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設置場所 電話番号
千松自動車教習所 徳島市 北佐古二番町 3-17 088-632-0472

シダックス徳島秋田町クラブ 徳島市 秋田町 1丁目27－1 088-625-7575

シダックス徳島南田宮クラブ 徳島市 南田宮 2丁目114－5 088-632-1123

歌謡喫茶　ルナ 徳島市 国府町 池尻55－3 088-642-7233

あいぽーと徳島　徳島県立人権教育啓発推進センター 徳島市 東沖洲 2－14　沖洲マリンターミナル内 088-664-3719

あかさこ珈琲店 徳島市 城東町 2丁目1－29 088-655-3917

リサイクルショップ　ａ・ｙａ 徳島市 北常三島町 3-40 088-657-6226

ファミリーマート佐古四番町店 徳島市 佐古四番町 8の7 088-657-7081

徳島県庁前第一ホテル 徳島市 昭和町 1丁目15 088-655-5151

Ａ－プライス徳島店 徳島市 昭和町 5丁目4 088-611-3670

業務用食品スーパー法花店 徳島市 大谷町 新堤17－4 088-669-5076

ローソン徳島山城西店 徳島市 山城西 2丁目2 088-623-2004

ほっかほっか亭／国府店 徳島市 国府町 日開1121－1 088-643-3060

アウトドアショップ・ジョイン 徳島市 末広 2丁目1－119 088-625-5593

セブン城南店 徳島市 城南町 2丁目4－34 088-611-3383

キングスロード／川内店 徳島市 川内町 竹須賀160－1 088-666-2201

ヘアーサロンクリーク 徳島市 昭和町 7丁目1－5 088-653-4850

ほっかほっか亭／八万店 徳島市 八万町 川南134－1 088-668-5968

カラオケ村ジャイブ 徳島市 川内町 鈴江北3－2 088-666-1777

コピーズ富田浜店 徳島市 富田浜 2丁目16－1 088-652-9070

電気館トマト 徳島市 城南町 3丁目5－25 088-624-6677

ファミリーマート徳島八万町店 徳島市 八万町 下福万169－2 088-667-1585

やどかり君 徳島市 応神町 古川字戎子野90－3 088-665-9999

カットハウストクシマ 徳島市 寺島本町 西1丁目61－4－1Ｆ 088-624-0909

川島病院 徳島市 北佐古一番町 1-39 088-631-0110

キョーエイ末広店 徳島市 末広 4丁目6－50 088-625-2567

キョーエイ福島店 徳島市 福島 1丁目10－50 088-653-2926

キョーエイ佐古店 徳島市 佐古三番町 15－33 088-622-7901

キョーエイ住吉店 徳島市 住吉 6丁目25 088-625-9881

キョーエイ山城橋店 徳島市 南昭和町 4丁目92 088-653-2155

キョーエイ川内店 徳島市 川内町 大松70－1 088-665-1366

キョーエイ二軒屋店 徳島市 南二軒屋町 2丁目1192番地2 088-625-4488

キョーエイタクト店 徳島市 南島田町 3丁目46－1 0120-778361

