「第２回 予土線 Fun Fun 祭り」の開催について
２０２２年４月２６日

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」の一環として、また昨年 7 月より
海洋堂ホビー館四万十で開催中の「海洋堂ウルトラマンフィギュア展」を盛り上げるために運行して
きた「海洋堂ホビートレイン『ウルトラトレイン号』
」
（以下、ウルトラトレイン号）がラストランを
迎えることに合わせ「第２回予土線 Fun Fun 祭り」を高知県及び愛媛県の両予土線利用促進対策協議
会の協力のもと開催します。
是非、この機会に予土線の個性的な列車に乗って、沿線観光をお楽しみください。
＜第２回予土線 FunFun 祭り＞
開催日：2022 年 5 月 21 日(土)、22 日(日)
＜主なイベント概要＞
○【高知】オープニングセレモニー
「第２回予土線 Fun Fun 祭り」の開催を記念しオープニングセレモニーを開催します。
開催日：2022 年 5 月 21 日(土)
場 所：ＪＲ四国 窪川駅 2・3 番ホーム
時 間：9：00～
○【高知】海洋堂ホビー館四万十入場特典
条件を満たした方に「かいじゅうステップ ワンダバダ ストラップ」1 個プレゼントします。
（各日先着 30 名様まで）
○【高知】窪川駅に海洋堂ホビー館四万十がミニ出店
イベント期間中、海洋堂ホビー館で販売しているグッズの一部がご購入いただけます。
○【愛媛】第２回予土線 Fun Fun 祭り（宇和島会場）
宇和島駅に隣接する宇和島運転区構内（車両基地）において様々なイベントを開催します。
「集合！働くクルマたち」…ＪＲ四国の線路等保守用車両や消防車、パトカーなどを展示します。
「駅マルシェ」…地元の道の駅などによる飲食物などの販売を行います。
「集まれ！Yodosen Fun Fun Trains」…一部の予土線 Fun Fun Trains を展示します。
＜臨時列車運転＞
○ 海洋堂ホビー館四万十へのアクセスとして「ウルトラトレイン号」を使用して臨時列車を運転し
ます。
○ 予土線沿線の周遊観光に便利な臨時列車を「おさんぽなんよ号」を使用して運転します。

１

主催・協力
主催 四国旅客鉄道株式会社
協力 高知県予土線利用促進対策協議会 愛媛県予土線利用促進対策協議会

２

開催期間
2022 年 5 月 21 日（土）
、22 日（日）小雨決行
※荒天の場合は中止する場合があります。

３ オープニングセレモニー
(1) 日時・場所
2022 年 5 月 21 日（土）9：00～ 窪川駅 2 番・3 番ホーム
(2) 次第
主催者挨拶
ご来賓挨拶
テープカット
出発合図
「ウルトラトレイン号」お見送り
※式次第については、現時点の予定であり変更となる場合があります。
４ イベント概要
(1) 高知県側
① 海洋堂ホビー館四万十特別入館特典
イベント開催日の 5 月 21、22 日に予土線乗車＋海洋堂ホビー館入館（無料チケット除く）で
「かいじゅうステップ ワンダバダ ストラップ」1 個プレゼント（各日先着 30 名様まで）
商品詳細 URL：https://kaiyodo.co.jp/items/others/kd051/
※引き換え方法などの詳細はＪＲ四国ホームページの「予土線 Fun Fun Trains」のページで
内容が決まり次第お知らせします。
② 窪川駅に海洋堂ホビー館四万十がミニ出店
イベント開催期間中、窪川駅にて海洋堂ホビー館で販売しているグッズの一部がご購入いた
だけます。
※出店時間などの詳細はＪＲ四国ホームページの「予土線 Fun Fun Trains」のページで内容
が決まり次第お知らせします。
③ ＜参考＞ウルトラＡＲラリー
2022 年 5 月 30 日(月)まで開催される「海洋堂ウルトラマンフィギュア展」では予土線など沿
線のスポットを巡ってスタンプを 8 個集めると、ホビー館で「ウルトラトレイン号」の特製手
ぬぐいがもらえます。
（数量限定）
ＵＲＬ：https://shimanto-kaiyodo-ultraman.com/ar/
(2) 愛媛県側
宇和島駅で実施する以下のイベント（両日とも 10 時～15 時開催予定）は駅隣接の宇和島運転区
構内（車両基地）で実施します。
① 集合！働くクルマたち
＜展示内容＞
ア、ＪＲ四国の線路等保守用車両
○ 軌陸車
信号設備や架線など高所での点検・修理等に使用する車両。見た目は高所作業車だが、
レールの上を走ることができる。
○ 軌道モーターカー
線路の保守作業に使用する専用車両。レールや枕木など線路を直すのに必要なものを運
搬する車両。

