
番号 地区名 店名 所在地

1 今治 ラヂウム温泉書籍部 今治市共栄町4－2－9

2 今治 だるま文庫 今治市大正町3－5－3

3 今治 株式会社井出工具 今治市米屋町4－1－27

4 今治 ファミリーマート今治別宮町店 今治市別宮町2丁目1-8

5 今治 愛媛県東予たばこ販売協同組合 今治市北宝来町3－2－2

6 今治 有限会社みやじ 今治市室屋町3－1－12

7 今治 ペット真木 今治市共栄町1－4－14

8 今治 ユーアイマート共栄店 今治市共栄町4－6－7

9 今治 福屋金物店 今治市南大門町1－6－13

10 今治 マルナカ今治駅前店 今治市大正町1－2－5

11 今治 ローソン今治市役所前店 今治市別宮町1－2－9

12 今治 セブンイレブンＫＩＯＳＫ今治駅店 今治市北宝来町1丁目甲729-8

13 美須賀 株式会社三浦屋 今治市中浜町3－1－1

14 美須賀 株式会社笠崎商店 今治市中浜町3－1－29

15 美須賀 ファミリーマート今治城前店 今治市恵美須町3丁目1－32

16 美須賀 神尾商店 今治市米屋町4－2－28

17 美須賀 ディスカウントドラッグコスモス黄金店 今治市黄金町2丁目1－3

18 美須賀 今治商店街協同組合ほんからどんどん 今治市常盤町2-7-7

19 日吉 宗行金物店 今治市旭町3－4－8

20 日吉 別府折箱店 今治市蔵敷町2－2－18

21 日吉 有限会社新光ビニールセンター 今治市松本町2－2－3

22 日吉 マルナカ今治松本店 今治市松本町5丁目1番1

23 日吉 ローソン今治南宝来町一丁目店 今治市南宝来町1丁目8－11

24 日吉 重松商店 今治市松本町1－7－10

25 日吉 くすりのレデイ今治中央店 今治市旭町3丁目2－9

26 日吉 くすりのレデイ南宝来店 今治市南宝来町1丁目8番地3

27 日吉 セブン－イレブン今治蔵敷町1丁目店 今治市蔵敷町1丁目5番5

28 日吉 ファミリ－マ－ト今治南宝来町店 今治市南宝来町3丁目3番地1

29 別宮 菅商店 今治市高地町1丁目甲1719－3

30 別宮 矢野ストアー 今治市本町7－2－20

31 別宮 ＢＩＧ久保（久保商店別宮店） 今治市別宮町4－1－24
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32 別宮 ダイニ 今治市本町5－3－30

