中予（ちゅうよ）サイクルオアシス一覧
令和２年11月現在
市町名

番号

施設名

飲食店

松山市浅海原399-3

2 道の駅 風早の郷風和里

道の駅

松山市大浦119番地

3 ベティ・クロッカーズ北条店

飲食店

松山市下難波甲1427-10

5 モダン焼 秋桜
6 THE BONDS

松山市下難波1427-62

飲食店

松山市北条辻463-1

飲食店、宿泊施設

松山市長師55番地

飲食店

松山市東川町乙44-7

8 丸味

飲食店

松山市藤野町158-1

10 大五木材

フェリー待合所

松山市由良町1234番地

材木屋

松山市平田町455

11 ローソン松山末町店

コンビニエンスストア

松山市末町甲17-1

12 自然とくつろぐ sola

飲食店等複合施設

松山市祝谷六丁目1190-1

13 TSUTAYA 中央店

小売店

松山市中央１丁目10-5

温泉・観光施設

松山市道後湯之町5-6

14 道後振鷺亭（道後温泉事務所）
15 愛媛県障がい者更生センター 道後友輪荘
16 松山市立子規記念博物館
17 ホテルサンガーデン松山

障がい者更生センター、宿泊施設 松山市道後町２丁目12番11号

博物館
宿泊施設

18 ファミリーマート松山石手店

コンビニエンスストア

19 松山城ロープウェイのりば

観光施設

20 坂の上の雲ミュージアム

博物館

松山市道後公園1-30
松山市平和通三丁目２番地10
松山市石手5-1-45
松山市大街道三丁目2-46
松山市一番町三丁目20番地

21 松山市青少年センター

教育施設

松山市築山町12番33号

22 上野サイクル

自転車店

松山市東石井5丁目8-1

飲食店

松山市余戸東２丁目1-1

23 羅座亜留 余戸店
24 であいフィールド（松山市多目的競技場）
25 TSUTAYA 松山インター店

スポーツ施設

松山市市坪西町796-6

小売店

松山市北土居３丁目11-7

26 一草庵

史跡

松山市御幸１丁目435-1

27 庚申庵史跡庭園

史跡

松山市味酒町２丁目6-7

ホテル・旅行代理店

松山市岩崎町２丁目8-22

28 ドウゴノオヤドいわさき
1 伊予灘SA
2 伊予市都市総合文化施設 ウェルピア伊予

高速道路SA

伊予市宮下2804-1

宿泊施設、飲食等

伊予市下三谷1761-1

3 TSUTAYA 伊予店

小売店

伊予市下吾川966番地

4 お好み焼き らっかせい

飲食店

伊予市下吾川63-2

5 手づくり交流市場 町家

特産品販売、複合施設

伊予市米湊827-4

6 しおさい公園
7 海アフロPOST
8 道の駅 ふたみ（ふたみシーサイド公園）
9 酵素まる

スポーツ施設
雑貨販売、飲食等
特産品販売
酵素風呂

伊予市森甲91番地1
伊予市双海町高野川甲36
伊予市双海町高岸甲2326番地
伊予市双海町上灘甲4583-4

10 道の駅 なかやま

特産品販売

伊予市中山町中山子271

11 なかやま特産品センター

特産品販売

伊予市中山町中山丑173番地2

12 ラ・メール
1 ほっこり奥松
2 イタリア料理 OTTO
東温市

菓子販売

7 山のパン屋

9 由良港フェリー待合所

伊予市

住所

1 ドライブインアウトゼア

4 洋菓子工房 ＰＥＡＣＥ

松山市

施設形態

3 横河原ぷらっとＨＯＭＥ
4 さくらの湯・さくらの湯観光物産センター
5 東温市滑川野外活動研修施設

飲食店

伊予市双海町串甲3561-2

交流施設、特産品販売

東温市松瀬川1876

飲食店

東温市北方3355-4

交流施設

東温市横河原189番地4

温泉、レンタサイクル、特産品販売 東温市北方甲2081-1

研修施設

東温市滑川甲1419

6 母恵夢スイーツパーク
7 あさつゆマルシェ・strada（レスパスシティ）
8 kuromori
東温市

9 拝志自動車整備工場

製造販売、飲食店

東温市則之内甲2585-1

特産品販売、レンタサイクル

東温市見奈良1125番地

飲食店等複合施設

東温市河之内甲4916-3

自動車整備工場

10 滑川清流ハウス

交流施設、観光案内所

なごみ

11 和の里

飲食店

東温市上林3043-2

建築会社

東温市上林3007-1

1 白石ロッジ

宿泊施設

久万高原町若山21-1581

2 おもごふるさとの駅

特産品販売

久万高原町相ノ木26

3 久万農業公園アグリピア

特産品販売

久万高原町下畑野川甲500

宿泊施設

久万高原町直瀬乙1636番地

5 お接待サロン カヨちゃん家

飲食店

久万高原町東明神1529-2

6 ファミリーマート久万入野店

コンビニエンスストア

久万高原町入野1338番地

7 喫茶 たまりば

飲食店

久万高原町菅生2-1439-1

8 道の駅 天空の郷さんさん

特産品販売

久万高原町入野1855番地6

9 久万高原町まちなか交流館

交流施設、特産品販売

10 道の駅 みかわ

久万高原町上黒岩2840番地

11 レストラン こもれび

飲食店

久万高原町父野川乙318-3

12 うまいもん屋 土居

飲食店

久万高原町日野浦816

宿泊施設、特産品販売

14 ねいろ屋 久万高原
1 スペイン石窯工房 パンメゾン
2 GROOVE

久万高原町西谷8111番地

飲食店

久万高原町上野尻60-2

飲食店

松前町中川原新田406-1

自転車店、飲食店

松前町西高柳7-1

3 マイキムチ＆コリアンデリ hanari（ハンアリ）

飲食店

松前町大字筒井685-5

4 松前餃子

飲食店

松前町筒井876-11

5 お好み焼 のむら

飲食店

松前町東古泉475-6

6 いなや茶屋

飲食店

松前町東古泉132

飲食店

砥部町重光147-1

ピッツェリア トレンタノーヴェ

1 pizzeria 39

2 パン工房 モンタナ砥部店

砥部町

久万高原町久万134番地

特産品販売

13 姫鶴荘

松前町

東温市明河海上第一号559-168

12 Forest Crew

4 国民宿舎 古岩屋荘

久万高原町

東温市下林甲1124

飲食店

砥部町宮内1404-1

3 砥部焼観光センター 炎の里

製造販売

砥部町千足359番地

4 初雪盃直売店 蔵元

酒造販売

砥部町大南400番地

5 村の駅 五本松

ギャラリー、休憩所

砥部町五本松36

6 トークギャラリー紫音

ギャラリー、飲食店

砥部町五本松885-13

7 道の駅ひろた 峡の館
8 カフェ＆ギャラリー もえぎの

特産品販売
ギャラリー、飲食店

計80箇所

砥部町総津162-1
砥部町川登495

