
旅行条件〈要約〉お申込みの際には、必ず国内募集型企画旅行条件書（全文）を下記販売店にてお渡しいたしますので、内容をご確認の上、お申し込みください。当パンフレットとともに、契約書面の一部となります。
【募集型企画旅行契約】

ご参加の皆様へ

この旅行は、株式会社ツアー・ウェーブ〔観光庁長官登録旅行業第1665号〕（以下
「当社」といいます）が企画・募集・実施する旅行であり、この旅行に参加されるお客様
は当社と募集型企画旅行契約（以下「旅行契約」といいます）を締結することになりま
す。契約の内容・条件は、別途お渡しする「旅行条件書」及び、ご出発前にお渡しする
「最終旅行日程表」によります。

【旅行契約の成立時期】

【旅行代金のお支払い】

●旅行契約は、電話によるお申込みの場合、当社らが契約の締結を承諾し、申込金を受領した時
に成立するものといたします。●郵便およびファクシミリその他の通信手段によるお申込みの場合、
旅行契約は申込金のお支払い後、当社がお客様との旅行契約の締結を承諾する通知を出した
ときに成立いたします。 

【お客様の責任】

【ご旅行条件・旅行代金の基準日】

●当社から提供される情報を活用し、お客様の権利・義務その他旅行
契約の内容について理解するよう務めなければなりません。
●お客様は、旅行開始後においてパンフレット等に記載された旅行サ
ービスについて、記載内容と異なるものと認識したときは、旅行地にお
いて速やかに添乗員、現地ガイド、現地手配会社、当該旅行サービス
提供機関等いずれかにその旨を申出なければなりません

●本旅行条件は、2022年9月1日を基準として作成しております。また、
旅行代金は、2022年9月1日を現在有効なものと公示されている航空
運賃、適用規則を基準として算出しています。

旅行代金は旅行契約成立後、旅行開始日の前日から起算してさかのぼって21日目にあたる日
より前に旅行代金全額をお支払いいただきます。また21日目にあたる日以降にお申込みの場
合は、お申込み時点または旅行開始日前の当社が指定する期日までにお支払いいただきます。 

【旅行のお申込み】

【お申込金〈お1人様〉】

（1）当社又は「受託販売欄」に記載された当社の受託旅行会社（以下「当社ら」といいま
す）にて所定の申込書に所定の事項を記入のうえ、下記申込金を添えてお申込みください。
（2）当社らは電話、郵便およびファクシミリ、インターネット、その他の通信手段による旅行
契約のお申込みを受付けることがあります。この場合、契約はお申込みの時点では成立し
ておらず、当社が契約の締結を承諾した旨を通知した日の翌日から起算して3日以内に、申
込書の提出と申込金をお支払いいただきます。この期間内に申込金のお支払いがない場
合、当社はお申込みがなかったものとして取り扱いする場合があります。（ご出発まで一定
以上の日数がない場合、お電話でのお申込みをお断りさせていただく場合があります）       

●旅行代金が 2万円未満 ・・・・・・・  5,000円以上旅行代金まで 
●旅行代金が 5万円未満 ・・・・・・・ 10,000円以上旅行代金まで 
●旅行代金が10万円未満 ・・・・・・・ 20,000円以上旅行代金まで 
●旅行代金が10万円以上 ・・・・  旅行代金の20%以上旅行代金まで 

【取消料〈お1人様〉】
旅行契約の解除日 

(旅行開始日の前日から起算してさかのぼって) 取消料 個人包括運賃を利用
する場合の取消料  

旅行契約締結後に解除する場合(下記を除く)  無料 旅行契約解除時の航空
券取消料等の額 

20日前～8日前以前 　　　　　　　旅行代金の20% 
左記または旅行契約解
除時の航空券取消料等
とのいずれか大きい額 

7日前以降～2日前以前 　　　　　　 旅行代金の30% 
旅行開始日の前日 　　　　　　　  旅行代金の40% 
当日の旅行開始前 　　　　　　　  旅行代金の50% 

 %001の金代行旅 加参不絡連無は又後始開行旅

旅行傷害保険加入のお勧め 病気、けがをした場合には多額の治療費、移送費等がかかることがあります。また、事故の場合、加害者への賠償
金請求や賠償金回収が困難な場合があります。これらの治療費、移送費、また死亡・後遺障害等を担保するため、

