
えひめ・まつやま産業まつりwithメディアパーティー　「すごいもの博2015」　出展ブース紹介
小間
番号

チラシ表示名 出展内容

1 レストランモルゲンビアホール 媛ポーク100％で、化学添加物を使用しない、自家製ソーセージです
2 元祖かっしゃ焼松山店 見た目はたこ焼、中身は鶏肉「かしわ焼」と大人気の飲むかき氷
3 らーめん萬楽 炭火焼の厚切りちゃーしゅーがのった、ごっついらーめん。
4 瓢太 松山名物中華そば！甘いスープと大きめのチャーシュー癖になる味
5 周平 堂々2年連続、香港マカオ版ミシュランガイド受賞の味。
6 手打うどん　政 政の自慢の手打うどんといなりずしを出展予定です。
8 （株）伊予鉄会館 　ちゃんぽん+竹輪+コロッケ！八幡浜の食文化が完全融合！
9 安岡蒲鉾 「愛」あるブランド認定を受けた宇和島じゃこ天の実演販売
10 四国コカ・コーラボトリング（株）愛媛支店 コカ・コーラ社製品の販売
11 松山街商協同組合 出展店舗28店
15 いちぜん洋食　萱町商店街 松山ご当地グルメ「三津浜焼き」をぜひご賞味ください！
16 春夏秋冬　創食　飯台 蒸しガキ・カキ飯・タイ飯・焼きサバ寿司　など
19 伊豫からあげ　さんりん亭 安心安全愛媛県内産鶏肉使用。みかん果汁に漬け込んだ唐揚げ。
20 マルヨシ 愛媛県産天然鯛で作った鯛めしと鯛みそ・ナポリタン焼きそばです
21 米粉スイーツま・あ・み クレープ・スムージー・たこ焼き・オムそば・ポテト　など
22 クリーニング組合松山支部、中国料理　香 専門店でしか販売していない物の販売、デザート販売他ゲーム等
23 松山商工会議所女性会 女性会が考案した、特製サンドイッチとぜんざいを販売します。
24 （株）　程野商店 創業明治１５年。松山のひと味違う油あげ‼フワッとした食感です。
25 浪花堂 三津浜焼、ケバブ　など
28 れんこん入り♡まったこ 中島産ひじき・玉ネギ入り和風たこ焼、しまったこがおすすめ！
29 サントリー酒類（株） サントリーの取り扱うビール、ハイボールなどの酒類の販売。
32 ケータリングシステム 牛すじとこんにゃくを煮込んだ『ぼっかけ』入り焼きそば。
33 九代目　能三食堂 代々続く老舗の唐揚げ愛媛のじゃこカツ相性バッチリ生ビール
34 ルンルン ○たこ焼こだわりのソース使用○手作りのくだものジュレをたっぷりのかき氷
35 （有）クレメント 松山市中島産の『べにふうき茶』の試飲販売。
36 いちごファーム　北条 園内で栽培した新鮮いちごをまるごと使用
37 （一社）いこい 愛ある愛媛の安心安全の優しいごはんを提供します。
38 NPO法人活き生きふれ愛えひめ セルフさぬきうどん・生フランクフルト　など
46 松山みそもつ 新鮮な愛媛県産牛ホルモンを味噌で味付けした焼きホルモンです。
47 風早かいねり 地元の生産者が作った新鮮な食材を使用して地産地消をＰＲする。
48 焼鳥阿呆鳥外販部　Do阿呆(株) 愛媛県委託のグルメ選手権２年連続優勝した「てば～ん」あります
49 （株）　助格 鮮度の良さ・旨さをそのままにその場で作りたてを提供します
50 Cafe　けんた 県産小麦使用パンケーキ
51 まるく（株）おでカフェ. えひめの素材を使った焼き立てのスイーツとオリジナルドリンク。
52 本家　八七金 からあげ・ビール　など
60 愛媛CATVぎんこい市場 愛媛県内の野菜のつめ放題‼じゃがいも、人参、玉ネギさあ挑戦‼
61 北条駅前　風早カリー　CURCOVA 北条産玉ねぎと天日干米の風早カリー！地元野菜の自家製ピクルス
62 キリンビールマーケティング（株） 一番搾り麦汁だけを贅沢に使用。絶好調の一番搾り生ビールです。
64 焼鳥　伊とう 一本一本心をこめて刺した焼鳥１２種類、当店自慢の酢たれでどうぞ！
65 タピオカ工房★しし丸 タピオカ入りドリンクの販売　など
75 城北商工振興会 ○ふわふわ玉子のオムそば○こだわりの手作りソース使用のたこ焼
78 明石屋 みかんとちりめんの販売
90 インド料理　キング（King) 本格インド料理と白イモのコラボ、カレーやドリンクも数多く出店
102 興居島　萩重 Mix Pizza興居島産雲南百薬草入　興居島産みかんのカクテル
114 興居島　水月焼　三代恒尚 興居島水月焼三代恒尚　ビール
117 愛育フィッシュ舌品グルメ 愛媛の美味しいお魚を召し上がれ♪水槽で泳ぐ魚も見に来てね！
155 愛媛県養鶏協会 新鮮卵の販売　　唐揚げ・焼鳥の販売　‼　県内産でおいしいよ　‼
171 愛媛県魚食普及推進協議会 「愛」あるブランド産品の戸島一番ブリを使用したブリ丼とあら汁
175 愛媛県鳥獣害防止対策推進会議 鳥獣被害対策のパネル展示やシシ、シカ肉を使ったジビエ料理の販売！

