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≪新うどん県泊まってかがわ割　クーポン取扱店舗一覧≫

1,758 施設

高松市地域

施設名 住所 業種

ファミリーマート高松茜町店 高松市茜町 コンビニ・スーパー

マルヨシセンター茜町店 高松市茜町 コンビニ・スーパー

カレーハウスCoCo壱番屋高松茜町店 高松市茜町 飲食店

セブンイレブン香川県立中央病院前店 高松市朝日町 コンビニ・スーパー

鮮Do! エブリイ朝日町店 高松市朝日町 コンビニ・スーパー

ことでんバス株式会社タクシー事業部 高松市朝日町 交通機関

第一タクシー株式会社 高松市朝日町 交通機関

ジャンボフェリー高松のりば 高松市朝日町 小売り・交通機関

りつりん2 高松市朝日町 小売り・交通機関

こんぴら2 高松市朝日町 小売り・交通機関

レデイ薬局　朝日町店 高松市朝日町 小売り

ファミリーマート高松庵治町店 高松市庵治町 コンビニ・スーパー

あじ温泉庵治観光ホテル海のやどり 高松市庵治町 ホテル業　飲食店など

瀬戸内国際芸術祭2022　大島案内所 高松市庵治町 小売り

ＪＡ香川県　Ａコープ庵治店 高松市庵治町 小売り

スカイファーム 高松市飯田町 飲食店 体験型アクティビィティー

ザグザグ 檀紙北店 高松市飯田町 小売り

コープ一宮 高松市一宮町 コンビニ・スーパー

ファミリーマート高松一宮町店 高松市一宮町 コンビニ・スーパー

セブンイレブン高松一宮町店 高松市一宮町 コンビニ・スーパー

一宮給油所 高松市一宮町 その他

海鮮うまいもんや浜海道 高松南店 高松市一宮町 飲食店

天然温泉きらら 高松市一宮町 飲食店　観光施設など

Soleil　コープ一宮店 高松市一宮町 小売り

くすりのレデイ　高松一宮店 高松市一宮町 小売り

一宮寺 高松市一宮町 小売り 観光施設

四国石油株式会社 カーケアステーションセルフ今里町 高松市今里町 その他

キングラム高松今里店 高松市今里町 小売り

くすりのレデイ　今里店 高松市今里町 小売り

ザグザグ 今里店 高松市今里町 小売り

スマイル高松サンフラワー通り店 高松市今里町 小売り

レデイ薬局　今里店 高松市今里町 小売り

ファミリーマート高松今新町店 高松市今新町 コンビニ・スーパー

すし森山 高松市今新町 飲食店

Tan Tan 高松市今新町 飲食店

や台ずしライオン通町 高松市今新町 飲食店

歓中店 高松市今新町 飲食店

サンダー酒場 高松市内町 飲食店

にぼし食堂 高松市内町 飲食店

デイリ―ヤマザキ高松円座町店 高松市円座町 コンビニ・スーパー

ファミリーマート高松円座町店 高松市円座町 コンビニ・スーパー

マルナカ円座店 高松市円座町 コンビニ・スーパー

株式会社吉田石油店　高松西サービスステーション 高松市円座町 その他

くすりのレデイ　円座店 高松市円座町 小売り

ほっかほっか亭　円座店 高松市円座町 小売り

コープ扇町 高松市扇町 コンビニ・スーパー

エディオン 高松扇町店 高松市扇町 小売り

くすりのレデイ　扇町店 高松市扇町 小売り

松風庵かねすえ 扇町本店 高松市扇町 小売り

有限会社ワタナベ酒店 高松市扇町 小売り

ドラッグコスモス太田上町店 高松市太田上町 小売り

ファミリーマート　高松太田上町店 高松市太田上町 コンビニ・スーパー

ファミリーマート高松太田店 高松市太田上町 コンビニ・スーパー

新鮮市場きむら　太田店 高松市太田上町 コンビニ・スーパー

ムーミーBeST店 高松市太田上町 コンビニ・スーパー

ヤマウチセルフ太田 高松市太田上町 その他
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池まる餃子 高松市太田上町 飲食店

ＪＡ香川県　中央ふれあい市場 本店 高松市太田上町 小売り

イエローハット高松南店 高松市太田上町 小売り

カワニシカバンプロダクト 高松市太田上町 小売り

くすりのレデイ　太田上町店 高松市太田上町 小売り

セブンイレブン高松太田下町店 高松市太田下町 コンビニ・スーパー

太田給油所 高松市太田下町 その他

スシロー高松太田店 高松市太田下町 飲食店

ステーキハウス一牛 高松市太田下町 飲食店

ラ・ファミーユ太田サンフラワー通り店 高松市太田下町 飲食店

焼肉ことぶき 高松太田店 高松市太田下町 飲食店

橋口写真店 高松市太田下町 観光施設

くすりのレデイ　太田店 高松市太田下町 小売り

レデイ太田調剤薬局 高松市太田下町 小売り

ＪＡ香川県　グリーンピア岡本 高松市岡本町 小売り

瀬戸内国際芸術祭2022　男木島案内所 高松市男木町 小売り

ファミリーマート高松小村町店 高松市小村町 コンビニ・スーパー

セブンイレブン高松空港店 高松市香川町 コンビニ・スーパー

マルナカ浅野店 高松市香川町 コンビニ・スーパー

マルナカ大野店 高松市香川町 コンビニ・スーパー

マルヨシセンターウイングポート店 高松市香川町 コンビニ・スーパー

マルヨシセンター川東店 高松市香川町 コンビニ・スーパー

鮎滝カントリークラブ 高松市香川町 スポーツ

川東給油所 高松市香川町 その他

はやし家製麺所 高松市香川町 飲食店

炭火焼肉なかむら 香川町本店 高松市香川町 飲食店

遊食房屋 高松南店 高松市香川町 飲食店

和幸 高松市香川町 飲食店

ザ・チェルシーブレス 高松市香川町 飲食店 小売りなど

スカイレンタカー高松空港店 高松市香川町 交通機関

マルイ観光バス 空港通り事務所 高松市香川町 交通機関

有限会社香川タクシー 高松市香川町 交通機関

AVAN　ウイングポート店 高松市香川町 小売り

くすりのレデイ　浅野店 高松市香川町 小売り

ほっかほっか亭　川東店 高松市香川町 小売り

マツモトキヨシ ウイングポート店 高松市香川町 小売り

KAJI PLA DINING 高松市鍛冶屋町 飲食店

THE豚満食堂 高松市鍛冶屋町 飲食店

グリルアターブル 高松市鍛冶屋町 飲食店

飲茶居 天胡同 高松市鍛冶屋町 飲食店

隠れ家創作ダイニング田田 高松市鍛冶屋町 飲食店

海鮮うまいもんや浜海道 鍛冶屋町店 高松市鍛冶屋町 飲食店

季節料理どちらいか 高松市鍛冶屋町 飲食店

串どり鍛冶屋町店 高松市鍛冶屋町 飲食店

三ツ矢亭鍛冶屋町店 高松市鍛冶屋町 飲食店

瀬戸内海のもん とといち 高松市鍛冶屋町 飲食店

鮮魚鉄板バルMareMare 高松市鍛冶屋町 飲食店

大人の肉処 てんこ 高松市鍛冶屋町 飲食店

鍛冶屋町みや﨑 高松市鍛冶屋町 飲食店

鳥長 高松市鍛冶屋町 飲食店

フジヤマドラゴン高松店 高松市鍛冶屋町 飲食店

エディオン高松春日店 高松市春日町 小売り

ケーズデンキ 高松春日店 高松市春日町 小売り

ファミリーマート　高松春日川橋東店 高松市春日町 コンビニ・スーパー

セブンイレブン高松春日町店 高松市春日町 コンビニ・スーパー

かつ福 高松春日店 高松市春日町 飲食店

こだわりとんかつ 山かつ屋島店 高松市春日町 飲食店

さか枝うどん 春日店 高松市春日町 飲食店

ぴこぴこ精肉店 春日 高松市春日町 飲食店

びっくりドンキー高松春日店 高松市春日町 飲食店

海鮮うまいもんや浜海道 春日本店 高松市春日町 飲食店

焼肉ことぶき 高松春日店 高松市春日町 飲食店

スミレ交通株式会社 高松市春日町 交通機関
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エディオン タケヤ電機 屋島店 高松市春日町 小売り

くすりのレデイ　春日店 高松市春日町 小売り

ザグザグ 春日店 高松市春日町 小売り

パリミキ高松春日店 高松市春日町 小売り

バースディ　春日町店 高松市春日町 小売り

ヤマダデンキテックライフセレクト高松春日本店 高松市春日町 小売り

夢菓房たから 高松市春日町 小売り

alvecchio Duomo 高松市片原町 飲食店

おおもり屋 高松市片原町 飲食店

カドのてっぱん夢路 高松市片原町 飲食店

カワニシブロイラー 高松市片原町 飲食店

や台ずし片原町 高松市片原町 飲食店

牡蠣スタンド 高松市片原町 飲食店

居酒屋 せきや 高松市片原町 飲食店

韋駄天 高松市片原町 飲食店

わいんびより 高松市片原町 飲食店 小売り

三友堂 高松市片原町 小売り

宗紀マスタード 高松市片原町 小売り

NOBUYA 高松市片原町 小売り

セブンイレブン高松鹿角町 高松市鹿角町 コンビニ・スーパー

菓子工房ルーヴ 空港通り店 高松市鹿角町 飲食店 小売り

中西うどん 高松市鹿角町 飲食店 小売り

しまむら　鹿角店 高松市鹿角町 小売り

ファミリーマート高松中央通り店 高松市紙町 コンビニ・スーパー

株式会社トキワタクシー 高松市紙町 交通機関

エディオンゆめタウン高松店 高松市上天神町 小売り

くら寿司高松上天神店 高松市上天神町 飲食店

丸源ラーメン 高松上天神店 高松市上天神町 飲食店

焼肉きんぐ 高松上天神店 高松市上天神町 飲食店

良酒屋 握Goo 高松市上天神町 飲食店

100時間カレーゆめタウン高松店 高松市上天神町 飲食店

ユニクロゆめタウン高松店 高松市上天神町 小売り

ファミリーマート高松上之町一丁目店 高松市上之町 コンビニ・スーパー

ドラッグコスモス上之町店 高松市上之町 小売り

セブンイレブン高松上福岡町店 高松市上福岡町 コンビニ・スーパー

相互タクシー株式会社 高松市上福岡町 交通機関

ザグザグ 上福岡店 高松市上福岡町 小売り

ほっかほっか亭　上福岡店 高松市上福岡町 小売り

『肉山』高松 高松市亀井町 飲食店

グリル洋食&amp;ワイン KitchenROAD 高松市亀井町 飲食店

C’est bien 高松市亀井町 飲食店

や台ずし亀井町 高松市亀井町 飲食店

ジャンボカラオケ広場 高松店 高松市亀井町 飲食店 カラオケボックス

有限会社高田タクシー 高松市亀田町 交通機関

ファミリーマート高松高田店 高松市亀田町 コンビニ・スーパー

ムーミー川島店 高松市川島東町 コンビニ・スーパー

マルナカ川島店 高松市川島本町 コンビニ・スーパー

株式会社グリーンタクシー 高松市川島本町 交通機関

ファミリーマート高松川部町店 高松市川部町 コンビニ・スーパー

マルナカ川岡店 高松市川部町 コンビニ・スーパー

くすりのレデイ　高松川岡店 高松市川部町 小売り

パワードラッグワンズ瓦町店 高松市瓦町 小売り

セブンイレブン　高松瓦町２丁目店 高松市瓦町 コンビニ・スーパー

3gram 高松市瓦町 飲食店

gardeん 高松市瓦町 飲食店

onseん 高松市瓦町 飲食店

SPACCA NAPOLI 高松市瓦町 飲食店

あなごの直吾美 高松市瓦町 飲食店

エスポワール 高松市瓦町 飲食店

カドゲン 高松市瓦町 飲食店

けむり家 高松市瓦町 飲食店

や台すし瓦町駅前町 高松市瓦町 飲食店

海鮮と骨付鳥　讃岐酒場　高松フェリー通り店 高松市瓦町 飲食店
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海鮮問屋仲見世 高松市瓦町 飲食店

魚と田舎料理 おかげや 高松市瓦町 飲食店

骨付鳥東 本店(瓦町店) 高松市瓦町 飲食店

酒と料理のなつ 高松市瓦町 飲食店

鉄板酒場ユリ 高松市瓦町 飲食店

寅や番外地店 高松市瓦町 飲食店

くいもんや　おか村 高松市瓦町 飲食店

快食道楽 秀 高松市瓦町 飲食店

鉄板焼ふじいさん 高松市瓦町 飲食店

ぴこぴこ精肉店 瓦町 高松市瓦町 飲食店

遊食ゆめや 高松市瓦町 飲食店

ロイヤルパークホテル高松 高松市瓦町 飲食店 小売り

さぬきの湯ドーミーイン高松 高松市瓦町 飲食店 小売りなど

ゴールデンタイム高松 高松市瓦町 観光施設

AOZORA 高松市瓦町 小売り

GRASS高松店 高松市瓦町 小売り

WeBase 高松 高松市瓦町 小売り

セブンイレブン高松観光通2丁目店 高松市観光通 コンビニ・スーパー

ダントツラーメン岡山一番店 高松観光通り店 高松市観光通 飲食店

Mokuichi 高松市観光通 小売り

ハロータクシー(タクシー車両) 高松市木太町 交通機関

ファミリーマート　高松国際ホテル前店 高松市木太町 コンビニ・スーパー

ファミリーマート木太町八区店 高松市木太町 コンビニ・スーパー

マルナカ春日店 高松市木太町 コンビニ・スーパー

マルナカ木太店 高松市木太町 コンビニ・スーパー

マルヨシセンター木太店 高松市木太町 コンビニ・スーパー

ゆめマート木太 高松市木太町 コンビニ・スーパー

新鮮市場きむら　木太店 高松市木太町 コンビニ・スーパー

セブンイレブン高松木太町店 高松市木太町 コンビニ・スーパー

セブンイレブン高松木太町川西店 高松市木太町 コンビニ・スーパー

詰田川給油所 高松市木太町 その他

cafe RITORNO 高松市木太町 飲食店

カルビ屋大福高松北バイパス店 高松市木太町 飲食店

カレーハウスCoCo壱番屋高松松縄店 高松市木太町 飲食店

しゃぶしゃぶ温野菜 高松木太店 高松市木太町 飲食店

バックヤードガーデン 高松市木太町 飲食店

ゆず庵 高松木太町店 高松市木太町 飲食店

吉野家 高松中央インター店 高松市木太町 飲食店

美味休心 高松木太店 高松市木太町 飲食店

春日なごみの湯 湯楽温泉 高松市木太町 飲食店 観光施設

ブランジェリー　ラ・ファミーユ 高松市木太町 飲食店 小売り

高松個人タクシー協同組合 高松市木太町 交通機関

B・KIDS屋島店 高松市木太町 小売り

ＪＡ香川県　中央ふれあい市場 木太店 高松市木太町 小売り

くすりのレデイ　春日橋店 高松市木太町 小売り

くすりのレデイ　木太店 高松市木太町 小売り

ザグザグ 中央インター店 高松市木太町 小売り

ザグザグ 木太店 高松市木太町 小売り

ドラッグコスモス木太店 高松市木太町 小売り

ブックオフ高松新屋島店 高松市木太町 小売り

ラ・ファミーユ高松本店 高松市木太町 小売り

レデイ薬局　木太店 高松市木太町 小売り

春日水神市場 高松市木太町 小売り

高松国際ホテル 高松市木太町 小売り 飲食店

umie 高松市北浜町 飲食店

さろんぶるー 高松市北浜町 飲食店

ブックマルテ 高松市北浜町 飲食店

element 高松市北浜町 小売り

FrogPort 高松市北浜町 小売り

kitahama blue stories 高松市北浜町 小売り

マルナカ新鬼無店 高松市鬼無町 コンビニ・スーパー

ＪＡ香川県　フルーツの里 高松市鬼無町 小売り

ザグザグ 鬼無店 高松市鬼無町 小売り
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フジ楠上店 高松市楠上町 コンビニ・スーパー

