
が米などに比べて極端に少なく、お祭りやお客をも
てなす時のごちそうだった。一般的なそばよりかな
り太く、短い。しかし、黒皮以外を全て粉にしたこの
そばは、驚くほど香りが立つ。
　どちらも各所で食することができる。
【問】三好市観光案内所 ☎0120-404-344
　次は年中楽しめるいちご。2000m級の山々が連
なる高低差を生かし、夏秋は高地、冬春は低地と、
一年を通じていちご狩りが楽しめる。摘んでその場
ですぐ食べられ、特に２月末から５月末の最盛期は
甘さが絶品。海外からも注目度上昇中。また、手作
り体験もできる「いちご大福」は子どもから大人まで
大人気。自分で作る和スイーツはまた格別。
【問】東みよし町産業課 ☎0883-79-5345

　20世紀初頭まで吉野川は重要な交通路として
の役目も担い、川舟で多くの物資が輸送された。ま
た、毎年のように洪水を起こし、流域には稲作には
不向きだが、藍作の適地という恩恵をもたらしてく
れた。藍は増水期の前に収穫でき、毎年の洪水に
よって、本来連作に向かない藍にとっての土壌鮮
度を保つことができたからだ。ジャパンブルーと称
されるこの藍は全国に流通し、にし阿波を含む吉
野川流域に莫大な富をもたらした。

　ここ「脇町うだつの町並み」も、藍の集散で栄え
た一大拠点。隣家からの延焼を防ぐ「うだつ」を豪
勢に構えた商家が軒を連ねる。国の「重要伝統
的建造物群」に指定されていて、電線はすべて
地中化されている。電柱は1本も見当たらない。

　にし阿波は徳島県（阿波の国）西部の美馬市、
三好市、つるぎ町、東みよし町からなる。徳島の母
なる川「吉野川」の懐に抱かれ、日本100名山「剣
山」を望む、文化と歴史を脈 と々受け継ぐ地域。平
地が少なく、傾斜農地を耕す高地集落が多く点
在し、独特の「食文化・歴史」が受け継がれてき
た。農水省からも「SAVOR JAPAN（食と農の景
勝地）」に昨年11月、西日本で唯一認定されてい
る。今回はそんな「にし阿波」をちょっと紹介。

　高地傾斜地集落で
は米はほとんど獲れ
ず、ジャガイモ（小さめ
の在来種）を中心にソ
バなどの雑穀を栽培
し、自給自足の生活を
送ってきた。これは、畑
で獲れたバーベキュー
「でこまわし」。串に刺し
たじゃがいも、かなり固
めの豆腐、こんにゃくを
味噌で味付けし、炭火

でじっくり焼き上げたもの。人形遣いの木偶（デコ）
に見えることからそう名づけられたとか。身のしまっ
たジャガイモと味噌の風味がどこか懐かしく感じる。

　そして「祖谷そば」。ソバは単位当たりの収量

ここでは郷土料理も気軽に楽しめ、藍染めや和傘
製作なども体験できる。
　ぜひ訪ねて欲しい。
【問】美馬市観光協会 ☎0883-53-8599
　吉野川の清らか
な伏流水と剣山から
吹き降ろす寒風を生
かし、江戸時代に吉
野川水運の船頭が
副業として作り始め
たと言われる「半田手延べそうめん」。そうめんとし
ては、太めで驚くほどの弾力がのど越しを楽しませ
てくれる。時の将軍に献上されたという記録も残っ
ていて、にし阿波を代表する食の一つだ。道の駅
貞光ゆうゆう館（☎0883-62-5000）などで提供して
いて、お土産としても各所で購入できる。
　さあ、この誌面だけでは「にし阿波」の魅力は伝
えきれない。にし阿波をさらに満喫したい、そんな人
には、この4月から運行される観光列車「四国まん
なか千年ものがたり」がおすすめ！にし阿波の食材
を満載した遊山箱料理も提供され、こだわりが細
部まで詰まっているとか。
　ぜひ、皆さん自身の目で、舌で、全身で「にし阿
波」を感じていただきたい。

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

インターネットで対象エリア内の新幹線・特急列車などの
指定席が予約できるサービスです。

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。）

JR四国電話
案内センター 0570-00-4592

し　こ　く　に

位そして「祖谷そば」。ソバは単位

琴平駅

新しい駅弁を販売します！新しい駅弁を販売します！
　現在開催中の四国デスティネーションキャンペーンに合わせて、新しい駅弁を販売しており
ます。四国の食材を満喫していただき、四国の郷土料理を味わいいただける駅弁ですので
ぜひ、ご賞味ください。

