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店舗名 郵便番号 店舗所在地
店舗

電話番号
業種 定休⽇

⾷べきり運動
推進店

ホームページ等

アーリア整体 791-0508 ⻄条市丹原町池⽥１３３７－１ 0898-68-0181 整体 ⽉曜⽇

愛果堂 799-1107 ⻄条市⼩松町明穂甲５０ 0898-72-6668 菓⼦製造販売 無し https://www.rinrinpark.com/ichiba.html

アオ アクア 793-0041 ⻄条市神拝甲618-1 090-4336-5772 ⼩売、販売 ⽇曜⽇ ホームページ、GoogleMap

あかのれん 793-0023 ⻄条市明屋敷469-1 090-3789-1494 飲⾷店 ⽇曜⽇

ACT⻄条 793-0030 愛媛県⻄条市⼤町610-1 0897-56-1039 ⼩売り ⽇曜⽇

アクトささき 793-0006 愛媛県⻄条市下島⼭甲1901-1 0897-55-0559 家電販売 ⽇曜⽇

味将軍 根岸 799-1303 愛媛県⻄条市河原津380-1 0898-66-1504 飲⾷店 ⽉曜⽇ https://www.facebook.com/profile.php?id=100051839268966

アップルパイ 793-0030 ⻄条市⼤町520-1 0897-56-4040 洋菓⼦店 ⽔曜⽇ https://saijo.mypl.net/shop/00000355205/

アルバトロス 799-1371 愛媛県⻄条市周布958-3 0898-68-1177 飲⾷店 ⽉曜⽇ 第三⽕曜⽇ ●

アロマヒーリングスペースこころ 799-1353 ⻄条市三津屋南9-3 ホワイトコートG号 080-3925-3787 サービス業 不定休 instagram: kokoro_aroma

アン・クレア 793-0043 ⻄条市樋之⼝130-1 897531171 エステティック美容
⽇曜⽇、祝⽇(時に営業⽇あ
り)、その他

https://anncrea.com

安⼼堂⻄条営業所 793-0054 ⻄条市中野甲530-4 090-7577-0037 ⼟⽇

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 ●

いしだ鍼灸整⾻院 799-1353 愛媛県⻄条市三津屋南9-3ホワイトコート三津屋7号 0898-64-2633 鍼灸整⾻院 ⽇曜⽇ 祝祭⽇ ホームページhttps://ishida-saijo.com

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

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 ⽕曜⽇ ● http://ito-pj.town/

今井ふとん店 791-0510 丹原町丹原259-2 0898-68-7139 寝具⼩売 ⽇曜⽇ i.yoshitaka@go6.enjoy.ne.jp

vita 793-0034 愛媛県⻄条市明神⽊162－1 0897-47-4638 飲⾷店 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 飲⾷店 ⽔曜⽇ ● villenatale2020

WILLHAIR壬⽣川店 799-1353 ⻄条市三津屋南2-17 0898-35-2858 理容院 ⽉曜⽇ 第⼀第三⽇曜⽇

WINDS BIKES 793-0042 ⻄条市喜多川808-1 0897-55-0410 ⼩売 ⽔曜⽇
https://www.winds.gr.jp https://facebook.com/windsbikes 
https://instagram.com/windsbikes

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 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 ●

aでんき 7930035 愛媛県⻄条市福武甲516-3 897562693 家電⼩売店 ⽇曜⽇ https://ps-hp.jpn.panasonic.com/ps/search/13800640/

愛媛トヨタ⾃動⾞株式会社 ⻄条・新居浜店 793-0010 ⻄条市飯岡1355-5 0897-53-6000 ⼩売業 ⽕曜⽇
https://www.ehime-
toyota.co.jp/?utm_source=google&utm_medium=cpc&gclid=EAIaIQobCh

m-CROWN 799-1353 ⻄条市三津屋南7-42妃ビル3F 8039231520 リラクゼーション 不定休 https://saijo.mypl.net/shop/00000354432/

ELM 793-0025 愛媛県⻄条市栄町２５３ー１ 0897-55-2261 ⼩売業 ⽔曜⽇ https://www.instagram.com/select_clothing_elm/

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） ●

お好み焼ダイニング⼀新 793-0025 ⻄条市栄町252-1 0897-53-6103 飲⾷店
⽔曜⽇終⽇、⽊曜⽇ランチタ
イム

Instagram→isshin0217___13

お好み村⼭昇 793―0027 ⻄条市朔⽇市6―13 0897―55―4254 飲⾷店 ⽕曜⽇、⽔曜⽇

お弁当係まんま屋 793-0027 ⻄条市朔⽇市528-3 0897-56-4123 惣菜業 ⽇曜⽇ Instagram

カーコンビニ倶楽部 アクタスたまい 793-0043 ⻄条市樋之⼝388-7 0897-55-7366 ⾃動⾞修理 ⽇曜、祝⽇ www.a-tamai.co.jp

カイロプラクティックケアサロン⾵⽻ 793-0010 愛媛県⻄条市飯岡3591エクセル⼋幡1号館 090-5913-4060 カイロプラクティック ⽉・⽕・⾦

菓⼦⼯房⼼ 793-0010 愛媛県⻄条市飯岡2157-1 0897-47-7603 和洋菓⼦の製造販売 不定休 https://www.556-39.com

cut studio J.BOY 793-0010 ⻄条市飯岡2163-17 0897-53-4532 HP : https://www.beauty-park.jp/shop/184140

