
1 APEX FOLLOW 徳島市秋田町1丁目29パパガーロビル3階

2 Bar J 徳島市栄町1丁目25の2ファーストビル2F

3 BAR Magdalene 徳島市栄町1丁目13

4 Bar Rumor 徳島市栄町1-59近藤ビル1F

5 Bar.NOW 徳島市栄町1丁目52-3R1ビル4F

6 Cafe & Bar ドンガバチョ 徳島市元町1丁目5-1

7 cafe eats gattino 徳島市北沖洲1丁目7-55

8 ciel 徳島市秋田町1丁目41それいゆビル101

9 Dera(デラ) 徳島市栄町1丁目50言問ビル2階

10 HANAMARU 徳島市銀座25番地2F銀座ビル

11 HAPPINESS 徳島市南昭和町5丁目99-1浜の前マンション2棟105号

12 healing koto 徳島市秋田町1-40牧野ビル2階

13 K STUDIO 徳島市秋田町2-5-1サントリープラザビル4F

14 L -ien 徳島市栄町1丁目36番地コスモプラザ2F

15 La vie en Rose 徳島市幸町3-82北島ビル1F

16 LAMP 徳島市鷹匠町1丁目35-2FBIG24ビル

17 Lounge Lu& 徳島市栄町1丁目13番地アンビシャスビル1階

18 Lounge 花邑 徳島市栄町1丁目50言問ビル2F

19 moegi 徳島市栄町1丁目16アップフィールド栄町4階

20 poesia 徳島市秋田町1丁目54ロイヤルクレイン秋田町1階

21 RIDE-MAN 徳島市秋田町1-8-3ハロービル2F

22 SAIRAI 徳島市紺屋町13-1とと喝ビル3F

23 Snack栄助 徳島市栄町1丁目71-1第三光洋ビル3F

24 snack胡桃 徳島市栄町1丁目22ホワイトビル5階

25 TERRACE CAFE LAMP 徳島市佐古二番町2-15

26 TOMATO's BAR 徳島市秋田町1丁目26-2トマトビル1階

27 アナリスト 徳島市秋田町一丁目22味園ビル2階

28 アフロディテ 徳島市秋田町1丁目32Y'sビル2階

29 アンジェラダーリング 徳島市秋田町1-9アトラスビル1

30 うさぎぃず億園 徳島市秋田町二丁目19平成ビル4階中

31 ウッドアイビス 徳島市両国本町2丁目29

32 オシャンティーKING 徳島市栄町1丁目16番地第一興商ビル3F

33 おやつショップBuBu 徳島市佐古2番町18番5号川原マンション1F

34 オリジナル日本料理 味扇 徳島市南内町1丁目27-1

35 かくれんぼ 徳島市富田町一丁目27大栄ビル1階

36 かたに商店 城東店 徳島市城東町2丁目1-26

37 カフェドクィーンズベリー 徳島市上八万町西山425

38 カフェレストラン亭望 徳島市北矢三町2丁目10-53

39 カフェレスト胡桃の木 徳島市大松町榎木原外12番地

40 カラオケ バーマラガ 徳島市蔵本町2丁目30パティオ蔵本2階

41 カラオケどこ 徳島市鷹匠町1丁目47番地大塚ビル2F

42 カラオケ喫茶ふれあい 徳島市南昭和町7-80-36

43 キャフェ・ド・ロココ 徳島市八万町橋北4-1

44 ギャラリー文化座 徳島市国府町井戸高輪地63-1

45 きんこん館 徳島市沖浜東3-65-4

46 こだわりとんかつ山かつ 国府店 徳島市国府町井戸字堂裏30-1

47 こだわりとんかつ山かつ 山城店 徳島市山城西3丁目42-1

48 サウンド 徳島市論田町新開71-9

49 しゅう 徳島市助任橋4-4-1

50 すし酒場一鐡 徳島市寺島本町西1丁目61徳島駅クレメントプラザ地下1階

51 スナックふえら2 徳島市栄町1丁目36コスモプラザ405

52 セブン-イレブン徳島かちどき橋5丁目店 徳島市かちどき橋5丁目1-7

53 だいきちカレー 徳島市寺島本町西1-59駅前商店街だいきちカレー

54 ダイニングカフェクレメント 徳島市寺島本町西1丁目61番地JR四国ホテルズJRホテルクレメント徳島

55 たこ焼き居酒屋 暖 徳島市北島田町1-49

56 とと喝 徳島市紺屋町13-1とと喝ビル1F

57 とば作 末広店 徳島市大和町2丁目2-72

58 トマト&オニオン徳島沖浜店 徳島市沖浜東3丁目70
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59 トマト&オニオン徳島川内店 徳島市川内町大松76-1

