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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

2022年 月号
No.415
5

～２７００系特急気動車～
　２７００系は、２０１９年８月にデビューしたＪＲ
四国の特急気動車です。制御付自然振子方
式を採用し、軽量・低重心化を図っています。
デザインは、日本の伝統意匠をアレンジした
”Neo Japonisme（ネオジャポニスム）”をコンセ
プトに、安らぎと先進性をあわせ持たせた特急
車両です。現在は土讃線や高徳線などを運行
しています。
　また、３月には四国で初めて運行を開始した
特急「しおかぜ」と「南風」が５０周年を迎えた
ことを記念し、イベントやキャンペーンも開催し
ています。この機会に土讃線の自然豊かな景
観や予讃線の瀬戸内海の美しい景観などが
楽しめる、ＪＲ四国の特急列車をぜひご利用く
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
土讃線 阿波川口駅構内

JR四国ニュースNo.415

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。

四国各駅　　　　　特急自由席　　　徳島駅10:32　　　　　「藍よしのがわトロッコ～さとめぐみの風～」（朝食）　　　12:59阿波池田駅13:32　　　　　特急自由席　　

13:50大歩危駅14:21　　　　　　　　「四国まんなか千年ものがたり～しあわせの郷紀行～」（昼食）　　　17:14多度津駅　　　　　特急自由席　　　四国各駅

「えひめ・しまなみリンリントレイン」（混乗試験）を実施中
　ＪＲ四国では、気軽にサイクリングをお楽しみいただけるよう、予讃線（伊予西条駅～松山
駅）の一部普通列車に自転車をそのまま持ち込めるサイクルトレイン「えひめ・しまなみリンリン
トレイン」を実施しています。

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

徳島県内を走る２つの観光列車に乗車する日帰りツアー

詳細は専用ホームページを
ご確認ください。

◎実施期間　２０２２年６月２６日（日）までの土休日
◎ご利用区間　予讃線 伊予西条駅～松山駅間
◎自転車乗降可能駅（７駅）   松山駅・三津浜駅・伊予北条駅・波止浜駅・今治駅・壬生川駅・伊予西条駅　
　　　　　　　　　　　　 ※自転車乗降駅以外の駅で、自転車の乗降はできません。
◎対象列車　２２本（下り１２本、上り１０本）
◎定　　員　１人１台、１列車につき５名（５台）まで（先着順）
                         ※車内の混み具合によっては、５台未満であっても自転車の持ち込みをお断りする場合があります。

※事前予約不要、追加料金不要、自転車を解体することなくそのまま持ち込めます。

マナーを守って乗車

マナーを守って乗車

徳島県三好市

　ゴトンゴトン…
　佃駅を通過し阿波池田駅へと向かう列
車の車窓からは、左手には四国山地、右手
には所々で吉野川が見え、その向こう側に
は讃岐山脈がのぞめます。
　しばらくすると、うっすらと平野が広がって
きました。阿波池田のまちです。
　列車は山裾に広がる段丘の上を走って
いきます。段丘の下はシマと呼ばれる低い
土地の地区があります。
　車窓から斜め前方の讃岐山脈をのぞむ
と、山の斜面に集落が点 と々している風景
が広がっています。徳島県西部ではよく見
る景色ですが、国内でこのような景色が見
られる地域はあまりありません。そして点在
する集落がある緩やかな山の斜面は、大
昔の地すべりによって作られた地形です。
　そんな風景を眺めていると、阿波池田駅
のホームが見えてきました。
　池田のまち。ここは、ぷらっと歩くだけで大
地（ジオ）と人との繋がりがいくつも見えてくる
まちです。

　阿波池田は刻みたばこ業で栄えたまちと
して知られています。山間部で栽培された
葉たばこが池田などの平野に集積され、刻
み加工された後に京阪神などへ出荷され
ていました。
　刻みたばこ業を営んでいた事業者は現
在は転業し、酒造業や醸造業などを営んで
います。
　刻みたばこで使わ
れていた工場は、酒造
や醸造の場として活
用されています。また、
本町通りではうだつの
上がった家屋がいくつも立ち並んでいます。
　そんな池田のまちを作った大元は二つあ
ります。一つは中央構造線と呼ばれる西日
本を貫く長さ約1,000kmにもなる大断層で
す。中央構造線は池田のまちの中を東西に
貫いており、池田町ウエノ地区とマチ地区
の間には、東西方向に20～30mの高さにな
る断層が作り出した崖があります。