お客さまご自身で充分な額の海外旅行傷害保険に加入されることをお勧めします。海外旅行傷害保険については、当社あるいは販売店の係員にお問い合せください。

■お申し込み・お問い合わせ（受託販売）

総合旅行業務取扱管理者とは、お客さまの旅行を取り扱う店舗での取引の責任者です。このご旅行の契約に関し、担当者からの説明にご不明な点がございましたら
遠慮なく下記の総合旅行業務取扱管理者にご質問ください。 ●パンフレット番号：SDJ22AFG

旅行企画・実施 仙台営業所

一般社団法人 日本旅行業協会 正会員 

観光庁長官 登録旅行業 第1665号    〒980-0014 仙台市青葉区本町2丁目5番1号 オーク仙台ビルディング2F

TEL 022-212-1919 FAX 022-212-1920

名湯・道後温泉の中で最大規模の湯宿！
道後温泉本館など外湯めぐりにも無料送迎！

名湯・道後温泉の中で最大規模の湯宿ならではの温泉三昧。有数の広さ
を誇る大浴場や、多種多様な露天風呂をご用意しております。時を忘れ、
心も体もゆったりとほぐしてくれる温泉をご堪能ください。

外観（イメージ）外観（イメージ）

大浴場（イメージ）大浴場（イメージ）

夕食（イメージ）夕食（イメージ）

お部屋の一例（洋室となる場合もございます）

和会席夕食

露天風呂（イメージ）露天風呂（イメージ）

各部屋ユニットバスの他に、４Ｆに新安並温泉源泉の大浴場をご用意。大
浴場にはサウナ室を併用。四万十川の四季の食材を活かした自慢の料理
もたっぷりとご堪能ください。

外観（イメージ）外観（イメージ）

ロビー（イメージ）ロビー（イメージ）

夕食（イメージ）夕食（イメージ）

お部屋の一例

会席「四万十づくし」夕食

大浴場（イメージ）大浴場（イメージ）

外観（イメージ）外観（イメージ）

ロビー（イメージ）ロビー（イメージ）

夕食（イメージ）夕食（イメージ）

お部屋の一例

鰹のたたき付き
皿鉢（さわち）料理夕食

露天風呂（イメージ）露天風呂（イメージ）

名湯・道後温泉の中で最大規模の湯宿！
道後温泉本館など外湯めぐりにも無料送迎！

名湯・道後温泉の中で最大規模の湯宿ならではの温泉三昧。有数の広さ
を誇る大浴場や、多種多様な露天風呂をご用意しております。時を忘れ、
心も体もゆったりとほぐしてくれる温泉をご堪能ください。

外観（イメージ）外観（イメージ）

大浴場（イメージ）大浴場（イメージ）

夕食（イメージ）夕食（イメージ）

お部屋の一例（洋室となる場合もございます）

和会席夕食

露天風呂（イメージ）露天風呂（イメージ）

大浴場（イメージ）大浴場（イメージ）

夕食（イメージ）夕食（イメージ）

お部屋の一例

和会席夕食

露天風呂（イメージ）露天風呂（イメージ）

繁華街近くに位置し、四万十川まで徒歩8分！
新安並温泉源泉の大浴場を完備！

お部屋から美しい瀬戸内海を一望できる
人気名所「エンジェルロード」に一番近い宿

小豆島国際ホテルの客室は全て、美しい瀬戸内海を望むことのできるオー
シャンビュー。瀬戸内の多島美に四国屋島の雄大な姿、そして恋人の聖地
「エンジェルロード」がまるで額に飾られた名画のようにご覧いただけます。

外観（イメージ）外観（イメージ）

大浴場（イメージ）大浴場（イメージ）

夕食（イメージ）夕食（イメージ）

お部屋の一例

郷土料理夕食

露天風呂（イメージ）露天風呂（イメージ）

平家伝説が今なお残る秘境「祖谷」にたたずむ
疲れを癒やす温泉と大自然が堪能できる人気宿

入ると肌をツルツルにする、様々な効能を持つ炭酸水素塩の泉質が旅の
疲れを癒してくれます。阿波の青石を組み合わせた露天風呂では、秘境・祖
谷の四季折々の大自然を堪能できます。

外観（イメージ）外観（イメージ）

旧土佐藩主で幕末四賢侯がひとり山内容堂公」の下屋敷跡に建つ老舗
旅館です。本格温泉施設「湯殿 水哉閣｣は、高知市内で平成九年に初湧
出した天然温泉で、市民からも親しまれております。

