
四国観光復興の取り組みについて

平成３０年９月２５日

平成３０年７月豪雨により低迷している観光需要の回復を図るため、「旅で四国を元気に」をテー

マとした「四国観光復興キャンペーン」に当社は参画しています。これにあわせて四国周遊にお得

なきっぷやＪＲと宿泊をセットにしたお得な宿泊プランを設定しています。これまでの取り組みに

加え、追加商品の設定や『こんぴらさんの“おもしろ”』展の会期延長、特急「宇和海」に復興支援

ステッカーを貼付するなど、四国４県の観光の早期復興に向けて取り組んでまいります。

１．『こんぴらさんの“おもしろ”』展の会期延長

『こんぴらさんの“おもしろ”』展は、「しあわせぐるり、しこくるり。観光キャンペーン」

にあわせ、平成３０年４月１日から同年９月３０日まで実施していますが、お客様にたいへ

んご好評をいただいており、平成３０年１２月２日まで会期を延長いたします。

２．特急「宇和海」に「がんばってます！南予」スローガンステッカー貼付

平成３０年７月豪雨により甚大な被害を受けた南予地域の復興機運の醸成に向けた取り組み

として、特急「宇和海」を「がんばってます！南予」ロゴをあしらった車両で運行します。

３．ふっこう割「四国周遊プラン」を発売予定

ＪＲ四国全線３日間特急列車自由席が乗り降り自由のきっぷと、香川県、徳島県、愛媛県、

高知県の宿泊を２泊セットにしたお得な宿泊プランを発売予定です。

この商品は平成３０年７月豪雨観光支援事業費補助金を充当する予定です。

４．ＪＲ四国宿泊プラン「宇和島地区の宿泊３施設」を追加設定

復興応援用として平成３０年８月２７日より発売していますＪＲ四国宿泊プランにＪＲ四国

全線が開通した平成３０年９月１３日より宇和島地区の宿泊３施設を追加しています。



１ 『こんぴらさんの“おもしろ”』展の会期延長

※ 詳細については別紙資料１とパンフレットをご参照ください。

２ 特急「宇和海」に「がんばってます！南予」スローガンステッカー貼付

※ 詳細については別紙資料２をご参照ください。

３ ふっこう割「四国周遊プラン」を発売予定

・商品概要：ＪＲ四国全線３日間特急列車自由席が乗り降り自由のきっぷと、香川県、徳島県、

愛媛県、高知県の宿泊を２泊セットにしたお得な宿泊プランを発売予定です。

・対象施設：ＪＲ四国と契約の四国内のホテル、旅館で検討中です。

・設定期間：準備出来次第

※この商品は平成３０年７月豪雨観光支援事業費補助金を充当する予定です。

愛媛県：上限 6,000円／人泊、香川県、徳島県 高知県：上限4,000円／人泊

※詳細が決まり次第 Web サイト「ＪＲ四国ツアー」（http://www.jr-eki.com/）に掲載します。

４ ＪＲ四国宿泊プラン「宇和島地区の宿泊３施設」を追加設定しています。

※詳細については別紙パンフレットをご参照ください。

・復興応援用として平成３０年８月２７日より発売していますＪＲ四国宿泊プランにＪＲ四国全

線が開通した平成３０年９月１３日より宇和島地区の宿泊３施設を追加設定しています。

・追加宿泊施設：ＪＲホテルクレメント宇和島、宇和島グランドホテル、宇和島第一ホテル

・商品概要：ＪＲ四国全線２日間特急列車自由席が乗り降り自由のきっぷと宿泊がセットになっ

たお得な宿泊プランです。

・おねだん：9,900～12,600 円

・設定期間：平成 30年 9月 13日（木）～同年 12月 20日（木）です。

５ 参考

四国観光復興キャンペーンに伴う商品展開について（平成３０年８月２７日ニュースリリース）

のうち、次の商品は引き続き発売中です。

(1) お得なきっぷ 四国全線開通謝恩フリーきっぷ

ＪＲ四国全線開通日9月 13 日（木）から12月 2日（日）までの金・土曜日出発で3日間

特急列車自由席が乗り降り自由です。

発売額 大人 10,000 円、（小児3,000 円 ※小児は大人と同一行程のみ発売）

