
持ってっいくだけで 「お得」
スタンプ “ぽん！” で 「チョーお得！」
スタンプ “ぽん！ポン！” で 「めっちゃお得！」

3 ▲ 6月号
vol.5 (2021SS)
クーポン有効期限
各クーポンの記載を
ご確認ください。

TAKE
FREE￥0

えひめのクーポン付きフリーペーパー
「ぽんポンPON」by砥部楽観光局

www.tobeluck.com

お得なクーポン
ぽん! ぽん!スタンプ
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ニンジニアスタジアム

補助競技場

体育館

駐車場
料金所

トラ舎前

芝生広場

てっぺん
とりで

至松山市

県営総合運動公園

松山側ゲート

砥部側ゲート

駐車場
料金所

ジップライン

379

豚太郎

ローソン

タ
ン
ポ
ポ
亭

砥
部
川

ジョイフル趣の異なった３コース（テント・ハウス・マウンテン）全54ホールを誇る
日本最大のパターゴルフ場です。キッズコーナー完備で、小さなお子様
連れでも安心して楽しんでいただけます。【有効期限：2021年6月末】

住所 砥部町三角229-1 TEL089-962-6269
営業 10：00～19：00〈土・日・祝・長期休暇間〉9：00～20：00 定休 年中無休

駐車場 有（約35台）

日本パットゴルフ株式会社（松山コース）  R33号線沿

200円OFF！
●1日1コースのみ割引対象
●本紙1枚で3名様まで有効
●他のサービスとの併用はできません

お誕生月無料！
●身分証をご持参されていない場合は
　ご使用いただけません
●他のサービスとの併用はできません

18ホール×3コース 日本一のパターゴルフ場

入館者に限り
オリジナルとべっち
ボールペンプレゼント！

砥部焼の歴史的資料や作品の展示と
約80件の窯元の砥部焼販売。
【有効期限：2021年6月末】

砥部焼伝統産業会館

TEL 089-962-6600

×2

住所 砥部町大南335
営業 9：00～17：00
定休 月曜（祝日のとき翌日）
駐車場 有（100台）

砥部
こども園

379

坂村真民
記念館

富そば

炎の里

砥部町陶芸
創作館

「念ずれば花ひらく」
「愛媛産には愛があ
る」などの詩人・坂
村真民の自筆の詩
墨作品等を展示。

入館者に限り
オリジナル缶バッジ
プレゼント！

坂村真民記念館

TEL 089-969-3643
379

富そば

炎の里

砥部町
陶芸創作館

砥部焼伝統
産業会館

砥部こども園

住所 砥部町大南705
営業 9：00～17：00
定休 月曜（祝日のとき翌日）
駐車場 有（９台）

×2

【有効期限：2021年6月末】

お食事をされたお客様に限り

ソフトドリンク
１杯プレゼント！

あたたかみのある数寄屋造りの店舗
で、幅広い層のお客様に人気のある
うどんを中心に豊富なメニューを取
り揃えています。自社製の麺とつゆ
でお召し上がりください。
【有効期限：2021年6月末】

うどん茶屋北斗 砥部店

TEL 089-962-7717

Ｔｓ’
ガラージュ

総合運動公園

とべ
動物園
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アスカ
オート

住所 砥部町上原町280
営業 11：00～22：00
定休 1/1（元旦のみ）
駐車場 有（36台）

テイクアウト・店内飲食メニュー

全品10％OFF
インド人が作るインド料理の店。カレーは現地と
ほぼ変わらない製法で調理しています。鶏・豚・
エビの出汁と野菜を煮出した旨味を凝縮したス
パイスの深みを極めたカレーをご堪能ください。
※テイクアウトメニュー・店内飲食メニューすべて含む
※他のサービスとの併用不可【有効期限：2021年6月末】