四国周遊＆倉敷 

四国周遊＆倉敷 コースA 4日間
利用ホテルのご紹介

香川県 岡山県 愛媛県 高知県 徳島県

コースB 4日間

道後プリンスホテル1日目泊

道後プリンスホテル2日目泊

新ロイヤルホテル四万十2日目泊

小豆島国際ホテル1日目泊 ホテル秘境の湯3日目泊

香川県 愛媛県 徳島県

1950年創業。旧土佐藩主・山内容堂公の
下屋敷跡に建つ老舗旅館

ホテル三翠園3日目泊

周遊
2コース
をご用意！！

仙台空港⇔高松空港
仙台空港 発着

乗り継ぎなし！
らくらく直行！！

添乗員同行
観光・食事付

Aコース お1人様（4名1室利用の場合）

添乗員同行
観光・食事付

旅行代金

169,800円
〈機材イメージ〉

四国周遊
瀬戸内紀行

日間日間日間4

倉敷 美観地区（イメージ）

桂浜／坂本龍馬像（イメージ） 祖谷のかずら橋（イメージ）

沈下橋（イメージ）

父母ヶ浜（イメージ）小豆島／オリーブ公園（イメージ） 提供：（公社）香川県観光協会

松山城（イメージ）

さぬきうどん（イメージ） 提供：（公社）香川県観光協会エンジェルロード（イメージ）©cubic-tt[島空撮]

仙台空港から直行チャーター便で行く！
アイベックスエアラインズ利用

11/202022年 日
出
発

出発日1本

香川県 岡山県愛媛県 高知県 徳島県
四国＆小豆島

四国＆小豆島 香川県 愛媛県 徳島県

四国3県をめぐり、名所・絶景堪能！！瀬戸内・四国4県の名所と倉敷を満喫！！

瀬戸大橋（イメージ） 

金刀比羅宮（イメージ） 提供：（公社）香川県観光協会

日曜・祝日利用プラン！

コ
ー
ス

コ
ー
ス

寒霞渓（イメージ）

うな重（イメージ）

フォローお願いします。

お得な情報や最新情報を
Instagramから！仙台空港国際化

利用促進協議会
「地元発」国内旅行は

上記ホテルでは「宿泊施設における新型コロナウイルス対応ガイドライン」に従いまして、全従業員で感染予防対応策を講じて参ります。
お客様の安心・安全を最優先し、他のお客様や従業員の感染リスクを低減する措置を行っております。



昼食「かどや 弁天町店」にて名物鯛めしセット

◎松山城 天守閣（ロープウェイ利用）

○内子町散策 ◎内子座

松山城（イメージ） 宇和島鯛めし（イメージ）

うどん御膳（イメージ）

観光後、
内子へ移動

観光後、伊予伊達藩の城下町・宇和島へ移動

大正ロマンの街

○柏島 ○竜串海岸「船が宙に浮いて見える」ほど透明度の高い海

3,000円

■発着地／仙台空港 ■利用予定航空会社／アイベックスエアラインズ チャーター便
■利用予定バス会社／第一観光  ■出発日／2022年11月20日 ■最少催行人員／15名様 
■食事条件／朝食3回、昼食4回、夕食3回 
■添乗員／仙台空港出発から仙台空港解散まで同行いたします。 
■各コースのご宿泊施設の情報は裏表紙（4ページ）に掲載しております。

共通旅行条件

※上記スケジュールについては予告なしに変更される場合もございます。（時刻はすべて現地時間
です）※空港～ホテル間の移動及び観光中は他のお客様と一緒になり、お待ちいただく場合もござ
います。予めご了承ください。

