
店舗名 郵便番号 住所

松前恵久美 791-3141 愛媛県伊予郡松前町大字恵久美６２０－１

松前筒井 791-3120 愛媛県伊予郡松前町大字筒井２５番１

松前役場前 791-3120 愛媛県伊予郡松前町大字筒井字上又９６５番１

松前北川原 791-3131 愛媛県伊予郡松前町大字北川原字向井２３－１

砥部麻生 791-2114 愛媛県伊予郡砥部町麻生２４５番９

伊予農高通り 799-3111 愛媛県伊予市下吾川１１１８番地１

伊予下吾川 799-3111 愛媛県伊予市下吾川１９６９－１０

伊予下三谷 799-3105 愛媛県伊予市下三谷１２７７番地７

Ａコープいよ 799-3122 愛媛県伊予市市場１２７－１

伊予上野 799-3103 愛媛県伊予市上野９２９

伊予市場 799-3123 愛媛県伊予市中村２４１－１

伊予灘町 799-3114 愛媛県伊予市灘町字西３５４番３・３５４番４

宇和島伊吹町店 798-0022 愛媛県宇和島市伊吹町甲１４７１番地１

宇和島新町一丁目 798-0035 愛媛県宇和島市新町一丁目３番２０号

津島岩松インター 798-3301 愛媛県宇和島市津島町岩松甲２３１９番地１

宇和島津島 798-3301 愛媛県宇和島市津島町岩松甲６０１番１

宇和島保田 798-0077 愛媛県宇和島市保田甲１３８５番地２

宇和島本町追手 798-0041 愛媛県宇和島市本町追手１丁目３番１５号

宇和島本町 798-0041 愛媛県宇和島市本町追手二丁目２番２０号

宇和島桝形 798-0067 愛媛県宇和島市桝形町３丁目６－２８

内子城廻 791-3310 愛媛県喜多郡内子町城廻５６０番１

内子 791-3301 愛媛県喜多郡内子町内子１６２５番地

今治喜田村 799-1502 愛媛県今治市喜田村二丁目３２５－１

菊間町 799-2303 愛媛県今治市菊間町浜１３１番地

今治郷桜井三丁目 799-1523 愛媛県今治市郷桜井３－４－１７

今治たちばな 794-0823 愛媛県今治市郷本町１丁目５２６－１

今治郷本町 794-0823 愛媛県今治市郷本町二丁目５８６番５他１３筆

玉川町 794-0102 愛媛県今治市玉川町大野字中ノ切甲１２６番１

今治城前 794-0031 愛媛県今治市恵美須町３丁目１番地３２

今治五十嵐 794-0861 愛媛県今治市五十嵐甲１０１番地３

今治高橋 794-0066 愛媛県今治市高橋字大縄田甲４２０

今治朝倉 799-1602 愛媛県今治市山口甲２８２

多々羅大橋前 794-1402 愛媛県今治市上浦町井口７４２５番１他２筆（地番）

今治上徳一丁目 799-1511 愛媛県今治市上徳１－５－３０

今治常盤 794-0015 愛媛県今治市常盤町８丁目４－２９

今治大新田店 794-0005 愛媛県今治市大新田町４丁目１番８号

今治大西九王 799-2201 愛媛県今治市大西町九王甲１９００－１

大西紺原 799-2202 愛媛県今治市大西町紺原甲１４６

大西脇店 799-2206 愛媛県今治市大西町脇甲８１１番１

今治バイパス 794-0840 愛媛県今治市中寺６１０番地１

今治東村 799-1505 愛媛県今治市東村甲３７８番３

今治東鳥生 794-0801 愛媛県今治市東鳥生町１丁目９番２３号

今治南宝来町 794-0043 愛媛県今治市南宝来町三丁目３番地１

今治糸山 799-2118 愛媛県今治市波止浜６番地９１

今治馬越 794-0062 愛媛県今治市馬越町三丁目甲２８５－１

今治別宮町 794-0026 愛媛県今治市別宮町二丁目１－８

川之江妻鳥 799-0113 愛媛県四国中央市妻鳥町３４９－３



川之江上分町 799-0121 愛媛県四国中央市上分町５５０－４

川之江大門 799-0101 愛媛県四国中央市川之江町字枯木２２９４

中之庄バイパス 799-0422 愛媛県四国中央市中之庄町７３２番地１

土居町 799-0704 愛媛県四国中央市土居町津根１１７４－１

土居町津根 799-0704 愛媛県四国中央市土居町津根３６９６－２

四国中央野田 799-0705 愛媛県四国中央市土居町野田３５２番地

土居インター 799-0435 愛媛県四国中央市豊岡町長田字松口１６６４

松山衣山 791-8025 愛媛県松山市衣山１丁目１８８番地

衣山駅前 791-8025 愛媛県松山市衣山二丁目１－９

松山磯河内 799-2467 愛媛県松山市磯河内甲８番地１

愛媛県庁前 790-0001 愛媛県松山市一番町４－１－１１

