
▼さぬき市 ▼三豊市 ▼丸亀市

▼仲多度郡まんのう町 ▼仲多度郡多度津町 ▼仲多度郡琴平町

▼善通寺市 ▼坂出市 ▼小豆郡土庄町

▼小豆郡小豆島町 ▼木田郡三木町 ▼東かがわ市

▼綾歌郡宇多津町 ▼綾歌郡綾川町 ▼観音寺市

▼香川郡直島町 ▼高松市
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加盟店名加盟店名 市区町村市区町村 所在地所在地 ジャンルジャンル

西村ジョイ 志度店 さぬき市 志度１２７５－１ ショッピング

ここも 志度店 さぬき市 志度２１１４－１ 飲食店

生活協同組合コープかがわコープ志度 さぬき市 志度２２０９ ショッピング

カルビ屋大福志度店 さぬき市 志度２４３１－１ 飲食店

高瀬ふれあい産直市 三豊市 高瀬町上高瀬１２７１－２ ショッピング

マルヨシセンター高瀬店 三豊市 高瀬町下勝間１６４７－１ ショッピング

西村ジョイ 高瀬店 三豊市 高瀬町新名９８４－１ ショッピング

黒川種苗園 丸亀店 丸亀市 原田町１６１９－１ ショッピング

ゲームアーク 丸亀店 丸亀市 土器町東２－１０ ショッピング

エリート洋菓子店 丸亀市 土器町東２－４６３ 飲食店

生一本 丸亀市 土器町東７－４５５ 飲食店

文具生活 丸亀 丸亀市 土器町東８－２３ ショッピング

四季の味ちゃんこ瀬戸菜 丸亀市 土器町東８－２５２－２ 飲食店

BAR BiCAN 丸亀市 土器町東８－４６６ サービス

GOOD NEIGHBORS COFFEE 丸亀店 丸亀市 土器町東９－１９４ 飲食店

ほくろ屋 丸亀市 土器町東９－２８４ 飲食店

藤村精肉店 丸亀市 土居町１－５－３４ 飲食店

丸亀フラワーセンター 丸亀市 城東町２－１４－２８ ショッピング

味に魅かれて 凛 丸亀市 富士見町２－１－２２ 飲食店

や台ずし 丸亀町 丸亀市 富屋町４－１ その他

イソザキ 丸亀店 丸亀市 山北町２３ ショッピング

ビッグアメリカンショップ 丸亀店 丸亀市 山北町３６－６ ショッピング

鰻城 丸亀市 山北町５７２－１ 飲食店

きさらぎ 郡家店 丸亀市 川西町北５５０－１ 飲食店

ハクライ 丸亀市 川西町南８３８－１　 ショッピング

焼肉 牛楽 丸亀市 幸町２－９－１ 飲食店

アストロプロダクツ 丸亀店 丸亀市 新浜町１－８０３－２ ショッピング

ミモカ ミュージアムショップ 丸亀市 浜町８０－１ ショッピング

一徳 丸亀市 港町３０７－１００ 飲食店

カルビ屋大福丸亀店 丸亀市 田村町１２６７ 飲食店

cafe BUBUCANE 丸亀市 田村町１７６６－１０ 飲食店

西村ジョイ 丸亀店 丸亀市 田村町５０６ ショッピング

ワークウェイ丸亀店 丸亀市 田村町橋の坪１３０３－１ ショッピング

山かつ丸亀店 丸亀市 田村町池の下９６１－１ 飲食店
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プリティショップ八奈香本店 丸亀市 綾歌町岡田下３１０－１ ショッピング