■ツアーコード／SDJ22AFGA-001

1室利用人数

3名1室利用

4名1室利用

2名1室利用 179,800円
1名1室利用 199,800円

174,800円
169,800円
旅行代金（お1人様）

■ツアーコード／SDJ22AFGB-001

1室利用人数

3名1室利用

4名1室利用

2名1室利用 184,800円
1名1室利用 214,800円

179,800円
174,800円
旅行代金（お1人様）

4日間
香川県 岡山県 香川県 愛媛県 徳島県愛媛県 高知県 徳島県 コースB

4日間
コースA

瀬戸大橋（イメージ） 

瀬戸大橋（イメージ） 提供：（公社）香川県観光協会

倉敷 美観地区（イメージ）

松山城（イメージ）

沈下橋（イメージ）

中津渓谷（イメージ）

内子座（イメージ）

柏島（イメージ）

柏島（イメージ）

祖谷のかずら橋（イメージ）

祖谷のかずら橋（イメージ）

大歩危峡（イメージ）

大歩危峡（イメージ）

桂浜（イメージ） 龍馬像（イメージ）

しまなみ海道／来島海峡大橋（イメージ）

夕

夕

夕

昼

昼

昼

朝

昼

朝

朝

食事日次 ス ケジュー ル 内 容

1

2

3

4

◎：入場観光／○：下車観光／△：車窓観光

着後、「瀬戸大橋」を渡って岡山県へ移動

観光後、高松空港へ

観光後、ホテル三翠園へ（17：30頃）

※上記スケジュールについては予告なしに変更される場合もございます。（時刻はすべて現地時間
です）※空港～ホテル間の移動及び観光中は他のお客様と一緒になり、お待ちいただく場合もござ
います。予めご了承ください。

夕

夕

昼

昼

朝

朝

食事日次 ス ケジュー ル 内 容

【新ロイヤルホテル四万十 泊】

4

3

仙台空港発（08：40頃）
◎：入場観光／○：下車観光／△：車窓観光

ホテルにて会席「四万十づくし」をお召し上がりください夕食

【ホテル三翠園 泊】ホテルにて鰹のたたき付き皿鉢（さわち）料理夕食

アイベックスエアラインズ チャーター便にて高松へ直行！！午 前

高松空港着（10：25頃） 午 前 着後、昼食へご案内

昼食後、高松港へ移動

【小豆島国際ホテル 泊】

【道後温泉 道後プリンスホテル 泊】

仙台空港発（08：40頃）

朝食 ホテルにてお召し上がりください  朝食後、ホテル出発（08：10頃）　観光へご案内

ホテルにてオリーブ会席をお召し上がりください夕食

【祖谷温泉 ホテル秘境の湯 泊】ホテルにて郷土会席をお召し上がりください夕食

ホテルにて和会席夕食

アイベックスエアラインズ チャーター便にて高松へ直行！！午 前

高松空港着（10：25頃） 午 前

高松空港発（17：45頃）
アイベックスエアラインズ チャーター便にて仙台へ直行！！

夕 刻

仙台空港着（19：05頃） 夜 着後、解散

昼食 「ベイリゾートホテル小豆島」にて小豆島近海で

○エンジェルロード ○対極の美・太陽の贈り物（瀬戸内芸術祭作品 コシノ ジュンコ作）

道後温泉 道後プリンスホテルへ（17：30頃）

観光後、祖谷温泉 
ホテル秘境の湯へ（18：00頃）

観光後、小豆島国際ホテルへ（17：40頃）

○祖谷のかずら橋 ○琵琶の滝

○佐田沈下橋 ◎四万十の碧遊覧

○中津渓谷 

四万十川 ◎石手寺 ◎松山城 天守閣（ロープウェイ利用） △しまなみ海道

○亀老山展望公園 ○来島海峡展望館 ○父母ヶ浜

観光後、新ロイヤルホテル四万十へ（18：00頃）

○寒霞渓（紅雲亭～山頂 ロープウェイ利用）

◎マルキン醤油記念館

◎二十四の瞳 映画村

高松空港到着後、瀬戸大橋を渡って岡山・倉敷へ。その後、
しまなみ海道を通って四国へ戻り、愛媛の松山城や大正ロ
マンの街・内子町などを観光。高知の四万十川や桂浜、徳島
の日本三奇橋のひとつ「祖谷のかずら橋」のほか、香川の
金刀比羅宮など、四国4県を一周する充実のコースです。

フェリーで小豆島に渡り、映画「二十四の瞳 映画村」や紅葉が美し
い日本三大渓谷美の寒霞渓、オリーブ公園、エンジェルロードなど
を観光。さらに四国八十八箇所の札所でもある石手寺や松山城、瀬
戸内天空の鏡と呼ばれる父母ヶ浜、金刀比羅宮など四国の名所観
光は盛りだくさん。もちろん、瀬戸大橋としまなみ海道も渡ります。