○ バラスト運搬車
線路に敷かれている砂利（バラスト）を運搬し散布するための車両。自走できないため
軌道モーターカーで牽引して使用します。
○ 軌道自転車（レールスター）
大雨などで鉄道が止まった際、安全に運転を再開するため線路の点検に使用する車両。
第２回予土線 FunFun 祭りでは体験乗車をすることができます。
イ、消防ポンプ車
宇和島消防署のご協力により、火災が起きた際にいち早く駆け付け頼りになる存在の
消防ポンプ車を展示します。
ウ、パトカー・白バイ
宇和島警察署のご協力により、町の安全を守ってくれているパトカーと白バイを展示し
ます。
② 集まれ！Yodosen Fun Fun Trains
宇和島運転区構内において以下の「Fun Fun Trains」等を展示し車内をご覧いただけます。
21 日 鬼列車・かっぱうようよ号・すまいるえきちゃん号・おさんぽなんよ
22 日 鬼列車・かっぱうようよ号・鉄道ホビートレイン・すまいるえきちゃん号・
0 おさんぽなんよ
※22 日の「鉄道ホビートレイン」は、シャトル列車に使用します。
※「すまいるえきちゃん号」と「おさんぽなんよ」は両日とも臨時列車使用後にシャトル列
車として使用します。
※シャトル列車に使用する車両は宇和島運転区構内または宇和島駅で停車中に展示車両とし
て車内をご覧いただけます。
※展示時間や場所などの詳細はＪＲ四国ホームページの「予土線 Fun Fun Trains」のページ
で内容が決まり次第お知らせします。
③ 駅マルシェ
イベント開催期間中、宇和島運転区構内において地元道の駅など 6 店舗（予定）が出店し飲食
物などの販売を行います。
※出店数は変更となる場合があります。
④ イベント会場への入場及びシャトル列車の運転
イベント会場への入場には宇和島駅の入場券（大人 170 円/小児 80 円）などの乗車券類または
入場料（大人 170 円/小児 80 円）が必要となります。
宇和島駅⇔宇和島運転区の間を走るシャトル列車を運転いたします。是非ご利用ください。
※シャトル列車の時刻が決まりましたらＪＲ四国ホームページの「予土線 Fun Fun Trains」の
ページでお知らせします。
※イベント会場には徒歩でもご入場いただけます。
（宇和島駅から徒歩約 10 分）
５ 海洋堂ホビートレイン「ウルトラトレイン号」のラストランについて
(1) 日 付
2022 年 5 月 22 日(日)
(2) 最終列車
＜下り＞ 4827D 窪 川 駅 17：40 発（宇和島駅行き）
＜上り＞ 4830D 宇和島駅 21：00 発（近 永 駅行き）
※近永駅到着後は回送列車として宇和島駅に戻ります。
(3) 海洋堂ウルトラマンフィギュア展
「海洋堂ホビー館四万十」と「海洋堂かっぱ館」は、2022 年 4 月にリニューアルオープンし
ました。昨年 7 月より好評開催中の「海洋堂ウルトラマンフィギュア展」は 2022 年 5 月 30 日
(月)までとなります。是非、
「ウルトラトレイン号」に乗車し「海洋堂ウルトラマンフィギュア
展」をより一層楽しんでください。

