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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

徳島線　阿波加茂駅～辻駅間

2021年 月号
No.408
10

～「藍よしのがわトロッコ」１周年～
　「藍よしのがわトロッコ」は２０２０年１０月
に運行を開始し１周年を迎えました。この列
車のコンセプトは吉野川が育んだ「阿波藍」、
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、地元の食を吉野川に吹き抜ける風ととも
に体感いただけるトロッコ列車です。
　車内では、ガイドによる地元の歴史・文化
のご案内や吉野川の絶景、讃岐山脈など豊
かな自然を感じることができます。そのほか
「さとめぐみの風」「かちどきの風」では、車内
限定の駅弁も味わえます。
　四国デスティネーションキャンペーンを機会に
窓の無いトロッコ列車で心地よい秋風を感じな
がら四国の美しい景観をぜひ、お楽しみください。

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.408

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。

松山駅周辺の高架化事業は
駅だけでなく「街づくり」を担うＢｉｇプロジェクト
喜んでご利用いただける
笑顔あふれる「新しい松山駅」を創ります

　　　　

「安心して」「喜んで」「末永く」ご利用いただくために

「この街」のシンボルをつくる

　2021年10月1日（金）～12月31日（金）に“しあわせぐるり、しこくるり。”をメイン
タイトルとして「四国デスティネーションキャンペーン」（以下、四国ＤＣ）を開催し
ます。

　四国ＤＣは四国４県が一丸となって行う国内最大
級の観光キャンペーンで、今回が４年ぶり６回目となり
ます。キャンペーン期間中は、四国の魅力ある観光素
材を「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」の５つ
のテーマ毎に分類してお客様にご提案させていただく
と共に、変化に富んだ四国特有とも言える自然美を堪
能していただくべく“～四国の 風・水・色 を感じて～”を
サブタイトルとして、四国を存分に楽しみながら巡って
いただけるキャンペーンにしたいと考えています。

　現在、四国においても新型コロナウイルスは感染拡大傾向にありますが、一日も
早い終息を願いながら、今回の四国ＤＣでは次の３つの取り組みを絡めることに
より、四国を巡る中で“～四国の 風・水・色 を感じて～”いただきたいと思います。

　その四国ＤＣの推進役を務めるのが、一般社団法人四国ツーリズム創造機構
（代表理事：半井真司ＪＲ四国代表取締役会長）内に事務局を置く、四国ＤＣ推
進委員会（委員長：桑村琢当機構事業推進本部長）です。四国ＤＣ推進委員会
は、四国４県とＪＲ四国、各観光協会やＤＭＯ、交通関係者等２２人の委員で構
成されています。

「瀬戸内」の旅の拠点に最適なホテル
「ＪＲクレメントイン今治」新規開業！！

　2021年 9月16日にＪＲ今治駅から徒歩1分の好立地に「ＪＲクレメントイン今治」が開業しました。
　平面無料駐車場 ( 先着順 )は 28 台駐車可能で、全 121 室 (シングル 79 室、ツイン42 室 )
のお部屋のうち 17 室は自転車をそのまま持ち込み、安心して保管いただける「サイクルルーム」
をご用意しております。
　１階朝食会場兼ラウンジ「SHIMANAMI LOUNGE」では、今治発の焼豚玉子飯やお客
様ご自身でオリジナルのハンバーガー等を作って楽しんでお食事いただける和・洋ブッフェ「いま
ばり・いろどり・モーニング」を提供しており、大変ご好評いただいております。

サイクルルームツイン

朝食イメージ

イメージ

ホテル外観

【期間限定2021年12月末までの開業記念宿泊プラン（税込）】
《素泊り》シングル5,900円～　／　ツイン8,000円～
《朝食付》シングル6,800円～　／　ツイン9,800円～
【セブン・イレブンKiosk今治駅店 お買い物1,000円券付宿泊プラン（税込）】
《素泊り》シングル7,200円～　／　ツイン10,600円～
《朝食付》シングル8,100円～　／　ツイン12,400円～

