平成２９年２月１４日
Ｊ Ｒ グ ル ー プ

｢しあわせぐるり、しこくるり。｣
四国デスティネーションキャンペーンを開催します！

四国４県及びＪＲグループ６社では、大型観光キャンペーン「しあわせぐるり、しこくるり。
」四国デスティネ
ーションキャンペーン」
（以下、四国ＤＣ）を平成２９年４月から６月にかけて開催します。
四国ＤＣは四国４県が一丸となって行うもので、今回が５回目となります。
キャンペーン期間中、皆様に、
「学（まなび）くるり」
「観（ながめ）くるり」
「遊（あそび）くるり」
「心（こ
ころ）くるり」
「食（ぐるめ）くるり」と５つのテーマに分けて観光素材をご提案いたします。また、４月より新
たな観光列車が運行されるなど、魅力あふれた四国をご堪能いただけると考えております。もちろん、心のこも
った「おもてなし」で全国のお客様をお迎えし、
「四国を旅してよかった。
」
「また四国へ行きたい。
」と思ってい
ただけるようなキャンペーンにしてまいります。

キャンペーン期間

平成２９年４月１日（土）～６月３０日（金）

キャッチフレーズ

しあわせぐるり、しこくるり。
【コンセプト】
日本全国から多くの方に四国にお越しいただき、四国を周遊しながら楽
しんでいただきたいという思いを込めました。
四国４県をぐるりとまわり、お越しいただいた皆様にしあわせがめぐっ
てくる。そんな観光キャンペーンにしてまいります。

キャンペーンロゴ

【コンセプト】
光り輝く宝石にイメージを重ねた四国地図。四国観光の魅力を、光のき
らめきとして表しました。
光の色は各県をイメージしたカラー、ブルー（徳島県・藍）
、グリーン
（香川県・オリーブ）
、オレンジ（愛媛県・みかん）レッド（高知県・南
国の情熱）を基にしたグラデーションとなっています。

実施主体

四国デスティネーションキャンペーン推進委員会
（県、観光関係団体、事業者など１１団体 事務局：四国ツーリズム創造機構）

１．キャンペーン期間中の主な特別企画・イベント
（有料や要予約の企画・イベント等がございます。詳しくは、四国ＤＣガイドブックをご覧下さい。
）
（１）ときめき★あわ旅～あわ文化体感博～（徳島県）
「ときめき★あわ旅～あわ文化体感博～」は、阿波藍をはじめとして、阿
波人形浄瑠璃、阿波おどり、ベートーヴェン「第九」、アニメ、アートなど
の徳島が誇る「あわ文化」の魅力を存分に体感していただけるイベントです。
また、徳島の阿波藍は、天然の風合いで多くのファンから注目を集めてお
り、２０２０年「東京オリンピック・パラリンピック」のエンブレムには、
「ＪＡＰＡＮ ＢＬＵＥ」と呼ばれる藍色が採用されました。
（２）『こんぴらさんの“おたから”』展 ～重要文化財特別公開～（香川県）
「さぬきのこんぴらさん」と親しまれている金刀比羅宮では、所蔵する３，
０００点以上の文化財から、選りすぐりの重要文化財、重要民俗文化財、指
定文化財を、期間限定で公開。こんぴらさんが誇る“おたから”を、これま
でにないスケールでご覧いただけます。
（３）「街歩き旅ノ介 道後温泉の巻」山口晃 道後アート２０１６（愛媛県）
日本最古の温泉と言われる道後温泉で開催されているアートプロジェ
クト。時空を超えて、過去・現在を行き来することで、見慣れた風景が記
憶と混ざり、不思議な姿になる、そんな作品たちが街に出現。山口晃さん
の代表的な作品や道後オリジナル作品を、８月３１日（木）までお楽しみ
いただけます。
（４）志国高知 幕末維新博（高知県）
今年は江戸幕府が政権を朝廷に返上した「大政奉還」から１５０年、平成
３０年は「明治維新」から１５０年の節目の年に当たります。
幕末から明治維新にかけて、坂本龍馬をはじめ、多くの偉人を輩出した高
知県では、当時に思いを馳せ、彼らを育んだ時代につながる土佐の風土・文
化・食・自然などを知っていただくため、３月４日（土）から約２か年にわ
たり、「志国高知 幕末維新博」を開催！
２か所のメイン会場と、ＪＲ高知駅前にあるサブ会場、県内２０か所の地
域会場を中心として、県内各地でさまざまなイベントなどが開催されます。
（５）四国遍路 特別企画
四国八十八ヶ所霊場では、このキャンペーンに向けて、２２の札所で特別
企画を実施します。
秘仏の特別拝観、写経の体験や法話、精進料理、ライトアップ等、普段は
体験できない「四国遍路」を体験することができます。
このほかにも、多くの企画をご用意しております。
詳しくは、四国ＤＣガイドブックをご覧下さい。
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２．テーマ別オススメの観光素材
（有料や要予約の施設・体験等がございます。詳しくは、四国ＤＣガイドブックをご覧下さい。
）
（１）学くるり
① 持ち込みもできる！藍染め体験（徳島県）
藍染めの原料となる藍染料「阿波藍」づくりの本場として、その伝統が
引き継がれています。ハンカチなどをお気軽に染めていただくことはもち
ろん、お気に入りの布や服を持ち込んでの藍染め体験もできます。

