
すごいもの博2022　出展内容一覧 ※当日、出展内容が変更になる場合があります

小間

番号
区分 看板表示名 出展内容

1 展示 EHIME MixingPark CK 誰でも気軽に楽しめるパルクールなどの都市型スポーツの体験会

2 物販 ヘルストロン 健康寿命の延伸をめざし、自然治癒力を高め健康への確かな効果。

3 展示
生命の貯蓄体操

Conditioning for Wellness
全国誌に掲載！47年続く松山生まれのセルフケア！呼吸法体験も

4 展示 ポリテクセンター愛媛　ものづくり体験教室 真ちゅうメダルに色々な文字や形を付けよう！（体験料無料）

5 展示 NHK 松山放送局 SDGsについて楽しく学ぼう！キャラクターと写真もとれるよ！

6
展示・

体験
愛媛県環境政策課・循環型社会推進課 地球温暖化対策と循環型社会について楽しく学ぼう

7 展示 ㈱ダイキアクシス・サステイナブル・パワー 使用済み天ぷら油からできる環境に優しいバイオディーゼル燃料

8 飲食 中華そば　瓢太 松山のソウルフード、どこか懐かしくて優しく甘いスープが人気！

9 飲食 艶吉 県内外に15店舗を経営する艶吉グループが地産地消を掲げ出店。

10 飲食 さくら食堂 愛媛県産のしらす、レモンを使ったオリジナルラーメンを提供。

11 飲食 焼鳥　平田商店 「うまい」「安い」が売りの店新鮮な「松山どり」を使用した本格炭火焼鳥店

12 飲食 ココチ 究極の健康食「愛媛県産はだか麦入りス-プカレ-」をどうぞ！

13 飲食 やきとり処　yumedori 店舗で大人気の国産鶏を使用したやきとり丼です。タレも自家製です。

14 飲食 ま・あ・み

15 飲食 ジェラテリアUNO 愛媛県産の原材料をメインに使用したイタリアンジェラート

16 飲食 セルフトッピングからあげ からや 嚙んだ瞬間に肉汁が溢れ出す！唐揚に8種類のトッピングかけ放題

17 飲食 うなぎ屋あけまや うなぎ専門店あけまやの産業まつり限定弁当を是非ご堪能ください

18 飲食 イスタンブール・テラス 愛媛県産の地鶏を使った美味しいケバブロールを食べて下さいね！

19 飲食 TONNY'S HOUSE フルーティーな甘みの中にスパイシーな辛さを味わえるカレーです。

20 飲食 元祖かっしゃ焼　松山店 たこ焼きのたこのかわりにかしわが入った「かしわ焼」。

21 飲食 eight one cafe 淡路牛を１００％使用　塩と胡椒のみの味付けにこだわりました

22 飲食 美麗　ーMiRaiー モッツァレラ.チーズハットグと旨辛ヤンニョンチキントッポギ！

23 物販 あにまる 365 ＆ ひかりと希望 手作りの布小物・木工品・レジン作品・スイーツ・花苗等の販売

24 物販 アイアン家具・雑貨　U-CRAFT×すずらん アイアン家具・雑貨（オーダーメイド承ります）、レジン雑貨

25 展示 愛顔の子育て応援アプリ「きらきらナビ」 愛顔の子育て応援アプリ「きらきらナビ」の使い方を紹介します♪

26 物販 佐川印刷(株) 松山の風景画展示や松山愛を試されるすごろくゲームを行います。

27 物販 ナリスビューティステーション　DeI'm ワンコインでハンドエステ　角質ケアして美しい手を体感ください

28 飲食 田那部青果 ニッポン全国おやつランキンググランプリを受賞した柑橘ゼリー

29 飲食 AIKA & ルポ 厳選果実を使用した究極のフルーツサンドと絶品焼き菓子のコラボ。

30 飲食 ピースフル　コーヒー　ロースター コーヒー、クラフトコーラetc。露店限定メニューでお出迎え！
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31 物販 きねつき餅・餅人　（有）小林商店 たまごバターもち販売中！伝統の味いなり他も　ご準備しております。

32 飲食 焼肉ハラミ屋 焼肉ハラミ屋自慢の柔らかくジューシーなハラミ焼きをどうぞ!