ファミリーマート高松香西北店 高松市香西北町 コンビニ・スーパー

ヤマウチセルフ香西 高松市香西南町 その他

くすりのレデイ　香西店 高松市香西南町 小売り

ファミリーマート高松香西東店 高松市香西東町 コンビニ・スーパー

新鮮市場きむら　香西店 高松市香西東町 コンビニ・スーパー

イオン高松店 直営店 高松市香西本町 コンビニ・スーパー

コープ香西 高松市香西本町 コンビニ・スーパー

マルナカ香西店 高松市香西本町 コンビニ・スーパー

石焼ビビンバ専門店アンニョン イオンモール高松店 高松市香西本町 飲食店

おむらいす亭 イオンモール高松店 高松市香西本町 飲食店

四六時中 イオン高松店 高松市香西本町 飲食店

長崎ちゃんぽん十鉄 イオンモール高松店 高松市香西本町 飲食店

日新タクシー株式会社 高松市香西本町 交通機関

Soleil　イオンモール高松店 高松市香西本町 小売り

ココカラファイン イオンモール高松店 高松市香西本町 小売り

ほっかほっか亭　香西店 高松市香西本町 小売り

ケーズデンキ 郷東店 高松市郷東町 小売り

マルナカ郷東店 高松市郷東町 コンビニ・スーパー

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 高松市郷東町 その他

スシロー高松郷東店 高松市郷東町 飲食店

平成レッグス株式会社 高松市郷東町 交通機関

オートバックス郷東店 高松市郷東町 小売り

ブックオフ高松郷東店 高松市郷東町 小売り

宗家くつわ堂 西店 高松市郷東町 小売り

名物かまど 郷東店 高松市郷東町 小売り

バジェット・レンタカー高松空港店 高松市香南町 交通機関

ファミリーマート香南町岡店 高松市香南町 コンビニ・スーパー

ファミリーマート香南町由佐店 高松市香南町 コンビニ・スーパー

セブンイレブン高松香南町横井店 高松市香南町 コンビニ・スーパー

照仁庵 高松市香南町 フィットネス・リラクゼーション等

かわたうどん 高松市香南町 飲食店

さぬき麺業　高松空港店 高松市香南町 飲食店

洋風レストラン エリエール 高松空港店 高松市香南町 飲食店

セルフ讃岐うどん空海房 高松市香南町 飲食店 小売り

はやし家製麺所 高松空港店 高松市香南町 飲食店 小売り

四国航空sky-J 高松空港ゲート店 高松市香南町 飲食店 小売り

タイムズカー高松空港前店 高松市香南町 交通機関

トヨタレンタカー 高松空港店 高松市香南町 交通機関

ニッポンレンタカー四国株式会社　高松空港営業所 高松市香南町 交通機関

空港タクシー 高松市香南町 交通機関

平成レンタカー高松空港店 高松市香南町 交通機関

アパホテル〈高松空港〉 高松市香南町 小売り

ＪＡ香川県　ＪＡ産直 空の街 高松市香南町 小売り

ザグザグ 香南店 高松市香南町 小売り

空港売店 四季の里 高松市香南町 小売り

四国空市場・さぬき銘品店 高松市香南町 小売り

道の駅 香南楽湯 高松市香南町 小売り

民サ麺業 高松空港ビル売店 高松市香南町 小売り

釣具のポイント 高松国分寺店 高松市国分寺町 小売り

ザ・ビッグ国分寺店 高松市国分寺町 コンビニ・スーパー

ファミリーマート国分寺町国分店 高松市国分寺町 コンビニ・スーパー

ファミリーマート国分寺福家店 高松市国分寺町 コンビニ・スーパー

マルナカ国分寺店 高松市国分寺町 コンビニ・スーパー

マルヨシセンター国分寺店 高松市国分寺町 コンビニ・スーパー

新鮮市場きむら　国分寺店 高松市国分寺町 コンビニ・スーパー

ヤマウチセルフ国分寺 高松市国分寺町 その他

ヤマウチセルフ国分寺R11 高松市国分寺町 その他

国分寺給油所 高松市国分寺町 その他

カレーハウスCoCo壱番屋香川国分寺店 高松市国分寺町 飲食店

らーめん工房りょう花 高松国分寺店 高松市国分寺町 飲食店

吉野家 11号線国分寺店 高松市国分寺町 飲食店

遊食房屋 国分寺店 高松市国分寺町 飲食店
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萬燈珈琲店 高松市国分寺町 飲食店

カフェコンディトライ&レスト シカ 高松市国分寺町 飲食店 小売り

パティスリーもりん国分寺店 高松市国分寺町 飲食店 小売り

ＪＡ香川県　高松盆栽の郷 高松市国分寺町 小売り

ＪＡ香川県　国分寺ふれあい産直市 高松市国分寺町 小売り

イエローハット高松国分寺店 高松市国分寺町 小売り

くすりのレデイ　国分寺店 高松市国分寺町 小売り

ザグザグ 国分寺店 高松市国分寺町 小売り

しまむら　国分寺店 高松市国分寺町 小売り

ドラッグコスモス国分寺店 高松市国分寺町 小売り

ドラッグコスモス福家店 高松市国分寺町 小売り

ブックオフ高松国分寺店 高松市国分寺町 小売り

セブンイレブン高松寿町2丁目店 高松市寿町 コンビニ・スーパー

ステーキハウス千萬 高松店 高松市寿町 飲食店

平成レンタカー高松駅前店 高松市寿町 交通機関

御菓子処 湊屋 高松市寿町 小売り

Dining&Bar CheerS 高松市御坊町 飲食店

鮨司割烹　豊しま 高松市御坊町 飲食店

小笹や 高松市紺屋町 飲食店

中華よこはま亭 高松市紺屋町 飲食店

夕凪の湯 HOTEL花樹海 高松市西宝町 飲食店 小売り

セブン‐イレブン高松JR栗林駅前店 高松市桜町 コンビニ・スーパー

ファミリーマート高松桜町店 高松市桜町 コンビニ・スーパー

ファミリーマート　高松三条町店 高松市三条町 コンビニ・スーパー

スシローゆめタウン高松店 高松市三条町 飲食店

フレッシュネスバーガーゆめタウン高松店 高松市三条町 飲食店

TeaWay ゆめタウン高松店 高松市三条町 飲食店

AVAN　ゆめタウン高松店 高松市三条町 小売り

オルビス ゆめタウン高松店 高松市三条町 小売り

ジーユーゆめタウン高松店 高松市三条町 小売り

タイムタイム高松店 高松市三条町 小売り

メガネのパリミキ　ゆめタウン高松店 高松市三条町 小売り

ゆめタウン高松アルディ 高松市三条町 小売り

株式会社イズミ　ゆめタウン高松 高松市三条町 小売り

小豆島フェリーサンポート高松フェリー乗り場 高松市サンポート 交通機関

小豆島フェリーサンポート高松高速艇乗り場 高松市サンポート 交通機関

セブンイレブン高松サンポート店 高松市サンポート コンビニ・スーパー

フレッシュネスバーガーマリタイムプラザ店 高松市サンポート 飲食店

ミケイラ 高松市サンポート 飲食店

魚民 高松駅前店 高松市サンポート 飲食店

郷屋敷 サンポート店 高松市サンポート 飲食店

丹波黒どり農場 高松駅前店 高松市サンポート 飲食店

しょうどしま丸 船内売店 高松市サンポート 飲食店 小売り

第一しょうどしま丸 船内売店 高松市サンポート 飲食店 小売り

第二しょうどしま丸 船内売店 高松市サンポート 飲食店 小売り

四国ショップ88 高松市サンポート 小売り

瀬戸内国際芸術祭2022公式ショップ 海の市場 高松市サンポート 小売り

瀬戸内国際芸術祭2022　高松港総合案内所 高松市サンポート 小売り

瀬戸内国際芸術祭2022　高松港総合案内出張所 高松市サンポート 小売り

ザグザグ 鹿角店 高松市三名町 小売り

阿讃亭 高松市塩江町 飲食店

有限会社藤川牧場 高松市塩江町 飲食店

さぬき温泉 高松市塩江町 飲食店 観光施設など

ハイパーリゾートヴィラ塩江 高松市塩江町 飲食店 小売り

新樺川観光ホテル 高松市塩江町 飲食店 小売りなど

有限会社 湯遊しおのえ 高松市塩江町 小売り

ホテルセカンドステージ 高松市塩江町 小売り 体験型アクティビィティー

アイスビストロ　ヒライ 高松市塩屋町 飲食店

鮮Do! エブリイ六条店 高松市下田井町 コンビニ・スーパー

らーめん工房りょう花 高松東店 高松市下田井町 飲食店

名物かまど 高松東店 高松市下田井町 飲食店 小売り

くすりのレデイ　エブリイモール六条店 高松市下田井町 小売り

ドラッグコスモス六条店 高松市下田井町 小売り
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ブックオフ高松仏生山店 高松市出作町 小売り

くすりのレデイ　高松出作店 高松市出作町 小売り

株式会社せとうちタクシー 高松市城東町 交通機関

ローソン高松城東町二丁目 高松市城東町 コンビニ・スーパー

グランデリーズ昭和町店 高松市昭和町 コンビニ・スーパー

ファミリーマート高松昭和店 高松市昭和町 コンビニ・スーパー

ニッポンレンタカー四国株式会社　高松営業所 高松市新北町 交通機関

マルナカ新田店 高松市新田町 コンビニ・スーパー

吉野家 高松屋島店 高松市新田町 飲食店

石窯パン工房 ぱぱぱーん 高松市新田町 小売り

炭ジロー 高松市瀬戸内町 飲食店

ユーポート瀬戸内 高松市瀬戸内町 その他

マルシンプリン 市場店 高松市瀬戸内町 小売り

ＪＡ香川県　いきいき産直 十河店 高松市十川西町 小売り

イエローハット高松十川店 高松市十川西町 小売り

フジグラン十川 高松市十川東町 コンビニ・スーパー

グッドネイバーズコーヒーリラクシング 高松市十川東町 飲食店

じゃんじゃか十川 高松市十川東町 飲食店

レデイ薬局　十川店 高松市十川東町 小売り

川福本店 高松市大工町 飲食店

有限会社たらふく 高松市大工町 飲食店

BIG FOOT WORKS 高松市大工町 飲食店 小売りなど

讃岐おもちゃ美術館shop・cafe 高松市大工町 飲食店 小売り 文化施設

讃岐おもちゃ美術館 高松市大工町 文化施設

ファミリーマート高松多賀町 高松市多賀町 コンビニ・スーパー

ファミリーマート古高松店 高松市高松町 コンビニ・スーパー

ファミリーマート高松町店 高松市高松町 コンビニ・スーパー

ファミリーマート高松北バイパス店 高松市高松町 コンビニ・スーパー

マルナカ屋島店 高松市高松町 コンビニ・スーパー

ヤマウチセルフ屋島 高松市高松町 その他

カレーハウスCoCo壱番屋 高松屋島店 高松市高松町 飲食店

焼肉きんぐ 高松屋島店 高松市高松町 飲食店

大渚亭本店 高松市高松町 飲食店

有限会社 屋島タクシー 高松市高松町 交通機関

ＪＡ香川県　中央ふれあい市場 古高松店 高松市高松町 小売り

イエローハット高松屋島店 高松市高松町 小売り

カピス 高松市高松町 小売り

ユニクロ 高松屋島店 高松市高松町 小売り

ケーズデンキ高松本店 高松市多肥上町 小売り

鮮Do! エブリイ高松レインボー店 高松市多肥上町 コンビニ・スーパー

ヤマウチセルフ多肥 高松市多肥上町 その他

㈱さくらサポート 高松市多肥上町 交通機関

ドラッグコスモス多肥上町店 高松市多肥上町 小売り

バースデイ　高松レインボー店 高松市多肥上町 小売り

グランデリーズ太田店 高松市多肥下町 コンビニ・スーパー

セブン-イレブン高松多肥下町店 高松市多肥下町 コンビニ・スーパー

マルナカパワーシティレインボー店 高松市多肥下町 コンビニ・スーパー

EX!じゃんじゃか高松ﾚｲﾝﾎﾞｰ通り 高松市多肥下町 飲食店

グッドネイバーズコーヒー高松店 高松市多肥下町 飲食店

サーティーワンアイスクリーム高松レインボー店 高松市多肥下町 飲食店

モスバーガー高松レインボー店 高松市多肥下町 飲食店

もりん高松店 高松市多肥下町 飲食店 小売り

ザグザグ 多肥下町店 高松市多肥下町 小売り

ほっかほっか亭　レインボー店 高松市多肥下町 小売り

ユニクロ　パワーシティ　レインボー店 高松市多肥下町 小売り

生活雑貨スキレット 高松市多肥下町 小売り

ドラッグセガミ　田町店 高松市田町 小売り

セブンイレブン高松田町店 高松市田町 コンビニ・スーパー

マルナカ田町店 高松市田町 コンビニ・スーパー

井上誠耕園 田町店 高松市田町 小売り

瀬戸内国際芸術祭2022　高松港無料駐車場 高松市玉藻町 小売り

高松築港駅 高松市玉藻町 交通機関

ヤマウチセルフ田村 高松市田村町 その他
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マルナカ檀紙店 高松市檀紙町 コンビニ・スーパー

