
5,000円で7,500円分の
飲食・お買い物に利用できる

いろこいあいなんプレミアム商品券は、全ての取扱登録店で利用できる共通券（500円×10枚）と大手のスーパー・ドラッグストア・ホームセンター等
以外の取扱登録店でのみ利用できる小型店舗専用券（500円×5枚）の、合計7,500円分の商品券を１冊として、5,000円で販売します。

見本見本 見本見本

全ての取扱登録店で利用可能 大手のスーパー・ドラッグストア・ホームセンター等
以外の取扱登録店で利用可能

✚

共通券5,000円（500円×10枚） 小型店舗専用券2,500円分（500円×5枚）

額面500円券の15枚綴り　１冊5,000円で販売

２次販売購入は往復ハガキにて以下の要領で
郵送にてお申し込みください。

令和３年10月８日
令和３年10月18日
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いろこいあいなんプレミアム商品券
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【愛南町商工会ホームページ】  https://ainan.info

令和３年９月１日　 ～ 令和３年９月30日水 木

利 用 期 間 令和３年９月１日　 ～ 令和３年12月31日水 金

購 入 上 限 額

購 入 対 象 者

購 入 方 法

購 入 期 間

お一人様３冊（15,000円）まで
令和３年８月15日以降で愛南町の住民基本台帳に登録されている愛南町民

購 入 場 所 ①愛南町商工会本所　土・日・祝日のみ　②愛南町内各郵便局　平日のみ

■引換販売後、商品券に余剰があった場合、２次販売を実施予定です。
　10月５日頃愛南町防災無線放送と商工会ホームページで募集案内をします。

お申込は往復ハガキによる予約販売となります。

利用可能店舗 このチラシの裏面及びホームページにてご確認ください。
取扱登録店は使用期間内において随時追加していきます。

販売時間　午前９時 ～ 午後５時

※申込者の個人情報につきましては、いろこいあいなんプレミアム
　商品券事業以外の目的には一切使用いたしません。

50％
お得!!

愛南町では、新型コロナウイルス感染症拡大により不安な日々が続いて
いる町民の皆様の生活を応援すると ともに、町内事業者の事業継続を下
支えすることを目的として、愛南町商工会と連携し、プレミアム付商品券 

「いろこい あいなんプレミアム商品券」を発行します。 往復ハガキによる予約販売となります。
購入者１人につき 1枚の往復ハガキに必要事項をご記入してご投函ください。

お問い
合せ先

愛南町商工会本所

抽選結果のお知らせ

商品券の購入

予約申込が発行数を上回った場合は抽選の上、
令和３年10月20日頃に随時返信ハガキにて
お知らせいたします。

引換券（返信ハガキ）と現金をご持参の上、左記の
引換購入場所にて、ご購入ください。
※なお、ご指定した引換購入場所以外ではご購入できません。

（当落に関わらず通知をいたします。なお、当落についてのお問い合わせはお答えいたしかねます。）

お一人様2冊まで（予定）

●本券で利用できないもの
①ビール券、図書券、回数券等の他の商品券、プリペイドカード、官製はがき、切手等の換金性の高いものの購入　
②電子マネーへの入金（チャージ） ③たばこの購入　④インターネットや通販などによる買い物に対する支払
⑤税金、振込手数料、公共料金等（電気、水道料金等）への支払　⑥事業活動に伴って使用する原材料、機器類及び仕入商品への支払
⑦土地、家屋の購入、家賃、地代、駐車料等の不動産に係る支払　⑧医療保険や介護保険等の一部負担金（処方箋が必要な医療品を含む）
⑨風俗営業等の規制及び業務の適正化に関する法律第２条に規定する営業に関する支払
⑩特定の政治団体と関わるものや公序良俗に反するものへの支払
⑪現金との換金、金融機関への預け入れ　⑫当商品券の交換又は売買

１次販売

２次販売

土・日・祝のみ7日令和３年８月15日以降で愛南町の住民基本台帳に登録されている愛南町民の方
には、愛南町役場より購入引換券が発送されます。
購入希望者は、購入引換券及び購入代金を下記の日時、場所にご持参ください。

