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青と銅の街、新居浜
　新居浜市は四国の中北部に位置し、北は瀬戸内海、南は四国山系と、海と山に囲まれ
自然豊かな景勝地がたくさん。
　また、江戸時代に開坑された別子銅山の繁栄、住友グループとその企業群により
瀬戸内有数の工業都市として発展してきました。市内には「あかがねのまち」として別
子銅山の歴史を伝える産業遺産が数多く現存し、当時を偲ぶことができます。

新居大島 （にいおおしま）

マイントピア別子 端出場 （はでば） ゾーン マイントピア別子 東平 （とうなる） ゾーン あかがねミュージアム

新居浜ブルー アカガネイロ

愛媛県総合科学博物館 マリンパーク新居浜

に い は ま

「Hello! NEW 新居浜」のスローガンのもと、人、モノ、コト、いろいろなワクワクがあふれるまちに。
ブランドカラーは、空と、海と、未来の新居浜を象徴する色、Niihama Blue（新居浜ブルー）。吹き出
しと風船をモチーフにしたロゴマークには、「市民一人ひとりの声や想いをカタチにする」、「それらが
ふくらんで、大きなチカラになっていく」という意味が込められてれています。

2 3



　今もその外観を留める赤いレンガ造りの建物は、明治３７年に建設された変
電所の一部で、坑内電車や鉱山施設、多くの人が暮らした東平の社宅、娯楽場、
病院などに電力を供給していました。※建屋は崩壊の危険があるので立入禁止です

　標高750mの山中にある東平は、大正5年から昭和5年までの
間、別子銅山の採鉱本部が置かれ、社宅・学校・娯楽場・接待館が
建てられるなど、賑わいをみせていました。今も遺る数々の産業遺
産は赤石山系の大自然と調和し、山中に佇みます。

産業遺産が遺る街、新居浜

　建設に8年の歳月をかけ、明治35年に完成した第三通洞は、別子銅山の近代
化を加速。坑内電車が開通し、鉱石の搬出・物資の搬入が効率化、また坑水路も
設けられ、坑道内の涌水は第三通洞から排出できるようになりました。

　時速10kmでゆっくり走る鉱山観光列車は、工都・新居浜の技術の粋を集め、か
つての別子鉱山鉄道を再現したものです。観光列車が走る『打除鉄橋』は登録有
形文化財に登録され、下車後は銅山の様子を再現した観光坑道を見学できます。

　輸送の合理化を図るため大正4年に開通した別子銅山の大動脈。 アーチ型
の堅固なトンネルの入口には、住友家15代家長・住友吉左衞門友純氏の筆によ
る『第四通洞』の文字が深々と刻まれています。 　

マイントピア別子 東平ゾーン 旧第三変電所
とうなる きゅうだいさんへんでんしょべっし

マイントピア別子 東平ゾーン 第三通洞
とうなる だいさんつうどうべっし

マイントピア別子 端出場ゾーン 打除鉄橋と鉱山観光列車
はでば うちよけてっきょうべっし

マイントピア別子 東平ゾーン
とうなるべっし

　１６９１年（元禄4年）の開坑から１９７３年（昭和48年）の閉山まで、２８３年にわた
り約65万トンの銅を産出し、日本の貿易や近代化に寄与した別子銅山。「銅」を中心に
派生したさまざまな関連事業が「工都・新居浜」の礎となり、銅山閉山後もその産業遺
産は市内に数多く遺ります。

に い は ま

マイントピア別子  端出場ゾーン 四通橋と第四通洞
はでば だいよんつうどうべっし よんつうきょう

の こ
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　東平での人々の暮らしを紹介するとともに、ジオラマで当時の街並みを再現。
また赤石山系の自然や銅製品等も展示しています。新居浜ふるさと観光大使の
水樹奈々さんがナレーションを担当する「天空のまち東平」も上映。

　別子銅山開坑以来の歴史や地質鉱床、生活風俗、技術に関する貴重な資料を
展示。屋根には別子銅山が開坑許可された5月にちなみ、サツキが1万本植えら
れ、市内随一のサツキの名所として親しまれています。

　別子銅山を通じて日本の近代化に貢献した広瀬宰平の活躍を見ることがで
きます。館内では別子鉱山鉄道の切り通しを再現したジオラマ、映像や実物、資
料をパネル等で紹介しています。

　四阪島製錬所が操業を開始した翌年の明治39年に、住友家の別邸として四阪
島に建設。明治末期の文化財級の建物ですが、築後110年の歳月により老朽化が
進み、四阪島を望遠できる市内星越山に移築・保存され、一般公開されています。

広瀬歴史記念館（広瀬公園内）
ひろせれきしきねんかん

日暮別邸記念館（王子町）
ひぐらしべっていきねんかん

旧広瀬邸（広瀬公園内）
　初代住友総理事・広瀬宰平の旧邸。伝統的な日本建築の様式を持ち
ながらも西洋の進んだ技術を取り入れるなど、宰平の「進取の気性」
を垣間見ることができます。隣接する広瀬歴史記念館では、別子銅山
を通じて日本の近代化に貢献した宰平の活躍を紹介しています。

きゅうひろせてい

別子銅山記念館（角野新田町）
べっしどうざんきねんかん

東平歴史資料館（マイントピア別子 東平ゾーン）
とうなるれきししりょうかん

産業の歩みを学べる街、新居浜
　283年にわたる長い間、一企業（住友）により採鉱された鉱山は世界にも例がなく、その稼業の跡は
市内各所で展示されています。展示物は開坑以来の歴史、採鉱技術に関するもの、当時の生活風俗な
どさまざま。また、別子銅山を通じ日本の近代化に貢献した広瀬宰平（ひろせさいへい）の旧邸や、瀬
戸内海の四阪島から市内に移築された住友家の別邸・日暮別邸も一般公開されています。
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※マイントピア別子端出場ゾーン 「観光坑道」、 愛媛県総合科学博物館 「産業館・鉱業コーナー」にも、別子銅山に関する資料を展示しています

