
令和４年３月１５日現在

市町村名 店　舗　名 住　　　所
1 うな弘 鳴門市瀬戸町堂浦字本浦上35
2 野菜のしあわせ 鳴門市大麻町市場字喜来屋敷5-1
3 お好み焼き仲見世 鳴門市撫養町弁財天ハマ8-3
4 Dear… 鳴門市撫養町小桑島字前組140プレジール鳴門1F北
5 カリフォルニアテーブル 鳴門市瀬戸町大島田字中山1-1
6 万里荘 鳴門市瀬戸町大島田字中山1-1
7 ホテルリッジ　バー 鳴門市瀬戸町大島田字中山1-1
8 g’suffa Prost! 鳴門市撫養町南浜東浜667
9 洋食元 鳴門市大麻町板東字塚鼻124-2
10 喫茶サンタモニカ 鳴門市撫養町大桑島字蛭子山字番外1-5
11 からから 鳴門市撫養町木津904-3
12 カラオケWAVE鳴門店 鳴門市大津町木津野字西辰巳1-3
13 スナック姫ねず美 鳴門市撫養町小桑島字前浜275西谷ビル102
14 あじの家 鳴門市撫養町小桑島字前組133
15 DANKE-STUDIO 鳴門市撫養町斎田字大堤309
16 桜ら家 鳴門市撫養町小桑島字前組132
17 渦見茶屋 鳴門市鳴門町土佐泊浦字福池65
18 さぬき手打ちうどん丸亀 鳴門市撫養町黒崎字松島372
19 LiarLiar 鳴門市撫養町小桑島字前浜270
20 THE NARUTO BASE 鳴門市撫養町黒崎松島125
21 おとぎの国 鳴門市撫養町小桑島字西37-2
22 活魚王将 鳴門市撫養町小桑島字前浜130-5
23 うどん乃岡田屋 鳴門市大津町吉永17-13
24 まる天 鳴門市撫養町斎田字東発42-4
25 大和 鳴門市撫養町小桑島字前浜273
26 TRUTH 鳴門市撫養町小桑島字前浜275第3西谷ビル109
27 ラッキー 鳴門市撫養町斎田字大堤197
28 味処あらし 鳴門市撫養町大桑島字北の浜51-1
29 ROSE BAY 鳴門市鳴門町高島字中島189-8
30 片山水産 鳴門市北灘町粟田大岸16-1

