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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

2021年
月号2

～冬の大歩危峡と「あかいアンパンマン列車」～
　観光地として有名な大歩危峡は、今年も冬を
迎えています。春・夏に見せる青 と々した緑とも、
秋に見せる紅葉の色づきとも異なる雰囲気を車
窓からお楽しみいただけます。
　写真はそんな大歩危峡を跨ぐように架けられ
た「第二吉野川橋梁」と、その上を走る「土讃線
あかいアンパンマン列車」です。
　葉が落ち、少し寂しくも見えてしまう冬の木々
ですが、その中を駆け抜けるアンパンマン列車
のあかい車体をより一層、美しく引き立ててい
ます。

e5489詳しくは 検索

JRクレメントイン高知詳しくはWEBで… 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
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JR四国ニュースNo.400

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。

「ＪＲ四国環境保全への取り組み２０２０」を公表しました。

高知へのビジネス・観光に最適なホテル
「ＪＲクレメントイン高知」新規開業！！

　２０２０年１１月２８日、高知駅より徒歩2分の好立地に「ＪＲクレメン
トイン高知」を開業しました。
　併設の立体駐車場は１０４台収容可、全１８７室（シングル１３１
室、ツイン５６室）のお部屋はビジネスユースや観光の拠点として最
適です。
　外観及び館内には、高知県産木材をはじめ、土佐和紙や土佐
漆喰等の伝統素材を用いて、モダンな中にも”高知らしさ”を随所
に取りいれました。
　1階飲食店舗「エキマエノ駱駝」では、高知の食材をふんだん
に取り入れた和・洋選べる全12種類の定食「土佐の朝食」を提供
しており、大変ご好評いただいております。
　ご予約はお得な公式サイトから。2021年2月末までの開業記念
宿泊プラン販売中！

　ＪＲ四国では、環境保全への取り組みをとりまと
め、「ＪＲ四国環境保全への取り組み２０２０」とし
て公表いたしました。
　当社の省エネや環境保全に関する具体的な
取り組みをご紹介していますのでご覧ください。

○「ＪＲ四国環境保全への取り組み２０２０」の主な内容
　●事業活動に伴う環境負荷（CO2排出量等）
　●車両に関する省エネ等への取り組み
　●鉄道の利用促進、地域と連携した利用促進の取り組み
　●節電、節水等その他省エネ省資源への取り組み　など

ホテルラウンジ朝食イメージ（エキマエノ駱駝）

ホテル外観

ツインルーム

「ＪＲ四国環境保全への取り組み２０２０」は、当社ホームページに掲載いたします。
　　https://www.jr-shikoku.co.jp/04_company/environment/index.htm

らく だ

　Webサイトまっぷるトラベルガイドにて、つるぎ町に
ある松尾神社が「鬼滅の刃 聖地」として紹介されま
した。同神社では毎年、天の岩戸神楽保存会により
神楽が奉納されています。町内だけでなく、町外か
らも毎年多くの方々が、年越しにこの神楽を見に訪
れています。神楽では、天照大御神が岩戸に隠れ
てから、再び導き出されるまでが描かれています。
　古事記や日本
書紀を題材にした
神楽が、同作品に
登場する神楽のイ
メージに沿ってい
るとして紹介され
ています。

■フェイスブック
　https://m.facebook.com/awakoi.nishiawa/
■インスタグラム
　https://www.instagram.com/awakoi/
■あわこい公式HP
　https://nishi-awa.jp/experience/awakoi

■有料／1名派遣につき2,000円
■1～10名ごとに案内人1人を派遣
■つるぎ町産業経済課　HP
　「ようこそ！つるぎクラブへ」で検索。
　☎0883-62-3114

