※2022年8月29日現在の情報です

えひめ南予きずなカード 加盟店および特典情報

内⼦町

店名

洋燈屋ICHI
フジ内⼦店
ファーム イン ラオム 古久⾥来 (こくりこ)

（2022年8⽉29⽇現在）※情報は⽇々更新されています

特典

①【オイル100円引き】
②パラフィンオイル300㎜１本プレゼント
①毎⽉22⽇に【地元(内⼦･⼤洲) 商品プレゼント】(先着50名)
②【エフカマネー500円分プレゼント】※当店できずなカード購⼊の⽅
①【100円引き】コーヒー代など
②「五右衛⾨⾵呂」利⽤体験
【 プレゼント】ステラ・ミラ 宿泊の⽅のみリキュール1本
【10%OFF】和紙で作るブローチのワークショップ体験

ペンション ステラ・ミラ
とおん舎
FFC sandwich&amp;coffee (エフエフシー サンド
【100円引き】
ウィッチ&amp;コーヒー)
周年観光農園エコファームうちこ
【100円引き】くだもの狩りの⼊園料(カード1枚につき1名のみ)
みそぎの⾥カフェ
【100円引き】⼿作りシロップのジュース
⼤安
【100円引き】昼のラーメンセット
菓⼦と器の宮栄
【1割引き】
なみへい⼩⽥本店
【1個無料】かりんとう饅頭 6個が500円
【300円商品券プレゼント】⼀⽇のお買い上げ5000円以上のレシートで
内⼦フレッシュパークからり
(直売所・パン⼯房・バーガーショップ・レストランでの⾷事も含む)
⽵⼯芸 武⼯房
【5%OFF】
ぽたり珈琲
【5%OFF】
内⼦旅の案内所 旅⾥庵
【500円で提供】レンタサイクル（普通⾃転⾞）の1⽇料⾦
道の駅⼩⽥の郷せせらぎ
【50円引き】ソフトクリーム各種（バニラ・ブルーベリー・ミックス）
なみへい内⼦店
【700円以上の会計で50円引】
伍⼗⾷屋こころ
【お飲み物1杯サービス】⾷後のコーヒーor紅茶orオレンジジュース
⽶⽥酒店
【お猪⼝プレゼント】
りんすけ
【じゃこカツサービス】
【ドリンク1杯サービス】ウエルカムドリンク1杯サービス（グラスビールorウーロン
料亭旅館 ⼤福
茶orオレンジジュース）
⼤森和蝋燭屋
【プレゼント︕】オリジナル⼱着袋
森⽂醸造（森⽂あま酒茶屋）
【プレゼント】「もろみシリーズ」からお好みのもの1個
坂⾒輝⽉堂
【プレゼント】ボーロ(5個⼊り)
FARMSTAY KAERU
【プレゼント】ミニクラフト⼩物
内⼦の宿 こころ
【プレゼント】今治ハンドタオル
内⼦の宿 くら
【プレゼント】今治ハンドタオル
内⼦の宿 織
【プレゼント】今治ハンドタオル
内⼦の宿 久
【プレゼント】今治ハンドタオル
内⼦の宿 中芳我
【プレゼント】今治ハンドタオル
カフェでんじろう
【会計より100円引き】
なるカフェ
【会計より100円引き】
⼿しごと職⼈の家 うちこの和
【絵葉書1枚プレゼント︕】内⼦ゆかりの版画作家作品
うちっこ整体
【初回お試し価格︕】猫背改善コース・⾻盤矯正コース
琴松堂本舗
【商品価格より8％OFF】
季節料理 ⼩福
【⼩鉢1品サービス】
内⼦座
【進呈】オリジナルポストカード
⽊蝋資料館 上芳我邸
【進呈】オリジナルポストカード
内⼦町歴史⺠俗資料館 商いと暮らし博物館
【進呈】オリジナルポストカード
焼⾁ ありもと
【⽣ビール50円引き】
尾形農園
【粗品進呈】100円〜200円相当の品
kami/（かみひとえ）
【体験無料】シーリングスタンプ
寿司居酒屋 ⼩鉄
【⼤将のオススメにぎり⼀貫サービス】
かじか亭
【単品から50円引き】たらいうどん（⼤たらい･⼤･並･⼩）
【⼊館料割引】⼀般３００円⇒２３０円 / ⼩・中学⽣１５０円⇒１
五⼗崎凧博物館
２０円
みそぎの⾥・ゆるやか⽂庫
【無料︕】活版印刷ミニワークショップ体験
下芳我邸
平⽇限定【100円引き】店内飲⾷
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住所

電話

喜多郡内⼦町内⼦2627 町並ミテラス101

47

0893-57-6234

喜多郡内⼦町内⼦1455番地

0893-43-1111

喜多郡内⼦町五百⽊636

0893- 44-2079

喜多郡内⼦町論⽥898
喜多郡内⼦町五⼗崎甲1417-2

0893-44-5987
0893-43-0620

喜多郡内⼦町河内2540

0893-57-9802

喜多郡内⼦町⼤瀬東3866
喜多郡内⼦町只海甲456 旧御祓⼩学校
喜多郡内⼦町内⼦1190
喜多郡内⼦町内⼦1956
喜多郡内⼦町中⽥渡61

0893-59-9889
0893-43-0620
0893-43-0330
0893-44-2657
0892-52-3883

喜多郡内⼦町内⼦2452

0893-43-1122

喜多郡内⼦町城廻227
喜多郡内⼦町只海甲456 旧御祓⼩学校2階家庭科室
喜多郡内⼦町内⼦324
喜多郡内⼦町寺村251-1
喜多郡内⼦町内⼦1455フジ内⼦店内
喜多郡内⼦町内⼦1949
喜多郡内⼦町内⼦2072番地
喜多郡内⼦町内⼦2027

090-3161-8645
0893-43-0620
0893-43-1450
0892-52-3023
0893-44-2301
090-5140-0031
0893-44-2887
0893-44-2816

喜多郡内⼦町寺村1140番地

0892-52-2402

喜多郡内⼦町内⼦2214番地
喜多郡内⼦町内⼦2240-1
喜多郡内⼦町内⼦1959
喜多郡内⼦町只海甲456 旧御祓⼩学校2階3･4年教室
喜多郡内⼦町内⼦1995番地（フロント）
喜多郡内⼦町内⼦1995番地(フロント)
喜多郡内⼦町内⼦1995番地（フロント）
喜多郡内⼦町内⼦1995番地（フロント）
喜多郡内⼦町内⼦1995番地（フロント）
喜多郡内⼦町内⼦2633
喜多郡内⼦町内⼦2885
喜多郡内⼦町内⼦2899-2
喜多郡内⼦町五⼗崎甲1417-2
喜多郡内⼦町⼩⽥119番地
喜多郡内⼦町寺村1140番地
喜多郡内⼦町内⼦2102番地
喜多郡内⼦町内⼦2696番地
喜多郡内⼦町内⼦1938番地
喜多郡内⼦町内⼦2065番地
喜多郡内⼦町五百⽊2005
喜多郡内⼦町只海甲456 みそぎの⾥2階 理科室
喜多郡内⼦町内⼦2245
喜多郡内⼦町寺村251-1

0893-43-0385
0893-44-3057
0893-44-2865
0893-43-0620
0893-44-5735
0893-44-5735
0893-44-5735
0893-44-5735
0893-44-5735
090-6662-5688
0893-57-6663
0893-44-7776
0893-44-7287
0892-52-2045
0892-52-2402
0893-44-2840
0893-44-2771
0893-44-5220
0893-44-3758
090-3788-4644
0893-43-0620
0893-57-9309
0892-52-2090

