
■お問い合わせ先
　琴平町役場　観光商工課
　☎（０８７７）７５-６７１０
　https://www.town.kotohira.kagawa.jp/

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

志国土佐 時代の夜明けのものがたりＪＲ四国列車運行情報
https://www.jr-shikoku.co.jp/info/m/
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4

～出発！ 志国土佐 時代の夜明けのものがたり～
　高知駅と土佐久礼駅・窪川駅間を結ぶ、新
観光列車「志国土佐 時代の夜明けのものがた
り」。４月１８日（土）よりいよいよ運行を開始しま
す。１号車「KUROFUNE」には「高知家の団ら
んシート」が設置されており、土佐の食やお酒を
楽しみながら、お客様同士で語り合うことができ
ます。一方、２号車「SORAFUNE」の車内は全
席窓向きの席となっており、ゆっくりと沿線の景
色や料理を楽しめます。
　専属アテンダントが乗務するほか、地元の高
校生・大学生による沿線ガイドや車内販売も行
われ、高知の「景色」「豊かな食」「温かな人柄」
に存分に触れられる観光列車となっています。

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

桜花祭（４月10日）
　金刀比羅宮では１年に様々な祭典が行われ
ています。毎年４月１０日には「桜花祭」という
鎮火祭が行われており、平安時代に流行した
疫病を鎮めるために行疫神（神・狭井）を祭っ
た宮中行事であります。桜の枝を手にした巫女・
冠に桜の枝を挿した神職の行列が、伶人の奏
楽を伴い、大門から御本宮までを優雅に進み
ます。

四国こんぴら歌舞伎大芝居

　琴平町内にある江戸時代（1835）に建てら
れた現存する日本最古の芝居小屋である旧金
毘羅大芝居（金丸座）では毎年４月に「四国
こんぴら歌舞伎大芝居」を開催しています。こん
ぴらの春の風物詩として全国の歌舞伎ファンに

愛されており、昭和６０年に第１回目の公演を
行って以来、昨年第３５回目の公演を終えまし
た。第３６回目となる今年の公演では、２代目松
本白鸚丈、１０代目松本幸四郎丈などの歌舞伎
役者をお迎えし、４月１１日（土）から２６日(日)
までの１６日間公演を行います。また、４月１０日
（金）には歌舞伎役者たちが琴平町内を練り歩
くお練りが行われます。

奉納蹴鞠（５月５日）
　金刀比羅宮の蹴鞠は香川県の無形文化財
に指定され、５月５日の「奉納蹴鞠」、７月７日「七
夕鞠」、12月末の「納鞠」の年３回行われます。
公開蹴鞠は５月５日と７月７日に行われ、実際に
蹴鞠をしている様子を見ることができます。平安
時代の衣服を身にまとい、蹴鞠を落とさないよう
に、足から足へ蹴り渡し、長くけりを続けて楽し
みます。また、蹴鞠は勝負を競うものではなく、

　　　　

天下泰平・国家安泰・五穀豊穣などの平和を
象徴する技です。雅な平安の世界を今にとどめ
る貴重な古典芸能として、毎年多くの見物客で
賑わいます。

呑象楼
　呑象楼は天保年間（1830 ～４４）に建てら
れたもので、嘉永６年（1853）１２月から勤王
家『日柳燕石』が１２年間住居として使用した
建物です。慶応元年（1865）４月２２日、高杉
晋作が長州から逃げて来て匿われました。１階
は公民館、集会所に改築されましたが、日柳燕
石ゆかりの資料が展示されています。また、2
階は当時の姿のまま保存されていると云われ、
壁のどんでん返しや床の掛け軸の抜け穴、はし
ご段の仕掛けなどが残っており、呑象楼ガイド
から日柳燕石の生涯や呑象楼の仕掛けなどに
ついて説明を受けることができます。

ト   キ

ト   キ

　讃岐の“こんぴらさん”として知られる金刀
比羅宮の門前町として栄えた琴平町には歴史
や文化に触れられる観光施設や行事が数多く
あります。ぜひ、琴平町にお越しください。

