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2 0 2 1 年 8 月 1 9 日 

四国ﾃﾞｽﾃｨﾈｰｼｮﾝｷｬﾝﾍﾟｰﾝ推進委員会 

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 

 

 

 

 

 

 

 

(1) キャンペーン期間 

2021 年 10 月 1日（金）～12月 31 日（金） 

 

(2) 開催エリア 

四国 4県（徳島県、香川県、愛媛県、高知県） 

 

(3) タイトル 

“しあわせぐるり、しこくるり。” 

日本全国から多くの方に四国へお越しいただき、四国を巡りながらお楽しみいただきたいという 

思いと、四国をぐるりとまわり、お越しいただいた皆様にしあわせが巡ってくるようにとの、思い

が込められています。 

 

(4) サブタイトル 

～ 四国の 風 ・ 水 ・ 色 を感じて ～ 

今回の DCでは、風（海を巡りくる潮風、山間や川面に吹くそよ風、サイクリングを通して全身

で感じる涼風）、水（海や川の清く透き通る水、山間から湧き出る清水）、色（青い空や海と川、 

紅葉で色付く山々）など、四国ならではの魅力〝自然美〟を存分にご堪能いただきたいと思います。 

 

(5) ロゴマーク 

その光の色はブルー（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）と、各県をイメージしたカラーとしており、それらを 

  グラデーションで表し、四国が一体となっていることを表現し   

ています。また、四国の周りに放たれた光の環は「しあわせぐるり、しこくるり。」を表現する 

8 個の循環する円で、四国の代表的遺産である四国八十八ヶ所 巡礼の意味を持たせた数字の「8」

が連続するデザインとしました。 

 

 

皆四国 4県及びＪＲグループでは、2021 年 10 月 1 日（金）～12 月 31 日（金）に「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）を開催します。 

 四国 DC は四国 4 県が一丸となって行う大型観光キャンペーンで、今回が 4年ぶり 6回目となります。 

 キャンペーン期間中は、四国の魅力ある観光素材等を「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」の 5つのテーマ毎に分類してご提

案させていただくと共に、変化に富んだ四国特有とも言える自然美（風・水・色）を存分にお楽しみいただ

けるキャンペーンにしたいと考えています。 

１.  四国 DC 開催概要 

) 
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(6) テーマ 

北は穏やかな瀬戸内海、南には雄大な太平洋、島の中央部には深く高い四国山地と、変化に富み

自然に恵まれているのが「四国」です。その四国を「5つのテーマ」でお楽しみいただきます。 

・「学くるり」（まなびくるり）・・・四国の歴史と伝統文化を学ぶ 

・「観くるり」（ながめくるり）・・・自然や景観を眺め、四国を深く感じる 

   ・「遊くるり」（あそびくるり）・・・体験や遊びを心行くまで満喫する 

   ・「心くるり」（こころくるり）・・・お遍路を通じて心を癒す 

   ・「食くるり」（ぐるめくるり）・・・四国ならではの食を堪能する 

   

 

  

 

(7) 実施主体 

徳島県、香川県、愛媛県、高知県、(一財）徳島県観光協会、（公社）香川県観光協会、（一社）

愛媛県観光物産協会、（公財）高知県観光コンベンション協会、（一社）イーストとくしま観光推進

機構、（一社）四国の右下観光局、（一社）そらの郷、（一社）高知県東部観光協議会、（一社）仁淀

ブルー観光協議会、（一社）幡多広域観光協議会、阿佐海岸鉄道(株)、四国経済連合会、四国地区

レンタカー協会連合会、四国鉄道協会、（一社）四国バス協会、土佐くろしお鉄道(株)、四国旅客

鉄道(株)、（一社）四国ツーリズム創造機構 

 

 

 

おおず歴史華回廊            （愛媛県） 

 

 

 

 

 

 

 

地元を知り尽くした案内人と一緒に、普段は立ち入れない江戸の

面影を残す風景をめぐる、四国 DC の特別な旅です。 

名刀見参 京極家の宝刀ニッカリ青江公開  （香川県） 

 

 

 