　もう一つは徳島県民が誇る吉野川です。こ
の吉野川の流れは池田町で東へ流れを変え
ていますが、このような流れになったのは約100
万～200万年前くらいからです。それ以前は香
川県の方へ流れていました。この川の流れの
変化を生み出した大元は中央構造線です。

　池田のまちには地球の活動の痕跡を
感じられる箇所がいくつもあり、そしてそ
の大地の特徴を活かし人々の生活文化
が築かれてきました。池田の大地と人が
紡ぎ出してきた風景について歩きながら
紹介してくれるガイド「みよしジオガイド」
がいます。みよしジオガイドが行っている
通常の池田ジオツアーコースでは、阿波
池田駅を発着地点として池田のまちなか
を90分ほど歩く内容です。もちろんお客
様のご要望に応じた内容のツアーも行っ
ており、観光列車「藍よしのがわトロッコ」
に乗車されている皆様のお出迎えもして
おります。ぜひ池田の町の歴史や大地と
のつながりを一緒に歩きながら旅してみ
ませんか？

鉄道車窓から見る三好の大地の物語
～佃駅から阿波池田駅までの車窓風景～

阿波池田を大地（ジオ）の
視点から旅してみると…？

目から鱗！！風景の見方を変える案内人

■お問い合わせ
みよしジオガイドの会（三好市観光協会内）
  ☎0883-76-0877　Fax:0883-76-0876

四国まんなか千年ものがたりと藍よしのがわトロッコ

ご出発日　２０２２年５月１４日・２８日、６月１１日・１８日
旅行代金　１５，０００円 ＪＲ四国各駅発着（ＪＲ四国各駅～徳島駅、多度津駅～ＪＲ四国各駅の乗車券・自由席特急券付）
　　　　　　　※ＪＲ四国ジパング倶楽部会員様１，５００円引き
お 食 事　 朝食：サンドイッチ（藍よしのがわトロッコ）／昼食：おとなの遊山箱（四国まんなか千年ものがたり）
日　　程　日帰り

　徳島の文化や沿線の歴史、吉野川の吹き抜ける風を体感いただけるトロッコ列車「藍
よしのがわトロッコ」と、歴史に思いを馳せて、野や山に遊びに出かける大人の洒落た小旅
行を気軽に楽しめる本格的な観光列車「四国まんなか千年ものがたり」の２つの観光列車
に乗車できるツアーです。徳島県内を走る観光列車の旅をぜひお楽しみください。



JR四国ニュース No.415

CO2排出量削減への取り組みCO2排出量削減への取り組み

JR四国ニュース2022年5月１日

「しあわせぐるり、しこくるり。」「しあわせぐるり、しこくるり。」ＪＲ四国の「ＥＳＧへの取り組み」 E：環境 S：社会 G：ガバナンスＪＲ四国の「ＥＳＧへの取り組み」 E：環境 S：社会 G：ガバナンス

［四国アフターDC期間：2022年4月1日～6月30日まで］

四国アフターデスティネーション
キャンペーンを開催中

　四国４県及びＪＲ四国では四国アフターデスティネーションキャンペーン（以下、四国
アフターＤＣ）を開催中です。四国の魅力ある観光素材等を「学（まなび）くるり」「観
（ながめ）くるり」「遊（あそび）くるり」「心（こころ）くるり」「食（ぐるめ）くるり」の５つの
テーマ毎に分類しています。この機会に変化に富んだ四国特有とも言える自然美
（風・水・色）を存分にお楽しみください。