〈2・2座席配置の一例〉

→2名並び席 →他のお客様が座ります。（空席ではありません）

通
路

窓
側

窓
側 お1人様追加代金

（大人・子ども同額）

お席が離ればなれになることはありません！！
往復

座席（イメージ）

※ご旅行お申し込み時に合わせてお申し込みください。※お申し込
み後の手配となりますので、ご希望に添えない場合があります。窓
側、通路側等のシートリクエストはお受けできません。※お申し込み
後（及び現地での）の変更はお受けできません。※お申し込み後の
お取り消しは、お申し込み時期により、取消料が必要となります。3,000円

佐田沈下橋高知県

桂浜／坂本龍馬像

中津渓谷 

3日目

愛媛県

高知県

2日目

祖谷のかずら橋徳島県

香川県

4日目

四万十川の沈下橋とは、増水時に川に沈んでしまうように
設計された欄干のない橋のこと。木などが引掛り水の流れ
が悪くなることを防ぎ、最初から欄干を作っていません。

増水時に川に沈む欄干のない橋

二十四の瞳 映画村
香川県 小豆島1日目

二十四の瞳映画村（イメージ） 提供：（公社）香川県観光協会

映画『二十四の瞳』のロケセットを改築した日本映画・文学のテーマ
パーク。瀬戸内海を見渡せる海岸沿いに木造校舎や村が再現され
大正・昭和初期のノスタルジックな雰囲気を味わえます。

映画『二十四の瞳』のロケセットを改築

父母ヶ浜（イメージ）

約1km のロングビーチを誇る穏やかな香川県三豊市の海水浴場
です。瀬戸内海の燧灘に沈む夕日が美しく、絶景スポットとして知ら
れています。「ウユニ塩湖」のような写真が撮れると話題です。

瀬戸内の〝天空の鏡〟と呼ばれる絶景スポット

亀老山展望公園からの眺め（イメージ）

松山城（イメージ）
石手寺（イメージ）

大島の南端に位置する亀老山の頂上にある展望公園。天気が良
ければ西日本最高峰の石鎚山まで見渡すことができます。

しまなみ海道随一の眺望が楽しめるスポット

エンジェルロード

オリーブ公園

国立公園 寒霞渓
香川県 小豆島2日目

オリーブ公園（イメージ） 
提供：（公社）香川県観光協会

エンジェルロード（イメージ）©cubic-tt[島空撮]

地中海の国・ギリシャのムードい
っぱいの、のんびりゾーン。瀬戸
内海を見下ろす小高い丘に広
がる園内には、約2,000本のオ
リーブの木や130種類以上の
ハーブが栽培されています。ま
た、実写版魔女の宅急便の撮
影で使用したセットが雑貨店と
して営業しており、映画の世界
観を楽しむことができます。

エンジェルロードは1日2回、干
潮時に海の中から現れる砂の
道。大切な人と手をつないで渡
ると、願いが叶うと言われている
ロマンティックな場所です。

ギリシャのムードいっぱい

ロープウェイで空・海・渓谷を眺望

潮時に海の中から現れる、天使の散歩道

亀老山展望公園

石手寺 松山城

愛媛県3日目

父母ヶ浜香川県

寒霞渓 ロープウェイ（イメージ）

寒霞渓 ロープウェイ
（イメージ）

寒霞渓（イメージ）

ひしお御膳（イメージ）
夕

昼

昼

朝

【道後温泉 道後プリンスホテル 泊】

1

2

朝食 ホテルにてお召し上がりください  朝食後、ホテル出発（08：20頃）　観光へご案内

朝食 ホテルにてお召し上がりください  朝食後、ホテル出発（08：00頃）　観光へご案内

朝食 ホテルにてお召し上がりください  朝食後、ホテル出発（08：00頃）　観光へご案内

ホテルにて和会席をお召し上がりください夕食
きびそば（イメージ） 倉敷 美観地区（イメージ）

○倉敷 美観地区 自由散策(白壁町並み・大原美術館など）

△しまなみ海道 ○亀老山展望公園

△瀬戸大橋

昼食 「冨來屋本舗」にて名物きび膳をお召し上がりください

昼食 うなぎの「大正軒」にてうな重をお召し上がりください

昼食 「にしきや」にてうどん御膳を
お召し上がりください

観光後、道後温泉 道後プリンスホテルへ（18：20頃）

昼食後、「しまなみ海道」を通って愛媛県へ移動

観光後、「しまなみ海道」を通って大島へ移動

本州四国連絡橋３ルートの先陣をきり、昭和６３年に開通しました。
多くの島が連なる瀬戸内海の真ん中に架かる、道路・鉄道の併用
橋です。吊橋、斜張橋、トラス橋などの橋梁が連なる姿は壮観です。

