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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

2021年 月号
No.403
5

～4代目高松駅開業20周年～
　4代目高松駅は「高松の玄関にふさわしい、
人々が集い、交流し、憩う場所として長く親
しまれ、地域のシンボルとなる駅づくり」とい
うコンセプトのもと作られ、2001年5月13日
に運用を開始しました。サンポート高松や合
同庁舎の他、バスやフェリーの各ターミナル
やホテルと隣接しており、多くの方にご利用
いただいています。「さぬき高松うどん駅」と
いう愛称でも親しまれており、今年で開業20
周年を迎えます。

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

J R 四国の取り組み■１　設定期間：2021年6月30日(水)まで
■２　有効期間：1日間
■３　主な発売額：高知発   7,000円   高松発 11,000円
　　　　　　　　徳島発 11,000円　松山発 18,000円

■４　発売箇所：ＪＲ四国の駅のみどりの窓口（みどりの発売機プラス含む）、ワープ支店、
　　  　　　　 駅ワーププラザ、ＪＲ四国旅の予約センター

　鉄道とグルメがセットになったお得な日帰り旅行をテーマに発売している「あじな散歩道」に「高知初がつおきっぷ」が
初登場しました。高知県は一人あたりの鰹の消費量が全国一で、古くから高知県民に愛されてきた鰹は春から初夏にかけ
て最初の旬を迎えます。
　この商品は、ちょっとディープなスポットの土佐久礼駅最寄りにある「久礼大正町市場」や周辺の対象店舗で利用できる
3,000円の利用券と土佐久礼駅までのＪＲ券がセットになったお得な商品です。旬の初がつおを是非お楽しみください。

※その他、設定区間、金額はJR四国ツアーホームページをご覧ください。

JR四国ニュースNo.403

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。

四万十川にかかる希望のこいのぼり

　　　　

　今では全国各地で開催されるようになった『こいの
ぼりの川渡し』ですが、その発祥の地は四万十川中流
域に位置する四万十町十川地区です。
　『こいのぼりの川渡し』が行われるようになったのは、
昭和49年のこと。きっかけは当初から活動を続ける地
元の体育会が指導するスポーツ少年団の子どもと交わ
した“約束”からでした。「最近は僕らぁが大きくなったき、
家でこいのぼりを揚げてくれん」という少年の一言に
「じゃあ、おんちゃんらぁが揚げちゃる！」と言って、当時
は舟で川を渡って向かいの山までワイヤーを渡し、そこ
に50匹ほどのこいのぼりを渡したのが始まりです。その
活動は徐々に地域の人たちに広まっていき、こいのぼり
の数も年々増えていきました。今ではワイヤーは2本にな
り、約500匹のこいのぼりが泳ぐようになりました。
　その1つの“約束”を守り続けるように、こいのぼりを
渡す時には十川のスポーツ少年団の子どもたちにこい
のぼりをかける作業を手伝ってもらっています。四万十
の空に一匹、また一匹と泳いでいくこいのぼりの姿を
一番近くで見てもらって、子どもたちに夢と希望を与え
られたら…と体育会の方は話します。
　春の暖かな陽気に包まれる中、咲き誇る花たちに負
けじと、色鮮やかなこいのぼりの群れが四万十川上空
を泳いでいる姿を楽しんでください。

「海洋堂SpaceFactoryなんこく」
オープン! !

　令和3年3月、ものづくりのまち高知県南国市と、世界的
フィギュアメーカーの海洋堂がタッグを組み、新名所「海
洋堂SpaceFactoryなんこく」がオープンしました！
　一階には大型モニュメントのほか世界初！海洋堂の
フィギュア生産現場を見られる工場見学や、プロジェク
ションマッピングでハイテクの演出を加えた超大型ジオラ
マなどがあり、海洋堂の造形の真髄を楽しめるエリアと
なっています。

　二階には、からくり人形等と南国市出身のからくり
半蔵こと「細川半蔵」に関する展示や海洋堂のミュー
ジアムショップ、ここでしか買えない一点物のクラフト
作品の展示販売コーナーなどがあります。
　また体験工房では、ミニジオラマやフィギュアの色
付けの体験、地元クラフト作家によるワークショップな
どが行われています。世界に一つだけの、お気に入
りのオブジェやアクセサリーなどを手作りしてみま
しょう。

「南国グルメを堪能！」
　南国市では、海洋堂SpaceFactoryなんこくのオープン
に合わせ、お得に南国グルメを堪能いただける「特典付
きグルメパンフレット」や、スタンプを集めて豪華景品の応
募ができる「５めんビンゴスタンプラリー」を開催中です！
　いずれのパンフレットも、海洋堂SpaceFactoryなんこく
で配布中です。

「ロ481号客車展示施設 うえまち駅」
オープン! !

