
事業者名 店　　名 住　　　　　　　　　　　所 引換窓口場所 取扱商品券名 引換可能な金種

㈱愛媛ジェーシービー 本社 松山市勝山町2丁目4番地7 ミツワ勝山ビル5階 ＪＣＢギフトカード 1,000円
㈱伊予鉄高島屋 いよてつ高島屋本店 松山市湊町5丁目1番地1 6階商品券売場 伊予鉄高島屋商品券 1000円

フジグラン川之江 四国中央市妻鳥町１１３６番地１ 本館１階　サービスカウンター
フジ川之江店 四国中央市川之江町１９２０番地１ サービスカウンター
フジ三島店 四国中央市三島中央一丁目１番１５号 サービスカウンター
フジグラン新居浜 新居浜市新須賀町二丁目１０番7号 １階　サービスカウンター
フジ東田店 新居浜市東田二丁目甲１３３９番地 サービスカウンター
フジ新居浜駅前店 新居浜市坂井町二丁目３番８号 サービスカウンター
フジ本郷店 新居浜市本郷一丁目２番４１号 サービスカウンター
フジグラン西条 西条市新田字北新田２３５番地 １階　サービスカウンター
フジ西条玉津店 西条市玉津５６４番地１ 食品館１階　サービスカウンター
フジ東予店 西条市周布７１５番地１ 食品館　サービスカウンター
フジグラン今治 今治市東門町五丁目１３番１号 食品館１階　サービスカウンター
フジ今治店 今治市小泉四丁目５番１号 １階　サービスカウンター
フジグラン松山 松山市宮西一丁目２番１号 １階　インフォメーション
フジ夏目店 松山市夏目甲７９番地 食品館　サービスカウンター
フジ和気店 松山市和気町一丁目６３７番地１ 食品館　サービスカウンター
フジ姫原店 松山市姫原二丁目４番２８号 食品館　サービスカウンター
フジ本町店 松山市本町六丁目５番地１ １階　サービスカウンター
フジ松江店 松山市松江町５番３８号 食品館　サービスカウンター
フジ北斎院店 松山市北斎院町６９８番地１ 食品館　サービスカウンター
フジ垣生店 松山市西垣生町２０７番地２ 食品館　サービスカウンター
フジ古川店 松山市古川北三丁目１９番１４号 １階　サービスカウンター
フジ藤原店 松山市藤原二丁目４番６２号 サービスカウンター
フジ道後店 松山市道後町一丁目１番１２号 １階　サービスカウンター
フジ立花店 松山市立花二丁目７番１１号 サービスカウンター
フジ松末店 松山市松末一丁目４番５号 サービスカウンター
フジ南久米店 松山市南久米町５３８番１号 サービスカウンター
フジ安城寺店 松山市安城寺町５７１番地１ サービスカウンター
フジ砥部店 伊予郡砥部町重光２３９番地 １階　サービスカウンター
フジ砥部原町店 伊予郡砥部町原町３２４番地１ サービスカウンター
フジグランエミフル松前 伊予郡松前町筒井８５０番 ウォーターコート１階　サービスカウンター