　JR四国グループは、将来のありたい姿として「鉄道を中心としたモビリティの提供及びまちづくりを通じた様々な事業を展開
し、交流人口の拡大と地域の発展に貢献するとともに、新しい価値・サービスの創造にチャレンジすることで、従業員が誇りを持
ち、生き生きと働ける企業グループ」を目指しています。２０２１年３月に策定した長期経営ビジョン２０３０及び中期経営計画２０２５
では、「地域とともに、『公共交通ネットワークの四国モデル』を追求する」「訪れたい・暮らしたいと感じる、にぎわいとおもてなしに
あふれる四国をつくる」「新しい価値・サービスの創造にチャレンジする」ことを将来のありたい姿の実現に向けたミッションとして
定めています。また、ミッションに沿った最大限の経営努力として、ＥＳＧの観点から、「安全・安心・信頼の確保」「生き生きと働ける
職場づくり」「グループの企業価値向上」を掲げ、経営基盤強化とともに事業運営を支える土台づくりに努めることとしています。
　JR四国グループでは、これら長期経営ビジョン・中期経営計画に基づく各種施策を推進することで、持続可能な経営体質の構
築を目指すとともに、ＥＳＧを意識した事業活動への取り組みにより、ＳＤＧｓの達成とサステナブルな経済・社会の実現に貢献して
いきます。

　土・日・祝日を１日以上含む連続した３日間、ＪＲ四国線はもちろん、土佐くろしお鉄道
線やジェイアール四国バスの路線バス（高速バスを除く）に乗り降り自由です。
　さらに、四国をぐるっと楽しむ旅アプリ「しこくるり」やせとうち観光ナビ「setowa」
で発売するデジタルチケット（チケットレス）がもっと便利です。

　発駅から高松までの往復特急指定席と香川自由周遊区間がセットになった、
瀬戸内国際芸術祭を巡るのにとっても便利でおトクなきっぷです。愛媛・
徳島・高知県内から「瀬戸内国際芸術祭２０２２」へのお出かけに、ぜひご利用く
ださい。

　当社では、地球温暖化防止に向けた自主目標として「JR四国低炭素社会
実行計画」を策定し、これまで運転用エネルギー消費量総量の削減に努め
てきました。その結果、2020年度に13％削減(2010年度比)を達成し、目
標であった8％を上回りました。
　今後は、日本経団連が推進する「カーボンニュートラル行動計画」に参画
し、2030年度に向けた新たな自主目標としてCO2排出量30％削減(2013
年度比)を目指します。

　当社では、2050年カーボンニュートラルを目指し、省エネルギー化や
CO2排出量削減の観点から、従来より軽量化されたステンレス製車体や
VVVFインバータ制御システムを搭載した電車車両の導入、機関出力を上
昇しつつ、燃焼効率の改善により有害成分を有したガス排出を大幅に削減
した特急気動車の導入に努めてきた結果、省エネ車両導入率は89.2%
(2020年度実績)を達成しています。今後も環境にやさしい鉄道車両の導
入を進めていきます。

　２０１３年１０月より再生可能エネルギー固定価格買取制度による売電を開始し、現在、宇多津
駅構内をはじめ四国内の３ヶ所で太陽光発電事業を実施しています。
　太陽光発電設備の規模としては、宇多津駅構内（太陽光発電パネル１，１７６枚、最大出力２９４
ｋW）等四国内３ヶ所で、最大出力５７０ｋWの設備を設置し、再生可能エネルギーを利用した事
業に取り組んでいます。

　当社のCO2排出量は、2020年度において2013年度比22％削減(前年
度比4.9％減)となっています。今後も省エネ車両導入率の向上など2030
年度の目標達成に向けて二酸化炭素排出量の削減に努めると共に、2050
年カーボンニュートラルの実現に向けた取り組みを進めていきます。

・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
車の普通車自由席が乗り降り自由です。また、ジェイアール四国バスのうち路線バス（大栃線、
久万高原線）にご乗車になれます。（高速バスには乗車できません）
・デジタルチケットをご購入のお客様につきましては、スマートフォン等の紛失、不所持、故障や
電池切れ等により本商品を画面に呈示できない場合は別途、必要な乗車券類（割引無し）をご
購入いただきます。予めご了承ください。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　   ※詳しくは、ホームページをご確認ください。

