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インターネットで対象エリア内の新幹線・特急列車などの
指定席が予約できるサービスです。

受付時間（年中無休）
8：00～20：00
通話料がかかります。

列車の発着時刻、運賃・料金、鉄道企画商品に関するお問い合わせ

（お客様がお使いの電話回線の種類によってはご利用いただけない場合があります。）

JR四国電話
案内センター 0570-00-4592

し　こ　く　に

高松駅ＪＲ四国列車運行情報
https://www.jr-shikoku.co.jp/info/m/
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12

～２０２１年「四国ＤＣ」に向けてお出迎え～
　２０２１年の１０月～１２月に開催される大型
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（ＤＣ）」に先立ち、１１月１０日に全国の
ＪＲグループ６社や旅行会社、四国四県の地元
自治体等が集まる全国宣伝販売促進会議がサ
ンポートホール高松で開かれ、四国の様々な取
り組みが紹介されました。
　高松駅では各県の観光レディや駅長、ＪＲ四
国のマスコットキャラクター「すまいるえきちゃん・
れっちゃくん」が参加者のお出迎えを行ったほか、
今年デビューしたＪＲ四国の３つの列車「志国土
佐 時代の夜明けのものがたり」「藍よしのがわト
ロッコ」「土讃線きいろいアンパンマン列車」が
大集合しました。
　前回の開催から４年ぶりとなる四国ＤＣに向
けて、ＪＲ四国でも様々な取り組みを予定してお
ります。

e5489詳しくは 検索

おトクなきっぷや、主な駅の情報など

JR四国ツアー 検索

ト　   キ

JR四国ニュースNo.398

JR四国は国土交通省が主体で全国のＪＲや私鉄各社が
取り組む「鉄道でエコキャンペーン」に参加しています。

「アンパンマン列車トレーナー」を発売中です！

リトルマーメイド運営会社
㈱ステーションクリエイト東四国

「リトルマーメイド」よりご案内★～クリスマスに彩りを添えて～

　クリスマス・シーズンがやってまいりました。
　バラエティ豊かなクリスマス・ケーキをメ
インに、“あつあつ・ふわふわ”焼きたての「契
（ちぎり）食パン」、ラム酒漬けにした深い味
わいのフルーツを練りこんだ「シュトレン」、
濃厚な甘みと“バリッ！ジャリッ！ジュワッ！”の独
特な食感が特徴の「クイニーアマン」でクリ
スマスの食卓に彩りを添えてみませんか。

　ＪＲ四国グループの四国キヨスク株式会社では、これまでお子
様に大人気の「アンパンマン列車」をデザインしたＪＲ四国オリジ
ナル「アンパンマン列車Ｔシャツ」、「アンパンマン列車ハンカチ」
などの「アンパンマン列車」の関連グッズを販売してまいりました
が、この度「アンパンマン列車」２０周年を記念して新たに「アン
パンマン列車トレーナー」の販売を開始しました。
　お子様の普段使いやプレゼントに最適な「アンパンマン列車
トレーナー」をこの機会にぜひお買い求め下さい。

● 名　称：「アンパンマン列車トレーナー」
● 種　類：生地色「グレー」
● サイズ：９０・１００・１１０　　　　　　　
● 販売価格：２，９７０円（税込）
● 販売箇所：四国内の各キヨスク銘品館、
　　　　　　 おみやげどころ各店、
　　　　　　 セブン -イレブンKiosk 各店

ＪＲ四国の主な駅の「リトルマーメイド」各駅店にお気軽にお立ち寄りください。（高松駅店・坂出駅店・多度津駅店・川之江駅店・今治駅店・松山駅店・高知駅店）
https://www.jr-shikoku.co.jp/stc-shikoku/little_mermaid/index.html

契（ちぎり）食パン　　　　　　　　　　　　クリスマスケーキ シュトレン　 クイニーアマン

■お問い合わせ先
　観音寺市観光協会
　☎０８７５-２4-2150

銭形砂絵「寛永通宝」

高屋神社～天空の鳥居～

　　　　

