
《NEWS RELEASE》                      2021 年 12 月吉日 

松山市 PR 事務局 

 

愛媛・松山市 地元インフルエンサーおススメ旅！ 
松山ひとり旅、女子旅のおススメ、お役立ち情報ご紹介 

 

 

愛媛県松山市の「道後温泉」は、おんな一人旅や人気温泉の全国ランキングで上位の 

常連です。温泉以外にも市内の散策やランチ、カフェなども楽しい魅力的な街です。 

そこで、今回は、ひとり旅や女子旅におススメのお役立ち情報をご紹介します。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 温泉風呂上りにおススメ道後ビールがすぐ飲めるお店や、愛媛・松山の伝統工芸品や民藝

品などを散策しながらお買い物を楽しめるお店。松山の伝統的な郷土菓子から松山市民お

ススメの松山ランチ・カフェまで、それぞれメニューやサービスが魅力的なお店をご紹介。 

更に、旅をより一層楽しくするユニークな書店や文具店などもご紹介しています。 
 

 

 

画像は、お手数ですが下記 URL よりダウンロードください。 

https://xgf.nu/ddLT 
 

 

 

 

 

【本件に関するお問い合わせ先】 

松山市 PR 事務局（ピーポイントプロモーション内） 

担当：藤丸（080‐5511‐7370）・北山 

TEL： 03-3584-7370  FAX： 03-3584-1310  Mail ： info@ppoint.co.jp 

  

松山市 PR 事務局は、松山市役所シティプロモーション推進課より委託を受けて活動する PR 事務局です。2021 年 7 月

松山で活動している方々のネットワークを生かした “松山ローカルエディターズ”を新たに結成し、地元ならではの最新

情報 や地元だから発見できる社会に役立つ情報などをキャッチアップし、お伝えしてまいります。このリリースは、松

山市で活躍しているインフルエンサーでもある、松山ローカルエディターズの方々の情報をまとめています。 

 



＜おススメ情報一覧＞ 

○名 称 「DOGO STANDING BAR 道後麦酒館 別館」   

○特 徴 道後温泉別館「飛鳥乃温泉（あすかのゆ）」前、立ち飲み処「DOGO STANDING  

BAR 道後麦酒館 別館」。湯上がりの乾いた喉を気軽に潤せるスタンドバース 

タイルのお店です。愛媛県産果汁使用のフルーツビール「道後エール」や道後ビ 

ール、蔵元直営ならではの限定酒など道後のジンや日本酒や焼酎も人気です。 

○料 金 道後ビール グラス 600 円~（税込） 

○住 所 松山市道後湯之町 14-16  ○TEL 089-931-6616  

○営業時間 平日 15：00～ 土・日・祝日 12：00～  ○定休日 不定休 

○URL： https://www.dogobeer.jp/bekkan-restaurant/ 

 

 

 

 

 

 

○名 称 「道後雑貨店・歩音（あるね）」 

○商 品 松山の伝統工芸品 「道後の姫だるま」。道後の姫だるまの誕生については諸説 

ありますが、日本初の女帝である神功皇后が道後温泉でご懐妊されたことを記

念して、奉り作られたのが由来と言われています。姫だるまの他にも、かわいい

だるまがたくさんいます！「張子  姫だるま」は、出産祝いや病気平癒、成

功の守神としても愛されています。「金天だるま」（五代目両村作）は、 

学業のお守りや、福を呼び込む縁起物として飾られています。歩音では、

だるま以外にも愛媛メイドの様々な雑貨を販売しています。  

○料 金 姫だるま 1320 円 金天だるま 880 円（税込） 

○住 所 松山市道後湯之町 4-56  ○TEL 089-954-3155 

○営業時間 12：00～17：30  ○定休日 火曜日 

○URL： https://dogotsubaki.thebase.in 

○その他 通年在庫とはなりますが、店頭や WEB に在庫がないときもあり、補充の時期に 

ついては未定となります。予めご了承ください。 

 

 

 

 