広島県尾道市と愛媛県今治市を結ぶ全長約60kmの自動車専用
道路で西瀬戸自動車道、生口島道路、大島道路からなります。

瀬戸大橋香川県・岡山県1日目

岡山県と香川県を直結する大橋

白壁の蔵屋敷、なまこ壁、柳並
木など、趣ある景観が楽しめる
倉敷美観地区。伝統的な建物
が作り出す町並みや、倉敷川沿
いのレトロモダンな風景が、世界
中の人を魅了し続けています。

歴史とアートが薫る、美しい白壁の町並み

山頂に本丸、裾野に
は史跡庭園となってい
る二之丸と、堀之内
公園として親しまれて
いる三之丸が広がりま
す。「現存十二天守」
の一つで、城内には
21棟の重要文化財
があります。

標高132ｍの勝山に築かれた現存天守！

倉敷 美観地区岡山県

内子町

瀬戸内海の島々を7つの橋で結ぶ
しまなみ海道愛媛県・広島県

松山城

★瀬戸大橋にある
　「与島PA」にて休憩

★「来島海峡SA」
　  にて休憩

★道後温泉本館 ご入浴や道後ハイカラ通り散策などをお楽しみください

★道後温泉本館 ご入浴もお楽しみください
★ホテルチェックイン後、「道後ハイカラ通り」を自由散策

水流が巨岩を縫うように流れる美しい

◎大歩危峡 遊覧船吉野川流域の渓谷美

◎金刀比羅宮一生に一度は
こんぴらさん詣り

観光後、
高松空港へ 高松空港発（17：45頃）

アイベックスエアラインズ チャーター便にて仙台へ直行！！

夕 刻

仙台空港着（19：05頃） 夜 着後、解散

○祖谷のかずら橋 ○琵琶の滝

祖谷のかずら橋 大歩危峡

朝食 ホテルにてお召し上がりください  朝食後、ホテル出発（08：30頃）　観光へご案内

朝食 ホテルにてお召し上がりください  朝食後、ホテル出発（08：20頃）　観光へご案内

昼食 和食海鮮茶屋「磯の匠」にて匠御膳

昼食 大島の道の駅「よしうみいきいき館」にて
七輪バーベキューをお召し上がりください

昼食 「さぬき麺業 松並店」にてさぬきうどん

◎大歩危峡 遊覧船吉野川流域の渓谷美

瀬戸内天空の鏡

◎瀬戸大橋 与島PA展望台 ◎金刀比羅宮

フェリーにて小豆島・土庄港港へ（13：40発）

フェリーにて高松港へ（13：20発） 高速道路にて道後温泉へ ★「豊浜SA」にて休憩

江戸時代後期から明治時代にかけ
て木蝋（もくろう）の生産によって栄
えた町で、八日市・護国地区には伝
統的な造りの町家や豪商の屋敷が、
当時のまま軒を連ねています。

大正ロマンが残る町

金刀比羅宮（イメージ） 提供：（公社）香川県観光協会

金刀比羅宮（イメージ） 提供：（公社）香川県観光協会

うな重（イメージ） 中津渓谷（イメージ） 坂本龍馬像（イメージ）

桂浜は高知県を代表する観光名所の一つ。
東端の龍頭岬では、幕末の志士・坂本龍馬
の銅像が太平洋を眺めています。

白砂青松の景勝地

琵琶の滝（イメージ）

与島PAから見た瀬戸大橋（イメージ）

琵琶の滝徳島県

瀬戸大橋 与島PA展望台

金刀比羅宮

香川県

4日目

昔、平家落人が京の都をしのび、この滝で琵琶を奏
で、つれづれを慰めあっていたことから名付けられた
と言い伝えられています。吉野川の支流、祖谷川に
脇の沢から流れ落ちる、高さ約50ｍの滝です。

平家伝説が残る滝

瀬戸中央自動車道海峡部のほぼ真ん中に位置し、海
上高速道路では日本初のパーキングエリア。瀬戸大橋
が架かっている島々の中で、唯一、一般車両が降りるこ
とのでき、ドライバー達の憩いの場です。

