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(デジタル石鎚藩札)
※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。
※五十音順 ※令和4年1月7日時点

店舗名

店舗所在地

電話番号

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

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

いちくらカフェ

三津屋南9-46

070-4281-7560

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

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

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

喜左衛門

壬生川88-3

0898-64-4240

kitchenしゃいん

大町1642－4

0897-66-9372

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

蔵はちカフェ

神拝甲145-1

0897-53-0098

コマロジ ウラノ ジュタロ

小松町新屋敷甲403-1

0898-72-5119

090-3789-1494

090-5272-1899

店舗名

店舗所在地

電話番号

五味鳥

三津屋365-10

0898-64-1122

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

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

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

旬菜酒房ミツキヤ

大町697-2

0897-27-6523

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

食旬福

大町1610

0897-47-6998

SweetsCafeMama’sLicht

丹原町来見683-1

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

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

得得うどん東予店

三津屋南6-19

0898-64-3544

090-3184-3464

090-2896-0601

店舗名

店舗所在地

電話番号

NAZCA PERU

栄町262-1

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

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

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 NEW

三津屋162-1

0898-64-6566

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

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

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

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 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

080-4910-9543

090-4975-9831

店舗名

店舗所在地

電話番号

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

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

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

