
「しあわせぐるり、しこくるり。」観光キャンペーン・瀬戸大橋線開業 30 周年記念

「四国の鉄道写真 30 選 フォトコンテスト」の開催について

平成 30 年 4 月 24 日

ＪＲ四国では、「しあわせぐるり、しこくるり。」観光キャンペーンの開催ならびに瀬戸大橋線開
業 30 周年にあわせ、ゴールデンウィークから夏休みまでの期間に「四国の鉄道写真 30 選 フォト
コンテスト」を開催します。
車窓、風景、駅、列車の写真など、ＪＲ四国に関連した写真を募集します。ご応募いただいた

作品の中から、瀬戸大橋線開業 30 周年にちなんで「30 点」を審査選考し、入賞作品には賞品を
プレゼントします。なお、今回はインスタグラムアプリ限定応募とさせていただきます。
この機会にＪＲ四国をご利用いただき、皆様の素敵な写真を是非ご応募下さい。

１ 募集期間

平成 30 年 5 月 1 日（火）～8 月 31 日（金）

２ 募集部門 ※ＪＲ四国管内（土佐くろしお鉄道線及び阿佐海岸鉄道線を含む）

(１)鉄道からの車窓部門（列車からの風景写真）

(２)鉄道のある風景部門（列車や駅等と風景を組み合わせた写真）

(３)観 光 列 車 部 門（ものがたり列車、アンパンマン列車等の写真）

３ 審 査 員 ※7 名の審査員により各部門の審査選考を行います

(１)㈱おおず街なか再生館 代表取締役専務

街づくり写真家・観光プロデューサー 河野 達郎 様

(２)四国ツーリズム創造機構 事業推進本部長 山本 和弘 様

(３)｢四国４国立大学とＪＲ四国との連携協力に関する協定｣締結大学

(香川大学、愛媛大学、徳島大学、高知大学)の学生 各 1 名

(４)四国旅客鉄道㈱ 代表取締役社長 半井 真司

４ 部門及び賞品（計 30 点）

(１)鉄道からの車窓部門：計 10 点

■最優秀賞「ＪＲ四国ホテルズ賞」 1 点【ＪＲホテルクレメント高松ペア宿泊券(朝食付)】

□優 秀 賞「四国キヨスク賞」 9 点【四国キヨスクオリジナル nanaco カード 3,000 円分】

(２)鉄道のある風景部門：計 10 点

■最優秀賞 1 点【ＪＲ四国日帰り旅行商品ペアご招待】

□優 秀 賞「四国ツーリズム創造機構賞」9 点【四国の名産品詰め合わせ】

(３)観 光 列 車 部 門：計 10 点

■最優秀賞 1 点【ＪＲ四国観光列車ペアご招待(食事付)】

□優 秀 賞 9 点【ＪＲ四国旅行券 3,000 円分】

※写真の内容により、お申し込み部門を変更する場合があります。
(画像はｲﾒｰｼﾞです)



５ 応募要項

インスタグラムアプリ限定のご応募とさせていただきます。

(１)応募資格

プロ・アマチュアを問いません。※未成年者は保護者の同意を得た上でご応募下さい。

(２)応募方法

①インスタグラム公式アカウント「@JR 四国フォトコンテスト 2018」をフォローして下さい。

※英語版のインスタグラム公式アカウントは「jrshikoku_photocontest2018」です。

※フォローを外しますと応募が無効となりますのでご注意下さい。また、アカウントが

非公開設定の場合、写真が確認できないため応募対象外となります。

②各部門のいずれかのハッシュタグ(＃)を付けて投稿して下さい。

■鉄道からの車窓部門⇒「#jr 四国車窓」

■鉄道のある風景部門⇒「#jr 四国風景」

■観 光 列 車 部 門⇒「#jr 四国観光」

(３)ご応募にあたっての注意事項

線路内等の列車運行に支障をきたす場所、一般の方が立ち入り禁止となっている区域、

許可無く立ち入った私有地等からの撮影は行わないで下さい。入賞後であってもそれらの事

実が判明した場合は無効となります。その他、ご応募に関する詳細は専用 WEB ページをご覧

下さい。

※専用 WEB ページ(5 月 1 日(火)9 時公開) https://www.jr-shikoku-photocontest.com

６ 入賞発表

入賞者には、平成 30 年 10 月 1 日(月)以降順次インスタグラムアプリのダイレクトメッセージ

で通知し、氏名・住所等を確認のうえ(※1)、賞品を発送いたします。なお、入賞作品は 12 月末

頃までＪＲ四国ホームページに掲載するとともに、ＪＲニュース 11 月号でも発表する予定です。
(※1)入賞作品のオリジナルデータ（インスタグラムへ投稿前の高画質データ）をご提供いただくことが受賞条件となります。