CREW’S CAFE 丸亀市 蓬莱町５６－１ 飲食店

やきとり家すみれ　浜街道丸亀店 丸亀市 蓬莱町５６－１　パブリックプラザ丸亀内 飲食店

お食事処 新世 丸亀市 西平山町２６８ 飲食店

ヒライ時計メガネ店 丸亀市 西本町１丁目４－２ ショッピング

生活協同組合コープかがわコープ郡家 丸亀市 郡家町原３１２４－１ ショッピング

きさらぎ 丸亀市 飯山町東坂元１０７－３ 飲食店

マルヨシセンターグランデリーズ飯山店 丸亀市 飯山町西坂元２７－１ ショッピング

生活協同組合コープかがわここね飯山 丸亀市 飯山町西坂元６４８－１ ショッピング

讃さん広場 丸亀市 飯山町西坂元６５５－１ ショッピング

しゃぶしゃぶ焼肉正岡 国道店 丸亀市 飯野町東分１１１７－１ 飲食店

マルヨシセンター満濃店 仲多度郡まんのう
町 吉野下２１２ ショッピング

西村ジョイ 琴平店 仲多度郡まんのう
町 買田５５３－１ ショッピング

海鮮うまいもんや浜海道多度津本店 仲多度郡多度津町 堀江３－６－６ 飲食店

ぴこぴこ精肉店多度津 仲多度郡多度津町 堀江５－２－６ 飲食店

金陵の郷 仲多度郡琴平町 623 ショッピング

名物かまど 琴平店 仲多度郡琴平町 ７００－２ 飲食店

焼鳥・骨付鳥田中屋 仲多度郡琴平町 ７２０－１３ 飲食店

ヘアーサロン ヤマシタ 仲多度郡琴平町 榎井６００－１０ サービス

マルヨシセンター善通寺店 善通寺市 上吉田町８－８－３ ショッピング

パティスリーもりん善通寺本店 善通寺市 与北町９７７－３ 飲食店

トラック用品専門店 ルート11 善通寺市 吉原町２０８８－５ ショッピング

焼肉松坂 本店 善通寺市 吉原町５４０－３ 飲食店

焼肉松坂 国道店 善通寺市 弘田町９０３－１ 飲食店

PLANT 善通寺店 善通寺市 金蔵寺町川添１９０３ ショッピング

食道園 坂出市 久米町１－２６－１２ 飲食店

レストラン ウェリントン 坂出市 久米町２－１０－３１ 飲食店

や台ずし 坂出駅前町 坂出市 元町１－１－１ 飲食店

生活協同組合コープかがわコープ坂出 坂出市 富士見町１－１１９２－１ ショッピング

日の出製麺所 坂出市 富士見町１－８－５ ショッピング

名物かまど 総本店 坂出市 江尻町１２４７ 飲食店

マルヨシセンター池園店 坂出市 池園町５２９－１ ショッピング

海鮮茶屋磯の匠 坂出市 西大浜北１－２－３３ 飲食店

名物かまど瀬戸大橋店 坂出市 西大浜北３－４－４３ 飲食店

加盟店名加盟店名 市区町村市区町村 所在地所在地 ジャンルジャンル
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はまかいどう松山産直店 坂出市 高屋町１１３１－１ ショッピング

マルヨシセンター土庄店 小豆郡土庄町 淵崎甲１３５９－１ ショッピング

マルヨシセンター内海店 小豆郡小豆島町 安田甲２２２ ショッピング

井上誠耕園マザーズ 小豆郡小豆島町 蒲生甲６１－４ ショッピング

MORIKUNI（小豆島酒造） 小豆郡小豆島町 馬木甲１０１０－１ ショッピング

マルヨシセンターベルシティ店 木田郡三木町 鹿伏３１０ ショッピング

味道源 東かがわ市 三本松６８０－６９ 飲食店

塩がま屋宇多津店 綾歌郡宇多津町 六番丁８６－２－１５ 飲食店

びんび三昧坂出インター店 綾歌郡宇多津町 東分１６６０－４ 飲食店

お宝市番館 瀬戸大橋店 綾歌郡宇多津町 東分２９５－１ ショッピング

回遊 綾歌郡宇多津町 浜一番丁６－２１ 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 浜一番丁８－１ 飲食店

