特急列車で、
松山駅から「内子駅」まで約25分。
「伊予大洲駅」まで約35分。

レトロな町並あるきにおトクなきっぷ発売中！
Uchiko

松山

下灘

伊予長浜

フリー区間

Ozu

【発売額】

伊予大洲

2,840 1,420
小児

大人

日本で海から一番近い駅といわれる
下灘駅にも下車できます！

町並散策1日パス

内子

円

円

◉発売期間・ご利用期間／ 2022年３月３１日まで
マルス番号 27212
◉発売箇所／ＪＲ四国の駅のみどりの窓口、みどりの券売機プラス、ワープ支店、駅ワーププラザ、四国内の主な旅行会社、
及びJR四国ツアー WEB並びに道後温泉の大和屋本店、道後舘、道後プリンスホテル、道後グランドホテル
■ご 利 用 は

■払いもどしは
■きっぷの特典

◎有効期間は1日間です。◎フリー区間の特急列車及び普通列車の普通車自由席が乗り降り自由です。◎フリー区間内で「伊予灘ものがたり」のグリーン車指定席に乗車される場合は、
グリーン
券を別途お買い求めください（フリー区間外にまたがって乗車される場合は、
フリー区間外の乗車区間については、運賃も別に必要です）。◎特急列車の普通車指定席またはグリーン車をご利
用の場合は、乗車券部分のみ有効です。料金券を別途お買い求めください。◎小児は大人の半額です。
◎未使用で有効期間開始日前または有効期間内に限り、手数料として660円をいただき、発売箇所（道後温泉の旅館・ホテルを除きます）で承ります。使用開始後は、列車の運行不能、遅延など
による場合でも払いもどしはいたしません。
◎内子町・大洲市では、
「内子・大洲町並散策１日パス」を提示することで、特典を受けられる観光施設などがあります。なお、施設などの休業日には、特典は受けられませんので、
ご注意ください。

伊予大洲藩六万石の城下町として栄え、風情溢れる伊予の小京都として知られる大
ひじかわ

1 大洲城

洲には、旅人の心を癒す様々な場所があります。町の中心を流れる肱川沿いには、
江戸や明治の面影を残す町並みがあり、
ノスタルジックな気分にさせてくれます。そ

大洲城は明治２１年（１８８８）、惜しくも天守が取り壊されてしまっ
たが、
４棟の櫓は解体をまぬがれ、いずれも国の重要文化財に指
定されている。４層４階
の 天 守 は、明 治 期 の 古
写真や「天守雛形」と呼
ばれる江戸期の木組模
型などの 史 料をもとに
平 成１６年（２００４）に
木造で完全復元したも
のだ。

●料金／大人550円 小中学生220円
●営業時間／9：00〜17：00（札止16：30）●休館日／年中無休
●お問合せ先／☎0893-24-1146

観覧料割引［大洲城］
特典 〈大人〉550円→495円
〈小中学生〉220円→198円

てくれます。情緒溢れる数々の名所が今なお息づく大洲の町をゆっくりと歩いて巡り
ながら、時の流れを感じてください。

2 臥龍山荘

ぶんぷく

ひじかわ

肱川随一の景勝地・臥龍淵に臨む山荘庭園。約３０００
坪の敷地に、桂離宮などを参考にした臥龍院、かつ
ちしあん
て浴室で現在は茶室となっている知止庵、臥龍淵を
ふろうあん
見下ろす崖の上に立つ不老庵の３つの建物がある。

大洲藩加藤家御用菓子司であった寛永元年
げっそうもち
創業の老舗和菓子店。名物「月窓餅」は柔ら
かな舌触りで口の中でとける感触とわらび
餅の風味、青大豆きな粉の香りが特徴。

●料金／大人550円 小中学生220円
●営業時間／9：00〜17：00（札止16：30）●休館日／年中無休
●お問合せ先／☎0893-24-3759

大洲城・臥龍山荘［共通観覧券］
〈大人〉880円→792円
〈小中学生〉330円→297円

特典

観覧料割引［臥龍山荘］
特典 〈大人〉550円→495円
〈小中学生〉220円→198円

5 おはなはん通り

おおず赤煉瓦館横の広場で開催される露天市「ポコペン横丁」。昭和３０
年代をテーマに、懐かしいブロマイドや駄菓子、玩具がずらりと並ぶ。そ
の奥には、昭和のあの時、あの場所にあった懐かしい風景を再現した「思
ひ出倉庫」もあり、昭和の街角にタイムスリップしたような気分になれる。
ポコペン横丁
●開催日／毎週日曜日（４月〜１１月）、第３日曜日（１２月〜３月）
●開催時間／10：00〜15：30