　有明浜の白砂に描かれた銭形砂絵「寛永
通宝」の大きさは、東西122ｍ、南北90ｍ、周囲
345ｍもあります。
　一般には、寛永10年（1633年）に藩主、生駒
高俊公を歓迎するために一夜にして作られたと
言われており、この砂絵を見れば健康で長生き
し、お金に不自由しないと伝えられています。琴
弾公園内の山頂展望台から見るのもおすすめ
ですが、地上から見ると、さらにその大きさが体
感できます。

一の宮公園・海岸

　「恋人の聖地」にも認定されている一の宮公
園。芝生広場には「一の宮ドリームタワー」があ
り、この鐘をならすと幸せになれると言われてい
ます。また、イサム・ノグチがデザインした遊具彫
刻が設置してあり、おしゃれな公園としても人気
があります。
　一の宮海岸は、白砂青松の遠浅海岸として
古くから親しまれています。海岸線には、やしの
木が立ち並び、まるで南国を訪れているかのよ
うな気分になれます。

かんおんじの「伊吹いりこ」
　いりことは「カタクチイワシ」のことで、伊吹島
沖合で漁獲された「いりこ」はブランドいりことし
て全国に発送されます。「伊吹いりこ」は讃岐う
どんのダシとしても欠かせません。ダシだけでは
なく、いりこ飯やいりこの天ぷらなど、メイン素材
としても大変人気があります。また、あぶった「い
りこ」を入れた湯のみに日本酒に注ぐ、「いりこ
酒」も親しまれています。観音寺市にはいりこを
使った物産品が数多くあり、道の駅などで販売
されています。

豊稔池堰堤

　長い年月の風雨にさらされた堰堤は、まるで中
世ヨーロッパの古城を思わせる威容と風格があ

　讃岐に二十四ある延喜式内社の一つで、古
くから格式ある神社です。

香川県観音寺市

り、四季折々に見事な景観を見せてくれます。
　堤長145.5ｍ、堤高30.4mのコンクリート造溜
池堰堤で、両端部を重力式、中央部が5個の
アーチと6個の扶壁（バットレス）からなるマルチ
プルアーチ式で、その先駆的かつ希少な構造形
式は農業士木史上価値が高く、また、昭和前期
における堰堤建設の技術的達成度を示してお
り、平成18年12月19日に重要文化財（建造物）
に指定されました。

　標高404ｍの稲積山の頂上に本宮があるた
め、「稲積神社（いなづみじんじゃ）」「稲積さ
ん」ともよばれており、本宮からは観音寺市内と
美しい瀬戸内海が一望できます。本宮の鳥居
は、「天空の鳥居」として知られ、2018年には四
国八十八景にも選出されました。
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年末年始に便利な臨時列車等のご案内年末年始に便利な臨時列車等のご案内
　ＪＲ四国では冬の期間（１２月～２月）、年末年始の帰省などに便利な臨時列車の運転を行うとともに、定期列車の車両増結を行
います。これらの臨時列車についてご紹介いたします。
　また、ＪＲ四国では新型コロナウイルス感染症拡大対策として、駅係員及び乗務員のマスク着用、列車内の換気や消毒を実施し
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。

　10月10日（土）に運行を開始した徳島線トロッコ列車「藍よしのがわト
ロッコ」は、運行開始よりたくさんのお客様にご乗車いただいております。こ
の度、ご好評につき12月の運転日を追加設定します。

　旅支度をする特別な時間を楽しむ「旅の道具箱」をコンセプトに、せとう
ちエリアの広域周遊観光を楽しむ観光列車｢La Malle de Bois(ラ・マル・
ド・ボァ)｣を岡山駅～琴平駅間に１日１往復（のべ ２本）運転いたします。 

線
区
種
別 列　車　名

運転区間・時刻

時　刻 終着駅 時　刻

特
急
うずしお　９号　　

　　　
１０：１０ 徳　島 １１：２５

特
急

剣山　５号　　　 １２：０１ 阿波池田 １３：１６
剣山　７号　　　 １５：０１ 阿波池田 １６：１６
剣山　８号　　　　 １３：３３ 徳　島 １４：４５
剣山１０号　　　　 １６：３２ 徳　島 １７：４５

