
持っていくだけで 「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！」

6 ▲ 9月号
vol.6 (2021SF)
クーポンの有効期限は、
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

33

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

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：820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（夏休み期間9:00〜18:00）
●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！

クーポンの最新の設置場所は、WEBサイトでご確認ください。➡︎
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

※新型コロナ等の状況によっては、営業時間等の記載内容が変更になる場合があります。

※アプリ使用時の通信量は、お客様のご負担となります　※対象OS ／ iOS10.0以上、Android6.0以上

とべもり（えひめこどもの城・とべ動物園・ 
愛媛県総合運動公園の3施設 ）の情報がまとめてわかる！

イベント情報・お知らせ ジップラインの予約状況

とべ動物園 アフリカゾウ舎内（旧インドゾウ舎内）

2021年8月31日火まで

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。※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

2,500円

とべ
動物園

1,200円
1,200円

大　人 18～64歳
（高校生を除く）
高校生・満65歳～

小4年～中学生

3,000円
1,400円
1,300円

えひめ
こどもの城

子ども

スタート

その他、チケット・イベント情報の詳細は
愛媛 FC公式ホームページをチェック！

愛媛FCホームゲームが行われるニンジニアスタジアムは
コロナウイルス対策万全で安心・安全なスタジアムです。

おいし
い

グルメ
も!

※9月のキックオフ時刻は 8月中旬発表予定
※「新型コロナウイルス感染拡大状況により日程が変更となる
　場合がございます。最新情報はホームページをご確認ください。

７～９月のホームゲーム
７・８月は19:00キックオフ

21節 7/ 4 日 ブラウブリッツ秋田
23節 7/18日 東京ヴェルディ
25節 8/15日 ギラヴァンツ北九州
27節 8/29日 栃木SC
29節 9/12日 大宮アルディージャ
31節 9/25土 モンテディオ山形

お
問
い
合
わ
せ
先

東温市教育委員会・伊予市教育委員会・松前町教育委員会・砥部町

日本パットゴルフ㈱・一般社団法人安全運転推進ＡＣＴ
一般社団法人Ｘロープバトル普及振興会
◆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
◆とべもりナビに 関すること
　株式会社プライサー：TEL  089-993-5913
◆フリーペーパー「ぽんポン PON」に 関すること
　砥部楽観光局：TEL  0893-24-7855

後

　援

協
賛

協
力
（
配
布
設
置
等
）

※設置：約 400 か所に約 10,000部
※配布：約 8,500 家庭他に約 10,000部 合計 20,000部

観光協会・砥部町社会福祉協議会・砥部町文化会館・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

愛媛県立とべ動物園・えひめこどもの城・愛媛県総合科学博物館
愛媛県歴史文化博物館・えひめ愛顔の観光物産館・砥部町（商工観
光課・砥部町陶芸創作館・砥部焼伝統産業会館）・砥部町文化会館
砥部町商工会・愛媛銀行砥部支店・一般財団法人愛媛県私立幼稚園
協会・中予私立幼稚園連盟・木の実幼稚園・認定こども園北条幼稚園
あい幼稚園・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・中予地域（松山市  東温市  伊予
市  松前町  砥部町）の保育所（保育園）・幼稚園・こども園・松前町立
松前小学校・伊予市立南山崎小学校・東温市立重信中学校他小中学校
スーパー（フジ・エフマルシェ・マルヨシセンター・スーパー日東
コープえひめ・フレッシュバリュー他）・ドラッグストア・書店他

★順次拡大中！



テイクアウト・店内飲食メニュー

全品10％OFF
現地と変わらぬ製法でインド人が作る
カレーは、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が
特徴。※他のサービスとの併用不可
【有効期限：2021年9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）

Google MAP

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9月末】

ホームランドーム松山店

TEL 089-905-8555 Google MAP
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

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！

砥部焼伝統産業会館
×2

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9月末】

TEL 089-962-6600 Google MAP

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）

セール品も利用可
全品10％割引

野球、サッカー、フィットネス等のス
ポーツ用品・ウエア・シューズなどの
最新アイテムもセール品もオール
10％OFF！ 【有効期限：2021年9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）

