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焼肉 水本 伊予郡 砥部町宮内５６－２ 飲食店 JS-0001-1232

IT 伊予郡 砥部町宮内１４０４－１　 ショッピング SL-2000-8989

砥部焼陶芸館 伊予郡 砥部町宮内８３ ショッピング SL-2000-9829

bp 伊予郡 砥部町拾町３５７－１ ショッピング JS-0001-7591

石田クリーニング 松前店 伊予郡 松前町西古泉１－１ サービス JS-0005-8772

hair design Toiro 伊予郡 松前町東古泉５－７ サービス JS-0003-7601

石田クリーニングエミフルマサキ店 伊予郡 松前町筒井８５０　　 サービス ZN-0002-2623

バリンガン エミフル MASAKI 店 伊予郡 松前町筒井８５０　エミフル MASAKI １Ｆ サービス JS-0005-6953

Hair art BONDO 伊予郡 砥部町原町１７ サービス JS-0000-4559

炭火あぶり家 伊予市 米湊６８３－１ 飲食店 JS-0002-8622

ヘアーサロン いのいし 伊予市 灘町６０－１５ サービス JS-0002-9865

Bosaco 伊予店 伊予市 米湊７２０－３ サービス JS-0003-7756

石田クリーニング F イヨ店 伊予市 米湊７２８－３　　 サービス ZN-0002-2620

おでん酒庵すぎのこ 宇和島市 丸之内１－１－５ 飲食店 JS-0001-2831

味奈味 宇和島市 丸之内３－３－１０　　 飲食店 ZN-0002-0983

ホルモン村 宇和島市 丸之内５－３－１１ 飲食店 JS-0000-8758

ASAHI 宇和島市 丸之内５－３－１４　　 飲食店 ZN-0002-0988

いけす料理 平家 宇和島市 錦町４－４ 飲食店 JS-0000-6906

焼肉 慶州 宇和島市 高串１－５３４－１８ 飲食店 JS-0001-8834

とうふ家 三和 宇和島市 新町１－３－１４ 飲食店 JS-0002-1360

食の幸 ひだまり 宇和島市 新町１－７－１ 飲食店 JS-0004-4861

栄寿司 宇和島市 中央町１－４－５ 飲食店 JS-0000-6907

北海道ホルモン食堂 宇和島店 宇和島市 中央町２－２－１０　岡本ビル 飲食店 JS-0005-9355

肉吸い処 川ぐち 宇和島市 中央町２－３－１３　愛ランドビル１Ｆ 飲食店 JS-0002-4096

焼肉酒楽銀 宇和島市 中央町２－５－２１　　 飲食店 ZN-2000-7526

焼鳥 阿呆鳥 宇和島市 鶴島町５－１９ 飲食店 JS-0004-0742

きれいきれいステーション つづらや 宇和島市 恵美須町１－２－１０　 ショッピング SL-2000-7341

佐々木海産 宇和島市 恵美須町１－５－８ ショッピング JS-0003-1692

土居真珠 宇和島市 三浦西５１２１－９　 ショッピング SL-2000-4232

TAMAYA 宇和島市 新町２－５－３　　 ショッピング ZN-0002-4663

（有）井上真珠店 宇和島市 中央町２－４－１１　 ショッピング SL-2000-2594

有限会社岩根楽器店 宇和島市 中央町２－５－１７ ショッピング JS-0003-9549

エルハウストマト 宇和島市 中央町２－５－１９　　 ショッピング ZN-2000-5625

ゲーンズブール 宇和島市 朝日町１－４－５　　 ショッピング ZN-0002-4666

ダイマサ真珠 宇和島市 天神町３－１６　 ショッピング SL-2000-4384

oasishair ＆ relaxation 宇和島市 丸之内５－４－１１　ハイツ宮本１Ｆ サービス JS-0000-2825

Family　Salon　セイコウ 宇和島市 長堀３－４－２　　 サービス PK-0000-7843

道の駅 みなとオアシスうわじま きさいや広場 宇和島市 弁天町１－３１８－１６　 その他 SL-2000-7421

ギフトプラザ くつき 宇和島市 保田甲２６８－１　 その他 SL-2000-9791

かっぽう 白鶴 今治市 黄金町４－４－１８ 飲食店 JS-0000-7877

SHOP SMALL® Amex で 30％キャッシュバック

対象加盟店リスト



2 2020/9/29

［愛媛県］

加盟店名 所在地 ジャンル

焼肉神戸 今治市 郷本町１－３－４４ 飲食店 JS-0002-5393

天ぷら武蔵 今治市 松本町１－４－２３　越智ビル１Ｆ　 飲食店 ZN-0002-0959

炉端焼き 酒仙 今治市 松本町２－１－１１ 飲食店 JS-0000-3093

しの田 今治市 松本町２－２－４ 飲食店 JS-0000-5871

たけざき 今治市 松本町２－３－２　新田ビル１Ｆ 飲食店 JS-0002-2230

蔵膳 今治市 松本町２－６－１４ 飲食店 JS-0001-6863

七輪焼肉 高麗 今治市 常盤町８－４－１６ 飲食店 JS-0001-7588

ますや旅館／オーベルジュ 今治市 大西町宮脇甲１４１６－３　 飲食店 SL-2000-1584

焼肉 遊山 今治市 南高下町２－２－３３ 飲食店 JS-0003-8059

BISTRO himaru 今治市 馬越町３－１－６ 飲食店 JS-0001-9260

欧風イタリア食堂 グラッチャーノ 今治市 馬越町３－３－３６ 飲食店 JS-0001-0897

エスパーニャ・ミロ 今治市 拝志３－２０ 飲食店 JS-0003-2426

駅前ホルモン 今治市 北宝来町２－２－６ 飲食店 JS-0001-7667

頼登 今治市 末広町２－２－３ 飲食店 JS-0000-6249

丸大商店 今治市 末広町２－３－１５ 飲食店 JS-0001-6385

GRACE［今治国際ホテル］ 今治市 旭町２－３－４　今治国際ホテル１Ｆ ショッピング JS-0000-6682

済生会今治病院売店 今治市 喜田村７－１－６ ショッピング JS-0005-4136

一福百果・清光堂株式会社 今治市 郷桜井３－４－５ ショッピング JS-0000-5468

FREYJA 今治市 室屋町１－２－１ ショッピング JS-0000-2278

季節の花 花心 今治市 上徳甲４２６－２　 ショッピング SL-2000-2628

中村屋蒲鉾店 今治市 常盤町１－４－３　　 ショッピング ZN-0002-2438

インテリア雑貨 moonvalley 今治市 東村１－１４－２　ワールドプラザ１Ｆ ショッピング SL-2000-2742

ZAKZAK ワールドプラザ店 今治市 東村１－１４－２　ワールドプラザ２Ｆ ショッピング JS-0000-1693

クリーニングドクター　片山店 今治市 片山２－１－１０　　 ショッピング PK-0000-7784

タイヤサービス J 今治市 片山３－９－３５ ショッピング JS-0001-0275

もりかわ 今治市 北鳥生町２－１－３２　 ショッピング SL-2000-4138

