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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）
8：00～19：00
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

予讃線 伊予大洲駅～西大洲駅間

2022年 月号
No.414
4

～２代目「伊予灘ものがたり」運行開始～
　観光列車 ２代目「伊予灘ものがたり」が
２０２２年４月２日に運行を開始します。デザイ
ンコンセプトは「レトロモダンな車内で大切な人
と過ごす、上質な非日常空間」で、愛媛県の
こだわり「食・景色・伝統工芸」を楽しみながら、
人々の温かさにふれる、ここにしかない鉄道旅
をお楽しみいただける列車です。
　新たな魅力として、3号車グリーン個室
「Fiore Suite（フィオーレスイート）」が新設された
ほか、事前予約制の食事では温製料理の提供
を開始するなど、これまで以上に「伊予灘ものがた
り」の旅をご満喫いただける内容となっています。
　また、２０２２年４月1日から６月30日まで「四
国アフターデスティネーションキャンペーン」が
開催されます。この機会に四国の美しい景観や
観光スポット、ＪＲ四国の観光列車などぜひお
楽しみください。

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.414

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。

四国で初めての特急列車
「しおかぜ」「南風」
運行開始５０周年
記念キャンペーンを開催

　１９７２年３月１５日に高松駅～松山駅～宇和島駅で運転を
開始した特急「しおかぜ」と高松駅～中村駅で運転を開始
した特急「南風」が運行開始から５０周年を迎えました。 
　ＪＲ四国ではこれまでのご愛顧に感謝するとともに、これから
も親しみを持ってご利用いただけるようにキャンペーンを開催し
ています。５０周年を記念したイベントの実施や商品の販売等
を行いますので、この機会にぜひＪＲ四国の特急「しおかぜ」・
「南風」をご利用ください。

新店舗「めりけんや伏石店」オープン
～連絡船うどん店の屋台を新店舗テラスに移設～

イメージ

【営業時間】 7:00～15:00　無休
【席　数】 店内72席（座敷8席）・テラス席12席
【駐車場】 30台
【住　所】 香川県高松市伏石町2166-10

 

　　　　

えひめ南予きずな博　4月24日（日）開幕
　愛媛県の西南部に位置する南予地域は、平成30年7月豪雨災害で過去に
経験のない甚大な被害を受けました。復興はまだ道半ばですが、全国から寄せ
られた多くの支援に感謝し、頑張っている南予のPRと、復興の過程で生まれた
地域内外の人 と々の絆の強化や交流の持続的拡大を図るため、令和4年4月
24日（日）から12月25日（日）の８か月にわたって、南予全域で「えひめ南予きず
な博」を開催します。

　坂道でも軽やかな走りと長距離走行が可能な、話題の電動スポーツバイク
「E-BIKE」。
　きずな博では、予讃線の特急停車駅や道の駅など、アクセスの拠点に
E-BIKEを設置（Web予約可能）しているので、気軽にレンタルして楽しめま
す。また、予土線では3月19日から土・日・祝日は全便で自
転車をそのまま持ち込めるようになったので、列車と
E-BIKEを組み合わせて旅をするのもおススメ。
　自転車ならではの爽快感と南予の風土や絶景を楽し
める、これからの季節にピッタリのアクティビティです。

　4月24日（日）に南予文化会館（宇和島市）で実施するオープニングイベント
「きずなサミット」を皮切りに、被害が大きかった宇和島市、大洲市、西予市での
シンボルイベントや、コロナ禍で注目されるワーケーション・ファミリーワーケーショ
ン、南予を存分に楽しめるいやし体験プログラムなど、多彩な催しを実施してい
きます。
　この機会にぜひ南予にお越しいただき、あたたかいおもてなしと創造的復興
に向けて歩む南予を感じてください。

