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インターネットで対象エリア内の新幹線・特急列車などの
指定席が予約できるサービスです。

受付時間（年中無休）
8：00～20：00
通話料がかかります。

列車の発着時刻、運賃・料金、鉄道企画商品に関するお問い合わせ

（お客様がお使いの電話回線の種類によってはご利用いただけない場合があります。）

JR四国電話
案内センター 0570-00-4592

し　こ　く　に

予讃線 伊予大洲駅～西大洲駅間

2021年 月号
No.410
12

～初代「伊予灘ものがたり」ラストラン！～
　観光列車「伊予灘ものがたり」は、２０１４年
７月２６日にＪＲ四国初の本格的な観光列車
として運行を開始しました。運行開始からの
約７年間、たくさんのお客様にご乗車いただき、
皆様に愛される列車として成長しました。
　そんな「伊予灘ものがたり」は２０２１年
１２月２７日に現車両でのラストランを迎え、
２０２２年春に新たな車両として生まれ変わり
ます。たくさんの笑顔や想いを大切に運んで
きた「伊予灘ものがたり」をこれからもよろしく
お願いいたします。

e5489詳しくは 検索

おトクなきっぷや、主な駅の情報など
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J R 四国の取り組み

JR四国ソーシャルメディア公式アカウント

ソーシャルメディア

JR四国ニュースNo.410

JR四国は国土交通省が主体で全国のＪＲや私鉄各社が
取り組む「鉄道でエコキャンペーン」に参加しています。

列車の併結作業ではいくつもの確認を
一つひとつ丁寧に行います。
二つの列車を安心してご乗車していただける
一つの列車へと仕上げます。

「安心して」「喜んで」「末永く」ご利用いただくために

二つの列車をつないでお客様の目的地へ

四国キヨスクのお土産袋が変わりました！！　

　　　　

愛媛県西予市

　「ゆるりあん」は、JR卯之町
駅前再開発の一環として２０
２１年４月に駅前にオープンし
た複合施設です。
　郵便局や飲食店、イベント
や企画が楽しめる緑地広場
に、フリースペースや多目的
に利用できる館内施設があ
ります。飲食店が並ぶ「チャ
レンジショップ」では熱い情
熱を持った料理人たちが西

予市ならではの食材やメニューを提供。子どもからお年寄りまで多くの方が
利用できます。

◇西予市宇和町卯之町の町並み
　 ～白壁が美しい重要伝統的建造物群保存地区～

◇ 宇和海狩浜の段畑と農漁村景観
　  ～みかん畑と青い海のコントラスト～

◇卯之町駅前「ゆるりあん」～OPEN！～

◇わらマンモス ～車窓に突然現れる ！～

西予市観光協会宇和支部事務局
（西予市役所産業部経済振興課内） ☎0894-62-6408

［お問合せ先］

　西予市は海抜０メート
ルから１，４００メートルの
高低差があり、海・里・山
でさまざまな景色が見ら
れるまちです。２０１３年９
月には地球の偉大さを感
じる場所、学んで楽しむ場
所とされる日本ジオパーク
に愛媛県で初めて認定さ
れました。

　重要伝統的建造物群保存地区の西予市宇和町卯之町の町並みや、みかん
畑と青い海のコントラストが美しい国の重要文化的景観に選定された宇和海狩
浜の段畑と農漁村景観など、地域の特色・文化を生かしたみどころが満載です。

　ＪＲ伊予石城駅近くの田園にそびえ立つ、わらでできたマンモス。毎年４月２９
日に開催している宇和れんげまつりを盛り上げるために、２０１１年に東京の武
蔵野美術大学と地元有志が協力して制作したのが始まりです。地元住民の協
力で毎年３月から４月に藁の張り替え作業をしており、現在では３頭のわらマン
モスがいます。
　春にはれんげ、夏には稲が育った緑の田んぼ、秋には稲刈りをした田んぼと
四季によって異なる姿を見せます。１２月から１月下旬にかけてはライトアップを
行っており、幻想的なわらマンモスを見ることができます。

※各店舗の営業時間など詳しくは公式ＨＰをご確認ください。
ゆるりあん事務所☎0894-89-3900
HP: https://www.seiyo-machidukuri.com/

