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※詳しい内容は裏面をご覧ください。
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※町並みを守るために　  （町並み保存地区）へのお車の乗り入れはご遠慮ください。
※詳しい内容は裏面をご覧ください。

うちこ うまいもんマップ  
散策コース散策コース

うどんいなりセット　810円うどんいなりセット　810円

いなりやいなりや

おすすめBランチ　1，080円おすすめBランチ　1，080円

かば忠（中華料理）かば忠（中華料理）
十寸法師　1，296円十寸法師　1，296円

涼風亭 幸祗涼風亭 幸祗

週替わりランチ　1,728円～週替わりランチ　1,728円～

レストラン からりレストラン からり

気まぐれランチ　600円気まぐれランチ　600円

町家カフェ DORF町家カフェ DORF

ドリンク付きサンドイッチプレート　850円ドリンク付きサンドイッチプレート　850円

まちの駅「Nanze」まちの駅「Nanze」

野遊び弁当　1，480円野遊び弁当　1，480円

蕎麦 つみ草料理 下芳我邸蕎麦 つみ草料理 下芳我邸

伊予鯛さつま定食　1，100円伊予鯛さつま定食　1，100円

ふるさと料理 たかた（松乃屋旅館1F）ふるさと料理 たかた（松乃屋旅館1F）

日替わりランチプレート　900円日替わりランチプレート　900円

Cafe & Bar 奏Cafe & Bar 奏

もんじゃ焼　880円もんじゃ焼　880円

お好み焼き もんたお好み焼き もんた

たいめし　1,080円たいめし　1,080円

りんすけりんすけ

かつ丼　800円かつ丼　800円

五城食堂五城食堂

伍代ちらかし　1,100円伍代ちらかし　1,100円

伍代伍代

うちこ豚ランチ　1,080円うちこ豚ランチ　1,080円

焼肉・しゃぶしゃぶ
がっちゃん家
焼肉・しゃぶしゃぶ
がっちゃん家

鯛めしさつま膳　1，650円鯛めしさつま膳　1，650円

御食事処 吉長御食事処 吉長

海鮮丼　1,100円海鮮丼　1,100円

米屋米屋

おまかせ定食　1，100円おまかせ定食　1，100円

レストハウス シャロンレストハウス シャロン

ディナーコース　6，500円ディナーコース　6，500円

オーベルジュ内子オーベルジュ内子

お昼のランチコース　1,080円お昼のランチコース　1,080円

洋食マザー洋食マザー

天ぷらぶっかけおろしうどん（温・冷）　950円天ぷらぶっかけおろしうどん（温・冷）　950円

麺処 かめや麺処 かめや

モーニングきまぐれサンドイッチセット
ドリンク代+350円

モーニングきまぐれサンドイッチセット
ドリンク代+350円

カフェ Beansカフェ Beans

内子豚のシュニッツェル　1,650円内子豚のシュニッツェル　1,650円

ツム・シュバルツェン・カイラーツム・シュバルツェン・カイラー

カツ丼セット　850円カツ丼セット　850円

幟立うどん幟立うどん



①いなりや 内子町内子2783番地
TEL 0893-44-2218

営業時間 10:00 ～ 21:00　定休日 不定休
駐車場 2台（団体は30名まで、要予約）

いちおし商品 元祖ジャンボいなりずし1ケ160円
うどんいなりセット810円

メイン料金 810円～ 1,296円
夜は、炭火でいろりを囲んでの「いろり焼き」もあります。午後
5時から、炭火を囲み、地元の食材を楽しんで下さい。前日ま
でに要予約。夜のみのメニューです。

④かば忠（中華料理）
内子町内子2278番地
TEL 0893-44-2036

営業時間 11:00 ～ 21:00　定休日 水曜日
駐車場 4台（団体は40名まで、要予約）
いちおし商品 おすすめＢランチ1,080円
メイン料金 864円～ 1,080円
おすすめＢランチは、酢豚と鳥唐揚げ、エビ、肉団子、サラダ、
卵スープが付いてボリュームたっぷりです。これで、1,080円
です。