セブンイレブン高松中央町店 高松市中央町 コンビニ・スーパー

タイムズカー高松中央店 高松市中央町 交通機関

セブンイレブン 勅使町店 高松市勅使町 コンビニ・スーパー

勅使給油所 高松市勅使町 その他

カレーハウスCoCo壱番屋高松勅使店 高松市勅使町 飲食店

ぜいたくラーメン福一勅使店 高松市勅使町 飲食店

ミスター・バーク高松勅使店 高松市勅使町 飲食店

三共タクシー 高松市勅使町 交通機関

ファミリーマート高松鶴市町店 高松市鶴市町 コンビニ・スーパー

ファミリーマート鶴市明見店 高松市鶴市町 コンビニ・スーパー

うどん割烹　子規 高松市鶴市町 飲食店

ほっかほっか亭　鶴市店 高松市鶴市町 小売り

ヤマダデンキテックランド髙松鶴市店 高松市鶴市町 小売り

マルヨシセンター片原町店 高松市鶴屋町 コンビニ・スーパー

片原町駅 高松市鶴屋町 交通機関

くすりのレデイ　寺井店 高松市寺井町 小売り

バックアトリエA-LOOK高松店 高松市寺井町 小売り

天然温泉玉藻の湯ドーミーイン高松中央公園前 高松市天神前 飲食店 小売りなど

香川県交通株式会社 高松市天神前 交通機関

百合屋工房 高松市天神前 小売り

マルナカ通町店 高松市通町 コンビニ・スーパー

四国高松温泉ニューグランデみまつ 高松市通町 飲食店 小売りなど

東讃交通株式会社 高松 高松市通町 交通機関

ファミリーマート高松磨屋町店 高松市磨屋町 コンビニ・スーパー

Cafe Le CoeuR 高松市磨屋町 飲食店

イタ飯酒場Salute 高松市磨屋町 飲食店

豚満 高松市磨屋町 飲食店

mod's hair 瓦町フラッグ店 高松市常磐町 その他

餃子専門寺岡商店 高松市常磐町 飲食店

にぱち常盤町店 高松市常磐町 飲食店

箸とさじのおもてなし 月うさぎ 高松市常磐町 飲食店

本格薬膳火鍋 守破離 高松市常磐町 飲食店

三びきの子ぶた 高松市常磐町 飲食店 小売り

瓦町駅 高松市常磐町 交通機関

ABC-MART 瓦町フラッグ店 高松市常磐町 小売り

AMI AMI 瓦町フラッグ店 高松市常磐町 小売り

BEAMS　瓦町フラッグ店 高松市常磐町 小売り

LOGOS SHOP 瓦町フラッグ店 高松市常磐町 小売り

nano universe 瓦町フラッグ店 高松市常磐町 小売り

PEARLY GATES 瓦町フラッグ店 高松市常磐町 小売り

Rifare　瓦町フラッグ店 高松市常磐町 小売り

STORY 高松市常磐町 小売り

The Green Tara 瓦町フラッグ店 高松市常磐町 小売り

アカチャンホンポ　瓦町フラッグ店 高松市常磐町 小売り

アニメガ×ソフマップ/Re Collection　瓦町フラッグ店 高松市常磐町 小売り

ココカラファイン　瓦町フラッグ店 高松市常磐町 小売り

ジュンク堂書店/MARUZEN　瓦町フラッグ店 高松市常磐町 小売り

タオル美術館　瓦町フラッグ店 高松市常磐町 小売り

手芸センタードリーム　瓦町フラッグ店 高松市常磐町 小売り

和牛もつ鍋 博多まつもと 高松市常磐町 飲食店

鉄板 鳥むつ。 高松市常磐町 飲食店

おひつの山しろ 高松市常磐町 飲食店

焼肉 どらごん 高松市常磐町 飲食店

rai 高松市中新町 飲食店

こころえぇやん 高松市中野町 飲食店

四国八十八ケ所霊場 第82番札所 根香寺 高松市中山町 その他

中野うどん学校 高松校 高松市成合町 飲食店 観光施設など

ハタダ成合店 高松市成合町 小売り

オキオリーブ 高松市西植田町 飲食店 小売り

サンポート給油所 高松市西内町 その他

ファミリーマート高松西春日店 高松市西春日町 コンビニ・スーパー

セブンイレブン高松新番丁小学校前店 高松市錦町 コンビニ・スーパー
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マルナカ広場店 高松市錦町 コンビニ・スーパー

中央交通 高松市錦町 交通機関

IRISHPUB　THE　CRAIC 高松市西の丸町 飲食店

Sanuki Wa-Fu Dining 真 高松市西の丸町 飲食店

さすらいのカンテキ　高松クラフトビール酒場 高松市西の丸町 飲食店

ススム酒場 高松市西の丸町 飲食店

瀬戸内家 良ちゃん。 高松市西の丸町 飲食店

海おやじ 高松市西の丸町 飲食店

海鮮居酒屋神童ろ 高松市西の丸町 飲食店

串焼酒場 若八屋 高松市西の丸町 飲食店

若大将 高松市西の丸町 飲食店

寿し×海鮮酒場 酔灯屋 高松市西の丸町 飲食店

焼肉なかむら 西の丸 高松市西の丸町 飲食店

北角 高松市西の丸町 飲食店

オリックスレンタカー高松駅前西の丸店 高松市西の丸町 交通機関

タイムズカー高松駅前店 高松市西の丸町 交通機関

トヨタレンタカー 高松店 高松市西の丸町 交通機関

ニッポンレンタカー四国株式会社　高松駅前営業所 高松市西の丸町 交通機関

バジェット・レンタカー高松駅前店 高松市西の丸町 交通機関

大川タクシー株式会社 高松市西の丸町 交通機関

ハイパーイン高松駅前 高松市西の丸町 小売り

Café de UDON 高松市西の丸町 飲食店 小売りなど

ファミリーマート高松西ハゼ町店 高松市西ハゼ町 コンビニ・スーパー

マルナカ栗林南店 高松市西ハゼ町 コンビニ・スーパー

さぬき麺業　松並店 高松市西ハゼ町 飲食店

ドラッグコスモス西ハゼ店 高松市西ハゼ町 小売り

ファミリーマート高松西町店 高松市西町 コンビニ・スーパー

ドラッグコスモス高松西町店 高松市西町 小売り

ほっかほっか亭　中央市場前店 高松市西町 小売り

くすりのレデイ　花園店 高松市花園町 小売り

ムーミー花園店 高松市花園町 コンビニ・スーパー

ザグザグ 栗林店 高松市花ノ宮町 小売り

マルナカサンポート店 高松市浜ノ町 コンビニ・スーパー

信州そば処そじ坊高松駅コム店 高松市浜ノ町 飲食店

瀬戸内海鮮　舟忠 高松市浜ノ町 飲食店

JRホテルクレメント高松 高松市浜ノ町 飲食店 小売りなど

JRクレメントイン高松 高松市浜ノ町 観光施設 宿泊施設

トヨタレンタカー 高松サンポート店 高松市浜ノ町 交通機関

駅レンタカー四国高松営業所 高松市浜ノ町 交通機関

平井タクシー 株式会社 高松市浜ノ町 交通機関

LIVLOV 高松市浜ノ町 小売り

セブンーイレブンKioskクレメントイン高松店 高松市浜ノ町 小売り

セブンーイレブンKiosk高松駅改札口店 高松市浜ノ町 小売り

セブンーイレブンKiosk高松銘品館店 高松市浜ノ町 小売り

高松駅弁当店 高松市浜ノ町 小売り

松風庵かねすえ JR高松駅店 高松市浜ノ町 小売り

ファミリーマート高松東バイパス店 高松市林町 コンビニ・スーパー

ファミリーマート高松林町店 高松市林町 コンビニ・スーパー

ファミリーマート中央インター南店 高松市林町 コンビニ・スーパー

マルナカ林店 高松市林町 コンビニ・スーパー

新鮮市場きむら　林店 高松市林町 コンビニ・スーパー

ムーミー林店 高松市林町 コンビニ・スーパー

セルフ東バイパス林 高松市林町 その他

かに通 高松バイパス店 高松市林町 飲食店

ステーキ&amp;ハンバーグ 山のや高松店 高松市林町 飲食店

びっくりドンキー高松林店 高松市林町 飲食店

博多一番どり高松中央 高松市林町 飲食店

和食 輝てん 高松市林町 飲食店

手打うどん三徳 高松市林町 飲食店 小売り

ＪＡ香川県　いきいき産直 林店 高松市林町 小売り

くすりのレデイ　林店 高松市林町 小売り

ほっかほっか亭　東バイパス店 高松市林町 小売り

セブンイレブン香川大学正門前 高松市番町 コンビニ・スーパー
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さか枝うどん 本店 高松市番町 飲食店

まんしゅう高松番町店 高松市番町 飲食店

菓子工房ルーヴ 番町店 高松市番町 小売り

讃岐三白 高松市番町 小売り

コスモ石油 高松南SS 高松市東ハゼ町 その他

コスモ石油　高松南SS 高松市東ハゼ町 その他

ココス高松中央通店 高松市東ハゼ町 飲食店

吉野家 栗林店 高松市東ハゼ町 飲食店

焼肉五苑高松中央通りハゼ店 高松市東ハゼ町 飲食店

マルナカ水田店 高松市東山崎町 コンビニ・スーパー

スシロー高松東山崎店 高松市東山崎町 飲食店

モスバーガーフレスポ高松店 高松市東山崎町 飲食店

アベイル　東山崎店 高松市東山崎町 小売り

ガトーよしだKCファクトリー事業部 高松市東山崎町 小売り

しまむら　東山崎店 高松市東山崎町 小売り

シャンブル　東山崎店 高松市東山崎町 小売り

スーパーオートバックス高松中央店 高松市東山崎町 小売り

ほっかほっか亭　高松東店 高松市東山崎町 小売り

マツモトキヨシ フレスポ高松店 高松市東山崎町 小売り

セブンーイレブン 高松ホテル川六店 高松市百間町 コンビニ・スーパー

とり料理　かど弦 高松市百間町 飲食店

ヤキブタ酒場大門屋 高松市百間町 飲食店

料亭 二蝶 高松市百間町 飲食店

三河屋 高松市百間町 飲食店

CAFE LOURDES 高松市兵庫町 飲食店

コーヒーサロン皇帝 高松市兵庫町 飲食店

さかな屋さんの居酒屋北島商店 高松市兵庫町 飲食店

さぬき麺業　兵庫町本店 高松市兵庫町 飲食店

ダントツラーメン高松一番店 高松市兵庫町 飲食店

まいしょく家兵庫町店 高松市兵庫町 飲食店

よーいドン 高松市兵庫町 飲食店

天勝 高松市兵庫町 飲食店

瀬戸の祭寿し兵庫町店 高松市兵庫町 飲食店

高松東急REIホテル 高松市兵庫町 飲食店 小売り

LAR 高松市兵庫町 小売り

株式会社大森屋 高松市兵庫町 小売り

讃岐天ぷら うえ松 高松市兵庫町 小売り

宗家くつわ堂 総本舗 高松市兵庫町 小売り

高松書林 高松市兵庫町 小売り

ファミリーマート高松福岡町一丁目店 高松市福岡町 コンビニ・スーパー

ファミリーマート高松福岡町店 高松市福岡町 コンビニ・スーパー

ファミリーマート福岡町南店 高松市福岡町 コンビニ・スーパー

ユーポート朝日町 高松市福岡町 その他

ロイヤルハンズ 高松市福岡町 その他　マッサージ

SANUKI TERRACE 高松東店 高松市福岡町 飲食店

ホテルパールガーデン 高松市福岡町 飲食店 小売り

ホテルマリンパレスさぬき 高松市福岡町 飲食店 小売り

マルイチタクシー 高松市福岡町 交通機関

タツミヤ 高松市福岡町 小売（お土産等）

AVAN　イオン高松東店 高松市福岡町 小売り

Soleil　イオン高松東店 高松市福岡町 小売り

ほっかほっか亭　けいりん場前店 高松市福岡町 小売り

イオン高松東店　直営店 高松市福岡町 小売り コンビニ・スーパー

ARa 高松市福田町 飲食店

粋な海鮮酒場 ものっそ 高松市福田町 飲食店

キッチン MaMa 高松市福田町 飲食店

ぴかでり屋 高松市福田町 飲食店

吾割安 高松市福田町 飲食店

コープ栗林 高松市藤塚町 コンビニ・スーパー

四国石油株式会社 藤塚町サービスステーション 高松市藤塚町 その他

HIYORI WASANBON 高松市藤塚町 小売り

ほっかほっか亭　藤塚店 高松市藤塚町 小売り

レデイ薬局　藤塚店 高松市藤塚町 小売り

10 / 37 ページ



鎌田醤油 高松直売所 高松市藤塚町 小売り

季の屋高松東バイパス店 高松市伏石町 飲食店

コープ太田 高松市伏石町 コンビニ・スーパー

セブンイレブン高松伏石町店 高松市伏石町 コンビニ・スーパー

デイリ―ヤマザキ高松伏石町南店 高松市伏石町 コンビニ・スーパー

ファミリーマートサンフラワー通り店 高松市伏石町 コンビニ・スーパー

ファミリーマート高松伏石町店 高松市伏石町 コンビニ・スーパー

コスモ石油 セルフ高松東バイパスSS 高松市伏石町 その他

カルビ屋大福高松東バイパス店 高松市伏石町 飲食店

こだわりとんかつ 山かつ高松店 高松市伏石町 飲食店

中華料理桃源 高松市伏石町 飲食店

ぴこぴこ精肉店 サンフラワー通り 高松市伏石町 飲食店

レインボー通り酒場情熱ホルモン 高松市伏石町 飲食店

宴の郷La’なら 高松市伏石町 飲食店

長浜ラーメン一竜 高松市伏石町 飲食店

JEANS FACTORY高松店 高松市伏石町 小売り

ドラッグストアチャーリーレインボーロード店 高松市伏石町 小売り

ヤマダデンキNew髙松レインボー通り店 高松市伏石町 小売り

ヤマダデンキアウトレット館髙松店 高松市伏石町 小売り

セブンイレブン高松仏生山 高松市仏生山町 コンビニ・スーパー

ファミリーマート　仏生山南店 高松市仏生山町 コンビニ・スーパー

ファミリーマート高松仏生山北店 高松市仏生山町 コンビニ・スーパー

マルナカ仏生山店 高松市仏生山町 コンビニ・スーパー

マッスル整体 高松市仏生山町 その他

水素Salonルルド 高松市仏生山町 その他

おかしの時間 高松市仏生山町 飲食店

さか枝製麺所 仏生山店 高松市仏生山町 飲食店

吉野家 193号線高松仏生山店 高松市仏生山町 飲食店

焼肉一牛家 高松市仏生山町 飲食店

窯焼きバーグ・cafe五十八 高松市仏生山町 飲食店

オートバックス仏生山店 高松市仏生山町 小売り

くすりのレデイ　仏生山店 高松市仏生山町 小売り

ザグザグ 仏生山店 高松市仏生山町 小売り

ドラッグコスモス仏生山店 高松市仏生山町 小売り

びゅうてぃしょっぷしばや 高松市仏生山町 小売り

レデイ薬局　仏生山店 高松市仏生山町 小売り

高知家 高松市古新町 飲食店

人情味酒場えんぎ屋 高松市古新町 飲食店

ホテル福屋 高松市古新町 飲食店 小売りなど

リーガホテルゼスト高松 高松市古新町 小売り 飲食店

野田屋電機 高松市古新町 小売り

Whisky bottle bar la cachette 高松市古馬場町 飲食店

いけす道楽 高松市古馬場町 飲食店

オステリア エンネ 高松市古馬場町 飲食店

おひさんにしにし 高松市古馬場町 飲食店

さらさ 高松市古馬場町 飲食店

てっぱんの仕事人 高松市古馬場町 飲食店

とり鉄高松古馬場店 高松市古馬場町 飲食店

古馬場精肉店 高松市古馬場町 飲食店

やきとり鳥新 高松市古馬場町 飲食店

よって屋 高松市古馬場町 飲食店

魚市場小松 高松市古馬場町 飲食店

骨付丸亀鳥　高松店 高松市古馬場町 飲食店

寿司処福家 高松市古馬場町 飲食店

肉の近どう 高松古馬場店 高松市古馬場町 飲食店

薄利多賣半兵ヱ高松店 高松市古馬場町 飲食店

豊丸水産　高松ライオン通り店 高松市古馬場町 飲食店

ファミリーマート高松前田東町店 高松市前田東町 コンビニ・スーパー

ファミリーマート高松松島町店 高松市松島町 コンビニ・スーパー

くら寿司高松松島店 高松市松島町 飲食店

ラウンドワン高松店 高松市松島町 遊興施設 スポーツなど

さぬき麺業 手打ちうどん体験道場 高松市松並町 小売り 体験型アクティビィティー

ファミリーマートレインボー通り店 高松市松縄町 コンビニ・スーパー
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マルヨシセンター松縄店 高松市松縄町 コンビニ・スーパー