(2) ＪＲ四国宿泊プラン

ＪＲ四国全線２日間特急列車自由席が乗り降り自由のきっぷと宿泊がセットになったお

得な宿泊プランです。平成 30年 12 月 20日（木）までの設定で、宿泊施設は琴平地区２施

設、松山・南予地区４施設、大歩危・祖谷地区２施設、高知地区２施設です。

(3) 四国観光復興キャンペーンに伴う商品の詳細は Web サイト「ＪＲ四国ツアー」

（http://www.jr-eki.com/）に掲載しています。



『こんぴらさんの"おもしろ"』展の会期延長について

平成３０年 ９月 ２５日

金 刀 比 羅 宮

四国旅客鉄道株式会社

『こんぴらさんの"おもしろ"』展については、「しあわせぐるり、しこくるり。観光キャンペーン」に

あわせ、平成３０年４月１日から９月３０日の間で実施していますが、お客様にたいへん好評をい

ただいており、四国旅客鉄道株式会社より、豪雨災害からの四国の観光面における復興のため

会期延長の依頼があったことから、四国観光復興キャンペーンの一環として平成３０年１２月２日

（日）まで会期を延長することとしました。

記

１ イベント名称 特別公開 『こんぴらさんの"おもしろ"』展

２ 延長期間 平成３０年１０月１日（月）～平成３０年１２月２日（日）

〈開館時間〉 ８時３０分～１７時

３ 入 場 料 一般 800 円、高・大生 400 円、中学生以下 無料

４ 場 所 金刀比羅宮 宝物館

５ 主 催 金刀比羅宮

６ 展示内容

金刀比羅宮が所蔵する"おもしろ"くて興味深い美術品や奉納品の数々を大公開しています。

重要有形民俗文化財である「天狗面」、「廻船模型」、「合子船」も特別公開いたします。

※添付のチラシをご参照ください

別紙資料１



「がんばってます！南予」スローガンステッカーの貼付けについて

平成 30 年 7 月豪雨により甚大な被害を受けた南予地域の復興機運の醸成に向けた取組

みとして、特急「宇和海」を「がんばってます！南予」ロゴをあしらった車両で運行しま

す。

１ スローガンロゴ

南予地域の復旧・復興ロゴ

２ 対象列車

予讃線 松山～宇和島 特急「宇和海」上り１３本、下り１２本、計２５本

宇和海１号､3 号､7 号､9 号､13 号､15 号､17 号､19 号､21 号､25 号､27 号､31 号､33 号

〃 2号､6 号､8 号､12 号､14 号､18 号､20 号､22 号､24 号､26 号､30 号､32 号

※アンパンマン列車（宇和海 5号､11 号､23 号､29 号､4 号､10 号､16 号､28 号）を除く

３ 運行期間

平成 30 年 9 月末～平成 31 年 3 月中旬まで

４ 車両イメージ

200mm

2000mm

別紙資料２



金刀比羅宮社務所（香川県仲多度郡琴平町892-1）電話 0877-75-2121問合せ先

〈 開館時間 〉８時30分～17時（会期中無休）〈 入場料 〉一般 800円、高・大生 400円、中学生以下 無料
金刀比羅宮 宝物館｜平成30年 ４月１日［日］̶

の
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好評につき会期延長

『こんぴらさんの“おもしろ”』展には、
便利でおトクなJRをご利用ください。
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琴電琴平駅

●つるや旅館
将八うどん● ●郵便局

金倉川

土讃線

大門

高橋由一館

神椿

鼓楼

御廐

神椿専用駐車場

大門

桜
馬
場

表書院

その他の主な出品作品
紙本著色「大黒天像（千体大黒）」
紙本墨画「阿弥陀名号（十界名号）」
絹本著色「大威徳明王像」
絹本著色「桜花小禽図」
絹本著色「秋景遊鹿図」
絹本著色「こんぴら狗図・こんぴら船図・

