
2023/3/13 現在

No, 加盟店名 カテゴリ名 新エリア

1 CREPE&CAFE　Hi5 [飲食]喫茶・甘味処・カフェ 花園町

2 黒潮亭 [飲食]居酒屋 花園町

3 ザ パークエムズコーヒー [飲食]喫茶・甘味処・カフェ 花園町

4 SAPP BURGER [飲食]喫茶・甘味処・カフェ 花園町

5 樹蘭子花園本店 [美容/健康]美容室・理髪店 花園町

6 そば焼鳥ダイニング鈴木 [飲食]居酒屋 花園町

7 艶吉 本店 [飲食]居酒屋 花園町

8 東京第一ホテル松山 [その他]その他 花園町

9 東京第一ホテル花のれん [飲食]和食 花園町

10 東京第一ホテル松山ルミエール [飲食]洋食 花園町

11 花園鍼灸院 [美容/健康]整体・接骨院・マッサージ 花園町

12 ファッションルームルネ [衣類]レディース 花園町

13 カレーショップ デリー [飲食]カレー まつちかタウン

14 ケーブルショップ まつちか [その他]電気 まつちかタウン

15 Trois salon de coiffure [美容/健康]美容室・理髪店 まつちかタウン

16 とんかつ 活よし [飲食]和食 まつちかタウン

17 HARE/PAN matsuchika [飲食]スイーツ・パン まつちかタウン

18 まつちかステーキ食堂 [飲食]洋食 まつちかタウン

19 レディースショップ イエイエ [衣類]レディース まつちかタウン

20 あたたみ [飲食]寿司・うなぎ 市駅周辺

21 アフタヌーンティー・ティールーム [飲食]喫茶・甘味処・カフェ 市駅周辺

22 石田クリーニング末広店 [その他]クリーニング 市駅周辺

23 石田クリーニング竹原店 [その他]クリーニング 市駅周辺

24 イタリア家庭料理にんにくや [飲食]イタリアン・フレンチ 市駅周辺

25 伊予の本格うどん名代つるちゃん [飲食]うどん・蕎麦 市駅周辺

26 小椋 [飲食]寿司・うなぎ 市駅周辺

27 カフェ　ベルボンボン　クレープリー [飲食]喫茶・甘味処・カフェ 市駅周辺

28 KIYO&D [飲食]居酒屋 市駅周辺

29 黒船 ＳＯＢＡＮＺＡＩ [飲食]うどん・蕎麦 市駅周辺

30 サンタサンタカフェダイニング [飲食]喫茶・甘味処・カフェ 市駅周辺

31 サンマルクカフェいよてつ高島屋店 [飲食]喫茶・甘味処・カフェ 市駅周辺

32 清水屋　服のお直しアルター市駅前店 [その他]クリーニング 市駅周辺

33 ジュエリーセントベル [小売]時計・宝飾・メガネ 市駅周辺

34 中国四川料理　四川飯店 [飲食]中華 市駅周辺

35 ドトールコーヒーショップ松山市駅店 [飲食]喫茶・甘味処・カフェ 市駅周辺

36 とんかつ　活 [飲食]和食 市駅周辺

37 名代そば吉 [飲食]うどん・蕎麦 市駅周辺

38 肉・魚ダイニング艶吉 湊町店 [飲食]居酒屋 市駅周辺

39 パーマプラザ松山 市駅前店 [美容/健康]美容室・理髪店 市駅周辺

40 Ｂ．Ｆａｃｔｏｒｙ [飲食]喫茶・甘味処・カフェ 市駅周辺

41 French Parlor LA CLEMENTINE [飲食]イタリアン・フレンチ 市駅周辺

42 ｍｉｒｔｏ Ｎａｉｌ [美容/健康]エステ・ネイルサロン 市駅周辺

43 メガネのアオノ 松山店 [小売]時計・宝飾・メガネ 市駅周辺

44 焼鳥ダイニング鈴木市駅前 [飲食]居酒屋 市駅周辺

45 Ladies fashion バラ [衣類]レディース 市駅周辺

46 IRIE [衣類]レディース 銀天街3丁目

47 アゼリア [衣類]レディース 銀天街3丁目

48 薄墨羊羹 本店 [飲食]スイーツ・パン 銀天街3丁目

49 エピクロス [衣類]セレクトショップ 銀天街3丁目

50 オンディーヌ松山店 [衣類]呉服 銀天街3丁目

51 ガース [衣類]レディース 銀天街3丁目

52 かじまやキッチン [飲食]和食 銀天街3丁目

53 カフェ茶々 [飲食]喫茶・甘味処・カフェ 銀天街3丁目
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54 高級呉服 塩屋 [衣類]呉服 銀天街3丁目

