
鴨島地区 共通店舗 川島地区 共通店舗 鴨島地区 地元店舗 鴨島地区 地元店舗 鴨島地区 地元店舗 鴨島地区 地元店舗 山川・美郷地区 地元店舗 山川・美郷地区 地元店舗

ASBee famバワーシティ鴨島店 うなぎや 川島店 （有）あーてぃすとりー （有）岸田商店 TOGO DELI KITCHEN   レストラン青柳 犬伏ドライ 原田電機
阿波牛の藤原 ザ・ビッグ鴨島店 かつ王 川島店 アイサポ吉野川店 岸田燃料（有） ドコモショップ 鴨島店 衣料のさの 春晴食堂
大阪王将 鴨島店 eyelash Salon Soleil 喫茶お食事ひまわり 寅茶屋 エディオン石川デンキ 東野リキュール製造場
キョーエイ セレブ鴨島店 アカイシデンキ （株）きものの髙橋呉服店 鳥新 エレガンス クリーニング 樋口精肉店
キリン堂 鴨島店 赤穂屋 くるま屋たけうち（株） 中川たたみ店 川島地区 地元店舗 大北電機工業所 美容室セレクション
串カツ田中 徳島鴨島店 山川・美郷地区 共通店舗 阿勘兵 公寿司 奈々 阿部鮮魚店 和亭 大畠酒造 ファッションハウス ひらもと

ケーズデンキ 鴨島店 キョーエイ 山川店 （有）あけぼの 香宝亭（有）麻植商店 肉の中山 あわらくや 岡一商店 （株）フェイト
（有）こんど履物店 くすりのレディ山川店 （株）アスケア Coffee&Curry Sole 野田ハニー食品工業（株） 居酒屋 くじら お好み焼 ふじもと 藤井美容室
ザ・ビッグ鴨島店 コーナン ホームストック山川店 あっぷるぽっぷ 珈琲庵mamezuku焙煎所 のみくい家 昌郎 うちだ カット&パーマ なかの 冨士電気商会
さぬき麺市場 鴨島店 新洗蔵 マルナカ山川店 炙り空間 炎乃華 コーヒーはな 八剣伝 鴨島店 浦野かしわ店 （株）川島石油 ﾘｵ･ﾔﾏｶﾜSS （有）ブックス大谷
四国補聴器センター マルナカ 山川店 （有）阿波菓匠 青山 コーヒーレスト豆の木 パブレスト オビ 浦野プロパン （有）河野商店 （有）ブラザー自動車センター

新洗蔵 パワーシティー鴨島店 ローソン 吉野川山川町店 （有）井後ふとん店 （有）斎藤自動車 （有）林ベーカリー えびす整骨院・整体院 黄田サイクル ヘアーサロン たけいち

新洗蔵 マルナカ花藤店 居酒屋 あじろ さくらやクリーニング 光軒 （有）学タクシー 黄田数学塾 訪問介護ステーション あわふじ

セブンイレブン kiosk鴨島駅店 居酒屋 たちばな （有）さだの釣具店 ひさご食堂 川内橋本 川島店 キャンパスハウス ナイトウ 丸十石油
セブン・イレブン吉野川鴨島町麻植塚店 居酒屋 みつなり 雑貨･ギフトのお店  リトルバード Pizzeria il Ceppo(ﾋﾟｯﾂｴﾘｱ ｲﾙ ﾁｪｯﾎﾟ) 川島えがお倶楽部 餃子工房 三久商店
染織館 吉野川店 振袖館小町 石田歯科医院 SATO(婦人服） ヒノトリカゾク （株）川島石油 ｾﾙﾌｽﾃｰｼｮﾝﾘｵ･ｶﾜｼﾏ 京野石油ガス（有） （有）美郷観光
ダイレックス 鴨島店 イタリアン ドーニ・デッラ･テーラ サロン・ユートピア ひまわり農産市 鴨島店 札幌ラーメンどさん子 川島店 桐野陶器店 （有）美郷観光バス
台湾料理 松竹 一品料理 華 ジュエリーミキ ひまわり美容室 Ｇ－ＣＬＵＢ 串･小鉄板･小料理 めし処やなぜ 特定非営利活動法人 美郷宝さがし探検隊

チャーリー鴨島店 入駒 新洗蔵 内原店 ビューティはさみサロン （有）しまだストアー くすり･カメラの住友 美郷タクシー（有）
DCM鴨島店 うやま酒店 新洗蔵 東本町店 美容室 fan シャトレー日進堂 くつろぎ処 居酒屋さつき みさと屋 美郷物産館
ディスカウントドラッグ コスモス牛島店 エスエス薬局 （有）寿し辰 藤乃井 （有）食肉問屋丸正 ごうじカメラ・スタジオ ミマ薬品
ディカウントドラッグ コスモス鴨島店 エディオン福田電機 style lab Rantana 富士メガネ 徳島新聞 川島専売所 こうつドックわん （有）村田商店
びっくり館宝島 鴨島店 （有）王将 スナック イング （有）藤原酒店 花食堂 コミュニティ・レストラン さくらcafe メガネ・補聴器のウエハラ

