
店舗名 地区名 参加パターン 業種
BarberTockie バーバートッキー 緑　広田地区 PayPayに参加 理容・美容
Cheri 緑　広田地区 PayPayに参加 居酒屋
ENEOS　淡路セントラルSS 緑　広田地区 PayPayに参加 ガソリンスタンド
ＦＡＲＭ ＴＯ ＢＡＵＭ 緑　広田地区 PayPay・d払い両方に参加 飲食
Nailsalon Lia 緑　広田地区 PayPay・d払い両方に参加 サービス
Ｒｉｎｇ 緑　広田地区 PayPay・d払い両方に参加 理容・美容
あわじ島農業協同組合広田セルフ給油所 緑　広田地区 PayPay・d払い両方に参加 ガソリンスタンド
ウエルシア南あわじ広田店 緑　広田地区 PayPay・d払い両方に参加 医薬品・化粧品・ドラックストア
エディオン広田店 寺井電化 緑　広田地区 PayPay・d払い両方に参加 家電・家具・寝具・キッチン用品
オートバックス洲本 緑　広田地区 PayPay・d払い両方に参加 小売
カレーハウスCoCo壱番屋洲本インター店 緑　広田地区 PayPay・d払い両方に参加 飲食
きとら家 緑　広田地区 PayPay・d払い両方に参加 飲食
コバック洲本インター店 緑　広田地区 PayPayに参加 車検・整備
サンライズ淡路 緑　広田地区 PayPayに参加 ホテル・旅館・レジャー・浴場
ジョーシン淡路店 緑　広田地区 PayPay・d払い両方に参加 家電
つどい処 砦 緑　広田地区 PayPayに参加 居酒屋
トヨタカローラ兵庫株式会社　淡路店 緑　広田地区 PayPay・d払い両方に参加 自動車販売
ぬか酵素Sun燦 緑　広田地区 PayPay・d払い両方に参加 酵素風呂
はるやま洲本店 緑　広田地区 PayPay・d払い両方に参加 衣服・靴・服飾品・鞄・バック
ハンコ卸売センター淡路島店 緑　広田地区 PayPayに参加 ハンコ卸売
ファミリーショップ　タマオカ 緑　広田地区 PayPayに参加 衣服・靴・服飾品・鞄・バック
ふとんのホソカワ 緑　広田地区 PayPayに参加 寝具
ヘアーサロンヤスイ 緑　広田地区 PayPayに参加 理容・美容
ほぐし恋シ 緑　広田地区 PayPay・d払い両方に参加 サービス
ミッテヘアー 緑　広田地区 PayPay・d払い両方に参加 理容・美容
ユタカ板金 緑　広田地区 PayPayに参加 自動車整備・各種修理
ローソン　緑町広田 緑　広田地区 PayPay・d払い両方に参加 コンビニエンスストア
ローソン　南あわじ山添 緑　広田地区 PayPay・d払い両方に参加 コンビニエンスストア
伊達精肉店 緑　広田地区 PayPayに参加 食品販売店
炭火焼肉　叡智 緑　広田地区 PayPayに参加 飲食
加喜伴 緑　広田地区 PayPayに参加 飲食
海鮮料理きとら洲本店 緑　広田地区 PayPay・d払い両方に参加 飲食
眼鏡市場洲本 緑　広田地区 PayPay・d払い両方に参加 眼鏡販売
吉野家 ２８号線洲本店 緑　広田地区 PayPay・d払い両方に参加 飲食
居酒屋シャインロード未来 緑　広田地区 PayPay・d払い両方に参加 飲食
山岡水道工業株式会社 緑　広田地区 PayPay・d払い両方に参加 サービス
松葉寿司 緑　広田地区 PayPayに参加 飲食
大阪王将洲本インターチェンジ店 緑　広田地区 PayPayに参加 飲食
淡路島たまねぎ工房 緑　広田地区 PayPay・d払い両方に参加 食品販売店
淡路島ばぁむ工房　maaru factory 緑　広田地区 PayPay・d払い両方に参加 食品販売店・小売
南あわじ山添 緑　広田地区 PayPay・d払い両方に参加 コンビニエンスストア
不動石材 緑　広田地区 PayPay・d払い両方に参加 小売
北西金物店 緑　広田地区 PayPayに参加 小売
有限会社福原自動車 緑　広田地区 PayPayに参加 自動車整備・各種修理
洋服の青山　洲本店 緑　広田地区 PayPay・d払い両方に参加 衣服
緑町広田 緑　広田地区 PayPay・d払い両方に参加 コンビニエンスストア
鮨夢 緑　広田地区 PayPayに参加 飲食
広田薬局 緑　広田地区 PayPayに参加 医薬品・化粧品・ドラックストア
カフェ＆ランチ フレール 緑　倭文地区 PayPay・d払い両方に参加 飲食・喫茶
くるまや 緑　倭文地区 PayPay・d払い両方に参加 自動車整備・各種修理
ふくカフェ 緑　倭文地区 PayPayに参加 飲食・喫茶
株式会社玉岡屋　ファミリーショップタマオカ 緑　倭文地区 PayPayに参加 衣服・靴・服飾品・鞄・バック
三栄興産㈱　ENEOSグリーン長田SS 緑　倭文地区 PayPayに参加 ガソリンスタンド
秀モータース株式会社 緑　倭文地区 PayPayに参加 自動車整備・各種修理
清水庵 緑　倭文地区 PayPayに参加 飲食
草地家 緑　倭文地区 PayPay・d払い両方に参加 小売
APCパソコンスクール 西淡　松帆地区 PayPay・d払い両方に参加 コンピューター学習・教育
cocon 西淡　松帆地区 PayPayに参加 エスティックサロン
PATRASCHE 西淡　松帆地区 PayPay・d払い両方に参加 サービス
WAO美容室 西淡　松帆地区 PayPay・d払い両方に参加 理容・美容
アイ美容室 西淡　松帆地区 PayPayに参加 理容・美容