特典

3 村田文福老舗本町本店

がりゅう

4 ポコペン横丁・思ひ出倉庫

思ひ出倉庫
●料金／大人200円、小中学生100円
●営業時間／9：30〜16：30（札止16：00）
●休館日／12/29〜12/31
●お問合せ先／☎0893-57-6655

の周辺には、四季折々の自然が織り成す開放的で美しい場所があり、心を豊かにし

Ozu

入館料割引
＜大人＞200円→無料
＜小中学生＞100円→無料

月窓餅6個入り
810円→750円

●営業時間／9：00〜17：30
●定休日／無休
●お問合せ先／☎0893-24-2359

6 おおず赤煉瓦館
明治３４年（１９０１）に大
洲商業銀行として建てら
れたレンガ 造りの建 物。
イギリス積みの構 造で、
和瓦を葺いた寄棟造りの
屋根は、鬼瓦に「商」の字
を入れ、和洋折衷の様式を巧みに取り入れている。

江戸時代の
武 家 屋 敷と
商 家の間を
抜けている
通りで、江 戸
時代後期か
ら明治にかけての建物が残っている。昭
和41年に放映されたＮＨＫドラマ「おは
なはん」のロケ地となったことから通り
の名前が付けられた。

特典

粗品プレゼント

●料金／無料
●営業時間／9：00〜17：00 ●休館日／12/29〜12/31
●お問合せ先／☎0893-24-1281

7 冨永松栄堂

8 大洲まちの駅「あさもや」

明 治８年 創 業 の 老 舗 和 菓 子
店。名物「志ぐれ」は大洲藩江
戸家敷内の秘法菓子として伝
えられ、初代店主・八太郎氏に
よって 世 に 伝 承 す ることと
なった。

大洲銘菓「志ぐれ」をはじめとする特産品販売
や実演販売、観光案内所、
レストランに加え、大
洲のうかいや町並み散策など観光予約もでき
る施設。販売コーナーでは、大洲ならではの商
品を一堂に取り揃えており、思わずどれも欲し
くなるものばかり。
ぜひお立ち寄りください。

明治初期に建てられた喜多郡の郡長の私邸の建物を改築した店
内はどこか懐かしいレトロな空間。大洲に古くから伝わる郷土料
理をはじめ、大正初期より続く秘伝のタレで焼くうなぎなど、こだ
わりの一品を提供している。二階席（全室）大洲城が眺望できる。

●営業時間／9：00〜18：00
●定休日／12/29〜12/31
●お問合せ先／☎0893-24-7011

●営業時間／11：30〜14：30、17：00〜21：30（LO20：30）
●定休日／月曜日（祝日の場合は火曜日）
●お問合せ先／平日：☎0893-24-3000 休日：☎0893-24-4585

名物「志ぐれ」

1,000円以上の
特典 お買い上げで
「生志ぐれ」
１個プレゼント
散策がより快適に！レンタサイクル

●営業時間／8：00〜17：00
●定休日／毎週水曜日
●お問合せ先／☎0893-24-3566

【伊予大洲駅観光案内所】 特典 レンタサイクル

●お問い合せ先／「伊予大洲駅観光案内所」 ☎0893-57-9161
（電動アシスト自転車）
●営業時間／9：00〜17：00（レンタルサイクル利用可能時間）※17：00までにご返却ください 2時間600→500円
9：00〜18：30（店舗営業時間）
※掲載している情報は2021年3月1日現在のものです。予告なく変更となることがあります。なお、写真はイメージです。

