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えひめの農林漁家民宿などえひめの農林漁家民宿など

漁家民宿 かきやさん
今治市大三島町宮浦5732
0897-82-0242
おさかなママさんの料理は絶品！！遊漁船と牡
蠣の養殖をしており、かきうちや魚さばきなど
の漁師ならではの体験もできます。
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農家民宿 でべそ
越智郡上島町岩城3057
0897-75-2843
レモンにこだわった（レモン懐石）農家レスト
ランも一緒に経営しています。その他にもレモ
ンに関する体験ができます。

5 農家民宿 「まるふのお宿」
越智郡上島町弓削下弓削518
050-7128-8807
農業、自給自足、島ぐらしに興味がある方の
ための宿です。自然農をベースとした農法で、
固定種を栽培しています。
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ヴィラ日だまり
喜多郡内子町五百木３４６－３
０８９３－５７－６８６８
町並保存地区や「道の駅からり」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。

22１組の宿 瀬戸の夢
松山市北条辻1169-17
080-2232-932
松山市北条地区の県道179号線沿いにあ
る１日１組限定の宿です。観光拠点としても便
利な立地です。

7 農林民宿 石野
伊予郡砥部町高市2300番地1

築100年以上の民家を改修した1棟貸しの宿。
標高450mに位置することから、眺望がよく、
四季折々に変化する自然を堪能いただけます。

8 民宿 狩場苑
上浮穴郡久万高原町下畑野川1670
0892-41-0550
お遍路さんの定宿。秋になると芋堀りや栗拾
い体験ができる体験民宿に早変わりします。
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1 ファームイン ポーチュラカ西部
今治市伯方町木浦甲３０６４-１
0897-72-1018
｢ポーチュラカ｣の花言葉は「いつも元気、小
さなとびら」。体験･交流という｢とびら｣を
きっかけに一緒に元気になりましょう。

4 農家民宿 吉乃勝
今治市伯方町木浦甲2723
0897-72-0082
農家民宿（ヨシノガチ）です。知り合いの家に泊まる様な感
覚でいらしてください。希望で体験有（フラワーアレンジ・
菓子・パン作り・焚き火での焼き芋・巨石への案内等）

2 しまなみの小さな家
今治市上浦町甘崎379
090-8283-5765
イチゴと柑橘を作っています。お部屋からは
多々羅大橋と瀬戸内の海が見えます。

11 漁家民宿 えーとこ屋ことこ
上浮穴郡久万高原町日野浦７７８
０８９２－５６－００７３
国道３３号沿いにあります。面河川での川遊
びはもちろん、魚釣りや絶景ポイントを楽しむ
ことができます。

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
急な斜面にたたずみ、見晴らしは最高。自然
の中で田植え、稲刈り体験等ができます。
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グリーンツーリズム 里山
喜多郡内子町川中2366
0893-45-0755
オーナーの作る内子夢ワインは、オリジナル
ラベル作りできます。夏はぶどう狩りなど、里
山の魅力を満喫できます。

14 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円柱型の建物。田植え、
稲刈り、田舎暮らし体験等ができます。

15

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。自然に囲まれた
静かなペンションでホタル・夜空を満喫でき
ます。

16 月乃家
喜多郡内子町内子2646
0893-43-1160
内子の町並みの中央にあり、ゆっくりと時間
が流れる昔ながらの宿で町並み散策が体験
できます。

18ログ 立山（たちやま）
喜多郡内子町立山3925
0893-45-0222
手作りのログハウスで田舎の生活を満喫。石
窯ピザ、パイ焼きやリンゴ栽培等が体験でき
ます。
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泉谷の宿 花穂
喜多郡内子町北表1167番地
0893-43-0620（みそぎの里受付）
棚田絶景に包まれた1日1組限定の宿。食
事はありませんが、ブランドの泉谷棚田米を
提供しますのでぜひご賞味ください。
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山小屋 美川
上浮穴郡久万高原町中黒岩1845
080-3921-6888
1日1組の限定の宿。久万高原町の豊かな自然の中でゆっ
たりとした時間をお過ごしください。地元の食材を使った料
理とワインを楽しめる当宿で日頃の疲れを癒しませんか？
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19 町家別荘 こころ
喜多郡内子町内子1949
0893-44-5735
１日１組限定の宿。町並み散策等の後、檜の
樽風呂で内子の夜を満喫できます。

20 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作られた贅沢な宿。
1日2組限定のお宿です。内子商店街の中心
部にあり食事や買い物も便利。

27 あまごの里
大洲市河辺町北平4293
0893-39-2915
龍馬が脱藩時に駆け抜けた大洲市河辺町に
あります。清流のせせらぎに耳を傾けながら、
新鮮で美味しいアマゴ料理はいかがですか。

21 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です。時を忘
れ、のんびりとお過ごしください。

お山の学校 ながた
喜多郡内子町五百木4192番地
0893-45-0232
地域の人達に親しまれた学校が、田舎体験宿泊施設
として生まれ変わりました。豊かな自然に囲まれて、豆
腐・こんにゃく・うどん・ピザ作りなどの体験が出来ます。

23 いかだや
喜多郡内子町大瀬東３５８１
０８９３-５９-９９００
和の安らぎとふる里のぬくもり…。清流小田
川のほとりで季節の彩りを感じ、夜は囲炉裏
を囲み人と里との出会いの場所がある宿です。
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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。

25 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で
合宿や団体利用に最適です。夏には、小田深山で子
供たちだけのネイチャーキャンプも開催しています。

