愛媛県におすまいの皆様へ

6月10日時点の参加登録宿泊施設・加盟店を掲載しています。
（順不同）
※以降も参加募集しており、HPへ順次更新します。
島嶼部エリア

お食事処
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大三島ブリュワリー
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Cahaya Bali Spa 勝縁

果輪弥

道の駅

村上井盛堂

村上井盛堂

大三島みんなのワイナリー

リモーネ

〒794-1304 今治市大三島町宮浦9119-9
11:30〜15:00／17:00〜20:00
㊡不定休・水曜 ☎0897-82-0058
〒794-1304 今治市大三島町宮浦5512
土日 12:00〜なくなるまで／平日ランチ事前予約／
夜19:00〜23:00 ㊡木曜・事前予約 ☎0897-82-0120

つきしろ

〒794-1304 今治市大三島町宮浦5511
8:30〜16:00（Lo） ㊡水曜
☎0897-72-8530
〒794-2204 今治市宮窪町友浦1151
10:00〜15:00 ※テイクアウトのみ事前予約可
㊡水曜のみ営業 ☎0897-86-2103
〒794-1304 今治市大三島町宮浦3263-1
9:00〜17:00 ㊡無休
☎0897-82-0179

本店

〒794-1304 今治市大三島町宮浦5452
8:00〜19:00 ㊡水曜
☎0897-82-0029

能島水軍

〒794-2203 今治市宮窪町宮窪1293-2
9:00〜16:00 ㊡月曜
☎0897-86-3323

〒794-1402 今治市上浦町井口9180-2
9:00〜17:00／飲食 11:00〜14:00（Lo14:00)
㊡無休 ☎0897-87-3866
〒794-2104 今治市吉海町仁江2436
12:00〜17:00 ㊡月曜・火曜・土曜・日曜
☎0897-72-8006

〒794-2112 今治市吉海町本庄477
11:00〜17:00
（Lo16:30）㊡月曜〜木曜
☎0897-84-4016
〒794-2203 今治市宮窪町宮窪1285
村上海賊ミュージアム 内
9:00〜17:00 ㊡月曜 ☎0897-86-2021
〒794-1304 今治市大三島町宮浦4366
11:00〜24:00（Lo） 事前予約制 ㊡事前予約
☎0897-72-9646

神社前店

〒794-1304 今治市大三島町宮浦5503-1
9:30〜17:00 ㊡水曜
☎0897-82-0029

ドルフィンファームしまなみ

〒794-2302 今治市伯方町叶浦1673
9:00〜17:00 ㊡無休
☎0897-72-8787

〒794-1402 今治市上浦町井口5847
11:30〜14:00／18:00〜22:00
㊡月〜金曜 ☎0897-72-8234
〒794-1402 今治市上浦町井口5483-2
10:00〜17:00（ランチ金土 11:30〜）
㊡火曜・木曜・日曜 ☎0897-72-8800

今治市イマ旅
宿泊観光クーポン

〒794-2305 今治市伯方町木浦甲1679
18:00〜 ㊡日曜・事前予約
☎0897-72-0112
〒794-1402 今治市上浦町井口6691-1
カフェ 11:00〜17:00／その他 9:00〜18:00（タクシー・
ツアーデスク・配達など) ㊡火曜 ☎0897-72-8705

〒794-2103 今治市吉海町福田1252-1
〒794-2103 今治市吉海町福田1290
11:00〜14:00 ㊡月曜〜木曜・日曜
10:00〜15:00／飲食 10:00〜15:00（Lo15:00）
☎0897-72-8808
㊡無休 ☎0897-84-2970
〒794-2301 今治市伯方町有津甲838-17
11:00〜19:00 ㊡月曜
☎080-2998-5116
〒794-1404 今治市上浦町瀬戸2633-14
10:00〜17:00 ㊡月曜〜金曜
☎080-8452-2460
〒794-1304 今治市大三島町宮浦5562番地
10:00〜16:00 ㊡月曜
☎0897-72-9377

(株)FlowerポプリHOUSE

〒794-1304 今治市大三島町宮浦5482-1
10:00〜16:00 事前予約 ㊡事前予約
☎090-5716-2682

〒794-1304 今治市大三島町宮浦5589
12:00〜20:00（Lo19:30） ㊡火曜・水曜
☎0897-72-9248

しまなみの駅

実施期間：令和3年7月1日〜令和3年12月31日

御島

〒794-1304 今治市大三島町宮浦3260
8:30〜17:00 ㊡無休
☎0897-82-0002
〒794-1404 今治市上浦町瀬戸2342
11:00〜17:00 ㊡火曜・金曜
☎0897-87-2131

