
市町名 店　　舗　　名 住所 隣接道路 電話番号 急速充電の充電料金 利用可能時間 定休日

愛媛日産自動車（株）　川之江店
四国中央市川之江町
464-2

国道１１号井地交差点北
進

0896-58-4458
会員：無料

非会員：30分540円
09:30～19:30 水曜日

高知自動車道　馬立ＰＡ
四国中央市新宮町馬立
２

高知自動車道 0120-610-377 無料 24時間 無休

香川日産自動車（株）　四国中央店
四国中央市川之江町塚
田244

国道１１号 0896-58-5523
会員：無料

非会員：30分540円
09:30～19:30 水曜日

ファミリーマート土居インター店
四国中央市豊岡町長田
1664

国道１１号 0896-25-9020
日本充電サービスの定

める価格による
24時間 無休

愛媛日産自動車（株）　新居浜萩生店 新居浜市萩生1189-6 国道１１号 0897-43-6111
会員：無料

非会員：30分540円
9：30～19：30 水曜日

西日本三菱自動車販売（株）　新居浜
店

新居浜市中須賀町1-3-
61

県道１３６号 0897-37-3951
会員無料

非会員30分500円
10：00～18：30 水曜日

ダイキone新居浜店 新居浜市瀬戸町甲4101
国道11号長田交差点を
北

0897-40-1760
日本充電サービスの定

める価格による
8：00～20：00 1月1日

ファミリーマート西条加茂川店 西条市中野甲465-1
国道11号加茂川橋交差
点

0897-52-0850
日本充電サービスの定

める価格による
24時間 無休

ダイキ周桑店 西条市周布750-1 県道４８号 0898-68-3100
日本充電サービスの定

める価格による
7：00～20：00 1月1日

西日本三菱自動車販売（株）　今治店 今治市町谷甲179-1 国道１９６号 0898-48-8801
会員無料

非会員30分500円
10：00～18：30 水曜日

愛媛日産自動車（株）　今治唐子浜店 今治市東村南1-6-14
県道38号
（旧１９６号）

0898-48-5005
会員：無料

非会員：30分540円
9：30～19：30 水曜日

今治アーバンホテル 今治市北宝来町1-5-28
県道157号
（ＪＲ今治駅前）

0898-22-5311
宿泊者：無料
一般：500円

10：00～17：00 無休

愛媛日産自動車（株）　今治別宮店 今治市別宮町7-2-56 国道３１７号 0898-23-3630
会員：無料

非会員：30分540円
9：30～19：30 水曜日

ファミリーマート今治高橋店 今治市高橋甲420 国道３１７号 0898-34-6577
日本充電サービスの定

める価格による
24時間 無休

鈍川温泉ホテル 今治市玉川町鈍川甲276 県道１５４号 0898-55-2280
日本充電サービスの定

める価格による
24時間 無休

民宿　名駒 今治市吉海町名駒154-1 県道４９号 0120-417-284
日本充電サービスの定

める価格による
24時間 無休

さいさいきて屋 今治市中寺279-1 国道１９６号 0898-33-3131
日本充電サービスの定

める価格による
9：00～20：00

1月1日～3
日

愛媛日産自動車（株）　衣山店 松山市衣山1-1-27 国道196号 089-922-1423
会員：無料

非会員：30分540円
9：30～19：30 水曜日

愛媛日産自動車（株）　松山インター店 松山市井門町15-3 国道３３号 089-956-1123
会員：無料

非会員：30分540円
9：30～19：30 水曜日

愛媛日産自動車（株）　宮西店 松山市宮西2-8-27 県道１９号 089-925-0321
会員：無料

非会員：30分540円
9：30～19：30 水曜日

愛媛日産自動車(株)　久米店 松山市南久米町796 国道１１号 089-976-4123
会員：無料

非会員：30分540円
9：30～19：30 水曜日

愛媛日産自動車(株)　天山店 松山市天山1-15-5 国道３３号 089-941-2748
会員：無料

非会員：30分540円
9：30～19：30 水曜日

日産ﾌﾟﾘﾝｽ愛媛販売（株）　松山支店 松山市福音寺町261
県道３３４号
（旧１１号）

089-975-0211
会員：無料

非会員：30分540円
9：00～18：00 水曜日

㈱日産カーレンタルソリューション
日産レンタカー　松山空港店

松山市北吉田町114-1 県道２２号 089-974-2341 無料 8：00～20：00 無休

西日本三菱自動車販売（株）　松山きし
店

松山市来住町798-3 国道１１号 089-970-3010
会員無料

非会員30分500円
10：00～18：30 水曜日

西日本三菱自動車販売（株）　松山宮
西店

松山市宮西2-3-35 県道１９号 089-925-2121
会員無料

非会員30分500円
10：00～18：30 水曜日

サークルＫ　松山インター店 松山市北土居4-18-25 国道３３号 089-957-6262 無料 24時間 無休

ダイキ㈱ゆめ・みらい住まいの創造か
ん

