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会員割引加盟店 所在地 サービスの内容 電話番号 割引対象者

阿波おどり会館（眉山ロープウェイ） 新町橋２丁目20
・阿波おどり公演（昼・夜）・阿波おどりミュージアム・眉山ロープウェイ各
一般入場料（乗車料）の20％割引

088-611-1611 会員のみ

徳島県立近代美術館 八万町向寺山１　文化の森総合公園 所蔵作品展・特別展観覧料の20％割引（特別展は割引対象外のもの有り） 088-668-1088 会員のみ

徳島県立博物館 八万町向寺山１　文化の森総合公園 常設展・企画展観覧料の20％割引（企画展は割引対象外のもの有り） 088-668-3636 会員のみ

徳島県立鳥居龍蔵記念博物館 八万町向寺山１　文化の森総合公園 常設展・企画展観覧料の20％割引（企画展は割引対象外のもの有り） 088-668-2544 会員のみ

徳島県立あすたむらんど 板野町那東字キビガ谷45-22
子供科学館常設展示場・プラネタリウム・カレイドシアター観覧料の20％
割引（吉野川めぐりは対象外）

088-672-7111 会員のみ

メガネの愛眼　イオンモール徳島店 南末広町４-１　イオンモール徳島店４Ｆ フレーム・レンズ・サングラス・補聴器を店頭表示価格より5％割引 088-676-2178 会員と同伴者

あうん亭　珈琲茶屋 雑賀町西開67-23 ケーキを注文して下さった会員様にクッキープレゼント 088-635-4302 会員のみ

赤池クリニック 元町1-7アベニュー元町ビル4F シミ治療（フォトフェイシャル）１回全顔30,000円→初回18,000円 088-602-0022 会員のみ

(赤池) men's asc 大道1-59　P’sビル７Ｆ カミソリ負け、面倒なひげそりに「ヒゲ脱毛」１回12,600円→初回10,000円 088-652-8786 会員のみ

（赤池） asc clement 寺島本町ﾎﾃﾙｸﾚﾒﾝﾄ徳島２Ｆ 最先端マシン「痩身ケア」１回22,050円→初回8,400円 088-602-1010 会員のみ

