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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.417
7

～復刻！キハ４７いよ号！～
　四国デスティネーションキャンペーンのイベン
トの一つとして、いすみ鉄道（千葉県）に貸出し
ていた急行列車「いよ」、「うわじま」のヘッド
マーク。昨年１０月から約半年の間、いすみ鉄道
の保有するキハ２８急行形ディーゼルカーなど
に掲出していました。
　２０２２年５月１４日に高松駅にてヘッドマーク
の返還式が行われ、ＪＲ四国へ帰郷。長旅から
戻ってきたヘッドマークは休む間もなく、国鉄時
代の面影を色濃く残す当社のキハ４７ディーゼ
ルカーに掲出され、１日限りの復刻版急行
「いよ」がお目見えとなりました。
　当日は復刻版「いよ」の記念ツアーも設定さ
れ、ツアー参加者はもちろん、多くの皆様に楽し
んで頂きました。

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
予讃線：高松駅

JR四国ニュースNo.417

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。

愛媛・徳島・高知から瀬戸芸に行くなら便利でおトク！
香川アート往復きっぷ発売中

ニコラ・ダロ「ナビゲーションルーム」　≪夏公開≫mg27 作品プラン

津島ノ宮駅　３年ぶりに開設
　こどもの守り神で知られる津嶋神社夏季例大祭にあわせ、予讃線・海岸寺駅～詫間駅間に臨時駅「津島ノ宮駅」
を開設いたします。
　この駅は、夏季例大祭がある８月４日（木）と５日（金）の２日間だけ臨時に開設する、日本一営業日が短いＪR駅
として知られています。「津島ノ宮駅」には、２日間でのべ６４本の普通列車が臨時停車いたします。２０２０年夏
季例大祭中止以降、開設を見合わせていましたが、３年ぶりに開設いたします。
　津嶋神社夏季例大祭へお越しの際は、是非ＪＲ四国をご利用ください。

香川県

　５回目となる今回の芸術祭は、コロナ禍で
の開催となり、春会期は海外のアーティストの
来日が難しい状況であったため、リモート制
作など新たな取組みでインスタレーションを展
開しました。作品鑑賞パスポートについても、
コロナ禍における接触機会の低減や来場者
の皆様の利便性の向上などの観点から、従
来の紙のパスポートに加え、デジタルパス
ポート「通称：瀬戸芸デジパス」を導入するな
ど、全ての人が安心してお楽しみいただける
よう、万全の準備を整えております。

　さらに、舞台公演や演劇などのパフォーミ
ングアーツに加え、アーティストによるワーク
ショップも開催します。前回2019年に大好評
だった予約制のオフィシャルツアーも岡山発
着のコースを新たに加え、芸術祭と島々の魅
力を知るガイドがお客様をご案内し、芸術祭
の開催趣旨やみどころ、「食」をはじめとする
瀬戸内の魅力を紹介します。瀬戸内国際芸
術祭2022春会期は既に終了しましたが、夏
会期を8月５日(金)から９月４日(日)まで、秋会
期を9月29日(木)から11月６日(日)までの日程で
開催します。夏会期や秋会期から新たに展
開される作品も多くありますので、大勢の皆
様にお越しいただき、お楽しみいただきたいと
思います。

　アートを道しるべに
島 を々巡りながら瀬戸
内の美しい景観や自
然、島の文化や生活に
出会う、現代アートの祭
典「瀬戸内国際芸術
祭2022」が、直島や女
木島など瀬戸内の12
の島と高松港、宇野港
周辺を会場に、春・夏・

秋の３会期あわせて105日間の日程で、4月
14日に開幕しました。これまで4回の開催を
重ねる中で、アーティストがその島でしか生
み出すことのできない素晴らしいアート作品
を創作し、それらを大勢の来場者が島民や
ボランティアサポーターである「こえび隊」と
ふれあいながら巡り、島への理解を深め、島
の素晴らしさを感じてもらうという独創性が、
国内外から多くのファンを獲得してきました。
最近では、世界的な旅行ガイドブック「ロン
リープラネット」や、米国の「ニューヨーク・タイ
ムズ」など海外のメディアにも2022年に訪れ

■お問い合わせ先
　瀬戸内国際芸術際実行委員会事務局
　☎087-813-2244（高松港総合案内所）

青木野枝
「空の玉／寒霞渓」

瀬戸芸
デジパスについて

ヘザー・B・スワン+ノンダ・カサリディス
「海を夢見る人々の場所」Photo: Keizo Kioku

るべき旅行先の目的の一つとして紹介される
など、世界の注目を集めています。

Asaki Oda "PAPER SEA" Photo: Keizo Kioku

　また今回は「瀬戸内の里海・里山の隠れ
た資源の発掘と発信」という観点から、会場
の島だけでなく、本土側を含めた新たなエリ
アでの作品展開やイベントの開催を通じて、
来場者の周遊の促進を図るなど、地域の特
色ある自然や歴史、文化等の資源に着目し

