四 国・瀬 戸 内 の 見 ど こ ろ
世界で最も美しいと評される「瀬戸内海」。そこには大小さまざまな島々が点在し、詩情豊かな多島美が織り成します。
そして瀬戸の海をわたると、そこは「青い国 四国」。四季折々の絶景や歴史等の数々を四国・瀬戸内でご堪能ください。

山口県

瀬戸内の素晴らしい自然
を体感し、彼の地に生きた
先人の営みに触れ、くつろ
ぎのひとときを過ごして…
絶景・温泉・グルメ・歴史・
おもてなしの揃った山口県
が、魅力あふれる色とりどり
の感動をあなたにお届けし
ます。
おいでませ、山口へ！

岩国 ｢錦 帯 橋｣

四国ツーリズム創造機構

新型特急列車2700系

愛
媛
県

ＪＲ 下灘 駅

四国まんなか千年ものがたり

愛媛の有名な夕焼けスポット、
「ＪＲ下灘駅」。駅を降りれば、す
ぐそこに瀬戸内海が広がってい
ます。
瀬戸内海に面した温暖な愛媛
で、のんびり癒しの旅をしません
か？道後温泉やしまなみ海道
など、景色をゆったり楽しめる観
光スポットや、美味しい「食」をご
紹介！
愛媛に来んけん♪
伊予灘の穏やかな海、の
どかで美しい里山や大自
然が生み出した渓谷美、
車窓に映る太平洋などの
雄大な自然。
日常から離れて、それぞれ
に異なる魅力を持つ3つの
「ものがたり列車」で、ちょっ
と贅沢な列車旅はいかが
ですか？

広島県

原爆ドーム

四国を一周すると全長約1,400㎞のお
遍路旅｡もとは､弘法大師が歩いた道を
修行の道として巡ることから始まりました｡
今では開運厄除･縁結び祈願を始め､
霊場巡りを旅の目的に楽しむ人が増え
ています｡自然に恵まれた悠久の歴史を
感じながら空海の足跡を辿る巡礼旅｡
興味を持った時がお遍路旅を始める
チャンス｡自分にピッタリな旅のスタイルを
見つけて､いざ出発！

日本のウユニ塩湖こと「父 母 ヶ 浜｣

高
知
県

瀬戸内海の多島美に､2つの
世界遺産､地元に愛されるお
好み焼きをはじめとしたご当地
グルメの数々｡
世界遺産巡りやしまなみ･と
びしま海道でのサイクリング､
夜の神楽公演､宮島での
シーカヤック､はしご酒等､広
島ならではの楽しみ方が盛り
だくさん｡広島旅いかがです
か？

岡山県
瀬戸内エリアは世界有数
の多島海であり、グローバ
ルレベルで高い観光価値
を有しています。エリア内に
は、豊かな自然や文化、
魅力的な観光地が点在し
ており、世界有数のデス
ティネーションとして瀬戸内
が認知されています。

せとうち観光推進機構

瀬戸内のアートの魅力をより
一層体験していただくため､
｢せとうち美術館ネットワーク
スタンプラリー｣を開催中！ス
タンプラリーでは、参加施設
の訪問数に応じて抽選で、
図書カードや参加施設のオ
リジナルグッズをプレゼント！
橋を渡って、美術
館巡りに瀬戸内
へLet’s Go！

瀬戸内海の島々、澄んだ
空、碧い海、四季折々の
花々、そして讃岐の美味の
数々。さまざまなおもてなし
で皆様をお迎えします。
讃岐うどんの食べ歩き、老
舗観光地から父母ヶ浜に
代表される今話題の絶景
スポットまで、五感で楽しめ
る、それが香川県。
さあ、香川へおいでまい！
現存する12天守のうちのひと
つ「高知城」で、この秋冬、
クリエイティブカンパニー
NAKED，INK（ネイキッド）が贈
る花の体験型イマーシブ
アート展「NAKED FLOWERS」
が中四国初開催！
高知城の近く「ひろめ市場」
では、脂が乗った戻り鰹も楽
しめます。暖かい冬の高知
で、待ちゆうきね♪

温暖な気候と豊かな自然
に恵まれた岡山。鷲羽山
の展望台から望む瀬戸内
海の多島美とダイナミック
な瀬戸大橋のコントラスト
は圧巻。瀬戸内海に浮か
ぶ島旅など、見どころ、楽
しみどころがいっぱいです。
晴れの国おかやまの旅で、
心もハレバレ。ぜひ、岡山
へ遊びにきてみんちゃい！

剣 山 （次郎笈）

徳島県

日本三大暴れ川で､流域
面積は四国の面積の約2
割に当たる一級河川｢吉
野川｣｡西日本第二の高
峰である｢剣山(標高
1,955m)｣をはじめ､1,800mを
超える山々がそびえ立つ｡
ようけ、ええとこあるでない
で徳島！ほなけん、徳島
来てよ～待っとるじょ～。

