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〜海洋堂ホビートレイン「ウルトラトレイン号」運行開始〜
２０２１年７月２２日（ 木・祝 ）、海 洋 堂ホ
ビートレイン「ウルトラトレイン号 」の出発式
が窪川駅で開催され、運行を開始しました。
この列車は、海洋堂ホビー館四万十にて
開 催される「 海 洋 堂ウルトラマンフィギュア
展 」とＪＲ四 国がコラボレーションしたラッピ
ング列車です。
車体には、ウルトラマンやウルトラマンティ
ガなどのフィギュアが描かれており、大人から
子供まで見て乗って楽しめる列車です。
予 土 線の「ウルトラトレイン号 」に乗って
企画展への道のりと歴史ある海洋堂のウル
トラマンフィギュアの世界を存分に楽しめる
「海洋堂ウルトラマンフィギュア展」をぜひ、
お楽しみください。

©円谷プロ

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

海洋堂ホビートレイン「ウルトラトレイン号」

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

旅のご案内はお任せください
お客様に気持ちよく目的地までご旅行いただくため、
正確に切符を発売し、
のりばや乗り換えをご案内します。
いつも「喜んで」ご利用いただくために。

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9月１日
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四国デスティネーションキャンペーンが開幕！
ＪＲグループ６社と
（一社）
四国ツーリズム創造機構、四国４県等が共同して取り組む、
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」
（以下、四国ＤＣ）
を２０２１
年１０月〜１２月に開催いたします。キャンペーンの期間中には５つのくるり、
「学
（まな
び）
くるり」 「
、観
（ながめ）
くるり」 「
、遊
（あそび）
くるり」 「
、心
（こころ）
くる
り」「
、食
（ぐるめ）
くるり」
で、四国を満喫いただけるよう魅力あるコンテンツ
をご用意し、お客様をお迎えします。
キャンペーン期間

2021年10月1日（金）〜12月31日（金）

キャンペーンロゴ

実

施

主

体

四国デスティネーションキャンペーン推進委員会
(県、観光団体、事業者等）

四国ＤＣ期間中のおすすめ情報
１．
伊予灘ものがたりラストランに向け、様々な
イベントを実施します！

２．
志国土佐 時代の夜明けのものがたりが初めて
土佐くろしお鉄道「ごめん・なはり線」で運行します！

のべ１３万人以上のお
客様にご利用いただい
た「伊予灘ものがたり」
は、
１２月をもって現在
の車両が引退します。ラ
ストランイベントとして
オリジナル乗車証プレ
ゼントや特別ツアー、思
い出エピソード募集な
どを実施します。

雄大な太平洋の景色や高
知県東部の食や文化をお楽
しみください。

３．
「四国ＤＣ満喫きっぷ」
を発売します！
ＪＲ四国全線と土佐くろしお鉄道線の特急列車自由席や、
ＪＲ四国バスの路線バス
（高速バス除く）
が土休日を含む連
続３日間自由に乗り降りできるフリーきっぷです。四国をぐ
るっと楽しむ旅アプリ
「しこくるり」
や、せとうち
観光ナビ
「setowa」
では、
さらにおトクなデジタ
ルチケットを発売！

4．
「モバイルスタンプラリー」
で素敵な賞品をゲット！
ＪＲ四国の観光列車や観光施設の
「ラリーポイント」
を巡ってスタンプを
集めるお客様参加型イベント。スタン
プはラリーポイントにあるＱＲコード
をスマートフォンなどで読み取ると獲
得できます。集めたスタンプに応じて
色々な賞にご応募いただけます。
参加費は無料です。スタンプラリーの詳細は公
式サイトでご確認ください。公式サイトは９月中旬
頃に公開予定です。

５．
アンパンマン列車及び観光列車の運転日を拡大します！
四国ＤＣ期間中、ゆうゆうアンパンマンカー及び一部観光列車の運転日を拡大します。こ
れらの列車は普段、平日は運行しておりませんが、四国ＤＣ期間中の２０２１年１０月〜１２月
は主に月曜日及び金曜日に拡大
（藍よしのがわトロッコは１０月〜１１月の金曜日
にのみ拡大）
し、より多くのお客様に観光列車の旅をお楽しみいただけるように
いたします。
※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。

