愛媛県内のサイクルオアシス（R2.12.18現在）
市町

松
山
市

今
治
市

施設等名
坂の上の雲ミュージアム
松山城ロープウェイのりば
羅座亜留 余戸店
ホテルサンガーデン松山
庚申庵史跡庭園
一草庵
道後振鷺亭（道後温泉事務所）
愛媛県障がい者更生センター道後友輪荘
であいフィールド（松山市多目的競技場）
ファミリーマート 松山石手店
ドウゴノオヤドいわさき
松山市立子規記念博物館
松山市青少年センター
上野サイクル
ローソン 松山末町店
丸味
山のパン屋
TSUTAYA 松山インター店
THE BONDS
大五木材
TSUTAYA 中央店
由良港フェリー待合所
ドライブインアウトゼア
海辺のBetty Lea Bailey's
洋菓子工房 ＰＥＡＣＥ
道の駅 風早の郷風和里
自然とくつろぐ Sola
モダン焼 秋桜
花ゆら
浜の台所「潮里」
昌万おこのみ焼
株式会社しまなみ
城慶寺
ボヌール・ブッソール3373
アデュマン
大和（だいわ）みやげものセンター
ナカムラコーヒー
呉服すがたや
かねと食堂
アイン美容室
オレンジの風
みつはま焼き ビッグダウン
しまなみゲストハウス「シクロの家」
FunTable Kitchen（ファンタブルキッチン）
ハタダ第一病院前店
しまなみ温泉 喜助の湯
タクボ輪業
明屋書店 今治本店
ラーメンなる
アーリーバード
和 nodoka
カフェマグノリア
中華そば 八平
田中人形店
玉川湖畔の里
エポック
魚河岸ごはん
まるせきカフェ
関前食堂
8stand（エイトスタンド）
オーガニックゲストハウス＆カフェOHANAin御島
大三島ブリュワリー
大三島素泊り茶房トマリギ
Cahayabarispa勝縁
大三島の笑家

住所
松山市一番町三丁目20番地
松山市大街道三丁目2-46
松山市余戸東２丁目1-1
松山市平和通三丁目2番地10
松山市味酒町２丁目6-7
松山市御幸1丁目435-1
松山市道後湯之町5-6
松山市道後町２丁目12番11号
松山市市坪西町796-6
松山市石手5-1-45
松山市岩崎町2丁目8-22
松山市道後公園1-30
松山市築山町12番33号
松山市東石井5丁目8-1
松山市末町甲17-1
松山市藤野町158-1
松山市東川町乙44-7
松山市北土居３丁目11-7
松山市長師55番地
松山市平田町455
松山市中央１丁目10-5
松山市由良町1234番地
松山市浅海原399-3
松山市下難波甲1427-10
松山市下難波1427-62
松山市大浦119番地
松山市祝谷6丁目1190-1
松山市北条辻463-1
今治市砂場町1-9-10
今治市砂場２－６６３－３マリーナパーク王浜内
今治市大浜町名1-3-16
今治市大浜町1丁目丙232-1
今治市湊町2-1-45
今治市湊町2-6-37
今治市常盤町2-3-1
今治市常盤町1-1-19
今治市常盤町3丁目5-2
今治市風早町2-2-18
今治市室屋町1丁目2-16
今治市共栄町2丁目3番地7
今治市共栄町3-3-20
今治市別宮町9-3-17
今治市北宝来町1丁目1番地12
今治市旭町3丁目2-3
今治市北日吉町1-13
今治市中日吉町１丁目２
今治市南日吉１丁目3-43
今治市片山2-6-22
今治市山路881-80
今治市阿方甲208-1
今治市玉川町長谷680
今治市玉川町長谷甲1060-1
今治市玉川町長谷1043
今治市玉川町八幡176-5
今治市玉川町龍岡下乙18-1
今治市玉川町龍岡上354-2
今治市中寺261-1
今治市関前岡村甲728-6
今治市関前岡村甲852-4
今治市大三島町宮浦3301-1
今治市大三島町宮浦5341
今治市大三島町宮浦5589
今治市大三島町宮浦88
今治市大三島町宮浦4366
今治市大三島町宮浦9120-3

