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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.416
6

～土讃線の秘境駅・坪尻駅～
　香川県と徳島県の県境付近に位置する土
讃線の坪尻駅は、周囲を山に囲まれているた
め車等で直接駅に乗り入れることが出来ない
ことから秘境駅と呼ばれています。また、写真の
ように全国的にも珍しいスイッチバックの駅とし
ても有名です。
　この坪尻駅は、普通列車しか停車していませ
んでしたが、２０１７年４月から運行を開始した
観光列車「四国まんなか千年ものがたり」の停
車時間でもお楽しみいただくことが出来るよう
になりました。
　人里離れた自然豊かな秘境駅で日頃の喧騒
を忘れて、小鳥のさえずりなどを聴きながら、の
んびり過ごしてはいかがでしょうか？

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 坪尻駅

JR四国ニュースNo.416

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。

揚げぴっぴ　４８６円(税込)
しお味、甘味

土讃線・阿波川口駅が
「ぽんぽこ阿波川口駅」（愛称名）に！！
　土讃線の阿波川口駅は、観光列車「四国まんなか千年ものがたり」しあわせの郷紀行の停
車時間にたくさんの「狸」にお出迎えいただいております。この阿波川口駅の愛称名を地元学
生の皆様からご応募いただき、「やましろ狸な会」による投票の結果、「ぽんぽこ阿波川口駅」
となりました。
　駅名標のデザインも一新され、観光列車運行時は、狸のお出迎えや地域の特産品販売等も
あります。また、駅周辺は「狸」にちなんだ建物（大型壁画）などがあり見どころ満載です。
　この機会にぜひ阿波川口駅へお越しください。

香川県坂出市

優美な多島美を誇る瀬戸内海をまたぎ、
本州と四国を結ぶ瀬戸大橋。穏やかな海
に点在する島々は，海岸や五色台にある
展望地からの眺めなど、訪れる時間や季
節によって違った表情を見せるので変化を
楽しむことができます。
また、土曜日等の夜には瀬戸大橋がラ
イトアップします。幻想的な風景を楽しむこ
とができるのでおすすめです。

　瀬戸内国際芸術祭2022春会期の会場
になっておりました、坂出市の沙弥島では
「八人九脚」や「階層・地層・層」といった
作品をいつでも楽しむことができます。また、
瀬居町では瀬戸内国際芸術祭２０２２の周
遊事業であります、神戸芸術工科大学によ
るアートプロジェクトにて展示しておりました
「しましまのうみ」を楽しむことができます。ど
れも見ごたえがある作品ですので是非一
度足を運んでみてください。

坂出の農産物で、全国にその名が知
られているのは「金時人参」「金時いも」
「金時みかん」の三金時です。金時とは
赤いものの意味で、三品とも赤みが濃く、
元気の源となる身体によい食べ物で
す。三金時を使ったお菓子も販売して
おります。
また、食べ物以外にもサヌカイトや鯉
のぼりなども特産品になっており、坂出に
観光で来られた際にはお土産にお勧め
です。

自然あふれる坂出

瀬戸大橋と多島美

アートのまち 坂出の特産品

■お問い合わせ
　坂出市産業観光課
　☎0877-44-5103

さかいで観光Navi

四国キヨスク㈱では、瀬戸内国際芸術祭2022に合わせて「揚げぴっぴ」を復活販売い
たしました。
「揚げぴっぴ」は、2020年末まで同じJR四国グループの㈱めりけんやが販売していた人
気のお土産スナックで、幅広いお客さまよりご支持をいただいた商品です。今回、当社の
プライベートブランド商品として味のリニューアルを行い、「しお味」と「甘味」の２種類で販
売しています。
　商品名の“ぴっぴ”とは讃岐弁の幼児語でうどんのことを言い、「揚げぴっぴ」とはその
名のとおり、うどんを揚げたお菓子のことです。
カリッとした歯ごたえ、噛めばサクサクとした軽い歯ざわりでじわりとうま味がにじみ出てくる
ため、この食感とやめられない美味しさが病みつきになるお菓子となっています。
家族や親せきへのお土産はもちろん、自分へのご褒美、移動中のおつまみとしても最適

ですので、四国の駅にお越しの際はキヨスク店舗にお立ち寄りいただき是非ご賞味下さい。

復活！！「揚げぴっぴ」販売中



JR四国ニュース No.416

●運転日：７／１、２、８、９、１５～１７、２２、２３、２９、３０ 　
　　　　　８／５、６、１０、１２、１３、１９、２０、２６、２７ 　 　
　　　　　９／２、３、９、１０、１６～１８、２２～２４、３０

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

夏の臨時列車運転のお知らせ夏の臨時列車運転のお知らせ
　ＪＲ四国では、夏の期間（７月～９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

寝台特急「サンライズ瀬戸」 延長運転寝台特急「サンライズ瀬戸」 延長運転

「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

観光列車観光列車

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｢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：７／２、３、９、１０、１６～３１　８／１～３１　９／３、４、１０、１１、１７～１９、２３～２５

