
内子町のツアー組込みご提案



ツアー行程へのご提案

道後温泉（8：40出発）ー（バス）－内子（10：00着）

①まちなみ散策 80分
明治時代に海外輸出で巨万の富を得た芳我家の資料館「木蝋資料館上芳我邸」→「大森和蝋燭屋」→木造の芝居小屋「内子座」

→内子まちの駅「Ｎａｎｚｅ」（11：20発）

②【ランチ】 Ｎｅｗ！「内子豚と内子野菜の麹しゃぶしゃぶ鍋」（12:10発）

③凧文化体感 40分
凧あげ体験も可能「五十崎凧博物館」（13：00発）

ー四万十川ー安並水車群ー竜串ーあしずり温泉郷

従来、旅行会社様の周遊ツアーでは、内子町の滞在時間が40分～60分程度と短時間です。これらの行程内容では、内子の魅力を十分
にお伝えできないと、とても残念に思っています。よって、美しい町並みをもう少し詳しく見て、おいしいランチを味わい、芝居小屋内子座で少し
だけ歌舞伎役者の気分を味わっていただけるようなプランをご提案します。よりご満足を得られるため、ご検討いただけると幸いです！！！

今後の内子町滞在プラン一例（約3時間）
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訪問スポットについて

内子の町並みの中にある建物で、150年続く和蝋燭専門店。
職人から蝋燭に関する説明をさせていただきます。
大英博物館のＨＰ（下記）にも当店の商品が紹介されています。

http://www.britishmuseum.org/research/collection_online/collection_object_details.aspx?objectId=3231487&partId=1

木蝋資料館上芳我邸
（もくろうしりょうかん かみはがてい）

大森和蝋燭屋

内子の町並み
木蝋生産で栄えた面影を残す素敵な町並みで、
国の重要伝統的建造物群保存地区に選定されています。
（上記2つのスポットは町並みの中にあります）

木蝋生産で財をなした屋敷で、木蝋生産の工程や当時の豪商の暮
らしを見学することができます。

3



訪問スポットについて

内子座 2016年に100周年を迎えた大正5年設立の劇場。町内外の芸術文化活動の拠点として活用されています。

お客様が到着されますと、お客様を花道にご案内し、紙吹雪のサービスをさせていただきます。
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訪問スポットについて

五十崎凧博物館
（いかざきたこはくぶつかん）

日本各地の凧、世界から収集した凧の展示を中心に、凧に関する幅広い資料を展示しています。
毎年ＧＷには、その年に生まれた子供の名前を書いた凧をあげ、子供の成長を願う想いを凧に託して祝います。
お天気と風の状態が良ければ、博物館前の河原で 久しぶりに凧あげを体験してみてはいかがですか？
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お食事メニューについて

【新メニュー】内子豚と内子野菜のこうじしゃぶしゃぶ

地元素材を活用した

新メニューを開発しました。

大変おいしく召し上がっていただけます！

内子盆地の朝霧を連想させる白濁した「だし麹（こうじ）」でしゃぶしゃぶ。
内子豚は厳しい基準をクリアした、安心・安全のSPF認定ブランド豚です。
麹が豚の甘味を引き立て、シャキシャキの野菜はサラダ感覚で食べられます。
特製「トマトポン酢」で味わえば、トマトの酸味で肉の脂もサッパリ。
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【もちむぎサラダうどん】

しゃきしゃきレタス、タマネギ、トマトがたっぷりでうどんは上から見えません！

甘辛く煮た椎茸のスライス、内子豚薄切り肉の香ばしさと

トマトポン酢がからまり、経験したことのない内子の味が完成しました！

お食事メニューについて
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道後温泉と四万十川の中間に位置する内子町としては、四国西南部の王道スポットを含み、新たに開発した新メニューランチを含む
モデルコースを作成してみました。四国は2泊3日での長距離周遊型が多いエリアですが、「はんぶん四国」という名称で「東編」「西編」を作成し
新商品としてアピールされてみてはいかがでしょうか？

