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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

京都鉄道博物館

2021年 月号
No.402
4

～京都鉄道博物館「藍よしのがわトロッコ」特別展示～
　2020年10月10日（土）にデビューした「藍
よしのがわトロッコ」が2021年2月20日（土）から
3月16日（火）まで京都鉄道博物館に特別展示
されました。この特別展示に合わせ徳島県に
よる物産展も開催され、四国外のお客様に徳島
県の魅力をお伝えできる良い機会となりました。
　「藍よしのがわトロッコ」は吉野川が育んだ
「阿波藍」をキーワードに、藍で富を築いた藍商
人により花開いた阿波おどりをはじめとする
徳島の文化や沿線の歴史、地元の食や地酒を
吉野川に吹き抜ける風とともに体感いただく
トロッコ列車です。この春は、3月27日（土）～
5月30日（日）の土、日、祝日に運行します。
　車内では列車限定の駅弁や物品等もお
楽しみいただけます。
　徳島の魅力をたっぷりとご堪能ください。

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

J R 四国の取り組み

JR四国ニュースNo.402

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。

3月12日(金)オープン「餃子の王将 高知駅店」

駐車場出入口（地図の★から見た写真）

通勤に便利な定期券も販売中！
「ＪＲ高知駅西立体駐車場」のご案内

■お問い合わせ先
　（株）ステーションクリエイト高知
　☎088-826-2650（平日 9:00～17:00） 

■お問い合わせ先
東かがわ市地域創生課　☎０８７９-２６-１２７６

東かがわ市絶景巡り
■東かがわ市を一望する

　　　　

　大坂峠は東かがわ市と徳島をつなぐ香川の
最も東に位置する峠です。パラグライダーのフラ
イトエリアとして知られ、天気の良い日は本州も
見渡せます。瀬戸内海の青と田園の緑のコント
ラストが美しいスポットです。
　足を運ぶ度に、違った表情を見せてくれるの
で時間を変えて何度でも楽しむことができます。

　高知駅より徒歩２分「ＪＲクレメントイン高知」に併
設している、「ＪＲ高知駅西立体駐車場」は乗用車
１０４台収容の自走式駐車場です。
　料金は７時～１９時が３０分１００円（最大８００円）
１９時～７時は３時間２００円です。
　通勤に便利な定期券は１か月１６，５００円（税込）
で販売しております。
　また、高知駅西側にて２０２１年３月１２日（金）に
オープンした「餃子の王将 高知駅店」の契約駐車
場となっております。
　高知駅ＦＥＳＴＡ各店舗をご利用の際、ビジネス
や観光で高知駅周辺へお車でお越しの際は是非
「ＪＲ高知駅西立体駐車場」をご利用ください。

香川県東かがわ市

○大坂峠

■瀬戸内海で自然に触れる

　穏やかで美しい瀬戸内海と砂浜が自慢の海
です。シャワーやトイレも近くにあり、夏は海水
浴、生き物観察、キャンプなども楽しめます。
SUP（スタンド・アップ・パドルボード）体験も人気
で、海の上をぷかぷかと浮いて進む様子はまる
で魔法のじゅうたんに乗っているようです。また、
一日の終わりに夕日に照らされて赤く染まる瀬戸
内海は息をのむ美しさです。たくさん動いた後
は癒やしのひとときをお過ごしください。

　白と黒の縞模様が美しく、1942年に国の天
然記念物に指定されています。白色に見えるの
が黒雲母花崗岩、黒色がランプロファイア（煌
斑岩）で、花崗岩の裂隙に煌斑岩が貫入したも
のです。海沿いの遊歩道から見ることができま
すが、4～9月の間はプレジャーボートでのジオサ
イトツアーも行っています。ランプロファイアやそ
の他東かがわのジオサイトをぜひ海から巡って
みてください。

○山田海岸 ○鹿浦越のランプロファイヤ岩脈

◎ＳＵＰ体験申込先
Beach House YAMADA（090-5669-5446）
※この他「手ぶらでＢＢＱ」なども行っています。

その他、観光情報について詳しくは
以下のＱＲコードをご確認ください ！

◎観光協会東かがわ旅ナビ
https://www.hnt.or.jp/
東かがわ市の魅力を余すことなく
紹介。行ってみたい ！ がきっと見つ
かる。

◎美味しかがわテイクアウトコレクション
https://higashikagawa.net/
メジャースポットから穴場まで、
美味しいお店が揃っています。

◎ジオサイトツアー申込先
東かがわ観光船協会（090-5718-3534）

餃子の王将★

「安心して」「喜んで」「末永く」ご利用いただくために

　線路を常に良好な状態に保ち、お客様の安全を確保す
ることが私たち保線社員の使命です。　
　線路は列車運行や気象条件によって日々 変化しています。
　私たちは徒歩での線路点検や大型機械を使った保守作
業により、お客様が「安心して」ご利用いただける乗り心
地の良い線路づくりに努めています。

