
店舗名 郵便番号 店舗所在地
店舗

電話番号
業種 定休⽇ ホームページ等

あかだま 791-0503 丹原町今井300 0898-68-7070 飲⾷業 ⽉曜⽇

居酒屋⼀番 793-0041 愛媛県⻄条市神拝甲616-17 0897-53-5545 飲⾷業 ⽇曜⽇

⼀声 799-1351 ⻄条市三津屋55-2 0898-65-4412 飲⾷業 不定休

Er Bisteccaro ito(いとまちマルシェ) 793-0027 愛媛県⻄条市朔⽇市284番地2 0897-66-8620 飲⾷業 ⽕曜⽇ http://ito-pj.town/

vita 793-0034 愛媛県⻄条市明神⽊162－1 0897-47-4638 飲⾷業 ⽕曜⽇・不定休あり
https://www.instagram.com/gelato
_vita

ville natale 799-1351 ⻄条市三津屋102-7 0898-77-3239 飲⾷業 ⽔曜⽇ villenatale2020

うしろのしょうめんだーれ 791-0531 ⻄条市丹原町来⾒777-1 0898-73-2207 飲⾷業 毎週⽊曜⽇ ushirono.com

うどん酒場36 793-0030 ⻄条市⼤町802-33 0897-27-8084 飲⾷業
昼 ⼟・⽇  夜 ⽇
（不定休あり）

うどん処ふじ正 793-0030 愛媛県⻄条市⼤町1201－27
0897－53－
3299

飲⾷店 ⽕曜⽇

おおさかや蔵はち 793-0041 ⻄条市神拝甲145-1 0897-53-0098 菓⼦⼩売店 不定休 全てあります

おがた珈琲 793-0053 愛媛県⻄条市洲之内甲1091-2 0897-53-3616 飲⾷業 ⽊曜⽇（祭⽇は営業）

割烹ふじむら 799-1353 ⻄条市三津屋南8-43 0898-64-6700 飲⾷業 ⽉曜⽇

カフェ ポタージュ 791-0524 愛媛県⻄条市丹原町⾼松甲682-1 0898-68-3151 飲⾷業 ⽇、⽉、⽕曜⽇ Instagram、Facebook

caféダイニングつじ丸 793-0006 ⻄条市ひうち1-16 0897-58-4141
飲⾷/カフェ
レストラン

⽇曜⽇、不定休
http://tsujimaru.jp
Instagram/CAFE.TSUJIMARU

CaféPilz 792-0027 ⻄条市朔⽇市780-7 080-5669-2191 飲⾷業 ⽕曜⽇ http://www.facebook.com/cafepilz

かめやうどん東予店 799-1353 ⻄条市三津屋南3-39 0898-64-5540 飲⾷業 ⾦曜⽇

かん⽵ 793-0030 愛媛県⻄条市⼤町678-18 0897-56-1865 飲⾷業
⽇曜⽇ ご予約可能で
す

喜左衛⾨ 799-1341 ⻄条市壬⽣川88-3 0898-64-4240 飲⾷業 ⽉曜⽇

休暇村瀬⼾内東予 799-1303 ⻄条市河原津⼄7-179 0898-48-0311 宿泊業 年2回の休館⽇あり
https://www.qkamura.or.jp/sp/toyo
/

ゴテンマエ⾷堂 793-0041 ⻄条市神拝甲511-22 080-4032-2358 飲⾷業 ⽕・⽊・⼟・⽇
https://www.instagram.com/goten
maeshokudo/

酒ダイニングつじ丸 799-1104 ⻄条市⼩松町妙⼝甲147-6 0898-76-3939
飲⾷店／居酒
屋

⽇曜⽇(⽉曜⽇祝⽇の場
合は⽇曜⽇営業、翌⽉
曜⽇休⽇

http://tsujimaru.jp
Instagram/SAKE.TSUJIMARU

覇王樹 791-0508 ⻄条市丹原町池⽥1707-7 090-3184-3464 飲⾷業 ⽕曜⽇

GTM Coffee Stand 793-0023 ⻄条市明屋敷131-2 080-4033-5358 飲⾷ 不定休

旬彩串ダイニングつづみ 799-1364 ⻄条市⽯⽥277-16 0898-64-5566 飲⾷業 ⽉曜⽇、⽊曜⽇ @kushidainingtsudumi

旬菜はる 793-0072 ⻄条市氷⾒⼄1780 0897-57-9800 飲⾷業 不定休
https://www.instagram.com/syuns
aiharu