(4) その他
「第２回予土線 Fun Fun 祭り」期間中、
「海洋堂ウルトラマンフィギュア展」へのアクセスと
「ウルトラトレイン号」にご乗車いただける機会創出のため臨時列車を運転いたします。
臨時列車については、第６項をご覧ください。
６

臨時列車の運行について
21 日、22 日の両日、
「海洋堂ホビー館四万十」で開催中の「海洋堂ウルトラマンフィギュア展」
へのアクセスや予土線沿線の周遊に便利な臨時列車を運行します。
時刻は現時点の案であり、変更となる場合があります。各駅の発着時刻などはホームページでお
知らせします。
＜「ウルトラトレイン号」臨時列車＞
下り列車

窪川

打井川

土佐大正

江川崎

松丸

近永

伊予宮野下

宇和島

窪川発

着

―

9:56

10:03

10:27

11:02

11:12

11:29

11:48

（宇和島行き）

発

9:40

9:56

10:04

10:42

11:02

11:12

11:30

―

停車駅：打井川・土佐大正・江川崎～宇和島間各駅
※主な駅の停車時刻のみ表示しています。江川崎～宇和島駅間は各駅に停車します。
下り列車

窪川

打井川

土佐大正

江川崎

窪川発

着

―

15:18

15:26

15:50

（江川崎行き）

発

15:02

15:18

15:27

―

江川崎

土佐大正

打井川

窪川

上り列車
江川崎発

着

―

16:21

16:30

16:48

（窪川行き）

発

15:58

16:22

16:31

―

停車駅：打井川・土佐大正
※臨時列車は、途中の打井川駅、土佐大正駅のみ停車します。
その他の駅については、通過となりますのでご利用の際はご注意ください。
＜打井川駅からの臨時送迎車＞
「ウルトラトレイン号」の臨時列車に合わせて、打井川駅から「海洋堂ホビー館四万十」ま
で無料送迎車をご利用いただけます。
※乗車定員に限りがありますので、ご乗車までお待ちいただく場合があります。
＜「おさんぽなんよ」臨時列車＞
「おさんぽなんよ」と「すまいるえきちゃん号」の 2 両編成を使用します。ただし、
「すまい
るえきちゃん号」は団体貸切として運行いたします。
※使用車両は変更となる場合があります。
上り列車

宇和島

伊予宮野下

近永

松丸

江川崎

宇和島発

着

―

10:17

10:34

10:44

11:16

（江川崎行き）

発

10:00

10:18

10:35

10:45

―

江川崎

松丸

近永

伊予宮野下

宇和島

下り列車
江川崎発

着

―

13:11

13:21

13:38

13:57

（宇和島行き）

発

12:45

13:11

13:21

13:39

―

停車駅：宇和島・江川崎駅間の真土駅を除く各駅
※臨時列車は、途中の真土駅のみ通過します。ご利用の際はご注意ください。
※主な駅の停車時刻のみ表示しています。真土駅を除く各駅に停車します。

