
小松島市地域商品券　取扱店舗一覧 令和4年11月2日現在

●共通券・限定券の両方がご使用いただける店舗

小売業

町名 取扱店舗名 店舗住所 取扱券種

なにわや　ルピア店 小松島市小松島町領田20 共通券及び限定券
ヒノミネ薬局 小松島市小松島町北浜5-3 共通券及び限定券
陶器　橋本 小松島市小松島町字網渕1-7 共通券及び限定券
AWAミュージック 小松島市小松島町字井利ノ口52-1 共通券及び限定券
ローソン小松島領田店 小松島市小松島町領田6番3 共通券及び限定券
（有）森　靴店 小松島市小松島町字外開28番地の5 共通券及び限定券
とくしまペットハウス 小松島市小松島町領田20番地 共通券及び限定券
アップル調剤薬局　日赤店 小松島市小松島町字井利ノ口104 共通券及び限定券
（有）敷島 小松島市小松島町字北浜83-1 共通券及び限定券
サニーハウスルピア店 小松島市小松島町領田20番地ｼｮｯﾋﾟﾝｸﾞｾﾝﾀｰﾙﾋﾟｱ1階 共通券及び限定券
ミマデン小松島 小松島市小松島町房浜88-5 共通券及び限定券
まるや石油（株） 小松島市小松島町字房浜105-1 共通券及び限定券

小松島ガス 小松島市小松島町房浜75-2 共通券及び限定券
森井食肉店 小松島市小松島町北開14-3 共通券及び限定券
雪印メグミルク浜口販売所 小松島市小松島町字元根井7番地の6 共通券及び限定券
キダブン 小松島市小松島町領田10-1 共通券及び限定券
青柳呉服店 小松島市神田瀬町1番1号 共通券及び限定券
ドコモショップ小松島店 小松島市神田瀬町12-14 共通券及び限定券
サラダ館神田瀬店 小松島市神田瀬町12-14 共通券及び限定券
松山米穀店 小松島市神田瀬町8-8 共通券及び限定券
クマザワ寝具店 小松島市神田瀬町9-12 共通券及び限定券
ツルダ化粧品店 小松島市神田瀬町8-7 共通券及び限定券
サコースポーツ 小松島市神田瀬町12番8号 共通券及び限定券
ケーキハウスサンガ 小松島市神田瀬町12-13 共通券及び限定券
株式会社　今岡金物店 小松島市松島町４番２８号 共通券及び限定券
つるや菓子店 小松島市松島町12-21 共通券及び限定券
お茶の島屋 小松島市松島町3-20 共通券及び限定券
つちはし化粧品店 小松島市松島町3-21 共通券及び限定券
（有）日開コンタクトレンズ研究所 小松島市松島町5-10 共通券及び限定券
株式会社小松島大丸百貨店 小松島市松島町６番１５号 共通券及び限定券
ファミリーストアつじ 小松島市松島町12-10 共通券及び限定券

堀川町 織原家具装飾 小松島市堀川町4-61 共通券及び限定券
和菓子処　山陽堂 小松島市南小松島町13-27 共通券及び限定券
ブラザー無線電機株式会社 小松島市南小松島町15-1 共通券及び限定券
フィッシング　御影屋 小松島市南小松島町1-26 共通券及び限定券
森廣　森本建材店 小松島市南小松島町12-19 共通券及び限定券
まるさん蒲鉾 小松島市南小松島町２番２５号 共通券及び限定券
（有）谷ちくわ商店 小松島市横須町３番５９号 共通券及び限定券
高倉米穀店 小松島市横須町9-12 共通券及び限定券
有限会社　山田電気 小松島市横須町9-11 共通券及び限定券
宇野電気商会 小松島市横須町11番35号 共通券及び限定券
株式会社　庄の屋 小松島市横須町9-28 共通券及び限定券
ギフト　まるふく 小松島市金磯町５番28号 共通券及び限定券

リサイクルマスタージャパン徳島 小松島市金磯町９番36号 共通券及び限定券
フラワーガーデン　ミモザ 小松島市金磯町15-51 共通券及び限定券
たまや観賞魚 小松島市金磯町14-14 共通券及び限定券
株式会社新井フーズ 小松島市田野町宮ノ下93-1 共通券及び限定券
竹林商店 小松島市田野町字本村282-4 共通券及び限定券
ジョイント 小松島市日開野町字泉川16-3 共通券及び限定券
キクヤ 小松島市日開野町字崎田41-1 共通券及び限定券
エ・クレッシェンド 小松島市日開野町字崎田41-1 共通券及び限定券
ノエビア　プラスメイクス（徳島南部） 小松島市日開野町字時信30番7 共通券及び限定券
ローソン小松島日開野町店 小松島市日開野町字勝久23-1 共通券及び限定券
豆焼小屋こーひーふぁーむ 小松島市田浦町字妙蓮15-1 共通券及び限定券

