
広島広島

わんだーなると徳島 レストラン大歩危峡まんなか徳島 レストラン大歩危峡まんなか徳島
大型観潮船に
のって渦潮を
観潮しよう！

粉から作って
食べる！
高松ならではの
うどん作り体験

伝統的な和菓子「和三盆」作りを体験！
出来立てをお抹茶と一緒にいただけます。

名物祖谷そばと渓谷の幸をふんだんに
使った祖谷の郷土料理をお楽しみください。

自然が作り出した
壮大な景色を
遊覧船から見て
楽しめる！

ご旅行開始日の60日前までにご予約の場合
早期予約がお得!さらに！！さらに！！

が、もう1枚
付いてくる!

おひとり様1枚付！！
･下記記載の施設の中から
  1ヶ所でご利用いただけます。　
･無料の乳児、添い寝代金の
  お子様には付きません。

島根 島根 鳥取堀川遊覧船島根

うづ乃家徳島 中野うどん学校（高松校）香川

愛媛 高知 高知愛媛

❶オリーブオイルブレンド体験（前日までに要予約）または
❷もろみ味噌とたっぷり野菜のひしお丼

香川

❶松山城+ロープウェイ・リフト　❷坂の上の雲ミュージアム
❸子規記念博物館がセットの入場観光券

愛媛にしきや香川 宇和島真珠会館

❶岡山後楽園 ❷岡山城 
❸往復路面電車（岡山駅前―城下間）の入場（乗車）券パック

岡山

高知

ビッグホリデーEnjoyクーポンのご案内 Enjoyクーポンマーク

マークの見方

※ご利用は、同一グループ・同一メニューの利用限定となります。　
※各施設、混雑時は満席や団体・祭事による貸切の為ご利用いただけない場合がございます。　
※事前予約が必要な施設の場合、ご予約、変更、取消の手続きはお客様ご自身で行なってください。
　その他の施設も事前にご確認いただき、ご予約されることをおすすめいたします。
　（ご利用施設によっては事前予約できない場合がございます。）　
※施設情報内の営業時間（　）内は最終受付時間です。　※施設の都合により内容の変更・中止となる場合がございます。
※未使用の場合でも払い戻しは致しません。　※各施設の注意事項は「出発のご案内」をご覧ください。

得トク
60
得トク
60

※乳児・添い寝・こども添い寝代金の方は対象外となります。
※60日前を過ぎて予約内容を変更された場合は対象外となります。　※おひとり様につき1枚追加となります。

イメージ（H）

■引換場所：乗船場
　切符売り場
■営業時間：
　9：00～16：20
※40分毎に1便出航
■所要時間：約30分
■定休日：なし（12～1月に一部運休あり）
■TEL：088-687-0101

イメージ（H）

■引換場所：レストラン大歩危峡まんなか1Fフロント
■利用時間：9：30～17：00
■TEL：0883-84-1211

事前予約制
（3日前まで）

イメージ（H）

■引換場所：レストラン大歩危峡まんなか1Ｆフロント
■利用時間：9：00～17：00　■所要時間：約30分
■定休日：無休
■TEL：0883-84-1211

イメージ（H）

■利用時間：9：00～17：00（16：30）
■定休日：年中無休
■TEL：088-687-0150

イメージ（H）

■利用方法：体験前に提示
■利用時間：9：00～15：00　■所要時間：約60分
※事前予約制/2名様以上でお申し込みください。
■TEL：087-885-3200

残りは化粧箱に入れてお土産として
お持ち帰りできます。

事前予約制

オリーブオイルブレンド体験（R）

イメージ（H）

■利用時間：①9：00～15：00
　②11：00～15：00
■定休日：年中無休
　（①は12/28～1/5、4/29～5/6設定除外）
■TEL：0879-82-4260

事前予約制
（前日まで）

イメージ（H）

■利用時間：9：00～16：00（1時間ごとに体験開始）
■定休日：不定休　■最少催行人員：2名
■TEL：0877-75-3264

事前予約制

イメージ（H）

イメージ（H）

イメージ（H）

イメージ（H）イメージ（H）

イメージ（H）

イメージ（H）

かつお船

■利用方法：店舗〈土佐たたき道場〉にて提示
■利用時間：1０：３0～15：00
※体験及び昼食時間となります。
※仕入れたカツオが無くなり次第、終了となります
　ので、お早めにご来店ください。
※悪天候のため、漁に出られない場合は、冷凍の
　カツオになる場合がございます。
■TEL：0120-119-213

