
JR 四国・松山市連携協定事業 
「伊予灘ものがたり」車内で松山市の伝統文化や食を楽しめる旅行ツアーを発売開始 
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  JR 四国では、2021 年 7 月に松山市と締結した「観光に関する連携協定」事業の一環として、観光列車「伊

予灘ものがたり」車内で松山市の伝統文化や食を楽しめる募集型企画旅行の発売を開始いたします。今回のツア
ーでは、松山市で採れた旬の食材をフルコース料理でご賞味いただく「伊予灘ものがたり～プレミアムダイニング～」
と、「伊予灘ものがたり」にご乗車いただきながら、俳人・家藤正人先生と共に松山市の伝統文化「俳句」をお楽しみ
ただける「伊予灘ものがたり～プレミアム俳句列車～」の 2 コースをご用意いたしました。 

 
 
 
 
 

                                    
 
 
 
 

松山で採れた食材を使用したフルコース料理（一例）              俳人・家藤正人先生による俳句体験   
（「伊予灘ものがたり～プレミアムダイニング～」）             （「伊予灘ものがたり～プレミアム俳句列車～」） 

 
 1.伊予灘ものがたり～プレミアムダイニング～ 
  ■ツアーのこだわりポイント  
  〇ヨーヨーキッチン！と Petit Paris（プチパリ）それぞれのシェフこだわりのスペシャルフルコースを堪能できま 

す。 
  〇今回は特別にシェフが車内に乗り込んで料理の盛り付けやご説明をさせていただきます。 
  〇「まつやま農林水産物ブランド」など、地元の素材をふんだんに使用した、愛媛の秋を感じるお料理をお楽

しみいただけます。 
  ■ツアー概要 
  【ご出発日】2021 年 10 月 11 日（月） 全 2 団  
   

【最少催行人員】各 18 名様 
   

【添 乗 員】同行（秋晴
しゅうせい

編：松山駅～伊予大洲駅 秋涼
しゅうりょう

編：伊予大洲駅～松山駅） 



  【食事条件】昼 1 回 
   

【旅行代金】18,000 円（四国各駅発着・大人お一人様あたり） 
   

【行 程】秋晴編：松山駅（10：33 発）⇒伊予大洲駅（12：57 着） 
           秋涼編：伊予大洲駅（13：30 発）⇒松山駅（16：02 着） 
    

【ツアー内容】伊予灘ものがたりご乗車後、秋晴編はヨーヨーキッチン・牛川シェフによるフルコース料理、 
秋涼編は Petit Paris（プチパリ）・近藤シェフによるフルコース料理をお楽しみいただきます。 

   
【販 売】2021 年 8 月 13 日（金）より JR 四国旅の予約センター、ワープ支店、駅ワーププラザで購 

入が可能です。 
 
【WEB 販売ページ】https://www.jr-eki.com/tour/brand/1-P62 

 
 
  2.伊予灘ものがたり～プレミアム俳句列車～ 
   ■ツアーのこだわりポイント  
   〇愛媛県出身の夏井いつき氏の長男、俳人・家藤正人先生を講師に初心者でも俳句と楽しく触れ合う

ことができます。 
   〇車内ではレストラン門田のフランス料理松花堂弁当、Petit Paris（プチパリ）のデザートをお召上がり

いただけます。 
   〇レトロモダンな列車に揺られ、ゆっくりとした時間を楽しんでいただけます。 

■ツアー概要 
   【ご出発日】2021 年 11 月 8 日（月） 
    

【最少催行人員】20 名様 
    

【添 乗 員】同行（松山駅～松山駅） 
    

【食事条件】昼 1 回、軽食（デザート）１回 
    

【旅行代金】20,000 円（四国各駅発着・大人お一人様あたり） 
    

【行 程】松山駅（10：33 発）⇒伊予大洲駅（12：57 着・13：30 発）⇒松山駅（16：02 着） 
    

【ツアー内容】松山駅集合後、伊予灘ものがたりにご乗車。車内にて家藤正人先生による俳句の作り方レ 
クチャーをお楽しみいただきます。レクチャー後、伊予大洲駅到着まではお食事をお楽しみ下
さい。折り返し、伊予大洲駅からは作句体験や家藤正人先生による俳句査定をお楽しみ
いただき、松山駅到着後、解散となります。 

   

https://www.jr-eki.com/tour/brand/1-P62


 【販 売】2021 年 8 月 13 日（金）より JR 四国旅の予約センター、ワープ支店、駅ワーププラザで 
購入が可能です。 

 
【WEB 販売ページ】https://www.jr-eki.com/tour/brand/1-P62 
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お申し込み・お問い合わせは、ＪＲ四国のワープ支店、駅ワーププラザ、ＪＲ四国旅の予約センターへどうぞ
※座席は予めこちらで指定させていただきます。座席のご希望や変更にはご対応しかねますので、ご了承ください※一部イベントや料理の内容等が変更となる場合があります※掲載の写真はすべてイメージです。

伊予灘ものがたりプレミアムツアー
俳都松山の伝統文化・食を楽しむ
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伊予灘ものがたり～プレミアム俳句列車～
愛ある伊予灘線の沿線風景と美味しい料理を楽しみながら
夏井いつきの長男、俳人・家藤正人先生と共に俳都松山の
「俳句」を学びます。