カットマン飯岡店 793-0010 ⻄条市飯岡杉の⽊1413-1ハローズ飯岡店内 0897-53-5538 理美容業 ⽊曜⽇

カットマン東予店 799-1353 ⻄条市三津屋南3-39 GAZAビル 0898-64-4138 理美容業 ⽔曜⽇

cutroom STeP 791-0508 ⻄条市丹原町池⽥1658-1 0898-68-0422 理容業 ⽉曜⽇ 第1.3⽇曜⽇

かつ福 ⻄条店 793-0042 ⻄条市喜多川361-1 0897-55-4129 飲⾷店 無休

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

加藤オートサイクル商会 799-1101 愛媛県⻄条市⼩松町新屋敷甲471番地1 0898-72-2507 販売 修理 ⽇曜⽇

加藤善⼀商会 793-0072 ⻄条市氷⾒⼄1117-2 0897-57-9310 ⼩売業 ⽇曜⽇

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 飲⾷店 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 ⽕曜⽇ ● http://www.facebook.com/cafepilz

株式会社 秋⼭⿂市場 799-1341 愛媛県⻄条市壬⽣川445-1 0898-64-2124 仕出し販売 無し a-fish@s9.dion.ne.jp

株式会社⻄条マスヤ書店 793-0026 ⻄条市東町266 0897-55-2402 書店 ⽊・⼟・⽇・祝⽇

株式会社ソラヤマいしづち 793-0030 ⻄条市⼤町798-1 0897-47-6030 旅⾏業 ⼟⽇祝

株式会社妙福屋 799-1341 ⻄条市壬⽣川90-6 0898-64-2101 ⼩売業 ⽕曜⽇

株式会社明治屋 793-0030 愛媛県⻄条市⼤町1702 0897-56-2282 酒、⾷料品⼩売 ⽔曜⽇

かまぼこの⼭⽥屋 799-1351 ⻄条市三津屋195-5 0120-14-2709 ⽇曜⽇ https://www.sumaki-no1.net/

髪⼯房:CRAFT 7930044 ⻄条市古川甲241-5 0897-53-6776 美容業 毎⽉曜⽇、第1、3⽇曜⽇ https://kamikoubou-craft.com

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 ●

カラオケムラサキ 799-1371 ⻄条市周布727-6 0898-64-1903 カラオケ ⽕曜⽇ facebook Instagram

カルビ屋⼤福伊予⻄条店 793-0028 ⻄条市新⽥189-1 0897-52-1556 焼⾁店 無し https://daifukuiyosaijyou,oust,up/

川上⾷品容器 799-1353 愛媛県⻄条市三津屋南5-18 0898-64-2368 ⼩売・卸売 ⽇曜⽇・祝⽇

Kansha 感謝 7930006 ⻄条市下島⼭甲1200ー5 0897-64-9217 エステサロン ⽇曜⽇ mugen3311



2

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 ●

Kiki 799-0030 愛媛県⻄条市⼤町838-5 090-4338-1921 ⼩売 ⼟曜⽇〜⽉曜⽇ https://instagram.com/hand_made_shop_kiki

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

kitchenしゃいん 793-0030 ⻄条市⼤町1642-4 0897-66-9372 飲⾷店 ⽉曜⽇ kitchen.shine

きもの潮⾒ 793-0001 ⻄条市⽟津⽯鎚通り 0897-56-0999 ⽕曜、⽉末⽔曜 http://kimono-shiomi.co.jp/

きもの⼾⽥益 793-0030 ⻄条市⼤町1652-8 0897-56-2024 呉服⼩売り ⽔曜⽇ www.todamasu.co.jp

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/

⾷笑処かつ 793-0030 ⼤町1646ー1 0897-53-2528 居酒屋 不定休

くすりのレデイ⻄条北店 793-0028 ⻄条市新⽥155番地 0897-47-6500 ドラッグストア 元旦

くすりのレデイ⻄条店 793-0028 ⻄条市新⽥字北新⽥235番地 0897-58-2870 ドラッグストア 無し

くすりのレデイ丹原店 791-0508 ⻄条市丹原町池⽥1933番地10 0898-52-7631 ドラッグストア 元旦

くすりのレデイ東予インター店 799-1371 ⻄条市周布715番地1 0898-76-8320 ドラッグストア 無し

くすりのレデイ東予店 799-1352 ⻄条市三津屋東３７番４ 0898-35-3887 ドラッグストア 元旦

鞍瀬峠のまるしぇ 791-0541 愛媛県⻄条市丹原町鞍瀬甲238-1 090-5272-1899 飲⾷店 ⽔曜⽇ @kurasetougenomarche

GreenHouse-19 793-0022 ⻄条市本町149-1 080-6373-0201 飲⾷業 カフェ
⽕曜⽇、⾦曜⽇、臨時休業あ
り

Instagram:ghouse.19

⼯房オクノホソミチ 793-0030 ⻄条市⼤町1527-2 090-3530-4318 ⽊⼯所 不定休 https://www.facebook.com/KoubouOkunohosomichi/

国⺠宿舎 ⽯鎚 793-0215 ⻄条市⻄之川元⼭664 0897-53-0005 宿泊 不定休

COCOユニオン 799-1353 ⻄条市三津屋南4-37 0898-64-6567 美容室・貸⾐裳 ⽕曜⽇ https://www.instagram.com/coco.union1/

