宿泊地域振興券取扱店舗一覧
店舗名

店舗所在地

大洲

店舗TEL

業種

その他（観光施設）

69 カフェグリーンハウス

大洲市徳森342

090-2788-6056 飲食店

小売店

71 うめたこ本店

大洲市徳森1533-2

0893-25-0826

飲食店

小売店

73 ホテルオータ

大洲市田口36-4

0893-24-3533

旅館・ホテル

75 にし川

大洲市田口甲392-6

0893-24-4046

飲食店

77 村田文福老舗 如法寺工場店

大洲市田口字今出甲2624-6

0893-23-4179

小売店

その他（観光農園）

3 川魚料理なかつか

大洲市柚木340

0893-24-2457

飲食店

5 大洲炉端 油屋

大洲市大洲42

0893-23-9860

飲食店

4 ひらのや製造本舗

6 アンティークなずな

7 おおず赤煉瓦館

8 臥龍醸造 GARYU BREWING

9 yumehonoka

10 花の日々

11 村田文福老舗 本町本店

大洲市大洲14

大洲市大洲46

大洲市大洲60

大洲市大洲98-1

大洲市大洲98-1 臥龍煉瓦倉庫内

大洲市大洲146番地

大洲市大洲183番地

0893-24-2746

0893-50-8030

0893-24-1281

0893-23-9190

0893-23-9227

080-3924-8700

0893-24-2359

旅館・ホテル

0893-23-5889

0893-24-7665
0893-23-9156

0893-24-3634

大洲市中村251-2 アンザイビル1階

大洲市松尾2171
大洲市柚木317

大洲市中村629

詳細はこちら

67 LOCALE

1 幸野観光なし園
2 盤泉荘

66 ときわ旅館

2022年8月3日現在

小売店

飲食店

飲食店

小売店

小売店

68 かめやうどん

70 セブンーイレブン 大洲徳森店

72 ジャン

大洲市徳森337-3

大洲市徳森字渡り1349-3

大洲市田口甲3-3

74 福ちゃんラーメン

76 ラウンジLP

78 セブン-イレブン大洲中央病院前店

大洲市田口甲77-3

大洲市田口甲418-2

大洲市東大洲13-1

0893-25-0041

0893-25-5611

0893-57-6718

0893-23-0225

0893-24-1231

飲食店

飲食店

コンビニ

飲食店

飲食店

飲食店

0893-24-5535

コンビニ

0893-23-2303

飲食店

12 丸星藤樹堂

大洲市大洲264

0893-24-2830

小売店

79 焼肉 金剛山

大洲市東大洲26

0893-23-2565

14 NIPPONIA HOTEL 大洲 城下町

大洲市大洲378番地

080-7004-1272

旅館・ホテル

81 RISATA72

大洲市東大洲80-1

080-3167-6712 飲食店

83 居酒屋YAMATOYA

大洲市東大洲95-2

0893-24-1238

飲食店

85 シャトレーゼ大洲店

大洲市東大洲114-1

0893-23-0710

小売店

87 AJI10

大洲市東大洲783-1

0893-57-6123

飲食店

89 ビストロ サンマルシェ

大洲市東大洲1048-3

0893-25-0881

飲食店

飲食店

91 Bar&Cafe Roy's

大洲市東大洲1340-1

0893-25-6005

飲食店

その他（観光施設）

93 プラザカフェ

大洲市東大洲1341

090-2788-6056 飲食店

その他（観光業）

95 BREAD＆COFFEE 茶蔵

大洲市東大洲1481-1

0893-25-7775

飲食店

飲食店

97 ハタダ大洲店

大洲市東大洲1489-4

0893-25-3959

小売店

99 リカーショップおだに

大洲市東大洲1596

0893-25-1922

小売店

101 第八さつき丸

大洲市東大洲1703 オズメッセ内

0893-59-4567

飲食店

103 洋菓子専門店パティスリー

大洲市新谷乙1597-1

0893-25-3635

小売店

店舗TEL

業種

13 しずくや
15 ロサ

16 葵CAFE

大洲市大洲378
大洲市大洲391
大洲市大洲392