７ その他

主催 四国旅客鉄道㈱

協賛 四国ツーリズム創造機構、㈱ＪＲ四国ホテルズ、四国キヨスク㈱



主催 四国旅客鉄道（株）　 協賛 四国ツーリズム創造機構、四国キヨスク（株）、（株）JR四国ホテルズ
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応募条件や注意事項など
詳しくは専用WEBページをご覧ください 

鉄道からの車窓部門 列車からの風景写真  窓枠越しのショットもGood!

鉄道のある風景部門 列車や駅等と風景の組合せの写真  あなただけの特別なスポットで!

観光列車部門 ものがたり列車やアンパンマン列車等の写真（車窓・風景問いません）

1
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部門 および 賞品

2018年10月1日（月）以降、当フォトコンテストのWEBページで発表いたします。結果発表

募集期間

応募方法

最優秀賞「JR四国ホテルズ賞」 1点 JRホテルクレメント高松ペア宿泊券（朝食付）
優秀賞 「四国キヨスク賞」 9点 四国キヨスクオリジナルnanacoカード 3,000円分

最優秀賞 1点 JR四国日帰り旅行商品ペアご招待
優秀賞 「四国ツーリズム創造機構賞」 9点 四国の名産品詰め合わせ

最優秀賞 1点 JR四国観光列車ペアご招待（食事付）　
優秀賞 9点 JR四国旅行券 3,000円分

四国の鉄道写真３０選 フォトコンテストキャンペーン事務局　4photocon@jr-shikoku.co.jpお問合せ

#jr四国車窓ハッシュ
タグ

#jr四国風景ハッシュ
タグ

#jr四国観光ハッシュ
タグ

瀬戸大橋線開業30周年記念「しあわせぐるり、しこくるり。」 観光キャンペーン・ 

www.jr-shikoku-photocontest.com

※画像はイメージです。

※写真の内容により、お申し込み部門を変更する場合があります。

JRホテルクレメント高松

四国キヨスク
オリジナルnanacoカード

インスタグラムアプリ
での応募に限ります。

JR Shikoku
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JR四国電話案内センター Tel.（0570）00-4592
（8：00～20：00 年中無休） （通話料がかかります）
※お忘れ物や列車の運行状況等については、駅にお問い合わせください。
※お客様がお使いの電話回線の種類によりご利用いただけない場合があります。
※フォトコンテストについては、専用アドレス（4photocon@jr-shikoku.co.jp）へお問い合わせください。列車の発着時刻、運賃・料金、当社で発売している「鉄道企画商品」

お問い合わせ内容

主なご利用条件週末乗り放題きっぷ
土曜日や休日等に、JR四国全線の特急列車自由席を
1日自由に乗り降りいただけるフリータイプのきっぷです。

●土曜日、休日、12月31日及び1月2日・3日に限りご利用いただけます。
※休日とは、日曜日、祝日、振替休日及び国民の休日をいいます。

●JR四国線全線（宇多津～児島間を含む）の特急列車・普通列車の普通車自由席及び、土佐くろしお鉄道線
（窪川～若井間）の普通列車の普通車自由席が乗り降り自由です。
●JR四国バスのうち、路線バス（大栃線、久万高原線）にご乗車いただけます（高速バスには乗車できません）。
●普通列車の普通車指定席またはグリーン車をご利用の場合は、それぞれ座席指定券、グリーン券を別途お買
い求めください。
●特急列車の普通車指定席またはグリーン車をご利用の場合は、乗車券部分のみ有効です。料金券を別途お
買い求めください。ただし、寝台車はご利用になれません。

