
店舗名 所在地

飲 食 （※飲食店応援券と共通応援券が利用可）

愛果堂 小松町明穂甲５０番地

あかだま 丹原町今井300

赤のれん 明屋敷469-1

アサヒビール園
伊予西条店

ひうち２－６

東寿司 周布218-4

アルバトロス 周布958-3

居酒屋一番 神拝甲616-17

居酒屋 縁 喜多台445-5

居酒屋くぅ 三津屋154

居酒屋耕ちゃん 大町843-15

居酒屋どうでしょう 新田196-1

居酒屋森ちゃん
大町697-24
明治屋ビル1Ｆ南側

イシハラ 周布407-4

猪谷勉強堂 大町1585-6

いちくらカフェ 三津屋南9-46

一番星 朔日市769-3

一声 三津屋55-2

糸愛 三津屋南6-37

ville natale 三津屋102-7

WEST SIDE
大町６９４-11
アイズビル1F北側

魚民 伊予西条駅前店
大町854-3
コーポ栄寿第二ビル 1階

うしろのしょうめんだぁれ 丹原町来見甲777-1

うどん酒場36 大町802-33

うどん処ふじ正 大町1201-27

エビアン 周布425-15

Er Bisteccaro ito 朔日市284番地2

おあしす市場CAFE 小松町新屋敷乙２２番地29

おがた珈琲 洲之内甲1091-2

お好み村山昇 朔日市6-13

店舗名 所在地

お好み焼いこい 新田５２ー２

お好み焼ダイニング一新 栄町252-1

お好み焼パレット 周布875-3

オステリア アリエッタ 古川甲259-1

オリエント八勝亭 東予店 高田366-1

カジュアルダイニングＢｏｎ 大町1707-41

花晨 大町854-3

ガスト西条店 朔日市767-1

かつ福西条店 喜多川316-1

割烹ふじむら 三津屋南8-43

割烹わごころ 神拝乙144-7

カフェ風の杜 小松町大頭1104-1

Cafeダイニング つじ丸
ひうち1-16
地域創生センター1Ｆ

カフェポタージュ 丹原町高松甲682-1

カフェレスト シャラ 小松町新屋敷乙22-29

かめやうどん東予店 三津屋南3ー3９

家紋
大町696-2
トライアングルビル1Ｆ

カルビ屋大福伊予西条店 新田字北新田198-1

カレーハウスＣｏＣｏ壱番屋
西条アクアタウン店

朔日市字寄合281-3

かん竹 大町678-18

神拝分校 神拝甲231-1

がんば亭西条店 新田130-3

喜左衛門 壬生川88-3

喫茶装園 丹原町今井437-4

喫茶白亜館 三津屋455-7

kitchenしゃいん 大町１６４２-４

休暇村瀬戸内東予レストラン 河原津乙7-179

きよみず 本町7番地

喜楽寿し 本町1番地
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※五十音順 （令和4年1月7日時点）

西条市プレミアム付き地域応援券

紙版石鎚藩札取扱店一覧
• 「飲食店応援券」は飲食の取扱店のみ、「共通応援券」は飲食を含むすべての取扱店でご利用いただけます。
• デジタル石鎚藩札の取扱店とは異なりますのでご注意ください。
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店舗名 所在地

