
令和２年9月18日現在

店舗名 住所 TEL エリア エールクーポン 備考

駅前　ホルモン 今治市北宝来町2-2-6 23-1129 常盤・日吉 加盟

中華居酒屋　りん 今治市大正町2-1-5 35-4398 常盤・日吉 加盟

やきとり物語 今治市馬越町1-2-14 23-0455 常盤・日吉 加盟

白鳥 今治市北宝来町1-2-6 22-1636 常盤・日吉 加盟

puffee 今治市南大門町1-6-21 090-7623-6780 常盤・日吉 加盟

A cup ofナカムラコーヒー 今治市常盤町3-5-2 52-7700 常盤・日吉 加盟

久留米ラーメン　光屋 今治市常盤町5-1-18 32-3227 常盤・日吉 加盟

焼肉　高麗 今治市常盤町8-4-16 25-1129 常盤・日吉 加盟

味三 今治市北日吉町1-4-14 25-9217 常盤・日吉 加盟

こっこ家 今治市常盤町6-5-13 33-5591 常盤・日吉 加盟

心ろく 今治市泉川町2-4-1 34-7878 常盤・日吉 加盟

魚料理　石井 今治市常盤町6-4-21 22-8019 常盤・日吉 加盟

中華料理　福臨（松本店） 今治市松本町1-7-2　片岡ビル1F 24-2389 常盤・日吉 加盟

MOTSUNABEYA つぼ吉 今治市松本町1-4-10 24-0097 常盤・日吉 加盟

焼肉　大栄 今治市松本町1-8-12 25-7786 常盤・日吉 加盟

鮨　杉むら 今治市大正町2-2-6　Tビル 33-0208 常盤・日吉 加盟

ワインとごはんRAMO 今治市南大門町1-2-13 090-3188-4081 常盤・日吉 加盟

Trattoria Azzurri 今治市松本町1-4-2 35-3627 常盤・日吉 加盟

魚菜燻吟　あき山 今治市北日吉町1-24-6 31-2008 常盤・日吉 加盟

Ｂａｒ　風 今治市旭町1-3-1 35-3700 常盤・日吉 加盟

ダイニングバーなでしこ 今治市大正町3-4-12　ｱﾈｼｽﾋﾞﾙ1F 090-4508-5496 常盤・日吉 加盟

レストラン　シャン・ドーレ 今治市大正町3-2-9 22-5607 常盤・日吉 加盟

アルベーロ 今治市南宝来町3-2-1　ヤマダビル 31-5292 常盤・日吉 加盟 前日までに注文をお願いします

モアヤマダ 今治市南宝来町3-2-1　ヤマダビル 22-2013 常盤・日吉 加盟 お菓子等要冷蔵があります。必ず前日までに確認ください

福寿園 今治市北日吉町2-6-48 33-1337 常盤・日吉 加盟

わんず 今治市常盤町4-3-15 33-2002 常盤・日吉 加盟

お酒と料理　こんどう 今治市松本町2-2-22 31-7779 常盤・日吉 加盟

福ろう 今治市常盤町8-4-21 23-9001 常盤・日吉 加盟

居酒屋　漁亭 今治市大正町3-3-14 25-3614 常盤・日吉 加盟

居酒屋　是食 今治市松本町1-1-9　MIビル2F 25-8325 常盤・日吉 加盟

居酒屋割烹　音羽 今治市南大門町1-2-1　村上ビル 23-1966 常盤・日吉 加盟

中華飯店　ごくう 今治市南大門町1-2-18 22-3490 常盤・日吉 加盟 タクバリは夜のみ

アンティックパブ　ロイド 今治市松本町1-6-25 24-1247 常盤・日吉 加盟 ピザ・パスタ

おばんざい　あり 今治市松本町2-5-23-2階 090-9879-0107 常盤・日吉 加盟

居酒屋ダイニングランボー 今治市松本町2-5-31 090-2980-0916 常盤・日吉 加盟

株式会社　伊藤本舗 今治市大正町5-1-13 22-2269 常盤・日吉 加盟

千倉 今治市松本町1-1-11 33-3558 常盤・日吉 加盟