60 トラベルダイニング バディバディ 徳島市中常三島町1-8-12

61 とりじろう 徳島市秋田町2丁目18-1多田ビル

62 ニューゑび一 徳島市秋田町2丁目32-2

63 バリカフェアスリ 徳島市大道二丁目5番地奥田ビル一階

64 ひげ家 徳島市栄町1丁目13

65 ビストロアメリ 徳島市住吉5丁目3-55井内マンションA101

66 ファミリーマート住吉三丁目店 徳島市住吉三丁目1番5号

67 ファミリーマート徳島しらさぎ台店 徳島市下町本庁24-3

68 ファミリーマート徳島川内町平石店 徳島市川内町平石若宮288番地1

69 ふじや総本店 徳島市国府町日開字東437番地1

70 ぶっとび酒場 徳島市秋田町1丁目39番地1守住ビル1F

71 マドラス 徳島市南昭和町5丁目83-11

72 ミキハウス 徳島市秋田町二丁目7プラザアネックス3F

73 ゆめさくら 徳島市秋田町2丁目29金張園ビル2F

74 ラ・ボッテガ・デル・オーリオ 徳島市富田町2-8福美ビル2F

75 ラーメン東大 大道本店 徳島市大道1丁目36

76 らー麺さかた 徳島市南仲之町1-10

77 ラウンジ TO YOU 徳島市栄町一丁目66-1栄町ビル2階

78 ラウンジ セノーテ 徳島市秋田町1丁目19番地香川ビル5階

79 ランチ&カフェはる 徳島市北田宮一丁目8-68徳島県教育会館一階

80 レストランカントリー 徳島市富田町2丁目33-1

81 ワイン&日本酒 藤の間 徳島市栄町1丁目26-4R2ビル3階B

82 阿波ドール 徳島市寺島本町西1丁目59ポッポ街

83 阿波の彩りびざん 徳島市元町1丁目5-1

84 阿波居酒屋頂 徳島市籠屋町二丁目16番地の1紺屋町ビル1F

85 茜どき徳島駅前店 徳島市元町1丁目5-1

86 栄寿司 徳島市秋田町1-15

87 栄養くらぶらくらく 徳島市国府町芝原字天満44-11

88 音姫 sound princess 徳島市栄町1丁目34-1ビアンカビル3階

89 歌と一品咲くら 徳島市八万町大坪181-4二本竹ビル1F

90 花暦 徳島市秋田町1丁目14-1カカコビル1F

91 花篝 徳島市栄町1丁目15TKBビル1F

92 華日和 徳島市秋田町1丁目38モーメントビル1F

93 割烹うえの 徳島市川内町平石古田246-2

94 居酒屋 凛 徳島市鷹匠町1-34秋山ビル

95 魚吟酒場 徳島市両国橋35番地矢野ビル

96 銀乃介 徳島市両国本町2丁目13

97 串揚げおにまる 徳島市北佐古一番町5-13北佐古ビル102

98 月日亭 徳島市八万町下福万69

99 五半 徳島市昭和町二丁目5番地

100 紺屋町のだ 徳島市紺屋町26

101 坐とりじろう 徳島市富田町1丁目20番地ケンバンビル1F

102 皐月 徳島市栄町一丁目16アップフィールド1階

103 四方亭 徳島市二軒屋町2-45-1

104 酒とめし酒場ダン 徳島市寺島本町西1丁目61徳島駅クレメントプラザ地下1階

105 酒と食 螢の庭 Hotaru no Niwa 徳島市紺屋町5-3アクティ214階

106 酒朋すぎはら 徳島市両国本町2丁目23紅屋ビル1階

107 旬魚菜まこと 徳島市住吉4丁目5-82クラージュマスカネ101

108 旬菜しなり 徳島市栄町1-8-1丸山ビル1F

109 焼肉俺家 徳島市栄町1丁目59大三ビル2号館1階