喜多郡内⼦町五⼗崎甲1437番地

0893-44-5200

喜多郡内⼦町只海甲456
喜多郡内⼦町内⼦1946

0893-43-0620
0893-44-6171

旧御祓⼩学校 2階図⼯室

https://ehime-kizunacard.jp/

※2022年8月29日現在の情報です

⼤洲市

店名

⼤洲城
臥⿓⼭荘
博多乃⾵ らーめん ⼤郷
ミスタースミス
はたご屋 霧中
臥⿓醸造 GARYU BREWING
フジグラン⼤洲
⼤洲家族旅⾏村オートキャンプ場
あまごの⾥
伊予⼤洲駅 観光案内所
内⼦ワイナリー直営店＆観光ふじブドウ園
冨永松栄堂志保町本店
アンティーク なずな
葵CAFE
道の駅 清流の⾥ひじかわ
河辺ふるさとの宿
交流館才⾕屋
⽩⽯うどん店
洋菓⼦専⾨店パティスリー
OZU＋
分油屋
ROY'S（ロイズ ）
⼤洲炉端油屋
癒し空間 恵架 ⼤洲店
まことや
たいき産直市 愛たい菜
カレーハウスCoCo壱番屋 フレスポ⼤洲店
⾷べ処呑み処 味⼈ (あじと)
LOCALE（ロカーレ）
葵Aoi
オオズプラザホテル
焼⾁⼤ちょうちん
盤泉荘
ハリカ⼤洲店
爬⾍類喫茶Asche
⾕本蒲鉾店 アクトピア店
お⾷事処にし川
ママプレゼンツ⼤丸
ブティックきもの 近藤
美容室COCO(みんなのhifu premium⼤洲店)
梶⽥商店
リベルテ企画
養⽼酒造
ホテルウエストリバー
ふれあいの⾥ ⿅鳴園
いわな荘
臥⿓の渡し
rello (リロー)
おおず⾚煉⽡館
愛媛ジー・ワークス
⼤洲まちの駅あさもや
ビューティーサロンレナ (⼤洲)
村⽥⽂福⽼舗如法寺店
村⽥⽂福⽼舗本店
⼤洲市⽴肱川 ⾵の博物館・歌麿館
⼤洲市交流促進センター⿅野川荘
真⼿打ちうどん ⽔郷
料苑たる井
との町たる井
カジタ楽器⼤洲センター
ヒロファミリーフーズ・ビストロサンマルシェ

特典
①【普通観覧券10％OFF】⼤洲城
②⼤洲城・臥⿓⼭荘共通観覧券10％OFF
①【 10％OFF】臥⿓⼭荘普通観覧券
②臥⿓⼭荘・⼤洲城共通券 10％OFF
①【替⽟1回】無料
②【煮⽟⼦1個】無料
①【プレゼント】550円(税込)相当のステッカー
②【会計より100円引き】
①【デザートサービス】ランチ注⽂でスコーン1つ
②【ドリンク1杯サービス】
①【ステッカープレゼント＋会計より50円引き】1000円以上購⼊で
②【ステッカープレゼント＋会計より100円引き】2000円以上購⼊で
①⼟・⽇に使える【5％割引クーポン】プレゼント
②【エフカマネー500円分プレゼント】※当店できずなカード購⼊の⽅
【 プレゼント】⽔郷の⼤洲の⽔素⽔(350ml) 1セット(2パック)
【100円引き】｢釣り堀代｣もしくは｢料理代｣
【100円引き】レンタサイクル
【100円引き】ワインのお買い上げ1本につき100円引き／ブドウ狩り⼊園
料⼤⼈のみ100円引き
【1個プレゼント】ひとくち⽣志ぐれ
【500円引き】「こまちsanpo」利⽤で500円引き
【50円引き】1000円お買い上げ毎に
【50円引き】1000円以上お買い上げ毎に50円引き
【SNS投稿でプレゼント】アイスクリーム１つ
【SNS投稿でプレゼント】アイスクリーム１つ
【からあげ1つサービス】
【クッキー1枚プレゼント】
【サービス】オーガニックコーヒーOZU＋スペシャルブレンドドリップパック１個
【サービス】ホットコーヒー1杯
【サービス】⾷後のアイスクリームサービス
【サービス】⾷後のコーヒー1杯
【サービス】全コース10分無料延⻑サービス
【サービス券1枚進呈】
【ジェラート50円引き】
【セット野菜サラダ or フライドポテト or セットドリンク】から1つサービス
【ソフトクリーム100円引き】レギュラーサイズ
【ドリンク１杯サービス】
【ドリンク1杯サービス】⽣ビールorソフトドリンク
【ドリンクサービス】ビール 350ml×1本 or お茶 500ml×1本
【バラ or ハラミ 1⼈前サービス】
【プレゼント】オリジナル「⼤洲和紙の⼿づくり⼩物」
【プレゼント提供︕】
【餌やり体験1回無料】
【会計より(税抜き)100円引き】
【会計より100円引き】
【会計より5％OFF】
【会計より5％OFF】
【光エステ無料体験】LED光フェイシャル 〜ニキビやシワに効果的︕ 光エ
ステを無料で体感〜
【⾃社製品100円引き】
【取扱商品1個につき100円引き】
【酒粕ペースト50gプレゼント】
【宿泊代より5％OFF】
【宿泊料⾦10％OFF】
【笑顔の写真プレゼント】釣り堀体験ランチ、ランチ、釣り堀ご利⽤の⽅、笑
顔の写真プレゼント♪
【乗船券100円引き】
【前髪カット100円引き】
【粗品プレゼント】
【対象商品5%OFF】
【⼤洲コロッケ100円引き】
【炭酸スパ無料サービス】
【値引き︕】⽉窓餅6個⼊箱
【値引き】⽉窓餅6個⼊箱
【⼊館料100円引き】
【⼊浴料50円引き】
【麺⼤盛り無料】
ランチタイム限定【⾷後のドリンク1杯サービス】
⾷後のフルーツサービス
特価提供【パール「ペダル式」消毒液スタンド H830-BST】
平⽇限定【会計より10％OFF】
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住所

電話

61

⼤洲市⼤洲903

0893-24-1146

⼤洲市⼤洲411-2

0893-24-3759

⼤洲市若宮922-8

0893-23-5115

⼤洲市⻑浜町晴海3-56

090-8696-0434

⼤州市⼤州本町⼆丁⽬146

080-8636-6194

⼤洲市⼤洲98番地1

0893-23-9190

⼤洲市中村246番地1

0893-24-2101

⼤洲市菅⽥町⼤⽵⼄938-1
⼤洲市河辺町北平4293
⼤洲市中村119

0893-23-2384
0893-39-2915
0893-57-9161

⼤洲市喜多⼭112

0893-25-4281

⼤洲市⼤洲444番地
⼤洲市⼤洲46
⼤洲市⼤洲392
⼤洲市肱川町宇和川3030
⼤洲市河辺町三嶋134番地
⼤洲市河辺町三嶋134
⼤洲市⼤洲880-12
⼤洲市新⾕⼄1597-1
⼤洲市⼤洲393
⼤洲市⼤洲649-1
⼤洲市東⼤洲1340-1
⼤洲市⼤洲42油屋
⼤洲市⻄⼤洲甲943－6
⼤洲市⻑浜甲481-6
⼤洲市東⼤洲1702-1
⼤洲市徳森281-1
⼤洲市肱川町宇和川3030
⼤洲市中村251 アンザイビル1F
⼤洲市若宮663-1
⼤洲市東⼤洲1341
⼤洲市若宮980
⼤洲市柚⽊317番地
⼤洲市東⼤洲118
⼤洲市北只782-1
⼤洲市中村246-1 アクトピア⼤州店1F
⼤洲市⽥⼝甲392-6
⼤洲市中村210番地24
⼤洲市常磐町31

0893-24-3566
0893-50-8030
070-2223-0123
0893-34-2700
0893-33-2211
0893-33-2211
0893-24-2614
0893-25-3635
0893-24-6710
0893-35-9300
0893-25-6005
0893-32-9860
0893-32-9150
0893-52-0909
0893-25-6262
0893-25-7117
0893-34-2900
0893-23-5889
0893-23-0123
0893-25-1100
0893-24-5452
0893-23-9156
0893-24-2632
080-7991-1385
0893-59-1411
0893-32-4046
0893-24-2025
0893-24-4147

⼤洲市菅⽥町菅⽥甲2044番地

0893-25-1722

⼤洲市中村559
⼤洲市新⾕町甲3-1 株式会社アンドロメダ内
⼤洲市肱川町⼭⿃坂49番地
⼤洲市⽥⼝甲392-6
⼤洲市肱川町予⼦林94

0893-32-2021
080-6383-0929
0893-34-2352
0893-32-4046
0893-34-2333

⼤洲市河辺町北平2455番地

0893-33-2254

⼤洲市⼤洲649番地1
⼤洲市東⼤洲1050
⼤洲市⼤洲60番地
⼤洲市五郎甲638-1
⼤洲市⼤洲649-1
⼤洲市中村257-1 レジデンス中井1F
⼤洲市⽥⼝字今出2626-6
⼤洲市⼤洲183
⼤洲市肱川町予⼦林99-1
⼤洲市肱川町宇和川588-1
⼤洲市若宮926-1
⼤洲市若宮465-1
⼤洲市中村553番地19
⼤洲市中村210番地29
⼤洲市東⼤洲1048-3