「ジャイアントストア高松」
オープン！
「ジャイアントストア高松」
オープン！
　平成２９年３月３０日（木）にＪＲホテルクレメント高松１階に、
「ジャイアントストア高松」がオープンしました。当ストアは、
クロスバイクから本格的なロードバイクまで様々なスポーツ
サイクル等を常時展示・販売しており、レンタサイクルを利用し
て高松地区の散策、観光にも気軽にご利用いただけます。

　琴平・大歩危・祖谷地区のＪＲ線と四国交通の路線バス全線が２日間乗り降り自由になる便利でおトクなきっぷ「琴平・大歩危祖谷
フリーきっぷ」を発売中です。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もありますので、春のお出かけにいかがでしょうか。

琴平・大歩危祖谷フリーきっぷ琴平・大歩危祖谷フリーきっぷ

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

平成29年9月29日まで

◎有効期間は２日間です。
◎フリー区間（図）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。
　※路線バスをご利用の際には、下車時にきっぷを乗務員にご提示ください。
◎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。

◆おねだん

◆主なご利用条件

◆発売箇所

◆発売期間
平成29年9月30日まで（平成29年9月29日ご出発分まで）◆ご利用期間

◆商品名　　「四国家のおもてなし弁当」
◆販売期間　平成２９年４月１日（土）～６月３０日（金）

◆住　　所　ＪＲホテルクレメント高松１階（香川県高松市浜ノ町1-1）
◆営業時間　９：００～１９：００
◆定 休 日　火曜日
◆お問い合わせ先　(株)ＪＲ四国ホテルズ事業統括部　☎087-811-1115

◆おねだん　１，２８０円（税込）
◆販売箇所　①高松駅弁当販売店（営業時間７：２０～２０：００）
　　　　　　②一部の特急列車で販売

◆お問い合わせ先　㈱ステーションクリエイト東四国　
　　　　　　　　　☎０８７-８５１-７７１０（土・休日を除く、平日9：00～17：00）

大人 5，５００円　小児 2，７５０円
フリー区間（琴平・大歩危祖谷自由周遊区間）

高地傾斜地集落のソバ畑

まるで江戸時代「脇町うだつの町並み」

やっぱり「いちご大福」年中楽しめる「いちご狩り」

うどん並みの太さ！「祖谷そば」畑のバーベキュー「でこまわし」

コシの強さにノドが鳴る！
「半田手延べそうめん」地域ならではの食文化・歴史を伝える

　  「にし阿波～剣山・吉野川観光圏」

四国まんなか千年ものがたり

多度津

JR線
四国交通（バス）

琴平
穴吹

佃

大歩危

阿波池田

（特急しおかぜ号では丸亀駅～観音寺駅間、特急南風号では丸亀駅～琴平駅間）

し　こく　け

お弁当イメージ

店舗イメージ

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２9年 月号
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■お問い合わせ先
　にし阿波～剣山・吉野川観光圏協議会事務局
　（徳島県西部総合県民局企画振興部）
　☎０８８３－７６－０３６８

～大正時代へタイムスリップ～

　ＪＲ土讃線琴平駅の現駅舎は、大正１２年（1923
年）５月の開業以来９３年に渡り永くご利用いただ
いておりますが、このたび、国の登録有形文化財に
登録されている駅舎等の耐震補強及び改修工事を
行いました。
　今回の工事では、洋風木造駅舎を可能な限り開業
当時の姿へ復元し、レトロ感あふれる雰囲気の駅舎
にするとともに、今月から運行開始した新たな観光
列車「四国まんなか千年ものがたり」にご乗車される
お客様専用の待合室「ラウンジ大樹」を設けており
ます。
　４月からは「四国こんぴら歌舞伎大芝居」の開催
や、金刀比羅宮の重要文化財等を特別公開する
「こんぴらさんの"おたから"展」の開催など、観光
列車の運行開始とともに様々な盛り上がりを見せる
琴平町へはＪＲで是非お越し下さい。