アクティブカレッジ～想像を形にする学びサロン～ 西淡　松帆地区 PayPay・d払い両方に参加 コンピューター学習・教育
あずま板金塗装 西淡　松帆地区 PayPay・d払い両方に参加 自動車整備・各種修理
あわじ浜離宮 西淡　松帆地区 PayPayに参加 宿泊業
あわじ浜離宮 別荘 鐸海 西淡　松帆地区 PayPayに参加 宿泊業
カフェレスト　アリス 西淡　松帆地区 PayPayに参加 飲食・喫茶
コワーキング 西淡　松帆地区 PayPay・d払い両方に参加 コンピューター学習・教育
しまもと 西淡　松帆地区 PayPayに参加 食品販売店
トゥインクル美容室 西淡　松帆地区 PayPay・d払い両方に参加 理容・美容
のんき 西淡　松帆地区 PayPay・d払い両方に参加 ホテル・旅館・レジャー・浴場
ハマーオート 西淡　松帆地区 PayPayに参加 小売
フタバ薬品　エンジェルクリニグ 西淡　松帆地区 PayPay・d払い両方に参加 医薬品・化粧品・ドラックストア
ヘアーサロンOrange 西淡　松帆地区 PayPay・d払い両方に参加 理容・美容
リサイクルショップ　キタハマ 西淡　松帆地区 PayPayに参加 リサイクル
レストラン慶野 西淡　松帆地区 PayPay・d払い両方に参加 飲食
ローソン　慶野松原 西淡　松帆地区 PayPay・d払い両方に参加 コンビニエンスストア
宇治田自動車 西淡　松帆地区 PayPayに参加 自動車整備販売
株式会社　中川自動車 西淡　松帆地区 PayPayに参加 自動車整備・各種修理
株式会社 嶋本食品 西淡　松帆地区 PayPay・d払い両方に参加 食品スーパー
菊咲理容美容店 西淡　松帆地区 PayPayに参加 理容・美容
斎藤石材 西淡　松帆地区 PayPayに参加 小売
山本家具 西淡　松帆地区 PayPay・d払い両方に参加 家具
浅井ふとん店 西淡　松帆地区 PayPay・d払い両方に参加 寝具
前田商工産業 西淡　松帆地区 PayPayに参加 自動車整備・各種修理
淡路島かわらや 西淡　松帆地区 PayPay・d払い両方に参加 飲食
畑野クリーニング 西淡　松帆地区 PayPay・d払い両方に参加 クリーニング
毎日食堂 西淡　松帆地区 PayPayに参加 飲食
髙岡衣料寝具店　Baby&Kids 西淡　松帆地区 PayPay・d払い両方に参加 寝具
久米石油 西淡　松帆地区 d払いに参加 ガソリンスタンド
calmehair 西淡　湊地区 PayPayに参加 理容・美容
いろり亭 西淡　湊地区 PayPayに参加 飲食
お好みハウスクルーズ 西淡　湊地区 PayPay・d払い両方に参加 飲食
お弁当 桔梗家 西淡　湊地区 PayPay・d払い両方に参加 飲食
さつき寿し 西淡　湊地区 PayPay・d払い両方に参加 飲食
さと味 西淡　湊地区 PayPay・d払い両方に参加 飲食
ファミリーマート　西淡湊　　  西淡　湊地区 PayPay・d払い両方に参加 コンビニエンスストア
メガネ工房すが 西淡　湊地区 PayPay・d払い両方に参加 眼鏡
伊木衣料品店 西淡　湊地区 PayPayに参加 衣服
株式会社進藤自動車 西淡　湊地区 PayPayに参加 自動車整備・各種修理
吉川理容店 西淡　湊地区 PayPayに参加 理容・美容
久米商事株式会社 西淡　湊地区 PayPayに参加 各種小売
金太郎シーパ店 西淡　湊地区 PayPayに参加 飲食
熊橋商店 西淡　湊地区 PayPay・d払い両方に参加 食品販売店
坂本文昌堂　シーパ店 西淡　湊地区 PayPay・d払い両方に参加 小売



店舗名 地区名 参加パターン 業種
焼肉平松 西淡　湊地区 PayPayに参加 飲食
新屋石油株式会社セルフ湊SS 西淡　湊地区 PayPayに参加 ガソリンスタンド
川井のさんぱっちゃ 西淡　湊地区 PayPay・d払い両方に参加 理容・美容
前川石油株式会社 西淡　湊地区 PayPay・d払い両方に参加 ガソリンスタンド
大正屋 西淡　湊地区 PayPay・d払い両方に参加 医薬品・化粧品・ドラックストア
淡路ビーフ小松 西淡　湊地区 PayPayに参加 食品販売店
淡路島産直市場とれたてわーるど 西淡　湊地区 PayPayに参加 食品スーパー
藤村米穀店 西淡　湊地区 PayPayに参加 食品販売店
富岡時計眼鏡店 西淡　湊地区 PayPayに参加 時計
湊SS 西淡　湊地区 PayPayに参加 ガソリンスタンド
民宿花円 西淡　湊地区 PayPay・d払い両方に参加 サービス
有限会社浜野電機 西淡　湊地区 PayPay・d払い両方に参加 家電
鍼灸マッサージ　トラ吉 西淡　湊地区 PayPay・d払い両方に参加 鍼灸院
スナック湊 西淡　湊地区 PayPay・d払い両方に参加 飲食
GALLERY土坐 西淡　津井地区 PayPay・d払い両方に参加 小売
トマト介護・福祉タクシー 西淡　津井地区 PayPayに参加 タクシー
ファミリーショップ庄司 西淡　津井地区 PayPayに参加 衣服・靴・服飾品・鞄・バック
瓦割り体験道場 西淡　津井地区 PayPay・d払い両方に参加 サービス
季節料理松本 西淡　津井地区 PayPay・d払い両方に参加 飲食
来馬自動車 西淡　津井地区 PayPayに参加 サービス
