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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

土讃線　多度津駅～金蔵寺駅間

2021年 月号
No.409
11

～アンパンマン列車運行中！！～
　ＪＲ四国では「アンパンマン列車」を２０００年
１０月から運行し、たくさんのお客様にご利用い
ただいております。写真は昨年の７月にデビュー
した「土讃線きいろいアンパンマン列車」です。
その他にも「土讃線あかいアンパンマン列車」、
「予讃線８０００系アンパンマン列車」、「予讃線
宇和海アンパンマン列車」、「瀬戸大橋アンパ
ンマントロッコ」、「ゆうゆうアンパンマンカー」が
四国４県を駆け巡っています。
　現在、「四国デスティネーションキャンペーン」
も開催しておりますので、是非この機会に乗って
楽しく・見て楽しいアンパンマン列車に乗って沿
線観光をお楽しみください。

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四国ソーシャルメディア公式アカウント

ソーシャルメディア

JR四国ニュースNo.409

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。

約４２０両の保有車両を常にベストコンディションで
送り出すことが私たちの使命です。
1両約２０ｍ、重さ４０トン以上もある巨大な車両の
一つ一つの構成部品を責任と誇りを持って検査・修繕し
最高の状態でお客様に届けます。

「安心して」「喜んで」「末永く」ご利用いただくために

五感を研ぎ澄まして

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

四国ＤＣ満喫きっぷ 発売中！！

イメージ

　四国デスティネーションキャンペーンに合わせて、魅力あふれる四国の旅をお楽しみいただけるよう、「四国ＤＣ満喫きっぷ」を発売中です。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ジェイアール四国バスの路線バス（高速バス除く）にも乗り降り自由のきっぷです。
　さらに、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。　

「狸話の里」阿波川口駅へようこそ！

　　　　

　四国中央部の険しい山 を々縫う激流、吉野川
に沿って走る土讃線。そんな絶景の山間地にＪ
Ｒ阿波川口駅（徳島県三好市山城町）があり
ます。実はこの駅周辺は「狸」でいっぱいです。
　駅舎は「汽車狸」のモニュメント。中では「タ
ヌキ駅長」がお出迎え。駅前広場には狸で装
飾された「狸小屋」や散策マップの看板。
　そして、２０２１年９月に駅舎隣の建物（三好
市商工会館）に新たに完成した、狸の大型壁
画。駅ホーム側から見ると、伝説の大狸と当地
の観光地「祖谷のかずら橋」「大歩危峡」「ラ

フティング」「塩塚
高原」が描かれて
います。
　この建物の反対側
にも、狸が何匹も隠
れています。

どうして、阿波川口駅には
狸がいっぱい、なんでしょうか？

　三好市山城町は、山深く険しい自然が多い
地域。昔から、危ない場所や行動に注意喚起
するため、狸や妖怪の伝承が語り継がれてきま
した。その数、１７０件以上。いわば村人の暮ら
しの知恵。命を守り、人間関係を円滑にする、当
地ならではの生活文化です。

「四国まんなか千年ものがたり 
しあわせの郷紀行」で

歓迎のおもてなしをしています！！
　「狸話の里」阿波川口駅を訪れるなら、ＪＲ四
国の観光列車「四国まんなか千年ものがたり」
がお薦め。上り便「しあわせの郷紀行」は、大歩
危駅を１４時２１分に出発し、１４時４５分ごろ阿
波川口駅に到着。１５分ほど停車します（下り便
は徐行運転のみ）。
　この停車中、観光列車のお客様のために、
村の狸（地元のやましろ狸な会の皆さん）が
集まってきておもてなしをします。地域の特産
品や狸伝承の本、特製缶バッジなど、お土
産品を販売する「ぽんぽこ商店」はこの時だ
け開店。狸話を実感でき、レアな体験ができ
る「四国まんなか千年ものがたり」を是非ご
利用ください ！