モダン・プロ 丸亀店 綾歌郡宇多津町 浜三番丁３０－５ ショッピング

浜田家具 綾歌郡宇多津町 浜二番丁１２－２ ショッピング

ぴこぴこ精肉店 宇多津 綾歌郡宇多津町 浜二番丁１２－５ 飲食店

生活協同組合コープかがわコープうたづ 綾歌郡宇多津町 浜五番丁４９－１ ショッピング

焼肉 ひらい 綾歌郡宇多津町 浜五番丁５１－２ 飲食店

ここも　浜街道店 綾歌郡宇多津町 浜五番丁５９－１ 飲食店

おか泉 綾歌郡宇多津町 浜八番丁１２９－１０ ショッピング

キ-センタ-クワナ 綾歌郡宇多津町 浜六番丁 ８９－１２キ－センタ－くわな サービス

居酒屋 遊歩 綾歌郡宇多津町 浜六番丁７９－２７ 飲食店

綾南自然菓子 Showado 綾歌郡綾川町 畑田２７１９－２ 飲食店

ワークウェイ観音寺店 観音寺市 古川町２３８－１ ショッピング

かつや観音寺 観音寺市 古川町２４０－１ 飲食店

西岡家具店 観音寺市 吉岡町７７０－１ ショッピング

焼肉五苑 観音寺店 観音寺市 吉岡町字畔田１１－１ 飲食店

グリ－ンペッパ－　観音寺店 観音寺市 坂本町１丁目５－１３　ボスコビル１Ｆ ショッピング

西村ジョイ 観音寺店 観音寺市 坂本町６－３－２２ ショッピング

Aコープホウナンふれあい産直市 観音寺市 大野原町大野原１７２７ ショッピング

Bistrot　Mariage 観音寺市 村黒町３８０－６　 飲食店

肉匠 綾商店 観音寺市 柞田町甲６０３－２ 飲食店

すし松 観音寺市 栄町２－１－１０ 飲食店

がん太鮨 観音寺市 栄町２－７－４ 飲食店

マルヨシセンター観音寺店 観音寺市 植田町１０１７ ショッピング

加盟店名加盟店名 市区町村市区町村 所在地所在地 ジャンルジャンル
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グリルレストランモカ 観音寺市 植田町１６８３－５ 飲食店

原起苑 観音寺市 流岡町１２９２丁目１ 飲食店

生活協同組合コープかがわコープ観音寺 観音寺市 茂木町２－１－１ ショッピング

とらや 観音寺市 観音寺町甲３４０６ー７ 飲食店

三菱マテリアル直島生協本店 香川郡直島町 228644 ショッピング

三菱マテリアル直島生協本村売店 香川郡直島町 ６９６－８ ショッピング

レストラン ミケイラ 高松市 サンポート８－４　サンポート高松緑地公園内 飲食店

ゆば膳 高松市 一宮町１６２８－２　 飲食店

オカウチAPI 高松店 高松市 一宮町９０６－１ ショッピング

生活協同組合コープかがわコープ一宮 高松市 一宮町長塚３４１ ショッピング

炭火極味焼肉英 高松市 三条町７２－７ 飲食店

肉のヒガシハラ三谷本店 高松市 三谷町１２５８－１ ショッピング

salon Lamp 高松市 上之町３－３－１４ サービス

久本酒店 高松市 上天神町７６８－２ ショッピング

鮮魚まさ吉 高松市 上天神町７６８－２ ショッピング

焼肉きんぐ高松上天神店 高松市 上天神町字源太也２１８－１ 飲食店

和ともり 高松市 上林町４０９ 飲食店

ステーキハウス 听 高松店 高松市 丸の内１１－９　大内ビル１Ｆ 飲食店

パティスリー リュ・ドゥ・シュープリーズ 高松市 丸の内１２－２３ 飲食店

マックスマーラ 高松市 丸亀町１－１　壱番街西館　１Ｆ ショッピング

Aguhairchart高松 高松市 丸亀町１２－９　丸亀町Ｕ．Ｒビル　１Ｆ サービス

トゥモローランド 高松市 丸亀町１３－１　高松丸亀町参番街東館　１Ｆ ショッピング

ルピシア 高松市 丸亀町１３－３　高松丸亀町三番街東館　１Ｆ ショッピング

RANDA高松店 高松市 丸亀町３－１３　丸亀町参番街西館　１Ｆ ショッピング

イングリッシュローズ 高松市 丸亀町５－１　１Ｆ ショッピング

Wacoal Garden 高松市 丸亀町５－４ ショッピング

blanco 高松市 丸亀町６－２　丸亀町ビル　１Ｆ サービス

つねや本店2F 高松市 丸亀町６－３　２Ｆ ショッピング

イタリアンビストロ ヒライ 高松市 丸亀町６－６ 飲食店

アイアイイスズ G－Time 高松市 丸亀町７－１６　丸亀町グリーン西館　２Ｆ ショッピング

マリメッコ 高松市 丸亀町９－２ ショッピング

偉大なる発明 香川高松店 高松市 丸亀町９－４　くつわ堂ビル　１Ｆ 飲食店

や台ずし 亀井町 高松市 亀井町１０－１０ 飲食店

kitchen　ROAD 高松市 亀井町１２－２０　ＷＡＫＩビル１Ｆ 飲食店

加盟店名加盟店名 市区町村市区町村 所在地所在地 ジャンルジャンル
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ステーキハウス 山 高松市 亀井町８－６ 飲食店

