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○婦人服 ○表具 ○食事処・活魚・鮮魚 ○豆腐
つくし 撫養町斎田 表具処　元木竹林堂 撫養町木津 味処 あらし 撫養町大桑島 ㈱太子屋 撫養町小桑島
㈲マルフク 撫養町小桑島 ○クリーニング うずしお食堂 撫養町大桑島 ㈱太子屋 北灘店 北灘町折野
㈲レオ 撫養町斎田 サンクリーン藤田 鳴門町高島 海鮮市場 魚大将 　鳴門店 瀬戸町明神 ○精肉
サンワ 撫養町斎田 新洗蔵セブン大津店 大津町矢倉 片山水産 北灘町粟田 鳴美屋精肉店 撫養町斎田
マリアージュ 撫養町小桑島 新洗蔵パワーシティ鳴門店 撫養町桑島 北灘漁協直送とれたて食堂 北灘町宿毛谷 柳川食肉店 大津町矢倉
ｒｉｃａ－ｒｉｃａ 撫養町小桑島 ニシオカクリーニング立岩店 撫養町立岩 福丸水産 瀬戸町明神 肉元 撫養町南浜
○紳士服 ニシオカクリーニング本店 撫養町斎田 ○ダイニングバー ○焼肉・もつ鍋
メンズショップ　ロックヒル 撫養町小桑島 ○学生服 Café＆Bar CeReZo ﾌｧｰｽﾄｼｰｽﾞﾝ1階 焼肉屋 誠 撫養町小桑島
○子供服 山高学生服 撫養町斎田 Dining Bar 灯 撫養町斎田 夕（ユウ） 撫養町小桑島　岡ビル

ベビー&チャイルド　マツカ 撫養町南浜 ○携帯電話 Dining Bar A-towa 撫養町小桑島 ○果物・青果
○衣料品日用品含 ドコモショップ鳴門店 撫養町斎田 g'suffa Prost'（ｽﾞｯﾌｧﾌﾟﾛｰｽﾄ） 撫養町南浜 フルーツくろはま 撫養町南浜
㈱マネキ黒崎店 撫養町黒崎 ○タクシー・代行 カフェ・クッチーナ 撫養町斎田 ○鶏肉・焼鳥
㈱マネキ鳴門店 撫養町斎田 第一タクシー㈲ 撫養町南浜 ○イタリアン 鳥重商店 撫養町南浜
山下呉服店 瀬戸町堂浦 ㈲えびす鳴門観光タクシー 瀬戸町明神 Gemma（ジェンマ） 撫養町南浜 鳥文チェーン大道店 撫養町南浜
○カジュアル 鳴門運転代行 撫養町小桑島 ○中国・中華・四川料理 堀尾商店（南浜店） 撫養町南浜
フーバーズ 撫養町斎田 ○写真館 四川料理 花梨 撫養町黒崎 ○蒲鉾・練製品
マイルストーン 撫養町南浜 野口写真館 撫養町南浜 中華料理 泰山 撫養町大桑島 八木蒲鉾店 撫養町南浜
○呉服 ユモトカラースタジオ 撫養町斎田 ○寿司 ○醤油、味噌
いまぎ呉服店 撫養町斎田 ○印刷 小づち寿司 撫養町大桑島 井上味噌醤油㈱ 撫養町岡崎
きもの阿波和 撫養町南浜 ㈲三星堂印刷所 撫養町黒崎 すし一 撫養町小桑島 福寿醤油 大麻町池谷
呉服のやまつる 撫養町林崎 ○葬祭・花輪 すし勝 撫養町斎田 ○酒販、輸入酒
森呉服店 大麻町板東 ㈱桶幸ウチダ造花 撫養町南浜 ㈲寿し辰 撫養町小桑島 L-mnd（エルムンド） 撫養町南浜
○靴 ○家電 鮨よし 大津町吉永 木下酒店 撫養町北浜
橋本靴店 撫養町斎田 イマデ電器 撫養町木津 ○うなぎ ㈲山本壽一郎商店 撫養町林崎
○宝石 カルテット松前 撫養町南浜 お食事処 天野屋 撫養町小桑島 福居酒店 撫養町木津
ジュエリー・アプローズ 撫養町南浜 ケーズデンキ鳴門店 大津町吉永 ○うどん ○牛乳
㈱由井精良堂 撫養町小桑島 コバヤシ電機 撫養町南浜 うどん乃岡田屋 大津町吉永 細川乳販㈱ 撫養町立岩
○時計 ㈱ソニック鳴門 撫養町小桑島 大井食堂 撫養町南浜 森永の牛乳屋さん池口商店 撫養町南浜
中林時計店 撫養町南浜 ㈱でんき屋みい 大津町大代 ㈲さぬき手打うどん丸亀 撫養町黒崎 ○花