ト  キ

第３６回「四国こんぴら歌舞伎大芝居」は、
新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、

開催中止となりました。

JR四国ニュースNo.390

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。

香川県 琴平町

「予讃線宇和海アンパンマン列車」のトイレが
お子様にもお年寄りにもやさしいトイレになりました！

　昨年９月に新しいデザインでデビューした予讃線宇和海アンパンマン列車（松山～
宇和島で運転）のトイレがお子様にもお年寄りにもやさしい洋式トイレになりました。
　家庭でも洋式トイレが主流となり、和式トイレが使えないお子様や足腰の弱った高
齢者の方にも快適に安心して列車の旅をお楽しみいただけます。 

坂出駅高架下（COM坂出）に新規店舗続々登場！

　

坂出駅高架下の東ゾーン（高松方面）に新規店舗がオープンしました。

KUMA café

◎２０１９年９月２７日 「寿司居酒屋や台ずし 坂出駅前町」
毎日19時まで、生ビールも含むドリンク(例外あり)を通常価格の半額でご提供。新鮮な魚介を使ったお寿司
や、手羽先唐揚がおすすめです。
■定休日/なし　■営業時間/16：00～1：00　■お問合せ/0877-45-1528
◎２０１９年１２月９日 「KUMA café」
店内にはイートインスペースもありテイクアウトも可能。甘さ控えめのフルーツサンドが人気で、イチゴなど
5種類あります。また手作りの編みぐるみなど、雑貨の販売もおこなっております。夜はコース料理（予約制）
や貸し切りもできます。
■定休日/不定休　■営業時間/10：00～22：00　■お問合せ/070-4131-3027
◎２０２０年２月１０日 パーソナルストレッチ「まじかる」
お客様の疲れを筋肉のストレッチをすることで軽減させていきます。また、トレーニング後のストレッチにも
効果的です。
■定休日/不定休　■営業時間/平日：10：00～22：30、休日：10：00～19：00　■お問合せ/090-9557-0296

住所/香川県坂出市元町一丁目１番1号坂出駅高架下

COM坂出運営会社：㈱ステーションクリエイト東四国

店舗情報

列車名
宇和海  ５号
宇和海１１号
宇和海17号
宇和海33号

【下り】

【上り】
■対象列車／予讃線宇和海アンパンマン列車
■トイレ設置車両／２号車
■その他／トイレにはお子様が安全にご利用いただける、
　　　　　幼児用補助便座を設置します。

松山駅発
  ８：０９
１１：２7
１4：28
２2：４9

宇和島駅着
  ９：３０
１２：４７
１5：５1
  0：０9

→
→
→
→

列車名
宇和海  ４号
宇和海１０号
宇和海１６号
宇和海２2号

宇和島駅発
 ６：３５
 ９：５5
１２：５５
１6：０2

松山駅着
  ８：０1
１１：20
１４：１6
17：26

→
→
→
→

■参考
（運転区間
　及び時刻）
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０５７０-００-４５９２お問い合せ先 〈ＪＲ四国　電話案内センター〉 （年中無休：8:00～20:00）
※通話料がかかります。

し こ く に

　全アンパンマン列車（２０両）に２０周年記念ロゴを
　デザイン【期間中】
　ゆうゆうアンパンマンカーが土休日に加え、月曜日と
　金曜日も特別運転【期間中】
　新しい土讃線アンパンマン列車にバトンタッチする
　土讃線２０００系アンパンマン列車のラストランツアーを企画【夏】

　アンパンマントロッコが四国をぐるーっと１周ツアーを企画【秋】
　２０周年記念きっぷを発売【秋】

おかげさまでアンパンマン列車が２０周年を迎えます！おかげさまでアンパンマン列車が２０周年を迎えます！

第26回「アンパンマン列車スタンプラリー」を開催中！第26回「アンパンマン列車スタンプラリー」を開催中！

～アンパンマン列車２０周年記念事業概要～（２０２０年４月１日～２０２１年３月末まで）   ～アンパンマン列車２０周年記念事業概要～（２０２０年４月１日～２０２１年３月末まで）   

～アンパンマン列車の歩み～～アンパンマン列車の歩み～

　ＪＲ四国では、毎年お子さま連れのお客さまにご好評をいただいております「アンパンマン列車スタンプラリー」
を、今年も開催しています。また、アンパンマン列車スタンプラリーの開催に合わせて、スタンプラリーへの参加に
便利な「アンパンマン列車スタンプラリーきっぷ」をWeb限定で発売いたします。
　毎年、沢山のご参加、ご応募をいただいております、大人気のイベントです。この機会に、楽しみながらアンパ
ンマン列車の旅ができる「アンパンマン列車スタンプラリー」に、ぜひご家族・ご友人と一緒にご参加ください。

