
イベント概要 
イベント名 鳴門の魅力発見ライドデジタルスタンプラリー 

 

開催期間 2022 年 10 月 22 日（土）～2022 年 11 月 27 日（日） 

 

参加方法 QR コード又は鳴門板野青年会議所 HP から RALLY に入り、「鳴門の魅力発見ライドデジタルスタンプラリー」に参加 

下さい。開催期間中のスタート･ゴール及び使用日数は自由とします。チェックポイントに着いたらスタンプが押せ 

ます。※不具合によりスタンプが押せていないことがあるためその都度ご確認ください。 

※RARRY 使用に当たり注意点がございます。「RARRY スタンプラリー注意点」で検索してください。 

開催場所 チェックポイント 

各施設５５ヶ所 別紙または RALLY スタンプラリー内参照 

（鳴門板野青年会議所 HP でも公開しています） 

※給水 OK となっている所以外は給水のみのご利用はご遠慮下さい。 

 

内  容 QR コードからスタンプラリーに参加し、鳴門市内に設置されたチェックポイントを自転車で巡ってスタンプを 

集めよう。集めたスタンプ数によって各コースに応募することができ、抽選で景品が当たります。 

 

景  品 ●参加賞（先着 200 名様） 

参加賞は開催初日 2022 年 10 月 22 日（土）から CYCLE SPACE UZU にて配布し無くなり次第終了とさせていた 

だきます。 

※RALLY スタンプラリーの画面を見せて頂けた方に限ります。 

 

●スタンプ 20 個コース・・・抽選で 3000 円相当の特産品詰め合わせ 20 名様 

●スタンプ 55 個コース・・・抽選で 5000 円相当の特産品詰め合わせ 20 名様 

※応募はお 1 人様 1 コース 1 口までとします。※当選者の発表は賞品の発送をもって代えさせていただきます。 

 

●インスタグラムコース 

・インフルエンサー賞・・・抽選で 5000 円相当の特産品詰め合わせ 5 名様 

 インスタグラムに ハッシュタグ #２０２２鳴門板野青年会議所インフルエンサー を付けて、サイクリング 

中に見つけた鳴門の素敵なビューポイントやグルメを投稿しいいね数を競ってください。 

※複数応募可。※当選者の発表は賞品の発送をもって代えさせていただきます。 

 

・サイコロジー賞・・・抽選で３名様にサイクルキャップとサイクリングソックスセットをプレゼント 

 インスタグラムに ハッシュタグ ＃サイコロジー鳴門 2022 をつけてサイクリング 

中に見つけた鳴門の素敵なビューポイントやグルメを投稿してください。 

※当選者は CYCOLOGY ジャパン担当者が選び、インスタグラムの DM よりご連絡させて頂きます。 

 

●ASA 完走コース 

・1.鳴門 69 キロコース・・・・・・5000 円相当の特産品プレゼント 抽選で 5 名様 

・2.東かがわ 74.1 キロコース・・・5000 円相当の特産品プレゼント 抽選で 5 名様 

・3.複合 143.1 キロコース（1+2）・・・・・10000 円相当の特産品プレゼント 抽選で 2 名様 

スタンプのチェックはなしで各自アプリにて距離、コースを記録してもらいます。 

コースは ASA サイクリングの鳴門市シティーコースと東かがわ市シティーコースとします 

コース URL ：https://asa-cycling.com/course/ 

使用アプリは Strava(ストラバ)とします。 

計測した距離、コースはスクリーンショットで保存し 

インスタグラムに応募したいコースに応じて ハッシュタグ  

#２０２２鳴門板野青年会議所鳴門コース 

#２０２２鳴門板野青年会議所東かがわコース 

#２０２２鳴門板野青年会議所複合コース 

を付けて投稿してください。 

※当選者の方には青年会議所よりＤＭを送らせて頂きます。 

料  金 参加無料 

 

注意事項 本イベントは自転車での参加に限らせていただきます。不正が発覚した場合は抽選対象外とさせていただきます。 

イベント参加中のいかなる事故も当会議所では一切の責任も負いかねます。 

各チェックポイントではマスクの着用や手指消毒等、感染症対策の徹底をお願い致します。 

交通マナーの徹底、サイクリングのマナーの厳守をお願い致します。 

 