本場高知で
かつおたたき体験
をして食す！
高知ならではの
体験メニュー

名物
「鍋焼きラーメン」
または「土佐丼」
（カツオの丼ぶり）
をお召し上がり
いただきます

事前予約制
タオル美術館ICHIHIRO 山口 山口

■引換場所：
　4Ｆ受付にて
■利用時間：
　9：30～18：00
　（17：30）
※毎週土曜日、
　連休（最終日は除く）は20：00まで
■休館日：年中無休　■TEL：0898-56-1515

タオルをテーマにした世界で唯一の美術館。
目を見張るタオルアート、豊富なタオル商品
などタオル文化を感じられます！

島根

■引換場所：各施設窓口 受付の方にお渡しください。
■利用時間：
①松山城（天守）：9：00～17：00（16：30）
　　　　※12～1月：9：00～16：30（16：00）
　松山城（ロープウェイ）：8：30～17：30（16：40）
　　　　※12～1月：8：30～17：00（16：10）
　松山城（リフト）：8：30～17：00
②9：00～18：30（18：00） 
③9：00～18：00（17：30）
（ ）：入場・乗車最終時間
■休館日：①無休
　　　　 ②月曜日（休日の場合は開館）　③火曜日 
※各施設とも休館日が変更となる場合がございますので、
　事前にご確認ください。

■TEL：①089-921-4873　②089-915-2600
　       ③089-931-5566
※未使用分のチケットの返金はできません。

瀬戸内の魚をふんだんに使用した、松山の
郷土料理「松山鮓（もぶりずし）」のセット！

須崎市道の駅
かわうその里すさき

■利用方法：
　2階レストランで
　注文前に提示
■利用時間：11：00～18：00
■定休日：不定休
※土佐丼は天候などにより、提供できない場合が
　ございます。

事前予約制
（3日前まで）

■利用時間：
　11：00～1４：０0
■定休日：無休　
※ただし、12/29～1/5は設定除外
■TEL：089-941-044
※ご予約の際に、ビッグホリデーENJOYクーポン
　を利用する旨をお伝えください。

事前予約制（前日17：00まで）

※写真の鯛盛りは4人前です。
■利用時間：10：30～20：00
■定休日：年中無休　■TEL：0895-23-0818
※ご予約の際に、ビッグホリデーのENJOYクーポン
　を利用する旨をお伝えください。

日本料理　すし丸本店
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高知城（AT） 高知城歴史博物館（R）

イメージ（H）

イメージ（M）
イメージ（H）

イメージ（R）

イメージ（H）
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萩八景遊覧船

山口

■引換場所：萩八景遊覧船乗船場
■利用時間：9：00～16：00（11月は15：30まで）
■TEL：0838-25-1750
※12～2月は運休です。
※悪天候により、運休になる場合がございます。

水の都･萩の景観を、川から海から
ゆったりと眺められる遊覧船！

高知城＋高知城歴史博物館 2館セット
お得な2館共通セット券

■引換場所：高知城歴史博物館
■利用時間：9：00～18：00（日曜日は8：00～18：00）
※展示室への入室は閉館30分前までとなります。

■定休日：年中無休　■設定除外日：4/1～5/31　 
■TEL：088-871-1600
　（公益財団法人土佐山内記念財団）

米国の日本庭園専門誌で｢1６年連続日本一｣

足立美術館

■引換場所：受付窓口
■利用時間：9：00～17：00（4～5月は9：00～17：30）
■新館休館日：10/1０・１１、11/4・5、1/22
■TEL：0854-28-7111

松江城下町をグルッと遊覧観光

■引換場所：堀川遊覧船乗船場
■利用時間：9：00～17：00（時期によって異なります）
■所要時間：約50分　■TEL：0852-27-0417

尾道の指定施設

■利用時間：店舗により異なります
■設定除外日：12/29～1/3
■引換時間：9：00～18：00
■引換場所：尾道駅観光案内所にて
※未使用分のチケット返金はできません。