栗林、屋島、志度
讃岐津田、三本松
引田、板野、池谷

蔵本、鴨島、阿波川島、阿波山川
穴吹、貞光、阿波加茂
※剣山７号のみ石井

阿波加茂、貞光、穴吹、阿波山川
鴨島、蔵本

※剣山８号のみ阿波川島、石井

高
徳
線

徳
島
線

高徳線・高松駅→徳島駅間、徳島線・徳島駅～阿波池
田駅間で、ゆうゆうアンパンマンカーを特急列車に増
結し（のべ２９５本）運転いたします。

サンライズ瀬戸 延長運転

初詣列車

観光列車

ゆうゆうアンパンマンカー増結列車

徳島線トロッコ列車「藍よしのがわトロッコ」の運転延長について徳島線トロッコ列車「藍よしのがわトロッコ」の運転延長について

高松駅→徳島駅間、徳島駅～阿波池田駅間の特急列車に増結
｢ゆうゆうアンパンマンカー｣を運転
高松駅→徳島駅間、徳島駅～阿波池田駅間の特急列車に増結
｢ゆうゆうアンパンマンカー｣を運転

観光列車｢La Malle de Bois( ラ・マル・ド・ボァ)｣を琴平駅まで運転観光列車｢La Malle de Bois( ラ・マル・ド・ボァ)｣を琴平駅まで運転

金刀比羅宮参拝に便利
東京駅発｢サンライズ瀬戸｣を琴平駅まで延長運転
金刀比羅宮参拝に便利
東京駅発｢サンライズ瀬戸｣を琴平駅まで延長運転

■運転日：
１２／４、５、１１、１２、１８、１９、２５、２６、３１
  １／１、２、８～１０、１５、１６、２２、２３、２９、３０
  ２／５、６、１０、１２、１３、１９、２０、２２、２６、２７

■運転日：
１２／４～７、１１～１４、１８～２１、２５～３１
  １／１～１１、１５～１８、２２～２５、２９～３１
  ２／１、５～８、１１～１５、１９～２３、２６～２８

■乗降駅： ラ・マルことひら（下り）岡山・児島・多度津・善通寺・琴平
　　　　  ラ・マルことひら（上り）琴平・善通寺・多度津・児島・岡山
■運転日：１／１

※運転日は東京駅発基準、延長運転は翌日となります。

東京駅発の寝台特急｢サンライズ瀬戸｣を金曜、休日前の３０日間（のべ３０本）琴平駅まで延長運転します。

薬王寺初詣に
便利な臨時列車を
徳島駅～日和佐駅・牟岐駅
間に運転
１／１（金）～１／３（日）までの３日間、徳島駅～
日和佐駅・牟岐駅間に上下各１本（のべ６本）
の臨時特急列車｢やくおうじ号｣を運転します。

列車名 発　駅 着　駅 途中停車駅
特
急 サンライズ瀬戸 琴平

８：３９
（延長区間内停車駅）
多度津・善通寺

列　車　名 運　転　時　刻 備　　　　考
下
り

ラ・マル
ことひら

岡 山  発
１０：１１

児 島  発
１１：０２

多度津   着
１１：２９

善通寺   着
１１：３８

琴 平  着
１２：００ 普通列車

グリーン車
（全車指定席）上

り
ラ・マル
　　ことひら

琴 平  発
１４：０１

善通寺   発
１４：０７

多度津   発
１４：２６

児 島   着
１５：０３

岡 山  着
１６：００

※サイクルスペースはご利用いただけません。
　自転車を解体または折りたたんで専用の袋に収納してご利用ください。

※ゆうゆうアンパンマンカーご利用の際は、
　ゆうゆうアンパンマンカー指定席特急券が必要です。

途 中 停 車 駅

表 裏

　現在、ＪＲ四国では「今だから行きたい四国旅！観光列車で巡るおでかけ。四国家ラリー」の開催に合わせて、5つの観光列車が
デザインされたオリジナルグッズを、数量限定、期間限定で車内限定販売しています。無くなり次第販売終了ですので、観光列車
にご乗車の際にはぜひ限定オリジナルグッズをお買い求めください。