179 JICA
ジャイカ

 青年海外協力隊５０周年 愛媛から世界へ。いろいろな形の国際協力を紹介します。

184 （公財）愛媛県国際交流協会　EPIC 愛媛に住む外国人が考案した県産品を使った各国料理を楽しもう！
186 二神しまのわツーリズム実行委員会 二神島のタコ・サザエと東温市「由紀っ娘」の自家米『しまめし』
187 JA全農えひめ 愛媛県産銘柄豚肉「ふれ愛・媛ポーク」の豚串を販売！！
188 愛媛県漁協女性部連合会 漁協女性部が鯛・鱧などを使った旬の味をご賞味あれ！！
192 愛媛県国際農業者交流協議会 本場仕込みのホットドックをご賞味ください

グルメゾーン



えひめ・まつやま産業まつりwithメディアパーティー　「すごいもの博2015」　出展ブース紹介
小間
番号

チラシ表示名 出展内容

12 ハートフルプラザ松山 クッキーやマドレーヌは米粉を使っているのもあります
13 ヌノケン 布小物や子供服の販売、アロマハンドトリートメントも行います
14 ぽんぽこ工房 身近にある素材で楽しく可愛い雑貨を作っています。
26 手づくりショップ　さくらの木 ワクワク楽しい、心をこめた手づくり品がいっぱいです。
27 らくだ 陳列ケース　窓枠　額タンスなど古くて懐かしいレトロ感満載の作品
39 手づくりの店　ワンズオ～ン 創業２２年、愛媛県内の約２３０名の手づくり作品を販売してます
40 砥部焼/今治タオルWasho 砥部焼和将窯が出展。当日は来年の干支「申」の新作発表予定
41 砥部焼　陶和会 砥部焼作品の販売。絵付体験でオリジナル作品を作ろう！
42 とべ焼き　秀香窯 砥部焼（茶碗、湯呑み、マグカップ、皿、小鉢、えと（猿）、狸、ふくろう、一輪差し）
43 東洋美術 石鎚山の四季の風景画松山道後の風景版画可愛い美術工芸品置物
53 (公社）松山市シルバー人材センター 「まちを元気にするアイデア商品」を販売します。
54 町屋サロン　華こるぎ 顔をデザインする！　小顔＆アンチエイジング「骨気（コルギ）」
55 （有）西永工業 金属をもっと身近に感じてもらいたいそんな思いがこもっています。
56 いよマーチング委員会 愛媛県の心あたたまる風景のイラストの展示及びグッズ販売。
59 松山元氣倶楽部 愛媛県産の安心安全な海と山の旬な食品をお届け致します。
63 （有）石丸弥蔵商店 愛媛県産の海産物を中心にその加工品（佃煮珍味等）を出展します。
66 （株）ナリス化粧品 角質をケアするハンドエステ無料実施中、ダイエットｽｰﾌﾟも配付
