
この本町通りは、
平成２６年に電柱
の地中化工事が
完了し、電線の無
い昔ながらの町並
みが再現されると
ともに、道路の両側約２００Ｍにわたってボラード灯
が設置され、夜の美しい町並みも楽しんでいただ
けるようになりました。

　夜の美観地区、川沿いには人の心に響く優し
い光の夜間景観照明が設置され、歴史的な町並
みを照らしています。この照明は、日本を代表する
照明デザイナー石井幹子さんが手掛けたもので、
従来の街路灯をそのまま利用して笠の部分に壁
面を照らすランプを設置し、建物を優しく照らすとと
もに、建物の２階の窓内には行灯（あんどん）のよう
な灯りをともし、人々が生活するイメージを作り出し
ています。
　そして、それらのあかりは町家と土蔵造りの蔵
が一体となった町並みを倉敷川の水面に浮かび
上がらせ、幻想的な雰囲気を漂わせています。さ

らに白壁の建物の
中に浮かび上が
る、ひときわ存在感
を放つギリシャ神
殿風の大原美術
館も迫力ある姿を
見せ、見る人に感
動を与えています。
そのほか、１８８８年
に創業した倉敷紡
績所（現在のクラ
ボウ）を改装した倉
敷アイビースクエア

　今から約３５０年前、倉敷は幕府直轄地の「天
領」となり、その中央を流れる倉敷川の川畔は米や
綿花などの物資の集散地として栄え、商人たちの
町家や蔵が建ち並びました。その頃からの先人た
ちの努力によって町並みは守られ、昭和５４年、倉
敷美観地区は国の「伝統的建造物群保存地区」
として選定を受け、その面影を今に伝えています。

　近年、そうした白壁の
古い町家や蔵をリノベー
トしたおしゃれなカフェや
雑貨店、さらには倉敷らし
さのある飲食店や文化

観光の複合施設なども次 と々オープンし、美観地区
に新たな魅力が誕生しました。今では、それらの場
所を目指して来られる人も増え、特に本町通りは今
までになかった新しい人の流れが生まれています。

の周辺では、レトロでモダンな赤煉瓦の壁やそれら
に囲まれた植栽があかりで照らされ、訪れた人の
心を癒しています。点灯時間は日没より午後９時ま
で（４月～９月は日没より午後１０時まで）です。ぜひ
倉敷美観地区の夜を散策しながら往時の風景を
思い浮かべ、歴史と文化の息づかいを感じてくだ
さい。

発行：四国旅客鉄道株式会社広報室
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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
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土讃線：坪尻駅

おトクなきっぷや、主な駅の情報など

JR四国ツアー 検索

踏切事故防止キャンペーンを実施！踏切事故防止キャンペーンを実施！
　１１月１日（火）～１０日（木）までの１０日間　｢踏切事故防止キャンペーン」を実施しております。
このキャンペーンは、自動車ドライバ－等に対して、安全意識の高揚と踏切事故の防止を図ること
を目的として行っています。期間中は四国４県において、自動車の踏切脱出訓練、横断幕の掲出
や駅構内・列車内でＰＲポスターやPR放送の取り組みを実施します。

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倉敷駅

大原美術館と
橘香堂ジャンボむらすゞ めの

手焼き体験

おおはら  びじゅつかん

て　や たいけん

きっ こう どう

■ご利用条件／1名様よりご利用できます。
■設定除外日／毎週月曜日（但し祝日及び振替休日の場合は開館）と
　　　　　　  12/27～1/2
■倉敷駅より徒歩約１５分
■主な駅からのおねだん／往復ＪＲ＋大原美術館入館料+むらすゞ め手焼体験
主な駅
大　人
小　児 ※左記以外の発駅設定もございます。

高 松
4,660円
2,830円

松 山
9,600円
5,300円

徳 島
8,060円
4,530円

高 知
8,580円
4,790円外観外観

昭和５年に倉敷の実業家･大原孫三郎によって設立された日本最初の
西洋美術・近代美術を展示する大原美術館と、倉敷銘菓「むらすゞ め」
白玉入りジャンボバージョンの手焼き体験がお楽しみいただけます。