　２０００年１０月１４日、土讃線に４両１編成の「アンパンマン列車」がデビューして以降、運転線
区を広げ、現在では２０両のアンパンマン車両が四国各県で運転をしており、全国から来られたア
ンパンマンが大好きなお子様連れのお客様にご利用をいただいております。
　ＪＲ四国では、２０周年を記念した様 な々事業を今年度１年間を通じて実施し、更なるアンパンマ
ン列車の魅力を全国に発信してゆきます。

イベントイベント プレゼントプレゼント

特別企画特別企画

その他その他　新しい土讃線アンパンマン列車デビュー記念出発式を
　高知駅で開催【夏】
　２０周年記念スタンプラリーを開催【夏～秋】
　高知駅で毎年開催している「アンパンマンの日イベント」を
　ボリュームアップして開催【１０月上旬】

　土讃線に新しいアンパンマン列車がデビュー【夏】

　高知駅階段ラッピングが期間限定
　「２０周年記念デザイン」に【期間中】

　２０２１年２月に公演予定のアンパンマン
　ミュージカルの鑑賞券を２０００名様に
　プレゼント（２日間公演）【２月予定】

　土讃線アンパンマン列車及び、予讃線８０００系アンパンマン
　列車の「アンパンマンシート」ご利用のお子様にアンパン
　マン列車グッズをプレゼント【夏～１２月】

　ジェイアール四国バス（大栃線）をご利用のお子様に
　アンパンマン列車グッズをプレゼント【夏～】

　ＪＲ四国全社員（グループ会社含む）が
　「２０周年記念ネームプレート」を着用してお出迎え【期間中】
　四国キヨスクでお子様用の
　「アンパンマン列車オリジナルグッズ」を発売【秋】
　ウィリーウィンキーで「アンパンマンのパン」を
　３個以上ご購入のお客様に「オリジナル手提げ袋」を
　プレゼント【春～】
　ステーションクリエイト東四国の「アンパンマン弁当」を
　２個以上ご購入のお客様に「オリジナルマグネット缶バッジ」
　をプレゼント【期間中】
　ＪＲホテルクレメント高松の「アンパンマンルーム」に
　お泊まりのお客様にウェルカムドリンクをプレゼント
　【４月～１２月】

　

　ＪＲホテルクレメント高松の「アンパンマンルーム」に
　期間限定で日曜日及び月曜日にお泊まりのお客様は
　２０周年特別料金でご提供【１０月４日～１２月７日】

　※写真は2020年3月1日時点のものです。

※児島～宇多津間を含んだ区間にご乗車された場合に限ります。
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■デビューからのご利用延べ人数（デビューから2020年１月まで）

■現在運転を行っているアンパンマン列車

土讃線アンパンマン列車１号 (ブルー) デビュー
土讃線アンパンマン列車２号（ピンク） デビュー
予讃線アンパンマン列車 デビュー
土讃線アンパンマン列車 外装デザインリニューアル
ゆうゆうアンパンマンカー デビュー
予讃線アンパンマン列車 外装デザインリニューアル
土讃線アンパンマン列車 外装デザインリニューアル
土讃線アンパンマン列車 外装デザインリニューアル
記念改札印（駅・車内）設置
予讃線アンパンマンシート設置
車内放送用チャイム「アンパンマンのマーチ」に変更
「アンパンマントロッコ」 デビュー
「ゆうゆうアンパンマンカー」 リニューアル
土讃線アンパンマンシート設置
アンパンマンの声による案内放送
土讃線アンパンマン列車 外装デザインリニューアル
予讃線アンパンマン列車 外装デザインリニューアル
アンパンマントロッコ列車 車内リニューアル
予讃線アンパンマン列車 外装デザインリニューアル
予讃線アンパンマンシート リニューアル
アンパンマントロッコ牽引車アンパンマン列車化
予讃線8000系アンパンマン列車 デビュー
高知駅「アンパンマン列車ひろば」設置
ゆうゆうアンパンマンカー 外装デザインリニューアル
記念撮影ができるベンチ型モニュメント設置（５駅）
宇和海アンパンマン列車 外装デザインリニューアル

