
【ルール】 

 
 

お国じまんカードラリー2020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2020」への参加には参加登録が必要です。 

パンフレットなどに記載の登録用 QR コードをスマートフォン（スマホ）などで読み取り、表示された登録フォ

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パンフレット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。事前にお国じまんカードラリー公式サイトでご確認ください。 
 
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。 
 
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 750 名様に、⻄⽇本各地のご当地産品や 10 万分の旅⾏券などが当たります。 

 
 

別紙 

① まずはパンフレットに記載の 
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
ら各コースに応募しよう 



【応募コースの種類と応募条件】 
 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。 
 ※応募条件を満たした下記①〜⑨のコースにそれぞれ一口ずつ応募できます。 

 ※わたるコースは累計獲得数に関わらず、本州四国連絡橋 SA・PA スポット 2 箇所のスタンプ取得で応募できます。 
 
 
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
さらに、GO︕JIMAN スタンプをたくさん集めると、旅⾏券の当選確率がアップ︕︕ 
  ⑦50 スポット達成コース 

・累計 50 箇所の GO︕JIMAN スタンプ取得達成で応募できます。 
    ・賞品 … 25 スポット達成コースへの 2 口目応募権  （当選確率 2 倍） 

⑧80 スポット達成コース 
・累計 80 箇所の GO︕JIMAN スタンプ取得達成で応募できます。 
・賞品 … 40 スポット達成コースへの 2 口目応募権  （当選確率 2 倍） 

⑨100 スポット達成コース 
・累計 100 箇所の GO︕JIMAN スタンプ取得達成で応募できます。 
・賞品 … 40 スポット達成コースへの 3 口目応募権  （当選確率 3 倍） 

① 2 スポットコース 
 ・累計 2 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（500 円分）×400 名様（抽選） 

②わたるコース    

 ・累計獲得数に関わらず、本州四国連絡橋 SA・PA スポット 2 箇所の 

GO︕JIMAN スタンプ取得達成で応募できます。  
 ・賞品 … わたるキーホルダー×40 名様（抽選） 

③ 元気をとりもどそう︕コース 
 ・累計 5 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×150 名様（抽選） 

⑥ 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） 

④ 地元応援︕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×145 名様（抽選） 

⑤ 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（30,000 円分）×10 名様（抽選） 

計2 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︕ 

計 5 箇所のスタンプで応募︕ 
 

さらに 3 箇所回って 
 

さらに 5 箇所回って 
 

計 10 箇所のスタンプで応募︕ 
 

さらに 15 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︕ 
 

わたるコースは応募条件
が少し特殊だから注意︕ 



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 

●全スポット制覇賞 
151 箇所全てのスポットをクリアした方は、「2020 お国じまんマスター」に認定します。もれなく賞状と記

念品（考案中）を贈呈します。 

●地方スポット制覇賞 
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てのスポットをクリ

アした方は、「2020 お国じまん Jr.」に認定します。もれなく賞状を贈呈します。 

【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」を獲得してください。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。 

GO︕JIMAN スタンプ取得に必要となる QR コード設置箇所（全 151 箇所）は、お国じまんカードラリー2020

公式サイトに掲載しておりますのでご確認ください。 

※ お国じまんカードラリー2020 公式サイト及びパンフレットは 8 月 1 ⽇（土）より開設・配布（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 3 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。 

【クーポンでお得に観光】 
キャンペーンへ参加登録いただいた方には、デジタルスタンプラリーサイトにて各観光地への入場料やお買い物

で割引となるクーポンを配信いたします。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2020 公式サイトについて】 
お国じまんカードラリー2020 が開始する 2020 年 8 月 1 ⽇（土）より、お国じまんカードラリー2020 公式サ

イト及びモバイル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、

旬な観光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︕ 

（https://www.w-nexco.co.jp/drive_porter/driverally/） 

【お国じまんカードラリーInstagram アカウントについて】 
 マスコットキャラクター「サルタヒコくん」によるお国じまんカードラリー2020 に関する情報発信のほか、協

⼒各府県からのメッセ―ジ発信を今後予定しています。 

 フォローは右の QR コードを読み込むか、Instagram 内で『@sarutahiko_okunijiman』を検索︕︕ 

 

○協⼒機関 

福井県、滋賀県、京都府、⼤阪府、兵庫県、奈良県、和歌⼭県、⿃取県、島根県、岡⼭県、広島県、⼭口県、徳島

県、⾹川県、愛媛県、⾼知県、福岡県、佐賀県、⻑崎県、熊本県、⼤分県、宮崎県、⿅児島県、沖縄県、本州四国

連絡⾼速道路株式会社 

https://www.w-nexco.co.jp/drive_porter/driverally/


ごじまんスポット一覧 

○福井県（7 スポット） 

丸岡城 

越前⼤野城 

一乗谷朝倉⽒遺跡 

柴田神社 

越前和紙の⾥ 

⾦ヶ崎城址・⾦崎宮 

佐柿国吉城址 

○滋賀県（6 スポット） 

国友鉄砲ミュージアム 

道の駅 あいとうマーガレットステーション 

信楽伝統産業会館 

ファーマーズ・マーケット おうみんち 

⾼島市マキノ農業公園 マキノピックランド 

⼤津サービスエリア（下り線） 

○京都府（1 スポット） 

福知⼭城 

○大阪府（3 スポット） 

⾼槻市⽴今城塚古代歴史館 

道の駅 奥河内くろまろの郷 

水間寺 

○兵庫県（13 スポット） 

若杉⾼原おおやキャンプ場・スキー場 

かどのの郷 

こんだ薬師温泉ぬくもりの郷 

姫路城 

姫路市書写の⾥・美術⼯芸館 

⽇本玩具博物館 

尼崎城 

淡路夢舞台 

生石神社 

淡路サービスエリア（上り線） 

淡路サービスエリア（下り線） 

⻄紀サービスエリア（下り線） 

三木サービスエリア（上り線） 

○奈良県（1 スポット） 

 壷阪寺 

 