make’s hair design 今治市 北鳥生町５－３－１２ サービス JS-0000-4437

いけだ薬局 今治市 北日吉町１－２５－５ サービス JS-0004-1489

ハーツ 今治市 立花町４－５－１０ サービス JS-0003-8562

ラウンジひめ 四国中央市 金生町下分２３１－７　第二富士住宅ビル１Ｆ　 飲食店 SL-2000-3153

料亭 即今 四国中央市 妻鳥町７３９－４ 飲食店 JS-0000-6475

こだわり酒家 ごろはち 四国中央市 妻鳥町９１０－２ 飲食店 JS-0000-5419

壺中 四国中央市 三島中央５－１４－１４　ベルハウス菰田１Ｆ 飲食店 JS-0001-6396

ステーキ毛利 四国中央市 三島中央５－８－６８ 飲食店 SL-2000-4483

焼肉 マダン 四国中央市 中曽根町３６５－６ 飲食店 JS-0004-9027

デンカランドわき 四国中央市 上分町７３７－９ ショッピング JS-0000-3939

John Tailor 四国中央市 川之江町１７３２　CHIC ビル１Ｆ ショッピング SL-2000-6370

クリーニングドクター　ハローズみし 四国中央市 中曽根町３５５－２　　 ショッピング PK-0000-7785

ヘッドスパ専門店クール 四国中央市 下柏町 307-4　森実商会ビル１Ｆ　 サービス SL-2000-8629

Hairsaloon Think omote 四国中央市 金生町下分１７１６－１　 サービス SL-2000-8628

Jiggys． 四国中央市 妻鳥町２０４７－１　サンハイツ１０１ サービス JS-0003-4208

美容室 グランブルー 四国中央市 妻鳥町３５５－２ サービス JS-0000-1576

レッドケン美容室 四国中央市 三島金子２－３－７　毛利ビル１Ｆ サービス SL-2001-0635

ティアモ 中曽根店（本店） 四国中央市 中曽根町１６５５－１　 サービス SL-2001-1007
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ギャルアップ美容室 四国中央市 中之庄町１４２２－１ サービス SL-2001-0944

ティアモ 中之庄店 四国中央市 中之庄町６６８－３　 サービス SL-2001-0875

Dining 慶 松山市 ３番町２－１０－７　二宮ビル２Ｆ 飲食店 JS-0005-0492

アンプチプー 衣山 松山市 衣山１－１８８　パルティーフジ衣山内 飲食店 JS-0000-5934

やきとり 一休 松山市 一番町１－１１－１７　柔館１Ｆ 飲食店 JS-0004-7047

ダイニング博多屋別亭 松山市 一番町１－１１－６　チャイクロビル１Ｆ　 飲食店 ZN-0001-4750

おばん菜処 花月夜 松山市 一番町１－２　TEN  North Building ２Ｆ 飲食店 JS-0005-9588

元祖もつ鍋博多屋本店 松山市 一番町１－２－３　博多屋ビル 飲食店 ZN-0001-4749

凡味 えり家 松山市 一番町１－３－１１　第１８ミツワビル１Ｆ 飲食店 JS-0000-1139

BuonoRegalo 松山市 一番町１－５－７ 飲食店 JS-0002-5696

よしの川 松山市 一番町２－１－１１　福助ビル１・２Ｆ　 飲食店 ZN-0002-0913

き八 松山市 一番町２－１－１１　福助ビル１Ｆ 飲食店 SL-2000-0597

花乃ん はなれ 松山市 一番町２－１－４　２Ｆ 飲食店 JS-0001-7969

バソデオロ 松山市 一番町２－１－４　第２朝日ビル２Ｆ　 飲食店 ZN-0002-0394

居酒屋 酔笑 松山市 一番町２－４－１１ 飲食店 JS-0001-0644

七厘や笑 松山市 一番町２－４－１１ 飲食店 JS-0002-5383

C’s BAR 松山市 一番町２－５－１５　一番館ビル２Ｆ 飲食店 JS-0002-7146

串カツしでん一番町店 松山市 一番町２－５－１６　夢やビル１Ｆ 飲食店 SL-2000-4398

COPEL 松山市 一番町２－５－２５　グッドウィンビル１・２Ｆ 飲食店 JS-0003-1048

BEEF EATER 松山市 一番町２－５－２５　グッドウインビル４Ｆ 飲食店 JS-0004-8858

酒独楽 松山市 一番町２－８－５　武田ビル１Ｆ 飲食店 JS-0000-5546

宇和海 一番町店 松山市 一番町２－９－１６　コーポラフィーネ１Ｆ 飲食店 JS-0000-9626

焼き鳥 越智 松山市 一番町４－１－１６ 飲食店 JS-0005-7921

とんかつ清丸 松山市 花園町４－６　アプトンパーク２１　１Ｆ 飲食店 JS-0005-9159

炭火焼鳥 吉平 花園店 松山市 花園町５－１１ 飲食店 JS-0005-9222

そば焼鳥ダイニング鈴木 松山市 花園町５－５　坂本無線商会ビル１Ｆ 飲食店 JS-0005-5410

麺酒場 かもがわ 松山市 鴨川２－１－１３　山本ビル１Ｆ 飲食店 JS-0003-2512

さかな工房 丸万 松山市 祇園町３－２１ 飲食店 JS-0000-4444

参道酒場八朗 松山市 居相４－１７－２７　第２椿マンション１Ｆ 飲食店 JS-0002-0932

焼き鳥よつば屋 空港通店 松山市 空港通１－７－２９ 飲食店 JS-0003-8594

花咲か爺屋 松山市 空港通６－１２－３ 飲食店 JS-0004-6611

焼鳥ダイニング鈴木 空港店 松山市 空港通６－１２－７ 飲食店 JS-0005-7892

焼肉 へいあん 松山市 桑原４－１－４ 飲食店 JS-0002-9542

浪漫酒屋 川串 松山市 桑原７－１－２６ 飲食店 JS-0000-5126

大和 松山市 古川北１－２４－１０ 飲食店 JS-0005-9024

和牛焼肉ダイニング むてき苑 松山市 三番町１－１０－１６　相原ビル１Ｆ 飲食店 JS-0002-8343

ブラッセリーアンドワイングランクリュ 松山市 三番町１－１１－１２ 飲食店 JS-0001-6284

なかしま 松山市 三番町１－１１－２３ 飲食店 JS-0000-0249

和食 鐵 松山市 三番町１－１２－９ 飲食店 JS-0005-0357

麺や鐵 松山市 三番町１－１２－９ 飲食店 JS-0005-9236

壱枚焼肉まさ 松山市 三番町１－１５－１　マドンナ TOWNRITZ ビル１０８ 飲食店 SL-2000-2582

なにわ 串かつ道 松山市 三番町１－１５－５ 飲食店 JS-0000-4360

MATSUYAMABASE 松山市 三番町１－１６－１０　スター２１パート２　５Ｆ 飲食店 SL-2000-0029

季節料理和心 松山市 三番町１－１６－５　第２クリーンビル１Ｆ 飲食店 JS-0002-1214
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炉端松山 AKIRA459 別邸 松山市 三番町１－１６－８　１Ｆ 飲食店 JS-0003-6659