33 飲食 PECO 久万高原産の久万山しょうゆを使用したからあげを是非一度！

34 飲食 キッチン加藤　by桜秋桜 フレンチシェフの作る和牛肉カレーと牛１００％煮込みハンバーグ

35 飲食 ヒーロー☆スター じっくり煮込んだ骨付き鳥と野菜をのせたフルーティなカレーです

36 飲食 ＴＨＲＥＥ ＦＩＳＨ ＣＯＦＦＥＥ １杯のコ―ヒ―から繋がりと至福のひとときを届けたい

37 飲食 ルンルン ふわぁとろの玉子で焼きそばをくるみます。

38 飲食 榮光酒造（株） 自慢の日本酒、リキュール等を試飲及び販売いたします。

39 物販 みつばちのダンス（はちみつ） えひめ・まつやま・中島産１００％の純粋はちみつ各種

40 物販 忽那醸造（株） 醤油・味噌・ゆずポン酢などの販売

41 飲食 焼きそば「こりびんぐ」 愛媛県産の食材を使った焼きそば

42 飲食 いよてつ会館 石鎚山SA上り線限定‼『瀬戸の塩だれ』リピート率No１‼

43 飲食 寿浬庵 寿浬庵の大人気商品。香り引き立つ甘とろ豚のキーマカレー。

44 飲食 からあげ工房KUKU 県内産の醬油を使用したジューシーで旨味の凝縮した鶏唐揚げです

45
飲食・

物販
松山商工会議所女性会 女性会自慢の特性料理等を販売します。

46 物販 stog&maririn 手縫いレザーアイテムとアクセサリー

47 展示 （株）三五屋 遠隔地から等身大キャラクターをリアルタイムで映すシステムPR

48 物販 まな媛プロジェクト 廃材の米袋とデニムで制作したSDGsライスバックで地域創成！

49 展示 （株）ニトムズ ニトムズが誇る製品の紹介と驚きの機能を体験いただきます

50 展示 ポーラ　ザ　ビューティ　松山城北店 ハンド・ヘッド・首肩から選べる無料マッサージ体験。

51 物販 手づくりの店　ワンズオ～ン 県内の約210名の手づくり作品を販売している創業29年の店

52 運営 チラシ配布所 チラシ配布所

53 飲食 まるイチゴファーム 減農薬で大切に育てたイチゴで作る濃厚イチゴスムージーを販売。

54 飲食 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！北条野菜の自家製ピクルス

55 飲食 ドイツハウス ドイツソーセージやドイツパン＆焼菓子とドイツビール＆ワイン等

56 飲食 アサヒビール㈱ 地元愛媛県産のスーパードライをお楽しみください

57 飲食 ガジュマルPIZZA 自家製PIZZA生地に松山産トマトソースのマルゲリータ

58 飲食 ＮＵＭＢＥＲ８０８ 愛媛の海産物や野菜、柑橘を多くの人に届けています！

59 飲食 餃子はあさの　浅野食品（株） 愛媛発の『餃子フライ』３種の味で新登場‼

60 物販 （株）えひめ飲料 「こだわりは、まじめです。」
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61 飲食 松山商工会議所 ＮＥＸＴ ＯＮＥ ブース 松山商工会議所NEXTONE受賞製品の販売をいたします。

