
●坂本龍馬脱藩の道ウォーキング（梼原町）
　地元ガイドと一緒に、梼原町内に残る坂本龍馬
ゆかりの地を巡ります。ご希望の方には、県境の
韮ヶ峠を越える脱藩の道もご案内します。（１週間
前までに要予約）
問・予約/ゆすはら観光交流案内所まろうど館　
☎0889-65-1187
■奥四万十の川
●四万十川（中土佐町、梼原町、津野町、四万十町）
　日本最後の清流と言われる四万十川。欄干の
ない沈下橋があちらこちらに点在し、自然と調和し
た美しい景観が楽しめます。

●カヌー・ラフティング体験（四万十町）
　水面近くを滑るように走るカヌーでは、川との一
体感が楽しめます。ラフティングでは、水面が波立
つ急流にある瀬を、息を合わせて突破します。（事
前予約がおすすめ）
問・予約/四万十川・川遊び公園ふるさと交流セン
ター ☎0880-28-5758
■奥四万十の海
●久礼大正町市場（中土佐町）
　奥四万十の海で獲れた魚や干物、地元の旬な
野菜などが並ぶ市場。午後になるとその日の朝獲
れ・昼獲れの新鮮な魚が並びます。
●シーカヤック体験（須崎市）
　奥四万十の大海原をこぎ進むシーカヤック体
験。穏やかな海で大自然を満喫できるコースから、
無人島やシークレットビーチを目指す本格的なロン
グコースまで、希望に合わせたコースを選べます。
（3日前までに要予約）
問・予約/レモレモカヤックス ☎090-8103-3961

■2016奥四万十博
　平成28年4月10日（日）から平成28年12月25日
（日）まで、高知県奥四万十地域（須崎市、中土佐
町、四万十町、梼原町、津野町）において「2016
奥四万十博」が開催されます。「2016奥四万十
博」は、奥四万十地域の豊かな自然や文化を全
国に情報発信し、良さを知ってもらい、訪れ、体験
していただく、旅のキャンペーンです。山川海の豊
かな自然を活かしたイベントやグルメ、体験プログ
ラムが数多くあり、「2016奥四万十博」の期間中の
み実施されるキャンペーンや道の駅の特別メ
ニューも登場します。
■奥四万十の山
●四国カルスト（高知県：梼原町、津野町 愛媛
県：西予市、久万高原町、内子町）
　青い空に緑の草原、あちらこちらに見える白い
石灰岩とのコントラストがきれいな四国カルスト。
大自然の開放的な絶景で、晴れた日には太平洋
を望むこともできます。

■ピックアップイベント（4月～5月）
●こいのぼりの川渡し（四万十町）
日時/4月17日（日）～5月21日（土）
場所/こいのぼり公園
問/四万十町十和地域振興局 ☎0880-28-5111
　こいのぼりの川渡し発祥の地である十和。約
500匹のこいのぼりが四万十川の上空を川幅いっ
ぱいに泳ぎます。
●かつお祭（中土佐町）
日時/5月15日（日）10：00～15：00
場所/久礼八幡宮前ふるさと海岸
問/中土佐町水産商工課 ☎0889-52-2473
　鰹のタタキや鰹丼など、約2トンの鰹を豪快に平
らげるイベントです。
●津野町ふれあい特産市（津野町）
日時/5月29日（日）10：00～15：00
場所/津野町西運動公園
問/津野町産業課 ☎0889-55-2021
　新茶窯煎り体験や試飲、採れたて新鮮野菜の
販売などがあります。

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　Tel.087-825-1626

に　し ご　よ　や　く
電話で列車の指定席が予約できるサービス

受付時間
（年中無休）
8：00～22：00

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。） 【通話料無料（携帯電話含む）】 【有料（ひかり電話からはこちらをご利用ください。）】

JR四国電話
案内センター 0088-24-5489 078-341-79030570-00-4592

し　こ　く　に

　近い将来に発生すると予測されている南海トラフ地震においては、徳島県、高知県の沿岸部にわずかな時分で津波が到達することが予想されています。
　「列車用避難シューター」は大地震、津波発生時に、列車内から車外へ速やかに避難するための一つの道具として考案したもので、
今回この「列車用避難シューター」を量産し、車両に積み込みます。