瀬戸大橋を見上げるパーキングエリア

平家一族の哀話を秘める、秘境
“祖谷”にあるかずら橋。その昔は断
崖を通らなければ辿り着けない「秘
境」でした。シラクチカズラ（重さ約
6トン）で作られたもので、長さ
45m・幅2m・水面上14m。3年毎
に架替えが行われます。「錦帯橋」
「木曽の桟」と並ぶ日本三奇橋の
ひとつとして知られています。

日本三奇橋のひとつ、国指定重要有形民俗文化財

結晶片岩が水蝕されてでき
た溪谷は、大理石の彫刻
がそそりたっているかのようで、春
は桜・秋は一面の紅葉が清流に
色をそえ、スリル満点の舟下りが
楽しめます。2014年に国指定の
天然記念物に指定され、2015年
には国指定名勝となっております。

大歩危峡

金刀比羅宮

2億年の時を経て
創られた渓谷美

さぬきうどん（イメージ）

二十四の瞳映画村（イメージ）

しまなみ海道／来島海峡大橋（イメージ）七輪バーベキュー（イメージ）

祖谷のかずら橋（イメージ）匠御膳（イメージ）

金刀比羅宮は古来より「さぬきのこんぴらさ
ん」として親しまれている海の神様です。参道
口から本宮まで785段、奥社までは合計
1,368段にも及ぶ長い石段があります。その
石段沿いには大門、五人百姓、国の重要文
化財「書院」などがあります。レトロな情緒溢
れる町並みが続き、年間通じて約400万人
もの人が「こんぴら参り」に訪れています。

四国随一のパワースポット

金刀比羅宮（イメージ） 提供：（公社）香川県観光協会

四国周遊＆倉敷 四国＆小豆島瀬戸大橋・しまなみ海道
の2大大橋を渡り、

四国4県＆倉敷を満喫！！

瀬戸内海に浮かぶ小豆島で
美しい自然をたっぷり満喫！
四国の名所・名物盛りだくさん

獲れる旬の魚を使ったひしお御膳をお召し上がりください

○坂本龍馬像 ○桂浜その後、桂浜へ

美しい「仁淀ブルー」を楽しめる渓谷
雨竜の滝、紅葉滝、竜宮淵など「仁淀ブルー」を楽しめるス
ポット。渓谷の入り口には遊歩道が整備されています。

瀬戸大橋＆しまなみ海道を渡り、
四国3県の名所・絶景をめぐる！！

柏島

「船が宙に浮いて見える」
ほどの透明度の高い海

透明度の高いエメラルドグリーンに
輝く海。船の影が海底に映し出され、
船が宙に浮いて見えるほどです。

古来より「さぬきのこんぴらさん」と
して親しまれている海の神様です。

寒霞渓は小豆島の最高峰・星ヶ城山と四方指
の間にある渓谷。日本三大渓谷美のひとつとし
て賞され小豆島が世界に誇る景勝地です。

内容詳細は右記のBプランをご覧ください

内容詳細は左記のAプランをご覧ください

内容詳細は左記のAプランをご覧ください

実写版『魔女の宅急便』の撮影ロケ地◎オリーブ公園

仙台空港より
仙台空港へ

高松
空港

祖谷のかずら橋
琵琶の滝
大歩危峡

香川県

岡山県

広島県

徳島県

高知県

高知県

愛媛県 金刀比羅宮

倉敷・美観地区

瀬戸大橋

しまなみ街道
亀老山展望公園

内子町

桂浜

四万十川

中津渓谷

佐田沈下橋

宇和島

竜串海岸
柏島

道後
プリンスホテル

ホテル三翠園

松山城

新ロイヤルホテル四万十

ルートマップ
仙台空港より

仙台空港へ

高松
空港

祖谷のかずら橋
琵琶の滝
大歩危峡

香川県

岡山県
広島県

徳島県

愛媛県

金刀比羅宮

しまなみ街道

亀老山展望公園

来島海峡展望館

父母ヶ浜

土庄港

高松港

小豆島

道後
プリンスホテル

祖谷温泉
ホテル秘境の湯

小豆島
国際ホテル

石手寺
松山城

ルートマップ

瀬戸大橋瀬戸大橋
与島PA展望台

コースA コースB


