 仲多度郡琴平町
松浦百段堂 0877753593 仲多度郡琴平町
豆吉こんぴら店 0877751770 仲多度郡琴平町
マルナカ琴平店 0877752211 仲多度郡琴平町
三好商店 0877733764 仲多度郡琴平町
名物かまど 琴平店 0877733005 仲多度郡琴平町
ももや⼟産物店 0877752808 仲多度郡琴平町
焼⿃・骨付⿃ 田中屋 0877888222 仲多度郡琴平町
焼肉 田中 0877359129 仲多度郡琴平町
有限会社 三徳酒食料品店 0877753469 仲多度郡琴平町
遊膳琴平店 0877752370 仲多度郡琴平町
湯元こんぴら温泉華の湯紅梅亭 0877751111 仲多度郡琴平町
吉田新々堂 09089725417 仲多度郡琴平町
吉田家 0877752797 仲多度郡琴平町
ローソン琴平町榎井店 0877733070 仲多度郡琴平町
和田商店 0877752642 仲多度郡琴平町
多度津町地域
お惣菜処てつや 0877321058 仲多度郡多度津町
海食処 笑門家 0877321331 仲多度郡多度津町
海鮮うまいもんや浜海道 多度津本店 0877323131 仲多度郡多度津町
家中舎 0877358765 仲多度郡多度津町
くすりのレデイ 多度津店 0877585355 仲多度郡多度津町
藝術喫茶清水温泉 0877893587 仲多度郡多度津町
コープ多度津 0877323674 仲多度郡多度津町
ザ・ビッグ多度津店 0877585131 仲多度郡多度津町
ザグザグ 多度津店 0877331139 仲多度郡多度津町
シーズクラブ 0877323083 仲多度郡多度津町
セブンーイレブンKiosk多度津駅店 0877332279 仲多度郡多度津町
セブン‐イレブン多度津町北鴨店 0877324117 仲多度郡多度津町



施設名 電話番号 住所
そらとたべるthreee 0877437672 仲多度郡多度津町
多度津SS 0877323391 仲多度郡多度津町
多度津SS 0877331001 仲多度郡多度津町
多度津セルフSS 0877566040 仲多度郡多度津町
デイリーヤマザキ多度津町桜川店 0877331922 仲多度郡多度津町
ドラッグコスモス多度津店 0877585771 仲多度郡多度津町
ピカソ 多度津店 0877325427 仲多度郡多度津町
ぴこぴこ精肉店 多度津 0877437810 仲多度郡多度津町
美楽園 丸⻲店 08056636123 仲多度郡多度津町
遍路の店 サンエイ 0877325111 仲多度郡多度津町
みなと新世 0877334404 仲多度郡多度津町
レデイ薬局 多度津店 0877585655 仲多度郡多度津町
ローソン多度津町堀江店 0877323370 仲多度郡多度津町
ローソン多度津町東白方店 0877324939 仲多度郡多度津町
ローソン多度津町三井店 0877330051 仲多度郡多度津町
まんのう町地域
いえもんや 0877856393 仲多度郡まんのう町
琴空バス 0877752920 仲多度郡まんのう町
くすりのレデイ まんのう店 0877357181 仲多度郡まんのう町
国営讃岐まんのう公園 カフェ・デ・ラ・ピエドゥ 0877791730 仲多度郡まんのう町
国営讃岐まんのう公園 売店 0877791730 仲多度郡まんのう町
国営讃岐まんのう公園 ⻯の里 0877791730 仲多度郡まんのう町
タカガワ新琴南ゴルフ倶楽部 0877852001 仲多度郡まんのう町
ドラッグコスモスまんのう店 0877588215 仲多度郡まんのう町
マルナカまんのう公文店 0877730180 仲多度郡まんのう町
マルナカまんのう店 0877588766 仲多度郡まんのう町
道の駅ことなみ・エピアみかど 0877560015 仲多度郡まんのう町
湯山荘阿讃琴南 0877842611 仲多度郡まんのう町
ローソンまんのう町買田店 0877735884 仲多度郡まんのう町
ローソンまんのう町吉野下店 0877751877 仲多度郡まんのう町


