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お国じまんカードラリー2022の基本ルール 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
① まずは登録用 QR から『参加登録』 

「お国じまんカードラリー2022」への参加には参加登録が必要です。 
ポスターなどに記載の登録用 QR コードをスマートフォンなどで読み取り、表示された 
デジタルスタンプラリーサイトの登録フォームより必要事項を記入することで登録が 
可能です。 

 
②スマートフォンで各スポットの『GO!JIMAN スタンプ』を集める 

各「ごじまんスポット」に設置されたポスターおよびカードラックに記載された※ 
QR コードを読み込むことで、スマホ上で『GO!JIMAN スタンプ』を集めることができます。 

 ※「ごじまんスポット」と設置個所が異なる場合があります。事前に公式サイトなどでご確認ください。 
 
③スポットを訪れた記念に『GO!JIMAN カード』もコレクション 
 各「ごじまんスポット」には『GO!JIMAN スタンプ』と同デザインの『GO!JIMAN カード』 

も設置してあります。スポットを訪れた記念に取得し、実際にコレクションが可能です。 
 ※『GO!JIMAN カード』は抽選応募には使用しません。 
  
④『GO!JIMAN スタンプ』を集めたらスマートフォンから応募 

集めた累計スタンプ数に応じてスマホ上からプレゼントに応募が可能です。 
抽選で計 515 名様に、⻄⽇本各地のご当地産品や最大 10 万円分の旅⾏券などが当たります。 

 

【応募コースの種類など】 

 各地のスポット『GO!JIMAN スタンプ』を 

取得すればするほど、累計獲得数に応じて 

応募できるコースが増加します。 

 

 

 

 

別紙 

① まずはポスターなどに記載の 
登録用 QR から参加登録しよう！！ 

② 各スポットに設置されているスタンプ
取得用 QR を読み取って GO!JIMAN
スタンプを獲得しよう！！ 

③ 各スポットでもらえる GO!JIMAN カード
は記念品としてコレクション！！ 

④ スタンプを集めたらスマートフォンか
らプレゼントに応募しよう 

ポスター 

GO!JIMAN カード 
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【応募⽅法（例）】 
 
 
 
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
下記を達成した方には特別なプレゼントが︕︕※それぞれデジタルスタンプラリーサイトからの応募が必要です 
〇全スポット制覇賞 

156 箇所全てのスポットをクリアした⽅は、“2022 お国じまんマスター”に認定し、賞状と記念品を贈呈します。 
〇地域スポット制覇賞 

近畿エリア、中国エリア、四国エリア、九州＆沖縄エリアのうち、いずれかの地⽅の全スポットを制覇した⽅は、 
“2022 お国じまん Jr.”に認定し、賞状を贈呈します。 

 
【プレゼントへの応募方法】 

「ごじまんスポット」に設置されている QR コードを読み取り、『GO︕JIMAN スタンプ』の累計獲得枚数に応じ

て、デジタルスタンプラリーサイトより各コースへの応募が可能となります。 
 

注意事項 
※ お国じまんカードラリー2022 公式サイトは 2022 年 4 月 28 ⽇（木）より開設（予定）です。 
※ QR コード設置箇所および『GO︕JIMAN カード』設置箇所は、「ごじまんスポット」と異なる場合があります。 

休館⽇や閉館時間を予めご確認のうえ、ラリーをお楽しみください。 
※ プレゼント応募時に必要事項（⽒名・年代・性別・住所・電話番号・アンケート回答）の入⼒が必要です。 
※ プレゼントの当選者発表は、賞品の発送をもって代えさせていただきます。 
※ 抽選は 2023 年 2 月に実施予定です。 
※ 特定の個⼈を識別できない範囲の情報は、お国じまんカードラリーの改善、地域振興及び観光振興のために協⼒⾃治体及

び協⼒団体へ提供いたしますので、予めご了承のうえご応募ください。 
 

① ４スポットコース 
 ・累計４箇所の『GO︕JIMAN スタンプ』取得達成で応募できます。  
 ・賞品 … QUO カード（1000 円分）×200 名様（抽選） 

② 元気をとりもどそう︕コース 
 ・累計 10 箇所の『GO︕JIMAN スタンプ』取得達成で応募できます。 
 ・賞品 … ご当地応援ギフトセット 2,000 円相当×110 名様（抽選） 

⑤ 40 スポット達成コース 
 ・累計 40 箇所の『GO︕JIMAN スタンプ』取得達成で応募できます。 
 ・賞品 … 旅⾏券（100,000 円分）×5 名様（抽選） 

③ 地元応援︕コース 
 ・累計 20 箇所の『GO︕JIMAN スタンプ』取得達成で応募できます。 
 ・賞品 … ご当地ごじまんギフトセット（参加府県のご当地産品） 

5,000 円相当×120 名様（抽選） 

④ 25 スポット達成コース 
 ・累計 25 箇所の『GO︕JIMAN スタンプ』取得達成で応募できます。 
 ・賞品 … 旅⾏券（20,000 円分）×10 名様（抽選） 