・貞光タクシー　　　☎0120-316-600
・ユニティレンタカー  ☎0883-52-1874
・オレンジタクシー　　☎0800-2000-222

つるぎ町を遊ぶなら、
タクシーやレンタカーがおすすめ。

天の岩戸神楽

ＪＲクレメントイン高知　TEL:088-855-3111

■お問い合わせ先
　道の駅貞光ゆうゆう館　☎0883-62-5000

　　　　

冬こそ町歩き

遊んだあとは、
温かい半田そうめん

　つるぎ町の素麺といえば、太いことで有名な「半
田そうめん」です。何層にも重なった半田そうめん
は、コシがあり、煮込んでも崩れません。太くてコシ
のある半田そうめんは、冬にこそ召し上がれ。
　道の駅貞光ゆうゆう館レストランにて提供中。
お土産の乾麺は同物産館にて。

徳島県つるぎ町

　雪の積もった二層うだつの町並みは、格別です。
　うだつとは、軒先の両袖に取り付けられた防火壁
のことです。
　かつて商人たちは、うだつに漆喰飾りをつけ、屋
根を載せ、二段にし、豪華さを競いました。
　つるぎ町の二層うだつの町並みには、現役の
商家が並んでいます。
　観光ボランティアガイド「つるぎの達人」による町
並みめぐりも随時受付中。

　つるぎ町は、剣山のふもとから吉野川にかけて
広がる町です。世界農業遺産認定地域のひと
つでもあります。急斜面の山々には集落が点在
し、平野部にはうだつの上がった建物が町並み
を作ります。そんな私たちの町を紹介いたします。

期間限定イベント
「あわこい」開催

　「あわこい」は、徳島県西部に住む方々が
様々な体験プログラムを開催するイベントです。
　1/23～2/28の期間中、県西部地域で住民の
方々により様々なイベントが開催されています。　
数ある中から、つるぎ町で開催されるイベントを
ピックアップ！
◎2月2日（火）13日（土）13：30～15：30
　山寺の美術館で、感動の余韻を！　
　☎0883-62-2207/東福寺
◎2月11日（木）13：00～15：00
　ゆうゆう館で人気の豆腐作り体験
　☎0883-62-5000/ゆうゆう館
◎2月14日（日）13：00～15：00
　にし阿波の素材で作るロースイーツ
　☎080-8010-6254/古見茶屋
　このほか、盛りだくさんなプログラムは、「あわこい」で検索。

つるぎ町観光サイト
https://www.town.tokushima-tsurugi.lg.jp/
　　　　　　　　　　　　  docs/15889.html

写真はイメージです。



JR四国ニュース No.400

列　車 発　駅 着　駅
　あしずり５号 高　知　(13:49) 中　村　(15:31)
　あしずり14号 中　村　(16:48) 高　知　(18:34)

列車 現改 その他の停車駅

現行

改正

宇和海３号
6:44発　　6:52発　　7:10発　　7:20発　 7:37発　8:13着

松山　　 伊予市          内子       伊予大洲   八幡浜    宇和島

松山　　 伊予市          内子       伊予大洲   八幡浜    宇和島

6:47発　  6:57発       7:13発      7:23発    7:37発   8:13着

主な駅の発着時刻

JR四国ニュース2021年2月１日

２０２１年３月１３日　ダイヤ改正を実施します２０２１年３月１３日　ダイヤ改正を実施します

「四国水族館きっぷ」発売中！「四国水族館きっぷ」発売中！

　JRグループでは２０２１年３月１３日（土）にダイヤ改正を実施します。
　当社では、土讃線を走る特急列車「南風」「しまんと」の全列車が新型特急車両「２７００系」での運転となるほか、都市圏輸送の充
実を図るため徳島線「徳島～穴吹駅間」と土讃線「高知～土佐山田駅間」にパターンダイヤを導入します。また、予讃線では朝の
通勤時間帯に運転する特急「宇和海3号」の松山駅発車時刻を3分繰り下げます。
　一方で、ご利用状況に応じて列車の時刻・行き先等の設定見直しを行います。

