


うわじま牛鬼まつり実行委員会　会長

宇和島市長　岡　原　文　彰

　宇和島の熱い夏が帰ってきました。
　新型コロナウイルス感染症の影響により、開催が中止されていた「うわ
じまガイヤカーニバル」ですが、今年の夏は３年ぶりに開催をいたします。
多くの方が、「ガイヤ・オン・ザ・ロード」を踊ることを楽しみにしていた
と思いますが、３年分の熱い想いを踊りに込めていただきたいと思います。
　今年のガイヤカーニバルは、一般の部のコースを、きさいやロードから国
道５６号線に変更し、審査委員長に世界的なダンスアーティストであるＫＥ
ＮＴＯ ＭＯＲＩ氏をお迎えする予定としております。参加される皆様には、

練習の成果を存分に発揮され、宇和島の元気な姿をＰＲしていただくことを大いに期待しております。
　なお、ご観覧の皆様には参加者への心からのご声援をお願いしたいと思いますが、新型コロナウイル
スの影響は未だ残っており、感染対策には万全を期しますものの、ご観覧の皆様におかれましても、ご
協力をよろしくお願い申し上げます。感染対策を全員が心がけ、宇和島の最も熱い３日間をお楽しみい
ただきたいと思います。
　最後になりましたが、「うわじまガイヤカーニバル」開催に際しまして、関係各位から寄せられました
温かいご支援、多大なるご協力に対して深く感謝申し上げまして、ご挨拶といたします。

本　部
　まつり本部は南予文化会館に設置されています。
　当日の電話（0895）22－5520　　（0895）22－5521

駐車場
　 無料駐車場として以下の場所を確保しています。（22日の内容）
　１．宇和島市役所
　２．フジグラン北宇和島
　３．南予地方局
　※各場所午後10時まで、それ以降は施錠します。

迷子の保護
　迷子がいたら最寄の警察官か警備スタッフにお引き渡し下さい。
　その場での保護の後、南予文化会館本部にて保護いたします。
　迷子の案内はメインステージより行います。

救急案内
　気分が悪くなったりした時には、最寄の薬局にてご相談ください。
　ガイヤカーニバルでは、天寿堂とドラッグセイムス（敬称略）です。
　保健師が南予文化会館に待機しています。

うわじま牛鬼まつり実行委員会事務局
　宇和島商工会議所　　丸之内１－３－24　☎22－5555
　宇和島市商工観光課　曙町１番地　☎49－7023
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第31回　うわじまガイヤカーニバル　コース図 車両通行止　　　　　　入場規制エリア



「ガイヤ・オン・ザ・ロード」について

　毎年７月23 ～ 24日に開催される、宇和島市最大のイベント「宇和島まつり・和霊大祭」では“宇和島
おんど”が大勢の踊り子によって、披露されてきた。
　宇和島の新しいおどり“うわじまガイヤ”は宇和島まつりの反省会において、「これからの時代に合っ
た、若者にもなじみやすいおどりをつくってはどうか」と
の提言があり、これを受けて「新宇和島おどり研究委員会」
が設立され、作詞・作曲を宇崎竜童氏、振り付けを土居甫
氏に依頼して、昭和63年５月に完成されたものである。

　なお、歌の題名は「ガイヤ・オン・ザ・ロード」であり、
踊りの名前は市民から募集した結果「うわじまガイヤ」と
命名された。

※方言
　・ガイナ……大変な（ガイナ人やったぜ…すごい人出だったよ）
　・ガイニ……大変に（ガイニきれいな人…大変きれいな人）
　・ガイヤ……大変だ（ガイヤなあー………大変だなあー）
　　（ものごとを、おおげさに表現する宇和島地方の方言）

GAIYA ON THE ROAD
作詞・作曲／宇崎竜童

※

宇崎竜童
1946年2月生。
京都府京都市出身のロック歌手、作曲家、
俳優、映画監督。
1970年代 ダウン・タウン・ブギウギ・バンド、
1980年代 竜童組で活躍。
妻は作詞家の阿木燿子で、「作詞阿木・作曲
宇崎」のコンビは山口百恵の全盛期を支えた。
（ヒット曲：港のヨーコ・ヨコハマ・ヨコスカ、
サクセス、身も心もなど）

土居　甫
1936年10月生。
宇和島市津島町出身の振付師。
1970年代後半に活躍したアイドル、ピンク
レディーの数多くのヒット曲（曲名：ペッパー
警部、渚のシンドバット、ウォンテッド、Ｕ
ＦＯ、サウスポーなど）の振付を手がけた。
2007年9月没。



