
■お問い合わせ先
　阿波おどり運営事務局　☎088-677-3710
　【阿波おどり公式HP】
　https://www.awaodori.tokushima.jp/
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〒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　南伊予駅ＪＲ四国列車運行情報
https://www.jr-shikoku.co.jp/info/m/
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～新駅　「南伊予」誕生！～
　２０２０年３月１４日（土）、予讃線・北伊予駅
～伊予横田駅間に新しく誕生した「南伊予駅」。
　ＪＲ四国全体では2008年に開業した土讃線
「小村神社前駅」以来１2年ぶり、愛媛県では
1991年の予讃線「大浦駅」開業以来２９年ぶ
りの新駅となります。
　新しくＪＲ四国の仲間に加わった南伊予駅。
通勤や通学・お買い物など日常の足として、是
非ご利用下さい。
　なお、開業時には写真のように、記念ヘッド
マークをつけた列車も運転していました。

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

　　　　

「徳島市の紹介」
　徳島市は、徳島県の東部に位置し、四国
一の大河吉野川をはじめ大小１３８もの河川が
市内を縦横に流れる水都として川とともに発展
した歴史や固有の文化を有しています。その
中でも、四国一の大河吉野川がもたらす肥沃
な土壌と徳島藩主の阿波藍生産奨励等が、
徳島藩の経済力を高めたことは、阿波おどりを
はじめとする、徳島市の多くの観光資源の発
展に貢献しました。

「前夜祭」
　阿波おどり振興協会及び徳島県阿波踊り協
会徳島支部に所属する33連の踊り子による大
迫力の合同演舞が繰り広げられます。

　真夏の祭典、阿波おどりが8月12日(水)～1
日(土)の4日間、徳島市中心部で開催されます。
日本三大盆踊りの一つでもあり、国内外から
100万人を超える観光客が訪れる阿波おどり
は、いまや日本有数の観光イベントとして世界的
にも高く評価されています。
　街中で開催される阿波おどり本番はもちろん
のこと、市内のホールで開催される前夜祭や選
抜阿波おどりなど、多彩な催しが満載です。

 この夏は、阿波おどりの本場・徳島でしかでき
ない体験をぜひお楽しみください。

「阿波おどり本番」
　阿波おどり本番の会場には4つの有料演舞
場に加え、無料演舞場やおどりロード、おどり広
場など多種多様な舞台が設けられ、約10万人
の踊り子がエネルギッシュな演舞を披露します。

「選抜阿波おどり」
　阿波おどり振興協会及び徳島県阿波踊り協会
に所属する連の中から、特に踊りの技術が卓越し
た選抜連によるステージをご覧いただけます。

「阿波おどり会館」
　徳島市で行われる阿波おどりは４日間のみで
すが、徳島市の緑のランドマークである「眉山」
の麓、JR徳島駅から徒歩１０分のところにある
「阿波おどり会館」では、阿波おどりの公演が年
中楽しめます。また、阿波おどりに関する歴史資
料の展示や、阿波おどり当日の熱気をVR（仮想
現実）で疑似体験できるコーナーがある「阿波お
どりミュージアム」もあり、阿波おどりの魅力を体
感することができる施設となっています。

［場所］徳島市新町橋２丁目２０
［料金］昼のおどり公演（１１時・１４時・１５時・１６時　各４０分）  ８００円
　　　夜のおどり公演（２０時　５０分）　１，０００円
［開館時間］９：００～２１：００
［問い合わせ先］阿波おどり会館　０８８－６１１－１６１１

2020年「阿波おどり（前夜祭・選抜阿波
おどりを含む）」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。
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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。

2.特典内容／「快て～き回数券（定期券用特急列車回数券）」をご購入の方にもれなく、特急列車の普通車指定
　　　　　　席引換券２枚をプレゼントします。快て～き回数券と同時使用に限り、指定席をご利用頂けます。

