
えひめイベントBOX140

市町名 特産市名 開催日 ①会場 ②問い合わせ先 内容

四国中央市 ジャジャうま市 常設9：00 〜 16：00
（年末年始除く）

❶JAうま総合経済センター前
❷JAうまジャジャうま市
　☎0896（23）3377

季節野菜、農産加工品、魚、お茶、果物、花な
どを販売します。

霧の森青空市かほり 毎週日曜日
※1 〜 2月休み

❶霧の森第1駐車場
❷青空市かほり
　☎090（9779）3016
　☎0896（28）6187

季節野菜、加工品、お茶などを販売します。

楽しみ市
毎日

（10/15・年始は休み）
8：30 〜 18：00

❶土居町・入野79
❷東予園芸農協宇摩支部
　☎０８９６（７５）１９５０

季節野菜、ミカン、花苗、花しば、切花、農産加
工品などを販売します。

おいでや市 常設9：00 〜 16：00
火曜日定休日

❶JAうま川之江中央支店前
❷JAうまおいでや市
　☎0896（59）6001

季節野菜、農産加工品、魚、お茶、果物、花な
どを販売します。

ふれあい市
常設8：30 〜 11：30
毎週水曜日及び土・日曜日
営業

❶JAうま金生支店前
❷JAうま川之江中央経済センター
　☎0896（58）３９５３

野菜・切り花・農産加工品などを販売します。

切山にこにこ市 毎月第2日曜
7：30 〜 10：30

❶切山集会所前
❷真鍋
　☎0896（58）8078

野菜・農産加工品・果実・山菜・花などを販売し
ます。

かわのえ栄町商店街
“食の回廊”

毎月第2、第4土曜
9：00 〜

❶川之江栄町商店街内
❷四国中央ドットコム
　☎0896（58）8726

地元漁師さんの獲れたての魚、洋食焼きなどを販
売します。（売り切れ次第、終了）

新居浜市 農産物直売所
あかがね市四季菜広場

年中
（年末年始、盆、地方祭休）
８：30 〜 16：00

❶ＪＡ新居浜市本所北
❷四季菜広場
　☎0897（31）0181

安全・安心な農産物を安価な値段で販売しており
ますので、ぜひ一度お立ち寄りください。

百縁笑点街＆
さんさん産直市

毎月第１日曜日
9：00 〜 13：00

❶登り道サンロード
❷百縁笑点街＆さんさん産直市実行委員会
　（事務局：NPO法人新居浜まちゅり隊）
　☎0897（37）1666

アコースティックコンサートや似顔絵コーナーなど
楽しいイベントもやっています。

西条市 西条五日市 毎月5日
❶西条商店街
❷日光
　☎0897（55）2764

昭和60年から続いている西条商店街恒例の名物
イベント。毎月5日に店頭で超安売ワゴンセール
などを実施しています。

西山もみじ市
10月下旬〜 12月上旬
毎週土・日曜日（無人）、
11月中旬から毎日（有人）
9：30 〜 16：00

❶丹原町・古田
　（西山興隆寺もみじ参道沿い）
❷長谷部洋子
　☎0898（68）6020

季節の野菜や、手づくりの農産加工品（餅・寿司・
漬物）等を販売しています。

百笑市 年中無休
7：00 〜 19：00

❶丹原町・徳能出作
　（市道周布吉岡線・徳出橋付近）
❷百笑市
　☎0898（64）0341

野菜、果物、花、農産加工食品、海産物等の品
揃えが豊富な市場です。

JA周桑田野女性部
ふれあい直販所

毎週土・日曜日
8：00 〜 16：00

❶丹原町・高松（赤い折鶴が目印）
❷JA周桑田野女性部ふれあい直販所
　☎0898（68）4448
http://www.islands.ne.jp/ja-syuso/
directstore/index.html

新鮮野菜はもちろん、有精卵や完全発酵堆肥、
木酢液などを販売する個性派市場。毎年秋には「柿
まつり」が開催され、柿の皮むき競争など楽しい
イベントが盛りだくさんです。

にこにこ市 毎週日曜日
8：00 〜 12：00

❶丹原町・来見（壬生川丹原線沿い）
❷佐伯利彦
　☎0898（73）2170

野菜や果物、花、花苗、卵等を販売しています。

東予園芸農業協同組合
直販所

毎週土・日曜日
7：00 〜 15：00
毎週月〜金曜日
8：00 〜 17：00

❶丹原町・田野上方
　（県道丹原小松線・石鎚橋付近）
❷東予園芸農業協同組合直販所
　☎0898（68）3600
http://www.toyoengei.jp/

バラ、あたご柿、梅製品をはじめ、メロンやみか
んなどの果物、新鮮な野菜等々、地元の特産品
を販売。全国発送も行っています。

周ちゃん広場 年始4日間を除く毎日
9：00 〜 17：30

❶丹原町・願連寺
❷周ちゃん広場
　☎0898（76）2022
http://www.islands.ne.jp/ja-syuso/
directstore/index.html

新鮮な野菜や果物等が所狭しと並んでいます。ラ
ベルを見ればどの生産者が作ったものか一目でわ
かり、安心して食べられると信頼を得ています。
味噌、醤油、手作りお菓子等の品揃えも豊富で、
売場はいつも賑わっています。

特
産
市



特産市ガイドBOX 141

市町名 特産市名 開催日 ①会場 ②問い合わせ先 内容

西条市 日野農園トマト直販所
年中無休
9：30 〜 17：00

（1月1日〜 5日のみ休み）

❶吉田53-1
❷日野義幸
　☎0898（68）0739

日野農園は、安心・安全にこだわって栽培してい
ます。トマト（品種：アイコ・フルティカ・ごほう
び・華ロイヤル）、米、キュウリを販売しているほ
か、四季の野菜や果物、花も取り揃えています。
また、乾物等も販売しています。

