
                       

 

 

 

 

 

 

 

～「四国一周サイクリングルート」の商品化に向けて～ 

  

四国運輸局では、四国４県の自治体等と連携し、香港・台湾・韓国・タイ・インドネシアから

旅行商品造成を目的に旅行会社を招請します。 

「四国一周サイクリングルート」は、山・川・海などの多様で豊かな自然・風土、世界に誇る

景勝地・観光地や、お接待文化の根付いた地域の人々との触合いを感じながら、サイクリングを

楽しむことのできる魅力に溢れています。 

これまで、台湾や香港の旅行会社が、四国を一周するツアーや、当該ルートの一部を組込んだ

ツアーを催行するなど、商品化の種が芽生えつつあります。 

この流れを他の国・地域へ拡大・波及させるためには、「四国一周サイクリングルート」に関

連するプロモーション活動の強化を図っていくことが重要となります。 

このため、下記のとおりサイクリングツアーの造成に意欲的な旅行会社を招請し、サイクリン

グルート周辺の観光スポットや休憩ポイント等をアピールすることにより認知度向上を図り、誘

客促進を目指します。 

 

記 

 

（１）連携先 

愛媛県国際観光テーマ地区推進協議会、（公財）高知県観光コンベンション協会、 

徳島県、（公社）香川県観光協会 

 

（２）事業の内容 

①日程 

平成 30年 11月 25日(日)～12月 2日(日) 

②被招請者 

 香港：近畿國際旅行社（香港）有限公司  台湾：ジャイアント旅行社、雄獅旅行社 

韓国：バナナカンパニーボラツアー  タイ：Octo-Cycling  

インドネシア：PT. Panorama JTB Tours Indonesia 

③行程（予定）  ＜行程表＞参照 

 

 

                                      ＜行程表＞ 

 

四国運輸局 
国土交通省 

平成 30年 11月 22 日 

<問合せ先>         

四国運輸局観光部国際観光課 

大麻、森岡 TEL:087-802-6736 

サイクリングの聖地へ 四国一周 PR旅 

 

 

 

