
 

 

 

 

  

  

 

 

  

取扱店のうち、小型店・飲食店

のみで使用できます。 

大型店を含む全ての取扱店で

使用できます。 
 

取扱店に関する最新情報 は 

市ホームページ（二次元コード）を 

ご覧ください。 

 

 

のみ使用できるお店です。 

スーパー 

 ハローズ川之江店 川之江町 

 ハローズ土居店 土居町入野 

 ハローズ三島店 中曽根町 

 フジ 川之江店 川之江町 

 フジ 四国中央店 妻鳥町 

 フジ 三島店 三島中央 

 フジグラン川之江（本館・別館） 妻鳥町 

 フレッシュバリュー上分店 上分町 

 フレッシュバリュー三島店 中曽根町 

 マックスバリュ西日本 マルナカ三島店 寒川町 

ドラッグストア 

 ディスカウントドラッグコスモス 川之江店 妻鳥町 

 ディスカウントドラッグコスモス 四国中央店 川之江町 

 ディスカウントドラッグコスモス 中曽根店 中曽根町 

 ディスカウントドラッグコスモス 三島宮川店 三島宮川 

 ドラッグストアモリ 土居店 土居町入野 

 ドラッグストアモリ 中之庄店 中之庄町 

 ドラッグストアモリ 妻鳥店 妻鳥町 

衣料品 

 しまむら 伊予三島 FM店 下柏町 

家電販売 

 エディオン 四国中央店 妻鳥町 

 ケーズデンキ 四国中央店 川之江町 

その他 

 ホームセンターコーナン四国中央店 具定町 

 ホームセンタータイム伊予三島店 下柏町 

 DCMダイキ川之江店 妻鳥町 

 ドン・キホーテ 四国中央店 寒川町 

   

