
■道の駅 海の駅 小豆島ふるさと村

　カヤック教室、海釣り、そうめん流しといった小豆
島の夏を満喫できる体験学習が数多く用意され
ております。テニスコート、ファミリープール、宿泊施
設、喫茶、物産館もあり、食べて、学んで、ワイワイ
楽しめる道の駅です。

■道の駅 小豆島オリーブ公園
　空と海、オリーブと草
木、雲と風車、目の前
に広がるのはブルー、
グリーン、ホワイトの世
界。オリーブ栽培発祥
の地、小豆島でオリーブに触れてみませんか。オ
リーブや種々のハーブを使った体験のほか、魔法
のほうきをレンタルして思い出の写真を撮ろう！

■寒霞渓

　日本三大渓谷美の一つに数えられる寒霞渓
は、これからの時期木々のまぶしい緑に包まれま
す。ハイキングコースがあり、山登りよりも手軽に美
しい自然を満喫できることから、ミシュラン・グリーン

瀬戸内海に浮かぶ人口約3万人の小豆島。
　1400万年前の火山活動によって誕生した小豆
島は、日本三大渓谷美の一つでもある寒霞渓をは
じめとする山や海などの豊かな自然、農村歌舞伎
や虫送りなど幾代に受け継がれてきた伝統文化、
小豆島88か所霊場や数多くの石切丁場などの恵
まれた資源、オリーブ、醤油、佃煮、そうめんなどの
伝統産業、壺井栄の小説「二十四の瞳」に代表
される文学など豊かな魅力にあふれた島です。

■二十四の瞳映画村

　瀬戸内海を見渡す海岸沿い約1万平方メート
ルの敷地の中に、映画「二十四の瞳」のロケ用
オープンセットを改築した大正・昭和初期を思わせ
る小さな村が残っています。ボンネットバス、竹馬、
古びた教室など懐かしい時が流れる場所で、タイ
ムトラベルを味わってみませんか。

ガイド四国に一つ星として紹介された海外の方に
も人気のスポットです。

■瀬戸内国際芸術祭2016

　アートの島でもある小豆島。恵まれた自然や風
景の中に、アートが加わることで新しい魅力が生ま
れています。今回の芸術祭では、約50の作品が
展開されるなど、多くのアート作品を楽しむことが
できます。そして7月18日から始まる夏会期では、
「福武ハウス－アジア・アート・プラットフォーム」など
新たな作品も登場します。古くからの自然や文化
が残る小豆島と、現代アート作品の融合をお楽し
みください。
瀬戸内国際芸術祭2016
夏会期：7月18日（月・海の日）～9月4日（日）
秋会期：10月8日（土）～11月6日（日）

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

古びた教室など懐かしい時が流れ古びた教室など懐かしい時が流れ
ムトラベルを味わってみませんか。

四国には営業日数の少ない臨時駅や、車ではたどり着けない秘境駅が存在します。夏の思い出にＪＲ四国の珍しい駅めぐりはいかがでしょうか。

行ってみよう!JR四国の臨時駅・秘境駅

多度津工場

おトクなきっぷや、主な駅の情報など

JR四国ツアー 検索

臨  時 予讃線：津島ノ宮駅

※臨時駅の営業日や停車する列車の時刻等、詳しくは「ＪＲ四国ホームページ」をご覧ください。

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。JR四国 おトクなきっぷ 検索

子供の神様として広く親
しまれている津嶋神社の
最寄り駅で、夏季大祭
が行われる２日間（8月
４、５日）のみ、臨時駅とし
て営業します。

臨  時 牟岐線：田井ノ浜駅
海水浴シーズンのみ営
業する臨時駅であり、
ホームの隣には「田井ノ
浜海水浴場」が広がっ
ています。

土讃線：坪尻駅
「秘境駅ファン」が集まる
谷底の駅で、全国でも珍
しいスイッチバックの駅。
帰りの列車時刻にはご
注意ください。

　　　　　　　　　ご利用開始日において、満２５歳以下（２５歳を含む）のお客様に限り、JR四国全線（瀬戸大橋線は児島まで含む）の特急列
車・普通列車の普通車自由席及び、土佐くろしお鉄道線（窪川～若井間）の普通列車の普通車自由席とジェイアール四国バスの路線バス（高速
バスは除く）が３日間乗り降り自由になるおトクなきっぷです。

