
「鬼」をテーマとしたラッピング列車を運行します！ 

 

 

２０２１年５月２０日 

鬼 北 町 

四国旅客鉄道株式会社 

 

 

 

 鬼北町では、全国の地方公共団体で唯一「鬼」の文字が入る自治体であることから、２０１３年度よ

り「鬼のまちづくり」を推進・展開してきました。今回、鬼北町とＪＲ四国は、町及び愛媛県南予地域

の魅力を発信するとともに、予土線を中心とした鉄道の利用促進を図ることを目的として、「鬼」をテー

マとしたラッピング列車（愛称：「鬼列車」）を以下のとおり運行しますのでお知らせいたします。 

 

 

１ 運行期間 

  ２０２１年７月４日から約２年間 

※新型コロナウイルスの感染状況により、運行開始日を変更する可能性があります。 

 

 

２ 運行区間 

予讃線松山～宇和島駅間、予土線宇和島～窪川駅間 

※同区間を運行する普通列車（別紙１「鬼列車運行計画表」参照）にて使用 

 

 

３ 車 両 

  キハ３２形式気動車１両 

 

 

４ デザイン等 

(1) 車体外部ラッピングデザイン 

※別紙２参照 

【デザインコンセプト】 

「鬼のまちづくり」のシンボルである「鬼王丸」を活かした、鬼北町らしいインパクトあるデザ

インとしています。 

(2) ＡＲアプリを活用した車内体験サービス 

   予土線の車内でしか体験できないＡＲアプリを活用したスマホ向けサービスを実施します。 

   ※別紙２参照 

【Ａ Ｒ】 

実在する風景にバーチャルの視覚情報を重ねて表示することで、目の前にある世界を仮想的に 

拡張するもの。 

 

 

５ その他 

 ・運行開始に合わせ、出発式を実施する予定です。詳細については、決まり次第お知らせします。 

 ・具体的な運行計画については、別途、ＪＲ四国ホームページにてお知らせします。 

 ・本施策は、「四国における鉄道ネットワークのあり方に関する懇談会Ⅱ」中間整理に基づく、県別 

会議「愛媛県鉄道ネットワークあり方検討会」で検討された利用促進策の一つになります。 



発駅 発時刻 着駅

625D 松山 6:17 伊予大洲 予讃線（内子線経由）

916D 伊予大洲 7:57 松山 予讃線（愛ある伊予灘線経由）

923D 松山 17:55 八幡浜 予讃線（愛ある伊予灘線経由）

912D 八幡浜 5:42 松山 予讃線（愛ある伊予灘線経由）

925D 松山 18:55 八幡浜 予讃線（愛ある伊予灘線経由） ※土曜日は連結なし

622D 八幡浜 6:12 松山 予讃線（内子線経由） ※日曜日は連結なし

925D 松山 18:55 八幡浜 予讃線（愛ある伊予灘線経由）

622D 八幡浜 6:12 松山 予讃線（内子線経由）

667D 松山 22:49 八幡浜 予讃線（内子線経由）

620D 八幡浜 5:22 松山 予讃線（内子線経由）

627D 松山 7:28 伊予市 予讃線

624D 伊予市 8:00 松山 予讃線

915D 松山 9:52 八幡浜 予讃線（愛ある伊予灘線経由） ※915D列車は宇和島行

4644D 八幡浜 14:41 伊予市 予讃線（内子線経由）

4643D 伊予市 16:08 伊予大洲 予讃線（内子線経由）

4654D 伊予大洲 17:39 伊予市 予讃線（内子線経由）

4657D 伊予市 19:22 伊予大洲 予讃線（内子線経由）

4928D 伊予大洲 20:55 松山 予讃線（愛ある伊予灘線経由）

625D 松山 6:17 伊予大洲 予讃線（内子線経由）

916D 伊予大洲 7:57 松山 予讃線（愛ある伊予灘線経由）

4633D 松山 10:22 伊予大洲 予讃線（内子線経由）

4920D 伊予大洲 12:18 伊予市 予讃線（愛ある伊予灘線経由）

4637D 伊予市 13:35 八幡浜 予讃線（内子線経由）

4922D 八幡浜 15:15 松山 予讃線（愛ある伊予灘線経由）

653D 松山 17:32 伊予大洲 予讃線（内子線経由） ※653D列車は八幡浜行

4660D 伊予大洲 19:58 松山 予讃線（内子線経由）

4618D 伊予市 6:11 松山 予讃線

4913D 松山 6:55 伊予大洲 予讃線（愛ある伊予灘線経由）

4918D 伊予大洲 9:46 松山 予讃線（愛ある伊予灘線経由）

667D 松山 22:49 八幡浜 予讃線（内子線経由）

621D 八幡浜 6:15 宇和島 予讃線

4824D 宇和島 17:30 窪川 予土線

4813D 窪川 6:22 宇和島 予土線

4820D 宇和島 15:20 江川崎 予土線

4825D 江川崎 18:00 宇和島 予土線

828D 宇和島 20:20 江川崎 予土線 ※土曜日は連結なし

811D 江川崎 6:40 宇和島 予土線 ※日曜日は連結なし

4818D 宇和島 14:09 江川崎 予土線

4821D 江川崎 16:11 宇和島 予土線

4662D(注) 宇和島 19:20 八幡浜 予讃線 ※4662D列車は伊予市行

4664D 八幡浜 21:25 松山 予讃線（内子線経由）

鬼列車運行計画表

 （注）4662D列車は後部１両回送のため鬼列車には乗車できません。

⑥

⑦

⑧

⑨

⑩

記事
運行区間

③

⑤

④

①

②

パターン 列車番号

※検査や車両運用上の都合により、変更となる場合があります。

※具体的な運行計画については、別途、JR四国ホームページにてお知らせします。

運行線区

別紙１



別紙２１．「鬼列車」ラッピングデザイン（イメージ）

【参考】「鬼のまちづくり」のシンボルである「鬼王丸」

ⓒ竹谷隆之／鬼北町



線路沿いを流れておるのが

四万十川じゃぞ！

ワシも昔は泳いだもんじゃ！

そろそろ松丸駅じゃな！

滑床渓谷の雪輪の滝は

『日本の滝100選』に

指定されておるぞ！

たまには列車旅も

悪くないのう！

わーっはっは！

3Dの鬼王丸

２．ＡＲアプリを活用した予土線限定の車内体験サービス（イメージ）

◆鬼王丸による観光ガイド
ＡＲアプリを起動し窓へスマホをかざして使用

◆鬼王丸車掌との記念撮影
ＡＲアプリを起動しＱＲコードにかざすと、ＡＲの鬼王丸車掌が登場し記念撮影が可能

マーカーを
読み取ると…

ARで鬼王丸が出現


