
4/2（月）
ＪＲ津田沼 6:00発 高速ﾊﾞｽ
羽田空港 7:05着

7:40発 ＪＡＬ
高知龍馬空港 9:05着 35,400k

9:20 ﾚﾝﾀｶｰ配車 マツダﾚﾝﾀｶｰｶｳﾝﾀｰ ﾏﾂﾀﾞＳｸﾗｽ禁煙車
9:25発

香南市 10:05着 さくらの広場 （10:05-10:26） 評価×
約300本（ソメイヨシノ）

10:26発 高知県香南市野市町大谷 0887-56-5200 香南市観光協会
香南市 11:05着 （11:05-11:27） 評価○

約150本（参道含む、ソメイヨシノ、シダレザクラ）
11:27発 高知県香美市土佐山田町北本町0887-53-3111 香美市商工観光課
11:40着 鏡野公園 （11:40-12:00） 評価◎

日本さくら名所100選　約600本（ソメイヨシノ、ヤエザクラほか）
高知県香美市土佐山田町宮ノ口

昼食 （12:00-12:30） カレー
12:30発 徳島工科大学学生食堂

高知市 13:10着 五台山 （13:10-13:30） 評価○
約200本（ヤマザクラ、頂上のみソメイヨシノ）

13:30発 高知県高知市五台山 088-882-8143 高知土木事務所
13:55着 高知城 （13:55-14:30） 評価◎

約400本（ソメイヨシノほか）
14:30発 高知県高知市丸ノ内1-2-1 088-824-5701 高知城管理事務所

仁淀川町 15:50着 ひょうたん桜 （15:05-16:20） 評価×　開花前
1本（エドヒガン）

16:20発 高知県吾川郡仁淀川町桜地区 0889-35-1083 仁淀川町産業建設課
四万十市 19:00着 ホテル泊 〒787-1603 高知県四万十市西土佐用井1100 評価○

ホテル星羅四万十TEL：0880-52-2225 238k

夕食 （19:30-20:30）

八王子宮・八王子公園

【結果】四国桜めぐり行程（2012/04/02-4/06）



【結果】四国桜めぐり行程（2012/04/02-4/06）

4/3（火）
四万十市 ホテル

朝食 （7:30-8:00）
9:25発 35,638k

宇和島市 10:40着 和霊神社 （10:40-10:54） 評価○
染井吉野(ソメイヨシノ)

10:54発 愛媛県宇和島市和霊町1451 0895-22-0197
八幡浜市 12:00着 琴平公園 （12:00-12:28） 評価○

約100本（ソメイヨシノ）
12:28発 愛媛県八幡浜市保内町川之石 0894-22-3111 八幡浜市商工観光課

大洲市 13:15着 富士山公園 （13:15-13:38） 評価○
ｿﾒｲﾖｼﾉ

13:38発 愛媛県大洲市柚木942 0893-24-2111

13:50着 昼食 うどん
14:23発

内子町 14:50着 （14:50-15:07）
枝垂桜(シダレザクラ) 評価×　開花前

愛媛県喜多郡内子町石畳 東地区 0893-44-2118内子町町並・地域振興課

15:07発
大洲市 16:10着 祇園公園 （16:10-16:19） 評価×　開花前

ﾔｴｻﾞｸﾗ
16:19発 愛媛県大洲市八多喜町 0893-24-2111

松山市道後 17:30着 ホテル泊 〒790-0854　松山市岩崎町1丁目7番37 評価○
ＫＫＲ道後ゆづき TEL：089-941-2934（代） 221k

夕食 （18:00-21:00）

石畳東のシダレサクラ



【結果】四国桜めぐり行程（2012/04/02-4/06）

4/4（水）
松山市道後 ホテル

朝食 （7:00-7:30） 35,859k

8:28発
今治市 9:27着 鹿の子池公園 （9:27-9:50）

約350本（ソメイヨシノ、シダレザクラほか） 評価○
9:50発 愛媛県今治市町谷 0898-36-1563 今治市公園緑地課
10:00着 頓田川河川敷 （10:00-10:17） 評価×　開花前

