
店名 住所

(有)京屋 香川県高松市古馬場町13番地4

(有)多田酒店。世界のたばこTADA 香川県高松市常磐町1丁目7番地1

『肉山』高松 香川県高松市亀井町11-1　川田ビル1F

24/7hair 香川県高松市木太町2465-1

46Harbor 香川県高松市瀬戸内町30-73

ABCマート イオンモール高松店 香川県高松市香西本町1-1 

Affiner. 香川県高松市多賀町2-2-27

AKUR hair by tesoro 香川県高松市田町13-12 1F

ALEX COMFORT 香川県高松市丸亀町7番16　丸亀町グリーン西館2F

alvecchio Duomo 香川県高松市片原町10-18

AmiAmi　瓦町FLAG店 香川県高松市常磐町1-3-1　瓦町FLAG4階

Ane Mone 香川県高松市丸亀町7番16　丸亀町グリーン西館1F

AOZORA 香川県高松市瓦町2丁目3-7 冠野ビル1階

Appy.Lash まつげと眉の専門店 香川県高松市松縄町1022-4

ARa 香川県高松市福田町12-14 中桐ビル一階

Art Setouchi Triennale Hotel 香川県高松市西の丸町12-15 Next International Bldg

arti 香川県高松市片原町1-30-1F

ASAKURA　新北店 香川県高松市新北町29-15

ATELIER Moon 香川県高松市鶴市町2030-19

auショップサンシャイン通り 香川県高松市太田上町282-3

AVANゆめタウン高松店 香川県高松市三条町字中所608-1ゆめタウン高松1F

AWESOME STORE 　ゆめタウン高松店 香川県高松市三条町608-1

axes femme(アクシーズファム) イオンモール高松店 香川県高松市香西本町1-1 

Backyard Garden/バックヤード ガーデン 香川県高松市木太町1132-1

Bakery Cafe ル・レーヴ 香川県高松市南新町13-4

Beauty Salon Chainon sogawa 香川県高松市十川西町492-12

BeST店 香川県高松市太田上町字茶園901

BEVERLEY ROCK 香川県高松市上福岡町2056-4

BIBLIO/BRIC 香川県高松市常磐町1-6-6

BIG FOOT WORKS 香川県高松市大工町2-33　橋本ビル1F

Bonciani 香川県高松市南新町3-6三井ビル1F

cafe gallery銀色 香川県高松市南新町12-3　2F

cafe kuguri 香川県高松市多賀町3-4-17

Cafe SHION 香川県高松市古新町5-8

Camellia HAIR(カメリアヘアー) 　イオンモール高松店 香川県高松市香西本町1-1 

CANAAN 香川県高松市常磐町1-1-2　2階

Casual au Alice 香川県高松市内町6-5

C'est bien 香川県高松市亀井町9-1

Chef's Table Piatto 香川県高松市亀井町9-1 亀井町ビル2階

CHELSEA NewYork(チェルシーニューヨーク) 香川県高松市香西本町1-1 

Chou Chou(シューシュー)　高松店 香川県高松市香西本町1-1 

Ci vediamo 香川県高松市瓦町2丁目2-41瀬戸ビル2階



colorsu (カラス)　イオンモール高松店 香川県高松市香西本町1-1 

DEAR　イオン高松店 香川県高松市香西本町1-1

DEAR　屋島店 香川県高松市屋島西町2302-15

DEAR　高松店 香川県高松市御厩町1389-1

DEAR　高松南店 香川県高松市三谷町361-1

DEPOKIRIN(デポキリン) 香川県高松市亀井町3-1

DIGNITY 香川県高松市室新町1032-6 村上ビル1F

Dining&Bar CheerS 香川県高松市御坊町2-1

Dresstale 香川県高松市丸亀町5-10

feneri 香川県高松市高松町2359-1

Fit 香川県高松市鍛冶屋町7-1乃一ビル1F

flower shop 花梶 香川県高松市円座町151-15

Forefront 香川県高松市庵治町6373

FRAU KOBE 　香川高松店 香川県高松市丸亀町12-2

FUJIYA KOBE・シュガー 香川県高松市香川町大野916-1

gallery HacoToCo 香川県高松市一宮町503-20

GOODWILL COLLECTION 香川県高松市鍛冶屋町1-11

GRASS 高松 香川県高松市瓦町2丁目3-7

Green Parks topic 香川県高松市香西本町1-1 

GU　イオンモール高松店 香川県高松市香西本町1-1 

HAIR  ROOTS 香川県高松市松島町1-1-5

hair clear 香川県高松市牟礼町牟礼273-3

HAIR DESIGN FORBICINA 香川県高松市木太町750-1

hair Masako ♪ 屋島店(ヘアーマサコ) 香川県高松市高松町2513

Hair Mode Studio N's 香川県高松市林町2510-12

hair salon komorebi 香川県高松市国分寺町国分194-1

hair salon NUM 香川県高松市寺井町１３８５−３８

hair tesoro 香川県高松市春日町890-1

Hair-ito 香川県高松市出作町162-33南東

hanamori terara 香川県高松市南新町3-6 三井ビル2階

HAYASHI Barber 香川県高松市川部町818-3

Healing Salon NOA 香川県高松市牟礼町大町1580-1

INOUE BAKERY 香川県高松市塩上町3-13-4

IRISHPUB THE CRAIC 香川県高松市西の丸町7-8 2F

JINS　イオンモール高松店 香川県高松市香西本町1-1 イオンモール高松3F

JINS　高松中央通店 香川県高松市上天神町557-1

JLica hair 香川県高松市多肥下町1506-2

KAJI P LA DINING 香川県高松市鍛冶屋町4-1フェスタ2ビル2F

Kararoku / トヨシマ洋装店 香川県高松市百間町9-10

Kijineko-ya 香川県高松市田町4-23

KOTOBUKIYA/寿や貸衣裳 香川県高松市田町3番地4

Kuu工房 香川県高松市川部町2247-1

LAR 香川県高松市兵庫町1-16-1F

Lily mam リリーマム 香川県高松市上福岡町2051-1 1階西



LITTLE MERMAID 香川県高松市丸亀町8番23　丸亀町グリーン東館1F

lovehairwink 香川県高松市紫雲町3-24

LUSTRE 香川県高松市丸亀町7番16　丸亀町グリーン西館1F

MARGARET HOWELL 香川県高松市丸亀町7番16　丸亀町グリーン西館1F

MARY QUANT 香川県高松市丸亀町7番16　丸亀町グリーン西館1F

Mokuichi 香川県高松市観光通2丁目10番15号

MTサロン　栗林公園店 香川県高松市栗林町2丁目16-17　メゾン栗林101号室

MUKU 香川県高松市兵庫町6-6フジビル1F

Mus'Fam ～Nail&Eyelash～ 香川県高松市上天神町265-2 IKKAビル1階西側

ndc STOCK OUTLET STORE 香川県高松市丸亀町7番16　丸亀町グリーン西館1F

Nicoa hair design 香川県高松市常磐町2-8-2コリドールウエスト1F

nofl 香川県高松市丸亀町8番23　丸亀町グリーン東館1F

Nudie 香川県高松市今新町7-16 新名ビル2階

one'sterrace　ゆめタウン高松店 香川県高松市上天神町高田326-1

onishi美容室 香川県高松市片原町1番地10

ORBENE(オルベネ) 香川県高松市香西本町1-1 

pain 香川県高松市片原町9-2 1F

PEACE&FREEDOM 香川県高松市円座町812-1

PEACE住建 香川県高松市庵治町893-5

PIZZERIA18 香川県高松市番町1丁目2-24-1F

Pollen Hair Dressers 香川県高松市多肥下町479-1

Private Fit 香川県高松市松縄町1003-7 レインボータウン2F-C

RADICA douce Harmonie 香川県高松市丸亀町7番16　丸亀町グリーン西館1F

RAISE.Personal Gym 香川県高松市今里町1-8-11

RANACOFFEE 香川県高松市牟礼町牟礼2421-13

RUFFHOUSE 香川県高松市常磐町1-7-3BSCビル

salon de feeling 香川県高松市錦町1-8-29

Sanuki Wa-Fu Dining 真 香川県高松市西の丸町2-22

SB　高松ゆめタウン店 香川県高松市三条町608-1 ゆめタウン高松1F

selectshop Debut 香川県高松市多肥下町1556-8

shellfish kitchen 香川県高松市十川西町362-2-2階

Si・Shu・Non　ゆめタウン高松店 香川県高松市三条町608-1　ゆめタウン高松 2階

simasima 香川県高松市松福町２丁目１１−２

SMART　COOL　イオンモール高松店 香川県高松市香西本町1-1 

Sol hair by tesoro 香川県高松市林町2531-9

Soleil(ソレイユ)　イオンモール高松店 香川県高松市香西本町1-1 

Step up 香川県高松市通町3-5 中村ビル2階

STORY 香川県高松市常磐町1-9-7

studio CLIP　イオンモール高松 香川県高松市香西本町1-1 

Su’z Cafe 香川県高松市昭和町2-13-1

SUNNY DAY HOSTEL & JUICE STAND 香川県高松市丸の内9番地13

SUZUYA family　ゆめタウン高松店 香川県高松市三条町中所608-1ゆめタウン高松2F

Tea Room柞の杜 香川県高松市兵庫町2-9 2F

TeaWay　ゆめタウン高松店 香川県高松市三条町608-1 ゆめタウン高松 1F



THE CHELSEA AVENUE 香川県高松市香川町川東下1878

THE NORTH FACE 香川県高松市丸亀町7番16　丸亀町グリーン西館1F

This TAKAMATSU 香川県高松市古新町10-6 2F

TotalBodyCare・和 香川県高松市六条町864

TOWER　RECORDS 香川県高松市丸亀町7番16　丸亀町グリーン西館3F

trattoriaたにぐち 香川県高松市亀井町8-9

tri cafe 香川県高松市兵庫町1-3一刀庵ビル2F

unioん 香川県高松市瓦町1-9-9瓦町ビル1階西側

UNITED ARROWS green label relaxing 香川県高松市丸亀町8番23　丸亀町グリーン東館1F

URBAN RESEARCH DOORS 香川県高松市丸亀町7番16　丸亀町グリーン西館1F

wabi-sabiロッソビアンコ 香川県高松市林町2217-1サンメッセ香川内

Zoff 　ゆめタウン高松店 香川県高松市三条町608-1 ゆめタウン高松 1F

Zoff　イオンモール高松店 香川県高松市香西本町1-1 

ZOOどんぐり共和国 香川県高松市南新町9ー3

アーサー美容室 香川県高松市木太町1634-3

アートクラフト・マツノ 香川県高松市福岡町2丁目7-16

アイアイイスズ　eastリペアクリニック 香川県高松市多肥下町1523番地3

アイアイイスズ　リペアクリニック 香川県高松市多肥下町1523番地1

アイアイイスズ　east 香川県高松市多肥下町1523番地3

アイアイイスズ　G-Time 香川県高松市丸亀町7-16　丸亀町グリーン西館2階

アイアイイスズ　Villa-je 香川県高松市丸亀町7番地16　丸亀町グリーン西館1階

アイアイイスズ　本店 香川県高松市多肥下町1523番地1

アカチャンホンポ　瓦町FLAG店 香川県高松市常磐町1-3-1

アカネヤ 香川県高松市大工町2-34

アトリエKirara 香川県高松市伏石町1077-3

あなごの直吾美 香川県高松市瓦町2-8-6

アニメイト 香川県高松市丸亀町7番16　丸亀町グリーン西館3F

アパホテル　高松瓦町 香川県高松市福田町13-16

アプレラプリュイ 香川県高松市今新町7-12

アミーゴ森崎　丸亀町グリーン店 香川県高松市丸亀町8-23　丸亀町グリーン東館2F

アミナカムラ 香川県高松市屋島西町1469の7

アメリカヤパートⅡ 香川県高松市百間町1-7番地

アラティ　イオンモール高松店 香川県高松市香西本町1-1 

アンニョン　イオンモール高松店 香川県高松市香西本町1-1 

イエローハット　高松屋島店 香川県高松市高松町3006-2