　ＪＲ四国では、四国最大級の水族館である「四国水族館」へご来館のお客様の鉄道利用促進を図るため、発駅から最寄り駅
（宇多津駅）までの往復のＪＲ券と四国水族館入館券との引換券がセットとなった「四国水族館きっぷ」を発売しています。

※通常の価格は、発駅から宇多津駅までの往復運賃＋往復自由席特急券と四国水族館入館料をもとに
　算出しています。（ただし、徳島発は、特急列車は高松までの往復自由席特急料金で算出。）
※その他の出発駅設定や小児等のおねだんは「ＪＲ四国ツアー」をご参照下さい。

４　きっぷの内容
(1)有効期間は１日間。
(2)発駅から宇多津駅までの往復ＪＲと四国水族館入館券引
　換券がセットになったきっぷです。
(3)発駅から宇多津駅までは特急列車普通車自由席がご利用いただ
　  けます。（志度、三本松、徳島発の場合、特急列車は高松駅まで）
(4)途中下車の取扱いはいたしません。
(5)払いもどしは、有効期間内で全券片未使用、あるいは「か
　えり」券未使用の場合、手数料をいただき、発売箇所で承
　ります。（「四国水族館入館券引換券」のみの払いもどしは
　いたしません。）

５　発売箇所　　
ＪＲ四国の駅のみどりの窓口、ワープ支店、駅ワーププラザ及
び四国内の主な旅行会社
※Ｗｅｂサイト「ＪＲ四国ツアー」では、商品のご紹介のみで
　発売は駅等の窓口となります。

　高知～岡山・高松駅間を運転する特急「南風」28本（下り14本、上り14本）の
うち新たに10本を2700系車両で運転します。また、特急「しまんと」10本（下
り５本、上り５本）のうち新たに６本を2700系車両で運転します。これにより、特
急「南風」「しまんと」の全列車を2700系車両で運転することになり、快適な移
動空間を提供します。

　高知～土佐山田駅間を９時～15時台に運転する普通列車の発車時刻を概
ね統一します。また、パターンダイヤ時間帯において後免駅発・高知駅行きの
普通列車を1本増発し、都市圏輸送の充実を図ります。

　高知～中村・宿毛駅間を運転する特急「あしずり」16本（下り８本、上り８本）
のうち、２本を新たに2700系車両で運転することにより、快適な移動空間を
提供します。

特急「南風」「しまんと」の全列車を
2700系車両で運転します！

土讃線 「高知～土佐山田駅間」で
パターンダイヤを導入します！

徳島線「徳島～穴吹駅間」でパターンダイヤを導入します！

　お客様のご要望にお応えし、松山駅を６時台に発車する特急「宇和海３号」の
発車時刻を３分繰り下げます。

　高知駅で特急「南風25号」「しまんと９号」から須崎方面の普通列車にお乗り換
えいただけます。岡山・高松方面から須崎方面へのご移動が便利になります。

特急「宇和海３号」の松山駅の
発車時刻を変更します！

特急「南風25号」
「しまんと９号」から高知駅で
須崎方面への普通列車に
お乗り換えいただけます！

特急「あしずり」で
2700系車両を追加投入します！

【新たに 2700系車両で運転する列車】

【主な駅の時刻表イメージ (8～18時抜粋 )】

【新たに 2700系車両で運転する列車】

【土讃線特急列車の運転本数】

【増発する列車】

【主な駅の時刻表イメージ (8～18時抜粋 )】

現行 改正
南　　風 岡山～高知 28本 18本 28本
しまんと 高松～高知･中村･宿毛 10本 ４本 10本
あしずり 高知～中村･宿毛 16本 ４本 ６本

2700系で運転する本数列　車 運転区間 運転本数

※赤文字＝特急列車、下線＝ごめん・なはり線列車、枠あり＝後免駅で併結・分割する列車

※赤文字＝特急列車

列車 運転区間 発　　駅 着　　駅
下り 後　　免 ～ 高　　知 後　　免　(13:43) 高　　知　(13:59)

