
徳島県外のICからETCを使って鳴門市へ！ 
鳴門市内で使えるクーポン券をプレゼント！

ETC無線通行を利用して
徳島県外のICから高速道路に乗り、
鳴門ICまたは鳴門北ICで降りよう。

1,000円分のクーポン券をプレゼント！
クーポン券を利用できる店舗へ出かけて
利用してね！
店舗は中面をチェック！

走行当日または翌日中に、「道の駅 第九の里」、
「道の駅 くるくるなると」、
「きたなだ海の駅 JF北灘さかな市」
いずれかのスポットへ向かい、窓口でETCカードを提示しよう。
※営業日、営業時間にご注意ください。　※交換できるのは期間中の金土日祝日のみです。
※窓口でETCカードをお預かりし、ETC利用履歴を印刷させていただきます。

淡路SA（下り線）または淡路島南PA（下り線）で
ハズレなしのとってもお得なクーポン券ゲット！

EVENT

1
EVENT

2ETC鳴門巡りクーポン 鳴門くじ

※期間中お一人様1回まで。 ※ETCカードの提示が必要です。 ※発行枚数に上限あり。 ※転売禁止。
※交換できるのは期間中の金土日祝日のみです。

販売期間

10.1（土）

▲

30（日）
の金土日祝日

交換期間

10.1（土）

▲

30（日）
の金土日祝日

E28 神戸淡路鳴門自動車道 淡路SA（下り線）、淡路島南PA（下り線）に
設置されている旅っチャ鳴門くじに挑戦して、
鳴門市内で使えるクーポン券をゲットしよう！
ハズレなしで、末等でも必ず1,000円分のクーポン券が
入っているよ！ 

利用方法

1等5,000円分

末等1,000円分
淡路SA（下り線）、淡路島南PA（下り線）の旅っチャに
各1日70本、2箇所に合計で1日140本
入っているよ！

2等3,000円分

みほん

クーポン券
1日5本 2箇所合計10本

1日10本 2箇所合計20本

1日55本 2箇所合計110本

※期間中お一人様1回まで。
※発行枚数に上限あり。 ※転売禁止。

100円玉5枚をご用意ください。

RULES

1
神戸淡路鳴門自動車道 淡路SA（下り線）、
淡路島南PA（下り線）に
設置されている旅っチャ（1回500円）に挑戦！
ハズレなしだからお得！

ETC無線通行で徳島県外のICから流入し、
鳴門ICまたは鳴門北ICで流出した方に
クーポン券1,000円分をプレゼント！ 
走行の当日または翌日中に「道の駅 第九の里」、
「道の駅 くるくるなると」、「きたなだ海の駅 JF北灘さかな市」
いずれかの窓口で引き換えよう！

引き換え
方法

RULES

1

RULES

2

RULES

3

RULES

2
クーポン券を持って鳴門市へGO！
クーポン券を利用できる店舗は
全部で55店舗！ 中面でチェックしてね！

RULES

3
目的の施設・店舗に到着したら、
お会計時に忘れずクーポンを利用！
鳴門市の観光、グルメ、
お土産購入などに使って
お得に楽しもう♪

1回
500円

[利用期限]
10.31（月）まで

みほん

[利用期限]10.31（月）まで

【旅っチャ設置スポット1】

淡路SA（下り線）

旅っチャ鳴門くじが設置されている
SAPAは、兵庫県の淡路島を通る
高速道路に設置されている施設。
旅っチャに挑戦したら、
大鳴門橋の雄大な風景を
楽しみながら鳴門へGO！

