
平成 2 9 年 2 月 1 4 日

平成 29年 4月 1日～6月 30日の期間に開催される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）に合わせ、JR四国では、四国内各地の観光スポットの周遊に便利でおトクな「四国西南

周遊レール＆バスきっぷ」、「琴平・大歩危祖谷フリーきっぷ」及び「四国みぎした 55フリーきっぷ」を発売しま

す。

これらの「きっぷ」は、平成 28年 10月 1日から 12月 31日の間に開催された「四国プレデスティネーション

キャンペーン」期間中に発売し、好評だったものです。四国DC期間中は、既存の割引きっぷとあわせて、魅力

あふれる四国の旅をお楽しみください。

【「きっぷ」のポイント】

● 四国西南周遊レール＆バスきっぷ（愛媛・高知エリア）································別紙１

松山からフリー区間を経由して高知まで（逆ルートもあり）の片道タイプで、愛媛県南予地方と高知県西部

の広いエリアの JR線、土佐くろしお鉄道線、宇和島自動車の路線バス（宇和島～宿毛間）が乗り降り自由と
なるほか、沿線の路線バスに乗車できる「バス乗車券」5回分がセットになっており、自由気ままなご旅行が
楽しめます。

※指定航路で現地入りされた方には、JR線のフリー区間を松山～高知の全線に拡大した、さらにおトクな「フリータイプ」があります。

● 琴平・大歩危祖谷フリーきっぷ（香川・徳島エリア）·······································別紙２

香川県琴平から徳島県大歩危にかけての土讃線沿線は、全国に 13ある「観光圏」のうち「香川せとうちア
ート観光圏」と「にし阿波～剣山・吉野川観光圏」が隣接する珍しい地域であり、連携して新しい観光の魅力

づくりに挑戦しています。

エリア内の JR線と四国交通の路線バス（高速バス、定期観光バスを除く）全線が乗り降り自由となるこの
きっぷで、両エリアの観光をお楽しみください。

● 四国みぎした５５フリーきっぷ（徳島・高知エリア）·········································別紙３

「四国の右下」徳島県南部地域と高知県東部地域は、弘法大師（空海）ゆかりの地や、世界ジオパークに認

定された室戸など、四国の自然と文化が息づく土地です。

今回は、四国DCに合わせ、関係団体のご協力により、おトクに、また便利にご旅行いただけるようになり
ました。この機会に「四国の右下」観光をお楽しみください。

四国デスティネーションキャンペーンの開催に伴う

「おトクなきっぷ」の発売について

《きっぷに関するお問い合わせ先》

ＪＲ四国電話案内センター：（０５７０）－００－４５９２（ 8:00～20:00／年中無休／通話料がかかります。）
し こ く に

※お客様がお使いの電話回線の種類により、ご利用いただけない場合があります。

  



１ きっぷの名称及び種類

「四国西南周遊レール＆バスきっぷ」

(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 平成 29年 4月 1日（土）から平成 30年 1月 11日（木）まで

※平成 30年 1月 8日（月・祝）ご出発分まで発売いたします。

３ 発売期間

(1) 片道タイプ 平成 29年 3月 1日（水）から平成 30年 1月 8日（月・祝）まで

※ご出発日の１ヶ月前から当日まで発売いたします。

(2) フリータイプ 平成 29年 3月 31日（金）から平成 30年 1月 8日（月・祝）まで

※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します。

４ 有効期間 ４日間

５ おねだん 大人 ６，３００円 小児 ３，１５０円

※片道タイプ、フリータイプとも同じおねだんです。

６ フリー区間

(1) 片道タイプ 下図の点線内の区間です。

(2) フリータイプ 下図の全区間です。

７ きっぷの内容

(1) 片道タイプ

ア 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。

フリー区間

松山 内子 伊予大洲 八幡浜 北宇和島 若井 窪川 高知

伊予上灘

宿毛 中村

宇和島

向井原 佐川

フリー区間 JR線 土佐くろしお鉄道線 宇和島自動車

別紙１
～ 「四国西南周遊レール＆バスきっぷ」商品概要～



イ フリー区間内では、JR線と土佐くろしお鉄道線の特急・普通列車の普通車自由席及び、宇和島

自動車の路線バス（宇和島～宿毛間）が乗り降り自由です。

(2) フリータイプ

ア 以下の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（ご購入の際は、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）。

