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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）
8：00～20：00
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

土讃線　黒川駅～讃岐財田駅間ＪＲ四国列車運行情報
https://www.jr-shikoku.co.jp/info/m/
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～秋の訪れと四国まんなか千年ものがたり～
　暑かった夏が過ぎ、沿線にも秋の気配が
やってきました。
　２０１７年４月１日に運行を開始した「四国
まんなか千年ものがたり」は、２０２０年９月２
１日（月・祝）にご利用者数が５万人に達するな
ど、多くのお客様にご愛顧いただいています。
外装は春・夏・秋・冬と四季の移ろいを表現し
ており、写真一番手前の赤い車両は「秋」をイ
メージした３号車、「秋彩（あきみのり）」の章で
す。「古民家での暮らし」をイメージして作られ
た車内では、沿線の風景を楽しみながら、地域
の方々やアテンダントのあたたかなおもてなし
を楽しめます。
　うっすらと紅く色づく沿線の風景に四国の
秋を感じながら、美味しい食事や心のこもった
おもてなしをご堪能下さい。

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四国ニュースNo.396

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。

新店舗紹介！新たに５つの新しいお店がOPENしました！！ 

　令和２年秋は特別展「薩摩と土佐－雄藩が
たどった近代化の道―」展を開催します。薩摩
藩と土佐藩の両藩は、幕末には政治的リーダー
である「雄藩」、新政府でも要職を占めていまし
たが、明治六年政変後には一部官僚が政府を
去りました。その後、西南戦争を起こした薩摩
と自由民権運動に進んだ土佐、と両者は対照
的な道をたどりました。

　高知県立坂本龍馬記念館は、幕末の志士、
坂本龍馬の生涯や活躍を紹介する施設です。
２年前の４月に博物館機能を備えた新館がオー
プンし、龍馬の生涯を紹介する常設展示の他、
様々なテーマで龍馬や幕末に迫る企画展（特
別展を含む）も年４回開催しています。

　本展では、漂流の末にアメリカから帰国し、
薩摩藩の取り調べを受け、後に同藩に招かれ
たジョン万次郎、吉田東洋を暗殺して逃亡、薩
摩藩士として英国留学をした髙見弥市（大石
団蔵）、そして海軍操練所閉鎖後は薩摩藩の
庇護を受け、薩長同盟を仲介した坂本龍馬の
３人の土佐人を軸に、両藩が明治維新に果た
した役割を考えます。
幕末期、その後の日本の行く末にも影響を与え
た貴重な資料が展示されます。日本が近代国
家をめざす時代の中での“薩摩と土佐”を考え
ていただきたいと思います。特別展では貴重な
国指定重要文化財も展示されます。常設展示
室に展示される龍馬直筆の書簡とあわせて、
ぜひご覧ください。

安全報告書（２０２０年）を公表いたしました。
　ＪＲ四国では、鉄道事業者の安全管理体制の確立を目的に改正された鉄道事
業法（第１９条の４）において、作成・公表が義務付けられた『安全報告書（２０２０
年）』を公表いたしました。この報告書は、２０１９年度の安全に対する基本方針や
安全重点施策などをとりまとめたものです。
　主な項目は右記のとおりです。
　内容はJR四国ホームページからご確認下さい。

おかげさまで開催10回目
「土佐の豊穣祭２０２０」開催！

高知県立坂本龍馬記念館
特別展開催！

高知県内のグルメイベント紹介

　　　　

　食の祭、土佐の豊穣祭。今年は高知市会場、
高幡会場、とさのさと会場の高知県内３会場で開
催します。
　高知県は、大手旅行雑誌が行う調査で「地元
ならではのおいしい食べ物が多かった」部門で過
去６回１位に輝いた「食」の大国です。
　高知の豊かな海、山、川、里の幸を思う存分、満
喫してください ！

■「土佐の豊穣祭2020」スケジュール
◎【高知市会場】
10月24日（土）～26日（月）「土佐國美味集結」
（高知市　中央公園）
◎【高幡会場】
11月１日（日）「米こめフェスタ（コロナ特別版）」
（四万十町　四万十緑林公園駐車場）
※会場では米の販売のみを行います。飲食ブースはありません。
　詳細は決定次第、ホームページ等に掲載します。