や台ずし ライオン通町 高松市 今新町１－１４ 飲食店

すし森山 高松市 今新町７－１ 飲食店

菜園Sマルシェ 高松市 今新町８－１　香西今新町ビル ショッピング

べべんこ 高松市 今新町８－９ 飲食店

お菓子のひぐち 高松市 仏生山町乙５２－７ 飲食店

焼鳥てんやわんや 高松市 仏生山町甲３８８－１ 飲食店

伊太飯キッチン チーズカフェ 高松市 伏石町２０４６－５ 飲食店

生活協同組合コープかがわコープ太田 高松市 伏石町２０５３－５ ショッピング

カーテンじゅうたん王国 高松店 高松市 伏石町２０７４－５ ショッピング

焼肉香らん サンフラワー通り店 高松市 伏石町２１１１－１６ 飲食店

JEANS FACTORY 高松店 高松市 伏石町２１４９－１２ ショッピング

PARTS LAND イワサキ 高松市 伏石町２１５２－２ ショッピング

高松甲羅本店 高松市 伏石町２１６４－２ 飲食店

山かつ高松店 高松市 伏石町２１６７－１ 飲食店

手芸センタードリーム 高松南店 高松市 伏石町２１７０－３ ショッピング

AUBEhairterre高松店 高松市 伏石町２１７４－１ サービス

Rita 高松市 元山町１２４－１　コーポ川添１Ｆ サービス

居酒屋 東風 高松市 八坂町２－８ 飲食店

パスタデアリオスト 高松市 兵庫町１－１０　玉屋ビル　１Ｆ 飲食店

天勝 高松市 兵庫町７－５ 飲食店

ビッグウッド高松店 高松市 勅使町１２７７ ショッピング

焼肉酒家あぶり亭高松店 高松市 勅使町１８２－４ 飲食店

シマダヤホーム＆ライフ 高松店 高松市 勅使町２３３ ショッピング

テンポスバスターズ高松店 高松市 勅使町６１９ ショッピング

高橋ふとん店 十川店 高松市 十川西町３８０ ショッピング

37＆COFFEE 高松市 南新町１３－７　１Ｆ ショッピング

La Vie hair produce 高松市 古新町１－４　WINDビル３Ｆ サービス

韓屋仁 高松市 古新町６－１　古新町ビル　１Ｆ 飲食店

新 高松市 古馬場町１－１　 飲食店

食 乃口 高松市 古馬場町１－１９　大西ビル１Ｆ 飲食店

大勝 高松市 古馬場町１３－１２　１Ｆ 飲食店

寿司割烹 糸半 高松市 古馬場町１３－２２　山本ビル　１Ｆ 飲食店

やきとり鳥新 高松市 古馬場町１３－３ 飲食店

加盟店名加盟店名 市区町村市区町村 所在地所在地 ジャンルジャンル
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肉の近どう高松古馬場店 高松市 古馬場町５－１２ 飲食店

