
○カードラリー参加施設一覧（2022.6.22 現在）

≪徳島県：36施設≫ ≪香川県：41施設≫ ≪愛媛県：63施設≫ ≪高知県：41施設≫
番号 所在地 番号 所在地 施設名 番号 所在地 施設名 番号 所在地 施設名

001 鳴門市 大塚国際美術館 001 高松市 香川県立ミュージアム 001 松山市 愛媛県美術館 001 室戸市 キラメッセ室戸　鯨館

002 鳴門市 大鳴門橋架橋記念館エディ 002 高松市 高松市美術館 002 松山市 松山城 002 北川村 中岡慎太郎館

003 鳴門市 鳴門ガレの森美術館 003 高松市 高松市歴史資料館 003 松山市 松山市立子規記念博物館 003 北川村 北川村「モネの庭」マルモッタン

004 鳴門市 徳島県立鳥居龍蔵記念博物館 004 高松市 菊池寛記念館 004 松山市 セキ美術館 004 田野町 岡御殿

005 鳴門市 鳴門市ドイツ館 005 高松市 四国民家博物館（四国村） 005 松山市 ミウラート・ヴィレッジ（三浦美術館） 005 安芸市 安芸市立歴史民俗資料館

006 鳴門市 鳴門市賀川豊彦記念館 006 高松市 高松市石の民俗資料館 006 松山市 坂の上の雲ミュージアム 006 安芸市 安芸市立書道美術館

007 板野町 あすたむらんど徳島 007 高松市 高松市讃岐国分寺跡資料館 007 松山市 伊丹十三記念館 007 芸西村 芸西村筒井美術館

008 藍住町 藍住町歴史館 藍の館 008 高松市 高松市香南歴史民俗郷土館 008 松山市 道後ぎやまんガラス 美術館 008 香美市 奥物部ふるさと物産館・奥物部美術館

009 松茂町 松茂町歴史民俗資料館・人形浄瑠璃芝居資料館 009 高松市 高松市塩江美術館 009 東温市 高畠華宵大正ロマン館 009 香美市 香美市立吉井勇記念館

010 徳島市 徳島県立阿波十郎兵衛屋敷 010 坂出市 香川県立東山魁夷せとうち美術館 010 砥部町 砥部焼伝統産業会館 010 香美市 香美市立やなせたかし記念館

011 徳島市 阿波木偶＜でこ＞人形会館 011 坂出市 瀬戸大橋記念館 011 久万高原町 町立久万美術館 011 香南市 絵金蔵

012 徳島市 徳島県立文学書道館 012 坂出市 かまどホール 012 今治市 今治市河野美術館 012 香南市 創造広場アクトランド（ＡＣＴ　Ｌａｎｄ）

013 徳島市 徳島市立徳島城博物館 013 坂出市 四谷シモン人形館　淡翁荘 013 今治市 今治市玉川近代美術館 013 香美市 龍河洞（龍河洞博物館）

014 徳島市 菘翁＜すうおう＞美術館 014 坂出市 小沢剛　讃岐醤油画資料館 014 今治市 タオル美術館 014 香美市 香美市立美術館

あわぎんホール（徳島県郷土文化会館） 015 坂出市 坂出市郷土資料館 015 今治市 愛媛文華館 015 南国市 高知県立歴史民俗資料館
～阿波木偶＜でこ＞資料館～ 016 坂出市 坂出市塩業資料館 016 今治市 今治市大三島美術館 016 本山町 本山町立大原富枝文学館

016 徳島市 阿波おどり会館 017 丸亀市 丸亀市猪熊弦一郎現代美術館 今治市大三島美術館別館 017 高知市 高知県立牧野植物園

017 徳島市 徳島県立近代美術館 018 丸亀市 うちわの港ミュージアム （ところミュージアム大三島） 018 高知市 五台山竹林寺宝物館

018 徳島市 徳島県立博物館 019 丸亀市 中津万象園･丸亀美術館 018 今治市 大山祗神社宝物館 019 高知市 高知県立美術館

019 徳島市 徳島県立文書館 020 丸亀市 塩飽勤番所 今治市上浦歴史民俗資料館 020 高知市 横山隆一記念まんが館

020 佐那河内村 徳島県立佐那河内いきものふれあいの里 021 善通寺市 善通寺市美術館 （村上三島記念館） 021 高知市 高知県立文学館

021 阿波市 阿波市立土成歴史館 022 善通寺市 善通寺市立郷土館 020 今治市 今治市村上海賊ミュージアム 022 高知市 高知城

022 阿波市 阿波市立市場歴史民俗資料館 023 善通寺市 総本山 善通寺 宝物館 021 今治市 野間仁根バラのミュージアム（今治市吉海郷土文化センター） 023 高知市 高知市立龍馬の生まれたまち記念館

