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〜「鬼列車」運行開始〜
２０２１年７月４日
（日）、鬼をテーマとした
ラッピング列 車「 鬼 列 車 」の出 発 式が予 土
線の近 永 駅で開 催され、運 行を開 始しまし
た。この列車は、全国の地方公共団体で唯
一「 鬼 」の文 字が入る自治 体「 愛 媛 県 鬼 北
町」
とＪＲ四国が連携し、鬼北町をはじめとし
た愛媛県南予地域の魅力発信及び予土線
の利用促進を目指し運行しております。
車体には迫力あるデザインが描かれてい
るほか、車内では「 鬼列車ＡＲ」
（ＡＲアプリ）
を使用すると、鬼 王 丸による鬼北町内の観
光ガイド
（予土線・大内駅〜松丸駅間限定）
や鬼王丸車掌・みきゃん車掌との記念撮影
（予土線限定）
など特別な仕掛けもご用意し
ています。ぜひ、
「 鬼 列 車 」に乗って愛媛県
南予地域の旅をお楽しみください。

おトクなきっぷや、主な駅の情報など
予土線

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

0570-00-4592
こ

く

に

受付時間（年中無休）

JR四国電話
8：00〜20：00
案内センター（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。） 通話料がかかります。
JR四国の取り組み
「安心して」
「喜んで」
「末永く」ご利用いただくために

安心して行ってらっしゃいませ
お客様に「安心して」ご乗車いただき
「安全」に目的地へご出発いただくため
一つ一つ「指を差し」「声を出し」
いつも変わらない確認を行っています

近永駅
JR四国ツアー

検索

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。 詳しくは

e5489

検索

2021年8月１日

JR四国ニュース

9月16日（木）
「JRクレメントイン今治」が開業！
2021年9月16日（木）、今治駅前に「J Rクレメントイン今治」が開業します。
「安心・快 適・少しの贅沢」というコンセプトのもと、サイクリストの聖地「しまなみ 海道」へア
クセス抜 群 の 今治 駅 前というロケ ーションを活 かし、自転 車をそのまま持ち込 める「サイクル
ル ーム」をはじめ、こより和紙ガラスを使用したエントランスや大島石（今治市大島で採石）をフ
ロントカウンターに使用した落ち着いた空間で、お客様をお迎えいたします。

～お得な開業記念プランのご案内～
2021年9月16日（木）から12月31日（金）ご宿泊分まで
シングル5,900円～、ツイン8,000円～（各税込）で
JRクレメントイン今治
公式サイトより予約受付中です。

外観
（イメージ）

客室は「サータ製ポケットコイル式ベッド」を採用。各階に「選べる枕コーナー」を設け、快適な寝心地を
サポートします。今治にお越しの際はぜひご利用ください。

ＪＲ四国の取り組むマンション事業のご紹介
ブランシエラ道後樋又
ブランシエラ道後樋又は、マンション建設実績 N O.1の長谷工グル ープとの共同
事業で贈る四国ファーストプロジェクトです。愛媛県最大 級の総150邸には、平面
駐車 場を10 0％ 確保しております。南に松山城を望む生活 利便の優れた立地に、
62～100㎡の多彩なプランをご用意。3L DK 2,900万円台～。
お問い合わせ「ブランシエラ道後樋又」マンションギャラリー

0120-180-872

営業時間／10：00～18：00

定休日／水・木曜（祝日は除く）

公式サイト

プレミスト岡山ザ・レジデンス
プレミスト岡山ザ・レジデンスは、共同事業主5 社に
よる全 2 93戸・19 階 建の大 規 模 物 件です。駅徒 歩 6 分、
全 邸 南向き、スーパー 近 接 の好立 地で、住まわれる方
が心から満たされる住空間を提 供します。
お問い合わせ「プレミスト岡山ザ・レジデンス」マンションギャラリー