33 別宮 フレッシュバリュー今治本町店 今治市本町6丁目782-1

34 別宮 ローソン今治別宮店 今治市別宮町7－3－19

35 別宮 Ａコープいまばり愛彩 今治市別宮町9丁目1－27

36 別宮 ローソン今治共栄町五丁目店 今治市共栄町5丁目2－1

37 別宮 別宮屋 今治市美保町3丁目2－11

38 別宮 ロ－ソン今治駅前店 今治市北宝来町2-1-1

39 別宮 ファミリーマート今治別宮町四丁目店 今治市別宮町4丁目5‐20

40 常盤 常盤食堂 今治市常盤町7－5－8

41 常盤 サカエマート 今治市北日吉町3丁目5番23号

42 常盤 神野酒店 今治市常盤町7－5－9

43 常盤 クボーウルときわ館 今治市常盤町6－2－34

44 常盤 香川薬局 今治市常盤町7－1－35

45 常盤 ライフショップ常盤店 今治市常盤町7－1－43

46 常盤 サークルＫ今治北日吉店
今治市北日吉町1－13－10第一病院12
号館1階

47 常盤 ディスカウントドラッグコスモス 北日吉店 今治市北日吉町3丁目5-51

48 常盤 ローソン今治北日吉町店 今治市北日吉町2丁目5-45

49 常盤 セブンイレブン今治学園通り店 今治市北日吉町1丁目21-8

50 常盤 セブン-イレブン今治北日吉町2丁目店 今治市北日吉町2丁目8番25号

51 常盤 おちストア 今治市蒼社町1丁目5-2

52 近見 久保商店近見店 今治市近見町2－1－58

53 近見 ローソン今治近見町店 今治市近見町3－5－5

54 近見 ホームセンターダイキ近見店 今治市大新田町5－4－45

55 近見 もりかわ近見店 今治市鐘場町2－3－58

56 近見 くすりのレデイ大新田店 今治市大新田町5丁目6番48号

57 近見 ファミリーマート今治大新田店 今治市大新田町4丁目1番8号

58 近見 ディスカウントドラッグコスモス 今治石井店 今治市石井町1丁目4-18

59 近見 有限会社大新センター 今治市大新田町3丁目5-43

60 立花 立花くみあいマーケット郷店 今治市郷本町1－2－15

61 立花 三宅ストアー 今治市立花町1－3－13

62 立花 吉田米穀店 今治市立花町1－6－5
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63 立花 ＤＭＡＣ今治店 今治市郷本町1－3－52

64 立花 ファミリーマート今治たちばな店 今治市郷本町1－526－1

65 立花 ファミリーマート今治郷本町店 今治市郷本町2丁目6－34

66 立花 ローソン今治八町西三丁目店 今治市八町西3丁目4番27号

67 立花 ローソン今治郷新屋敷町店 今治市郷新屋敷町3丁目4-10

68 立花 セブン－イレブン今治郷六ヶ内町2丁目店 今治市郷六ヶ内町2丁目4-40

69 立花 八丁スーパー 今治市八町西2丁目5-4

70 立花 ローソン今治立花町店 今治市立花町２丁目694-9

71 城東 今治青果物事業協同組合 今治市天保山町4－3－1

72 城東 有限会社田窪包装 今治市美須賀町3－1－18

73 城東 檜垣昇酒店 今治市東鳥生町1－10－20

74 城東 フジグラン今治店 今治市東門町5－13－1

75 城東 柳タバコ店 今治市天保山町5－3－9

76 城東 フレッシュバリュー城東店 今治市枝堀町1－5－2

77 城東 ファミリーマート今治東鳥生店 今治市東鳥生町1-9-23

78 城東 メディコ２１グラン今治店 今治市東門町5－13－1

79 桜井 神野商店 今治市桜井団地3－9－5

80 桜井 黒川商店 今治市桜井団地2－7－4

81 桜井 村上学商店 今治市桜井団地1－23－4

82 桜井 サンライフ桜井店 今治市桜井2丁目5－50

83 桜井 ファミリーマート今治郷桜井三丁目店 今治市郷桜井3-4-17

84 桜井 フリーフライト 　 今治市郷桜井1丁目6番地16号

85 桜井 大原商店 今治市郷桜井3－10－43

86 桜井 くすりのレデイ今治国分店 今治市登畑字釜屋敷甲75－1

87 桜井 工房ﾏｲﾝﾄﾞDAN 今治市旦甲287-5

88 富田 白石酒店 今治市松木160－1

89 富田 くすもと酒店 今治市東村1－6－29

90 富田 小沢マート 今治市喜田村5－5－10

91 富田 コープ喜田村 今治市喜田村3－1－33

92 富田 ローソン今治松木店 今治市松木34－1

93 富田 ファミリーマート今治上徳１丁目店 今治市上徳1丁目甲523－1
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94 富田 ファミリーマート今治喜田村店 今治市喜田村2丁目325－1

