
「おでかけ。四国家 2021」キャンペーンの展開について

2 0 2 1 年 3 月 1 7 日

四国旅客鉄道株式会社

ＪＲ四国では、コロナ禍で低迷している四国の観光を元気にする取り組みとして、また、2021 年 10

～12 月に開催する「四国デスティネーションキャンペーン」の機運を盛り上げる取り組みの一環とし

て、「おでかけ。四国家 2021」キャンペーンを展開いたします。

キャンペーン期間中は、四国内の観光施設と連携した専用商品の発売やイベントの実施等を行ってま

いります。ぜひこの機会に四国の鉄道旅をお楽しみください。

１ キャンペーン概要

(1) 名 称 「おでかけ。四国家 2021」

(2) 実施期間 2021 年 3 月 26 日(金)～2021 年 9月 30 日(木)

※新型コロナウイルス感染拡大の状況により、キャンペーン期間及び内容は変更とな

る場合があります。

(3) キャンペーンロゴ

四国に見立てたデザインで明るい未来に向かって進もうとの

思いを込めています。

(4) 実施項目

① 列車で四国をぐるっと巡ろう！

② "今しか行けない"観光列車のキャンペーン特別企画に「さあ！でかけよう！」

③ 新型車両 2700 系に乗って高知へ行こう！

(5) キャンペーン特設ＷＥＢサイト

期間中の様々な企画、キャンペーン特別商品の情報など、最新情報を随時更新していきます。

・公開時期：2021 年 3 月下旬ごろ（準備でき次第）

・URL：https://www.jr-eki.com/odekake2021/index.html

(6) 安全に対する取り組み

① 車内は空調装置、窓や停車中のドア開け等により換気しています。

② 定期的に消毒をしています。

③ マスクの着用や会話は控えめにしていただくよう、車内放送等でお願いしています。



２ 実施概要

(1) 列車で四国をぐるっと巡ろう！

① 便利でおトクなきっぷの発売について

「四国を気ままにぐるっと巡りたい」、「旅先で思い立って少し足をのばしたい」。四国のご旅

行がもっと便利でおトクになる新商品を以下のとおり発売いたします。

ア 「おでかけ。四国家満喫きっぷ」 四国全域・レンタカーＯＰ有

ＪＲ四国線、土佐くろしお鉄道線、阿佐海岸鉄道線、ジェイアール四国バスの路線バス（高

速バスを除く）に、土・日・祝日を 1日以上含む連続した 3日間自由に乗り降りいただける「お

でかけ。四国家満喫きっぷ」を、大人 10,000 円で 4月 1日より発売します。

イ 「香川・徳島フリーきっぷ」 エリア限定・観光列車乗車可

香川県と徳島県のＪＲ四国線一部区間が連続した３日間自由に乗り降りできるほか、「四国

まんなか千年ものがたり」や「藍よしのがわトロッコ」に追加料金なしで各列車 1回ずつご乗

車いただける「香川・徳島フリーきっぷ」を大人 6,000 円で 4月 1日より発売します。

ウ 「四国西南周遊レール＆レンタカーきっぷ」 エリア限定・レンタカー込み

四国西南地区の愛媛県南予エリアと高知県奥四万十エリアのＪＲ四国線と土佐くろしお鉄

道線が自由に乗り降りできるほか、セットのレンタカー券でレンタカーが１回（１台・Ｓクラ

ス・24 時間、宇和島営業所または中村営業所のみ）ご利用いただける「四国西南周遊レール＆

レンタカーきっぷ」を大人 6,000 円で 4月 1日より発売します。

② おでかけ。四国家 2021 モバイルスタンプラリーについて

ＪＲ四国の駅や観光列車と沿線施設のスポットを巡りながらスタンプを集めることで鉄道旅

の楽しみの一つとなることを目的に、おでかけ。四国家 2021 モバイルスタンプラリーを実施し

ます。ＪＲ四国の駅や観光列車、沿線の観光施設などを巡りスタンプを集めると素敵な賞品が当

たります。この春は、四国を巡る鉄道旅をお楽しみください。詳細については、別紙 1をご参照

ください。

(2) “今しか行けない”観光列車のキャンペーン特別企画に「さあ！でかけよう！」

① トロッコ列車「藍よしのがわトロッコ」の 2021 年春の運行について