・発駅から高松駅間は「ゆき」「かえり」ともに特急列車の普通車指定席が各１回ご利用いただけます。
·「かえり」券で香川自由周遊区間のJR線の快速・普通列車の普通車自由席が乗り降り自由です。
·「ゆき」券は、発駅から香川自由周遊区間で最初に下車する駅まで有効です。「かえり」券で特急列車
乗車後は下車前途無効です。（別途特急料金をお支払いいただいた場合は除く）
·香川自由周遊区間で快速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。
　　　　　　　　　　　　　   　　　　　　　　   ※詳しくは、ホームページをご確認ください。

四国旅行に便利でおトクなきっぷを発売中
四国アフターＤＣ満喫きっぷ

お ね だ ん　大人 １１，０００円　小児 ３，０００円
　　　　　　　　　※小児は大人と同一行程の場合に限りご利用いただけます。（小児用は大人用と同時購入に限ります）

有 効 期 間　3日間
発 売 期 間　２０２２年６月２６日まで
　　　　　　　　　※ご出発日の１ヶ月前からご利用開始日当日まで発売いたします。

ご利用期間　２０２２年６月２８日まで
　　　　　　　　　※ご利用期間内で、土曜・日曜・祝日を１日以上含む連続した３日間ご利用いただけます。
　　　　　　　　　※２０２２年６月２６日ご出発分まで発売します。

「しこくるり」とは四国の観光・旅行者向けの総合スマートフォンアプリです。
・主要な観光スポット情報（景勝地、公園、観光施設、飲食＆お土産、体験・アクティビティ、日帰り入浴、観光系交通など）を約800スポット掲載。
・有料施設などをおトクに利用できるデジタルパス「旅ぱす」※では、スマホを片手に「旅ぱす」ポイントで、四国をめぐって楽しめます。

香川アート往復きっぷ

ＪＲ四国の駅のみどりの窓口、みどりの券売機プラス、
ワープ支店、駅ワーププラザ　
※Ｗｅｂアンケートへのご協力を購入条件としています。

デジタルチケット① デジタルチケット②
四国をぐるっと楽しむ旅アプリ「しこくるり」
※専用アプリをダウンロードしたうえで、チケットをご購入ください。　
※デジタルチケットの駅窓口等での発売はありません。

せとうち観光ナビ「setowa」
※デジタルチケットの駅窓口等での発売はありません。

四国をぐるっと楽しむ旅アプリ「しこくるり」　　

発 売 箇 所

「四国アフターＤＣ限定 駅レンプラン」  通常８，２５０円（駅レンプランＳクラス１台
２４時間）のところ、２，０００円でご利用いただけます。（免責補償込）
※対象商品をご購入のうえ、専用申し込みページからお客様ご自身でご予約いただいた場合に
　限ります。駅窓口等での予約・発売はありません。　　

「旅ぱす」ポイント優待購入特典　四国内の観光施設がおトクにご利用いただける
「旅ぱす」ポイントを通常６ポイント２，５００円のところ、６ポイント２，２００円で発売します。
※四国をぐるっと楽しむ旅アプリ「しこくるり」またはせとうち観光ナビ「setowa」で「四国アフ
　ターDC満喫きっぷ（デジタルチケット）」をご購入のお客様に限ります。

※旅ぱす:スマホアプリ内で専用ポイントを購入し（6ポイント／2,500円）、登録された施設や店舗のサービスを取得ポイント内で利用できます。

※画像はイメージ
※新型コロナウイルス感染症の影響により変更となる場合があります。

主なご利用条件

主なご利用条件

香川自由
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（JR線）

フリー区間
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お ね だ ん　松山発７，８００円　徳島発６，０００円　高知発６，５００円

有 効 期 間　3日間
発 売 期 間　２０２２年１１月４日まで  ※ご出発日の１ヶ月前から当日まで発売します。
ご利用期間　２０２２年１１月６日までの連続する３日間
　　　　　　　　　※２０２２年１１月４日ご出発分まで発売します。