●小児は大人の半額です。
●普通列車に乗車した場合でも、差額の払いもどしはいたしません。
●払いもどしは、未使用で有効期間開始日前または有効期間内に限り、手数料として660円をいただき、発売
箇所で承ります。

●使用開始後は、列車等の運行不能、遅延などによる場合でも払いもどしはいたしません。
●JR四国の主な駅、ワープ支店、駅ワーププラザ及び四国の主な旅行会社で発売いたします。

ご利用区間  おねだん（円） マルス有効期間

10,280 272131日間
四国旅客鉄道会社線全線
（瀬戸大橋線は児島まで含みます。）
土佐くろしお鉄道線（窪川～若井間）
ジェイアール四国バスの路線バス
（高速バスを除きます。）

●「ご本人様用」は、ご出発日（きっぷの有効期間開始日）がご利用のお客さまの誕生月の場合に発売いたし
ます。※お買い求めの際は、誕生月であることを示す公的証明書の提示が必要です。また、ご利用の際も、公
的証明書をご携帯ください。
例：お客様の誕生日が４月１日の場合・・・誕生月は「４月」なので、ご出発日が4月1日～30日である場合に、ご利用になれます。
〈ご出発日が誕生月で、有効期間が誕生月の翌月にまたがる場合〉・４月３０日～５月２日＝ご利用になれます。
〈ご出発日が誕生月の前月で、有効期間が誕生月にまたがる場合〉・３月３１日～４月２日＝ご利用になれません。
●「ご本人様用」のきっぷは記名式です。記名は発売窓口の係員が行います。
●「お連れ様用」は、「ご本人様用」をお持ちの方と全行程同一でご旅行される場合に、「ご本人様用」1枚につ
き3名様まで発売いたします。※「お連れ様用」は、「ご本人様用」と同時購入されるか、「ご本人様用」をご提
示いただいた場合に限り発売します。「お連れ様用」のみの単独発売はいたしません。また、「お連れ様用」は、
「ご本人様用」と同種のものに限ります（「グリーン車用」と「普通車自由席用」を混在させることはできません）。
●「ご本人様用」は、ご記名の方に限り有効です。ご利用の際は、誕生月であることを示す公的証明書をご携
帯ください。

●「お連れ様用」は、同種の「ご本人様用」をお持ちの方と全行程同一でご旅行される場合に限りご利用になれ
ます（「お連れ様用」のみでの利用はできません）。
●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が乗り
降り自由です。また、阿佐海岸鉄道全線と、JR四国バスのうち路線バス《大栃線（土佐山田～アンパンマン
ミュージアム前～大栃間）、久万高原線（松山～砥部～久万高原間）》にご乗車になれます（高速バスには
乗車できません）。

●「グリーン車用」は、発売箇所で乗車前に座席の指定を受けることで、JR四国線及び土佐くろしお鉄道線で
はグリーン車または普通車の指定席がご利用になれます。「グリーン車用」で座席の指定を受けない場合及
び「普通車自由席用」は、普通車自由席のご利用となります。※座席の指定を受ける際は、きっぷをご提示く
ださい。※すでにきっぷをお持ちの場合であっても、電話・インターネット等での座席の指定は行いません。
　※全車指定席の列車は、座席の指定を受けない場合は乗車できません。
●「普通車自由席用」で普通列車の普通車指定席またはグリーン車をご利用の場合は、それぞれ座席指定券、
グリーン券を別途お買い求めください。
●「普通車自由席用」で特急列車の普通車指定席またはグリーン車をご利用の場合は、乗車券部分のみ有効
です。料金券を別途お買い求めください。
●サンライズ瀬戸号には乗車できません。
●「グリーン車用」には、小児の設定はございません。「普通車自由席用」は、小児は大人の半額です。
●列車乗車後に有効期間を経過する場合は、途中出場しない限り、当該乗車列車のフリー区間内の最終着
駅までご利用になれます。