 

 

 

 

丸亀藩京極家の家宝で国の重要美術品「ニッカリ青江脇指」を 

特別展示。「刀剣乱舞-ONLINE」とのコラボ企画も実施予定です。 

高知県立足摺海洋館・SATOUMI ガイドツアー （高知県） 

 

 

 

 

 

 

飼育員が館内の見どころや担当生物の解説を行います。普段は聞

けないような話も満載。水族館が何倍も楽しくなるツアーです。 

美波町ご当地キャラ「かめたろう」と行く体験ツアー 

（徳島県） 

 

 

 

 

 

名物キャラ「かめたろう」がとっておきの美波町を案内いたします。 

２. キャンペーン期間中の DC 特別企画（一例） 
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学 く る り 観 く る り 

藍染体験     （徳島県） 宇和島真珠加工体験（愛媛県） 

 

瀬戸大橋塔頂体験ツアー 

（香川県） 

 

 

瀬戸内しまなみ海道 

サイクリング  （愛媛県） 

遊 く る り 心 く る り 

オリーブオイルブレンド体験 

        （香川県）

（香川県） 

むろと廃校水族館（高知県） 

 

竹林寺 仏画「渡海文殊」 

特別公開     （高知県） 

 

 

 

安楽寺 賜弘法大師号 1100 年 

記念「大師之御手当」（徳島県） 

 

 食 く る り 

鳴門鯛    （徳島県） 

 

骨付鳥    （香川県） 

 

鯛めし     （愛媛県） 

  
カツオのたたき （高知県） 

 

【10 月 1日～12月 31 日の間、四国キヨスクでは、DC 期間限定のお土産を販売します。（徳島・高松・松山・高知駅の銘品館および

指定店舗にて販売）】 

 

 

 

   

 

 

【讃岐うどん めりけんやで DC 期間中にちくわ天を 1本 50 円にて販売】 

10 月 1 日～12 月 31 日の間、四国外からお越しでうどんをご注文の方は、四国ガイドブックか WEB 特典 

ページのいずれかを提示いただくと、ちくわ天を特別価格で販売します。 

※住所が分かるものの提示、またお一人様ごとに提示が必要です。 

（対象店舗） 

・めりけんや 高松駅前店  

・めりけんや かけはし店 

夜のまち歩き～LED イルミネーション

と眉山の夜景～ （徳島県） 
栗林公園 和船・ライトアップ 

（香川県） 

 

石鎚山スターナイトツアー＆ 

ムーンナイトツアー （愛媛県） 

 

NAKED FLOWERS-高知城-  

 （高知県） 

 

３－２. おすすめナイトコンテンツ（一例） 

徳島：「うず芋サイコロ」 香川：「銘菓 観音寺」 愛媛：「道後坊っちゃん物語」 高知：「銘菓撰 土佐」、「土佐めぐり」 

３－１. 4 県おすすめ観光素材（一例） 
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楽たび内子【JR 内子駅】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

歴史情緒溢れる内子の 

町並みをタクシー又は 

レンタサイクルで移動。 

伝統文化施設 3館の入館券

やお食事券、手荷物 

預かりがセット 

 

水の都西条プレミアムサイク

リングツアー【JR 伊予西条駅】 

 

今話題の E-bike で西日本 

最高峰「石鎚山」の麓、 

うちぬきの水がわく西条市

に点在する感動と癒しの 

風景を巡るガイド付き 

サイクリングツアー 

島めぐり観光バス 

【小豆島土庄港】 

 

小豆島の観光地を一日で巡

る土庄港発着のガイド付き

観光バス。初めて小豆島へ

いらっしゃる方や、小豆島

をどこから観光していいか

迷われている方におすすめ 

香川の絶景を巡る定期観光 

（乗合）バス【JR 琴平駅】 

 

 

 

 

 

 

 

 

県内屈指の絶景スポット 

「高屋神社」や「父母ヶ浜」

を巡る観光案内付き路線 

バス。 

県を代表する宿泊地、琴平 

とセットでお楽しみください 

しまんと・あしずり号 

【土佐くろしお鉄道中村駅】 

 