線路を保つ



すまいるえきちゃん♡れっちゃくん♡の取り組み
ＪＲ四国公式イメージキャラクター

　公式イメージキャラクターの駅舎の妖精「すまいるえきちゃん♡」と列車の妖
精「れっちゃくん♡」は、2017年に開催された四国デスティネーションキャンペー
ン（以下、「四国ＤＣ」といいます。）の１年前からＪＲ四国にやってきて、今年
で６年目になります。
　「笑顔とおもてなしの心でお客様を迎える気持ち」をハートたっぷりにすまいる
ふりまき、ご利用いただくお客様とのふれあいを大切におもてなしをしています。
　特に、今年は「すまいるえきちゃん♡」にとっての２回目の四国DC開催となり
ます。四国にわざわざお越しいただくお客様に「また四国に訪れたい」と感動し
ていただけるよう、はりきっておもてなしいたします♡

　観光列車など様々な列車のお客様に対して、沿線のみなさまと一緒に手振りや旗振りを行うことや、ＪＲ四国硬式野球部
の応援のほか、ＪＲ関係のイベントだけにとどまらず地域のイベントなどにも参加させていただき、地元に密着した活動に
励むなど、広くみなさまに愛されるよう奮闘しています♡

○ 「すまいる」たっぷりでお客様をお見送り♡

四国の特産品オンラインショップ
産直ステーション夢四国HP

○ ときには列車に乗っちゃったり♡ ○ 記念撮影もおてつだい♡ ○ 硬式野球部の試合を一生懸命応援♡

　いつでも身近に「すまいるえきちゃん♡」を感じ
られるように、オリジナルグッズの販売を各種イベ
ントやインターネット通信販売（産直ステーション
夢四国：送料８００円必要）などで行っています。
　おすすめは、お家で癒やされたい方への「すまい
るえきちゃん♡れっちゃくん♡セットぬいぐるみ」
（税込３，０００円）と、カバンなどに取り付けて、
旅行先に一緒に連れていってあげられる「れっちゃ
くん♡ボールチェーン付ぬいぐるみ」（税込８００円）
です。
　ほかにも、タオルやＴシャツ、ボールペンやマス
キングテープなど様々なオリジナルグッズを取り
扱っていますので、是非、産直ステーション夢四国
をご覧ください♡

JR四国ニュース No.402JR四国ニュース2021年4月１日

～四国家サポーターズクラブ公式キャラクター
「しこくたぬきのぽんちゃん」が四国の魅力を発信～

　ＪＲ四国と日本郵便四国支社及び四国電力の３社
は、地域における話題・賑わいづくり、地域との共生・
啓発活動を通して四国の活性化に取り組んでまいり
ました。この度、このような取り組みを一層力強く
効果的なものとし、四国の地域経済の発展に貢献す
るために、四国の地域振興や観光振興に取り組む企
業や団体等による「四国家サポーターズクラブ」を
設立しました。その取り組みを広く知っていただく
ため、公式キャラクター「しこくたぬきのぽんちゃ
ん」がＳＮＳで四国の情報を発信しています。ぜひ
ご覧ください。

@sper_ponchan

フォロー・
お友達に

ご紹介お
願い

しますぽん
！！

@sper_ponchan

　「すまいるえきちゃん♡れっちゃくん♡」の活動はSNS
で情報発信をしており、活動内容のほかに、地域イベン
トや、四国における見どころたっぷりの景色を紹介する
など、広く四国の魅力をＰＲしています。

○ 香川県津嶋神社♡年に一度の本殿へ

○ 徳島県坪尻駅♡スイッチバックの秘境駅 ○ 高知県須崎市♡ご当地キャラまつりにて

　みなさまが四国に関心を持ち、
鉄道や四国を好きになってくださ
り、多くのお客様が四国に訪れて
いただけるように励んでいます♡

@Smile_Eki_Chan
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　白と黒の縞模様が美しく、1942年に国の天
然記念物に指定されています。白色に見えるの
が黒雲母花崗岩、黒色がランプロファイア（煌
斑岩）で、花崗岩の裂隙に煌斑岩が貫入したも
のです。海沿いの遊歩道から見ることができま
すが、4～9月の間はプレジャーボートでのジオサ
イトツアーも行っています。ランプロファイアやそ
の他東かがわのジオサイトをぜひ海から巡って
みてください。

○山田海岸 ○鹿浦越のランプロファイヤ岩脈

◎ＳＵＰ体験申込先
Beach House YAMADA（090-5669-5446）
※この他「手ぶらでＢＢＱ」なども行っています。

その他、観光情報について詳しくは
以下のＱＲコードをご確認ください ！

◎観光協会東かがわ旅ナビ
https://www.hnt.or.jp/
東かがわ市の魅力を余すことなく
紹介。行ってみたい ！ がきっと見つ
かる。

◎美味しかがわテイクアウトコレクション
https://higashikagawa.net/
メジャースポットから穴場まで、
美味しいお店が揃っています。

◎ジオサイトツアー申込先
東かがわ観光船協会（090-5718-3534）

餃子の王将★

「安心して」「喜んで」「末永く」ご利用いただくために

　線路を常に良好な状態に保ち、お客様の安全を確保す
ることが私たち保線社員の使命です。　
　線路は列車運行や気象条件によって日々 変化しています。
　私たちは徒歩での線路点検や大型機械を使った保守作
業により、お客様が「安心して」ご利用いただける乗り心
地の良い線路づくりに努めています。

線路を保つ