ＪＲ四国からの
お願い

ＪＲ四国からの
お願い

踏切では必ず止まって左右を確かめ列車が来ないことを確かめて通行して下さい。
もし、車が踏切内に閉じ込められても、そのまま車を前進させて脱出して下さい。
遮断機の棒が押し上げられて、踏切から脱出できます。皆様のご協力をお願いします。
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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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■夜間景観照明についてのお問合せ先
　倉敷市観光課　☎086-426-3411
■倉敷市の観光についてのお問合せ先
　公益社団法人倉敷観光コンベンションビューロー
　☎086-421-0224　http://www.kurashiki-tabi.jp/

～まもなくラストラン「絶景！土讃線秘境トロッコ」～
　土讃線の琴平駅～大歩危駅間を運転する
「絶景！土讃線秘境トロッコ」は、平成９年から
「大歩危トロッコ」として運行を開始して、これ
まで多くのお客様にご乗車いただきましたが
平成２８年１１月２７日をもって定期運行は
終了となります。
　大歩危・小歩危の渓谷美、秘境駅の坪尻駅
でのスイッチバックや、ヘッドマークをイメージした
撮影用ボードを持っての記念撮影をお楽しみ
いただけますので、お客様のご乗車をお待ち
しております。
　なお、平成２９年４月より同区間に観光列車
「四国まんなか千年ものがたり」を運行いたし
ますのでご期待下さい。

岡山県 倉敷市

岡
山
編



　今年度で１６回目となる「アンパンマンミュージカル」が愛媛県西条市で開催されます。
　ＪＲ四国の主な駅、駅ワーププラザ、ワープ支店では、ミュージカル鑑賞ツアーを発売するほか、
抽選で１,０００名様を無料でご招待します。

　ＪＲ四国では、「四国フリーきっぷ」をはじめとする全線フリーきっぷを多数発売し
好評をいただいておりますが、近年お客さまのご利用が増加しており、昨年度は
20,000人を超える方に四国の鉄道旅をお楽しみいただきました。
　この秋は、便利でおトクなJR四国のフリーきっぷを使って四国の鉄道旅をお楽し
みください。なお、以下にご紹介した以外にも、誕生月の連続3日、JR四国全線等の
グリーン車が乗り降り自由になる「バースデイきっぷ」などがございます。詳しくは、
「四国をくるり一周 JR四国のフリーきっぷ」パンフレットをご覧ください。

「アンパンマンミュージカル」を愛媛県西条市で開催！「アンパンマンミュージカル」を愛媛県西条市で開催！
～合計１,０００名様に無料鑑賞券をプレゼント！～

フリー区間

※「ALL SHIKOKU Rail Pass」を除くフリーきっぷの発売実績

ＪＲ四国全線の特急列車自由席が連続３日乗り降り自由となるきっぷです。

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。）

ご利用列車・設備 特急列車・普通列車の普通車自由席

発売箇所

有効期間 ３日間
おねだん 16,140円（小児半額）

JR四国のフリーきっぷ発売枚数の推移
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四国フリーきっぷ四国フリーきっぷ

JR四国の主な駅、ワープ支店、駅ワーププラザ及び四国
内の主な旅行会社

フリー区間

「四国お城スタンプラリー」への参加に便利な、JR四国全線と土佐くろしお
鉄道全線の特急列車自由席が連続３日乗り降り自由となるきっぷです。
平成29年6月28日ご出発分までの期間限定で発売しています。

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全線

発売箇所
有効期間 ３日間
おねだん 17,000円（小児半額）

四国お城スタンプラリーきっぷ
「四国お城スタンプラリ 」 の参加に便利な JR四国全線と土佐くろしお

四国お城スタンプラリーきっぷ

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

開催日 平成２９年 ２月１１日（土・祝）

企画旅行商品

企画旅行商品についてのお問い合わせ先

主な駅から伊予西条駅までの往復の交通機関とミュージカル鑑賞券などをセットにした
企画旅行商品を発売します。※各旅行商品は、数に限りがございますので、お早めにご予約ください。

