
※レストランは要予約。 ※新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、臨時休業する場合がありますのでご了承ください。

たまご専門店 熊福

熊野養鶏直営の食堂と直売店です。  朝
採れた美豊卵を存分に『たまごかけ御飯』
としてお召し上がりいただけます。 美豊卵
と蒜山のジャージー牛乳を使った『うこま
るぷりん』もお勧めです。
　  9：30～14：00（直販は17：30まで）　　
     水曜日　　四国中央市妻鳥町2160-1
　  0896-56-5125

1

所所
TELTEL

営営 営営
休休

休休

ファームかふぇ
～Mogitate ～

いちごやぶどうを見ながらゆっくりと休憩
できるカフェです。当園でとれた自慢のい
ちごやぶどうを使って、ここでしか味わう
ことができないスイーツをお召し上がりく
ださい。
10：00～17：00       月曜日
西条市丹原町池田1805-1
090-9552-9788

2

所所
TELTEL

映日果

実家に帰った時のように、ほっとできる空
間づくりを目指しています。地産の旬の食
材を盛り込んだ安心・安全なメニュー作り
に取り組んでいます。
　 10：30～16：00（LOは15：30）　　火・水
曜日（月曜日は予約のみ、１週間前までに要
予約） 　　今治市宮窪町宮窪3543　   
     0897-72-8400

3

所所
TELTEL

営営 休休

愛の地産地消
レストラン

食材や調理方法などを話題に、生産者と
交流を楽しめます！伯方島の青い海と青
い空で育った野菜や水産物にこだわり、
季節に合わせた料理を提供する地産地
消のレストランです。
　  毎月第４土・日曜日 11：00～13：30
      今治市伯方町叶浦甲1668-1 マリンオアシ
スはかた2F　　0897-72-1018（担当：西部）
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所所
TELTEL

営営

でべそおばちゃんの店

瀬戸内海国立公園のほぼ中央にある、周
囲12kmの「青いレモンの島」と呼ばれて
いる岩城島。風光明媚な島の景色と、レモ
ンをまるごと使った創作料理をお楽しみく
ださい。 
　  10：00～14：00（5日前までに要予約）　
　  越智郡上島町岩城3057　　
　   0897-75-2843

6

所所
TELTEL

営営

土・日曜日　11：30～14：00、18：00～
22：00  　  今治市上浦町井口5847
0897-72-8234

所
TEL

営

和田産地のごはん

まつやま郷土料理マイスターとして、おふ
くろの味を大切に、新しい料理にも挑戦。
自家生産アボカドを使った和食と洋食の
コラボをお楽しみください（アボカドがな
い時期は郷土料理になります）。
     木・金・土曜日　11：30～14：30（1週間前まで
に要予約 予約は日・月曜日の9：00～21：00）
　  松山市太山寺町2417-2        090-1008-4457

7

所 TEL

営営

農村食堂
こぶしの家

30年続く老舗の農家レストラン！  
名物「たらいうどん」や、地元広田で採れ
た新鮮な山菜をふんだんに使った「山菜う
どん」など、素朴であたたかいメニューを
揃えています！
　  10：00～16：00　　火曜日、12月28日～
1月3日　　伊予郡砥部町総津159-1
　  089-969-2156
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所所
TELTEL

営営 休休

農家レストラン
ぼたん茶屋

ぼたん茶屋は茅葺の古民家で、手打ちそ
ばや旬の食材をゆっくり味わっていただ
けます。４名様以上から完全予約制。そば
懐石やぼたん鍋（猪肉）などのメニューが
あります。
　  4名から完全予約制
　  東温市井内1143       089-966-3981
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所所 TELTEL
営営

　  6名から完全予約制
　  東温市下林甲296       089-964-2918所所 TELTEL
営営

農家レストラン
由紀っ娘（ゆきっこ）

新鮮な野菜を使った郷土料理と、自家製
どぶろくが楽しめるレストランです。
『由紀っ娘御膳』は、里芋コロッケ、手作り
こんにゃく、山菜おこわ等、旬の野菜中心
のメニューです。
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農家リストランテ
Ve.G.l ベジー