 

 

 

 

 

 

 

四国最南端足摺岬をはじ

め、清流四万十川、竜串の

自然を活かした水族館 

「足摺海洋館 SATOUMI」や

柏島を便利に巡る乗合の 

観光バス 

MY 遊バス【JR 高知駅】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

はりまや橋、牧野植物園、

桂浜など高知市内観光 

スポットを巡る周遊バス。 

観光施設の入場割引など 

便利でおトクな特典もあり 

美馬 88 景スポット周遊バス

【JR 穴吹駅】 

 

 

 

 

 

 

 

 

四国 88 景に選出された 

うだつの町並みと本楽寺 

枯山水を身近に体感できる

周遊バス。本楽寺のお庭は

絶好のインスタスポット 

タクシープラン「千年の 

かくれんぼ」【JR 大歩危駅】 

 

大歩危駅から秘境といわれる

奥祖谷の山の暮らしと自然の

風景を訪ね「千年のかくれん

ぼ」の世界観を堪能できる 

貸切タクシープラン 

４. 四国周遊に欠かせない便利な二次交通 

観光名所を巡るコースが満載のタクシー観光プランです。 

「徳島」「香川」「愛媛」「高知」の指定された駅から、手軽でおトクにタクシー観光できます。         

【予約不要・駅からすぐ乗れる・うれしい特典付き】 

香川県 

 

日本のウユニ塩湖「父母ヶ浜」 

とレトロ港町コース 

（詫間駅出発） 

     

徳島県 

 

祖谷のかずら橋と 

祖谷渓谷コース 

（大歩危駅出発） 

愛媛県 

  

東洋のマチュピチュ別子銅山・ 

東平（とうなる）コース 

（新居浜駅出発） 

高知県 

 

 龍馬桂浜コース 

（高知駅出発） 

※その他コースあり 

内子の町並み 黒瀬ダム 高屋神社 

柏島 
本楽寺 祖谷のかずら橋 
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■伊予灘ものがたり 
(運転区間：松山～伊予大洲・八幡浜） 

《12 月 27 日（月）ラストラン！》 

2014 年 7 月 26 日より運転を 

開始し、のべ 13 万人以上の 

お客様にご利用いただきまし

たが、四国デスティネーション

キャンペーンの閉幕に合わせ

12 月をもって引退となりま

す。ラストランまでの間、月曜

日・金曜日も運転し、オリジナ

ル乗車証プレゼントや特別ツ

アーなど、様々なイベントを開

催します。 

また、2022 年春には、車両を一新した「新たな伊予灘もの

がたり」が誕生します。 

■志国土佐 時代の夜明けのものがたり 
(運転区間：高知～土佐久礼・窪川） 

《DC 期間中、高知～奈半利を特別運行！》 

10 月 8 日（金）～12 月 24 日（金）の毎週金曜日及び 

10 月 31 日（日）に、高知～奈半利（土佐くろしお鉄道

ごめん・なはり線）間を特別運行します。※旅行商品で

のみ発売 

 

■四国まんなか千年ものがたり 

(運転区間：多度津～大歩危） 

《DC 期間中、運転日を増やして 

月曜日・金曜日も運転！》 

 

乗車中は、豊かな里山から険しい大歩危・小歩危渓谷まで 

徳島県・香川県のこだわりの食事とともに楽しむことができ

ます。 

■藍よしのがわトロッコ 

(運転区間：徳島～阿波池田） 

《10 月、11 月は金曜日も運転！》 

 

乗車中は、讃岐山脈をバックに目の前を流れる吉野川の

景色を楽しむことができ、途中、吉野川の支流であり 

日本一の清流でもある「穴吹川」にかかる鉄橋を渡る際

は、澄み通った川を鉄橋から見下ろすことができます。 

 

予土線 3兄弟の長男「しまんトロッコ」、次男「海洋堂ホビートレインかっぱうようよ号」、三男「鉄道ホビートレイ

ン」に加えて 2021 年 7 月より、新たに 2つのラッピング列車が予土線にデビュー。予土線で運転するラッピング列車を

まとめて、「Yodosen Fun Fun Trains」と新たに命名しました。 

 

