
特記事項 標高

01 霊山寺 境内傍 無料 最初は仁王門からの参拝したいものだ!!!　要注意。いつの間にか境内に

02 極楽寺 境内前 無料

03 金泉寺 境内傍 無料 仁王門はすぐ横

04 大日寺 境内前 無料

05 地蔵寺 境内前 無料

06 安楽寺 境内前 無料

07 十楽寺 境内前 無料

08 熊谷寺 境内 無料 本堂まで約100m?(階段有り)。仁王門は100m程手前 標高110m

09 法輪寺 境内前 無料

10 切幡寺 境内 無料 車遍路で3番目の難所/本堂まで333階段有り（約300m?）。仁王門はチョット手前 標高157m

11 藤井寺 境内前 有料 民営

12 焼山寺 境内前 志納料 維持費/本堂まで約10分？/自転車は鍋岩に駐輪し徒歩往復を推薦？ 標高706m

13 大日寺 境内前 無料 境内まで車道沿い約100m?

14 常楽寺 境内 無料 仁王門?は100m程前方

15 国分寺 境内前 無料

16 観音寺 境内傍 無料 仁王門はすぐ横

17 井戸寺 境内 無料 仁王門はすぐ横

18 恩山寺 境内 無料 仁王門は200m程手前。車で通過するが要注意 標高''75m

19 立江寺 境内前 有料 無料駐車場は有るが、狭い、わかりずらい。

20 鶴林寺 境内前 志納料 維持費 標高494m

21 太龍寺 境内前 有料 殆どの車遍路さんはﾛｰﾌﾟｳｪｲを利用/自転車は仁王門まで可能だが適当な所から徒歩往復？ 標高501m

22 平等寺 境内前 無料

23 薬王寺 境内前 無料 本堂まで約200m?(階段有り)。  

24 最御岬寺境内傍 無料 自転車は観音窟下の駐車所に駐輪し徒歩往復推奨/仁王門は本堂の傍 標高165m

25 津照寺 境内前 無料 港の駐車場。本堂まで250m?。

26 金剛頂寺境内前 有料 標高161m

27 神峯寺 境内前 無料 駐車場から本堂まで250m?/自転車・最後は急斜面、適当な所から徒歩往復？ 標高424m

28 大日寺 境内前 無料

29 国分寺 境内前 無料

30 善楽寺 境内 無料 入口はすぐそば

31 竹林寺 境内傍 無料 仁王門はチョットまわり道 標高121m

32 禅師峰寺境内前 無料 標高''89m

33 雪渓寺 境内前 無料

34 種間寺 境内前 無料

35 清滝寺 境内 志納料 一車線・道幅狭い登り。要注意/自転車は高速下通過後500ｍ先に駐輪し往復推薦 標高132m

36 青龍寺 境内前 無料 本堂まで約200m?(階段有り)。 標高''41m

37 岩本寺 境内前 有料 標高212m

38 金剛福寺境内前 無料

39 延光寺 境内前 無料

40 観自在寺境内前 無料

41 龍光寺 境内？ 無料 何処からが境内？ 標高178m

42 佛木寺 境内前 無料 標高189m

43 明石寺 境内前 無料 標高273m

44 大興寺 境内前 無料 本堂まで約200m？/自転車は境内駐車可 標高570m?

境内：お寺の敷地内　　境内前：駐車場より山門等に通ずる遍路道沿い

境内傍：境内周辺
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歯長ﾄﾝﾈﾙ420m 
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特記事項 標高

45 岩屋寺 境内前 有料 民営/車遍路で一番の難所　徒歩約30分(標高差約220m）/自転車も同じ 標高570m?

