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松山港周辺観光情報 
http://www.mlit.go.jp/kankocho/cruise/ 

三津浜焼き  
  

松山市三津地区のご当地 B級グルメ。歴史は、戦前の「一銭洋食」にまでさかのぼります。クレープ状の"台"の上に、そば

やうどん、キャベツなどがたっぷり入り、ソースの香りが食欲をそそります。牛脂やピンク色のちくわのトッピングも三津

浜流。お店では、台つきのそば（うどん）と注文します。 

  
 

 

所在地・開催地  

アクセス 港より徒歩 25分(2km) 

季節 通年 

関連リンク 

いい、加減。まつやま（松山市秘書広報部シティプロモーション推進課） 
http://www.dandanmatsuyama.com/food/ 
三津浜焼き推進プロジェクト(平成船手組) 
http://www.mitsuhama.net/funate-gumi/mitsuhamayaki/index2.ht
ml 
 

お問合せ【松山市都市整備部空港港湾課】 

電話番号:089-948-6491 l メールアドレス:kuukou@city.matsuyama.ehime.jp 

ホームページ:http://www.city.matsuyama.ehime.jp 

 

海ごはん  
  

瀬戸内海に面した松山は、新鮮な水産物が水揚げされ、特に「鯛」「たこ」「あなご」はその中でも絶品です。その「鯛」「た

こ」「あなご」を使って作ったごはん物の「鯛めし」「たこめし」「あなごめし」の味は格別で、これらを代表とするごはん

料理を「海ごはん」といいます。 

  
 

 

所在地・開催地  

アクセス 個人:港より車で 25分(8km) 

季節 通年 

関連リンク 
瀬戸のまつやま・海ごはん（松山観光コンベンション協会） 
http://www.mcvb.jp/umigohan/ 

お問合せ【松山市都市整備部空港港湾課】 

電話番号:089-948-6491 l メールアドレス:kuukou@city.matsuyama.ehime.jp 

ホームページ:http://www.city.matsuyama.ehime.jp 

 

砥部焼  
  

松山市の隣町、南に位置する伊予郡砥部町。国の伝統的工芸品、県の伝統的特産品の指定を受けている砥部焼は、白磁に呉

須の藍の伝統ある染め付け磁器。素朴で厚みのある姿が特徴で、美術作品としてだけではなく、古くから食器など日常使用

する器としても親しまれ続けています。 

 

  
 

 

所在地・開催地 〒791-2195 愛媛県伊予郡砥部町宮内 1392（砥部町役場）  

アクセス 個人:港より車で 40分(20km) 

季節 通年 
観光バス 
駐車台数 

4台 

関連リンク 
松山観光コンベンション協会 
http://www.mcvb.jp/kankou/detail.php?sid=118&cid=2 
  

お問合せ【松山市都市整備部空港港湾課】 

電話番号:089-948-6491 l メールアドレス:kuukou@city.matsuyama.ehime.jp 

ホームページ:http://www.city.matsuyama.ehime.jp 
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松山港周辺観光情報 
http://www.mlit.go.jp/kankocho/cruise/ 

伊予絣  
  

伊予、久留米、備後は日本の三大絣。伊予絣は素朴な風合い、木綿の丈夫さ、藍色の美しさ、丁寧に仕上げられた柄などで

愛されてきました。その藍の美しさは、着物としての利用だけでなく、小物やインテリア雑貨などとして伊予絣を使った製

品は、バラエティ豊かになっています。 

 

  
 

 

所在地・開催地  

アクセス 個人:港より車で 25分(8km) 

季節 通年 

関連リンク 
松山市公式観光WEB サイト 
https://matsuyama-sightseeing.com/spot/38-2/ 

お問合せ【松山市都市整備部空港港湾課】 

電話番号:089-948-6491 l メールアドレス:kuukou@city.matsuyama.ehime.jp 

ホームページ:http://www.city.matsuyama.ehime.jp 

 

松山ロープウェー商店街  
  

松山市中心部にあり、松山城の麓に位置する松山ロープウェー商店街。松山城の東雲登山口にあるロープウェー乗り場へと

通じる道にあり、約 500m の間に愛媛・松山の特産品を取りそろえた店舗や飲食店などが軒を連ねています。 

  
 

 

所在地・開催地 〒790-0004愛媛県松山市大街道 3丁目  

アクセス 個人:港より車で 25分(8km) 

季節 通年 
観光バス 
駐車台数 

6台 

関連リンク 
松山ロープウェー商店街事務局 
http://www.sakakumo.net/ 

お問合せ【松山市都市整備部空港港湾課】 

電話番号:089-948-6491 l メールアドレス:kuukou@city.matsuyama.ehime.jp 

ホームページ:http://www.city.matsuyama.ehime.jp 

 

道後温泉  
  

日本最古の歴史を誇る道後温泉。本館は、明治 27 年（1894）に建てられて以来、全国から多くの人々が訪れ、平成 6 年（1994）

には公衆浴場として初めて国の重要文化財に指定されました。文化財の価値を 100 年、200 年と次の世代に受け継いでいく

ため、平成 31 年 1 月から保存修理工事を行っていますが、工事中限定のイベント「道後 REBORN プロジェクト」を展開

中。入浴も楽しめます。 

  
 

 

所在地・開催地 〒790-0842愛媛県松山市道後湯之町 5-6  

アクセス 個人:港より車で 25分(8km) 