海釣り公園 西淡　丸山地区 PayPay・d払い両方に参加 サービス
民宿いづみ丸 西淡　丸山地区 d払いに参加 飲食
pizzeria e trattoria まるみ食堂 西淡　阿那賀地区 d払いに参加 飲食
アロマピア 西淡　阿那賀地区 PayPayに参加 サービス
ホテルアナガ 西淡　阿那賀地区 PayPayに参加 ホテル・旅館・レジャー・浴場
渦人 西淡　阿那賀地区 PayPay・d払い両方に参加 居酒屋
坂口荘 西淡　阿那賀地区 PayPayに参加 飲食
大潮荘 西淡　阿那賀地区 PayPay・d払い両方に参加 ホテル・旅館・レジャー・浴場
民宿みたき荘 西淡　阿那賀地区 PayPayに参加 ホテル・旅館・レジャー・浴場
旅館いび 西淡　阿那賀地区 PayPayに参加 旅館
南あわじドッグラン・飛行犬撮影所 西淡　伊加利地区 PayPay・d払い両方に参加 サービス
HopeWill 淡路島 西淡　西淡志知地区 PayPay・d払い両方に参加 食品販売店
verde tenero 西淡　西淡志知地区 PayPay・d払い両方に参加 食品販売店
たけだ整骨院 西淡　西淡志知地区 PayPay・d払い両方に参加 整骨院
ヘアーサロンひらかわ 西淡　西淡志知地区 PayPayに参加 理容・美容
ローソン　南あわじ志知 西淡　西淡志知地区 PayPay・d払い両方に参加 コンビニエンスストア
牛楽 西淡　西淡志知地区 PayPay・d払い両方に参加 飲食
淡路島特急線、徳島空港線、らん・らんバス、観光ルート南北線 西淡　西淡志知地区 PayPayに参加 旅客自動車運送
有限会社　高岡モータース 西淡　西淡志知地区 PayPay・d払い両方に参加 自動車整備・各種修理
有限会社　陸の港自動車整備工業 西淡　西淡志知地区 PayPayに参加 自動車整備・各種修理
陸の港　西淡 西淡　西淡志知地区 PayPayに参加 高速バスチケット販売・売店
恋路 西淡　西淡志知地区 PayPayに参加 飲食
COLORIS 三原　榎列・倭文地区 PayPayに参加 食品販売店
MEAT29 三原　榎列・倭文地区 PayPay・d払い両方に参加 食品販売店
ｔｏｋｉ・ｎｏ・ｓｏｕ・時の想 三原　榎列・倭文地区 PayPay・d払い両方に参加 理容・美容
アビーロード 三原　榎列・倭文地区 PayPay・d払い両方に参加 飲食
うずしおラインSS 三原　榎列・倭文地区 PayPay・d払い両方に参加 ガソリンスタンド
おのころ 原口製菓 三原　榎列・倭文地区 PayPayに参加 食品販売店
お好み焼き 嘉もん 三原　榎列・倭文地区 PayPayに参加 飲食
かもりSS 三原　榎列・倭文地区 PayPay・d払い両方に参加 ガソリンスタンド
カラオケＷＡＶＥ三原店 三原　榎列・倭文地区 PayPay・d払い両方に参加 カラオケ飲食
くすりのレデイ　淡路えなみ店 三原　榎列・倭文地区 PayPay・d払い両方に参加 医薬品・化粧品・ドラックストア
サキナビューティスペース南あわじ 三原　榎列・倭文地区 PayPay・d払い両方に参加 医薬品・化粧品・ドラックストア
シエラボーテ 三原　榎列・倭文地区 PayPayに参加 エスティックサロン
セレモニーホール南あわじ店 三原　榎列・倭文地区 PayPayに参加 その他
パッケージプラザスギモト 三原　榎列・倭文地区 PayPayに参加 小売
ファミリーマート　淡路かもり　　  三原　榎列・倭文地区 PayPay・d払い両方に参加 コンビニエンスストア
ファミリーマート　淡路こえなみ　　  三原　榎列・倭文地区 PayPay・d払い両方に参加 コンビニエンスストア
ヘアーサロン　オオタニ 三原　榎列・倭文地区 PayPayに参加 理容・美容
ヘアーサロンフレンズ 三原　榎列・倭文地区 PayPayに参加 理容・美容
ほっともっと淡路三原店 三原　榎列・倭文地区 PayPay・d払い両方に参加 飲食
ボディケアおのころ 三原　榎列・倭文地区 PayPay・d払い両方に参加 整体院
マイマート三原店 三原　榎列・倭文地区 PayPayに参加 食品スーパー
マスモトでんき 三原　榎列・倭文地区 PayPay・d払い両方に参加 家電
マンマ　カモミッラ 三原　榎列・倭文地区 PayPayに参加 飲食
ミレットマルシェ・ソラ 三原　榎列・倭文地区 PayPay・d払い両方に参加 飲食
メゾン ド ムラセ 三原　榎列・倭文地区 PayPay・d払い両方に参加 各種小売
花縁 三原　榎列・倭文地区 PayPay・d払い両方に参加 小売
活魚割烹紅 三原　榎列・倭文地区 PayPayに参加 飲食
株式会社　中田豊商店 三原　榎列・倭文地区 PayPayに参加 小売
㈱たんば 三原　榎列・倭文地区 PayPayに参加 自動車整備・各種修理
靴のポッポ 三原　榎列・倭文地区 PayPay・d払い両方に参加 靴
三和商事株式会社 三原　榎列・倭文地区 PayPay・d払い両方に参加 小売
児島岩吉商店 三原　榎列・倭文地区 PayPay・d払い両方に参加 食品販売店
自凝島神社 三原　榎列・倭文地区 d払いに参加 サービス
小料理　海味 三原　榎列・倭文地区 PayPayに参加 飲食
石窯ピザ丸 三原　榎列・倭文地区 PayPayに参加 飲食
浅井菓子舗 三原　榎列・倭文地区 PayPayに参加 食品販売店
浅井石油 三原　榎列・倭文地区 PayPay・d払い両方に参加 ガソリンスタンド