の両方が使用できるお店です。 

スーパー 

  コープ土居 土居町入野 

  フレッシュバリュー 川之江店 川之江町 

  フレッシュバリュー 土居店 土居町中村 

  マックスバリュ西日本 マルナカ土居店 土居町野田 

コンビニエンスストア 

  セブン-イレブン 四国中央川之江町港通店 川之江町 

  セブン-イレブン 四国中央土居町入野店 土居町入野 

  セブン-イレブン 四国中央三島中央店 三島中央 

  セブン-イレブン 松山道入野 PA下り店 土居町浦山 

  セブン-イレブン 松山道入野 PA上り店 土居町入野 

  ファミリーマート 川之江上分町店 上分町 

  ファミリーマート 川之江大門店 川之江町 

  ファミリーマート 四国中央大柏店 下柏町 

  ファミリーマート 中之庄バイパス店 中之庄町 

  ローソン 四国中央金田町店 金田町金川 

  ローソン 四国中央川之江庁舎前店 金生町下分 

  ローソン 四国中央川之江町港通店 川之江町 

  ローソン 四国中央金生町下分店 金生町下分 

  ローソン 四国中央金生町山田井店 金生町山田井 

  ローソン 四国中央寒川町宮ノ前店 寒川町 

  ローソン 四国中央下柏町店 下柏町 

  ローソン 四国中央土居町店 土居町中村 

  ローソン 四国中央中曽根町溝又店 中曽根町 

  ローソン 四国中央三島病院前店 中之庄町 

  ローソン 四国中央妻鳥町店 妻鳥町 

  ローソン 土居インター店 豊岡町長田 

飲食料品・和洋菓子 

  アヴィチュール 上柏町 

  青木蒲鉾店 寒川町 

  青木長栄堂 寒川町 

  揚げもん屋 肉文 金生町下分 

  あまげん 川之江町 

  アール・ハート 中之庄町 

  石川鶏肉店 三島宮川 

  石川友一商店 金田町半田 

  魚市 三島中央 

  梅錦山川 金田町金川 

  大倉稔商店 三島中央 

  お菓子の三幸堂 三島中央 

  お米の「越前屋徳ヱ門」妻鳥店 妻鳥町 

  菓舗 丸亀屋 三島中央 

  からあげやカリッジュ 四国中央店 妻鳥町 

  霧の森菓子工房 新宮本店 新宮町馬立 

  業務スーパー 四国中央店 下柏町 

  クック･チャム フジグラン川之江店 妻鳥町 

  くるみの木みどり 上分町 

  ゴトウ洋菓子店 川之江町 

  コープえひめ 四国中央デポ 妻鳥町 

  児山米穀店 三島中央 

  コロコロハウス 妻鳥町 

  コンビニエンスストアやまうち 土居町蕪崎 

  酒のスマイル 髙原重義商店 川之江町 

  佐々木酒店 寒川町 

  三盛商事 三島宮川 

  四国中央市観光物産館えぇ～もん屋 川之江町 

  ＪＡうま おいでや市 妻鳥町 

  ＪＡうま ジャジャうま市 中之庄町 

  JAうま 生活燃料課(JAうま総合経済センター内) 中之庄町 

  ＪＡうま ふれあい市 金生町下分 

  塩屋 三島中央 

  柴田モナカ本舗 川之江町 

  GBCチョコレートファクトリー 中之庄町 

  松声堂 川之江屋 妻鳥町 

  ショッピングセンター ヤマオ 金生町下分 

  白石菓子舗 上分町 

  ストアとどろき 妻鳥町 

  成美堂 三島中央 

  高橋青果（みかんや） 豊岡町大町 

  たつの屋 三島宮川 

  谷井誠一商店 川之江町 

  タニカク 川之江町 

  楽しみ市 土居町入野 

  たまご専門店 熊福 妻鳥町 

  土居畜産 川之江店 金生町下分 

  土居畜産食肉 土居町蕪崎 

  鶏笑 四国中央店 川之江町 

  中新 妻鳥町 

  錦田商店 上柏町 

  西山精肉店 金生町下分 

  ハタダ 川之江店 妻鳥町 

  ハタダ 三島店 中曽根町 

  パティスリー アンジェ 金生町下分 

  パティスリー・ル・ソレイユ 金生町下分 

  藤田青果 土居町入野 

  bakery mignon.mignon 土居町蕪崎 

  Bon Chic 川之江町 

  ミートショップたかはし 上分町 

  むらち 川之江町 

  𠮷岡商店 金生町下分 

  リカー＆デイリーショップ さとう 土居町蕪崎 

  リカーショップ 谷浅 妻鳥町 

  リトルマーメイド フジグラン川之江店 妻鳥町 

  レモンハウス 金生町山田井 

  Rosee Pain 三島宮川 

  Ｙショップ 川之江星川店 川之江町 

  和壱精肉店 下柏町 

  脇製茶場 新宮町馬立 

その他小売店 

  アズマ補聴器センター 四国中央店 中曽根町 

  石川靴店 三島中央 

  泉金物店 上分町 

  イトマン 金生町下分 

  いわくら釣具 寒川町 

  宇摩森林組合 具定町 

  大西時計店 川之江町 

  加地ふとん店 土居町中村 

  木谷仏壇 三島川之江店 川之江町 