イエローハット　高松国分寺店 香川県高松市国分寺町新名574-1

イエローハット　高松十川店 香川県高松市十川西町676-1

イエローハット　高松南店 香川県高松市太田上町246-8

イオン高松店 香川県高松市香西本町1番地1

イオン高松東店 香川県高松市福岡町3-8-5

イソザキ　高松店 香川県高松市亀田町1-1

イタ飯酒場Salute 香川県高松市磨屋町8-4 植村ビル　1階

イルビゾンテ　高松店 香川県高松市丸亀町13-3　丸亀町参番街東館1F

イングリッシュローズ 香川県高松市丸亀町5-1



インテリア ふじかね 香川県高松市鍛冶屋町1-4

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

インフォメーション 香川県高松市香川町大野916-1

ウィフォワイエ 香川県高松市瓦町1丁目10-3　FoyerⅡビル1・2F

ヴィレッジヴァンガード　イオンモール高松店 香川県高松市香西本町1-1 

高橋石油株式会社　ウイングス21　一宮SS 香川県高松市一宮町141-4

高橋石油株式会社　ウイングス21　国分寺21SS 香川県高松市国分寺町国分177-5

高橋石油株式会社　ウイングス21　太田SS 香川県高松市太田下町字中下所2352-1

うどん玉吉　国分寺店 香川県高松市国分寺町国分132-2

うどん黒田屋　西インター店 香川県高松市円座町　375-3

うどん匠郷屋敷　サンポート高松店 香川県高松市サンポート2-1　マリタイムプラザ3F

うどん田中 香川県高松市林町455-3

ウルトラベイクショップ&コーヒー 香川県高松市常磐町1-5-7

エコリス 香川県高松市伏石町2153-4

エス・アイ・ホーム 香川県高松市瓦町1丁目3-5

エステサロンココアッシュ 香川県高松市浜ノ町7-25-1002

エスポワール 香川県高松市瓦町2-8-38

エディオン　ゆめタウン高松店 香川県高松市上天神町高田362-1

エディオン　高松春日店 香川県高松市春日町字川尻1028-1

エビス  ウドンファクトリー 香川県高松市香川町浅野258-1

エレガントシューズアケタ 香川県高松市今新町7-3

エンターテインメントダイナー Penta5on 香川県高松市中山町806-1

エンド新店 香川県高松市木太町2560-5

オアシス・エアポートSS 香川県高松市上天神町773-1

オアシス・キナシSS 香川県高松市鬼無町是竹91-4

オアシス・県庁前SS 香川県高松市天神前1-1

オアシス・国分寺SS 香川県高松市国分寺町新居590-5

オアシス・松縄SS 香川県高松市松縄町35-7

オアシス・六条SS 香川県高松市六条町1197-4

おおもり屋 香川県高松市片原町3-5

オカウチアピー　高松店 香川県高松市一宮町906-1

オカヒサペンショップ 香川県高松市南新町5-1

オステリア　エンネ 香川県高松市古馬場町1-11北島ビル1階

オステリア　ズッカ 香川県高松市丸亀町3-13

おそうじ本舗　高松仏生山店 香川県高松市上林町510-39ノアインベスターズビル1階

おだいどころ つばめ家 香川県高松市八坂町2-7 1階

おでん屋あじと 香川県高松市古馬場町7-15

おはぎとふるさと菓子「あん」 香川県高松市鹿角町290-1

おひさんにしにし 香川県高松市古馬場町3-7

おひつの山しろ 香川県高松市常磐町1丁目5-5　2階

オムココ 香川県高松市丸亀町8番23　丸亀町グリーン東館2F

おむらいす亭　イオンモール高松店 香川県高松市香西本町1-1 

おやつや  あまいん 香川県高松市紺屋町2-3

おりじん 香川県高松市百間町1-6YIビル1階



オルビス　ゆめタウン高松店 香川県高松市三条町字中所608-1 　ゆめタウン高松1F

おんちゃんの花屋 香川県高松市亀岡町15番20号

お野菜食堂 SOHSOH 香川県高松市丸亀町8番23　丸亀町グリーン東館2F

カイロプラクティックおおにし施術院 香川県高松市中山町571-2

カイロプラクティックおおにし施術院　上福岡店 香川県高松市上福岡町869-7

カイロプラクティック施術院にじ 香川県高松市成合町81

かがわ物産館「栗林庵」 香川県高松市栗林町1丁目20-16

かしわサクマ商店 香川県高松市藤塚町1-1-4

カタリ 香川県高松市南新町8-34

カットプレイス　マリアージュ 香川県高松市木太町2206

カドのてっぱん夢路 香川県高松市片原町2-1岡田ビル1F

かに通　高松バイパス店 香川県高松市林町2535-26

カピス 香川県高松市高松町2510-1

カフェ&レスト　ルピナス 香川県高松市田町9-26日英ビル1F

カフェ&レストラン「ヴァン」(JRホテルクレメント高松) 香川県高松市浜ノ町1-1

カフェコンディトライ&レスト シカ 香川県高松市国分寺町新名7-1

カフェスタイルハヅキ 香川県高松市北浜町12-7

カフェそそ 香川県高松市浜ノ町60-65

カフェドエル 香川県高松市常磐町瓦町フラッグ10E

カフェモンテ 香川県高松市川島本町442-1

カフェ鞠屋 香川県高松市牟礼町牟礼152-20

カフェ食堂FUNFUN 香川県高松市香西南町577-4

株式会社観光精肉 香川県高松市中央町５−２７ 青井ビル

カメラのキタムラ　イオンモール高松店 香川県高松市香西本町1-1 

カラオケ喫茶スナックニューaーでん 香川県高松市古馬場町13-13シャトー古馬場ビル1階

カレーハウスCoC o壱番屋　高松勅使店 香川県高松市勅使町554-3

カレーハウスCoCo壱番屋　香川国分寺店 香川県高松市国分寺町新居1558

カレーハウスCoCo壱番屋　高松茜町店 香川県高松市茜町21-7

カワゾエ衣料センター 香川県高松市東山崎町246-6

キッチンオルソ 香川県高松市錦町1-6-8

着物サロン桂・小京都 香川県高松市南新町8-39

ギャラリーカフェ　マロン 香川県高松市 円座町 200-12

ギャラリー巴瑠 香川県高松市御坊町1-12

ぎょうざ屋 香川県高松市古馬場町3-1真鍋ビル1F

クーキ　イオンモール高松店 香川県高松市香西本町1-1 

くすりのレデイ　エブリイモール六条店 香川県高松市下田井町372番地1

くすりのレデイ　ハローズ六条店 香川県高松市六条町42番地1

くすりのレデイ　円座店 香川県高松市円座町1037番地1

くすりのレデイ　屋島西店 香川県高松市屋島西町1981番地1

くすりのレデイ　花園店 香川県高松市花園町一丁目7番17号

くすりのレデイ　香西店 香川県高松市香西南町466番1

くすりのレデイ　高松一宮店 香川県高松市一宮町833番地1

くすりのレデイ　高松出作店 香川県高松市出作町365番地13

くすりのレデイ　高松川岡店 香川県高松市川部町508番地1



くすりのレデイ　国分寺店 香川県高松市国分寺町新名644番地1

くすりのレデイ　今里店 香川県高松市今里町二丁目10番地18

くすりのレデイ　寺井店 香川県高松市寺井町971番地1

くすりのレデイ　春日橋店 香川県高松市木太町2833番地1

くすりのレデイ　春日店 香川県高松市春日町571番地1

くすりのレデイ　扇町店 香川県	高松市扇町二丁目11番8号

くすりのレデイ　浅野店 香川県高松市香川町浅野1031番地9

くすりのレデイ　太田上町店 香川県高松市太田上町503番地1

くすりのレデイ　太田店 香川県高松市太田下町3004番地14

くすりのレデイ　仏生山店 香川県高松市仏生山町甲976番地1

くすりのレデイ　牟礼店 香川県高松市牟礼町牟礼998番地1

くすりのレデイ　林店 香川県高松市林町1183番地

グッドネイバーズコーヒーRelaxing 香川県高松市十川東町55-1

グッドネイバーズコーヒー高松 香川県高松市多肥下町1552-26

くまざわ書店　高松店 香川県高松市三条町608-1　ゆめタウン高松東館2F

クラシックバーアバンティ 香川県高松市瓦町1丁目2-4-2F

グランサックス　イオンモール高松店 香川県高松市香西本町1-1 

グランサックス　高松ゆめタウン店 香川県高松市三条町608-1 ゆめタウン高松1F

グランメゾン・ルーヴ 香川県高松市丸亀町7番16　丸亀町グリーン西館1F

グリル&ワイン レガーロ 香川県高松市丸亀町14番6弍番街2号館3F

グリルアターブル 香川県高松市鍛冶屋町4-1フェスタ2ビル2階

グリルプランチャ 香川県高松市丸亀町11-3スミレビル2階

ぐりる屋島 香川県高松市木太町2191-1　高松国際ホテル

グリル洋食&ワイン KitchenROAD 香川県高松市亀井町12-20 WAKIビル!F

グルック 香川県高松市末広町7-25庄司第3ビル1階東

グローバルワーク 香川県高松市香西本町1-1 

けむり家 香川県高松市瓦町1-10-16

コーヒーサロン皇帝 香川県高松市兵庫町11-5中島ビル2階

コーヒービーンズショップショップアロバー　国分寺店 香川県高松市国分寺町新名1225-5 

コーヒービーンズショップショップアロバー　松縄店 香川県高松市松縄町1112-16

コープ　一宮 香川県高松市一宮町長塚341

コープ　栗林 香川県高松市藤塚町3丁目17-8

コープ　香西 香川県高松市香西本町96-1

コープ　扇町 香川県高松市扇町２丁目11-2

コープ　太田 香川県高松市伏石町2053-5

コープ　牟礼 香川県高松市牟礼町牟礼994

ゴールデン 香川県高松市片原町1ー14

ゴールデンタイム高松 香川県高松市瓦町2丁目1-7　クイーンズスクエアビル第3　5階

こがね製麺所　イオンモール高松店 香川県高松市香西本町1-1 

ココカラファイン　イオンモール高松店 香川県高松市香西本町1-1 

ココカラファイン　瓦町フラッグ店 香川県高松市常磐町1-3-1　瓦町フラッグ地下1階

ココカラファイン　高松丸亀町店 香川県高松市丸亀町4-9

ここね　屋島西町 香川県高松市屋島西町2484-11

ここも　空港通り店 香川県高松市鹿角町27ー11



ここも　春日店 香川県高松市春日町1663ー1

こだわりとんかつ 山かつ　屋島店 香川県高松市春日町字片田1651-1

こだわりとんかつ 山かつ　高松店 香川県高松市伏石町2167-1

こだわり麺や　国分寺店 香川県高松市国分寺町新居35-3

こだわり麺や　フレスポ高松店 香川県高松市東山崎町662-1

こだわり麺や　高松郷東店 香川県高松市郷東町1-1

こだわり麺や　高松店 香川県高松市天神前5-25川田ビル1階

ことでんタクシー 香川県高松市朝日町5丁目554番地14号

こばんや薬局 香川県高松市香川町川東上1724-2

コピーマック　高松本店 香川県高松市東ハゼ町8-7

コメダ珈琲店　さぬき高松今里店 香川県高松市今里町2丁目29番16

コリアンテーブルマダン 香川県 高松市 瓦町2丁目12-8-1F

ゴルフ5　高松レインボー店 香川県高松市多肥下町431

ゴルフ5　高松店 香川県高松市木太町2432

コレクションコニシ 香川県高松市丸亀町1-1壱番街東

コンタクトはなこ 香川県高松市南新町8-11 3F

コンディショニングジム ネスト 香川県高松市木太町5093-9

ザ・クロックハウス　高松店 香川県高松市三条町字中所608-1ゆめタウン高松店1F

ザ・チェルシーブレス 香川県高松市香川町川東下1878

ザ・マイルストーン 香川県高松市香川町川東下1878

サーティワンアイスクリーム　イオンモール高松店 香川県高松市香西本町1-1 

サイクランド ヤマネ 香川県高松市今里町2-1

サイクルサロン おおの 香川県高松市多賀町2-4-7

サイクルショップ シナノ 香川県高松市兵庫町1-14

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　コープ一宮店 香川県高松市一宮町341

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　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　マルナカ円座店 香川県高松市円座町956-2

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　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　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　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　屋島東店 香川県高松市高松町2373-15