AKIRA 459 松山市 三番町１－１６－８　相原ビル１Ｆ 飲食店 JS-0000-6535

漁 松山市 三番町１－１６－８　相原ビル１Ｆ 飲食店 JS-0004-5346

うる月 松山市 三番町１－４－７　１Ｆ 飲食店 JS-0003-6016

焼肉うる月 松山市 三番町１－４－７　４Ｆ 飲食店 JS-0005-0968

うる月 5 松山市 三番町１－４－７　第３ウメハラビル５Ｆ 飲食店 JS-0004-1347

ドラミ 松山市 三番町１－９－１８　１Ｆ 飲食店 JS-0001-0346

優家 松山市 三番町２－１０－１０　スカイタワービル１Ｆ 飲食店 JS-0004-1496

Gochi 松山市 三番町２－１０－９　２Ｆ 飲食店 JS-0003-4889

焼鳥 阿呆鳥 松山市 三番町２－４－１１ 飲食店 JS-0000-4438

瀬戸寿司 松山市 三番町２－５－２　　 飲食店 ZN-0002-0919

サムライダイニング 盃 松山市 三番町２－５－２　２Ｆ 飲食店 JS-0004-5791

よしの 松山市 三番町２－５－３　２Ｆ 飲食店 JS-0004-0244

海土魯 松山市 三番町２－６－１５　宇都宮ビル１Ｆ 飲食店 JS-0001-7802

旬菜 食べ放題 たなぼた 松山市 三番町２－６－５　第十ミツワビル３Ｆ　 飲食店 ZN-0002-1980

たつ川 松山市 三番町２－８－１３　第三アークビル１Ｆ 飲食店 JS-0002-0351

living BAR it’s 松山市 三番町２－８－２　豊島ビル２Ｆ 飲食店 JS-0003-1143

とりたま～鶏玉～松山店 松山市 三番町３－１－８　N ビル３Ｆ　　 飲食店 ZN-0002-1982

鮨 たか山 松山市 三番町３－４－１　３Ｆ 飲食店 JS-0004-1527

PASTOSITA 松山市 三番町４－２－１　M2 ビル２Ｆ 飲食店 JS-0005-7515

すしいっかく 松山市 三番町４－５－７　MY ビル２Ｆ　 飲食店 ZN-2000-4628

松山創作ビストロ KOJI 松山市 三番町５－１－１１　松山第２法務ビル１Ｆ 飲食店 JS-0002-8954

炙楽 松山市 勝山町　１－７－９ 飲食店 SL-2000-5087

濱田屋焼肉ホルモン五代目市郎右衛門 松山市 勝山町１－１２－８　２Ｆ 飲食店 JS-0000-9780

日々旬味旬菜山本 松山市 勝山町２－５－４　小笠原ビル１Ｆ　 飲食店 ZN-0002-0942

炭火家本舗 スーパーホルモン 小栗店 松山市 小栗５－２－７　雄郡産業ビル１Ｆ 飲食店 JS-0001-3614

慶州焼肉 松山店 松山市 小坂４－８－２２ 飲食店 JS-0001-7959

中華食堂 悟空 松山市 西垣生町７９０－５ 飲食店 JS-0003-6785

あけまや 松山店 松山市 千舟町１－２－１１　八束総合ビル１Ｆ 飲食店 JS-0004-3602

草庵田なか 松山市 千舟町２－７－３６　　 飲食店 ZN-0002-0918

chilcolo 松山市 千舟町３－２－１　三田ビル１Ｆ 飲食店 SL-2000-4576

和食みよし 松山市 千舟町３－４－２　西岡ビル１Ｆ　 飲食店 ZN-0002-0921

香ナツ 松山市 千舟町５－２－６　共栄興産千舟ビル１Ｆ 飲食店 JS-0005-1191

千舟小椋 松山市 千舟町７－３－３　　 飲食店 ZN-0002-0939

居酒屋一進丸 松山市 大街道２－１－５　　 飲食店 ZN-0002-0964

カタオモイ／肉星 松山市 大街道２－２－６　アルファコンプレックス３Ｆ　 飲食店 ZN-2000-3066

とんとん 松山市 大街道３－１－１　いよてつ会館ビル１Ｆ　 飲食店 ZN-0002-3029

寿し小椋 松山市 大街道３－１－２　伊予鉄大街道ビル　 飲食店 ZN-0002-0954

うなぎ小椋 松山市 大街道３－１－４　サントル大街道１Ｆ　 飲食店 ZN-0002-0934

本格七輪焼肉 炭やき村 松山市 大街道３－１－５　JJ ビル１Ｆ 飲食店 JS-0004-0926

さわ家 松山市 大街道３－８－２４ 飲食店 JS-0003-5856

焼肉大門 大手町店 松山市 大手町１－１３－３ 飲食店 JS-0000-5994

炭火家本舗 スーパーホルモン 鷹ノ子店 松山市 鷹子町３９９－１ 飲食店 JS-0001-3590

海鮮丸 松山市 鷹子町５９１－１ 飲食店 JS-0000-8648
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大衆焼肉だるまや 松山市 谷町１２４－２ 飲食店 JS-0001-6397