～ご予約はお得な公式サイトから～

公式サイト

４年ぶり６回目の
「四国デスティネーションキャンペーン」開催！

　昨年から続く新型コロナウイルスの感染拡大により、四国ＤＣ推進の舵取りが
厳しい状況の中、昨年１１月には全国の主な旅行会社やＪＲグループ並びにメ
ディアの方 を々対象に、四国ＤＣの取り組みや観光素材のプレゼンテーションを行
う全体会議を高松市で開催しました。また、４県での現地研修による各種体験を
通して商品造成に繋がるよう取り組むことで、四国への誘客と四国を巡ることによ
る長時間滞在を目指しています。

2020年11月10日　四国DC全体会議

①四国をぐるっと楽しむ
　総合旅アプリ「しこくるり」

②四国で出会える
　世界の有名スポットコンテスト

③くるりめぐろう四国旅
　モバイルスタンプラリー

※詳しくは専用WEBサイト
https://shikoku-tourism.com/dc
でご確認ください。

■お問い合わせ先　　　　　　　
　（一社）四国ツーリズム創造機構
　☎０８７－８１３－０４３２

※新型コロナウイルス感染症の影響で変更となる場合があります。

四国の歴史と
伝統文化を学ぶ

体験や遊びを
心行くまで満喫する

お遍路を通じて
心を癒す

四国ならではの食を
堪能する

自然や景観を眺め
四国を深く感じる
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ＪＲ四国のおすすめ観光列車の紹介ＪＲ四国のおすすめ観光列車の紹介 「しあわせぐるり、しこくるり。」四国デスティネーションキャンペーン

JR四国ニュース2021年10月１日

　２０２１年１０月よりＪＲグループ６社と四国４県等で大型観光キャンペーン「しあわせぐるり、しこくるり。」四国デスティネーション
キャンペーン（以下、四国DC）を開催いたします。キャンペーン期間中に四国を彩る観光列車や景色をお楽しみください。

志国土佐 時代の夜明けのものがたり

●運 転 日：土・日・祝日を中心に一部平日も運転
●運転区間：高知駅～窪川駅間（立志の抄・開花の抄）

ト  キ

「土佐流のおもてなし」に溢れたものがたり列車

四国まんなか千年ものがたり

●運 転 日：土・日・祝日を中心に一部平日も運転
●運転区間：多度津駅～大歩危駅間
　　　　　（そらの郷紀行・しあわせの郷紀行）

千年の歴史に思いを馳せる「特別なひととき」を ！

伊予灘ものがたり

●運 転 日：土・日・祝日を中心に一部平日も運転
●運転区間：松山駅～伊予大洲駅間（大洲編・双海編） 
　　　　　 松山駅～八幡浜駅間（八幡浜編・道後編）

愛媛の美しい海沿いをレトロモダンな列車で。
2021年12月27日ラストラン ！

藍よしのがわトロッコ

●運 転 日：土・日・祝日を中心に運転
               10月・11月は金曜日も運行
●運転区間：徳島駅～阿波池田駅間（さとめぐみの風・かちどきの風） 