北条下難波 799-2407 愛媛県松山市下難波４５６－１

河原町 790-0013 愛媛県松山市河原町２－４

岩崎二丁目 790-0854 愛媛県松山市岩崎町二丁目７－１

松山久米窪田町 791-1101 愛媛県松山市久米窪田町３７５番地

松山中央市場前 791-8016 愛媛県松山市久万ノ台２８６－１

久万ノ台 791-8016 愛媛県松山市久万ノ台９０６－１１

宮西二丁目 790-0065 愛媛県松山市宮西二丁目７番１３号

古三津五丁目 791-8067 愛媛県松山市古三津五丁目８番１８号

松山古川西 790-0944 愛媛県松山市古川西一丁目４番９号

松山古川南一丁目 790-0943 愛媛県松山市古川南一丁目１２番３号

松山古川南 790-0943 愛媛県松山市古川南三丁目１６番１０号

松山古川北一丁目 790-0942 愛媛県松山市古川北一丁目１４番２９号

松山市民病院前 790-0003 愛媛県松山市三番町８丁目１２－１

山越四丁目 791-8013 愛媛県松山市山越四丁目４番３０号

松山山西町 791-8026 愛媛県松山市山西町９０４－３

枝松四丁目 790-0962 愛媛県松山市枝松四丁目３番１号

祝谷 790-0833 愛媛県松山市祝谷二丁目４－７

愛媛県立中央病院 790-0024 愛媛県松山市春日町８３番地愛媛県立中央病院内

松山春美町 791-8087 愛媛県松山市春美町３－３

松山勝山通 790-0878 愛媛県松山市勝山町一丁目１０番地２

松山小栗六丁目 790-0036 愛媛県松山市小栗六丁目４番４９号

松山光洋台 799-2468 愛媛県松山市小川甲２０５番１

松山小村町 791-1125 愛媛県松山市小村町３２９番地１

松山松ノ木 791-8071 愛媛県松山市松ノ木１丁目２番２６号

松山森松町 791-1113 愛媛県松山市森松町６７１番８

清住 791-8055 愛媛県松山市清住１－２－６

松山フライブルク通り 790-0051 愛媛県松山市生石町１２４番地

西垣生 791-8044 愛媛県松山市西垣生町２６１－１

松山西石井 790-0931 愛媛県松山市西石井５丁目２０３－１

松山石手 790-0852 愛媛県松山市石手五丁目１－４５

松山石手二丁目 790-0852 愛媛県松山市石手二丁目５番１７号

松山束本 790-0916 愛媛県松山市束本一丁目６番２５号

松山和気 799-2662 愛媛県松山市太山寺町８３９番１

大手町 790-0067 愛媛県松山市大手町１丁目１１－１

鷹子駅北 790-0925 愛媛県松山市鷹子町５５２番２

松山竹原三丁目 790-0053 愛媛県松山市竹原三丁目１８番２号

松山竹原 790-0053 愛媛県松山市竹原二丁目２番１０号



松山中村三丁目 790-0964 愛媛県松山市中村三丁目１番４５号

松山中野町 791-1121 愛媛県松山市中野町甲５５１番１

朝生田町一丁目 790-0952 愛媛県松山市朝生田町１－５－２６

松山土居田東 790-0056 愛媛県松山市土居田町２６６番地８

松山土手内 799-2432 愛媛県松山市土手内１１２番１

松山東石井 790-0932 愛媛県松山市東石井３丁目８番８号

道後湯之町 790-0842 愛媛県松山市道後湯之町１８－７

道後北代 790-0846 愛媛県松山市道後北代１２７１番３

松山内宮 799-2654 愛媛県松山市内宮町６０３番１

松山生石 791-8042 愛媛県松山市南吉田町１８２８番地３

松山空港 791-8042 愛媛県松山市南吉田町２７３１番地松山空港タ－ミナルビル１Ｆ

南吉田 791-8042 愛媛県松山市南吉田町５０７－１

松山南斎院町西 791-8032 愛媛県松山市南斎院町１３９０番地１

松山高岡 791-8032 愛媛県松山市南斎院町１４３８番地２

南斎院町 791-8032 愛媛県松山市南斎院町９８９－１

南梅本 791-0245 愛媛県松山市南梅本町９１７－１

松山二番町 790-0002 愛媛県松山市二番町１丁目８番地６

二番町三丁目 790-0002 愛媛県松山市二番町３－４－１０

松山二番町三丁目 790-0002 愛媛県松山市二番町三丁目１０番地１チャイム二番町ビル１階

北条バイパス 799-2435 愛媛県松山市府中６６４－１

松山福音寺 790-0921 愛媛県松山市福音寺町２３０番１

松山平和通り 790-0807 愛媛県松山市平和通２－３－２カーサ・エルマール１Ｆ

