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2019年 6月 25日 

                          株式会社 百十四銀行 

 

 

第 23回『ミュージアム 88カードラリーin四国』の抽選を実施しました！ 

～ もうひとつの 88ヵ所巡り 芸術，文化に癒される心の旅路 ～ 

 

2007年 10月から実施しております『ミュージアム 88カードラリーin四国』の第 23回目となる

「四国アライアンス賞」の抽選を、阿波銀行本店にて実施いたしましたので、下記の通りお知らせい

たします。 

 

記 

○四国アライアンス賞 

カードラリー参加施設のミュージアム入館時（原則入館料有料の施設のみ）にもらえるポイント

カードを一定ポイント以上集めると応募ができる賞です。抽選は半年に 1 回行われ、応募するコース

別にそれぞれ賞品が用意されています。 

 〔応募コース〕 

 

 

 

 

 

 

 

※30ポイントコースの抽選にはずれても、10ポイントコース 3口分として 

自動的にエントリーされます。 

○抽選内容 

〔抽選会〕 

項 目 内 容 

実 施 日 2019年 6月 24日（月） 13：00～13：45 

抽選会場 株式会社阿波銀行 本店（住所: 徳島市西船場町 2丁目 24-1） 

抽 選 者 
徳島県立近代美術館 館長  中村 章人 様 

株式会社阿波銀行 常務取締役 三好 敏之 

応募ポイント

数 

2,951ポイント 

ポイント換算 

応募口数 

・30ポイントコース：97口 

・10ポイントコース：295口 

 

 

 

 

 

 

コース 賞品内容 

30ポイントコース 四国内の豪華宿泊施設利用券×1本 

10ポイントコース 四国の高級特産品×24本（各県×6本） 



〔当選者〕 

コ ー ス 賞品内容 当 選 者 

30ポイントコース×1本 

（四国内の豪華宿泊施設利用券） 
徳島県内の対象宿泊施設利用券 香川県高松市在住の方 

10ポイントコース×24本 

（四国の高級特産品） 

（徳島県） 

麻の阿波藍ランチョン 

花びらセット 6個 

徳島県三好市在住の方 

高知県高知市在住の方 

高知県高知市在住の方 

愛媛県四国中央市在住の方 

高知県高知市在住の方 

愛媛県西条市在住の方 

 

（香川県） 

まんのうひまわり 

オイルセット 6個 

 

愛媛県四国中央市在住の方 

香川県高松市在住の方 

徳島県阿波市在住の方 

愛媛県宇和島市在住の方 

高知県香美市在住の方 

愛媛県西条市在住の方 

（愛媛県） 

今治タオル 6個 

 

香川県丸亀市在住の方 

岡山県倉敷市在住の方 

岡山県岡山市在住の方 

高知県香美市在住の方 

愛媛県四国中央市在住の方 

高知県高知市在住の方 

（高知県） 

四万十ひのきまな板と 

さくら洗濯板セット 6個 

高知県高知市在住の方 

愛媛県今治市在住の方 

東京都小金井市在住の方 

高知県香美市在住の方 

徳島県徳島市在住の方 

愛知県北名古屋市在住の方 

 

〔次回抽選〕 

締切（当日消印有効） 抽 選 賞品発送 

2019年 11月末 2019年 12月 2019年 12月下旬 

※6ヶ月のサイクルで継続実施予定 

 

○カードラリーの実施状況（2019年 5月 31日現在） 

〔参加申込者数〕 

40,979名 

〔マスター賞認定数〕 

 

抽選時の写真 

 

 

 

 

 

 

 

