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#仁淀川町のマチュピチュ

高知県仁淀川町の映えスポットをインスタグラムで発信中！！

もっと知りたい仁淀川町
̃周遊 Boo k̃～

#2410 フォト

キャンペーン



@2410.tv

2410.tv
@2410.tv

#2410　#マチュピチュっぽい
仁淀川町のマチュピチュ！

2410.tv
@2410.tv

#リフレクション　#上下逆じゃない!?
上下逆じゃない!?天気が良いと鏡のように反射♡

#ビッグフット　#脚が足に!?　#渡るとドキドキ#脚線美

ビッグフット発見！
沈下橋の脚が足に見えてきた～

#新旧橋　#4つ同時に橋が見える!?　#安全第一　#夏ここでアイス食べたいな～

新旧橋！めずらしく4つの新旧橋が同時に並んで見えるスポットがあるよ～
河原に降りる時は安全には気をつけてね！

#2410これな～んだ！？　#レンガの橋脚
#フランス積み　#脚線美　#なんかオシャレ

これな～んだ!?　すごい数のレンガで
造られ近くで見ると圧倒されます。
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#2410これな～んだ！？
#2410ジブリっぽいシリーズ＃大先輩

これな～んだ!?　パート2

#2410アツアツ注意　#歩いて渡れる沈下橋

アツアツに注意♡
歩道専用沈下橋～！

#ミニ瀬戸大橋　#赤い橋が好き！

この長い長い橋を抜けて～♪

#2410 橋シリ
ーズ

インスタ映えス
ポット発信中！

！
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いろんな橋のインスタ映え募集中！
#2410橋を付けて投稿してね
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#2410 フォト

キャンペーン

仁淀川町の3つのエリアから探す

アイコン

仁淀川町は平成 17 年に
旧池川町・旧吾川村・旧仁淀村が合併して誕生した町です！！
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春は桜、夏は川遊び、秋は紅葉に色づいた渓谷、冬は星空や雪景色など
仁淀川町にはたくさんの自然観光スポットがあり、同町発行の観光パンフレットで
数々の紹介をしてきました。
それでも紹介しきれなかった観てもらいたい景色などが、まだまだたくさんあります。
そこで、仁淀川町観光協会では日々町内を散策し「映えるスポット」を SNS を通じて
情報発信していきます！！
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仁淀川町の「によど」にちなんで「2410 件投稿！」を目標に
映えスポットを散策し一緒に投稿目標を達成しませんか！？
仁淀川町観光協会オフィシャルサイト「2410.TV」にて特設サイトを立ち上げます。

「#2410 フォト」を付けて投稿するとオフィシャルサイトで掲載されます。
たくさんの映えスポット投稿をお待ちしております。

42 10

で「#2410フォト」を付けて
みんなで仁淀川町の映えスポットを投稿しよう！！

みんなで目指せ投稿数「2410件」！！

沢山のハッシュタグでチェック！

主なハッシュタグ

使い方

https://www.niyodogawa.tv

…北部 …中部 …南部

裏面
Map

パンフレットの折り方

１. 地図の方を裏面にし半分に折る。

2. 切りこみを入れた部分を引っぱって
　折りを谷折に変えてこの形にする。

3. そのままつぶしていく。

4. そして表紙を上にするようにまとめ
　折ればできあがり。

#2410橋　#2410動物園　#2410風景　#2410レトロ　#2410道　#2410ジブリっぽい
#♡発見！　#2410♡　#4つ同時に橋が見える!?　#アルプスの少女ハイジ
#おおきに　#カッパ多発中！！　#かなりリアル　#カリオストロっぽい　#かわいい足跡
#クルマが飛び出してる　#コンシェルジュ　#こんなところに動物さん　#じいちゃんの力作
#すきま　#それともアポロ!?　#ダムの水位低下の為現れる珍しい光景　#どっち派!?
#なんかオシャレ　#ピカピカ　#ビッグフット　#ファッション　#フランス積み　#まいど
#まだ動きそう　#ミニ瀬戸大橋　#よろよろよろクラブ　#リス出没注意　#レトロカラー
#レンガの橋脚　#圧巻です　#安全第一　#稲荷神社　#奥野細道　#夏ここでアイス食べたいな～
#海賊時代みたい　#看板フクロウ　#看板も熟成　#脚が足に!?　#知る人ぞ知る
#庭木アート　#本物ではありません　#恋愛パワースポット的な鳥居

…などなど 「#2410フォト」を付けて投稿してね！
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#カッパ多発中！！　#♡発見！

カッパ多発中！！
あなたは何匹見つけることができた!?