徳島県三好市

　もちろん観光列車に乗らなくても、駅舎や駅
前広場の壁画などは自由にご覧いただけます。
ただし、駅構内に立ち入る際は通過列車や階
段などに十分ご注意ください。また、駅前広
場は市道に面しておりバスや車の通行も多い
ので安全確保に十分お気をつけください。

【問合せ先】ＪＲ四国電話案内センター
☎0570-00-4592
受付時間8:00～20:00（年中無休）
※運転日や運賃・料金などのお問い合わせ
　ＨＰ：観光列車「四国まんなか千年ものがたり」
　

阿波川口駅の近くには、
「大歩危小歩危」「祖谷のかずら橋」
「大歩危祖谷温泉郷」など観光地がたくさん。

三好市観光のお問い合わせはこちらへどうぞ。
（一社）三好市観光協会
☎0883-76-0877
HP：三好市公式観光サイト
　　　 「大歩危祖谷ナビ」

　そこで、この地域の宝を次の世代に伝えよう
と、狸伝承をモチーフに住民主体で、イベント
や駅舎周辺の装飾を行っているのです。

四国DC満喫きっぷ
購入者対象のおトク情報
「四国DC限定 駅レンプラン」　
通常8,250円（駅レンプランSクラス
1台24時間）のところ、2,000円（免
責補償込）でご利用いただけます。
※対象商品をご購入のうえ、専用申し込み
ページからお客様ご自身でご予約いただいた
場合に限ります。
※「四国DC限定 駅レンプラン」は、駅窓口等
での予約・発売はありません。

ご利用条件など、詳しくはWEBサイト
「JR四国ツアー」をご覧ください。

お ね だ ん

発 売 期 間

ご利用期間

有 効 期 間
発 売 箇 所 ◆紙のきっぷ

    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
◆デジタルチケット
    四国をぐるっと楽しむ旅アプリ　　　　　　　　
　　　　　　　      「しこくるり」　　　　　　　　　　　　　　　　　　 

©やなせたかし／フレーベル館・TMS・NTV

※小児は大人と同一行程の場合に限りご利用いただけます。
　また、小児用は大人用と同時購入に限ります。

大人/ 9,000円（しこくるり・ｓｅｔｏｗａデジタルチケット）
　　 10,000円（紙のきっぷ）
小児/ 3,000円

2021年12月26日まで
※ご出発日の1ヶ月前からご利用開始日当日まで発売いたします。

2021年12月28日まで
※ご利用期間内で、土曜・日曜・祝日を1日以上含む連続した3日間ご利用いただけます。
※2021年12月26日ご利用開始分まで発売します。ただし、ご利用開始日を
　遡っての発売は致しません。
3日間

　  

せとうち観光ナビ
「setowa」



JR四国ニュース No.409

東かがわ市「グリーンスローモビリティわくわく号」
１．乗入れ駅　高徳線引田駅
２．定　　員　６名
３．運行期間　～2021年11月29日（月）
４．運行曜日・コース
　　　　　　月運行：まちなかコース／水運行：城山コース
　　　　　　金運行：時計台コース／日運行：観光周遊コース
　　　　　　
５．運　　賃
　　　　　　無料（実証運行中のみ）
６．お問い合わせ先
　　　　　　東かがわ市地域創生課
　　　　　　☎0879-26-1276

運行ルート・時刻等
の詳細はこちら！

新たなモビリティの運行で
琴平駅・引田駅からの移動が便利に！「みどりの券売機プラス」できっぷのご購入がより便利に！「みどりの券売機プラス」できっぷのご購入がより便利に！

JR四国ニュース2021年11月１日

　グリーンスローモビリティ（GSM）は、20km/h 未満の低速で公道を走行することができる電動車を活用した小さな移動サービスです。
　環境への負荷が少なく、狭い路地も通行が可能で、高齢者の移動手段の確保や観光客の周遊に資する「新たなモビリティ」として期待
されています。
　現在、香川県琴平町と香川県東かがわ市が実証運行を行っており、琴平駅・引田駅からの二次交通として、駅からの移動が便利になりま
した。是非、鉄道とグリーンスローモビリティを使って秋の観光周遊にお出かけください。