4 箇所のスタンプで応募︕ 
 

お国じまんカードラリー 
スタート︕ 

同地域 10 箇所のスタンプ
で応募︕ 
 

さらに同地域を６箇所
回って 

さらに同地域 10 箇所
回って 

同地域 20 箇所のスタンプで
応募︕ 

さらに 5 箇所回って 
 

計 40 箇所のスタンプで応募︕ 
 

さらに 15 箇所回って 
 

計 25 箇所のスタンプで応募︕ 
 

地域毎に 10 箇所のスタンプを集めれば、
地域毎に応募可能︕ 
※沖縄は４箇所の取得で応募可能 

地域毎に 20 箇所のスタンプを集めれば、
地域毎に応募可能︕ 
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NEW︕ご当地ごじまん動画ラリー 

旅先に迷ったとき︕旅⾏前の旅先チェック︕⻄⽇本各府県のごじまん動画をチェック（視聴）し視聴
ポイントを貯めてプレゼントに応募しよう︕応募コース及び参加から応募までの流れは以下のとおり 
【応募コース】 
 

 

 

 

【参加から応募までの流れ】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
注意事項 

※ お国じまんカードラリー2022 公式サイトは 2022 年 4 月 28 ⽇（木）より開設（予定）です。 
※ プレゼント応募時に必要事項（⽒名・年代・性別・住所・電話番号・アンケート回答）の入⼒が必要です。 
※ プレゼントの当選者発表は、賞品の発送をもって代えさせていただきます。 
※ 抽選は 2023 年 2 月に実施予定です。 
※ 特定の個⼈を識別できない範囲の情報は、観光ごじまん動画ラリーの改善、地域振興及び観光振興のために協⼒⾃治体 

及び協⼒団体へ提供いたしますので、予めご了承のうえご応募ください。 
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【クーポンでお得に観光】 

お国じまんカードラリー2022 公式サイトにて一部の観光スポットの入場料やお買い物で割引となるクーポンも

ございますので、ぜひご利用のうえお国じまんカードラリーをお楽しみください。 

 

【お国じまんカードラリー2022 公式サイトについて】 

お国じまんカードラリー2022 が開始する 2022 年 4 月 28 ⽇（木）より、お国じまんカードラリー2022 公式サ

イトを開設いたします。公式サイトでは、「ごじまんスポット」や応募コースに関するご案内の他、キャンペーン開

催情報の提供などを⾏う予定です。公式サイトは『お国じまんカードラリー』で検索︕ 

（http://www.w-nexco.co.jp/drive_porter/driverally/） 
   
【お国じまんカードラリーＳＮＳアカウントについて】 

 お国じまんカードラリー公式ＳＮＳでは、キャンペーンに関する情報のほか、スポット観光情報やＳＡ・ＰＡに

関する最新情報の発信を今後予定しています。是非フォローください。 

Instagram（@sarutahiko_okunijiman）      Twitter（@okuni_cardrally） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.w-nexco.co.jp/drive_porter/driverally/
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ごじまんスポット一覧（全 156 スポット） 

○福井県（7 スポット） 
福井県年縞博物館 
佐柿国吉城址 
御⾷国若狭おばま⾷⽂化館 
一乗⾕朝倉⽒遺跡復原町並 
丸岡城 
紫ゆかりの館 
道の駅「南えちぜん⼭海⾥」 

○滋賀県（5 スポット） 
旧⽵林院 
道の駅 浅井三姉妹の郷 
道の駅 アグリパーク⻯王 
滋賀⽇産リーフの森 
高島市マキノ農業公園 マキノピックランド 

○京都府（1 スポット） 
あやべグンゼスクエア 

○大阪府（６スポット） 
柏原市⽴⽟⼿⼭公園ふれあいパーク 
富⽥林市農業公園サバーファーム 
さかい利晶の杜 
岸和⽥だんじり会館 
かいづか いぶきヴィレッジ（大阪府⽴農業公園） 
吹⽥サービスエリア（下り線） 

○兵庫県（17 スポット） 
尼崎城 
市川 SA 
⾠⿎楼 
県⽴但⾺牧場公園 
うずの丘大鳴⾨橋記念館 
安志加茂神社 
⽇本玩具博物館 
書写の⾥・美術⼯芸館 
若杉高原おおやキャンプ場＆スキー場 
JA 丹波ささやま味⼟⾥館 
道の駅丹波おばあちゃんの⾥ 
淡路サービスエリア（上り線） 
淡路サービスエリア（下り線） 
芦有ドライブウェイ 東六甲展望台 
宝塚北サービスエリア（上下一体） 
⻄宮名塩サービスエリア（下り線） 
⻄紀サービスエリア（上り線） 

