
Collar愛媛版イエロースタンド設置場所一覧（中予地域）

店名 郵便場号 住所

酒の大型スーパージン　朝生田店 790-0952 松山市朝生田町3-9-23

デオデオ松山南店（ジョープラ3Ｆ） 790-0952 松山市朝生田町5-1-25

JOW-PLA　1Ｆ北側入口 790-0952 松山市朝生田町5-1-25

JOW-PLA　1Ｆ西側入口 790-0952 松山市朝生田町5-1-25

JOW-PLA　2Ｆエレベーター前 790-0952 松山市朝生田町5-1-25

JOW-PLA　4Ｆエレベーター前 790-0952 松山市朝生田町5-1-25

JOW-PLA　5Ｆエレベーター前 790-0952 松山市朝生田町5-1-25

JOW-PLA　6Ｆエレベーター前 790-0952 松山市朝生田町5-1-25

イオン松山店1Fエスカレーター 790-0951 松山市天山1-13-15

イオン松山店B1F 790-0951 松山市天山1-13-15

イオン松山店西口 790-0951 松山市天山1-13-15

イオン松山店南口 790-0951 松山市天山1-13-15

ほっかほっか亭　古川店 790-0941 松山市和泉南5-2-21-1Ｆ

愛媛県庁1（本館東入口1F） 790-8570 松山市一番町4-4-2

愛媛県庁2（本館西入口1F） 790-8570 松山市一番町4-4-2

愛媛県庁3（本館2F県民プラザ横） 790-8570 松山市一番町4-4-2

愛媛県庁4（第二別館西入口） 790-8570 松山市一番町4-4-2

愛媛県庁5（第二別館東入口） 790-8570 松山市一番町4-4-2

愛媛県庁6（第一別館東入口） 790-8570 松山市一番町4-4-2

愛媛県庁7（第一別館正面入口） 790-8570 松山市一番町4-4-2

愛媛県庁8（第一別館正面奥階段横） 790-8570 松山市一番町4-4-2

カットサロン　リーフ　 799-2655 松山市馬木町333-5

健勝苑 790-0004 松山市大街道1-1-1

コスモエージェント 791-0067 松山市大手町2丁目9-22　日野ビル1F

小泉家具 790-0813 松山市萱町1-4-7

誠実ビジネスファーム合同会社 790-0813 松山市萱町2-6-1

えびす屋 790-0813 松山市萱町2丁目3-3 

衣山シネマサンシャイン 791-8025 松山市衣山1-188

スーパーともざわ 791-8036 松山市高岡町262

Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅセルフ谷町店 791-8002 松山市谷町143-1

パスト 790-0011 松山市千舟町4-2-2　ITOビル1Ｆ

えひめギフトセンター 790-0056 松山市土居田327-1

セブンスター和泉店 790-0056 松山市土居田町17

サニーTSUBAKI　道後店 790-0825 松山市道後樋又1-33

いちやなぎクリーニング 790-0032 松山市土橋町2

そごうマート中須賀店 791-8078 松山市中須賀3-2792-7

セブンスター石井店 790-0932 松山市東石井2-21-16

ハッピー薬局　東垣生店 791-8043 松山市東垣生町135-4

友岡薬局平井店 791-0243 松山市平井町甲2351

サンイート　古川店 790-0943 松山市古川南1-7-22

酒の大型スーパージン　三津店 791-8067 松山市古三津6-6-25

そごうマート堀江店 799-2651 松山市堀江町378-1
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i café　松山キスケBOX店 790-0066 松山市宮田町4　キスケボックス3F