95 富田 ホームセンターダイキ喜田村店 今治市喜田村3－2－1

96 富田 そごうマート上徳店 今治市上徳372－6

97 富田 そごうマート八町店 今治市松木389－1

98 富田 フレッシュバリュー今治高市店 今治市高市字頓田甲788－7

99 富田 ディスカウントドラッグコスモス 喜田村店 今治市喜田村2丁目309-1

100 富田 くすりのレデイ松木店 今治市松木字一寸田39－1

101 富田 くすりのレデイ喜田村店 今治市喜田村一丁目5番5号

102 富田 ファミリーマート今治東村一丁目店 今治市東村一丁目2-48

103 富田 セブン－イレブン今治東村４丁目店 今治市東村4丁目1番10号

104 富田 ホ－ムセンターコーナン今治ワ－ルドプラザ店 今治市東村1丁目14番2号

105 富田 ザ・ビッグ今治ワールドプラザ店 今治市東村1丁目14-2

106 富田 ドン・キホーテ今治店 今治市東村一丁目14-2

107 富田 生鮮市場まるひろ 今治市上徳甲604-1

108 富田 まるにマート 今治市宮ヶ崎甲713-4

109 清水 村上米穀店 今治市新谷甲1334－3

110 清水 さいさいきて屋 今治市中寺279－1

111 清水 四村ショッパーズ 今治市四村286－1

112 清水 ファミリーマート今治バイパス店 今治市中寺610番地1

113 清水 ファミリーマート今治五十嵐店 今治市五十嵐甲101番地3

114 清水 ハローズ中寺店 今治市中寺963番地1

115 清水 スーパードラッグひまわり中寺店 今治市中寺961番地1

116 日高 小薮包装株式会社 今治市馬越町3－3－24

117 日高 イオン　今治店 今治市馬越町4丁目8－1

118 日高 東栄電業株式会社 今治市常盤町8－1－9

119 日高 株式会社ニューパック住友ハイパック事業部 今治市片山3－5－3

120 日高 フジ今治店 今治市小泉4－5－1

121 日高 コープ今治 今治市馬越4丁目9－5

122 日高 ホームセンターダイキ今治店 今治市小泉3－2－8

123 日高 コメリハード＆グリーン高橋店 今治市高橋甲460番

124 日高 ファミリーマート今治常盤店 今治市常盤町8丁目4番地29
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125 日高 有限会社エスエス 今治市馬越町2丁目3番36号

126 日高 ディスカウントドラッグコスモス日高店 今治市別名375

127 日高 くすりのレデイ馬越店 今治市馬越町4丁目3－41

128 日高 くすりのレデイ高橋店 今治市高橋甲446番地1

129 日高 ファミリーマート今治馬越店 今治市馬越町3丁目285－1

130 日高 ファミリーマートいまばり別名店 今治市別名159番7

131 日高 ファミリーマート今治高橋店 今治市高橋甲420

132 日高 ローソン今治小泉２丁目店 今治市小泉２丁目1-30

133 日高 セブン－イレブン今治片山3丁目店 今治市片山3丁目1-50

134 日高 ローソン今治別名店 今治市別名206-1

135 日高 イオンスタイル今治新都市 今治市にぎわい広場1番地1

136 日高 ココカラファイン　イオンモール今治新都市店
今治市にぎわい広場1番地1　イオン
モール今治新都市店１F

137 乃万 有限会社渡部電化 今治市延喜甲764－4

138 乃万 ＪＡグリーンのま 今治市阿方甲246-1

139 乃万 ローソン今治延喜店 今治市延喜甲282－4

140 乃万 マックスバリュ今治阿方店 今治市阿方甲371番地2

141 乃万 くすりのレデイ阿方店 今治市阿方甲371－2

142 乃万 ファミリーマート今治阿方店 今治市阿方甲306番地1

143 乃万 株式会社サニクリーン四国　 今治営業所 今治市矢田甲661番1

144 乃万 ディスカウントドラッグコスモス  今治阿方店 今治市阿方甲504-1

145 波止浜 ラブリーショップムラセ 今治市波止浜3丁目1番1号

146 波止浜 株式会社宮川祥工業所 今治市波止浜11－121

147 波止浜 フジ波止浜店 今治市内堀2丁目1番14号

148 波止浜 キクマヤ波止浜本店 今治市波止浜1－5－26

149 波止浜 波止浜スーパー本店 今治市地堀2－3－7

150 波止浜 波止浜スーパーハッピープラザ店 今治市波止浜11－27

151 波止浜 樋ノ口醤油店 今治市中堀2－3－17

152 波止浜 コメリハード＆グリーン波止浜店 今治市波止浜112－2番地

153 波止浜 ローソン今治波止浜店 今治市内堀1丁目1番11号

154 波止浜 ローソン今治中堀店 今治市中堀3丁目9番地6

155 波止浜 ディオ今治北店 今治市波止浜112番地1
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156 波止浜 くすりのレデイ波止浜店 今治市内堀1丁目1－8