　佐川町は、世界的な植物学者・牧野富太郎博士を輩
出した豊かな自然環境に加え、高知県下屈指の酒蔵や
旧商家住宅を中心とした建造物が建ち並んでおり、歴史
と文化を感じられる町です。酒蔵や歴史的建造物が建ち
並ぶエリアは上町（うえまち）地区と呼ばれ、町の主要観
光エリアとなっています。
　そして、今春、この上町地区にさかわ観光協会事務所
を併設し、町の情報発信・観光案内、休憩機能を備えた
新しい観光施設「ロ481号客車展示施設 うえまち駅」が
完成いたしました。

　ロ481号客車は、1906（明治39）年に製造された四輪
木造２等客車で、1933年に国鉄より佐川町へ寄贈されて
から老朽化により国鉄に返還される1968年までの35年
間、佐川町で展示され、町民に愛されていました。旧国鉄
職員の方々の技術と熱意により復活した歴史ある客車
が、このたび佐川町に里帰りすることとなり、皆様にお披
露目できることになりました。
　通りには白壁の酒蔵や、国指定重要文化財である竹
村家住宅など江戸時代の佇まいを伝える建造物が軒を
連ね、風情ある落ちついた情緒を醸し出していて、時代
の息吹が感じられる場所がたくさん残されています。歴史
のかけらを探しに、佐川のまちへでかけてみませんか。
【ロ481号客車展示施設 うえまち駅】
■営業時間　午前 9時～午後 5時
■休 館 日 　月曜日（月曜日が祝日の場合は翌日）、
　　　　　　年末年始（12/29～ 1/3）
■入 館 料 　無料

高知県

「施設の基本情報」
■開館時間　午前１０時～午後６時
■休 館 日 　火曜日、年末年始（12/28～1/1）
■利用料金　入館無料（体験等一部有料）
Wi-Fi環境有り
☎088-864-6777

■場所　こいのぼり公園
　　　　(高知県高岡郡四万十町十川 9番地 )
■期間　毎年４月中旬～５月中旬まで設置
　　　　　 ※今年度は新型コロナウイルス感染症の影響で中止
■お問い合わせ先
四万十町役場地域振興局　地域振興課
☎0880-28-5111

■お問い合わせ先
　一般社団法人さかわ観光協会
　☎0889-20-9500
　月曜、年末年始休日
　（月曜日が祝日の場合は翌日休日）

・特典付きグルメパンフレット
 利用期間：～５月１６日（日）

・５めんビンゴスタンプラリー
  開催期間：～９月３０日（木）

「安心して」「喜んで」「末永く」ご利用いただくために

　お客様に「安心して」ご利用いただくため、 運転前の最
終点検は自らの目で納得するまで確認し、 車両の小さな変化
にも気付けるよう厳しいまなざしで臨みます。

最後は 自らの目で
運転士は運転前に安全点検を行います。

あじな散歩道「高知初がつおきっぷ」発売中！

詳しくは、ＪＲ四国ホームページ 　　　　　　　　　　をご覧ください。ＪＲ四国ツアー 検索
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自家用乗用車

鉄道

g-CＯ2/ 人キロ　(出典：国土交通省ホームページを元に作成）

JR四国ニュース2021年5月１日

ＪＲ四国の環境保全への取り組みＪＲ四国の環境保全への取り組み
　ＪＲ四国では、「省エネルギー化」や「温室効果ガスの削減」を図るとともに、お客様に「安心して」「喜んで」「末永く」ご利用いただ
ける企業グループを目指し、鉄道の利用促進に向けた取り組みや駅・列車の利便性、快適性の向上等を積極的に進めています。

「おでかけ。四国家2021モバイルスタンプラリー」実施中「おでかけ。四国家2021モバイルスタンプラリー」実施中
　JR四国の駅や観光列車と沿線にある観光施設のスポットを巡りながらスタンプを集めることで四国
の鉄道旅を一層お楽しみいただくことを目的に、「おでかけ。四国家2021モバイルスタンプラリー」を
実施しています。