徳島県西エリア

おトクなきっぷや、主な駅の情報など

JR四国ツアー 検索

e5489詳しくは 検索

N

多度津駅多度津駅

土
讃
線

土
讃
線

大歩危駅大歩危駅

道の駅
貞光ゆうゆう館
道の駅
貞光ゆうゆう館

脇町うだつの町並み脇町うだつの町並み

「四国まんなか千年ものがたり」
運行区間：多度津～大歩危
「四国まんなか千年ものがたり」
運行区間：多度津～大歩危

香川県香川県

徳島県徳島県

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

たいじゅ



四国を彩る観光列車のご案内四国を彩る観光列車のご案内
四国の春を巡るフリーきっぷのご案内四国の春を巡るフリーきっぷのご案内

リニューアルOPEN!!リニューアルOPEN!!

※ご購入の際、右記の表示のあるクレジットカードが必要です。

JR四国ツアーWEB会員登録でスムーズな予約・お支払いが可能！
郵送サービス（有料）ご利用の場合、ご自宅で旅行商品や

トクトクきっぷが受け取れます！（一部商品を除く）

出発地・目的地からツアーや宿泊プラン、
トクトクきっぷを素早く検索！
行ってみたいエリアや

観光地からの検索も可能です。

しあわせめぐり旅しあわせめぐり旅
ＪＲ四国全線フリーきっぷと宿泊、さらに、伊予灘ものがたりへの乗車とお食事がセット

JR四国ニュース JR四国ニュース平成２9年4月１日 No.354

高松

岡山

徳島
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伊予西条

今治

下灘

伊予大洲
八幡浜

阿波池田

多度津

大歩危

後
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宇和島

松山

予土線3兄弟
「鉄道ホビートレイン」 プラレール号
海洋堂ホビートレイン かっぱうようよ号
しまんトロッコ

伊予灘ものがたり

ゆうゆうアンパンマンカー

太平洋パノラマトロッコ

四国まんなか千年ものがたり

瀬戸大橋アンパンマントロッコ

　現在JRグループ6社と四国4県では、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（以下、四国ＤＣ）」を
６月３０日まで開催中です。四国ＤＣ期間中に行楽やご旅行に便利な列車を、ご案内致します。

　「四季の移ろい」と「日本のたたずまい」
を表現した列車で、讃岐平野の清らかで
美しい里山や、大歩危・小歩危の大自然
が生み出した渓谷美を堪能し、香川・徳島
の地元食材にこだわった印象に残るお料
理をお楽しみいただけます。

　「ＪＲ四国ツアー」は、ＪＲ四国のトクトクきっぷ、旅行商品の総合情報サイトです。２月にサイトリニューアルを行いＪＲ四国ツアーＷＥＢ会員サービスも
開始しました。トクトクきっぷ・旅行商品の検索・ご予約がますます便利になり、観光・出張、今話題の観光列車も「ＪＲ四国ツアー」にお任せ下さい。

●運転日／土・日・祝日等（四国ＤＣ期間中は月・金曜日も運転※4/3を除く）
●運転区間／多度津駅・琴平駅～大歩危駅

　四季折々の車窓からの風景が「旅(も
のがたり)」を彩ります。時間と共に違った
表情を見せる伊予灘の風景とともに地元
愛媛の食材をふんだんに使用したお食
事・温かなおもてなしをご堪能いただけ
ます。

●運転日／土・日・祝日等（四国ＤＣ期間中は月・金曜日も運転※4/3、4/7を除く）
●運転区間／松山駅～伊予大洲駅・八幡浜駅（予讃線海回り〈愛ある伊予灘線〉経由）

　ＪＲ四国と土佐くろしお鉄道では、四国
ＤＣの開催にあわせて、ごめん・なはり線に
トロッコ列車を1日2往復運行いたします。
窓ガラスのない開放的な車両から雄大
な太平洋のパノラマをお楽しみくださ
い。

●運転日／４・５月の土・日・祝日（計21日）
●運転区間／高知駅～土佐くろしお鉄道(ごめん・なはり線)安芸・奈半利駅
　　　　　　【トロッコ車両乗車区間】のいち駅～安芸駅
　※高知駅～安芸駅間の途中乗車・下車はできません。

　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しました。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、四万十川の
大自然を素朴なトロッコ列車からお楽し
みいただけます。

●運転日／４・５月の土・日・祝日 等
●運転区間／窪川駅～宇和島駅
　　　　　　【トロッコ車両乗車区間】しまんトロッコ１号 窪川駅→江川崎駅
　　　　　　　　　　　   　　　　  しまんトロッコ２号 宇和島駅→土佐大正駅