■ＰＲＯＦＩＬＥ
世界が認めた、ダンスアーティスト。
マドンナの専属ダンサー契約中にマイケルジャクソンのThis is it.専属ダンサーにも同時に選ばれる。
結果マイケルとの契約は叶わぬものの、彼の急死後マドンナ本人より追悼ダンスをリクエストされ、
マイケルがパフォーマンスするはずだったロンドンO2アリーナより１９ヵ国に渡り実現する。
ダンサーとしてアメリカ永住権獲得。
ダンスアーティストという名称を作り普及させた。

その後日本人ダンサーとして史上初めてクリス ブラウン、アッシャーと専属ダンサー契約を結び、
他にもニーヨ、シアラ、マイケル ジャクソン最新アルバムプロジェクトにも参加。
全世界５０ヵ国をワールドツアーで回る。

日本においてはSONYと史上初のダンスアーティスト契約を結ながら活動は多岐に渡る。
伊勢神宮にて奉納の舞を２度納める。
竜美大島観光大使就任。
名古屋芸術大学の特別客員教授就任。
日本有数の実業家と世界に向けて新しいエンターテイメントを発信する合併会社KM1を設立。
世界最高峰のデジタルアート集団 MOMENT FACTORY と世界初のARアーティストとして2020年
活動開始。

2022年更なる前人未到を達成するべく世界を舞台に挑戦を続ける。

〈スペシャルゲスト〉
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■ＰＲＯＦＩＬＥ
兵庫県神戸市出身。
若手演出家コンクール2021優秀賞
映画「身近き、短き、家族かな」プロデューサー、原作者
　2002 年に劇団 P.S みそ汁定食を旗揚げ。 2004 年より（有）ま
つやまアーツマネジメントを設立、現在に至る。演劇、テレビ番組、
ラジオドラマ等に多数出演。
　また、「こども冒険学校」では、高齢化が進む地域と体験の機会
が減った子供たちを演劇で結ぶプロジェクトを継続中!

〈総合司会〉
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■ＰＲＯＦＩＬＥ
　D.LEAGUE「FULLCAST　RAISERZ」の副リーダーとして、チー
ムを牽引する存在。 　日本KRUMP界を牽引する次世代の先駆者と
して、KRUMP界だけではなく多方面から支持を集める。細やかで
クリアな動きとキレのあるスキルフルなパフォーマンスを武器に、
様々なコンテストやバトルに出場しては好成績を残し、国内に留ま
らず海外からの評価も高い。見る者を釘づけにする世界レベルの
パフォーマンスから、日本No.1 KRUMPERとの呼び声も高い。ま
た、ダンスのみならず、その引き締まった体格とビジュアルを活か
し、モデルや舞台役者としても活躍中で、東方神起などを筆頭にアー
ティストの振付なども担当する。

〈特別審査員〉
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■ＰＲＯＦＩＬＥ
　宇和島市出身「いよかん大使」と「うわじまアンバサダー」を兼任。
　内田くみこバレエスクールで、踊りの基礎を学び、宇和島少年少
女合唱団出身、民謡吾妻流中伝。
　【鬼滅の刃】『竈門炭治郎のうた』や作中コーラスを様々な声で歌
い分けている。
　その他「太鼓の達人」「テイルズ オブ」「GOD EATER」「NieR」など、
様々なアニメ・ゲームで歌唱。
　西日本豪雨チャリティCD「愛」、中学校道徳教材「宇和海」朗読
CDなどをプロデュースし、宇和島愛に溢れる歌手・ナレーター・
声優。



７月22日金　タイムスケジュール

【子供の部】
１２：２０ 受付開始・参加チーム集合
１２：４０ 南予太鼓連　オープニング　
１３：００ 開会式
 挨拶 （実行委員会　会長　岡原文彰）
 審査員紹介
 各賞の紹介
 注意事項
 カウントダウン
 （前回ジュニアガイヤ大賞受賞チーム）
１３：１０ 開会式終了　各チームスタート地点移動
 ※コンテストにエントリーしている、各団体２名はスタート地点には
 　移動せず、メインステージ横にご集合下さい