　この展覧会では、香川県の「近代化」の中での多度津に注目するとともに、
その歴史を振り返ります。県立ミュージアムの会場だけで完結するのではなく、
地域の活動を展覧会の内容の続きとして紹介し、ミュージアムと現地・多度津へ
の誘客・交流に取り組んでいます。
　開催期間中は、県立ミュージアムや多度津町内の施設、高松駅、多度津駅を
つなぐスタンプラリーを実施しています。ぜひご参加ください。

～グリーンスローモビリティ実証運行～

JR四国は、香川県立ミュージアム 特別展「多度津ものがたり」に協力しています。
近代香川を生み出したまち　多度津ものがたり

グリーンスローモビリティの５つの特徴　①Slow　②Safety　③Green　④Small　⑤Open

琴平町「コトコト感幸バス」
１．乗入れ駅　土讃線琴平駅
２．定　　員　9名
３．運行曜日・コース
　　　　　　月・木運行：琴平コース（※祝日運休）
　　　　　　火・金運行：榎井・五條コース（※祝日運休）
　　　　　　水・土運行：象郷コース（※祝日運休）
　　　　　　日・祝運行：観光コース
４．運　　賃（2021年7月1日から有償化）
　　　　　　大人（中学生以上）　100円均一、小学生以下無料
　　　　　　但し、観光コース大人200円均一、小学生100円均一
５．お問い合わせ先
　　　　　　琴平町企画防災課
　　　　　　☎0877-75-6711

運行ルート・時刻等
の詳細はこちら！

【開催期間】
2021年10月１日（金）～2021年11月23日（火・祝）
詳細は香川県立ミュージアムのHPをご覧ください。

　JR四国では、オペレーターと話しながらきっぷを購入いただける
「みどりの券売機プラス」の導入を進めています。この券売機では、全
国のJR線乗車券・指定券・定期券・トクトクきっぷなどが購入できま
す。また、e5489で予約したきっぷのお引き取りも承ります。
　券売機の操作方法が分からないなどの場合には、テレビ電話を介
してオペレーターが券売機操作のご案内やきっぷ発券のお手伝いを
いたしますので、従来のみどりの窓口と同等の販売サービスをご提
供いたします。
　また、「みどりの券売機プラス」の設置駅では、従来のみどりの窓口
よりもきっぷの発売時間が拡大されますので、より便利にご利用いた
だけます。

各種割引きっぷもお買い求めいただけます
　従来のみどりの窓口と同じく、「阪神往復フリーきっぷ」「トク割回
数券」「Ｓきっぷ」などの各種トクトクきっぷを発売いたします。
　手帳や証明書のご提示が必要な「ジパング割引」「学生割引」「身
体障害者割引」きっぷ等もオペレーターによるご案内でお買い求め
いただけます。手帳や証明書につきましては、券売機に備付けのカ
メラにてオペレーターが確認させていただきます。

外国からのお客さまにもご利用いただけます
　券売機画面は５言語に対応しています。また、券売機上部のアイ
キャッチモニターにおいて翻訳結果を表示いたしますので、外国か
らのお客様にも安心してご利用いただけます。

設置駅

券売機に不慣れなお客さまもサポートします
テレビ電話機能や分かりやすいモニター表示でオペレーターが
操作手順のご案内やきっぷの代行発券を行います。

今年度「みどりの券売機プラス」を設置する駅の発売時間のご案内　※（　）は、オペレーターの対応時間です。
11月1日現在のみどりの窓口営業時間

7：00～19：00
7：00～17：30
7：00～17：30
7：10～19：00
7：00～19：10
6：50～18：35
7：20～17：00
7：00～18：00
5：15～21：20
5：45～21：00
7：00～15：30