　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
スの中に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。

●運転日／毎日（検査などで一般車両で運転する場合があります。）
●運転区間／窪川駅～宇和島駅

　初代新幹線０系車両をイメージした、
一度みると忘れられないデザインで運行
中。青色を基調とした車内では、様々な
鉄道模型の展示や記念撮影が出来る転
換座席も設置しています。この３月から
は、㈱タカラトミーとの連携により、車内
にて鉄道玩具「プラレール」の展示を行っ
ております。

●運転日／毎日（検査などで一般車両で運転する場合があります。）
●運転区間／窪川駅～宇和島駅

　瀬戸大橋の絶景を楽しめる「アンパン
マントロッコ」は、木のぬくもりと自然の
風が感じられる開放的なトロッコ車両と、
アンパンマンと仲間たちでデザインされ
た牽引車の２両編成です。洋式トイレや
多目的ルーム、ベビーカー置き場も備え
ており、小さなお子様連れでも安心して
ご利用いただけます。
●運転日／土・日・祝日を中心に運転（四国ＤＣ期間中は月・金曜日も運転）
●運転区間／高松駅～岡山駅、琴平駅～岡山駅
　　　　　　【トロッコ車両乗車区間】坂出駅～児島駅、琴平駅～児島駅

　「ゆうゆうアンパンマンカー」には、靴を
脱いで遊べる「プレイルーム」がありま
す。壁や床が柔らかいクッション素材でで
きており、小さなお子様でも安心してご
利用いただけます。

●運転日／土・日・祝日を中心に運転（四国ＤＣ期間中は月・金曜日も運転）
●運転区間／高松駅→徳島駅、徳島駅～阿波池田駅

観光列車「四国まんなか千年ものがたり」
4/１デビュー

観光列車「伊予灘ものがたり」

太平洋パノラマトロッコ 四国ＤＣ期間限定 しまんトロッコ

海洋堂ホビートレイン かっぱうようよ号 「鉄道ホビートレイン」 プラレール号

瀬戸大橋アンパンマントロッコ ゆうゆうアンパンマンカー

四国グリーン紀行
20，570円おねだん

　ＪＲ四国全線（宇多津～児島間含む）、土佐くろしお鉄道全線の特急列車及び普通列車の
グリーン車指定席・普通車指定席・普通車自由席と、ジェイアール四国バスの路線バス(高速
バスを除く)を、連続４日、何度でもご利用いただけるきっぷです。

四国お城スタンプラリーきっぷ
おねだん

　「四国お城スタンプラリー」への参加に便利な、ＪＲ四国全線（宇多津
～児島間含む）と土佐くろしお鉄道全線の特急列車及び普通列車の普
通車自由席を連続３日、何度でもご利用いただけるきっぷです。

バースデイきっぷ
13，000円おねだん

　誕生月の連続３日、ＪＲ四国全線（宇多津～児島間含む）、土佐くろしお鉄道全線の特急列車及び普通列車と、阿佐海岸鉄道全線、ジェイアール四国バス
の路線バス(高速バスを除く)を、何度でもご利用いただけるきっぷです。「ご本人様用」と「お連れ様用」があり、「お連れ様用」は、「ご本人様用」と全行程同
一でご旅行される場合に、「ご本人様用」1枚につき３名様まで発売いたします。

【グリーン車用】

※平成30年3月31日ご出発分まで発売いたします。

※平成29年6月28日ご出発分まで発売いたします。

大人

大人

（小児の設定はございません。）

（小児の設定はございません。）

9，500円おねだん【普通車自由席用】 大人 4，750円小児

17，000円大人 8，500円小児

四国フリーきっぷ
おねだん

　ＪＲ四国全線（宇多津～児島間含む）と土佐くろしお鉄道(窪川～若井間)の
特急列車及び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(高速バスを除く)を、連続３日、何度でもご利用いただけるきっぷです。

16，140円大人 8，070円小児

週末乗り放題きっぷ
おねだん

　土・日、祝日、振替休日、国民の休日、１２月３１日と１月２・３日の１日間、ＪＲ
四国全線（宇多津～児島間含む）と土佐くろしお鉄道(窪川～若井間)の特
急列車及び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(高速バスを除く)を、１日間自由に乗り降りいただけるきっぷです。