に い は ま



※地元観光ガイドが観光バス（マイクロバス）に同乗、案内 （要予約）
　１日２便　（11:00発、13:00発）　大人1,500円、 ３歳以上小学生まで 900円
※東平へは自家用車で行くこともできますが、道幅が狭く、車のすれ違いが困難な箇所があります
※12月初旬～2月末の間、東平ゾーンは冬季閉鎖となります

　マイントピア別子端出場ゾーンから東平ゾーンまで、マイクロバスを利
用。東平では歴史資料館、そして「東洋のマチュピチュ」と例えられる貯鉱
庫跡、選鉱場跡を観光ガイドがご案内。天気の良い日には、新居浜市街から
瀬戸内海の島々まで見下ろせ、11月上旬には美しい紅葉も楽しめる約2時
間のコースです。バス発着のマイントピア別子では、観光坑道、砂金採り体
験、お食事、温泉も楽しめます。

東洋のマチュピチュから見る絶景

東平遊覧
と う な る

歴 史を肌で感じる

日暮別邸記念館

瑞應寺広瀬公園

マイントピア別子

東平

別子銅山記念館

大山積神社

えんとつ山

貯鉱庫跡 ・ 選鉱場跡
東平歴史資料館

東平観光コース 近代化産業遺産コース

新居浜市立川町707-3　　0897-43-1801　　入館無料
9:00～17:00 （施設、時期による変動あり）
無休 （2月にメンテナンスのための休業あり）

東平歴史資料館 新居浜市立川町654-3　　0897-36-1300　　入館無料　
10:00～17:00　　　月曜 （月曜が祝日の場合はその翌日）、12月初旬～2月末

大山積神社・別子1号機関車
山根グランド石積み観覧席

別子銅山記念館

えんとつ山 （旧山根製錬所煙突）

別子銅山記念館

瑞應寺

広瀬公園 （歴史記念館、旧広瀬邸）

日暮別邸記念館

車で5分

車で10分

車で15分

徒
歩
５
分

徒
歩　

 

分
20

徒
歩　

 

分
15

貯鉱庫跡 ・ 選鉱場跡

旧山根製錬所煙突 （えんとつ山）

近代化産業遺産巡り

※両コースを自由に組み合わせてお楽しみください

マークは食事可能な施設です　※二次元コードは各スポットのオフィシャルサイト、または関連情報へリンクします

←松山 高松→新居浜
IC松山自動車道

（マイントピア別子東平ゾーン）

マイントピア別子

広瀬歴史記念館
新居浜市上原2-10-42
0897-40-6333
9:30～17：30
月曜、 祝日の翌日 （日曜を除く）、 年末年始
入館料　一般 550円
１８歳未満及び高校生・大学生等　無料　

旧広瀬邸
新居浜市上原2-10-52
0897-43-4667
9:30～17:30　　 広瀬歴史記念館と同様
入館料　広瀬歴史記念館と共通

日暮別邸記念館
新居浜市市王子町1-11　　0897-31-5017
9:00～16:30
月曜、祝日 （祝日が日曜の場合は開館）
10月17日・18日、年末年始 
入館無料

瑞應寺 新居浜市山根町８－１　　0897-41-6563
ずいおうじ

MODEL
COURSE

1

マイクロバス30分

徒歩2分

マイントピア別子

東平 （駐車場）

東平歴史資料館

貯鉱庫跡 ・ 選鉱場跡
東洋のマチュピチュ

東平 （駐車場）

マイントピア別子
旧端出場水力発電所

マイクロバス30分

徒
歩
約　

 

分
50

新居浜IC
車で10分

新居浜IC

車で5分

　別子銅山に関連する近代化産業遺産を巡り、さまざまな資料をもとに
歴史を考察します。別子銅山記念館から生子山（通称：えんとつ山）頂上ま
で徒歩約20分。国の登録有形文化財に登録されている旧山根製錬所煙突
は、新居浜の産業遺産のシンボル。新しい文化が取り入れられた住友家初
代総理事であった広瀬宰平の旧広瀬邸、四阪島から移築された日暮別邸
記念館は、それぞれの歴史の重みを感じられる建築様式。また、コース中
の瑞應寺は紅葉の名所として知られ、モミジや大銀杏樹が季節を感じさ
せてくれます。

MODEL
COURSE

2

（端出場ゾーン）

※コース内の施設に飲食コーナーはありません。道中の飲食店をご利用ください

はでば とうなる

別子銅山記念館　
新居浜市角野新田町３-13
0897-41-2200
9:00～16：30　　 
月曜、祝日 （祝日が日曜の場合は開館）
年末年始・10月17、１８日
入館無料

マイントピア別子 端出場ゾーン 観光坑道

別子銅山記念館

旧広瀬邸

日暮別邸記念館

瑞應寺

マイントピア別子 端出場ゾーン

マイントピア別子 東平ゾーン 貯鉱庫跡 ・ 選鉱場跡

旧端出場水力発電所

マイントピア別子 端出場ゾーン 旧端出場水力発電所

ひぐらしべってい

旧端出場水力発電所
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車で25分

車で15分

車で15分

車で25分

車で25分

車で1時間

愛媛県総合科学博物館

マイントピア別子

あかがねミュージアム

マリンパーク新居浜

愛媛県総合科学博物館

あかがねミュージアム

マリンパーク新居浜

マイントピア別子 東平

マイントピア別子 端出場ゾーン

マイントピア別子 東平ゾーン

オーベルジュゆらぎ

オーベルジュゆらぎ

マイントピア別子 端出場ゾーン
キッズパーク

あかがねミュージアム

マリンパーク新居浜

オーベルジュゆらぎマイントピア別子 端出場ゾーン 観光列車

マリンパーク新居浜
愛のモニュメント

マリンパーク新居浜

マイントピア別子

別
子
ラ
イ
ン

別子・翠波はな街道 →
四 国 中 央 市
三島・川之江IC

新居浜
IC

←松山 高松→

いよ西条
IC←松山

高松→新居浜
IC

松山自動車道
松山自動車道

マリンパーク新居浜  愛のモニュメント

みなとオアシス
マリンパーク新居浜

新居浜市垣生3丁目乙324　　 0897-46-4100
4～9月　8:30～18:30 ／ 10～3月　8:30～17:00
火曜 （祝日の場合は翌日）、年末年始