TEL 089-961-6630 Google MAP

入館者に限り
オリジナルとべっち
シールプレゼント！

砥部町陶芸創作館
×2

砥部焼の陶芸（絵付け・手
びねり・ロクロ）体験（要
予約）。
【有効期限：2021年9月末】

TEL 089-962-6145 Google MAP

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）

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！！
お一人様

『特選カルビ日替わりセット』通常1,540円
半額 770円
テイクアウトは800円（容器込み）

蔵グルメ あこう

20種類以上からメインを選ぶ「3段重」
をはじめ、様々なメニューを蔵づくりの
店内でゆったりと楽しめるレストラン。
安くてボリュームたっぷりのお弁当も
販売中！【有効期限：2021年9月末】

TEL 089-905-1560
住所 砥部町麻生275-1
営業 9：00～21：30
（ラストオーダー 21：00）

定休 年中無休
駐車場 有

Google MAP

セール品も利用可
全品10％割引

野球、サッカー、フィットネス等のス
ポーツ用品・ウエア・シューズなどの
最新アイテムもセール品もオール
10％OFF！ 【有効期限：2021年9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）

TEL 089-917-7601
大型スポーツ専門店

Google MAP

『海鮮丼』通常900円が
店内食事・   
テイクアウト共 700円

のちのプロ野球選手も指導した大将
が握る “老舗のお寿司屋さん”。ボ
リューム満点の「絶品！海鮮丼」が店内
食・テイクアウト共200円OFF！
【有効期限：2021年9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）

絶品！
海鮮丼

Google MAP

ボウリング
１ゲーム無料!

※お1人様1日1ゲームのみ有効
※本紙１枚で６名様まで有効
　（ご予約時は除く）
※団体利用時は使用不可
※その他の割引券との併用不可
【有効期限：2021年9月末】

イヨテツボウリングセンター

TEL 089-975-1561 Google MAP

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）

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12月24日】

住所 砥部町三角229-1  TEL 089-962-6269
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コースのみ有効
※本紙１枚で３名様まで有効
※他のサービスとの併用不可

お誕生月無料！
※身分証ご持参の場合のみ有効
※他のサービスとの併用不可

18ホール×3コース 日本一のパターゴルフ場

Google MAP

マクドナルド商品お買い上げで

ポテトS無料
※他のクーポンとの併用OK!
※本紙１枚につき１会計１回限り有効
※右記店舗のみ有効
【有効期限：2021年9月末】

マクドナルド

対
応
店
舗

33号松山インター店
11号松山店
松山枝松店
フジグラン重信店
見奈良レスパスシティ店

お会計金額 8％OFF
炭火焼焼き鯖 築地だし巻き玉子専門店 前田食研

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9月末】

Google MAPTEL 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）

ソフトクリーム又は
替え玉1つ無料！
丸源ラーメン

※ラーメン又はセットメニューをご注文の方お1人様1品、4名様まで有効
※他のサービスとの併用不可 ※何回でも使用可 【有効期限：2021年9月末】

TEL 089-948-8686
住所 松山市越智3丁目10-18
営業 11:00～25:00
（ラストオーダー 24：30）

定休 年中無休
駐車場 有（35台）

Google MAP

丸源ラーメン 松山中央通り店丸源ラーメン 松山インター店
TEL 089-911-1556
住所 松山市中央1丁目17-52
営業 11:00～25:00
（ラストオーダー 24:30）

定休 年中無休
駐車場 有（35台）

Google MAP

ソフトクリーム
替玉

プレゼント

又は

何回でも使用可！

【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

※ご注文時にお渡しください。
※お１人様１枚有効
※右記店舗のみ有効
※他のサービスとの併用不可
【有効期限：2021年9月末】

からあげグランプリ7年連続金賞受賞！ 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

えひめの“お得”がいっぱいクーポンペーパー

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

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9月末】

うどん茶屋北斗 砥部店

TEL 089-962-7717
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）

Google MAP

WEBサイトのクーポンを印刷・持参しても使用できます。
（スマホ・タブレット等での表示では使用できません。）

6 9

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
×2

「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。【有効期限：2021年9月末】

TEL 089-969-3643 Google MAP

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）

✂ 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

✂ 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

持っていくだけで 「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！」