くいものや みいとポテト 三津屋102番地2

食笑処かつ 大町1646-1

くらしとごはんリクル 今在家354-10

鞍瀬峠のまるしぇ 丹原町鞍瀬甲238-1

蔵はちカフェ 神拝甲145-1

ＧｒｅｅｎＨｏｕｓｅ１９ 本町149-1

Crosspoint cafe 中野甲1261-2

ケンタッキーフライド・チキン
フジグラン西条店

新田字北新田235

こがね製麺所西条店 氷見乙1183

コマロジ ウラノ ジュタロ 小松町新屋敷甲403-1

五味鳥 三津屋365-10

コンチェルト 栄町252-1

祭華 三津屋南 5-7

彩菜・中華ダイニング 周布1651-2

西条西洋料理sogabe 大町1207-1

西條そば甲 朔日市７83-6

西条福武食堂 福武甲456-2

さくら製麺所 朔日市280-4

酒ダイニングつじ丸 小松町妙口甲147-6

酒道楽はなみずき 三津屋164

サケノロシ
大町697-6
アルファービル1F

ザ・ごはんやさん 玉之江535

さすが家伊予西条店 新田198-1

さとりや
三津屋南10-10
越智テナント1Ｆ

覇王樹 丹原町池田1707-7

自家製ジェラートVita 明神木１６２-1

シフォンケーキ月ゆらり
（イートイン）

大町698

しめとあて かがやき 大町697-38

上海軒 三津屋南2-24

周越ドライブイン 実報寺乙192-6

酒菜処 ひろん家
神拝乙133-1
コアリープ・サイジョウ

酒菜家 あづまや 小松町新屋敷甲351-7

酒菜家和み 三津屋南7-11

旬彩串ダイニングつづみ 石田277-16

旬菜酒肴 るぱん 大町1693-6

旬菜酒房ＩＧＡ
壬生川174-5

旬菜酒家天手古舞 壬生川73

店舗名 所在地

旬菜はる 氷見乙1780

常住屋白石旅館食堂 小松町石鎚字黒河417

食彩酒家はまかぜ 喜多川117-2

食酒くらぶ花音
大町1648-2
ひうちビル1F 南

食旬福 大町1610

SweetsCafeMamaśLicht 丹原町来見683-1

寿し一貫西条店 新田字北新田１９７－２

鈴吉 楢木367-1

スナック黄金虫 大町1646-1

炭火焼き鳥とりっこ
西条店

朔日市257-1

炭火焼鳥とりっこ東予店 三津屋東31-4

炭火やきとり鳥や西条店 朔日市281-3

清游庵 丹原町来見甲７９０－１

セカンドチャンス 大町1642-11

セルフうどん豊水 玉之江573-1

善 小松町新屋敷甲229-1

ＳＥＮｃａｆｅ 周布615-13

そば宏 周布704-1

太鼓寿し 丹原町丹原266-2

ダイニング居酒屋玉分
船屋683

ダイニング・カフェSwing 大町303番地1

太楽園神拝店 神拝甲99-4

太楽園朔日市店 朔日市613-3

たこやきおかだ 本町１４７

タージマハル西条店 喜多川610-4

丹寿司 丹原町今井413-11

ちゃーしゅう工房いしづち店 朔日市753-7

中華お台所桃園 氷見1896-1

中華淑々 大町1693

土小屋terraceレストラン 西之川元山664

鉄板焼 粉屋 大町697

得得うどん東予店 三津屋南6-19

どじょう・うなぎ御所苑 古川乙255-2

戸田果樹園 果物狩り 小松町妙口甲1555-3

峠の坊ったん 丹原町鞍瀬甲238-1

ドライブインふじ 安知生696番地

とりの助東予店
周布715-1
パルティフジ東予店内

中屋 三芳1598-1

※五十音順 （令和4年1月7日時点）
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店舗名 所在地

NAZCA PERU 栄町262-1

日本料理・ステーキ・
仕出し KAZU

大町695-16

日本料理秀優 大町1578-1

根岸 河原津甲380-1

no1 野々市84-1

HAZUKI 神拝甲320

八拾八うどん東予店 周布694-3

八剣伝伊予西条中央店 大町680-7

Happy Bagel
（イートイン）

丹原町北田野1190

はないずみ 周布1781-1

ビストロパパ 北条1560-3

BISTRO MERCURE 楠甲601-3

美味休心西条店
新田162-2
フレスポ西条Ⅱ内

瓢華 洲之内甲1304-1

ひょっとこ料理店 大町1695番地

ひろよし 壬生川64

Favori 東町271-1

Bui-Bui 三津屋南5-14

FOOD GARDEN ITO
(カフェ)

