
ＪＲ四国列車運行情報
https://www.jr-shikoku.co.jp/info/select/index.html

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

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。

受付時間（年中無休）
8：00～20：00
通話料がかかります。

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

（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。）

JR四国電話
案内センター 0570-00-4592

し　こ　く　に

京都鉄道博物館

2022年 月号
No.413
3

～京都鉄道博物館「初代 伊予灘ものがたり」特別展示～
　２０２１年１２月２７日に運行を終えた、初代「伊予灘
ものがたり」が瀬戸大橋を渡って「京都鉄道博物館」
に入り、最初で最後の特別展示が開催されています。
　２０１４年にＪＲ四国初の本格的な観光列車とし
て誕生し約７年半の間、ご乗車のお客様やおもて
なしをして下さった沿線地域の皆様に愛される列車
として運行してきました。そして、２０２２年４月２日に
は新車両となった新たな「伊予灘ものがたり」がデ
ビューします。
　特別展示では、高画質４Ｋで撮影した車窓映像
を窓の外に映写し車内からご覧いただける「体感！
伊予灘ものがたり」が３月１２日・１３日に予定され
ており、まるで乗車しているかのような体感イベント
です。
　この博物館は、その他にもたくさんの貴重な列車
や鉄道を「見る、さわる、体験する」ことができます。
　この機会にぜひ「京都鉄道博物館」をお楽しみ
下さい。

e5489詳しくは 検索

おトクなきっぷや、主な駅の情報など

JR四国ツアー 検索

JR四国ソーシャルメディア公式アカウント

ソーシャルメディア

JR四国ニュースNo.413

JR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。

係員が常駐しない駅も、
お客様に気持ちよくご利用いただくために
設備の点検や維持を行っています。
係員がいないからこそ、
ご利用しやすく、安心できる駅をお届けします。

「安心」できる駅をお届けします

J R 四国の取り組み

「安心して」「喜んで」「末永く」ご利用いただくために

　　　　

　「おきゃく」とは高知の言葉で「宴会」の
こと。家族も友人も初めて会った人も分け
隔てなくもてなし、ともに美味しい料理と酒
を囲む文化です。

　「おきゃく」で欠かせないのが高知の伝統
料理として知られる皿鉢料理。
　「土佐の『おきゃく』」は街を一つの大皿

に見立てて大小の料理を盛り付けるように、酒宴だけではなく、スポーツ・漫画・
アート等様々なイベントが結びついた集合体です。

食の祭典 南国土佐皿鉢祭
　高知を代表する郷土料理「皿鉢料理」をはじめ、活け造りや中華・西洋料理
を一堂に展示。職人たちが丹精込めて作り上げた作品からは、繊細さとダイナ
ミックさが感じられます。
◎場所：大橋通り商店街
※3月6日（日）開催予定の「第54回南国土佐皿鉢祭」は、新型コロナウイルス感染症の影響により中止となりました。

詳しくは、ＪＲ四国ホームページ 　　　　　　　　　　をご覧ください。ＪＲ四国ツアー 検索

快て～き回数券発売中
現在お持ちの「定期券」とあわせてお使いいただくことで、特急列車自由席をご利用いただける１８枚つづりの回数券です。
時々、特急列車で通勤・通学されたい方にピッタリです。

ここに人あり自由あり。

　「土佐の『おきゃく』2022」は新型コロナウイルスの感染状況から、日程を分散
して開催致します。
　3月の開催イベントは「おびさんマルシェ」、「ニンジャマックス・ジャンピング
MAX」、「HAPPY WOMAN KOCHI」を現時点で予定しております。その
他のイベントに関してはホームページをご覧ください。
　たくさんの魅力が詰まった高知のイベントを是非満喫してください。
◎場所：高知県高知市中心街ほか
※感染状況によっては、中止、イベント内容の一部変更がございます。
　随時ホームページでご確認をお願いいたします。
※参加される場合は、感染対策を行ったうえでご参加をお願いいたします。