67 オルキレーヌ化粧品 乾燥肌・敏感肌・エイジング専用オルキレーヌ化粧品の展示と体験
68 三原産業（株） マイクロバブルを体感して下さい！水産加工品の販売もあります
72 お茶の大口園 大好評、緑茶詰め放題オリジナル健康茶、試飲販売。
73 白石本舗 明治１６年創業。元祖あん入り醤油餅、餅しぐれ柿しぐれを販売。
74 田那部青果 ニッポン全国おやつランキンググランプリ受賞した日本一のゼリー
76 みつばちのダンス（はちみつ） えひめ・まつやま産　100％の純粋はちみつ
77 （有）フレッシュファクトリートミナガ 島みかんや島ジュース、島スイーツなどの個性的な商品の販売
79 （有）宮岡製箱所 環境にやさしい進物用木箱・うちわ・カレンダーを出展しています。
80 住友不動産　新築そっくりさん　愛媛事業所 愛媛県内での耐震施工実例パネル及び住宅リフォーム相談会
81 松山市農業協同組合 松山市農協管内で収穫した農産物の展示と試食品の配布
84 ドラゴン（㈲ガトーグラス・フレンド） ドラゴンの手作りケーキは安心安全の材料を使用しています。
85 （株）中野本舗 厳選された素材と伝統の技で練り上げた小豆風味豊かな羊羹です。
86 らくれん 県内産の牛乳、デザート、ジュースの販売をしています。
87 （株）　いろは屋 できたてアツアツの牛しゃぶカレーパン‼おすすめ道後ロール♪♪
88 （株）おがた蒲鉾 揚げたての美味しい　じゃこ天・じゃこカツをどうぞ‼
89 (有）カネモ 瀬戸内海の速い海流地域回遊のちりめん・銀鱗いりこ
91 （一社）えひめICTチャレンジド事業組合 県内の障害者就労。印刷とICTの共同受注窓口
92 えひめ結婚支援センター 県の婚活ますますやるケン！あなたの婚活応援します！
93 金属のおりがみ（あかがね） 銅板で来年の干支の申、鶴亀等を折り紙の要領で折る金属加工体験です。
96 ていれぎの里　渡部製菓 手作りの和菓子を心を込めて作っています。
97 亀井製菓（株） 坊っちゃんだんご・タルトを主力にみきゃんの商品、赤飯も販売。
98 （株）えひめ飲料 まじめ、まっすぐ。ポンジュース
99 (有)小林商店・餅人 たまごバター餅を始め甘～くて！ふわふわ！お餅スイーツ販売中。
100 （株）ジェイプラント においが気にならないニンニク野菜感覚で食べられるスタミナ野菜
101 中島商工会 潮風にもまれたおいしい中島産のみかんやヘルシーな海産物！
103 （株）パソナテック 体験・体感在宅ワークテレワーク！