朔日市284番地2

ふうらい 三津屋162-1

福美食堂 丹原町田野上方５１７-４

フジグラン
西条フードコート

新田字北新田235

プチ珈琲館 朔日市258-2

brasserie Parc fermè 大町1682

branchcoffee 周布426-2

ベルフォーレ
西条レストラン

朔日市752-2

蓬莱閣東予店 NEW 三津屋南6-33

HOKULANI cafe 朔日市699-2

Pocket  大町854-5

POGO CURRY  
大町1760-2
久門ビル101

POTAMUS. 大町1669

ホルモン屋雷神 大町802-32

ますみ 三津屋184-1

ママズ・カフェ&キッチン 小松町南川甲７６-２

マリオネット 玉之江567-1

マルト食堂 東町221

マルナカ東予店フードコート 周布191番地

マルブン小松本店 小松町新屋敷甲407-1

店舗名 所在地

まんぷく居酒屋 ｔｅｎ
神拝甲515-15
マルカツビル1Ｆ

まんま屋えん 大町808-2

村さ来東予店 周布727-6

名水うどん つ麦 栄町252番地1

Maison de KURO
大町694-11 
アイズビル2B

麺処 大田屋
朔日市528-3
共栄ビル1F

もがみ西条店 新田126-1

モスバーガー西条店 新田199-7

ももくり三年かき八年 丹原町関屋甲257

焼鳥たきち 古川甲299-6

焼き鳥 はるき 大町853-1

焼肉 炎 玉津632-1

焼肉 大将 新田196-1

焼肉五苑東予店 周布624-1

焼肉 とらじ韓亭 三津屋東51

焼肉 南大門 北条1630-1

焼肉専門店泰山 喜多川430-5

やきにくの蔵西条店 樋之口416-4

焼肉花一番 明屋敷313-2

焼肉レストラン平城 丹原町願連寺270-6

遊食友輝 大町８４５-１１

ゆずや 丹原町今井263-5

養老乃瀧西条店 大町１６４１番地２

らーめん山小屋西条店 朔日市283-7

ＬｏｖｅＣＲＥＰＥ 大町1761

爛漫 三津屋南9-52

りんりんパークーレストラン 小松町明穂甲５０番地

REGALIS 朔日市284-2

レストラン・ラ・ブランシュ 丹原町関屋甲388-17

れすとらん長崎屋 下島山甲1358-1

レストラン紅葉亭 三津屋南６－２９

わいん食堂 カゴヤ10taro 小松町新屋敷甲403-1

WTNBINTHEHOUSE 新田217-2

和風彩館 季の屋西条店 大町1037-1

スーパーマーケット・コンビニエンスストア
（※共通応援券のみ利用可）

ヴォーグ西条店 朔日市780番地23

ヴォーグ壬生川店 三津屋180番地1

※五十音順 （令和4年1月7日時点）



4

店舗名 所在地

木村チェーン西条店 大町534-1

木村チェーン丹原店 丹原町今井236-1

スーパーマーケットはらだ 大町194

セブンイレブンKiosk伊予西条駅店 大町福森859-1

セブンイレブン小松町新屋敷店 小松町新屋敷甲1336-1

セブンイレブン西条明屋敷店 明屋敷299-1

セブンイレブン西条神拝店 神拝甲143-1

セブンイレブン西条古川砂盛店 古川甲342-1

セブンイレブン西条北条店 北条1176-1

セブンイレブン西条三津屋東店 三津屋東3-2

セブンイレブン丹原町願連寺店 丹原町池田1656-1

そごうマート 新町店 新町236-1

そごうマート三津屋店 三津屋東37-2

そごうマート三芳店 三芳1232

ディオ東予店 周布667番地1

とうしょく丹原店 丹原町今井378-4

とうしょく氷見店 氷見乙995

ナイトショップいしづち西条店 大町418-1

ハローズ西条飯岡店 飯岡１３９０番地

ハローズ西条店 大町505番地1

ファミリーマート西条小松新屋敷店 小松町新屋敷甲499

フジグラン西条 新田字北新田235

フジ東予店 周布715番地1

フレッシュバリュー西条店 朔日市296

マックスバリュ西条神拝店 神拝甲584

マルナカ西条店 福武甲963-1

マルナカ東予店 周布191番地

マルナカ氷見店 氷見乙1183

マルヨシセンター西条店 喜多川381-1

ラ・ムー伊予西条店 新田155番地

ローソン西条石田店 石田277-15

