宇和島市地域とつながる商品券 取扱店一覧
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最新版は市ＨＰに掲載します。
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※事前申込不要

市内郵便局30ヶ所

令和3年2月28日

・令和２年９月１日時点で、宇和島市住民基本台帳に記録されている方を対象に、
世帯主宛に、「商品券購入引換券」を送付しています。（令和２年９月8日～令和２年９月17日着便）
・商品券はすべて完売しました。

商 品 券 １ 冊 （ 13 枚 入 り ） に は 、 ２ 種 類 の 券 が 入 っ て い ま す 。
使用区 分が分 かれて います ので 、ご利 用の際 はご注 意くだ さい 。
お問い合わせ先
宇和島市地域とつながる商品券事業実行委員会（宇和島市役所商工観光課）
http://www.city.uwajima.ehime.jp/soshiki/22/premium2020.html

TEL
検索

0895-49-7080
宇和島市 商品券

共 通 券 の み 使 用 で き る 店 舗

大手スーパー

ダイレックス 北宇和島店
エースワン 北宇和島店
フジグラン北宇和島
フジ 宇和島店
サンシャイン 宇和島店
マルナカ 宇和島店
エースワン 宇和島店
フジ吉田店
Ａコープ みま店
Ａコープ つしま店
ダイレックス 伊予津島店

大手ドラッグストア

ドラッグセイムス 宇和島弁天町店
ドラッグセイムス 宇和島和霊店
ディスカウントドラッグコスモス 宇和島北店
メディコ２１ 北宇和島コスメ店
くすりのレディ グラン北宇和島店
くすりのレディ 宇和島中央店
ドラッグセイムス 宇和島新町店
ドラッグセイムス 宇和島桝形店
ディスカウントドラッグコスモス 中沢店
くすりのレディ 寄松店
ディスカウントドラッグコスモス 宇和島南店
くすりのレディ 吉田店
ドラッグセイムス 宇和島津島店

大手ホームセンター

ＤＣＭダイキ 宇和島北店
コーナン ホームストック宇和島店
ＤＣＭダイキ 宇和島南店
ＤＣＭダイキ 吉田店
コーナン ホームストック津島店

大手家電量販店

ケーズデンキ 宇和島店
エディオン 北宇和島店
ヤマダ電機 テックランド宇和島店
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宇和島市地域とつながる商品券取扱店一覧

伊吹町1346-1
伊吹町甲1332-1
伊吹町甲912-2
恵美須町2-3-28
桜町2-35
保田甲841-2
寄松甲206
吉田町東小路175-3
三間町宮野下525
津島町岩松682
津島町高田丙128

0895-28-6525
0895-24-1228
0895-25-1711
0895-22-6565
0895-25-0505
0895-20-3777
0895-22-1777
0895-52-2121
0895-58-2440
0895-32-2381
0895-20-8560

弁天町3-7-2
和霊町1211
伊吹町甲1410-7
伊吹町字上井関甲1517-1
栄町港2-600-10
新町1-4-13
桝形町3-3-12
中沢町2-3-5
寄松甲166-2
宮下1314-1
吉田町西小路19-1
津島町高田字得寿574

0895-20-1517
0895-20-1222
0895-20-0150
0895-25-6191
0895-26-2345
0895-20-1600
0895-25-5665
0895-28-9939
0895-26-6088
0895-26-5656
0895-26-6077
0895-52-1667
0895-32-5880

伊吹町カネツキ田1263
保田甲997-1
保田字宮ノ段甲678
吉田町立間2-1783
津島町高田甲2733-1

0895-24-2333
0895-20-3301
0895-20-3360
0895-52-7120
0895-20-8166

伊吹町1390-1
伊吹町1530
祝森甲1619-1

0895-22-3377
0895-22-6011
0895-20-3377

伊吹町912-2 フジグラン北宇和島店内

運送業・タクシー・旅行業

百貨店

いよてつ髙島屋
大高百貨店
福田百貨店
清家百貨店

宇和島店

スーパー

スーパーハッピー
岡田商店
スーパー山田屋
藤田ストアー

道の駅・特産品販売所

道の駅みなとオアシスうわじま きさいや広場
えひめ南農業協同組合 特産品センター みなみくん
宇和島名産即売所
きなはいや三万石
吉田きなはいや
ワールド・ファーマーズ
道の駅みま
津島やすらぎの里 てんやわんや市
南楽園管理棟内売店

衣料品店

ゲーンズブール
洋服の青山 宇和島店
サンワークス 北宇和島店
ブティックＭＡＴＳＵＳＨＩＴＡ
天下のヒゲ店
紳士服の岡崎
Ｄ．ＰＯＩＮＴ
上田呉服店
メンズショップ辻
ファッションインコオノｂｙＡＴＳＵＴＡ
ＴＡＭＡＹＡ
カジュアルショップＭＩＹＯＳＨＩ
ＮＯＶＡ
イズム
みはら洋品店
ＳＰＲＯＵＴ
市松屋
Ｋ．ＣＯＭＰＡＮＹ

0895-25-9471
0895-27-0014
0895-22-6883
0895-24-1417
0895-22-5560
0895-28-0132
0895-52-2383
0895-22-1188

御幸町1-1-5
高串2-518-1

0895-22-2345
0895-22-1500
0895-25-8838
0895-22-4500
0895-25-8311
0895-22-2200
0895-22-3132
0895-22-4544
0895-22-2829
0895-25-7270
0895-49-6888
0895-52-0033
0895-52-0744
0895-32-2111

伊吹町甲912-2 フジグラン北宇和島店内

栄町港2-600-15
栄町港3-3-18
錦町3-22 1F
中央町1-9-8
丸之内1-1-7
山際4-3-3
並松2-3-22
寄松甲1138-1
吉田町西小路76
吉田町鶴間新67-36
津島町岩松甲492-2

御幸町2-2-7
三間町宮野下837
津島町御内472
津島町岩渕甲1293-1

両 方 使 用 で き る 店 舗

四国自動車交通
新さつきタクシー
フジトラベルサービストムズ宇和島営業所
盛運汽船
ユー・トラベル
宇和島自動車 業務部
丸之内そうご
宇和島ハイヤー
宮脇タクシー
四国旅行
ガイヤエクスプレス
宇和島自動車 吉田出張所
ひかりタクシー
宇和島自動車 岩松出張所

妙典寺前乙471-7
祝森甲1782
新田町3-7-12
坂下津甲407-169
坂下津甲407-31
小浜2581
吉田町立間2-2580
吉田町沖村甲2342-5

共 通 券 ・ 応 援 券

建築・建設業・建築資材販売

武田住建
南興建設
豊田工務店
山本建設
ハマモト
岡野工務店
池田工務店
立木工務店

0895-23-0022
0895-58-2048
090-8483-9826
0895-32-2026

栄町港3-6-15
天神町2-13
本町追手1-3-36
三間町宮野下652

0895-24-5153
0895-22-1529
0895-22-1286
0895-58-2197

弁天町1-318-16
弁天町1-318-16
錦町9-2
吉田町西小路126
吉田町沖村甲612-1
吉田町河内甲1471
三間町務田180-1
津島町高田甲830-1
津島町近家甲1813

0895-22-3934
0895-25-6825
0895-22-2718
0895-52-1990
0895-52-1767
0895-52-1937
0895-58-1122
0895-20-8787
0895-32-3344

朝日町1-4-5
和霊元町2-4-25
伊吹町甲1476-1
柿原甲1326-16
恵美須町1-4-20
恵美須町2-4-20
新町1-4-8
新町1-5-17
新町1-5-20
新町1-5-21
新町2-5-3
新町2-6-6
新町2-7-1
新町2-7-7
新町2-9-16
天神町4-9
中央町1-6-12
中央町1-7-22

0895-25-6557
0895-24-6462
0895-25-3938
0895-23-2939
0895-22-1730
0895-23-1005
0895-25-9219
0895-25-1212
0895-22-1740
0895-25-2778
0895-22-6550
0895-22-1625
0895-24-7775
0895-23-3033
0895-22-0755
0895-20-0306
0895-25-1188
0895-22-0591
宇和島市地域とつながる商品券取扱店一覧
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共 通 券 ・ 応 援 券
両 方 使 用 で き る 店 舗

プチマルサン
サロンド・Ｕ
フレンディ
きもの泉屋
いわした
エルハウストマト
婦人服マルサン
クリップ
グレイ フランネル
ファッションショップ イズミヤ
ＢＯＵＴＩＱＵＥ ＰＡＬＥＴＴＥ
チッタ
ファッションセンターしまむら 宇和島店
サンワークス 南宇和島店
ユニクロ 宇和島店
はるやま 宇和島店
マックハウス宇和島店
たむら
ミモザ
土居忠
ファッションギャラリーＭＩＹＡＺＡＫＩ
サンなかがわ

靴・カバン店

ちゃんぴおん
うわじまさかもとカバン店
バッグ イワサキ
シューズきくち
福内はきもの店
シューズカンパニー マルナカ宇和島店
シュープラザ 宇和島店
東京靴流通センター 宇和島店