0893-24-2664
0893-35-4115
0893-24-1281
0893-24-7345
0893-24-7011
0893-24-5199
0893-32-4179
089-324-2359
0893-34-2181
0893-34-2000
0893-24-7733
0893-24-4585
0893-24-3000
0893-24-7046
0893-32-0881

https://ehime-kizunacard.jp/

※2022年8月29日現在の情報です

⼋幡浜市

店名

⼋幡浜センチュリーホテルイトー
九四オレンジフェリー ⼋幡浜窓⼝
⼆宮美桃園
ビジネスホテル⽔仙
Petit bonheur
ビューティーサロンレナ (⼋幡浜)
スナックCOCO
フジ⼋幡浜店
フジグラン北浜
宮川菓⼦舗
愛花亭
ビアレストアイウォール
もつ鍋ダイニング居⾷屋 ⽉天
アンフィニ
道の駅⼋幡浜みなっと アゴラマルシェ
喫茶モンブラン
富⼠写真館
宇和島運輸フェリー ⼋幡浜港
café chou chou (カフェ シュシュ)
ちゃんぽん亭イーグル
炭⽕焼⿃ 彩⿃
リラクゼーション もんくーる
Roll crepe coffee
駅なか浜っ⼦産直市
スーパーホテル⼋幡浜
ハーバープラザホテル
style
⼿しごと料理家ゆるり
くいもんや305
⼤島テラス・しまカフェ
焼き鶏 かなで
Nail Atelier Komorebi
やまっと学舎
菓⼯房 後藤
GLUTTON【グラットン】
スナックバーアクア
ビコーズ
トヨタレンタリース⻄四国 JR⼋幡浜駅店
パンメゾン
⾣屋 りょう吉 ⼋幡浜店
⾕本蒲鉾店 煉技館
⾕本蒲鉾店 オアシスプラザ
ロンドン
フジ観光
BRASSERIE WILL(ブラッスリーウィル)
焼きもん屋 ひなの⾥
ブティック イノウエ
オーシャンドリーム
海さと
三神屋
⼩⼭商店
フラワーショップケイ
カフェ クオーレ
地細⼯紺屋 若松
anice (アニス)
（有）橋本呉服店
⼋幡神社【さわってみよう︕雅楽あそび体験】
梅美⼈酒造
若松蒲鉾 国道店
⼤正湯
アゴラマルシェ パン⼯房
コオノヤ
⼋幡浜おでん隠れ屋
カジタ楽器店

伊⽅町

店名

佐⽥岬 海神会
佐⽥岬はなはな しらすパーク
佐⽥岬はなはな しらす⾷堂
裂織り保存会
道の駅 伊⽅きらら館
⽊と樹
⺠宿みちもと
えびすや旅館
お⾷事処 宇和海
杉⼭旅館
⺠宿⼤岩
まりーな亭
⺠宿 浜乃屋
瀬⼾アグリトピア
⽊嶋⽔産
国道九四フェリー 三崎営業所

特典

①宿泊代【会計より5%OFF】
②⾷事代【会計より5%OFF】
①【5％OFF】徒歩の旅客料⾦（当⼈のみ）
②乗⽤⾞の⾞両・旅客料⾦5％（⾞両定員まで）
①【花苗プレゼント】
②花束・アレンジメントのボリューム10％アップ
①【朝⾷代サービス 】宿泊
②⼀般／朝⾷代250円引き
①【クレープトッピング無料】
②ランチ⼤盛り無料
①【炭酸スパ 無料サービス】
②ソックスプレゼント
①【ワンドリンクサービス】
②【カラオケ 1曲サービス】
①⽇曜に使える【5％割引クーポン】プレゼント
②【エフカマネー500円分プレゼント】※当店できずなカード購⼊の⽅
①毎⽉第２⽕曜限定【ミネラルウォーター or ボトルコーヒープレゼント】(先
着100名)②【エフカマネー500円分プレゼント】※当店できずなカード購⼊
【100円引き】
【100円引き】
【100円引き】
【100円引き】⾟味噌ちゃんぽん
【1⼈前サービス】トマトとバジルのブルスケッタ1⼈前(2枚)
【200円OFF】みかんジュースの蛇⼝ in ⼋幡浜
【40円引き】⿊いイタリアンスパゲッティ
【5%OFF】えひめ南予きずな博期間限定の「きずなフォト」(⼿を繋いだグ
ループフォト)撮影
【５％引き】フェリー運賃全等級
【50円引き】テイクアウトコーヒー(アイスorホット)
【90円OFF︕】⼈気No.1の組み合わせちゃんぽんと焼き飯(⼩)をご注⽂の
【おまかせ⼀品サービス】
【お試しサービス】ヘッド or ハンドマッサージ
【クレープ50円引き】
【コーヒー1杯 サービス】ちゃんぽん注⽂の⽅
【サービス】Natural Water+Silica
【サービス】ホテル特製みかんジュース１杯（スカイラウンジにて）
【サービス】ワンドリンクとフード1品
【サービス】⽩桃とクリームチーズのカナッペ(4枚)
【サービス】洋梨⼊りクリームチーズのカナッペ
【ドリンク1杯サービス】コーヒーorソフトドリンク
【ドリンク1杯サービス】当店指定ドリンク
【ネイルオイルプレゼント】
【プレゼント】チョコットケーキをプレゼント
【プレゼント】⿊糖くるみを1袋
【ワンドリンク サービス】
【ワンドリンクサービス】
【ワンドリンクサービス】
【安⼼Ｗプラン(⽇額550円)サービス】
【塩パン1個プレゼント】
【何杯でも︕】こだわり酒場のレモンサワーをお値段そのままでデカレモンに︕
【会計より(税抜き)100円引き】
【会計より(税抜き）100円引き】
【会計より10％OFF】
【会計より100円引き】
【会計より100円引き】
【会計より500円引き】
【会計より500円引き】
【会計より50円引き】
【海鮮⼩鉢サービス】
【郷⼟料理⼀品サービス】
【次回使える100円券】贈呈
【消費税サービス】
【⾷後のコーヒー無料】
【税抜価格で提供】鯛の⼿ぬぐい
【前髪カット 100円引き】
【全商品1割引】
【贈呈】開運招福しあわせまもり（⻘⾊か桃⾊）
【対象商品20％OFF】
【対象商品各10円引き】
【⼤正湯ガチャ1回無料】
【湯種⾷パン1⽄30円引き】
【当店オリジナルタオルはんかち100円引き】愛媛県のキャラクター「こみきゃ
ん」と⼋幡浜市の「はまぽん」がコラボ
【⽇替り惣菜1品 】
特価提供【パール「ペダル式」消毒液スタンド H830-BST】
特典
①【参加料⾦100円引き】漁師・漁船体験クルーズ
②漁師・漁船体験クルーズ貸切料⾦1000円引き
【100円引き】しらすパーク売店にて
【1枚サービス】しらすじゃこ天 or あかもくじゃこ天
【300円OFF】裂き織り体験料2500円→2200円
【50円引き】500円以上のお買い上げで
【お会計から5％OFF】きずなカード初回利⽤時
【サービス】ウエルカムドリンク1杯
【サービス】愛媛のみかんジュース1杯サービス
【サービス】⾷後のコーヒー1杯
【サービス】朝⾷後コーヒー1杯
【ソフトドリンクサービス】
【ちりめん増量】「三崎の海のお友達丼」注⽂でちりめん増量︕︕
【ドリンク1杯サービス】ソフトドリンクか⽣ビール中
【プレゼント】カブトムシorクワガタムシの１ペア
【プレゼント】ちりめん⼊りふりかけ(200円相当)
【展望席に優待】