７ 特別ツアーの企画・販売について
(1) 「ウルトラトレイン号」に乗車できるツアー
① ツアータイトル：
【第２回予土線 Fun Fun 祭り特別企画】
「ウルトラトレイン号」で行く海洋堂ホビー館ウルトラマンフィギュア展
② ツアー概要
「ウルトラトレイン号」と海洋堂ホビー館で開催中の「海洋堂ウルトラマンフィギュア展」
を満喫できるツアーです。また、「しまんトロッコ」にも乗車でき予土線沿線の四万十川の景
観を楽しむことができます。
③ その他
詳細はツアー募集書面をご参照ください。
(2) 「すまいるえきちゃん号」に乗車できるツアー
① ツアータイトル：
【第２回予土線 Fun Fun 祭り特別企画】
「すまいるえきちゃん号」で行く
満腹！満足！満喫！ 真鯛の特製弁当とおさかな館特別ガイドツアー
② ツアー概要
予土線が走る愛媛県南予地方には、鯛やお米、山菜など鮮度の高い上質な食材がたくさんあ
ります。今回の企画では、地元の食材にこだわった特製弁当を昼食としてご提供し、立ち寄り
先の「虹の森公園おさかな館」では飼育員さんによる特別ガイドで館内をじっくりご覧いただ
けます。
③ その他
詳細はツアー募集書面をご参照ください。
(3) 「第２回予土線 Fun Fun 祭り」にお得なツアー
5 月 21 日、22 日の両日、
「第 2 回 予土線 Fun Fun 祭り」に参加するお得なツアーを販売しま
す。是非ご利用ください。
① ＪＲ四国ワープ松山支店
往復特急自由席（松山～宇和島）と現地で選べるお土産引換券付の個人型格安プラン！
問合せ先：089-945-1689
※詳細はツアー募集書面をご参照ください。
② 農協観光四国支店
往復特急指定席（松山～宇和島）と宇和島鯛めしの昼食付個人型格安プラン！
特急は自由席（松山～宇和島）も利用可能です。
（旅行代金が 500 円引きとなります。
）
問合せ先：087-822-8282
※詳細はツアー募集書面をご参照ください。
８

＜参考＞「予土線もうすぐ５０周年！スタンプラリー」について
2022 年 4 月 28 日(木)から始まる「予土線もうすぐ５０周年！スタンプラリー」では予土線沿線を
中心としたＪＲ駅スタンプや「Yodosen Fun Fun Trains」のスタンプを集めると素敵な特典がもら
えます。
（先着 300 名様）
第２回予土線 Fun Fun 祭りでイベントを楽しみながらスタンプを集めてみてはいかがでしょう
か。

９

新型コロナウイルス感染症拡大防止対策
ＪＲ四国では、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に努めております。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。なお、当社の新型コロナウイルス感染症に対する取り組みは以下ページをご覧ください。
【当社の取り組み】 https://www.jr-shikoku.co.jp/02_information/00_taisaku/

また、地域の皆様のご協力によるイベントでは、国や各県のガイドラインに沿った取り組みの実
施を徹底するよう関係者に要請しております。

日帰り

★ 高知県内在住者限定「高知観光トク割キャンペーン」適用プラン ★

第２回「予土線FunFun祭り」特別企画

ウルトラトレイン号で行く海洋堂ホビー館ウルトラマンフィギュア展
ラストラン間近！海洋堂ホビートレイン「ウルトラトレイン号」＆しまんトロッコにも乗車！

©円谷プロ

出発日
募集人員

２０２２年 ５月２１日(土)・２２日(日)
各日２０名様

（最少催行人員 1３名様）

●添乗員同行します。（高知駅～高知駅）
食事条件：昼1回

行

程

ウルトラARラリー、ウルトラポストカードラリーにご参加いただけます！！
高知駅
8：20発

特急しまんと１号（自由席）

普通列車

窪川駅
9：26/9：40

江川崎駅
12：00/12：05
四万十郷 水車亭
15：25～15：40

臨時列車（ウルトラトレイン号）

貸切バス

窪川駅
15：51

江川崎駅
10：27/10：43

しまんトロッコ２号（指定席）

道の駅よって西土佐
12：10（昼食）12：50
特急あしずり１２号（自由席）

土佐大正駅
11：33/11：35

海洋堂ホビー館四万十
13：40～15：00
高知駅
17：00着

※運輸機関のダイヤ改正、各地の道路状況により、時刻が変更になる場合があります。 貸切バス会社：四万十交通 承認番号：2204-01

旅行代金

お一人様あたり

おとな

こども

13,000円

11,000円

高知観光トク割キャンペーン

5,000円

5,000円

割引き後お支払額

8,000円

6,000円

おもてなしクーポン

2,000円

2,000円

基本代金

高知駅発着

商品番号：KCLGAW011D

※旅行代金にはJR代、貸切バス代、食事代、入館代が含まれています。
※こども料金は３歳以上小学生までとなります。３歳未満のお子様でお座席、昼食が必要な場合はこども料金となります。
※高知県外在住のお客様は基本代金がご旅行代金となります。