発 売 箇 所　出発駅周辺の駅のみどりの窓口、みどりの券売機プラス、
　　　　　　ワープ支店、駅ワーププラザ、ＪＲ四国ツアーＷＥＢ
　　　　　　　　

四国アフターDC Twitter

※小児半額

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



JR四国ニュース No.415

CO2排出量削減への取り組みCO2排出量削減への取り組み

JR四国ニュース2022年5月１日

「しあわせぐるり、しこくるり。」「しあわせぐるり、しこくるり。」ＪＲ四国の「ＥＳＧへの取り組み」 E：環境 S：社会 G：ガバナンスＪＲ四国の「ＥＳＧへの取り組み」 E：環境 S：社会 G：ガバナンス

［四国アフターDC期間：2022年4月1日～6月30日まで］

四国アフターデスティネーション
キャンペーンを開催中

　四国４県及びＪＲ四国では四国アフターデスティネーションキャンペーン（以下、四国
アフターＤＣ）を開催中です。四国の魅力ある観光素材等を「学（まなび）くるり」「観
（ながめ）くるり」「遊（あそび）くるり」「心（こころ）くるり」「食（ぐるめ）くるり」の５つの
テーマ毎に分類しています。この機会に変化に富んだ四国特有とも言える自然美
（風・水・色）を存分にお楽しみください。

　JR四国グループは、将来のありたい姿として「鉄道を中心としたモビリティの提供及びまちづくりを通じた様々な事業を展開
し、交流人口の拡大と地域の発展に貢献するとともに、新しい価値・サービスの創造にチャレンジすることで、従業員が誇りを持
ち、生き生きと働ける企業グループ」を目指しています。２０２１年３月に策定した長期経営ビジョン２０３０及び中期経営計画２０２５
では、「地域とともに、『公共交通ネットワークの四国モデル』を追求する」「訪れたい・暮らしたいと感じる、にぎわいとおもてなしに
あふれる四国をつくる」「新しい価値・サービスの創造にチャレンジする」ことを将来のありたい姿の実現に向けたミッションとして
定めています。また、ミッションに沿った最大限の経営努力として、ＥＳＧの観点から、「安全・安心・信頼の確保」「生き生きと働ける
職場づくり」「グループの企業価値向上」を掲げ、経営基盤強化とともに事業運営を支える土台づくりに努めることとしています。
　JR四国グループでは、これら長期経営ビジョン・中期経営計画に基づく各種施策を推進することで、持続可能な経営体質の構
築を目指すとともに、ＥＳＧを意識した事業活動への取り組みにより、ＳＤＧｓの達成とサステナブルな経済・社会の実現に貢献して
いきます。

　土・日・祝日を１日以上含む連続した３日間、ＪＲ四国線はもちろん、土佐くろしお鉄道
線やジェイアール四国バスの路線バス（高速バスを除く）に乗り降り自由です。
　さらに、四国をぐるっと楽しむ旅アプリ「しこくるり」やせとうち観光ナビ「setowa」
で発売するデジタルチケット（チケットレス）がもっと便利です。

　発駅から高松までの往復特急指定席と香川自由周遊区間がセットになった、
瀬戸内国際芸術祭を巡るのにとっても便利でおトクなきっぷです。愛媛・
徳島・高知県内から「瀬戸内国際芸術祭２０２２」へのお出かけに、ぜひご利用く
ださい。

　当社では、地球温暖化防止に向けた自主目標として「JR四国低炭素社会
実行計画」を策定し、これまで運転用エネルギー消費量総量の削減に努め
てきました。その結果、2020年度に13％削減(2010年度比)を達成し、目
標であった8％を上回りました。
　今後は、日本経団連が推進する「カーボンニュートラル行動計画」に参画
し、2030年度に向けた新たな自主目標としてCO2排出量30％削減(2013
年度比)を目指します。

　当社では、2050年カーボンニュートラルを目指し、省エネルギー化や
CO2排出量削減の観点から、従来より軽量化されたステンレス製車体や
VVVFインバータ制御システムを搭載した電車車両の導入、機関出力を上
昇しつつ、燃焼効率の改善により有害成分を有したガス排出を大幅に削減
した特急気動車の導入に努めてきた結果、省エネ車両導入率は89.2%
(2020年度実績)を達成しています。今後も環境にやさしい鉄道車両の導
入を進めていきます。