▲コロナ禍前のイベントの様子です。

■お問い合わせ先
　南国土佐皿鉢まつり実施運営委員会事務局（高知市観光協会）
　☎088-823-4016

■お問い合わせ先
　土佐の「おきゃく」事務局
　☎088-823-0989
　https://tosa-okyaku.com 

お手持ちの【定期券】に特急券をプラス！

発売期間
ご利用期間
有効期間
発売箇所

通年
通年
発行日から１ヶ月間
ＪＲ四国の主な駅

◆回数券１８枚と表紙券１枚をセットとし、１冊単位で発売します。
◆定期券との組み合わせで、特急列車自由席をご利用いただけます。
◆定期券と同時にお使いいただく場合に限り有効です。
◆特急列車乗車区間が営業キロ１５０キロまでの場合に発売いたします。
◆ご利用区間はＪＲ四国線内に限ります。
◆１枚ずつご利用いただけます。
◆有効期間開始日の変更はいたしません。
◆小児の設定はございません。
◆途中駅で下車した場合は前途無効です。
◆払いもどしは、表紙券があり、全券片未使用で有効期間内の場合、
　手数料として220円をいただき、発売箇所で承ります。

主なご利用条件

　　1㎞～  ２５㎞   　５，４００円
　　　　　２６㎞～  ５０㎞   　８，４６０円
　　　　　５１㎞～１００㎞　１９，２６０円
　　　　１０１㎞～１５０㎞　２５，２００円

（1枚あたり    300円）
（1枚あたり    470円）
（1枚あたり 1,070円）
（1枚あたり 1,400円）

料　金　

高知県高知市
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●運転日：３／４、５、１１、１２、１８～２０、２５、２６
　　　 　  ４／１、２、８、９、１５、１６、２２、２３、２８～３０
　　　 　  ５／２～４、６、７、１３、１４、２０、２１、２７、２８
　　　 　  ６／３、４、１０、１１、１７、１８、２４、２５

列　車　名種別

サンライズ瀬戸

発　駅
東　京

（２１：５０）
高　松
８：０２

琴　平
８：３９

着　駅 途中停車駅

（延長区間内停車駅）
多度津・善通寺

特
　急

春の臨時列車運転のお知らせ春の臨時列車運転のお知らせ
　ＪＲ四国では、春の期間（３月～６月）に臨時列車の運転を行います。
　新型コロナウイルス感染症拡大防止対策として、駅係員及び乗務員のマスク着用、列車内の換気や消毒等を実施しております。
引き続き、お客様に安心してご利用いただけるよう努めてまいります。

トロッコ列車トロッコ列車

瀬戸大橋
アンパンマントロッコ３号

　潮風を浴びながら瀬戸内海の絶景が楽しめる「瀬戸大橋アンパンマントロッ
コ」を高松駅～岡山駅間、琴平駅～岡山駅間で１日各１往復運転いたします。

｢瀬戸大橋アンパンマントロッコ｣を運転

●停車駅：瀬戸大橋アンパンマントロッコ２、３号　端岡、鴨川、坂出、児島
　　　　      瀬戸大橋アンパンマントロッコ１、４号　善通寺、多度津、丸亀、宇多津、児島
●定   員：４８名　全車グリーン車指定席
●運転日：３／１９～３１　
　　　　　４／１～１０、１７、２３、２４、２９、３０
　　　　　５／１～８、１４、１５、２１、２２、２８、２９
　　　　　６／４、５、１１、１２、１８、１９、２５、２６