ローソン西条駅前店 大町794-2

ローソン西条大野店 大野365-1

ローソン西条大町店 大町小川93-2

ローソン西条産業道路店 朔日市774-1

店舗名 所在地

ローソン西条下喜多川店 喜多川776

ローソン西条新町店 大町字新町1761-2

ローソン西条丹原町店 丹原町志川甲960-3

ローソン西条ひうち店 朔日市883-12

ローソン西条樋之口店 樋之口字龍出343-1

ローソン西条氷見小松店 氷見乙1983-1

ローソン西条福武太田店 福武甲251-4

ローソン東予石田店 石田264-9

ローソン東予壬生川店 壬生川635-7

ローソン東予北条店 北条1241-2

ドラッグストア・薬局 （※共通応援券のみ利用可）

くすりのレデイ西条北店 新田155番地

くすりのレデイ西条店 新田字北新田235番地

くすりのレデイ丹原店 丹原町池田1933番地10

くすりのレデイ東予インター店 周布715番地1

くすりのレデイ東予店 三津屋東37番4

桑原薬局 壬生川65-2

そがめ薬局 樋之口22-7

そがめ薬局大町店 大町772-2

そがめ薬局神拝店 神拝甲538-3

そがめ薬局壬生川店 壬生川123-1

ディスカウントドラッグ
コスモス丹原店

丹原町願連寺２２３－１

ディスカウントドラッグ
コスモスついたち店

朔日市２３６

ディスカウントドラッグ
コスモス東予店

周布６１４－１

ディスカウントドラッグ
コスモス氷見店

氷見乙２０２７

ディスカウントドラッグ
コスモス古川店

古川甲１２６－１

ドラッグストアmac
大町店

大町454番地1

ドラッグストアmac
喜多川店

喜多川372-1

ドラッグストアmac
東予店

北条1594番地

ドラッグストアmac
氷見店

氷見乙1183

ドラッグストアモリ
ついたち店

朔日市324番地

ドラッグストアモリ東予店 周布618-1

ファッション （※共通応援券のみ利用可）

ＥＬＭ 栄町２５３－１

シューズショップテシマ 三津屋168-3

※五十音順 （令和4年1月7日時点）
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店舗名 所在地

男子専科日光 大町1686

NOAフジグラン西条店
新田字北新田235
フジグラン2階

ブティック シーハー 大町1686-11

三河屋呉服店 北条1524番地

ｍｉｎａｍｉ 栄町２５０

ライトオンフジ東予店 周布715番地1フジ東予

ラ・セゾン 三津屋168-1

レディースファッションクイーン 栄町252番地3

レディスタマイ 壬生川52-1

小 売 （※共通応援券のみ利用可）

アイビッグチェーン東予店 新町甲95

アオ アクア
神拝甲618-1
森本レジデンス１Ｆ

アオキスポーツ 東町271番地

青野精肉店 喜多川461-4

あきかわ 三津屋211-1

秋山魚市場 壬生川445-1

ACT西条 大町610-1

アクトささき 下島山甲1901-1

アトム電器西条店
TEC IN せんだ

氷見乙202-5

アベイル西条店 朔日市字寄合302

アロマヒーリングスペースこころ 三津屋南9-3

イエローハット
フレスポいよ西条店

新田155

石川精肉店 明屋敷74-2

一六本舗西条新町店 大町1764-1

一六本舗丹原店 丹原町大字池田1920-1

伊藤寿司 氷見丙５０８番地

伊藤の肉 大町1503

いとまちマルシェ 朔日市284番地2

いまい 小松町新屋敷甲159-2

今井ふとん店 丹原町丹原259-2

いめいじ
フジグラン西条店

新田字北新田235

WINDS BIKES 喜多川808-1

植木果物店 大町１６５５

エナジー安田 朔日市775-4

愛媛日産自動車西条店 小松町新屋敷甲1156-1

店舗名 所在地

おあしす市場 小松町新屋敷乙22番地29

おおさかや蔵はち 神拝甲145-1

オートバックス
伊予西条店

下島山甲1368-1

大頭屋酒店 小松町新屋敷甲12

学生ショップ・ロード 大町1542-3

菓子工房 心 飯岡2157-1

加藤オートサイクル商会 小松町新屋敷甲４７１番地

加藤善一商会 氷見乙1117-2