吉野川に吹き抜ける風を体感できるトロッコ列車

土讃線あかい・きいろいアンパンマン列車

●運 転 日：毎日運転（検査等により一般車両の場合あり）
●運転区間：岡山駅～高知駅間

しまんトロッコ（予土線３兄弟：長男）

●運 転 日：土・日・祝日（春・夏休み）を中心に運転
●運転区間：宇和島駅～窪川駅間

予讃線８０００系アンパンマン列車

●運 転 日：毎日運転（検査等により一般車両の場合あり）
●運転区間：岡山駅・高松駅～松山駅間

海洋堂ホビートレイン かっぱうようよ号（予土線３兄弟：次男）

●運 転 日：毎日運転（日によって使用する列車が異なります）
●運転区間：松山駅～宇和島駅～窪川駅間

予讃線宇和海アンパンマン列車

●運 転 日：毎日運転（検査等により一般車両の場合あり）
●運転区間：松山駅～宇和島駅間

鉄道ホビートレイン（予土線３兄弟：三男）

●運 転 日：毎日運転（検査等により一般車両の場合あり）
●運転区間：宇和島駅～窪川駅間

瀬戸大橋アンパンマントロッコ

●運 転 日：土・日・祝日（春・夏休み）を中心に運転
●運転区間：高松駅・琴平駅～岡山駅間

鬼列車

●運 転 日：毎日運転（日によって使用する列車が異なります）
●運転区間：松山駅～宇和島駅～窪川駅間

ゆうゆうアンパンマンカー

●運 転 日：土・日・祝日（春・夏・冬休み）を中心に運転
●運転区間：高松駅→徳島駅間・徳島駅～阿波池田駅間

海洋堂ホビートレイン ウルトラトレイン号　

●運 転 日：毎日運転（検査等により一般車両の場合あり）
●運転区間：宇和島駅～窪川駅間

アンパンマン列車　ものがたり列車、トロッコ列車

©円谷プロ

ＪＲ四国の“おすすめ”観光列車

四国旅行に便利でおトクな商品を発売
　四国デスティネーションキャンペーン（以下、四国DC）に合わせて便利でおトクな
きっぷや旅行商品等を発売しています。魅力あふれる四国の旅をお楽しみください。

　上記以外にも、四国の魅力を
お楽しみいただける商品をご用意
しております。
詳しくは、四国ＤＣ特設
ＷＥＢサイトをご覧くだ
さい ！

トクトクきっぷ

四国をお楽しみいただけるツアー商品

四国ＤＣ限定 駅レンプラン
その他

　四国ＤＣ満喫きっぷ　
　ＪＲ四国線はもちろん、土佐くろしお鉄道線の特急列車自由席や、ＪＲ四
国バスの路線バスにも乗り降り自由です。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」のデジタルチケットだと、
もっと便利でおトクです。　

　ｓｅｔｏｗａ香川愛媛ワイドパス
　香川県と愛媛県のＪＲ四国線の特急列車自由席に乗り降り自由です。せと
うち観光ナビ「ｓｅｔｏｗａ」だけで買える、おトクなデジタルチケットです。

　香川・徳島フリーきっぷ
　香川県と徳島県の特急列車自由席に乗り降り自由です。乗車前に発売
箇所で座席指定していただくと、「四国まんなか千年ものがたり」や「藍よ
しのがわトロッコ」に追加料金なしで各列車1回ずつご乗車可能です。（食
事等は別途お買い求めください）

　四国西南周遊レール＆レンタカーきっぷ
　愛媛県南予エリアと高知県奥四万十エリアのＪＲ四国線と土佐くろしお
鉄道線の特急列車自由席に乗り降り自由です。セットのレンタカー券で
1回レンタカー（1台・Ｓクラス・24時間、宇和島営業所または中村営業所
のみ）がご利用いただけます。

太平洋沿いを走る絶景線
“ごめん・なはり線”を
「志国土佐 時代の夜明けの
ものがたり」が特別運行！

伊予灘ものがたり
プレミアム俳句列車・須崎海岸ジオクルーズ

四国まんなか千年ものがたりと
藍よしのがわトロッコ

　普段は走行しない〝ごめん・なはり線“で「志国土
佐 時代の夜明けのものがたり」にご乗車いただく
他、高知県東部の観光地をお楽しみいただきます。
　　　

　愛ある伊予灘線の沿線風景と美味しい料理を
楽しみながら、夏井いつき氏の長男、俳人・家藤正
人先生と共に俳都松山の「俳句」を学びます。
　須崎海岸を屋形船でジオクルーズと“愛媛といえ
ば”のみかん狩り。伊予灘ものがたり道後編では
PetitParisのケーキをご賞味いただきます。

　「四国まんなか千年ものがたり・しあわせの郷
紀行」に加え、昨年デビューした観光列車「藍よし
のがわトロッコ・さとめぐみの風」にご乗車いただ
きます。2つの観光列車の乗り比べをお楽しみく
ださい。

　四国霊場第70番札所本山寺と四国霊場第75
番札所善通寺、それぞれの場所で五重塔の特別
公開をお楽しみいただきます。拝観後は、「四国ま
んなか千年ものがたり・しあわせの郷紀行」にご
乗車いただきます。
　　　

