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［ 体験の詳細は各ホームページでご確認ください。］
お問合せ先

予約に

ついて
体験お休み日

今治市 愛媛スゴ体験 WAKKA

しまなみ  感動体験！

レンタサイクル、SUP、カヤック、クルージング、

トレッキング、フィッシング、自然体験、農業体験等

0897-72-8705 要予約
※冬期休業

1/16~20,1/23~27

今治市 愛媛スゴ体験 ドルフィンファームしまなみ
イルカに触れよう

※平日は9：00～16：00までの営業
0897-72-8787 要予約

今治市 愛媛スゴ体験 来島海峡急流観潮船 見どころ満載の体験型クルーズ 0898-25-7338
要予約

2日前

今治市 愛媛スゴ体験 しまなみ 能島城跡上陸＆潮流クルーズ
能島上陸ツアー＆宮窪潮流体験

運行日：土日祝（一部例外有）12-2月は、第2.3便のみとなります。
0898-35-4886 要予約

今治市 愛媛スゴ体験 FlowerポプリHOUSE 布花さくらひめ ハーバリウム体験
0897-72-8835

(090-5716-2682)
要予約

西条市 愛媛スゴ体験 西条市観光物産協会 『天空RIDE』レンタサイクルで行く！サイクリングの旅 0897-56-2605 要予約

西条市 愛媛スゴ体験 石鎚登山ロープーウェイ 愛媛県憧れの名峰・石鎚山登山 0897-59-0331 予約不要

西条市 愛媛スゴ体験 染色工房：伊予小紋　いちょう 江戸時代から受け継ぐ技「伊予小紋いちよう」染色工房見学【完全予約制】 0897-47-6539 要予約

新居浜市 愛媛スゴ体験 マイントピア別子 砂金採り体験・別子鉱山観光 0897-43-1801 要予約

新居浜市 愛媛スゴ体験 愛媛県総合科学博物館 世界最大のドームスクリーンでプラネタリウム体験 0897-40-4100 予約不要

新居浜市 愛媛スゴ体験 森林公園ゆらぎの森 ピザ焼き体験、バームクーヘン作り、ダッチオーブン料理、ドラム缶風呂体験 0897-64-2220
要予約

3日前

新居浜市 愛媛スゴ体験 広瀬歴史記念館・旧広瀬邸
別子鉱山鉄道の切通しを再現したジオラマ、映像、実物資料等を紹介。

「現代の望遠楼」と呼ばれる塔からは南北に美しい山々と瀬戸内を眺めることが出来ます。
0897-40-6333 予約不要

新居浜市 愛媛スゴ体験 あかがねミュージアム 新居浜市美術館をはじめ、実物の太鼓台を展示している太鼓台ミュージアム 0897-31-0305 予約不要

新居浜市 愛媛スゴ体験 日暮別邸記念館

住友の煙害克服を後世に伝える明治の洋館。展望台から四阪島・旧別子銅山も望めます。

※ 団体客20名以上で来館される場合は、３日前までに必ず事前連絡をお願いします。

予約状況により、日程調整をさせていただく場合があります。

0897-31-5017
予約不要

※

今治市 その他体験 OASIS　大三島クルーズ
ミカン狩り＋豪華海鮮ランチ＋クルージングプランや

ウサギの島上陸コース, 夕日ツアーなど。
080-5560-9075 要予約

今治市 その他体験 ファームインポーチュラカ西部
塩生キャラメル作り・フラワーアレンジメント・みかん収穫体験など。

(コロナの関係の為、事前に要確認)
0897-72-1018 要予約

今治市 その他体験 日本食研　晩餐館　 庭園見学　見学可能日は見学カレンダーを参照　※大型バスの乗入はできません。 0898-24-1881 予約不要

今治市 その他体験 ソルトハウス 島ヨガ・ボートで周遊・釣り体験（予約確認） 0897-72-8535 要予約

今治市 その他体験 森のともだち農園 ピザ焼き体験、ブルーベリー草木染め 0898-55-2427 要予約

今治市 その他体験 菊間瓦館 かわら粘土で作品を作ろう 0898-54-5755 要予約