　徳島～穴吹駅間を９時～17時台に運転する
普通列車の発車時刻を概ね統一します。また、
パターンダイヤ時間帯において徳島～阿波川
島駅間を運転する普通列車を８本増発し、都市
圏輸送の充実を図ります。

＜注意＞
この資料の列車時刻は、2020年12月18日（金）現在の時刻を掲載しています。
最終的な列車時刻は、「JR時刻表３月号」等でお知らせいたします。

岡 山 高 松 多 度 津 阿波池田 高 知 伊 野 須 崎

20:28発

20:05発 20:59発 21:38発 22:51着

＜乗換＞

23:10発 23:32着

岡 山 高 松 多 度 津 阿波池田 高 知 伊 野 須 崎

20:28発

20:05発 20:59発 21:38発 22:51着

＜乗換＞

22:54発 23:15着 0:03着

現 行

改 正

併
結

併
結

普通列車

普通列車

しまんと９号

しまんと９号

【増発する列車】
下り

発 　駅 着　 駅

  

徳　　島　(11:13) 阿波川島　(11:57)
徳　　島　(12:13) 阿波川島　(13:01)
徳　　島　(14:13) 阿波川島　(14:57)
徳　　島　(16:13) 阿波川島　(16:57)

上り
発 　駅 着　 駅

穴　　吹　(11:15) 徳　　島　(12:27)
阿波川島　(12:04) 徳　　島　(12:58)
阿波川島　(14:13) 徳　　島　(14:56)
阿波川島　(15:04) 徳　　島　(15:58)

卯之町・伊予吉田

卯之町・伊予吉田

主な駅の発着時刻

南風25号

南風25号

徳島

徳島

穴吹

穴吹 穴吹

穴吹徳島

徳島

高松 岡山高松 岡山

高知 高知

高知 高知

１　発売期間／2021年3月31日（水）まで　
　　　　　　　 　※ご利用日の１ヶ月前から当日までご購入いただけます。
２　ご利用期間／2021年3月31日（水）まで
３　主な発駅及びおねだん（大人）

（https://www.jr-eki.com）

おトク額（円）
320
320
540
4,260
2,660
2,640

通常の価格（円）
3,320
2,620
3,540
13,060
8,860
10,840

発売額（円）
3,000
2,300
3,000
8,800
6,200
8,200

発　駅
高　松
坂　出
観音寺
松　山
徳　島
高　知

タイプ

普通列車利用

特急列車利用

列　車
南　　風 １号
しまんと ３号
しまんと ５号
南　　風 ５号
南　　風13号
南　　風17号
南　　風25号
しまんと ９号
南　　風 ４号
しまんと ４号
南　　風12号
南　　風16号
南　　風24号
しまんと ６号
南　　風28号
しまんと ８号

上下

下り

上り

発　駅
岡　山　(  7:08)
高　松　(  7:23)
高　松　(  8:25)
岡　山　(10:05)
岡　山　(14:05)
岡　山　(16:05)
岡　山　(20:05)
高　松　(20:28)

高　知　(  7:00)

高　知　(11:13)
高　知　(13:13)

高　知　(17:13)

高　知　(19:31)

着　駅

高　知　(  9:39)

高　知　(10:37)
高　知　(12:29)
高　知　(16:39)
高　知　(18:48)

高　知　(22:51)

岡　山　(  9:38)
高　松　(  9:21)
岡　山　(13:40)
岡　山　(15:41)
岡　山　(19:41)
高　松　(19:25)
岡　山　(21:57)
高　松　(21:42)

その他

宇多津～高知間 併結運転

多度津～高知間 併結運転

高知～宇多津間 併結運転

高知～宇多津間 併結運転

高知～宇多津間 併結運転
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列　車 発　駅 着　駅
　あしずり５号 高　知　(13:49) 中　村　(15:31)
　あしずり14号 中　村　(16:48) 高　知　(18:34)