㊥モータース 三原　榎列・倭文地区 PayPayに参加 自動車整備・各種修理
津之国屋　三原店 三原　榎列・倭文地区 PayPayに参加 食品販売店
都美人酒造 三原　榎列・倭文地区 PayPayに参加 清酒製造販売
藤井タイヤ商事株式会社 三原　榎列・倭文地区 PayPayに参加 小売
鳴門屋 三原　榎列・倭文地区 PayPayに参加 飲食
野口ファーム 三原　榎列・倭文地区 PayPayに参加 食品販売店
和良久 三原　榎列・倭文地区 PayPay・d払い両方に参加 居酒屋
手作りうどん　やまや 三原　榎列・倭文地区 PayPayに参加 飲食
生産者直売所かねしん 三原　榎列・倭文地区 PayPayに参加 小売
Launen&Dank 三原　八木地区 PayPay・d払い両方に参加 サービス
ｎａｔｕｒｅ 三原　八木地区 PayPay・d払い両方に参加 エスティックサロン
NegozioDOMA 三原　八木地区 PayPayに参加 食品販売店
OHANA 三原　八木地区 PayPay・d払い両方に参加 理容・美容
TERMINAL Next departure 三原　八木地区 PayPayに参加 理容・美容
ウエルシア南あわじ上八木店 三原　八木地区 PayPayに参加 医薬品・化粧品・ドラックストア
おそうじ本舗淡路島店 三原　八木地区 PayPay・d払い両方に参加 クリーニング・各種清掃
カットスタジオ　カミキリ 三原　八木地区 PayPayに参加 理容・美容
きき 三原　八木地区 PayPay・d払い両方に参加 飲食
コアラ家 三原　八木地区 PayPay・d払い両方に参加 飲食
スマホぱそこんレスキュー南あわじ店 三原　八木地区 PayPay・d払い両方に参加 通信事業
ファミリーマート　淡路ファームパーク前　　  三原　八木地区 PayPay・d払い両方に参加 コンビニエンスストア
ふくカラ 三原　八木地区 PayPayに参加 飲食
フラワーショップ栄華 三原　八木地区 PayPay・d払い両方に参加 小売
ミレー美容室 三原　八木地区 PayPay・d払い両方に参加 理容・美容
もみほぐしリラクゼーション空間shu-shu 三原　八木地区 PayPay・d払い両方に参加 サービス



店舗名 地区名 参加パターン 業種
ルフィアージュ 三原　八木地区 PayPayに参加 小売
ローソン　南あわじ養宜上 三原　八木地区 PayPay・d払い両方に参加 コンビニエンスストア
ローソン　三原町八木 三原　八木地区 PayPay・d払い両方に参加 コンビニエンスストア
株式会社秦組本店 三原　八木地区 PayPay・d払い両方に参加 その他
㈱ゑびす屋 三原　八木地区 PayPayに参加 小売
健康壱番館　爽 三原　八木地区 PayPayに参加 サービス
焼肉あらき 三原　八木地区 PayPay・d払い両方に参加 飲食
食肉卸三昭株式会社 三原　八木地区 PayPayに参加 卸売
真野印刷 三原　八木地区 PayPayに参加 印刷
淡路ファームパーク　イングランドの丘　MooMooバーベキュー 三原　八木地区 PayPay・d払い両方に参加 レジャー
淡路ファームパーク　イングランドの丘　キッチンユーカリが丘 三原　八木地区 PayPay・d払い両方に参加 レジャー
淡路ファームパーク　イングランドの丘　クラフト体験 三原　八木地区 PayPay・d払い両方に参加 レジャー
淡路ファームパーク　イングランドの丘　コアラ店長のおみやげやさん 三原　八木地区 PayPay・d払い両方に参加 レジャー
淡路ファームパーク　イングランドの丘　コアラ島バーガー 三原　八木地区 PayPay・d払い両方に参加 レジャー
淡路ファームパーク　イングランドの丘　チケット窓口１ 三原　八木地区 PayPay・d払い両方に参加 レジャー
淡路ファームパーク　イングランドの丘　チケット窓口2 三原　八木地区 PayPay・d払い両方に参加 レジャー
淡路ファームパーク　イングランドの丘　ファーマーズキッチン 三原　八木地区 PayPay・d払い両方に参加 レジャー
淡路ファームパーク　イングランドの丘　ミルクハウス 三原　八木地区 PayPay・d払い両方に参加 レジャー
淡路ファームパーク　イングランドの丘　食の体験 三原　八木地区 PayPay・d払い両方に参加 レジャー
淡路ファームパーク　イングランドの丘　石窯ピッツァ工房 三原　八木地区 PayPay・d払い両方に参加 レジャー
淡路島ホテル・ロッジGREENCOZY 三原　八木地区 PayPayに参加 ホテル・旅館・レジャー・浴場
美菜恋来屋 三原　八木地区 PayPay・d払い両方に参加 食品スーパー
美容室さんぽみち 三原　八木地区 PayPay・d払い両方に参加 理容・美容
北条電機株式会社 三原　八木地区 PayPayに参加 弱電設備工事
名主園 三原　八木地区 PayPay・d払い両方に参加 小売
BAMBINO 三原　市地区 PayPay・d払い両方に参加 小売
Beauty Sun 三原　市地区 PayPay・d払い両方に参加 理容・美容
C&Bワカバヤシ 三原　市地区 PayPay・d払い両方に参加 小売
MEN’S MANO （メンズ・マノ） 三原　市地区 PayPayに参加 小売
Mummo 三原　市地区 PayPayに参加 理容・美容
