
1 Ａコープいまばり愛彩 今治市別宮町9-1-27

2 Ａコープ城南 伊予郡砥部町高尾田71

3 Ａコープつしま 宇和島市津島町右松491

4 Ａコープとべ 伊予郡砥部町大南325

5 Ａコープなかやま 伊予市中山町大字出渕2-145-3

6 Ａコープのむら 西予市野村町野村12-634-1

7 Ａコープみかめ 西予市三瓶町朝立1-549-1

8 Ａコープみま 宇和島市三間町大字宮野下133-1

9 Ａコープ伊台 松山市下伊台1438-8

10 Ａコープ土居 西予市城川町土居337-1

11 ＪＯＷ－ＰＬＡ　１Ｆ北側入口 松山市朝生田町5-1-25

12 ＪＯＷ－ＰＬＡ　１Ｆ西側入口 松山市朝生田町5-1-25

13 ＪＯＷ－ＰＬＡ　２Ｆエレベーター前 松山市朝生田町5-1-25

14 ＪＯＷ－ＰＬＡ　４Ｆエレベーター前 松山市朝生田町5-1-25

15 ＪＯＷ－ＰＬＡ　５Ｆエレベーター前 松山市朝生田町5-1-25

16 ＪＯＷ－ＰＬＡ　６Ｆエレベーター前 松山市朝生田町5-1-25

17 ＪＲ松山駅 松山市南江戸1-14-1

18 TSUTAYA朝生田店 松山市朝生田町6-1-21

19 TSUTAYA宇和店 西予市宇和町卯之町4-654

20 TSUTAYA大洲店 大洲市東大洲115

21 TSUTAYA三津店 松山市大可賀2-8-15

22 TSUTAYA中央店 松山市中央1-10-5

23 TSUTAYAフジ夏目店 松山市夏目甲79

24 TSUTAYA藤原店 松山市藤原2-4-62

25 TSUTAYA松山インター店（元北土居店） 松山市北土居町451-1

26 TSUTAYA松山平井店 松山市平井町2273-1

27 TSUTAYA伊予店 伊予市下吾川966

28 イオン今治新都市1FA入口 今治市にぎわい広場1番地1

29 イオン今治新都市中央屋上階エスカレーター付近 今治市にぎわい広場1番地1

30 イオン松山店1Fエスカレーター 松山市天山1-13-15

31 イオン松山店B1F 松山市天山1-13-15

32 イオン松山店西口 松山市天山1-13-15

33 イオン松山店南口 松山市天山1-13-15

34 コープえひめ喜田村店 今治市喜田村3-1-33

35 コープえひめ久米店 松山市鷹子町70

36 コープえひめひさえだ店 松山市安城寺町592-1

37 サニーTSUBAKI　桑原店 松山市桑原4-17-10

38 サニーTSUBAKI　道後店 松山市道後樋又1-33

39 サニーTSUBAKI　古川店 松山市古川2-8-30

40 クールス・モール 東温市見奈良1125

41 スーパーともざわ 松山市高岡町262

42 砥部リバーサイドショッピングセンター内 伊予郡砥部町拾町20

43 フレッシュバリュー松山高岡店 松山市高岡町297

44 セブンスター石井店 松山市東石井2-21-16

45 セブンスター石手店 松山市石手1-2-7

46 セブンスター重信店 東温市志津川171

47 セブンスター砥部店 伊予郡砥部町拾町20

48 セブンスター別府店 松山市別府町527

49 セブンスター南江戸店 松山市南江戸3-1-55

50 セブンスター垣生店 松山市東垣生町104

51 セブンスター三津店 松山市会津町7-7

52 セブンスター東長戸店 （1F） 松山市東長戸4-7-30

53 セブンスター東長戸店 （2F） 松山市東長戸4-7-30

54 そごうマート中須賀店 松山市中須賀3-2792-7



55 そごうマート堀江店 松山市堀江町378-1

56 100円ショップシルク松山椿店 松山市古川西2-8-27

57 ＣＯＳＭＥＴＩＣＳ　アヅマヤ 松山市湊町4-5-13

58 健勝苑 松山市大街道1-1-1

59 ザ・ダイソー　セブンスター三津店 松山市会津町7-2　セブンスター三津店内

60 ザ・ダイソー　パルティフジ夏目店 松山市夏目甲79

61 ザ・ダイソー　パルティフジ松江店 松山市松江町5-38　パルティフジ松江店2Ｆ

62 ザ・ダイソー　フジ砥部店 伊予郡砥部町重光239　パルティフジ砥部2Ｆ

63 ザ・ダイソー　松山内宮店 松山市内宮町572-2

64 ザ・ダイソー　伊予松前店 伊予市下吾川馬塚1221-6

65 ザ・ダイソー　松山空港通店 松山市空港通6-582　ジョイランド21内

66 ザ・ダイソー　松山南久米店 松山市南久米町553-1

67 ハトマート北条 松山市北条辻445-3

68 ハトマート山越 松山市山越2-664-1

69 ZY高岡店（フジ高岡） 松山市高岡町432-1

70 フジ今治店 今治市小泉4-5-1

71 フジ内子店 喜多郡内子町内子258

72 フジ宇和店 西予市宇和町卯之町4-654

73 フジ北斎院店 松山市北斎院町698-1

74 フジグラン今治店 今治市東門町5-13-1

75 フジグラン伊予店 伊予市米湊安弘728-3

76 フジグラン大洲店 大洲市中村246-1

77 フジグラン川之江店 四国中央市妻鳥町1136-1