■えひめ南予きずな博に関するお問い合わせ先
　えひめ南予きずな博実行委員会事務局
　（愛媛県南予地方局商工観光課内）
　☎0895-28-6146

愛媛県南予地域

　株式会社めりけんや ( 香川県綾歌郡宇
多津町 ) は、２０２２年１月８日( 土 )に高松
市伏石町に新店舗「めりけんや伏石店」
をオープンしました。
　駐車場を完備したロードサイドの店舗と
なっており、お座敷席もご用意しております。
また、昨年１１月末に閉店した「連絡船う
どん店」で使用していた屋台を伏石店の
テラス席として移設し
ておりますので、天気
が良く暖かい日に是非
ご利用ください。
※雨天時はご利用い
ただけません。

E-BIKEで爽快な南予旅

●鉄道・バスがシームレスに利用でき、愛媛県南予エリアの周遊観光に便利な
　デジタルチケット「えひめいやしの南予デジタルフリーパス」も4/24（日）より
　販売開始 ！

　災害にもコロナにも負けず、賑わいのあるまちを取り戻
そうと、きずな博開催期間中、南予の対象施設・店舗でお
得なサービスが何度でも受けられるクーポンカード「えひ
め南予きずなカード」を発行します。

　カードは1枚500円（税込）でサービスを提供する対象施
設・店舗で購入できます。
　お得に南予を巡って、店舗の応援にもなる仕組みなので、南
予旅のお供にぜひ「えひめ南予きずなカード」をご利用ください。

えひめ南予きずなカード

対象施設・店舗はこちら

きずな博公式HP
きずな博 検索

WEB予約はこちら
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 「大切な人と過ごす時間と空間」を
コンセプトとした、ものがたり列車初
のグリーン個室です。車両貸切の特
別な空間では、「Fiore Suite」でしか体験でき
ないサービスをご提供します。お誕生日や記念
日といったお客様にとって特別な日にご利用い
ただくなど、プレミアムな時間をごゆっくりとお
楽しみください。

カウンター＋アテンダント 客室内

徳
島
線

観光列車「伊予灘ものがたり」2代目車両となって４月2日より運転開始！観光列車「伊予灘ものがたり」2代目車両となって４月2日より運転開始！
　昨年12月27日に初代車両（キロ47形）での運転を
終了した「伊予灘ものがたり」が、「キハ185系」を改造
した３両編成となって、4月2日にデビューします！
　2代目車両は、初代車両のコンセプトは継承しなが
らも、３号車「陽華の章」に車両貸切となるグリーン個
室「Fiore Suite（フィオーレスイート）」が新設されるな
ど、これまで以上にお客様に非日常を感じていただけ
る魅力が満載です。
　2代目「伊予灘ものがたり」へのご乗車、心よりお待
ちしています！

JR四国ニュース2022年4月１日

JRきっぷ・定期をご利用いただけます！JRきっぷ・定期をご利用いただけます！

高速バス途中乗降（バス）
現金〇 JRきっぷ〇 JR定期〇

JR牟岐線（鉄道）
現金〇 JRきっぷ〇 JR定期〇

◆高速バスの座席に空きがある場合に限ります。　◆JRきっぷ（普通乗車券）に加え、定期乗車券、回数乗車券、団体乗車券、特別企画乗車券が対象になります。
◆列車やバスの遅延によりお乗り換えできない場合があります。　◆お乗り換えの際は、JRのきっぷを係員にお見せのうえ、そのままお持ちください。

バスが利用しやすくなり
毎日の通勤・通学が便利！！

列 車コンセプト

外観デザイン

3 号 車グリーン個 室「 F i o r e  S u i t e（フィオーレスイート）」

事 前予約制 の 食事について

運転時刻及び運賃・料金

各号車について

「レトロモダンな車内で大切な人と過ごす、上質な非日常空間」
　愛媛県こだわりの食・景色・伝統工芸といった「オール愛媛」のこだわりを車内でお楽しみいただきながら、沿線地域の
おもてなしなど人々のあたたかさに触れる鉄道旅（ものがたり）をご堪能いただけます。

