
阿波とくしま・商品券　取扱店舗一覧（フリガナ順） 2014/3/27
団体名 店舗名 電話番号 業種名
徳島商工会議所 ああるええ企画 090-7626-1646 その他のサービス業
徳島商工会議所 愛桐家具 088-665-5651 その他の小売業
徳島商工会議所 藍ｃｌｕｂ 088-683-3800 飲食料品小売業
徳島商工会議所 藍彩 088-656-3117 飲食店
徳島商工会議所 アイ杉原 088-622-4108 飲食料品小売業
徳島商工会議所 藍染工芸館 088-641-3181 織物・衣服・身の回り品小売業
徳島商工会議所 藍場町給油所（昭和シェル） 088-623-1779 その他の小売業
徳島商工会議所 相原商店 088-653-7887 飲食料品小売業
徳島商工会議所 アイハラ電機商会 088-653-0471 機械器具小売業
徳島商工会議所 アヴェニュー 088-656-6065 織物・衣服・身の回り品小売業
徳島商工会議所 青木米穀店 088-625-1431 飲食料品小売業
徳島商工会議所 アカオホームスタイリング 088-652-0833 その他の小売業
徳島商工会議所 赤から沖浜店 088-622-0014 飲食店
徳島商工会議所 あかさこ珈琲店 088-655-3917 飲食店
徳島商工会議所 茜庵 088-625-8866 飲食料品小売業
徳島商工会議所 明智電器商会 088-632-6690 機械器具小売業
徳島商工会議所 旭木工 088-664-6611 その他の小売業
徳島商工会議所 味義 088-653-7123 飲食店
徳島商工会議所 東屋 088-654-6666 織物・衣服・身の回り品小売業
徳島商工会議所 足立薬局 088-668-5380 その他の小売業
徳島商工会議所 アップルハウス 088-621-4373 織物・衣服・身の回り品小売業
徳島商工会議所 アート・レコード 088-625-4695 その他の小売業
徳島商工会議所 アトリエ亜門 088-623-0232 織物・衣服・身の回り品小売業
徳島商工会議所 あとりえ市 088-624-2240 飲食料品小売業
徳島商工会議所 アトリエＤ－Ｐ 088-656-5567 その他の生活関連サービス業
徳島商工会議所 アニマルバスケット 088-622-1627 その他の小売業
徳島商工会議所 アニメイト徳島 088-626-0582 その他の小売業
徳島商工会議所 アニメコスプレショップふぁんふぁ～れＦａ 088-679-4742 その他の小売業
徳島商工会議所 アネックス・インターナショナル 088-625-1346 織物・衣服・身の回り品小売業
徳島商工会議所 アーノルドパーマータイムレスクレメント店 088-602-0175 織物・衣服・身の回り品小売業
徳島商工会議所 Ａｐｕｗｅｉｓｅｒ－ｒｉｃｈｅ　ＯＧＡＷA 088-621-4321 織物・衣服・身の回り品小売業
徳島商工会議所 阿部珈琲館 088-655-2355 飲食店
徳島商工会議所 アベデン 088-632-0002 機械器具小売業
徳島商工会議所 アミー手芸店 088-652-3267 織物・衣服・身の回り品小売業
徳島商工会議所 Ａｍｕｓｍｅｎｔ　Ｂａｒ　Ｆｌｙ 088-611-8883 飲食店
徳島商工会議所 アラカルテ 088-622-3300 飲食料品小売業
徳島商工会議所 Ｒ・Ｇｒｅｙ 088-621-4399 織物・衣服・身の回り品小売業
徳島商工会議所 ＲＫ 088-623-7602 織物・衣服・身の回り品小売業
徳島商工会議所 あるでよ徳島 088-622-8231 各種商品小売業
徳島商工会議所 アルファ 088-621-4375 織物・衣服・身の回り品小売業
徳島商工会議所 アロマテラピーサロンｙｏｕ＆ｉ 080-6397-1138 洗濯・理容・美容・浴場業
徳島商工会議所 ＡＷＡ・ＴＯＰチェーン昭和店 088-654-1721 機械器具小売業
徳島商工会議所 阿波うどん 088-632-2011 飲食店
徳島商工会議所 阿波観光ホテル 088-622-5161 宿泊業
徳島商工会議所 阿波スズキ販売スズキアリーナ川内 088-665-7270 機械器具小売業
徳島商工会議所 ＡＷＡＴＯＰ論田店 088-662-2120 機械器具小売業
徳島商工会議所 阿波陽乃出居酒屋居心家 090-7577-4055 飲食店
徳島商工会議所 阿波へんろそば眉山 070-5683-6052 飲食店
徳島商工会議所 アンファン 088-623-5777 飲食店
徳島商工会議所 安福 088-622-5952 飲食店
徳島商工会議所 井内帽子店 088-653-4636 織物・衣服・身の回り品小売業
徳島商工会議所 育事・家事・介助のクラッシー 088-623-6391 その他のサービス業
徳島商工会議所 池添蒲鉾店 088-622-8255 飲食料品小売業
徳島商工会議所 居酒屋集ＳＹＵ 088-632-6439 飲食店
徳島商工会議所 居酒屋マーガレット 088-655-8688 飲食店
徳島商工会議所 イシダ側機 088-625-0720 その他のサービス業
徳島商工会議所 イシハラ 088-656-3188 その他の小売業
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徳島商工会議所 石松 088-623-1654 飲食店
徳島商工会議所 いづこや呉服店 088-652-6208 織物・衣服・身の回り品小売業
徳島商工会議所 泉屋 088-652-0889 織物・衣服・身の回り品小売業
徳島商工会議所 いたりあーの城東店 088-622-8016 洗濯・理容・美容・浴場業
徳島商工会議所 イタリア料理カプリチョーザマルナカ徳島店 088-663-8303 飲食店
徳島商工会議所 イタリアンレストランカリーナ 088-653-1325 飲食店
徳島商工会議所 いちごくらぶタクト店 088-632-5317 飲食店
徳島商工会議所 いちだ 088-637-0055 その他の小売業
徳島商工会議所 一番亭田宮店 088-632-9688 飲食店
徳島商工会議所 一勝籠屋町店 088-677-9190 飲食店
徳島商工会議所 いっきゅうさん川内店 088-665-1193 飲食店
徳島商工会議所 いっきゅうさん田宮店 088-634-2193 飲食店
徳島商工会議所 いっきゅうさん徳島本店 088-657-7512 飲食店
徳島商工会議所 ｉｔ′ｓ花由アクティ店 088-625-8744 その他の小売業
徳島商工会議所 ｉｔ′ｓ花由タクト店 088-632-7090 その他の小売業
徳島商工会議所 ｉｔ′ｓ花由徳島本町店 088-652-8013 その他の小売業
徳島商工会議所 一福新浜店 088-663-2738 飲食店
徳島商工会議所 田舎屋にしかわ 088-656-0188 飲食店
徳島商工会議所 井上呉服店 088-623-0988 織物・衣服・身の回り品小売業
徳島商工会議所 井上デンキ 088-665-1099 機械器具小売業
徳島商工会議所 伊原デンキ 088-631-1895 機械器具小売業
徳島商工会議所 いも畑 088-625-1111 飲食料品小売業
徳島商工会議所 衣料のスワ 088-632-0610 織物・衣服・身の回り品小売業
徳島商工会議所 衣料のミネ 088-631-8800 織物・衣服・身の回り品小売業
徳島商工会議所 イルローザ北佐古店 088-633-6003 飲食料品小売業
徳島商工会議所 イルローザクレメント店 088-656-3200 飲食店
徳島商工会議所 イルローザ紺屋町店 088-625-6003 飲食料品小売業
徳島商工会議所 イルローザそごう徳島店 088-657-6322 飲食料品小売業
徳島商工会議所 イルローザ八万店 088-679-7800 飲食料品小売業
徳島商工会議所 イルローザマルナカ徳島店 088-663-8088 飲食料品小売業
徳島商工会議所 イルローザ南沖洲工房店 088-664-1900 飲食料品小売業
徳島商工会議所 いろは寿司 088-633-0977 飲食店
徳島商工会議所 いわさアミコ店 088-623-2645 織物・衣服・身の回り品小売業
徳島商工会議所 岩田畳工業所 088-652-8483 その他の小売業
徳島商工会議所 岩田家 088-656-2025 飲食店
徳島商工会議所 岩野商店 088-669-3515 飲食料品小売業
徳島商工会議所 インディーズ 088-637-0527 機械器具小売業
徳島商工会議所 ＩＮＤＥＸ 088-656-1108 織物・衣服・身の回り品小売業
徳島商工会議所 インテリア安永 088-653-1364 その他のサービス業
徳島商工会議所 Ｖｉｃｅ　Ｒｏｉ 088-624-3303 織物・衣服・身の回り品小売業
徳島商工会議所 ウイッティアサヒ 088-665-1418 機械器具小売業
徳島商工会議所 ウイッティばんどう 088-625-7528 機械器具小売業
徳島商工会議所 ウイッティひらおか 088-626-3905 機械器具小売業
徳島商工会議所 ウイッティまさお 088-654-6560 機械器具小売業
徳島商工会議所 Ｖｅｎｕｓ 088-653-1323 洗濯・理容・美容・浴場業
徳島商工会議所 ウィリーウィンキークレメント店 088-656-3153 飲食料品小売業
徳島商工会議所 ヴィレッジヴァンガードクレメント店 088-602-4521 その他の小売業
徳島商工会議所 う゛ぉーぐ 088-652-8000 織物・衣服・身の回り品小売業
徳島商工会議所 ヴォーグ美容室タクト店 088-632-1329 洗濯・理容・美容・浴場業
徳島商工会議所 魚民徳島仲之町一丁目店 088-624-6588 飲食店
徳島商工会議所 うさぎや 088-623-5566 織物・衣服・身の回り品小売業
徳島商工会議所 うさぎやハナコ 088-655-3433 織物・衣服・身の回り品小売業
徳島商工会議所 うどんのとば作佐古店 088-623-3056 飲食店
徳島商工会議所 うどんの丸とく 088-632-0109 飲食店
徳島商工会議所 うまいんじょ処魚や 088-678-4378 飲食店
徳島商工会議所 Ａ＆Ｃ 088-626-0611 その他の小売業
徳島商工会議所 栄光ハウジング 088-654-3371 その他の小売業
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徳島商工会議所 ８ＭＯＴＯＲＩＮＧ 088-665-6003 機械器具小売業
徳島商工会議所 エディオンタクト店 088-634-3611 機械器具小売業
徳島商工会議所 エヌアンドエム 088-654-0208 織物・衣服・身の回り品小売業
徳島商工会議所 ＮＯＥ 088-656-3514 織物・衣服・身の回り品小売業
徳島商工会議所 えびす製麺所川内店 088-666-2131 飲食店
徳島商工会議所 えびす製麺所昭和店 088-611-3160 飲食店
徳島商工会議所 えびす製麺所新浜店 088-663-1521 飲食店
徳島商工会議所 エムニタクト店 088-632-0167 織物・衣服・身の回り品小売業
徳島商工会議所 エリエール 088-656-3286 飲食店
徳島商工会議所 エル・フィアンセ 088-652-3915 織物・衣服・身の回り品小売業
徳島商工会議所 エルクレープ 088-652-0711 織物・衣服・身の回り品小売業
徳島商工会議所 宴 088-622-1077 飲食店
徳島商工会議所 宴会お食事処富貴 088-669-2986 飲食店
徳島商工会議所 ＥＮＧＡＷＡ 088-623-8538 飲食店
徳島商工会議所 エンドオ洋傘店 088-622-5600 織物・衣服・身の回り品小売業
徳島商工会議所 宴処ひいきや 088-626-5436 飲食店
徳島商工会議所 大岩食料品店 088-652-5111 各種商品小売業
徳島商工会議所 大岩食料品店こんぴら店 088-657-1122 各種商品小売業
徳島商工会議所 大岡 088-652-5310 織物・衣服・身の回り品小売業
徳島商工会議所 大草ゴム本店 088-622-0930 織物・衣服・身の回り品小売業
徳島商工会議所 大阪王将徳島川内店 088-666-4011 飲食店
徳島商工会議所 大住接骨院 088-626-0611 その他のサービス業
徳島商工会議所 大西ふとん店 088-652-7025 織物・衣服・身の回り品小売業
徳島商工会議所 御菓子司たけもり 088-652-7546 飲食料品小売業
徳島商工会議所 お菓子のハタダ大松店 088-669-5411 飲食料品小売業
徳島商工会議所 お菓子やまもと 088-652-2109 飲食料品小売業
徳島商工会議所 岡忠 088-653-4551 織物・衣服・身の回り品小売業
徳島商工会議所 オガワクレメント店 088-655-1777 織物・衣服・身の回り品小売業
徳島商工会議所 小川商店 088-622-7009 その他の小売業
徳島商工会議所 小川石油 088-668-0393 その他の小売業
徳島商工会議所 小川米菓 088-668-0908 飲食料品小売業
徳島商工会議所 オガワ本店 088-622-0101 織物・衣服・身の回り品小売業
徳島商工会議所 オガワマルナカ徳島店１Ｆ 088-663-9777 織物・衣服・身の回り品小売業
徳島商工会議所 お好み焼ヴァンサンカン 088-633-8038 飲食店
徳島商工会議所 お好焼てっぱん 088-668-5133 飲食店
徳島商工会議所 お好焼みその 088-623-5456 飲食店
徳島商工会議所 お魚センターはっとり 088-653-6856 飲食料品小売業
徳島商工会議所 Ｏ・Ｇ 088-625-2789 機械器具小売業
徳島商工会議所 オズ 088-654-9230 飲食店
徳島商工会議所 ＯＺＯＣ 088-656-3307 織物・衣服・身の回り品小売業
徳島商工会議所 お茶の三好園 088-622-8333 飲食料品小売業
徳島商工会議所 オートボデー徳島 088-626-5611 機械器具小売業
徳島商工会議所 ａｕｄｒｅｙ 088-635-4348 その他の小売業
徳島商工会議所 おはらフラワーセンター 088-664-2687 その他の小売業
徳島商工会議所 おみやげ一番館 088-656-3133 飲食料品小売業
徳島商工会議所 おもちゃのマツモト 0885-32-6312 その他の小売業
徳島商工会議所 海鮮料理太関 088-625-3661 飲食店
徳島商工会議所 かえで 088-653-3384 飲食料品小売業
徳島商工会議所 学生服の店さがわ 088-653-1544 織物・衣服・身の回り品小売業
徳島商工会議所 影本電器 088-631-2145 機械器具小売業
徳島商工会議所 樫本電器 088-652-3073 機械器具小売業
徳島商工会議所 加集デンキ 088-662-1381 機械器具小売業
徳島商工会議所 柏木電機商会 088-631-9352 機械器具小売業
徳島商工会議所 ガス灯 088-622-3207 飲食店
徳島商工会議所 かつ吉タクト店 088-632-5562 飲食店
徳島商工会議所 勝瀬本店 088-625-6504 織物・衣服・身の回り品小売業
徳島商工会議所 カットハウストクシマ 088-624-0909 洗濯・理容・美容・浴場業
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徳島商工会議所 カットハウスパション 088-652-8522 洗濯・理容・美容・浴場業
徳島商工会議所 かつ丸北矢三店 088-634-1710 飲食店
徳島商工会議所 カーテンコール 088-624-5325 織物・衣服・身の回り品小売業
徳島商工会議所 加藤商店 088-632-0449 その他の小売業
徳島商工会議所 加藤綿 088-631-2047 織物・衣服・身の回り品小売業
徳島商工会議所 門田薬局タクト店 088-632-5052 その他の小売業
徳島商工会議所 金杉家具 088-652-3697 その他の小売業
徳島商工会議所 ｃａｆｅ＆ｂａｒ　ＡＷＡフォーラム 088-622-5161 飲食店
徳島商工会議所 カフェＵ．Ｓ．Ａ 088-652-0130 飲食店
徳島商工会議所 火間土応神店 088-683-3737 飲食店
徳島商工会議所 ＫＡＭＩ空間Ｂａｎ 088-623-9981 洗濯・理容・美容・浴場業
徳島商工会議所 カラオケＬＩＶＥ沖浜店 088-626-2223 娯楽業
徳島商工会議所 ＫＡＲＡＫＵＳＡ　ＳＴＹＬＥ 088-624-8529 織物・衣服・身の回り品小売業
徳島商工会議所 ｇｉｒｌ′ｓ　ｂａｒ　Ａｃｔ 088-654-1984 飲食店
徳島商工会議所 ｇｉｒｌ′ｓ　ｂａｒ　Ａｃｒｏｓｓ 088-652-2575 飲食店
徳島商工会議所 カレントバイチキュート 088-656-3203 織物・衣服・身の回り品小売業
徳島商工会議所 川内給油所（昭和シェル） 088-665-4700 その他の小売業
徳島商工会議所 ＫＡＷＡＮＯ田宮店 088-633-8267 その他の小売業
徳島商工会議所 河野米穀店 088-652-6246 飲食料品小売業
徳島商工会議所 カンダ理美容 088-623-3301 洗濯・理容・美容・浴場業
徳島商工会議所 Ｃａｎｔｅｒａｎｏ 090-9450-4423 飲食店
徳島商工会議所 がんばりや末広店 088-652-3039 各種商品小売業
徳島商工会議所 がんばりやにんにく店 088-678-8001 各種商品小売業
徳島商工会議所 甘味処あんみつ姫 088-654-5302 飲食店
徳島商工会議所 菊月堂 088-654-5026 飲食料品小売業
徳島商工会議所 喜久屋 088-622-5801 織物・衣服・身の回り品小売業
徳島商工会議所 岸米穀店 088-631-2383 飲食料品小売業
徳島商工会議所 季節料理一冨久 088-669-1664 飲食店
徳島商工会議所 北野青果 088-628-2366 飲食料品小売業
徳島商工会議所 キタムラクレメント店 088-656-3140 その他の小売業
徳島商工会議所 杵屋クレメント店 088-656-3282 飲食店
徳島商工会議所 ギフト雑貨・木のおもちゃデポー 088-656-0636 その他の小売業
徳島商工会議所 木村呉服 088-652-9321 織物・衣服・身の回り品小売業
徳島商工会議所 きものの高橋呉服店 088-623-5298 織物・衣服・身の回り品小売業
徳島商工会議所 共同ガス 088-662-1668 機械器具小売業
徳島商工会議所 共同ガス鮎喰営業所 088-631-0474 機械器具小売業
徳島商工会議所 業務用食品スーパー法花店 088-669-5076 各種商品小売業
徳島商工会議所 キョーエイ鮎喰店 088-632-5155 各種商品小売業
徳島商工会議所 キョーエイ大谷店 088-669-0888 各種商品小売業
徳島商工会議所 キョーエイ沖浜店 088-611-0077 各種商品小売業
徳島商工会議所 キョーエイ川内店 088-665-1366 各種商品小売業
徳島商工会議所 キョーエイ佐古店 088-622-7901 各種商品小売業
徳島商工会議所 キョーエイ昭和店 088-655-7778 各種商品小売業
徳島商工会議所 キョーエイ末広店 088-652-9415 各種商品小売業
徳島商工会議所 キョーエイ住吉店 088-625-9881 各種商品小売業
徳島商工会議所 キョーエイダイソータクト店 088-632-5566 その他の小売業
徳島商工会議所 キョーエイタクト店 088-632-5566 各種商品小売業
徳島商工会議所 キョーエイチャップリン沖浜店 088-653-6333 織物・衣服・身の回り品小売業
徳島商工会議所 キョーエイ中央店 088-622-4428 各種商品小売業
徳島商工会議所 キョーエイ二軒屋店 088-625-4488 各種商品小売業
徳島商工会議所 キョーエイ福島店 088-653-2926 各種商品小売業
徳島商工会議所 キョーエイ山城橋店 088-653-2155 各種商品小売業
徳島商工会議所 極光デンキ 088-652-6833 機械器具小売業
徳島商工会議所 キヨスク銘産店 088-622-6907 飲食料品小売業
徳島商工会議所 キヨスク和菓子 088-622-6907 飲食料品小売業
徳島商工会議所 煌 088-656-3118 飲食店
徳島商工会議所 きりんどう 088-623-6102 飲食店
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徳島商工会議所 キリン堂大松店 088-669-6351 その他の小売業
徳島商工会議所 キリン堂昭和店 088-612-0560 その他の小売業
徳島商工会議所 キリン堂助任橋店 088-657-6255 その他の小売業
徳島商工会議所 キリン堂田宮店 088-637-0703 その他の小売業
徳島商工会議所 キリン堂福島店 088-653-3211 その他の小売業
徳島商工会議所 銀座一福 088-652-2340 飲食店
徳島商工会議所 ＣＯＥＵＲ　Ｄ′ＯＲ 088-666-2555 その他の小売業
徳島商工会議所 久木自動車整備工場 088-665-2671 その他のサービス業
徳島商工会議所 串でん駅前店 088-626-2633 飲食店
徳島商工会議所 串でん富田町店 088-624-8933 飲食店
徳島商工会議所 串松 088-668-7768 飲食店
徳島商工会議所 串まる 088-624-5148 飲食店
徳島商工会議所 くすりのレデイ新浜店 088-663-6330 その他の小売業
徳島商工会議所 くすりのレデイ末広店 088-657-5520 その他の小売業
徳島商工会議所 くすりのレデイ田宮街道店 088-634-3771 その他の小売業
徳島商工会議所 くすりのレデイ八万店 088-602-1131 その他の小売業
徳島商工会議所 くすりのレデイ矢三店 088-634-1022 その他の小売業
徳島商工会議所 靴下屋徳島アミコ店 088-621-4381 織物・衣服・身の回り品小売業
徳島商工会議所 靴のナカムラ 088-623-2245 織物・衣服・身の回り品小売業
徳島商工会議所 くつろぎ空間SPAり楽 088-622-7117 洗濯・理容・美容・浴場業
徳島商工会議所 くどう薬局 088-625-6644 その他の小売業
徳島商工会議所 蔵本京華苑 088-632-1089 飲食料品小売業
徳島商工会議所 蔵本日の出製菓病院前支店 088-632-7611 飲食料品小売業
徳島商工会議所 蔵本日の出製菓本店 088-631-4683 飲食料品小売業
徳島商工会議所 蔵本ラジオ商会 088-625-0745 機械器具小売業
徳島商工会議所 グランデア 088-626-1234 織物・衣服・身の回り品小売業
徳島商工会議所 グランディ 088-623-0175 飲食店
徳島商工会議所 クリデン 088-622-7485 機械器具小売業
徳島商工会議所 クリーニングなかの 088-665-0638 洗濯・理容・美容・浴場業
徳島商工会議所 クリーニングハウスバルーン山城店 088-626-5868 洗濯・理容・美容・浴場業
徳島商工会議所 クリーニングハウスバルーン本店 088-662-1137 洗濯・理容・美容・浴場業
徳島商工会議所 クリーニングハウスバルーン大谷店 088-669-4888 洗濯・理容・美容・浴場業
徳島商工会議所 グリルレストランひ～こ。 088-665-5307 飲食店
徳島商工会議所 グリーンパレット 088-678-8009 飲食料品小売業
徳島商工会議所 クレアーズ 088-624-5176 その他の小売業
徳島商工会議所 黒革 088-635-0604 織物・衣服・身の回り品小売業
徳島商工会議所 ＫＩＳアート 088-678-6565 その他の小売業
徳島商工会議所 慶樹 088-657-1020 その他の小売業
徳島商工会議所 化粧品の店ラブリー 088-623-2985 その他の小売業
徳島商工会議所 ケーズデンキ徳島沖洲店 088-664-8787 機械器具小売業
徳島商工会議所 月華堂 088-631-0764 飲食料品小売業
徳島商工会議所 剣山ホテル 088-654-3331 宿泊業
徳島商工会議所 コアフィールドマサコ沖浜店 088-652-5002 洗濯・理容・美容・浴場業
徳島商工会議所 コアフィールドマサコ川内店 088-665-7188 洗濯・理容・美容・浴場業
徳島商工会議所 コアフィールドマサコ佐古店 088-623-5235 洗濯・理容・美容・浴場業
徳島商工会議所 コアフィールドマサコ島田店 088-633-0084 洗濯・理容・美容・浴場業
徳島商工会議所 光徳 088-623-3914 その他の小売業
徳島商工会議所 珈房かさまつ 088-622-8369 飲食店
徳島商工会議所 孔明館 088-623-1707 飲食店
徳島商工会議所 光陽眼鏡店 088-626-1001 その他の小売業
徳島商工会議所 珈琲日出蔵　二番館 088-677-8080 飲食店
徳島商工会議所 コオリ理容所 088-652-3801 洗濯・理容・美容・浴場業
徳島商工会議所 五條屋染物店 088-625-5248 洗濯・理容・美容・浴場業
徳島商工会議所 コスメランドイシハラタクト店 088-632-8857 その他の小売業
徳島商工会議所 コティ珈琲 088-626-3813 飲食店
徳島商工会議所 寿屋 088-652-5214 織物・衣服・身の回り品小売業
徳島商工会議所 ＫＯ２ＳＨＩ 088-624-8624 洗濯・理容・美容・浴場業
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徳島商工会議所 木の花沖浜店 088-657-6575 飲食店
徳島商工会議所 珈琲ｔ． 088-656-3155 飲食料品小売業
徳島商工会議所 ＣＯＦＦＥＥ　ＷＯＲＫＳ山城店 088-655-8877 飲食店
徳島商工会議所 小山助学館福島店 088-623-5685 その他の小売業
徳島商工会議所 小山助学館本店 088-654-2135 その他の小売業
徳島商工会議所 コール徳島店 088-655-1210 機械器具小売業
徳島商工会議所 ゴルフポートアンカーズ 088-664-3020 娯楽業
徳島商工会議所 小六寿し 088-653-7565 飲食店
徳島商工会議所 コワーキングスペースフューチャー 088-678-4500 その他のサービス業
徳島商工会議所 金剛茶屋 088-625-7006 飲食店
徳島商工会議所 金剛本店 090-1006-5261 飲食店
徳島商工会議所 ＫＯＮＤＯタクト店 088-632-0011 織物・衣服・身の回り品小売業
徳島商工会議所 こんど履物店 088-622-8989 織物・衣服・身の回り品小売業
徳島商工会議所 サイクリングショップＴＯＫＵ 088-624-1933 機械器具小売業
徳島商工会議所 サイクルショップみつはし 088-668-2457 機械器具小売業
徳島商工会議所 サイクルメイト土橋・福島店 088-652-2376 機械器具小売業
徳島商工会議所 サイクルメイト土橋・論田店 088-663-3904 機械器具小売業
徳島商工会議所 斎藤酒造場 088-652-8340 飲食料品小売業
徳島商工会議所 サイトウ電気 088-625-8055 機械器具小売業
徳島商工会議所 坂井家具 088-668-0055 その他の小売業
徳島商工会議所 栄寿司 088-652-6350 飲食店
徳島商工会議所 さかなや並川 088-632-2262 飲食料品小売業
徳島商工会議所 サクライ薬局 088-668-5375 その他の小売業
徳島商工会議所 酒、百姓市場昭和町店 088-677-8782 飲食料品小売業
徳島商工会議所 酒、百姓市場住吉店 088-626-7136 飲食料品小売業
徳島商工会議所 サコ三共電機 088-654-0354 機械器具小売業
徳島商工会議所 ササクラスポーツ社 088-679-8822 その他の小売業
徳島商工会議所 さゝだ 088-641-1088 飲食店
徳島商工会議所 笹田蒲鉾店 088-679-4777 飲食料品小売業
徳島商工会議所 雑貨フォレスト田宮店 088-632-6865 その他の小売業
徳島商工会議所 サラダ館安宅店 088-626-7250 その他の小売業
徳島商工会議所 サラダ館川内店 088-665-5610 その他の小売業
徳島商工会議所 サラダ館三軒屋店 088-636-3290 その他の小売業
徳島商工会議所 サラダ館田宮店 088-634-0397 その他の小売業
徳島商工会議所 サワデン商事 088-655-9060 機械器具小売業
徳島商工会議所 三光電機 088-622-2058 機械器具小売業
徳島商工会議所 三八田宮店 088-678-7638 飲食店
徳島商工会議所 賛美堂 088-625-6828 その他の小売業
徳島商工会議所 三平寿し 088-652-9734 飲食店
徳島商工会議所 三和薬局 088-665-5738 その他の小売業
徳島商工会議所 ジェムドールタナカ 088-631-9162 その他の小売業
徳島商工会議所 志賀屋クリーニング 088-625-4415 洗濯・理容・美容・浴場業
徳島商工会議所 敷島米穀 088-652-6568 飲食料品小売業
徳島商工会議所 四国ゴルフセンター 088-654-1320 その他の小売業
徳島商工会議所 四国補聴器センター徳島店 088-623-7338 その他の小売業
徳島商工会議所 シスターＡ／Ｃ美容室 088-652-6438 洗濯・理容・美容・浴場業
徳島商工会議所 自然食品店ぱんぷきん 088-653-3330 飲食料品小売業
徳島商工会議所 漆器蔵いちかわ 088-652-6657 その他の小売業
徳島商工会議所 支那そば三八徳島駅前店 088-678-6538 飲食店
徳島商工会議所 四宮商店 088-652-6047 飲食料品小売業
徳島商工会議所 芝電機 088-625-9825 機械器具小売業
徳島商工会議所 芝デンキ昭和店 088-623-8732 機械器具小売業
徳島商工会議所 志まや味噌 088-652-7356 飲食料品小売業
徳島商工会議所 写真屋矢三店 088-634-0030 その他の生活関連サービス業
徳島商工会議所 Ｊａｚｚ　ｃＬｕｂ　ＪＵＮ 088-655-0303 飲食店
徳島商工会議所 Ｊａｐａｎｅｓｅ　Ｄｉｎｉｎｇ　Ｂａｒ段 088-656-0021 飲食店
徳島商工会議所 ＪＡＰＡＮＥＳＥ　ＤＩＮＩＮＧ　ＲＩＮＴ 088-602-2355 飲食店
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徳島商工会議所 ジャパニーズレストラン阿波恋しぐれ 088-655-5149 飲食店
徳島商工会議所 ジャルダンドボヌール 088-669-5002 飲食料品小売業
徳島商工会議所 ジュエリー池田アミコ店 088-621-4377 その他の小売業
徳島商工会議所 ジュエリーマキ徳島店 088-621-4357 その他の小売業
徳島商工会議所 ジュエルヤマモト 088-652-8379 その他の小売業
徳島商工会議所 手芸屋さん 088-622-8595 織物・衣服・身の回り品小売業
徳島商工会議所 出力センターユーティリティ 088-653-8055 機械器具小売業
徳島商工会議所 ジュピターコーヒー徳島店 088-656-0181 飲食料品小売業
徳島商工会議所 酒有連の店ワインハウスなかがわ 088-668-5780 飲食料品小売業
徳島商工会議所 シューラルータクト店 088-634-1018 織物・衣服・身の回り品小売業
徳島商工会議所 純喫茶林 088-632-3225 飲食店
徳島商工会議所 旬彩健食みよし野 088-602-1851 飲食店
徳島商工会議所 ジョイメイトバイパス店 088-655-4559 その他の小売業
徳島商工会議所 祥栄石油 088-665-0656 その他の小売業
徳島商工会議所 城東給油所（昭和シェル） 088-623-0185 その他の小売業
徳島商工会議所 城南建装 088-623-5113 その他の小売業
徳島商工会議所 城南公園薬局 088-624-8863 その他の小売業
徳島商工会議所 情熱ホルモン紺屋町酒場 088-611-3329 飲食店
徳島商工会議所 情熱ホルモン佐古酒場 088-623-0817 飲食店
徳島商工会議所 情熱ホルモン山城酒場 088-622-3329 飲食店
徳島商工会議所 庄野商店 088-631-1250 飲食料品小売業
徳島商工会議所 庄野薬局 088-625-8130 その他の小売業
徳島商工会議所 城北クリーニング 088-631-6332 洗濯・理容・美容・浴場業
徳島商工会議所 庄町給油所（昭和シェル） 088-632-5357 その他の小売業
徳島商工会議所 昭和電機商会 088-622-8283 機械器具小売業
徳島商工会議所 食彩味処おおにし 088-623-4406 飲食店
徳島商工会議所 食彩遊真 088-625-6221 飲食店
徳島商工会議所 食と暮らしと絵本のお店デポーｐｌｕｓ＊ 088-656-0630 飲食料品小売業
徳島商工会議所 ｓｈｏｔ　Ｂａｒ　Ｐｌａｉｒｅ 088-654-3554 飲食店
徳島商工会議所 白玉酒店 088-631-2893 飲食料品小売業
徳島商工会議所 進栄眼鏡店マルナカ徳島店 088-663-8965 その他の小売業
徳島商工会議所 新宿さぼてんクレメント店 088-623-8758 飲食店
徳島商工会議所 ＪＩＮＳクレメント店 088-655-5878 その他の小売業
徳島商工会議所 新洗蔵アイバ店 088-623-3762 洗濯・理容・美容・浴場業
徳島商工会議所 新洗蔵一番町店 088-652-7342 洗濯・理容・美容・浴場業
徳島商工会議所 新洗蔵大木店 088-668-0127 洗濯・理容・美容・浴場業
徳島商工会議所 新洗蔵沖ノ浜店 088-625-2177 洗濯・理容・美容・浴場業
徳島商工会議所 新洗蔵かつら店 088-669-0274 洗濯・理容・美容・浴場業
徳島商工会議所 新洗蔵加藤店 088-652-3096 洗濯・理容・美容・浴場業
徳島商工会議所 新洗蔵川南店 088-668-2036 洗濯・理容・美容・浴場業
徳島商工会議所 新洗蔵木戸店 088-622-3861 洗濯・理容・美容・浴場業
徳島商工会議所 新洗蔵蔵本店 088-611-1165 洗濯・理容・美容・浴場業
徳島商工会議所 新洗蔵佐古店 088-611-1135 洗濯・理容・美容・浴場業
徳島商工会議所 新洗蔵城東店 088-612-0605 洗濯・理容・美容・浴場業
徳島商工会議所 新洗蔵昭南店 088-602-2282 洗濯・理容・美容・浴場業
徳島商工会議所 新洗蔵昭和町店 088-652-6673 洗濯・理容・美容・浴場業
徳島商工会議所 新洗蔵助任店 088-652-3870 洗濯・理容・美容・浴場業
徳島商工会議所 新洗蔵そがわ店 088-662-0033 洗濯・理容・美容・浴場業
徳島商工会議所 新洗蔵大工町店 088-653-4988 洗濯・理容・美容・浴場業
徳島商工会議所 新洗蔵田宮店 088-634-2116 洗濯・理容・美容・浴場業
徳島商工会議所 新洗蔵ちどり店 088-668-1891 洗濯・理容・美容・浴場業
徳島商工会議所 新洗蔵中央店 088-652-8674 洗濯・理容・美容・浴場業
徳島商工会議所 新洗蔵デイリーマート津田店 088-636-1022 洗濯・理容・美容・浴場業
徳島商工会議所 新洗蔵入田店 088-644-0633 洗濯・理容・美容・浴場業
徳島商工会議所 新洗蔵幟町店 088-652-4793 洗濯・理容・美容・浴場業
徳島商工会議所 新洗蔵マルナカ新浜店 088-663-8017 洗濯・理容・美容・浴場業
徳島商工会議所 新洗蔵南たみや店 088-634-1780 洗濯・理容・美容・浴場業
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徳島商工会議所 新洗蔵名東店 088-637-0552 洗濯・理容・美容・浴場業
徳島商工会議所 新洗蔵矢三店 088-634-1120 洗濯・理容・美容・浴場業
徳島商工会議所 新洗蔵吉田店 088-653-0514 洗濯・理容・美容・浴場業
徳島商工会議所 新洗蔵吉野本町店 088-653-3822 洗濯・理容・美容・浴場業
徳島商工会議所 シンデレラ１２ 088-656-0131 織物・衣服・身の回り品小売業
徳島商工会議所 しんの商店 088-652-3317 飲食料品小売業
徳島商工会議所 新町商事 088-625-6811 織物・衣服・身の回り品小売業
徳島商工会議所 スイーツ工房ＲＯＬＬＣＡＦＥ 088-612-7557 飲食料品小売業
徳島商工会議所 スエヒロカメラ 088-622-4772 その他の小売業
徳島商工会議所 末広給油所（昭和シェル） 088-622-2192 その他の小売業
徳島商工会議所 スキップ 088-653-3289 織物・衣服・身の回り品小売業
徳島商工会議所 助任給油所（昭和シェル） 088-623-3832 その他の小売業
徳島商工会議所 スズキ自販徳島アリーナ徳島南 088-662-6575 機械器具小売業
徳島商工会議所 スズキ自販徳島アリーナ徳島北 088-657-1170 機械器具小売業
徳島商工会議所 スズキ自販徳島論田中古車センター 088-662-1852 機械器具小売業
徳島商工会議所 ＳＵＺＵＹＡ 088-656-3236 織物・衣服・身の回り品小売業
徳島商工会議所 鈴屋アミコ店 088-621-4364 織物・衣服・身の回り品小売業
徳島商工会議所 鈴屋問屋町店 088-654-8620 織物・衣服・身の回り品小売業
徳島商工会議所 スタイルプラス 088-611-1881 織物・衣服・身の回り品小売業
徳島商工会議所 スターバックスクレメント店 088-656-1721 飲食店
徳島商工会議所 スター美容室 088-665-4001 洗濯・理容・美容・浴場業
徳島商工会議所 スーツセレクト 088-611-7321 織物・衣服・身の回り品小売業
徳島商工会議所 スナック静 088-624-6023 飲食店
徳島商工会議所 ＳＯＵＰ 088-656-6331 織物・衣服・身の回り品小売業
徳島商工会議所 スマホ堂田宮店 088-679-9671 その他の小売業
徳島商工会議所 スマホ堂徳島駅前店 088-624-8141 その他の小売業
徳島商工会議所 澄商店 088-632-4565 その他の小売業
徳島商工会議所 住吉前田兄弟 088-654-4129 飲食料品小売業
徳島商工会議所 スリムビューティハウスクレメント店 088-653-3615 洗濯・理容・美容・浴場業
徳島商工会議所 スワン美粧園 088-653-0859 洗濯・理容・美容・浴場業
徳島商工会議所 西洋菓子屋アンファン 088-625-7009 飲食料品小売業
徳島商工会議所 西洋膳所やすなが 088-624-5201 飲食店
徳島商工会議所 セシリー 088-622-0843 織物・衣服・身の回り品小売業
徳島商工会議所 瀬戸内神仏具店 088-622-1740 その他の小売業
徳島商工会議所 セブン－イレブン徳島川内町夷野店 088-665-7107 飲食料品小売業
徳島商工会議所 セブン安宅店 088-626-5484 各種商品小売業
徳島商工会議所 セブン－イレブンＪＲ徳島駅前店 088-602-0108 飲食料品小売業
徳島商工会議所 セブン－イレブン四国大学店 088-637-1539 飲食料品小売業
徳島商工会議所 セブン－イレブン徳島鮎喰町店 088-634-4020 飲食料品小売業
徳島商工会議所 セブン－イレブン徳島安宅１丁目店 088-622-5628 飲食料品小売業
徳島商工会議所 セブン－イレブン徳島インター店 088-666-3904 飲食料品小売業
徳島商工会議所 セブン－イレブン徳島駅西店 088-611-0585 飲食料品小売業
徳島商工会議所 セブン－イレブン徳島大道４丁目店 088-602-2350 飲食料品小売業
徳島商工会議所 セブン－イレブン徳島沖浜東店 088-652-3221 飲食料品小売業
徳島商工会議所 セブン－イレブン徳島かちどき橋５丁目店 088-653-1135 飲食料品小売業
徳島商工会議所 セブン－イレブン徳島川内町住吉店 088-665-6878 飲食料品小売業
徳島商工会議所 セブン－イレブン徳島金沢一丁目 088-664-6960 飲食料品小売業
徳島商工会議所 セブン－イレブン徳島北田宮２丁目店 088-632-5040 飲食料品小売業
徳島商工会議所 セブン－イレブン徳島紺屋町店 088-652-0288 飲食料品小売業
徳島商工会議所 セブン－イレブン徳島佐古八番町店 088-624-5005 飲食料品小売業
徳島商工会議所 セブン－イレブン徳島新町橋店 088-653-2680 飲食料品小売業
徳島商工会議所 セブン－イレブン徳島助任橋店 088-653-5343 飲食料品小売業
徳島商工会議所 セブン－イレブン徳島津田町４丁目店 088-663-3955 飲食料品小売業
徳島商工会議所 セブン－イレブン徳島津田浜之町店 088-662-5584 飲食料品小売業
徳島商工会議所 セブン－イレブン徳島中常三島店 088-626-2329 飲食料品小売業
徳島商工会議所 セブン－イレブン徳島入田町店 088-636-5535 飲食料品小売業
徳島商工会議所 セブン－イレブン徳島東大工町店 088-653-6536 飲食料品小売業
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徳島商工会議所 セブン－イレブン徳島不動西町店 088-634-1128 飲食料品小売業
徳島商工会議所 セブン－イレブン徳島南二軒屋店 088-653-5667 飲食料品小売業
徳島商工会議所 セブン城南店 088-611-3384 各種商品小売業
徳島商工会議所 セブン白鷺台店 088-644-0289 各種商品小売業
徳島商工会議所 セブン田宮店 088-634-3656 各種商品小売業
徳島商工会議所 セブン中吉野店 088-656-5766 各種商品小売業
徳島商工会議所 セブン八万店 088-668-7401 各種商品小売業
徳島商工会議所 セブン名東店 088-633-4011 各種商品小売業
徳島商工会議所 セベふとん店 088-622-7325 その他の小売業
徳島商工会議所 Ｓｅｒｉａ 088-678-5085 その他の小売業
徳島商工会議所 セルフうどんやまタクト店 088-634-1558 飲食店
徳島商工会議所 セルフドライママ城西営業所 088-625-5008 洗濯・理容・美容・浴場業
徳島商工会議所 セルフドライママ城西（営）大川 088-625-5008 洗濯・理容・美容・浴場業
徳島商工会議所 セルフドライママ新蔵営業所 088-652-3347 洗濯・理容・美容・浴場業
徳島商工会議所 セルフドライママ住吉営業所 088-625-8652 洗濯・理容・美容・浴場業
徳島商工会議所 セルフドライママ津田営業所 088-662-0150 洗濯・理容・美容・浴場業
徳島商工会議所 セルフドライママ中島田営業所 088-632-2918 洗濯・理容・美容・浴場業
徳島商工会議所 セルフドライママ二軒屋営業所 088-625-1825 洗濯・理容・美容・浴場業
徳島商工会議所 セルフドライママ野田営業所 088-652-1493 洗濯・理容・美容・浴場業
徳島商工会議所 セルフドライママ吉崎営業所 088-663-0466 洗濯・理容・美容・浴場業
徳島商工会議所 鮮魚かわさき 088-632-5783 飲食料品小売業
徳島商工会議所 鮮菜居鶏屋志善 088-679-9090 飲食店
徳島商工会議所 染織館本店 088-652-3377 織物・衣服・身の回り品小売業
徳島商工会議所 全日食チェーン榎瀬店 088-665-2990 各種商品小売業
徳島商工会議所 全日食チェーン福島店 088-625-1123 各種商品小売業
徳島商工会議所 千年の宴徳島仲之町一丁目店 088-624-4788 飲食店
徳島商工会議所 総本家橋本富田町店 088-626-0250 飲食店
徳島商工会議所 そごう徳島店 088-653-2111 各種商品小売業
徳島商工会議所 だいきちカレー 088-678-7100 飲食店
徳島商工会議所 大興 088-622-8081 機械器具小売業
徳島商工会議所 ダイニングカフェクレメント 088-656-3115 飲食店
徳島商工会議所 ｄｉｎｉｎｇ　ｂａｒ　ＢＡＮＱＵＥＴ 088-678-8783 飲食店
徳島商工会議所 タイヤランド眉山 088-668-1545 機械器具小売業
徳島商工会議所 ダイヤレーン 088-622-1022 娯楽業
徳島商工会議所 太陽堂薬局 088-652-7745 その他の小売業
徳島商工会議所 ダイレックス住吉店 088-611-2502 各種商品小売業
徳島商工会議所 ダイレックス田宮店 088-634-0266 飲食料品小売業
徳島商工会議所 田上デンキ 088-652-7022 機械器具小売業
徳島商工会議所 たかぎストアー 088-665-3760 各種商品小売業
徳島商工会議所 高島商店 088-628-2614 飲食料品小売業
徳島商工会議所 高島治療院 088-622-5373 その他のサービス業
徳島商工会議所 高瀬石油店 088-662-1965 その他の小売業
徳島商工会議所 高橋ふとん店川内店 088-665-6360 織物・衣服・身の回り品小売業
徳島商工会議所 高見米穀店 088-652-8001 飲食料品小売業
徳島商工会議所 タケジ美容室 088-652-3338 洗濯・理容・美容・浴場業
徳島商工会議所 タケナカ帽子 088-625-4307 織物・衣服・身の回り品小売業
徳島商工会議所 タタミの酒井 088-625-7543 その他の小売業
徳島商工会議所 立木写真舘 088-622-6425 技術サービス業（他に分類されないもの）

