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2 MAP3
7P瀬戸内ちゃんぽん 菜めん

変わり種のふわとろ玉
子飯が人気のお店。も
ちろん通常スタイルの
玉子飯も自慢の一品！

今治市中寺 957-6
営／11:00 ～ 15:00
　　17:00 ～ 21:00
休／火曜日 ※祝日の場合は営業

☎ 0898-31-5561魚介の旨味溢れるちゃんぽんも◎

3 MAP1
8P B-2チャイナダイニング 白楽天

40年以上焼豚玉子飯
を提供する老舗中華料
理店は、量も味も抜群
のメニューが多数♪

今治市常盤町 4-1-19
営／ 11:00 ～ 15:00
　　 17:00 ～ 22:00
休／火曜日

☎ 0898-23-7292これぞ元祖！焼豚玉子飯（750 円）

4 MAP3
7P白龍

創業当時から継ぎ足さ
れた秘伝のタレと、贅
沢に３個も卵を使った
絶対に外せない一品。

今治市郷本町 1-1-15
営／11:00 ～ 21:00
　　（休憩なしで営業）
休／木曜日

☎ 0898-32-8797県外からのファンも訪れる名店。

5 MAP3
7Pういち

鮮度抜群の鶏肉を、職
人が備長炭で一串一串
焼上げた旨みたっぷりの
本格炭火焼鳥を提供。

今治市常盤町 8-1-35
営／ 17:30 ～ 22:30
休／日曜日
※店内広々、駐車場あり

☎ 0898-23-8851濃厚なコクの「肝の炙り」は必食！

7 MAP4
7P馳走家 とり壱

今治名物の焼鳥、しま
なみ海峡の鮮魚、創作
料理等。様々な “ ご馳
走 ” をご堪能あれ！

今治市横田町 1-1-50
営／11:00～15:00（LO14:00）
　　17:00～23:00（LO22:00）
休／年中無休

☎ 0898-34-7230焼き鳥はこだわりの塩がオススメ。

1 MAP3
7Pラーメン今治一興

人気の豚骨ラーメン店
の焼豚玉子飯は専用の
チャーシューとその煮汁
で作ったタレが絶品！

☎ 0898-33-7272県民熱愛のラーメンは 600 円から。

今治市片山 3-9-38
営／［日～木］11:00～翌 1:00
 　　［金・土］11:00～翌2:00
休／年中無休

8 MAP3
7P炭火焼鳥 とりっこ 今治店

名物は備長炭を使った
本格炭火焼鳥（60 種）
と豪快に炭火で炙るご
ろごろ焼き。

☎ 0898-35-4129今治 ICから車で 2分の好立地♪

今治市馬越町 3-167-1
営／［月～土］17:00 ～ 24:00
 　　［日・祝］16:00 ～23:00 
休／年中無休

6 MAP1
8P B-2世渡（せと）

これぞ今治鉄板焼鳥の
真髄！鳥皮からせんざん
きまで、焼鳥懐石と称さ
れる職人の味は必食！

今治市黄金町 1-5-20
営／17:00～22:00（LO21:30）
休／月曜日
※駐車場あり

☎ 0898-31-1614職人気質の名物大将のファンも多数。
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10 MAP3
7P鳥料理 はち八

80 席がすぐに満席に
なる今治焼鳥の名店。
カリっとジューシーな
とり皮が絶品！

今治市郷本町 2-3-8
営／ 17:00 ～ 23:00
休／月曜日

☎ 0898-32-8281アットホームな雰囲気が漂うお店。

13 MAP1
9P D-2まる屋

味もボリュームも満点！
肉厚でジューシーな焼鳥
をリーズナブルに♪アット
ホームな雰囲気が◎

今治市旭町 4-3-32
営／ 17:00 ～ 23:00
　　（LO22:00）
休／日曜日

☎ 0898-32-3638まずは今治焼鳥三昧コースを！

12 MAP3
7Pまるとみ

100 種類以上の多彩な
メニューがズラリ♪世
代を問わず愛される創
業50年の鉄板焼鳥店。

今治市片山 2-3-6
営／17:30～（LO23:00）
休／水曜日
※駐車場あり

☎ 0898-23-2740中華そばも隠れた人気メニュー！

16 MAP1
9P C-3日本料理 伊予路

日本庭園をゆっくり眺
めながら、今治ならでは
の新鮮食材を使った美
しい和食を楽しんで。

☎ 0898-36-1812個室も完備（料理写真はイメージ）。

今治市旭町 2-3-4
（今治国際ホテル 1F）
営／11:30 ～14:00
　　17:00～22:00（LO21:30）
休／年中無休

11 MAP1
9P D-3ふうらい

甘辛いパリパリ皮の手
羽先「風来揚げ」が名
物。これを目当てに来
店するファンも多数♪

今治市松本町 1-7-30
営／ 17:00 ～ 23:00
休／木曜日
※近くに契約駐車場あり

☎ 0898-32-2046媛っこ地鶏を使用した直焼きの焼鳥も◎

14 MAP3
7P焼鳥りょう

紀州備長炭が香る炭火
焼鳥が自慢の隠れ家焼
鳥店。お洒落な雰囲気で
女性からも好感度抜群！

今治市常盤町 6-7-33
営／ 18:00 ～ 23:00
休／水曜日
※駐車場あり

☎ 0898-52-8522ワインも楽しめる大人の空間が魅力♪

15 MAP1
8P B-2旬彩 いまむら

今治産鳥生れんこんを
100％使用した名物れん
こん饅頭や鱧料理等、全
品に店主の技がキラリ。

今治市共栄町 2-3-14
営／11:30～14:00
　　 17:30～22:00（LO21:30）
休／第 2・第 4 月曜日

☎ 0898-32-2910丁寧かつ繊細な味をご堪能あれ。

17 MAP2
7P伊豫水軍（いよすいぐん）

来島海峡の絶景を眺め
ながら頂く瀬戸の恵み
の数々は、感動必至の
旨みと抜群の食感！

☎ 0898-32-2000今治で長年愛される海鮮料理店。

今治市湊町 2-6-37
営／11:00～21:30（LO21:00）
休／水曜日（祝日の場合営業）、元日
　　春・夏・冬休み期間は無休

9 MAP4
6P炭火やきとり 鳥や今治鳥生店

やきとりを中心に串揚
げ・釜めし・海鮮料理
などの豊富なメニュー
が幅広い層から好評★

今治市南鳥生町 2-3-47
営／ 17:30 ～ 24:00（日～木）
　　　17:30 ～翌1:00（金・土）
休／年中無休

☎ 0898-33-3807名物！若鶏もも炭火焼（550 円／税別）
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21 MAP1
8P B-2割烹 京楽