発売期間 平成２８年６月２０日（月）から平成２８年９月１０日（土）まで
　※ご出発日の１ヶ月前からご出発日当日まで発売いたします。
設定期間 平成２８年７月２０日（水）から平成２８年９月１２日（月）まで
　※平成２８年９月１０日（土）ご出発分まで発売いたします。
〈発売条件〉
●ご利用開始日において、満２５歳以下（２５歳を含みます）の方がご利用の場合に発売いたします。
●ご購入の際には、健康保険証、運転免許証など、ご利用の方の生年月日を確認できる公的証明書の

　ご呈示が必要です。学生証・生徒手帳は、生年月日が記載されている場合に限り、証明書としてご使
　用いただけます。
〈主なご利用条件〉
●有効期間は３日間です。　●小児の設定はございません。
●JR四国全線（宇多津～児島間を含む）の特急列車・普通列車の普通車自由席及び、土佐くろしお鉄
　道線（窪川～若井間）の普通列車の普通車自由席が乗り降り自由です。（サンライズ瀬戸号には
　乗車できません。）
●ジェイアール四国バスのうち、路線バス〈〈大栃線（土佐山田～アンパンマンミュージアム前～大栃
　間）、久万高原線（松山～久万高原～落出間）〉〉にご乗車いただけます。（高速バスには乗車できま
　せん。）
●きっぷに記名のご本人に限りご利用いただけます。ご利用の際は、生年月日を確認できる公的証明
　書をご携帯のうえ、係員から呈示を求められた場合はご呈示ください。
〈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、四国内の主な旅行会社及びバーチャル
モール「夢四国」

ご利用区間
四国旅客鉄道会社線全線（瀬戸大橋線は児島まで含みます）

土佐くろしお鉄道会社線（窪川～若井間）
ジェイアール四国バスの路線バス（高速バスを除きます）

有効期間

3日間

おねだん（円）

9,80０

始日において 満２５歳以下（２５歳を含む）のお客様に限り JR四国全線（瀬戸大橋線は児島まで含む）

若者限定四国フリーきっぷ若者限定四国フリーきっぷ

海も山も、文化も歴史も
　夏の小豆島で贅沢な休日を
　　　　　　　　　　小豆島町

しょうどしま

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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香川県小豆島町

■お問い合わせ先
オリーブナビ小豆島（商工観光課） ☎0879-82-7007

N

小豆島町役場小豆島町役場
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福武ハウス－アジア・
アート・プラットフォーム土庄町

小豆島町

～かっぱうようよ もうすぐ会える～

　平成２３年７月、予土線にデビューした「海洋

堂ホビートレイン」は、平成２８年７月２日（土）、

「海洋堂ホビートレイン　かっぱうようよ号」と

して、リニューアルデビューします。

　リニューアルされた車体のデザインは、日本

最後の清流と言われている四万十川を泳ぐ

かっぱをイメージしています。車内のショー

ケースには「カッパ造形大賞」の応募作品

などが展示されているほか、等身大のかっぱ

親子の人形が皆様をお出迎えいたします。自然

豊かな四国の予土線まで、かっぱたちにぜひ

会いに来てください。



　平成２３年７月より予土線（しまんとグリーンライン）を普通列車として運転している予土線３兄弟の次男である「海洋堂ホビートレイン」が平成２８年７月２日（土）
にリニューアルデビューします。今回は平成２５年７月に次いで、２回目のリニューアルとなります。今回のリニューアルでは予土線沿線に残るかっぱにまつわる伝説
にもちなみ、列車の外観・内装ともに「かっぱの世界」を表現しています。

海洋堂ホビートレイン かっぱうようよ号 ７月２日リニューアルデビュー海洋堂ホビートレイン かっぱうようよ号 ７月２日リニューアルデビュー

◆対象車両
　キハ３２形式 「キハ３２－４」 海洋堂ホビートレイン
◆運転区間
　予土線（しまんとグリーンライン）
　宇和島～窪川間

◆運転開始日
　平成２８年７月２日（土）　宇和島駅　２１時１０分発　江川崎行きより
◆車両の主な変更箇所
　◎名称　「海洋堂ホビートレイン かっぱうようよ号」
　◎外観　四万十川を泳ぐかっぱをイメージして描かれています。
　◎ミュージックホーン
　　　　　鉄道音楽人気デュオ「スギテツ」作曲のミュージックホーンを採用しています。
　　　　　※上り下りで音色が違います！
◆客室設備
　座席モケットやカーテンなども、かっぱをモチーフにリニューアルを行っています。
　車内のショーケースの中には「カッパ造形大賞」応募作品などが展示されています。
　座席には等身大のかっぱ人形（大人・子ども）を設置しており、大人のかっぱはセンサーに
　反応してしゃべることもできます。
　　※かっぱのおしゃべりは下記の２本の列車のみの実施となります。
　　　◎宇和島駅 ９時３９分発→窪川駅行き　 ◎窪川駅 １３時２４分発→宇和島駅行き

