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〜稲穂を揺らす特急「南風」〜
土讃線を走る特急列車「南風」。高知駅と
岡 山 駅を結 ぶこの 列 車は、高 知から本 州
方 面に行かれるお 客 様 や 、本 州から高 知
方 面に移 動されるお客 様 の 足として、長く
愛されています。
写真は、稲穂を揺らす秋風と共に田園の中
を駆け抜ける２０００系「南風」です。普段何
気なく流し見してしまう車窓風景ですが、季節
によって全く異なる姿を見ることができます。ご
乗車される際には、ぜひ自然豊かな土讃線の
車窓をお楽しみ下さい。風光明媚な景色を前
に、特別な「癒し」の時間を味わっていただけ
ることでしょう。

おトクなきっぷや、主な駅の情報など
土讃線

ＪＲ四国列車運行情報

土佐大津駅〜後免駅

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。

検索

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

e5489

検索

観光列車｢La Malle de Bois(ラ・マル・ド・ボァ)｣を琴平駅まで運転
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
〜琴平駅間に１日１往復運転いたします。
列

車

名

運

転

■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

時

刻

記

下
り

ラ・マル
ことひら

岡山 発

児島 発

多度津 着

善通寺 着

琴平 着

１０：１１

１１：０２

１１：２９

１１：３８

１２：００

上
り

ラ・マル
ことひら

琴平 発

善通寺 発

多度津 発

児島 着

岡山 着

１４：０１

１４：０７

１４：２６

１５：０３

１６：００

事

９／２１・２２

普通列車
グ リ ーン 車
（全車指定席）

※サイクルスペース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。

2020年9月１日

JR四国ニュース

安全に向けた各種訓練
ＪＲ四国では、災害・事故等が発生した場合に備えて、お客様を安全かつ円滑に避難誘導すること及びお客様に
「安心して」
「喜
んで」
「末永く」
ご利用いただける輸送を提供することを目的に各種訓練を実施しています。
今回は、その中でも特に力を入れて実施している4種の訓練をご紹介します。

1

総合事故対策訓練

2

地震・津波避難誘導訓練

南海トラフ地震が発生し、それに伴い津波警報等が発表さ
れた場合を想定して、お客様及び社員の安全確保を目的とし

毎年年末に、列車脱線事故などの大規模な事故を想定し、 た
「地震・津波避難誘導訓練」
を２００５年度から毎年、徳島地区

四国運輸局、警察、消防等関係機関の協力を得て、合同で
「総

合事故対策訓練」
を実施しています。訓練では列車防護、お客
様救済、警察・消防等との連携及び脱線車両や線路・設備の復
旧作業を行っています。

3

トンネル内列車火災発生時の
避難誘導訓練

及び須崎地区で実施しています。訓練には、周辺の小・中学生、
自主防災会や地元自治体等の関係者にも参加していただき、
お客様の避難誘導や対応、避難場所及び避難経路の確認、防
災講演等を実施しています。

4

本四備讃線

異常時取扱訓練

何らかの原因により瀬戸大橋上で列車が停止し、
お客様を救
万一トンネル内で列車火災が発生した場合、お客様を安全

済する必要が生じたことを想定し、
お客様を安全・円滑に救済す

かつ円滑に避難誘導することを目的とした避難誘導訓練を実

ることを目的とした異常時取扱訓練を毎年実施しています。お

施しています。
トンネル内で動けなくなった列車内のお客様を

客様対応班による列車内のお客様対応、
救援列車による故障列

乗務員が協力して車外へ避難誘導するとともに、お客様対応

車収容、
お客様の乗換案内等の訓練を行っています。また、
この

についても訓練しています。

訓練は３年に一度、
ＪＲ西日本と合同で実施しています。
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テレビ電話でオペレーターがご案内
テレビ電話でオペレーターがご案内

「みどりの券売機プラス」できっぷのご購入がより便利になります！
ＪＲ四国では、
オペレーターと話しながらきっぷを購入いただける
「みどりの
券売機プラス」
を管内で初めて導入いたしました。
この
「みどりの券売機プラス」
は、全国のＪＲ線乗車券や指定券の発売に加
え、備え付けの受話器やモニター、割引証等を写すカメラ機能を用いること
で、
これまでみどりの窓口でご対応していたきっぷの発売業務等をオペレー
ターが代行します。

これにより、有人窓口で取り扱っている学生割引やジパング割引などの、割
引証の係員確認を伴うきっぷの発売や各種トクトクきっぷの発売が、みどりの
窓口営業時間外の早朝・夜間帯でも対応可能となりました。また、券売機操作
がわからない場合もオペレーターがサポートしますので、不慣れなお客さまで
も安心してご利用いただける券売機です。

