
瀬戸内国際芸術祭２０２２関連商品の発売について 

 

２ ０ ２２年 4 月 7 日 

 

 

 ＪＲ四国では、「瀬戸内国際芸術祭２０２２春会期」開催にあわせ、会場となる瀬戸内の島々を巡るツアーを発売

しています。また、作品の鑑賞に便利でおトクな「作品鑑賞パスポート」や「フェリー６航路限定３日間乗り放題乗

船券｣の引換券をＪＲ四国のみどりの窓口で発売いたします。 

 

 

１ 旅行商品の概要 

（1） 商 品 名  「瀬戸内国際芸術祭２０２２～春会期～瀬戸内島めぐりの旅」（募集型企画旅行） 

          ①ゆったり！直島コース ②らくらく！犬島コース ③まるごと！小豆島コース 

 

 （2） 出 発 日  ２０２２年４月２０日（水）～５月１４日（土） 各コース日帰り 

          ※詳細は別紙募集広告参照 

 

 （3） 募集人員  １０名～３０名 各コースによって異なります 

          ※詳細は別紙募集広告参照 

 

 （4） 旅行代金  15,500円～20,000円（高松発着大人お一人様） 各コース・発着地によって異なります 

          ※詳細は別紙募集広告参照 

          ※新うどん県泊まってかがわ割対象商品は最大５,０００円割引となります。割引について 

詳細は、Ｗｅｂサイト「ＪＲ四国ツアー」でお知らせいたします。 

 

 （5） 商品内容   

    ５回目の開催となる「瀬戸内国際芸術祭２０２２」の開催にあわせて、アートスポットとして国内外から高 

い注目を集める瀬戸内の島々を巡る添乗員同行ツアーです。特に人気の高い直島、犬島、小豆島の日帰 

り３コースを連続した日程で設定いたしました。瀬戸内国際芸術祭の作品を中心にご案内いたします。オ 

プションとして、四国の主要駅からのおトクなきっぷや宿泊プランもご用意しております。詳細は、別紙募 

集広告をご覧ください。また、ツアーでは新型コロナウイルス感染症対策も実施いたします。 

 

 （6） 発売箇所 

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、Ｗｅｂサイト「ＪＲ四国ツアー」でもお申し込みいただけます。 

 

 

 

 



２ 「作品鑑賞パスポート」引換券の販売概要 

（１） 発売商品名 

① ３シーズンパスポート引換券（当日券） 

② 会期限定（春・夏・秋）パスポート引換券 

※「前売券」「１デイ券（春・夏・秋）」及び「２デイ券（春・夏・秋）」の販売は行いません。 

 

（２） 発売箇所 

   ＪＲ四国のみどりの窓口 

 

（３） 発売期間及びおねだん 

  

 

 

 

 

 

  ※一般は 19歳以上です。 

 

（４） 商品の効力 

 「作品鑑賞パスポート」引換券は「瀬戸内国際芸術祭２０２２」会期中の 1 回に限り、「作品鑑賞パスポート

（実券）」と引き換えができます。 

※「作品鑑賞パスポート（実券）」の効力 

 ① 対象施設（※）について各施設1回限り入場ができます。 

  （※瀬戸内国際芸術祭の全作品と関連施設。1作品 1回限り有効。） 

 ② 地中美術館、直島銭湯「Ｉ♥湯」及び豊島美術館は別途料金が必要です。 

 ③ 各会場へのアクセスに要する費用（船代等）は含まれません。 

 ④ 会期限定パスポート引換券は、対象の会期中のみ有効です。 

  

（５） 払いもどし 

   実券への引き換えの有無にかかわらず、払いもどし・再発行の取扱いはいたしません。 

   新型コロナウイルス感染症の状況や台風等の自然災害などにより、芸術祭の開催日や開催される会場

数が大幅に変動や減少、公開される作品数が減少すること、また鑑賞できる人数や時間帯を制限された

場合も払もどしはいたしません。 

 

 

 

 

 

 

 

 

商品名 発売期間 設定期間（引換可能期間）

 4月14日(木) ～ 5月18日(水)

 8月 5日(金) ～  9月 4日(日)

 9月29日(木) ～ 11月 6日(日)

