
トでは、假屋崎省吾デモンストレーションやファッ
ションショーとともに、第１０回となることを記念し、花
嫁行列が同時開催されます。
会場：美馬市脇町うだつの町並み　吉田家住宅

◆四国酒まつり
　２月１８日（土）、第１８回目となる四国酒まつりが
三好市池田町で開催されます。四国最大の、酒
の祭典、酒好きにはたまらないイベントです。
　三好市池田は四国の灘とも称される隠れた酒
所、そこで地元酒蔵の「酒蔵開放見学会」と、四
国中から集めた銘酒が楽しめる「地酒試飲会」が
行われます。
試飲会場：三好市池田町マチ　サンライズビル

◆ビッグひな祭り
　２月１９日（日）～４月２日（日）、全国から集められ
た約3万体の家庭で飾らなくなった「ひな人形」
が、百段のピラミッド型ひな段を中心に館内いっぱ
いに展示される華麗なひな祭りが開催されます。
地元特産品などを即売する「ひな市」や阿波人形
浄瑠璃の公演、阿波おどりなどの催しも行われま
す。

　新年あけましておめでとうございます。平成２９年
４月～６月は、四国デスティネーションキャンペーン
として、全国のＪＲや地元行政等が連携し四国へ
の誘客活動が図られます。来訪いただいたお客
様には、四国の魅力を十分楽しんでいただきたい
と思います。
　その賑わいの序章となる新年から３月にかけて
の、新春を彩る徳島県の賑わいイベントを紹介し
ます。

◆初詣
　一年の計は元旦にあり。徳島県内の寺社は初
詣で賑わいます。また、四国八十八ヶ所霊場巡礼
の旅は「発心の道場」徳島から始まります。

◆假屋崎省吾うだつをいける
　１月８日（日）～２月１９日（日）、美馬市脇町のうだ
つの町並みでは、シンビジウムをはじめとする地元
の花や樹木が、假屋崎氏の演出によって艶やか
に生まれ変わります。１月８日のオープニングイベン

会場：勝浦町大字生名　人形文化交流館

◆渦開き
  ２月２５日（土）、鳴門海峡の春の観潮シーズン到
来を告げる「渦開き」が開催されます。春は大きな
渦潮が見られるベストシーズンです。世界遺産を
目指す、鳴門海峡の渦潮を体感できます。この後、
鳴門市一円では「春の渦まつり」として、期間中
様 な々イベントが開催されます。
期間：２月２５日（土）～４月３０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
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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

「合格祈願きっぷ」を発売中！「合格祈願きっぷ」を発売中！
　JR四国では、学駅の入場券５枚と入場券を入れることができるお守り袋をセットにした「合格祈願きっぷ」を発売しています。
受験生へのプレゼントに「合格祈願きっぷ」はいかがでしょうか。

特急列車自由席をご利用いただける往復きっぷ、または4枚つづりの回数券です。

詳しくは、専用パンフレットまたは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

四国デスティネーションキャンペーン
開催直前、徳島県内賑わいイベント

○「合格祈願きっぷ」とは？
　学駅の入場券を見ると、右端に入場券を表す「入」の字と、発行駅の「学」の
字が、縦に並んで「入学（にゅうがく）」と読むことができます。また、入場券を５枚
そろえると「５入学（ごにゅうがく）」となることから、受験生には大変縁起が良い
きっぷです。
○「学」の由来
　学駅は、徳島県吉野川市川島町学にありますが、昔この土地には、「了慶寺」
というお寺があり、この寺にいた徳の高い僧侶の下へ、各地から大勢の人々が
学問を習いに来たことから「学」という地名がついたと言われています。

■おねだん：８００円　（学駅の入場券５枚＋お守り袋）　
■発売箇所：①ＪＲ四国の主な駅、一部のワープ支店・駅ワーププラザ
　　　　　 ②徳島駅では郵送によるお申し込みを受け付けております。
　　　　　 ③バーチャルモール夢四国 http://www.yumeshikoku.com
　　　　　 ④東京神田神保町 書泉グランデ６Ｆ
また、下記の期間中は学駅にて合格祈願きっぷの臨時発売を行います。