徳島商工会議所 タツミヤタクト店 088-632-8378 織物・衣服・身の回り品小売業
徳島商工会議所 タツミヤ徳島店 088-626-0114 織物・衣服・身の回り品小売業
徳島商工会議所 田中時計店 088-652-7967 その他の小売業
徳島商工会議所 田中ベンダー 088-665-6532 その他の小売業
徳島商工会議所 タニグチ薬店 088-654-9001 その他の小売業
徳島商工会議所 谷商店 088-683-3210 その他の小売業
徳島商工会議所 タビックスジャパン徳島支店 088-655-8000 その他の生活関連サービス業
徳島商工会議所 タマキ電工 088-663-2233 機械器具小売業
徳島商工会議所 玉屋呉服店 088-622-8876 織物・衣服・身の回り品小売業
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徳島商工会議所 田村勝美堂 088-652-2072 その他の小売業
徳島商工会議所 チェリー調剤薬局 088-633-3939 その他の小売業
徳島商工会議所 知的達人 088-621-4333 その他の小売業
徳島商工会議所 ｃｈｉｂｉ 088-679-9990 織物・衣服・身の回り品小売業
徳島商工会議所 Ｃｈｉｎｅｓｅ　Ｄｉｎｉｎｇ雲丹 088-668-7779 飲食店
徳島商工会議所 チャコットアミコ徳島店 088-611-1130 その他の小売業
徳島商工会議所 チャチャハウスコーヒーあわぎんホール店 088-655-2273 飲食店
徳島商工会議所 チャチャハウスコーヒーマルナカ徳島店 088-663-5356 飲食店
徳島商工会議所 茶茶家城南店 088-623-4918 飲食店
徳島商工会議所 中華そば専門店阿波屋 088-623-9596 飲食店
徳島商工会議所 中国菜館翠園 088-624-0322 飲食店
徳島商工会議所 中国料理花梨 088-633-8082 飲食店
徳島商工会議所 中国料理瑞珍楼 088-625-3558 飲食店
徳島商工会議所 中国料理桃李 088-625-5848 飲食店
徳島商工会議所 中国料理福林 088-654-7018 飲食店
徳島商工会議所 中国料理三宅 088-652-0052 飲食店
徳島商工会議所 チュチュチュロス　カフェ沖浜店 088-624-9448 飲食店
徳島商工会議所 チュチュチュロス　カフェ新町本店 088-655-8807 飲食店
徳島商工会議所 附家書店住吉店 088-652-5223 その他の小売業
徳島商工会議所 つゆき 088-622-9105 その他の小売業
徳島商工会議所 釣具くすみ 088-664-0274 その他の小売業
徳島商工会議所 つり具丸田屋 088-665-5556 その他の小売業
徳島商工会議所 つるがや薬局 088-622-4027 その他の小売業
徳島商工会議所 Ｔ－ｏｎティー・オン 088-654-5116 その他の小売業
徳島商工会議所 帝国プロパン 088-665-1991 その他の小売業
徳島商工会議所 ディスクステーションＡＷＡ 088-654-8677 その他の小売業
徳島商工会議所 デイリーマート田宮店 088-634-3811 飲食料品小売業
徳島商工会議所 デイリーマート津田店 088-636-1616 各種商品小売業
徳島商工会議所 手造りパンの店ＨＯＴＴＡ 088-655-9822 飲食料品小売業
徳島商工会議所 てもみんクレメント店 088-656-1181 その他のサービス業
徳島商工会議所 ＴＶ　ＧＡＭＥ　ＬＡＮＤ　ＺＥＲＯ徳島西 088-656-1980 その他の小売業
徳島商工会議所 電化ドクトル∞ 088-645-0999 機械器具小売業
徳島商工会議所 電気館トマト 088-624-6677 機械器具小売業
徳島商工会議所 でんきのみき 088-631-2245 機械器具小売業
徳島商工会議所 天山閣プラス川内店 088-666-1729 飲食店
徳島商工会議所 天徳 088-652-9706 飲食店
徳島商工会議所 天然温泉えびすの湯 088-662-1126 洗濯・理容・美容・浴場業
徳島商工会議所 電話や．ジュエリーメイ 088-622-2331 その他の小売業
徳島商工会議所 トイ＆ゲームランドゼロ福島店 088-626-9232 その他の小売業
徳島商工会議所 東京堂 088-631-7725 その他の小売業
徳島商工会議所 東興商事 088-625-3810 織物・衣服・身の回り品小売業
徳島商工会議所 東洋防災工業 088-665-8580 その他の小売業
徳島商工会議所 トーカイ徳島営業所 088-664-3873 その他の小売業
徳島商工会議所 十川商店 088-662-0061 飲食料品小売業
徳島商工会議所 トクガワ 088-652-2100 飲食店
徳島商工会議所 徳島駅前鮮度市場 090-3185-5275 飲食料品小売業
徳島商工会議所 徳島観光ステーション・阿波之里 088-666-2500 飲食店
徳島商工会議所 徳島グランヴィリオホテル 088-624-1111 飲食店
徳島商工会議所 徳島グランドホテル偕楽園 088-623-3333 宿泊業
徳島商工会議所 徳島県物産センター 088-624-5014 各種商品小売業
徳島商工会議所 徳島甲羅本店 088-665-0014 飲食店
徳島商工会議所 徳島市観光ステーション 088-635-9002 その他のサービス業
徳島商工会議所 徳島市地場産業振興協会 088-626-2453 その他の小売業
徳島商工会議所 徳島シティガス 088-622-9524 その他の小売業
徳島商工会議所 徳島新聞川内専売所 088-665-0252 その他の小売業
徳島商工会議所 徳島新聞佐古南専売所 088-602-0333 その他の小売業
徳島商工会議所 徳島新聞末広専売所 088-655-6118 その他の小売業
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徳島商工会議所 徳島新聞住吉城東専売所 088-611-4170 その他の小売業
徳島商工会議所 徳島新聞田宮専売所 088-633-1094 その他の小売業
徳島商工会議所 徳島新聞富田専売所 088-654-6106 その他の小売業
徳島商工会議所 徳島新聞販売所 088-654-6105 その他の小売業
徳島商工会議所 徳島新聞福島専売所 088-611-3786 その他の小売業
徳島商工会議所 徳島新聞南庄町専売所 088-632-4705 その他の小売業
徳島商工会議所 徳島新聞名東町専売所 088-632-4426 その他の小売業
徳島商工会議所 徳島スズキスズキアリーナアトラツイン 088-624-1811 機械器具小売業
徳島商工会議所 徳島電気塗装 088-653-8877 その他のサービス業
徳島商工会議所 徳島東急インレストランシャングリ・ラ 088-626-0109 飲食店
徳島商工会議所 徳島トヨタ自動車アトラツイン 088-623-4811 機械器具小売業
徳島商工会議所 徳島トヨタ自動車アトラツインＵ－Ｃａｒ 088-652-0358 機械器具小売業
徳島商工会議所 徳島トヨタ自動車フォルクスワーゲン徳島中 088-623-9111 機械器具小売業
徳島商工会議所 徳島トヨタ自動車本店 088-622-7141 機械器具小売業
徳島商工会議所 徳島トヨタ自動車レクサス徳島 088-611-7700 機械器具小売業
徳島商工会議所 徳島トヨペットＴ－ＵＰ徳島昭和店 088-657-6165 機械器具小売業
徳島商工会議所 徳島トヨペット徳島昭和店 088-622-9138 機械器具小売業
徳島商工会議所 徳島トヨペットマイカーステージ 088-622-0416 機械器具小売業
徳島商工会議所 徳島ブラジルコーヒかごや町店 088-652-3218 飲食料品小売業
徳島商工会議所 とくしまマルシェＨＯＭＥ 088-657-0052 飲食料品小売業
徳島商工会議所 徳島三菱自動車販売本店 088-662-0111 機械器具小売業
徳島商工会議所 徳島メガネ新町店 088-653-5152 その他の小売業
徳島商工会議所 トクジム 088-669-2200 その他の小売業
徳島商工会議所 とーくぷらざ徳元 088-652-9117 機械器具小売業
徳島商工会議所 どこどこ沖浜店 088-667-7499 飲食店
徳島商工会議所 としお電器 088-669-5791 機械器具小売業
徳島商工会議所 ＴＯＰ　ＷＡＹ 088-622-7495 織物・衣服・身の回り品小売業
徳島商工会議所 とヽ喝 088-625-0110 飲食店
徳島商工会議所 トマト＆オニオン沖浜店 088-624-0014 飲食店
徳島商工会議所 トマト＆オニオン川内店 088-637-1919 飲食店
徳島商工会議所 富田酒店 088-653-4728 飲食料品小売業
徳島商工会議所 富田洋品店 088-652-9206 織物・衣服・身の回り品小売業
徳島商工会議所 友成タイヤプロショップ 088-652-5443 機械器具小売業
徳島商工会議所 トヨタカローラ徳島中央店 088-623-3405 機械器具小売業
徳島商工会議所 トヨタカローラ徳島本店 088-662-0520 機械器具小売業
徳島商工会議所 トラサルディ徳島 088-621-4320 織物・衣服・身の回り品小売業
徳島商工会議所 鳥菊 088-623-3342 飲食店
徳島商工会議所 トロワシャポウ 088-655-4705 飲食料品小売業
徳島商工会議所 十割そば島田店 088-633-3668 飲食店
徳島商工会議所 中井恒次商店 088-652-3448 その他の小売業
徳島商工会議所 ながおさ薬品 088-622-9628 その他の小売業
徳島商工会議所 中川商店 088-625-9277 飲食料品小売業
徳島商工会議所 中川時計店 088-622-0029 その他の小売業
徳島商工会議所 中谷電機商会 088-654-6034 機械器具小売業
徳島商工会議所 中野青果店 088-653-6311 飲食料品小売業
徳島商工会議所 仲之町給油所（昭和シェル） 088-622-9673 その他の小売業
徳島商工会議所 ながのでんき 088-631-1126 機械器具小売業
徳島商工会議所 永野電器商会 088-665-3496 機械器具小売業
徳島商工会議所 中野ハリ灸院 088-625-2412 その他のサービス業
徳島商工会議所 長浜米穀店 088-625-1267 飲食料品小売業
徳島商工会議所 菜果実屋 088-656-3146 飲食料品小売業
徳島商工会議所 中山家具 088-626-0388 その他の小売業
徳島商工会議所 中山時計店 088-625-2001 その他の小売業
徳島商工会議所 ナッツベリーファーム 088-626-5368 飲食料品小売業
徳島商工会議所 ナッティーミマデン西須賀 088-669-2937 機械器具小売業
徳島商工会議所 ナッティーミマデン東館 088-664-4838 機械器具小売業
徳島商工会議所 鳴門うどん舩本アミコ店 088-623-7411 飲食店
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徳島商工会議所 南海ゴルフ 088-622-6393 その他の小売業
徳島商工会議所 南海テニス 088-626-1266 その他の小売業
徳島商工会議所 南海ブックス 088-626-6368 その他の小売業
徳島商工会議所 南海部品徳島店 088-622-6553 機械器具小売業
徳島商工会議所 南海フローリスト 088-626-4187 その他の小売業
徳島商工会議所 なんとう 088-631-4371 織物・衣服・身の回り品小売業
徳島商工会議所 仁木文化堂 088-654-2731 その他の小売業
徳島商工会議所 肉勢住吉店 088-625-1183 飲食料品小売業
徳島商工会議所 肉勢富田橋店 088-623-2929 飲食料品小売業
徳島商工会議所 肉勢本店 088-632-4129 飲食料品小売業
徳島商工会議所 肉のなかやま 088-652-6521 飲食料品小売業
徳島商工会議所 肉のひぐち 088-652-2095 飲食料品小売業
徳島商工会議所 肉の藤原 088-652-1984 飲食料品小売業
徳島商工会議所 ニコニコミシンタクト店 088-633-3316 機械器具小売業
徳島商工会議所 にしの電器 088-668-5422 機械器具小売業
徳島商工会議所 に志もと 088-652-2756 飲食店
徳島商工会議所 二丁目三番地美容室 088-622-6055 洗濯・理容・美容・浴場業
徳島商工会議所 日産サティオ徳島徳島支店 088-665-4551 機械器具小売業
徳島商工会議所 日産サティオ徳島日産カーパレス徳島 088-665-5266 機械器具小売業
徳島商工会議所 日産サティオ徳島論田支店 088-663-1120 機械器具小売業
徳島商工会議所 日進電機 088-668-7118 機械器具小売業
徳島商工会議所 にっぱち居酒屋鳥兄弟 駅前店 088-655-5120 飲食店
徳島商工会議所 にっぱち居酒屋鳥兄弟 中洲店 088-679-8507 飲食店
徳島商工会議所 にっぱち居酒屋鳥兄弟 沖浜店 088-624-8232 飲食店
徳島商工会議所 二宮時計メガネ店 088-668-2213 その他の小売業
徳島商工会議所 日本料理茜也 088-625-0238 飲食店
徳島商工会議所 日本旅行徳島支店 088-622-5547 その他の生活関連サービス業
徳島商工会議所 にゃんふる 088-679-8888 飲食店
徳島商工会議所 ヌーベルきよしげ 088-622-0567 織物・衣服・身の回り品小売業
徳島商工会議所 ＮＥＸＴ　ＩＮＮＯＶＡＴＩＯＮ 088-665-6088 その他のサービス業
徳島商工会議所 ネッツトヨタ徳島アトラツイン 088-623-7511 機械器具小売業
徳島商工会議所 ネッツトヨタ徳島徳島店 088-663-3221 機械器具小売業
徳島商工会議所 ネッツトヨタ徳島本店 088-653-3241 機械器具小売業
徳島商工会議所 ノエビア名東北 088-631-3777 その他の小売業
徳島商工会議所 野口洋品店 088-668-3123 織物・衣服・身の回り品小売業
徳島商工会議所 野田商店 088-652-2037 その他の小売業
徳島商工会議所 ノビアノビオ 088-625-0012 飲食店
徳島商工会議所 ＢＧピープル 088-665-7444 機械器具小売業
徳島商工会議所 パークスタジオハヤシ 088-653-3533 技術サービス業（他に分類されないもの）

徳島商工会議所 白鵬舎キョーエイ沖浜店 088-612-0669 洗濯・理容・美容・浴場業
徳島商工会議所 白鵬舎キョーエイ住吉店 088-625-0797 洗濯・理容・美容・浴場業
徳島商工会議所 白鵬舎島田店 088-633-5242 洗濯・理容・美容・浴場業
徳島商工会議所 白鵬舎末広支店 088-664-5644 洗濯・理容・美容・浴場業
徳島商工会議所 ドライクリーニング白鵬舎本店 088-653-2224 洗濯・理容・美容・浴場業
徳島商工会議所 舶来洋品きよしげ 088-652-0888 織物・衣服・身の回り品小売業
徳島商工会議所 はざまや 088-654-3245 飲食料品小売業
徳島商工会議所 パシフィックハーバー 088-626-3939 飲食店
徳島商工会議所 蓮菜 088-652-2848 飲食店
徳島商工会議所 八万屋 088-626-1838 飲食店
徳島商工会議所 Ｂａｇ＆Ｓｈｏｅｓ若林 088-622-0022 織物・衣服・身の回り品小売業
徳島商工会議所 パッションシーンさよ美容室 088-653-5501 洗濯・理容・美容・浴場業
徳島商工会議所 ハードオフ徳島沖浜店 088-668-9588 その他の小売業
徳島商工会議所 パドックレーシング 088-669-3003 機械器具小売業
徳島商工会議所 ハートデンキ 088-622-2102 機械器具小売業
徳島商工会議所 ハート美容室 088-665-1980 洗濯・理容・美容・浴場業
徳島商工会議所 ハートランドあっぷる 088-602-1003 飲食店
徳島商工会議所 花井電器 088-668-4333 機械器具小売業
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徳島商工会議所 ＨＡＮＡＫＯタクト店 088-632-0013 織物・衣服・身の回り品小売業
徳島商工会議所 花のバラ園 088-653-1818 その他の小売業
徳島商工会議所 花菱商店 088-652-6001 飲食料品小売業
徳島商工会議所 はなや食堂 088-622-5705 飲食店
徳島商工会議所 花嫁衣裳羽衣 088-654-4651 物品賃貸業
徳島商工会議所 ハニーズ 088-656-3839 織物・衣服・身の回り品小売業
徳島商工会議所 ハニーズタクト店 088-634-3973 織物・衣服・身の回り品小売業
徳島商工会議所 パパベル住吉店 088-625-4267 飲食料品小売業
徳島商工会議所 濱喜久 088-655-6188 飲食店
徳島商工会議所 林蒲鉾 088-622-0917 飲食料品小売業
徳島商工会議所 ハヤシ事務用品 088-664-4952 その他の小売業
徳島商工会議所 林ショップ 088-623-1414 機械器具小売業
徳島商工会議所 林製菓 088-653-5229 飲食料品小売業
徳島商工会議所 はやしのお好み焼 0120-23-7120 飲食店
徳島商工会議所 ハラダ 088-622-6872 その他の小売業
徳島商工会議所 原田時計店 088-652-2069 その他の小売業
徳島商工会議所 ハリカ徳島西店 088-633-0123 その他の小売業
徳島商工会議所 Ｂａｒ　ＬｉＬｙ 090-7577-4055 飲食店
徳島商工会議所 パール美容室 088-625-3473 洗濯・理容・美容・浴場業
徳島商工会議所 ハレルヤクレメント店 088-656-3166 飲食料品小売業
徳島商工会議所 パワーストーン＆金銀ジュエリーＢｌｕｅ 088-625-2126 その他の小売業
徳島商工会議所 パンステージアンディ 088-664-0664 飲食料品小売業
徳島商工会議所 パンデイアマービレ 088-632-1200 飲食料品小売業
徳島商工会議所 板東システム 088-626-1661 機械器具小売業
徳島商工会議所 板東昭文堂 088-652-5347 その他の小売業
徳島商工会議所 板東電気 088-654-0177 機械器具小売業
徳島商工会議所 ひうらでんき 088-652-3385 機械器具小売業
徳島商工会議所 光屋 088-652-2659 その他の小売業
徳島商工会議所 ビーギフトつじよし 088-653-6656 その他の小売業
徳島商工会議所 ピザ・ロイヤルハット佐古店 088-622-8586 持ち帰り・配達飲食サービス業
徳島商工会議所 ピザ・ロイヤルハット昭和店 088-623-1131 持ち帰り・配達飲食サービス業
徳島商工会議所 ピザ・ロイヤルハット徳島店 088-655-8488 持ち帰り・配達飲食サービス業
徳島商工会議所 ビタミンマルシェ 088-622-5302 飲食料品小売業
徳島商工会議所 ＶＩＣＫＹ　ＰＬＡＣＥ　ＯＧＡＷＡ 088-621-4321 織物・衣服・身の回り品小売業
徳島商工会議所 ビッグアメリカンショップ大野橋店 088-669-0564 織物・衣服・身の回り品小売業
徳島商工会議所 ビッグアメリカンショップ応神店 088-683-3821 織物・衣服・身の回り品小売業
徳島商工会議所 ビッグアメリカンショップキッズ店 088-641-3655 織物・衣服・身の回り品小売業
徳島商工会議所 びっくり倉庫宝島徳島店 088-669-1714 その他の小売業
徳島商工会議所 日の出楼 088-622-6775 飲食料品小売業
徳島商工会議所 ビューティ石井 088-622-5836 洗濯・理容・美容・浴場業
徳島商工会議所 びゅーてぃさろんけい 088-623-4060 洗濯・理容・美容・浴場業
徳島商工会議所 ビューティファスト蔵本店 088-631-4180 洗濯・理容・美容・浴場業
徳島商工会議所 ビューティファストクレメント店 088-652-4180 洗濯・理容・美容・浴場業
徳島商工会議所 ビューティーフェイス 088-655-9076 洗濯・理容・美容・浴場業
徳島商工会議所 美容室イッツ佐古店 088-626-5131 洗濯・理容・美容・浴場業
徳島商工会議所 美容室オルガニーク 088-623-3466 洗濯・理容・美容・浴場業
徳島商工会議所 美容室ＳＡＫＡＩ 088-662-1088 洗濯・理容・美容・浴場業
徳島商工会議所 美容室ＳＡＷＡＫＯ助任店 088-623-1378 洗濯・理容・美容・浴場業
徳島商工会議所 美容室ＳＡＷＡＫＯ徳島店 088-623-3044 洗濯・理容・美容・浴場業
徳島商工会議所 美容室ＳＡＷＡＫＯ吉野本町店 088-623-0288 洗濯・理容・美容・浴場業
徳島商工会議所 美容室シオン城東店 088-654-7578 洗濯・理容・美容・浴場業
徳島商工会議所 美容室シオン八万店 088-668-7388 洗濯・理容・美容・浴場業
徳島商工会議所 美容室シオン文化の森ヒルズ店 088-635-6789 洗濯・理容・美容・浴場業
徳島商工会議所 美容室シオン両国店 088-622-0825 洗濯・理容・美容・浴場業
徳島商工会議所 美容室ＪＵＮＥＳＳＥ南末広店 088-623-0020 洗濯・理容・美容・浴場業
徳島商工会議所 美容室ＨＡＩＲ　ＴＡＬＫ 088-654-5403 洗濯・理容・美容・浴場業
徳島商工会議所 平岡商店 088-652-3510 織物・衣服・身の回り品小売業
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徳島商工会議所 平惣タクト店 088-634-0081 その他の小売業
徳島商工会議所 ＦＩＮＥ 088-654-7933 織物・衣服・身の回り品小売業
徳島商工会議所 ファッションハウスきた 088-626-1147 織物・衣服・身の回り品小売業
徳島商工会議所 ファッションむかい 088-663-6323 織物・衣服・身の回り品小売業
徳島商工会議所 ファミリーマート佐古一番町店 088-602-1950 飲食料品小売業
徳島商工会議所 ファミリーマート新蔵町店 088-602-0122 飲食料品小売業
徳島商工会議所 ＦＩＦＴＹ 088-621-4367 飲食店
徳島商工会議所 フクショー 088-631-8770 織物・衣服・身の回り品小売業
徳島商工会議所 フクタレコード店 088-652-7932 その他の小売業
徳島商工会議所 ふく亭八万店 090-1323-4521 飲食店
徳島商工会議所 ふくなが 088-664-0032 飲食料品小売業
徳島商工会議所 ふく利タクト店 088-632-0144 飲食店
徳島商工会議所 袋屋 088-623-2507 織物・衣服・身の回り品小売業
徳島商工会議所 藤代印章店 088-625-8282 その他の小売業
徳島商工会議所 フジモト 088-632-7972 その他の小売業
徳島商工会議所 藤本時計店 088-653-7589 その他の小売業
徳島商工会議所 ふじや蔵本本店 088-632-5822 飲食店
徳島商工会議所 ブージュルード 088-624-9905 織物・衣服・身の回り品小売業
徳島商工会議所 婦人服りら 088-631-0428 織物・衣服・身の回り品小売業
徳島商工会議所 フタバ 088-622-2808 その他の小売業
徳島商工会議所 ＢＯＯＫ　ＯＦＦ沖浜店 088-626-7205 その他の小売業
徳島商工会議所 ＢＯＯＫ　ＯＦＦ川内店 088-637-1951 その他の小売業
徳島商工会議所 ＢＯＯＫ　ＯＦＦ住吉店 088-626-6725 その他の小売業
徳島商工会議所 ぶつだんのもり応神店 088-641-3222 その他の小売業
徳島商工会議所 ぶつだんのもり本店 088-669-1115 その他の小売業
徳島商工会議所 フットウェア 088-621-4338 織物・衣服・身の回り品小売業
徳島商工会議所 ブティック絵里奈 088-632-9788 織物・衣服・身の回り品小売業
徳島商工会議所 ブティックエル 088-623-5910 織物・衣服・身の回り品小売業
徳島商工会議所 ブティックたけい 088-623-6711 織物・衣服・身の回り品小売業
徳島商工会議所 ふとんの西 088-631-4774 織物・衣服・身の回り品小売業
徳島商工会議所 ブライダルコアときわ 088-622-0011 物品賃貸業
徳島商工会議所 ブラジルコーヒタクト店 088-632-5325 飲食料品小売業
徳島商工会議所 プラスワン 088-626-0722 その他の生活関連サービス業
徳島商工会議所 ＦＬＯＷＥＲ 088-622-8717 洗濯・理容・美容・浴場業
徳島商工会議所 フラワーマーケット花由 088-664-4187 その他の小売業
徳島商工会議所 ＦＲＡＮＴＥ 088-655-6040 飲食料品小売業
徳島商工会議所 フリースタイルＫ＆Ａアカオ 088-663-4858 その他の小売業
徳島商工会議所 ふるさとあいぐら 088-621-4322 その他の小売業
徳島商工会議所 ふるさとコーナー 088-621-4311 飲食料品小売業
徳島商工会議所 フルーツ勢見屋 088-652-7228 飲食料品小売業
徳島商工会議所 フルールアベ 088-656-0068 その他の小売業
徳島商工会議所 フローリストシアーズ 088-631-1112 その他の小売業
徳島商工会議所 ヘアーサロンオガワ 088-623-2034 洗濯・理容・美容・浴場業
徳島商工会議所 ヘアーサロンカワムラ 088-653-4073 洗濯・理容・美容・浴場業
徳島商工会議所 ヘアーサロンタカガワ 088-664-3415 洗濯・理容・美容・浴場業
徳島商工会議所 ヘアーサロンニイ 088-641-3368 洗濯・理容・美容・浴場業
徳島商工会議所 ヘアーサロン・ビーバー 088-625-5815 洗濯・理容・美容・浴場業
徳島商工会議所 ヘアーサロンゆみば 088-622-8588 洗濯・理容・美容・浴場業
徳島商工会議所 ＰＡＧＥＢＯＹ 088-602-4088 織物・衣服・身の回り品小売業
徳島商工会議所 ヘブンアンドアース 088-656-6033 織物・衣服・身の回り品小売業
徳島商工会議所 Ｂｅｌ　Ｆｉｏｒｅ 088-678-8777 飲食店
徳島商工会議所 ＶＥＬＶＥＴ　ＴＩＭＥ 088-626-1880 織物・衣服・身の回り品小売業
徳島商工会議所 保育・教育のステラ 088-623-6390 その他のサービス業
徳島商工会議所 宝石・時計池田クレメント店 088-656-3205 その他の小売業
徳島商工会議所 宝石時計の池田タクト店 088-632-0575 その他の小売業
徳島商工会議所 豊年堂製菓蔵本店 088-631-4891 飲食料品小売業
徳島商工会議所 豊年堂製菓田宮店 088-633-5430 飲食料品小売業
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徳島商工会議所 ほかほか弁当津田店 088-663-8868 持ち帰り・配達飲食サービス業
徳島商工会議所 ほぐしん坊矢三店 088-634-3350 その他のサービス業
徳島商工会議所 ボストン屋 088-623-1213 織物・衣服・身の回り品小売業
徳島商工会議所 ＨＯＲＴＵＳ 090-3460-6663 その他のサービス業
徳島商工会議所 ぽてとはうす 088-623-9223 飲食料品小売業
徳島商工会議所 ホテルクレメント徳島 088-656-3111 宿泊業
徳島商工会議所 ホテルサンシャイン徳島 088-622-2333 宿泊業
徳島商工会議所 ホテル白水園 088-622-9165 宿泊業
徳島商工会議所 ボナジョルナータ徳島アミコ店 088-657-7723 織物・衣服・身の回り品小売業
徳島商工会議所 骨付き阿波尾鶏一鴻 088-623-2311 飲食料品小売業
徳島商工会議所 ホームストックマルイ 088-669-3313 その他の小売業
徳島商工会議所 ホームセンターダイキ徳島西店 088-632-4959 その他の小売業
徳島商工会議所 ホームセンターダイキ万代店 088-602-2277 その他の小売業
徳島商工会議所 ぼん蔵 088-624-7822 飲食店
徳島商工会議所 ホンダカーズ徳島応神店 088-683-3770 機械器具小売業
徳島商工会議所 ホンダカーズ徳島大原千代ケ丸店 088-662-2313 機械器具小売業
徳島商工会議所 ホンダカーズ徳島三軒屋店 088-669-1500 機械器具小売業
徳島商工会議所 凡智 088-621-4330 織物・衣服・身の回り品小売業
徳島商工会議所 前田畜産前川・前田兄弟 088-655-2929 飲食料品小売業
徳島商工会議所 まきもと 088-662-0159 飲食店
徳島商工会議所 孫心人形店 088-668-7789 その他の小売業
徳島商工会議所 まざぁず食堂 088-623-3619 飲食店
徳島商工会議所 マサラクレメント店 088-654-7122 飲食店
徳島商工会議所 ＭＡＪＥＳＴＩＣ　ＬＥＧＯＮ 088-656-3180 織物・衣服・身の回り品小売業
徳島商工会議所 マスハラデンキ 088-668-1324 機械器具小売業
徳島商工会議所 マックハウス徳島大松店 088-669-6267 織物・衣服・身の回り品小売業
徳島商工会議所 ｍａｃ矢三店 088-634-4747 その他の小売業
徳島商工会議所 マッサージ・指圧療院エビス徳島 088-655-4852 その他のサービス業
徳島商工会議所 松村ミシン工業所 088-622-9753 機械器具小売業
徳島商工会議所 マツモトキヨシクレメント店 088-655-6026 その他の小売業
徳島商工会議所 松本商店 088-652-7433 その他の小売業
徳島商工会議所 マドラス 088-623-3877 飲食店
徳島商工会議所 マブチスポーツ 088-626-3020 その他の小売業
徳島商工会議所 丸一モータース 088-663-1213 機械器具小売業
徳島商工会議所 マルヱ 088-652-8410 その他の小売業
徳島商工会議所 マルキチ 088-652-6856 飲食料品小売業
徳島商工会議所 丸恵繊維 088-631-7972 織物・衣服・身の回り品小売業
徳島商工会議所 丸善商事大原給油所 088-662-0348 その他の小売業
徳島商工会議所 丸善商事大松給油所 088-669-3288 その他の小売業
徳島商工会議所 丸善商事島田給油所 088-632-3838 その他の小売業
徳島商工会議所 丸善商事田宮給油所 088-632-2742 その他の小売業
徳島商工会議所 丸善商事寺島給油所 088-623-0540 その他の小売業
徳島商工会議所 丸善商事中洲給油所 088-622-2005 その他の小売業
徳島商工会議所 丸善商事ハートランド川内給油所 088-665-4385 その他の小売業
徳島商工会議所 丸善商事ハートランド城東給油所 088-623-0448 その他の小売業
徳島商工会議所 丸善商事ビークル応神給油所 088-683-3201 その他の小売業
徳島商工会議所 丸長 088-628-2626 飲食料品小売業
徳島商工会議所 マルナカ大松店 088-665-4771 各種商品小売業
徳島商工会議所 マルナカ昭和店 088-623-8868 各種商品小売業
徳島商工会議所 マルナカ徳島店 088-663-8855 各種商品小売業
徳島商工会議所 マルナカ矢三店 088-632-7173 各種商品小売業
徳島商工会議所 丸山精肉店 088-652-4696 飲食料品小売業
徳島商工会議所 円山デンキ 088-625-9144 機械器具小売業
徳島商工会議所 マルヨシセンター渭北店 088-622-1050 各種商品小売業
徳島商工会議所 マルヨシセンター城南店 088-622-1950 各種商品小売業
徳島商工会議所 マルヨシセンター八万店 088-668-7910 各種商品小売業
徳島商工会議所 廻る寿し祭り応神店 088-683-3505 飲食店
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徳島商工会議所 廻る寿し祭り沖浜店 088-667-1282 飲食店
徳島商工会議所 三木写真舘南前川スタジオ 088-624-9951 技術サービス業（他に分類されないもの）

徳島商工会議所 美木電器商会 088-625-2688 機械器具小売業
徳島商工会議所 ミスタードーナツ徳島アミコショップ 088-621-4314 飲食店
徳島商工会議所 ミセスＫｅｉｋｏの手作りケーキタクト店 088-634-4811 飲食料品小売業
徳島商工会議所 ミセス・マルキ 088-652-6334 織物・衣服・身の回り品小売業
徳島商工会議所 味仙 088-656-2988 飲食店
徳島商工会議所 三谷薬局渭北店 088-622-1570 その他の小売業
徳島商工会議所 三谷薬局本店 088-652-8421 その他の小売業
徳島商工会議所 ミチ美容室 088-652-1284 洗濯・理容・美容・浴場業
徳島商工会議所 みづほ電機 088-626-3400 機械器具小売業
徳島商工会議所 ミートショップマルフク 088-632-2119 飲食料品小売業
徳島商工会議所 ミートセンター丸清 088-662-0240 飲食料品小売業
徳島商工会議所 ＭＩＮＩ　Ｔｏｋｕｓｈｉｍａ 088-624-3201 機械器具小売業
徳島商工会議所 みのりや 088-652-6426 織物・衣服・身の回り品小売業
徳島商工会議所 三原商店 088-622-4495 その他の小売業
徳島商工会議所 美馬電器商会 088-622-5244 機械器具小売業
徳島商工会議所 ミマ美容室 088-663-2787 洗濯・理容・美容・浴場業
徳島商工会議所 宮川和子 088-625-6811 その他の小売業
徳島商工会議所 宮崎商事 088-668-0811 その他の小売業
徳島商工会議所 宮崎仏壇 088-664-6050 その他の小売業
徳島商工会議所 宮下電器商会 088-645-1751 機械器具小売業
徳島商工会議所 みやび 088-631-3137 織物・衣服・身の回り品小売業
徳島商工会議所 宮脇書店クレメント店 088-623-6823 その他の小売業
徳島商工会議所 ミュゼプラチナム徳島アミコ店 088-655-6433 洗濯・理容・美容・浴場業
徳島商工会議所 ムッシュ藤田クレメント店 088-656-3289 飲食店
徳島商工会議所 村のおっさん 088-679-2409 飲食料品小売業
徳島商工会議所 メーアコルン 088-667-1770 飲食料品小売業
徳島商工会議所 メガネショップ２１ 088-655-2681 その他の小売業
徳島商工会議所 メガネセンターアイ 088-656-4777 その他の小売業
徳島商工会議所 眼鏡店ＥＹＥ　ＣＲＡＦＴ 088-655-4121 その他の小売業
徳島商工会議所 メガネ２１南昭和店 088-655-0721 その他の小売業
徳島商工会議所 メガネのアイガン徳島アミコ店 088-652-7103 その他の小売業
徳島商工会議所 メガネの秋田 088-654-3855 その他の小売業
徳島商工会議所 メガネの池田タクト店 088-632-0012 その他の小売業
徳島商工会議所 メガネの三城応神店 088-641-5445 その他の小売業
徳島商工会議所 メガネの三城川内店 088-665-7323 その他の小売業
徳島商工会議所 メガネの三城徳島バイパス店 088-669-3800 その他の小売業
徳島商工会議所 メガネ本舗北田宮店 088-631-4088 その他の小売業
徳島商工会議所 メガネ本舗徳島本店 088-626-0091 その他の小売業
徳島商工会議所 メナード化粧品丈領代行店 088-653-7731 その他の小売業
徳島商工会議所 メリケンヤ 088-622-6304 織物・衣服・身の回り品小売業
徳島商工会議所 メルバ土井 088-654-6871 機械器具小売業
徳島商工会議所 メルバヨシダ 088-665-3913 機械器具小売業
徳島商工会議所 麺王駅前本店 088-623-4116 飲食店
徳島商工会議所 麺王川内店 088-678-3520 飲食店
徳島商工会議所 Ｍｅｎ′ｓ　ＤＡＩＥＩ 088-622-2221 織物・衣服・身の回り品小売業
徳島商工会議所 麺処まる松 088-655-6559 飲食店
徳島商工会議所 モデストきゃろっと 088-622-4205 織物・衣服・身の回り品小売業
徳島商工会議所 森珈琲店 088-623-6198 飲食店
徳島商工会議所 モリタケ八百秀 088-621-4305 飲食料品小売業
徳島商工会議所 森永牛乳金万販売店 088-652-6831 飲食料品小売業
徳島商工会議所 モンド・ジャコモ 088-626-1255 織物・衣服・身の回り品小売業
徳島商工会議所 八百秀海産 088-622-1904 飲食料品小売業
徳島商工会議所 八百秀商事 088-623-0111 飲食料品小売業
徳島商工会議所 焼そば専門店突貫亭 088-664-0423 飲食店
徳島商工会議所 焼き鳥一途 088-622-8077 飲食店

