店

舗

炭火焼肉 叡智
気まぐれ
和食天
喫茶チャチャ
鮨夢
ｼｬｲﾝﾛｰﾄﾞ未来
ﾗｰﾒﾝﾌｧﾐﾘｱ
吉野家28号線洲本店
ｶﾗｵｹ喫茶 鯉櫻
つどい処砦
ｻﾝﾗｲｽﾞ淡路BBQｶﾞｰﾃﾞﾝ
鳥蔵
加喜伴
有限会社 松葉寿司
ｶﾚｰﾊｳｽCoCo壱番屋洲本ｲﾝﾀｰ店
大阪王将洲本ｲﾝﾀｰﾁｪﾝｼﾞ店
淡路島ばぁむ工房 maaru factory
Cheri
ﾀﾞｲﾆﾝｸﾞ ｼｭｳ
ｶﾗｵｹ喫茶ﾊｰﾌﾟ
木村SHOKUDO
すし清
国民宿舎慶野松原荘
ｻﾝｾｯﾄﾋﾞｭｰﾎﾃﾙ けひの海
けひの海
けひの海（バーコーナー）
けひの海 カフェラウンジ
淡路島かわらや
スナック Reve (レーベ)
恋路
焼肉 平松
STEAK HOUSE K.G.A
焼肉 白頭山
いろり亭
金太郎 ｼｰﾊﾟ店
民宿花円
鉄平

名

住
南あわじ市山添164-2
南あわじ市山添166
南あわじ市山添167-1ｶｻｸﾞﾗﾝﾃﾞﾎﾃﾙ1F
南あわじ市山添19-7
南あわじ市山添261-1
南あわじ市山添78-4
南あわじ市山添78-5
南あわじ市山添字台の内81-1
南あわじ市広田広田1225
南あわじ市広田広田138-1ｳｲﾝﾃﾞｨﾊｳｽ101
南あわじ市広田広田1466-1
南あわじ市広田広田239-3
南あわじ市広田広田310
南あわじ市広田広田528-1
南あわじ市広田広田547-2
南あわじ市広田広田851-1
南あわじ市広田広田865-1
南あわじ市広田広田865-5
南あわじ市広田広田865-6
南あわじ市広田広田92
南あわじ市松帆塩浜9-5
南あわじ市松帆古津路180-1
南あわじ市松帆古津路970-67
南あわじ市松帆古津路970-76
南あわじ市松帆古津路970-76
南あわじ市松帆古津路970-76
南あわじ市松帆古津路970-76
南あわじ市松帆脇田甲105-2
南あわじ市志知鈩120-1
南あわじ市志知鈩123
南あわじ市湊里159
南あわじ市湊里255-1
南あわじ市湊1000-1
南あわじ市湊1004-19
南あわじ市湊110ｼｮｯﾋﾟﾝｸﾞｾﾝﾀ-ｼ-ﾊﾟ内
南あわじ市湊266-1
南あわじ市湊461

所

店

舗

居酒屋 ひかり
台湾料理豊源
ｽﾅｯｸ湊
季節料理松本
環境食材
芳膳
嘉もん
やまや
活魚割烹紅
小料理なかお
ﾐﾚｯﾄﾏﾙｼｪ･ｿﾗ
和良久
ｶﾗｵｹWAVE 三原店
石窯ﾋﾟｻﾞ丸
ｳｪﾃﾞｨﾝｸﾞﾍﾞﾙ
支那そば天空
和洋菓子末廣
喜久
とと芳
居酒屋炉ばた 和
ふくｶﾗ
餃子の王将淡路島三原店
ﾗｳﾝｼﾞpure
志知カフェ
ｺｱﾗ家
淡路島ﾗｰﾒﾝ東大
淡路ﾌｧｰﾑﾊﾟｰｸｲﾝｸﾞﾗﾝﾄﾞの丘 MOO MOOﾊﾞｰﾍﾞｷｭｰ
淡路ﾌｧｰﾑﾊﾟｰｸ ｲﾝｸﾞﾗﾝﾄﾞの丘 石釜ﾋﾟｯﾂｧ工房
淡路ﾌｧｰﾑﾊﾟｰｸ ｲﾝｸﾞﾗﾝﾄﾞの丘 ﾐﾙｸﾊｳｽ
淡路ﾌｧｰﾑﾊﾟｰｸ ｲﾝｸﾞﾗﾝﾄﾞの丘 おいしい工房
淡路ﾌｧｰﾑﾊﾟｰｸ ｲﾝｸﾞﾗﾝﾄﾞの丘 ｺｱﾗ島ﾊﾞｰｶﾞｰ
淡路ﾌｧｰﾑﾊﾟｰｸ ｲﾝｸﾞﾗﾝﾄﾞの丘 ｷｯﾁﾝﾕｰｶﾘが丘
淡路ﾌｧｰﾑﾊﾟｰｸｲﾝｸﾞﾗﾝﾄﾞの丘 ﾌｧｰﾏｰｽﾞｷｯﾁﾝ
赤坂鉄板焼居酒屋
ふらんす食堂ﾌﾟﾃｨﾎﾟﾜ
焼肉あらき
南あわじｸｱ施設 さんゆ〜館