10，280円大人 5，140円小児

四国再発見早トクきっぷ
おねだん

　土・日、祝日、振替休日、国民の休日の１日間、ＪＲ四国全線（宇多津～児
島間含む）と土佐くろしお鉄道(窪川～若井間)の快速・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(高速バスを除く)を、乗り降
り自由でご利用いただけるきっぷです。※前日までの購入が必要です。

2，060円大人 1，030円小児

発売箇所など詳しくは、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

詳しくは、JR四国ホームページ　　　　　　　　　　をご覧ください。JR四国ツアー 検索詳しくは、JR四国ホームページ　　　　　　　　　　をご覧ください。JR四国 観光列車 検索

車両イメージ



四国を彩る観光列車のご案内四国を彩る観光列車のご案内
四国の春を巡るフリーきっぷのご案内四国の春を巡るフリーきっぷのご案内

リニューアルOPEN!!リニューアルOPEN!!

※ご購入の際、右記の表示のあるクレジットカードが必要です。

JR四国ツアーWEB会員登録でスムーズな予約・お支払いが可能！
郵送サービス（有料）ご利用の場合、ご自宅で旅行商品や

トクトクきっぷが受け取れます！（一部商品を除く）

出発地・目的地からツアーや宿泊プラン、
トクトクきっぷを素早く検索！
行ってみたいエリアや

観光地からの検索も可能です。

しあわせめぐり旅しあわせめぐり旅
ＪＲ四国全線フリーきっぷと宿泊、さらに、伊予灘ものがたりへの乗車とお食事がセット

JR四国ニュース JR四国ニュース平成２9年4月１日 No.354
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八幡浜

阿波池田

多度津

大歩危

後
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宇和島

松山

予土線3兄弟
「鉄道ホビートレイン」 プラレール号
海洋堂ホビートレイン かっぱうようよ号
しまんトロッコ

伊予灘ものがたり

ゆうゆうアンパンマンカー

太平洋パノラマトロッコ

四国まんなか千年ものがたり

瀬戸大橋アンパンマントロッコ

　現在JRグループ6社と四国4県では、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（以下、四国ＤＣ）」を
６月３０日まで開催中です。四国ＤＣ期間中に行楽やご旅行に便利な列車を、ご案内致します。

　「四季の移ろい」と「日本のたたずまい」
を表現した列車で、讃岐平野の清らかで
美しい里山や、大歩危・小歩危の大自然
が生み出した渓谷美を堪能し、香川・徳島
の地元食材にこだわった印象に残るお料
理をお楽しみいただけます。

　「ＪＲ四国ツアー」は、ＪＲ四国のトクトクきっぷ、旅行商品の総合情報サイトです。２月にサイトリニューアルを行いＪＲ四国ツアーＷＥＢ会員サービスも
開始しました。トクトクきっぷ・旅行商品の検索・ご予約がますます便利になり、観光・出張、今話題の観光列車も「ＪＲ四国ツアー」にお任せ下さい。

●運転日／土・日・祝日等（四国ＤＣ期間中は月・金曜日も運転※4/3を除く）
●運転区間／多度津駅・琴平駅～大歩危駅

　四季折々の車窓からの風景が「旅(も
のがたり)」を彩ります。時間と共に違った
表情を見せる伊予灘の風景とともに地元
愛媛の食材をふんだんに使用したお食
事・温かなおもてなしをご堪能いただけ
ます。

●運転日／土・日・祝日等（四国ＤＣ期間中は月・金曜日も運転※4/3、4/7を除く）
●運転区間／松山駅～伊予大洲駅・八幡浜駅（予讃線海回り〈愛ある伊予灘線〉経由）

　ＪＲ四国と土佐くろしお鉄道では、四国
ＤＣの開催にあわせて、ごめん・なはり線に
トロッコ列車を1日2往復運行いたします。
窓ガラスのない開放的な車両から雄大
な太平洋のパノラマをお楽しみくださ
い。

●運転日／４・５月の土・日・祝日（計21日）
●運転区間／高知駅～土佐くろしお鉄道(ごめん・なはり線)安芸・奈半利駅
　　　　　　【トロッコ車両乗車区間】のいち駅～安芸駅
　※高知駅～安芸駅間の途中乗車・下車はできません。