車両に「列車用避難シューター」を積み込みます！

撮影地：JR四国多度津工場

奥四万十博 検索

JR四国高知運転所社員のグループが、迅速に列車内から車外へ避難するための一つの道具として考案し、試作品の製作を行いました。
※平成２７年１１月に行われた日本鉄道運転協会の運転業務研究発表会において「国土交通省鉄道局長賞」を受賞しました。
車両の貫通路部分に乗務員が速やかに設置できる構造とし、お年寄りなど、梯子等を使用して避難することが困難なお客様に安全、
迅速に列車内から車外へ避難していただくことが可能になります。

土讃線の高知駅から窪川駅間、及び牟岐線をワンマン列車として運転する車両を対象とし、平成２８年４月中の配備を予定しています。

おトクなきっぷや、主な駅の情報など

JR四国ツアー 検索

列車用避難シューターについて

考　案　者

特　　　徴

対象車両及び時期 列車用避難シューター（訓練使用時の様子）

※季節・天候などにより一部内容が変更となる場合がございます。※写真はすべてイメージです。

ＪＲ特急列車 お食事 α

詳しくは、専用パンフレット・ＪＲ四国ホームページ　　　　　　　　をご覧ください。
お問い合わせ／ＪＲ四国 旅の予約センター　☎087-825-1662 （営業時間 平日10:00～18:00 土・日・祝 10:00～17:00）

あじな散歩道 検索

ＪＲ窪川駅着

ホテル松葉川温泉
まつ   ば  がわおんせん

JRで行く気軽な日帰り旅行として人気の「駅長推薦あじな散歩道」を好評発売中です。
■ご利用条件/1名様よりご利用できます。ご利用日の3日前12時までにお申込ください。
■設定除外日/毎月第3木曜日（8月は第4木曜日）、4/23～5/8、8/6～8/17、12/27～1/4
■お食事場所/レストラン「彩」　１１：３０～１４：００
■お子様：大人と別料理となります。
■モデルコースのみ、窪川駅より送迎があります。（要予約）
■最寄り駅からの移動/窪川駅よりバスで約35分。
■主な駅からのおねだん／
　（往復ＪＲ＋食事＋入浴（貸しタオル付））
主な駅
大　人
小　児
主な駅
大　人
小　児

※左記以外の発駅
　設定もございます。

高 松
11,200円
5,450円

松 山
11,700円
5,700円

徳 島
11,200円
5,450円

高 知
7,600円
3,650円外観外観 男性露天風呂男性露天風呂四万十和会席四万十和会席

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。

ＪＲ四国列車運行情報
http://www.jr-shikoku.co.jp/info/m/
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高知県奥四万十地域

■お問い合わせ先
　2016奥四万十博推進協議会 ☎0889-59-5225

N
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窪川駅窪川駅

予土線
予土線

須崎駅須崎駅

佐川駅佐川駅 土讃線

須崎市

中土佐町

四万十町

梼原町

津野町

～アンパンマン列車で行こう！四国の旅～
　平成28年3月26日（土）、アンパンマン列車で
は初めての特急形電車である「予讃線8000系
アンパンマン列車」が岡山駅・高松駅～松山駅
間で運行開始しました。
　外装・内装ともにデザインコンセプトである
「虹の架け橋」を取り入れ、外装には各車両毎に
四国の賑わいを盛り上げるキャラクターや、四国
の風土に親和性の高いキャラクターが描かれて
います。1号車の「アンパンマンシート」（普通車
指定席、16席限定）には、座席に描かれている
キャラクターとの記念撮影ができるほか、座席
テーブルを開けるとミニ運転台（2席に1席）が現
れ、運転士気分を楽しむこともできます。
　この春は新しいアンパンマン列車で、楽しい
四国の旅へ出かけませんか。



　ＪＲ四国では、平成２９年春から土讃線の多度津・琴平～大歩危間に新たな観光列車を運行いたしますが、このたび運行開始日、名称、車両のデザインなどが
決定しました。

土讃線新観光列車の名前とデザインが決定！土讃線新観光列車の名前とデザインが決定！

◆運行について　運行開始日/平成29年4月1日（土）
◆運行区間と運行日
　　土讃線、多度津・琴平～大歩危間（列車は多度津～大歩危間を運転しますが、主
なサービスは琴平～大歩危間です）を土日、祝日に1日1往復（年間120日程度）。

◆列車名　四国まんなか千年ものがたり
◆列車愛称
　上り、下り列車毎にそれぞれの目的地をイメージした愛称をつけました。

　【下り（多度津・琴平→大歩危） 午前運転】　そらの郷紀行
　【上り（大歩危→琴平・多度津） 午後運転】　しあわせの郷紀行
◆車両デザインについて
　使用車両/185系特急形気動車 3両
　外観デザイン/春夏秋冬、1年の四季の移ろい
　を車両毎の色どりで表現しました。
◆インテリアイメージ
　○重ねた時の深遠を映す褐色木材の凜とした
　室内空間