■鬼列車（運転区間：松山～宇和島・宇和島～窪川） 

《7月 4日よりデビュー！AR アプリによる観光ガイドや記念撮影が楽しめる》※予土線区間のみ 

予土線沿線にある愛媛県鬼北町が進める「鬼のまちづくり」のシンボルである「鬼王丸」を 

活かしたインパクトのあるデザインが特徴の列車です。 

■海洋堂ホビートレイン「ウルトラトレイン号」（運転区間：宇和島～窪川） 

《7月 22 日よりデビュー！2022 年 5 月頃まで期間限定で運行中》 

 海洋堂ホビー館四万十で開催中の海洋堂ウルトラマンフィギュア展に合わせて運転。 

車体には、ウルトラマンやウルトラマンティガなどのフィギュアが描かれており、大人から 

子供まで見る人を楽しませる列車です。 

■アンパンマン列車（瀬戸大橋アンパンマントロッコ：岡山～琴平・高松、ゆうゆうアンパンマンカー：高松→徳島、

徳島～阿波池田、土讃線あかい・きいろいアンパンマン列車：岡山～高知、予讃線 8000 系アンパンマン列車：岡山・ 

高松～松山、予讃線宇和海アンパンマン列車：松山～宇和島） 

《DC 期間中、ゆうゆうアンパンマンカーは土休日中心の運転日に加えて平日の月曜日と金曜 

日も運転！》 

土讃線には 2020 年 7 月に新型 2700 系特急形気動車でデビューした「土讃線あかい・きいろい 

アンパンマン列車」が運行しています。瀬戸大橋アンパンマントロッコは 10 月、11 月の土休日 

を中心に運転いたします。アンパンマン列車スタンプラリーも 12 月 31 日（金）まで実施中！DC 期間中限定の景品も！ 

５. 魅力あふれる四国の観光列車 

鬼列車 

海洋堂ホビートレイン 

「ウルトラトレイン号」 

 

Yodosen Fun Fun Trains    
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(1)くるりめぐろう四国旅「モバイルスタンプラリー」 

ＪＲ四国の観光列車や沿線の観光施設などを巡ってスタンプを集めると素敵な賞品が当たります。 

 

■期   間：10 月 1 日（金）～12月 31 日（金） 

■ス ポ ッ ト：観光列車、四国のおすすめスポット 合計 24箇所 

■参 加 方 法：ラリースポットにある専用ポスターに記載された QR コードを読み取るとスタンプを 

獲得できます。スタンプの獲得数に応じて、応募できる賞品が変わります。参加料は

無料です。 

■賞   品：四国の特産品等  

■公式サイト：https://www.jr-eki.com/shikokudc/stamp-rarry.html   

■そ の 他：スタンプラリーに関する詳細は公式サイトでご確認ください。 

            公式サイトは 9 月中旬ごろに公開予定です。 

 

 

 

 

 

(2)四国で出会える「世界の有名スポットコンテスト」 

  現在、海外の有名スポットにそっくりな四国の景観を発見するフォトコンテストを開催中です。 

海外の世界遺産や絶景などの有名スポットに似た写真を四国内で撮影・投稿いただき、(株)NTT ドコモ

の「『ジェネリック観光地』判定技術」を活用して、類似度を AI技術によって算出し、数値の高かっ

た上位作品を表彰します。 

  四国には、「日本のウユニ塩湖」（香川県の父母ヶ浜）など、海外の有名スポットに似ていることで

話題となり、新たな観光スポットとなった例が多数存在します。本コンテストでも、第二、第三の 

父母ヶ浜となる新たな観光スポットを創出します。 

 

 ■期   間：12月 31 日（金）まで 

 ■応 募 方 法：専用応募フォームから投稿 

 ■審 査 方 法：AIの判定結果 7割、審査員による採点結果を 3 割として、合計点の高いものを表彰 

 ■景   品：旅行券等 ※詳しくは公式サイトでご確認ください。 

 ■公式サイト：https://shikoku-tourism.com/sekaispot-contests 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