16 / 68 ページ



阿波とくしま・商品券　取扱店舗一覧（フリガナ順） 2014/3/27
団体名 店舗名 電話番号 業種名
徳島商工会議所 やきとり大吉佐古店 088-653-7128 飲食店
徳島商工会議所 焼肉楽屋 088-624-5522 飲食料品小売業
徳島商工会議所 焼肉天天 088-624-8129 飲食店
徳島商工会議所 焼肉の牛若丸 088-656-9090 飲食店
徳島商工会議所 矢三給油所（昭和シェル） 088-632-7528 その他の小売業
徳島商工会議所 柳鮨 088-655-5505 飲食店
徳島商工会議所 柳屋薬品ヤナギヤベビーセンター 088-652-3835 その他の小売業
徳島商工会議所 山内スポーツ 088-622-2306 織物・衣服・身の回り品小売業
徳島商工会議所 山口事務用品 088-625-9395 その他の小売業
徳島商工会議所 山しげ 088-623-4889 飲食店
徳島商工会議所 山下金物 088-622-6778 その他の小売業
徳島商工会議所 山正製菓 088-626-4015 飲食料品小売業
徳島商工会議所 山田商店 088-652-3051 その他の小売業
徳島商工会議所 山根時計店 088-654-6726 その他の小売業
徳島商工会議所 山のせ徳島店 088-654-8686 飲食店
徳島商工会議所 ヤマハシ 088-668-2357 機械器具小売業
徳島商工会議所 山橋商会 088-622-0423 機械器具小売業
徳島商工会議所 やまもも（阿波観光ホテル内） 088-622-5161 飲食店
徳島商工会議所 柚りっ子 088-678-3383 飲食料品小売業
徳島商工会議所 ユニフォーク 088-655-3060 織物・衣服・身の回り品小売業
徳島商工会議所 洋菓子専門店ティンカーベル 088-632-1771 飲食料品小売業
徳島商工会議所 吉崎商店 088-663-0466 飲食料品小売業
徳島商工会議所 吉永商店 088-679-2154 その他の小売業
徳島商工会議所 よしなりサンガーデン 088-665-4841 その他の小売業
徳島商工会議所 吉成電機商会 088-653-5046 機械器具小売業
徳島商工会議所 吉野電化ハウス 088-623-0948 機械器具小売業
徳島商工会議所 読売新聞ＹＣ徳島東 088-622-7959 その他の小売業
徳島商工会議所 読売センター徳島城北 088-623-8601 その他の小売業
徳島商工会議所 ヨンスイ 088-628-2602 飲食料品小売業
徳島商工会議所 らいすはうす清水 088-652-9066 飲食料品小売業
徳島商工会議所 雷電川内店 088-665-8222 飲食店
徳島商工会議所 ラスカルタクト店 088-633-3921 洗濯・理容・美容・浴場業
徳島商工会議所 ラビタクト店 088-631-9292 織物・衣服・身の回り品小売業
徳島商工会議所 ラフィネ徳島アミコ店 088-654-2161 洗濯・理容・美容・浴場業
徳島商工会議所 楽麺酒屋だんだん 088-625-8880 飲食店
徳島商工会議所 ラーメン食堂みっつぼし 088-624-7779 飲食店
徳島商工会議所 ラーメン道場ちょもらん軒 088-637-1118 飲食店
徳島商工会議所 ラーメン東大大道本店 088-655-3775 飲食店
徳島商工会議所 ラーメン東大沖浜店 088-668-1554 飲食店
徳島商工会議所 ＲＩＯ 088-656-3230 織物・衣服・身の回り品小売業
徳島商工会議所 リカオー川内店 088-665-1203 飲食料品小売業
徳島商工会議所 リカオー栄町店 088-611-5770 飲食料品小売業
徳島商工会議所 リカオー三軒屋店 088-669-1933 飲食料品小売業
徳島商工会議所 リカオー末広店 088-652-8037 飲食料品小売業
徳島商工会議所 リカオー富田浜店 088-652-0608 飲食料品小売業
徳島商工会議所 リーガルシューズ徳島店 088-625-2258 織物・衣服・身の回り品小売業
徳島商工会議所 リスティーローズ 088-626-3078 織物・衣服・身の回り品小売業
徳島商工会議所 リップサービス 088-622-2676 織物・衣服・身の回り品小売業
徳島商工会議所 リデンテ 088-632-6816 飲食店
徳島商工会議所 リトルガリバータクト店 088-632-5564 飲食料品小売業
徳島商工会議所 リトルマーメイドタクト店 088-632-5316 飲食料品小売業
徳島商工会議所 リビングばんどう 088-644-0209 その他の小売業
徳島商工会議所 リフォーム・オーダーアルテサーナ 088-621-4350 その他の生活関連サービス業
徳島商工会議所 ＬＵＸＥ　ＤＩＮＩＮＧ　ｅａｔｓ 088-655-3230 飲食店
徳島商工会議所 理容マスター 088-626-4138 洗濯・理容・美容・浴場業
徳島商工会議所 料理仕出し浜仲 088-622-8308 飲食店
徳島商工会議所 リラクゼーションルームＡＱＵＡ 088-624-4501 洗濯・理容・美容・浴場業
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徳島商工会議所 ル・ショコラ 088-652-2092 飲食料品小売業
徳島商工会議所 ル．プティブージョン 088-625-1032 飲食店
徳島商工会議所 ルイクレープ 088-656-1330 織物・衣服・身の回り品小売業
徳島商工会議所 ＬＯＯＫ 088-624-8008 その他の小売業
徳島商工会議所 ルフラウ東京デリカ 088-621-4363 織物・衣服・身の回り品小売業
徳島商工会議所 ＲＯＵＬＥＴＴＥ 088-679-6922 織物・衣服・身の回り品小売業
徳島商工会議所 Ｒａｙｍｏｎｄ 088-626-1346 織物・衣服・身の回り品小売業
徳島商工会議所 レストランチャイナ・ドール 088-669-2469 飲食店
徳島商工会議所 レディースむかい 088-623-2363 織物・衣服・身の回り品小売業
徳島商工会議所 レディースヤスダ 088-622-6225 織物・衣服・身の回り品小売業
徳島商工会議所 レンタル＆フォトスタジオＫＡＲＥＮ 088-602-4800 物品賃貸業
徳島商工会議所 レンタルブティックアズ 088-652-8845 物品賃貸業
徳島商工会議所 ローソン徳島インター南 088-665-5620 飲食料品小売業
徳島商工会議所 ローソン昭和町七丁目 088-654-6101 飲食料品小売業
徳島商工会議所 ローソン徳島安宅三丁目 088-655-2529 飲食料品小売業
徳島商工会議所 ローソン徳島応神 088-665-5514 飲食料品小売業
徳島商工会議所 ローソン徳島応神町東貞方店 088-641-2340 飲食料品小売業
徳島商工会議所 ローソン徳島大原 088-663-6393 飲食料品小売業
徳島商工会議所 ローソン徳島大松町店 088-669-3376 飲食料品小売業
徳島商工会議所 ローソン徳島沖浜二丁目店 088-652-6030 飲食料品小売業
徳島商工会議所 ローソン徳島加賀須野 088-665-6188 飲食料品小売業
徳島商工会議所 ローソン徳島上八万町 088-668-8760 飲食料品小売業
徳島商工会議所 ローソン徳島川内町富吉 088-665-0213 飲食料品小売業
徳島商工会議所 ローソン徳島北沖洲 088-664-3653 飲食料品小売業
徳島商工会議所 ローソン徳島北田宮一丁目 088-633-3963 飲食料品小売業
徳島商工会議所 ローソン徳島県立中央病院店 088-634-1285 飲食料品小売業
徳島商工会議所 ローソン徳島佐古二番町 088-623-8660 飲食料品小売業
徳島商工会議所 ローソン徳島佐古六番町 088-624-2616 飲食料品小売業
徳島商工会議所 ローソン徳島市民病院前店 088-625-2368 飲食料品小売業
徳島商工会議所 ローソン徳島城東町一丁目店 088-654-7015 飲食料品小売業
徳島商工会議所 ローソン徳島城南町四丁目店 088-653-1334 飲食料品小売業
徳島商工会議所 ローソン徳島しらさぎ台 088-644-1305 飲食料品小売業
徳島商工会議所 ローソン徳島大学病院 088-633-7716 飲食料品小売業
徳島商工会議所 ローソン徳島津田本町 088-663-4491 飲食料品小売業
徳島商工会議所 ローソン徳島中島田町店 088-631-8118 飲食料品小売業
徳島商工会議所 ローソン徳島中昭和町三丁目 088-622-0339 飲食料品小売業
徳島商工会議所 ローソン徳島中洲町三丁目 088-625-8107 飲食料品小売業
徳島商工会議所 ローソン徳島中前川町店 088-626-2577 飲食料品小売業
徳島商工会議所 ローソン徳島中吉野町店 088-653-7723 飲食料品小売業
徳島商工会議所 ローソン徳島西新浜町一丁目 088-663-9133 飲食料品小売業
徳島商工会議所 ローソン徳島西須賀町 088-669-4325 飲食料品小売業
徳島商工会議所 ローソン徳島八万町下福万店 088-668-3964 飲食料品小売業
徳島商工会議所 ローソン徳島万代町三丁目 088-626-5667 飲食料品小売業
徳島商工会議所 ローソン徳島不動店 088-632-1243 飲食料品小売業
徳島商工会議所 ローソン徳島南昭和町店 088-652-0723 飲食料品小売業
徳島商工会議所 ローソン徳島南矢三店 088-633-6697 飲食料品小売業
徳島商工会議所 ローソン徳島名東町二丁目店 088-633-5001 飲食料品小売業
徳島商工会議所 ローソン徳島山城町店 088-622-6235 飲食料品小売業
徳島商工会議所 ローソン徳島山城西店 088-623-2004 飲食料品小売業
徳島商工会議所 ローソン徳島大和町 088-652-0158 飲食料品小売業
徳島商工会議所 ローソン両国本町 088-654-7101 飲食料品小売業
徳島商工会議所 ＬＯＤＧＥ 088-678-5137 飲食料品小売業
徳島商工会議所 ロッテリアクレメント店 088-656-3137 飲食店
徳島商工会議所 ＲＯＬＬ　ＣＡＦＥ 088-678-6601 飲食店
徳島商工会議所 ロールカフェアミコ店 088-624-6006 飲食店
徳島商工会議所 論田給油所（昭和シェル） 088-662-1174 その他の小売業
徳島商工会議所 ロンドンヤ 088-625-2901 織物・衣服・身の回り品小売業
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徳島商工会議所 ワイエスピイ徳島中央 088-653-0262 機械器具小売業
徳島商工会議所 Ｙショップしのみや 088-652-6047 飲食料品小売業
徳島商工会議所 和菓子処福屋 088-625-2983 飲食料品小売業
徳島商工会議所 わかば薬局 088-662-0227 その他の小売業
徳島商工会議所 ワコールザストア 088-624-4513 織物・衣服・身の回り品小売業
徳島商工会議所 ワシントン 088-652-7954 織物・衣服・身の回り品小売業
徳島商工会議所 渡辺菓子店 088-652-5632 飲食料品小売業
徳島商工会議所 和田の屋あるでよ徳島店 088-622-8231 飲食料品小売業
徳島商工会議所 和田の屋クレメント店 088-656-3135 飲食料品小売業
徳島商工会議所 和田の屋本店 088-652-8414 飲食料品小売業
徳島商工会議所 わっか堂 088-626-1072 飲食料品小売業
徳島商工会議所 笑笑徳島駅前店 088-624-6888 飲食店
国府町商工会 あかつきでんき 088-642-2271 機械器具小売業
国府町商工会 阿部園芸センター 088-642-4187 その他の小売業
国府町商工会 あべ秀明堂 088-642-2988 飲食料品小売業
国府町商工会 阿部電器 088-642-1041 機械器具小売業
国府町商工会 阿部鈑金 088-642-1716 その他のサービス業
国府町商工会 イエローハット国府店 088-642-7665 機械器具小売業
国府町商工会 市川自動車 088-642-8081 機械器具小売業
国府町商工会 糸川新聞店 088-678-6101 その他の小売業
国府町商工会 ｉｎｕｉ 088-642-1086 その他の小売業
国府町商工会 いはら釣具国府店 088-642-5999 その他の小売業
国府町商工会 イルローザ国府店 088-643-1603 飲食料品小売業
国府町商工会 上野理容店 088-642-2914 洗濯・理容・美容・浴場業
国府町商工会 魚金魚類 088-642-8022 飲食料品小売業
国府町商工会 ウメダ理容室 088-642-0803 洗濯・理容・美容・浴場業
国府町商工会 大家化粧品店 088-642-0824 各種商品小売業
国府町商工会 岡本織布工場・織工房藍布屋 088-642-0062 織物・衣服・身の回り品小売業
国府町商工会 カネトク 088-642-3160 持ち帰り・配達飲食サービス業
国府町商工会 川上洋品店 088-642-1321 織物・衣服・身の回り品小売業
国府町商工会 キョーエイ国府店 088-643-3111 各種商品小売業
国府町商工会 久次米金物店 088-642-1306 その他の小売業
国府町商工会 くし家 088-642-6948 飲食店
国府町商工会 くすりのレデイ国府店 088-643-2888 その他の小売業
国府町商工会 幸楽寿し 088-642-6345 飲食店
国府町商工会 国府ブラザー商会 088-642-6481 機械器具小売業
国府町商工会 コフィア・アラビカ 088-642-8007 飲食店
国府町商工会 近藤松太郎商店 088-642-0001 飲食料品小売業
国府町商工会 サイクランドサイトウ 088-642-0003 機械器具小売業
国府町商工会 栄タクシー 088-642-1391 その他の生活関連サービス業
国府町商工会 サニー美容室 088-642-3205 洗濯・理容・美容・浴場業
国府町商工会 ＳＣＥＮＡシェーナ 088-677-6966 飲食店
国府町商工会 新開金物店 088-642-0019 その他の小売業
国府町商工会 新洗蔵日開店 088-642-5119 洗濯・理容・美容・浴場業
国府町商工会 新洗蔵マルナカ国府店 088-643-2290 洗濯・理容・美容・浴場業
国府町商工会 しんまちクリーニング 088-642-1242 洗濯・理容・美容・浴場業
国府町商工会 スズキ自販徳島徳島西営業所 088-643-2080 機械器具小売業
国府町商工会 すぽーつ屋ナガイ国府店 088-642-7307 その他の小売業
国府町商工会 青春ゴルフ練習場 088-642-9090 娯楽業
国府町商工会 セブン－イレブン徳島国府町府中店 088-624-8038 各種商品小売業
国府町商工会 セブン国府店 088-642-5553 各種商品小売業
国府町商工会 瀬部商店 088-642-1160 飲食料品小売業
国府町商工会 セルフうどんとば作国府店 088-642-8860 飲食店
国府町商工会 総合結婚式場せべや 088-642-0153 持ち帰り・配達飲食サービス業
国府町商工会 台湾料理Ｒｉｎ 088-642-0618 飲食店
国府町商工会 竹内ふとん店 088-642-0373 織物・衣服・身の回り品小売業
国府町商工会 田中電器商会 088-642-1872 機械器具小売業
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国府町商工会 ＤａｎＲａｎ国府店 088-643-2200 飲食店
国府町商工会 チャイニーズダイニングＭＩＫＵＮＩＥＮ 090-1171-0491 飲食店
国府町商工会 附家書店国府店 088-643-3233 その他の小売業
国府町商工会 てらおく工房 088-642-0005 その他の小売業
国府町商工会 徳島末広園 088-642-0023 その他の生活関連サービス業
国府町商工会 徳島屋 088-642-0270 飲食料品小売業
国府町商工会 長尾織布 088-642-1228 織物・衣服・身の回り品小売業
国府町商工会 西本衣料品店 088-642-2364 織物・衣服・身の回り品小売業
国府町商工会 ぬまた 088-642-5567 飲食店
国府町商工会 橋本屋 088-642-0136 飲食料品小売業
国府町商工会 ハタダ国府店 088-643-0908 飲食料品小売業
国府町商工会 八仙閣 088-642-9449 飲食店
国府町商工会 パパベル国府店 088-643-0135 飲食料品小売業
国府町商工会 林コーポレーション 088-642-1316 その他の小売業
国府町商工会 はらだ 088-642-1372 飲食店
国府町商工会 バンドウ写真館 088-642-7527 その他の生活関連サービス業
国府町商工会 坂東商店 088-642-0331 飲食料品小売業
国府町商工会 坂東大正堂薬局 088-642-0141 その他の小売業
国府町商工会 坂東畳店 088-642-0126 その他の小売業
国府町商工会 ばんどう美容室 088-642-0267 洗濯・理容・美容・浴場業
国府町商工会 美容室くうぷ 088-642-6820 洗濯・理容・美容・浴場業
国府町商工会 美容室ＳＡＷＡＫＯ国府店 088-643-2011 洗濯・理容・美容・浴場業
国府町商工会 美容室Ｎｅｕｔｒａｌ 088-643-1108 洗濯・理容・美容・浴場業
国府町商工会 美容室ＰＵＲＥ 088-642-7678 洗濯・理容・美容・浴場業
国府町商工会 ヒロテニスカレッジ 088-642-3302 その他のサービス業
国府町商工会 福田商店 088-642-1093 その他の小売業
国府町商工会 ふくや書店 088-642-1613 その他の小売業
国府町商工会 ふじのたな 088-642-0015 織物・衣服・身の回り品小売業
国府町商工会 ふじや総本店 088-637-2223 飲食店
国府町商工会 ＢＯＯＫ　ＯＦＦ国府店 088-643-0105 その他の小売業
国府町商工会 フレッシュベーカリーフタバ 088-642-3518 飲食料品小売業
国府町商工会 ＢＵＮＺＯ　国府店 088-643-2332 その他の小売業
国府町商工会 ほぐしん坊国府店 088-642-0510 その他のサービス業
国府町商工会 ポーラ化粧品ＮＡＫＡ営業所 088-642-5492 その他の小売業
国府町商工会 ホンダカーズ徳島国府府中店 088-642-5855 機械器具小売業
国府町商工会 ホンダモーター徳島 088-642-2722 その他のサービス業
国府町商工会 マックハウス徳島国府店 088-642-8717 織物・衣服・身の回り品小売業
国府町商工会 松下モータース 088-642-1250 その他のサービス業
国府町商工会 丸共電化 088-642-1760 機械器具小売業
国府町商工会 マルナカ国府店 088-642-9011 各種商品小売業
国府町商工会 マルヨシセンター国府店 088-642-8006 各種商品小売業
国府町商工会 廻るすし金たろう国府店 088-643-2115 飲食店
国府町商工会 ミマデンキ 088-642-0068 機械器具小売業
国府町商工会 ミマ薬局 088-642-7566 その他の小売業
国府町商工会 明治牛乳国府販売所大川牛乳店 088-642-0674 飲食料品小売業
国府町商工会 メガネ宝飾時計和田 088-642-0835 その他の小売業
国府町商工会 森本商店 088-642-0071 飲食料品小売業
国府町商工会 山岡書店 088-642-1312 その他の小売業
国府町商工会 山かつ国府店 088-643-1122 飲食店
国府町商工会 山上商店 088-642-0043 飲食料品小売業
国府町商工会 山口商店 088-642-0705 飲食料品小売業
国府町商工会 ヤマヨシ 088-642-6598 その他の小売業
国府町商工会 弥生堂 088-642-0115 飲食料品小売業
国府町商工会 ゆきもと食堂 088-642-5058 飲食店
国府町商工会 横山モータース 088-642-1443 機械器具小売業
国府町商工会 吉岡観魚園 088-642-1019 その他の小売業
国府町商工会 吉見屋タイヤ 088-642-0138 機械器具小売業
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国府町商工会 読売センター徳島西 088-642-0707 その他の小売業
国府町商工会 ローソン国府町井戸店 088-643-2237 各種商品小売業
国府町商工会 ローソン徳島国府町桜間店 088-642-7287 各種商品小売業
国府町商工会 和菓子処福屋・盛寿乃郷 088-642-6788 飲食料品小売業
鳴門商工会議所 あこう＆アミューズ大道店 088-686-4559 各種商品小売業
鳴門商工会議所 あそこ食堂 088-686-1615 飲食店
鳴門商工会議所 アバンセハローズ鳴門店 088-685-3724 洗濯・理容・美容・浴場業
鳴門商工会議所 イエローハット鳴門店 088-684-0024 機械器具小売業
鳴門商工会議所 居酒屋てっぺん 088-686-5570 飲食店
鳴門商工会議所 井上書房鳴門教育大学店 088-687-1119 その他の小売業
鳴門商工会議所 いまぎ呉服店 088-686-3056 織物・衣服・身の回り品小売業
鳴門商工会議所 イマデ電器 088-686-5095 機械器具小売業
鳴門商工会議所 イルローザ鳴門店 088-684-0113 飲食料品小売業
鳴門商工会議所 いろは 088-685-3357 飲食料品小売業
鳴門商工会議所 ウェルテクスアコウ 088-684-2696 各種商品小売業
鳴門商工会議所 魚民鳴門駅前店 088-685-3788 飲食店
鳴門商工会議所 えびす鳴門観光タクシー 088-685-9999 その他の生活関連サービス業
鳴門商工会議所 エムアンドエムマルナカマート 088-685-8528 各種商品小売業
鳴門商工会議所 ａｕショップ鳴門黒崎 088-683-0052 その他の小売業
鳴門商工会議所 エリ美容室 088-686-5772 洗濯・理容・美容・浴場業
鳴門商工会議所 お菓子のコトブキ鳴門店 088-685-3328 飲食料品小売業
鳴門商工会議所 岡田石油 088-686-1762 その他の小売業
鳴門商工会議所 岡村米穀店 088-686-4078 飲食料品小売業
鳴門商工会議所 小川種苗店 088-686-4224 その他の小売業
鳴門商工会議所 桶幸ウチダ造花 088-685-3801 その他のサービス業
鳴門商工会議所 お食事処かかし 088-687-2128 飲食店
鳴門商工会議所 学生服専問店キャンパスマートマツカ 088-686-9482 織物・衣服・身の回り品小売業
鳴門商工会議所 菓匠孔雀 088-685-3030 飲食料品小売業
鳴門商工会議所 菓舗仁木 088-688-0148 飲食料品小売業
鳴門商工会議所 キッチンせりな 088-686-8655 飲食店
鳴門商工会議所 木下酒店 088-686-3218 飲食料品小売業
鳴門商工会議所 ギフトショップさなだ 088-685-4340 各種商品小売業
鳴門商工会議所 キョーエイ鳴門駅前店 088-685-2105 各種商品小売業
鳴門商工会議所 キョーエイ鳴門店 088-685-7711 各種商品小売業
鳴門商工会議所 漁協食堂うずしお 088-682-0037 飲食店
鳴門商工会議所 キリン堂鳴門店 088-684-4127 その他の小売業
鳴門商工会議所 くすりのレデイ鳴門店 088-684-3033 その他の小売業
鳴門商工会議所 黒濱 088-686-6789 各種商品小売業
鳴門商工会議所 桑地屋 088-686-1777 飲食料品小売業
鳴門商工会議所 ケーズデンキ鳴門店 088-684-5577 機械器具小売業
鳴門商工会議所 紅葉ゴルフクラブ 088-685-0044 娯楽業
鳴門商工会議所 ＣＯＣＯＣＬＵＢ 088-679-7072 飲食店
鳴門商工会議所 ことらや 088-685-1265 飲食料品小売業
鳴門商工会議所 呉服のやまつる 088-686-3059 織物・衣服・身の回り品小売業
鳴門商工会議所 コミュニティカフェカフェ・ラ・パレット 088-683-6877 飲食店
鳴門商工会議所 小山助学館鳴門支店 088-685-2490 その他の小売業
鳴門商工会議所 ザ．コーヒービーンズ 088-685-3460 飲食店
鳴門商工会議所 斎田給油所（昭和シェル） 088-686-2151 その他の小売業
鳴門商工会議所 山東 088-685-7271 飲食店
鳴門商工会議所 ＪＡ徳島北大毛経済センター 088-687-3111 その他の小売業
鳴門商工会議所 ＪＡ徳島北櫛木センター 088-688-0034 その他の小売業
鳴門商工会議所 ＪＡ徳島北瀬戸支所 088-688-0527 飲食料品小売業
鳴門商工会議所 ＪＡ徳島北撫養支所 088-685-2171 飲食料品小売業
鳴門商工会議所 ＪＦ北灘さかな市 088-683-8137 飲食料品小売業
鳴門商工会議所 シェリー・エム 088-685-3584 織物・衣服・身の回り品小売業
鳴門商工会議所 四川料理花梨 088-686-3488 飲食料品小売業
鳴門商工会議所 ジャイ床 088-686-9546 洗濯・理容・美容・浴場業
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鳴門商工会議所 ジュエリーアプローズ 088-685-8137 その他の小売業
鳴門商工会議所 松竹堂 088-686-3290 その他の小売業
鳴門商工会議所 新洗蔵セブン大津店 088-683-1550 洗濯・理容・美容・浴場業
鳴門商工会議所 新洗蔵パワーシティ店 088-684-2910 洗濯・理容・美容・浴場業
鳴門商工会議所 すし和食永代 088-685-6854 飲食店
鳴門商工会議所 スズキ自販徳島アリーナ鳴門 088-686-7161 機械器具小売業
鳴門商工会議所 セット・アップ 088-684-1033 織物・衣服・身の回り品小売業
鳴門商工会議所 セブン－イレブン鳴門明神店 088-685-5545 飲食料品小売業
鳴門商工会議所 セブン－イレブン鳴門大桑島店 088-686-3386 飲食料品小売業
鳴門商工会議所 セブン－イレブン鳴門大代店 088-685-0850 各種商品小売業
鳴門商工会議所 セブン－イレブン鳴門斎田店 088-686-2855 飲食料品小売業
鳴門商工会議所 セブン大津店 088-685-5210 各種商品小売業
鳴門商工会議所 そば処橋本 088-685-1496 飲食店
鳴門商工会議所 ダイキ鳴門店 088-685-7673 各種商品小売業
鳴門商工会議所 ダイレックス鳴門店 088-684-0182 その他の小売業
鳴門商工会議所 ＤＡＮＫＥ－ＳＴＵＤＩＯ 088-685-7791 その他のサービス業
鳴門商工会議所 長栄堂菓舗 088-685-2410 飲食料品小売業
鳴門商工会議所 坪内商店 088-686-4044 飲食料品小売業
鳴門商工会議所 テトテ 088-686-5344 織物・衣服・身の回り品小売業
鳴門商工会議所 テレビ鳴門 088-685-7101 その他のサービス業
鳴門商工会議所 トガワかばん店 088-686-4068 織物・衣服・身の回り品小売業
鳴門商工会議所 徳島新聞大津専売所 088-684-1911 その他の小売業
鳴門商工会議所 徳島トヨタ自動車鳴門店 088-686-0125 機械器具小売業
鳴門商工会議所 徳島トヨペット鳴門店 088-685-2161 機械器具小売業
鳴門商工会議所 徳島三菱自動車販売鳴門店 088-685-2232 機械器具小売業
鳴門商工会議所 徳島メガネ鳴門店 088-685-6513 その他の小売業
鳴門商工会議所 ドコモショップ鳴門店 088-686-6680 その他の小売業
鳴門商工会議所 トヨタカローラ徳島鳴門店 088-685-2145 機械器具小売業
鳴門商工会議所 ＴＲＩＰＯＤ 088-685-1184 洗濯・理容・美容・浴場業
鳴門商工会議所 鳥王 088-679-9680 飲食店
鳴門商工会議所 鳥文鳴門大道店 088-686-1711 飲食料品小売業
鳴門商工会議所 中野テレビ 088-685-3485 機械器具小売業
鳴門商工会議所 中林時計店 088-685-4073 その他の小売業
鳴門商工会議所 和処とみます 088-686-0203 飲食店
鳴門商工会議所 鳴門インター給油所（昭和シェル） 088-686-7072 その他の小売業
鳴門商工会議所 ナルト園 088-685-1414 その他の小売業
鳴門商工会議所 鳴門ガス 088-685-0195 その他の小売業
鳴門商工会議所 鳴門グランド前給油所（昭和シェル） 088-686-1234 その他の小売業
鳴門商工会議所 鳴門第一タクシー 088-685-5555 その他の生活関連サービス業
鳴門商工会議所 なると物産館 088-685-2992 飲食料品小売業
鳴門商工会議所 なるとや家具店ビッグウッド鳴門店 088-686-1147 その他の小売業
鳴門商工会議所 鳴美屋 088-686-1780 飲食料品小売業
鳴門商工会議所 肉元 088-686-1429 飲食料品小売業
鳴門商工会議所 にし野 088-685-1919 飲食店
鳴門商工会議所 日産サティオ徳島鳴門支店 088-685-0911 機械器具小売業
鳴門商工会議所 野口写真館 088-686-3951 その他の生活関連サービス業
鳴門商工会議所 Ｂｉｋｅ＆Ｃｙｃｌｅフジオカ 088-686-2351 機械器具小売業
鳴門商工会議所 白鳳画材 088-686-6263 その他の小売業
鳴門商工会議所 橋本靴店 088-685-4777 織物・衣服・身の回り品小売業
鳴門商工会議所 パソコン教室わかるとできる鳴門校 088-686-2678 #N/A
鳴門商工会議所 ハタダ鳴門店 088-686-1108 飲食料品小売業
鳴門商工会議所 ハッピーズ 088-686-1862 その他のサービス業
鳴門商工会議所 早川自動車 088-685-1624 その他のサービス業
鳴門商工会議所 林毛糸店 088-686-3893 織物・衣服・身の回り品小売業
鳴門商工会議所 バラエティタイムチャーオ 088-685-1950 織物・衣服・身の回り品小売業
鳴門商工会議所 原田新吉商店 088-686-3575 織物・衣服・身の回り品小売業
鳴門商工会議所 パルテ．ヤマシン 088-686-9174 機械器具小売業
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鳴門商工会議所 パルテさいとう 088-686-8355 機械器具小売業
鳴門商工会議所 パルテなみき 088-686-3990 機械器具小売業
鳴門商工会議所 ハローズ鳴門店 088-624-7686 各種商品小売業
鳴門商工会議所 はん大丸 088-686-2932 その他の小売業
鳴門商工会議所 ひかり電器商会 088-686-1553 機械器具小売業
鳴門商工会議所 ひかりやパワーシティ鳴門店 088-684-0101 その他の小売業
鳴門商工会議所 ひかりやワイワイプラザ本店 088-685-0101 その他の小売業
鳴門商工会議所 ピザ・ロイヤルハット鳴門店 088-685-8118 飲食店
鳴門商工会議所 ひなの家 088-678-5178 飲食店
鳴門商工会議所 日の出食堂鳴門店 088-684-5060 飲食店
鳴門商工会議所 美味フーヅ 088-684-2018 飲食料品小売業
鳴門商工会議所 ビューティショップアジェリア 088-686-6891 その他の小売業
鳴門商工会議所 美容室ＢｉＢ－ＵＰ 088-686-8555 洗濯・理容・美容・浴場業
鳴門商工会議所 ファッションヴィラマルフク 088-685-2029 織物・衣服・身の回り品小売業
鳴門商工会議所 福田屋商店 088-685-2488 織物・衣服・身の回り品小売業
鳴門商工会議所 藤岡輪業商会本店 088-686-4141 機械器具小売業
鳴門商工会議所 ブティックレオ 088-685-6751 織物・衣服・身の回り品小売業
鳴門商工会議所 フードセンターあおき 088-686-2730 各種商品小売業
鳴門商工会議所 ベビーアンドキッズマツカ 088-686-9482 織物・衣服・身の回り品小売業
鳴門商工会議所 ボーテ・ヘアー 088-678-5152 洗濯・理容・美容・浴場業
鳴門商工会議所 ホテル・ファーストシーズン 088-686-3261 宿泊業
鳴門商工会議所 ホームストーリーアトム鳴門店 088-677-6200 機械器具小売業
鳴門商工会議所 マイルストーン 088-685-6639 その他の小売業
鳴門商工会議所 まつや 088-686-3963 織物・衣服・身の回り品小売業
鳴門商工会議所 マネキ黒崎店 088-686-8833 織物・衣服・身の回り品小売業
鳴門商工会議所 マネキ鳴門店 088-685-3456 織物・衣服・身の回り品小売業
鳴門商工会議所 マーブル調剤薬局瀬戸店 088-688-0141 その他の小売業
鳴門商工会議所 マルナカ鳴門店 088-685-3315 各種商品小売業
鳴門商工会議所 マルナカパワーシティ鳴門店 088-684-1001 各種商品小売業
鳴門商工会議所 みやげ三拍子 088-684-3378 飲食料品小売業
鳴門商工会議所 村さ来鳴門店 088-686-1120 飲食店
鳴門商工会議所 メガネの三城鳴門店 088-685-2520 その他の小売業
鳴門商工会議所 メガネ本舗鳴門店 088-685-0228 その他の小売業
鳴門商工会議所 焼肉五苑徳島鳴門店 088-684-4741 飲食店
鳴門商工会議所 柳川食肉店 088-686-1516 飲食料品小売業
鳴門商工会議所 山下陶器店 088-686-5332 その他の小売業
鳴門商工会議所 ヤマダ 088-686-2275 その他の小売業
鳴門商工会議所 ヤマデン 088-685-4711 機械器具小売業
鳴門商工会議所 山西整骨院 088-686-0118 その他のサービス業
鳴門商工会議所 山本ガラス建材 088-685-0320 その他の小売業
鳴門商工会議所 ユモトカラースタジオ 088-686-2259 技術サービス業（他に分類されないもの）

鳴門商工会議所 由井精良堂 088-685-3589 その他の小売業
鳴門商工会議所 ｒｉｃａ　ｒｉｃａ 088-686-7575 織物・衣服・身の回り品小売業
鳴門商工会議所 リゾートホテルモアナコースト 088-687-2255 飲食店
鳴門商工会議所 リビングヨシオカ 088-686-1581 織物・衣服・身の回り品小売業
鳴門商工会議所 リフォームプラザ亀井 088-685-4170 #N/A
鳴門商工会議所 リブック鳴門店 088-685-4218 その他の小売業
鳴門商工会議所 ＲＥＬＡＱ 070-5352-6018 娯楽業
鳴門商工会議所 レディースショップア・ラ・モード 088-686-9482 織物・衣服・身の回り品小売業
鳴門商工会議所 レディースショップピンク 088-685-3311 織物・衣服・身の回り品小売業
鳴門商工会議所 ローソン鳴門インター店 088-685-1622 飲食料品小売業
鳴門商工会議所 ローソン鳴門大桑島 088-684-1660 飲食料品小売業
鳴門商工会議所 ローソン鳴門大津町矢倉店 088-685-3635 飲食料品小売業
鳴門商工会議所 ローソン鳴門木津野店 088-686-5135 飲食料品小売業
鳴門商工会議所 ローソン鳴門黒崎 088-686-5387 飲食料品小売業
鳴門商工会議所 ローソン鳴門市役所前店 088-685-0731 飲食料品小売業
鳴門商工会議所 ローソン鳴門瀬戸明神店 088-688-1117 飲食料品小売業
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鳴門商工会議所 ローソン鳴門高島 088-687-2113 飲食料品小売業
鳴門商工会議所 ローソン鳴門立岩店 088-685-4252 飲食料品小売業
鳴門商工会議所 ローソン鳴門三ツ石 088-687-3731 飲食料品小売業
鳴門商工会議所 ローソン鳴門撫養町斎田店 088-624-9095 飲食料品小売業
鳴門商工会議所 Ｙショップ花乃春店 088-686-2008 飲食料品小売業
鳴門商工会議所 ワキ薬局 088-686-7856 その他の小売業
大麻町商工会 藍工房ふたあい 088-689-1392 織物・衣服・身の回り品小売業
大麻町商工会 藍染工房藍玉 088-689-0115 織物・衣服・身の回り品小売業
大麻町商工会 阿波大正浪漫バルトの庭 088-689-2163 飲食店
大麻町商工会 一冨士大麻店 088-679-9347 飲食店
大麻町商工会 大麻電気 088-689-1050 機械器具小売業
大麻町商工会 大谷焼窯元大西陶器 088-689-0414 その他の小売業
大麻町商工会 大谷焼陶業会館梅里窯 088-689-0048 その他の小売業
大麻町商工会 大鳥居苑 088-689-3523 宿泊業
大麻町商工会 大平肉店 088-689-0608 飲食料品小売業
大麻町商工会 梶農園 088-689-3337 その他の小売業
大麻町商工会 角屋印刷所 088-689-1208 その他のサービス業
大麻町商工会 キョーエイ掘江店 088-689-4086 各種商品小売業
大麻町商工会 郡ガラス店 088-689-0653 その他の小売業
大麻町商工会 小林木工所 088-689-0687 その他のサービス業
大麻町商工会 齋藤忠建設 088-689-3333 その他の小売業
大麻町商工会 佐々木農園 088-689-2018 飲食料品小売業
大麻町商工会 ＪＡ徳島北板東支所 088-689-1288 その他の小売業
大麻町商工会 ＪＡ徳島北堀江事業所 088-689-1115 その他の小売業
大麻町商工会 スタジオＸＹ（エクシィ） 088-683-5531 技術サービス業（他に分類されないもの）