　ＪＲ四国では、省エネルギーやCo2排出量削減に向けた取り組
みとして、省エネ車両の導入やお客様のご利用状況に応じたエネ
ルギー効率の高い輸送体系の構築を行っています。
　省エネ車両の一例として、２０１９年８月に新型特急気動車「２７００
系」を１６両導入しました。「２７００系」は従来の特急気動車と比較し
て、機関出力を上昇しつつ、燃焼効率の改善により有害成分を有し
たガス排出を大幅に削減しています。
　２０２０年７月には新たに２３両追加導入し、現在３９両で瀬戸大橋
線・予讃線・土讃線・高徳線で運行しています。

省エネルギー・Co2排出量削減の取り組み

鉄道利用促進の取り組み

鉄道外の取り組み

　1人を1km運ぶのに排出されるＣo2の量として、鉄道は自家用
乗用車と比較して約１/７と少ない排出量で環境に優しい乗り物
です。また多くのお客様を乗せて運ぶことが可能なため、鉄道利
用者が増えるほど社会全体としてのＣo2削減につながると考えて
います。
　そのため多くのお客様にご利用していただけるよう各種取り組み
を行っています。
　その一例として、環境活動のＰＲを目的に、鉄道をテーマとしたイ
ベント等においてＪＲ四国の取り組み状況等を紹介し、環境に関する
鉄道の優位性についてアピールを行っています。
　また国土交通省と鉄道事業者が協力して実施している「鉄道でエ
コキャンペーン」は、地球温暖化防止の観点から鉄道の利用促進を
図っています。

　ＪＲ四国のグループ会社である株式会社めりけんやは、香川県内４
店舗、四国外７店舗の計１１店舗でうどん店を展開しています。その
中”かけはし店”（香川県綾歌郡宇多津町）では、食品ロスを削減する
取り組みの一環として２０１９年８月３０日より、商品として発売できな
い規格外の半生うどんについて無料で配布するサービスを毎月１回
行っています。これは食品ロス削減を通して地域の方に喜んで頂く
とともに「さぬきうどん」の更なる普及も目的としています。
　今後も環境に配慮した取り組みを継続的に実施し、広くお客様や
地域の皆様に貢献する活動に努めてまいります。

さぬきうどん無料配布サービス

2700系特急気動車

スタンプラリースポットのQRコードをスマートフォンの
位置情報機能をオンにした状態で読み取ってください。
参加料は無料です。
URL：https://www.stamprally.net/odekake2021
※詳細は、ホームページをご覧ください。

(4)参加賞＜250名様＞
　・応募条件・・・観光列車＋観光施設から
　　　　　  　 スタンプ3個の獲得
　※観光列車、観光施設からそれぞれ最低1個の
　　スタンプが必要です。
　・賞品内容・・・8600系スマホ・ペンスタンド
　　　　　　　　　　　　　

(1)おでかけ。四国家賞＜30名様＞

(2)ＪＲ四国賞＜50名様＞

(3)すまいるえきちゃん賞＜30名様＞

１  実施期間

２　スタンプラリースポット

３　参加方法

４　各賞および賞品について

５　その他

2021年6月30日(水)まで

駅・観光列車・観光施設23箇所及びすまいるえきちゃん1箇所
　
(1)観光列車（5箇所）：伊予灘ものがたり、四国まんなか千年ものが
　 たり、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、しまんトロッコ
　  ※観光列車のスタンプはご乗車のお客様のみ獲得できます。

(2)観光施設（8箇所）：丸亀城、四国鉄道文化館、大洲城、歩危マート、
　 ぜよぴあ、おさかな館、井筒屋敷、阿波踊り会館
　 ※沿線施設の営業日・営業時間等の情報は訪問前にお客様ご自身で公式ホーム
　　 ページなどから最新情報をご確認ください。

(3)鉄道施設(10箇所)：高松駅、多度津駅、新居浜駅、松山駅、
　 宇和島駅、阿波池田駅、高知駅、須崎駅、徳島駅、阿南駅
　　※鉄道施設のスタンプは全て改札口内に掲出しています。掲出場所等については、
　　　駅係員へお尋ねください。

(4)おまけ（1箇所)：すまいるえきちゃん（イベント登場時のみ）
　　※すまいるえきちゃんが登場するイベントの情報は、
　　　以下の公式Twitterにて最新情報をご確認ください。

おでかけ。四国家2021モバイルスタンプラリー参加にあたり、特設
WEBサイトに記載された注意事項を遵守のうえ、お楽しみください。

オリジナルメタリックカラーVer.