キャンプ場利用、レンタル用品など有料

オーベルジュゆらぎ

新居浜市別子山甲122　　　0897-64-2220
（レストラン）11:00～14:00／17:00～22:00 
水曜日

※コース料理は予約制

ツインルーム宿泊 （２名利用）１泊２食付　14,000円～
テントサイト使用料　3,000円 （利用者4名含む）
トレーラーグランピング （夕食BBQ、朝食、風呂付）
大人1名　12,000円～　子供1名　9,000円
※その他にもプランあり

別子・翠波はな街道 新居浜市観光物産課　　　0897-65-1261

　愛媛県総合科学博物館では、リアルな恐竜がお出迎え。直径30mのプラ
ネタリウムも臨場感いっぱい。マイントピア別子ではキッズパークで遊んだ
り、観光列車で坑道へ。坑道内の体験コーナーでは、遊びながら銅採掘の
作業を学べます。あかがねミュージアムでは本物の太鼓台や、360度シアタ
ーで迫力ある映像を堪能。マリンパーク新居浜の芝生広場では、春に数十
匹の鯉のぼりが泳ぎ、1年中キャンプが可能。クラブハウスにも宿泊できま
す。どの施設もレストラン、またはカフェを併設しているので、お食事はス
ケジュールの状況で選べます。

MODEL
COURSE

3

いよ西条IC

車で5分

楽しく学んで、おもいっきり遊んで！

　マリンパーク新居浜の「愛のモニュメント」はSNSでも話題のスポット。ま
た、マイントピア別子や東平にも、季節ごとに表情を変えるたくさんの映え
スポットが。マイントピア別子付近からの道中「別子ライン」は、「別子・翠波
はな街道」に含まれ、季節ごとに色とりどりの花や木々がドライブを楽しく
してくれます。オーベルジュゆらぎはツインルームでの宿泊、常設のキャンピ
ングトレーラーでの宿泊や、キャンプ場利用も可能。ディナーも楽しめます
（要予約）。帰路は四国中央市方面から「三島・川之江IC」も利用できます。

MODEL
COURSE

4

新居浜IC

車で20分

マイントピア別子 端出場ゾーン あかがねキッズパーク

あかがねミュージアム

マリンパーク新居浜 （鯉のぼりは3月中旬～5月末ごろまで）

別子ライン／別子・翠波はな街道

オーベルジュゆらぎ グランピング

ファミリーdeエンジョイ

あかがねミュージアム

新居浜市坂井町2-8-1　　　　0897-31-0305
9:30～17:00 （開催場所やイベントごとに変わります）
月曜、年末年始
※月曜が祝日、振替休日、第1月曜の場合は開館し、翌火曜が休館

入館無料 （企画展は別途）

オーベルジュゆらぎ

マークは食事可能な施設です　※二次元コードは各スポットのオフィシャルサイト、または関連情報へリンクします

愛媛県総合科学博物館
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　かつては1万人もの人々が住み、別子銅山閉山とともに森になった街「旧別子」。
ここには小学校、接待館、醸造所、製錬所など、当時の人々の息吹が感じられる施
設の跡が深い森の中で眠ります。『工都・新居浜』の原点であり数々の遺構が残る
この森を、観光ガイドの案内でトレッキング。往時の繁栄にタイムスリップできる
登山コースです。

銅山峰（昼食）

大露頭 ・ 大和間歩 経由 

歓喜坑（休憩）

ダイヤモンド水（休憩）

日浦登山口

マイントピア別子

MODEL
COURSE

5
標高

第一通洞南口

11:50発
11：40着

13：00発

14:10着
14：20発

角石原（休憩） 

柳谷社宅跡 経由

東平

13:30着
13：40発

14：50着

15：20着

（車移動）

（車移動）
8:30発

9：30発

11:10発

10:50発
10：40着

12：20着

下
山
ル
ー
ト 

①

下
山
ル
ー
ト 

②

観光ガイドの案内で旧別子散策

※旧別子登山案内コース（有料）は予約が必要です。10日前までにご予約ください
※案内は新居浜観光ガイドの会のメンバーとなります 
※出発は基本的にマイントピア別子駐車場となります
※ガイドはお客様の車やバスに同乗、日浦登山口から徒歩での案内となります
※案内人数は1名のガイドにつき7～10名、そのほかの人数の場合もご相談ください
※お客様のスケジュールに沿ったプランのご提案が可能です。ご相談ください
※登山中のケガ等に新居浜観光ガイドの会は一切責任を負いかねます

　明治22年に建設された施設で、廻り舞台もあり収容人数は1,000
人を超えていたと言われています。毎年5月の山神祭には関西から役
者を呼び、歌舞伎や芝居が上演されていました。

小足谷劇場跡 こあしだにげきじょうあと

　鉱脈を探すためにボーリングを行いましたが見つからず、水脈に当
たりました。その際、ロッド先端の工業用ダイヤモンドビットが残った
ままになり、「ダイヤモンド水」の愛称で親しまれるようになりました。

ダイヤモンド水 だいやもんどすい

　明治19年に完成した別子銅山最初の通洞（トンネル）。広瀬宰平は
手掘りからダイナマイトを使用した掘削に変更し、全長1,021mをわ
ずか4年で完成させました。

第一通洞 だいいちつうどう

　別子銅山発祥の坑道。元禄3年（1690年）、住友家が経営していた
備中・吉岡銅山の支配人、田向重右衛門一行が調査し、有望な鉱床であ
ることが確認され、一同が大喜びしたことにちなみ名付けられました。