スパイス王国 砥部本店

TEL 089-962-6660
住所 砥部町宮内1404番地1
（Sステージ内）

営業 11：30～15：00/17：30～22：00
（ラストオーダー 21：30）

定休 12/31、1/1 駐車場 有（29台）

379

砥部町
役場

ゆとり
公園

一六本舗
信用
金庫

砥部川

お会計金額 8％OFF
焼き鯖、だし巻き玉子、おにぎりをメインに無
添加・無農薬、水にまでこだわった体にやさ
しい料理。焼き鯖は、45年間天然塩をつぎ足
し熟成されたうま味たっぷりのつけ汁に漬け
込んで炭火で焼き上げる究極の一品。お持ち
帰りあります！【有効期限：2021年6月末】

炭火焼焼き鯖 築地だし巻き玉子専門店 前田食研

TEL 050-8881-0456
住所 砥部町宮内1404番地1
（Sステージ内）

営業 11：00～18：00
定休 月曜定休
駐車場 有（29台）

379

砥部町
役場

ゆとり
公園

一六本舗
信用
金庫

砥部川

入館者に限り
オリジナルとべっち
シールプレゼント！

砥部焼の陶芸(絵付け・
手びねり・ロクロ)体験
(要予約)。

砥部町陶芸創作館

TEL 089-962-6145

×2

砥部
こども園

379

坂村真民
記念館

富そば

炎の里
砥部焼伝統
産業会館住所 砥部町五本松82

営業 9：00～17：00
定休 木曜（祝日のとき翌日）
駐車場 有（20台）

【有効期限：2021年6月末】

えひめ（とべ）の“お得”が
いっぱいクーポンペーパー

駐車場共有化の
ご案内

　同じ日に、とべ動物園
（総合運動公園）とえひ

めこどもの城の両方の
駐車場をご利用された
場合、どちらかの駐車料
金が免除になります。両
施設で必ず案内所にお
立ち寄りください。
※注意：普通車に限ります。

住 所 伊予郡砥部町上原町240
T E L 089-962-6000
休園日 月曜日（祝日の場合はその翌平日）

※12/29〜1/1はお休み
W E B https://www.tobezoo.com/

●開園時間／9：00〜17：00（入園16：30まで）
●駐車料金／普通車：300円  大型車：810円
●入 園 料／一般：500円　高校生・65際以上：200円　小・中学生：100円
　　　　　　幼児・障害者手帳をお持ちの方：無料

住 所 松山市西野町乙108番地1
T E L 089-963-3300
休園日 水曜日（祝日の場合はその翌日）

※春、夏、冬休み期間中は無休
　（12/29〜1/1はお休み）

W E B http://www.i-kodomo.jp/
●開園時間／9：00〜17：00　●入園料／無料
●駐車料金／普通車：300円　大型車：810円

22つの施設でスタンプを押して、つの施設でスタンプを押して、
裏面店舗でお得に楽しもう！裏面店舗でお得に楽しもう！

クーポン使用上の注意 　※お客様による切り離しは無効です。
※ご予約、ご注文の際にクーポン利用であることをお伝えください。
※個別に記載がある場合を除き、１枚につき１人様まで有効です。
※他のサービス、クーポン等との併用はできません。
〈免責事項〉本紙広告を掲載・利用するにあたり、いかなる損害等が発生しても、砥部楽観光局は、一切の責任を負いません。

スタンプ不要！クーポンペーパーを提示するだけ♪
“スタンプなし”で受けられるサービス。

「こどもの城」か
「とべ動物園」で
スタンプを"ポン！"
で受けられるサービス

「こどもの城」と
「とべ動物園」で
スタンプを"ポン！ポン！"
で受けられるサービス

379

炎の里
ローソン

『海鮮丼』通常900円が
店内食事・   
テイクアウト共 700円

少年野球を長年指導してきた大将を慕っ
て野球関係者が足しげく通う老舗。プロ野
球オリックス・バッファローズの澤田選手も
そのひとり。もちろん器はすべて砥部焼で
「まじめな昭和のお寿司」を握ることが大将
のこだわり。【有効期限：2021年6月末】