名

住
南あわじ市湊506-2
南あわじ市湊54-1
南あわじ市湊54-1
南あわじ市津井2277-21
南あわじ市津井2281-6
南あわじ市榎列上幡多871-1
南あわじ市榎列西川113-2
南あわじ市榎列西川87
南あわじ市榎列西川87
南あわじ市榎列小榎列183岡田ﾏﾝｼｮﾝ102
南あわじ市榎列小榎列183岡田ﾏﾝｼｮﾝ103
南あわじ市榎列小榎列234-1
南あわじ市榎列小榎列404
南あわじ市榎列小榎列409-7
南あわじ市榎列小榎列435-1
南あわじ市榎列小榎列435-1
南あわじ市榎列大榎列外1-51
南あわじ市榎列松田680-6
南あわじ市榎列松田710光ﾊｲﾂ101号
南あわじ市榎列松田733-24-205号
南あわじ市八木野原214-3
南あわじ市八木新庄311-1
南あわじ市八木新庄321-7
南あわじ市八木新庄447-1
南あわじ市八木養宜上1029
南あわじ市八木養宜上1029-50
南あわじ市八木養宜上1401
南あわじ市八木養宜上1401
南あわじ市八木養宜上1401
南あわじ市八木養宜上1401
南あわじ市八木養宜上1401
南あわじ市八木養宜上1401
南あわじ市八木養宜上1401
南あわじ市八木養宜上1437-1
南あわじ市八木寺内1150−2 ｻﾝみはら 1F
南あわじ市八木寺内1304
南あわじ市神代社家2332

所

店
舗
南あわじ市ｻｲｸﾘﾝｸﾞﾀｰﾐﾅﾙゆずるは荘
地魚 地野菜 旬
べんけい
満面国衙店
和久羅
鉄板ﾀﾞｲﾆﾝｸﾞ 楽空
和風ｶﾌｪ菓のん
ﾌﾚｯｼｭﾍﾞｰｶﾘｰ麦畑
fuku
Spica Rose THE BAR
義周
畔
やきとり大吉 南あわじ店
食処和ぃ和ぃ
ｽﾅｯｸ絵梨子
鉄板居酒屋 麦笑
居酒屋りき
おきな寿司
木馬軒
新こむぎ
多聞
ﾊｯﾋﾟｰ幸寿司
ぐりるｴｲﾄ
お好み焼キッチン 京子
SHIKON
MURA-LABO
GURUDOG☓THE BAR
RED WAGON
CreperieOriton
活魚料理 沖
あわぢ阿うん
三澤商店
山武水産
天羽商店
ジョイポートレストランなないろ
ばんぶうI
焙煎工房&淡路牛ﾊﾞｰﾙ ｼﾞﾛﾃﾞｱﾜｼﾞ

名

住
南あわじ市神代浦壁1040-3
南あわじ市神代国衛1197-5
南あわじ市神代国衛1210-1
南あわじ市神代国衙1087-1
南あわじ市神代國衙1092
南あわじ市神代國衙1654
南あわじ市神代地頭方955-1
南あわじ市市円行寺298-6
南あわじ市市青木110-13
南あわじ市市青木114-5ｱﾜｼﾞ花ﾎﾃﾙ1階
南あわじ市市青木91-4
南あわじ市市十一ｹ所10-47
南あわじ市市小井451-14
南あわじ市市小井451-36
南あわじ市市小井451-36
南あわじ市市小井451-37
南あわじ市市小井451-37
南あわじ市市市113-7
南あわじ市市三條1161-1
南あわじ市市三條1188-3
南あわじ市市三條723-2
南あわじ市市福永549-2
南あわじ市福良甲1291-5
南あわじ市福良甲1310₋2
南あわじ市福良甲1327-6
南あわじ市福良甲1526-2
南あわじ市福良甲1526-2
南あわじ市福良甲1526-2
南あわじ市福良甲1526-2
南あわじ市福良甲1527-2築地迎ﾋﾞﾙ1 F
南あわじ市福良甲1528-25
南あわじ市福良甲1528-4
南あわじ市福良甲1528-7
南あわじ市福良甲1528番4地先
南あわじ市福良甲１５２８番地うずしおドームなないろ館
南あわじ市福良甲1529-3
南あわじ市福良甲1529-3

