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〜出発！ 藍よしのがわトロッコ〜
新しい観光列車「藍よしのがわトロッコ」
が徳
島駅〜阿波池田駅間で、
１０月１０日
（土）
より
運行を開始しました。
外観の、白から深い藍色へと染まっていくグラ
デーションは吉野川の流れを表現しており、藍
の絞り染めをイメージした水玉模様が随所にあ
しらわれています。
また、ヘッドマークには徳島県
阿南市の書家、天羽 汕景
（あもう さんけい）
様
の手掛けた
「藍」の文字が使用されており、徳島
の魅力を表したデザインになっています。
吉野川をはじめ、徳島線（よしの川ブルーラ
イン）
沿線の自然豊かな美しい景色を眺めなが
ら、
さわやかな風を感じられる
「藍よしのがわト
ロッコ」。
この機会にぜひご乗車いただき、徳島
の魅力を全身で感じ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
高松駅

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

２７００系特急形気動車がローレル賞を受賞しました。
ＪＲ四国の２７００系特急形気動車が、優れた技術やデザインを
備えた車両に贈られる
「鉄道友の会ローレル賞」に選ばれ、
１０月３
日
（土）高松駅で記念式典が行われました。当社の車両では１９９０
年に２０００系「ＴＳＥ」が受賞して以来、
３０年ぶり３度目のローレル
賞受賞となります。
「鉄道友の会」の須田会長からは「究極の気動車」
とのご講評
を頂きました。
現在、
２７００系は主に「高徳線」
と
「土讃線」の特急列車として
使用しています。通勤やご旅行の際に、是非ご利用下さい。
※高徳線・土讃線では２７００系以外の車両も特急列車で運行しています。

検索

e5489

検索

2020年11月１日
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ＪＲ高知駅前に「ＪＲクレメントイン高知」が開業！
2020年11月28日(土)、高知駅前に
「ＪＲクレメントイン高知」
が開業します。
「安心、快適、少しの贅沢」
というクレメントインのブランドコンセプトのもと、高知の玄
関口のロケーションを活かし、県産木材をはじめ、土佐和紙や土佐漆喰等の伝統素材を
用いて 高知らしさ を表現したホテルでお客様をお迎えいたします。
客室は
「サータ製ポケットコイル式ベッド」
の採用、各階に
「選べる枕コーナー」
を設
け、快適な寝心地をサポートします。高知にお出かけの際はぜひご利用ください。

【期間限定・特別価格の開業記念プラン ご予約受付中】

2020年11月28日(土)〜2021年2月28日(日)ご宿泊分まで、
シングル 5,500円〜、
ツイン10,000 円〜(各税込)で公式サイトから予約受付中です。
クレメントイン高知

ロビー
（イメージ）

外観
（イメージ）

シングル客室
（イメージ）

■ホテルDATA
○所在地：高知市北本町一丁目10番59号
○客室数：187室
（全室禁煙）
（シングル131室、
ツイン56室）
○併設施設：居酒屋｢エキマエノ駱駝｣
ビジネスラウンジ
○運営会社：(株)ＪＲ四国ホテルズ

ツイン客室
（イメージ）

ネットショッピングサイト「産直ステーション夢四国」のご案内
JR四国通信販売事業ではネットショッピングサイト
「産直ステーション夢四国」
を運営しており、四国
の旬の産直品をみなさまにお届けしています。
これからの季節はみかんや、海産物、四国ブランド肉、年越し用のうどんなど、今手に入れたい商品を
取りそろえているほか、
しょうゆ豆やみかんジュースなど定番のお土産もご用意しています。
みなさまに旬の食材をお届けするために、
スタッフ自ら生産地に足を運んで厳選しておりますので、
生産者の愛情が詰まった各商品を是非一度お買い求めください。
愛媛
甘酸っぱくて、
コクがある!
温州みかん
（約3㎏）
（11月中旬〜12下旬）

愛媛

香川

ゼリーのような果肉が
たまりません!