タウラデンカ 小松島市田浦町字岩金108番地の2 共通券及び限定券

田野町

日開野町

田浦町

小松島町

神田瀬町

松島町

南小松島町

横須町

金磯町



町名 取扱店舗名 店舗住所 取扱券種

有限会社　前田商会 小松島市江田町字敷地前108-1 共通券及び限定券
パティシエルームHuit 小松島市江田町腰前189-5 共通券及び限定券
パン工房　のむぎの木 小松島市中田町字原ノ下23-1 共通券及び限定券
めがね屋ひろ 小松島市中田町字内開32-10 共通券及び限定券
有限会社木村電気商会 小松島市中田町内開１０番地の６ 共通券及び限定券
ホンダ販売舟越有限会社 小松島市中田町字出口42-2 共通券及び限定券
ビルド産直市　わっしょい広場　小松島店 小松島市中田町内開5-1 共通券及び限定券
有限会社　多積商店 小松島市中田町字中筋101-2 共通券及び限定券
レディースファッションはまぶち 小松島市中田町字内開29番地の6 共通券及び限定券
モリ自動車 小松島市中田町原ノ下8-1 共通券及び限定券
神原鮮魚店 小松島市中田町内開12-6　ミサビル1F 共通券及び限定券
(有）湯浅電気工業所 小松島市中田町字千代ヶ原28-1 共通券及び限定券
カントリーロードベーカリー 小松島市中田町字出口50-1 共通券及び限定券
SUN'S 小松島市中田町内開18-1 共通券及び限定券
釣具のポイント　徳島小松島店 小松島市中郷町字前田99-1 共通券及び限定券
衣料のおおた 小松島市中郷町字桜馬場93 共通券及び限定券
有限会社　堀抜モータース 小松島市立江町字中ノ坪126-1 共通券及び限定券
浜田酒店 小松島市立江町字万代３番地の9 共通券及び限定券
JAグリーン中央店 小松島市立江町字炭屋ヶ谷44-1 共通券及び限定券

阿瀬川菓子店 小松島市立江町字塩瀬26-3 共通券及び限定券
みはらしの丘あいさい広場 小松島市立江町炭屋ケ谷47-3 共通券及び限定券
あいさいキッチン 小松島市立江町炭屋ケ谷47-3 共通券及び限定券
赤石商事石油株式会社 小松島市立江町字小田ノ浦７５番地の１ 共通券及び限定券

櫛渕町 オク電機商会 小松島市櫛渕町字間町24番地の2 共通券及び限定券
ナッティーミマデン南館 小松島市赤石町５番72号 共通券及び限定券
ヤマサキ家電有限会社 小松島市赤石町13番32号 共通券及び限定券
ローソン小松島赤石店 小松島市赤石町4番83号 共通券及び限定券
林輪店 小松島市赤石町5-112 共通券及び限定券
有限会社　下村石油 小松島市赤石町4-101 共通券及び限定券
トヨタデンキ 小松島市赤石町9番1号 共通券及び限定券
ニシキヤ　大林店 小松島市大林町字宮ノ本80番地 共通券及び限定券

yパック 小松島市大林町字赤石1-1 共通券及び限定券
有限会社　下村呉服店 小松島市大林町字森ノ本37-1 共通券及び限定券
平惣　羽ノ浦店 小松島市大林町字高橋139-1 共通券及び限定券
赤石住設株式会社 小松島市大林町字岩戸59番地4 共通券及び限定券
リーベンデール 小松島市大林町字岩戸56-7 共通券及び限定券
セブンイレブン阿南羽ノ浦店 小松島市大林町字高橋69-1 共通券及び限定券
岩戸建材金物センター 小松島市大林町岩戸56 共通券及び限定券
サントノーレ川下 小松島市坂野町字岡ノ下7-1 共通券及び限定券
吉原プロパン合同会社 小松島市坂野町目佐93-1 共通券及び限定券
肉の飯沼 小松島市坂野町字目佐96-9 共通券及び限定券
ローソン小松島坂野店 小松島市坂野町竹のはな7番1 共通券及び限定券
和田島漁業協同組合　ちりめんの店 小松島市和田島町字西浜手10-33 共通券及び限定券
ノエビア和田島中央代理店 小松島市和田島町字前塩田108 共通券及び限定券
株式会社　藤政　直営店 小松島市和田島町字松田新田１３７ 共通券及び限定券
小松島マリーナ 小松島市和田島町字松田新田165-5 共通券及び限定券