松山平和通五丁目 790-0807 愛媛県松山市平和通五丁目６番１

松山保免西 790-0043 愛媛県松山市保免西４丁目７番２２号

松山北久米 790-0923 愛媛県松山市北久米町２１７番地

松山味生 791-8031 愛媛県松山市北斎院町６４２番地１

松山インター北 791-1104 愛媛県松山市北土居４丁目１８番２５号

堀江町 799-2651 愛媛県松山市堀江町甲１７９９

松山本町六丁目 790-0811 愛媛県松山市本町６－１－１ＫＢコート

本町三丁目 790-0811 愛媛県松山市本町三丁目６－５、他１１筆

湊町四丁目 790-0012 愛媛県松山市湊町４－２－２

松山市駅前 790-0012 愛媛県松山市湊町５－４－８

松山銀天街 790-0012 愛媛県松山市湊町三丁目５番地１５

松山生協西余戸 790-0045 愛媛県松山市余戸中４－１６－１７

余戸南四丁目 790-0047 愛媛県松山市余戸南４－１２－１

松山余戸南六丁目 790-0047 愛媛県松山市余戸南六丁目１１番４７号

松山来住町 791-1102 愛媛県松山市来住町１２９９番１

和気一丁目 799-2656 愛媛県松山市和気町一丁目４７２－４

松山はなみずき通り 790-0941 愛媛県松山市和泉南１－６－１５

新居浜阿島 792-0896 愛媛県新居浜市阿島二丁目２番１６号

新居浜市役所前 792-0025 愛媛県新居浜市一宮町一丁目５番７号

新居浜川東 792-0886 愛媛県新居浜市郷一丁目１番３号

新居浜坂井町 792-0812 愛媛県新居浜市坂井町ニ丁目２番３０号

新居浜松原町 792-0828 愛媛県新居浜市松原町１０番１１

新居浜新須賀町 792-0802 愛媛県新居浜市新須賀町四丁目７７７番４・７７７番１２

新居浜泉池 792-0013 愛媛県新居浜市泉池町２番１０号

新居浜インター 792-0856 愛媛県新居浜市船木４３５２－１

新居浜沢津 792-0862 愛媛県新居浜市沢津町一丁目４番２８号



新居浜中筋町 792-0841 愛媛県新居浜市中筋町１丁目２７９２番４（地番）

新居浜田の上 792-0888 愛媛県新居浜市田の上１丁目１８－１２

今治造船西条工場 793-0003 愛媛県西条市ひうち８－１３

西条円海寺 799-1344 愛媛県西条市円海寺１３番１

西条玉津 793-0006 愛媛県西条市下島山甲１４２１番１

西条天神 793-0006 愛媛県西条市下島山甲１４３９番地１

西条国安 799-1322 愛媛県西条市国安６２２番地

小松大頭 799-1106 愛媛県西条市小松町大頭字山本甲５２－１

西条船屋 793-0005 愛媛県西条市船屋乙５番３０

西条横黒 793-0030 愛媛県西条市大町５１３番地１

西条大町 793-0030 愛媛県西条市大町６８０番地３

西条丹原徳能 791-0506 愛媛県西条市丹原町徳能出作１０７番

西条加茂川 793-0054 愛媛県西条市中野甲４６５－１

西予三瓶 796-0907 愛媛県西予市三瓶町朝立７番耕地６０番地１

大洲若宮 795-0052 愛媛県大洲市若宮６３１番地

大洲新谷 795-0071 愛媛県大洲市新谷乙１５９８番地１

大洲市役所前店 795-0012 愛媛県大洲市大洲６４４番地８

東温見奈良 791-0211 愛媛県東温市見奈良１５２６－１

愛大病院前 791-0204 愛媛県東温市志津川１４６－３

東温南方 791-0301 愛媛県東温市南方１２８８番地１２

東温樋口 791-0202 愛媛県東温市樋口甲１３９１－１

東温市北方 791-0303 愛媛県東温市北方甲３３６７番地９

全農ふれっしゅ広場 791-0215 愛媛県東温市北野田３４５

東温野田 791-0216 愛媛県東温市野田２丁目４８３番地１

愛南町南レク前 798-4110 愛媛県南宇和郡愛南町御荘平城６６３

城辺 798-4131 愛媛県南宇和郡愛南町城辺甲２３１－１

保内町 796-0202 愛媛県八幡浜市保内町宮内１番耕地２８５番１

保内川之石 796-0201 愛媛県八幡浜市保内町川之石１番耕地４８番１

鬼北広見 798-1355 愛媛県北宇和郡鬼北町大字芝４４－１

鬼北奈良 798-1351 愛媛県北宇和郡鬼北町大字奈良４１２９番地１

松野虹の森店 798-2102 愛媛県北宇和郡松野町延野々１４１５番地１
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