「旬を美味しく・安く」
がモットーの大将が、
愛情込めて作る逸品料
理を存分に味わって。

今治市共栄町 3-3-16
営／11:30～14:30（LO13:30）
　　17:00～22:00（LO21:00）
休／月曜日

☎ 0898-22-1136当日注文可能なコースも多数あり。

23 MAP1
9P D-2城下まち ふぐ・うなぎ・会席

冬はふぐ、夏はうなぎ、四
季折々の会席も大好評！
価格も手頃で祝・法要
オードブルも受付中。

今治市末広町 4-3-8
営／11:30 ～
　　（昼は前日までの予約のみ）
　　17:00 ～ 22:00
休／不定休
☎ 0898-31-12962 階は 100 名までOK。配達も可能。

25 MAP1
9P D-1すし水軍 今治本店

水産会社直営の寿司
店。今治沖や来島海峡か
ら毎朝仕入れる新鮮魚
介の寿司をお気軽に！

今治市天保山町 5-2-20
営／11:00～22:00（LO21:30）
※平日14:00～17:00 は休み
休／水曜日※状況により変動

☎ 0898-22-8788御膳も人気。旬のネタを満喫しよう♪

27 MAP1
9P C-1割烹 瀬戸

市場直送の瀬戸の恵み
をふんだんに使用した
本格和食がズラリ。
旬の活魚を味わって♪

今治市恵美須町 1-4-2
営／11:30～14:30
　　　17:00～22:00（LO21:30）
休／火曜日※祝日は営業

☎ 0898-31-8168気軽に味わえるランチも人気。

22 MAP1
8P B-2笹

地元産の新鮮食材にこ
だわった懐石料理店。せ
んざんき、各種釜飯あり。
その他ご予算に応じて。

☎ 0898-23-00012名から80名まで幅広いニーズに対応。

今治市栄町 2-1-3
営／11:00～14:00
　　17:00～21:30
休／12/31、1/1
※駐車場あり

18 MAP4
7Pうなぎや

今治で愛されて33年！
丹精込めて焼き上げた
ふんわり香ばしいうな
ぎ料理をご賞味あれ♪

今治市桜井 4-10-60
営／11:00～14:30
　　16:30～21:00
休／水曜日

☎ 0898-48-4228明日は特上にしてください！

19 MAP3
7P極上こだわりのお出汁 風音

お出汁まで飲み干せる
と評判の上質な料理の
数々。本格的な鉄板カ
ウンターも人気です☆

☎ 0898-33-7337一品から会席まで多彩な品揃え。

今治市馬越町 2-3-35
営／11:00～15:00（LO14:00）
　　 17:30～22:00（LO21:00）
休／水曜日

24 MAP3
7Pすしグルメ

本格お寿司がテーブル
席や座敷で気軽に食べ
られる人気店♪女性に
嬉しいセットも充実☆

今治市上徳甲 235-5
営／11:30～21:30（LO21:00）
　　平日15:00～16:50 は休み
休／月曜日、元日 
※持ち帰りも可能
☎ 0898-47-4000高級食材を用いた珍味寿司も人気♪

26 MAP1
9P C-3鮨ダイニング BARI

厳選食材を使った寿司
と種類豊富なイタリア
ン…和洋が見事に融合
した新感覚の鮨バル♪

今治市常盤町 3-5-19
営／17:00～翌1:00（LO24:30）
休／日曜日
※契約駐車場あり

☎ 0898-55-8200料理に合うワインや和酒も豊富☆

20 MAP1
8P B-2歌舞伎寿司

穴子が命！という大将
の言葉通りふわりとと
ろけるその味は感動の
旨さ！リピート必至！

今治市栄町 1-1-9
営／11:00 ～ 21:00
休／木曜日
※契約駐車場あり

☎ 0898-22-3629手頃な価格も嬉しい人情味溢れる老舗。
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28 MAP4
7Pしまなみ膳 のり武 

