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一番町・大街道 麺屋十銭 鯛めし槇　本店 SAPP BURGER 川瀬見 BAR myz.le おしゃべり泥棒 瓢太

ANAクラウンプラザホテル　雲海 やきやき鉄板＆焼鳥＆三津浜焼き ひまわり 一番町電車通り店 中国四川料理　四川飯店（いよてつ髙島屋） ｔｈｅ　ｐａｒｋ　Ｍ’ｓ　ｃｏｆｆｅｅ 川瀬見乃風 Bar MIYAO ORIENTAL BAR AIR FunnysWaffle

ANAクラウンプラザホテル　ティーラウンジ ライブハウス・バー　ヤーマンサンジュウサン つるちゃん（いよてつ髙島屋） 炭火焼鳥　吉平　花園店 元祖もつ鍋博多屋本店 Bar八尾 要ダイニング Bridge Bar

ANAクラウンプラザホテル　桃園 Rakudaya 手打蕎麦せんり そば焼鳥ダイニング鈴木 牛タン酒場たん兵衛 バソ　デ　オロ 蟹翔 MATSUYAMABASE DINER

ANAクランプラザホテル松山　Ｐｒｏｖｅｎｃｅ　Ｄｉｎｉｎｇ レディスグリルおるがん トレピウメ 艶吉　本店 ギャルソン 葉月 cafe bar ui めばえ

アマンダコーヒーズ大街道店 炉ばた鍋　正夢 とんかつ 活（いよてつ髙島屋） 艶吉　湊町店 京風一品料理 きよみず ＨＡＳＳＥＮ堂 辛麺kitchen彩 焼鳥　亘

イスタンブール・テラス romanticdiner loco とんかつ活よし 東京第一ホテル　ルミエール 喜楽家 晴れ家 香代の店 たんたん山 山のもん海のもん 七色七匠

一進丸 ワイズカフェ banabee 東京第一ホテル　花のれん 黒てんぐ ハングリー 京都ダイニング 杉 遊食酒家　笑楽

上岡軒 和菜いたや Bambi とんかつ清まる 黑船SOBAR 番番亭 grazie grazie 夢の家　HANARE

EHIME×スペイン料理 ふしおん 和彩食楽大の ひぎりやき　市駅前本店 本場インド料理ラルキー 玄海南二番町店 ビーサイト 黑船SOBABURI ラーメン萬楽塩田屋

おいでん家一番町店 銀天街 ひぎりやき　まつちかタウン店 拉麺 閏 KOH KOH別邸 美食遊膳　まる山 CROSSEHIMEJAPAN LANGOLO

大街道ステーキ食堂 お茶の柴田園 まつちかステーキ食堂 炉端と酒 ししまる KOH KOH本店 ひなた 声高らかにヒヒーン Le Cabaret

おときち家 ODEON銀天街店 焼鳥ダイニング鈴木 市駅前 千舟町 心逢 百式 Con Alma レコードBAR79.7

Honesty (オネスティ) カフェ&バー 蒼色の種 焼肉土橋 あけまや松山店 珈琲香舗カワシマ 日和 さくら家 鹿鳴館宮谷圭一

かに道楽松山店 かつれつ亭湊町店 Rosett（いよてつ髙島屋） il banco 古民家中華居酒屋中ちゃん びんび家別館 酒とおばんざい　弐一 和菜灯庵 結楽里

カラオケクラブ ファースト 94B ロープウェー街 イル べヴィトーレ 酒処ひょうどう 蛍 サムライダイニング 盃-sakazuki- 和肴Teppan AKIRA459

関東風串焼  忠孝 グリーンヴェール ありがたや 香なつ 四国三郎　よしの川 ホテル勝山GOCHISOU 三代目　炉端松山　AKIRA459別邸 和酒・和食 御結び

串カツしでん一番町店 サンイート松山 いよてつ会館　中國料理　北京 串焼きビストロBUAISOU 春夏秋冬みなみ まつや Japanese Dining にの waraukado