　２０１３年１０月より再生可能エネルギー固定価格買取制度による売電を開始し、現在、宇多津
駅構内をはじめ四国内の３ヶ所で太陽光発電事業を実施しています。
　太陽光発電設備の規模としては、宇多津駅構内（太陽光発電パネル１，１７６枚、最大出力２９４
ｋW）等四国内３ヶ所で、最大出力５７０ｋWの設備を設置し、再生可能エネルギーを利用した事
業に取り組んでいます。

　当社のCO2排出量は、2020年度において2013年度比22％削減(前年
度比4.9％減)となっています。今後も省エネ車両導入率の向上など2030
年度の目標達成に向けて二酸化炭素排出量の削減に努めると共に、2050
年カーボンニュートラルの実現に向けた取り組みを進めていきます。

・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
車の普通車自由席が乗り降り自由です。また、ジェイアール四国バスのうち路線バス（大栃線、
久万高原線）にご乗車になれます。（高速バスには乗車できません）
・デジタルチケットをご購入のお客様につきましては、スマートフォン等の紛失、不所持、故障や
電池切れ等により本商品を画面に呈示できない場合は別途、必要な乗車券類（割引無し）をご
購入いただきます。予めご了承ください。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　   ※詳しくは、ホームページをご確認ください。

・発駅から高松駅間は「ゆき」「かえり」ともに特急列車の普通車指定席が各１回ご利用いただけます。
·「かえり」券で香川自由周遊区間のJR線の快速・普通列車の普通車自由席が乗り降り自由です。
·「ゆき」券は、発駅から香川自由周遊区間で最初に下車する駅まで有効です。「かえり」券で特急列車
乗車後は下車前途無効です。（別途特急料金をお支払いいただいた場合は除く）
·香川自由周遊区間で快速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。
　　　　　　　　　　　　　   　　　　　　　　   ※詳しくは、ホームページをご確認ください。

四国旅行に便利でおトクなきっぷを発売中
四国アフターＤＣ満喫きっぷ

お ね だ ん　大人 １１，０００円　小児 ３，０００円
　　　　　　　　　※小児は大人と同一行程の場合に限りご利用いただけます。（小児用は大人用と同時購入に限ります）

有 効 期 間　3日間
発 売 期 間　２０２２年６月２６日まで
　　　　　　　　　※ご出発日の１ヶ月前からご利用開始日当日まで発売いたします。

ご利用期間　２０２２年６月２８日まで
　　　　　　　　　※ご利用期間内で、土曜・日曜・祝日を１日以上含む連続した３日間ご利用いただけます。
　　　　　　　　　※２０２２年６月２６日ご出発分まで発売します。

「しこくるり」とは四国の観光・旅行者向けの総合スマートフォンアプリです。
・主要な観光スポット情報（景勝地、公園、観光施設、飲食＆お土産、体験・アクティビティ、日帰り入浴、観光系交通など）を約800スポット掲載。
・有料施設などをおトクに利用できるデジタルパス「旅ぱす」※では、スマホを片手に「旅ぱす」ポイントで、四国をめぐって楽しめます。

香川アート往復きっぷ

ＪＲ四国の駅のみどりの窓口、みどりの券売機プラス、
ワープ支店、駅ワーププラザ　
※Ｗｅｂアンケートへのご協力を購入条件としています。

デジタルチケット① デジタルチケット②
四国をぐるっと楽しむ旅アプリ「しこくるり」
※専用アプリをダウンロードしたうえで、チケットをご購入ください。　
※デジタルチケットの駅窓口等での発売はありません。

せとうち観光ナビ「setowa」
※デジタルチケットの駅窓口等での発売はありません。

四国をぐるっと楽しむ旅アプリ「しこくるり」　　

発 売 箇 所

「四国アフターＤＣ限定 駅レンプラン」  通常８，２５０円（駅レンプランＳクラス１台
２４時間）のところ、２，０００円でご利用いただけます。（免責補償込）
※対象商品をご購入のうえ、専用申し込みページからお客様ご自身でご予約いただいた場合に
　限ります。駅窓口等での予約・発売はありません。　　