※車両の検査等により一般車両で
　運転する場合があります。

JR四国ニュース JR四国ニュース平成２8年7月１日 No.345

瀬戸内国際芸術祭の舞台をめぐる
『ゆったり満喫 アートな直島』を発売中!!
瀬戸内国際芸術祭の舞台をめぐる
『ゆったり満喫 アートな直島』を発売中!!

　７月１８日（月）～９月４日（日）の期間、香川県・瀬戸内地域で「瀬戸内国際芸術祭2016」夏会期が開催されます。
　ＪＲ四国では芸術祭の舞台である「直島」をめぐるツアー「ゆったり満喫 アートな直島」を発売中です。

　ＪＲ四国では、「安全の確保」が事業運営の根幹であるとの認識のもと、安全運行に努めています。電車へ電気を供給する変電所設備や列車運転を
制御する信号設備など、様 な々設備により安全安定輸送を支えています。日々 これらの設備の保守や更新を行い、お客様が「安心して」「喜んで」「末永
く」ご利用いただけるよう取り組んでいます。

　ＪＲ四国には、２１箇所の変電所があり、電力会社から購
入した交流６万又は２万Ｖ（ボルト）の電気を、電車走行に
必要な直流１５００Ｖに変換し、線路上の電車線（トロリ線）
を通じて電車に供給しています。これらの設備は電気指令
で２４時間監視し、万一異状を認めた場合には、電気係員
が即応する体制をとっています。合わせて事故を少しでも
早く復旧させるため、トロリ線断線復旧訓練など各種訓練
を定期的に実施しています。
　また、電化開業２９年を迎える高松地区を中心に、変電
所設備や電車線路設備の更新を実施しています。

鉄道の安全輸送を支える鉄道の安全輸送を支える

電車に安定した電気を送る変電所・電車線設備

変電所機器取替 トロリ線断線復旧訓練

　信号設備で最も重要なことは、安全に動作することで
す。このため、万一故障しても安全側に動作する設備と
なっています。これを「フェールセーフの原則」と言います。
　信号設備には信号装置、転てつ装置、軌道回路、連動
装置等があり、これらの装置が連携して列車運行の安全
を確保しています。また、踏切保安装置は列車や踏切を通
行する車や人の安全を確保しています。これら装置の故
障を未然に防ぐため、日夜検査・調整、更新工事等を実施
し、保安度、信頼度の維持、向上に努めています。
　四国中に点在するこれら装置はテレメータ（集中監視装
置）により、その稼働状態を常に監視しています。昨年度
着手したテレメータ更新に合わせ、自動検査機能を付加
するなど装置の改良を行っています。

列車の安全運行を確保する信号設備

連動装置の配線確認 自動列車停止装置の検査

　通信設備は、いろいろな情報をスムーズに伝送することにより、列車運行等の安全を確保する重要な
役割を担っています。
　通信設備には、乗務員と輸送指令間で使用する列車無線や、駅構内での入換作業時に使用する構
内無線等無線設備と、列車の在線位置や遅れ時間等運行管理情報や電話・案内放送等音声情報を
伝送する有線設備があります。これら装置が接続される通信回線網については、平成２３年度より支援措
置による助成金・無利子貸付を活用した光通信網整備を推進しており、今年度は松山・宇和島間で光
ケーブルを新設しています。

鉄道の安全輸送に必要な通信設備

　松山駅高架は、愛媛県によるＪＲ松山駅付近連続立体交差事業によ
り、約２．４ｋｍの区間を高架化するものです。道路と鉄道を連続的に立体
交差することにより、８箇所の踏切を廃止し、周辺道路の交通環境が大幅
に改善されるほか、踏切事故解消による列車の安全・安定輸送にもつな
がります。平成22年度に工事着手し、現在は車両基地移転に伴う松山・
市坪間の行違い線新設工事により電車線路設備や信号、通信設備など
安全な列車運行に必要な設備の設置を行っています。