持田不動産 790-0855 松山市持田町1-1-35

石原スポーツクラブ 790-0031 松山市雄郡2-9-33

グリーンマート湯の山 791-0121 松山市湯の山4-8-1

愛媛自動車学校 790-8011 松山市吉藤2-2-38

富士見産業 790-0966 松山市立花1-10-20

サニーTSUBAKI　桑原店 790-0911 松山市桑原4-17-10

松山市役所北条支所 799-2430 松山市北条辻6

おんまく寿司　松山店 790-0038 松山市和泉北1-6-11

太陽石油販売　サンウェイ空港 791-8036 松山市高岡町74-1

KYコート鉄砲町（賃貸マンション） 790-0827 松山市鉄砲町8-12

らーめん萬楽藤原店（元魔王松山店） 790-0035 松山市藤原2-3-5

サニーTSUBAKI　古川店 790-0944 松山市古川2-8-30

ＮＴＴドコモ四国　愛媛店 790-0065 松山市宮西2-9-33

レンタルスペース　たんと 790-0876 松山市旭町109

コープえひめひさえだ店 791-8006 松山市安城寺町592-1

ヒマラヤ松山店 791-8025 松山市衣山1-160

タイトー衣山店 791-8025 松山市衣山1-188

デイサービスヘルパーステーション 791-8025 松山市衣山5-801-5

Ａコープ伊台 791-0112 松山市下伊台1438-8

Yショップ土居内店 791-0112 松山市下伊台町274-5

TSUTAYAフジ夏目店 799-2437 松山市夏目甲79

ザ・ダイソー　パルティフジ夏目店 799-2437 松山市夏目甲79

フジ夏目店 799-2437 松山市夏目甲79

コインランドリー三津駅前店 791-8076 松山市会津町1-2

ザ・ダイソーセブンスター三津店 791-8076 松山市会津町7-2　セブンスター三津店内

セブンスター三津店 791-8076 松山市会津町7-7

松山市保健所・消防合同庁舎（正面入口） 790-0813 松山市萱町6-30-5

天然温泉　久万の台温泉 791-8016 松山市久万の台1165

スーパーランドリー久万ノ台店 791-8016 松山市久万ノ台1196-2

TSUTAYA久万ノ台店 791-8016 松山市久万ノ台289-1

くすりのこのはな久万ノ台店 791-8016 松山市久万ノ台561

レンタルショップクリア 790-0065 松山市宮西1-1-11

フジグラン松山　1F北入口近く 790-0065 松山市宮西1-2-1

フジグラン松山　1F西入口近く 790-0065 松山市宮西1-2-1

フジグラン松山　2F北入口近く 790-0065 松山市宮西1-2-1

フジグラン松山　5Fエスカレータ近く 790-0065 松山市宮西1-2-1

食彩館エルベ24 790-0065 松山市宮田町4（キスケ駐車場側）

明屋書店空港通り店 790-0054 松山市空港通3-10-3

ダイソー松山空港通店 791-0054 松山市空港通6-582　ジョイランド21内

スーパーランドリー空港店 791-0054 松山市空港通6ジョイランド21内空港温泉隣

東雲大学 790-0911 松山市桑原3-2-1
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松山生協　三津マーケット 791-8067 松山市古三津2-18-27

100円ショップシルク松山椿店 790-0944 松山市古川西2-8-27

松山生協　椿マーケット 790-0943 松山市古川南1-14-30

マルヨシセンター椿店 790-0945 松山市古川北4-1-1

松山生協　湯山マーケット 791-0101 松山市溝辺町甲385

フレッシュバリュー松山高岡店 791-8036 松山市高岡町297

ZY高岡店（フジ高岡） 791-8036 松山市高岡町432-1

松山ホームジャパン 791-8079 松山市高山町3-8

関汽商事松山営業所（松山観光港） 791-8081 松山市高浜町5-2258-1

イヨテツスポーツセンター 790-0914 松山市三町3-9-1

スーパーランドリークリア三番町店 790-0003 松山市三番町1-7-12

スピード印刷 790-0003 松山市三番町3-5-6

松山市男女共同参画推進センター「コムズ」（正面入口） 790-0003 松山市三番町6-4-20

松山市役所　第四別館1（北入口1F） 790-0003 松山市三番町6-6-1

松山市役所　第四別館2（南入口1F） 790-0003 松山市三番町6-6-1

松山生協　本店マーケット 790-0003 松山市三番町8-325-1

ハトマート山越 791-8013 松山市山越2-664-1

マルヨシセンター山越店 791-8013 松山市山越3-13-18

マツダレンタカー愛媛 791-8013 松山市山越6-5-18

薬しらさぎ別府店 791-8026 松山市山西町796-1

松山市中央公園　アクアパレットまつやま 790-0948 松山市市坪西町625-1

Yショップベテル病院 790-0833　 松山市祝谷6-1229

ヒロセ薬局 799-2661 松山市勝岡町34-1

炙楽 790-0878 松山市勝山町1-7-9 勝山町バートン1Ｆ

コインランドリー小栗店 790-0036 松山市小栗4-3-12　クリーンハイツ弓立1F

ニューほかほか弁当　小坂店 790-0963 松山市小坂4-14-6

フジ松江店1 791-8054 松山市松江町5-38

ザ・ダイソー　パルティフジ松江店 791-8054 松山市松江町5-38　パルティフジ松江店2Ｆ

フジ松末店 790-0915 松山市松末1-4-5

森松宅建 791-1113 松山市森松町529-1

シンク森松店 791-1113 松山市森松町664-1

いのうえ家 790-0823 松山市清水町2-20-17-1F

TSUTAYA垣生店 791-8044 松山市西垣生町207-2

フジ垣生店 791-8044 松山市西垣生町207-2

セブンスター石手店 791-8005 松山市石手1-2-7

ＢＩＧＡＰＰＬＥ（ビッグアップル） 790-0011 松山市千舟町5-7-6

えひめリビング新聞社 790-8583 松山市千舟町7-2-8

TSUTAYA三津店 791-8057 松山市大可賀2-8-15

大街道シネマサンシャイン 790-0004 松山市大街道1-5-10

まちコミュスポットてくるん 松山市大街道1-5-10 第二佐々木ビル1F

松山城山ロープウェイ駅舎（正面入口） 790-0004 松山市大街道3-2-46

コープえひめ久米店 790-0925 松山市鷹子町70
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ゆとりあ温泉 791-8002 松山市谷町172-3