カレーハウスＣＯＣＯ壱番屋今治日吉店 今治市北日吉町1-10-18 34-8820 常盤・日吉 加盟

ピザハウスふじい　旭町店 今治市旭町2-2-15 31-1929 常盤・日吉 加盟

おばんざい　久 今治市松本町2-5-23 090-1575-5384 常盤・日吉 加盟

串家　葡萄 今治市松本町2-5-5 33-2840 常盤・日吉 加盟

居酒屋　ながつき 今治市松本町2-5-17 55-8508 常盤・日吉 加盟

chiffon 今治市松本町1-7-20此壺ビル1F 33-4441 常盤・日吉 加盟 焼きラーメンのみ。20時より注文受付。日・月休み

アガルタ 今治市南大門町1-2-13 090-9777-5546 常盤・日吉 加盟

炉端焼き　酒仙 今治市松本町2-1-11 31-6036 常盤・日吉 加盟

声聞 今治市大正町2-2-4 24-0717 常盤・日吉 加盟

ﾚｽﾄﾗﾝ　びーどろ 今治市旭町4-4-8 23-1691 常盤・日吉 未加盟

鳥林 今治市南大門町1-6-17 32-1262 常盤・日吉 未加盟

タケザキ 今治市松本町2-3-2　新田ビル1F 33-1085 常盤・日吉 未加盟

たこやきFOT 今治市常盤町8-2-7 080-6382-4295 常盤・日吉 未加盟

和風バル　MARU.MARU 今治市共栄町3-3-20光進ビル6階 52-8757 常盤・日吉 未加盟 お寿司、天丼，唐揚げ、焼き鳥など

リスペクト 今治市松本町1-4-30 32-1214 常盤・日吉 未加盟

GLOW 今治市常盤町3-5-17 090-4504-7639 常盤・日吉 未加盟 ﾅﾝﾋﾟｻﾞ（照り焼きﾁｷﾝ）生ラーメンのみ

旬彩　いまむら 今治市共栄町2-3-14 32-2910 美須賀・城東 加盟

頼登 今治市末広町2-2-3 25-2558 美須賀・城東 加盟

城下まち 今治市末広町4-3-8 31-1296 美須賀・城東 加盟

ふうらい 今治市松本町1-7-30 32-2046 美須賀・城東 加盟

かっぽう白鶴 今治市黄金町4-4-18 22-1323 美須賀・城東 加盟

はな亭 今治市共栄町2-2-41 22-0351 美須賀・城東 加盟

とまと食堂 今治市東門町5-6-17 31-8864 美須賀・城東 加盟

割烹　瀬戸 今治市恵美須町1-4-2 31-8168 美須賀・城東 加盟

ピザハウスふじい　中浜店 今治市中浜町2-1-12 24-2300 美須賀・城東 加盟

こきんや 今治市末広町1-3-1 22-2075 美須賀・城東 加盟

もりもとや 今治市松本町3-2-17 31-0531 美須賀・城東 加盟

季節料理　蔵膳 今治市松本町2-6-14 34-6336 美須賀・城東 加盟

根岸寿司 今治市共栄町4-3-6 31-3116 美須賀・城東 加盟

笑姫食堂 今治市共栄町2-2-20ｱｲｼﾈﾏ今治内 24-2020 美須賀・城東 加盟

漁師ﾀﾞｲﾆﾝｸﾞ＆ﾋﾞｱﾎｰﾙ　ANCHOR 今治市恵美須町1-1-17 39-3150 美須賀・城東 未加盟

マルダイ商店 今治市末広町2-3-15 35-3104 美須賀・城東 未加盟

Bar　Kiki 今治市末広町1-6-1ｺｽﾓﾌｧｰｽﾄﾋﾞﾙ101 32-5503 美須賀・城東 未加盟

コリアタウン 今治市祇園町3-1-29 23-5078 立花・鳥生・富田 加盟

炭火やきとり　鳥や 今治市南鳥生町2-3-47 33-3807 立花・鳥生・富田 加盟

ヌーヴェルテロワール 今治市町谷甲197-3 47-4500 立花・鳥生・富田 加盟

季節料理　矢満登 今治市土橋町1-2-15 31-1630 立花・鳥生・富田 加盟