62 物販
中国やまなみ街道沿線 ４商工会議所

（松江・尾道・今治・松山）コーナー
中国やまなみ街道から松江・尾道の旨いものがやってくる！！

63 飲食 レストランモルゲンビアホール 自家製手造りソーセージで、ホットドックを焼きソーセージも有り

64 飲食 いちご日和 いちごが主役の「いちごシェイク」をぜひご賞味ください。

65 物販 ピーロートジャパン(株) 世界のワインを無料試飲！予約販売！

66 飲食 DD4D BREWING 今回も新作を含む複数のオリジナルビールをご用意いたします！

67 展示 愛媛県石油商業組合・石油連盟 防災性・環境性に優れた石油給湯器・暖房機の展示および説明

68
展示・

体験
愛媛県食肉消費対策協議会 愛媛県産お肉は安心安全です。県産和牛の焼肉試食とアンケート

69 展示 ㈱KDDI エボルバ 松山センター 当社が松山市内で展開しているコンタクトセンターを紹介します

70 展示 松山観光港ターミナル㈱ 松山の海の玄間口である松山観光港の魅力を情報発信します

71 協賛 ダイドードリンコ（株） 自販機で飲料３本購入でガラポン！愛媛オレンジバイキングスグッズ等当たります

72 協賛 まちづくり松山 地域の決済サ―ビスまちペイのPR。無料くじでプレゼントあり！

73 協賛 晴れパン・ゲンマル 産業まつり限定！晴れパン、ゲンマルのベーグル、唐揚げ販売

74 協賛 しらさぎ舎 季節に応じた旬の素材を使ったフルーツ大福を提供するお店です。

75 協賛 （株）フジトラベルサービス お勧め旅行商品や道の駅ふたみで人気の地域産品を販売します

76 飲食 九代目能三食堂 道後の老舗食堂の看板メニュー道後からあげ是非御賞味下さい。

77 協賛 キリンビール（株）松山支店 “おいしいとこだけ搾ってる。“キリン一番搾りをお楽しみ下さい

78 協賛 四国明治（株）松山工場 全国でも四国明治松山工場のみで生産しているカールをＰＲします

79 協賛 とりからくん 甘辛のタレにスパイスを合わせたクセになる味のからあげです

80 協賛 太陽石油（株） ﾉベルティの配付を行います。数に限りがありますのでお早めに！

81 協賛 IBGメディア HimeKyunFruitCanチェキチャ！特典会ブース

82 団体 松山街商協同組合

83 飲食 青井商店

84 飲食 浪花堂

85 飲食 タピオカ工房　しし丸

86 飲食 越智商店

87 展示 松山市ことばのちから実行委員会 松山市のことばのちからの取り組みをＰＲします。

88 飲食 NPO法人活き生きふれ愛えひめ

89 飲食 明石屋

90 展示 松山市　海外姉妹・友好都市紹介 松山市の海外姉妹・友好都市を紹介
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91 展示 道後温泉事務所 道後温泉のＰＲブ―スです。今の道後の様子をぜひご覧ください。