ー
7：00～17：40
6：30～18：45
7：10～17：30
5：25～20：35

みどりの券売機プラス稼働時間 
5：00～23：55 （6：00～21：30）
5：00～23：55 （6：00～21：30）
4：30～23：55 （6：00～20：00）
5：00～23：55 （6：00～21：00）
5：00～23：55 （6：00～21：00）
5：30～23：55 （5：30～20：30）
5：30～23：55 （6：00～20：00）
5：00～23：55 （6：00～20：00）
5：00～23：55 （6：00～20：00）
5：00～23：55 （5：30～21：00）
5：30～23：55 （6：30～20：00）
5：30～23：55 （7：00～20：00）
4：30～23：55 （5：30～20：00）
4：30～23：55 （5：30～20：00）
5：00～23：55 （6：00～20：00）
5：00～23：55 （6：30～20：00）

駅　名
栗林駅
志度駅
三本松駅
琴平駅
川之江駅
壬生川駅
内子駅
伊予大洲駅
宇和島駅
阿波池田駅
鴨島駅
穴吹駅
土佐山田駅
後免駅
朝倉駅
須崎駅

香川県

愛媛県

徳島県

高知県

1 3

2 4

香川県：詫間駅、三本松駅、善通寺駅
愛媛県：今治駅、伊予北条駅、内子駅、伊予大洲駅
徳島県：鳴門駅、鴨島駅、穴吹駅
高知県：土佐山田駅
※以下の各駅にも11月以降、順次設置してまいります。

香川県：栗林駅、志度駅、琴平駅
愛媛県：川之江駅、壬生川駅、宇和島駅
徳島県：阿波池田駅
高知県：後免駅、朝倉駅、須崎駅

讃岐鉄道１号機関車（鉄道博物館提供）

讃岐鉄道の切符（個人蔵）

スタンプを全部押した方に「タドツのカンヅメ」をプレゼント。　　　　
(数量限定。無くなり次第、別の景品に変わります。)
「タドツのカンヅメ」は香川県立多度津高等学校の協力で製造されました。

テレビ電話でオペレーターがご案内

※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 No.409

東かがわ市「グリーンスローモビリティわくわく号」
１．乗入れ駅　高徳線引田駅
２．定　　員　６名
３．運行期間　～2021年11月29日（月）
４．運行曜日・コース
　　　　　　月運行：まちなかコース／水運行：城山コース
　　　　　　金運行：時計台コース／日運行：観光周遊コース
　　　　　　
５．運　　賃
　　　　　　無料（実証運行中のみ）
６．お問い合わせ先
　　　　　　東かがわ市地域創生課
　　　　　　☎0879-26-1276

運行ルート・時刻等
の詳細はこちら！

新たなモビリティの運行で
琴平駅・引田駅からの移動が便利に！「みどりの券売機プラス」できっぷのご購入がより便利に！「みどりの券売機プラス」できっぷのご購入がより便利に！

JR四国ニュース2021年11月１日

　グリーンスローモビリティ（GSM）は、20km/h 未満の低速で公道を走行することができる電動車を活用した小さな移動サービスです。
　環境への負荷が少なく、狭い路地も通行が可能で、高齢者の移動手段の確保や観光客の周遊に資する「新たなモビリティ」として期待
されています。
　現在、香川県琴平町と香川県東かがわ市が実証運行を行っており、琴平駅・引田駅からの二次交通として、駅からの移動が便利になりま
した。是非、鉄道とグリーンスローモビリティを使って秋の観光周遊にお出かけください。

　この展覧会では、香川県の「近代化」の中での多度津に注目するとともに、
その歴史を振り返ります。県立ミュージアムの会場だけで完結するのではなく、
地域の活動を展覧会の内容の続きとして紹介し、ミュージアムと現地・多度津へ
の誘客・交流に取り組んでいます。
　開催期間中は、県立ミュージアムや多度津町内の施設、高松駅、多度津駅を
つなぐスタンプラリーを実施しています。ぜひご参加ください。