食彩市場　三和 小松島市和田島町字松田新田171番地 共通券及び限定券

ファッションハウスかながわ 小松島市和田島町字遠見11-6 共通券及び限定券

立江町

赤石町

大林町

坂野町

和田島町

江田町

中田町

中郷町



小松島市地域商品券　取扱店舗一覧 令和4年11月2日現在

●共通券・限定券の両方がご使用いただける店舗

飲食業

町名 取扱店舗名 店舗住所 取扱券種

こころ 小松島市小松島町字外開15-18 共通券及び限定券
焼肉　団十郎 小松島市小松島町新港43番地の8 共通券及び限定券
オーシャンズ・ワールド 小松島市小松島町字新港10番地の2 共通券及び限定券
まさきお好み焼店 小松島市小松島町字新港33 共通券及び限定券
十二万石 小松島市小松島町字中筋14-11 共通券及び限定券
小松島中華　カサイ 小松島市小松島町新港42-2 共通券及び限定券
とば作　小松島店 小松島市小松島町中筋8-10 共通券及び限定券
三條 小松島市小松島町字外開15-21 共通券及び限定券
カラオケ道場　椿 小松島市小松島町字外開28-9 共通券及び限定券
みどり旅館 小松島市小松島町字外開7番地の5 共通券及び限定券
鉄板焼　昴 小松島市小松島町字外開23-22 共通券及び限定券
中華料理　謝謝 小松島市小松島町北浜2-4 共通券及び限定券
たの久 小松島市神田瀬町字門田１３番２号 共通券及び限定券
定食屋いぶき 小松島市神田瀬町12-8中田テナントB 共通券及び限定券
炭火焼鳥　とりすけ 小松島市神田瀬町12-27 共通券及び限定券
居酒屋河たん 小松島市神田瀬町12-8 共通券及び限定券
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201 共通券及び限定券

松島町 BAUM　Café 小松島市松島町2-25 共通券及び限定券
たこ焼き　たぁーちゃん 小松島市堀川町1-1 共通券及び限定券
まるいち 小松島市堀川町1-40 共通券及び限定券
ロゼッタカフェカンパニー 小松島市堀川町2-4 共通券及び限定券
お好み焼　きのした 小松島市南小松島町7の63 共通券及び限定券
カラオケ喫茶　りん 小松島市南小松島町7-47 共通券及び限定券
とり勢 小松島市南小松島町1-15 共通券及び限定券
おれんじbis 小松島市横須町15-24 共通券及び限定券
お食事処　ぽん太 小松島市横須町9番6号 共通券及び限定券
七福うどん 小松島市横須町16番15号 共通券及び限定券
旬菜処・かもん 小松島市横須町11-13 共通券及び限定券
IZAKAYAれもん 小松島市横須町8-52 共通券及び限定券
RESORT　DINING FUN 小松島市金磯町８番37-2号 共通券及び限定券
チャオ 小松島市金磯町12-69 共通券及び限定券
ダイニング　こねこ 小松島市金磯町6-3 共通券及び限定券
居酒屋　よこしん 小松島市金磯町5-23 共通券及び限定券
鉄板焼 Oden 小松島市金磯町9-10 コーポv1F 共通券及び限定券
中華　幸蘭 小松島市金磯町9-50 共通券及び限定券

田野町 得得うどん小松島店 小松島市田野町字赤石南374-1 共通券及び限定券
和心処　紫乃 小松島市芝生町字宮ノ前27-2 共通券及び限定券
ゆ～ちゃんラーメン 小松島市芝生町字宮ノ前28-1 共通券及び限定券