こんぴら宿図・こんぴら詣図」
紙本墨書「勝絵模本」
紙本金地著色「猿図絵馬」
絹本著色「群雀図小襖」
紙本墨画著色「象頭山十二景図」
木乃伊「人魚」　
木彫「天狗面」金刀比羅宮 宝物館

宝物館は、文部省技師の久留正道の設計により明治３８年
（１９０５）に建てられた。香川県産の花崗石造による二層建、
屋根は入母屋造で「青木石」の瓦葺、玄関は唐破風造（からは
ふづくり）の銅葺、という和洋折衷の重厚な建物である。初
期は「金刀比羅宮 博物館 一号館」という名称で、明治２７年
に片山東熊によって建設された奈良国立博物館と同じく、我
が国最初期の博物館である。久留正道は明治２６年（１８９３）
のシカゴ万博で日本館を設計しており、これを見てフランク・
ロイド・ライトは日本建築の良さを認識したといわれている。
館内には金刀比羅宮の宝物が陳列されていて、「十一面観音立
像」（重要文化財）、「三十六歌仙額」は特に有名なものである。

讃岐院眷属をして為朝をすくふ図　
歌川国芳筆 紙本多色刷 錦絵三枚続

江戸時代後期の浮世絵師 歌川国芳の作。曲亭馬琴作、葛飾
北斎画の読本『椿説弓張月』続編巻之一を題材としている。
金刀比羅宮と所縁の深い讃岐院（第 75 代崇徳天皇）が忠
臣の源為朝の危機に、眷属の天狗や怪魚を遣わしている。
画面三枚を貫いて描かれる怪魚の巨大な姿が印象的。

百鬼夜行絵
生田久一筆 紙本著色 一巻

夜中に鬼や妖怪が列をなして練り歩くという「百鬼夜行
（ひゃっきやぎょう）」の様を描いたもの。「百鬼夜行絵」
の図様は器物の妖怪である付喪神（つくもがみ）の行列と、
動物の妖怪の行列の二系統あるが、本図は両系統を取り混
ぜていて、不気味さを増している。昭和 9年に宮司家伝来
の同図を模写したもの。

琴　平 善通寺 多度津

※お客様がお使いの電話回線の種類によりご利用いただけない場合があります。
7848894- 営誘 -8607645

ＪＲ四国電話案内センター Tel.0570-00-4592 営業時間／8：00～20：00（年中無休）
※通話料がかかります。

し こ く に

下り

上り

運行区間
多度津～
大歩危

大歩危～
多度津

運行区間

多度津

大歩危

善通寺 琴　平 大歩危

16:31 着 17:00 着 17:16 着

10:18 発

14:21 発

そらの郷紀行

しあわせの郷紀行

10:26 発 10:48 発 12:48 着

◆時刻表

3月末までの
土・日・祝日を中心に運転

◆運行日

※詳細はお問い合わせ下さい。

四国まんなか千年ものがたり

そらの郷紀行
さぬきこだわり食材の洋風料理（神椿）
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・5,500円

しあわせの郷紀行
おとなの遊山箱（日本料理 味匠 藤本）
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・4,500円

 ： 大　人 3,740円  こども 2,510円
 ： 大　人 3,550円
   こども 2,410円

◆料金（片道１名様／全席指定席グリーン車）

※上記金額には運賃、特急料金、グリーン券が含まれます。

多度津～大歩危

善通寺～大歩危琴平
専用待合室「大樹」 車内イメージ

観光列車

四国まんなか千年ものがたりのお問い合わせは、

千年ものがたり



JR四国宿泊プラン
宇和島宿泊

9,900円～12,600円9,900円～12,600円
ＪＲ四国全線フリーきっぷ ２日間用

JRホテルクレメント宇和島  利用の場合

２０１８年9月13日～１２月２０日まで設 定 期 間

宇
和
島
道
路

予
讃
線

●宇和島市役所

32

274

特急列車普通車自由席に乗車できるＪＲ四国全線フリーきっぷ（２日間用）と
宇和島地区ホテルの宿泊がセットになったオトクなプラン！

　貨車を改造した元祖トロッコ列車「清流しまんと号」
のトロッコ車両を水戸岡鋭治氏デザインにより平成２５
年１０月にリニューアル。トロッコ乗車区間では、四万
十川や広見川の風景を直に眺められる他、ボランティ
アガイドによる沿線案内や、地元特産品の車内販売な
ど、楽しみがいっぱいの列車です。