⑤御食事処 吉
よしちょう

長
内子町内子1687番地
TEL 0893-44-2335　FAX 0893-44-3316
URL　http://www.yoshityou.jp

営業時間 11:30 ～ 20:00　定休日 不定休
駐車場 20台（団体は80名まで、要予約）
いちおし商品 鯛めしさつま膳1,650円
メイン料金 900円～ 1,650円
郷土料理、伊予さつま定食、鯛めし定食、五目とろろ汁定食の
ほか、宇和海の新鮮な魚を使ったお寿司、刺身、天ぷらなどの
定食がございます。人気の鯛めしとさつま汁の両方を愉しめる
鯛めしさつま膳がおすすめです。

⑥町家カフェ
　DORF

内子町内子1949番地

TEL 0893-44-5766

営業時間 9:45 ～ 18:30（LO17:30）
定休日 第一、第三火曜日他1日
駐車場 3台
いちおし商品 気まぐれランチ600円
メイン料金 600 ～ 1,000円
日替わりの気まぐれランチ600円です。ボリューム満点です。
豚肉、鶏肉がメインの料理です。その他、ハンバーグ、オムラ
イス、内子豚を使ったランチもあります。

⑦
蕎麦 つみ草料理

　下
し も は が て い

芳我邸

内子町内子1946番地
TEL 0893-44-6171　FAX 0893-44-6171
URL　http://www.shimohagatei.com

営業時間 11:00 ～ 15:00　定休日 水曜日
駐車場 20台（乗用車のみ）
いちおし商品 野遊び弁当1,480円（税込）
メイン料金 700円～ 1,850円
登録有形文化財に指定されている築140年の商家を改築した

「下芳我邸」は、歴史的な趣のあるお店です。地元の野菜で作っ
たつみ草料理の他、こだわりのそばが味わえます。

⑧お好み焼き もんた 内子町内子3418番地
TEL 0893-44-6076

営業時間 11:00 ～ 14:00、17:00 ～ 21:00（LO）
定休日 月曜日
駐車場 4台（団体は25名まで、要予約）
いちおし商品 もんじゃ焼880円　もんた焼1,100円
メイン料金 600円～ 1,100円
開業以来、口コミで評判の人気店。関西風、広島風、もんじゃ焼き
と幅広くお好み焼きが楽しめます。内子座・町並みといった内子
らしい名前のメニューもあり、とくにもんじゃ焼きは好評です。

⑨レストハウス
　シャロン

内子町内子1619番地

TEL 0893-44-3339　FAX 0893-44-3339

営業時間 8:00 ～ 21:00　定休日 不定休
駐車場 12台（団体は30名まで、要予約）
いちおし商品 おまかせ定食1,100円
メイン料金 750円～ 1,200円
郷土料理のさつま汁定食や日替わりのおまかせ定食など、数多
くの定食とカレー、スパゲティ、うどん、チャンポン、親子丼、
かつ丼などの豊富なメニューと手作りの味を提供します。

⑩りんすけ 内子町内子2027番地
TEL 0893-44-2816　FAX 0893-44-2816

営業時間 11:30 ～ 14:00、17:00 ～ 20:00　定休日 水曜日
駐車場 まちの駅Nanze駐車場をご利用ください
いちおし商品 たいめし1,080円、じゃこカツ210円
メイン料金 540円～ 1,080円
創業120年料亭魚林に併設のお食事処です。生産量日本一の
愛媛宇和海のおいしい鯛と内子産ＥＭハーブ卵を使用した名
物「たいめし」を是非ご賞味下さい。

⑪ふるさと料理
　たかた

内子町内子1913番地（松乃屋旅館1F）
TEL 0893-44-2161　FAX 0893-44-2244
URL　http://www.dokidoki.ne.jp/home2/matunoya/

営業時間 11:00 ～ 13:30（LO）　定休日 不定休
駐車場 8台（団体は150名まで、要予約）

いちおし商品 伊予鯛さつま定食1,100円
媛っこ地鶏柳川風鍋定食1,100円

メイン料金 1,100円～ 2,160円
“伊予鯛さつま”は内子の味噌と焼いた鯛の身をすり合わせ出
汁でのばし、麦飯にかけます。“媛っこ地鶏柳川風鍋”は県内産
ブランド地鶏とごぼうを煮て卵とじにした当店オリジナル。共
に煮物、小鉢、吸物、内子産もち麦うどんや自家製漬け物、デ
ザートが付いています。