＜松山観光港着＞

○ 広島・呉～松山（石崎汽船、瀬戸内海汽船）

○ 小倉～松山（松山・小倉フェリー）

＜三津浜港着＞

○ 柳井・周防大島～松山（防予フェリー、周防大島松山フェリー）

＜八幡浜港着＞

○ 別府～八幡浜（宇和島運輸フェリー）

○ 臼杵～八幡浜（九四オレンジフェリー、宇和島運輸フェリー）

＜宿毛港着＞

○ 佐伯～宿毛（宿毛フェリー）

イ フリー区間内のJR線と土佐くろしお鉄道線の特急・普通列車の普通車自由席及び、宇和島自動

車（宇和島～宿毛間）の路線バスが乗り降り自由です。

(3) 共通

ア きっぷ 1枚につき、「バス乗車券」が 5枚付属します。

イ 「バス乗車券」は、「四国西南周遊レール＆バスきっぷ」をご利用の方が、その有効期間内に

使用する場合に限り、１枚で以下の事業者の路線バスにお一人様１回乗車できます。対象路線・

区間であれば、距離の制限はありません。

(4) 払いもどし

ア 「バス乗車券」5枚を含む全券片未使用で、有効期間開始日前または有効期間内に限り、手数

料として660円をいただき、発売箇所で承ります。

イ 使用開始後は、列車やバスの運行不能、遅延等による場合でも払いもどしはいたしません。

８ 発売箇所

(1) 片道タイプ

JR 四国の駅のみどりの窓口、ワープ支店、駅ワーププラザ及び四国内の主な旅行会社

(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

バス事業者名 対象路線 対象外路線

高知高陵バス 全路線 ―

四万十交通 右記以外の路線 コミュニティバス

高知西南交通 右記以外の路線
高速バス、中村まちバス、しまんと・あしずり

号

黒岩観光バス 全路線 ―

伊予鉄南予バス 右記以外の路線

高速バス、松山・三崎線（松山市駅～八幡浜駅

前の区間）、久万営業所の管轄する各路線（面河

線、上直瀬線、富重線）

肱南観光バス ぐるりんおおず 左記以外の路線

宇和島自動車 右記以外の路線

道後・松山～宇和島・城辺線、宇和島～城辺・

宿毛線、松山空港～宇和島線、大阪・神戸～宇

和島・城辺線

※ 上記のほか、伊予鉄道の八幡浜駅前〜三崎間もご利用になれます。



１ きっぷの名称 「琴平・大歩危祖谷フリーきっぷ」

２ ご利用期間 平成 29年 4月 1日（土）から平成 29年 9月 30日（土）まで

※平成 29年 9月 29日（金）ご出発分まで発売いたします。

３ 発売期間 平成 29年 3月 1日（水）から平成 29年 9月 29日（金）まで

※ご出発日の１ヶ月前から当日まで発売いたします。

４ 有効期間 ２日間

５ おねだん 大人 ５，５００円 小児 ２，７５０円

６ きっぷの内容

(1) フリー区間（琴平・大歩危祖谷自由周遊区間＝下図の区間）内の JR線の特急列車・普通列車の普

通車自由席及び、四国交通の路線バス全線（高速バス及び定期観光バスを除く）が乗り降り自由で

す。

(2) 特急列車の普通車指定席またはグリーン車（「四国まんなか千年ものがたり」を含む）をご利用の

場合は、乗車券部分のみ有効です。料金券を別途お買い求めください。

(3) サンライズ瀬戸号には乗車できません。

(4) 列車等乗車後に有効期間を経過する場合は、途中出場しない限り、当該乗車列車等のフリー区間

の最終着駅までご利用になれます｡

(5) 普通列車に乗車した場合でも差額の払いもどしはいたしません。

(6) 払いもどしは、未使用で有効期間開始日前または有効期間内に限り、手数料として 660円をいた

だき、発売箇所で承ります。

(7) 使用開始後は､列車等の運行不能､遅延などによる場合でも払いもどしはいたしません。

(8) フリー区間近傍では、有効期間内の「琴平・大歩危祖谷フリーきっぷ」を提示することで、割引

特典を受けられる観光施設などがあります。なお、施設などの休業日には特典を受けられませんの

でご注意ください。詳しくは専用パンフレットまたはホームページをご覧ください。

７ 発売箇所

JR四国の駅のみどりの窓口、ワープ支店、駅ワーププラザ及び四国内の主な旅行会社

阿波池田

多度津

穴吹

佃

大歩危
ＪＲ線

四国交通(バス)