GTM coffee stand 793-0023 ⻄条市明屋敷131-2 080-4033-5358 飲⾷ 不定休 ●

ゴテンマエ⾷堂 793-0041 ⻄条市神拝甲511-22 080-4032-2358 ⽉⽔⾦のみ営業 ● https://www.instagram.com/gotenmaeshokudo/

粉屋 793-0030 ⻄条市⼤町697 0897-53-1830 鉄板焼き、お好み焼き ⽇曜⽇

近藤⼯芸 799-1107 ⻄条市⼩松町明穂甲574 0120-811-459 ⼩売・製造 年末年始 https://kondo-kougei.co.jp

五味⿃ 799-1351 ⻄条市三津屋365-10 0898-64-1122 飲⾷業 毎週⽉曜⽇

近藤式内臓機能回復サロン 793-0042 愛媛県⻄条市喜多川411-1 サンタモニカ3号 090-6015-8912 整体 不定休 https://naizoseitai.co.jp/?fs=e&s=cl

ザ・ごはんやさん 799-1363 ⻄条市⽟之江535 0898-64-3993 ⾷堂
毎週⽉曜⽇(祝⽇の場合は翌
⽇⽕曜⽇)

祭華 799-1353 愛媛県⻄条市 三津屋 南 5-7 0898-64-5499 飲⾷業 ⽉曜⽇ ⽕曜⽇

さいき⽝猫病院 799-1353 ⻄条市三津屋南14-57 0898-76-1215 動物病院 ⽊曜⽇午後 ⽇祝⽇

サイクルバイクショップサイキ 799-1322 ⻄条市国安193 0898-66-5165 ⼩売り ⽇曜⽇

サイクルマート 793-0010 ⻄条市飯岡2156-1 0897-53-6497 ⼩売業 毎週⽕曜⽇

⻄条アーバンホテル 793-0030 愛媛県⻄条市⼤町800-3 0897-53-5311 ホテル業 無休 https://www.saijo-urban-hotel.com/

⻄条環境整備株式会社 793-0043 ⻄条市樋之⼝452番地8 0897-55-3244
廃棄物処理業、浄化槽
保守点検業等

⼟⽇祝⽇ http://www.saijyokankyo.com/

⻄条ドライビングスクール 799-1364 愛媛県⻄条市⽯⽥２４８番地 0898-64-3018 その他のサービス業 不定期 https://www.saijo-ds.co.jp/

⻄条福武⾷堂 793-0035 ⻄条市福武甲456-2 0897-53-1367 飲⾷店 無し

サカエマチHOLIC 793-0030 ⻄条市⼤町１６６３番地 0897-47-6943 サービス業
⽇曜⽇ GW お盆 年末年
始 ⻄条祭り

https://sakaemachi-holic.com/

さくら製麺所 793-0027 ⻄条市朔⽇市280-4 0897-53-6010 飲⾷店 ⽉曜⽇ sakuraseimenjo

さくら製麺所 ⽯鎚豚つけそば 793-0027 ⻄条市朔⽇市280-4 0897-53-6010 飲⾷店 ⽇曜⽇、⽉曜⽇ sakuraseimenjo

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

サケノロシ 793-0030 ⼤町697-6アルファービル1F 0897-66-7617 飲⾷業 ⽉曜⽇

雑貨店KotaKota 793-0030
愛媛県⻄条市⼤町1765-4ウエストソレイユ紺屋町
103号

0897-47-8875 ⼩売業 ⽔曜⽇ インスタグラムkotakota478875

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

四国海苔 793-0027 愛媛県⻄条市朔⽇市431 0897-56-3313 ⼩売業 ⽇祝 https:shikoku-nori.co.jp

⾃然のギフト ベルローズ 791-0504 愛媛県⻄条市丹原町⾼松1875-1 090-7140-0397 ⼩売り ⼟⽇祝 https://www.bellerose.jp/

シメアテかがやき 790-0030 ⻄条市⼤町697-38 0897-47-5978 居酒屋 ⽇曜⽇ sa_kagayaki

jam room store 793-0041 ⻄条市神拝甲618-1 0897-47-6334 ⽇曜⽇・第１、３⽉曜 http://www.jamsto.jp/

⾞楽 ⻄条店 793-0030 ⻄条市⼤町445-1 0897-55-4519 ⾃動⾞メンテナンス業 ⽕・⽔曜⽇ https://www.sharac.net/

上海軒 799-1353 ⻄条市三津屋南2-24 0898-64-1565 飲⾷店 ⽕曜⽇

⾃由学舎あすしあ 793-0041 ⻄条市神拝甲511-22森ビル2F 080-1994-8786 https://www.instagram.com/asushia.saijo/

酒菜処 ひろん家 793-0021 ⻄条市神拝⼄133-1 コア・リーブサイジョウ 0897-55-7545 飲⾷業 ⽇曜⽇

酒菜家あづまや 799-1101 ⻄条市⼩松町新屋敷甲351-7 0898-72-2020 飲⾷業（居酒屋） ⽇曜⽇ http://www.adumaya-steve.com

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

旬菜酒肴るぱん 793-0030 愛媛県⻄条市⼤町1693-6 0897-55-3587 居酒屋 ⽇曜⽇

旬菜酒房 IGA 799-1341 ⻄条市壬⽣川174-5 0898-64-0808 飲⾷店 ⽉曜⽇他不定休有 shunsaishubou_iga (Instagram)