ふとんのタカハシ 鴨島店 岡田美容室 スナック夜2 hair & make felispot はるき美容室 近藤ストアー メガネのニシオカ
ホームセンターコーナン鴨島店 お好焼き たんぽぽ スマホ堂 鴨島店 ヘアルーム オニキス ひまわり農産市 川島店 四季芳る 美郷の湯 焼肉あやちゃん
ほぐしん坊 鴨島店 （有）おしゃれ専科ナナ 整理収納サービス 片付けplus 星野整骨院 美容室Misa ジョニーさんのスイーツ工房 （有）山川自動車 コバック山川店

マルナカ 鴨島店 御番菜 赫夜 セブンイレブン 吉野川鴨島町絵馬堂店 ボディメンテナンスルーム寿来 （有）船積金物店 （有）寝具はらい （有）山川清掃
マルナカパワーシティ鴨島店 海鮮活魚潤-uruoi- セブンイレブン 吉野川鴨島町喜来店 （株）松島呉服店 HAIRSALON Atelier Birth （有）スギハラ器械 山川のあげたこやき みのや

水戸園 華郷園 セントラルホテル鴨島 まつのした写真館 三宅自動車 ストアーいうち 山川ミルクセンター
メガネ池田 鴨島店 学生服婦人服 ㋑ ツツイ ソウル亭 松乃家 （株）森島家具店 住友電機商会 Ｙショップ 山川尾形店 尾形酒店

メガネ本舗 鴨島店 家事代行サービス うちのおてつだいさん Dining bar Diablo 丸徳建材（有） 森モータース 炭火焼肉 日本一 山瀬観光(有)
焼肉 青 （有）片岡工務店 太助 活魚料理 ミニトマト Ｙショップしのはら 石亭 （有）山瀬トラベル
洋服の青山 徳島鴨島店 割烹 富陵 谷眼鏡 宮脇書店 鴨島店 山本書店 セブンイレブン 吉野川山川町 （有）山田自動車工業
ラ・カレテーラ鴨島給油所 カフェレスト シャイン たねと苗 石田種苗店 みよし化粧品店 リハビリ特化型デイサービス あわふじ 総合センター川又 川又商店 らーめん福福
ローソン 鴨島牛島店 （有）カマダデンキ チャーム理容室 麺屋頂点 鴨島本店 ルーチェ ヘアー 台湾料理 豊源 ライフスタイルないとう

ローソン 吉野川牛島店 髪サロン Kawaguchi Chinese restaurant bar 龍飯～LONHAN～ 豊タイヤ工業（有） ローソン 麻植川島店 武市商店 （有）レーベンショップタニダ

（有）カメラのクワハラ 中華そば 鴨蔵 佳し 武田衣料ふとん店 （有）ロータス中央
（株）鴨島温泉 （有）千代の家食品 らー麺 ふじもと 特定非営利活動法人 Tane 和菓子処 西川
（株）鴨島自動車学校 筒井果物店 Lounge 優 戸井牧場牛肉直売センター

鴨島飯店 筒井燃料（有） Lafin(ラフィン)美容室 山川・美郷地区 地元店舗 ドコモショップ 山川店
（株）鴨島フォークリフトセンター （有）デンキのマスダ （有）リコー塗料 アグレアーブル花や 農事組合法人 フジ
（株）川島石油 ｾﾙﾌｽﾃｰｼｮﾝﾘｵ･ｶﾓｼﾞﾏ トーコーアクアシティー店 リトルマーメイド 鴨島店 アメリカンステーション ノエビア西徳島販社
（株）川真田自動車 トーコーショッピングセンター 理容あべ 池上家電 （有）浜田美容室
感謝整骨院 トータルファッション フジノ リラクゼーション ～やすらぎ～ 石川オート商会 はらい呉服店
きくや菓子舗（有） 徳島新聞 鴨島西専売所 （有）room's for hair 石本ストアー はらだ整骨院

第二弾！！　吉野川市スーパープレミアム付き商品券　取扱店舗一覧（令和4年10月20日現在　合計299店舗）

1冊10,000円（1,000円×10枚）　Ａ共通券：5枚（登録店全てで使える）　Ｂ地元店舗限定券：5枚（市内に本社・本店がある登録店で使える）　　※ 商品券引換後に、返金はできません。