た取組みを展開
します。こうした取
組みを通して、会
場となる島々やそ
の周辺エリアを
ゆったりと巡る楽
しみ方をご提案し
ます。

　発駅から高松駅までの特急列車の普通車指定席往復きっぷと香
川自由周遊区間内の普通列車の自由席が乗り降り自由なフリーきっ
ぷがセットになった、香川県内のアート巡りや観光に便利でおトク
なきっぷです。愛媛・徳島・高知県内から「瀬戸内国際芸術祭２０２
２」へのお出かけにぜひご利用ください。

・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。
　　　　　　　　　　　　　   　　　　　　　　   

主なご利用条件

香川自由
周遊区間
（JR線）

観音寺 多度津

琴平

高松

志度

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
　　　　　　　　

※小児半額

※ 津島ノ宮駅乗降の際は、列車とホームの間が広く開いておりますので十分ご注意ください。なお、小さなお子様等については、係員が新型コロナ
　 ウイルス感染防止対策を行った上で、乗降のお手伝いをさせていただきます。

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



JR四国ニュース No.417

安全に向けた各種訓練安全に向けた各種訓練
　ＪＲ四国では、災害・事故等が発生した場合に備えて、お客様を安全かつ円滑に避難誘導すること及びお客様に「安心して」「喜
んで」「末永く」ご利用いただける輸送を提供することを目的に各種訓練を実施しています。

「夕焼けビールトロッコ２０２２」の運転について「夕焼けビールトロッコ２０２２」の運転について
　毎年夏の風物詩として多くのお客様に好評いただいている「夕焼けビー
ルトロッコ」を、新型コロナウイルス感染防止対策を行ったうえで、運転し
ます。伊予灘に沈む夕日と、さわやかな潮風を感じながらのひとときをお
楽しみください。

徳
島
線

JR四国ニュース2022年7月１日

■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

徳島駅から阿波池田駅間の徳島線で運転を行っている
観光列車「藍よしのがわトロッコ」の車両です。

　　

◆オプション

　 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23

25 26 27 28 29 30

1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 3131

24

日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土

　毎年、年末に列車脱線事故などの大規模な事故を
想定し、四国運輸局、警察、消防等関係機関の協力を
得て、合同で「総合事故対策訓練」を実施していま
す。訓練では列車防護、お客様救済、関係機関等との
連携及び脱線車両や線路・設備の復旧作業を行って
います。

01　総合事故対策訓練

　南海トラフ地震が発生し、それに伴い津波警報等が
発表された場合を想定して、お客様及び社員の安全確
保を目的とした「地震・津波避難誘導訓練」を２００５年
度から毎年、徳島地区及び須崎地区で実施していま
す。訓練には、周辺の小・中学生、自主防災組織や地元
自治体等の関係者も参加していただき、お客様の避難
誘導や対応、避難場所及び避難経路の確認、防災講演
等を実施しています。

02　地震・津波避難誘導訓練

　万一トンネル内で列車火災が発生した場合、お客
様を安全かつ円滑に避難誘導することを目的とした
避難誘導訓練を実施しています。トンネル内で動け
なくなった列車内のお客様を乗務員同士が互いに協
力して車外へ避難誘導するとともに、お客様への対
応についても訓練しています。

03　トンネル内列車火災発生時の避難誘導訓練
　

　何らかの原因により、瀬戸大橋上で列車が停止し、お
客様を救済する必要が生じたことを想定し、お客様を安
全・円滑に救済することを目的とした異常時取扱訓練を
毎年実施しています。お客様対応班による列車内のお
客様対応、救援列車による故障列車収容、お客様の乗
換案内等の訓練を行っています。また、この訓練は３年
に一度、ＪＲ西日本と合同で実施しています。

04　本四備讃線 異常時取扱訓練

予讃線、松山駅から伊予長浜駅間を往復します。
※トロッコ列車の乗車区間は、伊予市駅から伊予長浜駅間です。
※ご乗車は、松山駅の他、市坪駅・北伊予駅・南伊予駅・伊予市駅からもご乗車頂けます。