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

障害者事業者ピース 793-0072 ⻄条市氷⾒⼄1989番地1 0897-57-9003 社会福祉 ⼟・⽇・祝

常住屋⽩⽯旅館 799-1112 ⻄条市⼩松町⽯鎚417 0897-59-0032 宿泊 飲⾷ 無し HP ishizuchikanko.com   Facebook @shiraishiryokan

情熱⼯務店 799-1341 ⻄条市壬⽣川701-4 898645058 建築業 不定休 http://www.jyonetsu-koumuten.jp/

⾷彩酒家はまかぜ 793-0042 ⻄条市喜多川117-2 0897-47-5537 ⽉曜⽇・第３⽇曜⽇ ● http://www.hamakaze80.com/

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/suzuyosi.saijo

スタジオ華縁 793-0041 愛媛県⻄条市神拝甲487-3 0897-52-1188 写真スタジオ ⽕、⽊曜⽇ https://hana-enishi.co.jp/

スナック ⻩⾦⾍ 793-0030 ⻄条市⼤町1646-1 2階 0897-55-6167 飲⾷業 ⽇、祝⽇

整体院 仁 791-0524 ⻄条市丹原町⾼松甲487 070-4346-3486 整体院
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セイワ書店 799-1353 ⻄条市三津屋南9-37 0898-64-1995 ⼩売業 無し

セカンドチャンス 793-0030 ⻄条市⼤町1642-11 0897-53-2865 飲⾷業 ⽇・⽉曜⽇ http://www.2ndchance.jp/index.html

SENcafe 799-1371 ⻄条市周布615-13 0898-64-5253 飲⾷店 ⽉、⽕、⽔ http://sen-cafe1213.crayonsite.net

曽我部モータース 791-0523 ⻄条市丹原町北⽥野299-5 0898-68-7477 ⾃動⾞修理販売 ⽔曜⽇ https://sogabemotor.biz/wp/

そごうマート新町店 799-1331 愛媛県⻄条市新町236-1 0898-66-6356 スーパーマーケット 元旦 https://sogoh-mart.co.jp

そごうマート三津屋店 799-1352 愛媛県⻄条市三津屋東37-2 0898-64-6355 スーパーマーケット 元旦のみ https://sogoh-mart.co.jp

そごうマート三芳店 799-1301 愛媛県⻄条市三芳1232 0898-66-5160 スーパーマーケット 元旦のみ https://sogoh-mart.co.jp

そば宏 799-1371 ⻄条市周布704-1 0898-65-4170 飲⾷ ⽔曜⽇ ●

ターミナルホテル東予 799-1353 ⻄条市三津屋南6-29 0898-76-1818 宿泊業 無し

ダイニング・カフェSwing 793-0030 ⻄条市⼤町303番地1 0897-56-2319 飲⾷カフェ
ゴールデンウィーク、盆、正
⽉、不定休

http://www.murakami-kinen.or.jp/swing/café.html

タイヤランド東予 799-1371 ⻄条市周布958-4 0898-68-7732 ⼩売業
第⼀⽇曜、第三⽇曜、第五⽇
曜

太楽園 神拝店 793-0041 ⻄条市神拝甲99-4 0897-56-4002 飲⾷ 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 毎週⽕曜⽇ ●

⾼橋畳センター 793-0030 ⻄条市⼤町1135 0897-55-2056 製造販売 ⽇曜⽇ Facebook,Instagram

たこやきおかだ 793-0022 ⻄条市本町147 0897-58-5122 飲⾷ ⽉曜⽇カラ⾦曜⽇

TAKOYAKI MAR 793-0025 ⻄条市栄町258-1 090-7575-3744 飲⾷店
⽔曜⽇、祝、第⼀⽇曜⽇、第
三⽇曜⽇

Instagram @takoyaki_mar

⽥辺武道具 799-1351 ⻄条市三津屋49-7 0898-64-2885 ⽉曜⽇ http://tanabebudougu.com/

たぬき本舗 ⽯鎚本店 793-0062 愛媛県⻄条市⻄⽥甲450-1 0897-66-8090 菓⼦製造業 無し tanukihonpo@dune.ocn.ne.jp

たゆとみる 793-0054 ⻄条市中野甲1640-1 090-7786-8123 全⾝リラクゼーション ⽇曜⽇

地域活動⽀援センター ちゅうりっぷ 793-0041 愛媛県⻄条市神拝甲324-2 0897-53-7101 福祉作業所 ⼟⽇・祝⽇

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 飲⾷店 ⽔曜⽇ ●

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

澄⼼斎 本店 799-1364 ⻄条市⽯⽥572番地 0898-64-3068 卸売業 ⽇曜、祝祭⽇、第3⼟曜⽇ ホームページ、Instagram

TSUTAYA陣屋⻄店 793-0023 ⻄条市明屋敷331番地 0897-55-8181
CD・DVDのレンタ
ル、本・雑誌販売

年中無休 https://www.daiya-grp.co.jp/

TSUTAYA東予店 799-1354 ⻄条市北条1594 0898-65-4222
CD・DVDのレンタ
ル、本・雑誌販売

年中無休 https://www.daiya-grp.co.jp/

⼟⼩屋terrace 793-0215 ⻄条市⻄之川元⼭664 0897-53-0006 売店 レストラン 不定休

⼿もみ整体院 海⼼ 791-0525 ⻄条市丹原町川根甲821-12 090-7570-3055 整体 不定休 Facebook・Instagram

常盤タクシー株式会社 三芳営業所 〒799-1302 愛媛県⻄条市楠甲６８０１ 0898-66-5132 タクシー 無休

得得うどん東予店 799ｰ1353 ⻄条市三津屋南6-19 0898ｰ64ｰ3544 飲⾷店 ⽊曜⽇ あり

時計・宝飾・メガネのタカセ 793-0030 ⻄条市⼤町1699-3 エストソレイユ紺屋町105 0897-56-1700
⽔曜⽇（五⽇市が⽔曜⽇の場
合は営業）