列車 現改 その他の停車駅

現行

改正

宇和海３号
6:44発　　6:52発　　7:10発　　7:20発　 7:37発　8:13着

松山　　 伊予市          内子       伊予大洲   八幡浜    宇和島

松山　　 伊予市          内子       伊予大洲   八幡浜    宇和島

6:47発　  6:57発       7:13発      7:23発    7:37発   8:13着

主な駅の発着時刻

JR四国ニュース2021年2月１日

２０２１年３月１３日　ダイヤ改正を実施します２０２１年３月１３日　ダイヤ改正を実施します

「四国水族館きっぷ」発売中！「四国水族館きっぷ」発売中！

　JRグループでは２０２１年３月１３日（土）にダイヤ改正を実施します。
　当社では、土讃線を走る特急列車「南風」「しまんと」の全列車が新型特急車両「２７００系」での運転となるほか、都市圏輸送の充
実を図るため徳島線「徳島～穴吹駅間」と土讃線「高知～土佐山田駅間」にパターンダイヤを導入します。また、予讃線では朝の
通勤時間帯に運転する特急「宇和海3号」の松山駅発車時刻を3分繰り下げます。
　一方で、ご利用状況に応じて列車の時刻・行き先等の設定見直しを行います。

　ＪＲ四国では、四国最大級の水族館である「四国水族館」へご来館のお客様の鉄道利用促進を図るため、発駅から最寄り駅
（宇多津駅）までの往復のＪＲ券と四国水族館入館券との引換券がセットとなった「四国水族館きっぷ」を発売しています。

※通常の価格は、発駅から宇多津駅までの往復運賃＋往復自由席特急券と四国水族館入館料をもとに
　算出しています。（ただし、徳島発は、特急列車は高松までの往復自由席特急料金で算出。）
※その他の出発駅設定や小児等のおねだんは「ＪＲ四国ツアー」をご参照下さい。

４　きっぷの内容
(1)有効期間は１日間。
(2)発駅から宇多津駅までの往復ＪＲと四国水族館入館券引
　換券がセットになったきっぷです。
(3)発駅から宇多津駅までは特急列車普通車自由席がご利用いただ
　  けます。（志度、三本松、徳島発の場合、特急列車は高松駅まで）
(4)途中下車の取扱いはいたしません。
(5)払いもどしは、有効期間内で全券片未使用、あるいは「か
　えり」券未使用の場合、手数料をいただき、発売箇所で承
　ります。（「四国水族館入館券引換券」のみの払いもどしは
　いたしません。）

５　発売箇所　　
ＪＲ四国の駅のみどりの窓口、ワープ支店、駅ワーププラザ及
び四国内の主な旅行会社
※Ｗｅｂサイト「ＪＲ四国ツアー」では、商品のご紹介のみで
　発売は駅等の窓口となります。

　高知～岡山・高松駅間を運転する特急「南風」28本（下り14本、上り14本）の
うち新たに10本を2700系車両で運転します。また、特急「しまんと」10本（下
り５本、上り５本）のうち新たに６本を2700系車両で運転します。これにより、特
急「南風」「しまんと」の全列車を2700系車両で運転することになり、快適な移
動空間を提供します。

　高知～土佐山田駅間を９時～15時台に運転する普通列車の発車時刻を概
ね統一します。また、パターンダイヤ時間帯において後免駅発・高知駅行きの
普通列車を1本増発し、都市圏輸送の充実を図ります。

　高知～中村・宿毛駅間を運転する特急「あしずり」16本（下り８本、上り８本）
のうち、２本を新たに2700系車両で運転することにより、快適な移動空間を
提供します。