キョーエイ沖浜店 徳島市 山城西 4丁目29－1 088-611-0077

キョーエイ中央店 徳島市 中央通 1丁目22 088-622-4428

春日神社 徳島市 眉山町 大滝山1 088-622-5733

㈱徳島銀行　本店営業部 徳島市 富田浜 1丁目16 088-656-1111

チャップリン沖浜店 徳島市 沖浜 2丁目18番地 088-653-6333　

ホテルサンルート徳島 徳島市 元町 1丁目5－1 088-653-8111

ホテル白水園 徳島市 仲之町 1丁目40 088-622-9165

剣山ホテル 徳島市 南内町 2丁目11 088-654-3331

徳島駅前第一ホテル 徳島市 一番町 2丁目21 088-655-5005

タウンホテル千代 徳島市 かちどき橋 1丁目50 088-653-6221

ビジネスホテルメイアップ 徳島市 幸町 3丁目108 088-655-5757

ホテル千秋閣 徳島市 幸町 3丁目55 088-622-9121

プラザイン徳島 徳島市 助任橋 1の20 088-626-1771

徳島グランヴィリオホテル 徳島市 万代町 5の1 088-624-1111

サンシャイン徳島 徳島市 南出来島町 2丁目9 088-622-2333

サンシャイン徳島アネックス 徳島市 南出来島町 南出来島町2丁目9 088-622-2333

株式会社愛媛銀行／徳島支店 徳島市 両国本町 1丁目33 088-622-7747

株式会社黒崎楽器 徳島市 通町 1番地の18 088-653-6677

ポップライフ 徳島市 応神町 古川字日ノ上35−6

商工会議所 徳島市 南末広町 5丁目8-8

ハヤシカメラ(ガスト西側) 徳島市 幸町 1丁目17番地 088-653-3533　

セブン北田宮 徳島市 北田宮 4丁目5-15 088-634-3655

東横イン徳島駅前店 徳島市 両国本町 1番町5 088-657-1045  

デイリーマート　津田店 徳島市 津田本町 4丁目451－1 088-636-1616

セブン名東店 徳島市 名東町 2-615-1 088-633-4011

ローソン徳島大学病院 徳島市 蔵本町 2‐50‐1 088-633-7716

ボンタ徳島大学店 徳島市 蔵本町 2‐50‐1 088-633-7716

たきたて弁当 徳島市 北常三島町 2丁目9 088-625-7656

ママの店田宮店 徳島市 南田宮 南田宮2丁目15-1 088-633-5963

ケンタッキー沖浜店 徳島市 沖浜 沖浜3-8 088-656-1568

ヤマザキショップ寺島本町東店 徳島市 寺島本町 東2-16

オーシャン東九フェリー 徳島市 津田 海岸町 088-662-0489

うどん亭やま　幸町店 徳島市 幸町 2丁目30-1F 088-602-2061

うどん亭やま　駅前店 徳島市 寺島本町 東3丁目12-7-1F 088-611-3622

住所
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うどん亭やま　タクト店 徳島市 南島田町 3丁目55 088-634-1558