http://saijo-konyamachi.com/guidemap/takase/

⼾⽥果樹園 799-1104 愛媛県⻄条市⼩松町妙⼝甲1555-3 090-6287-1721 農業 シーズン中はなし http://todakajuen.com

ドラッグストアモリついたち店 793-0027 愛媛県⻄条市朔⽇市324番地 0897-47-5088 ドラッグストア 無し http://www.doramori.co.jp

ドラッグストアモリ東予店 799-1371 愛媛県⻄条市周布618-1 0898-76-1077 ドラッグストア 無し http://www.doramori.co.jp

ナイトショップいしづち⻄条店 793-0030 ⻄条市⼤町418-1 0897-56-1323
コンビニエンススト
アー

無し

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 ● #ネイティブキッチン

no1 799-0066 ⻄条市野々市84-1 0897-47-5802 飲⾷店 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

秦⾃動⾞⼯業 793-0010 愛媛県⻄条市飯岡3566 0897-55-4970 サービス業 ⽇曜⽇、祭⽇

⼋拾⼋うどん東予店 799-1371 ⻄条市周布694-3 0898-64-0033 飲⾷店 ⽕曜⽇ http://www.88udon.net/

⼋剣伝伊予⻄条中央店 793-0030 ⻄条市⼤町680-7 0897-55-5279 居酒屋 ⽇曜⽇

Happy Bagel 791-0523 愛媛県⻄条市丹原町北⽥野1190 090-4975-9831 飲⾷店 ⽇ ⽉ ⽔ ⽊ ⾦ Facebook Instagram あり

花房酒販 799-1354 愛媛県⻄条市北条736-1 0898-64-2746 酒類⼩売 ⽕曜⽇ https://www.rakuten.co.jp/hanafusa87230/

明屋書店⻄条福武店 793-0035 愛媛県⻄条市福武甲443 0897-53-1717 ⼩売業 元⽇休業 https://www.haruya.co.jp/

明屋書店⻄条本店 793-0021 愛媛県⻄条市神拝⼄141 0897-52-1822 ⼩売業 年中無休 https://www.haruya.co.jp/

明屋書店東予店 799-1371 愛媛県⻄条市周布336-8 0898-64-5533 ⼩売業 元⽇休業 https://www.haruya.co.jp/

BJplants 793-0027 ⻄条市朔⽇市280-4 090-5143-5966 ⼩売 ⽉曜⽇、⽕曜⽇ bj_plants

B-shop OCHI 7930042 ⻄条市喜多川316番地1 897552048 ⼩売業 ⽊曜⽇・第2⽔曜⽇ https://b-shop-ochi.com/

東⼝製印所 7991353 ⻄条市三津屋南9番39 0898-64-2764 製印業 ⽇曜 祭⽇

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

hitoiro 793-0017 ⻄条市早川2206-4 0897-27-7902 飲⾷ ⽉曜〜⽔曜、⽇曜 https://niihama.mypl.net/shop/00000359112/

ひといろ鍼灸 793-0072 愛媛県⻄条市氷⾒⼄1893番地 0897-47-5316 鍼灸院 不定期 https://saijo.mypl.net/shop/00000364159/

ひなのや壬⽣川駅前店 799-1353 愛媛県⻄条市三津屋南11-9 0898-35-5628 製造業 ⽇曜⽇・祝⽇ https://instagram.com/hinanoya.pongashi

⽇の出ドライ 799-1353 ⻄条市三津屋南2-58 0898-64-2379 クリーニング ⽇曜⽇
https://instagram.com/hinodedorai?utm_medium=copy_link|https://inst
agram.com/hinodedorai?utm_medium=copy_link|blank]

ひまわり整⾻院 793-0042 ⻄条市喜多川202-2 0897-56-5802 整⾻院 ⽇曜・祝⽇

beauty salon LapisLazuli 799-1353 ⻄条市三津屋南 090-2821-4625 脳洗浄 よもぎ蒸し ⼟⽇ https://saijo.mypl.net/shop/00000370049/

ひょっとこ料理店 793-0030 ⻄条市⼤町1695 0897-56-6677 飲⾷店 ⽇曜⽇

Favori 793-0026 ⻄条市東町271-1 0897-47-8131 飲⾷店 ⽇曜⽇

Ｂｕｉ-Ｂｕｉ 799-1353 愛媛県⻄条市三津屋南5-14 090-1320-7980 飲⾷店 ⽇曜⽇

フォレストアドベンチャー⻄条 799-1314 愛媛県⻄条市河之内甲486-1 090-2820-5520 サービス業
不定休、営業時間も変更の場
合あり

Instagramアカウント fa.saijo

福⽥商会 793-0030 ⻄条市⼤町７０８番地４ 0897-56-6060 ⾃転⾞販売修理 ⽇曜⽇

フットケアサロン花ゆかり 793-0022 ⻄条市本町108番地 090-8280-8949
⽇曜⽇※完全予約制となりま
す

https://www.facebook.com/footcarehanayukari/
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ブティック シーハー 793-0030 愛媛県⻄条市⼤町 1686-11 0897-55-1063 婦⼈服⼩売業 毎週⽕曜・⽔曜⽇ http://m.Facebook.com/timetunnelsheher