自家農園にて農薬を使わずに（栽培期間
中）育てた安心・安全な旬の野菜や柑橘を
たっぷりと使っています。しまなみ海道
大三島でイタリアンをお楽しみください。

5

皆来。

皆が留まって交流の輪が広がるように、「皆
来（みなくる）。」と名付けました。地元産の米
や野菜、果物を使用し、調味料にも工夫して、
健康面に配慮した食事を提供しています。
　 木・金・土・日曜日 9：00～16：00(ランチ
は11：30～13：30）        喜多郡内子町五十崎
甲1760-1しあわせの黄色いハンカチ内　　  
　  090-8691-7064
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所所

TELTEL

営営

日本の田舎の風景に溶け込む古民
家や、一棟貸しタイプのお宿など、
様々なスタイルのお宿があり、滞在
スタイルに合わせて自由に選べます。
浜辺や里山の風景を眺めながら、
のんびり過ごすのもいかがでしょうか。

農家民宿  山あじさい
ファームイン　
ポーチュラカ西部

農家民宿  のうみん

おめぐり庵

ログ  立山

山小屋  美川 

農林漁家民宿って？農林漁家民宿って？農林漁家民宿って？ 農林漁家が住宅を提供し、宿泊+体験が楽しめるスタイルの民宿のこと。　　　オーナーさんと一緒に、田舎の生活や文化に触れる体験ができます。田舎の魅力を感じに、愛媛に訪れてみませんか？

農林漁家が、自ら生産した農林水産物や　　　 地域の食材を使い、料理加工して提供しているお店です。新鮮な素材を贅沢につかった美味しい郷土料理などがいただけます。農林漁家レストランをご存知ですか？農林漁家レストランをご存知ですか？農林漁家レストランをご存知ですか？

　  10：00～17：30　　水曜日、冬季（12月～
3月）　   西予市野村町大野ヶ原221-1　　
　  090-9551-9562

所所
TELTEL

    土・日・祝日・祭日 11：00～15：00（食事
は14：00まで）　　宇和島市遊子2323-3
　  0895-62-0091

所所
TELTEL

元醤油醸造所の店舗を改修した肱川河
畔の古民家カフェ。季節や地元食材を楽
しんでいただくと同時に、驚きや発見のあ
る料理を！と思っています。週替わりの「利
太郎ランチ」が人気です。

「笑顔と思い出になるひとときのお手伝いを」
自社牧場で育てた独自のブランド牛肉や
豚肉、ワインやビールと共におもてなし。ロ
グハウスの中でごゆっくりお過ごし下さい。

　  土・日・月曜日（毎週ではないのでお問い合
わせを）11：30～15：00     　大洲市森山甲
930-3   　 090-7424-2817

所所
TELTEL

営営

古民家カフェ
「シェ利太郎」

コミュニティースペース
みそぎの里 レストラン ゆうぼく民

11：30～14：00（ＬＯ13：30）  18：00～
21：00（ＬＯ20：30）　　月曜日、第1・3火曜日
西予市宇和町坂戸673-1 　　
0894-62-5877

所所
TELTEL

営営

農家食堂  てるてる

山里の小さな食堂で、おばあちゃんが田舎料
理を作って待っています（要予約）。ゆったり
山の緑と空気を楽しみに来てください。予約
制でピザ焼きやうどん打ち体験もできます。
4日前までに要予約　11：00～14：00
木曜日（11：00～13：00惣菜販売のみ）
西予市野村町松渓1-701
090-5710-3231

所所
TELTEL

営営

農家レストラン
「食堂ゆすかわ」

地元でとれた野菜やトマトを使った週替
わりの「リコピンズランチ」や「オムライ
ス」、「ナポリタン」等を提供しています。
特にトマトをたくさん使ったリコピンズラ
ンチは人気です。
水曜日・第４日曜日 11：00～14：00
西予市城川町遊子谷2370-1
0894-89-1663

所所
TELTEL

営営 営営

お山のレストラン
「森の魚」

大野ヶ原小学校の近くにあり、酪農家が
営むレストランです。おすすめは、絞りた
て牛乳やソフトクリーム！森の魚ランチ
は、山登りのお客さんにも好評です。
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みまきガーデン

御槇地区住民が地域活性化のため、廃園
の保育所を改造し平成26年4月にオープ
ン。運営は地元女性たち。旬の食材を
使ったランチや、宿泊、地域内の配食サー
ビスも行っています。
　  ランチバイキング 3～12月の土・日曜日 
10：00～14：00　　　宇和島市津島町御内
1218-1 　　0895-36-0004

