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〜発進！土讃線あかい・きいろいアンパンマン列車！〜
土讃線を走るアンパンマン列車が、
この夏
２７００系特急気動車でデビュー。
「あかいアン
パンマン列車」
と
「きいろいアンパンマン列車」
が７月１８日
（土）
より岡山駅〜高知駅間で運
行を開始しました。あかいアンパンマン列車は
笑顔の「ニコニコ」、
きいろいアンパンマン列車
は輝く
「キラキラ」
をテーマに、アンパンマンの
世界観をふんだんに取り入れたデザインとなっ
ています。お子様のよく知るおなじみのなかまた
ちが仲良く集まっているデザインは、見ているだ
けで楽しくなってきます。
車内でも２４席限定の指定席である
「アンパ
ンマンシート」
をはじめ、天井や車内放送などで
もアンパンマンとなかまたちがお出迎え。この
夏は新しくなった土讃線アンパンマン列車で、
お友達やお子様と素敵なひとときを過ごされて
みてはいかがでしょうか。

おトクなきっぷや、主な駅の情報など
多度津工場

ＪＲ四国列車運行情報
https://www.jr-shikoku.co.jp/info/m/
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 し

JR四国ツアー

0570-00-4592
こ

く

に

受付時間（年中無休）

JR四国電話
8：00〜20：00
案内センター（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。） 通話料がかかります。

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。 詳しくは

クリアファイル「JR四国」販売中！
JR四国グループの四国キヨスク株式会社では、
JR四国の主要鉄道車両を掲載したクリアファイル
「ＪＲ四国」
を販売しています。鉄道ファン・ご旅行の
お客様等、
どなたでもお気軽にお買い求め頂ける
商品として制作しました。普段使いや、
お土産にも
最適です。
この機会に是非ご利用ください。

検索

クリアファイル
「ＪＲ四国」
概要
１・名
称／クリアファイル
「ＪＲ四国」
２・販売価格／330円
（税込）
３・販売箇所／四国内の各キヨスク銘品館
おみやげどころ各店
セブンイレブンＫ
ＩＯＳＫ各店
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検索
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鉄道の安全・安定輸送を支える
ＪＲ四国では、
「安全の確保」
が事業運営の根幹であるとの認識のもと、
安全運行に努めています。今回は、
電車へ電気を供給する変電所設備や
列車運転を制御する信号設備、
鉄道沿線の情報を伝達する通信設備など様々な鉄道電気設備を紹介します。
鉄道の安全・安定輸送を支えるこれらの設備は計画的に保守、更新を行い、
お客様が
「安心して」
「喜んで」
「末永く」
ご利用頂けるよう取り組ん
でいます。

電車に安定した電気を送る変電所・電車線設備
ＪＲ四国には２１箇所の変電所があり、電力会社から購入した交流６万又は２万Ｖ
（ボルト）
の電気を電車走行に必要な直流１５００Ｖに変換し、線路上の電車線
（ト
ロリ線）
を通じて電車に供給しています。これらの設備は電気指令で２４時間監視し、万一異状を認めた場合には電気係員が即応する体制をとっています。合わせ
て事故を少しでも早く復旧させるためトロリ線断線復旧訓練など各種訓練を定期的に実施しています。
また、電化開業３４年が経過し、老朽化している変電所設備や電車線路設備の更新を実施し、安全・安定輸送に対応しています。

変電所機器取替

トロリ線断線復旧訓練

列車の安全運行を確保する信号設備
信号設備で最も重要なことは、安全に動作することです。このため、万一故障しても
安全側に動作する設備となっています。これを
「フェールセーフの原則」
と言います。
信号設備には信号装置、転てつ装置、軌道回路、連動装置等があり、
これらの装置が
連携して列車運行の安全を確保しています。また、踏切保安装置は列車や踏切を通行
する車や人の安全を確保しています。これら装置の故障を未然に防ぐため、
日夜検査・
調整、更新工事等を実施し、保安度、信頼度の維持、向上に努めています。
四国中に点在するこれらの装置はテレメータ
（集中監視装置）
により、その稼働状態
を常に監視しています。設備の故障予兆や故障情報をいち早く知得し、列車の安定運
行に貢献するとともに故障時の早期復旧が可能となっています。

連動装置の配線確認

テレメータシステムのイメージ

鉄道の安全・安定輸送に必要な通信設備
通信設備は、様々な情報をスムーズに伝送することにより列車運行等の安全を確保する重要な役割を担っています。
通信設備には、乗務員と輸送指令間で使用する列車無線や駅構内での入換作業時に使用する構内無線等無線設備と、列車の在線位置や遅延時分等運行管
理情報や地震・雨量・風速等防災情報を伝送する有線設備があります。これらの装置が接続される通信回線網については、
２０１１年度より支援措置による助成
金・無利子貸付を活用した光通信網整備を推進しており、今年度末、光ケーブル布設や各種機器の更新等一連の工事が完了する予定です。