patisserie plus 三原　市地区 PayPay・d払い両方に参加 食品販売店
satus 三原　市地区 PayPayに参加 飲食
TSUTAYAシティオ三原店 三原　市地区 PayPayに参加 小売
un sac 三原　市地区 PayPayに参加 小売
wakaba cafe 三原　市地区 PayPay・d払い両方に参加 飲食
ウエルシア南あわじ三原店 三原　市地区 PayPay・d払い両方に参加 医薬品・化粧品・ドラックストア
ウエルシア南あわじ青木店 三原　市地区 PayPay・d払い両方に参加 医薬品・化粧品・ドラックストア
うどん工房　淡家 三原　市地区 PayPayに参加 飲食
オフィス　ビー 三原　市地区 PayPay・d払い両方に参加 各種小売
お弁当、お惣菜ホームラン 三原　市地区 PayPayに参加 食品販売店
カイロ&サロン　Core（こあ） 三原　市地区 PayPayに参加 サービス
かツ泉　三原店 三原　市地区 PayPay・d払い両方に参加 飲食
カメラのサンジョウ 三原　市地区 PayPay・d払い両方に参加 カメラ
キャンサス 三原　市地区 PayPayに参加 小売
キョーエイサンマルシェ 三原　市地区 PayPayに参加 小売
サン美容室三原店 三原　市地区 PayPay・d払い両方に参加 理容・美容
スピカロースザバー 三原　市地区 PayPayに参加 バー
セブンイレブン南あわじ市福永店 三原　市地区 PayPay・d払い両方に参加 コンビニエンスストア
そらみどう 三原　市地区 PayPayに参加 小売
タイヤガーデンヤマグチ 三原　市地区 PayPayに参加 小売
ダイレックス三原ショッピングプラザ店 三原　市地区 PayPay・d払い両方に参加 小売
たにやんの店 三原　市地区 PayPayに参加 飲食
ちどり写真館 三原　市地区 PayPayに参加 サービス
ツツミゴルフ 三原　市地区 PayPayに参加 スポーツ
ドコモショップ南あわじ店 三原　市地区 d払いに参加 サービス
トミモト靴店 三原　市地区 PayPay・d払い両方に参加 靴
とんかつ一番 三原　市地区 PayPay・d払い両方に参加 飲食
はたもと呉服店 三原　市地区 PayPay・d払い両方に参加 呉服
ファミリーショップ100 三原　市地区 PayPayに参加 小売
ブックサークル 三原　市地区 PayPay・d払い両方に参加 サービス
フレッシュふじおか 三原　市地区 PayPayに参加 食品販売店
ヘア&フェイス　パームド・ヒーロー 三原　市地区 PayPayに参加 理容・美容
ベースセブン 三原　市地区 PayPay・d払い両方に参加 小売
まつみ理容室 三原　市地区 PayPay・d払い両方に参加 理容・美容
ミスタータイヤマン金﨑　南あわじ店 三原　市地区 PayPay・d払い両方に参加 小売
メガネの山口 三原　市地区 PayPayに参加 眼鏡
やきとり大吉 南あわじ店 三原　市地区 PayPayに参加 飲食
ライフ商会 三原　市地区 PayPayに参加 車販売
ローソン　南あわじ市青木 三原　市地区 PayPay・d払い両方に参加 コンビニエンスストア
ワインショップ西村　三原店 三原　市地区 PayPayに参加 食品販売店・小売
ワシン 三原　市地区 PayPay・d払い両方に参加 小売
稲井木工所 三原　市地区 PayPayに参加 小売
榎本製畳所 三原　市地区 PayPayに参加 製造業
奥井日昇堂 三原　市地区 PayPayに参加 食品販売店
株式会社　大橋モータース 三原　市地区 PayPayに参加 自動車整備・各種修理
株式会社アクアヴェルデAWAJI 三原　市地区 PayPayに参加 農産物販売
喜田喜酒店 三原　市地区 PayPay・d払い両方に参加 小売
義周 三原　市地区 PayPay・d払い両方に参加 居酒屋
吉田精肉店パルティ店 三原　市地区 PayPay・d払い両方に参加 食品販売店
居酒屋りき 三原　市地区 PayPay・d払い両方に参加 居酒屋
御菓子司　栄堂 三原　市地区 PayPay・d払い両方に参加 食品販売店
子供服 奈奈 三原　市地区 PayPayに参加 衣服
松下電器 三原　市地区 PayPayに参加 家電
松月堂 三原　市地区 PayPayに参加 小売
新こむぎ 三原　市地区 PayPayに参加 飲食
村松薬品パルティ店 三原　市地区 PayPayに参加 医薬品・化粧品・ドラックストア
多聞 三原　市地区 PayPayに参加 飲食
淡路マルヰ株式会社 三原　市地区 PayPayに参加 小売
辻西電化センター 三原　市地区 PayPay・d払い両方に参加 家電
南あわじ鍼灸治療院 三原　市地区 PayPay・d払い両方に参加 鍼灸院
農家の店しんしん　淡路三原店 三原　市地区 PayPayに参加 小売
畔 三原　市地区 PayPay・d払い両方に参加 飲食
桝本モータース 三原　市地区 PayPayに参加 自動車整備業
薬局サンダ 三原　市地区 PayPay・d払い両方に参加 医薬品・化粧品・ドラックストア
有限会社　垣本商会 三原　市地区 PayPayに参加 自動車整備・各種修理
和い和い 三原　市地区 PayPayに参加 飲食
鮨割烹　たつら 三原　市地区 PayPayに参加 飲食