ブティック テス 799-1353 ⻄条市三津屋南9_29 0898-64-6225 婦⼈服販売 ⽕曜⽇

brasserie parcfermé 793-0030 ⻄条市⼤町1682 080-3166-2446 飲⾷業 ⽔曜⽇ ⽇曜⽇

Hair healing LIME 793-0030 ⻄条市⼤町1707-22番地 0897-27-2351 美容室 ⽉曜 https://saijo.mypl.net/shop/00000362546/

Hair Salon a la mode Nakagawa 793-0021 ⻄条市神拝⼄134-10 0897-53-0666 ヘアサロン ⽉曜⽇ http://w01.tp1.jp/~a149754581/hairsalon.html

ヘアドーム トシ 799-1354 ⻄条市北条1630-6 0898-64-0104 理容業 ⽇曜⽇

星の⾥ 793-0016 ⻄条市⼤浜6324 0897-531144 菓⼦製造 無休

ホテルオレール⻄条 793-0030 愛媛県⻄条市⼤町798-9 0897-55-2440 宿泊業 年末年始（不定休） https://www.horaire.co.jp/

ホテル⽟の家⻄条 793-0030 ⻄条市⼤町802-10 0897-55-3149 ホテル 無し https://instagram.com/hoteltamanoya?igshid=YmMyMTA2M2Y=

ホルモン屋 雷神 793-0030 ⻄条市⼤町802-32 0897-53-8290 飲⾷店 ⽇曜⽇

マック⼤町店 793-0030 ⻄条市⼤町454番地1 0897-55-6166 ドラッグストア 年中無休 https://www.daiya-grp.co.jp/

マック喜多川店 793-0042 ⻄条市喜多川372-1 0897-52-0331 ドラッグストア 年中無休 https://www.daiya-grp.co.jp/

マック東予店 799-1354 ⻄条市北条1594 0898-65-4422 ドラッグストア 年中無休 https://www.daiya-grp.co.jp/

マック氷⾒店 793-0072 ⻄条市氷⾒⼄1183 0897-57-7811 ドラッグストア 年中無休 https://www.daiya-grp.co.jp/

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 ●

⾖屋 799-1362 愛媛県⻄条市今在家921番 0120-202-588 ⾷品製造・卸売・⼩売 ⼟・⽇ http://www.shiga-mame.co.jp/

丸協精⾁店 793-0025 愛媛県⻄条市栄町252-2 0897-55-2513 ⾷⾁⼩売業 ⽇曜・祝⽇

有限会社丸佐畳店 791-0510 ⻄条市丹原町丹原190番地 0898-68-7972 畳製造販売 ⽇曜⽇祭⽇

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 ⽇曜⽇ ● http://www.e-komachi.com/web/gourmet/detail.asp?tnid=53216

ミートハウスフジタ 793-0010 愛媛県⻄条市飯岡3188 0897-56-6003 教育、学習⽀援業 ⼟曜、⽇曜 http://club-meet.com/

三浦タイヤ 793-0006 ⻄条市下島⼭甲１３４８－１ 0897-56-4446 ⼩売り G.W・お盆・正⽉ http://miura-tire.com

三河屋呉服店 799-1354 ⻄条市北条1254番地 0120-642-272 ⼩売業 ⽕曜⽇ https://mikawayagofukuten.jp

minami 793-0025 ⻄条市栄町250 0897-56-3339 ⼩売業 ⽔曜⽇ www.cc-minami.jp

ミユキ 799-1353 ⻄条市三津屋南15-17 0898-64-3602 ⼩売 ⽕曜⽇

みよしや 799-1101 ⻄条市⼩松町新屋敷甲346-2 0898-72-2200 ⼩売店 ⽔曜 Instagram…miyosiya

ミラーズウサ 793-0030 愛媛県⻄条市⼤町844-8 0897-56-2637 ⼩売 不定休 http://m-usa.co.jp

むらかみ酒店 799-1353 ⻄条市三津屋南15-5 0898-64-4001 ⽉曜⽇（12⽉は無休） https://www.instagram.com/murakami__saketen__/?hl=ja

村さ来東予店 799-1371 ⻄条市周布727-6 0898-64-1901 飲⾷ ⽕曜⽇ Instagram facebook

名⽔うどん つ⻨ 793-0025 ⻄条市栄町252-1 0897-66-7728 飲⾷ ⽔曜⽇

MEGAドン・キホーテ⻄条⽟津店 793-0001 愛媛県⻄条市⽟津564-1 0570-053-301 物販業（⼩売業） 無し

メガネのパリミキ フジグラン⻄条店 793-0028 愛媛県⻄条市新⽥字新⽥235 フジグラン別棟 0897-53-3038 ⼩売 無し

メガネのパリミキ 壬⽣川店 799-1353 ⻄条市三津屋南5-46 0898-64-0288 眼鏡⼩売業 無し

メガネのヨシイ 799-1353 0898-64-0113 メガネ販売 無し

moi＋kiitos 793-0041 ⻄条市神拝甲257-1 0897-55-5053 ⼩売 ⽔ ⽇ moikiitos_zakka

monero 793-0023 ⻄条市明屋敷169-2 2F東側 0897-66-7296 美容業 不定休

ももくり三年かき⼋年 791-0527 愛媛県⻄条市丹原町関屋甲257 0898-76-6900 飲⾷業 ⽕曜⽇(祝・祭⽇営業） http://www.momokuri.co.jp