松山市美沢1－9－1
ダイキ㈱本社

国道196号・県道１９号付
近

089-909-6156

30分 500円、隣接のダイ
キＥＸ美沢で500円以上購
入した方及びダイキカード

会員は無料

9:00～18:00
（最終受付17:30）

1月1～3日

ダイキ平田店 松山市平田町1437 県道３４７号 089-994-6300
日本充電サービスの定

める価格による
9：00～20：00 1月1日

宮地電機（株）　松山支店 松山市宮西1-9-34 県道１９号 089-925-1281 無料 8：30～17：30
日曜、祝祭

日

三日月とカフェ 松山市南江戸4-1249-2 県道１８号 089-917-8800
日本充電サービスの定

める価格による
8：30～24：00 年始

月心アルタ 松山市和泉北3-22-14
国道５６号
和泉交差点

089-921-0088
日本充電サービスの定

める価格による
24時間 無休

松山市喜与町駐車場（松山城駐車場） 松山市喜与町1-6-12 松山城ロープウェイ付近 089-921-4873
駐車場（有料）利用者

は
無料

8：00～18：00
松山城ロープウェイの

営業時間に準ずる
無休

子規記念博物館地下駐車場 松山市道後公園1-30 県道１８７号 089-931-5566
駐車場（有料）利用者

は
無料

（5月1日～10月31日）
9：00～18：00

（11月1日～4月30日）
9：00～17：00

月曜日
（祝日の場合

は翌日）
12月29日～
12月31日

26年度は無
休

サニーマート松山久米店 松山市北久米町698-1 国道１１号 089-970-6566
日本充電サービスの定

める価格による
9：00～22：00 無休

サニーマート束本店 松山市束本1-8 国道３１７号 089-932-3248
日本充電サービスの定

める価格による
9：00～22：00 無休

サニーマート森松店 松山市森松町276-4 国道３３号・県道１９３号 089-969-0078
日本充電サービスの定

める価格による
9：00～22：00 無休
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https://www.google.co.jp/maps/place/%E6%84%9B%E5%AA%9B%E6%97%A5%E7%94%A3%E8%87%AA%E5%8B%95%E8%BB%8A%EF%BC%88%E6%A0%AA%EF%BC%89%E5%B7%9D%E4%B9%8B%E6%B1%9F%E5%BA%97/@34.0038457,133.5647443,17z/data=!3m1!4b1!4m2!3m1!1s0x3551914dccd67257:0xcf64ad39547b4fbc
https://www.google.co.jp/maps/place/%E6%84%9B%E5%AA%9B%E6%97%A5%E7%94%A3%E8%87%AA%E5%8B%95%E8%BB%8A%EF%BC%88%E6%A0%AA%EF%BC%89%E5%B7%9D%E4%B9%8B%E6%B1%9F%E5%BA%97/@34.0038457,133.5647443,17z/data=!3m1!4b1!4m2!3m1!1s0x3551914dccd67257:0xcf64ad39547b4fbc
https://www.google.co.jp/maps/place/%E9%A6%AC%E7%AB%8B%E3%83%91%E3%83%BC%E3%82%AD%E3%83%B3%E3%82%B0%E3%82%A8%E3%83%AA%E3%82%A2%E4%B8%8A%E3%82%8A/@33.911266,133.630218,17z/data=!3m1!4b1!4m2!3m1!1s0x355192985651ce1d:0xf31e810db8864542
https://www.google.co.jp/maps/place/%E9%A6%AC%E7%AB%8B%E3%83%91%E3%83%BC%E3%82%AD%E3%83%B3%E3%82%B0%E3%82%A8%E3%83%AA%E3%82%A2%E4%B8%8A%E3%82%8A/@33.911266,133.630218,17z/data=!3m1!4b1!4m2!3m1!1s0x355192985651ce1d:0xf31e810db8864542
https://maps.google.co.jp/maps?q=%E9%A6%99%E5%B7%9D%E6%97%A5%E7%94%A3%E8%87%AA%E5%8B%95%E8%BB%8A%EF%BC%88%E6%A0%AA%EF%BC%89+%E5%9B%9B%E5%9B%BD%E4%B8%AD%E5%A4%AE%E5%BA%97&ie=UTF8&fb=1&gl=jp&cid=15763460215302809939&t=m&brcurrent=3,0x3551913ca4fa827b:0xd46b