昨年 10 月に徳島線にてデビューし大変ご好評をいただいた、「藍よしのがわトロッコ」がパワ

ーアップをして 2021 年 3月 27 日(土)より再び運行いたします。

② ものがたり列車 春のアテンダント特別企画の実施について

「伊予灘ものがたり」、「四国まんなか千年ものがたり」、「志国土佐 時代の夜明けのものがた

り」の各ものがたり列車が運行する沿線には季節ごとに様々な花々が咲き誇ります。今回、春の

訪れを感じさせる桜が見頃を迎えることから、ものがたり列車では桜にちなんだ、アテンダント

の特別企画を実施しご乗車のお客様をおもてなしいたします。詳細については、別紙 2をご参照

ください。

③ 「四国まんなか千年ものがたり そらの郷ディナー」について

通常、昼間に運行している「四国まんなか千年ものがたり」を特別にディナーを楽しめる列車

として設定し旅行商品として発売いたします。「四国まんなか千年ものがたり」が走る土讃線は

トンネル区間が多いため車窓だけではなく、各テーブルに灯りを配置し暗がりでも車内を楽しめ

る工夫をしています。昼間とはひと味違う「四国まんなか千年ものがたり」をお楽しみください。

ア 設定日：5月 17 日(月)・6月 7日(月)・14 日(月) 計 3 団

イ 募集人数：46 名（最小催行人員 35名）
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ウ 旅行代金：18,000 円（消費税込み 大人一人あたり）※子供 500 円引き

エ 行程

多度津駅 琴平駅 阿波池田駅

（18：00 頃発） （18：30 頃発） （19：40 頃着）

多度津駅 琴平駅 阿波池田駅

（21：20 頃着） （20：40 頃着） （19：50 頃発）

※時刻は現時点の予定です。臨時列車のため変更となる場合があります。

オ 募集開始時期

WEB 先行発売：2021 年 3 月 28 日(日)

一 般 発 売：2021 年 4 月 01 日(木)

※ＷＥＢ先行発売で満席となった場合、一般発売は取り止める場合があります。

カ 発売箇所：ＷＥＢサイトＪＲ四国ツアー及び各ワープ支店・駅ワーププラザ

キ その他

新型コロナウイルス感染拡大の状況により、ツアーを取り止める場合があります。

ツアーについて詳しくは、ＷＥＢサイトＪＲ四国ツアー（3月下旬頃公開予定）をご覧くだ

さい。

④ その他

上記の企画以外にも観光列車を利用した様々な企画を検討しています。詳細が決まりましたら

別途お知らせいたします。また、キャンペーン期間中のものがたり列車は一部平日も運行してお

りますので運行日についてはホームページをご覧ください。

URL：https://www.jr-shikoku.co.jp/01_trainbus/event_train/index.html

(3) 新型車両 2700 系に乗って高知へ行こう！

① 土讃線 特急「南風」・「しまんと」の使用車両について

全席にコンセントを完備し、車内で無料 Wi-Fi もご利用いただける新型の 2700 系特急型気動

車が 2021 年 3 月 13 日のダイヤ改正より特急「南風」・「しまんと」に使用している全ての車両に

投入されました。

※2700 系特急型気動車は高知～中村間を走る特急「あしずり」の一部でも使用します。

② あじな散歩道「高知初がつおきっぷ」の発売について

鉄道とグルメがセットになったお得な日帰り旅行をテーマに発売している「あじな散歩道」に

新しい商品として「高知初がつおきっぷ」を設定いたします。高知県は一人あたりの鰹の消費量

が全国一で、古くから高知県民に愛されてきた鰹は春から初夏にかけて最初の旬を迎えます。

この商品は、ちょっとディープなスポットの土佐久礼駅最寄りにある「久礼大正町市場」の提

携店舗で利用できる3,000円の利用券と土佐久礼駅までのＪＲ券がセットになったお得な商品で

す。旬の初がつおを是非お楽しみください。

ア 設定期間：2021 年 4 月 1 日(木)～2021 年 6月 30 日(水)

イ 発 売 日：2021 年 3 月 26 日(金)