春会期限定パスポート【引換券】  4月14日(木) ～ 5月18日(水)  4月14日(木) ～ 5月18日(水) 一般 4,200円

夏会期限定パスポート【引換券】  8月 5日(金) ～  9月 4日(日)  8月 5日(金) ～  9月 4日(日) 一般 4,200円

秋会期限定パスポート【引換券】  9月29日(木) ～ 11月 6日(日)  9月29日(木) ～ 11月 6日(日) 一般 4,200円

おねだん

 4月14日(木) ～ 9月 4日(日)３シーズンパスポート【引換券（当日券）】 一般 5,000円



３ 「フェリー６航路限定３日間乗り放題乗船券」引換券の販売概要 

（１） 発売商品名 

フェリー６航路限定３日間乗り放題乗船券引換券（当日券） 

※「前売券」の販売は行いません。 

 

（２） 発売箇所 

   ＪＲ四国のみどりの窓口 

 

（３） 発売期間及びおねだん 

 
 
  

 

  ※大人は中学生以上、小人は小学生。 

※各種割引（団体割引、学生割引、身障者割引、シニア割引等）は設定しません。 

  ※大人１人につき幼児（小学生未満）が１人まで無料です。幼児２人目からは小人料金が必要です。 

 

（４） 商品の効力 

  対象航路の切符販売窓口及び芸術祭の案内所（高松港・宇野港に限ります）、対象航路の窓口で、１枚に

つき１回限り「瀬戸内国際芸術祭２０２２フェリー６航路限定３日間乗り放題乗船券（実券）」と引き換えること

ができます。 

  引き換えた実券は有効期間中、対象航路のフェリーに何度でも乗船できます。有効期間は瀬戸内国際

芸術祭期間中の、購入日（もしくは実券への引換日）から連続する３日間（購入日を含む）です。会期外に

またがってのご利用はできません。 

  〇対象航路一覧 

会 社 名 対 象 航 路 

四国汽船株式会社 
①高松⇔直島（宮浦） 

②宇野⇔直島（宮浦） 

小豆島豊島フェリー株式会社 ③宇野⇔豊島（家浦）⇔豊島（唐櫃）⇔小豆島（土庄） 

雌雄島海運株式会社 ④高松⇔女木島⇔男木島 

小豆島フェリー株式会社 ⑤高松⇔小豆島（土庄） 

国際両備フェリー株式会社 ⑥高松⇔小豆島（池田） 

   ※フェリー（車両積載可能な大型船）のみ利用できます。高速船・旅客船は利用できません。 

※以下については危険物便のためご乗船できません。 

 宇野⇔豊島（家浦）航路の 11：10宇野発と 14：00家浦発は、毎月第 1火曜日は乗船できません。 

高松⇔小豆島（土庄）航路の 15：10高松発と 19：30土庄発は、平日の乗船はできません。  

高松⇔小豆島（池田）航路の 14：48高松発と 19：00池田発は、平日の乗船はできません。  

※各種イベントによる増便は対象外です。 

 

 

 

商品名 発売期間 設定期間（引換可能期間）

1,300円

おねだん

フェリー6航路限定3日間乗り放題乗船券

【引換券（当日券）】
 4月14日(木) ～ 11月 6日(日)

 4月14日(木) ～ 5月18日(水)

 8月 5日(金) ～  9月 4日(日)

 9月29日(木) ～ 11月 6日(日)

2,600円大人

小人



（５） 払いもどし 

   実券への引き換えの有無にかかわらず、払いもどし・再発行の取扱いはいたしません。 

   新型コロナウイルス感染症の状況や台風等の自然災害などにより、芸術祭の開催日や開催される会場

数が大幅に変動や減少、公開される作品数が減少すること、また鑑賞できる人数や時間帯を制限された

場合も払もどしはいたしません。 

   正午以降で運航休止した日を除き、フェリーが欠航した場合は払戻し、もしくは有効期間の延長を行い

ます。引換券・実券をお持ちの場合で取扱いが異なりますので詳しくは瀬戸内国際芸術祭総合案内所に

お問い合わせください。 

瀬戸内国際芸術祭総合案内所 

TEL： ０８７－８１３－２２４４ 

※「瀬戸内国際芸術祭2022」開催まで（～2022年 4月 13日）は 8：30～17：00 

    会期中は7：00～20：00（無休） 



島めぐりの旅島めぐりの旅島めぐりの旅

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・WEBサイト「ＪＲ四国ツアー」へどうぞ
インターネットでのお申し込み