観光列車オリジナルグッズを販売中観光列車オリジナルグッズを販売中

■販売期間／2021年2月28日（日）まで

■販売価格／1,200円（税込）
■販売箇所・販売数／
　　1,000枚限定（1回の購入につき、お一人様3点まで）
　　・伊予灘ものがたり車内　　　　　　　　　 300枚
　　・四国まんなか千年ものがたり車内　　　　 300枚
　　・志国土佐 時代の夜明けのものがたり車内　300枚
  
      
■デザインイメージ
　　

■販売期間／2021年2月28日（日）まで

■販売価格／1,500円（税込）
■販売箇所・販売数／
　　1,000個限定（1回の購入につき、お一人様3点まで）
　　・伊予灘ものがたり車内　　　　　　　　　 300個
　　・四国まんなか千年ものがたり車内　　　　 300個
　　・志国土佐 時代の夜明けのものがたり車内　300個
 

■デザインイメージ

オリジナルマフラータオル オリジナルキーホルダー

※藍よしのがわトロッコ及びしまんトロッコでは現在車内販売は実施
　しておりませんのでご了承ください。

※藍よしのがわトロッコ及びしまんトロッコでは現在車内販売は実施
　しておりませんのでご了承ください。

※在庫が無くなり次第販売終了 ※在庫が無くなり次第販売終了

１　追加運転日（計6日）
　　2020年12月5日（土）、6日（日）、12日（土）、13日（日）、19日（土）、20日（日)

２　車内販売について
　　　12月は車内販売の実施はございません。お飲み物等はご出発前に駅、売店等
　　でお買い求めください。
　　　「阿波尾鶏トロッコ駅弁」の事前予約販売は引き続き実施します。
　　※下り便「さとめぐみの風」（徳島～阿波池田）限定、貞光駅での受け渡しです。

　今後本格的な受験シーズンを迎えることから、沿線の学
駅（がくえき）の入場券5枚とお守り袋をセットにした「合格
祈願きっぷ」を12月19日（土）、20日（日）限定で車内販売
いたします。
　上り便「かちどきの風」は、列車外観のデザインにも使用
されている藍色の「褐色（かちいろ）」が「勝ち色」として縁
起が良く、古くから三好長慶などの武将に好まれていたこ
とから名付けています。この機会に縁起の良い名前の列
車で合格祈願きっぷをご購入されてはいかがでしょうか。
 

３　合格祈願きっぷ特別車内販売

(1)合格祈願きっぷとは
　学駅（がくえき）の入場券は右端に入場券を表す「入」の字と発行駅の「学」の字
が縦に並んで「入学」と読むことができ、入場券を５枚そろえると「５入学（ごにゅう
がく）」となることから受験生に大変縁起が良いきっぷです。
(2)商品詳細
学駅入場券5枚（硬券タイプ）+お守り袋のセット850円 
※お守り袋は「紫色」、「赤色」、「水色」、「桃色（ピンク）」の4種類があります。

阿波尾鶏トロッコ駅弁　1,000円（税込）
○ご注文連絡先：栗尾商店（TEL:0120-38-48-58）
○受付時間：9:00～17:00(土日祝日をのぞく）

〈販売について〉
　

指定席券ご購入後に、乗車日4日前までにお電話にて事前のご予約を
お願いいたします。
※乗車日4日前が土日祝日にあたる場合は、その前の平日にご注文をお願いいたします。　　

東京（２２：００）
高松    ８：０２

徳島・南小松島
羽ノ浦・阿南
桑野・由岐
日和佐・牟岐

牟岐・日和佐
由岐・桑野・阿南
羽ノ浦・南小松島

徳島

停 車 駅運 転 日 着　駅日和佐着 発　駅列 車 名種　別

停 車 駅着　駅日和佐発発　駅列 車 名種　別

特
急

特
急

下
り

上
り

１／１～３

やくおうじ
1号

徳　島 日和佐　
９：５１

牟　岐
１０：０７

やくおうじ
２号

牟　岐
１３：５３

日和佐　
１４：１２

徳　島
１５：２５

８：４０
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　ＪＲ四国では冬の期間（１２月～２月）、年末年始の帰省などに便利な臨時列車の運転を行うとともに、定期列車の車両増結を行
います。これらの臨時列車についてご紹介いたします。
　また、ＪＲ四国では新型コロナウイルス感染症拡大対策として、駅係員及び乗務員のマスク着用、列車内の換気や消毒を実施し
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。