78 フジグラン北宇和島 宇和島市伊吹町甲912-2

79 フジグラン西条店 西条市新田字北新田235

80 フジグラン重信②　2F 東温市野田3-1-13

81 フジグラン重信店 東温市野田3-1-13

82 フジグラン新居浜店 新居浜市新須賀町2-10-7

83 フジグラン松山　1F北入口近く 松山市宮西1-2-1

84 フジグラン松山　1F西入口近く 松山市宮西1-2-1

85 フジグラン松山　2F北入口近く 松山市宮西1-2-1

86 フジグラン松山　5Fエスカレータ近く 松山市宮西1-2-1

87 フジ立花店 松山市立花2-7-11

88 フジ道後店① 松山市道後町1-1-12

89 フジ道後店② 松山市道後町1-1-12

90 フジ砥部店 伊予郡砥部町重光239

91 フジ砥部店　1F食鮮レジ近く 伊予郡砥部町重光239

92 フジ砥部原町店 伊予郡砥部町原町324-1

93 フジ夏目店 松山市夏目甲７９

94 フジ垣生店 松山市西垣生町207-2

95 フジ広見店 北宇和郡鬼北町近永390

96 フジ本郷店 新居浜市本郷1-2-41

97 フジ松前店 伊予郡松前町西古泉1-1

98 フジ松末店 松山市松末1-4-5

99 フジ見奈良店 東温市大字見奈良1125

100 フジ吉田店 宇和島市吉田町大字東小路甲175-3

101 フジ和気店 松山市和気町1-637-1

102 フジ松江店① 松山市松江町5-38

103 フジ姫原店 松山市姫原2-4-28

104 エミフルMASAKI店 伊予郡松前町筒井850番

105 フジ古川店 松山市古川北三丁目19番14号

106 フジ藤原店 松山市藤原二丁目4番62号

107 フジ安城寺店 松山市安城寺町571番地1

108 パルティ・フジ衣山 松山市衣山一丁目188番地



109 パルティ・フジ平井 松山市平井町2273番地1

110 フジ南久米店 松山市南久米町538番地1

111 フジ本町店 松山市本町六丁目5番地1

112 地産市場エフ・マルシェ古川店 松山市古川北一丁目26番12号

113 瀬戸内海響市場エフ・マルシェ 松山市南吉田町1458番地

114 フジ川之江店 四国中央市川之江町1920番地1

115 フジ三島店 四国中央市三島中央一丁目1番15号

116 フジ新居浜駅前店 新居浜市坂井町二丁目3番8号

117 フジ東予店 西条市周布715番地1

118 パルティ・フジ西条玉津店 西条市玉津564番1

119 フジグラン北浜店 八幡浜市北浜一丁目4番33号

120 フジ八幡浜店 八幡浜市江戸岡1252番地9

121 フジ宇和島店 宇和島市恵美須町2丁目3-28

122 フジ南宇和店 南宇和郡愛南町城辺乙544番地

123 フジ波止浜店 今治市内堀２丁目１

124 フジ北条店 松山市北条辻２２５−３

125 スーパーABC　石井店 松山市北土居3丁目8番11

126 スーパーABC　平井店 松山市水泥町747番地 

127 スーパーABC　上一万店 松山市勝山町2丁目21-1

128 スーパーABC　道後南店 松山市持田町1丁目141-1

129 マックスバリュ平田店①（東入口付近） 松山市平田町1403

130 マックスバリュ平田店②（休憩スペース付近） 松山市平田町1403

131 松山生協　石井マーケット 松山市北土居町630-16

132 松山生協　岡田マーケット 伊予郡松前町大字昌農内34-1

133 松山生協　三津マーケット 松山市古三津2-18-27

134 松山生協　西雄郡マーケット 松山市土居田町604

135 松山生協　椿マーケット 松山市古川南1-14-30

136 松山生協　湯山マーケット 松山市溝辺町甲385

137 明屋書店石井店 松山市北井門町25

138 明屋書店今治本店 今治市片山2-6-22

139 明屋書店内子店 喜多郡内子町内子甲526

140 明屋書店宇和店 西予市宇和町下松葉522

141 明屋書店大洲店 大洲市東大洲661-2

142 明屋書店川東店 新居浜市郷1-3-11

143 明屋書店喜田村店 今治市東村1-1-30

144 明屋書店空港通り店 松山市空港通3-10-3

145 明屋書店西条福武店 西条市福武字穴田甲443

146 明屋書店中央通店 松山市中央2-66

147 明屋書店東予店 西条市周布336-8

148 明屋書店新居浜本店 新居浜市松木町5-41

149 明屋書店平井店 松山市平井町甲2352

150 明屋書店広見店 北宇和郡鬼北町芝41

151 明屋書店別宮店 今治市別宮町7-27-1

152 明屋書店松前店 伊予郡松前町浜萱田1091-1

153 明屋書店松山本店 松山市湊町4-7-2

154 明屋書店八幡浜店 八幡浜市大字松柏乙958

155 明屋書店平田店 松山市平田町81-1

156 明屋書店西条本店 西条市神拝乙141

157 明屋書店MEGA西の土居店 新居浜市西の土居町1-1-23

158 明屋書店川之江店 四国中央市妻鳥町1662-1

159 サニーマート松山久米店 松山市北久米町698-1