　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しました。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、四万十川の
大自然を素朴なトロッコ列車からお楽し
みいただけます。

●運転日／４・５月の土・日・祝日 等
●運転区間／窪川駅～宇和島駅
　　　　　　【トロッコ車両乗車区間】しまんトロッコ１号 窪川駅→江川崎駅
　　　　　　　　　　　   　　　　  しまんトロッコ２号 宇和島駅→土佐大正駅

　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
スの中に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。

●運転日／毎日（検査などで一般車両で運転する場合があります。）
●運転区間／窪川駅～宇和島駅

　初代新幹線０系車両をイメージした、
一度みると忘れられないデザインで運行
中。青色を基調とした車内では、様々な
鉄道模型の展示や記念撮影が出来る転
換座席も設置しています。この３月から
は、㈱タカラトミーとの連携により、車内
にて鉄道玩具「プラレール」の展示を行っ
ております。

●運転日／毎日（検査などで一般車両で運転する場合があります。）
●運転区間／窪川駅～宇和島駅

　瀬戸大橋の絶景を楽しめる「アンパン
マントロッコ」は、木のぬくもりと自然の
風が感じられる開放的なトロッコ車両と、
アンパンマンと仲間たちでデザインされ
た牽引車の２両編成です。洋式トイレや
多目的ルーム、ベビーカー置き場も備え
ており、小さなお子様連れでも安心して
ご利用いただけます。
●運転日／土・日・祝日を中心に運転（四国ＤＣ期間中は月・金曜日も運転）
●運転区間／高松駅～岡山駅、琴平駅～岡山駅
　　　　　　【トロッコ車両乗車区間】坂出駅～児島駅、琴平駅～児島駅

　「ゆうゆうアンパンマンカー」には、靴を
脱いで遊べる「プレイルーム」がありま
す。壁や床が柔らかいクッション素材でで
きており、小さなお子様でも安心してご
利用いただけます。

●運転日／土・日・祝日を中心に運転（四国ＤＣ期間中は月・金曜日も運転）
●運転区間／高松駅→徳島駅、徳島駅～阿波池田駅

観光列車「四国まんなか千年ものがたり」
4/１デビュー

観光列車「伊予灘ものがたり」

太平洋パノラマトロッコ 四国ＤＣ期間限定 しまんトロッコ

海洋堂ホビートレイン かっぱうようよ号 「鉄道ホビートレイン」 プラレール号

瀬戸大橋アンパンマントロッコ ゆうゆうアンパンマンカー

四国グリーン紀行
20，570円おねだん

　ＪＲ四国全線（宇多津～児島間含む）、土佐くろしお鉄道全線の特急列車及び普通列車の
グリーン車指定席・普通車指定席・普通車自由席と、ジェイアール四国バスの路線バス(高速
バスを除く)を、連続４日、何度でもご利用いただけるきっぷです。

四国お城スタンプラリーきっぷ
おねだん

　「四国お城スタンプラリー」への参加に便利な、ＪＲ四国全線（宇多津
～児島間含む）と土佐くろしお鉄道全線の特急列車及び普通列車の普
通車自由席を連続３日、何度でもご利用いただけるきっぷです。

バースデイきっぷ
13，000円おねだん

　誕生月の連続３日、ＪＲ四国全線（宇多津～児島間含む）、土佐くろしお鉄道全線の特急列車及び普通列車と、阿佐海岸鉄道全線、ジェイアール四国バス
の路線バス(高速バスを除く)を、何度でもご利用いただけるきっぷです。「ご本人様用」と「お連れ様用」があり、「お連れ様用」は、「ご本人様用」と全行程同
一でご旅行される場合に、「ご本人様用」1枚につき３名様まで発売いたします。

【グリーン車用】

※平成30年3月31日ご出発分まで発売いたします。

※平成29年6月28日ご出発分まで発売いたします。

大人

大人

（小児の設定はございません。）

（小児の設定はございません。）

9，500円おねだん【普通車自由席用】 大人 4，750円小児

17，000円大人 8，500円小児

四国フリーきっぷ
おねだん

　ＪＲ四国全線（宇多津～児島間含む）と土佐くろしお鉄道(窪川～若井間)の
特急列車及び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(高速バスを除く)を、連続３日、何度でもご利用いただけるきっぷです。