歓喜坑 かんきこう

■問い合わせ　※新居浜観光ガイドの会への仲介

一般社団法人 新居浜市観光物産協会　TEL 0897-32-4028 ※ルート表に記載の標高、また出発・到着時間は目安となります

オーベルジュゆらぎ

新居浜市別子山甲122　　　0897-64-2220
ツインルーム宿泊 （２名利用）１泊２食付　14,000円～ ほか　　水曜日

日浦登山口から車で約20分

別子山森林公園
オーベルジュゆらぎ （宿泊要予約）

　別子山地区唯一の宿泊施設、オーベル
ジュゆらぎをベースに、旧別子や赤石山系
登山を楽しむことができます。

　要人の宿泊や賓客の接待などに利用されました。現在は、重厚な赤煉瓦塀
のみが残り、館跡には杉が植林されています。

小足谷接待館跡・採鉱課長宅跡

フォレスターハウス

新居浜市別子山乙555-70　　　0897-64-2019
10:00～16:00　　　月・火曜日 （冬季休館：12月～2月）　　 無料

日浦登山口から車で約6分

フォレスターハウス

　住友家2代総理事・伊庭貞剛による「大
造林計画」実行から100年を記念して平成
5年に開設。植林の歴史、林業資料などの
館内展示と周辺には遊歩道が整備され、ア
ヤメやヤマシャクヤクを楽しめます。

いば   ていごう

フォレスターハウス

こあしだにせったいかんあと さいこうかちょうたくあと

き ゅ う べ っ し

森になった街を歩く

旧別子トレッキング
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魅力あふれる美味しいところばかり

市民オススメのランチスポット
※掲載のお店は、新居浜市内に配布のフリーペーパーが行った、読者アンケート結果による店舗のセレクトとなります

※写真は一例です。季節や食材の入荷状況により変更になる場合があります　

※営業時間、定休日等、変更になる場合があります　※表示価格は税込です。また価格や内容は取材時（2023年1月）のものとなります
LUNCH

中国料理 龍鳳 りゅうほう 若宮食堂 わかみやしょくどう

新居浜市前田町6-9 リーガロイヤルホテル新居浜 1階 0897-37-1121

水曜日 ・ 木曜日

11：30～14：00 （L.O.13：30） ／ 17：30～21：00 （L.O.20：30）
新居浜市新田町1丁目8-56　ワクリエ新居浜内
0897-39-6789

月曜日10:30～17:00

　広東料理を基本とし
た中国料理を楽しめる
レストラン。人気ナンバ
ーワン「龍鳳ランチ」
は、名物すぶた、プリプ
リの海老チリが一度に
味わえるボリューム満
点のご褒美ランチ。

　廃校施設の給食室を
利用し、懐かしさが感じ
られる食堂。日替わりラ
ンチプレートや、中華そ
ば、ピザ、手作りパンと
幅広い品揃え。オープ
ンテラス席で開放的な
ランチタイムを楽しめ
ます。

龍鳳ランチ　￥2,000 日替りランチプレート　￥780

ばぁばのお昼ごはん はま・くる

新居浜市荷内町1-8 0897-47-8299

日曜日

11:00～15:30 (L.O 15:00)

　素朴で昔懐かしい家
庭の味が楽しめるお昼
ごはんの店。地のもの、
季節のものを使った手
作り料理は野菜もたっ
ぷり。瀬戸内海と新居
大島を眺めるロケーシ
ョンで、お腹いっぱい、
気持ちもほっこりに。

ばあばの地エビそぼろ寿司定食   ¥1,500

焼肉 一福 いちふく 新創作四川料理 萬來 まんらい

新居浜市喜光地町1-10-5 0897-66-7811

月曜日 （祝日の場合は翌日火曜日）

11:30～15:00 ／ 17:00～21:30 （変更の場合あり） 
新居浜市本郷1-6-26 0897-47-4188

木曜日

11:00～14:30(L.O 14:00)／17:00～20:30(L.O 20:00)

　ランチからディナー
まで、いつでも美味し
いお肉を、おなか一杯
食べられるお店です。
ボリューム満点、人気の
焼肉ランチで楽しいひ
とときを。

　お子様からお年寄ま
で、幅広い年代層の市
民に愛されて20年。北
京、広東、四川、上海と
各料理を「いいところ
取り」した街中華です。

カルビ一福ハラミランチ　¥1,485 萬來中華定食　￥1,430

うどん茶屋 志道 しどう

新居浜市桜木町3-36 0897-47-7538

水曜日

11:00～15:30(L.O15:00) ／ 17:30～21:00(L.O20:30) 

　良質な素材を用いた
無添加のうどんです。
馥郁(ふくいく)として
旨みある出汁、艶やか
でコシのある麺、揚げ
たての天ぷら、居心地
の良い店内、すべてが
豊かです。

とり天ぶっかけうどん ( 温・冷 )　¥858

活魚料理 みなと 食処 酒処 藤福 ふじふく

新居浜市中須賀町1-4-38 0897-33-7114

日曜日 ・ 祝日
月～金曜 11：00～13：00 ／ 17：00～22：00

新居浜市中萩町10-56 0897-41-1189

月曜日
11:30～14:00 （平日のみ・L.O.13:30） ／ 17：30～22:00

CAFE BULLD カフェ ブルド

新居浜市久保田町3-2-14 080-4033-7897

日曜日 + α （インスタグラムにて告知）

11:00～16:00

　月替わりの「ブルド御
膳」「浜千鶏もも肉の鶏
南蛮定食」「ローストポ
ークカレー」などが人
気。また、グルテンフリ
ーの「ブルドチーズケ
ーキ」も人気の一品。

ブルド御膳（月替わり） ￥1,480

　新鮮な素材を活かし
た旬の瀬戸内料理をお
手ごろな価格で提供。
お昼営業の幕の内弁当
は予約なしでもOK。

　地物の魚、肉、野菜を
中心に、食材２０～３０種
以上で料理人が日替り
で和定食を考案。夜も
地物を中心に、串焼き・
串揚げ・釜飯・定食・寿
司・会席料理などを提
供。

