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日本言語学会第 149 回大会に関する交通・宿泊情報《改訂版》 

 

（１）会場へのアクセス 

 

■公開シンポジウム・ワークショップ・口頭発表・ポスター発表会場 

愛媛大学城北（じょうほく）キャンパス（〒790-8577 愛媛県松山市文京町 3） 
〈トップページ〉http://www.ehime-u.ac.jp/ 
〈アクセス情報〉http://www.ehime-u.ac.jp/access/johoku/index.html 

 

（Ａ）松山空港から 

◆リムジンバス： 「道後温泉駅前」行きと「松山市駅」行きのどちら

でも可。「ＪＲ松山駅前」で下車〔約 15 分，310 円〕。 
➔「（Ｃ）ＪＲ松山駅から」へ 

◆タクシー： 会場まで約 25 分，約 2,500 円。 
 

（Ｂ）松山観光港から 

◆リムジンバス： 「道後温泉駅前」行きと「松山市駅」行きのどちら

でも可。「ＪＲ松山駅前」で下車〔約 20 分，460 円〕。 
➔「（Ｃ）ＪＲ松山駅から」へ 

◆タクシー： 会場まで約 30 分，約 3,000 円。 
 

（Ｃ）ＪＲ松山駅から 

◆路面電車（伊予鉄道市内電車）： ①番環状線（「松山市駅」行き）に

乗り，「赤十字病院前」で下車〔約 15 分，160 円〕，

北へ徒歩約 3 分。 
◆タクシー： 会場まで約 15 分，約 1,500 円。 

 
（Ｄ）松山市駅（伊予鉄道）から 

◆路面電車（伊予鉄道市内電車）： ②番環状線（「大街道（おおかいど
う）」経由，「松山市駅」行き）に乗り，「赤十字病院
前」で下車〔約 15 分，160 円〕，北へ徒歩約 3 分。 

◆タクシー： 会場まで約 15 分，約 1,500 円。 
 
 

■懇親会会場 

大和屋（やまとや）本店 

http://www.yamatoyahonten.com/ 
（電話：089-935-8880，〒790-0842 愛媛県松山市道後湯之町 20-8） 
〈懇親会参加者は当日，引き湯の大浴場を無料で利用可能〉 
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《研究発表会場から懇親会会場までのアクセス》 

◆徒歩： 懇親会会場まで約 20～25 分。 
〈口頭発表終了後，開催校スタッフが要所に立って案内をします。〉 

◆路面電車（伊予鉄道市内電車）： 「赤十字病院前」で①番環状線（「松山市駅」

行き）に乗り，「上一万（かみいちまん）」で下車。「道後温泉駅」行

きに乗り換え，終点の「道後温泉駅」で下車〔約 15 分，160 円〕，北

東へ徒歩約 5 分。 
〈口頭発表終了後，開催校スタッフが要所に立って案内をします。〉 

◆タクシー： 懇親会会場まで約 10 分，約 800 円。 
 

 

 

（２）宿泊情報 

 

◎研究発表等会場までお越しになるのに比較的便利で代表的な宿泊施設を以下に挙

げておきます。 
◎交通と宿泊がパックになったお得なものもありますので，それについては，御自身

でお調べになって御利用下さい。 
 

（Ａ）道後温泉街 

《研究発表会場へのアクセス》 

◆徒歩： 約 20～30 分。 
◆路面電車（伊予鉄道市内電車）： 「道後温泉駅」から乗り（どこ行きでも可），

「上一万（かみいちまん）」で下車。②番環状線（「松山市駅」行き）に
乗り換え，「赤十字病院前」で下車〔約 15 分，160 円〕，北へ徒歩約 3 分。 

◆タクシー： 約 10 分，約 800 円。 
《懇親会会場へのアクセス》 

◆徒歩： すぐ～数分。 
 

●大和屋（やまとや）本店 
http://www.yamatoyahonten.com/ 
（電話：089-935-8880，〒790-0842 愛媛県松山市道後湯之町 20-8） 
（引き湯の大浴場あり） 

●道後館 
http://www.dogokan.co.jp/ 
（電話：089-941-7777，〒790-0841 愛媛県松山市道後多幸町 7-26） 
（引き湯の大浴場あり） 

●ふなや 
http://www.dogo-funaya.co.jp/ 
（電話：089-947-0278，〒790-0842 愛媛県松山市道後湯之町 1-33） 
（引き湯の大浴場あり） 
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●道後山の手ホテル 
http://www.dogo-yamanote.com/ 
（電話：089-998-2111，〒790-0836 愛媛県松山市道後鷺谷町 1-13） 
（引き湯の大浴場あり） 

●茶玻瑠（ちゃはる） 
http://www.chaharu.com/ 
（電話：089-945-1321，〒790-0837 愛媛県松山市道後湯月町 4-4） 
（引き湯の大浴場あり） 

●花ゆづき 
http://www.hotel-hanayuzuki.jp/ 
（電話：089-943-3333，〒790-0837 愛媛県松山市道後湯月町 4-16） 
（引き湯の大浴場あり） 