　四国キヨスク㈱では、四国デスティネーションキャンペーン（四国ＤＣ）に合わせて、２０２１年１０月１日からお土産袋の
リニューアルを行いました。
　今回のお土産袋のデザインは愛媛県はみかん、高知県は太平洋と四万十川、香川県は瀬戸大橋とうどん、徳島県は
渦潮をイメージした各県のアイコンを、鉄道のレールを彷彿させる線画と明るいパステルカラーでデザインしました。
　側面のカラーはサイズによって異なり、小サイズはペールオレンジ、中サイズはグリーン、大サイズはブルーとなっています。
　四国４県をイメージさせるアイコンは可愛らしく、楽しかった旅の出来事を思い出させてくれるシンボルでもあります。
　全国からお越しいただいたお客さまに、おもてなしの温かい心と美味しい商品を、このお土産袋に込めてお渡しします。
四国の駅にお越しの際はキヨスク店舗にぜひお立ち寄り下さい。

四国デスティネーションキャンペー
ン（四国ＤＣ）の特別企画として、期
間限定で厳選した特別お土産商品
も販売しております。四国４県の見
て楽しく、食べて美味しいお土産商
品もぜひご利用ください。

お土産袋（３サイズ）

オシャレな
グリーンの
中サイズ

可愛い
オレンジ色の
小サイズ

スッキリとした
ブルーの
大サイズ
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冬の臨時列車運転のお知らせ冬の臨時列車運転のお知らせ
　ＪＲ四国では冬の期間（１２月～２月）に臨時列車の運転を行うとともに、定期列車の車両増結を行います。また、新型コロナ
ウイルス感染症拡大防止対策として、駅係員及び乗務員のマスク着用、列車内の換気や消毒等に努めております。引き続き、
お客様に安心してご利用いただけるよう努めてまいります。  ※新型コロナウイルス感染症の影響により変更となる場合があります。

　新たな「伊予灘ものがたり」は３両編成に生まれ変わり、3号車「陽華の章」には定員8名
のグリーン個室を新たに設け、ラグジュアリーな空間を提供します。
　アテンダントの親しみやすいおもてなしや沿線地域からの心あたたまる歓迎のお手振り
など、お客様に非日常を楽しんでいただくこれまでのコンセプトに、「大切な人と過ごす時間
と空間」という新たなコンセプトを加え、上質でワンランク上のサービスを提供いたします。

観光列車「伊予灘ものがたり」ラストラン観光列車「伊予灘ものがたり」ラストラン
　観光列車「伊予灘ものがたり」は、２０１４年７月２６日より運行を開始し、沿線地域の
皆様などたくさんの方に応援いただきながら、のべ１４万人以上のお客様にご利用い
ただきました。そんな初代「伊予灘ものがたり」が１２月２７日をもって引退し、車両を
一新した「伊予灘ものがたり」が来春誕生します。
　また、ラストラン特別企画として、これまでご愛顧いただいたお客様、長い間応援
していただいた沿線地域の皆様などに感謝の意を込めて記念イベント等を実施して
おります。
・ラストランイヤーオリジナルヘッドマークを装着して運行
・アテンダントデザインのラストランオリジナル乗車記念証を配布
・ラストランプロモーションとしてこれまでの振り返り映像を
 公式ＨＰ等で公開　　

　旅支度をする特別な時間を楽しむ「旅の道具箱」をコンセプトに、せとうちエリアの広域周遊観光
を楽しむ観光列車｢La Malle de Bois(ラ・マル・ド・ボァ)｣を岡山駅～琴平駅間で運転いたします。 