周越ふれあい市場 毎週土・日曜日
7：00 〜 17：00

❶実報寺甲1062
　（周越トンネル西条市側）
❷四之宮明
　☎0898（66）1362

米、野菜や草花、加工食品（餅、焼き米、米菓子、
漬物）、鮮魚、有機肥料等を販売しています。

東予ファーマーズ
マーケット

毎週日曜日
7：00 〜 14：00

❶北条846-1（国道196号沿い）
❷一色秀夫
　☎0898（64）2040

農産物や卵、農産物加工品等を販売しています。

ＤＣＭダイキ周桑店
産直市

元旦、棚卸日を除く毎日
7：00 〜 20：00

（正月営業を除く）

❶周布750-1
❷ＤＣＭダイキ周桑店
　☎0898（68）3100

ＤＣＭダイキ周桑店に隣接する産直市です。新鮮
な野菜・果物、新鮮でおいしい鮮魚・精肉、季節
の贈答用果物、弁当・お惣菜や地元の加工品な
どを中心に取り揃えています。また、地元農家さ
んのお米はもちろん、愛媛県の五ツ星お米マイス
ターが厳選した全国のおいしいお米も揃えていま
す。

ときめき水都市
本店

地方祭及び年始3日間を除
く毎日
8：30 〜 18：00

❶神拝甲487-4・JA西条本所前
❷ときめき水都市本店
　☎0897（53）6771
http://www.ja-saijyo.or.jp/service/
suitoichi.html

名水（うちぬき）に育まれた安全・安心な地元の新
鮮野菜を直売しています。切花やお米の他にお総
菜や加工品も豊富に取り揃えています。
併設するあぐり工房の米粉パン・フレッシュジュース
も大人気です。

ときめき水都市
みのりちゃん市場

地方祭及び年始3日間を除
く毎日
9：30 〜 18：30

❶西条市栄町260
❷ときめき水都市みのりちゃん市場
　☎0897（53）7333

平成25年7月に紺屋町商店街の再開発地区にオー
プンしました。徒歩や自転車で買い物にきていただ
けるお店、地域の方の生活にとってなくてはならな
い店舗を目指します。

今治市
「道の駅」
しまなみの駅御島 通年（年中無休）

❶「道の駅」しまなみの駅御島
❷「道の駅」しまなみの駅御島
　今治市大三島町宮浦3260
　☎0897（82）0002

日本総鎮守・大山祇神社と大三島美術館に隣接す
る観光情報発信基地。レンタサイクルの中継基地
としての機能を備え、シャワー室、休憩室も完備。

「しまなみ地域」ならではの新鮮な農産物、水産
物などを取り揃えた特産品コーナー、お土産コー
ナーもあります。

【営業時間】8：30 〜 17：00

「道の駅」
多々羅しまなみ公園 通年（年中無休）

❶「道の駅」多々羅しまなみ公園 
❷「道の駅」多々羅しまなみ公園
　今治市上浦町井口1980番地の2
　☎0897（87）3866

世界有数の斜張橋「多々羅大橋」がすぐ目の前。
情報、案内等を提供するインフォメーションセン
ターやレストラン、特産物を販売するふれあい屋
台市などがあり、地元のさまざまなイベントが行
われ、たくさんの人が訪れます。

【営業時間】 9：00 〜 17：00

「道の駅」
伯方Ｓ・Ｃパーク

通年
（年中無休
※変更の可能性あり）

❶「道の駅」伯方Ｓ・Ｃパーク
❷「道の駅」伯方Ｓ・Ｃパーク
　今治市伯方町叶浦甲1668番地1
　☎0897（72）3300

「道の駅」伯方Ｓ・Ｃパークは、伯方島インターよ
りすぐの伯方・大島大橋のたもとにあり、風光明
媚な場所です。地元の新鮮な農水産品の直売、
特産の塩を使用したオリジナル商品などのお土産
コーナーやレストランもあります。特に夏場は多
くの海水浴客でにぎわいます。

【営業時間】9：00 〜 17：00

「道の駅」
よしうみいきいき館

通年
（元日休み
※変更の可能性あり）

❶「道の駅」よしうみいきいき館 
❷「道の駅」よしうみいきいき館
　今治市吉海町名4520-2
　☎0897（84）3710

「道の駅」よしうみいきいき館では、地元の新鮮な
野菜や魚介類の直売の他、漁協が生産している海
苔やひじきなどの特産品を販売しています。その他、
来島海峡で獲れた魚介類をその場でバーベキュー
や七輪焼きで味わう事ができます。

【営業時間】9：00 〜 17：00

よしうみローズ館
通年

（毎週水曜日、
 12/31 〜 1/3休み）

❶よしうみローズ館
❷よしうみローズ館
　今治市吉海町福田1290番地
　☎0897（84）2970

バラ公園に隣接するショップ＆レストラン。ショップで
はバラグッズや地元特産品、手作りソースや各種お
みやげ品を販売しています。

【営業時間】10：00 〜 16：00※季節により変更あり

ゆのうら市場 毎週土曜日・日曜日の朝
❶「道の駅」今治湯ノ浦温泉 
❷「道の駅」今治湯ノ浦温泉
　今治市長沢甲252-2
　☎0898（47）0990

毎週土・日曜日朝8時頃から開かれる「ゆのうら
市場」（朝市）は、地元のお客様にも好評です。
温泉の湯煙を演出した「泉源広場」が目印です。

宮窪の漁師市
毎月第１日曜日

（１月は休み、8/13・
12/30は臨時開催）

❶宮窪漁港内
❷宮窪町漁業協同組合
　今治市宮窪町宮窪2700
　☎0897（86）2008

宮窪瀬戸でとれた魚介類、鯛・カレイ・サザエそ
の他を浜値で直売します。また、農産物等の販売
も実施します。

【営業時間】9：00 〜　売切御免

朝倉ふれあい朝市 毎月第1・第3日曜日
❶今治市朝倉臼坂ふるさと交流館
❷今治市朝倉臼坂ふるさと交流館
　今治市朝倉下甲977-7
　☎0898（56）3660

豊かな自然に育まれた新鮮な穫れたて野菜をはじ
め、特産の梨、朝倉米、朝倉で採れたはちみつ、
手づくりの漬物や味噌など、地元産にこだわったも
のを販売しています。特に、手作りぼた餅は知る人
ぞ知る人気商品です。