徳島銀行　渭東支店 徳島市 福島 2丁目2-39 088-623-1521

徳島銀行　渭北支店 徳島市 吉野本町 4丁目18-2 088-622-7511

徳島銀行　沖洲支店 徳島市 北沖洲 3丁目1-2 088-664-1177

徳島銀行　加茂名支店 徳島市 庄町 5丁目11-1 088-631-4441

徳島銀行　川内支店 徳島市 川内町 加賀須野435-2 088-665-3301

徳島銀行　県庁支店 徳島市 万代町 1丁目1 088-623-4444

徳島銀行　国府支店 徳島市 国府町 早淵字池久保6-3 088-642-2055

徳島銀行　国府北支店 徳島市 国府町 井戸字高輪地46-3 088-642-8878

徳島銀行　佐古支店 徳島市 佐古八番町 3-25 088-653-7195

徳島銀行　佐古東支店 徳島市 佐古二番町 7-3 088-623-0281

徳島銀行　昭和町支店 徳島市 昭和町 1丁目37 088-653-7181

徳島銀行　地蔵橋支店 徳島市 勝占町 惣田6-6 088-669-3939

徳島銀行　助任支店 徳島市 助任橋 3丁目23 088-653-7771

徳島銀行　津田支店 徳島市 津田本町 4丁目1-50 088-662-2376

徳島銀行　徳島駅前支店 徳島市 寺島本町 東3丁目15-5 088-622-3231

徳島銀行　二軒屋支店 徳島市 二軒屋町 1丁目17-1 088-653-7151

徳島銀行　八万支店 徳島市 南二軒屋町 石井利1352-8 088-625-0125

徳島銀行　マリンピア支店 徳島市 東沖洲 1丁目1-4 088-664-3318

徳島銀行　南昭和町支店 徳島市 南昭和町 4丁目66-1 088-626-1077

徳島銀行　矢三支店 徳島市 南矢三町 1丁目2-35 088-632-2311

徳島銀行　流通センター支店 徳島市 川内町 平石流通団地52 088-665-1008

徳島銀行　論田支店 徳島市 大原町 中須32-1 088-662-3789

阿部珈琲 徳島市 徳島町 3丁目5 088-655-2355

あいぽーと徳島　本四海峡バス受付前の棚 徳島市 東沖洲 2－14　沖洲マリンターミナル内 088-664-3719

ほかほか弁当　矢三店 徳島市 南矢三町 3丁目4-39 088-631-3422

ほっかほっか亭　住吉店 徳島市 住吉 2丁目2-8 088-623-9272

あおい接骨院 徳島市 南島田町 2丁目114-1

遊場(ゲームセンター内) 徳島市 南田宮 2-100-1 

セブン安宅店 徳島市 安宅 2丁目4-17 088-626-5443

アクティ21前 徳島市 紺屋町 5-1-4-1F

アクティ異人館1F(サウスインフォメーション) 徳島市 秋田町 1丁目50-1

セブン八万店 徳島市 八万町 大坪54-1 088-668-7401 

セブンしらさぎ台 徳島市 上八万町 西山564-1 088-644-0288

セブン国府店 徳島市 国府町 日開459-15 088-642-5553

キョーエイ大谷店 徳島市 大谷町 新堤46-1

賃貸住宅サポート 徳島市 八万町 弐丈53－3 088-668-6631

穴吹カレッジ 徳島市 徳島町 2丁目20 088-653-3155

ランドリークィーン 徳島市 八万町 八万町(弐丈)50-1　コーポサンライズ

そば蔵本店 徳島市 新蔵町 1丁目77番地

四国セント歯科 徳島市 勝占町 外敷地16－36  088-669-0101

アークビル前モニター横 徳島市 秋田町 1-17-1 アークビル

くじら両国橋店前ラック 徳島市 両国橋 11-2

やまなみ珈琲　沖浜店 徳島市 沖浜東 1丁目5番

銀座アビタシオン東新町 徳島市 東新町 2丁目20

コープ住吉 徳島市 住吉 ５丁目５０ 

安宅接骨院 徳島市 安宅 1の１０－９ 088-656-3510

ディスクステーションAWA 徳島市 寺島本町 東3-6-1 088-654-8678

スカイマート　佐古店 徳島市 佐古三番町 6-18 088-622-7530 

UTOPIA 春日店 徳島市 春日 1-4-54 088-631-6331

キョーエイ　昭和店 徳島市 中昭和町 5丁目56 088-652-4147

サーフショップグレア 徳島市 川内町 旭野365-3 088-666-4081

Ｙショップうちだ 徳島市 南田宮 2丁目6番2号

三菱自動車徳島本店 徳島市 論田町 和太開3-1 088-662-0111

とば作　昭和店 徳島市 昭和町 昭和町6-25 088-625-3909

カメラのキタムラ 徳島市 沖浜 ３丁目１２番１３号 088-626-0001

キングスロード　バイパス店 徳島市 南昭和町 1丁目3 088-652-9073

ホームランドーム徳島店 徳島市 西新浜町 2丁目-62-2 088-636-1221

徳島県JA会館(別館2階　施設館) 徳島市 北佐古一番町 5-12

徳島県JA会館(1階　農協観光) 徳島市 北佐古一番町 5-12

徳島県JA会館(2階　総務課) 徳島市 北佐古一番町 5-12

徳島県JA会館(3階　中央会　右) 徳島市 北佐古一番町 5-12

徳島県JA会館(3階　中央会　左) 徳島市 北佐古一番町 5-12

徳島県JA会館(4階　全農とくしま左) 徳島市 北佐古一番町 5-12

徳島県JA会館(JA全農燃料部)4F 徳島市 北佐古一番町 5-12

徳島県JA会館(厚生連)7F 徳島市 北佐古一番町 5-12

徳島県信用保証協会5F 徳島市 南末広町 5番8-8号
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kurasu　カフェ 徳島市 南島田町 3-71-1 088-633-3030