線
区
種
別 列　車　名

運 転 区 間・時 刻

時　刻 終着駅 時　刻

特
急
うずしお　９号　　

　　　
１０：１０ 徳　島 １１：２５

特
急

栗林、屋島、志度
讃岐津田、三本松
引田、板野、池谷

蔵本、鴨島、阿波川島
阿波山川、穴吹、貞光

阿波加茂
阿波加茂、貞光、穴吹
阿波山川、阿波川島
鴨島、石井、蔵本

高
徳
線

徳
島
線

　高徳線・高松駅→徳島駅間、徳島線・徳島駅～阿波池田駅間で、ゆうゆうアンパンマン
カーを特急列車に増結し（のべ１４７本）運転いたします。

サンライズ瀬戸 延長運転

観光列車

ゆうゆうアンパンマンカー増結列車
高松駅→徳島駅間、徳島駅～阿波池田駅間の特急列車に増結

｢ゆうゆうアンパンマンカー｣を運転
高松駅→徳島駅間、徳島駅～阿波池田駅間の特急列車に増結

｢ゆうゆうアンパンマンカー｣を運転

観光列車｢La Malle de Bois(ラ・マル・ド・ボァ)｣を琴平駅まで運転

金刀比羅宮参拝に便利

東京駅発｢サンライズ瀬戸｣を琴平駅まで延長運転

■運転日：１２／３、４、１０、１１、１７、１８、２４、２５、３１
 　　　　 １／１、７～９、１４、１５、２１、２２、２８、２９
　　　　  ２／４、５、１０～１２、１８、１９、２２、２５、２６

■運転日：１２／３～６、１０～１３、１７～３１
　　　　  １／１～１０、１５、１６、２２、２３、２９、３０
　　　　  ２／５、６、１１～１３、１９、２０、２３、２６、２７

■乗降駅： ラ・マルことひら（下り）岡山、児島、多度津、善通寺、琴平
　　　　  ラ・マルことひら（上り）琴平、善通寺、多度津、児島、岡山

※運転日は東京駅発基準、延長運転は翌日となります。

東京駅発の寝台特急｢サンライズ瀬戸｣を金曜、休日前の２９日間（のべ２９本）琴平駅まで
延長運転いたします。

特
急

（延長区間内停車駅）
多度津、善通寺

ラ・マル
ことひら

岡 山 発  
１０：１１

児 島 発  
１１：０２

多度津着  
１１：２９

善通寺着  
１１：３８

琴 平 着   
１２：００

ラ・マル
　　ことひら

琴 平 発
１４：０１

善通寺発  
１４：０７

多度津発  
１４：２６

児 島 着   
１５：０３

岡 山 着  
１６：００

※サイクルスペースは岡山駅～琴平駅間運転時にはご利用いただけません。
　自転車を解体または折りたたんで専用の袋に収納してご利用ください。

※ゆうゆうアンパンマンカーご利用の際は、ゆうゆうアンパン
　マンカー指定席特急券が必要です。

途 中 停 車 駅

徳　島

阿波池田

剣山　５号　　　 １２：０0 阿波池田 １３：１7

剣山　８号　　　　 １4：３0 徳　島 １5：４4

琴　平
８：３９

東　京（２1：5０）
高　松    ８：０２サンライズ瀬戸

下
り
上
り

２０２２年春 新たな「伊予灘ものがたり」デビュー予定

初代「伊予灘ものがたり」が１２月２７日で引退し、新たな「伊予灘ものがたり」が来春誕生します！

伊予灘ものがたりのあゆみ

地域の皆様と下灘駅で記念イベント ！

地域の皆様も一緒にお祝いしてくださいました。

ＪＲ四国初の観光列車として運行を開始しました。

ラストランイヤー。お客様や地域の皆様と一緒に
お祝い ！

運転開始から６６日目で１万人を達成しました。

初代「伊予灘ものがたり」ラストラン ！
7年間ありがとうございました。

３回目となるウエディングイベントを実施。
（現在までに５組が実施しました）

大洲城では、300人旗振りを実施 ！

たくさんの皆様が応援してくださり、1周年を迎
えることができました。

２０２１年１２月２７日　２０２１年１２月２７日　２０２１年７月　２０２１年７月　２０１９年５月　２０１９年５月　

２０１７年７月　２０１７年７月　 ２０１７年8月　２０１７年8月　２０１６年１２月　２０１６年１２月　

２０１5年７月　２０１5年７月　２０１５年３月　２０１５年３月　２０１４年７月　２０１４年７月　

ご乗車１０万人達成！ご乗車１０万人達成！ 運行７周年　運行７周年　 ラストラン　ラストラン　

運行３周年運行３周年ご乗車５万人達成！ご乗車５万人達成！

ご乗車１万人達成！　ご乗車１万人達成！　 運行１周年　運行１周年　

列　車　名 運　転　時　刻 記　　事

普通列車
グリーン車
（全車指定席）

はるか

薬王寺初詣に便利な臨時列車を
徳島駅～日和佐駅・牟岐駅間にて運転
１／１（土）～１／３（月）までの３日間、徳島駅～日和佐
駅・牟岐駅間に上下各１本（のべ６本）の臨時特急
列車｢やくおうじ号｣を運転します。