●運転区間（トロッコ乗車区間）

●トロッコに使用する車両

●運行日

●申し込みについて

●新型コロナウイルス感染対策

●旅行代金

●募集人員

●愛媛県産素材を使ったお料理、お飲み物の提供

※飲食の提供は、下り、上りとも伊予市駅・伊予長浜駅間です。
　（伊予長浜駅では、折返し準備を行うため一旦トロッコ車両から降車
　して頂きます。）

「夕焼けビールトロッコ弁当」には、愛媛県宇和海産の健康真鯛を使った郷土料理の鯛めし・愛媛県産釜揚げしらす・
じゃこ天を使用しています。また、お飲み物はビール・ソフトドリンクに加えて愛媛県産河内晩柑を使った
チューハイ（お一人様2杯まで）をご提供します。

※１グループ大人２名様以上６名様までお申し込みいただけます。
※新型コロナウイルス感染防止対策として、１ボックス４名様定員の
　ところを２名様もしくは３名様でご利用いただけます。
※子ども料金の設定はありません。
　（こどもでお席が必要な場合は大人料金にてお申込みをお願いします。）
※悪天候の場合、トロッコ車両で飲食等のご提供ができない場合があります。
※新型コロナウイルス感染拡大の状況によっては、催行を中止する場合が
　あります。

 ■受 付 方 法   ワープ支店、駅ワーププラザ・旅の予約センター・ＪＲ四国公式ＨＰ「ＪＲ四国ツアー」
　　　　　　　 よりお申込み頂けます。　
 　

集合・解散に便利な「ＪＲ四国全線フリーきっぷ」(特急列車普通車自由席利用／１日間用)を上記旅行代金に対して
お一人様＋２，０００円で追加いただけます。（オプションのみの購入はできません)

ご利用人数
2名様
3名様
4名様
5名様
6名様

ボックス数

1

2

旅行代金
2名で 17,600円
3名で 20,400円
4名で 35,200円
5名で 38,000円
6名で 40,800円

お一人様あたり（参考）
8,800円
6,800円
8,800円
7,600円
6,800円

4２名／団（最小催行人員２８名）
     ※新型コロナウイルス感染対策として、通常より定員を少なくしています。

●行程

着時間
発時間

松山駅
ー
18：00

市坪駅
18：04
18：07

北伊予駅
18：10
18：11

南伊予駅
18：14
18：14

伊予市駅
18：20
18：27

伊予上灘駅
18：46
18：53

下灘駅
19：02
19：05

伊予長浜駅
19：25
ー

下
　り

着時間
発時間

伊予長浜駅
ー
20：15

下灘駅

➡

伊予上灘駅

➡

伊予市駅
21：11
21：16

南伊予駅
21：21
21：21

北伊予駅
21：24
21：25

市坪駅
21：28
21：35

松山駅
21：41
ー

上
　り

トロッコ列車乗車区間

トロッコ列車乗車区間

※ＪＲ松山駅でのご予約受付は行っておりません。

7
月

8
月

飲食以外ではマスクを着用頂き、ご乗車前には検温・手指消毒をお願いします。

※ 好評につき、本誌発刊時には、完売の場合もありますのでご了承願います。

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
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保を目的とした「地震・津波避難誘導訓練」を２００５年
度から毎年、徳島地区及び須崎地区で実施していま
す。訓練には、周辺の小・中学生、自主防災組織や地元
自治体等の関係者も参加していただき、お客様の避難
誘導や対応、避難場所及び避難経路の確認、防災講演
等を実施しています。

02　地震・津波避難誘導訓練

　万一トンネル内で列車火災が発生した場合、お客
様を安全かつ円滑に避難誘導することを目的とした
避難誘導訓練を実施しています。トンネル内で動け
なくなった列車内のお客様を乗務員同士が互いに協
力して車外へ避難誘導するとともに、お客様への対
応についても訓練しています。

03　トンネル内列車火災発生時の避難誘導訓練
　

　何らかの原因により、瀬戸大橋上で列車が停止し、お
客様を救済する必要が生じたことを想定し、お客様を安
全・円滑に救済することを目的とした異常時取扱訓練を
毎年実施しています。お客様対応班による列車内のお
客様対応、救援列車による故障列車収容、お客様の乗
換案内等の訓練を行っています。また、この訓練は３年
に一度、ＪＲ西日本と合同で実施しています。

04　本四備讃線 異常時取扱訓練

予讃線、松山駅から伊予長浜駅間を往復します。
※トロッコ列車の乗車区間は、伊予市駅から伊予長浜駅間です。
※ご乗車は、松山駅の他、市坪駅・北伊予駅・南伊予駅・伊予市駅からもご乗車頂けます。