愛媛県内のサイクルオアシス（R2.12.18現在）
市町

今
治
市

宇
和
島
市

八
幡
浜
市

施設等名
万福寺
大三島ふるさと憩の家
Bｕｂｕｋａ 歩歩海
上浦交通有限会社
ボッコ製菓
道の駅 多々羅しまなみ公園
しまなみ海道料理旅館 富士見園
カフェレストラン典座
しまなみコーヒー
IKIDANE CYCLIST HOTEL&CAFÉ SHIMANAMI
Country time～カントリータイム～
WAKKA
kiki's苺ハウス（井上苺園）
ピットイン
農家民宿とと・かか
蔵
よしうみローズ館
石・今昔ギャラリー
有限会社西原石材興業
コミュニティカフェ井戸端処ぼっこ
NPO法人アクションアイランド
できかけ教室
道の駅 よしうみいきいき館
正味集会所
民宿千和、ゲストハウス＆カフェ千和
JiBaカフェ能島
映日果
ギャラリー赤燈台
道の駅 伯方Ｓ・Ｃパーク「マリンオアシスはかた」
CAFÉ LUNCH MUM
集会所 鎮守の杜
農家民宿「ポーチュラカ西部」
古民家ゲストハウス ソルトハウス
魚常 梅が花
Yショップ ヤマキチ
つどい場だんだん
タオル美術館
なみかた海の交流センター
フジ波止浜店
たこたこ亭
にっしー
タバタヤ菓子店
道の駅 みなとオアシス うわじまきさいや広場
宇和島オリエンタルホテル
食堂 山男
サイクルライフいぬがい 新田町店
有限会社土居真珠
だんだん茶屋
いかだ屋
こもぶち うみのいえ こもてらす (企業組合こもねっと）
有限会社KOUJIYA
道の駅 みま
みまきガーデン
あすも
きなはいや三万石
吉田きなはいや
谷本蒲鉾店 メセナドライブ
駅なか浜っ子産直市
新町ドーム
ハーバープラザホテル
道の駅 みなとオアシス八幡浜みなっと みなと交流館
コオノヤ
八幡浜市文化会館 ゆめみかん
爬虫類喫茶Asche
石窯香房 夢永

住所
今治市大三島町口総4168
今治市大三島町宗方5208-1
今治市大三島町宗方7395-2
今治市上浦町井口6629番地
今治市上浦町井口5814
今治市上浦町井口9180-2
今治市上浦町井口5733番地
今治市上浦町井口7333
今治市上浦町井口7594-1
今治市上浦町井口7345-1
今治市上浦町井口2620
今治市上浦町井口6691-1
今治市上浦町甘崎379
今治市上浦町瀬戸5717
今治市上浦町瀬戸3279
今治市吉海町田浦378
今治市吉海町福田1290
今治市吉海町仁江565
今治市吉海町仁江667-1
今治市吉海町幸新田85
今治市吉海町名3043
今治市吉海町名1182－5
今治市吉海町名4520-2
今治市吉海町正味149
今治市宮窪町宮窪6112
今治市宮窪町宮窪1285
今治市宮窪町宮窪3543
今治市伯方町有津1852-2
今治市伯方町叶浦1668-1
今治市菊間町浜1491-1
今治市伯方町北浦甲2255
今治市伯方町木浦3064-1
今治市伯方町木浦甲1293-3
今治市伯方町木浦791-6
今治市伯方町木浦港1530-2
今治市上徳乙352番地
今治市朝倉上甲2930
今治市波方町波方甲2264－38
今治市内堀2丁目1番14号
今治市菊間町佐方384
今治市菊間町種3569-1
今治市菊間町浜2889
宇和島市弁天町1丁目318-16
宇和島市鶴島町6-10
宇和島市祝森甲4580-1
宇和島市新田町3丁目1-7
宇和島市三浦西5121-9
宇和島市遊子2323番地3
宇和島市下波4496
宇和島市蒋淵502-1
宇和島市三間町宮野下700
宇和島市三間町務田180-1
宇和島市津島町御内1218-1
宇和島市津島町高田576番地
宇和島市吉田町西小路126-2
宇和島市吉田町沖村甲612-1
八幡浜市駅前1
八幡浜市江戸岡1丁目11番5号
八幡浜市新町2丁目256-4
八幡浜市仲之町360-1
八幡浜市沖新田1581番地23
八幡浜市保内町川之石2-14
八幡浜市保内町宮内1-118
八幡浜市保内町宮内1-135
八幡浜市保内町磯崎2017

愛媛県内のサイクルオアシス（R2.12.18現在）
市町

新
居
浜
市

西
条
市

施設等名
麺や吉村（磯浦店）
麺や吉村（工場・本店）
ＮＰＯ法人さしあげプロジェクト
アルパカ
株式会社おおにしカンパニー
なんばんや
BluuucePizza（ブルーチェピッツァ）
株式会社グラッツェふじ
広瀬歴史記念館
来んかい屋
cafe neko no te
あかがねミュージアム
創作地区