　10月10日（土）に運行を開始した徳島線トロッコ列車「藍よしのがわト
ロッコ」は、運行開始よりたくさんのお客様にご乗車いただいております。こ
の度、ご好評につき12月の運転日を追加設定します。

　旅支度をする特別な時間を楽しむ「旅の道具箱」をコンセプトに、せとう
ちエリアの広域周遊観光を楽しむ観光列車｢La Malle de Bois(ラ・マル・
ド・ボァ)｣を岡山駅～琴平駅間に１日１往復（のべ ２本）運転いたします。 

線
区
種
別 列　車　名

運転区間・時刻

時　刻 終着駅 時　刻

特
急
うずしお　９号　　

　　　
１０：１０ 徳　島 １１：２５

特
急

剣山　５号　　　 １２：０１ 阿波池田 １３：１６
剣山　７号　　　 １５：０１ 阿波池田 １６：１６
剣山　８号　　　　 １３：３３ 徳　島 １４：４５
剣山１０号　　　　 １６：３２ 徳　島 １７：４５

栗林、屋島、志度
讃岐津田、三本松
引田、板野、池谷

蔵本、鴨島、阿波川島、阿波山川
穴吹、貞光、阿波加茂
※剣山７号のみ石井

阿波加茂、貞光、穴吹、阿波山川
鴨島、蔵本

※剣山８号のみ阿波川島、石井

高
徳
線

徳
島
線

高徳線・高松駅→徳島駅間、徳島線・徳島駅～阿波池
田駅間で、ゆうゆうアンパンマンカーを特急列車に増
結し（のべ２９５本）運転いたします。

サンライズ瀬戸 延長運転

初詣列車

観光列車

ゆうゆうアンパンマンカー増結列車

徳島線トロッコ列車「藍よしのがわトロッコ」の運転延長について徳島線トロッコ列車「藍よしのがわトロッコ」の運転延長について

高松駅→徳島駅間、徳島駅～阿波池田駅間の特急列車に増結
｢ゆうゆうアンパンマンカー｣を運転
高松駅→徳島駅間、徳島駅～阿波池田駅間の特急列車に増結
｢ゆうゆうアンパンマンカー｣を運転

観光列車｢La Malle de Bois( ラ・マル・ド・ボァ)｣を琴平駅まで運転観光列車｢La Malle de Bois( ラ・マル・ド・ボァ)｣を琴平駅まで運転

金刀比羅宮参拝に便利
東京駅発｢サンライズ瀬戸｣を琴平駅まで延長運転
金刀比羅宮参拝に便利
東京駅発｢サンライズ瀬戸｣を琴平駅まで延長運転

■運転日：
１２／４、５、１１、１２、１８、１９、２５、２６、３１
  １／１、２、８～１０、１５、１６、２２、２３、２９、３０
  ２／５、６、１０、１２、１３、１９、２０、２２、２６、２７

■運転日：
１２／４～７、１１～１４、１８～２１、２５～３１
  １／１～１１、１５～１８、２２～２５、２９～３１
  ２／１、５～８、１１～１５、１９～２３、２６～２８

■乗降駅： ラ・マルことひら（下り）岡山・児島・多度津・善通寺・琴平
　　　　  ラ・マルことひら（上り）琴平・善通寺・多度津・児島・岡山
■運転日：１／１

※運転日は東京駅発基準、延長運転は翌日となります。

東京駅発の寝台特急｢サンライズ瀬戸｣を金曜、休日前の３０日間（のべ３０本）琴平駅まで延長運転します。

薬王寺初詣に
便利な臨時列車を
徳島駅～日和佐駅・牟岐駅
間に運転
１／１（金）～１／３（日）までの３日間、徳島駅～
日和佐駅・牟岐駅間に上下各１本（のべ６本）
の臨時特急列車｢やくおうじ号｣を運転します。