飲食料品店・弁当店・食品卸

マルス商会
山木精肉店
ビストロプラス
矢野青果店
フジタ食品
宇和島漬物食品
きむら
宮居醤油店
御料理・仕出し おか里
矢野ストアー
井上商店
山下くだもの店
伊豫醸造
横田茶舗
おふくろ亭
鳥井米穀店
山口精肉店
ストアーきたはら
高橋米穀店
ニュー兵頭追手店
野中かまぼこ店
浅田精肉店
小僧寿し 市立病院前店
山本くだもの店
Ｋ－ｋｉｔｃｈｅｎ
和牛の店 丸協
丸ノ内精肉店
やまひろ精肉店
是沢青果
なかつ屋
コープえひめ 宇和島支所
お弁当のクック
三間屋米店
中荘本店
明治牛乳宇和島宅配センター
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中央町2-4-10
中央町2-4-13
中央町2-4-20
中央町2-4-5
中央町2-5-19
中央町2-5-19
中央町2-5-23
中央町2-5-23 2Ｆ
本町追手2-4-6
本町追手2-6-10
丸之内2-1-10
桝形町3-4-21
保田甲1023-1
保田甲303-1
祝森甲1664
中沢町2-4-7
夏目町2-893
吉田町東小路甲128
吉田町東小路甲22
吉田町東小路甲88
津島町岩松甲809
津島町高田丙100

0895-25-5866
0895-22-5133
0895-22-0114
0895-25-1238
0895-22-2293
0895-25-1801
0895-22-1112
0895-22-1112
0895-24-5366
0895-22-0715
0895-23-1634
0895-25-5454
0895-20-3045
0895-27-1101
0895-27-3080
0895-24-4162
0895-26-6255
0895-52-0321
0895-52-0191
0895-52-0121
0895-32-2344
0895-32-2015

恵美須町1-4-21
恵美須町2-3-33
新町1-4-12
新町1-5-20
堀端町1-48
祝森甲1667
新田町2-2-1

0895-22-3221
0895-22-2743
0895-22-1212
0895-22-2130
0895-22-3057
0895-20-3260
0895-27-3118
0895-24-6433

朝日町1-4-3
朝日町2-2-19
築地町2-2-7
弁天町3-8-11
寿町1-3-16
和霊町1240
御幸町2-2-26
和霊元町1-6-14
和霊元町2-1-18
和霊東町3-5-12
栄町港2-5-3
恵美須町1-5-20
恵美須町2-3-26
鶴島町2-22
新町1-5-14
丸穂町4-2-4
大宮町2-3-12
大宮町2-5-2
本町追手2-1-28
本町追手2-8-25
堀端町1-53
京町1-47
丸之内2-1-2
丸之内2-1-5
丸之内3-7-18
丸之内5-8-2
御殿町4-23
桜町2-1
元結掛1-5-13
川内962-6
保田字大畑乙638-6
新田町2-1-2
夏目町3-10-8
寄松甲972
坂下津甲407-56

0895-22-0090
0895-24-2255
0895-25-1129
0895-49-3202
0895-22-4579
0895-22-4790
0895-23-2826
0895-22-0633
0895-22-2741
0895-22-2237
0895-22-2048
0895-22-0300
0895-22-0172
0895-22-0593
0895-26-6545
0895-22-0997
0895-22-6118
0895-24-3215
0895-22-1371
0895-23-7878
0895-25-7711
0895-22-0915
0895-25-0618
0895-22-2509
0895-49-2665
0895-25-2929
0895-23-2095
0895-22-7353
0895-22-0701
0895-22-0230
0895-20-3700
0895-24-3300
0895-22-1804
0895-27-0369
0895-20-1443

保田甲841-2 マルナカ宇和島1F

高光支所
宇和島支所
来村支所
本九島出張所
九島支所
蛤出張所（Ｙショップ蛤店）
無月給油所
三浦支所
宇和海第一支所（Ｙショップ遊子店）
下波支所
蒋渕出張所
宇和海第二支所
小内浦出張所
嘉島出張所
日振島出張所
吉田支所
直販センター
立間中央支所
玉津支所
喜佐方支所
奥南支所
三間町支所
三間中央給油所
御槇支所
津島支所
清満支所
下灘支所（Ｙショップ嵐店）
東南支所
北灘支所

鮮魚・水産加工品店

魚一鮮魚
河内屋蒲鉾 きさいや店
秀長水産
森本蒲鉾店
河内屋蒲鉾
小林フーズ
亀井蒲鉾
島原本舗 栄町店
佐々木海産 えびす町店
魚浩鮮魚店
河内屋蒲鉾 恵美須店
山田鮮魚店
佐々木海産 本店
井上蒲鉾本舗 駅前店
いや志や
田中蒲鉾 本店
大丸かまぼこ店
薬師神かまぼこ
井上蒲鉾本舗 本店
中川かまぼこ店
夏目鮮魚店

0895-52-0407
0895-52-2973
0895-52-0242
0895-52-0309
0895-52-0217
0895-52-4321
0895-52-0556
0895-52-1121
0895-58-2085
0895-32-2158
0895-32-2429
0895-32-2702
0895-32-2002
0895-32-2119
0895-32-2350

高串2-137-5
栄町港3-303
川内甲1092
本九島員外20-1
百之浦1261-8
蛤322-7
三浦東695-1
三浦西1299-1
遊子3625
下波3130
蒋淵1120
戸島2064-1
戸島2607
戸島3740
日振島1736
吉田町立間尻甲2017-4
吉田町立間2-2221-1
吉田町立間2-2266
吉田町法華津6-80-3
吉田町沖村2306-1
吉田町奥浦甲212
三間町宮野下525
三間町迫目332-1
津島町御内723
津島町岩松682
津島町岩渕甲1289-1
津島町嵐番外8-3
津島町北灘甲2147
津島町北灘乙780-1

0895-24-1800
0895-22-8112
0895-22-7722
0895-24-0010
0895-24-0009
0895-22-3168
0895-29-0975
0895-29-0004
0895-62-0015
0895-29-0131
0895-62-0311
0895-64-0311
0895-64-0009
0895-64-0023
0895-65-0002
0895-52-1311
0895-52-1272
0895-52-0666
0895-52-1144
0895-52-1133
0895-54-0121
0895-58-3322
0895-58-3716
0895-36-0002
0895-32-2611
0895-32-2007
0895-35-0231
0895-32-2809
0895-32-2917

朝日町1-3-25
弁天町1-318-16

0895-24-2721
0895-22-0567
0895-25-3305
0895-25-6330
0895-22-7700
0895-22-4603
0895-22-0176
0895-25-2101
0895-22-3607
0895-25-3694
0895-22-5220
0895-25-6211
0895-22-0737
0895-23-2268
0895-22-9733
0895-24-0215
0895-22-4773
0895-22-0909
0895-23-2266
0895-22-4719
0895-22-2808

弁天町1-318-16 道の駅みなとオアシスうわじまきさいや広場内

寿町2-1-16
高串1-544-1
伊吹町甲1174-1
栄町港1-2-11
栄町港2-4-18
恵美須町1-5-8
恵美須町2-2-7
恵美須町2-4-23
錦町3-2
錦町4-5
錦町9-2
天神町3-21
中央町1-6-15
広小路2-28
丸之内1-5-11
桜町1-47
佐伯町1-1-15
桝形町2-1-5

両 方 使 用 で き る 店 舗

ＪＡ本所・支所

ＪＡえひめ南
ＪＡえひめ南
ＪＡえひめ南
ＪＡえひめ南
ＪＡえひめ南
ＪＡえひめ南
ＪＡえひめ南
ＪＡえひめ南
ＪＡえひめ南
ＪＡえひめ南
ＪＡえひめ南
ＪＡえひめ南
ＪＡえひめ南
ＪＡえひめ南
ＪＡえひめ南
ＪＡえひめ南
ＪＡえひめ南
ＪＡえひめ南
ＪＡえひめ南
ＪＡえひめ南
ＪＡえひめ南
ＪＡえひめ南
ＪＡえひめ南
ＪＡえひめ南
ＪＡえひめ南
ＪＡえひめ南
ＪＡえひめ南
ＪＡえひめ南
ＪＡえひめ南

吉田町北小路甲200-4
吉田町東小路81-1
吉田町東小路甲112-2
吉田町東小路甲144-1
吉田町東小路甲152
吉田町東小路甲90-1
吉田町裡町105
吉田町立間2-146
三間町宮野下751
津島町岩松959-1
津島町岩松760-13
津島町岩松815
津島町岩松841
津島町岩松948-1
津島町岩松甲761-2

共 通 券 ・ 応 援 券

秋田商店
小僧寿し 吉田店
旭醤油醸造場
肉の山口屋
田村精肉店
ほかほか弁当一番
坂本商店
愛工房
氏原精肉店
三好商店
泉精肉店
西﨑本店
居村米穀店
内山商店
山下青果

宇和島市地域とつながる商品券取扱店一覧
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共 通 券 ・ 応 援 券