井上苺園

〒794-1403 今治市上浦町甘崎379-1
10:00〜16:00 事前予約
㊡不定休・事前予約 ☎090-2894-7216

HOTEL

テル・旅館に
ホ
録
登
の
内
市
0円分の
泊まると2,00
らえる！
クーポンがも

参加登録宿泊施設…クーポンがもらえるホテル・旅館など宿泊施設の一覧です。

陸地部エリア

ホテルクラウンヒルズ今治

今治アーバンホテル

今治ステーションホテル

今治プラザホテル

794-0028 今治市北宝来町1-5-9
☎0898-23-0005

794-0028 今治市北宝来町1-5-28
☎0898-22-5311

794-0028 今治市北宝来町2-2-23
☎0898-22-5340

794-0026 今治市別宮町1-3-5
☎0898-25-2500

今治国際ホテル

今治アーバンホテル

旅館米長

ビジネスホテル旅館笑福

794-0042 今治市旭町2-3-4
☎0898-36-1111

794-0028 今治市北宝来町1-3-2
☎0898-22-5311

794-0015 今治市常盤町1-1-4
☎0898-32-0554

794-0017 今治市風早町2-1-16
☎0898-32-7555

第一ホテル

しまなみ温泉

JRクレメントイン今治

ホテル

794-0027 今治市南大門町1-6-11
☎0898-22-1320

794-0055 今治市中日吉町1-2-30
☎0898-22-0026

794-0028 今治市北宝来町2-甲773-9
☎0898-55-8333（9月16日オープン）

794-0036 今治市通町1-4-7
☎0898-32-1515

スーパーホテル今治

ホテル菊水今治

ホテル．割烹

ホテルアジュール汐の丸

794-0041 今治市松本町4-6-10
☎0898-27-9010

794-0016 今治市中浜町1-2-5
☎0898-23-3330

794-0013 今治市片原町1-1-7
☎0898-25-1600

799-1525 今治市湯ノ浦30
☎0898-47-0707

休暇村瀬戸内東予

皆楽荘

美賀登

鈍川温泉ホテル

799-1524 今治市桜井浦手甲1189
☎0898-48-0311

794-0121 今治市玉川町鈍川甲283
☎0898-55-2350

794-0121 今治市玉川町鈍川甲773-3
☎0898-55-2361

794-0121 今治市玉川町鈍川字小松原甲276
☎0898-55-2280

新館

喜助の宿

海舟亭

で今治市を盛り上げよう！
『イマ旅宿泊観光クーポン』

ポートサイド今治

市内のホテルや旅館に宿泊された方（愛媛県
民限定）に、お食事やお買い物、観光・アクティ
ビティ（体験）など、周辺施設で使える2,000
円分のクーポンをプレゼント。ぜひこの機会
に、今治の旅をおトクにお楽しみください。

