
店　舗　名 住　　　所

1 RIDE-MAN 徳島市秋田町1-8-3
2 路地庵 徳島市秋田町1-8-2川村ビル1F
3 アンジェラダーリング 徳島市秋田町1-9アトラスビル1F
4 （有)とゝ喝 徳島市紺屋町13-1とゝ喝ビル1F
5 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
6 香茶 徳島市大谷町新堤22-1
7 青柳 徳島市大道2丁目10-3
8 オリジナル日本料理味扇 徳島市南内町1丁目27-1
9 麺屋六根 徳島市寺島本町西1丁目32

10 焼肉寿苑山城店 徳島市山城西3丁目23
11 カラオケどこ 徳島市鷹匠町１丁目47大塚ビル2F
12 麺屋一徳 徳島市安宅三丁目3-27
13 Nagomi 徳島市栄町一丁目31吉田店舗
14 和寛 徳島市栄町1丁目30J'sビル1F
15 居酒屋ここ・和 徳島市栄町1-16アップフィールド3F
16 呑酒場今 徳島市栄町1-22ホワイトビル1F東
17 BAR TrinTa 徳島市栄町栄町1-9-2三原ビル1Ｆ
18 おばんざいりこ 徳島市栄町1-55-1わじきやビル1F
19 moegi 徳島市栄町1丁目16アップフィールド栄町4F
20 Healing Koto 徳島市秋田町1-40牧野ビル2F
21 四方亭 徳島市二軒屋町2丁目45-1
22 銀乃介 徳島市両国本町2丁目13番地
23 酒場アカボシ 徳島市八百屋町1丁目9
24 REDBOSS 徳島市籠屋町2丁目19番地4モデストビル
25 とりじろう 徳島市秋田町2丁目18-1多田ビル1Ｆ
26 ぶっとび酒場 徳島市秋田町1丁目39番地１守住ビル1Ｆ
27 坐とりじろう 徳島市富田町1丁目20番地検番ビル1Ｆ
28 魚吟酒場 徳島市両国橋35番地矢野ビル
29 洋食厨房吉 徳島市佐古四番町5-16
30 キャフェ・ド・ロココ 徳島市八万町橋北4-1
31 日本料理食士わたなべ 徳島市籠屋町1丁目33番地
32 美食酒屋とんがらし 徳島市蔵本町2丁目30の１
33 母屋 徳島市富田町一丁目21甲子園ビル3F
34 南ちゃん 徳島市八万町下福万185
35 料理・酒井 徳島市川内町宮島本浦180
36 赤葉や 徳島市籠屋町二丁目11番地
37 音姫 sound princess 徳島市栄町1丁目34-1ビアンカビル3F
38 セブンー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
39 炭火串焼地鶏料理AUNあうん 徳島市富田橋5-30-1富田中央ビル1F
40 レストランスピナッチ 徳島市新浜本町2丁目3番51号
41 ゆめさくら 徳島市秋田町2丁目29金張園ビル2F
42 ラウンジTO YOU 徳島市栄町1-66-1栄町ビル2F
43 リバーダンス 徳島市両国本町2丁目17両国橋ビル1階
44 居酒屋凜 徳島市鷹匠町1-34
45 鳥ぼん本店 徳島市一番町2-11-3増田ﾋﾞﾙ1F
46 船場鳥ぼん 徳島市東船場1-12斉藤ビル1F
47 鳥ぼん本町店 徳島市徳島本町1-12-1
48 紺屋町のだ 徳島市紺屋町26
49 だいきちカレー 徳島市寺島本町西1-59徳島駅前商店街
50 らー麺さかた 徳島市南仲之町1-10
51 やきとり居酒屋ひょうたん 徳島市大原町千代ケ丸129-2
52 カフェレスト野いちご 徳島市仲之町3-27
53 食彩遊真 徳島市一番町二丁目八番中川ビル1階　
54 龍生～りゅうせい～ 徳島市住吉5-3-55井内マンションA-105
55 スナック時代 徳島市栄町1丁目50言問ビル3F
56 オーキッズ 徳島市富田町1-20検番ビル3F
57 花暦 徳島市秋田町1-14-1カカコビル1Ｆ
58 花篝 徳島市栄町1-15ＴＫＢビル1Ｆ
59 皐月 徳島市栄町1-16アップフィールドビル1F
60 阿波ドール 徳島市寺島本町西1-59ポッポ街
61 ミキハウス 徳島市秋田町2丁目7プラザアネックス3F
62 串揚げおにまる 徳島市北佐古一番町5-13北佐古ビル102
63 餃子の王将徳島駅前店 徳島市一番町3-23-1
64 frere 徳島市富田町2丁目28-2
65 ランチ&カフェはる 徳島市北田宮一丁目8-68
66 焼肉俺家 徳島市栄町1丁目59大三ビル2号館1階
67 Sonia 徳島市富田町2-9-1アクティＦＩＶＥビル3Ｆ
68 BAR TAKE IT EASY 徳島市秋田町1丁目47カーニバルプラザ3階
69 紺屋町よしこの 徳島市紺屋町5-6
70 美すとろNISHIOKA 徳島市東新町2丁目22-2
71 Creer 徳島市万代町5丁目71番地4
72 華日和 徳島市秋田町1丁目38
73 太郎酒店 徳島市銀座14-1
74 DiaRose 徳島市秋田町1-38-1
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75 中華そばうりぼう 徳島市川内町平石古田86-6
76 両市酒店 徳島市富田橋2丁目50-2
77 Cafe du Marche 徳島市北沖洲1-2-30
78 一鴻秋田町本店 徳島市仲之町1丁目46アクティーアネックス2階
79 一鴻徳島駅前店 徳島市寺島本町東3-12-8K1ビル1階
80 kitchen bar M 徳島市新内町1丁目13番地
81 ニューゑび一 徳島市秋田町2丁目32-2
82 彩沙 徳島市栄町1-59大三ビル二号館4F
83 阿波居酒屋頂 徳島市籠屋町二丁目16番地の1
84 一番亭川内店 徳島市川内町加賀須野1054-2
85 エンゼルナイト 徳島市八万町大坪323-6
86 鈴 徳島市秋田町1丁目11山清ビル2F
87 酒朋すぎはら 徳島市両国本町2丁目23紅屋ビル1階
88 grandir 徳島市富田町1丁目20KenBanビル3Ｆ
89 スナックまるご 徳島市鷹匠町1-47
90 ふ～が 徳島市富田町2丁目36-1徳島グルメビル2Ｆ
91 割烹うえの 徳島市川内町平石古田246-2
92 春 徳島市秋田町1-50アクティ異人館4F
93 モンサンミシェル 徳島市紺屋町6岩本ビル2Ｆ
94 Bar J 徳島市栄町1丁目25-2ファーストビル2F
95 ひげ家 徳島市栄町1丁目13
96 bar Now 徳島市栄町1丁目52-3R1ビル4F
97 川波 徳島市栄町2丁目7-2
98 歌と一品咲くら 徳島市八万町大坪181-4二本竹ビル1F
99 五半 徳島市昭和町2丁目5番地