地元で採れる新鮮な素
材を活かした料理を提
供する隠れ家的和食店。
お子様連れも大歓迎♪

今治市喜田村 7-7-25
営／11:00 ～14:00（LO）
　　17:00 ～ 21:00（LO）
休／水曜日

☎ 0898-47-1110出汁の香りが食欲そそる鯛釜飯♪

29 MAP1
8P B-2はな亭

地元で獲れた天然物の
魚を使ったこだわりの
日本料理を提供。夜席
は5,000円（税別）から。

今治市共栄町 2-2-41
営／12:00～13:30（LO）
　　18:00～20:30（LO）
休／不定休　※要予約

☎ 0898-22-0351昼席は 2,500 円（税別）からご用意。

33 MAP1
8P A-3魚菜燻吟 あき山

調理を間近で見られる
オープンキッチン完備。
和モダンな空間で上質
な海山の幸を楽しんで。

☎ 0898-31-2008旨みたっぷりの魚串や燻製が人気。

今治市北日吉町 1-24-6
営／ 17:30 ～ 23:00 
　　 （LO22:30）
休／不定休
※駐車場あり

36 MAP1
9P D-3銀美月

古民家を改装した風情
溢れる雰囲気と、完成
度の高い和料理が人気。
地酒も豊富な品揃え！

☎ 0898-32-0717個室座敷やBOX席、掘りごたつ席完備。

今治市松本町 1-7-16
営／ 17:00 ～ 24:00
　　 （LO23:00）
休／日曜日
※駐車場あり

35 MAP1
8P B-3炉ばた焼 磯海楽

旬の地物をふんだんに
使った磯料理が自慢。手
頃な価格と豊富な品数
に地元の常連も多数。

今治市南大門町 1-6-15
営／ 17:00 ～ 23:00
　　（LO22:30）
休／日曜日

☎ 0898-22-5656海鮮焼をはじめ刺身や鯛飯も絶品！

30 MAP2
7P遊魚菜 平翁（ひらお）

県外からもファンが訪れ
る活いか料理と、来島海
峡の急流にもまれた地
魚の会席をご賞味あれ！

☎ 0898-23-2868活いかは必ず事前に入荷の確認を。

今治市石井町 1-5-60
営／11:30～14:00（LO13:30）
 　　17:00～22:00（LO21:30）
※日・祝は～21:30（LO21:00）
休／月曜日

31 MAP3
7P舞子寿司

天然物の白身魚や貝・
車海老など「本物」の
贅沢なお寿司を、豊富
に堪能できる名店。

今治市馬越町 4-10-47
営／12:00～ 14:00
　　16:00～（LO22:00）
休／火曜日

☎ 0898-32-0006贅沢寿司セット（11貫 3,500 円）。

34 MAP3
7P新 -ARATA-

昼は本格うどん、夜は珍
しい甘酒ホルモン鍋が人
気の居酒屋さん。最大
36名様までの宴会も可。

今治市馬越町 1-2-14
営／11:00～15:00
　　17:00～22:00（LO21:00）
休／年中無休

☎ 0898-23-0455昼と夜の顔を楽しめるのも魅力 !

32 MAP1
9P D-3弥生寿司

昔ながらの手水が趣深
い今治屈指の老舗。大
将が心と技で握る寿司
は安くて旨いと評判！

今治市松本町 2-1-1
営／12:00 ～ 24:00
※昼定食は14:00まで
休／水曜日

☎ 0898-31-3458初心者も安心♪手頃な昼定食も人気。
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38 MAP1
8P B-2居食屋 声聞

豊富な夜の居酒屋メ
ニューはもちろん、お昼
はボリューム満点の各
種定食もオススメです！

今治市大正町 2-2-4
営／ 11:00 ～ 14:00
　　 17:00 ～ 22:00
休／日曜日

☎ 0898-24-0717商店街から近く、駐車場もあり。

41 MAP1
9P D-3MOTSUNABEYA つぼ吉

全国から取り寄せた梅
酒は何と200種類以上！
モダンな店内で自慢のも
つ鍋と一緒に味わって。

今治市松本町 1-4-10
営／ 17:00 ～翌 2:00
休／月曜日

☎ 0898-24-0097船をイメージした外観も大迫力！

42 MAP4
6P居酒屋dining 味守屋 misuya

居酒屋メニューから女
子会プランまで、和洋
中を問わず満足度◎な
メニューが目白押し！

今治市南鳥生町 3-3-42
もえぎビル 1F
営／ 18:00 ～ 23:00
休／水曜日

☎ 0898-52-8520ワインやカクテルも種類豊富です。

40 MAP1
9P D-3旬彩 千倉

何を食べても間違いな
し！地元の旬食材を余
すことなく使用した創
作料理が自慢のお店☆

今治市松本町 1-1-11
営／17:30～23:30（LO23:00）
休／日曜日、祝日の月曜日
※契約駐車場あり

☎ 0898-33-3558新鮮な魚介は王道のお刺身が人気♪

45 MAP1
9P D-3トラットリア アズーリ

今治の繁華街にあるイ
タリアン。自家製ハーブ
や地元食材を使ったメ
ニューが盛りだくさん！

今治市松本町 1-4-2
営／11:30～14:00
　 　18:00～23:00（LO22:00）
休／日曜日

☎ 0898-35-3627アルコールも豊富で男性にも人気。

43 MAP1
9P C-2季節料理 もりもとや

上物の瀬戸内産魚介を
良心価格で味わえる老
舗。伯方の塩で頂く名
物「エビカツ」も人気！

今治市松本町 3-2-17
営／17:00 ～ 23:00
休／お問い合わせ下さい
※掘りごたつ席・座敷あり

☎ 0898-31-0531家族のような温かい雰囲気で居心地◎

37 MAP1
8P B-2呑み処 喰うかい

リーズナブルに飲みた
い方に！ひと口豚足な
ど、ビール党にはたまら
ないメニューが多数♪

今治市共栄町 3-1-15
営／ 17:00 ～翌 1:00
休／月曜日
※駐車場あり（５台）

☎ 0898-55-8667火水木はランチ営業予定！お問合せを。

39 MAP1
9P D-2泰平

大将が仕入れた旬食材
を、その日最高の状態で
提供。大人の時間を楽
しめる隠れ家居酒屋。

今治市末広町 4-4-21
営／ 18:00 ～ 22:30
休／水曜日
※近くに専用駐車場あり

☎ 0898-39-9276大将と気軽に話せるカウンターが人気。

44 MAP1
9P D-3頼登（よりと）

地元の新鮮な魚介から
鳥皮やせんざんきまで
今治グルメを味わえる活
気にあふれた大衆店♪

今治市末広町 2-2-3
営／17:00～24:00（LO23:30）
休／水曜日
※個室や掘りごたつ席も完備

☎ 0898-25-2558市民熱愛の名店で今治を感じてみて♪
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48 MAP2
7P風のレストラン