URL：https://twitter.com/Smile_Eki_Chan

・応募条件・・・観光列車＋鉄道施設
　　　　　  ＋すまいるえきちゃんから
　　　　　  スタンプ6個の獲得
　※観光列車、鉄道施設、すまいるえきちゃんからそれぞれ
　　最低1個のスタンプが必要です。

・賞品内容・・・すまいるえきちゃんフィギア
 　　　　　 スタンプラリー限定
       

・応募条件・・・スタンプ全23個の獲得（すまいるえきちゃんを除く）
・賞品内容・・・四国の特産品詰め合わせ

・応募条件・・・観光列車＋観光施設＋鉄道施設からスタンプ16個の獲得
  ※観光列車、観光施設、鉄道施設からそれぞれ最低1個のスタンプが必要です。
・賞品内容・・・ものがたり列車お菓子詰め合わせ＜25名様＞
 　　　　 　ものがたり列車地酒・おつまみ詰め合わせ＜25名様＞
　　　　　　　※賞品の応募は選択制となります。
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鉄道の優位性についてアピールを行っています。
　また国土交通省と鉄道事業者が協力して実施している「鉄道でエ
コキャンペーン」は、地球温暖化防止の観点から鉄道の利用促進を
図っています。

　ＪＲ四国のグループ会社である株式会社めりけんやは、香川県内４
店舗、四国外７店舗の計１１店舗でうどん店を展開しています。その
中”かけはし店”（香川県綾歌郡宇多津町）では、食品ロスを削減する
取り組みの一環として２０１９年８月３０日より、商品として発売できな
い規格外の半生うどんについて無料で配布するサービスを毎月１回
行っています。これは食品ロス削減を通して地域の方に喜んで頂く
とともに「さぬきうどん」の更なる普及も目的としています。
　今後も環境に配慮した取り組みを継続的に実施し、広くお客様や
地域の皆様に貢献する活動に努めてまいります。

さぬきうどん無料配布サービス

2700系特急気動車

スタンプラリースポットのQRコードをスマートフォンの
位置情報機能をオンにした状態で読み取ってください。
参加料は無料です。
URL：https://www.stamprally.net/odekake2021
※詳細は、ホームページをご覧ください。

(4)参加賞＜250名様＞
　・応募条件・・・観光列車＋観光施設から
　　　　　  　 スタンプ3個の獲得
　※観光列車、観光施設からそれぞれ最低1個の
　　スタンプが必要です。
　・賞品内容・・・8600系スマホ・ペンスタンド
　　　　　　　　　　　　　

(1)おでかけ。四国家賞＜30名様＞

(2)ＪＲ四国賞＜50名様＞

(3)すまいるえきちゃん賞＜30名様＞

１  実施期間

２　スタンプラリースポット

３　参加方法

４　各賞および賞品について

５　その他

2021年6月30日(水)まで

駅・観光列車・観光施設23箇所及びすまいるえきちゃん1箇所
　
(1)観光列車（5箇所）：伊予灘ものがたり、四国まんなか千年ものが
　 たり、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、しまんトロッコ
　  ※観光列車のスタンプはご乗車のお客様のみ獲得できます。

(2)観光施設（8箇所）：丸亀城、四国鉄道文化館、大洲城、歩危マート、
　 ぜよぴあ、おさかな館、井筒屋敷、阿波踊り会館
　 ※沿線施設の営業日・営業時間等の情報は訪問前にお客様ご自身で公式ホーム
　　 ページなどから最新情報をご確認ください。

(3)鉄道施設(10箇所)：高松駅、多度津駅、新居浜駅、松山駅、
　 宇和島駅、阿波池田駅、高知駅、須崎駅、徳島駅、阿南駅
　　※鉄道施設のスタンプは全て改札口内に掲出しています。掲出場所等については、
　　　駅係員へお尋ねください。

(4)おまけ（1箇所)：すまいるえきちゃん（イベント登場時のみ）
　　※すまいるえきちゃんが登場するイベントの情報は、
　　　以下の公式Twitterにて最新情報をご確認ください。

おでかけ。四国家2021モバイルスタンプラリー参加にあたり、特設
WEBサイトに記載された注意事項を遵守のうえ、お楽しみください。

オリジナルメタリックカラーVer.