※マスター賞とは、カードラリーの参加施設入館時にもらえるオリジナルミュージアムカードを、1県あたり

22枚以上集めると「県マスター賞」に、四国 4県で 88枚以上集めると「四国マスター賞」に認定し、記念の

認定証楯を贈呈するものです。 

                                                                                以 上 

項 目 人 数 

四国マスター賞 188名 

徳島県マスター賞 229名 

香川県マスター賞 277名 

愛媛県マスター賞 375名 

高知県マスター賞 268名 

合 計（延べ人数） 1,337名 



別 紙 

『ミュージアム 88カードラリーin四国』概要 

項 目 内  容 

1.名称 『ミュージアム 88カードラリーin四国』 

2.主催 
ミュージアム 88カードラリーin四国実行委員会 

（実行委員会は、阿波銀行、百十四銀行、伊予銀行、四国銀行で構成） 

3.後援 

徳島県・香川県・愛媛県・高知県・四国運輸局・四国経済産業局・四国経済連合会・四

国ツーリズム創造機構・四国法人会連合会・徳島県商工会議所連合会・香川県商工会議

所連合会・愛媛県商工会議所連合会・高知県商工会議所連合会・徳島新聞社・四国新聞

社・愛媛新聞社・高知新聞社・NHK松山放送局・四国放送・西日本放送・KSB瀬戸内海放

送・南海放送・テレビ愛媛・あいテレビ・愛媛朝日テレビ・RKC 高知放送・KUTV テレビ

高知・KSSさんさんテレビ 

4.参加者 ・自由（参加無料） 

5.参加申込 

・4行（阿波銀行・百十四銀行・伊予銀行・四国銀行）の各本支店窓口 

・カードラリー運営事務局（伊予銀行広報ＣＳＲ室内に設置）への郵送またはＦＡＸ 

（専用ホームページ内の専用申込書をご利用ください） 

・専用ホームページからのインターネット上でのお申し込み（Web参加申込） 

6.内容 

・参加申込みをされた方が参加証を持って、対象施設を巡り、入館した際にもらえる 2

種類のカード（オリジナルミュージアムカードとポイントカード）を集めることによ

り、「賞品」を差し上げます。（ただし、無料で入館された方は、原則オリジナルミュ

ージアムカードのみを受け取ることになります。） 

・オリジナルミュージアムカード：施設の外観や収蔵品等を美しく印刷したカード 

・ポイントカード：抽選に応募するために必要なポイントが付いているカード 

7.実施時期 2017年 10月 1日（日）～2019年 9月 30日（月）（2年間、以降継続予定） 

8.対象施設 

 と賞品 

・参加施設：徳島 37、香川 45、愛媛 53、高知 40の合計 175施設 

※2019年 5月 31日現在 

・オリジナルミュージアムカードを 1県あたり 22枚以上集めると｢県マスター賞｣に認定

され、4県を制覇すると自動的に｢四国マスター賞｣としてそれぞれ｢認定証楯｣を差し上

げます。 

・ポイントカードを一定ポイント以上集めれば、半年に 1 回、四国内の豪華宿泊施設利

用券や四国の高級特産品があたる「四国アライアンス賞」の抽選に応募することがで

きます。 

＜四国アライアンス賞＞ 

コース 賞品内容 

30ポイントコース 四国内の豪華宿泊施設利用券×1本 

10ポイントコース 四国の高級特産品×24本 

（注）30ポイントコースの抽選にはずれても、10ポイントコースに 3口分として自動的に

エントリーされます。 

＜応募と抽選時期＞ 

 締切 抽選 賞品発送 

23回目 2019年 05月末 2019年 06月 2019年 06月予定 

24回目 2019年 11月末 2019年 12月 2019年 12月予定 

25回目 2020年 05月末 2020年 06月 2020年 06月予定 

26回目 2020年 11月末 2020年 12月 2020年 12月予定 
 

9.専用ホー 

ムページ 

・カードラリーに参加しているミュージアム一覧や各施設の特徴や開館日時・所在地等

の確認ができる専用ホームページを開設しております。 

【専用ホームページアドレス】 http://www.museum88.com/ 

10.問合先 ・カードラリー参加者や各ミュージアム施設からの問い合せに対応するため、伊予銀行

広報ＣＳＲ室内に「カードラリー運営事務局」を設置しています。 

【ﾌﾘｰﾀﾞｲﾔﾙ】0120-886-465（受付時間：平日 10：00～17：00） 

 

http://www.museum88.com/