地元の旬な食材にこだ
わった美しい料理を、
美しい景観を眺めなが
らご堪能あれ！

今治市砂場町 2-8-1
サンライズ糸山内
営／7:00～21:30（LO20:50）
休／年中無休

改装してより女性好みの雰囲気に♪ ☎ 0898-41-3324

49 MAP3
7Pキッチンエム

幅広い世代から愛され
ている洋食店。今治の
ご当地グルメ「カツラ
イス」も要チェック♪

今治市郷六ケ内町 1-5-25
営／11:00 ～ 15:00
　　17:00 ～ 22:00
休／不定休

☎ 0898-25-1164「オムライス」や「豚カツ玉子飯」は絶品！

50 MAP3
7P欧風イタリア食堂 グラッチャーノ

本格イタリアンや多彩
な洋食メニューを、開
放感たっぷりの店内で
ワイワイ愉しんで♪

今治市馬越町 3-3-36
営／ 11:00 ～ 15:00（LO14:30）
　 　17:00 ～ 22:30（LO22:00）
休／火曜日

☎ 0898-35-3931石窯で焼くナポリピッツァが自慢。

51 MAP1
9P C-3鉄板焼 欅（けやき）

ホテルの最上階から見
渡す今治の夜景と共に、
シェフが丁寧に焼き上
げる贅沢な料理をぜひ。

今治市旭町 2-3-4
（今治国際ホテル 23F）
営／17:00～22:00（LO21:30）
休／年中無休

☎ 0898-36-1823上質な時間をお約束（写真はイメージ）。

47 MAP1
9P D-1ヴォーノ・イタリア 今治店

40品以上のパスタ・ピッ
ツァ・ドリアなどが時間
無制限で毎日食べ放題！
（大人お1人様1,598円）

☎ 0898-33-1687ドリンク・ドルチェバーも好評♪

今治市枝堀町 1-2-1
営／11:00～16:00（LO15:00）
   　 17:00～23:00（LO22:00）
休／水曜日
※予約可・要 TEL 確認

46 MAP3
7Pイタリア料理 ウマコシ

コスパ最高！地元でも
大人気の本格イタリア
ン。特に野菜たっぷり
のランチは予約必須。

今治市徳重 71-3
営／11:00～15:00（LO14:00）
　　18:00～22:00（LO20:30）
休／火曜日

☎ 0898-32-6045イタリアンビールやワインも豊富。

54 MAP3
7Pヌーヴェル・テロワール

愛媛県優良エコショップ
認定店。地産地消にこ
だわったオンリーワンの
料理をお手頃価格で！

今治市町谷甲 197-3
営／11:00 ～15:00
　　17:30 ～22:00
休／水曜日

☎ 0898-47-4500幅広い世代に人気の欧風田舎料理店。

52 MAP1
8P B-1ビアテラス・ターミナル 02

瀬戸内海を一望できる
店内と開放的なテラス
席♪地中海料理と豊富
なクラフトビールは◎

☎ 0898-35-2739料理は季節によって変更します。

今治市片原町 1-1-30
営／11:00 ～ 14:30
　　17:00 ～ 22:00
※季節により変更あり
休／年中無休

53 MAP1
8P B-1Dining BAR 9 （ナイン）

ワインをはじめ豊富な
お酒に相性抜群の料理
の数々。原木生ハムは熟
成された深い味わい♪

今治市恵美須町 1-1-14
営／ 18:00 ～
休／不定休（基本的に日・祝）
※駐車場あり

☎ 0898-22-0900ピザやパスタも熱烈ファン多数♥

55 MAP4
7PRuelle caferest フルカワ

契約農家の野菜など地
元の新鮮な食材の味を
活かした料理が評判☆
パンまで嬉しい手作り♪

☎ 0898-33-0522口コミで人気の隠れ家イタリアン。

今治市南高下町 1-1-21
営／11:00～15:00（LO14:00）
　　18:00～21:30（LO20:00）
休／日曜日
※駐車場あり
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57 MAP1
9P C-2MERCURE（メルキュール）