○薬局・ドラッグストア ㈱並木電気商会 里浦町里浦 舩本うどん 大麻店 大麻町桧 ㈲ナルト園 撫養町斎田
河野薬局 撫養町南浜 ㈲野口電機商会 大麻町板東 舩本うどん 高島本店 鳴門町高島 花曜日 撫養町小桑島
キリン堂薬局鳴門店 撫養町黒崎 パルテさいとう 撫養町小桑島 山本製麺 撫養町黒崎 ○種苗
くすりのレデイ鳴門店 撫養町黒崎 パルテヤマシン 撫養町黒崎 ○そば 種苗の小川商店 撫養町斎田
（株）三愛薬局 鳴門支店 撫養町南浜 ひかり電器商会 撫養町木津 生蕎麦 まるじゅう 撫養町大桑島 ○文具
ドラッグストアモリ 鳴門駅前店 撫養町小桑島 ホームストーリーアトム鳴門店 撫養町小桑島 そば処橋本 大津町矢倉 ㈲松竹堂 撫養町南浜
ドラッグストアモリ 鳴門南店 大津町矢倉 ㈲やまでん 撫養町黒崎 ○ラーメン ㈲やまちゅう宮本商店 撫養町斎田
ﾃﾞｨｽｶｳﾝﾄﾄﾞﾗｯｸﾞｺｽﾓｽ鳴門北店 撫養町大桑島 やまでん 大麻店 大麻町大谷 いのたに鳴門店 撫養町南浜 ○はん
ﾃﾞｨｽｶｳﾝﾄﾄﾞﾗｯｸﾞｺｽﾓｽ鳴門南店 大津町吉永 よしだでんき 瀬戸町明神 ○喫茶、洋食、カフェ はん大丸 撫養町斎田
ワキ薬局 大津町吉永 ○カメラ Gallery Café Rosemary’s 鳴門町高島 ○ＣＤ・ＤＶＤ
○化粧品 カメラのマエダ 撫養町斎田 PIZZERA Fumi 大津町吉永 ヨネヅレコード 撫養町南浜
ひかりや本店0101PLAZA 撫養町南浜 ハシモトカメラ 撫養町南浜 カトレア 撫養町小桑島 ○毛糸・手芸
ﾋﾞｭｰﾃｨｰｼｮｯﾌﾟ アジェリア 撫養町小桑島 ○パソコン THE NARUTO BASE 撫養町黒崎 林毛糸店 撫養町南浜
ユアシセイドウなかの 撫養町斎田 パソコン教室わかるとできる 撫養町南浜 キッチン せりな 撫養町斎田 ○画材
○理容 ○工具 珈琲院ピーベリー 撫養町南浜 白鳳画材 撫養町小桑島
ジャイ床 撫養町南浜 ㈲ナバ工具店 撫養町斎田 ザ・コーヒービーンズ 撫養町林崎 ○スケートボード
ヘアサロンイキ 撫養町立岩 ○建材 ナポレオン 撫養町黒崎 ｽｹｰﾄﾎﾞｰﾄﾞｼｮｯﾌﾟ C'mon 撫養町大桑島
理容 木下 大津町矢倉 ㈲吉村建材店 撫養町斎田 洋食 元 大麻町板東 ○教習
理容 矢野 撫養町斎田 ○ケーブルテレビ レスト・喫茶 白いピアノ 撫養町斎田 ㈱鳴門自動車教習所 大津町矢倉
○美容・エステ ㈱テレビ鳴門 撫養町立岩 れんまるカフェ 撫養町斎田 ○シーカヤック
HAIRS honten 撫養町南浜 ○ガス ○カレー ＨＯＲＩＺＯＮ 鳴門町土佐泊浦
rAtio-ism- 大麻町姫田 鳴門ガス㈱ 撫養町南浜 ｶﾚｰﾊｳｽCoCo壱番屋鳴門黒崎 撫養町黒崎 ○ゴルフ場
RE.HAIR 大麻町桧 ㈲ヤマダ 大津町大代 ○居酒屋 鳴門ゴルフ㈱ 瀬戸町北泊
えびす美容室 撫養町黒崎 ○自転車 味どころ愛鳥 撫養町小桑島 ○ダンス
カットスタジオｕ 撫養町小桑島 オートサイクル山本 撫養町斎田 居酒屋一藤 撫養町小桑島 DANKE-STUDIO 撫養町斎田
サチ美容室 撫養町立岩 Bｉｋｅ＆Ｃｙｃｌｅフジオカ 大津町吉永 居酒屋 櫂 撫養町小桑島 ○リフォーム
サロンド銀座 撫養町南浜 ○ホームセンター 御食事処　瀬戸 撫養町南浜 リフォームプラザ　亀井 キョーエイ３階
ﾄ‐ﾀﾙﾋﾞｭ‐ﾃｨ‐ Miwa 撫養町南浜 DCMダイキ鳴門店 撫養町黒崎 さかなばたけ 撫養町小桑島 ○美術館
美容室コアフィールみま 撫養町小桑島 ○スーパー、直売所 粋酔 撫養町斎田 (財)NFT 鳴門美術館 撫養町林崎