カドヤ別荘
794-0121 今治市玉川町鈍川甲280
☎0898-55-2310

（クーポンがなくなり次第終了）

島嶼部エリア

794-2116 今治市吉海町名駒25
☎0897-84-4192

794-2116 今治市吉海町名駒155-3
☎0897-84-4172

794-2114 今治市吉海町名3984
☎090-6287-5986

しまなみ ＶＩＬＬＡ 蒼

Guesthouse Yadokari

せと

サラサヤ旅館

794-2203 今治市宮窪町宮窪6080
☎090-2782-6645

794-2202 今治市宮窪町余所国1386-3
☎0897-86-2335

794-2301 今治市伯方町有津甲1853
☎0897-72-0946

794-2305 今治市伯方町木浦甲3430-1
☎0897-72-0006

民宿うずしお

松崎旅館

旅館さわき

旅館茶梅

794-2301 今治市伯方町有津甲1563-5
☎0897-72-2700

794-2304 今治市伯方町北浦甲2065
☎0897-73-0248

794-1304 今治市大三島町宮浦5460
☎0897-82-0153

794-1304 今治市大三島町宮浦5467
☎0897-82-0008

オーガニックゲストハウス＆カフェOHANA

大三島

海宿（umiyado） OHANA

大三島憩の家

794-1304 今治市大三島町宮浦5341
☎0897-82-0023

794-1304 今治市大三島町宮浦88
☎080-8493-5416

794-1305 今治市大三島町台5099
☎0897-82-0023

794-1309 今治市大三島町宗方5208-1
☎0897-83-1111

富士見園

民宿珈里葡

guesthouse

民宿

794-1402 今治市上浦町井口5733
☎0897-87-2025

794-1402 今治市上浦町井口5731
☎0897-87-2874

794-1402 今治市上浦町井口5816
☎080-5033-8076

素泊り茶房

民宿

トマリギ

名駒

よしよし

民宿

794-2115 今治市吉海町南浦825
☎0897-72-8345

799-2123 今治市馬島1006
☎0898-22-1101

千年松

げすとはうす

結乃屋ＭＩＴＳＵＢＡＣＨＩ

GLAMPROOK しまなみ

見本

ファーモア

なぎさ

794-1402 今治市上浦町井口5600
☎0897-87-3513

『今治市イマ旅宿泊観光クーポン』は、新型コロナウイルス感染拡大などにより苦境に立たされている市内の宿泊施設や
お店を応援するため、今治市と今治地方観光協会が実施しています。

イマ旅宿泊観光クーポン ご利用上の注意事項
新型コロナウイルス感染拡大などにより、中止または変更する場合があります。 本クーポンは、参加登録店舗表示の店舗で使用できます。 本クーポンの有効期限は
令和3年12月31日です。 本クーポンを現金と交換することはできません。 釣り銭はご容赦いただいておりますので、額面金額以上のお支払いの際にご利用ください。
本クーポンの盗難、紛失、滅失または破損・偽造・模造等については、当事務局は一切の責任を負いません。
本クーポン管理番号がないものは無効です。 本クーポンを
折ったり、本クーポンに書き込んだりしないでください。 本クーポンと半券が切り離されたものは無効です。 利用可能店舗等につきましては、特設サイト利用可能店舗
一覧をご覧ください。 本クーポンの払い戻しはできません。 有効期限を過ぎた場合、本クーポンは使用できません。
【ご注意】※ご予約・お問い合わせは各店舗にお願いします。 ※新型コロナウイルス感染状況により、営業時間・休業日が記載と異なる場合がございます。ご来店時は事前に店舗にご確認ください。

事務局／公益社団法人 今治地方観光協会 〒794-0013 今治市片原町1丁目100番地3 TEL（0898）22-0909 FAX（0898）22-0929
概

要／今治市観光課 〒794-8511 今治市別宮町1丁目4番地1 TEL（0898）36-1541

特設サイト／『今治市イマ旅宿泊観光クーポン』特設サイト https://www.oideya.gr.jp/preima/
公式Instagram／imabari̲imatabi̲coupon

6月10日時点の参加登録宿泊施設・加盟店を掲載しています。
（順不同）
※以降も参加募集しており、HPへ順次更新します。

参加登録加盟店一覧… クーポンが使えるお店・施設の一覧です。
〒794-0024 今治市共栄町2-2-41
12：00〜14：00／18：00〜22：00
㊡不定休 ☎0898-22-0351

藏膳

〒794-0041 今治市松本町2-6-14
17:00〜23:00／土日祝 11:30〜14:00
㊡木曜 ☎0898-34-6336

天ぷら武蔵

〒794-0041 今治市松本町1-4-23越智ビル1F
18:00〜22:30 事前予約 ㊡日曜
☎0898-55-8634

一心太助

〒794-0041 今治市松本町1-4-1
17:00〜25:00 ㊡日曜
☎0898-23-4403

コリアタウン

〒794-0804 今治市祇園町3-1-29
11:30〜14:30／18:00〜22:00
☎0898-23-5078

㊡火曜

居酒屋のら

居酒屋dining味守屋

iccyo

〒799-1502 今治市喜田村6-4-3
17:00〜23:00 ㊡水曜
☎0898-48-3063

〒794-0802 今治市南鳥生町3-3-42もえぎビル1F
〒794-0803 今治市北鳥生町3-2-4
17:30〜24:00 ㊡木曜
11:30〜14:30（Lo14:00）／18:00〜23:00（Lo22:30）
※ディナー平日のみ ㊡水曜 ☎0898-52-8520 ☎0898-22-5917