内子町

四万十川

松山市内
道後温泉

高知市内

道後温泉

四万十川

松山城

高知ひろめ市場

※内子での滞在はランチを含め2時間程度

まちなみ散策
凧文化体感

「はんぶん四国」（仮名）2泊3日 ～愛媛・高知の王道スポット＋内子町のオリジナルコース～

新メニュー開発
ランチ！

はりまや橋

＋

滑床渓谷

滑床渓谷

桂浜

桂浜
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まちなみ散策 オプショナルツアーのご提案 その１

詳しくは、Webで！ → 内子町公式観光サイト「内子さんぽ」 www.we-love-uchiko.jp/stroll/stroll3/

基本コース 【まち歩き】
所要時間 60分～120分
定 員 1名から20名（20名以上は要相談）
参 加 費 参加者お一人につき300円

（なお、施設入館料は別途必要です。）

申込方法 1週間前までにFAXかメールでお申込みください。
※ガイドの調整がつかない場合もございます。ご了承ください。

おすすめコース 行 程

60分コース 町並駐車場（出発）→木蝋資料館上芳我邸など町並保存

地区内をご案内→町並駐車場（到着）

90分～120分コース 内子町役場内子分庁（出発）→内子座→商いと暮らし博

物館→木蝋資料館上芳我邸→町並駐車場（到着）

※バスは、町並駐車場（有料）に回送すると便利です。
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まちなみ散策 オプショナルツアーのご提案 その２

詳しくは、Webで！ → 内子町公式観光サイト「内子さんぽ」 www.we-love-uchiko.jp/stroll/stroll4/

欲張りコース 【内子ねき歩き】 全部で9コースあります！

ねき歩き(街中）コース名 内 容

No.０（ゼロ） 町並みコース
1.2km

町並みから内子座をご案内する内子観光の王道コース。時代と
ともに移り変わる町の様子を解説します。

No.１ せだわコース
600m

国の重要伝統的建造物群保存地区のせだわ（路地）を歩き、
町並み文化と“今”の暮らしを感じられるコース。

No.２ 内子びとコース
600m

芝居小屋内子座を建てた町の有志や、若者の育成に力を尽く
した医師など、先人たちの史跡をめぐるコース。
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所要時間 90分～150分
定 員 1名から１５名まで
参 加 費 お一人 2,000円～（お茶・施
設入館料等付き）※お問い合わせください
申込方法 1週間前までに要予約



内子の魅力素材を101個列挙してみました。

内子町にはさまざまな観光素材がございます。
ご興味を持たれるものがございましたら

お申し付けください。

また、内子の素敵な風景の写真を撮影しています。
お写真もご希望がありましたらご提供ができますのでご連絡ください。
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【カテゴリ別】地元民が選ぶ内子の魅力【歴史文化編】

