松山市・JR 四国連携協定
「松山城」を特別貸切し、一夜限りの野外スペシャルディナーを開催
3 つの観光列車を貸切し四国を周遊するプレミアムツアー「観光列車で巡る四福の物語」
2021 年 8 月 6 日（金）より販売開始

202１ 年 8 月 4 日
四 国 旅 客鉄 道 株式 会 社
松

山

市

2021 年 7 月 13 日（火）に松山市と締結した連携協定事業の一環として、松山城で一夜
限りの特別貸切、野外スペシャルディナーを行程に含むツアーを販売いたします。

日本夜景遺産に登録された松山城を閉城後に特別貸切。一夜限りの野外スペシャルディナーをお楽しみいただきます。

今回、松山城で行う一夜限りの特別野外スペシャルディナーは「観光列車で巡る四福の物
語」の行程の一部として開催いたします。ツアーでは弊社が運行する 3 つの観光列車「伊予
灘ものがたり」
「四国まんなか千年ものがたり」
「志国土佐 時代の夜明けのものがたり」を全
て貸切運行いたします。普段の運行では味わえない、当ツアー限りの特別なお食事やおもて
なしをご提供いたします。そんなツアー1 日目のご夕食として、日本夜景遺産に認定された現
存 12 天守の一つ「松山城」を特別貸切し、道後の老舗旅館「ふなや」の和食料理長「久保田
昌司」が手掛ける１夜限りのスペシャル野外ディナーをお楽しみいただきます。

■日本夜景遺産「松山城」での野外スペシャルディナーについて
いで湯と城と文学のまち、松山。そのまちの中心に堂々とそびえたつ松山城は時の
藩主 、加藤嘉明が築き始めたお城で、日本で 12 か所しか残っていない「現存 12 天
守」を有するお城のうちのひとつです。さらに全国でも珍しい「連立式天守」の建築
様式の景観的な特徴や、環状に連結した天守や櫓の白壁に光りが映え、お城を真下か
ら見上げる近景や市街地からの遠景など、どこから眺めても城郭のインパクトを発揮
している点などから 2020 年（令和 2 年）に日本夜景遺産に認定されました。今回は
「松山市・JR 四国観光に関する連携協定」事業の一環として閉城後に特別貸切し、一
夜限りの野外スペシャルディナーを当ツアーご参加の皆様限定でお楽しみいただける
運びとなりました。松山城を利用した野外コースディナーは今回の「観光列車で巡る
四福の物語」が初めてです。400 年以上もの間、まちの発展と人々を見守ってきた松
山城に新たな歴史の 1 ページを刻む特別な体験をご提供いたします。
料理に挑むのは、創業 390 年以上を誇る道後一の老舗旅館「ふなや」の和食料理長

久保田昌司氏。 地産地消と旬にこだわり選りすぐった食材で一夜限りの特別ディナー
を演出いたします。
老舗旅館「ふなや」和食料理長
久保田 昌司（くぼた しょうじ）
昭和 36 年 3 月 20 日松山市出身。松山市内の名店で
の修行後、昭和 63 年古巣でもある割烹「桃李花」に
料理長として戻る。平成 5 年「ふなや」葵苔料理長を
経て、平成 13 年和食料理長となり現在に至る。
平成 11 年しまなみ海道開通、平成 20 年育樹祭の行
啓の際に皇太子殿下の御食膳を調理。愛媛県「愛」あ
るブランド産品認定審査委員。

※和暦で表記
■ツアー概要
ツ ア ー 名：観光列車で巡る四福の物語 A コース・B コース
ご 出 発 日：２０２１年 10 月 6 日（水） 2 泊 3 日
最少催行人員：各コース１５名様
添 乗

員：同行（松山駅～高知駅）

食 事 条 件：朝２回・昼３回・夕２回
貸切バス会社：伊予鉄バス（株）
・東交バス（株）
旅 行 代 金：１９８，０００円～（四国各駅発着大人お一人様あたり/２名１室利用）
販

売：２０２１年 8 月 6 日（金）１０時より JR 四国ツアー、JR 四国旅の予約
センター、ワープ支店、駅ワーププラザでお申込みが可能です。

■ツアーのこだわりポイント
○日本夜景遺産「松山城」を特別貸切し、老舗旅館ふなやの和食料理長「久保田昌
司」が手掛ける一夜限りの野外スペシャルディナーをご堪能いただきます。
○2 回目の運行となる「夜の四国まんなか千年ものがたり」では、「味匠藤本」による
１夜限りのスペシャル和食ディナー「秋夜の特別阿波懐石」に舌鼓を打っていただ
きます。
○12 月に引退が決まっている初代（キロ 47 系）最後の「伊予灘ものがたり～四福の物
語編～」では当ツアーにあわせて普段は運行しない特別時刻で運行。A コースのお客
様には通常双海編を担当する「レストランからり」
、B コースのお客様には通常八幡
浜編を担当する「レストラン門田」によるツアー特別料理をご賞味いただきます。
○高知県で人気の「志国土佐 時代の夜明けのものがたり」を普段運行することのな
い土佐くろしお鉄道のごめん・なはり線での史上初運行にご乗車いただきます。高
知-窪川間とは違った魅力の、風光明媚な太平洋の絶景を誰よりも早くお楽しみいた
だけます。

