
ドラッグストア マツモトキヨシ 松山大街道店 飲食 PRONTO松山大街道店

美容/健康 ビューティーライズ 飲食 博多からあげ響　松山店

小売 100円ショップおかもと 飲食 松山はまさく

飲食 子ぐまの芋蜜 飲食 ステーキ食堂　大街道店

飲食 上岡軒 飲食 松山 坊っちゃん

飲食 noma-noma(のま果樹園 松山大街道店） 飲食 忠孝

衣類 有限会社 ウーマン 飲食 フルーツ パーラー みしま

衣類 ヨシダファッションギャラリー 飲食 フライングスコッツマン大街道

衣類 アゼリア・ドゥー 飲食 LIVE HOUSE BAR YAHMAN33

その他 アミューズメントパークMG大街道店 飲食 Honesty

百貨店 松山三越　※下記参照／一部店舗のみ対応 飲食 労研饅頭たけうち 大街道支店

ドラッグストア ツルヤ薬局 飲食 一六本舗 大街道本店

ドラッグストア POWER DRUG ONE’S大街道店 飲食 イスタンブール・テラス

美容/健康 ORIS WHITE 松山院 飲食 ダイニングバー フルフル

美容/健康 スズラン 美容室 飲食 T-NGON

美容/健康 リフレスポット アルファ 衣類 おりひめ友禅株式会社

小売 無印良品　松山 衣類 Bless of Bless

小売 陶器のくまもと 衣類 ＆PAVONE

小売 SerenDip明屋書店アエル店(～12月末まで) 衣類 KASHIYAMA BLESS 松山大街道店

小売 Uwajima Inoue Pearl 衣類 PARIGOT松山

小売 スペース田中 大街道店 衣類 合資会社 マナベスポーツ

小売 デュークショップ松山 その他 ファーストボウル

小売 Deux その他 カラオケクラブ ファースト

飲食 Café&Osteria Lamp その他 愛媛・松山観光ｲﾝﾌｫﾒｰｼｮﾝｾﾝﾀｰ だんだんinfo

※ドン・キホーテ松山大街道店、いよてつ髙島屋ではご利用いただけません。 （2022年12月2日時点）
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２０２２年 歳末大抽選会 マチケット利用可能店舗一覧

【マチケット・まちペイサービスに関するお問い合わせ先】

マチカショップ TEL：089-993-6007

松山市湊町3-7-10

営業時間：10時~19時 ※12/31・1/1は、年末年始休業

歳末抽選会でお渡ししたマチケットは、一覧に記載のまちペイ加盟店・売り場のみでご利用いただけます。

すべてのまちペイ加盟店で利用できるチケットではございませんのでご注意ください。

（マチカアプリに取り込んだ場合も同様。裏面、マチケット利用時の注意点もご確認ください。）

松山三越内 マチケットの利用できる店舗はこちら

Ｂ１階：ハマヤカフェ（店内飲食のみ）

Ｂ１階：エノテカワインバー

１階：坊ちゃんフードホール 各ショップ

１階：ゴディバ（カフェメニューのみ）

１階：雑貨マルシェ「カラーレスカラーズ」

２階：化粧品（シャネル・ＳＯＬは除く）

２階：カフェコムサ（店内飲食のみ）

※上記以外の売り場ではご利用いただけません。



スーパー等 街の駅 みしょうMIC 小売 チャティクロス銀天街店

美容/健康 ヘッドヘブン　 小売 BLESS松山店

小売 有限会社 松島陶器店 小売 髙久保佛具店

小売 桜産業 飲食 キミとホイップ松山銀天街店

小売 Puchi Bless 小売 SALAD BOWL 銀天街店

小売 mono+CLip 小売 BIJOU PIKO 松山店

小売 有限会社 三浦屋文具店 小売 フジカワ銀天街本店

小売 結納・漆器 青野 小売 アヅマヤ化粧品店

小売 横田ボタン店 飲食 タリーズコーヒー松山銀天街店

小売 ハラダ 飲食 Sortie charmee

飲食 かじまやキッチン 飲食 サンイート松山

飲食 茶々　 飲食 お茶の柴田園

飲食 とりからくん湊町店 飲食 ドトールコーヒーショップ松山湊町店

飲食 MASUO 衣類 有限会社 近藤鞄店

飲食 MiRai 衣類 POCHETTE

飲食 薄墨羊羹 本店 衣類 ヤマトヤ

衣類 高級呉服 塩屋 衣類 marsh＊mallow

衣類 ふ志や呉服店 衣類 スーツセレクト

衣類 オンディーヌ松山店 衣類 PLUS TOKAGEYA

衣類 シューズ＆バッグ AOKi 衣類 エメフィール松山銀天街店

衣類 ガース 衣類 Wacoal Garden Bless

衣類 アゼリア 衣類 PEANUTS

衣類 IRIE 衣類 Gram松山店

衣類 DRÖM(ドレム） 衣類 ユナイテッドオーク銀天街店

衣類 エピクロス 衣類 クロワイズム

衣類 チョウヤ本店 衣類 ちびっ子ハウス のま

その他 マチカショップ　※物販のみ利用可 美容/健康 Trois salon de coiffure

スーパー等 大西　食料品店 飲食 とんかつ 活よし

ドラッグストア ココカラファイン銀天街店 飲食 まつちかステーキ食堂

ドラッグストア マツモトキヨシ 松山銀天街店 飲食 HARE/PAN matsuchika

美容/健康 Nail Chick KOBE 飲食 ＢＡＬ

小売 生活陶器の店 さいき 飲食 カレーショップ デリー

小売 メガネスーパー 松山銀天街店 衣類 レディースショップ イエイエ

小売 PRIVE tc その他 ケーブルショップ まつちか

ま

つ

ち

か

タ

ウ

ン

銀

天

街

４

銀

天

街

4

銀

天

街

３

必ずご確認ください！マチケット利用時の注意点

◆おつりはでませんので、あらかじめご了承ください。

◆この一覧に記載のないまちペイ加盟店ではご利用いただけません。

◆アプリに取込み済の紙タイプのマチケットは無効となりますので、

支払い時にお渡しにならないようお願いいたします。

◆有効期限内にご利用ください。

（2022年12月2日時点）

２０２２年 歳末大抽選会 マチケット利用可能店舗一覧

最新のマチケット利用可能店舗は

こちらに更新予定です。

【リスト】をご確認ください