季節 通年 
観光バス 
駐車台数 

中型のみ 
100台 

関連リンク 

松山市産業経済部道後温泉事務所 
https://dogo.jp/ 
道後温泉旅館協同組合 
http://www.dogo.or.jp/pc/ 

お問合せ【松山市都市整備部空港港湾課】 

電話番号:089-948-6491 l メールアドレス:kuukou@city.matsuyama.ehime.jp 

ホームページ:http://www.city.matsuyama.ehime.jp 
©TEZUKA PRODUCTIONS 
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松山港周辺観光情報 
http://www.mlit.go.jp/kankocho/cruise/ 

松山城  
  

松山城初代城主・加藤嘉明（かとうよしあき）が、慶長 7 年（1602）から四半世紀の歳月を費やして築いた名城。天守は

132ｍの勝山の山頂にそびえ、門や櫓など国指定重要文化財が多数あります。現存 12 天守のひとつで、日本の 100 名城に

選定されています。 

  
 

 

所在地・開催地 〒790-0008愛媛県松山市丸之内 1  

アクセス 個人:港より車で 25分(8km) 

季節 通年 
観光バス 
駐車台数 

6台 

関連リンク 
松山市産業経済部観光・国際交流課 
http://www.city.matsuyama.ehime.jp/kanko/kankoguide/kan
komeisho/matsuyamajo/index.html 

お問合せ【松山市都市整備部空港港湾課】 

電話番号:089-948-6491 l メールアドレス:kuukou@city.matsuyama.ehime.jp 

ホームページ:http://www.city.matsuyama.ehime.jp 

 

三津の渡し  
  

三津の渡しは市道高浜 2 号線の一部として、松山港内港地区の三津と港山の間約 80 メートルを約 3 分で結ぶ渡船です。室

町時代に物資や食料の輸送に使われたのが始まりといわれ、500 年を経た現在も、地区住民の生活に欠かせない足となって

います。年中無休、無料で年間約 4 万人の利用者に親しまれています。 

 

  
 

 

所在地・開催地 愛媛県松山市三津 1丁目と松山市港山町を結ぶ区間  

アクセス 港より徒歩 25分(2km) 

季節 通年 

関連リンク 
松山市都市整備部空港港湾課 
http://www.city.matsuyama.ehime.jp/shisetsu/kuko/mituwat
asi.html 

お問合せ【松山市都市整備部空港港湾課】 

電話番号:089-948-6491 l メールアドレス:kuukou@city.matsuyama.ehime.jp 

ホームページ:http://www.city.matsuyama.ehime.jp 

 

松山まつり  
  

四国 4 大まつりとして昭和 41 年（1966）に始まった松山まつり。野球拳おどりと、野球サンバで真夏の松山城下は大盛り

上がりです。踊り手たちの熱い夜が 3 日間繰り広げられます。 

 

  
 

 

所在地・開催地 松山市内中心部（大街道～千舟町～堀之内）  

アクセス 個人:港より車で 25分(8km) 

季節 夏 8月中旬 
観光バス 
駐車台数 

6台 

関連リンク 
松山市産業経済部観光・国際交流課 
http://www.city.matsuyama.ehime.jp/kanko/kankoguide/mat
surievent/matsuri-summer.html 

お問合せ【松山市都市整備部空港港湾課】 

電話番号:89-948-6491 l メールアドレス:kuukou@city.matsuyama.ehime.jp 

ホームページ:http://www.city.matsuyama.ehime.jp 
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松山港周辺観光情報 
http://www.mlit.go.jp/kankocho/cruise/ 

トライアスロン中島大会  
  

松山市の島嶼部にある中島を舞台に、約 500 人の鉄人たちが、スイム 1.5Km、バイク 40Km、ラン 10Km のトライアスロ

ン大会に挑みます。沿道からは、島民たちの大きな声援が選手たちを後押しします。選手のみならず応援する方も、中島の

自然美を満喫できる大会です。 

  
 

 

所在地・開催地 
松山市中島 

（メイン会場 姫ヶ浜海水浴場）  

アクセス 個人:船：中島汽船中島行き中島港 車で 12分(30km) 

季節 夏 8月下旬 

関連リンク 

松山市総合政策部スポーティングシティ推進課 
http://www.city.matsuyama.ehime.jp/shisei/kakukaichiran/s
ougous/sports.html 
 

お問合せ【松山市都市整備部空港港湾課】 

電話番号:089-948-6491 l メールアドレス:kuukou@city.matsuyama.ehime.jp 

ホームページ:http://www.city.matsuyama.ehime.jp 

 

松山港まつり  
  

松山港まつりのメインイベントは、四国最大の花火大会。海面いっぱいに広がる 8 号玉、台船を使った海上からの打ち上げ

花火、新作スターマイン、水中花火など約 10,000 発の花火が夏の夜空を彩ります。 

  
 

 

所在地・開催地 愛媛県松山市三津ふ頭  

アクセス 港より徒歩 15分(1.5km) 

季節 夏 8月第 1土曜日 

関連リンク 
松山市産業経済部観光・国際交流課 
http://www.city.matsuyama.ehime.jp/kanko/kankoguide/mat
surievent/matsuri-summer.html 

お問合せ【松山市都市整備部空港港湾課】 

電話番号:089-948-6491 l メールアドレス:kuukou@city.matsuyama.ehime.jp 

ホームページ:http://www.city.matsuyama.ehime.jp 
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