157 波止浜 スーパードラッグひまわり波止浜店 今治市内堀二丁目187番12号

158 波止浜 ファミリーマート今治糸山店 今治市波止浜6番地91

159 波止浜 松屋A-マート 今治市小浦町1-1-18

160 鳥生 日浅商店 今治市広紹寺町2－1－25

161 鳥生 もりかわ鳥生店 今治市北鳥生町2－1－32

162 鳥生 ファミリーマート今治衣干一丁目店 今治市衣干町一丁目1番19号

163 鳥生 業務スーパー今治店 今治市北高下町1丁目3－25

164 鳥生 サークルＫ今治北鳥生店 今治市北鳥生町4丁目501－1

165 鳥生 くすりのレデイ今治衣干店 今治市衣干町4丁目3－30

166 鳥生 くすりのレデイ南鳥生店 今治市南鳥生町4丁目2－33

167 鳥生 ハローズ 今治店 今治市土橋町1丁目4番26号

168 鳥生 ドラックストアモリ  イマバリ 今治市南高下町1丁目4番17号

169 鳥生 ダイレックス今治店 今治市北鳥生町4丁目5-7

170 鳥生 セブン-イレブン今治北鳥生町4丁目店 今治市北鳥生町4丁目3-22

171 鳥生 株式会社まなべマート 今治市北鳥生町2丁目1番1号

172 鳥生 セブンイレブン今治北高下町1丁目店 今治市北高下町1-5-14

173 国分 よろずや 今治市国分4－1－30

174 国分 ローソン今治唐子浜店 今治市古国分1丁目6－82

175 国分 マルナカ今治桜井店 今治市東村南1丁目甲46－1

176 国分 ファミリーマート今治国分店 今治市国分2丁目甲237－2

177 国分 ディスカウントドラッグコスモス  桜井店 今治市古国分1丁目1-40

178 国分 有限会社松木精肉店 今治市唐子台東1丁目17-5

179 朝倉 彩咲あさくら 今治市朝倉下甲558－1

180 朝倉 ファミリーマート今治朝倉店 今治市山口甲282

181 朝倉 臼坂ふる里交流館 今治市朝倉下甲977－7

182 朝倉 Ｙショップココット 今治市朝倉下甲1035－3

183 朝倉 丸越 今治市朝倉上甲1838-5

184 玉川 玉川購買店舗 今治市玉川町大野甲151

185 玉川 有限会社福本商店 今治市小鴨部畔田530-2

186 玉川 ファミリーマート玉川町店 今治市玉川町大野甲126－1
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187 玉川 別府ストアー 今治市玉川町小鴨部甲9－21

188 玉川 ふれ愛の里 今治市玉川町鈍川丙68－1

189 波方 Ａコープ波方店 今治市波方町樋口甲1670－1

190 波方 樋口購買店舗 今治市波方町樋口甲1670－1

191 波方 清水屋クリーニング　波止浜店 今治市波方町波方甲1379

192 波方 ローソン波方樋口店 今治市波方町樋口甲1663－4

193 波方 波方船舶食品有限会社 今治市波方町宮崎甲360

194 波方 羽倉青果 今治市波方町波方甲2729－4

195 波方 幸太郎店 今治市波方町小部甲750－2

196 波方 木村一商店 今治市波方町小部甲172－1

197 波方 愛媛県漁業協同組合小部支所 今治市波方町小部甲153－3

198 波方 木村武男商店 今治市波方町小部甲267番地

199 波方 はぶや 今治市波方町波方甲2533－1

200 大西 Ａコープおおにし 今治市大西町紺原甲754－1

201 大西 大西大西購買店舗 今治市大西町脇甲952－1

202 大西 マック大西店 今治市大西町宮脇甲1390

203 大西 檜垣酒店 今治市大西町九王甲803－2

204 大西 コメリハード＆グリーン大西店 今治市大西町脇甲838

205 大西 大河内食品 今治市大西町新町甲773－2

206 大西 桧垣商店（とらみせ） 今治市大西町新町甲757－2

207 大西 有限会社白石食品 今治市大西町新町甲755－3

208 大西 すみむら薬局 今治市大西町紺原甲303番3

209 大西 キクマヤ大西店 今治市大西町紺原甲301－1

210 大西 阿部鹿雄商店 今治市大西町宮脇甲858

211 大西 渡辺タバコ店 今治市大西町新町甲575－4

212 大西 サークルＫ大西店 今治市大西町紺原757－2

213 大西 有限会社スポーツスピリットオチ 今治市大西町脇甲1007－1

214 大西 ファミリーマート大西脇店 今治市大西町脇甲811-1

215 大西 ファミリ－マ－ト今治大西九王店 今治市大西町九王甲1900-1

216 大西 セブンイレブン大西町新町店 今治市大西町新町甲1029-1

217 大西 ロ－ソン今治大西町店 今治市大西町宮脇甲492-3
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218 大西 ファミリーマート大西紺原店 今治市大西町紺原甲146