https://maps.google.co.jp/maps?q=%E9%A6%99%E5%B7%9D%E6%97%A5%E7%94%A3%E8%87%AA%E5%8B%95%E8%BB%8A%EF%BC%88%E6%A0%AA%EF%BC%89+%E5%9B%9B%E5%9B%BD%E4%B8%AD%E5%A4%AE%E5%BA%97&ie=UTF8&fb=1&gl=jp&cid=15763460215302809939&t=m&brcurrent=3,0x3551913ca4fa827b:0xd46b
https://maps.google.co.jp/maps?q=%E3%83%95%E3%82%A1%E3%83%9F%E3%83%AA%E3%83%BC%E3%83%9E%E3%83%BC%E3%83%88%E5%9C%9F%E5%B1%85%E3%82%A4%E3%83%B3%E3%82%BF%E3%83%BC&hl=ja&ie=UTF8&sll=34.001923,133.566628&sspn=0.009481,0.013282&gl=jp&brcurrent=3,0x3551bffa0e6cb
https://maps.google.co.jp/maps?q=%E3%83%95%E3%82%A1%E3%83%9F%E3%83%AA%E3%83%BC%E3%83%9E%E3%83%BC%E3%83%88%E5%9C%9F%E5%B1%85%E3%82%A4%E3%83%B3%E3%82%BF%E3%83%BC&hl=ja&ie=UTF8&sll=34.001923,133.566628&sspn=0.009481,0.013282&gl=jp&brcurrent=3,0x3551bffa0e6cb
https://www.google.co.jp/maps/place/%E6%84%9B%E5%AA%9B%E6%97%A5%E7%94%A3%E8%87%AA%E5%8B%95%E8%BB%8A%EF%BC%88%E6%A0%AA%EF%BC%89+%E3%82%A2%E3%83%9F%E3%83%83%E3%82%AF%E3%82%B9%E6%96%B0%E5%B1%85%E6%B5%9C%E8%90%A9%E7%94%9F%E5%BA%97/@33.927522,133.265624,17z/da
https://www.google.co.jp/maps/place/%E8%A5%BF%E6%97%A5%E6%9C%AC%E4%B8%89%E8%8F%B1%E8%87%AA%E5%8B%95%E8%BB%8A%E8%B2%A9%E5%A3%B2%EF%BC%88%E6%A0%AA%EF%BC%89+%E6%96%B0%E5%B1%85%E6%B5%9C%E5%BA%97/@33.966569,133.27137,16z/data=!4m2!3m1!1s0x3551cec71f6639ab:0x25
https://www.google.co.jp/maps/place/%E8%A5%BF%E6%97%A5%E6%9C%AC%E4%B8%89%E8%8F%B1%E8%87%AA%E5%8B%95%E8%BB%8A%E8%B2%A9%E5%A3%B2%EF%BC%88%E6%A0%AA%EF%BC%89+%E6%96%B0%E5%B1%85%E6%B5%9C%E5%BA%97/@33.966569,133.27137,16z/data=!4m2!3m1!1s0x3551cec71f6639ab:0x25
https://maps.google.co.jp/maps?q=%E3%83%80%E3%82%A4%E3%82%AD%EF%BD%8F%EF%BD%8E%EF%BD%85%E6%96%B0%E5%B1%85%E6%B5%9C%E5%BA%97&hl=ja&ie=UTF8&ll=33.942185,133.298557&spn=0.009488,0.009828&sll=33.943574,133.29757&sspn=0.009488,0.009828&gl=jp&brcurrent=3,0x3551
https://maps.google.co.jp/maps?q=%E3%83%95%E3%82%A1%E3%83%9F%E3%83%AA%E3%83%BC%E3%83%9E%E3%83%BC%E3%83%88%E8%A5%BF%E6%9D%A1%E5%8A%A0%E8%8C%82%E5%B7%9D%E5%BA%97&hl=ja&ie=UTF8&sll=33.943574,133.29757&sspn=0.009488,0.013282&gl=jp&brcurrent=3,0x3551d32f044db3
https://maps.google.co.jp/maps?q=%E3%83%80%E3%82%A4%E3%82%AD%E3%80%80%E5%91%A8%E6%A1%91%E5%BA%97&hl=ja&ie=UTF8&sll=34.032176,132.993107&sspn=0.037912,0.053129&brcurrent=3,0x35502eb536572c6b:0x83da2949a046feaa,0&hnear=%E3%80%92799-1371+%E6%84%9B%E5%AA%9B%E