白龍 今治市郷本町1-1-15 32-8797 立花・鳥生・富田 加盟

キッチンエム 今治市郷六ケ内町1-5-25 25-1164 立花・鳥生・富田 加盟

「タクバリ」加盟店舗一覧



笑屋 今治市高市甲267-2 090-9456-5125 立花・鳥生・富田 加盟

Osteria　erie 今治市土橋町1-9-43 39-3182 立花・鳥生・富田 加盟

しまなみ膳　のり武 今治市喜田村7-7-25 47-1110 立花・鳥生・富田 加盟

iccyo 今治市北鳥生町3-2-4 22-5917 立花・鳥生・富田 加盟

焼肉　遊山 今治市南高下町2-2-33 33-1129 立花・鳥生・富田 加盟

中華料理　福臨 今治市北鳥生町4-3-26 55-8780 立花・鳥生・富田 加盟

La・Chande　Ciel 今治市河南町2-6-22 78-1160 立花・鳥生・富田 加盟

すしグルメ 今治市上徳甲235-5 47-4000 立花・鳥生・富田 加盟

三日月 今治市喜田村2-4-22 47-6022 立花・鳥生・富田 加盟

西洋菓子ツカサ 今治市東村3-1-36 47-3370 立花・鳥生・富田 加盟

ひなたスイーツ 今治市高市甲112-12 52-7772 立花・鳥生・富田 加盟

居酒屋dining味守屋 今治市南鳥生町3-3-42もえぎﾋﾞﾙ1F 52-8520 立花・鳥生・富田 加盟

ラーメンショップ　KANTO 今治市北高下町1-1-17 32-8301 立花・鳥生・富田 加盟

アマテラス 今治市郷本町1-3-40 32-3252 立花・鳥生・富田 加盟

お好み鉄板処　ふうふう亭 今治市喜田村3-4-46 47-3666 立花・鳥生・富田 加盟

チャイナダイニング彩鳳 今治市上徳乙168-4 47-2898 立花・鳥生・富田 加盟

串かつ晴 今治市東鳥生町1-9-30 25-5755 立花・鳥生・富田 加盟

カレーハウスＣＯＣＯ壱番屋今治喜田村店 今治市喜田村1-296-1 48-8750 立花・鳥生・富田 加盟

讃岐うどんつるべぇーワールドプラザ店 今治市東村1-14-2 47-2265 立花・鳥生・富田 加盟

焼肉　神戸 今治市郷本町1-3-44 24-1363 立花・鳥生・富田 未加盟

はち八 今治市郷本町2-3-8 32-8281 立花・鳥生・富田 未加盟

中華料理　聚香楼 今治市東鳥生町4-2-42 25-6196 立花・鳥生・富田 未加盟

福龍 今治市郷本町3-4-19 31-1798 立花・鳥生・富田 未加盟

蓬莱閣今治本店 今治市拝志5-12 47-2248 立花・鳥生・富田 未加盟

ひだまり空間うさぎとねこ 今治市八町東3-3-11 070-5515-2325 立花・鳥生・富田 未加盟 前日までに注文をお願いします

中華料理　榕城 今治市東村5-9-46 48-3273 立花・鳥生・富田 未加盟

桃仙楼 今治市喜田村3-4-30 55-8325 立花・鳥生・富田 加盟

風音 今治市馬越町2-3-35 33-7337 清水・日高・乃万 加盟

イタリア料理　ウマコシ 今治市徳重71-3 32-6045 清水・日高・乃万 加盟

酒味工房　つかさ 今治市徳重90-2 24-6878 清水・日高・乃万 加盟

ひつじ家 今治市高橋1190-6 33-3729 清水・日高・乃万 加盟

ラーメン　なる 今治市山路881-80 25-7677 清水・日高・乃万 加盟

もがみ今治店 今治市中寺239-2　ﾎﾃﾙ・ﾊﾞﾘｲﾝ1F 34-3322 清水・日高・乃万 加盟

ファリーナフレスカ 今治市中寺254-4 35-2009 清水・日高・乃万 加盟

ミシア　カフェ 今治市矢田甲652　K&Mビル1階 52-9889 清水・日高・乃万 加盟