赤坂スタジオ 南末広町4-100赤坂食堂２F 赤坂スタジオ貸代20％引き、ヨガ・フラダンス・対極拳etcに最適です。 088-622-1623 会員と同伴者

阿波観光ホテル 一番町3丁目16番地の3 宿泊室料20％割引・食事10％割引（一部期間除外、他の割引との併用不可） 088-622-5161 会員のみ

石松　寿司 南新町1丁目30 店で飲食された会員5％割引 088-623-1654 会員のみ

イスニック(YSNIC) 助任橋店 助任橋2丁目3-3 カット等技術料金5％割引 088-622-0045 会員のみ

イスニック(YSNIC) ポッポ街店 寺島本町西1丁目59 カット等技術料金5％割引 088-625-0037 会員のみ

一平ラーメン かちどき橋2丁目8 ライス半額 088-652-8306 会員と同伴者

岩田造園 八万町大坪257-12 業務内容10％割引 088-668-4421 会員と同伴者1名

㈱WOOD HOUSE 南前川町4丁目46-4 十万円以上お買い上げで粗品 088-652-0978 会員のみ

(有)鎌田印刷所 南佐古六番町1-4 印刷物全般フォーム印刷タックシール封筒10％割引 088-653-3323 会員と同伴者

カンダ due 大道4丁目6 カットカラーパーマ初回技術料10％割引 088-623-3301 会員のみ

(カンダ)アリエッタビックロード 大道4丁目6 カットカラーパーマ初回技術料10％割引 088-625-4419 会員のみ

(カンダ)エスト アリエッタ 末広1丁目3-30 カットカラーパーマ初回技術料10％割引 088-623-6470 会員のみ

(カンダ)FLOW by KANDA 末広1丁目3-30 カットカラーパーマ初回技術料10％割引 088-623-6472 会員のみ

ホテル　クレメント徳島 寺島本町西１丁目61 宿泊基本料金・レストラン料理飲食代金の10％割引 088-656-3111 会員のみ

(有)黒川勉強堂 西新町2丁目19 大型インクジェット出力の製作料金の5％割引 088-626-2622 会員のみ

車検のコバック　徳島店 中前川町4丁目25-6 スーパーセーフティ車検基本料金1,000円引き 0120-589-110 会員と同伴者

車検のコバック　津田店 津田町4丁目4-20 スーパーセーフティ車検基本料金1,000円引き 0120-589-819 会員と同伴者

和遊食　肴菜や 南昭和町4丁目56-4 要予約で3,000円以上コース10％割引 088-624-5378 会員と同伴者1名

㈱サカノ（事務用品・OA機器販売） 南内町1丁目40-2 特典ポイントカード発行 088-622-1515 会員と同伴者

佐和子の店　徳島店 東船場町1-6　ﾊﾟﾙﾌﾟﾗｻﾞﾋﾞﾙ２F 初回技術料 20％割引 088-623-3044 会員のみ

佐和子の店　助任店 助任本町5-48-7 初回技術料 20％割引 088-623-1378 会員のみ

佐和子の店　吉野本町店 吉野本町3-33北西第一ビル１F 初回技術料 20％割引 088-623-0288 会員のみ

佐和子の店　国府店 国府町日開1085-1 初回技術料 20％割引 088-643-2011 会員のみ

三和印刷 明神町１丁目17 物品購入代金の10％割引 088-625-8888 会員と同伴者

ジョイメイト　徳島バイパス店 沖浜1丁目9-2 パソコン購入時USBメモリ2Gプレゼント 088-655-4599 会員のみ

庄助(すし) 栄町1丁目17-1 赤出し１杯サービス 088-654-5834 会員のみ

(有)昭和電機商会 西船場4丁目26-1 物品購入代金の3％割引 088-622-8283 会員のみ

スエヒロボウル 南末広町4ｰ95 ボウリング1ゲーム料金一般料金50円引（特別営業日・予約コンペを除く） 088-625-2256 会員のみ

(有)タケウチパール 東大工町2丁目6-1 物品購入代金の30％割引 088-653-4848 会員のみ

立石園 両国本町1丁目31-1 全商品5％割引（サービス品は除外） 088-622-6468 会員のみ

登仙堂 大道３丁目11 三千円以上で20％割引、一万円以上で30％割引 088-652-3330 会員のみ

長浜源文堂　本店 佐古5番町8-12 別彫印鑑を当店平常価格の10％割引 088-625-5030 会員のみ

(有)野口靴店 南内町2丁目5 物品購入代金の5％割引 088-622-2260 会員のみ

なんでも屋　便利屋 南沖洲5丁目4-37 工事、仕事、手伝い、その他請求の10％割引 088-664-1632 会員のみ

it's 花由　フラワーマーケット花由 東沖洲2丁目41番地1 商品 10％割引（値下げ品、配送品は除く） 0120-15-8744 会員のみ

it's 花由　沖浜キョーエイ店 山城西4-29-1 商品 10％割引（値下げ品、配送品は除く） 088-655-1187 会員のみ

it's 花由　徳島本町店 徳島本町3-5-1 商品 10％割引（値下げ品、配送品は除く） 088-652-8013 会員のみ

it's 花由　花由タクト店 南島田町3-55 商品 10％割引（値下げ品、配送品は除く） 088-632-7090 会員のみ

花由　プティボヌール 南末広町4-１イオンモール徳島店1F 商品 10％割引（値下げ品、配送品は除く） 088-602-7087 会員のみ

濱田印刷(有) 西船場町4丁目19 印刷物全般の10％割引 088-622-5448 会員のみ

珈琲処　風知草 上八万町樋口239 コーヒー1杯に付き10％割引 088-668-2102 会員と同伴者1名

はんの島田印房　徳島本社 昭和町3丁目20-3 別注印鑑　10％割引 088-625-8133 会員のみ

プラザ県庁前（ガソリンスタンド） かちどき橋１丁目19 現金会員価格にて割引 088-623-3189 会員のみ

プラスパーエン 応神町古川えびす野25-1
カイロ初回6,000→5,000円にて施術　酸素カプセル初回より回数券利用ＯＫ１回
800円×５枚（4,000円）

088-666-1663 会員のみ

(有)三好園 両国本町1丁目36-1 消費税サービス 088-622-8333 会員のみ

(有)山橋商会 二軒屋町3丁目39 バイク(特価品除く)及び修理代金1～5％ 割引 088-622-0423 会員のみ

吉の温泉 北前川町4丁目8-2 毎月26日(風呂の日)に大人入浴料金400円を360円に割引(一部適用外) 088-653-2439 会員のみ

㈱アムズ 吉野本町６丁目61-18 アムズ除菌消臭製品購入代金 5％割引 090-1009-0505 会員のみ

アルモニー美容室 山城西3丁目60-2 カラー･パーマ初回技術料 500円引（他サービスとの併用不可） 088-623-5279 会員のみ

阿波恋しぐれ 沖浜東１丁目6 お食事された方にコーヒー1杯サービス 088-655-5149 会員のみ

クリーニングのおおはしや　本社工場店 末広２丁目1-76 初回ご利用の方は入会金無料、会員の方は会員割引から5％割引（一部対象外） 088-626-4670 会員のみ

オガワ本店 東新町１丁目8-3 店内商品 10％割引（一部のブランド及びセール品除く） 088-622-0101 会員と同伴者1名
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オガワ　マルナカ徳島店 西新浜町１丁目45-1　 店内商品 10％割引（一部のブランド及びセール品除く） 088-663-9777 会員と同伴者1名