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　古高松店 香川県高松市新田町甲428-3

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　国分寺店 香川県高松市国分寺町新居1258-3

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　太田上町店 香川県高松市太田上町494-11

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　伏石店　 香川県高松市伏石町2084-5

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　仏生山東店 香川県高松市出作町311-1



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　本社前店 香川県高松市太田下町2245

さかな屋さんの居酒屋 北島商店 香川県高松市兵庫町4-9

さか枝うどん　春日店 香川県高松市春日町1075

さか枝うどん　南新町店 香川県高松市南新町4-6

さか枝うどん　本店 香川県高松市番町5-2-23

さか枝製麺所　仏生山店 香川県高松市仏生山町甲1362

ザグザグ　鬼無店 香川県高松市鬼無町佐藤54-1

ザグザグ　栗林店 香川県高松市花ノ宮町3丁目1-48

ザグザグ　香南店 香川県高松市香南町由佐850-1

ザグザグ　国分寺店 香川県高松市国分寺町新居1398-1

ザグザグ　今里店 香川県高松市今里町1丁目493

ザグザグ　鹿角店 香川県高松市三名町743-1

ザグザグ　春日店 香川県高松市春日町字川尻893-1

ザグザグ　松縄店 香川県高松市松縄町1092-3

ザグザグ　上福岡店 香川県高松市上福岡町769-1

ザグザグ　多肥下町店 香川県高松市多肥下町1550番2

ザグザグ　檀紙北店 香川県高松市飯田町30

ザグザグ　中央インター店 香川県高松市木太町597

ザグザグ　仏生山店 香川県高松市仏生山町甲1344

ザグザグ　木太店 香川県高松市木太町2805-1

さくらんぼ化粧品店 香川県高松市常磐町1-9-25

さすらいのカンテキ 高松クラフトビール酒場 香川県高松市西の丸町7-5

さぬきうどんちく泉 香川県高松市錦町1丁目15ー4

さぬき銘品店 香川県高松市香南町岡1312番地7

さぬきマルシェ鶴市 香川県高松市鶴市町1010-1

さぬき麺業　レインボー店 香川県高松市松縄町1066-17

さぬき麺業　空港店 香川県高松市香南町岡1312-7

さぬき麺業　松並店 香川県高松市西ハゼ町235-1

さぬき麺業　兵庫町本店 香川県高松市兵庫町11-9

サマンサモスモスケイッティオ 香川県高松市香西本町1-1 

さらさ 香川県高松市古馬場町9-8

高橋石油株式会社　サンポートSS 香川県高松市西内町3-16

サンマルクカフェ　イオンモール高松店 香川県高松市香西本町1-1 

サンワ服飾 香川県高松市木太町1166番地3

ジーユー　ゆめタウン高松店 香川県高松市三条町608-1

ジェリーズポップコーンSP 香川県高松市上天神町295-4

しゃぶしゃぶ　べべんこ 香川県高松市今新町8-9

ジャングルビアガーデン 香川県高松市丸亀町7番16　丸亀町グリーン西館4F

シューズショップ ツツイ 香川県高松市香川町大野916-1

シュープラザ　イオンモール高松店 香川県高松市香西本町1-1 

シュープラザ　高松レインボーロード店 香川県高松市松縄町1132-10

シューラルー 香川県高松市香西本町1-1 

ジュエリーツツミ　イオンモール高松店 香川県高松市香西本町1-1 



ジュエリー柿屋 香川県高松市片原町9-7

ジュエルヒラタ 香川県高松市片原町1-15

手芸センタードリーム　ゆめタウン高松店 香川県高松市三条町608-1　ゆめタウン高松2F

ショップカワニシ 香川県高松市一宮町324-1

シロクマの昼寝 香川県高松市新田町甲655-6

スーパースポーツゼビオ　ゆめタウン高松店 香川県高松市上天神町字高田362-1

スカイファーム 香川県高松市飯田町656ー1

スクールショップ プラザA 香川県高松市多肥下町1519-2

すし森山 香川県高松市今新町7-1

すっぽん　壱 香川県高松市番町4丁目2-32甲子馬堂ビル1F

ステーキ&ハンバーグ 山のや　高松店 香川県高松市林町2538-1

ステーキGAKAKU 香川県高松市多肥下町1506-14

ステーキハウス  听 　高松店 香川県高松市丸の内11-9大内ビル1階

ステーキハウス「四季」(JRホテルクレメント高松) 香川県高松市浜ノ町1-1

ステーキハウス一牛 香川県高松市太田下町2306

ステーキハウス千萬　高松店 香川県高松市寿町2丁目4-20  高松センタービルB1階

スポーツオーソリティ　高松店 香川県高松市香西本町1-1 

スポーツショップCSP 香川県高松市松島町2-18-28

スポーツデポ　高松伏石店 香川県高松市伏石町2138‐5

スマホ堂　高松店 香川県高松市常磐町1-9-39

すみれ漢方施薬院薬局 香川県高松市番町1ー9ー4

ぜいたくラーメン福一　勅使店 香川県高松市勅使町558-1

セガミ　田町店 香川県高松市田町1番地1

せとうちタクシー 香川県高松市城東町1丁目1番49号

セブン-イレブン　ことでん瓦町駅店 香川県高松市常磐町1丁目3-1

セブン-イレブン　高松ホテル川六店 香川県高松市百間町1-2

セブン-イレブン　高松瓦町2丁目店 香川県高松市瓦町2丁目3-8

セブン-イレブン　高松瓦町駅東口店 香川県高松市常磐町1丁目3-1

セブン-イレブン　高松南新町店 香川県高松市南新町1-4

セルフ讃岐うどん　空海房 香川県高松市香南町岡199

センコヤ 香川県高松市兵庫町1-13

センコヤ　ゆめタウン高松店 香川県高松市三条町608-1ゆめタウン高松SC1階

センコヤ　本店 香川県高松市丸亀町12-4

そば酒房　緒川 香川県高松市磨屋町10-5

ソルト薬局 香川県高松市丸亀町4-13上田ビル1F

タイムステーションNEO　イオンモール高松店 香川県高松市香西本町1-1 

タイムタイム　高松店 香川県高松市三条町608-1

タオル美術館　瓦町フラッグ店 香川県高松市常磐町1-3-1瓦町FLAG4階

たかもと 香川県高松市今新町2-4

たきがわ整体 香川県高松市松縄町38-2

ハロータクシー 香川県高松市木太町1356-3

タケダ靴店 香川県高松市今新町8-15

たこずTako's×Tako's Base 香川県高松市前田東町732-5

美しいきもの 糸しょう　(株)いちのや 香川県高松市常磐町1-6-9



ダブルエーオリエンタルトラフィックゆめタウン高松店 香川県高松市三条町608-1ゆめタウン高松店

タムラ鶏肉店 香川県高松市今新町7-2

だるま本舗　円座店 香川県高松市円座町572-8

だるま本舗　多肥店 香川県高松市多肥下町1567-1

だるま本舗　木太店 香川県高松市木太町1658-2

たわら屋南新町店 香川県高松市南新町11-5

だんらん旅人宿そらうみ 香川県高松市一宮町３９３−８

チケットジャパン　高松店 香川県高松市兵庫町1-2

チチカカ　イオンモール高松店 香川県高松市香西本町1-1 

つねや　本店 香川県高松市丸亀町6-3

つむら　高松本店 香川県高松市南新町11-1

ディスカウントドラッグコスモス　屋島西町店 香川県高松市屋島西町1347-7

ディスカウントドラッグコスモス　元山店 香川県高松市元山町673

ディスカウントドラッグコスモス　高松西町店 香川県高松市西町774-2

ディスカウントドラッグコスモス　国分寺店 香川県高松市国分寺町国分458-1

ディスカウントドラッグコスモス　上之町店 香川県高松市上之町1-14-19

ディスカウントドラッグコスモス　西ハゼ店 香川県高松市西ハゼ町120-2

ディスカウントドラッグコスモス　多肥上町店 香川県高松市多肥上町1182-1

ディスカウントドラッグコスモス　福家店 香川県高松市国分寺町福家中福家甲3195-1

ディスカウントドラッグコスモス　仏生山店 香川県高松市仏生山町1467

ディスカウントドラッグコスモス　牟礼店 香川県高松市牟礼町牟礼956

ディスカウントドラッグコスモス　木太店 香川県高松市木太町1875-2

ディスカウントドラッグコスモス　六条店 香川県高松市下田井町364-1

てっぱんの仕事人 香川県高松市古馬場町9-7

デュークショップ　高松店 香川県高松市丸亀町4-7

デルカフェ 香川県高松市三条町106-6

トイザらス　高松店 香川県高松市屋島西町字百石1912-1　パワーシティ屋島2F

トイトイトイ 香川県高松市常磐町1-9-3

トゥモローランド　高松店 香川県高松市丸亀町13-3　丸亀町参番街東館1F

トータルビューティサロンオカモト 香川県高松市高松町2147-25

ドトールコーヒーショップ　高松丸亀町店 香川県高松市丸亀町14番地6

ドトールコーヒーショップ　高松常磐町店 香川県高松市常磐町1-8-5-1

トヨタレンタカー　高松サンポート店 香川県高松市浜ノ町70-2

トヨタレンタカー　高松空港店 香川県高松市香南町由佐3388-1

トヨタレンタカー　高松店 香川県高松市西の丸町10-21

ドラスティックザバゲージ　高松ゆめタウン店 香川県高松市三条町608-1 ゆめタウン高松1F

トラットリアTino 香川県高松市御厩町1499-2

トラヤ 香川県高松市常磐町1-4-90

トリプル　高松店 香川県高松市丸亀町4-10

トレカイダー　イオンモール高松店 香川県高松市香西本町1-1 

とんかつひがさ　兵庫町本店 香川県高松市兵庫町2-7

ナチュール 香川県高松市南新町13-5

ナノ・ユニバース　瓦町FLAG高松店 香川県高松市常磐町1-3-1 瓦町FLAG2階

ナフコツーワンスタイル　イオン高松店 香川県高松市香西本町1-1 



ニコニコスポーツ 香川県高松市番町2-4-4

にぼし食堂 香川県高松市内町5-16

バー「アストロ」(JRホテルクレメント高松) 香川県高松市浜ノ町1-1

パーソナルジムNOVAS 香川県高松市東浜町1-3-1

パーツクラブ 香川県高松市香西本町1-1 

パーツランドイワサキ　高松店 香川県高松市伏石町2152-2

ハウス美装工業　タスライフ事業部 香川県高松市栗林町3丁目12-27

はきものおしゃれ工房　さいと 香川県高松市常磐町1丁目7-29

バスデポYONKOUゆめ店 香川県高松市上天神町191-5

バッカス川島店 香川県高松市川島東町520

パティシエ　ヤマ 香川県高松市福岡町1-7-17

パティスリー　カシュ・カシュ 香川県高松市国分寺町福家甲4099-2

パティスリー　メーゾン・タダ 香川県高松市高松町24

パティスリーサンファソン 香川県高松市松縄町1003-7　レインボータウン1階

パティスリー　もりん国分寺店 香川県高松市国分寺町新名440-2

ハニーズ　ゆめタウン高松店 香川県高松市三条町608-1ゆめタウン高松2F

ぱぱぱーん 香川県高松市新田町甲2567-1

ハマノ靴店 香川県高松市丸亀町4-4