マエダ美容室 撫養町木津 Ｍ＆Ｍマルナカマート㈱ 大津町矢倉 肉問屋 じゅわっち 撫養町斎田 ○大谷焼
リサホリスティックセラピー 撫養町小桑島 キョーエイ鳴門駅前店 撫養町小桑島 マインド王子 撫養町黒崎 大谷焼 大西陶器製造所 大麻町大谷
ﾘﾗｸｾﾞｰｼｮﾝｻﾛﾝ SHIPS 撫養町黒崎 セブン大津店 大津町木津野 夢弦 撫養町大桑島 大谷焼 田村商事 大麻町大谷
○家具 農産物直売所 えがお 大津町備前島 村さ来鳴門店 撫養町小桑島 大谷焼陶業会館（梅里窯） 大麻町大谷
ビッグウッド ㈱なるとや家具店 撫養町斎田 パワーシティ鳴門 撫養町大桑島 大和 撫養町小桑島 大谷焼 森陶器 大麻町大谷
○寝具 フードセンターあおき 撫養町弁財天 ○お好み・鉄板焼き 大谷焼 矢野陶苑 大麻町大谷
SHINGUHOUSE ＡＯＫＩ 撫養町立岩 マルナカ鳴門店 撫養町黒崎 おとぎの国 撫養町小桑島 大谷焼 佳実窯 大麻町大谷
リビングヨシオカ 大津町吉永 ○コンビニ ○スナック ○ホテル
○雑貨 Ｙショップ 桑内 撫養町南浜 スナック トゥルース 撫養町斎田 ホテル ファーストシーズン 撫養町斎田
藍染工房藍玉 大麻町大谷 セブン-イレブン鳴門大桑島店 撫養町大桑島 スナック姫ねず美 撫養町小桑島 ホテル モアナコースト 鳴門町土佐泊浦
藍工房ふたあい 大麻町池谷 ローソン鳴門立岩店 撫養町立岩 ○弁当 アオアヲナルトリゾート 鳴門町土佐泊浦
○贈答品 ローソン鳴門市役所前店 撫養町南浜 徳島唐揚 からから 撫養町木津 ○温浴施設
Art工房 花橘 撫養町立岩 ローソン鳴門競艇前店 撫養町大桑島 ○和菓子 鳴門天然温泉 あらたえの湯 撫養町大桑島
アコウ＆アミューズ大道店 撫養町斎田 ローソン鳴門木津野店 大津町木津野 泉 菓舗 撫養町黒崎 ○ガソリン
ウェルテクスアコウ 撫養町斎田 ローソン鳴門瀬戸明神店 瀬戸町明神 菓匠孔雀 撫養町南浜 岡田石油㈲ 大津町吉永
ギフトショップさなだ　 撫養町斎田 ローソン鳴門高島店 鳴門町高島 菓舗仁木 瀬戸町明神 ㈲吉本商店 大麻町市場
鳴門贈答センターやました 撫養町南浜 ローソン鳴門大麻板東店 大麻町板東 菓舗ふくおか 撫養町南浜 ○自動車販売
鳴門クルマエビ㈲ 鳴門町三ツ石 ローソン鳴門三ツ石店 鳴門町三ツ石 ことらや 撫養町黒崎 ㈱吉成自動車 大津町吉永
○土産品 ○日本料理、定食 長栄堂菓舗 撫養町林崎 ○自動車修理
JF 北灘さかな市 北灘町宿毛谷 あそこ食堂 撫養町南浜 鳴門堂 撫養町弁財天 ＩＭＡＤＡ Ｆａｃｔｏｒｙ 里浦町里浦
桑地屋 撫養町木津 渦乃都 大津町大幸 ○洋菓子・ジェラート ㈲尾方自動車 撫養町木津
㈲豊田商店 鳴門町土佐泊浦 お食事処 かかし 鳴門町高島 お菓子のコトブキ鳴門店 撫養町小桑島 ㈲更真自動車 大津町木津野
なると物産館 撫養町南浜 串カツ 野菜のしあわせ 大麻町市場 ジェラテリア スプンティーノ 大麻町姫田 ○自動車関係
道の駅「第九の里」物産館 大麻町桧 ㈱にし野 里浦町里浦 ひぐっち 鳴門町高島 イエローハット鳴門店 大津町備前島
鳴門市ドイツ館ﾐｭｰｼﾞｱﾑｼｮｯﾌﾟ 大麻町桧 和処 とみます 撫養町斎田 焼きたてお菓子工房Caputto 撫養町立岩 ○本・雑誌

日本料理 永代 撫養町斎田 ○たこ焼き 宮脇書店　鳴門店 ﾊﾟﾜｰｼﾃｨ　2階
たこ焼き　ふぅふぅ 撫養町小桑島
ペーパームーンたこブー 大麻町板東
○米
つぼうち米店 撫養町斎田