※この商品は、「高知観光トク割キャンペーン」が適用可能なプランとなります。お申込み時およびツアー参加時に参加者全員の住所
が確認できる本人確認書類をご提示いただけますようお願いいたします。高知県外在住の方は、本キャンペーン適用対象外となりま
す。あらかじめご了承下さい。
※国の「ワクチン・接種パッケージ運用ガイドライン」に沿った手続きが必須となります。予防接種済証等の提示により、3回のワクチン
接種が完了していること、又はご旅行開始日3日前以降の検体採取によるPCR検査等の検査結果通知書（抗原定性検査の場合は前
日又は当日）をもって陰性に確認をできることが本キャンペーン適用の条件となります。必ず予防接種済証等又は検査結果通知書を
お申込者全員分お持ち頂くようにお願い致します。（コピー等可）
※ご持参いただけずいずれかの確認ができなかった場合、本キャンペーンの適用とならず旅行代金が変更となります。
※本キャンペーンは、国の地域観光事業支援等を活用しています。

ＪＡＴＡ 正会員

第２回「予土線 FunFun 祭り」特別企画

「すまいるえきちゃん号」＆「おさんぽなんよ号｣２両編成運行！

すまいるえきちゃん号で行く
おさかな館
真鯛の特製弁当 と 特別ガイドツアー
満腹！ 満足！ 満喫！

すまいるえきちゃん号
おさんぽなんよ号

２０２２年
出発日

５月２１日（土） ・２２日（日）

愛媛の味覚を味わいながら予土線の風景を満喫！

募集人員 / 各日２４名様 （最少催行人員 / 各日１０名様）
食事条件 / 昼 1 回 （ 列車車内にて真鯛の特製弁当と
）
スイーツをお楽しみください
■ 添乗員
/ 同行します （宇和島駅～宇和島駅）
■ 旅行代金 ※集合・解散用の往復きっぷ付き[特急列車普通車自由席利用]
■

真鯛の特製弁当

■

四国内発着
大人
お一人様

８,５００円

こども

鯛の生産地として全国的にも有名な愛媛県で長年の
経験と知識を集結し徹底した管理のもと作り上げた
秀長水産のブランド魚「食べてみさいや 健康真鯛 ®」
を使った一品など 多彩なおかずを詰め込んだ特製
を使った一品など、
弁当をご用意しました。鬼北町のブランド米「田わわ」
のご飯と共に、愛媛の味覚をお楽しみください。

８,０００円

JR四国ジパング倶楽部会員様は旅行代金から800円引き
■

TW:HSLGAG059D

行程

虹の森公園
おさかな館

【臨時列車】

すまいるえきちゃん号

14:05着

※交通事情・気象状況等及び運輸機関の運行状況などの影響により到着時刻及び行程が変更となる場合があります。
※団体臨時列車のため、時刻は現時点の予定です。
ＪＲ
徒歩
※お食事は復路の松丸駅から宇和島駅の間でお楽しみいただけます。
ＪＲ四国ツアーからも
お申込みいただけます

ツアー参加に前泊もおすすめ！

道の駅 虹の森公園 おさかな館
日本一の清流 四万十川をはじめとする淡水に棲む魚たちを中心に、上流から河口域ま
での生き物が飼育展示されています。また、コツメカワウソや愛らしいペンギンたち、
二足立ちするワニなど個性あふれる動物たちにも出会えます。
今回のツアーでは飼育員さんによる特別ガイドのもと館内を回ります。