寿司処 福家 高松市 古馬場町６－１５ 飲食店

giocare 高松市 古馬場町６－３０ 飲食店

魚・旬菜　ととや 高松市 古馬場町８－１６　こもりビル１Ｆ 飲食店

株式会社アロバー 高松市 国分寺町新名１２２５－５ ショッピング

パティスリーもりん国分寺店 高松市 国分寺町新名４４０－２ 飲食店

カフェ コンディトライ＆レスト シカ 高松市 国分寺町新名７－１ 飲食店

マルヨシセンター国分寺店 高松市 国分寺町新居１４０６ ショッピング

五葉寿し 高松市 国分寺町新居４６２－３　 飲食店

THWIPP 高松市 塩屋町１６－６　１Ｆ サービス

JLica hair 高松市 多肥下町１５０６－２ サービス

glamour 高松市 多肥下町１５０７−６　２F サービス

ブーランジェリーアズュール 高松市 多肥下町１５２１－１５ 飲食店

アイアイイスズ リペアクリニック 高松市 多肥下町１５２３－１ ショッピング

ワークウェイ高松中央店 高松市 多肥下町１５２３－１７ ショッピング

千房 高松レインボー店 高松市 多肥下町１５３０－１９ 飲食店

フーズランド 高松市 多肥下町１５４１－１７ ショッピング

カフェ足袋 高松市 多肥下町１５５１－３ 飲食店

GOOD NEIGHBORS CO 高松市 多肥下町１５５２－２６ 飲食店

芋屋金次郎 高松店 高松市 多肥下町１５５８－１ 飲食店

菓匠もりん高松店 高松市 多肥下町１５６２－２４ 飲食店

マルヨシセンターグランデリーズ太田店 高松市 多肥下町１５８４－４ ショッピング

焼肉 香蘭 花園店 高松市 多賀町３－１２－１ 飲食店

チシティ 高松市 多賀町３－５－１ 飲食店

味処 いのうえ 高松市 大工町５－２ 飲食店

居酒屋蘭丸 高松市 大工町７－４ 飲食店

焼肉ことぶき 高松市 太田下町１３８６－１ 飲食店

焼肉 あさひ 高松市 太田下町１９２９－６ 飲食店

EUPHORIAHAIR＆BEAUTY 高松市 太田下町２６００－１ サービス

ラ・ファミ－ユ太田店 高松市 太田下町３０２９－２１ 飲食店

ステーキハウス千萬 高松店 高松市 寿町２－４－２０　高松センタービル　Ｂ１ 飲食店

わら家 高松市 屋島中町９１ 飲食店

長江SORAE 高松市 屋島東町３２－１２ 飲食店

マルヨシセンターかたもと店 高松市 屋島西町１４５３－１ ショッピング

加盟店名加盟店名 市区町村市区町村 所在地所在地 ジャンルジャンル
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JEANS FACTORY 屋島店 高松市 屋島西町１９２５－１ ショッピング

ピザハット高松屋島店 高松市 屋島西町１９８１－１ ショッピング

西村ジョイ 屋島店 高松市 屋島西町２１０５－８ ショッピング

焼肉なかむら屋島店 高松市 屋島西町２４８４－４ 飲食店

JA香川県 グリーンピア岡本 高松市 岡本町字幸ノ神９４４ ショッピング

和牛もつ鍋博多まつもと 高松市 常磐町１－１０－４ 飲食店

丸新果物商店 高松市 常磐町１－４－９ 飲食店

にぱち 常磐町店 高松市 常磐町１－６－４ 飲食店

RAPPA 高松市 常磐町２丁目６－１７松原ビル１Ｆ ショッピング

鮨処 やまと 高松市 御坊町１－１０ 飲食店

寿司割烹 小松 高松市 御坊町１０－１６　レディービル１Ｆ　２Ｆ 飲食店

寿司 中川 高松市 御坊町１０－７　エイトビル　１・２Ｆ 飲食店

焼肉 大黒天 高松市 御坊町９－２ 飲食店

ガブマル食堂 高松市 御坊町９番地５　 飲食店

西村ジョイ 成合店 高松市 成合町８１２－１ ショッピング

生活協同組合コープかがわコープ扇町 高松市 扇町２－３６０－２ ショッピング

びっくりドンキー　高松春日店 高松市 春日町１０７４－１ 飲食店

coco space 高松市 春日町１６３－１ ショッピング

海鮮活き活き寿司ここも 高松市 春日町１６６３－１ 飲食店

ヘアメーク・シンズ 屋島店 高松市 春日町１６７０－１ サービス

ぴこぴこ精肉店春日店 高松市 春日町１６９４ 飲食店

夢菓房 たから 高松市 春日町２１４ 飲食店

affectueux 春日店 高松市 春日町５５３－１ サービス

魚神 高松市 春日町字南免１７０－１ 飲食店

山かつ屋島店 高松市 春日町片田１６５１－１ 飲食店

マルヨシセンターグランデリーズ昭和町店 高松市 昭和町２－２－１０ ショッピング

文具生活 リトルノ高松本店 高松市 朝日町３－４４８－２０ ショッピング

バックヤード ガーデン 高松市 木太町１１３２－１ 飲食店

かにわしタルト店 高松市 木太町１５５９－１５ 飲食店

ラ・ファミ－ユ高松本店 高松市 木太町２１９２ ショッピング

ブランジェリ－ ラ・ファミ－ユ 高松市 木太町２１９３－７ 飲食店

カルビ屋大福高松北バイパス店 高松市 木太町２４２１－１ 飲食店

マルヨシセンター木太店 高松市 木太町２５１２－１ ショッピング

焼肉 春日 高松市 木太町２６３２－３ 飲食店

加盟店名加盟店名 市区町村市区町村 所在地所在地 ジャンルジャンル
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ゆず庵高松木太町店 高松市 木太町２６６７－１ 飲食店