兵庫県南あわじ市阿那賀608-8　0799-39-1150
【金曜】9：00～20：30、【土日祝日】9：00～21：00
     ※旅っチャ販売時間

無休　小型50台

兵庫県淡路市岩屋2568
0799‐72‐5589
9：00～21：00※旅っチャ販売時間
無休　小型352台

【旅っチャ設置スポット2】

淡路島南PA（下り線）【引き換えスポット1】

道の駅第九の里

鳴門市大麻町桧字東山田５３
088-689-1119
9：30～16：30 ※窓口受付時間
第４月曜（祝日の場合翌日）　小型105台

【引き換えスポット2】

道の駅 くるくるなると

鳴門市大津町備前島字蟹田の越３３８-１
088-685-9696
9：00～17：00 ※窓口受付時間
無休　小型約152台

【引き換えスポット3】

きたなだ海の駅 JF北灘さかな市

鳴門市北灘町宿毛谷相ケ谷２３
088-683-8137
8：30～17：00 ※窓口受付時間
無休　小型約30台

１日各施設
30名様

（3施設合計90名様）
まで！

［凡例］住所　電話番号　営業時間　キャンペーン期間中の休日　入場料金　駐車場

あわじ

あわじしまみなみ

くだ せん

くだ せん

みちえき　だい く　　  さとみちえきうみ　　えききたなだいち

四国八十八箇所霊場の第1番札所

鳴門市大麻町
　 板東字塚鼻126
 088-689-1111
 7：00～17：00
無休
無料
あり

霊山寺
りょうぜん じ

ドライブコース「鳴門スカイライン」にある展望台

鳴門市瀬戸町中島田字東山
 088-684-1157
散策自由
無休
無料
あり

四方見展望台
よ　も み  てんぼうだい

鳴門市鳴門町土佐泊浦字福池　散策自由　無休
無料　あり

鳴門公園

大鳴門橋がすぐ目の前！
鳴門市観光の記念撮影に◎
なると こう えん

ドイツ兵俘虜と地域の人々との交流から歴史を学ぶ

鳴門市大麻町桧字東山田５５-２
 088-689-0099
 9：30～17：00
（入館は16：30まで）
第4月曜（祝日の場合翌日）
大人400円、小中生100円
あり

鳴門市ドイツ館
なると  し  かん

鳴門市大麻町
　 桧字ダンノ上１２
 088-689-1112
 7：00～17：00
無休
無料
あり

極楽寺

四国八十八箇所霊場の第2番札所
ごくらく  じ

鳴門海峡の渦潮は、速い潮流や地形などの様々な要因が絡み合い、
発生している世界的にも珍しい現象です。
渦潮は年間を通じて発生しますが、春と秋の大潮時にはその大きさが
最大となり、直径２０ｍを超える世界最大級の渦潮が見られます。
観潮船に乗って、迫力のある渦潮を間近で体感したり、大鳴門橋の
橋桁内に設置された眺望ガラス床を渡って渦潮を真上から覗いたり、
様々な渦潮の楽しみ方があります。
渦潮を見に行く際は「潮見表」を検索して、満潮と干潮の時間帯を
狙っていこう！

鳴門海峡の渦潮

鳴門といえばこれ！ 春と秋の大潮時には世界最大級に！
なると　かいきょう       うず  しお

鳴門市イチオシ！
観光スポット

鳴門市には見どころ＆
遊びどころ満載！
チェックして鳴門市の旅を
目一杯楽しもう♪
［凡例］
住所　電話番号　営業時間
キャンペーン期間中の休日　入場料金　駐車場

鳴門市大麻町大谷（６窯元）
窯元の情報は中面記載の
～　   をチェック！

【体験料】
絵付け 700 円～
手びねり 1,980 円～
※前日までに予約が確実

大谷焼作陶体験

歴史ある窯元で自分だけの器を
おおたにやきさくとうたいけん

42 47

キャンペーンサイトはこちら！

鳴門市

こ
の

秋
は徳
島県
鳴門市でお得に楽しい

休日を♪

【開催期間】 2022.10.1（土）～30（日）
淡路SA（下り線）または淡路島南PA（下り線）で
ハズレなしのとってもお得なクーポン券ゲット！

ETC鳴門巡りクーポン鳴門くじ

EVENT

1
EVENT

2 徳島県外のICからETCを使って鳴門市へ！ 
鳴門市内で使えるクーポン券をプレゼント！

10.1（土）▲ 30（日）の金土日祝日販売
期間 10.1（土）▲ 30（日）の金土日祝日交換

期間
※「旅っチャ」は西日本高速道路（株）の登録商標です。



徳島県外のICからETCを使って鳴門市へ！ 
鳴門市内で使えるクーポン券をプレゼント！

ETC無線通行を利用して
徳島県外のICから高速道路に乗り、
鳴門ICまたは鳴門北ICで降りよう。

1,000円分のクーポン券をプレゼント！
クーポン券を利用できる店舗へ出かけて
利用してね！
店舗は中面をチェック！

走行当日または翌日中に、「道の駅 第九の里」、
「道の駅 くるくるなると」、
「きたなだ海の駅 JF北灘さかな市」
いずれかのスポットへ向かい、窓口でETCカードを提示しよう。
※営業日、営業時間にご注意ください。　※交換できるのは期間中の金土日祝日のみです。
※窓口でETCカードをお預かりし、ETC利用履歴を印刷させていただきます。