3／7

住所

電話

64

⼋幡浜市天神通1-1460-7

0894-22-2200

⼋幡浜市沖新⽥1586番地

0894-22-2289

⼋幡浜市天神通り1丁⽬

0894-24-5885

⼋幡浜市保内町喜⽊1-96

0894-37-2182

⼋幡浜市江⼾岡1丁⽬9番12号

0894-21-4146

⼋幡浜市江⼾岡1丁⽬9-6平岡ビル1F

0894-23-2929

⼋幡浜市281-1 三原ビル2F

0894-22-2852

⼋幡浜市江⼾岡1252番地9

0894-23-2110

⼋幡浜市北浜１丁⽬４番３３号

0894-21-2111

⼋幡浜市282番地4
⼋幡浜市新町5丁⽬
⼋幡浜市船場通379-5 野本ビル1F
⼋幡浜市⽮野町6-36-9
⼋幡浜市天神通1-1460-7 センチュリーホテル7F
⼋幡浜市沖新⽥1581-23
⼋幡浜市新町1丁⽬1440

0894-22-1120
0894-24-2022
0894-22-5528
0894-24-5825
0894-22-4747
0894-35-6565
0894-22-0166

⼋幡浜市⼤⿊町⼀丁⽬1472番地

0894-22-0118

⼋幡浜市出島1581番地26
⼋幡浜市沖新⽥1581-23
⼋幡浜市仲之町358-2
⼋幡浜市⽮野町36-1
⼋幡浜市五反⽥1-398
⼋幡浜市沖新⽥1581-23
⼋幡浜市江⼾岡1丁⽬11-5
⼋幡浜市千代⽥町1460-123
⼋幡浜市仲之町
⼋幡浜市新町281-1 三原ビル
⼋幡浜市下浜⽥町1377-1
⼋幡浜市新町1465〜1
⼋幡浜市⼤島2-117-1
⼋幡浜市保内町宮内1-323-1
⼋幡浜市⽇⼟町6－961
⼋幡浜市⽇⼟町6-961
⼋幡浜市浜⽥町1385番地
⼋幡浜市保内町宮内1-320-1
⼋幡浜市1461-10
⼋幡浜市14番地 丸⼆ビル1F113号
⼋幡浜市江⼾岡1丁⽬11-5
⼋幡浜市北浜⼀丁⽬8番15号
⼋幡浜市1440-6
⼋幡浜市駅前1
⼋幡浜市出島1581-26 フェリーターミナル1F
⼋幡浜市新町1466
⼋幡浜市沖新⽥1583-15
⼋幡浜市379-10
⼋幡浜市本町14番地 丸ニビル110号
⼋幡浜市新町1-1466-21
⼋幡浜市沖新⽥1581-23
⼋幡浜市1460⼤⿊1－1
⼋幡浜市浜⽥町1343-3
⼋幡浜市新町３丁⽬280
⼋幡浜市千代⽥町1460-121
⼋幡浜市広瀬2-1-2
⼋幡浜市浜之町182-2
⼋幡浜市郷3－7－1
⼋幡浜市⽮野町６
⼋幡浜市⽮野神⼭510
⼋幡浜市1557番地第2
⼋幡浜市保内町須川12-1
⼋幡浜市⼤正町1132
⼋幡浜市沖新⽥1581-23

0894-22-2100
0894-35-6612
0894-22-2492
0894-24-6683
090-5141-5390
0894-22-0845
0894-22-5388
0894-42-9000
0894-22-0022
070-1910-0901
0894-22-1678
0894-22-4002
0894-28-1033
0894-43-3933
080-9833-1554
0894-21-4217
0894-22-0601
0894-37-2823
090-1320-0609
080-8631-0630
0894-47-1100
0894-27-0348
0894-20-8310
0894-22-0266
0894-24-1166
0894-22-1234
0894-23-2161
0894-42-3501
0894-20-8015
0894-22-1630
0894-36-3350
080-6280-6967
0894-22-0437
0894-24-3188
0894-22-1496
0894-24-6252
0894-24-0691
0894-29-1415
0894-22-0887
0894-22-0384
0894-22-0312
0894-36-3423
0894-21-2033
0894-35-6565

⼋幡浜市保内町川之⽯2-14

090-4338-2463

⼋幡浜市天神通リ1丁⽬ センチュリーホテルイトー1階
⼋幡浜市新町3丁⽬274番地

080-6375-7487
0894-22-0133

住所

電話

16

⻄宇和郡伊⽅町三崎1700-11 佐⽥岬 はなはな内

090-9458-1398

⻄宇和伊⽅町三崎1700-11
⻄宇和郡伊⽅町三崎1700-11
⻄宇和郡伊⽅町井野浦21
⻄宇和郡伊⽅町九町3番耕地179-1
⻄宇和郡伊⽅町三崎1700-11佐⽥岬はなはなB棟カフェ
⻄宇和郡伊⽅町⼆⾒⼄973-2
⻄宇和郡伊⽅町三崎1514-1
⻄宇和郡伊⽅町塩成2677-3
⻄宇和郡伊⽅町三崎1599
⻄宇和郡伊⽅町正野26
⻄宇和郡伊⽅町三崎589
⻄宇和郡伊⽅町川之浜
⻄宇和郡伊⽅町⼤久2465
⻄宇和郡伊⽅町塩成2677-3
⻄宇和郡伊⽅町三崎1700-2

0120-133-004
0120-133-004
090-2783-8357
0894-39-0230
0894-21-4193
0894-43-0036
0894-45-0013
0894-57-2202
0894-54-0037
0894-56-0070
0894-54-0527
0894-53-0454
0894-53-0002
0894-57-2202
0894-54-0173

https://ehime-kizunacard.jp/

※2022年8月29日現在の情報です

⻄予市

店名

下ノ町ハシエンダ
クアテルメ宝泉坊
茅葺き⺠家交流館⼟居家
フジ宇和店
着物体験タイムトリップ
卯之町バールOTO (オト)
道の駅きなはい屋しろかわ
寿司和泉屋
有限会社マルヨシ⽔産
⻄予市観光交流拠点施設あけはまーれレストラン
「海のダイニング」
⾖道楽
ビューティーサロンHIMIKO（ヒミコ）
ゆうぼく⺠
⽥舎⾵割烹ちゃぼ亭
kaji strawberry farm
農家レストラン ⾷堂ゆすかわ （企業組合 遊⼦
川ザ・リコピンズ）
開明学校・宇和⺠具館
⼭⽥屋まんじゅう宇和本店
⼭⽥屋まんじゅう国道店
愛媛県歴史⽂化博物館
居酒屋 欅（けやき）
鉄板焼美ゆき宇和店
ワケスポーツ宇和店
⾥の⼒也 (さとのちからなり)
みつ電幸防災
ゆうぼくの⾥
稲⽥クリーニング店
あけはまオートキャンプ場きゃんぱ
ホテル みかめ本館
フラワーショップ⻄川
創作料理 いそき屋
千の笑菓⼦ いそき屋
So-so
道の駅どんぶり館
宝泉坊ロッジ

特典
①ランチタイム【ノンアルコールワイン サービス】
②ディナータイム【ワンドリンク サービス】
①【温泉プール値引き】⼤⼈200円引き／⼦供100円引き
②【外来⼊浴 値引き】⼤⼈・⼦供とも100円引き
①【会計より5％OFF】レストラン
②【会計より5％OFF】宿泊
①毎⽉22⽇に【地元商品プレゼント】(先着50名)
②【エフカマネー500円分プレゼント】※当店できずなカード購⼊の⽅
①【1割引】着付け代(着物⼀式・⼩物)
②【1割引】着付け代（和の礼儀作法）
【10%OFF】3000円以上飲⾷された⽅
【10％OFF】城川ベーコンブロック購⼊の⽅
【アイスクリームサービス】
【カタログ掲載商品全品3％OFF】

住所

電話

35

⻄予市宇和町卯之町4-637

090-3181-5646

⻄予市城川町⾼野⼦46

0894-83-0200

⻄予市野村町惣川1290

0894-47-0636

⻄予市宇和町卯之町四丁⽬654番地

0894-62-7211

⻄予市宇和町卯之町3-223(⽂化の⾥休暇所)