平成２９年１月１日（日・祝）～３日（火）学駅での臨時発売
スケジュール

発売日 ９：００～１５：００発売時間
平成２９年１月４日（水）～９日（月・祝）発売日 ９：００～１２：００  １３：００～１５：００発売時間

がく

車自由席をご利用いただける往復き ぷまたは4枚つづりの回数券です車

Ｓきっぷ（往復券・4枚回数券）Ｓきっぷ（往復券・4枚回数券）

●有効期間は、往復券が４日間、４枚回数券が発行日から３ヶ月間
です。
●ご利用区間の特急列車自由席をご利用いただけます。
●往復券には小児の設定があります（小児は大人の半額です）。
●回数券は１枚ずつでもご利用いただけます。
●回数券は有効期間開始日の変更はいたしません。
●回数券には小児の設定はございません。回数券１枚で小児
２人までご利用いただけます。
●途中駅で下車した場合は前途無効です。
●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。

●往復券の払いもどしは、ゆき券・かえり券とも未使用で有効期
間開始日前または有効期間内の場合、もしくは、かえり券が未
使用で有効期間内の場合、手数料をいただき、発売箇所で承
ります。
●回数券の払いもどしは、表紙券があり、全券片未使用で有効期
間内の場合、手数料として２２０円をいただき、発売箇所で承り
ます。
●発売箇所/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

ご利用区間

徳島⇔阿波池田

4枚回数券
おねだん

8,28０円
※上記区間以外にも設定がございます。

ご利用区間

徳島⇔海部

往復券 4枚回数券
おねだん

4,58０円 8,56０円
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高松駅高松駅
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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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■お問い合わせ先
一般財団法人徳島県観光協会 ☎088-624-5140
阿波ナビ　http://www.awanavi.jp

～運行開始に向けて製作中～
　平成２９年はＪＲ四国発足３０周年を迎える節目
の年です。
　現在多度津工場では、土讃線の多度津・琴平～
大歩危間を運行する新しい観光列車「四国まんな
か千年ものがたり」の車両製作が行われています。
写真に写っている１号車「春萌（はるあかり）の章」
の外観は春をイメージしており、厳しい寒さに耐えて
いた木々の芽が、若葉とともに日増しに茂っていく
色合いを緑色をベースに表現しています。
　また、今年は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」が開催され、四国がより
一層注目される年となります。ＪＲ四国グループは
今年も安全で安心なサービスや商品の提供に努め
てまいります。
　本年もＪＲ四国をよろしくお願いいたします。

徳 島 県
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商業施設「ＯＲＡＮＧＥ ＧＡＲＤＥＮ」がオープンしました！
～オレンジタウンがますます魅力的な街に～

商業施設「ＯＲＡＮＧＥ ＧＡＲＤＥＮ」がオープンしました！
～オレンジタウンがますます魅力的な街に～

初詣に便利！「薬王寺初詣きっぷ」を発売中です！初詣に便利！「薬王寺初詣きっぷ」を発売中です！

JR四国ニュース No.351

　JR四国グループのよんてつ不動産(株)では、高徳線のオレンジタウン駅近くの分譲住宅地「オレンジタウン」に新たな商業施設をオープンいたしました。
　商業施設の名称は「四季の集庭（コミュニティ） ＯＲＡＮＧＥ ＧＡＲＤＥＮ（オレンジガーデン）」です。オレンジタウンの四季を感じる「庭」に、人が「集」まり、
誰もが気軽に立ち寄れる場所にしたいという願いを込めて命名しました。

　徳島県にある、厄除けで有名な薬王寺へのお参りに便利でおトクな「薬王寺初詣きっぷ」を発売中です。このきっぷ
は、発駅から薬王寺の最寄り駅である日和佐駅まで、特急列車自由席を往復でご利用いただける、おトクで便利な
きっぷです。
　薬王寺への初詣・厄払いのお参りの際には、渋滞知らずのＪＲをぜひご利用下さい。

よんてつ不動産株式会社 ☎087-812-2266詳しくはオレンジタウンホームページ をご覧ください。
〒760-0071 香川県高松市藤塚町3-19-45

お問い合わせ先

自慢の手仕事で出店してみよう！

●営業時間　９時～１８時（応相談）
●利用料　　１日１，０００円（光熱費含む）
●電話番号　０１２０-８４-７２８５

シェアひろば彩鳥舎

各店舗 のご 紹介

発 売 期 間 平成２９年１月１５日（日）まで

※小児は半額です。

発売箇所 各発駅または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

ご利用期間 平成２９年１月１６日（月）まで
※平成２９年１月１５日（日）ご出発分まで発売いたします。

●有効期間は２日間です。
●発駅から日和佐駅まで、特急列車自由席を往復ご利用いただけます。
●途中駅で下車した場合は前途無効です。
●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。