淡路SA（下り線）または淡路島南PA（下り線）で
ハズレなしのとってもお得なクーポン券ゲット！

EVENT

1
EVENT

2
ETC鳴門巡りクーポン鳴門くじ

※期間中お一人様1回まで。 ※ETCカードの提示が必要です。 ※発行枚数に上限あり。 ※転売禁止。
※交換できるのは期間中の金土日祝日のみです。

販売期間

10.1（土）▲ 30（日）
の金土日祝日

交換期間

10.1（土）▲ 30（日）
の金土日祝日

E28 神戸淡路鳴門自動車道 淡路SA（下り線）、淡路島南PA（下り線）に
設置されている旅っチャ鳴門くじに挑戦して、
鳴門市内で使えるクーポン券をゲットしよう！
ハズレなしで、末等でも必ず1,000円分のクーポン券が
入っているよ！ 

利用方法

1等 5,000円分

末等 1,000円分
淡路SA（下り線）、淡路島南PA（下り線）の旅っチャに
各1日70本、2箇所に合計で1日140本
入っているよ！

2等 3,000円分

み ほ ん

クーポン券
1日5本
2箇所合計10本

1日10本
2箇所合計20本

1日55本
2箇所合計110本

※期間中お一人様1回まで。
※発行枚数に上限あり。 ※転売禁止。

100円玉5枚をご用意ください。

RULES

1
神戸淡路鳴門自動車道 淡路SA（下り線）、
淡路島南PA（下り線）に
設置されている旅っチャ（1回500円）に挑戦！
ハズレなしだからお得！

ETC無線通行で徳島県外のICから流入し、
鳴門ICまたは鳴門北ICで流出した方に
クーポン券1,000円分をプレゼント！ 
走行の当日または翌日中に「道の駅 第九の里」、
「道の駅 くるくるなると」、「きたなだ海の駅 JF北灘さかな市」
いずれかの窓口で引き換えよう！

引き換え
方法

RULES

1

RULES

2

RULES

3

RULES

2
クーポン券を持って鳴門市へGO！
クーポン券を利用できる店舗は
全部で55店舗！ 中面でチェックしてね！

RULES

3
目的の施設・店舗に到着したら、
お会計時に忘れずクーポンを利用！
鳴門市の観光、グルメ、
お土産購入などに使って
お得に楽しもう♪

1回
500円

[利用期限]
10.31（月）まで

み ほ ん

[利用期限]10.31（月）まで

【旅っチャ設置スポット1】

淡路SA （下り線）

旅っチャ鳴門くじが設置されている
SAPAは、兵庫県の淡路島を通る
高速道路に設置されている施設。
旅っチャに挑戦したら、
大鳴門橋の雄大な風景を
楽しみながら鳴門へGO！