東京で長年修行したシェ
フが、自家製の野菜を主
に使用した「今治フレン
チ」を良心価格で提供。

今治市松本町 2-4-25
営／11:30～15:00（LO14:00）
　　18:00～23:00（LO21:00）
休／水曜日・日曜日

☎ 0898-35-5086手の込んだフルコースに舌鼓♪

58 MAP1
9P C-3カジュアルレストラン ラ・セール

本格的な洋食をお手頃
価格で。土日祝限定のラ
ンチバイキングなら前菜
やケーキが食べ放題♪

☎ 0898-36-1811地元食材を使ったコースも用意。

今治市旭町 2-3-4
（今治国際ホテル 1F）
営／11:30～14:00
　　17:00～21:00（LO20:30）
休／年中無休

63 MAP3
7Pにじいろ食堂

地元人気上昇中（^^）♪
パリもち揚皮と焼鳥が
Ｗで旨いバリ丼や、コス
パ◎の定食がズラリ！

今治市小泉 4-8-1
営／ 11:00 ～14:00
　 　　17:00 ～ 21:00（LO20:30）
休／月曜日

☎ 0898-32-3324旨すぎ★バリ丼＆冷やしラーメン

59 MAP3
7P魚河岸ごはん 今治店

鮮度抜群の刺身・魚の
煮付け等、鮮魚店直営
ならではの料理をお手
頃な値段で提供！

今治市中寺 261-1
営／11:00～15:00（LO14:45）
　　17:00～21:00（LO20:45）
休／木曜日

☎ 0898-35-0350一番人気の海鮮丼 (1,080 円 ) ！

60 MAP7
7Pエポック

昭和レトロな空間が可
愛いアジアンカレー店！
本格スパイスの味わい
と個性的なルックスが◎

今治市玉川町龍岡上 354-2
営／ 11:00 ～ 15:00
休／火曜日、金曜日
※ソファ席あり、お子様歓迎

☎ 0898-55-2638辛さが苦手な方でもペロリと完食♡

56 MAP2
7Pボヌールブッソール3373（さざなみ）

来島海峡の美しいロ
ケーションの中で味わ
うシェフ渾身のフレン
チで、舌も心も幸福に♪

今治市湊町 2-6-37
営／ 11:30 ～ 21:30
　　（LO21:00）
休／木曜日（祝日の場合営業）、元日

☎ 0898-32-3373今治ならではの良質な食材を厳選！

61 MAP1
8P B-1定食・居酒屋 おいでぇや

今治港すぐ近く。地元で
揚がった新鮮な魚を使用
した海鮮丼が自慢。夜は
居酒屋メニューもあり。

今治市片原町 1-1-13
営／11:30～15:00
　　18:00～22:00
休／不定休

☎090-1003-3991焼豚玉子飯や中華そばも人気。

62 MAP1
8P B-2かねと食堂

明治25年の創業以来、
120 年近く市民に愛さ
れてきた今治になくては
ならないレトロな食堂。

今治市室屋町 1-2-16
営／ 8:00 ～ 19:00
休／水曜日
※駐車場 3 台あり

☎ 0898-22-1997品数も多く毎日通う常連客も多数。

64 MAP1
8P B-3八兵衛

愛媛自慢の鯛飯やじゃ
こ天から話題の熟成肉
や創作料理まで、間違い
ナシの多彩な品揃え！

今治市中日吉町 1-2-30
喜助の湯今治駅前店内
営／ 11:00 ～ 23:00
　　（金・土・祝前日は～翌 1:00）
休／年中無休（不定休あり）
☎ 0898-52-803324 時間楽しめる温泉施設に併設♪
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67 MAP1
8P B-3駅前ホルモン

オススメはぷりぷり食
感の「極旨ホルモン」。
飲み放題もあり、出張
の方にも好評。

今治市北宝来町 2-2-6
営／ 11:30 ～14:00
　　　17:00 ～ 24:00（LO23:00）
休／日曜日

☎ 0898-23-1129新鮮ハラミが味わえるランチ定食。

68 MAP1
9P C-2炭火焼肉牛角 今治旭町店

旅の疲れには栄養満点
のお肉を！定番メニュー
に加え、土日祝も利用
可能な食べ放題も◎

今治市旭町 3-2-7
営／17:00 ～ 24:00
　　（LO23:20）
休／年中無休

☎ 0898-34-7001コース限定の飲み放題もあります。

70 MAP4
6Pやきにくの蔵 今治店

四国随一の精肉卸直営
店。6種類の名物・焼肉
大皿は3人前 3,800円
（税別）からと超お手頃！

今治市南鳥生町 4-493-1
営／［月～金］17:00 ～ 23:00
 　　［土日祝］11:00 ～15:00
　　　　　 16:00 ～ 23:00
休／年中無休
☎ 0898-52-8929熟成肉やA4和牛の希少部位がズラリ。

69 MAP4
6Pホルモン料理 呉本屋

おためし5種盛り（2,500
円／2～3名様）や、おま
かせ7種盛り（3,200円／
3～4名様）がオススメ！

今治市南鳥生町 2-1-39
営／ 10:00 ～ 22:00
　　（LO21:30） 
休／火曜日

☎ 0898-32-0092牛ホルモンメインの鉄板鍋専門店！

71 MAP3
7P七輪焼肉 髙麗

備長炭で焼き上げたお
肉は香ばしくて旨味たっ
ぷり！全11品のお得な
コースも女性に大人気。

今治市常盤町 8-4-16
営／ 16:00 ～ 24:00
　　（LO23:00）
休／月曜日 ※祝日の場合は翌日

☎ 0898-25-1129コースには人気メニューがズラリ！

73 MAP3
7P炭火焼肉ともつ鍋 まん福 今治店

ご家族3世代が楽しめる
居心地の良い空間。こだ
わり抜いたお料理は舌も
心も満たすこと請け合い♪

今治市八町東 6-5-30
営／11:00 ～ 14:30
　　17:00 ～ 23:00（月～金）
　　16:00 ～ 23:00（土・日・祝）
休／年中無休
☎ 0898-47-6055お子様連れには嬉しい特典もあり♪

66 MAP4
6P矢満登

法楽焼や鯛飯、来島水
軍料理など、様々な郷土
料理を味わいながら今
治を感じてください。

今治市土橋町 1-2-15
営／8:00～14:00
　　17:00～お客様がいる限り
休／日曜日（予約の場合は営業）

☎ 0898-31-1630ランチ 850 円は鯛飯や刺身付でお得♪

72 MAP1
9P D-3和牛焼肉専門店 大栄

食肉を見極め、研究し、
全国のブランド和牛等
も取り揃える今治で人
気の良質な焼肉店。

☎ 0898-25-7786お子様歓迎♪コースや一品も豊富♪

今治市松本町 1-8-12
営／[ 平日]17:00～翌1:00（LO24:30）
　　 [ 日祝 ]17:00～24:00（LO23:30）
休／水曜日
※最大 56 名様まで予約可

65 MAP1
9P D-3八勝亭オリエント 今治店

今治市民が愛してやま
ない「とり唐揚げ」はビー
ルと相性抜群！ジャン
ボ海老フライも名物。

今治市旭町 1-5-12
営／ 11:00 ～ 23:00
　　（LO22:30）
　　※日曜日は～ 22:30
休／年中無休
☎ 0898-31-9119ボリューム満点のチキン南蛮も人気。
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74 MAP4
7P焼肉 遊山

地元の肉好きが通う黒
毛和牛専門店。豚肉・鶏
肉メニューやヘルシーな
各種韓国料理も充実！

今治市南高下町 2-2-33
営／ 16:00 ～ 23:00
休／火曜日
　　※祝日の場合は翌日

☎ 0898-33-1129お得なコースメニューも多数用意。

76 MAP1
9P C-3中国料理 龍宮

食は広州にあり。日本人
の舌に合う本場の広東
料理を気軽に味わって
みては？ランチも人気♪

☎ 0898-36-18012 次会用のパーティールームも併設。

今治市旭町 2-3-4
（今治国際ホテル B1F）
営／11:30～14:00（LO）
　　17:00～21:00（LO20:30）
休／無休（火曜日定休の月あり）