森本電機 793-0026 ⻄条市東町295 0897-55-4256 ⼩売り販売 ⽇曜⽇

焼⿃ たきち 793-0044 ⻄条市古川甲299-6 0897-56-9408 飲⾷ ⽉曜⽇ ●

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

焼⾁五苑東予店 799-1371 ⻄条市周布6241 0898-76-8270 飲⾷店 ⽔曜⽇

焼⾁専⾨店 泰⼭ 793-0026 ⻄条市東町266 0897-55-2402 書店、⼩売り ⽊・⼟・⽇・祝⽇

やきにくの蔵 ⻄条店 793-0043 ⻄条市樋之⼝416-4 0897-47-5529 飲⾷店 無休

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

●

ヤマダアウトレット⻄条店 799-1371 ⻄条市周布1656-1 0898-68-8011 家電量販店 44562

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 飲⾷店 未定 ● https://instagram.com/y_a_m_a___

有限会社盛実⽶穀 【ライスピア⽶蔵】 793-0035 愛媛県⻄条市福武甲1176番地 0897-55-2344 ⽶穀販売（⼩売業） ⽇曜・祝⽇ https://www.ricepier.jp/

有限会社 岩本⾃動⾞ 793-0042 愛媛県⻄条市喜多川292-1 0897-55-5856 ⾃動⾞修理業
⽇曜⽇ 祭⽇ 不定期⼟曜⽇ 
年末年始

なし

有限会社オレンジ商会 793-0027 愛媛県⻄条市朔⽇市796-10 0897-55-3000
⾃動⾞販売、⾞検整
備、輸⼊⾞整備

⽇曜⽇ https://www.orange-3000.com/

有限会社河原呉服店 793-0030 愛媛県⻄条市⼤町1542 0897-55-2578 ⽔曜⽇

有限会社⾼井⽶穀 799-1101 ⻄条市⼩松町新屋敷甲２２１６ 0898-72-2307 ⽶穀⼩売業 ⽇曜⽇

有限会社⾼砂 799-1353 ⻄条市三津屋南2-59 0898-64-1662 ギフトショップ ⽕曜⽇

有限会社サニーマート 793-0030 ⻄条市⼤町1288 0897-56-2485 ⾷品⼩売業 無し

有限会社ニュースポーツ 793-0023 ⻄条市明屋敷298-1（⻄条⾼校⻄側） 0897-56-6000 ⽔曜⽇ https://www.facebook.com/profile.php?id=100054349038397

遊⾷友輝 793-0030 ⻄条市⼤町845-11 0897-47-8509 居酒屋 不定休 yuusyoku_yu_ki

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

湯の⾥⼩町温泉しこくや 799-1107 ⻄条市⼩松町明穂甲４７ 0898-76-3388 温泉旅館 無し https://www.rinrinpark.com/shikokuya.html

洋菓⼦フェアリー・テール ⻄条店 793-0027 ⻄条市朔⽇市70-1 0897-53-8287 ⼩売 不定休 http://www.fairytale-sweets.com/

陽気ドライクリーニング店 793-0024 愛媛県⻄条市⼤師町１７６ 0897-55-3663 クリーニング業 ⽇曜⽇ https://m.facebook.com/youkidry

養⽼乃瀧⻄条店 793-0030 ⻄条市⼤町1641-2 0897-55-1984 飲⾷店
⽉曜⽇ ※祝⽇、祝⽇前⽇は
営業します

https://www.daiya-grp.co.jp/

よしざねクリーニング本店⼯場 799-1102 愛媛県⻄条市⼩松町南川甲374-2 0898-72-2171 サービス業 ⽇曜⽇ http://emc-yoshizane.com
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ライダースクラブはなやま 793-0027 ⻄条市朔⽇市555-2 0897-55-2179 ⼩売 ⽇曜、祝⽇ ホームページ、YouTube、Facebook、Instagram

Lash＆Brow OHANA 793-0030 愛媛県⻄条市⼤町418-2 ⽯川マンションV312 090-2783-7228 美容 ⽇曜⽇ https://saijo.mypl.net/shop/00000364133/

La lunaria 793-0023 愛媛県⻄条市明屋敷362-1 090-7575-1008
リラクゼーションサロ
ン

不定休 https://saijo.mypl.net/shop/00000367043/

爛漫 799-1353 ⻄条市三津屋南ま9-52 0898-64-6212 飲⾷ ⽕曜⽇ ● Instagram ranman823

リカーズタケダ 799-1301 ⻄条市三芳1235-2 0898-66-5107 酒類販売業 無し

リバティー 793-0030 ⻄条市⼤町1684 0897-47-6083 婦⼈服店 ⽔曜⽇ https://www.facebook.com/dressyliberty/

りんりんパークー 売店 799-1107 ⻄条市⼩松町明穂甲５０ 0898-72-6688 ⼟産・⻘果物販売 無し https://www.rinrinpark.com/index.html