つくし食堂

二葉

割烹ゆき

アルベーロ

〒794-0043 今治市南宝来町3-2-1ヤマダビル
17:30〜22:30 ㊡無休
☎0898-31-5292

天照

〒794-0823 今治市郷本町1-3-40
11:00〜14:30／17:00〜21:00 ㊡木曜
☎0898-32-3252

カレーハウスCoCo壱番屋 今治喜田村店

JAおちいまばり さいさいきて屋

ハタダ南鳥生店

レストラン シャン・ドーレ

久留米ラーメン光屋

焼肉 大栄

炭火焼肉

ハタダ今治バイパス店

いずみ観光株式会社

いずみタクシー

河南タクシー

喰うかい

Lieto

滋味居酒屋

是食

新日本自動車交通有限会社

立花タクシー

千倉

Red Pepper's Club とんがらし

銀美月

MOTSUNABEYA つぼ吉

厨KURIYA

BISTRO himaru

菜めん

海海らーめん 愛媛今治店

〒794-0028 今治市北宝来町1-5-2
12:00〜14:00／17:30〜21:00
㊡日曜・祝日 土曜14:00〜 ☎0898-32-6573
〒794-0025 今治市大正町3-2-9月原ビル
11:30〜14:30／17:00〜21:00 ディナー要予約
㊡月曜 ☎0898-22-5607

〒794-0041 今治市松本町1-1-11
17:00〜23:30 ㊡日曜
☎0898-33-3558

おふざけ

〒794-0042 今治市松本町2-5-5
17:00〜23:00 ㊡月曜
☎0898-32-0112

〒794-0028 今治市北宝来町1-2-15
18:00〜22:00 予約優先 ㊡日曜
☎0898-31-5572

〒794-0015 今治市常盤町5-1-18
11:00〜21:00 ※時間短縮中 ㊡無休
☎0898-32-3227
〒794-0041 今治市松本町1-6-33ASAKURAビル
21:00〜1:00 ㊡日曜
☎090-7786-1990
〒794-0041 今治市松本町1-2-8
17:00〜23:00 事前予約 ㊡日曜
☎0898-25-2664

ペニーレイン

〒794-0041 今治市松本町1-8-12
平日 17:00〜24:00／日祝 17:00〜23:00
㊡水曜 ☎0898-25-7786

陣

〒794-0041 今治市松本町2-3-10
17:00〜23:00 ㊡日曜
☎0898-31-3913
〒794-0041 今治市松本町1-7-16
17:00〜24:00（Lo23:00） ㊡日曜
☎0898-32-0717

YAHMAN SHOKUDO

〒794-0041 今治市松本町1-6-19
20:00〜1:00 ㊡土曜・日曜
☎0898-23-6700

〒794-0041 今治市松本町1-4-5カンムラビル2F
22:00〜5:00 ㊡事前予約
☎0898-35-1589

牛角

今治旭町店

〒794-0042 今治市旭町3-2-7
17:00〜23:00（Lo22:20）変更の場合あり
㊡無休 ☎0898-34-7001
〒794-0041 今治市松本町1-1-9MIビル2F
18:00〜24:00 ㊡火曜
☎0898-25-8325
〒794-0041 今治市松本町1-4-10
17:00〜25:00 ㊡月曜
☎0898-24-0097

お酒と料理

こんどう

〒794-0041 今治市松本町2-2-22
17:00〜23:00 予約制 ㊡事前予約
☎0898-31-7779

〒794-0832 今治市八町西5-391-1
9:00〜19:00 ㊡無休
☎0898-25-3133

〒799-1502 今治市喜田村1-296-1
11:00〜23:30 ㊡無休
☎0898-48-8750
〒799-1511 今治市上徳乙216-4
事前予約 ㊡事前予約
☎0898-48-7707

〒794-0804 今治市祇園町2-3-47
6:00〜22:00 ㊡無休
☎0898-25-2233

〒794-0840 今治市中寺279-1
直売所 9:00〜18:00／食堂 11:00〜15:00／
カフェ 9:00〜17:00 ㊡無休 ☎0898-33-3131
〒799-0805 今治市広紹寺町2-1-35
8:30〜17:00 ㊡無休
☎0898-23-1630

〒794-0802 今治市南鳥生町4-5-20
9:00〜19:00 ㊡無休
☎0898-35-2320
〒794-0821 今治市立花町3-7-38
7:00〜24:00 ㊡無休
☎0898-22-6237

〒794-0825 今治市郷六ケ内町3-1-9
AM6：00〜AM2：00 ㊡無休
☎0898-23-5141

〒794-0081 今治市阿方甲396-2
11:30〜14:00 ㊡日曜
☎0898-22-8021

〒794-0062 今治市馬越町3-1-6
〒794-0840 今治市中寺957-6
11:00〜14:30／17:00〜20:30
11:00〜15:00（Lo14:00）／18:00〜22:00（Lo21:00）
ディナー前日まで要予約 ㊡木曜・事前予約 ☎0898-35-3810 ☎0898-31-5561

