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

今治焼き鳥  
  

今治焼き鳥は鉄板焼が主流で、肉を鉄板で挟み、うま味を逃がさないように一気に焼き上げるという独自の調理法です。外

はカリッと、中はジューシーな味わいが人気の「鳥皮」など、炭火焼きとはひと味違う食感が楽しめると人気です。 

  
 

 

所在地・開催地 愛媛県今治市内（全域／各店舗） 

アクセス 港より車で 5分～20分(2～10km圏内) 

季節 通年 

関連リンク 
今治やきとり盛り上げ隊 top 
http://ima-tori.com/ 

お問合せ【公益社団法人 今治地方観光協会】 

電話番号:0898-22-0909 l メールアドレス:kankou@oideya.gr.jp 

ホームページ: https://www.oideya.gr.jp/ 

 

今治焼豚玉子飯  
  

今治市内にあった中華料理店のまかない飯として生まれ、その店から独立した店主たちがメニュー化したのが約 50 年前。

のちに、男子高校生などを中心に口コミで人気メニューとなり、ソウルフードにまで登りつめました。今治焼豚玉子飯を扱

う店舗も、焼豚・玉子・飯・タレと、それぞれの個性で提供されています。 

  
 

 

所在地・開催地 愛媛県今治市内（全域／各店舗） 

アクセス 港より車で 5～20分(2～10km圏内) 

季節 通年 

関連リンク 
今治焼豚玉子飯世界普及委員会公式サイト 
http://i-ytm.com/ 

お問合せ【公益社団法人 今治地方観光協会】 

電話番号:0898-22-0909 l メールアドレス:kankou@oideya.gr.jp 

ホームページ: https://www.oideya.gr.jp/ 

 

鯛料理  
  

来島海峡の急潮で育ち、身の引き締まった新鮮な鯛は抜群の素材として重宝されています。主な料理として、鯛とご飯を釜

で炊き込んだ「鯛めし」、鯛に塩を染み込ませて焼き上げる「鯛の浜焼」、器に魚介類を盛って焼き上げる「法楽焼」、刺身

を一舟に盛り付けた「舟盛り」があります。 

  
 

 

所在地・開催地 愛媛県今治市内（全域／各店舗） 

アクセス 港より車で 5分～50分(2～40km圏内) 

季節 通年 

関連リンク 
今治味紀行 
http://www.imabari-cooking.jp/ 

お問合せ【公益社団法人 今治地方観光協会】 

電話番号:0898-22-0909 l メールアドレス:kankou@oideya.gr.jp 

ホームページ: https://www.oideya.gr.jp/ 

http://ima-tori.com/
mailto:kankou@oideya.gr.jp
https://www.oideya.gr.jp/
http://i-ytm.com/
mailto:kankou@oideya.gr.jp
https://www.oideya.gr.jp/
http://www.imabari-cooking.jp/
mailto:kankou@oideya.gr.jp
https://www.oideya.gr.jp/
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今治港周辺観光情報 
http://www.mlit.go.jp/kankocho/cruise/ 

今治タオル  
  

タオルの一大産地である今治市。「安心・安全・高品質」で知られ、全国ブランドである今治タオルは、さまざまな海外の

展示会などでも注目を集めています。タオル片を水に浮かべたとき、５秒以内に沈み始めるかどうかという「５秒ルール」

など、産地で独自に設けた品質基準をクリアしたもののみに今治タオルのロゴマークがつけられます。 

  
 

 

所在地・開催地 
〒794-0033  

愛媛県今治市東門町 5-14-3 テクスポート今治  

アクセス 港より車で 5分(2km) 

季節 通年 

関連リンク 

テクスポート今治 

https://www.imabari-trc.com/ 
今治タオル公式総合案内サイト 

https://www.imabaritowel.jp/ 

お問合せ【公益社団法人 今治地方観光協会】 

電話番号:0898-22-0909 l メールアドレス:kankou@oideya.gr.jp 

ホームページ: https://www.oideya.gr.jp/ 

 

かまぼこ  
  

今治のかまぼこの名物のすまきは、地元の新鮮な魚を使った逸品です。今治港に水揚げされた新鮮な魚をその日に捌いてす

まきに仕上げます。 

  
 