所

店
舗
湊小宿 海と薫とAWAJISHIMA
清中
心鮮料理万代
お好み焼き とん平
一品季節料理まえ川
鼓亭
焼肉ﾎﾙﾓﾝ福一
味処とっくり
小家の梵
野菜酒憾なみなみ
寿司一作
炉端あや
食酒ｵﾝｽﾞ
Bonheur
あずき堂
cafe&bar WHIRLPOOL
隠れ家BarWanny &Manabee
かくれ家
平松食堂
料理民宿 浜福
愛ﾗﾝﾄﾞふじ本
とみ栄荘
民宿 瀬登
絶景ﾚｽﾄﾗﾝ うずの丘
あわじ島ﾊﾞｰｶﾞｰ 淡路島ｵﾆｵﾝｷｯﾁﾝ うずの丘店
うずしおﾚｽﾄﾗﾝ
あわじ島ﾊﾞｰｶﾞｰ 淡路島ｵﾆｵﾝｷｯﾁﾝ 本店
三富
和食ﾀﾞｲﾆﾝｸﾞ むら上
No.One
季節料理 季楽
ｷﾝｸﾞどんどん
鮨居酒屋ながお
ちょうじ
Taverna Gattolibero
亜湖
お食事処 潮味

名

住
南あわじ市福良甲1529-7
南あわじ市福良甲250−2
南あわじ市福良甲291の5
南あわじ市福良甲512-102
南あわじ市福良甲512-138
南あわじ市福良甲512-22
南あわじ市福良甲512-43ｻﾝﾊｲﾂ103
南あわじ市福良甲512-91
南あわじ市福良甲512-96
南あわじ市福良乙1620-82
南あわじ市福良乙1652-2
南あわじ市福良乙30
南あわじ市福良乙441-4
南あわじ市福良乙453-1
南あわじ市福良乙555-1
南あわじ市福良乙63
南あわじ市福良乙742-1
南あわじ市福良乙950
南あわじ市福良丙28-19
南あわじ市福良丙324-4
南あわじ市福良丙563
南あわじ市福良丙67
南あわじ市福良丙772-25
南あわじ市福良丙936-3
南あわじ市福良丙936-3
南あわじ市福良丙947-22
南あわじ市福良丙947-22
南あわじ市賀集八幡南189-1
南あわじ市賀集八幡南79-2
南あわじ市福良甲512-128
南あわじ市賀集野田
南あわじ市賀集野田187-7
南あわじ市賀集野田30-1
南あわじ市賀集419-1
南あわじ市賀集419-1
南あわじ市賀集826-3
南あわじ市潮美台1-24-3

所

店
舗
ｽﾅｯｸ･お好み焼 なかがわ
春日
ﾌﾚﾝｽﾞ
ﾎﾃﾙﾆｭｰｱﾜｼﾞ ﾌﾟﾗｻﾞ淡路島
淡路じゃのひれﾊﾞｰﾍﾞｷｭｰｶﾞｰﾃﾞﾝ
ｱﾏﾃﾗｽｶﾌｪ
ﾍﾟﾝｼｮﾝkimiﾊｳｽ
はぶ荘
魚治
えびす屋旅館
坂口荘
みたき荘
うおざき荘
繁栄荘
Pizzeria e Trattoria まるみ
民宿 いづみ丸
淡路島愛ｶﾌｪ
淡路島南ﾊﾟｰｷﾝｸﾞｴﾘｱ下り線
淡路島南ﾊﾟｰｷﾝｸﾞｴﾘｱ上り線
旅館いび
民宿 しら波荘
玉福旅館
観潮荘
大潮荘
海鮮漁師料理･水軍
民宿･割烹しらさき
木村屋旅館

名

住
南あわじ市北阿万伊賀野1-2
南あわじ市北阿万伊賀野594-14
南あわじ市北阿万筒井1764-1
南あわじ市阿万吹上町1241-5
南あわじ市阿万塩屋町2660
南あわじ市阿万塩屋町565-2
南あわじ市阿万塩屋町757-180
南あわじ市灘土生15-14
南あわじ市灘土生176
南あわじ市灘土生210
南あわじ市阿那賀1186
南あわじ市阿那賀1278-1
南あわじ市阿那賀1409
南あわじ市阿那賀1441-3
南あわじ市阿那賀1473-1
南あわじ市阿那賀1505
南あわじ市阿那賀1649-16
南あわじ市阿那賀608-8
南あわじ市阿那賀731-8
南あわじ市阿那賀833
南あわじ市阿那賀851
南あわじ市阿那賀903
南あわじ市阿那賀906
南あわじ市阿那賀井毘845-3
南あわじ市沼島2402
南あわじ市沼島824
南あわじ市沼島899

所