特急「南風」「しまんと」の全列車を
2700系車両で運転します！

土讃線 「高知～土佐山田駅間」で
パターンダイヤを導入します！

徳島線「徳島～穴吹駅間」でパターンダイヤを導入します！

　お客様のご要望にお応えし、松山駅を６時台に発車する特急「宇和海３号」の
発車時刻を３分繰り下げます。

　高知駅で特急「南風25号」「しまんと９号」から須崎方面の普通列車にお乗り換
えいただけます。岡山・高松方面から須崎方面へのご移動が便利になります。

特急「宇和海３号」の松山駅の
発車時刻を変更します！

特急「南風25号」
「しまんと９号」から高知駅で
須崎方面への普通列車に
お乗り換えいただけます！

特急「あしずり」で
2700系車両を追加投入します！

【新たに 2700系車両で運転する列車】

【主な駅の時刻表イメージ (8～18時抜粋 )】

【新たに 2700系車両で運転する列車】

【土讃線特急列車の運転本数】

【増発する列車】

【主な駅の時刻表イメージ (8～18時抜粋 )】

現行 改正
南　　風 岡山～高知 28本 18本 28本
しまんと 高松～高知･中村･宿毛 10本 ４本 10本
あしずり 高知～中村･宿毛 16本 ４本 ６本

2700系で運転する本数列　車 運転区間 運転本数

※赤文字＝特急列車、下線＝ごめん・なはり線列車、枠あり＝後免駅で併結・分割する列車

※赤文字＝特急列車

列車 運転区間 発　　駅 着　　駅
下り 後　　免 ～ 高　　知 後　　免　(13:43) 高　　知　(13:59)

　徳島～穴吹駅間を９時～17時台に運転する
普通列車の発車時刻を概ね統一します。また、
パターンダイヤ時間帯において徳島～阿波川
島駅間を運転する普通列車を８本増発し、都市
圏輸送の充実を図ります。

＜注意＞
この資料の列車時刻は、2020年12月18日（金）現在の時刻を掲載しています。
最終的な列車時刻は、「JR時刻表３月号」等でお知らせいたします。

岡 山 高 松 多 度 津 阿波池田 高 知 伊 野 須 崎

20:28発

20:05発 20:59発 21:38発 22:51着

＜乗換＞

23:10発 23:32着

岡 山 高 松 多 度 津 阿波池田 高 知 伊 野 須 崎

20:28発

20:05発 20:59発 21:38発 22:51着

＜乗換＞

22:54発 23:15着 0:03着

現 行

改 正

併
結

併
結

普通列車

普通列車

しまんと９号

しまんと９号

【増発する列車】
下り

発 　駅 着　 駅

  

徳　　島　(11:13) 阿波川島　(11:57)
徳　　島　(12:13) 阿波川島　(13:01)
徳　　島　(14:13) 阿波川島　(14:57)
徳　　島　(16:13) 阿波川島　(16:57)

上り
発 　駅 着　 駅

穴　　吹　(11:15) 徳　　島　(12:27)
阿波川島　(12:04) 徳　　島　(12:58)
阿波川島　(14:13) 徳　　島　(14:56)
阿波川島　(15:04) 徳　　島　(15:58)

卯之町・伊予吉田

卯之町・伊予吉田

主な駅の発着時刻

南風25号

南風25号

徳島

徳島

穴吹

穴吹 穴吹

穴吹徳島

徳島

高松 岡山高松 岡山

高知 高知

高知 高知

１　発売期間／2021年3月31日（水）まで　
　　　　　　　 　※ご利用日の１ヶ月前から当日までご購入いただけます。
２　ご利用期間／2021年3月31日（水）まで
３　主な発駅及びおねだん（大人）