　○外観デザインにあわせた色どりのソファ椅子
　○反対側の車窓も楽しめる座席の配列 インテリアイメージ

し　　こく せん    ねん

さと　   き　  こう

さと　   き　  こう

大歩危側先頭イメージ

多度津側先頭イメージ

3号車  秋彩「あきみのり」の章 2号車  夏清「なつすがし」の章 1号車  春萌「はるあかり」の章

1号車  春萌「はるあかり」の章 2号車  冬清「ふゆすがし」の章 3号車  秋彩「あきみのり」の章

※画像はイメージです。

記念看板（イメージ）
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JR四国のインバウンドの取り組みJR四国のインバウンドの取り組み
　「2020年に訪日外国人旅行者数を2000万人に」という政府目標を掲げて、官民が一体となって外国人
観光客の誘致に取り組んでいますが、2015年には訪日外国人旅行者数1974万人、消費額で3.4兆円と伸
び率は過去最高を更新し続けています。
　四国地域においてもシェアは小さいながらもインバウンドの恩恵は例外ではなく、四国を訪れる外国人旅
行者数は、確実にかつ急速に伸びています。また、今年は瀬戸内国際芸術祭が開催され、それにあわせて
３月２１日から台湾・高松便が週6往復となる等、伸びる要素はまだまだあります。
　そのような中で、JR四国では、平成24年4月にJR四国の路線だけでなく、四国内の私鉄（土佐くろしお鉄
道、阿佐海岸鉄道、伊予鉄道、琴平電気鉄道、とさでん交通）も乗り放題となる『ALL SHIKOKU Rail 
Pass』を外国人観光客向けに発売しました。見せるだけで四国中の鉄道が乗り降り自由という分りやすさ
が好評で、販売枚数は初年度1290枚でしたが、4年目の平成27年度は、その7倍を越える年間1万枚近い
売上となる見込みであり、外国人旅行者にいかに四国に来ていただき、いかに鉄道を利用していただくか
が重要となってきています。
　ＪＲ四国の営業部誘客戦略室内には、海外誘客（インバウンド）の担当者を置き、四国の魅力を関係機
関や関係自治体と一緒になって世界に発信するとともに、外国人旅行者に四国の鉄道を利用してもらえる
ようその魅力や利便性を海外でＰＲしています。

 宣伝活動
　台湾、香港、タイ等、各地で行われる旅行博に参加し、四国の観光地や四国の鉄道、ALL 
SHIKOKU Rail PassをＰＲしています。毎年11月に開催される台北国際旅行博は、4日間で34万人
の来場者数があり、台湾からの誘致に大きな成果をあげています。

 
 現地旅行会社、航空会社へのセールス活動
　月に1回以上は東アジアや東南アジアの旅行会社や航空会社等を訪問し、ALL SHIKOKU Rail 
Passの販売促進を図るほか、四国の観光情報や観光列車等のタイムリーな情報を提供し、四国へ
の誘客を行っています。また、四国運輸局等と連携し、海外旅行会社や海外メディアの方に実際に鉄
道による四国周遊を体験していただき、母国で旅行商品を造成してもらったり、各種メディアで旅行
体験を発信してもらう「ファムトリップ」も毎年、企画・実施しています。

 
 インターネットを使った情報発信やお客様の利便の向上
　パンフレットだけでなく、ホームページやＳＮＳによる情報発信が重
要であるため、英語、中国語（繁体字、簡体字）、韓国語でのホームペー
ジを整備し、情報発信を行っています。
　また、外国人旅行者の利用の多い駅やワープ支店にタブレット端末
や多言語通訳サービスを取り入れ、日本語の話せない方でも安心して
ご旅行いただけるようにソフト面でのサービスも整備しています。

 
 台湾の鉄道との交流
　平成25年に台湾鉄路管理局の松山（ソンシャン）駅と当社の松山駅とが同名駅という縁もあり、
友好駅協定を締結し、イベントへの相互参加や共同での誘客プロモーション等を実施してきまし
た。今年2月には台湾鉄路管理局の周局長をお招きし、更に友好を深めるため、台湾鉄路管理局と
当社との間で友好鉄道協定を締結しました。

