
1 萬翠荘 松山市一番町3-3-7
2 坂の上の雲ミュージアム 松山市一番町三丁目20番地
3 松山市産業経済部　観光・国際交流課 松山市二番町4-7-2
4 ROSA 松山市大街道3丁目8-11
5 10 FACTORY 松山本店 松山市大街道3-2-25
6 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
7 Futur Nostalgique 松山市湊町3-2-12　大野ビル1F 
8 mono+CLiP ANNEX 松山市湊町3-5-8 　ライフコート湊町1F
9 A-ONE 松山市湊町4-11-4　A-ONE 
10 la･epice 松山店 松山市湊町4-14-9 
11 株式会社テレビ愛媛 松山市真砂町119番地　
12 株式会社 愛媛朝日テレビ 松山市和泉北1丁目14番11号　
13 株式会社 あいテレビ 松山市竹原町1-5-25
14 株式会社エフエム愛媛 松山市竹原町1丁目10番7
15 愛媛新聞社 松山市大手町1丁目12-1　
16 杉山輪業 松山市本町5-6-2 
17 南海放送株式会社 松山市本町1-1-1
18 ぎやまんガラス美術館 松山市道後鷺谷町459-1
19 圓満寺 松山市道後湯月町4-49
20 Nagai Coffee 松山市道後湯之町11-19
21 mammam 松山市道後湯之町1-39
22 道後の町屋 松山市道後湯之町14-26
23 松山市産業経済部　 道後温泉事務所 松山市道後湯之町5番6号
24 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
25 Green Noah 松山市道後町2丁目12-1
26 KARAYA 松山市道後北代2-28
27 サイクルショップUmezawa 松山市岩崎町2-6-30 
28 まめ楽 松山市岩崎町2-12-1 パークハイツ野本1F
29 café ＆CANTINE NOTRE 松山市岩崎町2-12-1 パークハイツ野本1F
30 BRIDGE 松山市岩崎町2-12-1 パークハイツ野本1F
31 homegrow MATERIALS 松山市北久米町787-1
32 そらともりＲＥＮ ナチュラルフィットネス　REN 松山市南久米町243番地1
33 (有)上野サイクル 松山市東石井5丁目8-1
34 イオンバイク　松山店 松山市朝生田町1-1-2
35 au bon pain d'iwamoto 松山市西一万6-2 
36 奥道後国際観光株式会社 奥道後 壱湯の守 丹 松山市末町267
37 VOLTAGE 伊予郡砥部町重光173-2
38 natural couture 伊予郡松前町筒井850 　エミフルMASAKI　2F
39 ハンプティーダンプティー 松山エミフルMASAKI店 伊予郡松前町筒井850 
40 niko and･･･ 伊予郡松前町筒井850 　エミフルMASAKI 1F
41 SPRING KITCHEN STORE 伊予郡松前町筒井850 　エミフルMASAKI 1F 
42 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
43 中島汽船株式会社 松山市中島大浦4764
44 NICO MARU CAFE 松山市問屋町3-26
45 3.CAFE GARDEN PLACE 松山市須賀町4-6
46 イオンバイク株式会社 新居浜店 新居浜市前田町8-8　イオン新居浜
47 CRAFT COO（クラフト・クー） 新居浜市上泉町8-5
48 CYCLE SHOP Shinorin 新居浜市東田2丁目1846-2
49 B-shop OCHI 西条市喜多川316-1
50 ウインズバイクス 西条市喜多川808-1
51 イオンバイク今治新都市店 今治市にぎわい広場1番地1 　モールゾーン1F
52 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
53 ジャイアントストア今治 今治市北宝来町1-729-8
54 今治国際ホテル 玉井 今治市旭町2-3-4　
55 B-HOUSE　Bicycle　Shop 今治市蒼社町1丁目2-21
56 ＢＡＮＦＦ 今治市玉川町長谷680
57 道の駅　しまなみの駅御島 今治市大三島町宮浦3260
58 道の駅　多々羅しまなみ公園 今治市上浦町井口9180-2
59 宮窪レンタサイクルターミナル 今治市宮窪町宮窪2822-9　宮窪観光案内所
60 道の駅「伯方Ｓ.Ｃパーク」 マリンオアシスはかた 今治市伯方町叶浦甲1668-1
61 上島町岩城観光センター 越智郡上島町岩城1427番地2　リモーネ・プラザ
62 如法寺 大洲市柚木943
63 少彦名温泉 大洲臥龍の湯 大洲市柚木388-1 
64 思ひ出倉庫 大洲市大洲103
65 村田文福老舗 大洲市大洲183
66 臥龍山荘 大洲市大洲411-2
67 大洲神社 大洲市大洲417
68 大洲炉端　油屋 大洲市大洲42
69 アンティークなずな 大洲市大洲46
70 おおず赤煉瓦館 大洲市大洲60
71 羅り瑠れ櫓 大洲市大洲727