菓舗とくのや 丹原町丹原244

かまぼこの山田屋 三津屋１９５－５

烏谷信義商店 禎瑞360番地1

川上食品容器 三津屋南5の18

河原呉服店 大町1542

木下光泉堂 大町610-4

ギフトふじくら 氷見乙1847-8

きもの潮見 玉津558-2

きもの戸田益 大町1652-8

共栄プロパンガス 飯岡2609番地2

クック・チャム東予店 周布715-1

ｃrosspoint 中野甲1261-2

桑村呉服店 安用甲968-1

ケーズデンキ西条店 新田162-2

ケーズデンキ東予店 周布700-1

コープえひめ西条支所 三津屋東22-1

ことぶき寝具店 東町270番地

コメリパワー西条店 飯岡2209番地

近藤生花店 東町220-1

ザ・ダイソー西条玉津店 玉津564-1

ザ・ダイソーフジグラン西条店 新田字北新田235

佐伯金物店 小松町新屋敷甲345-1

佐伯精肉 丹原町北田野1788-1

サイクルマート 飯岡2156-1

西条市観光交流センター 大町798番地1

西条マスヤ書店 東町266

雑貨店KotaKota
大町1765－4
ウエストソレイユ紺屋町103

サニーマート 大町１２８８

※五十音順 （令和4年1月7日時点）
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店舗名 所在地

四国海苔 朔日市431

シフォンケーキ月ゆらり 大町698

しまむら西条店 神拝乙140-1

しまむら東予店 周布332

周桑郡教科図書販売 丹原町池田1698番地2

酒遊館 周布1598-1

昭和堂時計店 三津屋南7-10

書友閣 小松町新屋敷甲1376-1

スタジオ華縁 神拝甲487-3

首藤酒店 成龍酒造
酒蔵SHOP

周布1301番地1

スペース田中
フジグラン西条店

新田字北新田235
フジグラン西条店２F

セイワ書店 三津屋南9-37

2ｎｄ ＳＴＲＥＥＴ 西条店 朔日市７７７番地3

ソガベ電器 東町150

曽我部モータース 丹原町北田野299-5

ダイソーフジ東予店 周布715-1

ダイソーマルナカ東予店 周布191

大道衣料品店 大町1630番地

タイヤランド東予 周布958-4

高井米穀 小松町新屋敷甲２２１６

TAKOYAKI MAR 栄町258-1

ダスキンみやがわ 高田39-1

田辺武道具 三津屋49-7

たぬき本舗石鎚本店 西田甲450-1

たぬき本舗丹原店 丹原町志川甲289-1

玉井石油店小松SS 小松町新屋敷甲517-4

玉井石油店東予ＳＳ 今在家43-2

千葉産業 下島山甲1348-3

澄心斎 石田572番地

土小屋terrace 西之川元山664

筒井商店 大町392-9

つりよし釣具店 三津屋南14-23

DCMダイキ伊予小松店 小松町南川字御手洗甲６５番５

DCMダイキ西条店 朔日市７９６－１

店舗名 所在地

DCMダイキ周桑店 周布750番地1

デンキのトクナガ 丹原町願連寺４８４－１

時計・宝飾・メガネの
タカセ

大町１６９９ー３
エスト・ソレイユ紺屋町１０５

處カーサービス 小松町妙口甲737

戸田果樹園 小松町妙口甲1555-3

にくぶき東町店 東町334

ニュースポーツ 明屋敷298-1

ネイティブキッチン 坂元甲51-2

ハギハラ自転車商会 明屋敷57

ハタダ産業道路店 新田180-9

ハタダ東予総合支所前店 周布336-1

パッケージプラザ
新西条店

大町1566-2

Happy Bagel 丹原町北田野1190

パティスリーオオサワ 三津屋南5-23

花房酒販 北条736-1

パネッテ
フジグラン西条店

新田字北新田235

パネッテフジ東予店
周布715-1
（パルティフジ東予店内）

パルテ寺町 大町１５７８－２

明屋書店西条福武店 福武甲443番地

明屋書店西条本店 神拝乙141

明屋書店東予店 周布336-8

Ｂ－ｓｈｏｐ ＯＣＨＩ 喜多川316-1

東口製印所 三津屋南9-39

ビッグウッド西条店 NEW 新田285-1

ビッグバン 喜多川369-8

ひなのや壬生川駅前店 三津屋南11-9

ひよこフジグラン西条店 新田字北新田235

FOOD GARDEN ITO
(物販)