16，140円大人 8，070円小児

週末乗り放題きっぷ
おねだん

　土・日、祝日、振替休日、国民の休日、１２月３１日と１月２・３日の１日間、ＪＲ
四国全線（宇多津～児島間含む）と土佐くろしお鉄道(窪川～若井間)の特
急列車及び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(高速バスを除く)を、１日間自由に乗り降りいただけるきっぷです。

10，280円大人 5，140円小児

四国再発見早トクきっぷ
おねだん

　土・日、祝日、振替休日、国民の休日の１日間、ＪＲ四国全線（宇多津～児
島間含む）と土佐くろしお鉄道(窪川～若井間)の快速・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(高速バスを除く)を、乗り降
り自由でご利用いただけるきっぷです。※前日までの購入が必要です。

2，060円大人 1，030円小児

発売箇所など詳しくは、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

詳しくは、JR四国ホームページ　　　　　　　　　　をご覧ください。JR四国ツアー 検索詳しくは、JR四国ホームページ　　　　　　　　　　をご覧ください。JR四国 観光列車 検索

車両イメージ



が米などに比べて極端に少なく、お祭りやお客をも
てなす時のごちそうだった。一般的なそばよりかな
り太く、短い。しかし、黒皮以外を全て粉にしたこの
そばは、驚くほど香りが立つ。
　どちらも各所で食することができる。
【問】三好市観光案内所 ☎0120-404-344
　次は年中楽しめるいちご。2000m級の山々が連
なる高低差を生かし、夏秋は高地、冬春は低地と、
一年を通じていちご狩りが楽しめる。摘んでその場
ですぐ食べられ、特に２月末から５月末の最盛期は
甘さが絶品。海外からも注目度上昇中。また、手作
り体験もできる「いちご大福」は子どもから大人まで
大人気。自分で作る和スイーツはまた格別。
【問】東みよし町産業課 ☎0883-79-5345

　20世紀初頭まで吉野川は重要な交通路として
の役目も担い、川舟で多くの物資が輸送された。ま
た、毎年のように洪水を起こし、流域には稲作には
不向きだが、藍作の適地という恩恵をもたらしてく
れた。藍は増水期の前に収穫でき、毎年の洪水に
よって、本来連作に向かない藍にとっての土壌鮮
度を保つことができたからだ。ジャパンブルーと称
されるこの藍は全国に流通し、にし阿波を含む吉
野川流域に莫大な富をもたらした。

　ここ「脇町うだつの町並み」も、藍の集散で栄え
た一大拠点。隣家からの延焼を防ぐ「うだつ」を豪
勢に構えた商家が軒を連ねる。国の「重要伝統
的建造物群」に指定されていて、電線はすべて
地中化されている。電柱は1本も見当たらない。

　にし阿波は徳島県（阿波の国）西部の美馬市、
三好市、つるぎ町、東みよし町からなる。徳島の母
なる川「吉野川」の懐に抱かれ、日本100名山「剣
山」を望む、文化と歴史を脈 と々受け継ぐ地域。平
地が少なく、傾斜農地を耕す高地集落が多く点
在し、独特の「食文化・歴史」が受け継がれてき
た。農水省からも「SAVOR JAPAN（食と農の景
勝地）」に昨年11月、西日本で唯一認定されてい
る。今回はそんな「にし阿波」をちょっと紹介。

　高地傾斜地集落で
は米はほとんど獲れ
ず、ジャガイモ（小さめ
の在来種）を中心にソ
バなどの雑穀を栽培
し、自給自足の生活を
送ってきた。これは、畑
で獲れたバーベキュー
「でこまわし」。串に刺し
たじゃがいも、かなり固
めの豆腐、こんにゃくを
味噌で味付けし、炭火