※この他、「特急列車でらく2通勤・通学しよう！」キャンペーンでは「快てーき専用指定席回数券」をご購入のお客様にもお得な特典をご用意しております。

3.商品概要／快て～き回数券（定期券用特急料金回数券）※通年販売
　　　　　　　現在お持ちの「定期券」とあわせてお使いいただくことで、特急列車をご利用頂ける１８枚つづりの回数券です
　　

１.キャンペーン期間／２０２０年２月２８日（金）から２０２０年６月１２日（金）まで
　　　　　　　

徳島県徳島市

新設！「時代の夜明けのものがたり企画室」

　ＪＲ四国では、通勤・通学時間をスピーディーに、よ
り快適に過ごして頂くため「特急列車でらく2通勤・
通学しよう！」キャンペーンを実施しています。
　期間中に「快て～き回数券」をご購入いただい

たお客様には、特典
として、特急列車の
普通車指定席引換
券を２枚プレゼントい
たします。この機会
に、ぜひ通勤・通学
でＪＲ四国の特急列
車をご利用ください。 　予讃線・松山駅～伊予大洲駅・八幡浜駅間を走る「伊予灘ものがたり」、土讃線・多

度津駅～大歩危駅間を走る「四国まんなか千年ものがたり」に続くJR四国第３のもの
がたり列車、「志国土佐 時代の夜明けのものがたり」。その運行管理や企画を行う部
署として、新たに高知駅内に「時代の夜明けのものがたり企画室」を設置しました。
　様 な々「土佐流のおもてなし」を企画していますので、ご期待ください。

ト　キ

ト　キ

ト　キ

詳しくは、ＪＲ四国ホームページ 　　　　　　　　　　をご覧ください。ＪＲ四国ツアー 検索

快て～き回数券

●定期券との組み合わせで、特急列車自由席をご利用頂けます。●定期券と同時にお使いいただく場合に限り有効です。●特急列車乗車
区間が営業キロ１５０キロまでの場合に発売いたします。●ご利用区間はＪＲ四国線内に限ります。

ご利用距離（営業キロ）
25kmまで

26km～50km
51km～100km
101km～150km

おねだん（円）
5,400
8,460
19,260
25,200

有効期間

発行日から
１ヶ月間

～「特急列車でらく2通勤しようキャンペーン」実施中！～
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徳島県三好市池田町本町通りに簡易宿所「４Ｓ ＳＴＡＹ 阿波池田 本町通り」が新たに開業しました。四国周遊・観光の拠点として、是非ご利用下さい。

「４Ｓ ＳＴＡＹ 阿波池田 本町通り」がオープンしました！「４Ｓ ＳＴＡＹ 阿波池田 本町通り」がオープンしました！

JR徳島駅に「多言語表示　観光ウェルカムボード」を設置JR徳島駅に「多言語表示　観光ウェルカムボード」を設置

　ＪＲ四国では「四国家」の一員として、当社グループのネットワークと総合力を生かし、地域との連携と協働による地域活性化に取り組んでい
ます。2020年３月には、産官学金など関係機関と連携・協働した地域活性化を推進する四国家連携部が発足しました。観光産業を地域活性化
の取り組みの一つと位置づけ、観光資源の開発、基盤作り、インバウンド向けの観光戦略を一体的に推進していきます。

　「地域を深く知ることができる、テーマ性のある旅をしたい――」。旅行好きのお
客さまから、このような声が聞かれるようになりました。そこで、地域が誇る「資源」
（お宝）を深く体験していただける「素材」へと磨き上げ、観光ツーリズムによる地域
活性化を目指す取り組みを2017年から進めています。
　「石畳地区のむら並み」（内子町）や「静御前ゆかりの長尾寺」（さぬき市）など、地域
の歴史や伝統文化を紐解くツアーを30回以上実施し、「お宝素材」を体験していた
だきました。今後も、地元自治体と連携して、お宝素材のラインナップ充実と市場展
開を目指していきます。