219 大西 くすりのレディ大西店 今治市大西町紺原甲740-1

220 菊間 Ａコープきくま 今治市菊間町浜1047－1

221 菊間 ＪＡグリーン菊間 今治市菊間町浜1141

222 菊間 ファミリーマート菊間町店 今治市菊間町浜131

223 菊間 光永商店 今治市菊間町種73

224 菊間 リーベンス安永 今治市菊間町浜205

225 菊間 ローソン菊間町店 今治市菊間町浜306－1

226 菊間 吉田商店 今治市菊間町佐方414

227 菊間 セブンイレブン菊間町浜店 今治市菊間町浜1011-7

228 吉海 大島購買店舗 今治市吉海町幸新田256－1

229 吉海 Ａコープおおしま 今治市吉海町幸新田256－1

230 吉海 ライフショップ大島店 今治市吉海町八幡201－1

231 吉海 コメリハード＆グリーン吉海店 今治市吉海町仁江84－1番地

232 吉海 新店重松ストアー 今治市吉海町泊1503

233 吉海 沖店村上商店 今治市吉海町福田1361

234 吉海 ショッピングふじた 今治市吉海町福田2332

235 吉海 ナカミ商店 今治市吉海町幸新田174

236 吉海 仁丹屋薬店 今治市吉海町幸新田28

237 吉海 丸益薬局 今治市吉海町八幡58－3

238 吉海 ファミリーマート大島吉海店 今治市吉海町八幡164

239 吉海 ひょうたんや 今治市吉海町八幡76

240 吉海 池田商店 今治市吉海町本庄562

241 吉海 ヒラタ株式会社 今治市吉海町福田2354

242 吉海 西部酒店 今治市吉海町名3028

243 吉海 株式会社藤岡商店 今治市吉海町幸新田172

244 吉海 愛媛県漁業協同組合渦浦支所 今治市吉海町椋名578

245 吉海 くすりのレデイ大島店 今治市吉海町八幡198－1

246 吉海 ローソン大島吉海店 今治市吉海町八幡236-1

247 宮窪 矢野周子 今治市宮窪町宮窪6072番地

248 宮窪 宮窪青果 今治市宮窪町宮窪5203番地



番号 地区名 店名 所在地

今治市指定ごみ袋・粗大ごみ処理券　販売登録店一覧表

（令和５年５月１０日現在）

249 宮窪 苅田商店 今治市宮窪町宮窪2446番地

250 宮窪 村上商店 今治市宮窪町宮窪1900番地2

251 宮窪 関商店 今治市宮窪町宮窪1617番地2

252 宮窪 大島ストアー 今治市宮窪町宮窪2783番地2

253 宮窪 泉屋薬舗 今治市宮窪町宮窪2674番地

254 宮窪 愛媛県漁業協同組合宮窪支所 今治市宮窪町宮窪2700番地

255 伯方 Ａコープはかた 今治市伯方町木浦甲1681番地1

256 伯方 伯方購買店舗 今治市伯方町木浦甲1636番地2

257 伯方 伯方ショッピングセンター 今治市伯方町有津甲71番地

258 伯方 大黒屋 今治市伯方町木浦甲1537番地3

259 伯方 かじや店 今治市伯方町木浦甲1506番地

260 伯方 村上金物店 今治市伯方町木浦甲3477番地1

261 伯方 松本薬局 今治市伯方町木浦甲3430番地

262 伯方 しぶたに商店 今治市伯方町木浦甲1229番地2

263 伯方 株式会社三享商事 今治市伯方町木浦甲4632番地22

264 伯方 びぜんや 今治市伯方町木浦甲2731番地

265 伯方 株式会社ヤマキチ 今治市伯方町木浦甲1530番地2

266 伯方 山岡時計電機 今治市伯方町木浦甲3455番地2

267 伯方 ヤマショウ商店 今治市伯方町木浦甲1567番地1

268 伯方 グリーン薬局 今治市伯方町木浦甲3448番地1

269 伯方 みよし商店 今治市伯方町木浦甲1186番地5

270 伯方 スーパーアイ・マート 今治市伯方町木浦甲3940番地5

271 伯方 平和堂 今治市伯方町木浦甲3458番地1

272 伯方 株式会社サンワ 今治市伯方町木浦甲3458番地5

273 伯方 村上石油株式会社 今治市伯方町木浦甲3496番地1