大麻町商工会 セルフドライママ板東営業所 088-689-1501 洗濯・理容・美容・浴場業
大麻町商工会 武田食料品店 088-689-0140 飲食料品小売業
大麻町商工会 田村陶芸展示館 088-689-4039 その他の小売業
大麻町商工会 ちょっとよっ亭 088-689-0353 飲食店
大麻町商工会 鉄板焼ダイニングＴｅｋｏ　ｔｅｋｏ 088-689-2373 飲食店
大麻町商工会 ドム 088-689-4563 各種商品小売業
大麻町商工会 豊岡商店 088-689-0310 その他の小売業
大麻町商工会 鳴門市道の駅第九の里物産館 088-689-1119 飲食料品小売業
大麻町商工会 鳴門のいも屋金時工房 088-689-3840 飲食料品小売業
大麻町商工会 西岡薬局 088-683-5022 その他の小売業
大麻町商工会 農家の店ジェック大麻店 088-683-5677 その他の小売業
大麻町商工会 野口電機商会 088-689-1438 機械器具小売業
大麻町商工会 板東駅前塾 088-683-5411 その他のサービス業
大麻町商工会 板東タクシー 088-689-1245 その他の生活関連サービス業
大麻町商工会 ピノッキオ 088-689-1131 飲食店
大麻町商工会 美味フーヅ大麻店 088-684-2018 飲食料品小売業
大麻町商工会 ファイブセキュリティシステム 088-689-0988 その他のサービス業
大麻町商工会 ファミリーヘアサロン魚井 088-689-1488 洗濯・理容・美容・浴場業
大麻町商工会 福寿醤油 088-689-1008 飲食料品小売業
大麻町商工会 舩本うどん大麻店 088-689-4358 飲食店
大麻町商工会 本家松浦酒造場 088-689-1110 飲食料品小売業
大麻町商工会 牧野商店 088-689-1580 その他の小売業
大麻町商工会 マルシンクリーン 088-672-0515 その他のサービス業
大麻町商工会 民宿観梅苑 088-689-0697 宿泊業
大麻町商工会 森呉服店 088-689-1211 織物・衣服・身の回り品小売業
大麻町商工会 森陶器 088-689-0022 その他の小売業
大麻町商工会 串かつ野菜のしあわせ 088-689-3329 飲食店
大麻町商工会 矢野陶苑 088-689-0006 その他の小売業
大麻町商工会 ヤマデン大麻店 088-689-4711 機械器具小売業
大麻町商工会 洋食元 088-689-3754 飲食店
大麻町商工会 佳実窯 088-689-0172 その他の小売業
大麻町商工会 吉本商店 088-689-0506 その他の小売業
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大麻町商工会 ローソン鳴門大麻板東店 088-689-1349 飲食料品小売業
小松島商工会議所 青柳呉服店 0885-32-0501 織物・衣服・身の回り品小売業
小松島商工会議所 赤石住設 0885-37-0292 機械器具小売業
小松島商工会議所 赤石商事石油赤石バイパス給油所 0885-37-1991 その他の小売業
小松島商工会議所 赤石商事石油シェル赤石給油所 0885-38-1138 その他の小売業
小松島商工会議所 赤石飯店 0885-38-1552 飲食店
小松島商工会議所 阿瀬川菓子店 0885-37-1135 飲食料品小売業
小松島商工会議所 アバンセ大林店 0885-35-7022 洗濯・理容・美容・浴場業
小松島商工会議所 ＡＷＡミュージック 0885-32-6202 その他の小売業
小松島商工会議所 伊内精肉店 0885-32-1523 飲食料品小売業
小松島商工会議所 居酒屋たぬき 0885-32-1222 飲食店
小松島商工会議所 市の座田浦店 0885-33-4355 飲食料品小売業
小松島商工会議所 一番亭羽ノ浦店 0885-37-2227 飲食店
小松島商工会議所 ｉｔ′ｓ花由ルピア店 0885-33-4177 その他の小売業
小松島商工会議所 いはら釣具小松島店 0885-32-8181 その他の小売業
小松島商工会議所 今岡金物店 0885-32-2177 その他の小売業
小松島商工会議所 イルローザ小松島店 0885-33-0444 飲食料品小売業
小松島商工会議所 岩崎釣具商会 088-669-2219 その他の小売業
小松島商工会議所 いわさルピア店 0885-33-4122 織物・衣服・身の回り品小売業
小松島商工会議所 エ・クレッセント 0885-33-4133 織物・衣服・身の回り品小売業
小松島商工会議所 岡本中華 0885-32-0653 飲食店
小松島商工会議所 おがわ・おさかなダイニングＡＷＡＧＯ 0885-32-0205 飲食店
小松島商工会議所 オートサービス光南 0885-33-1175 機械器具小売業
小松島商工会議所 おもちゃのマツモトルピア店 0885-33-4147 その他の小売業
小松島商工会議所 カーショップＳｏｒａ 0885-47-4946 その他のサービス業
小松島商工会議所 カフェ願いよかなえ 0885-34-9600 飲食店
小松島商工会議所 神原鮮魚 0885-33-2760 飲食料品小売業
小松島商工会議所 キクヤ 0885-33-4134 織物・衣服・身の回り品小売業
小松島商工会議所 きっちんまあむ 0885-33-0641 飲食店
小松島商工会議所 ギフトのデパートまるふく 0885-32-5271 その他の小売業
小松島商工会議所 キョーエイ小松島店 0885-35-0080 各種商品小売業
小松島商工会議所 キョーエイルピア店 0885-33-1850 各種商品小売業
小松島商工会議所 キリン堂小松島店 0885-35-1015 その他の小売業
小松島商工会議所 くすりのレデイ小松島店 0885-38-6202 その他の小売業
小松島商工会議所 くすりのレデイ羽ノ浦店 0885-34-9221 その他の小売業
小松島商工会議所 轡商店 0885-32-0564 飲食料品小売業
小松島商工会議所 グートパルク美容室 0885-32-0422 洗濯・理容・美容・浴場業
小松島商工会議所 クミ美容室 0885-37-2546 洗濯・理容・美容・浴場業
小松島商工会議所 クリーニングハウスバルーン小松島店 0885-33-1120 洗濯・理容・美容・浴場業
小松島商工会議所 くるまの病院 0885-35-3930 その他のサービス業
小松島商工会議所 ケーキハウスサンガ 0885-32-3982 飲食料品小売業
小松島商工会議所 化粧品のアピ 0885-33-4114 その他の小売業
小松島商工会議所 コアフィールドマサコ小松島店 0885-33-0018 洗濯・理容・美容・浴場業
小松島商工会議所 小松島市シルバー人材センター 0885-35-1055 その他のサービス業
小松島商工会議所 こうれい社ベイホール 0885-32-0139 その他のサービス業
小松島商工会議所 こはくの天使 0885-37-0765 飲食店
小松島商工会議所 ごはんやよし坊 0885-33-4117 飲食店
小松島商工会議所 小松島丸松呉服店 08853-2-0200 織物・衣服・身の回り品小売業
小松島商工会議所 小松島大丸百貨店 0885-32-3711 各種商品小売業
小松島商工会議所 コメリハード＆グリーン大林店 0885-35-6021 その他の小売業
小松島商工会議所 こんど小松島店 0885-35-2250 織物・衣服・身の回り品小売業
小松島商工会議所 サトウ酒店 0885-32-0415 飲食料品小売業
小松島商工会議所 サニーハウスルピア店 0885-33-4132 織物・衣服・身の回り品小売業
小松島商工会議所 サラダ館神田瀬店 0885-35-0007 その他の小売業
小松島商工会議所 さらやルピア店 0885-33-4103 織物・衣服・身の回り品小売業
小松島商工会議所 山陽堂 0885-32-1258 飲食料品小売業
小松島商工会議所 ＪＡ東とくしまみはらしの丘あいさい広場 0885-38-0112 各種商品小売業
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小松島商工会議所 敷島 0885-32-8495 その他の小売業
小松島商工会議所 七福うどん 0885-42-4065 飲食店
小松島商工会議所 シノハラ時計店 0885-32-0571 その他の小売業
小松島商工会議所 下村呉服店 0885-37-1070 織物・衣服・身の回り品小売業
小松島商工会議所 下村石油 0885-37-1325 その他の小売業
小松島商工会議所 シューズコレクションララ 0885-33-4105 織物・衣服・身の回り品小売業
小松島商工会議所 ジョイント 0885-33-2876 織物・衣服・身の回り品小売業
小松島商工会議所 庄野建材店 0885-32-2349 その他の小売業
小松島商工会議所 食彩市場三和 0885-37-1771 飲食料品小売業
小松島商工会議所 新洗蔵ザ・スグヤ店 0885-32-3913 洗濯・理容・美容・浴場業
小松島商工会議所 新洗蔵マルナカ小松島店 0885-32-3660 洗濯・理容・美容・浴場業
小松島商工会議所 新洗蔵南小松島店 0885-32-3099 洗濯・理容・美容・浴場業
小松島商工会議所 新洗蔵ルピア店 0885-33-4171 洗濯・理容・美容・浴場業
小松島商工会議所 新洗蔵若井崎店 0885-35-1235 洗濯・理容・美容・浴場業
小松島商工会議所 セブン－イレブン小松島金磯町店 0885-32-8227 飲食料品小売業
小松島商工会議所 セブン－イレブン小松島坂野町店 0885-35-7101 飲食料品小売業
小松島商工会議所 セブン－イレブン小松島田野町店 0885-35-0539 飲食料品小売業
小松島商工会議所 セブン－イレブン小松島中田町店 0885-35-1139 飲食料品小売業
小松島商工会議所 セブン－イレブン小松島狭間店 0885-32-9393 飲食料品小売業
小松島商工会議所 セブン－イレブン小松島日開野町店 0885-32-6020 飲食料品小売業
小松島商工会議所 セブン大林店 0885-37-1199 各種商品小売業
小松島商工会議所 セブン横須店 0885-35-0350 各種商品小売業
小松島商工会議所 ダイレックス小松島店 0885-35-0169 その他の小売業
小松島商工会議所 高倉米穀店 0885-32-0859 飲食料品小売業
小松島商工会議所 高橋海産 0885-37-1047 飲食料品小売業
小松島商工会議所 高橋ふとん店大松店 088-669-5355 織物・衣服・身の回り品小売業
小松島商工会議所 多積商店 0885-32-0166 その他の小売業
小松島商工会議所 たの久 0885-33-3591 飲食店
小松島商工会議所 ちとせ美容室 0885-32-6030 洗濯・理容・美容・浴場業
小松島商工会議所 中華惣菜冨華 0885-33-3405 飲食料品小売業
小松島商工会議所 中国料理牡丹 0885-33-3353 飲食店
小松島商工会議所 長楽苑温泉 0885-32-2252 洗濯・理容・美容・浴場業
小松島商工会議所 つちはし化粧品店 0885-32-0608 その他の小売業
小松島商工会議所 ツヅキ調剤薬局バイパス店 0885-35-0361 その他の小売業
小松島商工会議所 ツヅキ調剤薬局田浦店 0885-35-0717 その他の小売業
小松島商工会議所 ツヅキ薬局 0885-33-4121 その他の小売業
小松島商工会議所 ツルダ化粧品店 0885-32-3322 その他の小売業
小松島商工会議所 陶器橋本 0885-32-0397 その他の小売業
小松島商工会議所 豆乳クレープのお店タイヨウとオツキサマ 0885-33-0356 持ち帰り・配達飲食サービス業
小松島商工会議所 徳島新聞北小松島専売所島田新聞店 0885-33-2915 その他の小売業
小松島商工会議所 徳島新聞小松島専売所 0885-32-1105 その他の小売業
小松島商工会議所 徳島新聞南小松島専売所 0885-32-5966 その他の小売業
小松島商工会議所 とくしまペットハウス 0885-33-4125 その他の小売業
小松島商工会議所 徳島三菱自動車販売小松島店 0885-35-0588 機械器具小売業
小松島商工会議所 徳新赤石専売所 0885-37-1165 その他の小売業
小松島商工会議所 とば作本店 0885-32-9320 飲食店
小松島商工会議所 トヨタデンキ 0885-38-2211 機械器具小売業
小松島商工会議所 中村写真舘 0885-32-0957 その他の生活関連サービス業
小松島商工会議所 ナッティーミマデン南館 0885-35-7171 機械器具小売業
小松島商工会議所 なにわや 0885-33-4106 織物・衣服・身の回り品小売業
小松島商工会議所 肉の飯沼 0885-37-2929 飲食料品小売業
小松島商工会議所 肉の杉屋ルピア店 0885-33-4108 飲食料品小売業
小松島商工会議所 にしおか化粧品店 0885-37-3817 その他の小売業
小松島商工会議所 西崎プロイラー 0885-38-2510 飲食料品小売業
小松島商工会議所 日産サティオ徳島小松島支店 0885-33-3531 機械器具小売業
小松島商工会議所 ニューみはらし（カラオケ七海） 0885-38-6644 娯楽業
小松島商工会議所 ノエビア化粧品小松島第一 0885-32-3837 その他の小売業
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小松島商工会議所 呑み食いや旬菜 0885-32-3317 飲食店
小松島商工会議所 花みづき 0885-32-1238 飲食店
小松島商工会議所 ハニーズ小松島店 0885-33-3701 織物・衣服・身の回り品小売業
小松島商工会議所 はまぶち毛糸店 0885-32-0599 織物・衣服・身の回り品小売業
小松島商工会議所 林自転車 0885-32-1126 機械器具小売業
小松島商工会議所 ビューティーサロングレース 0885-33-3555 洗濯・理容・美容・浴場業
小松島商工会議所 ビューティサロンしげもと 0885-32-8858 洗濯・理容・美容・浴場業
小松島商工会議所 ビューティファスト小松島店 0885-33-4143 洗濯・理容・美容・浴場業
小松島商工会議所 美容室ララ 0885-33-3446 洗濯・理容・美容・浴場業
小松島商工会議所 ビルド産直市わっしょい広場小松島店 0885-33-1154 飲食料品小売業
小松島商工会議所 ファッションハウスかながわ 0885-37-1171 織物・衣服・身の回り品小売業
小松島商工会議所 福田自動車 0885-38-1234 その他のサービス業
小松島商工会議所 ふく亭小松島店 090-1323-4521 飲食店
小松島商工会議所 福力丸 0885-33-4110 飲食料品小売業
小松島商工会議所 藤政直営店 0885-37-3100 飲食料品小売業
小松島商工会議所 船崎新聞舗 0885-37-1052 その他の小売業
小松島商工会議所 ふらわーはうすひろの 0885-32-5656 その他のサービス業
小松島商工会議所 文具のモリ 0885-33-3007 その他の小売業
小松島商工会議所 ヘアーサロンコヤマ 0885-32-4008 洗濯・理容・美容・浴場業
小松島商工会議所 ヘアーサロンタカタ 0885-32-1714 洗濯・理容・美容・浴場業
小松島商工会議所 ベイズシーオー 0885-32-7355 その他の小売業
小松島商工会議所 Ｂ＆Ｃダイワ 0885-33-4139 織物・衣服・身の回り品小売業
小松島商工会議所 ○産蒲鉾牧商店 0885-32-1054 飲食料品小売業
小松島商工会議所 マルナカＦＣ小松島店 0885-33-0311 各種商品小売業
小松島商工会議所 マルナカＦＣ浜田店 0885-33-3860 各種商品小売業
小松島商工会議所 まるや石油 0885-32-0530 その他の小売業
小松島商工会議所 マロン美容室 0885-32-2439 洗濯・理容・美容・浴場業
小松島商工会議所 三城小松島店 0885-33-3325 その他の小売業
小松島商工会議所 みどり 0885-32-3633 飲食店
小松島商工会議所 みなと交流センターｋｏｃｏｌｏ 0885-33-0302 飲食料品小売業
小松島商工会議所 宮城商事 0885-32-0517 その他の小売業
小松島商工会議所 めがね屋ひろ 0885-33-0999 その他の小売業
小松島商工会議所 メリー商会 0885-38-1166 織物・衣服・身の回り品小売業
小松島商工会議所 麺家善 0885-38-0760 飲食店
小松島商工会議所 モスバーガー徳島羽ノ浦店 0885-38-2099 飲食店
小松島商工会議所 森井食肉店 0885-32-0637 飲食料品小売業
小松島商工会議所 森酒店 0885-32-0690 飲食料品小売業
小松島商工会議所 モリ自動車 0885-32-0344 その他のサービス業
小松島商工会議所 森フードセンター 0885-32-0428 飲食料品小売業
小松島商工会議所 大和綿業 0885-32-0014 織物・衣服・身の回り品小売業
小松島商工会議所 湯浅電気工業所 0885-32-3131 機械器具小売業
小松島商工会議所 理研自動車 08853-3-1277 その他のサービス業
小松島商工会議所 レインボールピア店 0885-33-4124 その他の小売業
小松島商工会議所 ロザリー 0885-33-4131 織物・衣服・身の回り品小売業
小松島商工会議所 ローソン小松島赤石店 0885-38-2844 飲食料品小売業
小松島商工会議所 ローソン小松島大林店 0885-37-0556 飲食料品小売業
小松島商工会議所 ローソン小松島バイパス店 0885-38-1991 飲食料品小売業
小松島商工会議所 ローソン小松島堀川町店 0885-32-3938 飲食料品小売業
小松島商工会議所 ローソン徳島赤十字病院店 0885-32-1757 飲食料品小売業
小松島商工会議所 ｙパック（山田包装） 0885-37-0301 その他の小売業
小松島商工会議所 和田島漁業協同組合 0885-37-1621 飲食料品小売業
阿南商工会議所 ＩＳＯＬＡＴＥ　ＧＡＲＤＥＮ　ＦＲＡＭＥ 0884-24-5225 飲食店
阿南商工会議所 あいや酒店 0884-22-0228 飲食料品小売業
阿南商工会議所 アキサイクル 0884-22-0479 機械器具小売業
阿南商工会議所 朝田たたみ店 0884-22-0645 その他の小売業
阿南商工会議所 阿南カントリークラブ 0884-27-1814 娯楽業
阿南商工会議所 阿南造花 0884-23-1193 その他のサービス業
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阿南商工会議所 アナンデンカ 0884-22-3423 その他のサービス業
阿南商工会議所 阿南バッティングスタジアム 0884-22-4386 娯楽業
阿南商工会議所 アバンセ阿南店 0884-24-3530 洗濯・理容・美容・浴場業
阿南商工会議所 ａｒａｎｃｉａ 0884-22-8737 飲食店
阿南商工会議所 アレンジ 0884-23-3668 飲食店
阿南商工会議所 アロハデ・ゴーゴーミュージック＆カフェ 0884-22-5551 飲食店
阿南商工会議所 阿波電機商会 0884-22-0230 機械器具小売業
阿南商工会議所 イエローハット阿南店 0884-23-2626 機械器具小売業
阿南商工会議所 ＩＫＥＤＡ 0884-23-1521 織物・衣服・身の回り品小売業
阿南商工会議所 居酒屋いろは 0884-25-0625 飲食店
阿南商工会議所 居酒屋きみ 0884-27-3035 飲食店
阿南商工会議所 石川時計店 0884-22-0342 その他の小売業
阿南商工会議所 伊勢蒲鉾店 0884-27-1267 飲食料品小売業
阿南商工会議所 ｅ－ＮＯ 0884-23-7075 織物・衣服・身の回り品小売業
阿南商工会議所 イルローザ阿南店 0884-23-3824 飲食料品小売業
阿南商工会議所 ｅ－ＲＯ 0884-23-7050 その他の小売業
阿南商工会議所 いわさき釣具店 0884-22-0286 その他の小売業
阿南商工会議所 うえた屋 0884-34-3141 機械器具小売業
阿南商工会議所 ヴォーグ美容室アネックス店 0884-23-2977 洗濯・理容・美容・浴場業
阿南商工会議所 ヴォーグ美容室アピカ店 0884-23-7038 洗濯・理容・美容・浴場業
阿南商工会議所 ヴォーグ美容室橘店 0884-27-2816 洗濯・理容・美容・浴場業
阿南商工会議所 うたつみ 0884-22-0860 飲食店
阿南商工会議所 内原調剤薬局 0884-21-1277 その他の小売業
阿南商工会議所 上荷 0884-22-0104 その他の小売業
阿南商工会議所 エイトカンパニー 0884-24-3111 その他の小売業
阿南商工会議所 エースオート 0884-23-1902 機械器具小売業
阿南商工会議所 エネオス富岡ＳＳ 0884-22-2417 その他の小売業
阿南商工会議所 エネオス領家ＳＳ天羽生商事 0884-22-9611 その他の小売業
阿南商工会議所 大津薬局駅前本店 0884-23-5536 その他の小売業
阿南商工会議所 大西食堂阿南店 0884-23-6888 飲食店
阿南商工会議所 大西石油 0884-22-7769 その他の小売業
阿南商工会議所 おかざわ 0884-22-0795 その他の小売業
阿南商工会議所 お好み茶屋ひまわり 0884-23-6151 飲食店
阿南商工会議所 お好みはうす樹樹 0884-22-8591 飲食店
阿南商工会議所 尾崎食料品店 0884-22-0542 飲食料品小売業
阿南商工会議所 オートサービス・ミヤモト 0884-26-0516 機械器具小売業
阿南商工会議所 オートランドヨコタ 0884-23-3344 機械器具小売業
阿南商工会議所 お弁当ひらた 0884-27-2750 持ち帰り・配達飲食サービス業
阿南商工会議所 おもちゃのマツモト出来店 0884-24-3585 その他の小売業
阿南商工会議所 かざりや商店 0884-27-0201 その他の小売業
阿南商工会議所 計盛自転車商会 0884-34-2722 機械器具小売業
阿南商工会議所 カットクラブ仁木 0884-22-4119 洗濯・理容・美容・浴場業
阿南商工会議所 かめらやサンアピカ店 0884-23-7027 その他の小売業
阿南商工会議所 カリーうどんかまたまーる 0884-28-1227 飲食店
阿南商工会議所 神野呉服店 0884-34-2021 織物・衣服・身の回り品小売業
阿南商工会議所 喜久屋金物店 0884-36-3020 その他の小売業
阿南商工会議所 喜久屋商店 0884-27-0073 その他の小売業
阿南商工会議所 喫茶丸の内 0884-23-0667 飲食店
阿南商工会議所 ギフトショップミズタ 0884-23-7033 その他の小売業
阿南商工会議所 業務用食品スーパー阿南店 0884-24-7077 飲食料品小売業
阿南商工会議所 キョーエイアピカ店 0884-22-4555 各種商品小売業
阿南商工会議所 漁眠洞 0884-22-4084 飲食店
阿南商工会議所 キリン堂阿南店 0884-24-4745 その他の小売業
阿南商工会議所 キリン堂上中店 0884-24-5422 その他の小売業
阿南商工会議所 久我商店 0884-22-6495 飲食料品小売業
阿南商工会議所 日下石油商事 0884-34-2208 その他の小売業
阿南商工会議所 串揚げもっちゃん 0884-38-0180 飲食店
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阿南商工会議所 ケーズデンキ阿南店 0884-24-6633 機械器具小売業
阿南商工会議所 県南ギフト・プレゼントラボ 0884-27-2748 その他の小売業
阿南商工会議所 幸鶴 0884-27-3350 飲食店
阿南商工会議所 やまとや 0884-27-0111 飲食料品小売業
阿南商工会議所 光明美人温泉大和の郷 0884-22-2644 洗濯・理容・美容・浴場業
阿南商工会議所 コットンハウス花もめん 0884-23-2960 織物・衣服・身の回り品小売業
阿南商工会議所 琴江商店 0884-22-0343 その他の小売業
阿南商工会議所 小土手義郎商店 0884-22-0103 飲食料品小売業
阿南商工会議所 小松島大丸百貨店阿南店 0884-23-0238 各種商品小売業
阿南商工会議所 コメリハード＆グリーン新野店 0884-21-6016 その他の小売業
阿南商工会議所 コメリハード＆グリーン見能林店 0884-24-3765 その他の小売業
阿南商工会議所 小雪 0884-23-4386 飲食店
阿南商工会議所 西條農機商会 0884-36-3169 その他の小売業
阿南商工会議所 さかがみハウジング 0884-23-7255 その他のサービス業
阿南商工会議所 坂本食糧 0884-22-5558 飲食料品小売業
阿南商工会議所 桜や 0884-22-7363 飲食店
阿南商工会議所 佐々木米穀店 0884-27-0280 飲食料品小売業
阿南商工会議所 ササクラスポーツ社 0884-23-1005 その他の小売業
阿南商工会議所 サチ化粧品店 0884-22-1158 その他の小売業
阿南商工会議所 サニーハウスアピカ店 0884-23-7002 織物・衣服・身の回り品小売業
阿南商工会議所 サラダ館阿南日開野店 0884-24-3230 その他の小売業
阿南商工会議所 サンコウカデン 0884-28-0116 機械器具小売業
阿南商工会議所 自家焙煎珈琲専門店ｃａｆｅ遊楽 0884-23-0117 飲食店
阿南商工会議所 仕出し弁当だるま 0884-23-1883 飲食店
阿南商工会議所 島尾洋品店 0884-27-0319 織物・衣服・身の回り品小売業
阿南商工会議所 ジャックと豆の木 0884-23-3385 飲食料品小売業
阿南商工会議所 自由の女髪 0884-23-4905 洗濯・理容・美容・浴場業
阿南商工会議所 ジュエリーユムラ 0884-23-7006 その他の小売業
阿南商工会議所 手芸センターベルベット阿南店 0884-23-2205 織物・衣服・身の回り品小売業
阿南商工会議所 シューズショップヨコタ 0884-27-0363 織物・衣服・身の回り品小売業
阿南商工会議所 酒楽亭 0884-23-4033 飲食店
阿南商工会議所 情熱ホルモン阿南酒場 0884-24-3329 飲食店
阿南商工会議所 昭和シェル那賀給油所 0884-22-1243 その他の小売業
阿南商工会議所 新洗蔵青木店 0884-22-0886 洗濯・理容・美容・浴場業
阿南商工会議所 新洗蔵学原店 0884-24-3025 洗濯・理容・美容・浴場業
阿南商工会議所 新洗蔵上中店 0884-22-2660 洗濯・理容・美容・浴場業
阿南商工会議所 新洗蔵島店 0884-22-9571 洗濯・理容・美容・浴場業
阿南商工会議所 新洗蔵ひまわり店 0884-21-0218 洗濯・理容・美容・浴場業
阿南商工会議所 新洗蔵松下店 0884-21-7828 洗濯・理容・美容・浴場業
阿南商工会議所 新洗蔵見能林店 0884-23-3723 洗濯・理容・美容・浴場業
阿南商工会議所 杉原 0884-22-0571 織物・衣服・身の回り品小売業
阿南商工会議所 寿司割烹金太楼 0884-22-8170 飲食店
阿南商工会議所 スズキ自販徳島アリーナ阿南 0884-22-5560 機械器具小売業
阿南商工会議所 スナック花ろまん 0884-22-8772 飲食店
阿南商工会議所 スナックやよい 0884-23-3078 飲食店
阿南商工会議所 炭谷商会 0884-27-0251 その他のサービス業
阿南商工会議所 炭火焼鳥とりじん 0884-22-2139 飲食店
阿南商工会議所 誠和 0884-22-7442 機械器具小売業
阿南商工会議所 セブン－イレブン阿南西路見町店 0884-23-7355 飲食料品小売業
阿南商工会議所 セブン－イレブン阿南土井崎店 0884-21-7739 飲食料品小売業
阿南商工会議所 セブン－イレブン阿南領家町店 0884-23-7838 飲食料品小売業
阿南商工会議所 セブン上中店 0884-23-7891 各種商品小売業
阿南商工会議所 セブン橘店 0884-27-0033 各種商品小売業
阿南商工会議所 セブン津乃峰店 0884-28-0312 各種商品小売業
阿南商工会議所 セブン富岡店 0884-23-2970 各種商品小売業
阿南商工会議所 セルフドライママおざき営業所 0884-26-0168 洗濯・理容・美容・浴場業
阿南商工会議所 セルフドライママ桑野営業所 0884-26-0804 洗濯・理容・美容・浴場業
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阿南商工会議所 セルフドライママ橘営業所 0884-27-0489 洗濯・理容・美容・浴場業
阿南商工会議所 セルフドライママ長生営業所 0884-22-0621 洗濯・理容・美容・浴場業
阿南商工会議所 曽根 0884-23-2210 持ち帰り・配達飲食サービス業
阿南商工会議所 ダイキ阿南店 0884-23-6282 その他の小売業
阿南商工会議所 大黒屋商事 0884-27-1221 飲食店
阿南商工会議所 ダイレックス阿南店 0884-24-4366 その他の小売業
阿南商工会議所 高原商店 0884-22-0319 飲食料品小売業
阿南商工会議所 龍田自動車 0884-22-6309 その他のサービス業
阿南商工会議所 立田石油津ノ峰給油所 0884-27-2752 その他の小売業
阿南商工会議所 タツミヤ阿南店 0884-22-1558 織物・衣服・身の回り品小売業
阿南商工会議所 田中金物 0884-27-1147 その他の小売業
阿南商工会議所 谷商事 0884-25-0201 各種商品小売業
阿南商工会議所 タブチ写真館 0884-22-0030 その他のサービス業
阿南商工会議所 玉里場 0884-23-2221 飲食店
阿南商工会議所 千福 088-424-9931 飲食店
阿南商工会議所 チヨダ徳島阿南アピカ店 0884-24-6189 織物・衣服・身の回り品小売業
阿南商工会議所 ちんぐ 0884-23-1403 飲食店
阿南商工会議所 月や 0884-22-7065 飲食店
阿南商工会議所 附家アピカ阿南店 0884-28-7780 その他の小売業
阿南商工会議所 蔦屋阿南店 0884-22-3955 物品賃貸業
阿南商工会議所 つちや商店 0884-22-1415 飲食料品小売業
阿南商工会議所 津乃峰石油 0884-27-0204 その他の小売業
阿南商工会議所 つぼや食堂 0884-22-1414 飲食店
阿南商工会議所 釣具スーパー朝日 0884-36-2963 その他の小売業
阿南商工会議所 ツル美容室 0884-22-2757 洗濯・理容・美容・浴場業
阿南商工会議所 鶴家菓子舗 0884-34-2012 飲食料品小売業
阿南商工会議所 徳島新聞阿南東販売所 0884-22-3026 その他の小売業
阿南商工会議所 徳島新聞宝田専売所 0884-24-3516 その他の小売業
阿南商工会議所 徳島トヨタ自動車阿南店 0884-22-1840 機械器具小売業
阿南商工会議所 徳島トヨペット阿南店 0884-22-2450 機械器具小売業
阿南商工会議所 徳島三菱自動車販売阿南店 0884-22-0641 機械器具小売業
阿南商工会議所 とば作阿南店 0884-49-1369 飲食店
阿南商工会議所 トヨタカローラ徳島阿南店 0884-22-1808 機械器具小売業
阿南商工会議所 豊田化粧品店 0884-22-0229 その他の小売業
阿南商工会議所 ドラッグストアＭＡＣ阿南店 0884-24-6363 その他の小売業
阿南商工会議所 豚太郎津乃峰店 0884-27-2668 飲食店
阿南商工会議所 豚太郎長生店 0884-23-4601 飲食店
阿南商工会議所 中西酒店 0884-27-0122 飲食料品小売業
阿南商工会議所 名蔵商店 0884-27-1606 その他の小売業
阿南商工会議所 なにわ屋商店 0884-23-7007 織物・衣服・身の回り品小売業
阿南商工会議所 ナルディ 0884-23-0800 その他のサービス業
阿南商工会議所 ニイデンキ 0884-22-0463 機械器具小売業
阿南商工会議所 肉のまなぶくん 0884-23-7035 飲食料品小売業
阿南商工会議所 肉のもんじろう 0884-34-2830 飲食料品小売業
阿南商工会議所 西川自動車 0884-44-6015 その他のサービス業
阿南商工会議所 日産サティオ徳島阿南支店 0884-28-0353 機械器具小売業
阿南商工会議所 ネッツトヨタ徳島阿南店 0884-22-9411 機械器具小売業
阿南商工会議所 農家の店ジェック阿南店 0884-22-6778 その他の小売業
阿南商工会議所 野村商事 0884-23-5678 織物・衣服・身の回り品小売業
阿南商工会議所 ＢＩＫＥＬＡＢ．Ｋ 090-9451-0150 機械器具小売業
阿南商工会議所 ハタダ阿南店 0884-23-1122 飲食料品小売業
阿南商工会議所 パティスリーマリエ 0884-23-5545 飲食料品小売業
阿南商工会議所 花甚 0884-23-4187 その他の小売業
阿南商工会議所 花の木 0884-22-6022 織物・衣服・身の回り品小売業
阿南商工会議所 ハニーズ阿南店 0884-24-7170 織物・衣服・身の回り品小売業
阿南商工会議所 バーバーショップオクタニ 0884-27-0301 洗濯・理容・美容・浴場業
阿南商工会議所 原田スポーツ 0884-22-0040 その他の小売業
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阿南商工会議所 パール美容室 0884-22-2840 洗濯・理容・美容・浴場業
阿南商工会議所 半瀬商店 0884-22-3244 その他の小売業
阿南商工会議所 Ｂａｎｃｄｏｕｘ 0884-24-9392 その他の小売業
阿南商工会議所 美容室メルローズ 0884-23-1001 洗濯・理容・美容・浴場業
阿南商工会議所 平惣 0884-22-1330 その他の小売業
阿南商工会議所 ビルドわっしょい広場 0884-22-0905 各種商品小売業
阿南商工会議所 ファミリーショップフクシマ 0884-22-0069 その他の小売業
阿南商工会議所 ＦＡＩＲＹ 0884-22-2098 洗濯・理容・美容・浴場業
阿南商工会議所 フジグラン阿南 0884-24-3711 各種商品小売業
阿南商工会議所 フーズとかち 0884-22-9985 飲食料品小売業
阿南商工会議所 ＢＯＯＫ　ＯＦＦ阿南店 0884-23-1505 その他の小売業
阿南商工会議所 ふる川 0884-22-5472 飲食店
阿南商工会議所 フルーツニシタニ西谷青果 0884-22-8868 飲食料品小売業
阿南商工会議所 フレッシュミート立田 0884-22-9385 飲食料品小売業
阿南商工会議所 ヘアーサロンＩＳＡＷＡ 0884-25-0606 洗濯・理容・美容・浴場業
阿南商工会議所 ヘアーサロンタナカ 0884-22-4217 洗濯・理容・美容・浴場業
阿南商工会議所 ヘアーサロン吉谷 0884-27-1200 洗濯・理容・美容・浴場業
阿南商工会議所 ベイサイドホテル龍宮 0884-27-2027 宿泊業
阿南商工会議所 ベーカリーパオー 0884-23-2277 飲食料品小売業
阿南商工会議所 べにや 0884-34-2629 その他の小売業
阿南商工会議所 ベビー＆チャイルドダイワ 0884-23-7014 織物・衣服・身の回り品小売業
阿南商工会議所 ＨＯＴ　ＭＡＮＳ 0884-23-4622 洗濯・理容・美容・浴場業
阿南商工会議所 ホワイトハウス 0884-27-3003 飲食店
阿南商工会議所 Ｈｏｎｄａ　Ｃａｒｓ阿南中央 0884-23-6700 その他のサービス業
阿南商工会議所 ホンダカーズ徳島学原店 0884-23-5222 機械器具小売業
阿南商工会議所 ボン美容室 0884-22-3511 洗濯・理容・美容・浴場業
阿南商工会議所 マックハウス阿南店 0884-22-6251 織物・衣服・身の回り品小売業
阿南商工会議所 松下商店 0884-27-0870 その他の小売業
阿南商工会議所 松屋呉服店 0884-23-0529 織物・衣服・身の回り品小売業
阿南商工会議所 松屋理容店 0884-22-1504 洗濯・理容・美容・浴場業
阿南商工会議所 マネキ阿南学原店 0884-23-0088 織物・衣服・身の回り品小売業
阿南商工会議所 丸善商事橘給油所 0884-27-0015 その他の小売業
阿南商工会議所 丸善商事富岡給油所 0884-22-3250 その他の小売業
阿南商工会議所 マルナカ阿南店 0884-21-0355 各種商品小売業
阿南商工会議所 三笠食堂 0884-27-0740 飲食店
阿南商工会議所 三村草切屋商店 0884-22-0210 その他の小売業
阿南商工会議所 民宿海賊荘 0884-22-3660 宿泊業
阿南商工会議所 村田鮮魚店 0884-22-3946 飲食料品小売業
阿南商工会議所 メガネの三城阿南店 0884-23-1085 その他の小売業
阿南商工会議所 メガネ本舗阿南店 0884-23-1271 その他の小売業
阿南商工会議所 メディコ２１・阿南コスメ店 0884-24-3313 その他の小売業
阿南商工会議所 紅葉屋 0884-22-0115 飲食料品小売業
阿南商工会議所 森本カイロプラクティック徒手医学研究所 0884-22-7862 その他のサービス業
阿南商工会議所 森行朝日堂 0884-23-3611 飲食料品小売業
阿南商工会議所 モンパリー 0884-23-7003 その他の小売業
阿南商工会議所 焼鳥中中 0884-23-0121 飲食店
阿南商工会議所 やきとりもんじろう 0884-23-7880 飲食料品小売業
阿南商工会議所 焼肉天山閣阿南店 0884-24-5580 飲食店
阿南商工会議所 柳本電機商会 0884-27-1152 機械器具小売業
阿南商工会議所 藪原新聞店 0884-23-4686 その他の小売業
阿南商工会議所 山口ストアー 0884-26-0870 各種商品小売業
阿南商工会議所 ユムラ宝石 0884-27-1363 その他の小売業
阿南商工会議所 吉崎建材店 0884-22-2410 その他の小売業
阿南商工会議所 吉田化粧品店 0884-26-0212 その他の小売業
阿南商工会議所 米崎印刷 0884-22-2247 その他の小売業
阿南商工会議所 米沢薬局 0884-22-0793 その他の小売業
阿南商工会議所 ＬａＬａＬｕ 0884-23-7011 その他の小売業
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阿南商工会議所 リトルマーメイドアピカ店 0884-23-7029 飲食料品小売業
阿南商工会議所 理容大川 0884-22-2358 洗濯・理容・美容・浴場業
阿南商工会議所 料亭まちだ 0884-25-0401 飲食店
阿南商工会議所 理容はっとり 0884-22-2817 洗濯・理容・美容・浴場業
阿南商工会議所 理容ふじくら 0884-27-0168 洗濯・理容・美容・浴場業
阿南商工会議所 ロイヤルガーデンホテル 0884-23-3838 宿泊業
阿南商工会議所 ローソン阿南新野店 0884-21-6310 飲食料品小売業
阿南商工会議所 ローソン阿南上中町店 0884-23-0226 飲食料品小売業
阿南商工会議所 ローソン阿南桑野店 0884-26-0624 飲食料品小売業
阿南商工会議所 ローソン阿南合同庁舎前店 0884-22-5055 飲食料品小売業
阿南商工会議所 ローソン阿南才見店 0884-21-0911 飲食料品小売業
阿南商工会議所 ローソン阿南下大野町店 0884-23-5530 飲食料品小売業
阿南商工会議所 ローソン阿南宝田店 0884-23-2824 飲食料品小売業
阿南商工会議所 ローソン阿南橘店 0884-27-3355 飲食料品小売業
阿南商工会議所 ローソン阿南辰巳工業団地店 0884-22-1303 飲食料品小売業
阿南商工会議所 ローソン阿南津乃峰町店 0884-28-1230 飲食料品小売業
阿南商工会議所 ローソン阿南長生店 0884-22-0161 飲食料品小売業
阿南商工会議所 ローソン阿南見能林店 0884-22-8208 飲食料品小売業
阿南商工会議所 ローソン阿南山口町店 0884-21-1160 飲食料品小売業
阿南商工会議所 和風レストラン大潮 0884-34-2446 飲食店
阿南商工会議所 王味 0884-22-8500 飲食店
那賀川町商工会 赤松商店 0884-42-0270 各種商品小売業
那賀川町商工会 阿州自動車 0884-42-2530 その他のサービス業
那賀川町商工会 阿波牛の匠のべ 0884-42-1913 飲食料品小売業
那賀川町商工会 いしかわ衣料 0884-42-0140 織物・衣服・身の回り品小売業
那賀川町商工会 いちせ 0884-42-0292 各種商品小売業
那賀川町商工会 井原呉服店 0885-37-1601 織物・衣服・身の回り品小売業
那賀川町商工会 大坂米穀店 0884-42-0216 飲食料品小売業
那賀川町商工会 おしゃれ衣料さがわ 0884-42-0807 織物・衣服・身の回り品小売業
那賀川町商工会 菓志道高市 0884-42-4442 飲食料品小売業
那賀川町商工会 学研ＣＡＩスクール那賀川教室 0884-42-3599 その他のサービス業
那賀川町商工会 髪切倶楽部きよざき 0884-22-0923 洗濯・理容・美容・浴場業
那賀川町商工会 ガレージ岡本 0884-42-4975 機械器具小売業
那賀川町商工会 くすりの橋本 0884-42-3168 その他の小売業
那賀川町商工会 栗田理容店 0884-42-1239 洗濯・理容・美容・浴場業
那賀川町商工会 県南中央運転代行 0884-42-2744 その他の生活関連サービス業
那賀川町商工会 コート・ベール徳島 0884-42-3441 娯楽業
那賀川町商工会 ＣＯＦＦＥＥ　ＷＯＲＫＳこのぶ店 0884-42-3600 飲食店
那賀川町商工会 近藤商店 0884-42-3030 飲食料品小売業
那賀川町商工会 さくま 0884-42-0015 その他の小売業
那賀川町商工会 さなえ化粧品店 0884-42-2293 その他の小売業
那賀川町商工会 佐野工業 0884-42-2053 その他のサービス業
那賀川町商工会 ＪＡ東とくしま．とれとれ市公方 0884-42-1226 各種商品小売業
那賀川町商工会 シークレットガレージ 0884-42-4731 #N/A
那賀川町商工会 下内たばこ店 0884-42-1987 その他の小売業
那賀川町商工会 新洗蔵旭店 0884-42-0374 洗濯・理容・美容・浴場業
那賀川町商工会 炭田英文商店 0884-42-0103 その他の小売業
那賀川町商工会 セブン－イレブン阿南那賀川店 0884-42-4002 飲食料品小売業
那賀川町商工会 セルフドライママ那賀川営業所 0884-42-1625 洗濯・理容・美容・浴場業
那賀川町商工会 太瀬畳工業 0884-42-0817 その他の小売業
那賀川町商工会 タカツ写真館 0884-42-0021 技術サービス業（他に分類されないもの）

那賀川町商工会 徳島新聞今津販売所・毎日牛乳店 0884-42-0795 その他の小売業
那賀川町商工会 那賀川電機商会 0884-42-0737 機械器具小売業
那賀川町商工会 那賀川ハイランド整体院 0884-42-2309 その他のサービス業
那賀川町商工会 西川いちご園 0884-42-1431 飲食料品小売業
那賀川町商工会 花環のグランパパ 0884-42-3505 #N/A
那賀川町商工会 樋口商店 0884-42-0195 飲食料品小売業