美容室オルガニーク　沖浜店 沖浜東2丁目17 商品購入代金 10％割引 088-623-3466 会員と同伴者

頑徹ラーメン 大原町川添4-10 ギョーザ　100円引 088-663-5536 会員と同伴者

銀座一福　本店 銀座10 セット（750円以上）の食事をされた方 50円引 088-652-2340 会員のみ

コアシセイドウ　ごとう 東新町2丁目22 化粧品5,000円以上お買い上げの方  10％割引（他のサービスとの併用不可） 088-622-5693 会員のみ

(有)杉本商店 佐古四番町6-12 新畳・畳表替5％割引 088-652-0882 会員のみ

ソフトバンクイオンモール店 南末広町4-１イオンモール徳島店４F ケータイグッズ10％割引 088-676-2861 会員のみ

中央塗装工業(有) 中洲町２丁目7-3 塗装及び防水工事5～10％割引 088-625-5242 会員のみ

美容室　ティアラ 北沖洲2丁目3-40-1 初回技術料金10％割引 088-664-2728 会員のみ

帝国プロパン㈱ 川内町沖島508-8　 物品購入代金5％割引 088-665-1991 会員のみ

南海ゴルフ　徳島店 南出来島町1丁目31 新規モバイル会員入会特典 088-622-6393 会員のみ

なんとう 鮎喰町1丁目112 お買い上げ金額の5％割引（ブレザー校制服は対象外） 088-631-4371 会員のみ

西﨑施術院 川内町宮島浜114-3 通常初回7,000円→4,000円で施術 090-4337-1486 会員と同伴者3名

西新町二丁目クリニック美容皮膚科 西新町2丁目7－１ シミ治療（レーザーフェイシャル）全顔１回15,800円→初回8,800円 088-625-2311 会員のみ

㈱ハラダ 東新町1丁目21-1 10万円以上お買い上げの方に記念品（海外高級ワイン等）プレゼント 088-622-6872 会員と同伴者

㈱ハラダメガネ店 東新町1丁目21-1 物品購入代金の5％割引 088-656-2280 会員と同伴者

原田時計店 幸町3丁目44 腕時計の電池交換割引（通常840円→525円） 088-625-1124 会員のみ

パルテばんどう 城東町２丁目1-20 物品購入代金の5％割引（パナソニック製品限定） 088-626-1661 会員のみ

藤本時計店 安宅2丁目2-2-55 10,000円以上お買い上げで5％割引。腕時計の電池交換800円（一部対象外） 088-653-7589 会員のみ

㈱フタバ 銀座13-1 500円以上お買い上げでプレゼント 088-622-2808 会員のみ

リサイクルブティック　ベーシック 沖浜３丁目29-2 商品購入代金の10％割引（一部の商品は除外） 088-679-8839 会員と同伴者

星印刷㈱ 中央通２丁目19 印刷代金の10％割引 088-652-7508 会員のみ

徳島三菱自動車販売㈱ 論田町和太開3-1 車検予約時3,000円割引。修理代金等の工費5％割引 088-662-0111 会員のみ

眼鏡市場　徳島元町 元町2丁目6 眼鏡一式5％割引 088-626-0377 会員のみ

柳屋薬品ヤナギヤベビーセンター 銀座5 3,000円以上お買い上げの方に200円までのドリンク１本サービス 088-652-3835 会員のみ

Bag &　Shoes 若林 東新町１丁目18 物品購入代金の10％割引（一部の商品は除外、カード払い不可） 088-622-0022 会員のみ

au ショップかもな店 鮎喰町1丁目42-3 粗品進呈 088-634-2125 会員と同伴者

(有)石部宅建 山城西2丁目10 お申込時に提示していただくと粗品進呈 088-654-8088 会員のみ

サニー美容室 国府店 国府町観音寺658-3 初回技術料 20％割引（要予約） 088-642-3205 会員のみ

サニー美容室 文理大店 南昭和町4丁目90-10ﾒﾙﾍﾝﾋﾞﾙ１F 初回技術料 20％割引（要予約） 088-678-6628 会員のみ

美容室 あんじゅ 南矢三町2丁目3-7 初回技術料 20％割引 088-678-6628 会員と同伴者１名

徳島セレモニーホール花水木 鮎喰町2丁目86-4 入会金1万円を50%引き 0120-315-894 会員と同伴者

(株)ニチイ学館　徳島支店 八百屋町3-26　大同生命徳島ビル７F
（家事・育児・自費介護サービス）・スポットプラン通常料金が５％割引・初回のみ
デビュープラン1時間30分3,980円（税込み）で利用可能

088-654-7552 会員と家族（２親等）

モーニングホーム（株） 国府町井戸字高輪地41-1 ご成約いただいた方に商品券プレゼント 088-637-2111 会員と同伴者１名

末広車体 末広５丁目1-5-1 ガラスコート及び鈑金塗装１０％割引（部品代金を除く） 088-625-0216 会員と同伴者

南海フェリー 南沖洲5丁目7番39号/和歌山市湊2835-1 乗用車（６ｍ未満）及び同乗者運賃の１０％割引
088-636-0750
073-422-2156

会員のみ

美骨整体 SPiN SALSA（ｽﾋﾟﾝｻﾙｻ） 栄町3丁目７ 初回30分3000円コース施術時にフェイシャルをプレゼント 090-7140-7185 会員のみ

(株)ダイオーズ四国 南矢三町１丁目8-3 新規契約（コーヒーサーバー・PW・サーバー）でクリップパック２０を1箱プレゼント数量限定 088-633-6661 会員のみ