約2000本（ソメイヨシノ、ヤエザクラ）
10:17発 愛媛県今治市 頓田川河川敷 0898-36-1541 今治市観光課

西条市 10:55着 （10:55-11:00） 評価○
ｿﾒｲﾖｼﾉ,ｼﾀﾞﾚｻﾞｸﾗ

11:00発 愛媛県西条市丹原町古田1657 0898-68-7275　
東温市 11:20頃 桜三里 通過 評価×　開花前

車窓から楽しめる、国道沿いの桜約1800本（ソメイヨシノほか）
愛媛県西条市丹原町湯谷口～東温市松瀬川 0897-47-3575 西条市観光振興課

11:46着 塩ケ森ふるさと公園（11:46-11:55） 評価×　開花前
約800本

11:55発 愛媛県東温市南方2987 089-964-4412 東温市まちづくり課
12:10着 ふるさと交流館 （12:10-13:00）

昼食 ラーメン
13:00発

高知県土佐町 14:40着 早明浦ダム （14:40-15:00） 評価○
ダム湖を鮮やかに彩る約2000本のソメイヨシノ

15:00発 高知県土佐郡土佐町田井 0887-82-0400 土佐町産業建設課
徳島県祖谷町 16:00着 かずら橋 （16:00-16:25） 評価○

徳島県三好市西祖谷山村善徳162-2 0120-404-344三好市観光案内所
16:25発

大歩危 17:00着 ホテル泊 徳島県三好市西祖谷山村下名 評価○
湯宿大歩危どまなか TEL：0883-84-1216

夕食 （18:00-20:00）
285k

西山興隆寺のしだれ桜



【結果】四国桜めぐり行程（2012/04/02-4/06）

4/5（木）
大歩危 ホテル

朝食 （7:30-8:00） 36,144k

8:32発
三好市 9:36着 金竜山農村公園 （9:36-9:49） 評価○

約80本（ソメイヨシノ、ボタンザクラ）
9:49発 徳島県三好市井川町井関 0883-78-5005 三好市井川総合支所産業観光課

美馬市 10:40着 吉良のエドヒガン桜（10:40-10:47） 評価×　開花前
約50本（エドヒガンほか）

徳島県美馬郡つるぎ町貞光吉良679 0883-62-3111 つるぎ町商工観光課
10:47発

琴平町 11:58着 金丸座 （11:58-　　　） 評価○
桜馬場 （　　　-13:10） 評価○

約200本（ソメイヨシノ、ヒガンザクラ）
香川県仲多度郡琴平町 金刀比羅宮 0877-75-2121 金刀比羅宮社務所

昼食 （15:45-13:05） うどん
13:10発

三豊市 13:25着 朝日山公園 （13:25-13:50） 評価○
約2000本（ソメイヨシノほか）

13:50発 香川県三豊市高瀬町下麻 0875-56-9121 三豊市観光協会
観音寺市 14:19着 琴弾公園 （14:19-　　　） 評価×

（　　　-14:35） 評価○
約450本（ソメイヨシノほか）

14:35発 香川県観音寺市有明町 0875-23-3933 観音寺市商工観光課
多度津町 15:28着 桃陵公園 （15:28-15:43） 評価○

約2500本（ソメイヨシノ）
15:43発 香川県仲多度郡多度津町桃山 0877-33-1113 多度津町産業課

丸亀市 16:03着 丸亀城 （16:03-16:24）
約1000本（ソメイヨシノ） 評価○

16:24発 香川県丸亀市一番丁 0877-24-8816 丸亀市商工観光課
綾川町 16:54着 滝宮公園 （16:54-17:11） 評価○

約200本（ソメイヨシノ）
17:11発 香川県綾歌郡綾川町滝宮 087-876-5282 綾川町経済課

徳島市 19:20着 ホテル泊 〒770-8071徳島県徳島市八万町中津山3-70 評価○
かんぽの宿 徳島 TEL：088-625-1255 284k

夕食 （19:30-21:00）

琴弾公園・銭形展望台



【結果】四国桜めぐり行程（2012/04/02-4/06）

4/6（金）
徳島市 ホテル

朝食 （7:30-8:00） 36,428k

8:45発
9:25着 西部公園 （9:25-9:42） 評価○

約500本（ソメイヨシノ）
9:42発 徳島県徳島市加茂名町庄山 088-621-5295 徳島市公園緑地課

さぬき市 10:40着 みろく自然公園 （10:40-10:53） 評価×
約3000本（ソメイヨシノほか）

香川県さぬき市大川町富田中3286 0879-43-5200 ゆ～とぴあみろく
10:53発
11:21着 亀鶴公園 （11:21-11:57） 評価○

東讃随一の桜の名所
11:57発 香川県さぬき市長尾名 087-894-1114 さぬき市商工観光課

鳴門市 13:00着 うずしお(観潮) （13:00-13:40） 評価○
13:40発 徳島県鳴門市鳴門公園亀浦観光港 088-687-0101 
13:50着 昼食 （13:50-14:30）
14:30発
14:49着 妙見山公園 （14:49-15:18）

約500本（ソメイヨシノほか） 評価○
15:18発 徳島県鳴門市撫養町林崎 088-684-1157 鳴門市商工観光課
15:50着 徳島中央公園 （15:50-16:20）

約250本ソメイヨシノ 評価○
16:20発 徳島県徳島市徳島町城内 088-621-5295徳島市公園緑地課

徳島あわおどり空港17:00着 ﾚﾝﾀｶｰ乗捨て ﾏﾂﾀﾞﾚﾝﾀｶｰｶｳﾝﾀｰ 177k

夕食 （18:00-18:30） ラーメン 36,605k

19:35発 ＡＮＡ 1,205k

羽田空港 20:50着
21:00発 高速ﾊﾞｽ

ＪＲ津田沼 21:35発