特
産
市



えひめイベントBOX142

市町名 特産市名 開催日 ①会場 ②問い合わせ先 内容

今治市 まちなか広場
ほんからどんどん 年中無休

❶まちなか広場　ほんからどんどん
❷まちなか広場　ほんからどんどん
　今治市常盤町2-7-7
　☎0898（32）7230
　今治商店街協同組合事務局
　☎0898（32）0122

「ほんからどんどん」とは、今治商店街、本町からド
ンドビまで、たくさんの人に集まってもらいたいとい
う願いの意味。生鮮食品や今治名産品の販売をは
じめ、子供からお年寄りまで楽しめる広場も併設さ
れています。

【営業時間】9：00 〜 19：00

上島町 おさかな朝市 4月下旬〜 5月上旬
❶弓削島：弓削漁協前広場
❷弓削漁業協同組合
　☎0897（77）2121

弓削沖で水揚げされた天然の鯛やヒラメなどの
新鮮な魚を販売します。また鯛めし・タコ飯な
どの販売も行われます。

とれたて漁師市 5月上旬、８月中旬、
12月下旬

❶岩城島：岩城港物揚場
❷岩城生名漁業協同組合
　☎0897（75）2033

とれたての天然の鯛やタコなど、その季節の新
鮮な魚を販売します。

松山市 道後にきたつの路
日曜朝市

毎月第4日曜日
8：00 〜 12：00

❶道後にきたつの路
❷道後にきたつの路日曜朝市実行委員会
　（道後温泉旅館協同組合内）
　☎089（943）8342 

道後商店街横の「道後にきたつの路」で、地元で
採れた新鮮な野菜や果物、手作りのお弁当などが
販売されています。

道の駅
「風早の郷風和里」

9：00 〜 18：00
青空市場のみ、
8：00 〜 18：00
休館日12/31 〜 1/2

❶松山市大浦119
❷道の駅風早の郷風和里
　☎089（911）7700

とれたての新鮮な野菜及び魚介類をはじめ市内の
特産品や加工品等を販売する青空市場と地元の食
材をふんだんに取り入れたレストランが人気の道
の駅です。お客様感謝イベント（毎月第１日曜日）
のほか、さまざまなイベントも開催します。

東温市 みなら産直物産市
あさつゆマルシェ 毎日

❶レスパスシティ内
❷レスパスシティあさつゆマルシェ
　☎089（990）7110

県内産の生鮮野菜･果物･物産･加工品を一堂に取
り揃えた、生産者と消費者を結ぶ「農・食・遊」
の産直市場。地元の生産者皆様のとりたて野菜、
もぎたて果物など新鮮がいっぱいの「農・食・遊
のテーマパーク」としてお楽しみ下さい。

ファミリーマート・全農
ふれっしゅ広場 毎日

❶ファミリーマート・全農ふれっしゅ広場
❷ファミリーマート・全農ふれっしゅ広場
　☎089（964）4300

コンビニと産直が１つになった一体型店舗です。
地元の生産者が部会を組織し、旬の野菜や果物、
漬物や加工食品などを常時販売しています。

ふれあい市みうち
お盆・秋祭り日・年末年
始・棚卸日（不定期）を除
く毎日

❶JAえひめ中央三内経済センター
❷JAえひめ中央三内経済センター
　☎089（966）2231

山里の野菜・果物、おふくろの味の手作り加工品、
工芸品や有機野菜、また三内米も販売しており、地
域色豊かな直売所。特産の樒（しきみ）を目当てに
訪れるお客様も多く、ほのぼのとした雰囲気の市で
す。

松山生協　川上店 日曜日を除く毎日
（19：00まで）

❶JA松山市川上支所前
❷㈱松山生協川上店
　☎089（966）6230

地元農家産の新鮮な野菜などを販売しています。
また、2016年9月にリニューアルしたばかりです
ので、店内は綺麗で、気持ちよく買い物をするこ
とができます。

北吉井ふれあい市
祝日・日曜日を除く毎日

（8：30 〜 16：30）
土曜日は12：00までの営業

❶JAえひめ中央北吉井支所前
❷北吉井ふれあい市
　☎089（964）0675

近所で採れた新鮮な野菜や果物をおすそ分け。
美味しくできた総菜はいかが？そんな気分で近所
の根強いファンにささえられているお店です。

東温市さくらの湯観光物
産センター
農産物直売所

第4水曜・12/31 〜 1/5
を除く毎日

❶東温市さくらの湯観光物産センター
❷東温市さくらの湯観光物産センター
　☎089（993）8054

農産物直売所と観光物産案内所兼イートインス
ペース、レンタサイクルを備えた施設です。
東温市産にこだわった新鮮な農産物や花き類、手
作り惣菜・パン、手工芸品などを販売しています。