100 カフェドクィーンズベリー 徳島市上八万町西山425
101 情熱ホルモン佐古酒場 徳島市佐古七番町4番23号 
102 サウンド 徳島市論田町新開71-9
103 スナックK 徳島市富田町2丁目39常山ビル2F
104 HACHI 徳島市栄町1丁目15番地キャッツビル2F
105 SNACK胡桃 徳島市栄町１丁目22ホワイトビル5F
106 文 徳島市秋田町1丁目40牧野ビル1F
107 K STUDIO 徳島市秋田町2-5-1サントリープラザビル4F
108 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
109 ラウンジ幸 徳島市栄町1丁目60ザ・トップスビル１Ｆ
110 たこ焼き居酒屋暖 徳島市北島田町1-49
111 栄養くらぶらくらく 徳島市国府町芝原字天満44-11
112 Lounge花邑 徳島市栄町1丁目50言問ビル2F
113 Lounge Ran 徳島市秋田町1丁目12山清ビル2F
114 手打ち割子そばしま音 徳島市栄町2丁目5-1久米ビル1F
115 ラ・ボッテガ・デル・オーリオ 徳島市富田町2丁目8福美ビル2Ｆ
116 和処蓮菜 徳島市紺屋町32
117 水谷珈琲店 徳島市中吉野町4丁目34-20
118 西洋膳所やすなが 徳島市富田町1丁目27大栄ビル2F 
119 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地下1F
120 レストランカントリー 徳島市富田町2丁目33-1
121 おやつショップBUBU 徳島市佐古二番町18-5
122 酒家ぼたん 徳島市北島田町1丁目50-2
123 カントリーミュージック 徳島市不動西町4-1982-8
124 きんこん館PLUS 徳島市両国橋28
125 ビッグエコー徳島田宮店 徳島市北田宮1-236-2
126 ビッグエコー徳島駅前店 徳島市寺島本町西1-61-4セントラルビル3F
127 創作パスタ&ダイニング酒場SCENA 徳島市国府町桜間字家内田18-1
128 La Vie En Rose 徳島市幸町3-82北島ビル1F
129 柚(おでん・一品) 徳島市鷹匠町1丁目47大塚ビル2F
130 L-ien 徳島市栄町1丁目36コスモプラザビル2F
131 mix bar ゆいまーる 徳島市鷹匠町1-13番木もりビル1F
132 山口屋 徳島市南二軒屋町1丁目2-14
133 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
134 トマト&オニオン徳島沖浜店 徳島市沖浜東3丁目70
135 トマト&オニオン徳島川内店 徳島市川内町大松76-1
136 エスカリエ 徳島市富田町2丁目41赤城ビル2F
137 季節料理一冨久 徳島市西須賀町下中須87-2
138 愛作 徳島市栄町1-63-1伊月ビル西1F
139 四季の味祥庵 徳島市昭和町１丁目25
140 HOME STYLE CAFEみわさんち 徳島市川内町平石住吉225-7
141 スナックふえら２ 徳島市栄町1丁目36コスモプラザ405
142 キングライアン 徳島市銀座7番地
143 酒と食　螢の庭　Hotaru no Niwa 徳島市紺屋町5-3アクティ21
144 珈琲店石川 徳島市北沖洲3丁目3-5
145 ファミリーダイニングTANTO 徳島市八万町向寺山徳島県立文化の森21世紀館1F
146 ワイン＆日本酒藤の間 徳島市栄町一丁目26番地4RⅡビル3階B
147 徳島天満座 徳島市紺屋町5アクティ21
148 カラオケ喫茶ふれあい 徳島市南昭和町七丁目80-36
149 坂井屋 徳島市八万町下長谷8-3
150 コパン 徳島市秋田町1丁目38モーメントビル4Ｆ
151 相撲茶屋両國 徳島市秋田町2-25
152 ギャラリー文化座 徳島市国府町井戸高輪地63-1
153 WAKAリストランテ 徳島市蔵本町3-8中野ビル1F
154 旬菜しなり 徳島市栄町1丁目8-1丸山ビル1Ｆ
155 山査子 徳島市栄町1丁目15キャッツビル5F
156 呑non 徳島市秋田町1丁目47番地カーニバルプラザビル2F
157 しゅう 徳島市助任橋4丁目4-1
158 Dera 徳島市栄町1丁目50言問ビル2F
159 八剣伝阿波住吉店 徳島市城東町1-21金子ビル1F
160 杉の子 徳島市北沖洲2丁目9-4
161 阿波横丁 徳島市鷹匠町1-52-1
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162 やきとりびんずる 徳島市南新町2丁目17佐藤ビル1F
163 カラオケ村ジャイブ 徳島市川内町鈴江北3-2
164 Karlito's　BB　MEX 徳島市富田町2-38西山ビル1F
165 阿波の彩りびざん 徳島市元町1丁目5-1
166 Cafe & Bar ドンガバチョ 徳島市元町1丁目5-1
167 タリーズコーヒー徳島駅前店 徳島市元町1丁目5-1
168 茜どき徳島駅前店 徳島市元町1丁目5-1
169 一品料理花ちゃん 徳島市鷹匠町1丁目29-3
170 リストランテSOLAIA 徳島市南庄町2丁目25-1
171 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
172 桔梗 徳島市富田町2丁目22-1中山ビル1F
173 シングル 徳島市栄町1丁目70-1ワールドプラザ5F
174 ファーマーズカフェ 徳島市大松町上ノ口35
175 カルネ屋 徳島市栄町1丁目65
176 旬魚菜まこと 徳島市住吉4丁目5-82
177 ciel 徳島市秋田町1丁目41
178 ファーロ 徳島市籠屋町1丁目15吉田ビル2F
179 本格炭火焼鳥はなれ 徳島市富田町2丁目34富田町ビル1F
180 ティールーム古城 徳島市両国本町１丁目25古城ビル2F
181 カフェレスト胡桃の木 徳島市大松町榎木原外12
182 徳島大学生活協同組合 Diningキララ 徳島市南常三島町1丁目1番地 
183 徳島大学生協 Emi#re 徳島市南常三島町2丁目1番地
184 徳島大学生協 kitchen Saku-LA 徳島市庄町1丁目78-1
185 徳島大学生協 KURA-LA 徳島市庄町1丁目78-1
186 徳島大学生協 Uni Emeal 徳島市住吉2丁目5-12
187 NARUTOBASE.BAR TOKUSHIMA STATION 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1F
188 赤から徳島沖浜店 徳島市山城西3-38
189 焼肉千家 徳島市国府町日開字西664-4
190 きんこん館 徳島市沖浜東3-65-4
191 幾 徳島市秋田町1丁目10アトラスⅡビル5F
192 カリビヤン・ナイト・3 徳島市秋田町1丁目20
193 まひまひ 徳島市栄町2丁目7-4森住ビル2F
194 HANAMARU 徳島市銀座25番地銀座ビル2F
195 こだわりとんかつ山かつ国府店 徳島市国府町井戸字堂浦30-1
196 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
197 Bar Rumor 徳島市栄町1-59近藤ビル1F
198 茶茶家 徳島市かちどき橋2丁目20戎井ビル1F
199 BAR Magdalene 徳島市栄町1丁目13
200 レストラン ジョワ 徳島市南新町2-17
201 カラオケ ロイヤルサウンド 徳島市紺屋町16-1
202 鉄板焼月六 徳島市富田町2丁目36とくしまグルメビル6F
203 家庭料理大賀 徳島市栄町1-29-2照観光ビル1Ｆ
204 とば作阿波の夜まち店 徳島市栄町1丁目25-2新星ビル1F
205 スナックアクセスⅡ 徳島市栄町1丁目36コスモプラザ2F
206 スナックM 徳島市栄町1丁目36コスモプラザ徳島502
207 竹の家富田町店 徳島市富田町2丁目34番地富田町ビル2F