松縄町給油所 高松市松縄町 その他

あかね総本店 高松市松縄町 飲食店

さぬき麺業　いしうす庵レインボー店 高松市松縄町 飲食店

しゃぶしゃぶ温野菜 高松レインボー通り店 高松市松縄町 飲食店

牛角 高松レインボー通り店 高松市松縄町 飲食店

大渚亭別館 高松市松縄町 飲食店

元祖わかめうどん大島家 高松市松縄町 飲食店　小売り

ザグザグ 松縄店 高松市松縄町 小売り

ほっかほっか亭　サンフラワー店 高松市松縄町 小売り

マルナカ松福店 高松市松福町 コンビニ・スーパー

金星タクシー 高松市松福町 交通機関

地酒処天羽 高松市松福町 小売り

ジャングルビアガーデン 高松市丸亀町 飲食店

セブン-イレブン髙松丸亀町店 高松市丸亀町 コンビニ・スーパー

ファミリーマート　高松丸亀町店 高松市丸亀町 コンビニ・スーパー

まちマルシェ・きむら 高松市丸亀町 コンビニ・スーパー

Beauty eyelash 高松市丸亀町 その他

コピーマック 高松市丸亀町 その他

Collaboration Cafe et 高松市丸亀町 飲食店

LIMIT DISH 高松市丸亀町 飲食店

LITTLE MERMAID 高松市丸亀町 飲食店

アミーゴ森崎 高松市丸亀町 飲食店

イタリアン　ビストロ　ヒライ 高松市丸亀町 飲食店

エゾバルバンバン高松店 高松市丸亀町 飲食店

オステリア ズッカ 高松市丸亀町 飲食店

オムココ 高松市丸亀町 飲食店

お野菜食堂SOHSOH 高松市丸亀町 飲食店

グランメゾン・ルーヴ 高松市丸亀町 飲食店

グリル&ワイン レガーロ 高松市丸亀町 飲食店

グリルプランチャ 高松市丸亀町 飲食店

そば居酒屋　徳市 高松市丸亀町 飲食店

焼肉和牛 いちえ 高松市丸亀町 飲食店

バルマル・エスパーニャ 高松店 高松市丸亀町 飲食店

名物かまど 高松店 高松市丸亀町 飲食店 小売り

Ane Mone 高松市丸亀町 小売り

C smart 高松市丸亀町 小売り

CIAOPANIC 高松市丸亀町 小売り

hanayoshi 高松市丸亀町 小売り

LUSTRE 高松市丸亀町 小売り

MARGARET HOWELL 高松市丸亀町 小売り

MUSEUM OF YOUR HISTORY 高松市丸亀町 小売り

RADICA douce Harmonie 高松市丸亀町 小売り

SOCCER SHOP KAMO 高松市丸亀町 小売り

THE NORTH FACE 高松市丸亀町 小売り

TOWER RECORDS 高松市丸亀町 小売り

UNITED ARROWS green label relaxing 高松市丸亀町 小売り

URBAN RESEARCH DOORS 高松市丸亀町 小売り

アイアイイスズ　G-Time 高松市丸亀町 小売り

アイアイイスズ　Villa-je 高松市丸亀町 小売り

アレックスコンフォート 高松丸亀町 高松市丸亀町 小売り

イングリッシュローズ 高松市丸亀町 小売り

ココカラファイン　高松丸亀町店 高松市丸亀町 小売り

スーツセレクト 高松 高松市丸亀町 小売り

パリミキ高松丸亀町店 高松市丸亀町 小売り

ふくや呉服店 高松市丸亀町 小売り

マツモトキヨシ 高松丸亀町店 高松市丸亀町 小売り

眼鏡市場 高松市丸亀町 小売り

高松ロフト 高松市丸亀町 小売り

松風庵かねすえ 丸亀町一番街店 高松市丸亀町 小売り

生活の木 高松市丸亀町 小売り

DEAR 高松南店 高松市三谷町 飲食店
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セブン-イレブン高松三谷町店 高松市三谷町 コンビニ・スーパー

峰山ハチミツ直売所　 高松市峰山町 飲食店

セブンイレブン　高松南新町店 高松市南新町 コンビニ・スーパー

Bakery Cafe ル・レーヴ 高松市南新町 飲食店

くいもの屋わん高松南新町店 高松市南新町 飲食店

さか枝うどん南新町店 高松市南新町 飲食店

タワラ屋 南新町店 高松市南新町 飲食店

ナチュール 高松市南新町 飲食店

吉野家 高松瓦町店 高松市南新町 飲食店

瀬戸内ジェラートMARE 高松市南新町 飲食店

鳥メロ高松南新町店 高松市南新町 飲食店

Cafe gallery銀色 高松市南新町 飲食店 小売り

ZOOどんぐり共和国 高松市南新町 小売り

オカヒサペンショップ 高松市南新町 小売り

つむら高松本店 高松市南新町 小売り

永森時計店 高松市南新町 小売り

鞄 バッグ FUJIYA 高松市南新町 小売り

フルーツ大林 高松市南新町 小売り

ファミリーマート高松御厩町店 高松市御厩町 コンビニ・スーパー

マルナカ宮脇店 高松市宮脇町 コンビニ・スーパー

コープ牟礼 高松市牟礼町 コンビニ・スーパー

ファミリーマート高松牟礼町店 高松市牟礼町 コンビニ・スーパー

マール牟礼店 高松市牟礼町 コンビニ・スーパー

マルナカ八栗店 高松市牟礼町 コンビニ・スーパー

マルヨシセンター牟礼店 高松市牟礼町 コンビニ・スーパー

屋島カントリークラブ 高松市牟礼町 スポーツ

(宗)八栗寺 高松市牟礼町 その他

ヤマウチセルフ八栗 高松市牟礼町 その他

RANACOFFEE 高松市牟礼町 飲食店

郷屋敷 高松市牟礼町 飲食店

道の駅 源平の里 むれ 高松市牟礼町 飲食店 小売り

株式会社クラヤマ産業　 高松市牟礼町 交通機関

くすりのレデイ　牟礼店 高松市牟礼町 小売り

ドラッグコスモス牟礼店 高松市牟礼町 小売り

ほっかほっか亭　牟礼店 高松市牟礼町 小売り

八栗ケーブル事業所 高松市牟礼町 小売り 交通機関

イサム・ノグチ庭園美術館 高松市牟礼町 文化施設

瀬戸内国際芸術祭2022　女木島案内所 高松市女木町 小売り

Oni SUP Tours 高松市女木町 体験型アクティビィティー

ファミリーマート高松元山町店 高松市元山町 コンビニ・スーパー

ヤマウチセルフ元山 高松市元山町 その他

ドラッグコスモス元山店 高松市元山町 小売り

おだいどころ つばめ家 高松市八坂町 飲食店

屋島工房 高松市屋島中町 小売り

ここね屋島西町 高松市屋島西町 コンビニ・スーパー

セブン‐イレブン高松屋島西店 高松市屋島西町 コンビニ・スーパー

ファミリーマート高松屋島西町北店 高松市屋島西町 コンビニ・スーパー

マルナカパワーシティ屋島店 高松市屋島西町 コンビニ・スーパー

マルナカ屋島西町店 高松市屋島西町 コンビニ・スーパー

マルヨシセンターかたもと店 高松市屋島西町 コンビニ・スーパー

新鮮市場きむら　屋島店 高松市屋島西町 コンビニ・スーパー

からみそラーメンふくろう 高松屋島店 高松市屋島西町 飲食店

DEAR 屋島店 高松市屋島西町 飲食店

サーティーワンアイスクリーム高松屋島店 高松市屋島西町 飲食店

ミスタードーナツ高松屋島ショップ 高松市屋島西町 飲食店

無煙焼肉なかむら 屋島店 高松市屋島西町 飲食店

オーベルジュドゥオオイシ 高松市屋島西町 飲食店 小売り

JEANS FACTORY屋島店 高松市屋島西町 小売り

くすりのレデイ　屋島西店 高松市屋島西町 小売り

トイザらス高松店 高松市屋島西町 小売り

ドラッグコスモス屋島西町店 高松市屋島西町 小売り

名物かまど 高松屋島店 高松市屋島西町 小売り

屋島の宿　桃太郎 高松市屋島東町 飲食店 小売り
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南山 高松市屋島東町 飲食店 小売り

屋島寺 高松市屋島東町 小売り

扇誉亭 高松市屋島東町 小売り

ファミリーマート栗林公園前店 高松市栗林町 コンビニ・スーパー

ヤマウチセルフ公園前 高松市栗林町 その他

小松亭 高松市栗林町 飲食店 小売り

吹上亭 高松市栗林町 飲食店 小売り

花園亭 高松市栗林町 飲食店 小売りなど

かがわ物産館「栗林庵」 高松市栗林町 小売り

MTサロン栗林公園店 高松市栗林町 小売り エステ

ハローズ六条SS 高松市六条町 その他

カレーハウスCoCo壱番屋 高松六条店 高松市六条町 飲食店

千寿 高松市六条町 飲食店

くすりのレデイ　ハローズ六条店 高松市六条町 小売り

ブックオフ高松東バイパス店 高松市六条町 小売り
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丸亀市地域

施設名 住所 業種

ファミリーマート丸亀綾歌町店 丸亀市綾歌町 コンビニ・スーパー

プリティショップはなこ 丸亀市綾歌町 コンビニ・スーパー

マルナカ栗熊店 丸亀市綾歌町 コンビニ・スーパー

あやうた製麺 丸亀市綾歌町 飲食店

シェナガオ 丸亀市綾歌町 飲食店

大江戸温泉物語 ホテルレオマの森 丸亀市綾歌町 飲食店 小売り

NEWレオマワールド 丸亀市綾歌町 観光施設 飲食店など

ほっかほっか亭　綾歌店 丸亀市綾歌町 小売り

らーめん工房りょう花 丸亀店 丸亀市飯野町 飲食店

名物かまど 丸亀国道店 丸亀市飯野町 飲食店 小売り

アベイル丸亀FM店 丸亀市飯野町 小売り

くすりのレデイ　丸亀土器店 丸亀市飯野町 小売り

しまむら　丸亀店 丸亀市飯野町 小売り

丸亀城内おみやげショップ 丸亀市一番丁(城内) 小売り

ファミリーマート丸亀今津店 丸亀市今津町 コンビニ・スーパー

セルフ&エコ丸亀西SS 丸亀市今津町 その他

味感 真寿美 丸亀市今津町 飲食店

丸亀SS 丸亀市大手町 その他

アパホテル〈丸亀駅前大通〉 丸亀市大手町 飲食店

ステーキハウス千萬 丸亀店 丸亀市大手町 飲食店

ワイルドフィンガーSOS 丸亀市大手町 飲食店

セブン-イレブン 丸亀運動公園前 丸亀市金倉町 コンビニ・スーパー

ファミリーマート丸亀金倉町店 丸亀市金倉町 コンビニ・スーパー

フジグラン丸亀 丸亀市川西町 コンビニ・スーパー

マルナカ郡家店 丸亀市川西町 コンビニ・スーパー

アニー（フードコートフジグラン丸亀店） 丸亀市川西町 飲食店

カルビ屋大福丸亀南店 丸亀市川西町 飲食店

サーティーワンアイスクリーム丸亀南店 丸亀市川西町 飲食店

つるつる（フードコートフジグラン丸亀店） 丸亀市川西町 飲食店

どんと丸亀 丸亀市川西町 飲食店

ミスタードーナツフジグラン丸亀ショップ 丸亀市川西町 飲食店

自遊空間丸亀川西店 丸亀市川西町 飲食店 遊興施設

AVAN　フジグラン丸亀店 丸亀市川西町 小売り

くすりのレデイ　丸亀店 丸亀市川西町 小売り

ザグザグ 川西店 丸亀市川西町 小売り

田岡商店 丸亀市川西町 小売り

ミロクブルワリー 丸亀市北平山町 飲食店 小売り

株式会社吉田石油店　丸亀サウスサービスステーション 丸亀市柞原町 その他

スシロー丸亀店 丸亀市柞原町 飲食店

ドラッグストアチャーリー丸亀店 丸亀市柞原町 小売り

プラザアレックス 丸亀 丸亀市柞原町 小売り

ほっかほっか亭　丸亀バイパス店 丸亀市柞原町 小売り

コープ郡家 丸亀市郡家町 コンビニ・スーパー

サンテラスぐんげセルフSS 丸亀市郡家町 その他

ドラッグコスモス郡家店 丸亀市郡家町 小売り

御菓子司 寳月堂 丸亀市米屋町 小売り

ファミリーマート 丸亀三条町店 丸亀市三条町 コンビニ・スーパー

新鮮市場きむら　丸亀三条店 丸亀市三条町 コンビニ・スーパー

ザグザグ 丸亀三条店 丸亀市三条町 小売り

セブンイレブン丸亀城東町2丁目店 丸亀市城東町 コンビニ・スーパー

㈲西讃交通 丸亀市城東町 交通機関

レデイ薬局　丸亀城東店 丸亀市城東町 小売り

亀城庵　丸亀直売店 丸亀市城東町 小売り

SKYゆめタウン丸亀店 丸亀市新田町 小売り

エディオンゆめタウン丸亀北店 丸亀市新田町 小売り

かつ処 季の屋 ゆめタウン丸亀店 丸亀市新田町 飲食店

AVAN　ゆめタウン丸亀店 丸亀市新田町 小売り

ザグザグ 丸亀新田店 丸亀市新田町 小売り

ゆめタウン丸亀 直営売場 丸亀市新田町 小売り

ゆめタウン丸亀アルディ 丸亀市新田町 小売り

SUIT SELECT ゆめタウン丸亀 丸亀市新田町 小売り 衣料
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マルナカパワーシティ丸亀店 丸亀市新浜町 コンビニ・スーパー