55 桜産業 [小売]時計・宝飾・メガネ 銀天街3丁目

56 シューズ＆バッグ AOKi [衣類]靴・バッグ 銀天街3丁目

57 Dcafe [飲食]喫茶・甘味処・カフェ 銀天街3丁目

58 とりからくん湊町店 [飲食]弁当・惣菜・仕出し 銀天街3丁目

59 DROM(ドレム） [衣類]レディース 銀天街3丁目

60 BILTMORECOFFEE [飲食]カレー 銀天街3丁目

61 ふ志や呉服店 [衣類]呉服 銀天街3丁目

62 Puchi Bless [小売]雑貨 銀天街3丁目

63 ヘッドヘブン [美容/健康]整体・接骨院・マッサージ 銀天街3丁目

64 MASUO [飲食]居酒屋 銀天街3丁目

65 マチカショップ [その他]その他 銀天街3丁目

66 街の駅 みしょうMIC [百貨店/スーパー等]スーパー・食料品店 銀天街3丁目

67 有限会社 三浦屋文具店 [小売]その他 銀天街3丁目

68 湊町中央モータープール [その他]交通・駐車場 銀天街3丁目

69 MiRai [飲食]喫茶・甘味処・カフェ 銀天街3丁目

70 mono+CLip [小売]雑貨 銀天街3丁目

71 mono+CLip ANNEX [小売]雑貨 銀天街3丁目

72 結納・漆器 青野 [小売]その他 銀天街3丁目

73 横田ボタン店 [小売]その他 銀天街3丁目

74 アイクラフト松山 [その他]電気 銀天街4丁目

75 アヅマヤ化粧品店 [小売]化粧品 銀天街4丁目

76 エメフィール松山銀天街店 [衣類]その他 銀天街4丁目

77 大西 食料品店 [百貨店/スーパー等]スーパー・食料品店 銀天街4丁目

78 お茶の柴田園 [飲食]スイーツ・パン 銀天街4丁目

79 かつれつ亭湊町店 [飲食]焼肉・しゃぶしゃぶ・肉料理 銀天街4丁目

80 キミとホイップ松山銀天街店 [飲食]スイーツ・パン 銀天街4丁目

81 Gram松山店 [衣類]その他 銀天街4丁目

82 クロバー [小売]その他 銀天街4丁目

83 クロワイズム [衣類]セレクトショップ 銀天街4丁目

84 ココカラファイン銀天街店 [百貨店/スーパー等]ドラッグストア・薬局 銀天街4丁目

85 有限会社 近藤鞄店 [衣類]靴・バッグ 銀天街4丁目

86 SALAD　BOWL　銀天街店 [小売]雑貨 銀天街4丁目

87 サンイート松山 [飲食]スイーツ・パン 銀天街4丁目

88 シャトレーゼ松山銀天街店 [小売]食料品 銀天街4丁目

89 スーツセレクト [衣類]メンズ 銀天街4丁目

90 生活陶器の店 さいき [小売]陶器等 銀天街4丁目

91 Sortie charmee [飲食]喫茶・甘味処・カフェ 銀天街4丁目

92 高久保佛具店 [小売]その他 銀天街4丁目

93 田村クリーニング 千舟店 [その他]クリーニング 銀天街4丁目

94 タリーズコーヒー松山銀天街店 [飲食]喫茶・甘味処・カフェ 銀天街4丁目

95 ちびっ子ハウス のま [衣類]キッズ 銀天街4丁目

96 チャティクロス銀天街店 [小売]雑貨 銀天街4丁目

97 時計工房 勇進堂 [小売]時計・宝飾・メガネ 銀天街4丁目

98 ドトールコーヒーショップ松山湊町店 [飲食]喫茶・甘味処・カフェ 銀天街4丁目

99 ネイルチックKobe [美容/健康]エステ・ネイルサロン 銀天街4丁目

100 PEANUTS [衣類]その他 銀天街4丁目

101 BIJOU PIKO 松山店 [小売]時計・宝飾・メガネ 銀天街4丁目

102 フジカワ銀天街本店 [小売]化粧品 銀天街4丁目

103 PLUS TOKAGEYA [衣類]メンズ 銀天街4丁目

104 Ｂｕｒｉｋｅ [衣類]その他 銀天街4丁目

105 PRIVE tc [小売]時計・宝飾・メガネ 銀天街4丁目

106 BLESS松山店 [小売]時計・宝飾・メガネ 銀天街4丁目
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107 POCHETTE [衣類]靴・バッグ 銀天街4丁目

108 marsh＊mallow [衣類]レディース 銀天街4丁目

109 マツモトキヨシ 松山銀天街店 [百貨店/スーパー等]ドラッグストア・薬局 銀天街4丁目