土曜 17：00～22：00

昼のまかない定食　￥880

ピッツェリア マルブン新居浜店

新居浜市坂井町2-2-44 0897-37-8383

月曜日 (祝日の場合は翌日休み)
11：00～15：00 (L.O14:30)  ／ 17：30～21：00 (L.O20:30)  

　ナポリピッツァ発祥
の地、イタリア・カンパ
ニア州のトップ・ブラン
ド『CAPUTO』の粉を
使用。チーズは内子産
を使用した絶品マルゲ
リータ。

プレミアムマルゲリータ ”MAESTRO”（マエストロ） ￥1,210

日替わり幕の内弁当　￥800

瀬戸内料理 平八 へいはち やきとり 古家 こや

新居浜市庄内町4-7-39 0897-36-4050

水曜日 ・ 第三火曜日
11：30～13：30 ／ 17：00～22：00

新居浜市庄内町4-2-14 0897-37-2627

土、日、祝日の昼 ・ 水曜の夜
11:00～14:30 ／ 17：00～23:45

　四季折々、瀬戸内の
豊かな自然と山の恵
みを日々探求し提供。
海鮮丼は、海の幸をふ
んだんに使った人気の
ランチ。「蕎麦と海鮮丼
セット」は2,200円。

　３種類のメインから
選べる平日限定ランチ
は、お肉も野菜もたっ
ぷりな体も喜ぶボリュ
ーム満点ランチ。パフェ
が付く平日限定ランチ
セット(１,6００円)も大
好評です。

海鮮丼セット ￥2,200 平日限定ランチ（ドリンク付） ¥1,230

宗家 萩の茶屋 はぎのちゃや

新居浜市繁本町7-8 0897-37-0177

月曜日
11:00～17：00

　「お客様に本当に美
味しいお蕎麦を提供し
たい、そして満足して
頂きたい。」その想い
は、創業４０年以上経っ
た今も変わりません。
高級なそば粉を惜しみ
なく使い、リーズナブル
な価格で提供。

もりそば ￥860

らぅ麺 純 じゅん

新居浜市久保田町2-1-43 0897-47-0338

月曜日（祝日の場合は翌日火曜日）
火～土 11:00～15:00 ／ 18:00～20:00 

　化学調味料を一切使
用せず、素材本来の味
を最大限に引き出した
スープが自慢。素材の
旨味を味わってみて。

日・祝  11:00～20:00  (L.O 全て15分前)

豚骨魚介つけ麺 (並盛200g) ¥800 ＋ 味付玉子　¥100

YuKuRu ユクル

新居浜市多喜浜1-5-14 0897-27-7287

水曜日 （臨時休業日有り）
9:00～15:00

　人気ナンバーワンの
「ランチデラックス」は5
種類のメインから好き
な2品を選べる人気の
ランチ。3種の小鉢も付
く、ボリューム満点のご
褒美ランチ。

ランチデラックス ￥1,400
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お店ごとに特徴のあるメニュー、そして雰囲気

市民オススメのカフェスポットCAFE

ドリンク スイーツ ランチ

ブルーのアイコンメニューが楽しめます

　里いもを味わう秋の風物詩。国領川河川敷の特設会場は、いもだきを楽
しむ人で毎年賑わいます。地元産の里いも、ホタテ、もやし、鶏肉などの豊
富な食材を秘伝のだし汁が引き立てます。夜風を感じながら舌鼓を打つ
「いもだき」は新居浜の名物の一つです。

新居のいもだき ※9月～10月頃

ふ
ぐ
ざ
く

新
居
の
い
も
だ
き

新居浜の郷土料理LOCAL

伝統ある食文化

ざ
ん
き

※掲載のお店は、新居浜市内に配布のフリーペーパーが行った読者アンケート結果による店舗のセレクトとなります
※写真は一例です。季節や食材の入荷状況により変更になる場合があります
※営業時間、定休日等、変更になる場合があります　※内容は取材時（2023年1月）のものとなります

　あかがねミュージアム内にある憩いの空間。遊
びに行った際にふらっと立ち寄ってみよう。

新居浜市坂井町2-8-1
0897-31-0305
10:00～17:00 
第１週 火曜日、第２週以降 月曜日

　本格エスプレッソコーヒーと、焼きたてパンが
テイクアウトできる。BMCパンケーキが人気。

新居浜市繁本町7-1 山口ビル1F
0897-47-7351
10:00～17:00 （L.O.16:30）
月曜日、年末年始

　もちもち自家製のベーグルサンドブランチが人
気。季節限定スイーツやフレンチトーストもオス
スメ。
新居浜市庄内町4-1-7
0897-32-2456
9:00～17：30
木曜日

REDCOPPERCOFFEE BLISS MARKERS CAFE COOK'S Cafe &Deli
レッドコッパーコーヒー クックス カフェアンドデリ ブリスマーカーズカフェ 

　三角形のコンクリートの建物は、まるで美術館の
ような美しさ。自家製にこだわったスイーツは種類
も多く朝、昼、夜と違った雰囲気が味わえるカフェ。

新居浜市高木町4-10
0897-31-0223
10:00～21:00
水曜日

　関西のケーキ店で腕を磨いたパティシエが、地
元新居浜でカフェを開店。出来立てのスイーツと
焼き菓子のお店です。

新居浜市東雲町2-12-3
0897-66-7703
9:00～18：00 （L.O.17:30）
火曜日 ・ 水曜日

　ドイツ生まれのパンケーキ。他のお店にはない
味と不思議な食感を楽しめます。

新居浜市星原町5-25
0897-40-3838
8：30～22：00 （L.O.21:30）
元日のみ

Cafe La Miell SWEETS CAFE D＆３anne reine cafe
スイーツ カフェ ディーアンドスリーカフェ ラ ・ ミール アン レーヌ カフェ