asshu 三原　神代地区 PayPayに参加 自動車整備・各種修理
CLUB CHIC 三原　神代地区 PayPayに参加 理容・美容
RISE 三原　神代地区 PayPayに参加 理容・美容
twin 三原　神代地区 PayPayに参加 エスティックサロン
イデリアリスタ 三原　神代地区 PayPayに参加 医薬品・化粧品・ドラックストア
お酒のリカワン山崎本店 三原　神代地区 PayPay・d払い両方に参加 食品販売店
ナナソックス 三原　神代地区 PayPay・d払い両方に参加 小売



店舗名 地区名 参加パターン 業種
はるひ 三原　神代地区 PayPay・d払い両方に参加 食品販売店
ファミリーマート　南あわじ国衙　　  三原　神代地区 PayPay・d払い両方に参加 コンビニエンスストア
フラミンゴ 三原　神代地区 PayPayに参加 飲食
ムラカミ食品 三原　神代地区 PayPayに参加 食品販売店・小売
メナード化粧品南淡路代行店 三原　神代地区 PayPayに参加 化粧品
めん処喜多野 三原　神代地区 PayPay・d払い両方に参加 飲食
ローソン　南あわじ国衙 三原　神代地区 PayPay・d払い両方に参加 コンビニエンスストア
株式会社　オクイ 三原　神代地区 PayPayに参加 小売
株式会社城古タンス店 三原　神代地区 PayPay・d払い両方に参加 家具
真砂鮮魚店 三原　神代地区 PayPayに参加 食品販売店
地魚地野菜旬 三原　神代地区 PayPay・d払い両方に参加 飲食
鉄板ダイニング　楽空 三原　神代地区 PayPay・d払い両方に参加 飲食
入谷モータース 三原　神代地区 PayPay・d払い両方に参加 自動車修理
和久羅 三原　神代地区 PayPayに参加 飲食
和風カフェ　菓のん 三原　神代地区 PayPay・d払い両方に参加 飲食
満面　国衙店 三原　神代地区 PayPay・d払い両方に参加 飲食
Le.Blanche 三原　三原志知地区 PayPayに参加 ホテル・旅館・レジャー・浴場
スーパーマエダ 三原　三原志知地区 PayPay・d払い両方に参加 食品販売店・小売
フレッシュきたの 三原　三原志知地区 PayPay・d払い両方に参加 食品販売店
薬局ヘルシーピット 三原　三原志知地区 PayPay・d払い両方に参加 製剤薬局
Creperie oriton 南淡　福良地区 PayPay・d払い両方に参加 飲食
G.ELM 南淡　福良地区 PayPayに参加 飲食
GURUDOG×THEBAR infinity 南淡　福良地区 PayPayに参加 飲食
h-chatter 南淡　福良地区 PayPayに参加 理容・美容
Hotel ＆ Resorts MINAMIAWAJI 南淡　福良地区 PayPay・d払い両方に参加 ホテル・旅館・レジャー・浴場
miwa 南淡　福良地区 PayPay・d払い両方に参加 理容・美容
MURA-LABO 南淡　福良地区 PayPay・d払い両方に参加 飲食
nail salon atelier 南淡　福良地区 PayPay・d払い両方に参加 サービス
Srow 南淡　福良地区 PayPayに参加 理容・美容
WHIRLPOOL 南淡　福良地区 PayPay・d払い両方に参加 飲食
あわぢ 阿うん（予約制） 南淡　福良地区 PayPayに参加 飲食
いしかわフォトスタジオ 南淡　福良地区 PayPay・d払い両方に参加 サービス
うずしおショップMAARINE 南淡　福良地区 PayPayに参加 食品販売店・小売
エビスヤ 南淡　福良地区 PayPay・d払い両方に参加 医薬品・化粧品・ドラックストア
おうちカフェ　メリッサ　サカベ 南淡　福良地区 PayPayに参加 飲食
カイロ・サロンやぶ 南淡　福良地区 PayPay・d払い両方に参加 カイロプラクティック
キクカワストアー㈲ 南淡　福良地区 PayPayに参加 食品す
クボタ水産 南淡　福良地区 PayPayに参加 食品販売店
ぐりるエイト 南淡　福良地区 PayPay・d払い両方に参加 飲食
ジロデアワジ 南淡　福良地区 PayPay・d払い両方に参加 飲食
ステーキファーム 南淡　福良地区 PayPayに参加 飲食
ナルト薬局 南淡　福良地区 PayPay・d払い両方に参加 医薬品・化粧品・ドラックストア
はぎのカラースタジオ 南淡　福良地区 PayPay・d払い両方に参加 サービス
はしもと衣料店 南淡　福良地区 PayPayに参加 衣料品販売
はっぴぃ 南淡　福良地区 PayPay・d払い両方に参加 飲食
ファッションハウスタカミ 南淡　福良地区 d払いに参加 小売
ふくら手延べ製麺所 南淡　福良地区 PayPayに参加 食品販売店
ヘアーサロン　フジモト 南淡　福良地区 PayPay・d払い両方に参加 理容・美容
ヘアーサロンナルト 南淡　福良地区 PayPayに参加 理容・美容
ホテル＆リゾーツ南淡路　瓦 南淡　福良地区 PayPayに参加 ホテル・旅館・レジャー・浴場
ほりこし 南淡　福良地区 PayPayに参加 医薬品・化粧品・ドラックストア
ママン 南淡　福良地区 PayPay・d払い両方に参加 飲食
まりも 南淡　福良地区 PayPayに参加 飲食
やぶ水産有限会社 南淡　福良地区 PayPay・d払い両方に参加 食品販売店
やぶ萬 南淡　福良地区 PayPayに参加 ホテル・旅館・レジャー・浴場