串ゆう 産直レストラン　愛南しぶき丸 錦iwamoto Kobe Garage Cafe 地鶏の伝兵衛 MARUGO juke jointつる 道後

蔵元屋 助格　湊町店 鰻小掠ロープウェイ Zucchero 肴と飯茜家 ミルヴァーグワン 旬菜 雪乃下 飛鳥のれん

黒毛和牛焼肉 ぶる 創作レスト サブリナ 宇和海一番町店 THREE FISH COFFEE 産直海鮮居酒屋 金魚 明神丸松山二番町店 旬彩和酒庵 かぶき 居酒屋もつ鍋 湯築屋

サムライダイニング 茶ノ間 Sortie Charmee ODEONTSUBAKI 104 tapiking松山店 四季瀬戸の味たにた 焼き鳥ビストロ七変化 旬彩和食 まごころ 一六茶寮

サルヴァトーレクオモ＆バール松山店 タリーズコーヒー松山銀天街店 おでん酒庵すぎのこマツヤマ Dcafe 食楽酒房ますわ 焼肉ホルモンVIVA HOUSE 食の工房あつまる いよ狸

酒独楽 太郎茶屋 鎌倉 松山店 割烹 新﨑 DD4D BREWING＆CLOTHING STORE 食楽酒家 炉辺人 本店 八久茂 助格　三番町店 伊予の郷土料理 道後 魚武

酒宴 ＥＮＭＡ ドトールコーヒーショップ松山湊町店 かどや大街道店 ビストロコージ 真と響未 屋台酒場それもまた人生 鮨まえざわ うなぎ小椋道後店

旬菜楽庵　誠SEI とりからくん湊町店 黒船ＳＯＢＡ ロープウェイ街店 百年鶏唐製造所 鮨懐石たから ゆうぼくNOMADIC SMiLE おいでん家道後店

瀬戸内の魚貝と地酒 ひめいちえ B. Factory 坂の上のレストラン しののめラスカス BILTMORECOFFEE 鮨かわなか 夢の家　本店 炭焼MARKS かどや道後店

漱石珈琲店　愛松亭 MASUO 四季香るdiningたきざわ 二番町 すしじんかく LANTANA 瀬戸内風仏蘭西料理　レストラン門田 Cafe&Eat ico

そば吉大街道店 マンハッタンロールアイスクリーム愛媛松山店 鮨小椋 赤から　松山二番町店 寿司すみもと 料理庵　ごんどう 瀬戸内バル　ラ・テラッツァ カフェ ガーデンテラス こもれび

大衆居酒屋楽市 美麗　MiRai 炭の家とさか 秋吉松山二番町店 スタンドはるか restaurant＆bar   soar 瀬戸鳥 丸水 道後店

ダイニングバー フルフル 山本兵太郎商店 誠志堂 アマーレアマーレ スポーツバーBase 炉辺人 はなれ CHICKENバル GU 九代目能三食堂

ダイニング博多屋別亭 らーめん 一直 そば吉　勝山店 伊鶏家ハットリ 瀬戸内料理懐凪 炉辺人 別館 艶吉　別邸 高麗苑

大平寿司 まつちか・松山市駅前 鯛めしもとやま本店 居酒屋あかり 瀬戸内料理　仁平 笑酒場　いっけん 鉄板居酒屋昇 コシニール松山東野店

TEPPAN SUMILE 大街道店 アジアン•ラサ•キッチン CHARLIE'S VEGETABLE with petit cerise 居酒屋割烹　伊太郎 鮮魚旬菜吉 和食すずしろ 鉄板ダイニングIRODORI 子やぎのさんぽ

㈲鳥匠 アフタヌーンティー・ティールーム（いよてつ髙島屋） 中華居酒屋一喜 伊予の手造りうどん 名代 つるちゃん本店 そば吉　本店 三番町 鉄板焼ダイニング頂 The Green Carmel