エースワンJR丸亀店 丸亀市新町 コンビニ・スーパー

ニッポンレンタカー四国株式会社　丸亀駅営業所 丸亀市新町 交通機関

駅レンタカー四国丸亀営業所 丸亀市新町 交通機関

セブンーイレブンおみやげどころ丸亀店 丸亀市新町 小売り

ザ・ビッグ丸亀城南店 丸亀市田村町 コンビニ・スーパー

ローソン丸亀田村東店 丸亀市田村町 コンビニ・スーパー

ヤマウチセルフ丸亀田村 丸亀市田村町 その他

おいでまい丸亀本店 丸亀市田村町 飲食店

カルビ屋大福丸亀店 丸亀市田村町 飲食店

カレーハウスCoCo壱番屋 丸亀田村店 丸亀市田村町 飲食店

こだわりとんかつ 山かつ丸亀店 丸亀市田村町 飲食店

しゃぶしゃぶ温野菜丸亀田村 丸亀市田村町 飲食店

丸源ラーメン 丸亀店 丸亀市田村町 飲食店

ラーメン屋 太箪 丸亀市田村町 飲食店

ホテル　ルートイン丸亀 丸亀市田村町 飲食店 小売り

オートバックス丸亀店 丸亀市田村町 小売り

ドラッグコスモス田村店 丸亀市田村町 小売り

メガネの三城 丸亀店 丸亀市田村町 小売り

ヤマダデンキテックランド丸亀店 丸亀市田村町 小売り

JADEファインパーク OCEANs 丸亀店 丸亀市田村町 体験型アクティビィティー

ファミリーマート丸亀垂水町店 丸亀市垂水町 コンビニ・スーパー

ローソン丸亀垂水町店 丸亀市垂水町 コンビニ・スーパー

モスバーガー丸亀店 丸亀市天満町 飲食店

ファミリーマート丸亀土居町店 丸亀市土居町 コンビニ・スーパー

まるがめチャコリスタンド 丸亀市通町 飲食店

近江焼肉ホルモン すだく丸亀店 丸亀市通町 飲食店

酒亭うり 丸亀市通町 飲食店

本家なごやんラーメン 丸亀市通町 飲食店

村さ来丸亀店 丸亀市通町 飲食店

炭火焼とり わきや 丸亀市通町 飲食店

遊心夢楽 丸亀市通町 飲食店 小売り

OIKAZE SHOP 丸亀市通町 小売り

スミレヤ化粧品店 丸亀市通町 小売り

株式会社 ブリュータクシー 丸亀市土器町 交通機関

琴参バス株式会社 丸亀市土器町 交通機関

ファミリーマート丸亀土器町東店 丸亀市土器町 コンビニ・スーパー

マルナカ土器店 丸亀市土器町 コンビニ・スーパー

株式会社吉田石油店　ルート11丸亀サービスステーション 丸亀市土器町 その他

丸亀ふたご山SS 丸亀市土器町 その他

アラビヤ商事丸亀SS 丸亀市土器町 その他

グッドネイバーズコーヒー丸亀店 丸亀市土器町 飲食店

ほくろ屋 丸亀市土器町 飲食店

琴参タクシー株式会社 丸亀市土器町 交通機関

東讃交通株式会社 丸亀 丸亀市土器町 交通機関

イエローハット丸亀店 丸亀市土器町 小売り

くすりのレデイ　土器町東店 丸亀市土器町 小売り

シャンブル　丸亀店 丸亀市土器町 小売り

ドラッグコスモス土器店 丸亀市土器町 小売り

バースデイ　丸亀店 丸亀市土器町 小売り

ほっかほっか亭　丸亀城東店 丸亀市土器町 小売り

洋菓子の店 フランセ 丸亀市土器町 小売り

一棟貸しの宿さくら 丸亀市土器町 体験型アクティビィティー

ローソン丸亀土器町東九丁目店 丸亀市土器町東 コンビニ・スーパー

焼肉五苑　丸亀 丸亀市土器町西 飲食店

ココス丸亀土器店 丸亀市土器町東 飲食店

ビッグボーイ丸亀店 丸亀市土器町東 飲食店

や台ずし丸亀駅富屋町 丸亀市富屋町 飲食店

魚民 丸亀店 丸亀市富屋町 飲食店

懐風亭 丸亀市中津町 飲食店

マルナカ丸亀店 丸亀市中府町 コンビニ・スーパー

丸亀中府SS 丸亀市中府町 その他

丸亀中府酒場情熱ホルモン 丸亀市中府町 飲食店
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桃山亭　丸亀本店 丸亀市中府町 飲食店

お芋スイーツ専門店 いもまる 本店 丸亀市中府町 小売り

くすりのレデイ　丸亀中央店 丸亀市中府町 小売り

ザグザグ 丸亀中府店 丸亀市中府町 小売り

居酒屋はな 丸亀市西平山町 飲食店

御食事処新世 丸亀市西平山町 飲食店

遊食房屋 丸亀店 丸亀市西平山町 飲食店

ぶつぎりたんちゃん丸亀店 丸亀市西本町 飲食店

毛遊び 丸亀市浜町 飲食店

名物かまど 丸亀駅前店 丸亀市浜町 飲食店 小売り

トヨタレンタカー 丸亀駅前店 丸亀市浜町 交通機関

平成レンタカー丸亀駅前店 丸亀市浜町 交通機関

岡屋商店 丸亀市浜町 小売り

ケーズデンキ 丸亀店 丸亀市原田町 小売り

グランデリーズ飯山店 丸亀市飯山町 コンビニ・スーパー

ここね飯山 丸亀市飯山町 コンビニ・スーパー

セブンイレブン丸亀飯山町下法軍寺店 丸亀市飯山町 コンビニ・スーパー

セブンイレブン丸亀飯山町川原店 丸亀市飯山町 コンビニ・スーパー

ファミリーマート丸亀東坂元店 丸亀市飯山町 コンビニ・スーパー

マルナカ飯山店 丸亀市飯山町 コンビニ・スーパー

まいしょく家 丸亀飯山店 丸亀市飯山町 飲食店

ＪＡ香川県ファーマーズマーケット讃さん広場 飯山店 丸亀市飯山町 小売り

ドラッグコスモス飯山店 丸亀市飯山町 小売り

マツモトキヨシ メルかドール丸亀店 丸亀市飯山町 小売り

グリーンラウンジ 丸亀市富士見町 飲食店

コロ家 ボートレースまるがめ店 丸亀市富士見町 飲食店

レ・セゾン 丸亀市富士見町 飲食店

四季亭 丸亀市富士見町 飲食店

オークラホテル丸亀売店 丸亀市富士見町 小売り

タイムズカー丸亀店 丸亀市風袋町 交通機関

くら寿司丸亀店 丸亀市蓬莱町 飲食店

クルーズカフェ 丸亀市蓬莱町 飲食店

サーティーワンアイスクリーム丸亀店 丸亀市蓬莱町 飲食店

とりの助 さぬき浜街道丸亀店 丸亀市蓬莱町 飲食店

やきとり家すみれ浜街道丸亀店 丸亀市蓬莱町 飲食店

牛角 浜街道丸亀店 丸亀市蓬莱町 飲食店

ザグザグ 蓬莱店 丸亀市蓬莱町 小売り

トイザらス・ベビーザらス丸亀店 丸亀市蓬莱町 小売り

ビストロ　アンジェ 丸亀市本町 飲食店

ファミリーマート丸亀港町店 丸亀市港町 コンビニ・スーパー

うちわの港ミュージアム 丸亀市港町 小売り

ローソン丸亀津森町店 丸亀市津森町 コンビニ・スーパー

ファミリーマート丸亀山北町店 丸亀市山北町 コンビニ・スーパー

吉野家 11号線丸亀店 丸亀市山北町 飲食店

ザグザグ 丸亀バサラ店 丸亀市山北町 小売り
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坂出市地域

施設名 住所 業種

マルヨシセンター池園店 坂出市池園町 コンビニ・スーパー

食楽市場 　美膳 坂出市入船町 飲食店

瀬戸内ぶっかけうどん　せんり 坂出市入船町 飲食店

コメリパワー坂出店 坂出市入船町 小売り

しまむら　坂出店 坂出市入船町 小売り

ヤマダデンキテックランド坂出店 坂出市入船町 小売り

民宿みはらし 坂出市岩黒 飲食店

セブンイレブン坂出江尻町店 坂出市江尻町 コンビニ・スーパー

マルナカ坂出店 坂出市江尻町 コンビニ・スーパー

たこ焼き はな家 坂出市江尻町 飲食店

名物かまど 総本店 坂出市江尻町 飲食店 小売り

サンヨータクシー 坂出市江尻町 交通機関

くすりのレデイ　坂出店 坂出市江尻町 小売り

四国八十八ヶ所霊場 第81番札所 白峯寺 坂出市青海町 小売り 体験型アクティビィティー

休暇村讃岐五色台 坂出市大屋冨町 飲食店　小売りなど

ヤマウチセルフ加茂北 坂出市加茂町 その他

四国石油株式会社 加茂サービスステーション 坂出市加茂町 その他

くすりのレデイ　坂出南店 坂出市川津町 小売り

セブンイレブン坂出川津町店 坂出市川津町 コンビニ・スーパー

ファミリーマート坂出川津町店 坂出市川津町 コンビニ・スーパー

ローソン坂出川津町店 坂出市川津町 コンビニ・スーパー

サンシャインピクニック 坂出市川津町 飲食店 小売り

お食事処鹿野 坂出市京町 飲食店

居酒屋和 坂出市京町 飲食店

AVAN　イオン坂出店 坂出市京町 小売り

イオン坂出店 直営店 坂出市京町 小売り コンビニ・スーパー

ホテルニューセンチューリー坂出 グルメ味蔵 坂出市久米町 飲食店

メガネの三城坂出本店 坂出市久米町 小売り

くすりのレデイ　坂出中央店 坂出市寿町 小売り

レデイ薬局　坂出中央店 坂出市寿町 小売り

久つろぎや 一 ICHI 坂出市寿町 飲食店

セブンイレブン坂出駅南店 坂出市駒止町 コンビニ・スーパー

和彩料理　美膳 坂出市駒止町 飲食店

名物かまど 坂出駅南口店 坂出市駒止町 飲食店 小売り

ザグザグ 坂出駒止店 坂出市駒止町 小売り

ファミリーマート坂出昭和町店 坂出市昭和町 コンビニ・スーパー

ドラッグコスモス坂出昭和町店 坂出市昭和町 小売り

はなまるうどん坂出白金店 坂出市白金町 飲食店

ＪＡ香川県　はまかいどう松山産直店 坂出市高屋町 小売り

セブンイレブン坂出西大浜4丁目店 坂出市西大浜北 コンビニ・スーパー

ホテルルートイン坂出北インター 坂出市西大浜北 飲食店

坂出グランドホテル 坂出市西大浜北 飲食店 小売り

名物かまど 瀬戸大橋店 坂出市西大浜北 飲食店 小売り

癒しの里さらい 坂出市西大浜北 観光施設　フィットネスなど

美味心 秀峰 坂出市八幡町 飲食店

ほっかほっか亭　坂出ときわ店 坂出市八幡町 小売り

ザグザグ 林田店 坂出市林田町 小売り

ほっかほっか亭　林田店 坂出市林田町 小売り

サンシャインピクニックdays 坂出市番の州緑町 飲食店

瀬戸大橋タワー 坂出市番の州緑町 観光施設

瀬戸大橋記念館 坂出市番の州緑町 小売り 文化施設

コープ坂出 坂出市富士見町 コンビニ・スーパー

有限会社 日の出製麺所 坂出市富士見町 飲食店 小売り

大和タクシー 坂出市富士見町 交通機関

セブンイレブン　高松道府中湖PA上り店 坂出市府中町 コンビニ・スーパー

ファミリーマート坂出府中店 坂出市府中町 コンビニ・スーパー

和風割烹 ささや 坂出市府中町 飲食店

城山温泉 坂出市府中町 飲食店 小売りなど

坂出カントリークラブ 坂出市府中町 飲食店 遊興施設

ＪＡ香川県　坂出ふれあい産直市 坂出市府中町 小売り

府中湖パーキングエリア下り線 坂出市府中町 小売り
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ファミリーマート坂出文京町店 坂出市文京町 コンビニ・スーパー

鎌田醤油 蔵元直売所 坂出市本町 小売り

焼肉山吉 坂出市宮下町 飲食店

KUMA caf? 坂出市元町 飲食店

N白木屋 坂出駅前店 坂出市元町 飲食店

や台ずし坂出駅前町 坂出市元町 飲食店

吉野家 坂出店 坂出市元町 飲食店

駅レンタカー四国坂出営業所 坂出市元町 交通機関

セブンーイレブンKiosk坂出駅店 坂出市元町 小売り

ドラッグコスモス坂出元町店 坂出市元町 小売り

与島プラザ 架け橋夢うどん 坂出市与島町 飲食店

与島プラザ 売店よしまルシェ 坂出市与島町 小売り
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善通寺市地域