0894-62-3843

⻄予市宇和町卯之町3-216
⻄予市城川町下相1008-1
⻄予市三瓶町朝⽴1-438-50
⻄予市明浜町⾼⼭甲3529番地

0894-89-1864
0894-48-1100
0894-33-0305
0894-64-1180

【カップ1杯サービス︕】⾃社製品みかんジュース

⻄予市明浜町⾼⼭甲461-1

0894-46-1330

【サービス】⾖乳カップ１杯 or きな粉50ｇ1袋のどちらか1つ
【シャンプーサンプル プレゼント（予約のみ）】
【ソフトドリンク１杯サービス】
【ソフトドリンク⼀杯無料】
【トッピング1つプレゼント】

⻄予市宇和町明⽯1486
⻄予市三瓶町安⼟530-8
⻄予市宇和町坂⼾673-1
⻄予市城川町古市1566
⻄予市宇和町信⾥1038 ※キッチンカーで各所に出店

0894-62-1022
0894-33-2462
0894-62-5877
0894-83-0177
080-5649-1515

【ドリンクサービス】⾷後のコーヒー or 紅茶

⻄予市城川町遊⼦⾕2370-1

0894-48-1663

【プレゼント】ポストカード1枚
【プレゼント】まんじゅう1個
【プレゼント】まんじゅう1個
【⼀般⼤⼈ ⼊館料100円引き】
【会計より200円引き】
【会計より5%OFF】
【会計時に5%OFF】
【栗茶シフォン】が半額
【⼯事代⾦1000円引き】
【⾃家製加⼯品をプレゼント】
【⾃社ポイントカード2倍】
【⾃社製品1本プレゼント】
【宿泊料⾦の５%OFF(税別)】
【商品代⾦5％OFF】
【⼩鉢1品サービス】
【笑菓⼦教室10%OFF】
【前髪カット１００円引き】
【通常1100円⇒850円︕】よくばり海鮮釜あげ丼
貸し切り⾵呂 1000円引き

⻄予市宇和町卯之町3-106
⻄予市宇和町卯之町3-288
⻄予市宇和町下松葉559-2
⻄予市宇和町卯之町四丁⽬11番地2
⻄予市野村町野村12-291
⻄予市宇和町卯之町3-339
⻄予市宇和町卯之町4丁⽬668番地7
⻄予市城川町窪野2560
⻄予市宇和町卯之町5丁⽬141-3
⻄予市宇和町坂⼾673-1
⻄予市宇和町卯之町4丁⽬409番地
⻄予市明浜町⾼⼭甲461-1
⻄予市三瓶町朝⽴1-548-2
⻄予市宇和町卯之町3丁⽬201
⻄予市宇和町卯之町2-329
⻄予市宇和町卯之町2-329
⻄予市宇和町稲⽣36
⻄予市宇和町稲⽣118
⻄予市城川町⾼野⼦64

0894-62-4292
0894-62-0030
0894-62-5064
0894-62-6222
0894-72-2772
0894-62-3608
0894-62-0260
080-5744-6498
0894-89-1630
0894-62-5877
0894-46-0582
0894-46-1330
0894-33-2001
0894-62-2187
0894-89-1763
0894-89-1763
0894-48-5918
0894-62-5778
0893-83-0151
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宇和島市

店名

企業組合花真珠
ラスク⼯房Leila
JRホテルクレメント宇和島 レストラン「シレーヌ」
⼟居真珠
伊予醸造
たかむら酒の店
宇和島市⽴伊達博物館
Cafe Polaris
ダイマサ真珠
amo
フジ吉⽥店
フジグラン北宇和島
フジ宇和島店
道の駅みま
⽇本庭園 南楽園
みんなのパソコン教室 宇和島本校
プリントラボ宇和島店
⽊藤時計店
住⾕釣具店
⼤阪やき三太 宇和島店
宇和島リージェントホテル鎌倉
和⽇輔 別邸 南楽園店
料理⽥むら
猫の⼿治療院
グリズリーBBQ＆CAMP
タイヤサロン
宇和島城天守
ハイウェイレストラン宇和島
道の駅みなとオアシスうわじま きさいや広場
醤油専⾨店 中荘本店
寿提夢（ジュテーム）
パティスリー・ジュテーム津島店
炭⽕焼⾁1129（イイニク）
SAKE-おでん 雅乃⾳
海鮮割烹 ⼀⼼
島原本舗 宇和島店
かどや弁天町店
とんかつ味奈味
KITCHEN NICORI
かどや駅前本店
クレール＆フィール スガハラ
アヴェニール スガハラ
きむら
K-Kitchen
きむら⼤浦店
天婦羅 天よし
カレーハウスCoCo壱番屋 宇和島国道56号店
喫茶シェイクハンド
宇佐美商店 × B.C.R宇和島
Dining Bar TRE-TRE
くすりの天寿堂
ダテ薬局
えびす薬局
いわまつ薬局
アーチ薬局
ASAHI
漁家⺠宿 遊海（ゆーみん）
宇和島オリエンタルホテル
歴史資料館
吉⽥ふれあい国安の郷
ひめみちゃんの駄菓⼦屋さん
福⽥百貨店
旬膳・郷⼟膳 和⽇輔
ビストロ ヱビス
トヨタレンタリース⻄四国 宇和島店
（有）天下のヒゲ店
フラワーショップたむら
まえだ
チッタ
ほづみ亭
島原本舗 本店
島原本舗 やすらぎの⾥店
井上蒲鉾本舗本店
井上蒲鉾本舗駅前店
じゃこてんバル まっすぐや
京町cafe 和（wakka）
⽥中蒲鉾本店
宇和島名産即売所
焼⾁酒楽 銀
⻲井蒲鉾
うわじまさかもとカバン店
友岡⾃動⾞

特典

①【商品10％off】
②予約でパールエステ10％off（完全予約制）
①平⽇利⽤【掲載商品10％OFF】
②平⽇利⽤【前⽇予約20％OFF】
①【会計より10％OFF】
②南予きずな膳3900円(税込)より500円引き
①【体験料10％OFF】真珠養殖場体験ツアー
②真珠製品 表⽰価格から20％OFF（⼀部商品を除く）
①【 50円引き】萬年味噌(⻨みそ)1kg
②酒粕1㎏ 20円引き
①宇和島の地酒「⻁の尾 ⼤吟醸/純⽶⼤吟醸」1.8L
②宇和島の地酒「⻁の尾 ⼤吟醸/純⽶⼤吟醸」720ml
①【⼊館料100円引き】
②伊達博物館特製⽸バッチプレゼント
①【サービス】ミニスイーツ1つ
②ミニスイーツ1つサービス
①【店内全商品20%OFF】
②フォーマルネックレス・リング 30% OFF
①【1メニュー20％off】
②【無料】超⾳波トリートメント
①【お菓⼦プレゼント】毎⽉15⽇〜17⽇の期間中 (先着50名)
②【エフカマネー500円分プレゼント】※当店できずなカード購⼊の⽅
①⽕曜限定【⾐料・くらしの品10％OFF・5％OFF】
②【エフカマネー500円分プレゼント】※当店できずなカード購⼊の⽅
①指定⽇曜⽇に使える【5％割引クーポン】プレゼント
②【エフカマネー500円分プレゼント】※当店できずなカード購⼊の⽅
①【50円引き】道の駅 みま オリジナルドレッシング
②【50円引き】テイクアウトボーノ ソフトクリーム
①【⼊園料 2割引】
②【10%割引】管理棟売店=代⾦10％割引、⾥の家=10％割引
①【10%OFF】チケット制(受講料･サポート料) から
②【10%OFF】⽉謝制(⼊会⾦と初⽉分) から
【 プレゼント︕】ハンカチタオル（「ウエアプリント」オーダーの⽅）
【１０％OFF】
【100円お買い物券】次回使える
【100円引き】
【100円引き】
【100円引き】
【100円引き】地⿂⽇替わり御膳(コーヒー付)
【10分延⻑無料】
【1杯無料︕】GRIZZLYオリジナルコーヒー（⼟⽇限定）
【200円引き】エンジンオイル、エレメント交換
【2割引】通常料⾦(200円)を2割引
【5％OFF】宇和島鯛めし
【50円引き︕】ロイズソフトクリーム
【50円引き】
【５０円商品券プレゼント】
【５０円商品券プレゼント】
【アイスサービス】お⾷事＋LINE＠登録で
【おでん1品サービス】
【お菓⼦1品サービス】当店⼿作り
【お会計より100円引き】
【サービス】アイスモナカ1個
【サービス】アイス最中（バニラ）1個
【サービス】ソフトドリンク1杯
【サービス】バニラアイスモナカ1個
【サービス】ヘアトリートメント
【サービス】ヘアトリートメント
【サービス】即席みそ汁(⽣みそタイプ)
【サービス】即席みそ汁(⽣みそタイプ)
【サービス】即席みそ汁(⽣みそタイプ)
【サービス】半熟卵天ぷら1つ
【セット野菜サラダ or フライドポテト or セットドリンク】から1つサービス
【ソフトドリンク半額】
【ドリンク100円引き】
【ドリンク1杯サービス】
【ドリンク1本サービス】
【ドリンク1本サービス】
【ドリンク1本サービス】
【ドリンク1本サービス】
【ドリンク1本サービス】
【ドリンク半額】
【ビール⼤瓶1本サービス or 300円引き】
【プレゼント︕】ポンジュース (200mlサイズ)1本
【プレゼント】オリジナル⽸バッジ
【プレゼント】カード提⽰でオリジナル⽸バッジ
【プレゼント】箱ものお菓⼦(100円相当)
【ボードゲーム無料】最初20分までのプレイ料⾦が無料で遊べます
【ワンドリンクサービス】⾷後のコーヒー or 紅茶から１つチョイス
【ワンドリンクサービス】⾷後のコーヒー or 紅茶から1つチョイス
【安⼼Ｗプラン(⽇額550円)サービス】
【会計から10%OFF】
【会計より10％OFF】
【会計より10％OFF】
【会計より1000円引き】
【会計より100円引き】
【会計より100円引き】
【会計より100円引き】
【会計より100円引き】
【会計より100円引き】
【会計より100円引き】
【会計より100円引き】
【会計より100円引き】
【会計より100円引き】
【会計より300円引き】
【会計より5%OFF】
【会計より5％OFF】
【期間中オイル交換10％OFF】
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住所