松山駅付近高架化

松山・市坪間行違い線新設

光ケーブル布設

石手川橋りょう電柱建植

７月２０日（水）、２７日（水）、２９日（金）、
８月５日（金）、１７日（水）、１９日（金）、２６日（金）、３１日（水）

詳しい旅行行程等については、パンフレットをご覧いただくか、
ＪＲ四国のワープ支店・駅ワーププラザへお問い合わせください。

大人１６，５００円/子供１１，５００円
※作品鑑賞パスポート持参の方は４，０００円引き
※JR四国ジパング倶楽部会員様は1，０００円引き

設定日

旅行
代金

ほかにも瀬戸内国際芸術祭の舞台をめぐるツアーを発売中！

瀬戸内チャータークルーズ 犬島散策と２人の芸術家を訪ねる犬島・庵治

ぐるっとまるごと 小豆島&豊島の旅小豆島・豊島

高松港 宮浦港

へんこつ苑 家プロジェクト

地中美術館 ベネッセハウス ミュージアム

宮浦港 高松港 高松駅

定期船

8:12

12:40 13:15 13:15 16:00 16:15 17:00 18:00 18:05

9:02 9:20 10:00（11:00） 11:00（12:00） 11:10（10:00） 12:00（10:50）

貸切バス
※2班に分かれて観賞

〈昼食〉 解散

※2班に分かれて観賞

直島パヴィリオン
所有者：直島町　設計：藤本壮介建築設計事務所
写真/福田ジン

草間彌生「赤かぼちゃ」2006年
直島･宮浦港緑地　写真/青地大輔

リニューアル前

リニューアル後

※写真はイメージです。

車内のかっぱ人形

高松

徳島

鳴門

海部

窪川

若井

多度津

阿波池田

高知

宇和島

江
川
崎

松山

予土線
（しまんとグリーンライン）



　平成２３年７月より予土線（しまんとグリーンライン）を普通列車として運転している予土線３兄弟の次男である「海洋堂ホビートレイン」が平成２８年７月２日（土）
にリニューアルデビューします。今回は平成２５年７月に次いで、２回目のリニューアルとなります。今回のリニューアルでは予土線沿線に残るかっぱにまつわる伝説
にもちなみ、列車の外観・内装ともに「かっぱの世界」を表現しています。

海洋堂ホビートレイン かっぱうようよ号 ７月２日リニューアルデビュー海洋堂ホビートレイン かっぱうようよ号 ７月２日リニューアルデビュー

◆対象車両
　キハ３２形式 「キハ３２－４」 海洋堂ホビートレイン
◆運転区間
　予土線（しまんとグリーンライン）
　宇和島～窪川間

◆運転開始日
　平成２８年７月２日（土）　宇和島駅　２１時１０分発　江川崎行きより
◆車両の主な変更箇所
　◎名称　「海洋堂ホビートレイン かっぱうようよ号」
　◎外観　四万十川を泳ぐかっぱをイメージして描かれています。
　◎ミュージックホーン
　　　　　鉄道音楽人気デュオ「スギテツ」作曲のミュージックホーンを採用しています。
　　　　　※上り下りで音色が違います！
◆客室設備
　座席モケットやカーテンなども、かっぱをモチーフにリニューアルを行っています。
　車内のショーケースの中には「カッパ造形大賞」応募作品などが展示されています。
　座席には等身大のかっぱ人形（大人・子ども）を設置しており、大人のかっぱはセンサーに
　反応してしゃべることもできます。
　　※かっぱのおしゃべりは下記の２本の列車のみの実施となります。
　　　◎宇和島駅 ９時３９分発→窪川駅行き　 ◎窪川駅 １３時２４分発→宇和島駅行き

※車両の検査等により一般車両で
　運転する場合があります。
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瀬戸内国際芸術祭の舞台をめぐる
『ゆったり満喫 アートな直島』を発売中!!
瀬戸内国際芸術祭の舞台をめぐる
『ゆったり満喫 アートな直島』を発売中!!