　アンティークに囲まれた空間と、地元名物のワ
ッフル、マイスターこだわりのコーヒーでくつろぎ
のひとときを過ごせる隠れ家的カフェ。

新居浜市萩生699-1
0897-43-1010
9：00～17：00 （L.O.16：00）
火曜日 （祝日は営業、翌日振替休業）

　店名のとおり、いろんな年齢層の人が集う、海
のそばにあるカフェ。相性抜群の海とコーヒーで
ゆるやかな時間をすごせるお店。

新居浜市荷内町838
0897-46-5255
11:00～17:00 ／ 土日祝  11:00～18:00
木曜日 ・ 金曜日

　旧車をはじめ、古き良き時代の雑貨が店内に溢
れ、時間を忘れ癒されるお店。モーニング、ラン
チ、スイーツと豊富なメニュー。

新居浜市久保田町2-11-1
090-4845-1177
9:00～18:00
なし

The Antique Café 自家焙煎 みんなのコーヒーchiroe's café
アンティークカフェ チロエズカフェ

　湯せんしたふぐの「皮」と「内皮」、その間にある「とうと
うみ」、そして「身」。この4種類にネギ、カワハギの肝を紅
葉おろし、ポン酢とともに味付けをする「ふぐざく」。新居浜
の老舗料亭「波満蝶」から始まったふぐざくは、新居浜市内
はもとより県内各地の料亭でも提供されています。

ふぐざく ※10月～2月頃

　外はカリカリ、口にほおばると溢れる肉汁。新居浜の「ざ
んき」は、骨なしの鶏肉が基本となり、カリカリの衣で、食べ
続けても飽きない素朴な味が特徴。市内にある専門店・飲食
店で、それぞれ個性あるざんきを提供しています。

ざんき ※1年中提供しています

ヒ
ッ
ト
焼

　昭和31年、新居浜市営球場のそばでホームラン食堂を開いた店主が
「野球はホームランより確実なヒットを。この商品もヒットして長く愛され
てほしい」、そんな思いから命名した「ヒット焼」。新居浜市民の中でも「白
あん派」、「あずき派」と人気を二分し、しっとりとした生地とあんこの相性
はバツグン。冷めてもおいしいので、手土産や差し入れなどによく使われ
る、60年以上変わらない市民に愛されるソウルフードです。

ヒット焼 ※1年中提供しています

ヒット焼 川西店
新居浜市徳常町2-32
0897-32-1040
10:00～19:00 ※売り切れ次第終了
日曜日

ヒット焼 川東店
新居浜市垣生1-12-28
0897-46-5445
10:00～19:00 ※売り切れ次第終了
日曜日

に
　
　
　
　
　
い

白あん、あずきあん　各1個 130円（税込）
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新居大島の恵み
にい お お し ま

　新居浜市の北東約1.5kmの沖にある市唯一の離島、新居大
島。愛媛県内ではこの島だけでしか栽培されていないのが「七
福芋」。サツマイモの一種で、皮が白っぽいのが特徴。新居浜
では「白いも」とも呼ばれています。
　収穫した七福芋は、熟成させると糖度15％と、その甘さは
栗きんとんに匹敵するほど。土壌や気候の影響を受けやすく、
他の土地では「大島ほどのおいしさとならない」と言われてお
り、その希少性から「幻のさつまいも」と呼ばれています。
　この「白いも」を加工したお酒、お菓子は、新居浜市民にも親
しまれる人気の商品です。

①

②

③

④

⑤

⑥

⑦

芋 焼 酎「 七 福 」

芋焼酎「あんぶん」

七 福 豆

七福芋クッキー

白 いも。黒 三 笠

七福芋焼きドーナツ

七福芋蒸し羊羹

口当たりの良い味わいの本格芋焼酎。七福芋独特のすっきりとした、それでいて後引く甘味が特徴。720ml。

七福芋の優しくて濃い甘みを引き出した本格芋焼酎。クセのないフルーティーな口当たりが好評。500ml。

七福芋の甘みとえび、ピーナッツの風味がコラボした、おつまみにもピッタリな豆菓子。

どこか懐かしい味わいの、七福芋をたっぷり使ったクッキー。

七福芋を餡に、竹炭パウダーの入った三笠生地でサンドしました。

七福芋のやさしい甘みを活かし、丁寧に焼き上げたドーナツ。

七福芋の濃厚な甘さが引き立つコクのある味わいで、もっちりとした独特の食感です。

七福芋
（白いも）

①②

③

④

⑤

⑥

⑦

株式会社 七福芋本舗

　新居浜市久保田町3-9-27

近藤製菓有限会社

　新居浜市庄内町2-3-12

たるみ製菓

　新居浜市高田1-3-63

菓舗 蛭子堂

　新居浜市大生院９８８-３

株式会社 森髙リゾート

　四国中央市土居町津根３９９５-1

株式会社別子飴本舗

　新居浜市郷2-6-5

製造 ・ 販売元

0897-34-9515

 0897-35-2700

0897-46-3203

0897-41-3841

0896-74-0880

0897-45-1080

TEL

TEL

TEL

TEL

TEL

TEL

※18～19ページの商品は新居浜駅構内観光案内所「ここくる 　にいはま」で購入できます（㉔ えび天㉕ 伊予の絹かわなすを除く）
※季節商品は品切れの場合もあります。ご了承ください。