主なご利用条件 。

発　　駅

高　　松

栗　　林

志　　度

三 本 松

板　  野

勝　  瑞

おねだん

5,140
5,140
4,740
3,500
3,080
2,880

円

円

円

円

円

円

発　　駅

佐　　古

徳　　島

鳴　　門

石　　井

鴨　　島

穴　　吹

おねだん

2,680
2,680
3,080
3,160
3,300
4,120

円

円

円

円

円

円

発　　駅

阿波池田

南小松島

羽 ノ 浦

阿　　南

おねだん

5,340
2,260
1,980
1,860

円

円

円

円

自慢のハンドメイド作品を集めたプチショップや、様々なジャンルのプチカルチャー
教室など、期間限定の出店ができるシェアひろばです。本格的な出店はまだ自信が
ないけれど、販売する機会を探している方、自分の教室を持ちたい方など、その第一
歩を「彩鳥舎」でスタートさせてみませんか？多彩な用途に対応でき、キッチンや冷蔵
庫、机もあります。シンボルマークの鳥は「幸せと知恵を運ぶ使者」です。

光が射す空間で気軽におしゃべり

●営業時間　９時～１７時
●定休日　　月、火曜日
●電話番号　０８７-８１３-５５６０

みかうさカフェ
コンセプトは“大人の上質な時間を貴方に”
地元で人気の日本料理「菊水」・茶寮「三日月とうさぎ」の姉妹店となるオトナの洋風カ
フェがオープンします。「珈琲と音楽の癒しのある空間」には、開放感漂う緑美しい屋外
スペースもあり、オーナー自慢の香り高い珈琲とともに、パニーノやバケットのホット
サンド、ケーキを味わいながら、安らぎあるひとときが過ごせます。夜は定期的に音楽
ライブが開催され、音が奏でる素敵な宵の時間をお届けします。

オレンジタウンでお店を始めたい方を
歓迎します！

●営業時間　９時～１７時３０分
●定休日　　水曜日、年末年始
●電話番号　０１２０-８４-７２８５

ＯＲＡＮＧＥ ＢＯＸ 夢を叶える相談室

【こんな方はぜひご相談下さい！】
◎手作り作品を販売してみたい。
◎さぬき市に出店を計画したい。
◎住宅兼店舗の家を作りたい。

◎実家のリフォームを計画したい。
◎古民家をリノベーションして住みたい。

オレンジタウン 検索

志度駅
高徳線

オレンジ
タウン駅

さぬき市
志度IC

香川県

愛媛県
高知県

徳島県

オレンジタウンオレンジタウン

ORANGE
GARDEN
ORANGE
GARDEN



トでは、假屋崎省吾デモンストレーションやファッ
ションショーとともに、第１０回となることを記念し、花
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会場：美馬市脇町うだつの町並み　吉田家住宅

◆四国酒まつり
　２月１８日（土）、第１８回目となる四国酒まつりが
三好市池田町で開催されます。四国最大の、酒
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浄瑠璃の公演、阿波おどりなどの催しも行われま
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　新年あけましておめでとうございます。平成２９年
４月～６月は、四国デスティネーションキャンペーン
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の誘客活動が図られます。来訪いただいたお客
様には、四国の魅力を十分楽しんでいただきたい
と思います。
　その賑わいの序章となる新年から３月にかけて
の、新春を彩る徳島県の賑わいイベントを紹介し
ます。

◆初詣
　一年の計は元旦にあり。徳島県内の寺社は初
詣で賑わいます。また、四国八十八ヶ所霊場巡礼
の旅は「発心の道場」徳島から始まります。

◆假屋崎省吾うだつをいける
　１月８日（日）～２月１９日（日）、美馬市脇町のうだ
つの町並みでは、シンビジウムをはじめとする地元
の花や樹木が、假屋崎氏の演出によって艶やか
に生まれ変わります。１月８日のオープニングイベン

会場：勝浦町大字生名　人形文化交流館

◆渦開き
  ２月２５日（土）、鳴門海峡の春の観潮シーズン到
来を告げる「渦開き」が開催されます。春は大きな
渦潮が見られるベストシーズンです。世界遺産を
目指す、鳴門海峡の渦潮を体感できます。この後、
鳴門市一円では「春の渦まつり」として、期間中
様 な々イベントが開催されます。
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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
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（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

に
プ

の花や樹木が、假屋崎氏の演出に
に生まれ変わります。１月８日のオープ

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

「合格祈願きっぷ」を発売中！「合格祈願きっぷ」を発売中！
　JR四国では、学駅の入場券５枚と入場券を入れることができるお守り袋をセットにした「合格祈願きっぷ」を発売しています。
受験生へのプレゼントに「合格祈願きっぷ」はいかがでしょうか。