2000年度

2001年度

2002年度

2003年度
2004年度

2008年度

2006年度
2007年度

2005年度

2009年度
2010年度
2011年度
2012年度
2013年度
2014年度
2015年度
2016年度
2017年度
2018年度
2019年度

　　　　　　列　車　名

土讃線アンパンマン列車（グリーン）

土讃線アンパンマン列車（オレンジ）

予讃線8000系アンパンマン列車

予讃線宇和海アンパンマン列車

ゆうゆうアンパンマンカー

アンパンマントロッコ

　　　　　　合　　　計

両　数

３

４

８

２

１

２

20

ご利用延べ人数

5,022,440人

2,059,298人

(245,587人)

5,751,375人

7,054,923人

(192,064人)

190,897人

191,911人

20,270,844人

デビュー年月

2000年10月

2008年10月

2001年10月

2005年10月

2002年10月

2006年10月

列　車　名 備　考

岡山～高知間

高知～窪川間

岡山～高知間

岡山・高松～松山間

松山～宇和島間

岡山～松山間

高松→徳島～阿波池田間

高松・琴平～岡山間

　　 運　転　区　間

高知～中村・宿毛間

岡山～高知間

岡山･高松～松山間

松山～宇和島間

高松→徳島～阿波池田間

岡山～高松・琴平間

土讃線
アンパンマン列車
 （内、アンパンマンシート）

ゆうゆうアンパンマンカー

アンパンマントロッコ

合　　　計

予讃線
アンパンマン列車

（内、アンパンマンシート）

■アンパンマン列車の歴史

（1）実施期間／２０２０年６月30日（火）まで
（2）スタンプ設置箇所

（3）スタンプラリーブック配布箇所／スタンプ設置駅(１７箇所) で配布いたします。（岡山駅は中央改札口のみ）
　　　　　　　　　　　　                                    ※アンパンマン列車車内およびレジャー施設ではラリーブックの配布はありません。
（4）賞品／「アンパンマン列車スタンプラリー」賞品一覧

（5）アンパンマン列車スタンプラリーきっぷ／詳細・お申込みについては
（6）応募締め切り／２０２０年７月５日（日）郵送の場合、当日消印まで有効　

① 駅（計１７箇所）
高松駅、多度津駅、新居浜駅、伊予西
条駅、松山駅、伊予大洲駅、宇和島駅、
琴平駅、阿波池田駅、土佐山田駅、高
知駅、窪川駅、三本松駅、徳島駅、穴吹
駅、ＪＲ西日本 岡山駅（中央改札口）、
土佐くろしお鉄道 中村駅　

② アンパンマン列車の車内（計５箇所）
土讃線アンパンマン列車グリーン（１号車）・オレンジ（１号車）、
予讃線8000系アンパンマン列車（１号車）、ゆうゆうアンパン
マンカー、瀬戸大橋アンパンマントロッコ　
※特急宇和海、モーニングＥＸＰ松山、ミッドナイトＥＸＰ松山、
　特急いしづち（１０１号、１０４号を除く。）にはスタンプの設置はありません。

③ レジャー施設（計６箇所）
四国鉄道文化館、愛媛県立とべ動物
園、とくしま動物園、香美市立やなせ
たかし記念館アンパンマンミュージア
ム、神戸アンパンマンこどもミュージ
アム＆モール、高松駅2階「アンパンマ
ンれっしゃ！にこにこステーション」

ス
タ
ン
プ
ラ
リ
ー
の
概
要 

※ダブルチャンスはスタンプラリー期間中の抽選に外れた方の中から期間終了後に再抽選いたします。

応募条件

賞　品

当選者

4個以上10個以下
（アンパンマン列車スタンプ2個含む合計4個以上10個以下）

11個以上
（アンパンマン列車スタンプ4個含む合計11個以上）

のぞみ賞

アンパンマン
バケツでくるくる
おふろシャワー

プッシュゼンマイ
アンパンマン列車

毎月100名様 毎月100名様 毎月50名様

ダブルチャンス
再抽選

おうちで
どんどん
アンパンマン

期間中30名様

くみたてDIY
はしるぞ！ねじねじ
アンパンマンごう

（アンパンマン列車スタンプ2個と
岡山駅スタンプ含む合計4個以上）

JR四国ツアー 検索

※４月１日に予定しておりました２０周年記念開幕イベントは、新型コロナ
　ウイルスの感染拡大防止のため、中止となりました。
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０５７０-００-４５９２お問い合せ先 〈ＪＲ四国　電話案内センター〉 （年中無休：8:00～20:00）
※通話料がかかります。