瀬戸大橋
アンパンマントロッコ１号

瀬戸大橋
アンパンマントロッコ２号

瀬戸大橋
アンパンマントロッコ４号

着駅時刻列　車　名 発駅時刻
トロッコ乗車区間

降車駅時刻乗車駅時刻

１４：５４
岡　山
１０：４４
岡　山
１７：２３
高　松
１３：０９
琴　平

１４：０４
児　島
１０：０５
児　島
１６：３３
坂　出
１３：０９
琴　平

１３：１６
琴　平
９：４３
坂　出
１６：１１
児　島
１２：１０
児　島

１３：１６
琴　平
９：１３
高　松
１５：２１
岡　山
１１：１８
岡　山

下
り

上
り

　徳島線・徳島駅～阿波池田駅間に、徳島の文化や歴史、地元の食を吉野川に
吹き抜ける風とともに体感していただくトロッコ列車「藍よしのがわトロッコ」
を、１日１往復運転いたします。

｢藍よしのがわトロッコ｣を運転

　しまんとグリーンライン（予土線）に、清流四万十川の美しい景観を楽しめる
「しまんトロッコ」を定期列車にトロッコ車両を連結して、１日１往復運転いたし
ます。

｢しまんトロッコ｣を運転

サンライズ瀬戸 延長運転サンライズ瀬戸 延長運転

　東京駅発の寝台特急｢サンライズ瀬戸｣を金曜、休日前の３９日間、琴平駅
まで延長運転いたします。

金刀比羅宮参拝に便利　東京駅発｢サンライズ瀬戸｣を琴平駅まで延長運転

徳
島
線

●トロッコ乗車区間：しまんトロッコ１号　土佐大正～江川崎駅間
　　　　　　　　　 しまんトロッコ２号　江川崎～土佐大正駅間
●停車駅：各駅停車　
                    ※しまんトロッコ１号は、窪川駅１３時２１分発（宇和島行）に連結して運転します。
                    ※しまんトロッコ２号は、宇和島駅９時３３分発（窪川行）に連結して運転します。

●運転日：４／２、３、９、１０、１６、１７、２３、２４、２９、３０
　　　　   ５／１、３～５、７、８、１４、１５、２１、２２、２８、２９
                    ※トロッコ車両ご利用の際は指定席券が必要です。
                    ※トロッコ乗車区間以外で一般車両に乗車する場合は自由席となります。

上
り

しまんトロッコ
１号

しまんトロッコ
2号

着駅時刻列　車　名 発駅時刻
トロッコ乗車区間

降車駅時刻乗車駅時刻

１２：０６
窪　川
１５：５７
宇和島

１１：３3
土佐大正
１４：４３
江川崎

１０：４３
江川崎
１３：５４
土佐大正

９：３３
宇和島
１３：２１
窪　川下

り

●停車駅：藍よしのがわトロッコさとめぐみの風　石井、穴吹、貞光、阿波加茂
      　　　藍よしのがわトロッコかちどきの風　　阿波加茂、貞光、穴吹、石井
●定   員：５６名　全車指定席
●運転日：３／２６、２７　
　　　　　４／２、３、９、１０、１６、１７、２３、２４、２９、３０
　　　　　５／１、３～５、７、８、１４、１５、２１、２２、２８、２９
　　　　　６／４、５、１１、１２、１８、１９

上
り

藍よしのがわトロッコ
さとめぐみの風
藍よしのがわトロッコ
かちどきの風

着駅時刻列　車　名 発駅時刻
トロッコ乗車区間

降車駅時刻乗車駅時刻

１６：５7
徳　島
１２：５９
阿波池田

１６：３５
石　井
１２：５９
阿波池田

１４：３３
阿波池田
１０：５１
石　井

１４：３３
阿波池田
１０：３２
徳　島下

り
上
り

●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
●普通列車グリーン車（全車指定席）
●運転日：３／ ２１
　  　　　 ４／ ２９
　　  　　 ５／ ３～５