肉料理　牛屋 味暦　正生 豚かつ専門　とんとん Indie Hill 蕎麦と郷土料理 銀次郎 秋吉松山三番町店 鉄板焼　美ゆき　松山店 サムライダイニング 炉-irori-

煮干屋 ウィーンの森　いよてつ髙島屋店 華々 うっとこへおいでや～ WYZTOKYOin MATSUYAMA 味暦ゆたかや てんぐの隠れ家 サムライダイニング 銀-shirogane-

noma-noma(のま果樹園 松山大街道店) 愛媛の雅ちゃん まともや うまかもん博多酒場 ちいさな居酒屋 おかえりなさい ありゃ てんぐ屋敷桃太楼 白鷺珈琲

バージュジュ 小椋（いよてつ髙島屋） 丸水　松山店 オステリア　カーサ　ミーア チャイナ白魂 居酒屋 華 トラットリアヴィオラ 助格　道後店

パティスリー サンタサンタ カレーショップ デリー LILAC DAYS CAFE オステリアセイ つくねや べん慶 居酒屋せん 鶏兆 すし割烹 すし友

花いちもんめ 元祖 にんにくや（いよてつ髙島屋） LemonSalt   レモンソルト おでんと酒　お多福 鉄板グリルＷＡ！ＫＫＡ 居酒屋ふじさわ 長浜ナンバーワン　松山店 炭火焼肉一番館

ハノイカフェ （有）木村屋精肉店 花園町 おもに亭 鉄板ダイニング　いちご 壱枚焼肉まさ 鍋dining天銀 瀬戸内料理 金兵衛

ひぎりやき　大街道店 KIYO&D amitie 海鮮釜居酒 花火 てまり いわもと 日本料理さわふく 大黒屋　道後店

ピッコロ ロマーナ 黑船SOBANZAI 彩食堂 海土山膳 庚子(かのえ) 天神 うちな～たいむ BARTON 太養軒

ピッツェリ エ リストランテ ダ・ボッチャーノ サンタサンタカフェダイニング（いよてつ髙島屋） HtoO Caccia どて八 うろん居酒せくら BAR HOME 10FACTORY道後店

フォルトゥーナ サンマルクカフェいよてつ髙島屋店 cafecabaret 割烹鶏 一八 とび魚 宇和海三番町店 BAR BLUE WISH 道後温泉ふなや 川席

フライングスコッツマン大街道 ジェラテリアＵＮＯ 金太郎ホルモン かつれつ亭二番町店 飛び牛 explora 博多中洲　ぢどり屋松山店 道後亭

㈱松山東急REIホテル レストラン ピノモンテ スカイカフェ（いよてつ髙島屋） 串坊 花乃ん 鳥三昧 愛媛バルAnonimo 博多 野菜肉巻き串 ナッツフォードテラス ドウゴノパンヤRiz

松山はまさく 瀬戸内料理　東雲（いよてつ髙島屋） CREPE & CAFE Hi5 ＫＡＭＡＤＯ　ＤＩＮＩＮＧ　えん家 日本料理こうの 大阪串かつ もつ鍋 ホルモン焼 串もん てき ビストロ酒場ウィリーとウィニー 道後の町屋

松山坊っちゃん そば吉（いよてつ髙島屋） 酒房なだ 狩人の空 日本料理徳永 オイシイ オト 三番町店 一青 道後プリンスホテル ダイニング六界

※掲載順不同 ※参加店舗様の準備状況によってはご利用できない場合もございますので、事前にご確認の上ご利用ください。

※↑最新の店舗一覧の情報はこちらからご確認ください　　https://www.all-matsuyama.com/eat/ 　　※↑地図情報はこちらからご確認ください。 ※2020年10月19日現在　640店舗
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道後プリンスホテル 美膳庵内子 いよの舞　松山インター店 市場食堂ゑビス丸 串カツしでん朝生田店 大黒屋　本町店 北条水軍ユースホステル