（https://www.jr-eki.com）

おトク額（円）
320
320
540
4,260
2,660
2,640

通常の価格（円）
3,320
2,620
3,540
13,060
8,860
10,840

発売額（円）
3,000
2,300
3,000
8,800
6,200
8,200

発　駅
高　松
坂　出
観音寺
松　山
徳　島
高　知

タイプ

普通列車利用

特急列車利用

列　車
南　　風 １号
しまんと ３号
しまんと ５号
南　　風 ５号
南　　風13号
南　　風17号
南　　風25号
しまんと ９号
南　　風 ４号
しまんと ４号
南　　風12号
南　　風16号
南　　風24号
しまんと ６号
南　　風28号
しまんと ８号

上下

下り

上り

発　駅
岡　山　(  7:08)
高　松　(  7:23)
高　松　(  8:25)
岡　山　(10:05)
岡　山　(14:05)
岡　山　(16:05)
岡　山　(20:05)
高　松　(20:28)

高　知　(  7:00)

高　知　(11:13)
高　知　(13:13)

高　知　(17:13)

高　知　(19:31)

着　駅

高　知　(  9:39)

高　知　(10:37)
高　知　(12:29)
高　知　(16:39)
高　知　(18:48)

高　知　(22:51)

岡　山　(  9:38)
高　松　(  9:21)
岡　山　(13:40)
岡　山　(15:41)
岡　山　(19:41)
高　松　(19:25)
岡　山　(21:57)
高　松　(21:42)

その他

宇多津～高知間 併結運転

多度津～高知間 併結運転

高知～宇多津間 併結運転

高知～宇多津間 併結運転

高知～宇多津間 併結運転



ＪＲ四国列車運行情報
https://www.jr-shikoku.co.jp/info/select/index.html

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

2021年
月号2

～冬の大歩危峡と「あかいアンパンマン列車」～
　観光地として有名な大歩危峡は、今年も冬を
迎えています。春・夏に見せる青 と々した緑とも、
秋に見せる紅葉の色づきとも異なる雰囲気を車
窓からお楽しみいただけます。
　写真はそんな大歩危峡を跨ぐように架けられ
た「第二吉野川橋梁」と、その上を走る「土讃線
あかいアンパンマン列車」です。
　葉が落ち、少し寂しくも見えてしまう冬の木々
ですが、その中を駆け抜けるアンパンマン列車
のあかい車体をより一層、美しく引き立ててい
ます。

e5489詳しくは 検索

JRクレメントイン高知詳しくはWEBで… 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

No.

400
No.

400

JR四国ニュースNo.400

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。

「ＪＲ四国環境保全への取り組み２０２０」を公表しました。

高知へのビジネス・観光に最適なホテル
「ＪＲクレメントイン高知」新規開業！！

　２０２０年１１月２８日、高知駅より徒歩2分の好立地に「ＪＲクレメン
トイン高知」を開業しました。
　併設の立体駐車場は１０４台収容可、全１８７室（シングル１３１
室、ツイン５６室）のお部屋はビジネスユースや観光の拠点として最
適です。
　外観及び館内には、高知県産木材をはじめ、土佐和紙や土佐
漆喰等の伝統素材を用いて、モダンな中にも”高知らしさ”を随所
に取りいれました。
　1階飲食店舗「エキマエノ駱駝」では、高知の食材をふんだん
に取り入れた和・洋選べる全12種類の定食「土佐の朝食」を提供
しており、大変ご好評いただいております。
　ご予約はお得な公式サイトから。2021年2月末までの開業記念
宿泊プラン販売中！

　ＪＲ四国では、環境保全への取り組みをとりまと
め、「ＪＲ四国環境保全への取り組み２０２０」とし
て公表いたしました。
　当社の省エネや環境保全に関する具体的な
取り組みをご紹介していますのでご覧ください。

○「ＪＲ四国環境保全への取り組み２０２０」の主な内容
　●事業活動に伴う環境負荷（CO2排出量等）
　●車両に関する省エネ等への取り組み
　●鉄道の利用促進、地域と連携した利用促進の取り組み
　●節電、節水等その他省エネ省資源への取り組み　など