　７月１８日（月）～９月４日（日）の期間、香川県・瀬戸内地域で「瀬戸内国際芸術祭2016」夏会期が開催されます。
　ＪＲ四国では芸術祭の舞台である「直島」をめぐるツアー「ゆったり満喫 アートな直島」を発売中です。

　ＪＲ四国では、「安全の確保」が事業運営の根幹であるとの認識のもと、安全運行に努めています。電車へ電気を供給する変電所設備や列車運転を
制御する信号設備など、様 な々設備により安全安定輸送を支えています。日々 これらの設備の保守や更新を行い、お客様が「安心して」「喜んで」「末永
く」ご利用いただけるよう取り組んでいます。

　ＪＲ四国には、２１箇所の変電所があり、電力会社から購
入した交流６万又は２万Ｖ（ボルト）の電気を、電車走行に
必要な直流１５００Ｖに変換し、線路上の電車線（トロリ線）
を通じて電車に供給しています。これらの設備は電気指令
で２４時間監視し、万一異状を認めた場合には、電気係員
が即応する体制をとっています。合わせて事故を少しでも
早く復旧させるため、トロリ線断線復旧訓練など各種訓練
を定期的に実施しています。
　また、電化開業２９年を迎える高松地区を中心に、変電
所設備や電車線路設備の更新を実施しています。

鉄道の安全輸送を支える鉄道の安全輸送を支える

電車に安定した電気を送る変電所・電車線設備

変電所機器取替 トロリ線断線復旧訓練

　信号設備で最も重要なことは、安全に動作することで
す。このため、万一故障しても安全側に動作する設備と
なっています。これを「フェールセーフの原則」と言います。
　信号設備には信号装置、転てつ装置、軌道回路、連動
装置等があり、これらの装置が連携して列車運行の安全
を確保しています。また、踏切保安装置は列車や踏切を通
行する車や人の安全を確保しています。これら装置の故
障を未然に防ぐため、日夜検査・調整、更新工事等を実施
し、保安度、信頼度の維持、向上に努めています。
　四国中に点在するこれら装置はテレメータ（集中監視装
置）により、その稼働状態を常に監視しています。昨年度
着手したテレメータ更新に合わせ、自動検査機能を付加
するなど装置の改良を行っています。

列車の安全運行を確保する信号設備

連動装置の配線確認 自動列車停止装置の検査

　通信設備は、いろいろな情報をスムーズに伝送することにより、列車運行等の安全を確保する重要な
役割を担っています。
　通信設備には、乗務員と輸送指令間で使用する列車無線や、駅構内での入換作業時に使用する構
内無線等無線設備と、列車の在線位置や遅れ時間等運行管理情報や電話・案内放送等音声情報を
伝送する有線設備があります。これら装置が接続される通信回線網については、平成２３年度より支援措
置による助成金・無利子貸付を活用した光通信網整備を推進しており、今年度は松山・宇和島間で光
ケーブルを新設しています。

鉄道の安全輸送に必要な通信設備

　松山駅高架は、愛媛県によるＪＲ松山駅付近連続立体交差事業によ
り、約２．４ｋｍの区間を高架化するものです。道路と鉄道を連続的に立体
交差することにより、８箇所の踏切を廃止し、周辺道路の交通環境が大幅
に改善されるほか、踏切事故解消による列車の安全・安定輸送にもつな
がります。平成22年度に工事着手し、現在は車両基地移転に伴う松山・
市坪間の行違い線新設工事により電車線路設備や信号、通信設備など
安全な列車運行に必要な設備の設置を行っています。