琴平

別紙２
～ 「琴平・大歩危祖谷フリーきっぷ」商品概要～



１ きっぷの名称 「四国みぎした５５フリーきっぷ」

２ ご利用期間 平成 29年 4月 1日（土）から 平成 30年 3月 31日（土）まで

※平成 30年 3月 29日（木）ご出発分まで発売いたします。

３ 発売期間 平成 29年 3月 1日（水）から 平成 30年 3月 29日（木）まで

※ご出発日の１ヶ月前から当日まで発売いたします。

４ 有効期間 ３日間

５ おねだん 大人 ５，５００円 小児 ２，７５０円

６ きっぷの内容

(1) フリー区間（徳島・室戸・高知自由周遊区間）は下図のとおりです。

※奈半利～安芸間は、高知東部交通と土佐くろしお鉄道の両方がご利用になれます。

(2) JR線のフリー区間では、特急列車及び普通列車の普通車自由席が乗り降り自由です。

(3) 阿佐海岸鉄道線及び土佐くろしお鉄道線のフリー区間では、普通列車の普通車自由席が乗り降り

自由です。

(4) 高知東部交通のフリー区間では、路線バス（高速バス除く）が乗り降り自由です。

(5) JR線及び土佐くろしお鉄道線で、「太平洋パノラマトロッコ」など普通列車の普通車指定席をご

利用の場合は、座席指定券を別途お買い求めください。また、JR線で特急列車の普通車指定席また

はグリーン車をご利用の場合は、乗車券部分のみ有効です。料金券を別途お買い求めください。

(6) 列車等乗車後に有効期間を経過する場合は、途中出場しない限り、当該乗車列車等のフリー区間

の最終着駅までご利用になれます｡

(7) 普通列車に乗車した場合でも差額の払いもどしはいたしません。

(8) 払いもどしは、未使用で有効期間開始日前または有効期間内に限り、手数料として 660円をいた

だき、発売箇所で承ります。

(9) 使用開始後は､列車等の運行不能､遅延などによる場合でも払いもどしはいたしません。

７ 発売箇所

JR四国の駅のみどりの窓口、ワープ支店、駅ワーププラザ及び四国内の主な旅行会社

８ その他

(1) このきっぷは、関係団体のご協力により、試験運用モデル価格にて販売いたします。

(2) このきっぷは、阿佐海岸鉄道及び土佐くろしお鉄道でも発売を予定しております。詳しいことは

決まり次第、これらの会社からお知らせいたします。

別紙３
～ 「四国みぎした 55 フリーきっぷ」商品概要～

略 地 図 区 間 交通機関

徳 島～海 部 JR四国（牟岐線）

海 部～甲 浦 阿佐海岸鉄道

甲 浦～安 芸 高知東部交通（路線バス）

奈半利～後 免 土佐くろしお鉄道

後 免～高 知 JR四国（土讃線）



松山

高知

伊予市

内子

伊予
上灘

伊予大洲八幡浜

卯之町

宇和島

江川崎
窪川

中村

宿毛
城辺

岩松

須崎

佐川

JR線

四国西南周遊
レール＆バスきっぷ
四国西南周遊
レール＆バスきっぷ

バス乗車券
5回分つき！

ＪＲ四国の駅のみどりの窓口、ワープ支店、駅ワーププラザ及び四国内の主な旅行会社まで

きっぷのお求め、お問い合わせは・・・

バス事業者名

高知高陵バス

四万十交通

高知西南交通

黒岩観光バス

対象バス路線

全路線

右記以外

右記以外

全路線