  グラスアートカワノエ フジグラン川之江店 妻鳥町 

  グラスアートカワノエ 本店  川之江町 

  コーナンホームストック 土居店 土居町津根 

  こもだ寝装 下柏店 

  サヌキヤ金物店 川之江町 

  ＪＡうま 川之江中央経済センター 妻鳥町 

  JAうま 生産資材課店舗(旧三島中央経済センター) 中之庄町 

  ＪＡうま 新宮出張所 新宮町新宮 

  ＪＡうま 土居中央経済センター 土居町中村 

  ＪＡうま 富郷出張所 富郷町寒川山 

  ＪＡうま 豊岡経済センター 豊岡町大町 

  四国中央テント 川之江町 

  篠原金物店 三島中央 

  ジュエリーMOI Nature 川之江店 〈フジグラン川之江〉 妻鳥町 

  シュープラザ 四国中央店 村松町 

  ダイソー フジグラン川之江店 妻鳥町 

  ディスカウントショップ髙橋 川之江町 

  Dream DANGO 川之江町 

  パッケージワールドパオ三島店 下柏町 

  ふじえだ寝装 土居町中村 

  松井時計店 土居町入野 

  マナベ時計店 川之江町 

  みすず 下柏町 

  ワークウェイ川之江店 妻鳥町 

飲食店 

  朝皆笑味 妻鳥町 

  味将 金生町下分 

  味鳥 三島金子 

  味の花 三島中央 

  Amalfi 妻鳥町 

  あんみつ姫 三島宮川 

  イエスタディ 豊岡町大町 

  IZAKAYA時々 三島店 寒川町 

  居酒屋 酒樹 土居町入野 

  居酒屋 ぴあっと 上分町 

  居酒屋 へご 三島中央 

  IZAKAYA ろいず 川之江町 

  居酒屋 若大勝 川之江町 

  居食や 花八番 寒川町 

  一倉 妻鳥町 

  一番亭 伊予三島店 三島中央 

  伊予万里 川之江本店 金生町下分 

  入船屋 土居町藤原 

  魚民 伊予三島店 三島中央 

  UZUMAKI 川之江町 

  江戸前 栄ずし 三島中央 

  おばんざい ひなり 川之江町 

  オルガンカフェ 妻鳥町 

  海鮮茶屋 磯の匠 三島中央 

  海鮮料理 味蔵 寒川町 

  海鮮料理 はまいち 川之江町 

  活魚居酒屋 網元 川之江町 

  活魚 髙橋 川之江町 

  割烹 伊志川 三島中央 

  割烹 神嘉 川之江町 

  Cａｆｅ cherryblossom 妻鳥町 

  釜焼鳥本舗 川之江本店 川之江町 

  カルビ屋大福 伊予三島店 三島中央 

  カレーハウス CoCo壱番屋 四国中央下柏店 下柏町 

  韓国料理 サランバン 川之江町 

  ガスト 伊予三島 中之庄店 

  がんば亭 川之江店 妻鳥町 

小型店・飲食店 

利用可能 

大型店 

利用可能 

大型店 

利用不可 

小型店・飲食店 

利用可能 

※商品券の使用期限は、令和 5年 1月３１日です。 

プレミアム付商品券  
 

しこちゅ～２０２２ 

県・市町連携事業 

利用可能店舗一覧 
Ver.4 

※令和４年 10月 11日迄に登録申し込みがあっ

た取扱店一覧です。 

※店舗によっては、ご利用いただけない商品・ 

 サービスがございますので、事前にご確認の 

 うえご利用ください。 

※取扱店に関する情報は、変更となる場合が 

ございますのでご了承ください。 



  がんば亭 三島店 寒川町 

  魚菜鮨 田なべ 三島宮川 

  霧の森茶フェ 新宮町馬立 

  霧の森レストラン 新宮町馬立 

  吟醸倶楽部 三島中央 

  喰王 坊 zu 妻鳥町 

  CLAN × CLAN 金生町下分 

  原起苑 上分町 

  元気食堂 土居町小林 

  こがね製麺所 四国中央店 中曽根町 

  こだわり酒家 ごろはち 妻鳥町 

  壺中 三島中央 

  珈琲蔵 中曽根町 

  珈琲蔵 フジグラン川之江店 妻鳥町 

  坂ダイ.ニング 三島宮川 

  さくら 川之江町 

  さん吉焼肉店 上分町 

  J-CURRENT COFFEE 四国中央店 川之江町 

  四川亭 土居町津根 

  島津寿司 上分町 

  じゃけん 三島宮川 

  旬彩酒肴 ろここ 三島中央 

  旬彩８８ 川之江町 

  食堂喫茶 鶴亀あん 三島中央 

  ルミエール（次郎長ずし） 三島中央 

  Swee T omato2 土居町小林 

  寿司居酒屋 平八郎 川之江町 

  寿し源 川之江町 

  すし善 三島中央 

  ステーキ瑞兆 川之江町 

  ステーキ毛利 三島中央 

  スナックニューラブ 三島中央 

  炭火・釜飯 銀六屋 下柏町 

  炭火焼肉 肉匠たいら 三島店 中之庄町 

  清花園 川之江町 

  創作料理 美庵 川之江町 

  大真うどん 川之江町 

  ダイニング縁 上分町 

  ダイニングカフェ のまん 村松町 

