
プレゼントは週ごとでかわるよ！
コンプリート出来るかな。

スタンプ
ラリー用紙
1枚
100円

とべ動物園入口ゲート、管理事務所、園内売店で販売中！

園内でスタンプラリーを楽しみ

プレゼントをゲットしよう！

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

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
※2022年4月より、休園日が月曜日に変更となり
　ます。

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

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

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。

後援
東温市教育委員会・伊予市教育委員会・松前町教育委員会・砥部町観光協会・砥部町文化会館・
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 日本パットゴルフ株式会社・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

協力
（設置）

愛媛県立とべ動物園・えひめこどもの城・愛媛県総合運動公園・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・総務課他）・砥部町陶芸創作
館・砥部焼伝統産業会館・坂村真民記念館・砥部町文化会館・砥部町商工会・愛媛銀行砥部支
店・フジ・エフマルシェ・木村チェーン・フレッシュバリュー他県内のスーパー・飲食店等

協力
（配布）

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・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・中予地域（松山市・東温市・伊予
市・松前町・砥部町）の子育て支援・保育幼稚園課（保育所・幼稚園・認定こども園）・松前小学校・
南山崎小学校・重信中学校等 県内の小学校・中学校他

自治体・教育委員会・マスコミ他、皆様のご支援・ご協力により
活動させていただいています。

お問い
合わせ先

◆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
◆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

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。

※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　★順次拡大中！

2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！

3 ▲ 6月号
vol.9 (2022WS)
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。

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！」

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



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

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。）

クーポン
使用上の注意

※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。

全
品5％OFF!MAP

TEL 089-934-0160
住所 松山市天山1-13-5 イオンスタイル松山1F

営業

定休 イオンスタイル松山店に準ずる 有効期限 2022年6月末
駐車場 共用駐車場

つくの屋・リゾートキッチン
イオンスタイル松山店

10：00～21：00（L.O. 20：30）

有効期限 2022年6月末

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
※下記店舗のみ有効

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

対
応
店
舗

マクドナルド商品お買い上げで ラーメンご注文の方
焼餃子1皿無料!!
※記載店舗でラーメンご注文の方のみ利用可 ※お1人様1枚有効（お会計時にお渡しください） 
※毎月22日利用不可 ※他のサービスとの併用不可 ※店内飲食時のみ利用可（配達利用不可）

住所 松山市谷町186-5

定休 不定休

駐車場 有
松山谷町店 TEL089-979-6655

住所 東温市牛渕1034-1 駐車場 有（15台）

有効期限 2022年6月末
営業 昼の部：11：00～15：00（ラストオーダー14：30）／夜の部：17：00～22：00（ラストオーダー21：30）

重信店 TEL089-990-7400

※スープがなくなり次第営業時間前に終了する場合があります。

大浴場大人入浴料
（通常500円）

100円引き
TEL 089-970-1126 住所 松山市南久米町325-1
営業 11：00～9：00（22時間オールナイト営業） 定休 年中無休

有効期限 2022年6月末駐車場 有（100台）

MAP

TEL 089-943-6288
住所 松山市朝生田町5丁目1－25 ジョー･プラ 1F フードコート内

営業 10：30～20：00

定休 ジョー・プラに準ずる 有効期限 2022年6月末駐車場 共用駐車場

びふてき重
100円OFF 750円
100円OFF1,300円

シングル
850円
ダブル
１,４０0円 MAPMAP

TEL 089-943-6288
住所 松山市朝生田町5丁目1－25 ジョー･プラ 1F フードコート内

営業 10：30～19：00

定休 ジョー・プラに準ずる 有効期限 2022年6月末駐車場 共用駐車場

鍋焼きうどん（塩にぎり大1個）
（通常580円）500円80円OFF

松山久万ノ台店

TEL 089-922-7533 住所 松山市久万ノ台227-3
営業 11：00～15：30（L.O.15：00）／17：30～22：00（L.O.21：30）

有効期限 2022年6月末駐車場 有

全
品5％OFF!

MAP

MAP

TEL 089-943-6288
住所 松山市朝生田町5丁目1－25 ジョー･プラ 1F フードコート内

営業 10：30～19：45

定休 ジョー・プラに準ずる 有効期限 2022年6月末駐車場 共用駐車場

ちゃんぽんハンチャンセット
（通常700円）600円100円OFFち

ゃ
ん
ぽ
ん

皿
う
ど
ん

麺大盛
無料!
1玉/1.5玉/2玉

MAP

¥1,000でメダル５枚
TEL 089-905-8555 住所 松山市和泉南3-5-37
営業 平日 10：00～24：00／土・日・祝  9：00～24：00
定休 年中無休 有効期限 2022年6月末駐車場 有

土日祝日いつでも

※サービスカウンターでお渡しください。※メダルの共有OK!
※１グループ１枚有効。※他券・他サービス併用不可。
※松山店のみ利用可。※会員でなくてもご利用できます。

元プロ野球選手もやってくるホームラ
ンドーム松山店。この夏新エリア「忍
ゾーン」登場！！毎日24時まで営業中！

ホームランドーム松山店

バッティングだけじゃなく、いろんなスポーツを楽しめるよ！

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

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

有効期限 2022年6月末駐車場 有（100台）

イヨテツボウリングセンター

最新アイテムもセール品も
全
品10%OFF!

住所 松山市問屋町5-22
営業 10：00～20：00

定休 年中無休 駐車場 有（500台）
松山問屋町店　TEL089-917-7601

住所 松前町筒井850
営業 10：00～21：00

定休 年中無休 駐車場 有（約5000台）
エミフルMASAKI店　TEL089-961-6630

有効期限 2022年6月末 有効期限 2022年6月末

大型スポーツ専門店MAP

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 有効期限 2022年6月末駐車場 有（35台）

丸源ラーメン 松山インター店

ラーメン
各種 ¥100引き
※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、同一会計で4名様
まで有効 ※他の割引、サービスとの併用不可 ※記載店のみで有
効 ※テイクアウト商品は対象外 ※有効期限内は何回でも使用可

TEL 089-962-6600 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）有効期限 2022年6月末 駐車場 有（100台）砥部焼伝統産業会館

TEL 089-962-6145 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）有効期限 2022年6月末 駐車場 有（20台）砥部町陶芸創作館

TEL 089-969-3643 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）有効期限 2022年6月末 駐車場 有（9台）坂村真民記念館

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！

入館者に限りオリジナルとべっち
シールプレゼント！

入館者に限りオリジナル
缶バッジプレゼント！

×2

×2

×2

200円OFF! お誕生月無料!
※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

※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

有効期限
2022年
6月末

有効期限
2022年
6月末

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。

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） 

MAP
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