島原本舗 本店
中村かまぼこ店
河合太刀魚巻店
酒井鮮魚店
黒田かまぼこ
安岡蒲鉾店
坂本鮮魚
島原本舗 やすらぎの里店
山口鮮魚店
水幸苑
由良のアワビ屋

酒店

両 方 使 用 で き る 店 舗

名門サカイ
西本商店
中平商店
がいや 牛鬼ストリート店
松花商店
土師酒店
いよリカーおばら おばら酒店
福島酒類販売店
たかむら酒の店
浅野酒店
中村商店
和田酒店
酒のヤマグチ
ミヤモト酒店
西岡商店
ＫＯＵＪＩＹＡ
黒田酒店
酒のわたなべ
小野商店
リカーショップはちだ

パン・菓子店

えひめ南農業協同組合

特産品センター 手作りパン工房みなみ

菓子工房グーテ
松本たいこまん店
パン・フォンテーヌ
薄墨羊羹Ａｎｋｅｔｔｅ フジ宇和島店
山田屋まんじゅう 宇和島店
シャンボール
一六本舗 宇和島店
菓子舗 こうの
百波
おのがみ
木下正月堂
寿提夢
甘党ぽっぽ
吉弘菓子舗
ヨーデル
こんがりあん
ハタダ東高前店
パティシエ・ド・ポルト
Ｐâｔｉｓｓｅｒｉｅ Ｌｉｂｒａ
季節の菓子グーテ
ＴｏＭ×２
浅野ゑびす堂
お菓子工房ｎｉｃｏ
元祖キリン堂
ｎａｓｃｉｔａ
メゾン・ド・ソレイユ
曽我屋パン店
パティスリー・ジュテーム
御菓子処うちむら
保田家

コンビニエンスストア

ローソン
6

宇和島弁天町店

宇和島市地域とつながる商品券取扱店一覧

祝森甲4668
坂下津甲381-75
吉田町魚棚28
吉田町河内甲2039
三間町土居中916
三間町中野中293
津島町高田甲578-1
津島町高田甲830-1
津島町近家乙147-21
津島町岩渕乙15
津島町曲烏148-1

0895-27-2277
0895-22-3755
0895-52-0122
0895-52-2931
0895-58-2052
0895-58-2155
0895-32-1618
0895-32-6229
0895-32-2207
0895-32-3337
090-3184-7824

高串2-1045
恵美須町1-1-5
錦町3-5
中央町1-7-16
中央町1-7-19
広小路2-58
丸之内2-5-21
佐伯町1-2-16
神田川原90
保田甲960-1
白浜245
吉田町東小路甲146
吉田町東小路甲89-4
吉田町本町72
吉田町深浦2-1
三間町宮野下700
三間町迫目1051
三間町務田289
津島町岩松863-1
津島町高田丙10-1

0895-25-5533
0895-22-0713
0895-22-1565
0895-24-3443
0895-22-0596
0895-24-7888
0895-25-8811
0895-22-0204
0895-22-0624
0895-27-3188
0895-28-0227
0895-52-0276
0895-52-0153
0895-52-0019
0895-52-1851
0895-58-2015
0895-58-3720
0895-58-2032
0895-32-2608
0895-32-2623

弁天町1-318-16
弁天町1-6-3
光満甲193-2
伊吹町甲912-2 フジグラン北宇和島店内

恵美須町2-3-28

フジ宇和島店

錦町4-19
新町1-10-11
新町1-6-6
新町2-6-2
中央町1-5-11
中央町1-6-10
中央町1-6-6
中央町2-2-6
中央町2-5-20
本町追手1-3-22
本町追手2-2-9
丸之内3-6-23
丸之内3-3-10
丸之内4-4-26

丸之内5-2-3

1F

コーポツジ102号

御殿町4-11
中沢町1-3-54
吉田町魚棚51
吉田町立間尻甲1802-49
吉田町立間2-1050
三間町宮野下873
津島町岩松甲437-3
津島町高田甲1907-1
津島町高田甲2164
津島町高田上谷842-1
津島町高田丙157-3
弁天町1-102-1

0895-28-6373
0895-25-1194
080-2854-0612
0895-24-4077
0895-23-2011
0895-23-2978
0895-22-8784
0895-23-0016
0895-49-4003
0895-22-0102
0895-22-0874
0895-22-1352
0895-24-6055
0895-22-5393
0895-22-2135
0895-24-2727
0895-24-5981
0895-24-1001
0895-25-8777
0895-65-9454
0895-22-1194
0895-24-0812
0895-52-0215
070-2632-7147
0895-52-0489
090-4974-1514
0895-32-4004
0895-32-3963
0895-32-6055
0895-32-6016
0895-32-2456
0895-24-3056

自動車用品販売・整備

宇和島タイヤセンター
タイヤサロン
宮﨑モータース
イエローハット 北宇和島店
鶴島自動車整備
車工房あさい
オートバックス 宇和島

和霊町1232-1
和霊元町1-2-7
和霊元町4-1-8
高串1-501-1
高串1-1433
高串2-339
高串784-1
高串784-1
高串コモノクボ1-1432-1
伊吹町字上井関甲1517-1
大超寺奥乙385-2
川内甲920-1
保田甲1027-1
祝森甲1657
祝森甲3054-1
祝森甲3061-1
中沢町2-1-7
中沢町2-4-2
寄松甲154-1
寄松甲154-1
寄松甲192-1
寄松甲240
寄松甲477-2
吉田町立間2-1799-1
吉田町立間2-2266
吉田町立間2-2470-1
吉田町法華津2-84
三間町戸雁453
津島町岩松甲2512-18
津島町近家甲3-30
津島町岩渕丙562-2
津島町下畑地甲847
和霊町1246-1
高串2-645-1
高串2-700-1
伊吹町甲1519-3
伊吹町字下井関1547
柿原甲1715-5
保田甲270-1

0895-22-0705
0895-25-7858
0895-25-2285
0895-26-3955
0895-25-5090
0895-22-7791
0895-25-7123
0895-22-9810
0895-22-5885
0895-24-2900
0895-26-2026
0895-20-3350
0895-27-3191
0895-22-5066
0895-22-2066
0895-25-6130
0895-24-1120
0895-52-3015
0895-58-2880
0895-58-1851
0895-32-5210
0895-32-5226
0895-32-5222
0895-32-3566
0895-24-1423
0895-22-0019
0895-22-5450
0895-25-2322
0895-23-1551
0895-24-0210
0895-22-5800
0895-22-5800
0895-22-3745
0895-24-6661
090-1006-1090
0895-25-0221
0895-27-0101
0895-27-2666
0895-27-1113
0895-27-2600
0895-22-6457
0895-24-1414
0895-28-9000
0895-28-9300
0895-22-5833
0895-20-3006
0895-27-1800
0895-52-3325
0895-52-1138
0895-52-0178
0895-52-3726
0895-58-2137
0895-32-5059
0895-32-2136
0895-32-2258
0895-32-5066

両 方 使 用 で き る 店 舗

自動車販売・修理

愛媛日産自動車 宇和島和霊店
島原モータース
末廣モータース
スズキオート赤松
モータース ミニ
日東自動車工場
愛媛日産自動車 宇和島高串店
カータウン宇和島
日産プリンス愛媛販売 宇和島支店
マツダオートザムフジ宇和島
ナルオート
ホンダカーズ宇和島
ネッツトヨタ瀬戸内 宇和島店
ＨＩＬＯ Ｈｏｕｓｅ
アシスト
トヨタカローラ愛媛 宇和島店
愛媛ダイハツ販売 宇和島店
オートパルえひめ南 宇和島営業所
愛媛トヨタ自動車 ＴｏＰ Ｔｏｗｎ 宇和島
愛媛トヨペット ＴｏＰ Ｔｏｗｎ 宇和島
ネッツトヨタ愛媛 Ｊ．Ｓｐｏｔ宇和島
ＣＡＲ ＳＨＯＰ ＲＹＯ
中尾モータース
清家オート
オートパルえひめ南 吉田営業所
吉田自動車
カーショップサカイ
北宇和自動車
ミズセキモータース
しらさぎモータース
大本自動車
エム、アール、オー

御幸町2-2-5
高串2-374
伊吹町甲1471-1
伊吹町字シツソウ甲1155-6
鶴島町607-2
錦町10-1
錦町3-19
新町1-3-20
本町追手1-3-15
本町追手2-2-20
桝形町3-6-28
保田甲1385-2
祝森甲1005-4
新田町1-乙1679-1
中沢町1-5-1
夏目町3甲914-1
別当2-1-18
吉田町魚棚20-2
三間町迫目1122-1
三間町務田725-1
津島町岩松甲2319-1
津島町岩松甲601-1
津島町岩松字白崎1474-1
津島町高田甲2147