92 飲食 八七金

93 飲食 興居島　水月焼

94
展示・

体験
愛・野球博実行委員会 愛媛の文化である野球について、観て・体験してみませんか？

95 飲食 　（公社）松山青年会議所 中学生から発信！えひめ県産×スイーツ

96 展示 松山市公営企業局 まつやまの「ミズノコト」水道・下水道の取り組みを紹介します！

97 飲食 増田商店

98 飲食 西岡商事 浪花堂

99
友好都

市
北海道　旭川市・稚内市・紋別市 北海道の道北エリアを紹介！試食・試飲・オリジナルグッズプレゼントもあります！

100
友好都

市
大分県　別府市・臼杵市 仏にする？地獄にする？　豪華景品があたるガラポン抽選会！

101
友好都

市
神奈川県　横須賀市 海軍割烹術参考書のレシピをもとに現代に復元したカレ―です

102
友好都

市
高知県　高知市 土佐の日曜市が松山にやってきました！新鮮な農産物をどうぞ。

103
友好都

市
鳥取県　米子市 地元の原材料を使用したラテや地ビ―ルを販売（抹茶や大麦）

104
友好都

市
広島県　広島市・廿日市市・呉市 広島の特産品が当たる抽選会開催！無料で参加できます！

105
友好都

市
奈良県　斑鳩町 （いかるがちょう） 世界文化遺産・法隆寺のある斑鳩町の名産と歴史をお届けします。

106
友好都

市

石川県小松空港協議会・

のと里山空港利用促進協議会
羽田空港乗換で実は安く早く行ける石川県の魅力を観光大使がＰＲ

107
展示・

体験
ひめの凜 愛媛のブランド米「ひめの凜」の試食とはだか麦茶の試飲あり！

108
展示・

体験
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。

109 物販 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を即売します

110 飲食 えひめのおさかな舌品グルメ 愛媛のお魚を使った舌品グルメをぜひお召しあがりください！

111 協賛 松山中央郵便局 年賀はがき、記念切手等販売中。お荷物の全国発送も承ります

112 協賛 （株）オートサービスエム イタリアとアメリカを代表する４ブランドの展示。

113 協賛 愛媛県軽自動車協会 愛媛県軽自動車協会は「軽トラ市」を推奨します。

114 展示 愛媛ダイハツ さらにスタイルに磨きがかかった新タントの展示。

115
展示・

物販
伊予織物工業協同組合 なつかしの伊予かすり織機の展示と愛媛の雑貨品などの販売です。

116
展示・

物販
伊予水引金封協同組合 自宅で楽しめる水引キットや水引そのものの販売も致します。

117 物販
愛媛県青年農業者連絡協議会

（松山地区・愛南地区）
“まじめ“ な青年農業者が作った鮮度抜群の“旨い“ をたんと召しあがれ！

118 物販 エコえひめ農産物市場 【農薬・化学肥料不使用】エコえひめ農産物のお米や野菜の販売

119 物販 愛媛県農山漁村生活研究協議会 地域の産品を使った加工品を選んでアイスにトッピングできます。

120 物販 愛媛県漁協女性部連合会 地元で捕れたお魚を使った旬の味をお届けします！！
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121
展示・

体験
えひめ南予きずな博 南予全域で開催中の「きずな博」をPR。南予の魅力を届けます！

122 展示
ねんりんピック愛顔のえひめ2023

松山市実行委員会
ねんりんピックオリジナル缶バッジづくりを実施

123
展示・

体験
ねんりんピック愛顔のえひめ2023 実行委員会 来年開催するねんりんピック愛顔のえひめ2023をPRします！

124
展示・

体験
愛媛県林材業振興会議 県産材を使った木工体験や、愛媛の森林林業に関するパネル展示。

125 物販 愛媛県森林組合連合会 「愛」ブランド安心安全の愛媛県産原木乾しいたけの販売をします。

126
展示・

物販
（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

127 物販 （株）今城木材センター 県産材を活かした木製品の展示販売です。

128 物販 愛媛県木材協会松山支部 愛媛県産の木材を使用した木製品・まな板腕時計食器小物等々。

129 物販 たま工房 無垢の木で手作りしたキッチン小物インテリア用品アクセサリー等

130 市町 伊予市 「ますます、いよし。ブランド」認定のびわ葉茶の販売

131 市町 西予市 標高差1400mが育む「ジオ（大地）の恵み」食べてってや！

132 市町 今治市 美味しい鯛めしやじゃこ天、かわいい花苗や多肉植物登場します。

133 市町 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。

134 市町 宇和島市 自家養蜂蜂蜜や温州みかんジャム等、美味しいものが揃っています

135 市町 西条市 周桑和紙と漆を使用した漆器とこだわりの鶏肉製品を販売します。

136 市町 松前町 松前町特産の海産物や珍味、はだか麦をぜひ御賞味ください！

137 市町 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

138 市町 八幡浜市 八幡浜の新鮮でおいしいみかんをこの機会に是非ご堪能ください。

139 市町 砥部町 砥部町の特産品などの販売

140 物販 砥部焼　陶和会 砥部焼の販売と絵付け体験を行います。是非お越し下さい。

141 物販 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）を安値で販売

142 市町 久万高原町 高原の町がまじめに作った農産物や加工品をお届けします

143 市町 松野町 四万十川上流の森の国松野町から美味しいものたくさん届けます。

144 市町 四国中央市 四国中央市産品を使った飲食物・お茶・お菓子の販売

145 市町 鬼北町 鬼の棲むまち鬼北町の特産品をこの機会に思う存分ご堪能ください

146 市町 大洲市 大洲のええモン♪あまごの塩焼、肱川ラーメン、とんくりまぶし

147 市町 上島町 自然豊かな島で育った農水産物は安心安全です。ご賞味下さい。

148 市町 東温市 東温市の自然とひとが心を込めてつくった品々です。

149 市町 内子町 内子産のおいしい特産品の販売やソーセージの実演販売をします

150 市町 愛南町 愛南町の産品を使ったメニューが盛りだくさん。ぜひ、ご賞味を！
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151 協賛 ヤマト運輸（株） 「宅急便はスマホで送れる」を体験してみよう