◎【とさのさと会場】
11月７日（土）～８日（日）「とさのさと実りの感謝祭」
（高知市　とさのさとアグリコレット）

高知県

■お問い合わせ先
　土佐の豊穣祭推進会議事務局
　☎０８８-８０４-８３３３
　（ＮＰＯ法人高知の食を考える会）
土佐の豊穣祭 検索

※写真はイメージです。
※新型コロナウイルス感染症の影響により、内容の変更やイベ
　ントが中止となる場合もございます。
※各イベントの詳細はホームページでご確認ください。

■特別展「薩摩と土佐－雄藩がたどった近代化の道―」展
　（前期）10月6日（火）～11月9日（月）
　（後期）11月14日（土）～12月13日（日）
■観覧料／一般700円（20名以上の団体560円）、
　　　　　高校生以下無料

１　はじめに
２　安全基本方針
３　安全管理体制
４　２０１９年度の安全重点施策
５　事故等の発生状況
６　お客さま等との連携

常設展示室
外観

錦絵「鹿児島戦記」明治10年
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　ＪＲ四国は、新型コロナウイルス感染拡大防止のため、本年３月から「四国家
のお宝」シリーズの開催を見合わせていましたが、今回各地域と協力し、コロ
ナ禍でもご満足いただけるツアーを企画しました。Go Toトラベル適用となり
ますので、お得にその土地の魅力と地域の方々との交流などをお楽しみいた
だき「今だけ」「ここだけ」「あなただけ」なツアーをご堪能いただけます。今後
も、続々とツアーをリリースいたします。

JR四国ニュース2020年10月１日

「藍よしのがわトロッコ」が運転を開始します！「藍よしのがわトロッコ」が運転を開始します！
　四国の観光を元気にする取り組み「おでかけ。四国家」キャンペーン第2弾として、新たなトロッコ列車「藍よしのがわトロッコ」
を徳島線で１０月１０日（土）より運転いたします。
　美しい徳島県の自然を全身で楽しめる列車で、車内では特産品の車内販売等の催しも行われます。
　この機会にぜひ「藍よしのがわトロッコ」にご乗車いただき、徳島県の魅力や徳島線沿線の景色を存分にご堪能下さい。

　誰もが安全かつ快適に自転車に親しめる環境の充実と、自転車を核とした観光振興を図るため、ＪＲ予讃線において、新型コロ
ナウイルス感染症対策を講じ、１０月１８日までの土日祝日にサイクルトレインを運行いたします。

３　概要

２　車両

１　列車名称及び運転区間 ４　列車の魅力

５　運転日

「四国家のお宝」シリーズが再開しました！「四国家のお宝」シリーズが再開しました！

「サイクルトレインしまなみ号」を運行します。「サイクルトレインしまなみ号」を運行します。

　　

 (1) 運転時刻

(2) 運賃・料金　※座席指定料金（おとな530円こども260円を含みます。）

〈販売について〉
阿波尾鶏トロッコ駅弁　1,000円（税込）
ご注文連絡先：栗尾商店（TEL:0120-38-48-58）
受付時間：9:00～17:00(土日祝日をのぞく）
乗車日4日前までにお電話にて事前のご予約を
お願いいたします。
※乗車日4日前が土日祝日にあたる場合は、
　その前の平日にご注文をお願いいたします。

(1) 運転開始日
2020年10月10日（土） 「阿波とくしま観光週間」の土曜日に運行を開始いたします。
(2) 運転日
2020年度は10月、11月の土日祝日、3月27日(土）、3月28日(日）に1日1往復運行いたします。
2021年度は4月～5月、9月～11月に運転予定です。詳細は別途発表いたします。
定期運転日以外については貸切運転が可能です。

(1) 列車名称およびコンセプト
「藍よしのがわトロッコ」
　吉野川が育んだ「阿波藍」、藍で富を築いた藍商人により花開いた阿波おどりをはじめ
とする徳島の文化や沿線の歴史、地元の食や地酒を吉野川に吹き抜ける風とともに体感
いただくトロッコ列車です。
(下り便）藍よしのがわトロッコ　さとめぐみの風    
　吉野川の恵みにより育まれた里山の景観や暮らしを感じていただきながら、終点が近
づくにつれ、沿線から見える吉野川の風景をお楽しみいただける列車です。