■「観光列車で巡る四福の物語」の魅力
①全ものがたり列車を特別チャーター運行するプレミアム体験
観光列車をチャーター運行することで、普段の運行では体験できないワンランク上の
おもてなし・お食事等をご提供いたします。ツアーコンセプトに則したこの日限りの演
出でお客様をおもてなしいたします。
②普段は味わえない非日常感を演出
松山市との連携協定事業として、初めて JR 四国のツアーによる松山城での野外レスト
ランが実現。普段から目にしている観光地の新たな一面をお楽しみいただきます。
③リピーターのお客様が続出
四福の物語は平均して 18 万円以上する高額な旅行ツアーにも関わらず、発売と同時に
リピーターのお客様のお申込みで満席となります。お客様は四国の新たな魅力に触れ、
当ツアーのみならず、旅先のファンとなっていただいております。

観光列車を貸切運行することにより、通常運行では体験できない特別なおもてなし・お食事等をお楽しみいただきます。

※掲載写真はすべてイメージです。

四国デスティネーションキャンペーン

JR四国・松山市連携協定事業

2021年10月1日〜12月31日

特別企画 松山城を眺めながら
一夜限りの野外スペシャルディナー

２０２１年

２泊３日

１０月６日出発

今年の10月〜12月に、四国四県の自治体とＪＲグループ及び旅行会社等が協力した観光キャンペーン「四国デスティネー
ションキャンペーン」が開催されます。期間中は、
「学くるり」
「観くるり」
「遊くるり」
「心くるり」
「食くるり」の5つのテーマ
でお楽しみいただけるプランをご用意。また、四国各地で特別企画が実施されますので、ＪＲ四国の列車を利用した四国の
旅をお楽しみ下さい。

8618102ー営商ー7849679

３つの
「ものがたり列車」
で巡る四国周遊の旅

旅行の催行について

ご参加のお客様がパンフレットに明示した最少催行人員に満たない場
合､当社は旅行の催行を中止する場合があります｡
この場合､旅行開始日の前日から起算してさかのぼって13日目にあたる
日より前に連絡させていただき､お預かりしている旅行代金の全額をお
返しします｡

お申し込み・お問い合わせは、
ＪＲ四国旅の予約センター、
ワープ支店、駅ワーププラザへどうそ

電話でのお申込み

お問い合わせ・お申し込みは（受託取次）

お申し込み・お問い合わせは、
ワープ支店、駅ワーププラザ、JR四国旅の予約センターへどうぞ

https://www.jr-eki.com/

https://www.jr-eki.com/

この景色、この食事、この体験。全てわたしのためにある。全「ものがたり列車」貸切運行。観光列車で巡る四国の旅
「道後温泉」
や弘法
A 四国ならではの歴史と美食探訪コース 正岡子規や夏目漱石ゆかりの地で日本最古の温泉
JR四国・松山市連携協定事業
大師御生誕地「善通寺」、日本で唯一天守と本丸が現存する
「高知城」
現存天守

四福の物語

松山城 貸切スペシャルディナー

特別貸切

コース

など、
四国の歴史を訪ねる

ツ ア ー
特別公開

天守や本丸御殿、追手門等の建造物が現存し
国の重要文化財に指定されている

四国八十八ヶ所霊場
第 7 5 番 札 所

いで湯と城と文学のまち、松山。そのまちの象徴である松山城は時の藩
主 加藤嘉明により四半世紀の歳月をかけて築城され、堂々と聳え立つ
姿はいつの時代も人々に親しまれてきました。その松山の象徴である松
山城を特別貸切し、一夜限りの野外スペシャルディナーを当ツアーに
ご参加の皆様限定でお楽しみいただきます。
松山城を利用した野外コースディナーは四福の物語が初めて。
400年以上もの間、まちの
発展と人々を見守ってきた
松 山 城 に 新 たな 歴 史の
1ページを刻む特別な体験
をご提供いたします。

宿 泊

高知城

総 本山善通寺

創業から390年以上続く道後一の老舗旅館

１泊目

道後温泉 ふなや

「日本書紀」に登場するほど悠久の歴史をもつ「道後温泉」の地で390年
以上続く、道後一の歴史を誇る老舗旅館。数々の歴史人に愛されてきた
由緒正しいお宿が皆様をおもてなしいたします。