　伊予灘の夕景をモチーフとしたシンボルマークや茜色と黄金色の
カラーリング、側面に大きく描かれた和デザインのヱ雲（えぐも）な
どを引き継いだ外装としています。より夕日の光に映えるよう、ＪＲ四
国の車両で初めて全面にメタリック塗装を施しました。ヘッドマーク
はLEDのバックライトにより、シンボルマークが浮かび上がる照明と
なっています。

　車内で提供する各編のお食事は、
初代「伊予灘ものがたり」でも食事
を担当したサポートレストランが引
き続き提供します。愛媛県の旬の食
材、そして「伊予灘ものがたり」の魅
力を知り尽くしたシェフによるこだ
わりのお食事をお楽しみください。
　

　3号車「陽華の章」グリーン個室「Fiore Suite」にご乗車の際は、ご利用人数分の運賃・特急
料金のほかグリーン個室1室料金28,000円が必要です。（定員8名、2名様以上から利用可）

朝のひとときを味わう 旬彩モーニング
［3,000円/税込］

内子杉の木箱で彩る和杉膳（わさんぜん）
［5,500円/税込］

門田フレンチ～伊予灘ミニコース～
［5,500円/税込］

伊予灘の菓織箱（かおりばこ）
［3,500円/税込］

 ・運転時刻
便名／駅名
大 洲 編
双 海 編
八幡浜編
道 後 編

区間
松山～伊予大洲
松山～八幡浜

運賃
  970円
1,300円

特急料金
1,200円
1,200円

グリーン料金
1,500円
1,500円

合計
3,670円
4,000円

松山駅
  8：26（発）
13：01（着）
13：31（発）
18：17（着）

伊予大洲駅
10：28（着）
10：57（発）
15：12（着）
16：33（発）

八幡浜駅
ー
ー

15：50（着）
16：14（発）

・運賃・料金

1号車「茜の章」（定員27名）
　伊予灘を染めてゆく夕焼け空をイメージした
車両。 海向き展望シート、２名掛け山側対面シー
ト、４名掛けボックスシート（3名以上で利用可）を
設置。

2号車「黄金の章」（定員23名）
　号車名は、沿線に降り注ぐ太陽や、愛媛の
名産であるみずみずしい柑橘をイメージ。 海
向き展望シートのほか、２名掛け海向きペア
シート、２名掛け山側対面シートを設置。

3号車「陽華の章」（定員8名）
　時間や空間という意味をもつ「はるか」に沿
線のあたたかさ（陽）と沿線に咲く花 （々華）を
あてて「陽華の章」とし、定員8名のグリーン
個室「Fiore Suite」を設置。（詳細は次ページ
参照）

※予約方法等詳細につきましては、伊予灘ものがたりホーム
　ページ、パンフレットをご覧ください。　
※料理写真はイメージです。　

道後編●Petit Paris ～パンのある暮らし～八幡浜編●瀬戸内風仏蘭西料理 レストラン門田

双海編●レストランからり大洲編●ヨーヨーキッチン！

（税込）

阿南駅

JR牟岐線

由岐駅

日和佐駅

牟岐駅

浅川駅
浅川バス停

牟岐バス停

由岐バス停

橘営業所バス停

日和佐バス停

阿南駅バス停
阿波橘駅

ポイント①　JR運賃でバスをご利用できます。
ポイント②　JRとバスの両方をご利用できます。
ポイント③　阿南駅等にてJRとバスを乗り継ぐ場合、
　　　　　  通し運賃を適用します。
　　　　　  （乗換時の初乗り運賃が不要 ！ 徳島方面との移動がおトク！！）

JRきっぷ・定期をお持ちの方は

※

※現金でバスをご利用する場合は
　バスの正規運賃が必要になります。

2022年4月1日～
高速バス途中乗降区間の一部において　

徳島バス㈱が運行する高速バス「室戸・生見・阿南大阪線」では、
阿南～甲浦間で乗り降りができます。（橘営業所発着便を除く）
さらに以下の停留所間では、JRきっぷ・定期をご利用いただけます。
◎停留所／阿南駅、橘営業所（注）、由岐、日和佐、牟岐、浅川
（注：橘営業所は阿波橘駅から約1.5ｋｍ離れています）