日開野町 炭火七厘　火厘 小松島市日開野町字時信31番地1 共通券及び限定券
白樺 小松島市江田町字腰前180-8 共通券及び限定券
お好みハウス　恋子 小松島市江田町字敷地前113-6 共通券及び限定券
めん処　玉好　小松島店 小松島市中田町字内開10-7 共通券及び限定券
ぽるぽーら 小松島市中田町新開19番4号 共通券及び限定券
小松島やまなみ珈琲店 小松島市中田町字内開12番地9 共通券及び限定券
タイヨウとオツキサマ 小松島市中田町字出口38-1 共通券及び限定券
焚き火　ラウンジ 小松島市中田町字東山95-3 共通券及び限定券
レストラン　ペティ　イゾラ 小松島市中田町字東山95-3 共通券及び限定券
居酒屋たぬき 小松島市中田町内開16-2 A101 共通券及び限定券
和食家　てんすい 小松島市中田町奥林60-1 共通券及び限定券
岡本中華 小松島市中田町字奥林60番地1 共通券及び限定券
カラオケ喫茶　「都」 小松島市中田町字狭間23-1 共通券及び限定券
炭焼ホルモン　こすみ 小松島市中田町字新開19-4　第2日峯ビル1F共通券及び限定券
朝鶏 小松島市中田町字奥林60-1 共通券及び限定券

中郷町 徳島ラーメン　うわさの麺八 小松島市中郷町字高田82-1 共通券及び限定券
やまこ 小松島市立江町字万代３番地の９ 共通券及び限定券
ちゃーちゃんうどん 小松島市立江町炭屋ケ谷47番地3 共通券及び限定券
ひちりん館 小松島市立江町字赤石77-1 共通券及び限定券
日本料理　ふじさき 小松島市立江町字小田ノ浦112-1 共通券及び限定券

赤石町 赤石飯店 小松島市赤石町3-43 共通券及び限定券
モスバーガー徳島羽ノ浦店 小松島市大林町字高橋144-7 共通券及び限定券
一番亭羽ノ浦店 小松島市大林町高橋141番地1 共通券及び限定券

まんぷく亭 小松島市大林町字宮ノ本60番地4 共通券及び限定券

江田町

中田町

立江町

大林町

神田瀬町

堀川町

南小松島町

横須町

金磯町

芝生町

小松島町



小松島市地域商品券　取扱店舗一覧 令和4年11月2日現在

●共通券・限定券の両方がご使用いただける店舗

サービス業その他

町名 取扱店舗名 店舗住所 取扱券種

パーマハウスせいら 小松島市小松島町字北浜21 共通券及び限定券
ヘアーサロンヒロノ 小松島市小松島町字房浜80の7 共通券及び限定券
理容　ヤマダ 小松島市小松島町字新港31 共通券及び限定券
ヘアーサロン　コヤマ　北浜店 小松島市小松島町字北浜16-7 共通券及び限定券
あわた美容室 小松島市小松島町字外開23番の11 共通券及び限定券
ちとせ美容室 小松島市小松島町字北浜16-1 共通券及び限定券
ヘアーサロン　ホープ 小松島市小松島町字房浜82-10 共通券及び限定券
ミミー美容室 小松島市小松島町外開15-6 共通券及び限定券
マリーナ観光株式会社 小松島市小松島町字北浜118-2 共通券及び限定券
ドゥマーノ 小松島市小松島町房浜58-1 共通券及び限定券
金ちょう鍼灸整骨院 小松島市小松島町字新港35-12 共通券及び限定券

ヘアーサロン　コヤマ 小松島市神田瀬町1の12 共通券及び限定券
hair make CROCHET 小松島市神田瀬町11-31 共通券及び限定券

堀川町 hair&make latta 小松島市堀川町1-1辻マンション１F 共通券及び限定券
中村写真舘 小松島市南小松島町6-9 共通券及び限定券
新洗蔵南小松島店 小松島市南小松島町7-52 共通券及び限定券
小松島漁業協同組合みなと海鮮朝市 小松島市南小松島町１番１５号 共通券及び限定券
CAR.SPIRITS 小松島市南小松島町8-2 共通券及び限定券
徳島龍星館空手スクール 小松島市南小松島町1-23 共通券及び限定券
美容室　ボブ 小松島市横須町８番52号 共通券及び限定券
ビューティーサロン　しげもと 小松島市横須町19-16-21 共通券及び限定券
ビューティーサロン　グレース 小松島市横須町16-27 共通券及び限定券
松下ボデー 小松島市金磯町5-7 共通券及び限定券
オートサービス光南 小松島市金磯町9-5 共通券及び限定券
BODY　RELAXY 小松島市芝生町字宮前45-12 共通券及び限定券
長岸美容室 小松島市芝生町字宮ノ後24-13 共通券及び限定券