～グリーンスローモビリティ実証運行～

JR四国は、香川県立ミュージアム 特別展「多度津ものがたり」に協力しています。
近代香川を生み出したまち　多度津ものがたり

グリーンスローモビリティの５つの特徴　①Slow　②Safety　③Green　④Small　⑤Open

琴平町「コトコト感幸バス」
１．乗入れ駅　土讃線琴平駅
２．定　　員　9名
３．運行曜日・コース
　　　　　　月・木運行：琴平コース（※祝日運休）
　　　　　　火・金運行：榎井・五條コース（※祝日運休）
　　　　　　水・土運行：象郷コース（※祝日運休）
　　　　　　日・祝運行：観光コース
４．運　　賃（2021年7月1日から有償化）
　　　　　　大人（中学生以上）　100円均一、小学生以下無料
　　　　　　但し、観光コース大人200円均一、小学生100円均一
５．お問い合わせ先
　　　　　　琴平町企画防災課
　　　　　　☎0877-75-6711

運行ルート・時刻等
の詳細はこちら！

【開催期間】
2021年10月１日（金）～2021年11月23日（火・祝）
詳細は香川県立ミュージアムのHPをご覧ください。

　JR四国では、オペレーターと話しながらきっぷを購入いただける
「みどりの券売機プラス」の導入を進めています。この券売機では、全
国のJR線乗車券・指定券・定期券・トクトクきっぷなどが購入できま
す。また、e5489で予約したきっぷのお引き取りも承ります。
　券売機の操作方法が分からないなどの場合には、テレビ電話を介
してオペレーターが券売機操作のご案内やきっぷ発券のお手伝いを
いたしますので、従来のみどりの窓口と同等の販売サービスをご提
供いたします。
　また、「みどりの券売機プラス」の設置駅では、従来のみどりの窓口
よりもきっぷの発売時間が拡大されますので、より便利にご利用いた
だけます。

各種割引きっぷもお買い求めいただけます
　従来のみどりの窓口と同じく、「阪神往復フリーきっぷ」「トク割回
数券」「Ｓきっぷ」などの各種トクトクきっぷを発売いたします。
　手帳や証明書のご提示が必要な「ジパング割引」「学生割引」「身
体障害者割引」きっぷ等もオペレーターによるご案内でお買い求め
いただけます。手帳や証明書につきましては、券売機に備付けのカ
メラにてオペレーターが確認させていただきます。

外国からのお客さまにもご利用いただけます
　券売機画面は５言語に対応しています。また、券売機上部のアイ
キャッチモニターにおいて翻訳結果を表示いたしますので、外国か
らのお客様にも安心してご利用いただけます。

設置駅

券売機に不慣れなお客さまもサポートします
テレビ電話機能や分かりやすいモニター表示でオペレーターが
操作手順のご案内やきっぷの代行発券を行います。

今年度「みどりの券売機プラス」を設置する駅の発売時間のご案内　※（　）は、オペレーターの対応時間です。
11月1日現在のみどりの窓口営業時間

7：00～19：00
7：00～17：30
7：00～17：30
7：10～19：00
7：00～19：10
6：50～18：35
7：20～17：00
7：00～18：00
5：15～21：20
5：45～21：00
7：00～15：30

ー
7：00～17：40
6：30～18：45
7：10～17：30
5：25～20：35

みどりの券売機プラス稼働時間 
5：00～23：55 （6：00～21：30）
5：00～23：55 （6：00～21：30）
4：30～23：55 （6：00～20：00）
5：00～23：55 （6：00～21：00）
5：00～23：55 （6：00～21：00）
5：30～23：55 （5：30～20：30）
5：30～23：55 （6：00～20：00）
5：00～23：55 （6：00～20：00）
5：00～23：55 （6：00～20：00）
5：00～23：55 （5：30～21：00）
5：30～23：55 （6：30～20：00）
5：30～23：55 （7：00～20：00）
4：30～23：55 （5：30～20：00）
4：30～23：55 （5：30～20：00）
5：00～23：55 （6：00～20：00）
5：00～23：55 （6：30～20：00）