110 メガネスーパー 松山銀天街店 [小売]時計・宝飾・メガネ 銀天街4丁目

111 ヤマトヤ [衣類]レディース 銀天街4丁目

112 ユナイテッドオーク銀天街店 [衣類]セレクトショップ 銀天街4丁目

113 Wacoal Garden Bless [衣類]その他 銀天街4丁目

114 94B [飲食]喫茶・甘味処・カフェ 南銀天街

115 田村クリーニング湊町店 [その他]クリーニング 南銀天街

116 チョウヤ 本店 [衣類]セレクトショップ 南銀天街

117 丸田時計宝飾店 [小売]時計・宝飾・メガネ 南銀天街

118 らーめん 一直 [飲食]ラーメン 南銀天街

119 アゼリア・ドゥー [衣類]レディース 大街道1丁目

120 アミューズメントパークMG大街道店 [その他]レジャー・娯楽 大街道1丁目

121 有限会社 ウーマン [衣類]レディース 大街道1丁目

122 上岡軒 [飲食]喫茶・甘味処・カフェ 大街道1丁目

123 子ぐまの芋蜜 [飲食]喫茶・甘味処・カフェ 大街道1丁目

124 noma-noma(のま果樹園 松山大街道店） [飲食]喫茶・甘味処・カフェ 大街道1丁目

125 ビッグエコー大街道店 [その他]レジャー・娯楽 大街道1丁目

126 100円ショップおかもと [小売]その他 大街道1丁目

127 ビューティーライズ [美容/健康]エステ・ネイルサロン 大街道1丁目

128 マツモトキヨシ 松山大街道店 [百貨店/スーパー等]ドラッグストア・薬局 大街道1丁目

129 ヨシダファッションギャラリー [衣類]レディース 大街道1丁目

130 ＆PAVONE [衣類]レディース 大街道2丁目

131 イスタンブール・テラス [飲食]エスニック料理 大街道2丁目

132 一六本舗 大街道本店 [飲食]スイーツ・パン 大街道2丁目

133 Uwajima Inoue Pearl [小売]時計・宝飾・メガネ 大街道2丁目

134 愛媛・松山観光インフォメーションセンター　だんだんinfo [その他]お土産 大街道2丁目

135 愛媛フットサルパーク松山三越 [その他]レジャー・娯楽 大街道2丁目

136 OKAIDO BREWERY [飲食]イタリアン・フレンチ 大街道2丁目

137 Honesty [飲食]バー 大街道2丁目

138 ORIS WHITE 松山院 [美容/健康]その他 大街道2丁目

139 おりひめ友禅株式会社 [衣類]呉服 大街道2丁目

140 KASHIYAMA Bless　松山大街道店 [衣類]メンズ 大街道2丁目

141 カフェ　ダンボ [飲食]喫茶・甘味処・カフェ 大街道2丁目

142 Cafe&Osteria　Lamp [飲食]イタリアン・フレンチ 大街道2丁目

143 合資会社 マナベスポーツ [衣類]スポーツ用品 大街道2丁目

144 四川料理　龍の子 [飲食]中華 大街道2丁目

145 七福神 [飲食]和食 大街道2丁目

146 ステーキ食堂　大街道店 [飲食]洋食 大街道2丁目

147 スペース田中 大街道店 [小売]雑貨 大街道2丁目

148 瀬戸内島キッチン [飲食]その他 大街道2丁目

149 ダイニングバー フルフル [飲食]イタリアン・フレンチ 大街道2丁目

150 たこ八珍 [飲食]お好み焼き・鉄板焼き・焼き鳥 大街道2丁目

151 忠孝 [飲食]居酒屋 大街道2丁目

152 ツルヤ薬局 [百貨店/スーパー等]ドラッグストア・薬局 大街道2丁目

153 T-NGON [飲食]洋食 大街道2丁目

154 てっぺん寿司 [飲食]寿司・うなぎ 大街道2丁目

155 デュークショップ松山 [小売]音楽 大街道2丁目

156 Deux [小売]その他 大街道2丁目

157 陶器のくまもと [小売]陶器等 大街道2丁目

158 鳥武商店 [飲食]ラーメン 大街道2丁目

159 博多からあげ　響 松山店 [飲食]ラーメン 大街道2丁目
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160 PARIGOT松山 [衣類]セレクトショップ 大街道2丁目