炭火焼肉酒屋牛角松山樽味店 790-0905 松山市樽味4-10-17フィオーレヒデ1Ｆ

安藤石油㈱ｍｉｏどばし給油所 790-0053 松山市竹原1-2-10

酒のジン竹原店 790-0053 松山市竹原3-18-35

TSUTAYA中央店 791-8015 松山市中央1-10-5

明屋書店中央通店 791-8015 松山市中央2-66

ブックマーケット松山中央店 791-8015 松山市中央2-76-1

杉住宅　西支店 791-8015 松山市中央2-77-10

ラージハウス 790-0952 松山市朝生田町3-9-18

TSUTAYA朝生田店 790-0952 松山市朝生田町6-1-21

松山生協　西雄郡マーケット 790-0056 松山市土居田町604

セブンスター垣生店 791-8043 松山市東垣生町104

セブンスター東⾧戸店 （1F） 791-8005 松山市東⾧戸4-7-30

セブンスター東⾧戸店 （2F） 791-8005 松山市東⾧戸4-7-30

シンク書店東⾧戸店 791-8005 松山市東⾧戸4-8-33

Ａコープえばら 791-1123 松山市東方町922-1

松山市立子規記念博物館 790-0857 松山市道後公園1-30

フジ道後店1 790-0843 松山市道後町1-1-12

フジ道後店2 790-0843 松山市道後町1-1-12

道後温泉　椿の湯（受付横） 790-0842 松山市道後湯之町19-22

ザ・ダイソー　松山内宮店 799-2654 松山市内宮町572-2

100円ショップ松山南久米店 790-0924 松山市南久米町553-1

ＪＲ松山駅 790-0062 松山市南江戸1-14-1

セブンスター南江戸店 790-0061 松山市南江戸3-1-55

松山生協　斎院マーケット 791-8032 松山市南斎院町1071

愛媛大原簿記公務員専門学校、国際デザインアート専門学校 790-0002 松山市二番町1-12-2

松山市公営企業局（北入口1Ｆ） 790-0002 松山市二番町4-4-6

松山市役所　第一別館1（東入口1F） 790-0002 松山市二番町4-7-2

松山市役所　第一別館2（西入口1F） 790-0002 松山市二番町4-7-2

松山市役所1（北入口1F） 790-0002 松山市二番町4-7-2

松山市役所2（西入口1F） 790-0002 松山市二番町4-7-2

松山市役所3（南入口1F） 790-0002 松山市二番町4-7-2

姫彦温泉 790-0913 松山市畑寺3-4-5

フジ姫原店 791-8012 松山市姫原2-4-28

天山トロン温泉 790-0921 松山市福音寺町750

TSUTAYA松山平井店 791-0243 松山市平井町2273-1

明屋書店平井店 791-0243 松山市平井町甲2352

マックスバリュ平田店1（東入口付近） 791-8001 松山市平田町1403

マックスバリュ平田店2（休憩スペース付近） 791-8001 松山市平田町1403

明屋書店平田店 791-8001 松山市平田町81-1

愛媛建物平和通支店 790-0807 松山市平和通3-3-3

愛媛建物本社 790-0807 松山市平和通4-3-9
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Booksヤング 790-0042 松山市保免中2-9-36