ウ 主な設定額：高知発 7,000 円 高松発 11,000 円 徳島発 11,000 円 松山発 18,000 円

※その他の設定区間・金額はＪＲ四国ツアーホームページよりご覧ください。

折り返し



「おでかけ。四国家 2021 モバイルスタンプラリー」について

JR 四国の駅や観光列車と沿線施設にあるスポットを巡りながらスタンプを集めることで四国の鉄

道旅を一層お楽しみいただくことを目的に、「おでかけ。四国家 2021 モバイルスタンプラリー」を実

施します。

１ 実施期間：2021 年 4月 1日(木)～6 月 30 日(水)

２ スタンプラリースポット：駅・列車・観光施設 23 箇所及びすまいるえきちゃん 1箇所

(1) 観光列車（5箇所）：伊予灘ものがたり、四国まんなか千年ものがたり、

0000 志国土佐時代の夜明けのものがたり、藍よしのがわトロッコ、

0000 しまんトロッコ

0000※観光列車のスタンプはご乗車のお客様のみ獲得できます。

(2) 沿線施設（8箇所）：丸亀城（丸亀駅）、四国鉄道文化館（伊予西条駅）、

0000 大洲城（伊予大洲駅）、歩危マート（大歩危駅）、

0000 ぜよぴあ（土佐久礼駅）、おさかな館（松丸駅）、井筒屋敷（引田駅）、

0000 阿波踊り会館（徳島駅）

0000※沿線施設の営業日・営業時間等の情報は訪問前にお客様ご自身で公式ホ

ームページなどから最新情報をご確認ください。

(3) 鉄道施設(10 箇所)：高松駅、多度津駅、新居浜駅、松山駅、宇和島駅、阿波池田駅、

0000 高知駅、須崎駅、徳島駅、阿南駅

※鉄道施設のスタンプは全て改札口内に掲出しています。掲出場所等につ

いては、駅係員へお尋ねください。

(4) お ま け（1箇所)：すまいるえきちゃん（イベント登場時のみ）

0 00000※すまいるえきちゃんが登場するイベントの情報は、以下の公式 Twitter

にて最新情報をご確認ください。

URL：https://twitter.com/Smile_Eki_Chan

３ 参加方法

(1) 「おでかけ。四国家 2021」特設 WEB サイト内にあるスタンプラリーのページより参加をお願い

いたします。参加料は無料です。

URL：https://www.stamprally.net/odekake2021

(2) 上記ラリースポットにある専用ポスターに記載されたQRコードをGPS位置情報の機能を使用し

ながら読み取るとスタンプを獲得できます。

※GPS 位置情報の機能を「オン」にしてご参加ください。位置情報の機能を使用していない場合

スタンプを獲得できません。

※Cookie の受入設定を「オン」にしてご参加ください。Cookie の受入設定が「オフ」の場合、ス

タンプの情報が保持されません。

※施設によっては入場料等が必要な場合があります。
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(3) スタンプが集まったら、応募フォームよりご希望の賞品にご応募ください。

※それぞれの賞には達成条件がありますのでご注意ください。

※複数の賞に応募することはできません。

(4) スタンプラリー終了後に抽選のうえ賞品をお送りいたします。（７月中旬以降）

※当選者の発表は賞品の発送をもって代えさせていただきます。

※すまいるえきちゃん賞の賞品は 9月頃に発送予定です。

４ 各賞および賞品について

(1) おでかけ。四国家賞＜30 名様＞

・応募条件・・・スタンプ全 23 個の獲得（すまいるえきちゃんを除く）

・賞品内容・・・四国の特産品詰め合わせ

(2) ＪＲ四国賞＜50 名様＞

・応募条件・・・観光列車＋沿線施設＋鉄道施設からスタンプ 16個の獲得

※観光列車、沿線施設、鉄道施設からそれぞれ最低 1個のスタンプが必要です。

・賞品内容・・・ものがたり列車お菓子詰め合わせ＜25 名様＞

ものがたり列車地酒おつまみ詰め合わせ＜25 名様＞

※賞品の応募は選択制となります。

(3) すまいるえきちゃん賞＜30名様＞

・応募条件・・・観光列車＋鉄道施設＋すまいるえきちゃんからスタンプ 6個の獲得

※観光列車、鉄道施設、すまいるえきちゃんからそれぞれ最低 1個のスタンプ

が必要です。

・賞品内容・・・すまいるえきちゃんフィギア

スタンプラリー限定オリジナルメタリックカラーver.