上
り

ラ・マル
ことひら
ラ・マル
ことひら

列 車 名 運 転 時 刻
下
り
上
り

※新型コロナウイルス感染症の状況により、運転を取りやめる場合があります。

※3月5日・6日は「剣山5号・8号」の運転を取りやめるため、増結は「うずしお９号」のみとなります。

すまいるえきちゃん号すまいるえきちゃん号 ♡しゅっぱつしんこー♡♡しゅっぱつしんこー♡
　“希望”の意味をもつ黄色のボディに豊かな自然に息づく多様な生き
物たち、そしてみんなに「ほっこりすまいる」をお届けする「すまいるえき
ちゃん♡れっちゃくん♡」が描かれた「しまんと開運汽車 すまいるえき
ちゃん号」がデビューし、ご乗車のお客様や沿線の方々に幸せを振りまい
ています♡
　列車は「しまんと開運街道ツアー」の貸切列車として座席の一部をこた
つ仕様にチェンジし、外から見ても中に乗っても心も体も「ほっこり」する
素敵な列車として運転し、たくさんのえきちゃんのおともだちに楽しんで
いただきました♡
　ツアーは２月２０日に一旦終了しましたが、寒くなったらまた開催される
かも？当面は、こたつ仕様の座席ではなくなりますが、これからも「予土線 
窪川駅～宇和島駅間、予讃線 松山駅～宇和島駅間」を、にっこり走ってい
ますので、みんなえきちゃん号に会いにきてね♡
　沿線や駅で出会えたら、あなたにも幸せのおすそ分けがあるかも♡

JR四国ニュース2022年3月１日

ゆうゆうアンパンマンカー増結列車ゆうゆうアンパンマンカー増結列車
高松駅～徳島駅間
徳島駅～阿波池田駅間の特急列車に増結
｢ゆうゆうアンパンマンカー｣を運転
 高徳線・高松駅～徳島駅間、徳島線・徳島駅～阿
波池田駅間で、ゆうゆうアンパンマンカーを特急
列車に増結し運転いたします。

観光列車観光列車

　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。 

観光列車｢La Malle de Bois(ラ・マル・ド・ボァ)｣を琴平駅まで運転

※サイクルスペースは岡山駅～琴平駅間運転時にはご利用いた
　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。

※運転日は東京駅発基準、
　延長運転は翌日となります。

岡山発
１０：１１
琴平発
１４：０１

児島発
１１：０２
善通寺発
１４：０７

多度津着
１１：２９
多度津発
１４：２６

善通寺着
１１：３８
児島着
１５：０３

琴平着
１２：００
岡山着
１６：００

※ゆうゆうアンパンマンカーご利用の際は、ゆうゆうアンパンマン
　カー指定席特急券が必要です。
※１…ダイヤ改正 (２０２２年３月１２日 )以降の時刻となります。

●運転日：３／ ５、６、１２、１３、１９～３１
　　　　　４／ １～１０、１６、１７、２３、２４、２９、３０
　　　　　５／ １～８、１４、１５、２１、２２、２８、２９
　　　　　６／ ４、５、１１、１２

列　車　名

　

途中停車駅運転区間・時刻

剣山　５号

剣山　８号

徳　島

阿波池田

１２：０0

１4：３0

阿波池田

徳　島

１３：１7

１5：４4

高　松
１０：１０
１０：０８ 徳　島

１１：２５
１１：２２

始発駅 時　刻 終着駅 時　刻

うずしお ９号 栗林、屋島、志度、讃岐津田、
三本松、引田、板野、池谷
蔵本、鴨島、阿波川島、阿波山川、
穴吹、貞光、阿波加茂
阿波加茂、貞光、穴吹、阿波山川、
阿波川島、鴨島、石井、蔵本

種
　別
特
　急

特
　急

線
　区
高
徳
線

徳
島
線

※１ ※１

©やなせたかし／フレーベル館・TMS・NTV

©やなせたかし／フレーベル館・TMS・NTV

黄色のボディで幸せをおすそ分け♡黄色のボディで幸せをおすそ分け♡

こたつ仕様は貸切や
ツアーの場合のみと
なります

こたつ仕様は貸切や
ツアーの場合のみと
なります
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●運転日：３／４、５、１１、１２、１８～２０、２５、２６
　　　 　  ４／１、２、８、９、１５、１６、２２、２３、２８～３０
　　　 　  ５／２～４、６、７、１３、１４、２０、２１、２７、２８
　　　 　  ６／３、４、１０、１１、１７、１８、２４、２５