偶然生まれた
日本一紅いみかん!

紅まどんな
（約2.5㎏）
（12月上旬〜12下旬）

￥３，
９００

小原紅早生
（約2.5㎏）
（11月中旬〜12中旬）

￥７，
０００

高知
濃厚かつ、
ジューシー!
山北みかん
（約5㎏）
（10月下旬〜12上旬）

￥５，
２８０

高知

高知

青くても
完熟してます!

ユニークな形が
特徴です!

水晶文旦
（約3㎏）
（11月中旬〜1中旬）

￥５，
４００

温室しらぬひ
（約5㎏）
（12月下旬〜5初旬）

￥５，
４００

￥５，
４００

※ご紹介は取り扱っている柑橘商品の一部です。商品代金は税・送料込み表示です。

ご注文は

お電話

サ ー サ ー

シ

コ

ク

ニ

0120-33-4592
営業：月〜金9：00〜17：00

FAX

087-823-4431
24時間受付中

郵便

760-0011
香川県高松市浜ノ町 8-33

ＪＲ四国カタログショッピング ステ−ション係

インターネット

https://www.sanchoku-shikoku.jp/
産直ステーション夢四国

スマホでもお買い物できます。
2次元バーコード
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「今だから行きたい四国旅！観光列車で巡るおでかけ。
四国家ラリー」を開催します！
「藍よしのがわトロッコ」
が10月より徳島線にデビューし、観光列車を乗り継いで四国の旅を楽しんでいただくことができるようになりました。そこで3つのもの
がたり列車と2つのトロッコ列車に乗ってスタンプを集めていただくと、素敵な賞品が当たる
「今だから行きたい四国旅！観光列車で巡るおでかけ。四国家ラリー」
を開催いたします。

(1) 開催期間

(5) 賞品
ご応募いただいた方の中から抽選で素敵な賞品が当たります。
各賞及び応募条件は以下のとおりです。

2021年2月28日(日)まで

※ただし、
「しまんトロッコ」
・
「藍よしのがわトロッコ」
は11月29日(日)までの運行です。

■「観光列車で巡るおでかけ。四国家ラリー」賞品一覧

(2) スタンプラリー対象列車
（全5列車12便）

賞
条

件

スタンプ数

参加賞

おでかけ。四国家賞

パーフェクト賞

ものがたり列車
1列車以上と
トロッコ列車
1列車以上に乗車

対象列車の中から
5便以上乗車

全列車全便乗車

5個以上

12個すべて

2個以上

《沿線店舗商品》

オリーブオイルと
こんぺいとう

達成証明書

［香川県］
資生堂パーラー
神椿様

●伊予灘ものがたり 大洲編・双海編・八幡浜編・道後編
●四国まんなか千年ものがたり そらの郷紀行・しあわせの郷紀行
●志国土佐 時代の夜明けのものがたり 立志の抄・開花の抄
●しまんトロッコ 1号・2号
●藍よしのがわトロッコ さとめぐみの風・かちどきの風

オリジナル
缶バッジ
賞

品

(3) スタンプラリー用紙配付箇所

半田
手延べめんと

ふちみょうちゃ

渕名茶

［徳島県］
一般社団法人
そらの郷様

オリジナル
ピンバッジセット
（非売品・限定品）

宇和島真珠ボールペン

［愛媛県］
宇和島
真珠会館様

各観光列車車内に設置してある
スタンプラリー用紙をおひとり様につき
1枚お取りいただきご参加ください。

オリジナル
クリアファイル

［高知県］
株式会社ハマヤ様

(4) スタンプの押印について
各観光列車の各便の車内にて申告のあったお客様に対して、
アテン
ダントまたは車掌がロゴマーク入りのチケッターをスタンプラリー
用紙内の該当箇所へ押印します。