共 通 券 ・ 応 援 券

ローソン 宇和島御幸町二丁目店
ローソン 宇和島高串店
ファミリーマート 宇和島伊吹町店
ローソン 宇和島伊吹町店
ローソン 宇和島オリエンタルホテル店
セブン－イレブン Ｋｉｏｓｋ宇和島駅店
ローソン 宇和島錦町店
ファミリーマート 宇和島新町一丁目店
ファミリーマート 宇和島本町追手店
ファミリーマート 宇和島本町店
ファミリーマート 宇和島桝形店
ファミリーマート 宇和島保田店
ローソン 宇和島祝森店
セブン－イレブン 宇和島長堀橋南店
ローソン 宇和島中沢町店
ファミリーマート 宇和島夏目店
ローソン 宇和島別当店
ファミリーマート 宇和島吉田魚棚店
ファミリーマート 宇和島三間店
ローソン 宇和島三間町店
ファミリーマート 津島岩松インター店
ファミリーマート 宇和島津島店
ローソン 宇和島津島岩松店
ファミリーマート 津島高田店

0895-25-1333
0895-24-1771
0895-23-0712
0895-23-2081
0895-22-0378
0895-23-4802
0895-27-1919

宇和島市地域とつながる商品券取扱店一覧
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共 通 券 ・ 応 援 券

タイヤガーデン三幸
ミスタータイヤマン
タイヤワーク宇和島
冨永自動車
安田オートサービス

宇和島店

二輪車販売・修理

両 方 使 用 で き る 店 舗

サイクルライフ・イヌガイ
オートショップワタナベ
宮脇輪業
笹岡商会
永井モータース
銭形商会
サイクルライフ・イヌガイ支店
島原サイクル
西本自転車商会
Ａ－Ｒａｈｏｏ Ｍｏｔｏｒｃｙｃｌｅｓ
バイク・サイクルショップ にしむら
山泉自転車商会

家電販売・修理

電幸
おがわ電化
エディオンかしまや
Ｕテックうわじま
ナンヨムセン・ワダ
ダイデン
田中電機百貨店
ヤマグチ
オータラジオ店
藤田電器店
ウィッティおおの
シミズ電器
村田電機商会
パナ・ワールド
エディオン津島店

スマホ・携帯ショップ

ドコモショップ

ＵＱモバイル正規取扱

宇和島店

Ｊ－ＰＩＣモバイルステーション宇和島店

ａｕショップ宇和島
ドコモショップ宇和島南店

家具・寝具店

なかた寝具店
寝具センターまつうら
丸三

ドラッグストア・薬局

みゆき薬局
ワレイ薬局
いぶき薬局
くすりの天寿堂
えびす薬局
ホリバタ薬局
アタゴ薬局
明倫薬局
京町薬局
丸之内薬局
たんぽぽ薬局 宇和島店
ダテ薬局
あんず薬局
城南薬品
みかん薬局
アーチ薬局
ドラッグ フジカワ
日本調剤 南楽薬局
いわまつ薬局
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保田甲953-1
祝森字長田975-1
坂下津甲407-131
三間町迫目53-1
津島町下畑地甲1436-1

0895-27-2070
0895-27-0222
0895-65-9377
0895-58-2218
0895-32-3773

和霊元町1-3-5
伊吹町366-38
恵美須町1-3-7
新町1-3-25
丸之内5-9-9
新田町3-1-4
新田町3-1-7
吉田町魚棚52
吉田町本町75
吉田町知永4-199-1
津島町岩松828-2
津島町岩松甲1277-16

0895-22-2269
0895-23-2130
0895-22-3035
0895-24-2588
0895-22-5329
0895-22-5182
0895-24-3077
0895-52-0302
0895-52-0175
0895-24-1536
0895-32-2123
0895-32-2439

大浦甲23-22
柿原甲1012-4
栄町港1-3-3
栄町港3-3-13
恵美須町1-4-3
中央町1-8-14
中央町2-2-31
堀端町2-28
丸之内2-1-18
丸之内5-8-4
川内甲2095-10
別当1-1-3
吉田町東小路甲170-2
吉田町東小路甲84-5
津島町高田乙2154

0895-25-2317
0895-24-0407
0895-22-5859
0895-23-2972
0895-22-0169
0895-22-6443
0895-22-1019
0895-22-1867
0895-22-1997
0895-22-1482
0895-27-2246
0895-24-2253
0895-52-0158
0895-52-1532
0895-32-5431

曙町4-17
佐伯町2-3-23
明倫町4-5-14
並松2-3-20

0895-23-0811
0895-22-1717
0895-20-0350
0120-614-310

新町2-9-6
中央町1-6-9
坂下津甲407

0895-22-1012
0895-25-8500
0895-24-0303

御幸町2-1-13
和霊元町4-2-12
伊吹町甲1155-7
恵美須町1-1-1
恵美須町1-3-10
堀端町1-18
広小路1-43
広小路2-40
京町1-8
丸之内1-1-9
丸之内2-1-5
丸之内3-2-1
桜町2-52
中沢町2-1-2
吉田町北小路200-1
吉田町北小路201-2
吉田町本町19
津島町高田丙10-1
津島町髙田丙542

0895-22-2688
0895-24-2320
0895-28-6610
0895-22-0777
0895-22-2727
0895-22-6260
0895-23-8008
0895-28-6669
0895-20-1577
0895-28-6030
0895-22-0650
0895-22-0085
0895-25-3311
0895-25-3211
0895-20-2208
0895-20-2081
0895-52-0007
0895-20-8251
0895-32-1002

吉田町東小路甲87-8
吉田町本町76
津島町岩松761-5

0895-23-7560
0895-22-0920
0895-24-2022
0895-22-1622
0895-22-1380
0895-22-3877
0895-24-0880
0895-23-6161
0895-52-0124
0895-52-0232
0895-32-2638

住吉町1009
弁天町1-7-3
寿町2-293-13
和霊町1223-2
御幸町2-4-6
和霊中町2-2-18
高串2-15-3
高串字中田1-381
伊吹町1424
中央町1-10-10
丸之内4-3-12
丸之内5-8-8
川内甲1077-4
保田甲990
祝森3333-1
新田町2-2-5
寄松字聖神甲210-2
坂下津甲407-19
石応560-3
百之浦1260-1
蛤373-2
吉田町西小路73-1
吉田町東小路甲71-1
吉田町魚棚34-6
吉田町立間尻甲427
吉田町立間2-2500-1
吉田町立間2-513-10
三間町宮野下631
三間町宮野下638
三間町務田189-1
津島町岩松甲590-2
津島町岩渕甲852
津島町嵐70-1

0895-25-8348
0895-24-5800
0895-22-0155
0895-22-5577
0895-22-2272
0895-22-4737
0895-22-4373
0895-22-6710
0895-24-3400
0895-22-5982
0895-25-6611
0895-22-4777
0895-22-8881
0895-20-3030
0895-27-2001
0895-22-6711
0895-22-7788
0895-22-0797
0895-28-0122
0895-22-5507
0895-22-3167
0895-52-1238
0895-52-0067
0895-52-0135
0895-52-0172
0895-52-3891
0895-52-0575
0895-58-2265
0895-58-2029
0895-58-1192
0895-32-2039
0895-32-3144
0895-35-0039

伊吹町甲912-2 フジグラン北宇和島店内

0895-28-6095
0895-22-5292
0895-22-0528
0895-22-1125
0895-23-1118
0895-52-0041
0895-32-2419

伊吹町甲912-2 フジグラン北宇和島店内

恵美須町2-1-1
中央町1-5-7
本町追手2-7-10
並松1-1-30
祝森甲1011-1
三間町是能202-55

0895-28-6020
0895-25-2600
0895-25-2255
0895-22-0792
0895-20-0218
0895-27-0881
0895-58-4142

和霊中町2-3-20

0895-25-7399

桝形町2-2-23 Kisaiya Tomo 103号室

書店・文房具店

宮脇書店 フジグラン北宇和島店
王子屋
岩崎書店
岩村万年堂
明屋書店 宇和島明倫店
いのじや
谷内新聞舗

恵美須町1-4-21
錦町4-16
中央町2-5-26
新田町2-2-1
吉田町東小路甲148
津島町岩松760-16

メガネ・コンタクトレンズ・補聴器

メガネの田中 フジグラン北宇和島店
メガネのタナベ 駅前店
メガネの木藤 なんよ補聴器センター
メガネの三城 宇和島店
眼鏡市場 宇和島
メガネの三城 宇和島祝森店
Ｆｉｎｅ Ｇｌａｓｓ

時計・装飾品

宇和海真珠

両 方 使 用 で き る 店 舗

ガソリンスタンド・石油類販売

宇和島共同配送センター有限責任事業組合
シンツ石油 プラザ弁天町ＳＳ
三原産業 きさいや寿町ＳＳ
平田石油 ヒマワリわれいＳＳ
朝日燃料店
大和石油 本店
赤松石油
佐竹石油 光満ＳＳ
佐竹石油 ノースアイランドＳＳ
三原産業 ＤＤキャッスルアベニュー店
西崎石油 宇和島ＳＳ
寺田石油
西崎石油 番城ＳＳ
シンツ石油 プラザ保田ＳＳ
佐竹石油 祝森ＳＳ
佐竹石油 南宇和島ＳＳ
大和石油 寄松ＳＳ
亀岡ガス販売
清水石油店
山瀬石油店
西崎石油 九島ＳＳ
山本石油店
上甲石油店
山下石油
赤坂商事
セイケ石油
芝石油
三間商事
三間中央ガス商会
クリエイトみまＳＳ
西崎石油店
谷村石油店
平田石油 ひまわり嵐ＳＳ