明屋書店石井店 791-1105 松山市北井門町25

フジ北斎院店 791-8031 松山市北斎院町698-1

愛媛県松山地方局11Ｆ正面入口横（エレベータ手前） 790-0873 松山市北持田町132

愛媛県松山地方局21Ｆ東入口横（待合室前） 790-0873 松山市北持田町132

ハトマート北条 799-2430 松山市北条辻445-3

TSUTAYA松山インター店（元北土居店） 791-1104 松山市北土居町451-1

松山生協　石井マーケット 791-1104 松山市北土居町630-16

ハウスメイトショップ松山城北店 790-0811 松山市本町4-8-11

青い国不動産本町店 790-0811 松山市本町5-1-19

大東建託松山北支店 790-0811 松山市本町5－5－4　ACTY本町3Ｆ

シエスタ本町 790-0811 松山市本町6-2-1

佐藤実病院 790-0811 松山市本町6-3-1

洗濯王ペガサスランド店 790-0811 松山市本町6-7-1

中央補聴器センター 790-0023 松山市末広町16-6

YSPビジネスホテル末広店 790-0023 松山市末広町17-5

ホテル奥道後 791-0122 松山市末町267

テン・テン 790-0012 松山市湊町3-7-17白山ビル2F

ペットホテル　キャペル 790-0012 松山市湊町4-3-25

ＣＯＳＭＥＴＩＣＳ　アヅマヤ 790-0012 松山市湊町4-5-13

明屋書店松山本店 790-0012 松山市湊町4-7-2

伊予鉄道松山市駅1 790-0012 松山市湊町5-2-4

伊予鉄道松山市駅2 790-0012 松山市湊町5-2-4

ＳＰＣ 790-8586 松山市湊町7-3-5

松山市総合コミュニティセンター1（正面入口） 790-0012 松山市湊町7-5

松山市総合コミュニティセンター2（体育館入口） 790-0012 松山市湊町7-5

松山市総合コミュニティセンター3（コスモプラザ入口） 790-0012 松山市湊町7-5

プライムスイート 790-0821 松山市木屋町3-8-2

杉住宅　本店 790-0014 松山市柳井町1-13-8

愛媛医療福祉専門学校2 790-0014 松山市柳井町3-3-13

愛媛電子ビジネス専門学校 790-0014 松山市柳井町3-3-31

愛媛医療福祉専門学校1 790-0014 松山市柳井町3-3-4

マルヨシセンター余戸店 790-0044 松山市余戸東1-10-40

シンク松山余戸店 790-0047 松山市余戸南1-20-29

フジ立花店 790-0966 松山市立花2-7-11

読売新聞 799-2656 松山市和気町1-419-1

フジ和気店 799-2656 松山市和気町1-637-1

フジ砥部原町店 791-2116 伊予郡砥部町原町324-1

明屋書店砥部店 791-2101 伊予郡砥部町高尾田267

Ａコープ城南 791-2131 伊予郡砥部町高尾田71

セブンスター砥部店 791-2113 伊予郡砥部町拾町20

砥部リバーサイドショッピングセンター内 791-2113 伊予郡砥部町拾町20
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店名 郵便場号 住所

酒の大型スーパージン　砥部店 791-2112 伊予郡砥部町重光239

TSUTAYA砥部店 791-2112 伊予郡砥部町重光239

フジ砥部店 791-2112 伊予郡砥部町重光239

フジ砥部店　1F食鮮レジ近く 791-2112 伊予郡砥部町重光239

100円プラザ　砥部店 791-2112 伊予郡砥部町重光239　パルティフジ砥部2Ｆ

Ａコープとべ 791-2131 伊予郡砥部町大南325

酒の大型スーパージン　松前店 791-3134 伊予郡松前町西古泉285-1

フジ松前店 791-3134 伊予郡松前町西古泉1-1

ヤマザキショップ松山生協永田店 791-3152 伊予郡松前町大字永田82-3

松山生協　北伊予マーケット 791-3162 伊予郡松前町大字出作1-1

松山生協　岡田マーケット 791-3133 伊予郡松前町大字昌農内34-1

がんば亭松前店 791-3102 伊予郡松前町大字北黒田239-1

エディオンエミフルMASAKI店 791-3120 伊予郡松前町筒井850

明屋書店松前店 791-3110 伊予郡松前町浜萱田1091-1

TSUTAYA伊予店 799-3111 伊予市下吾川966

マルヨシセンター伊予店 799-3111 伊予市下吾川字馬塚1031-1

100円プラザ　ダイソー伊予松前店 799-3111 伊予市下吾川馬塚1221-6

Ａコープなかやま 791-3203 伊予市中山町大字出渕2-145-3

有限会社　片岡書店 799-3114 伊予市灘町140

道の駅ふたみ 799-3207 伊予市双海町大字高岸甲2326

Yショップ木村店 799-3202 伊予市双海町大字上灘甲5657

フジグラン伊予店 799-3113 伊予市米湊安弘728-3

クールス・モール 791-0211 東温市見奈良1125

セブンスター重信店 791-0204 東温市志津川171

フジ見奈良店 791-0211 東温市大字見奈良1125

あいしょくドライビングスクール 791-0216 東温市野田2-11-1

フジグラン重信2　2F 791-0216 東温市野田3-1-13

フジグラン重信店 791-0216 東温市野田3-1-13

重信シネマサンシャイン 791-0216 東温市野田3-1-13フジグラン重信内3F
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