朔日市284番地2

ブーランジェリーラポール 大町681-4

福田商会 大町708番地4

藤岡ガス 周布1688番地2

藤岡石油 周布1697-3

branchcoffee beanshop 周布426-2

フローラ ルビー
（フジ東予店）

周布715番地1

フローラ パティ
フジグラン西条店

新田字北新田235

※五十音順 （令和4年1月7日時点）
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店舗名 所在地

ベーカリー宇野 氷見684-2

ほっかほっか亭ついたち店 朔日市310-3

ほっかほっか亭喜多川店 喜多川372-1

ほっかほっか亭壬生川店 三津屋東3-4

桝田屋商店 壬生川９０番地３

松井酒店 小松町新屋敷甲210-1

マリアージュ洋菓子店 明屋敷603-1

丸佐畳店 丹原町丹原190番地

丸三書店フジ東予店 周布715-1

マルジウ洋品店 東町203

三河屋 神拝乙137-2

ミスタータイヤマン西条店 下島山甲１３４８－１

ミモザ
フジグラン西条店

新田字北新田235
フジグラン2F

宮脇書店
フジグラン西条店

新田字北新田235

妙福屋 壬生川90-6

みよしや 小松町新屋敷甲346-2

ミラーズウサ 大町844-8

むらかみ酒店 三津屋南15-5

明治屋 大町１７０２

MEGAドン・キホーテ西条玉津店 玉津564-1

めがね専科 野間 石田173-3

メガネの三城壬生川店 三津屋南5-46

メガネの三城
フジグラン西条店

新田字北新田235

メガネのヨシイ 三津屋南10-3

メガネ本舗壬生川店 北条1570-1

メルタスえひめセイケ
セイケデンキ

大町76-5

moi＋kiitos 神拝甲257-1

森本電機 東町295

モンベルアウトドアオアシス石鎚店 小松町新屋敷乙22-29

山内石油河原津給油所 河原津甲1103-3

山内石油西条中央給油所 新田125-1

山内石油東予丹原インターチェンジ
給油所

周布336-1

山下神仏具店 三津屋179-6

ヤマダアウトレット西条店 周布1656-1

夢の服地たかい 大町443-18

洋菓子
フェアリー・テール

朔日市７０－１

洋菓子工房れじゅーる 大町794-2

店舗名 所在地

洋服の青山東予丹原店 周布665番地1

ライスピア米蔵 福武甲1176番地

ライダースクラブ
はなやま

朔日市555-2

リカーズタケダ 三芳1235-2

リバティー 大町1684

りんりんパークー売店 小松町明穂甲５０番地

ＷＯＲＫＳＨＯＰ Ａ ひうち6-8

病院・クリニック （※共通応援券のみ利用可）

ひまわり整骨院 喜多川202-2

理容・美容 （※共通応援券のみ利用可）

agreable 神拝甲478-4

アン・クレア 樋之口130-1

いとう美容院 小松町妙口甲760-1

うちだ美容室 大町1527-6

etorle 周布486-5

M'sCUTCLUB 大町1585-9

カットマン東予店 三津屋南3-39GAZAビル

cutroom STeP 丹原町池田1658-1

髪工房：CRAFT 古川甲241-5

クイックカット 玉津564-1

さんぱつ仕事人 古川甲323-1

3Nine 喜多川77

床家ハローズ飯岡店
飯岡杉ノ木1413-1
ハローズ飯岡店内

濵田理容院 東町237-2

美容室 VOICE 東町２９１

美容室パリスパリ西条店
新田字新田202
フジグラン西条別館

Hair  Salon  alamode  
Nakagawa

神拝乙134-10

ヘアードーム トシ 北条1630-6

Hairhealing LIME 大町1707番地22

monero 明屋敷169-2 2F東側

RIE style  喜多川413-10

ホテル・旅館 （※共通応援券のみ利用可）

休暇村瀬戸内東予 河原津乙7-179

国民宿舎石鎚 西之川元山664

常住屋白石旅館 小松町石鎚417

ターミナルホテル東予 三津屋南６－２９

ホテルオレール西条 大町798-9

※五十音順 （令和4年1月7日時点）
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店舗名 所在地

ホテル玉の家西条 大町802-10

湯の里小町温泉しこくや 小松町明穂甲４７番地

サービス （※共通応援券のみ利用可）

アーリア整体 丹原町池田１３３７－１

愛光ゴルフガーデン 船屋乙27-51

アミューズメントパークMG西条店 新田字北新田235

アミューズメントパークＭＧ東予店
周布715-1
フジ東予店別棟

いしだ鍼灸整骨院
三津屋南9-3
ホワイトコート三津屋7号

おそうじ本舗西条東店
大町437-10
松本マンションⅢ 107号室

小野商会 明屋敷328-3

カーコンビニ倶楽部
アクタスたまい

樋之口388-7

カラオケ ムラサキ 周布727-6

カラオケ水都 大町680-7

行政書士ほしくま事務所 飯岡1081-6

国安石油 桑村41番地7

国安石油第二給油所 国安976番地1

クリーニングドクター
東予インター店

周布727-5

クリーニングドクター
壬生川店

北条1594

クリーニングドクター
ハローズ飯岡店

飯岡1397

クリーニングドクター
ハローズ西条店

大町506-1

クリーニングドクター
マックスバリュ神拝店

神拝甲584

クリーニングドクター
マルナカ西条店

福武甲963-1

クリーニングドクター
マルナカ氷見店

氷見乙1183

ＫＥＮフィットネスクラブ 氷見乙1998-11

COCOユニオン 三津屋南4-37

小松タクシー 小松町新屋敷甲452-4

さいき犬猫病院 三津屋南14-57

サイクルバイクショップサイキ 国安193

西条環境整備 樋之口452番地8

西条ドライビングスクール 石田284番地

サカエマチHOLIC 大町1663

車楽西条店 大町445-1

周桑丹原タクシー 丹原町丹原263

ソラヤマいしづち 大町798-1

タイヤショップ共栄 福武甲461-2

高田勝人税理士事務所 壬生川107-9

ダスキンサービスマスターひさみ 高田39-1

椿温泉こまつ 小松町新屋敷乙22-29

店舗名 所在地

常盤タクシー 楠甲680-1

中路自動車整備工場 三津屋東31-7

namco西条店
玉津564-1
パルティ・フジ西条玉津2F

秦自動車工業 飯岡3566

晴海自動車 明理川35番地3

日の出ドライ 三津屋南2-58

フジトラベルサービスEC団体旅行
東予営業所

新田字北新田235

藤本石油小松SS 小松町妙口147-4

藤本石油西条西SS 氷見乙705-1

ぷらいまる 朔日市５２０－６

宮﨑商会 朔日市13-3

大和屋フジグラン西条店 新田字北新田235

大和屋フジ東予店 周布715-1

湯之谷温泉 洲之内甲1193

陽気ドライクリーニング店 大師町176

よしざねクリーニング 小松町南川甲374-2

リフォームブティック
フジグラン西条店

新田字北新田235

ワカタケツアー西条営業所 大町771-1

ワシ屋クリーニング新町店 新町236-1

渡部自動車整備工場 三津屋東30-19

渡部タクシー 東町275-5

その他 （※共通応援券のみ利用可）

近藤式内臓機能回復サロン 喜多川411-1 サンタモニカ3号

フォレストアドベンチャー西条
河之内甲４８６－１
本谷公園内

フジエネルギー 福武甲890番地

フットケアサロン花ゆかり 本町108

※五十音順 （令和4年1月7日時点）
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※五十音順　※令和4年1月7日時点