■ 製造 ・ 販売元

新居浜のいいもの

⑧ 清酒 華姫桜 720ml
柔らかな軟水と、契約農家が生産す
る酒造米などで、新居浜唯一の地
酒を醸造。

⑬ 生しょうゆ 新居のむらさき 100ml

⑭ 卵かけごはん醤油 100ml

火入れせずそのまま瓶詰めした生
醤油。手軽に使える小さめサイズ。

かつおだしやみりんなどで卵に合わ
せてブレンドした、少し甘口の醤油。

愛媛県産せとか・ブルーベリー・
伊予柑を使用。みきゃんの列車
箱に詰め合わせ。

⑯ れもんすてぃっく
　 あまなつすてぃっく
　 ゆずすてぃっく

皮の香味を特殊製法でソ
フトな食感に仕上げ、食べ
やすいスティック状に。

厳選した水あめとクリー
ムを材料に、昔ながらの製
法で作る伊予路の銘菓。

愛媛県のブランド里芋
「伊予美人」を練り込
んでこめ油で揚げた、
甘くないかりんとう。

⑳ 別子飴
⑲ ポリポーリ

「媛っ娘みかん卵」「みかんはちみつ」
を使用。瀬戸内産レモンの皮を混ぜ込
んだ生地は、優しくてしっとり。

香ばしいタルト生地に、甘く
煮詰めた紅まどんなをのせ
て焼き上げました。

㉒ 御栗タルト㉑ いよ柑漬
愛媛県産伊予柑の皮を漬
け込んだ手作りの銘菓。

柚子が香る餡に大粒の栗を並
べ、柔らかく焼き上げた生地
で丁寧に巻き上げたタルト。

⑮ せとかジャム・ブルーベリージャム
　 いよかんマーマレード 各270ｇ

⑰ 紅まどんなタルト ⑱ 瀬戸内レモンケーキ ㉓ 太鼓よせ巾着
新居浜太鼓祭り
をイメージしたせ
んべいの詰め合
わせ。

㉖ 新居浜乾燥きくらげ
愛情たっぷりに育てた新居浜産
きくらげを丁寧に乾燥。

㉔ えび天 ㉕ 伊予の絹かわなす
えびと豆腐に魚のすり身を練り合わ
せ、油で揚げた独特のふわふわな食
感の逸品。

皮が薄くジューシーな愛媛県
特産の絹かわなす。柔らかく
甘い素材の持ち味はそのま
まにあっさりした浅漬けに。
6～10月の限定商品。

㉗ 布団締め刺しゅう額
新居浜太鼓台の布団締めを刺しゅ
うし、ミニ額に仕上げました。

㉙ 新居浜太鼓祭りシルエットステッカー

㉚ 新居浜太鼓祭りシルエットメモ
新居浜太鼓祭りの指揮者、かき夫などのシル
エットがデザインされたステッカーとメモ帳。

別子銅山の風景や、新居浜太鼓祭りを描い
た絵葉書。

㉘ 新居浜絵葉書

細かい細工を、職人が独自の
製法で作る鹿角細工商品。

バレエのヒロインを刺しゅうし
た今治タオルハンカチ。飾り
レースで縁取りをしています。

㉛ 花聖角 32 新居浜硝子
別子銅山を代表する鉱石の一つ、
伊予青石から生まれた、深いグ
リーンが美しいガラス製品。

33 刺しゅうハンカチ
スタジオジブリ作品で活躍す
る近藤勝也氏（新居浜市出
身）デザインの、アカちゃん
を用いたオリジナルグッズ。

近藤酒造株式会社

株式会社 一梅酢

今井醤油醸造所

愛媛果汁食品株式会社

有限会社 永久堂

株式会社 別子飴本舗

株式会社 伊予柑漬本舗

株式会社 ハタダ

株式会社 きいち本舗

秋月食品工業株式会社

株式会社 守谷漬物

株式会社 大愛

株式会社 前川

ソネデザインスタジオ

東田印刷株式会社

有限会社 誠聖工業

株式会社 マイントピア別子

サヨリ商店街株式会社

ここくる　  にいはま

⑧⑨

⑩⑪⑫

⑬⑭

⑮⑯

⑰⑱

⑲⑳

㉑

㉒

㉓

㉔

㉕

㉖

㉗

㉘

㉙㉚

㉛

32

33

34

新居浜市新須賀町1-11-46

新居浜市郷4-8-15

新居浜市中筋町1-7-44

新居浜市喜光地町1-11-9

新居浜市又野1-4-32

新居浜市郷2-6-5

新居浜市新須賀町３-３-２０

新居浜市船木甲2131

新居浜市西泉町3-40

新居浜市港町10-19

新居浜市萩生605-2

新居浜市船木1727-2

新居浜市西泉町9-18

新居浜市新須賀町2-8-8

新居浜市北新町2-27

新居浜市港町１1-22

新居浜市立川町707-3

新居浜市下泉町1-3-39

新居浜市坂井町2-3-45

TEL 0897-33-1177

TEL 0897-32-3351

TEL 0897-41-6443

TEL 0897-41-6297

TEL 0897-45-0063

TEL 0897-45-1080

TEL 0897-34-3133

TEL 0897-41-4141

TEL 0897-43-1155

TEL 0897-34-4455

TEL 0897-41-6961

TEL 0897-43-9000

TEL 0897-41-9088

TEL 0897-33-5721

TEL 0897-34-5656

TEL 0897-33-9129

TEL 0897-43-1801

TEL 0897-41-6305

TEL 0897-32-4028

（かせいかく）

34 アカちゃん トートバッグ
　 アカちゃん ランチバッグ

⑨ クラフトジン PACHI PACHI

温州みかんブランド「真穴みかん」
の果実・花・新芽など8種類のボタニ
カルを素材ごとに蒸留、ブレンドし
たクラフトジン。

720ml ・200ml

⑩ からだおもいのはちみつ梅酢 200ml
⑪ からだおもいのブルーベリー酢 200ml
⑫ からだおもいのゆず黒酢 200ml

⑩愛媛県産青梅を使用し、純国産米純米
　酢と蜂蜜で２年以上熟成しました。
⑪愛媛県産ブルーベリーを使用し、純国
　産米純米酢で造りました。
⑫高知県北川村のゆずを使用し、純国産
　米黒酢で造りました。
※全て4倍希釈
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一宮神社 八旛神社 フレッシュバリュー大生院店