久万高原町 美川ふるさと市 3月中旬〜 12月下旬　毎日
（月曜定休）

❶道の駅みかわ
　久万高原町上黒岩2840番地
❷美川ふるさと市
　☎0892（56）0395

高原野菜、アイスクリーン（美川茶入り等）、美
川弁当、山菜おこわ、じゃがたらくん、いなり寿司、
蒸し餅が販売されます。

道の駅みかわ
（農村活性センターみかわ） 毎日（月曜定休）

❶道の駅みかわ
　久万高原町上黒岩2840番地
❷農村活性センターみかわ
　☎0892（56）0330

美川手延べ素麺、お茶、美川らっきょう、醤油、
味噌、菓子類（そばボーロ、ほのぼのクッキー等）。
食事ができる施設があります。

西谷農産物直売所
（ししまる）

4月〜 11月　土・日
（不定休あり）

❶久万高原町西谷10673-1
　（国道440号沿い）
❷代表　舘野
　☎090（7147）4165

野菜・漬物・焼き餅・じゃがいもの味噌煮・豆腐
の梅酢漬け・こんにゃく・お菓子・工芸品が販売
されます。

柳谷農産物直売所 2月〜 12月中旬
日

❶久万高原町中津7026
　（ヒメシャラ休憩所付近）
❷代表　岡田百合子
　☎0892（55）0114

地元の生活研究グループが旬の野菜、漬物、焼
き餅、農産物加工品を販売します。

面河特産品開発
センター

4月上旬〜 11月　毎日
（火曜定休）

❶久万高原町相の木26
　（県道12号沿い）
❷面河特産品開発センター
　☎0892（58）2440

こんにゃく、新鮮野菜、まいたけ味噌、山椒味噌、
茶、乾物、竹製品、よもぎ粉、手作り菓子類が販
売されます。

特
産
市



特産市ガイドBOX 143

市町名 特産市名 開催日 ①会場 ②問い合わせ先 内容

久万高原町 おもごふるさと市場
4月上旬〜 11月　土・日

（夏休み・紅葉シーズンは
火曜のみ定休）

❶久万高原町相の木26
　（県道12号沿い）
❷面河特産品開発センター
　☎0892（58）2440

あまご・あゆの塩焼き、味噌芋、田楽、焼きとう
もろこし、加工品（つき餅、おにぎり、ドーナツ等）、
惣菜類（から揚げ、お好み焼き等）が販売されます。

久万農業公園市場
毎日

（年末から２月上旬は土・
日・祝日休み）

❶久万高原町下畑野川甲500
　（県道209号沿い）
❷久万農業公園
　☎0892（41）0040

季節の花、新鮮農産物、イチゴ、おくまさんシリー
ズ（菓子）などが販売されます。

ＪＲ久万高原駅
やまなみ 毎日（日・祝定休）

❶久万高原町久万202-3
　（ＪＲバス久万高原駅やまなみ内）
❷ＪＲ久万高原駅やまなみ
　☎0892（21）0071

季節の野菜、加工品（久万高原町特産品・・・しょ
うゆ、味噌、お茶、そうめん、乾しいたけ、菓子
類等）が販売されます。

古岩屋高原市 7月〜 11月　日
（不定休あり）

❶久万高原町直瀬乙1636
　（国民宿舎古岩屋荘・バス停近く）
❷代表　小倉
　☎0892（31）0386

地元の生活研究グループが旬の野菜を販売します。
（トマト・ピーマン・とうきび等）

コーナン産直館 毎日（元日休み）
❶久万高原町入野1180
　（国道33号沿い）
❷コーナン産直館
　☎0892（50）0181

大根、トマト、白菜などの新鮮野菜や加工品など
が販売されています。

道の駅
「天空の郷さんさん」 毎日（元日休み）

❶久万高原町入野1855-6
　（国道33号沿い）
❷道の駅「天空の郷さんさん」
　☎0892（21）3445

トマト、ピーマンなどの新鮮野菜ほか、醤油、味噌、
こんにゃくなど加工品が販売されます。

久万山だんだん市
火・水・金・土・日・祝日

（1月〜3月は、火・水・金・
土・日のみ営業）

❶久万高原町西明神310
　（松山市農協明神支所付近）
❷久万山だんだん市
　☎0892（21）0004

新鮮農産物（トマト・大根・とうもろこし等）、花
の苗、手づくり農産加工品、木工品、かぶと虫が
販売されます。（夏･･･状況によります。取扱はお
問い合わせ下さい。）

東明神　青空市
4月下旬〜 12月中旬
木（７月第２木曜〜）・
土・日・祝日

❶久万高原町東明神甲1152
　（国道33号沿い）
❷東明神　青空市
　☎0892（21）1009

高原野菜（大根・じゃがいも・トマト・スイート
コーン等）、白米（うるち）、もち（不定期で実演
販売あり）が販売されます。

松前町 まさき村 1/1 〜 1/4休業
8：30 〜 18：00

❶伊予郡松前町大字筒井850番地
　エミフルMASAKI敷地内
❷☎089（985）5088

松前町とその近郊で採れた新鮮な野菜・魚・花
卉等の農・海産物をはじめ、ちりめん・じゃこ
天等の特産加工品を販売しています。

まさきふれあい市
毎月第1土曜日

（１月5月8月はお休み）
8：30 〜 11：00

❶伊予郡松前町大字筒井
　1321番地13　ふれあい広場
❷松前町商工会
　☎089（984）1427

地元の新鮮野菜や果物、惣菜やちりめんなどを
地元業者が集結し毎月第１土曜日に販売していま
す。売切れ次第閉店するので朝早くから多くの
人で賑わっています。

伊予市 手づくり交流市場「町家
（まちや）」内産直市

8：30 〜 19：00
※定休日は１/ １〜４

❶伊予市米湊827番地4
❷株式会社まちづくり郡中
　☎089（946）7245

生産者が直接出荷する新鮮野菜や果実、花木、
加工食品等の販売を行っています。伊予灘で獲れ
た地魚を揃えた鮮魚コーナーや、個性的なテナン
トも人気です。

輝市（ぴかいち） 毎週土・日曜日のみ営業
7：30 〜 16：00

❶伊予市上三谷530-1（伊予小学校付近）
❷輝市（ぴかいち）
　☎089（982）1584

生産者からの季節の果物や野菜等を消費者に直接
販売を行います。

ふるさと市 通年（日曜日と祝日のみ）
❶特産品センター（JR伊予中山駅前）
❷なかやま特産品センター
　☎089（967）1500

自家栽培の旬の野菜や果物、漬物などの加工品
を生産者自らが直接販売します。

なかやまウッドクラフトセ
ンター内産直市

通年（定休日：毎月第３
月曜日）
正月休み：１/ １〜４

❶クラフトの里
❷なかやまウッドクラフトセンター
　☎089（968）0636

地元中心の新鮮野菜や果物、漬物などの加工品
等を豊富に取り揃えて販売しています。

夕焼け市 通年（定休日：毎週月曜日）
❶ふたみシーサイド公園
　双海町高岸甲2326
❷㈲シーサイドふたみ
　☎089（986）0522

ふたみシーサイド公園のふれあい広場で、町内の
生活改善グループ等がつくった加工品や地元で採
れた野菜、果物等を販売しています。

夕焼けぴちぴち市 毎週土・日曜日のみ営業
10：00 〜 17：00

❶しもなだ運動公園内
❷夕焼けぴちぴち市
　☎089（987）0050

豊田漁港に水揚げされた新鮮な活魚や手づくりの
加工品の販売を行っています。特に、鱧入りのじゃ
こ天や新発売の鱧カツバーガーは人気があり、売
り切れの際はご容赦ください。

