
※

電子スタンプラリー対象地・現地特典＆景品は裏面へ

四国八十八景を巡ってスタンプをゲットしよう！
スタンプをみせて現地で特典をもらおう！

さらにスタンプを集めればプレゼントに応募できる！

実施期間

さらさ にスタンプを集めればプレゼントに応募でできる！さらさ にス

施期間 2020年 9月19日　～11月30日土 月

STEP.1
スマートフォンで専用サイト
にアクセスし、ユーザー登録
の上、スタンプラリーに参加
※タブレット・PCは使用不可

STEP.2
四国八十八景の選定地
に着いたら位置情報
（GPS）等を使ってスタ
ンプをゲット！

STEP.3
現地で特典を受けられ
ます。  さらに条件を達成
するとプレゼント抽選
に応募できます。

電子スタンプラリーの利用やサイトへのアクセス、スタンプ取得や応募にかかる通信費は参加者の負担となります。通信環境圏外や機器の不具合・データ消去時のスタンプの保証はできま
せん。本企画は四国八十八景実行委員会が主催し、参加者の登録等には一般社団法人日本自動車連盟（JAF）のWebサイト「ドライブスタンプラリー」を利用します。お客様の個人情報は、本
企画の運営に関する以外の目的で使用しません。また、プライバシーポリシーに基づき厳重に管理します。（JAFプライバシーポリシー：https://jaf.or.jp/common/privacy）

参加方法

主催／四国八十八景実行委員会　
四国経済連合会／（一社）四国ツーリズム創造機構／四国運輸局／四国地方整備局／徳島県／香川県／愛媛県／高知県／
全日本空輸（株）／日本航空（株）／四国旅客鉄道（株）／西日本高速道路（株）／本州四国連絡高速道路（株）／（株）JTB／
楽天（株）／日本放送協会 松山放送局／ RSK山陽放送／四国なんでも 88箇所巡礼推進協議会

注意事項

四国八十八景プロジェクト

※選定地によっては特典がない場合もございます。

※

■本事業は（一社）四国クリエイト協会の助成を受けています。 協力 /（一社）日本自動車連盟 香川支部

電子スタンプラリー



詳細はWebをご覧ください！

徳島県選定地 香川県選定地 愛媛県選定地 高知県選定地

四国八十八景プロジェクト

留意事項

現地特典＆景品

四国らしい風景や街並みなどの景観を「四国八十八景」として選定し、その
魅力を広くプロモートしていくプロジェクトです。四国の素晴らしさを実感
できる「四国らしい風景」とそれを「眺める場所」をセットに選びました。

現地特典＆景品については、ドライブスタンプラリーもしくは四国八十八景プロジェクトホームページをご確認下さい。
なお、予告なく変更・中止となる場合があります。また、新型コロナウイルスの感染予防対策を徹底のうえご参加をお願い致します。

※電子スタンプ取得場所は予告なく変更・中止となる場合があります。最新情報はドライブ
　スタンプラリーをご確認ください。また、選定地87番は本企画の対象外となります。

四国八十八景プロジェクトとは

無料宿泊券
■一泊二食付き　1組（2名様）
■宿泊期間：当選発表後～令和3年7月31日まで（土、休前日除く）
■各宿泊施設にご宿泊日をご連絡ください。稼働状況によりご希望に添え
　 ない場合もございます。また、ご利用はご当選者様と他1名様に限ります。

・JR四国 ふせんメモ＆メモ帳&クリアファイル
・四国ツーリズム創造機構フリクションボールペン
・四国ダム一覧湯飲み＆四国ダム解説DVD「四国ダム巡りヨンダム」

・四国八十八景ピンバッチ＆マグネット 表彰状

・すだちくんクリアファイル＆阿波踊りメモ帳
・阿波踊りマウスパッド　・うどん県クリアファイル＆ボールペン
・「疲れたら、愛媛。」クリアファイル　・高知県 自然・体験キャンペーン　メモ帳