四国まんなか千年ものがたりの旅
～善通寺と本山寺2つの五重塔特別公開～

秋の「北川村モネの庭」と太平洋を望むリゾートホテル「海辺の果樹園」・
名刹「竹林寺」と本場高知の「かつお藁焼き」体験商品名

四国まんなか千年ものがたりと藍よしのがわトロッコ商品名

伊予灘ものがたり～プレミアム俳句列車～・
伊予灘ものがたりの旅～須崎海岸ジオクルーズと愛ある愛媛のみかん狩り～商品名

四国まんなか千年ものがたりの旅
～善通寺と本山寺2つの五重塔特別公開～商品名

※小児は一律3,000円
※小児は大人と同一行程の場合のみ発売とし、小児のみでは
　ご利用になれません。
　

※小児は大人と同一行程の場合のみ発売とし、
　小児のみではご利用になれません。
※小児用にレンタカー券はつきません。

（しこくるり・ｓｅｔｏｗａ
　デジタルチケット） ※せとうち観光ナビ「ｓｅｔｏｗａ」デジタルチケット

　専用商品です。JR四国の駅窓口等での発売は
　ありません。

松山

内子伊予大洲

若井

窪川
高知

宿毛 中村

宇和島

ＪＲ線 土佐くろしお鉄道線

レンタカー営業所
貸出・返却

レンタカー営業所
貸出・返却

阿波池田

大歩危 徳島

鳴門
池谷

多度津
観音寺

高松

四国まんなか千年ものがたり
藍よしのがわトロッコ

ＪＲ線

1 2

3 4

■おねだん　大人　6,000円
　　　　　　小児　3,000円

■おねだん　大人　6,000円
　　　　　　小児　3,000円

■おねだん　大人　6,000円
　　　　　　小児　3,000円

■おねだん　大人　9,000円
　　　 　　　　　10,000円（紙のきっぷ）
　　

　「四国ＤＣ満喫きっぷ」をご購入のうえ専用ページ（https://www.jr-eki.com/rental-car/）から駅レンタカーをご予約いただいた
場合に限り、通常8,250円（駅レンプラン Ｓクラス24時間）のところ、2,000円でご利用いただけます。詳しくは専用ページをご覧ください。

※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。

※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。

※四国DC期間中の運転日拡大

四国DC特別企画として、ごめん・なはり線も運行 ！
フリー区間
（エリア限定）

フリー区間
（エリア限定）

フリー区間
（エリア限定）
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ＪＲ四国のおすすめ観光列車の紹介ＪＲ四国のおすすめ観光列車の紹介 「しあわせぐるり、しこくるり。」四国デスティネーションキャンペーン

JR四国ニュース2021年10月１日

　２０２１年１０月よりＪＲグループ６社と四国４県等で大型観光キャンペーン「しあわせぐるり、しこくるり。」四国デスティネーション
キャンペーン（以下、四国DC）を開催いたします。キャンペーン期間中に四国を彩る観光列車や景色をお楽しみください。

志国土佐 時代の夜明けのものがたり

●運 転 日：土・日・祝日を中心に一部平日も運転
●運転区間：高知駅～窪川駅間（立志の抄・開花の抄）

ト  キ

「土佐流のおもてなし」に溢れたものがたり列車

四国まんなか千年ものがたり

●運 転 日：土・日・祝日を中心に一部平日も運転
●運転区間：多度津駅～大歩危駅間
　　　　　（そらの郷紀行・しあわせの郷紀行）

千年の歴史に思いを馳せる「特別なひととき」を ！

伊予灘ものがたり

●運 転 日：土・日・祝日を中心に一部平日も運転
●運転区間：松山駅～伊予大洲駅間（大洲編・双海編） 
　　　　　 松山駅～八幡浜駅間（八幡浜編・道後編）

愛媛の美しい海沿いをレトロモダンな列車で。
2021年12月27日ラストラン ！

藍よしのがわトロッコ

●運 転 日：土・日・祝日を中心に運転
               10月・11月は金曜日も運行
●運転区間：徳島駅～阿波池田駅間（さとめぐみの風・かちどきの風） 