四万十の恵み「仁井田米」石畳地区のむら並み 静御前ゆかりの長尾寺 本楽寺の枯山水と吉野川

これまでのお宝素材
地　域

四万十町

お宝素材
愛媛県内子町

高知県四万十町

石畳地区のむら並み

四万十の恵み「仁井田米」

地　域 お宝素材
香川県さぬき市

徳島県美馬市

静御前ゆかりの長尾寺

本楽寺の枯山水と吉野川

四国家のお宝

　地域の玄関口となる駅や駅周辺を鉄道施設としてのみならず、地域と協働して地域の拠点
として整備し、有効活用することで、新たなにぎわいの創出や価値向上を目指す取り組みを
行っています。
　現在、予讃線内子駅、伊予大洲駅、土讃線善通寺駅、佐川駅で駅・駅周辺を活用する「マチカ
ツプロジェクト」を推進しています。

四国４国立大学との連携
　徳島大学・香川大学・愛媛大学・高知大学
と連携・協力し、地域振興や人材の育成に取
り組んでいます。学生の皆さんが、四国への
来訪者を増やすための旅行を若い感性と視
点で企画し、審査会で選ばれた企画をＪＲ四
国が市場に展開していきます。

伊予大洲駅観光案内所

地域観光チャレンジ　成果発表及び審査会 大集合!!ワクワク体験Kids王国

マチカツプロジェクト

四国の研究・教育機関や企業等との連携 ローカル線沿線の活性化
　愛媛県の宇和島駅と高知県の窪川駅を結
ぶ予土線では、「予土線３兄弟」の愛称で親し
まれるユニークな観光列車を運行していま
す。３兄弟列車を活用した、地域の賑わいづ
くりや新たな魅力づくりに、沿線自治体や関
係団体と協働して取り組んでいます。

「予土線３兄弟」３重連

四国の生活インフラ企業との連携
　日本郵便四国支社、四国電力と連携・協力
し、各社の経営資源を活かし、四国のにぎわ
い創出と３社サービスの維持・向上に向けた
活動に取り組んでいます。地域の観光産業
を担う団体との協働や、四国の将来を担う子
ども達の郷土愛の醸成につながる活動も
行っています。

佐川町
松野町

西条市

内子町大洲市

「四国家のお宝連携」参画地域
2020年4月現在

宇和島市

美馬市
阿南市

さぬき市
丸亀市

善通寺市

高松駅

徳島駅松山駅

高知駅

１　所在地

3　運営方式

2　施設内容等

地域と連携した、四国家連携部の取り組み地域と連携した、四国家連携部の取り組み

西予市

多度津町

し  こく   け

(3) 施設の特徴

徳島県三好市池田町マチ2467番地１

　外国人のお客様への観光情報等の発信ツールとして、２０２０年４月１日よりタッチパネル式デジタルサイネージ「多言語表示　観光ウェルカ
ムボード」を徳島駅コンコースに設置しました。
　2019年6月に高知駅、7月に松山駅、11月に高松
駅に設置しておりJR四国管内では４駅目となります。
　「多言語表示　観光ウェルカムボード」では徳島駅
周辺の観光施設や商業店舗等の情報のほか、火災・
津波・地震発生時の避難誘導、高速・路線バスのりば
案内、JR四国列車運行情報のご案内（QRコードを表
示）などを多言語【日本語・英語・中国語（繁体）・中国
語（簡体）・韓国語】で表示します。また、避難誘導の際
には多言語の自動音声で避難をうながす仕様となっ
ています。
　観光に、列車運行情報の確認に、そして緊急時の避
難経路の確認に。様々な場面で便利な観光ウェルカ
ムボードをぜひご活用下さい。