0120-022-293

営業時間／10：00～18：00

定休日／火・水曜（祝日は除く）

公式サイト
※外観完成予想図は、設計図書を基に描き起こしたもので、実際とは多少異なる場合があります。

ジオ高松常磐町 J.CRESTタワー
ジオ高松常磐町 J.CRESTタワーは、JR四国と阪急阪神不動産㈱の初の
共同プロジェクト。高松琴平電気鉄道 瓦町駅徒歩4分、住宅98戸と医療
施設（予定）の18階建複合開発、常磐町商店街アーケードに直結した
「マチナカ居住」の理想を叶えるタワーレジデンスです。
お問い合わせ「ジオ高松常磐町 J.CRESTタワー」マンションサロン

0120-898-459

営業時間／10：00～18：00

定休日／水・木曜（祝日は除く）

公式サイト

JR四国ニュース
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「それいけ！アンパンマン ミュージカル」香川県観音寺市で開催！
〜合計１,０００名様に無料鑑賞券をプレゼント！〜

ＪＲ四国では、今回で２０回目となるアンパンマンミュージカルを香川県観音寺市で開催します。
このミュージカルは、日頃アンパンマン列車をご利用いただいているお客様への感謝の気持ちを込めて開催しており、
今回は１０月から開催される四国デスティネーションキャンペーン（四国ＤＣ）に合わせて、２日間（計４公演）にわたって、
観音寺市の「ハイスタッフホール（観音寺市民会館）」にて開催いたします。
ミュージカルの内容は、アンパンマンのキャラクターショーとテレビアニメ「それいけ！アンパンマン」の主題歌を歌
う「ドリーミング」のミニコンサートで構成されています。
ぜひ、ご家族やご友人と一緒に「それいけ！アンパンマン ミュージカル」にお越しください。
開 催 日 ２０２１年１１月１３日（土）、１４日（日）
開催時間 午前の部 １０時３０分開場、１１時００分開演、１２時４５分頃まで
午後の部 １３時３０分開場、１４時００分開演、１５時４５分頃まで
会
場 ハイスタッフホール ( 観音寺市民会館 ) ※ＪＲ観音寺駅より徒歩約５分
企画旅行商品の発売（確実にご覧になりたい方）
主な駅から会場までの往復の交通機関とミュージカル鑑賞券などをセットに
した企画旅行商品を発売します。受付日やご旅行代金など、詳しくはＪＲ四国
の主な駅ワーププラザ、ワープ支店へお問い合わせください。
※各旅行商品には定員がございますので、お早めにご予約ください。

ご招待 (Web で応募 )
午前の部、午後の部 ２日間合わせて計１,０００名様

応募締切
２０２１年９月１０日（金）１７：００まで
抽選結果
厳正な抽選のうえ、抽選結果はメールで通知いたします。

（当選された場合は、別途当選を通知するはがきを郵送いたします。）

通知及びはがきの発送は９月中旬以降を予定しております。
注意事項
・最大６名様まで応募できます。（※座席が不要なお子様は人数に含みません。）
・同一の住所、電話番号からの応募は１回限り有効となります。
・お電話や郵送 ( はがき等 ) での応募は受け付けておりませんのでご了承ください。
・会場までの交通費は自己負担となります。

※新型コロナウイルス感染症の感染状況により、招待者数が変更になる場合がございます。

企画旅行やきっぷについてのお問い合せ先

応募方法

下記ＵＲＬのミュージカル応募ページより、必要事項をご入力のうえご応募ください。
https://www.jr-eki.com/aptrain/event/musical/index.html
「アンパンマン列車」で検索 ⇒ ＪＲ四国アンパンマン列車ＨＰ
⇒ おたのしみじょうほう ⇒ ミュージカル から応募できます！

ＪＲ四国の主な駅ワーププラザ、ワープ支店
ＪＲ四国旅の予約センター ＴＥＬ
：０８７−８２５−１６６２
（平日 １０：００〜１８：００，土・日・祝 １０：００〜１７：００）
※本公演は、新型コロナウイルス感染拡大防止のため、公演中止となる場合がございます。