１３：２０頃 スタート（進行により早まる場合あります）
１４：３５ 閉会式
 挨拶 （実行委員会　委員長　有間　義恒）
 審査発表
１４：５０ 終了

【一般の部】※「子供の部」の運営により開始時間が遅れる場合があります。
１６：３０ 開会式
 挨拶 （実行委員会　会長　岡原　文彰）
 前回ガイヤ大賞受賞チーム旗返還
 審査員紹介
 各賞の紹介
 注意事項
 カウントダウン （前回準ガイヤ大賞受賞チーム）
１７：１５ スタート
１９：３０ ＫＥＮＴ　ＭＯＲＩステージＳＨＯＷ＆抽選会
２０：３０ 閉会式
 挨拶 （実行委員会　委員長　有間　義恒）　
 審査発表
 清掃活動 （ゴミ拾い）
２１：１５ 終了



〈歴代ガイヤ大賞受賞チーム〉
回 一 般 の 部 子 供 の 部 混合の部／ちびっこガイヤ大賞

１ ㈱フジ・真美組

２ フジ連・真美組

３ 宇和島バレエ研究所 泉田バレエスタジオ

４ 泉田バレエスタジオ 社会福祉法人 尾串保育園

５ 宇和島バレエ研究所 W･P･C

６ 愛媛女子短期大学 宇和島おやこ劇場

７ 泉田バレエスタジオ 天神スポーツ少年団ミニバスケット部

８ 宇和島バレエ研究所 宇和島ひまわり号

９ 宇和島ひまわり号 泉田バレエスタジオ

10 津島高校ダンス部 真美組

11 アンテナ 四万十踊り子隊パイン

12 真美組

13 愛短スターライトシスターズ 宇和島おやこ劇場

14 Tight works（タイトワークス） アンテナキッズ

15 愛短　竹組 愛媛県立宇和島南中学校一年生
混
合
の
部

宇和島バレエ研究所

16 ラヂオ　バリバリ 社会福祉法人 創幸会 尾串保育園 宇和島バレエ研究所

17 愛媛女子短期大学　撫子 NPO法人　ラ・ファミリエ 真美組

18 泉田バレエスタジオ クアスイミングスクール「スプラッシュ」 粋や

19 愛短「凛～リン」 社会福祉法人 創幸会 尾串保育園

20 oasis（オアシス） 社会福祉法人 創幸会 尾串保育園

21 愛媛女子短期大学選抜チーム「凛」 Petit Ange Passe（プチアンジェパッセ）

22 愛媛女子短期大学選抜チーム「凛」 Petit Ange Passe（プチアンジェパッセ）

23 愛媛女子短期大学選抜チーム「凛」 Petit Ange Passe（プチアンジェパッセ）

24 環太平洋大学短期大学部選抜チーム「凛」 YFC（Yumi’s Fitness Circle）

25 PUMP UP CREW PUMP UP KIDZ

26 PUMP UP CREW PUMP UP KIDZ

27 環太平洋大学短期大学部選抜チーム「凛」 PUMP UP KIDZ ち
び
っ
こ
ガ
イ
ヤ
大
賞

環太平洋大学短期大学部附属幼稚園「青組」

28 環太平洋大学短期大学部選抜チーム「凛」 ダンスチーム広蓮 さいびっち

29 環太平洋大学短期大学部選抜チーム「凛」 PUMP UP KIDZ 石丸保育園

30 環太平洋大学短期大学部選抜チーム「凛」 Petit Ange Passe（プチアンジェパッセ） 丸穂保育園



『審査員』

＜個人賞＞

＜団体賞＞

＜個人賞＞

＜団体賞＞

一般の部

子供の部

一般の部



〈参加チーム〉

ガイヤカーニバル出場連順

【子供の部】
１．チアダンススクール STELLA ～ YFC～

２．城東中学校

３．愛和聖母幼稚園

４．認定こども園  元気の泉  げんきっず

５．社会福祉法人  創幸会  尾串保育園

６．Petit Ange Passe

７．城南中学校

８．PUMP UP KIDZ

９．社会福祉法人  創幸会  石丸保育園

10．USHIONI FC

11．城北中学校

【一般の部】
１．宇和島美容専門学校

２．El nero

３．UJM

４．アポトライ

５．宇和島自動車グループ

６．EAST★DANCE

７．イル・フィオーレとなかまたち

８．うわつこども食堂

９．真美

10．風rin

11．踊る大捜査隊

12．TEAM  市役所

13．W♡W

14．宇和島徳洲会病院

15．南予地方局

16．miracle family

17．ELIZA

18．真美Junior

19．Mille Ange Passe

20．ダンスチーム広蓮

21．MIZUE☆SPICY☆

22．PUMP UP CREW

23．WONS

24．HUG

誠心誠意



〈子供の部〉

チアダンススクール STELLA～ YFC～ 

城東中学校 

愛和聖母幼稚園 