② 高松城・屋嶋城ＡＲ・ＶＲ（香川県）
アプリ「ＶＲ高松城」「甦る屋嶋城（やしまのき）」を使い、史跡高松
城跡玉藻公園で、在りし日の高松城をスマートフォンや、貸し出し用タブ
レットで見ることができます。屋島山上では、日本書紀にも登場する古代
山城の屋嶋城も楽しめます。
③ 伊達家ゆかりの宇和島（宇和島城・伊達博物館・天赦園）（愛媛県）
伊達政宗の子 秀宗が入部したことから、伊達家にゆかりのある宇和島。
現存する１２天守の一つ、優美な宇和島城で、５月４日（木）～５日（金）
に「伊達なうわじまお城祭り」、伊達博物館で、４月２９日（土）～５月
７日（日）に「伊達政宗、秀宗の甲冑特別展示」、４月２１日（金）～６
月４日（日）に「豊臣秀吉画像（レプリカ）」展示を行います。
④ 高知城歴史博物館（高知県）
３月４日（土）から一般公開される新博物館。土佐藩主山内家伝来の貴
重な資料を中心に、約６７，０００点を所蔵します。
高知の歴史や文化への理解が深まる展示は一見の価値ありです。

（２）観くるり
① 大歩危峡ミニランチクルージング（徳島県）
国の名勝天然記念物に指定された大歩危峡のＶ字谷に広がる壮大な渓谷
美の中を、ミニランチ「妖怪村おおぼけ弁当」を楽しみながらクルーズで
きる四国ＤＣ期間限定特別企画です。
② ＡＲＴ ＳＥＴＯＵＣＨＩ（香川県）
「瀬戸内国際芸術祭」の開催年以外の年も、会場となった島では、これ
までの芸術祭作品の公開やイベント等を実施する、「ＡＲＴ ＳＥＴＯＵ
ＣＨＩ」の活動を行っています。

③ 天空の産業遺産 マイントピア別子（愛媛県）
とうなる

新居浜市にある標高７５０ｍ付近のエリアは「東平」と呼ばれ、山の町
として賑わっていました。銅山関連施設や社宅など多くは自然に還ってい
ますが、一部は風化しつつも現存し往時の繁栄を今に伝えています。
東平へは天空の語り部（ガイド）が案内するバスツアーがオススメ。５
は で ば

月には端出場ゾーンで約２４，０００本が咲誇る「しゃく薬まつり」を開催。
④ 足摺岬クルーズ（高知県）
四国最南端足摺岬を海から見る新しい絶景。地元の漁師と釣り人しか知
らなかった灯台直下の巨大な洞窟に大接近。オープンエアーの渡船に乗っ
て体験する気軽なアドベンチャー体験です。