104 愛顔
えがお

のイクジイ・イクメン応援事業 じぃじやばぁば、パパママに感謝のメッセージを書いてみよう！

105 三浦工業（株） 家庭用軟水器・軟太郎
108 （株）一六本舗 新商品｢一六タルト栗づくし」「愛媛のマロンシェ」をお試し下さい
109 (株)　嶋茶舗 愛媛の緑茶で便利で美味しいティパックが出来ました。
110 愛媛県パン協同組合 県産の素材を使ったパンとなじみのある売れ筋パンの販売
111 マツヤマ・ワンコインアート・プロジェクト アートな松山を表現したオリジナルのポストカードを展示・販売。
112 栄光酒造（株） 美しい松山城下で美味しい地酒をご用意してお待ちしております
113 りんご酢の菊昌 おなじみ福禄りんご酢とそのドリンクタイプのフジバーモント
115 あおりん村 愛媛のキレイな海を守ってネ、ゆるキャラあおりんが参加します。
116 河原医療福祉専門学校・河原医療大学校 プロによる鍼・灸治療（５００円）、歯科技工士の仕事体験（無料）
125 ジェットスター・ジャパン 毎日先着５００名にグッズプレゼント！ジェッ太君にも会えるよ！
128 SHOP坊っちゃん列車 坊っちゃん列車や伊予鉄道電車のオリジナルグッズを販売

物販・展示ゾーン
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130 まつやま経営交流プラザ 小学生から大人まで、初めての社長さん体験！さあ、もうけるぞ！
131 大塚製薬（株） SOYJOYの新製品の無料配布パンフ等にて健康と大豆の関わりもＰＲ。
142 松山中央郵便局　臨時出張所 年賀ハガキ、記念切手等販売中。お荷物の発送も承ります。
143 フレッシュあぐりマーケット 農業・水産高校、農業大学校の生徒が作った農産加工品を即売します。
144 農高生等による技術・アイディア展 県内の農業・水産高校の日頃の学習成果を展示します。
159 ゆうき生協 有機農業で生命を守る食物を！自然と生命を大切にする！
162 愛媛県旅客船協会 九州、中国、関西地方への移動は、フェリーがエコで快適
169 愛媛の花き展 県産の切り花等を展示する「愛媛の花き展」を開催します
170 シルクフェア 貴重な伊予生糸でコースターを織ってみませんか

173
愛媛県農協青壮年連盟　

JAえひめ女性組織協議会
食の安全・安心に拘った、つきたてのお餅や蒸したての赤飯を販売

176 愛媛県青年農業者連絡協議会 米・柑橘・野菜・加工品等販売・ガラポン抽選で農産物大当たり！！

177
伊予かすり実演

（伊予織物工業協同組合）
伝統工芸士による伊予かすりの機織り実演と製品の販売を行います。

178
水引細工実演　

（伊予水引金封協同組合）
伝統的な飾りから、モダンな商品まで多数展示し販売致します。

180 愛媛県酒造協同組合 秋の夜長にお酒で語りあいませんか？愛媛の地酒でカンパーイ！

181
愛媛県農山漁村生活研究協議会・えひ

め夢アグリネットワーク
新鮮な農林水産物、愛情を込めて作った品々を用意しています。

182
姫だるま実演

（NPO法人姫だるまプロジェクト）
来年の干支お猿さんのついた可愛い「姫だるま」を作りませんか

183
竹細工実演

（松山竹製品協同組合）
竹細工の実演を行います。販売も行いますので、ぜひご来場ください。

185 愛媛県米菓工業協同組合 瀬戸内の資源を使用したあられ各種２袋５００円にて販売
189 菊間町窯業（協） ７５０年の歴史を誇る菊間瓦、そのいぶし銀輝く工芸品の展示販売
190 愛媛県菓子工業組合 菓子屋専門店の手作り菓子と伝統の味や技をお楽しみください
191 愛媛県茶業振興協議会 愛媛産茶の試飲販売および茶を原料としたスイーツの試食販売
193 えひめ消費生活センター友の会 「自立した消費者」を目指して活動中。皆さんも参加してみませんか。
194 水土里ネット愛媛 住民参加による環境保全の取組み事例を紹介
195 愛媛県認定農業者連絡協議会 県下の新鮮な農産物（米、野菜、柑橘、花き等）の販売
196 愛媛県竹産業振興連絡協議会 職人の手作りによる竹製品の数々を　ぜひご覧ください。
197 愛媛県森林組合連合会 愛媛県産乾しいたけの販売