認定こども園 元気の泉 げんきっず 

□本　　　　　社/〒798-0087 宇和島市坂下津甲381-85  ☎（0895）22-2331　FAX（0895）24-1250
□松 山 営 業 所/〒798-0923 松山市北久米町989番1  　☎（089）905-8883　FAX（089）905-8884
□四国中央営業所/〒799-0412 四国中央市上柏町93-3  　 ☎（0896）22-3167　FAX（0896）22-3168
□今 治 営 業 所/〒794-0026 今治市別宮町5丁目203-1  ☎（0898）33-2260　FAX（0898）33-2265



社会福祉法人 創幸会 尾串保育園 

Petit Ange Passe 

城南中学校 

PUMP UP KIDZ 



信頼される最良の製品を提供します

社会福祉法人 創幸会 石丸保育園 

USHIONI FC 

城北中学校 



宇和島美容専門学校 

El nero 

U J M 

アポトライ 

www.omgolf.com

〒798-0038  愛媛県宇和島市丸穂甲1071番地
TEL：0895-24-5698



宇和島自動車グループ 

EAST★DANCE 

イル・フィオーレとなかまたち 

うわつこども食堂 



真美 

風rin 

踊る大捜査隊 

TEAM　市役所 

第 三 戎 丸
宇和島市蛤300

TEL0895－24－1277
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ELIZA 

真美Junior 

Mille Ange Passe 

ダンスチーム広蓮 

㈱小島鉄工建設
代表取締役　小　島　豊　久

〒798-3701 愛媛県南宇和郡愛南町柏2041番地



宮崎智之税理士事務所
〒798-0016　宇和島市和霊中町1丁目2-11
TEL.0895－65－9617  FAX.0895－65－9618

MIZUE☆SPICY☆ 

®

♡ ♡

PUMP UP CREW 

WONS 

HUG 



Desi n & Quality

藤井英樹設計室

◆宇和島SS　宇和島市丸之内4－3－12　TEL.0895－25－6611
◆番　城SS　宇和島市川内甲1077－4 TEL.0895－22－8881

西崎石油㈱

ポイント、ぽんぽんたまる。

「　　　　（ポンタ）」毎月月毎毎月毎毎毎毎毎毎毎月月毎毎月月毎月月月毎月定定定定定額
洗洗洗洗洗洗洗洗洗いいいいいいいいいい

クサ ブ ス

題題題放放放放放題放

全メニュー
スタッフによる

洗車拭き上げ
付き!

ででででででで!!!!!!!!!!!!!で!!

©NIPPON ANIMATION CO.,LTD/
軽四 2,500円（税込）～







〈Special Thanks〉

有限会社向田水産有限会社向田水産

有限会社 AGミヤベ事務所有限会社 AGミヤベ事務所
有限会社森建金物店有限会社森建金物店

株式会社伊予銀行株式会社伊予銀行
株式会社フジ株式会社フジ
三原薬品株式会社三原薬品株式会社
海鮮居酒屋がいや海鮮居酒屋がいや
株式会社南予ビージョイ株式会社南予ビージョイ
株式会社ヨンキュウ株式会社ヨンキュウ
丸之内商事株式会社丸之内商事株式会社
株式会社 Ai（ソフトバンク）株式会社 Ai（ソフトバンク）
株式会社ガイヤエクスプレス株式会社ガイヤエクスプレス
株式会社二宮工務店株式会社二宮工務店
O-jukuO-juku
チャンプオートチャンプオート
株式会社アイユー株式会社アイユー
神洋興業株式会社神洋興業株式会社
ハマみかんハマみかん
認定こども園元気の泉認定こども園元気の泉
株式会社サンメディカル株式会社サンメディカル

株式会社高田商店株式会社高田商店
有限会社土居真珠有限会社土居真珠
株式会社シンツ株式会社シンツ
なかお歯科クリニックなかお歯科クリニック
株式会社アクティブモア株式会社アクティブモア
しんげつ苑しんげつ苑
有限会社亀井蒲鉾有限会社亀井蒲鉾

和日輔和日輔
株式会社島原本舗株式会社島原本舗
有限会社アポトライ有限会社アポトライ
株式会社 STNet株式会社 STNet
海鮮居酒屋がいや海鮮居酒屋がいや
三原薬品株式会社三原薬品株式会社
ホルモン村ホルモン村
すしえもんすしえもん
スーパー山田屋スーパー山田屋
株式会社ロビン株式会社ロビン
LuceLuce
南予建工有限会社南予建工有限会社
有限会社大成社有限会社大成社
株式会社 Ai（ソフトバンク）株式会社 Ai（ソフトバンク）
雅乃音雅乃音