●ワープ高松支店
●ワープ香川中部支店
●新居浜駅ワーププラザ
●ワープ松山支店

☎ 087-851-1326
☎ 0877-49-5100
☎ 0897-34-4861
☎ 089-945-1689

●宇和島駅ワーププラザ
●ワープ徳島支店
●ワープ徳島支店池田営業所
●ワープ高知支店

☎ 0895-22-3222
☎ 088-623-0542
☎ 0883-72-3547
☎ 088-822-8130

・・・・・・・・・・・・・・・・
・・・・・・・・・・・
・・・・・・・・

・・・・・・・・・・・・・・・・

・・・・・・・・・・・・・・・
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

・・・・・・・・・・
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

会　場

ご 

招 

待

「西条市総合文化会館」
（ＪＲ予讃線 伊予西条駅より徒歩５分）

開催時間 午前の部 １０:３０開場、１１:００開演～１２:４５頃まで
午後の部 １３:３０開場、１４:００開演～１５:４５頃まで

午前の部、午後の部  合計１,０００名様
往復はがきの往信用に、代表者の郵便番号、住所、
氏名、電話番号、参加希望人数（大人、お子さま別）、
午前・午後の部のいずれか希望の部をご記入いただ
き、返信用に代表者の郵便番号、住所、氏名を必ず
ご記入の上ご投函ください。
※はがき１枚につき６名様までとさせていただきます。
　（お子様を含む）

平成２８年１１月１９日（土）当日消印有効　
〒760-8580　香川県高松市浜ノ町８－３３　
ＪＲ四国営業部「アンパンマンミュージカル」係
返信用はがきの返送によりお知らせいたします。

営業部アンパンマン列車事業推進室☎087-825-1678
（平日10:00～12:00　13:00～17:00）

●招待者数
●応募方法

●締切
●応募先
 
●抽選結果
●ご招待についてのお問合せ先

イメージ

イメージ

ご利用列車・設備 特急列車・普通列車の普通車自由席

フリー区間 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全線
ジェイアール四国バスの路線バス（高速バスを除きます。）

発売箇所
有効期間 4日間
おねだん 20,570円

四国グリーン紀行四国グリーン紀行

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

ＪＲ四国全線と土佐くろしお鉄道全線が連続4日乗り降り自由。特急列車
のグリーン車をご利用いただけるきっぷです。

ご利用列車・設備 特急列車・普通列車のグリーン車、普通車指定席、
普通車自由席（サンライズ瀬戸号を除きます。）

フリー区間 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。）

発売箇所

有効期間 1日間
おねだん 10,280円（小児半額）

週末乗り放題きっぷ週末乗り放題きっぷ

JR四国の主な駅、ワープ支店、駅ワーププラザ及び四国
内の主な旅行会社

土休日等限定で、ＪＲ四国全線の特急列車自由席が１日乗り降り自由となる
きっぷです。

ご利用列車・設備 特急列車・普通列車の普通車自由席

※土曜日、日曜日、祝日、振替休日、国民の休日、
　12月31日及び1月2日、3日に限ります。

ご利用日前日までの限定発売。土曜日や休日に普通列車が1日乗り降り
自由となるきっぷです。

フリー区間 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。）

発売箇所

有効期間 1日間
おねだん 2,060円（小児半額）

四国再発見早トクきっぷ
ご利用日前日までの限定発売 土曜日や休日に普通列車が1日乗り降り

四国再発見早トクきっぷ

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

※土曜日、日曜日、祝日、振替休日及び国民の休日に限ります。

※ご利用日の前日まで発売します。
（ご利用日当日の発売はいたしません）

ご利用列車・設備 普通列車の普通車自由席 ※特急列車及びグリーン車はご利用いただけません。
　特急券等の必要な料金券のほかに乗車券も必要となります。

※普通列車には快速列車を含みます。

　払いもどしの条件等、詳しくは、

　パンフレットをご覧ください。

四国をくるり一周
JR四国の

フリーきっぷ

JR四国ニュース JR四国ニュース平成２8年11月１日 No.349

「ＪＲ四国 環境保全への取り組み２０１６」の公表について「ＪＲ四国 環境保全への取り組み２０１６」の公表について
　鉄道は、自動車や飛行機など他の交通機関と比べエネルギー効率が良く環境にやさしい交通機関です。
　ＪＲ四国では、環境に対する取り組みをとりまとめ、「ＪＲ四国 環境保全への取り組み２０１６」として公表しています。
　当社の省エネや環境保全に関する具体的な取り組みをご紹介していますので是非ご覧ください。
　「ＪＲ四国環境保全への取り組み２０１６」は、当社ＨＰに掲載しています。