208 Lounge Lu& 徳島市栄町1-13アンビシャスビル1Ｆ
209 コフィア アラビカ 徳島市国府町府中242-13
210 LAMP 徳島市鷹匠町一丁目35-2F　BIG24ビル
211 TERRACE CAFE LAMP 徳島市佐古二番町2-15
212 炭火七輪 焼肉 牛之助 徳島市末広2丁目103-1 
213 nico 徳島市佐古六番町11-8
214 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
215 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 
216 日本料理 藍彩 徳島市寺島本町西1丁目61番地 
217 阿波割烹 五十鈴 徳島市秋田町1丁目67番地
218 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1F
219 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1F
220 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1F
221 鎌倉パスタ徳島山城店 徳島市山城西4-36-37
222 都乃朶 徳島市富田町一丁目25
223 LIVE&BAR Funky Chicken 徳島市栄町1丁目50言問ビル2F
224 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
225 栄寿司 徳島市秋田町1丁目15
226 poesia 徳島市秋田町1丁目54ロイヤルクレイン秋田町1F
227 料亭しまだ 徳島市富田町2丁目7-4
228 アナリスト 徳島市秋田町1-22味園ビル2F
229 屋台串焼 徳島市栄町1丁目18番地栄町広場
230 バリカフェアスリ 徳島市大道2丁目5番地奥田ビル1F
231 マドラス 徳島市南昭和町5丁目83-11
232 cafeBOM BOM 徳島市末広4丁目1-17
233 Iris 徳島市栄町1-59大三ビル2号館3F
234 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
235 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
236 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
237 月日亭 徳島市八万町下福万69
238 食彩と酒楽ほっこり 徳島市栄町1丁目39-1ゴリラ横丁ビル4F
239 阿波MAX 徳島市助任橋3丁目26みのりビル1F
240 御料理 明日香 徳島市富田町1丁目38
241 突貫亭 金沢本店 徳島市金沢2丁目2-37
242 突貫亭 佐古店 徳島市佐古七番町3-27
243 LONGBAR 徳島市栄町1丁目7-3三原ビル5F
244 キラハウス 徳島市城東町1丁目8-57
245 BAR Lien 徳島市栄町1丁目59番地大三ビル2号館5F
246 カラオケ喫茶パッション 徳島市西新浜町1丁目24-1
247 味の城 徳島市両国本町2丁目26-2
248 APEX FOLLOW 徳島市秋田町1丁目29パパガーロビル3F
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249 とば作昭和店 徳島市昭和町6丁目35番地
250 おにぎり屋 トバスケ 徳島市幸町2丁目6-1
251 天山閣中吉野店 徳島市中吉野町1丁目13
252 天山閣川内店 徳島市川内町平石夷野68-2
253 天山閣国府店 徳島市国府町井戸字堂ノ裏38-5
254 ふじや蔵本本店 徳島市庄町一丁目22番地
255 ふじや総本店 徳島市国府町日開字東437番地1
256 タン次郎イオンモール徳島店 徳島市南末広町4番1号
257 タン次郎北矢三店 徳島市北矢三町3丁目815番4
258 火間土応神店 徳島市応神町西貞方字中園1番1
259 かたに商店城東店 徳島市城東町2丁目1-26
260 TOMATO's BAR 徳島市秋田町1丁目26-2トマトビル1F
261 コンパス 徳島市紺屋町5-3アクティ21
262 うさぎぃず億園 徳島市秋田町二丁目19平成ビル4F
263 DRAGON 徳島市紺屋町17クイーンズスクエアビル4F
264 Angel 徳島市紺屋町17クイーンズスクエアビル4F
265 カフェレストラン亭望 徳島市北矢三町2丁目10-53
266 ラウンジセノーテ 徳島市秋田町1丁目19番地香川ビル5F
267 プリマドンナ 徳島市栄町1丁目36コスモプラザ201
268 cafe eats gattino 徳島市北沖洲1丁目7-55
269 闘牛 徳島市鷹匠町1丁目29ツインヒルズビル1F
270 お好焼ふっくら 徳島市方上町舟戸川33-7
271 SAIRAI 徳島市紺屋町13-1とと喝ビル3F
272 ShotBarLily 徳島市秋田町1丁目8-2川村ビル2F
273 ウッドアイビス 徳島市両国本町2丁目29
274 洋風酒場NIKINCHI 徳島市秋田町1丁目8-2川村ビル2F
275 焼鳥ごん 徳島市籠屋町2丁目10
276 たけだ 徳島市栄町1丁目15-3TKB2F
277 SAYURI 徳島市秋田町2丁目9番地わたなべビル3F
278 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2F
279 めんそーれ 徳島市鷹匠町1丁目9番鷹匠町ビル
280 R.T.S B-39 徳島市秋田町2丁目9番地わたなべビル1F
281 Snack 栄助 徳島市栄町1丁目71-1第三光洋ビル3F
282 F'sKITCHEN 徳島市助任橋3丁目20-1
283 スナックchappy 徳島市栄町一丁目49-4築地ビル4F
284 優雅 徳島市秋田町1丁目17-1アークビル3F
285 東京純豆腐イオンモール徳島店 徳島市南末広町4-1イオンモール徳島4F
286 籠屋町鳴帆渡 徳島市籠屋町2丁目25番地
287 萬作 徳島市紺屋町23-1
288 とば作末広店 徳島市大和町2丁目2-72
289 春こま 徳島市津田町一丁目1116ｰ11
290 レストハウス・マレット 徳島市上八万町西山433番地
291 和喜 徳島市秋田町2丁目27番地武田ビル
292 奏～kanade～ 徳島市栄町1丁目62-2佐藤ビル2F
293 アフロディテ 徳島市秋田町1丁目32Y'sビル2F
294 BAR LOOSE 徳島市栄町1丁目42番の1グローリービル3F
295 オンリーワン 徳島市秋田町2-9わたなべビル1F
296 和牛焼肉あがりや 徳島市国府町日開字東447-2
297 ローズカフェAKASAKO 徳島市三軒屋町下分62-1
298 feather 徳島市栄町1-49築地ビル4F
299 ひとみBarLounge 徳島市栄町1丁目26番地4RⅡビル3F
300 ティンカーベル 徳島市秋田町1-22味園ビル2F
301 かくれんぼ 徳島市富田町一丁目27大栄ビル1F
302 レストラン阿波の幸和美彩美 徳島市東沖洲2丁目14
303 マチアソビCAFE眉山 徳島市眉山町茂助ヶ原1番地
304 ufotableCafe徳島 徳島市東船場町1-13国際東船場113ビル2F
305 808カフェ デメテール 徳島市佐古2番町17-8
306 ufotable CINEMA 徳島市東新町1-5-3
307 ママキッチン アクア 徳島市栄町1丁目36番地コスモプラザ徳島4F
308 ハップン 徳島市中徳島町2丁目13番地
309 イルローザ北佐古店 徳島市北佐古一番町79-3
310 パンケーキカフェ mahalo 徳島市南昭和町5丁目99-1浜の前マンション2棟101
311 ラウンジサンパギータ 徳島市栄町1丁目22番地ホワイトビル4F
312 木村スパゲティ 徳島市寺島本町東1丁目12-2フクヤビル1F