⑫Cafe & Bar 奏
内子町内子1914番地

TEL 0893-44-7527

営業時間 ランチ11:30 ～ 14:00、ディナー 18:00 ～ 23:00
定休日 ランチ：日曜日・月曜日、ディナー：月曜日
駐車場 なし
いちおし商品 日替わりランチプレート900円
メイン料金 900円～
その日の食材で日替わりランチプレートを提供しています。夜
は、ワインバー風居酒屋としてご利用ください。（※お子様連れ、
5名様以上でご来店の場合は、お電話にてご予約ください）

⑬
焼肉・しゃぶしゃぶ

　がっちゃん家
内子町内子2052番地

TEL 0893-44-5411　FAX 0893-44-5411

営業時間 11:00 ～ 14:00、17:00 ～ 23:00
（14:00 ～ 17:00休みますが予約があれば営業します）
定休日 不定休
駐車場 2台（団体は35名まで、要予約）

いちおし商品 和牛ランチ（佐賀牛A5ランク使用）1,620円
うちこ豚ランチ1,080円

メイン料金 ランチ540円～ 1,620円
焼肉の和牛ランチ、うちこ豚ランチを中心におもてなしの心
で営業しています。唐揚げランチ540円、豚生姜焼きランチ
640円他メニューいろいろあります。ランチメニューは一日
通して提供しています。

⑭麺処 かめや 内子町内子1525番地
TEL 0893-43-1284

営業時間 11:00 ～仕込みが終了まで。または20:00
定休日 火曜日
駐車場 17台（団体は60名まで、要予約）
いちおし商品 天ぷらぶっかけおろしうどん（温・冷）950円
メイン料金 680円～ 1,100円
素材にこだわり飴色のソフトな腰のある麺で好評を得ていま
す。セットメニューも豊富に取り揃えています。どうぞ、ご賞
味下さい。

⑮伍代 内子町内子228番地
TEL 0893-44-5666

営業時間 11:00 ～ 14:00、17:00 ～ 22:00
定休日 火曜日
駐車場 15台（団体は24名まで、要予約）
いちおし商品 伍代ちらかし1,100円
メイン料金 1,000円～ 1,700円
会席料理2,500円～、一品料理、寿司、仕出し料理など、宇和
海の新鮮な魚をメインにしてご提供しております。特に、寿司
ごはんの上に新鮮な刺身を醤油漬けにしたものをのせた「伍代
ちらかし」は、味が自慢です。

⑯幟
のぼりたて

立うどん
内子町内子1184番地
TEL 0893-43-0352

営業時間 11:00 ～ 20:00
駐車場 12台（団体は40名まで、要予約）

いちおし商品 ①カツ丼セット850円
②うどん定食（野菜天）750円

メイン料金 400円～ 1,000円
内子・五十崎インターを降りて目の前にあります。えひめ・の
びのび子育て応援隊に協賛しています。

⑰オーベルジュ内子
内子町五十崎乙485-2
TEL 0893-44-6565　FAX 0893-44-6532
URL　http://www.orienthotel.jp/uchiko/

営業時間　ディナー 17:00 ～ 21:00　定休日 木曜日
駐車場 20台
いちおし商品 ディナーコース6,500円（税別）
メイン料金 ディナーメイン料理6,500円/8,500円（税別）
レストランでは、内子の食材や郷土料理をアレンジした和洋折
衷のお料理が楽しめます。和蝋燭の灯りの中でいただくディ
ナーは、おすすめです。

⑱洋食マザー 内子町内子1721
TEL 0893-44-5717　FAX 0893-44-5717

営業時間　昼の部11:30 ～ 14:30、夜の部17:30 ～ 21:00
定休日 月曜日と第3日曜日
駐車場 4台
いちおし商品 お昼のランチコース1,080円
メイン料金 670円～ 1,080円
お昼のランチは、1,080円でゆったりとした時間をお楽しみ
いただけると思います。夜は、ピザとかハンバーグ、チキン香
草焼など、単品料理もご用意しております。

⑲
ツム・

　シュバルツェン・
　カイラー

内子町内子2885
TEL 0893-44-2900　FAX 0893-44-2900
URL　http://ameblo.jp/zum-schwarzen-keiler
Facebook　https://www.facebook.com/zskeiler