川西地区13台の太鼓台が境内に集まっての
かきくらべ。

川東西部地区8台、川東地区9台の太鼓台
が、境内に集まってのかきくらべ。

大生院地区4台、中萩地区7台がライトアッ
プされ、11台が並ぶ「寄せ太鼓」は圧巻。

　新居浜太鼓祭りは、市内に54台の太鼓台があり、各地区でそれぞれの特色を生
かした「かきくらべ」が行われます。重さ約3トンの太鼓台が、男衆の力で担がれる
瞬間は勇壮華麗。伝統があり、観衆を酔わせる「四国三大祭り」のひとつです。

新居浜太鼓祭り
豪華絢爛、勇壮華麗、心揺さぶる男祭り

10月16日・17日・18日 （大生院地区10月15、16、17日）

18日 16:30～ 18日 14:00～

いっくじんじゃ はちまんじんじゃ

イオンモール新居浜

イオンモール新居浜の駐車場で、ライトアッ
プされた太鼓台が夜の競演。

16日 19:00～ 16日 17:30～

多喜浜駅前

川東地区9台、川東西部地区8台の太鼓台
が、駅前交差点で差し上げなどの演技。

たきはまえきまえ

運行予定など最新情報は
こちらからご確認ください

おおじょういんてん

主なかきくらべ会場

新居浜太鼓祭り期間中は、各所で交
通規制が行われます。自家用車での
移動には十分ご注意ください

※

開始時間は例年の目安です※

※ 参加台数やスケジュールなど、変更
になる場合があります

17日 16:00～

山根グラウンドかきくらべ
17日 12:00～

市内最大のかきくらべ会場。石積みの観覧
席からは、割れんばかりの歓声があがる。

13台 10台 17台 17台 11台

20台
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竹やワラで築いた「とうど」に旧正月
の早朝火を放つ大島の伝統行事。

■ 1月 成人の日

　 新居大島

とうどおくり ※市指定無形民俗文化財

夜の青龍橋 （立川町）

冬のえんとつ山 （角野新田町）

瑞應寺の托鉢 （山根町）

菖蒲・あじさいまつり

5,000株の菖蒲とあじさいが見頃
となり、色鮮やかに咲き誇ります。

■ 6月上旬
　 池田池公園　（船木）

大島八幡神社秋季例大祭
■ 10月第2土曜・日曜日

　 新居大島

銚子の滝 （大生院）

新居浜太鼓祭り

　 10月15・16・17日 

■ 10月16・17・18日

紅葉の別子ライン

約10㎞の渓谷景勝地。
■ 11月上旬～　県道47号線沿い

瑞應寺 大銀杏樹の落葉 （山根町）

ひかり

歓喜の陽光

別子銅山開坑記念日の５月９日正
午、館内に光の柱が現れるよう設計。

■ 5月9日
　 別子銅山記念館

愛媛県総合科学博物館
マイントピア別子 端出場
マイントピア別子 東平
あかがねミュージアム
広 瀬 歴 史 記 念 館

スタンプラリー対象施設
マリンパーク新居浜
森林公園ゆらぎの森
日 暮 別 邸 記 念 館
別 子 銅 山 記 念 館
ここくる　にいはま

スタンプ帳はこちらから

青と銅の街には
新居浜ブルー アカガネイロ

四季折々の彩もある
イロドリ

※記載のイベントは都合により予定変更、中止になる場合があります。あらかじめご了承ください。

しゃく薬まつり

40種類約30,000本の大輪のしゃ
く薬が咲き乱れます。

■ 5月中旬～下旬
　 マイントピア別子 端出場ゾーン

市内には広瀬公園をはじめ、滝の
宮公園、山根公園、黒島海浜公園な
ど、桜の名所が多数あります。

広瀬公園の桜 写真は旧広瀬邸

■ 3月下旬～4月上旬
　 広瀬歴史記念館

にいはま納涼花火大会
■ 7月最終金曜日

　 国領川河川敷
約8,000発の花火が1時間半にわ
たり、夜空を彩ります。

やしの木ビーチ 海水浴

長さ300mの半円形の人工ビーチ
とキャンプ場で、夏の1日を満喫。

■ 7月1日～8月31日
　 マリンパーク新居浜

鹿の子百合まつり

白に赤色が美しい、約5,000株の
鹿の子百合が見頃となります。

■ 8月中旬
　 マイントピア別子 端出場ゾーン

ガラス張りの円錐タワー
愛媛県総合科学博物館 （大生院）

ブルーライトアップ
あかがねミュージアム （坂井町）

移築された日暮別邸

日暮別邸記念館 （王子町）
東洋のマチュピチュ・東平 （立川町）
マイントピア別子 東平

巨大パーゴラ ライトアップ

森林公園ゆらぎの森 （別子山）

　市内10施設ではスマートフォンでスタンプを
ゲットできます。 スタンプが集まれば特典を受
けられます。 

各スポットの営業時間、定休日などは
ホームページ・お電話でご確認ください

紅葉と冬の桜祭り

可憐で清楚な花を咲かせます。

■ 11月下旬
　 マイントピア別子 端出場ゾーン

せいりゅうばし

ずいおうじ

こくりょうがわ

はでば

ひぐらしべってい

ちょうし

おおじょういん

おおじょういん

べっし

とうなる

ずいおうじ

たつかわ

はでばべっし

おおじょういん

べっし

べっしどうざん

べっし　　　はでば

いけだいけ

たつかわ

すみのしんでん 新居のいもだき

地元産の里いもなどを秘伝の出汁
とともに味わう秋の風物詩です。

■ 9月上旬～10月上旬

　 国領川河川敷

にい

こくりょうがわ

にいおおしま

にいおおしま

かんき

（大生院地区）

べっしやま
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