313 新町の洋食屋MIRO 徳島市東船場1-19-1高畠ビル1F
314 ラーメン東大大道本店 徳島市大道1丁目36
315 徳島ラーメン麺王川内店 徳島市平石夷野240-1
316 中華そばやまきょう 徳島市北矢三町3丁目7-11
317 ジェイド 徳島市鷹匠町1丁目21番地レイナビル1F
318 とりけん 徳島市大道2丁目45-2
319 森珈琲店 徳島市寺島本町西1丁目57徳島駅前ターミナルビル1F
320 和田の屋本店 徳島市眉山町大滝山5-3
321 お好み焼 いか十 徳島市東新町1丁目28-1
322 TOMMY 徳島市寺島本町西1丁目59ポッポ街1F
323 麺屋食堂花月 徳島市元町1丁目8番地元町ビル1F
324 S.B DINER TOKUSHIMA 徳島市両国本町1-14
325 LOUNGE REVIA 徳島市秋田町1丁目10番地アトラスⅡビル4F
326 おしゃれ泥棒 徳島市富田町1丁目20ケンバンビル5階
327 妃織 徳島市秋田町1丁目50アクティ異人館5階
328 bar lounge moana 徳島市栄町1丁目16番地アップフィールド栄町5F
329 JIRO'SギターBAR 徳島市栄町1丁目30J'Sビル1階
330 Live Bar Space 徳島市秋田町1丁目19香川ビル4F
331 GEEK 徳島市籠屋町2丁目23番地
332 Cafe bar RayCharls 徳島市秋田町1丁目47番地コンパビル3F
333 シトロン 徳島市銀座17-1福助ビル第60
334 焼肉 信玄 徳島市富田町2丁目31
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335 アニメバーあにらぼ 徳島市籠屋町2丁目16-1まこと土地ビル2F
336 ワールドボーイ 徳島市鷹匠町1丁目33番地丸平ビル1F
337 オーロラ 徳島市秋田町1丁目22味園ビル4F
338 庄助 徳島市栄町1丁目17番地の1
339 有限会社寿屋 徳島市一番町3-5
340 Mint-an 徳島市秋田町1丁目29パパガロービル2F
341 春日 徳島市紺屋町20あわやビル5F
342 eclatante Cru 徳島市栄町1丁目7-2大三ビル2号館2F
343 Jeari 徳島市栄町1丁目19番地さくらビル2F
344 あじろ 徳島市吉野本町六丁目一
345 OSANPO Kitchen Cafe 徳島市住吉4丁目5-78
346 カラオケ喫茶トクソウ 徳島市八万町内浜23
347 フジムラコーヒ 徳島市国府町府中556-6
348 カラオケまねきねこ徳島両国橋店 徳島市両国橋15-1青木ビル2F
349 カラオケまねきねこ徳島南末広店 徳島市南末広町4-88-1
350 カラオケまねきねこ徳島駅前店 徳島市寺島本町東3-6-1福助ビル
351 炭火焼肉のぐ徳島駅前店 徳島市寺島本町東3-6旭ビル2F
352 ミルポワ 徳島市城南町3丁目1-14
353 マータラ 徳島市住吉6丁目2-3
354 CHU CHU CHURROS CAFE arrangement by CHA-CHA HOUSE イオンモール徳島店 徳島市南末広町4-1イオンモール徳島1F
355 味処 横綱 徳島市一番町2-7
356 さわらぎ 徳島市一番町3丁目5
357 茶茶家 城南店 徳島市城南町1丁目10-8
358 徳島甲羅本店 徳島市川内町大松236-1
359 メモリアル 徳島市秋田町1-9アトラスビル7F
360 ピッツェリアアクアピッコラ 徳島市東新町二丁目22-3
361 カラオケ館徳島南田宮店 徳島市南田宮2-3-105
362 八屋 徳島市南二軒屋町2-1-6
363 田舎屋にしかわ 徳島市中吉野町1丁目9-7
364 日本料理 九岳 徳島市南内町1丁目19-1メゾン内町101
365 スナック あおい薔薇 徳島市秋田町1丁目48コンパビル2F
366 Bar Pallet Hawaiian Hoku 徳島市秋田町1丁目21プラザパート2ビル2F
367 Bar Re:Start 徳島市栄町一丁目54-2岡田ビル2F
368 をちこち 徳島市上八万町樋口266-1
369 浜仲 徳島市末広4-7-16
370 櫻茶屋 徳島市北沖洲3丁目8-61
371 とりかつ 徳島市秋田町1丁目47コンパビル1F
372 江戸屋珈琲 中吉野店 徳島市中吉野町1-13
373 阿波恋しぐれ 徳島市沖浜1丁目6番地
374 和風スナック礼 徳島市秋田町1丁目30松本ビル1F
375 大阪王将徳島沖浜店 徳島市沖浜東3丁目6番
376 花めぐ美 徳島市秋田町1丁目50番地アクティ異人館2F
377 コティ 徳島市寺島本町西1-61-4阿波けんどビル7F
378 Shot Bar Plaire 徳島市栄町1-73トクビル2F
379 コメダ珈琲店徳島沖浜店 徳島市山城西1-1-3
380 金剛茶屋 徳島市南内町1丁目14
381 BERRYS 徳島市南島田町3丁目39
382 chu chu churros cafe徳島駅前店 徳島市寺島本町西1-55
383 葵い鳥 徳島市栄町1丁目34ビアンカビル1F
384 居酒屋元 徳島市八万町大坪175-1
385 手打ちそば無有庵 徳島市沖浜町明治開337-1
386 カレーハウスcoco壱番屋徳島島田店 徳島市中島田4丁目7-3
387 カレーハウスcoco壱番屋JR徳島駅前店 徳島市一番町3丁目24番地
388 花恋 徳島市栄町1丁目39-1ゴリラ横丁ビル5F
389 酒と飯のひら井徳島店 徳島市寺島本町東3-7-2
390 ラウンジ クリスタル 徳島市栄町1丁目59番地大三ビル2号館1F
391 nR 徳島市栄町1-49築地ビル2F
392 バックナイン 徳島市栄町1-36コスモプラザ徳島2F
393 焼鳥番頭 徳島市南田宮2丁目1-78
394 まごころ 徳島市栄町1丁目49-4築地ビル3F
395 lounge SUN 徳島市秋田町1-40牧野ビル3F
396 lounge ONYX 徳島市栄町1丁目36コスモプラザビル5階
397 中国料理 味仙 徳島市寺島本町西1丁目61番徳島ターミナル5階
398 宴会お食事処 富貴 徳島市雑賀町西開80-5
399 味楽 徳島市富田町1丁目20検番ビル2F
400 轟 徳島市栄町1丁目19番地さくらビル
401 富田街ダイニング 坊乃 徳島市富田町2-19
402 ラウンジ017 徳島市鷹匠町1-17鷹匠ビル1F
403 オズ 徳島市通町3丁目23-2
404 アンファン 徳島市東新町1丁目14の1ヒラオカビル2F
405 Door! -montecrew- 徳島市寺島本町東1-20鉄屋ビル2F
406 Our麺 徳島市新町橋1-7さくらまビル1F
407 お食事処いろは 徳島市北田宮3丁目1-11サンシャイン木村ハイツ3
408 濱喜久 徳島市籠屋町2丁目15-2
409 出けん坊 徳島市上八万町星河内460の1
410 ボルドヌイ 徳島市富田町2-28-1大西ビル1F
411 お好み焼き 麻智 徳島市国府町府中68-3
412 LATELIERBLANC 徳島市国府町井戸字左ヶ池11-2
413 ひいきや 徳島市紺屋町27番地CASA27ビル
414 ねこやまねこ 徳島市八万町下長谷225-7
415 焼肉大和 徳島市住吉3-1-23
416 カレーハウスCOCO壱番屋徳島国府店 徳島市国府町府中字柿の原田722ー4
417 お多福軒 徳島市丈六町丈領164-20
418 やどり菜。 徳島市応神町古川字戎子野139-12
419 居酒屋万歳 徳島市秋田町1丁目25-1天満屋森ビル1F
420 石松 徳島市南新町1丁目30番地
421 まいどおおきに 二軒屋食堂 徳島市南二軒屋町3丁目2-20
422 阿部珈琲館 徳島市徳島町3丁目5ウィズダム徳島町1F
423 たまり場 千歳楽・萬歳楽 徳島市秋田町店2丁目26-2ピア竹内3F
424 Anything 徳島市秋田町1-50アクティ異人館4F
425 まいどおおきに徳島千代田食堂 徳島市金沢2-1-53