吉野川に吹き抜ける風を体感できるトロッコ列車

土讃線あかい・きいろいアンパンマン列車

●運 転 日：毎日運転（検査等により一般車両の場合あり）
●運転区間：岡山駅～高知駅間

しまんトロッコ（予土線３兄弟：長男）

●運 転 日：土・日・祝日（春・夏休み）を中心に運転
●運転区間：宇和島駅～窪川駅間

予讃線８０００系アンパンマン列車

●運 転 日：毎日運転（検査等により一般車両の場合あり）
●運転区間：岡山駅・高松駅～松山駅間

海洋堂ホビートレイン かっぱうようよ号（予土線３兄弟：次男）

●運 転 日：毎日運転（日によって使用する列車が異なります）
●運転区間：松山駅～宇和島駅～窪川駅間

予讃線宇和海アンパンマン列車

●運 転 日：毎日運転（検査等により一般車両の場合あり）
●運転区間：松山駅～宇和島駅間

鉄道ホビートレイン（予土線３兄弟：三男）

●運 転 日：毎日運転（検査等により一般車両の場合あり）
●運転区間：宇和島駅～窪川駅間

瀬戸大橋アンパンマントロッコ

●運 転 日：土・日・祝日（春・夏休み）を中心に運転
●運転区間：高松駅・琴平駅～岡山駅間

鬼列車

●運 転 日：毎日運転（日によって使用する列車が異なります）
●運転区間：松山駅～宇和島駅～窪川駅間

ゆうゆうアンパンマンカー

●運 転 日：土・日・祝日（春・夏・冬休み）を中心に運転
●運転区間：高松駅→徳島駅間・徳島駅～阿波池田駅間

海洋堂ホビートレイン ウルトラトレイン号　

●運 転 日：毎日運転（検査等により一般車両の場合あり）
●運転区間：宇和島駅～窪川駅間

アンパンマン列車　ものがたり列車、トロッコ列車

©円谷プロ

ＪＲ四国の“おすすめ”観光列車

四国旅行に便利でおトクな商品を発売
　四国デスティネーションキャンペーン（以下、四国DC）に合わせて便利でおトクな
きっぷや旅行商品等を発売しています。魅力あふれる四国の旅をお楽しみください。

　上記以外にも、四国の魅力を
お楽しみいただける商品をご用意
しております。
詳しくは、四国ＤＣ特設
ＷＥＢサイトをご覧くだ
さい ！

トクトクきっぷ

四国をお楽しみいただけるツアー商品

四国ＤＣ限定 駅レンプラン
その他

　四国ＤＣ満喫きっぷ　
　ＪＲ四国線はもちろん、土佐くろしお鉄道線の特急列車自由席や、ＪＲ四
国バスの路線バスにも乗り降り自由です。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」のデジタルチケットだと、
もっと便利でおトクです。　

　ｓｅｔｏｗａ香川愛媛ワイドパス
　香川県と愛媛県のＪＲ四国線の特急列車自由席に乗り降り自由です。せと
うち観光ナビ「ｓｅｔｏｗａ」だけで買える、おトクなデジタルチケットです。

　香川・徳島フリーきっぷ
　香川県と徳島県の特急列車自由席に乗り降り自由です。乗車前に発売
箇所で座席指定していただくと、「四国まんなか千年ものがたり」や「藍よ
しのがわトロッコ」に追加料金なしで各列車1回ずつご乗車可能です。（食
事等は別途お買い求めください）

　四国西南周遊レール＆レンタカーきっぷ
　愛媛県南予エリアと高知県奥四万十エリアのＪＲ四国線と土佐くろしお
鉄道線の特急列車自由席に乗り降り自由です。セットのレンタカー券で
1回レンタカー（1台・Ｓクラス・24時間、宇和島営業所または中村営業所
のみ）がご利用いただけます。

太平洋沿いを走る絶景線
“ごめん・なはり線”を
「志国土佐 時代の夜明けの
ものがたり」が特別運行！

伊予灘ものがたり
プレミアム俳句列車・須崎海岸ジオクルーズ

四国まんなか千年ものがたりと
藍よしのがわトロッコ

　普段は走行しない〝ごめん・なはり線“で「志国土
佐 時代の夜明けのものがたり」にご乗車いただく
他、高知県東部の観光地をお楽しみいただきます。
　　　

　愛ある伊予灘線の沿線風景と美味しい料理を
楽しみながら、夏井いつき氏の長男、俳人・家藤正
人先生と共に俳都松山の「俳句」を学びます。
　須崎海岸を屋形船でジオクルーズと“愛媛といえ
ば”のみかん狩り。伊予灘ものがたり道後編では
PetitParisのケーキをご賞味いただきます。