ALL SHIKOKU Rail Passの

ホームページ

台湾鉄路管理局との友好鉄道協定

タブレット端末を使用しての

案内

海外旅行会社・メディアを対象

とした「ファムトリップ」の様子

バンコクFITフェアの様子台湾旅行博での

四国ブースの様子

ALL SHIKOKU Rail Pass

沿線探検スロー列車「カモン牟岐線☆えーもんあるでないで号」を運転沿線探検スロー列車「カモン牟岐線☆えーもんあるでないで号」を運転

①徳島駅（徳島市）
◉徳島駅長および徳島県のマスコット「すだちくん」、
徳島市のイメージアップキャラクター「トクシィ」、
ご当地キャラ「かわにーズ」のお見送り

②南小松島駅（小松島市）
◉ご当地キャラ「こまポン」のお出迎え＆お見送り
◉ボランティアガイドウォーク＜約1.4km＞
　（港町、小松島線跡、金長たぬき像など）
◉駅前マルシェ開催（練り物・フィッシュカツなど）

③羽ノ浦駅（阿南市）
◉地元小中学生のお出迎え
◉駅舎内マルシェ開催
◉語り部による羽ノ浦駅の歴史説明
◉歴史パネル展

④阿南駅（阿南市）
◉阿南市長および阿南駅長、チアリーディングチーム「ABO６０」、
　ご当地キャラ「あななん」のお出迎えイベント
◉駅前「光のまちステーションプラザにて特産品等の物販
◉伝統芸能「三番叟（さんばそう）」披露

⑤由岐駅（美波町）
◉地元の方々およびご当地キャラ「えびー太」のお出迎え
◉漁港・町が一望できる津波避難高台見学ツアー（希望者のみ）
＜約0.5km、階段あり＞
◉「ミニ伊勢えびまつり（特産品の販売）」開催

⑥田井ノ浜駅（美波町）
◉夏季のみ開業する臨時駅に体験下車（ホーム上のみ）
　目の前に広がる美しい砂浜と太平洋を見渡せます

⑦日和佐駅（美波町）
◉ご当地キャラ「かめファミリー」のお出迎え
◉ボランティアガイドによる観光案内（選択可）
　①薬王寺コース＜約1.0km、急階段あり＞
　②町並とウミガメコース＜約3.2km＞
　※足に不安がある方には道の駅で足湯、ショッピングを
　　ゆっくり楽しむコースもございます。

⑧牟岐駅（牟岐町・海陽町・阿佐海岸鉄道）
◉牟岐駅長およびご当地キャラ「ふるるん」のお出迎え＆お見送り
◉牟岐町・海陽町共同マルシェ開催（地元特産品、海産物等）
◉牟岐町・海陽町・阿佐海岸鉄道の観光PR
◉「港町牟岐の豪商屋敷」見学ガイド付まち歩き＜約0.9km＞
◉キルト作家「小栗さん」のキルト作品展示＆説明会
◉阿佐鉄お楽しみ抽選会

　昭和１１年（１９３６年）３月２７日に牟岐線（羽ノ浦駅～桑野駅間）が開通し、徳島県の県庁所在地の徳島市（徳島駅）と阿南市（桑野駅）間が開通して本年で８０周年を
迎えます。
　そこで、沿線を中心とした関係団体等と地域連携により、第６弾で牟岐線初登場の沿線探検スロー列車「カモン牟岐線☆えーもんあるでないで号」を運行いたします。

牟岐線
（徳島駅～桑野駅間）
開通８０周年記念

　開通記念日の平成２８年３月２７日から６月末まで、牟岐線の全駅
（臨時駅田井ノ浜駅を含みます）に記念のぼり旗を、また今回開通８０
周年を迎える羽ノ浦駅から桑野駅まで７駅舎等に記念看板を掲出し、
地元の方々と一緒にお祝いします。

※写真はイメージです。※ウォーク等の参加についてはツアー参加者のみとなります。

◆運行日/４月１７日（日）、５月２１日（土）◆

牟岐線の駅に記念のぼり旗・記念看板を掲出！

すだちくん

金長たぬき像

羽ノ浦駅

光のまちステーションプラザ

田井ノ浜駅

日和佐駅

いかカツ
バーガー

（マルシェにて販売） ふるるん

えびー太トクシィ



　ＪＲ四国では、平成２９年春から土讃線の多度津・琴平～大歩危間に新たな観光列車を運行いたしますが、このたび運行開始日、名称、車両のデザインなどが
決定しました。

土讃線新観光列車の名前とデザインが決定！土讃線新観光列車の名前とデザインが決定！

◆運行について　運行開始日/平成29年4月1日（土）
◆運行区間と運行日
　　土讃線、多度津・琴平～大歩危間（列車は多度津～大歩危間を運転しますが、主
なサービスは琴平～大歩危間です）を土日、祝日に1日1往復（年間120日程度）。