し こ く に

　全アンパンマン列車（２０両）に２０周年記念ロゴを
　デザイン【期間中】
　ゆうゆうアンパンマンカーが土休日に加え、月曜日と
　金曜日も特別運転【期間中】
　新しい土讃線アンパンマン列車にバトンタッチする
　土讃線２０００系アンパンマン列車のラストランツアーを企画【夏】

　アンパンマントロッコが四国をぐるーっと１周ツアーを企画【秋】
　２０周年記念きっぷを発売【秋】

おかげさまでアンパンマン列車が２０周年を迎えます！おかげさまでアンパンマン列車が２０周年を迎えます！

第26回「アンパンマン列車スタンプラリー」を開催中！第26回「アンパンマン列車スタンプラリー」を開催中！

～アンパンマン列車２０周年記念事業概要～（２０２０年４月１日～２０２１年３月末まで）   ～アンパンマン列車２０周年記念事業概要～（２０２０年４月１日～２０２１年３月末まで）   

～アンパンマン列車の歩み～～アンパンマン列車の歩み～

　ＪＲ四国では、毎年お子さま連れのお客さまにご好評をいただいております「アンパンマン列車スタンプラリー」
を、今年も開催しています。また、アンパンマン列車スタンプラリーの開催に合わせて、スタンプラリーへの参加に
便利な「アンパンマン列車スタンプラリーきっぷ」をWeb限定で発売いたします。
　毎年、沢山のご参加、ご応募をいただいております、大人気のイベントです。この機会に、楽しみながらアンパ
ンマン列車の旅ができる「アンパンマン列車スタンプラリー」に、ぜひご家族・ご友人と一緒にご参加ください。

　２０００年１０月１４日、土讃線に４両１編成の「アンパンマン列車」がデビューして以降、運転線
区を広げ、現在では２０両のアンパンマン車両が四国各県で運転をしており、全国から来られたア
ンパンマンが大好きなお子様連れのお客様にご利用をいただいております。
　ＪＲ四国では、２０周年を記念した様 な々事業を今年度１年間を通じて実施し、更なるアンパンマ
ン列車の魅力を全国に発信してゆきます。

イベントイベント プレゼントプレゼント

特別企画特別企画

その他その他　新しい土讃線アンパンマン列車デビュー記念出発式を
　高知駅で開催【夏】
　２０周年記念スタンプラリーを開催【夏～秋】
　高知駅で毎年開催している「アンパンマンの日イベント」を
　ボリュームアップして開催【１０月上旬】

　土讃線に新しいアンパンマン列車がデビュー【夏】

　高知駅階段ラッピングが期間限定
　「２０周年記念デザイン」に【期間中】

　２０２１年２月に公演予定のアンパンマン
　ミュージカルの鑑賞券を２０００名様に
　プレゼント（２日間公演）【２月予定】

　土讃線アンパンマン列車及び、予讃線８０００系アンパンマン
　列車の「アンパンマンシート」ご利用のお子様にアンパン
　マン列車グッズをプレゼント【夏～１２月】

　ジェイアール四国バス（大栃線）をご利用のお子様に
　アンパンマン列車グッズをプレゼント【夏～】

　ＪＲ四国全社員（グループ会社含む）が
　「２０周年記念ネームプレート」を着用してお出迎え【期間中】
　四国キヨスクでお子様用の
　「アンパンマン列車オリジナルグッズ」を発売【秋】
　ウィリーウィンキーで「アンパンマンのパン」を
　３個以上ご購入のお客様に「オリジナル手提げ袋」を
　プレゼント【春～】
　ステーションクリエイト東四国の「アンパンマン弁当」を
　２個以上ご購入のお客様に「オリジナルマグネット缶バッジ」
　をプレゼント【期間中】
　ＪＲホテルクレメント高松の「アンパンマンルーム」に
　お泊まりのお客様にウェルカムドリンクをプレゼント
　【４月～１２月】

　

　ＪＲホテルクレメント高松の「アンパンマンルーム」に
　期間限定で日曜日及び月曜日にお泊まりのお客様は
　２０周年特別料金でご提供【１０月４日～１２月７日】

　※写真は2020年3月1日時点のものです。

※児島～宇多津間を含んだ区間にご乗車された場合に限ります。
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■デビューからのご利用延べ人数（デビューから2020年１月まで）

