
 

- 1 - 

新居浜港周辺観光情報 
http://www.mlit.go.jp/kankocho/cruise/ 

ふぐざく  
  

ふぐの切り身、皮、ネギ、カワハギの肝に薬味を加え、ポン酢で味付けした新居浜発祥の郷土料理です。ふぐをザクザクと

刻んで混ぜ合わせていることが、名前の由来。さっぱりとした味が、酒の肴にもよく合います。 

  
 

 

所在地・開催地 愛媛県 新居浜市内（全域／各店舗） 

アクセス 港より車で 10分～25分(5～15km圏内) 

季節 冬 

関連リンク 
新居浜料飲組合・新居浜料理飲食業協同組合のホームペー
ジ 
http://www.h6.dion.ne.jp/~ryoin/ 

お問合せ【新居浜市役所経済部運輸観光課】 

電話番号: 0897-65-1261 l メールアドレス: unyu@city.niihama.jg.jp 

ホームページ: http://www.city.niihama.lg.jp/ 

  

マイントピア別子（べっし）  
  

かつて三大銅山の一つに数えられ、新居浜発展の礎となった別子銅山 300 年の産業・文化遺産を活かしたテーマパーク。日

本初の山岳鉱山専用鉄道を復元した鉱山鉄道や鉱山の歴史を体験しながら学べる観光坑道、砂金採り体験パークのほか、温

浴施設や屋内型遊戯施設も備えています。 

  
 

 

所在地・開催地 〒792-0846 愛媛県 新居浜市 立川町 707-3 

アクセス 港より車で約 30分(14km) 

季節 通年 

関連リンク 

マイントピア別子公式サイト 
http://besshi.com/ 
新居浜市観光サイト 
http://www.city.niihama.lg.jp/kanko/ 
 

お問合せ【新居浜市役所経済部運輸観光課】 

電話番号: 0897-65-1261 l メールアドレス: unyu@city.niihama.lg.jp 

ホームページ: http://www.city.niihama.lg.jp/ 

  

新居浜市広瀬歴史記念館  
  

幕末から明治の激動期に別子銅山の経営を支え、日本の近代産業を育成した広瀬宰平（ひろせさいへい）の足跡をたどる記

念館。明治 10 年建築の旧広瀬邸は、伝統的な日本建築様式を持ちながらも西洋から輸入のマントルピース、洋式便所、板

ガラスなどを備えた先駆的な近代和風住宅として、国指定重要文化財に指定されています。また、旧広瀬庭園は国指定名勝

に指定されています。 

  
 

 

所在地・開催地 〒792-0046 愛媛県 新居浜市 上原二丁目 10-42  

アクセス 港より車で約 30分(12km) 

季節 通年 

関連リンク 

新居浜市広瀬歴史記念館ホームページ 
http://www.city.niihama.lg.jp/soshiki/hirose/ 
新居浜市観光サイト 
http://www.city.niihama.lg.jp/kanko/ 
 

お問合せ【新居浜市役所経済部運輸観光課】 

電話番号: 0897-65-1261 l メールアドレス: unyu@city.niihama.lg.jp 

ホームページ: http://www.city.niihama.lg.jp/ 
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 愛媛県総合科学博物館  
  

あらゆる科学の知識が体験を通して学べる博物館。世界最大級、直径 30ｍのドームスクリーンを持つプラネタリウムやテ

ィラノサウルスとトリケラトプスの実物大の”動く恐竜”など、見どころがいっぱいです。 

  
 

 

所在地・開催地 〒792-0060 愛媛県 新居浜市 大生院 2133-2 

アクセス 港より車で約 35分(15km) 

季節 通年 

関連リンク 

愛媛県総合科学博物館ホームページ 
https://www.i-kahaku.jp/index.html 
新居浜市観光サイト 
http://www.city.niihama.lg.jp/kanko/ 
 

お問合せ【新居浜市役所経済部運輸観光課】 

電話番号: 0897-65-1261 l メールアドレス: unyu@city.niihama.lg.jp 

ホームページ: http://www.city.niihama.lg.jp/ 

  

東洋のマチュピチュ「東平」(とうなる)ツアー  
  

かつて別子銅山の採鉱本部が置かれ、山の町として賑わっていた東平。多くは自然に還りましたが、貯鉱庫などその一部が

風化しつつ現存しています。山中に突然現れる重厚な産業遺産の石積みや生活文化の遺構から、「東洋のマチュピチュ」と

称される人気のスポットを、ガイド付きで巡るバスツアーです。 

  
 

 

所在地・開催地 〒792-0846 愛媛県 新居浜市 立川町 654-3 

アクセス 港より車で 1時間 10分(24km) 

季節 ３月～11月 

関連リンク 
新居浜市観光サイト 
http://www.city.niihama.lg.jp/kanko/ 
 

お問合せ【新居浜市役所経済部運輸観光課】 

電話番号: 0897-65-1261 l メールアドレス: unyu@city.niihama.lg.jp 

ホームページ: http://www.city.niihama.lg.jp/ 

  