愛果堂 小松町明穂甲50 0898-72-6668

あかだま 丹原町今井300 0898-68-7070

赤のれん 明屋敷469-1 090-3789-1494

東寿司 周布218-4 0898-64-0112

アルバトロス 周布958-3 0898-68-1177

居酒屋一番 神拝甲616-17 0897-53-5545

居酒屋耕ちゃん 大町843-15 0897-55-6298

猪谷勉強堂 大町1585-6 0898-55-3564

いちくらカフェ 三津屋南9-46 070-4281-7560

一番星 朔日市769-3 0897-56-6267

一声 三津屋55-2 0898-64-1909

ville natale 三津屋102-7 0898-77-3239

WEST　SIDE 大町694-11アイズビル1F北側 0897-53-8560

魚民 伊予西条駅前店 大町854-3コーポ栄寿第二ビル 1階 0897-56-5888

うしろのしょうめんだぁれ 丹原町来見甲777-1 0898-73-2207

うどん酒場36 大町802-33 0897-27-8084

うどん処ふじ正 大町1201-27 0897-53-3299

Er Bisteccaro ito 朔日市284-2 0897-66-8680

おあしす市場CAFE 小松町新屋敷乙22-29 0898-72-3011

おがた珈琲 洲之内甲1091-2 0897-53-3616

お好み焼いこい 新田52-2 0897-53-3815

お好み焼ダイニング一新 栄町252-1 0897-53-6103

お好み焼パレット 周布875-3 0898-65-5827

お好み村山昇 朔日市6-13 0897-55-4254

オリエント八勝亭　東予店 高田366-1 0898-64-3939

カジュアルダイニングＢｏｎ 大町1707-41 0897-27-6083

花晨　 大町854-3 0897-55-3843

ガスト西条店 朔日市767-1 0897-58-5616

かつ福西条店 喜多川316-1 0897-55-4129

割烹わごころ 神拝乙144-7 0897-52-0801

Cafeダイニング つじ丸 ひうち1-16地域創生センター1Ｆ 0897-58-4141

カフェレスト　シャラ 小松町新屋敷乙22-29 0898-76-3511

かめやうどん東予店 三津屋南3ー3９ 0898-64-0413

カレーハウスcoco壱番屋西条アクアタウン店 朔日市字寄合281-3 0897-58-5585

神拝分校 神拝甲231-1 0897-55-3955

がんば亭西条店 新田130-3 0897-53-8801

喜左衛門 壬生川88-3 0898-64-4240

喫茶装園 丹原町今井437-4 0898-68-5071

喫茶白亜館 三津屋455-7 0898-64-2145

kitchenしゃいん 大町1642－4 0897-66-9372

西条市プレミアム付き地域応援券

テ イ ク ア ウ ト 取 扱 店 一 覧
※テイクアウトご利用の際は、各店舗に事前にご確認ください。

店舗名 店舗所在地 電話番号
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くいものや　みいとポテト 三津屋102-2 0898-64-0232

くらしとごはんリクル 今在家354-10 0898-77-0029

鞍瀬峠のまるしぇ　 丹原町鞍瀬甲238-1 090-5272-1899

蔵はちカフェ 神拝甲145-1 0897-53-0098

ケンタッキー・フライド・チキン フジグラン西条 新田字北新田235 0897-52-5722

こがね製麺所西条店 氷見乙1183 0897-47-5015

コマロジ　ウラノ　ジュタロ 小松町新屋敷甲403-1 0898-72-5119

五味鳥 三津屋365-10 0898-64-1122

コンチェルト 栄町252-1 0897-55-8661

彩菜・中華ダイニング 周布1651-2 0898-68-5825

西条西洋料理sogabe 大町1207-1 0897-53-3736

西条福武食堂 福武甲456-2 0897-53-1367

さくら製麺所 朔日市280-4 0897-53-6010

酒ダイニングつじ丸 小松町妙口甲147-6 0898-76-3939

酒道楽はなみずき 三津屋164 0898-65-6556

サケノロシ 大町697-6アルファービル1F 0897-66-7617

ザ・ごはんやさん 玉之江535 0898-64-3993

覇王樹 丹原町池田1707-7 090-3184-3464

自家製ジェラートVita 明神木162-1 0897-47-4638

シフォンケーキ月ゆらり(イートイン) 大町698 0897-47-8195

しめとあて　かがやき 大町697-38 0897-47-5978

上海軒 三津屋南2-24 0898-64-1565

酒菜処 ひろん家 神拝乙133-1コアリープ・サイジョウ 0897-55-7545

酒菜家あづまや　 小松町新屋敷甲351-7 0898-72-2020

酒菜家和み　 三津屋南7-11 0898-65-7530

旬彩串ダイニングつづみ 石田277-16 0898-64-5566

旬菜酒肴　るぱん 大町1693-6 0897-55-3587

旬菜酒房ＩＧＡ 壬生川174-5 0898-64-0808

旬菜はる 氷見乙1780 0897-57-9800

食彩酒家はまかぜ 喜多川117-2 0897-47-5537

食酒くらぶ花音　　 大町1648-2　ひうちビル1F　南 0897-53-6607

食旬福 大町1610 0897-47-6998

SweetsCafeMama’sLicht 丹原町来見683-1 090-2896-0601

寿し一貫西条店 新田字北新田197－2 0897-52-1802

鈴吉 楢木367-1 0897-57-9170

炭火やきとり鳥や西条店 朔日市281-3 0897-56-4701

炭火焼き鳥とりっこ西条店 朔日市257-1 0897-53-8103

炭火焼鳥とりっこ東予店 三津屋東31-4 0898-76-1005

清游庵 丹原町来見甲790－1 0898-75-3571

セカンドチャンス 大町1642-11 0897-53-2865

セルフうどん豊水 玉之江573-1 0898-65-4343

善 小松町新屋敷甲229-1 0898-72-4999

店舗名 店舗所在地 電話番号
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ダイニング居酒屋玉分　 船屋683 0897-53-7525