152 物販 えひめ中央農業協同組合 愛媛の新食感、紅まどんなを中心に新鮮な青果物を販売致します。

153 物販 愛媛県菓子工業組合 手作り和菓子専門店の伝統の技と味をご賞味ください。

154 物販 愛媛県酒造協同組合 愛媛県の蔵元ご自慢の地酒をセットにしてお持ち致します。

155 飲食
愛媛県鳥獣害防止対策推進会議

 （企業組合 愛南ジビエ）
愛南町で有害捕獲された猪、鹿の肉を皆様にお届けいたします！

156 展示 （一社）愛媛県法人会連合会 法人会では少子化対策と働き方改革の推進に取り組んでいます。

157 展示 愛媛県行政書士会 身近な街の法律家「行政書士」に関するご案内を行います。

158
展示・

物販
シルクフェア お肌に優しいシルク製品を身につけてみませんか？

159
展示・

体験
（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。

160
展示・

体験
えひめさんさん物語フォローアップ協議会 環境に優しい紙の良さと、紙のまち四国中央市の魅力を知ろう

161
展示・

体験
環瀬戸内海地域交流促進協議会 環瀬戸内海地域の食としまなみ海道のサイクリングを紹介します。

162
展示・

体験

愛媛県土木管理課・

愛媛県建設産業団体連合会
地域の生活を守る建設産業の魅力をお伝えします。

163
展示・

物販
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？

164
展示・

体験
愛媛県南予地域農業遺産推進協議会 「農業遺産ってなに？」と思った方はぜひお立ち寄りください。

165
物販・

飲食
石鎚黒茶生産関係者連携協議会 西条市に古くから伝わる後発酵茶「石鎚黒茶」を試飲販売します

166
展示・

体験
松山空港利用促進協議会 松山空港（国内・国際線）のご紹介。公式LINE登録で抽選会！

167
展示・

体験
水土里ネット愛媛 農業農村の持つ多面的機能や環境保全活動の取り組みの紹介

168 物販 「広がれ！ふるさと松山の心」書籍販売 郷土の偉人・先人のお話などをまとめた本の販売

169 展示 INPIT 愛媛県知財総合支援窓口 特許・商標等の知的財産に関する悩みや課題など無料相談会の開催

170
物販・

飲食
Ethnic Green Farm 廣川農園 一度食べたら病みつき！パクチーグリーンカレー登場です！

171
展示・

物販
愛媛県国際農業者交流協議会 ～君も海外に宝物を見つけに行こう！～海外農業研修生大募集‼

172 物販 らくれん らくれん牛乳です。牛乳、ヨーグルト、デザート等を直売します。

173 物販 JA松山市 松山市農協管内で収穫した農産物の販売

174 協賛 norox モバイルコム 地元愛媛産！ノロックスの高い除菌消臭効果をご体験ください！

175 飲食
愛媛県肉牛生産者協議会

JA 愛媛養豚経営者協議会
伊予牛「絹の味」、「ふれ愛・媛ポーク」の焼肉をご賞味あれ！！

176
物販・

飲食
愛媛県養鶏協会 新鮮卵の販売★　唐揚げの販売！　県内産でおいしいよ！！

177 物販
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、国産原料にこだわった、つきたてのお餅の販売

178 飲食 Django's Burrito 本格的ながらも小さな子供でも食べられるメキシコ料理の専門店

179 飲食 MONOMONO 手作りソースやきそばことやきめん！をよろしくお願いします。

180 飲食 anDyoU 独自の絶妙な配合！自慢のバナナジュース　是非ご賞味下さい！
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181 飲食 ODEON 丸山農場の朝どれ卵を使用して作る「松山バスクチ」をお楽しみに