●普通列車に乗車した場合や、ご希望列車が満席などで「グリーン車用」で自由席等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。
●未使用で有効期間開始日前または有効期間内（「グリーン車用」で座席の指定を受けたときは、指定列車の
出発時刻までに取り消しを行った場合）に限り、手数料として、「グリーン車用」は880円、「普通車自由席用」
は660円をいただき、発売箇所で承ります。使用開始後は、列車等の運行不能、遅延などによる場合でも払
いもどしはいたしません。
●JR四国の駅のみどりの窓口、ワープ支店、駅ワーププラザ及び四国の主な旅行会社で発売いたします。

し こ く に

JR四国 検索

JR四国ホームページでもお知らせしています。
http://www.jr-shikoku.co.jp/

ご利用区間の特急
列車をご利用いただ
けます。

発売・利用期間を限
定して設定しています。

グリーン車指定席がご利用いただ
けます。座席の指定は、あらかじめ
「みどりの窓口」等でお受けください。

ご利用有効日数を
表示しています。

小児は大人の半
額です。

自由に何度でも乗り降
りできるフリー区間の設
定があるきっぷです。

JR四国ツアーWEB
でお買い求めいただ
けます。

「駅レンタカー特割プ
ラン」の対象です。

凡
例

バースデイきっぷ
お誕生月ならこちらが便利

誕生月の連続３日、ＪＲ四国全線と土佐くろしお鉄道全線の
特急列車が乗り降り自由になるきっぷです。
阿佐海岸鉄道全線とジェイアール四国バスの路線バス
（高速バス除く）もご利用になれます。
グリーン車用と普通車自由席用があります。

ご利用区間  おねだん（円）（お一人様あたり） マルス有効期間タイプ

13,000
利用開始日の属する月に、誕生日を迎える方 57763

57764

57765

57766

３
日
間
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ン
車
用

普
通
車
自
由
席
用

四国旅客鉄道
会社線全線

（瀬戸大橋線は児島まで
含みます。）

土佐くろしお鉄道線全線
阿佐海岸鉄道線全線
ジェイアール四国バス

の路線バス
（高速バスを除きます。）

主なご利用条件

フォトコンテストの写真撮影に便利なきっぷはこちら

ご本人様用

13,000

バースデイきっぷ「ご本人様用」をお持ちの方と
全行程同一で旅行される方

（「ご本人様用」1枚につき、3名様まで発売）

お連れ様用

9,500
利用開始日の属する月に、誕生日を迎える方

ご本人様用

9,500

バースデイきっぷ「ご本人様用」をお持ちの方と
全行程同一で旅行される方

（「ご本人様用」1枚につき、3名様まで発売）

お連れ様用

※グリーン車用 ※普通車自由席用

主なご利用条件四国フリーきっぷ
JR四国全線の特急列車自由席を連続3日何度でも
ご利用いただける、フリータイプのきっぷです。

●JR四国線全線（宇多津～児島間を含む）の特急列車・普通列車の普通車自由席及び、土佐くろしお鉄道線
（窪川～若井間）の普通列車の普通車自由席が乗り降り自由です。
●JR四国バスのうち、路線バス（大栃線、久万高原線）にご乗車いただけます（高速バスには乗車できません）。
●普通列車の普通車指定席またはグリーン車をご利用の場合は、それぞれ座席指定券、グリーン券を別途お買
い求めください。
●特急列車の普通車指定席またはグリーン車をご利用の場合は、乗車券部分のみ有効です。料金券を別途お
買い求めください。ただし、寝台車はご利用になれません。

●小児は大人の半額です。
●普通列車に乗車した場合でも、差額の払いもどしはいたしません。
●払いもどしは、未使用で有効期間開始日前または有効期間内に限り、手数料として660円をいただき、発売
箇所で承ります。

●使用開始後は、列車等の運行不能、遅延などによる場合でも払いもどしはいたしません。
●JR四国の主な駅、ワープ支店、駅ワーププラザ及び四国の主な旅行会社で発売いたします。

ご利用区間  おねだん（円） マルス有効期間

16,140 272003日間
四国旅客鉄道会社線全線
（瀬戸大橋線は児島まで含みます。）
土佐くろしお鉄道線（窪川～若井間）
ジェイアール四国バスの路線バス
（高速バスを除きます。）

8605391- 営販 -7801772
8608143- 営企 -8603151