(上り便）藍よしのがわトロッコ　かちどきの風
　藍48色のうちの「褐色（かちいろ）」が古くから縁起の良い「勝ち色」として三好長慶な
どの武将に好まれていたことから、縁起の良さや験担ぎの意味を込めました。列車が進
む様子を、藍により富を得た阿波商人が栄華を極め、様々な徳島県の文化が花開いて
いった様子になぞらえ、「かちどき」ということばで表現しました。　　　　

(2) 運転区間
徳島線　徳島駅～阿波池田駅間
（トロッコ車両乗車区間：石井駅～阿波池田駅間）

(1) 車両概要
２両編成（キハ185　キクハ32　定員 56名）　

(2) デザインコンセプト
　Ａi（藍）の字体を阿波踊りの躍動感に見立てたシンボルマークをあしらい、木綿地のテ
クスチャーをラッピング柄とした、柔らかな風合いをもった車両外観です。深い藍「かちい
ろ」へと染まっていくグラデーションと、３色の流曲線とで、恵みを運ぶ吉野川の流れ、豊
かで穏やかな阿波の風土を表現しました。藍の絞り染めをモチーフにした水玉模様で、伝
統文化の「ジャパンブルー」に、日本美である無垢なデザインの愛らしさを重ね幅広い年
代の方に親しまれるデザインとしました。
　ヘッドマークの「藍」の文字は徳島県阿南市在住の書家　天羽　汕景（あもう　さんけ
い）様に藍の墨を使って、列車イメージを基にこの列車のために作成いただきました。

(1) 藍よしのがわトロッコ限定「阿波尾鶏トロッコ駅弁」の販売
　これまで沖縄県を除き47都道府県中で唯一駅弁が無かった徳島県において、
トロッコ列車の運行を機に駅弁が復活いたします。日本鉄道構内営業中央会員で
ある(有)栗尾商店で販売していた駅弁「阿波尾鶏とりめし」をトロッコ列車オリジ
ナルにアレンジし車内限定で販売します。ぜひ景色とご一緒にお楽しみください。
※下り便「さとめぐみの風」（徳島～阿波池田）のみの販売です。事前予約受付です。

(2) 沿線の景観
　穴吹～阿波加茂間で見える美濃田の淵な
どの川沿いの景観と、北に見える讃岐山脈、
南に見える四国山地や天気が良ければ望め
る剣山系の山々の景観など、吉野川流域の
豊かな自然を窓の無いトロッコ列車でお楽し
みいただけます。景観の良い区間では徐行
運転を行います。

(3) 車内販売等おもてなしについて
　これまでの観光列車同様、車内では徳島県ならではの地酒やお土産品の販売を行い
ます。そのほか車窓ガイドの実施や各駅での地元産品の販売なども実施します。

(4) 観光列車周遊のご提案
　四国まんなか千年ものがたりとの乗り継ぎが可能です。
①下り便「さとめぐみの風」（阿波池田13:00着）から四国まんなか千年ものがたり「しあ
わせの郷紀行」（大歩危14：21発）にお乗り継ぎいただけます。（阿波池田駅から南風9号
乗り換え、大歩危駅下車）
②四国まんなか千年ものがたり「そらの郷紀行」から上り便「かちどきの風」へお乗り継ぎ
いただけます。（大歩危駅から南風16号乗り換え、阿波池田駅下車）

列車名/停車駅
さとめぐみの風

列車名/停車駅
かちどきの風
  

徳島
10:34(発)

阿波池田
14:39(発)

石井
10:46(着)
10:51(発)
阿波加茂
14:57(着)
15:00(発)

穴吹
11:45(着)
11:50(発)
穴吹

15:57(着)
15:58(発)

阿波加茂
12:38(着)
12:38(発)
石井

16:47(着)
16:52(発)

阿波池田
13:00(着)

徳島
17:06(着)

種別/区間
おとな
こども

徳島～穴吹
1,400円
690円

徳島～阿波加茂
1,830円
910円

徳島～阿波池田
2,190円
1,090円

１　発 売 日
２　発売箇所
　　

３　募集内容　
▲内子町～秋日の集落・石畳地区の水車～

４　Go Toトラベルの適用
　  四国家のお宝シリーズは全てGo Toトラベル適用となり、お得な金額で
     ツアーにご参加いただけます。　　　
５ 「新型コロナウイルス感染症対策について」

　　　　　  ツアー名

丸亀京極文化と中津万象園

宇和島城と伊達文化

善通寺伝説
「いにしえの古墳からキウイフルーツまで」

知られざる少林寺拳法の世界

ゆっくり過ごしたい秋日の集落・石畳

ロメインレタスと豊稔池堰堤

　実施日
１０月  ８日
１０月  ９日
１０月１３日
１０月１４日
１０月１７日
１０月１８日
１０月２２日
１０月２３日
１０月２９日
１０月３０日
１１月  ６日
１１月  ７日