JR四国ニュース
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「藍よしのがわトロッコ」特別運転とイベント開催

徳島線トロッコ列車

２０２０年１０月より運行を開始した、徳島線トロッコ列車
「藍よしのがわトロッコ」
は、たくさんの
お客様にご乗車いただきご好評をいただいております。
２０２１年秋の運転は９月1８日（土）から運行開始を予定しておりましたが、特別運転とイベ
※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。
ントを実施しています。

５. 駅弁の販売

１. ９月の特別運転日
２０２１年９月４・５・１１・１２日

※定期運転と同じ運転時刻・区間で運転します。
※９月の定期運行：
９月１８〜２０・２３・２５・２６日

２. イベント内容
ご乗車のお客様へのプレゼント

（１）
下り便

「さとめぐみの風」
限定
「阿波尾鶏トロッコ駅弁」
〈ご注文について〉

（税込）
期間中、
ご乗車のお客様に
「藍よしのがわトロッコオリジナルうちわ」 ●阿波尾鶏トロッコ駅弁 1,300円
・
ご注文連絡先
：
栗尾商店
（TEL:0120-38-48-58）
及び貞光駅に店舗がある、㈲栗尾商店の鳴門金時を使用した
「芋ようか
・受付時間：9:00〜17:00
（土日祝日をのぞく）
ん」
をプレゼントします。

※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。
※下り便
「さとめぐみの風」
（徳島駅→阿波池田駅）
限定販売で事前予約制です。
※貞光駅出発後に販売します。

３. 新オリジナルグッズの販売
藍よしのがわトロッコの新たなオリジナルグッズを販売します。

※写真はイメージです。

（２）
上り便

〇商品名：オリジナルクリアファイル
〇販売価格：
３５０円
（税込）
（数量限定の販売です。）

※その他
「勝ちどきハンカチ」
、藍よしのがわトロッコ限定
「合格祈願きっぷ」
「
、オリジナル芋きん
つば」
は引き続き車内にて販売します。

「かちどきの風」
限定
「藍よしのがわうなぎ弁当」
〈ご注文について〉

●藍よしのがわうなぎ弁当 3,000円（税込）

４. 乗車券類の購入
「藍よしのがわトロッコ」
は全席指定席です。ご乗車の際はご利用に
なる区間に有効な乗車券のほか、座席指定券の購入が必要です。座席
指定券はご乗車日の１ヶ月前の１０時から販売いたします。乗車券類の
購入はお早めにお願いいたします。

・ご注文連絡先：味匠藤本
（TEL:0883-79-3212）
・受付時間：10:00〜18:00 ・定休日：火曜日

※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日前が定休日にあたる場合は、その前日までにご注文をお願いいたします。
※上り便
「かちどきの風」
（阿波池田駅→徳島駅）
限定販売で事前予約制です。
※阿波池田駅出発後に販売します。

※写真はイメージです。

「観光列車で巡る四福の物語」販売中

3つの観光列車を貸切り
四国を周遊するプレミアムツアー

2021年7月13日
（火）
に松山市と締結した連携協定事業の一環として、松山城で一夜限りの特別貸切、野外スペ
シャルディナーを行程に含むツアーを販売しております。
ツアーでは弊社が運行する3つの観光列車
「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」
を全て貸切運行いたします。普段の運行では味わえない、当ツアー限りの特別なお食事やおも
てなしをご提供いたします。

ツアー概要
ツ ア ー 名 観光列車で巡る四福の物語 Aコース・Bコース
（水） 2泊3日
出
発
日 ２０２１年10月6日
最少催行人員 各コース１５名様
添
乗
員 同行（Aコース：伊予大洲駅〜高知駅、Bコース：松山駅〜高知駅）
食 事 条 件 朝２回・昼３回・夕２回
（株）
・東交バス
（株）
貸切バス会社 伊予鉄バス
０００円（四国各駅発着大人お一人様あたり/２名１室利用の場合）
旅 行 代 金 １９８，
販 売 箇 所 JR四国ツアー、JR四国旅の予約センター、ワープ支店、駅ワーププラザ
※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。