ジャパンメディカル(株)徳島支店 西新町2丁目14 ユニフォームを購入で粗品プレゼント 088-652-1123 会員のみ

リラクゼーションルームAroon（ｱﾙｰﾝ）
応神町古川字戎子野99-5古山ハイツ
パートⅠ 102号

初回施術いただいた会員様に次回使用できる５％割引券をプレゼント 088-635-6652 会員のみ

堤設備 南昭和町4丁目16-2 工事代金３万円以上の場合は８％値引 088-653-1037 会員と会員の紹介者

(有)おおにし 名東町2丁目588-3 リフォーム代金の5％割引 088-631-3880 会員のみ

au ショップ鳴門店 撫養町大桑島字濘岩浜19-52 粗品進呈 088-685-8026 会員と同伴者

(有)プラスパーアクタス 大津町備前島字松ノ本216-8 自動車板金・塗装、ボディコーティング技術料金10％割引 088-685-1311 会員と同伴者

寿司処　豊与新 鳴門町高島字北576 代金 5％割引(ランチ除く) 088-687-0190 会員と同伴者

カラオケ喫茶　聖 鳴門町三ツ石字江尻山117 おつまみ少々 088-687-1020 会員のみ

it's 花由ルネッサンスリゾートナルト店 鳴門町土佐泊浦大毛16-45-1F 商品 10％割引（値下げ品、配送品は除く） 088-687-2833 会員のみ

メガネの愛眼　鳴門店 撫養町立岩字七枚57 フレームレンズサングラス補聴器を店頭価格より5％割引 088-686-3478 会員と同伴者

岡本たたみ店 撫養町南浜字東浜670 新畳、畳表替、うら返し 5％割引 088-686-2083 会員のみ

みやげ三拍子 撫養町大桑島字濘岩浜48-4 商品購入代金 5％割引 088-684-3378 会員のみ

㈱中外自動車 撫養町南浜字東浜1-2 車検整備工賃 10％割引 088-685-7811 会員のみ

(有)ナバ工具店 撫養町斉田字大堤306 塩ビ関係に限り5％割引 088-686-2335 会員のみ

鳴門ガス　ショールーム 撫養町南浜字東浜24-21 ガス機器購入代金 5％割引 088-685-0195 会員のみ

リペア・プロデュース　ハラダ 撫養町大桑島字濘岩浜29-18 オイルエレメント・ワイパーブレード交換時消費税サービス 088-685-2606 会員のみ

フジオカサイクル 撫養町南浜字蛭子前東61-5 TSマーク点検料金1,000円を半額 088-686-4141 会員のみ

スナック麻里 撫養町小桑島字前浜10-1 ボトルキープ500円引き 088-685-1708 会員のみ

南洋服店 撫養町斉田字東発45-2 5％割引 088-686-0331 会員と同伴者

ﾊﾟｿｺﾝ教室「わかるとできる」鳴門校 撫養町南浜字蛭子前東140 入会金無料（随時）、USBメモリーサービス 088-686-2678 会員のみ

大西陶園 大麻町大谷字山田16-3 全商品 10％割引 088-689-0179 会員と同伴者

大西陶器製造所 大麻町大谷字山田18 全商品 10％割引 088-689-0414 会員と同伴者

大谷焼陶業会館　梅里窯 大麻町大谷字道ノ上30-1 全商品 10％割引 088-689-0048 会員と同伴者

田村陶芸館 大麻町大谷字中通3-1 全商品 10％割引 088-689-4039 会員と同伴者

大谷焼窯元　森陶器 大麻町大谷字井利ノ肩24 全商品・体験料 10％割引　窯祭期間中は体験のみ可 088-689-0022 会員のみ

佳実窯 大麻町大谷字東山谷45 商品購入代金・陶芸体験教室 10％割引 088-689-0172 会員と同伴者２名

(有)杉本商店鳴門営業所 大麻町市場川向2 新畳・畳表替5％割引 088-641-2754 会員のみ

ドコモショップ鳴門店 撫養町斎田字東発35-1 ドコモセレクト（フィルム・ケース） 10％割引 088-686-6680 会員と同伴者１名

バラエティタイムチャーオ！ 撫養町斎田字東発35-1 商品 10％割引（値下げ品・食品・委託商品を除く） 088-685-1950 会員のみ

CYCLE SPECE UZU（ｻｲｸﾙｽﾍﾟｰｽｳｽﾞ） 撫養町斎田字東発35-1 商品購入または修理費用 ５％割引き 088-679-4639 会員と同伴者

it's 花由　小松島ルピア店 小松島町領田20 商品 10％割引（値下げ品、配送品は除く） 0885-33-4177 会員のみ

はんの島田印房　小松島店 小松島町北浜13-1 別注印鑑　10％割引 0885-32-0354 会員のみ

森の靴 小松島町字外開28-5 第1・3木～水　月2回赤札割引価格よりさらに5～10％割引 0885-32-0388 会員と同伴者

鳴門市

小松島市
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会員割引加盟店 所在地 サービスの内容 電話番号 割引対象者