兵庫県南あわじ市阿那賀608-8　 0799-39-1150
【金曜】9：00～20：30、【土日祝日】9：00～21：00
※旅っチャ販売時間

無休　小型50台

兵庫県淡路市岩屋2568
 0799‐72‐5589
 9：00～21：00※旅っチャ販売時間
無休　小型352台

【旅っチャ設置スポット2】 

淡路島南PA （下り線） 【引き換えスポット1】

道の駅 第九の里

鳴門市大麻町桧字東山田５３
 088-689-1119
 9：30～16：30 ※窓口受付時間
第４月曜（祝日の場合翌日）　小型105台

【引き換えスポット2】

道の駅 くるくるなると

鳴門市大津町備前島字蟹田の越３３８-１
 088-685-9696
 9：00～17：00 ※窓口受付時間
無休　小型約152台

【引き換えスポット3】

きたなだ海の駅 JF北灘さかな市

鳴門市北灘町宿毛谷相ケ谷２３
 088-683-8137
 8：30～17：00 ※窓口受付時間
無休　小型約30台

１日各施設
30名様

（3施設合計90名様）
まで！

［凡例］住所　電話番号　営業時間　キャンペーン期間中の休日　入場料金　駐車場

あわじ

あわじ   しまみなみ

くだ  せん

くだ  せん

みち　　えき　だい く　　  さと みち　　えき うみ　　えき きたなだ  いち

四国八十八箇所霊場の第1番札所

鳴門市大麻町
　 板東字塚鼻126
088-689-1111
7：00～17：00
無休
無料
あり

霊山寺
りょうぜん じ

ドライブコース「鳴門スカイライン」にある展望台

鳴門市瀬戸町中島田字東山
088-684-1157
散策自由
無休
無料
あり

四方見展望台
よ　もみ  てんぼうだい

鳴門市鳴門町土佐泊浦字福池　散策自由　無休
無料　あり

鳴門公園

大鳴門橋がすぐ目の前！
鳴門市観光の記念撮影に◎
なると こう えん

ドイツ兵俘虜と地域の人々との交流から歴史を学ぶ

鳴門市大麻町桧字東山田５５-２
088-689-0099
9：30～17：00
（入館は16：30まで）
第4月曜（祝日の場合翌日）
大人400円、小中生100円
あり

鳴門市ドイツ館
なると  し  かん

鳴門市大麻町
　 桧字ダンノ上１２
088-689-1112
7：00～17：00
無休
無料
あり

極楽寺

四国八十八箇所霊場の第2番札所
ごくらく  じ

鳴門海峡の渦潮は、速い潮流や地形などの様々な要因が絡み合い、
発生している世界的にも珍しい現象です。
渦潮は年間を通じて発生しますが、春と秋の大潮時にはその大きさが
最大となり、直径２０ｍを超える世界最大級の渦潮が見られます。
観潮船に乗って、迫力のある渦潮を間近で体感したり、大鳴門橋の
橋桁内に設置された眺望ガラス床を渡って渦潮を真上から覗いたり、
様々な渦潮の楽しみ方があります。
渦潮を見に行く際は「潮見表」を検索して、満潮と干潮の時間帯を
狙っていこう！

鳴門海峡の渦潮

鳴門といえばこれ！ 春と秋の大潮時には世界最大級に！
なると　かいきょう       うず  しお

鳴門市イチオシ！
観光スポット

鳴門市には見どころ＆
遊びどころ満載！
チェックして鳴門市の旅を
目一杯楽しもう♪
［凡例］
住所　電話番号　営業時間
キャンペーン期間中の休日　入場料金　駐車場