県　名

香川県

愛媛県

香川県

香川県

愛媛県

香川県

市町名

丸亀市

宇和島市

善通寺市

多度津町

内子町

観音寺市

ＪＲ四国ワープ松山支店に電話またはメールでお申し込みください。
電話：089-945-1689
メール：w-matsuyama@jr-shikoku.co.jp

■運行期間

【特典例】
・ジャイアントストア今治：レンタサイクル利用(要予約)の方に、
 「ウォーターボトル」プレゼント

・今治駅前サイクリングターミナル：シャワールーム利用料（200円）無料、
 サドルに付けるタグ（反射板）プレゼント　
 ※詳細についてはチラシをご覧ください。

■新型コロナウイルス感染症対策

サイクルトレインしまなみ号■名　　称
しまなみサイクルトレイン利用促進協議会
(愛媛県、今治市、松山市、西条市、
(一社)愛媛県観光物産協会、(公社)今治地方観光協会で構成)

■主　　催

【松山便】10月3日（土）、4日（日）、10日（土）、11日（日）
【西条便】10月17日（土）、18日（日）

■旅行代金

■申込方法
■定　　員

■自転車乗降駅

■運行時刻 【松山便】往路：松山駅  ７：２３発　→ 今治駅  ８：２７着
　　　　復路：今治駅１７：２２発　→ 松山駅１８：３８着
【西条便】往路：伊予西条駅　７：１５発　→ 波止浜駅　  ８：１２着
　　　　復路：波止浜駅     １７：３４発　→ 伊予西条駅１８：２９着
【松山便】松山駅、三津浜駅、伊予北条駅、波止浜駅、今治駅
【西条便】伊予西条駅、壬生川駅、今治駅、波止浜駅
３０名（先着順の事前予約制）

※メールでお申し込みの場合は、代表者氏名、連絡先（電話番号）、希望列車、参
加人数をメールアドレスまでお送りください。後日、担当者から電話でご連絡い
たします。

○マスクの着用（参加条件）
○出発前の体調確認（発熱等ある場合は参加を見合わせる。）
○旅行中に発熱や感染の疑いが発覚した場合は、旅行を途中離脱していただく
○非接触型体温計による検温、または健康チェック
○添乗員のアルコール消毒液携行、手指消毒を実施
○間隔を空けての乗車の呼びかけ　○車両の換気、消毒　　等

■利用者特典
［松山便］ ［西条便］

は　  し    はま

は　  し    はま

※波止浜駅～今治駅間のみの乗車利用はできません。
※小学生は半額

 松　山 
1,000円
900円
500円
400円

 三津浜 
1,000円
900円
400円

 伊予北条
800円
700円

 今　治
800円
500円

 波止浜
900円
600円

 伊予西条
壬生川

今　治

波止浜
伊予北条
三津浜

２０２０年８月３１日（月）から発売中
ＪＲ四国旅の予約センター（電話０８７－８２５－１６６２）
※営業時間／平日１０:００～１８:００　土・休日１０:００～１７:００
ＪＲ四国のワープ支店・駅ワーププラザ・インターネット
「ＪＲ四国ツアー」でもお申し込みできます。

※詳細な行程・ご旅行代金は「ＪＲ四国ツアー」やパンフレットをご覧下さい。

「四国家のお宝」とは
　四国に眠る地域資源・文化資源を掘り起こし、地域と協働し
た魅力的な観光素材・付加価値の高い文化素材に磨き上げ
「四国家のお宝」としてプロモーションする取組みです。