　予土線沿線の四万十町にフィギュアメーカー海洋堂
のミュージアムがオープンした平成２３年より運行。
「かっぱの世界」をコンセプトに、外観は清らかな川を
楽しむかっぱ達をイメージ、車内にはかっぱと一緒に写
真が撮れる人形を設置、ショーケースには数々のかっ
ぱのフィギュアを展示し、かっぱの世界を満喫できます。

　初代新幹線０系をイメージした、一度見たら忘れられ
ないデザインで予土線を運行中。
　団子鼻も忠実に再現しているほか、実際に０系新幹線
で使われていたシートも設置しています。車内には、鉄
道模型も多数展示、遊び心があふれる楽しい列車です。

新鮮な鯛の切り身を調味料・生卵・ごま・
だし汁で調味したタレと混ぜ合わせ、熱
いご飯にかけて食べます。

千切りにしたこんにゃくの上に紅白のソ
ボロとねぎ、みじん切りにしたみかんの
皮をきれいに敷きつめた見た目にも鮮や
かな郷土料理。
　

産業の神として中四国で信仰を集めている和霊
信仰の総本山。社殿は四国屈指の大社といわれ
ており、川を挟んだ場所に位置する和霊公園に
は日本一の大きさといわれる石造りの鳥居がそび
え立っています。

宇和島藩主伊達家屋敷跡に建設された博物館。
貴重な古文書や豪華な武具甲冑、美しい衣装や
陶磁器など様々な品を展示しています。

慶長６年（１６０１）、築城の名手・藤堂
高虎によって築かれたお城。城が建つ城
山は宇和島市内が一望でき、３００年以
上、火災や伐採をまぬがれたため、巨
木や珍しい植物の宝庫となっています。

宇和島藩七代藩主・伊達宗紀の隠居の場として
建造した池泉廻遊式庭園。伊達家の家紋である
「竹に雀」にちなんで、様々な種類の竹が池の周
りに植栽されています。

※宿泊プランの詳細は、チラシ裏面をご覧ください。

天赦園

ＪＲホテルクレメント宇和島

宇和島グランドホテル

宇和島第一ホテル

伊達博物館

伊達博物館伊達博物館

宇和島城跡

和霊神社

JR宇和島駅

アクセス ＪＲ宇和島駅より徒歩約８分

アクセス ＪＲ宇和島駅より徒歩約 20分

アクセス ＪＲ宇和島駅より徒歩約 20分

アクセス ＪＲ宇和島駅より徒歩約 25分

天赦園天赦園

和霊神社和霊神社

宇和島城宇和島城

鯛めし鯛めし ふくめんふくめん

郷
土
料
理

宇和島市内観光スポット
     

宇和島市内観光スポット
     

　　　　　

宇和島駅から乗車できる観光列車
     

　　　　　