株式会社上田株式会社上田
理研巧業株式会社理研巧業株式会社
藤井英樹設計室藤井英樹設計室
シンツ石油株式会社シンツ石油株式会社
有限会社大宮有限会社大宮
宇和島自動車株式会社宇和島自動車株式会社
株式会社伊勢屋商店株式会社伊勢屋商店
株式会社第三戎丸株式会社第三戎丸
西崎石油株式会社西崎石油株式会社
道の駅みなとオアシスうわじまきさいや広場道の駅みなとオアシスうわじまきさいや広場
株式会社ホンダカーズ宇和島株式会社ホンダカーズ宇和島
株式会社小島鉄工建設株式会社小島鉄工建設
井上塗装工業株式会社井上塗装工業株式会社
株式会社浅田組株式会社浅田組
宮崎智之税理士事務所宮崎智之税理士事務所
社会福祉法人宇和島社会福祉協議会社会福祉法人宇和島社会福祉協議会
住宝丸活魚運搬株式会社住宝丸活魚運搬株式会社

H.KGROUP 株式会社華月 株式会社葉月 株式会社千華H.KGROUP 株式会社華月 株式会社葉月 株式会社千華
スナック海賊 /河野潜水スナック海賊 /河野潜水
合同会社あべ家合同会社あべ家
炭火焼肉 1129炭火焼肉 1129
有限会社宇和島屋有限会社宇和島屋
ロコモ K.O（株式会社エフォート）ロコモ K.O（株式会社エフォート）
愛南漁業協同組合愛南漁業協同組合
食の幸　陽だまり食の幸　陽だまり
クスコラボクスコラボ

有限会社浅田砂利有限会社浅田砂利
有限会社アコ・スタジオ有限会社アコ・スタジオ
株式会社浅田工業株式会社浅田工業
有限会社あさの有限会社あさの
株式会社赤松商店株式会社赤松商店
医療法人秋山医院医療法人秋山医院
株式会社あかまつ農園株式会社あかまつ農園
安達三郎税理士事務所安達三郎税理士事務所
株式会社アカマツハウジング（アンカーホームデザイン）株式会社アカマツハウジング（アンカーホームデザイン）
有限会社浅野石油店有限会社浅野石油店
株式会社アクティブモア株式会社アクティブモア
愛媛綜合警備保障株式会社愛媛綜合警備保障株式会社
株式会社アクティブ工業株式会社アクティブ工業
株式会社アメニティーハウス株式会社アメニティーハウス
憩い屋　じんちょうげ憩い屋　じんちょうげ
社会福祉法人創幸会（石丸保育園）社会福祉法人創幸会（石丸保育園）
有限会社海鮮割烹一心有限会社海鮮割烹一心
稲田司法書士事務所稲田司法書士事務所
伊勢田司法書士事務所伊勢田司法書士事務所
有限会社今城パール有限会社今城パール
有限会社井上真珠店有限会社井上真珠店
有限会社泉警備保障有限会社泉警備保障
居村水産有限会社居村水産有限会社
井関塗装井関塗装
伊予乾物有限会社伊予乾物有限会社
有限会社インテリア TOMOMATSU有限会社インテリア TOMOMATSU
伊手興業伊手興業
ウワジマ空調株式会社ウワジマ空調株式会社
株式会社うわじま産業振興社株式会社うわじま産業振興社
宇和島信用金庫宇和島信用金庫
宇和島漬物食品株式会社宇和島漬物食品株式会社
宇和島商工会議所青年部宇和島商工会議所青年部
宇和島被服株式会社宇和島被服株式会社
株式会社ウォンズ株式会社ウォンズ
宇和島ターミナルホテル宇和島ターミナルホテル
有限会社宇和島食糧有限会社宇和島食糧
有限会社宇和島コピーセンター有限会社宇和島コピーセンター
宇和島袋町商店街振興組合宇和島袋町商店街振興組合
宇和島商工会議所宇和島商工会議所
有限会社エヌ・スタイル有限会社エヌ・スタイル
株式会社愛媛銀行株式会社愛媛銀行
愛媛物産株式会社愛媛物産株式会社
有限会社エム・アール・オー有限会社エム・アール・オー
愛媛タイヤ株式会社愛媛タイヤ株式会社
ｍ＆ｍｍ＆ｍ
えひめ南農業協同組合えひめ南農業協同組合
株式会社オフィストラスト株式会社オフィストラスト
社会福祉法人創幸会（尾串保育園）社会福祉法人創幸会（尾串保育園）
岡三証券株式会社岡三証券株式会社
オレンジハウスオレンジハウス
大島博雅法律事務所大島博雅法律事務所
大西司法書士事務所大西司法書士事務所
岡部経営労務管理事務所岡部経営労務管理事務所
株式会社オートパルえひめ南株式会社オートパルえひめ南
株式会社かどや株式会社かどや
有限会社亀和建設有限会社亀和建設
亀岡ガス販売株式会社亀岡ガス販売株式会社
菓子工房　グーテ菓子工房　グーテ
カーオート大塚カーオート大塚
亀岡建設株式会社亀岡建設株式会社
片岡塗装片岡塗装
きほくの里歯科医院きほくの里歯科医院
株式会社共栄工務店株式会社共栄工務店