◆列車名　四国まんなか千年ものがたり
◆列車愛称
　上り、下り列車毎にそれぞれの目的地をイメージした愛称をつけました。

　【下り（多度津・琴平→大歩危） 午前運転】　そらの郷紀行
　【上り（大歩危→琴平・多度津） 午後運転】　しあわせの郷紀行
◆車両デザインについて
　使用車両/185系特急形気動車 3両
　外観デザイン/春夏秋冬、1年の四季の移ろい
　を車両毎の色どりで表現しました。
◆インテリアイメージ
　○重ねた時の深遠を映す褐色木材の凜とした
　室内空間

　○外観デザインにあわせた色どりのソファ椅子
　○反対側の車窓も楽しめる座席の配列 インテリアイメージ

し　　こく せん    ねん

さと　   き　  こう

さと　   き　  こう

大歩危側先頭イメージ

多度津側先頭イメージ

3号車  秋彩「あきみのり」の章 2号車  夏清「なつすがし」の章 1号車  春萌「はるあかり」の章

1号車  春萌「はるあかり」の章 2号車  冬清「ふゆすがし」の章 3号車  秋彩「あきみのり」の章

※画像はイメージです。

記念看板（イメージ）

JR四国ニュース JR四国ニュース平成２8年4月１日 No.342

JR四国のインバウンドの取り組みJR四国のインバウンドの取り組み
　「2020年に訪日外国人旅行者数を2000万人に」という政府目標を掲げて、官民が一体となって外国人
観光客の誘致に取り組んでいますが、2015年には訪日外国人旅行者数1974万人、消費額で3.4兆円と伸
び率は過去最高を更新し続けています。
　四国地域においてもシェアは小さいながらもインバウンドの恩恵は例外ではなく、四国を訪れる外国人旅
行者数は、確実にかつ急速に伸びています。また、今年は瀬戸内国際芸術祭が開催され、それにあわせて
３月２１日から台湾・高松便が週6往復となる等、伸びる要素はまだまだあります。
　そのような中で、JR四国では、平成24年4月にJR四国の路線だけでなく、四国内の私鉄（土佐くろしお鉄
道、阿佐海岸鉄道、伊予鉄道、琴平電気鉄道、とさでん交通）も乗り放題となる『ALL SHIKOKU Rail 
Pass』を外国人観光客向けに発売しました。見せるだけで四国中の鉄道が乗り降り自由という分りやすさ
が好評で、販売枚数は初年度1290枚でしたが、4年目の平成27年度は、その7倍を越える年間1万枚近い
売上となる見込みであり、外国人旅行者にいかに四国に来ていただき、いかに鉄道を利用していただくか
が重要となってきています。
　ＪＲ四国の営業部誘客戦略室内には、海外誘客（インバウンド）の担当者を置き、四国の魅力を関係機
関や関係自治体と一緒になって世界に発信するとともに、外国人旅行者に四国の鉄道を利用してもらえる
ようその魅力や利便性を海外でＰＲしています。

 宣伝活動
　台湾、香港、タイ等、各地で行われる旅行博に参加し、四国の観光地や四国の鉄道、ALL 
SHIKOKU Rail PassをＰＲしています。毎年11月に開催される台北国際旅行博は、4日間で34万人
の来場者数があり、台湾からの誘致に大きな成果をあげています。

 
 現地旅行会社、航空会社へのセールス活動
　月に1回以上は東アジアや東南アジアの旅行会社や航空会社等を訪問し、ALL SHIKOKU Rail 
Passの販売促進を図るほか、四国の観光情報や観光列車等のタイムリーな情報を提供し、四国へ
の誘客を行っています。また、四国運輸局等と連携し、海外旅行会社や海外メディアの方に実際に鉄
道による四国周遊を体験していただき、母国で旅行商品を造成してもらったり、各種メディアで旅行
体験を発信してもらう「ファムトリップ」も毎年、企画・実施しています。

 
 インターネットを使った情報発信やお客様の利便の向上
　パンフレットだけでなく、ホームページやＳＮＳによる情報発信が重
要であるため、英語、中国語（繁体字、簡体字）、韓国語でのホームペー
ジを整備し、情報発信を行っています。
　また、外国人旅行者の利用の多い駅やワープ支店にタブレット端末
や多言語通訳サービスを取り入れ、日本語の話せない方でも安心して
ご旅行いただけるようにソフト面でのサービスも整備しています。