対象外バス路線（区間）

－

コミュニティバス

高速バス、中村まちバス、しまんと・あしずり号

－
高速バス、松山・三崎線（松山市駅～八幡浜駅前の区間）、
久万営業所の管轄する各路線（面河線、上直瀬線、富重線）

道後・松山～宇和島・城辺線、宇和島～城辺・宿毛線、松山
空港～宇和島線、大阪・神戸～宇和島・城辺線

●有効期間は4日間です。
●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。

●フリー区間内では、ＪＲ線と土佐くろしお鉄道線の特急・普通列車の普通車自由席及び、宇和
島自動車（宇和島～宿毛間）の路線バスが乗り降り自由です。

●特急列車の普通車指定席またはグリーン車をご利用の場合は、乗車券部分のみ有効です。
料金券を別途お買い求めください。
●きっぷ1枚につき、「バス乗車券」が5枚付属します。
●「バス乗車券」は、「四国西南周遊レール＆バスきっぷ」をご利用の方が、その有効期間内に使
用する場合に限り、１枚で以下の事業者の路線バスにお一人様１回乗車できます。対象路線・
区間であれば、距離の制限はありません。

●小児は大人の半額です。
●普通列車に乗車した場合でも差額の払いもどしはいたしません。

右記以外

ぐるりんおおず

右記以外

伊予鉄南予バス

肱南観光バス

宇和島自動車

左記以外 

※このきっぷは、松山駅から高知駅まで（または逆ルート）の片道です。
　着駅から発駅に戻る場合は、別に運賃・料金が必要です。

●松山駅とフリー区間の間で「伊予灘ものがたり」のグリーン車指定席に乗車される場合は、グリーン券を
 別途お買い求めください。

●フリー区間内で「しまんトロッコ」の普通車指定席に乗車される場合は、座席指定券を別途お買い求めください。

ご利用は・・・

JR四国ホームページでもお知らせしています。

JR四国 検索
JR四国電話案内センター
お問い合わせ内容 列車の発着時刻、運賃・料金、

当社で発売している「鉄道企画商品」
（8：00～20：00／年中無休）（通話料がかかります）
※お忘れ物や列車の運行状況等については、駅にお問い合わせください。
※お客様がお使いの電話回線の種類によりご利用いただけない場合があります。

Tel.（0570）00-4592 http://www.jr-shikoku.co.jp/

※前売りの取扱いは、ご出発日の1ヶ月前からです。

※平成30年1月8日ご出発分まで発売します。

平成29年3月1日（水） から 平成30年1月8日（月・祝）まで
平成29年4月1日（土） から 平成30年1月11日（木）まで

発売期間

ポイント

ご利用期間

松山駅からフリー区間を経由して高知駅まで、または逆ルートの片道
タイプのきっぷです。
フリー区間内では、JRと土佐くろしお鉄道の特急列車の自由席及び
宇和島自動車の路線バス(宇和島～宿毛間)が乗り降り自由です。
フリー区間以外の沿線のバスでご利用いただける「バス乗車券」が
5枚付属しています。

●「バス乗車券」5枚を含む全券片未使用で、有効期間開始日前または有効期間内の場合に限
り、手数料として660円をいただき、発売箇所で承ります。
●使用開始後は、列車やバスの運行不能、遅延等による場合でも払いもどしはいたしません。