営業時間　平日 17:00 ～ 22:00（LO 21:00）
　　　　　土日 11:30 ～ 14:30（LO 14:00）、17:00 ～ 22:00（LO 21:00）
定休日 水曜日
駐車場 2台（場所は要問合せ）
いちおし商品 内子豚のシュニッツェル1,650円
メイン料金 700 ～ 2,800円
日本語ペラペラのドイツ人・イエンスさん夫婦が営む本場ド
イツ家庭料理の古民家レストラン。ドイツビール、ワインも
豊富。土日のみのランチサービスは20食限定のジャーマンプ
レート1,250円のみ。

⑳内子まちの駅
　   NANZE

内子町内子2023

TEL 0893-44-6440　FAX 0893-44-6441

営業時間　10:00 ～ 17:00　定休日 木曜日
駐車場 20台
いちおし商品 スイーツ
メイン料金 700円～ 1,000円
地元産の果物をそのままつぶして作った高級かき氷が有名。そ
の他オリジナルスイーツ、軽食も取り揃えています。オープン
エアのカフェスタイルでおしゃれな雰囲気を味わえます。

�米
よ ね や

屋
内子町内子1970
TEL 0893-44-6788
FAX 0893-44-2202（かつ盛鮮魚店）

営業時間　11:00 ～ 15:00（ランチ） 予約があれば営業します
定休日 火曜日
駐車場 あり
いちおし商品 海鮮丼
メイン料金 880 ～ 1,100円
隣にある魚屋かつ盛の店主が、新鮮な魚介類を自慢とするお店
です。海鮮丼やさつま汁定食、なつかしの味の中華そばが人気
です。夜は予約のみ営業しています。

�カフェ Beans 内子町内子264
TEL 0893-44-3130

営業時間　8:30 ～ 18:00（LO 17:00）　定休日 木曜日
駐車場 5台

いちおし商品 モーニングきまぐれサンドイッチセット
ドリンク代+350円

メイン料金 780 ～ 980円
豆乳や米粉を使ったスイーツカフェ。モーニングのパンは内子
からりブレッドを使用。野菜をたっぷり使ったヘルシー日替わ
りランチも人気。

�五
ごじょうしょくどう

城食堂
内子町内子1964（内子商店街内）
TEL 0893-44-3900

営業時間　11:30 ～ 15:00、17:00 ～ 22:00
定休日 不定休
駐車場 1台

いちおし商品 かつ丼、伊予さつま、冷やし中華、ナポリタン、
日替わり定食

メイン料金 780円～ 1,000円
ランチタイムは内子豚を使ったかつ丼、伊予さつまがおすす
め。夜は串揚げや揚げ鳥、一品料理やもつ鍋をご用意。ご予算
に応じてコースの対応もできます。

②涼風亭 幸祇 内子町内子2457番地
TEL 0893-59-2060　FAX 0893-59-2060

営業時間 11:00 ～ 21:00　定休日 月曜日
駐車場 5台 地下7台（団体は40名まで、要予約）

いちおし商品 ①十寸法師1,296円
②籠夜姫（かぐやひめ）1,080円

メイン料金 800円～ 1,800円
お料理は、定食、丼物、麺類、会席、鍋料理、オードブル、折な
どの仕出しをご提供できます。幸祇オリジナル料理の十寸法
師、籠夜姫は、町内外、県外のお客様にも大好評です。水曜日
限定の「スペシャルデー料理」は、超人気、ぜひご賞味下さい。

③レストラン
　からり

内子町内子2452番地
TEL 0893-43-1122　FAX 0893-44-5838
URL　http://www.karari.jp/

営業時間 11:00 ～ 20:00（LO19:30）　定休日 年末年始
駐車場 180台

いちおし商品
週替わりランチ（前菜・サラダ食べ放題・スープ・
メイン・パン・デザート・飲物付）1,728円～

メイン料金 1,200円～ 2,000円
豊かな自然を眺めながらゆったりとお食事のできるレストラ
ン。週替わりランチは内子産野菜を中心とした前菜・サラダ食
べ放題でヘルシー。敷地内のバーガーショップでは内子産の具
材にこだわったテイクアウトピザも。

●内子町ビジターセンター（内子町観光協会）
　TEL 0893-44-3790
　FAX 0893-44-3798

●旅里庵（たびりあん・JR内子駅横）
　TEL 0893-43-1450（FAX兼）
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うちこうまいもんマップに関するお問い合わせは