9

御食事処 との町たる井

特典

食後、季節のフルーツをサービス
※入店時にきっぷをご呈示ください。

その他、観光情報のお問い合わせは
（大洲市ホームページ）

https://www.city.ozu.ehime.jp/

新型コロナウイルス感染拡大防止のため、おでかけの際は「新しい旅のエチケット」へのご協力をお願いします。

大洲MAP

6 おおず赤煉瓦館
9 との町たる井
＊ 大洲城

1

肱川橋

3

江戸時代から明治時代にかけて木蠟で栄

2 ＊臥龍山荘

思ひ出倉庫

えた内子には、黄色みを帯びた独特の漆喰
壁が続く町並みが残されています。多彩な漆喰
むしこまど

彫刻や虫籠窓など、一軒一軒に工夫を凝らした町並

5

＊如法寺

7 冨永松栄堂

4
3 木蠟資料館上芳我邸

います。内子座は本格的な芝居小屋で、太鼓櫓、桝席、
廻り舞台などが当時のまま復原されています。また
もくろう

大洲商工会議所

もくろう

木蠟資料館上芳我邸では、明治時代の木蠟の生産の

肱川のうかい

マークはレンタサイクルです。

臥龍の湯

見学料割引
特典 〈大人〉400円→300円
〈小中学生〉200円→160円

11

内子座

1

内子五十崎IC

●料金／大人200円、小中学生100円 ●営業時間／9：00〜16：30
●休館日／12/29〜1/2 ●お問合せ先／☎0893-44-5220

3 木蠟資料館上芳我邸
木蠟生産で財を成した本芳我家の筆頭分家・上芳我家の屋敷で、本家同様に江
戸から明治期に木蠟生産で栄えた商家。居住施設と生産施設合わせて１０棟が、
国の重要文化財に指定されている。邸内には木蠟生産の工程を紹介した展示棟
もあり、往時の豪商の暮らしと、それを支えた製蠟業について学ぶことができる。

伝統文化施設セット券割引（注1）
特典 〈大人〉900円→720円
〈小中学生〉450円→400円

●料金／大人500円、小中学生250円 ●営業時間／9：00〜16：30
●休館日／12/29〜1/2 ●お問合せ先／☎0893-44-2771

（注1）
「伝統文化施設セット券」は内子座、商いと暮らし博物館、
木蠟資料館上芳我邸で購入、入館できます。

内子の農家で採れた新鮮野菜や果実、手作りのお菓
子などを販売する「特産品直売所」、地元の食材と旬
にこだわった料理が自慢の「レストランからり」など
がある。内子特産の「じゃばら」を使ったサイダーな
どもおすすめ。

内子豚もろみ焼
バーガー

●営業時間／（バーガー）10：00〜15：00 ※天候により変更あり
（アイス）8：00〜17：00
●定休日／1/1〜1/3 ●お問合せ先／☎0893-43-1122

いかざき

2 商いと暮らし博物館

五十崎凧博物館

5

たこ

●料金／大人300円、小中学生150円
●営業時間／9：00〜16：30
●休館日／月曜日（祝日除く）、12/29〜1/2
●お問合せ先／☎0893-44-5200

●料金／見学無料
●営業時間／9：00〜16：30
●休館日／火曜日、12/28〜1/4
●お問合せ先／☎0893-44-2354

（内子町八日市・護国町並保存センター）

12 下芳我邸

入館料割引〈大人〉300円→230円
〈小中学生〉150円→120円

特典

日本ビール業界に貢献し、戦後、通産
大臣として日本の復興に尽力した高
橋龍太郎氏の生家で、遺族が内子町
に寄贈し、現在はゲストハウスとなっ
ている。母屋は喫茶としても利用さ
れており、コーヒー、紅茶、ジュースな
どが飲める。地元の女性グループ手
作りの和菓子と抹茶のセットが人気。

●料金／無料
●営業時間／9：00〜16：30
●休館日／12/29〜1/2
●お問合せ先／☎0893-44-5212

ヴィラ高橋邸

10 坂見輝月堂

日本各地の凧はもちろん、世界中から収集した
凧の展示を中心に、伝統のある各地の凧を展
示、紹介するとともに、創意工夫をこらした新し
い凧も展示。常時約４００点を展示しているほ
か、毎年５月５日の大凧合戦にあげられる出世凧
も展示している。
（約３０００点を収蔵）

8 文化交流ヴィラ高橋邸

寛政５年（１７９３）に建てられた町家を
昭和６２年（１９８７）に復原修理し、公開
している。一階は店の間、座敷があり、
しとみど
通りに向かって大戸、蔀戸が広く開放で
むし こ
き、二階は主に物置で明かり採りの虫籠
まど
窓が付けてある。当時の商いをしてい
た典型的な町家の姿がうかがえる。

アイス

8 文化交流

5 五十崎凧博物館

江戸から大正時代にかけて建てられた商家や町家が約600mに
わたって軒を連ねている。浅黄色の漆喰で塗りごめられた重厚な
大壁や、棟を街路と平行に通す平入造りが特徴で、通りに面した
軒の連なりが美
し い。隣 家 と の
間 に は、小 路 や
水路を残し、
この
路 地 空 間 は、他
所では見られな
い造形美を醸し
出している。

7 町家資料館

9 大森和蝋燭屋
ろうそくや

暗がりをほのかに赤く染め上げる蝋燭。古来より
あかりとして親しんできた蝋燭を作る人が内子
町にいる。製法は、ハゼノキの実から搾り取った
蝋を、和紙とトウシミ（イ草の芯）と真綿で作った
芯のまわりに素手でなすりつけ、乾かし少しずつ
大きくする。蝋燭の炎は、とても大きく、すすが少
なく蝋がたれずに長い時間灯っている。
●営業時間／9：00〜17：00（12：00〜13：00は除く）
●休館日／火・金曜日、年末年始、お盆
（ＧＷは休まず営業）
※定休日も営業時あり、ホームページに日程表記載
（http://o-warousoku.com/）