松山駅付近高架化

松山・市坪間行違い線新設

光ケーブル布設

石手川橋りょう電柱建植

７月２０日（水）、２７日（水）、２９日（金）、
８月５日（金）、１７日（水）、１９日（金）、２６日（金）、３１日（水）

詳しい旅行行程等については、パンフレットをご覧いただくか、
ＪＲ四国のワープ支店・駅ワーププラザへお問い合わせください。

大人１６，５００円/子供１１，５００円
※作品鑑賞パスポート持参の方は４，０００円引き
※JR四国ジパング倶楽部会員様は1，０００円引き

設定日

旅行
代金

ほかにも瀬戸内国際芸術祭の舞台をめぐるツアーを発売中！

瀬戸内チャータークルーズ 犬島散策と２人の芸術家を訪ねる犬島・庵治

ぐるっとまるごと 小豆島&豊島の旅小豆島・豊島

高松港 宮浦港

へんこつ苑 家プロジェクト

地中美術館 ベネッセハウス ミュージアム

宮浦港 高松港 高松駅

定期船

8:12

12:40 13:15 13:15 16:00 16:15 17:00 18:00 18:05

9:02 9:20 10:00（11:00） 11:00（12:00） 11:10（10:00） 12:00（10:50）

貸切バス
※2班に分かれて観賞

〈昼食〉 解散

※2班に分かれて観賞

直島パヴィリオン
所有者：直島町　設計：藤本壮介建築設計事務所
写真/福田ジン

草間彌生「赤かぼちゃ」2006年
直島･宮浦港緑地　写真/青地大輔

リニューアル前

リニューアル後

※写真はイメージです。

車内のかっぱ人形

高松

徳島

鳴門

海部

窪川

若井

多度津

阿波池田

高知
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■道の駅 海の駅 小豆島ふるさと村

　カヤック教室、海釣り、そうめん流しといった小豆
島の夏を満喫できる体験学習が数多く用意され
ております。テニスコート、ファミリープール、宿泊施
設、喫茶、物産館もあり、食べて、学んで、ワイワイ
楽しめる道の駅です。

■道の駅 小豆島オリーブ公園
　空と海、オリーブと草
木、雲と風車、目の前
に広がるのはブルー、
グリーン、ホワイトの世
界。オリーブ栽培発祥
の地、小豆島でオリーブに触れてみませんか。オ
リーブや種々のハーブを使った体験のほか、魔法
のほうきをレンタルして思い出の写真を撮ろう！

■寒霞渓

　日本三大渓谷美の一つに数えられる寒霞渓
は、これからの時期木々のまぶしい緑に包まれま
す。ハイキングコースがあり、山登りよりも手軽に美
しい自然を満喫できることから、ミシュラン・グリーン

瀬戸内海に浮かぶ人口約3万人の小豆島。
　1400万年前の火山活動によって誕生した小豆
島は、日本三大渓谷美の一つでもある寒霞渓をは
じめとする山や海などの豊かな自然、農村歌舞伎
や虫送りなど幾代に受け継がれてきた伝統文化、
小豆島88か所霊場や数多くの石切丁場などの恵
まれた資源、オリーブ、醤油、佃煮、そうめんなどの
伝統産業、壺井栄の小説「二十四の瞳」に代表
される文学など豊かな魅力にあふれた島です。

■二十四の瞳映画村

　瀬戸内海を見渡す海岸沿い約1万平方メート
ルの敷地の中に、映画「二十四の瞳」のロケ用
オープンセットを改築した大正・昭和初期を思わせ
る小さな村が残っています。ボンネットバス、竹馬、
古びた教室など懐かしい時が流れる場所で、タイ
ムトラベルを味わってみませんか。

ガイド四国に一つ星として紹介された海外の方に
も人気のスポットです。

■瀬戸内国際芸術祭2016

　アートの島でもある小豆島。恵まれた自然や風
景の中に、アートが加わることで新しい魅力が生ま
れています。今回の芸術祭では、約50の作品が
展開されるなど、多くのアート作品を楽しむことが
できます。そして7月18日から始まる夏会期では、
「福武ハウス－アジア・アート・プラットフォーム」など
新たな作品も登場します。古くからの自然や文化
が残る小豆島と、現代アート作品の融合をお楽し
みください。
瀬戸内国際芸術祭2016
夏会期：7月18日（月・海の日）～9月4日（日）
秋会期：10月8日（土）～11月6日（日）