「フリーきっぷ」ご利用のお客さまが増えています！「フリーきっぷ」ご利用のお客さまが増えています！
この秋は「フリーきっぷ」で自由気ままな四国の鉄道旅はいかがですか？

http://www.jr-shikoku.co.jp 企業・採用情報 環境保全への取り組み

「ＪＲ四国 環境保全への取り組み２０１６」の主な内容
●環境マネジメント
　「ＪＲ四国グループは環境保全に積極的な姿勢で取り組み、持続的発展が可
能な社会の実現に貢献します。」という基本理念の元、より環境にやさしい
企業を目指すために、エコロジー推進委員会や環境専門部会を設置してい
ます。
●車両に関する省エネ等への取り組み
　回生ブレーキおよび、ＶＶＶＦ（可変電圧可変周波数）インバータ制御システ
ムを搭載した電車車両や、ステンレス製車体および直接噴射式エンジンを
搭載した気動車車両を省エネ車両と定義し、順次省エネ車両への転換を進
めています。
　１２１系電車は、新製から約３０年が経過したため、２０１５年度よりリニューアル
工事を実施し、車号を７２００系と改めました。リニューアル工事では、床下主
要機器（ＶＶＶＦ装置、コンプレッサ、蓄電池等）の取り替えのほか、炭素繊維強
化プラスチック（ＣＦＲＰ）を採用した台車に更新し、軽量化を図っています。

●鉄道の利用促進の取り組み
　環境負荷の少ない交通機関である鉄道を
ご利用していただくために、駅に車を駐車
して列車に乗り換えて頂く「車deトレイン」
及び「パーク&ライド」、鉄道の優位性をア
ピールするための環境活動のＰＲや環境保
全に関するキャンペーンへの参加などの
モーダルシフトの促進に取り組んでいます。
●地域と連携した利用促進の取り組み
　地元自治体と連携して、自転車をそのまま車内に持ち込めるサイクルトレ
インの運行や、ホタル観賞の際にマイカーから列車とシャトルバスのご利用
に変えていただく「エコツアー」等を実施しています。
●化学物質の管理体制
　ＰＣＢ（ポリ塩化ビフェニル）、ＰＲＴＲ（化学物質排出移動量届出制度）法関連
物質、ダイオキシン、フロン及び有機溶剤などの化学物質の取り扱いに関し
ての排出量の削減と厳重な管理体制の整備に取り組んでいます。



　今年度で１６回目となる「アンパンマンミュージカル」が愛媛県西条市で開催されます。
　ＪＲ四国の主な駅、駅ワーププラザ、ワープ支店では、ミュージカル鑑賞ツアーを発売するほか、
抽選で１,０００名様を無料でご招待します。

　ＪＲ四国では、「四国フリーきっぷ」をはじめとする全線フリーきっぷを多数発売し
好評をいただいておりますが、近年お客さまのご利用が増加しており、昨年度は
20,000人を超える方に四国の鉄道旅をお楽しみいただきました。
　この秋は、便利でおトクなJR四国のフリーきっぷを使って四国の鉄道旅をお楽し
みください。なお、以下にご紹介した以外にも、誕生月の連続3日、JR四国全線等の
グリーン車が乗り降り自由になる「バースデイきっぷ」などがございます。詳しくは、
「四国をくるり一周 JR四国のフリーきっぷ」パンフレットをご覧ください。

「アンパンマンミュージカル」を愛媛県西条市で開催！「アンパンマンミュージカル」を愛媛県西条市で開催！
～合計１,０００名様に無料鑑賞券をプレゼント！～

フリー区間

※「ALL SHIKOKU Rail Pass」を除くフリーきっぷの発売実績

ＪＲ四国全線の特急列車自由席が連続３日乗り降り自由となるきっぷです。

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。）

ご利用列車・設備 特急列車・普通列車の普通車自由席

発売箇所

有効期間 ３日間
おねだん 16,140円（小児半額）

JR四国のフリーきっぷ発売枚数の推移
25,000

H25年度
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発売枚数
H27年度

21,000

H28年度（見込み）

22,000

四国フリーきっぷ四国フリーきっぷ

JR四国の主な駅、ワープ支店、駅ワーププラザ及び四国
内の主な旅行会社

フリー区間

「四国お城スタンプラリー」への参加に便利な、JR四国全線と土佐くろしお
鉄道全線の特急列車自由席が連続３日乗り降り自由となるきっぷです。
平成29年6月28日ご出発分までの期間限定で発売しています。