太楽園朔日市店 朔日市613-3 0897-56-4770

たこやきおかだ 本町147 0897-58-5122

タージマハル西条店 喜多川610-4 0897-47-7700

丹寿司 丹原町今井413-11 0898-68-7429

ちゃーしゅう工房いしづち店 朔日市753-7 0897-53-7774

中華お台所桃園 氷見1896-1 0897-57-8866

中華淑々 大町1693 0897-55-1908

鉄板焼　粉屋 大町697 0897-53-1830

峠の坊ったん 丹原町鞍瀬甲238番地1 0898-73-2020

得得うどん東予店 三津屋南6-19 0898-64-3544

どじょう・うなぎ御所苑 古川乙255-2 0897-56-3017

ドライブインふじ 安知生696 0897-56-9068

とりの助東予店 周布715-1パルティフジ東予店内 0898-55-8688

中屋 三芳1598-1 0898-66-5158

NAZCA PERU 栄町262-1 080-4910-9543

日本料理秀優 大町1578-1 0897-56-5288

日本料理・ステーキ・仕出し　KAZU 大町695-16 0897-56-2520

根岸 河原津甲380-1 0898-66-1504

no1 野々市84-1 0897-47-5802

HAZUKI 神拝甲320 0897-47-0850

八拾八うどん東予店 周布694-3 0898-64-0033

八剣伝伊予西条中央店 大町680-7 0897-55-5279

Happy Bagel（イートイン） 丹原町北田野1190 090-4975-9831

はないずみ 周布1781-1 0898-68-1036

ビストロパパ 北条1560-3 0898-76-7288

BISTRO MERCURE 楠甲601-3 0898-35-0250

瓢華 洲之内甲1304-1 0897-53-7607

美味休心西条店 新田162-2フレスポ西条Ⅱ内 0897-53-6601

ひょっとこ料理店 大町1695 0897-56-6677

ひろよし 壬生川64 0898-64-3923

Favori 東町271-1 0897-47-8131

ふうらい　 三津屋162-1 0898-64-6566

プチ珈琲館 朔日市258-2 0897-55-6767

brasserie Parc  fermé 大町1682 0897-66-7848

branchcoffee 周布426-2 0898-65-6646

ベルフォーレ西条レストラン 朔日市752-2 0897-56-7000

蓬莱閣東予店　NEW 三津屋南6-33 0898-64-5639

HOKULANI　cafe 朔日市699-2 0897-58-4588

POGO　CURRY　 大町1760-2久門ビル101 0897-64-9921

POTAMUS. 大町1669 0897-66-8232

Pocket　 大町854-5 080-7796-4625

ますみ 三津屋184-1 090-2890-5215

ママズ・カフェ&キッチン 小松町南川甲76－2 0898-72-5757

マリオネット 玉之江567-1 0898-64-3281

店舗名 店舗所在地 電話番号



12

マルブン小松本店 小松町新屋敷甲407-1 0898-72-2004

まんぷく居酒屋　ｔｅｎ 神拝甲515-15 マルカツビル1Ｆ 0897-66-7219

まんま屋えん 大町808-2 0897-56-4123

名水うどん　つ麦 栄町252-1 0897-66-7728

麺処　大田屋 朔日市528-3　共栄ビル1F 0897-55-2546

ももくり三年かき八年 丹原町関屋甲257 0898-46-6900

焼鳥たきち 古川甲299-6 0897-56-9408

焼き鳥 はるき 大町853-1 0897-55-0416

焼肉　炎 玉津632-1 0897-47-7085

焼肉専門店泰山 喜多川430-5 0897-55-3701

焼肉　大将 新田196-1 0897-55-7000

焼肉　とらじ韓亭 三津屋東51 0898-64-5158

焼肉 南大門 北条1630-1 0898-64-3746

やきにくの蔵西条店 樋之口416-4 0897-47-5529

焼肉レストラン平城 丹原町願連寺270-6 0898-68-5091

遊食友輝 大町845－11 0897-47-8509

ゆずや 丹原町今井263-5 0898-68-3046

養老乃瀧西条店 大町1641-２ 0897-55-1984

ＬｏｖｅＣＲＥＰＥ 大町1761 0897-47-3115

らーめん山小屋西条店 朔日市283-7 0897-55-9565

爛漫 三津屋南9-52 0898-64-6212

りんりんパークーレストラン 小松町明穂甲50 0898-72-6688

REGALIS 朔日市284-2 0897-66-8670

レストラン紅葉亭 三津屋南6-29 0898-76-1811

れすとらん長崎屋 下島山甲1358-1 0897-55-1215

レストラン・ラ・ブランシュ 丹原町関屋甲388-17 0898-73-2410

わいん食堂　カゴヤ10taro 小松町新屋敷甲403-1 0898-72-2055

WTNBINTHEHOUSE 新田217-2 0897-56-1845

和風彩館　季の屋西条店 大町1037-1 0897-53-3071

店舗名 店舗所在地 電話番号