徳島、南小松島、羽ノ浦
阿南、桑野、由岐
日和佐、牟岐

牟岐、日和佐、由岐、桑野
阿南、羽ノ浦、南小松島

徳島

停 車 駅運 転 日 終 着 駅日和 佐始 発 駅列 車 名種　別

特
急

特
急

下
り

上
り

１／１～３

やくおうじ
1号

徳　島 日和佐着
９：５１

牟　岐
１０：０７

やくおうじ
２号

牟　岐
１３：５2

日和佐発
１４：0８

徳　島
１５：２５

８：４０

■運転日：１／１

列　車　名 途中停車駅終着駅始 発 駅

©やなせたかし／フレーベル館・TMS・NTV
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阿波加茂
阿波加茂、貞光、穴吹
阿波山川、阿波川島
鴨島、石井、蔵本

高
徳
線

徳
島
線

　高徳線・高松駅→徳島駅間、徳島線・徳島駅～阿波池田駅間で、ゆうゆうアンパンマン
カーを特急列車に増結し（のべ１４７本）運転いたします。

サンライズ瀬戸 延長運転

観光列車

ゆうゆうアンパンマンカー増結列車
高松駅→徳島駅間、徳島駅～阿波池田駅間の特急列車に増結

｢ゆうゆうアンパンマンカー｣を運転
高松駅→徳島駅間、徳島駅～阿波池田駅間の特急列車に増結

｢ゆうゆうアンパンマンカー｣を運転

観光列車｢La Malle de Bois(ラ・マル・ド・ボァ)｣を琴平駅まで運転

金刀比羅宮参拝に便利

東京駅発｢サンライズ瀬戸｣を琴平駅まで延長運転

■運転日：１２／３、４、１０、１１、１７、１８、２４、２５、３１
 　　　　 １／１、７～９、１４、１５、２１、２２、２８、２９
　　　　  ２／４、５、１０～１２、１８、１９、２２、２５、２６

■運転日：１２／３～６、１０～１３、１７～３１
　　　　  １／１～１０、１５、１６、２２、２３、２９、３０
　　　　  ２／５、６、１１～１３、１９、２０、２３、２６、２７