ハマノ製靴所 香川県高松市丸亀町12-3

はやし家製麺所本店 香川県高松市香川町川東下1855-1

はや田 香川県高松市百間町1-14

パリミキ　ゆめタウン高松店 香川県高松市三条町608-1

パリミキ　高松丸亀町店 香川県高松市丸亀町1番地1高松丸亀町壱番街西館1階

パリミキ　高松春日店 香川県高松市春日町802-1

はり灸マッサージかがわ治療院 香川県高松市太田上町705-2 太田駅前ビル1階北2

バルマル・エスパーニャ　高松店 香川県高松市丸亀町9-7

パワードラッグワンズ　瓦町店 香川県高松市瓦町2丁目6-14　スクエアビルド1階

はん・印刷の大谷 香川県高松市香西本町1-1 

ピア.サピド高松 香川県高松市三条町字中所608-1

ひいきや商店 香川県高松市多肥下町1567-1

ヒーリングサロンラナ 香川県高松市松縄町1050-10 ウエストヒルズ103

ビギンズヘア神戸 香川県高松市伏石町2167-12

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

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　春日 香川県高松市春日町1694

ヒサモト酒店 香川県高松市上天神町768-2

ビストロ　ミューザンミュー    香川県高松市古馬場町1-2nakamura第一ビル1階

ビストロボン 香川県高松市栗林町2-4-16

びっくりドンキー　高松春日店 香川県高松市春日町１０７４−１

びっくりドンキー　高松林店 香川県高松市林町2531-11

ヒッティングスタジオ プラット　瓦町フラッグ店 香川県高松市常磐町1-3-1　瓦町FLAG地下1階

びゅうてぃしょっぷ しばや 香川県高松市仏生山町甲327-12

ふぁみりー居酒屋 だんらん 香川県高松市木太町3628-1

ブックオフ　高松国分寺店 香川県高松市国分寺町新居1371-2



フットバス 香川県高松市国分寺町新名50-2

フットバス高松駅 香川県高松市浜ノ町1-16

フットワークスポーツ 香川県高松市木太町880-1

ブティック ラ、ビアン、ローズ 香川県高松市片原町1-30

ブティック右川 香川県高松市栗林町1丁目8-11

ぶどうの木 香川県高松市百間町2-1

フラワーガーデン花崎 香川県高松市松島町2-11-4

ブランジェリー ラ・ファミーユ 香川県高松市木太町2193-7

ブリス 香川県高松市丸亀町6-4

ブルースプーンコーヒーロースターズ本店 香川県高松市木太町5077-3

フルール 香川県高松市香川町大野916-1

フルヤマ洋服店 香川県高松市南新町11-6

フレッシュネスバーガー　ゆめタウン高松店 香川県高松市三条町608-1

フローリストみつば 香川県高松市屋島西町1950-14

ヘアーアーツブルーム 香川県高松市伏石町2053-3リバサス武C1階

ヘアーサロン　EXIA 香川県高松市春日町1643-1

ヘアーサロン キタジ 香川県高松市丸亀町2-11

ヘアーメイクアミ 香川県高松市錦町2丁目10-21

ヘアサロン ベリール 香川県高松市西宝町2-8-29

ベーカリーショップ(JRホテルクレメント高松) 香川県高松市浜ノ町1-1

ベジデリ らでぃっしゅ 香川県高松市鹿角町445-1

ペリカン　高松店 香川県高松市三条町字中所608-1ゆめタウン高松店内2F

ポイント　高松国分寺店 香川県高松市国分寺町新居1377

ほっぽろ 香川県高松市田町4-32

ボディ改革スクールMOISA 香川県高松市屋島西町1921-1-807

ホテル福屋 カフェレスト桔梗 香川県高松市古新町5-8

ポポラーレ 香川県高松市三条町608-1ゆめタウン2Fフードコート内

ボルドー洋菓子店 香川県高松市屋島西町1402-10

ホンキートンク 香川県高松市天神前6番34号村瀬ビル新館1

古道具と家具の倉庫　ken 香川県高松市飯田町747-5

マール　牟礼店 香川県高松市牟礼町牟礼2084-10

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

マックスマーラ　高松店 香川県高松市丸亀町1-1　丸亀町壱番街西館1F

マックハウス　イオンモール高松店 香川県高松市香西本町1-1 

マリメッコ　高松店 香川県高松市丸亀町9-2

マルナカ　PCレインボー店 香川県高松市多肥下町1552番地17

マルナカ　PC屋島店 香川県高松市屋島西町字百石1907-1

マルナカ　サンポート店 香川県高松市浜ノ町256

マルナカ　円座店 香川県高松市円座町永井999-1

マルナカ　屋島西町店 香川県高松市屋島西町2506-3

マルナカ　屋島店 香川県高松市高松町2498-1

マルナカ　宮脇店 香川県高松市宮脇町1丁目4-5

マルナカ　郷東店 香川県高松市郷東町17

マルナカ　栗林南店 香川県高松市西ハゼ町字清水18



マルナカ　広場店 香川県高松市錦町1-14-28

マルナカ　香西店 香川県高松市香西本町1番176

マルナカ　国分寺店 香川県高松市国分寺町新居1080-1

マルナカ　春日店 香川県高松市木太町2833-1

マルナカ　松福店 香川県高松市松福町1丁目3-7

マルナカ　新鬼無店 香川県高松市鬼無町藤井585-1

マルナカ　新田店 香川県高松市新田町甲680-1

マルナカ　水田店 香川県高松市東山崎町384-1

マルナカ　川岡店 香川県高松市川部町521-2

マルナカ　川島店 香川県高松市川島本町188-2

マルナカ　浅野店 香川県高松市香川町浅野上川原565-5

マルナカ　大野店 香川県高松市香川町大野2499-1

マルナカ　檀紙店 香川県高松市檀紙町2052

マルナカ　通町店 香川県高松市通町5-3

マルナカ　田町店 香川県高松市田町4-10

マルナカ　八栗店 香川県高松市牟礼町牟礼2615-1

マルナカ　仏生山店 香川県高松市仏生山町甲415-4

マルナカ　木太店 香川県高松市木太町2区1682-1

マルナカ　林店 香川県高松市林町字浴2000-5

まんしゅう　高松番町店 香川県高松市番町1丁目9-1 番町ビル2階

ミートショップカワイ 香川県高松市栗林町3-11-28

ミートショップふじや 香川県高松市片原町6-1片原町ビル1F

ミエーレ 香川県高松市鍛冶屋町6-4福崎ビル1階

みえこ美容室 香川県高松市一宮町470-1

みき美容室クレシェント 香川県高松市井口町3番地2

ミスタードーナツ　イオンモール高松ショップ 香川県高松市香西本町1-1

ミスタードーナツ　高松屋島ショップ 香川県高松市屋島西町1899-1

みにやおや　まるみや 香川県高松市常磐町1-5-9

ミモザ　イオンモール高松店 香川県高松市香西本町1-1　イオンモール高松2F

みやじ&メルヘン 香川県高松市南新町8-6

みよし屋 香川県高松市田町1-4

ミラノのおかず屋さん 香川県高松市亀井町11-14

ムーミー　花園店 香川県高松市花園町1丁目10番5号

ムーミー　川島店 香川県高松市川島東町520

ムーミー　林店 香川県高松市林町宗高1208

メイドカフェ 茶々娘 香川県高松市常磐町1-6-5

メイル&コー　イオンモール高松店 香川県高松市香西本町1-1 

めがねの帝王 香川県高松市塩屋町11-16

メガネの田中　イオンモール高松店 香川県高松市香西本町1-1 

メガネ本舗　屋島店 香川県高松市屋島西町1886-6

メガネ本舗　レインボーロード伏石店 香川県高松市伏石町2133-8

メガネ本舗　円座店 香川県高松市円座町1032-1

メモリアル仏壇カナクラ　イオン高松店 香川県高松市香西本町1-1 

モア 香川県高松市西の丸町5-2  ビバリーハイツ1階



モバイルスタジオ　イオンモール高松 香川県高松市香西本町1-1 イオンモール高松1F

モンベル　高松店 香川県高松市香西本町1-1 

やきとり鳴門 香川県高松市西の丸町5-3

ヤキブタ酒場大門屋 香川県高松市百間町2-1

ヤマダデンキTLS　高松春日本店 香川県高松市春日町218-1

ヤマダデンキアウトレット館　高松店 香川県高松市伏石町2103-8

ヤマダデンキテックランド　New高松レインボー通り店 香川県高松市伏石町2084番地

ヤマダデンキテックランド　高松鶴市店 香川県高松市鶴市町724番地1

ヤマノクレスティサロン　ラ　クラルテ 香川県高松市丸の内9-8ダイアパレス丸の内211

ユーポート朝日町 香川県高松市福岡町3-5-11

ユニクロ　イオンモール高松店 香川県高松市香西本町1-1 

ゆめタウン高松 香川県高松市三条町608-1

ゆめタウン高松drug store's SHOP 香川県高松市三条町608-1ゆめタウン高松2F

ゆめタウン高松 アルディ 香川県高松市三条町中所608-1　ゆめタウン高松2F

よーいドン 香川県高松市兵庫町4-7

ヨーガンレール　高松店 香川県高松市丸亀町1-1　丸亀町壱番街西館1F

ヨネザワ　木太店 香川県高松市木太町1844-1

ラ・ファミーユ　高松本店 香川県高松市木太町2192

ラ・ファミーユ　太田サンフラワー通り店 香川県高松市太田下町3029-21

ラ・プロヴァンス牟礼山荘 香川県高松市牟礼町大町

らぁ麺ゆず 香川県高松市鍛冶屋町4-20

ライトオン　イオンモール高松店 香川県高松市香西本町1-1 

ラケットショップアッド 香川県高松市一宮町908-3

ラジョールFujiko 香川県高松市太田下町2554-7

ラスティックバーン 香川県高松市丸亀町12-10

ラチェットモンキー　ルート32号店 香川県高松市西山崎町927-1

ラチェットモンキー　屋島店 香川県高松市高松町斉田2554-41

ラチェットモンキー　東バイパス本店 香川県高松市伏石町2134-1

らんぷ 香川県高松市片原町9-1

リーガホテルゼスト高松 香川県高松市古新町9-1

リーガホテルゼスト高松 　宴会 香川県高松市古新町9-1

リーガルシューズ高松南新町店 香川県高松市南新町12-3

リサイクル事業部　カタヅケマン 香川県高松市飯田町747-5

リフレッシュ工房 香川県高松市丸亀町12-9　丸福ビル2階

リユースショップ eco list 香川県高松市香西本町1-1イオンモール高松3階

リラクゼーションサロンReveur 香川県高松市南新町12-4

リラクゼーションサロンマール 香川県高松市円座町603-1

ルージュフォンセフジタニ 香川県高松市片原町1-6

レインボー通り酒場情熱ホルモン 香川県高松市伏石町2139-8

レスキューサロン ページボーイ 香川県高松市亀井町3-3谷原不動産ビル2階

レストラン　ボワ・エ・デュポン 香川県高松市松福町２丁目１２−７

レストラン「フィオーレ」(JRホテルクレメント高松) 香川県高松市浜ノ町1-1

レデイ太田調剤薬局 香川県高松市太田下町3007番地3

レデイ薬局　十川店 香川県高松市十川東町55番地1



レデイ薬局　朝日町店 香川県高松市朝日町二丁目2番7号　1階

レデイ薬局　藤塚店 香川県高松市藤塚町一丁目11番27号 1階

レデイ薬局　木太店 香川県高松市木太町5034番地2

ロイヤルパークホテル高松 香川県高松市瓦町1-3-11

ロイヤルパークホテル高松　宴会 香川県高松市瓦町1-3-11