お問い合わせ先 （一社）鳴門板野青年会議所 Email：info@narutoitano-jc.com 

主催：（一社）鳴門板野青年会議所 共催：CYCLE SPACE UZU 後援：鳴門市 

 

https://asa-cycling.com/course/
mailto:info@narutoitano-jc.com


 

チェックポイント一覧 
1 CYCLE SPACE UZU 

鳴門市撫養町斎田字東発 37-1 

定休日：水 

営業時間：10:00～19:00 

2 徳島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 

定休日：不定休 

営業時間：平日 8:00～25:00 土日祝

8:00～26:00 

3 福丸水産 

鳴門市瀬戸町明神字楠谷 1-1 

定休日：月 

営業時間：11:00～21:00 

4 Café Rosemary’s 

鳴門市鳴門町高島字竹島 382-2 

定休日：月 

営業時間：10:00～18:00 

5 ログカフェレオン 

鳴門市鳴門町高島字中島 562 番地 

定休日：第 2,3 火曜 

営業時間：平日 9:00～15:00 土日祝

8:00～17:00 

6 リゾートホテルモアナコースト 

鳴門市鳴門町土佐泊浦高砂 186-16 

定休日：無 

営業時間：8:00～22:00 

7 豊田商店 

鳴門市鳴門町土佐泊浦高砂 203-2 

定休日：無 

営業時間：7:00～19:00 

8 アオアヲナルトリゾート 

鳴門市鳴門町土佐泊浦字大毛 16-45 

定休日：無 

営業時間：24ｈ 

9 渦見茶屋 

鳴門市鳴門町土佐泊浦字福池 65 

定休日：日 

営業時間：9:00～17:30 

10 うずしお観潮船 

鳴門市鳴門町土佐泊浦字大毛 264-1 

定休日：無 

営業時間：8:30～17:00 

11 

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 

定休日：火 

営業時間：10:00～17:00 

12 光輪寺 

鳴門市瀬戸町北泊字北泊 528-43 

定休日：無 

営業時間：8:00～16:00 

13 とれたて食堂 

鳴門市北灘町宿毛谷字相ケ谷 23 

定休日：無 

営業時間：10:00～22:00 

14 カフェテリア コスタ 

鳴門市北灘町折野東地 300-4 

定休日：火 

営業時間：9:00～17:00 

15 道の駅 第九の里 

鳴門市大麻町桧字東山田 53 

定休日：第 4 月曜 

営業時間：9:00～17:00 

16 門前一番街 

鳴門市大麻町板東字西山田 29-6 

定休日：無 

営業時間：7:00～17:00 

17 ジェラテリアスプンティーノ 

鳴門市大麻町姫田字先達 29-1 

定休日：火 水 

営業時間：11:00～18:00 

18 ありい商店 

鳴門市大津町大代 600-1 

定休日：不定休 

営業時間：10:00～18:00 

19 珈琲院ピーベリー 

鳴門市撫養町南浜字東浜 31-8 1F 

定休日：月 

営業時間：7:30～20:00 

20 なると物産館 

鳴門市撫養町南浜字東浜 165-10 

定休日：無 

営業時間：9:00～17:00 

21 イルローザ鳴門 

鳴門市撫養町黒崎松島 405 

定休日：水 

営業時間：9:30～19:00 

22 ホテルカクイン鳴門 

鳴門市撫養町斉田字大堤 208 

定休日：無 

営業時間：24ｈ 

23 Ｂｕｂｏ 

鳴門市撫養町南浜浜田 59-8 

定休日：不定休 

営業時間：11:00～22:00 

24 くるくる鳴門 

鳴門市大津町備前島字蟹田の越 338-

1 

定休日：無 

営業時間：9:00～17:00 

25 Cycle spot UZU 

鳴門市大津町木津野仲の越 84-5 

定休日：不定休 

営業時間：10:00～17:00 

給水 OK 

26 川添フルーツ 

鳴門市大津町大代 760 

定休日：水 木 

営業時間：11:00～17:00 

27 カフェレストランピノッキオ 

鳴門市大麻町萩原山の下 145 

定休日：金 

営業時間平日：8:00～16:00 

    土日：8:00～17:00 

28 鳴門屋（たこ焼き） 