伊吹町甲946-2
恵美須町1-2-10
鶴島町9-5
新町1-5-19
新町1-5-23
中央町1-8-1
丸之内4-4-23

共 通 券 ・ 応 援 券

化粧品・身の回り品販売店

サロン・マ・メール
つづらや
ますだ化粧品
ひらかわ化粧品店
あおき化粧品店
まきや商店
クロロフイル宇和島美顔教室
エステティックサロン ひめ美じん
ビューティショップギンザ
まつした
ファッションメイトおの

宇和島市地域とつながる商品券取扱店一覧
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共 通 券 ・ 応 援 券

真珠会館
ふくい真珠
今城パール
ダイマサ真珠
木藤時計店
井上真珠店
松本真珠
Ｙａｍａｓｈｉｔａ Ｐｅａｒｌ
土居真珠
清家時計店
ＭＥＭＯＲＩＡＬ ＰＥＡＲＬ
天成真珠
オカダ

両 方 使 用 で き る 店 舗

リサイクルショップ

セカンドストリート

宇和島店

100円ショップ

セリア フジ宇和島店
ザ・ダイソー マルナカ宇和島店

雑貨店

スペース田中
ガイナワールド
Ｄｏｕｘ
まえだ
パッケージプラザ宇和島店
オカケヤ商店

その他小売業

宇和島船具
フジモト釣具店
キムラペット
松田包装 宇和島営業所
ウイニングエッジ
森岡金物店
三浦屋人形店
パール手芸店
住谷釣具店
愛媛新聞宇和島中央販売
ＰＡＮＹＡ ＡＳＨＩＹＡ
デンケン
井上畳本店
風花
Ａｒｏｍａｈｏｕｓｅ Ｌｅａｆ
清家印鋪
ＲＡＣＱＵＥＴ－ＳＨＯＰ ＴＡＫＥＵＣＨＩ
丸三龍宝堂
六兵衛坂 新倉花店
フラワーセンター宇和島
べにばら画廊
立花仏壇店
いしざき
ナカムラボタン
マツダイラ楽器
ララルウ
松下釣具店
愛媛新聞エリアサービス宇和島西
コバヤ
松岡漁具 宇和島店
ハリカ宇和島店
ギフトプラザくつき
森本商事
フィッシング太公望
スポーツマン
サンリードフラワー宇和島
レリーフ
西部包装
10

宇和島市地域とつながる商品券取扱店一覧

高串3-58
栄町港1-5-15
栄町港3-2-16
天神町3-16
中央町1-5-7
中央町2-4-11
蕨作網代912-3
平浦1028
三浦西5121-9
吉田町東小路甲55
吉田町立間1-3677-14
津島町成230-2
津島町柿之浦699-2

0895-23-0818
0895-22-1215
0895-24-7272
0895-22-2253
0895-25-2255
0895-22-3426
0895-30-2373
050-3590-3299
0895-29-0011
0895-52-0348
0895-52-4547
0895-37-0034
0895-35-0488

丸之内3-6-10
恵美須町2-3-28

0895-24-7966
フジ宇和島店

2F

保田字若藤甲841-2 マルナカ宇和島1F

恵美須町2-3-28

フジ宇和島店

新町1-4-12
中央町2-4-16
中央町2-5-23
坂下津甲407-187
吉田町本町11-2
住吉町1-8-15
弁天町3-1-1
和霊町1173-1
光満甲422-1
伊吹町甲942-1
栄町港1-2-13
恵美須町1-6-21
恵美須町2-2-4
恵美須町2-2-8
恵美須町2-4-16
鶴島町5-8
錦町3-22
錦町7-26
新町2-2-1
天神町8-7
中央町1-6-10
中央町2-2-25
中央町2-3-22
本町追手2-2-1
本町追手2-6-1
本町追手2-8-6
本町追手2-4-8
笹町1-1-11
丸之内1-6-26
丸之内3-5-8
丸之内4-1-24
丸之内4-1-28
丸之内4-2-10
桝形町2-2-20
並松1-甲49-1
並松2-2-24
保田甲268-1
保田甲775
保田甲872
丸之内3-56
寄松甲1059-1
寄松甲376-4
坂下津甲407-187

2F

0895-28-6400
0895-20-3260
0895-23-6220
0895-23-5507
0895-22-5706
0895-22-1451
0895-25-7976
0895-52-1338
0895-22-0351
0895-23-1472
0895-24-0525
0895-22-3725
0895-20-0101
0895-22-1311
0895-22-0688
0895-23-2119
0895-22-0289
0895-24-3022
0895-24-6090
0895-24-5131
0895-22-0270
0895-20-0787
0895-24-1343
0895-22-0877
0895-22-1765
0895-24-1155
0895-22-3335
0895-22-4187
0895-22-1104
0895-22-5305
0895-24-1023
0895-22-6599
0895-23-7776
0895-23-4608
0895-22-4706
0895-22-7790
0895-25-1106
0895-26-2501
0895-24-6256
0895-20-3221
0895-27-0126
0895-27-0156
0895-25-3131
0895-27-2885
0895-27-1020
0895-23-2455

もみほぐし・整体 もみ家 大浦店
エイブルネットワーク 宇和島店
宇和島コピーセンター
モテコロラボ
三侊スタジオ
もみほぐし・整体 もみ家 和霊元町店
ムライカメラ
宇和島バッティングセンター
ＴＳＵＴＡＹＡ 北宇和島店
おたすけくん フジグラン北宇和島ご相談コーナー
カメラのキタムラ フジ北宇和島店
にのみや整体院
ベンリー宇和島きさいや店
つるの湯
日日新針灸マッサージ治療院
カラオケ ボイス
カラオケ ジャングル
三好表具店
鍼灸院 一鍼
神明鍼灸マッサージ院
いわき鍼灸マッサージ治療院
コーノ・ディレクション
猫の手治療院
小笠原写真館
リラクゼーションサロン ＬＵＣＥ
プリンセスライン
るぴなす
松井鍼灸院
カラオケダイニングＭＡＸ
松本ガラスシステム
藤井マッサージ治療院
森田表具店
セレモニーホール 宇和島
ディア・マリエ 宇和島
ささき整体施術院
廣文社印刷
末広表具店
ダスキン伊予吉田
井上鍼灸接骨院
ササキ写真場
白浦なぎさ 鍼灸院
セレモニーホール 吉田
アイ浄化センター
Sara Tiara +nico
盛文堂
セレモニーホール 津島
カラオケ 桃太郎

旅館・ホテル・民泊

ホテルイシバシ
宇和島オリエンタルホテル
ＪＲホテルクレメント宇和島
宇和島第一ホテル

0895-26-2225
0895-20-0355
0895-52-0384
0895-52-4000
0895-52-0230
0895-52-0024
0895-58-2508
0895-58-4116
0895-32-2986
0895-32-2601
0895-32-2221
0895-32-5377
0895-32-2164
090-9552-9917

大浦甲197-2
弁天町1-1-5
弁天町1-2-4
御幸町1-2-10
和霊元町1-1-13
和霊元町1-1-3
和霊元町1-3-16
高串2-23
伊吹町字井関甲1517-1

070-5356-5877
0895-26-5310
0895-22-3473
090-1004-2502
0895-22-0211
070-5356-5877
0895-22-1678
0895-23-7644
0895-26-2566
0895-23-0263
0895-23-2113
0895-25-0339
0895-25-0551
0895-22-4529
090-8970-4189
0895-22-2273
0895-22-7210
0895-22-1630
0895-49-3722
0895-25-0701
0895-49-2659
0895-22-1008
0895-28-9777
0895-22-0721
0895-24-3565
0895-25-3334
0895-26-5222
0895-24-4484
0895-28-6811
0895-22-1197
0895-24-0078
0895-27-2595
0895-27-2211
0895-25-3711
0895-23-7177
0895-22-0303
0895-29-0439
0895-52-0372
0895-52-4375
0895-52-0054
0895-49-3816
0895-52-4441
0895-58-4730
0895-58-2932
0895-32-5840
0895-32-1115
090-5148-4505

伊吹町甲912-2 フジグラン北宇和島店内
伊吹町甲912-2 フジグラン北宇和島店内
伊吹町甲912-2 フジグラン北宇和島店内

恵美須町1-4-21 王子屋内
鶴島町1-12
錦町8-3
新町1-5-19
新町2-2-14
天神町3-23
中央町1-1-15
中央町1-2-3
中央町1-7-19 松花ビル2F
中央町2-3-20
本町追手2-1-4
本町追手2-3-25
愛宕町1-1-28
野川甲1237
賀古町1-2-7
賀古町2-2-36
丸之内5-3-15
明倫町5-10-19
神田川原28
保田甲1084
寄松字大坪甲1059-1
宮下甲883-1
坂下津乙18-5
坂下津甲407-87
三浦東1358
吉田町東小路甲84-1
吉田町魚棚69
吉田町本町22-2
吉田町白浦119
吉田町鶴間字1077
三間町曽根1608-1
三間町宮野下712-2
津島町高田甲2017-1
津島町高田甲2720
津島町高田甲587
栄町港2-4-14
鶴島町6-10
錦町10-1
中央町1-3-9