274 伯方 織田デンキ 今治市伯方町木浦甲4525番地6

275 伯方 村上機械工具 今治市伯方町木浦甲1456番地1

276 伯方 白石商店 今治市伯方町木浦甲1226番地7

277 伯方 イング 今治市伯方町有津甲1422番地

278 伯方 有限会社アローズ石油 今治市伯方町有津甲838番地19

279 伯方 馬越商店 今治市伯方町有津甲912番地3
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280 伯方 いろは書店 今治市伯方町有津甲2322番地

281 伯方 マルヨシ 今治市伯方町木浦甲1571番地1

282 伯方 有限会社大喜 今治市伯方町叶浦甲1666番地28

283 伯方 ローソン伯方島インター店 今治市伯方町叶浦甲1361番地

284 伯方 阿部商店 今治市伯方町叶浦甲34番地1

285 伯方 コーナンホームストック伯方店 今治市伯方町叶浦甲1369番地

286 伯方 ハマヤ 今治市伯方町伊方甲2331番地

287 伯方 渡邊電気商会 今治市伯方町伊方甲1828番地1

288 伯方 富嘉菓子舗 今治市伯方町伊方甲653番地

289 伯方 馬越ラジオ店 今治市伯方町伊方甲1081番地3

290 伯方 渡辺商店 今治市伯方町伊方甲番外13番地1

291 伯方 ミニスーパースミダ 今治市伯方町北浦甲1203番地8

292 伯方 広島ガス伯方株式会社 今治市伯方町北浦甲168番地2

293 伯方 福助製菓 今治市伯方町北浦甲1481番地2

294 伯方 山中商店 今治市伯方町北浦甲1501番地2

295 伯方 ザグザグ伯方店 今治市伯方町叶浦甲1666-1

296 上浦 Ａコープかみうら 今治市上浦町井口5311－1

297 上浦 有限会社越智巧商店 今治市上浦町井口6656

298 上浦 ショッピングストアーおち 今治市上浦町井口6666

299 上浦 井上貢商店 今治市上浦町井口3463

300 上浦 有限会社大かんマート 今治市上浦町井口5832-3

301 上浦 ファミリーマート多々羅大橋前店 今治市上浦町井口7425-1

302 上浦 木村商店 今治市上浦町井口3398

303 上浦 有限会社ことぶき 今治市上浦町井口5512-1

304 上浦 山ノ鼻商店 今治市上浦町井口6760

305 上浦 越智酒店 今治市上浦町瀬戸2451

306 大三島 Ａコープ大三島店 今治市大三島町宮浦5367－1

307 大三島 大三島購買店舗 今治市大三島町台335

308 大三島 大三島ショッパーズ 今治市大三島町宮浦3304－1

309 大三島 荒川商店 今治市大三島町肥海3519番地

310 大三島 岸商店 今治市大三島町肥海3777番地
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311 大三島 有限会社カナダイ 今治市大三島町宮浦5714番地3

312 大三島 コーナンホームストック大三島店 今治市大三島町宮浦5347番地

313 大三島 有限会社マーボ 今治市大三島町宮浦5401番地

314 大三島 有限会社まさや 今治市大三島町宮浦5511番地

315 大三島 かどや商店 今治市大三島町宮浦5626番地

316 大三島 川崎商店 今治市大三島町宮浦5450番地

317 大三島 岩田屋 今治市大三島町宮浦5600番地

318 大三島 越智産業有限会社 今治市大三島町野々江373番地2

319 大三島 田中商店 今治市大三島町野々江2422番地

320 大三島 愛媛県漁業協同組合大三島支所 今治市大三島町浦戸1507番地1

321 大三島 宗方丸商店 今治市大三島町宗方1466番地1

322 大三島 マルサン 今治市大三島町宗方1516番地

323 大三島 マルフジ 今治市大三島町宗方3362番地

324 大三島 マルダイ 今治市大三島町宗方3275番地

325 大三島 ローソン今治大三島町宮浦店 今治市大三島町宮浦5112番地1