列　車　名種別

サンライズ瀬戸

発　駅
東　京

（２１：５０）
高　松
８：０２

琴　平
８：３９

着　駅 途中停車駅

（延長区間内停車駅）
多度津・善通寺

特
　急

春の臨時列車運転のお知らせ春の臨時列車運転のお知らせ
　ＪＲ四国では、春の期間（３月～６月）に臨時列車の運転を行います。
　新型コロナウイルス感染症拡大防止対策として、駅係員及び乗務員のマスク着用、列車内の換気や消毒等を実施しております。
引き続き、お客様に安心してご利用いただけるよう努めてまいります。

トロッコ列車トロッコ列車

瀬戸大橋
アンパンマントロッコ３号

　潮風を浴びながら瀬戸内海の絶景が楽しめる「瀬戸大橋アンパンマントロッ
コ」を高松駅～岡山駅間、琴平駅～岡山駅間で１日各１往復運転いたします。

｢瀬戸大橋アンパンマントロッコ｣を運転

●停車駅：瀬戸大橋アンパンマントロッコ２、３号　端岡、鴨川、坂出、児島
　　　　      瀬戸大橋アンパンマントロッコ１、４号　善通寺、多度津、丸亀、宇多津、児島
●定   員：４８名　全車グリーン車指定席
●運転日：３／１９～３１　
　　　　　４／１～１０、１７、２３、２４、２９、３０
　　　　　５／１～８、１４、１５、２１、２２、２８、２９
　　　　　６／４、５、１１、１２、１８、１９、２５、２６

瀬戸大橋
アンパンマントロッコ１号

瀬戸大橋
アンパンマントロッコ２号

瀬戸大橋
アンパンマントロッコ４号

着駅時刻列　車　名 発駅時刻
トロッコ乗車区間

降車駅時刻乗車駅時刻

１４：５４
岡　山
１０：４４
岡　山
１７：２３
高　松
１３：０９
琴　平

１４：０４
児　島
１０：０５
児　島
１６：３３
坂　出
１３：０９
琴　平

１３：１６
琴　平
９：４３
坂　出
１６：１１
児　島
１２：１０
児　島

１３：１６
琴　平
９：１３
高　松
１５：２１
岡　山
１１：１８
岡　山

下
り

上
り

　徳島線・徳島駅～阿波池田駅間に、徳島の文化や歴史、地元の食を吉野川に
吹き抜ける風とともに体感していただくトロッコ列車「藍よしのがわトロッコ」
を、１日１往復運転いたします。

｢藍よしのがわトロッコ｣を運転

　しまんとグリーンライン（予土線）に、清流四万十川の美しい景観を楽しめる
「しまんトロッコ」を定期列車にトロッコ車両を連結して、１日１往復運転いたし
ます。

｢しまんトロッコ｣を運転

サンライズ瀬戸 延長運転サンライズ瀬戸 延長運転

　東京駅発の寝台特急｢サンライズ瀬戸｣を金曜、休日前の３９日間、琴平駅
まで延長運転いたします。

金刀比羅宮参拝に便利　東京駅発｢サンライズ瀬戸｣を琴平駅まで延長運転

徳
島
線

●トロッコ乗車区間：しまんトロッコ１号　土佐大正～江川崎駅間
　　　　　　　　　 しまんトロッコ２号　江川崎～土佐大正駅間
●停車駅：各駅停車　
                    ※しまんトロッコ１号は、窪川駅１３時２１分発（宇和島行）に連結して運転します。
                    ※しまんトロッコ２号は、宇和島駅９時３３分発（窪川行）に連結して運転します。