#コンコンきつねさん　#稲荷神社

金運UP！アップ!?

#本物ではありません　#軽やかに上ってます
#リス出没注意

リス階段！！　何匹ものリスが
階段の安全を見守ってます

#2410ジブリっぽいシリーズ　#庭木アート

ヤックル！？

#見守りお猿さん　#おおきに

ここに居るよ～

#新雪にお客様　#かわいい足跡　#雪の朝#肉球♡

真っ白なキャンパスに…
なんの足跡かなぁ

#まいど　#看板フクロウ　#コンシェルジュ

いらっしゃいませ～！
このフクロウ街道ではたくさん出会えます

#大きくてびっくり　#かなりリアル
#よろよろよろクラブ　#じいちゃんの力作

目指せ十二支！地元の方が製作中～♪

#こんなところに動物さん　#仁淀川町百獣の王

ライオンのお出迎え

#2410 動物園
シリーズ

インスタ映えス
ポット発信中！

！
いろんな生き物のインスタ映え募集中！
#2410生き物を付けて投稿してね
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#ダムの水位低下の為現れる珍しい光景
#どっち派!?　＃それともアポロ!?

どっちに似てる!?　それとも…
24

21

22

18

35

31

3938

#空が近くて広い　#仁淀川町のアルプス　#アルプスの少女ハイジ

仁淀川町のアルプス！　冬は雪・山・空のコントラストが最高

#2410ジブリっぽいシリーズ　#圧巻です

突如現る無数の風の谷の風車

#ダムの水位低下の為現れる珍しい光景

沈みゆく階段…
ダム建設の名残なのか…

#2410ナニコレ!?　#クルマが飛び出してる

どうなってるの!?　
山間地域では車を止めるスペースもひと工夫

#2410これな～んだ！？パート3
#2410ジブリっぽいシリーズ

隕石が落ちた穴!?
この池は昔隕石が落下して出来た窪みかも

#ダムの水位低下の為現れる珍しい光景 
#恋愛パワースポット的な鳥居

パワースポットかも？な鳥居
運が良ければ対岸から参拝することが♡

#2410ジブリっぽいシリーズ

古き良き水車
棚田をバックにこの風景が大好きです♡

#2410 風景シ
リーズ

インスタ映えス
ポット発信中！

！
いろんな風景のインスタ映え募集中！
#2410風景を付けて投稿してね
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#すきま　#小道　#奥野細道　#2410細道探検隊

仁淀川町坂2410 山間地形の為たくさんの坂道があります。階段を下ると今にも飛び込みたい透明度抜群の
川に辿り着けることも♪

#すきま　#小道　#奥野細道　#2410細道探検隊

天まで登れ！
人の手の温かみを感じざるをえません #2410トンネルシリーズ　#2410ジブリっぽいシリーズ

#カリオストロっぽい　#2410細道探検隊

丘の上に現れるカリオストロっぽいトンネル

#2410アツアツ注意　#背の低いカーブミラー

アツアツに注意♡

#高知アメリカンクラフトビール

No Beer   No Life
地ビールが楽しめるホットスポット

#2410トンネルシリーズ　#2410♡
#2410細道探検隊　#ピカピカ

#2410♡
こんなこともできるんです

#奥の細道　#2410細道探検隊

この長い長い坂道を抜けて～♪

坂道やトンネルなど道を歩けば山間地域独特の
インスタ映えスポットが見つかるよ！
#2410生き物を付けて投稿してね
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#2410レトロだけどまだまで現役中です

まだまだ現役中です！！

#2410看板シリーズ　#レトロカラー

レトロ美人に映るかもっ♡

#2410看板シリーズ　#看板も熟成

映画のワンシーンのよう♪
古き良き時代

#まだ動きそう　#知る人ぞ知る

お疲れ様でした！

#2410看板シリーズ　#昭和ムード漂う

お殿様御用達まげでござる

#2410看板シリーズ　#高知を代表する酒

町の明かりが～♪
そんな懐メロが聞こえてきそう

#2410看板シリーズ　#ファッション

紳士淑女のたしなみ
昔懐かしい♡ファッションが目印

#2410看板シリーズ　#海賊時代みたい

生ビールがあるじゃないか

#まだ動きそう　#知る人ぞ知る

小さい頃お世話になりました。

#2410 レトロ
シリーズ

インスタ映えス
ポット発信中！

！
いろんなレトロでインスタ映え募集中！
#2410レトロを付けて投稿してね
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#2410 道シリ
ーズ

インスタ映えス
ポット発信中！

！