78 MAP1
8P A-3麺屋 武吉

本格つけ麺にファンの多
い人気店。無化調ですっ
きりした味わいの今治
ラーメンは木曜限定♪

今治市南大門町 4-2-1
営／ 11:00 ～ 14:00
　　 17:00 ～ 20:00
休／水曜日、第2・4月曜日

☎ 0898-31-7133鶏チャーシューとの相性◎（520 円）

77 MAP1
8P B-3久留米ラーメン 光屋

豚骨が自慢のお店が提
供する今治ラーメンは、
瀬戸内産魚介の旨みが凝
縮された豊かな味わい。

今治市常盤町 5-1-18
営／ 11:00 ～ 23:00
休／年中無休

☎ 0898-32-32271日20食限定の贅沢な一杯！（780円）

79 MAP4
7P讃岐うどん つるべぇー

もっちりとした食感、素
材が持つほのかな香り
とコシのある麺で、一度
食べたらやみつきに♪

今治市東村 1-1-27
（ワールドプラザ内）
営／ 11:00 ～ 15:00
休／年中無休

☎ 0898-47-2265お子様連れにも嬉しい座敷席も★

75 MAP1
8P B-2ぎょうざの店 白雅

地元民に人気の老舗餃
子店。モチモチの厚い
皮に、なめらかでジュー
シーな具がたっぷり♪

今治市共栄町 2-3-9
営／11:30 ～ 13:30
　　16:00 ～ 21:00
休／月曜日

☎ 0898-22-6315持ち帰りも可能。ラー油との相性◎

80 MAP3
7Pラーメン なる

鶏がらスープに絡む伯
方の塩とみかん果汁。今
治を愛するだし職人が
創った味をご堪能あれ。

☎ 0898-25-7677今治のうまいを詰込んだ渾身の一杯。

今治市山路 881-80
営／11:00～15:00（LO14:45）
　　17:00～22:00（LO21:45）
　　※売切れ次第終了
休／無休（年末年始は休み）
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84 MAP4
7P電光石火 今治店

本場・広島からやって
きた「3Dお好み焼き」。
たっぷりの野菜をふん
わり焼き上げた逸品。

☎ 0898-35-4173コースや飲み放題も有（要予約）。

今治市東鳥生町 2-1517-1
営／11:00～15:00（LO14:30） 
　　17:00～23:00（LO22:30）
　　　土・日・祝 11:00～23:00
休／月曜日（祝日の場合は営業）

83 MAP1
8P A-3お好み焼ハウス TANTO

今治駅すぐそば。本格
派関西風のサクサクし
たお好み焼をた～んと
お召し上がれ♪

今治市北日吉町 1-25-6
営／11:00 ～ 22:00
　　（LO21:30）
休／火曜日 ※駐車場あり

☎ 0898-25-0277ボリューム満点のランチもお薦め♪

85 MAP3
7Ptoi toi toi＊ cafe

手作りメニューが並ぶ小
さなカフェ。季節によっ
て変化する南瓜のチー
ズケーキも好評です。

今治市国分 3-14-10
営／11:00 ～ 16:00
休／日曜日

☎ 050-3479-1107ベーグルやスコーンは手土産にも◎

86 MAP1
9P D-1珈琲浪漫 パイプのけむり

創業以来40年以上愛さ
れる喫茶店。コーヒーは
もちろん季節のパフェや
自家製ケーキも人気♪

今治市枝堀町 1-5-11
営／ 8:00 ～ 20:00
休／月曜日 
　　※祝日の場合は翌日

☎ 0898-32-0777季節に応じて登場するワッフルも◎

87 MAP2
7P花ゆら

健康を一番に考え無添
加にこだわったモーニン
グやランチは体に優し
い味わい。品数も豊富♪

☎ 080-3163-5594手作りの和菓子 3点セットも人気。

今治市砂場町 1-9-10
営／9:00 ～15:00
　　［ランチ］11:00 ～15:00
　　　　　　（要予約）
休／水・木曜日

81 MAP4
7P麺舞 龍e（めんぶ たつえ）

「美味しいもので皆様
に元気と幸せを」が
モットー。地元からも愛
される行列のできる店。

今治市東鳥生町 2-1-43
営／11:00 ～ 15:00
　　17:30 ～ 21:00
休／火曜日

☎ 0898-34-8606大人気の「本丸しょうゆ（680 円）」。

82 MAP1
8P B-2お好み焼 いまむら

昭和42年から守り続け
た、手間を惜しまず愛
情あふれるその味をぜ
ひ一度ご賞味ください。

今治市共栄町 2-3-19
営／ 11:30 ～ 22:00
　　 （LO21:30）
休／第 2・4 月曜日

☎ 0898-33-2503カレー焼やスジ焼が人気メニュー♪
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90 MAP1
9P D-3BAR PIAGET（ピアジェ）