32 / 68 ページ



阿波とくしま・商品券　取扱店舗一覧（フリガナ順） 2014/3/27
団体名 店舗名 電話番号 業種名
那賀川町商工会 七福うどん 0884-42-4065 飲食店
那賀川町商工会 びっくり館宝島那賀川バイパス店 0884-42-1728 その他の小売業
那賀川町商工会 ひなづる贈答 0884-42-0670 各種商品小売業
那賀川町商工会 ファミリーファッションさとう 0884-42-0338 織物・衣服・身の回り品小売業
那賀川町商工会 福島商店 0884-42-0115 その他のサービス業
那賀川町商工会 ブルースプーン阿南店 0884-49-1640 飲食料品小売業
那賀川町商工会 ヘアーサロンアサヒ 0884-42-1985 洗濯・理容・美容・浴場業
那賀川町商工会 ヘアーサロンかまつち 0884-42-0214 洗濯・理容・美容・浴場業
那賀川町商工会 ベーカリーフクズミ 0884-42-0192 飲食料品小売業
那賀川町商工会 マイウェイフランス料理茶屋 0884-42-0055 飲食店
那賀川町商工会 ます膳 0884-42-4088 飲食店
那賀川町商工会 丸木薬局 0884-42-2181 その他の小売業
那賀川町商工会 丸善商事那賀川給油所 0884-42-3450 その他の小売業
那賀川町商工会 三ツ井商店 0884-42-0225 その他の小売業
那賀川町商工会 ミートショップふじおか 0885-37-2065 飲食料品小売業
那賀川町商工会 美馬石油店 0884-42-2477 その他の小売業
那賀川町商工会 やましげ 0884-42-3799 飲食店
那賀川町商工会 ラジコン天国徳島店 0884-21-2828 その他の小売業
那賀川町商工会 ローソン那賀川町北中島店 0884-21-2858 飲食料品小売業
那賀川町商工会 ローソン那賀川町中島店 0884-42-0303 飲食料品小売業
羽ノ浦町商工会 アズマ四国 0884-44-5638 その他の小売業
羽ノ浦町商工会 池添商店 0884-44-2402 各種商品小売業
羽ノ浦町商工会 市原自転車店 0884-44-2366 その他の小売業
羽ノ浦町商工会 井藤呉服店 0884-44-2440 織物・衣服・身の回り品小売業
羽ノ浦町商工会 イモト食品 0884-44-2632 飲食料品小売業
羽ノ浦町商工会 ウテビふとん店 0884-44-4081 織物・衣服・身の回り品小売業
羽ノ浦町商工会 馬詰電機商会 0884-44-3667 飲食料品小売業
羽ノ浦町商工会 エストレーラ 0884-44-6667 洗濯・理容・美容・浴場業
羽ノ浦町商工会 エディオンあなんイワデン 0884-44-2155 機械器具小売業
羽ノ浦町商工会 エディオンあなんきだでんき 0884-44-2215 機械器具小売業
羽ノ浦町商工会 大坂米穀店春日野店 0884-44-3982 飲食料品小売業
羽ノ浦町商工会 お好焼きく 0884-44-3875 飲食店
羽ノ浦町商工会 おざき料理店 0884-44-2080 飲食店
羽ノ浦町商工会 ＡＵＴＯ　ＢＯＤＹ　ＳＨＯＰ　ＭＯＭＯ 0884-44-3080 機械器具小売業
羽ノ浦町商工会 カイデヤ 0884-44-4555 その他の小売業
羽ノ浦町商工会 加藤青果 0884-44-2863 飲食料品小売業
羽ノ浦町商工会 かねもり 0884-44-2610 飲食店
羽ノ浦町商工会 岸呉服店 0884-44-2064 織物・衣服・身の回り品小売業
羽ノ浦町商工会 キョーエイ羽ノ浦店 0884-44-4588 各種商品小売業
羽ノ浦町商工会 キョーエイファミリーファッション羽ノ浦店 0884-44-1090 織物・衣服・身の回り品小売業
羽ノ浦町商工会 公方さま本舗 0884-44-4188 飲食料品小売業
羽ノ浦町商工会 暮しの店よしむら 0884-44-2005 その他の小売業
羽ノ浦町商工会 くりもと洋品店 0884-44-3447 織物・衣服・身の回り品小売業
羽ノ浦町商工会 五番街のマリー 0884-44-5533 織物・衣服・身の回り品小売業
羽ノ浦町商工会 こんがり卓急便 0884-44-1502 飲食料品小売業
羽ノ浦町商工会 酒の甫坂 0884-44-1833 飲食料品小売業
羽ノ浦町商工会 神龍～ＸＥＮＬＯＮ～ 0884-44-1306 飲食店
羽ノ浦町商工会 ジャスト 0884-44-2211 その他の小売業
羽ノ浦町商工会 昭和シェル羽ノ浦給油所 0884-44-6581 その他の小売業
羽ノ浦町商工会 食品ストアいわさ 0884-44-2320 飲食料品小売業
羽ノ浦町商工会 新洗蔵浦川店 0884-44-2505 洗濯・理容・美容・浴場業
羽ノ浦町商工会 新洗蔵中庄店 0884-44-2704 洗濯・理容・美容・浴場業
羽ノ浦町商工会 新洗蔵古庄店 0884-44-2263 洗濯・理容・美容・浴場業
羽ノ浦町商工会 すぎはら寝具店 0884-44-2070 織物・衣服・身の回り品小売業
羽ノ浦町商工会 西洋香創シエルブラン 0885-37-0216 飲食店
羽ノ浦町商工会 セブン－イレブン阿南羽ノ浦町店 0884-44-6040 飲食料品小売業
羽ノ浦町商工会 ホームセンターダイキ羽ノ浦店 0884-44-3672 その他の小売業
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羽ノ浦町商工会 ダイソーパル羽ノ浦店 0884-44-5252 その他の小売業
羽ノ浦町商工会 タケジ酒店 0884-44-3533 飲食料品小売業
羽ノ浦町商工会 竹治電機商会 0884-44-2753 機械器具小売業
羽ノ浦町商工会 立田石油羽ノ浦給油所 0884-44-4208 その他の小売業
羽ノ浦町商工会 谷崎薬品部 0884-44-2158 その他の小売業
羽ノ浦町商工会 タニモトデンキ 0884-44-6090 機械器具小売業
羽ノ浦町商工会 手打ちうどんまるお 0884-44-1930 飲食店
羽ノ浦町商工会 徳島新聞羽ノ浦南専売所 0884-21-8410 その他の小売業
羽ノ浦町商工会 徳地堂菓舗 0884-44-2311 飲食料品小売業
羽ノ浦町商工会 中島化粧品店 0884-44-2159 その他の小売業
羽ノ浦町商工会 西上化粧品 0884-44-2347 その他の小売業
羽ノ浦町商工会 西田薬局 0884-44-3422 その他の小売業
羽ノ浦町商工会 人形屋商店 0884-44-2404 織物・衣服・身の回り品小売業
羽ノ浦町商工会 橋本石油店 0884-44-3183 その他の小売業
羽ノ浦町商工会 パティスリー・エートル 0884-49-1372 飲食店
羽ノ浦町商工会 羽ノ浦生花 0884-44-2477 その他の小売業
羽ノ浦町商工会 羽ノ浦薬品 0884-44-2163 その他の小売業
羽ノ浦町商工会 美容室フラン 0884-44-5436 洗濯・理容・美容・浴場業
羽ノ浦町商工会 ファッションギャラリー・セグ 0884-44-3512 織物・衣服・身の回り品小売業
羽ノ浦町商工会 ファッションハウスさかえや 0884-44-2231 織物・衣服・身の回り品小売業
羽ノ浦町商工会 福住サイクルショップ 0884-44-2153 機械器具小売業
羽ノ浦町商工会 ふくや呉服店 0884-44-2445 織物・衣服・身の回り品小売業
羽ノ浦町商工会 フードセンター二幸 0884-44-3010 各種商品小売業
羽ノ浦町商工会 ベスト電器羽ノ浦店 0884-44-2138 機械器具小売業
羽ノ浦町商工会 坊ず 0884-44-6133 飲食店
羽ノ浦町商工会 前橋製菓 0884-44-2139 飲食料品小売業
羽ノ浦町商工会 まつえ洋品店 0884-44-2411 織物・衣服・身の回り品小売業
羽ノ浦町商工会 松家衣料 0884-44-2672 織物・衣服・身の回り品小売業
羽ノ浦町商工会 松の下石川菓子店 0884-44-2583 飲食料品小売業
羽ノ浦町商工会 松原設備工業 0884-44-2177 機械器具小売業
羽ノ浦町商工会 松原デンキ 0884-44-4570 機械器具小売業
羽ノ浦町商工会 まつもと 0884-44-2334 織物・衣服・身の回り品小売業
羽ノ浦町商工会 まるき 0884-44-2276 飲食店
羽ノ浦町商工会 水田商店 0884-44-2002 その他の小売業
羽ノ浦町商工会 モリデザイン工房 0884-44-6507 その他のサービス業
羽ノ浦町商工会 ヤマト種苗園 0884-44-3144 その他の小売業
羽ノ浦町商工会 山茂 0884-44-2006 飲食店
羽ノ浦町商工会 ゆ～ちゃんラーメン 0885-33-3385 飲食店
羽ノ浦町商工会 湯村時計店 0884-44-2509 その他の小売業
羽ノ浦町商工会 ヨシダ 0884-44-2752 その他の小売業
羽ノ浦町商工会 ヨシダデンキ 0884-44-2176 機械器具小売業
羽ノ浦町商工会 吉野酒店 0884-44-4170 飲食料品小売業
羽ノ浦町商工会 らーめんもり 0884-44-5380 飲食店
羽ノ浦町商工会 ローソン羽ノ浦中庄店 0884-44-6477 飲食料品小売業
吉野川商工会議所 アカイシデンキ 0883-24-2004 機械器具小売業
吉野川商工会議所 アカシメガネ 0883-24-7553 その他の小売業
吉野川商工会議所 アクアシティー内「ツツイ」 0883-22-2863 織物・衣服・身の回り品小売業
吉野川商工会議所 アクアシティー内「マルイ」 0883-22-2819 織物・衣服・身の回り品小売業
吉野川商工会議所 麻名ボデー 0883-24-3363 機械器具小売業
吉野川商工会議所 味天房つつい 0883-24-9050 飲食料品小売業
吉野川商工会議所 あっぷるぽっぷ 0883-22-0356 飲食料品小売業
吉野川商工会議所 阿部洋品店 0883-24-2495 織物・衣服・身の回り品小売業
吉野川商工会議所 阿波菓匠青山 0883-24-4379 飲食料品小売業
吉野川商工会議所 アンドエム 0883-22-1899 織物・衣服・身の回り品小売業
吉野川商工会議所 井内商事 0883-24-2224 その他の小売業
吉野川商工会議所 井後ふとん店 0883-24-6548 織物・衣服・身の回り品小売業
吉野川商工会議所 石田種苗 0883-24-2626 その他の小売業
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吉野川商工会議所 美しいきもの染織館吉野川店振袖館小町 0883-22-2433 織物・衣服・身の回り品小売業
吉野川商工会議所 麻植郡農業協同組合本所 0883-24-1137 各種商品小売業
吉野川商工会議所 麻植郡農協ひまわり農産市鴨島店 0883-22-0006 飲食料品小売業
吉野川商工会議所 麻植郡農協森山給油所 0883-22-0486 その他の小売業
吉野川商工会議所 岡田商会 0883-24-2412 機械器具小売業
吉野川商工会議所 岡田美容室 0883-24-2370 洗濯・理容・美容・浴場業
吉野川商工会議所 お好焼たんぽぽ 0883-22-0100 飲食店
吉野川商工会議所 おしゃれ専科ナナ 0883-22-1177 織物・衣服・身の回り品小売業
吉野川商工会議所 笠井中央エスエス薬局 0883-24-5267 その他の小売業
吉野川商工会議所 カット・スペース髪遊 0883-24-6685 洗濯・理容・美容・浴場業
吉野川商工会議所 鎌田産業牛島家具 0883-24-7524 その他の小売業
吉野川商工会議所 カマダデンキ 0883-24-2400 機械器具小売業
吉野川商工会議所 カメラのクワハラ 0883-24-8698 その他の小売業
吉野川商工会議所 鴨島飯店 0883-24-6710 飲食店
吉野川商工会議所 きくや菓子舗 0883-24-2428 飲食料品小売業
吉野川商工会議所 きものの高橋呉服店 0883-24-2023 織物・衣服・身の回り品小売業
吉野川商工会議所 キョーエイセレブ鴨島店 0883-26-1117 各種商品小売業
吉野川商工会議所 キリン堂鴨島店 0883-22-2017 その他の小売業
吉野川商工会議所 クドウ時計店 0883-24-2218 その他の小売業
吉野川商工会議所 ケーズデンキ鴨島店 0883-26-2633 機械器具小売業
吉野川商工会議所 ごくろうさん（マーケット・大判焼き他） 090-2828-5988 飲食料品小売業
吉野川商工会議所 五九郎マーケット 090-2829-5963 各種商品小売業
吉野川商工会議所 コーヒーレスト豆の木 0883-26-0238 飲食店
吉野川商工会議所 小森石油ラ・カレテーラ鴨島 0883-24-6119 その他の小売業
吉野川商工会議所 こんど鴨島店 0883-22-2810 織物・衣服・身の回り品小売業
吉野川商工会議所 さだの釣具店 0883-24-2069 その他の小売業
吉野川商工会議所 Ｚａｋｃａｆｅ 0883-22-1278 織物・衣服・身の回り品小売業
吉野川商工会議所 四国オイル商事 0883-24-1394 その他の小売業
吉野川商工会議所 四国補聴器センター吉野川店 0883-22-2396 その他の小売業
吉野川商工会議所 ジュエリーミキ 0883-22-2816 その他の小売業
吉野川商工会議所 ジュノ 0883-22-1880 その他の小売業
吉野川商工会議所 樹林 0883-24-0698 その他の小売業
吉野川商工会議所 昭和シェル東鴨島給油所 0883-22-1780 その他の小売業
吉野川商工会議所 新洗蔵内原店 0883-22-0307 洗濯・理容・美容・浴場業
吉野川商工会議所 新洗蔵花藤店 0883-24-1758 洗濯・理容・美容・浴場業
吉野川商工会議所 新洗蔵東本町店 0883-24-7221 洗濯・理容・美容・浴場業
吉野川商工会議所 新洗蔵ひかり店 0883-25-2350 洗濯・理容・美容・浴場業
吉野川商工会議所 杉山商店 0883-24-8110 織物・衣服・身の回り品小売業
吉野川商工会議所 スズキ自販徳島アリーナ鴨島 0883-22-1150 機械器具小売業
吉野川商工会議所 スーパーサブ 0883-22-1830 機械器具小売業
吉野川商工会議所 セブン－イレブン吉野川鴨島町絵馬堂店 0883-24-2755 飲食料品小売業
吉野川商工会議所 セブン－イレブン吉野川鴨島町知恵島店 0883-22-3339 飲食料品小売業
吉野川商工会議所 セブン－イレブン吉野川鴨島町麻植塚店 0883-22-0515 飲食料品小売業
吉野川商工会議所 セルフドライママ友成営業所 0883-24-7536 洗濯・理容・美容・浴場業
吉野川商工会議所 創作和菓子あわや 0883-24-2447 飲食料品小売業
吉野川商工会議所 高田屋十兵衛 0883-22-1715 飲食店
吉野川商工会議所 高橋ふとん店鴨島店 0883-24-1728 織物・衣服・身の回り品小売業
吉野川商工会議所 タカラブネ 0883-22-2808 飲食料品小売業
吉野川商工会議所 田中屋石油 0883-24-0121 その他の小売業
吉野川商工会議所 谷眼鏡 0883-22-1902 その他の小売業
吉野川商工会議所 チャームショップふじもとアクアシティー店 0883-22-2887 その他の小売業
吉野川商工会議所 中央商会 0883-24-4411 機械器具小売業
吉野川商工会議所 千代の家食品 0883-24-2463 飲食料品小売業
吉野川商工会議所 デンキのマスダ 0883-24-2047 機械器具小売業
吉野川商工会議所 徳島トヨタ自動車鴨島店 0883-26-1700 機械器具小売業
吉野川商工会議所 徳島トヨペット鴨島店 0883-24-2155 機械器具小売業
吉野川商工会議所 徳島三菱自動車販売鴨島営業所 0883-24-2560 機械器具小売業
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吉野川商工会議所 徳島夢旅行 0883-24-8860 その他の生活関連サービス業
吉野川商工会議所 トーコー 0883-22-1893 織物・衣服・身の回り品小売業
吉野川商工会議所 トーコー　アクアシティ内 0883-22-1893 織物・衣服・身の回り品小売業
吉野川商工会議所 トヨタカローラ徳島鴨島店 0883-24-1127 機械器具小売業
吉野川商工会議所 鳥光 0883-24-8877 飲食店
吉野川商工会議所 肉勢鴨島東市場店 0883-24-8052 飲食料品小売業
吉野川商工会議所 ニシキヤ鴨島店 0883-26-0988 織物・衣服・身の回り品小売業
吉野川商工会議所 日産サティオ徳島鴨島支店 0883-24-1133 機械器具小売業
吉野川商工会議所 ネッツトヨタ徳島吉野川店 0883-24-3171 機械器具小売業
吉野川商工会議所 野田ハニー食品工業 0883-24-8111 飲食料品小売業
吉野川商工会議所 のみくい家昌郎 0883-24-2188 飲食店
吉野川商工会議所 ハタダ鴨島店 0883-22-0039 飲食料品小売業
吉野川商工会議所 花あそび 0883-22-2805 その他の小売業
吉野川商工会議所 ピザロイヤルハット鴨島店 0883-24-8839 飲食店
吉野川商工会議所 びっくり館宝島鴨島店 0883-22-0507 その他の小売業
吉野川商工会議所 ビューティサロンのり子 0883-22-2860 洗濯・理容・美容・浴場業
吉野川商工会議所 美容室Ｆａｎ 080-8638-8788 洗濯・理容・美容・浴場業
吉野川商工会議所 ファミリートーコー 0883-22-1893 織物・衣服・身の回り品小売業
吉野川商工会議所 ファミリーマート鴨島内原店 0883-26-0170 飲食料品小売業
吉野川商工会議所 婦人服凛 0883-22-1871 織物・衣服・身の回り品小売業
吉野川商工会議所 ＢＯＯＫ　ＯＦＦ鴨島店 0883-24-9220 その他の小売業
吉野川商工会議所 ｈａｉｒ　ｒｏｏｍ　Ｃｏｃｏｒｏｎｅ 0883-24-9324 洗濯・理容・美容・浴場業
吉野川商工会議所 ほぐしん坊鴨島店 0883-22-1099 その他のサービス業
吉野川商工会議所 ホームセンターダイキ鴨島店 0883-24-3911 その他の小売業
吉野川商工会議所 松島呉服店 0883-24-2256 織物・衣服・身の回り品小売業
吉野川商工会議所 松島商店 0883-22-1883 その他の小売業
吉野川商工会議所 ママの店鴨島店 0883-26-1023 各種商品小売業
吉野川商工会議所 マルナカ鴨島店 0883-24-7755 各種商品小売業
吉野川商工会議所 マルヨシセンター鴨島店 0883-22-2838 各種商品小売業
吉野川商工会議所 水戸園 0883-24-6763 飲食店
吉野川商工会議所 ミニトマト 0883-24-1015 飲食店
吉野川商工会議所 宮脇書店鴨島店 0883-24-2424 その他の小売業
吉野川商工会議所 メガネのアイハラ 0883-24-8154 その他の小売業
吉野川商工会議所 メガネの三城鴨島店 0883-24-3033 その他の小売業
吉野川商工会議所 メガネ本舗鴨島店 0883-24-7676 その他の小売業
吉野川商工会議所 メンズショップひらしま 0883-24-3241 織物・衣服・身の回り品小売業
吉野川商工会議所 めん処まごころ 0883-24-1874 飲食店
吉野川商工会議所 焼肉天山閣鴨島店 0883-22-2727 飲食店
吉野川商工会議所 Ｒａｎｔａｎａ美容室 0883-22-1085 洗濯・理容・美容・浴場業
吉野川商工会議所 リトルバード 0883-24-8181 その他の小売業
吉野川商工会議所 ローソン鴨島町上下島店 0883-22-4877 飲食料品小売業
吉野川商工会議所 ローソン吉野川牛島 0883-26-1525 飲食料品小売業
吉野川商工会議所 ローソン吉野川西麻植店 0883-22-1224 飲食料品小売業
吉野川商工会議所 ワン・オー・オー鴨島アクアシティ店 0883-22-2811 その他の小売業
吉野川市商工会 阿部酒店 0883-25-2103 飲食料品小売業
吉野川市商工会 阿部鮮魚店 0883-25-2062 飲食店
吉野川市商工会 アメリカンステーション 0883-42-5910 飲食店
吉野川市商工会 池上家電 0883-42-2860 機械器具小売業
吉野川市商工会 石川オート商会 0883-42-3974 機械器具小売業
吉野川市商工会 石本ストアー 0883-42-2214 飲食料品小売業
吉野川市商工会 犬伏ドライ 0883-42-2175 洗濯・理容・美容・浴場業
吉野川市商工会 衣料のさの 0883-42-2041 織物・衣服・身の回り品小売業
吉野川市商工会 浦野かしわ店 0883-25-2383 飲食料品小売業
吉野川市商工会 浦野商店 0883-25-2610 その他の小売業
吉野川市商工会 エディオン石川デンキ 0883-42-5148 機械器具小売業
吉野川市商工会 麻植郡農協川島支所 0883-25-2414 その他の小売業
吉野川市商工会 麻植郡農業協同組合山川支所 0883-42-6666 その他の小売業
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吉野川市商工会 麻植郡農協ひまわり農産市川島店 0883-25-2431 飲食料品小売業
吉野川市商工会 麻植郡農協美郷事業所 0883-43-2002 その他の小売業
吉野川市商工会 岡一商店 0883-42-2387 飲食料品小売業
吉野川市商工会 カクハチ 0883-42-2001 織物・衣服・身の回り品小売業
吉野川市商工会 川田まんぢう（吉田商店） 0883-42-2206 飲食料品小売業
吉野川市商工会 河野商店 0883-43-2504 飲食料品小売業
吉野川市商工会 キョーエイ山川店 0883-26-4611 各種商品小売業
吉野川市商工会 桐野陶器店 0883-42-2834 その他の小売業
吉野川市商工会 くすり・カメラの住友 0883-42-5315 その他の小売業
吉野川市商工会 クスリのヒラオカ 0883-42-6059 その他の小売業
吉野川市商工会 クリーニングエレガンス 0883-42-2321 洗濯・理容・美容・浴場業
吉野川市商工会 コメリハード＆グリーン阿波川島店 0883-26-3325 その他の小売業
吉野川市商工会 コンビニエンスイズミ 0883-43-2040 飲食料品小売業
吉野川市商工会 コンビニショップハローズＨＥＬＬＯＷＳ 0883-25-2261 飲食料品小売業
吉野川市商工会 さくらＣａｆｅ 0883-42-5268 飲食店
吉野川市商工会 札幌ラーメンどさん子川島店 0883-25-4200 飲食店
吉野川市商工会 篠原商店 0883-25-3809 その他の小売業
吉野川市商工会 車検のコバック山川店山川自動車 0883-42-2177 その他のサービス業
吉野川市商工会 寝具・ギフト　はらい 0883-42-4711 その他の小売業
吉野川市商工会 新洗蔵川島店 0883-25-2350 洗濯・理容・美容・浴場業
吉野川市商工会 新洗蔵マルナカ山川店 0883-26-4011 洗濯・理容・美容・浴場業
吉野川市商工会 すがもと電器 0883-42-2163 機械器具小売業
吉野川市商工会 ストアーいうち 0883-42-3004 飲食料品小売業
吉野川市商工会 住友電機商会 0883-42-2172 機械器具小売業
吉野川市商工会 セブン－イレブン吉野川山川町店 0883-42-6268 飲食料品小売業
吉野川市商工会 セルフドライママ山瀬営業所 0883-42-2472 洗濯・理容・美容・浴場業
吉野川市商工会 武市青果店 0883-42-2076 飲食料品小売業
吉野川市商工会 武田衣料ふとん店 0883-42-2213 織物・衣服・身の回り品小売業
吉野川市商工会 武田履物店 0883-25-2429 織物・衣服・身の回り品小売業
吉野川市商工会 谷本歯科 0883-42-2069 その他のサービス業
吉野川市商工会 つるがや洋品店 0883-42-2391 織物・衣服・身の回り品小売業
吉野川市商工会 戸井牧場牛肉直売センター 0883-42-4451 飲食料品小売業
吉野川市商工会 徳島新聞学専売所 0883-25-2139 その他の小売業
吉野川市商工会 ドコモショップ山川店 0883-42-7477 その他の小売業
吉野川市商工会 内藤呉服店 0883-42-2473 織物・衣服・身の回り品小売業
吉野川市商工会 長井金物店 0883-42-2202 その他の小売業
吉野川市商工会 なか歯科医院 0883-42-7410 その他のサービス業
吉野川市商工会 中田商店 0883-42-3028 飲食料品小売業
吉野川市商工会 肉のひぐち 0883-42-5866 飲食料品小売業
吉野川市商工会 ニュー金五 0883-42-3886 織物・衣服・身の回り品小売業
吉野川市商工会 ノエビア西徳島販売会社 0883-42-6802 その他の小売業
吉野川市商工会 浜田美容室 0883-42-2278 洗濯・理容・美容・浴場業
吉野川市商工会 はらい呉服店 0883-42-2927 織物・衣服・身の回り品小売業
吉野川市商工会 春晴食堂 0883-42-5626 飲食店
吉野川市商工会 東野リキュール製造場 0883-43-2216 飲食料品小売業
吉野川市商工会 日野電機商会 0883-25-2908 機械器具小売業
吉野川市商工会 ファッションフロアハラダ 0883-42-6388 織物・衣服・身の回り品小売業
吉野川市商工会 ファッションハウスひらもと 0883-42-6339 織物・衣服・身の回り品小売業
吉野川市商工会 フジ 0883-43-2574 飲食料品小売業
吉野川市商工会 藤井美容室 0883-42-2724 洗濯・理容・美容・浴場業
吉野川市商工会 藤田商店 0883-43-2003 飲食料品小売業
吉野川市商工会 冨士電気商会 0883-42-2056 機械器具小売業
吉野川市商工会 ブックス大谷 0883-42-3191 その他の小売業
吉野川市商工会 船積金物店 0883-25-2945 その他の小売業
吉野川市商工会 ブラザー自動車センター 0883-42-3161 その他のサービス業
吉野川市商工会 マルナカ山川店 0883-42-6220 各種商品小売業
吉野川市商工会 三久商店 0883-42-4525 飲食料品小売業
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吉野川市商工会 美郷桑茶生産組合 0883-43-2165 飲食料品小売業
吉野川市商工会 美郷の湯 0883-43-2626 宿泊業
吉野川市商工会 美郷物産館 0883-26-7888 飲食料品小売業
吉野川市商工会 ミマ薬品 0883-42-2165 その他の小売業
吉野川市商工会 むねもと給食 0883-42-2297 飲食料品小売業
吉野川市商工会 村田商店 0883-42-3012 飲食料品小売業
吉野川市商工会 メガネショップウエハラ 0883-42-6363 その他の小売業
吉野川市商工会 メガネのニシオカ 0883-42-6002 その他の小売業
吉野川市商工会 めし処やなぜ 0883-42-7276 飲食店
吉野川市商工会 森島家具店 0883-25-2443 その他の小売業
吉野川市商工会 森永牛乳山川ミルクセンター 0883-42-3086 飲食料品小売業
吉野川市商工会 Ｙショップ山川尾形店 0883-42-2123 飲食料品小売業
吉野川市商工会 山本書店 0883-25-2607 その他の小売業
吉野川市商工会 ライフスタイルないとう 0883-42-2147 その他の生活関連サービス業
吉野川市商工会 らーめん福福 0883-42-2514 飲食店
吉野川市商工会 リカーショップヤタ 0883-25-4811 飲食料品小売業
吉野川市商工会 ルーチェヘアー 0883-25-2206 洗濯・理容・美容・浴場業
吉野川市商工会 ローソン麻植川島 0883-25-5940 飲食料品小売業
吉野川市商工会 ローソン山川町前川 0883-42-7422 飲食料品小売業
吉野川市商工会 ロータス中央 0883-42-2274 その他のサービス業
吉野川市商工会 和菓子処西川 0883-42-2126 飲食料品小売業
吉野川市商工会 わらじ屋 0883-42-2486 織物・衣服・身の回り品小売業
吉野川市商工会 割石薬店 0883-42-2161 その他の小売業
阿波市商工会 アイシーランド・マツノ 088-695-2098 機械器具小売業
阿波市商工会 あなたのまちの社員食堂（アワーズ内） 0883-35-7770 飲食店
阿波市商工会 阿波タクシー 0883-36-2323 その他のサービス業
阿波市商工会 阿波中央バス 0883-35-7612 その他の生活関連サービス業
阿波市商工会 活魚松永 0883-35-2250 飲食店
阿波市商工会 居酒屋番長 0883-36-2997 飲食店
阿波市商工会 居酒屋やんち 0883-36-4734 飲食店
阿波市商工会 石谷石材 0883-36-4325 その他の小売業
阿波市商工会 イソロク工務店 0883-36-4744 その他の小売業
阿波市商工会 一条御所専売所 088-696-4815 その他の小売業
阿波市商工会 イチムラデンキ 0883-36-5270 機械器具小売業
阿波市商工会 伊藤商店 0883-36-2135 その他の小売業
阿波市商工会 糸谷電機 088-695-2041 機械器具小売業
阿波市商工会 イナイ 088-696-2125 飲食料品小売業
阿波市商工会 稲井商店 088-695-3035 その他の小売業
阿波市商工会 今倉繊維 088-696-2539 織物・衣服・身の回り品小売業
阿波市商工会 いわさ内装 0883-36-2939 その他の小売業
阿波市商工会 魚清 088-696-2210 飲食店
阿波市商工会 内田書店 0883-36-3043 その他の小売業
阿波市商工会 Ｎシステム 088-695-5119 機械器具小売業
阿波市商工会 大塚呉服店 0883-35-2574 織物・衣服・身の回り品小売業
阿波市商工会 大塚モータース 088-695-3225 その他のサービス業
阿波市商工会 大野自動車 0883-36-5494 機械器具小売業
阿波市商工会 おかだ製菓 088-696-2502 飲食料品小売業
阿波市商工会 お好み焼きＤｉｎｉｎｇゴチッス。 088-695-5675 飲食店
阿波市商工会 お好焼ふる里 0883-36-3374 飲食店
阿波市商工会 オフハウス・ホビーオフ阿波店 0883-35-6388 その他の小売業
阿波市商工会 学生服のせのお 0883-36-5328 織物・衣服・身の回り品小売業
阿波市商工会 笠井電機 0883-36-2017 機械器具小売業
阿波市商工会 笠井政商店 0883-36-2007 飲食料品小売業
阿波市商工会 菓匠村上 088-696-2771 飲食料品小売業
阿波市商工会 かしわで 0883-36-3549 飲食店
阿波市商工会 柏手電気商会 088-696-2643 機械器具小売業
阿波市商工会 片岡商店 088-695-2873 飲食料品小売業
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阿波市商工会 カメラの柳本 0883-35-7663 その他の生活関連サービス業
阿波市商工会 カラオケひろ場 088-696-5183 娯楽業
阿波市商工会 カラオケＢＯＸシティ・ランド 0883-35-5388 娯楽業
阿波市商工会 川人文具店 0883-35-5350 その他の小売業
阿波市商工会 きものの萬屋やまだ 0883-35-4563 織物・衣服・身の回り品小売業
阿波市商工会 キョーエイ市場店 088-336-5353 各種商品小売業
阿波市商工会 くすりと漢方のふるかわ 0883-36-5555 その他の小売業
阿波市商工会 くすりのレデイ阿波吉野店 088-637-7020 その他の小売業
阿波市商工会 クリーニングハウスポケット（アワーズ内） 0883-35-7773 洗濯・理容・美容・浴場業
阿波市商工会 コスメティックプラザさわい 0883-35-7783 その他の小売業
阿波市商工会 コトブキアワーズ店 0883-35-7823 飲食料品小売業
阿波市商工会 コメリハード＆グリーン阿波店 0883-35-8233 その他の小売業
阿波市商工会 コメリハード＆グリーン市場店 0883-26-6181 その他の小売業
阿波市商工会 コメリハード＆グリーン土成店 088-637-8066 その他の小売業
阿波市商工会 ザ・カジュアル阿波店 0883-26-5770 織物・衣服・身の回り品小売業
阿波市商工会 酒蔵大安 0883-36-2036 飲食料品小売業
阿波市商工会 阪酒店 088-695-2407 飲食料品小売業
阿波市商工会 サカマキデンキ 0883-35-2248 機械器具小売業
阿波市商工会 島田印刷 0883-36-3012 その他のサービス業
阿波市商工会 ジュエリーサトウ 0883-35-2306 その他の小売業
阿波市商工会 シューズショップミキ 0883-36-5515 織物・衣服・身の回り品小売業
阿波市商工会 新洗蔵上喜来店 0883-36-4675 洗濯・理容・美容・浴場業
阿波市商工会 新洗蔵北二条店 088-696-2344 洗濯・理容・美容・浴場業
阿波市商工会 新洗蔵土成店 088-695-3702 洗濯・理容・美容・浴場業
阿波市商工会 新洗蔵山野上店 0883-36-5421 洗濯・理容・美容・浴場業
阿波市商工会 新藤石油店 0883-35-2707 その他の小売業
阿波市商工会 住まい工房ＳｕＮ住奏 0883-35-7890 その他の小売業
阿波市商工会 スマイルショップモリ 088-695-3166 各種商品小売業
阿波市商工会 セブン－イレブン阿波市場町香美店 0883-36-2109 飲食料品小売業
阿波市商工会 セブン－イレブン阿波町大道北 0883-35-8525 飲食料品小売業
阿波市商工会 セブン－イレブン阿波土成町店 088-695-5106 飲食料品小売業
阿波市商工会 セブン－イレブン阿波土成町成当店 088-695-5547 飲食料品小売業
阿波市商工会 セルフドライママ市場営業所 0883-36-2225 洗濯・理容・美容・浴場業
阿波市商工会 セルフドライママ定松営業所 0883-36-3092 洗濯・理容・美容・浴場業
阿波市商工会 セルフドライママ林営業所 0883-35-2303 洗濯・理容・美容・浴場業
阿波市商工会 総合ストアー西條 088-695-3151 飲食料品小売業
阿波市商工会 高田新聞店 0883-36-2151 その他の小売業
阿波市商工会 武田電機商会 088-695-4392 機械器具小売業
阿波市商工会 竹虎堂 0883-36-2054 飲食料品小売業
阿波市商工会 竹虎堂本店 0883-36-2026 各種商品小売業
阿波市商工会 たらいうどん奥御所 088-695-3145 飲食店
阿波市商工会 たらいうどん平谷家 088-695-2262 飲食店
阿波市商工会 樽平 088-695-4385 飲食店
阿波市商工会 調理パンと産直野菜の店（アワーズ内） 0883-35-7770 飲食料品小売業
阿波市商工会 テイクアウトカフェわはは 088-637-8236 飲食店
阿波市商工会 デイリーマートウインズ店 0883-35-3507 各種商品小売業
阿波市商工会 手打うどん・どんどん 088-696-2577 飲食店
阿波市商工会 手打ちたらいうどん新見屋 088-695-2068 飲食店
阿波市商工会 天然温泉御所の郷 088-695-4615 洗濯・理容・美容・浴場業
阿波市商工会 東亜オンキョーミヨシ店 088-637-7141 機械器具小売業
阿波市商工会 徳島観光＆稲井 088-695-3155 その他の生活関連サービス業
阿波市商工会 徳島新聞阿波専売所 0883-35-2828 その他の小売業
阿波市商工会 徳島新聞阿波西専売所 0883-35-6106 その他の小売業
阿波市商工会 徳島新聞土成専売所 088-695-3118 その他の小売業
阿波市商工会 土柱衛生 0883-35-3428 その他のサービス業
阿波市商工会 土柱どんどん 0883-35-3808 飲食店
阿波市商工会 土柱ランド新温泉 0883-35-3431 宿泊業
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阿波市商工会 トヨタカローラ徳島阿波・脇町店 0883-35-6661 機械器具小売業
阿波市商工会 ドラッグセイムス阿波店 0883-35-6701 その他の小売業
阿波市商工会 ドルチェ 0883-35-3912 飲食店
阿波市商工会 肉の坂本 0883-36-3453 飲食料品小売業
阿波市商工会 日産サティオ徳島阿北支店 088-695-3288 機械器具小売業
阿波市商工会 農家の店ジェック吉野店 088-696-5095 その他の小売業
阿波市商工会 野崎商店 0883-35-5476 その他の小売業
阿波市商工会 ハウジングセンターヨコタ阿波店 0883-35-7388 その他の小売業
阿波市商工会 花詩 0883-35-6166 飲食店
阿波市商工会 林商店 0883-35-2073 飲食料品小売業
阿波市商工会 バラエティショップさわい 0883-35-3909 その他の小売業
阿波市商工会 原田呉服店 0883-35-2715 織物・衣服・身の回り品小売業
阿波市商工会 はらだ呉服店 088-696-3741 織物・衣服・身の回り品小売業
阿波市商工会 ばんどう呉服店 0883-35-2017 飲食料品小売業
阿波市商工会 坂東電機商会 0883-36-2096 機械器具小売業
阿波市商工会 日浅モータース 0883-36-2822 機械器具小売業
阿波市商工会 光清掃 0883-36-2371 その他のサービス業
阿波市商工会 ビューティショップかなもり 088-696-2065 その他の小売業
阿波市商工会 美容室ＢＩＪＩＮアワーズ店 0120-73-7789 洗濯・理容・美容・浴場業
阿波市商工会 美容室Ｂ－ＰＡＬ 0883-36-5815 洗濯・理容・美容・浴場業
阿波市商工会 ファッションセンター七條 088-696-2045 織物・衣服・身の回り品小売業
阿波市商工会 ファミリーショップみき 088-695-2013 織物・衣服・身の回り品小売業
阿波市商工会 藤井石油店 0883-35-2131 その他の小売業
阿波市商工会 藤川ストアー 0883-36-2377 飲食料品小売業
阿波市商工会 Ｂｏｏｋｓオレンジ 0883-26-6570 その他の小売業
阿波市商工会 ＢＯＵＴＩＱＵＥラ・パレット 0883-35-7772 織物・衣服・身の回り品小売業
阿波市商工会 古川薬局 088-696-4117 その他の小売業
阿波市商工会 プロショップＳＥＫＩ 0883-36-5770 その他の小売業
阿波市商工会 ヘアーアルデ 0883-35-2483 洗濯・理容・美容・浴場業
阿波市商工会 ペンシル倶楽部 0883-35-7785 その他の小売業
阿波市商工会 ホーム用品アート 0883-35-4172 その他の小売業
阿波市商工会 本家かまどや土成店 088-695-5121 持ち帰り・配達飲食サービス業
阿波市商工会 前田商店 088-695-3175 飲食料品小売業
阿波市商工会 正木呉服店 0883-35-3245 織物・衣服・身の回り品小売業
阿波市商工会 ますだ薬局 088-696-2129 その他の小売業
阿波市商工会 松島衣料品店 088-695-3611 織物・衣服・身の回り品小売業
阿波市商工会 松田牛乳店 0883-35-2051 飲食料品小売業
阿波市商工会 松村商店 088-695-2135 織物・衣服・身の回り品小売業
阿波市商工会 松本酒店 0883-35-2564 飲食料品小売業
阿波市商工会 マルナカ吉野店 088-696-4961 各種商品小売業
阿波市商工会 マルナカ市場店 0883-36-5030 各種商品小売業
阿波市商工会 マルナカ柿原店 088-696-4122 各種商品小売業
阿波市商工会 丸美屋化粧品店 0883-36-2137 その他の小売業
阿波市商工会 マルヨシセンターアワーズ店 0883-35-7888 各種商品小売業
阿波市商工会 三浦時計店 0883-36-5389 その他の小売業
阿波市商工会 みかどや 0883-35-2114 飲食料品小売業
阿波市商工会 ミカミ電気商会 0883-36-2051 機械器具小売業
阿波市商工会 水田モータース 0883-36-2131 機械器具小売業
阿波市商工会 みちくさフードサービス 088-695-3465 飲食店
阿波市商工会 道の駅どなり 088-695-5405 飲食料品小売業
阿波市商工会 宮崎商事阿波工場 0883-36-5588 その他の小売業
阿波市商工会 焼肉中華そばともえ 0883-36-2427 飲食店
阿波市商工会 ヤマデン 0883-36-2559 機械器具小売業
阿波市商工会 ヤマト自動車 0883-36-2221 機械器具小売業
阿波市商工会 結城末広堂 0883-36-3038 飲食料品小売業
阿波市商工会 ユサデンキ 0883-36-4190 機械器具小売業
阿波市商工会 ユート薬局（アワーズ内） 0883-35-7782 その他の小売業
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阿波市商工会 よこや洋品店 0883-36-2065 織物・衣服・身の回り品小売業
阿波市商工会 吉野清掃社 088-696-2495 その他のサービス業
阿波市商工会 吉間商店 088-695-2110 飲食料品小売業
阿波市商工会 吉本屋 088-695-2010 飲食店
阿波市商工会 ラ・クローヌ 088-696-2470 洗濯・理容・美容・浴場業
阿波市商工会 リビングいちかわ 0883-35-5488 織物・衣服・身の回り品小売業
阿波市商工会 ローソン阿波病院前店 0883-36-2207 飲食料品小売業
阿波市商工会 ローソン阿波吉野町店 088-696-5659 飲食料品小売業
阿波市商工会 渡部書店 0883-35-3214 その他の小売業
美馬市商工会 アイ杉原脇町営業所 0883-52-2659 飲食料品小売業
美馬市商工会 アサヒヤ 0883-52-1530 その他の小売業
美馬市商工会 穴吹商会 0883-52-1280 その他の小売業
美馬市商工会 阿波乃特産品市場 0883-52-3121 飲食料品小売業
美馬市商工会 イエローハット脇町店 0883-55-0008 機械器具小売業
美馬市商工会 井川本店 0883-52-1773 その他の小売業
美馬市商工会 井川メガネ 088-363-3460 その他の小売業
美馬市商工会 一井モータース 0883-63-2033 その他のサービス業
美馬市商工会 一番亭タンタン麺脇町店 0883-53-2655 飲食料品小売業
美馬市商工会 イルローザ脇町店 0883-53-6010 飲食料品小売業
美馬市商工会 ウッドピア 0883-68-3518 その他の小売業
美馬市商工会 エーツーウチダ 0883-53-8876 その他の小売業
美馬市商工会 ａｕショップ脇町ＭＣＳ 0883-55-0190 機械器具小売業
美馬市商工会 遠藤石油店 0883-52-1496 その他の小売業
美馬市商工会 オオサカ 0883-63-3122 その他の小売業
美馬市商工会 逢坂商店 0883-63-2690 飲食料品小売業
美馬市商工会 逢坂電機 0883-63-4611 機械器具小売業
美馬市商工会 大塩石油 0883-52-2254 その他の小売業
美馬市商工会 大谷商店 0883-52-1416 飲食料品小売業
美馬市商工会 大野屋 0883-52-1313 織物・衣服・身の回り品小売業
美馬市商工会 大山木材 0883-52-1050 その他の小売業
美馬市商工会 奥森モータース 0883-68-2106 その他のサービス業
美馬市商工会 柿原スポーツ 0883-52-1653 その他の小売業
美馬市商工会 かげやま食品 0883-52-1065 飲食料品小売業
美馬市商工会 蔭山農機 0883-52-3737 その他の小売業
美馬市商工会 笠井 0883-52-1270 飲食料品小売業
美馬市商工会 カジュアル・ライフ・トモ 0883-53-6380 織物・衣服・身の回り品小売業
美馬市商工会 カドヤ薬局 0883-53-7111 その他の小売業
美馬市商工会 川窪石油 0883-68-2345 その他の小売業
美馬市商工会 川田光栄堂本店 0883-53-7878 飲食料品小売業
美馬市商工会 きくや化粧品店 0883-52-1173 その他の小売業
美馬市商工会 北岡電材 0883-63-5333 機械器具小売業
美馬市商工会 喜多自動車 0883-55-3211 機械器具小売業
美馬市商工会 ギフトハウスフレンド 0883-53-9806 その他の小売業
美馬市商工会 キャンパスショップニシカワ 0883-52-1554 織物・衣服・身の回り品小売業
美馬市商工会 キョーエイ脇町パルシー店 088-353-6351 各種商品小売業
美馬市商工会 キリン堂脇町店 0883-53-2356 その他の小売業
美馬市商工会 銀長 0883-53-1008 飲食店
美馬市商工会 くすり・衣料のＨＯＲＩ 0883-63-3216 その他の小売業
美馬市商工会 ケーズデンキ脇町店 0883-55-0303 機械器具小売業
美馬市商工会 剣山石油 0883-63-2130 その他の小売業
美馬市商工会 剣山頂上ヒュッテ 088-622-0633 飲食店
美馬市商工会 郡タクシー 0883-63-2544 その他のサービス業
美馬市商工会 コメリハード＆グリーン脇町店 0883-52-2696 その他の小売業
美馬市商工会 コメリハード＆グリーン美馬店 0883-55-2335 その他の小売業
美馬市商工会 木屋平村物産センターたぬき家 0883-68-2055 飲食店
美馬市商工会 小山オート商会 0883-52-4026 機械器具小売業
美馬市商工会 西條金物商会 0883-52-2128 その他の小売業
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美馬市商工会 坂本電器 0883-52-3305 機械器具小売業
美馬市商工会 佐川商事 0883-52-1458 その他の小売業
美馬市商工会 酒の喜多伝 0883-52-1402 飲食料品小売業
美馬市商工会 皿そば楽庵 0883-53-6990 飲食店
美馬市商工会 サワダ 0883-52-1894 機械器具小売業
美馬市商工会 サンライフ岩倉 0883-53-2345 各種商品小売業
美馬市商工会 重清石油 0883-63-2632 その他の小売業
美馬市商工会 島田手芸の店 0883-52-0613 織物・衣服・身の回り品小売業
美馬市商工会 師水自動車 0883-63-3257 その他のサービス業
美馬市商工会 下浦商店 0883-52-1751 飲食料品小売業
美馬市商工会 シャディ槇商 0883-63-3151 その他の小売業
美馬市商工会 彰栄社 0883-63-5134 その他の小売業
美馬市商工会 昭和シェル脇町インター給油所 0883-55-0511 その他の小売業
美馬市商工会 食工房げーぶる 0883-63-3003 飲食店
美馬市商工会 新洗蔵井川店 0883-63-3564 洗濯・理容・美容・浴場業
美馬市商工会 新洗蔵マルナカ脇町店 0883-55-0360 洗濯・理容・美容・浴場業
美馬市商工会 杉山クリーニング 0883-52-0056 洗濯・理容・美容・浴場業
美馬市商工会 スポーツ＆ステーショナリーマナベ 0883-53-1331 その他の小売業
美馬市商工会 西部興業 0883-52-4800 その他の小売業
美馬市商工会 清流の郷ブルーヴィラあなぶき 0883-55-3777 宿泊業
美馬市商工会 セブン－イレブン穴吹町店・美馬店 090-7570-0488 各種商品小売業
美馬市商工会 セブン－イレブン郡里店 0883-53-7370 飲食料品小売業
美馬市商工会 セブン－イレブン美馬市脇町店 0883-52-5503 飲食料品小売業
美馬市商工会 セルフドライママ美馬営業所 0883-63-2056 洗濯・理容・美容・浴場業
美馬市商工会 セルフドライママ脇町東営業所 0883-52-4036 洗濯・理容・美容・浴場業
美馬市商工会 総合衣料たどころ 0883-52-1587 織物・衣服・身の回り品小売業
美馬市商工会 総合衣料まつお 0883-52-1468 織物・衣服・身の回り品小売業
美馬市商工会 ダイレックス脇町店 0883-53-2171 各種商品小売業
美馬市商工会 竹田石油店 0883-52-2561 その他の小売業
美馬市商工会 立川電機 0883-52-3156 機械器具小売業
美馬市商工会 タムラ 0883-52-1073 その他の小売業
美馬市商工会 チャームショップふじもと 0883-63-4652 その他の小売業
美馬市商工会 中央電器 0883-52-1478 機械器具小売業
美馬市商工会 つるぎの湯大桜 0883-68-2424 飲食店
美馬市商工会 デイリーマート美馬店 0883-63-2043 各種商品小売業
美馬市商工会 デイリーマート脇町店 0883-52-2925 各種商品小売業
美馬市商工会 鉄野モータース 0883-52-1737 その他のサービス業
美馬市商工会 てんぐやはきもの店 0883-52-4499 織物・衣服・身の回り品小売業
美馬市商工会 徳島トヨタ自動車脇町店 0883-52-1125 機械器具小売業
美馬市商工会 ドッグサロンスタイル 0883-53-5305 その他の生活関連サービス業
美馬市商工会 ドラッグセイムス美馬店 0883-55-2131 その他の小売業
美馬市商工会 トレンディ脇町 0883-53-7505 その他の小売業
美馬市商工会 ナガイスポーツパルシー店 0883-52-3104 その他の小売業
美馬市商工会 長江ストア 0883-52-1891 飲食料品小売業
美馬市商工会 中村米穀店 0883-52-1186 その他の小売業
美馬市商工会 西川モータース 0883-63-2226 その他のサービス業
美馬市商工会 西野商店 0883-52-1511 その他の小売業
美馬市商工会 西野伝吉商店 0883-53-6260 その他の小売業
美馬市商工会 にじゅうまる 0883-53-7562 織物・衣服・身の回り品小売業
美馬市商工会 日産サティオ徳島脇町支店 0883-52-3241 機械器具小売業
美馬市商工会 にっぱち屋脇町 0883-52-5928 飲食店
美馬市商工会 ネッツトヨタ徳島脇町店 0883-55-0606 機械器具小売業
美馬市商工会 ねぼけ堂 0883-63-5020 飲食料品小売業
美馬市商工会 ハタダ脇町店 0883-53-1170 飲食料品小売業
美馬市商工会 ハリカ徳島穴吹店 0883-53-1097 その他の小売業
美馬市商工会 ビーギフトつじよし 0883-52-1260 その他の小売業
美馬市商工会 ピザロイヤルハット脇町店 0883-53-1590 持ち帰り・配達飲食サービス業
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美馬市商工会 日の出食堂脇町店 0883-53-0788 飲食店
美馬市商工会 日乃出本店 0883-52-1061 飲食料品小売業
美馬市商工会 平尾商店 0883-68-2533 各種商品小売業
美馬市商工会 平野商店 0883-52-2301 その他の小売業
美馬市商工会 平山商店 0883-52-1374 飲食料品小売業
美馬市商工会 藤岡石油 0883-52-0367 その他の小売業
美馬市商工会 藤川醤油店 0883-52-1583 飲食料品小売業
美馬市商工会 藤田豊吉商店 0883-52-1884 その他の小売業
美馬市商工会 藤田勲商店 0883-52-1686 その他の小売業
美馬市商工会 ふじた呉服店 0883-63-2044 織物・衣服・身の回り品小売業
美馬市商工会 冨士本 0883-52-1336 飲食店
美馬市商工会 藤本商店 0883-63-2254 飲食料品小売業
美馬市商工会 ブティックニシムラ 0883-52-2028 織物・衣服・身の回り品小売業
美馬市商工会 Ｈａｉｒｓ　Ｃｈｏｕ　Ｃｈｏｕ 0883-53-6088 洗濯・理容・美容・浴場業
美馬市商工会 北條 0883-52-1461 その他のサービス業
美馬市商工会 ボデーショップ小原 0883-53-8768 その他のサービス業
美馬市商工会 マスイクリーニング 0883-53-0034 洗濯・理容・美容・浴場業
美馬市商工会 松家商店 0883-68-3128 その他の小売業
美馬市商工会 松林自動車工業 0883-63-2658 その他のサービス業
美馬市商工会 松原電器店美馬支店 0883-63-3773 機械器具小売業
美馬市商工会 まるざ竹庵 0883-55-0403 飲食店
美馬市商工会 マルナカ美馬店 0883-55-2061 各種商品小売業
美馬市商工会 マルナカ脇町店 0883-55-0011 各種商品小売業
美馬市商工会 丸藤衣料店 0883-63-3330 織物・衣服・身の回り品小売業
美馬市商工会 廻る寿し祭り脇町店 0883-53-2566 飲食店
美馬市商工会 三城脇町店 0883-53-8952 その他の小売業
美馬市商工会 みどり園 0883-52-1056 その他の小売業
美馬市商工会 南青果店 0883-63-2166 飲食料品小売業
美馬市商工会 美馬市観光 0883-63-2066 その他の生活関連サービス業
美馬市商工会 三宅商店 0883-52-1691 その他の小売業
美馬市商工会 三宅美容院 0883-52-1436 洗濯・理容・美容・浴場業
美馬市商工会 三好商店 0883-52-1163 その他の小売業
美馬市商工会 メガネのナカムラ 0883-53-9801 その他の小売業
美馬市商工会 メガネハウスサイト 0883-63-3939 その他の小売業
美馬市商工会 森廣一司法書士事務所 0883-52-3430 その他のサービス業
美馬市商工会 焼肉天山閣脇町店 0883-52-5488 飲食店
美馬市商工会 山口精肉店 0883-63-3327 飲食料品小売業
美馬市商工会 山下電気商会 0883-63-2603 機械器具小売業
美馬市商工会 山田呉服店 0883-52-1308 織物・衣服・身の回り品小売業
美馬市商工会 やまびこ自動車 0883-52-1221 その他のサービス業
美馬市商工会 ユーズ浦松商会職人の店脇町店 0883-53-0776 織物・衣服・身の回り品小売業
美馬市商工会 リトルギャング 0883-53-0917 織物・衣服・身の回り品小売業
美馬市商工会 理美フィット 050-8808-4584 洗濯・理容・美容・浴場業
美馬市商工会 ローソン美馬インター南店 0883-63-3699 飲食料品小売業
美馬市商工会 ローソン脇町拝原店 0883-53-6252 飲食料品小売業
美馬市商工会 ローソン脇町郵便局前店 0883-53-5554 飲食料品小売業
美馬市商工会 脇川商事 0883-52-1090 その他の小売業
美馬市商工会 和食処めだかの家 0883-53-6080 飲食店
美馬市商工会 渡辺商店 0883-56-0547 飲食料品小売業
阿波池田商工会議所 阿讃オートサービス 0883-72-6092 その他のサービス業
阿波池田商工会議所 味一阿讃 0883-72-2163 飲食店
阿波池田商工会議所 安宅屋本店 0883-72-0073 飲食料品小売業
阿波池田商工会議所 あまげん池田店 0883-72-0909 飲食料品小売業
阿波池田商工会議所 あめご亭 0883-74-1596 飲食店
阿波池田商工会議所 アリーナ徳島池田店 0883-72-0641 機械器具小売業
阿波池田商工会議所 池尻商会 0883-72-0647 機械器具小売業
阿波池田商工会議所 池田仕出しセンター 0883-72-3451 飲食料品小売業
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阿波池田商工会議所 池田石油 0883-72-1271 その他の小売業
阿波池田商工会議所 池田タクシー 0883-72-3740 その他のサービス業
阿波池田商工会議所 いけだでんきサービス 0883-72-5128 機械器具小売業
阿波池田商工会議所 池田屋酒店 0883-72-0052 飲食料品小売業
阿波池田商工会議所 イサワ 0883-72-0226 その他の小売業
阿波池田商工会議所 伊丹商店 0883-72-0810 飲食料品小売業
阿波池田商工会議所 伊丹食堂 0883-72-1724 飲食店
阿波池田商工会議所 イタリア料理ラターボラ 0883-72-7422 飲食店
阿波池田商工会議所 井本プロパン 0883-72-1047 その他の小売業
阿波池田商工会議所 井本米穀店 0883-72-0049 飲食料品小売業
阿波池田商工会議所 祖谷生コン 0883-72-0647 その他の小売業
阿波池田商工会議所 上野写真館 0883-72-0609 技術サービス業（他に分類されないもの）