鳴門市大麻町大谷（６窯元）
窯元の情報は中面記載の
～　   をチェック！

【体験料】
絵付け 700 円～
手びねり 1,980 円～
※前日までに予約が確実

大谷焼作陶体験

歴史ある窯元で自分だけの器を
おおたにやきさくとうたいけん

4247

キャンペーンサイトはこちら！

鳴門市

こ
の

秋
は徳島県鳴門市でお得に楽

しい
休日
を♪

【開催期間】 2022.10.1（土）～30（日）
淡路SA（下り線）または淡路島南PA（下り線）で
ハズレなしのとってもお得なクーポン券ゲット！

ETC鳴門巡りクーポン 鳴門くじ

EVENT

1
EVENT

2
徳島県外のICからETCを使って鳴門市へ！
鳴門市内で使えるクーポン券をプレゼント！

10.1（土）

▲

30（日）の金土日祝日
販売
期間10.1（土）

▲

30（日）の金土日祝日
交換
期間

※「旅っチャ」は西日本高速道路（株）の登録商標です。



鳴門駅

撫養駅

金比羅前駅

教会前駅

立道駅

阿波大谷駅

板東駅

池谷駅

E28 神戸淡路鳴門自動車道

E11 高松自動車道

E11 徳島自動車道

鳴門北IC

鳴門IC

松茂スマートIC
松茂PA

板野IC

鳴門西PA

E55 徳島南部自動車道

228

183

41
1

42

28

11

11

JR鳴門線

JR高
徳線

鳴門市
MAP

旅っチャ設置スポットMAP

鳴門北IC鳴門北IC

神戸JCT神戸JCT

吹田JCT・IC吹田JCT・IC

E32 徳島自動車道

E55 徳島南部自動車道

E11 高松自動車道

E1A 新名神
高速道路

E28 神戸淡路鳴門
自動車道

鳴門IC鳴門IC

E2 山陽自動車道

E2A 中国自動車道

三木JCT三木JCT

【旅っチャ設置スポット1】
淡路SA （下り線）

【旅っチャ設置スポット2】
淡路島南PA （下り線）

海山恵家なるみ丸

鳴門市撫養町大桑島字北ノ浜8-2
 088-676-2681

み  や  げ  や まる

24鳴門天然温泉
あらたえの湯

鳴門市撫養町大桑島字北ノ浜8-2
 088-676-2611

なるとてんねんおんせん

ゆ22 蕎麦と活魚の店
なるみ丸

鳴門市撫養町大桑島字北ノ浜8-2
 088-676-2671

そば かつぎょ みせ

まる23

ダイニングバー
エトワ

鳴門市撫養町小桑島字前浜257
 088-660-7234

28 寿し辰

鳴門市撫養町小桑島字前浜259-2
 088-686-3133

す　　たつ

29 さかなばたけ

鳴門市撫養町小桑島字前浜265-1
 088-683-0550

30

大鳴マリーナ

鳴門市鳴門町三ツ石字八軒浜92
 088-687-1108

だいめい

20 舩本うどん 高島本店

鳴門市鳴門町高島字中島26
 088-687-2099

ふなもと たかしまほんてん
21からだに優しいレストラン

ガーディアン

鳴門市鳴門町高島山路430
 088-687-1223

やさ

19

ベイリゾートホテル
鳴門海月 レストラン

鳴門市鳴門町土佐泊浦字福池65-7
 088-687-0333

なるとかいげつ
3鳴門公園 潮風

鳴門市鳴門町土佐泊浦字福池65-49
 088-687-2383

なるとこうえん しおかぜ

2かんこ亭

鳴門市鳴門町土佐泊浦字福池65-49
 088-687-3663

てい

1

鳴門市鳴門町土佐泊浦字福池65
 088-687-1330

大鳴門橋架橋記念館
エディ

おお なると きょうかきょうき ねんかん9うずしお汽船

鳴門市鳴門町土佐泊浦字福池65-63
 088-687-0613

きせん

8

ＩＳＬＡＮＤ

鳴門市鳴門町土佐泊浦字高砂186-16
 088-683-6225

アイランド

17 リストランテ
フィッシュボーン

鳴門市鳴門町土佐泊浦字高砂186-16
 088-687-2255

18有限会社 豊田商店

鳴門市鳴門町土佐泊浦字高砂203-2
 088-687-0856

ゆうげんがいしゃ  とよたしょうてん

16

鯛丸海月レストラン

鳴門市鳴門町土佐泊浦字福池15-33
 088-687-1001

たいまるかいげつ

11 鳴門グランドホテル海月
和風ビュッフェレストラン阿波路

鳴門市鳴門町土佐泊浦字大毛82-88
 088-687-1515

なると

わふう あ わ  じ

かいげつ
12うずしお観潮船

鳴門市鳴門町土佐泊浦字大毛264-1
 088-687-0101

かんちょうせん

10

鳴門市賀川豊彦記念館

鳴門市大麻町桧字東山田50-2
 088-689-5050

なると  し   か がわとよひこき ねんかん

54道の駅 第九の里
物産館

鳴門市大麻町桧字東山田53