110 焼肉酒場ブッチャー 徳島市寺島本町西1丁目61徳島駅クレメントプラザ地下1階

111 焼肉寿苑 徳島市山城西3丁目23番地

112 杉の子 徳島市北沖洲2丁目9-4

113 西洋膳所やすなが 徳島市富田町1丁目27大栄ビル2F

114 青柳 徳島市大道2-10-3

115 川波 徳島市栄町2丁目7-2

116 相撲茶屋両国 徳島市秋田町2丁目25コアバンブービル1F

117 太郎酒店 徳島市銀座14-1

118 炭火串焼 地鶏料理 AUN あうん 徳島市富田橋5丁目30-1富田中央ビル1F

119 中華そば うりぼう 徳島市川内町平石古田86-6

120 中華そばよねだ 徳島市八万町下福万1-13市原ハイランドビル102号

121 鉄板焼 月六 徳島市富田町2丁目36とくしまグルメビル6階

122 天山閣 川内店 徳島市川内町平石夷野68-2

123 点心バルやすなが 徳島市寺島本町西1-61徳島駅クレメントプラザB1

124 都乃朶 徳島市富田町一丁目25

125 徳島ラーメン麺王 川内店 徳島市平石夷野240-1



126 徳島天満座 徳島市紺屋町5アクティ216F

127 日本料理 食士わたなべ 徳島市籠屋町1丁目33番地

128 日本料理 藍彩 徳島市寺島本町西1丁目61番地JR四国ホテルズJRホテルクレメント徳島

129 八剣伝 阿波住吉店 徳島市城東町1-21金子ビル1F

130 鳴門うどん もり 徳島市末広三丁目1番53号ラヴェニューモリ102

131 麺屋一徳 徳島市安宅三丁目3-27

132 優雅 徳島市秋田町1丁目17-1アークビル3階

133 柚(おでん・一品) 徳島市鷹匠町1丁目47大塚ビル2F

134 洋食厨房吉 徳島市佐古四番町5-16佐古ビル1階

135 龍生~りゅうせい~ 徳島市住吉5-3-55井内マンションA-105

136 料理・酒井 徳島市川内町宮島本浦180

137 路地庵 徳島市秋田町1-8-2川村ビル1F

138 和喜 徳島市秋田町2丁目27番地武田ビル

139 珈琲店石川 徳島市北沖洲3丁目3-5石本テナント

140 萬作 徳島市紺屋町23-1

141 DANKE-STUDIO 鳴門市撫養町斎田字大堤309

142 Dear... 鳴門市撫養町小桑島字前浜140プレジール鳴門1F北

143 THE NARUTO BASE 鳴門市撫養町黒崎松島125

144 うどん乃岡田屋 鳴門市大津町吉永17-13

145 うな弘 鳴門市瀬戸町堂浦字本浦上35

146 おとぎの国 鳴門市撫養町小桑島字西37-2

147 お好み焼 仲見世 鳴門市撫養町弁財天ハマ8-3

148 カラオケWAVE鳴門店 鳴門市大津町木津野西辰巳1-3

149 からから 鳴門市撫養町木津904-3

150 カリフォルニアテーブル 鳴門市瀬戸町大島田字中山1-1

151 スナック姫ねず美 鳴門市撫養町小桑島字前浜275西谷ビル102

152 ホテルリッジ バー 鳴門市瀬戸町大島田字中山1-1

153 まる天 鳴門市撫養町斎田字東発42-4

154 ラッキー 鳴門市撫養町斎田字大堤197

155 片山水産 鳴門市北灘町粟田大岸16-1

156 万里荘 鳴門市瀬戸町大島田字中山1-1

鳴　門　市



157 oden 小松島市金磯町9番10号コーポV1F

158 オーシャンズワールド 小松島市小松島町字新港10-2