阿波池田商工会議所 うどんの味処なると 0883-74-5895 飲食店
阿波池田商工会議所 エディオンマナベ池田店 0883-72-3232 機械器具小売業
阿波池田商工会議所 エフワンタケウチ 0883-76-0520 織物・衣服・身の回り品小売業
阿波池田商工会議所 大坂酒店 0883-72-1210 飲食料品小売業
阿波池田商工会議所 おおたにクリーニングシマ店 0883-72-5858 洗濯・理容・美容・浴場業
阿波池田商工会議所 おおたにクリーニング本店 0883-72-0729 洗濯・理容・美容・浴場業
阿波池田商工会議所 大西電機商会 0883-72-0956 機械器具小売業
阿波池田商工会議所 大西眼鏡店 0883-72-1040 その他の小売業
阿波池田商工会議所 お菓子のハレルヤ 0883-72-2454 飲食料品小売業
阿波池田商工会議所 小川モータース 0883-72-2144 機械器具小売業
阿波池田商工会議所 お好み焼つくし 0883-72-6389 飲食店
阿波池田商工会議所 お好み焼向日葵 0883-72-1413 飲食店
阿波池田商工会議所 お食事処山あい 0883-72-1955 飲食店
阿波池田商工会議所 介護用品ケアホール 0883-72-3977 その他の小売業
阿波池田商工会議所 海鮮かわよし 0883-72-7672 飲食店
阿波池田商工会議所 家伝あたぎや羊羹製造元 0883-72-0172 飲食料品小売業
阿波池田商工会議所 カフェレストラン八番館 0883-72-4371 飲食店
阿波池田商工会議所 川上商店 0883-74-0829 飲食料品小売業
阿波池田商工会議所 花んらん 0883-72-3331 飲食店
阿波池田商工会議所 ギフトアキヨシ 0883-87-8844 その他の小売業
阿波池田商工会議所 ブラッキー 0883-72-0573 織物・衣服・身の回り品小売業
阿波池田商工会議所 郷土料理うだつ 0883-72-5210 飲食店
阿波池田商工会議所 くすりのレデイ阿波池田店 0883-76-0377 その他の小売業
阿波池田商工会議所 国金忠文商店 0883-72-1523 飲食料品小売業
阿波池田商工会議所 化粧品の店サフラン 0883-72-5324 その他の小売業
阿波池田商工会議所 ザ・カジュアル池田店 0883-72-8211 各種商品小売業
阿波池田商工会議所 サイクル・バイクショップオオニシ 0883-72-0213 機械器具小売業
阿波池田商工会議所 サカタ 0883-72-1212 その他の小売業
阿波池田商工会議所 さくら印刷 0883-72-4444 その他のサービス業
阿波池田商工会議所 サンシャイン池田店 0883-72-3601 飲食料品小売業
阿波池田商工会議所 四国補聴器センター池田店 0883-76-0880 その他の小売業
阿波池田商工会議所 シバタ 0883-72-5222 織物・衣服・身の回り品小売業
阿波池田商工会議所 島崎風月堂 0883-72-0259 飲食料品小売業
阿波池田商工会議所 正ずい履物店 0883-72-0311 織物・衣服・身の回り品小売業
阿波池田商工会議所 新洗蔵デイリー池田店 0883-76-0551 洗濯・理容・美容・浴場業
阿波池田商工会議所 新洗蔵フレスポ阿波池田店 0883-76-0551 洗濯・理容・美容・浴場業
阿波池田商工会議所 鮨ひらい 0883-72-0493 飲食店
阿波池田商工会議所 寿し六旅館 0883-72-7422 宿泊業
阿波池田商工会議所 Ｓｔｕｄｉｏ　Ａ２Ｃ 0883-72-0340 その他のサービス業
阿波池田商工会議所 すてっぷ１ 0883-76-0456 その他の小売業
阿波池田商工会議所 西部センター 0883-72-0159 その他の小売業
阿波池田商工会議所 セイワミュージック 0883-72-6389 その他の小売業
阿波池田商工会議所 セブン－イレブン三好池田町サラダ店 0883-72-8737 飲食料品小売業
阿波池田商工会議所 創作料理なか川 0883-74-1872 飲食店
阿波池田商工会議所 ダイキまなべ店 0883-72-5588 その他の小売業
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阿波池田商工会議所 タイワ電気商会 0883-72-0077 機械器具小売業
阿波池田商工会議所 高木 0883-72-1225 飲食料品小売業
阿波池田商工会議所 田口クリーニング 0883-72-0339 洗濯・理容・美容・浴場業
阿波池田商工会議所 谷藤精肉店 0883-72-0391 飲食料品小売業
阿波池田商工会議所 たの 0883-72-1829 織物・衣服・身の回り品小売業
阿波池田商工会議所 田野理容 0883-72-1866 洗濯・理容・美容・浴場業
阿波池田商工会議所 タムラ三光堂 0883-72-0502 その他の小売業
阿波池田商工会議所 丁子屋 0883-72-0683 織物・衣服・身の回り品小売業
阿波池田商工会議所 丁字や化粧品店 0883-72-0669 その他の小売業
阿波池田商工会議所 デイリーマート阿波池田店 0883-76-0277 各種商品小売業
阿波池田商工会議所 天真販売 0883-72-0714 飲食料品小売業
阿波池田商工会議所 徳島県漆器工業協同組合 0883-72-2150 その他の小売業
阿波池田商工会議所 徳島三菱自動車販売池田店 0883-72-0605 機械器具小売業
阿波池田商工会議所 ドコモショップフレスポ阿波池田店 0883-72-1881 その他の小売業
阿波池田商工会議所 中川商店 0883-74-0608 飲食料品小売業
阿波池田商工会議所 中川千寿堂 0883-72-0304 織物・衣服・身の回り品小売業
阿波池田商工会議所 中川洋品店 0883-72-1019 織物・衣服・身の回り品小売業
阿波池田商工会議所 にこにこ調剤薬局 0883-74-1663 その他の小売業
阿波池田商工会議所 白地温泉小西旅館 0883-74-0311 宿泊業
阿波池田商工会議所 ババカメラ店 0883-72-0185 その他の生活関連サービス業
阿波池田商工会議所 原田食品 0883-72-0883 飲食料品小売業
阿波池田商工会議所 日浦酒店 0883-72-0465 飲食料品小売業
阿波池田商工会議所 ビューティーサロンブロンド 0883-72-1067 洗濯・理容・美容・浴場業
阿波池田商工会議所 ビューティホシカワ 0883-72-0758 その他の小売業
阿波池田商工会議所 ファミリーショップマツバラ 0883-72-0570 織物・衣服・身の回り品小売業
阿波池田商工会議所 フードセンターフジカワ 0883-72-1065 飲食料品小売業
阿波池田商工会議所 フードセンターやました 0883-72-1823 飲食料品小売業
阿波池田商工会議所 フラワーショップ花一番 0883-72-0788 その他の小売業
阿波池田商工会議所 フラワーショップ光 0883-72-6671 その他の小売業
阿波池田商工会議所 ヘアーサロンムカイ 0883-72-3367 洗濯・理容・美容・浴場業
阿波池田商工会議所 ベルフォールフレスポ店 0883-72-2920 織物・衣服・身の回り品小売業
阿波池田商工会議所 細田食糧 0883-72-1035 飲食料品小売業
阿波池田商工会議所 ホビー・クラフトさおやま 0883-72-3315 織物・衣服・身の回り品小売業
阿波池田商工会議所 マイム池田 0883-72-1479 織物・衣服・身の回り品小売業
阿波池田商工会議所 前田食糧 0883-74-0319 飲食料品小売業
阿波池田商工会議所 槇商池田店 0883-72-5041 その他の小売業
阿波池田商工会議所 まちなか交流スペースぎんざ和囲和囲 0883-72-2131 飲食店
阿波池田商工会議所 マナベスポーツ 0883-72-1147 織物・衣服・身の回り品小売業
阿波池田商工会議所 真鍋本家 0883-72-0066 飲食料品小売業
阿波池田商工会議所 真野武酒造 0883-72-0170 飲食料品小売業
阿波池田商工会議所 丸浦工業 0883-72-1180 その他の小売業
阿波池田商工会議所 丸正呉服店 0883-72-0109 機械器具小売業
阿波池田商工会議所 宮脇書店サンライズ池田店 0883-72-0313 その他の小売業
阿波池田商工会議所 三好観光 0883-72-3377 飲食料品小売業
阿波池田商工会議所 三好市タクシー協業組合 0883-72-3300 その他の生活関連サービス業
阿波池田商工会議所 メガネの丸善池田店 0883-72-5352 その他の小売業
阿波池田商工会議所 森野商店 0883-74-0819 洗濯・理容・美容・浴場業
阿波池田商工会議所 モリヤ 0883-72-1043 飲食料品小売業
阿波池田商工会議所 矢川酒店 0883-74-0611 飲食料品小売業
阿波池田商工会議所 矢川酒造 0883-74-0611 飲食料品小売業
阿波池田商工会議所 やぎう 0883-72-1017 その他の小売業
阿波池田商工会議所 山口理髪店 0883-72-0533 洗濯・理容・美容・浴場業
阿波池田商工会議所 山下時計店 0883-72-0579 その他の小売業
阿波池田商工会議所 山下時計店フレスポ店 0883-72-5221 その他の小売業
阿波池田商工会議所 山田電機商会 0883-72-0862 機械器具小売業
阿波池田商工会議所 吉田酒店 0883-72-0521 飲食料品小売業
阿波池田商工会議所 ルビーマツモト 0883-72-2240 織物・衣服・身の回り品小売業
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阿波池田商工会議所 レディースショップマツヤ 0883-72-0536 織物・衣服・身の回り品小売業
阿波池田商工会議所 レディースファッションマエダ 0883-72-0623 織物・衣服・身の回り品小売業
阿波池田商工会議所 ローソン阿波池田店 0883-87-8780 飲食料品小売業
阿波池田商工会議所 ローソン池田町箸蔵店 0883-72-3173 飲食料品小売業
阿波池田商工会議所 ローソン徳島県立三好病院店 0883-72-0238 飲食料品小売業
阿波池田商工会議所 ローソン三好池田店 0883-72-3320 飲食料品小売業
阿波池田商工会議所 ワカバ園 0883-72-0611 その他の小売業
阿波池田商工会議所 和気養福 0883-72-3352 その他の小売業
阿波池田商工会議所 和久呉服店 0883-72-0537 織物・衣服・身の回り品小売業
阿波池田商工会議所 和食処めだかの家 0883-72-5793 飲食店
三好市商工会 秋山商店 0883-88-5124 各種商品小売業
三好市商工会 朝日屋 0883-78-2046 飲食料品小売業
三好市商工会 朝日屋 0883-77-3623 飲食店
三好市商工会 鮎戸瀬荘 0883-86-1048 飲食店
三好市商工会 阿波みよし農業協同組合三野支店 0883-77-2333 その他の小売業
三好市商工会 阿波屋 0883-78-3782 各種商品小売業
三好市商工会 安東畳商店 0883-78-2287 その他の小売業
三好市商工会 井川モータース 0883-78-2119 その他のサービス業
三好市商工会 勇楼旅館 0883-78-2051 宿泊業
三好市商工会 石山自動車 0883-78-2940 #N/A
三好市商工会 泉石材 0883-86-2308 その他の小売業
三好市商工会 射場商店 0883-87-2413 飲食料品小売業
三好市商工会 祖谷口調剤薬局 0883-76-6120 その他の小売業
三好市商工会 いやしの温泉郷 0883-88-2975 宿泊業
三好市商工会 内田文具 0883-78-2025 その他の小売業
三好市商工会 ウッディーレスト渓流館 0883-86-1787 飲食店
三好市商工会 梅平商店 0883-87-2218 飲食料品小売業
三好市商工会 Ｆ　ｂｏｄｙ 0883-87-2857 #N/A
三好市商工会 大西餅店 0883-77-2211 飲食料品小売業
三好市商工会 大野金物店 0883-86-1007 その他の小売業
三好市商工会 大野石油 0883-86-1047 その他の小売業
三好市商工会 大歩危自動車 0883-84-2211 その他のサービス業
三好市商工会 オカモトデンキ 0883-78-2102 機械器具小売業
三好市商工会 お好み焼にしかわ 0883-77-3602 飲食店
三好市商工会 柿岡電機 0883-86-1084 機械器具小売業
三好市商工会 カギデン 0883-86-1019 機械器具小売業
三好市商工会 笠井電機 0883-77-2363 機械器具小売業
三好市商工会 梶元八重子商店 0883-88-2120 飲食料品小売業
三好市商工会 片山商店 0883-77-2308 各種商品小売業
三好市商工会 カフェレストイスバ 0883-78-3090 飲食店
三好市商工会 上西商店 0883-86-2403 飲食料品小売業
三好市商工会 かやの文具化粧品店 0883-77-2027 その他の小売業
三好市商工会 からつや商店 0883-78-2077 各種商品小売業
三好市商工会 河井商店 0883-88-2234 その他の小売業
三好市商工会 河内ショッピングセンター 0883-86-1452 各種商品小売業
三好市商工会 神田薬品 0883-86-1010 その他の小売業
三好市商工会 喜多石材 0883-86-2019 その他の小売業
三好市商工会 木下石油商店 0883-77-3373 その他の小売業
三好市商工会 木下モータース 0883-77-2271 機械器具小売業
三好市商工会 峡谷の湯宿大歩危峡まんなか 0883-84-1216 宿泊業
三好市商工会 ＣＯＯＫいかわ 0883-77-3068 持ち帰り・配達飲食サービス業
三好市商工会 剣山観光センター 0883-67-5216 飲食店
三好市商工会 河内石油店 0883-77-3618 その他の小売業
三好市商工会 珈琲館おおぼけ 0883-84-1433 飲食店
三好市商工会 小歩危自動車 0883-84-1366 その他のサービス業
三好市商工会 コメリハード＆グリーン三好三野店 0883-76-2111 その他の小売業
三好市商工会 近藤新聞店 0883-78-3304 その他の小売業
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三好市商工会 堺モータース 0883-86-1587 その他のサービス業
三好市商工会 佐加野商店 0883-84-1956 飲食料品小売業
三好市商工会 阪本モータース 0883-77-2227 その他のサービス業
三好市商工会 佐藤鮮魚店 0883-78-2190 飲食店
三好市商工会 サンマート 0883-77-2020 各種商品小売業
三好市商工会 仕出しセンター三野 0883-77-3156 持ち帰り・配達飲食サービス業
三好市商工会 自動車リフレッシュセンター祖谷 0883-88-5955 その他のサービス業
三好市商工会 下西呉服店 0883-86-1158 織物・衣服・身の回り品小売業
三好市商工会 昭和シェル池田給油所 0883-72-7112 その他の小売業
三好市商工会 新祖谷温泉ホテルかずら橋 0883-87-2171 宿泊業
三好市商工会 鈴木薬局 0883-77-2030 その他の小売業
三好市商工会 スッゴイスタイル 0883-86-3033 その他のサービス業
三好市商工会 ゼネラル祖谷口 0883-86-2056 その他の小売業
三好市商工会 セブン－イレブン三好三野町店 0883-77-2582 飲食料品小売業
三好市商工会 セルフドライママ三野営業所 0883-77-2223 洗濯・理容・美容・浴場業
三好市商工会 総合衣料センターさなが 0883-77-2223 織物・衣服・身の回り品小売業
三好市商工会 大川 0883-77-3002 飲食店
三好市商工会 武川畳店 0883-86-1092 その他の小売業
三好市商工会 竹重酒店 0883-77-2030 飲食料品小売業
三好市商工会 武田贈答品店 0883-77-2021 その他の小売業
三好市商工会 竹原モータース 0883-77-3516 その他のサービス業
三好市商工会 多田酒店 0883-78-2113 飲食料品小売業
三好市商工会 立川商店 0883-78-2311 その他の小売業
三好市商工会 中央フーヅ 0883-77-2800 持ち帰り・配達飲食サービス業
三好市商工会 中央フーヅ（三和タクシー） 0883-77-2538 その他のサービス業
三好市商工会 つくだうどん 0883-78-2278 飲食店
三好市商工会 つづき商店 0883-88-5625 飲食店
三好市商工会 つづき理容 0883-77-3751 洗濯・理容・美容・浴場業
三好市商工会 手打うどん味楽 0883-77-2166 飲食店
三好市商工会 出口石油かずら橋給油所 0883-87-2045 その他の小売業
三好市商工会 出口石油東祖谷給油所 0883-88-2805 その他の小売業
三好市商工会 電化のオオニシ 0883-78-2457 機械器具小売業
三好市商工会 土井商店 0883-86-2016 各種商品小売業
三好市商工会 土佐屋 0883-84-1038 飲食料品小売業
三好市商工会 冨田魚店 0883-86-1070 飲食料品小売業
三好市商工会 豊崎商店 0883-86-1105 各種商品小売業
三好市商工会 トヨタカローラ徳島池田店 0883-78-2181 機械器具小売業
三好市商工会 ナカガワ 0883-78-2115 飲食店
三好市商工会 日産サティオ徳島池田支店 0883-72-0444 機械器具小売業
三好市商工会 ノエビア新池田東代理店 0883-77-3515 その他のサービス業
三好市商工会 売店まごのて 0883-78-2130 飲食料品小売業
三好市商工会 橋口モータース 0883-86-1233 その他のサービス業
三好市商工会 ハヤシ呉服店 0883-77-2002 織物・衣服・身の回り品小売業
三好市商工会 はりまや商店 0883-77-2008 飲食料品小売業
三好市商工会 日浦酒店 0883-78-2103 飲食料品小売業
三好市商工会 ビューティーサロンたきはた 0883-77-2115 洗濯・理容・美容・浴場業
三好市商工会 ビューティサロン姫 0883-86-3195 洗濯・理容・美容・浴場業
三好市商工会 ファミリーウェアコンドー 0883-78-2120 織物・衣服・身の回り品小売業
三好市商工会 福島自動車 0883-77-2136 その他のサービス業
三好市商工会 藤岡酒店 0883-77-2023 飲食料品小売業
三好市商工会 武藤商店 0883-86-2118 飲食料品小売業
三好市商工会 フルタニ 0883-86-1121 各種商品小売業
三好市商工会 古谷商店 0883-86-2010 飲食料品小売業
三好市商工会 ヘアーサロンセンス 0883-86-1163 洗濯・理容・美容・浴場業
三好市商工会 辺見商店 0883-77-2505 飲食料品小売業
三好市商工会 ほそや呉服店 0883-78-2067 織物・衣服・身の回り品小売業
三好市商工会 ボデーショップオオイワ 0883-78-4320 その他のサービス業
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三好市商工会 ホンダアローウェスト 0883-78-2837 機械器具小売業
三好市商工会 毎日牛乳池田販売所 0883-72-4589 飲食料品小売業
三好市商工会 前川酒店 0883-84-1028 飲食料品小売業
三好市商工会 槇商三野店 0883-77-2304 その他の小売業
三好市商工会 丸善商事池田給油所 0883-72-4344 その他の小売業
三好市商工会 まるだい製菓 0883-77-2145 飲食料品小売業
三好市商工会 水野商店 0883-77-3632 その他の小売業
三好市商工会 三谷電気商会 0883-88-5502 機械器具小売業
三好市商工会 道の駅大歩危 0883-84-1489 その他のサービス業
三好市商工会 三野自動車 0883-77-2266 機械器具小売業
三好市商工会 三野ヤクルト販売店 0883-77-2694 飲食料品小売業
三好市商工会 宮西商店 0883-88-2048 飲食料品小売業
三好市商工会 ミルクショップヒラオ 0883-77-3720 飲食料品小売業
三好市商工会 民宿まつうら 0883-67-5009 宿泊業
三好市商工会 森下電気商会 0883-84-1056 機械器具小売業
三好市商工会 森永牛乳辻販売店 0883-78-2107 飲食料品小売業
三好市商工会 もりもと 0883-86-2005 各種商品小売業
三好市商工会 森脇自動車 0883-86-2200 その他のサービス業
三好市商工会 焼肉すみれ 0883-86-1124 飲食店
三好市商工会 焼肉たぬき 0883-74-1086 飲食店
三好市商工会 山口屋 0883-84-1111 各種商品小売業
三好市商工会 山下食料品店 0883-78-2754 飲食料品小売業
三好市商工会 山下米穀店 0883-78-2118 飲食料品小売業
三好市商工会 山城茶業組合 0883-84-1155 飲食料品小売業
三好市商工会 山原商店 0883-86-1008 織物・衣服・身の回り品小売業
三好市商工会 山本 0883-77-2035 飲食店
三好市商工会 山本酒店 0883-77-2052 飲食料品小売業
三好市商工会 ユートピアふみや 0883-86-1169 飲食料品小売業
三好市商工会 吉田時計店 0883-78-2218 その他の小売業
三好市商工会 リバーステーションＷｅｓｔ－Ｗｅｓｔ 0883-84-1117 飲食店
三好市商工会 レストハウス霧の峰 0883-67-5211 飲食店
三好市商工会 レストラン大歩危峡まんなか 0883-84-1211 飲食店
三好市商工会 ローズガーデン美咲 0883-76-2987 その他の小売業
勝浦町商工会 あさぎり 0885-42-2002 織物・衣服・身の回り品小売業
勝浦町商工会 上田石油 0885-42-2078 その他の小売業
勝浦町商工会 岡本精肉店 0885-42-2366 飲食料品小売業
勝浦町商工会 菓子工房ＭＡＥＮＯ 0885-42-2044 飲食料品小売業
勝浦町商工会 勝浦モータース商会 0885-42-3216 その他のサービス業
勝浦町商工会 寒山商店 0885-42-2108 飲食料品小売業
勝浦町商工会 クリーニングハウスエリーゼ 0885-42-2451 洗濯・理容・美容・浴場業
勝浦町商工会 コメリハード＆グリーン阿波勝浦店 088-544-2320 その他の小売業
勝浦町商工会 近藤金物店 0885-42-3072 その他の小売業
勝浦町商工会 ＪＡ東とくしまよってネ市 0885-42-4930 飲食料品小売業
勝浦町商工会 前松堂 0885-42-3025 飲食料品小売業
勝浦町商工会 竹林商店 0885-42-2019 飲食料品小売業
勝浦町商工会 多積商店（勝浦店） 0885-42-4853 飲食料品小売業
勝浦町商工会 谷口酒店 0885-42-2048 飲食料品小売業
勝浦町商工会 肉の杉屋 0885-42-4000 各種商品小売業
勝浦町商工会 にしきうち 0885-42-2371 その他の小売業
勝浦町商工会 西原デンキ 0885-42-2054 機械器具小売業
勝浦町商工会 畑名味噌糀店 0885-42-2789 飲食料品小売業
勝浦町商工会 花棚商店 0885-42-2113 織物・衣服・身の回り品小売業
勝浦町商工会 花房自動車整備工場 0885-42-3197 その他のサービス業
勝浦町商工会 速水商店 0885-42-4034 飲食料品小売業
勝浦町商工会 ひとみ電気 0885-42-2423 機械器具小売業
勝浦町商工会 藤本モータース 0885-42-2365 その他のサービス業
勝浦町商工会 増田商店 0885-42-3811 飲食料品小売業
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勝浦町商工会 美馬商事 0885-42-3196 機械器具小売業
勝浦町商工会 メカガレージ金沢 0885-42-2267 その他のサービス業
勝浦町商工会 横瀬観光 0885-42-2068 その他の生活関連サービス業
勝浦町商工会 ローソン勝浦町沼江店 08854-2-1050 飲食料品小売業
上勝町商工会 いっきゅう茶屋 0885-46-0198 飲食料品小売業
上勝町商工会 ＮＰＯ法人ゼロ・ウェイストアカデミー 0885-44-6080 織物・衣服・身の回り品小売業
上勝町商工会 大栗美容院 0885-45-0523 洗濯・理容・美容・浴場業
上勝町商工会 かみかついっきゅう 0885-46-0100 宿泊業
上勝町商工会 上勝百貨店 0885-45-0688 飲食料品小売業
上勝町商工会 カミカツーリスト 0885-46-0128 その他の生活関連サービス業
上勝町商工会 高鉾建設酒販事業部 0885-44-1388 飲食料品小売業
上勝町商工会 武市商店 0885-46-0035 飲食料品小売業
上勝町商工会 鶴居商店 0885-45-0141 飲食料品小売業
上勝町商工会 東丸石油店 0885-46-0511 その他の小売業
上勝町商工会 中岡商店 0885-46-0151 飲食料品小売業
上勝町商工会 中田商店 0885-46-0147 飲食料品小売業
上勝町商工会 バーバー多田 0885-46-0688 洗濯・理容・美容・浴場業
上勝町商工会 ハーモニーライフクラブ旭 0885-46-0249 宿泊業
上勝町商工会 針木商店 0885-45-0051 その他の小売業
上勝町商工会 ビューティーサロンマツサカ 0885-46-0668 洗濯・理容・美容・浴場業
上勝町商工会 平尾美容室 0885-45-0358 洗濯・理容・美容・浴場業
上勝町商工会 備後屋 0885-45-0024 その他の小売業
上勝町商工会 福原商事 0885-46-0011 飲食料品小売業
上勝町商工会 前川商店 0885-45-0032 織物・衣服・身の回り品小売業
上勝町商工会 美好屋 0885-45-0007 飲食店
上勝町商工会 もくさん 0885-46-0693 その他の小売業
上勝町商工会 守岡モータース 0885-45-0123 その他のサービス業
上勝町商工会 ヤマニシ旅館 0885-46-0005 宿泊業
上勝町商工会 湯っ足り神田茶屋 0885-46-0140 飲食店
石井町商工会 藍畑石油ちろりん村ＳＳ 088-674-0606 その他の小売業
石井町商工会 相原文具 088-674-1302 その他の小売業
石井町商工会 アゲイン 088-674-8430 その他のサービス業
石井町商工会 明日華ガーデンショップ 088-674-8718 その他の小売業
石井町商工会 阿部写真舘 088-674-0114 その他の生活関連サービス業
石井町商工会 居酒屋八ちゃん 088-674-3150 飲食店
石井町商工会 一力料理仕出し 088-674-0868 飲食店
石井町商工会 イルローザフジグラン石井店 088-675-2665 飲食料品小売業
石井町商工会 ヴォーグ美容室フジグラン石井店 088-675-2480 洗濯・理容・美容・浴場業
石井町商工会 うどん福助 088-674-0075 飲食店
石井町商工会 えびす製麺所石井店 088-675-1237 飲食店
石井町商工会 遠藤印刷 088-674-0161 その他のサービス業
石井町商工会 大阪屋呉服店 088-674-2425 織物・衣服・身の回り品小売業
石井町商工会 岡萬本舗 088-674-0038 飲食料品小売業
石井町商工会 ＯＧＡＷＡ　ＧＯＬＦ 088-674-4651 その他の小売業
石井町商工会 海鮮泉屋 088-679-4717 飲食料品小売業
石井町商工会 嘉一輪業舎 088-674-2448 機械器具小売業
石井町商工会 菓子工房いぬい 088-674-0070 飲食料品小売業
石井町商工会 菓子工房うえた 088-675-0088 飲食料品小売業
石井町商工会 片保商店 088-674-1206 飲食料品小売業
石井町商工会 カットハウスあらい 088-675-1001 洗濯・理容・美容・浴場業
石井町商工会 カトー金物総合センター 088-674-0829 その他の小売業
石井町商工会 ガトー銀装 088-674-6233 飲食料品小売業
石井町商工会 カルテット石井 088-642-1755 機械器具小売業
石井町商工会 岸田工業 088-674-0046 機械器具小売業
石井町商工会 牛三郎 088-674-8470 飲食店
石井町商工会 キョーエイ石井店 088-674-3053 各種商品小売業
石井町商工会 キョーエイファミリーファッション石井店 088-674-8000 各種商品小売業
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石井町商工会 きよしげ 088-674-0162 飲食店
石井町商工会 キリン堂石井店 088-675-3680 その他の小売業
石井町商工会 久米金物店 088-674-0101 その他の小売業
石井町商工会 久米ポンプ店 088-674-1627 機械器具小売業
石井町商工会 桑内石油 088-674-0241 その他のサービス業
石井町商工会 コアフィールドマサコ石井店 088-674-5383 洗濯・理容・美容・浴場業
石井町商工会 珈琲楽舎 088-674-9888 飲食店
石井町商工会 酒・百姓市場石井バイパス店 088-674-5310 飲食料品小売業
石井町商工会 酒センターたの 088-674-0036 飲食料品小売業
石井町商工会 産直市きのべ 088-674-2215 飲食料品小売業
石井町商工会 自然派ハム工房リーベフラウ 088-637-4567 飲食料品小売業
石井町商工会 七厘家石井店 088-674-3370 飲食店
石井町商工会 手芸の店おがわ 088-675-0639 その他の小売業
石井町商工会 シューズショップタケダ石井店 088-674-7799 織物・衣服・身の回り品小売業
石井町商工会 昭和シェル石井北給油所 088-674-8151 その他の小売業
石井町商工会 進栄眼鏡店 088-637-4637 その他の小売業
石井町商工会 新洗蔵アバンセ石井店 088-675-3371 洗濯・理容・美容・浴場業
石井町商工会 新洗蔵白鳥店 088-674-2692 洗濯・理容・美容・浴場業
石井町商工会 新洗蔵菅沼店 088-674-1822 洗濯・理容・美容・浴場業
石井町商工会 新洗蔵高原店 088-674-3819 洗濯・理容・美容・浴場業
石井町商工会 新洗蔵フジグラン石井店 088-675-2556 洗濯・理容・美容・浴場業
石井町商工会 新日本料理ふじわら 088-674-4545 飲食店
石井町商工会 杉山薬局 088-674-1224 各種商品小売業
石井町商工会 スズキ自販徳島アリーナ石井 088-674-6451 その他の小売業
石井町商工会 鈴屋フジグラン石井店 088-675-2780 その他の小売業
石井町商工会 ぜったいパンダ 088-674-5680 その他のサービス業
石井町商工会 セブン石井店 088-674-0334 各種商品小売業
石井町商工会 セブン－イレブン名西石井町竜王店 088-675-3900 飲食料品小売業
石井町商工会 セルフうどんせせらぎ石井店 088-675-2551 飲食店
石井町商工会 ダイキ徳島石井店 088-675-2277 その他の小売業
石井町商工会 大衆遊楽居酒屋隠れ家 088-674-5525 飲食店
石井町商工会 ダイレックス石井店 088-675-2110 各種商品小売業
石井町商工会 武市自動車 088-674-1832 その他のサービス業
石井町商工会 竹内電機 088-674-3569 機械器具小売業
石井町商工会 中華料理黄琳 088-674-7213 飲食店
石井町商工会 つぎおか 088-674-2201 織物・衣服・身の回り品小売業
石井町商工会 出多寿司 088-674-5333 飲食店
石井町商工会 徳島トヨペットテクノリバー石井店 088-674-7001 機械器具小売業
石井町商工会 徳島メガネ石井店 088-675-0003 その他の小売業
石井町商工会 徳島旅行サービス 088-674-5511 その他の生活関連サービス業
石井町商工会 時計・メガネの遠藤 088-674-2534 その他の小売業
石井町商工会 永見製菓 088-674-0116 飲食料品小売業
石井町商工会 ナッシュカリーアメリカン 088-635-9478 飲食店
石井町商工会 肉の北海 088-674-1048 飲食料品小売業
石井町商工会 ニシキヤバイパス店 088-674-0099 織物・衣服・身の回り品小売業
石井町商工会 日建工業 088-674-1756 その他のサービス業
石井町商工会 日産サティオ徳島西支店 088-674-5191 機械器具小売業
石井町商工会 ハリカ石井店 088-674-6150 その他の小売業
石井町商工会 板東印刷 088-674-2520 その他のサービス業
石井町商工会 パンドール 088-674-7788 飲食料品小売業
石井町商工会 ひぐち電機 088-674-0510 機械器具小売業
石井町商工会 姫田石油藍畑ＳＳ 088-674-0828 その他の小売業
石井町商工会 姫田石油桜間バイパスＳＳ 088-674-4828 その他の小売業
石井町商工会 百姓一 088-674-7377 飲食料品小売業
石井町商工会 美容室ガールズタイム 088-674-3125 洗濯・理容・美容・浴場業
石井町商工会 美容室ＪＵＮＥＳＳＥ石井店 088-674-8849 洗濯・理容・美容・浴場業
石井町商工会 平野電気商会 088-674-1608 機械器具小売業
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石井町商工会 ファンキータイム徳島店 088-643-0090 娯楽業
石井町商工会 フジグラン石井 088-675-3611 各種商品小売業
石井町商工会 フジグラン石井Ｉｔ′ｓ花由 088-675-0180 その他の小売業
石井町商工会 フジグラン石井いわさ 088-674-2082 その他の小売業
石井町商工会 フジグラン石井元気堂石井店 088-675-1021 その他のサービス業
石井町商工会 フジグラン石井ＴＳＵＴＡＹＡ 088-675-3066 その他の小売業
石井町商工会 フジグラン石井徳島石井食堂 088-674-8665 飲食店
石井町商工会 フジグラン石井ドトール・コーヒーショップ 088-675-0004 飲食店
石井町商工会 フジグラン石井バッグ・カバンジュナ 088-674-8730 織物・衣服・身の回り品小売業
石井町商工会 フジグラン石井フジトラベルサービス 088-675-2722 その他の生活関連サービス業
石井町商工会 フジグラン石井ミック石井店 088-674-2202 織物・衣服・身の回り品小売業
石井町商工会 ｐｌｕｓ　ｇａｒｄｅｎｓ　ｓｈｏｐ 088-674-8168 その他の小売業
石井町商工会 ふる竹 088-674-3510 飲食店
石井町商工会 ヘアーサロンさの 088-675-0312 洗濯・理容・美容・浴場業
石井町商工会 ペットルームあおき（旧：青木鳥獣店） 088-675-3022 その他のサービス業
石井町商工会 ほかほか弁当石井店 088-674-0770 持ち帰り・配達飲食サービス業
石井町商工会 細井燃料店 088-674-1263 機械器具小売業
石井町商工会 ぽっぷ・ジョイ石井 088-674-4455 娯楽業
石井町商工会 マイム・オカマン 088-674-1601 織物・衣服・身の回り品小売業
石井町商工会 マルイドラッグ石井店 088-675-0411 その他の小売業
石井町商工会 マルイドラッグフジグラン石井店 088-675-2033 その他の小売業
石井町商工会 マルナカ石井店 088-675-3251 各種商品小売業
石井町商工会 まるや料理．仕出し 088-674-3502 飲食店
石井町商工会 ミウラベーカリー 088-674-0153 飲食料品小売業
石井町商工会 メガネの大池 088-674-9488 その他の小売業
石井町商工会 メガネ本舗石井店 088-674-8780 その他の小売業
石井町商工会 もりもと美容室 088-674-1051 洗濯・理容・美容・浴場業
石井町商工会 矢上理容店 088-674-7212 洗濯・理容・美容・浴場業
石井町商工会 山のせ石井店 088-674-3775 飲食店
石井町商工会 八ん茶屋 088-674-8938 飲食店
石井町商工会 夢細工 088-675-1588 織物・衣服・身の回り品小売業
石井町商工会 吉成獣医科 088-675-0611 技術サービス業（他に分類されないもの）