ツアーのこだわりポイント
●日本夜景遺産
「松山城」
を特別貸切し、老舗旅館ふなやの和食料理長
「久保田昌司」
が
手掛ける一夜限りの野外スペシャルディナーをご堪能いただきます。
●2回目の運行となる
「夜の四国まんなか千年ものがたり」
では、
「味匠藤本」
による一夜
限りのスペシャル和食ディナー
「秋夜の特別阿波懐石」
に舌鼓を打っていただきます。
●12月に引退が決まっている初代最後の
「伊予灘ものがたり〜四福の物語編〜」
では、当
ツアーにあわせて普段は運行しない特別時刻で運行。Aコースのお客様には通常双海
編を担当する
「レストランからり」
、Bコースのお客様には通常八幡浜編を担当する
「レス
トラン門田」
によるツアー特別料理をご賞味いただきます。
●高知県で人気の
「志国土佐 時代の夜明けのものがたり」
を普段運行することのない
土佐くろしお鉄道のごめん・なはり線での史上初運行にご乗車いただきます。高知〜窪
川駅間とは違った魅力の風光明媚な太平洋の絶景を誰よりも早くお楽しみいただけます。

「観光列車で巡る四福の物語」
の魅力
①全ものがたり列車を特別チャーター運行するプレミアム体験

普段の運行では体験できないワンランク上のおもてなし・お食事等をご提供いたしま

す。ツアーコンセプトに則したこの日限りの演出でお客様をおもてなしいたします。

②普段は味わえない非日常感を演出

松山市との連携協定事業として、初めてJR四国のツアーによる松山城での野外レスト

ランが実現。普段から目にしている観光地の新たな一面をお楽しみいただきます。

③リピーターのお客様が続出

四国の新たな魅力に触れ、当ツアーのみならず、旅先のファンとなっていただいており

ます。

詳しくは、
ＪＲ四国ホームページ ＪＲ四国ツアー

をご覧ください。
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◇盤泉荘
（ばんせんそう）

大 洲 市 は、市 の中 心
部を愛 媛 県 下 最 大の一
級 河 川「 肱 川（ ひじ か
わ）」が貫流する流域都
市です。春には桜やツツ
愛媛県大洲市
ジが咲き乱れ、夏から秋
には「うかい」や「いもた
き」など、河川を活かした
イベントが 数 多く行われ
ているほか、秋から冬に
かけては、世界でも類を見ない幻想的な「肱川あらし」が吹きぬけるなど、四季
折々の大洲の景観は見どころが満載です。

◇大洲城

肱川の河畔に望む大洲城は、平成16年
に四層四階の複連結式天守が復元されま
した。現在、江戸時代から残る台所櫓（だ
いどころやぐら）
・南隅櫓(みなみすみやぐら)
など4 棟の櫓は国の重 要 文 化 財、城 跡 一
帯が県指定史跡に指定されています。
また、
「 愛ある伊 予 灘 線（ 予 讃 線 海 回
り）」で運行される観光列車「伊予灘ものがたり」の車窓からも、凛と佇む城郭
の姿や歓迎の旗振りを眺めることができます。

◇臥龍山荘
（がりゅうさんそう）

臥龍山荘は肱川流域随一の景勝地「臥龍淵」に臨む山荘で、明治の貿易
商河内寅次郎(こうち とらじろう)氏が築いた臥龍院(がりゅういん)・不老庵(ふろ
うあん)・知止庵(ちしあん)の三建築はそれぞれ数寄をこらした逸品揃いです。
神楽山(かぐらやま)を背に、山々と肱川・如法寺(にょほうじ)河原の自然をとり
いれた借景庭園は、
自然と人工の典雅な調和をみせ、四季折々に違った顔を
見せてくれます。
平成28年には、臥龍院、不老庵、文庫の3棟が国の重要文化財に指定され、
令和3年には庭園を含む一帯が国の名勝に指定されることが決定しました。