株式会社木藤時計店株式会社木藤時計店
有限会社木田商会有限会社木田商会
絆絆
車工房　あさい車工房　あさい
串八串八
株式会社くつ木株式会社くつ木
CLUB LuvesCLUB Luves
株式会社黒羽商会株式会社黒羽商会
クスコラボクスコラボ
Grad.Grad.
有限会社エムズクラブ有限会社エムズクラブ
有限会社ケアヴィレッジ有限会社ケアヴィレッジ
株式会社Ｋプランニング株式会社Ｋプランニング
医療法人河野整形外科クリニック医療法人河野整形外科クリニック
佐川印刷株式会社佐川印刷株式会社
株式会社ニュー兵頭サブライムホール株式会社ニュー兵頭サブライムホール
讃岐リース株式会社讃岐リース株式会社
有限会社彩・住館有限会社彩・住館
株式会社四国銀行株式会社四国銀行
一般財団法人四国電気保安協会一般財団法人四国電気保安協会
浄念寺浄念寺
公益財団法人正光会　宇和島病院公益財団法人正光会　宇和島病院
ジブラルタ生命保険株式会社ジブラルタ生命保険株式会社
四季四季
有限会社四国レジャーサービス有限会社四国レジャーサービス
上甲広告社上甲広告社
有限会社シトラス有限会社シトラス
東海林鮮魚店東海林鮮魚店
鮨　権太鮨　権太
住宝丸活魚運搬株式会社住宝丸活魚運搬株式会社
有限会社スポーツメイトホソイ有限会社スポーツメイトホソイ
有限会社菅原有限会社菅原
株式会社スギモト株式会社スギモト
炭火焼鳥 RESTART炭火焼鳥 RESTART
有限会社末広モータース有限会社末広モータース
株式会社西部包装株式会社西部包装
セルフィッシュセルフィッシュ
盛運汽船株式会社盛運汽船株式会社
セコム株式会社セコム株式会社
整体施術院クリスタル整体施術院クリスタル
西江寺西江寺
株式会社高田商店株式会社高田商店
株式会社タカハシ株式会社タカハシ
株式会社谷川商会株式会社谷川商会
有限会社ダイマサ真珠有限会社ダイマサ真珠
武田建設有限会社武田建設有限会社
株式会社ダイニチ株式会社ダイニチ
株式会社里井創建株式会社里井創建
株式会社谷本総合保険事務所株式会社谷本総合保険事務所
株式会社玉川工務店株式会社玉川工務店
高木塗装高木塗装
有限会社中国亭有限会社中国亭
株式会社チェリッシュスタジアム株式会社チェリッシュスタジアム
cheolacheola
寺田石油株式会社寺田石油株式会社
どっこいしょどっこいしょ
株式会社ステップコミュニケーション株式会社ステップコミュニケーション
株式会社土居銘木株式会社土居銘木
医療法人徳州会病院医療法人徳州会病院
株式会社トキワ電気株式会社トキワ電気
株式会社遠山商店株式会社遠山商店
株式会社藤堂組株式会社藤堂組
株式会社トラック１バン株式会社トラック１バン
冨永自動車冨永自動車
有限会社ナンヨムセン・ワダ有限会社ナンヨムセン・ワダ
南予生コン株式会社南予生コン株式会社
有限会社長瀬商店有限会社長瀬商店
株式会社ナカタ不動産株式会社ナカタ不動産
南豫通運株式会社南豫通運株式会社
南興建設株式会社南興建設株式会社
南予太鼓連南予太鼓連
南予建工有限会社南予建工有限会社
南予 e-sports 組合南予 e-sports 組合
中川板金店中川板金店
有限会社南予塗装有限会社南予塗装
有限会社中浩運輸有限会社中浩運輸