182 飲食 古川屋台ソウヅ キッチンカー 出汁と麺にこだわった古川屋台ソウヅのラーメンです！

183 展示 松山市交通安全教育車 歩行者・自転車・ドライバー目線での道路通行体験及び能力診断

184
軽トラ

市
いよひめ農園 松山市産の柑橘、ジュース等販売します。

185
軽トラ

市
ごごにゃんファーム みかんやジュース、ジャム等の加工品やオリジナル焼き菓子を販売

186
軽トラ

市
仲良し手作り仲間店 多肉植物・鉢植・野菜・手作り小物（服、袋類、ニット製品）木工品

187
軽トラ

市
㈱スズキ自販松山 8月発売の車、商用タイプのスペーシアで愛媛県産の野菜果物を販売

188
軽トラ

市
生活協同組合コープ自然派しこく オーガニック、自然食品販売で松山→東予地区を宅配しています。

189
軽トラ

市
アイシン自動車㈱ 軽キャンピングカーで新しいライフスタイル。ワインの飲み比べ

190
軽トラ

市
百笑 愛媛県怒和島産の柑橘（みかん等）と無農薬のお米をと野菜を販売します

191
軽トラ

市
（株）EPOCK 愛媛ならではの商品　柑橘やSDGz・食品ロス問題に取組む商品

192
軽トラ

市
フォーチュン 無農薬・無化学肥料の野菜や健康志向の方に喜ばれる品物を販売

193
軽トラ

市
エヒメエンゲージファーム㈱ 宇和島の種類豊富な柑橘ジュースと収穫したての温州みかんを販売

194
軽トラ

市
Moms Kitchen HANA　MANA 彩豊かなおむすびは農家直送米。お惣菜や焼菓子も！

195
軽トラ

市
LIBELLU(りぶる）とシェゼリコ パン・パニーニ・焼き菓子・グリューワイン・肉・煮込み料理

196
軽トラ

市
バイク乗りの菓子工房 焼き菓子の販売。いつも愛用のバイクでデリバリー。

197
軽トラ

市
Coffee Cub できたてのコーヒーを提供します。

198
軽トラ

市
松浦農園 湧き水で作るお米とお正月みかんの温州ミカン中生南柑20号を販売

199
軽トラ

市
渡部農園 みかん（温州石地）・梅干し・しきび・柿を販売します

200
軽トラ

市
葉っぴーファーム 当園の新鮮野菜販売や搾りたての人参ジュース。黒にんにくの試食

201
軽トラ

市
天晴農園 明浜町みかん農家の温州みかんとみかんジュース！

202
軽トラ

市
ぷらいまりぃ 旬の冬野菜・先取り施設野菜・干し椎茸・富有柿・野菜オイル漬等

軽トラ

市
（26日）∞農Harvest 八西地区（八幡浜市・伊方町）のマーマレードやジュース、焼き菓子等

軽トラ

市
（27日）てんねん農園 さつま芋・ブロッコリー・ほうれん草・人参・小松菜等の野菜販売。

軽トラ

市

（26日）愛媛県青年農業者連絡協議会

（大洲・喜多地区）
ラディッキオ・里芋・生姜・原木椎茸・バターナッツ・新米・ポン菓子

軽トラ

市
（27日）阪口農園・安藤農園 レモン・キウイ・新米・葉物などを販売します

205 協賛 伊予銀行 愛媛の産品を使った加工品を皆さまにご提供させて頂きます！！

206 協賛 愛媛銀行 ぞっこん水を使った生姜湯のおもてなし。道後ビール等の販売

207 協賛 愛媛信用金庫 創業明治元年の別子飴本舗。㈱登泉堂の夏季限定わらび餅を特別販売。

208 協賛 JAバンクえひめ 愛媛県産もち米を使ったおもち販売。もちつき体験も行います。

203

204
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209 運営 アンケート アンケート

210 運営 総合案内 総合案内

211 運営 まいご まいご

212 運営 救護 救護

213 運営 授乳室 授乳室

214 運営 メディアパーティー メディアパーティー

協賛 喫煙所 喫煙所

215 協賛
ＪＴ愛媛支社

ひろえば街が好きになる運動
「ひろえば街が好きになる運動」皆様のご参加お待ちしてます。

216 運営 コロナ感染症対策ゲート コロナ感染症対策ゲート