フジ松前店 伊予郡松前町西古泉１番地１ サービスカウンター
フジ伊予店 伊予市米湊字安広７２８番３ １階　サービスカウンター
フジグラン重信 東温市野田三丁目１番地１３ 食品館１階　サービスカウンター
フジ見奈良店 東温市見奈良１１２５番地 食品館　サービスカウンター
フジ内子店 喜多郡内子町内子１４５５番地 サービスカウンター
フジグラン大洲 大洲市中村２４６番地１ １階　サービスカウンター
フジグラン北浜 八幡浜市北浜一丁目４番３３号 １階　サービスカウンター
フジ八幡浜店（7月下旬オープン） 八幡浜市江戸岡１２５２番地９ サービスカウンター
フジ宇和店 西予市宇和町卯之町四丁目６５４番地 食品館　サービスカウンター
フジ吉田店 宇和島市吉田町東小路甲１７５番地３ １階　サービスカウンター
フジグラン北宇和島 宇和島市伊吹町甲９１２番地２ 食品館１階　サービスカウンター
フジ宇和島店 宇和島市恵美須町二丁目３番２８号 １階　サービスカウンター
フジ広見店 北宇和郡鬼北町近永３９０番地 サービスカウンター
フジ南宇和店 南宇和郡愛南町城辺乙５４４番地 サービスカウンター
セブンスター今治店 今治市東村1丁目14番2号 案内所（サービスカウンター）
セブンスター石井店 松山市東石井2丁目21番16号 案内所（サービスカウンター）
セブンスター東長戸店 松山市東長戸4丁目7番30号 案内所（サービスカウンター）
セブンスター和泉店 松山市土居田町17 案内所（サービスカウンター）
セブンスター石手店 松山市石手1丁目2番7号 案内所（サービスカウンター）
セブンスター別府店 松山市別府町527番地 案内所（サービスカウンター）
セブンスター南江戸店 松山市南江戸3丁目1番55号 案内所（サービスカウンター）
セブンスター三津店 松山市会津町7番7号 案内所（サービスカウンター）
セブンスター垣生店 松山市東垣生町105番地 案内所（サービスカウンター）
セブンスター砥部店 伊予郡砥部町拾町20番地 案内所（サービスカウンター）
セブンスター重信店 東温市志津川171 案内所（サービスカウンター）
明屋書店ＭＥＧＡ西の土居店 新居浜市西の土居町1丁目1番地23 １階レジカウンター
明屋書店ＭＥＧＡ平田店 松山市平田町81番地1 レジカウンター
明屋書店大洲店 大洲市東大洲661番地2 レジカウンター
DCMダイキ川之江店 四国中央市妻鳥町字長束８９０－１ サービスカウンター
DCMダイキ三島店 四国中央市寒川町４２６番地１ サービスカウンター
DCMダイキ新居浜店 新居浜市瀬戸町甲４１０１ サービスカウンター
DCMダイキ新居浜西店 新居浜市西の土居町１丁目７番２号 サービスカウンター
DCMダイキ西条店 西条市朔日市７９６－１ サービスカウンター
DCMダイキ周桑店 西条市周布750番地1 サービスカウンター
DCMダイキ伊予小松店 西条市小松町南川字御手洗甲６５ サービスカウンター
DCMダイキ今治店 今治市小泉３丁目２－８ サービスカウンター
DCMダイキ近見店 今治市大新田町５丁目４番４５号 サービスカウンター
DCMダイキ喜田村店 今治市喜田村３丁目２番１号 サービスカウンター
DCMダイキ美沢店 松山市美沢1丁目９番３３号 サービスカウンター
DCMダイキ竹原店 松山市竹原３丁目２０－１８ サービスカウンター
DCMダイキ三津浜店 松山市古三津６丁目１１－２０ サービスカウンター
DCMダイキ平田店 松山市平田町１４３７ サービスカウンター
DCMダイキ朝生田店 松山市朝生田町６丁目２番３８号 サービスカウンター
DCMダイキ福音寺店 松山市福音寺町５５番地１ サービスカウンター
DCMダイキ城北店 松山市平和通４丁目１－２ サービスカウンター
DCMダイキ垣生店 松山市西垣生町２３４番地 サービスカウンター
DCMダイキ北条店 松山市北条辻４１０番地 サービスカウンター
DCMダイキ松前店 伊予郡松前町筒井８５０番地 サービスカウンター
DCMダイキ伊予店 伊予市下吾川１０４２番地 サービスカウンター
DCMダイキ重信店 東温市野田３丁目２－５ サービスカウンター
DCMダイキ砥部店 伊予郡砥部町拾町２０番地 サービスカウンター
DCMダイキ宮内店 伊予郡砥部町宮内１０３１－１ サービスカウンター
DCMダイキ内子店 喜多郡内子町内子１５１４番地 サービスカウンター
DCMダイキ大洲店 大洲市東大洲1220番地6 サービスカウンター
DCMダイキ八幡浜店 八幡浜市大字松柏甲８５０ サービスカウンター
DCMダイキ保内店 八幡浜市保内町喜木１番耕地７９番 サービスカウンター
DCMダイキ宇和店 西予市宇和町卯之町４丁目５１８－ サービスカウンター
DCMダイキ宇和島南店 宇和島市保田字宮ノ段甲６７８ サービスカウンター
DCMダイキ宇和島北店 宇和島市伊吹町カネツキ田１２６３ サービスカウンター
DCMダイキ吉田店 宇和島市吉田町立間２－１７８３ サービスカウンター
DCMダイキ南宇和店 南宇和郡愛南町城辺乙３５２－１ サービスカウンター

西予市宇和町卯之町3丁目297番地 西予市商工会本所　事務所1階　れんげスタンプ係 れんげスタンプお買物券 500円
西予市野村町野村12-617 西予市商工会野村支所1階 のむらまち商品券 500円

宇和町商業協同組合
野村町商業協同組合

フジ商品券

一六本舗、レストラン北斗、セ
ブンスター共通商品券

全国共通図書カード

ダイキギフトカード

愛顔つなぐハートフルポイント制度　　商品券引換窓口一覧

㈱フジ

㈱セブンスター

㈱明屋書店

ＤＣＭダイキ㈱

500円、1000円

500円

500円、1000円

1,000円
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