住所
新居浜市磯浦町10-8
新居浜市港町3-23
新居浜市若水町2-9-17
新居浜市若水町2-5-3
新居浜市徳常町10-26
新居浜市一宮町1丁目6-37 横山ビル1Ｆ
新居浜市久保田町2-3-9 ニイハ新居浜1Ｆ
新居浜市高木町3-2
新居浜市上原二丁目10番42号
新居浜市萩生1309-1
新居浜市新須賀町1-12-20
新居浜市坂井町2-8-1
新居浜市上泉町8-5

元気！プロジェクト（大島レンタサイクル）
（冬季（概ね12月～2月）の間は休店しています）

新居浜市大島271

株式会社マイントピア別子
ふれあいスポット森の泉
マリンパーク新居浜
株式会社別子飴本舗
Dining Café & BAL Riina
ＢｌｕｅＣｏｕｎｔｒｙ
株式会社大石工作所
みんなのコーヒー
オーベルジュゆらぎ
別子山ふるさと館
株式会社PENTA FARM （丹原もぎたて倶楽部）
いろの和
有限会社うしろのしょうめんだぁれ
株式会社星加のゆべし 東町店
Café' Pilz
西條そば甲
プチ 珈琲館
お好み焼き「いこい」
西条市観光交流センター
防災カフェ「結」
chama hair
東予人TOYO-JIN(アクティビティベース)
サカエマチHOLIC
CHACHARA cafe+shop
おがた珈琲
有限会社湯之谷温泉
金子商店
株式会社星加のゆべし
石鎚ふれあいの里
石鎚登山ロープウェイ株式会社
Interior communityspace まちでこ
石鎚山サービスエリア（下り）
モンベルアウトドアオアシス石鎚
株式会社りんりんパークー
有限会社髙井米穀
本谷温泉館
有限会社Cプランツ
Ｓｌｏｗ Ｌｉｆｅ Ｇａｒｄｅｎ
櫻²
こけし食堂
四国開発フェリー株式会社
旬彩串ダイニングつづみ
成龍酒造株式会社
アルバトロス

新居浜市立川町707番地の3
新居浜市宇高町1-3-70
新居浜市垣生3丁目324番地
新居浜市郷2-6-5
新居浜市郷5－63－1
新居浜市田の上2-4-10
新居浜市多喜浜6-2-45
新居浜市荷内町838
新居浜市別子山甲122番地
新居浜市別子山甲347-1
西条市丹原町長野2234
西条市丹原町高松甲246－1
西条市丹原町来見777-1
西条市東町225-2
西条市朔日市780-7
西条市朔日市783-6
西条市朔日市258-2
西条市新田甲52-2
西条市大町798-1
西条市大町923-2
西条市大町848-9
西条市大町1541-1
西条市大町1663
西条市神拝甲474-1
西条市洲ノ内甲1104-1
西条市洲ノ内甲1193
西条市中野丙147-5
西条市西田甲538-2
西条市中奥1-25-1
西条市西之川下谷甲81
西条市小松町新屋敷甲353-4
西条市小松町新屋敷乙34-4
西条市小松町新屋敷乙22-29
西条市小松町明穂甲50
西条市小松町新屋敷甲2216
西条市河之内甲494
西条市実報寺乙192-8
西条市新町287-4
西条市上市乙8
西条市北条644
西条市今在家1500-2
西条市石田277-16
西条市周布1301-1
西条市周布958－3

愛媛県内のサイクルオアシス（R2.12.18現在）
市町

大
洲
市

伊
予
市

四
国
中
央
市

西
予
市

東
温
市

施設等名
少彦名温泉 大洲臥龍の湯
大洲まちの駅 あさもや
道の駅 清流の里ひじかわ
鹿野川荘
肱川風の博物館・歌麿館
河辺ふるさとの宿
サイクルショップテラオカ
道の駅 なかやま
なかやま特産品センター
伊予市都市総合文化施設ウェルピア伊予
お好み焼き らっかせい
TSUTAYA 伊予店
手づくり交流市場 町家
しおさい公園
海アフロPOST
酵素まる
道の駅 ふたみ（ふたみシーサイド公園）
ラ・メール
伊予灘ＳＡ（上り・下り）
TRANQUILO Caｆe（トランキーロ カフェ）
株式会社横内造園
PATISSERIE Ange（パティスリー アンジェ）