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全線

発売箇所
有効期間 ３日間
おねだん 17,000円（小児半額）

四国お城スタンプラリーきっぷ
「四国お城スタンプラリ 」 の参加に便利な JR四国全線と土佐くろしお

四国お城スタンプラリーきっぷ

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

開催日 平成２９年 ２月１１日（土・祝）

企画旅行商品

企画旅行商品についてのお問い合わせ先

主な駅から伊予西条駅までの往復の交通機関とミュージカル鑑賞券などをセットにした
企画旅行商品を発売します。※各旅行商品は、数に限りがございますので、お早めにご予約ください。

●ワープ高松支店
●ワープ香川中部支店
●新居浜駅ワーププラザ
●ワープ松山支店

☎ 087-851-1326
☎ 0877-49-5100
☎ 0897-34-4861
☎ 089-945-1689

●宇和島駅ワーププラザ
●ワープ徳島支店
●ワープ徳島支店池田営業所
●ワープ高知支店

☎ 0895-22-3222
☎ 088-623-0542
☎ 0883-72-3547
☎ 088-822-8130

・・・・・・・・・・・・・・・・
・・・・・・・・・・・
・・・・・・・・

・・・・・・・・・・・・・・・・

・・・・・・・・・・・・・・・
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

・・・・・・・・・・
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

会　場

ご 

招 

待

「西条市総合文化会館」
（ＪＲ予讃線 伊予西条駅より徒歩５分）

開催時間 午前の部 １０:３０開場、１１:００開演～１２:４５頃まで
午後の部 １３:３０開場、１４:００開演～１５:４５頃まで

午前の部、午後の部  合計１,０００名様
往復はがきの往信用に、代表者の郵便番号、住所、
氏名、電話番号、参加希望人数（大人、お子さま別）、
午前・午後の部のいずれか希望の部をご記入いただ
き、返信用に代表者の郵便番号、住所、氏名を必ず
ご記入の上ご投函ください。
※はがき１枚につき６名様までとさせていただきます。
　（お子様を含む）

平成２８年１１月１９日（土）当日消印有効　
〒760-8580　香川県高松市浜ノ町８－３３　
ＪＲ四国営業部「アンパンマンミュージカル」係
返信用はがきの返送によりお知らせいたします。

営業部アンパンマン列車事業推進室☎087-825-1678
（平日10:00～12:00　13:00～17:00）

●招待者数
●応募方法

●締切
●応募先
 
●抽選結果
●ご招待についてのお問合せ先

イメージ

イメージ

ご利用列車・設備 特急列車・普通列車の普通車自由席

フリー区間 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全線
ジェイアール四国バスの路線バス（高速バスを除きます。）