日開野町 電気と清掃のお店　どんぐり 小松島市日開野町字高須32-5 共通券及び限定券
田浦町 令和電工株式会社 小松島市田浦町字原田７番地の7 共通券及び限定券
前原町 ヘアーブティック　ピュア 小松島市前原町字東21-7 共通券及び限定券

美容室　cache 小松島市中田町字内開52-4 共通券及び限定券
西村屋クリーニング 小松島市中田町字狭間73-4 共通券及び限定券
アスティ運転代行 小松島市中田町字脇谷3-2-432 共通券及び限定券
株式会社日峯タクシー 小松島市中田町字新開26番地の5 共通券及び限定券
理研自動車 小松島市中郷町字露ヶ本29-1 共通券及び限定券
（株）小松島自動車教習所 小松島市中郷町字西野1番地1 共通券及び限定券
味噌・醤油　吉本商店 小松島市中郷町字桜馬場41 共通券及び限定券
理容ニューモード 小松島市赤石町10-2 共通券及び限定券
久保田クリーニング 小松島市赤石町15-3 共通券及び限定券
美容室　Sencia 小松島市大林町岩戸75-8 共通券及び限定券
美容室 チェリー 小松島市大林町字宮ノ本109-8 共通券及び限定券
京都ブレッドTAKEMASA羽ノ浦店 小松島市大林町高橋142番地1 共通券及び限定券
カラオケトマトハウス 小松島市大林町字宮ノ本60番地4 共通券及び限定券

坂野町 赤いポシェット・母傘屋 小松島市坂野町字平田5-7 共通券及び限定券

和田島町 有限会社　ムーラン美容室 小松島市和田島町字前塩田150番地3 共通券及び限定券

赤石町

大林町

南小松島町

横須町

金磯町

芝生町

中田町

中郷町

小松島町

神田瀬町



小松島市地域商品券　取扱店舗一覧 令和4年11月2日現在

●共通券のみがご使用いただける店舗

小売業

町名 取扱店舗名 店舗住所 取扱券種

こんど履物店小松島店 小松島市小松島町字若井崎33-1コーナン小松島SC内 共通券のみ
海鮮市場　福力丸 小松島市小松島町領田20ショッピングセンタールピア内 共通券のみ
メガネ池田ルピア店 小松島市小松島町字領田20番地 共通券のみ
くすりのレデイ小松島店 小松島市小松島町字若井崎10番地8 共通券のみ
株式会社キョーエイ　小松島店 小松島市小松島町字若井崎10番地１ 共通券のみ
株式会社キョーエイ　ルピア店 小松島市小松島町字領田20番地 共通券のみ
ファッションセンターしまむら小松島店 小松島市小松島町字若井崎33-1　 共通券のみ
アベイル小松島店 小松島市小松島町字若井崎33-1 共通券のみ
ローソン徳島赤十字病院店 小松島市小松島町字井利ノ口164 共通券のみ
大野青果　ルピア店 小松島市小松島町字領田20番地 共通券のみ
ホームセンターコーナン徳島小松島店 小松島市小松島町字房浜1番地1 共通券のみ

ロザリー 小松島市小松島町領田20ルピア１F 共通券のみ
堀川町 ローソン小松島堀川町店 小松島市堀川町字井理守44-1 共通券のみ

セブン横須店 小松島市横須町11-23 共通券のみ
ファミリーマート小松島横須店 小松島市横須町8-46 共通券のみ
ウエルシア小松島横須店 小松島市横須町11-28 共通券のみ

金磯町 ファミリーマート小松島金磯店 小松島市金磯町字南弁天前5-1 共通券のみ
芝生町 いはら釣具　バイパス店 小松島市芝生町字狭間66-1 共通券のみ

マツヤデンキ小松島店 小松島市日開野町勝久18 共通券のみ
いわさ小松島店 小松島市日開野町字破閑道35-1 共通券のみ
セブンイレブン　小松島日開野町店 小松島市日開野町字弥三次11-1 共通券のみ
平惣　小松島店 小松島市日開野町字弥三次16-1 共通券のみ
マックスバリュ西日本（株）マルナカ南小松島店 小松島市日開野町字破閑道35-1 共通券のみ
ダイレックス　小松島店 小松島市日開野町字加々ませ3番1 共通券のみ
コーナンPRO南小松島店 小松島市日開野町字泉川16番地3 共通券のみ