「旅ぱす」ポイント優待購入特典　四国内の観光施設がおトクにご利用いただける
「旅ぱす」ポイントを通常６ポイント２，５００円のところ、６ポイント２，２００円で発売します。
※四国をぐるっと楽しむ旅アプリ「しこくるり」またはせとうち観光ナビ「setowa」で「四国アフ
　ターDC満喫きっぷ（デジタルチケット）」をご購入のお客様に限ります。

※旅ぱす:スマホアプリ内で専用ポイントを購入し（6ポイント／2,500円）、登録された施設や店舗のサービスを取得ポイント内で利用できます。

※画像はイメージ
※新型コロナウイルス感染症の影響により変更となる場合があります。
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有 効 期 間　3日間
発 売 期 間　２０２２年１１月４日まで  ※ご出発日の１ヶ月前から当日まで発売します。
ご利用期間　２０２２年１１月６日までの連続する３日間
　　　　　　　　　※２０２２年１１月４日ご出発分まで発売します。

発 売 箇 所　出発駅周辺の駅のみどりの窓口、みどりの券売機プラス、
　　　　　　ワープ支店、駅ワーププラザ、ＪＲ四国ツアーＷＥＢ
　　　　　　　　

四国アフターDC Twitter

※小児半額

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



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

2022年 月号
No.415
5

～２７００系特急気動車～
　２７００系は、２０１９年８月にデビューしたＪＲ
四国の特急気動車です。制御付自然振子方
式を採用し、軽量・低重心化を図っています。
デザインは、日本の伝統意匠をアレンジした
”Neo Japonisme（ネオジャポニスム）”をコンセ
プトに、安らぎと先進性をあわせ持たせた特急
車両です。現在は土讃線や高徳線などを運行
しています。
　また、３月には四国で初めて運行を開始した
特急「しおかぜ」と「南風」が５０周年を迎えた
ことを記念し、イベントやキャンペーンも開催し
ています。この機会に土讃線の自然豊かな景
観や予讃線の瀬戸内海の美しい景観などが
楽しめる、ＪＲ四国の特急列車をぜひご利用く
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
土讃線 阿波川口駅構内

JR四国ニュースNo.415

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。

四国各駅　　　　　特急自由席　　　徳島駅10:32　　　　　「藍よしのがわトロッコ～さとめぐみの風～」（朝食）　　　12:59阿波池田駅13:32　　　　　特急自由席　　

13:50大歩危駅14:21　　　　　　　　「四国まんなか千年ものがたり～しあわせの郷紀行～」（昼食）　　　17:14多度津駅　　　　　特急自由席　　　四国各駅

「えひめ・しまなみリンリントレイン」（混乗試験）を実施中
　ＪＲ四国では、気軽にサイクリングをお楽しみいただけるよう、予讃線（伊予西条駅～松山
駅）の一部普通列車に自転車をそのまま持ち込めるサイクルトレイン「えひめ・しまなみリンリン
トレイン」を実施しています。

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

徳島県内を走る２つの観光列車に乗車する日帰りツアー

詳細は専用ホームページを
ご確認ください。

◎実施期間　２０２２年６月２６日（日）までの土休日
◎ご利用区間　予讃線 伊予西条駅～松山駅間
◎自転車乗降可能駅（７駅）   松山駅・三津浜駅・伊予北条駅・波止浜駅・今治駅・壬生川駅・伊予西条駅　
　　　　　　　　　　　　 ※自転車乗降駅以外の駅で、自転車の乗降はできません。
◎対象列車　２２本（下り１２本、上り１０本）
◎定　　員　１人１台、１列車につき５名（５台）まで（先着順）
                         ※車内の混み具合によっては、５台未満であっても自転車の持ち込みをお断りする場合があります。