春日水神市場 高松市 木太町２８３６－１ ショッピング

癒し家　喜々 高松市 木太町３２００－２　 サービス

BrewMe!COFFEE&TEA 高松市 木太町３８４０－１ 飲食店

寿司とし 高松市 木太町３８６１－５ 飲食店

焼肉丸恵松縄店 高松市 木太町５０２３－２６ 飲食店

モダン・プロ 高松店 高松市 木太町５０３９－３ ショッピング

コピーマック 高松本店 高松市 東ハゼ８－６ ショッピング

焼肉五苑 高松中央通りハゼ店 高松市 東ハゼ町７－１ 飲食店

地酒処天羽 高松市 松福町２－１９－１８ ショッピング

割烹なかむら 高松市 松縄町１００７－４ 飲食店

マルヨシセンター松縄店 高松市 松縄町１０１２－１２ ショッピング

アロバー松縄店 高松市 松縄町１１１２－１６ ショッピング

赤から高松レインボー通り店 高松市 松縄町１１３１－２１ 飲食店

文具マイスターPapier 高松市 松縄町1135-18 ショッピング

Kagawa BMW 高松市 松縄町１１３６－１７ ショッピング

職人の店 ウイング林 高松市 林町１７９２－１ ショッピング

びっくりドンキー高松林店 高松市 林町２５３１－１１ 飲食店

かつや高松東バイパス 高松市 林町２５３１－１４ 飲食店

かに通 高松バイパス店 高松市 林町２５３５－２６ 飲食店

山のや 高松店 高松市 林町２５３８ 飲食店

パティスリー Araki 高松市 林町２５４７－５ 飲食店

いきいき産直 林店 高松市 林町３５１－４ ショッピング

栗林公園 掬月亭 高松市 栗林町１－２０－１６ 飲食店

ビストロ・ボン 高松市 栗林町２丁目４－１６　 飲食店

農家の店しんしん高松南店 高松市 池田町４７１－１ ショッピング

ギフトサロン・フォースターハリカ 高松市 浜ノ町１－１ ショッピング

くまざわ書店 COM高松店 高松市 浜ノ町１－２０　ＣＯＭ高松　２Ｆ ショッピング

創作とんかつ ケ晴レ 高松市 浜ノ町１－２０　ＪＲ高松駅　２Ｆ 飲食店

リブラブ 高松市 浜ノ町４９－２０ ショッピング

NORTHSHORE KAGAWA 高松市 浜ノ町４９－２０　２Ｆ　Ｂ 飲食店

MISURA 高松市 片原町１－８　片原町藤原ビル　１Ｆ　北 ショッピング

アルヴェッキオドゥオモ 高松市 片原町１０－１８ 飲食店

や台ずし 片原町 高松市 片原町１０－１８ 飲食店

加盟店名加盟店名 市区町村市区町村 所在地所在地 ジャンルジャンル
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BAR　MOTORE　片原町店 高松市 片原町９－１５　辻第５ビル１Ｆ 飲食店