施設名 住所 業種

セブンイレブン善通寺生野町店 善通寺市生野町 コンビニ・スーパー

ファミリーマート善通寺生野町バイパス店 善通寺市生野町 コンビニ・スーパー

zakka カガラカン 善通寺市生野本町 小売り

ファミリーマート善通寺稲木店 善通寺市稲木町 コンビニ・スーパー

ファミリーマート善通寺大麻町店 善通寺市大麻町 コンビニ・スーパー

灸まんうどん 善通寺市大麻町 飲食店 小売り

灸まん美術館 善通寺市大麻町 飲食店 小売り

マルヨシセンター善通寺店 善通寺市上吉田町 コンビニ・スーパー

善通寺上吉田SS 善通寺市上吉田町 その他

グリル　はら 善通寺市上吉田町 飲食店

食楽遊房 吉風 善通寺市上吉田町 飲食店

ＪＡ香川県　善通寺産直ふれあい市 善通寺市上吉田町 小売り

くすりのレデイ　善通寺店 善通寺市上吉田町 小売り

しまむら　善通寺店 善通寺市上吉田町 小売り

ハタダ善通寺店 善通寺市上吉田町 小売り

ほっかほっか亭　上吉田店 善通寺市上吉田町 小売り

メガネの三城善通寺店 善通寺市上吉田町 小売り

おしゃべり広場 善通寺市上吉田町 小売り 観光施設

セブンイレブン善通寺金蔵寺町店 善通寺市金蔵寺町 コンビニ・スーパー

デイリーヤマザキ金蔵寺町店 善通寺市金蔵寺町 コンビニ・スーパー

デイリ―ヤマザキ善通寺下吉田店 善通寺市下吉田町 コンビニ・スーパー

マルナカ善通寺店 善通寺市善通寺町 コンビニ・スーパー

炭火焼肉樹里庵 善通寺市善通寺町 飲食店

中華料理 龍江 善通寺市善通寺町 飲食店

長田in香の香 善通寺市善通寺町 飲食店

四国フォトサービス 善通寺市善通寺町 小売り

白井酒店 善通寺市善通寺町 小売り

株式会社吉田石油店　善通寺西サービスステーション 善通寺市中村町 その他

ファミリーマート善通寺原田店 善通寺市原田町 コンビニ・スーパー

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 善通寺市原田町 その他

四国石油株式会社 カーケアステーションセルフ善通寺 善通寺市原田町 その他

DEAR DOLCE 善通寺市原田町 小売り

ほっかほっか亭　善通寺インター店 善通寺市原田町 小売り

焼肉松坂 善通寺市弘田町 飲食店

遍路民宿鶴吉 善通寺市弘田町 飲食店

四国八十八ヶ所霊場 第74番札所 甲山寺 善通寺市弘田町 小売り,寺院

セブンーイレブンKiosk善通寺駅店 善通寺市文京町 小売り

ファミリーマート善通寺インター南店 善通寺市与北町 コンビニ・スーパー

マルナカパワーシティ善通寺店 善通寺市与北町 コンビニ・スーパー

カレーハウスcoco壱番屋善通寺インター店 善通寺市与北町 飲食店

ドラッグコスモス善通寺店 善通寺市与北町 小売り

菓匠もりん 善通寺本店 善通寺市与北町 小売り

ファミリーマート善通寺吉原店 善通寺市吉原町 コンビニ・スーパー

出釋迦寺 善通寺市吉原町 その他

焼肉松坂 本店 善通寺市吉原町 飲食店

曼荼羅寺 善通寺市吉原町 小売り
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観音寺市地域

施設名 住所 業種

琴弾廻廊 観音寺市有明町 飲食店 小売りなど

世界のコイン館 観音寺市有明町 小売り

ファミリーマート香川観音寺粟井町店 観音寺市粟井町 コンビニ・スーパー

かんぽの宿 観音寺 観音寺市池之尻町 飲食店 小売り

三豊中央観光バス 観音寺市池之尻町 交通機関

マルヨシセンター観音寺店 観音寺市植田町 コンビニ・スーパー

Grill Restaurant MOCHA 観音寺市植田町 飲食店

西讃観光株式会社 観音寺市植田町 交通機関

JA香川県　観音寺ふれあい産直市 観音寺市植田町 小売り

オートバックス観音寺店 観音寺市植田町 小売り

くすりのレデイ　観音寺店 観音寺市植田町 小売り

ハタダ観音寺店 観音寺市植田町 小売り

ファミリーマート大野原町萩原店 観音寺市大野原町 コンビニ・スーパー

フジカワ果樹園 ワクワクの産地直売所 観音寺市大野原町 コンビニ・スーパー

マルナカ大野原店 観音寺市大野原町 コンビニ・スーパー

ふくやうどん 観音寺市大野原町 飲食店

株式会社萩交通サービス 観音寺市大野原町 交通機関

雲辺寺ロープウェイ 観音寺市大野原町 観光施設・交通機関

JA香川県　Aコープホウナン産直市 観音寺市大野原町 小売り

コメリ大野原店 観音寺市大野原町 小売り

ザグザグ 大野原店 観音寺市大野原町 小売り

居酒屋マザー 観音寺市観音寺町 飲食店

居酒屋萬月 観音寺市観音寺町 飲食店

骨付き鳥 観音寺 観音寺市観音寺町 飲食店

味処 一亭 観音寺市観音寺町 飲食店

gaouv rabari 観音寺市観音寺町 飲食店 小売り

白栄堂 観音寺市観音寺町 飲食店 小売り

LUCE hanaume 観音寺市観音寺町 小売り

山地蒲鉾株式会社 店舗 観音寺市観音寺町 小売り

大黒屋 観音寺市観音寺町 小売り

満久屋豊浦商店 観音寺市観音寺町 小売り

デイリ―ヤマザキ観音寺柞田町店 観音寺市柞田町 コンビニ・スーパー

ファミリーマート観音寺山田産業団地前店 観音寺市柞田町 コンビニ・スーパー

マルナカ柞田店 観音寺市柞田町 コンビニ・スーパー

新鮮市場きむら　観音寺店 観音寺市柞田町 コンビニ・スーパー

観音寺サウスSS 観音寺市柞田町 その他

cafe COCORO 観音寺市柞田町 飲食店

ほっかほっか亭　国道柞田店 観音寺市柞田町 小売り

がん太鮨 観音寺市栄町 飲食店

トヨタレンタカー 観音寺店 観音寺市栄町 交通機関

駅レンタカー四国観音寺営業所 観音寺市栄町 交通機関

おみやげどころ観音寺店 観音寺市栄町 小売り

セブンーイレブンKiosk観音寺駅店 観音寺市栄町 小売り

ケーズデンキ 観音寺店 観音寺市坂本町 小売り

セブンイレブン観音寺坂本店 観音寺市坂本町 コンビニ・スーパー

観音寺グランドホテル磯の茶屋 観音寺市坂本町 飲食店 小売り

しまむら　観音寺店 観音寺市坂本町 小売り

ドラッグコスモス坂本町店 観音寺市坂本町 小売り

ほっかほっか亭　坂本店 観音寺市坂本町 小売り

ヤマダデンキテックランド観音寺店 観音寺市出作町 小売り

餃子の大英 観音寺市出作町 小売り

マックスバリュ観音寺駅南店 観音寺市昭和町 コンビニ・スーパー

マルナカ観音寺店 観音寺市昭和町 コンビニ・スーパー

パルシェ観音寺SS 観音寺市昭和町 その他

IZAKAYA時々観音寺店 観音寺市昭和町 飲食店

焼肉＆定食の店カトウ 観音寺市昭和町 飲食店

ザグザグ 観音寺店 観音寺市昭和町 小売り

さぬき料理 あみ屋 観音寺市瀬戸町 飲食店

ファミリーマート観音寺高屋町店 観音寺市高屋町 コンビニ・スーパー

マルナカ豊浜店 観音寺市豊浜町 コンビニ・スーパー

株式会社吉田石油店　セルフ豊浜サービスステーション 観音寺市豊浜町 その他
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高松自動車道 豊浜サービスエリア下り線 観音寺市豊浜町 飲食店 小売り

豊浜サービスエリア(上り線) 観音寺市豊浜町 飲食店 小売り

立石タクシー 観音寺市豊浜町 交通機関

ほっかほっか亭　豊浜店 観音寺市豊浜町 小売り

結納センターつちだ 観音寺市豊浜町 小売り 体験型アクティビィティー

ファミリーマート観音寺中田井店 観音寺市中田井町 コンビニ・スーパー

ファミリーマート観音寺流岡店 観音寺市流岡町 コンビニ・スーパー

ローソン観音寺流岡町店 観音寺市流岡町 コンビニ・スーパー

パルシェトキワSS 観音寺市流岡町 その他

桃山亭　観音寺 観音寺市流岡町 飲食店

メガネの三城　観音寺店 観音寺市流岡町 小売り

仁加屋 観音寺市西本町 小売り

さぬき鳥本舗 観音寺市古川町 小売り

福弥蒲鉾本社工場 観音寺市港町 小売り

ドラッグコスモス観音寺店 観音寺市南町 小売り

デイリ―ヤマザキ観音寺村黒町店 観音寺市村黒町 コンビニ・スーパー

株式会社フルスロットル 観音寺市村黒町 交通機関

コープ観音寺 観音寺市茂木町 コンビニ・スーパー

Soleil　コープ観音寺店 観音寺市茂木町 小売り

ローソン観音寺本大町江藤店 観音寺市本大町 コンビニ・スーパー

株式会社吉田石油店　観音寺国道サービスステーション 観音寺市本大町 その他

岩盤浴ゆなし 観音寺市本大町 その他

カレーハウスcoco壱番屋観音寺本大町店 観音寺市本大町 飲食店

遊食房屋 観音寺店 観音寺市本大町 飲食店

マルナカ八幡店 観音寺市八幡町 コンビニ・スーパー

CAFE KNUT 観音寺市吉岡町 飲食店

しゃぶしゃぶ温野菜観音寺 観音寺市吉岡町 飲食店

第一会館 観音寺市吉岡町 飲食店

とりの助 観音寺店 観音寺市吉岡町 飲食店

焼肉五苑　観音寺 観音寺市吉岡町 飲食店

BOOKOFFPLUS11号観音寺店 観音寺市吉岡町 小売り

ほっかほっか亭　観音寺国道店 観音寺市吉岡町 小売り

西岡家具 観音寺市吉岡町 小売り
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さぬき市地域

施設名 住所 業種

セブンイレブンさぬきみろく公園前店 さぬき市大川町 コンビニ・スーパー

道の駅みろく カフェ369 さぬき市大川町 飲食店

みろく温泉 さぬき市大川町 宿泊施設

ＪＡ香川県　みろくふれあい市場 さぬき市大川町 小売り

大山牧場 うしおじさん さぬき市大川町 小売り 観光施設

さぬきワイナリー 物産センター さぬき市小田 小売り

ムーミー志度店 さぬき市鴨庄 コンビニ・スーパー

讃岐カントリークラブ さぬき市鴨部 スポーツ

ケーズデンキ 寒川店 さぬき市寒川町 小売り

ザ・ビッグ寒川店 さぬき市寒川町 コンビニ・スーパー

セブンイレブンさぬき寒川町神前店 さぬき市寒川町 コンビニ・スーパー

ファミリーマートさぬき寒川町店 さぬき市寒川町 コンビニ・スーパー

マルナカ寒川店 さぬき市寒川町 コンビニ・スーパー

ムーミー寒川店 さぬき市寒川町 コンビニ・スーパー

アルファ津田カントリークラブ さぬき市寒川町 スポーツ

四国石油株式会社 カーケアステーションセルフ寒川町 さぬき市寒川町 その他

春日温泉 さぬき市寒川町 観光施設

ＪＡ香川県　かあさん茶屋 さぬき市寒川町 小売り

くすりのレデイ　志度店 さぬき市志度字石立 小売り

ファミリーマートさぬき志度店 さぬき市志度正面 コンビニ・スーパー

名物かまど 志度店 さぬき市志度字田中 飲食店 小売り

コープ志度 さぬき市志度町 コンビニ・スーパー

フジ志度店 さぬき市志度町 コンビニ・スーパー

マルナカ志度店 さぬき市志度町 コンビニ・スーパー

カルビ屋大福志度店 さぬき市志度町 飲食店

こだわり手打ちうどん 山 さぬき市志度町 飲食店

海鮮料理いせだ さぬき市志度町 飲食店

志度寺 さぬき市志度町 観光施設

エディオン さぬき志度店 さぬき市志度町 小売り

くすりのレデイ　フジ志度店 さぬき市志度町 小売り

しまむら　志度店 さぬき市志度町 小売り

ドラッグコスモス志度店 さぬき市志度町 小売り

ハタダ志度店 さぬき市志度町 小売り

レデイさぬきしど調剤薬局 さぬき市志度町 小売り

株式会社日根志度店 さぬき市志度町 小売り

表装の詠智会 さぬき市志度町 小売り

お菓子処　鶴屋 さぬき市昭和 小売り

飛猿閣 さぬき市多和兼割 飲食店

有限会社野田屋 さぬき市多和兼割 飲食店 小売り

四国霊場88番大窪寺 さぬき市多和兼割 小売り

旅館 竹屋敷内　お食事処はなみずき さぬき市多和竹屋敷 飲食店 小売り

セブンイレブンさぬき津田町琴林 さぬき市津田町 コンビニ・スーパー

ファミリーマートさぬき津田店 さぬき市津田町 コンビニ・スーパー

ファミリーマート津田の松原SA下り店 さぬき市津田町 コンビニ・スーパー

マルナカ津田店 さぬき市津田町 コンビニ・スーパー

日本ドルフィンセンター さぬき市津田町 飲食店 観光施設など

国民宿舎 クアパーク津田 さぬき市津田町 飲食店 小売り

津田の松原サービスエリア上り線 さぬき市津田町 飲食店 小売り

大川オアシス さぬき市津田町 飲食店 小売りなど

津田の松原サービスエリア下り線 さぬき市津田町 飲食店 小売りなど

ほっかほっか亭　津田店 さぬき市津田町 小売り

津田町観光物産センター さぬき市津田町 小売り

クアタラソさぬき津田 さぬき市津田町 小売り 観光施設など

ファミリーマートさぬき長尾店 さぬき市長尾西 コンビニ・スーパー

マルナカ長尾店 さぬき市長尾西 コンビニ・スーパー

新鮮市場きむら　長尾店 さぬき市長尾西 コンビニ・スーパー

ぜいたくラーメン福一長尾店 さぬき市長尾西 飲食店

Shop87.5 さぬき市長尾西 小売り

くすりのレデイ　長尾店 さぬき市長尾西 小売り

ドラッグコスモスさぬき長尾店 さぬき市長尾西 小売り

ほっかほっか亭　長尾店 さぬき市長尾東 小売り
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ツインパルながお さぬき市長尾名 フィットネス(スポーツジム等)

道の駅ながお さぬき市前山 小売り
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東かがわ市地域

施設名 住所 業種

有限会社 白鳥タクシー 東かがわ市伊座 交通機関

ファミリーマート白鳥伊座店 東かがわ市伊座 コンビニ・スーパー

ＪＡ香川県　東讃ふれあい市 東かがわ市伊座 小売り

絹島温泉 ベッセルおおちの湯 東かがわ市馬篠 飲食店 観光施設など

三谷製糖羽根さぬき本舗 東かがわ市馬宿 小売り

マルナカ大内店 東かがわ市落合 コンビニ・スーパー

ヤマウチセルフ大内 東かがわ市落合 その他

ドラッグコスモスさぬき大内店 東かがわ市落合 小売り

ムーミー三本松店 東かがわ市三本松 コンビニ・スーパー

魚源 東かがわ市三本松 飲食店

福味 東かがわ市三本松 飲食店

味道源 東かがわ市三本松 飲食店

ほっかほっか亭　三本松店 東かがわ市三本松 小売り

株式会社日根 東かがわ市三本松 小売り

おかえりお宿 ことりや 東かがわ市三本松 小売り

ケーズデンキ白鳥店 東かがわ市白鳥 小売り

マルナカ白鳥店 東かがわ市白鳥 コンビニ・スーパー

新鮮市場きむら　白鳥店 東かがわ市白鳥 コンビニ・スーパー

ドラッグコスモス白鳥店 東かがわ市白鳥 小売り

もりん白鳥店 東かがわ市白鳥 小売り

ファミリーマート東かがわ中筋店 東かがわ市中筋 コンビニ・スーパー

ＪＡ香川県　大内ふれあい市 東かがわ市中筋 小売り

とらまるパペットランド/人形劇場とらまる座 東かがわ市西村 観光施設

とらまるパペットランド/人形劇ミュージアム 東かがわ市西村 文化施設

とらまるパペットランド/ミニチュア児遊館 東かがわ市西村 遊興施設

白鳥温泉 東かがわ市入野山 飲食店 小売りなど

マルナカ引田店 東かがわ市引田 コンビニ・スーパー

うどんやまるちゃん 東かがわ市引田 飲食店

ばいこう堂本店 東かがわ市引田 小売り

讃州井筒屋敷 東かがわ市引田 観光施設

しろとり動物園 東かがわ市松原 観光施設

セブンイレブン東かがわ湊 東かがわ市湊 コンビニ・スーパー

焼肉味道良 東かがわ市湊 飲食店

くすりのレデイ　東かがわ店 東かがわ市湊 小売り

ほっかほっか亭　白鳥店 東かがわ市湊 小売り

ヤマダデンキアウトレットかがわ店 東かがわ市湊 小売り

香川のてぶくろアウトレット店 東かがわ市湊 小売り
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三豊市地域