ひつじ家

㊡火曜

〒794-0065 今治市別名385-3
ランチ土日のみ 11:30〜14:00／17:00〜24:00
（Lo各15分前）㊡月曜・第2･4火曜 ☎0898-32-7315

やま勝

Ciao

一富士

彩菜サイコー（ＳＡＩ＆Ｃｏ．）

菓子屋 艷(YEN)

株式会社母恵夢本舗 片山店

一六本舗今治中央店

第一タクシー

キングタクシー

新日本タクシー

〒794-0066 今治市高橋1190-6
11:00〜13:30／17:00〜22:00
☎0898-33-3729

㊡水曜

〒794-0064 今治市小泉4-12-32
11:30〜13:30／17:00〜22:00
㊡月曜・火曜ランチ ☎0898-25-0074

〒794-0862 今治市四村351 平日11:30〜
13:00／16:00〜19:00／土日祝12:00〜19:00
㊡月曜 ☎080-5665-7272

〒794-0066 今治市高橋甲51-1
10:00〜18:00 商品により要予約
㊡事前予約 ☎0898-22-2322

Bar風

まる屋

わんず

こっこ家

居酒屋tsugumi

〒794-0055 今治市中日吉町1-1-26美賀登ビル1F 〒794-0062 今治市馬越町1-2-14
17:30〜24:00 ㊡火曜
17:30〜24:00（Lo23:00／ドリンクLo23:30）
㊡日曜 ☎0898-52-8432
☎0898-23-0455

炭火やきとり 鳥や やきとり物語 今治中央店 喫茶飛鳥

〒794-0028 今治市北宝来町1-4-5
10:00〜15:00（予約可） ㊡土曜・日曜
☎0898-32-8616

延喜タクシー

〒794-0066 今治市高橋甲88-8
24時間 ㊡無休
☎0898-22-5144

〒794-0066 今治市高橋甲88-8
24時間 ㊡無休
☎0898-25-2525

シクロの家

puﬀee

モアヤマダ

二葉 うどん店

新日本交通有限会社

新日本第一交通有限会社

カレーハウスCoCo壱番屋 今治日吉店

二葉 今治駅構内売店

おみやげどころ今治店

株式会社母恵夢本舗 旭町店

寿司割烹

海食 浜勝

伊豫水軍

海峡レストラン ボヌール ブッソール 3373

今治タオル

ハタダ第一病院前店

日吉タクシー

常盤タクシー株式会社

そば元

シクロツーリズムしまなみ

中央レンタサイクルターミナルサンライズ糸山

平和タクシー

株式会社伊予桜井漆器会館

道の駅 今治湯ノ浦温泉

四季の湯ビア工房

〒794-0042 今治市旭町1-3-1
20:00〜25:00 ㊡日曜
☎0898-35-3700
〒794-0015 今治市常盤町6-5-13丸木ビル1F
17:30〜0:00（Lo23:30）変更の場合あり
㊡水曜 ☎0898-33-5591

〒794-0054 今治市北日吉町1-10-18
11:00〜23:00 ㊡無休
☎0898-34-8820

今治国際ホテル店

〒794-0027 今治市南大門町1-6-21
9:00〜15:00 ㊡日曜
☎090-7623-6780

〒794-0043 今治市南宝来町3-2-1ヤマダビル
8:00〜23:00 ㊡無休
☎0898-22-2013

〒794-0028 今治市北宝来町1-1-10
8:00〜19:30 ㊡無休
☎0898-34-1188

〒794-0028 今治市北宝来町 1-甲729-8JR今治駅構内
8:00〜19:00 ㊡無休
☎0898-25-0085

〒794-0054 今治市北日吉町1-13
9:00〜19:00 ㊡無休
☎0898-25-6030

〒794-0028 今治市北宝来町4-1-10
7:00〜18:00 ㊡無休
☎0898-22-3552

炭火焼き鳥の店 ういち

〒794-0015 今治市常盤町8-1-35
17:30〜22:00 ㊡日曜
☎0898-23-8851

〒794-0028 今治市北宝来町1-1-10
11:00〜17:00 ㊡無休
☎0898-34-1188
〒794-0042 今治市旭町3-1-31
9:00〜19:00 ㊡無休
☎0898-32-2722
〒794-0015 今治市常盤町5-5-29
24時間営業 ㊡無休
☎0898-22-0011