72 大洲まちの駅 あさもや 大洲市大洲649番地1
73 Bourton 大洲市西大洲甲1310-4
74 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
75 株式会社 城川ファクトリー クアテルメ宝泉坊 西予市城川町高野子 46
76 宇和島市観光協会 宇和島市弁天町1丁目318-16
77 道の駅虹の森公園　まつの 虹の森公園 北宇和郡松野町大字延野々1510-1
78 イオンバイク 川之江店 四国中央市妻鳥町上樋之上1795-1
79 自転車工房スピング 四国中央市豊岡町大町122
80 ホテルアジュール 汐の丸 今治市湯ノ浦30番地　
81 アポニー 今治市共栄町2-2-58

82 玉屋サントノーレ 今治市共栄町2-2-54

83 今治城  今治市通町3-1-3

84 愛媛信用金庫  常盤町支店 今治市常盤町6-6-8

85 シクロの家 今治市北宝来町1-1-12

86 しろかね舎 今治市常盤町2-3-3

87 風のレストラン 今治市砂場町2-8-1

88 カルマ 今治市恵美須町ー4−34

89 うお駒 今治市常盤町-3-11

90 YOGA STUDIO & me 今治市本町1-2-6ライブタウン本町1階

91 晴れの日 伊予郡砥部町大南455

92 富そば 伊予郡砥部町大南485

93 ジュタロウ 伊予郡砥部町千足359 

94 泰山窯 伊予郡砥部町五本松416

95 生石窯 伊予郡砥部町北川毛618 

96 坂村真民記念館 伊予郡砥部町大南705 

97 砥部町陶芸創作館 伊予郡砥部町五本松82

99
100 松山市市役所 松山市二番町4-7-2

101 松前町役場 伊予郡松前町大字筒井631番地

102 砥部町役場 伊予郡砥部町宮内1392番地

103 伊予市役所 伊予市米湊768番地2

104 宇和島市役所 宇和島市曙町1番地

105 上島町役場 越智郡上島町岩城1427番地2

106 内子町役場 喜多郡内子町平岡甲168番地

107 四国中央市役所 四国中央市三島宮川4丁目6番55号　

108 久万高原町役場 上浮穴郡久万高原町久万212 　

109 新居浜市役所 新居浜市一宮町一丁目5番1号

110 伊方町役場 西宇和郡伊方町湊浦1993番地1

111 西条市役所 西条市明屋敷164番地

112 西予市役所 西予市宇和町卯之町3丁目434-1

113 大洲市役所 大洲市大洲690-1

114 東温市役所 東温市見奈良530番地1

115 愛南町役場 南宇和郡愛南町城辺甲2420番地

116 八幡浜市役所 八幡浜市北浜1丁目1番1号

117 鬼北町役場 北宇和郡鬼北町大字近永800番地1

118 松野町役場 北宇和郡松野町大字松丸343番地

119 今治市役所 今治市別宮町1丁目4番地1

120 samcoup 北宇和郡鬼北町近永657-2

121 森の国ぽっぽ温泉 北宇和郡松野町大字松丸1661-13

122 道の駅 よって西土佐 高知県四万十市西土佐江川崎2410-3

123 かっぱバックパッカーズ 高知県高岡郡四万十町十川223-1

124 黒田旗幟店 宇和島市栄町港2-1-12

125 宇和島市立歴史資料館 宇和島市住吉町2-4-36

126 木屋旅館 宇和島市本町追手2-8-2

127 こんがりあん 宇和島市丸之内3-6-23

128 甘党ぽっぽ 宇和島市中央町2-5-20

129 和霊神社 宇和島市和霊町1451

130 菊屋　 宇和島市中央町2-3-33

131 愛媛県美術館 松山市堀之内
132 HtoO 松山市花園5-3松山ビル2F
133 Kobe Garage Cafe 松山市千舟町2-5-2
134 radancaffe 松山市柳井町1-13-15アーリーアパートメント1F
135 cycle shop Meets 松山市緑町2-8-11
136 東急ハンズ 松山市湊町5-1-1いよてつ高島屋7F
137 T-mountain 松山市大街道3-8-12本田ビル1F
138 cafe Crema 松山市湊町4-3-7すがやビル2F
139 生活の木 松山市湊町5-1-1いよてつ高島屋6F
140 フランス菓子エスプリ 松山市清水町3-64-3
141 tsugu to cafe 松山市湊町4-2-8　2F
142 うつわ Sou Sou 松山市石手1-3-19