ファーマーズマーケット
いよっこら

毎月第１火曜日定休
（祝祭日は営業します） 
正月休み：１/ １〜４

❶伊予市下吾川511-1
❷ファーマーズマーケットいよっこら
　☎089（997）3720

地元の中予地区を中心に、県内各地から地域の特
色を活かした新鮮な農産物や加工品が持ち込まれ
ています。 

特
産
市
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市町名 特産市名 開催日 ①会場 ②問い合わせ先 内容

砥部町 とべ日曜市 4月〜 3月　毎週日曜日
7：00 〜 13：00

❶とべ日曜市会場　
　（砥部町大南188番地）
❷とべ日曜市代表（青木商店）　
　☎089（962）2147

新鮮な野菜・くだもの・町産品などを販売する朝
市です。

道の駅ひろた
「峡の館」

4月〜 3月
（12/31 〜 1/3休み）
　4月〜 10月
　　8：00 〜 18：00
　11月〜 3月
　　8：00 〜 17：00

❶道の駅ひろた「峡の館」
❷道の駅ひろた「峡の館」
　☎089（969）2070

毎朝、地元農家から直送される新鮮な野菜や町の
特産品を販売します。周辺には、宿泊施設「ひろ
たの森」や砥部焼の絵付・成形体験ができる「農
村工芸体験館」などもあります。４月「春の恵み
まつり」、６月「峡の館ふる郷まつり」、12月「じ
ねんじょまつり」など、いろいろな催しが開催され
る場所でもあります。

川登市場
4月〜 3月
毎月第2日曜予定
9：00 〜 14：00

❶砥部陶街道五十三次38番坪内家
　（砥部町川登578）
❷NPO法人とべ・TOBE
　☎089（962）2747

新鮮な野菜の販売や、毎回季節にちなんだ楽しい
体験イベントを開催します。

ななおれ梅組合
直販所

七折梅まつり期間
2月下旬〜 3月上旬
10：00 〜 16：00

❶七折梅園（砥部町七折109番地先）
❷農事組合法人ななおれ梅組合　
　☎089（962）3064

梅干しのほかにも、七折小梅を使った梅ドレッシン
グや梅シロップなどの梅加工品も販売します。

とべ楽市 奇数月の第２日曜日
❶砥部町大南商工会館前歩行者天国
❷砥部町商工会
　☎089（962）2148

砥部焼をはじめとする町内の特産品から町外の特
産品まで幅広く販売。多彩なイベントも行われ会
場を盛り上げています。

内子町 道の駅
内子フレッシュパーク
からり

年末年始を除き
年中無休

❶喜多郡内子町内子2452
❷内子フレッシュパークからり
　☎0893（43）1122
http://www.karari.jp/

特産物直売所では内子産の新鮮なフルーツ・野
菜・加工品が人気。フルーツを使ったシャーベット
も好評。からり燻製工房で製造しているハム・ソー
セージは、安全・美味しい内子産の豚肉を使って
います。レストランは、内子町産の野菜･果物･ハー
ブなど新鮮素材がベースです。「からりブレット」
は予約しないと手に入らないかも！？

道の駅
小田の郷せせらぎ

年末年始を除き
年中無休

❶喜多郡内子町寺村251-1
　文化交流センタースバル前
❷小田の郷せせらぎ
　☎0892（52）3023
http://www.odamachi.com/

内子町小田地区特産の原木しいたけやひしおみ
そ、地元の方手作りの草木染め商品や苔玉、オリ
ジナルブランドの “オダメイド”アイス（全5種）
が人気です。小さなスペースに小田の「味」や「香
り」が詰まっています。中には、他では滅多にお
目にかかれない掘り出し物も！？

およりんか 毎週土曜日
❶内子町上田渡11-1 国道379号線沿い
　県道久万中山線交差点付近
❷内子町役場　小田支所
　☎0892（52）3111

野菜、果物、切り花、漬物、手作りお菓子など、
地元特産品を生産者自らが直接販売しています。
7：00 〜 17：00まで開催。

（冬季は7：30 〜 17：00）

しあわせの黄色い
ハンカチ

年末年始を除き
年中無休

❶喜多郡内子町五十崎甲1760-1
❷しあわせの黄色いハンカチ
　☎0893（44）5111

安心・安全・新鮮が自慢の野菜や加工品、内子町
の果物を使った手作りアイスなどが並びます。ま
た毎月第2日曜日にはワンコイン市も開催します。
店舗内にはお食事できるお茶処もあります（毎週
木〜日に開店）。