15

所所
TELTEL

営営

営営

お食事処
「だんだん茶屋」

遊子水荷浦の段畑でとれたじゃがいも
や宇和海でとれた新鮮な海の幸をお出
ししています。人気の各種昼御膳をはじ
め、良心的な金額で遊子の味覚を堪能
できます。
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おかあさんレストラン

道の駅「虹の森公園」のレストラン遊鶴羽に
て、月に２日間だけオープンしています。家庭
料理を中心に23～25品目を用意し、野菜中心
のヘルシーな料理の提供を心がけています。 
　 毎月第2･4火曜日 11：00～14：00　
(祝日を除く)　　北宇和郡松野町大字
延野 1々510-1 道の駅「虹の森公園」
　 0895-20-5006　　

17

所所

TELTEL

営営

お山のバイキング

日吉夢産地内のレストランで「お山のバイ
キング」と題して、ランチバイキングを開
催。田舎の郷土料理、旬の新鮮な食材を
使った手作りの料理で、お客さまをおもて
なしいたします。
　  毎月第1･3木曜日  11：00～14：00
　  北宇和郡鬼北町下鍵山54  道の駅「日
吉夢産地」　　  0895-44-2340

18

所所
TELTEL

営営

うみのいえ こもてらす

宇和島市から車で60分！細木運河を眺め
ながらランチを楽しみませんか？宇和海
の魚貝類を使った海鮮料理、海鮮バーベ
キューもお勧め。

　 平日 11：00～14：00　土・日・祝日 11：00～
17：00 　　月曜日        宇和島市蒋渕502-1 　 
　　0895-63-0163　
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朝採りたまごかけ
ご飯の店　これか卵

たまごかけご飯11：00～14：00　カフェ１４：00～
１６：00　　月・木曜日　　喜多郡内子町内子2023 
まちの駅  Nanze内   　  0893-44-6440

休 所所
TELTEL

営営

朝採りの5種類の卵米っ娘たまご、インカの
卵、人生これか卵、ひめ卵プラス、EHハーブ
卵が食べ放題です。その卵を使ったプリン、
シュークリーム、ロールケーキ又、チキンソー
セージ、燻製商品等取り揃えております。
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えひめグリーン・ツーリズムナビのご紹介
ここで紹介しているグリーン・ツーリズムに関する情報はほんの一部。えひめには、自然や
田舎を満喫できる体験メニューや農林漁家民宿、産地直売所等のスポットがまだまだたくさん
あります！ホームページ えひめグリーン・ツーリズムナビで詳しく紹介しています。

えひめグリーン・ツーリズムナビ　

体験談の投稿方法

えひめグリーン・ツーリズムナビの
HOME→体験談→「体験を投稿する」をクリックすると、
体験談投稿フォームから、どなたでも投稿できます。

詳しくは、えひめグリーン・ツーリズムナビの
HOME→お知らせ一覧→開業支援・
えひめグリーン・ツーリズムの取り組み
に興味のある方へをご覧ください。

申請方法

えひめグリーン・ツーリズムナビ
では、掲載している体験メニュー
の体験談を募集しています。
あなたの体験談を投稿し、旅の
思い出をシェアしてみませんか。

あなたの感想をぜひお寄せください！

愛媛県では、農山漁村地域の皆様が提供されている多様な体験メニュー
等を募集しています。登録された体験メニューは、えひめグリーン・ツーリズ
ムナビで積極的にＰＲしていきます。
ぜひ自慢の体験メニューを登録し、情報発信してみませんか。
体験メニューだけでなく、農林漁家民宿や農林漁家レストラン、産地直売所
等の施設や、地元特産品等の「自慢の逸品」も募集しています。

愛媛型グリーン・ツーリズム体験メニュー等を募集しています！

愛媛型農林漁家民宿の開業を支援します
農林漁家民宿の開業には、旅館業法や食品衛生法などの関係法令に基づく
許認可の手続きが必要です。
愛媛県では、農林漁家の方々が自宅の空き部屋等を活用した小規模民宿を
開業する際に、「愛媛型農林漁家民宿」の認定を受けることで、国及び県の
規制緩和の適用をはじめとした手続きが円滑、迅速に行えるよう支援しています。 
開業に至るまでの手続きや相談窓口をわかりやすく整理した「農林漁家民宿
開業マニュアル」を作成しましたので、ご活用ください。