https://www.google.co.jp/maps/place/%E8%A5%BF%E6%97%A5%E6%9C%AC%E4%B8%89%E8%8F%B1%E8%87%AA%E5%8B%95%E8%BB%8A%E8%B2%A9%E5%A3%B2%EF%BC%88%E6%A0%AA%EF%BC%89+%E4%BB%8A%E6%B2%BB%E5%BA%97/@34.032176,132.993107,14z/data=!4m2!3m1!1s0x35503aba140c9765:0xc5ff92efed
https://www.google.co.jp/maps/place/%E6%84%9B%E5%AA%9B%E6%97%A5%E7%94%A3%E8%87%AA%E5%8B%95%E8%BB%8A%EF%BC%88%E6%A0%AA%EF%BC%89+%E3%82%A2%E3%83%9F%E3%83%83%E3%82%AF%E3%82%B9%E4%BB%8A%E6%B2%BB%E5%94%90%E5%AD%90%E6%B5%9C%E5%BA%97/@34.0360487,133.0336294,17z/
https://www.google.co.jp/maps/place/%E4%BB%8A%E6%B2%BB%E3%82%A2%E3%83%BC%E3%83%90%E3%83%B3%E3%83%9B%E3%83%86%E3%83%AB/@34.066827,132.995124,16z/data=!4m2!3m1!1s0x35503a5ea921aa7d:0x9e183cc67b4bca16?hl=ja
https://maps.google.co.jp/maps?q=%E6%84%9B%E5%AA%9B%E6%97%A5%E7%94%A3%E8%87%AA%E5%8B%95%E8%BB%8A%E3%80%80%E4%BB%8A%E6%B2%BB%E5%88%A5%E5%AE%AE%E5%BA%97&hl=ja&ie=UTF8&sll=33.917393,133.077907&sspn=0.009491,0.013282&brcurrent=3,0x3550398cd40f3e87:0x2a18671d0
https://maps.google.co.jp/maps?q=%E3%83%95%E3%82%A1%E3%83%9F%E3%83%AA%E3%83%BC%E3%83%9E%E3%83%BC%E3%83%88%E4%BB%8A%E6%B2%BB%E9%AB%98%E6%A9%8B&hl=ja&ie=UTF8&sll=34.070969,132.996111&sspn=0.018947,0.026565&brcurrent=3,0x35503b348b433079:0xca953c5043ac76b7,0
https://maps.google.co.jp/maps?q=%E9%88%8D%E5%B7%9D%E6%B8%A9%E6%B3%89%E3%83%9B%E3%83%86%E3%83%AB&hl=ja&ie=UTF8&ll=33.991409,132.92985&spn=0.03793,0.03931&sll=34.040249,132.973108&sspn=0.018954,0.026565&brcurrent=3,0x355023d5428824c9:0x3be2fdbeb0cc7192,0&t
https://www.google.co.jp/maps/place/%E6%B0%91%E5%AE%BF%E5%90%8D%E9%A7%92/@34.1100221,133.0264911,15z/data=!4m2!3m1!1s0x0:0x141c58eb2ea36b34
https://www.google.co.jp/maps/place/%E3%81%95%E3%81%84%E3%81%95%E3%81%84%E3%81%8D%E3%81%A6%E5%B1%8B/@34.037796,132.9945431,16z/data=!4m2!3m1!1s0x0000000000000000:0xb82dddfa210ff1cf?hl=ja
https://www.google.co.jp/maps/place/%E6%84%9B%E5%AA%9B%E6%97%A5%E7%94%A3%E8%87%AA%E5%8B%95%E8%BB%8A%EF%BC%88%E6%A0%AA%EF%BC%89+%E3%82%A2%E3%83%9F%E3%83%83%E3%82%AF%E3%82%B9%E8%A1%A3%E5%B1%B1/@33.851833,132.7467325,17z/data=!4m8!1m5!2m4!1z5oSb5aqb5pel55Sj6
https://www.google.co.jp/maps/place/%E6%84%9B%E5%AA%9B%E6%97%A5%E7%94%A3%E8%87%AA%E5%8B%95%E8%BB%8A%EF%BC%88%E6%A0%AA%EF%BC%89%E6%9D%BE%E5%B1%B1%E3%82%A4%E3%83%B3%E3%82%BF%E3%83%BC%E5%BA%97/@33.794752,132.786791,16z/data=!4m2!3m1!1s0x354fe8d2a100763d:0xd0