（トロッコ列車につきましては、車掌による車内改札時にお申し出ください。）

高知県産商品
詰め合わせ

当選数

応募者全員

抽選で40名様
（各県10名様）

オリジナル缶バッジ

オリジナル
クリアファイル
応募者全員

※「おでかけ。四国家賞」
にご応募いただいた方で、
「参加賞」の条件をクリアした方、及び「パーフェクト賞」
にご応募
いただいた方には
「オリジナル缶バッジ」
と
「オリジナルクリアファイル」
をもれなくプレゼント致します。
※
「パーフェクト賞」
にご応募いただいた方は、
「おでかけ。四国家賞」
への抽選の権利がございます。
※
「おでかけ。四国家賞」
の抽選、及び各賞賞品の発送は、応募締切後に一斉に行います。
※画像は全てイメージです。

◎応募について

◎抽選結果の発表

① 応募資格／対象の観光列車にご乗車のお客様で、右記の各賞の
応募条件を満たす場合にご応募いただけます。
② 応募方法／ものがたり列車車内及びＪＲ四国の駅の窓口でお渡しいただくか、
郵送してください。
（郵送の場合、切手代はお客様負担となります）

③ 応募締め切り／2021年3月5日(金)

郵送の場合、当日消印まで有効

発表は賞品の発送をもって代えさせていた
だきます。
また送っていただいたスタンプラリー用紙は、
抽選終了後にご応募いただいたお客様へ
お返しいたします。
※スタンプラリーの詳細は、主な駅設置の
「今だから行きたい四国旅！観光列車で巡るおでかけ。
四国家ラリー」
のチラシやwebサイト
「おでかけ四国家」
ページをご覧ください。

赤羽国土交通大臣が、四国まんなか千年ものがたりに乗車。
２０２０年９月１９日
（土）
〜２０日
（日）
、広島県・愛媛

県・香川県の各地を赤羽国土交通大臣が視察され
ました。その一環で、
ＪＲ琴平駅構内の観光列車専用
ラウンジ
「ＴＡＩ
ＪＵ」
を訪れ、その後、琴平駅から多度
津駅まで
「四国まんなか千年ものがたり」
にご乗車
されました。途中の停車駅では地域の方によるお手
振りなど、
ご乗車されたお客様に行っている
「おも
てなし」
を実際に体験されました。
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◇JR伊予西条駅前でE-Bikeレンタル開始！

愛媛県西条市

◇西日本最高峰
「石鎚山」
の麓･水の都 西条市

石鎚連峰を背にする西条市は、市街地では名水百選にも選出された地
下水が自噴している「水」が全国的に有名な風光明媚な土地です。近年
では「水の循環が感じられるアウトドアのまち」を目指し、アウトドア活動の促
進による地域経済の活性化を進めています。

◇アウトドア活動拠点施設
「モンベルアウトドアオアシス石鎚」

「アウトドアのまち」を目指し、㈱ソラヤマいしづち※では、JR 伊予西条駅
前の西条市観光交流センターにて、E-Bike（イーバイク）
のレンタサイクルを
開始しました。
E-Bike とは、ヨーロッパ諸国で大きな広がりをみせ、日本でも急速に注目
を集めている電動アシスト付きスポーツタイプの自転車です。体力に自信がな
い方でも急な坂道コースや長距離のサイクリングを楽しめます。
西条市にお越しの際には、誰でも気軽に楽しめる新しいツール、E-Bike
でぜひ快適なサイクリングをお楽しみください。
※㈱ソラヤマいしづちはいしづちエリア(西条市、久万高原町、いの町、
大川村)の観光サービスを開発、販売する会社です。
ソラヤマいしづち