161 POWER DRUG ONE’S大街道店 [百貨店/スーパー等]ドラッグストア・薬局 大街道2丁目

162 Peach Store [小売]その他 大街道2丁目

163 ビストロ　巴里屋 [飲食]洋食 大街道2丁目

164 ファーストボウル [その他]レジャー・娯楽 大街道2丁目

165 フライングスコッツマン大街道 [飲食]喫茶・甘味処・カフェ 大街道2丁目

166 フルーツ パーラー みしま [飲食]喫茶・甘味処・カフェ 大街道2丁目

167 Bless of Bless [衣類]レディース 大街道2丁目

168 PRONTO松山大街道店 [飲食]喫茶・甘味処・カフェ 大街道2丁目

169 マカロニヤ [飲食]洋食 大街道2丁目

170 松山はまさく [飲食]和食 大街道2丁目

171 松山三越 [百貨店/スーパー等]百貨店 大街道2丁目

172 無印良品 松山 [百貨店/スーパー等]その他 大街道2丁目

173 焼肉オリンピック [飲食]焼肉・しゃぶしゃぶ・肉料理 大街道2丁目

174 リフレスポット アルファ [美容/健康]整体・接骨院・マッサージ 大街道2丁目

175 労研饅頭たけうち 大街道支店 [飲食]スイーツ・パン 大街道2丁目

176 ロス　アミーゴス [飲食]洋食 大街道2丁目

177 居魚屋網元 別邸 [飲食]居酒屋 一番町

178 坂の上の雲ミュージアム [その他]観光施設 一番町

179 酒独楽 [飲食]バー 一番町

180 赤から松山二番町店 [飲食]居酒屋 二番町

181 Indie Hill [飲食]バー 二番町

182 うまかもん博多酒場 [飲食]居酒屋 二番町

183 おでんと酒お多福 [飲食]居酒屋 二番町

184 CAFE DINING & BAR CALICO [飲食]弁当・惣菜・仕出し 二番町

185 牛タン酒場たん兵衛 [飲食]居酒屋 二番町

186 コメダ珈琲店松山大街道店 [飲食]喫茶・甘味処・カフェ 二番町

187 GORUTO [飲食]洋食 二番町

188 すしじんかく [飲食]和食 二番町

189 スズラン 美容室 [美容/健康]美容室・理髪店 二番町

190 天然温泉ゆるりん [その他]宿泊施設 二番町

191 どて八 [飲食]ラーメン 二番町

192 美食遊膳 まる山 [飲食]和食 二番町

193 夢の家 本店 [飲食]居酒屋 二番町

194 ゆめひびき [飲食]居酒屋 二番町

195 ＬＡＮＴＡＮＡ [飲食]イタリアン・フレンチ 二番町

196 隠れ家ダイニング　ラクダヤ [飲食]イタリアン・フレンチ 三番町

197 グリーンヴェール [飲食]イタリアン・フレンチ 三番町

198 黒船 ＳＯＢＡＢＵＲＩ [飲食]うどん・蕎麦 三番町

199 鉄板居酒屋昇 [飲食]居酒屋 三番町

200 美容室ケイ [美容/健康]美容室・理髪店 三番町

201 夢の家 HANARE [飲食]居酒屋 三番町

202 LANGOLO [飲食]居酒屋 三番町

203 アイサロンラソ　千舟町店 [美容/健康]美容室・理髪店 千舟町

204 イル べヴィトーレ [飲食]イタリアン・フレンチ 千舟町

205 il Banco [飲食]イタリアン・フレンチ 千舟町

206 鴻池玉泉堂 [小売]その他 千舟町

207 six [衣類]レディース 千舟町

208 ビストロファミーユ [飲食]居酒屋 千舟町

209 ＰＩＮＫＢＥＲＲＹ [美容/健康]エステ・ネイルサロン 千舟町

210 ヘアサークルジープ千舟町店 [美容/健康]美容室・理髪店 千舟町

211 ゴーゴーからあげ [飲食]弁当・惣菜・仕出し 柳井町・河原町周辺

212 sea [小売]食料品 柳井町・河原町周辺
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213 テニスショップミズキ [衣類]スポーツ用品 柳井町・河原町周辺

