せいよ
買い物キャンペーン商品券
県・市町連携

西予市では、新型コロナウイルス感染症の影響に加え原油価格・物価高騰等に直
面する生活者の消費拡大や市内事業者の下支えを目的に「県・市町連携せいよGoTo
買い物キャンペーン商品券」を発行します。
普段行くお店はもちろん、以前から気になっていたお店に行ってみたり、自分へ
のご褒美で少し贅沢をしてみたり........
是非この機会に、お買い求めください。

販売価格

１セット

の
西予市内
事業者を
う !!
応援しよ

見本

販売開始のご案内

1,500
円分
お得!

2,500円

１セット＝500円券８枚（4,000円分）
※各取扱店舗お１人様２セット（5,000円）まで購入可能
販
売
使用期間

令和４年７月25日
（月）
〜
令和４年９月30日（金）

販売場所

加盟している取扱店舗

※取扱店舗は裏面に掲載 ※のぼり、ポスターのあるお店で購入できます。

購入した取扱店舗でのみ使用可能な商品券です
購入対象者

市内・市外問わず購入資格の制限なし
※購入時に住所、氏名をご記入ください。

消費 太
郎

（ただし、販売元の代表者・その家族並びに従業員は自らの
店舗での購入・使用はできません）
※原則、各取扱店舗お１人様２セットまで購入可能
（同居のご家族や扶養しているご家族分のみ代理で購入可能）
※各取扱店舗にて先着順で、無くなり次第販売終了

西予市宇
和町卯之
町○○
消費 太
郎

県・市町連携せいよGoTo買い物キャンペーン商品券 使用に当たっての注意事項
❶ 購入した取扱店舗のみ使用可能な商品券ですので、購入店舗と異なる店舗ではご利用いただけません。
❷ 券の払い戻しやおつりは出ません。
❸ 不動産、金融商品、たばこ、プリカ等換金性の高い物、公租公課等は本券で購入できません。
（その他詳細は要項のとおり➡）

裏面に取扱店舗一覧（７月12日現在）を掲載しています。 なお、西予市商工会ホームページで最新情報を随時更新します。

【販売上限】

市外資本：500セット・市内資本：200セット

西予市商工会HP

（１法人・１個人事業主が販売可能な商品券上限）

※取扱店舗には上記販売上限内の希望セット数を配布します。
※登録店舗多数の場合は、販売上限が調整される場合があります。
※販売上限の範囲内で追加もできますが、登録店舗多数の場合は
発行セット数の範囲内で調整される場合があります。

【募集期限】総発行セット数に達するまでの間または9月上旬頃（予定）

やってます

市内に事業所（店舗）を有し、新型コロナウイ
ルス感染症対策を講じている法人または
個人事業主（詳細は実施要項等による）

!!
!!

せいよ

【取扱店舗の登録資格】

買い物キャンペーン
ンン

取扱店舗随時募集中

Go
To

取扱店舗は
のぼりと
ポスターが
目印です!!

お問合わせ先

西予市商工会
所

〒797‑0015

西予市宇和町卯之町3‑297

野村支所

〒797‑1212

西予市野村町野村12‑619‑1

城川支所

〒797‑1717

西予市城川町下相1015‑4

明浜支所

〒797‑0201

西予市明浜町高山甲3660-2

三瓶支所

〒796‑0907

西予市三瓶町朝立7-301-5

本

℡ 0894‑62‑1240

℡ 0894‑72‑0339
℡ 0894‑82‑0208
℡ 0894‑64‑0311
℡ 0894‑33‑0357

せいよGoTo
買い物キャンペーン商品券 取扱店舗一覧

（順不同）令和4年７月12日現在

県・市町連携

最新の取扱店舗情報は、随時
更新しますので、西予市商工会
ホームページでご確認ください。

建設業

卸売・小売業

宿泊・飲食サービス業
教育、学習支援業

宇
店舗名
あい笑
（有）秋田モータース
アポロ5511
亜里寿
ＥＣＣジュニア卯之町３丁目教室
粋
池上塗装（有）
池田屋酒店
いそき屋
一休
稲田クリーニング店
伊予蒲鉾（株）
いろは
ウィッティわたなべ
宇都宮工業
卯之町バールＯＴＯ
梅原石油店
宇和パーク・オキノ石油
宇和パークレンタカー
（有）宇和モータース
（一社）ＳＧＳ
エディオンうわ店 毛利電気
（株）オートウェーブ西予
（株）おがた蒲鉾
おしゃれの店 きむら
お食事処 弁慶
お食事の店たちばな
お茶の明芳園
隠れ家
釜めし 十石
かよ美容室
カヨ美容室
カラオケステージまつり
からつや
木村チェーン宇和店
くすりのレディ宇和インター店
くすりのレディ宇和店
くすりのレディれんげ店
（株）源プロパン住宅設備
河野石油（株）
これさわ
サミット
サロンmomo
サンワークス宇和店
（株）ＪＡ東宇和サービス
ＪＡれんげ市場
下ノ町ハシエンダ
食彩美家おいね
ショッパーズ宇和店
スナック喫茶 しのぶ
スナックJa-Ja
炭火居酒屋ごえもん
西予ＣＡＴＶ（株）
セレモニーホール静水苑
全員集合
鮮魚・仕出し 魚広
曽我時計メガネ店
（有）大上
大介うどん宇和店
田中精肉店
台湾料理 豊源
食べ処・呑み処 野福
TANPOPO・土器ドキ市
チロル
中華料理 舞華
鉄板焼 美ゆき
ドコモショップ宇和店
徳山石材
豚太郎宇和店
どんぶり館
どんぶり館駅前店
中町 池田屋
（有）南予てんぷら販売
橋本鮮魚
ハタダ宇和店
葉月
はな菓子店