 
 台湾の鉄道との交流
　平成25年に台湾鉄路管理局の松山（ソンシャン）駅と当社の松山駅とが同名駅という縁もあり、
友好駅協定を締結し、イベントへの相互参加や共同での誘客プロモーション等を実施してきまし
た。今年2月には台湾鉄路管理局の周局長をお招きし、更に友好を深めるため、台湾鉄路管理局と
当社との間で友好鉄道協定を締結しました。

ALL SHIKOKU Rail Passの

ホームページ

台湾鉄路管理局との友好鉄道協定

タブレット端末を使用しての

案内

海外旅行会社・メディアを対象

とした「ファムトリップ」の様子

バンコクFITフェアの様子台湾旅行博での

四国ブースの様子

ALL SHIKOKU Rail Pass

沿線探検スロー列車「カモン牟岐線☆えーもんあるでないで号」を運転沿線探検スロー列車「カモン牟岐線☆えーもんあるでないで号」を運転

①徳島駅（徳島市）
◉徳島駅長および徳島県のマスコット「すだちくん」、
徳島市のイメージアップキャラクター「トクシィ」、
ご当地キャラ「かわにーズ」のお見送り

②南小松島駅（小松島市）
◉ご当地キャラ「こまポン」のお出迎え＆お見送り
◉ボランティアガイドウォーク＜約1.4km＞
　（港町、小松島線跡、金長たぬき像など）
◉駅前マルシェ開催（練り物・フィッシュカツなど）

③羽ノ浦駅（阿南市）
◉地元小中学生のお出迎え
◉駅舎内マルシェ開催
◉語り部による羽ノ浦駅の歴史説明
◉歴史パネル展

④阿南駅（阿南市）
◉阿南市長および阿南駅長、チアリーディングチーム「ABO６０」、
　ご当地キャラ「あななん」のお出迎えイベント
◉駅前「光のまちステーションプラザにて特産品等の物販
◉伝統芸能「三番叟（さんばそう）」披露

⑤由岐駅（美波町）
◉地元の方々およびご当地キャラ「えびー太」のお出迎え
◉漁港・町が一望できる津波避難高台見学ツアー（希望者のみ）
＜約0.5km、階段あり＞
◉「ミニ伊勢えびまつり（特産品の販売）」開催

⑥田井ノ浜駅（美波町）
◉夏季のみ開業する臨時駅に体験下車（ホーム上のみ）
　目の前に広がる美しい砂浜と太平洋を見渡せます

⑦日和佐駅（美波町）
◉ご当地キャラ「かめファミリー」のお出迎え
◉ボランティアガイドによる観光案内（選択可）
　①薬王寺コース＜約1.0km、急階段あり＞
　②町並とウミガメコース＜約3.2km＞
　※足に不安がある方には道の駅で足湯、ショッピングを
　　ゆっくり楽しむコースもございます。

⑧牟岐駅（牟岐町・海陽町・阿佐海岸鉄道）
◉牟岐駅長およびご当地キャラ「ふるるん」のお出迎え＆お見送り
◉牟岐町・海陽町共同マルシェ開催（地元特産品、海産物等）
◉牟岐町・海陽町・阿佐海岸鉄道の観光PR
◉「港町牟岐の豪商屋敷」見学ガイド付まち歩き＜約0.9km＞
◉キルト作家「小栗さん」のキルト作品展示＆説明会
◉阿佐鉄お楽しみ抽選会

　昭和１１年（１９３６年）３月２７日に牟岐線（羽ノ浦駅～桑野駅間）が開通し、徳島県の県庁所在地の徳島市（徳島駅）と阿南市（桑野駅）間が開通して本年で８０周年を
迎えます。
　そこで、沿線を中心とした関係団体等と地域連携により、第６弾で牟岐線初登場の沿線探検スロー列車「カモン牟岐線☆えーもんあるでないで号」を運行いたします。

牟岐線
（徳島駅～桑野駅間）
開通８０周年記念

　開通記念日の平成２８年３月２７日から６月末まで、牟岐線の全駅
（臨時駅田井ノ浜駅を含みます）に記念のぼり旗を、また今回開通８０
周年を迎える羽ノ浦駅から桑野駅まで７駅舎等に記念看板を掲出し、
地元の方々と一緒にお祝いします。