第２７回「アンパンマン列車スタンプラリー」開催中
ＪＲ四国では、
お子さま連れのお客さまにご好評をいただいております
「アンパンマン列車スタンプラリー」
を開
催しており、スタンプラリー参加に便利な
「アンパンマン列車スタンプラリーきっぷ」
も発売中です。
この機会に、楽しみながらアンパンマン列車の旅ができる
「アンパンマン列車スタンプラリー」
に、ぜひご家族・
ご友人と一緒にご参加ください。
スタンプラリーの概要

スタンプラリーブックイメージ

実施期間 ２０２１年１２月３１日（金）まで

ブックホルダーイメージ

スタンプ設置箇所 ■駅（計１５箇所）

高松駅、多度津駅、新居浜駅、伊予西条駅、松山駅、伊予大洲駅、宇和島駅、琴平駅、阿波池田駅、土佐山田駅、

スタンプラリーブック配布箇所
スタンプ設置駅(１５箇所) で配布いたします。
（岡山駅は中央改札口のみ）

高知駅、三本松駅、徳島駅、穴吹駅、
ＪＲ西日本 岡山駅
（中央改札口）
■アンパンマン列車の車内（計６箇所）
土讃線あかい・きいろいアンパンマン列車
（ともに２号車）
、予讃線8000系アンパンマン列車
（１号車）
、

※アンパンマン列車車内およびレジャー施設ではラリーブック
の配布はありません。
※スタンプラリーへの参加方法など、
詳細はホームページをご覧ください。

予讃線宇和海アンパンマン列車
（２号車）
、
ゆうゆうアンパンマンカー、瀬戸大橋アンパンマントロッコ
※モーニングＥＸＰ松山、特急いしづちにはスタンプの設置はありません。

■レジャー施設（計６箇所）
四国鉄道文化館、愛媛県立とべ動物園、とくしま動物園、香美市立やなせたかし記念館アンパンマンミュージアム、
神戸アンパンマンこどもミュージアム＆モール、高松駅2階「アンパンマンれっしゃ！にこにこステーション」

「アンパンマン列車スタンプラリー」賞品一覧

条件
賞品
当選者

４個以上10個以下

（アンパンマン列車スタンプ2個含む
合計4個以上10個以下）

11個以上

（アンパンマン列車スタンプ４個含む
合計11個以上）

のぞみ賞

（アンパンマン列車スタンプ2個と

岡山駅スタンプ含む合計4個以上）

パズルであそぼう！
やわらかマット９

くみたてＤＩＹ
とびだせノーズパンチ！

ねじねじアンパンマンごう

アンパンマン
バケツでくるくる
おふろシャワー

毎月５０名様

毎月５０名様

毎月3０名様

アンパンマンとなかまたち

四国ＤＣ賞

（アンパンマン列車スタンプ2個と

高知駅スタンプ含む合計4個以上）

ダブルチャンス
再 抽 選

アンパンマン
おうちでどんどん
２ＷＡＹで学べる！
アンパンマン
あいうえお教室
毎月５０名様（※１０〜１２月限定）

期間中3０名様※

※四国ＤＣ賞は四国ＤＣ開催期間中(１０〜１２月)の応募の中から毎月抽選いたします。 ※ダブルチャンスはスタンプラリー期間中の抽選に外れた方の中から期間終了後に再抽選いたします。

応募締切 ２０２２年１月１０日（月・祝） 郵送の場合、当日消印まで有効

※詳細はホームページをご覧ください。

「アンパンマン列車スタンプラリーきっぷ」の詳細・お申込みについては、 ＪＲ四国ツアー
しこくに

お問い合せ先〈ＪＲ四国 電話案内センター〉 ☎０５７０−００−４５９２
（年中無休：8:00〜20:00）

※通話料がかかります。
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JR四国ニュース
うように、
日本各地はもとより今や世界２９の国や
地域で鳴子が響いています。
高 知 市中心 部の追 手 筋 本 部 競 演 場には、
約2,700席の桟敷席を設けており、踊り子と観
客が一体となった熱気と興奮をゆっくりと体感し
ていただけます。