●運転日：４／２、３、９、１０、１６、１７、２３、２４、２９、３０
　　　　   ５／１、３～５、７、８、１４、１５、２１、２２、２８、２９
                    ※トロッコ車両ご利用の際は指定席券が必要です。
                    ※トロッコ乗車区間以外で一般車両に乗車する場合は自由席となります。

上
り

しまんトロッコ
１号

しまんトロッコ
2号

着駅時刻列　車　名 発駅時刻
トロッコ乗車区間

降車駅時刻乗車駅時刻

１２：０６
窪　川
１５：５７
宇和島

１１：３3
土佐大正
１４：４３
江川崎

１０：４３
江川崎
１３：５４
土佐大正

９：３３
宇和島
１３：２１
窪　川下

り

●停車駅：藍よしのがわトロッコさとめぐみの風　石井、穴吹、貞光、阿波加茂
      　　　藍よしのがわトロッコかちどきの風　　阿波加茂、貞光、穴吹、石井
●定   員：５６名　全車指定席
●運転日：３／２６、２７　
　　　　　４／２、３、９、１０、１６、１７、２３、２４、２９、３０
　　　　　５／１、３～５、７、８、１４、１５、２１、２２、２８、２９
　　　　　６／４、５、１１、１２、１８、１９

上
り

藍よしのがわトロッコ
さとめぐみの風
藍よしのがわトロッコ
かちどきの風

着駅時刻列　車　名 発駅時刻
トロッコ乗車区間

降車駅時刻乗車駅時刻

１６：５7
徳　島
１２：５９
阿波池田

１６：３５
石　井
１２：５９
阿波池田

１４：３３
阿波池田
１０：５１
石　井

１４：３３
阿波池田
１０：３２
徳　島下

り
上
り

●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
●普通列車グリーン車（全車指定席）
●運転日：３／ ２１
　  　　　 ４／ ２９
　　  　　 ５／ ３～５

上
り

ラ・マル
ことひら
ラ・マル
ことひら

列 車 名 運 転 時 刻
下
り
上
り

※新型コロナウイルス感染症の状況により、運転を取りやめる場合があります。

※3月5日・6日は「剣山5号・8号」の運転を取りやめるため、増結は「うずしお９号」のみとなります。

すまいるえきちゃん号すまいるえきちゃん号 ♡しゅっぱつしんこー♡♡しゅっぱつしんこー♡
　“希望”の意味をもつ黄色のボディに豊かな自然に息づく多様な生き
物たち、そしてみんなに「ほっこりすまいる」をお届けする「すまいるえき
ちゃん♡れっちゃくん♡」が描かれた「しまんと開運汽車 すまいるえき
ちゃん号」がデビューし、ご乗車のお客様や沿線の方々に幸せを振りまい
ています♡
　列車は「しまんと開運街道ツアー」の貸切列車として座席の一部をこた
つ仕様にチェンジし、外から見ても中に乗っても心も体も「ほっこり」する
素敵な列車として運転し、たくさんのえきちゃんのおともだちに楽しんで
いただきました♡
　ツアーは２月２０日に一旦終了しましたが、寒くなったらまた開催される
かも？当面は、こたつ仕様の座席ではなくなりますが、これからも「予土線 
窪川駅～宇和島駅間、予讃線 松山駅～宇和島駅間」を、にっこり走ってい
ますので、みんなえきちゃん号に会いにきてね♡
　沿線や駅で出会えたら、あなたにも幸せのおすそ分けがあるかも♡

JR四国ニュース2022年3月１日

ゆうゆうアンパンマンカー増結列車ゆうゆうアンパンマンカー増結列車
高松駅～徳島駅間
徳島駅～阿波池田駅間の特急列車に増結
｢ゆうゆうアンパンマンカー｣を運転
 高徳線・高松駅～徳島駅間、徳島線・徳島駅～阿
波池田駅間で、ゆうゆうアンパンマンカーを特急
列車に増結し運転いたします。

