
№ 店舗名称 住所

1 ヘアースタジオ フラッシュ・アップ 須崎市吾井郷乙1740

2 ㈱しまむら ファッションセンターしまむら 須崎店 須崎市吾井郷乙1744

3 市川タイヤ商会 須崎市吾井郷乙1796-1

4 スーパーストア たかはし 須崎市吾井郷乙476

5 高橋呉服店 須崎市吾井郷乙476

6 堅田酒販店 須崎市吾井郷乙477-2

7 高知新聞吾桑販売所 須崎市吾井郷乙477-2

8 リカーショップ みもと 須崎市吾井郷乙500

9 さくらサービスステーション 須崎市吾井郷乙855-1

10 矢野瑛章堂 須崎市青木町2-4

11 山本の魚屋 須崎市青木町3-6

12 ローソン須崎青木町店 須崎市青木町7-3

13 ㈲領木商店 須崎市青木町9-3

14 安和八洲苑 須崎市安和164-1

15 喫茶ポエム 須崎市安和239

16 ウィッティ　キタザワ 須崎市安和272

17 ㈲レストハウス琵琶湖 須崎市安和36

18 まるなか釣具㈱ 須崎店 須崎市安和947-1

19 佐野屋　須崎店 須崎市池ノ内10-1

20 高知トヨペット㈱ 須崎店 須崎市池ノ内645

21 ENEOS　須崎石油㈲ 須崎市泉町1-3

22 SOLATO浦ノ内SS（矢正建設） 須崎市浦ノ内西分1064-1

23 営農経済センターよこなみ 須崎市浦ノ内東分111-6

24 Yショップ中平 須崎市浦ノ内東分119-1

25 ㈲岡本石油 須崎市浦ノ内東分168

26 ファミリーストアー里見 須崎市浦ノ内東分168-96

27 LOGOS PARK SEASIDE KOCHI SUSAKI 須崎市浦ノ内東分2251

28 氏まる珈琲 須崎市浦ノ内東分409-1

29 べにや化粧品店 須崎市青木町7-9

30 ヨシノマリーナリゾート 須崎市多ノ郷乙108

31 LITTLE LASSI 須崎市多ノ郷甲1538

32 かくれ家 須崎市多ノ郷甲1598

33 キリマゴルフガーデン 須崎市多ノ郷甲3194

34 営農経済センターふれあい 須崎市多ノ郷甲3751‐7

35 ひまわりサービスステーション 須崎市多ノ郷甲395-1

36 シプラインディアンレストラン 須崎市多ノ郷甲435-1

37 ㈱インフィニファーマ たきぐち薬局 須崎市多ノ郷甲5756

38 焼肉 あらお 須崎市大間西町10-2

39 凧屋輝ながやま 須崎市大間西町1-15

40 お食事処　ますや 須崎市大間西町1-8

41 得得 須崎大間店 須崎市大間東町107

42 ㈲メディファ長山薬局 須崎市大間東町1-8

43 ホームセンターマルニ須崎店 須崎市大間東町4-25

44 理容ドル 須崎市大間東町4-32

45 モスバーガー須崎店 須崎市大間東町4-35



№ 店舗名称 住所

46 Enejet 須崎SS(㈱沖吉石油) 須崎市大間東町6-10

47 スナック らぶ 須崎市大間本町12-27