46 浄瑠璃寺境内傍 無料 仁王門は少しバック

47 八坂寺 境内傍 無料 境内への案内板有

48 西林寺 境内前 無料

49 浄土寺 境内前 有料

50 繁多寺 境内前 無料

51 石手寺 境内前 有料 民営

52 太山寺 境内 無料 車で通過？

53 円明寺 境内前 無料

54 延命寺 境内前 無料

55 南光坊 境内 無料 直ぐそば

56 泰山寺 境内前 無料 　

57 永福寺 境内前 無料

58 仙遊寺 境内 有料 仁王門前を車で通過し駐車場へ 標高252m

59 国分寺 境内前 有料

60 横峰寺 境内傍 林道使用料 山頂駐車場より徒歩10分？/自転車は遍路ころがし登り口東屋に駐輪し往復推奨 標高750m

61 香園寺 境内前 無料

62 宝寿寺 境内前 無料

63 吉祥寺 境内前 有料 民営

64 神前寺 境内前 無料 　

65 三角寺 境内前 有料 民営 標高355m

66 雲辺寺 境内前 志納料? 殆どの車遍路はﾛｰﾌﾟｳｪｲ利用/駐車場より本堂まで徒歩10分？/自転車いろいろ有るよ 標高912m

67 大興寺 境内前 無料

68 神恵院 境内前 無料

69 観音寺 境内前 無料

70 本山寺 境内前 無料

71 弥谷寺 境内前 無料 駐車場より太子堂近くへ送迎ﾀｸｼ?/車遍路で二番目の難所(570階段） 標高221m

72 曼荼羅寺境内前 有料

73 出釈迦寺境内前 無料

74 甲山寺 境内前 無料

75 善通寺 境内？ 有料

76 金倉寺 境内？ 有料 仁王門は100m程離れている

77 道隆寺 境内前 無料

78 郷照寺 境内 無料 仁王門はチョット下る

79 天王寺 境内前 無料 　

80 国分寺 境内前 無料

81 白峰寺 境内前 無料 標高284m

82 根来寺 境内前 無料 標高358m

83 一宮寺 境内傍 無料 駐車場は境内裏？

84 屋島寺 境内傍 有料 民営/自転車はﾄﾞﾗｲﾌﾞｳｴｨでなく遍路道の遍照院近くに駐輪し往復を推薦 標高286m

85 八栗寺 境内傍 無料 殆どの車遍路はｹｰﾌﾞﾙｶｰを利用/自転車は山麓に駐輪し往復を推薦 標高223m

86 志度寺 境内 無料 仁王門はチョットまわり道

87 長尾寺 境内 無料 仁王門はすぐ傍

88 大窪寺 境内傍 無料 仁王門はチョットまわり道 標高448m

境内：お寺の敷地内　　境内前：駐車場より山門等に通ずる遍路道沿い

境内傍：境内周辺

四国霊場の駐車場状況(2/3)
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特記事項 標高

1 大山寺 境内 無料 　 標高450m

阿 2 童学寺 境内前 無料 　

波 3 慈願寺 境内前 無料 本堂（穴禅定）まで標高差100m/0.5㎞? 標高550m

4 鯖大師 境内前 無料 四国霊場23-24番遍路道沿い 　

土佐 5 大善寺 境内前 無料 四国霊場36-37番遍路道よりﾁｮｯﾄまわり道 　

6 龍光寺 境内前 無料 四国霊場40-41番遍路道沿い 　

7 出石寺 境内前 無料 　 標高810m

8 十夜ケ橋 境内 無料 四国霊場43-44番遍路道沿い 　

伊 9 文朱院 境内 無料 四国霊場47-48番遍路道沿い 　

10 興隆寺 境内前 無料 仁王門より0.3㎞?/2ｘｘ???階段 標高275m

予 11 生木地蔵境内 無料 　

12 延命寺 境内前 無料 四国霊場64-65番遍路道沿い 　

13 仙龍寺 境内前 無料 標高230m

14 椿堂 境内前 無料 四国霊場65-66番遍路道沿い 標高100m?

15 箸蔵寺 境内前 無料 多くのお遍路さんはロープウェイを利用/仁王門より標高差90m/0.5㎞? 標高540m?

讃 16 萩原寺 境内前 無料 　

17 神野寺 境内前 無料 　

岐 18 海岸寺 境内前 無料 　

19 香西寺 境内前 無料 　 　

20 大瀧寺 境内傍 無料 標高910m?

境内：お寺の敷地内　　境内前：駐車場より山門等に通ずる遍路道沿い

境内傍：境内周辺

四国別格霊場の駐車場状況(3/3)
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