（３）遊くるり
① 吉野川お手軽体験ラフティングプラン（徳島県）
「２０１７ラフティング世界選手権」の会場となる吉野川・大歩危で、
気軽にラフティングが３０分間体験できるプランです。小さなお子様やワ
ンちゃんも参加可能。基本的に準備物無しで参加可能です。
② オリーブオイルブレンド体験（香川県）
気候や生産地、品種により、色、味、香りなどに特徴がでるオリーブオ
イル。日本一のオリーブの生産地、小豆島で世界各国のエキストラバージ
ンオイルを味わい、自分だけのオリジナルオリーブオイルをつくるブレン
ド体験ができます（場所：小豆島オリーブ園）。
③ 瀬戸内しまなみ海道サイクリング（愛媛県）
今治市と尾道市の間にある島々を結ぶ全長約７０km を、瀬戸内の自然や
海峡に架かる橋の迫力を体感しながらサイクリングできます。レンタサイ
クルターミナルは１３か所あり、乗捨ても可能。電動アシスト自転車もあ
ります。
④ さかわ・酒ぶら上町歩き（高知県）
「歴史と文教のまち佐川町」を象徴する上町（うえまち）地区。江戸時
代以来、４００年の伝統を受け継ぐ司牡丹酒造の白壁の酒蔵群や、国指定
重要文化財「武村家住宅」が建ち並ぶ街並みを楽しめます。

（４）心くるり
四国八十八ヶ所霊場における特別企画
四国ＤＣに向け、四国内の霊場にて特別企画が行われます。
詳しくは、四国ＤＣガイドブックをご覧下さい。

（５）食くるり
① 徳島の活鱧料理 味わいキャンペーン２０１７（徳島県）
大河「四国三郎・吉野川」の栄養が流れ込む豊かな海で育まれた鱧は、
皮に濃い旨みがあり、身は上品で程よく脂がのっています。徳島県内外の
対象料理店で鱧料理をご注文いただいた方、徳島県内の加工業者で鱧商品
をご購入された方の中から抽選で、徳島県産農林水産物などが当たるキャ
ンペーンを実施します。
② 観音寺路地裏味めぐり（香川県）
銭形砂絵で有名な観音寺市。観音寺の路地裏を巡り、ここでしか食べら
れない美味しいもの（出来たて天ぷら・あいむす焼き・お饅頭・おいり・
ソフトクリームなど）を食べて巡りませんか？
③ 鯛めし（愛媛県）
鯛の生産量日本一(*)の愛媛県では、２種類の「鯛めし」が味わえます。鯛
の刺身を特製のタレとともにアツアツのごはんにかけて食べる「宇和島鯛
めし」と生の鯛を丸ごと１匹のせて炊き上げる「鯛めし」。二つのスタイ
ルで食べ比べてみて！
※平成２７年度真鯛養殖量（農林水産省「漁業・養殖業生産統計による）
④ 漁師町のまち歩き＆オリジナル丼ぶり「久礼丼」（高知県）
国の重要文化的景観に選定された漁師町の風情を楽しんだ後は、市場内
の指定店で好きな具材をトッピングして作る「久礼丼」を召し上がってい
ただきます。
⑤ 四国ＤＣ開催記念「四刻の翠（しこくのみどり）
」
「四国ＤＣ弁当」の発売（ＪＲ四国グループ）
【四刻の翠】
四国キヨスク（株）
四国４県の翠（銘茶）を生地に練り込み、ふんわりと焼き上げられた
爽やかなお茶の香りをまとったお菓子です。
・発売価格

８個入り １，１２５円（税込）

・発売箇所

高松、松山、徳島、高知各駅のキヨスク銘品館、おみ
やげどころ及び香川県内のセブン-イレブンＫｉｏｓｋ各店

・発売開始

４月１日（土）（３月１日（水）より順次先行発売開始）

その他、四国ＤＣ向け商品として「きよ福」「ヘッドマークキャンデ
ィ」も販売します。
【四国ＤＣ弁当「四国家のおもてなし弁当」】
（株）ステーションクリエイト東四国
四国４県味巡りをテーマにした駅弁。食べながら「四国旅情」を満喫
できるお弁当です。
・発売価格