住所
大洲市柚木388-1
大洲市大洲649番地1
大洲市肱川町宇和川3030番地
大洲市肱川町宇和川588番地1
大洲市肱川町予子林99番地1
大洲市河辺町三嶋134番地
大洲市長浜甲265番地
伊予市中山町中山子271
伊予市中山町中山丑173番地2
伊予市下三谷1761-1
伊予市下吾川63-2
伊予市下吾川966番地
伊予市米湊827-4
伊予市森甲91番地1
伊予市双海町高野川甲36
伊予市双海町上灘甲4583-4
伊予市双海町高岸甲2326番地
伊予市双海町串甲3561-2
伊予市宮下2804-1
四国中央市川之江町1856-32
四国中央市金生町下分309
四国中央市金生町下分745
GBCキリヤマベースG.B.C Grabbag Coffeestop ＆ Ｃａｃａｏｂａｓｅ 四国中央市金生町山田井乙486-1
有限会社熊野養鶏
四国中央市妻鳥2243-1
kinari cafe + zakka
四国中央市妻鳥町1568-1
株式会社やまびこ(霧の森・霧の高原)
四国中央市新宮町馬立4491-1
熱烈タンタン麺一番亭伊予三島店
四国中央市三島中央1丁目16-5
株式会社一柳
四国中央市中之庄町124
JAうま ジャジャうま市
四国中央市中之庄町1684-4
クロスポイント
四国中央市寒川町2777-1
EDITION CAFÉ
四国中央市寒川町1189
有限会社青木蒲鉾店
四国中央市寒川町1182番地
まなべ商店
四国中央市豊岡町長田168-1
菊池商店巡り廻る
四国中央市富郷町寒川山48-2
てらの湖畔広場(てらのやかた)
四国中央市富郷町津根山352-7
Restaurant&CaféＲｉｉｎａ 本店
四国中央市土居町津根3995-1
有限会社菓子工房ワタナベ
四国中央市土居町土居17-1
Riisa Café
四国中央市土居町入野39 ハローズ内
暁雨館
四国中央市土居町入野178-1
ホテルみかめ本館
西予市三瓶町朝立一番耕地548番地2
みかめ海の駅 潮彩館
西予市三瓶町朝立1-438-287
道の駅 どんぶり館
西予市宇和町稲生118番地
ワケスポーツ 宇和店
西予市宇和町卯之町4丁目668-7
宇和米博物館
西予市宇和町卯之町2丁目24
あけはまシーサイドサンパーク株式会社 民宿故郷
西予市明浜町高山甲461-1
乙亥会館
西予市野村町野村12号10番地
ほわいとファーム
西予市野村町野村16-383-1
クアテルメ宝泉坊
西予市城川町高野子46
道の駅 きなはい屋しろかわ
西予市城川町下相1008-1
横河原ぷらっとＨＯＭＥ
東温市横河原189番地4
あさつゆマルシェ・strada（レスパスシティ）
東温市見奈良1125番地
拝志自動車整備工場
東温市下林甲1124
和（なごみ）の里
東温市上林3043-2
Forest Crew
東温市上林3007-1
イタリア料理 OTTO
東温市北方3355-4
さくらの湯・さくらの湯観光物産センター
東温市北方甲2081-1
母恵夢スイーツパーク
東温市則之内甲2585-1
ほっこり奥松
東温市松瀬川1876
Kuromori
東温市河之内4916-3
東温市滑川野外活動研修施設
東温市滑川甲1419
滑川清流ハウス
東温市明河海上第１号559-168