 

○和歌山県（8 スポット） 

 紀三井寺 

 旧和歌⼭県議会議事堂 

 白崎海洋公園 

 稲むらの火の館 

 ⿓神温泉元湯  

 南紀熊野ジオパークセンター 

 熊野川川舟センター 

 紀ノ川サービスエリア（下り線） 

○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 

 国⺠宿舎 清嵐荘 

 三瓶⼩⾖原埋没林公園 

 島根県⽴しまね海洋館アクアス 

 津和野城跡 

○岡山県（9 スポット） 

 ひるぜんジャージーランド 

 津⼭城（鶴⼭公園） 

 岡⼭天文博物館 

 道の駅 ⿊井⼭グリーンパーク 

 岡⼭後楽園 

 倉敷美観地区 

 鷲羽⼭ 

 吉備サービスエリア（上り線） 

 ⼤佐サービスエリア（上り線） 

○広島県（4 スポット） 

辻村寿三郎⼈形館 

道の駅 世羅 

筆の⾥⼯房 

吉和サービスエリア（下り線） 

 



 

○山口県（8 スポット） 

岩国市観光交流所 本家 松がね 

⾦子みすゞ記念館 

やない⻄蔵 

秋芳洞 

きららガラス未来館 

和木町蜂ヶ峯総合公園 

道の駅 阿武町 

下松サービスエリア（下り線） 

○徳島県（7 スポット） 

⼤鳴門橋遊歩道 渦の道 

藍の館 

阿波おどり会館（あるでよ徳島） 

祖谷のかずら橋 

脇町うだつの町並み 

太⿓寺ロープウェイ 

⽇和佐うみがめ博物館カレッタ 

○香川県（9 スポット） 

道の駅 ⼩⾖島オリーブ公園 

特別名勝 栗林公園 

さぬきこどもの国 

丸⻲城 

琴平 

紫雲出⼭遺跡館 

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 

 松⼭城 

 臥⿓⼭荘 

 道の駅 みなとオアシスうわじま きさいや広場 

開明学校 

 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 

 安芸観光情報センター 

 ⿓河洞 

 スノーピークかわの駅おち 

 モンベルアウトドアヴィレッジ本⼭ 

 海洋堂ホビー館四万十 

 ジョン万次郎資料館 

 南国サービスエリア（下り線） 

○福岡県（6 スポット） 

 門司港駅 

 太宰府天満宮 

 旧伊藤伝右衛門邸 

 柳川藩主⽴花邸 御花 

 古賀サービスエリア（下り線） 

 広川サービスエリア（上り線） 

○佐賀県（6 スポット） 

 佐嘉神社 

 道の駅 吉野ヶ⾥さざんか千坊館 

 cafe&share space BASE ogi 

 マリンパル呼子 

 祐徳稲荷神社 

 ⾦⽴サービスエリア（下り線） 

○⻑崎県（3 スポット） 

ミライ on 図書館（⻑崎県⽴⻑崎図書館・⼤村市⽴図書館） 

雲仙温泉 

道の駅 さいかい みかんドーム 

○熊本県（8 スポット） 

 「道の駅」 ⼩国ゆうステーション 

 阿蘇中岳火口 草千⾥（阿蘇火⼭博物館） 

 道の駅 あそ望の郷くぎの  

 俵⼭交流館 萌の⾥ 

 御船町恐⻯博物館 

 熊本城 

 ⼭の中の海軍の町 にしき ひみつ基地ミュージアム 

 mio camino AMAKUSA 

 

 

 

 

 



 
○大分県（7 スポット）  

 中津市歴史博物館 

 昭和の町「ロマン蔵」 

 国宝臼杵石仏 

 うみたま体験パークつくみイルカ島 

 道の駅 すごう 

 唄げんか⼤橋  

 道の駅 かまえ 

○宮崎県（6 スポット） 

 道の駅 ⻘雲橋 

 STAIRS OF THE SEA 

 綾の照葉⼤吊橋 

 足湯の駅 えびの⾼原 

 飫肥城下町 

 霧島サービスエリア（下り線） 

○⿅児島県（4 スポット）  

 バレル・バレープラハ＆GEN 

 うなぎの駅 

 道の駅 たるみずはまびら 

 甲冑⼯房 丸武 

○沖縄県（4 スポット） 

 ⾸⾥城公園  

 国営沖縄記念公園(海洋博公園) 

 なごアグリパーク  

 伊芸サービスエリア（下り線） 

 
 以上、計 151 スポット 