17 OZU＋

大洲市大洲393

18 茶寮平野屋

大洲市大洲394-1

19 臥龍山荘

20 酒乃さわだ 小倉邸
21 商舗・廊 村上邸
22 よねざわ

23 ファミリーマート大洲市役所前店
24 分油屋

25 大洲まちの駅あさもや
26 大洲観光総合案内所

27 網元

28 大洲市観光協会

大洲市大洲411-2
大洲市大洲446

大洲市大洲450番地
大洲市大洲610

大洲市大洲644-9
大洲市大洲649-1
大洲市大洲649-1
大洲市大洲649-1

大洲市大洲651-4

大洲市大洲690番地1

0893-57-6679

小売店

050-3717－3180 小売店
070-2223-0123

飲食店

090-7624-4575

飲食店

0893-24-6710

0893-24-3759

0893-25-3838
0893-57-9771

0893-24-2639
0893-24-2531
0893-57-9300
0893-24-7011
0893-57-6655

0893-23-5351

0893-24-2664

小売店
その他（観光施設）
小売店
小売店

飲食店

コンビニ
小売店
飲食店

29 大洲城

大洲市大洲903

0893-24-1146

その他（観光施設）

31 Cafe&Bar霧隠れ

大洲市大洲市大洲146

080-8636-6194

飲食店

30 羅り瑠れ櫓

32 Bar Louis

33 ひぬるわ

34 ローソン市立大洲病院前店

大洲市大洲727

大洲市大洲608番地

大洲市大洲619

大洲市西大洲甲596

0893-24-2576
0893-23-3235

0893-23-9944

0893-23-3788

飲食店

飲食店

コンビニ

80 アリラン

大洲市東大洲30

82 炭火やきとり一休

84 セブン-イレブン 愛媛大洲街道店
86 もつ鍋居酒屋熱炎
88 炉端 喜三郎
90 薩摩の牛太

大洲店

92 オオズプラザホテル
94 うどん処 もり幸

96 カラオケCLUB DAM 大洲店

98 風人月下

東大洲店

100 たいき産直市愛たい菜

35 ファミリーマート西大洲店

大洲市西大洲甲1010-1

0893-50-8355

コンビニ

102 じょうもん

37 ローソン大洲平野店

大洲市平野町野田457-1

0893-24-4030

コンビニ

104 菓子処 井筒屋

36 おち酒店

38 綿六旅館

39 酒乃さわだ

大洲市若宮594-14

41 料苑たる井

大洲市若宮465-1

42 野久保製菓舗

43 真手打ちうどん 水郷

44 博多乃風 らーめん大郷
45 焼肉 大ちょうちん

47 大洲ぱすたいむ

大洲市八多喜町甲101番地
大洲市五郎甲2682

40 和來処 ことり

46 炭火やきとり

大洲市西大洲甲1304-1

音羽家

48 つくねや べん慶 大洲店
49 居酒屋 さくら
50 焼肉JIDAI

51 CAFE&BAR7716

大洲市若宮471

大洲市若宮926-1

大洲市若宮922-8
大洲市若宮980

大洲市若宮1008-2

0893-24-2414

0893-26-0305
0893-25-3838
0893-24-3616
0893-24-4585

0893-24-2031

0893-24-7733

0893-23-5115

0893-24-5452
0893-23-2570

小売店

旅館・ホテル
小売店

飲食店

飲食店

飲食店
飲食店

飲食店
飲食店

飲食店

54 伊予大洲駅観光案内所

大洲市中村119

0893-57-9161

その他（観光施設）

56 中国菜館 蓮花

57 レストラン＆バー創作

大洲市中村219-1

大洲市中村219-1

0893-24-1273

0893-24-6943

飲食店

飲食店

飲食店

飲食店

大洲市長浜甲287番地

108 米田七宝堂

大洲市長浜甲433

109 大西商店

大洲市長浜甲659

110 MR.SMITH

111 じゃこてんや下坂

鶴丸

113 大洲市交流促進センター鹿野川荘

114 小薮温泉
115 道の駅

清流の里ひじかわ

116 食べ処呑み処

味人

117 ひじかわレストランおしどり

118 コンビニ＆リカーショップいまおか

119 鹿野川主婦の店

120 福栄堂菓子舗