 088-689-1119

みち     えき だいく      さと

ぶっさんかん52 鳴門市ドイツ館

鳴門市大麻町桧字東山田55-2
 088-689-0099

なると  し　　　　　 かん

53 舩本うどん 大麻店

鳴門市大麻町桧字野神ノ北10-1
 088-689-4358

ふなもと

55
おおあさてん

門前一番街

鳴門市大麻町板東字西山田29-6
 088-689-4388

もんぜんいちばんがい

51

酒蔵直売所
ナルトタイの店

鳴門市大麻町池谷字柳の本19
 0120-866-140

さかぐらちょくばいじょ

みせ
49福寿醤油 株式会社

鳴門市大麻町池谷字大石8
 088-689-1008

ふくじゅしょうゆ  かぶしきがいしゃ

48

大鳴門橋遊歩道 渦の道

鳴門市鳴門町土佐泊浦字福池65
 088-683-6262

おおなるときょうゆう ほ どう  うず     みち

7

エスカヒル・鳴門

鳴門市鳴門町土佐泊浦字福池65
 088-687-0222

なると

6おがた商店

鳴門市鳴門町土佐泊浦字福池65-6
 088-687-0528

しょうてん

4 鳴門公園 うづ乃家

鳴門市鳴門町鳴門公園千畳敷
 088-687-0150

なると こうえん　　　　の　や

5

OTANIYAKI tamura
1784

鳴門市大麻町大谷字中通3-1
 088-689-4039

オオタニヤキ　　　　  タムラ

47窯元 森陶器

鳴門市大麻町大谷字井利の肩24
 088-689-0022

かまもと もりとう き

45大谷焼窯元 大西陶器

鳴門市大麻町大谷字東山谷17-2
 088-689-0414

おおたにやきかまもと おおにしとう き

42 佳実窯

鳴門市大麻町大谷字東山谷45
 088-689-0172

よし  み がま

44矢野陶苑

鳴門市大麻町大谷字久原71
 088-689-0006

や  の  とうえん

43 大谷焼 陶業会館 梅里窯

鳴門市大麻町大谷字道の上30-1
 088-689-0048

おおたにやき とうぎょうかいかん うめざとがま

46

桑地屋

鳴門市撫養町木津1258-17
 088-686-1777

くわ  じ  や

26 ふく利 鳴門店

鳴門市撫養町小桑島字前組128
 088-679-7722

り なるとてん
27イルローザ 鳴門店

鳴門市撫養町黒崎字松島405
 088-684-0113

なるとてん
25

Café＆Bar CeReZo

鳴門市撫養町斎田字大堤228
　 ホテル・ファーストシーズン1F
 088-635-1328

カフェアンドバー セレッソ31 和処とみます

鳴門市撫養町斎田字大堤322
 088-686-0203

わどころ

32 肉問屋じゅわっち

鳴門市撫養町斎田字大堤342
 088-683-0830

にくどん や

33

大阪王将 鳴門店

鳴門市大津町木津野字東辰巳17-6
 088-677-9877

おおさかおうしょう なるとてん
39 フルーツガーデン

やまがた

鳴門市大津町大代645-1
 088-685-4721

41道の駅 くるくるなると

鳴門市大津町備前島字蟹田の越338-1
 088-685-9696

みち　  えき

40うどん乃岡田屋

鳴門市大津町吉永17-13
 088-686-1887

の おか だ  や

38カフェ・クッチーナ

鳴門市撫養町斎田字浜端南135
 088-686-0067

37なると物産館

鳴門市撫養町南浜字東浜165-10
　 うずしお会館1F
 088-685-2992

ぶっさんかん

36g’suffa Prost!

鳴門市撫養町南浜字東浜667
 088-624-7877

ズッファ  　プロースト

34 有限会社 菓匠孔雀

鳴門市撫養町南浜字東浜563
 088-685-3030

ゆうげんがいしゃ    かしょうくじゃく

35

きたなだ海の駅
ＪＦ北灘さかな市

鳴門市北灘町宿毛谷字相ヶ谷23
 088-683-8137

うみ えき

きたなだ　　　　  いち
50

アオアヲナルトリゾート
レストラン＆カフェ

鳴門市鳴門町土佐泊浦字大毛16-45
 088-687-2580

13 フレンチモンスター瀬戸内
フードアート

鳴門市瀬戸町中島田東山9
 088-661-5566

せ   と うち
14 鳴門カントリークラブ

鳴門市瀬戸町北泊字北泊529-1
 088-688-0111

なると
15

クーポン券が使える店舗一覧
飲食店 土産物販売店

み　ほ　ん

観光施設（体験型観光施設を含む）
※宿泊プラン・日帰りプランなどには使用できません
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28