※写真はイメージです。※ウォーク等の参加についてはツアー参加者のみとなります。

◆運行日/４月１７日（日）、５月２１日（土）◆

牟岐線の駅に記念のぼり旗・記念看板を掲出！

すだちくん

金長たぬき像

羽ノ浦駅

光のまちステーションプラザ

田井ノ浜駅

日和佐駅

いかカツ
バーガー

（マルシェにて販売） ふるるん

えびー太トクシィ



●坂本龍馬脱藩の道ウォーキング（梼原町）
　地元ガイドと一緒に、梼原町内に残る坂本龍馬
ゆかりの地を巡ります。ご希望の方には、県境の
韮ヶ峠を越える脱藩の道もご案内します。（１週間
前までに要予約）
問・予約/ゆすはら観光交流案内所まろうど館　
☎0889-65-1187
■奥四万十の川
●四万十川（中土佐町、梼原町、津野町、四万十町）
　日本最後の清流と言われる四万十川。欄干の
ない沈下橋があちらこちらに点在し、自然と調和し
た美しい景観が楽しめます。

●カヌー・ラフティング体験（四万十町）
　水面近くを滑るように走るカヌーでは、川との一
体感が楽しめます。ラフティングでは、水面が波立
つ急流にある瀬を、息を合わせて突破します。（事
前予約がおすすめ）
問・予約/四万十川・川遊び公園ふるさと交流セン
ター ☎0880-28-5758
■奥四万十の海
●久礼大正町市場（中土佐町）
　奥四万十の海で獲れた魚や干物、地元の旬な
野菜などが並ぶ市場。午後になるとその日の朝獲
れ・昼獲れの新鮮な魚が並びます。
●シーカヤック体験（須崎市）
　奥四万十の大海原をこぎ進むシーカヤック体
験。穏やかな海で大自然を満喫できるコースから、
無人島やシークレットビーチを目指す本格的なロン
グコースまで、希望に合わせたコースを選べます。
（3日前までに要予約）
問・予約/レモレモカヤックス ☎090-8103-3961

■2016奥四万十博
　平成28年4月10日（日）から平成28年12月25日
（日）まで、高知県奥四万十地域（須崎市、中土佐
町、四万十町、梼原町、津野町）において「2016
奥四万十博」が開催されます。「2016奥四万十
博」は、奥四万十地域の豊かな自然や文化を全
国に情報発信し、良さを知ってもらい、訪れ、体験
していただく、旅のキャンペーンです。山川海の豊
かな自然を活かしたイベントやグルメ、体験プログ
ラムが数多くあり、「2016奥四万十博」の期間中の
み実施されるキャンペーンや道の駅の特別メ
ニューも登場します。
■奥四万十の山
●四国カルスト（高知県：梼原町、津野町 愛媛
県：西予市、久万高原町、内子町）
　青い空に緑の草原、あちらこちらに見える白い
石灰岩とのコントラストがきれいな四国カルスト。
大自然の開放的な絶景で、晴れた日には太平洋
を望むこともできます。

■ピックアップイベント（4月～5月）
●こいのぼりの川渡し（四万十町）
日時/4月17日（日）～5月21日（土）
場所/こいのぼり公園
問/四万十町十和地域振興局 ☎0880-28-5111
　こいのぼりの川渡し発祥の地である十和。約
500匹のこいのぼりが四万十川の上空を川幅いっ
ぱいに泳ぎます。
●かつお祭（中土佐町）
日時/5月15日（日）10：00～15：00
場所/久礼八幡宮前ふるさと海岸
問/中土佐町水産商工課 ☎0889-52-2473
　鰹のタタキや鰹丼など、約2トンの鰹を豪快に平
らげるイベントです。
●津野町ふれあい特産市（津野町）
日時/5月29日（日）10：00～15：00
場所/津野町西運動公園
問/津野町産業課 ☎0889-55-2021
　新茶窯煎り体験や試飲、採れたて新鮮野菜の
販売などがあります。

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　Tel.087-825-1626

に　し ご　よ　や　く
電話で列車の指定席が予約できるサービス

受付時間
（年中無休）
8：00～22：00

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。） 【通話料無料（携帯電話含む）】 【有料（ひかり電話からはこちらをご利用ください。）】

JR四国電話
案内センター 0088-24-5489 078-341-79030570-00-4592

し　こ　く　に

　近い将来に発生すると予測されている南海トラフ地震においては、徳島県、高知県の沿岸部にわずかな時分で津波が到達することが予想されています。
　「列車用避難シューター」は大地震、津波発生時に、列車内から車外へ速やかに避難するための一つの道具として考案したもので、
今回この「列車用避難シューター」を量産し、車両に積み込みます。

