
店舗名 住所

さぬきトーヨー住器㈱ 香川県高松市上天神町374-1番地

丸亀トーヨー住器㈱ 香川県丸亀市土器町東4丁目862番地

Zest 香川県綾歌郡綾川町滝宮1717-3

ベーカリー＆カフェ　カレンズ　ベーカリー 香川県仲多度郡まんのう町吉野下1486-1

name 香川県高松市瓦町2-2-8　サザンクロス1F

喫茶「ながお」 香川県高松市兵庫町3-6

(有)小島履物店 香川県高松市兵庫町11-8

天津甘栗　はまの商店 香川県高松市兵庫町1-4

ヤマネ 香川県高松市兵庫町1-17

骨付鳥　寄鳥味鳥 香川県高松市兵庫町1-24

かねみつ化粧品店 香川県高松市兵庫町10-2

(有)中村電気商会 香川県高松市兵庫町3-2

㈱高松書林 香川県高松市兵庫町2-9

メガネの愛眼堂高松店 香川県高松市兵庫町2-5

宗家　くつわ堂　西店 香川県高松市郷東町574

宗家　くつわ堂　本店 香川県高松市兵庫町4-3

佐野化粧品店 香川県高松市兵庫町1-19

萩の湯　 〈健康交流施設おおのはら〉 香川県観音寺市大野原町大野原1509

（有）トータルカーショップ　シコクボデー 香川県高松市春日町1639-10

居酒屋Ｌａ・なら 香川県高松市伏石町2083-14

CAFE　KONDITOREI　＆　REST　Shika 香川県高松市国分寺町新名7-1

国営讃岐まんのう公園 香川県仲多度郡まんのう町吉野4243-12

おかずや　味菜 香川県高松市兵庫町5-3

菓匠　芝山 香川県高松市香西北町46-2

DEAR　イオン高松店 香川県高松市香西本町1-1（イオン高松ショッピングセンター１F）

パティスリー　Ａｒａｋｉ 香川県高松市林町2547-5

酒と肴　Shin 香川県高松市三条町311-2

枡うどん 香川県高松市福岡町3丁目35-9

高松田町商店街振興組合 香川県高松市田町3-9　2F

FOOT　BUS　高松駅発券所 香川県高松市浜ノ町1番33号

FOOT　BUS　高松中央インター南発券所 香川県高松市林町1533の1番地先

FOOT　BUS　国分寺発券所 香川県高松市国分寺町新名50-2

高松兵庫町商店街振興組合 香川県高松市兵庫町1-15

よーい・ドン 香川県高松市兵庫町4-7

さかえドライ 屋島東店 香川県高松市高松町2373-15

さかえドライ マルナカ春日店 香川県高松市木太町6区2832-1

さかえドライ 古高松店 香川県高松市新田町甲428-3

さかえドライ ゆめタウン高松店 香川県高松市三条町608-1

さかえドライ 三条店 香川県高松市三条町88-1

さかえドライ 本社前店 香川県高松市太田下町2245

さかえドライ 広場店 香川県高松市錦町1-14-3

さかえドライ 片原町店 香川県高松市片原町3-2

さかえドライ レシヴェール店 香川県高松市鍛冶屋町6-3



さかえドライ 田町店 香川県高松市田町8-1

さかえドライ コープ扇町店 香川県高松市扇町2-11-2

さかえドライ 宮脇店 香川県高松市宮脇町1-21-13

さかえドライ　マルナカきなし店 香川県高松市鬼無町藤井585-1

さかえドライ 伏石店 香川県高松市伏石町2084-5

さかえドライ レインボーロード店 香川県高松市多肥下町1579-3

さかえドライ 仏生山東店 香川県高松市出作町311-1

さかえドライ 仏生山駅前店 香川県高松市仏生山町甲843-3

さかえドライ マルナカ円座店 香川県高松市円座町999-1

さかえドライ コープ一宮店 香川県高松市一宮町341