●宝荘ホテル 

http://www.takaraso.co.jp/ 
（電話：089-931-7111，〒790-0836 愛媛県松山市道後鷺谷町 2-20） 
（引き湯の大浴場あり） 

 
●ホテル パティオ・ドウゴ 

http://www.patio-dogo.co.jp/ 
（電話：089-941-4128，〒790-0842 愛媛県松山市道後温泉本館前） 
（引き湯の浴場はないが，直前に道後温泉本館あり） 

●オーベルジュ道後 
http://www.auberge-dogo.com/ 
（電話：089-934-1414，〒790-0842 愛媛県松山市道後湯之町 1-26） 
（引き湯の浴場あり） 

●にぎたつ会館（公立学校共済組合） 
http://www.islands.ne.jp/nigitatsu/ 
（電話：089-941-3939，〒790-0858 愛媛県松山市道後姫塚 118-2） 
（引き湯の大浴場あり） 

●メルパルク松山 
http://www.mielparque.jp/matsuyama/ 
（電話：089-945-6411，〒790-0858 愛媛県松山市道後姫塚 123-2） 
（引き湯の大浴場あり） 

●KKR 道後ゆづき（国家公務員共済組合） 
http://www.kkrdogo.jp/ 
（電話：089-941-2934，〒790-0854 愛媛県松山市岩崎町 1-7-37） 
（引き湯の大浴場あり。道後温泉街までは少し離れており徒歩で約 10 分） 
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（Ｂ）大街道（おおかいどう）近辺 

《研究発表会場へのアクセス》 

◆徒歩： 約 15～25 分。 
◆路面電車（伊予鉄道市内電車）： ②番環状線（「松山市駅」行き）に乗り，

「赤十字病院前」で下車〔約 10 分，160 円〕，北へ徒歩約 3 分。 
◆タクシー： 約数分，約 700 円。 

《懇親会会場へのアクセス》 

◆路面電車（伊予鉄道市内電車）： 「道後温泉駅」行きに乗り，終点の「道後

温泉駅」で下車〔約 12 分，160 円〕，北東へ徒歩約 5 分。  
◆タクシー： 約 10 分，約 800 円。 

 
●松山全日空ホテル 

http://www.anahotelmatsuyama.com/ 
（電話：089-933-5511，〒790-8520 愛媛県松山市一番町 3-2-1） 
（引き湯の浴場なし）  

●松山東急イン 
http://www.matsuyama-i.tokyuhotels.co.jp/ 
（電話：089-941-0109，〒790-0001 愛媛県松山市一番町 3-3-1） 
（引き湯の浴場なし） 

●国際ホテル松山 

http://www.kokusai-h.jp/ 
（電話：089-932-5111，〒790-0001 愛媛県松山市一番町 1-13） 
（引き湯の浴場なし） 

●東横イン松山一番町 
http://www.toyoko-inn.com/hotel/00064/ 
（電話：089-941-1045，〒790-0001 愛媛県松山市一番町 1-10-8） 
（引き湯の浴場なし） 

●アビスイン道後・松山 
http://www.abis.ne.jp/dogo/ 
（電話：089-998-6000，〒790-0878 愛媛県松山市勝山町 2-3-3） 
（引き湯の浴場なし） 

●プレミアイン松山 

http://www.premier-inn-matsuyama.jp/ 
（電話：089-915-0011，〒790-0878 愛媛県松山市勝山町 1-18-1） 
（引き湯の浴場なし） 

●ホテルアビス松山 

http://www.hotel-abis.com/ 
（電話：089-941-9003，〒790-0001 愛媛県松山市一番町 4-1-8） 
（引き湯の浴場なし） 
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●松山ニューグランドホテル 
http://www.newgrandhotel.jp/ 
（電話：089-933-3661，〒790-0002 愛媛県松山市二番町 3-4-10） 
（引き湯の大浴場あり） 

 
 
 

（Ｃ）研究発表会場（愛媛大学城北キャンパス）近辺 

《研究発表会場へのアクセス》 

◆徒歩： 約数分～10 分。 
《懇親会会場へのアクセス》 

◆路面電車（伊予鉄道市内電車）： 「鉄砲町」で①番環状線（「松山市駅」行

き）に乗り，「上一万（かみいちまん）」で下車。「道後温泉駅」行き

に乗り換え，終点の「道後温泉駅」で下車〔約 15～20 分，160 円〕，

北東へ徒歩約 5 分。 
◆タクシー： 約 10 分，約 800 円。 

 

●ホテル泰平（たいへい）本館 
http://www.hoteltaihei.co.jp/ 
（電話：089-943-5000，〒790-0807 愛媛県松山市平和通 3-1-15） 
（奥道後からの引き湯の浴場あり） 

●ホテル泰平（たいへい）別館 
http://www.hoteltaihei.co.jp/bekkan/ 
（電話：089-921-3515，〒790-0807 愛媛県松山市平和通 3-1-34） 
（この別館には引き湯の浴場はないが，徒歩 1 分のところにある本館の引き

湯の浴場を利用可能） 
●サンガーデン松山 

http://www.sun-garden.jp/ 
（電話：089-926-4411，〒790-0807 愛媛県松山市平和通 3-2-10） 
（引き湯の浴場なし） 