１ 導入箇所

4

詫間駅、善通寺駅、今治駅に各１台ずつ設置

モニター

２ みどりの券売機プラスでご購入いただけるきっぷ

※対応中のオペレーターの
様子が映し出されます。

（１）
お客さま自身の操作
（日本語・英語・簡体中国語・繁体中国語・韓国語の５ヵ国語対応）
全国ＪＲ線の乗車券・特急券・定期券・トクトクきっぷ
（※）
がご購入いただけます。
e5489で予約したきっぷのお引き取りなども承ります。
※ 一部お取扱いできない商品がございます。

（２）
オペレーター対応
（１）
に加えて、
割引証や資格確認が必要となる学生割引、
ジパング割引、
身体障害者
割引乗車券など、みどりの窓口にて取り扱えるほとんどのきっぷがご購入いただ
けます。

3

機器のご紹介

稼働時間について

※オペレーターがお客様の状況を
確認しながら対応いたします。

受話器
割引証等を置いていただき、
オペレーターがカメラで確認
いたします。きっぷ発券後、割
引証を奥の回収箱に投函して
いただきます。

5ヶ国語に対応しています。

駅 名

みどりの券売機プラス稼働時間

現在のみどりの窓口営業時間

詫間駅

5：30〜23：55
（5：30〜21：30）

6：45〜18：50

善通寺駅

5：30〜23：55
（6：00〜21：30）

7：00〜19：00

今治駅

5：15〜23：55
（5：30〜23：00）

5：15〜22：00
※(

「呼び出し」
を押すと
オペレーターとつながります。

)は、
オペレーターの対応時間です。

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

｢アンパンマントロッコ四国一周号｣を運転します！
© やなせたかし／フレーベル館・ＴＭＳ・ＮＴＶ

四国各県で運転しているアンパンマン列車が2000年の運転開始から今年
で20周年を迎えます。その中で、瀬戸大橋を渡るトロッコ列車として人気のア
ンパンマントロッコが四国をぐるりと一周しますので、
これまでにアンパンマン
トロッコに乗る機会のなかったお客様も、地元を運転するこの機会に、
アンパ
ンマンとなかまたちでいっぱいのトロッコ列車の旅を味わってみてはいかが
でしょうか。

■運転日／２０２０年 ９月２８日
（月）
〜９月３０日
（水）
１０月３日
（土）
〜１０月５日
（月）
■定 員／各便48名様
■発売方法／
■特

■運転区間および時刻

全車指定席で普通列車用グリーン券が必要です。乗車日の1ヶ月前の10時から
ＪＲのみどりの窓口、主な旅行会社で発売します。なお、各列車毎の発売となりま
すので、連続する複数の列車の指定席券を一括ではご購入いただけません。

典／ご乗車いただいたお客様には｢記念乗車証｣をお渡しします！
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徳島県海陽町

園に指定されており、指定地域内にある竹ヶ島周
辺の竹ヶ島海域公園には珊瑚「エダミ
ドリイシ」が
群生しています。海面下には南国のカラフルな海
が広がっています。海水の透明度が極めて高く、
海洋自然博物館マリンジャムで運航されている海
中観光船ブルーマリン号の船底からは、
カラフルな
珊瑚礁を間近に観察することができます。

海陽町の食
大自然に囲まれた海陽町は食においても、地鶏
「阿波尾鶏」
をはじめ、
様々なグルメな食材が揃ってい
ます。
その中でも、秋の味覚代表が伊勢エビです。産
地というと三重県が有名ですが、海陽町も産地として
知られており、
９月中旬の解禁以降、町内の多くの宿
屋で伊勢エビ料理が振る舞われます。
また、ふるさと
納税の返礼品として、
高い人気を誇っています。

徳島県海陽町

海陽町は徳島県の最南端に位置し、
南東の海
岸線は太平洋を臨み、北は那賀郡、東は海部郡
牟岐町に、
西は高知県に隣接しています。
北部・西部にあたる山地は1,000メートルにおよ
ぶ緑豊かな山々がそびえています。
これらの山々
を水源として、海部川・宍喰川が太平洋に流れ込
んでいます。
海岸は数々の岬や入り江を有する美しいリアス
式海岸となっています。

【山】

海陽町の山は、
奥が深く、
手付かずの自然がそ
のまま存在しています。
これを代表する地域が、
中
部山渓県立自然公園に指定されている轟の滝周
辺です。轟の滝は、
日本の滝百選に選ばれ、
その
周辺の山は全体が滝の回廊のようで最上部まで
遊歩道が約1.5㎞あり、
大小様々な趣深い滝が連
続しており、
滝巡りを楽しめます。