阿波銀行
池田支店●

フレスポ阿波池田

ふらっと
スクエア●

●
三好市地域交流拠点施設

「真鍋屋」

●阿波池田たばこ資料館

阿波池田駅

本町通り（うだつの町並み）

観音寺池田線阿
波
池
田
駅
前
商
店
街

★★

★★

阿波池田 本町通り

阿波池田駅前

・当施設は管理者が常駐しないため、「４Ｓ ＳＴＡＹ 阿波池田駅前」でチェックイ
　ン・チェックアウト対応を行います。
　また、施設内に、管理者へ直接つながる電話機を設置し、緊急時は「４Ｓ ＳＴＡＹ 
　阿波池田駅前」のスタッフが対応します。

4　予約方法

5　基本宿泊料金(税別)

6　開業記念宿泊プランの販売

・「４Ｓ ＳＴＡＹ」公式Webサイトhttps://4s-stay.com/からご予約できます。
・宿泊予約サイト(OTA)は、開設準備が整い次第、順次ご利用いただけます。

２名１室　26,000円　　３名１室　35,000円　　４名１室　43,000円
５名１室　50,000円　　６名１室　56,500円　　７名１室　62,500円
※宿泊料金は宿泊時期、予約状況により変動いたします。

　多くのお客さまに「４Ｓ ＳＴＡＹ 阿波池田 本町通り」を体感していただきたく、
特別価格でご宿泊いただける「開業記念プラン」を公式Webサイト限定で販
売します。
　○宿泊期間：2020年4月24日(金)～2020年6月30日(火)ご宿泊分
　○販売開始：2020年3月31日(火)より
　○宿泊料金(税別)
　　２名１室　13,000円　　３名１室　17,500円　　４名１室　21,500円
　　５名１室　25,000円　　６名１室　28,250円　　７名１室　31,250円
　　※ただし、5月2日(土)～5日(火)の期間は除きます。

・ウェルカムバスケット（マフィン、フルーツ、ドリンク等）をご用意します。
・快適な睡眠にこだわったシモンズ社製ベッドを採用しました。
・布団は資源リサイクルの観点から再生羽毛（GREEN DOWN）を採用しました。
・室内設備に無料Wi-Fi、有線放送、IHプレート、ミニバー、冷蔵庫等があります。
・四季を感じられる共用の内庭を併設しています。

・浴室には信楽焼の特注浴槽を
  採用しました。　

(1) 建物概要：木造２階建て、
　  建物延べ床面積：172.27㎡
(2) 客室数/定員：２室/各７名様
建物の中心に路地を通し、２階建て１棟を２室
に分けました。客室は、うだつの町並みを愉し
むストリートサイドルーム「町」、光庭を愉しむ
コートサイドルーム「庭」をご用意。各室、上下
階を利用できるメゾネットで、１室７名様まで
ご宿泊できます。

・各室に独立した
 玄関、土間リビン
 グ、浴室、トイレが
 あります。

（浴室） （洗面スペース）

（外観）
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　「石畳地区のむら並み」（内子町）や「静御前ゆかりの長尾寺」（さぬき市）など、地域
の歴史や伝統文化を紐解くツアーを30回以上実施し、「お宝素材」を体験していた
だきました。今後も、地元自治体と連携して、お宝素材のラインナップ充実と市場展
開を目指していきます。

四万十の恵み「仁井田米」石畳地区のむら並み 静御前ゆかりの長尾寺 本楽寺の枯山水と吉野川

これまでのお宝素材
地　域

四万十町

お宝素材
愛媛県内子町

高知県四万十町

石畳地区のむら並み

四万十の恵み「仁井田米」

地　域 お宝素材
香川県さぬき市

徳島県美馬市

静御前ゆかりの長尾寺

本楽寺の枯山水と吉野川

四国家のお宝

　地域の玄関口となる駅や駅周辺を鉄道施設としてのみならず、地域と協働して地域の拠点
として整備し、有効活用することで、新たなにぎわいの創出や価値向上を目指す取り組みを
行っています。
　現在、予讃線内子駅、伊予大洲駅、土讃線善通寺駅、佐川駅で駅・駅周辺を活用する「マチカ
ツプロジェクト」を推進しています。