ロイヤルハンズ　ゆめタウン高松 香川県高松市三条町608-1ゆめタウン高松1F

わくわく広場　イオンモール高松店 香川県高松市香西本町1-1 

ワッツウィズ　香川ウイングポート店 香川県高松市香川町大野916-1

握Goo 香川県高松市上天神町757Goo

庵治タクシー 香川県高松市庵治町6386-11

井上誠耕園　田町店 香川県高松市田町4-15

飲茶居 天胡同　ヤムチャドコロ　ティンプートン 香川県高松市鍛冶屋町4-5 EMMY-1ビル3階

隠れ家創作ダイニング田田 香川県高松市鍛冶屋町6-4福崎ビル2階

永森時計店 香川県高松市南新町9-6

衛門 香川県高松市西植田町3009

宴の郷La’なら 香川県高松市伏石町2083-14

岡崎衣料百貨店 香川県高松市檀紙町2048番地1

屋島タクシー 香川県高松市高松町2506

屋島食堂 香川県高松市屋島西町1981-1

音楽酒場　焼鳥誠太 香川県高松市古馬場町14―1　川西ビル1階南室

化粧品 AC LOOK 香川県高松市香川町大野916-1

加藤化粧品店 香川県高松市一宮町463-2

家具の榊原　仏生山店 香川県高松市仏生山町甲58

河野商店 香川県高松市香西本町511-2

花の土屋さんカネア 香川県高松市東植田町409‐1

花園亭 香川県高松市栗林町一丁目20番3号

花澤明春園 香川県高松市鬼無町鬼無748-3

菓子工房ルーヴ　空港通り店 香川県高松市鹿角町290-1

菓子工房ルーヴ　番町店 香川県高松市番町1-8-11

菓子舗いのうえ 香川県高松市香川町川東上989-14

菓匠 芝山 香川県高松市香西北町46-2

回転寿司・骨付鳥 なぶら 香川県高松市香西本町1-1 

快食道楽   秀 香川県高松市瓦町1-3-2

海鮮居酒屋 神童ろ 香川県高松市西の丸町5-8

海鮮市場 いかだ屋 香川県高松市木太町4637-3

海鮮問屋 仲見世 香川県高松市瓦町1丁目11-1

楽器堂オーパス　イオンモール高松店 香川県高松市香西本町1-1 

株 cube 香川県高松市林町２５３０−５

株式会社 伊賀モータース 香川県高松市木太町2710

株式会社 間島畳装飾 香川県高松市高松町2175-22

株式会社 えんざタクシー 香川県高松市円座町1244番地1

株式会社 オノコ-商事 香川県高松市天神前3番14号

株式会社 グリーンタクシー 香川県高松市川島本町167番地6

株式会社 な～ちぇ 香川県高松市上福岡町2005番地22



株式会社 ビットコミュニケーションズ 香川県高松市上林町510-39

株式会社 花com 香川県高松市三谷町5117-1

株式会社 秋元酒店 香川県高松市瓦町1丁目3番地

株式会社 和光堂 香川県高松市藤塚町1-9-5

鎌倉パスタ　イオンモール高松店 香川県高松市香西本町1-1 

歓中店 香川県高松市今新町3-10

丸源ラーメン　高松上天神店 香川県高松市上天神町219-1

眼鏡市場　屋島店 香川県高松市屋島西町1872-2

眼鏡市場　高松丸亀町グリーン店 香川県高松市丸亀町7番16　丸亀町グリーン西館2F

眼鏡市場　高松国分寺店 香川県高松市国分寺町国分106-1

岩佐佛喜堂本店 香川県高松市丸亀町10-3

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

亀すし 香川県高松市大工町7-5

高橋石油株式会社　詰田川給油所 香川県高松市木太町2510-1

宮脇書店 イオンモール高松店 香川県高松市香西本町1-1 

宮脇書店　イオン高松東店 香川県高松市福岡町3-8-5　イオン高松東店2階

宮脇書店　フレスポ高松店 香川県高松市東山崎町668-1　フレスポ高松内

宮脇書店　香西店 香川県高松市香西南町103-1

宮脇書店　十川店 香川県高松市十川東町55-1　フジグラン十川店

宮脇書店　新屋島店 香川県高松市屋島西町百石1912-1　マルナカパワーシティ屋島店2F

宮脇書店　新国分寺店 香川県高松市国分寺町新名664番地1　ザ・ビッグ国分寺内

宮脇書店　川東店 香川県高松市香川町川東下314-1

宮脇書店　総本店1F 香川県高松市朝日新町3-4

宮脇書店　総本店2F 香川県高松市朝日新町3-4

宮脇書店　総本店3F 香川県高松市朝日新町3-4

宮脇書店　太田店 香川県高松市太田上町982-1

宮脇書店　南本店1F 香川県高松市伏石町2139-11

宮脇書店　南本店1F後 香川県高松市伏石町2139-11

宮脇書店　南本店2F 香川県高松市伏石町2139-11

宮脇書店　本店新館1F 香川県高松市丸亀町4-8

宮脇書店　本店新館2F 香川県高松市丸亀町4-8

宮脇書店　本店新館3F 香川県高松市丸亀町4-8

宮脇書店　本店新館4F 香川県高松市丸亀町4-8

宮脇書店　本店新館5F 香川県高松市丸亀町4-8

宮脇書店　本店新館6F 香川県高松市丸亀町4-8

宮脇書店　本店本館1F後 香川県高松市丸亀町4-8

宮脇書店　本店本館1F前 香川県高松市丸亀町4-8

宮脇書店　本店本館2F 香川県高松市丸亀町4-8

宮脇書店　本店本館3F 香川県高松市丸亀町4-8

牛たん屋BERO 香川県高松市今新町8-17今新町秋元ビル1階

居酒屋　ぽんた 香川県高松市今新町7-4

居酒屋Bar 末広 香川県高松市太田上町866-3 2F

居酒屋せきや 香川県高松市片原町2-3 1F

魚と田舎料理　おかげや 香川県高松市瓦町1丁目12-1 田村ビル1F



京風旬菜　鮨　みづは堂　全室個室 香川県高松市瓦町2-9-5

郷屋敷 香川県高松市牟礼町大町1987

玉吉 香川県高松市鬼無町鬼無449-6

銀波亭 香川県高松市香川町川東上2235-1

串どり鍛冶屋町店 香川県高松市鍛冶屋町1-22　吉田ビル2階

串焼き鉄板ぼの 香川県高松市片原町1番地8片原町藤原ビル2階

串焼酒場若八屋 香川県高松市西の丸町6-12

串天と醸し酒　甑 香川県高松市磨屋町7-2 KTビル　1F2F

熊野蒲鉾店 香川県高松市川島本町195

穴吹米穀店 香川県高松市香川町浅野527ー1

原ヲビヤ園茶舗 香川県高松市片原町1-12

個人タクシーtaka 香川県常磐町2丁目4番地2大熊ビル403号

古馬場精肉店 香川県高松市古馬場町9-22

虎徹 香川県高松市鍛冶屋町4-1フェスタ2ビル4階

呉服ますや 香川県高松市南新町10-3

御菓子司 富久ろ屋 香川県高松市片原町10-16

御馳の介 香川県高松市鍛冶屋町4-10

香のもの処 大森屋 香川県高松市兵庫町10-3

香川県交通 株式会社 香川県高松市天神前6-32

香南楽湯 香川県高松市香南町横井997-2

高松くるみ本店 香川県高松市鍛冶屋町1ー14ペンシルベニア一B

高松ロフト 香川県高松市丸亀町7番16　丸亀町グリーン西館3F

高松駅前酒場 納屋之炭 香川県高松市寿町1丁目1-28UMIビル1F

高松国際ホテル 香川県高松市木太町2191-1

高松国際ホテル　宴会 香川県高松市木太町2191-1

高松市職員消費生活協同組合 香川県高松市番町1-8-15

高松書林 香川県高松市兵庫町2ー9

レストラン「シャングリ・ラ」 高松東急REIホテル 香川県高松市兵庫町9番地9

高知家 香川県高松市古新町9-1リーガホテルゼスト高松1F東

高田タクシー 香川県高松市亀田町384番地

高嶋金物店 香川県高松市田町3番地1

高徳電化 株式会社 香川県高松市円座町1015-1

合同会社tk-works 香川県高松市国分寺町国分1507-1

黒川農機商会 香川県高松市塩江町安原上東2423

骨付丸亀鳥高松店 香川県高松市古馬場町13-19

骨付鳥　寄鳥味鳥 香川県高松市兵庫町1-24

佐野化粧品店 香川県高松市兵庫町1-19

再来 中華料理　南新町店 香川県高松市南新町12-2

再来 中華料理　木太町店 香川県高松市木太町2677-1

朔日 香川県高松市瓦町1丁目7-13

雑貨ルチア 香川県高松市塩屋町17-8玉越ビル1階

三ツ矢亭鍛冶屋町店 香川県高松市鍛冶屋町4-19

三びきの子ぶた 香川県高松市常磐町1-4-9

三宅自転車店 香川県高松市番町1-9-13



三友堂 香川県高松市片原町1-22

山屋商店 香川県高松市屋島西町1997-2

讃岐うどん めんめ家 香川県高松市瀬戸内町30-73

讃岐めんさ 香川県高松市常磐町1-3-1瓦町FLAG10階

四国ショップ88 香川県高松市サンポート2-1　マリタイムプラザ高松1F

四国空市場 香川県高松市香南町岡1312番地7

四六時中 香川県高松市香西本町1-1 

子規 香川県高松市鶴市町651-1

旨らーめん風味麺神　高松店 香川県高松市香西本町1-1　イオンモール高松3F

自然派ワイン居酒屋 ガブマル食堂 香川県高松市御坊町9-5

若大将 香川県高松市西の丸町5-1

手作りカレーの店マサラ 香川県高松市錦町一丁目　18-4

手打うどん三徳 香川県高松市林町390-1

寿し×海鮮酒場 酔灯屋 香川県高松市西の丸町13-7  3階

寿司処福家 香川県高松市古馬場町6-15

宗家くつわ堂　西店 香川県高松市郷東町574

宗家くつわ堂　総本舗 香川県高松市兵庫町4-3

宿泊 (JRホテルクレメント高松) 香川県高松市浜ノ町1-1

熟成豚専門店　かつ福高松春日店 香川県高松市春日町1670-1

春日水神市場 香川県高松市木太町2836-1

春風堂　工場売店 香川県高松市香川町大野1728-30

春風堂　南新町店 香川県高松市南新町8-30

旬彩真和っか 香川県高松市古新町10-9

将軍武田屋 香川県高松市一宮町933-2

小笹や 香川県高松市紺屋町2-2

小西洋品店 香川県高松市牟礼町牟礼2422-7

小島履物店 香川県高松市兵庫町11ー8

昌来軒 香川県高松市西の丸町5ー10

高橋石油株式会社　松縄町給油所 香川県高松市松縄町1105-1

松風庵かねすえ　JR高松駅店 香川県高松市浜ノ町1-20　JR高松駅店

松風庵かねすえ　丸亀町壱番街店 香川県高松市丸亀町1-1-1F

松風庵かねすえ　扇町本店 香川県高松市扇町1-24-36

焼肉 どらごん 香川県高松市常磐町1丁目9-27

焼肉 大黒天 香川県高松市御坊町9番地2

焼肉ことぶき　春日店 香川県高松市春日町1668-1

焼肉ことぶき　太田店 香川県高松市太田下町1387-1

焼肉ジンスケ 香川県高松市瓦町2-9-9

焼肉一牛家 香川県高松市仏生山町甲1677-1

焼肉五苑　高松中央通りハゼ店 香川県高松市東ハゼ町7-1

食　乃口 香川県高松市古馬場町1-19大西ビル1F

食パン専門店　一本堂 香川県高松市藤塚町1-8-22

食処實 香川県高松市香川町浅野1051-15

信州そば処そじ坊高松駅コム店 香川県高松市浜ノ町1-202階

新鮮市場きむら　屋島店 香川県高松市屋島西町2105-8



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　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　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　林店 香川県高松市林町字宗高1183-1