電話

97

宇和島市伊吹町甲946-2

0895-52-1577

宇和島市和霊町1227-3

0895-49-4037

宇和島市錦町10番1号

0895-23-6111

宇和島市三浦⻄5121-9

0895-29-0011

宇和島市恵美須町2丁⽬3番26号

0895-22-0172

宇和島市神⽥川原90番地

0895-22-0624

宇和島市御殿町9番14号

0895-22-7776

宇和島市伊吹町甲22-2

0895-22-4649

宇和島市天神町3－16

0895-22-2253

宇和島市中央町2丁⽬5-17

080-3166-2438

宇和島市吉⽥町東⼩路甲175-3

0895-52-2121

宇和島市伊吹町甲９１２番２

0895-25-1711

宇和島市恵美須町⼆丁⽬3番28号

0895-22-6565

宇和島市三間町務⽥180番地1

0895-58-1122

宇和島市津島町近家甲1813

0895-32-3344

宇和島市中央町１丁⽬7-24

050-3635-1185

宇和島市新⽥町1丁⽬1－41 阿武マンション 1F
宇和島市中央町1-5-7
宇和島市恵美須町2-2-8
宇和島市明倫町2-3-1
宇和島市丸之内1-2-24
宇和島市津島町近家甲1813 ⽇本庭園 南楽園内
宇和島市津島町⾼⽥甲280-2
宇和島市本町追⼿2-1-4
宇和島市吉⽥町知永4-199-1
宇和島市⾼串2-645-1
宇和島市丸之内
宇和島市⾼串3-58
宇和島市弁天町1丁⽬318-16
宇和島市寄松甲972番地1
宇和島市中央町2-2-6
宇和島市津島町⾼⽥甲2164
宇和島市中央町1-7-19
宇和島市丸之内1-1-5
宇和島市丸之内1-3-2
宇和島市栄町港2-4-18
宇和島市弁天町1丁⽬4-6
宇和島市 丸之内 3-3-10
宇和島市中央町2-4-6
宇和島市錦町8-1
宇和島市鶴島町2-17
宇和島市朝⽇町4丁⽬106-2
宇和島市御幸町2丁⽬2-26
宇和島市丸之内3丁⽬7-18
宇和島市⼤浦甲208
宇和島市中央町1－7－17
宇和島市川内甲1079-9
宇和島市吉⽥町東⼩路甲103番1
宇和島市吉⽥町⽴間2-2455
宇和島市中央町1-10-15サンビル4F
宇和島市恵美須町1丁⽬1-1
宇和島市丸之内3-2-1
宇和島市恵美須町1ー3ー10
宇和島市津島町⾼⽥丙542
宇和島市吉⽥町北⼩路甲201-2
宇和島市丸之内5丁⽬3-14
宇和島市平浦995－3
宇和島市鶴島町6-10
宇和島市住吉町2丁⽬4-36
宇和島市吉⽥町鶴間1503番地
宇和島市堀端町1-53
宇和島市津島町御内472
宇和島市恵美須町1-2-6
宇和島市恵美須町1-2-6-2Ｆ
宇和島市天神町230-71
宇和島市恵美須町１丁⽬４番２０号
宇和島市 津島町岩松甲855-3
宇和島市中央町2-5-23
宇和島市桝形町3丁⽬4-21
宇和島市新町2丁⽬3-8
宇和島市祝森甲4668番地
宇和島市津島町⾼⽥甲830-1
宇和島市桜町１－４７
宇和島市錦町9-2 パフィオ宇和島テナント棟
宇和島市丸之内1-5-12
宇和島市京町3-18
宇和島市中央町1-6-15
宇和島市錦町9-2
宇和島市中央町2丁⽬5-21
宇和島市栄町港1-2-11
宇和島市恵美須町2丁⽬3番33
宇和島市吉⽥町鶴間1800番地

0895-22-6028
0895-52-2255
0895-22-0289
0895-22-8776
0895-23-0808
0895-32-3344
0895-32-2023
0895-28-9777
090-9771-5107
0895-52-1771
0895-22-2832
0895-23-0818
0895-22-3934
0895-27-0369
0895-24-6055
0895-32-6055
0895-26-2919
0895-28-6234
0895-24-6698
0895-25-2101
0895-25-2511
0895-25-3373
0895-49-3506
0895-22-1543
0895-22-1214
0895-20-1811
0895-23-2826
0895-49-2665
0895-22-2235
0895-54-3607
0895-26-2270
0895-52-2336
0895-52-4185
090-5718-4020
0895-22-0777
0895-22-0085
0895-52-2727
0895-32-1002
0895-20-2081
0895-49-3381
0895-28-0182
0895-23-2828
0895-23-2400
0895-52-4884
090-1570-8792
090-8483-9826
0895-24-0028
0895-20-1007
0895-23-0708
0895-22-1730
0895-32-2221
0895-22-1451
0895-25-5454
0895-22-0041
0895-27-2277
0895-32-6229
0895-23-2266
0895-23-2268
090-3943-0206
080-1996-1023
0895-24-0215
0895-22-2718
0895-23-1771
0895-22-0176
0895-22-2743
0895-52-1217

https://ehime-kizunacard.jp/
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南レク オートキャンプ場
凪ハウス
ふくい真珠
美味美園 天赦園
井上真珠店
明倫薬局
宇和島市観光情報センター「シロシタ」
旭合名会社
畦地梅太郎記念美術館・井関邦三郎記念館
つづらや
ホテルイシバシ
おこのみかふぇMoCo
中川指圧治療院
真珠会館
CAFE VANILLA (カフェ バニラ)

⻤北町

店名

フジ広⾒店
ON&OFF オンアンドオフ
道の駅 広⾒森の三⾓ぼうし
サラダ館きほく店
⾼⽥商店
サロン・ド・ビビール
パティスリー縁
アエレール⻤北
カフェ＆ベーカリー みもざ
成川渓⾕休養センター
⽇吉夢産地
近永カメラ
⾚松酒店／お花やピカソ
フェザンフィレール
憩ふ⾷空間 ⾵
samcoupe (サムコッペ)
とんべキッチン