四国４国立大学との連携
　徳島大学・香川大学・愛媛大学・高知大学
と連携・協力し、地域振興や人材の育成に取
り組んでいます。学生の皆さんが、四国への
来訪者を増やすための旅行を若い感性と視
点で企画し、審査会で選ばれた企画をＪＲ四
国が市場に展開していきます。

伊予大洲駅観光案内所

地域観光チャレンジ　成果発表及び審査会 大集合!!ワクワク体験Kids王国

マチカツプロジェクト

四国の研究・教育機関や企業等との連携 ローカル線沿線の活性化
　愛媛県の宇和島駅と高知県の窪川駅を結
ぶ予土線では、「予土線３兄弟」の愛称で親し
まれるユニークな観光列車を運行していま
す。３兄弟列車を活用した、地域の賑わいづ
くりや新たな魅力づくりに、沿線自治体や関
係団体と協働して取り組んでいます。

「予土線３兄弟」３重連

四国の生活インフラ企業との連携
　日本郵便四国支社、四国電力と連携・協力
し、各社の経営資源を活かし、四国のにぎわ
い創出と３社サービスの維持・向上に向けた
活動に取り組んでいます。地域の観光産業
を担う団体との協働や、四国の将来を担う子
ども達の郷土愛の醸成につながる活動も
行っています。

佐川町
松野町

西条市

内子町大洲市

「四国家のお宝連携」参画地域
2020年4月現在

宇和島市

美馬市
阿南市

さぬき市
丸亀市

善通寺市

高松駅

徳島駅松山駅

高知駅

１　所在地

3　運営方式

2　施設内容等

地域と連携した、四国家連携部の取り組み地域と連携した、四国家連携部の取り組み

西予市

多度津町

し  こく   け

(3) 施設の特徴

徳島県三好市池田町マチ2467番地１

　外国人のお客様への観光情報等の発信ツールとして、２０２０年４月１日よりタッチパネル式デジタルサイネージ「多言語表示　観光ウェルカ
ムボード」を徳島駅コンコースに設置しました。
　2019年6月に高知駅、7月に松山駅、11月に高松
駅に設置しておりJR四国管内では４駅目となります。
　「多言語表示　観光ウェルカムボード」では徳島駅
周辺の観光施設や商業店舗等の情報のほか、火災・
津波・地震発生時の避難誘導、高速・路線バスのりば
案内、JR四国列車運行情報のご案内（QRコードを表
示）などを多言語【日本語・英語・中国語（繁体）・中国
語（簡体）・韓国語】で表示します。また、避難誘導の際
には多言語の自動音声で避難をうながす仕様となっ
ています。
　観光に、列車運行情報の確認に、そして緊急時の避
難経路の確認に。様々な場面で便利な観光ウェルカ
ムボードをぜひご活用下さい。
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阿波池田 本町通り

阿波池田駅前

・当施設は管理者が常駐しないため、「４Ｓ ＳＴＡＹ 阿波池田駅前」でチェックイ
　ン・チェックアウト対応を行います。
　また、施設内に、管理者へ直接つながる電話機を設置し、緊急時は「４Ｓ ＳＴＡＹ 
　阿波池田駅前」のスタッフが対応します。

4　予約方法

5　基本宿泊料金(税別)

6　開業記念宿泊プランの販売

・「４Ｓ ＳＴＡＹ」公式Webサイトhttps://4s-stay.com/からご予約できます。
・宿泊予約サイト(OTA)は、開設準備が整い次第、順次ご利用いただけます。

２名１室　26,000円　　３名１室　35,000円　　４名１室　43,000円
５名１室　50,000円　　６名１室　56,500円　　７名１室　62,500円
※宿泊料金は宿泊時期、予約状況により変動いたします。