レストランなないろ 南淡　福良地区 PayPayに参加 飲食
ローソン　南淡町福良 南淡　福良地区 PayPay・d払い両方に参加 コンビニエンスストア
ローソン　南あわじ福良口 南淡　福良地区 PayPay・d払い両方に参加 こん
愛丸水産 南淡　福良地区 PayPay・d払い両方に参加 食品販売店
衣料雑貨ヤスイ 南淡　福良地区 PayPay・d払い両方に参加 衣料雑貨
活魚料理　沖 南淡　福良地区 PayPay・d払い両方に参加 飲食
岸弘水産株式会社 南淡　福良地区 PayPay・d払い両方に参加 食品販売店
季節料理まえ川 南淡　福良地区 PayPay・d払い両方に参加 飲食
吉田精肉店福良店 南淡　福良地区 PayPay・d払い両方に参加 食品販売店
橋詰水産 南淡　福良地区 PayPayに参加 食品販売店
鼓亭 南淡　福良地区 PayPayに参加 飲食
三沢商店 南淡　福良地区 PayPay・d払い両方に参加 食品販売店
三澤商店 南淡　福良地区 PayPayに参加 飲食
山田海産物 南淡　福良地区 PayPayに参加 食品販売店・小売
山武水産 南淡　福良地区 PayPayに参加 飲食
若男水産　3年とらふぐ直売所 南淡　福良地区 PayPay・d払い両方に参加 食品販売店
手延べそうめん処金山　ら福 南淡　福良地区 PayPay・d払い両方に参加 飲食
寿司一作 南淡　福良地区 PayPayに参加 飲食
小林水産 南淡　福良地区 PayPayに参加 食品は
清中 南淡　福良地区 PayPayに参加 飲食
西洋店 南淡　福良地区 PayPay・d払い両方に参加 小売
全日食チェーン福良店 南淡　福良地区 PayPay・d払い両方に参加 食品スーパー
増田洋品店 南淡　福良地区 PayPay・d払い両方に参加 小売
大歳商店 南淡　福良地区 PayPayに参加 食品はん
淡路人形座 南淡　福良地区 PayPay・d払い両方に参加 観光
淡路島しふぉんの店fortune 南淡　福良地区 PayPayに参加 食品はんば
淡路島海産物販売ふく 南淡　福良地区 PayPay・d払い両方に参加 食品はんばい
淡路島海上ホテル 南淡　福良地区 PayPay・d払い両方に参加 ホテル・旅館・レジャー・浴場
天羽商店 南淡　福良地区 PayPayに参加 飲食
道の駅うずしお(ショップうずのくに、うずしおレストラン、淡路島オニオンキッチン本店) 南淡　福良地区 PayPay・d払い両方に参加 レジャー
うずの丘大鳴門橋記念館(ショップうずの丘味市場、絶景レストランうずの丘、
淡路島オニオンキッチンうずの丘店、うずしお科学館、淡路島オニオンキッチンカー)

南淡　福良地区 PayPay・d払い両方に参加 レジャー

呑喰処　かくれ家 南淡　福良地区 PayPayに参加 飲食
美容室メルシー 南淡　福良地区 PayPay・d払い両方に参加 理容・美容
福栄商店 南淡　福良地区 PayPay・d払い両方に参加 食品販売店
福栄理髪店 南淡　福良地区 PayPayに参加 理容・美容
福岡南陽堂 南淡　福良地区 PayPayに参加 小売
福神水産株式会社 南淡　福良地区 PayPayに参加 卸売
福良マルシェ 南淡　福良地区 PayPayに参加 食品販売店・小売
別所水産 南淡　福良地区 PayPay・d払い両方に参加 食品販売店
湊小宿 海の薫とAWAJISHIMA 南淡　福良地区 PayPayに参加 ホテル・旅館・レジャー・浴場
民宿　長尾屋 南淡　福良地区 PayPay・d払い両方に参加 飲食
明石海峡産海産物販売　ふく南あわじ店 南淡　福良地区 PayPay・d払い両方に参加 食品販売店
野菜酒憾なみなみ 南淡　福良地区 PayPay・d払い両方に参加 飲食
有限会社　片井オートサービス 南淡　福良地区 PayPay・d払い両方に参加 自動車整備・各種修理
有限会社金山製麺 南淡　福良地区 PayPayに参加 食品販売店
有限会社富永製菓所 南淡　福良地区 PayPay・d払い両方に参加 飲食
理容藤本 南淡　福良地区 PayPay・d払い両方に参加 理容・美容
料理民宿クボタ 南淡　福良地区 PayPayに参加 ホテル・旅館・レジャー・浴場



店舗名 地区名 参加パターン 業種
焙煎工房&淡路牛バール　ジロデアワジ 南淡　福良地区 PayPay・d払い両方に参加 飲食・食料品販売
BeautySalon Lavie 南淡　賀集地区 PayPay・d払い両方に参加 理容・美容
MASUI 南淡　賀集地区 PayPayに参加 食品販売店
roco 南淡　賀集地区 PayPay・d払い両方に参加 理容・美容
アミー by YAMAMATSU 南淡　賀集地区 PayPayに参加 小売
くすりのレデイ　賀集八幡店 南淡　賀集地区 PayPay・d払い両方に参加 医薬品・化粧品・ドラックストア
サラダ館南淡店 南淡　賀集地区 PayPay・d払い両方に参加 小売
スマートカラーkireiイオン南淡路店 南淡　賀集地区 PayPayに参加 理容・美容
セブンイレブン南あわじ賀集野田店 南淡　賀集地区 PayPay・d払い両方に参加 コンビニエンスストア
セレモニーホール丸和 南淡　賀集地区 PayPay・d払い両方に参加 冠婚葬祭
ダイソーイオン南淡路店 南淡　賀集地区 PayPayに参加 小売