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

　よしの川ブルーライン（徳島線）の徳島駅～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｢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｢しまんトロッコ｣を運転

　東京駅発の寝台特急｢サンライズ瀬戸｣を金曜、休日前に琴平駅まで延長運
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
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：７／２、３、９、１０、１６～３１　８／１～２１、２７、２８　９／３、４、１０、１１、１７～１９、２３～２５
　　　　　　  ※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： ９／ １０、１１、１７～１９、２３～２５

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

●停車駅： 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：７／１８　８／１１　９／１９、２３

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。

「すまいるえきちゃん・れっちゃくん」
LINEスタンプを販売中

「すまいるえきちゃん・れっちゃくん」
LINEスタンプを販売中

　ＪＲ四国では、ＬＩＮＥ株式会社が運営するコミュニケーションアプリ
「LINE(ライン)」において、公式スタンプを販売中です。
　デザインはＪＲ四国のおもてなしキャラクター「すまいるえき
ちゃん・れっちゃくん」です。日常の様々なシチュエーションや四国
４県のカラーがある「れっちゃくん」たちをメインに四国の方言で会
話をしている様子などを当社社員が描きました。方言は四国出身の
社員が協力し、各県の特色のある言葉や愛着のある言葉を取り揃え
ました。
　四国の方言を交えながらかわいいスタンプでトークを盛り上げて
みてはいかがでしょうか。

JR四国ニュース2022年6月１日

高松駅～徳島駅間、
徳島駅～阿波池田駅間の特急列車に増結し
｢ゆうゆうアンパンマンカー｣を運転

高松駅～徳島駅間、
徳島駅～阿波池田駅間の特急列車に増結し
｢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。

　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～琴平駅間で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。

●運転日：７／１６～３１　　
　　　　　８／１～３１　
　　　　　９／３、４、１０、１１、１７～１９、２３～２５

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 １０：０８ 徳　島 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

©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

■スタンプ情報
　第１弾「毎日かわいい♡すまいるえきちゃん」（静止画全２４種）
　第２弾「しこくだいすき♡方言れっちゃくん」（静止画全２４種）
■価格
　各1セットあたり120円(税込)または50コイン／1セット：24個
■取り扱い先
　「LINE」内スタンプショップ/LINE STORE

■デザイン
第１弾

第2弾

© Shikoku Railway Company



JR四国ニュース No.416

●運転日：７／１、２、８、９、１５～１７、２２、２３、２９、３０ 　
　　　　　８／５、６、１０、１２、１３、１９、２０、２６、２７ 　 　
　　　　　９／２、３、９、１０、１６～１８、２２～２４、３０

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

夏の臨時列車運転のお知らせ夏の臨時列車運転のお知らせ
　ＪＲ四国では、夏の期間（７月～９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

寝台特急「サンライズ瀬戸」 延長運転寝台特急「サンライズ瀬戸」 延長運転

「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

観光列車観光列車

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｢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：７／２、３、９、１０、１６～３１　８／１～３１　９／３、４、１０、１１、１７～１９、２３～２５

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

　よしの川ブルーライン（徳島線）の徳島駅～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｢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｢しまんトロッコ｣を運転

　東京駅発の寝台特急｢サンライズ瀬戸｣を金曜、休日前に琴平駅まで延長運
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
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：７／２、３、９、１０、１６～３１　８／１～２１、２７、２８　９／３、４、１０、１１、１７～１９、２３～２５
　　　　　　  ※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： ９／ １０、１１、１７～１９、２３～２５

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

●停車駅： 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：７／１８　８／１１　９／１９、２３

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。

「すまいるえきちゃん・れっちゃくん」
LINEスタンプを販売中

「すまいるえきちゃん・れっちゃくん」
LINEスタンプを販売中

　ＪＲ四国では、ＬＩＮＥ株式会社が運営するコミュニケーションアプリ
「LINE(ライン)」において、公式スタンプを販売中です。
　デザインはＪＲ四国のおもてなしキャラクター「すまいるえき
ちゃん・れっちゃくん」です。日常の様々なシチュエーションや四国
４県のカラーがある「れっちゃくん」たちをメインに四国の方言で会
話をしている様子などを当社社員が描きました。方言は四国出身の
社員が協力し、各県の特色のある言葉や愛着のある言葉を取り揃え
ました。
　四国の方言を交えながらかわいいスタンプでトークを盛り上げて
みてはいかがでしょうか。

JR四国ニュース2022年6月１日

高松駅～徳島駅間、
徳島駅～阿波池田駅間の特急列車に増結し
｢ゆうゆうアンパンマンカー｣を運転

高松駅～徳島駅間、
徳島駅～阿波池田駅間の特急列車に増結し
｢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。

　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～琴平駅間で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。