松野町

店名

【使⽤料 1割引】
【宿泊料200円引き】
【真珠製品 20％OFF】
【進呈】天赦園の無料⼊園券
【粗品プレゼント】
【粗品プレゼント】
【体験料500円OFF】Myブーヤレの制作体験料
【調味料プレゼント】
【⼊館料100円引き】
【猫グッズ１０％OFF】
【無料サービス】コーヒー or ジュース or お茶
トッピング無料（120円まで）
新規限定【 1回500円引き】
真珠製品20％OFF
平⽇ランチ注⽂で【デザートサービス 】本⽇のデザート (100円〜)
特典
①【毎⽉15⽇限定︕北宇和⾼校の花苗 or クッキープレゼント】先着
300名(⽉によって特典変更あり)
②【エフカマネー500円分プレゼント】※当店できずなカード購⼊の⽅
①【初回限定プレゼント】ON&amp;OFFオリジナル ⼩物⼊れになる レト
ロ灰⽫
【50円引き】バニラソフトクリーム
【Tポイント2倍付与】お買い上げ時に
【お買い物で粗品進呈】
【コスメ商品プレゼント】シャンプー・コンディショナーorアイブローペンシル
【フルーツジュレプレゼント】
【プレゼント】ほっとホット粗品
【プレゼント】ミニパン（70円相当）をプレゼント
【プレゼント】昔ながらの⼿作りの飴
【ゆずシャーベット20円引き】
【会計より10％OFF】
【会計より100円引き】
【会計より5%OFF】
【会計より50円引き】
【会計より50円引き】
【会計より50円引き】お弁当
特典

宇和島市津島町近家甲1604
宇和島市吉⽥町奥浦甲266
宇和島市栄町港1-5-15
宇和島市天赦公園⼄2059ー5
宇和島市中央町2丁⽬4-11
宇和島市広⼩路2-40
宇和島市丸之内5丁⽬1-4
宇和島市吉⽥町東⼩路甲112-2
宇和島市三間町務⽥180-1
宇和島市恵美須町1-2-10
宇和島市栄町港2丁⽬4-14
宇和島市朝⽇町1-4-11
宇和島市丸之内1-6-10
宇和島市⾼串3-58
宇和島市中沢町2丁⽬3-7
住所
北宇和郡⻤北町近永390番地

0895-32-6211
090-4780-8491
0895-22-1215
0895-23-5411
0895-22-3426
0895-28-6669
0895-49-5700
0895-52-0242
0895-58-1133
0895-22-0920
0895-22-5540
0895-22-0762
050-3578-7354
0895-23-0818
0895-26-2626
電話

17

0895-20-6211

北宇和郡⻤北町⼩松110-1

0895-48-0459

北宇和郡⻤北町永野市138番地6
北宇和郡⻤北町近永1005-1
北宇和郡⻤北町近永1022
北宇和郡⻤北町芝107-8
北宇和郡⻤北町⼤字出⽬2162
北宇和郡⻤北町⼤字近永156
北宇和郡⻤北町近永81番地
北宇和郡⻤北町奈良成川国有林内
北宇和郡⻤北町下鍵⼭54
北宇和郡⻤北町近永1005
北宇和郡⻤北町永野市442-1
北宇和郡⻤北町川上1961
北宇和郡⻤北町⼤字下⼤野14-4
北宇和郡⻤北町近永657-2
北宇和郡⻤北町⼤字奈良2840-1

0895-45-3751
0895-54-1335
0120-45-0078
0895-45-1607
0895-45-3789
0895-54-0208
0895-45-0138
0895-45-2639
0895-44-2340
0895-45-0053
0895-45-0011
0895-49-3373
0895-48-0300
080-8633-6422
0895-49-3828

住所

電話

22

①【ステッカー進呈】オリジナル
②⾷後のコーヒー100円引き
【100円引き】サンドブラスト体験料
【100円引き】ソフトクリーム
【2割引】おさかな館⼊場料
【50円引き】ソフトドリンク
【サービス】ソフトドリンク1杯（ディナータイム）
【サービス】ホットコーヒー1杯
【サービス】焼きマシュマロセット（マシュマロとクラッカー）
【プレゼント】ポッポ温泉⼊浴券
【プレゼント】ぽっぽ温泉⼊浴券
【プレゼント】ぽっぽ温泉⼊浴券
【プレゼント】ぽっぽ温泉⼊浴券
【ワンドリンクサービス】季節の飲み物
【⼀品サービス】季節によってメニュー変更あり
【会計から200円引き】
【会計より50円引き】
【宿泊代1000円引き】
【粗品進呈】
【⼊館料100円引き】

宇和島市野川滑床国有林2065林班り⼩班

0895-49-1535

道の駅虹の森公園まつの 森の国ガラス⼯房
森の国ファーム
おさかな館
レストラン遊鶴⽻ (ゆずりは)
⽔際のロッジ
森とパン
BBQ城
フォレストキャニオン 四万⼗ベース
フォレストキャニオン 滑床ベース
四季の粋
ゲスト古⺠家 ⾹霞楼
森の国の宿 あざみ野
森の国の宿 おんごく
居酒屋 ⻑太郎
菓⼦⼯房Kazu
森の国の宿 桧の本
グッドリバー
芝不器男記念館

北宇和郡松野町延野々1510-1
北宇和郡松野町延野々1500
北宇和郡松野町延野々1510-1
北宇和郡松野町延野々1510-1
北宇和郡松野町⽬⿊滑床渓⾕
北宇和郡松野町⽬⿊386-1
北宇和郡松野町⼤字松丸244
⾼知県⾼岡郡四万⼗町広瀬583-13
北宇和郡松野町⽬⿊610
北宇和郡松野町吉野596
北宇和郡松野町吉野2443
北宇和郡松野町⽬⿊1430
北宇和郡松野町上家地480
北宇和郡松野町松丸197-2
北宇和郡松野町松野町⼤字松丸88
北宇和郡松野町豊岡768
北宇和郡松野町⽬⿊2885-5
北宇和郡松野町⼤字松丸258番地

⽬⿊ふるさと館

【⼊館料100円引き】

北宇和郡松野町⼤字⽬⿊684-2

森の国 ぽっぽ温泉
Selvaggio (セルヴァッジオ)

【⼊浴料100円引き】
ランチ注⽂で【ソフトドリンク1杯】サービス

北宇和郡松野町松丸1661
北宇和郡松野町⽬⿊滑床渓⾕

0895-20-5006
0895-52-5380
0895-52-5006
0895-52-5006
0895-54-0331
0895-43-0331
090-6286-9689
0895-54-6663
0895-54-6663
0895-54-0063
0895-54-0063
0895-43-0008
080-2991-5045
0895-42-0481
0895-49-1257
090-7570-5374
0895-49-2216
0895-42-1584
0895-42-1118
（松野町教育委員
0895-20-5526
0895-54-0331

滑床アウトドアセンター万年荘
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愛南町

店名

須ノ川公園
富岡酒店
宇和海国⽴公園 ⻘い国ホテル
フジ南宇和店
⼀本松温泉あけぼの荘
道の駅みしょうMIC
かめや旅館
樹村
パティスリー・ジュテーム愛南店
⼭代屋旅館
⽩椿
DINING桜坂
お好み焼きひらの
珈琲館 花の⽊
愛南市場⾷堂
⼤下⺠宿
フレッシュ⼀本松
鉄板 かめお
サロンド むつみ
炭焼き 船波
なんぐん薬局
あいなん薬局
ホテルセレクト愛媛愛南町
緑新鮮市
ナチュラル⼯房la vita (ラヴィータ)
Hirabae Divers (ヒラバエダイバーズ)
⻲きち
伊勢屋
フラワーショップ サフラン
⺠宿⼭本屋
辻三親商会 フジマルツ醤油
安延遊漁（やすのべゆうぎょ）
お⾷事処なにわ
南レク ジャンボプール
⼭出憩いの⾥温泉
ゆらり内海
愛南町観光協会
宝⽔産有限会社
⻄海観光船

南予エリア以外 ※県外含む

店名
⾺⽴パーキングエリア(上り線) モテナス⾺⽴
九四オレンジフェリー ⾅杵窓⼝
宇和島運輸フェリー 別府港
宇和島運輸フェリー ⾅杵港
松⼭空港いよてつショップ
道の駅四万⼗とおわ
道の駅 よって⻄⼟佐
松⼭空港シェフズキッチン
松⼭空港すし処
今治タオル 松⼭エアポートストア
トヨタレンタリース⻄四国 松⼭店
トヨタレンタリース⻄四国 新居浜店
トヨタレンタリース⻄四国 今治店
トヨタレンタリース⻄四国 JR伊予三島駅店
トヨタレンタリース⻄四国 松⼭空港店
松⼭観光港いよてつショップ
伊予灘サービスエリア(下り線)
伊予灘サービスエリア(上り線)
⽯鎚⼭サービスエリア(下り線)
⽯鎚⼭サービスエリア(上り線)
国道九四フェリー 佐賀関営業所