盤泉荘は、
フィリピンのマニラで貿易会社を経営し、マニラ、
セブ、
ダバオの各
地で百貨店を経営する等、多角的な事業拡大を行い大きな富を成した松井國
五郎（まつい くにごろう）氏によって大正15年に建設された別荘です。
高台の急斜面にせり出すように建つ木造３階の建物で、窓からは町内が一
望でき、肱川や冨士山などの典雅な自然景観が眺望できる別荘としても最適な
場所に建設されています。
建材には良質な栂(つが)や黒檀(こくたん)が使用されているほか、
フィリピン
で貿易業を営んでいた施主らしく、東南アジアで選び抜かれた南洋材が廊下
に20枚連続して使用され、鬼瓦にはイニシャルの「Ｋ・Ｍ」を用いるなど、松井國
五郎氏の国際性豊かな一面が反映されています。
伝統的技術と近代的技術を駆使しながら、数寄屋造りと伝統的書院造りを
組み合わせた近代和風の貴重な別荘建築として評価されています。
■大洲の観光に関するお問い合わせ先
大洲観光総合案内所
☎0893-57-6655
伊予大洲駅観光案内所 ☎0893-57-9161
大洲市公式観光情報サイト
「VisitOzu」

visitozu

検索

「四国西南周遊レール＆バスきっぷ」を発売中！
ＪＲ四国では、愛媛県南予エリアと高知県奥四万十エリアの観光に便利な「四国西南周遊レール＆バスきっぷ」を発売中です。
１.きっぷの種類 (1) 片 道 タ イプ ／松山→フリー区間→高知 又は 高知→フリー区間→松山の片道
(2) フリータイプ／松山〜高知の全線フリー
２.ご利用期間 ２０２２年３月３１日
（木）
まで※２０２２年３月２８日（月）ご出発分まで発売いたします。
（月）
まで
３.発 売 期 間 (1) 片 道 タ イ プ／２０２２年３月２８日

７.きっぷの内容

(1)片道タイプ
ア 松山駅発フリー区間経由高知着と、高知駅発フリー区間経由松山着の２種類
のきっぷがあります。
※ご出発日の１ヶ月前から当日まで発売いたします。
イ 松山駅または高知駅とフリー区間との間は、特急列車の自由席がご利用にな
(2) フリータイプ／２０２２年３月２８日
（月）
まで
れます。なお、重複乗車又は逆利用とならない限り、経路上で途中下車できます。
※指定航路ご乗船日の当日又は翌日から有効となるものを発売いたします。
(2)フリータイプ
４.有 効 期 間 ４日間
指定航路に乗船のうえ、松山観光港、三津浜港、八幡浜港又は宿毛港に上陸された方
６００円、小児／３，
３００円※片道タイプ、フリータイプとも同じおねだんです。
５.お ね だ ん 大人／６，
が、航路乗船日の当日又は翌日からご利用される場合に限り発売いたします（お買い求
６.フリー区間 (1) 片 道 タ イプ ／図の点線内の区間及び５社の路線バス（一部路線・区間除く）です。
めの際は、
ご乗船の証明として、当該航路の乗船券（半券）をご提示ください）。
(2) フリータイプ／図の全区間及び５社の路線バス
（一部路線・区間除く）
です。 (3)共通
片道タイプのフリー区間
ア フリー区間内では、
ＪＲ線及び土佐くろしお鉄道線の特急列車・普通列車の普
通車自由席並びに、
５社の路線バスに、回数の制限なく自由に乗車できます。
松山 向井原 内子
八幡浜 北宇和島
若井 窪川
高知
イ 沿線の指定施設・店舗等でご利用いただける
「特典券」が3枚つきます。
伊予大洲
伊予長浜
JR線

須崎

宇和島
宿毛

中村

土佐くろしお鉄道線

※エリア内の5社の路線バス
（一部路線・区間除く）
が乗り降り自由

詳しくは、
ＪＲ四国ホームページ

８.発 売 箇 所
(1)片 道 タ イ プ／ＪＲ四国の駅のみどりの窓口、みどりの券売機プラス、
ワープ支店、
駅ワーププラザ、四国内の主な旅行会社及びJR四国WEB
(2) フリータイプ／ＪＲ四国松山駅、八幡浜駅及び土佐くろしお鉄道中村駅、宿毛駅
ＪＲ四国ツアー

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。

検索

をご覧ください。
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