カジュアルで雰囲気が
良くカラオケあり！シェ
フ自慢のピザとカクテル
が美味しいお店です！

今治市松本町 1-6-33
ASAKURAビル 1F
営／22:00～翌 5:00
休／日曜日

☎ 0898-32-6559スナック・ラウンジ系列のお店あり。

89 MAP1
9P C-3スカイバー TOPHAT

高層階のBARでしか味
わうことのできない絶
景と、オリジナルカクテ
ルを楽しんでください。

☎ 0898-36-1827思い出に残る特別なひと時を演出。

今治市旭町 2-3-4
（今治国際ホテル 23F）
営／17:00 ～ 24:00
　　（LO23:30）
休／年中無休

94 MAP1
8P B-2卜部蒲鉾店

明治10年から受け継が
れた技による抜群の風
味と食感。素材を生か
した品々をご賞味あれ。

今治市黄金町 1-5-18
営／ 9:00 ～ 18:00
休／不定休
※今治駅構内でも購入可能

☎ 0898-22-1483今治名物の簀巻きや豆腐竹輪など多数。

92 MAP1
9P D-3ペニーレイン

1972 年創業。接待で
も利用される信頼と実
績のお店だから、旅行
客やお一人様も安心。

今治市松本町 1-6-19
営／ 20:00 ～ LAST
休／土・日曜日、祝日

☎ 0898-23-6700初回セット料金 5,000 円。

93 MAP1
8P B-2禄 ROKUSAN（ロクサン）

食べて◎飲んで◎カ
フェでも◎どこか懐かし
い、でもかっこいい、そ
んなオイシイ酒場です。

☎ 0898-23-6363生の果物を使った至福の飲物類も人気♡

今治市黄金町 1-5-2
営／20:00 ～翌 2:00
※ H30 年 5 月から
　18:00 ～翌 1:00 の予定
休／日曜日※連休時は変動あり

88 MAP1
8P B-3Bar 風

「今治ハイボール」など
地産の果物を使用した
本格カクテルを堪能で
きる、お洒落な隠れ家。

今治市旭町 1-3-1
営／ 19:00 ～翌 1:00
休／日曜日　
※月曜が祝日の場合は月曜休み

☎ 0898-35-3700絶品♪岩城島レモン×ポンジュース。

91 MAP1
9P D-3LIVE BAR ブリキのがちょう

マスター達の生演奏を
バックに飲んで歌ってス
トレス発散！名物BARで
LIVE気分を味わって♪

今治市松本町 1-4-30
ランドマークビル 1F
営／20:30 ～翌 3:00
休／日曜日・祝日

☎ 0898-35-1020結婚式の 2次会等、貸し切りも可能。

96 MAP1
9P D-3二宮かまぼこ店

今治っ子なら誰もが幼
い頃から慣れ親しんだ
皆大好き二宮の蒲鉾♪
簀巻き・じゃこ天は必食！

今治市旭町 1-5-17
営／ 9:00 ～ 19:00
休／年中無休
※電話でのご注文も承ります。

☎ 0898-22-1662食通も唸る高級素材使用の極上簀巻き。

95 MAP1
8P B-1中村屋蒲鉾店

伝統の味を守りながら
贅沢な活鯛蒲鉾、人気
のじゃこかつ、蒲鉾チッ
プスなど多数開発中！

今治市常盤町 1-4-3
営／ 8:00 ～ 19:00
休／水曜日
※ WEB でも購入可能。

☎ 0898-22-1152名物簀巻きは変わらぬ技法と味わい。
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97 MAP1
9P C-3檜垣蒲鉾

愛媛県産の原料を使い、
水と塩で魚の美味しさを
引き出した簀巻きやちく
わは今治土産に最適！

今治市蔵敷町 1-5-3
営／ 9:00 ～ 19:00
休／日曜日

☎ 0898-22-2166アレルゲン等、食の安全にも配慮。

99 MAP3
7P菓子屋 艷（えん）

なめらかで濃厚な杏仁
豆冨や約15種のプリン
がズラリ！焼菓子や干
菓子も充実の超人気店。

今治市片山 1-1-1
営／ 9:00 ～ 20:00
休／年中無休

☎ 0898-22-1192手土産に最適♪プリンのおまかせ盛。

102 MAP1
8P B-1母恵夢（ぽえむ）本舗 本町本店

優しい味わいの銘菓・
母恵夢は愛媛を代表す
るお菓子。サクサク食
感のうずしおパイも◎

☎ 0898-32-5660小さめサイズのベビー母恵夢も人気♪

今治市本町 2-1-29
営／9:00 ～ 20:00
休／元日のみ
※旭町店・片山店・
　ワールドプラザ店もあり

104 MAP1
8P B-1大和みやげものセンター

銘菓や今治タオル、キャ
ラクターグッズなど、今
治でしか手に入らないレ
アな土産がいっぱい♪

今治市常盤町 1-1-19
営／7:30～19:30
休／水曜日
※冬、春、夏休み等は営業

☎ 0898-22-0164朝早い出発の際のお買物にも最適！

98 MAP1
8P B-1一笑堂

名物の鶏卵饅頭は200
年の歴史と職人のこだわ
りと餡がぎっしり詰まっ
た一口サイズの蒸し饅頭。

今治市中浜町 1-1-21
営／ 9:00 ～ 18:00
休／水曜日

☎ 0898-22-0295限定販売の焼鶏卵饅頭も人気。

103 MAP3
7PORUNET

オーガニックコットン
にこだわったベビー用
品や肌触りの良いタオ
ルを取り揃えています。

今治市八町西 2-4-8
営／ 9:00～17:30
休／日曜日・祝日
　　（土曜日不定休）

☎ 0898-22-7613出産祝いにもピッタリです♪

101 MAP3
7Pひなたスイーツ

「島レモンのホワイト
チョコサンド」は、今
治お土産スイーツコン
テストで優勝した逸品！

今治市高市甲 112-12
営／ 10:00 ～ 19:00
休／不定休

☎ 0898-52-77721 個 220 円、5個 1,200 円と良心価格。

105 MAP3
7PTORITO CAFE（トリトカフェ）

本格コーヒー＆スイー
ツからカレーまで目も
舌も大満足♪バリィさ
んのほっこりカフェ♥

今治市にぎわい広場 1-1
イオンモール今治新都市 1F
営／ 10:00 ～ 22:00
休／年中無休（イオンモールに準ずる）

☎ 0898-55-8334レアなバリィさんグッズも購入可♪

100 MAP1
8P B-3今治菓子工房 おおとらや

1955 年創業の老舗菓
子店。人気の苺大福を
はじめ、種類豊富な和洋
菓子は至福の味わい♪

今治市常盤町 4-9-8
営／ 10:00 ～ 19:30
休／月曜日・第 3 日曜日

☎ 0898-22-1221愛され続けて30年のビッグ生シュー♡
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109 MAP6
7P村上井盛堂