列車名 発　駅 着　駅 途中停車駅
特
急 サンライズ瀬戸 琴平

８：３９
（延長区間内停車駅）
多度津・善通寺

列　車　名 運　転　時　刻 備　　　　考
下
り

ラ・マル
ことひら

岡 山  発
１０：１１

児 島  発
１１：０２

多度津   着
１１：２９

善通寺   着
１１：３８

琴 平  着
１２：００ 普通列車

グリーン車
（全車指定席）上

り
ラ・マル
　　ことひら

琴 平  発
１４：０１

善通寺   発
１４：０７

多度津   発
１４：２６

児 島   着
１５：０３

岡 山  着
１６：００

※サイクルスペースはご利用いただけません。
　自転車を解体または折りたたんで専用の袋に収納してご利用ください。

※ゆうゆうアンパンマンカーご利用の際は、
　ゆうゆうアンパンマンカー指定席特急券が必要です。

途 中 停 車 駅

表 裏

　現在、ＪＲ四国では「今だから行きたい四国旅！観光列車で巡るおでかけ。四国家ラリー」の開催に合わせて、5つの観光列車が
デザインされたオリジナルグッズを、数量限定、期間限定で車内限定販売しています。無くなり次第販売終了ですので、観光列車
にご乗車の際にはぜひ限定オリジナルグッズをお買い求めください。

観光列車オリジナルグッズを販売中観光列車オリジナルグッズを販売中

■販売期間／2021年2月28日（日）まで

■販売価格／1,200円（税込）
■販売箇所・販売数／
　　1,000枚限定（1回の購入につき、お一人様3点まで）
　　・伊予灘ものがたり車内　　　　　　　　　 300枚
　　・四国まんなか千年ものがたり車内　　　　 300枚
　　・志国土佐 時代の夜明けのものがたり車内　300枚
  
      
■デザインイメージ
　　

■販売期間／2021年2月28日（日）まで

■販売価格／1,500円（税込）
■販売箇所・販売数／
　　1,000個限定（1回の購入につき、お一人様3点まで）
　　・伊予灘ものがたり車内　　　　　　　　　 300個
　　・四国まんなか千年ものがたり車内　　　　 300個
　　・志国土佐 時代の夜明けのものがたり車内　300個
 

■デザインイメージ

オリジナルマフラータオル オリジナルキーホルダー

※藍よしのがわトロッコ及びしまんトロッコでは現在車内販売は実施
　しておりませんのでご了承ください。

※藍よしのがわトロッコ及びしまんトロッコでは現在車内販売は実施
　しておりませんのでご了承ください。

※在庫が無くなり次第販売終了 ※在庫が無くなり次第販売終了

１　追加運転日（計6日）
　　2020年12月5日（土）、6日（日）、12日（土）、13日（日）、19日（土）、20日（日)

２　車内販売について
　　　12月は車内販売の実施はございません。お飲み物等はご出発前に駅、売店等
　　でお買い求めください。
　　　「阿波尾鶏トロッコ駅弁」の事前予約販売は引き続き実施します。
　　※下り便「さとめぐみの風」（徳島～阿波池田）限定、貞光駅での受け渡しです。

　今後本格的な受験シーズンを迎えることから、沿線の学
駅（がくえき）の入場券5枚とお守り袋をセットにした「合格
祈願きっぷ」を12月19日（土）、20日（日）限定で車内販売
いたします。
　上り便「かちどきの風」は、列車外観のデザインにも使用
されている藍色の「褐色（かちいろ）」が「勝ち色」として縁
起が良く、古くから三好長慶などの武将に好まれていたこ
とから名付けています。この機会に縁起の良い名前の列
車で合格祈願きっぷをご購入されてはいかがでしょうか。
 

３　合格祈願きっぷ特別車内販売

(1)合格祈願きっぷとは
　学駅（がくえき）の入場券は右端に入場券を表す「入」の字と発行駅の「学」の字
が縦に並んで「入学」と読むことができ、入場券を５枚そろえると「５入学（ごにゅう
がく）」となることから受験生に大変縁起が良いきっぷです。
(2)商品詳細
学駅入場券5枚（硬券タイプ）+お守り袋のセット850円 
※お守り袋は「紫色」、「赤色」、「水色」、「桃色（ピンク）」の4種類があります。