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 31

日 月 火 水 木 金 土

　 　 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 31

日 月 火 水 木 金 土
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

日 月 火 水 木 金 土

2021 3月　運転日2日

１０月　運転日7日 11月　運転日11日

■運転日

にゅ   う    がわ

※伊予西条駅～壬生川駅のみの乗車利用はできません。
※小学生は半額

藍よしのがわトロッコ運転カレンダー（２０２０年度）



JR四国ニュース No.396

曜日
木
金
火
水
土
日
木
金
木
金
金
土

　ＪＲ四国は、新型コロナウイルス感染拡大防止のため、本年３月から「四国家
のお宝」シリーズの開催を見合わせていましたが、今回各地域と協力し、コロ
ナ禍でもご満足いただけるツアーを企画しました。Go Toトラベル適用となり
ますので、お得にその土地の魅力と地域の方々との交流などをお楽しみいた
だき「今だけ」「ここだけ」「あなただけ」なツアーをご堪能いただけます。今後
も、続々とツアーをリリースいたします。

JR四国ニュース2020年10月１日

「藍よしのがわトロッコ」が運転を開始します！「藍よしのがわトロッコ」が運転を開始します！
　四国の観光を元気にする取り組み「おでかけ。四国家」キャンペーン第2弾として、新たなトロッコ列車「藍よしのがわトロッコ」
を徳島線で１０月１０日（土）より運転いたします。
　美しい徳島県の自然を全身で楽しめる列車で、車内では特産品の車内販売等の催しも行われます。
　この機会にぜひ「藍よしのがわトロッコ」にご乗車いただき、徳島県の魅力や徳島線沿線の景色を存分にご堪能下さい。

　誰もが安全かつ快適に自転車に親しめる環境の充実と、自転車を核とした観光振興を図るため、ＪＲ予讃線において、新型コロ
ナウイルス感染症対策を講じ、１０月１８日までの土日祝日にサイクルトレインを運行いたします。

３　概要

２　車両

１　列車名称及び運転区間 ４　列車の魅力

５　運転日

「四国家のお宝」シリーズが再開しました！「四国家のお宝」シリーズが再開しました！

「サイクルトレインしまなみ号」を運行します。「サイクルトレインしまなみ号」を運行します。

　　

 (1) 運転時刻

(2) 運賃・料金　※座席指定料金（おとな530円こども260円を含みます。）

〈販売について〉
阿波尾鶏トロッコ駅弁　1,000円（税込）
ご注文連絡先：栗尾商店（TEL:0120-38-48-58）
受付時間：9:00～17:00(土日祝日をのぞく）
乗車日4日前までにお電話にて事前のご予約を
お願いいたします。
※乗車日4日前が土日祝日にあたる場合は、
　その前の平日にご注文をお願いいたします。

(1) 運転開始日
2020年10月10日（土） 「阿波とくしま観光週間」の土曜日に運行を開始いたします。
(2) 運転日
2020年度は10月、11月の土日祝日、3月27日(土）、3月28日(日）に1日1往復運行いたします。
2021年度は4月～5月、9月～11月に運転予定です。詳細は別途発表いたします。
定期運転日以外については貸切運転が可能です。

(1) 列車名称およびコンセプト
「藍よしのがわトロッコ」
　吉野川が育んだ「阿波藍」、藍で富を築いた藍商人により花開いた阿波おどりをはじめ
とする徳島の文化や沿線の歴史、地元の食や地酒を吉野川に吹き抜ける風とともに体感
いただくトロッコ列車です。
(下り便）藍よしのがわトロッコ　さとめぐみの風    
　吉野川の恵みにより育まれた里山の景観や暮らしを感じていただきながら、終点が近
づくにつれ、沿線から見える吉野川の風景をお楽しみいただける列車です。

(上り便）藍よしのがわトロッコ　かちどきの風
　藍48色のうちの「褐色（かちいろ）」が古くから縁起の良い「勝ち色」として三好長慶な
どの武将に好まれていたことから、縁起の良さや験担ぎの意味を込めました。列車が進
む様子を、藍により富を得た阿波商人が栄華を極め、様々な徳島県の文化が花開いて
いった様子になぞらえ、「かちどき」ということばで表現しました。　　　　

(2) 運転区間
徳島線　徳島駅～阿波池田駅間
（トロッコ車両乗車区間：石井駅～阿波池田駅間）

(1) 車両概要
２両編成（キハ185　キクハ32　定員 56名）　

(2) デザインコンセプト
　Ａi（藍）の字体を阿波踊りの躍動感に見立てたシンボルマークをあしらい、木綿地のテ
クスチャーをラッピング柄とした、柔らかな風合いをもった車両外観です。深い藍「かちい
ろ」へと染まっていくグラデーションと、３色の流曲線とで、恵みを運ぶ吉野川の流れ、豊
かで穏やかな阿波の風土を表現しました。藍の絞り染めをモチーフにした水玉模様で、伝
統文化の「ジャパンブルー」に、日本美である無垢なデザインの愛らしさを重ね幅広い年
代の方に親しまれるデザインとしました。
　ヘッドマークの「藍」の文字は徳島県阿南市在住の書家　天羽　汕景（あもう　さんけ
い）様に藍の墨を使って、列車イメージを基にこの列車のために作成いただきました。