Bistro 横濱 松山市 樽味４－３－３１ 飲食店 JS-0002-3872

インディーズカシマシ たるみらうんじ 松山市 樽味４－９－２２　１Ｆ 飲食店 JS-0000-5935

焼肉 犇星 松山市 竹原３－１３－２３ 飲食店 JS-0001-8825

大衆酒場 ぶり丸 松山市 朝生田町５－８－２９ 飲食店 JS-0003-5859

しらかた珈琲・sirocafe 松山市 朝生田町５－８－２９　 飲食店 SL-2000-2872

焼肉アリラン 土橋店 松山市 土橋町１０－３ 飲食店 JS-0003-9794

炭火焼鳥 吉平 松山市 東石井６－１１－１２ 飲食店 JS-0004-8842

炭火焼鳥吉平東野店 松山市 東野１－１－１ 飲食店 JS-0004-8368

焼肉京城園 藤原店 松山市 藤原２－３－２１ 飲食店 JS-0005-9823

大黒屋 道後店 松山市 道後喜多町８－２１ 飲食店 JS-0005-1396

居酒屋もつ鍋 湯築屋 松山市 道後湯之町１５－１ 飲食店 JS-0005-8348

道後・炭焼処・海鮮屋 松山市 道後湯之町１５－２８　第７浜崎マンション１Ｆ 飲食店 JS-0002-2324

食楽命泉 門福 松山市 道後湯之町１７－１４ 飲食店 JS-0001-7957

かどや道後店 松山市 道後湯之町２０－２４　 飲食店 ZN-0002-0953

かどや松山空港店 松山市 南吉田町２７３１　松山空港ターミナルビル２Ｆ　 飲食店 ZN-0002-0940

やまのべ 松山市 南吉田町６１８ 飲食店 JS-0003-9752

焼肉 久米国際亭 松山市 南久米町１１４－７ 飲食店 SL-2000-9597

粂の坊ったん 松山市 南久米町２６５－１　第７ゴトービル１Ｆ 飲食店 JS-0004-3209

ヤナカゼ商店 松山市 南堀端町６－２３ 飲食店 JS-0005-1864

割烹 さゝ紀 松山市 二番町１－１０－８　クレセントビル２Ｆ 飲食店 JS-0002-7669

アン・プチ・プー 二番町店 松山市 二番町１－１０－９　ミツワ３２０ビル１Ｆ 飲食店 JS-0004-9887

鮨いの 松山市 二番町１－１０－９　ミツワ３２０ビル３Ｆ 飲食店 JS-0002-3693

出汁茶漬け網元茶屋 松山市 二番町１－２－１１－１０Ｂ　　 飲食店 ZN-0002-0972

パロット 松山市 二番町１－３－１　第１６ミツワビル１Ｆ 飲食店 JS-0001-4371

百式 松山市 二番町１－３－１３　古唐人松山館１Ｆ 飲食店 JS-0004-1341

燻製酒場むぅ 松山市 二番町１－３－３サンプラザ８８ビル１Ｆ 飲食店 JS-0001-3133

izakaya dining むてき堂 松山市 二番町１－４－３ 飲食店 JS-0001-1629

鳥三昧ツー 松山市 二番町１－４－５　エフォトビル１Ｆ東　 飲食店 ZN-0001-4745

炭火焼鳥 吉平 八坂通り店 松山市 二番町１－４－７　１Ｆ 飲食店 JS-0004-8837

つくねや べん慶 松山市 二番町１－５－１４１０４　弐番館ビル１Ｆ 飲食店 JS-0005-8480

おでん中道 松山市 二番町１－５－２６ 飲食店 JS-0001-2054

馬肉料理 仲巳屋 松山市 二番町１－５－３　古唐人星館１Ｆ 飲食店 JS-0000-8548

食楽酒房 ますわ 松山市 二番町１－５－５　１Ｆ 飲食店 JS-0005-0429

よなき蕎麦癒庵 松山市 二番町１－６－１０　帆風ビル１Ｆ 飲食店 JS-0001-7961

酒菜家 米人 松山市 二番町１－６－７ 飲食店 JS-0002-1953

酒仙 掌 松山市 二番町１－７－１１　青娥二番館ビル７Ｆ 飲食店 JS-0000-6435

日和 松山市 二番町１－８－２　ダイナープラザビル１Ｆ　 飲食店 ZN-0002-0920

柿八 松山市 二番町１－９－１４　ラフォーレ２０２ビル１Ｆ 飲食店 JS-0001-7186

日本料理 こうの 松山市 二番町１－９－２　第５アークビル１Ｆ 飲食店 JS-0004-7206

焼き鳥ダイニング鈴木 2 号店 松山市 二番町１－９－２７ 飲食店 JS-0002-7219

誠寿し 松山市 二番町２－１－１３ 飲食店 JS-0004-2208

日本料理 徳永 松山市 二番町２－１－２　コロネット二番町２Ｆ 飲食店 JS-0001-7968

焼鳥ダイニング ねこ殿 松山市 二番町２－１－４　２Ｆ 飲食店 JS-0001-1760
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海鮮酒房 うめまる。 松山市 二番町２－１－８ 飲食店 JS-0000-3493

炭焼きとり福 松山市 二番町２－２－７　第２イクシードビル　 飲食店 ZN-0002-0952

家風 松山市 二番町２－４－１１　第４キスケビルＢ１ 飲食店 JS-0000-5710

七輪焼肉やまや 二番町店別館 松山市 二番町２－４－９　岸坊ビル１Ｆ 飲食店 JS-0004-4348

割烹鶏 一八 松山市 二番町２－５－１４ 飲食店 JS-0000-7676

旬彩ばんざい 晴れの 松山市 二番町２－５－１６　第二雅ビル３Ｆ 飲食店 JS-0003-5271

茶蔵 松山市 二番町２－５－１７ 飲食店 JS-0002-3314

炉辺人はなれ 松山市 二番町２－５－１８　１Ｆ　　 飲食店 ZN-0002-0976

にわとりのすけ 二番町本店 松山市 二番町２－５－１８　正牟丹吾亭ビル２Ｆ 飲食店 JS-0002-2871

酒処 ヒョウドウ 松山市 二番町２－５－９　１Ｆ 飲食店 JS-0005-4357

永和 松山市 二番町２－６－１３　西ビル１Ｆ 飲食店 JS-0004-0601

たから 松山市 二番町２－６－１４　　 飲食店 ZN-0002-0935

焼き鳥ダイニング鈴木 別邸 松山市 二番町２－７－１５　ヨシダビル１Ｆ 飲食店 JS-0002-7216

インディ ヒル 松山市 二番町２－７－１６　VERT ４０　４Ｆ 飲食店 JS-0000-0537

Honey 松山市 二番町２－７－２２　第１ミツワビル６Ｆ－Ａ　 飲食店 ZN-2000-1285

万味鳥 松山市 二番町２－７－９ 飲食店 JS-0004-5840

ヴィーノ 松山市 二番町２－８－１　FM ビル１Ｆ　 飲食店 ZN-2000-0111

美ら 2 番町店 松山市 二番町２－８－１４　梶原ビル１Ｆ 飲食店 JS-0001-6780

美人韓 2 番町店 松山市 二番町２－８－１４　梶原ビル２Ｆ 飲食店 JS-0001-6745

炉辺人 松山市 二番町２－８－５　グリーングラスビル１Ｆ　 飲食店 ZN-0002-0914

酒楽宴 竜宮 松山市 二番町２－８－５　グリーングラスビル４Ｆ北 飲食店 JS-0002-7226

海鮮居酒屋・いよ水産 松山市 二番町２－８－７　小政ビル１Ｆ 飲食店 JS-0004-2077

フランチェスカ 松山市 二番町２－９－３ 飲食店 JS-0000-9733

赤から松山二番町店 松山市 二番町３－１０－１　チャイム二番町ビル２Ｆ　 飲食店 ZN-0002-0941

an 松山市 二番町３－２－１８　ドゥ・イマージュ３１　６Ｆ 飲食店 JS-0000-1028

七輪焼肉やまや 松山二番町店 松山市 二番町３－２－８ 飲食店 JS-0003-1401

江戸前一朗 松山市 二番町３－７－１７　コンプレックスビル１Ｆ　 飲食店 ZN-0002-0933

もつ鍋田しゅう愛媛松山店 松山市 二番町３－７－１９　フジコビルＡ２Ｆ　 飲食店 ZN-2000-5213

地鶏の伝兵衛 松山市 二番町３－８－２３ 飲食店 JS-0001-7402

うわじま場所 二番町店 松山市 二番町３－８－４ 飲食店 JS-0000-8759

郷家 二番町 松山市 二番町３－８－７　熊本ビル１Ｆ 飲食店 JS-0000-4709

割烹 辻井 松山市 二番町４－１－９　ユヴェントガーデン二番町１Ｆ 飲食店 JS-0001-6990

SOL ET LUNA 松山市 二番町４－２－１４　永井ビル１Ｆ 飲食店 JS-0001-9660

燈 tomolu 馬木店 松山市 馬木町１００２－２ 飲食店 JS-0000-5579

スーパーホルモン 姫原店 松山市 姫原２－３－１６ 飲食店 JS-0001-8295

子規亭 松山市 富久町４３８－１　　 飲食店 ZN-0002-0975

炭焼 トリコ 松山市 保免西２－３－１５ 飲食店 JS-0001-3525

居酒家華々 松山市 歩行町２－３－１０　　 飲食店 ZN-0001-4748

すぎのこ マツヤマ 松山市 歩行町２－５－１　増田ビル１Ｆ 飲食店 JS-0001-5348

創作茶寮 西村 松山市 北斎院町６４１－４　 飲食店 SL-2000-3459

欧風料理 シェ・タチバナ 松山市 北条辻１１７０－８ 飲食店 JS-0005-8626

まじめや松山店 松山市 本町３－６－１　佐伯ビル１Ｆ　　 飲食店 ZN-2000-3089

大黒屋 本町店 松山市 本町６－９－５ 飲食店 JS-0005-1399

Tre piume 松山市 湊町５－３－１　新川ビル２Ｆ 飲食店 JS-0002-7597
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鮨 三美家 松山市 湊町５－５－６　豊田ビル１Ｆ　　 飲食店 ZN-0002-0937