詳しくは、えひめグリーン・ツーリズムナビの
HOME→お知らせ一覧→開業支援・えひめグリー
ン・ツーリズムの取り組みに興味のある方へを
ご覧ください。

検索方法

古民家
カフェ「シ

ェ利太
郎」

農家民
宿  吉乃

勝

遊子水
荷浦の

段畑

森の国の
宿  あざ

み野

天忠の
宿  ひろ

こ

農林業
体験民

宿  天辺

ファーム
イン  ポ

ーチュラ
カ西部

瀬戸内海や宇和海で獲れた新鮮
な魚介や、新鮮な野菜、手作りの
お味噌や柑橘を使ったメニューなど、
こだわりのお料理をご用意しています。
共同キッチンでオーナーさんと一緒
にお料理を楽しむこともできます。

野菜の収穫、魚釣り、郷土料理や石
窯を使ったピザ作り、オーナーさん
の案内による地元めぐりなど、お宿
により体験メニューは様々です。ま
た、農林漁家民宿はオーナーさんと
の交流も魅力のひとつ。旅の思い出
をたくさん作りましょう！

農家民宿  のうみん農家民宿  のうみん
おめぐり庵 漁家民宿  遊海

森の国の宿  あざみ野 農林業体験民宿  天辺

森の国の宿  あざみ野

ファーム・インRAUM
古久里来

ペンション  ステラ・ミラ

漁家民宿  大内浦 

えひめグリーン・ツーリズムナビについてえひめグリーン・ツーリズムナビについて農林漁家が住宅を提供し、宿泊+体験が楽しめるスタイルの民宿のこと。　　　オーナーさんと一緒に、田舎の生活や文化に触れる体験ができます。田舎の魅力を感じに、愛媛に訪れてみませんか？

農林漁家が、自ら生産した農林水産物や　　　 地域の食材を使い、料理加工して提供しているお店です。新鮮な素材を贅沢につかった美味しい郷土料理などがいただけます。

休

所所
TELTEL

営営
営休

営休

愛媛県グリーン・ツーリズム推進協議会  事務局：愛媛県農林水産部農政企画局農政課6次産業化推進グループ
〒790-8570　愛媛県松山市一番町四丁目4-2　TEL：089-912-2514　FAX：089-946-4584お問い合わせ先

休

旧御祓小学校の職員室を改装したアット
ホームなカフェ。地元産の新鮮食材をたっ
ぷり使った季節の定食や、御祓の湧き水
で淹れるコーヒー、手作りシロップのドリ
ンクが好評です！
　　　  毎月第２・４日曜日 11：00～14：00 　　
     喜多郡内子町只海甲456　　　
　  0893-43-0620
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所所
TELTEL

営営



農林漁家 民宿農林漁家 民宿
&レストラン&レストラン
MAPMAP

東京（羽田空港）～松山（松山空港）・・・約1時間20分

大阪（伊丹空港）～松山（松山空港）・・・約50分

広島（広島港）～松山（松山観光港）・・・約1時間20分

岡山（JR岡山駅）～松山（JR松山駅）・・・約2時間40分

福岡（福岡空港）～松山（松山空港）・・・約50分

県外からのアクセス

農村ゲストハウス
さかりば

今治市上浦町
盛1498
090-7765-3381

大三島の北端にある集落、盛（さかり）。 
そこで静かな日常を感じていただくため
のゲストハウスです。立派な梁の下で過
ごすことができる部屋などが自慢です。

1 しまなみの小さな家

今治市上浦町
甘崎379
090-8283-5765

「打ち続く  海岸線のサイクリング  家内と二人で
しまなみの道」お客様が残して下さった短歌で
す。海沿いのサイクリング道路に面しています。訪
れるあなたの笑顔とつながり、「ほっこりとしたい」
私たちです。野菜を使った朝食を共にしましょう。

2 農家民宿 とと・かか

今治市上浦町
瀬戸3279
090-3784-4073

孫が親のことを「パパ、ママ」ではなく
「とと、かか」と呼ぶことから名付けた、
大三島（大三島橋付近）のサイクリング
コース沿いにある一棟貸しの宿です。

3 ソルトハウス

今治市伯方町
木浦甲1293-3
0897-72-8535

築70年の元歯医者を改装した古民家
ゲストハウスです。昭和モダンな空間
で、大人の島時間をどうぞ。春には愛
媛県屈指の桜の名所、開山で満開の
桜が見られます。

4

農家民宿 吉乃勝

今治市伯方町
木浦甲2723
0897-72-0082

知り合いの家に泊まる感覚で来てくだ
さい。フラワーアレンジメント、菓子・パ
ン作り、たき火での焼き芋、 巨石への
案内など、体験できます。

5 ファームイン
ポーチュラカ西部

今治市伯方町
木浦3064-1
0897-72-1018

地元の野菜と新鮮な魚を使った旬の味
をお楽しみください。「ポーチュラカ」の花
ことばは、「いつも元気、小さなとびら」
です。体験・交流という小さなとびらを
きっかけに一緒に元気になりましょう！