阿波大谷駅

12

12

228

［観光］
鳴門公園

［観光］
霊山寺

［観光］
極楽寺

［観光］
四方見展望台

徳島を代表する陶器、大谷焼。
窯元などが集うエリアで

陶芸体験やお気に入りの陶器を
旅の記念に。

ドイツとの友好の歴史や
お遍路文化を体感しよう♪

鳴門駅周辺は
鳴門の海の幸や特産品を使った
飲食店・土産物屋が多数！
ご当地の味を楽しんで♪

鳴門わかめ・なると金時・
すだち・干物などの特産品や
鳴門海峡の渦潮にもまれた

鮮魚をどうぞ！

船から、橋の上から、
迫力満点の鳴門の渦潮を観光できる
人気のスポットは外せない！播磨灘は海産物の宝庫！

水揚げされたばかりの
魚介や貝類を堪能しよう♪

ETC鳴門巡りクーポン
引き換えスポット3

ETC鳴門巡りクーポン
引き換えスポット1

ETC鳴門巡りクーポン
引き換えスポット2

ETC鳴門巡りクーポン
流出対象IC

ETC鳴門巡りクーポン
流出対象IC



徳島県外のICからETCを使って鳴門市へ！ 
鳴門市内で使えるクーポン券をプレゼント！

ETC無線通行を利用して
徳島県外のICから高速道路に乗り、
鳴門ICまたは鳴門北ICで降りよう。

1,000円分のクーポン券をプレゼント！
クーポン券を利用できる店舗へ出かけて
利用してね！
店舗は中面をチェック！

走行当日または翌日中に、「道の駅 第九の里」、
「道の駅 くるくるなると」、
「きたなだ海の駅 JF北灘さかな市」
いずれかのスポットへ向かい、窓口でETCカードを提示しよう。
※営業日、営業時間にご注意ください。　※交換できるのは期間中の金土日祝日のみです。
※窓口でETCカードをお預かりし、ETC利用履歴を印刷させていただきます。

淡路SA（下り線）または淡路島南PA（下り線）で
ハズレなしのとってもお得なクーポン券ゲット！

EVENT

1
EVENT

2ETC鳴門巡りクーポン 鳴門くじ

※期間中お一人様1回まで。 ※ETCカードの提示が必要です。 ※発行枚数に上限あり。 ※転売禁止。
※交換できるのは期間中の金土日祝日のみです。

販売期間

10.1（土）

▲

30（日）
の金土日祝日

交換期間

10.1（土）

▲

30（日）
の金土日祝日

E28 神戸淡路鳴門自動車道 淡路SA（下り線）、淡路島南PA（下り線）に
設置されている旅っチャ鳴門くじに挑戦して、
鳴門市内で使えるクーポン券をゲットしよう！
ハズレなしで、末等でも必ず1,000円分のクーポン券が
入っているよ！ 

利用方法

1等5,000円分

末等1,000円分
淡路SA（下り線）、淡路島南PA（下り線）の旅っチャに
各1日70本、2箇所に合計で1日140本
入っているよ！

2等3,000円分

みほん

クーポン券
1日5本 2箇所合計10本

1日10本 2箇所合計20本

1日55本 2箇所合計110本

※期間中お一人様1回まで。
※発行枚数に上限あり。 ※転売禁止。

100円玉5枚をご用意ください。

RULES

1
神戸淡路鳴門自動車道 淡路SA（下り線）、
淡路島南PA（下り線）に
設置されている旅っチャ（1回500円）に挑戦！
ハズレなしだからお得！

ETC無線通行で徳島県外のICから流入し、
鳴門ICまたは鳴門北ICで流出した方に
クーポン券1,000円分をプレゼント！ 
走行の当日または翌日中に「道の駅 第九の里」、
「道の駅 くるくるなると」、「きたなだ海の駅 JF北灘さかな市」
いずれかの窓口で引き換えよう！

引き換え
方法

RULES

1

RULES

2

RULES

3

RULES

2
クーポン券を持って鳴門市へGO！
クーポン券を利用できる店舗は
全部で55店舗！ 中面でチェックしてね！

RULES

3
目的の施設・店舗に到着したら、
お会計時に忘れずクーポンを利用！
鳴門市の観光、グルメ、
お土産購入などに使って
お得に楽しもう♪

1回
500円

[利用期限]
10.31（月）まで

みほん

[利用期限]10.31（月）まで

【旅っチャ設置スポット1】

淡路SA（下り線）

旅っチャ鳴門くじが設置されている
SAPAは、兵庫県の淡路島を通る
高速道路に設置されている施設。
旅っチャに挑戦したら、
大鳴門橋の雄大な風景を
楽しみながら鳴門へGO！