両 方 使 用 で き る 店 舗

その他サービス業

保手1-1-10
保手2-7-16
吉田町北小路甲184
吉田町東小路甲86
吉田町本町17-3
吉田町本町23
三間町宮野下639
三間町戸雁533-4
津島町岩松760
津島町岩松807-1
津島町岩松甲855-3
津島町高田甲284-1
津島町山財4935
津島町下畑地甲477

共 通 券 ・ 応 援 券

ヒロゴルフ
トーカイ宇和島営業所
花工房ＫＥＩ
ポピー
駒屋
大上西村商店
くろだ
戸田農機
平田金物店
越智金物商会
フラワーショップたむら
新田釣具店
来島商店
金澤畳製作所

0895-22-5540
0895-23-2828
0895-23-6111
0895-25-0001
宇和島市地域とつながる商品券取扱店一覧
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共 通 券 ・ 応 援 券
両 方 使 用 で き る 店 舗

12

木屋旅館
宇和島リージェントホテル
漁家民宿遊海
みまきガーデン
大畑旅館
三好旅館

飲食店

キッチン・ママエプロン
おこのみかふぇＭｏＣｏ
豊田本店
にし蔵
かどや 弁天町店
回転寿司すしえもん 宇和島本店
懐石屋利休
菜々彩のシンバ
海鮮焼肉丸忠
Ｂクイック
鳥勢
花筏
千鳥寿司
食処富屋
まつうら
森田屋
ゲルマン
大介うどん 高串店
慶州焼肉
珈琲専門店アメリ館
ハイウェイレストラン宇和島
カジュアルレストラン ロペ
ステーキ＆ハンバーグ Ｄａｒｌｉｎｇダーリン
ケンタッキーフライドチキン フジグラン北宇和島店
大阪王将 フジグラン北宇和島店
道とん堀 宇和島店
珈琲伝説 北宇和島店
ミスタードーナツ 宇和島ショップ
どんと 北宇和島
サーティワンアイスクリーム フジグラン北宇和島店
焼肉の店 牛ちゃん
中国亭
カフェダイニング グラード
海鮮居酒屋 がいや
食い道楽 栄町店
居酒屋 球月
らぐまん ラーメン
憩い屋 じんちょうげ
一飲一食うさき家
お好み焼 すかがわ
大介うどん 栄町店
福ＤＯＮ
鮨 権太
旬膳・郷土膳 和日輔
ビストロ ヱビス
三昌
和み家 ごっつおさん
海鮮居酒屋 ぼて七
食い道楽 恵美須町店
じゃんじゃか 宇和島
ヴィオロン ダングル
焼鳥阿呆鳥
そばと料理 まえの
味処 たかはし
かみなり お好み焼き
いけす料理 平家
居酒屋 喜
龍々亭
十万石
かどや 駅前本店
楽家２１

宇和島市地域とつながる商品券取扱店一覧

本町追手2-8-2
丸之内1-2-24
平浦995-3
津島町御内1218-1
津島町岩松753
津島町岩松814-1

0895-22-0101
0895-23-0808
0895-28-0182
0895-36-0004
0895-32-2121
0895-32-2107

住吉町2-1-7
朝日町1-4-11
朝日町3-1-1
弁天町1-2-19
弁天町1-4-6
弁天町2-1-60
寿町1-1-19
寿町1-1-20
寿町1-1-4
寿町2-3-6
寿町2-5-5
御幸町1-1-13
御幸町1-4-16
和霊元町1-3-2
和霊元町3-2-8
和霊中町2-1-29
和霊中町2-3-5
高串1-1406
高串1-534-18
高串2-518-1
高串3-58
高串3-757-3
伊吹町1135-11
伊吹町甲912-2
伊吹町甲912-2
伊吹町甲912-2
伊吹町甲912-2
伊吹町甲912-2
伊吹町甲912-2
伊吹町甲912-2 フジグラン北宇和島店内

曙町4-20
曙町4-21
栄町港1-3-5
中央町1-1-8
栄町港2-4-15
栄町港2-5-6
栄町港2-5-6
栄町港3-1-7
栄町港3-3-10
栄町港3-3-32
栄町港3-4-8
恵美須町1-2-10
恵美須町1-2-5
恵美須町1-2-6 1F
恵美須町1-2-6 2F
恵美須町1-5-2
恵美須町1-5-20
恵美須町1-5-27
恵美須町1-5-28

恵美須町2-3-28

鶴島町4-10
鶴島町5-19
鶴島町9-5
鶴島町9-7
錦町1-18
錦町4-4
中央町2-2-11
錦町7-23
錦町7-5
錦町8-1
新町1-10-10

フジ宇和島店

2F

高橋ビル1F

0895-25-8741
0895-22-0762
0895-22-1829
0895-23-2070
0895-25-2511
0895-24-1000
0895-23-2077
0895-28-6573
0895-22-7880
0895-22-1685
0895-22-7576
0895-25-1613
0895-22-8585
0895-23-1232
0895-22-1335
0895-22-0535
080-2998-5460
0895-25-2533
0895-22-1088
0895-22-6311
0895-23-0818
0895-25-7504
0895-23-6370
0895-20-1131
0895-20-0220
0895-28-6646
0895-20-0061
0895-20-1182
0895-23-2963
0895-25-6311
0895-22-8890
0895-25-5939
0895-25-0955
0895-25-0003
0895-24-1150
0895-25-6234
0895-20-0102
0895-28-6114
080-4037-3178
0895-22-6991
0895-23-8558
090-8284-7484
0895-25-0672
0895-24-0028
0895-20-1007
0895-23-4088
0895-22-0500
0895-24-3525
0895-24-3391
0895-26-2371
0895-26-2344
0895-25-3551
0895-22-8288
0895-24-3594
0895-22-8326
0895-22-2516
0895-28-6522
0895-25-1629
0895-24-6952
0895-22-1543
0895-22-0421

新町1-7-11

やなぎ小路1f-1c

新町1-7-11 平河ビル1F A
津島町高田甲587
新町1-7-7
錦町5-5
新町1-9-12
新町2-3-8
新町2-5-4
新町2-5-4 土居ビル3Ｆ
新町2-6-1
新町2-6-1
新町2-6-11 広瀬ビル2Ｆ
新町2-6-13
新町2-9-1
新町2-9-5
新町2-9-5 中川ビル1階
天神町9-20
中央町2-2-1
中央町1-10-15 サンビル4F
中央町1-10-17
新町1-8-1 小原ビル2F
中央町1-403-1
中央町1-4-11
中央町1-4-15
中央町1-4-5
中央町1-5-11 犬山ビル2F
中央町1-5-13
中央町1-5-13
中央町1-5-20
中央町1-6-7
中央町1-6-8

中央町1-7-16 CITY.PRIDE 中央1階

中央町1-7-17
中央町1-7-18
中央町1-7-19

中央町1-7-7

松花ビル１F

プラザ都ビル１Ｆ

中央町1-8-10
丸之内1-1-32
中央町1-9-18

中央町1-8-10 恵比寿ビル2F

中央町2-2-27
中央町2-3-10
中央町2-3-13
中央町2-3-13
中央町2-3-14
中央町2-3-27
中央町2-3-28
中央町2-3-29
中央町2-3-33
中央町2-4-16
中央町2-4-6

3F

中央町2-4-8 ＡＫＡＭＡＴＳＵビル202

0895-23-3750
070-3790-0403
0895-28-9220
0895-24-4011
0895-25-5551
0895-22-3627
0895-22-5406
0895-25-2280
0895-25-0211
090-7146-8082
0895-25-3677
0895-20-1703
080-3925-0707
0895-23-3193
0895-49-3710
0895-23-2883
0895-25-4470
0895-25-3546
0895-32-4119
090-1174-7497
0895-23-4788
0895-24-3450
0895-22-0041
0895-49-3389
0895-25-1618
0895-65-9266
0895-28-6402
0895-22-3036
0895-24-7500
0895-49-3705
0895-23-2250
0895-24-7508
090-6282-4694
0895-23-3007
090-5718-4020
0895-22-1328
0895-22-7274
090-1175-4634
0895-24-0015
0895-24-3033
0895-22-0809
090-9451-0238
0895-24-2739
0895-49-2314
0895-24-3049
0897-49-3499
0895-22-2853
0895-65-9923
0895-49-3607
0895-26-9500
0895-26-2919
0895-25-5144
0895-22-3918
0895-22-7739
0895-22-4966
0895-22-8875
0895-25-5070
090-3189-6980
0895-22-4987
0895-23-3525
0895-24-4770
0895-25-6339
0895-22-8918
0895-23-3690
0895-22-1145
0895-24-0228
0895-49-3506
0895-65-9880

両 方 使 用 で き る 店 舗

Ｓｅｃｏｎｄｓｔａｇｅ ＭＯＮＯＱＬＯ ＣＹＡＬＵＭＥ

新町1-10-10
新町1-10-10 2F
新町1-10-11
新町1-10-12
新町1-10-6
新町1-1-10
新町1-1-7
新町1-2-5
新町1-301
新町1-3-10 きじまビル1Ｆ
新町1-3-10 きじまビル2F
新町1-3-14
新町1-3-2 細川ビル1F
新町1-5-20
新町1-5-28
新町1-7-1