味暦 正生 松山市 湊町６－４－１４　１Ｆ 飲食店 JS-0003-6548

焼き鳥さつき 松山市 湊町６－４－１６ 飲食店 JS-0002-0936

鮨熊 松山市 湊町６－５－６　BO&CO ３Ｆ　 飲食店 ZN-0002-0989

幸楽 松山市 来住町１４６１－３　 飲食店 SL-2000-0337

ドックラン＆カフェテリア KONG 松山市 来住町３７－１ 飲食店 JS-0001-3843

漁火 松山市 立花１－８－３１ 飲食店 JS-0002-2876

TAT 松山店 松山市 衣山１－１８８　パルティフジ衣山２Ｆ ショッピング JS-0002-3445

はんこ屋さん 21 松山店 松山市 一番町２－５－１０ ショッピング JS-0003-6665

DISARM 松山市 河原町９－１　 ショッピング SL-2000-9326

Brands MASAGOYA 松山市 花園町４－１ ショッピング JS-0001-3298

フジオカ時計店 松山市 会津町７－７　セブンスター三津店内 ショッピング SL-2000-5371

サイクリングショップ ウメザワ 松山市 岩崎町２－６－３０ ショッピング JS-0003-1938

ホシザキ四国　松山中央営業所　5 松山市 久万ノ台６３４－１　　 ショッピング PK-0000-8415

ホシザキ四国　松山中央営業所　1 松山市 久万ノ台６３４－１　　 ショッピング PK-0000-8423

ホシザキ四国　松山中央営業所　3 松山市 久万ノ台６３４－１　　 ショッピング PK-0000-8425

ママイクコ松山店 松山市 宮西１－２－１　４Ｆ　　 ショッピング ZN-0003-1286

サルトヴォーチェ 松山市 桑原５－９－４１　 ショッピング SL-2000-6052

PARON 松山市 古三津２－２－１６　　 ショッピング ZN-0003-1313

CARFEED 松山市 古川西１－５－１３ ショッピング JS-0004-8027

ZAK ZAK 古川店 松山市 古川北４－１３－７ ショッピング JS-0000-1692

明治園 松山市 此花町８－１５ ショッピング JS-0000-6550

ATTACK STORE 松山市 三番町２－３－３　アベビル１Ｆ ショッピング JS-0002-8759

ZAP キッドブルー 松山市 三番町４－５－１１ ショッピング JS-0005-6527

クロワ 松山市 三番町４－９－１０　アイエスビル５Ｆ ショッピング SL-2000-0998

Essayon． 松山市 三番町５－１－１０ ショッピング JS-0005-8437

アウトドアーズ コンパス 松山市 山越５－５－１１　 ショッピング SL-2000-3818

済生会松山病院売店 松山市 山西町８８０－２ ショッピング JS-0005-4055

pasapas 松山市 祝谷６－１１９０－１ ショッピング JS-0003-4059

極々果実ちゅうちゅう SHOP 松山市 春美町２－１０ ショッピング JS-0001-7810

ヒロサイクル 松山市 小栗５－５－１５ ショッピング JS-0002-1689

CENTRAL MUSIC 松山市 森松町５１９－１ ショッピング JS-0001-5612

ビーライン松山 11 号店 松山市 水泥町１６８－１ ショッピング JS-0004-7295

ヴィオリーネ 松山市 清水町３－６４－３　池内ビル１Ｆ ショッピング JS-0004-7195

ビーライン 西垣生店 松山市 西垣生町７９１－３ ショッピング JS-0003-8509

有限会社厨房のウエマツ 松山市 西長戸町６００ ショッピング JS-0003-7557

［HC］でんきの城北 松山市 西長戸町９５０－１ ショッピング JS-0001-8118

うつわ SouSou 松山市 石手１－３－１９ ショッピング JS-0005-4807

にぎり堂 松山市 石手３－８－８ ショッピング JS-0004-8983

Little OWL 松山市 千舟町３－１－１　平和ビル２Ｆ ショッピング JS-0001-0243

プリベ石川 ルクス 松山市 千舟町４－３－２　 ショッピング SL-2001-1275

プリベ石川 松山店 松山市 千舟町４－４－６　 ショッピング SL-2001-1276

soon 松山市 千舟町４－５－３　上田ビル２Ｆ　 ショッピング ZN-0002-4660

K ＆ K COLLECTION 松山市 千舟町４－６－８　岡田ビル１Ｆ ショッピング JS-0000-2018
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ポルトフィーノ 松山市 束本１－２－９　クレール野本Ⅱ ショッピング SL-2000-5568