 

所在地・開催地 愛媛県今治市内（全域／各店舗） 

アクセス 港より車で 10分～50分(30km圏内) 

季節 通年 

関連リンク  

お問合せ【公益社団法人 今治地方観光協会】 

電話番号:0898-22-0909 l メールアドレス:kankou@oideya.gr.jp 

ホームページ: https://www.oideya.gr.jp/ 

 

伯方の塩  
  

「伯方の塩」は、「にがり（苦汁）」をほどよく残し海水中の成分を生かしてつくった風味のあるおいしいお塩です。 

 大きく分けて伯方の塩（粗塩）、伯方の塩・焼塩、フルール・ド・セル（塩の花）、伯方の塩 DRY(ドライ)の 4 種類があり

ます。ほかに、包装・外観形状・用途の違いにより卓上タイプ、業務用商品、特注品・ミニパックなどがあります。 

  
 

 

所在地・開催地 
〒794-1305 愛媛県今治市大三島町台 32（伯方塩業株式会

社大三島工場）    

アクセス 港より車で 60分(40km) 

季節 通年 

関連リンク 
伯方の塩 
http://www.hakatanoshio.co.jp/ 

お問合せ【公益社団法人 今治地方観光協会】 

電話番号:0898-22-0909 l メールアドレス:kankou@oideya.gr.jp 

ホームページ: https://www.oideya.gr.jp/ 

https://www.imabari-trc.com/
https://www.imabaritowel.jp/
mailto:kankou@oideya.gr.jp
https://www.oideya.gr.jp/
mailto:kankou@oideya.gr.jp
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mailto:kankou@oideya.gr.jp
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http://www.google.co.jp/maps/@34.0613963,133.0162484,17z
http://www.google.co.jp/maps/@34.2407203,132.9937919,17z
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今治港周辺観光情報 
http://www.mlit.go.jp/kankocho/cruise/ 

今治城  
  

慶長 7 年(1602 年)に藤堂高虎公によって築城が開始された、全国的にも珍しい堀に海水を引き込んだ海城。5 層 6 階の天守

閣は、展望台、展示室になっており、武具、甲冑、古文書などを展示しています。 

  
 

 

所在地・開催地 〒794-0036 愛媛県今治市通町 3-1-3  

アクセス 港より徒歩で 15分(1.5km) 

季節 通年 
観光バス 

駐車台数 
10台 

関連リンク 
今治城 
https://www.city.imabari.ehime.jp/museum/imabarijo/ 
 

お問合せ【公益社団法人 今治地方観光協会】 

電話番号:0898-22-0909 l メールアドレス:kankou@oideya.gr.jp 

ホームページ: https://www.oideya.gr.jp/ 

 

大山祇神社  
  

天照大神の兄である大山積大神を祀る神社。海上安全の守護神として、日本の国土全体を守護する神として古代から日本総

鎮守として尊称されています。本殿・拝殿・宝篋印塔は国の重要文化財に指定され、隣接する宝物館(有料)には国宝を含む

数多くの重要文化財を収蔵しています。 

  
 

 

所在地・開催地 〒794-1304 愛媛県今治市大三島町宮浦 3327  

アクセス 港より車で 50分(40km) 

季節 通年 
観光バス 
駐車台数 

20～30台 

関連リンク 
大山祇神社 
https://oomishimagu.jp/ 

お問合せ【公益社団法人 今治地方観光協会】 

電話番号:0898-22-0909 l メールアドレス:kankou@oideya.gr.jp 

ホームページ: https://www.oideya.gr.jp/ 
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今治港周辺観光情報 
http://www.mlit.go.jp/kankocho/cruise/ 

 

瀬戸内しまなみ海道サイクリング  
  

瀬戸内しまなみ海道は、愛媛県今治市から広島県尾道市までの島々をさまざまな形をした 9 つの橋で結んでおり、瀬戸内海

の多島美あふれる景観を眺めながら自転車でも通行できることが特徴で、日本全国からサイクリストが集まっています。 

  
 

 

所在地・開催地 
〒794-0001 愛媛県今治市砂場町 2-8-1 （今治市サイクリ
ングターミナル「サンライズ糸山」  

アクセス 港より車で 30分(10km) 