鳴門市撫養町斉田東発 16-6 

定休日：月 

営業時間：11:00～20:00 

29 BASEACS（野球）NPG 

鳴門市撫養町南浜馬目木 130 

定休日：不定休 

営業時間：9:00～22:00 

30 ナルージェ 

鳴門市撫養町南浜東浜 34-72 

定休日：月 

営業時間：11:00～19:00 

31 れんまるカフェ 

鳴門市撫養町斉田字浜端北 120 

定休日：火 

営業時間：11:00～17:00 

  土日：11:00～20:00 

32 lampe（ランプ） 

鳴門市撫養町斉田字大堤 15-2 

定休日：月 

 （生地がなくなり次第終了） 

営業時間：12:30～17:00 

33 ティーズ 

鳴門市撫養町南浜蛭子前東 53 

定休日：土 日 

営業時間：13:00～18:00 

34 薮内平和堂 

鳴門市撫養町南浜蛭子前西 3-6 

定休日：無 

営業時間：7:00～9:30 

35 大西陶器 

鳴門市大麻町大谷東山谷 17-2 

定休日：水 

営業時間：9:00～17:00 

36 田村商事（株）陶芸展示館 

鳴門市大麻町大谷字中通り 3-1 

定休日：無 

営業時間：9:00～17:00 

37 本家松浦酒造ナルトタイの店 

鳴門市大麻町池谷柳の本 19 

定休日：無 

営業時間：10:00～18:00 

38 支那そば三八 斉田店 

鳴門市撫養町斉田字岩崎 56-1 

定休日：火 

営業時間：11:00～15:00 

     17:00～20:00 

  土日：11:00～20:00 

39 鳴門クルマエビ 

鳴門市鳴門町三ツ石江尻山 156 

定休日：無 

営業時間：9:00～17:00 

40 Caputto（カプット） 

鳴門市撫養町立岩四枚 53 

定休日：火 

営業時間：9:30～17:00 

41 ノキ（パン屋） 

鳴門市里浦町里浦花面 48-5 

定休日：日 月 

営業時間：9:30～18:00 

42 PIZZERIA Fumi 

鳴門市大津町吉永西新 17-11 

定休日：不定休 

営業時間：11:00～21:00 

43 bakery nook（ヌーク） 

鳴門市撫養町小桑島前組 132-1 1F 

定休日：日 月 

営業時間：9:00～16:30 

44 株式会社鳴門魚市 

鳴門市里浦町粟津西開 38-1 

定休日：水  

営業時間：7:30～12:00 

45 宇佐八幡神社 

鳴門市撫養町黒崎八幡 130 

定休日：不定休 

宮司さんは居る時と居ない時があり

ます 

営業時間：通年 

46 翼山温泉 

東かがわし引田 919-16 

定休日：無 

営業時間：10:00～20:30 

47 讃州讃岐屋 

東かがわし落合 246-1 

定休日：不定休 

営業時間：10:00～15:00 

48 うどん元匠 湊店 

東かがわ市湊 857-2 

定休日：無 

営業時間：6:00～15:00 

49 ベッセルおおち 

東かがわ市馬條 1200 

定休日：第二水曜 

営業時間：10:00～22:00 

50 讃岐井筒屋敷 

東かがわ市引田 2163 

定休日：水（祝日の場合は営業） 

営業時間：10:00～16:00 

51 白鳥温泉 

東かがわ市入野山 465 

定休日：無 

営業時間：10:00～21:00 

52 相生古里庵 

東かがわ市南野 195-1 

定休日：水 

営業時間：10:00～16:00 

53 安戸池 

東かがわ市引田 4373 

定休日：1/1、1/2 

営業時間：7:00～16:00 

54 マルタツうどん 

東かがわ市伊佐 722 

定休日：火（麺が無くなり次第終了） 

営業時間：9:00～14:30 

55 産直カフェ 五名ふるさとの家 

東かがわ市五名 1400 

定休日：火 水 木 

営業時間：8:30～16:00 

 

推奨施設 

 自転車販売・自転車修理・ウェア販売 
定休日：水曜日 営業時間：10:00～19:00 

〒772-0002 徳島県鳴門市撫養町斎田字東発 37-1 

TEL：080-7351-3351 

 シャワー・トイレ完備、充実設備 
定休日：年中無休 営業時間:700～20:00 

〒772-8510 徳島県鳴門市撫養町大桑島字濘岩浜

48-1 TEL：088-685-8111 
 