観光列車観光列車

　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。 

観光列車｢La Malle de Bois(ラ・マル・ド・ボァ)｣を琴平駅まで運転

※サイクルスペースは岡山駅～琴平駅間運転時にはご利用いた
　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。

※運転日は東京駅発基準、
　延長運転は翌日となります。

岡山発
１０：１１
琴平発
１４：０１

児島発
１１：０２
善通寺発
１４：０７

多度津着
１１：２９
多度津発
１４：２６

善通寺着
１１：３８
児島着
１５：０３

琴平着
１２：００
岡山着
１６：００

※ゆうゆうアンパンマンカーご利用の際は、ゆうゆうアンパンマン
　カー指定席特急券が必要です。
※１…ダイヤ改正 (２０２２年３月１２日 )以降の時刻となります。

●運転日：３／ ５、６、１２、１３、１９～３１
　　　　　４／ １～１０、１６、１７、２３、２４、２９、３０
　　　　　５／ １～８、１４、１５、２１、２２、２８、２９
　　　　　６／ ４、５、１１、１２

列　車　名

　

途中停車駅運転区間・時刻

剣山　５号

剣山　８号

徳　島

阿波池田

１２：０0

１4：３0

阿波池田

徳　島

１３：１7

１5：４4

高　松
１０：１０
１０：０８ 徳　島

１１：２５
１１：２２

始発駅 時　刻 終着駅 時　刻

うずしお ９号 栗林、屋島、志度、讃岐津田、
三本松、引田、板野、池谷
蔵本、鴨島、阿波川島、阿波山川、
穴吹、貞光、阿波加茂
阿波加茂、貞光、穴吹、阿波山川、
阿波川島、鴨島、石井、蔵本

種
　別
特
　急

特
　急

線
　区
高
徳
線

徳
島
線

※１ ※１

©やなせたかし／フレーベル館・TMS・NTV

©やなせたかし／フレーベル館・TMS・NTV

黄色のボディで幸せをおすそ分け♡黄色のボディで幸せをおすそ分け♡

こたつ仕様は貸切や
ツアーの場合のみと
なります

こたつ仕様は貸切や
ツアーの場合のみと
なります



ＪＲ四国列車運行情報
https://www.jr-shikoku.co.jp/info/select/index.html

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

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。

受付時間（年中無休）
8：00～20：00
通話料がかかります。

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

（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。）

JR四国電話
案内センター 0570-00-4592

し　こ　く　に

京都鉄道博物館

2022年 月号
No.413
3

～京都鉄道博物館「初代 伊予灘ものがたり」特別展示～
　２０２１年１２月２７日に運行を終えた、初代「伊予灘
ものがたり」が瀬戸大橋を渡って「京都鉄道博物館」
に入り、最初で最後の特別展示が開催されています。
　２０１４年にＪＲ四国初の本格的な観光列車とし
て誕生し約７年半の間、ご乗車のお客様やおもて
なしをして下さった沿線地域の皆様に愛される列車
として運行してきました。そして、２０２２年４月２日に
は新車両となった新たな「伊予灘ものがたり」がデ
ビューします。
　特別展示では、高画質４Ｋで撮影した車窓映像
を窓の外に映写し車内からご覧いただける「体感！
伊予灘ものがたり」が３月１２日・１３日に予定され
ており、まるで乗車しているかのような体感イベント
です。
　この博物館は、その他にもたくさんの貴重な列車
や鉄道を「見る、さわる、体験する」ことができます。
　この機会にぜひ「京都鉄道博物館」をお楽しみ
下さい。

e5489詳しくは 検索

おトクなきっぷや、主な駅の情報など

JR四国ツアー 検索

JR四国ソーシャルメディア公式アカウント

ソーシャルメディア

JR四国ニュースNo.413

JR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。

係員が常駐しない駅も、
お客様に気持ちよくご利用いただくために
設備の点検や維持を行っています。
係員がいないからこそ、
ご利用しやすく、安心できる駅をお届けします。