FAVORI 松山市 束本１－５－２８　　 ショッピング PK-0000-8267

ヨシダファッションギャラリー 松山市 大街道１－５－１６　 ショッピング SL-2000-8951

PANCHAN 松山市 大街道１－５－９　双葉屋ビル１Ｆ ショッピング SL-2000-5059

ねこの大五郎 松山市 大街道３－７－５　 ショッピング SL-2000-2758

極々果実ちゅうちゅう SHOP 城山横丁店 松山市 大街道３－８－１ ショッピング JS-0005-9486

魔法洋菓子店ソルシエ 松山市 谷町甲１５８－６　 ショッピング SL-2001-1136

メガネと補聴器のメガネフォルム Yamada 松山市 中央２－１２３５－３ ショッピング SL-2001-0139

株式会社パーツガーデン 松山市 中央２－１２３７－１ ショッピング JS-0003-7105

有限会社ガレージキャラット 松山市 中西外１９－１ ショッピング JS-0002-8280

loft － store Roots 松山市 中野町１０２－４　 ショッピング SL-2000-1068

ピクシーストーンズ 松山市 朝生田町５－１－２５　２Ｆ ショッピング JS-0005-5900

cosha 松山市 朝生田町７－１－１４　ユーキハイツ１Ｆ　 ショッピング ZN-0002-2343

ゴルフ オーブス 松山市 土居田町３４３－６ ショッピング JS-0003-2398

HERB ＆ FLOWERAvonnely 松山市 東石井６－１１－１０　　 ショッピング ZN-2000-3596

花空間 椿店 松山市 東石井６－２－１９ ショッピング JS-0000-8067

ミルネットプラザ 松山市 道後多幸町１－１０　坊ちゃんビル３Ｆ ショッピング JS-0001-0175

布遊舎 道後店 1 松山市 道後湯之町１２－２８　１Ｆ ショッピング JS-0004-4951

寺子屋本舗 道後店 松山市 道後湯之町１３－１７　（有）近藤去来堂店舗内 ショッピング JS-0004-4954

夢蔵人 道後店 松山市 道後湯之町１３－２０ ショッピング JS-0004-4952

ごま福堂 道後店 松山市 道後湯之町６－１５ ショッピング JS-0004-4953

ビーライン 三津浜店 松山市 内浜町８－６ ショッピング JS-0003-5558

コトウジンフラワーショップ 松山市 二番町１－３－１３　古唐人ビル花館１Ｆ ショッピング JS-0000-6551

ZONO flower’s 松山市 二番町１－５－３０ ショッピング JS-0003-9089

コロリート 松山市 二番町３－８－２２　橋本ビル１Ｆ ショッピング JS-0000-9767

メガネバスター 平井店 松山市 平井町２８６２－３ ショッピング JS-0002-1445

めがね工房 松山市 平井町３１５７－１４０ ショッピング JS-0001-1744

はんこ倶楽部平和通り松山日赤前店 松山市 平和通１－５－６　 ショッピング SL-2000-1840

木下眼鏡店 松山市 平和通６－８－１　ロイヤルハイツ平和通１０１　 ショッピング ZN-0002-5086

イエローフィッシュ 松山店 松山市 保免西１－１－１ ショッピング JS-0002-1514

木村時計・メガネ店 松山市 北条辻１３７５－２ ショッピング JS-0000-1369

カルテルショップ 松山 松山市 北土居５－９－２１ ショッピング JS-0005-1862

カラン 松山市 北藤原町１５－１４　竹村ビル１Ｆ　 ショッピング ZN-0002-4659

オンリーワンコスメ 松山市 本町６－４－６　チェリー本町ビル１０５ ショッピング JS-0001-9399

トータルビューティサロン ego． 松山市 本町６－６－７　ロータリー本町１Ｆ ショッピング JS-0003-9914

トレカイダー松山中央 松山市 湊町３－４－６　松山銀天街ショッピングセンター ショッピング JS-0004-1517

mono ＋ CLip モノクリップ 松山市 湊町３－５－９　 ショッピング SL-2000-6995

キングラム 銀天街店 松山市 湊町３－７－１１ ショッピング JS-0003-4734

TRUNK 松山市 湊町３－７－１５　第２上杉ビル２Ｆ　 ショッピング ZN-0002-4657

GLOBE 松山市 湊町３－７－２６　中矢テナント１Ｆ ショッピング JS-0004-6175

tsugu to cate 松山市 湊町４－２－８　馬場ビル２Ｆ ショッピング JS-0001-4183

グリーンピース松山 松山市 湊町４－８－１３ ショッピング JS-0002-9091

プリべ石川  tc 松山市 湊町４－９－１０　 ショッピング SL-2001-1273

テニスショップミズキ 松山市 柳井町３－４－３　 ショッピング SL-2000-6999
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有限会社四国ガスショップあずま 松山市 雄郡１－８－１０ ショッピング JS-0005-2351

メガネのアイアイエー余戸店 松山市 余戸東１－３－３　 ショッピング SL-2000-5335

OACS　余戸南 松山市 余戸南４－４－３０　YAMATO ハイツ２０１　 ショッピング PK-0000-7878

オプチカルアイズ 松山市 祓川２－６－７　 ショッピング SL-2000-0194

石田クリーニング 安城寺店 松山市 安城寺町５７１－１ サービス JS-0005-7271

FABER 松山市 井門町２５９－１　　 サービス PK-0000-7869

ISTANA 松山市 一番町１－１１－１１　一番町梅本ビル６０２ サービス JS-0003-0937

アマンジオ 松山市 一番町１－１１－６　チャイクロビル３Ｆ サービス JS-0003-0936

Plume 松山市 一番町２－７－２ サービス JS-0001-6816

Viage 松山市 一番町４－１－１１　共栄興産ビル８Ｆ　 サービス SL-2000-1738

スピードスタイル 松山市 一番町４－１－１６　アンビル４Ｆ サービス JS-0003-7327

Luxeage 松山市 花園町５－５　坂本無線商会ビル３０１ サービス JS-0002-1116

石田クリーニングカヤマチ店 松山市 萱町２－７－１　　 サービス ZN-0002-2626

汐見石油レンタカー 松山市 萱町６－１０５－５ サービス JS-0002-1276

かんじあん 松山市 岩崎町２－１２－２３　竹村ビル２Ｆ　 サービス SL-2000-3406

クレーヘアー 松山市 吉藤４－３－１１ サービス JS-0005-8310

アロマテラピーサロン Ruby 松山市 久万ノ台４－５　小松ビル３Ｆ サービス JS-0004-3150

セカンド美容室 松山市 久万ノ台９４９－３ サービス JS-0001-3841

TWiGGY 宮西店 松山市 宮西１－６－３　ミヤハル宮西ビル２Ｆ　 サービス ZN-0003-0908

capable 松山市 宮田町１８３－５　２Ｆ サービス JS-0003-6655

サロン・ド・ポオ 松山市 宮田町４　キスケボックス１Ｆ サービス JS-0001-7879

9Hair 松山市 空港通１－１１－４　アインヴィント１Ｆ　 サービス ZN-0002-7327

かいてき調剤薬局 空港通店 松山市 空港通２－１３－８ サービス JS-0001-8106

TERRACE 松山市 桑原６－１－１　キャッスル蔵乃前１０２ サービス JS-0001-4488

かいてき調剤薬局 桑原店 松山市 桑原６－４－２９ サービス JS-0001-8104

はなみずき動物病院 松山市 古川南１－１１－１５ サービス JS-0002-4601

東温レンタカー 松山空港店 松山市 高岡町１２７－１ サービス JS-0002-6642

トリミングサロン 犬家 松山市 高岡町６３－１　ビッグバレー高岡１Ｆ サービス JS-0002-8571

BRICKHAIR ＆ SPA 松山 松山市 三番町３－８－４　２Ｆ　　 サービス ZN-0003-0923

リラクオフィス 松山市 山越４－２－６　ウエストレジデンス大和１Ｆ サービス JS-0001-7511

ドッグディーバ 松山市 山越６－４－１５　 サービス SL-2000-7049

Luana hair make 松山市 室町２－３－２２　渡部ビル１Ｆ　 サービス SL-2000-8997

Lapua 松山市 勝山町１－５－１ サービス JS-0002-2255

協立整備 松山市 松末１－１０－１２ サービス JS-0001-7671

Hair Story Bamboo 松山市 森松町５１９－１ サービス JS-0001-5589

石田クリーニングドイダ店 松山市 針田町６５－６　　 サービス ZN-0002-2629

ciel － coco 松山市 清水町１－２－２２　村上ビル１Ｆ サービス JS-0002-2979

ALPHAALPHA 松山市 清水町１－５－１８　大澤ビル１０１　 サービス ZN-0003-0926

田村クリーニング 本社 松山市 西垣生町７７９－３ サービス JS-0003-8766

Birthday 松山市 西石井６－７－３２ サービス JS-0003-6733

HairmakeLiza 松山市 千舟町３－２－８　高見ビル２Ｆ　 サービス ZN-2000-4955

アンダルーサ 松山市 千舟町４－１－４　ヒラキビル１Ｆ　 サービス ZN-0003-0905

TWiGGY 千舟町店 松山市 千舟町４－３－１　伊賀上ビル２Ｆ　 サービス ZN-2000-1258

ヨハク 松山市 千舟町４－５－３　上田ビル１Ｆ　 サービス ZN-0003-0914
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Room．hair design 松山市 千舟町７－８－１　アーク千舟１Ｆ サービス JS-0000-7660