限定グッズや施設利用料金割引などの特典を多数ご用意
※数に限りがある場合がございます。
※選定地によっては現地特典がない場合もございます。

いずれか

いずれか

抽選

抽選

抽選

抽選

ことひら温泉
琴参閣

道後温泉
大和屋本店

新祖谷温泉
ホテルかずら橋

鳴門温泉
アオアヲナルトリゾート

あしずり温泉郷
足摺国際ホテル

計120名様

計60名様

計20名様

5組様

・ 全スタンプ（87箇所）を取得し、
  コンプリート賞に応募頂いた方のうち、
  先着10名様を対象

ドライブスタンプラリーに関するお問合せ先

JAF総合案内サービスセンター　ナビダイヤル 0570-00-2811［全国共通］9:00～ 17:30 年末年始休業
　　　　　　　　　　　　　　　通話定額プランをご利用の方　048-840-0036　E-mail：dstamp@jaf.or.jp

四国八十八景および本企画に関するお問合せ先

四国八十八景実行委員会事務局　E-mail：skr-s88k@mlit.go.jp

●所在地：四県共通

※メールでのお問合せは常時受け付けておりますが、営業日（9:00～17:00、土日祝、年末年始除く）に対応させて頂きますので回答までお時間を頂く場合がございます。

四国八十八景電子スタンプラリー対象地一覧

スリル満点！ 海上45mより見下ろす迫力の渦潮
●所在地：徳島県鳴門市
●電子スタンプ取得場所：渦の道（大鳴門橋遊歩道）周辺

絶景！ 鳴門海峡を一望できるレストラン
●所在地：徳島県鳴門市
●電子スタンプ取得場所：レストラン「カリフォルニア・テーブル」周辺

水面から望むケンチョピアと眉山の風景
●所在地：徳島県徳島市
●電子スタンプ取得場所：ひょうたん島周遊船の乗り場周辺

眉山ロープウエイから望む水都徳島の風景
●所在地：徳島県徳島市
●電子スタンプ取得場所：眉山ロープウェイ周辺

四季を体感できる県立神山森林公園イルローザの森
●所在地：徳島県神山町
●電子スタンプ取得場所：神山森林公園周辺

眼下に広がる悠久の大河 「四国三郎  吉野川」
●所在地：徳島県吉野川市
●電子スタンプ取得場所：岩の鼻展望台周辺

自然の造形美　阿波の土柱
●所在地：徳島県阿波市
●電子スタンプ取得場所：阿波の土柱展望台周辺

灯籠に浮び上がる うだつの町並み
●所在地：徳島県美馬市
●電子スタンプ取得場所：脇町うだつの町並み周辺

本楽寺の枯山水と雄大な吉野川のコラボレーション
●所在地：徳島県美馬市
●電子スタンプ取得場所：蓮華山　本楽寺周辺

二層うだつと鏝絵が際立つ  うだつの町並み
●所在地：徳島県つるぎ町
●電子スタンプ取得場所：貞光二層うだつの町並み周辺（織本屋を含む）

天に向かって大きな枝を広げた「加茂の大クス」
●所在地：徳島県東みよし町
●電子スタンプ取得場所：大楠公園（加茂の大クス）周辺

大空へテイクオフ！ 水の丸ふれあい公園
●所在地：徳島県東みよし町
●電子スタンプ取得場所：水の丸ふれあい公園周辺

船上から満喫する大歩危峡の渓谷美
●所在地：徳島県三好市
●電子スタンプ取得場所：大歩危峡観光遊覧船 乗り場周辺（大歩危峡まんなか）

日本の秘境  奥祖谷二重かずら橋
●所在地：徳島県三好市
●電子スタンプ取得場所：奥祖谷二重かずら橋周辺

西日本第二の高峰剣山からの大パノラマ
●所在地：徳島県美馬市・三好市
●電子スタンプ取得場所：剣山山頂周辺

紀伊水道から阿讃山脈まで広がるパノラマビュー