※　各店（施設）を利用する際は交通安全協会会員証をご提示ください。特典の詳細・対象は各店（施設）にご確認ください。特典内容は変更になる場合があります。

タイヨウとオツキサマ 中田町出口38-1 「雨の日割引」～雨が降っていれば5％割引 0885-33-0356 会員と同伴者3名

眼鏡光学士の店　ベイズ 中田町出口38-1 無料視力測定、レンズ交換割引、腕時計電池交換割引 0885-32-7355 会員のみ

旬菜処　かもん 横須町１１－１３ 飲食代金の5％割引 0885-32-6555 会員のみ

しょうちゃん中華そば 和田島町字松田新田185-1 中華そば大を50円引き 0885-38-2082 会員のみ

和菓子処　山陽堂 南小松島町13-27 和菓子・赤飯の購入代金の１０％割引　※　最大割引1,000円まで 0885-32-1258 会員と同伴者1名

メガネの愛眼　小松島店 小松島町字若井崎10-1　キョーエイ２Ｆ フレーム・レンズ・サングラス・補聴器を店頭表示価格より５％割引 0885-32-2353 会員と同伴者

バイクセンター　ヒスキー 小松島市芝生町網干138-8 物品購入代金の5％割引（社外品に限り。カワサキの純正部品は除外） 0885-38-7878 会員と同伴者

㈱コート・ベール徳島 那賀川町みどり台1番地1
ビジター月・水・木 8,300円→7,500円  土 11,500円→10,500円      日・祝 12,000円
→10,500円

0884-42-3441 会員のみ

(株)阿州自動車 那賀川町大京原288-1 車検時エンジンオイル交換無料、鈑金・塗装工賃10％割引 0884-42-2530 会員のみ

はんの島田印房　阿南店 富岡町玉塚21 別注印鑑　10％割引 0884-23-2187 会員のみ

理容浅野 長生町諏訪ノ端10-1 散髪10％割引 0884-22-9813 会員のみ

（有）ビッグ・モデル 富岡町あ石6-10 商品 10％割引（サービス品、一部除外品は除く、カード払い不可） 0884-22-8080 会員と同伴者

若石健康法足もみ ゆるり 富岡町あ石6-8
足もみ初回5,000→3,500円2回目以降回数券にて割引有り、びわの葉温圧灸、楽
健足圧整体、リンパ健康法等（要予約、カード払い不可）

0884-22-2922 会員と同伴者

ﾋﾞｼﾞﾈｽﾎﾃﾙ アクセス鴨島 鴨島町鴨島224-1 ご利用額の５％割引 0883-24-5050 会員のみ

auショップ　鴨島店 鴨島町上下島129-1 粗品進呈 0883-22-2470 会員と同伴者

it's 花由　鴨島店 鴨島町鴨島151-1 商品 10％割引（値下げ品、配送品は除く） 0883-24-2383 会員のみ

ドリームギフト鴨島本店 鴨島町中島字大止466-10 お買い上げに応じて粗品プレゼント 0883-22-1771 会員と同伴者

長浜源文堂　吉野川店 鴨島町鴨島15-5 別彫印鑑を当店平常価格の10％割引 0883-24-8225 会員のみ

(株)板東印刷 鴨島町牛島3043 別注印刷物一万円以上でカレンダー等オリジナルノベルティ 0883-24-2234 会員のみ

雑貨・ギフトのお店　リトルバード 鴨島町鴨島169-1商工会議所１Ｆ 5,000円以上のお買い上げの方に粗品進呈 0883-24-8181 会員のみ

豊タイヤ工業(有) 鴨島町西麻植字広畑75-6 粗品進呈 0883-24-3208 会員のみ

吉野川セレモニーホール花水木 川島町川島645-4 入会金1万円を50%引き 0120-315-894 会員と同伴者

美郷物産館 美郷字峠463-3 アイスクリームＳコーン50円引き 0883-26-7888 会員のみ

(有)ブラザー自動車センター 山川町中須賀28-3 車検基本料金1,000円引き、オイル点検工賃500円引き 0883-42-3161 会員のみ

車検のコバック　山川店 山川町前川172-6 スーパーセーフティ車検基本料金1,000円引き 0883-42-2177 会員と同伴者全員

車検の速太郎☆吉野川 山川町川田640-4 速太郎車検時検査費用基本料金3,150円ご優待・他の割引との併用はできません 0883-42-5123 会員と同伴者全員

(赤池) asc west 市場町香美字原田299 シミ治療（フォトフェイシャルP）１回全顔20,000円→初回15,000円 0883-26-6363 会員のみ