今治市 その他体験 山の神硝子工房 吹き硝子体験 0898-55-4400 要予約 12/30~2月

今治市 その他体験 今治城 スタンプラリー 0898-31-9233 予約不要

西条市 その他体験 石鎚登山ロープウェイ株式会社 石鎚スターナイトツアー（開催：11月の金・土・日曜まで） 0897-59-0331 ★2022年度の体験は終了

西条市 その他体験 戸田果樹園 ミカン狩り体験　※人数制限有り【9名程度】 090-6287-1721 要予約

西条市 その他体験 フォレストアドベンチャー フォレストアドベンチャー〈アドベンチャーコース〉〈キャノピーコース〉あり。 090-2820-5520 要予約

新居浜市 その他体験 じょうばりとる 乗馬体験 080-5613-6030 要予約

新居浜市 その他体験
サンリットグラスワーク

Sunlitギャラリー
グラスフュージングで《ペンダント》作り 090-6288-2129 要予約

四国中央市 その他体験
弘法大師 護摩修法霊跡

金光山 遍照院 仙龍寺
お寺ランチ 0896-72-2033 要予約 12/22~2月

四国中央市 その他体験 四国中央市　紙のまち資料館 手漉き体験 0896-28-6257 要予約

松山市 愛媛スゴ体験 道後温泉事務局 空の散歩道　展望遊歩道で道後の町を一望 予約不要

松山市 愛媛スゴ体験 道後温泉事務局 道後温泉本館　日本最古といわれる道後温泉のシンボル 予約不要

松山市 愛媛スゴ体験 道後温泉事務局 椿の湯　地元の人々に愛され続ける親しみの温泉 予約不要

松山市 愛媛スゴ体験 道後温泉事務局 飛鳥乃湯泉　道後温泉3つ目の外湯 予約不要

松山市

（津和地島）
愛媛スゴ体験 亀川旅館 瀬戸内のエーゲ海を見に行こう！～津和地ウォーク～ 089-999-0922 要予約

松山市 愛媛スゴ体験 いちごファーム北条 「いちごファーム北条」で〝 HAPPY〟いちご狩り（1月～） 090-1000-3915 要予約

松山市 愛媛スゴ体験 北条鹿島周遊船 鹿島周遊船北条鹿島を一周する遊覧船 089-992-1375 要予約

松山市 愛媛スゴ体験 ゲストハウス DOUGOYADO 気分はミステリーハンター！松山城歴史巡り 070-5025-5288 要予約

松山市 愛媛スゴ体験 ひみつジャナイ基地 アートに触れる「ひみつジャナイ基地」（火・水曜 定休）（12/29~1/3開催） 089-943-8342 予約不要

松山市 愛媛スゴ体験 水口酒造 道後麦酒館別館で味わうクラフトビール8種飲み比べ！ 089-924-6616 要予約

伊予市 愛媛スゴ体験 石窯香房みどり 石窯ピザ焼き体験 090-8287-3595 要予約

伊予市 愛媛スゴ体験 なかやまフラワーハウス 毎月変わるテーマの中から好きなアレンジを選べるプリザーブドフラワー教室 089-967-5020 要予約

伊予市 愛媛スゴ体験 愛媛森林公園 森林の中を大冒険！　アスレチック 089-983-3069 予約不要

久万高原町 愛媛スゴ体験 四国カルストレンタサイクル 四国カルスト満喫　レンタサイクル 0892-21-1192
※11月～3月は冬季休業

★2022年度の営業は終了

松前町 愛媛スゴ体験 福徳泉公園 きれいな水と親しめる親水公園 089-985-4156 予約不要

砥部町 愛媛スゴ体験 砥部町陶芸創作館 オリジナルの砥部焼が創れる体験 089-962-6145 要予約

砥部町 愛媛スゴ体験 えひめこどもの城 とべもりジップライン 089-963-3300 要予約

松山市 その他体験 アテネ陶芸教室 陶芸体験 089-904-1831 要予約

089-921-5141

東予

中予
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松山市 その他体験 雅・ひょうたんランプの会 ミニひょうたんネックレス作り体験 090-9773-0012 要予約