https://www.google.co.jp/maps/place/%E6%84%9B%E5%AA%9B%E6%97%A5%E7%94%A3%E8%87%AA%E5%8B%95%E8%BB%8A%EF%BC%88%E6%A0%AA%EF%BC%89+%E3%83%93%E3%83%BC%E3%83%88%E3%82%B9%E3%82%AF%E3%82%A7%E3%82%A2%E5%AE%AE%E8%A5%BF/@33.85135,132.752566,15z/data=!4m2!3m1!1s0x354
https://maps.google.co.jp/maps?q=%E6%84%9B%E5%AA%9B%E6%97%A5%E7%94%A3%E8%87%AA%E5%8B%95%E8%BB%8A%E4%B9%85%E7%B1%B3%E5%BA%97&hl=ja&ie=UTF8&sll=34.097591,133.016109&sspn=0.075766,0.106258&brcurrent=3,0x354fe532dd43389d:0x71f312a6246632a7,0&hq=%E6%97%A5%E7%9
https://maps.google.co.jp/maps?q=%E6%84%9B%E5%AA%9B%E6%97%A5%E7%94%A3%E8%87%AA%E5%8B%95%E8%BB%8A%E5%A4%A9%E5%B1%B1%E5%BA%97&hl=ja&ie=UTF8&sll=33.811258,132.797924&sspn=0.076021,0.106258&brcurrent=3,0x354fef50cab4286b:0x35e62220688e6590,0&hq=%E6%84%9B%E5%A
https://www.google.co.jp/maps/place/%E6%97%A5%E7%94%A3%E3%83%97%E3%83%AA%E3%83%B3%E3%82%B9%E6%84%9B%E5%AA%9B%E8%B2%A9%E5%A3%B2/@33.821835,132.793792,17z/data=!3m1!4b1!4m2!3m1!1s0x354fe60312f1b16d:0xd04c8aaae13a301?hl=ja
https://www.google.co.jp/maps/place/%E6%84%9B%E5%AA%9B%E7%9C%8C%E6%9D%BE%E5%B1%B1%E5%B8%82%E5%8C%97%E5%90%89%E7%94%B0%E7%94%BA%EF%BC%91%EF%BC%91%EF%BC%94%E2%88%92%EF%BC%91/@33.8347039,132.7093668,17z/data=!3m1!4b1!4m8!1m5!2m4!1z44ix5pel55Sj44Kr44O844Os44O
https://www.google.co.jp/maps/place/%E8%A5%BF%E6%97%A5%E6%9C%AC%E4%B8%89%E8%8F%B1%E8%87%AA%E5%8B%95%E8%BB%8A%E8%B2%A9%E5%A3%B2%EF%BC%88%E6%A0%AA%EF%BC%89+%E6%9D%BE%E5%B1%B1%E3%81%8D%E3%81%97%E5%BA%97/@33.809266,132.8009395,17z/data=!4m8!1m5!2m4!1z6KW_5pel
https://www.google.co.jp/maps/place/%E8%A5%BF%E6%97%A5%E6%9C%AC%E4%B8%89%E8%8F%B1%E8%87%AA%E5%8B%95%E8%BB%8A%E8%B2%A9%E5%A3%B2%EF%BC%88%E6%A0%AA%EF%BC%89+%E6%9D%BE%E5%B1%B1%E5%AE%AE%E8%A5%BF%E5%BA%97/@33.8481,132.751879,17z/data=!3m1!4b1!4m2!3m1!1s0x354fe
https://www.google.co.jp/maps/place/K's+CAFE+%E6%9D%BE%E5%B1%B1%E3%82%A4%E3%83%B3%E3%82%BF%E3%83%BC%E5%BA%97/@33.8072471,132.7816011,18z/data=!4m2!3m1!1s0x354fef4a2ee65ae9:0x3557a2763a3f56b5?hl=ja
https://www.google.co.jp/maps/place/%E3%83%80%E3%82%A4%E3%82%AD%EF%BC%88%E6%A0%AA%EF%BC%89/@33.850665,132.7511468,16z/data=!4m5!1m2!2m1!1z44KG44KB44O744G_44KJ44GE5L2P44G-44GE44Gu5Ym16YCg44GL44KT!3m1!1s0x354fe59c4dadd665:0x2ab881c418eddfe1