023 吉野川市 財団法人 阿波和紙伝統産業会館 024 善通寺市 灸まん美術館 022 今治市 かわら館 024 高知市 高知市立自由民権記念館

024 吉野川市 吉野川市美郷ほたる館 025 観音寺市 民具資料館　讃岐洗心亭 023 今治市 今治城 025 高知市 高知県立坂本龍馬記念館

025 つるぎ町 旧永井家庄屋屋敷 026 三豊市 香川用水記念公園 024 新居浜市 愛媛県総合科学博物館 026 いの町 いの町紙の博物館

026 東みよし町 東みよし町立歴史民俗資料館 027 さぬき市 平賀源内記念館 025 新居浜市 マイントピア別子 027 佐川町 佐川地質館

027 三好市 三好市井川民俗資料館 028 さぬき市 おへんろ交流サロン 026 新居浜市 新居浜市広瀬歴史記念館 028 佐川町 佐川町立青山文庫

028 三好市 平家屋敷民俗資料館 029 東かがわ市 とらまる人形劇ミュージアム 027 西条市 愛媛民芸館 029 越知町 横倉山自然の森博物館

029 三好市 道の駅大歩危（妖怪屋敷・石の博物館） 030 東かがわ市 東かがわ市歴史民俗資料館 028 四国中央市 紙のまち資料館 030 中土佐町 中土佐町立美術館

030 阿南市 阿南市立阿波公方＜くぼう＞・民俗資料館 031 東かがわ市 讃州井筒屋敷 029 大洲市 大洲城 031 四万十市 四万十市郷土博物館

031 阿南市 阿南市科学センター 032 東かがわ市 三谷製糖　羽根さぬき本舗 030 大洲市 大洲市立肱川風の博物館・歌麿館 032 四万十市 あきついお（四万十川学遊館）

032 勝浦町 勝浦町郷土資料展示室 033 琴平町 金陵の郷 031 内子町 五十崎凧博物館 033 土佐清水市 ジョン万次郎資料館

033 那賀町 相生森林美術館 034 琴平町 海の科学館 032 内子町 内子座 034 土佐清水市 海のギャラリー

034 美波町 日和佐うみがめ博物館「カレッタ」 035 小豆島町 二十四の瞳映画村 033 西予市 愛媛県歴史文化博物館 035 土佐清水市 足摺海底館

モラスコむぎ 036 小豆島町 オリーブ記念館 034 西予市 宇和先哲記念館 036 宿毛市 宿毛市立宿毛歴史館
～貝の資料館＆漁師さんの水族館～ 037 小豆島町 マルキン醤油記念館 035 西予市 重要文化財　開明学校 037 四万十町 海洋堂かっぱ館

036 海陽町 阿波海南文化村　海陽町立博物館 038 土庄町 小豆島　尾崎放哉記念館 036 西予市 宇和民具館 038 四万十町 海洋堂ホビー館四万十

039 直島町 ベネッセハウス　ミュージアム 037 西予市 宇和米博物館 039 高知市 高知よさこい情報交流館

040 直島町 地中美術館 038 西予市 野村シルク博物館 040 高知市 高知県立高知城歴史博物館

041 坂出市 鎌田共済会郷土博物館 039 西予市 ギャラリーしろかわ 041 土佐清水市高知県立足摺海洋館 SATOUMI

040 松野町 芝不器男記念館

041 松野町 目黒ふるさと館

042 宇和島市 宇和島市立伊達博物館

043 宇和島市 畦地梅太郎記念美術館

044 松山市 秋山兄弟生誕地

045 今治市 日本食研食文化博物館

046 西条市 鉄道歴史パーク in SAIJO

愛媛県産業技術研究所
紙産業技術センター　研究交流棟

048 久万高原町 面河山岳博物館

049 大洲市 臥龍山荘

050 松山市 萬翠荘

051 伊予郡 坂村真民記念館

052 松山市 瓶泥舎びいどろ・ぎやまん・ガラス美術館
053 新居浜市 あかがねミュージアム
054 松山市 愛媛大学ミュージアム

056 四国中央市 暁雨館
057 新居浜市 新居浜市郷土資料館-ふるさとラボ-
058 西条市 西条市立東予郷土館
059 西条市 近藤篤山旧邸
060 松山市 松山市考古館
061 西条市 五百亀記念館
062 西条市 西条郷土博物館
063 西予市 四国西予ジオミュージアム

四国中央市歴史考古博物館（高原ミュージ
アム）

055 四国中央市

015

牟岐町035

017 今治市

047 四国中央市

019 今治市

徳島市