48 川越商店 須崎市大間本町12-28

49 土佐くろしお村 村営 とさっ子広場 須崎市大間本町14-26

50 市川のりものセンター 須崎市大間本町14-31

51 ローソン須崎大間本町店 須崎市大間本町7-25

52 よどやドラッグ須崎大間東店 須崎市大間東町4-37

53 Yショップ須崎南店 須崎市押岡710-5

54 代行バディ 須崎市押岡972

55 鍋焼きラーメンのがろ～ 須崎市鍛治町7-15

56 Yショップ上分店 須崎市上分丙184

57 ㈲須崎矢野自動車 須崎市神田17

58 ケーズデンキ須崎店 須崎市神田2485-1

59 ハリカミプレ・はんこ屋さん21.須崎店 須崎市神田2500-1

60 回転寿司 いちばん船 須崎市神田2500-1

61 アルファやましたマルナカ須崎店 須崎市神田2500-1 マルナカ須崎店内

62 シューズカンパニー須崎店 須崎市神田2500-1 マルナカ須崎店内

63 マックスバリュ西日本㈱ マルナカ須崎店 須崎市神田字下切2500-1

64 ツルハドラッグ須崎東店 須崎市桐間西110

65 ホームセンターコーナン 須崎店 須崎市桐間西26

66 ㈱ヤマダデンキ テックランド高知須崎店 須崎市桐間西51

67 ディスカウントドラッグコスモス須崎店 須崎市桐間南98

68 ダイソー マルナカ須崎 須崎市神田2500-1 マルナカ須崎店内

69 カメラのキタムラ マルナカ須崎店 須崎市神田字下切2496-11

70 まゆみの店 須崎市栄町10-14

71 Kitchen AZURI 須崎市栄町3-6

72 はせ川 LPガス 須崎市栄町6-7

73 土佐魚菜市場 須崎市下分乙805-1

74 ㈱田部自動車 須崎市下分乙822-1

75 バーグマン 須崎市下分甲1213

76 道の駅 かわうその里すさき直営店 須崎市下分甲263-3

77 道の駅 レストランとれた亭 須崎市下分甲263-3

78 とさっ子広場 かわうそ店 須崎市下分甲263-3

79 野島水産 須崎市下分甲263-3

80 つのやま 須崎市下分甲263-3 かわうその里須崎

81 笹岡釣具店 須崎市下分甲667-28

82 ENEOS サンクス新荘SS 須崎市下分甲672

83 矢野米穀店 須崎市新町1-3-17

84 フラワーガス㈱ 須崎市新町1-4-2

85 ちゃんぽんカントリー（ラーメンとお好み焼き） 須崎市新町1-5-12

86 スナックきらら 須崎市新町1-7-8

87 シェル美容室 須崎市新町1-7-9

88 制服の店 かどた商店 須崎市新町1丁目2-16

89 久保釣具店 須崎市新町1丁目4-10

90 八千代 須崎市新町1丁目7-7
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91 ㈲でんき家 須崎市新町1丁目3-6