弘法大師空海の生誕
地 である 善 通 寺 に
て、特別公開される
五重塔の内部を拝観
します。

四国のお遍路文化と武家文化に触れる
２日目

昼食

多度津藩武家屋敷 家中舎

外観

中津万象園

多度津京極藩家老の武家屋敷をリノベーションした施設内で、刺身・焼き・
揚げ・煮込みなどの丁寧に手をかけた海・山・畑の素材をワンプレートに添
えた茶懐石料理をお楽しみください。

丸亀藩京極家二代目藩主京極高豊により築庭
された池泉回遊式大名庭園

客室一例

令和に蘇ったこんぴらさんの風情漂う湯宿

２泊目

ことひら温泉 御宿 敷島館

かつて国の登録有形文化財に指定された旧敷島館の古材を用い、老舗旅館の
佇まいを再現した湯宿。多彩な湯処で癒しのひとときをお過ごしください。

イメージ
スペシャルディナー提供
老舗旅館「ふなや」和食料理長

く ぼ た

しょうじ

久保田 昌司

外観

貸切バス

B

コース

四国ならではの勝景と美食満喫コース

伊予灘ものがたり
初代車両最後の“四福の物語編 ”
愛媛の美しい海沿いを走る
レトロモダンな伊予灘ものが
たり。12月で運行終了する
現車両を当ツアーのために
貸切運行いたします。
美しい車窓とアテンダントに
よる心 温まるおもてなし、
ツアー特別料理をお楽しみ
ください。

２日目

昼食

レストラン門田

JR

ー

■

会社および東交バス株式会社

旅行代金（四国内発着・お一人様）

198,000円

2名様以上
1室利用

※ 1名様1室利用の場合は＋16,000円
※ こどもの設定はございません。
※ JR四国ジパング俱楽部会員様は旅行代金から
3,000円引きとなります

松山市内を一望する絶景と日本最古の湯が楽しめる宿

ホテル古湧園 遥

道後温泉の高台に位置し、明治の文豪、漱石や子規に思いをはせながら、
松山城とその周辺の夜景をご堪能いただけます。

外観

桂浜

松林と砂浜・海の調和が織りなす月の
名所としても名高い景勝地から雄大な
太平洋を見渡す

松山駅【集合】
（10：38発）
伊予灘ものがたり 四福の物語編【昼食】
伊予大洲駅
（12：56着） 内子
まち歩き
（14：30頃着） ホテル古湧園遥[チェックイン・休憩]
（17：30頃発） 松山城【夕食/貸切スペシャル
ディナー】 ホテル古湧園遥【宿泊】
（21：00頃着）
古湧園遥【朝食】
（9：00頃発） 亀老山展望台
（10：30頃着/11：10頃発） しまなみの杜リゾート
（12：00頃着）
【昼食】
桜の抄 別邸初音[チェックイン・休憩・琴平散策]
琴平駅(17：30発)
夜の四国まんなか
千年ものがたり
【夕食/味匠 藤本による特別阿波懐石】
琴平駅
（20：45着） 桜の抄 別邸初音
別邸初音
【朝食】
（9：00頃発） かつら浜[太平洋の絶景を望む]
高知駅
（12：04発）
志国土佐 時代の夜
明けのものがたり
【昼食/ごめん・なはり線特別運行】
奈半利駅
（14：28着） 高知駅
【解散】
（16：10頃着）
※交通機関・各地の道路状況等により、
発着時刻及び行程等が変更となる場合があります

遥の湯 露天

金刀比羅宮に続く参道22段目に佇む温泉宿

２泊目

桜の抄 別邸初音

歌舞伎の演目「義経千本桜」に登場する“初音の鼓”からネーミングされた、
天然温泉の露天風呂付和洋室で心身ともにお寛ぎください。

昼食「地産地消のフレンチコース」

行 程

貸切バス

■ 貸切バス会社/伊予鉄バス株式

ことひら温泉
御宿 敷島館

１泊目

客室一例

食事

朝・昼

正統派 瀬戸内
フレンチ料理 が楽
しめる「レストラン
門田」。磨き上げた
フレンチの 技 で 旅
に会 話と笑 顔 があ
ふ れる豊かな時 間
を演出します。

まで同行いたします

■ 食事条件/朝2回・昼3回・夕2回

宿 泊

朝・昼・夕

地 元の 食 材と旬に
こだわった調 理 が
自慢の「レストラン
からり」。創意工夫
が 凝らされたお 食
事で旅の一コマを
彩ります。

八幡浜編担当

■ 添乗員/伊予大洲駅から高知駅

江戸後期から明治にかけて栄えた伝統的な造りの建物が並ぶレトロな町
「内子町」
と、
四国から望む2つの海
「瀬戸内海」
「太平洋」
の勝景を訪ねる

昼・夕

※気象状況等によりイベント及び料理内容が一部変更となる場合がございます。※掲載の写真はすべてイメージです。

レストランからり

３日目

日本料理 味匠藤本では四季を大事にし、味はもちろん
季節感あふれるお料理を心がけております。
大阪の老舗料亭や、京都のホテルで長年修行を積んだ
料理長の、心のこもったお料理をお楽しみください。