https://www.google.co.jp/maps/place/%E3%83%80%E3%82%A4%E3%82%AD%EF%BC%88%E6%A0%AA%EF%BC%89/@33.850665,132.7511468,16z/data=!4m5!1m2!2m1!1z44KG44KB44O744G_44KJ44GE5L2P44G-44GE44Gu5Ym16YCg44GL44KT!3m1!1s0x354fe59c4dadd665:0x2ab881c418eddfe1
https://maps.google.co.jp/maps?q=%E3%83%80%E3%82%A4%E3%82%AD%E3%80%80%E5%B9%B3%E7%94%B0%E5%BA%97&hl=ja&ie=UTF8&ll=33.887571,132.752159&spn=0.009494,0.009828&sll=33.822958,132.777328&sspn=0.009501,0.013282&brcurrent=3,0x354fe45d20f2c6a3:0x3195d9c389013cd7,
https://www.google.co.jp/maps/place/%E5%AE%AE%E5%9C%B0%E9%9B%BB%E6%A9%9F%EF%BC%88%E6%A0%AA%EF%BC%89+%E9%9B%BB%E6%9D%90%E4%BD%8F%E5%BB%BA%E5%96%B6%E6%A5%AD%E9%83%A8%E6%9D%BE%E5%B1%B1%E6%94%AF%E5%BA%97/@33.847118,132.751922,17z/data=!3m1!4b1!4m2!3m1!1s0x354
https://www.google.co.jp/maps/place/%E4%B8%89%E6%97%A5%E6%9C%88%E3%81%A8%EF%BC%A3%EF%BC%A1%EF%BC%A6%EF%BC%A5/@33.8372712,132.7395259,15z/data=!4m2!3m1!1s0x0:0x8d2377baa1bd0f6e
https://www.google.co.jp/maps/place/%E6%9C%88%E5%BF%83%E3%82%A2%E3%83%AB%E3%82%BF/@33.8210528,132.7551906,15z/data=!4m2!3m1!1s0x0:0xa35bef0dfee76492
https://www.google.co.jp/maps/place/%E6%84%9B%E5%AA%9B%E7%9C%8C%E6%9D%BE%E5%B1%B1%E5%B8%82%E5%96%9C%E4%B8%8E%E7%94%BA%EF%BC%91%E4%B8%81%E7%9B%AE%EF%BC%96%E2%88%92%EF%BC%91%EF%BC%92/@33.844382,132.7727329,17z/data=!3m1!4b1!4m2!3m1!1s0x354fe5e9b96e8b8b:0x63
https://www.google.co.jp/maps/place/%E6%9D%BE%E5%B1%B1%E5%B8%82%E7%AB%8B%E5%AD%90%E8%A6%8F%E8%A8%98%E5%BF%B5%E5%8D%9A%E7%89%A9%E9%A4%A8/@33.8500922,132.7872181,17z/data=!4m5!1m2!2m1!1z5a2Q6KaP6KiY5b-15Y2a54mp6aSo44CA5Zyw5LiL6aeQ6LuK5aC0!3m1!1s0x0:0x25b8e8
https://maps.google.co.jp/maps?q=%E3%82%B5%E3%83%8B%E3%83%BC%E3%83%9E%E3%83%BC%E3%83%88%E6%9D%BE%E5%B1%B1%E4%B9%85%E7%B1%B3&hl=ja&ie=UTF8&ll=33.816665,132.79089&spn=0.038008,0.03931&sll=33.838162,132.784474&sspn=0.0095,0.013282&brcurrent=3,0x354fe63d160fc
https://maps.google.co.jp/maps?q=%E3%82%B5%E3%83%8B%E3%83%BC%E3%83%9E%E3%83%BC%E3%83%88%E6%9D%9F%E6%9C%AC%E5%BA%97&hl=ja&ie=UTF8&ll=33.837396,132.78486&spn=0.0095,0.009828&sll=33.838162,132.784474&sspn=0.0095,0.009828&brcurrent=3,0x354fe532dd43389d:0x71f3
https://maps.google.co.jp/maps?q=%E3%82%B5%E3%83%8B%E3%83%BC%E3%83%9E%E3%83%BC%E3%83%88%E6%A3%AE%E6%9D%BE&hl=ja&ie=UTF8&ll=33.79427,132.785654&spn=0.038018,0.03931&sll=33.826719,132.78677&sspn=0.038004,0.053129&brcurrent=3,0x354fe532dd43389d:0x71f312a6246