➡
⬅
➡
⬅
➡
⬅

➡
⬅
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16：14（発）

・運賃・料金

1号車「茜の章」（定員27名）
　伊予灘を染めてゆく夕焼け空をイメージした
車両。 海向き展望シート、２名掛け山側対面シー
ト、４名掛けボックスシート（3名以上で利用可）を
設置。

2号車「黄金の章」（定員23名）
　号車名は、沿線に降り注ぐ太陽や、愛媛の
名産であるみずみずしい柑橘をイメージ。 海
向き展望シートのほか、２名掛け海向きペア
シート、２名掛け山側対面シートを設置。

3号車「陽華の章」（定員8名）
　時間や空間という意味をもつ「はるか」に沿
線のあたたかさ（陽）と沿線に咲く花 （々華）を
あてて「陽華の章」とし、定員8名のグリーン
個室「Fiore Suite」を設置。（詳細は次ページ
参照）

※予約方法等詳細につきましては、伊予灘ものがたりホーム
　ページ、パンフレットをご覧ください。　
※料理写真はイメージです。　

道後編●Petit Paris ～パンのある暮らし～八幡浜編●瀬戸内風仏蘭西料理 レストラン門田

双海編●レストランからり大洲編●ヨーヨーキッチン！

（税込）

阿南駅

JR牟岐線

由岐駅

日和佐駅

牟岐駅

浅川駅
浅川バス停

牟岐バス停

由岐バス停

橘営業所バス停

日和佐バス停

阿南駅バス停
阿波橘駅

ポイント①　JR運賃でバスをご利用できます。
ポイント②　JRとバスの両方をご利用できます。
ポイント③　阿南駅等にてJRとバスを乗り継ぐ場合、
　　　　　  通し運賃を適用します。
　　　　　  （乗換時の初乗り運賃が不要 ！ 徳島方面との移動がおトク！！）

JRきっぷ・定期をお持ちの方は

※

※現金でバスをご利用する場合は
　バスの正規運賃が必要になります。

2022年4月1日～
高速バス途中乗降区間の一部において　

徳島バス㈱が運行する高速バス「室戸・生見・阿南大阪線」では、
阿南～甲浦間で乗り降りができます。（橘営業所発着便を除く）
さらに以下の停留所間では、JRきっぷ・定期をご利用いただけます。
◎停留所／阿南駅、橘営業所（注）、由岐、日和佐、牟岐、浅川
（注：橘営業所は阿波橘駅から約1.5ｋｍ離れています）

➡
⬅
➡
⬅
➡
⬅

➡
⬅



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）
8：00～19：00
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

予讃線 伊予大洲駅～西大洲駅間

2022年 月号
No.414
4

～２代目「伊予灘ものがたり」運行開始～
　観光列車 ２代目「伊予灘ものがたり」が
２０２２年４月２日に運行を開始します。デザイ
ンコンセプトは「レトロモダンな車内で大切な人
と過ごす、上質な非日常空間」で、愛媛県の
こだわり「食・景色・伝統工芸」を楽しみながら、
人々の温かさにふれる、ここにしかない鉄道旅
をお楽しみいただける列車です。
　新たな魅力として、3号車グリーン個室
「Fiore Suite（フィオーレスイート）」が新設された
ほか、事前予約制の食事では温製料理の提供
を開始するなど、これまで以上に「伊予灘ものがた
り」の旅をご満喫いただける内容となっています。
　また、２０２２年４月1日から６月30日まで「四
国アフターデスティネーションキャンペーン」が
開催されます。この機会に四国の美しい景観や
観光スポット、ＪＲ四国の観光列車などぜひお
楽しみください。