198
「愛媛県森林局」

「（公財）愛媛の森林基金」
「愛媛県林業研究グループ女性会議」

県産材を使用した木工体験や女性林研グループが開発した商品販売

199 愛媛県グリーン・ツーリズム推進協議会 えひめのグリーン・ツーリズムをちょこっと体験しませんか？
200 えひめいやしの南予博2016 さとに憩い、ひとに和む。えひめ南予の、いやし旅。
201 （一社）愛媛県旅行業協会 愛媛県内各市町・近県の観光案内、パンフレット配布。
202 愛媛県醸造酢協会 愛媛の酢・ぽん酢・おいしい酢卵販売。
203 エコえひめ農産物広場 環境に優しい栽培で作られた「エコえひめ」農産物の販売
204 愛媛県木材協会松山支部 県産材を使用した暖かい素材を使用
205 （一社）愛媛県木材協会 県産材の良さをPRするためのポスター展示や木製品の販売を行う
206 愛媛県の観光PRコーナー ココロ踊る愛顔の愛媛の魅力を紹介します。
207 愛媛県醤油味噌協同組合 愛媛の麦みそ・しょうゆ・ひしおの販売
208 たま工房 無垢の木で一つ一つ手作りした、キッチン小物やインテリア小物
209 愛媛県総合保健協会・JA愛媛厚生連 がん予防パネル展示　乳がん触診モデル設置　血管年齢・脳年齢測定
212 愛媛UBA 県内で組織する組合青年部協議会会員の商品等をご紹介致します
218 （株）野本自動車部品 あなたのカーライフに役立つ何かがきっと見つけられます。
219 井関農機（株）・（株）ヰセキ四国 ヰセキは農業機械の試乗展示を通して愛される農業を目ざします。
220 愛媛ダイハツ あなたを、日本をおもしろくする軽自動車、新型キャストの展示。
221 コンビニATM　イーネット 伊予弁で挨拶するコンビニATMイーネットの紹介と無料抽選会
222 愛媛ペレット 地産地消の木質ペレットを使用したペレットストーブです
223 （株）松井建設 自分色に染まるわくわくワーク小屋でわくわくする毎日をご提案。
224 愛媛県赤十字血液センター 移動採血車による400ｍL献血実施
225 競輪選手会　愛媛支部 スピードコンテストに挑戦！プロやゆるキャラともふれあえます！
226 米山工業（株）サカラック サカラック。急傾斜地の住人の往来、物資の運搬を楽にします。
227 ＪＡＦ愛媛支部 シートベルト衝突体験車による時速５Kmの衝突体験！
228 愛媛トヨタ自動車（株） 愛媛トヨタでは、今回も人気のクルマを展示しております。是非、ご覧ください

229 愛媛県環境政策課・循環型社会推進課 地球温暖化防止～みんなで広げようチャレンジしようバイオマス～
230 （株）ダイキアクシス 廃食用油リサイクル事業『油～モアプロジェクト』の紹介