6 とうかげん

今治市宮窪町
友浦2608
0897-72-8381

海岸沿いに立地しており、海の風景を
楽しめます。はっさく、レモン、野菜が
元気に育っており、季節の採れたて
野菜の料理をお楽しみください。収穫
体験もできます。

7 農家民宿ティコゼ
BBGL

今治市玉川町
中村486-2
090-5147-0123

ティコゼとは紅茶ポットに被せるお茶
帽子のこと。お茶帽子を被せて紅茶が
冷めないよう、ゆっくりおしゃべりを楽
しみましょう。

8

9 八～country house～

松山市八反地甲131
089-993-3002

瀬戸内一本釣り。メダカ飼育体験。ホタ
ル幼虫観察（ウンチク付）。筍掘り。田植
え。稲刈り。お祭り。体験ワンダーランド
のお宿です。松山空港から車で40分。

10

伊予郡砥部町
高市2300-1
089-969-2522

築100年以上の古民家を改修した一棟
貸しの宿。標高450mに位置し眺望がよ
く、四季折々の変化も楽しめます。夜
は天の川などの星も観察できます。

11 民宿・観光農園
狩場苑

上浮穴郡久万高原町
下畑野川甲1670
0892-41-0550

お遍路さんの定宿として利用されるこ
とが多い宿。秋には芋堀りや栗拾いが
できる体験民宿に早変わり。 しずかな
環境の中でゆったりとした時間を過
ごしてみませんか。 

12

山小屋　美川

上浮穴郡久万高原町
中黒岩1845
080-3921-6888

1日1組限定の宿。自然に囲まれた静か
な空間で日々の疲れを癒しませんか？
高原の風を感じながら、満天の星をお
楽しみいただけます。寒い時期は暖炉
の前でお過ごしください。

13 農林業体験民宿
天辺（てっぺん）

上浮穴郡久万高原町
中津2150
0892-54-2105

急な斜面にたたずむ天辺。しかし、見
晴らしは最高、空気はおいしい。そんな
自然豊かな中で田植え、稲刈りなどの
農業体験や林業体験ができます。

14 石畳の宿

喜多郡内子町
石畳2877
0893-44-5730

旬の野菜の煮物や山菜の天ぷら、打ちた
ての蕎麦など、地元の素材をふんだんに
使った田舎料理、山里ののどかな雰囲気、
心温まるもてなしにも心が安らぎます。

15 グリーンツーリズム里山

喜多郡内子町
川中2366
0893-45-0755

ぶどう農家であるオーナーの作る内子
夢ワインが人気の宿です。農園での
ブドウ狩りやワインのオリジナルラベ
ル作りが体験できます。

16

お山の学校「ながた」

喜多郡内子町
五百木4192
0893-45-0232

地域の人達に親しまれた学校が、宿泊
施設として生まれ変わりました。豆腐・
こんにゃく・うどん・ピザ作りなどの体
験ができます。夏は、カブトムシ捕りや
小川での水遊びなどが大人気です。

17 川登筏の里交流センター
いかだや

喜多郡内子町
大瀬東3581
0893-59-9900

この地域に残されていたへんろ宿を再現
したもので、滞在しながら、農村の暮らし
体験や小田川で本格的な川遊びが楽し
めます。地元産の鮎料理がおすすめです。 

18 天忠の宿  ひろこ

喜多郡内子町
立山3105
0893-45-0601

デッキから見下ろす自然豊かな里山の風景
と四季折々の山々の景観が絶景の宿。展望
デッキでの山々の尾根や雲海を見下ろしな
がらの朝食は、ここでしか味わえない体験
です（朝食のみのお申込みも可。要予約）。

19 ログ  立山

喜多郡内子町
立山3925
0893-45-0222

手づくりのログハウスで田舎の生活を
満喫できます。庭に設置されている
ピザ窯でのピザやアップルパイづくり
が大人気。季節野菜を収穫してオリジ
ナルのピザづくりなどいかがでしょう。