今治駅前レンタサイクルターミナル

もりもとや

〒794-0041 今治市松本町3-2-17
17:00〜22:00 ㊡月曜
☎0898-31-0531

炉端焼き 酒仙

〒794-0041 今治市松本町2-1-11
17:00〜22:00 ㊡月曜
☎0898-31-6036

Busy bee

〒794-0034 今治市美須賀町4-2-13
11:00〜16:00 ㊡火曜・土曜・日曜
☎080-6383-0890

株式会社

魚貞蒲鉾店

〒794-0015 今治市常盤町1-4-12
月・火・木〜土 9:00〜18:00／日 9:00〜17:00／
第1・3水 9:00〜17:00／第2・4水 9:00〜13:00
㊡無休 ☎0898-32-0842

さわやかタクシー

三日月

〒799-1502 今治市喜田村2-4-22
11:00〜14:30／17:00〜22:00 ㊡水曜
☎0898-47-6022

キッチンエム

〒794-0825 今治市郷六ケ内町1-5-25
11:00〜22:00 ㊡無休
☎0898-25-1164

城下まち

ふぐ料理

弥生寿司

声聞

たけざき

焼きどりの店 世渡

京楽

〒794-0024 今治市共栄町3-3-16
11:30〜14:30／17:00〜22:00
☎0898-22-1136

㊡月曜

〒794-0041 今治市松本町2-1-1
12:00〜23:30 ㊡水曜
☎0898-31-3458

〒794-0038 今治市末広町4-3-8
17:00〜22:00 ㊡無休
☎0898-31-1296
〒794-0024 今治市大正町2-2-4
11:00〜14:00／17:00〜22:00 ㊡日曜
☎0898-24-0717

小幸

㊡日曜

〒799-1527 今治市長沢甲340-1
10:00〜18:00 ㊡火曜
☎0898-48-0418

〒799-1527 今治市長沢甲252-2
9:00〜18:00 ㊡無休
☎0898-47-0774

〒799-1525 今治市湯ノ浦26番地
レストラン 平日11:00〜21:00 土日7:00〜10:00 11:00〜14:30
17:00〜21:00／温泉 平日 10:00〜23:00 土日 6:00〜23:00（札止め 30分前）
㊡木曜 ☎0898-48-0300

ますや旅館／オーベルジュ

Pizzeria Austro

珈琲浪漫パイプのけむり

KUNEL KITCHEN

伯方の塩ラーメン三和 今治北インター店

若味鳥

来島海峡サービスエリア OLAOLAカフェ

しまなみピクニック

得得うどん大西店

来島海峡サービスエリア 来島丸（外売店）

一六本舗大西店

パティスリーmomo

高部タクシー株式会社

糸山タクシー

太洋タクシー

今治タオル

みなと交流センターレンタサイクルターミナル

今治城

〒794-0035 今治市枝堀町1-5-11
8:00〜18:00 ㊡月曜
☎0898-32-0777
〒794-0015 今治市常盤町1-1-19
8:30〜18:00（祝･盆･正月は〜19:00)
㊡水曜(祝日･お盆･正月は営業) ☎0898-22-0164
〒794-0036 今治市通町3-1-3
9:00〜17:00 ㊡無休
☎0898-31-9233

〒799-1607 今治市朝倉上甲2930
9:00〜17:30 ㊡無休
☎0898-56-1515

〒799-1522 今治市桜井6-1-31
24時間 ㊡無休
☎0898-48-0058

〒794-0001 今治市砂場町2-8-1サンライズ糸山 内 〒799-2205 今治市大西町宮脇甲1416-3
〒799-2111 今治市小浦町2-5-1
7:00〜15:00（Lo14:30）／17:00〜20:00（Lo19:30）
12:00〜14:00／18:00〜21:00 前日までの完全予約制
11:00〜15:00／17:00〜21:00（Lo20:00）
㊡無休 ☎0898-41-3324
㊡水曜 ☎0898-53-2104
㊡火曜 ☎0898-41-9537
〒799-2109 今治市波方町養老甲1028-1
11:00〜14:30／18:00〜22:00 ㊡火曜
☎0898-41-5308

なみかた海の交流センター シクロカフェ
〒799-2101 今治市波方町波方甲2264-38
9:00〜17:00 ㊡月曜
☎0898-52-7838

来島海峡サービスエリア 内売店

〒794-0002 今治市大浜町3-9-68
8:00〜21:00／土日祝 7:00〜22:00
㊡無休 ☎0898-33-8633

〒799-2118 今治市波止浜140-3
11:00〜14:00／17:30〜21:00
☎090-9774-5686

㊡無休

〒799-2111 今治市小浦町2-5-2来島海峡展望館
9:00〜18:00 ㊡無休
☎0898-41-5002
〒799-2202 今治市大西町紺原742-1
9:00〜19:00 ㊡無休
☎0898-36-2116