大洲市 あらせ市 年中無休
（年末年始を除く） ❶大洲市白滝甲1413-1

平成30年2月に移転・リニューアルオープンした、
地元で生産される四季折々のフレッシュな野菜・
果物・加工品などの販売を行っている直売所で
す。

【営業時間】9：00 〜 18：00

姫
き

祭
さい

市 年中無休
（年末年始を除く）

❶大洲市長浜町櫛生・国道378号
❷姫祭市
　☎0893（53）0802

地域の特産物、海産物、鮮魚などが販売されます。
【営業時間】8：30 〜 17：30

おいで屋 年中無休
（年末年始を除く）

❶大洲市長浜町出海・国道378号
❷おいで屋
　☎0893（53）0526

地域の特産物、海産物などが販売されます。
【営業時間】8：00 〜 17：00

しらたきの里 年中無休
（年始を除く）

❶大洲市白滝甲269-2
❷しらたきの里
　☎0893（54）0335

地域の特産物、海産物、川魚、焼きアユなどが
販売されます。

【営業時間】9：00 〜 18：00

大洲まちの駅
「あさもや」

年中無休
（12/29 〜 31休業）

❶大洲市大洲649-1
❷大洲まちの駅「あさもや」
　☎0893（24）7011

城下町大洲の三大和菓子といわれる月窓餅、志ぐ
れ、残月のほか、地元の特産物を取り揃えていま
す。

【営業時間】9：00 〜 18：00

道の駅
「清流の里ひじかわ」

年中無休
（1/1休業）

❶大洲市肱川町宇和川3030・国道197号
❷㈱清流の里ひじかわ
　☎0893（34）2700

農産物、特産品の販売施設に加え、県内で初め
て商業施設が一緒になった道の駅。食料品店や飲
食店などが入っていて、町の活性化の拠点となる
ものです。中でも、肱川ラーメンは味が良いとい
うことで特に人気があります。

【営業時間】8：00 〜 18：00（物産・野菜売場）

特
産
市
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市町名 特産市名 開催日 ①会場 ②問い合わせ先 内容

大洲市 粟津祇園市 月曜日定休日
❶大洲市八多喜町甲194-5
❷祇園市
　☎0893（26）1577

季節の野菜、米、花、苗が販売されます。
【営業時間】8：30 〜 16：00

たいき産直市
「愛たい菜」

年中無休
（1/1 〜 4休業）

❶大洲市東大洲1702-1
❷たいき産直市「愛たい菜」
　☎0893（25）6262

「安心品質」「安心価格」「安心食文化」の３つの安
心をモットーに、地産地消の拠点として、新鮮な旬
の野菜やフルーツ、手作りの加工品など、地元の「食
財」を商品として提供するとともに、豊かな食文化
を伝えていきます。旬の野菜や果物を使用し素材
を生かしたジェラートも人気です。

【営業時間】8：30 〜 17：30

八幡浜市 保内ふれあい市 毎月第1日曜日
❶ 八幡浜市保内町・JAグリーンセンター駐

車場
❷保内町商工会
　☎0894（36）0519

新鮮野菜、鮮魚、加工品など様々な地元の物産
を販売します。

【営業時間】8：30 〜 11：30

やわたはま八日市 毎月8日
❶八幡浜市・商店街
❷やわたはま八日市委員会
　☎0894（22）3810

毎月８日に行われる八日市は、大漁旗はためく商
店街に地元特産品はもちろん日用雑貨まで安く手
に入る、活気あふれるイベントです。

【営業時間】9：30 〜

駅なか浜っ子産直市 月曜日定休
12/28 〜 1/4休業

❶八幡浜市江戸岡　JR八幡浜駅構内
❷駅なか浜っ子産直市
　☎0894（22）5388

地元の新鮮な農作物や加工品の販売、軽食（ちゃ
んぽん等）もできる産直市です。

【営業時間】9：00 〜 18：00

八幡浜みなっと日曜市 毎月第3日曜日
（一部例外あり）

❶道の駅・みなとオアシス「八幡浜みなっと」
❷みなと交流館
　☎0894（21）3710

道の駅・みなとオアシス八幡浜みなっとで開催さ
れる日曜市。地元の特産品であるちゃんぽんやじゃ
こ天、木工品等が販売されます。

【営業時間】10：00 〜 14：30

アゴラマルシェ 年中無休
❶道の駅・みなとオアシス「八幡浜みなっと」
❷アゴラマルシェ
　☎０１２０（６３６）６８８

みずみずしい柑橘をはじめとした旬の果物や野菜、
特産品、アゴラマルシェオリジナル産品などを販売
しています。

【営業時間】8：30 〜 18：00

どーや市場 年中無休
（1/1 〜 1/4休業）

❶道の駅・みなとオアシス「八幡浜みなっと」
❷魚とら（どーや市場内）
　☎０８９４（24）３０４４

高度衛生管理型の魚市場で水揚げされたばかりの
新鮮で、安心安全な海産物を浜値で販売していま
す。

【営業時間】8：00 〜 17：00
（売り切れで閉店する場合あり）

JA西宇和　特産センター
甘柑日和〜かんかんびよ
り〜

年中無休
（年末年始を除く）

❶八幡浜市北浜一丁目1569番地16
❷JA西宇和特産センター
　☎０８９４（24）7520

主にJA西宇和の生産物を扱う店舗です。季節毎の
柑橘が中心となりますが、ジュース・ゼリー等加工
品も取り扱っています。ギフト用はもとより、ご家庭
用のお求めやすい商品もご用意しています。

【営業時間】9：00 〜 16：00

みかんの花マルシェ 毎月第4日曜日
❶八幡浜農産物加工施設
❷NPO法人みかんの花工房
　☎０８９４（21）2606

女性農業者が中心となって加工製造に取組んでい
ます。鯛めし、みかん寿司、ジャム・マーマレード等
を販売しています。

【営業時間】10：00 〜 14：00
（売り切れで閉店する場合あり）

伊方町
瀬戸農業公園 1/1休館

❶伊方町・国道197号
❷道の駅・瀬戸農業公園
　☎0894（57）2321

農業活性化センターでは町の特産品を販売。地
元の魚介類がたっぷりと味わえるレストラン風車
もあります。常設のふるさと市（だんだん）では、
旬の農産物や加工品が並んでいます。