20

ペンション
ステラ・ミラ

喜多郡内子町
論田898
0893-44-5987

内子町の町並みから５分の位置にあり、
自然に囲まれた静かな環境でお泊まり
いただけます。名前のステラ・ミラは
クジラ座を構成する変光星で、不思議
な星という意味です。

21 ヴィラ日だまり

喜多郡内子町
五百木346-3
0893-57-6868

22 ファーム・イン
RAUM 古久里来（こくりこ）

喜多郡内子町
五百木636
0893-44-2079

サイロをイメージしたおしゃれな別棟が
宿泊棟です。本宅での食事やカフェ、五
右衛門風呂など、充実した機能をもった
宿泊施設。地域の交流拠点として、定期
的にコンサートや朗読会などの開催も。

23 月乃家

喜多郡内子町
内子2646
0893-43-1160

伝統的な町並みのほぼ中心地に位置
し、内子の町家空間を楽しんでいただ
ける宿です。ゆっくりと時間のながれ
る、くつろぎの宿です。

24

町家別荘　こころ

喜多郡内子町
内子1949
0893-44-5735

古民家を活用した１日１組限定Ｂ＆Ｂの
宿です。商店街の真ん中に位置し、内
子観光には最適です。檜の樽風呂で内
子の夜を満喫ください。夕食は、宿お奨
めの料理屋さんでお楽しみください。

25 HOTEL
こころ・くら

喜多郡内子町
内子1993
0893-44-5735

明治時代の蔵を改装して造られた贅沢
な宿。１日２組限定のメゾネットタイプの
お部屋は、上質でプライベートな空間
です。夕食は、宿お奨めの料理屋さん
でお楽しみください。