共 通 券 ・ 応 援 券

炭火焼鳥 ＲＥＳＴＡＲＴ
唐草
Ｒｅｓｔａｕｒａｎｔ＆Ｂａｒ Ｇｉｎａ
もんた
たけまる
天ぷら屋まつい
喫茶フレール
だんだん
酒＆食いち
スナック真珠
プラチナ
とうふ家 三和
居酒屋 ゆう
遊楽
海音
食の幸 ひだまり
らーめん メデタシ
鳥鈴
居酒屋 下北プリン
プルミエ
創作居酒屋 まる
ＲＡＤ ＨＡＮＧＯＢＡＲ
ほづみ亭
ＫａｋｕｒｅｇａＭａｔｓｕｉ
アルム
珈琲亭ＴＡＯ
ＨＯＫＵ
Ｏｓｔｅｒｉａ Ｐｉｃｃｏｌａ Ｉｓｏｌａ
腹熟
おでんと串しゃぶ蔭や
割烹 田中
エターナル（Eternal)
Ｃｌｅａｒ
ｃａｆｅぺんぎんほてる
Ｄｉｎｉｎｇ Ｂａｒ ＴＲＥ－ＴＲＥ
二見食堂
居酒屋 かびて
一丁目四番地
すなっく燁
キッチン＆ドリンク Ｊｉ－Ｂａ
栄寿司
柴咲
焼とり びんびん
麺屋 凩
串八
Ｂｉｓｔｒｏ ｂｌａｇｅ
かめやうどん店
ｏｒｏ ｄｅ Ｏｃｈｏ
天よし
ｃａｆｅｔｅｒｉａ Ａｒｃｅ
炭火焼肉１１２９
寿司・お食事処しょかつ
韓食慶州
居酒屋 四万十
炭火焼鳥 一揆
割烹・居酒屋 国安
めん処どがいぞう
Ｄｉｎｉｎｇｂａｒ３２４
肉吸い処 川ぐち
ラウンジ あずさ
晴
氏の家
こでまり
鉄板焼 かわち屋
菊屋
スナックフレンドリー
ＫＩＴＣＨＥＮ ＮＩＣＯＲＩ

宇和島市地域とつながる商品券取扱店一覧
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共 通 券 ・ 応 援 券
両 方 使 用 で き る 店 舗

14

ＢＵＢＢＬＹ ＣＨＡＰＳ
焼肉酒楽 銀
レストラン蛮
レッドブーツ
はち味
だいこんや
むらさめ
アンドリーノ
和
Ｒｕｄｙ
酒道場
焼鳥ダイニング 吟鶴
創作居酒屋 夢の樹
奉天
おでん酒庵すぎのこ
宇和島リージェントホテル スカイビアガーデン
宇和島リージェントホテル 鎌倉
海鮮割烹 一心
まっすぐや
どっこいしょ
懐石料理みよしの
ぽれ
とんかつ味奈味
ピザロイヤルハット宇和島店
木かげ
ぼん平
ｒｅｐａｓ－ｒｅｐａｓ
ふる里
やきとり 一香
味丸
富香
ホルモン村
浪漫亭
ＡＳＡＨＩ
ＨＡＴＨＵくら
鶴よし
うわじまの料理や 有明
楽八
骨付鳥 しき
焼肉 武蔵
美味美園 天赦園
ごはん処 お母ん
鮨 浜清
おひさまキッチン
シュクレ ド アリガット
なかつ庵
壽司正
ガスト宇和島店
ＣｏＣｏ壱番屋 宇和島国道５６号店
かめいちうどん
くら食堂
山男食堂
大ちょうちん
とんこつのあべ家
居酒屋 笑売笑買
ごはん茶屋 仁
寿司センターうわじま
東洋軒 晴れ家 坂下津店
ｎｉｃｃｏ
こもぶち うみのいえ こもてらす
一会
河野鮮魚店
台湾創作キッチンＲｙｕ
すし良
軽食喫茶 美歓
焼肉くうたろう
美味工房 みちよ
オリーブ
焼肉レストラン国安

宇和島市地域とつながる商品券取扱店一覧

中央町2-4-9
中央町2-5-21
本町追手2-4-9
本町追手2-6-2
本町追手2-7-12
本町追手2-7-13
本町追手2-8-12
本町追手2-8-4
宇和津町2-2-2
丸之内5-2-1
丸之内1-1-18
丸之内1-1-3
栄町港1-6-1
丸之内1-1-33
丸之内1-1-5
丸之内1-2-24

宇和島リージェントホテル内

丸之内1-2-24

宇和島リージェントホテル内

丸之内1-3-2
丸之内1-5-12
丸之内1-6-7
丸之内2-1-24
丸之内2-2-12
丸之内3-3-10
丸之内3-5-8
丸之内4-110-1
丸之内4-1-22
丸之内4-4-26
丸之内5-2-14
丸之内5-2-15
丸之内5-2-17
丸之内5-2-8
丸之内5-3-11
丸之内5-3-12
丸之内5-3-14
丸之内5-4-10
丸之内5-4-11
丸之内5-4-12
丸之内5-4-19 小林ビル1F
丸之内5-8-7 2F
御殿町5-13
天赦公園乙2059-5
桝形町2-4-6
桝形町3-2-18
桝形町3-5-21
明倫町4-6-13
元結掛2-3-15
並松1-2-28
川内甲1100-1
川内甲1079-9
保田甲128-1
保田甲324
祝森甲4580-1
新田町2-2-9
中沢町1-5-12
新町1-7-3
長堀1-2-23
夏目町3-7-1
保手1-3-31
本九島1389
蒋淵502-1
吉田町東小路甲112
吉田町東小路甲155-2
吉田町東小路甲170-2
吉田町東小路甲21
吉田町東小路甲73-9
吉田町東小路甲90-1
吉田町立間尻甲431-1
吉田町知永4-450
吉田町立間2-1003-1

0895-49-3228
0895-23-1771
0895-22-0594
0895-25-3506
090-4977-2991
0895-23-7355
0895-22-1301
0895-22-8811
0895-22-7390
070-5687-7071
0895-22-2506
0895-24-2262
0895-28-9020
0895-22-7772
0895-28-6234
0895-23-0808
0895-23-0808
0895-24-6698
090-3943-0206
090-7785-1626
0895-22-2878
0895-22-9550
0895-25-3373
0895-23-6780
0895-24-1825
0895-22-3618
0895-22-7071
0895-22-3190
0895-22-5883
0895-24-3558
0895-24-1611
0895-23-7729
0895-25-3232
0895-49-3381
090-5713-2229
0895-22-6400
0895-22-8310
0895-68-0108
0895-22-1114
0895-23-0558
0895-23-5411
0895-25-1155
0895-25-1523
0895-25-2243
0895-24-6518
0895-22-0631
0895-23-6444
0895-26-4028
0895-26-2270
0895-27-3331
0895-49-3382
0895-27-1788
0895-24-0543
0895-25-3343
0895-25-7088
0895-22-1805
0895-25-8535
0895-24-3640
090-6341-9216
0895-63-0163
0895-52-1856
0895-52-0155
0895-52-3782
0895-52-3911
0895-52-3091
0895-52-4113
0895-52-2112
0895-52-1225
0895-52-0290

理容・美容店

ｈａｉｒｌｉｅｒ
ＡＴＥＬＩＥＲ ｋｉｋｉ
Ｄｅａｒ 真心
ヘアロードフナオカ
エス美容室
アヴェニール スガハラ
美容室ゆう
ＨＡＩＲ ＳＡＬＯＮ キリヤ
トータルセラピーサロン あま～びれ
千代美容室
セルフィッシュ ヘアーデザイン
中田美容室
ヘアーサロン髪風
ＢＯＢ ＨＡＩＲ
ヘアスペース ＲＵＳＨ
ＨＡＣＣＩ美容室
ＢＡＲＢＥＲ ＣＲＵＩＳＥ
リラクゼーションルームｃｏｔｏ
ｂｏｂｈａｉｒ 恵美須店
クレール＆フィール スガハラ
カット＆パーマよしみ
ベラ・ドンナ美容室
Ｎａｉｌ ＆ Ｂｅａｕｔｙ Ｃｏｏｎｙａ
ｌａ ｃａｓａ
とうどう美容室
カットスタジオ藤田
ジュネス美容室

0895-52-0352
0895-58-3598
0895-58-3410
0895-58-2503
0895-58-2121
0895-58-1231
090-5141-9264
0895-32-2038
0895-32-2054
0895-32-6839
0895-32-5755
0895-32-1038
0895-32-5035
0895-49-5665
0895-32-5452
0895-32-2023
0895-49-1317
090-8380-6490
0895-32-3344
0895-32-2512
0895-32-2530
0895-32-5471
0895-35-0322
0895-35-0230