【営業時間】9：30 〜 17：00（だんだん）、
　　　　　 9：30 〜 17：30（瀬戸農業公園）

伊方きらら館
毎日 9：00 〜 17：30
12/31は9：00 〜 15：00
1/1は12：00 〜 17：30

❶伊方町・国道197号
❷道の駅・伊方きらら館
　☎0894（39）0230

伊方町の特産品がズラリと並んでいます。中でも
町の花のツワブキを使った商品がお奨め。屋上の
展望台からは瀬戸内海や宇和海が一望できます。

【営業時間】9：00 〜 17：30

きららメロディー市 毎月第2日曜日
（1月・2月休）

❶道の駅・伊方きらら館
　西宇和郡伊方町九町3番耕地179番地
❷伊方町商工業協同組合
　☎0894（38）1150

特産品販売協議会員が地元の特産品や郷土料理、
手づくり食品（お寿司・まんじゅう等）を販売しま
す。特製の焼きそばが人気です。

佐田岬はなはな 12/29 〜 1/1休館
❶伊方町三崎
❷伊方町観光交流拠点施設　
　佐田岬はなはな
　☎0894（21）1730

四国の最西端から地域の観光情報などを発信して
います。直売所では、町内で生産・収穫した海の
幸、山の幸を販売。佐田岬産の柑橘を使ったジャ
ムやマーマレード、ジュースなどの加工品も充実
しています。

【営業時間】9：00 〜 17：30

佐田岬メロディー市 毎月第2日曜日
（1月・2月・11月休）

❶佐田岬はなはな
❷伊方町商工会三崎支所
　☎0894（54）0128

弁当、コロッケ、ドーナツ、手作りコンニャク、清
見ゼリー、蒸しパン等販売します。

特
産
市



えひめイベントBOX146

市町名 特産市名 開催日 ①会場 ②問い合わせ先 内容

伊方町 交流物産館
（亀ヶ池温泉） 亀ヶ池温泉開館日

❶亀ヶ池温泉
❷亀ヶ池温泉
　☎0894（39）1160

採れたての新鮮野菜など安心安全な地域農産物
の直売や、町内の達人が制作した手工芸品・農産
物加工品の販売を行っています。

西予市
道の駅どんぶり館 定休日：1月1日、２日

❶宇和町稲生118
　西予宇和IC下りてすぐ
❷株式会社どんぶり館
　☎0894（62）5778
http://donburikan.jp/

西予市の豊かな自然で育まれた野菜・果物や宇和
海の新鮮な魚介類がそろう青空市は必見です！そ
の他、お土産盛沢山の特産品、地元の旬が味わ
えるレストラン・アイスコーナー。おすすめはど
んぶり館だけに丼物です！

【営業時間】8：00 〜 18：00

西予市野村農業公園
「ほわいとファーム」

定休日：毎週木曜日、
年末年始

❶野村町野村16-383-1野村ダム付近
❷西予市野村農業公園
　ほわいとファーム
　☎0894（72）3351

野村の特産品である新鮮なミルクをはじめ、それ
を加工して作ったヨーグルトやアイスクリーム、そ
の他いろいろ販売しています。レストランでは特
産を生かした料理やケーキなどをお楽しみいただ
けます。

【営業時間】9：00 〜 18：00

道の駅「きなはい屋しろ
かわ」 年中無休

❶城川町下相・国道197号線沿い
　西予市城川支所付近
❷道の駅「きなはい屋しろかわ」
　☎0894（82）1100
http://www.shirokawa.jp/

ドイツ人マイスター直伝の製法と愛媛県産の主
原料にこだわった「ハム・ソーセージ」や地元特
産である「栗」や「柚子」を使ったオリジナルス
イーツが特に人気です。「豚ベーコン丼」「スープ
カレー」を筆頭に他では味わえないオリジナルメ
ニューもおススメです。

【営業時間】9：00 〜 18：00

みかめ海の駅「潮彩館」
定休日：毎週水曜日

（水曜祝日の場合翌日）、
年末年始

❶三瓶町朝立1-438-287・
　国道378号線沿いみかめ本館付近
❷みかめ海の駅「潮彩館」
　☎0894（33）3001

直販所では野菜や鮮魚など地元で採れた新鮮な商
品が並びます。搾汁施設では三瓶町特産の無添
加柑橘ジュースの搾汁、試飲、販売、一部の製
造過程も見学することができます。搾りたての無
添加フレッシュジュースをぜひ、ご賞味ください。