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

ＪＲ四国ツアー 検 索

4月20日（水）・27日（水）、5月8日（日）・12日（木）

15,500円 10,000円

HSLGAF042D

日帰り

HSLGAF043D

日帰り

HSLGAF044D

日帰り

出発日

旅行代金（高松発着・お一人様あたり）【作品鑑賞パスポート（3シーズン）付き】

大人 こども

20,000円 12,500円大人 こども

16,500円 10,500円大人 こども

【集合】高松港（10：14）～～定期船～～直島宮浦港（11：04）＝＝家プロジェクト
[鑑賞]＝＝玄米心食あいすなお[昼食]＝＝ベネッセハウスミュージアム
[鑑賞]＝＝直島宮浦港（17：00）～～定期船～～【解散】高松港（18：00）

行
程

最少催行人員／各日15名様
食事条件／昼食1回

添乗員／同行します（高松港～高松港）
貸切バス会社／大川自動車株式会社

■

■

■

■

※伊予西条・阿波池田・徳島駅発着は1,000円追加、松山・高知・穴吹・牟岐駅発着は2,000円追加、宇和島・
窪川発着は3,000円追加で各駅～高松駅の往復JR券（特急列車自由席利用）が付きます（こども半額）。
※窪川駅発着のお客様は集合時間の都合上前泊が必要となります。
※作品鑑賞パスポート持参の方は4,000円引きとなります。
※JR四国ジパング俱楽部会員様は1,500円引きとなります。
※宿泊オプションもございます（前泊または後泊）。詳しくは裏面をご覧ください。

※伊予西条・阿波池田・徳島駅発着は1,000円追加、松山・高知・穴吹・牟岐駅発着は2,000円追加、宇和島・
窪川発着は3,000円追加で各駅～高松駅の往復JR券（特急列車自由席利用）が付きます（こども半額）。
※穴吹・牟岐・宇和島・窪川駅発着のお客様は集合時間の都合上前泊が必要となります。
※作品鑑賞パスポート持参の方は4,000円引きとなります。
※JR四国ジパング俱楽部会員様は2,000円引きとなります。
※宿泊オプションもございます（前泊または後泊）。詳しくは裏面をご覧ください。

※伊予西条・阿波池田・徳島駅発着は1,000円追加、松山・高知・穴吹・牟岐駅発着は2,000円追加、宇和島・
窪川発着は3,000円追加で各駅～高松駅の往復JR券（特急列車自由席利用）が付きます（こども半額）。
※穴吹・牟岐・宇和島・窪川駅発着のお客様は集合時間の都合上前泊が必要となります。
※作品鑑賞パスポート持参の方は4,000円引きとなります。
※JR四国ジパング俱楽部会員様は1,500円引きとなります。
※宿泊オプションもございます（前泊または後泊）。詳しくは裏面をご覧ください。

4月21日（木）・28日（木）、5月7日（土）・14日（土）出発日

旅行代金（高松発着・お一人様あたり）【作品鑑賞パスポート（3シーズン）付き】

【集合】高松港（9：00）～～チャーター船～～犬島港（10：00頃）・・・犬島精錬所美
術館[鑑賞]・・・犬島「家プロジェクト」[鑑賞]・・・犬島チケットセンターカフェ[昼
食]・・・犬島港～～チャーター船～～庵治港＝＝イサム・ノグチ庭園美術館[鑑賞]
＝＝ジョージナカシマ記念館[鑑賞]＝＝【解散】高松駅（17：30頃）

行
程

4月22日（金）・29日（金）、5月6日（金）・13日（金）出発日

旅行代金（高松発着・お一人様あたり）【作品鑑賞パスポート（3シーズン）付き】

【集合】高松港（9：00）～～定期船～～土庄港（10：00）＝＝醤の郷周辺[鑑賞]＝＝坂手
港周辺[鑑賞]＝＝二十四の瞳映画村[鑑賞]＝＝福武ハウス[鑑賞]＝＝寒霞渓（下りロー
プウェイ利用）＝＝道の駅小豆島オリーブ公園[散策]・・・小豆島オリーブ園[お買物]＝＝
土庄港(17：30)～～定期船～～【解散】高松港（18：30）