〒799-2203 今治市大西町新町甲1033-1
17:00〜23:00 ㊡日曜
☎0898-53-6789
〒799-2205 今治市大西町宮脇甲457-1
11:00〜22:00 ㊡無休
☎0898-53-3155
〒799-2109 今治市波方町養老甲1028-1
11:00〜18:00 ㊡火曜・水曜
☎0898-55-8083

瀬戸内タクシー

いまむらお好み焼

のり武

すしグルメ

割烹青井

CAFE LUNCH MUM

〒799-2303 今治市菊間町浜1491-1
10:00〜18:00／18:00〜23:00
（予約制）
㊡月曜 ☎0898-35-3161

〒794-0102 今治市玉川町大野甲86-4
9:00〜17:00 ㊡月曜
☎0898-55-2738

今治市玉川近代美術館(徳生記念館)

別所タクシー

中華

もがみ 今治店

道の駅 よしうみいきいき館

喜多寿し

魚常

〒794-0031 今治市恵美須町3-1-49
7:00〜24:00 ㊡無休
☎0898-24-2000
〒799-1502 今治市喜田村7-7-25
11:30〜14:00
（Lo）
／17:30〜21:00（Lo）
㊡水曜 ☎0898-47-1110

ヌーヴェル

テロワール

〒799-1514 今治市町谷甲197-3
11:30〜14:00
（Lo）
／17:30〜21:00
㊡水曜 ☎0898-47-4500

うずしおタクシー

〒794-0024 今治市共栄町2-3-19
11:30〜14:00／17:00〜21:00
㊡第2･4月曜 ☎0898-33-2503
〒799-1511 今治市上徳甲235-5
11:30〜14:30／16:50〜21:00 ㊡月曜
☎0898-47-4000

桃仙楼

〒799-1502 今治市喜田村3-4-30
11:00〜22:00 ㊡無休
☎0898-55-8325

〒794-0005 今治市大新田町3-2-14
24時間 ㊡無休
☎0898-22-6239

しまなみ風のレストラン

大和みやげものセンター

〒794-0013 今治市片原町1-100-3
みなと交流センターはーばりー内
9:00〜17:00 ㊡無休 ☎0898-35-5090

〒794-0001 今治市砂場町2-8-1
8:00〜20:00 ㊡無休
☎0898-41-3196

〒794-0003 今治市湊町2-6-37
11:30〜21:00 ㊡木曜
☎0898-32-3373

大潮荘

〒794-0021 今治市米屋町1-2-14
17:00〜24:00 ㊡無休
☎0898-25-4110

ハタダ 今治国際ホテル店

本店

〒794-0026 今治市別宮町8-1-55
9:00〜17:00 ㊡事前予約
☎0898-33-0069

〒794-0003 今治市湊町2-6-37
11:00〜21:00 ㊡水曜
☎0898-32-2000

がらじ

株式会社母恵夢本舗 本店

〒794-0033 今治市東門町5-14-3
9:30〜18:00 ㊡無休
☎0898-34-3486

㊡火曜

〒794-0002 今治市大浜町2-1-36
11:00〜14:00／17:00〜21:00
㊡木曜・第3,第5水曜 ☎0898-32-6105

平成タクシー

〒794-0037 今治市黄金町1-5-20
17:00〜22:00 ㊡月曜・火曜
☎0898-31-1614
〒794-0042 今治市旭町2-3-4
9:00〜18:00 ㊡月曜
☎0898-32-5123

〒794-0065 今治市別名384-1
6:00〜22:00 ㊡無休
☎0898-24-1111

一広株式会社 タオル美術館

〒794-0038 今治市末広町1-4-3
ふぐ料理10月〜 18:00〜22:30
（Lo22:00）
㊡無休・事前予約 ☎0898-23-6864

〒794-0041 今治市松本町２-3-2新田ビル1F
18:00〜22:00 ㊡日曜・事前予約
☎0898-33-1085
〒794-0018 今治市本町2-1-29
9:00〜19:00 ㊡無休
☎0898-32-5660