施設名 住所 業種

エリエールゴルフクラブ 三豊市財田町 スポーツ　飲食店

道の駅たからだの里環の湯 三豊市財田町 観光施設

道の駅たからだの里物産館 三豊市財田町 小売り

ケーズデンキ 高瀬店 三豊市高瀬町 小売り

セブンイレブン三豊市役所前店 三豊市高瀬町 コンビニ・スーパー

ファミリーマート高瀬町下麻店 三豊市高瀬町 コンビニ・スーパー

ファミリーマート高瀬町二ノ宮店 三豊市高瀬町 コンビニ・スーパー

マルナカ高瀬店 三豊市高瀬町 コンビニ・スーパー

マルヨシセンター高瀬店 三豊市高瀬町 コンビニ・スーパー

ヤマウチセルフ高瀬 三豊市高瀬町 その他

IZAKAYA時々高瀬店 三豊市高瀬町 飲食店

山本写真店 三豊市高瀬町 飲食店

焼き鳥・醤ラーメン くうかい高瀬 三豊市高瀬町 飲食店

有限会社 鮨駒 三豊市高瀬町 飲食店

JIJIキッチン 三豊市高瀬町 飲食店　小売り

JA香川県　ふる里フレッシュあさの市 三豊市高瀬町 小売り

JA香川県　高瀬ふれあい産直市 三豊市高瀬町 小売り

くすりのレデイ　高瀬店 三豊市高瀬町 小売り

ザグザグ 高瀬店 三豊市高瀬町 小売り

しまむら　高瀬店 三豊市高瀬町 小売り

ドラッグコスモス高瀬店 三豊市高瀬町 小売り

ヤマダデンキアウトレット三豊店 三豊市高瀬町 小売り

篠原菓子舗株式会社 三豊市高瀬町 小売り

清水菓子舗 三豊市高瀬町 小売り

デイリーヤマザキ三豊詫間店 三豊市詫間町 コンビニ・スーパー

ファミリーマート三豊詫間町店 三豊市詫間町 コンビニ・スーパー

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 三豊市詫間町 その他

郷の宿陶山　カフェ庵 三豊市詫間町 飲食店

ルポール粟島 三豊市詫間町 観光施設

DEMI1/2 三豊市詫間町 小売り

くすりのレデイ　詫間店 三豊市詫間町 小売り

ゲストハウスリアン 三豊市詫間町 小売り

ドラッグコスモス三豊詫間店 三豊市詫間町 小売り

ほっかほっか亭　詫間店 三豊市詫間町 小売り

エディオンゆめタウン三豊店 三豊市豊中町 小売り

セブンイレブン三豊豊中町店 三豊市豊中町 コンビニ・スーパー

ファミリーマート豊中町店 三豊市豊中町 コンビニ・スーパー

マルナカ豊中店 三豊市豊中町 コンビニ・スーパー

ゆめタウン三豊 三豊市豊中町 コンビニ・スーパー

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 三豊市豊中町 その他

スシロー三豊店 三豊市豊中町 飲食店

HAKO珈琲 三豊市豊中町 飲食店 小売り

咄々々 三豊市豊中町 飲食店 小売りなど

AVAN　ゆめタウン三豊店 三豊市豊中町 小売り

ドラッグコスモスさぬき豊中店 三豊市豊中町 小売り

ねぼけ堂 三好商店 三豊市豊中町 小売り

UDON HOUSE 三豊市豊中町 小売り 宿泊施設

デイリ―ヤマザキ三豊仁尾町店 三豊市仁尾町 コンビニ・スーパー

宗一郎珈琲 三豊市仁尾町 飲食店

hand in hand 三豊市仁尾町 飲食店 飲食店

三喜遊 三豊市仁尾町 飲食店 小売り

宗一郎豆富 三豊市仁尾町 飲食店 小売り

cafeにがり衞門 三豊市仁尾町 飲食店 小売りなど

父母ヶ浜PORT 三豊市仁尾町 飲食店 小売りなど

ku;bel 三豊市仁尾町 小売り

瀬戸内ゲストハウス「タイヨウとうみ」 三豊市仁尾町 小売り

Free Cloud 三豊市仁尾町 体験型アクティビィティー

ファミリーマート三野町大見店 三豊市三野町 コンビニ・スーパー

ファミリーマート三野町店 三豊市三野町 コンビニ・スーパー

株式会社吉田石油店　ニュー三野サービスステーション 三豊市三野町 その他

道の駅ふれあいパークみの 三豊市三野町 飲食店 小売りなど
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有限会社さくらタクシー 三豊市三野町 交通機関

ファミリーマート山本町神田店 三豊市山本町 コンビニ・スーパー

マルナカ山本店 三豊市山本町 コンビニ・スーパー

くすりのレデイ　山本店 三豊市山本町 小売り
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土庄町地域

施設名 住所 業種

小豆島交通 タクシー 小豆郡土庄町 交通機関

小豆島フェリー土庄港高速艇乗り場 小豆郡土庄町 交通機関

小豆島フェリー土庄港フェリー乗り場 小豆郡土庄町 交通機関

小豆島 島めぐり観光バス 小豆郡土庄町 交通機関

エンジェルレンタカー 小豆郡土庄町 交通機関

小豆島観光レンタカー 小豆郡土庄町 交通機関

小豆島レンタカー 小豆郡土庄町 交通機関

小豆郡安全レンタカー 小豆郡土庄町 交通機関

しまちゃんセルフSS 小豆郡土庄町 交通機関

サンライズ土庄SS 小豆郡土庄町 交通機関

オリックスレンタカー小豆島店 小豆郡土庄町 交通機関

オリーブタウンセルフSS 小豆郡土庄町 交通機関

マルヨシセンター土庄店 小豆郡土庄町 コンビニ・スーパー

マルナカ新土庄店 小豆郡土庄町 コンビニ・スーパー

四国石油株式会社 土庄サービスステーション 小豆郡土庄町 その他

株式会社吉田石油店　小豆島サービスステーション 小豆郡土庄町 その他

リバーサイド土庄SS 小豆郡土庄町 その他

日本料理 島活 小豆郡土庄町 飲食店

小豆島ラーメンhishio エンジェルロード店 小豆郡土庄町 飲食店

小豆島どさん子土庄店 小豆郡土庄町 飲食店

食堂101号室 小豆郡土庄町 飲食店

プラットピット 小豆郡土庄町 飲食店

さぬきうどん 來家(おいでや) 小豆郡土庄町 飲食店

オアシス 小豆郡土庄町 飲食店

Saints Breakfast and Burgers 小豆郡土庄町 飲食店

donisbar 小豆郡土庄町 飲食店

土庄港観光センター 小豆郡土庄町 飲食店 小売り

喫茶・売店サンワ 小豆郡土庄町 飲食店 小売り

岡田長栄堂本店 小豆郡土庄町 飲食店 小売り

岡田長栄堂土庄港店 小豆郡土庄町 飲食店 小売り

旭屋旅館 小豆郡土庄町 飲食店 小売り

ホテルニュー海風 小豆郡土庄町 飲食店 小売り

ニュー観海本館 天空ホテル海廬 小豆郡土庄町 飲食店 小売り

オーキドホテル 小豆郡土庄町 飲食店 小売り

おみの里 小豆郡土庄町 飲食店 小売り

お食事処 銀四郎 小豆郡土庄町 飲食店 小売りなど

小豆島国際ホテル 小豆郡土庄町 飲食店 小売りなど

オリビアン小豆島　夕陽ヶ丘ホテル 小豆郡土庄町 飲食店 小売りなど

妖怪美術館 小豆郡土庄町 飲食店 文化施設など

豊島マルシェ 小豆郡土庄町 小売り

平和堂土庄支店 小豆郡土庄町 小売り

小豆島うまいもん屋庄八 小豆郡土庄町 小売り

ケーズデンキ 土庄店 小豆郡土庄町 小売り

笠井方円堂 小豆郡土庄町 小売り

やまひら醤油 小豆郡土庄町 小売り

メガネの三城 土庄店 小豆郡土庄町 小売り

ほっかほっか亭　土庄店 小豆郡土庄町 小売り

ドラッグコスモス土庄店 小豆郡土庄町 小売り

しまむら　土庄店 小豆郡土庄町 小売り

ザグザグ 土庄店 小豆郡土庄町 小売り

くすりのレデイ　小豆島店 小豆郡土庄町 小売り

エンジェルロード公園観光案内所兼売店 小豆郡土庄町 小売り

エスポアおおもり 小豆郡土庄町 小売り

Setouchi Nature 小豆郡土庄町 小売り

豊島美術館 小豆郡土庄町 文化施設

豊島横尾館 小豆郡土庄町 文化施設

針工場 小豆郡土庄町 文化施設

心臓音のアーカイブ 小豆郡土庄町 文化施設
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小豆島町地域

施設名 住所 業種

国際両備フェリー高松航路部 小豆郡小豆島町 交通機関　小売り

マルヨシセンター内海店 小豆郡小豆島町 コンビニ・スーパー

マルナカ内海店 小豆郡小豆島町 コンビニ・スーパー

小豆島シーサイドゴルフクラブ 小豆郡小豆島町 スポーツ

道の駅レストランサン・オリーブ 小豆郡小豆島町 飲食店

創作郷土料理 暦 小豆郡小豆島町 飲食店

手打うどん すえ宏 小豆郡小豆島町 飲食店

やっこ 小豆郡小豆島町 飲食店

こまめ食堂 小豆郡小豆島町 飲食店

オリヴァス 小豆郡小豆島町 飲食店

TODAY IS THE DAY（トゥデイイズザデイ） 小豆郡小豆島町 飲食店

la・clart? 小豆郡小豆島町 飲食店

cafe kitchen MUMU 小豆郡小豆島町 飲食店

池田麺食堂 小豆郡小豆島町 飲食店 飲食店

忠左衛門 小豆郡小豆島町 飲食店 観光施設

二十四の瞳映画村 小豆郡小豆島町 飲食店 観光施設など

島宿真里 小豆郡小豆島町 飲食店 小売り

小豆島オリーブユースホステル 小豆郡小豆島町 飲食店 小売り

小豆島の台所 かまとこ 小豆郡小豆島町 飲食店 小売り

麹(こうじ)部屋 小豆郡小豆島町 飲食店 小売り

京宝亭 小豆郡小豆島町 飲食店 小売り

Sen Guesthouse 小豆郡小豆島町 飲食店 小売り

まめまめびーる 小豆郡小豆島町 飲食店 小売り

フォレスト酒蔵MORIKUNIギャラリー 小豆郡小豆島町 飲食店 小売り

なかぶ庵 小豆郡小豆島町 飲食店 小売り

つくだに屋さん2号店 小豆郡小豆島町 飲食店 小売り

タケサン記念館 一徳庵 小豆郡小豆島町 飲食店 小売り

Sen Guesthouse 小豆郡小豆島町 飲食店 小売り

道の駅小豆島ふるさと村 小豆郡小豆島町 飲食店 小売りなど

寒霞渓ロープウェイ 小豆郡小豆島町 飲食店 小売りなど

ベイリゾートホテル小豆島 小豆郡小豆島町 飲食店 小売りなど

シータイガーアイランドイン小豆島 小豆郡小豆島町 飲食店 体験型アクティビィティー

小豆島オリーブ園 小豆郡小豆島町 観光施設

ハーブガーデン温室 小豆郡小豆島町 観光施設

サン・オリーブ温泉 小豆郡小豆島町 観光施設

かんかけタクシー 小豆郡小豆島町 交通機関 

東洋オリーブ直営店 小豆郡小豆島町 小売り

大正屋 小豆郡小豆島町 小売り

雑貨コリコ 小豆郡小豆島町 小売り

坂手港売店 小豆郡小豆島町 小売り

合資会社 平和堂 小豆郡小豆島町 小売り

金両醤油 小豆郡小豆島町 小売り

丸島醤油株式会社 小豆郡小豆島町 小売り

レデイ薬局　小豆島池田店 小豆郡小豆島町 小売り

ほっかほっか亭　内海店 小豆郡小豆島町 小売り

ザグザグ 内海店 小豆郡小豆島町 小売り

ギャラリー・浪萬屋 小豆郡小豆島町 小売り

ギフトハウスナガセ中央店 小豆郡小豆島町 小売り

オリーブ記念館ショップ 小豆郡小豆島町 小売り

ＪＡ香川県　小豆ふれあい産直市場 小豆郡小豆島町 小売り

10010 小豆郡小豆島町 小売り

海音真里 小豆郡小豆島町 小売り エステ

THE STYLE SHOP mother‘s 小豆郡小豆島町 小売り 観光施設

国民宿舎小豆島 小豆郡小豆島町 小売り 交通機関

ジャンボフェリー坂手のりば 小豆郡小豆島町 小売り 交通機関

マルキン醤油記念館 物産館 小豆郡小豆島町 小売り 文化施設
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三木町地域