片道ご利用区間

フリー区間

フリー区間

松山→　　　　　　→高
知

高知→　　　　　　→松
山

6,300 円

片道タイ
プ

マルス番号／松山発：
27034　高知発：270

354日間
有効期間

1
2
3

・ご利用の際は、降車時に、「四国西南周遊レール＆バスきっぷ」を乗務員にご提示のうえ、
「バス乗車券」に乗車・降車停留所をご記入になり、乗務員にお渡しください（乗車時に整
理券が出ている場合は、整理券をお取りになり、降車時に「バス乗車券」と一緒にお渡し
ください） 。

・途中下車はできません（バス下車の都度、「バス乗車券」が1枚必要です）。
・フリー区間と「バス乗車券」で乗車できる区間にまたがって乗車するときも、「バス乗車券」
が必要です。

・「バス乗車券」で乗車できる区間と、対象外の区間にまたがって乗車する場合は、「バス乗
車券」は利用できません。乗車全区間に対する運賃が必要です。

・「バス乗車券」を他人に貸与や譲渡することはできません。
・その他、「バス乗車券」の利用に係わる詳細な取扱いは、各バス事業者が定めるところによ
ります。

■「バス乗車券」のご案内

払いもどしは・・・

JR線

宇和島自動車（バス）

土佐くろしお鉄道線

し　 こ　 く　  に

※上記のほか、伊予鉄道(株)の八幡浜駅前～三崎間もご利用になれます。

（小児半額）



南予キャラクター列車

「おさんぽなんよ」

「四国西南周遊レール＆バスきっぷ」を使いこなそう！  スマホアプリ＆携帯サイトを活用してラクラク移動！

ス
マ
ー
ト
フ
ォ
ン

携 

帯 

電 

話

アプリをインストールし起動！

QRコード読取か検索してサイトにアクセス！

「のりかえ検索」を
選択！

出発地や到着地などを入力！ 検索結果を表示

検索してサイトにアクセス！

iphone版 iphone版

Android版 Android版

ナビタイム

乗換案内

手順 1 アプリのインストールなど 検　索 閲　覧 （検索結果）手順 2 手順 3

ス
マ
ー
ト
フ
ォ
ン
／
携 

帯 

電 

話

出発地や到着地などを入力！

「地図から」、「現在地から」も
検索可能！

検索結果を閲覧

アクセスこうち

手順 1 アクセスこうちページを表示 検　索 閲　覧 （検索結果）手順 2 手順 3

愛
媛
県（
ナ
ビ
タ
イ
ム・ジ
ョ
ル
ダ
ン
）

高
知
県（
ア
ク
セ
ス
こ
う
ち
）

四国西南エリアを走る観光列車

※通信料は別途必要となります

8603799- 営商 -8612540

Android版

元祖トロッコ列車を水戸岡鋭治氏のデ
ザインでリニューアル。
貨車を改造したトロッコ車両の素朴さ
や楽しさを山吹色のボディーで表現し
ました。
四万十川の大自然を、素朴なトロッコ列
車からお楽しみください。

外観は、清らかな川を楽しむかっぱ達をイ
メージしています。
車内はかっぱと一緒に楽しめる空間とし、
一緒に写真が撮れるかっぱの人形を設置。
ショーケースの中は数々のかっぱのフィ
ギュアなどを展示し、みなさまを「かっぱの
世界」へいざないます。

内装は青色基調のミュージアムをイメー
ジしています。
車内には、四国にちなんだ車両など様々
な鉄道模型を展示するショーケースや、記
念撮影ができる転換座席を設置。「鉄道模
型と走るアミューズメントトレイン」となっ
ています。

愛媛県および南予各市町を代表するキャ
ラクターなどをラッピングした列車。
みかん畑をイメージしたオレンジとグ
リーンのツートンカラーで温暖な気
候に恵まれた人情味と、自然豊かな
山と海に恵まれた風土を表現してい
ます。

※「しまんトロッコ」は全車指定席です。
　ご乗車には「四国西南レール&バスきっぷ」のほか座席指定券（大人520円、小児260円）が必要です。

しまんとグリーンライン「予土線3兄弟」