６. 四国をめぐって楽しむコンテンツ 

) 

公式サイトイメージ 

https://www.jr-eki.com/shikokudc/stamp-rarry.html
https://shikoku-tourism.com/sekaispot-contests
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(1)トクトクきっぷ等 

①「四国くるりきっぷ」 

京阪神エリアから岡山までの往復新幹線普通車指定席と四国内フリー区間がセット（岡山発は、 

児島までの往復特急列車自由席と四国内フリー区間がセット）。四国内フリー区間では、ＪＲ四国線 

の特急列車自由席と土佐くろしお鉄道線（窪川〜若井間）の普通列車や、ＪＲ四国バスの路線バス 

に乗り降り自由です。 

②「松山・広島割引きっぷ」 

京阪神エリア・小倉・博多等から松山へ、往路は「新幹線＋呉線＋高速船スーパージェット」、 

復路は「しおかぜ＋新幹線」のルートで往復できます。（※逆回りルートも OK）松山と広島の 

フリー区間は普通列車に乗り降り自由で便利です。 

③「四国 DC 満喫きっぷ」 

ＪＲ四国線はもちろん、土佐くろしお鉄道線の特急列車自由席や、ＪＲ四国バスの路線バスにも 

乗り降り自由です。四国をぐるっと楽しむ旅アプリ「しこくるり」や、せとうち観光ナビ

「setowa」のデジタルチケットだと、もっと便利でおトク！ 

④「setowa 香川愛媛ワイドパス」 

香川と愛媛のＪＲ四国線の特急列車自由席に乗り降り自由。せとうち観光ナビ「setowa」だけで 

買える、おトクなデジタルチケットです。 

⑤「四国 DC 限定駅レンプラン」 

「四国くるりきっぷ」または「四国 DC満喫きっぷ」をご購入のうえ専用ページから駅レンタカ

ーをご予約いただいた場合に限り、通常 8,250 円（駅レンプラン S クラス 24時間）のところ、

2,000 円でご利用いただけます。 

※各トクトクきっぷや駅レンプラン等については、四国 DCガイドブックの QRコードを読み取って WEB

サイトをご覧ください。URL: https://shikoku-tourism.com/documents/dc/guide_book.pdf 

  

(2)四国をぐるっと楽しむ旅アプリ「しこくるり」     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「しこくるり」とは 

四国の観光・旅行者向けの総合スマートフォンアプリです。 

・主要な観光スポット情報（景勝地、公園、観光施設、飲食＆お土産、体験・

アクティビティ、日帰り入浴、観光系交通など）を約 150 スポット掲載。 

・有料施設などをおトクに利用できるデジタルパス「旅ぱす」※では、スマホ

を片手に「旅ぱす」ポイントで、四国をめぐって楽しめます。 

・デジタルチケット機能も実装。ＪＲ四国の“四国 DC満喫きっぷ”もアプリ 

上で購入・利用できます。（9 月 22日（水）販売開始予定） 

さらに、アプリ上で“四国 DC満喫きっぷ”を購入いただいた方には、「旅ぱ 

す」優待購入の特典付きです。 

 

 

※旅ぱす 

スマホアプリ内で専用ポイントを購入し（6ポイント/2,500 円） 

登録された施設や店舗のサービスを取得ポイント内で利用できます。 

７. 旅行に便利でおトクな特別企画 

※画像はイメージです 

https://shikoku-tourism.com/documents/dc/guide_book.pdf
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(3)DC 特別企画の旅行商品（ＪＲ四国主催） 