かいてき調剤薬局 新玉店 松山市 千舟町８－６７－１６ サービス JS-0001-8103

石田クリーニング束本店 松山市 束本１－８－５　　 サービス ZN-0002-2614

華屋衣裳店 松山市 束本２－１２－１１ サービス JS-0002-0207

ヘアーサロンソルシエ 松山市 谷町甲１５８－６　 サービス SL-2001-1137

ルーナ・クレシェンテ 松山市 樽味２－２－１４　グランドステージ樽味１０１ サービス JS-0001-5367

Hair ＆ MakeKariyu 松山市 竹原２－１３－２４　ハイシティ松山１Ｆ サービス JS-0000-5256

Eggplant 松山市 中一万町４－７　野本ビル１Ｆ　　 サービス ZN-0003-0907

ヘア・メイク．Sola 松山市 中央１－９－４ サービス JS-0003-8885

ウエル薬局 松山市 朝生田町１－５－１８ サービス JS-0001-8107

たいよう動物病院 松山市 朝美２－２－２６ サービス JS-0004-6318

BeeHIVEhana 松山市 天山１－１０－６　　 サービス ZN-0003-0927

美容室 JAVAL 松山市 天山３－１０－２８　忽那ビル１Ｆ－１０５（西端） サービス JS-0002-1390

リトル・チェリッシュ 松山市 土居田町３３３－５ サービス JS-0000-1816

イヤーシャ 松山市 東雲町２－８　毘沙門坂ビル１０７ サービス JS-0003-6550

メリクル 松山市 東石井６－６－３４ サービス JS-0005-1957

むらかみ犬猫病院 松山市 東野１－５－２１ サービス JS-0000-6611

cortolungo 松山市 道後一万３－１　サンインテグラル道後　 サービス ZN-0003-0121

Bosaco 道後店 松山市 道後樋又１－２８ サービス JS-0003-7724

ソニックエス 松山市 道後樋又９－２１ サービス JS-0001-5540

アップビート道後 松山市 道後北代４－２０ サービス JS-0001-7066

バーバーズ 松山市 道後緑台１１－３９ サービス JS-0003-6868

DOG SALON SOU 蒼 松山市 道後緑台６－７ サービス JS-0002-6367

美肌工房 Lunon 松山市 南江戸３－８－１０ サービス JS-0005-0998

OnlyOne 整骨院 松山市 南斎院町５５－４　フォーリスト TS １０２ サービス JS-0005-4925

BRERA 松山市 二番町４－４－１０　　 サービス ZN-0003-0123

石田クリーニング美沢店 松山市 美沢１－９－３３ サービス JS-0004-9746

石田クリーニング F ヒメバラ店 松山市 姫原２－２－１　　 サービス ZN-0002-2621

Flyleaf for hair 松山市 平井町１４１８－５　 サービス SL-2000-1382

友岡薬局 平井店 松山市 平井町２３５１ サービス JS-0002-6068

Bosaco 204 松山市 平和通１－４－１ サービス JS-0003-7725

SCHONHEIT 松山市 平和通１－６－１８　宮崎ビル２Ｆ サービス JS-0001-6768

ル・ティアレ 松山市 歩行町１－１３－１０ サービス JS-0005-5108

TWiGGY 歩行町店 松山市 歩行町２－３－１３　メゾンドリール２Ｆ　 サービス ZN-0003-0909

hairmakecolumnCoo 松山市 北久米町８７２－１ サービス JS-0001-2324

Lycka 松山市 本町４－１－２　アルファガーデン１Ｆ サービス SL-2000-9672

ひなた調剤薬局 松山市 本町６－３－３ サービス JS-0001-9111

石田クリーニングペガサスランド本町店 松山市 本町６－７－１ サービス JS-0004-9737

石田クリーニングスエヒロ店 松山市 末広町１３－４　石田正徳ビル１Ｆ　 サービス ZN-0002-2618

田村クリーニング GET 店 松山市 湊町３－４－６　銀天街ＧＥＴビルＢ１Ｆ サービス JS-0003-8829

flover 松山市 湊町４－１－１２　菊池第７ビル１Ｆ西側 サービス JS-0000-8603

PET HOTEL CAPEL 松山市 湊町４－３－２５ サービス JS-0005-8661

ci OriEnte 松山市 湊町４－３－７　すがやビル１Ｆ サービス JS-0002-8619

NailChick 銀天街店 松山市 湊町４－４－８　ビューティービル１Ｆ サービス JS-0002-2533
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BeeHIVE．Rta 松山市 湊町４－４－８　ビューティービル２Ｆ　 サービス ZN-0003-0910