徳　島　市



426 おばんざい きょん 徳島市秋田町二丁目36高橋ビル1F
427 ラーメンくるまや蔵本店 徳島市蔵本町3丁目15
428 ラーメンくるまや常三島店 徳島市中常三島町1丁目17-6
429 語らいバーマンテンサン 徳島市紺屋町20あわやビル4F
430 HARRY MONTAGNE 徳島市秋田町1丁目9番地アトラスⅠビル6F
431 ミスタードーナツマルナカ徳島ショップ 徳島市西新浜町1-45-1
432 ミスタードーナツイオンモール徳島ショップ 徳島市南末広町町4-1
433 城南高校学生食堂 徳島市城南町2-2-88
434 JA会館食堂 徳島市北佐古一番町5-12
435 花んらん 徳島市南島田町3丁目26-5
436 新聞放送会館(徳島新聞)食堂 徳島市中徳島町2-5-2徳島新聞4F
437 四国電力社員食堂 徳島市寺島本町東2-29
438 城ノ内高校学生食堂 徳島市北田宮1-9-30
439 科学技術高校学生食堂 徳島市北矢三町2-1-1
440 徳島北高校学生食堂 徳島市応神町吉成字中ノ瀬40-6
441 流通会館食堂 徳島市川内町平石流通団地51
442 徳島貯金事務センター社員食堂 徳島市南前川町2-5
443 徳島中央警察署食堂 徳島市徳島町1-5-2
444 しゃぶしゃぶ すきやき はづき 徳島市両国橋34はっとり両国橋ビル2F
445 スナックわが家 徳島市鷹匠町1丁目31坂井ビル1F
446 昭和サロン 1968 徳島市栄町1-30J'sビル2F
447 GOTO'S BAR 徳島市秋田町1丁目23プラザパート2ビル5F
448 株式会社阿波銀行研修所食堂 徳島市上八万町広田163-1
449 徳島市役所食堂 徳島市幸町2丁目5徳島市役所
450 株式会社阿波銀行本店9F食堂 徳島市西船場町二丁目24番地の1
451 中華そばくろすけかまだ 徳島市国府町日開1120-1
452 きょうとあん貴川 徳島市富田町1丁目21甲子園ビル4F
453 とり政 徳島市南矢三町1丁目3-55
454 ルシェンテ 徳島市栄町1丁目66-1栄町ビル3F
455 トゥファイブ 徳島市鷹匠町1丁目35番地ジャパンブルービル3F

456 うな弘 鳴門市瀬戸町堂浦字本浦上35
457 野菜のしあわせ 鳴門市大麻町市場字喜来屋敷5-1
458 お好み焼き仲見世 鳴門市撫養町弁財天ハマ8-3
459 Dear… 鳴門市撫養町小桑島字前組140プレジール鳴門1F北
460 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
461 万里荘 鳴門市瀬戸町大島田字中山1-1
462 ホテルリッジ　バー 鳴門市瀬戸町大島田字中山1-1
463 g’suffa Prost! 鳴門市撫養町南浜東浜667
464 洋食元 鳴門市大麻町板東字塚鼻124-2
465 喫茶サンタモニカ 鳴門市撫養町大桑島字蛭子山字番外1-5
466 からから 鳴門市撫養町木津904-3
467 カラオケWAVE鳴門店 鳴門市大津町木津野字西辰巳1-3
468 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
469 あじの家 鳴門市撫養町小桑島字前組133
470 DANKE-STUDIO 鳴門市撫養町斎田字大堤309
471 桜ら家 鳴門市撫養町小桑島字前組132
472 渦見茶屋 鳴門市鳴門町土佐泊浦字福池65
473 さぬき手打ちうどん丸亀 鳴門市撫養町黒崎字松島372
474 LiarLiar 鳴門市撫養町小桑島字前浜270
475 THE NARUTO BASE 鳴門市撫養町黒崎松島125
476 おとぎの国 鳴門市撫養町小桑島字西37-2
477 活魚王将 鳴門市撫養町小桑島字前浜130-5
478 うどん乃岡田屋 鳴門市大津町吉永17-13
479 まる天 鳴門市撫養町斎田字東発42-4
480 大和 鳴門市撫養町小桑島字前浜273
481 TRUTH 鳴門市撫養町小桑島字前浜275第3西谷ビル109
482 ラッキー 鳴門市撫養町斎田字大堤197
483 味処あらし 鳴門市撫養町大桑島字北の浜51-1
484 ROSE BAY 鳴門市鳴門町高島字中島189-8
485 片山水産 鳴門市北灘町粟田大岸16-1
486 イルローザ鳴門店 鳴門市撫養町黒崎字松島405
487 からだに優しいレストラン ガーディアン 鳴門市鳴門町高島山路430
488 Cafe&Bar CeReZo 鳴門市撫養町斎田字大堤228番地ホテル・ファーストシーズン1F
489 四川料理 花梨 鳴門市撫養町黒崎字松島127番地
490 レストサロン白梅 鳴門市里浦町粟津西開番外10-8
491 たまり場 鳴門市撫養町小桑島字前浜53-1
492 鳴門病院職員外来食堂 鳴門市撫養町黒崎字小谷32
493 泉製作所社員食堂 鳴門市瀬戸町明神字板屋島112-1
494 鳴門渦潮高校学生食堂 鳴門市大津町吉永595
495 共和ライフテクノ(株)社員食堂 鳴門市里浦町里浦字花面85
496 パークin 鳴門市鳴門町土佐泊浦福池65エスカヒル鳴門
497 門前一番街 鳴門市大麻町板東西山田23
498 酒肴彩はんなり 鳴門市撫養町小桑島字前浜272