  台湾料理 味源 中曽根町 

  たなはしお好み焼 上分町 

  禅家 三島宮川 

  近松 土居町入野 

  チキンハウス不思鳥 川之江町 

  Chineese restaurant Panda 金生町下分 

  中国菜館 成都 妻鳥町 

  つたの家 土居町土居 

  天領 三島宮川 

  トランキーロカフェ 川之江町 

  鶏居酒屋 てん 三島宮川 

  とり万 三島中央 

  なごみ 土居町小林 

  Niku Master 泰輔 29 川之江町 

  二幸 土居町土居 

  Bar＆Diner 雅 金生町下分 

  華 三島宮川 

  浜政 三島宮川 

  寿芳 川之江町 

  PIZZAMORE 土居町天満 

  ピッツェリア エイゴロ 伊予三島 三島金子 

  Pizzeria Formano 金生町下分 

  フードコート グラン川之江 妻鳥町 

  ぶんぶくちゃがま HITO病院店 上分町 

  ぶんぶくちゃがま 本店 妻鳥町 

  ポワソンルージュ 寒川町 

  丸亀製麺 フジグラン川之江店 妻鳥町 

  まるこう寿し 三島中央 

  ミサオ商店 川之江町 

  三島バル evoevo 三島中央 

  ミスタードーナツ フジグラン川之江ショップ 妻鳥町 

  みやがわ 三島宮川 

  焼きとり 阿波おどり 三島中央 

  やきとり高雄 川之江町 

  やき鳥 福〇家 金生町下分 

  焼肉一楽軒 金生町下分 

  焼肉・韓国料理 マダン 中曽根町 

  焼肉 肉匠たいら 川之江店 妻鳥町 

  焼肉 風来坊 三島中央 

  焼肉家 紋次郎 川之江町 

  山口里の店 寒川町 

  遊食房屋 四国中央店 妻鳥町 

  養老乃瀧 川之江店 川之江町 

  らーめん工房 りょう花 伊予三島店 中曽根町 

  らーめん こぶた堂 妻鳥町 

  Riisa cafe 土居町入野 

  Restaurant＆Cafe Riina 土居町津根 

  レストラン グリーングラス 寒川町 

  和季食彩 花のぼり 三島中央 

  和食屋 さらり 下柏町 

  和風レストラン松 土居町小林 

  和風彩館 季の屋 四国中央店 下柏町 

衣料品 

  赤いぼうし 妻鳥町 

  あたらしや 三島中央 

  アーバンハウス俱楽部 三島中央 

  アン エイジ 三島中央 

  衣料のみよし 土居町土居 

  学生服のとうざわ 三島中央 

  カワシマ 川之江町 

  きもの＆ブティック わき 川之江町 

  キリンヤ 川之江町 

  クボ洋品店 川之江町 

  呉服の富屋 川之江町 

  コムサイズム フジグラン川之江店 妻鳥町 

  セレクトショップニキ 三島中央 

  髙原呉服店 川之江町 

  ニシヤ 三島中央 

  バースデイ 伊予三島 FM店 下柏町 

  ハニーズ 〈フジグラン川之江〉 妻鳥町 

  はるやま 三島川之江店 妻鳥町 

  ファッションセンターしまむら 土居店 豊岡町長田 

  ふじや洋装店 川之江町 

  松屋呉服店 三島中央 

  丸福商店 川之江町 

  マルマス洋品店 川之江町 

  ミモザ アフェクト 川之江店 〈フジグラン川之江〉  妻鳥町 

  ミモザ ビーンズ 川之江店 〈フジグラン川之江〉 妻鳥町 

  ミモザ 本店 川之江町 

  めんどりや支店 上分町 

  やまだ洋品店 金生町下分 

  ユニクロ 四国中央店 妻鳥町 

  洋服の青山 三島川之江店 下柏町 

  Les Marins 川之江町 

  わいわいプラザ ハトヤ 三島中央 

家電販売 

  エルふたば 長津店 土居町津根 

  エルふたば 本店 土居町中村 

  くぼた電器 村松町 

  近藤電器 土居町入野 

  坂上電業 三島宮川 

  曽我部電機 土居町入野 

  デンカランドわき 上分町 

  東野電機商会・エディオン土居店 土居町入野 

  フォルムいかわ 川之江町 

  菅電器 フォルムかん 金生町下分 

  フォルムたかはし 村松町 

  吉岡電機 中曽根町 

カメラ・写真スタジオ 

  カメラのキタムラ フジグラン川之江店 妻鳥町 

  光洋社スタジオ 川之江町 

  写真のフルカワ 川之江町 

  三野写真館 中之庄町 

ドラッグストア・化粧品・薬局 

  アザレマルヨシ 中曽根町 

  安藤薬品 上分町 

  ウエルシア イオンタウン川之江店 妻鳥町 

  ウエルシア 四国中央中曽根店 中曽根町 

  ウエルシア薬局 四国中央川之江店 川之江町 

  ウエルシア薬局 四国中央下柏店 下柏町 

  ウエルシア薬局 四国中央東店 金生町山田井 

  ウエルシア薬局 四国中央妻鳥店 妻鳥町 

  ウエルシア薬局 四国中央山田井店 金生町山田井 

  大西薬局 中之庄町 