新居浜太鼓祭り  
  

四国三大祭りの一つに数えられる伝統行事。金糸で刺繍された豪華絢爛な布団締めや幕を付けた太鼓台は、高さ約 5.5ｍ、

長さ約 12～13ｍ、幅約 3.4ｍ、重さ約３ｔで、約 150 人の「かき夫」と呼ばれる男たちが支え担ぎます。期間中は、全国各

地から観光客が集まり、市内は祭り一色となって太鼓の音が鳴り響きます。 

  
 

 

所在地・開催地 〒792-0844 愛媛県新居浜市角野新田町三丁目 13 

アクセス 港より車で 20分(10km) 

季節 秋 

関連リンク 

新居浜市ホームページ 新居浜太鼓祭り 
http://www.city.niihama.lg.jp/soshiki/unyu/taikomatsuri.html 
新居浜市観光サイト 
http://www.city.niihama.lg.jp/kanko/ 
 

お問合せ【新居浜市役所経済部運輸観光課】 

電話番号: 0897-65-1261 l メールアドレス: unyu@city.niihama.lg.jp 

ホームページ: http://www.city.niihama.lg.jp/ 
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にいはま納涼花火大会  
  

打ち上げ数 8,000 発を誇る、四国最大級の花火大会。市内中央部を流れる国領川緑地を利用して行われ、約１時間半にわた

ってスターマインなど大輪の打上げ花火や美しい仕掛け花火などが夜空を彩ります。中でも長さ約 400ｍのナイアガラの滝

は必見です。 

  
 

 

所在地・開催地 
〒792-0846 愛媛県 新居浜市 東雲町一丁目１番１号の
地先 

アクセス 港より車で約 10分(5km) 

季節 夏 

関連リンク 

新居浜市観光サイト 
http://www.city.niihama.lg.jp/kanko/ 
新居浜商工会議所 にいはま納涼花火大会 
http://www.niicci.or.jp/hanabitaikai/ 

お問合せ【新居浜市役所経済部運輸観光課】 

電話番号: 0897-65-1261 l メールアドレス: unyu@city.niihama.lg.jp 

ホームページ: http://www.city.niihama.lg.jp/ 

  

みなとオアシスマリンパーク新居浜  
  

みなとオアシスマリンパーク新居浜は、四国の瀬戸内海側のほぼ中央に位置しております。 

四国では最大級規模の陸上・海上保管施設やクラブハウス等を備えた本格的なマリーナのほか、遊泳のできるやしの木ビー

チ、BBQもできるキャンプ場、レストラン（フランス料理）など多彩な雰囲気に彩られた新たな海洋性レジャーの発信基地

です。 

  
 

 

所在地・開催地 〒792-0872 愛媛県 新居浜市 垣生３丁目３２４番地 

アクセス 
港より徒歩 10分(約 0.5km) 

個人：R四国予讃線「新居浜駅」より車で 20分(約 7km) 

季節 通年 

関連リンク 
みなとオアシスマリンパーク新居浜 
http://www.niihama-marina.com/ 
 

お問合せ【みなとオアシスマリンパーク新居浜】 

電話番号: 0897-46-4100 l メールアドレス: marine.park.niihama@snow.ocn.ne.jp 

ホームページ: http://www.niihama-marina.com/ 

 

 
 

 

 

 

 

 

   

あかがねミュージアム  
  

美術館を中心に、多目的ホール、実物の太鼓台を展示する太鼓台ミュージアム、にいはまギャラリー（別子銅山・多喜浜

塩田などの歴史文化の展示）、芸術創作場であるアート工房ほかからなる複合施設。迫力ある映像と音で太鼓祭りを体感

できるシアター、カフェ、物販などもあります。 

  
 

 

所在地・開催地 〒792-0008 愛媛県 新居浜市 坂井町 2-8-1 

アクセス 港より車で約 12分(約 6km) 

季節 通年 

関連リンク 
あかがねミュージアム 
http://www.akaganemuseum.jp/ 

お問合せ【新居浜市教育委員会新居浜市美術館】 

電話番号: 0897-65-3580 l メールアドレス: bijutu@city.niihama.lg.jp 

ホームページ: http://www.city.niihama.lg.jp/ 
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日暮（ひぐらし）別邸記念館  
  

明治 39 年に住友家の別邸として瀬戸内海の四阪（しさか）島に建設された「日暮別邸」は、平成 30 年に新居浜市内に移築

され、記念館として整備されました。 

1 階部分は当時の別邸の雰囲気を残すため展示物は最小限度にとどめ、2 階部分は四阪島にまつわる「煙害克服の歴史」や

「銅製錬の歴史」などについて、歴史資料をはじめパネルやモニターで紹介しています。 

  
  

所在地・開催地 〒792-0008 愛媛県 新居浜市 王子町 1-11 

アクセス 港より車で約 20分(9km) 

季節 通年 

関連リンク 
新居浜市ホームページ 日暮別邸記念館 
http://www.city.niihama.lg.jp/soshiki/dozan/higurasibetteikin
ennkann.html 

お問合せ【新居浜市役所企画部別子銅山文化遺産課】 

電話番号: 0897-65-1236   メールアドレス: dozan@city.niihama.lg.jp 

ホームページ: http://www.city.niihama.lg.jp/ 
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