１，２８０円（税込）

・発売箇所

ＪＲ四国高松駅弁当販売店、一部の特急列車

・発売開始

４月１日（土）

３．観光素材への便利な主な二次交通
（料金や運行期間など、詳しくは四国ＤＣガイドブックをご覧下さい。
）
（１）徳島・鳴門・祖谷定期観光タクシー、東部エリア周遊バス（徳島県）
徳島県東部（徳島・鳴門地区）と西部（大歩危・祖谷地区）等をつなぐタ
クシー（ジャンボタクシー対応可能）と、徳島の東部エリアの主要観光地を
周遊するバスで、観光がより気軽に便利になります。
（２）讃岐うどん味・アートめぐり（バス）、うどんタクシー（香川県）
バスでは、本場讃岐うどんの名店と観光名所を案内人とともに巡り、十二
分に香川の魅力を満喫できます。
うどんタクシーは、専門知識を持つドライバーが有名なうどん店だけでな
く、ガイドブックに載っていないレアな店も紹介してくれます。ドライバー
は、お店を紹介するだけでなく、歴史や食べ方等、幅広くレクチャーしてく
れます。
（３）坊っちゃん列車（愛媛県）
夏目漱石の小説「坊っちゃん」に登場したことから、坊っちゃん列車の愛
称で親しまれる鉄道。蒸気機関車を復元したレトロな姿で松山市内を走り、
人々の目を楽しませています。
伊予鉄道１号機関車の原寸大レプリカやレアな車輌部品・資料等を展示す
る「坊っちゃん列車ミュージアム」（松山市駅前）も必見！
（４）しまんと・あしずり号（高知県）
四万十・足摺エリアの観光スポットをバスで巡ります。コースは、２日間
コース・日帰り１日コース、日帰り半日コースの３つから選べます。
特急「南風」・「あしずり」号とのアクセスもよく、素敵な旅が手軽に楽
しめます。
（５）駅から観タクン
駅前のタクシーを利用して、周辺の観光地を気軽に回れる、タクシー観光
プランです。予約なしで、９～１５時の好きな時間に乗車でき、タクシーな
らではの観光コースが楽しめます。料金は時間定額制なので、安心して旅を
楽しめます。
【四国内の設定駅】
詫間駅・新居浜駅・大歩危駅・鳴門駅・穴吹駅
高知駅・後免駅・伊野駅・佐川駅・須崎駅・窪川駅
のいち駅（土佐くろしお鉄道）
このほかにも、多くの二次交通がございます。
詳しくは、四国ＤＣガイドブックをご覧下さい。

４．四国ＤＣに向けた、魅力ある観光列車
（１）四国まんなか千年ものがたり
四国ＤＣ開催にあわせて、２本目の「ものがたり列車」となる新観光列車「四
国まんなか千年ものがたり」を多度津・善通寺・琴平駅～大歩危駅間で 1 日 1 往
復運転いたします。
車内では、専任スタッフが乗務し車内サービスを実施するとともに、香川・徳
島の地元食材による料理の提供を行います。
運転日

４月１日（土）から土・日・祝日を中心に運転
※四国ＤＣ期間中は月・金も運転（４月３日除く）

運転時刻 そらの郷紀行

多度津駅（10：21 発）
・琴平駅（10：48 発）→ 大歩危駅（12：48 着）

しあわせの郷紀行 大歩危駅（14：20 発）→ 琴平駅（16：31 着）
・多度津駅（17：16 着）
（２）伊予灘ものがたり
四国初の本格的な観光列車「伊予灘ものがたり」の車両リニューアルを実施し、
トイレの増設を行います。また、伊予灘沿いの絶景をこれまで以上に速度を落と
しての運転や人気の下灘駅での停車時間を拡大するなど「伊予灘ものがたり道後
編」の時刻の見直しを実施します。
運転日

土・日・祝日を中心に運転
※四国ＤＣ期間中は月・金も運転（４月３・７日除く）

運転区間 松山駅～伊予大洲・八幡浜駅（１日２往復）
（３）太平洋パノラマトロッコ
四国ＤＣの開催にあわせて、土佐くろしお鉄道（ごめん・なはり線）において
窓のない開放的な車両であるトロッコ列車を運転します。車窓から見える雄大な
太平洋のパノラマをお楽しみください。
運転日

４月１日（土）～５月２８日（日）の土・日・祝日運転（計２１日）

運転区間 高知駅～土佐くろしお鉄道（ごめん・なはり線）安芸・奈半利駅（１日２往復）
※トロッコ車両乗車区間 のいち駅～安芸駅
（４）アンパンマン列車関係の運転日拡大
開放的なトロッコ車両から瀬戸内の絶景が楽しめる「瀬戸大橋アンパンマント
ロッコ」とお子様が靴を脱いで遊べるプレイルームを備えた「ゆうゆうアンパン
マンカー」を土日祝日等を中心に運転しておりますが、四国ＤＣ期間中は、月・
金曜日も運転日の拡大を実施します。
① 瀬戸大橋アンパンマントロッコ
運転区間 岡山駅～高松駅（１日１往復）
岡山駅～琴平駅（１日１往復）
② ゆうゆうアンパンマンカー
運転区間 高松駅→徳島駅（１日１便）
徳島駅～阿波池田駅（１日２往復）