森のカフェ 香川県高松市春日町170-3

森の猫Pato’sCafe 香川県高松市木太町5023-3

神楽食堂串家物語　ゆめタウン高松店 香川県高松市三条町字中所608-1　ゆめタウン高松1F

人情味酒場 えんぎ屋 香川県高松市古新町10-6荒木ビル1階

粋な海鮮酒場 ものっそ 香川県高松市福田町9番地6 K-Bill福田町1F

瀬戸内ジェラートMARE 香川県高松市南新町3-2

瀬戸内家良ちゃん 香川県高松市西の丸町2-5

瀬戸内味処活 香川県高松市亀井町11-3

生活の木 香川県高松市丸亀町7番16　丸亀町グリーン西館1F

生活雑貨スキレット 香川県高松市多肥下町473-2

生巧堂時計店 香川県高松市田町4-27

精肉一筋 肉惣　高松林店 香川県高松市林町2538-1

西村ジョイ Sメガホームセンター　屋島店 香川県高松市屋島西町2105-8

西村ジョイ Sメガホームセンター　成合店 香川県高松市成合町812-1

千寿 香川県高松市六条町482-1

高橋石油株式会社　川東SS 香川県高松市香川町川東上2011-13

川淵帽子店 香川県高松市田町9-25

扇誉亭 香川県高松市屋島東町1803-2

多山文具　高松店 香川県高松市三条町字中所608-1ゆめタウン高松2階

太田たばこ店 香川県高松市古馬場町8-25

太田上町施術院 香川県高松市三条町164-1

太洋ボウル 香川県高松市観光通2-10-15

台湾海濤料理 香川県高松市牟礼町大町1052-1

大漁丼家　高松店 香川県高松市林町2536-10

大山メガネ 香川県高松市田町4‐23

大衆やきとり　とり心 香川県高松市牟礼町大町971-5 2F

大衆中華食堂　旨屋　円座飯店 香川県高松市檀紙町201-1

大衆中華食堂　旨屋　国分寺飯店 香川県高松市国分寺町新居3-1

大渚亭　別館 香川県高松市松縄町1089-7

大渚亭　本店 香川県高松市高松町3005-4

第一タクシー 株式会社 香川県高松市朝日町5丁目4番25号

宅配クリーニング フェイス 香川県高松市井口町3-1

脱毛サロンLibre　高松店 香川県高松市丸亀町4番地12元屋ビル2F

炭ジロー 香川県高松市瀬戸内町30海まち商店街

炭火焼き&燻製ダイニング 時香 香川県高松市古新町9-1 リーガホテルゼスト高松2階

炭火焼肉もざいく 香川県高松市多肥下町1568-3

炭火焼肉もざいく　春日店 香川県高松市木太町2833-1

炭焼き居酒屋HOCCO 香川県高松市一宮町178-1

地酒処 天羽 香川県高松市松福町二丁目19番18号



池まる餃子 香川県高松市太田上898-8馬渕ショップ1階西側

茶房　古遊楽 香川県高松市牟礼町大町1987

中央コンタクト・メアシス　イオンモール高松店 香川県高松市香西本町1-1 

中央交通 香川県高松市錦町1-6-16

中華よこはま亭 香川県高松市紺屋町3-8

中華料理 桃源 香川県高松市伏石町2166-8

中華料理 彩宴 香川県高松市塩上町12-1

中国料理 桃花苑 香川県高松市古新町9-1　リーガホテルゼスト高松北側別館2階

中国料理「桃煌」(JRホテルクレメント高松) 香川県高松市浜ノ町1-1

中国料理 ニュー雅園 香川県高松市古新町10-10

中国料理 北京本館 香川県高松市片原町2番地10

中村電気 香川県高松市兵庫町3-23

長崎ちゃんぽん十鉄　イオンモール高松店 香川県高松市香西本町1-1 

長浜ラーメン一竜 香川県高松市伏石町2072-4

鳥長 香川県高松市鍛冶屋町4-14AKビル1階

高橋石油株式会社　勅使給油所 香川県高松市勅使町字大隅1287-1

鉄板　鳥むつ。 香川県高松市常磐町1丁目5-5

天下一品　高松駅前店 香川県高松市西の丸町2-16サンビレッジ1階

天勝　本店 香川県高松市兵庫町7-8

天津甘栗はまの 香川県高松市兵庫町1-4

天道 香川県高松市香川町大野1343-1

田むら家 香川県高松市塩上町10-12パールビルハスイ101

東京靴流通センター　高松春日町店 香川県高松市春日町1644-1

東京純豆腐　ゆめタウン高松店 香川県高松市上天神町326-1　ゆめタウン高松東館2F

東讃交通株式会社 香川県高松市通町6番地2

東新電機 香川県高松市太田上町876-1

豆ちょこCafe 香川県高松市元山町1163-8

道の駅 源平の里むれ 香川県高松市牟礼町原631-7

寅や番外地店 香川県高松市瓦町1-10-15　村上ビル

凪 香川県高松市屋島西町2484-18

南天堂薬局 香川県高松市塩屋町6-4

二勝すし 香川県高松市田町13-4

二川化粧品店 香川県高松市田町3-3

二和電気商会 香川県高松市片原町2-6

肉のヒガシハラ　ウイングポート店 香川県高松市香川町大野916-1

肉のヒガシハラ　屋島店 香川県高松市高松町2593-3

肉のヒガシハラ　三谷本店 香川県高松市三谷町1258番地1

肉のヤマキ商店　ゆめタウン高松店 香川県高松市三条町608-1　ゆめタウン高松東館2F

肉の日露 香川県高松市百間町1-9

日新タクシー株式会社 香川県高松市香西本町36-1

日本料理 錦 香川県高松市瓦町1-3-11　ロイヤルパークホテル高松2階

日本料理 澤 香川県高松市片原町6-1片原町ビル一階

日本料理「瀬戸」　(JRホテルクレメント高松) 香川県高松市浜ノ町1-1

播州とんかつ双葉 香川県高松市香西本町1-1 



白洋舎　イオンモール高松店 香川県高松市香西本町1-1 

半空　瓦町店 香川県高松市瓦町1-10-18 北原ビル

半空　丸の内店 香川県高松市丸の内6-28

美味休心　高松木太店 香川県高松市木太町6区2671-1

美容室 Ra CHIC 香川県高松市仏生山町甲1433-6

美容室 トップヘアーズ 香川県高松市国分寺町福家甲3571-9

美容室 ヴァルゴ 香川県高松市木太町2807ー7

仏蘭西屋 香川県高松市百間町1-8

文具マイスターパピア 香川県高松市松縄町1135-18

平成レッグス 株式会社 香川県高松市郷東町117番地

米屋 溝口食糧 香川県高松市多賀町1-2-4

補聴器センター辻　屋島店 香川県高松市春日町1642-1

補聴器センター辻　高松店 香川県高松市藤塚町2-5-29

補聴器センター辻　太田店 香川県高松市多肥下町214

峰山ハチミツ直売所 香川県高松市峰山町1838-266

本格欧風カレー&洋食　Tan Tan 香川県高松市今新町2-5

夢菓房たから 香川県高松市春日町214

無印良品　ゆめタウン高松 香川県高松市三条町608-1ゆめタウン高松1F

無印良品高松 香川県高松市丸亀町9番地1STEP

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　高松郷東店 香川県高松市郷東町17-7

名物かまど　高松店 香川県高松市丸亀町2-10

名物かまど　高松東店 香川県高松市下田井町631-1

明神そば 香川県高松市円座町556-1

麺場田所商店ゆめタウン高松店 香川県高松市三条町606-1

木太食堂 香川県高松市木太町5024-7

野田屋電機 香川県高松市古新町1-6-1F

薬のなごみ 香川県高松市香川町大野916-1

薬膳茶ともみほぐしのお店　りせっと 香川県高松市三名町135-1

有)谷澤数光商店 香川県高松市亀水町448番地2

有限会社　たらふく 香川県高松市大工町2-21

有限会社　松下文具店 香川県高松市仏生山町甲834-3

有限会社　千葉化粧品店 香川県高松市古馬場町2-1

有限会社 湊屋 香川県高松市寿町1-1-3

有限会社お食事処つるや 香川県高松市高松町2333-2

有限会社お茶の亀屋翠松園 香川県高松市丸亀町5-3

有限会社トータルカーショップ・しこくぼでー 香川県高松市春日町1639-10

有限会社なかやま 香川県高松市牟礼町牟礼175-3

有限会社玉木水象堂 香川県高松市田町4-26

有限会社日下食糧 香川県高松市百間町4-2

遊食房屋　高松南店 香川県高松市香川町川東下1320-1

遊食房屋 国分寺店 香川県高松市国分寺町新名592-1

理容かわにし 香川県高松市塩上町3丁目14-12

里のむすび 香川県高松市東植田町1361



龍神丸ゆめタウン高松店 香川県高松市三条町608-1ゆめタウン高松

露庵misago 香川県高松市瓦町1-12-31

和牛もつ鍋　博多まつもと 香川県高松市常磐町1丁目10-4

和食・甘味かんざし 香川県高松市香西本町1-1 

澪 香川県高松市瓦町一丁目12番地8アスカビル2階

珈琲屋アンデルセン 香川県高松市牟礼町牟礼974-1

珈琲館 ゆめタウン高松店 香川県高松市三条町　中所608-1　ゆめタウン高松店1F

珈琲萌木 香川県高松市郷東町117

琥珀 香川県高松市紺屋町10-8

萬燈珈琲店 香川県高松市国分寺町新居932-1

贔屓屋かくれんぼ 香川県高松市多肥下町1568-1

鮨藤川 香川県高松市兵庫町3-13

MIXER MAN 香川県高松市百間町8-6

喫茶店 ピノキオ　ゆめタウン店 香川県高松市三条町608-1

SUZUYA　南新町本店 香川県高松市南新町13-2

京都・古都果　高松店 香川県高松市瓦町1-10-1

カレーハウスCoCo壱番屋　高松屋島店 香川県高松市高松町3010-2

カレーハウスCoCo壱番屋　高松六条店 香川県高松市六条町358-5

カレーハウスCoCo壱番屋　高松松縄店 香川県高松市木太町1135-2

からみそラーメンふくろう　高松屋島店 香川県高松市屋島西町２４８５−１２

鞄　フジヤ 香川県高松市南新町８−１０

瀬戸の祭寿し兵庫町店 香川県高松市兵庫町１１−５

窯焼きバーグ 五十八 香川県高松市仏生山町甲８８４−４

おかしの時間 香川県高松市仏生山町甲884-2

やきとり大吉　レインボー今里店 香川県高松市今里町２丁目１５−１９

EiMI'S HAIR (美容室 エイミズヘアー) 香川県高松市藤塚町2丁目5-24 永光ビル1F

ラーメン回天 香川県高松市香西東町５７９−１

Flower Fontaine 香川県高松市檀紙町2098-2

店名 住所

 TSURUYA　イオン高松東店 香川県高松市福岡町3-8-5

 ハニーズ　イオン高松東店 香川県高松市福岡町3-8-5

(株)檀ノ浦マリーナ 香川県高松市庵治町6390-83

(肴)babadining 香川県高松市瓦町2丁目12-5ブルーメンビル2F

100時間カレー　ゆめタウン高松店 香川県高松市上天神町326-1　ゆめタウン高松二階

100年食堂 田中屋 香川県高松市栗林町3-11-26

ACRATA 香川県高松市牟礼町牟礼2421-5

akari 香川県高松市田町11-7白石ビル1階

Areem　高松丸亀町店 香川県高松市丸亀町13-3 丸亀町参番東館2F 

atelier LEMON 香川県高松市伏石町1568-1　伏石第2ハイツ105号

Baby Bless 香川県高松市古馬場町8-11 フレンズビル3階

Beauty Lounge 霞 KASUMI 香川県高松市鍛冶屋町4-21　ワンフットビル4F Beauty Lounge 霞

11月28日以降利用可能店     



BeLL DoNNa 香川県高松市郷東町502-17

Big KAHUNA 香川県高松市高松町3006-3

bistro Konatsu 香川県高松市川島東町523-4

bookmarute 香川県高松市北浜町3-2

Boulangerie KURIMUGI 香川県高松市栗林町1-14-4

BREEZE 香川県高松市多肥上町559-5

CAFE LOURDES 香川県高松市兵庫町1-15富貴ビル2F

cakecafeもなみ 香川県高松市下田井町519

Clair 香川県高松市国分寺町新居3226-6

Conditioning Studio Nico 香川県高松市六条町375-4

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

DCM　香西店 香川県高松市香西東町350-1

DCM　香川店 香川県高松市香川町大野76番地1

DCM　国分寺店 香川県高松市国分寺町新名574番地3

DCM　上福岡店 香川県高松市上福岡町838番地1

DCM　水田店 香川県高松市東山崎町291-1 

DCM　川島店 香川県高松市川島東町504

DCM　牟礼店 香川県高松市牟礼町牟礼1018番地

Francfranc　ゆめタウン高松店 香川県高松市三条町608-1　ゆめタウン高松1F

GG-store 香川県高松市紺屋町5-5

GLOBAL WORK　ゆめタウン高松店 香川県高松市三条町608-1

Hachiana 香川県高松市花ノ宮町1丁目11-28　1階

Hair  Suzy 香川県高松市三谷町5085-2

Hair Salon Sure 香川県高松市十川西町680-1

hair secreto 香川県高松市今里町390-7コート今里101

JAM音楽教室 香川県高松市田町4-25  シスターズビル　1F北

La.ma cherie ~good day~ 香川県高松市松縄町1133-8スプリームビル102