長寿し

TEL 089-962-2446
住所 砥部町大南296
営業 11：30～23：00
定休 月曜定休
駐車場 有（５台）

砥部焼伝統
産業会館

伊予銀行

絶品！
海鮮丼

✂ 店舗切り取り線

✂ 店舗切り取り線

✂ 店舗切り取り線 ✂ 店舗切り取り線

✂ 店舗切り取り線 ✂ 店舗切り取り線

✂ 店舗切り取り線

✂ 店舗切り取り線

✂ 店舗切り取り線

✂ 店舗切り取り線



その他、特典盛りだくさん！
詳しくはホームページをチェック！

※新規に愛媛FCファンクラブカードを発行する際にデポジットとして500円（税込）をお預かりいたします。（ジュニア会
員カードは不要です）

※2020愛媛FCファンクラブ会員でない方（1年以上更新をされていない方）は、新規入会（デポジット料金あり）となります。
※小学生を2021年3月に卒業されジュニア会員よりレギュラー会員またはゴールド会員へ移行になるお客様（中学生）
は、新規でのご入会となります。

チケットが2枚付いてくる！

●ファンクラブ会員限定イベントへの参加権
●『オ～レポイント』がたまる！使える！
●前売チケットがさらに安い価格で購入できる
●オフィシャルイヤーブックをプレゼント
●愛媛FCグッズが10％OFF
●愛媛FCアウェイバスツアー特別割引

レギュラー会員（中学生以上対象）  ………………  3,000円
ジュニア会員（小学生以下対象（新規・継続）） ……  1,000円

ボウリング
１ゲーム無料!

•お1人さま1日1ゲームのみ有効
•クーポン1枚で6名様まで有効
　（ご予約時は除く）
•団体利用時は使用できません。
•その他、割引券との併用不可
【有効期限：2021年6月末】

イヨテツボウリングセンター

TEL 089-975-1561
住所 松山市福音寺町230
営業 10：00～22：00
定休 年中無休
駐車場 有（100台 ）

福音
小学校

福音寺駅

パチンコ天国

DCM
ダイキ

ハシモトゴム

TEL 089-962-6269（10:00～18:00 ）

パートアルバイト募集!

簡単な受付＆場内清掃等

日本パットゴルフ株式会社（松山コース）  
砥部町三角229-1

シフトは毎月、スタッフみんなで
相談しながら決めていきます！

年齢75歳まで
お年寄り大歓迎！

土日祝他、休校日
に出勤できる方大歓迎!

無料駐車場
完備

800円
～

時給

Mail（24h）：
info@puttgolf.jp

9時～20時（1日4～6時間）×週2～3日時間

とべ動物園 アフリカゾウ舎内（旧インドゾウ舎内）

陽性者と接触した可能性が分かることで、 検査の受診

など保健所のサポートを早く受けることができます。
左記QRコードより、アプリをダウンロードしてください。

LINE を活用した接触確認システムです。

お友達登録をお願いします。
LINEの友達追加ボタンをタップし、左記QRコードを読み取ってください。

小学 4 年生以上、体重 25kg 以上、総重量110kg 未満、ハーネスがフィットする身長の目安120cm 以上
高校生以下は、保護者同伴の必要はありませんが、保護者の同意が必要
小学生は、保護者が「えひめこどもの城」「とべ動物園」「愛媛県総合運動公園」内のいずれかに滞在していること
※天候、風量により体重等の参加条件が変更する場合があります。
ご利用にはホームページでの予約が必要です。

四国最大級の

ジップライン

※往復料金です。※とべ動物園スタートの場合、入園時に入園料が別途必要です。
※満65歳以上の場合は年齢を証明できるものをご提示ください。

2,500円

とべ動物園
スタート

1,200円

1,200円

大　人 18歳以上65歳未満
高校生を除く
高校生
満65歳以上
小4年以上
中学生以下

3,000円

1,400円

1,300円

えひめこどもの城
スタート

子ども

セール品も利用可
全品10％割引

スポーツ用品なら、スーパースポー
ツゼビオにお任せください。シュー
ズ、野球、サッカー等のスポーツ用
品、フィットネスで役立つウェアな
ど人気の最新アイテムが満載！
【有効期限：2021年6月末】