そんな伊勢エビを堪能できるイベント
「宍喰伊
勢エビ祭り」が毎年10月、宍喰漁港で開催されま
す。
この祭りでは、先着で500杯の伊勢エビ味噌
汁が無料配布されるのをはじめ、会場内で伊勢
エビやとれたて地魚の即売、産直市が行われま
す。
また、
会場内にはバーベキューコーナーも設置
されており、
購入した新鮮な伊勢エビなどをその場
で焼いてお召し上がりいただけます。
ぜひ、宍喰伊勢エビ祭りにお越しいただき、海
陽町を代表する秋の味覚「伊勢エビ」
をご堪能く
ださい。

海陽町の自然
【海】
・
【山】
・
【川】、三拍子揃った雄大な自然に
囲まれた海陽町では、
他では体験できない自然の
魅力を全身で感じることができます。

【海】

海陽町の海は、深い藍色が特徴。黒潮と呼ば
れ、学校の校歌の歌詞に見られるほど地域に深く
根ざしています。
この特徴的な色は、海水の透明
度が高いため、太陽光の殆どが吸収されることに
より現れます。
また、
海陽町の海岸線は室戸阿南海岸国定公

【川】

海陽町を代表する川に平成の名水百選に選
ばれている清流海部川があり、多くの鮎が遡上し
てくることでも知られています。
この清流海部川の河口は有名なサーフィンス
ポットとして知られ、
県内外から多くのサーファーが
訪れます。海陽町からは、サーフィン世界大会優
勝者も輩出しています。

※今年の伊勢エビ祭りについては、新型コロナウ
イルス感染症により開催が未決定です。事前に海
陽町観光協会へお問い合わせください。
■お問い合わせ先：
海陽町観光協会 ☎0884-76-3050

四国満喫きっぷスペシャル
土曜・日曜・祝日を1日以上含む連続した3日間利用可能な「四国満喫きっぷス

■ 主なご利用条件

喫きっぷスペシャル」
とレンタカーをセットにした「四国満喫きっぷスペシャル
（レン

○JR四国線全線（宇多津〜児島間を含む）及び土佐くろしお鉄道線全線
の、特急列車及び普通列車の普通車自由席が乗り降り自由です。また、
阿佐海岸鉄道線全線と、JR四国バスのうち路線バス《大栃線、久万高
原線》にご乗車になれます
（高速バスには乗車できません）。

タカーセットプラン）」が10,500円でさらにおトクです。

○普通列車に乗車した場合であっても、差額の払いもどしはいたしません。

ペシャル」
を大人8,000円で発売しています。
これまでの「四国満喫きっぷ」
シリー
ズより5,000円値下げしました。
また四国を隅々まで満喫したい方には、
「四国満

鉄道とレンタカーを目一杯利用して、疲れた心を癒やす四国満喫の旅に出か
けてみませんか。
■ きっぷの名称

四国満喫きっぷスペシャル

■発 売 期 間

２０２０年９月２７日
（日）
まで

■ ご利 用 期 間

２０２０年９月２９日
（火）
まで

■お ね だ ん

大人お一人さま ８，
０００円（みどりの窓口販売） ８，
５００円（Ｗeb販売）

※ただしWeb販売は、
ご出発日の１ヶ月前からご出発日の６日前まで
※上記の期間のうち、土曜・日曜・祝日を１日以上含む３日間で利用可能です。
※２０２０年９月２７日
（日）
ご出発分まで発売いたします。
※小児は一律３，
０００円
※みどりの窓口販売は、
アンケートへのご協力を発売条件としています。
※小児は大人と同一行程の場合のみ発売とし、小児のみではご利用になれません。

○払いもどしは、全券片未使用で有効期間開始日前または有効期間内に
限り、発売箇所で承ります。手数料の金額は、払いもどしをお申し付けい
ただく係員にお問い合わせ下さい。
レンタカーセットプランは所定のレ
ンタカー券の取消手数料も別途に頂戴いたします。また、
レンタカー
セットプランのきっぷのみ、
またはレンタカー券のみの払いもどしはい
たしません。きっぷの使用開始後は、列車等の運行不能、遅延などいか
なる場合でも払いもどしはいたしません。
なお、Webでお申し込みのお客様につきましては、
「ＪＲ四国ツアー
Web申込センター」へきっぷをご返送いただく必要がございます。
（送
料はお客様負担となります）
○その他詳しいご利用条件については「JR四国ツアー」又は駅設置のチ
ラシをご覧下さい。

（レンタカーセットプラン） 大人お一人さま １０，
５００円（Ｗeb販売）
※小児は、上記プランをご利用ください。

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。

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