松山市 その他体験 玄彩窯 陶芸体験 089-975-3324 要予約

松山市

（中島）
その他体験 叉紋堂 とんぼ玉制作 050-5217-3566 要予約

松山市 その他体験 松山はいく お遍路体験、仏閣めぐり 089-945-6445 要予約

松山市 その他体験 旧鈴木邸 茶道体験 070-5510-3145 要予約

松山市

（中島）
その他体験 農音 釣り体験 090-5941-7669 要予約

東温市 その他体験 ハタダできたてお菓子館 オリジナルタルト作成 089-964-5000 要予約

久万高原町 その他体験 正岡観光りんご園
りんご狩り体験

★2022年度の営業は11/13に終了
0892-50-0771 ★2022年度の体験は終了

宇和島市 愛媛スゴ体験 安岡蒲鉾 オリジナルじゃこ天を作ってみよう！ 0895-58-2155
要予約

７日前

宇和島市 愛媛スゴ体験 盛運汽船株式会社 予約なしで乗れちゃう！のんびり宇和海を楽しもう！ 0895-22-4500 予約不要

宇和島市 愛媛スゴ体験 南レク 南レクゴーカート 0895-32-6878 予約不要

宇和島市 愛媛スゴ体験 南レク 南レクオートキャンプ 0895-32-6211 ★2022年度の体験は終了

八幡浜市 愛媛スゴ体験 谷本蒲鉾　 じゃこ天・ちくわ製造体験（現在製造体験の受付を中止） 0894-22-0266

西予市 愛媛スゴ体験 宇和先哲記念館 明治の授業体験 0894-62-6700 要予約

内子町 愛媛スゴ体験
内子町役場

町並・地域振興課 /内子町観光協会

着物で町歩き体験

※金土日祝のみの営業
0893-44-3790

要予約

７日前

内子町 愛媛スゴ体験
内子町役場

町並・地域振興課 /内子町観光協会
レンタルサイクルでラクラク内子さんぽ

　　　　旅里庵（旅の案内所）

JR内子駅横：0893-43-1450

町並駐車場：0893-44-5347

内子町ビジターセンター

              ：0893-44-3790

予約不要

内子町 愛媛スゴ体験
内子町役場

町並・地域振興課 /内子町観光協会
八日市護国を歩く内子町並ガイド 0893-44-3790 要予約

内子町 愛媛スゴ体験 手しごと職人の家「うちこの和」
内子手しごとの会  体験いろいろ(ぐい呑み・手漉き和紙・ミニ行灯づくり体験など)

※現在は金土日祝のみの営業
0893-44-7776 要予約

伊方町 愛媛スゴ体験 海神会（わだつみかい） 漁師・漁船クルージング体験 090-9458-1398 予約不要 11月~3月お休み

伊方町 愛媛スゴ体験 瀬戸アグリトピア レンタサイクル　ハーバリウム　アロマワックス　キャンドルづくり　スライムづくり 0894-53-0002 予約不要

松野町 愛媛スゴ体験 森の国　水際のロッジ ありのままの自然を活かした、非日常を体験しませんか？「森の国  水際のロッジ」 0895-43-0331 要予約

松野町 愛媛スゴ体験 フォレストキャニオン 大自然を満喫！滑床渓谷キャニオニング（今季終了） 090-2782-3617 ★2022年度の体験は終了

松野町 愛媛スゴ体験 BBQ城 美味いよ（伊予）BBQ体験～松野町コース～ 090-6286-9689 要予約

鬼北町 愛媛スゴ体験 日吉夢産地 鬼街道でレンタサイクル 0895-44-2340 予約不要

鬼北町 愛媛スゴ体験 農家民宿 山あじさい こんにゃく作り体験、野菜収穫体験、石窯ピザ焼き体験など！ 0895-45-1786
要予約

４日前

愛南町 愛媛スゴ体験 ゆらり内海
海からの贈り物♡シーボーンアート愛南教室

開催：毎月第2、第4日曜日
0895-85-1155 要予約

愛南町 愛媛スゴ体験 マリンランドひらばえ 総合マリンレジャー施設で愛南の海を遊びつくそう！ 0895-73-7077 要予約

八幡浜市 その他体験 總鎮守八幡神社 神社de神楽体験（12/24まで） 0894-22-0384 要予約

西予市 その他体験 かりとりもさくの会 西予市明浜町の街並み巡り・みかん、漁業体験 0894-65-0301 要予約

鬼北町 その他体験 高田商店 麦みそ作り体験＆工場見学（10名以上で開催 応相談） 0120-45-0078 要予約

宇和島市 その他体験 うつくしみ -utsukushimi-
指輪作り体験

（※12/28～30，1/2～3：手作り指輪体験のご予約がある場合営業）
0895-49-3974 要予約

愛南町 その他体験 季節園 ジャム・マーマレード作り体験 0895-72-7077
要予約

7日前

内子町

（小田）
その他体験 工房　夢ふう染 草木染め 090-9559-8559

要予約

7日前

※上記コンテンツの他にも多数の体験スポットがございます。

https://www.iyokannet.jp/spot（いよ観ネット）や　https://kizunahaku.com/experience-event/（えひめ南予きずな博）等に掲載中の体験コンテンツもどうぞご参照ください。

中予

南予