松山駅付近高架化
松山駅高架は、愛媛県によるＪＲ松山駅付近連続立体交差事業により、約２．
４ｋｍの区間
を高架化するものです。道路と鉄道を連続的に立体交差することにより、
８箇所の踏切を
廃止し、周辺道路の交通環境が大幅に改善されるほか、踏切事故解消による列車の安全・
安定輸送にもつながります。
２０１０年度の工事着手以来、松山・市坪間の行違い線区間
（２０
１７年7月）
、北伊予駅改良区間および車両基地区間
（２０２０年1月）
が完成し、現在は松山駅
周辺において車両基地移転後の旧運転所の電気設備撤去や高架構造物新設
（土木工事）
に伴う電気設備の支障移転など、高架区間の本格的な工事に着手しています。
新車両基地
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アンパンマン列車２０周年記念事業
アンパンマン列車２０周年記念事業

「アンパンマン列車２０周年記念スタンプラリー」を開催します！
ＪＲ四国では、
２０００年１０月に運行を開始したアンパンマン列車が今年で２０周年
を迎えます。その中で、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、
２０周年を記念し、｢アンパンマン列車２０
周年記念スタンプラリー｣として開催いたします。また、
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」
も継続して発売いたします。
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。

スタンプラリーの概要

８日（土）から１１月３０日（月）まで
（1）実施期間／２０２０年７月１
（2）スタンプ設置箇所
① 駅（計１5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、三本松駅、徳島駅、穴吹駅、
ＪＲ西日本 岡山駅（中央改札口）

② アンパンマン列車の車内（計6箇所）
土讃線あかい・きいろいアンパンマン列車（ともに２号車）、予讃線
8000系アンパンマン列車（１号車）、予讃線宇和海アンパンマン列車
（２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

③ レジャー施設（1箇所）
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」

※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。

（岡山駅は中央改札口のみ）
（3）スタンプラリーブック配布箇所／スタンプ設置駅(１５箇所) で配布いたします。
※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。
※スタンプラリーの詳細は、別紙「アンパンマン列車２０周年記念スタンプラリー」A４チラシをご覧ください。

（4）賞品／「アンパンマン列車20周年記念スタンプラリー」賞品一覧

応募条件

賞

品

5個以上9個以下

（アンパンマン列車スタンプ2個含む合計5個以上9個以下）

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
バケツでくるくる
おふろシャワー

当選者

10個以上

（アンパンマン列車スタンプ4個含む合計10個以上）

毎月100名様

毎月100名様

（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 JR四国ツアー
（6）応募締め切り／２０２０年12月6日（日）郵送の場合、当日消印まで有効
お問い合せ先

〈ＪＲ四国

検索

し こ く に

０５７０-００-４５９２

電話案内センター〉

アンパンマン列車２０周年記念事業
アンパンマン列車２０周年記念事業

「アンパンマンシート」ご利用の
お子様にグッズプレゼント！
ＪＲ四国では、
アンパンマン列車２０周年記念事業の一環として、土讃線
及び予讃線のアンパンマン列車
「アンパンマンシート」
をご利用のお子
様を対象にアンパンマン列車グッズをプレゼントします。
１ プレゼント期間

２０２０年７月１８日（土）から１２月３１日（木）まで
２ 対象列車
６号、
１４号、
１８号、
２６号、特急南風３号、
７号、
１５号、
１９号、
２７号
（1）土讃線あかい・きいろいアンパンマン列車、特急南風２号、
（2）予讃線8000系アンパンマン列車、特急しおかぜ９号、
１０号、
２１号、
２２号
３ 配布グッズ

４ 配布方法

ＪＲ四国オリジナル

「アンパンマン」
ソフトビニール製人形

非売品

瀬戸大橋（児島駅〜宇多津駅間）通過の際、土讃線及び
予讃線のアンパンマン列車の「アンパンマンシート」を
ご利用のお子様に限定で担当車掌よりプレゼントします。
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高知県

海と自然のアドベンチャーミュージアム
新・足摺海洋館
「ＳＡＴＯＵＭＩ」
2020年7月18日
（土）
グランドオープン！

新・足摺海洋館「ＳＡＴＯＵＭＩ」は、
目の前に広
がる美しい海の中そのものを体感できる館内最大
の竜串湾大水槽や、外洋と深海に生息する海洋
生物の展示、滝が流れプロジェクションマッピング
に演出された「足摺の原生林」エリアなど、足摺
宇和海国立公園の豊かな自然と一体感のある企
画展示が楽しめます。
「海の宝石」
と呼ばれるウミ
ウシや宝石サンゴ、
地元だけに生息するトサシミズ
サンショウウオの展示もハイライトの一つです。
オー
シャンビューのカフェやショップも備えた館内を楽し
んだら、様々なアクティビティが体験できるフィール
ドに出かけましょう
！