(1) 藍よしのがわトロッコ限定「阿波尾鶏トロッコ駅弁」の販売
　これまで沖縄県を除き47都道府県中で唯一駅弁が無かった徳島県において、
トロッコ列車の運行を機に駅弁が復活いたします。日本鉄道構内営業中央会員で
ある(有)栗尾商店で販売していた駅弁「阿波尾鶏とりめし」をトロッコ列車オリジ
ナルにアレンジし車内限定で販売します。ぜひ景色とご一緒にお楽しみください。
※下り便「さとめぐみの風」（徳島～阿波池田）のみの販売です。事前予約受付です。

(2) 沿線の景観
　穴吹～阿波加茂間で見える美濃田の淵な
どの川沿いの景観と、北に見える讃岐山脈、
南に見える四国山地や天気が良ければ望め
る剣山系の山々の景観など、吉野川流域の
豊かな自然を窓の無いトロッコ列車でお楽し
みいただけます。景観の良い区間では徐行
運転を行います。

(3) 車内販売等おもてなしについて
　これまでの観光列車同様、車内では徳島県ならではの地酒やお土産品の販売を行い
ます。そのほか車窓ガイドの実施や各駅での地元産品の販売なども実施します。

(4) 観光列車周遊のご提案
　四国まんなか千年ものがたりとの乗り継ぎが可能です。
①下り便「さとめぐみの風」（阿波池田13:00着）から四国まんなか千年ものがたり「しあ
わせの郷紀行」（大歩危14：21発）にお乗り継ぎいただけます。（阿波池田駅から南風9号
乗り換え、大歩危駅下車）
②四国まんなか千年ものがたり「そらの郷紀行」から上り便「かちどきの風」へお乗り継ぎ
いただけます。（大歩危駅から南風16号乗り換え、阿波池田駅下車）

列車名/停車駅
さとめぐみの風

列車名/停車駅
かちどきの風
  

徳島
10:34(発)

阿波池田
14:39(発)

石井
10:46(着)
10:51(発)
阿波加茂
14:57(着)
15:00(発)

穴吹
11:45(着)
11:50(発)
穴吹

15:57(着)
15:58(発)

阿波加茂
12:38(着)
12:38(発)
石井

16:47(着)
16:52(発)

阿波池田
13:00(着)

徳島
17:06(着)

種別/区間
おとな
こども

徳島～穴吹
1,400円
690円

徳島～阿波加茂
1,830円
910円

徳島～阿波池田
2,190円
1,090円

１　発 売 日
２　発売箇所
　　

３　募集内容　
▲内子町～秋日の集落・石畳地区の水車～

４　Go Toトラベルの適用
　  四国家のお宝シリーズは全てGo Toトラベル適用となり、お得な金額で
     ツアーにご参加いただけます。　　　
５ 「新型コロナウイルス感染症対策について」

　　　　　  ツアー名

丸亀京極文化と中津万象園

宇和島城と伊達文化

善通寺伝説
「いにしえの古墳からキウイフルーツまで」

知られざる少林寺拳法の世界

ゆっくり過ごしたい秋日の集落・石畳

ロメインレタスと豊稔池堰堤

　実施日
１０月  ８日
１０月  ９日
１０月１３日
１０月１４日
１０月１７日
１０月１８日
１０月２２日
１０月２３日
１０月２９日
１０月３０日
１１月  ６日
１１月  ７日