ラーメンショップKANTO野間店 今治市野間1208-7 32-8301 清水・日高・乃万 加盟

海海らーめん　愛媛今治店 今治市別名385-3 090-5600-2198 清水・日高・乃万 加盟

中華料理　翔龍 今治市片山2-3-7 090-2892-5198 清水・日高・乃万 未加盟

喜楽園 今治市別名364 32-8722 清水・日高・乃万 未加盟

武夷山 今治市小泉4-1-23 32-0775 清水・日高・乃万 未加盟

寺町　もりもとや 今治市室屋町4-3-7 31-9031 近見・別宮 加盟

株式会社　伊豫水軍 今治市湊町2-6-37 32-2000 近見・別宮 加盟

海峡レストラン　ﾎﾞﾇｰﾙﾌﾞｯｿｰﾙ3373 今治市湊町2-6-37 32-3373 近見・別宮 加盟

和心料理　無垢 今治市中浜町1-1-5 32-3885 近見・別宮 加盟

牛鬼 今治市湊町1-3-37 32-5571 近見・別宮 加盟

そば元 今治市別宮町1-1-17 32-1465 近見・別宮 加盟

中華料理　生香楼 今治市大新田町3-4-11 32-3771 近見・別宮 未加盟

味楽 今治市近見町1-3-1 31-0136 近見・別宮 未加盟

株式会社しまなみ 今治市大浜町1丁目丙232番地1 波止浜・波方・大西

道の駅　よしうみいきいき館 今治市吉海町名4520-2 しまなみ（大島）

焼とり　笑栄 今治市大西町脇甲846 53-4039 波止浜・波方・大西 加盟

キッチンほっとベア 今治市大西町宮脇甲16-2 53-5227 波止浜・波方・大西 加盟

ますや旅館　オーベルジュ 今治市大西町宮脇甲1416-3 53-2104 波止浜・波方・大西 加盟

季節料理　おかわり 今治市大西町新町475 090-2827-5302 波止浜・波方・大西 加盟

クーネルキッチン 今治市波方町養老甲1028-2 41-5308 波止浜・波方・大西 加盟

中華料理　龍鳳 今治市波止浜11-28ハッピープラザ内 080-3921-8556 波止浜・波方・大西 未加盟

手打ちそば　あ庵 今治市玉川町小鴨部甲144-4 36-8080 菊間・玉川 加盟

CAFÉ LUNCH MUM 今治市菊間町浜1491-1 35-3161 菊間・玉川 加盟

喜多寿し 今治市宮窪町宮窪2214 0897-86-2170 しまなみ（大島） 加盟

Ties（タイズ） 今治市宮窪町友浦1149 0897-86-2103 しまなみ（大島） 加盟

お肉とおそうざい　西屋 今治市吉海町八幡109 0897-84-4129 しまなみ（大島） 未加盟

焼とり　とり吉 今治市吉海町仁江123 0897-84-3968 しまなみ（大島） 未加盟

居酒屋　いなかもん 今治市吉海町仁江29-1 0897-84-3335 しまなみ（大島） 未加盟

さくら亭 今治市吉海町椋名287 090-8284-6068 しまなみ（大島） 未加盟

桜 今治市宮窪町宮窪2821 0897-86-3302 しまなみ（大島） 未加盟 オードブルは前日注文に限ります

かぁちゃん亭 今治市伯方町有津甲71 090-8284-6029 しまなみ（伯方） 加盟

焼肉　千草 今治市大三島宮浦5515 0897-82-1231 しまなみ（大三島） 加盟

村上井盛堂 今治市大三島宮浦5452 0897-82-0029 しまなみ（大三島） 未加盟

中華そば　ハッピー 今治市古谷甲1359-2 090-2892-9940 桜井・国分・朝倉 加盟

いちりき 今治市郷桜井1-5-48 48-5666 桜井・国分・朝倉 未加盟

※エールクーポン加盟店では「テイクアウトクーポン」がご利用いただけます。

25-7338 加盟