双海編担当

Bコース

２日目

味匠 藤本

Aコース

外観イメージ

１日目

車内イメージ

しまなみの杜リゾート

2021年4月10日に誕生したリゾートウエディング施設。自然の中で1日の流れ
をゆったりと感じられる開放感溢れる敷地で地産地消にこだわった料理と
四季折々の風景をご堪能いただけます。

外観

特別料理提供

しあわせの郷紀行担当

特別
貸切

四国から２つの海を臨む

囲炉裏の火をイメージした
光を囲み、いつもと違った
趣のある雰囲気の中、阿波
の四季 折々の食 材はもち
ろん、季節感あふれる日本
料理を四福の物語でしか
味わえない特別な懐石に
てお楽しみいただけます。

特別懐石料理提供

江戸や明治の面影
を残す町家や屋敷
が建ち並ぶ八日市・
護国地区を地元ガイ
ドとともに 巡りま
す。

道後温泉
ふなや

TW：HSKGBY077D

新国立競技場の建築家として知られる
隈研吾氏設計の展望台からしまなみの
多島美を眺める

八日市護国重要伝統的
建造物群保存地区

2号車 SORAFUNE 車内イメージ

■ 最少催行人員/15名様

亀老山展望台

内 子 まち 歩 き

ごめん・なはり線の車窓イメージ
（写真は土佐くろしお鉄道オープンデッキ車両のものです）

特別
貸切

志国土佐時代の夜明けのものがたり
高知駅【解散】
（16：10頃着）

※交通機関・各地の道路状況等により、
発着時刻及び行程等が変更となる場合があります

１号車 KUROFUNE 外観

夜の四国まんなか千年ものがたり
味匠藤本 秋夜の特別阿波懐石

高知駅
（12：04発）
奈半利駅
（14：28着）

大浴場 露天

■ 出発日/2021年10月6日(水）
2泊3日

宿泊

朝・昼

敷島館【朝食】
（9：00頃発） 高知城
【昼食/ごめん・なはり線特別運行】

JR

車窓に映る雄大な自然と土佐流のおもてなしを満喫する贅沢なひととき。
普段は運行することのない「土佐くろしお鉄道 ごめん・なはり線」を特別運行
いたします。
ごめんなはり線の特徴である、どこまでも続く風光
明媚な太平洋の絶景と高知県内の素材にこだわった
お食事をお楽しみください。

松山駅
（15：56着） ふなや
ふなや
【宿泊】(21：00頃着）

朝・昼・夕

初の他社線運行

伊予灘ものがたり四福の物語編【昼食】
松山城【夕食/貸切スペシャルディナー】

ふなや
【朝食】
（9：40頃発） 中津万象園
（12：00頃着） 家中舎【昼食】
（13：00頃着/14：00発） 総本山
善通寺[五重塔特別拝観]
敷島館[チェックイン・休憩]
琴平駅
（17：30発）
夜の四国まんなか
千年ものがたり
【夕食/味匠藤本による特別阿波懐石】
琴平駅
（20：45着） 敷島館【宿泊】

３日目

特別
貸切

食事
昼・夕

伊予大洲駅【集合】
（13：00発）
[チェックイン・休憩](17：40頃発)

２日目

志国土佐 時代の夜明けのものがたり
土佐くろしお鉄道 ごめん・なはり線 特別運行

行 程

１日目

創業390年以上の歴史を誇る道後一の老舗旅館
「ふなや」の和食料理長をつとめる。
地産地消と旬にこだわり選りすぐった食材で丹念に
仕上げた一夜限りの特別ディナーを演出いたします。

外観

昼膳「瀬戸の手織り たなごころ」

宿 泊
ホテル
古湧園 遥
桜の抄
別邸初音
ー
TW：HSKGBY078D

客室露天風呂

■ 出発日/2021年10月6日(水）
2泊3日
■ 最少催行人員/15名様

■ 添乗員/松山駅から高知駅まで

同行いたします

■ 食事条件/朝2回・昼3回・夕2回
■ 貸切バス会社/伊予鉄バス株式
■

会社および東交バス株式会社

旅行代金（四国内発着・お一人様）

2名様以上
1室利用

198,000円

※ 1名様1室利用の場合は＋32,000円
※ こどもの設定はございません。
※ JR四国ジパング俱楽部会員様は旅行代金から
3,000円引きとなります