駅　名
栗林駅
志度駅
三本松駅
琴平駅
川之江駅
壬生川駅
内子駅
伊予大洲駅
宇和島駅
阿波池田駅
鴨島駅
穴吹駅
土佐山田駅
後免駅
朝倉駅
須崎駅

香川県

愛媛県

徳島県

高知県

1 3

2 4

香川県：詫間駅、三本松駅、善通寺駅
愛媛県：今治駅、伊予北条駅、内子駅、伊予大洲駅
徳島県：鳴門駅、鴨島駅、穴吹駅
高知県：土佐山田駅
※以下の各駅にも11月以降、順次設置してまいります。

香川県：栗林駅、志度駅、琴平駅
愛媛県：川之江駅、壬生川駅、宇和島駅
徳島県：阿波池田駅
高知県：後免駅、朝倉駅、須崎駅

讃岐鉄道１号機関車（鉄道博物館提供）

讃岐鉄道の切符（個人蔵）

スタンプを全部押した方に「タドツのカンヅメ」をプレゼント。　　　　
(数量限定。無くなり次第、別の景品に変わります。)
「タドツのカンヅメ」は香川県立多度津高等学校の協力で製造されました。

テレビ電話でオペレーターがご案内

※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

土讃線　多度津駅～金蔵寺駅間

2021年 月号
No.409
11

～アンパンマン列車運行中！！～
　ＪＲ四国では「アンパンマン列車」を２０００年
１０月から運行し、たくさんのお客様にご利用い
ただいております。写真は昨年の７月にデビュー
した「土讃線きいろいアンパンマン列車」です。
その他にも「土讃線あかいアンパンマン列車」、
「予讃線８０００系アンパンマン列車」、「予讃線
宇和海アンパンマン列車」、「瀬戸大橋アンパ
ンマントロッコ」、「ゆうゆうアンパンマンカー」が
四国４県を駆け巡っています。
　現在、「四国デスティネーションキャンペーン」
も開催しておりますので、是非この機会に乗って
楽しく・見て楽しいアンパンマン列車に乗って沿
線観光をお楽しみください。

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四国ソーシャルメディア公式アカウント

ソーシャルメディア

JR四国ニュースNo.409

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。

約４２０両の保有車両を常にベストコンディションで
送り出すことが私たちの使命です。
1両約２０ｍ、重さ４０トン以上もある巨大な車両の
一つ一つの構成部品を責任と誇りを持って検査・修繕し
最高の状態でお客様に届けます。

「安心して」「喜んで」「末永く」ご利用いただくために

五感を研ぎ澄まして

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

四国ＤＣ満喫きっぷ 発売中！！

イメージ

　四国デスティネーションキャンペーンに合わせて、魅力あふれる四国の旅をお楽しみいただけるよう、「四国ＤＣ満喫きっぷ」を発売中です。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ジェイアール四国バスの路線バス（高速バス除く）にも乗り降り自由のきっぷです。
　さらに、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。　

「狸話の里」阿波川口駅へようこそ！

　　　　

　四国中央部の険しい山 を々縫う激流、吉野川
に沿って走る土讃線。そんな絶景の山間地にＪ
Ｒ阿波川口駅（徳島県三好市山城町）があり
ます。実はこの駅周辺は「狸」でいっぱいです。
　駅舎は「汽車狸」のモニュメント。中では「タ
ヌキ駅長」がお出迎え。駅前広場には狸で装
飾された「狸小屋」や散策マップの看板。
　そして、２０２１年９月に駅舎隣の建物（三好
市商工会館）に新たに完成した、狸の大型壁
画。駅ホーム側から見ると、伝説の大狸と当地
の観光地「祖谷のかずら橋」「大歩危峡」「ラ