　「四国まんなか千年ものがたり・しあわせの郷
紀行」に加え、昨年デビューした観光列車「藍よし
のがわトロッコ・さとめぐみの風」にご乗車いただ
きます。2つの観光列車の乗り比べをお楽しみく
ださい。

　四国霊場第70番札所本山寺と四国霊場第75
番札所善通寺、それぞれの場所で五重塔の特別
公開をお楽しみいただきます。拝観後は、「四国ま
んなか千年ものがたり・しあわせの郷紀行」にご
乗車いただきます。
　　　

四国まんなか千年ものがたりの旅
～善通寺と本山寺2つの五重塔特別公開～

秋の「北川村モネの庭」と太平洋を望むリゾートホテル「海辺の果樹園」・
名刹「竹林寺」と本場高知の「かつお藁焼き」体験商品名

四国まんなか千年ものがたりと藍よしのがわトロッコ商品名

伊予灘ものがたり～プレミアム俳句列車～・
伊予灘ものがたりの旅～須崎海岸ジオクルーズと愛ある愛媛のみかん狩り～商品名

四国まんなか千年ものがたりの旅
～善通寺と本山寺2つの五重塔特別公開～商品名

※小児は一律3,000円
※小児は大人と同一行程の場合のみ発売とし、小児のみでは
　ご利用になれません。
　

※小児は大人と同一行程の場合のみ発売とし、
　小児のみではご利用になれません。
※小児用にレンタカー券はつきません。

（しこくるり・ｓｅｔｏｗａ
　デジタルチケット） ※せとうち観光ナビ「ｓｅｔｏｗａ」デジタルチケット

　専用商品です。JR四国の駅窓口等での発売は
　ありません。

松山

内子伊予大洲

若井

窪川
高知

宿毛 中村

宇和島

ＪＲ線 土佐くろしお鉄道線

レンタカー営業所
貸出・返却

レンタカー営業所
貸出・返却

阿波池田

大歩危 徳島

鳴門
池谷

多度津
観音寺

高松

四国まんなか千年ものがたり
藍よしのがわトロッコ

ＪＲ線

1 2

3 4

■おねだん　大人　6,000円
　　　　　　小児　3,000円

■おねだん　大人　6,000円
　　　　　　小児　3,000円

■おねだん　大人　6,000円
　　　　　　小児　3,000円

■おねだん　大人　9,000円
　　　 　　　　　10,000円（紙のきっぷ）
　　

　「四国ＤＣ満喫きっぷ」をご購入のうえ専用ページ（https://www.jr-eki.com/rental-car/）から駅レンタカーをご予約いただいた
場合に限り、通常8,250円（駅レンプラン Ｓクラス24時間）のところ、2,000円でご利用いただけます。詳しくは専用ページをご覧ください。

※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。

※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。

※四国DC期間中の運転日拡大

四国DC特別企画として、ごめん・なはり線も運行 ！
フリー区間
（エリア限定）

フリー区間
（エリア限定）

フリー区間
（エリア限定）



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

徳島線　阿波加茂駅～辻駅間

2021年 月号
No.408
10

～「藍よしのがわトロッコ」１周年～
　「藍よしのがわトロッコ」は２０２０年１０月
に運行を開始し１周年を迎えました。この列
車のコンセプトは吉野川が育んだ「阿波藍」、
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、地元の食を吉野川に吹き抜ける風ととも
に体感いただけるトロッコ列車です。
　車内では、ガイドによる地元の歴史・文化
のご案内や吉野川の絶景、讃岐山脈など豊
かな自然を感じることができます。そのほか
「さとめぐみの風」「かちどきの風」では、車内
限定の駅弁も味わえます。
　四国デスティネーションキャンペーンを機会に
窓の無いトロッコ列車で心地よい秋風を感じな
がら四国の美しい景観をぜひ、お楽しみください。

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.408

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。

松山駅周辺の高架化事業は
駅だけでなく「街づくり」を担うＢｉｇプロジェクト
喜んでご利用いただける
笑顔あふれる「新しい松山駅」を創ります

　　　　