HSKGBT067D

2021年１１月８日（月） 限定1団

20,000円

出発日

四国内発着
大人お一人様

※JR四国１日間フリーきっぷ（特急列車自由席利用）付き！
※こどもの設定はありません
※JR四国ジパング俱楽部会員様は旅行代から2,000円引き

●最少催行人員/ 18名様　●食事条件/昼１回・軽食（デザート）１回
●添乗員/同行します（松山駅～松山駅）
●旅行代金

家藤 正人
愛媛県出身。1986年1月20日、俳人・夏井いつきの長男として
生まれる。
愛媛大学卒業後、本格的に俳句に携わり、夏井いつきの句会
ライブにてアシスタント経験をつむ。
現在は講師・選者・俳句イベントの司会など、マルチに活動すると
共に句作に励んでいる。

株式会社夏井＆カンパニー所属
俳句列車
特別講師

デザート（ケーキセット）伊予灘ものがたり外観

昼食イメージ

67D

家藤 正人
愛媛県出身 1986年1月20日 俳人 夏井 き 長男とし

株式会社夏井＆カンパニー所属
俳句列車
特別講師

伊予灘の穏やかな景色と美味しい食事を楽しみながら
思い出の一句を作成
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秋晴編（松山駅⇒伊予大洲駅） 秋涼編（伊予大洲駅⇒松山駅）

12：57着 13：30発 16：02着

伊予灘ものがたり
～プレミアムダイニング～

伊予灘ものがたり
～プレミアムダイニング～

伊予灘ものがたり～プレミアムダイニング～
シェフ自ら同乗しふるまう、まつやま農林水産物ブランドを
使ったスペシャルフルコース料理をご堪能ください。 秋晴HSKGBT062D

秋涼HSKGBT063D

2021年１０月１１日（月） 下り・上り各1団
●最少催行人員/各18名様　●食事条件/昼１回
●添乗員/同行します（秋晴編：松山駅～伊予大洲駅、秋涼編：伊予大洲駅～松山駅）

18,000円四国内発着
大人お一人様

出発日

●旅行代金 ※JR四国１日間フリーきっぷ（特急列車自由席利用）付き！
※こどもの設定はありません
※JR四国ジパング俱楽部会員様は旅行代から1,500円引き
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伊予灘の穏やかな景色と美味しい食
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）付き！

円引き

ヨーヨーキッチン！
大洲編担当秋晴編料理

Petit Paris
道後編担当秋涼編料理

まつやまブランド食材や、
正岡子規が愛した料理を
使用したコース料理と
なっております。
ぜひご賞味下さい。 

松山産の和の食材をフレン
チの手法で調理した､お箸
でも召し上がっていただけ
るフレンチ料理を伊予灘で
お楽しみください。

秋

～秋晴編・秋涼編専用の特別料理をご用意～
しゅうりょうしゅうせい
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この景色、この食事、この体験。全てわたしのためにある。
全「ものがたり列車」貸切運行。観光列車で巡る四国の旅

コース共通
特別企画

創業390年以上の歴史を誇る道後一の老舗旅館
「ふなや」の和食料理長をつとめる。
地産地消と旬にこだわり選りすぐった食材で丹念に
仕上げた一夜限りの特別ディナーを演出いたします。

スペシャルディナー提供

老舗旅館「ふなや」和食料理長 久保田 昌司
く　ぼ　た しょうじ

３つの観光列車（ものがたり列車）は普段とは違う内容での貸切運行！

四国ならではの勝景と美食満喫コースコースコースコ スコココ スコ スコ スコ スコ スコース
B

四国ならではの歴史と美食探訪コースコースコーススススコ ススススコ スコ スコース
A

旅行代金（四国内発着・お一人様）
2名様以上
1室利用
※1名様1室利用はAコース＋16,000円、Bコース＋32,000円
198,000円

貸切の松山城を眺めながら
一夜限りの野外スペシャルディナー

◎観光地別に２つのコースを設定

列車（ものがたり列車）は普段
夜間運行＆特別阿波懐石

違う内容での貸切運行！
土佐くろしお鉄道ごめん・なはり線特別運行

このツアーはこの広告での募集を行っていません。詳しくは、ウェブサイト「ＪＲ四国ツアー」または「専用パンフレット」をご覧ください。

３つのの観光列
初代車両最後の“四福の物語編 ”＆特別料理

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

JR四国・松山市連携協定事業

8615695ー営商ー7849679

ご参加のお客様がパンフレットに明示した最少催行人員に満たない場
合､当社は旅行の催行を中止する場合があります｡
この場合､旅行開始日の前日から起算してさかのぼって3日目にあたる
日より前に連絡させていただき､お預かりしている旅行代金の全額をお
返しします｡

旅行の催行について

お申し込み・お問い合わせは、ＪＲ四国旅の予約センター、ワープ支店、駅ワーププラザへどうそ

https://www.jr-eki.com/

電話でのお申込み

お問い合わせ・お申し込みは（受託取次）