フティング」「塩塚
高原」が描かれて
います。
　この建物の反対側
にも、狸が何匹も隠
れています。

どうして、阿波川口駅には
狸がいっぱい、なんでしょうか？

　三好市山城町は、山深く険しい自然が多い
地域。昔から、危ない場所や行動に注意喚起
するため、狸や妖怪の伝承が語り継がれてきま
した。その数、１７０件以上。いわば村人の暮ら
しの知恵。命を守り、人間関係を円滑にする、当
地ならではの生活文化です。

「四国まんなか千年ものがたり 
しあわせの郷紀行」で

歓迎のおもてなしをしています！！
　「狸話の里」阿波川口駅を訪れるなら、ＪＲ四
国の観光列車「四国まんなか千年ものがたり」
がお薦め。上り便「しあわせの郷紀行」は、大歩
危駅を１４時２１分に出発し、１４時４５分ごろ阿
波川口駅に到着。１５分ほど停車します（下り便
は徐行運転のみ）。
　この停車中、観光列車のお客様のために、
村の狸（地元のやましろ狸な会の皆さん）が
集まってきておもてなしをします。地域の特産
品や狸伝承の本、特製缶バッジなど、お土
産品を販売する「ぽんぽこ商店」はこの時だ
け開店。狸話を実感でき、レアな体験ができ
る「四国まんなか千年ものがたり」を是非ご
利用ください ！

徳島県三好市

　もちろん観光列車に乗らなくても、駅舎や駅
前広場の壁画などは自由にご覧いただけます。
ただし、駅構内に立ち入る際は通過列車や階
段などに十分ご注意ください。また、駅前広
場は市道に面しておりバスや車の通行も多い
ので安全確保に十分お気をつけください。

【問合せ先】ＪＲ四国電話案内センター
☎0570-00-4592
受付時間8:00～20:00（年中無休）
※運転日や運賃・料金などのお問い合わせ
　ＨＰ：観光列車「四国まんなか千年ものがたり」
　

阿波川口駅の近くには、
「大歩危小歩危」「祖谷のかずら橋」
「大歩危祖谷温泉郷」など観光地がたくさん。

三好市観光のお問い合わせはこちらへどうぞ。
（一社）三好市観光協会
☎0883-76-0877
HP：三好市公式観光サイト
　　　 「大歩危祖谷ナビ」

　そこで、この地域の宝を次の世代に伝えよう
と、狸伝承をモチーフに住民主体で、イベント
や駅舎周辺の装飾を行っているのです。

四国DC満喫きっぷ
購入者対象のおトク情報
「四国DC限定 駅レンプラン」　
通常8,250円（駅レンプランSクラス
1台24時間）のところ、2,000円（免
責補償込）でご利用いただけます。
※対象商品をご購入のうえ、専用申し込み
ページからお客様ご自身でご予約いただいた
場合に限ります。
※「四国DC限定 駅レンプラン」は、駅窓口等
での予約・発売はありません。

ご利用条件など、詳しくはWEBサイト
「JR四国ツアー」をご覧ください。

お ね だ ん

発 売 期 間

ご利用期間

有 効 期 間
発 売 箇 所 ◆紙のきっぷ

    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
◆デジタルチケット
    四国をぐるっと楽しむ旅アプリ　　　　　　　　
　　　　　　　      「しこくるり」　　　　　　　　　　　　　　　　　　 

©やなせたかし／フレーベル館・TMS・NTV

※小児は大人と同一行程の場合に限りご利用いただけます。
　また、小児用は大人用と同時購入に限ります。

大人/ 9,000円（しこくるり・ｓｅｔｏｗａデジタルチケット）
　　 10,000円（紙のきっぷ）
小児/ 3,000円

2021年12月26日まで
※ご出発日の1ヶ月前からご利用開始日当日まで発売いたします。

2021年12月28日まで
※ご利用期間内で、土曜・日曜・祝日を1日以上含む連続した3日間ご利用いただけます。
※2021年12月26日ご利用開始分まで発売します。ただし、ご利用開始日を
　遡っての発売は致しません。
3日間

　  

せとうち観光ナビ
「setowa」