株式会社南予ファーム株式会社南予ファーム
株式会社中村左官株式会社中村左官
株式会社ニュー兵頭追手店株式会社ニュー兵頭追手店
日本ペイントマリン株式会社日本ペイントマリン株式会社
ネクスト・オンリーネクスト・オンリー
腹熟腹熟
浜田左建浜田左建
ごはん屋HATHUくらごはん屋HATHUくら
有限会社パルテあい有限会社パルテあい
浜田農園浜田農園
BUCCHUSBUCCHUS
はち味はち味
兵頭工務店有限会社兵頭工務店有限会社
廣瀬菓子舗廣瀬菓子舗
ピアジェピアジェ
株式会社HILO House株式会社HILO House
平田石油株式会社平田石油株式会社
株式会社富士建設コンサルタント株式会社富士建設コンサルタント
有限会社かぐや姫有限会社かぐや姫
有限会社フラワーショップたむら有限会社フラワーショップたむら
株式会社フジカ株式会社フジカ
有限会社フラワーセンター宇和島有限会社フラワーセンター宇和島
有限会社ほづみ有限会社ほづみ
株式会社ほけんラボ株式会社ほけんラボ
株式会社ホンダカーズ宇和島株式会社ホンダカーズ宇和島
PonjeePonjee
bobhair 恵美須店bobhair 恵美須店
株式会社ＪＲ四国ホテルズ株式会社ＪＲ四国ホテルズ
ホシザキ四国株式会社宇和島営業所ホシザキ四国株式会社宇和島営業所
有限会社丸忠有限会社丸忠
マックスバリュ西日本株式会社マックスバリュ西日本株式会社
有限会社増田興業有限会社増田興業
株式会社丸之内石材流通センター株式会社丸之内石材流通センター
丸之内商事株式会社丸之内商事株式会社
有限会社丸和有限会社丸和
有限会社マツモトハウス有限会社マツモトハウス
株式会社マエダ株式会社マエダ
正木鍼灸院正木鍼灸院
マルタカ産業株式会社マルタカ産業株式会社
松澤司法書士事務所松澤司法書士事務所
まごころ整体院まごころ整体院
ミスタータイヤマン宇和島店ミスタータイヤマン宇和島店
有限会社宮道装備有限会社宮道装備
株式会社うわじま産業振興公社道の駅みま株式会社うわじま産業振興公社道の駅みま
有限会社三好巧藝社有限会社三好巧藝社
宮崎智之税理士事務所宮崎智之税理士事務所
宮本防災設備宮本防災設備
三好旅館三好旅館
有限会社三浦屋人形店有限会社三浦屋人形店
有限会社宮本建築工房有限会社宮本建築工房
株式会社明成株式会社明成
モータースミニモータースミニ
有限会社森建金物店有限会社森建金物店
森商店森商店
合資会社森本商事合資会社森本商事
もく兵衛もく兵衛
株式会社森の三角ぼうし　株式会社森の三角ぼうし　
有限会社安岡蒲鉾有限会社安岡蒲鉾
山下建設株式会社山下建設株式会社
有限会社ヤマナカ有限会社ヤマナカ
株式会社山下工務店株式会社山下工務店
有限会社山瀬石油店有限会社山瀬石油店
Uni プランニングUni プランニング
医療法人百合田歯科医院医療法人百合田歯科医院
夢むすび夢むすび
U- スマイル内装リラクゼーション yumemiU- スマイル内装リラクゼーション yumemi
遊楽遊楽
四電ビジネス㈱愛媛支店宇和島営業所四電ビジネス㈱愛媛支店宇和島営業所
横山建工有限会社横山建工有限会社
株式会社吉松株式会社吉松
株式会社王子屋株式会社王子屋
立花株式会社立花株式会社
社会福祉法人立正福祉会社会福祉法人立正福祉会
LinoLino
創作居酒屋まる創作居酒屋まる
和宗起業株式会社和宗起業株式会社