ゼビオ エミフルMASAKI店

住所 松前町筒井850
営業 9：00～21：00
定休 年中無休
駐車場 有（約5000台）

TEL089-961-6630 ダイキ
エディオン

ニトリ
GU

FITTA

松前公園

2F

エミモール

【持ち帰り限定】夕方4時以降、
骨なしからあげ
2個プラス

カリッジュJR松山駅前店

TEL 050-5263-5774
TEL 089-987-6070
住所 宮田町108-9 梶田ビル 1F
営業 11：00～20：00
定休 第3日曜日 駐車場 あり

郵便局

BOOKOFF愛媛トヨタ

キスケ

一六本舗

至松山駅

衣はカリッと香ばしく中はジューシー!からあげグランプリで７
年連続金賞を受賞したカリッジュのからあげは、秘伝の醤油を
ベースにしたあっさり味で、冷めてもカリッと感をキープできる
のも魅力。ぜひ、その美味しさをご堪能ください！※ご注文時に
お渡しください。※お1人様1枚有効※下記掲載店舗のみ有効
※他のサービスとの併用不可【有効期限：2021年6月末】

からあげグランプリ7年連続金賞受賞！

4ゲーム￥1,000（税込）
⇒5ゲーム￥1,000（税込）

1ゲームサービス！
バーチャルバッティング、サッカー、バス
ケット等、一人でも、友達同士でも家族で
も楽しめるゲームやスポーツがいっぱ
い！気分転換に！リフレッシュに！存分に
楽しんでください！365日毎日深夜3時ま
で営業中！【有効期限：2021年6月末】

ホームランドーム松山店

TEL 089-905-8555
56

南環状線

石手川

エフマルシェ

マルナカ
は
な
み
ず
き
通
り

住所 松山市和泉南3-5-37
営業 平日 10：00～翌3：00

土・日・祝  9：00～翌3：00
定休 年中無休
駐車場 有

愛媛県松山市東長戸 1-3-10
TEL 089-911-5511

3時間 790円 90分 700円

未就学児といっしょ割
毎日18時までの入場に限り、未就学児のお子様と一緒なら

さらに２歳未満のお子さまは無料！

お子様1名につき
保護者（大人）2名様まで お子様と同額！！

※年末年始は特別営業時間及び特別料金となります。詳しくはHP又は店舗へご確認ください。

セール品も利用可
全品10％割引

スポーツ用品なら、スーパースポー
ツゼビオにお任せください。シュー
ズ、野球、サッカー等のスポーツ用
品、フィットネスで役立つウェアな
ど人気の最新アイテムが満載！
【有効期限：2021年6月末】

ゼビオ 松山問屋町店

住所 松山市 問屋町5-22
営業 10：00～21：00
定休 年中無休
駐車場 有（500台）

TEL089-917-7601

問屋町
バルズ

196
ラウンドワン

ヤマダ電機

【持ち帰り限定】夕方4時以降、
骨なしからあげ
2個プラス

衣はカリッと香ばしく中はジューシー!からあげグランプリで７
年連続金賞を受賞したカリッジュのからあげは、秘伝の醤油を
ベースにしたあっさり味で、冷めてもカリッと感をキープできる
のも魅力。ぜひ、その美味しさをご堪能ください！※ご注文時に
お渡しください。※お1人様1枚有効※下記掲載店舗のみ有効
※他のサービスとの併用不可【有効期限：2021年6月末】

からあげカリッジュ 千舟町店

TEL 050-5488-5527
TEL 089-909-5255
住所 湊町4-12-1 湊ビル1F
営業 11：00～21：00
定休 不定休 駐車場 なし

千舟町通り

銀天街

グランディア千舟

B-FLAT

乃が美
アイクラフト
松山

からあげグランプリ7年連続金賞受賞！
※本紙１枚につき１会計１回限り有効
※他の携帯クーポン・紙クーポン等との
併用OK！
★対応していない店舗もありますので、
　対応店舗をご確認の上、ご使用ください。
【有効期限：2021年6月末】