■乗降駅： ラ・マルことひら（下り）岡山、児島、多度津、善通寺、琴平
　　　　  ラ・マルことひら（上り）琴平、善通寺、多度津、児島、岡山

※運転日は東京駅発基準、延長運転は翌日となります。

東京駅発の寝台特急｢サンライズ瀬戸｣を金曜、休日前の２９日間（のべ２９本）琴平駅まで
延長運転いたします。

特
急

（延長区間内停車駅）
多度津、善通寺

ラ・マル
ことひら

岡 山 発  
１０：１１

児 島 発  
１１：０２

多度津着  
１１：２９

善通寺着  
１１：３８

琴 平 着   
１２：００

ラ・マル
　　ことひら

琴 平 発
１４：０１

善通寺発  
１４：０７

多度津発  
１４：２６

児 島 着   
１５：０３

岡 山 着  
１６：００

※サイクルスペースは岡山駅～琴平駅間運転時にはご利用いただけません。
　自転車を解体または折りたたんで専用の袋に収納してご利用ください。

※ゆうゆうアンパンマンカーご利用の際は、ゆうゆうアンパン
　マンカー指定席特急券が必要です。

途 中 停 車 駅

徳　島

阿波池田

剣山　５号　　　 １２：０0 阿波池田 １３：１7

剣山　８号　　　　 １4：３0 徳　島 １5：４4

琴　平
８：３９

東　京（２1：5０）
高　松    ８：０２サンライズ瀬戸

下
り
上
り

２０２２年春 新たな「伊予灘ものがたり」デビュー予定

初代「伊予灘ものがたり」が１２月２７日で引退し、新たな「伊予灘ものがたり」が来春誕生します！

伊予灘ものがたりのあゆみ

地域の皆様と下灘駅で記念イベント ！

地域の皆様も一緒にお祝いしてくださいました。

ＪＲ四国初の観光列車として運行を開始しました。

ラストランイヤー。お客様や地域の皆様と一緒に
お祝い ！

運転開始から６６日目で１万人を達成しました。

初代「伊予灘ものがたり」ラストラン ！
7年間ありがとうございました。

３回目となるウエディングイベントを実施。
（現在までに５組が実施しました）

大洲城では、300人旗振りを実施 ！

たくさんの皆様が応援してくださり、1周年を迎
えることができました。

２０２１年１２月２７日　２０２１年１２月２７日　２０２１年７月　２０２１年７月　２０１９年５月　２０１９年５月　

２０１７年７月　２０１７年７月　 ２０１７年8月　２０１７年8月　２０１６年１２月　２０１６年１２月　

２０１5年７月　２０１5年７月　２０１５年３月　２０１５年３月　２０１４年７月　２０１４年７月　

ご乗車１０万人達成！ご乗車１０万人達成！ 運行７周年　運行７周年　 ラストラン　ラストラン　

運行３周年運行３周年ご乗車５万人達成！ご乗車５万人達成！

ご乗車１万人達成！　ご乗車１万人達成！　 運行１周年　運行１周年　

列　車　名 運　転　時　刻 記　　事

普通列車
グリーン車
（全車指定席）

はるか

薬王寺初詣に便利な臨時列車を
徳島駅～日和佐駅・牟岐駅間にて運転
１／１（土）～１／３（月）までの３日間、徳島駅～日和佐
駅・牟岐駅間に上下各１本（のべ６本）の臨時特急
列車｢やくおうじ号｣を運転します。

徳島、南小松島、羽ノ浦
阿南、桑野、由岐
日和佐、牟岐

牟岐、日和佐、由岐、桑野
阿南、羽ノ浦、南小松島

徳島

停 車 駅運 転 日 終 着 駅日和 佐始 発 駅列 車 名種　別

特
急

特
急

下
り

上
り

１／１～３

やくおうじ
1号

徳　島 日和佐着
９：５１

牟　岐
１０：０７

やくおうじ
２号

牟　岐
１３：５2

日和佐発
１４：0８

徳　島
１５：２５

８：４０

■運転日：１／１

列　車　名 途中停車駅終着駅始発駅

©やなせたかし／フレーベル館・TMS・NTV



ＪＲ四国列車運行情報
https://www.jr-shikoku.co.jp/info/select/index.html

発行：四国旅客鉄道株式会社広報室
〒760-8580 高松市浜ノ町8番33号

インターネットで対象エリア内の新幹線・特急列車などの
指定席が予約できるサービスです。

受付時間（年中無休）
8：00～20：00
通話料がかかります。

列車の発着時刻、運賃・料金、鉄道企画商品に関するお問い合わせ

（お客様がお使いの電話回線の種類によってはご利用いただけない場合があります。）

JR四国電話
案内センター 0570-00-4592

し　こ　く　に

予讃線 伊予大洲駅～西大洲駅間

2021年 月号
No.410
12

～初代「伊予灘ものがたり」ラストラン！～
　観光列車「伊予灘ものがたり」は、２０１４年
７月２６日にＪＲ四国初の本格的な観光列車
として運行を開始しました。運行開始からの
約７年間、たくさんのお客様にご乗車いただき、
皆様に愛される列車として成長しました。
　そんな「伊予灘ものがたり」は２０２１年
１２月２７日に現車両でのラストランを迎え、
２０２２年春に新たな車両として生まれ変わり
ます。たくさんの笑顔や想いを大切に運んで
きた「伊予灘ものがたり」をこれからもよろしく
お願いいたします。

e5489詳しくは 検索

おトクなきっぷや、主な駅の情報など

JR四国ツアー 検索

J R 四国の取り組み

JR四国ソーシャルメディア公式アカウント

ソーシャルメディア

JR四国ニュースNo.410

JR四国は国土交通省が主体で全国のＪＲや私鉄各社が
取り組む「鉄道でエコキャンペーン」に参加しています。

列車の併結作業ではいくつもの確認を
一つひとつ丁寧に行います。
二つの列車を安心してご乗車していただける
一つの列車へと仕上げます。

「安心して」「喜んで」「末永く」ご利用いただくために

二つの列車をつないでお客様の目的地へ

四国キヨスクのお土産袋が変わりました！！　

　　　　