 

 



○名 称 「ロサ」 

○特 徴 愛媛県内外の民藝品を扱うお店。「松山の竹細工」は、「湯かご」という温泉場で 

     タオルや石鹸など入浴用の小物を入れて持ち歩くための手提げかごや、 

「バスケット」などがあり、「伊予絣の座布団」、「内子の和蝋燭」など暮らしの 

中で使われてきた手仕事雑貨が集まっています。 

○料 金 松山の竹細工 7,８00 円～（税込） 

○住 所 松山市大街道 3-8-11  ○TEL 089-993-5608 

○営業時間 11：00～18：00  ○定休日 火曜日 

○URL： https://www.instagram.com/rosa.matsuyama/ 

○その他 竹細工は、都度仕入れしているため在庫切れの場合があります。 

 

 

 

 

 

 

 

○店 名 白石本舗 

○商 品 「醤油餅」「りんまん」 

○特 徴 松山の２大郷土菓子ともいわれる「醤油餅」と「りんまん」。江戸時代から伝わ 

る銘菓です。各家庭で作り、節句にお供えされる風習があります。 

白石本舗は、醤油餅に初めて“あん”を入れて評判になり、明治初期に醤油餅専門

店として創業した老舗。米粉に醤油と砂糖を入れて蒸した醤油餅、あんが入って

いる「あん醤油」、あんの入っていない「すや醤油」などがあり、いまでは松山

市民はいつも食べている定番のお菓子です。「りんまん」は、米粉やもち粉に砂

糖など加え、色付きのもち米を乗せて蒸したかわいらしいお菓子です。 

○料 金 あん醤油 150 円/1 個、すや醤油 120 円/1 個、りんまん 150 円/1 個 （税込） 

○住 所 松山市本町 4 丁目 1-6  ○TEL 089-924-4507 

○営業時間 9:00～18:30  ○定休日 日曜日 

○URL： http://shiraishi-honpo.com/ 

 

 

 

 

 

 



○名 称 「道後いなり ゆのや」 

○特 徴 今年 5 月にオープンした、おいなり専門店。真鯛、三間米、久万高原町の原木し 

いたけなどを入れた「鯛めし風いなり」など約 12 種類を販売中、ご当地感満載 

のいなり寿司といなり寿司が入ったお弁当を販売しています。 

      

○料 金 鯛めし風いなり 298 円（税込） 

○住 所 松山市道後湯之町 3-10 柳井館 2 階  ○TEL 089-968-1340 

○営業時間 10:00～15:00 ※現在、テイクアウトのみ ○定休日 木曜、第一水曜日 

○URL： https://www.instagram.com/inari.yunoya/ 

 

 

 

 

 

 

 

○名 称 「道後 白鷺珈琲」 

○特 徴 道後温泉駅前の白鷺珈琲ではリモートワーク応援プランとしてドロップインで 

1500 円でコンセント席が終日利用可能です。（平日のみ）珈琲は飲み放題、1000 

円以下のスイーツから好みのものを選べます。 

スイーツは自家製のチーズケーキやティラミスが人気です。店内は wifi も無料、 

旅先で wifi を利用したい方にもオススメのカフェです。 

 

○料 金 1500 円（税込） 

○住 所 松山市道後湯之町 12-1 ローソン 2 階   ○TEL 090-9550-1388 

○営業時間 11:00～18:00(土日祝 9:00～18:00)   

○URL： https://shirasagicoffee.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



○名 称 「城山 cafe」（じょうやまかふぇ） 

○特 徴 50 年以上の歴史がある旅館を利用した、レトロ感が心地よいカフェ。和食中心 

に品数豊富で栄養バランスの摂れた「城山ランチ」は、安心できる素材を使用。 

和食を中心としたおかずを少しずつ盛りつけた定食です。一番人気は、「ビクト 

リアケーキ」。その他、ドリンクが自由に選べる「おやつセット」も人気です。 

落ち着いた空間で贅沢なランチタイムを過ごしてみては。 

        