ホテルラウンジ朝食イメージ（エキマエノ駱駝）

ホテル外観

ツインルーム

「ＪＲ四国環境保全への取り組み２０２０」は、当社ホームページに掲載いたします。
　　https://www.jr-shikoku.co.jp/04_company/environment/index.htm

らく だ

　Webサイトまっぷるトラベルガイドにて、つるぎ町に
ある松尾神社が「鬼滅の刃 聖地」として紹介されま
した。同神社では毎年、天の岩戸神楽保存会により
神楽が奉納されています。町内だけでなく、町外か
らも毎年多くの方々が、年越しにこの神楽を見に訪
れています。神楽では、天照大御神が岩戸に隠れ
てから、再び導き出されるまでが描かれています。
　古事記や日本
書紀を題材にした
神楽が、同作品に
登場する神楽のイ
メージに沿ってい
るとして紹介され
ています。

■フェイスブック
　https://m.facebook.com/awakoi.nishiawa/
■インスタグラム
　https://www.instagram.com/awakoi/
■あわこい公式HP
　https://nishi-awa.jp/experience/awakoi

■有料／1名派遣につき2,000円
■1～10名ごとに案内人1人を派遣
■つるぎ町産業経済課　HP
　「ようこそ！つるぎクラブへ」で検索。
　☎0883-62-3114

・貞光タクシー　　　☎0120-316-600
・ユニティレンタカー  ☎0883-52-1874
・オレンジタクシー　　☎0800-2000-222

つるぎ町を遊ぶなら、
タクシーやレンタカーがおすすめ。

天の岩戸神楽

ＪＲクレメントイン高知　TEL:088-855-3111

■お問い合わせ先
　道の駅貞光ゆうゆう館　☎0883-62-5000

　　　　

冬こそ町歩き

遊んだあとは、
温かい半田そうめん

　つるぎ町の素麺といえば、太いことで有名な「半
田そうめん」です。何層にも重なった半田そうめん
は、コシがあり、煮込んでも崩れません。太くてコシ
のある半田そうめんは、冬にこそ召し上がれ。
　道の駅貞光ゆうゆう館レストランにて提供中。
お土産の乾麺は同物産館にて。

徳島県つるぎ町

　雪の積もった二層うだつの町並みは、格別です。
　うだつとは、軒先の両袖に取り付けられた防火壁
のことです。
　かつて商人たちは、うだつに漆喰飾りをつけ、屋
根を載せ、二段にし、豪華さを競いました。
　つるぎ町の二層うだつの町並みには、現役の
商家が並んでいます。
　観光ボランティアガイド「つるぎの達人」による町
並みめぐりも随時受付中。

　つるぎ町は、剣山のふもとから吉野川にかけて
広がる町です。世界農業遺産認定地域のひと
つでもあります。急斜面の山々には集落が点在
し、平野部にはうだつの上がった建物が町並み
を作ります。そんな私たちの町を紹介いたします。

期間限定イベント
「あわこい」開催

　「あわこい」は、徳島県西部に住む方々が
様々な体験プログラムを開催するイベントです。
　1/23～2/28の期間中、県西部地域で住民の
方々により様々なイベントが開催されています。　
数ある中から、つるぎ町で開催されるイベントを
ピックアップ！
◎2月2日（火）13日（土）13：30～15：30
　山寺の美術館で、感動の余韻を！　
　☎0883-62-2207/東福寺
◎2月11日（木）13：00～15：00
　ゆうゆう館で人気の豆腐作り体験
　☎0883-62-5000/ゆうゆう館
◎2月14日（日）13：00～15：00
　にし阿波の素材で作るロースイーツ
　☎080-8010-6254/古見茶屋
　このほか、盛りだくさんなプログラムは、「あわこい」で検索。

つるぎ町観光サイト
https://www.town.tokushima-tsurugi.lg.jp/
　　　　　　　　　　　　  docs/15889.html

写真はイメージです。