発売箇所
有効期間 4日間
おねだん 20,570円

四国グリーン紀行四国グリーン紀行

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

ＪＲ四国全線と土佐くろしお鉄道全線が連続4日乗り降り自由。特急列車
のグリーン車をご利用いただけるきっぷです。

ご利用列車・設備 特急列車・普通列車のグリーン車、普通車指定席、
普通車自由席（サンライズ瀬戸号を除きます。）

フリー区間 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。）

発売箇所

有効期間 1日間
おねだん 10,280円（小児半額）

週末乗り放題きっぷ週末乗り放題きっぷ

JR四国の主な駅、ワープ支店、駅ワーププラザ及び四国
内の主な旅行会社

土休日等限定で、ＪＲ四国全線の特急列車自由席が１日乗り降り自由となる
きっぷです。

ご利用列車・設備 特急列車・普通列車の普通車自由席

※土曜日、日曜日、祝日、振替休日、国民の休日、
　12月31日及び1月2日、3日に限ります。

ご利用日前日までの限定発売。土曜日や休日に普通列車が1日乗り降り
自由となるきっぷです。

フリー区間 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。）

発売箇所

有効期間 1日間
おねだん 2,060円（小児半額）

四国再発見早トクきっぷ
ご利用日前日までの限定発売 土曜日や休日に普通列車が1日乗り降り

四国再発見早トクきっぷ

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

※土曜日、日曜日、祝日、振替休日及び国民の休日に限ります。

※ご利用日の前日まで発売します。
（ご利用日当日の発売はいたしません）

ご利用列車・設備 普通列車の普通車自由席 ※特急列車及びグリーン車はご利用いただけません。
　特急券等の必要な料金券のほかに乗車券も必要となります。

※普通列車には快速列車を含みます。

　払いもどしの条件等、詳しくは、

　パンフレットをご覧ください。

四国をくるり一周
JR四国の

フリーきっぷ

JR四国ニュース JR四国ニュース平成２8年11月１日 No.349

「ＪＲ四国 環境保全への取り組み２０１６」の公表について「ＪＲ四国 環境保全への取り組み２０１６」の公表について
　鉄道は、自動車や飛行機など他の交通機関と比べエネルギー効率が良く環境にやさしい交通機関です。
　ＪＲ四国では、環境に対する取り組みをとりまとめ、「ＪＲ四国 環境保全への取り組み２０１６」として公表しています。
　当社の省エネや環境保全に関する具体的な取り組みをご紹介していますので是非ご覧ください。
　「ＪＲ四国環境保全への取り組み２０１６」は、当社ＨＰに掲載しています。

「フリーきっぷ」ご利用のお客さまが増えています！「フリーきっぷ」ご利用のお客さまが増えています！
この秋は「フリーきっぷ」で自由気ままな四国の鉄道旅はいかがですか？

http://www.jr-shikoku.co.jp 企業・採用情報 環境保全への取り組み

「ＪＲ四国 環境保全への取り組み２０１６」の主な内容
●環境マネジメント
　「ＪＲ四国グループは環境保全に積極的な姿勢で取り組み、持続的発展が可
能な社会の実現に貢献します。」という基本理念の元、より環境にやさしい
企業を目指すために、エコロジー推進委員会や環境専門部会を設置してい
ます。
●車両に関する省エネ等への取り組み
　回生ブレーキおよび、ＶＶＶＦ（可変電圧可変周波数）インバータ制御システ
ムを搭載した電車車両や、ステンレス製車体および直接噴射式エンジンを
搭載した気動車車両を省エネ車両と定義し、順次省エネ車両への転換を進
めています。
　１２１系電車は、新製から約３０年が経過したため、２０１５年度よりリニューアル
工事を実施し、車号を７２００系と改めました。リニューアル工事では、床下主
要機器（ＶＶＶＦ装置、コンプレッサ、蓄電池等）の取り替えのほか、炭素繊維強
化プラスチック（ＣＦＲＰ）を採用した台車に更新し、軽量化を図っています。

●鉄道の利用促進の取り組み
　環境負荷の少ない交通機関である鉄道を
ご利用していただくために、駅に車を駐車
して列車に乗り換えて頂く「車deトレイン」
及び「パーク&ライド」、鉄道の優位性をア
ピールするための環境活動のＰＲや環境保
全に関するキャンペーンへの参加などの
モーダルシフトの促進に取り組んでいます。
●地域と連携した利用促進の取り組み
　地元自治体と連携して、自転車をそのまま車内に持ち込めるサイクルトレ
インの運行や、ホタル観賞の際にマイカーから列車とシャトルバスのご利用
に変えていただく「エコツアー」等を実施しています。
●化学物質の管理体制
　ＰＣＢ（ポリ塩化ビフェニル）、ＰＲＴＲ（化学物質排出移動量届出制度）法関連
物質、ダイオキシン、フロン及び有機溶剤などの化学物質の取り扱いに関し
ての排出量の削減と厳重な管理体制の整備に取り組んでいます。



この本町通りは、
平成２６年に電柱
の地中化工事が
完了し、電線の無
い昔ながらの町並
みが再現されると
ともに、道路の両側約２００Ｍにわたってボラード灯
が設置され、夜の美しい町並みも楽しんでいただ
けるようになりました。

　夜の美観地区、川沿いには人の心に響く優し
い光の夜間景観照明が設置され、歴史的な町並
みを照らしています。この照明は、日本を代表する
照明デザイナー石井幹子さんが手掛けたもので、
従来の街路灯をそのまま利用して笠の部分に壁
面を照らすランプを設置し、建物を優しく照らすとと
もに、建物の２階の窓内には行灯（あんどん）のよう
な灯りをともし、人々が生活するイメージを作り出し
ています。
　そして、それらのあかりは町家と土蔵造りの蔵
が一体となった町並みを倉敷川の水面に浮かび
上がらせ、幻想的な雰囲気を漂わせています。さ

らに白壁の建物の
中に浮かび上が
る、ひときわ存在感
を放つギリシャ神
殿風の大原美術
館も迫力ある姿を
見せ、見る人に感
動を与えています。
そのほか、１８８８年
に創業した倉敷紡
績所（現在のクラ
ボウ）を改装した倉
敷アイビースクエア