●運転区間（トロッコ乗車区間）

●トロッコに使用する車両

●運行日

●申し込みについて

●新型コロナウイルス感染対策

●旅行代金

●募集人員

●愛媛県産素材を使ったお料理、お飲み物の提供

※飲食の提供は、下り、上りとも伊予市駅・伊予長浜駅間です。
　（伊予長浜駅では、折返し準備を行うため一旦トロッコ車両から降車
　して頂きます。）

「夕焼けビールトロッコ弁当」には、愛媛県宇和海産の健康真鯛を使った郷土料理の鯛めし・愛媛県産釜揚げしらす・
じゃこ天を使用しています。また、お飲み物はビール・ソフトドリンクに加えて愛媛県産河内晩柑を使った
チューハイ（お一人様2杯まで）をご提供します。

※１グループ大人２名様以上６名様までお申し込みいただけます。
※新型コロナウイルス感染防止対策として、１ボックス４名様定員の
　ところを２名様もしくは３名様でご利用いただけます。
※子ども料金の設定はありません。
　（こどもでお席が必要な場合は大人料金にてお申込みをお願いします。）
※悪天候の場合、トロッコ車両で飲食等のご提供ができない場合があります。
※新型コロナウイルス感染拡大の状況によっては、催行を中止する場合が
　あります。

 ■受 付 方 法   ワープ支店、駅ワーププラザ・旅の予約センター・ＪＲ四国公式ＨＰ「ＪＲ四国ツアー」
　　　　　　　 よりお申込み頂けます。　
 　

集合・解散に便利な「ＪＲ四国全線フリーきっぷ」(特急列車普通車自由席利用／１日間用)を上記旅行代金に対して
お一人様＋２，０００円で追加いただけます。（オプションのみの購入はできません)

ご利用人数
2名様
3名様
4名様
5名様
6名様

ボックス数

1

2

旅行代金
2名で 17,600円
3名で 20,400円
4名で 35,200円
5名で 38,000円
6名で 40,800円

お一人様あたり（参考）
8,800円
6,800円
8,800円
7,600円
6,800円

4２名／団（最小催行人員２８名）
     ※新型コロナウイルス感染対策として、通常より定員を少なくしています。

●行程

着時間
発時間

松山駅
ー
18：00

市坪駅
18：04
18：07

北伊予駅
18：10
18：11

南伊予駅
18：14
18：14

伊予市駅
18：20
18：27

伊予上灘駅
18：46
18：53

下灘駅
19：02
19：05

伊予長浜駅
19：25
ー

下
　り

着時間
発時間

伊予長浜駅
ー
20：15

下灘駅

➡

伊予上灘駅

➡

伊予市駅
21：11
21：16

南伊予駅
21：21
21：21

北伊予駅
21：24
21：25

市坪駅
21：28
21：35

松山駅
21：41
ー

上
　り

トロッコ列車乗車区間

トロッコ列車乗車区間

※ＪＲ松山駅でのご予約受付は行っておりません。

7
月

8
月

飲食以外ではマスクを着用頂き、ご乗車前には検温・手指消毒をお願いします。

※ 好評につき、本誌発刊時には、完売の場合もありますのでご了承願います。

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



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.417
7

～復刻！キハ４７いよ号！～
　四国デスティネーションキャンペーンのイベン
トの一つとして、いすみ鉄道（千葉県）に貸出し
ていた急行列車「いよ」、「うわじま」のヘッド
マーク。昨年１０月から約半年の間、いすみ鉄道
の保有するキハ２８急行形ディーゼルカーなど
に掲出していました。
　２０２２年５月１４日に高松駅にてヘッドマーク
の返還式が行われ、ＪＲ四国へ帰郷。長旅から
戻ってきたヘッドマークは休む間もなく、国鉄時
代の面影を色濃く残す当社のキハ４７ディーゼ
ルカーに掲出され、１日限りの復刻版急行
「いよ」がお目見えとなりました。
　当日は復刻版「いよ」の記念ツアーも設定さ
れ、ツアー参加者はもちろん、多くの皆様に楽し
んで頂きました。

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
予讃線：高松駅

JR四国ニュースNo.417

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。

愛媛・徳島・高知から瀬戸芸に行くなら便利でおトク！
香川アート往復きっぷ発売中

ニコラ・ダロ「ナビゲーションルーム」　≪夏公開≫mg27 作品プラン

津島ノ宮駅　３年ぶりに開設
　こどもの守り神で知られる津嶋神社夏季例大祭にあわせ、予讃線・海岸寺駅～詫間駅間に臨時駅「津島ノ宮駅」
を開設いたします。
　この駅は、夏季例大祭がある８月４日（木）と５日（金）の２日間だけ臨時に開設する、日本一営業日が短いＪR駅
として知られています。「津島ノ宮駅」には、２日間でのべ６４本の普通列車が臨時停車いたします。２０２０年夏
季例大祭中止以降、開設を見合わせていましたが、３年ぶりに開設いたします。
　津嶋神社夏季例大祭へお越しの際は、是非ＪＲ四国をご利用ください。