さかえドライ 太田上町店 香川県高松市太田上町494-11

さかえドライ　国分寺店 香川県高松市国分寺町新居1258-3

さかえドライ イオンタウン多度津店 香川県仲多度郡多度津町北鴨2丁目10-1

さかえドライ コープうたづ店 香川県綾歌郡宇多津町浜五番丁49-1

さかえドライ 土器店 香川県丸亀市土器町東5-16-2

さかえドライ　エブリイ六条店 香川県高松市下田井町372-1

さかえドライ　イオン坂出店 香川県坂出市京町1丁目４－１８

お好み焼　せいや 香川県高松市三条町108-1　柴田ビル1Ｆ

pancafe junju 香川県仲多度郡まんのう町西高篠239-7

珈琲屋　アンデルセン 香川県高松市牟礼町牟礼974-7

創作とんかつ　ケ晴レ 香川県高松市浜ノ町1-20　JR高松駅2F

カフェ　グレコ 香川県高松市田町11-2

川淵帽子店 香川県高松市田町9-25

大山メガネ 香川県高松市田町4番地23

としの花屋 香川県高松市田町7-17

BLUE SPOON 香川県高松市木太町5077-3

Hair Make 紫蘭 香川県高松市三条町108-1

トレスタ白山　フロント 香川県木田郡三木町下高岡972-30

ぜいたくラーメン　福一　勅使店 香川県高松市勅使町558-1

CAFE ｲｰ・ｱｰﾙ 香川県綾歌郡綾川町陶3228-1

Yショップ　大川オアシス店 香川県さぬき市津田町鶴羽2326-12

大川オアシス　レストラン 香川県さぬき市津田町鶴羽2326-12

(有)玉木水象堂 香川県高松市田町4-26

ドラッグ　フジサワ薬局 香川県高松市田町4-18

Gemini.by salon de Miyoshi　(サロン　ド　ミヨシ) 香川県高松市田町4-18 田町ハイツ1F

志度ダイハツ 香川県さぬき市志度1950-3

特定非営利活動法人　なないろ 香川県高松市新田町甲1015

パソコン・スマホスクール　ひまわりどっとこむ 香川県高松市勅使町814-2

コンタクトはなこ 香川県高松市南新町8-11　ＷＡプラザビル３Ｆ

名物かまど　高松東店 香川県高松市下田井町631-1

名物かまど　瀬戸大橋店 香川県坂出市西大浜北3-4-43

香川県立武道館 香川県高松市福岡町1-5-5

ニューレオマワールド 香川県丸亀市綾歌町栗熊西40-1

そば屋　福得妙満 香川県木田郡三木町井上2761-3



お菓子処　鶴屋 香川県さぬき市昭和3340-4

有限会社　松屋 香川県さぬき市志度1882-1

Hachiana 香川県高松市花ノ宮町1-11-28

HISAMOTO 香川県高松市上天神町768-2

久本酒店 香川県高松市上天神町768-2

Chezmo～ry（シェ・モーリー） 香川県綾歌郡宇多津町浜四番丁46番地31

NPOわははネット事務局 香川県高松市大工町１-４

文具マイスター Papier 香川県高松市松縄町1135-18

hair studio TRIP 香川県丸亀市蓬莱町56-1

井上誠耕園 香川県高松市田町4-15

骨付鳥・居酒屋　天道 香川県高松市香川町大野1343-1

さぬき名物骨付鳥 田中屋 香川県仲多度郡琴平町685-11

四国石油株式会社　カーケアステーションセルフ綾南町 香川県綾歌郡綾川町陶2692-1

四国石油株式会社　成合町サービスステーション 香川県高松市成合町946-2

四国石油株式会社　土庄町サービスステーション 香川県小豆郡土庄町渕崎2067

四国石油株式会社　加茂サービスステーション 香川県坂出市加茂町62-3

四国石油株式会社　藤塚町サービスステーション 香川県高松市藤塚町1丁目3-28