車両に「列車用避難シューター」を積み込みます！

撮影地：JR四国多度津工場

奥四万十博 検索

JR四国高知運転所社員のグループが、迅速に列車内から車外へ避難するための一つの道具として考案し、試作品の製作を行いました。
※平成２７年１１月に行われた日本鉄道運転協会の運転業務研究発表会において「国土交通省鉄道局長賞」を受賞しました。
車両の貫通路部分に乗務員が速やかに設置できる構造とし、お年寄りなど、梯子等を使用して避難することが困難なお客様に安全、
迅速に列車内から車外へ避難していただくことが可能になります。

土讃線の高知駅から窪川駅間、及び牟岐線をワンマン列車として運転する車両を対象とし、平成２８年４月中の配備を予定しています。

おトクなきっぷや、主な駅の情報など

JR四国ツアー 検索

列車用避難シューターについて

考　案　者

特　　　徴

対象車両及び時期 列車用避難シューター（訓練使用時の様子）

※季節・天候などにより一部内容が変更となる場合がございます。※写真はすべてイメージです。

ＪＲ特急列車 お食事 α

詳しくは、専用パンフレット・ＪＲ四国ホームページ　　　　　　　　をご覧ください。
お問い合わせ／ＪＲ四国 旅の予約センター　☎087-825-1662 （営業時間 平日10:00～18:00 土・日・祝 10:00～17:00）

あじな散歩道 検索

ＪＲ窪川駅着

ホテル松葉川温泉
まつ   ば  がわおんせん

JRで行く気軽な日帰り旅行として人気の「駅長推薦あじな散歩道」を好評発売中です。
■ご利用条件/1名様よりご利用できます。ご利用日の3日前12時までにお申込ください。
■設定除外日/毎月第3木曜日（8月は第4木曜日）、4/23～5/8、8/6～8/17、12/27～1/4
■お食事場所/レストラン「彩」　１１：３０～１４：００
■お子様：大人と別料理となります。
■モデルコースのみ、窪川駅より送迎があります。（要予約）
■最寄り駅からの移動/窪川駅よりバスで約35分。
■主な駅からのおねだん／
　（往復ＪＲ＋食事＋入浴（貸しタオル付））
主な駅
大　人
小　児
主な駅
大　人
小　児

※左記以外の発駅
　設定もございます。

高 松
11,200円
5,450円

松 山
11,700円
5,700円

徳 島
11,200円
5,450円

高 知
7,600円
3,650円外観外観 男性露天風呂男性露天風呂四万十和会席四万十和会席

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。

ＪＲ四国列車運行情報
http://www.jr-shikoku.co.jp/info/m/

平成２8年 月号
No.342
4
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高知県奥四万十地域

■お問い合わせ先
　2016奥四万十博推進協議会 ☎0889-59-5225

N

四国カルスト四国カルスト

津野町ふれあい
特産市（5/29）
津野町ふれあい
特産市（5/29）

かつお祭（5/15）かつお祭（5/15）
久札大正町市場久札大正町市場

レモレモカヤックス
（シーカヤック体験）
レモレモカヤックス
（シーカヤック体験）

四万十川川遊び公園
ふるさと交流センター
四万十川川遊び公園
ふるさと交流センター

こいのぼりの川渡し
（4/17～5/21）
こいのぼりの川渡し
（4/17～5/21）

ゆすはら
観光交流案内所
まろうど館
（坂本龍馬脱藩の道
ウォーキング）

ゆすはら
観光交流案内所
まろうど館
（坂本龍馬脱藩の道
ウォーキング）

窪川駅窪川駅

予土線
予土線

須崎駅須崎駅

佐川駅佐川駅 土讃線

須崎市

中土佐町

四万十町

梼原町

津野町

～アンパンマン列車で行こう！四国の旅～
　平成28年3月26日（土）、アンパンマン列車で
は初めての特急形電車である「予讃線8000系
アンパンマン列車」が岡山駅・高松駅～松山駅
間で運行開始しました。
　外装・内装ともにデザインコンセプトである
「虹の架け橋」を取り入れ、外装には各車両毎に
四国の賑わいを盛り上げるキャラクターや、四国
の風土に親和性の高いキャラクターが描かれて
います。1号車の「アンパンマンシート」（普通車
指定席、16席限定）には、座席に描かれている
キャラクターとの記念撮影ができるほか、座席
テーブルを開けるとミニ運転台（2席に1席）が現
れ、運転士気分を楽しむこともできます。
　この春は新しいアンパンマン列車で、楽しい
四国の旅へ出かけませんか。