●お問合せ先／☎0893-43-0385

10 坂見輝月堂

11 魚林・りんすけ

12 下芳我邸

１２０年以上続く老舗和菓子店。栗饅頭・最中・カステラ・ボーロ
などお土産にピッタリなお菓子が揃っている。

創業１２０年を超える料亭「魚林」に併設し、その味を気軽に楽し
める食事処「りんすけ」。おすすめは、新鮮な鯛の刺身をご飯にの
せた名物の「鯛めし」。

築１４０年の商家を改築した店で国産そば粉を使ったそばと地
元の食材にこだわった料理が味わえる。店舗は国の登録有形文
化財。

特典

特典

きげつどう

特典

1,000円以上のお買い上げで
「ボーロ」100円分プレゼント

散策がより快適に！レンタサイクル

しもは が

鯛めし1,100円→1,000円

●営業時間／11：30〜14：00、17：00〜20：00
●定休日／水曜日
●お問合せ先／☎0893-44-2816

●営業時間／9：00〜18：00
●定休日／水曜日
●お問合せ先／☎0893-44-2865

●料金／レンタル自転車 普通 3時間：500円
電動 3時間：900円（1日乗り放題：1,200円）2台のみ
手荷物預かり：300円

●日時／9：00〜17：00（年末年始は休み）
たびりあん

●お問い合せ先／「旅里庵」
☎0893-43-1450

食後のコーヒーサービス

●営業時間／11：00〜15：00（LO14:30）
●定休日／水、木曜日（祝日の場合は営業）
●お問合せ先／☎0893-44-6171

特典

たびりあん

【旅里庵】

普通自転車
500円で乗り放題

その他、観光情報のお問い合わせは
（内子町観光協会ホームページ）

https://www.we-love-uchiko.jp/

※掲載している情報は2021年3月1日現在のものです。予告なく変更となることがあります。なお、写真はイメージです。
し

こ

く

に

（0570）
00-4592
JR四国電話案内センター Tel.
（8：00〜20：00／年中無休）
（ 通話料がかかります）

お問い合わせ内容 列車の発着時刻、
運賃・料金、当社で発売している
「鉄道企画商品」

6

マークはレンタサイクルです。

4 八日市護国の町並み

かみはが

①アイスシングル
をダブルに変更
②内子豚もろみ焼バーガー
（いずれか）
50円引き

魚林・りんすけ

入館料割引
特典 〈大人〉200円→150円
〈小中学生〉100円→80円

●料金／大人400円、小中学生200円 ●営業時間／9：00〜16：30
●休館日／12/29〜1/2 ●お問合せ先／☎0893-44-2840

6 道の駅内子フレッシュパークからり

9

内子ビジターセンター

江戸後期から明治期の商家をそのまま利用し、大正１０年（１９２１）頃の薬
屋の暮らしを紹介。当時の道具や人形などを使い、座売りの様子や食事風
景、使用人の暮らしなどが再現されている。それぞれのシーンに合わせた
会話のテープが流れるので、
聞き逃さないように。天井の高
さなど、江戸期と明治期の建物
の違いも見てとれる。

大正５年（１９１６）に町内の有志たちが資金を出し合って建てた芝居小屋。
昭和６０年（１９８５）に建設当時の姿に修理復原され、多目的ホールとして
活用しながら歴史資料として公開している。風格のある外観、花道や廻り
舞台など、歌舞伎劇場の設備
が整っており、舞台下から舞台
上、
２階席まで見学できる。レ
トロなシャンデリアや看板にも
注目。

道の駅内子
フレッシュパーク
からり

7

大森和蝋燭屋

2 商いと暮らし博物館

木蠟資料館上芳我邸割引
特典 〈大人〉500円→380円
〈小中学生〉250円→200円

町家資料館

様子が見られます。

8 大洲まちの駅「あさもや」

1 内子座

特典

八日市護国の
町並み

みは国の重要伝統的建物群保存地区に選定されて

大洲市役所

もくろう

Uchiko

しっくい

おはなはん通り

＊三の丸南隅檜

（ 国の重要文化財）

もくろう

4 ポコペン横丁・

市民会館
肱南公民館

村田文福老舗本町本店

内子MAP

（＊ 国の重要文化財）

肱川

※お忘れ物や列車の運行状況等については、駅にお問い合わせ下さい。
※お客様がお使いの電話回線の種類によりご利用いただけない場合があります。

JR四国ホームページでもお知らせしています。

https://www.jr-shikoku.co.jp/

JR 四 国

2021年3月1日現在

検索
8614706−営商−8608143