ﾋﾞｼﾞﾈｽﾎﾃﾙ アクセス阿波 土成町土成字寒方51-4 ご利用額の５％割引 088-695-2200 会員のみ

hair place la paix（ヘアープレイス　ラペ） 土成町郡189-１ 初回の縮毛矯正 2,000円引 080-2986-9822 会員のみ

(有)ペンシル倶楽部 阿波町伊沢田88-1 文房具５％割引 0883-35-7785 会員のみ

水車の里　穴吹温泉 穴吹町口山字渕名1028-1 入浴料金の20％割引 0883-56-0025 会員と同伴者1名

油屋美馬館 穴吹町穴吹字市ノ下100番地6 レストラン食事後ソフトドリンク1杯サービス 0883-53-7733 会員のみ

ANGEL WINGS 脇町猪尻字建神社下南183-7 20,000円以上の金・プラチナをお売りいただいた方 10％買取UP 0883-53-2770 会員のみ

ミートショップ坂本 脇町字拝原1600-1 牛肉購入代金の10％割引（値下げ商品等は除外） 0883-53-9809 会員と同伴者

ナガイスポーツ 穴吹町穴吹字五反地35-1 店内定価商品 10％割引 0883-52-3104 会員と同伴者

萩の庵 脇町馬木867 飲食代金 5％割引 0883-52-3054 会員のみ

レストハウス　ウエノ 池田町ウエノ3050-1 食事にコーヒー1杯無料提供 0883-72-3377 会員のみ

ホームセンター　ダイキまなべ店 池田町サラダ1768-1 5,000円以上お買い上げ粗品進呈 0883-72-5588 会員のみ

海鮮どんぶり　どん 池田町マチ2185-1 どんぶり物 50円割引 0883-72-0436 会員と同伴者全員

フラワーショップ　光 池田町シマ810-6 物品購入代金の5％割引 0883-72-6671 会員のみ

徳島石油㈱　池田給油所 井川町西井川2-2 ガソリン、軽油を会員価格にて提供 0883-72-7112 会員のみ

大歩危温泉　サンリバー大歩危 山城町西宇1259番地１ 入浴料金 10％割引 0883-84-2111 会員と同伴者3名

westwest　にし利 山城町西宇ﾘﾊﾞｰｽﾃｰｼｮﾝ ラーメンに生玉子1名1個サービス 0883-84-1117 会員のみ

westwest　もみじ亭 山城町西宇ﾘﾊﾞｰｽﾃｰｼｮﾝ 食後にデザート1名1品サービス 0883-84-1117 会員のみ

道の駅大歩危(ラピス大歩危)石の博物館 山城町上名1553番地１ 入館料 10％割引 0883-84-1489 会員と同伴者5名

祖谷秘境の湯 西祖谷山村尾井ノ内391 入浴代金 10％割引 0883-87-2800 会員のみ

車検のコバック　東みよし店 東みよし町加茂1869-11 スーパーセーフティ車検基本料金1,000円引き 0883-82-2040 会員と同伴者

四国・吉野川ナイスラフティング 池田町大利下大田38-１ 激流コース 500円割引 0883-74-5136 会員のみ

新祖谷温泉　ホテルかずら橋 西祖谷山村善徳32 入浴代金 10％割引 0883-87-2171 会員と同伴者3名

カイロサロン　ほっと2号店 三野町芝生116 初回 5,000円→3,000円にて施術 0883-77-3690 会員と同伴者1名

峡谷の湯宿　大歩危峡まんなか 山城町西宇1644-1 入浴料金 10％割引 0883-84-1216 会員と同伴者3名

レストラン　大歩危峡まんなか 山城町西宇1520 大歩危遊覧船代金 10％割引 0883-84-1211 会員と同伴者1名

(有)やぎう 池田町マチ2210 貸衣装代金 20％割引 0883-72-1017 会員と同伴者

和の宿　ホテル祖谷温泉 池田町松尾松本367-2 日帰り入浴料金(ケーブルカー乗車･露天風呂･大浴場入浴料金）10％割引 0883-75-2311 会員と同伴者5名

(有)上松石油 美波町奥河内字寺前264-2 ガソリン、軽油を会員価格にて提供 0884-77-1859 会員のみ

国民の宿　うみがめ荘 美波町日和佐浦370-4 お食事された方にソフトドリンク1杯サービス（アルコールは除く） 0884-77-1166 会員と同伴者２名

日和佐うみがめ博物館 美波町日和佐浦370-4 入館料 10％割引 0884-77-1110 会員のみ

お菓子工房　昭吾堂 美波町奥河内字寺前164-2 商品購入代金1,000円以上の方 5％割引 0884-77-0126 会員のみ

えびす洞温泉ホテル　白い燈台 美波町日和佐浦455 大人入浴代金 20％割引 0884-77-1170 会員のみ

むらかみ 美波町奥河内字弁才天68-1 飲食代金 5％割引 0884-77-0083 会員と同伴者

とば作　日和佐店 美波町奥河内字寺前238-1 飲食代金 500円以上で50円割引 0884-77-0024 会員のみ

(有)豊田屋 美波町奥河内字寺前93 商品購入代金2,000円以上の方に特製のお菓子(500円程度)プレゼント 0884-77-1133 会員のみ

喫茶　亜梨巣 牟岐町大字中村字本村290 お食事後コーヒー1杯サービス 0884-72-2385 会員のみ

味心　磯乃邑 牟岐町大字中村字本村10-24 お食事1,000円以上でソフトドリンク又はコーヒー1杯サービス 0884-72-1158 会員と同伴者2名

(有)白木モータース 牟岐町大字中村字大谷41-1 自転車パンク修理代金 100円割引 0884-72-0239 会員のみ

ファーストフード　ポケット 牟岐町大字中村ポルト牟岐店内 アイスクリーム各種20円割引 0884-72-3730 会員のみ

阿南市

吉野川市

阿波市

美馬市

三好市・三好郡

海部郡
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中華料理　揚子江 牟岐町大字中村字大谷67-1 飲食代金 5％割引（サービス品は除外） 0884-72-1231 会員のみ