行
程

最少催行人員／各日10名様
食事条件／昼食1回

添乗員／同行します（高松港～高松港）
貸切バス会社／株式会社かんかけタクシー

■

■

■

■

最少催行人員／各日20名様
食事条件／昼食1回

添乗員／同行します（高松港～高松駅）■

■

■

■貸切バス会社／大川自動車株式会社または東交バス株式会社

※昼食会場は二十四の瞳映画村または小豆島オリーブ園 ※行程の順番が変更となる場合があります

福武ハウス
インディゲリラ

「Sahabat Alam / Friend of Nature」2019
Photo : Tadasu Yamamoto

犬島「家プロジェクト」A邸
ベアトリス・ミリャーゼス

「Yellow Flower Dream」2018
Photo :  Yoshikazu Inoue

チャーター船（イメージ）
株式会社タコタコ海上タクシー

ベネッセハウス ミュージアム
Photo : Tadasu Yamamoto

犬島精錬所美術館
Photo : Daici Ano

家プロジェクト はいしゃ
大竹伸朗 

「舌上夢／ボッコン覗」2006
Photo : Ken'ichi Suzuki

家プロジェクト 角屋
宮島達男 

「Sea of Time '98」1998 / 2018
Photo : Norihiro Ueno

チェ・ジョンファ(崔正化) 
「太陽の贈り物」

Photo: Yasushi Ichikawa 

清水久和
「オリーブのリーゼント」
Photo: Kimito Takahashi

島めぐり島めぐり島めぐり
作品鑑賞パス

ポート

（3シーズン）
付き！ 瀬戸内国際芸術祭2022～春会期～瀬戸内国際芸術祭2022～春会期～

瀬戸内瀬戸内
※パンフレットに掲載の写真及び
イラストはすべてイメージです。

※行程の都合上、全ての作品を鑑賞できない場合がございます。予めご了承ください。※行程の都合上、全ての作品を鑑賞できない場合がございます。予めご了承ください。 ＝＝ 貸切バス　～～ 旅客船　・・・ 徒歩＝＝ 貸切バス　～～ 旅客船　・・・ 徒歩

コースらくらく！犬島

コースまるごと！小豆島

コースゆったり！直島

ツアー
ポイント

島めぐり島めぐり島めぐりののの旅旅旅瀬戸瀬戸瀬戸瀬戸瀬戸瀬戸瀬戸内内内内
ポイントポイント

◎添乗員同行の日帰り3コースから選べます！
◎ＪＲ四国主要駅からのおトクなきっぷをご用意しております！
◎３コースは連続した日程で設定！宿泊オプションもございます！



8613224ー営商ー7849679

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日前（日帰り旅
行は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。

旅行の催行について

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・WEBサイト「ＪＲ四国ツアー」へどうぞ

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

電話でのお申込み

お問い合わせ・お申し込みは（受託取次）

宿泊オプション宿泊オプション

小豆島の玄関口、土庄港のすぐ前にある好立地。
癒しの温泉「塩の湯」と瀬戸内のご馳走をお楽しみください。
【チェックイン/アウト】15：00/10：00
【お部屋タイプ】和室・洋室（ツイン）
【禁煙ルーム】和室（消臭対応）、洋室（指定可）
【夕食】旬彩会席（和会席）/レストランまたは宴会場
【朝食】和定食/レストランまたは宴会場
【アクセス】土庄港より徒歩約1分

ツアー参加に便利な 「瀬戸内島めぐりの旅」と一緒にお申込みいただくと「行き」または「帰り」のきっぷの乗車日が変更可能に
※前泊の場合は「行き」のきっぷをツアー前日に、後泊の場合は「帰り」のきっぷをツアー翌日に変更します

オーキドホテル湯元小豆島温泉
塩の湯

高松の中心地に位置し、ビジネスにも観光にも便利な
ホテルです。
【チェックイン/アウト】15：00/10：00
【お部屋タイプ】洋室（シングル15．1㎡・ツイン18.3㎡）
【禁煙ルーム】指定可
【朝食】和洋折衷セットメニュー/レストラン
【アクセス】ＪＲ高松駅より徒歩約7分