ローソン　松山東石井６丁目店 松山市東石井6-16-33 国道３３号 089-905-1320 無料 24時間 無休

ファミリーマート北条バイパス店 松山市府中664-1 松山北条バイパス 089-960-2131
日本充電サービスの定

める価格による
24時間 無休

ファミリーマート北条下難波店 松山市下難波456-1 国道１９６号 089-993-9515
日本充電サービスの定

める価格による
24時間 無休

太陽石油販売㈱　セルフ空港給油所 松山市高岡町74-1 県道１８号・２１９号 089-973-3335 無料 9：00～22：00 無休

民芸伊予かすり会館 松山市久万ノ台1200 県道１８４号 089-922-0405 500円
8：00～17：00

※CHAdeMOカード所
持者は24時間

無休

たかのこホテル（温泉） 松山市鷹ノ子町737-2 市道２７号 089-960-1441
日本充電サービスの定

める価格による
24時間 無休

羅座亜留平井店 松山市平井町甲2297-2 県道３３４号（旧１１号） 089-976-8886
日本充電サービスの定

める価格による
8：30～24：00 1月1日

生長の家 松山市南高井町1744-1 県道１９３号 089-976-2131 無料 10:00～16:00 毎週木曜

ファミリーマート松前恵久美店 松前町大字恵久美620-1 国道５６号 089-961-7930
日本充電サービスの定

める価格による
24時間 無休

エミフルMASAKI 松前町筒井850 国道５６号 089-984-2111
日本充電サービスの定

める価格による
9：00～22：00 無休

門田石油　かどたＳＳきらきら海 伊予市上吾川12 国道５６号 089-982-0029
課金予定

※現在無料
7:00～22:00 無休

石材振興会伊予市展示場 伊予市下吾川1223-1 国道５６号 089-983-4114
日本充電サービスの定

める価格による
24時間 無休

ダイキ伊予店 伊予市下吾川1042 国道５６号伊予警察署前 089-983-2321
日本充電サービスの定

める価格による
9：30～20：00 1月1日

見奈良天然温泉利楽 東温市見奈良1110 県道１９３号 089-955-1126
日本充電サービスの定

める価格による
24時間 無休

ファミリーマート東温樋口店 東温市樋口甲1391-1 国道１１号 089-955-5850
日本充電サービスの定

める価格による
24時間 無休

砥部町 砥部焼観光センター炎の里 砥部町千足359 国道３３号 089-962-2070 500円 24時間 無休

久万高原町 天空の郷さんさん 久万高原町入野1850-2 国道３３号 0892-21-3400
日本充電サービスの定

める価格による
9:00～17:00 1月1～2日

道の駅　小田の郷せせらぎ 内子町寺村251-1 国道３８０号 0892-52-3023
日本充電サービスの定

める価格による
8:00～18:00 1月1～3日

フジ内子店 内子町内子1455-1
国道５６号内子駅前交差
点

0893-43-1111
日本充電サービスの定

める価格による
9：00～22：00 無休

フジグラン北浜 八幡浜市北浜1-4-33 八幡浜市役所前通 0894-21-2111
日本充電サービスの定

める価格による
9：00～22：00 無休

ハーバープラザホテル 八幡浜市仲之町360-1
県道２７号千代田町交差点
北進

0894-22-0022 200円 24時間 無休

西日本三菱自動車販売（株）　大洲店 大洲市新谷乙338-1 国道５６号 0893-25-0411
会員無料

非会員30分500円
10：00～18：30 水曜日

愛媛日産自動車（株）　大洲店 大洲市新谷乙304－1 国道５６号 0893-25-0611
会員：無料

非会員：30分540円
9：30～19：30 水曜日

JA-SSオズメッセセルフSS 大洲市東大洲1589-1 国道５６号 0893-25-5515
日本充電サービスの定

める価格による
7:00～22:00 無休

西予市 木村チェーン宇和店
西予市宇和町下松葉
340-2

国道５６号 0894-62-7617 500円 24時間 無休

松野町 道の駅　虹の森公園まつの 松野町延野々1510-1 国道３８１号 0895-20-5006
日本充電サービスの定

める価格による
24時間 無休

西日本三菱自動車販売（株）　宇和島
店

宇和島市並松2-2-28 国道５６号 0895-22-1442
会員無料

非会員30分500円
10：00～18：30 水曜日

愛媛日産自動車（株）　宇和島和霊店 宇和島市和霊町1232-1 国道５６号 0895-24-1423
会員：無料

非会員：30分540円
9：30～19：30 水曜日

愛媛日産自動車　宇和島高串店 宇和島市高串784-1 国道５６号 0895-22-5800
会員：無料

非会員：30分540円
9：30～19：30 水曜日

津島やすらぎの里
宇和島市津島町高田甲
830-1

国道５６号 0895-20-8181
日本充電サービスの定

める価格による
24時間 無休

道の駅　うわじまきさいや広場
宇和島市弁天町1-318-
16

宇和島道路
（宇和島朝日IC）

0895-22-3934
日本充電サービスの定

める価格による
24時間 無休

道の駅　みま
宇和島市三間町務田
180-1

県道３１号
（高速三間IC）

0895-58-1122
日本充電サービスの定

める価格による
24時間 無休

フジ南宇和店
南宇和郡愛南町城辺乙
544

県道２９７号 0895-73-0111
日本充電サービスの定

める価格による
9：00～22：00 無休

Ｙショップ西海店 愛南町船越701 県道３４号 0895-70-3012
日本充電サービスの定

める価格による
24時間 無休

愛媛県EV推進協会_TOP

松山市

伊予市

大洲市

東温市

松前町

※内容に変更がある場合もございますので、実際のご利用にあたってはご注意ください。

愛南町

八幡浜市

内子町

宇和島市

https://www.google.co.jp/maps/place/%E3%83%AD%E3%83%BC%E3%82%BD%E3%83%B3+%EF%BC%AC+%E6%9D%BE%E5%B1%B1%E6%9D%B1%E7%9F%B3%E4%BA%95%E5%85%AD%E4%B8%81%E7%9B%AE/@33.813434,132.777731,17z/data=!3m1!4b1!4m2!3m1!1s0x0:0xcbb86ec295d4a9fb