愛媛県西予市

　「ゆるりあん」は、JR卯之町
駅前再開発の一環として２０
２１年４月に駅前にオープンし
た複合施設です。
　郵便局や飲食店、イベント
や企画が楽しめる緑地広場
に、フリースペースや多目的
に利用できる館内施設があ
ります。飲食店が並ぶ「チャ
レンジショップ」では熱い情
熱を持った料理人たちが西

予市ならではの食材やメニューを提供。子どもからお年寄りまで多くの方が
利用できます。

◇西予市宇和町卯之町の町並み
　 ～白壁が美しい重要伝統的建造物群保存地区～

◇ 宇和海狩浜の段畑と農漁村景観
　  ～みかん畑と青い海のコントラスト～

◇卯之町駅前「ゆるりあん」～OPEN！～

◇わらマンモス ～車窓に突然現れる ！～

西予市観光協会宇和支部事務局
（西予市役所産業部経済振興課内） ☎0894-62-6408

［お問合せ先］

　西予市は海抜０メート
ルから１，４００メートルの
高低差があり、海・里・山
でさまざまな景色が見ら
れるまちです。２０１３年９
月には地球の偉大さを感
じる場所、学んで楽しむ場
所とされる日本ジオパーク
に愛媛県で初めて認定さ
れました。

　重要伝統的建造物群保存地区の西予市宇和町卯之町の町並みや、みかん
畑と青い海のコントラストが美しい国の重要文化的景観に選定された宇和海狩
浜の段畑と農漁村景観など、地域の特色・文化を生かしたみどころが満載です。

　ＪＲ伊予石城駅近くの田園にそびえ立つ、わらでできたマンモス。毎年４月２９
日に開催している宇和れんげまつりを盛り上げるために、２０１１年に東京の武
蔵野美術大学と地元有志が協力して制作したのが始まりです。地元住民の協
力で毎年３月から４月に藁の張り替え作業をしており、現在では３頭のわらマン
モスがいます。
　春にはれんげ、夏には稲が育った緑の田んぼ、秋には稲刈りをした田んぼと
四季によって異なる姿を見せます。１２月から１月下旬にかけてはライトアップを
行っており、幻想的なわらマンモスを見ることができます。

※各店舗の営業時間など詳しくは公式ＨＰをご確認ください。
ゆるりあん事務所☎0894-89-3900
HP: https://www.seiyo-machidukuri.com/

　四国キヨスク㈱では、四国デスティネーションキャンペーン（四国ＤＣ）に合わせて、２０２１年１０月１日からお土産袋の
リニューアルを行いました。
　今回のお土産袋のデザインは愛媛県はみかん、高知県は太平洋と四万十川、香川県は瀬戸大橋とうどん、徳島県は
渦潮をイメージした各県のアイコンを、鉄道のレールを彷彿させる線画と明るいパステルカラーでデザインしました。
　側面のカラーはサイズによって異なり、小サイズはペールオレンジ、中サイズはグリーン、大サイズはブルーとなっています。
　四国４県をイメージさせるアイコンは可愛らしく、楽しかった旅の出来事を思い出させてくれるシンボルでもあります。
　全国からお越しいただいたお客さまに、おもてなしの温かい心と美味しい商品を、このお土産袋に込めてお渡しします。
四国の駅にお越しの際はキヨスク店舗にぜひお立ち寄り下さい。

四国デスティネーションキャンペー
ン（四国ＤＣ）の特別企画として、期
間限定で厳選した特別お土産商品
も販売しております。四国４県の見
て楽しく、食べて美味しいお土産商
品もぜひご利用ください。

お土産袋（３サイズ）

オシャレな
グリーンの
中サイズ

可愛い
オレンジ色の
小サイズ

スッキリとした
ブルーの
大サイズ