■現在運転を行っているアンパンマン列車

土讃線アンパンマン列車１号 (ブルー) デビュー
土讃線アンパンマン列車２号（ピンク） デビュー
予讃線アンパンマン列車 デビュー
土讃線アンパンマン列車 外装デザインリニューアル
ゆうゆうアンパンマンカー デビュー
予讃線アンパンマン列車 外装デザインリニューアル
土讃線アンパンマン列車 外装デザインリニューアル
土讃線アンパンマン列車 外装デザインリニューアル
記念改札印（駅・車内）設置
予讃線アンパンマンシート設置
車内放送用チャイム「アンパンマンのマーチ」に変更
「アンパンマントロッコ」 デビュー
「ゆうゆうアンパンマンカー」 リニューアル
土讃線アンパンマンシート設置
アンパンマンの声による案内放送
土讃線アンパンマン列車 外装デザインリニューアル
予讃線アンパンマン列車 外装デザインリニューアル
アンパンマントロッコ列車 車内リニューアル
予讃線アンパンマン列車 外装デザインリニューアル
予讃線アンパンマンシート リニューアル
アンパンマントロッコ牽引車アンパンマン列車化
予讃線8000系アンパンマン列車 デビュー
高知駅「アンパンマン列車ひろば」設置
ゆうゆうアンパンマンカー 外装デザインリニューアル
記念撮影ができるベンチ型モニュメント設置（５駅）
宇和海アンパンマン列車 外装デザインリニューアル

2000年度

2001年度

2002年度

2003年度
2004年度

2008年度

2006年度
2007年度

2005年度

2009年度
2010年度
2011年度
2012年度
2013年度
2014年度
2015年度
2016年度
2017年度
2018年度
2019年度

　　　　　　列　車　名

土讃線アンパンマン列車（グリーン）

土讃線アンパンマン列車（オレンジ）

予讃線8000系アンパンマン列車

予讃線宇和海アンパンマン列車

ゆうゆうアンパンマンカー

アンパンマントロッコ

　　　　　　合　　　計

両　数

３

４

８

２

１

２

20

ご利用延べ人数

5,022,440人

2,059,298人

(245,587人)

5,751,375人

7,054,923人

(192,064人)

190,897人

191,911人

20,270,844人

デビュー年月

2000年10月

2008年10月

2001年10月

2005年10月

2002年10月

2006年10月

列　車　名 備　考

岡山～高知間

高知～窪川間

岡山～高知間

岡山・高松～松山間

松山～宇和島間

岡山～松山間

高松→徳島～阿波池田間

高松・琴平～岡山間

　　 運　転　区　間

高知～中村・宿毛間

岡山～高知間

岡山･高松～松山間

松山～宇和島間

高松→徳島～阿波池田間

岡山～高松・琴平間

土讃線
アンパンマン列車
 （内、アンパンマンシート）

ゆうゆうアンパンマンカー

アンパンマントロッコ

合　　　計

予讃線
アンパンマン列車

（内、アンパンマンシート）

■アンパンマン列車の歴史

（1）実施期間／２０２０年６月30日（火）まで
（2）スタンプ設置箇所

（3）スタンプラリーブック配布箇所／スタンプ設置駅(１７箇所) で配布いたします。（岡山駅は中央改札口のみ）
　　　　　　　　　　　　                                    ※アンパンマン列車車内およびレジャー施設ではラリーブックの配布はありません。
（4）賞品／「アンパンマン列車スタンプラリー」賞品一覧

（5）アンパンマン列車スタンプラリーきっぷ／詳細・お申込みについては
（6）応募締め切り／２０２０年７月５日（日）郵送の場合、当日消印まで有効　

① 駅（計１７箇所）
高松駅、多度津駅、新居浜駅、伊予西
条駅、松山駅、伊予大洲駅、宇和島駅、
琴平駅、阿波池田駅、土佐山田駅、高
知駅、窪川駅、三本松駅、徳島駅、穴吹
駅、ＪＲ西日本 岡山駅（中央改札口）、
土佐くろしお鉄道 中村駅　