214 前川補正河原町店 [衣類]その他 柳井町・河原町周辺

215 まるいレコード店 [小売]音楽 柳井町・河原町周辺

216 MAKE MY DAY [衣類]セレクトショップ 柳井町・河原町周辺

217 葵屋 [その他]お土産 道後

218 一六茶寮 [飲食]喫茶・甘味処・カフェ 道後

219 一六本舗道後店 [飲食]スイーツ・パン 道後

220 一六本舗道後本館前店 [飲食]スイーツ・パン 道後

221 Inaho　ひめや [その他]お土産 道後

222 今治屋 [その他]お土産 道後

223 いよかん美容室 [美容/健康]美容室・理髪店 道後

224 伊予雛屋 [小売]その他 道後

225 うぐいすや [その他]お土産 道後

226 鰻 小椋 道後店 [飲食]寿司・うなぎ 道後

227 お酒のがいや道後店 [小売]酒類 道後

228 おばんざいBar梅枝 [飲食]バー 道後

229 絣屋 本店 [その他]お土産 道後

230 かどや道後椿坂店 [飲食]和食 道後

231 きっちん遊膳道後店 [その他]お土産 道後

232 子規記念博物館 [その他]観光施設 道後

233 清水屋クリーニング　祝谷店 [その他]クリーニング 道後

234 白久 [その他]お土産 道後

235 白鷺珈琲 [飲食]喫茶・甘味処・カフェ 道後

236 酔古堂 [その他]お土産 道後

237 すし割烹　すし友 [飲食]寿司・うなぎ 道後

238 chaharuセレクト [その他]お土産 道後

239 つぼや菓子舗 [飲食]スイーツ・パン 道後

240 手打ちうどん　道後亭 [飲食]うどん・蕎麦 道後

241 寺子屋本舗道後店 [その他]お土産 道後

242 道後温泉　椿の湯 [その他]温泉 道後

243 道後温泉別館飛鳥乃湯泉 [その他]温泉 道後

244 道後温泉本館 [その他]温泉 道後

245 道後温泉旅館協同組合 [その他]お土産 道後

246 ドウゴノパンヤ [飲食]スイーツ・パン 道後

247 道後の町屋 [飲食]喫茶・甘味処・カフェ 道後

248 道後プリンスホテル [その他]宿泊施設 道後

249 道後プリンスホテル　お土産処 [その他]宿泊施設 道後

250 道後山の手ホテルレストランキングオブダイニング [飲食]イタリアン・フレンチ 道後

251 道後りらっくまの湯 [その他]お土産 道後

252 道後山の手ホテル [その他]宿泊施設 道後

253 猫カフェ 日なたの窓 [飲食]喫茶・甘味処・カフェ 道後

254 花ゆづき [その他]宿泊施設 道後

255 ふなや [その他]宿泊施設 道後

256 布遊舎道後店 [その他]お土産 道後

257 ポエム道後湯之町店 [飲食]スイーツ・パン 道後

258 ホテル葛城 Spa Resort 道後 [その他]宿泊施設 道後

259 豆吉本舗 [その他]お土産 道後

260 Mustakivi [小売]陶器等 道後

261 山田屋まんじゅう道後温泉店 [飲食]スイーツ・パン 道後

262 大和屋本店 [その他]宿泊施設 道後

263 山の手マリアージュガーデン [飲食]イタリアン・フレンチ 道後

264 ユノマチベーカリー [飲食]スイーツ・パン 道後

265 （有）和泉明治園 [その他]その他 城東

5



2023/3/13 現在

No, 加盟店名 カテゴリ名 新エリア

マチケット利用可能店舗一覧

266 清水屋クリーニング　フジ松末店 [その他]クリーニング 城東

267 清水屋クリーニング　石手店 [その他]クリーニング 城東

268 清水屋クリーニング　コープ久米店 [その他]クリーニング 城東

269 清水屋クリーニング　コープ束本店 [その他]クリーニング 城東

270 清水屋クリーニング　サニーマート久米店 [その他]クリーニング 城東

271 たかのこの湯 [その他]温泉 城東