(4) 参加賞＜250 名様＞

・応募条件・・・観光列車＋沿線施設からスタンプ 3個の獲得

※観光列車、沿線施設からそれぞれ最低 1個のスタンプが必要です。

・賞品内容・・・8600 系スマホ・ペンスタンド

５ その他

おでかけ。四国家 2021 スタンプラリー参加にあたり、特設 WEB サイトに記載された注意事項を遵

守のうえ、お楽しみください。



別紙２

ものがたり列車 春のアテンダント特別企画の実施について

ものがたり列車が運行する沿線では桜が見頃を迎えます。ものがたり列車ではご乗車いただいたお客様に沿線

の美しい桜と春の訪れを感じていただくために、桜にちなんだアテンダント企画の特別イベントを開催します。

１ 実施期間

(1) 伊予灘ものがたり

２０２１年３月２６日（金）、２７日（土）、２８日（日）、４月 ２日（金）、３日（土）、４日（日）

(2) 四国まんなか千年ものがたり、志国土佐 時代の夜明けのものがたり

２０２１年３月２６日（金）、２７日（土）、２８日（日）、２９日（月）、

４月２日（金）、３日（土）、４日（日）、９日（金）、１０日（土）、１１日（日）

※定期運転と同じ区間、時刻で運転いたします。

２ ３つのものがたり列車共通イベント

(1) 特別徐行運転について

イベント期間中は、沿線の見頃を迎えた桜をご覧いただける区間を特別にゆっくりと走行いたします。こ

の季節しか観ることのできない美しい桜の景色を是非お楽しみください。

①伊予灘ものがたり

下灘駅付近、千丈駅付近での徐行に加え、喜多灘駅では全便停車し、駅ホームにて桜をご覧いただけま

す。

喜多灘駅の桜の様子 下灘駅付近の桜の様子

②四国まんなか千年ものがたり

黒川駅～讃岐財田駅間、佃駅～阿波池田駅間で徐行運転をいたします。

黒川駅～讃岐財田駅間の桜の様子 箸蔵駅付近の桜の様子

③志国土佐 時代の夜明けのものがたり

朝倉駅～伊野駅間、西佐川駅～佐川駅、吾桑駅付近で徐行運転をいたします。

朝倉駅～伊野駅付近の桜の様子

※天候等の影響により桜の開花時期とイベント期間に差違が生じる場合がございます。あらかじめご了承くださ

い。写真はイメージです。



(2) オリジナルカードのプレゼントについて

イベント期間中ご乗車のお客様には、桜をイメージした限定オリジナルカードをプレゼントいたします。

３ 期間限定料理の提供について

(1) 四国まんなか千年ものがたり「そらの郷紀行」

(2) その他

「四国まんなか千年ものがたり（しあわせの郷紀行）」、「志国土佐 時代の夜明けのものがたり」の事前予

約制のお料理では飾り切り（桜の花びら状）の食材を使用するなど、春を感じられる期間限定のお料理を提

供します。詳細は決定次第、HP 等でご案内いたします。

４ 期間限定メニューの販売について

(1) 四国まんなか千年ものがたり限定「さくらのフルーツポンチ」

(2) 志国土佐 時代の夜明けのものがたり限定「さくらモンブラン」

5 その他

きっぷの発売はご乗車日の 1ヶ月前から販売いたします。全国のみどりの窓口及び主な旅行会社にてお買い求

めください。

「そらの郷紀行」の事前予約制のお料理をご予約のお客様には、ウェルカムド

リンクとして桜のノンアルコールカクテルをご提供いたします。

※写真はイメージです。

春をイメージした桜色のシロップにフルーツをふんだんに使用した、目で楽し

むこともできるオリジナルカクテルを期間限定で販売いたします。

※数量限定販売で無くなり次第終了となります。あらかじめご了承ください。

※写真はイメージです。

さくらの香りがほのかに香るオリジナルモンブランを販売いたします。

是非ご賞味ください。

※数量限定販売で無くなり次第終了となります。あらかじめご了承ください。

※写真はイメージです。