阿波尾鶏トロッコ駅弁　1,000円（税込）
○ご注文連絡先：栗尾商店（TEL:0120-38-48-58）
○受付時間：9:00～17:00(土日祝日をのぞく）

〈販売について〉
　

指定席券ご購入後に、乗車日4日前までにお電話にて事前のご予約を
お願いいたします。
※乗車日4日前が土日祝日にあたる場合は、その前の平日にご注文をお願いいたします。　　

東京（２２：００）
高松    ８：０２

徳島・南小松島
羽ノ浦・阿南
桑野・由岐
日和佐・牟岐

牟岐・日和佐
由岐・桑野・阿南
羽ノ浦・南小松島

徳島

停 車 駅運 転 日 着　駅日和佐着 発　駅列 車 名種　別

停 車 駅着　駅日和佐発発　駅列 車 名種　別

特
急

特
急

下
り

上
り

１／１～３

やくおうじ
1号

徳　島 日和佐　
９：５１

牟　岐
１０：０７

やくおうじ
２号

牟　岐
１３：５３

日和佐　
１４：１２

徳　島
１５：２５

８：４０



発行：四国旅客鉄道株式会社広報室
〒760-8580 高松市浜ノ町8番33号

インターネットで対象エリア内の新幹線・特急列車などの
指定席が予約できるサービスです。

受付時間（年中無休）
8：00～20：00
通話料がかかります。

列車の発着時刻、運賃・料金、鉄道企画商品に関するお問い合わせ

（お客様がお使いの電話回線の種類によってはご利用いただけない場合があります。）

JR四国電話
案内センター 0570-00-4592

し　こ　く　に

高松駅ＪＲ四国列車運行情報
https://www.jr-shikoku.co.jp/info/m/
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～２０２１年「四国ＤＣ」に向けてお出迎え～
　２０２１年の１０月～１２月に開催される大型
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（ＤＣ）」に先立ち、１１月１０日に全国の
ＪＲグループ６社や旅行会社、四国四県の地元
自治体等が集まる全国宣伝販売促進会議がサ
ンポートホール高松で開かれ、四国の様々な取
り組みが紹介されました。
　高松駅では各県の観光レディや駅長、ＪＲ四
国のマスコットキャラクター「すまいるえきちゃん・
れっちゃくん」が参加者のお出迎えを行ったほか、
今年デビューしたＪＲ四国の３つの列車「志国土
佐 時代の夜明けのものがたり」「藍よしのがわト
ロッコ」「土讃線きいろいアンパンマン列車」が
大集合しました。
　前回の開催から４年ぶりとなる四国ＤＣに向
けて、ＪＲ四国でも様々な取り組みを予定してお
ります。

e5489詳しくは 検索

おトクなきっぷや、主な駅の情報など

JR四国ツアー 検索

ト　   キ

JR四国ニュースNo.398

JR四国は国土交通省が主体で全国のＪＲや私鉄各社が
取り組む「鉄道でエコキャンペーン」に参加しています。

「アンパンマン列車トレーナー」を発売中です！

リトルマーメイド運営会社
㈱ステーションクリエイト東四国

「リトルマーメイド」よりご案内★～クリスマスに彩りを添えて～

　クリスマス・シーズンがやってまいりました。
　バラエティ豊かなクリスマス・ケーキをメ
インに、“あつあつ・ふわふわ”焼きたての「契
（ちぎり）食パン」、ラム酒漬けにした深い味
わいのフルーツを練りこんだ「シュトレン」、
濃厚な甘みと“バリッ！ジャリッ！ジュワッ！”の独
特な食感が特徴の「クイニーアマン」でクリ
スマスの食卓に彩りを添えてみませんか。