リボディ　カイロプラクティック 牟岐町大字灘字大牟岐田51-7 全施術料金　5％割引 0884-72-3755 会員のみ

海洋自然博物館　マリンジャム 海陽町宍喰浦字竹ｹ島28-45 ブルーマリン30%割引、竹ｹ島カヤック10%割引 0884-76-3100 会員と同伴者４名

ふれあいの宿　遊遊NASA 海陽町奥浦字鹿ｹ谷58-3 入浴代金50円引 0884-73-0300 会員のみ

ホテルリビエラししくい 海陽町宍喰浦字松原226-1 入浴代金、大人10%割引 0884-76-3300 会員のみ

かいふ菓子ロマン　きもとや 海陽町四方原字町西55 1,000以上お買い上げの方に焼菓子プレゼント 0884-73-3252 会員のみ

お好み焼　キャロット 海陽町大里字松ノ本16-1 キャロットメンバーズカード500円分１ポイント進呈 0884-73-0604 会員のみ

it's 花由　フジグラン石井店 石井町高川原字天神 商品 10％割引（値下げ品、配送品は除く） 088-675-0180 会員のみ

つぎおか　石井本店 石井町高川原字高川原91-8 新入学時にセットお買い上げの方に粗品進呈、クリーニング5点で半額 088-674-2201 会員のみ

ドリームギフト　石井店 石井町石井白鳥382-1 お買い上げに応じて粗品進呈 088-674-7833 会員と同伴者

ミック　石井店 石井町高川原字天神 フジグラン石井２F 商品購入代金の5％割引（学生服等一部除外） 088-674-2202 会員のみ

ﾊﾟｿｺﾝ教室「わかるとできる」石井校 石井町高川原字天神 フジグラン石井２F 入会金無料（随時）、USBメモリーサービス 088-678-8275 会員のみ

Yショップあいはら店 神山町下分字松の本58 5,000円以上お買い上げ粗品進展 088-677-0768 会員のみ

あけぼの堂 神山町下分字左右山136-1 パン御菓子　5,000円以上お買い上げ粗品進呈 088-677-0054 会員のみ

あめご寿し　森 神山町阿野字南行者野95 お食事粗品進呈 088-678-0024 会員のみ

馬崎商店 神山町上分字川又 食料品・雑貨・酒 5,000円以上お買い上げ粗品進呈 088-677-0053 会員のみ

シャクナゲの里　岳人の森 神山町上分字土須峠 施設利用料(宿泊費等)の10％割引 088-677-1147 会員と同伴者

ショップ　かたやま21 神山町神領字北403-1 10,000円以上お買い上げ粗品進呈 088-676-0021 会員のみ

かどや商店 神山町阿野字二ノ宮81-7 食料品、雑貨 5％割引 088-678-1212 会員のみ

神山温泉・ホテル四季の里＆いやしの湯 神山町神領字本上角80-2 入浴料大人 600円→550円 088-676-1117 会員のみ

神山石材工業 神山町神領字北 青石 20％割引 088-676-1467 会員のみ

神山スキーランドホテル 神山町下分字三ツ木32番地 5％割引 088-677-0126 会員のみ

神山モータース 神山町神領字北405-8 10,000以上お買い上げ粗品進呈 088-676-0146 会員のみ

小西製材所 神山町下分字左右山105-1 木材製品 20,000円以上お買い上げ粗品進呈 088-677-0008 会員のみ

四国商事(電気工事・家電販売) 神山町上分字川又214-3 10,000円以上お買い上げ粗品進呈 088-677-1155 会員のみ

多田商店 神山町阿野字二ノ宮81-1 ガス器具 5％割引 088-678-0852 会員のみ

多に川（お食事・宴席・仕出し） 神山町阿野字広野169 粗品進呈 088-678-0853 会員のみ

橋本薬品・呉服店 神山町鬼籠野字東分82 10,000円以上お買い上げ粗品進呈 088-676-0123 会員のみ

はない電器　広野店 神山町阿野字広野54-4 10,000円以上お買い上げ粗品進呈 088-678-0827 会員のみ

東石材店 神山町下分字西稲原439 記念品贈呈 088-677-0619 会員のみ

秀之家（お食事・仕出し） 神山町下分字今井 5％割引（ご来店お食事） 088-677-0023 会員のみ

ふなと（アメゴ寿司・食事・仕出し） 神山町上分字川又西10-3 5％割引 088-677-0069 会員と同伴者

松浦食品（鮮魚・食料品・仕出し） 神山町下分字安吉 5％割引（ご来店お買物） 088-677-0032 会員のみ

美容院　湊 神山町神領字西野間28の1 カットパーマ 10％割引 088-677-0178 会員のみ