　多くのお客さまに「４Ｓ ＳＴＡＹ 阿波池田 本町通り」を体感していただきたく、
特別価格でご宿泊いただける「開業記念プラン」を公式Webサイト限定で販
売します。
　○宿泊期間：2020年4月24日(金)～2020年6月30日(火)ご宿泊分
　○販売開始：2020年3月31日(火)より
　○宿泊料金(税別)
　　２名１室　13,000円　　３名１室　17,500円　　４名１室　21,500円
　　５名１室　25,000円　　６名１室　28,250円　　７名１室　31,250円
　　※ただし、5月2日(土)～5日(火)の期間は除きます。

・ウェルカムバスケット（マフィン、フルーツ、ドリンク等）をご用意します。
・快適な睡眠にこだわったシモンズ社製ベッドを採用しました。
・布団は資源リサイクルの観点から再生羽毛（GREEN DOWN）を採用しました。
・室内設備に無料Wi-Fi、有線放送、IHプレート、ミニバー、冷蔵庫等があります。
・四季を感じられる共用の内庭を併設しています。

・浴室には信楽焼の特注浴槽を
  採用しました。　

(1) 建物概要：木造２階建て、
　  建物延べ床面積：172.27㎡
(2) 客室数/定員：２室/各７名様
建物の中心に路地を通し、２階建て１棟を２室
に分けました。客室は、うだつの町並みを愉し
むストリートサイドルーム「町」、光庭を愉しむ
コートサイドルーム「庭」をご用意。各室、上下
階を利用できるメゾネットで、１室７名様まで
ご宿泊できます。

・各室に独立した
 玄関、土間リビン
 グ、浴室、トイレが
 あります。

（浴室） （洗面スペース）

（外観）



■お問い合わせ先
　阿波おどり運営事務局　☎088-677-3710
　【阿波おどり公式HP】
　https://www.awaodori.tokushima.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

予讃線　南伊予駅ＪＲ四国列車運行情報
https://www.jr-shikoku.co.jp/info/m/
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～新駅　「南伊予」誕生！～
　２０２０年３月１４日（土）、予讃線・北伊予駅
～伊予横田駅間に新しく誕生した「南伊予駅」。
　ＪＲ四国全体では2008年に開業した土讃線
「小村神社前駅」以来１2年ぶり、愛媛県では
1991年の予讃線「大浦駅」開業以来２９年ぶ
りの新駅となります。
　新しくＪＲ四国の仲間に加わった南伊予駅。
通勤や通学・お買い物など日常の足として、是
非ご利用下さい。
　なお、開業時には写真のように、記念ヘッド
マークをつけた列車も運転していました。

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

　　　　

「徳島市の紹介」
　徳島市は、徳島県の東部に位置し、四国
一の大河吉野川をはじめ大小１３８もの河川が
市内を縦横に流れる水都として川とともに発展
した歴史や固有の文化を有しています。その
中でも、四国一の大河吉野川がもたらす肥沃
な土壌と徳島藩主の阿波藍生産奨励等が、
徳島藩の経済力を高めたことは、阿波おどりを
はじめとする、徳島市の多くの観光資源の発
展に貢献しました。

「前夜祭」
　阿波おどり振興協会及び徳島県阿波踊り協
会徳島支部に所属する33連の踊り子による大
迫力の合同演舞が繰り広げられます。

　真夏の祭典、阿波おどりが8月12日(水)～1
日(土)の4日間、徳島市中心部で開催されます。
日本三大盆踊りの一つでもあり、国内外から
100万人を超える観光客が訪れる阿波おどり
は、いまや日本有数の観光イベントとして世界的
にも高く評価されています。
　街中で開催される阿波おどり本番はもちろん
のこと、市内のホールで開催される前夜祭や選
抜阿波おどりなど、多彩な催しが満載です。

 この夏は、阿波おどりの本場・徳島でしかでき
ない体験をぜひお楽しみください。

「阿波おどり本番」
　阿波おどり本番の会場には4つの有料演舞
場に加え、無料演舞場やおどりロード、おどり広
場など多種多様な舞台が設けられ、約10万人
の踊り子がエネルギッシュな演舞を披露します。