にこ調剤薬局 多肥 香川県高松市多肥上町1468-1

にこ調剤薬局 檀紙 香川県高松市檀紙町67-1

エース調剤薬局 香川県高松市檀紙町1533-1

アマンデ洋菓子店 香川県坂出市青葉町1-33

医療法人社団清澄会　ミタニ病院 香川県高松市三谷町1680番地1

ほっぽろ 香川県高松市田町4-32

カナクラ観音寺店 香川県観音寺市植田町118-5

カナクラ本店 香川県高松市西春日町1726番地1

カナクラ東かがわ店 香川県東かがわ市松原680

山屋商店 香川県高松市屋島西町1997-2

スクールショップPlazaA 高松店 香川県高松市多肥下町1519-2

名物かまど　高松郷東店 香川県高松市郷東町17-7

名物かまど　高松屋島店 香川県高松市屋島西町1897-3

名物かまど　志度店 香川県さぬき市志度字田中662-2外

名物かまど　坂出駅南口店 香川県坂出市駒止町1-3-4号

名物かまど　丸亀駅前店 香川県丸亀市浜町27-1

名物かまど　丸亀国道店 香川県丸亀市飯野町東二1818-1

名物かまど　琴平店 香川県仲多度郡琴平町700-2

味感　真寿美 香川県丸亀市今津町566-5

大西化粧品店 香川県仲多度郡琴平町258

長崎屋化粧品店 香川県善通寺市上吉田町1-6-10

有限会社加藤化粧品店 香川県高松市一宮町463-2

ピコ 香川県三豊市三野町下高瀬1883-5

ヤマサキ美容室 香川県仲多度郡琴平町535

This TAKAMATSU 香川県高松市古新町10-6　荒木ビル2F

for　hair　ブランシェ 香川県綾歌郡宇多津町浜2番丁12-5　カーサ2番丁1Ｆ

Ｍｉｎｔ　ｈａｉｒ 香川県三豊市山本町財田西1194-1



讃匠　亀城庵　丸亀店 香川県丸亀市城東町2-10-17

讃匠　亀城庵　宇多津売店 香川県綾歌郡宇多津町浜三番丁37-4

美容室ＦＵＫＵＳＨＩＭＡ　ＣＣＰ店 香川県坂出市花町7-9

Flower　Fontaine 香川県高松市檀紙町2098-2

タリースパイス 香川県高松市田町14番地1　田町プラザビル2階

麺賊 香川県善通寺市上吉田町3丁目3-24

玉吉　国分寺店 香川県高松市国分寺町国分132-2

田村うどん店 香川県綾歌郡綾川町陶1090-3

かわたうどん 香川県高松市香南町岡1358-1

ぜいたくラーメン福一　長尾店 香川県さぬき市長尾西1123-4

藤井製麺 香川県木田郡三木町下高岡2575-6

焼鳥　てんやわんや 香川県高松市仏生山町甲388-1

アトリエ　ＮＡＮＡ 香川県高松市春日町170-8

ニュー観海本館　天空ホテル海廬 香川県小豆郡土庄町甲1135番地

ｓｕａｙ 香川県高松市田町8-19　藤川ビル2F

仏蘭西屋 香川県高松市百間町1-8

有限会社髙嶋金物店 香川県高松市田町3-1

かなめや旅館 香川県三豊市詫間町神田下1361

兵庫町歯科 香川県高松市兵庫町2-2

岩佐佛喜堂本店 香川県高松市丸亀町10-3

岩佐佛喜堂　勅使店 香川県高松市勅使町190-1

ＭＩＸＥＲ　ＭＡＮ 香川県高松市百間町8-6

みやじ＆モードメルヘン 香川県高松市南新町8-6

チケットジャパン高松店 香川県高松市兵庫町1-2

ＬｏＬｏ靴店 香川県高松市丸亀町14-5

合資会社野田屋電機 香川県高松市古新町1-6　NODAYAビル1F

オカウチ調剤薬局　多肥店 香川県高松市多肥上町1342-1

オカウチ調剤薬局　林店 香川県高松市林町字中林478-4

アヴァンセ　真鍋呉服店 香川県丸亀市綾歌町栗熊東410-1