愛媛県内のサイクルオアシス（R2.12.18現在）
市町

上
島
町

久
万
高
原
町

松
前
町

砥
部
町

内
子
町

伊
方
町

松
野
町

施設等名
菰隠温泉
岩城観光センター
倉本石油
Yショップむらかみ
加納商店
潮湯（海水温浴施設）
kitchen313kamiyuge
しまでカフェ
せとうち交流館
インランド・シー・リゾート「フェスパ」
Book café okappa
立石港務所
ゆげ海の駅舎「ふらっと」
久万高原町まちなか交流館
喫茶 たまりば
道の駅 天空の郷さんさん
ファミリーマート 久万入野店
お接待サロン「かよちゃん家」
ねいろ屋 久万高原
久万農業公園アグリピア
国民宿舎 古岩屋荘
レストラン こもれび
道の駅 みかわ
うまいもん屋 土居
おもごふるさとの駅
Tsuchigoya terrace
姫鶴荘
マイキムチ＆コリアンデリhanari（ハンアリ）
松前餃子
GROOVE
いなや茶屋
お好み焼 のむら
スペイン石窯工房 パンメゾン
pizzeria 39
パン工房 モンタナ砥部店
砥部焼観光センター 炎の里
初雪盃直売店 蔵元
トークギャラリー紫音
村の駅 五本松
カフェ＆ギャラリーもえぎの
道の駅ひろた 峡の館
道の駅 内子フレッシュパークからり
内子まちの駅 Nanze
ペンション ステラ・ミラ
FFC sandwich&coffee
道の駅 小田の郷せせらぎ
五十崎凧博物館
南の果樹園ニュウズ
喫茶メロディー
伊方町観光物産センター道の駅 きらら館
亀ヶ池温泉
道の駅 瀬戸農業公園
しらすパーク
瀬戸アグリトピア
佐田岬はなはな
三崎ドライブイン
松丸駅 ふれあい交流館(観光案内所)
森の国ぽっぽ温泉
カフェレストラン トミー
道の駅 虹の森公園まつの
食堂BAR!! 濱匠
万年荘
民宿 晴れたらいいね！！

住所
越智郡上島町岩城2559
越智郡上島町岩城1427-2
越智郡上島町岩城2131
越智郡上島町岩城4335-5
越智郡上島町岩城555
越智郡上島町弓削上弓削1907-1
越智郡上島町弓削上弓削313番地
越智郡上島町弓削下弓削830-1
越智郡上島町弓削下弓削1037-2
越智郡上島町弓削日比287
越智郡上島町弓削佐島694
越智郡上島町生名1885-5
越智郡上島町弓削下弓削203番地1地先
久万高原町久万134番地
久万高原町菅生2-1439-1
久万高原町入野1855番地6
久万高原町入野1338番地
久万高原町東明神1529-2
久万高原町上野尻60-2
久万高原町下畑野川甲500
久万高原町直瀬乙1636番地
久万高原町父野川乙318-3
久万高原町上黒岩2840番地
久万高原町日野浦816
久万高原町相ノ木26
久万高原町若山21-1581
久万高原町西谷8111番地
松前町大字筒井685-5
松前町筒井876-11
松前町西高柳7-1
松前町東古泉132
松前町東古泉475-6
松前町中川原新田406-1
砥部町重光147-1
砥部町宮内1404-1
砥部町千足359番地
砥部町大南400番地
砥部町五本松885-13
砥部町五本松36
砥部町川登495
砥部町総津162-1
喜多郡内子町内子2452番地
喜多郡内子町内子2023
喜多郡内子町論田898
喜多郡内子町河内2540
喜多郡内子町寺村251番地1
喜多郡内子町五十崎甲1437
西宇和郡伊方町河内1448-1
西宇和郡伊方町川永田甲1471-6
西宇和郡伊方町九町字3番耕地179-1
西宇和郡伊方町二見甲1289番地
西宇和郡伊方町塩成293番地
西宇和郡伊方町川之浜652-1
西宇和郡伊方町大久2465-1
西宇和郡伊方町三崎1700-11
西宇和郡伊方町名取2986
北宇和郡松野町松丸1661-13
北宇和郡松野町松丸227−2
北宇和郡松野町延野々1510-1
北宇和郡松野町延野々1406-2
宇和島市野川滑床国有林65林班り小班
北宇和郡松野町蕨生1687－2

愛媛県内のサイクルオアシス（R2.12.18現在）
市町
鬼
北
町

愛
南
町

施設等名
ON&OFF
農家民宿 ログ杉の家
喫茶 ラング
道の駅 広見 森の三角ぼうし
高田商店
道の駅 日吉夢産地
ゆらり内海
明屋書店 南宇和店
道の駅 みしょうMIC
山出憩いの里温泉
緑新鮮市
Yショップ 西海店
西海観光船 瀬の浜待合所
一本松温泉あけぼの荘
フレッシュ一本松

住所
北宇和郡鬼北町小松110-1
北宇和郡鬼北町川上1156
北宇和郡鬼北町興野々337-5
北宇和郡鬼北町永野市138-6
北宇和郡鬼北町近永1022
北宇和郡鬼北町下鍵山54番地
南宇和郡愛南町須ノ川286
南宇和郡愛南町御荘平城3730番地1
南宇和郡愛南町御荘平城4296番地1
南宇和郡愛南町緑乙4082-1
南宇和郡愛南町緑乙712
南宇和郡愛南町船越701
南宇和郡愛南町船越1599
南宇和郡愛南町増田5470番地
南宇和郡愛南町増田5470番地