看板商品の神島まん
じゅうの生地は大三島
産みかんの花の蜂蜜が
香り、上品な白餡と融合。

今治市大三島町宮浦 5452
営／ 8:00 ～ 19:00
休／水曜日

☎ 0897-82-0029大山祇神社の紋が入った伝統菓子。

110 MAP1
8P B-3今治アーバンホテル

JR 今治駅から徒歩 1
分の好立地！今治市の
中心にあるので、ビジ
ネスや観光に最適です
（写真は新館）。

全室に今治タオルを設
置し、Wi-Fi も完備！
無料駐車場もあり。

今治市北宝来町 1-5-28
☎ 0898-22-5311

プラン

❖シングル 6,260 円（税込）～
❖ツイン  12,740 円（税込）～
❖朝食　　　  540 円（税込）～
◦イン 14:00  ◦アウト 11:00

111 MAP1
9P C-3今治国際ホテル

開業21年を迎えた今治
のランドマークタワー。
観光に便利な立地に加え、
グルメや温泉、土産ショッ
プ等館内施設も充実。

四国最大級の客室数。
部屋タイプが多彩で、市民
からも愛されています。
今治市旭町 2-3-4
☎ 0898-36-1111

プラン

パーソナルプラン（平日）
❖シングル　 　     12,960 円～
❖ツイン　　　 　　23,760 円～
※税金・サービス料金込。休前日は　
　＋1,080円、特定日は＋2,160 円。
　朝食バイキング・大浴場の料金含む。
　料金についてはお問合せください。

HP/www.imabari-kokusai-hotel.co.jp

108 MAP6
7Pせとうち茶屋 大三島

大山祇神社に隣接する
しまなみ海道最大級の
ドライブイン。お土産は
約800アイテムを用意！

☎ 0897-82-0195瀬戸内のご当地グルメも充実♪

今治市大三島町宮浦 5119-2
営／ 9:00 ～ 17:00
休／無休（不定休あり）

106 MAP
6P寿し・しゃぶしゃぶ 喜多寿し

来島海峡で揉まれた魚
介類は抜群の食感と感
動の旨さ！名産の大島
石造りの店内も必見！

今治市宮窪町宮窪 2214
営／11:30～14:00
　　17:00～21:30（LO21:00）
休／火曜日、第 2日曜日の夜

☎ 0897-86-2170名店自慢の料理の数々をご堪能あれ。

107 MAP
6P道の駅 よしうみいきいき館

来島海峡大橋を眺めな
がら楽しめる新鮮な魚
介類の七輪バーベキュー
や海鮮料理は最高！

今治市吉海町名 4520-2
営／[BBQ]10:00～17:00（LO16:00）

［レストラン］10:00～16:00（LO15:00）
休／元日

☎ 0897-84-3710迫力満点！来島海峡急流観潮船も人気♪



23

113 MAP7
7P鈍川温泉 カドヤ別荘

家族に接するような温か
なおもてなしがうれし
い山あいの湯宿。喧噪
を離れて癒しの時間を
過ごしてみませんか。

和食に洋のエッセンスを
織り交ぜた旬の素材が
活きるお料理が自慢。

今治市玉川町鈍川甲 280
☎ 0898-55-2310

プラン

❖素泊まり　　 5,000 円（税別）～
❖朝食付き　　 6,000 円（税別）～
❖お遍路プラン　8,000 円（税別）～
❖会席プラン  10,000 円（税別）～

112 MAP5
7Pいまばり湯ノ浦ハイツ

名湯 100 選にも選ば
れた大パノラマの温泉
と、四季折々の旬の料
理が自慢の宿。湯ノ浦
IC すぐそば！

入浴料が半額になるお
得なランチバイキング
もオススメです♪

今治市湯ノ浦２３
☎ 0898-48-2000

プラン

❖ 1 泊 2 食（温泉付）　9,500 円～
❖イン 15:00 ／アウト 10:00
❖ランチバイキング　1,300 円
　（月曜定休 ※祝日の場合は除く）

114 MAP1
8P B-1米長旅館

今治港目前の昭和レト
ロでリーズナブルな和
風旅館。今治の人情に
触れられ、合宿やビジ
ネスの滞在にも人気♪

夕食付プランでは瀬戸
内の小魚料理等、今治の
家庭料理が味わえます♪

今治市常盤町 1-1-4
☎ 0898-32-0554

プラン

❖和室（バス・トイレ共同） 4,300 円
❖朝食　　　 　　  　 　560 円
❖夕食（要予約）　　　 1,620 円
※お一人様、税込料金です。

116 MAP7
7P美賀登（みかど）

今治駅から車で約20分。
鈍川渓谷の絶景を一望
しながら、美人湯と名
高い温泉でゆったりと。
料理も自慢の人気和宿。

鈍川名物いのぶた鍋や
宝楽焼・川魚焼など、
郷土の料理を堪能して。

今治市玉川町鈍川庚773-1
☎ 0898-55-2360

プラン

❖1泊 2 食付　10,000 円（税別）～
❖1泊朝食付　  7,000 円（税別）～
❖素泊まり　  　6,000 円（税別）～
※人数・シーズンにより料金が異なります。

115 MAP1
8P B-1ホテル七福

家庭的なおもてなしで
リピーターも多数！港・
中心街にも近く、サイク
リストにも最適。団体・
ビジネスの方も大歓迎 !

瀬戸内海が見える 6
階の展望風呂をぜひご
堪能あれ！（男湯のみ）

今治市片原町 2-1-21
☎ 0898-22-3425

プラン

❖ 1 泊（素泊まり）　　3,800 円～
❖ 1 泊（朝食付）　　  4,300 円～
❖ 1 泊（朝夕 2 食付）5,800 円～
※駐車場 20 台あり※大型車可
チェックイン 15:00
チェックアウト 10:00