四国 

 四国 

トゥ 四国 



No 日付 到着 出発 交通手段 行程 

1 11/25

（日） 

11:05   国内線 （タイ・インドネシア） → 羽田空港→ 高松空港（ＡＮＡ５３３便） 

11:30 12:00 専用車 出発（高松市内へ） 

12:00 12:45 〃 昼食 

13:00 14:30 〃 栗林公園 視察 

13:45  国際線 香港 → 高松空港（ＵＯ５２２便） 

14:30 15:00 専用車 出発（高松市内宿泊施設へ） 

10:30  国際線 韓国 → 広島空港（ＲＳ７３２便） 

15:37  バス・ＪＲ 広島空港 → 高松駅 

17:50  国際線 台湾 → 高松空港（ＣＩ１７８便） 

18:30 19:00 専用車 出発（高松市内宿泊施設へ） 

    〃 【宿泊】高松市内（夕食は宿泊施設内レストランにて） 

2 11/26 

（月） 

  9:00 9:30     専用車 宿泊施設 → 道の駅「源平の里むれ」 

 9:45 10:45 サイクリング実走 

専用車 

＜牟礼・津田の松原＞ 

道の駅「源平の里むれ」 → 道の駅「津田の松原」 

11:45 13:15 〃 ＜阿波街道（北灘）・鳴門スカイライン＞ 

きたなだ海の駅→鳴門スカイライン→四方見展望台（弁当昼食） 

15:30 17:00 専用車 阿波おどり会館 視察・阿波踊り体験 

17:15  〃 【宿泊】徳島市内（夕食は宿泊施設内レストランにて） 

3 11/27 

（火） 

 8:00 10:00 専用車 宿泊施設 → 徳島県南エリアへ移動 

10:00 10:30 サイクリング実走 

専用車 

＜南阿波サンライン＞ 

（上級者向けのため希望者のみ実走。） 

10:30 11:45 専用車 高知県室戸市へ移動 

11:45 13:00   昼食 

13:00 14:00 サイクリング実走 

専用車 

＜室戸岬＞ 

ホテル明星 → 道の駅「キラメッセ室戸」 

15:15 17:00 〃 ＜安芸～やす パシフィックオーシャンロード＞ 

道の駅「大山」 → 道の駅「やす」 

17:15 18:00 専用車 道の駅「やす」 → 高知市内宿泊施設へ移動 

18:30 20:30 徒歩 夕食（ひろめ市場） 

    【宿泊】高知市内 

4 11/28 

（水） 

8:00  専用車 宿泊施設 → 桂浜へ移動 

8:30 9:30  桂浜・坂本龍馬像 視察・散策 



 9:30 11:30 専用車 桂浜 → 四万十川方面へ移動 

11:45 13:00 サイクリング実走 

専用車 

＜四万十川①＞ 

道の駅「四万十大正」 → 道の駅「四万十とおわ」 

13:00 14:00  昼食 

14:00 14:45 サイクリング実走 

専用車 

＜四万十川②＞ （旧街道を走行） 

道の駅「四万十とおわ」 → 道の駅「よって西土佐」 

14:45 16:45 専用車 道の駅「よって西土佐」 → 足摺岬方面へ移動 

16:45 17:15  足摺岬展望台 視察 

17:30  専用車 【宿泊】土佐清水市内（夕食は宿泊施設内レストランにて） 

5 11/29 

（木） 

 8:00  8:30 専用車 宿泊施設→海の駅あしずりへ移動 

  8:45 10:00 サイクリング実走 

専用車 

＜足摺サニーロード＞ 

海の駅あしずり→叶崎トンネル手前の左側広場 

10:00 12:30 専用車 土佐清水市内 → 宇和島市内へ 

12:30 13:30  昼食 

13:30 14:30 専用車 宇和島市内 → 大洲市長浜海水浴場へ 

14:45 16:45 サイクリング実走 

専用車 

＜伊予灘・夕焼け小焼けライン（せとかぜ海道）＞ 

大洲市長浜海水浴場 → 道の駅「ふたみ」 

（途中、JR下灘駅に立ち寄り） 

16:45 17:40 専用車 道の駅「ふたみ」 → 松山市内宿泊施設へ 

18:30 20:30 徒歩 夕食（松山市内居酒屋） 

       【宿泊】松山市内 

6 11/30 

 （金） 

8:30 8:45 専用車 宿泊施設 → 道後温泉へ 

  8:45 9:30 徒歩 道後温泉 温泉街散策 

  9:30 10:30 専用車 道後温泉 → 今治市内へ 

10:45 12:30 サイクリング実走 

専用車 

＜今治八十八ヶ所巡礼ライド＞（お遍路体験） 

星の浦海浜公園 → 54番札所延命寺 → 55番札所南光坊 

→ 56番札所泰山寺 

 12:30 13:00 専用車 泰山寺 → さいさいきて屋へ 

13:00 14:00  昼食 

14:00 16:00 専用車 さいさいきて屋 → 香川県坂出市へ 

16:00 17:30 サイクリング実走 

専用車 

＜五色台エリア＞（日没まで実施） 

松ヶ浦マリーナ → 大崎の鼻展望所 

 17:45 18:15 専用車 大崎の鼻展望所 → 高松市内宿泊施設へ 

 19:00 20:30 徒歩 夕食（高松市内） 

  徒歩 【宿泊】高松市内 



7 12/1

（土） 

 7:35 国内線 高松空港（ＡＮＡ５３２便） → 羽田空港（→ タイ・インドネシア） 

 6:08    ＪＲ・バス 高松駅 → 岡山空港 

 10:40 国際線 岡山空港（KE７４８便） → 韓国 

 18:50 〃 高松空港（ＣI１７９便） → 台湾 

8 

 

12/2

（日） 

 15:30 〃 高松空港（UO５２３便） → 香港 

 

 

 

※取材は、いずれの場所でも原則として可能ですが、当日の天候等の事情によりスケジュールが変更になる

場合や被招請者の対応を優先する場合がありますので、事前に希望日時、場所等を連絡願います。 



 

四国一周サイクリングルートマップ https://cycling-island-shikoku.com/route.html 