○奈良県（２スポット） 
 なら芸術⽂化村 

香芝サービスエリア（上り線） 
 

○和歌山県（8 スポット） 
 紀州東照宮 
 道の駅 柿の郷くどやま 
 道あかり 
 かえるの港 

世界遺産 熊野本宮館 
 道の駅 すさみ 

道の駅 たいじ 
 道の駅 おくとろ 
○鳥取県（7 スポット） 
 ⼭陰海岸国⽴公園⿃取砂丘ビジターセンター 
 道の駅 ⻄いなば気楽⾥ 
 道の駅 若桜 桜ん坊 
 ⻘⼭剛昌ふるさと館 
 道の駅 にちなん⽇野川の郷 
 米子市観光センター 
 ⽔木しげる記念館 
○島根県（6 スポット） 
 国宝 松江城 
 出雲⽇御碕灯台 
 ラムネ MILK 堂 
 島根県⽴三瓶⾃然館サヒメル 
 はまだお魚市場 
 津和野町⽇本遺産センター 
○岡山県（7 スポット） 
 岡⼭後楽園 
 倉敷美観地区 
 湯郷温泉 
 道の駅⼭陽道やかげ宿 
 湯原温泉 
 吉備サービスエリア（下り線） 
 勝央サービスエリア（上り線） 
○広島県（２スポット） 

まちの駅 ADOA 大野 
福⼭サービスエリア（上り線） 

○山口県（8 スポット） 
重源の郷 
国⺠宿舎大城 
道の駅 センザキッチン 
⽢露醤油資料館 
Ｍｉｎｅ秋吉台ジオパークセンター（Ｋａｒｓｔａｒ） 
花の海 
道の駅 阿武町 
壇之浦パーキングエリア（下り線） 
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○徳島県（7 スポット） 
大鳴⾨橋遊歩道 渦の道 
上板町技の館 
阿波おどり会館（あるでよ徳島） 
太⿓寺ロープウェイ 
道の駅 宍喰温泉 
脇町うだつの町並み 
祖⾕のかずら橋 

○香川県（9 スポット） 
特別名勝 栗林公園 
瀬⼾大橋記念公園 
道の駅みろく カフェ 369  
道の駅 源平の⾥むれ 
琴平 
道の駅 ふれあいパークみの 
津⽥の松原サービスエリア（下り線） 
与島パーキングエリア（上下一体） 
豊浜サービスエリア（下り線） 

○愛媛県（9 スポット） 
 マイントピア別子 
 大⼭祇神社 
 道の駅 天空の郷さんさん 
 臥⿓⼭荘 
 道の駅 みなとオアシスうわじま きさいや広場 

愛媛県⽴とべ動物園 
ほわいとファーム 

 来島海峡サービスエリア（上下一体） 
 石鎚⼭サービスエリア（上り線） 
○高知県（9 スポット） 
 こうち旅広場  
 高知県⽴牧野植物園 
 海の駅東洋町 
 ⻄島園芸団地 
 旧浜⼝家住宅 
 道の駅 ⼟佐さめうら 
 足摺海底館 
 LOGOS PARK Seaside KOCHI SUSAKI 
 南国サービスエリア（下り線） 
○福岡県（2 スポット） 
 道の駅 むなかた 
 道の駅 うきは 
○佐賀県（6 スポット） 
 本福寺 
 道の駅 大和 
 佐野常⺠と三重津海軍所跡の歴史館 
 幸楽窯 
 お茶ちゃ村 
 川登サービスエリア（下り線） 

○⻑崎県（6 スポット） 
 鯉の泳ぐまち 観光交流センター「清流亭」 
 ⻑崎のもざき恐⻯パーク 
 おおむら夢ファームシュシュ 
 道の駅 彼杵の荘 
 道の駅 松浦海のふるさと館 
 道の駅さかい みかんドーム 
○熊本県（9 スポット） 
 さくら湯 
 熊本城 
 お祭りでんでん館 
 道の駅 みなまた 

高森湧⽔トンネル公園 
阿蘇中岳火⼝ 草千⾥ヶ浜 
球磨川くだり HASSENBA 
道の駅「宮地岳かかしの⾥」 
宮原サービスエリア（下り線） 

○大分県（8 スポット） 
 道の駅⽔辺の郷おおやま 

昭和の大横綱 双葉⼭資料館 「双葉の⾥」 
二の丸館 
道の駅ゆふいん 
⽵⽥市歴史⽂化館・由学館 
⾥の駅 つくみマルシェ 
道の駅やよい 
しおさいの⾥ 

○宮崎県（5 スポット） 
 ⾺ヶ背茶屋 
 ママンマルシェ TAKANABE 
 道の駅フェニックス 
 花の駅生駒高原 
 道の駅くしま 
○⿅児島県（6 スポット） 
 道の駅 いぶすき 

花瀬⾃然公園 
にぎわい交流館 阿久根駅 
道の駅 おおすみ弥五郎伝説の⾥ 
丸池湧⽔ 
桜島サービスエリア（上り線） 

○沖縄県（4 スポット） 
伊芸サービスエリア（上り線） 
伊芸サービスエリア（下り線） 
中城パーキングエリア（上り線） 
中城パーキングエリア（下り線） 

 
 

以上 計 156 スポット 

 