道後山の手ホテルレストランキングオブダイニング うどん茶屋北斗樽味店 伊予の手造りうどん 名代 つるちゃん衣山店 K珈琲 珠洲岬 めん処　かわよし

鍋焼きうどん まんま 駅前居酒屋なでしこ 魚膳むらかみ サンタカフェ ハナミズキ 中華・餃子 元帥 モダン焼 秋桜

にぎたつ会館　レストランはなみずき オルシヴァル 鰻問屋北浜 純生食パン工房 HARE/PAN　朝生田店 中華台所 元帥 レストラン 風早

Bar TSUBAKI お好み鉄板すみれ 椿参道店 お好み焼き りんろんらん しらかた珈琲 sirocafe 中国割烹大岩 木屋町本店 レストランふわり

瓢簞 海鮮居酒屋呑んべえ カフェアンドレストモンドーレ 炭火屋本舗スーパーホルモン小栗店 ドイチェスカフェブリューエン 焼肉の大西

FUNNY’S かつれつ亭　久米店 カフェダイニングメルシー そば吉　余戸店 燈 焼肉極

ホワイトテラス　チャンプ キックオフ 唐揚げハウス ～Little～ 天丼てんや古川店 にちょう問屋町バルズ店

mononofu. キン肉ハウス 呑酒 サンタカフェアニバーサリーズ 鶏と肴　とさ鳥 のっぴんらー麺

焼肉 萬屋 道後本店 幸楽 CHEF'S　KITCHEN 鶏屋 秀伝 ピザ・ロイヤルハット堀江店

奴寿し 珈琲館 天秤 じゃんじゃか炎蔵衣山店 どるちぇ余戸店 ピザ・ロイヤルハット本町店

山の手マリアージュガーデン コミックバスター松山小坂店 鮨いしかわ 鳥ロマンはなみずき店 ミスタードーナツ姫原ショップ

ユノマチベーカリー 四川旬菜アスター すし処 にちょう余戸店 みなと食堂

レストラン葵苔 じゃんじゃか樽味店 創作茶寮　西村 ピザ・ロイヤルハット東石井店 やきとり　炭鶏

ＪＲ松山駅前・萱町 春夏秋冬　創食　飯台 ステーキ食堂垣生店 ピッツェリア リストランテ トスカーナの休日 やきとり大吉 本町

あかね家 旬采食卓Makoto そば吉　フライブルグ店 ピッツェリアマルブン朝生田店 焼肉いしかわ

アントステラＪＲ松山駅店 笑福 鯛めしかどや　松山空港店 北斗七星 焼肉大門　久万ノ台店

お好み焼　みつ蜂 食処 七楽 馳走宇和海 がいや丸 ほっかほっか亭保免店 焼肉の葉

がんば亭平和通店 助格　天山店 力みなぎる完全無欠うどん空太郎 味楽 ゆげの小町

ここっと松山店 ステーキ食堂 &ローストビーフ 中華食堂　悟空 村一番 楽家

ザ・どんフジグラン松山店 炭火屋本舗スーパーホルモン　鷹ノ子店 道後さや温泉ゆらら YAKITORI kitchen  彩 L’art de vie

ステーキ食堂 &肉飯 炭火屋本舗スーパーホルモン　束本店 徳川　松山パルティフジ衣山店 ゆめ・であい松山工房 レストランワクセイ

チャイナ大岩 フジグラン松山店 そば吉　北土居店 日光寿し 羅座亜留　余戸店 三津

デリー松山店 茶縁 bar 酒心楽 ランチ居酒屋レストラン　あきじろう 居酒屋厨～くりや～

天領 天丼てんや束本店 花咲か爺屋 空港通り店 レストランカフェhaco.朝生田店 うどん茶屋北斗三津店

どんとフジグラン松山店 hananoie BALBONE ローズハウス N's K itchen&labo