　ＪＲ四国グループの四国キヨスク株式会社では、これまでお子
様に大人気の「アンパンマン列車」をデザインしたＪＲ四国オリジ
ナル「アンパンマン列車Ｔシャツ」、「アンパンマン列車ハンカチ」
などの「アンパンマン列車」の関連グッズを販売してまいりました
が、この度「アンパンマン列車」２０周年を記念して新たに「アン
パンマン列車トレーナー」の販売を開始しました。
　お子様の普段使いやプレゼントに最適な「アンパンマン列車
トレーナー」をこの機会にぜひお買い求め下さい。

● 名　称：「アンパンマン列車トレーナー」
● 種　類：生地色「グレー」
● サイズ：９０・１００・１１０　　　　　　　
● 販売価格：２，９７０円（税込）
● 販売箇所：四国内の各キヨスク銘品館、
　　　　　　 おみやげどころ各店、
　　　　　　 セブン -イレブンKiosk 各店

ＪＲ四国の主な駅の「リトルマーメイド」各駅店にお気軽にお立ち寄りください。（高松駅店・坂出駅店・多度津駅店・川之江駅店・今治駅店・松山駅店・高知駅店）
https://www.jr-shikoku.co.jp/stc-shikoku/little_mermaid/index.html

契（ちぎり）食パン　　　　　　　　　　　　クリスマスケーキ シュトレン　 クイニーアマン

■お問い合わせ先
　観音寺市観光協会
　☎０８７５-２4-2150

銭形砂絵「寛永通宝」

高屋神社～天空の鳥居～

　　　　

　有明浜の白砂に描かれた銭形砂絵「寛永
通宝」の大きさは、東西122ｍ、南北90ｍ、周囲
345ｍもあります。
　一般には、寛永10年（1633年）に藩主、生駒
高俊公を歓迎するために一夜にして作られたと
言われており、この砂絵を見れば健康で長生き
し、お金に不自由しないと伝えられています。琴
弾公園内の山頂展望台から見るのもおすすめ
ですが、地上から見ると、さらにその大きさが体
感できます。

一の宮公園・海岸

　「恋人の聖地」にも認定されている一の宮公
園。芝生広場には「一の宮ドリームタワー」があ
り、この鐘をならすと幸せになれると言われてい
ます。また、イサム・ノグチがデザインした遊具彫
刻が設置してあり、おしゃれな公園としても人気
があります。
　一の宮海岸は、白砂青松の遠浅海岸として
古くから親しまれています。海岸線には、やしの
木が立ち並び、まるで南国を訪れているかのよ
うな気分になれます。

かんおんじの「伊吹いりこ」
　いりことは「カタクチイワシ」のことで、伊吹島
沖合で漁獲された「いりこ」はブランドいりことし
て全国に発送されます。「伊吹いりこ」は讃岐う
どんのダシとしても欠かせません。ダシだけでは
なく、いりこ飯やいりこの天ぷらなど、メイン素材
としても大変人気があります。また、あぶった「い
りこ」を入れた湯のみに日本酒に注ぐ、「いりこ
酒」も親しまれています。観音寺市にはいりこを
使った物産品が数多くあり、道の駅などで販売
されています。

豊稔池堰堤

　長い年月の風雨にさらされた堰堤は、まるで中
世ヨーロッパの古城を思わせる威容と風格があ

　讃岐に二十四ある延喜式内社の一つで、古
くから格式ある神社です。

香川県観音寺市

り、四季折々に見事な景観を見せてくれます。
　堤長145.5ｍ、堤高30.4mのコンクリート造溜
池堰堤で、両端部を重力式、中央部が5個の
アーチと6個の扶壁（バットレス）からなるマルチ
プルアーチ式で、その先駆的かつ希少な構造形
式は農業士木史上価値が高く、また、昭和前期
における堰堤建設の技術的達成度を示してお
り、平成18年12月19日に重要文化財（建造物）
に指定されました。

　標高404ｍの稲積山の頂上に本宮があるた
め、「稲積神社（いなづみじんじゃ）」「稲積さ
ん」ともよばれており、本宮からは観音寺市内と
美しい瀬戸内海が一望できます。本宮の鳥居
は、「天空の鳥居」として知られ、2018年には四
国八十八景にも選出されました。