２次販売を実施予定



　　　　 店舗（事業所） 住　所 電話番号
各 種 商 品 小 売 業

ＪＡえひめ南 南宇和支所 城辺乙451 72－1121
ＪＡえひめ南 南宇和営農センター 御荘平城1986 72－1160
ＪＡえひめ南 内海支所 柏390 85－0324
ＪＡえひめ南 家串出張所 家串921 85－0321
ＪＡえひめ南 魚神山出張所 魚神山549 87－2003
ＪＡえひめ南 一本松支所 中川1281 84－2345
ＪＡえひめ南 西海支所 船越1178－1 82－0003
ＪＡえひめ南 福浦支所 福浦1233 83－0324

織 物・衣 類・身 の 回 り 品 小 売 業
井上洋品店 城辺甲377 72－2321
おおにし 一本松122 84－2028
ファッション イン マルマス 城辺甲2000 72－0248
ファッションギャラリー たかの 御荘平城2089 72－0053
ファミリーショップはまもと 船越1042 82－0046
ファッションワールド かのう 御荘平城3930－1 72－0391

（有）宮田呉服店 城辺甲1947 72－5298
飲 食 料 品 小 売 業

大西牧場精肉部（要予約） 上大道725 090－9558－8660
岡本鮮魚 城辺甲4169 72－0142

（有）おざき酒店 御荘平城3045 72－1380
菓子工房いけだ 御荘平城2266 72－0725
梶原製菓 城辺甲2671 72－0372
倉田商店 一本松5066 84－2288
坂口鮮魚店 御荘平城1463－2 72－3321
SAKE おざき 御荘平城3740 73－9907
上甲商会 御荘平山443 74－0136
㋟武久海産 樽見703 82－0077
田畑商店 御荘平城4336 72－3300
富岡酒店 城辺甲2698 72－0374
ハタダ南宇和店 御荘平城3707 73－1330
パティスリー・ジュテーム 御荘平城565－1 72－7055
ファミリーマート城辺店 城辺甲232-1 72－0195
フジマルツ醬油（（名）辻󠄀三親商会） 御荘平城5360 72－0032
フレッシュ 一本松 増田5470 84－3555

（有）ほっとバター 城辺甲283－1 73－0341
松岡鮮魚 城辺甲4244－3 72－0638
マルマサ醤油（株） 城辺甲2291 72－0090
マルヤス食品（株） 城辺甲2277 72－1716
マルヤス味噌（株） 城辺甲2332 72－0158
道の駅「みしょうMIC」 御荘平城4296－1 72－1115
緑新鮮市 緑乙712 72－5988
モンマート きくち 御荘平城2974－1 72－0021
やなせ米穀店 城辺甲2627 72－0243
山口酒店 一本松3576 84－2021
山口鮮魚 緑丙234 72－6211
ヤマザキＹショップ愛南 広見3391－1 73－7855

店舗（事業所） 住　所 電話番号
飲 食 料 品 小 売 業

山本鮮魚 城辺甲174 72－4015
よしだ製菓 城辺甲2737－1 72－1580
Ｙショップ 西海店 船越701 70－3012
和勢本舗 中泊5 82－1155

機 械 器 具 小 売 業
後藤電器 福浦1200 83－0372
ドコモショップ南宇和店 御荘平城3701－1 0120－684－117
カルテットながい 御荘平城2225 72－1305

（有）南予冷熱 城辺乙1225－2 72－5257
パルテ やまぐち 御荘平城3628－2 72－3100

（有）宮下テレビサービス 御荘平城1212－1 73－0666
（有）山下電機商会 久家724 82－0131

そ の 他 の 小 売 業
あいなん薬局 一本松3382－4 73－7300
梅田表具店 御荘平城4090－2 090－5714－5482

73－0677

（有）岡田建材 御荘平城3904－1 72－0107
かどや化粧品店 御荘平城2050－1 72－0002
倉田佛壇仏具店 城辺甲2265 72－0669
小八木モータース 城辺甲2623－2 72－0857
フラワーショップサフラン 城辺甲2742 73－0878
サラダ館愛南中央店 城辺甲2218 70－1230

（株）サンキョウ 満倉2702 72－5511
タイヤショップ イノウエ 御荘平城3698－1 72－2568

（有）竹内家具センター ビッグウッド御荘店 御荘平城3743－1 73－0808
トイハウス 城辺甲286 73－1151
なんぐん薬局 城辺甲2463－2 70－1345
ニコニコ薬局古町店 城辺甲2301 73－0460
ハリカ南宇和店 蓮乗寺58－2 73－0818
宝飾・時計・メガネ 芝田 御荘平城3630－4 72－3407
ポーラ平城ショップ 御荘平城2184－3 73－0438