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

古びた教室など懐かしい時が流れ古びた教室など懐かしい時が流れ
ムトラベルを味わってみませんか。

四国には営業日数の少ない臨時駅や、車ではたどり着けない秘境駅が存在します。夏の思い出にＪＲ四国の珍しい駅めぐりはいかがでしょうか。

行ってみよう!JR四国の臨時駅・秘境駅

多度津工場

おトクなきっぷや、主な駅の情報など

JR四国ツアー 検索

臨  時 予讃線：津島ノ宮駅

※臨時駅の営業日や停車する列車の時刻等、詳しくは「ＪＲ四国ホームページ」をご覧ください。

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。JR四国 おトクなきっぷ 検索

子供の神様として広く親
しまれている津嶋神社の
最寄り駅で、夏季大祭
が行われる２日間（8月
４、５日）のみ、臨時駅とし
て営業します。

臨  時 牟岐線：田井ノ浜駅
海水浴シーズンのみ営
業する臨時駅であり、
ホームの隣には「田井ノ
浜海水浴場」が広がっ
ています。

土讃線：坪尻駅
「秘境駅ファン」が集まる
谷底の駅で、全国でも珍
しいスイッチバックの駅。
帰りの列車時刻にはご
注意ください。

　　　　　　　　　ご利用開始日において、満２５歳以下（２５歳を含む）のお客様に限り、JR四国全線（瀬戸大橋線は児島まで含む）の特急列
車・普通列車の普通車自由席及び、土佐くろしお鉄道線（窪川～若井間）の普通列車の普通車自由席とジェイアール四国バスの路線バス（高速
バスは除く）が３日間乗り降り自由になるおトクなきっぷです。

発売期間 平成２８年６月２０日（月）から平成２８年９月１０日（土）まで
　※ご出発日の１ヶ月前からご出発日当日まで発売いたします。
設定期間 平成２８年７月２０日（水）から平成２８年９月１２日（月）まで
　※平成２８年９月１０日（土）ご出発分まで発売いたします。
〈発売条件〉
●ご利用開始日において、満２５歳以下（２５歳を含みます）の方がご利用の場合に発売いたします。
●ご購入の際には、健康保険証、運転免許証など、ご利用の方の生年月日を確認できる公的証明書の

　ご呈示が必要です。学生証・生徒手帳は、生年月日が記載されている場合に限り、証明書としてご使
　用いただけます。
〈主なご利用条件〉
●有効期間は３日間です。　●小児の設定はございません。
●JR四国全線（宇多津～児島間を含む）の特急列車・普通列車の普通車自由席及び、土佐くろしお鉄
　道線（窪川～若井間）の普通列車の普通車自由席が乗り降り自由です。（サンライズ瀬戸号には
　乗車できません。）
●ジェイアール四国バスのうち、路線バス〈〈大栃線（土佐山田～アンパンマンミュージアム前～大栃
　間）、久万高原線（松山～久万高原～落出間）〉〉にご乗車いただけます。（高速バスには乗車できま
　せん。）
●きっぷに記名のご本人に限りご利用いただけます。ご利用の際は、生年月日を確認できる公的証明
　書をご携帯のうえ、係員から呈示を求められた場合はご呈示ください。
〈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、四国内の主な旅行会社及びバーチャル
モール「夢四国」

ご利用区間
四国旅客鉄道会社線全線（瀬戸大橋線は児島まで含みます）

土佐くろしお鉄道会社線（窪川～若井間）
ジェイアール四国バスの路線バス（高速バスを除きます）

有効期間

3日間

おねだん（円）

9,80０

始日において 満２５歳以下（２５歳を含む）のお客様に限り JR四国全線（瀬戸大橋線は児島まで含む）

若者限定四国フリーきっぷ若者限定四国フリーきっぷ

海も山も、文化も歴史も
　夏の小豆島で贅沢な休日を
　　　　　　　　　　小豆島町

しょうどしま

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.345
7

JR四国ニュースNo.345

香川県小豆島町

■お問い合わせ先
オリーブナビ小豆島（商工観光課） ☎0879-82-7007

N

小豆島町役場小豆島町役場

池田港池田港

坂手港坂手港

草壁港草壁港

大部港大部港
福田港福田港

土庄港土庄港 道の駅
小豆島オリーブ公園
道の駅
小豆島オリーブ公園

道の駅 海の駅
小豆島ふるさと村
道の駅 海の駅
小豆島ふるさと村

二十四の瞳
映画村
二十四の瞳
映画村

寒霞渓寒霞渓

福武ハウス－アジア・
アート・プラットフォーム
福武ハウス－アジア・
アート・プラットフォーム土庄町

小豆島町

～かっぱうようよ もうすぐ会える～

　平成２３年７月、予土線にデビューした「海洋

堂ホビートレイン」は、平成２８年７月２日（土）、

「海洋堂ホビートレイン　かっぱうようよ号」と

して、リニューアルデビューします。

　リニューアルされた車体のデザインは、日本

最後の清流と言われている四万十川を泳ぐ

かっぱをイメージしています。車内のショー

ケースには「カッパ造形大賞」の応募作品

などが展示されているほか、等身大のかっぱ

親子の人形が皆様をお出迎えいたします。自然

豊かな四国の予土線まで、かっぱたちにぜひ

会いに来てください。