えひめ・まつやま産業まつりwithメディアパーティー　「すごいもの博2015」　出展ブース紹介
小間
番号

チラシ表示名 出展内容

69
台湾・台北コーナー

（台湾小吃168（いろは））
台湾夜市で人気のB級グルメ、台湾牡蠣オムレツとエビ入り水餃子,マンゴービール

69
台湾・台北コーナー

（台湾創作キッチンRyu）
台湾人シェフが作る本場のジューシー餃子＆もちもちタピオカミルクティ

69
台湾・台北コーナー

（中華民国留日四国華僑総会）
台湾家庭料理で有名な肉燥米粉（台湾風焼きビーフン）等を販売

69
台湾・台北コーナー

（台湾・中華料理　詩宴）
台湾で超有名なビーフン‼若い人達に人気の酸辣湯‼是非どうぞ。

69
台湾・台北コーナー

（楓林中華台湾料理）
台湾魯肉飯、愛玉ゼリー、銀絲巻

69
台湾・台北コーナー

（台北市）
台北の記念品を展示、台北の名物を試食、台北の観光パンフレット/観光情報を発信

17
逸品GP　砥部町

（農事組合法人　ななおれ梅組合）
七折の梅農家が作った梅と塩としそで漬けたうめ入りごはんです。

18
逸品GP　宇和島市

（株式会社サプライズワン）
鶏肉のチャーシューと黄金色の玉子の黄身の醤油漬けが最高の逸品

30
逸品GP　久万高原町

（小麦屋さん）
久万高原産小麦の生地に季節野菜をトッピングした石窯ピザ

31
逸品GP　松野町

（道の駅　虹の森公園まつの）
森の国の自慢の食材をひとつひとつ生地に包んで焼き上げました。

44
逸品GP　東温市

（ふるさと交流館　さくらの湯）
東温産地鶏肉を使った親子丼です。弾力のあるお肉をご賞味あれ。

45
逸品GP　鬼北町

（成川渓谷休養センター）
鬼北町特産の雉と卵を使用した鬼北の味がまるごと詰まった丼

57
逸品GP　松山市

（東京第一ホテル松山）
愛媛の誇る食材をトッピングしたスパイシーなホテルカレーです！

58
逸品GP　西予市
（奥伊予工房）

ハーブ媛ひらめと城川の清流米を使用したひらめの押し寿司です

70
逸品GP　上島町

（インランド・シー・リゾート　FESPA）
弓削海苔、レモンポークの素材の味を生かした風味豊かな一品です。

71
逸品GP　八幡浜市
（（株）谷本蒲鉾店）

じゃこカツを香ばしい焼きおにぎりで挟んだ新食感のバーガーです。

82
逸品GP  今治市

(株式会社　イマイ流総本家）
しまなみ屋台伝統の味！菊間仙高ポーク・ふわふわ冨卵に舌鼓み☺

83
逸品GP  大洲市

(鹿野川荘）
大洲産栗と角煮を合わせ黒こしょうをきかせたダシで食す意外な丼

94
逸品GP  西条市

(ちゃーしゅう工房いしづち店）
西条産のお米、野菜、海苔を使用したご当地ライスバーガー。

95
逸品GP  内子町

(（株）内子フレッシュパークからり）
内子産SPF豚を使用した、本場ドイツ風ホットドッグです。

106
逸品GP  四国中央市

(JAうま）
うまのとろける里芋『伊予美人』を使った芋たきです。

107
逸品GP  松前町

(（株）網元）
〔網元自慢の塩サバ〕×〔松前の麦味噌〕が醸し出す珠玉のスープ。

119
逸品GP  伊方町

(三崎高校・田村菓子舗）
高校生と地元菓子店と共同開発し、地元特産品を使ったみかん大福

120
逸品GP  新居浜市

(NPO法人eワーク愛媛）
新居浜の地元愛が産んだ、オリジナルのえび天バーガー！

249
えひめ「食」の逸品グランプリ　

案内・投票所
お客さまの投票によりえひめ「食」の逸品グランプリが決定！

122 広島市・呉市・廿日市市・江田島市 広島の最新の観光情報をそろえてお待ちしています。
123 埼玉県　東松山市 東松山市の魅力がいっぱいの観光情報誌等をお配りいたします。
123 埼玉県東松山市(（株）　ひびき） 埼玉県東松山市の名物みそだれやきとり、ひびき秘伝のみそだれ
124 宮城県　東松島市 震災から見事に復活した海苔をはじめとする東松島の特産品の数々