  おしゃれの店 ふじい 中之庄町 

  かわしま化粧品店 三島中央 

  くすりのレデイ グラン川之江店 妻鳥町 

  くすりのレデイ 四国中央店 下柏町 

  くすりのレデイ 三島店 〈フジ三島店〉 三島中央 

  しみず薬局 村松町 

  鈴木薬局 金生町下分 

  スーパードラッグひまわり 川之江店 川之江町 

  ドラッグストアmac 川之江店 金生町下分 

  ドラッグストアmac 土居店 土居町入野 

  ドラッグストアmac 中之庄店 中之庄町 

  ビューティ川上 川之江町 

  フジグラン川之江 川島化粧品店 妻鳥町 

  マツモトキヨシ ハローズ川之江モール店 川之江町 

  矢野勉強堂 上分町 

  LANA 妻鳥町 

  レデイ薬局 三島金子店 三島金子 

書籍・文具 

  事務センター ミヤザキ 三島中央 

  城下文化堂 川之江町 

  明屋書店 川之江店 妻鳥町 

  文楽 妻鳥町 

  宮脇書店 フジグラン川之江店 妻鳥町 

生花・園芸 

  カイナンフローリスト 三島中央 

  グリーンギフト イワタ 川之江町 

  コダマ花店 三島中央 

  高橋花店 土居町土居 

  花屋 百太郎 〈フジグラン川之江〉 妻鳥町 

  フルールうちだ 川之江町 

雑貨 

  ZAKKA STORE RASHIKU 妻鳥町 

  スペース田中 川之江店 〈フジグラン川之江〉  妻鳥町 

  ママイクコ・フジグラン川之江 妻鳥町 

クリーニング 

  大西屋クリーニング店 三島中央 

  クリーニングドクター 金生店 金生町下分 

  クリーニングドクター ハローズ川之江店 川之江町 

  クリーニングドクター ハローズ土居店 土居町入野 

  クリーニングドクター ハローズ三島店 中曽根町 

  クリーニングドクター マック中之庄店 中之庄町 

  ふじやクリーニング店 三島中央 

  ヤングドライ フジ川之江店 川之江町 

  ヤングドライ フジグラン川之江店 妻鳥町 

  ヤングドライ フジ三島店 三島中央 

  ワシ屋クリーニング 三島中央店 三島中央 

理容・美容店 

  いしむら美容室 下柏町 

  大西理容所 金生町下分 

  CUT WAVE STELLA 金生町下分 

  ギャルアップ美容室 中之庄町 

  ティ・アモ 中曽根店 中曽根町 

  ティ・アモ 中之庄店 中之庄町 

  床家へあ～ず 三島店 中曽根町 

  tomoli 〈フジグラン川之江〉 妻鳥町 

  ひまわり美容室 土居町上野 

  美容室 GrandBlue 妻鳥町 

  プチサロン 三島中央 

  ヘアーサロン イシカワ 川之江町 

  hair design en.(えん) 上分町 

  ヘアーモード マリアージュ 川之江町 

  レッドケン 三島金子 

車・バイク・タイヤ・ガソリンスタンド 

  あたらしや 新宮町新宮 

  エネオス川之江 SS 川之江町 

  愛媛日産自動車 イオンタウン川之江店 妻鳥町 

  共和自動車商会 三島中央 

  共和石油 具定町 

  佐藤石油 土居町蕪崎 

  三共オートサービス 中之庄町 

  三共オートサービス第二工場 中之庄町 

  三共オートサービス 三共石油 三島宮川 

  スズキ自販愛媛 土居町上野 

  スズキ自販愛媛 アリーナ川之江 妻鳥町 

  トクワカ商事 村松給油所 村松町 

  鍋ゴム 土居町上野 

  ハローズ土居 SS 土居町入野 

  平石石油 中曽根町 

  Honda Cars 四国中央 川之江店 金生町下分 

  Honda Cars 四国中央 三島店 寒川町 

  南車体 川之江町 

  山川石油店 川滝町下山 

  渡辺石油店 土居町中村 

健康・スポーツ・リラクゼーション 

  あやか助産院 豊岡町五良野 

  オザキスポーツ 土居町中村 

  整体院 すきっぷ 土居町土居 

  高橋鍼灸院 三島中央 

  たがみ鍼灸マッサージ院 妻鳥町 

  西参道整骨院 三島中央 

  ヒマラヤスポーツ フジグラン川之江店 妻鳥町 

  フジイスポーツ 川之江町 

  ミヤザキスポーツ 三島中央 

  村上整骨鍼灸院 上柏町 

  揉満体 川之江町 

  やまきスポーツ 川之江町 

  湯あそびひろば 三島乃湯 三島中央 

旅館・ホテル 

  ホテルグランフォーレ 三島朝日 

カラオケ・ゲームセンター 

  カラオケ CLUB DAM伊予三島店 中之庄町 

  namco フジグラン川之江店 妻鳥町 

  ビッグエコー 川之江店 妻鳥町 

その他のサービス業 

  阪本ネットサービス 土居町津根 

  スマホの相談窓口×iPhone修理 川之江町 

  洋服のお直し Ｍ 〈フジグラン川之江〉 妻鳥町 

※掲載順不同 