鈴吉 793-0065 愛媛県⻄条市楢⽊367-1 0897-57-9170 飲⾷業
毎週⽕曜⽇・⽉1回不定
休（主に⽔曜⽇）

https://www.instagram.com/suzuy
osi.saijo

太楽園 神拝店 793-0041 ⻄条市神拝甲99-4 0897-56-4002 飲⾷業 毎週⽊曜⽇

太楽園 朔⽇市店 793-0027 ⻄条市朔⽇市613-3 0897-56-4770 飲⾷業 毎週⽕曜⽇

ちゃーしゅう⼯房いしづち店 793-0027 ⻄条市朔⽇市753-7 0897-53-7774 飲⾷業 ⽔曜⽇

中華淑々 793-0030 ⻄条市⼤町1693 0897-55-1908 飲⾷業 毎週⽕曜⽇ 他不定期

ネイティブキッチン 080-4038-5788
飲⾷業 テイ
クアウト
キッチンカー

不定休

no1 799-0066 ⻄条市野々市84-1 0897-47-5802 飲⾷業 ⽇、⽉曜 hp、 Facebook、Instagram



HAZUKI 7930041 ⻄条市神拝甲320 897470850
飲⾷業、無添
加調味料製造
販売

⽉曜⽇ https://instabio.cc/3022700zJ5Yt4

ビストロパパ 799-1354 ⻄条市北条1560-3 0898-76-7288 飲⾷店 不定休

⼀声 799-1351 ⻄条市三津屋55-2 0898-65-4412 居酒屋焼き⿃ 不定休

ママズ.カフェ&キッチン 799-1102 ⻄条市⼩松町南川甲76番地２ 0898-72-5757 飲⾷業 不定休

マルブン⼩松本店 799-1101 ⻄条市⼩松町新屋敷甲407-1 0898-72-2004 飲⾷業
⽉曜⽇（祝⽇の場合は
翌⽇が振替でお休み）

marubun8.com

まんぷく居酒屋 ten 793-0041 ⻄条市神拝甲515-15 0897-66-7219 飲⾷業 ⽇曜⽇
http://www.e-
komachi.com/web/gourmet/detail.
asp?tnid=53216

焼⾁ 花⼀番 793-0023 ⻄条市明屋敷313番地2 0897-55-5000 飲⾷業
⽉曜⽇ （祝⽇の場合
は翌⽕曜⽇）

焼⾁ 南⼤⾨ 799-1354 ⻄条市北条1630-1 0898-64-3746 飲⾷ ⽔曜⽇ https://yakiniku-nandaimon.com/

焼⾁レストラン  平城 791-0502 ⻄条市丹原町願連寺270-6 0898-68-5091 飲⾷店 ⽊曜⽇

やまのカレー 793-0030 ⻄条市⼤町265-1 パーラー〇〇内 090-8517-5750 飲⾷業 未定
https://instagram.com/y_a_m_a__
_

ゆずや 791-0503 ⻄条市丹原町今井263-5 0898-68-3046 飲⾷業 ⽇曜⽇

爛漫 799-1353 ⻄条市三津屋南ま9-52 0898-64-6212 飲⾷ ⽕曜⽇
https://www.instagram.com/ranma
n823

レストラン紅葉亭 7991353 ⻄条市三津屋南6-29 0898-76-1811 飲⾷業 ⽕曜⽇

和⾵彩館 季の屋 ⻄条店 793-0030 ⻄条市⼤町1037-1 089753-3071 飲⾷業 無し https://elleair-foods.co.jp/eatery/

丹寿司 791-0503 ⻄条市丹原町今井413-11 0898-68-7429 飲⾷業 ⽉曜⽇

わいん⾷堂カゴヤ 10taro 799-1101 ⻄条市⼩松町新屋敷甲403-1 0898-72-2055 飲⾷業 ⽕曜⽇ r.gnavi.co.jp/h29jxfy70000/

※          は準備中です。まもなく利⽤開始予定です。