前原町 ローソン小松島南バイパス店 小松島市前原町東34 共通券のみ
ハローズ　江田店 小松島市江田町腰前53番地 共通券のみ
ドラッグストアモリ江田店 小松島市江田町腰前182番地の3 共通券のみ
セブンイレブン小松島狭間店 小松島市中田町狭間66-1 共通券のみ
くすりのレデイ江田店 小松島市中田町出口26番地 共通券のみ
キリン堂　小松島店 小松島市中田町字原の下2-1 共通券のみ

中郷町 コスモス薬品　中田駅店 小松島市中郷町西野1-26 共通券のみ
立江町 ディオ　小松島店 小松島市立江町字青森1番2 共通券のみ

セブン大林店 小松島市大林町宮の本76-1 共通券のみ
くすりのレデイ羽ノ浦店 小松島市大林町字高橋51番地1 共通券のみ
レデイ薬局　羽ノ浦店 小松島市大林町字高橋51番地1 共通券のみ
くすりのレデイ大林店 小松島市大林町字宮ノ本82番地1 共通券のみ
コスモス薬品　大林店 小松島市大林町中新田77-1 共通券のみ
ハローズ　大林店 小松島市大林町字宮ノ本85番地2 共通券のみ
ローソン小松島大林店 小松島市大林町字中新田48-1 共通券のみ
コメリ　ハードアンドグリーン　大林店 小松島市大林町字中新田7-3 共通券のみ
眼鏡市場小松島大林店 小松島市大林町岩戸61-2 共通券のみ

坂野町 セブンイレブン小松島坂野町店 小松島市坂野町字竹のはな1-1 共通券のみ

中田町

大林町

小松島町

横須町

日開野町

江田町



小松島市地域商品券　取扱店舗一覧 令和4年11月2日現在

●共通券のみがご使用いただける店舗

飲食業

町名 取扱店舗名 店舗住所 取扱券種

なかむら屋　いちごくらぶ　ルピア店 小松島市小松島町領田20ｼｮｯﾋﾟﾝｸﾞｾﾝﾀｰﾙﾋﾟｱ内 共通券のみ
道とん堀　小松島店 小松島市小松島町字喜来5-6 共通券のみ
セルフうどんやま　小松島ルピア店 小松島市小松島町領田20 共通券のみ

南小松島町 中華そば　樽󠄀屋 小松島市南小松島町7-5 共通券のみ
海鮮問屋太へい洋 小松島市芝生町字狭間32-1 共通券のみ
やまなみ珈琲バイパス店 小松島市芝生町字狭間59-6 共通券のみ
まいどおおきに小松島食堂 小松島市日開野町勝久16-1 共通券のみ
珈琲所コメダ珈琲店　徳島小松島店 小松島市日開野町字崎田42-1 共通券のみ
餃子の王将　小松島店 小松島市日開野町加々ませ2-4 共通券のみ

中田町 うどんや　どんな 小松島市中田町字中開4-11 共通券のみ
立江町 キッチンあらたえ小松島店 小松島市立江町字黒岩13番地1 共通券のみ

大林町 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 共通券のみ

小松島町

芝生町

日開野町



小松島市地域商品券　取扱店舗一覧 令和4年11月2日現在

●共通券のみがご使用いただける店舗

サービス業その他

町名 取扱店舗名 店舗住所 取扱券種

スーパーホテル徳島・小松島天然温泉 小松島市小松島町字若井崎10-6 共通券のみ
新洗蔵　ルピア店 小松島市小松島町領田20 共通券のみ
コアフィールドマサコ　小松島店 小松島市小松島町字若井崎10-1キョーエイ小松島店2F 共通券のみ
新洗蔵　日開野店 小松島市日開野町字破閑道35-1 共通券のみ
オーガニックシェアバルーン　小松島店 小松島市日開野町字弥三次13 共通券のみ
ヘアールーム　ガーデン 小松島市日開野町字泉川16-3コーナンプロ内 共通券のみ
Total　Beauty　FIRST　小松島店 小松島市中田町出口32番地ハローズ江田店敷地内 共通券のみ
アバンセ　ハローズ江田店 小松島市中田町出口31-1 共通券のみ

立江町 湯処あらたえ小松島店 小松島市立江町字黒岩13番地1 共通券のみ
アバンセ　大林店 小松島市大林町字森の本5-1 共通券のみ

新洗蔵　ハローズ大林店 小松島市大林町宮ノ本86-4 共通券のみ

日開野町

中田町

大林町

小松島町