「安心して」「喜んで」「末永く」ご利用いただくために

「この街」のシンボルをつくる

　2021年10月1日（金）～12月31日（金）に“しあわせぐるり、しこくるり。”をメイン
タイトルとして「四国デスティネーションキャンペーン」（以下、四国ＤＣ）を開催し
ます。

　四国ＤＣは四国４県が一丸となって行う国内最大
級の観光キャンペーンで、今回が４年ぶり６回目となり
ます。キャンペーン期間中は、四国の魅力ある観光素
材を「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」の５つ
のテーマ毎に分類してお客様にご提案させていただく
と共に、変化に富んだ四国特有とも言える自然美を堪
能していただくべく“～四国の 風・水・色 を感じて～”を
サブタイトルとして、四国を存分に楽しみながら巡って
いただけるキャンペーンにしたいと考えています。

　現在、四国においても新型コロナウイルスは感染拡大傾向にありますが、一日も
早い終息を願いながら、今回の四国ＤＣでは次の３つの取り組みを絡めることに
より、四国を巡る中で“～四国の 風・水・色 を感じて～”いただきたいと思います。

　その四国ＤＣの推進役を務めるのが、一般社団法人四国ツーリズム創造機構
（代表理事：半井真司ＪＲ四国代表取締役会長）内に事務局を置く、四国ＤＣ推
進委員会（委員長：桑村琢当機構事業推進本部長）です。四国ＤＣ推進委員会
は、四国４県とＪＲ四国、各観光協会やＤＭＯ、交通関係者等２２人の委員で構
成されています。

「瀬戸内」の旅の拠点に最適なホテル
「ＪＲクレメントイン今治」新規開業！！

　2021年 9月16日にＪＲ今治駅から徒歩1分の好立地に「ＪＲクレメントイン今治」が開業しました。
　平面無料駐車場 ( 先着順 )は 28 台駐車可能で、全 121 室 (シングル 79 室、ツイン42 室 )
のお部屋のうち 17 室は自転車をそのまま持ち込み、安心して保管いただける「サイクルルーム」
をご用意しております。
　１階朝食会場兼ラウンジ「SHIMANAMI LOUNGE」では、今治発の焼豚玉子飯やお客
様ご自身でオリジナルのハンバーガー等を作って楽しんでお食事いただける和・洋ブッフェ「いま
ばり・いろどり・モーニング」を提供しており、大変ご好評いただいております。

サイクルルームツイン

朝食イメージ

イメージ

ホテル外観

【期間限定2021年12月末までの開業記念宿泊プラン（税込）】
《素泊り》シングル5,900円～　／　ツイン8,000円～
《朝食付》シングル6,800円～　／　ツイン9,800円～
【セブン・イレブンKiosk今治駅店 お買い物1,000円券付宿泊プラン（税込）】
《素泊り》シングル7,200円～　／　ツイン10,600円～
《朝食付》シングル8,100円～　／　ツイン12,400円～

～ご予約はお得な公式サイトから～

公式サイト

４年ぶり６回目の
「四国デスティネーションキャンペーン」開催！

　昨年から続く新型コロナウイルスの感染拡大により、四国ＤＣ推進の舵取りが
厳しい状況の中、昨年１１月には全国の主な旅行会社やＪＲグループ並びにメ
ディアの方 を々対象に、四国ＤＣの取り組みや観光素材のプレゼンテーションを行
う全体会議を高松市で開催しました。また、４県での現地研修による各種体験を
通して商品造成に繋がるよう取り組むことで、四国への誘客と四国を巡ることによ
る長時間滞在を目指しています。

2020年11月10日　四国DC全体会議

①四国をぐるっと楽しむ
　総合旅アプリ「しこくるり」

②四国で出会える
　世界の有名スポットコンテスト

③くるりめぐろう四国旅
　モバイルスタンプラリー

※詳しくは専用WEBサイト
https://shikoku-tourism.com/dc
でご確認ください。

■お問い合わせ先　　　　　　　
　（一社）四国ツーリズム創造機構
　☎０８７－８１３－０４３２

※新型コロナウイルス感染症の影響で変更となる場合があります。

四国の歴史と
伝統文化を学ぶ

体験や遊びを
心行くまで満喫する

お遍路を通じて
心を癒す

四国ならではの食を
堪能する

自然や景観を眺め
四国を深く感じる