マクドナルド商品お買い上げで

ポテトS無料
マクドナルド

営業 24h
33号松山インター店 松山市北井門2-18-20
T E L 089-956-3053

営業 6：00～24：00
11号松山店 松山市久米窪田町873-1
T E L 089-975-1877

営業 24h
松山枝松店 松山市枝松5-136-6
T E L 089-943-2105

営業 9：00～21：00
フジグラン重信店 松山市東温市野田3-1-13
T E L 089-964-3920

営業 10：00～20：00
見奈良レスパスシティ店 東温市見奈良1125
TE L 089-990-7224

対応店舗

入会事務手数料
通常3,３00円が 無料

24時間いつでもトレーニング可能。1店舗登録で全店舗利用可能。東石井店
は野球、卓球、テニス、ゴルフの実戦練習も可能。※バイオサーキット、
ビューティーは別途登録料が必要となります。【有効期限：2021年6月末】

P・SPO 24

住所 東石井2丁目22-30
営業 24時間
定休 年中無休
駐車場 有

33

天山病院
伊丹十三
記念館

東山
古墳公園

一六本舗
十六番館

メガピースポだけじゃなく…
会員なら全店利用可能！
有人店鋪
DINO P・SPO24土居田店
P・SPO24空港通り店
P・SPO24松山中央通り店
P・SPO24湯渡店
P・SPO24新居浜松原店
バイオサーキットP・SPO24
大街道店
セルフエステ BEAUTY銀天街店
Natural BEAUTY 東温店

無人店鋪
mini 南斎院店
mini 小坂店
mini 砥部店＋ゴルフ
mini 三津店＋ゴルフ
mini 東予店＋ゴルフ
mini 朔日市店＋ゴルフ

スマホで便利！砥部楽観光局サイトの「クーポン」も使用できます➡︎
えひめのクーポン付きフリーペーパー「ぽんポンPON」by 砥部楽観光局 www.tobeluck.com

※新型コロナウィルス感染症の拡大の状況により、　営業日時他、掲載内容が変更になる場合があります。

後援 砥部町観光協会・砥部町社会福祉協議会・砥部みらい会議・愛媛新聞社・
南海放送・テレビ愛媛・あいテレビ・愛媛朝日テレビ・FM愛媛・えひめリビ
ング新聞社・愛媛CATV他

協賛 日本パットゴルフ㈱・一般社団法人安全運転推進 ACT

協力 愛媛県立とべ動物園・えひめこどもの城・砥部町商工会・愛媛県総合科学博物館・
愛媛県歴史文化博物館・愛媛県観光物産協会・砥部町陶芸創作館・砥部焼伝統
産業会館・坂村真民記念館・愛媛信用金庫とべ中央支店・愛媛信用金庫砥部支
店・愛媛銀行砥部支店・愛媛県私立幼稚園協会・中予幼稚園連盟・認定こども園
北条幼稚園・あい幼稚園・木の実幼稚園・学校法人昭英学園（育英第二幼稚園・
育英湯山幼稚園・育英幼稚園）・学校法人勝愛学園幼保連携型認定こども園他

お問い合わせ先
◆えひめこどもの城に関すること……え ひ め こど も の 城 TEL 089-963-3300
◆愛媛県立とべ動物園に関すること…愛媛県立とべ動物園 TEL 089-962-6000
◆愛媛県総合運動公園に関すること…愛媛県総合運動公園 TEL 089-963-3211
◆とべもりに関すること… 愛媛県保健福祉部生きがい推進局子育て支援課 TEL 089-912-2413
 愛媛県土木部道路都市局都市整備課 TEL 089-912-2749
◆ズージアムに関すること……………… 株式会社プライサー TEL089-993-5913 
◆クーポン「ぽんポンPON」に関すること…砥部楽観光局 TEL 0893-24-7855

設置 愛媛県内のスーパー・ドラッグストア等小売店、飲食店他に約400か所

配布 中予地域（松山市・東温市・伊予市・砥部町・松前町）の保育園・幼稚園・
こども園等、子育て世帯約6,000家庭等に合計20,000部

✂ 店舗切り取り線

✂ 店舗切り取り線

✂ 店舗切り取り線

✂ 店舗切り取り線

✂ 店舗切り取り線

✂ 店舗切り取り線

✂ 店舗切り取り線

✂ 店舗切り取り線

✂ 店舗切り取り線

✂ 店舗切り取り線