石井町商工会 らいふショップいはら 088-674-8829 織物・衣服・身の回り品小売業
石井町商工会 リカオー石井店 088-674-6804 飲食料品小売業
石井町商工会 理．美容．ヘアーサロンいずみ 088-674-0971 洗濯・理容・美容・浴場業
石井町商工会 Ｒｅｔｏｕｒ 088-635-6383 洗濯・理容・美容・浴場業
石井町商工会 ルノーネクストワン徳島 088-674-8341 機械器具小売業
石井町商工会 レストラン久善 088-675-0473 飲食店
石井町商工会 ローソン石井高川原店 088-674-0830 飲食料品小売業
石井町商工会 ローソン石井町浦庄店 088-674-5425 飲食料品小売業
石井町商工会 ローソン石井町上浦店 088-674-8310 飲食料品小売業
石井町商工会 ローソン石井町白鳥店 088-675-0227 飲食料品小売業
石井町商工会 ローソン名西石井町店 088-674-7043 飲食料品小売業
石井町商工会 笑家 088-675-3367 飲食店
神山町商工会 あけぼの堂 088-677-0054 飲食料品小売業
神山町商工会 阿津満屋製菓 088-678-0857 飲食料品小売業
神山町商工会 粟カフェ 050-2024-2062 飲食店
神山町商工会 井住商会 088-676-0131 その他のサービス業
神山町商工会 出渕商会 088-676-1331 その他のサービス業
神山町商工会 岩田モータース 088-676-0003 その他のサービス業
神山町商工会 岩丸百貨店 088-676-0001 各種商品小売業
神山町商工会 馬崎商店 088-677-0053 飲食料品小売業
神山町商工会 ＡＢＣショップやすおか 088-676-0037 各種商品小売業
神山町商工会 大あわ農機 088-676-0510 その他のサービス業
神山町商工会 大草ドラッグ 088-678-0950 その他の小売業
神山町商工会 岡山商店 088-677-0001 各種商品小売業
神山町商工会 神山温泉農村ふれあい市 088-678-1018 飲食料品小売業
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神山町商工会 神山温泉ホテル四季の里＆いやしの湯 088-676-1117 宿泊業
神山町商工会 河野自動車商会 088-676-0046 その他のサービス業
神山町商工会 光月堂 088-677-0035 飲食料品小売業
神山町商工会 佐藤金物店 088-676-0071 その他の小売業
神山町商工会 佐藤石油 088-676-0155 その他の小売業
神山町商工会 茶房松葉庵 088-676-1415 飲食店
神山町商工会 ショップかたやま２１ 088-676-0021 飲食料品小売業
神山町商工会 大黒屋 088-676-0682 各種商品小売業
神山町商工会 多田商店 088-678-0852 飲食料品小売業
神山町商工会 多仁川 088-678-0853 飲食店
神山町商工会 内藤呉服店 088-678-0910 織物・衣服・身の回り品小売業
神山町商工会 橋本呉服・薬品店 088-676-0123 その他の小売業
神山町商工会 花井電器 088-678-0827 機械器具小売業
神山町商工会 秀之家 088-677-0023 飲食店
神山町商工会 ファミリーショップみね 088-676-0022 その他の小売業
神山町商工会 ふなと 088-677-0069 飲食店
神山町商工会 松浦食品 088-677-0032 飲食料品小売業
神山町商工会 道の駅温泉の里神山 088-636-3077 飲食料品小売業
神山町商工会 ミートショップたかはし 088-676-0604 飲食料品小売業
神山町商工会 宮本菓子店 088-676-0508 飲食料品小売業
神山町商工会 森酒店 088-678-0801 飲食料品小売業
神山町商工会 森本印刷 088-678-0681 その他のサービス業
神山町商工会 焼肉梅里 088-676-0340 飲食店
神山町商工会 Ｙショップあいはら店 088-677-0768 各種商品小売業
神山町商工会 和田商店 088-677-0146 飲食料品小売業
那賀町商工会 秋月クリーニング店 0884-67-0412 洗濯・理容・美容・浴場業
那賀町商工会 今田商店 0884-62-2015 飲食料品小売業
那賀町商工会 岩倉仁誠堂 0884-62-1215 その他の小売業
那賀町商工会 いわさ 0884-62-2393 飲食店
那賀町商工会 上野商事 0884-68-2039 その他の小売業
那賀町商工会 エディオンもりもと電気 0884-62-1158 機械器具小売業
那賀町商工会 小久見商店 0884-62-0120 飲食料品小売業
那賀町商工会 お食事処みちばた 050-8800-3495 飲食店
那賀町商工会 折坂ショッピングセンター 0884-67-0305 飲食料品小売業
那賀町商工会 かげやまショップ 0884-67-0347 飲食料品小売業
那賀町商工会 北川モータース 0884-68-2219 その他のサービス業
那賀町商工会 木頭村漁業協同組合 0884-68-2252 飲食料品小売業
那賀町商工会 Ｋｅｎ′ｓギャラリー 050-8800-6103 飲食店
那賀町商工会 後藤酒店 0884-68-2030 飲食料品小売業
那賀町商工会 こにし化粧品店 0884-62-2057 その他の小売業
那賀町商工会 コノブ調剤薬局 0884-62-0291 その他の小売業
那賀町商工会 コノブ薬局 0884-62-2153 その他の小売業
那賀町商工会 コメリハード＆グリーン鷲敷店 0884-64-0002 その他の小売業
那賀町商工会 坂口金物店 0884-62-0017 その他の小売業
那賀町商工会 四季美谷温泉 0884-65-2116 宿泊業
那賀町商工会 下北石油店 0884-62-0162 その他の小売業
那賀町商工会 下込理容室 0884-67-0406 洗濯・理容・美容・浴場業
那賀町商工会 写真屋てっちゃん 0884-62-3414 その他の生活関連サービス業
那賀町商工会 ゼネラルストア共和 0884-68-2134 飲食料品小売業
那賀町商工会 セブン－イレブン那賀町鷲敷店 0884-64-3011 飲食料品小売業
那賀町商工会 千寿苑 0884-62-2128 飲食料品小売業
那賀町商工会 全日食相生店ショッピングエバー 0884-62-3166 飲食料品小売業
那賀町商工会 竹内商店 0884-67-0329 飲食料品小売業
那賀町商工会 タケジ電機商会 0884-68-2033 機械器具小売業
那賀町商工会 たちばな食堂 0884-68-2058 飲食店
那賀町商工会 田中商店 0884-62-2588 織物・衣服・身の回り品小売業
那賀町商工会 谷口商店 0884-66-0556 飲食料品小売業
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那賀町商工会 谷商事 0884-69-2001 飲食料品小売業
那賀町商工会 東條酒店 0884-62-2012 飲食料品小売業
那賀町商工会 徳田食料品店 0884-62-1254 飲食料品小売業
那賀町商工会 徳屋 0884-62-3266 飲食料品小売業
那賀町商工会 中泉商店 0884-65-2025 その他の小売業
那賀町商工会 中泉石油店 0884-65-2613 その他の小売業
那賀町商工会 中野商店 0884-68-2806 飲食料品小売業
那賀町商工会 中村石油 0884-69-2107 その他の小売業
那賀町商工会 中本石油店 0884-62-0114 その他の小売業
那賀町商工会 新居建材店 0884-62-1332 その他の小売業
那賀町商工会 新居まるこ製菓 0884-62-1236 飲食料品小売業
那賀町商工会 仁木商店 0884-62-0130 飲食料品小売業
那賀町商工会 丹生谷整備工場 0884-67-0552 その他のサービス業
那賀町商工会 野々宮電気商会 0884-62-1512 機械器具小売業
那賀町商工会 ヒガシ電器店 0884-67-0501 機械器具小売業
那賀町商工会 美容室ミルクハウス 0884-62-2178 洗濯・理容・美容・浴場業
那賀町商工会 ファミリーショップみやた 0884-62-1211 織物・衣服・身の回り品小売業
那賀町商工会 福永商店 0884-66-0101 その他の小売業
那賀町商工会 福永石油 0884-62-0282 その他の小売業
那賀町商工会 福永鮮魚店 0884-62-2269 飲食料品小売業
那賀町商工会 ヘアーサロン若草 0884-62-2378 洗濯・理容・美容・浴場業
那賀町商工会 べっぴんはうすアンコール 0884-62-2135 その他の小売業
那賀町商工会 前川商店 0884-66-0204 その他の小売業
那賀町商工会 マエダフード 0884-62-0012 飲食料品小売業
那賀町商工会 松岡電機商会 0884-68-2627 機械器具小売業
那賀町商工会 松葉商店 0884-68-2526 飲食料品小売業
那賀町商工会 松本新聞店 0884-68-2416 その他の小売業
那賀町商工会 みかみ食堂 0884-66-0502 飲食店
那賀町商工会 南山商店 0884-68-2620 飲食料品小売業
那賀町商工会 宮崎商事相生販売所 0884-62-3883 機械器具小売業
那賀町商工会 宮崎商事那賀販売所 0884-68-2110 その他の小売業
那賀町商工会 宮田製菓 0884-62-0016 飲食料品小売業
那賀町商工会 宮本呉服店 0884-62-1237 織物・衣服・身の回り品小売業
那賀町商工会 麺屋藤 0884-62-0599 飲食店
那賀町商工会 もみじ川温泉 0884-62-1771 宿泊業
那賀町商工会 森電機設備 0884-62-2389 その他のサービス業
那賀町商工会 森本百貨店 0884-62-0208 飲食料品小売業
那賀町商工会 山内商店 0884-62-0026 その他の小売業
那賀町商工会 ヤマシロ時計店 0884-62-2037 その他の小売業
那賀町商工会 山西商店 0884-62-2324 その他の小売業
那賀町商工会 ゆずの香 050-8800-6003 飲食店
那賀町商工会 柚冬庵 0884-68-2072 飲食料品小売業
那賀町商工会 レディスショップＦＵＫＵＴＡ 0884-62-2081 織物・衣服・身の回り品小売業
那賀町商工会 ローソン那賀町鷲敷店 0884-64-1028 飲食料品小売業
那賀町商工会 若竹 0884-62-0318 飲食店
那賀町商工会 わじき温泉 0884-62-1289 宿泊業
那賀町商工会 わじき亭 0884-62-2231 飲食店
牟岐町商工会 アヴァンアージュ 0884-73-2260 織物・衣服・身の回り品小売業
牟岐町商工会 青木書店 0884-72-0036 その他の小売業
牟岐町商工会 味心磯乃邑 0884-72-1158 飲食店
牟岐町商工会 天野薬局 0884-72-0018 その他の小売業
牟岐町商工会 亜梨巣 0884-72-2385 飲食店
牟岐町商工会 泉源 0884-72-1136 飲食料品小売業
牟岐町商工会 居村時計めがね店 0884-72-0235 その他の小売業
牟岐町商工会 衣料のハルキ 0884-72-0273 織物・衣服・身の回り品小売業
牟岐町商工会 上村商店（うえむら） 0884-72-0137 飲食料品小売業
牟岐町商工会 魚秀 0884-72-2231 飲食料品小売業
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牟岐町商工会 江口化粧品店 0884-72-0218 その他の小売業
牟岐町商工会 エストマーケット 0884-72-2202 各種商品小売業
牟岐町商工会 オオキタボルト牟岐店 0884-72-0636 各種商品小売業
牟岐町商工会 大城石材店さくら企画 0884-72-3188 その他の小売業
牟岐町商工会 大田設備 0884-72-3007 その他のサービス業
牟岐町商工会 大野商店 0884-72-0335 飲食料品小売業
牟岐町商工会 おかざき商店 0884-72-0303 飲食料品小売業
牟岐町商工会 おしゃれ空間Ｔ＆Ｍ 0884-72-1050 織物・衣服・身の回り品小売業
牟岐町商工会 勝浦花かつお店 0884-72-0258 飲食料品小売業
牟岐町商工会 かつを亭 0884-72-2684 飲食店
牟岐町商工会 カラオケ喫茶スナックまっちゃん 0884-72-2121 飲食店
牟岐町商工会 きうち食堂 0884-72-0409 飲食店
牟岐町商工会 菊水精肉店 0884-72-0207 飲食料品小売業
牟岐町商工会 喫茶貴美 0884-72-1936 飲食店
牟岐町商工会 木本写真館 0884-72-0114 技術サービス業（他に分類されないもの）

牟岐町商工会 きもとや 0884-72-0797 飲食料品小売業
牟岐町商工会 栗林電気 0884-72-0323 機械器具小売業
牟岐町商工会 黒潮の味家形船 0884-72-1090 飲食店
牟岐町商工会 こんどう 0884-72-0051 織物・衣服・身の回り品小売業
牟岐町商工会 サカエヤクリーニング店 0884-72-0310 洗濯・理容・美容・浴場業
牟岐町商工会 佐古山モーター 0884-72-3338 機械器具小売業
牟岐町商工会 三協事業所 0884-72-0331 その他の小売業
牟岐町商工会 庄野石油 0884-72-0005 その他の小売業
牟岐町商工会 新洗蔵ムギ東店 0884-72-2168 洗濯・理容・美容・浴場業
牟岐町商工会 すずらん美容室 0884-72-1616 洗濯・理容・美容・浴場業
牟岐町商工会 セブン－イレブン海部牟岐町店 0884-74-0339 飲食料品小売業
牟岐町商工会 セルフ久保田 0884-72-0315 飲食料品小売業
牟岐町商工会 祖川印判店 0884-72-0596 その他の小売業
牟岐町商工会 祖川時計店 0884-72-0284 その他の小売業
牟岐町商工会 タニモト靴店 0884-72-0338 織物・衣服・身の回り品小売業
牟岐町商工会 谷本商店 0884-72-0035 織物・衣服・身の回り品小売業
牟岐町商工会 中華料理揚子江 0884-72-1231 飲食店
牟岐町商工会 つくしお好焼 0884-72-2782 飲食店
牟岐町商工会 つちかべ花店 0884-72-1037 その他の小売業
牟岐町商工会 東観サービス 0884-72-0606 その他の生活関連サービス業
牟岐町商工会 富田電気商会 0884-72-0843 機械器具小売業
牟岐町商工会 ドラッグカイフ牟岐店 0884-72-3835 その他の小売業
牟岐町商工会 永田石油店 0884-72-0124 その他の小売業
牟岐町商工会 西沢建材センター牟岐営業所 0884-72-1155 その他の小売業
牟岐町商工会 布富衣料店 0884-72-0632 織物・衣服・身の回り品小売業
牟岐町商工会 英 0884-73-3380 飲食店
牟岐町商工会 Ｂｏｏ 0884-72-0244 飲食店
牟岐町商工会 ふくまつ 0884-72-3222 飲食料品小売業
牟岐町商工会 ふじくら家具 0884-72-0309 その他の小売業
牟岐町商工会 ブティックａｉ 0884-72-3422 織物・衣服・身の回り品小売業
牟岐町商工会 フローリスト南阿波 0884-72-3344 その他の小売業
牟岐町商工会 ベーカリーＨＯＲＡＩポルト店 0884-74-0399 飲食料品小売業
牟岐町商工会 マツバラ電気 0884-72-3347 機械器具小売業
牟岐町商工会 丸岡電機商会 0884-72-0334 機械器具小売業
牟岐町商工会 丸善商事牟岐給油所 08847-2-3030 その他の小売業
牟岐町商工会 水田商店 0884-72-0022 飲食料品小売業
牟岐町商工会 南阿波植物園 0884-72-2727 その他の小売業
牟岐町商工会 宮崎商事牟岐工場 0884-72-2347 その他の小売業
牟岐町商工会 Ｍｉｌｌｅ　Ｍｅｒｃｉｓ 0884-72-3020 洗濯・理容・美容・浴場業
牟岐町商工会 牟岐給油所 0884-72-0466 その他の小売業
牟岐町商工会 牟岐５５ラーメン 090-6280-0565 飲食店
牟岐町商工会 陽光モータース 0884-72-0387 機械器具小売業
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牟岐町商工会 リバティ 0884-72-0224 その他の小売業
牟岐町商工会 理容小松 0884-72-0463 洗濯・理容・美容・浴場業
牟岐町商工会 理容信天翁 0884-72-2537 洗濯・理容・美容・浴場業
牟岐町商工会 理容ひかり 0884-72-0438 洗濯・理容・美容・浴場業
牟岐町商工会 ｒｕｆｕ 0884-72-3126 洗濯・理容・美容・浴場業
牟岐町商工会 ローソン徳島県立海部病院店 0884-74-0312 飲食料品小売業
牟岐町商工会 ローソン牟岐町中村店 0884-72-1244 飲食料品小売業
牟岐町商工会 ロマン美容室 0884-72-0352 洗濯・理容・美容・浴場業
牟岐町商工会 若葉精肉店 0884-72-1834 飲食料品小売業
牟岐町商工会 和田商会 0884-72-0223 その他の小売業
美波町商工会 あかまつ商店 0884-77-0128 飲食料品小売業
美波町商工会 海女の里豊海 0884-78-1244 宿泊業
美波町商工会 居酒屋「つくし」 0884-77-1237 飲食店
美波町商工会 泉福商店 0884-78-0029 その他の小売業
美波町商工会 上松石油 0884-77-1859 その他の小売業
美波町商工会 江川洋服店 0884-77-0510 織物・衣服・身の回り品小売業
美波町商工会 悦田船舶電機 0884-78-0132 機械器具小売業
美波町商工会 江本商店 0884-77-0683 機械器具小売業
美波町商工会 オオキタ日和佐店 0884-77-2493 各種商品小売業
美波町商工会 岡本酒店 0884-79-3221 飲食料品小売業
美波町商工会 岡本健商店 0884-79-3220 飲食料品小売業
美波町商工会 お好み焼天花 0884-77-3033 飲食店
美波町商工会 お食事処むらかみ 0884-77-0083 飲食店
美波町商工会 海南タクシー 0884-77-1144 その他の生活関連サービス業
美波町商工会 勝瀬モータース 0884-77-0157 機械器具小売業
美波町商工会 カットハウスたんぽぽ 0884-78-2550 洗濯・理容・美容・浴場業
美波町商工会 喫茶タートル 0884-77-2474 飲食店
美波町商工会 郷土料理浜作 0884-77-0194 飲食店
美波町商工会 クスリきさらぎ 0884-78-2002 その他の小売業
美波町商工会 くつのベル 0884-77-1365 織物・衣服・身の回り品小売業
美波町商工会 倉本製菓 0884-77-0068 飲食料品小売業
美波町商工会 国民の宿うみがめ荘 0884-77-1166 宿泊業
美波町商工会 コスメランドひまわり 0884-78-1270 その他の小売業
美波町商工会 小林ストア 0884-77-0345 飲食料品小売業
美波町商工会 コメリハード＆グリーン美波店 0884-74-7026 その他の小売業
美波町商工会 コルディアサロンワサ 0884-77-2712 織物・衣服・身の回り品小売業
美波町商工会 ＳＡＣＨＩ美容室 0884-78-1473 洗濯・理容・美容・浴場業
美波町商工会 サンクス日和佐店 0884-74-7739 飲食料品小売業
美波町商工会 四季堂 0884-77-2492 その他の小売業
美波町商工会 島屋 0884-77-0027 飲食料品小売業
美波町商工会 写真のマツモト 0884-77-2151 その他の小売業
美波町商工会 十一屋 0884-77-0158 飲食料品小売業
美波町商工会 時遊人 0884-77-2577 飲食店
美波町商工会 樹園 0884-78-1695 宿泊業
美波町商工会 昭吾堂菓子店 0884-77-0126 飲食料品小売業
美波町商工会 菖蒲みやげ店 0884-77-0897 その他の小売業
美波町商工会 ショッピングセンターマルカワ 0884-78-0245 各種商品小売業
美波町商工会 関原精肉店 0884-77-0219 飲食料品小売業
美波町商工会 セルフドライママ日和佐営業所 0884-77-0386 洗濯・理容・美容・浴場業
美波町商工会 大黒商店 0884-77-1239 その他の小売業
美波町商工会 大衆酒場友良 0884-77-0370 飲食店
美波町商工会 大藤商店 0884-78-0003 飲食料品小売業
美波町商工会 大丸 0884-78-0101 織物・衣服・身の回り品小売業
美波町商工会 大ミン軒 0884-77-0420 飲食店
美波町商工会 谷本電機商会 0884-78-0323 機械器具小売業
美波町商工会 つり具の浜口 0884-77-1704 その他の小売業
美波町商工会 ＴＥＩＳＨＡＢＡ 0884-77-0022 洗濯・理容・美容・浴場業
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美波町商工会 てこ屋 0884-77-0073 飲食店
美波町商工会 どさん子日和佐店 0884-77-1447 飲食店
美波町商工会 とば作日和佐 0884-77-0024 飲食店
美波町商工会 豊崎電機商会 0884-77-0237 機械器具小売業
美波町商工会 豊田屋 0884-77-1133 飲食料品小売業
美波町商工会 ドライブイン海賊舟 0884-77-0013 飲食店
美波町商工会 ドライブインはしもと 0884-77-0880 飲食店
美波町商工会 夏野自動車 0884-77-1851 その他のサービス業
美波町商工会 南海建材 0884-77-0316 その他の小売業
美波町商工会 新矢商店 0884-78-1310 各種商品小売業
美波町商工会 ニュータツシマ 0884-77-2735 その他の小売業
美波町商工会 楡の木 0884-77-1260 飲食店
美波町商工会 はしぐち化粧品店 0884-78-0065 その他の小売業
美波町商工会 橋本屋 0884-78-0033 宿泊業
美波町商工会 浜吉水産 0884-77-2507 飲食料品小売業
美波町商工会 濱宮海産 0884-78-0675 飲食料品小売業
美波町商工会 はまみや海産物店 0884-77-0447 飲食料品小売業
美波町商工会 パリ美容室 0884-77-0544 洗濯・理容・美容・浴場業
美波町商工会 日の丸屋 0884-77-0015 織物・衣服・身の回り品小売業
美波町商工会 日和佐モータース 0884-77-0226 機械器具小売業
美波町商工会 ひわさ屋 0884-77-3528 飲食店
美波町商工会 藤中豊吉商店 0884-77-0032 織物・衣服・身の回り品小売業
美波町商工会 フードショップみなみ 0884-77-3373 各種商品小売業
美波町商工会 フード・センターいずみ 0884-78-1235 各種商品小売業
美波町商工会 ふなつき 0884-77-0168 飲食店
美波町商工会 ヘアーサロン岡本 0884-77-0552 洗濯・理容・美容・浴場業
美波町商工会 ヘアーサロンヤスイ 090-1173-7841 洗濯・理容・美容・浴場業
美波町商工会 Ｈａｉｒ　ｓｈｏｐ　ＲＥＤ　ＳＵＮ 0884-77-2496 洗濯・理容・美容・浴場業
美波町商工会 平和園 0884-77-3477 飲食店
美波町商工会 北部経済センター 0884-77-1266 その他の小売業
美波町商工会 ぽっぽ物産館 0884-78-2323 飲食料品小売業
美波町商工会 ホテル白い燈台 0884-77-1170 宿泊業
美波町商工会 ポーラ化粧品牟岐営業所 0884-72-3307 その他の小売業
美波町商工会 本格手打うどん専門店やすらぎ 0884-77-2095 飲食店
美波町商工会 松田鮮魚店 0884-77-0782 飲食料品小売業
美波町商工会 水口油店 0884-77-0231 その他の小売業
美波町商工会 道の駅日和佐 0884-77-2121 その他の小売業
美波町商工会 味登里 0884-77-1134 飲食店
美波町商工会 南阿波サンラインモビレージ 0884-77-0709 宿泊業
美波町商工会 民宿弘陽荘 0884-77-1006 宿泊業
美波町商工会 民宿ゆき荘 0884-78-0513 宿泊業
美波町商工会 明山荘 0884-78-1717 宿泊業
美波町商工会 モリオート 0884-77-0666 機械器具小売業
美波町商工会 森下石油 0884-78-0602 その他の小売業
美波町商工会 もりもと衣料品店 0884-77-0573 織物・衣服・身の回り品小売業
美波町商工会 由岐事務所 0884-78-1144 その他の小売業
美波町商工会 由岐タクシー 0884-78-0268 その他の生活関連サービス業
美波町商工会 米田書店 0884-77-0071 その他の小売業
美波町商工会 理容こじま 0884-78-0250 洗濯・理容・美容・浴場業
美波町商工会 理容フタバ 0884-77-2061 洗濯・理容・美容・浴場業
美波町商工会 ローソン日和佐寺前店 0884-77-2484 飲食料品小売業
美波町商工会 若山商店 0884-78-0118 飲食料品小売業
美波町商工会 和田食料品店 0884-78-0128 各種商品小売業
美波町商工会 和田電機工業所 0884-78-0102 機械器具小売業
美波町商工会 わだや 0884-78-1105 各種商品小売業
海陽町商工会 青い鳥 0884-73-1644 織物・衣服・身の回り品小売業
海陽町商工会 池内商店 0884-73-1016 飲食料品小売業
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海陽町商工会 一哉 0884-73-3504 その他の小売業
海陽町商工会 ウイッティさんでん 0884-76-3652 機械器具小売業
海陽町商工会 江口化粧品店 0884-73-3414 その他の小売業
海陽町商工会 大黒良男商店 0884-76-2025 その他の小売業
海陽町商工会 岡洋品店 0884-76-2054 織物・衣服・身の回り品小売業
海陽町商工会 小倉化粧品店 0884-76-2305 その他の小売業
海陽町商工会 海南小松葬祭 0884-73-3838 その他の小売業
海陽町商工会 海南石油 0884-73-0211 その他の小売業
海陽町商工会 海南マツダ 0884-73-1251 その他のサービス業
海陽町商工会 かいふ菓子ロマンＫＩＭＯＴＯＹＡ 0884-73-3252 飲食料品小売業
海陽町商工会 カットショップヤング 0884-73-1175 洗濯・理容・美容・浴場業
海陽町商工会 カットスペースカルム 0884-76-2995 洗濯・理容・美容・浴場業
海陽町商工会 かつらぎ 0884-73-0161 飲食店
海陽町商工会 カピタン 0884-73-3410 飲食店
海陽町商工会 川野薬局 0884-76-2020 その他の小売業
海陽町商工会 クスリ・美容のひらおか 0884-73-0173 その他の小売業
海陽町商工会 くすり・メガネのハラダ 0884-73-1555 その他の小売業
海陽町商工会 栗林自転車商会 0884-73-0565 機械器具小売業
海陽町商工会 黒岩クリーニング店 0884-73-0337 洗濯・理容・美容・浴場業
海陽町商工会 黒岩商会 0884-73-1109 機械器具小売業
海陽町商工会 河内商店 0884-73-0536 飲食料品小売業
海陽町商工会 コメリハード＆グリーン海陽店 0884-74-3220 その他の小売業
海陽町商工会 さぁど・びじょん 0884-76-2890 洗濯・理容・美容・浴場業
海陽町商工会 海部農協宍喰事務所 0884-76-3161 その他の小売業
海陽町商工会 ショッピング 0884-76-2135 各種商品小売業
海陽町商工会 新洗蔵海部店 0884-73-3755 洗濯・理容・美容・浴場業
海陽町商工会 セブン－イレブン海陽町宍喰店 0884-76-1277 飲食料品小売業
海陽町商工会 セルフドライママ海南営業所 0884-73-0735 洗濯・理容・美容・浴場業
海陽町商工会 祖川時計眼鏡店 0884-73-3415 その他の小売業
海陽町商工会 大里石油 0884-73-0321 その他の小売業
海陽町商工会 大黒堂 0884-76-2058 各種商品小売業
海陽町商工会 高橋電気商会 0884-76-2031 機械器具小売業
海陽町商工会 谷本商店海南店 0884-73-1028 織物・衣服・身の回り品小売業
海陽町商工会 中華レストラン陽錦楼 0884-73-3130 飲食店
海陽町商工会 津田釣具店 0884-73-0160 その他の小売業
海陽町商工会 つちかべ花店 0884-73-3159 その他の小売業
海陽町商工会 鶴和製菓店 0884-73-2655 飲食料品小売業
海陽町商工会 徳島新聞宍喰専売所 0884-76-3128 その他の小売業
海陽町商工会 徳島トヨペット海部営業所 0884-73-0229 機械器具小売業
海陽町商工会 豊田薬局 0884-73-0155 その他の小売業
海陽町商工会 ドラッグセイムス海陽店 0884-74-3155 その他の小売業
海陽町商工会 豚皇那佐 0884-76-2702 飲食店
海陽町商工会 長尾商店 0884-73-0071 織物・衣服・身の回り品小売業
海陽町商工会 中島酒店 0884-73-0366 飲食料品小売業
海陽町商工会 那佐石油 0884-73-0048 その他の小売業
海陽町商工会 南部経済センター 0884-73-1947 その他の小売業
海陽町商工会 西沢建材センター 0884-73-1271 その他の小売業
海陽町商工会 西沢電化センター 0884-73-0430 機械器具小売業
海陽町商工会 西宮商店 0884-73-0070 各種商品小売業
海陽町商工会 ぬしま鮮魚店 0884-76-2313 飲食料品小売業
海陽町商工会 花園花店 084-73-0382 その他の小売業
海陽町商工会 美容室ＨＥＡＲＴ 0884-73-3047 洗濯・理容・美容・浴場業
海陽町商工会 平岡電機 0884-73-0485 機械器具小売業
海陽町商工会 ファッションベーカリーグリム 0884-73-3336 飲食料品小売業
海陽町商工会 ブティック亜衣 0884-73-3430 織物・衣服・身の回り品小売業
海陽町商工会 フードショップ（浜）たるい 0884-76-3030 機械器具小売業
海陽町商工会 ふれあいの宿遊遊ＮＡＳＡ 0884-73-0300 宿泊業
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海陽町商工会 Ｈａｉｒ　ｃｌｕｂ３８２４ 0884-73-3824 洗濯・理容・美容・浴場業
海陽町商工会 ベーカリーＨＯＲＡＩピアカイフ 0884-73-3992 飲食料品小売業
海陽町商工会 ペンションししくい 0884-76-2130 宿泊業
海陽町商工会 辨天屋旅館 0884-76-2010 宿泊業
海陽町商工会 ホームセンタービルド海南店 0884-73-3757 各種商品小売業
海陽町商工会 舛屋 0884-73-3666 飲食料品小売業
海陽町商工会 もりさき 0884-73-0578 飲食料品小売業
海陽町商工会 山下ドラッグ 0884-76-2219 その他の小売業
海陽町商工会 山田宝来堂 0884-73-0510 飲食料品小売業
海陽町商工会 和 0884-73-3291 飲食店
海陽町商工会 リソイ 0884-73-3886 飲食店
海陽町商工会 リーブル若山 0884-73-3755 その他の小売業
海陽町商工会 理容ふなもと 0884-73-0814 洗濯・理容・美容・浴場業
海陽町商工会 旅舘みなみ 0884-73-1373 宿泊業
海陽町商工会 ル・ペルル 0884-73-3167 飲食料品小売業
海陽町商工会 ローソン海陽町大里店 0884-74-3044 飲食料品小売業
海陽町商工会 ローソン海陽町杉谷店 0884-73-2447 飲食料品小売業
松茂町商工会 阿波牛の藤原精肉店（松茂） 088-699-2330 飲食料品小売業
松茂町商工会 イチハラ写真館 088-699-5541 技術サービス業（他に分類されないもの）

松茂町商工会 いはら釣具本店 088-699-7089 その他の小売業
松茂町商工会 イルローザ阿波おどり空港店 088-602-7070 飲食料品小売業
松茂町商工会 イルローザ松茂店 088-699-9588 飲食料品小売業
松茂町商工会 ｉｎｔｅｒｉｏｒ　ｓｈｏｐ　ｐｒｅｃｉｏｕｓ 088-635-3919 その他の小売業
松茂町商工会 ヴィーヴル松茂店 088-699-8401 洗濯・理容・美容・浴場業
松茂町商工会 カフェ・ド・ロセアン 088-699-3905 飲食店
松茂町商工会 鴨島一福 088-699-6440 飲食店
松茂町商工会 キョーエイ松茂店 088-699-6600 各種商品小売業
松茂町商工会 コアフィールドマサコ松茂店 088-699-7101 洗濯・理容・美容・浴場業
松茂町商工会 コバヤシ 088-699-4080 その他のサービス業
松茂町商工会 サイクランドてんてん 088-699-2029 機械器具小売業
松茂町商工会 西條商店 088-699-2489 飲食料品小売業
松茂町商工会 酒井燃料 088-699-2555 その他の小売業
松茂町商工会 ササクラスポーツ社 088-699-7550 織物・衣服・身の回り品小売業
松茂町商工会 佐野たたみ商会松茂店 088-699-2659 その他の小売業
松茂町商工会 ＴＨＥ料理屋三木重 088-699-2155 飲食店
松茂町商工会 ジュエリーピコ松茂本店 088-699-3339 その他の小売業
松茂町商工会 新洗蔵広島店 088-699-2529 洗濯・理容・美容・浴場業
松茂町商工会 新洗蔵マルナカ松茂店 088-683-4085 洗濯・理容・美容・浴場業
松茂町商工会 スターデンキ 088-699-6541 機械器具小売業
松茂町商工会 創作料理花ゆら 088-699-8911 飲食店
松茂町商工会 ダスキンレントオール徳島ステーション 088-699-2333 物品賃貸業
松茂町商工会 中国料理花梨 088-699-5848 飲食店
松茂町商工会 月見ケ丘海浜公園 088-699-6697 飲食料品小売業
松茂町商工会 附家書店松茂店 088-683-4721 その他の小売業
松茂町商工会 徳島県物産館 088-699-8005 飲食料品小売業
松茂町商工会 とりよし 088-699-2357 飲食店
松茂町商工会 豚太郎空港店 088-699-5391 飲食店
松茂町商工会 ネッツトヨタ徳島空港店 088-699-8845 機械器具小売業
松茂町商工会 ハレルヤスイーツキッチン 088-699-7611 飲食料品小売業
松茂町商工会 ピコブライダル 088-699-8889 その他の小売業
松茂町商工会 ピザ・ロイヤルハット徳島北店 088-699-8222 持ち帰り・配達飲食サービス業
松茂町商工会 びっくり館宝島空港店 088-699-8177 その他の小売業
松茂町商工会 松茂ホンダ販売 088-699-3055 機械器具小売業
松茂町商工会 丸善商事松茂バイパス給油所 088-699-5622 その他の小売業
松茂町商工会 マルナカ徳島空港店 088-699-0808 各種商品小売業
松茂町商工会 みつ美容センター 088-699-5480 洗濯・理容・美容・浴場業
松茂町商工会 ミネ青果松茂店 088-699-5350 飲食料品小売業
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松茂町商工会 宮武写真工房 088-699-8817 技術サービス業（他に分類されないもの）