【営業時間】４月〜９月　9：00 〜 18：30
　　　　　10月〜３月　9：00 〜 18：00

みかめびんびん市  4月〜 3月
（毎月第3日曜日）

❶三瓶町朝立1-438-287・
　国道378号線沿いみかめ本館付近
　みかめ海の駅「潮彩館」
❷みかめ海の駅「潮彩館」
　☎0894（33）3001

毎月第3日曜日午前9時から、地元の朝どり農産
物をはじめ、海産品・まんじゅう・豆腐などなど、
盛りだくさんに販売されます。

野村の「軽トラ市」 奇数月の第3土曜日
❶野村町　西予市乙亥の里乙亥会館
❷西予市野村支所産業建設課
　☎0894（72）1115

軽トラックの荷台を利用して、地元でとれた野菜
や果物、旬の花、味自慢の手作りお菓子や惣菜を
販売します。

宇和島市 三浦の青空市場 日曜日・水曜日
7：00 〜 14：00

❶三浦の青空市場
　三浦東2832番地7 
❷三浦の青空市場
　☎0895（29）0957

施設はみかん集荷場を併用。海岸近くにあるため、
四季折々の海の幸、山の幸に恵まれており産直な
らではの新鮮で安価な商品を販売します。

JAえひめ
南特産品センター
みなみくん

8：30 〜 18：00
定休日1月1日

❶宇和島市弁天町1丁目318-16
❷JAえひめ南特産品センターみなみくん
　（道の駅きさいや広場内）
　☎0895（25）6825

みかん、伊予柑、ひがしやま、じゃこ天、かまぼこ、
一夜干しなど。海の幸、山の幸ともにふんだんな
ふる里から直接販売します。

きなはいや三万石
年中無休
9：00 〜 18：00（4 〜 10月）
9：00 〜 17：30（11 〜 3月）

（正月3日間を除く）

❶吉田観光物産センター
❷㈲南四国ファーム
　☎0895（52）1990

新鮮な野菜や果物、惣菜を販売します。

吉田きなはいや直販所
年中無休

（正月3日間を除く）
8：30 〜 16：00

❶きなはいや直販所南四国ファーム
❷㈲南四国ファーム
　☎0895（52）1767

1年を通して柑橘類を販売。野菜・花・漬物等の
農産加工品、釣り鰺、太刀魚、イカ、鰹、ヨコ等
新鮮な魚、手作りジャコ天、吉田コロッケの販売を
行っています。

道の駅みま

9：00〜18：00（正月は休み）
お食事処　畦みちの花
　9：00 〜 17：00
　（第1火曜日定休日）
　（バイキングは11：00 〜
13：30）
安岡蒲鉾　道の駅店
　9：00 〜 18：00
畦地梅太郎記念美術館・
井関邦三郎記念館
　9：00 〜 17：00
　（毎週火曜日定休日）
※店舗により異なります。

❶道の駅みま
❷宇和島市三間町務田180-1
　☎0895（58）1122
公式ホームページ
http://www.michinoekimima.jp/
公式ブログ
http://michinoekimima.blog.fc2.com/

三間産の自然の恵み三間米、新鮮野菜、加工品
を直送販売。地域の特産品が販売されます。
他に、畦地梅太郎記念美術館、井関邦三郎記念館、
レストランなどの施設を併設しています。

特
産
市



特産市ガイドBOX 147

市町名 特産市名 開催日 ①会場 ②問い合わせ先 内容

宇和島市 みまの清良市 毎月第2日曜日
9：00 〜 12：00

❶道の駅みま
❷宇和島市三間町務田180-1
　吉田三間商工会ー三間
　☎0895（58）2256

三間町の活性化を図るため、食料品、衣料品、
日用雑貨、園芸品、手作り品等の販売を行ってい
ます。

かも田の市
毎週月曜〜土曜日
8：00 〜 17：00

（祝祭日も開催）
年末年始休み

❶津島町畑地（ＪＡえひめ南畑地支所向かい）
❷三森　計典
　☎0895（32）5860

手作りの「唐饅」をはじめ、畑地地区で採れた米・
新鮮野菜・弁当や天ぷらの販売をしています。

てんやわんや市
常設市
8：00 〜 18：00
年中無休

❶やすらぎの里特産品売り場
　津島町高田甲830-1
❷やすらぎの里特産品売り場
　☎0895（20）8787

津島やすらぎの里に併設している特産品売場では
地域の農家を始め様々な出荷者が、精魂込めて
作った商品を販売。野菜から海産物、手作り品な
ど盛りだくさんの直売所です。

鬼北町 道の駅
「広見森の三角ぼうし」

通年
（毎週月曜日・年始休業）
（８月無休）

❶鬼北町永野市138番地6
　（国道320号）
❷㈱広見森の三角ぼうし
　☎0895（45）3751
http://www.sankaku-boushi.com/

採れたての新鮮野菜はいかがですか？豊かな森と
大地と清流が育んだ、元気いっぱいの野菜をぜひ
ご賞味ください！

【営業時間】8：00 〜 18：00

道の駅
「日吉夢産地」 通年（年始休業）

❶鬼北町下鍵山54番地（国道197号）
❷㈱日吉夢産地
　☎0895（44）2340
http://www.hiyoshiyumesanchi.com/

鬼北町や四万十川流域の特産品が販売されてい
て、中でも夢産地特製手作りパンやバウムクーヘ
ンが人気。収穫したての新鮮野菜もどうぞ！四季
折々に楽しいイベントも行われています。

【営業時間】8：00 〜 18：00

松野町 道の駅虹の森公園まつの
「かごもり市場」

毎週水曜日
（祝祭日、GW、夏休み等
の長期休暇は除く）以外

❶虹の森公園まつのかごもり市場
❷虹の森公園まつのかごもり市場
　☎0895（20）5006

地元農家の新鮮野菜や農産物を使った加工品など
が並びます。同じ敷地内には吹きガラスの体験が
出来る「ガラス工房風音」や四万十川の生き物を
集めた「おさかな館」など楽しい施設がたくさん。
ご家族で1日楽しめます。

【営業時間：7：30 〜 17：00（かごもり市場）】

てまひままつの軽トラ市
偶数月第4日曜日

（都合により変更になる場合
があります）

❶JR松丸駅前
❷松野町商工会
　☎0895（42）0505

軽トラックの荷台を店舗に見立てて品物を販売する
スペシャルマーケット。新鮮野菜や地元ジビエ料理、
スイーツ、宇和海鮮魚、雑貨など様々な商品が並
びます。【営業時間：9：00 〜 12：00】

愛南町 物産販売所
「フレッシュ一本松」

8：00 〜 18：00営業
（1/1 〜 3休業）

❶愛南町増田5470番地
　一本松温泉あけぼの荘横
❷一本松ふるさと振興株式会社
　☎0895（84）3555

地元で生産される新鮮な野菜、果物、和牛肉な
どの各種農林水産物や加工品の販売を行っていま
す。

道の駅
みしょうＭＩＣ

年中無休
7：00 〜 19：00

❶愛南町御荘平城4296-1
　国道56号沿い
❷道の駅みしょうMIC
　☎0895（72）1115

新鮮な海産物・柑橘類が並んでおり、売り場の一
角には道路・観光・イベントの情報コーナーを設
置してます。

緑新鮮市 8：30 〜 18：00営業
（1/1 〜 3休業）

❶愛南町緑乙712（広域農道交差点）
❷緑新鮮市
　☎0895（72）5988

新鮮な野菜・果樹・鮮魚等の直売所です。

さんさん市 8：00 〜 18：00営業
（1/1 〜 3休業）

❶愛南町御荘平城681
　ホテルサンパール内
❷さんさん市
　☎0895（73）2082

新鮮な野菜・魚介類を豊富に取り揃えています。
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