①太平洋沿いを走る絶景線“ごめん・なはり線”を「志国土佐 時代の夜明けの 

ものがたり」が特別運行！ 

出発日：10 月 8 日（金）・15日（金）・22 日（金）・29日（金） 

12 月 17 日（金）・24 日（金） 

特色：普段は走行しない“ごめん・なはり線”で「志国土佐 時代の夜明けの 

ものがたり」にご乗車いただく他、高知県東部の観光地をお楽しみいただきます。 

②観光列車で巡る四福の物語 

出発日：10 月 6 日（水）全 2 コース 

特色：ＪＲ四国を代表する 3 つのものがたり列車を 2泊 3 日で乗り継ぎ、四国 

の景観・文化・おもてなし・美食等をお楽しみいただくラグジュアリーツアー 

です。1 日目のご夕食には、松山城に 1夜限りの野外レストランを催し、道後 

温泉ふなやの久保田料理長によるフルコース料理をご賞味いただきます。 

③大人の旅路と晩餐会 

出発日：愛媛県：10 月 2日（土）・27 日（水）・28日（木） 

香川県：10 月 16 日（土）・11月 6日（土） 

徳島県：10 月 23 日（土） 

高知県：12 月 18 日（土） 

特色：四国 4 県各地の特別な場所でのご夕食をはじめ、四国ならではの観光やお食事をお楽しみいただ

くツアーです。大人の旅路と晩餐会～プレミアムダイニング in西予～では、西予市の明浜で 1夜限りの

野外レストランを設え、地元食材を使用した和・洋・中のフルコース料理をご提供いたします。 

④伊予灘ものがたり 南予きずな旅 

出発日：12 月 3 日（金）～12月 6日（月） 

特色：2021 年 12 月 27 日で引退する現車両（キロ 47）の伊予灘ものがたりが、 

南予きずな博イベントとしてはじめて運転区間以外を走ります。現車両では 

最初で最後の八幡浜駅以南を運行する伊予灘ものがたりの旅をお楽しみください。 

⑤奈半利～宿毛 高知太平洋横断ツアー 

出発日：12 月 21 日（火）・22日（水） 

特色：南風号全車に投入された新型特急気動車 2700 系で高知県東部の奈半利駅 

から西部の宿毛駅まで横断するツアーです。途中駅では様々なおもてなしを予定 

しています。 

※これらツアーの詳細や、その他のＪＲ四国主催ツアー情報は、ＪＲ四国の四国 DC 専用サイトをご確認ください。 

URL：https://www.jr-eki.com/shikokudc/index.html 

 

(4)団体臨時列車 

四国 DC オープニング記念号 土讃線アンパンマン列車で行く高知 

出発日：10 月 2 日（土）1 泊 2日（京阪神発） 

編成：2700 系アンパンマン列車 3 両編成 

特色：車内では、お子様へアンパンマン弁当をご提供し、アンパンマングッズが当たる 

お楽しみイベントにご参加いただきます。また、途中の琴平駅、阿波池田駅、大歩危駅 

では地元の方々のおもてなしをお楽しみいただきます。終着駅の高知駅では地元の方々 

のおもてなしに加え「アンパンマンの日」お祝いイベントにご参加いただきます。 

主催：日本旅行  

URL : https://digitalpamph.nta.co.jp/library/f-pub/search.php?meta1=kansai&meta2=shikoku 

 
パンフレットイメージ 

https://www.jr-eki.com/shikokudc/index.html
https://digitalpamph.nta.co.jp/library/f-pub/search.php?meta1=kansai&meta2=shikoku
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(5)四国方面への旅行商品 

主な旅行会社では、四国 DC に合わせて四国方面へのＪＲと宿がセットになった魅力的な旅行プラ

ンをご用意しています。詳しくは主な旅行会社にお問合せください。 

 

 

(1)オープニングセレモニーと特別ツアー 

四国 DC が開幕する 10月 1 日（金）に、四国 4 県それぞれでオープニングセレモニー（ＪＲ四国 

観光列車出発式典）を開催し、四国 DCの開幕を盛り上げます。 

セレモニー後のツアーでは、各観光列車と沿線の観光をお楽しみいただく他、お土産として各県の 

名産品をプレゼントいたします。 

【徳島県】藍よしのがわトロッコ（徳島駅） 

【香川県】四国まんなか千年ものがたり（琴平駅） 

【愛媛県】伊予灘ものがたり（松山駅） 

【高知県】志国土佐 時代の夜明けのものがたり（高知駅） 

 