② アンパンマン列車の車内（計５箇所）
土讃線アンパンマン列車グリーン（１号車）・オレンジ（１号車）、
予讃線8000系アンパンマン列車（１号車）、ゆうゆうアンパン
マンカー、瀬戸大橋アンパンマントロッコ　
※特急宇和海、モーニングＥＸＰ松山、ミッドナイトＥＸＰ松山、
　特急いしづち（１０１号、１０４号を除く。）にはスタンプの設置はありません。

③ レジャー施設（計６箇所）
四国鉄道文化館、愛媛県立とべ動物
園、とくしま動物園、香美市立やなせ
たかし記念館アンパンマンミュージア
ム、神戸アンパンマンこどもミュージ
アム＆モール、高松駅2階「アンパンマ
ンれっしゃ！にこにこステーション」

ス
タ
ン
プ
ラ
リ
ー
の
概
要 

※ダブルチャンスはスタンプラリー期間中の抽選に外れた方の中から期間終了後に再抽選いたします。

応募条件

賞　品

当選者

4個以上10個以下
（アンパンマン列車スタンプ2個含む合計4個以上10個以下）

11個以上
（アンパンマン列車スタンプ4個含む合計11個以上）

のぞみ賞

アンパンマン
バケツでくるくる
おふろシャワー

プッシュゼンマイ
アンパンマン列車

毎月100名様 毎月100名様 毎月50名様

ダブルチャンス
再抽選

おうちで
どんどん
アンパンマン

期間中30名様

くみたてDIY
はしるぞ！ねじねじ
アンパンマンごう

（アンパンマン列車スタンプ2個と
岡山駅スタンプ含む合計4個以上）

JR四国ツアー 検索

※４月１日に予定しておりました２０周年記念開幕イベントは、新型コロナ
　ウイルスの感染拡大防止のため、中止となりました。



■お問い合わせ先
　琴平町役場　観光商工課
　☎（０８７７）７５-６７１０
　https://www.town.kotohira.kagawa.jp/

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

志国土佐 時代の夜明けのものがたりＪＲ四国列車運行情報
https://www.jr-shikoku.co.jp/info/m/

2020年 月号
No.390
4

～出発！ 志国土佐 時代の夜明けのものがたり～
　高知駅と土佐久礼駅・窪川駅間を結ぶ、新
観光列車「志国土佐 時代の夜明けのものがた
り」。４月１８日（土）よりいよいよ運行を開始しま
す。１号車「KUROFUNE」には「高知家の団ら
んシート」が設置されており、土佐の食やお酒を
楽しみながら、お客様同士で語り合うことができ
ます。一方、２号車「SORAFUNE」の車内は全
席窓向きの席となっており、ゆっくりと沿線の景
色や料理を楽しめます。
　専属アテンダントが乗務するほか、地元の高
校生・大学生による沿線ガイドや車内販売も行
われ、高知の「景色」「豊かな食」「温かな人柄」
に存分に触れられる観光列車となっています。

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

桜花祭（４月10日）
　金刀比羅宮では１年に様々な祭典が行われ
ています。毎年４月１０日には「桜花祭」という
鎮火祭が行われており、平安時代に流行した
疫病を鎮めるために行疫神（神・狭井）を祭っ
た宮中行事であります。桜の枝を手にした巫女・
冠に桜の枝を挿した神職の行列が、伶人の奏
楽を伴い、大門から御本宮までを優雅に進み
ます。

四国こんぴら歌舞伎大芝居

　琴平町内にある江戸時代（1835）に建てら
れた現存する日本最古の芝居小屋である旧金
毘羅大芝居（金丸座）では毎年４月に「四国
こんぴら歌舞伎大芝居」を開催しています。こん
ぴらの春の風物詩として全国の歌舞伎ファンに

愛されており、昭和６０年に第１回目の公演を
行って以来、昨年第３５回目の公演を終えまし
た。第３６回目となる今年の公演では、２代目松
本白鸚丈、１０代目松本幸四郎丈などの歌舞伎
役者をお迎えし、４月１１日（土）から２６日(日)
までの１６日間公演を行います。また、４月１０日
（金）には歌舞伎役者たちが琴平町内を練り歩
くお練りが行われます。

奉納蹴鞠（５月５日）
　金刀比羅宮の蹴鞠は香川県の無形文化財
に指定され、５月５日の「奉納蹴鞠」、７月７日「七
夕鞠」、12月末の「納鞠」の年３回行われます。
公開蹴鞠は５月５日と７月７日に行われ、実際に
蹴鞠をしている様子を見ることができます。平安
時代の衣服を身にまとい、蹴鞠を落とさないよう
に、足から足へ蹴り渡し、長くけりを続けて楽し
みます。また、蹴鞠は勝負を競うものではなく、