四国と瀬戸内がはじめて集結！晩秋の２日間、存分に四国･瀬戸内をおたのしみください！

四国･瀬戸内観光物産展
日時：11/27(土)･28(日)各日10時～17時

～瀬戸内から四国路の旅巡り～

場所：もりのみやキューズモールBASE 1階 BASEパーク

おたのしみ その１！
① 瀬戸内から四国路 巡りでガラポン抽選チャレンジ！素敵な賞品をゲット
② ゆるキャラクターステージショー
各日４回登場しま～す。
登場時刻は10:10，13:00
14:30，16:00

おたのしみ その２！
森ノ宮で現地を模擬体験 !？
四国･瀬戸内の広域観光マップを展示！

※ガラポンスタンプラリー
■四国･瀬戸内観光物産展の物販エリア各ブースで､税込500円以上お買い上げでスタンプ１個進呈｡
■観光物産展物販エリア2か所以上での購入､もしくはブース1か所と､もりのみやキューズモール内専門店(セントラルスクエア･
エディオン除く)での500円以上お買上げのレシート1枚でガラポン抽選会に挑戦できます｡

おたのしみ その３！
お子さまとご一緒に！四国･瀬戸内を体感
多彩な体験イベントでこころワクワク！
ワークショップイベント内容

11/27（土） 11/28（日）

フルーツポマンダーづくり体験！

【岡山県】

10:30～

13:30～

平和の祈り 千羽鶴チャレンジ！

【広島県】

11:00～

14:00～

カンバッジづくりに挑戦！

【山口県】

11:30～

15:00～

塗り絵・ペーパークラフトショー！

【徳島県】

13:30～

15:30～

讃岐うどんの手打ちに挑戦！

【香川県】

14:00～

10:30～

石鎚山ＶＲ登山体験！

【愛媛県】

15:00～

11:00～

よさこいチャレンジ！

【高知県】

15:30～

11:30～

※定員に達した場合、お断りすることがあります。
※参加費は無料です。※天候等の影響により中止する場合があります。
※その他詳細は、各県ブースの担当者までお問合せください。

※観光物産展各ブースでは､観光パンフレットをご用意
しています｡各地の観光についても係員までお気軽に
お尋ねください。

JR四国から鉄道好きな みんなに！
学駅合格祈願きっぷ１セット850円
えきちゃんれっちゃくん ぬいぐるみ１個3,000円

おたのしみ その４！ イチオシ美味・おすすめの逸品をご紹介！
※記載は一例です｡
四国･瀬戸内を「ぎゅっと！」詰め込みましたっ！
【岡山の美味】
【徳島のおすすめ】
①カキオコ缶 70g2枚入 800円
②シャインマスカット 1房2,500円

【広島のイチオシ】
①せらワイン｢一杯の世羅｣ １個550円
②ジビエの燻製 １袋 1,100円

【山口の逸品】
①御堀堂の外郎 5個入650円
②吉田松陰のポテトチップ
１袋430円

【瀬戸内のおすすめ】
①淡路たまねぎスープ 1袋550円
②三大呉イカ天 １個540円

【注意事項】本イベントは行政のイベント開催ガイドラインに
沿って実施いたします｡当日の天候･交通情報､政府からの協力要
請等により､時間･場所･内容の変更やイベントが中止になる場合
がございます｡また､本イベントにおける会計におきましても､金
券類･各種クーポン類･ポイント付与･駐車サービス及びもりのみ
やキューズモールにおけるレシート合算による領収書発行等の
サービスは対象外となりますので､ご了承ください。

①大野海苔 １本 500円
②すだち果汁 １瓶 550円

【香川といえば】
①るみばあちゃんのおうどん
3食つゆ付 600円
②銘菓 観音寺 5個入 550円

【愛媛のこれっ！】
①ちゅうちゅうゼリー １袋 350円
②早生みかん １袋 200円

【高知を語る･･･】
①ごっくん馬路村 １本 180円

②万能おかずしょうが １袋 350円
【ご注意】①国や大阪府等からの各種要請等により､急遽中止や時間
変更となる場合がございます｡ ②諸般の事情により､掲載商品の入
荷遅延､もしくは入荷がない場合もございますが､あしからずご了承
ください｡ ③価格はすべて税込です｡ ④本観光物産展の主催者は､
岡山県･広島県･山口県･香川県･愛媛県･高知県の各大阪事務所､徳島
県関西本部､せとうち観光推進機構､四国ツーリズム創造機構､四国旅
客鉄道､本州四国連絡高速道路の11団体です｡