りんりんパークー レストラン 799-1107 ⻄条市⼩松町明穂甲５０ 0898-72-6688 レストラン 無し https://www.rinrinpark.com/shisetsu.html

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 ●

レストランラブランシュ 791-0527 愛媛県丹原町関屋甲388-17 0898-73-2410 飲⾷店 第⼀第三⽕曜⽇

ワカタケツアー⻄条営業所 793-0030 愛媛県⻄条市⼤町177-1 0897-52-0377 旅⾏業
⼟⽇祝⽕⽊（今現在は休業中
のため）

WTNB coffee&studio IN THE HOUSE 793-0028 ⻄条市新⽥217-2 0897-56-1845 カフェ ⽔曜⽇

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

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

AKI's KITCHEN 793-0046 090-8346-1521 飲⾷ 不定期 https://www.instagram.com/akis.kitchen2020/

アトリエ ルナリア 793ｰ0027 愛媛県⻄条市朔⽇市783ｰ2 090-2825-7950 アパレル ⽉曜⽇ https://www.instagram.com/lunaria_jewelry

いちくらカフェ 799-1353 ⻄条市三津屋南9-46 070-4281-7506 飲⾷業 ⽉曜⽇

151-A 793-0030 ⻄条市⼤町695-16 0897-47-5660 飲⾷業 ⽊曜⽇

in the Life 793-0045 ⻄条市古川⼄ 080-6399-3547 エステサロン ⽇曜・祝⽇ https://saijo.mypl.net/shop/00000369691/

ウエキ果物店 793-0030 ⻄条市⼤町1655 0897-55-2450 ⼩売 ⽔曜⽇

クイックカット⻄条店 793-0001 ⻄条市⽟津564-1 0897-56-6788 理美容室 無し

さんぱつ仕事⼈ 793-0044 ⻄条市古川甲323番地1 0897-55-7899 美容・理容 無し

シフォンケーキ  ⽉ゆらり 793-0030 ⻄条市⼤町698-5 0897-47-8195 菓⼦製造販売 飲⾷ ⽇・⽉・⽕曜⽇

タージマハル⻄条店 793-0042 愛媛県⻄条市喜多川610-4 0897-47-7700 飲⾷業 無し なし

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

ディスカウントドラッグコスモス 丹原店 791-0502 愛媛県⻄条市丹原町願連寺223-1 0898-76-2027 ドラッグストア 年始 https://www.cosmospc.co.jp/shop/shikoku/ehime/97543.html

ディスカウントドラッグコスモス ついたち店 793-0027 愛媛県⻄条市朔⽇市236 0897-52-5250 ドラッグストア 年始 https://www.cosmospc.co.jp/

ディスカウントドラッグコスモス 東予店 799-1371 愛媛県⻄条市周布614-1 0898-76-7377 ドラッグストア 年始 https://www.cosmospc.co.jp/shop/shikoku/ehime/92982.html

ディスカウントドラッグコスモス 氷⾒店 793-0072 愛媛県⻄条市氷⾒⼄2027 0897-57-7150 ドラッグストア 年始 https://www.cosmospc.co.jp/shop/shikoku/ehime/10573.html

ディスカウントドラッグコスモス 古川店 793-0044 愛媛県⻄条市古川甲126-1 0897-52-0789 ドラッグストア 年始 https://www.cosmospc.co.jp/shop/shikoku/ehime/92654.html

Hana🌼Hana 793-0010 080-1995-0428 作家 未定

はないずみ 799-1371 ⻄条市周布1781-1 0898-68-1036 飲⾷業 ⽉曜⽇

Beauty Studio Re.BEAU 791-0502 ⻄条市丹原町願連寺25482 09086931306
化粧品販売、フェイ
シャルエステ

不定休 https://saijo.mypl.net/shop/00000365771/

美容室インペリアル. 799－1353 愛媛県⻄条市三津屋南15－10 0898－64－5939 美容業 毎週⽉曜・第1⽕曜。第3⽇曜 https://imperialxepi.com

フトン巻きのジロー⻄条店 793-0030 ⻄条市⼤町1762-13 0897-66-9320 クリーニング業 無し
https://futonmaki.jp/archives/store/%e8%a5%bf%e6%9d%a1%e5%ba%
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POGO CURRY 793-0030 愛媛県⻄条市⼤町1760-2久⾨ビル101 8042638053 飲⾷業 ⽕曜⽔曜 Instagram pogocurry

bodybalance 793-0028 ⻄条市新⽥１９７－４ ２F 0897-53-5516 整体 ⽕曜⽇

マリオネット 799-1363 ⻄条市⽟之江567-1 0898-64-3281 飲⾷店 ⽔曜⽇

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 ●

有限会社かんこめ 793-0027 愛媛県⻄条市朔⽇市554番地2 0897-55-2749 製造⼩売り ⽇曜⽇・⽉曜⽇ https://genmusu.com/ https://www.instagram.com/kankome/

UNIUSE 793-0030 ⻄条市⼤町1681 0897-56-2912 リユースショップ ⽔⼟⽇祝、盆正⽉、地⽅祭

ルナリアin⽊の実と種店 799ｰ1371 愛媛県⻄条市周布212ｰ7 090-6186-7950 雑貨 ⽉・⽕曜⽇ https://www.instagram.com/lunaria_jewelry

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。