※事前予約不要、追加料金不要、自転車を解体することなくそのまま持ち込めます。

マナーを守って乗車

マナーを守って乗車

徳島県三好市

　ゴトンゴトン…
　佃駅を通過し阿波池田駅へと向かう列
車の車窓からは、左手には四国山地、右手
には所々で吉野川が見え、その向こう側に
は讃岐山脈がのぞめます。
　しばらくすると、うっすらと平野が広がって
きました。阿波池田のまちです。
　列車は山裾に広がる段丘の上を走って
いきます。段丘の下はシマと呼ばれる低い
土地の地区があります。
　車窓から斜め前方の讃岐山脈をのぞむ
と、山の斜面に集落が点 と々している風景
が広がっています。徳島県西部ではよく見
る景色ですが、国内でこのような景色が見
られる地域はあまりありません。そして点在
する集落がある緩やかな山の斜面は、大
昔の地すべりによって作られた地形です。
　そんな風景を眺めていると、阿波池田駅
のホームが見えてきました。
　池田のまち。ここは、ぷらっと歩くだけで大
地（ジオ）と人との繋がりがいくつも見えてくる
まちです。

　阿波池田は刻みたばこ業で栄えたまちと
して知られています。山間部で栽培された
葉たばこが池田などの平野に集積され、刻
み加工された後に京阪神などへ出荷され
ていました。
　刻みたばこ業を営んでいた事業者は現
在は転業し、酒造業や醸造業などを営んで
います。
　刻みたばこで使わ
れていた工場は、酒造
や醸造の場として活
用されています。また、
本町通りではうだつの
上がった家屋がいくつも立ち並んでいます。
　そんな池田のまちを作った大元は二つあ
ります。一つは中央構造線と呼ばれる西日
本を貫く長さ約1,000kmにもなる大断層で
す。中央構造線は池田のまちの中を東西に
貫いており、池田町ウエノ地区とマチ地区
の間には、東西方向に20～30mの高さにな
る断層が作り出した崖があります。

　もう一つは徳島県民が誇る吉野川です。こ
の吉野川の流れは池田町で東へ流れを変え
ていますが、このような流れになったのは約100
万～200万年前くらいからです。それ以前は香
川県の方へ流れていました。この川の流れの
変化を生み出した大元は中央構造線です。

　池田のまちには地球の活動の痕跡を
感じられる箇所がいくつもあり、そしてそ
の大地の特徴を活かし人々の生活文化
が築かれてきました。池田の大地と人が
紡ぎ出してきた風景について歩きながら
紹介してくれるガイド「みよしジオガイド」
がいます。みよしジオガイドが行っている
通常の池田ジオツアーコースでは、阿波
池田駅を発着地点として池田のまちなか
を90分ほど歩く内容です。もちろんお客
様のご要望に応じた内容のツアーも行っ
ており、観光列車「藍よしのがわトロッコ」
に乗車されている皆様のお出迎えもして
おります。ぜひ池田の町の歴史や大地と
のつながりを一緒に歩きながら旅してみ
ませんか？

鉄道車窓から見る三好の大地の物語
～佃駅から阿波池田駅までの車窓風景～

阿波池田を大地（ジオ）の
視点から旅してみると…？

目から鱗！！風景の見方を変える案内人

■お問い合わせ
みよしジオガイドの会（三好市観光協会内）
  ☎0883-76-0877　Fax:0883-76-0876

四国まんなか千年ものがたりと藍よしのがわトロッコ

ご出発日　２０２２年５月１４日・２８日、６月１１日・１８日
旅行代金　１５，０００円 ＪＲ四国各駅発着（ＪＲ四国各駅～徳島駅、多度津駅～ＪＲ四国各駅の乗車券・自由席特急券付）
　　　　　　　※ＪＲ四国ジパング倶楽部会員様１，５００円引き
お 食 事　 朝食：サンドイッチ（藍よしのがわトロッコ）／昼食：おとなの遊山箱（四国まんなか千年ものがたり）
日　　程　日帰り

　徳島の文化や沿線の歴史、吉野川の吹き抜ける風を体感いただけるトロッコ列車「藍
よしのがわトロッコ」と、歴史に思いを馳せて、野や山に遊びに出かける大人の洒落た小旅
行を気軽に楽しめる本格的な観光列車「四国まんなか千年ものがたり」の２つの観光列車
に乗車できるツアーです。徳島県内を走る観光列車の旅をぜひお楽しみください。