高知県高知市

よさこい祭り
土佐の夏を彩る本家・高知のよさこい祭りは、
昭 和２９年、戦 災と昭 和の南 海 地 震からの復
興、市民の健康と繁栄、
そして商店街の振興を
目的に「自由の国・土佐」で生まれた高知県最
大のお祭りです。
毎年、
８月９日の前夜祭、鏡川河畔での花火
大会を皮切りに、
１０・１１日の本番、
１２日の全国
大会・後夜祭と４日間にわたって開催され、国内
外から参加した約200チーム・18,000人を越え
る踊り子が市内16ヵ所の会場を よさこい一色
に染め上げます。
趣向を凝らした地方車、
オリジナルの楽曲、
き
らびやかな衣装、鳴子を活かした振り付けなど、
踊り子が一糸乱れずに織りなす美しい群舞は
迫力満点です。
また、踊り子の熱い情熱とはじ
けるパワーは見る者に感動を与え、期間中はの
べ 約１１０万 人の人出で賑わい市 内は祭り一
色に包まれます。
よさこ い 祭りは 、平 成 ４ 年 に 始 まっ た
YOSAKOIソーラン祭りが本家・高知の子供と
すると、子が孫を産み、
そして孫が子を産みとい

２０２１よさこい鳴子踊り特別演舞
新型コロナウイルス感染症拡大により、今年
の第６８回よさこい祭りは昨年に続き中止となりま
したが、
「よさこい」
という文化・伝統をつないでい
くためにも、単 年 度 特 別 事 業として８月１９日
（木）、
２０日
（金）の２日間、高知市陸上競技場
（通称 りょうまスタジアム）
において、
「２０２１よさこ
い鳴子踊り特別演舞」
を、密閉、密集、密接を避
け、感染症状況を勘案しながら実施いたします。
ご来場の方は、新型コロナウイルス感染症対
策として、マスクの着用、手指消毒の他、感染を
避けるためにも密閉、密集、密接を控え、検温な
どにつきましてもご協力をお願いいたします。

高知よさこい情報交流館

よさこいをもっと知りたい方には、
はりまや橋近
くにあります、高知よさこい情報交流館がおすす
めです。
よさこい祭りの歴史や魅力を紹介する
施設で、衣装を身に着けての記念撮影や踊り
の体験もできます。

開催日時

令和３年８月１９日
（木）
、
２０日
（金）
両日１1：3０〜19：
３０
場
所 りょうまスタジアム
（高知市大原町 高知市陸上競技場）
演舞チーム 約５０チーム
観覧席販売 公益社団法人高知市観光協会
☎088-823-4016
詳しくは、当観光協会のホームページをご覧ください。
https://welcome-kochi.jp
※新型コロナウイルス感染症の影響により、変更となる場合があります。

【お問合せ先】
■よさこい祭振興会 ☎088-875-1178
よさこい祭り

検索

開館時間 １０
：
００〜１８
：
３０
（最終入館１８
：
００）
休 館 日 毎週水曜日、年末年始
入 館 料 無料
高知市はりまや町１丁目１０−１ ☎088-880-4351

高松駅弁当店のおすすめ弁当
アンパンマン弁当

瀬戸の凪

アンパンマン弁当

1,000円（税込）

げんき100ばい！
アンパンマン弁当

多彩なおかずが
楽しめる幕の内弁当
美しい掛紙は必見！

あなご飯

物

松山名

醤油めし

1,000円

（税込）

こだわりのタレを絡めて焼き上げ
た穴子と、じっくり煮込んだ刻み
穴子の２種類の味が楽しめます。

780円（税込）

1,250円（税込）
お弁当箱の上にアンパンマンの
水筒が乗ったお弁当！

松山で長年愛され続けた
名物駅弁の復刻版。

J R 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。

1,350円（税込）
アンパンマンの顔の形をした
駅弁です。

駅弁・幕の内弁当・ランチ弁当
各種販売しております

高松駅弁当店

■営業時間 /7：20 〜 20：00
■定休日 / なし ■お問合せ /087-823-3092

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