26

民宿　いわな荘

大洲市河辺町
北平2455
0893-39-2254

山里の自然に心が和み、渓流のせせら
ぎと小鳥のさえずりに心安らぎます。の
んびりと川遊びや釣り体験ができます。

29 あまごの里

大洲市河辺町
北平4293
0893-39-2915

アマゴやニジマス、イワナを使った川魚
料理が自慢です。お子様と一緒に釣り堀
で釣った魚を料理でき、川遊びをしたり、
ちょっとしたキャンプ気分も味わえます。

30 民宿　奥山

西予市城川町
野井川1121
0894-85-0140

清流に恵まれた静かな山里で、日頃の喧
噪を忘れ、ゆっくりと流れる時間をお楽し
みください。季節によっては川魚のつかみ
どりや田植え・稲刈り体験もできます。

31 農家体験民宿
暖々畑

西予市野村町
鳥鹿野1174
0894-75-0031

自然とふれあい、のんびりと田舎暮ら
しを楽しみたい方、各種体験メニュー
と新鮮な農産物を使った家庭料理で
お待ちしております。

32

おめぐり庵

西予市宇和町
稲生325-2
090-2829-4360

四季がめぐり、人のご縁がめぐり、気や
エネルギーがめぐる宿です。お客様の
心と身体が喜び、より元気になるような
「民宿」と「喫茶」「気功整体」を営んで
います。

33 農家民宿 そふぃあ
（SOPHIA）

宇和島市三間町
波岡765
0895-58-3260

大峰や中世山城を一望できます。 庭園
は松・竹・梅・椿など多種の樹木と自然
石を配し、季節の虫の鳴き声に耳を
傾けながら歓談交酒するもまたよし。

34 銀杏舞う古民家の宿
孫九庵

宇和島市三間町
大内20
090-1176-4951

太宰庄屋屋敷は当時の設えを残した
まま250有余年居宅として使用。客人を
もてなす迎賓館として昭和初期に建造
された離れを、リノベーションした古民
家の宿です。

35

漁家民宿 遊海（ゆうみん）

宇和島市平浦995-3
0895-28-0182

真珠とじゃこ天のまち「宇和島」に誕生
した漁家民宿です。「真珠」でオリジナ
ルジュエリーを作ったり、景観を満喫
するなど、様々な体験を取り揃えて
おります。

37 漁家民宿   海荘   四季

宇和島市三浦西3221
0895-29-0523

真珠養殖の体験、海岸自然観察、磯遊
び、魚釣り、海水浴などが楽しめます。
目の前の海を観ながら、郷土料理づく
り、魚のさばき方などが体験できます。

38 雨ちゃん家

宇和島市蒋渕1009
090-3659-8833

オーナーは京都から移住してきた御夫
婦です。目の前は海！三浦半島蒋渕の
海を眺めながら、のんびりあったかい田
舎の時間を楽しんでください。

39 岬の民宿 なにわ

宇和島市蒋渕3381
090-8571-4248

宇和島市三浦半島の先端、細木運河を
こえた矢ケ浜のお宿。青い海からの贈
り物（貝殻アート体験）も楽しめます。
ゆっくり滞在型で過ごしてみませんか。

朝食

夕食

Wi-Fiあり

一棟貸し

囲炉裏あり

五右衛門風呂あり

朝食あり

夕食あり

キッチンあり

町並保存地区
や道の駅内子フ
レッシュパーク
「からり」が近く、
内子町観光に
便利な、純和風
の佇まいで落ち
着いた雰囲気の
お宿です。

喜多郡内子町寺村2953
ミカタスイッチ㈱
080-2977-1325

明治初期に建てられた築１４０年の古民
家を、地元の企業や有志によって改修
し、移住体験施設として生まれ変わり
ました。小田の暮らしを体験すること
ができる一棟貸しの宿泊施設です。

京の森27

島民宿 つわぶき

宇和島市日振島682
0895-65-0035

日振島で青い海を見ながら、ゆっくり
と過ごしませんか。貝砂やハマユウの
咲く美しい沖の島もすぐ近く。沖の島
散策で、豊かな自然との出会いを楽
しんでいただけます。

41 42 43 ログ 杉の家

北宇和郡鬼北町
川上1156
0895-48-0860

杉と漆喰に囲まれた癒しの空間。薪ス
トーブと囲炉裏の部屋で田舎料理を
堪能。鬼北町特産のきじ鍋もぜひお
召し上がりください。

ＯＮ＆ＯＦＦ

北宇和郡鬼北町
小松110-1
0895-48-0459

国道沿いにあり、全国からライダーが
集まる喫茶店＆民宿。サイクリングイ
ベントも企画しており、愛媛～高知間
のサイクリストの情報交換の場として
も活用できます。

45 農家民宿 作夢村

北宇和郡鬼北町
広見121
0895-48-0662

近くに広見川が流れ、山々に囲まれ
た静かな場所にあるロッジ風の宿。
無農薬野菜を使った旬の料理を釜戸
で炊いたご飯で、囲炉裏を囲んでお
召し上がりください。

46 農家民宿 山あじさい

北宇和郡鬼北町
奈良746
0895-45-1786

事前予約により、石窯ピザ焼き体験
の他、パン作り、野菜収穫、こんにゃ
く作り、お茶摘み、みそ作り、もちつき
体験ができます。ご宿泊者には手作
りの郷土料理をご提供します。

47 四季の粋（すい）

北宇和郡松野町
吉野596
0895-42-0063

1日1組限定。四万十川の最大支流（広
見川）のそばで、周りには水田がある
別荘風ロッジ。夜は川のせせらぎを
聞きながらのバーべQなど、山の自然
を満喫できます。

森の国の宿 やなせ

北宇和郡松野町
吉野1441-1
090-5713-3312

築約60年の一軒家を貸し切る1日1組限定の
宿です。四万十川の支流である広見川のそば
にあります。自然豊かな風景を楽しみながら
のんびり過ごすことができます。●営業日：
３日前までに要予約●休業日：年末年始・お盆 

49 森の国の宿
やなせ あねっくす

北宇和郡松野町
吉野2334-4
090-5713-3312

定員４名までの１日１組限定の宿。天気が良い
日の夜は、満天の星空を楽しめます！入浴設備
がないため森の国ぽっぽ温泉の入浴券付き。
食事は予約時に相談してください。●営業日：
３日前までに要予約●休業日：年末年始・お盆 

50 森の国の宿 わらび

北宇和郡松野町
蕨生71-2
0895-42-1051

1日1組限定の一棟貸し。四万十川の支
流「広見川」がすぐそばを流れており、
２階からの眺めは格別です。シーズン
には天然ウナギ漁の体験もできます。

51 晴れたらいいね

北宇和郡松野町
蕨生1687
0895-49-3347

西日本一ホームの短い「JR真土（まつ
ち）駅」から徒歩３分。一軒屋を丸ごと
利用可。「広見川」がすぐそばを流れて
おり、2階からの眺めは格別です。

森の国の宿 桧の本

北宇和郡松野町
豊岡768
090-7570-5374

国道381号線そばのアクセスの良い立
地。町内の道の駅、ＪＲ松丸駅(ぽっぽ
温泉)までも町内の民宿で一番近く、
遊びにも最適。天気を問わずＢＢＱ体
験も対応可能です。