香川県

　５回目となる今回の芸術祭は、コロナ禍で
の開催となり、春会期は海外のアーティストの
来日が難しい状況であったため、リモート制
作など新たな取組みでインスタレーションを展
開しました。作品鑑賞パスポートについても、
コロナ禍における接触機会の低減や来場者
の皆様の利便性の向上などの観点から、従
来の紙のパスポートに加え、デジタルパス
ポート「通称：瀬戸芸デジパス」を導入するな
ど、全ての人が安心してお楽しみいただける
よう、万全の準備を整えております。

　さらに、舞台公演や演劇などのパフォーミ
ングアーツに加え、アーティストによるワーク
ショップも開催します。前回2019年に大好評
だった予約制のオフィシャルツアーも岡山発
着のコースを新たに加え、芸術祭と島々の魅
力を知るガイドがお客様をご案内し、芸術祭
の開催趣旨やみどころ、「食」をはじめとする
瀬戸内の魅力を紹介します。瀬戸内国際芸
術祭2022春会期は既に終了しましたが、夏
会期を8月５日(金)から９月４日(日)まで、秋会
期を9月29日(木)から11月６日(日)までの日程で
開催します。夏会期や秋会期から新たに展
開される作品も多くありますので、大勢の皆
様にお越しいただき、お楽しみいただきたいと
思います。

　アートを道しるべに
島 を々巡りながら瀬戸
内の美しい景観や自
然、島の文化や生活に
出会う、現代アートの祭
典「瀬戸内国際芸術
祭2022」が、直島や女
木島など瀬戸内の12
の島と高松港、宇野港
周辺を会場に、春・夏・

秋の３会期あわせて105日間の日程で、4月
14日に開幕しました。これまで4回の開催を
重ねる中で、アーティストがその島でしか生
み出すことのできない素晴らしいアート作品
を創作し、それらを大勢の来場者が島民や
ボランティアサポーターである「こえび隊」と
ふれあいながら巡り、島への理解を深め、島
の素晴らしさを感じてもらうという独創性が、
国内外から多くのファンを獲得してきました。
最近では、世界的な旅行ガイドブック「ロン
リープラネット」や、米国の「ニューヨーク・タイ
ムズ」など海外のメディアにも2022年に訪れ

■お問い合わせ先
　瀬戸内国際芸術際実行委員会事務局
　☎087-813-2244（高松港総合案内所）

青木野枝
「空の玉／寒霞渓」

瀬戸芸
デジパスについて

ヘザー・B・スワン+ノンダ・カサリディス
「海を夢見る人々の場所」Photo: Keizo Kioku

るべき旅行先の目的の一つとして紹介される
など、世界の注目を集めています。

Asaki Oda "PAPER SEA" Photo: Keizo Kioku

　また今回は「瀬戸内の里海・里山の隠れ
た資源の発掘と発信」という観点から、会場
の島だけでなく、本土側を含めた新たなエリ
アでの作品展開やイベントの開催を通じて、
来場者の周遊の促進を図るなど、地域の特
色ある自然や歴史、文化等の資源に着目し

た取組みを展開
します。こうした取
組みを通して、会
場となる島々やそ
の周辺エリアを
ゆったりと巡る楽
しみ方をご提案し
ます。

　発駅から高松駅までの特急列車の普通車指定席往復きっぷと香
川自由周遊区間内の普通列車の自由席が乗り降り自由なフリーきっ
ぷがセットになった、香川県内のアート巡りや観光に便利でおトク
なきっぷです。愛媛・徳島・高知県内から「瀬戸内国際芸術祭２０２
２」へのお出かけにぜひご利用ください。

・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。
　　　　　　　　　　　　　   　　　　　　　　   

主なご利用条件

香川自由
周遊区間
（JR線）

観音寺 多度津

琴平

高松

志度

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
　　　　　　　　

※小児半額

※ 津島ノ宮駅乗降の際は、列車とホームの間が広く開いておりますので十分ご注意ください。なお、小さなお子様等については、係員が新型コロナ
　 ウイルス感染防止対策を行った上で、乗降のお手伝いをさせていただきます。

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