朝日町1-6-1
伊吹町1329-1
伊吹町甲912-2 フジグラン北宇和島店内

恵美須町2-3-28
本町追手1-3-27
中沢町1-2-35
夏目町2-4-18
寄松甲206
桝形町3-8-4
坂下津甲407-150
保手2-4-1
吉田町東小路甲153
吉田町立間尻甲2088-5
津島町近家甲22-9
住吉町1-6-2
住吉町1-8-14
住吉町2-7-17
朝日町1-3-2
長堀1-3-4
朝日町4-106-2
弁天町1-5-4
寿町1-1-10
寿町2-3-17
桜町2-57

和霊町西通り１区1329-5

朝日町1-4-24
和霊元町3-1-5
伊吹町甲912-2
伊吹町甲1213-1
三間町務田728-1
栄町港2-2-5
恵美須町1-5-2

恵美須町2-3-28

咲ハイツ１Ｆ

フジ宇和島店

2F

鶴島町2-19
新町1-9-6
明倫町3-3-13
天神町8-23 天神ビル3F
丸穂町4-1-5
吉田町魚棚4-8
中央町2-2-14 本町ビル1F
吉田町本町30-5

0895-22-2515
0895-22-5055
0895-23-3080
0895-25-2910
0895-22-1518
0895-22-0808
0895-23-7977
0895-22-0819
0895-22-0696
0895-25-2195
0895-25-0271
0895-52-1516
0895-52-1236
0895-32-4719

両 方 使 用 で き る 店 舗

クリーニング・コインランドリー

フジクリーニング 朝日町リフレ店
ヤマシタクリーニング エースワン北宇和島店
ヤマシタクリーニング店 フジグラン北宇和島店
ヤマシタクリーニング フジ宇和島店
若松屋
ヤマシタクリーニング 本社工場
フジクリーニング 夏目店
ヤマシタクリーニング エースワン宇和島店
ヤマシタクリーニング 桝形店
フジクリーニング 本社工場
フジクリーニング 保手本店
佐々木クリーニング店
フレッシュドライ あさひや
クリーニングステーションわたなべ

吉田町立間2-2575-3
三間町宮野下400
三間町宮野下562
三間町宮野下844
三間町宮野下885
三間町務田180-1
津島町槇川1300-3
津島町岩松727-10
津島町岩松730
津島町岩松甲1721-1
津島町高田2741-1
津島町高田2743-1
津島町高田甲2054-4
津島町高田甲2115-1
津島町高田甲2334
津島町高田甲280-2
津島町高田甲576
中沢町1-5-14
津島町近家甲1813
津島町近家甲211-76
津島町岩渕1548
津島町下畑地甲1438-7
津島町針木241-3
津島町嵐131

共 通 券 ・ 応 援 券

Ｄｉｎｉｎｇ Ｋｏｎｉｔａｎ
文華亭
寄り合い茶屋
点。
さんきゅうお好み焼き店
三間のレストランおだいし庵（道の駅みま）
石窯おこや
みよし食堂
鶴亀
手づけ一本食堂
すし 一休さん
ぐっさん家
珈琲館 磯
あこやひめ
八戒
料理田むら
あすも
居酒屋 ふじ
食彩 和日輔 別邸 南楽園店
南楽亭
川口
炭焼き村
西ドライブイン
清家水産

0895-25-5228
0895-23-4877
0895-23-6585
0895-22-5978
0895-25-6368
0895-20-1811
0895-25-3231
080-5665-2015
0895-24-7452
0895-22-6174
0895-25-4334
0895-22-3326
0895-25-4318
0895-23-2610
0895-24-3784
0895-58-4788
0895-22-0201
0895-24-5009
0895-24-6053
0895-22-1214
0895-22-2922
0895-22-2951
0895-25-9007
0895-20-0083
0895-52-0479
0895-22-6452
0895-52-0286

宇和島市地域とつながる商品券取扱店一覧
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共 通 券 ・ 応 援 券
両 方 使 用 で き る 店 舗

ｈａｉｒ ｖｉｖｒｅ
Ｔｒｕｓｔ Ｈａｉｒ Ｄｅｓｉｇｎ
ビューティーサロン「フジタ」
くれよん美容室
美容室やまもと
美健
ハッピーヘアーサロン
Ｊｅｔ Ｂｌａｃｋ Ｈａｉｒ
ａｉｌｅ美容室
髪屋 吉風
２１２ＮｅｘｔＤｏｏＲ
美容室Ｂｌｏｏｍ
美容室だんてす
ヘアルーム アイズ
ナギサ美容室
Ｔｈｅ Ｒｏｇｕｅ
美容室アリエル
美容室ハイナンバース
ココモ ヘアーリゾート
ＣＥサロン アンシャンテ
カメヤマ美容室
ヘアーハウス・アバ
Ｆａｍｉｌｙ Ｓａｌｏｎ セイコウ
Ｈａｉｒ Ｄｅｓｉｇｎ Ｆｅｌｉｚ
寺﨑理美容院
理容ふじもと
理容まつした
Ｒｏｏｔｓ
美容室しみず
美容室Ｎａｔｕｒａ
ＫＩＲＡ 理容吉良
美容室セイケ
ＨＡＩＲ ＭＡＫＥ Ｋ
やよい美容室
理容なかた
みやた美容室
美容室ＣＲＥＷ
おしゃれサロンやまざき
スタイリスト潤の店
ヘアーサロン夏
Ｈａｉｒ＆Ｆａｃｅ ＮａＮａ
メンズヘアコウノ
理容河野

教育施設・学習塾・習い事教室・ジム

フィットネスクラブ ヴィスター
宇和島自動車学校
ギャラリー＆絵画教室 Ａｔｅｌｉｅｒぱれっと
宮本そろばん教室
宇和島学習塾
宇和島商業専門学校
みんなのパソコン教室 宇和島本校
少数個別指導 家庭教師のｍｉｓｓｉｏｎ（佐伯町）
スポーツジム ０ｓｔｙｌｅ
少数個別指導 家庭教師のｍｉｓｓｉｏｎ（寄松）
フィットネススクール ロコモＫ．Ｏ ＫＩＺＵＮＡ

医療機関・病院

吉田内科・泌尿器科医院
医療法人真穂会 ますだ歯科医院
河野歯科医院
いわむら歯科医院

介護施設

グループホームいぶき
地域密着型通所介護事業所ながぼり
デイサービスセンターほで

障がい者支援施設
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八つ鹿工房
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本町追手2-2-8
堀端町1-44
京町3-15
明倫町1-2-13
吉田町東小路甲112
丸之内2-2-7
丸之内3-5-9
御殿町3-22
本町追手2-1-21
佐伯町2-2-38
桝形町2-3-7
天神町2-17
吉田町東小路甲147
明倫町4-1-1
御幸町1-5-14

並松1-1-35

立花マンション1F

川内甲1079-2
大宮町3-2-3
保田甲1278
中沢町1-5-18
栄町港1-4-13
長堀3-2-18
長堀3-4-2
寄松甲509-3
下波2458
吉田町北小路甲194-1
吉田町北小路甲95-3
吉田町西小路112
寿町2-7-24
川内甲973-12
吉田町東小路甲81-8
元結掛1-6-15
吉田町魚棚48-12-2
丸之内1-3-15
三間町宮野下655
丸之内1-3-17
三間町務田461-3
三間町大内58
津島町岩松765
津島町高田280-1
津島町高田甲2438-5
津島町高田丙472-4
津島町岩渕丙533-12
伊吹町甲1083-1
伊吹町968-1

伊吹町字イカリ石甲1083-1

柿原169-6
新町1-3-24
新町2-1-7
中央町1-7-24
佐伯町2-3-4
長堀1-5-11
寄松甲720 桐田住宅2号
宮下乙117-11

2F

0895-22-6900
0895-24-2030
0895-22-3278
0895-25-6698
0895-52-4801
0895-22-8850
0895-22-1410
0895-22-3395
0895-26-9116
0895-28-6767
0895-24-7212
0895-24-3555
0895-52-3104
0895-25-6151
0895-24-5180
0895-28-6161
0895-24-4226
0895-24-3892
0895-27-3334
0895-28-6372
0895-22-1097
0895-25-8455
0895-23-1261
0895-27-2950
0895-29-0138
0895-52-0583
0895-52-0386
0895-52-7050
0895-24-2050
0895-23-0606
0895-52-1733
0895-22-3173
0895-52-4503
0895-22-8620
0895-58-2199
0895-22-7856
0895-58-3755
0895-58-4658
0895-32-2226
0895-32-4264
0895-32-4904
0895-32-3886
0895-32-2782
0895-28-6140
0895-22-4671
090-7784-4703
0895-24-0921
0895-24-2069
0895-22-1605
050-3635-1186
080-1998-4435
0895-49-2702
0895-27-3400
0895-49-5565

御幸町2-2-12
栄町港2-2-25
新町1-5-24
堀端町1-29

0895-25-1330
0895-23-2255
0895-24-2266
0895-22-2304

伊吹町甲1368-3
長堀3-8-6
保手2-5-31

0895-24-7221
0895-23-3128
0895-28-6200

和霊元町2-4-27

0895-25-0725