松茂町商工会 めん処陣内 088-699-4671 飲食店
松茂町商工会 モアナカフェ 088-699-8322 飲食店
松茂町商工会 焼肉天山閣松茂店 088-699-1551 飲食店
松茂町商工会 山かつ空港店 088-699-8199 飲食店
松茂町商工会 山のせ松茂店 088-699-2188 飲食店
松茂町商工会 ローソン松茂町笹木野店 088-624-8020 各種商品小売業
松茂町商工会 ローソン松茂中喜来 088-699-8575 各種商品小売業
松茂町商工会 ローソン松茂バイパス 088-699-1115 各種商品小売業
松茂町商工会 ローソン松茂広島 088-699-9122 各種商品小売業
北島町商工会 アモウ工業 088-698-5606 その他の小売業
北島町商工会 アラジン 088-697-2222 その他の小売業
北島町商工会 Ｒ．Ｇｒｅｙ 088-697-0825 織物・衣服・身の回り品小売業
北島町商工会 居酒屋ひろ助 088-697-2627 飲食店
北島町商工会 居酒屋まるざ 088-697-3370 飲食店
北島町商工会 石井建築アトリエ 088-698-9383 その他のサービス業
北島町商工会 イタリア料理カプリチョーザフジグラン北島 088-697-3330 飲食店
北島町商工会 犬の里ケイズドッグ 088-698-1712 その他の小売業
北島町商工会 イルローザフジグラン北島店 088-697-3353 飲食料品小売業
北島町商工会 いろは精肉店 088-698-2405 飲食料品小売業
北島町商工会 ヴィーヴル 088-699-8401 洗濯・理容・美容・浴場業
北島町商工会 ウィッティ津田 088-698-6607 その他の小売業
北島町商工会 上田精肉店 088-698-2183 飲食料品小売業
北島町商工会 梅田燃料 088-698-2759 その他の小売業
北島町商工会 漆原種苗店 088-698-2314 その他の小売業
北島町商工会 江富写真館 088-698-6888 その他の生活関連サービス業
北島町商工会 えびす製麺所北島店 088-683-2118 飲食店
北島町商工会 大野時計店 088-698-2228 その他の小売業
北島町商工会 オガワフジグラン北島店２Ｆ 088-697-3131 織物・衣服・身の回り品小売業
北島町商工会 おきらく酒場ひろと 088-624-7588 飲食店
北島町商工会 おしゃれ工房そわか 088-678-5620 織物・衣服・身の回り品小売業
北島町商工会 オート北島 088-697-0068 機械器具小売業
北島町商工会 オートショップタニ 088-698-6094 機械器具小売業
北島町商工会 オレンジベビー 088-635-5650 織物・衣服・身の回り品小売業
北島町商工会 介護ショップトーホー（東邦セールス） 088-698-9910 その他の小売業
北島町商工会 角元自動車 088-698-7384 その他のサービス業
北島町商工会 鹿島電機 088-698-2018 その他の小売業
北島町商工会 梶木材店 088-698-2755 その他の小売業
北島町商工会 カラオケ喫茶ムーンライト 088-698-8268 その他のサービス業
北島町商工会 カルマー 088-698-8718 洗濯・理容・美容・浴場業
北島町商工会 北島三愛 088-698-2103 その他の小売業
北島町商工会 北島藤原精肉店 088-698-2605 飲食料品小売業
北島町商工会 キタムラ自動車 088-698-5833 機械器具小売業
北島町商工会 木内電器商会 088-698-2656 その他の小売業
北島町商工会 キョーエイ北島店 088-698-8181 各種商品小売業
北島町商工会 キョーエイケイ・ツー北島店 088-698-9011 各種商品小売業
北島町商工会 キョーエイチャップリン北島店 088-697-2211 織物・衣服・身の回り品小売業
北島町商工会 キョーエイファミリーファッション北島店 088-698-8182 各種商品小売業
北島町商工会 キリン堂北島店 088-687-3977 その他の小売業
北島町商工会 ＱＵＥＥＮ　ＡＮＮＥ　ＨＩＬＬ 088-697-3678 飲食店
北島町商工会 空港タクシー 088-698-2217 その他の生活関連サービス業
北島町商工会 くすりのレデイ北島店 088-683-2620 その他の小売業
北島町商工会 コアフィールドマサコ北島店 088-698-8685 洗濯・理容・美容・浴場業
北島町商工会 香蘭キムチ 088-697-0890 飲食料品小売業
北島町商工会 珈琲日出蔵 088-698-6622 飲食店
北島町商工会 小林洋服店 088-698-2409 織物・衣服・身の回り品小売業
北島町商工会 コメリハード＆グリーン北島店 088-697-3401 各種商品小売業
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北島町商工会 栄電気 088-698-2453 機械器具小売業
北島町商工会 沢口商店 088-698-2910 織物・衣服・身の回り品小売業
北島町商工会 サンモール北島 088-698-6018 織物・衣服・身の回り品小売業
北島町商工会 四国森商会 088-698-5881 その他のサービス業
北島町商工会 シジョーマルシェ北島 088-697-2777 機械器具小売業
北島町商工会 車検のコバック北島店 088-698-7887 その他のサービス業
北島町商工会 シャディサラダ館北島店 088-698-7334 その他の小売業
北島町商工会 シューズコレクションＬａＬａ北島店 0885-32-0602 織物・衣服・身の回り品小売業
北島町商工会 春藤製菓舗 088-698-2270 飲食料品小売業
北島町商工会 ジョイメイト北島店 088-697-2520 機械器具小売業
北島町商工会 松園 088-698-9124 飲食店
北島町商工会 昭月堂本店 088-698-2301 飲食料品小売業
北島町商工会 新洗蔵上地店 088-697-2216 洗濯・理容・美容・浴場業
北島町商工会 新洗蔵ザ・ビッグ北島店 088-698-1646 洗濯・理容・美容・浴場業
北島町商工会 新洗蔵フジグラン北島店 088-697-3373 洗濯・理容・美容・浴場業
北島町商工会 寝装のおおつか 088-698-4661 織物・衣服・身の回り品小売業
北島町商工会 鈴屋フジグラン北島店 088-697-2833 織物・衣服・身の回り品小売業
北島町商工会 住まいサポート徳島 088-678-7406 その他のサービス業
北島町商工会 炭火焼肉のぐ 088-677-8829 飲食店
北島町商工会 炭ヤキｋｉｔｃｈｅｎほん和か 088-678-5598 飲食店
北島町商工会 セブン－イレブン北島高房店 088-698-0071 各種商品小売業
北島町商工会 セブン－イレブン北島江尻店 088-698-7720 飲食料品小売業
北島町商工会 セブン－イレブン北島サンフラワードーム前店 088-698-7725 飲食料品小売業
北島町商工会 セブン－イレブン北島町中村店 088-698-9575 飲食料品小売業
北島町商工会 大信サンドライ 088-698-2409 洗濯・理容・美容・浴場業
北島町商工会 台湾料理大宝 088-697-0102 飲食店
北島町商工会 だるまや 088-641-3288 その他の小売業
北島町商工会 ちょっきん屋 088-698-4550 洗濯・理容・美容・浴場業
北島町商工会 ＴＳＵＴＡＹＡフジグラン北島店 088-697-2913 物品賃貸業
北島町商工会 テクニカエガミ 088-698-2255 機械器具小売業
北島町商工会 ＴＶＧＡＭＥ　ＬＡＮＤ　ＺＥＲＯ 088-678-9225 その他の小売業
北島町商工会 徳島きたじま食堂 088-698-8169 飲食店
北島町商工会 徳島新聞北島専売所 088-698-2887 その他の小売業
北島町商工会 徳島新聞北島西専売所 088-698-7848 その他の小売業
北島町商工会 徳島新聞北島南専売所 088-697-3656 その他の小売業
北島町商工会 徳島たばこセンター 088-698-5550 その他の小売業
北島町商工会 トレンディプラザ北島 088-698-2534 その他の小売業
北島町商工会 どんどん 088-698-9023 飲食店
北島町商工会 内藤商店 088-698-2224 織物・衣服・身の回り品小売業
北島町商工会 ネイチャーセラピーグリーン 088-635-4117 洗濯・理容・美容・浴場業
北島町商工会 橋本眼鏡 088-678-4263 その他の小売業
北島町商工会 橋本商店 088-698-3139 その他の小売業
北島町商工会 花由フジグラン北島店 088-698-9887 その他の小売業
北島町商工会 パパベル北島店 088-697-0037 飲食料品小売業
北島町商工会 浜口薬局 088-698-6577 その他の小売業
北島町商工会 浜農機商会 088-698-2658 その他の小売業
北島町商工会 はり灸・あん摩指圧吉祥堂 090-7925-4443 その他のサービス業
北島町商工会 鈑金のモドーリー北島店 088-698-8070 その他のサービス業
北島町商工会 ビストロひげシェフ 088-698-0210 飲食店
北島町商工会 ヒットスタジオ 088-698-9955 その他のサービス業
北島町商工会 美容室クルア 088-678-3123 洗濯・理容・美容・浴場業
北島町商工会 美容室サクランボ 088-698-9727 洗濯・理容・美容・浴場業
北島町商工会 美容室ルチヤ 088-698-6448 洗濯・理容・美容・浴場業
北島町商工会 福助食堂 088-698-2302 飲食店
北島町商工会 ふく利 088-698-0098 飲食店
北島町商工会 藤井木工 088-698-2703 その他のサービス業
北島町商工会 フジグラン北島 088-697-2911 各種商品小売業
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北島町商工会 フジシマスポーツ 088-698-3773 その他の小売業
北島町商工会 フジトラベルサービストムズ北島営業所 088-697-3070 その他の生活関連サービス業
北島町商工会 フラワーショップ三翠園 088-698-8616 その他の小売業
北島町商工会 ＰＯＬＡエステイン美咲 088-698-3511 洗濯・理容・美容・浴場業
北島町商工会 ホンダカーズ板野東北島店 088-698-2357 機械器具小売業
北島町商工会 マックハウスフジグラン北島店 088-698-8133 織物・衣服・身の回り品小売業
北島町商工会 丸善商事北島給油所 088-698-2411 その他の小売業
北島町商工会 マルトオートサービス 088-698-6332 その他のサービス業
北島町商工会 マルナカ北島店 088-698-2746 各種商品小売業
北島町商工会 村一番 088-698-1478 飲食店
北島町商工会 メガネのアカザワ 088-698-0620 その他の小売業
北島町商工会 メディコ２１・北島店 088-697-3055 その他の小売業
北島町商工会 メディコ２１・北島コスメ店 088-697-3056 その他の小売業
北島町商工会 矢野朝日堂 088-698-2553 飲食料品小売業
北島町商工会 吉野モータース 088-698-7733 その他のサービス業
北島町商工会 読売センター阿波北島 088-678-9943 その他の小売業
北島町商工会 Ｒａｂｂｉｔ・Ｆｏｏｔ 088-697-2502 その他のサービス業
北島町商工会 リカー＆ドラッグきのうち 088-698-2058 飲食料品小売業
北島町商工会 理容室しうち 080-6397-1284 洗濯・理容・美容・浴場業
北島町商工会 理容たけうち 088-641-0561 洗濯・理容・美容・浴場業
北島町商工会 料理・仕出し藤田 088-698-2401 飲食店
北島町商工会 料理仕出しまるやま 088-698-2602 飲食店
北島町商工会 レディスファッションカワムラ 088-698-2566 織物・衣服・身の回り品小売業
北島町商工会 ローソン北島応神橋 088-698-1383 飲食料品小売業
北島町商工会 ローソン北島鯛浜店 088-698-3712 飲食料品小売業
北島町商工会 ローソン北島町中村店 088-698-3822 飲食料品小売業
北島町商工会 ローソン徳島北警察署前 088-698-3963 飲食料品小売業
北島町商工会 ＷＨＡＴ′Ｓ　ＷＨＡＴフジグラン北島店 088-697-3301 織物・衣服・身の回り品小売業
藍住町商工会 あいいろ鍼灸整骨院 088-678-4139 その他のサービス業
藍住町商工会 あいずみ眼鏡店 088-692-3389 その他の小売業
藍住町商工会 藍原畳店 088-692-3361 その他の小売業
藍住町商工会 アウトレット－Ｊ徳島藍住店 088-693-2017 織物・衣服・身の回り品小売業
藍住町商工会 赤から藍住店 088-693-0202 飲食店
藍住町商工会 安芸人形店 088-692-2720 その他の小売業
藍住町商工会 アライソ 088-692-2414 その他の小売業
藍住町商工会 阿波五月園 088-692-9091 その他の小売業
藍住町商工会 居酒家うちんく 088-692-6617 飲食店
藍住町商工会 居酒屋鳴門水産藍住店 088-693-0388 飲食店
藍住町商工会 石川石油ガス 088-692-2248 その他の小売業
藍住町商工会 一番亭 088-692-5114 飲食店
藍住町商工会 井上スポーツショップ 088-692-5297 織物・衣服・身の回り品小売業
藍住町商工会 イルローザ藍住店 088-692-6166 飲食料品小売業
藍住町商工会 いわさ藍住店 088-693-2130 織物・衣服・身の回り品小売業
藍住町商工会 ヴォーグ美容室藍住店 088-692-0840 洗濯・理容・美容・浴場業
藍住町商工会 うどん酒房与作 088-692-8783 飲食店
藍住町商工会 うまいもん茶屋心助 088-678-6002 飲食店
藍住町商工会 エコタウン藍住店（リュースショップ） 088-692-7588 その他の小売業
藍住町商工会 Ｍ＆Ｂ大西 088-641-5541 機械器具小売業
藍住町商工会 大西水道工業所 088-692-4687 技術サービス業（他に分類されないもの）

藍住町商工会 大判焼きとおはぎ豆福 088-637-3025 飲食料品小売業
藍住町商工会 おくむら旅館 088-692-2230 宿泊業
藍住町商工会 奥屋（中華そば奥屋） 088-693-1703 飲食店
藍住町商工会 おごせ電機 088-692-2074 機械器具小売業
藍住町商工会 お好みファミリーヴァンサンカン 088-692-0073 飲食店
藍住町商工会 お好焼あさ井 088-692-5497 飲食店
藍住町商工会 おしゃれのお店おくむら 088-692-2417 織物・衣服・身の回り品小売業
藍住町商工会 おしゃれハウスキヨシゲ 088-692-6120 織物・衣服・身の回り品小売業
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藍住町商工会 おそうじ本舗徳島国府店 088-612-8848 その他の生活関連サービス業
藍住町商工会 御料理宴会吉野屋 088-692-2203 飲食店
藍住町商工会 かがわ化粧品店 088-692-2660 その他の小売業
藍住町商工会 鹿島タイヤ興業所 088-692-2246 機械器具小売業
藍住町商工会 カーテンショップ多田 088-692-2024 その他の小売業
藍住町商工会 カメラのタカタ 088-692-4750 その他の小売業
藍住町商工会 韓国風居酒屋民（香蘭キムチ） 088-679-4811 飲食店
藍住町商工会 喫茶花束 088-641-0093 飲食店
藍住町商工会 キョーエイ藍住店 088-692-6211 各種商品小売業
藍住町商工会 キョーエイ藍住南店 088-637-3003 各種商品小売業
藍住町商工会 キョーエイ笠木店 088-692-7555 各種商品小売業
藍住町商工会 キョーエイダイソー藍住店 088-692-6515 各種商品小売業
藍住町商工会 キョーエイダイソー笠木店 088-692-8890 各種商品小売業
藍住町商工会 キョーエイチャップリン藍住店 088-692-9023 織物・衣服・身の回り品小売業
藍住町商工会 魚々菜々げんた 088-693-1236 飲食店
藍住町商工会 キリン堂藍住徳命店 088-693-1055 その他の小売業
藍住町商工会 キングファミリー徳島藍住店 088-683-3640 織物・衣服・身の回り品小売業
藍住町商工会 薬のかわむら 088-641-1128 その他の小売業
藍住町商工会 くすりのレデイ藍住店 088-693-2123 その他の小売業
藍住町商工会 ケーズデンキ藍住店 088-693-3688 機械器具小売業
藍住町商工会 コアフィールドマサコ藍住店 088-692-5565 洗濯・理容・美容・浴場業
藍住町商工会 ごくらく酒蔵あぐら 088-692-6397 飲食店
藍住町商工会 佐野たたみ商会藍住店 088-692-3032 その他の小売業
藍住町商工会 サンコー調剤薬局直道店 088-637-3193 その他の小売業
藍住町商工会 三美堂 088-692-7001 その他の小売業
藍住町商工会 シャルドネ徳島店 088-692-2502 その他の小売業
藍住町商工会 じゅうじゅうカルビ藍住店 088-693-1429 飲食店
藍住町商工会 シューズショップタケダ藍住店 088-641-1458 織物・衣服・身の回り品小売業
藍住町商工会 昭和シェル藍住給油所 088-692-8780 その他の小売業
藍住町商工会 新洗蔵笠木店 088-692-2024 洗濯・理容・美容・浴場業
藍住町商工会 新洗蔵徳命店 088-693-4909 洗濯・理容・美容・浴場業
藍住町商工会 新洗蔵根来店 088-692-4752 洗濯・理容・美容・浴場業
藍住町商工会 新洗蔵マルナカ成長店 088-683-3588 洗濯・理容・美容・浴場業
藍住町商工会 寿司松 088-692-8282 飲食店
藍住町商工会 スズキ自販徳島アリーナ藍住 088-692-7607 機械器具小売業
藍住町商工会 スーパースポーツゼビオゆめタウン徳島店 088-693-0730 その他の小売業
藍住町商工会 セブン藍住店 088-692-0222 各種商品小売業
藍住町商工会 セブン－イレブン藍住町勝瑞店 088-683-3620 飲食料品小売業
藍住町商工会 セブン－イレブン藍住インター店 088-693-2808 飲食料品小売業
藍住町商工会 セブン－イレブン藍住徳命店 088-693-1351 飲食料品小売業
藍住町商工会 セルフドライママ東中富営業所 088-692-4318 洗濯・理容・美容・浴場業
藍住町商工会 セルフドライママ宮内営業所 088-692-7611 洗濯・理容・美容・浴場業
藍住町商工会 大丸 088-692-2502 その他の小売業
藍住町商工会 ダイレックス藍住店 088-637-3080 各種商品小売業
藍住町商工会 高畑畳店 088-692-2130 その他の小売業
藍住町商工会 ＴＡＫＥＵＣＨＩ 088-641-0883 洗濯・理容・美容・浴場業
藍住町商工会 竹内製麺所 088-692-5196 飲食店
藍住町商工会 武田石油 088-641-0336 その他のサービス業
藍住町商工会 竹とんぼ 088-641-1508 飲食店
藍住町商工会 たとみ酒店 088-641-1217 飲食料品小売業
藍住町商工会 だるまや 088-683-3805 その他の小売業
藍住町商工会 テラス・フェンス・車庫住友ジィーユー 088-679-8771 その他の小売業
藍住町商工会 徳島新聞藍住北専売所 088-692-4403 その他の小売業
藍住町商工会 徳島新聞藍園専売所 088-692-6522 その他の小売業
藍住町商工会 徳島新聞勝瑞専売所 088-693-4060 その他の小売業
藍住町商工会 徳島スズキスズキアリーナ藍住中央 088-692-1811 機械器具小売業
藍住町商工会 トヨタカローラ徳島藍住・板野店 088-693-4150 機械器具小売業
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藍住町商工会 日産サティオ徳島板野支店 088-692-4723 機械器具小売業
藍住町商工会 ネッツトヨタ徳島藍住店 088-693-1515 機械器具小売業
藍住町商工会 バイクショップヤマハシ 088-692-0660 機械器具小売業
藍住町商工会 はと屋 088-692-5264 織物・衣服・身の回り品小売業
藍住町商工会 坂東肥料店 088-692-5182 その他の小売業
藍住町商工会 びっくり館宝島藍住店 088-693-4488 その他の小売業
藍住町商工会 日の出食堂藍住店 088-637-3266 飲食店
藍住町商工会 日の出製菓（蔵本日の出）藍住支店 088-692-8631 飲食料品小売業
藍住町商工会 ビューティーハウスおおくさ 088-641-3538 洗濯・理容・美容・浴場業
藍住町商工会 平尾書店 088-692-4597 その他の小売業
藍住町商工会 ファッションプラザあかざわ 088-692-6321 織物・衣服・身の回り品小売業
藍住町商工会 婦人服タマダ 088-641-3909 織物・衣服・身の回り品小売業
藍住町商工会 ＢＯＯＫ　ＯＦＦ藍住店 088-692-6554 その他の小売業
藍住町商工会 Ｂｏｏｋ′ｓジュピター 088-692-1818 その他の小売業
藍住町商工会 ふらわぁいん八丁堀 088-692-5812 その他の小売業
藍住町商工会 フラワーショップ高田 088-692-4259 その他の小売業
藍住町商工会 ヘアーサロンさいとう 088-692-2734 洗濯・理容・美容・浴場業
藍住町商工会 ベーカーアミ 088-693-4122 飲食料品小売業
藍住町商工会 フラワー＆グリーンギフトショップ萌芽園 088-641-2717 その他の小売業
藍住町商工会 ホームセンターダイキ藍住店 088-692-8281 その他の小売業
藍住町商工会 前田モータース 088-692-3258 機械器具小売業
藍住町商工会 マコト化粧品店 088-692-6251 その他の小売業
藍住町商工会 松屋百貨店 088-692-2225 織物・衣服・身の回り品小売業
藍住町商工会 マネキ藍住店 088-641-3721 織物・衣服・身の回り品小売業
藍住町商工会 丸善商事ツインズ藍住給油所 088-692-5599 その他の小売業
藍住町商工会 マルナカ成長店 088-641-3166 各種商品小売業
藍住町商工会 マルナカ徳島春日店 088-692-5215 各種商品小売業
藍住町商工会 三木写真舘 088-693-1002 その他の生活関連サービス業
藍住町商工会 ミック藍住店 088-692-0007 織物・衣服・身の回り品小売業
藍住町商工会 ミネ青果 088-641-3750 飲食料品小売業
藍住町商工会 メガネサロンコニシ 088-692-5232 その他の小売業
藍住町商工会 メガネのおがさ 088-692-7522 その他の小売業
藍住町商工会 焼肉天山閣藍住店 088-693-3129 飲食店
藍住町商工会 山口文具店 088-692-4143 その他の小売業
藍住町商工会 ヤマザキショップオゼキ 088-692-7848 飲食料品小売業
藍住町商工会 ゆめタウン徳島（一部専門店除く） 088-693-0123 各種商品小売業
藍住町商工会 洋菓子サンタ 088-692-7188 飲食料品小売業
藍住町商工会 ヨコタホーム 088-692-0291 その他のサービス業
藍住町商工会 吉田商店ファミリーストアＩＩ 088-692-2182 各種商品小売業
藍住町商工会 漁師茶屋近海 088-692-6467 飲食店
藍住町商工会 理容たけうち 088-641-0561 洗濯・理容・美容・浴場業
藍住町商工会 ローソン藍住町奥野店 088-693-3901 飲食料品小売業
藍住町商工会 ローソン藍住町西野店 088-692-9227 飲食料品小売業
藍住町商工会 ローソン藍住町東中富店 088-692-0072 飲食料品小売業
藍住町商工会 若松園 088-692-5828 その他のサービス業
藍住町商工会 和風ダイニング連 088-692-0977 飲食店
板野町商工会 青山薬局 088-672-0070 その他の小売業
板野町商工会 秋月ふとん店 088-672-0655 織物・衣服・身の回り品小売業
板野町商工会 アトリエペイザンヌ 088-637-5308 飲食料品小売業
板野町商工会 阿部自動車 088-672-0099 機械器具小売業
板野町商工会 ＥＣＣジュニア板野教室 088-672-5642 その他のサービス業
板野町商工会 板野駅前大栄 088-672-0171 飲食料品小売業
板野町商工会 板野漬物食品 088-672-0145 飲食料品小売業
板野町商工会 いながき化粧品店 088-672-0170 その他の小売業
板野町商工会 犬伏理容店 088-672-1252 洗濯・理容・美容・浴場業
板野町商工会 井上書房 088-672-1133 その他の小売業
板野町商工会 岡田仙漬物食品 088-672-0332 飲食料品小売業
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板野町商工会 岡本製麺 088-672-1117 飲食料品小売業
板野町商工会 尾田木材 088-672-0043 その他の小売業
板野町商工会 学生専科まつたに 088-679-4425 織物・衣服・身の回り品小売業
板野町商工会 加島電機 088-672-1063 機械器具小売業
板野町商工会 京懐石佳居 088-672-5595 洗濯・理容・美容・浴場業
板野町商工会 空調サービス鴻池 088-672-5612 機械器具小売業
板野町商工会 こまどり化粧品店 088-672-0405 その他の小売業
板野町商工会 コメリハード＆グリーン板野店 088-672-7233 各種商品小売業
板野町商工会 散髪ＨＯＵＳＥ古川 088-672-0501 洗濯・理容・美容・浴場業
板野町商工会 志宇知 088-672-0045 洗濯・理容・美容・浴場業
板野町商工会 写真のイナトミ 088-672-5272 技術サービス業（他に分類されないもの）

板野町商工会 新洗蔵マルナカ大寺店 088-672-7151 洗濯・理容・美容・浴場業
板野町商工会 鮨八鮨 088-672-3393 飲食店
板野町商工会 セブン－イレブン板野インター店 088-672-6065 飲食料品小売業
板野町商工会 セブン－イレブン板野町西中富店 088-672-7107 飲食料品小売業
板野町商工会 大○時計店 088-672-0012 その他の小売業
板野町商工会 ダイレックス板野店 088-672-7005 各種商品小売業
板野町商工会 武市商店 088-672-0331 織物・衣服・身の回り品小売業
板野町商工会 男子専科やまもと 088-672-0412 織物・衣服・身の回り品小売業
板野町商工会 長楽印刷 088-672-1612 その他の小売業
板野町商工会 東條水産 088-672-3717 飲食料品小売業
板野町商工会 徳島新聞板野専売所 088-672-0413 その他のサービス業
板野町商工会 徳島新聞板野南専売所 088-672-7881 その他のサービス業
板野町商工会 ながさか 088-672-0112 その他の小売業
板野町商工会 ナッチーノエル 090-5278-7152 飲食店
板野町商工会 初美 088-672-0359 飲食店
板野町商工会 板東金物店 088-672-0175 その他の小売業
板野町商工会 板東洋装店 088-672-0008 織物・衣服・身の回り品小売業
板野町商工会 美容室キャラメルハウス 088-672-2636 洗濯・理容・美容・浴場業
板野町商工会 婦人服タマダ 088-672-4775 織物・衣服・身の回り品小売業
板野町商工会 フラワーショップ花の心 088-672-4139 その他の小売業
板野町商工会 ヘアーサロンばんどう 088-672-3351 洗濯・理容・美容・浴場業
板野町商工会 ホクロク 088-672-0028 織物・衣服・身の回り品小売業
板野町商工会 マスイ時計店 088-672-4375 その他の小売業
板野町商工会 増田モータース 088-679-4070 その他のサービス業
板野町商工会 松村ミシン工業所 088-672-3324 機械器具小売業
板野町商工会 丸池製麺所 088-672-6325 飲食店
板野町商工会 マルシンクリーン 088-672-0569 その他のサービス業
板野町商工会 マルナカ大寺店 088-672-3348 各種商品小売業
板野町商工会 みやたけ呉服店 088-672-2153 織物・衣服・身の回り品小売業
板野町商工会 Ｍｅｒ－ｃｈｏｕ　ｃｈｏｕメルシュシュ 088-672-6163 洗濯・理容・美容・浴場業
板野町商工会 モードサロンフジ 088-672-2688 織物・衣服・身の回り品小売業
板野町商工会 森クリーニング 088-672-0062 洗濯・理容・美容・浴場業
板野町商工会 ラ・カレテーラ上板 088-679-8601 その他の小売業
板野町商工会 理容きしだ 088-672-0686 洗濯・理容・美容・浴場業
板野町商工会 理容室ケーズヘアー 088-672-6177 洗濯・理容・美容・浴場業
板野町商工会 レディススズヤ 088-672-0151 織物・衣服・身の回り品小売業
板野町商工会 ローソン板野町犬伏店 088-672-4271 飲食料品小売業
板野町商工会 ローソン板野町羅漢店 088-672-5390 飲食料品小売業
上板町商工会 浅野自動車 088-694-2875 その他のサービス業
上板町商工会 アピール美容室 088-694-3538 洗濯・理容・美容・浴場業
上板町商工会 阿部石油店 088-694-2224 その他の小売業
上板町商工会 板野ホンダ販売 088-694-3815 機械器具小売業
上板町商工会 いつき接骨院 088-694-4555 その他のサービス業
上板町商工会 エフメイト 088-694-6001 織物・衣服・身の回り品小売業
上板町商工会 大西商店 088-694-2132 飲食料品小売業
上板町商工会 岡萬本舗 088-694-6288 飲食料品小売業
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上板町商工会 加島でんき 088-694-2253 機械器具小売業
上板町商工会 亀井製麺所 088-694-2155 飲食店
上板町商工会 河野酒店 088-694-2215 飲食料品小売業
上板町商工会 木内金物店 088-694-2136 その他の小売業
上板町商工会 キリン堂上板店 088-694-8488 その他の小売業
上板町商工会 コメリハード＆グリーン上板店 088-637-6501 その他の小売業
上板町商工会 こんどう 088-694-2056 その他の小売業
上板町商工会 新洗蔵ザ・ビッグ上板店 088-694-3926 洗濯・理容・美容・浴場業
上板町商工会 スーパーでぐち 088-694-4320 各種商品小売業
上板町商工会 セブン－イレブン上板町神宅店 088-637-6645 飲食料品小売業
上板町商工会 セルフうどんさざなみ徳島店 088-694-7654 飲食店
上板町商工会 セルフドライママ上板営業所 088-694-3562 洗濯・理容・美容・浴場業
上板町商工会 総合衣料まえさか 088-694-2129 織物・衣服・身の回り品小売業
上板町商工会 だいせん食堂 088-694-6025 飲食店
上板町商工会 タイヤセンター赤石 088-694-5135 機械器具小売業
上板町商工会 高志硝子建材 088-694-4084 その他の小売業
上板町商工会 竹内商店 088-694-3562 洗濯・理容・美容・浴場業
上板町商工会 東條自動車整備工場 088-694-2888 その他のサービス業
上板町商工会 徳島新聞高志専売所 088-694-3205 その他の小売業
上板町商工会 徳島新聞松島専売所 088-637-6416 その他の小売業
上板町商工会 富永石油 088-694-2429 その他の小売業
上板町商工会 ニューライス食品 088-694-4455 飲食料品小売業
上板町商工会 野口商店 088-694-2476 飲食料品小売業
上板町商工会 ファミリーショップなとう 088-694-7676 織物・衣服・身の回り品小売業
上板町商工会 松谷商店 088-694-2103 織物・衣服・身の回り品小売業
上板町商工会 マーブル調剤薬局 088-694-7761 その他の小売業
上板町商工会 ミネ美容室 088-694-2784 洗濯・理容・美容・浴場業
上板町商工会 麺魂上板店 088-679-7780 飲食店
上板町商工会 リカオー上板店 088-637-6355 飲食料品小売業
上板町商工会 レストラン際 088-694-3319 飲食店
上板町商工会 ローソン上板椎本店 088-694-7703 飲食料品小売業
上板町商工会 ローソン上板町瀬部店 088-694-3308 飲食料品小売業
上板町商工会 ローソン上板町西分店 088-694-6416 飲食料品小売業
つるぎ町商工会 阿佐商店 0883-62-2010 その他の小売業
つるぎ町商工会 味の善太楼 0883-62-2015 飲食店
つるぎ町商工会 あづまや製菓 0883-62-2105 飲食料品小売業
つるぎ町商工会 井川分店 088-362-2278 その他の小売業
つるぎ町商工会 石井電気商会 0883-64-2226 機械器具小売業
つるぎ町商工会 一宇産直市 0883-67-2571 飲食料品小売業
つるぎ町商工会 井村電設 0883-62-2415 機械器具小売業
つるぎ町商工会 上田商店 0883-62-2225 飲食料品小売業
つるぎ町商工会 エディオンマナベ 0883-62-2017 機械器具小売業
つるぎ町商工会 逢坂商事 088-362-2069 その他の小売業
つるぎ町商工会 大阪屋クリーニング 0883-62-4587 洗濯・理容・美容・浴場業
つるぎ町商工会 オオシタタイヤ 0883-62-2028 機械器具小売業
つるぎ町商工会 大塚園 0883-62-2138 飲食料品小売業
つるぎ町商工会 大西洋品店 0883-62-2247 織物・衣服・身の回り品小売業
つるぎ町商工会 大横美容院 0883-67-2062 洗濯・理容・美容・浴場業
つるぎ町商工会 岡モータース 0883-62-2675 その他のサービス業
つるぎ町商工会 お好み焼なんでやねん 0883-64-3938 飲食店
つるぎ町商工会 オートサービスホリ 0883-64-3810 その他のサービス業
つるぎ町商工会 蔭西商店 0883-67-2544 飲食料品小売業
つるぎ町商工会 「Ｘ＝８０π 」 090-1173-6301 飲食店
つるぎ町商工会 梶石油 0883-64-2188 その他の小売業
つるぎ町商工会 風神漆器店 0883-62-2055 その他の小売業
つるぎ町商工会 カタオカ 0883-65-0781 飲食料品小売業
つるぎ町商工会 金井精肉店 0883-62-2058 飲食料品小売業
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つるぎ町商工会 カラオケＢＯＸメロディ 0883-64-2936 娯楽業
つるぎ町商工会 北室白扇 0883-64-3234 飲食料品小売業
つるぎ町商工会 キャンバス・プラン杉本テント商会 0883-55-1122 その他の小売業
つるぎ町商工会 きりなか美容室 0883-67-2351 洗濯・理容・美容・浴場業
つるぎ町商工会 くすりの長井 0883-64-2133 その他の小売業
つるぎ町商工会 くすりのレデイ貞光店 0883-68-9091 その他の小売業
つるぎ町商工会 国見写真館 0883-62-2214 技術サービス業（他に分類されないもの）

つるぎ町商工会 小林商店 0883-64-2026 飲食店
つるぎ町商工会 子安電機商会 0883-67-2816 機械器具小売業
つるぎ町商工会 坂本電機商会 0883-64-2200 機械器具小売業
つるぎ町商工会 さじきメガネ 0883-62-5189 その他の小売業
つるぎ町商工会 貞光モータース 0883-62-2240 機械器具小売業
つるぎ町商工会 貞光ゆうゆう館 0883-62-5000 飲食店
つるぎ町商工会 三歩ストアー 0883-64-3313 各種商品小売業
つるぎ町商工会 柴田呉服店 0883-62-2333 織物・衣服・身の回り品小売業
つるぎ町商工会 柴田米穀店 0883-62-2556 飲食料品小売業
つるぎ町商工会 清水呉服店 0883-62-2122 織物・衣服・身の回り品小売業
つるぎ町商工会 上徳 0883-62-2507 飲食店
つるぎ町商工会 食処芭花 0883-62-5025 飲食店
つるぎ町商工会 新洗蔵マルナカ貞光店 0883-55-1135 洗濯・理容・美容・浴場業
つるぎ町商工会 正貫堂印房 0883-62-2256 その他の小売業
つるぎ町商工会 セブン－イレブンつるぎ町貞光 0883-62-5513 飲食料品小売業
つるぎ町商工会 武岡酒店 0883-64-2079 飲食料品小売業
つるぎ町商工会 武田鮮魚店 0883-62-2588 飲食料品小売業
つるぎ町商工会 只安春陽堂 0883-64-2156 飲食料品小売業
つるぎ町商工会 タニスタジオ 0883-62-2133 技術サービス業（他に分類されないもの）

つるぎ町商工会 堤電機商会 0883-64-2180 機械器具小売業
つるぎ町商工会 葛籠興業 0883-67-2007 その他の小売業
つるぎ町商工会 つるぎの宿岩戸 0883-67-2826 宿泊業
つるぎ町商工会 鶴野モータース 0883-62-2084 その他のサービス業
つるぎ町商工会 土井勝商店 0883-67-2402 飲食料品小売業
つるぎ町商工会 永井食料品店 0883-62-2229 飲食料品小売業
つるぎ町商工会 永井文具店 0883-62-2137 その他の小売業
つるぎ町商工会 長浦呉服店 0883-62-2117 織物・衣服・身の回り品小売業
つるぎ町商工会 永尾商店 0883-67-2846 織物・衣服・身の回り品小売業
つるぎ町商工会 中野石材 0883-62-3566 その他の小売業
つるぎ町商工会 中山車体 0883-62-3096 その他のサービス業
つるぎ町商工会 南海紙業社 0883-64-2005 その他の小売業
つるぎ町商工会 西岡薬店 0883-62-2506 その他の小売業
つるぎ町商工会 ハマグチ 0883-64-2273 その他の小売業
つるぎ町商工会 濱原石油 088-362-2007 その他の小売業
つるぎ町商工会 はりまや本店 0883-64-2041 飲食料品小売業
つるぎ町商工会 半田ボデー 088-364-3553 その他のサービス業
つるぎ町商工会 半田スーパー 0883-64-2043 各種商品小売業
つるぎ町商工会 半田製麺 0883-64-2025 飲食料品小売業
つるぎ町商工会 半田手延べそうめん協同組合 0883-64-3467 飲食料品小売業
つるぎ町商工会 東出酒店 0883-62-2372 飲食料品小売業
つるぎ町商工会 ビジネスホテルふじ 0883-62-2336 宿泊業
つるぎ町商工会 平井モータース 0883-62-2167 機械器具小売業
つるぎ町商工会 藤川商店 0883-62-2551 その他の小売業
つるぎ町商工会 藤原商店 0883-64-2260 飲食料品小売業
つるぎ町商工会 ヘアーサロンホープ 0883-62-2702 洗濯・理容・美容・浴場業
つるぎ町商工会 本田製麺 0883-64-2422 飲食料品小売業
つるぎ町商工会 毎日石油 0883-62-3080 その他の小売業
つるぎ町商工会 毎日プロパン 0883-62-2005 その他の小売業
つるぎ町商工会 松原電器店 0883-64-3930 機械器具小売業
つるぎ町商工会 まの美容室 0883-62-2323 洗濯・理容・美容・浴場業
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つるぎ町商工会 マルシンオート 0883-67-2077 その他のサービス業
つるぎ町商工会 マルナカ貞光店 0883-62-4111 各種商品小売業
つるぎ町商工会 マルハヤ貞光店 0883-62-4822 その他の小売業
つるぎ町商工会 美崎鮮魚店 0883-62-2070 飲食料品小売業
つるぎ町商工会 美馬鈑金 0883-64-2412 その他のサービス業
つるぎ町商工会 三宅呉服店 0883-64-2107 織物・衣服・身の回り品小売業
つるぎ町商工会 村田書店 0883-62-3666 その他の小売業
つるぎ町商工会 めん恋屋 0883-64-3281 飲食店
つるぎ町商工会 森長商店 0883-62-2701 各種商品小売業
つるぎ町商工会 焼肉ＤＩＮＩＮＧ　ＡＪＩＴＯ 0883-68-9029 飲食店
つるぎ町商工会 八千代 0883-65-0023 飲食料品小売業
つるぎ町商工会 倭麺工房 0883-64-3988 飲食料品小売業
つるぎ町商工会 吉本時計店 0883-62-2592 その他の小売業
つるぎ町商工会 ローソンつるぎ町貞光店 0883-55-1066 飲食料品小売業
つるぎ町商工会 炉ばた焼とみなが 0883-62-2004 飲食店
東みよし町商工会 あたぎや 0883-82-2058 飲食料品小売業
東みよし町商工会 居酒屋ＴＩＡ　ｐｌｕｓ 0883-82-2668 飲食店
東みよし町商工会 リバーサイド開発（ええもん市場） 0883-87-8678 飲食料品小売業
東みよし町商工会 ａｕショップ三加茂ＭＣＳ 0883-76-1070 機械器具小売業
東みよし町商工会 オータニ商事 0883-79-2257 その他の小売業
東みよし町商工会 お茶の川端園 0883-79-2304 飲食料品小売業
東みよし町商工会 御料理松竹 0883-82-2562 飲食店
東みよし町商工会 梶乃 0883-79-5575 飲食店
東みよし町商工会 割烹料理ふぐ処味喜 0883-82-5606 飲食店
東みよし町商工会 加藤園 0883-79-3790 飲食料品小売業
東みよし町商工会 つりぐ川商 0883-82-3555 その他の小売業
東みよし町商工会 北内酒店 0883-79-2467 飲食料品小売業
東みよし町商工会 教育システムいろは堂 0883-82-4696 その他のサービス業
東みよし町商工会 キョーエイダイソー三加茂店 088-382-4570 各種商品小売業
東みよし町商工会 キョーエイドラッグ三加茂店 088-382-4471 その他の小売業
東みよし町商工会 キョーエイファミリーファッション三加茂店 088-382-4473 織物・衣服・身の回り品小売業
東みよし町商工会 クスリキリン堂三好店 0883-76-1970 その他の小売業
東みよし町商工会 久保添薬局 0883-82-4493 その他の小売業
東みよし町商工会 近藤衣料店 0883-79-2002 織物・衣服・身の回り品小売業
東みよし町商工会 嵯峨商店 0883-82-2224 飲食料品小売業
東みよし町商工会 さくら書房三加茂店 0883-82-6157 その他の小売業
東みよし町商工会 サラダ館・槇商 0883-82-6222 その他の小売業
東みよし町商工会 四国補聴器センター 0883-82-5204 その他の小売業
東みよし町商工会 仕出し料理三月田 0883-82-2014 飲食店
東みよし町商工会 酒菜虎ノ介 0883-82-1333 飲食店
東みよし町商工会 しんがぁおおいし 0883-82-3871 織物・衣服・身の回り品小売業
東みよし町商工会 新洗蔵タニ店 0883-82-5501 洗濯・理容・美容・浴場業
東みよし町商工会 大黒屋 0883-82-2115 飲食店
東みよし町商工会 田岡酒店 0883-82-2325 飲食料品小売業
東みよし町商工会 田岡石油店 0883-82-2078 その他の小売業
東みよし町商工会 高砂 0883-82-2359 飲食店
東みよし町商工会 宝寿し 0883-82-5696 飲食店
東みよし町商工会 ダッグ・アウト 0883-82-1040 飲食店
東みよし町商工会 谷酒店 0883-82-5501 飲食料品小売業
東みよし町商工会 タルミ 0883-82-2127 その他の小売業
東みよし町商工会 茶飲処茶蔵 0883-82-2927 飲食店
東みよし町商工会 でんきのつりたに 0883-82-5193 機械器具小売業
東みよし町商工会 徳島おいしんぼ広場 0883-76-5220 飲食店
東みよし町商工会 徳島トヨタ自動車三加茂店 0883-82-4700 機械器具小売業
東みよし町商工会 徳島トヨペット三加茂営業所 0883-82-3210 機械器具小売業
東みよし町商工会 ドコモショップ三加茂店 0883-82-1881 その他の小売業
東みよし町商工会 ドルフィンスイミングクラブ 0883-82-3737 娯楽業
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東みよし町商工会 ハタダ三加茂店 0883-82-4300 飲食料品小売業
東みよし町商工会 ババカメラ三加茂店 0883-82-3434 その他の小売業
東みよし町商工会 ぱれす理美容店 0883-79-3145 洗濯・理容・美容・浴場業
東みよし町商工会 ピザロイヤルハット三加茂店 0883-82-3939 持ち帰り・配達飲食サービス業
東みよし町商工会 ビューティーショップジェイアンドジェイ 0883-82-2682 その他の小売業
東みよし町商工会 福田金物店 0883-79-2416 その他の小売業
東みよし町商工会 フジカワ調剤薬局 0883-79-2014 その他の小売業
東みよし町商工会 ふれあい産直市 0883-82-1300 飲食料品小売業
東みよし町商工会 ヘアーサロンａｂｒｉ 0883-82-5671 洗濯・理容・美容・浴場業
東みよし町商工会 ヘアーサロンオアシス 0883-82-3514 洗濯・理容・美容・浴場業
東みよし町商工会 逸見食品 0883-82-2341 飲食料品小売業
東みよし町商工会 ホームセンターダイキ三加茂店 0883-82-1677 その他の小売業
東みよし町商工会 ホンダカーズ三好 0883-82-2420 機械器具小売業
東みよし町商工会 前田商店 0883-79-2016 織物・衣服・身の回り品小売業
東みよし町商工会 まつや化粧品店 0883-82-2033 その他の小売業
東みよし町商工会 真鍋呉服店 0883-79-2111 織物・衣服・身の回り品小売業
東みよし町商工会 マナベ自動車 0883-79-2392 機械器具小売業
東みよし町商工会 真鍋食品店 0883-79-2003 飲食料品小売業
東みよし町商工会 マネキ三加茂店 0883-82-2740 織物・衣服・身の回り品小売業
東みよし町商工会 マルオカ電機 0883-79-2820 機械器具小売業
東みよし町商工会 マルナカ三加茂店 0883-82-4285 各種商品小売業
東みよし町商工会 マルハヤ三加茂店 0883-82-3988 その他の小売業
東みよし町商工会 マルヨシセンター三加茂店 0883-76-1101 各種商品小売業
東みよし町商工会 三加茂石油 0883-82-2262 その他の小売業
東みよし町商工会 ＭＩＹＵＫＩ 0883-82-2076 その他の小売業
東みよし町商工会 メガネの岸本 0883-82-3423 その他の小売業
東みよし町商工会 元木倉庫 0883-82-2113 飲食料品小売業
東みよし町商工会 森電機商会 0883-79-3088 機械器具小売業
東みよし町商工会 やきとり大吉 0883-82-5415 飲食店
東みよし町商工会 山田商店 0883-79-2108 飲食料品小売業
東みよし町商工会 山本呉服店 0883-82-2167 織物・衣服・身の回り品小売業
東みよし町商工会 遊食房吉の 0883-82-4425 飲食店
東みよし町商工会 ユートピア大西 0883-82-2209 織物・衣服・身の回り品小売業
東みよし町商工会 横田商事 0883-82-2667 その他の小売業
東みよし町商工会 吉井呉服店 0883-82-2108 織物・衣服・身の回り品小売業
東みよし町商工会 吉野川ハイウェイオアシス物産センター 0883-79-5858 各種商品小売業
東みよし町商工会 リカーショップ西徳 0883-82-2066 飲食料品小売業
東みよし町商工会 ルート１９２ 0883-87-8800 飲食店
東みよし町商工会 ローソン東みよし町昼間店 0883-79-5430 飲食料品小売業
東みよし町商工会 ローソン三好三加茂店 0883-82-6339 飲食料品小売業
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