LABOREMUS 香川県高松市亀井町9-1 島谷ビル102

liLy 香川県高松市伏石町1568-1　伏石第2ハイツ103号

Limo nail(リモネイル) 香川県高松市松縄町1094-13　2F

MANU 香川県高松市多肥下町1549-4

MUG'S CAFE 香川県高松市北浜町2-22 村川ビル1階

nail salon PERLE 香川県高松市木太町608-24

NES　高松丸亀町店 香川県高松市丸亀町13-3丸亀町参番街2階

P!P!P! 香川県高松市鍛冶屋町4-21ワンフットビル5階A

PAGE BOY　ゆめタウン高松店 香川県高松市三条町608-1

PRIMO PIATTO 香川県高松市高松町3004-4

rai 香川県高松市中新町2-2

RAPPA 香川県高松市常磐町2-6-17 松原ビル1F

RU-GA HAIR 香川県高松市松縄町1053-21

smiley 香川県高松市多賀町2-15-3

SOLID byミゾブチ家具 香川県高松市香川町浅野1306-5

Street Bicycle Style Shop TOKYO 香川県高松市瓦町1-2-8

SUNQ 香川県高松市昭和町1-11-18-1F



SUPER BOY'S! 香川県高松市瓦町1-2-8

taverna LA LIBERTA 香川県高松市常磐町2-5-6

TERANGA　高松店 香川県高松市鍛冶屋町4-9水田ビル1階

tomo 香川県高松市亀井町12-1 三好ビル1階

trattoria tanabata 香川県高松市多肥下町1561-3

WAVE BIKES　高松店 香川県高松市三名町670-3

あかね総本店 香川県高松市松縄町1003-7　レインボータウン1F

アグネス 香川県高松市古馬場町13-17エルパセオビル2F

アトリエNANA 香川県高松市春日町170-8

アリーム　レインボー店 香川県高松市多肥下町1551-1

ありす鍼灸整骨院 香川県高松市十川東町83番地1

イタリア料理ラ・ルーナ 香川県高松市御坊町9-11

いちご整骨院 香川県高松市三条町236

ウイスキーボトルバーカシェット 香川県高松市古馬場町14-4クリスタルビル2階B号室

うえまつ 香川県高松市東山崎町193-2

うなぎ匠大川 香川県高松市上福岡町711番地5

オッティモ 香川県高松市成合町24-1

お仏壇のずゞや　高松本店 香川県高松市紙町35-6

かかし高松 香川県高松市三条町608-1ゆめタウン高松1F

かつえご 香川県高松市鬼無町鬼無449-6

かつ蔵東バイパス店 香川県高松市伏石町2167-7

かねみつ化粧品店 香川県高松市兵庫町10-2

カフェDUCE 香川県高松市牟礼町牟礼3720

カフェグレコ 香川県高松市田町11-2

カフェダイニング フルール 香川県高松市六条町1200-4

カルビ屋大福　高松東バイパス店 香川県高松市伏石町2166-9

カルビ屋大福　高松北バイパス店 香川県高松市木太町2421-1

キッチン　MaMa 香川県高松市福田町12-10

ぎょうてん 香川県高松市木太町5037-8

くぼ薬舗 香川県高松市香西本町414-1

グランデリーズ　昭和町店 香川県高松市昭和町二丁目2番10号

グランデリーズ　太田店 香川県高松市多肥下町1584番地4

クロロフィル高松美顔教室 香川県高松市片原町4-2 山口ビル2FH

ケーズカンパニー　B Bcut1000 香川県高松市香川町大野916-1ウイングポート1F

ケーズデンキ　郷東店 香川県高松市郷東町457

ケーズデンキ　高松春日店 香川県高松市春日町151番地1

ケーズデンキ　高松本店 香川県高松市多肥上町1210

ゲストハウス屋島・陶芸工房 香川県高松市高松町1933-1

コーナンPRO　WORK&TOOL高松勅使店 香川県高松市勅使町754番地1

コーナンPRO　高松元山店 香川県高松市元山町591-1

こがね製麺所　レインボー店 香川県高松市松縄町1030-5

こがね製麺所　鬼無店 香川県高松市鬼無町佐料61-5

こどもファッション アキタ 香川県高松市屋島西町2105-8 西村ジョイ屋島店内

コナズ珈琲栗林公園 香川県高松市室新町972-6



サイクルライフ タムラ 香川県高松市仏生山町甲449-1

さきがけ 香川県高松市太田上町

サツキ 香川県高松市林町1172-3

さぬきの味 ふる里うどん 香川県高松市川島東町523-4

さぬきボドゲ王国 香川県高松市瓦町1-4-13 3F

さぬき農園ぐらし 香川県高松市香西南町607-5

サンクゼール　ゆめタウン高松店 香川県高松市三条町中所608-1　ゆめタウン高松本館1F

シードラゴン 香川県高松市丸亀町1の11番街西館4階

ジーナシス　ゆめタウン高松 香川県高松市三条町608-1

ジーユー　高松レインボー通り店 香川県高松市多肥下町1568-7

シェノン 香川県高松市古馬場町9-15寿ビル2階北

しゃぶしゃぶ温野菜　高松レインボー通り店 香川県高松市松縄町1003-7　レインボータウン2F

しゃぶしゃぶ温野菜　高松木太店 香川県高松市木太町2698-4

ジュンク堂書店　高松店 香川県高松市常磐町1丁目3-1瓦町FLAG3階

シロクマ食堂 香川県高松市古馬場町6-1

スーパードラッグひまわり　屋島店 香川県高松市高松町2510-9

スーパードラッグひまわり　多肥上店 香川県高松市多肥上町55-1

すずらん鍼灸整骨院 香川県高松市郷東町470-1

スタディオクリップ　ゆめタウン高松 香川県高松市三条町608-1

ステーキ石田 香川県高松市瓦町2-8-44

ステップオート 香川県高松市鹿角町348-2

スポーツオーソリティ　イオン高松東店 香川県高松市福岡町3-8-5

スマップル　香川高松店 香川県高松市丸亀町4-3

セブンイレブン　高松太田下町店 香川県高松市太田下町1856-9

ソノダ鞄 香川県高松市片原町2-7

ソルトインドアテニススクール多肥 香川県高松市多肥上町1496

タイガーカットサロンおかだ 香川県高松市東ハゼ町14-7

タタラメガネ　フジグラン十川店 香川県高松市十川東町55番地

タタラメガネ　高松本店 香川県高松市太田下町2333-1

ディスカウントドラッグコスモス　太田上町店 香川県高松市太田上町221-1

デトックス専門店和紫友 香川県高松市六条町995-13

とり鉄中古馬場店 香川県高松市古馬場町8-1　メンミビル1F

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

なかむらモータース 香川県高松市屋島東町62-4

ニコアンド　ゆめタウン高松店 香川県高松市三条町608-1

ハートアップ高松 香川県高松市丸亀町12-8

パキスタン・インド料理　チシティ 香川県高松市多賀町3丁目5-1

バジェット・レンタカー　高松駅前店 香川県高松市西の丸町2-20

バジェット・レンタカー　高松空港店 香川県高松市香南町岡196-2

バジェット・レンタカー　高松店 香川県高松市香西南町500-1

パティスリーアラキ 香川県高松市林町2547-5

パパベル　高松店 香川県高松市多肥下町1529-1

パパベル　太田店 香川県高松市太田下町1870-1

バルーンtoてしごとマキシ 香川県高松市藤塚町2丁目11-11エスカイヤビル1F



はるやま　高松バイパス店 高松市春日町1641-1

はるやま　高松店 香川県高松市丸亀町3番地13参番街西館1階

はるやま　高松南店 香川県高松市東ハゼ町11-1

ピザロイヤルハット　国分寺店 香川県高松市国分寺町柏原20

ビジネスホテルプリンス 香川県高松市木太町2505番地2

ビストロマルシェ 香川県高松市鍛冶屋町4-5  1階

ファッションスペースぐんたに 香川県高松市川島東町878

ファンケルゆめタウン　高松店 香川県高松市三条町608-1ゆめタウン高松1F

フィンズヨガスタジオ　多肥 香川県高松市多肥下町577-1

フィンズヨガスタジオ　楠上店 香川県高松市楠上町2-3-15

フォレストヘアー 香川県高松市牟礼町牟礼2741

ふとんとギフトの『カネチ』 香川県高松市扇町2‐11‐1

フラワー&ライフ　アンズ 香川県高松市瓦町2丁目11-4

プロントJRクレメントイン　高松店 香川県高松市浜ノ町1-3

ヘアーサロンかわすじ 香川県高松市木太町3817

ヘアスタジオ神谷 香川県高松市上之町1丁目5番16号

ベースキャンプ　ゆめタウン高松店 香川県高松市三条町608-1ゆめタウン高松2階

ペットハウス・プーキー　高松店 香川県高松市木太町2701-16

ペットワールドアミーゴ　高松店 香川県高松市伏石町2133-8

ホームセンターコーナン　屋島店 香川県高松市新田町甲35番地2

ホダカ　高松店 香川県高松市林町2535-21

ホテルマリンパレスさぬき レストランCalm 香川県高松市福岡町2-3-4

ポポミール 香川県高松市松縄町1094-13

ホルモンやまと 香川県高松市古馬場町1-6

まいう 香川県高松市御坊町9-16 かをり園ビル

マタタビ珈琲豆店 香川県高松市国分寺町国分563-3

まちのシューレ963 香川県高松市丸亀町13-3高松丸亀町参番街東館2階

マッスル整体 香川県高松市仏生山町甲1667-1

マツモトキヨシ　ウイングポート店 香川県高松市香川町大野916番地1

マツモトキヨシ　フレスポ高松店 香川県高松市東山崎町字本村668-1

マツモトキヨシ　高松丸亀町店 香川県高松市丸亀町10-1

マルヨシセンター　ウイングポート店 香川県高松市香川町大野916番地1

マルヨシセンター　かたもと店 香川県高松市屋島西町1453-1

マルヨシセンター　茜町店 香川県高松市茜町1番地1

マルヨシセンター　国分寺店 香川県高松市国分寺町新居1406

マルヨシセンター　松縄店 香川県高松市松縄町1012番地12

マルヨシセンター　川東店 香川県高松市香川町川東上1792-1

マルヨシセンター　片原町店 香川県高松市鶴屋町7番地5

マルヨシセンター　牟礼店 香川県高松市牟礼町牟礼字浜2433-1

マルヨシセンター　木太店 香川県高松市木太町2512番地1

ミオパエーゼ 香川県高松市今新町7-4

ミキヤ家具店 香川県高松市栗林町1-7-11

みらく 香川県高松市常磐町1ー2ー1

メガネのヒラタ 香川県高松市香川町川東下1857-1



メガネの宝生堂 香川県高松市木太町1604-9

モリマリカフェ 香川県高松市春日町1525-4 2階

やきとりの扇屋　香川町店 香川県高松市香川町大野54-1

やきとりの扇屋　高松東山崎店 香川県高松市東山崎町西原67-1

やきとり大吉　トキワ新町店 香川県高松市瓦町2-1-17

やきとり大吉　桜町店 香川県高松市桜町1-16-17

ゆば膳 香川県高松市一宮町1628-2

ラーメン川裕 香川県高松市檀紙町1648-8

リストランテヒルノ 香川県高松市峰山町1784-1

レストランミケイラ (restaurantMIKAYLA) 香川県高松市サンポート8番40号

レピピアルマリオ　ゆめタウン高松店 香川県高松市三条町608-1

れんげ料理店 香川県高松市田町1-11

ローリーズファーム　ゆめタウン高松店 香川県高松市三条町608-1

わいんびより 香川県高松市片原町9-15

わんまいる　あらき商店 香川県高松市牟礼町牟礼1155

旭屋 香川県高松市瓦町1丁目9番地25

駅レンタカー　高松営業所 香川県高松市浜ノ町1番20号

宴の郷La’なら　別館　絆 香川県高松市伏石町2083-15

屋島テニスクラブ 香川県高松市牟礼町牟礼3720

屋島工房 香川県高松市屋島中町389-5

河田精肉店 香川県高松市扇町1-24-40

菓子ホクロヤ 香川県高松市一宮町455-40

菓匠　柴野 香川県高松市牟礼町牟礼2404-1

海鮮うまいもんや浜海道　春日本店 香川県高松市春日町1644-2

海鮮和食わたつみ 香川県高松市鍛冶屋町4-1 フェスタ2ビル2階

角八 香川県高松市円座町203-2

学生服のタニオカ　国分寺店 香川県高松市国分寺町新居1684番地6

株式会社 人間科学研究所 香川県高松市屋島西町1968-9　2階

株式会社 USサービス 香川県高松市屋島東町1166-1

株式会社 トキワタクシー 香川県高松市紙町596番地2

丸亀製麺高松　レインボー通り 香川県高松市多肥下町1568-6

岩佐佛喜堂　勅使店 香川県高松市勅使町190-1

岩崎荘 香川県高松市香川町川東上594-11

掬月亭・日暮亭(きくげつてい・ひぐらしてい) 香川県高松市栗林町1-20-16　栗林公園内

吉本歯科医院 香川県高松市屋島西町1968-9

久つ和堂 総本店 香川県高松市片原町1-2

牛角　高松レインボー通り店 香川県高松市松縄町1003-7レインボータウン1F

居酒屋竹もと 香川県高松市寺井町1053-10

魚市場小松 香川県高松市古馬場町7-1

京風旬菜 鮨 みづは堂 香川県高松市瓦町2-9-5

橋本薬局 香川県高松市一宮町450の1

九十九庵 香川県高松市三谷町4960-1

栗まるキッチン 香川県高松市中野町28-16