58 冨永松栄堂アクトピア店

大洲市中村246-1 アクトピア大洲内

0893-24-1820

小売店

121 養老酒造

60 ラウンジ月灯

大洲市中村507-5

0893-24-4488

飲食店

123 風の博物館・歌麿館

59 （株）谷本蒲鉾店アクトピア大洲店
61 との町たる井

62 酒処 檜き家
63 梶田商店

64 iino assemble

65 鉄板焼 美ゆき

大洲市中村246-1 アクトピア大洲１階
大洲市中村553-19
大洲市中村577
大洲市中村559

大洲市中村559

大洲市中村618-8

0893-57-7821

0893-24-3000
0893-24-0507
0893-24-2021

0893-59-1205

0893-24-3308

0893-25-6262

0893-59-4533

0893-25-0507

飲食店

小売店

飲食店

小売店

小売店

小売店

0893-24-3353

大洲市新谷町甲9

0893-57-6262

その他（カラオケ店）

0893-52-0364

0893-24-2475

大洲市中村210-39

大洲市東若宮2-10

0893-25-7776

飲食店

大洲市長浜甲430-2

大洲市常盤町88番地

55 尾張屋

大洲市大洲1702-1

0893-25-6031

旅館・ホテル

107 玉井菓子舗

店舗名

0893-24-3510

大洲市東大洲1490-3

店舗所在地

106 冨屋金兵衛邸

飲食店

大洲市常盤町94番地

大洲市東大洲1481-1

0893-25-1100

飲食店

小売店

旅館・ホテル

52 ジャポネ－ズ洋菓子店

53 旬菜麹屋 古酒 オールディーズ

大洲市東大洲1341

0893-25-5001

飲食店

飲食店

0893-24-3450

0893-37-4322

大洲市東大洲1341

0893-25-5550

飲食店

0893-52-0602

大洲市常磐町21-1

大洲市常盤町65-1 2階

大洲市東大洲1049-1

0893-24-1771

コンビニ

大洲市長浜甲645-4

112 母ちゃんの店

0893-23-9966

大洲市東大洲783-1

0893-23-5711

飲食店

105 御食事処かねや

飲食店

大洲市常磐町22-1

大洲市東大洲414

0893-24-0024

飲食店

0893-24-5003
0893-57-9313

大洲市東大洲96-1

長浜

店舗名

大洲市常盤町20

大洲市常盤町20-1

大洲市東大洲93-2

飲食店

小売店

飲食店
飲食店

122 ふれあいの里

店舗名

鹿鳴園

小売店

124 河辺ふるさとの宿

飲食店

126 あまごの里

小売店

125 いわな荘

大洲市長浜町晴海3-56

大洲市長浜町櫛生乙235-1

0893-52-1061

0893-52-0341

0893-52-0641

旅館・ホテル
小売店

小売店

090-8696-0434 小売店
0893-53-0066

小売店

大洲市長浜町櫛生乙235-1

0893-53-0024

飲食店

店舗所在地

店舗TEL

業種

肱川

大洲市肱川町宇和川588番地1

大洲市肱川町宇和川1433-1
大洲市肱川町宇和川3030
大洲市肱川町宇和川3030

大洲市肱川町宇和川3030

大洲市肱川町宇和川3030

大洲市肱川町宇和川3030

大洲市肱川町山鳥坂103

0893-34-2000

0893-34-2007

0893-34-2700
0893-34-2900

0893-34-3377

0893-34-2811

0893-34-2345

0893-34-2508

旅館・ホテル

旅館・ホテル
小売店
飲食店

飲食店

コンビニ

小売店

小売店

大洲市肱川町山鳥坂49

0893-34-2352

小売店

大洲市肱川町予子林99-1

0893-34-2181

小売店

大洲市肱川町予子林94

河辺

店舗所在地

大洲市河辺町三嶋134番地

大洲市河辺町北平2455番地
大洲市河辺町北平4293

0893-34-2333

店舗TEL

0893-39-2211

0893-39-2254

0893-39-2915

旅館・ホテル

業種

旅館・ホテル

旅館・ホテル

旅館・ホテル