159 かく 小松島市赤石町4-83

160 カラオケ道場 椿 小松島市小松島町字外開28-9あすかビル1階

161 きっちん 彩 小松島市横須町16-27須崎店舗

162 スナックシルク 小松島市小松島町字外開23-1

163 パブハウスセピア 小松島市小松島町字外開15-7

164 リゾートダイニングファン 小松島市金磯町8番37-2

165 小松島高等学校食堂 小松島市日開野町字高須47-1

166 台湾茶房阿里山ウパラ店 小松島市小松島町外開15-34

167 中華そば 猪虎 小松島市横須町8-52ハッピープラザテナント内

168 雄雅 小松島市小松島町網渕1-1

169 BOSCOBEL 阿南市吉井町皇神7-3

170 Cafe K&Ai 阿南市羽ノ浦町春日野1番地797

171 vespertineくれは 阿南市富岡町南向28-2南海第六ビル1F

172 いざかや大黒屋 阿南市見能林町西石仏7

173 かたに商店 阿南店 阿南市才見町三本松43-1

174 カフェ・スペース わあるど 阿南市富岡町滝の下12-5竹内ビル

175 カラオケ モンレーヴ 阿南市津乃峰町長浜120-1

176 カラオケ喫茶愛 阿南市那賀川町上福井橋本47-4番地

177 スナック千寿 阿南市富岡町トノ町62-1

178 ふれあい 阿南市富岡町あ石3-12

179 阿南第一ホテル阿南セレモニーホールサンセリテ 阿南市富岡町西池田口14-1

180 吉田屋 阿南市富岡町西石塚3-7

181 喫茶シャトレー 阿南市福井町吉谷52の1

182 居酒屋菜の花 阿南市富岡町南向26-1松下ビル1階

183 居酒屋食堂とりあえず...やましげ 阿南市那賀川町芳崎271-3

184 天山閣 阿南店 阿南市学原町大深田15番1

185 木蓮 阿南市富岡町トノ町94-8

186 和洋れすとらん居古奈 阿南市羽ノ浦町岩脇神代地45-7

187 cafe Neo 192 吉野川市鴨島町麻植塚384-7

188 Lounge優 吉野川市鴨島町鴨島字神島463-1

189 イタリアン ドーニ・デッラ・テーラ 吉野川市鴨島町知恵島1778-7

190 カラオケ喫茶人生私らしく 吉野川市川島町桒村329

191 コーヒーレスト豆の木 吉野川市鴨島町鴨島394-10

192 コミュニティ・レストラン さくらcafe 吉野川市山川町前川212-6さくらcafe

193 スナック渚 吉野川市川島町学字大戸井112-11

194 吉野川製麺所 吉野川市鴨島町西麻植字東禅寺77番3

195 八剣伝鴨島店 吉野川市鴨島町上下島松元388-1

196 平吉 吉野川市鴨島町知恵島761-3

197 炙り空間 炎乃華 吉野川市鴨島町中島大止425

198 アワーズ食堂 阿波市阿波町伊沢田88ショッピングプラザアワーズ内

199 カラオケスタジオ響 阿波市市場町山野上字大西175-3

200 カラオケ喫茶、最後の1ドル、市場店 阿波市市場町上野段607-1

201 きららカフェ 阿波市市場町香美字渡10-1

202 やきとり 若 阿波市市場町市場字岸ノ下185番地1

小　松　島　市
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202 DINING HARU 美馬市脇町大字猪尻字西分142-1