季節 通年 

関連リンク 

今治市サイクリングターミナル サンライズ糸山 
https://www.sunrise-itoyama.jp/ 
しまなみジャパン しまなみレンタサイクル
https://shimanami-cycle.or.jp/rental/ 

 

お問合せ【公益社団法人 今治地方観光協会】 

電話番号:0898-22-0909 l メールアドレス:kankou@oideya.gr.jp 

ホームページ: https://www.oideya.gr.jp/ 

 

能島水軍 潮流体験  
  

能島（のしま）村上海賊の本拠地「能島」周辺の激しい潮流を体験できる観光船。 

潮の速さは最大１０ノット（時速約１８km）にもなる。近くに村上水軍博物館があり、村上海賊の歴史を勉強することが

できる。 

  

 

所在地・開催地 〒794-2203 愛媛県今治市宮窪町宮窪 1293-2 

アクセス 港より車で 45分(25km) 

季節 通年 

関連リンク 
能島水軍 潮流体験 
http://www.noshima.jp/ 

お問合せ【物産館兼魚食レストラン「能島水軍」】 

電話番号: 0897-86-3323 

ホームページ: http://www.noshima.jp/choryu 

  

来島海峡急流観潮船  
  

日本三大急潮である、「来島海峡」の急流を間近で体感できる観光船。全長約 4kmの来島海峡大橋を下か
ら眺めたり、海事都市として有名な今治市の造船所群に近づいたりすることができる。 

  
 

 

所在地・開催地 〒794-0033 愛媛県今治市吉海町名 4520-2   

アクセス 港より車で 30分(15㎞) 

季節 通年 

関連リンク 
来島海峡急流観潮船 
http://www.imabari-shimanami.jp/kurushima/ 

お問合せ【株式会社しまなみ 営業本部】 

電話番号: 0898-25-7338 

ホームページ: http://www.imabari-shimanami.jp/kurushima/  

https://www.sunrise-itoyama.jp/
https://shimanami-cycle.or.jp/rental/
mailto:kankou@oideya.gr.jp
https://www.oideya.gr.jp/
http://www.noshima.jp/
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http://www.google.co.jp/maps/@34.1103563,132.9774636,17z
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今治港周辺観光情報 
http://www.mlit.go.jp/kankocho/cruise/ 

今治市民のまつり「おんまく」  
  

今治地方伝統芸能の継ぎ獅子、ダンスバリサイ、木山・今治お祭り音頭、しまなみ海道太鼓競演など盛りだくさんのイベン

トが開催されます。フィナーレを飾る花火大会は中四国最大級で、おんまく（おもいっきり）熱く盛り上がります。 

  
 

 

所在地・開催地 〒794-0025 愛媛県今治市大正町 1-1.2  

アクセス 港より徒歩 5分(500m) 

季節 夏 8月上旬 

関連リンク 
今治市民のまつり「おんまく」 
http://www.onmaku.jp/ 

お問合せ【今治市民のまつり振興会事務局（今治商工会議所内）】 

電話番号:0898-23-3939 l メールアドレス:webinfo@imabaricci.or.jp 

ホームページ:http://www.onmaku.jp/ 

 

今治タオル本店 
   

全国ブランドである今治タオルを中心に扱う、国内最大級の売り場面積を誇るタオルショップです。2017 年 4 月に佐藤可

士和氏の空間デザインによりリニューアルオープンしました。併設される「今治タオル LAB」では、今治タオルの本質的価

値「安心、安全、高品質」を体感できます。 

  
 

 

所在地・開催地 〒794-0033 愛媛県今治市東門町 5丁目 14番 3号  

アクセス 

港より車で 5分(2km) 

周遊個人：港よりバス「フジグラン前」下車すぐ（港より

2㎞） 

季節 通年 

関連リンク 

今治タオル本店  
https://imabari-towel.jp/shop/pages/store.aspx#honten 
今治タオル 
https://www.imabaritowel.jp/ 

お問合せ【今治タオル本店】 

電話番号: 0898-34-3486  l メールアドレス: shopmaster@imabari-trc.com 

ホームページ: https://imabari-towel.jp/shop/pages/store.aspx#honten 
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