（有）ほりや 城辺甲2060－1 72－0018
松岡漁具 本店 城辺甲2030 72－0054
松下畳店 城辺甲300 72－0187
松本トーヨー住器（株） 御荘平城1535－3 73－0461

（株）宮川 御荘平城2062 73－0123
ガ ソ リ ン ス タ ン ド

（有）幸田石油店 城辺乙 467 72－1118
藤田石油 中浦 610－1 75－0421
松菱石油店 赤水 471－5 75－0085

（有）山本石油 御荘平城 73 72－0406
自 動 車 整 備・販 売 業

旭 自動車 増田4896 090－8971－0260
84－2194

（有）南郡モータース 御荘平城3909 72－0381
（有）御荘ダイハツ 城辺甲2378 72－1138
（有）御荘マツダモータース 城辺乙535（フジ南宇和店前） 73－1616
渡辺自動車販売 下久家741 82－1433

店舗（事業所） 住　所 電話番号
飲   食   業

愛南市場食堂 鯆越166－4 73－2556
居酒屋 えいじ 御荘平城3243 72－5670
居酒屋 ばちこい 御荘平城681 090－1172－5068
伊勢屋 城辺甲2683－2 72－5229
魚安 御荘平城115 72－0711
ウィディハウス 華山 御荘平城3926－1 72－1420
宇和海の味 なかの 御荘平城2065 73－1333
大下民宿 中泊375 82－0211
お好み焼き いけだ 御荘平城105 72－0312
お好み焼き ひらの 御荘平城3621－3 73－2169

（有）お食事処 なにわ 御荘平城3924－1（道の駅MIC前） 72－1411
お食事処 ゆうき 御荘平城3696 72－5678
海鮮寿司 にしむら 御荘平城3018 70－1855
かしわ 柏372 85－0417
お食事処 亀一 城辺甲381 72－0493
亀きち 柏1976 85－0135
珈琲館 花の木 御荘平城3630－1 73－0012
珈琲専門店 アンベール 御荘平城4296－1 2F 72－1770
珈琲の店 まつみ 増田5412 84－3611
shot bar Rain　　 城辺甲1990 090－9373－0916
水門 御荘平城5325 73－2702
炭焼き船波 柏319 85－0136
瀬戸鮨 蓮乗寺213－1 72－3728
DINING 桜坂 城辺甲282－1 72－0886
つぼみ 城辺甲4877 73－2627
鉄板 かめお 城辺甲3842 090－9071－3988
ナチュラル工房 la vita 城辺甲3831－2 72－2080
飲み食い処 こまつ 城辺甲2662 72－5303
花かるた 御荘平城3252－2 72－0644
浜寿し 城辺甲2662 72－1566
萬翠 城辺甲2710 72－0304
Bistro chefmy-y 城辺甲2220－2 73－1906
ファミリーレストラン大樹 御荘平城1286 73－0717
ホテルサンパール 御荘平城681 72－3131
丸忠寿し 城辺甲293 73－1099
焼とりじゅうじゅ 城辺甲369 72－0178
焼とりねね 御荘平城2003－1 72－2158
焼肉平城門 御荘平城3699 73－1919
焼肉まる牛 御荘平城3776 73－2118
遊厨 御荘平城3637－1 080－6380－6267
遊遊 御荘平城2181－2 090－2787－8860
爛漫亭 城辺甲1890 72－3600
炉ばた焼 六方 城辺甲1902 73－1202
ワイズ（Y′s） 中川198-1 84－3553

浴 　 場 　 業
一本松温泉あけぼの荘 増田5470 84－3260
山出憩いの里温泉 緑乙4082－1 72－6263
ゆらり内海 須ノ川286 85－1155

観   光   業
紫電改展示館 御荘平城5688 72－3213
西海観光船 船越1599 82－0280

教   習   所
南宇和自動車教習所 城辺甲531 72－0593

店舗（事業所） 住　所 電話番号
理・美 容 業

アトリエ MOCHA 蓮乗寺98－12 72－1104
icoi hair 城辺甲467 090－8652－2830
おしゃれくらぶ 髪切屋 城辺甲265－2 73－0315
カットサロン・グレート 御荘平城1562－1 72－5621
ギャル理美容 城辺甲2672 72－4576