台湾・台北市コーナー

えひめ「食」の逸品グランプリコーナー

友好都市コーナー



えひめ・まつやま産業まつりwithメディアパーティー　「すごいもの博2015」　出展ブース紹介
小間
番号

チラシ表示名 出展内容

126
千葉県　成田空港周辺　
地域振興連絡協議会

素敵な景品が当たるガラポン抽選会開催！来場記念品を無料配付！

133 東京都　新宿区 今年協定を結んだ新宿区と松山市のパンフレット等を設置します。
135 奈良県　斑鳩町 「柿食えば鐘が鳴るなり法隆寺」の斑鳩町から柿などの特産品を販売！
135 奈良県　斑鳩町（イシメン（株）） 斑鳩でとれたそばを使用した中宮寺門前そばを是非ご賞味あれ！
136 横須賀市（よこすか海軍カレー） 全国ご当地カレー知名度No1に輝いた「よこすか海軍カレー」
137 熊本市 パンフレットの配布及びご当地グッズが当たるガラポン抽選会
140 新潟県　燕市 スプーン、フォーク、カップ、ぐいのみ等の金属加工製品の販売
141 　石川県　空港企画課 石川県の銘菓を選りすぐって販売。観光大使が魅力を存分にPR.

145 西予市 標高差1400ｍが育む「ジオ（大地）の恵み」をどうぞ！
146 八幡浜市 八幡浜のみかんとソウルフードのちゃんぽん、ぜひご堪能下さい。
147 伊方町 佐田岬半島の豊かな自然が育んだ海の幸・山の幸をご賞味ください。
148 愛南町 愛南町の産品を使ったメニューが盛りだくさん！是非、ご賞味を！
149 伊予市 中山・双海地区特産品や「愛」あるブランド認定のびわ葉茶の販売
150 松野町 四万十川の上流松野町！美味しい森の国グルメ揃いました！！
151 西条市 水の都西条の旬の野菜・果物・加工品等の販売
152 上島町 自然豊かな島で育った農産物は安心安全です。是非ご賞味下さい。
153 久万高原町 久万高原町の特産品販売。スイーツの「プティ・クリフ」初出展！
154 東温市 自然豊かで住みやすい東温市から素敵なモノをお届けします。
156 新居浜市 魅力ある本物の素材と熱い心で磨かれた、新居浜自慢の逸品です。
157 四国中央市 特産のお茶の販売！予約待ち霧の森大福が登場します。
158 宇和島市 焼きたての太刀魚巻、とろけるわらび餅、おいしい蜂蜜を販売！！
160 内子町 内子産の新鮮果実と肉厚しいたけ、小田うどんや伝統の下駄など。
161 今治市 鯛だしラーメン・鯛めし・タコ飯・じゃこ天・からあげ・花苗等
163 砥部町 砥部町の特産品である砥部焼・梅製品・手づくり加工品などの販売
164 松前町 特産品の珍味・ハモなど使用の絶品料理・町内業者による焼きカキ
172 大洲市 大洲ええモン！実演あまごの塩焼き、手造り甘酒・醤油、伊予灘産いりこ他♪
174 鬼北町 鬼北の味覚を一堂に集めました！鬼級の味をご堪能ください！

121
中国やまなみ街道全線開通記念 

松江・尾道紹介コーナー
松江・尾道のいいもの旨いものが大集合します。

165 JAえひめ中央 柑橘王国えひめのニューヒロイン紅まどんなの販売開始！
166 愛媛県産ゴールドキウイ 愛媛県産ゴールドキウイの試食及び販売、ゼスポン抽選会
167 道後スイーツ物語 道後のお店が作る、愛媛の恵みが詰まったロールを味わって下さい。
168 愛媛ブランド牛 赤味と脂肪のバランスの良いヘルシーな肉質を味わって下さい。
248 えひめ国体・えひめ大会パネル展 えひめ国体・えひめ大会パネル展（グッズ・プレゼントもあります）