Totalbeautysalonbell 松山市 湊町４－６－１５　小林ビル サービス JS-0003-9886

田村クリーニング 千舟店 松山市 湊町４－９－１０　高橋ビル１Ｆ サービス JS-0003-8767

石田クリーニング竹原店 松山市 湊町８－１１３－１　　 サービス ZN-0002-2613

フェザード・フレンズ 松山市 柳井町１－１２－７　３Ｆ サービス JS-0001-3217

ナ．オハナ 松山市 柳井町３－５－３　１Ｆ サービス JS-0004-7797

Les Aurum 松山市 雄郡２－８－２５ サービス JS-0003-6483

INFINITEHairworks 松山市 余戸西１－１５－１５　フォブール千都２　１Ｆ サービス ZN-0003-0924

hacu 松山市 余戸中４－４－２３ サービス JS-0000-0608

HAIRDESIGN PariPassu 松山市 余戸南２－２５－２１ サービス JS-0002-7854

友岡薬局 松山市 立花１－１－５ サービス JS-0002-6018

Jewelry nail TAKAKO 松山市 立花１－９－１７　ハイツ三宝１Ｆ サービス JS-0004-5842

chocolate 松山市 和泉南４－２－２ サービス JS-0002-1007

hair salon DaDa 松山市 和泉南５－２－２１　大野ビル１Ｆ サービス JS-0000-9425

四国コンタクトレンズセンター 松山市 一番町２－５－２１　 その他 SL-2000-6204

村上ふとん店 松山市 永木町１－２３　 その他 SL-2000-7761

吉井伸光堂薬舗 松山市 萱町６－７０－１　 その他 SL-2000-6233

有限会社カービューティーセンター 松山市 空港通り１－１１－１　 その他 SL-2000-7560

椿ミシンサービス 松山市 市坪南１－６－２０　 その他 SL-2000-7287

T － mountain 松山市 大街道３－８－１２　 その他 SL-2000-3408

エックスモバイル松山店 松山市 東石井６－１１－３３　 その他 SL-2000-7600

玄海南 二番町店 松山市 二番町１－１－９－１１　いすず興産ビル１Ｆ　 その他 SL-2000-9859

焼肉土橋 松山市 北藤原町６－４　 その他 SL-2001-0416

Piedra Angerisa（ピエドラ アンヘリーサ） 松山市 北藤原町６－５　 その他 SL-2000-6619

きもの処 結城屋 松山市 湊町４－８－６　 その他 SL-2001-0531

iCRaFT 松山 松山市 湊町４－９－１１　２Ｆ その他 SL-2000-4445

家庭ダイニング かぼちゃ 新居浜市 喜光地町１－６－３２　 飲食店 SL-2000-9976

七彩 新居浜市 久保田町３－１－４　第１アイワビル 飲食店 JS-0002-2350

旬花酒灯てんふじ 新居浜市 若水町１－３－３　 飲食店 SL-2000-6996

花うらら 新居浜市 若水町１－９－８ 飲食店 JS-0000-5396

食のおもてなし 鳥八 新居浜市 庄内町５－１１－５０ 飲食店 JS-0001-1646

すし若 新居浜市 西の土居町２－１２－１７ 飲食店 JS-0000-1017

梅家 新居浜市 西連寺町１－１４－３ 飲食店 JS-0001-0896

ハチマル商店 新居浜市 泉宮町９－３５ 飲食店 JS-0004-1953

ひらく 新居浜市 泉宮町９－３７ 飲食店 JS-0005-1703

やきとり あら井 新居浜市 泉池町５－３３ 飲食店 JS-0004-5524

かに料理 浜呑 新居浜市 泉池町７－２４ 飲食店 JS-0000-2934

Roots 新居浜市 徳常町７－２８　アルシェビル１Ｆ 飲食店 JS-0000-5627

Dining Regally 新居浜市 徳常町７－２８　アルシェビル１Ｆ 飲食店 JS-0003-0930

焼肉生粋新居浜本店 新居浜市 徳常町７－４９　いっこく館２　１Ｆ 飲食店 JS-0005-4413

蓮 新居浜市 徳常町８－１７ 飲食店 JS-0004-5676

かばわーるど 新居浜市 徳常町８－３３　サンゴショウビル１Ｆ 飲食店 JS-0000-5399

旬魚旬 一 新居浜市 繁本町７－１　山口ビル１Ｆ北側 飲食店 JS-0000-6905

ラケットショップハマナカ新居浜店 新居浜市 一宮町２－２－４３　　 ショッピング ZN-2000-5039
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とさやタンス店 マージナル愛媛 新居浜市 喜光地町１－４－３９ ショッピング JS-0005-0497

スプーン 新居浜市 若水町２－５－３　　 ショッピング ZN-0002-4661

そなみ呉服店 新居浜市 西町４－２　 ショッピング SL-2001-0468

ジュエリーベガ 新居浜市 前田町６－９　リーガロイヤルホテル新居浜１Ｆ　 ショッピング ZN-2000-4391

有限会社石井ミシン商会 新居浜市 中須賀町１－８－１６ ショッピング JS-0002-8015

プリベ石川  新居浜店 新居浜市 中須賀町２－３－７　 ショッピング SL-2001-1274

うめのや田所店 新居浜市 田所町３－５３　　 ショッピング ZN-0002-4768

テニスハウス ベア 新居浜市 八雲町１３ー１７ ショッピング JS-0000-3148

オー・エム・シー 新居浜市 郷２－４－１ サービス JS-0001-9177

オートガレージ エス 新居浜市 坂井町１－１－４７ サービス JS-0002-8762

ニコニコレンタカー新居浜駅店 新居浜市 坂井町３－８－２８ サービス JS-0001-1696

トータルビューティ Yano 新居浜市 松原町１－８１　 サービス SL-2000-4557

フェイシャルサロンひうち 新居浜市 松神子４－２－２　 サービス SL-2000-3073

IMK Lien 新居浜市 瀬戸町３－８３ サービス JS-0005-0620

VIVA 骨盤整体院 新居浜院 新居浜市 西喜光地町２－４５ サービス JS-0004-2110

DOGSUPPA 新居浜市 中須賀町１－８－２４　 サービス SL-2000-5096

ヘアーサロン Loop 新居浜市 田所町１－１　伊藤ビル１Ｆ中 サービス JS-0000-4254

hairs IMK 新居浜市 田所町６－３１ サービス JS-0005-0619

hair atrium Marlette 新居浜市 土橋１－１１－１２　マリベール土橋１Ｆ サービス JS-0000-7556

かき太郎 西条店 西条市 朔日市７７９－８ 飲食店 JS-0004-4112

焼肉  とらじ韓亭 西条市 三津屋東５１　 飲食店 SL-2000-7199

居酒屋どうでしょう。 西条市 新田１９６－１ 飲食店 JS-0001-6377

おおさかや蔵はち 西条市 神拝甲１４５－１　 飲食店 SL-2000-2197

レストラン平城 西条市 丹原町願連寺２７０－６ 飲食店 AD-0000-0936

きもの潮見 西条市 玉津石鎚通り　 ショッピング SL-2000-7283

ラ・セゾン 西条市 三津屋１６８－１　 ショッピング SL-2000-4030

jam room store 西条市 神拝甲６１８－１ ショッピング JS-0001-9354

リバティー 西条市 大町１６８４ ショッピング JS-0003-7490

くつろぎ 西条市 下島山甲１３６４－１ サービス JS-0004-2916

LUGLIO HAIR 西条市 神拝乙１３５－２ サービス JS-0003-8596

カーエステ 99 西条市 樋之口３０６－５ サービス JS-0004-8613

zoofamily 西条市 飯岡３２７３－２　 その他 SL-2000-7830

炭火居酒屋 ごえもん 西予市 宇和町卯之町３－３２４ 飲食店 JS-0002-0387

いこい 西予市 三瓶町朝立１－４３８－４１ 飲食店 JS-0004-8186

寿司 和泉屋 西予市 三瓶町朝立１－４３８－５０ 飲食店 JS-0005-9247

和來処 ことり 大洲市 若宮５９４－１４ 飲食店 JS-0003-5419

網元 大洲市 大洲６５１－４ 飲食店 SL-2000-0342

Bar ＆ Dinner Nyago 大洲市 田口４１８－５ 飲食店 JS-0002-2615

炭火やきとり 一休 大洲市 東大洲９３－２ 飲食店 JS-0004-7044

株式会社近藤呉服店 大洲市 常磐町３１ ショッピング JS-0005-3974

ママプレゼンツ大丸 大洲市 中村２１０－２４ ショッピング SL-2000-2701

冨永松栄堂 アクトピア店 大洲市 中村２４６－１ ショッピング JS-0005-5534

ミスユー プラス 大洲市 中村２４６－１　３Ｆ ショッピング JS-0005-5606

ミスユー 大洲市 中村２４６－１　３Ｆ ショッピング JS-0005-5829
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りぼん アクトピア大洲店 大洲市 中村２４６－１　アクトピア大洲４Ｆ ショッピング JS-0005-5554

アクトピアブックセンター 大洲市 中村２４６－１　アクトピア大洲５Ｆ ショッピング JS-0005-5960

ラ・コンナ 大洲市 中村２４６－１　アクトピア大洲５Ｆ　 ショッピング ZN-0003-1312

美容室 Kews 大洲市 東若宮１１－３３ サービス JS-0000-0466

おがた大洲店 大洲市 東若宮２－１２　 その他 SL-2001-1099

チュチュアンナ プチ 東温市 野田３－１－１３　フジグラン重信内 ショッピング JS-0002-6697

EIGHT WORKS 東温市 北野田４７－１ サービス JS-0005-5020

石田クリーニング FG シゲノブ店 東温市 野田３－１－１３　フジグラン重信１Ｆ　 サービス ZN-0002-2617

有限会社宮下テレビサービス 南宇和郡 愛南町御荘平城１２１２－１ ショッピング JS-0000-3782

芝田宝飾 南宇和郡 愛南町御荘平城３６３０－４ ショッピング JS-0004-5124

セベルチェ 八幡浜市 郷３－１１－３　 ショッピング SL-2000-8647

レゾン・ドゥ・ビーブル 八幡浜市 郷３－１４－１　 ショッピング SL-2000-8646

八幡浜ひまわり代行 八幡浜市 松柏甲５４－２ ショッピング SL-2000-5115

Boutique1118 八幡浜市 新町１ ショッピング SL-2000-4865

きもの心おがた 八幡浜市 １１７９－２　 その他 SL-2001-1098

親和マリン株式会社 八幡浜市 保内町川之石３－３０４－２５　 その他 SL-2000-9867