県　名

香川県

愛媛県

香川県

香川県

愛媛県

香川県

市町名

丸亀市

宇和島市

善通寺市

多度津町

内子町

観音寺市

ＪＲ四国ワープ松山支店に電話またはメールでお申し込みください。
電話：089-945-1689
メール：w-matsuyama@jr-shikoku.co.jp

■運行期間

【特典例】
・ジャイアントストア今治：レンタサイクル利用(要予約)の方に、
 「ウォーターボトル」プレゼント

・今治駅前サイクリングターミナル：シャワールーム利用料（200円）無料、
 サドルに付けるタグ（反射板）プレゼント　
 ※詳細についてはチラシをご覧ください。

■新型コロナウイルス感染症対策

サイクルトレインしまなみ号■名　　称
しまなみサイクルトレイン利用促進協議会
(愛媛県、今治市、松山市、西条市、
(一社)愛媛県観光物産協会、(公社)今治地方観光協会で構成)

■主　　催

【松山便】10月3日（土）、4日（日）、10日（土）、11日（日）
【西条便】10月17日（土）、18日（日）

■旅行代金

■申込方法
■定　　員

■自転車乗降駅

■運行時刻 【松山便】往路：松山駅  ７：２３発　→ 今治駅  ８：２７着
　　　　復路：今治駅１７：２２発　→ 松山駅１８：３８着
【西条便】往路：伊予西条駅　７：１５発　→ 波止浜駅　  ８：１２着
　　　　復路：波止浜駅     １７：３４発　→ 伊予西条駅１８：２９着
【松山便】松山駅、三津浜駅、伊予北条駅、波止浜駅、今治駅
【西条便】伊予西条駅、壬生川駅、今治駅、波止浜駅
３０名（先着順の事前予約制）

※メールでお申し込みの場合は、代表者氏名、連絡先（電話番号）、希望列車、参
加人数をメールアドレスまでお送りください。後日、担当者から電話でご連絡い
たします。

○マスクの着用（参加条件）
○出発前の体調確認（発熱等ある場合は参加を見合わせる。）
○旅行中に発熱や感染の疑いが発覚した場合は、旅行を途中離脱していただく
○非接触型体温計による検温、または健康チェック
○添乗員のアルコール消毒液携行、手指消毒を実施
○間隔を空けての乗車の呼びかけ　○車両の換気、消毒　　等

■利用者特典
［松山便］ ［西条便］

は　  し    はま

は　  し    はま

※波止浜駅～今治駅間のみの乗車利用はできません。
※小学生は半額

 松　山 
1,000円
900円
500円
400円

 三津浜 
1,000円
900円
400円

 伊予北条
800円
700円

 今　治
800円
500円

 波止浜
900円
600円

 伊予西条
壬生川

今　治

波止浜
伊予北条
三津浜

２０２０年８月３１日（月）から発売中
ＪＲ四国旅の予約センター（電話０８７－８２５－１６６２）
※営業時間／平日１０:００～１８:００　土・休日１０:００～１７:００
ＪＲ四国のワープ支店・駅ワーププラザ・インターネット
「ＪＲ四国ツアー」でもお申し込みできます。

※詳細な行程・ご旅行代金は「ＪＲ四国ツアー」やパンフレットをご覧下さい。

「四国家のお宝」とは
　四国に眠る地域資源・文化資源を掘り起こし、地域と協働し
た魅力的な観光素材・付加価値の高い文化素材に磨き上げ
「四国家のお宝」としてプロモーションする取組みです。

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 31

日 月 火 水 木 金 土

　 　 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 31

日 月 火 水 木 金 土
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

日 月 火 水 木 金 土

2021 3月　運転日2日

１０月　運転日7日 11月　運転日11日

■運転日

にゅ   う    がわ

※伊予西条駅～壬生川駅のみの乗車利用はできません。
※小学生は半額

藍よしのがわトロッコ運転カレンダー（２０２０年度）



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

土讃線　黒川駅～讃岐財田駅間ＪＲ四国列車運行情報
https://www.jr-shikoku.co.jp/info/m/

2020年 月号
No.396
10

～秋の訪れと四国まんなか千年ものがたり～
　暑かった夏が過ぎ、沿線にも秋の気配が
やってきました。
　２０１７年４月１日に運行を開始した「四国
まんなか千年ものがたり」は、２０２０年９月２
１日（月・祝）にご利用者数が５万人に達するな
ど、多くのお客様にご愛顧いただいています。
外装は春・夏・秋・冬と四季の移ろいを表現し
ており、写真一番手前の赤い車両は「秋」をイ
メージした３号車、「秋彩（あきみのり）」の章で
す。「古民家での暮らし」をイメージして作られ
た車内では、沿線の風景を楽しみながら、地域
の方々やアテンダントのあたたかなおもてなし
を楽しめます。
　うっすらと紅く色づく沿線の風景に四国の
秋を感じながら、美味しい食事や心のこもった
おもてなしをご堪能下さい。