「安心」できる駅をお届けします

J R 四国の取り組み

「安心して」「喜んで」「末永く」ご利用いただくために

　　　　

　「おきゃく」とは高知の言葉で「宴会」の
こと。家族も友人も初めて会った人も分け
隔てなくもてなし、ともに美味しい料理と酒
を囲む文化です。

　「おきゃく」で欠かせないのが高知の伝統
料理として知られる皿鉢料理。
　「土佐の『おきゃく』」は街を一つの大皿

に見立てて大小の料理を盛り付けるように、酒宴だけではなく、スポーツ・漫画・
アート等様々なイベントが結びついた集合体です。

食の祭典 南国土佐皿鉢祭
　高知を代表する郷土料理「皿鉢料理」をはじめ、活け造りや中華・西洋料理
を一堂に展示。職人たちが丹精込めて作り上げた作品からは、繊細さとダイナ
ミックさが感じられます。
◎場所：大橋通り商店街
※3月6日（日）開催予定の「第54回南国土佐皿鉢祭」は、新型コロナウイルス感染症の影響により中止となりました。

詳しくは、ＪＲ四国ホームページ 　　　　　　　　　　をご覧ください。ＪＲ四国ツアー 検索

快て～き回数券発売中
現在お持ちの「定期券」とあわせてお使いいただくことで、特急列車自由席をご利用いただける１８枚つづりの回数券です。
時々、特急列車で通勤・通学されたい方にピッタリです。

ここに人あり自由あり。

　「土佐の『おきゃく』2022」は新型コロナウイルスの感染状況から、日程を分散
して開催致します。
　3月の開催イベントは「おびさんマルシェ」、「ニンジャマックス・ジャンピング
MAX」、「HAPPY WOMAN KOCHI」を現時点で予定しております。その
他のイベントに関してはホームページをご覧ください。
　たくさんの魅力が詰まった高知のイベントを是非満喫してください。
◎場所：高知県高知市中心街ほか
※感染状況によっては、中止、イベント内容の一部変更がございます。
　随時ホームページでご確認をお願いいたします。
※参加される場合は、感染対策を行ったうえでご参加をお願いいたします。

▲コロナ禍前のイベントの様子です。

■お問い合わせ先
　南国土佐皿鉢まつり実施運営委員会事務局（高知市観光協会）
　☎088-823-4016

■お問い合わせ先
　土佐の「おきゃく」事務局
　☎088-823-0989
　https://tosa-okyaku.com 

お手持ちの【定期券】に特急券をプラス！

発売期間
ご利用期間
有効期間
発売箇所

通年
通年
発行日から１ヶ月間
ＪＲ四国の主な駅

◆回数券１８枚と表紙券１枚をセットとし、１冊単位で発売します。
◆定期券との組み合わせで、特急列車自由席をご利用いただけます。
◆定期券と同時にお使いいただく場合に限り有効です。
◆特急列車乗車区間が営業キロ１５０キロまでの場合に発売いたします。
◆ご利用区間はＪＲ四国線内に限ります。
◆１枚ずつご利用いただけます。
◆有効期間開始日の変更はいたしません。
◆小児の設定はございません。
◆途中駅で下車した場合は前途無効です。
◆払いもどしは、表紙券があり、全券片未使用で有効期間内の場合、
　手数料として220円をいただき、発売箇所で承ります。

主なご利用条件

　　1㎞～  ２５㎞   　５，４００円
　　　　　２６㎞～  ５０㎞   　８，４６０円
　　　　　５１㎞～１００㎞　１９，２６０円
　　　　１０１㎞～１５０㎞　２５，２００円

（1枚あたり    300円）
（1枚あたり    470円）
（1枚あたり 1,070円）
（1枚あたり 1,400円）

料　金　

高知県高知市