鶏笑マルナカ春日店 香川県高松市木太町2833-1



鶏肉と酒の専門店　鶏 香川県高松市鍛冶屋町4-5　エミーワンビル2F

元祖わかめうどん大島家 香川県高松市松縄町1013-26

元祖唐揚げ本舗　かたに商店出作店 香川県高松市出作町前原199-1

元祖唐揚げ本舗　かたに商店木太店 香川県高松市木太町1130-4

個室居酒屋すけ成 香川県高松市瓦町1-12-28  1F

五葉寿し 香川県高松市国分寺町新居462-3

香川ダイハツ販売株式会社　春日店 香川県高松市春日町1415-1

高松ELEVEN STUDIO 香川県高松市御厩町1662-1

高松サイクル株式会社 香川県高松市栗林町1丁目1-15

高松駅弁当店 香川県高松市浜ノ町1-20

三馬力 多肥店 こなつ食堂 香川県高松市多肥上町711-8

山鳥　高松南店 香川県高松市多肥上町字宮尻1492-3

仕出しセンター いちから二蝶 香川県高松市新北町20-6

時代着物のんの 香川県高松市栗林町2丁目10-53090

時遊 香川県高松市福田町9-1菊田ビル1階

自然食品らびっと 香川県高松市松福町1-7-9

七夕うさぎ 香川県高松市本町5-13

若松 香川県高松市牟礼町大町2431-1

手芸センタードリーム　屋島店 香川県高松市屋島西町2105-8　西村ジョイ1F

手芸センタードリーム　瓦町FLAG店 香川県高松市常磐町1丁目3-1　瓦町FLAG 4F

手芸センタードリーム　高松南店 香川県高松市伏石町2170-3

手打うどん　えびす 香川県高松市鶴屋町2-8

酒肴天馬 香川県高松市百間町1-17 スギモトビル1階

寿し一貫　太田店 香川県高松市太田下町3020番地7

寿司割烹こいし 香川県高松市春日町562-1

渋右江門 香川県高松市片原町11-1-101

純手打ちうどん元気一番 香川県高松市香川町大野1911-4

焼鳥居酒屋とりひろ 香川県高松市木太町828-1

焼肉 天山閣　なごみ春日店 香川県高松市春日町字川尻1026-1

焼肉 天山閣　郷東店 香川県高松市郷東町2-13

焼肉センター 藤雅 香川県高松市木太町1852

焼肉やしま　 香川県高松市高松町2292

焼肉やまと 香川県高松市太田上町494-11

焼肉正 香川県高松市多肥下町1519-16

上海常　高松店 香川県高松市三条町608-1　ゆめタウン高松1F

上原米穀店 香川県高松市東山崎町347-1

植田米穀店 香川県高松市仏生山町甲504

心火らーめん 香川県高松市由良町28-1

吹上亭 香川県高松市栗林町1-20-6

瀬戸きぼう恵味屋 香川県高松市屋島西町1448

清船 香川県高松市御坊町2番地1

西田救命堂 香川県高松市仏生山町甲2203番地8

川原クリーニング 香川県高松市屋島西町1439-4

鮮魚鉄板バルMareMare 香川県高松市鍛冶屋町1-15工藤ビル1階



多美也 香川県高松市今新町2-1

体質改善温活サロン ぬくみ 香川県高松市花ノ宮町3-1-39-104

大原順進堂 香川県高松市番町5丁目1-8

大正そば 香川県高松市川島東町523-4

炭火焼とり忠 香川県高松市木太町2436-4

炭火焼肉 路地裏 香川県高松市常磐町1-2-20

鍛冶屋町みや崎 香川県高松市鍛冶屋町4-21ワンフットビル2F

地鶏屋 らく楽 香川県高松市瓦町1丁目5-4

茶茶丸 香川県高松市下田井町531-12

中国酒家 香川県高松市常磐町2-2-1

中国料理 華宮 香川県高松市伏石町2133番地16

椿美粧院 香川県高松市瓦町1-10-21 山田ビル2階

鉄板 Jozen 香川県高松市多肥下町1575-7

天神前すきしゃぶ亭 YUZUNA 香川県高松市天神前8-6

天然温泉きらら 香川県高松市一宮町800-1

都楽鍼灸院 香川県高松市紫雲町7-7 ひだまりアパートメント紫雲202

東方美食 香川県高松市城東町1丁目1-5

藤塚バル 香川県高松市藤塚町3-8-15  101

徳島ラーメン麺王　マルナカ春日店 香川県高松市木太町2833-1

徳島ラーメン麺王　高松駅前店 香川県高松市寿町一丁目1

豚太郎　瓦町店 香川県高松市瓦町一丁目6-3

豚満 香川県高松市磨屋町10-5古市ビル2階

馬場呉服店 香川県高松市天神前8-23

八剣伝　香西本町店 香川県高松市香西本町8-1 M-1ビル1階

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

髪師稲垣 香川県高松市木太町1604

美味しいお肉と鉄板料理の店 間宮商店2 香川県高松市御坊町2-1 荻田ビル1F

美容室オーレリア 香川県高松市塩屋町11番地15

百とら 香川県高松市福田町

百番　松縄店 香川県高松市松縄町41-20

楓 香川県高松市多肥上町1398番地2

仏生山温泉 香川県高松市仏生山町乙114-5

文具生活リトルノ　高松本店 香川県高松市朝日町3丁目448-20

片付けサポートルンルン♪ 香川県高松市東ハゼ町8-7

保育サポートひまわり　イオン高松店 香川県高松市香西本町1-1

宝石・時計・補聴器 メガネのヤマシタ　国分寺店 香川県高松市国分寺町新名696-7

北角ノースポイント 香川県高松市西の丸町1-26大川バスビルBF

味ノ笑 香川県高松市上天神町827-1

味乃荘 株式会社 香川県高松市木太町2539-1

麺や 神龍 香川県高松市古馬場町8-19

有限会社 リカーショップ多田 香川県高松市木太町1293-3

有限会社 フルーツショップ造田 香川県高松市兵庫町7-3

有限会社 宮井商店 香川県高松市香川町川東上1752-1

有限会社 宮脇種苗園 香川県高松市太田下町2214-5



有限会社 小川祥雲堂 香川県高松市上福岡町717-5

有限会社 肉の山本 香川県高松市香川町浅野544-6

有限会社 和光電化 香川県高松市川島本町164-1

料亭二蝶 香川県高松市百間町7-7

料理ほくろ屋 香川県高松市一宮町455-40

林動物病院 香川県高松市国分寺町新居1766-13

六平うどん 香川県高松市三谷町1859-2

和牛焼肉ダイニング AGORA 香川県高松市鍛冶屋町4-1 フェスタ2ビル5階

和幸 香川県高松市香川町川東下313-1

和酒販 山鳥　屋島店 香川県高松市屋島西町1927-1

和食 弁慶 香川県高松市藤塚町2-10-14

和食輝てん 香川県高松市林町6-29

和味酒場　菜や 香川県高松市川島東町497-1

和洋酒彩のんのん 香川県高松市丸亀町4-14榊原ビル1階

珈匠　高松店 香川県高松市松縄町1030-9

珈琲とサンドイッチの店 ku.ru.mi 香川県高松市川島東町523-4

店名 住所

(有)山崎自転車商会 香川県高松市井口町2-4

29DeLi高松 木太店 香川県高松市木太町1685-7

ART高松マリンタクシー 香川県高松市上之町1-2-3

cafe SORAのいろ 香川県高松市前田西町697

covaco (コバコ) 香川県高松市松縄町1051-21

COZY  CAFE 香川県高松市片原町 3-6

hair Futaba 香川県高松市一宮町181-4

hair&beauty JOU 香川県高松市南新町1-3

HIYORI WASANBON 香川県高松市藤塚町2-9-2 広田ビル1F

INAZAWAタクシー 香川県高松市岡本町　1435-3

Jamming Hair 香川県高松市檀紙町1162-6

LA DIVENTARE 香川県高松市鍛冶屋町1-9 the airビル1階

minette(ミネット) 香川県高松市丸亀町14番地4 高松丸亀町弐番街1号館2階

NESイオン店 香川県高松市香西本町1-1イオンモール高松3F

NOBUYA 香川県高松市片原町1-9

Nord un 香川県高松市大工町１−７

osteria びーだま 香川県高松市栗林町1-9-37パークアベニュービル1F

Room to Grow美容室 香川県高松市新田町甲2157-1

TASUKIーInt 香川県高松市番町2町目17-8

Tikka Naan&Curry&Kebab 香川県高松市林町2585-6

あさひタクシー 香川県高松市木太町2344-1

いのうえ 香川県高松市大工町5-2

いろり 香川県高松市木太町1565-4

エディオンタケヤ電機屋島店 香川県高松市春日町1655-1

エディオン高松扇町店 香川県高松市扇町2丁目11-11

12月20日以降利用可能店(予定）



オステリア　グランキオ 香川県高松市西の丸町7-8須浪ビル1階

お米のツヤ子さん 香川県高松市亀井町11-2アップツーデートビル1階

お米のツヤ子さん　本店 番町店 香川県高松市番町3-3-17

カールズネイル・レインボー店 香川県高松市多肥下町1551-12

カイロプラクティックmite 香川県高松市太田下町3036-1

カレーハウスCoCo壱番屋高松南新町店 香川県高松市南新町9ー1

かわたうどん 香川県高松市香南町岡1358-1

キャトル・ペーシュ 香川県高松市郷東町784-5

さざなみ亭 香川県高松市庵治町714-4

ささや 香川県高松市香西本町149-5

さぬき麺業　手打ちうどん体験道場 香川県高松市松並町884-1

サロン和 香川県高松市多肥下町1594-8

すたみな太郎屋島店 香川県高松市元山町579

セブンイレブン高松中央町店 香川県高松市中央町１４−１６

セブンイレブン高松田町店 香川県高松市田町11-5

トイ珈琲 香川県高松市西内町2-6

ぴこぴこ精肉店中古馬場店 香川県高松市古馬場町7-7

ビストロふらさんの料理店 香川県高松市扇町1-24-9

ファイテンショップ高松店 香川県高松市木太町2711-1

ベッドアンドマットレス屋島店 香川県高松市屋島西町1913-1

ベッドアンドマットレス亀田店 香川県高松市亀田町47-2

ホテルマリンパレスさぬき 香川県高松市福岡町2-3-4

メガネのタナカヤ　南新町本店 香川県高松市南新町3番地1

ラウンドワン高松店 香川県高松市松島町2丁目7番43号

威風 香川県高松市鍛冶屋町4-21　ワンフットビル4F  東

欧洲屋 香川県高松市古馬場町13-23

丸福薬局 香川県高松市上福岡町1209番地の3

喫茶R 香川県高松市塩屋町6-5

喫茶アニー 香川県高松市亀井町8-9ハウス8091F

串揚げいっぽん 香川県高松市片原町9-1

月タクシー 香川県高松市木太町2344-1

個人  あやのタクシー 香川県高松市木太町2344-1

個人 横井 香川県高松市木太町2344-1

個人MATSUBA  TAXI 香川県高松市木太町4250-6

個人タクシーTANIMOTO 香川県高松市木太町2344-1

戸島タクシー 香川県高松市木太町2344-1

御料理そごう 香川県高松市瓦町2-8-2   2階

光自動車株式会社 香川県高松市上福岡町777-9

高橋石油（株）セブンイレブン高松勅使町店 香川県高松市勅使町字大隅1287-1

三代目鳥メロ　高松南新町店 香川県高松市南新町12-5　タカラヤビル3階

讃蔵 香川県高松市鍛冶屋町4-16ソウゲンビル3F

四季懐石　櫂 香川県高松市古馬場町6-13

手打ちうどん飩兵衛 香川県高松市川部町528-31

旬菜小蝶 香川県高松市多肥下町1531-6



焼肉カワシマ 香川県高松市由良町28-1

振袖専門店　いちのや 香川県高松市片原町1-10

澄酒 香川県高松市内町6-10松野ビル1階

瀬川タクシー 香川県高松市木太町2344-1

西宝町みんなの居場所 香川県高松市西宝町1-5-34

石の工房　ミラーグリ 香川県高松市塩上町11-12

赤から高松レインボー通り店 香川県高松市松縄町1131-21

赤松食堂 香川県高松市塩江町安原上東447-1

双葉写真館　一宮店 香川県高松市一宮町181-4

双葉写真館　藤塚店 香川県高松市藤塚町2-13-1

台湾料理  吉吉 香川県高松市鹿角町295-4

谷文盛堂 香川県高松市番町1-7-7

炭焼きカルビぼっけぇ 香川県高松市亀井町9-8大塚ビル1階

中国料理　PANDA 香川県高松市松縄町1111ー13

長安眼鏡店 香川県高松市浜ノ町49-20LIVLOV2F-A

天下一品屋島店 香川県高松市屋島西町2022-6

藤塚町マルシェ 香川県高松市藤塚町1丁目5-17

徳島石油　一宮サービスステーション 香川県高松市一宮町1517-1

徳島石油　下田井サービスステーション 香川県高松市下田井町355-9

徳島石油　空港通りサービスステーション 香川県高松市香川町川東下747-1

徳島石油　今里サービスステーション 香川県高松市今里1丁目28-28

徳島石油　三谷サービスステーション 香川県高松市三谷町118-1

肉力JAPAN楽椿 香川県高松市磨屋町9-1ダダビル2F

百番木太店 香川県高松市木太町1849

平井タクシー株式会社 香川県高松市浜ノ町4-3

有限会社舞楽 香川県高松市東山崎町1098

理容カワダ 香川県高松市栗林町1丁目8-8田所ビル1f

料理　なか渓 香川県高松市香川町浅野2925-7

和工房あき 香川県高松市南新町11-7-1

焙煎珈琲　胡桃 香川県高松市紙町547-1