５．オープニングセレモニーの開催
四国ＤＣが開幕する４月１日（土）に、四国４県それぞれでオープニングセレモニー等を開催し、四国ＤＣのオ
ープニングを盛大に盛り上げます（実施内容については、今後変更となる場合があります）
。
【オープニングセレモニーの概要】
（１）徳島県
① 鳴門市
徳島県が誇る伝統芸能や鳴門観潮船によるパレード、藍染めや遊山箱絵付け体験などを行います。
開催時間 ８時～１６時（セレモニーは１０時～１６時）
開催場所 鳴門公園内（ＪＲ鳴門駅より路線バスで約２５分）
実施内容（予定） 伝統芸能（阿波おどり等）
、大漁旗装飾による観潮船パレード、朝市、藍染めや遊山
箱の絵付け体験等
② 三好市
ＪＲ四国の新観光列車「四国まんなか千年ものがたり」の運行開始を祝し、
「のってきてみて『三好夢もの
がたり』
」と題して、三好市の郷土芸能披露、観光大使のミニコンサート、シシ鍋やそば米雑炊の振る舞い等
を行います。
開催時間 １０時～１５時３０分
開催場所 かずら橋夢舞台（ＪＲ大歩危駅より路線バスで約３０分）
実施内容（予定） 阿波踊り演舞、八幡獅子太鼓、三絃会の三味線演奏、やましろＡＫＢのパフォーマン
ス、観光大使 北山たけしさんのミニコンサート等。
平家衣装を身にまとい記念撮影も出来る【かずら橋平家衣装体験】
（有料・要予約）
もスタートします。
１８時３０分からホテル秘境の湯にて、北山たけしディナーショー（有料・要予約）
も行います。
（２）香川県
「こんぴら船々」等の郷土芸能の披露のほか、香川県内市町イチオシの特産品をプレゼントする抽選会も行い
ます。
開催時間 １１時２０分～１３時
開催場所 琴平町「金陵の郷」
（ＪＲ琴平駅より徒歩約１０分）
実施内容（予定） 郷土芸能（こんぴら船々等）
、市町イチオシ特産品のプレゼント抽選会、県内ご当地
キャラ登場等
（３）愛媛県
愛媛でおなじみのもちまきでお迎えし、愛媛の市町とともに観光ＰＲ・特産品販売を行います。
開催時間 １１時３０分～１７時
開催場所 松山市大街道商店街（ＪＲ松山駅より市内電車で約１３分）
実施内容（予定） 観光ＰＲ・特産品販売、鉄道ジオラマ展示、みきゃん等ご当地キャラ出演 等
４月１日（土）～４日（火）は、桜の咲き誇る松山城やその周辺地区を中心に「大名
武者行列」
、
「野球拳全国大会」
、
「伊予節全国大会」など、華やかな催し物が繰り広げ
られる「松山春まつり（お城まつり）
」も開催されます。

（４）高知県
よさこいの演舞のほか、ライブなどを行います。この日は、
「第 8 回土佐の食１グランプリ」も開催されてい
ます。
開催時間 ９時～１７時
開催場所 こうち旅広場（ＪＲ高知駅南口すぐ）
実施内容（予定） よさこい演舞、土佐おもてなし海援隊のパフォーマンス、しんじょう君出演等
（５）ＪＲ四国観光列車出発式等（実施日：４月１日（土）
）※時刻等は現時点での予定
・四国まんなか千年ものがたり：下り「そらの郷紀行」出発式：琴平駅（１０：１５～）
：上り「しあわせの郷紀行」出発式：大歩危駅（１３：５０～）
・伊予灘ものがたり・プレミアムダイニング八幡浜編出発式：松山駅（１３：００～）
・太平洋パノラマトロッコ出発式：高知駅（９：００～）
・旅行会社団体臨時列車
日本旅行団体四国ＤＣオープニング記念号 出発式：岡山駅（９：５０～）
出迎え：松山駅（１５：５０～）
ＫＮＴ－ＣＴホールディングス（株）特別企画「四国一周クルージングトレイン」
出発式：高松駅（１１：３０～）