製造業

電話番号

0894-62-2011
0894-62-6986
0894-62-5511
0894-62-1147
0894-62-6845
0894-62-7205
0894-62-4154
0894-62-0223
0894-89-1763
0894-62-1199
0894-62-0582
0894-66-0334
0894-62-0171
0894-67-0046
0894-62-6003
0894-89-1864
0894-67-0212
0894-62-2211
0894-62-2211
0894-62-4425
0894-62-0260
0894-62-0301
0894-62-3430
0894-62-5880
0894-62-5397
0894-62-5103
0894-62-3784
0894-67-0047
0894-62-7722
0894-62-0591
0894-62-3718
0894-62-9740
0894-89-2626
0894-62-0225
0894-62-7617
0894-69-1088
0894-62-6811
0894-69-1720
0894-62-0262
0894-62-9401
0894-62-0328
0894-62-7330
090-5466-4989
0894-62-3354
0894-62-3211
0894-69-1211
090-3181-5646
0894-62-5959
0894-62-9000
090-2821-7637
080-1996-6469
0894-62-0152
0894-62-7811
0894-62-4155
080-2985-6979
0894-62-0553
0894-62-0186
0894-62-0165
0894-62-7877
0894-62-0111
0894-62-5118
0894-62-6011
0894-62-5559
0894-62-9684
0894-62-1105
0894-62-3608
0894-62-0076
0894-62-4137
0894-62-4710
0894-62-5778
0894-89-3322
0894-62-0223
090-2780-8348
0894-62-4652
0894-62-6158
0894-62-9770
0894-62-8812

生活関連サービス・娯楽業
サービス業

その他

和
店舗名
パーラーりぷとん
パルテうつのみや
ぴゅあはうす
（有）ひまわり商会
ビューティーはなこ
（有）兵頭商店
美容にのみや
フィットネスクラブヴィスター
ブーランジェ
フジ宇和店
冨士廼家旅館
ふたいわや
ブティック ラ・フール
（株）フラワーショップ西川
ヘアーアトリエウツノミヤ
ヘアーサロン ラ・クレール
ボディケアハウス スノードロップ
Honda Cars 西予宇和店
MATERIALE DA QUI.
豆道楽
（有）宮崎博商店
三好釣具店
メガネのカワダ
（有）めん坊
モイスティーヌKanoah
焼き鳥 七五三
焼肉東洋軒宇和店
山口たねもの店・やまぐち
山田屋まんじゅう
山西タタミ店
ゆうぼくの里 及び ゆうぼく民
ラーメン 笑福
ラ・カルトン
リカーショップカメダ
りの果樹園
理容にのみや
れんげそう
Ｙショップ河野食料品店
ワケスポーツ宇和店
和洋食みのり

三
店舗名
浅野自動車
アトリエ カルム
いこい
和泉電機（株）
井上鮮魚店
井上漁具店
（株）宇都宮表具内装店
Ａコープみかめ店
エディオンみかめ店
大塚牛乳
岡田百貨店
カットスタジオドゥ
菊池自動車板金
菊池鮮魚
喫茶 蘭夢
seasideうわかい
繁木建設
じゃこ天 開洋
DINING KITCHEN 蔵
中華料理 幸楽
トップフードやましろ
寅屋食堂
紅屋薬局
北条家電サービス
松本産業
まつもと洋品店
三瓶運送（有）
みかめ本館
三瓶屋クリーニング店
三好たたみ店
みかめ海の駅 潮彩館
ヤマザキショップ西本
ロマン美容室