○料 金 城山ランチ 1,000 円（税込） ランチはなくなり次第終了。予約可。 

○住 所 松山市湊町 2‐3-5  ○TEL 089-931-2025 

○営業時間 11：30~17：00  ○定休日 日曜、月曜 

○URL： https://www.instagram.com/joyama_cafe/ 

 

 

 

 

 

 

 

○名 称 「N’s Kitchen & Labo」 

○特 徴 手作りパンと焼き菓子と、古道具＆雑貨のお店です。松山市は、全国中核市・大 

都市でのパンの個人消費量ランキングで 4 位とパン好きの市民が多く、その松 

山市民に大人気のパン屋さん。看板商品のシナモンロールをはじめ、パニーニや 

フルーツサンドなど美味しいパンに出逢えます。イートインもあり、レトロな雰 

囲気の店内に並ぶアンティーク雑貨も購入できます。 

 

○料 金  シナモンロール 270 円（税込） 

○住 所  松山市住吉 1 丁目 3-33  ○TEL 090-8979-1520 

○営業時間 12：00～16：00  ○定休日 日曜、月曜、木曜 

○URL：  https://www.instagram.com/nskitchen_labo/ 

 

 

 

 

 

 

 

 



○名 称 「お野菜食堂 SOHSOH（ソウソウ）」  

○特 徴 女子に人気のお店。「1 グラムでも多くのお野菜を」をコンセプトに、 

料理の素材は無添加にこだわり、有機野菜や肉、魚などの食材と、和食や中華、

イタリアン、エスニックなど多彩な調理法を掛け合わせて、えひめの鯛や安全安

心な旬野菜を使い、気軽にお野菜を楽しめる料理を提供しています。 

おススメは、旬のお野菜をふんだんに使用している「お野菜たっぷり玄米定食」 

（１,４９０円）です。 

○料 金 １,１００円～（税込） 

○住 所 松山市松山市大街道 3 丁目 2−10 （ロープウェイ通り本店） 

○TEL  070-5510-7568  ○営業時間 11:30～22:00（ラストオーダー21:00） 

○定休日 土曜日・大晦日・正月 

○URL： https://greenlabel-group.com/sohsoh 

 

 

 

 

 

 

 

○名 称 「本の轍」 

○特 徴 コーヒーを飲みながらブックハントが楽しめる書店。ちいさいお店ながらも、       

新刊から古書まで、店主ご夫婦がマニアックにそろえた本や雑貨が手に入りま

す。和田ラヂヲさんをはじめとした愛媛出身の著者本も充実。通常の本屋では取

り扱っていない ZINE（個人が作る少部数の小冊子）にも力を入れています。     

店内奥には、ジャム製作所「朗-Rou-」があり、工房から生み出される四季折々

の新鮮素材を使ったジャムや、花のシロップジュレはお土産にもぴったり。 

○料 金 コーヒー 500 円 ジャム 1,296 円～ （税込）  

○住 所 松山市春日町 13-10  ○TEL 089-950-4133  ○営業時間 13:00～19:00  

○定休日 不定休  ○URL： https://www.honnowadachi.com 

 

 

 

 

 

 

 



○名 称 「ライズタッシェ」 

○特 徴 「旅」をテーマにした文具店。「トラベラーズノート」で愛媛といえばここ。 

リフィルやチャームなど、マニアックな品ぞろえで、ファンを喜ばせています。 

店主が書き込んだ手帳を見ることができたり、ラッピングがとても凝ってるこ 

とでも有名。「カジュアルな万年筆や各種インクなど」は、プレゼントやお土産 

に人気です。ちなみに「ライズタッシュ（ReiseTasche）」とはドイツ語で旅行か 

ばんという意味。 

        

○料 金 1,100 円~（税込） 

○住 所 松山市北藤原町 15-14-101    

○TEL  089-947-7071  ○営業時間 11:30～19:00  ○定休日 不定休 

○URL： http://reise-tasche.jugem.jp/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


