
WEBでつながるフリーマガジン「フクポン.com」　設置個所一覧　
徳島市近郊（藍住町、北島町、松茂町、板野町、上板町）

2014年9月現在

設置場所 電話番号

BUNZO 藍住店 板野郡 藍住町 奥野字西中須59－1 088-693-2332

キョーエイ藍住店 板野郡 藍住町 東中富字長江傍示42 088-692-6211

キョーエイ笠木店 板野郡 藍住町 笠木字中野156－1 088-692-7555

ダイソー藍住店(キョーエイ藍住横) 板野郡 藍住町 東中富字長江傍示28番地5 088-692-6515　

チャップリン藍住店 板野郡 藍住町 東中富字直道傍示31番地1 088-692-9023　

ダイソー笠木店(キョーエイ笠木横) 板野郡 藍住町 笠木字中野154番地1 088-692-8890

ジュピター 板野郡 藍住町 奥野字西中須62－1 088-692-1818

キングスロード藍住 板野郡 藍住町 東中富字長江傍示88-1 088-692-5116

キリン堂藍住 板野郡 藍住町 徳命字元村159ー8 088-693-1055

メジャースポーツ藍住 板野郡 藍住町 奥野字東中須27-1 088-692-1100

セブン藍住店 板野郡 藍住町 徳命字名田470-1 088-692-0222

徳島銀行　藍住支店 板野郡 藍住町 奧野字矢上前51-7 088-692-3015

徳島銀行　コーナン藍住出張所 板野郡 藍住町 住吉字千鳥が浜87-2 088-693-2282

徳島銀行　勝瑞支店 板野郡 藍住町 勝瑞字東勝地92-1 088-641-3688

ロングウッド藍住 板野郡 藍住町 徳命字元村151 088-693-0040

ほっかほっか亭　藍住役場前店 板野郡 藍住町 奥野字矢上前28－1

ヘアーベイスニコ 板野郡 藍住町 笠木字中野171-1 088-693-1156

熱烈タンタン麺一番亭 藍住店 板野郡 藍住町 東中富字直道傍示50-8 088-692-0073

ゆめタウン徳島　高速バスチケットセンター 板野郡 藍住町 奥野字東中須88番地の1

キョーエイ藍住店南店 板野郡 藍住町 住吉字千鳥ケ浜88-4 088-637-3003

マルナカ徳島春日店 板野郡 藍住町 乙瀬字中田98-6 088-692-5215

マルナカ成長店 板野郡 藍住町 勝瑞字成長114-1 088-641-3166

天山閣　藍住店 板野郡 藍住町 奥野西中須63-1

業務用食品スーパー北島店 板野郡 北島町 江尻字妙蛇池48-123 088-698-1018

株式会社賃貸住宅サービス 板野郡 北島町 鯛浜字西ノ須64－11 088-698-0101

キョーエイ北島店 板野郡 北島町 江尻字小分10 088-698-8181

キョーエイファミリーファッション北島店 板野郡 北島町 江尻字小分9番地 088-698-8182　

トレンディプラザ北島(福田石油) 板野郡 北島町 江尻字夷ノ本4－2 088-698-2943

フジグラン北島 板野郡 北島町 鯛浜字西ノ須174　

フジグラン北島映画館 板野郡 北島町 鯛浜字西ノ須174　 088－697－3111

徳島銀行　北島支店 板野郡 北島町 中村字明神下7-5 088-698-2811

徳島銀行　北島支店フジグラン出張所 板野郡 北島町 鯛浜字西ノ須174 088-697-3366

サンモール 板野郡 北島町 鯛浜字原８５－１

ローソン 北島中村店 板野郡 北島町 中村竹ノ下 17-1 088-698-3822

ランチボックス 板野郡 北島町 江尻松ノ本18-6

徳島生協コープ北島 板野郡 北島町 中村字東開17-1 088-698-6969

徳島たばこセンター 板野郡 北島町 鯛浜字原32-5

TSUTAYA　北島店 板野郡 北島町 鯛浜字川久保211-6

徳島バス株式会社(北島営業所) 板野郡 北島町 高房百堤外1-25

ミニストップ 北島町江尻店 板野郡 北島町 江尻字妙蛇池33番1

ミニストップ 北島新喜来店 板野郡 北島町 新喜来字砂原３５番２

小僧寿司　北島店 板野郡 北島町 中村字東開６−１

まるざ本店(フジグラン北島店内) 板野郡 北島町 鯛浜字西ノ須81-1 088-697-3370

マルナカ北島店 板野郡 北島町 中村字明神下19-1 088-698-2746

大信サンドライ　松茂営業所 板野郡 松茂町 笹木野字八下33－6 088-699-4423

みつ美容センター 板野郡 松茂町 笹木野字八下36-6 088-699-5480

ササクラスポーツ社 板野郡 松茂町 中喜来字群恵157－3 088-699-7550

キョーエイ松茂店 板野郡 松茂町 広島字中ハリ3－1 088-699-6600

徳島銀行　空港支店 板野郡 松茂町 笹木野字八北開拓149-1 088-699-7216

月見ヶ丘海浜公園 板野郡 松茂町 豊岡字山ノ手42 088-699-6697

松茂高速バスチケットセンター 板野郡 松茂町 中喜来字前原東3番越7-1

サークルｋ 松茂中喜来店 板野郡 松茂町 中喜来字都恵151番地1

サークルｋ 松茂笹木野店 板野郡 松茂町 笹木野字八上89番1

サンクス 徳島空港口店 板野郡 松茂町 中喜来字稲本220-1

テックランド 徳島松茂店 板野郡 松茂町 広島字小ハリ24-1

弁当屋　松茂店 板野郡 松茂町 広島字南ノ川39-9

マルナカ徳島空港店 板野郡 松茂町 笹木野字八北開拓191-2 088-699-0808

東徳島病院国立療養所　食堂 板野郡 板野町 大寺字大向北1－1 088-672-1216

徳島銀行　板野支店 板野郡 板野町 大寺字泉口23-1 088-672-1120

かず歯科 板野郡 板野町 中久保字杉ノ本51-1 088-672-7757

あすたむらんど 板野郡 板野町 那東字キビガ谷45-22

サークルｋ 板野川端店 板野郡 板野町 川端字手崎43番地1
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徳島銀行　上板支店 板野郡 上板町 西分字馬道南36-2 088-694-3021

ほっかほっか亭　上坂店 板野郡 上板町 西分字カヤノ14番地1 088-694-5910

吉野川温泉 板野郡 上板町 椎本四宮西 088-694-2242

なとう上板店 板野郡 上板町 椎本字西窪北380 088-694-7676 

ザ・ビッグ上板店 板野郡 上板町 椎本中ノ内3 088-694-8251