株式会社間島畳装飾 香川県高松市高松町2175-22

有限会社入江動物病院　四国動物医療センター 香川県木田郡三木町池戸3308-5

グループリビング　らく楽花園 香川県高松市花園町1丁目1-5

グループリビング　らく楽国分寺 香川県高松市国分寺町柏原1059-2

グループリビング　らく楽一宮 香川県高松市一宮町1570

らく楽　一宮 香川県高松市一宮町1568-1

らく楽歯科クリニック 香川県高松市松福町2丁目4-4

太田クリニック 香川県高松市福岡町2丁目24-26

グループリビング　らく楽多肥 香川県高松市多肥上町1713

グループホーム　らく楽　新田 香川県高松市新田町甲1144-3

グループリビング　らく楽丸亀市役所前 香川県丸亀市通町91-2

ブティック　右川 香川県高松市栗林町1丁目8-11

株式会社メディアコム 香川県観音寺市観音寺町甲3333番地

charme beaute 香川県高松市円座町534

西高松脳外科・内科クリニック 香川県高松市郷東町134-1



えむ調剤薬局 香川県高松市国分寺町新居1359-4

美容室　ＯＺ 香川県観音寺市出作町1019-11

ビューティーサロン　モン・レーブ 香川県観音寺市坂本町7丁目1-21

ひかり整骨院 香川県高松市国分寺町新居288-8

石清水八幡宮　神明殿 香川県高松市東山崎町1098

珈琲　萌木 香川県高松市郷東町117　平成タクシー2F

手打ちうどん　ひさ枝 香川県高松市郷東町796-53

リラクゼーションサロン　マール 香川県高松市円座町字道下603-1

ミートショップ　カワイ 香川県高松市栗林町3丁目11-28

キッチンサポート・タナカ 香川県観音寺市茂木町5-8-16-1

ＢＩＳＴＲＯ　Ｊｅ　ｐａｒｓ 香川県高松市鍛冶屋町1-3　K'sギャラリービル2F

石原消化器内科クリニック 香川県善通寺市生野町1852-1

コスモ調剤薬局　レインボーロード店 香川県高松市多肥上町字日暮1342-9

ENTERTAINMENT　DINER　Penta5on 香川県高松市中山町806-1

コスモ調剤薬局　多肥店 香川県高松市多肥下町字山道362-1

『肉山』　高松 香川県高松市亀井町11-1　川田ビル1F

コスモ調剤薬局　やしま店 香川県高松市屋島西町字子の浜2109番37-2

ラーメン回天 香川県高松市香西東町579-1

belle RIVIERE 香川県高松市三条町645-1

コスモ調剤薬局　仏生山店 香川県高松市仏生山町甲368-2

パティスリーマルヒラ　158 香川県三豊市山本町財田西354-1

山里庵 香川県三豊市財田町財田上6785-3

Ecoとステーション丸亀 香川県丸亀市土器町北1丁目32

ぴこぴこ精肉店　春日 香川県高松市春日町1695-1

ぴこぴこ精肉店　瓦町 香川県高松市瓦町2-10-8

ぴこぴこ精肉店　サンフラワー通り 香川県高松市伏石町2137-2

四国石油株式会社　カーケアステーションセルフ善通寺 香川県善通寺市原田町字土居1256-1

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香川県高松市郷東町567-1

有限会社河野商店 香川県高松市香西本町511-2

名物かまど　高松店 香川県高松市丸亀町2-10

名物かまど　総本店 香川県坂出市江尻町1247

世界のコイン館 香川県観音寺市有明町3-36

かなたまキッチン 香川県さぬき市大川町富田西2594-1

patissier Yama 香川県高松市福岡町1-7-17