６．四国ＤＣに向けた、観光キャラバンの実施について
（１）東 京
① 日 時：３月１８日（土） １１：００～（配布（1,000 部）完了しだい終了）
場 所：ＪＲ東京駅八重洲口 ジェイアール東海ツアーズ東京支店前
② 日 時：３月１９日（日） １１：００～（配布（各 300 部）完了しだい終了）
場 所：徳島・香川トモニ市場
香川・愛媛せとうち旬彩館
まるごと高知
（２）大 阪
日 時：３月１１日（土）
、１２日（日） １１：００～（配布（各日 500 部）完了しだい終了）
場 所：ＪＲ大阪駅構内 ＴｉＳ大阪
（３）名古屋
日 時：３月２０日（月・祝） １１：００～（配布（500 部）完了しだい終了）
場 所：近畿日本ツーリスト名古屋中央営業所
（４）福 岡
日 時：３月２５日（土） １１：００～（配布（500 部）完了しだい終了）
場 所：ＪＲ博多駅構内 ＴｉＳ博多

７．ご旅行に便利な特別企画
（１）団体臨時列車
① 四国ＤＣオープニング記念号で行く松山・道後温泉、四国の旅
出発日・区間：４月１日（土） 岡山 → 松山
編成：８０００系特急電車８両編成

特色：車内での四国ＤＣ特製弁当のご提供のほか、新居浜駅、伊予西条駅で途中降車いただき地元の歓迎イ
ベントにご参加いただきます。終着駅の松山駅でも地元の歓迎があります。
道後温泉で俳人 夏井いつき先生の句会ライブや、松山春祭りで大名武者行列にご参加いただけるプ
ランもあります。
主催：
（株）日本旅行
② 四国クルーズ列車で四国めぐり（仮称）
出発日：４月１日（土）
・５日（水）
・９日（日）
編成：貸切列車「アイランドエクスプレス四国Ⅱ」３両編成
特色：貸切列車ならではの、４日間の行程で四国をぐるりと巡る列車旅を特別企画。
列車ならではの車窓からの美しい景色・風景が楽しめます。
主催：クラブツーリズム（株）
、近畿日本ツーリスト個人旅行（株）
③ 伊予灘ものがたり・プレミアムダイニング八幡浜編
出発日・区間：４月１日（土） 松山→八幡浜
編成：
「伊予灘ものがたり」２両編成
特色：
「伊予灘ものがたり八幡浜編」に乗車いただき、この日この列車限りの特別なお食事をレストラン門
田がご提供いたします。記念乗車証、ワンドリンク、お土産付きです。
主催：ＪＲ四国
④ 復刻キハ１８５系「しおかぜ」で行く！四国ふれあい鉄道塾（仮称）
出発日・区間：４月２２日（土） 高松→松山（泊）→宇和島
編成：キハ１８５系２両編成
特色：国鉄色に復元されたキハ１８５系特急「しおかぜ」にご乗車頂くほか、歴代「しおかぜ」を並べた撮
影会や、普段は見ることの出来ない鉄道施設の見学、車内イベントなどを通して、四国の鉄道の魅力
に触れていただきます。
主催：ＪＲ四国
⑤ 「サロンカー土佐」で行く高知（仮称）
出発日・区間：５月１３日（土）岡山～高知（往復２日間）
編成：
「サロンカーなにわ」５両編成
特色：土讃線を行くのんびりとした客車列車の旅をお楽しみいただきます。
往路が５月１３日、復路が５月１４日となります。
主催：
（株）日本旅行
⑥ キハ１８５系国鉄色で行く旅（仮称）
出発日・区間：６月３日（土）

高松→宇和島（泊）→窪川→高松

６月１７日（土） 高松→阿波池田→徳島（泊）→甲浦→高松
編成：キハ１８５系２両編成
特色：懐かしい１８５系国鉄色の車両で往年の列車旅の雰囲気をお楽しみいただきます。
６月３日出発は、リバイバル「しおかぜ」
「南風」として運転する愛媛・高知２日間の旅、
６月１７日出発は「よしの川」
「うずしお」をイメージして運転する徳島２日間の旅です。
主催：
（株）日本旅行
※ 運転日、企画内容等については、予定の内容も含まれており変更となる場合があります。
※ 詳しくは、主催会社にお問い合わせ下さい。