●所在地：徳島県佐那河内村
●電子スタンプ取得場所：大川原高原周辺

西日本最長ロープウェイからの和歌山まで望める雄大な眺め
●所在地：徳島県那賀町
●電子スタンプ取得場所：太龍寺ロープウェイ周辺

平等寺から眺めるお大師さん
●所在地：徳島県阿南市
●電子スタンプ取得場所：白水山 医王院 平等寺周辺

薬王寺から一望する「日和佐」の町並み
●所在地：徳島県美波町
●電子スタンプ取得場所：医王山　無量寿院　薬王寺周辺

潮の満ち引きで姿を変える「松ヶ磯」
●所在地：徳島県牟岐町
●電子スタンプ取得場所：牟岐町モデル木造施設「モラスコむぎ」周辺

海中観光船による竹ヶ島海域公園幻想クルーズ
●所在地：徳島県海陽町
●電子スタンプ取得場所：海中観光船ブルーマリン乗り場周辺

まるでヨーロッパの古城のような豊稔池堰堤
●所在地：香川県観音寺市
●電子スタンプ取得場所：豊稔池遊水公園周辺

連なる断崖絶壁と太平洋の広大な海原を一望
●所在地：愛媛県愛南町
●電子スタンプ取得場所：高茂岬周辺

季節風から暮らしをまもる石垣の里　外泊
●所在地：愛媛県愛南町
●電子スタンプ取得場所：外泊　石垣の里周辺

四季折々に楽しめる渓谷美　成川渓谷
●所在地：愛媛県鬼北町
●電子スタンプ取得場所：成川渓谷休養センター周辺

耕して天に至る　遊子水荷浦段畑
●所在地：愛媛県宇和島市
●電子スタンプ取得場所：遊子水荷浦段畑周辺

静寂に包まれた美しい苔庭
●所在地：愛媛県西予市
●電子スタンプ取得場所：ギャラリー喫茶「苔 」周辺

自然が創り出した華麗な姿の雪輪の滝
●所在地：愛媛県松野町
●電子スタンプ取得場所：滑床渓谷 雪輪の滝周辺

内子の伝統文化が薫るどこか懐かしい風景
●所在地：愛媛県内子町
●電子スタンプ取得場所：八日市・護国の町並み周辺（木蝋資料館 上芳我邸 を含む）

屋形船で味わう臥龍淵と不老庵
●所在地：愛媛県大洲市
●電子スタンプ取得場所：大洲まちの駅あさもや周辺

四国最西端　豊予海峡を見守る佐田岬灯台
●所在地：愛媛県伊方町
●電子スタンプ取得場所：椿山展望台周辺

八幡浜市向灘の段々畑
●所在地：愛媛県八幡浜市
●電子スタンプ取得場所：道の駅・みなとオアシス 八幡浜みなっと周辺

日本最古といわれる道後のシンボル「道後温泉本館」
●所在地：愛媛県松山市
●電子スタンプ取得場所：道後温泉本館周辺

勝山にそびえ立つ松山城から松山市街を一望
●所在地：愛媛県松山市
●電子スタンプ取得場所：松山城周辺

船上から楽しむ来島海峡急流
●所在地：愛媛県今治市
●電子スタンプ取得場所：道の駅 よしうみいきいき館周辺

市道を走る渡し船「三津の渡し」
●所在地：愛媛県松山市
●電子スタンプ取得場所：三津の渡し、三津浜港ターミナル周辺（※有料駐車場利用を推奨）

サイクリストの聖地と多々羅大橋
●所在地：愛媛県今治市
●電子スタンプ取得場所：道の駅 多々羅しまなみ公園周辺

亀老山山頂から望む来島海峡
●所在地：愛媛県今治市
●電子スタンプ取得場所：亀老山展望公園周辺

石鎚山系と燧灘の多島美をぐるっと満喫
●所在地：愛媛県西条市
●電子スタンプ取得場所：休暇村瀬戸内東予周辺

離島からのんびりとのぞむ穏やかな瀬戸内の風景
●所在地：愛媛県上島町
●電子スタンプ取得場所：インランド・シー・リゾート フェスパ周辺

自然が創り出した芸術の世界「滑川渓谷」
●所在地：愛媛県東温市
●電子スタンプ取得場所：滑川渓谷周辺

厳寒の氷像アート「白猪の滝」