Hair salon JOLIER 香川県高松市国分寺町新居1393-1　福江ビル1F

肉のキミズ 香川県高松市国分寺町柏原20-2

pitari 香川県丸亀市城東町2-6-43

御料理　綾瀬 香川県綾歌郡綾川町陶2185-1

Step up 香川県高松市通町3-5　中村ビル2階

陶板鶏焼肉と中津からあげ　将軍武田屋 香川県高松市一宮町933-1

hair　make　GARDEN 香川県丸亀市田村町527-1

八百屋ひとみ　デリカ＆キッチン 香川県高松市田町8-19　藤川ビル1階

篠丸接骨院 香川県仲多度郡多度津町山階533-2

cocokara 香川県高松市鍛冶屋町1-9　THE AIRビル4F



フクシマ美容室　元町店 香川県坂出市元町4-3-28

KIWAJI　市場本店 香川県高松市瀬戸内町30-73

SSGチェーン　フジモト店 香川県小豆郡小豆島町安田甲652-2

やっこ 香川県小豆郡小豆島町馬木甲75-5

株式会社カワニシカバンプロダクト 香川県高松市太田上町384-15

ベネフィットステーション　きたの 香川県小豆郡小豆島町安田144-5

ヘアーサロン　モリカワ 香川県小豆郡小豆島町安田甲28-3

小豆島シーサイドゴルフクラブ 香川県小豆郡小豆島町当浜乙185-6

Ristorante FURYU 香川県小豆郡小豆島町草壁本町872-2

フラワーショップ　瑞香 香川県小豆郡小豆島町安田甲5-3

株式会社藪脇家具店 香川県小豆郡小豆島町安田甲144-193

有限会社寿電気　内海店 香川県小豆郡小豆島町草壁本町602-7

平井商店 香川県小豆郡小豆島町室生341-1

MINORI GELATO 香川県小豆郡小豆島町草壁本町1055-2

手打うどん　すえ宏 香川県小豆郡小豆島町片城44-224

平井電気 香川県小豆郡小豆島町神浦甲426-1

ZIG・ZAG 香川県小豆郡小豆島町片城甲44-204

真砂食料品店 香川県小豆郡小豆島町安田甲47-15

メンズショップ　はやし 香川県小豆郡小豆島町安田甲238-1

HAIR SHOP SENJU 香川県小豆郡小豆島町馬木甲72-8

丸吉精肉店 香川県小豆郡小豆島町馬木甲1004-4

山本事務機 香川県小豆郡小豆島町苗羽甲1360-5

アマンデ　内海店 香川県小豆郡小豆島町安田甲129-1

つくだにの駅　瀬戸よ志 香川県小豆郡小豆島町安田甲144-80

有限会社近藤電機商会 香川県小豆郡小豆島町安田甲6

合資会社山下梅吉商店 香川県小豆郡小豆島町安田甲17-3

織恋路屋 香川県小豆郡小豆島町片城甲44-32

多賀町の食堂　スマイリー 香川県高松市多賀町2丁目15-3

サッカミート 香川県坂出市江尻町1588-1

Sports community STEP 香川県小豆郡小豆島町吉野83-1

有限会社中川サービス 香川県小豆郡小豆島町西村甲181-1

緊急通報装置　ハッピーコール 香川県坂出市元町2-1-1

小豆島町商工会 香川県小豆郡小豆島町馬木甲1032-1

手打うどん　えびす 香川県高松市鶴屋町2-8

株式会社多田文房堂 香川県高松市上林町501-1

介護老人保健施設　らく楽八栗の里 香川県高松市牟礼町牟礼239-3

穴吹米穀店 香川県高松市香川町浅野527-1

さかえドライ　琴平店 香川県仲多度郡琴平町苗田928-4

トレーニングセンター・ザ・ハート 香川県高松市西町23-742-1

美食空間　朴 香川県丸亀市郡家町654-3　M’sコート105

インテリアショップcosta 香川県高松市上福岡町758-8　コーワ住宅1階南3号