◇四国最大級の自然共生型アウトドアパーク
「フォレストアドベンチャー西条」
春は桜、秋は紅葉、川のせせら
ぎや深い緑。豊かな森林を活用し
たフィールドアスレチックに加え、日
本初のアクテビティが満載の施設で
す。
清流「大明神川」をまたいだジッ
プスライドによる空中散歩や森を抜
けだして日本庭園の桜並木をくぐる
クライマックス、絶景「ジャパンジップ」
はここだけの感動体験！
開放的な大自然の中で、日常を
離れてリフレッシュ
するのにぴったり
です。

アウトドア総合ブランド「モンベル」のストアやクライミン
グ体験ができる施設です。石鎚山登山のための情報収
集や登山用品調達をはじめ、キャンプ、サイクリング、
カヤッ
クなどのアウトドア活動が好きな多くの方に楽しんで頂けま
す。敷地内には産直市場・カフェ、近隣にはキャンプ場
や温泉施設もあり、幅広く活用できます。
この施設を拠点として、西条市の有する海抜 0ｍから
石鎚山山頂 1,982ｍまでの広大なフィールドを活用した、
多くのアウトドアアクティビティをぜひお楽しみください。
【お問合せ先】
■西条市役所 産業経済部観光振興課 ☎0897-56-5151
■アウトドアオアシス石鎚
☎0898-76-3111
（代表）
■株式会社ソラヤマいしづち
☎0897-47-6030
■フォレストアドベンチャー西条
☎090-2820-5520

モンベルアウトドア
オアシス石鎚

フォレストアドベンチャー西条

四国満喫きっぷスペシャル プラス
JR四国では、10月より引き続き「四国満喫きっぷ」シリーズ特別編として「四国満喫きっぷ ４ その他
スペシャル プラス」を発売します。土・日・祝日を含む連続3日間、JR四国線はもちろん、土佐く
今だけ！
「選べる おトクーポン券」付き！
ろしお鉄道線や阿佐海岸鉄道線、
ジェイアール四国バスの路線バスにも乗り降り自由です。
※小児には「選べる おトクーポン券」は付きません。※下記のうち、いずれかお一つお選び下さい。
さらに、駅から離れた観光スポットへの移動に便利でおトクな「レンタカーセットプラン」もご
「四国旅ぱす。」ポイント引換券
用意しておりますので、鉄道とレンタカーを目一杯活用して、疲れた心を癒やす四国満喫の旅 （1）
2,500円6ポイント分が利用可能です。
に出かけてみてはいかがでしょうか。
※「四国旅ぱす。」はきっぷ本券の有効期間中にポイント交換が可能です。
※施設ランクにより1回あたりの必要ポイントが変動します。

１ 発売期間
２０２０年１０月１日（木）から２０２１年１月２９日（金）
まで

※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

２ ご利用期間

２０２０年１０月１日（木）から２０２１年１月３１日（日）
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。
※２０２１年１月２９日
（金）
ご出発分まで発売いたします。
※ただし、2020年12月31日〜2021年1月3日間の「四国満喫きっぷ
スペシャル プラス
（レンタカーセットプラン）」の設定はありません。

３ おねだん

（2）
「四国キヨスク1,000円利用券」
四国内のキヨスク店舗（セブン-イレブンKiosk、おみやげどころ、銘品館）
にて
ご利用いただけます。会計時に1,000円分の金券として使用可能です。
※イオン高松東店では使用できません。

５ 発売箇所
○ みどりの窓口販売：JR四国の駅のみどりの窓口、ワープ支店、駅ワーププラザ
○ WEB販売：JR四国ツアー

大人お一人さま １０，
０００円（みどりの窓口販売） １０，
５００円（ＷＥＢ販売）
※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。

Ｗｅｂサイト
「JR四国ツアー」
（http://www.jr-eki.com/） JR四国ツアー
検索
※会員登録が必要です。
※その他きっぷの詳しい内容やご利用上の注意点は、主な駅設置のチラシや、webサイト
「ＪＲ四国ツアー」でご確認下さい。

（レンタカーセットプラン）大人お一人さま １２，
５００円（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