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四国ニュースNo.396

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。

新店舗紹介！新たに５つの新しいお店がOPENしました！！ 

　令和２年秋は特別展「薩摩と土佐－雄藩が
たどった近代化の道―」展を開催します。薩摩
藩と土佐藩の両藩は、幕末には政治的リーダー
である「雄藩」、新政府でも要職を占めていまし
たが、明治六年政変後には一部官僚が政府を
去りました。その後、西南戦争を起こした薩摩
と自由民権運動に進んだ土佐、と両者は対照
的な道をたどりました。

　高知県立坂本龍馬記念館は、幕末の志士、
坂本龍馬の生涯や活躍を紹介する施設です。
２年前の４月に博物館機能を備えた新館がオー
プンし、龍馬の生涯を紹介する常設展示の他、
様々なテーマで龍馬や幕末に迫る企画展（特
別展を含む）も年４回開催しています。

　本展では、漂流の末にアメリカから帰国し、
薩摩藩の取り調べを受け、後に同藩に招かれ
たジョン万次郎、吉田東洋を暗殺して逃亡、薩
摩藩士として英国留学をした髙見弥市（大石
団蔵）、そして海軍操練所閉鎖後は薩摩藩の
庇護を受け、薩長同盟を仲介した坂本龍馬の
３人の土佐人を軸に、両藩が明治維新に果た
した役割を考えます。
幕末期、その後の日本の行く末にも影響を与え
た貴重な資料が展示されます。日本が近代国
家をめざす時代の中での“薩摩と土佐”を考え
ていただきたいと思います。特別展では貴重な
国指定重要文化財も展示されます。常設展示
室に展示される龍馬直筆の書簡とあわせて、
ぜひご覧ください。

安全報告書（２０２０年）を公表いたしました。
　ＪＲ四国では、鉄道事業者の安全管理体制の確立を目的に改正された鉄道事
業法（第１９条の４）において、作成・公表が義務付けられた『安全報告書（２０２０
年）』を公表いたしました。この報告書は、２０１９年度の安全に対する基本方針や
安全重点施策などをとりまとめたものです。
　主な項目は右記のとおりです。
　内容はJR四国ホームページからご確認下さい。

おかげさまで開催10回目
「土佐の豊穣祭２０２０」開催！

高知県立坂本龍馬記念館
特別展開催！

高知県内のグルメイベント紹介

　　　　

　食の祭、土佐の豊穣祭。今年は高知市会場、
高幡会場、とさのさと会場の高知県内３会場で開
催します。
　高知県は、大手旅行雑誌が行う調査で「地元
ならではのおいしい食べ物が多かった」部門で過
去６回１位に輝いた「食」の大国です。
　高知の豊かな海、山、川、里の幸を思う存分、満
喫してください ！

■「土佐の豊穣祭2020」スケジュール
◎【高知市会場】
10月24日（土）～26日（月）「土佐國美味集結」
（高知市　中央公園）
◎【高幡会場】
11月１日（日）「米こめフェスタ（コロナ特別版）」
（四万十町　四万十緑林公園駐車場）
※会場では米の販売のみを行います。飲食ブースはありません。
　詳細は決定次第、ホームページ等に掲載します。

◎【とさのさと会場】
11月７日（土）～８日（日）「とさのさと実りの感謝祭」
（高知市　とさのさとアグリコレット）

高知県

■お問い合わせ先
　土佐の豊穣祭推進会議事務局
　☎０８８-８０４-８３３３
　（ＮＰＯ法人高知の食を考える会）
土佐の豊穣祭 検索

※写真はイメージです。
※新型コロナウイルス感染症の影響により、内容の変更やイベ
　ントが中止となる場合もございます。
※各イベントの詳細はホームページでご確認ください。

■特別展「薩摩と土佐－雄藩がたどった近代化の道―」展
　（前期）10月6日（火）～11月9日（月）
　（後期）11月14日（土）～12月13日（日）
■観覧料／一般700円（20名以上の団体560円）、
　　　　　高校生以下無料

１　はじめに
２　安全基本方針
３　安全管理体制
４　２０１９年度の安全重点施策
５　事故等の発生状況
６　お客さま等との連携

常設展示室
外観
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