URL：https://twitter.com/Smile_Eki_Chan

・応募条件・・・観光列車＋鉄道施設
　　　　　  ＋すまいるえきちゃんから
　　　　　  スタンプ6個の獲得
　※観光列車、鉄道施設、すまいるえきちゃんからそれぞれ
　　最低1個のスタンプが必要です。

・賞品内容・・・すまいるえきちゃんフィギア
 　　　　　 スタンプラリー限定
       

・応募条件・・・スタンプ全23個の獲得（すまいるえきちゃんを除く）
・賞品内容・・・四国の特産品詰め合わせ

・応募条件・・・観光列車＋観光施設＋鉄道施設からスタンプ16個の獲得
  ※観光列車、観光施設、鉄道施設からそれぞれ最低1個のスタンプが必要です。
・賞品内容・・・ものがたり列車お菓子詰め合わせ＜25名様＞
 　　　　 　ものがたり列車地酒・おつまみ詰め合わせ＜25名様＞
　　　　　　　※賞品の応募は選択制となります。



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

高松駅

2021年 月号
No.403
5

～4代目高松駅開業20周年～
　4代目高松駅は「高松の玄関にふさわしい、
人々が集い、交流し、憩う場所として長く親
しまれ、地域のシンボルとなる駅づくり」とい
うコンセプトのもと作られ、2001年5月13日
に運用を開始しました。サンポート高松や合
同庁舎の他、バスやフェリーの各ターミナル
やホテルと隣接しており、多くの方にご利用
いただいています。「さぬき高松うどん駅」と
いう愛称でも親しまれており、今年で開業20
周年を迎えます。

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

J R 四国の取り組み■１　設定期間：2021年6月30日(水)まで
■２　有効期間：1日間
■３　主な発売額：高知発   7,000円   高松発 11,000円
　　　　　　　　徳島発 11,000円　松山発 18,000円

■４　発売箇所：ＪＲ四国の駅のみどりの窓口（みどりの発売機プラス含む）、ワープ支店、
　　  　　　　 駅ワーププラザ、ＪＲ四国旅の予約センター

　鉄道とグルメがセットになったお得な日帰り旅行をテーマに発売している「あじな散歩道」に「高知初がつおきっぷ」が
初登場しました。高知県は一人あたりの鰹の消費量が全国一で、古くから高知県民に愛されてきた鰹は春から初夏にかけ
て最初の旬を迎えます。
　この商品は、ちょっとディープなスポットの土佐久礼駅最寄りにある「久礼大正町市場」や周辺の対象店舗で利用できる
3,000円の利用券と土佐久礼駅までのＪＲ券がセットになったお得な商品です。旬の初がつおを是非お楽しみください。

※その他、設定区間、金額はJR四国ツアーホームページをご覧ください。

JR四国ニュースNo.403

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。

四万十川にかかる希望のこいのぼり

　　　　

　今では全国各地で開催されるようになった『こいの
ぼりの川渡し』ですが、その発祥の地は四万十川中流
域に位置する四万十町十川地区です。
　『こいのぼりの川渡し』が行われるようになったのは、
昭和49年のこと。きっかけは当初から活動を続ける地
元の体育会が指導するスポーツ少年団の子どもと交わ
した“約束”からでした。「最近は僕らぁが大きくなったき、
家でこいのぼりを揚げてくれん」という少年の一言に
「じゃあ、おんちゃんらぁが揚げちゃる！」と言って、当時
は舟で川を渡って向かいの山までワイヤーを渡し、そこ
に50匹ほどのこいのぼりを渡したのが始まりです。その
活動は徐々に地域の人たちに広まっていき、こいのぼり
の数も年々増えていきました。今ではワイヤーは2本にな
り、約500匹のこいのぼりが泳ぐようになりました。
　その1つの“約束”を守り続けるように、こいのぼりを
渡す時には十川のスポーツ少年団の子どもたちにこい
のぼりをかける作業を手伝ってもらっています。四万十
の空に一匹、また一匹と泳いでいくこいのぼりの姿を
一番近くで見てもらって、子どもたちに夢と希望を与え
られたら…と体育会の方は話します。
　春の暖かな陽気に包まれる中、咲き誇る花たちに負
けじと、色鮮やかなこいのぼりの群れが四万十川上空
を泳いでいる姿を楽しんでください。

「海洋堂SpaceFactoryなんこく」
オープン! !