080－6392－5933

サロンド・６３ 城辺甲236－3 72－1018
セピア美容室 御荘平城1554－1 73－2119
美容室  じゅん 城辺甲1916－5 73－0774
ビューティーサロンK 御荘平城3797－1 73－0058
みやもと美容室 御荘平城1506 72－3406
吉田理容店 城辺甲4113 73－2735
りつ美容室　矢の町店 城辺甲2048 72－0927

生 活 関 連 サ ー ビ ス
あいなん塾 御荘平城2030 2F 73－7288
愛南フィットネスジムGrowth 城辺甲3419－1 73－8070
いずみスタジオ 御荘平城3049 72－0017
癒しの空間 のどか 増田5412羽田マンション1F 090－2783－6939

（株）岩村電気水道 増田4959 84－2034
エステティック アンドゥー undo 御荘平城3630－2　宮下ハウス102号 73－1882

（有）尾崎商店 御荘平城3938 73－0888
オフィス ブルーレーベル 御荘平城3630－1 090－4336－1656
集英進学ゼミ 尾本塾 城辺甲2667 72－5575

（有）髙平屋 蓮乗寺400 72－1448
（有）滝野産業 城辺乙1265－1 72－0214
中尾スタジオ 御荘平城 2087 72－0333
PHOTO WORKS NISHIDA 城辺甲2295－3 73－2390
松下整体 城辺甲404－2 73－0157
みなみハイヤー 御荘平城3050 72－0034
リラクゼーションサロン Le pied 御荘和口2453－1 070－4155－1956

渡 船・遊 漁 船 業
えひめ渡船 中泊 82－0198
古川渡船 平碆 090－1574－1918
安延遊漁 深浦港 090－1008－5726

パ ソ コ ン・ゲ ー ム 機 器 修 理・教 室
Earth Bound 御荘平城3804－2　208号 73－8253

　　　　店舗（事業所） 住　所 電話番号
各 種 商 品 小 売 業

Ａ-ＭＡＸ 愛南店 御荘平城791-1 70-1888
フジ南宇和店 城辺乙544 73-0111
ダイソー御荘店 御荘平城3738-1 70-1260
ダイレックス 愛南店 御荘平城3995-1 72-1781

衣 料・身 の 回 り 品 小 売 業
ファッションセンターしまむら南宇和店 御荘平城812 70-1097

そ の 他 の 小 売 業
ＤＣＭダイキ 南宇和店 城辺乙352-1 73-2111
くすりのレデイ 愛南店 御荘平城3936-1 70-1250
ディスカウントドラッグコスモス愛南店 御荘平城3990-1 72-3012
ドラッグセイムス愛南御荘店 御荘平城3725-1 73-2424

この表示が
目印です！

こちらのこちらの
プレミアム商品券プレミアム商品券
（共通券）のみ（共通券）のみ
ご利用になれます。ご利用になれます。

見本

どちらの商品券もご利用いただけますどちらの商品券もご利用いただけます

当店では当店では

共通券

小型店舗
専 用 券

9月1日（水）～12月31日（金）
令和3年 令和3年

どちらのプレミアム商品券もどちらのプレミアム商品券も
ご利用になれます。ご利用になれます。

見本 見本

愛南応援プロジェクト
いろこい あいなんプレミアム商品券取扱登録店一覧 ※ 取扱登録店は使用期間内において

随時追加していきます。

商品券 1冊（15枚入り）には、2種類の券が入っています。使用区分が分かれて
いますのでご理解の上ご購入ください。

【
注
意
事
項
】

【
注
意
事
項
】

●本券は、愛南町内で「いろこいあいなんプレミアム商品券取扱ステッカー」を貼ってある店舗で使用できます。本券の有効期間は、
令和3年9月1日～令和3年12月31日です。●本券を現金と交換することはできません。●つり銭はご容赦いただいておりますので、
額面金額以上のお支払いの際にご利用ください。●本券の盗難、紛失、または毀損等については一切の責任は負いません。●商品券管
理番号がないものは無効です。●本券を折ったり、本券に書き込んだりしないでください。●利用可能店舗等につきましては取扱登録
店舗一覧をご覧ください。●本券の払い戻しはできません。●有効期限を過ぎた場合、本券は使用できません。

この表示が
目印です！