　今から約３５０年前、倉敷は幕府直轄地の「天
領」となり、その中央を流れる倉敷川の川畔は米や
綿花などの物資の集散地として栄え、商人たちの
町家や蔵が建ち並びました。その頃からの先人た
ちの努力によって町並みは守られ、昭和５４年、倉
敷美観地区は国の「伝統的建造物群保存地区」
として選定を受け、その面影を今に伝えています。

　近年、そうした白壁の
古い町家や蔵をリノベー
トしたおしゃれなカフェや
雑貨店、さらには倉敷らし
さのある飲食店や文化

観光の複合施設なども次 と々オープンし、美観地区
に新たな魅力が誕生しました。今では、それらの場
所を目指して来られる人も増え、特に本町通りは今
までになかった新しい人の流れが生まれています。

の周辺では、レトロでモダンな赤煉瓦の壁やそれら
に囲まれた植栽があかりで照らされ、訪れた人の
心を癒しています。点灯時間は日没より午後９時ま
で（４月～９月は日没より午後１０時まで）です。ぜひ
倉敷美観地区の夜を散策しながら往時の風景を
思い浮かべ、歴史と文化の息づかいを感じてくだ
さい。

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

所を目指して来られる人も増え、特に
生ま

所を目指して来られる人も増え、特に
までになかった新しい人の流れが生

土讃線：坪尻駅

おトクなきっぷや、主な駅の情報など

JR四国ツアー 検索

踏切事故防止キャンペーンを実施！踏切事故防止キャンペーンを実施！
　１１月１日（火）～１０日（木）までの１０日間　｢踏切事故防止キャンペーン」を実施しております。
このキャンペーンは、自動車ドライバ－等に対して、安全意識の高揚と踏切事故の防止を図ること
を目的として行っています。期間中は四国４県において、自動車の踏切脱出訓練、横断幕の掲出
や駅構内・列車内でＰＲポスターやPR放送の取り組みを実施します。

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倉敷駅

大原美術館と
橘香堂ジャンボむらすゞ めの

手焼き体験

おおはら  びじゅつかん

て　や たいけん

きっ こう どう

■ご利用条件／1名様よりご利用できます。
■設定除外日／毎週月曜日（但し祝日及び振替休日の場合は開館）と
　　　　　　  12/27～1/2
■倉敷駅より徒歩約１５分
■主な駅からのおねだん／往復ＪＲ＋大原美術館入館料+むらすゞ め手焼体験
主な駅
大　人
小　児 ※左記以外の発駅設定もございます。

高 松
4,660円
2,830円

松 山
9,600円
5,300円

徳 島
8,060円
4,530円

高 知
8,580円
4,790円外観外観

昭和５年に倉敷の実業家･大原孫三郎によって設立された日本最初の
西洋美術・近代美術を展示する大原美術館と、倉敷銘菓「むらすゞ め」
白玉入りジャンボバージョンの手焼き体験がお楽しみいただけます。

ＪＲ四国からの
お願い

ＪＲ四国からの
お願い

踏切では必ず止まって左右を確かめ列車が来ないことを確かめて通行して下さい。
もし、車が踏切内に閉じ込められても、そのまま車を前進させて脱出して下さい。
遮断機の棒が押し上げられて、踏切から脱出できます。皆様のご協力をお願いします。
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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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■夜間景観照明についてのお問合せ先
　倉敷市観光課　☎086-426-3411
■倉敷市の観光についてのお問合せ先
　公益社団法人倉敷観光コンベンションビューロー
　☎086-421-0224　http://www.kurashiki-tabi.jp/

～まもなくラストラン「絶景！土讃線秘境トロッコ」～
　土讃線の琴平駅～大歩危駅間を運転する
「絶景！土讃線秘境トロッコ」は、平成９年から
「大歩危トロッコ」として運行を開始して、これ
まで多くのお客様にご乗車いただきましたが
平成２８年１１月２７日をもって定期運行は
終了となります。
　大歩危・小歩危の渓谷美、秘境駅の坪尻駅
でのスイッチバックや、ヘッドマークをイメージした
撮影用ボードを持っての記念撮影をお楽しみ
いただけますので、お客様のご乗車をお待ち
しております。
　なお、平成２９年４月より同区間に観光列車
「四国まんなか千年ものがたり」を運行いたし
ますのでご期待下さい。
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