たかみシューズイオン南淡路店 南淡　賀集地区 PayPayに参加 靴
ちょうじ 南淡　賀集地区 PayPay・d払い両方に参加 飲食
ピア・オオタニ　南淡路店 南淡　賀集地区 PayPay・d払い両方に参加 小売
ファッションセンターしまむら 南淡店 南淡　賀集地区 PayPayに参加 小売
ファミリーマート　賀集八幡　　  南淡　賀集地区 PayPay・d払い両方に参加 コンビニエンスストア
ヘアサロンpua 南淡　賀集地区 PayPayに参加 理容・美容
メディカルカイロりらっ楠 南淡　賀集地区 PayPay・d払い両方に参加 鍼灸院・治療院・接骨院・整骨院
リカーメイツ南淡路店　㈱ゑびす屋 南淡　賀集地区 PayPayに参加 小売
角店 南淡　賀集地区 PayPayに参加 小売
季楽 南淡　賀集地区 PayPayに参加 居酒屋
喫茶オアシス 南淡　賀集地区 PayPay・d払い両方に参加 飲食・喫茶
居酒屋　亜湖 南淡　賀集地区 PayPayに参加 居酒屋
刑部モータース 南淡　賀集地区 PayPayに参加 自動車整備・各種修理
三富 南淡　賀集地区 PayPay・d払い両方に参加 飲食
自家焙煎珈琲店ひまわり 南淡　賀集地区 PayPayに参加 飲食
織心愛 南淡　賀集地区 PayPayに参加 サービス
新屋石油株式会社セルフ賀集ＳＳ 南淡　賀集地区 PayPayに参加 ガソリンスタンド
薮田糀店 南淡　賀集地区 PayPay・d払い両方に参加 食品販売店
有限会社森田商会 南淡　賀集地区 PayPay・d払い両方に参加 ガソリンスタンド
和食ダイニングむら上 南淡　賀集地区 PayPayに参加 飲食
鮨居酒屋ながお 南淡　賀集地区 PayPay・d払い両方に参加 飲食
GOOD　BENTO 南淡　賀集地区 PayPayに参加 飲食
ファミリーマート　南淡北阿万　　  南淡　北阿万地区 PayPay・d払い両方に参加 コンビニエンスストア
ECCジュニア北阿万教室 南淡　北阿万地区 PayPayに参加 教育機関
スナックお好み焼きなかがわ 南淡　北阿万地区 PayPayに参加 飲食
とよた衣料品店 南淡　北阿万地区 PayPay・d払い両方に参加 衣料品
マートキクカワ 南淡　北阿万地区 PayPay・d払い両方に参加 食品スーパー
衣料センター ひがしら 南淡　北阿万地区 PayPay・d払い両方に参加 衣料品
横乗り工房CRAZYMONKEY 南淡　北阿万地区 PayPayに参加 小売
原田青果 南淡　北阿万地区 PayPayに参加 小売
淡島サービス南淡 南淡　北阿万地区 PayPay・d払い両方に参加 自動車整備・各種修理
中村バラ園 南淡　北阿万地区 PayPay・d払い両方に参加 小売
Salon de Pur. 南淡　阿万地区 PayPay・d払い両方に参加 理容・美容
アマテラス 南淡　阿万地区 PayPay・d払い両方に参加 ホテル・旅館・レジャー・浴場
うめ丸 南淡　阿万地区 PayPayに参加 ホテル・旅館・レジャー・浴場
お好み焼きかわばた 南淡　阿万地区 PayPay・d払い両方に参加 飲食
じゃのひれBBQガーデン 南淡　阿万地区 PayPayに参加 飲食
じゃのひれドルフィンファーム 南淡　阿万地区 PayPayに参加 レジャー
じゃのひれ乗馬クラブ 南淡　阿万地区 PayPayに参加 レジャー
シルバースター阿万美容室 南淡　阿万地区 PayPay・d払い両方に参加 理容・美容
ナイス美容室 南淡　阿万地区 PayPay・d払い両方に参加 理容・美容
プラザ淡路島 南淡　阿万地区 PayPayに参加 宿泊業
ペキンヤ 南淡　阿万地区 PayPayに参加 食品販売店
ホテルニューアワジ　プラザ淡路島 南淡　阿万地区 PayPayに参加 ホテル・旅館・レジャー・浴場
マミ美容室 南淡　阿万地区 PayPay・d払い両方に参加 理容・美容
榎本製菓店 南淡　阿万地区 PayPay・d払い両方に参加 食品販売店
株) 川端ﾓｰﾀｰｽ 南淡　阿万地区 PayPayに参加 自動車整備・各種修理
江本石油 南淡　阿万地区 PayPay・d払い両方に参加 ガソリンスタンド
山櫻 南淡　阿万地区 PayPay・d払い両方に参加 小売
精華薬房 南淡　阿万地区 PayPay・d払い両方に参加 製剤薬局
全日食チェーン阿万店 南淡　阿万地区 PayPay・d払い両方に参加 食品スーパー
太公望 南淡　阿万地区 PayPayに参加 飲食
淡路じゃのひれオートキャンプ場 南淡　阿万地区 PayPayに参加 レジャー
淡路じゃのひれバーベキューガーデン 南淡　阿万地区 PayPay・d払い両方に参加 飲食
池本呉服店 南淡　阿万地区 PayPay・d払い両方に参加 呉服
民泊　豆柴 南淡　阿万地区 PayPay・d払い両方に参加 ホテル・旅館・レジャー・浴場
有限会社　エーエス阿万淡路無線 南淡　阿万地区 PayPay・d払い両方に参加 小売
有限会社木本モータース 南淡　阿万地区 PayPayに参加 自動車整備・各種修理
アグリミュージアムNADA 南淡　灘地区 PayPayに参加 飲食
おれんじ荘 南淡　灘地区 PayPay・d払い両方に参加 ホテル・旅館・レジャー・浴場
魚治 南淡　灘地区 PayPayに参加 飲食
沼島汽船 南淡　沼島地区 PayPayに参加 貸客船
木村屋旅館 南淡　沼島地区 PayPayに参加 飲食