92 喫茶みつや 須崎市新町2丁目2-1

93 ㈱沖吉石油 須崎市新町2丁目6-11

94 ㈲高陵衛生社 須崎市須崎619-128

95 ㈱須崎オート 須崎市須崎619-29

96 ㈲丸共味噌醤油醸造場 須崎市中町1-2-21

97 やまだ化粧品店 須崎市中町1丁目3-3

98 ボタン・手芸 おしゃれの店 くぼ 須崎市西崎町4-1

99 須崎魚河岸魚貴須崎本店 須崎市西崎町43

100 Evolution 須崎市西崎町5-1

101 I'artisan de Beaute COCACO 須崎市西崎町5-2 ルミエール西崎101

102 ローソン須崎西崎店 須崎市西崎町5-26

103 ㈱モンブラン 須崎市西崎町6-1

104 ベビー子供服・婦人服・雑貨　ハズ 須崎市西崎町6-15

105 マック 須崎店 須崎市西崎町6-15

106 シューズショップ ナベヤ 須崎店 須崎市西崎町6-15 ドラッグストア マック須崎店内

107 美容室パッション 須崎市西崎町6-43 ハイツ松坂101

108 ㈲丸美屋商店 須崎市西崎町6-8

109 小野家 須崎市西崎町8-3 アルファ2ビル1階

110 堅田薬局 須崎市西崎町8-52-1

111 サカヤノツマミグラ 須崎市西崎町9-11 山中ビル1F

112 ふぐ料理・寿司割烹 味道筋 須崎市西崎町9-48

113 豚太郎　須崎店 須崎市西糺町16-7

114 おもしろランドキャンプ須崎店 須崎市西糺町14-5

115 ねっこ と そら 須崎市西古市町4-17-2F

116 にしむら化粧品店 須崎市西古市町4-19

117 アン洋装店 須崎市西古市町5-31

118 高知新聞須崎西販売所 須崎市西町1-14-3

119 一棟貸しの宿と民芸品店 柳屋 須崎市西町1丁目1-22

120 バイクショップ高橋 須崎市西町1丁目2-2

121 Yショップ須崎西町店 須崎市西町1丁目2-7

122 メガネ パリミキ フジ須崎店 須崎市西町2-7-15 フジ須崎1F

123 ミルキーランド 須崎市西町2丁目7-15

124 フジ須崎店 須崎市西町2丁目7-15

125 ㈱フジファミリーフーズ どんじゃか須崎店 須崎市西町2丁目7-15

126 ミッキークリーニング フジ須崎店 須崎市西町2丁目7-15 フジ須崎店内1F

127 ツルハドラッグ須崎西店 須崎市西町2丁目78

128 森光酒店 須崎市浜町1丁目1-1

129 中村海産 須崎市浜町2丁目4-1

130 丸新タイヤ商会 須崎市原町1-13-5

131 ㈲徳久（酒のとくひさ） 須崎市原町1-5-25

132 (スナック)瑠璃草 須崎市原町1-6-12

133 fromagerie YAMASAKI 須崎市原町1-9-20

134 食事処 酒処 いちかわ 須崎市原町1丁目1-20

135 Hair plen-ty, 須崎市原町1丁目13-7
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136 宝来飯店 須崎市原町1丁目1-8

137 高橋時計店 須崎市原町1丁目5-22

138 グランママ 須崎市原町1丁目8-13　野島ビル2F

139 ㈱森光電機商会 須崎市原町1丁目8-19

140 城 須崎市原町1丁目9-11

141 須崎しんじょうハイヤー㈱ 須崎市原町2-3-28

142 食事処　やのよし 須崎市原町2丁目3-9

143 ラ・ラン美容室 須崎市原町1-7-10

144 LINO eyelash 須崎市東糺町3-14

145 coffee shop & factory ピエロ 須崎市東糺町3-6

146 松下健商舗 須崎市東古市町1-27

147 ㈲黒岩教販 須崎市東古市町2-2

148 焼肉叙叙園 須崎市東古市町2-5

149 ブティック ママ 須崎市東古市町2-6

150 竹下写真館 須崎市東古市町4-23

151 つばき 須崎市東古市町4-29

152 たつみや電気 須崎市東古市町6-28

153 ショップエリカ 須崎市緑町10-20

154 ㈱須崎タイヤ 須崎市緑町10-27

155 ブティックAZURE 須崎市緑町10-40-1F

156 Honda Cars 須崎 須崎市緑町10-49

157 ガスト須崎 須崎市緑町1-38

158 小僧寿し 大間店 須崎市緑町15-5-91

159 食事処 祇園 須崎市緑町2-10

160 カラオケ アーティスト緑町 須崎市緑町21-1

161 hair salon tsukinoiro 須崎市緑町3-20-2

162 TSUTAYA須崎店 須崎市緑町4-1

163 relaxation salon はぴ 須崎市緑町4-10 サンメゾン1階

164 緑町生花店 須崎市緑町42

165 めいわ薬局 須崎市緑町4-29

166 ㈱ワークウェイ 須崎店 須崎市緑町4-52

167 お洒落工房 イチカワ 須崎市緑町4-53

168 長山薬局 グリーンロード店 須崎市緑町5-3

169 でんき館 コピア 須崎市緑町58-2

170 M saLON De BeaUTE 須崎市緑町8-1

171 コーヒーハウスJOY 須崎市緑町8-18

172 花好 須崎市緑町8-27

173 たけうちミート 須崎市緑町8-27

174 焼肉 たけうち 須崎市緑町8-27

175 イタリア料理 Regalo 須崎市緑町8-27

176 パルナカイテレビ 須崎市緑町8-27

177 HAIR Sassoo 須崎市緑町8-3

178 ㈲家具のささおか 須崎市緑町9-22

179 ファミリーマート須崎緑町店 須崎市緑町9-3

180 らーめん処 ぼっちり 須崎市緑町9-81
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181 食事処 喜楽 須崎市南古市町2-9

182 ㈲松田食品 須崎市妙見町5-14

183 ㈱ショッピングやまき 須崎市妙見町7-6

184 よしの 着物クリニック 須崎市山手町10-5

185 岡﨑理容 須崎市横町6-6