宇和島駅から乗車できる観光列車
     



お申し込みのご注意　※お申し込みの前に必ずお読みください。
●添乗員の同行しない個人旅行です。お客様が旅行サービスを受けるために必要なクーポン類をお渡ししますので、お手続きはお客様ご自身で行って頂きます。●大人１名様または２名様以上でお申し込みください。●ご出発の前日までにお申し込みを
受付ますが、一部（連休等）お申込日やお申込店舗により手配できない場合があります。●こども旅行代金は、６歳以上１２歳未満（小学生）の方に適用されます。●大人１名、こども１名の２名様でご利用の場合、こども代金は大人と同額になります。なお、
こども１名様での１室利用はできません。●ご希望の列車、旅館、ホテル等が満員等で予約できない場合もありますので予めご了承ください。●旅行開始後の変更及び払い戻しは一切できません。【ＪＲについて】●特急列車は普通車自由席に乗車できます。
●等級等の変更はできません。●サンライズ瀬戸号等一部ご利用になれない列車もあります。また、ＪＲ四国バスもご利用になれません。●土佐くろしお鉄道及び阿佐海岸鉄道ご利用の場合は別途運賃・料金が必要です。【ホテルについて】各旅館・ホテル
の客室は一例ですので異なる場合があります。●食事内容及び食事場所は、宿泊日等施設の都合により変更になる場合があります。●やむを得ない事情により、館内施設の一部が利用できない場合があります。【その他】「休日」とは、日曜日、祝日、振替休
日及び国民の休日をいいます。「休前日」は休日の前日を示しています。但し、休日が休前日にあたる場合は「休前日」となります。●お客様のご都合により利用されない部分（チケット類）があった場合、その費用は返金できません。●ご旅行の変更及び取消
等はお申込店舗の営業時間内に限りお受けいたします。

香川県高松市浜ノ町8番33号
総合旅行業務取扱管理者 吉田　好孝

観光庁長官登録旅行業　第1042号〈 旅行企画・実施 〉 〈お問い合わせ・お申し込みは〉

お申し込みのご案内※お申し込み前に必ずお読みください。

この書面は、旅行業法第12条の4の定めるところの取引条件の説明書面及び同法12条の5の定めるところの契約書面の一部となります。詳しい旅行条件を説明した書面をお渡ししますので、事前にご確認の上お申込みください。
この旅行は、四国旅客鉄道㈱（以下「当社」といいます）が企画・募集し実施する企画旅行であり、詳しい旅行条件を記載した書面を用意しておりますので、事前にご確認のうえお申し込みください。

■お申込み方法
　（1）当社所定の申込書に必要事項をご記入の上、お一人様につき下記のお申込み金を添えてお申込み下さい。お申込み金は、旅行
　　代金、取消料、または違約料の一部または全部として繰り入れます。
　（2）当社は電話等による旅行のお申し込みをお受けいたします。この場合、当社が予約の承諾の旨を通知した日の翌日から起算して
　　3日以内に申込書に申込金を添えてお申し込みください。

■契約の成立時期
　この旅行の契約は、当社が契約の締結を承諾し、申込金を受理した時に成立いたします。
■旅行代金のお支払い
　ご旅行代金は、旅行開始日の前日から起算してさかのぼって14日目にあたる日より前にお支払いいただきます。旅行開始日の前日から
　起算してさかのぼって14日目にあたる日以降にお申し込みの場合は、お申し込みと同時にお支払いいただきます。
■旅行代金に含まれるもの
　旅行代金には、パンフレットに明示された交通費、宿泊費、食事代及び消費税等諸税相当額が含まれています。
■旅行代金に含まれないもの
　前項ほかは旅行代金に含まれません。
■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。
■取消料について
　旅行契約成立の後、お客様の都合で取消される場合には、旅行代金に対してお一人様につき次の料率で取消料をいただきます。　
　この場合、既に収受している旅行代金（あるいは申込金）から所定の取消料を差し引き払いもどしいたします。申込金のみで取消料が
　まかなえないときは、その差額を申し受けます。

