配布場所
（国関係）
配布場所
四国運輸局 交通政策部 交通企画課

住所
〒760-0064
香川県高松市朝日新町 1-30

四国運輸局 総務部 総務課

電話番号

〒760-0068

087-825-1202

香川県高松市松島町 1-17-33
四国運輸局 徳島運輸支局 総務企画 〒770-0941
部門

徳島県徳島市万代町 3-5-2

四国運輸局 愛媛運輸支局 総務企画 〒791-1113
部門

愛媛県松山市森松町 1070

四国運輸局 愛媛運輸支局 今治海事 〒794-0033
事務所 監理・運航部門

愛媛県今治市東門町 4-3-16

四国運輸局 愛媛運輸支局 宇和島海 〒798-0003
事事務所

愛媛県宇和島市住吉町 3-1-3

四国運輸局 高知運輸支局 総務企画 〒780-8010
部門

高知県高知市桟橋通 5-4-55

088-622-7622
089-956-9957
0898-33-9001
0895-22-0260
088-832-1175

＜徳島県内＞
配布場所
徳島県 商工観光労働部 観光政策課

徳島市 経済部 観光課

四国旅客鉄道株式会社 徳島駅

住所
〒770-8570
徳島県徳島市万代町 1-1
〒770-8571
徳島県徳島市幸町 2-5
〒770-0831
徳島県徳島市寺島本町西 1-61

アスティ徳島（一般財団法人 徳島県 〒770-8055
観光協会）

徳島県徳島市山城町東浜傍示 1-1

阿波おどり会館（公益社団法人 徳島 〒770-0904
市観光協会）
徳島空港案内所（1 階到着出口向かい
側）
南海フェリー株式会社 徳島港のりば

徳島県徳島市新町橋 2-20

電話番号
088-621-2339

088-621-5232

088-622-7935
088-652-8777
088-611-1611

〒771-0213
徳島県板野郡松茂町豊久字朝日野

088-699-2831

16-2
〒770-0874
徳島県徳島市南沖洲 5-7-39

088-636-0750

〒772-0011
鳴門市観光情報センター

徳島県鳴門市撫養町大桑島字濘岩
75-1

088-686-0743

道の駅第九の里

一般社団法人 鳴門市うずしお観光協
会

〒779-0225
徳島県鳴門市大麻町桧字東山田 53

088-689-1119

〒772-0003
徳島県鳴門市撫養町南浜字東浜

088-684-1731

165-10

＜香川県内＞
配布場所
香川県 交流推進部 観光振興課

高松市 創造都市推進局 観光交流課

四国旅客鉄道株式会社 高松駅

公益社団法人 香川県観光協会
香川・高松ツーリストインフォメーシ
ョン

住所
〒760-8570
香川県高松市番町 4-1-10
〒760-8571
香川県高松市番町 1-8-15
〒760-0011
香川県高松市浜ノ町 1-20
〒760-8570
香川県高松市番町 4-1-10

電話番号
087-832-3360

087-839-2416

087-825-1703

087-832-3377

〒760-0011
香川県高松市浜ノ町 1-20（ＪＲ高松

087-826-0170

駅構内）

高松空港インフォメーションセンタ 〒761-1401
ー

香川県高松市香南町岡 1312-7

高松港旅客ターミナルビル１階、２階

〒760-0019
香川県高松市サンポート 1-1

087-814-3355

087-822-7060

＜愛媛県内＞
配布場所
愛媛県 経済労働部 観光物産課

松山市 観光・国際交流課
四国旅客鉄道株式会社 松山駅

松山空港総合案内所

住所
〒790-8570
愛媛県松山市一番町 4-4-2
〒790-8571
愛媛県松山市二番町 4-7-2
〒790-0062
愛媛県松山市南江戸 1-14-1
〒791-8042
愛媛県松山市南吉田町 2731

電話番号
089-912-2490

089-948-6556
089-945-2637

089-972-5600

〒790-0004
一般社団法人 愛媛県観光物産協会

愛媛県松山市大街道 3-6-1
岡崎産業ビル 4 階

089-961-4500

〒790-0062
松山市観光案内所

愛媛県松山市南江戸 1-14-1（ＪＲ松

089-931-3914

山駅構内）
〒790-0842
道後観光案内所

愛媛県松山市道後湯之町 6-8

089-921-3708

道後温泉観光会館 1 階
〒790-0004
松山城観光案内所

愛媛県松山市大街道 3-2-46

089-935-7511

松山城索道東雲口駅舎 1 階
＜高知県内＞
配布場所
高知県 観光振興部 観光政策課

高知市 観光振興課

公益社団法人 高知市観光協会

四国旅客鉄道株式会社 高知駅

高知龍馬空港総合案内所
高知観光情報発信館 とさてらす

住所
〒780-8570
高知県高知市丸ノ内 1-2-20
〒780-8571
高知県高知市鷹匠町 2-1-36
〒780-0862
高知県高知市鷹匠町 2-1-36
〒780-0061
高知県高知市栄田町 2-1-10
〒783-0096
高知県南国市久枝乙 58
〒780-0056
高知県高知市北本町 2-10-17

電話番号
088-823-9606

088-823-9457

088-823-4016

088-822-0569

088-863-2906
088-879-6400

＜和歌山県内＞
配布場所

住所

南海フェリー株式会社 和歌山港のり 〒640-8404
ば

和歌山県和歌山市湊 2835-1

電話番号
073-422-2156

＜東京都内＞
配布場所

住所

電話番号

〒100-0006
徳島・香川トモニ市場

東京都千代田区有楽町 2-10-1

03-6269-9688

東京交通会館 1 階
〒102-0093
徳島県 政策創造部 東京本部

東京都千代田区平河町 2-6-3
都道府県会館 14 階

03-5212-9022

香川・愛媛 せとうち旬彩館

〒105-0004
東京都港区新橋 2-19-10

03-3574-2028

〒102-0093
香川県 政策部 東京事務所

東京都千代田区平河町 2-6-3

03-5212-9100

都道府県会館 9 階
〒102-0093
愛媛県 総務部 東京事務所

東京都千代田区平河町 2-6-3

03-5212-9071

都道府県会館 11 階
〒100-0011
高知県 東京事務所

東京都千代田区内幸町 1-3-3

03-3501-5541

内幸町ダイビル 7 階
高知県アンテナショップ まるごと高 〒104-0061
知

東京都中央区銀座 1-3-13

03-3538-4351

＜大阪市内＞
配布場所
徳島県アンテナショップ とくしま
県の店

住所

電話番号

〒542-0081
大阪府大阪市中央区南船場 3-9-10

06-6253-0141

徳島ビル 1 階
〒542-0081

徳島県 政策創造部 大阪本部

大阪府大阪市中央区南船場 3-9-10

06-6251-3273

徳島ビル 4 階
〒542-0083
香川県 商工労働部 大阪事務所

大阪府大阪市中央区東心斎橋1-18-24

06-6281-1661

クロスシティ心斎橋 4 階
〒550-0002
愛媛県 大阪事務所

大阪府大阪市西区江戸堀 1-9-1

06-6441-2829

肥後橋センタービル 1 階
〒541-0053
高知県 大阪事務所

大阪府大阪市中央区本町 2-6-8

06-6244-4351

センバセントラルビル 1 階
＜名古屋市内＞
配布場所

住所

電話番号

〒460-0008
徳島県 名古屋事務所

愛知県名古屋市栄 4-1-1
中日ビル 4 階

052-262-4677

〒460-0008
高知県 名古屋事務所

愛知県名古屋市栄 4-1-1
中日ビル 4 階

052-251-0540