スイーツ4ヶ所、カフェ1店舗で使える
クーポン！

■利用時間：8：00～22：00
■引換場所：インフォメーションカウンターにて
■定休日：無休
■TEL：083-921-8818
※全てのカフェメニューに利用できます。
※お釣りはでません。また、￥800を超えた場合は、
　不足分を現地にてお支払いください。

お好み村

■利用方法：各店舗にて提示
■利用時間：各施設の営業時間　■定休日：不定休
※店舗により異なります。
※お釣りはでません。また、￥1,150を超えた場合は、
　不足分を現地にてお支払いください。
■TEL：082-241-2210

市内中心街に位置する食の名所！
全24店舗から自分の食べたい広島風
お好み焼きが
見つかるはずです

■利用方法：店舗にて提示
■利用時間：10：30～16：00（15：30）
■定休日：無休
■TEL：0829-44-2200
※昼食時は混雑する場合があります。
　（予約はできません。）

牡蠣のむきみ丼/牡蠣丼/
牡蠣フライ（6ヶ）
のいずれかより
お一つお選び
ください。

■引換場所：岡山市観光案内所又はももたろう観光センター
■利用時間：①8：00～17：00（16：45）※時期によって異なります。
　②9：00～17：30（17：00）
■定休日:無休　■設定除外日：4/1～5/31
■TEL：①086-272-1148　②086-225-2096

狐の足あと

カモンワーフ

鳥取 鳥取

関門自慢の食材や土産物が揃うシーサイドモール。

■利用方法：各店舗にてお渡しください。
■利用時間：物販：9:00～19：00飲食：１０:00～２２：00
■定休日：年中無休（店舗によっては店休日あり）
■TEL：083-228-0330
※お釣りはでません。また、￥1,000を超えた場合は不足
　分を現地にてお支払いください。

“湯田温泉の旅”の
楽しみ方を紹介！
情報を手に入れた
後は足湯でのんび
り！

愛媛 広島 広島 広島 お食事処とりい

鳥取

©水木プロ

©青山剛昌／小学館

イメージ（H）

■引換場所：受付窓口にて
■利用時間：9:30～17：30（17：00）
■TEL：0858-37-5389

青山剛昌ふるさと館
大人もこどもにも人気の青山作品の世界
をたっぷり楽しむことができます。

賞味期限は10分！　オーダーを受けてから
焼くパンケーキはとろける食感です！

■利用場所：大江ノ郷ヴィレッジ2F「大江ノ郷テラス」
■利用時間：14：00～18：00（17：00）
■定休日：無休　■TEL：0570-077-505
※オーダー後から焼き上げるため、ご提供までに
　時間がかかります。
※予約日の変更、取消の場合も弊社へご連絡ください。

■引換場所：チケット販売窓口
■利用時間は随時ホームページをご覧いただき
　ご確認ください
※具体的な日程はお問い合わせください
■休館日：年中無休　■TEL：0859-42-2171

水木しげる記念館
迫力満点の妖怪オブジェや独創的な仕掛けなど
妖怪ワールドに
浸れる！

大江ノ郷自然牧場

事前予約制
（5日前まで）
※弊社へご予約
　ください。

イメージ（H）

イメージ（H）
うずめ飯/イメージ（H）

■引換場所：受付窓口にて
■利用時間：9：00～16：00（喫茶一望）
■TEL：0852-76-2255

由志園
美しい牡丹と高麗人参の栽培で有名な
回遊式庭園。色とりどりの花を楽しめます！

なかうら御食事処弓ケ浜

事前予約制

■利用方法：店舗にて提示
■利用時間：11：00～15：30
※昼食ご利用時間となります。
■休館日：無休　■TEL：0859-45-4411

沙羅の木　松韻亭

■利用時間：
　1１：00～16：３0（LO）
■定休日：年中無休
■TEL：0856-72-1661

熟成されたカニ身を
たっぷり使ったご当
地どんぶり。ぜひ召
し上がれ！

事前予約制
（前日12:00まで）

山陰地方で採れる山菜を主な材料とした代表
的な津和野の郷土料理です。

島根島根
鳥取鳥取

愛媛愛媛
高知高知

徳島徳島

香川香川

山口山口

広島広島
岡山岡山

※「縁」を結ぶ地（P3・4）、四国周遊の旅（P5・6）、Choice de Choice宿泊のみコースは対象外です。

鍋焼きラーメン／イメージ（H）
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