53 森の国の宿
ゲストハウス夢楽（むらく）

北宇和郡松野町
目黒796-1
080-2983-1032

1日1組限定。滑床のお膝元の宿。
田んぼ、蛍、紅葉と四季それぞれの顔
を持つ里山の暮らしをお楽しみくだ
さい。陽気なオーナー親子がお出迎
えします。

54 森の国の宿 あざみ野

北宇和郡松野町
目黒1430
0895-43-0008

1日1組限定。大きなけやきの木が目印
です。目の前にはオーナーが育てる
梅畑が広がり、蔵や囲み廊下のある
昔ながらの日本家屋でゆったりとし
た時間を過ごせます。

55 森の国の宿 おんごく

北宇和郡松野町
上家地480
080-2991-5045

「おんごく」とは、都から遠く離れた地
の意味。人里離れたロケーションに建
つ築約100年の民宿です。ゆったり流
れる時間の中で、季節野菜の収穫体
験などが楽しめます。

農家民宿 風山の里

南宇和郡愛南町
御荘菊川1284
0895-74-0518

裏山の名称から命名した農家民宿で
す。早期米の田植えや稲刈り、愛南
ゴールドの収穫体験といった農業体
験などが楽しめますので、ぜひお越し
ください。

57 漁家民宿
大内浦（おおうちうら）

南宇和郡愛南町
中浦506-3
0895-75-0502

波止場からアジやイカなどが釣れます
ので、お泊りの際はぜひ魚釣りでお
楽しみください。魚料理、サイクリン
グ、トレッキング、森づくりなど一緒に
体験しましょう。

58 ゲストハウス
カイタク舎

南宇和郡愛南町
緑甲308
0895-73-8851

愛南町で遊ぶ、学ぶ、泊まる、暮らすことが
できる体験型の宿です。狩猟、川遊び、海遊
びなど、海・山・清流のある「緑の暮らし」を
全力で楽しむアクティビティをご用意してい
ます。ジビエのBBQもできます（要予約）。

59

凪ハウス

宇和島市吉田町
奥浦甲266
090-4780-8491

いわゆる「観光地」には該当しない田舎
を満喫できる宿泊施設。奥南地区にひっ
そりとオープンしました。凪いだ海と低い
山、海沿いを散歩したり、畳でゴロゴロし
て、ゆっくりと過ごしていただきたいです。

伊方町

上島町

今治市

松山市

松前町

伊予市

内子町

大洲市

西予市
鬼北町

松野町松野町

愛南町

宇和島市宇和島市

八幡浜市八幡浜市

東温市

西条市

新居浜市 四国中央市
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久万高原町
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農林民宿  石野１組の宿　瀬戸の夢

松山市北条辻1169-17
089-992-3277

1日1組の宿。海岸まで80ｍと近く、海水
浴も楽しめます。バーベキュー施設で、
気軽にＢＢＱをお楽しみください。別棟に
は囲炉裏と薪ストーブもあります。

すなだの家

宇和島市津島町
高田丙380
0895-49-1317

一棟貸しタイプの宿泊施設。オプション
で加工体験、収穫体験も。農林水産業
を学び、体験する起業家研修施設、
食文化発信基地。“きのう・きょう・
そしてあすも”が運営しています。

農家民宿 のうみん

宇和島市大超寺奥乙
90-13
0895-26-2929

四季を体に感じさせてくれる自然豊か
な場所にあります。 宇和海に沈む夕日
を眺めながら、「ゆっくりと流れていく
癒しの時間」を感じてください。

▶安心してご滞在いただけ
るよう、新型コロナウイルス
の感染拡大防止対策に
取り組んでいます。

▶新型コロナウイルスの感
染拡大防止のため、休業
する場合がありますので、
ご了承ください。

獅子越荘

喜多郡内子町中川小田深山
ソルファ・オダスキーゲレンデ
0892-52-3232

ゲレンデに併設されたロッジスタイル
の宿泊施設。合宿や団体利用に最適。
夏には、小田深山で子どもたちだけの
ネイチャーキャンプも開催しています。
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