ＪＲクレメントイン高松ＪＲホテルクレメント高松

■宿泊オプション代金（お一人様/１泊夕・朝食付）
部屋 人数 A B C

1名様1室
2名様1室
3名様1室
4名様1室
5名様1室

13,800円
12,700円
12,700円
11,600円
11,600円

15,400円
14,300円
14,300円
13,200円
13,200円

17,600円
16,500円
16,500円
15,400円
15,400円

シングル
ツイン

和室

■宿泊オプション代金（お一人様/１泊朝食付）

※まるごと！小豆島コース以外のコース
をお申し込みの場合、高松港～土庄
港間はお客様負担となります。

2018年10月にオープンしたＪＲ高松駅至近のホテル。最上階
に展望大浴場を備え、観光・ビジネスの拠点に最適です。
【チェックイン/アウト】15：00/11：00
【お部屋タイプ】洋室（シングル15㎡・ツイン21㎡）
【禁煙ルーム】全室禁煙
【朝食】和朝食/舟忠
【アクセス】ＪＲ高松駅より徒歩約1分

■宿泊オプション代金（お一人様/１泊朝食付）

高松東急ＲＥＩホテル

部屋 人数 A B C

1名様1室

2名様1室

10,500円

7,700円

11,000円

8,300円

11,600円

8,800円

シングル

ツイン

瀬戸内海と高松市内を一望するパノラマビューと、洗練され
たおもてなしで心深めるひと時をお楽しみください。
【チェックイン/アウト】14：00/12：00
【お部屋タイプ】洋室（シングル17．2㎡・ツイン31.9㎡）
【禁煙ルーム】指定可
【朝食】和洋バイキングまたはセットメニュー/レストラン
【アクセス】ＪＲ高松駅より徒歩約1分

■宿泊オプション代金（お一人様/１泊朝食付）
部屋 人数 A B C

1名様1室

2名様1室

3名様1室

15,800円

15,200円

11,700円

16,500円

16,000円

12,100円

19,200円

18,500円

14,100円

シングル

ツイン

部屋 人数 A B C

1名様1室

2名様1室

12,700円

9,900円

14,300円

12,700円

16,000円

13,800円

シングル

ツイン

高松 高松

高松 小豆島

5/8
4/19～4/22、4/26～4/28
5/11～5/13
4/29、5/5～5/7、5/14

A
B

C

4/19～4/22、4/26～4/27
5/5～5/6、5/8、5/11～5/13
4/28、5/7、5/14
4/29 

A

B
C

4/19～4/22、4/26～4/27
5/5～5/6、5/8、5/11～5/13 
5/7、5/14 
4/28～4/29

A

B
C

4/19～4/22、4/26～4/28
5/5～5/6、5/8、5/11～5/13 
5/7、5/14 
4/29 

A

B
C

香川アート往復きっぷ  香川アート往復きっぷ  
「瀬戸内国際芸術祭２０２２」の期間中、香川県内の鑑賞エリアでの散策に便利でおトクなきっぷです。
愛媛・徳島・高知県内から自由周遊区間までの特急列車の普通車指定席が往復でご利用いただけるほか、香川県
自由周遊区間内の快速・普通列車の普通車自由席が、連続する3日間乗り降り自由です。 
※きっぷには「作品鑑賞パスポート」や各会場へアクセスするフェリー等の乗船券は含まれません。 

おねだん ／

発売箇所／

◆

◆

松山発：７，８００円　徳島発：６，０００円
高知発：６，５００円 
出発駅周辺の駅のみどりの窓口、みどりの券売機プラス
ワープ支店、駅ワーププラザ、JR 四国ツアー WEB

2022年4月14日(木)～2022年11月6日(日)
までの連続する3日間
※2022年11月4日(金)ご出発分まで発売します。

発売期間 2022年4月 1 日(金)～2022年11月4日(金)
ご利用期間

ご利用条件等
詳しくはこちら

香川県
自由周遊
区間

香川県
自由周遊
区間

高松～観音寺・高松～志度・多度津～琴平駅間の
快速・普通列車の普通車自由席がご利用いただけます
高松～観音寺・高松～志度・多度津～琴平駅間の
快速・普通列車の普通車自由席がご利用いただけます

JRJR

四国内から「瀬戸内国際芸術祭2022」の散策に便利でおトクなきっぷ！四国内から「瀬戸内国際芸術祭2022」の散策に便利でおトクなきっぷ！

YSL811036A YSL811040A

YSL811039A YSL810102A(洋室：B)

※宿泊オプションは「ゆったり四国鉄道の旅（宿泊のみ）」を充当しています

宿泊日区分 宿泊日区分

宿泊日区分 宿泊日区分