特典
①【レンタル料10％OFF】シーカヤック・シュノーケリング⽤具レンタル料
②清掃協⼒費 10％OFF（キャンプ場の利⽤）
①【500円以上100円引き／500円未満50円引き／2000円以上
10％引き】②かつおくんカードポイント２倍
①【朝⾷料⾦100円引き】
②【⽵製品のアメニティ 3品の中で1品サービス】
①⽇曜⽇に使える【5％割引クーポン】プレゼント
②【エフカマネー500円分プレゼント】※当店できずなカード購⼊の⽅
【10%OFF】チャンポン注⽂で10%OFF
【100円引き】愛南ゴールドポン酢
【500円引き】宿泊代(⼣⾷付)
【50円引き】
【50円商品券をプレゼント】
【あら煮コース10％OFF】宿泊プラン︓あら煮コース10％OFF
【うどん注⽂で50円引き】
【お好きなアイスクリーム無料】
【お好み焼100円引き】
【ケーキ1つプレゼント】
【サービス】アイスコーヒー1杯
【サービス】オリジナルボールペン＆⾷後のコーヒー
【サービス】ソフトドリンク１本（天然⽔or緑茶）
【サービス】バニラアイス( ワンディッシャー)
【シャンプー代サービス】
【ドリンク1杯サービス】
【ドリンク1本サービス】
【ドリンク1本サービス】
【プレゼント】ペットボトル飲料⽔（1⼈1本）
【プレゼント】らくれんカフェオレ(250?)1個
【ラスクサービス】ピッツァ注⽂で
【レンタル器材無料】
【ワンドリンクサービス】
【会計より10%OFF】平⽇限定
【会計より100円引き】
【宿泊代500円引き】
【商品購⼊で粗品進呈】
【乗船料1名1000円引き】
【⾷後のコーヒー1杯サービス】
【⼊場料 1割引】
【⼊浴料100円引き】
【⼊浴料100円引き】⾷事された⽅2名まで利⽤可
レンタサイクルを利⽤で【なーしくんタオル１枚進呈】
商品10%OFF
乗船料【⼤⼈料⾦ 1割引】海中展望船（ユメカイナ・ガイヤナ）
特典
【1杯無料︕】モテナスコーヒー(ホットorアイス)
【5%OFF︕】徒歩のお客様旅客料⾦5％OFF（当⼈のみ）、乗⽤⾞の
お客様⾞両・旅客料⾦5％OFF（⾞両定員まで）
【5％OFF】フェリー運賃全等級
【5％OFF】フェリー運賃全等級
【コーヒー券プレゼント】
【とおわ⾷堂利⽤で会計より50円引き】
【バニラソフトクリーム50円引き】
【プレゼント】100円クーポン券
【プレゼント】100円クーポン券
【プレゼント】ふわりハンカチ１枚
【安⼼Ｗプラン(⽇額550円)サービス】
【安⼼Ｗプラン(⽇額550円)サービス】
【安⼼Ｗプラン(⽇額550円)サービス】
【安⼼Ｗプラン(⽇額550円)サービス】
【安⼼Ｗプラン(⽇額550円)サービス】
【会計より7％OFF 】
【全商品7%割引】伊予灘サービスエリア(下り線)内ショッピングコーナーでの
お買い物（※⼀部対象外商品あり）
【全商品7%割引】伊予灘サービスエリア(上り線)内ショッピングコーナーでの
お買い物（※⼀部対象外商品あり）
【全商品7%割引】⽯鎚⼭サービスエリア(下り線)内ショッピングコーナーでの
お買い物（※⼀部対象外商品あり）
【全商品7%割引】⽯鎚⼭サービスエリア(上り線)内ショッピングコーナーでの
お買い物（※⼀部対象外商品あり）
【展望席に優待】
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住所

電話

39

南宇和郡愛南町須ノ川288番地

0895-85-0200

南宇和郡愛南町城辺甲2698

0895-72-7271

南宇和郡愛南町御荘平城3929-3

0895-72-2131

南宇和郡愛南町城辺⼄544番地

0895-73-0111

南宇和郡愛南町増⽥5470
南宇和郡愛南町御荘平城4296-1
南宇和郡愛南町柏1976
南宇和郡愛南町岩⽔36
南宇和郡愛南町御荘平城565-1
南宇和郡愛南町御荘平城2270
南宇和郡愛南町3612
南宇和郡愛南町城辺甲２８２－１
南宇和郡愛南町御荘平城3621-3
南宇和郡愛南町御荘平城3630ｰ1
南宇和郡愛南町鯆越166-4
南宇和郡愛南町中泊375
南宇和郡愛南町増⽥5470番地
南宇和郡愛南町城辺甲3842
南宇和郡愛南町城辺甲236-3
南宇和郡愛南町柏319
南宇和郡愛南町城辺甲2463ー2
南宇和郡愛南町⼀本松3382-4
南宇和郡愛南町広⾒3377-1
南宇和郡愛南町緑⼄712
南宇和郡愛南町城辺甲3831-2
南宇和郡愛南町平碆141-1
南宇和郡愛南町柏1975
南宇和郡愛南町城辺甲2683-2
南宇和郡愛南町城辺甲2742
南宇和郡愛南町⾼畑43-2
南宇和郡愛南町御荘平城5360
南宇和郡愛南町御荘和⼝272
南宇和郡愛南町御荘平城3924番地1
南宇和郡愛南町御荘平城728
南宇和郡愛南町緑⼄4082-1
南宇和郡愛南町須ノ川286
南宇和郡愛南町御荘平城4296-1
南宇和郡愛南町柏617番地
南宇和郡愛南町船越1599

0895-84-3260
0895-72-1115
0895-85-0007
0895-72-0560
095-72-7055
0895-72-0001
090-6286-7668
0895-72-0886
0895-73-2169
0895-73-0012
0895-73-2556
0895-82-0211
0895-84-3555
090-9071-3988
0895-72-1018
0895-58-0939
0895-70-1345
0895-73-7300
0895-84-3311
0895-72-5988
0895-72-2080
0895-73-8553
0895-85-0135
0895-72-5229
0895-73-0878
0895-57-0230
0895-72-0032
090-1008-5726
0895-72-1411
0895-73-0170
0895-72-6263
0895-85-1155
0895-73-0444
0895-70-6068
0895-82-0280

住所
四国中央市新宮町⾺⽴2番地

電話
0896-72-2469

21

⼤分県⾅杵市板知屋1257番地の7

0894-22-2289

⼤分県別府市南⽯垣無番地
⼤分県⾅杵市板知屋⼤寺浦1257-7
松⼭市南吉⽥町2731 松⼭空港内2階
⾼知県⾼岡郡四万⼗町⼗和川⼝62-9
⾼知県四万⼗市⻄⼟佐江川崎2410-3
松⼭市南吉⽥町2731 松⼭空港2階
松⼭市南吉⽥町2731 松⼭空港内2階
松⼭市南吉⽥町2731 松⼭空港1階
松⼭市宮⽥町109-6
新居浜市久保⽥町1-6-4
今治市北宝来町3-3-1
四国中央市三島中央3丁⽬1-37
松⼭市南吉⽥町2750-12
松⼭市⾼浜町5丁⽬2259－1 松⼭観光港内

0977-21-2364
0972-63-5118
089-997-0226
0880-28-5421
0880-52-1398
089-973-5011
089-997-2201
089-997-2012
089-931-0100
0897-34-9100
0898-33-1100
0896-77-3600
089-972-6100
089-967-6677

伊予市宮下2517-1

089-946-7775

伊予市宮下2804-1

089-946-7755

⻄条市⼩松町⼤字新屋敷⼄34-4

0898-87-6450

⻄条市⼩松町新屋敷⾅⾕⼄22ー20

0898-87-6500

⼤分県⼤分市⼤字佐賀関750

097-575-1020

https://ehime-kizunacard.jp/