郷屋敷 高松市 牟礼町大町１９８７ 飲食店

生活協同組合コープかがわコープ牟礼 高松市 牟礼町牟礼９９４ ショッピング

マルヨシセンター牟礼店 高松市 牟礼町牟礼字浜２４３３－１ ショッピング

串よし 高松市 瓦町１－２－４　グルメ館　５Ｆ 飲食店

寿し勝 高松市 瓦町１－２－６ 飲食店

鉄板焼ふじいさん 高松市 瓦町１－４－１３　瓦町一丁目第五ビル 飲食店

寿司処 恵介 高松市 瓦町１－５－６ 飲食店

くいもんや　おか村 高松市 瓦町１丁目１１－１１　渡辺ビル１Ｆ 飲食店

ピコピコ精肉店 高松市 瓦町２－１０－１８　日下ビル　１Ｆ 飲食店

AOZORA 高松市 瓦町２－７－１　冠野ビル　１Ｆ ショッピング

や台ずし 瓦町駅前町 高松市 瓦町２－７－３ 飲食店

ステーキ 石田 高松市 瓦町２－８－４４ 飲食店

大衆鉄板焼　宗家せんぬき屋 高松市 瓦町２丁目２－５４　 飲食店

アストロプロダクツ 高松店 高松市 田村町８６２－１ ショッピング

井上誠耕園 田町店 高松市 田町４－１５ ショッピング

菓子工房ルーヴ 番町店 高松市 番町１－８－１１ 飲食店

とんかつひがさ番町店 高松市 番町３丁目１５－２４　 飲食店

レストラン香松 高松市 福岡町３－２６－１ 飲食店

海鮮ワイン酒場あら 高松市 福田町１２－１４　中桐ビル１Ｆ 飲食店

炭火極味焼肉英HANAFUSA 高松市 福田町８－１　山崎ビル　１Ｆ 飲食店

百とら 高松市 福田町９－３　徳庄ビル１Ｆ 飲食店

Grapes 高松市 紺屋町１－３　紺屋町ビル　１Ｆ ショッピング

小笹や 高松市 紺屋町２－２　花月ビル１Ｆ 飲食店

マルヨシセンター茜町店 高松市 茜町１－１ ショッピング

みさご寿し 高松市 藤塚町２－６－７ 飲食店

マキシ 高松市 藤塚町２丁目１１－１１エスカイヤビル１Ｆ ショッピング

生活協同組合コープかがわコープ栗林 高松市 藤塚町３丁目１７－８ ショッピング

海鮮居酒屋 神童ろ 高松市 西の丸町　５ー８ 飲食店

焼肉なかむら西の丸店 高松市 西の丸町１３－７　酔灯屋駅前ビル　１Ｆ 飲食店

名物かまど 郷東店 高松市 郷東町１７－７ 飲食店

焼肉五苑 ミラクル店 高松市 郷東町２１０－１ 飲食店

フレッシュバリューミラクルタウン郷東店 高松市 郷東町２２１－１ ショッピング

中村谷 高松市 鍛冶屋町１－１０ ショッピング

加盟店名加盟店名 市区町村市区町村 所在地所在地 ジャンルジャンル
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BISTRO Je pars 高松市 鍛冶屋町１－３　Ｋ’ｓギャラリ－ビル　２Ｆ 飲食店

串かつ あやの 高松市 鍛冶屋町１－３　Ｋ’ｓギャラリー　１Ｆ 飲食店

焼肉シージャン 高松市 鍛冶屋町１－７ 飲食店

LA　DIVENTARE 高松市 鍛冶屋町１番地９　１階 飲食店

グリルアターブル 高松市 鍛冶屋町４－１　フェスタⅡビル２Ｆ 飲食店

鶏 高松市 鍛冶屋町４－５　エミーワンビル　２Ｆ 飲食店

渡辺 高松市 鍛冶屋町６－１９　頼富ビル　２Ｆ 飲食店

かわたうどん 高松市 香南町岡１３５８－１ 飲食店

JA産直 空の街 高松市 香南町岡３６７－１ ショッピング

職人の店 香川店 高松市 香川町大野７１４－２ ショッピング

マルヨシセンターウィングポート店 高松市 香川町大野９１６－１ ショッピング

肉のヒガシハラウィングポート店 高松市 香川町大野９１６－１ ショッピング

マルヨシセンター川東店 高松市 香川町川東上１７９２－１ ショッピング

カピス 高松市 高松町２５１０－１　 ショッピング

肉のヒガシハラ屋島店 高松市 高松町２５９３－３ ショッピング

焼肉きんぐ 高松屋島店 高松市 高松町３００７－２２ 飲食店

高松私設市場イリタニ 高松市 高松町３０１２－１５ ショッピング

フルーツの里 高松市 鬼無町佐料２０－１ ショッピング

マルヨシセンター片原町店 高松市 鶴屋町７－５ ショッピング

加盟店名加盟店名 市区町村市区町村 所在地所在地 ジャンルジャンル
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