兵庫県南あわじ市阿那賀608-8　0799-39-1150
【金曜】9：00～20：30、【土日祝日】9：00～21：00
     ※旅っチャ販売時間

無休　小型50台

兵庫県淡路市岩屋2568
0799‐72‐5589
9：00～21：00※旅っチャ販売時間
無休　小型352台

【旅っチャ設置スポット2】

淡路島南PA（下り線）【引き換えスポット1】

道の駅第九の里

鳴門市大麻町桧字東山田５３
088-689-1119
9：30～16：30 ※窓口受付時間
第４月曜（祝日の場合翌日）　小型105台

【引き換えスポット2】

道の駅 くるくるなると

鳴門市大津町備前島字蟹田の越３３８-１
088-685-9696
9：00～17：00 ※窓口受付時間
無休　小型約152台

【引き換えスポット3】

きたなだ海の駅 JF北灘さかな市

鳴門市北灘町宿毛谷相ケ谷２３
088-683-8137
8：30～17：00 ※窓口受付時間
無休　小型約30台

１日各施設
30名様

（3施設合計90名様）
まで！

［凡例］住所　電話番号　営業時間　キャンペーン期間中の休日　入場料金　駐車場

あわじ

あわじしまみなみ

くだ せん

くだ せん

みちえき　だい く　　  さとみちえきうみ　　えききたなだいち

四国八十八箇所霊場の第1番札所

鳴門市大麻町
　 板東字塚鼻126
 088-689-1111
 7：00～17：00
無休
無料
あり

霊山寺
りょうぜん じ

ドライブコース「鳴門スカイライン」にある展望台

鳴門市瀬戸町中島田字東山
 088-684-1157
散策自由
無休
無料
あり

四方見展望台
よ　も  み  てんぼうだい

鳴門市鳴門町土佐泊浦字福池　散策自由　無休
無料　あり

鳴門公園

大鳴門橋がすぐ目の前！
鳴門市観光の記念撮影に◎
なると こう えん

ドイツ兵俘虜と地域の人々との交流から歴史を学ぶ

鳴門市大麻町桧字東山田５５-２
 088-689-0099
 9：30～17：00
　 （入館は16：30まで）
第4月曜（祝日の場合翌日）
大人400円、小中生100円
あり

鳴門市ドイツ館
なると   し  かん

鳴門市大麻町
　 桧字ダンノ上１２
 088-689-1112
 7：00～17：00
無休
無料
あり

極楽寺

四国八十八箇所霊場の第2番札所
ごく らく  じ

鳴門海峡の渦潮は、速い潮流や地形などの様々な要因が絡み合い、
発生している世界的にも珍しい現象です。
渦潮は年間を通じて発生しますが、春と秋の大潮時にはその大きさが
最大となり、直径２０ｍを超える世界最大級の渦潮が見られます。
観潮船に乗って、迫力のある渦潮を間近で体感したり、大鳴門橋の
橋桁内に設置された眺望ガラス床を渡って渦潮を真上から覗いたり、
様々な渦潮の楽しみ方があります。
渦潮を見に行く際は「潮見表」を検索して、満潮と干潮の時間帯を
狙っていこう！

鳴門海峡の渦潮

鳴門といえばこれ！ 春と秋の大潮時には世界最大級に！
なると　 かいきょう        うず  しお

鳴門市イチオシ！
観光スポット 

鳴門市には見どころ＆
遊びどころ満載！
チェックして鳴門市の旅を
目一杯楽しもう♪
［凡例］
住所　電話番号　営業時間
キャンペーン期間中の休日　入場料金　駐車場

鳴門市大麻町大谷（６窯元）
窯元の情報は中面記載の
 　 ～　   をチェック！

【体験料】
絵付け 700 円～
手びねり 1,980 円～
※前日までに予約が確実

大谷焼作陶体験

歴史ある窯元で自分だけの器を
おおたにやきさくとうたいけん

42 47

キャンペーンサイトはこちら！

鳴門市

こ
の

秋
は徳
島県
鳴門市でお得に楽しい

休日を♪

【開催期間】 2022.10.1（土）～30（日）
淡路SA（下り線）または淡路島南PA（下り線）で
ハズレなしのとってもお得なクーポン券ゲット！

ETC鳴門巡りクーポン鳴門くじ

EVENT

1
EVENT

2 徳島県外のICからETCを使って鳴門市へ！
鳴門市内で使えるクーポン券をプレゼント！

10.1（土）▲ 30（日）の金土日祝日販売
期間 10.1（土）▲ 30（日）の金土日祝日交換

期間
※「旅っチャ」は西日本高速道路（株）の登録商標です。
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