森のカフェ 香川県高松市春日町170-3

かに通　高松バイパス店 香川県高松市林町2535-26

Meguru Zero Waste Cafe 香川県綾歌郡綾川町小野甲605-4



いしい歯科クリニック 香川県高松市宮脇町1-3-17

お食事処　のどか 香川県丸亀市綾歌町富熊883-1

本格手打さぬきうどん　竜雲 香川県高松市仏生山町甲3207-2

ビストロ・ボン 香川県高松市栗林町2-4-16

森のそら 香川県観音寺市柞田町甲2171

cafe LUNCH BOX 香川県綾歌郡綾川町陶3943-3

Sherry's Tea Lounge 香川県観音寺市木之郷町682-1

タケサン記念館一徳庵 香川県小豆郡小豆島町苗羽甲2211

キッチン　かぷりす 香川県丸亀市土居町2丁目6-5　香川ビル1F

CREPE DE GIRAFE 高松店 香川県高松市田町14-1　田町プラザビル1F

料理　先 香川県さぬき市大川町富田西2642-3

shellfish kitchen 香川県高松市十川西町362-2　2F

キャットリビングナナ 香川県綾歌郡宇多津町937-2　セブンスストリート1F

ケーキ工房れいくんち 香川県三豊市財田町財田中2604-2

GOOD　NEIGHBORS　COFFEE 香川県丸亀市土器町東9丁目194

GOOD　NEIGHBORS　COFFEE　高松 香川県高松市多肥下町1552-26

GOOD　NEIGHBORS　COFFEE　Relaxing 香川県高松市十川東町55-1

麦香うどん 香川県丸亀市綾歌町岡田上1898-3

46Harbor 香川県高松市瀬戸内町30-73

すずらん鍼灸整骨院 香川県高松市郷東町470-1

ふぁみりー居酒屋だんらん 香川県高松市木太町3628-1

ボルドー洋菓子店 香川県高松市屋島西町1402-10

巡味酒房　よって喜や 香川県木田郡三木町鹿伏205-1

Tenshi no cocochi 香川県高松市鍛冶屋町1-9　THE AIRビル2F

Lily mam 香川県高松市上福岡町2051-1

さぬき麺市場　円座店 香川県高松市円座町999-1

カルメラ　Flower＆cafeshop 香川県高松市川島東町1897-12

朔日 香川県高松市瓦町1-7-13

季節料理　どちらいか 香川県高松市鍛冶屋町1-8　なかむらビル1階

五葉寿し 香川県高松市国分寺町新居462-3

お好み焼鉄板焼居酒屋　桜 香川県高松市瀬戸内町30-73

麻心 香川県仲多度郡琴平町621-9

gallery HacoToCo。 香川県高松市一宮町503-20

ラ・メール・リアン 香川県高松市サンポート2-1

義とも 香川県高松市古馬場町8-63　大久ビル1階

TRATTORIA MOMO 香川県高松市木太町5071-13

クルーズカフェ 香川県丸亀市蓬莱町56-1

Uni-LABO　-整体・ジム- 香川県仲多度郡多度津町北鴨2丁目10-1

新鮮市場きむら　太田本店 香川県高松市太田上町1090-1

新鮮市場きむら　木太店 香川県高松市木太町5056-3

新鮮市場きむら　国分寺店 香川県高松市国分寺町福家甲3136

新鮮市場きむら　屋島店 香川県高松市屋島西町2105-8

まちマルシェ・きむら 香川県高松市丸亀町8-23　丸亀町グリーン東館1F

新鮮市場きむら　香西店 香川県高松市香西東町333-1



新鮮市場きむら　林店 香川県高松市林町字宗高1183-1

元気えむ薬局 香川県高松市国分寺町国分139-7

さぬきマルシェ 香川県高松市鶴市町1010-1