〒794-0084 今治市延喜甲240-4
24時間 ㊡無休
☎0898-32-3939

〒794-0062 今治市馬越町3-3-32
9:00〜19:00 ㊡無休
☎0898-23-0016

〒799-2101 今治市波方町波方甲1663-1
8:00〜22:00 ㊡無休
☎0898-41-8080
〒799-1504 今治市拝志11-33
18:00〜22:00 前日までのご予約
㊡日曜・事前予約 ☎0898-47-2228
〒794-0840 今治市中寺239-2ホテルバリイン1F
平日 16:30〜23:00／土日祝 11:00〜23:00
㊡無休 ☎0898-34-3322

〒799-2117 今治市地堀1-2-26
24時間 ㊡無休
☎0898-41-8048

〒794-2114 今治市吉海町名4520-2
〒794-2203 今治市宮窪町宮窪2214
9:00〜17:00／飲食 11:00〜14:00（Lo14:00）
11:30〜14:00／17:00〜21:30（Lo21:00）※要電話確認
㊡無休 ☎0897-84-3710
㊡火曜 ☎0897-86-2170

〒799-2109 今治市波方町養老乙327-12
11:00〜14:00
（Lo）／18:00〜21:00
（Lo）
㊡水曜 ☎0898-35-2777
〒794-0002 今治市大浜町3-9-68
9:00〜17:00／土日祝 9:00〜18:00
㊡無休 ☎0898-33-8633
〒794-0002 今治市大浜町3-9-68
9:00〜17:00／土日祝 9:00〜18:00
㊡無休 ☎0898-33-8633
〒799-2118 今治市波止浜158-23
24時間営業 ㊡無休
☎0898-31-0184

〒799-2203 今治市大西町新町甲1014-2
6:00〜19:00 ㊡無休
☎0898-53-2508
〒794-0113 今治市玉川町別所40-2
9:00〜17:00 ㊡無休
☎0898-55-3001

梅が花

〒794-2305 今治市伯方町木浦乙791-6
11:30〜21:00 ㊡水曜
☎0897-74-0150

道の駅 伯方S・Cパーク マリンオアシスはかた

〒794-2302 今治市伯方町叶浦1668-1
9:00〜17:00／飲食 11:00〜14:00（Lo14:00）
㊡無休 ☎0897-72-3300

菊間・ 島嶼部
玉川 エリア

立花・鳥生・
富田

〒794-0032 今治市天保山町5-1-29
7:00〜20:00 ㊡無休
☎0898-33-8855

なわぶね

〒799-1523 今治市郷桜井1-5-48
11:00〜14:00／17:00〜22:00
☎0898-48-5666

〒794-0063 今治市片山1-2-23
9:00〜19:00 ㊡無休
☎0898-32-5288

〒794-0065 今治市別名384-1
6:00〜22:00 ㊡無休
☎0898-24-1111

〒794-0027 今治市南大門町1-2-14大安建設ビル1F
11:30〜12:45／17:30〜21:30 ㊡日曜
☎0898-31-7821
〒794-0026 今治市別宮町1-1-17
11:00〜15:00／17:00〜20:00
☎0898-32-1465

〒794-0063 今治市片山1-1-1
9:00〜20:00 ㊡無休
☎0898-22-1192

波止浜・波方・大西

美須賀・城東

〒794-0023 今治市栄町2-1-3
11:00〜14:00（Lo13:30）／17:00〜22:00(Lo21:30)
㊡事前予約 ☎0898-23-0001

〒794-0065 今治市別名384-1
6:00〜22:00 ㊡無休
☎0898-24-1111

いちりき

〒794-0028 今治市北宝来町2-甲773-8
8:00〜20:00 ㊡無休
☎0898-34-3190

笹

〒794-0068 今治市にぎわい広場1-1
10:00〜20:00 ㊡無休
☎0898-35-3650

桜井・国分・朝倉

〒794-8522 今治市旭町2-3-4
10:30〜19:00 ㊡水曜
☎0898-32-5533

〒794-0015 今治市常盤町4-3-15長野ビル
17:00〜23:00 ㊡日曜
☎0898-33-2002

近見・別宮

〒794-0028 今治市北宝来町1-1-12
16:00〜22:00 ㊡無休
☎0898-35-4496

〒794-0042 今治市旭町4-3-32
17:00〜22:00 ㊡日曜
☎0898-32-3638

清水・日高・乃万

〒794-0024 今治市共栄町3-1-15
17:30〜22:30 ㊡日曜・祝日
☎0898-55-8667

〒794-0028 今治市北宝来町1-1-10
6:00〜18:00 ㊡無休
☎0898-22-1859

立花・鳥生・富田

常盤・日吉

四季の味 はな亭