美食坊ハルピン ピザ・ロイヤルハット枝松店 ピザ・ロイヤルハット土居田店 若葉寿司 辛麺kitchen彩山西店

広島風お好み焼き 青山 ピッツェリアマルブン南高井店 ピッツェリア マルデナポリ 和牛焼肉 一心 河庄

ピュアフル松山 風風亭久米店 ヒトミベーカリー 城北・堀江 餃子のぶ

フジグラン松山店3Fフードコート内4店舗 風風亭　樽味本店 ふきのとう松山空港通店 青空食堂　久万ノ台店 KOTORA

ぶらぶらある記 family dining NICO ほっかほっか亭空港通店 アルポルテ じゃんじゃか松江店

ベリーベリースープフジグラン松山店 PetitParis(プチパリ） もがみ　松山空港通店 いよの舞　松山久万ノ台店 炭火屋本舗スーパーホルモン古三津店

堀端酒場くるみ Pedro-78 モンタカフェ うなぎや永三郎 鯛メシ専門 鯛や

ミスタードーナツフジグラン松山ショップ ほっかほっか亭南高井店 老若男女食酒庵 茶家茶家 お好み鉄板すみれ 平和通店 天丼てんや松江店

麺小町松山店 マテラの森 焼肉・韓国料理 あんにょん おひさまキッチン ピザ・ロイヤルハット三津店

焼肉大門大手町店 焼鳥ダイニング ひよこ屋 焼肉大寿 海鮮問屋　福太郎水軍 フロア

やすまるラーメン 焼鳥　どうらく亭 やきやき鉄板 お好み焼き きんぎょ パルティ・フジ衣山店 カフェ　ロッカク ほっかほっか亭三津店

レストラン北斗駅前店 焼肉HOUSE野野 城南 元祖もつ鍋博多屋　問屋町BALZ店 北条

和温／じぃ家 焼肉ハラミ屋 味千拉麺　朝生田店 雁飯店 久万ノ台店 アイビーハウス

河原町・柳井町 焼肉ひょうたん島 アマンダコーヒーズ朝生田テラス店 米nico 太田屋　鹿島店

ゴーゴーからあげ YANO屋食堂 うどん麦わら さくら食堂 okonomi hause たべんさい

七輪居酒屋　漁火 羅座亜留東野本店 海虎 サムライトラック1・2 風早いちや

食堂カフェ　ステクル ラボンタ 海の蔵・山の蔵 源八 自家製パスタ洋食堂マルブン かわ咲

創作串焼き 杢kin萄 ランチ居酒屋レストラン　あじ彩 お好み焼　秋桜　南店 四季の味　おかもと がんば亭北条店

fumikaden 城西 御料理仕出しさち じゃんじゃか姫原店 きうら屋

焼肉 銀座 揚げたて天ぷらさくや竹原店 回転寿司　すしえもん小栗店 寿司割烹　一心 仕出し割烹 和美助

城東 R baker　松山店 からあげ店  大吉 炭火屋本舗スーパーホルモン姫原店 登佐屋上町

青空食堂　樽味店 アマンダコーヒーズ衣山店 勘介 ズンドコヤマチ 登佐屋上町　辻北店

居酒屋なると 居酒屋 一亀 元祖からあげ本舗　ゲンマル朝生田店 瀬戸内イタリアン　クワトロ・フェリーチェ 富屋勧商場

いってつ庵 15 ichigo 喫茶Ｕ そば吉　平田店 ドライブインアウトゼア

※掲載順不同

※最新の店舗一覧の情報はこちらからご確認ください。
https://www.all-matsuyama.com/eat/

※地図情報はこちらからご確認ください。

※参加店舗様の準備状況によってはご利用できない場合もございますので、事前にご確認の上ご利用ください。

※2020年10月19日現在　640店舗