鳴　門　市

徳　島　市



499 日本料理ふじさき 小松島市立江町字小田ノ浦112番地の1
500 スナック三條 小松島市小松島町字外開15番21号
501 一番亭羽ノ浦店 小松島市大林町高橋141-1
502 まんぷく亭 小松島市大林町字宮ノ本60番地4
503 カラオケトマトハウス 小松島市大林町字宮本60
504 かく 小松島市赤石町4-83
505 雄雅 小松島市小松島町網渕1-1
506 台湾茶房阿里山ウパラ店 小松島市小松島町外開15-34
507 お好み焼きまさき 小松島市小松島町字新港33
508 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
509 BAUMcafe 小松島市松島町2-25
510 とり勢 小松島市南小松島町1番15号
511 岡本中華 小松島市中田町字奥林60-1
512 中華そば猪虎 小松島市横須町8-52
513 oden 小松島市金磯町9番10号
514 たこ焼きひまちゃん 小松島市中郷町長手1-3
515 喫茶ネオ・ポリス 小松島市小松島町字新港37番5号
516 小松島高等学校食堂 小松島市日開野町字高須47-1
517 スナックシルク 小松島市小松島町字外開23-1
518 パブハウスセピア 小松島市小松島町字外開15-7
519 きっちん彩 小松島市横須町16-27須崎店舗
520 リゾートダイニングファン 小松島市金磯町8番37-2
521 オーシャンズワールド 小松島市小松島町字新港10-2
522 カラオケまねきねこ小松島店 小松島市中田町字内開4-11
523 鉄板焼 昴 小松島市小松島町外開23-22伊内ビル1F
524 しょうちゃん 小松島市和田島町松田新田185-1
525 モンキーターン 小松島市神田瀬町3-1ホーライマンション101
526 カレーハウスCOCO壱番屋小松島バイパス店 小松島市大林町森ノ本60-1
527 炭七輪のはな牛 小松島市大林町字高橋142-1
528 おれんじbis 小松島市横須町15-24

529 カフェ・スペースわあるど 阿南市富岡町滝の下12-5
530 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
531 居酒屋菜の花 阿南市富岡町南向26-1
532 スナックあざみ 阿南市富岡町西仲町371-1
533 セピア 阿南市富岡町あ石6-5
534 情熱ホルモン阿南酒場 阿南市日開野町谷田485-1
535 のむのむ 阿南市富岡町あ石5-1
536 Cafe K&Ai 阿南市羽ノ浦町春日野1丁目797
537 BOSCOBEL 阿南市吉井町皇神7-3
538 ラウンジ宏美 阿南市津乃峰町長浜460-1
539 和洋れすとらん居古奈 阿南市羽ノ浦町岩脇神代地45-7
540 vespertineくれは 阿南市富岡町南向28-2南海第6ビル1Ｆ
541 ふれあい 阿南市富岡町あ石3-12
542 スナック千寿 阿南市富岡町トノ町62-1
543 魚まさ 阿南市富岡町南向26-4武田ビル1F
544 こだわりの一杯響 阿南市津乃峰町長浜126-4
545 カラオケ喫茶愛 阿南市那賀川町上福井橋本47-4
546 ほっこり酒場想家 阿南市富岡町南向23-2
547 山茂 阿南市羽ノ浦町宮倉羽ノ浦居内97
548 吉田屋 阿南市富岡町西石塚3-7
549 日本料理ます膳 阿南市那賀川町芳崎476-1
550 吟月 阿南市橘町幸野35-10
551 いざかや大黒屋 阿南市見能林町西石仏7
552 Le・arru 阿南市富岡町トノ町67-1テナントアナン2F
553 喫茶シャトレー 阿南市福井町吉谷52-1
554 カラオケ モンレーヴ 阿南市津乃峰町長浜120-1
555 和み処みっちゃん 阿南市富岡町今福寺46-6なんなんビル2F
556 天山閣阿南店 阿南市学原町大深田15番1
557 かたに商店阿南店 阿南市才見町三本松43-1
558 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
559 有限会社紅葉屋 阿南市富岡町内町244
560 スナックM 阿南市冨岡町南向23-2
561 リストランテ岡本 阿南市深瀬町北久保32番地
562 ウト・ウーク 阿南市橘町北新田1-2
563 カリーうどん かまたまーる 阿南市橘町青木55-1プラージュ橘
564 みやこ 阿南市津乃峰町東分113-17
565 さくらんぼ 阿南市羽ノ浦町中庄大知渕64-4
566 カレーハウスCOCO壱番屋フジグラン阿南店 阿南市領家町土倉13番地1
567 モスバーガー阿南店 阿南市才見町荒井ヶ内2-1
568 笑家 阿南市学原町中西38-5
569 阿南カントリークラブ クラブハウス 阿南市橘町江ノ浦88
570 阿南の酒場とりやつきや 阿南市富岡町あ石12-11
571 創作居酒屋月や本店 阿南市富岡町佃町556-9
572 女神の割烹 AMATIR 阿南市中林町大浜10-7
573 日亜化学東厚生棟社員食堂 阿南市上中町岡491
574 日亜化学西厚生棟社員食堂 阿南市上中町岡491
575 藤崎電機カフェテリア 阿南市阿南市辰巳町1-38
576 焙煎珈琲 羅歩屋 阿南市下大野町太平205-4
577 阿波橘海産 阿南市橘町豊浜36-20

小　松　島　市

阿　南　市



578 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
579 スナック・・・ing 吉野川市鴨島町鴨島429-1
580 炙り空間炎乃華 吉野川市鴨島町中島大止425
581 居酒屋たちばな 吉野川市鴨島町上下島431-1
582 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
583 cafe Neo 192 吉野川市鴨島町麻植塚384-7
584 魚蔵 吉野川市鴨島町西麻植字絵馬堂33-1
585 Lounge優 吉野川市鴨島町鴨島字神島463-1
586 居酒屋みつなり 吉野川市鴨島町内原203-3
587 DartsBar創生児 吉野川市鴨島町鴨島435-9-1
588 八剣伝鴨島店 吉野川市鴨島町上下島松元388-1
589 コーヒーレスト豆の木 吉野川市鴨島町鴨島394-10
590 スナックオビ 吉野川市鴨島町鴨島460-8
591 平吉 吉野川市鴨島町知恵島761-3
592 カラオケバンバン吉野川店 吉野川市鴨島町内原153-1
593 lounge由月 吉野川市鴨島町鴨島454-17
594 吉野川製麺所 吉野川市鴨島町西麻植字東禅寺77番3
595 寿寿 吉野川市鴨島町鴨島461-10
596 カラオケ喫茶人生私らしく 吉野川市川島町桒村329
597 ラウンジエンゼル 吉野川市山川町堤外20-16原井テナント1F
598 仁未 吉野川市美郷古土地164
599 お好み焼きあーちゃん 吉野川市鴨島町鴨島370-17佐藤ビル1F
600 居酒屋 あじろ 吉野川市鴨島町鴨島458-21
601 割烹富陵 吉野川市鴨島町鴨島469-14
602 たにだ 吉野川市山川町川東55-4
603 阿波銀行事務センター食堂 吉野川市鴨島町上下島字大北716-11