令和４年１月７日現在

市町村名 店　舗　名 住　　　所
1 観梅苑 鳴門市大麻町板東字広塚9
2 カリフォルニアテーブル 鳴門市瀬戸町大島田字中山1-1
3 ホテルリッジ（バー） 鳴門市瀬戸町大島田字中山1-1
4 大鳥居苑 鳴門市大麻町板東字西山田33-4
5 万里荘 鳴門市瀬戸町大島田字中山1-1
6 （有）鳴美屋 鳴門市撫養町斉田字大堤66-4
7 うどん乃岡田屋 鳴門市大津町吉永17-13
8 山東ラーメン 鳴門市撫養町黒崎字松島6-15
9 ROSE BAY CAFE TAKASHIMA 鳴門市鳴門町高島字中島189-8
10 居酒屋櫂 鳴門市撫養町小桑島字前浜131
11 Cafe ＆Bar CeReZo 鳴門市撫養町斎田字大堤228番地ホテル・ファーストシーズン1F
12 g’suffa Prost! 鳴門市撫養町南浜東浜667
13 からから 鳴門市撫養町木津904-3
14 さかなばたけ 鳴門市撫養町小桑島字前浜265-1
15 寿し辰 鳴門市撫養町小桑島字前浜259-2
16 Kitchen Rigole 鳴門市大津町吉永251-17アクアハイツ1階
17 お好焼珠万 鳴門市撫養町小桑島字西浜79
18 ダイニングバーエトワ 鳴門市撫養町小桑島字前浜257
19 ちょっとよっ亭 鳴門市大麻町姫田字大森100-1
20 活魚王将 鳴門市撫養町小桑島字前浜130-5
21 シームーン　リゾートナルト　バーフライ 鳴門市鳴門町土佐泊浦字大毛82-88
22 THE NARUTOBASE 鳴門市撫養町黒崎松島125
23 ぴくるす 鳴門市撫養町黒崎字松島6-15
24 れんまるCAFE 鳴門市撫養町斎田字浜端北26番地1
25 居酒屋たまり場 鳴門市撫養町小桑島前浜53-1
26 手打ちうどん藤井 鳴門市瀬戸町明神字鳴谷114-9
27 A!51美鈴 鳴門市小桑島字前浜28
28 Dear… 鳴門市撫養町小桑島字前組140プレジール鳴門1F北　　　　　
29 片山水産 鳴門市北灘町栗田大岸16-1
30 お好み焼き仲見世 鳴門市撫養町弁財天ハマ8-3
31 鰻屋つつみ 鳴門市大津町矢倉字東堤98-1
32 北灘漁協直送とれたて食堂 鳴門市北灘町宿毛谷字相ケ谷23
33 美波 鳴門市撫養町南浜字東浜253-2
34 ジェラテリアスプンティーノ 鳴門市大麻町姫田字先達29-1
35 粋酔 鳴門市撫養町斎田字大堤196
36 Rougeルージュ 鳴門市撫養町小桑島字前浜275第3西谷ビル1F111号
37 あじの家 鳴門市撫養町小桑島字前組133
38 まごころ桜ら家 鳴門市撫養町小桑島字前組133
39 生そばまるじゅう 鳴門市撫養町大桑島字濘岩浜17-1
40 四川料理花梨 鳴門市撫養町黒崎字松島127
41 洋食元 鳴門市大麻町板東字塚鼻124-2

抗原検査協力店

PCR定期検査協力店

鳴門市

鳴門市



市町村名 店　舗　名 住　　　所
42 （有）みわ 鳴門市北灘町櫛木字浜田46-1
43 カラオケWAVE鳴門店 鳴門市大津町木津野字西辰巳1-3
44 小づち寿司 鳴門市撫養町大桑島字すべり岩浜19-8
45 イルローザ鳴門店 鳴門市撫養町黒崎字松島405
46 居酒屋一藤 鳴門市撫養町小桑島字前浜102
47 炭火焼・玄 鳴門市大津町矢倉字東ノ越1-8
48 餃子の王将鳴門店 鳴門市撫養町小桑島字前組131-4
49 アミューズメントバートライ 鳴門市撫養町小桑島字前浜54
50 村さ来鳴門 鳴門市撫養町小桑島字前浜28-3
51 DANKE-STUDIO 鳴門市撫養町斎田字大堤309
52 鳴門高校食堂 鳴門市撫養町斎田字岩崎135-1
53 ラッキー 鳴門市撫養町斉田字大堤197
54 味処愛鳥 鳴門市撫養町小桑島字前浜272
55 TRUTH 鳴門市撫養町小桑島字前浜275第3西谷ビル109
56 すし勝 鳴門市撫養町斎田大堤65-1
57 喫茶サンタモニカ 鳴門市撫養町大桑島字蛭子山字番外1-5
58 焼肉屋誠 鳴門市撫養町小桑島字前浜275
59 焼鳥酒場鳥王 鳴門市撫養町小桑島字前浜275
60 日本料理永代 鳴門市撫養町斎田字東発42-3
61 うな弘 鳴門市瀬戸町堂浦字本浦上35
62 (有)ベビードール 鳴門市撫養町小桑島字前浜130
63 スナックLiarLiar 鳴門市撫養町小桑島前浜270-1
64 おとぎの国 鳴門市撫養町小桑島字西37-2
65 JIRO(ジロー) 鳴門市撫養町小桑島字前浜171-6
66 スナック姫ねず美 鳴門市撫養町小桑島字前浜275第三西谷ビル102号

鳴門市