26

農林漁家民宿で、

ゆったり、のんびりとした時間を過ごしてみませんか？

楽しい体験もできますので、ぜひお越しください。

※詳しくは各施設へお問い合わせ下さい。
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森の国の宿 やなせ
北宇和郡松野町吉野1441-1
090-5713-3312
１日１組限定。四万十川支流広見川沿いの１軒
家。満天の星空と四季折々の旬の野菜や果物
の収穫が楽しめます。癒されに来ませんか！
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37 農家民宿 そふぃあ（ＳＯＰＨＩＡ）
宇和島市三間町波岡７６５
090-1005-3216
民宿「そふぃあ」で、田植えや野菜の収穫、ま
た郷土料理などを楽しみながら、田舎の知恵
を感じてみませんか。

森の国の宿 とんぼ里
北宇和郡松野町延野々461
0895-42-0869
１日１組限定の宿。桃・茶・柚子の畑や棚田が広
がり、四季折々の農作業や田舎暮らしが体験でき
ます。春には、桃源郷のような景色が楽しめます。
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38 森の国の宿 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。四万十川源流のそばで、周り
には水田がある別荘風ロッジ。山の自然を満
喫できます。

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
四万十川の最大支流広見川沿いにある民
宿です。果樹や野菜、椎茸の収穫体験、広見
川の自然観察等ができます。
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28 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 農家民宿 みかん亭
八幡浜市真網代丙587-２
0894-28-0355
窓からは海が見え、沈む夕日は最高です。みかん
を使った加工品や石窯ピザ・パンづくり体験も
できます。みかんの里で、のんびり過ごしませんか。

33 漁家民宿 遊海（ゆうみん）
宇和島市平浦995-3
0895-28-0182
真珠のオリジナルジュエリー作りなど、真珠と
養殖の村ならではの様々な体験ができます。

島民宿 つわぶき
宇和島市日振島６８２
0895-65-0035
宇和島港から約１時間。宇和海の島 を々眺め
ながらのクルージングを楽しんでください。青
い海と豊かな自然がお待ちしています。
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32 農家民宿 だんだんダランダン
明浜町狩浜3-134
0894-65-0260
四国西予ジオパークに認定されている段々畑で有機
農業をはじめて40年がたちました。明浜での田舎暮
らしや有機農業のみかん狩り等を体験してみませんか。

農家民宿 のうみん
宇和島市大超寺奥乙９０-１３
0895-26-2929
景色の良い丘での炭焼き・石窯ピザ・散策・生花
等の体験。忙しい日々の生活の中では実感出来
ない『癒しの時間』を感じて下さい。
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31 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家庭
料理でお待ちしております。

30 民宿 奥山
西予市城川町野井川1121
0894-85-0140
奥伊予の山里をお楽しみください。季節の山
菜料理などホッとする料理でおもてなししま
す。

34 漁家民宿 海荘四季
宇和島市三浦西3221
0895-29-0523
穏やかな三浦湾を観ながら、真珠養殖の作
業や郷土料理づくりなどの体験ができます。

森の国の宿 一歩
北宇和郡松野町富岡1134
0895-42-1757
滑床の道すがら里山の中にある宿。周りには
オーナーこだわりの田畑が続き、星降る夜空
と自家栽培わさびに感動！
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ログ 杉の家（や）
北宇和郡鬼北町大字川上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。

48森の国の宿 おんごく
北宇和郡松野町上家地480
080-2991-5045
松野町の深い山間にあることから「おんご
く」と命名。ゆっくりと流れる時間と自然を、築
100年の宿で堪能してください。

47森の国の宿 桧の本
北宇和郡松野町豊岡768
090-7570-5374
町内の道の駅、森の国ぽっぽ温泉に近い宿。
オーナーは町内で居酒屋さんを経営。また、
BBQ体験も可能です。
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漁家民宿 海人（みんと）
南宇和郡愛南町垣内428
0895-72-1400
カツオの水揚げ基地｢深浦漁港｣があり海の
幸に恵まれ、養殖場見学や魚のおろし方等
が体験できます。

54農家民宿 花ごよみ
南宇和郡愛南町城辺甲4877
0895-73-2627
庭先に四季折々の花が咲く民宿。こけ玉づく
りやじゃこ天づくり、里山案内等が体験でき
ます。
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43 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１軒貸し。すぐ横に四万十川支
流広見川が流れる。シーズンにはあの天然ウ
ナギ漁の体験も出来ます。

50 農家民宿 作夢村（さむそん）
北宇和郡鬼北町大字広見１２１
０８９５-４８-０６６２
山々に囲まれたロッジ風の宿。無農薬野菜を
使った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。

49 ＯＮ＆ＯＦＦ
北宇和郡鬼北町大字小松１１０-１
０８９５-４８-０４５９
全国からライダーが集まる喫茶店＆民宿。サ
イクリストの交流の場にもなっています。ボ
リュームたっぷりの食事に大満足！

45 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。滑床のお膝元の宿。大きなけ
やきが目印。藏や囲み廊下が懐かしく、贅沢
な時間で過ごせる宿です。

44 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、
紅葉と四季折々の里山の暮らしと陽気な
オーナがお迎えします。

51 農家民宿 山あじさい
北宇和郡鬼北町大字奈良７４６
０８９５-４５-１７８６
成川渓谷の入口にあり、ホタルやカエルの鳴き
声、宿の囲炉裏が贅沢なひと時を演出。自家製
の石窯で焼くピザやパンも格別です。

52 農家民宿 かじか
南宇和郡愛南町緑丙776
0895-72-2654
清流｢山出川｣のほとりに立つ民宿。棚田で
農作業や庖丁汁等の郷土料理が体験でき
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
川エビや川ガニが採れ、季節によってはカニ
汁がふるまえます。河内晩柑収穫等の体験が
できます。

55 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
目の前は御荘湾。波止場からアジやイカが
つれます。魚料理、サイクリング、トレッキング、
森づくりなど体験できます。
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※詳しくは各施設へお問い合わせ下さい。
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