250
松山市海外姉妹・友好都市コーナー

（松山市　観光・国際交流課）
パネルやパンフレットなどで松山市海外姉妹・友好都市を紹介します。

250 松山市海外姉妹・友好都市コーナー
（ドイツ　フライブルグ市/地酒屋みやおか）

本場のドイツビール・ワインを味わえます！販売もしています！

250
松山市海外姉妹・友好都市コーナー

（アメリカ　サクラメント市/河原パティシエ・医
療・観光専門学校　河原高等専修学校）

アメリカをイメージできる大きめのホットドックを販売します。

250 松山市海外姉妹・友好都市コーナー
（韓国　平澤市/韓流ダイニング　オモニ）

チヂミなど韓国の食を通して韓国を知っていただきます。

210 おてて・えひめ 絵本作家サトシンさんと絵本＆おてて絵本を楽しみましょう！
211 松山市児童館・児童センター 臨時児童館・児童センター
213 人間力育成事業販売体験ブース 体験学習を通じた人間力育成事業生産成果品販売体験ブースです。
214 ふわふわ展示 恐竜バルーン展示や化石発掘体験・おゆまるを使った古代生物作り
215 NHK松山放送局 どーもくんやNHKの人気キャラクターとゲームで一緒に遊ぼう！
216 愛媛県技能振興コーナー ものづくりの楽しさや難しさを体験できます。（小・中学生対象）

217
ポリテクセンター愛媛　
ものづくり体験教室

親子でからくり屏風やメダル作成に挑戦できます。（体験料無料）

118 （有）　愛トリノ 地元で製造された画期的な治療用膝装具の開発者による体験展示
132 （株）オトガ アド・カバー、カラーコーン　（防災用品）

特別企画コーナー

キッズゾーン

すごVenコーナー

愛媛県下市町コーナー



えひめ・まつやま産業まつりwithメディアパーティー　「すごいもの博2015」　出展ブース紹介
小間
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チラシ表示名 出展内容

7 アサヒビール（株）松山支社 底から湧き上がるスーパードライを体感して下さい
127 資生堂 魔法のミラーであなたのキレイを引き出すリップカラー見つけます
129 （株）ビージョイ 愛媛が誇る甘とろ豚を使ったフランクフルトや豚テキ串等を販売。
134 伊予鉄道（株） 車内券を作って車掌さんになろう！プラレール展示もあります
138 ナイス（株）・ナイスホーム四国（株） 住生活産業分野で全国展開するナイス。地震に強い家と木材を展示
139 四国電力（株） 四電グループで電気・通信のことを楽しく美味しくお伝えします。
239 伊予銀行 愛媛いやしの食材を使用したおもてなしスイーツをご賞味下さい。
240 株式会社　愛媛銀行 四国カルスト天然水「ぞっこん」ご当地サイダー道後サイダーゆず
241 愛媛信用金庫 ビジネスマッチングフェア出展企業によるスイーツの販売をします
242 JAバンクえひめ 愛媛県産のもち米を使ったおもち販売。もちつき体験も行います。

231 やきとりの名門　秋𠮷 本格炭火焼きによる秋𠮷のおいしい焼き鳥をどうぞ
232 坊ちゃん本舗 ごちそうさま、また来るよ！手づくりコロッケ・ひれかつバーガー
233 monomono・モノモノ やきめんことやきそばの移動販売車monomonoです。
234 あげんどう 伊予塩麹唐揚
235 アウルカフェ コーヒーやクレープを販売する移動式ネコバス風カフェです。
236 遊子漁業協同組合 女性部 遊子の鯛をまるごと使ったおいしい鯛めし。
237 きまぐれ市 出展店舗24店
238 創楽市 出展店舗24店
243 チラシ配布所
244 総合案内
245 まいご・救護
246 授乳室
247 メディアパーティ

協賛企業コーナー

キッチンカーコーナー