特急列車自由席をご利用いただける往復きっぷ、または4枚つづりの回数券です。

詳しくは、専用パンフレットまたは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

四国デスティネーションキャンペーン
開催直前、徳島県内賑わいイベント

○「合格祈願きっぷ」とは？
　学駅の入場券を見ると、右端に入場券を表す「入」の字と、発行駅の「学」の
字が、縦に並んで「入学（にゅうがく）」と読むことができます。また、入場券を５枚
そろえると「５入学（ごにゅうがく）」となることから、受験生には大変縁起が良い
きっぷです。
○「学」の由来
　学駅は、徳島県吉野川市川島町学にありますが、昔この土地には、「了慶寺」
というお寺があり、この寺にいた徳の高い僧侶の下へ、各地から大勢の人々が
学問を習いに来たことから「学」という地名がついたと言われています。

■おねだん：８００円　（学駅の入場券５枚＋お守り袋）　
■発売箇所：①ＪＲ四国の主な駅、一部のワープ支店・駅ワーププラザ
　　　　　 ②徳島駅では郵送によるお申し込みを受け付けております。
　　　　　 ③バーチャルモール夢四国 http://www.yumeshikoku.com
　　　　　 ④東京神田神保町 書泉グランデ６Ｆ
また、下記の期間中は学駅にて合格祈願きっぷの臨時発売を行います。

平成２９年１月１日（日・祝）～３日（火）学駅での臨時発売
スケジュール

発売日 ９：００～１５：００発売時間
平成２９年１月４日（水）～９日（月・祝）発売日 ９：００～１２：００  １３：００～１５：００発売時間

がく

車自由席をご利用いただける往復き ぷまたは4枚つづりの回数券です車

Ｓきっぷ（往復券・4枚回数券）Ｓきっぷ（往復券・4枚回数券）

●有効期間は、往復券が４日間、４枚回数券が発行日から３ヶ月間
です。
●ご利用区間の特急列車自由席をご利用いただけます。
●往復券には小児の設定があります（小児は大人の半額です）。
●回数券は１枚ずつでもご利用いただけます。
●回数券は有効期間開始日の変更はいたしません。
●回数券には小児の設定はございません。回数券１枚で小児
２人までご利用いただけます。
●途中駅で下車した場合は前途無効です。
●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。

●往復券の払いもどしは、ゆき券・かえり券とも未使用で有効期
間開始日前または有効期間内の場合、もしくは、かえり券が未
使用で有効期間内の場合、手数料をいただき、発売箇所で承
ります。
●回数券の払いもどしは、表紙券があり、全券片未使用で有効期
間内の場合、手数料として２２０円をいただき、発売箇所で承り
ます。
●発売箇所/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

ご利用区間

徳島⇔阿波池田

4枚回数券
おねだん

8,28０円
※上記区間以外にも設定がございます。

ご利用区間

徳島⇔海部

往復券 4枚回数券
おねだん

4,58０円 8,56０円

三好市池田町
サンライズビル
三好市池田町
サンライズビル

霊山寺霊山寺
鳴門
海峡の
渦潮

鳴門
海峡の
渦潮

大麻比古神社大麻比古神社

勝浦町
人形文化
交流館

勝浦町
人形文化
交流館

脇町うだつの町並み
吉田家住宅
脇町うだつの町並み
吉田家住宅

薬王寺薬王寺

徳島駅徳島駅

高松駅高松駅

高知駅高知駅

多度津駅多度津駅

穴吹駅穴吹駅

日和佐駅日和佐駅

阿
波
池
田
駅

阿
波
池
田
駅

海部駅海部駅

N

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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■お問い合わせ先
一般財団法人徳島県観光協会 ☎088-624-5140
阿波ナビ　http://www.awanavi.jp

～運行開始に向けて製作中～
　平成２９年はＪＲ四国発足３０周年を迎える節目
の年です。
　現在多度津工場では、土讃線の多度津・琴平～
大歩危間を運行する新しい観光列車「四国まんな
か千年ものがたり」の車両製作が行われています。
写真に写っている１号車「春萌（はるあかり）の章」
の外観は春をイメージしており、厳しい寒さに耐えて
いた木々の芽が、若葉とともに日増しに茂っていく
色合いを緑色をベースに表現しています。
　また、今年は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」が開催され、四国がより
一層注目される年となります。ＪＲ四国グループは
今年も安全で安心なサービスや商品の提供に努め
てまいります。
　本年もＪＲ四国をよろしくお願いいたします。

徳 島 県