272 つるや　久米店 [衣類]靴・バッグ 城東

273 媛彦温泉 [その他]温泉 城東

274 マテラの森 [飲食]焼肉・しゃぶしゃぶ・肉料理 城東

275 山田屋まんじゅう松山店 [飲食]スイーツ・パン 城東

276 ユナイテッドオーク　久米店 [衣類]セレクトショップ 城東

277 アイサロンラソ　石井店 [美容/健康]美容室・理髪店 城南

278 薄墨羊羹ベティクロッカーズ本社工場店 [小売]食料品 城南

279 元祖からあげ本舗ゲンマル朝生田 [飲食]弁当・惣菜・仕出し 城南

280 清水屋クリーニング　朝生田店 [その他]クリーニング 城南

281 清水屋クリーニング　イオン松山店 [その他]クリーニング 城南

282 清水屋クリーニング　ABC石井店 [その他]クリーニング 城南

283 清水屋クリーニング　ジョー・プラ店 [その他]クリーニング 城南

284 清水屋クリーニング　西石井店 [その他]クリーニング 城南

285 清水屋　服のお直しアルタージョープラ店 [その他]クリーニング 城南

286 清水屋クリーニング　フジ古川店 [その他]クリーニング 城南

287 清水屋クリーニング　マルナカ東石井店 [その他]クリーニング 城南

288 整体療院　気楽堂 [美容/健康]整体・接骨院・マッサージ 城南

289 椿ミシンサービス [小売]その他 城南

290 HARE/PAN朝生田店 [飲食]スイーツ・パン 城南

291 フジカワ南松山ジョープラ店 [小売]化粧品 城南

292 ヘアサークルジープ石井店 [美容/健康]美容室・理髪店 城南

293 石田クリーニング西垣生店 [その他]クリーニング 城西

294 清水屋クリーニング　コープ余戸店 [その他]クリーニング 城西

295 清水屋クリーニング　竹原工場店 [その他]クリーニング 城西

296 清水屋クリーニング　パルティフジ北斎院店 [その他]クリーニング 城西

297 清水屋クリーニング　余戸駅前店 [その他]クリーニング 城西

298 清水屋クリーニング　レデイ薬局南江戸店 [その他]クリーニング 城西

299 洗濯上手バリュー松山店 [その他]クリーニング 城西

300 鯛めしかどや松山空港店 [飲食]和食 城西

301 竹村ストア [百貨店/スーパー等]スーパー・食料品店 城西

302 TSURUYA垣生店 [衣類]靴・バッグ 城西

303 のっぴんらー麺 [飲食]ラーメン 城西

304 ユナイテッドオーク　美沢店 [衣類]セレクトショップ 城西

305 アロマテラピー＆エステティックRuby [美容/健康]エステ・ネイルサロン 城北・堀江

306 久万の台温泉 [その他]温泉 城北・堀江

307 Climbing Studio BRAVE 姫原店 [その他]レジャー・娯楽 城北・堀江

308 クロスオーヴァー [その他]その他 城北・堀江

309 ジェラテリアUNO [飲食]スイーツ・パン 城北・堀江

310 清水屋クリーニング　そごうマート堀江店 [その他]クリーニング 城北・堀江

311 清水屋クリーニング　ハトマート店 [その他]クリーニング 城北・堀江

312 整体&エステ Salon de Greige [美容/健康]エステ・ネイルサロン 城北・堀江

313 つるやフジ姫原店 [衣類]靴・バッグ 城北・堀江

314 BIKE SHOP TAKECHI [その他]その他 城北・堀江

315 beauty&health　sora [美容/健康]美容室・理髪店 城北・堀江

316 山田屋まんじゅう本社 [飲食]スイーツ・パン 城北・堀江

317 楽家 [飲食]居酒屋 城北・堀江

318 ラドビ [飲食]イタリアン・フレンチ 城北・堀江
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319 N'sKitchen&labo [飲食]スイーツ・パン 三津