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.414

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。

四国で初めての特急列車
「しおかぜ」「南風」
運行開始５０周年
記念キャンペーンを開催

　１９７２年３月１５日に高松駅～松山駅～宇和島駅で運転を
開始した特急「しおかぜ」と高松駅～中村駅で運転を開始
した特急「南風」が運行開始から５０周年を迎えました。 
　ＪＲ四国ではこれまでのご愛顧に感謝するとともに、これから
も親しみを持ってご利用いただけるようにキャンペーンを開催し
ています。５０周年を記念したイベントの実施や商品の販売等
を行いますので、この機会にぜひＪＲ四国の特急「しおかぜ」・
「南風」をご利用ください。

新店舗「めりけんや伏石店」オープン
～連絡船うどん店の屋台を新店舗テラスに移設～

イメージ

【営業時間】 7:00～15:00　無休
【席　数】 店内72席（座敷8席）・テラス席12席
【駐車場】 30台
【住　所】 香川県高松市伏石町2166-10

 

　　　　

えひめ南予きずな博　4月24日（日）開幕
　愛媛県の西南部に位置する南予地域は、平成30年7月豪雨災害で過去に
経験のない甚大な被害を受けました。復興はまだ道半ばですが、全国から寄せ
られた多くの支援に感謝し、頑張っている南予のPRと、復興の過程で生まれた
地域内外の人 と々の絆の強化や交流の持続的拡大を図るため、令和4年4月
24日（日）から12月25日（日）の８か月にわたって、南予全域で「えひめ南予きず
な博」を開催します。

　坂道でも軽やかな走りと長距離走行が可能な、話題の電動スポーツバイク
「E-BIKE」。
　きずな博では、予讃線の特急停車駅や道の駅など、アクセスの拠点に
E-BIKEを設置（Web予約可能）しているので、気軽にレンタルして楽しめま
す。また、予土線では3月19日から土・日・祝日は全便で自
転車をそのまま持ち込めるようになったので、列車と
E-BIKEを組み合わせて旅をするのもおススメ。
　自転車ならではの爽快感と南予の風土や絶景を楽し
める、これからの季節にピッタリのアクティビティです。

　4月24日（日）に南予文化会館（宇和島市）で実施するオープニングイベント
「きずなサミット」を皮切りに、被害が大きかった宇和島市、大洲市、西予市での
シンボルイベントや、コロナ禍で注目されるワーケーション・ファミリーワーケーショ
ン、南予を存分に楽しめるいやし体験プログラムなど、多彩な催しを実施してい
きます。
　この機会にぜひ南予にお越しいただき、あたたかいおもてなしと創造的復興
に向けて歩む南予を感じてください。

■えひめ南予きずな博に関するお問い合わせ先
　えひめ南予きずな博実行委員会事務局
　（愛媛県南予地方局商工観光課内）
　☎0895-28-6146

愛媛県南予地域

　株式会社めりけんや ( 香川県綾歌郡宇
多津町 ) は、２０２２年１月８日( 土 )に高松
市伏石町に新店舗「めりけんや伏石店」
をオープンしました。
　駐車場を完備したロードサイドの店舗と
なっており、お座敷席もご用意しております。
また、昨年１１月末に閉店した「連絡船う
どん店」で使用していた屋台を伏石店の
テラス席として移設し
ておりますので、天気
が良く暖かい日に是非
ご利用ください。
※雨天時はご利用い
ただけません。

E-BIKEで爽快な南予旅

●鉄道・バスがシームレスに利用でき、愛媛県南予エリアの周遊観光に便利な
　デジタルチケット「えひめいやしの南予デジタルフリーパス」も4/24（日）より
　販売開始 ！

　災害にもコロナにも負けず、賑わいのあるまちを取り戻
そうと、きずな博開催期間中、南予の対象施設・店舗でお
得なサービスが何度でも受けられるクーポンカード「えひ
め南予きずなカード」を発行します。

　カードは1枚500円（税込）でサービスを提供する対象施
設・店舗で購入できます。
　お得に南予を巡って、店舗の応援にもなる仕組みなので、南
予旅のお供にぜひ「えひめ南予きずなカード」をご利用ください。

えひめ南予きずなカード

対象施設・店舗はこちら

きずな博公式HP
きずな博 検索

WEB予約はこちら