https://www.google.co.jp/maps?q=%E3%83%95%E3%82%A1%E3%83%9F%E3%83%AA%E3%83%BC%E3%83%9E%E3%83%BC%E3%83%88%E5%8C%97%E6%9D%A1%E3%83%90%E3%82%A4%E3%83%91%E3%82%B9&hl=ja&ie=UTF8&ll=33.957884,132.779903&spn=0.037945,0.03931&sll=33.599734,132.852766&sspn=2.43848
https://www.google.co.jp/maps?q=%E3%83%95%E3%82%A1%E3%83%9F%E3%83%AA%E3%83%BC%E3%83%9E%E3%83%BC%E3%83%88%E5%8C%97%E6%9D%A1%E4%B8%8B%E9%9B%A3%E6%B3%A2&hl=ja&ie=UTF8&ll=33.979346,132.782049&spn=0.018968,0.019655&sll=33.957884,132.779903&sspn=0.037945,0.0393
https://www.google.co.jp/maps/place/%E5%A4%AA%E9%99%BD%E7%9F%B3%E6%B2%B9%E8%B2%A9%E5%A3%B2%EF%BC%88%E6%A0%AA%EF%BC%89+%E3%82%BB%E3%83%AB%E3%83%95%E7%A9%BA%E6%B8%AF%E7%B5%A6%E6%B2%B9%E6%89%80/@33.827945,132.725493,17z/data=!3m1!4b1!4m2!3m1!1s0x354fefc04452
https://www.google.co.jp/maps/place/%E6%B0%91%E8%8A%B8%E4%BC%8A%E4%BA%88%E3%81%8B%E3%81%99%E3%82%8A%E4%BC%9A%E9%A4%A8/@33.856627,132.743855,17z/data=!3m1!4b1!4m2!3m1!1s0x0:0x40336c09d96b3228
https://maps.google.co.jp/maps?biw=838&bih=590&q=%E3%81%9F%E3%81%8B%E3%81%AE%E3%81%93%E3%83%9B%E3%83%86%E3%83%AB&bav=on.2,or.r_cp.r_qf.&sns=1&um=1&ie=UTF-8&sa=X&ei=Am91VMKXGYSlmQXOx4DQAg&sqi=2&ved=0CAYQ_AUoAQ&output=classic&dg=brw
https://www.google.co.jp/maps/place/%E7%BE%85%E5%BA%A7%E4%BA%9C%E7%95%99+%E5%B9%B3%E4%BA%95%E6%9C%AC%E5%BA%97/@33.8108284,132.8221782,15z/data=!4m2!3m1!1s0x0:0x41b0e65b1333df00
https://www.google.co.jp/maps?q=%E7%94%9F%E9%95%B7%E3%81%AE%E5%AE%B6%E6%84%9B%E5%AA%9B%E7%9C%8C%E6%95%99%E5%8C%96%E9%83%A8&hl=ja&ie=UTF8&ll=33.795412,132.791576&spn=0.038018,0.03931&sll=33.76716,132.706814&sspn=0.009508,0.009828&brcurrent=3,0x354fe532dd43
https://www.google.co.jp/maps?q=%E3%83%95%E3%82%A1%E3%83%9F%E3%83%AA%E3%83%BC%E3%83%9E%E3%83%BC%E3%83%88%E6%9D%BE%E5%89%8D%E6%81%B5%E4%B9%85%E7%BE%8E%E5%BA%97&hl=ja&ie=UTF8&ll=33.795233,132.722032&spn=0.009504,0.009828&sll=34.110022,133.026491&sspn=0.0094
https://www.google.co.jp/maps?q=%E3%82%A8%E3%83%9F%E3%83%95%E3%83%AB%E6%9D%BE%E5%89%8D&hl=ja&ie=UTF8&ll=33.792701,132.719264&spn=0.019009,0.019655&sll=33.795233,132.722032&sspn=0.009504,0.009828&brcurrent=3,0x354fee1000a2915b:0xc3d955d3696a8a39,0&t=m&z=15
https://www.google.co.jp/maps/place/%EF%BC%88%E6%A0%AA%EF%BC%89%E9%96%80%E7%94%B0%E7%9F%B3%E6%B2%B9/@33.758478,132.708212,17z/data=!3m1!4b1!4m2!3m1!1s0x354fed89e55e8db9:0x83aafce6346fe71d?hl=ja
https://www.google.co.jp/maps?q=%E7%9F%B3%E6%9D%90%E6%8C%AF%E8%88%88%E4%BC%9A%E4%BC%8A%E4%BA%88%E5%B8%82%E5%B1%95%E7%A4%BA%E5%A0%B4&hl=ja&ie=UTF8&ll=33.777364,132.712054&spn=0.019013,0.019655&sll=33.979346,132.782049&sspn=0.018968,0.019655&brcurrent=3,0x3
https://www.google.co.jp/maps?q=%E3%83%80%E3%82%A4%E3%82%AD%E3%80%80%E4%BC%8A%E4%BA%88%E5%BA%97&hl=ja&ie=UTF8&sll=33.777364,132.712054&sspn=0.019013,0.019655&brcurrent=3,0x354ff20a43903aa5:0x52a5d4bb0246cd41,0&hq=%E3%83%80%E3%82%A4%E3%82%AD%E3%80%80%E4%BC
https://www.google.co.jp/maps?q=%E8%A6%8B%E5%A5%88%E8%89%AF%E5%A4%A9%E7%84%B6%E6%B8%A9%E6%B3%89%E3%80%80%E5%88%A9%E6%A5%BD&hl=ja&ie=UTF8&ll=33.789705,132.859383&spn=0.07604,0.078621&sll=33.793201,132.835215&sspn=0.152075,0.157242&brcurrent=3,0x354fdc6a112
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