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0事業概要

′
宿泊、レストラン、宴会、スホーツ施設

●所在地/伊予市下三谷1761-1
●受入可能日 (時間)′

′
平日9100～ 18:00● 見学所要時間

′
約 13寺間

●見学予約
´
施設見学・施設利用 |よ 必要 ●受入可能人数 20人

●必要経費 (入場料等 )ン 無料

●駐車場 3́00台 (大型八ス可)●特記事項′店内禁煙

●http://www welpialyo ip/

●事業概要 ′日刊新間のE口刷発送
●所在地 伊予市下三谷1‐7
●受入可能日(時間)月～金曜日(祝日、年末年始除く)時間は申込時に相談
●見学所要時間/約90分 ●見学予約 1カ 月前に必要 ●受入可能人数 /申 込時に相談
●必要経費 (入場料等)′ 無料 ●駐車場 有 (大型バス可)

●特記事項
′
見学受け入れは平成25年 10月頃を予定しております。

●http://www ehime‐ np cojp/

TEL 0890935‐2012

●事業概要/水産物を中心とする食品の製造・販売
●所在地 ′́伊予市下吾川1693‐11

●受入可能日(時間)′
/平 曰9130～ 12100.13:30～ 16100● 見学所要時間′/約 1時間

●見学予約 ′́2週間前に必要 ●受入可能人数
´
5～30人の団体を対象

●必要経費 (入場料等)無料 ●駐車場
′
有 (大型バス可)

●特記事項´構内では禁煙、1最影禁止。同業者見学不可
●http://www okabe‐ group.com/

●事業概要 /「鰹節・だし」を中心とする食品の製造・販売
●所在地/伊予市下三谷字明星田262‐ 1

●受入可能日(時間)/月 ～金曜日の工場稼働日(繁忙期除く)9:00～ 16:00
●見学所要時間

′
約1時間 ●見学予約 ′原貝」1ケ月前に必要

●受入可能人数′10～ 40人の団体を対象 ●必要経費 (入場料等)//舗料
●駐車場/有 (大型バス可)●特記事項′見学ラインは2Fにあり階段を使用(エレヘーターなし)

●http://www yamakicoip/

TEL 089‐ 9812‐1231
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●事業概要´水産業の研究・指導

●所在地/伊予市森甲121‐ 3
●受入可能日 (時間)土 、日曜日・祝祭日・年末年始除く8:30～ 17:00
●見学所要時間

/1時
間 ●見学予約

′
不要 (特記参照)●受入可能人数 /′ 100人

●必要経費 (入場料等)´無料 ●駐車場 20台
●特記事項

′
団体等て案内の必要な場合は予約をお願しヽします。

●http://www14 ocn neip/~saiSiken/index htin

TEL 089‐983‐5378

●事業概要 /都市近郊型森林レクレーション施設

●所在地 伊予市上三谷

●受入可能日 (時間)′ 12月 23日 ～1月4日 を除く9100～ 17:00
●見学所要時間

′
フイールドアスレチック15～2時間 ●見学予約′キャンブ場、研修室等は必要

●受入可能人数 研修室60名 、キャンプ20サ イト●必要経費 (入場料等)無 料

●駐車場 100台 ●特記事項´バンカロー2棟 (無料 )

●http://www aimorilp/park/

TEL 089‐983‐3069
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●事業概要 /特産物・シャーベット・アイスクリーム販売、そば打ち体験、食堂

●所在地 ′′伊予市中山町中山子271
●受入可能日 (時間)′

´
平日10:00～ 16:00(土 。日祭日も含む)

●見学所要時間 約2時間 ●見学予約´1週間前に必要

●受入可能人数 /そば打ち体験4～40名
●必要経費 (入場料等 )′ 無料 (1旦 し、そは打ち体験は有料)●駐車場′′40台 (大型可 )

●http:/ノ www kuri‐ sato lp/

||″
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t止色⌒r)「
●事業概要 じやこ天、たこ焼きづくりの体験

●所在地′伊予市双海町高岸2326番地

●受入可能日 (時間)平 日9:00～ 12:00・ 13:00～ 16:00
●見学所要時間 約 1時間 ●見学予約 /前 日まてに必要

●受入可能人数
′5～ 30人 ●必要経費 (体験料 )′

/1人 1,000円
●駐車場′150台 (大型3台 )

●http://wvwvv futamiseaside com/
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●事業概要 /いりこ、釜揚げしらすの製造

●所在地/伊予市双海町上灘5960‐ 1

●受入可能日 (時間 )´
/工場稼働日9:00～ 16100

●見学所要時間 30分 ●見学予約 必要 (当 日可 )

●受入可能人数 ´10～ 20人 ●必要経費 (入場料等 )′
′
無料

●駐車場 ′10台
●http://ameblo,p/kaminadakyoueiami

TEL 089‐ 986‐1737 TEL 089‐ 986‐0205 丁EL 089‐96800636
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