●所在地：愛媛県東温市
●電子スタンプ取得場所：白猪の滝周辺

霊峰石鎚山・西日本最高峰からの眺望
●所在地：愛媛県西条市
●電子スタンプ取得場所：石鎚山周辺（土小屋、石鎚登山ロープウェイを含む）

霊峰石鎚の真正面　～史跡横峰寺道から名勝星ヶ森へ～
●所在地：愛媛県西条市
●電子スタンプ取得場所：石鈇山 福智院 横峰寺周辺

三島公園から眺める日本一の製紙工場群と瀬戸内海
●所在地：愛媛県四国中央市
●電子スタンプ取得場所：三島公園周辺

東洋のマチュピチュ「マイントピア別子 東平地区」
●所在地：愛媛県新居浜市
●電子スタンプ取得場所：マイントピア別子(端出場ゾーン)周辺

琴弾山から望む寛永通宝「銭形砂絵」
●所在地：香川県観音寺市
●電子スタンプ取得場所：県立 琴弾公園 銭形展望台周辺

絶景のパワースポット「天空の鳥居」からの眺め
●所在地：香川県観音寺市
●電子スタンプ取得場所：稲積山展望台周辺

日の入り前のマジックアワー「父母ヶ浜の夕日」
●所在地：香川県三豊市
●電子スタンプ取得場所：父母ヶ浜周辺

紫雲出山山頂からの瀬戸内海の多島美
●所在地：香川県三豊市
●電子スタンプ取得場所：紫雲出山山頂周辺

自然が織りなす幻想風景  ダブルダイヤモンド讃岐富士
●所在地：香川県丸亀市
●電子スタンプ取得場所：宮池周辺

聖通寺山山頂からの瀬戸内海と瀬戸大橋
●所在地：香川県宇多津町
●電子スタンプ取得場所：サン・アンジェリーナ周辺

雄大な瀬戸大橋を絵画のように観賞
●所在地：香川県坂出市
●電子スタンプ取得場所：東山魁夷せとうち美術館周辺

瀬戸内海と屋島、高松市街を一望
●所在地：香川県高松市
●電子スタンプ取得場所：花樹海周辺

天使の散歩道　エンジェルロード
●所在地：香川県土庄町
●電子スタンプ取得場所：エンジェルロード周辺

四方指からぐるっと見渡す瀬戸内海
●所在地：香川県小豆島町
●電子スタンプ取得場所：四方指・大観望展望台周辺

絶景を巡る離島の空旅「寒霞渓ロープウェイ」
●所在地：香川県小豆島町
●電子スタンプ取得場所：寒霞渓ロープウェイ山頂駅周辺

特別名勝「栗林公園」
●所在地：香川県高松市
●電子スタンプ取得場所：栗林公園周辺

屋島　獅子の霊巌からの夕景
●所在地：香川県高松市
●電子スタンプ取得場所：屋島　獅子の霊巌展望台周辺

大串半島から望む穏やかな瀬戸内海
●所在地：香川県さぬき市
●電子スタンプ取得場所：大串自然公園芝生広場周辺

ゴルファーだけのものじゃない！ 瀬戸内の風景
●所在地：香川県さぬき市
●電子スタンプ取得場所：志度カントリークラブ（レストラン）周辺

海上からの大地の歴史探訪！ 瀬戸内ジオサイト
●所在地：香川県東かがわ市
●電子スタンプ取得場所：東かがわ観光船協会 てんぐ邸周辺

讃州井筒屋敷と引田の歴史的まち並み
●所在地：香川県東かがわ市
●電子スタンプ取得場所：讃州井筒屋敷、かめびし屋付近

「木と暮らす」ことを伝える、緑が気持ちの良い空間
●所在地：香川県丸亀市
●電子スタンプ取得場所：キトクラスカフェ周辺

まんのう町に伝わる竜伝説「昇竜の滝」
●所在地：香川県まんのう町
●電子スタンプ取得場所：国営讃岐まんのう公園周辺

観光列車で満喫する四国の海・山・川
●電子スタンプ取得場所：江川崎駅（しまんトロッコ乗車駅）周辺（高知県四万十市）
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現地特典！