320 旧鈴木邸 [その他]宿泊施設 三津

321 MARINE BLESS [その他]レジャー・娯楽 三津

322 鹿島渡船 [その他]交通・駐車場 北条

323 清水屋クリーニング　フジ北条店 [その他]クリーニング 北条

324 清水屋クリーニング＆コインランドリー北条店 [その他]クリーニング 北条

325 石田クリーニング萱町店 [その他]クリーニング JR松山駅前

326 伊予の湯治場喜助の湯 [その他]温泉 JR松山駅前

327 お好み焼 みつ蜂 [飲食]お好み焼き・鉄板焼き・焼き鳥 JR松山駅前

328 かやまちかふぇ [飲食]喫茶・甘味処・カフェ JR松山駅前

329 ＫＩＴ [その他]レジャー・娯楽 JR松山駅前

330 くさかべ書店 [小売]書籍 JR松山駅前

331 清水屋クリーニング　フジグラン松山店 [その他]クリーニング JR松山駅前

332 食パン専門店一本堂 [飲食]スイーツ・パン JR松山駅前

333 中野鍼灸接骨院 [美容/健康]整体・接骨院・マッサージ JR松山駅前

334 美容室 エルソン [美容/健康]美容室・理髪店 JR松山駅前

335 フジカワ　フジグラン松山店 [小売]化粧品 JR松山駅前

336 ホテルサンルート松山 [その他]宿泊施設 JR松山駅前

337 MAHALO hair ID salon [美容/健康]美容室・理髪店 JR松山駅前

338 洋食屋　自然 [飲食]洋食 JR松山駅前

339 Lea Mahalo [小売]雑貨 JR松山駅前

340 レストラン創彩子規 [飲食]食堂・レストラン等 JR松山駅前

341 鰻 小椋 大街道店 [飲食]寿司・うなぎ ロープウェイ街

342 えひめ愛顔の観光物産館 [その他]お土産 ロープウェイ街

343 えひめキッチン [飲食]居酒屋 ロープウェイ街

344 エルメーム東雲店 [小売]タオル ロープウェイ街

345 ODEON TSUBAKI 104 [飲食]喫茶・甘味処・カフェ ロープウェイ街

346 かどや大街道店 [飲食]和食 ロープウェイ街

347 黒船ＳＯＢＡ [飲食]うどん・蕎麦 ロープウェイ街

348 健康整体 Elsol [美容/健康]整体・接骨院・マッサージ ロープウェイ街

349 サウンド・ステップ [小売]音楽 ロープウェイ街

350 東雲かまぼこ [飲食]弁当・惣菜・仕出し ロープウェイ街

351 清水屋クリーニング　ABC上一万店 [その他]クリーニング ロープウェイ街

352 しらさぎ舎 [飲食]スイーツ・パン ロープウェイ街

353 杉原楽器店 [小売]音楽 ロープウェイ街

354 鮨 小椋 大街道店 [飲食]寿司・うなぎ ロープウェイ街

355 炭ノ家とさか [飲食]居酒屋 ロープウェイ街

356 瀬戸内キッチンまともや [飲食]和食 ロープウェイ街

357 彫金ギャラリー 絵夢 [その他]その他 ロープウェイ街

358 豚かつ専門とんとん [飲食]和食 ロープウェイ街

359 PANNA [飲食]イタリアン・フレンチ ロープウェイ街

360 松山城　天守 [その他]観光施設 ロープウェイ街

361 松山城二之丸史跡庭園 [その他]観光施設 ロープウェイ街

362 山田屋まんじゅうロープウェイ街店 [飲食]スイーツ・パン ロープウェイ街

363 労研饅頭たけうち 勝山町本店 [飲食]スイーツ・パン ロープウェイ街
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