(有)森本板金工業所 神山町阿野字河口 各種建築板金一式 5％割引 088-678-0817 会員のみ

よりい食堂 神山町神領字本野間32 5％割引 088-676-0033 会員のみ

四季美谷温泉 那賀町横谷字夏切3-3 入浴代金 20％割引 0884-65-2116 会員と同伴者1名

もみじ川温泉 那賀町大久保字西納野4-7 入浴代金 20％割引 0884-62-1171 会員のみ

太龍寺ロープウェイ 那賀町和食郷字田野76 5名まで100円引き 0884-62-3100 会員と同伴者5名

ジョイメイト　松茂店 松茂町笹木野字八北開拓45-2 パソコン購入時USBメモリ2Gプレゼント 088-679-9894 会員のみ

車検のコバック　北島店 北島町江尻字松ﾉ本26 スーパーセーフティ車検基本料金1,000円引き 0120-119-589 会員と同伴者

it's 花由　フジグラン北島店 北島町鯛浜西ノ須174 ﾌｼﾞｸﾞﾗﾝ北島 商品 10％割引（値下げ品、配送品は除く） 088-698-9887 会員のみ

オガワ　フジグラン北島店 北島町鯛浜西ノ須174 ﾌｼﾞｸﾞﾗﾝ北島 店内商品 10％割引（一部のブランド及びセーフ品は除外） 088-697-3131 会員と同伴者1名

尾田木材 板野町大寺字野神155 お買い上げ金額に応じた粗品進呈 088-672-0043 会員のみ

金岡自動車 板野町川端字出口25 ドリンク1本 088-672-2020 会員のみ

長楽印刷 板野町大寺字亀山西169-11 来店者にドリンクか缶コーヒー1本 088-672-1612 会員のみ

東條水産 板野町大寺字泉口40-2 物品購入で粗品プレゼント 088-672-3717 会員のみ

車屋　JUMBO 藍住町東中富字直道傍示50-6 車両購入時にオイル20リットル分交換カードプレゼント 088-692-9179 会員と同伴者3名

ソフトバンク　徳島北店 藍住町徳命字元村東90-1 ケータイグッズ10％割引 088-612-7779 会員と同伴者

チープヒッピーズ 藍住町東中富ﾚﾝﾄﾌｨｰﾙﾄﾞ村上101 カット代金 2,800円→2,200円 088-678-6909 会員と同伴者2名

ドリームギフト　藍住店 藍住町笠木字中野104-1 お買い上げ金額に応じた粗品進呈 088-693-1170 会員と同伴者

プリズムサロン　ピラード 藍住町矢上北分68-9 全メニュー 10％割引 090-1320-5586 会員と同伴者

ミック　藍住店 藍住町東中富字長江傍示30-9 商品購入代金の5％割引（学生服等一部除外） 088-692-0007 会員のみ

三木写真館　藍住本店 藍住町東中富東傍示13-2 撮影料 5％割引（ブライダル及び出張撮影時は除外） 088-693-1002 会員と同伴者

眼鏡市場　藍住店 藍住町東中富字朏傍示28-10 眼鏡一式 5％割引 088-692-9510 会員のみ

美容室SAWAKO　ゆめタウン店 藍住町奥野字東中須88-1 ゆめﾀｳﾝ徳島2F 初回技術料 20％割引 0120-385-390 会員のみ

it's 花由　ゆめタウン藍住店 藍住町奥野字東中須88-1 ゆめﾀｳﾝ徳島1F 商品 10％割引（値下げ品、配送品は除く） 088-692-1875 会員のみ

ﾊﾟｿｺﾝ教室「わかるとできる」ゆめﾀｳﾝ徳島校 藍住町奥野字東中須88-1 ゆめﾀｳﾝ徳島2F 入会金無料（随時）、USBメモリーサービス 088-684-4138 会員のみ

au ショップ藍住店 藍住町笠木字中野173-1 粗品進呈 088-693-2881 会員と同伴者

ドリームギフト　上板店 上板町椎本字亀ノ本211-5 お買い上げ金額に応じた粗品進呈 088-694-6505 会員と同伴者

杉本百貨店 上板町椎本字千々木181-7 10％割引　粗品進呈（たばこ・制服は除く） 088-694-3895 会員と同伴者1名

猫カフェ　マイケル 上板町瀬部587－7 コーヒー2杯無料 090-1006-9704 会員のみ

　徳島県内の交通安全協会に加入すると、入院見舞金制度が受けられます。自動車・原付車に搭乗中、人身事故１０日以上継続して入院した場合、免許有効期間中１事故につき入院見舞金として３万円をお支払い致します。

名西郡

那賀郡

板野郡

　あなたの会費で地域の交通安全活動が支えられています。交通安全協会への入会をお願い致します。

加盟店ホームページアドレスwww.tokushima-ankyou.or.jp/stores/