電話番号

0894-62-0471
0894-62-0321
0894-62-9615
0894-62-1998
0894-62-4188
0894-66-0121
0894-62-2221
0894-62-4140
0894-62-4721
0894-62-7211
0894-62-0050
0894-62-0700
090-6887-5046
0894-62-2187
0894-66-0959
0894-62-6898
0894-62-6792
0894-62-2015
0894-62-7791
0894-62-1022
0894-62-1253
0894-62-1231
0894-62-7055
0894-62-4047
090-4336-5513
0894-62-1939
0894-62-6550
0894-62-0280
0894-62-0030
0894-62-1335
0894-62-5877
090-8971-3383
0894-62-6122
0894-62-0216
0894-62-1792
0894-62-0380
0894-62-3106
0894-62-0433
0894-62-0260
0894-62-0247

瓶

野

村

店舗名
居酒屋 権の蔵
居酒屋 欅
居酒屋食堂話笑和、かぞく空間話笑和
イチカワスポーツ
稲葉石油店
井上食品
入江印刷
Ａコープのむら店
エディオンのむら店篠藤電気
おしゃれサロン みずもと
御食事処 勝
カラオケ・スナック珠ちゃん
川田時計店
管家商店
キッチンペピーノ
くつろぎ処 大ちゃん
くまさんカフェ
ＫＬＣぷちショップ うおよし野村店
小玉畳店
Sake-Townコモリ
佐々木海産
三平寿し
ＪＡ惣川委託店
酒肴 凱那
上甲スーパー
進藤呉服店
新町クリーニングセンター
スイーツ工房 絹
精巧堂印舗
綜合広告ビコー
惣菜いわ
辰本商店
（有）タニヤ
（有）ディーストア
（有）土居原設備
ときわ食堂
ドラッグストアmac野村店
ノーブル
野村石油（株）
野村ツーリスト（有）
（有）野村日産サービス
天翔丸
パティスリーかしはな
ブティックこうの
まつもと酒店
（有）三瀬モータース
みどり美容室
麺や 一心
焼肉レストラン寅治
楽亭
利助
ロッセット
Y's Hair

電話番号

0894-89-3535
0894-72-2772
090-4502-8327
0894-72-2944
0894-72-0128
0894-72-2800
0894-72-0329
0894-72-3431
0894-72-0266
0894-72-0158
0894-72-2525
0894-72-3917
0894-72-0457
0894-72-0257
0894-72-0234
0894-89-2297
090-8972-1221
0894-72-0344
0894-72-0432
0894-72-0056
090-3183-9027
0894-72-3400
0894-76-0211
090-6281-5630
0894-72-0222
0894-72-0333
0894-72-0188
090-1574-7056
0894-62-6444
0894-72-2936
0894-72-2396
0894-72-0802
0894-72-0048
0894-72-3535
0894-72-2071
0894-72-0310
0894-72-2260
0894-72-3654
0894-72-1110
0894-72-3323
0894-72-0703
0894-72-3608
0894-72-2758
0894-72-0262
0894-72-0966
0894-72-0512
0894-72-1062
0894-72-3439
0894-72-3128
0894-72-3866
0894-72-0353
0894-72-0012
0894-72-1426

電話番号

0894-34-0847
0894-33-3262
0894-33-0591
0894-33-0453
0894-33-0301
0894-33-1628
0894-33-0324
0894-33-3636
0894-33-0056
0894-33-1105
0894-33-0057
0894-33-0328
0894-33-1715
0894-33-0073
0894-33-3203
0894-34-0770
0894-34-0394
0894-33-2023
0894-21-1772
0894-33-0288
0894-33-0203
0894-33-0147
0894-33-0017
0894-33-3857
0894-33-2521
0894-33-0236
0894-33-0091
0894-33-2001
0894-33-0264
0894-33-0245
0894-33-3001
0894-33-0029
0894-33-1030

城

川

店舗名
田舎風割烹ちゃぼ亭
クアテルメ宝泉坊
コンビニエンスストアー モンキー
食酔坊 宝
（株）城川ファクトリー
（有）城川モータース
農家レストラン食堂ゆすかわ
福原建具店
ベスト電器フレンドショップ城川店
リカーランドおかだ

明

電話番号

0894-83-0177
0894-83-0200
0894-82-1034
0894-83-0584
0894-82-1100
0894-82-0135
0894-89-1663
0894-82-0318
0894-82-0293
0894-82-1071

浜

店舗名
あけはまシーサイドサンパーク（株）
井上水産（株）
佐々木洋品店
ＪＡひがしうわ委託店田之浜店舗
寿司谷口鮮魚
谷口鮮魚
俵津自動車整備工場
西﨑商店
浜田水産
（株）濵田水産
（有）
マルヨシ水産
宮崎旅館
宮下マーケット"よっちゃんない屋"
ヤマザキＹショップ高山店
ゆめさく屋
吉田屋旅館

電話番号

0894-64-1330
0894-64-1315
0894-64-0266
0894-64-0860
0894-89-4032
0894-64-1513
0894-65-0404
0894-64-0010
0894-64-0637
0894-64-1633
090-4509-8358
0894-65-0032
0894-65-1131
0894-64-0021
080-2985-1831
0894-64-0037

