
NO 店名 住所

1 10×ＣＡＦＥ 松山市大街道3-2-25

2 松山城観光レンタサイクルポート 松山市大街道3丁目2-46

3 道後駅前観光レンタサイクルポート 松山市道後湯之町6‐8

4 homegrow 松山市北久米町787-1

5 そらともりＲＥＮ 松山市南久米町243番地1

6 上野サイクル 松山市東石井5丁目8-1

7 イオンバイク 松山市朝生田町1-1-2

8 東温市役所 東温市見奈良530番地1

9 久万高原町役場 上浮穴郡久万高原町久万212 　

10 VOLTAGE 伊予郡砥部町重光173-2

11 砥部町役場 伊予郡砥部町宮内1392番地

12 株式会社エリートサイクルワークス 伊予郡松前町西高柳224番地4

13 松前町役場 伊予郡松前町大字筒井631番地

14 中島汽船 松山市中島大浦4764

15 しのりん 新居浜市東田2丁目1846-2

16 新居浜市役所 新居浜市一宮町一丁目5番1号　環境保全課　

17 ＷＩＮＤＳ　ＢＩＫＥＳ 西条市喜多川808-1

18 西条市役所 西条市明屋敷164番地

19 中央レンタサイクルターミナル(サンライズ糸山) 今治市砂場町2丁目8番1号

20 ＢＡＮＦＦ 今治市南大門町４丁目２－１０

21 ジャイアントストア 今治市北宝来町1-729-8

22 Ｂ−ＨＯＵＳＥ 今治市蒼社町1丁目2-21

23 道の駅「しまなみの駅御島」 今治市大三島町宮浦3260

24 道の駅「多々羅しまなみ公園」 今治市上浦町井口9180-2

25 宮窪レンタサイクルターミナル 今治市宮窪町宮窪2822-9

26 道の駅「伯方Ｓ.Ｃパーク」 今治市伯方町叶浦甲1668-1

27 リモーネ・プラザ 越智郡上島町岩城１４２７番地２

28 上島町役場 越智郡上島町岩城１４２７番地２

29 今治市役所 今治市別宮町1丁目4番地1

30 内子町役場 喜多郡内子町平岡甲168番地

31 大洲市役所 大洲市大洲690-1

32 道の駅みなとオアシス八幡浜みなっと　みなと交流館 八幡浜市沖新田1581番地23

33 伊方町役場 西宇和郡伊方町湊浦1993番地1　

34 八幡浜市役所 八幡浜市北浜1丁目1番1号

35 西予市役所 西予市宇和町卯之町3丁目434-1

36 宇和島市観光協会 宇和島市弁天町1丁目318-16

37 鬼北町役場 北宇和郡鬼北町大字近永800番地1

38 道の駅虹の森公園まつの 北宇和郡松野町大字延野々1510-1

39 松野町役場 北宇和郡松野町大字松丸343番地

40 愛南町役場 南宇和郡愛南町城辺甲2420番地

41 宇和島市役所 宇和島市曙町1番地

42 イオンバイク 四国中央市妻鳥町上樋之上1795-1

43 自転車工房スピング 四国中央市豊岡町大町122

44 四国中央市役所 四国中央市三島宮川4丁目6番55号　

45 伊予市役所 伊予市米湊768番地2

46 株式会社テレビ愛媛（略称：EBC） 松山市真砂町119番地　

47 株式会社 愛媛朝日テレビ（略称eat） 松山市和泉北1丁目14番11号

48 株式会社 あいテレビ　「略称：itv」 松山市竹原町1-5-25

49 株式会社エフエム愛媛 松山市竹原町1丁目10番7

50 愛媛新聞社 松山市大手町１丁目１２－１

51 今治国際ホテル 今治市旭町2-3-4　

52 ホテルアジュール 汐の丸 今治市湯ノ浦30番地　

53 株式会社 城川ファクトリー 西予市城川町高野子 46

54 奥道後国際観光株式会社 松山市末町267　

55 イオンバイク株式会社 新居浜市前田町8-8　

56 イオンバイク株式会社 今治市にぎわい広場1番地1 モールゾーン1F

57 NICO MARU CAFE 松山市問屋町3-26

58 3.CAFE GARDEN PLACE 松山市須賀町4-6

59 CRAFT COO（クラフト・クー） 新居浜市上泉町８−５

60 大洲まちの駅 あさもや 大洲市大洲649番地1

61 少彦名温泉 大洲臥龍の湯 大洲市柚木388-1

62 臥龍山荘 大洲市大洲４１１−２

63 食堂みつばち 今治市 吉海町仁江1876-1

64 ベーカリーbeans 愛媛県東温市則之内乙2620-1

65 OTTO 愛媛県東温市北方字田中3355-4

66 MOUNTAIN STREAM coffee 愛媛県東温市志津川1202-1

67 ブーランジェリーメゾン辻 愛媛県松山市平井町2841

68 久米小学校 松山市福音寺町9

69 瓢月　樽味店 愛媛県松山市樽味4-2-21

70 田中戸 愛媛県松山市住吉2-8-1

71 旧鈴木邸 松山市三津1-3-13

72 カイエンドー 松山市住吉1-5-15

73 石窯料理・石臼挽きそば　花園 愛媛県西条市下島山甲1223-1

74 西条市役所　上下水道部
 下水道工務課　下水道維持係

愛媛県西条市明屋敷164

75 鉄道歴史パーク in SAIJO 愛媛県西条市大町798-1

76 東急ハンズ松山店 松山市湊町5-1-1 ７階

77 Ｂ−shop　ＯＣＨＩ 西条市喜多川316番地1

78 杉山輪業 松山市本町5-6-2

79 ワイズロード松山店 エミフルMASAKI  伊予郡松前町筒井850番エミフルMASAKIエミア
ミューズ1F

80 GLABBISH 愛媛県松山市湊町 3-10-12 チソクビル2F

81 松山LOFT 愛媛県伊予郡松前町筒井850番

82 mono＋CLIP 愛媛県松山市湊町３丁目５−９

83 BEAMS　MATSUYAMA 愛媛県松山市一番町３丁目２−１

84 七 Coffee Roaster 愛媛県西条市神拝甲276-1 1F

85 鉢と植物の暮らし　Hachitasu 愛媛県松山市南高井町257-2

86 母恵夢スイーツパーク 愛媛県東温市則之内甲2585-1

87 レンタサイクルショップ　ストラーダ 愛媛県東温市見奈良1110 レスパスシティ内

88 mede 伊予郡松前町筒井850番エミフルMASAKIエミア
ミューズ1F

89 kitchenstudio　たべものさし 愛媛県伊予郡砥部町重光２０２−１

90 ボディデザインスタジオ 松山市井門町73-1