●運転日：７／１６～３１　　
　　　　　８／１～３１　
　　　　　９／３、４、１０、１１、１７～１９、２３～２５

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 １０：０８ 徳　島 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

©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

■スタンプ情報
　第１弾「毎日かわいい♡すまいるえきちゃん」（静止画全２４種）
　第２弾「しこくだいすき♡方言れっちゃくん」（静止画全２４種）
■価格
　各1セットあたり120円(税込)または50コイン／1セット：24個
■取り扱い先
　「LINE」内スタンプショップ/LINE STORE

■デザイン
第１弾

第2弾

© Shikoku Railway Company



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.416
6

～土讃線の秘境駅・坪尻駅～
　香川県と徳島県の県境付近に位置する土
讃線の坪尻駅は、周囲を山に囲まれているた
め車等で直接駅に乗り入れることが出来ない
ことから秘境駅と呼ばれています。また、写真の
ように全国的にも珍しいスイッチバックの駅とし
ても有名です。
　この坪尻駅は、普通列車しか停車していませ
んでしたが、２０１７年４月から運行を開始した
観光列車「四国まんなか千年ものがたり」の停
車時間でもお楽しみいただくことが出来るよう
になりました。
　人里離れた自然豊かな秘境駅で日頃の喧騒
を忘れて、小鳥のさえずりなどを聴きながら、の
んびり過ごしてはいかがでしょうか？

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 坪尻駅

JR四国ニュースNo.416

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。

揚げぴっぴ　４８６円(税込)
しお味、甘味

土讃線・阿波川口駅が
「ぽんぽこ阿波川口駅」（愛称名）に！！
　土讃線の阿波川口駅は、観光列車「四国まんなか千年ものがたり」しあわせの郷紀行の停
車時間にたくさんの「狸」にお出迎えいただいております。この阿波川口駅の愛称名を地元学
生の皆様からご応募いただき、「やましろ狸な会」による投票の結果、「ぽんぽこ阿波川口駅」
となりました。
　駅名標のデザインも一新され、観光列車運行時は、狸のお出迎えや地域の特産品販売等も
あります。また、駅周辺は「狸」にちなんだ建物（大型壁画）などがあり見どころ満載です。
　この機会にぜひ阿波川口駅へお越しください。
　　

香川県坂出市

　優美な多島美を誇る瀬戸内海をまたぎ、
本州と四国を結ぶ瀬戸大橋。穏やかな海
に点在する島々は，海岸や五色台にある
展望地からの眺めなど、訪れる時間や季
節によって違った表情を見せるので変化を
楽しむことができます。
　また、土曜日等の夜には瀬戸大橋がラ
イトアップします。幻想的な風景を楽しむこ
とができるのでおすすめです。

　瀬戸内国際芸術祭2022春会期の会場
になっておりました、坂出市の沙弥島では
「八人九脚」や「階層・地層・層」といった
作品をいつでも楽しむことができます。また、
瀬居町では瀬戸内国際芸術祭２０２２の周
遊事業であります、神戸芸術工科大学によ
るアートプロジェクトにて展示しておりました
「しましまのうみ」を楽しむことができます。ど
れも見ごたえがある作品ですので是非一
度足を運んでみてください。

　坂出の農産物で、全国にその名が知
られているのは「金時人参」「金時いも」
「金時みかん」の三金時です。金時とは
赤いものの意味で、三品とも赤みが濃く、
元気の源となる身体によい食べ物で
す。三金時を使ったお菓子も販売して
おります。
　また、食べ物以外にもサヌカイトや鯉
のぼりなども特産品になっており、坂出に
観光で来られた際にはお土産にお勧め
です。

自然あふれる坂出

瀬戸大橋と多島美

アートのまち 坂出の特産品

■お問い合わせ
　坂出市産業観光課
　☎0877-44-5103

さかいで観光Navi

　四国キヨスク㈱では、瀬戸内国際芸術祭2022に合わせて「揚げぴっぴ」を復活販売い
たしました。
　「揚げぴっぴ」は、2020年末まで同じJR四国グループの㈱めりけんやが販売していた人
気のお土産スナックで、幅広いお客さまよりご支持をいただいた商品です。今回、当社の
プライベートブランド商品として味のリニューアルを行い、「しお味」と「甘味」の２種類で販
売しています。
　商品名の“ぴっぴ”とは讃岐弁の幼児語でうどんのことを言い、「揚げぴっぴ」とはその
名のとおり、うどんを揚げたお菓子のことです。
　カリッとした歯ごたえ、噛めばサクサクとした軽い歯ざわりでじわりとうま味がにじみ出てくる
ため、この食感とやめられない美味しさが病みつきになるお菓子となっています。
　家族や親せきへのお土産はもちろん、自分へのご褒美、移動中のおつまみとしても最適
ですので、四国の駅にお越しの際はキヨスク店舗にお立ち寄りいただき是非ご賞味下さい。

復活！！「揚げぴっぴ」販売中