（２）四国お城スタンプラリー
ＪＲ四国では、四国の名城と歴史を鉄道でめぐる「四国お城スタンプラリー」を開催中です。四国にある１５
の名城にスタンプを設置しており、スタンプを集めて応募すると、抽選で四国の特産品等のプレゼントが当たり
ます。
開催期間：６月３０日（金）まで
（３）四国方面への旅行商品
主な旅行会社では、四国ＤＣにあわせて四国方面へのＪＲと宿がセットになったおトクな旅行プランをご用意
しています。
（４）四国ＤＣ特典
四国ＤＣ期間中に四国ＤＣ専用の旅行商品（個人型）をご利用のお客様に、
「今治タオル」のハンカチをプレ
ゼントいたします。
※ 対象となる商品は、四国ＤＣ専用商品のうち、パンフレットに特典が記載された旅行商品のみです。
引換箇所：高松駅、琴平駅、坂出駅、松山駅、今治駅、高知駅、徳島駅、阿波池田駅（８駅）

８．宣伝展開
（１）四国ＤＣガイドブック
四国内の観光情報や期間中に開催される特別企画・イベント情報などを掲載した
四国ＤＣガイドブック（約６０万部）を全国のＪＲの主要駅・旅行会社などで３月
上旬から配布します。
（２）５連貼ポスター
「しあわせぐるり、しこくるり。
」四国デスティネーションキャンペーン推進委員会が制作した５連貼ポスタ
ーを、３月１日（水）～３１日（金）の間、全国のＪＲ主要駅に掲出します。

（３）ＪＲ６社制作ポスター
「四国を攻めよ」というタイトルで「四国の歴史的遺産を歴女が巡る」をテーマとしたポスターをＪＲグルー
プで制作し、３月中旬～６月３０日（金）まで全国のＪＲ主要駅や列車内に掲出します。
（以下は駅に掲出する
B０ポスターです。
）

（４）メディア等による情報発信
① 「遠くへ行きたい」
（日本テレビ系、毎週日曜放送)にて四国ＤＣ期間中３０秒スポットＣＭを放映
② 「別冊 旅の手帖 四国」
（約６万部、３月下旬全国発売予定）の発行
（５）四国ＤＣ専用サイト
期間中の特別企画やオススメ観光素材を、専用サイトにて紹介します。
http://www.shikokudc.com/

９．おもてなし
（１） 「四国ＤＣのぼり」の掲出
ＪＲ四国の主な駅・観光施設等に「四国ＤＣのぼり」を掲出し、四国へ
お越しの皆様への「歓迎」の気持ちをお伝えいたします。
（２） 「四国ＤＣポスター」の掲出
ＪＲ四国の主な駅等に四国ＤＣをお知らせする「ポスター」を掲出し、
四国一丸となって「四国ＤＣ」を盛り上げていきます。

１０．キリンビバレッジ株式会社・キリンビール株式会社によるドリンク協賛
ＪＲの主要駅の「みどりの窓口」
「旅行センター」または主な旅行会社で四国４県を目的地とするきっぷを購入時
に差し上げる引換券付きの専用乗車券袋を、四国ＤＣ期間中に指定の引換駅のセブン－イレブンＫｉｏｓｋ売店など
（乗車券袋に記載）にお持ちいただくと、引換券１枚につき「キリン 生茶（５２５ｍｌＰＥＴ）
」
「キリン一番搾り
生ビール（３５０ｍｌ缶）
」のいずれか１本をプレゼントいたします。
※ ＪＲ東日本では「びゅうプラザ」
「提携販売センター」等で旅行商品を購入した方のみ対象です。
※ 引換場所などは乗車券袋の記載をご確認ください。
※ 引換期間は４月 1 日（土）～６月３０日（金）です。
乗車券袋は数に限りがございます。なくなり次第、終了とさせていただきます。
※ 本件プレスリリースは、北海道運輸・航空記者クラブ、ときわクラブ、丸の内記者クラブ、ＪＲ記者クラブ、国
土交通記者会、新潟鉄道記者クラブ、東海交通研究会、青灯クラブ、近畿電鉄記者クラブ、四国交通記者クラブ、
九州ＪＲ記者クラブ等にお届けしております。
※ 写真・イラストは、全てイメージです。