ドラッグストアmac　矢三店 徳島市 南矢三町 3-5-43 088-634-4747

Hair Story 徳島市 八万町 大坪96-11

TSUTAYA　田宮店 徳島市 南田宮 2丁目2-46

TSUTAYA　徳島新浜店 徳島市 西新浜町 1丁目4-15

徳島駅前案内所(駅前ターミナル) 徳島市 寺島本町 東3-8

高速バス予約センター(本社1F) 徳島市 出来島本町 1丁目25

徳バス観光サービス(アミコ営業所) 徳島市 元町 1-24　アミコビル1F

徳バス観光サービス(キョーエイタクト店） 徳島市 南島田町 3丁目46-1

サークルK徳島駅前店 徳島市 元町 1丁目5番1

サークルK 東大工町店 徳島市 東大工町 3丁目16番　徳島三木ビル1F

サークルK 徳島応神店 徳島市 応神町 吉成字有天80番1

サークルｋ 徳島北矢三店 徳島市 北矢三町 3丁目804番地5号

サークルK 徳島マリンピア店 徳島市 東沖洲 1丁目3番5

サークルK 徳島駅東店 徳島市 寺島本町 東3丁目12番8 K1ビル1階

サークルK 徳島南田宮店 徳島市 南田宮 3丁目2番48号

サンクス 応神町西吉成店 徳島市 応神町 吉成字西吉成113番地1

サンクス 徳島大原町店 徳島市 大原町 川添9番地

サンクス 国府北岩延店 徳島市 国府町 北岩延字三反地14番地1

サンクス 国府観音寺店 徳島市 国府町 観音寺字弐反田629-1

サンクス 徳島南島田店 徳島市 南島田町 2丁目116-1

サンクス 徳島南沖洲店 徳島市 南沖洲 5丁目188番地14

ミニストップ 徳島竜王店 徳島市 国府町 竜王6番地20

ミニストップ 徳島応神店 徳島市 応神町 西貞方字仁徳169-1

ミニストップ 徳島北沖洲店 徳島市 北沖洲 325番1

ミニストップ 徳島城南町店 徳島市 城南町 一丁目2-25

ミニストップ 徳島新浜町店 徳島市 新浜町 一丁目1-8

ミニストップ 徳島末広店 徳島市 末広 二丁目１番39-1号

テックランド 徳島本店 徳島市 中吉野町 4丁目1-1

キョーエイ国府店 徳島市 国府町 早渕字池久保41番地1

レディ薬局　新浜店 徳島市 西新浜町 1丁目1番1号

レディ薬局　末広店 徳島市 末広 3丁目2番1号

LUXE　DINING　eats 徳島市 秋田町 1-17-1アークビル2F

バジェットレンタカー　 徳島市 新蔵町 1丁目34-1

ローソン 徳島県立中央病院 徳島市 蔵本町 1‐1

トータルキッズサービス 徳島市 富田橋 1-29　東富田ビル2F 088-652-0072

マルナカ二軒屋店 徳島市 南二軒屋町 三丁目1番地18 088-611-7201

マルナカ矢三店 徳島市 南矢三町 1丁目282-1 088-632-7173

マルナカ昭和店 徳島市 南昭和町 2丁目20 088-623-8868

マルナカ徳島店（1階） 徳島市 西新浜町 1丁目6-1 088-663-8855

マルナカ徳島店（2階） 徳島市 西新浜町 1丁目6-1 088-663-8855

マルナカ国府店 徳島市 国府町 府中95番16 088-642-9011

徳島中央自動車教習所 徳島市 城東町 1丁目7−42 メゾンI&A 088-623-0003

天山閣　川内店 徳島市 川内町 平石夷野68-2