　　　　

天下泰平・国家安泰・五穀豊穣などの平和を
象徴する技です。雅な平安の世界を今にとどめ
る貴重な古典芸能として、毎年多くの見物客で
賑わいます。

呑象楼
　呑象楼は天保年間（1830 ～４４）に建てら
れたもので、嘉永６年（1853）１２月から勤王
家『日柳燕石』が１２年間住居として使用した
建物です。慶応元年（1865）４月２２日、高杉
晋作が長州から逃げて来て匿われました。１階
は公民館、集会所に改築されましたが、日柳燕
石ゆかりの資料が展示されています。また、2
階は当時の姿のまま保存されていると云われ、
壁のどんでん返しや床の掛け軸の抜け穴、はし
ご段の仕掛けなどが残っており、呑象楼ガイド
から日柳燕石の生涯や呑象楼の仕掛けなどに
ついて説明を受けることができます。

ト   キ

ト   キ

　讃岐の“こんぴらさん”として知られる金刀
比羅宮の門前町として栄えた琴平町には歴史
や文化に触れられる観光施設や行事が数多く
あります。ぜひ、琴平町にお越しください。

ト  キ

第３６回「四国こんぴら歌舞伎大芝居」は、
新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、

開催中止となりました。

JR四国ニュースNo.390

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。

香川県 琴平町

「予讃線宇和海アンパンマン列車」のトイレが
お子様にもお年寄りにもやさしいトイレになりました！

　昨年９月に新しいデザインでデビューした予讃線宇和海アンパンマン列車（松山～
宇和島で運転）のトイレがお子様にもお年寄りにもやさしい洋式トイレになりました。
　家庭でも洋式トイレが主流となり、和式トイレが使えないお子様や足腰の弱った高
齢者の方にも快適に安心して列車の旅をお楽しみいただけます。 

坂出駅高架下（COM坂出）に新規店舗続々登場！

　

坂出駅高架下の東ゾーン（高松方面）に新規店舗がオープンしました。

KUMA café

◎２０１９年９月２７日 「寿司居酒屋や台ずし 坂出駅前町」
毎日19時まで、生ビールも含むドリンク(例外あり)を通常価格の半額でご提供。新鮮な魚介を使ったお寿司
や、手羽先唐揚がおすすめです。
■定休日/なし　■営業時間/16：00～1：00　■お問合せ/0877-45-1528
◎２０１９年１２月９日 「KUMA café」
店内にはイートインスペースもありテイクアウトも可能。甘さ控えめのフルーツサンドが人気で、イチゴなど
5種類あります。また手作りの編みぐるみなど、雑貨の販売もおこなっております。夜はコース料理（予約制）
や貸し切りもできます。
■定休日/不定休　■営業時間/10：00～22：00　■お問合せ/070-4131-3027
◎２０２０年２月１０日 パーソナルストレッチ「まじかる」
お客様の疲れを筋肉のストレッチをすることで軽減させていきます。また、トレーニング後のストレッチにも
効果的です。
■定休日/不定休　■営業時間/平日：10：00～22：30、休日：10：00～19：00　■お問合せ/090-9557-0296

住所/香川県坂出市元町一丁目１番1号坂出駅高架下

COM坂出運営会社：㈱ステーションクリエイト東四国

店舗情報

列車名
宇和海  ５号
宇和海１１号
宇和海17号
宇和海33号

【下り】

【上り】
■対象列車／予讃線宇和海アンパンマン列車
■トイレ設置車両／２号車
■その他／トイレにはお子様が安全にご利用いただける、
　　　　　幼児用補助便座を設置します。

松山駅発
  ８：０９
１１：２7
１4：28
２2：４9

宇和島駅着
  ９：３０
１２：４７
１5：５1
  0：０9

→
→
→
→

列車名
宇和海  ４号
宇和海１０号
宇和海１６号
宇和海２2号

宇和島駅発
 ６：３５
 ９：５5
１２：５５
１6：０2

松山駅着
  ８：０1
１１：20
１４：１6
17：26

→
→
→
→

■参考
（運転区間
　及び時刻）