203 カエルム料理店 美馬市脇町字拝原1587

204 かたに商店 脇町店 美馬市脇町拝原2008-1

205 カフェ角屋 美馬市脇町大字脇町152-1

206 カラオケWAVE脇町店 美馬市脇町猪尻字若宮南105番1

207 カラオケ喫茶 歌暮家 美馬市脇町助松1302

208 セレナーデ 美馬市脇町字東山1755-6

209 ル・ヴェルジュ 美馬市脇町大字猪ノ尻字西分89-29

210 旬や ていじ 美馬市脇町字拝原238-1

211 美馬市地域交流センター 美馬市脇町大字猪尻字西分116番地1

211 Cafe&ジビエ 三好市山城町上名1553-1道の駅大歩危内

212 カラオケビリーボックス 三好市井川町タクミ田60-3

213 コーヒー&ケーキショップ俊屋 三好市池田町マチ2190

214 スナック プレジデント 三好市三好市池田町サラダ1758-22F

215 リバーサイドD-愛 三好市池田町大利字大西5-4

216 憩い茶屋にしかわ 三好市三野町芝生1270-2

217 県立三好病院食堂くう 三好市池田町シマ815-2県立三好病院1階食堂

218 三好市ふれあい紅葉センターもみじ亭 三好市三野町加茂野宮1467

219 山あい 三好市池田町ウエノ2618

220 中川鮮魚店 八幡末広 三好市井川町八幡80-1

221 里美 三好市池田町サラダ1754-12-2F

222 嵯峨峡 渡月 名東郡佐那河内村下字中溝6-1

223 Hands 名西郡石井町石井字石井751-1

224 うどんいっきゅう 名西郡石井町高川原字加茂野312-1

225 かたに商店 石井店 名西郡石井町高川原字天神670-1

226 カラオケサイン 名西郡石井町石井字白鳥205-2

227 スナック Zeal 名西郡石井町石井136-82F

228 たらいうどん山のせ 石井本店 名西郡石井町石井字石井673-12

229 デュラム 名西郡石井町石井字城ノ内187-1

230 ふる竹 名西郡石井町浦庄字下浦344-5

231 レストラン菩提樹 那賀郡那賀町和食郷字田野62

232 まっちゃん 海部郡牟岐町大字中村字本村144-9

233 お好み焼きてこ屋 海部郡美波町日和佐浦41-1

234 喫茶タートル 海部郡美波町日和佐浦370-1

235 キャロット 海部郡海陽町大里字松ノ本16-1

236 しぶや 海部郡海陽町浅川字川ヨリ西64-2

237 中華レストラン陽錦楼 海部郡海陽町四方原字大道西40-6

238 有限会社グリーンプラザ海南 海部郡海陽町四方原字杉谷138

239 からあげ おにぎり 釜の飯 紬 板野郡松茂町豊久朝日野10番9

240 たらいうどん山のせ 松茂店 板野郡松茂町中喜来字前原2番越の1

241 徳島宝ラーメン空港店 板野郡松茂町豊久字朝日野16-2徳島阿波おどり空港3F

242 La vie en Rose 徳島市幸町3-82北島ビル1F

243 Queen of Meat's 板野郡北島町鯛浜字西ノ須174番地フジグラン北島別棟1F

244 えびす製麺所 北島店 板野郡北島町江尻字妙蛇池45-1

245 くるくる炭火焼き民 板野郡北島町北村大黒56-2

246 たこ焼き居酒屋 暖 徳島市北島田町1-49

247 ビストログテ 板野郡北島町太郎八須字西ノ瀬42-1

248 フラミンゴ 板野郡北島町高房勝瑞境50-6カラオケフラミンゴ

美　波　町

海　陽　町

松　茂　町

北　島　町

美　馬　市

三　好　市

佐　那　河　内　村

石　井　町

那　賀　町

牟　岐　町



249 おばんざい こねくと 板野郡藍住町矢上字北分68-9

250 こだわりとんかつ山かつ 藍住店 板野郡藍住町東中富字龍池傍示58-1

251 タン次郎 藍住店 板野郡藍住町東中富字朏傍示22-1

252 漁師茶屋 近海 板野郡藍住町矢上字原56-13

253 手打ちそば庵 板野郡藍住町徳命字元村東60-3

254 呑処かむろ 板野郡藍住町矢上字安任139やまか街1号館

255 こっこ家 板野郡板野町吹田字奥宮19の1

256 ピーチィナカフェ 板野郡板野町川端字馬越116-2

257 喫茶・峠フレンズ 板野郡板野町羅漢字川原崎11-1

258 お好み焼き丸金 板野郡上板町鍛冶屋字居屋敷東40-2

259 愛の炎 板野郡上板町椎本字四宮東395-3

260 穴吹エンタープライズ株式会社上板サービスエリア下り線 板野郡上板町神宅山田99-16

261 穴吹エンタープライズ株式会社上板サービスエリア上り線 板野郡上板町神宅菖蒲谷72-3

262 斉藤食堂 板野郡上板町神宅字北屋敷21-17

263 カラオケボックスメロディー 美馬郡つるぎ町半田松生135-1

264 BREAK 三好郡東みよし町加茂1710-2-2F

265 スナック new HAPPY 三好郡東みよし町加茂1710番地1大南コーポ2階北端

266 高砂 三好郡東みよし町中庄1133-5

267 焼肉酒家 あぶり亭 本店 三好郡東みよし町中庄1334-1

268 味匠藤本 三好郡東みよし町昼間2440-3

上　板　町

つ　る　ぎ　町

東　み　よ　し　町

藍　住　町

板　野　町