(2)予土線 Fun Fun 祭り 

開催日：10 月 9 日（土）・10日（日） 

普段、予土線や予讃線で活躍する「Yodosen Fun Fun Trains」などのラッピング列車を一堂に集結 

させたイベントを実施します。9 日にはオープニングセレモニーとラッピング列車が一同に集まっ  

た展示会を実施、10 日には予土線を走るすべての列車をラッピング列車で運転いたします。 

詳細については、別途お知らせいたします。 

 

 

(1)のぼり・ポスター 

 ＪＲ四国の主な駅などに四国 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。 

 また、ＪＲ四国の主な駅・観光施設等に四国 DCののぼりを掲出し、 

 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ガイドブック 

 四国内の観光情報や DC期間中に実施される特別企画などの情報を掲載した 

四国 DC ガイドブック（42 万部）を全国のＪＲの主要駅・旅行会社などで 

設置します。 

 

(3)5 連貼りポスター 

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 連貼りポスターを全国の主要駅に 

掲出します。 

 

 

 

９. 情報発信・宣伝展開 

８. イベント・セレモニー 
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(4) ＪＲ6社ポスター 

旅行者に地元の人々が笑顔で呼びかける言葉「グッデイ（いい一日を）」をキャッチフレーズ 

としたポスターをＪＲグループで制作し、全国の主要駅や列車内に掲出します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

(5)メディアによる情報発信 

 1) 「遠くへ行きたい」（日本テレビ系、毎週日曜放送）にて DC 期間中 30 秒の CMを放映 

 2) 「別冊 旅の手帖 四国」（8月下旬発売予定）の発行 

 

(6)四国 DC専用サイト 

DC 期間中の特別企画やおすすめ観光素材、観光 PR動画をご紹介しております。 

URL：https://shikoku-tourism.com/dc 

 

(7)SNS を活用した情報発信 

Facebook、Instagram、Twitter を活用して四国 DC情報を発信しております。 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Instagram            Facebook          twitter 

(8)大阪駅構内壁面広告 

10 月 1 日（金）～11 月 14 日（日）まで、日本旅行 TiS 大阪支店の壁面に広告を掲出します。 

 

 

 

 

                                                                   広告イメージ 

 

https://m.facebook.com/tourismshikoku2/?locale2=ja_JP 

https://instagram.com/shikokutourism?utm_medium=copy_link （@shikokutourism） 

https://twitter.com/shikoku_DC （@shikoku_DC） 

 

https://shikoku-tourism.com/dc
https://m.facebook.com/tourismshikoku2/?locale2=ja_JP
https://instagram.com/shikokutourism?utm_medium=copy_link
https://twitter.com/shikoku_DC
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「キリン氷結」と「キリン午後の紅茶」を以下の企画・コンテンツで賞品としてプレゼントします。 

（企画・コンテンツによって本数など賞品の内容は異なります） 

 

企画・コンテンツ名 期 間 内 容 

1 

①四国をぐるっと楽しむ 

旅アプリ「しこくるり」 
②ＪＲ西日本 
「せとうち観光ナビ setowa 」 

10 月 1 日（金）～12 月 31 日（金） 
各アプリから 
「四国 DC 満喫きっぷ」を購入かつ専用応募 

フォームから応募いただいた方の中から抽選 

2 
四国で出会える 
世界の有名スポットコンテスト 

28 月 2 日（月）～12 月 31 日（金） 
応募者からの写真を AI 技術で判定し、類似値
が高い上位作品の中から抽選 

3 くるりめぐろう四国旅 
モバイルスタンプラリー 

10 月 1 日（金）～12 月 31 日（金） 
モバイルスタンプラリーの条件を達成し応募
された方の中から抽選 

※新型コロナウイルスなど状況により、変更・中止になる場合がありますのでご了承ください。 

※写真・イラストは全てイメージです。 

 

 

 

※詳しくは、ＪＲの主な駅などで配布する「四国デスティネーションキャンペーンガイドブック」 

または「四国 DC」専用 WEB サイト（URL : https://shikoku-tourism.com/dc）をご覧ください。 

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 

https://shikoku-tourism.com/dc
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