１：町並み 3：文化交流ヴィラ高橋邸2：内子座 4：屋根付き橋 5：水車

7：内子座文楽6：川登のいかだ流し 8：八幡神社
（はちまんじんじゃ）

9：広瀬神社 10：高昌寺
（こうしょうじ）

12：龍王のとりで
11：内子高校
郷土芸能部

13：SL（内子駅前） 14：伊予銀行
内子支店

15：お遍路道路

16：龍馬脱藩の道 17：筏の里 18：大師堂めぐり
※大師堂一部

1219：三島神社
（中川）

20：立川神楽
（たちかわかぐら）



【カテゴリ別】地元民が選ぶ内子の魅力 【自然】

21：小田深山渓谷 22：泉谷の棚田 23：石畳東のシダレザクラ 24：神南山
（かんなんざん）

25：笠取山
（かさとりやま）

26：川あそび 27：ホタル 28：立石尾首の池
（たていしおくび）

32：相野の桜
（あいの）

33：だらり権現

29：小田深山の紅葉
（おだみやま）

30：世善桜

31：五十崎の榎
（いかざきのえのき）

34：知清河原

13



【カテゴリ別】地元民が選ぶ内子の魅力 【観光施設】

35：道の駅内子フレッシュ

パークからり
36：知清公園 37：龍王公園 39：オーベルジュ内子

40：石畳の宿 41：旭館（映画館） 42：内子中学校 43：大瀬中学校 44：大瀬の米蔵

45：スバル 46：内子運動公園
47：道の駅
小田の郷せせらぎ

38：町家カフェDOLF

49：まちの駅なんぜ48：内子町ビジター
センター

50：城の台公園
（小田）

51：五十崎凧博物館 52：内子児童館 53：内子商店街 54：ねはん像 14



【カテゴリ別】地元民が選ぶ内子の魅力 【グルメ】

55：チーズ 56：どぶろく 57：内子ワイン 58：石畳の手打
ちそば

59：ドイツ料理
（ツムシュバルツエンカイラー）

60：神田
（日本料理）

61：栗饅頭 62：ゆずっ子
（和菓子）

63：内子豚 64：鮎

66：あさぎり鍋 67：あまごの土手焼き 68：かつ盛鮮魚店65：小田のたらいうどん

70：榎
（日本料理）

69：呑喜
（小料理屋）

71：道の駅からりの
バーガー

72：ジャンボいなり 73：鯛めし 74：だし
（大豆/しいたけ/いりこのブレンド）
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【カテゴリ別】地元民が選ぶ内子の魅力 【グルメ】

75：しずく酒
（千代の亀）

77：水車米
（石畳）

76：吹毛剣
（すいもうけん）

（酒六酒造）

78：しいたけ 79：米屋
（郷土料理や創作料理）

16

【カテゴリ別】地元民が選ぶ内子の魅力 【イベント】

80：いかざき大凧合戦 81：内子笹まつり 82：小田灯籠まつり 83：寺村山の神火祭り 84：ねはん祭り

85：内子夏まつり 86：八日市町並観月会



【カテゴリ別】地元民が選ぶ内子の魅力 【産業】

87：五十崎の和紙 88：100円商店街 89：ぶどう園 90：彩あんどん 91：和ろうそく

93：豆腐作り体験 95：じゃばらでの
花粉症対策

94：こんにゃく作り体験 96：炭（裏千家が使う

ほど上質）
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97：大久喜鉱山跡地 98：エコファームうちこ
（周年観光）

【カテゴリ別】地元民が選ぶ内子の魅力 【スポーツ】

100：SOL-FAオダ
スキーゲレンデ

99：愛媛ゴルフ倶楽部 101：パラグライダー

92：ギルディング体験



写真を大々的に撮り直ししましたのでいつでもご提供できます！

町並み編－１ 山並み編－1

18

八日市･護国の町並み 八日市･護国の町並み 八日市･護国の町並み 八日市･護国の町並み

八日市･護国の町並み 八日市･護国保存センタ 重要文化財上芳我家住 上芳我家主屋の帆掛瓦

上芳我家の客座敷 上芳我家の坪庭 上芳我家の土蔵内部 上芳我家の離れ座敷

新緑の小田深山渓谷 新緑の小田深山渓谷 紅葉の小田深山渓谷 紅葉の小田深山渓谷

紅葉の小田深山渓谷 紅葉の小田深山渓谷 深山橋 広瀬神社のケヤキ

小田名物たらいうどん 小田燈籠まつり道の駅小田の郷せせらき三島神社の乳出の大イチ



写真を大々的に撮り直ししましたのでいつでもご提供できます！

町並み編－2 山並み編－2
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高昌寺のねはん像 大森和蝋燭屋 内子の手しごと 手しごと職人の家うちこの

明治期の釘隠し HOTELこころ.くら 町家別荘こころの中庭 龍王公園展望台からの

龍王公園への道 オーベルジュ内子 元活動写真館「旭館」 甘味処でひと休み

村並みの風景 石畳の宿

田丸橋（屋根付き橋） 田丸橋（屋根付き橋） 石畳東のシタレ゙サグラ

石畳の手打ちそば 尾首の池の桜 泉谷の棚田 泉谷の棚田の夕景

石畳の宿 石畳の宿

石畳の宿