■免責事項について
　お客様が以下の事由により損害を受けられた場合は、当社は賠償の責任を負いません。
　・天災地変、気象状況、暴動又はこれらのために生ずる旅行日程の変更若しくは旅行中止
　・運送、宿泊機関の事故若しくは火災又はこれらのために生ずる旅行日程の変更若しくは旅行の中止
　・官公署の命令、又は伝染病による隔離、自由行動中の事故、食中毒、盗難
　・運送機関の遅延、不通又はこれらによって生ずる旅行日程の変更若しくは目的地・滞在期間の短縮
■特別補償について
　お客様が企画旅行中に、生命、身体又は手荷物に被られた一定の損害については、当社の故意、過失の有無にかかわらず特別補償
　規程に定めるところにより、補償金及び見舞金をお支払いします。
■個人情報の取扱について
　（1）当社は旅行申込の際にご提供いただいた個人情報について、お客様との連絡や運送、宿泊機関等の手配及びそれらのサービス
　　の受領のために必要な範囲内で利用させていただきます。
　（2）当社では、①取り扱う商品、サービス等のご案内②ご意見、ご感想の提供、アンケートのお願い③統計資料の作成にお客様の個人
　　情報を利用させていただくことがあります。
　（3）このほか当社の個人情報の取り扱いに関する方針等についてはホームページ（http://www.jr-shikoku.co.jp）でご確認ください。
■その他
　（1）このパンフレットは、2018年8月1日現在を基準として作成しております。
　（2）この旅行契約に関して、ご不明な点があれば、お申し込み箇所の旅行業務取扱管理者におたずねください。
　　旅行業務取扱管理者とは、お客様の旅行を取り扱う営業所での取引に関する責任者です。
　（3）このツアーは、大人1名様からお申し込みできます。
　

旅行代金の額

旅行代金が1万円以上3万円未満
旅行代金が1万円未満

お申込金（お一人様あたり）

5,000円以上旅行代金まで
3,000円以上旅行代金まで

お取消日区分 取消料

旅行代金の30%
旅行代金の20%

無　料21日目に当たる日まで
20日目に当たる日以降8日目に当たる日まで
7日目に当たる日以降2日目に当たる日まで
旅行開始日の前日
旅行開始日当日

旅行開始後又は無連絡不参加の場合

旅行代金の40%
旅行代金の50%
旅行代金の全額

旅行開始日の
前日から

起算してさかのぼって

JATA正会員

8607414-営商-7610615

■ チェックイン／ 15：00　■ チェックアウト／ 11：00
■ お部屋タイプ／洋室（シングル・ツイン）【バス付】
■ 禁煙ルーム／指定可
■ 交　通／ＪＲ宇和島駅直結

ビジネスと観光に対応できる新しいタイプのホテル。
宇和島駅に直結し、アクセスが便利です。

ＪＲホテルクレメント宇和島ＪＲホテルクレメント宇和島

FSH842609A

■ チェックイン／ 14：00
■ チェックアウト／ 11：00
■ お部屋タイプ／洋室（シングル）【バス付】
■ 禁煙ルーム／指定可
■ ご朝食／レストラン（和洋バイキング）【7：00～ 9：00】
■ 交　通／ＪＲ宇和島駅より徒歩約 3分（約 300m）

ＪＲ宇和島駅と繁華街が徒歩圏内。
「宇和島国際ホテル」の大浴場を無料でご利用いただけます。

宇和島グランドホテル宇和島グランドホテル

■ チェックイン／ 15：00　■ チェックアウト／ 10：00
■ お部屋タイプ／洋室（シングル）【バス付】
■ 禁煙ルーム／指定不可（消臭対応）
■ ご朝食／レストラン（バイキング）【7：00～ 9：30】
■ 交　通／ＪＲ宇和島駅より徒歩約 10分（約 700m）

ビジネス、観光、レジャー等多目的にご利用いただけます。
特に大浴場が好評です。

宇和島第一ホテル宇和島第一ホテル

■ 旅行代金（おひとり様）：ＪＲフリーきっぷ（２日間用）＋宿泊（朝食付）

全日

洋室
 ［単位：円］

FSH842603A

１名１室（シングル）

■ 旅行代金（おひとり様）：ＪＲフリーきっぷ（２日間用）＋宿泊（食事なし）  ［単位：円］

FSH842610A

宿泊日
 

全日

洋室

１名１室（シングル）宿泊日
 

9,900円

10,400円9/13～12/20

9/13～12/20

■ 旅行代金（おひとり様）：ＪＲフリーきっぷ（２日間用）＋宿泊（食事なし）

平休日
休前日

洋室
宿泊日
 

 ［単位：円］

ツイン
２名１室

シングル
１名１室

こども

9,900円
11,000円

11,900円
12,600円

8,650円
9,750円9/13～12/20

朝食付プラン 上記に 400円増となります

朝食付プラン 上記に 900円増となります