テーマにした「土讃線あかいアンパンマン列車」
で、
もう1 つは黄色をベースカラーに輝く
「キラキラ」
をテーマにした「土讃線きいろいアンパンマン列
車」の愛称です。「アンパンマンシート」（24 席）
のある 1 号車（半室）は「アンパンマンとなかま
たちとのたくさんの出会い」をテーマに、室内に
入るデッキからお子さまが楽しめるデザインで、
シートはアンパンマンとなかまたちを大胆に表現し、
まるでなかまたちと一緒に列車の旅をしているか
のような気分を演出します。
ぜひ、新「土讃線アンパンマン列車」にご乗
車になって高知県にお越しいただき、県内各地
の観光・自然体験などをお楽しみください。

これは、きっと日本初。
竜串エリアすべてが、
大きな自然のミュージアムへ。
四国最南端に位置し、豊かな自然に恵まれた
高知県土佐清水市。
中でも足摺観光の拠点の一つである竜串エリ
アは、古くから豪快優美、風光明媚な景勝地とし
て知られ1970年（昭和45年）
には日本初の海中
公園地区に指定。以来、半世紀にわたる歴史の
中で、国定公園から国立公園へとその価値を高
めながら多くの観光客を魅了してきました。
これら竜串の地形や地質、植生、野生生物、海
中景観、
取り巻く環境など、
世界に誇り後世へと引
き継ぐべき貴重な自然と人の営みを、大切に守り、
大きく活かしていくために―
2020年7月18日、新・足摺海洋館「ＳＡＴＯＵＭ
Ｉ」のグランドオープンを機に、
エリア全体が大きな
自然のミュージアムとして生まれ変わりました。

■お問い合わせ先：県立足摺海洋館
「ＳＡＴＯＵＭＩ」
☎0880-85-0635
高知県土佐清水市三崎字今芝4032
■営業時間／9:00〜17:00 ■休館日／なし
大人：1,200円 小人：600円
■入 館 料
■団体料金（20名以上）大人： 960円 小人：480円
■年間パスポート
大人：1,700円 小人：850円
■海底館セット券
大人：1,500円 小人：750円
※小人
（高校生〜小学生、未就学児は無料）

「アンパンマン列車」
デビュー20周年！
NEW
「土讃線アンパンマン列車」
運転開始！
！
「アンパンマン列車」がデ
ビューして今年で 20 周年を
迎えたことを記念して、今年
7 月 18 日に新しい「土讃線
アンパンマン列車」がデビュー
しました。使用する車両は新
型の 2700 系特急形車両で、4 両 1 編成を 2 編
成導入して車両の内外装を一新し、7 月 18 日か
ら岡山〜高知間を毎日運転しています。
外装は編成ごとに異なるデザインで、1 編成は
赤 色をベースカラーに笑 顔の「ニコニコ」を

■お問い合わせ先：
ＪＲ四国電話案内センター
☎0570-00-4592
■受付時間／8:00〜20:00
（年中無休）
※詳細は、
ホームページでご確認ください。
検索

アンパンマン列車

「めりけんや」が東京都内に旗艦店2店舗を新規オープン
う

ま

げ

株 式 会 社めりけんやでは、2 0 2 0 年 6月1 5日に関 東 エリア7 店目となる「 讃 岐うどん めりけんやＵＭＡＧＥ新 宿 店 」、同年 7月1日に同じく8 店目「讃岐うどん
めりけんや池袋店」と東京都内中心 部で2 店 舗を相 次いで新 規 開 店いたしました。
新宿店におきましては、讃岐弁でいう
「うまげな
（素敵な・恰好いい）」お店を目指しております。両店ともに麺は香川直送で、限定メニューのほか定番メニューとして
「肉うどん」などもオススメとなっております。首都圏エリアのお客様のみならず、全国各地や海外から観光に来られたお客様にも
「本場さぬきうどん」の「美味しさ」を
堪能していただくとともに、何度も店舗に足を運んでいただけるようPR してまいります。
お近くにお越しの際には是非お気軽にお立ち寄りください。
店舗情報

う

ま

げ

「讃岐うどん めりけんやＵＭＡＧＥ新宿店」

■住
所/東京都新宿区西新宿2丁目6-1 新宿住友ビル地下1階
■営業時間/平日11：00〜22：00（当面は11:00〜15:00）、
土日祝11：00〜20：00（当面は土日祝休業）
■定 休 日/年末年始等

「讃岐うどん めりけんや池袋店」
■住

所/東京都豊島区南池袋1-28-2
JR池袋駅 IKE麺KITCHENフードコート内
■営業時間/7：00〜23：00（当面は7:00〜22:00）
■定 休 日/なし

う

ま

げ

讃岐うどん めりけんやＵＭＡＧＥ新宿店

讃岐うどん めりけんや池袋店

J R 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。

お問い合わせ先／株式会社めりけんや

TEL:０８７７-４９-６１１１

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

