絶景 体験 モデルコース

久万高原町の宿泊スポット

松山ICから車で30分の、道の駅天空の郷さんさんを起点にしたモデルコースをご紹介。
季節や好みに合わせてアレンジしたり、体験プログラムに参加するのもおすすめです。
仁淀ブルーの源と霊峰をめぐる

一度は訪れたい天空の楽園

思い出に残る特別な一日

面河渓＆
石鎚スカイラインルート

四国カルスト
天空ルート

りんご狩り体験
＆ピクニックルート

●コースガイド
水質日本一に輝いた仁淀川の源流域
にあたる面河渓と、西日本最高峰の石
鎚山を眺めるドライブルート。秋は面河
渓手前のもみじライン
（県道12号）や石鎚ス
カイラインが 見 事な紅
葉で彩られる。

●コースガイド
雲の上をドライブしているかのような
感動が味わえる、四国カルストを目指
すルート。姫鶴平では、E-BIKEの爽や
か サイクリング や 屋 外
バーベキューなどで、高
原の魅 力を心 ゆくまで
満喫しよう。

●コースガイド
久万高原の観光スポットの魅力を特別
な形で体験できるプログラム
（→P15）
の中から、
りんご狩りとピクニックが楽し
めるプログラムをピック
アップ。家族や仲間と一
緒にスペシャルな思い
出作りに出かけよう！

●ベストシーズン：秋 ●走行距離：約159km

●ベストシーズン：夏 ●走行距離：約146km

●ベストシーズン：秋 ●走行距離：約65km

久万エリア
プチホテル ガーデンタイム

やすらぎの宿 でんこ
●やすらぎのやど でんこ

●ぷちほてる がーでんたいむ

所 久万高原町久万1470-1
℡ 0892-21-0005

所 久万高原町入野1363-1
℡ 0892-21-0092

MAP P33-B3

民宿 一里木

おもご旅館（遍路宿）

●みんしゅく いちりき

●おもごりょかん

所 久万高原町入野1331-1
℡ 0892-21-0505

所 久万高原町久万348
℡ 0892-21-0024

MAP P33-B2

民泊 高野展望台

●みんぱくたかのてんぼうだい

絶景 tr i p P14

所 久万高原町菅生2-2909
℡ 090-4472-0143

感動体験 P17

松山自動車道松山IC
国道33号 約26km 30分

道の駅天空の郷さんさん →P22
県道12号 約9km 15分

感動体験 P18

道の駅天空の郷さんさん →P22

町立久万美術館 →P21

国道33号 国道440号
約14km 20分

約1.5km 3分

八釜の甌穴群 →P28

面河渓 →P25

県道12号 約2km 5分

久万高原ふるさと旅行村 →P20

国道440号 県道36号 町道 県道383号
約20km 35分

ランチスポット

渓泉亭 面河茶屋 →P25

四国カルスト・姫鶴平 →P27

体験プログラム

面河渓 川床&サイダー →P15

ランチスポット

約1.5km 3分

立ち寄りスポット

石鎚スカイライン →P26

四国カルストレンタサイクル
ステーション →P16

県道12号 約18km 30分

立ち寄りスポット

久万高原天体観測館 →P21

体験プログラム

土小屋 →P26

県道12号 国道33号
約31km 45分

四国カルスト牛さんぽ →P15

県道12号 国道494号 県道12号 国道33号
約78km 1時間50分

県道383号 町道 県道36号 国道440号
国道33号 約73km 1時間45分

立ち寄りスポット

Goal

松山自動車道松山IC

体験プログラム

星空サイエンスBar →P15

Goal

松山自動車道松山IC

感動体験 P16

所 久万高原町直瀬乙1636
℡ 0892-41-0431

門田屋（遍路宿）

MAP P33-C2

えーとこ屋ことこ

所 久万高原町七鳥1500
℡ 0892-57-0801

感動体験 P18

●えーとこやことこ

●かどたや

所 久万高原町日野浦778

℡ 0892-56-0073
（うまいもん屋土居） MAP P33-C4

MAP P33-C2

石鎚山・面河エリア
土小屋 白石ロッジ

土小屋 山荘 石鎚（旧国民宿舎 石鎚）

●つちごや しらいしろっじ

●つちごや さんそう いしづち（きゅうこくみんしゅくしゃ いしづち）

℡ 0897-53-0007

℡ 0897-53-0005

所 久万高原町若山土小屋

所 久万高原町若山土小屋

MAP P33-E1

MAP P33-E1

四国カルスト・柳谷エリア

アルパカも
いるよ

姫鶴荘 →P28

国民宿舎 古岩屋荘

美川エリア

体験プログラム
りんごピクニック →P15

御三戸嶽 →P23

面河山岳博物館 →P25
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立ち寄りスポット

立ち寄りスポット

県道12号 国道494号 県道12号
約25km 35分

松山自動車道松山IC

県道12号 約6km 12分

道の駅みかわ →P24

古岩屋 →P20

Goal

道の駅天空の郷さんさん →P22

国道33号 約13km 15分

立ち寄りスポット

松山自動車道松山IC

MAP P33-B2

●こくみんしゅくしゃ ふるいわやそう

MAP P33-B2

国道33号 約26km 30分

国道33号 約26km 30分

久万高原ふるさと旅行村 →P20

おもごふるさとの駅 →P25

松山自動車道松山IC

Start

いやしの宿 八丁坂
℡ 0892-41-0678

所 久万高原町下畑野川乙488

Start

MAP P33-B2

所 久万高原町下畑野川甲1609-7

MAP P33-B2

●くまこうげんふるさとりょこうむら

Start

●みんしゅく わさじ

●いやしのやど はっちょうざか

所 久万高原町下畑野川甲1670

℡ 0892-41-0711

民宿 和佐路
℡ 0892-41-0651

●みんしゅく・かんこうのうえん かりばえん

久万高原ふるさと旅行村

MAP P33-B3

所 久万高原町下畑野川甲1528-1

MAP P33-B2

民宿・観光農園 狩場苑
℡ 0892-41-0550

MAP P33-B2

農林業体感民泊 天辺

感動体験 P18

所 久万高原町西谷8118

所 久万高原町中津2150
℡ 0892-54-2105

℡ 0892-55-0057
（姫鶴荘）

MAP P33-D4

姫鶴荘

姫鶴平コテージ
●めづるだいらこてーじ

●のうりんぎょうたいかんみんぱくてっぺん

MAP P33-C5

感動体験 P16.18

●めづるそう

所 久万高原町西谷8111
℡ 0892-55-0057

MAP P33-C5
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