「選抜阿波おどり」
　阿波おどり振興協会及び徳島県阿波踊り協会
に所属する連の中から、特に踊りの技術が卓越し
た選抜連によるステージをご覧いただけます。

「阿波おどり会館」
　徳島市で行われる阿波おどりは４日間のみで
すが、徳島市の緑のランドマークである「眉山」
の麓、JR徳島駅から徒歩１０分のところにある
「阿波おどり会館」では、阿波おどりの公演が年
中楽しめます。また、阿波おどりに関する歴史資
料の展示や、阿波おどり当日の熱気をVR（仮想
現実）で疑似体験できるコーナーがある「阿波お
どりミュージアム」もあり、阿波おどりの魅力を体
感することができる施設となっています。

［場所］徳島市新町橋２丁目２０
［料金］昼のおどり公演（１１時・１４時・１５時・１６時　各４０分）  ８００円
　　　夜のおどり公演（２０時　５０分）　１，０００円
［開館時間］９：００～２１：００
［問い合わせ先］阿波おどり会館　０８８－６１１－１６１１

2020年「阿波おどり（前夜祭・選抜阿波
おどりを含む）」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.391

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。

2.特典内容／「快て～き回数券（定期券用特急列車回数券）」をご購入の方にもれなく、特急列車の普通車指定
　　　　　　席引換券２枚をプレゼントします。快て～き回数券と同時使用に限り、指定席をご利用頂けます。

※この他、「特急列車でらく2通勤・通学しよう！」キャンペーンでは「快てーき専用指定席回数券」をご購入のお客様にもお得な特典をご用意しております。

3.商品概要／快て～き回数券（定期券用特急料金回数券）※通年販売
　　　　　　　現在お持ちの「定期券」とあわせてお使いいただくことで、特急列車をご利用頂ける１８枚つづりの回数券です
　　

１.キャンペーン期間／２０２０年２月２８日（金）から２０２０年６月１２日（金）まで
　　　　　　　

徳島県徳島市

新設！「時代の夜明けのものがたり企画室」

　ＪＲ四国では、通勤・通学時間をスピーディーに、よ
り快適に過ごして頂くため「特急列車でらく2通勤・
通学しよう！」キャンペーンを実施しています。
　期間中に「快て～き回数券」をご購入いただい

たお客様には、特典
として、特急列車の
普通車指定席引換
券を２枚プレゼントい
たします。この機会
に、ぜひ通勤・通学
でＪＲ四国の特急列
車をご利用ください。 　予讃線・松山駅～伊予大洲駅・八幡浜駅間を走る「伊予灘ものがたり」、土讃線・多

度津駅～大歩危駅間を走る「四国まんなか千年ものがたり」に続くJR四国第３のもの
がたり列車、「志国土佐 時代の夜明けのものがたり」。その運行管理や企画を行う部
署として、新たに高知駅内に「時代の夜明けのものがたり企画室」を設置しました。
　様 な々「土佐流のおもてなし」を企画していますので、ご期待ください。

ト　キ

ト　キ

ト　キ

詳しくは、ＪＲ四国ホームページ 　　　　　　　　　　をご覧ください。ＪＲ四国ツアー 検索

快て～き回数券

●定期券との組み合わせで、特急列車自由席をご利用頂けます。●定期券と同時にお使いいただく場合に限り有効です。●特急列車乗車
区間が営業キロ１５０キロまでの場合に発売いたします。●ご利用区間はＪＲ四国線内に限ります。

ご利用距離（営業キロ）
25kmまで

26km～50km
51km～100km
101km～150km

おねだん（円）
5,400
8,460
19,260
25,200

有効期間

発行日から
１ヶ月間

～「特急列車でらく2通勤しようキャンペーン」実施中！～