604 カラオケスタジオ響 阿波市市場町山野上字大西175-3
605 シティランド 阿波市阿波町中坪365-1
606 最後の1ドル、市場店 阿波市市場町上野段607-1
607 株式会社御所リゾート秋月 阿波市土成町吉田字梨木原1番地1
608 串やのんの 阿波市阿波町大道北122-3
609 アワーズ食堂 阿波市阿波町伊沢田88
610 きららカフェ 阿波市市場町香美字渡10番地1
611 よしの 阿波市吉野町西条字大西74-2
612 居酒屋かくれんぼ 阿波市阿波町南整理215-3
613 やきとり若 阿波市市場町市場字岸ノ下185番地1
614 ハートプラザ住友 阿波市土成町土成大法寺8
615 アエルワ食堂 阿波市市場町切幡字古田190
616 十川ゴム社員食堂 阿波市阿波町東川原29
617 小判寿し 阿波市阿波町大道北56-1

618 一番亭脇町店 美馬市脇町拝原1777番地6
619 旬やていじ 美馬市脇町字拝原238-1
620 カラオケWAVE脇町店 美馬市脇町猪尻字若宮南105番1
621 季節料理冨士本 美馬市穴吹町穴吹岡47
622 赤のれん 美馬市穴吹町穴吹字大平37-1
623 カフェ角屋 美馬市脇町大字脇町152-1
624 カエルム料理店 美馬市脇町字拝原1587
625 ル・ヴェルジュ 美馬市脇町大字猪ノ尻字西分89-29
626 スナックチャチャ 美馬市美馬町字轟1-4
627 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
628 Lounge Luire 美馬市脇町大字猪尻建神社下南158-2
629 天山閣脇町店 美馬市脇町字拝原2514-1
630 かたに商店脇町店 美馬市脇町拝原2008-1
631 セレナーデ 美馬市脇町字東山1755-6
632 DINING HARU 美馬市脇町大字猪尻字西分142-1
633 カラオケバーCOCONE 美馬市脇町大字猪尻字建神社下南6
634 とっと屋誠庵 美馬市穴吹町穴吹岡49
635 カラオケ喫茶歌暮家 美馬市脇町助松1302
636 うどん屋のぶ 美馬郡つるぎ町貞光字大須賀42-8
637 有限会社 日乃出本店 美馬市穴吹町穴吹字岩手24-7
638 赤から徳島脇町店 美馬市脇町字拝原1766-1
639 藍蔵 美馬市脇町大字脇町55
640 四季料理森友 美馬市脇町大字猪尻字建神社下南121-1
641 皿そば楽庵 美馬市脇町大字猪尻字西分142-1
642 めだかの家脇町店 美馬市脇町拝原1704-1
643 亜魅光 美馬市穴吹町三島字小島954-1
644 Lounge Rosy 美馬市美馬市脇町大字猪尻字東分56-2
645 PHC(株)社員食堂 美馬市脇町大字猪尻字西上野110
646 スナック Dear 美馬市脇町大字猪尻字建神社下南180-1五番街2F

647 県立三好病院食堂くう 三好市池田町シマ815-2
648 リバーサイドD-愛 三好市池田町大利字大西5-4
649 カラオケビリーボックス 三好市井川町タクミ田60-3
650 憩い茶屋にしかわ 三好市三野町芝生1270-2
651 山あい 三好市池田町ウエノ2618
652 コーヒー&ケーキショップ俊屋 三好市池田町マチ2190
653 里美 三好市池田町サラダ1754-12
654 麺処はくあい 三好市池田町サラダ1612-29
655 スナックプレジデント 三好市池田町サラダ1758-2
656 スナック希愛 三好市池田町サラダ1803-1
657 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
658 Cafe&ジビエ 三好市山城町上名1553-1道の駅大歩危内
659 中川鮮魚店 八幡末広 三好市井川町八幡80-1
660 有限会社かずら橋タクシー（おのみ屋） 三好市西祖谷山村善徳50-3
661 有限会社めだかの家 三好市池田町サラダ1758-10
662 料理仕出し高橋 三好市井川町井内西5184-8
663 祖谷そば もみじ亭 三好市山城町西宇1468-1

664 Bar IRORI 勝浦郡上勝町大字福原字庵ノ谷27番地

吉　野　川　市
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上　勝　町



665 嵯峨峡 渡月 名東郡佐那河内村下字中溝6-1

666 スナックZeal 名西郡石井町石井136-8
667 カラオケサイン 名西郡石井町石井字白鳥205-2
668 うどんいっきゅう 名西郡石井町高川原字加茂野312-1 
669 ふる竹 名西郡石井町浦庄字下浦344-5
670 麺家新 名西郡石井町浦庄字下浦354-1
671 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
672 居酒屋優 名西郡石井町高原字東高原110-4
673 自然派ハム工房リーベフラウ 名西郡石井町高川原字高川原2268-3
674 Chez Colette 名西郡石井町石井字石井656-1
675 かたに商店石井店 名西郡石井町高川原字天神670-1
676 デュラム 名西郡石井町石井字城ノ内187-1
677 Hands 名西郡石井町石井字石井751-1
678 みんなの夜ご飯玉郎石井本店 名西郡石井町石井字石井2501-1
679 京もつ鍋ホルモン朱々徳島石井 名西郡石井町高川原字加茂野312-1
680 中華そば猪虎 石井店 名西郡石井町高川原天神544-1フジグラン石井敷地内
681 直心庵 名西郡石井町藍畑高畑1424-8
682 焼肉ichi 名西郡石井町高原字西高原201-1

683 どちらいか 名西郡神山町神領字北191-1

684 レストラン菩提樹 那賀郡那賀町和食郷字田野62
685 たちばな食堂 那賀郡那賀町木頭出原字シモマチ35-1
686 いわさ料理店 那賀郡那賀町和食字町33-1

687 まっちゃん 海部郡牟岐町大字中村字本村144-9
688 揚子江 海部郡牟岐町大字中村字大谷67-1
689 家形船 海部郡牟岐町内妻字白木34番地
690 めし処 ねんねこ 海部郡牟岐町大字中村字本村54-43
691 muchacha borracha 海部郡牟岐町大字中村字杉谷13-1
692 お好み焼きBOO 海部郡牟岐町中村字本村7の3
693 フランス風料理 フルール 海部郡牟岐町大字川長字新光寺7-3

694 喫茶タートル 海部郡美波町日和佐浦370-1
695 お好み焼てこ屋 海部郡美波町日和佐浦41-1
696 阿波尾鶏中華そば 藍庵 海部郡美波町奥河内字寺前229-1
697 ファミリーマート日和佐店 海部郡美波町奥河内字寺前455