有限会社和牛の店丸協有限会社和牛の店丸協
lounge 壇lounge 壇
楽苑楽苑
A-Rahoo Motorcycles（株式会社WHEELERS）A-Rahoo Motorcycles（株式会社WHEELERS）
株式会社愛媛総合保険事務所株式会社愛媛総合保険事務所
MIXMIX
NPO法人森の息吹NPO法人森の息吹
LuceLuce
菊屋菊屋
株式会社創建カンパニー株式会社創建カンパニー
三好表具店三好表具店
有限会社松花商店有限会社松花商店
床屋　源代床屋　源代
マルハフーズ株式会社マルハフーズ株式会社
エヒメエレベータサービス株式会社エヒメエレベータサービス株式会社
株式会社大介株式会社大介
株式会社松野重機株式会社松野重機
合同会社ＭＫ&Ｋ（住宅型有料老人ホームみるく）（久遠チョコレート）合同会社ＭＫ&Ｋ（住宅型有料老人ホームみるく）（久遠チョコレート）
クスコラボ・ワークスクスコラボ・ワークス
株式会社田中蒲鉾本店株式会社田中蒲鉾本店
株式会社パティスリー・ジュテーム株式会社パティスリー・ジュテーム
lounge SHINElounge SHINE
つかさ税理士法人つかさ税理士法人
愛媛綜合警備保障株式会社愛媛綜合警備保障株式会社
有限会社広沢水産有限会社広沢水産
H.KGROUP 株式会社華月 株式会社葉月 株式会社千華H.KGROUP 株式会社華月 株式会社葉月 株式会社千華
平田琴風書道教場平田琴風書道教場
太田電気株式会社太田電気株式会社
有限会社松本ガラスシステム有限会社松本ガラスシステム
いわき鍼灸マッサージ治療院いわき鍼灸マッサージ治療院
株式会社池田商会株式会社池田商会
大下モータース大下モータース
有限会社古川製材所有限会社古川製材所
hairlierhairlier
株式会社よつば不動産株式会社よつば不動産
株式会社桐島電工株式会社桐島電工
株式会社エースワン株式会社エースワン
宇和島郵便局宇和島郵便局
イヨスイ株式会社イヨスイ株式会社
愛媛漁業協同組合宇和島支所愛媛漁業協同組合宇和島支所
有限会社薬師神興業有限会社薬師神興業
HAIRSALON MAYHAIRSALON MAY
TruSt andTruSt and
株式会社岡崎水産株式会社岡崎水産
Bar Moby-DickBar Moby-Dick
壱銭堂本舗壱銭堂本舗
有限会社コレサワ有限会社コレサワ
ヴォラーレ建設株式会社ヴォラーレ建設株式会社
スリーラインズ株式会社スリーラインズ株式会社
下口鉄工株式会社下口鉄工株式会社
向日葵向日葵
萩原印刷株式会社萩原印刷株式会社
宇和島市役所部長会宇和島市役所部長会
宇和島市役所課長会宇和島市役所課長会
大衆食堂だてや大衆食堂だてや
住友生命保険相互会社住友生命保険相互会社
HiKARiHiKARi
株式会社サプライズワン株式会社サプライズワン
Second stage MONOQLO CYALUMESecond stage MONOQLO CYALUME
ひめみちゃんの駄菓子屋さんひめみちゃんの駄菓子屋さん
VOVO　FLOWERVOVO　FLOWER
ウォーターライフサポートウォーターライフサポート
有限会社中村かまぼこ有限会社中村かまぼこ
株式会社日珈コーヒー株式会社日珈コーヒー
三昌三昌
トータルインテリアWORLDトータルインテリアWORLD
炭火焼肉 1129炭火焼肉 1129
有限会社木村水産有限会社木村水産
有限会社U・テックうわじま有限会社U・テックうわじま
熟成焼き芋専門店　お芋や　やまや熟成焼き芋専門店　お芋や　やまや
株式会社きむら株式会社きむら
愛媛南部ヤクルト販売株式会社愛媛南部ヤクルト販売株式会社
有限会社山口建具有限会社山口建具
ToP Town 宇和島 ToP Town 宇和島 
CLUB　GOLDSCLUB　GOLDS
有限会社船田組有限会社船田組

株式会社金井商会株式会社金井商会
旭合名会社旭合名会社
有限会社木村水産有限会社木村水産
トータルリペア二宮トータルリペア二宮
田中不動産株式会社田中不動産株式会社
PriaPria
雅乃音雅乃音
山本みかん山本みかん

令和４年７月５日現在　順不同（敬称略）
社名店名はお申し込み名を記載しております
２０２２年７月発行
発行　うわじま牛鬼まつり実行委員会・ガイヤ部会
編集　（公社）宇和島青年会議所
印刷　有限会社 大成社