詳しくはこちら

ＪＲホテルクレメント宇和島
JR宇和島駅直結。
ビジネス・観光の拠点と
して最適なホテルです。
地産の食材を使用した
宇和島ならではの朝食
をご用意しております。

特製スイーツ
松野町松丸で人気のスイーツ店「菓子
工 房 KAZU 」の地 元 食 材を使った
スイーツをお召し上がりください。

【車内昼食】

11：00頃〜12：45頃

10:00発

宇和島駅

飼育員さんによる
特別ガイド付き！

【解散】

松丸駅

【臨時列車】

すまいるえきちゃん号

松丸駅

宇和島駅

【集合】

朝食一例

「ゆったり四国鉄道の旅」
ＪＲホテルクレメント宇和島
※気象状況等により、内容が一部変更となる場合がございます。※掲載の写真およびイラストはすべてイメージです。
8612380ー営商ー8615695

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3 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

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

お問い合わせ・お申し込みは（受託取次）

第２回

よどせん

ふぁん

ふぁん

まつり

予土線や予讃線で活躍する「

」などの
ラッピング列車のイベントを実施します。詳しくは裏面上部をご覧下さい。
※写真はすべてイメージです
とは？
予土線や予讃線で活躍する
５種類のラッピング列車になります。
詳しくはＪＲ四国ホームページをご覧下さい！

ツアー♪

イベント参加にお得な

ＪＲ往復（自由席）
松山駅発着

★おトクなJR券
追加オプション★
「海洋堂ホビー館四万十」
の最寄り駅「打井川」までの
往復乗車券が 1,160円
で追加出来ます！！

●出発日:２０２２年５月２１日（土）・２２日（日）日帰り

3,４８0円
日次

１

2,４８0円
行

お好きな時間帯でご乗車できます。
特急列車（普通車自由席）

松山駅

発売箇所

程

表

フリータイム
お客様負担
宇和島駅

食事条件

お好きな時間帯でご乗車できます。
特急列車（普通車自由席）

宇和島駅

松山駅

朝

×

昼

×

夕

×

★ 宇和島駅隣接の宇和島運転区構内での主なイベント・タイムスケジュール ★
両日とも１０：００～１５：００
①集合！働くクルマたち

JR四国保守車両、宇和島消防署の消防ポンプ車、宇和島警察署のパトカー・白バイの展示。
線路の点検に使用する軌道自転車（レールスター）の体験乗車が出来ます。

②集まれ！
Yodosen Fun Fun Trains

入れ替わりでFun Fun Trains車両の展示を行います。
※列車は一同には集合しません。随時入れ替わります。
２１日（土）
鬼列車・かっぱうようよ号
すまいるえきちゃん号・おさんぽなんよ

２２日（日）
鬼列車・かっぱうようよ号・
鉄道ホビートレイン・
すまいるえきちゃん号・おさんぽなんよ

③駅マルシェ

地元道の駅などの店舗が出店し飲食物などの物販を行います。

④シャトル列車の運転

宇和島駅⇔宇和島運転区間を走るシャトル列車を運転いたします。
※シャトル列車の時刻はJR四国ホームページの「Yodosen Fun Fun Trains」のページで
お知らせいたします。

JR四国の保守用車両について
１．軌陸車
軌陸車は、荷台にあるデッキ部分を使用し信号や架線などの電気設備を保守・点検
する作業に使用します。通常の高所作業車と異なり、線路と道路の両方を走行するこ
とができます。

２．軌道モーターカーとバラスト運搬車
軌道モーターカーは、線路の点検や保守に使用する材料などを運搬するための車両です。
バラスト運搬車は自走することができず、軌道モーターカーで牽引して使用します。
線路に敷かれた砕石（バラスト）を運搬し、線路上に散布する際に使用します。
＜軌道モーターカー＞

＜バラスト運搬車＞

３．軌道自転車（レールスター）
レールスターは、大雨などで鉄道が止まった際に安全に
再開できるよう線路設備を点検するための車両です。

※イベントで体験乗車に使用する車両とは別のものです。