698 スナックエムエグゼ 海部郡海陽町奥浦字西分23-5
699 味政 海部郡海陽町浅川字大田30-1
700 村上旅館 海部郡海陽町大里字尾ノ鼻12番地
701 スタミナラーメン山田中華 海部郡海陽町大里字上中須116-1
702 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
703 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
704 しぶや 海部郡海陽町浅川字川ヨリ西64-2
705 キャロット 海部郡海陽町大里字松ノ本16-1
706 とっと屋 海部郡海陽町四方原53-1
707 宝来堂 海部郡海陽町奥浦字新町53
708 houraido ピア海部店 海部郡海陽町奥浦字町内200
709 豚皇 海部郡海陽町宍喰浦字那佐281-16
710 雅(みやび) 海部郡海陽町多良字大道東15
711 いせだ屋 海部郡海陽町浅川字川ヨリ東40-11
712 カピタン 海部郡海陽町大里字杉谷15-3
713 のなみお好み焼き 海部郡海陽町奥浦字西分28-2

714 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
715 こだわりとんかつ山かつ空港店 板野郡松茂町中喜来字前原3番越15-1
716 江戸屋珈琲松茂本店 板野郡松茂町中喜来前原東四番越5-1-1
717 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
718 赤から徳島松茂店 板野郡松茂町笹木野字八北開拓75-1
719 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
720 カレーハウスcoco壱番屋徳島松茂店 板野郡松茂町笹木野字八北開拓162-1
721 八剣伝阿波松茂店 板野郡松茂町広島字宮ノ前1-3サンブリッジビル1F
722 中国料理 花梨 板野郡松茂町笹木野字八北開拓106-6

723 くるくる炭火焼き民 板野郡北島町北村字大黒56-2
724 Queen of Meat's 板野郡北島町鯛浜字西ノ須174番地
725 フラミンゴ 板野郡北島町高房勝瑞境50-6
726 シネマサンシャイン北島 板野郡北島町鯛浜字西ノ須174フジグラン北島3F
727 えびす製麺所 北島店 板野郡北島町江尻字妙蛇池45-1
728 ビストログテ 板野郡北島町太郎八須字西ノ瀬42-1
729 和風DINING 炭火焼肉のぐ 本店 板野郡北島町鯛浜字川久保170-1
730 珈琲所コメダ珈琲店徳島北島店 板野郡北島町江尻字柳池9-2
731 おきらく酒場ひろと 板野郡北島町高房字勝瑞境54-2番地
732 マカプーカフェ 板野郡北島町中村川田9-1サンライフ北島1F
733 中華そば うえたい 板野郡北島町江尻字妙蛇池48-3
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734 おばんざいこねくと 板野郡藍住町矢上字北分68-9
735 スナック英 板野郡藍住町東中富字長江傍示30-4
736 Acqua 板野郡藍住町富吉字富吉2-1ファインランド酒井1号
737 居酒屋飛騨 板野郡藍住町東中富字長江傍示30-4
738 手打ちそば庵 板野郡藍住町徳命字元村東60-3
739 ビッグエコー藍住店 板野郡藍住町奥野字西中須65-5
740 の家 板野郡藍住町矢上字春日179-4
741 宮武讃岐うどん 板野郡藍住町奥野字東中須88-1
742 日本料理季季 板野郡藍住町東中富字長江傍示4-6
743 やすらぎ 板野郡藍住町住吉字神蔵4-7
744 ナイトカフェ DAYS 板野郡藍住町奥野字乾131
745 大力 板野郡藍住町矢上字北分77番地
746 居酒屋ひとみ 板野郡藍住町矢上字263-60第2かね栄ビル101
747 スナックひとみ 板野郡藍住町矢上字263-61第1かね栄ビル103
748 うちんく 板野郡藍住町奥野字西中須39-5
749 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
750 ハピネスミミ 板野郡藍住町矢上字江ノ口86-6
751 漁師茶屋近海 板野郡藍住町矢上字原56-13
752 スナック恋うさぎ 板野郡藍住町東中富字直道傍示67-13
753 呑処かむろ 板野郡藍住町矢上字安任139やまか街1号館
754 蕎麦 肴 酒 さらざん 板野郡藍住町矢上字北分68-4石川ビル1F
755 牛福藍住店 板野郡藍住町笠木字東野69-1
756 タン次郎ゆめタウン徳島店 板野郡藍住町奥野字東中須88-1
757 タン次郎藍住店 板野郡藍住町東中富字朏傍示22-1
758 鳥ろく藍住店 板野郡藍住町笠木字東野63-1
759 じゅうじゅうカルビ徳島藍住店 板野郡藍住町徳命字元村東107
760 赤から徳島藍住店 板野郡藍住町徳命字元村東109
761 ごくらく酒蔵あぐら 板野郡藍住町奥野字矢上前50-1
762 麺処みのり 板野郡藍住町勝瑞字東勝地201-2
763 喫茶ステップ 板野郡藍住町奥野字矢上前52番地1
764 ミスタードーナツゆめタウン徳島徳島ショップ 板野郡藍住町奥野字東中須88-1
765 シーリングテクノ社員食堂 板野郡藍住町笠木字西野39-3

766 喫茶・峠フレンズ 板野郡板野町羅漢字川原崎11-1
767 こっこ家 板野郡板野町吹田奥宮19-1
768 ピーチィナカフェ 板野郡板野町川端字馬越116-2
769 板野ラーメンやまふく 板野郡板野町大寺字泉口39-1
770 パッソカフェ 板野郡板野町那東字キビガ谷45番22

771 斉藤食堂 板野郡上板町神宅字北屋敷21-17
772 愛の炎 板野郡上板町椎本字四宮東395-3
773 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
774 上板サービスエリア下り線 板野郡上板町神宅山田99-16
775 お好み焼き丸金 板野郡上板町鍛冶屋字居屋敷東40-2
776 カレーハウスcoco壱番屋徳島上板店 板野郡上板町椎本字亀ノ本209-1
777 カラオケ喫茶さち 板野郡上板町西分字法師窪25-6

778 カラオケボックスメロディー 美馬郡つるぎ町半田字松生135-1
779 蓮華 美馬郡つるぎ町貞光字中須賀25-4
780 株式会社貞光ゆうゆう館 美馬郡つるぎ町貞光字大須賀11-1

781 焼肉てっちゃん三加茂店 三好郡東みよし町加茂1914-1
782 高砂 三好郡東みよし町中庄1133-5
783 スナックnewHAPPY 三好郡東みよし町加茂1710番地1
784 味匠藤本 三好郡東みよし町昼間2440-3
785 BREAK 三好郡東みよし町1710-2
786 吉野川サービスエリア(上り線) 三好郡東みよし町足代字柳ノ坪1377
787 焼肉酒家 あぶり亭 本店 三好郡東みよし町中庄1334-1
788 テイクファイブ 三好郡東みよし町加茂5061
789 中華料理 菊花楼 三好郡東みよし町中庄1273
790 仕出し三月田 三好郡東みよし町加茂1861-1
791 仕出し前田 三好郡東みよし町中庄917-5
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