施設名 住所 業種

三木タクシー株式会社 木田郡三木町 交通機関

マルヨシセンターベルシティ店 木田郡三木町 コンビニ・スーパー

マルナカ三木店 木田郡三木町 コンビニ・スーパー

ファミリーマート三木町氷上店 木田郡三木町 コンビニ・スーパー

三木給油所 木田郡三木町 その他

観光農園 森のいちご 木田郡三木町 観光施設

お食事処 なごみ 木田郡三木町 飲食店

焼肉五苑三木店 木田郡三木町 飲食店

ミスタードーナツ高松三木ショップ 木田郡三木町 飲食店

cafe&dining Thank you 木田郡三木町 飲食店

三木酒場 にのころ 木田郡三木町 飲食店

寄り処まるまさ　 木田郡三木町 飲食店

トレスタ白山 木田郡三木町 飲食店 小売り

たまご専門店danran 木田郡三木町 飲食店 小売り

ＪＡ香川県　三木とれとれ市 木田郡三木町 小売り

農村レストランどんぐりころころ 木田郡三木町 小売り

御菓子処 はとや 木田郡三木町 小売り

株式会社 藤井製麺 木田郡三木町 小売り

もりん三木店 木田郡三木町 小売り

メガネの三城 三木町氷上店 木田郡三木町 小売り

ほっかほっか亭　三木店 木田郡三木町 小売り

ハタダ三木店 木田郡三木町 小売り

ドラッグコスモス三木店 木田郡三木町 小売り

しまむら　三木店 木田郡三木町 小売り

ザグザグ 三木店 木田郡三木町 小売り

くすりのレデイ　三木店 木田郡三木町 小売り

お菓子のアウトレット（マルシン） 木田郡三木町 小売り

エディオン さぬき三木店 木田郡三木町 小売り

プチマルシェ&古今惣菜 木田郡三木町 小売り

すまいの店おはら 木田郡三木町 小売り その他

30 / 37 ページ



直島町地域

施設名 住所 業種

直島堀鮨 香川郡直島町 飲食店

地中カフェ 香川郡直島町 飲食店

リトルプラム 香川郡直島町 飲食店

REGALO（レガロ） 香川郡直島町 飲食店

Luke’s Pizza and Grill 香川郡直島町 飲食店

SPARKY's Coffee 香川郡直島町 飲食店

おかしとコーヒー 香川郡直島町 飲食店 小売り

アカイトコーヒー 香川郡直島町 飲食店 小売り

APRONCAFE 香川郡直島町 飲食店 小売り

直島旅館ろ霞 香川郡直島町 飲食店 小売り

MY LODGE naoshima / マイロッジ直島 香川郡直島町 交通機関 ホテルサービスなど

おうぎやレンタサイクル 香川郡直島町 交通機関 レンタサイクルなど

ベネッセハウス 香川郡直島町 宿泊施設　飲食店など

瀬戸内国際芸術祭2022公式ショップ なおしま 香川郡直島町 小売り

瀬戸内国際芸術祭2022　直島宮浦港案内所 香川郡直島町 小売り

李禹煥美術館 香川郡直島町 小売り

本村ラウンジ＆アーカイブ 香川郡直島町 小売り

直島楽市 香川郡直島町 小売り

地中美術館 香川郡直島町 小売り

ホテルライトスタイル 香川郡直島町 小売り

ANDO MUSEUM 香川郡直島町 小売り

UMI NO STAND 香川郡直島町 小売り

家プロジェクト 香川郡直島町 文化施設
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宇多津町地域

施設名 住所 業種

鮮Do! エブリイ宇多津店 綾歌郡宇多津町 コンビニ・スーパー

新鮮市場きむら　宇多津店 綾歌郡宇多津町 コンビニ・スーパー

マルナカ宇多津店 綾歌郡宇多津町 コンビニ・スーパー

マルナカスーパーセンター宇多津店 綾歌郡宇多津町 コンビニ・スーパー

マルナカイオンタウン宇多津店 綾歌郡宇多津町 コンビニ・スーパー

ファミリーマート宇多津駅東店 綾歌郡宇多津町 コンビニ・スーパー

コープうたづ 綾歌郡宇多津町 コンビニ・スーパー

ローソン宇多津浜街道店 綾歌郡宇多津町 コンビニ・スーパー

遊食房屋 宇多津店 綾歌郡宇多津町 飲食店

肉の近どう 宇多津店 綾歌郡宇多津町 飲食店

焼肉ひらい　宇多津 綾歌郡宇多津町 飲食店

次男坊宇多津店 綾歌郡宇多津町 飲食店

吾割食堂　宇多津 綾歌郡宇多津町 飲食店

熊八 綾歌郡宇多津町 飲食店

魚民 宇多津店 綾歌郡宇多津町 飲食店

カレーハウスCoCo壱番屋 香川宇多津店 綾歌郡宇多津町 飲食店

塩がま屋 宇多津店 綾歌郡宇多津町 飲食店

吉野家 浜街道宇多津店 綾歌郡宇多津町 飲食店

回遊 綾歌郡宇多津町 飲食店

沖縄食堂てぃーだかんかん 綾歌郡宇多津町 飲食店

モスバーガー宇多津店 綾歌郡宇多津町 飲食店

パールカフェ 綾歌郡宇多津町 飲食店

ぴこぴこ精肉店 宇多津 綾歌郡宇多津町 飲食店

ノルブーチャンゴ 綾歌郡宇多津町 飲食店

セルフうどん麺太郎 綾歌郡宇多津町 飲食店

じんUTAZU 綾歌郡宇多津町 飲食店

キッチンせとうち 綾歌郡宇多津町 飲食店

カルビ屋大福宇多津ゴールドタワー店 綾歌郡宇多津町 飲食店

オリーブ 綾歌郡宇多津町 飲食店

covo 宇多津店 綾歌郡宇多津町 飲食店

おか泉 綾歌郡宇多津町 飲食店

スシローイオンタウン宇多津店 綾歌郡宇多津町 飲食店

CREW THE CAMP 綾歌郡宇多津町 飲食店　体験型アクティビティ

瀬戸大橋 四国健康村 綾歌郡宇多津町 飲食店 観光施設など

たいにんぐ 綾歌郡宇多津町 飲食店 小売り

海と空のカフェ 綾歌郡宇多津町 飲食店 小売り

パティスリーもりん宇多津店 綾歌郡宇多津町 飲食店 小売り

トートコーヒー 綾歌郡宇多津町 飲食店 小売り

お菓子の工房 リンドン 綾歌郡宇多津町 飲食店 小売り

ホテルアネシス瀬戸大橋 綾歌郡宇多津町 飲食店 小売り

駅レンタカー四国宇多津営業所 綾歌郡宇多津町 交通機関

JADEファインパーク 宇多津本店 綾歌郡宇多津町 体験型アクティビィティーなど

ケーズデンキ イオンタウン宇多津店 綾歌郡宇多津町 小売り

四国水族館ミュージアムショップ 綾歌郡宇多津町 小売り

四国水族館イベントスペース宴 綾歌郡宇多津町 小売り

亀城庵　宇多津本社売店 綾歌郡宇多津町 小売り

ユニクロ宇多津店 綾歌郡宇多津町 小売り

ほっかほっか亭　新宇多津店 綾歌郡宇多津町 小売り

パティスリーもりん スーパーセンター宇多津店 綾歌郡宇多津町 小売り

ドラッグコスモス宇多津店 綾歌郡宇多津町 小売り

セブンーイレブンKiosk宇多津駅店 綾歌郡宇多津町 小売り

ザグザグ 宇多津店 綾歌郡宇多津町 小売り

ザグザグ イオンタウン宇多津店 綾歌郡宇多津町 小売り

コロ家 本店 綾歌郡宇多津町 小売り

AVAN　イオンタウン宇多津店 綾歌郡宇多津町 小売り

ゴールドタワー 綾歌郡宇多津町 小売り 観光施設

四国水族館 綾歌郡宇多津町 小売り 観光施設など
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綾川町地域

施設名 住所 業種

マルナカ滝宮店 綾歌郡綾川町 コンビニ・スーパー

マルナカ綾南店 綾歌郡綾川町 コンビニ・スーパー

セブンイレブン綾川町萱原店 綾歌郡綾川町 コンビニ・スーパー

高松ゴールドカントリー倶楽部 綾歌郡綾川町 スポーツ

四国石油株式会社 カーケアステーションセルフ綾南町 綾歌郡綾川町 その他

石焼ビビンバ専門店アンニョン イオンモール綾川店 綾歌郡綾川町 飲食店

さぬきうどんの駅綾川 綾歌郡綾川町 飲食店

四六時中 イオン綾川店 綾歌郡綾川町 飲食店

スシロー綾川店 綾歌郡綾川町 飲食店

炭焼工房 心　 綾歌郡綾川町 飲食店

うどん玉吉 綾歌郡綾川町 飲食店

かぐら 綾歌郡綾川町 飲食店

マウンテンドーム 綾歌郡綾川町 飲食店 小売りなど

うふ、いちご。 綾歌郡綾川町 飲食店 小売り

綾菊酒造 蔵の店 綾歌郡綾川町 観光施設

ケーズデンキ 綾川店 綾歌郡綾川町 小売り

道の駅滝宮 ショップ綾川 綾歌郡綾川町 小売り

伊賀精肉店 綾歌郡綾川町 小売り

綾南自然菓子Showado 綾歌郡綾川町 小売り

ほっかほっか亭　綾南店 綾歌郡綾川町 小売り

ドラッグコスモス綾川店 綾歌郡綾川町 小売り

しまむら　綾南店 綾歌郡綾川町 小売り

くすりのレデイ　綾川店 綾歌郡綾川町 小売り

ＪＡ香川県ファーマーズマーケット讃さん広場 滝宮店 綾歌郡綾川町 小売り

AVAN・Soleilイオンモール綾川店 綾歌郡綾川町 小売り

ヤマダデンキテックランド綾川店 綾歌郡綾川町 小売り

蔵之助 イオンモール綾川店 綾歌郡綾川町 小売り

イオン綾川店 直営店 綾歌郡綾川町 小売り コンビニ・スーパー
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琴平町地域

施設名 住所 業種

琴電琴平駅 仲多度郡琴平町 交通機関

琴平バス株式会社 仲多度郡琴平町 交通機関

駅レンタカー四国琴平営業所 仲多度郡琴平町 交通機関

マルナカ琴平店 仲多度郡琴平町 コンビニ・スーパー

旅人のハーバー 仲多度郡琴平町 飲食店

湯元こんぴら温泉華の湯紅梅亭 仲多度郡琴平町 飲食店

創作ダイニング785 仲多度郡琴平町 飲食店

焼鳥・骨付鳥 田中屋 仲多度郡琴平町 飲食店

春日鮨 仲多度郡琴平町 飲食店

琴平リバーサイドホテル 仲多度郡琴平町 飲食店

琴平グランドホテル桜の抄 仲多度郡琴平町 飲食店

ニューグリーン 仲多度郡琴平町 飲食店

たなかや 仲多度郡琴平町 飲食店

たこやき＆やきとり　スカンク 仲多度郡琴平町 飲食店

さぬき名物 骨付鳥 田中屋 仲多度郡琴平町 飲食店

カフェ&レストラン 神椿 仲多度郡琴平町 飲食店

おがわうどん 仲多度郡琴平町 飲食店

いわのやうどん 仲多度郡琴平町 飲食店

アタリヤ商店 仲多度郡琴平町 飲食店

con Tapas 仲多度郡琴平町 飲食店

麻心 琴平店 仲多度郡琴平町 飲食店

喫茶と食事ヤオ 仲多度郡琴平町 飲食店

(株)こんぴらうどん参道店 仲多度郡琴平町 飲食店 小売り

中田屋　箸方弘子商店 仲多度郡琴平町 飲食店 小売り

狸屋 仲多度郡琴平町 飲食店 小売り

石段の駅 つるだや 仲多度郡琴平町 飲食店 小売り

小田象麓堂 仲多度郡琴平町 飲食店 小売り

虎丸旅館 仲多度郡琴平町 飲食店 小売り

灸まん本舗 石段や 仲多度郡琴平町 飲食店 小売り

株式会社にしきや 参道店 仲多度郡琴平町 飲食店 小売り

株式会社こんぴらうどん工場店 仲多度郡琴平町 飲食店 小売り

株式会社 杉養蜂園 金刀比羅店 仲多度郡琴平町 飲食店 小売り

ヒトツブビーズ店本店 仲多度郡琴平町 飲食店 小売り

つるや旅館 仲多度郡琴平町 飲食店 小売り

ご利益や 仲多度郡琴平町 飲食店 小売り

こんぴら温泉 貸切湯の宿ことね 仲多度郡琴平町 飲食店 小売り

ことひら温泉　御宿　敷島館 仲多度郡琴平町 飲食店 小売り

お休み処四国の旬 仲多度郡琴平町 飲食店 小売り

うどん茶屋てんてこ舞 仲多度郡琴平町 飲食店 小売り

アカボシ珈琲店 仲多度郡琴平町 飲食店 小売り

株式会社にしきや 仲多度郡琴平町 飲食店 小売りなど

こんぴら温泉湯元八千代 仲多度郡琴平町 飲食店 小売りなど

ことひら温泉 琴参閣 仲多度郡琴平町 飲食店 旅館業

タイ古式マッサージ ASHIYAバンクンメイ 琴平花壇店 仲多度郡琴平町 観光施設 リラクゼーションサロン

和田商店 仲多度郡琴平町 小売り

遊膳琴平店 仲多度郡琴平町 小売り

有限会社箸方だるま堂商店 仲多度郡琴平町 小売り

有限会社 合田福太郎商店 仲多度郡琴平町 小売り

木のおもちゃlittleme 仲多度郡琴平町 小売り

金比羅醤油（株） 仲多度郡琴平町 小売り

名物かまど 琴平店 仲多度郡琴平町 小売り

豊原商店 仲多度郡琴平町 小売り

福井土産物店 仲多度郡琴平町 小売り

箸方太閤堂 仲多度郡琴平町 小売り

凸凹堂金毘羅店 仲多度郡琴平町 小売り

中條正商店 仲多度郡琴平町 小売り

船岡商店 仲多度郡琴平町 小売り

象山 堀見商店 仲多度郡琴平町 小売り

松浦百段堂 仲多度郡琴平町 小売り

松浦商店 仲多度郡琴平町 小売り

駿河屋原商店 仲多度郡琴平町 小売り
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七十七堂金比羅店 仲多度郡琴平町 小売り

三好商店 仲多度郡琴平町 小売り

今井商店 仲多度郡琴平町 小売り

高木屋酒店 仲多度郡琴平町 小売り

五人百姓 池商店 仲多度郡琴平町 小売り

五人百姓 笹屋商店 仲多度郡琴平町 小売り

琴平文具店 仲多度郡琴平町 小売り

灸まん本舗 北店 仲多度郡琴平町 小売り

灸まん本舗 中店 仲多度郡琴平町 小売り

吉田新々堂 仲多度郡琴平町 小売り

亀屋 高津商店 仲多度郡琴平町 小売り

紀ノ國屋本店 仲多度郡琴平町 小売り

永濱商店 仲多度郡琴平町 小売り

臼杵商店 仲多度郡琴平町 小売り

阿波天然藍染工房金毘羅店 仲多度郡琴平町 小売り

ももや土産物店 仲多度郡琴平町 小売り

ほっかほっか亭　琴平店 仲多度郡琴平町 小売り

セブンーイレブンKiosk琴平駅店 仲多度郡琴平町 小売り

シマヤ真鍋漢方薬局 仲多度郡琴平町 小売り

さぬき一刀彫 嵯峨山 仲多度郡琴平町 小売り

こんぴら小松屋 仲多度郡琴平町 小売り

こんぴらプリン 仲多度郡琴平町 小売り

こんぴら100段似顔絵 仲多度郡琴平町 小売り

OMIYAGE SHOP 315 仲多度郡琴平町 小売り

大庄屋 仲多度郡琴平町 小売り 体験型アクティビィティー

中野うどん学校琴平校 仲多度郡琴平町 小売り 体験型アクティビィティー

中野うどん学校 仲多度郡琴平町 小売り 体験型アクティビィティー

琴平花壇 仲多度郡琴平町 小売り 旅館売店

金陵の郷 仲多度郡琴平町 文化施設

西山食肉店 仲多度郡琴平町 その他
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多度津町地域

施設名 住所 業種

ザ・ビッグ多度津店 仲多度郡多度津町 コンビニ・スーパー

ファミリーマート多度津東港店 仲多度郡多度津町 コンビニ・スーパー

ファミリーマート多度津南鴨店 仲多度郡多度津町 コンビニ・スーパー

コープ多度津 仲多度郡多度津町 コンビニ・スーパー

デイリーヤマザキ多度津町桜川店 仲多度郡多度津町 コンビニ・スーパー

海鮮うまいもんや浜海道 多度津本店 仲多度郡多度津町 飲食店

みなと新世 仲多度郡多度津町 飲食店

シーズクラブ 仲多度郡多度津町 飲食店

カフェレストパレット(ホテルトヨタ) 仲多度郡多度津町 飲食店

そらとたべるthreee 仲多度郡多度津町 飲食店

ぴこぴこ精肉店 多度津 仲多度郡多度津町 飲食店

藝術喫茶清水温泉 仲多度郡多度津町 飲食店 小売り

お惣菜処てつや 仲多度郡多度津町 飲食店 小売り

家中舎 仲多度郡多度津町 飲食店 小売り

多度津セルフSS 仲多度郡多度津町 その他

多度津SS 仲多度郡多度津町 その他

美楽園 丸亀店 仲多度郡多度津町 フィットネス　出張エステ

遍路の店　サンエイ 仲多度郡多度津町 小売り

レデイ薬局　多度津店 仲多度郡多度津町 小売り

ドラッグコスモス多度津店 仲多度郡多度津町 小売り

セブンーイレブンKiosk多度津駅店 仲多度郡多度津町 小売り

しまむら　多度津店 仲多度郡多度津町 小売り

ザグザグ 多度津店 仲多度郡多度津町 小売り

くすりのレデイ　多度津店 仲多度郡多度津町 小売り

ＪＡ香川県　産地直売所多度津店 仲多度郡多度津町 小売り

瀬戸内国際芸術祭2022　高見島案内所 仲多度郡高見浜 小売り
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まんのう町地域

施設名 住所 業種

マルヨシセンター満濃店 仲多度郡まんのう町 コンビニ・スーパー

マルナカまんのう店 仲多度郡まんのう町 コンビニ・スーパー

ファミリーマートまんのう町炭所店 仲多度郡まんのう町 コンビニ・スーパー

ファミリーマートまんのう町造田店 仲多度郡まんのう町 コンビニ・スーパー

ファミリーマートまんのう町公文店 仲多度郡まんのう町 コンビニ・スーパー

ファミリーマートまんのう町吉野店 仲多度郡まんのう町 コンビニ・スーパー

デイリ―ヤマザキまんのう町長尾店 仲多度郡まんのう町 コンビニ・スーパー

有限会社仲南タクシー 仲多度郡まんのう町 交通機関

国営讃岐まんのう公園　竜の里 仲多度郡まんのう町 飲食店

国営讃岐まんのう公園　カフェ・デ・ラ・ピエドゥ 仲多度郡まんのう町 飲食店

道の駅ことなみ・エピアみかど 仲多度郡まんのう町 飲食店 小売りなど

国営讃岐まんのう公園　売店 仲多度郡まんのう町 小売り

ドラッグコスモスまんのう店 仲多度郡まんのう町 小売り

くすりのレデイ　まんのう店 仲多度郡まんのう町 小売り

ＪＡ香川県　夢ハウス協栄 仲多度郡まんのう町 小売り

湯山荘阿讃琴南 仲多度郡まんのう町 小売り リラクゼーションなど
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