　令和3年3月、ものづくりのまち高知県南国市と、世界的
フィギュアメーカーの海洋堂がタッグを組み、新名所「海
洋堂SpaceFactoryなんこく」がオープンしました！
　一階には大型モニュメントのほか世界初！海洋堂の
フィギュア生産現場を見られる工場見学や、プロジェク
ションマッピングでハイテクの演出を加えた超大型ジオラ
マなどがあり、海洋堂の造形の真髄を楽しめるエリアと
なっています。

　二階には、からくり人形等と南国市出身のからくり
半蔵こと「細川半蔵」に関する展示や海洋堂のミュー
ジアムショップ、ここでしか買えない一点物のクラフト
作品の展示販売コーナーなどがあります。
　また体験工房では、ミニジオラマやフィギュアの色
付けの体験、地元クラフト作家によるワークショップな
どが行われています。世界に一つだけの、お気に入
りのオブジェやアクセサリーなどを手作りしてみま
しょう。

「南国グルメを堪能！」
　南国市では、海洋堂SpaceFactoryなんこくのオープン
に合わせ、お得に南国グルメを堪能いただける「特典付
きグルメパンフレット」や、スタンプを集めて豪華景品の応
募ができる「５めんビンゴスタンプラリー」を開催中です！
　いずれのパンフレットも、海洋堂SpaceFactoryなんこく
で配布中です。

「ロ481号客車展示施設 うえまち駅」
オープン! !

　佐川町は、世界的な植物学者・牧野富太郎博士を輩
出した豊かな自然環境に加え、高知県下屈指の酒蔵や
旧商家住宅を中心とした建造物が建ち並んでおり、歴史
と文化を感じられる町です。酒蔵や歴史的建造物が建ち
並ぶエリアは上町（うえまち）地区と呼ばれ、町の主要観
光エリアとなっています。
　そして、今春、この上町地区にさかわ観光協会事務所
を併設し、町の情報発信・観光案内、休憩機能を備えた
新しい観光施設「ロ481号客車展示施設 うえまち駅」が
完成いたしました。

　ロ481号客車は、1906（明治39）年に製造された四輪
木造２等客車で、1933年に国鉄より佐川町へ寄贈されて
から老朽化により国鉄に返還される1968年までの35年
間、佐川町で展示され、町民に愛されていました。旧国鉄
職員の方々の技術と熱意により復活した歴史ある客車
が、このたび佐川町に里帰りすることとなり、皆様にお披
露目できることになりました。
　通りには白壁の酒蔵や、国指定重要文化財である竹
村家住宅など江戸時代の佇まいを伝える建造物が軒を
連ね、風情ある落ちついた情緒を醸し出していて、時代
の息吹が感じられる場所がたくさん残されています。歴史
のかけらを探しに、佐川のまちへでかけてみませんか。
【ロ481号客車展示施設 うえまち駅】
■営業時間　午前 9時～午後 5時
■休 館 日 　月曜日（月曜日が祝日の場合は翌日）、
　　　　　　年末年始（12/29～ 1/3）
■入 館 料 　無料

高知県

「施設の基本情報」
■開館時間　午前１０時～午後６時
■休 館 日 　火曜日、年末年始（12/28～1/1）
■利用料金　入館無料（体験等一部有料）
Wi-Fi環境有り
☎088-864-6777

■場所　こいのぼり公園
　　　　(高知県高岡郡四万十町十川 9番地 )
■期間　毎年４月中旬～５月中旬まで設置
　　　　　 ※今年度は新型コロナウイルス感染症の影響で中止
■お問い合わせ先
四万十町役場地域振興局　地域振興課
☎0880-28-5111

■お問い合わせ先
　一般社団法人さかわ観光協会
　☎0889-20-9500
　月曜、年末年始休日
　（月曜日が祝日の場合は翌日休日）

・特典付きグルメパンフレット
 利用期間：～５月１６日（日）

・５めんビンゴスタンプラリー
  開催期間：～９月３０日（木）

「安心して」「喜んで」「末永く」ご利用いただくために

　お客様に「安心して」ご利用いただくため、 運転前の最
終点検は自らの目で納得するまで確認し、 車両の小さな変化
にも気付けるよう厳しいまなざしで臨みます。

最後は 自らの目で
運転士は運転前に安全点検を行います。

あじな散歩道「高知初がつおきっぷ」発売中！

詳しくは、ＪＲ四国ホームページ 　　　　　　　　　　をご覧ください。ＪＲ四国ツアー 検索