構成員賞

事務局賞

四国四県
各賞

1111111
スタンプ

特別賞15115155555555
スタンプ

33333333
スタンプ

33333333
スタンプ

888888888
スタンプ

コンプリート賞全全全全全全全全全全全全全全
スタンプ

四国の先っちょ  大地の誕生を見守る室戸岬灯台
●所在地：高知県室戸市
●電子スタンプ取得場所：室戸岬 灌頂ヶ浜周辺

モネの庭　３つの庭の風景
●所在地：高知県北川村
●電子スタンプ取得場所：「モネの庭」マルモッタン 周辺

美しく広がる太平洋と青空   海に浮かぶ絶景レストラン
●所在地：高知県芸西村
●電子スタンプ取得場所：琴ケ浜野外劇場を含む周辺

玉織姫にまつわる平家伝説が眠る「轟の滝」
●所在地：高知県香美市
●電子スタンプ取得場所：轟の滝展望所周辺

龍馬と眺める太平洋と桂浜
●所在地：高知県高知市
●電子スタンプ取得場所：桂浜公園周辺

歴史を感じる高知城天守と城下の眺め
●所在地：高知県高知市
●電子スタンプ取得場所：高知城～県立高知城歴史博物館周辺

ゆとりすとパークおおとよからのパノラマの雲海
●所在地：高知県大豊町
●電子スタンプ取得場所：ゆとりすとパークおおとよ周辺

碧の秘境　にこ淵
●所在地：高知県いの町
●電子スタンプ取得場所：にこ淵周辺

仁淀ブルーを堪能できる安居渓谷　水晶淵
●所在地：高知県仁淀川町
●電子スタンプ取得場所：いけがわ４３９（よさく）交流館周辺

雄大で圧倒的な姿の中津渓谷　雨竜の滝
●所在地：高知県仁淀川町
●電子スタンプ取得場所：中津渓谷 雨竜の滝周辺

「手を伸ばせば届きそう！」天狗高原の満天の星空
●所在地：高知県津野町
●電子スタンプ取得場所：高原ふれあいの家 天狗荘周辺

おちゃくりカフェから眺める四万十川
●所在地：高知県四万十町
●電子スタンプ取得場所：shimantoおちゃくりcafé周辺

ここでしか味わえない日本最後の清流で行うカヌー体験
●所在地：高知県四万十市
●電子スタンプ取得場所：四万十カヌーとキャンプの里かわらっこ周辺

四万十川河畔から眺めるヤナギ林と一面の菜の花
●所在地：高知県四万十市
●電子スタンプ取得場所：四万十川河川敷（入田ヤナギ林） 周辺

ありのままの自然にアートを感じる砂浜美術館
●所在地：高知県黒潮町
●電子スタンプ取得場所：砂浜美術館（高知県黒潮町・入野の浜）周辺

四季の山野草が彩りをそえる星ヶ丘公園
●所在地：高知県三原村
●電子スタンプ取得場所：星ヶ丘公園(ヒメノボタンの里)周辺

ウミガメも選んだ白い砂浜「大岐の浜」
●所在地：高知県土佐清水市
●電子スタンプ取得場所：大岐の浜中央　東屋周辺

海の秘境クルーズ  黒潮による造形美「足摺岬」
●所在地：高知県土佐清水市
●電子スタンプ取得場所：伊佐漁港（遊覧船乗り場）及び足摺岬周辺

弘法大師も見落とした？ 船で渡る見残し奇岩パーク
●所在地：高知県土佐清水市
●電子スタンプ取得場所：桜浜海水浴場周辺

宿毛湾のだるま夕日と咸陽島
●所在地：高知県宿毛市
●電子スタンプ取得場所：宿毛リゾート椰子の湯周辺

四県共通選定地

天空の遊び場「四国カルスト」 ●所在地：愛媛県久万高原町・高知県檮原町　●電子スタンプ取得場所：姫鶴荘周辺32