でじっくり焼き上げたもの。人形遣いの木偶（デコ）
に見えることからそう名づけられたとか。身のしまっ
たジャガイモと味噌の風味がどこか懐かしく感じる。

　そして「祖谷そば」。ソバは単位当たりの収量

ここでは郷土料理も気軽に楽しめ、藍染めや和傘
製作なども体験できる。
　ぜひ訪ねて欲しい。
【問】美馬市観光協会 ☎0883-53-8599
　吉野川の清らか
な伏流水と剣山から
吹き降ろす寒風を生
かし、江戸時代に吉
野川水運の船頭が
副業として作り始め
たと言われる「半田手延べそうめん」。そうめんとし
ては、太めで驚くほどの弾力がのど越しを楽しませ
てくれる。時の将軍に献上されたという記録も残っ
ていて、にし阿波を代表する食の一つだ。道の駅
貞光ゆうゆう館（☎0883-62-5000）などで提供して
いて、お土産としても各所で購入できる。
　さあ、この誌面だけでは「にし阿波」の魅力は伝
えきれない。にし阿波をさらに満喫したい、そんな人
には、この4月から運行される観光列車「四国まん
なか千年ものがたり」がおすすめ！にし阿波の食材
を満載した遊山箱料理も提供され、こだわりが細
部まで詰まっているとか。
　ぜひ、皆さん自身の目で、舌で、全身で「にし阿
波」を感じていただきたい。

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

インターネットで対象エリア内の新幹線・特急列車などの
指定席が予約できるサービスです。

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。）

JR四国電話
案内センター 0570-00-4592

し　こ　く　に

位そして「祖谷そば」。ソバは単位

琴平駅

新しい駅弁を販売します！新しい駅弁を販売します！
　現在開催中の四国デスティネーションキャンペーンに合わせて、新しい駅弁を販売しており
ます。四国の食材を満喫していただき、四国の郷土料理を味わいいただける駅弁ですので
ぜひ、ご賞味ください。

「ジャイアントストア高松」
オープン！
「ジャイアントストア高松」
オープン！
　平成２９年３月３０日（木）にＪＲホテルクレメント高松１階に、
「ジャイアントストア高松」がオープンしました。当ストアは、
クロスバイクから本格的なロードバイクまで様々なスポーツ
サイクル等を常時展示・販売しており、レンタサイクルを利用し
て高松地区の散策、観光にも気軽にご利用いただけます。

　琴平・大歩危・祖谷地区のＪＲ線と四国交通の路線バス全線が２日間乗り降り自由になる便利でおトクなきっぷ「琴平・大歩危祖谷
フリーきっぷ」を発売中です。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もありますので、春のお出かけにいかがでしょうか。

琴平・大歩危祖谷フリーきっぷ琴平・大歩危祖谷フリーきっぷ

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

平成29年9月29日まで

◎有効期間は２日間です。
◎フリー区間（図）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。
　※路線バスをご利用の際には、下車時にきっぷを乗務員にご提示ください。
◎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。

◆おねだん

◆主なご利用条件

◆発売箇所

◆発売期間
平成29年9月30日まで（平成29年9月29日ご出発分まで）◆ご利用期間

◆商品名　　「四国家のおもてなし弁当」
◆販売期間　平成２９年４月１日（土）～６月３０日（金）

◆住　　所　ＪＲホテルクレメント高松１階（香川県高松市浜ノ町1-1）
◆営業時間　９：００～１９：００
◆定 休 日　火曜日
◆お問い合わせ先　(株)ＪＲ四国ホテルズ事業統括部　☎087-811-1115

◆おねだん　１，２８０円（税込）
◆販売箇所　①高松駅弁当販売店（営業時間７：２０～２０：００）
　　　　　　②一部の特急列車で販売

◆お問い合わせ先　㈱ステーションクリエイト東四国　
　　　　　　　　　☎０８７-８５１-７７１０（土・休日を除く、平日9：00～17：00）

大人 5，５００円　小児 2，７５０円
フリー区間（琴平・大歩危祖谷自由周遊区間）

高地傾斜地集落のソバ畑

まるで江戸時代「脇町うだつの町並み」

やっぱり「いちご大福」年中楽しめる「いちご狩り」

うどん並みの太さ！「祖谷そば」畑のバーベキュー「でこまわし」

コシの強さにノドが鳴る！
「半田手延べそうめん」地域ならではの食文化・歴史を伝える

　  「にし阿波～剣山・吉野川観光圏」

四国まんなか千年ものがたり

多度津

JR線
四国交通（バス）

琴平
穴吹

佃

大歩危

阿波池田

（特急しおかぜ号では丸亀駅～観音寺駅間、特急南風号では丸亀駅～琴平駅間）

し　こく　け

お弁当イメージ

店舗イメージ

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２9年 月号
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■お問い合わせ先
　にし阿波～剣山・吉野川観光圏協議会事務局
　（徳島県西部総合県民局企画振興部）
　☎０８８３－７６－０３６８

～大正時代へタイムスリップ～

　ＪＲ土讃線琴平駅の現駅舎は、大正１２年（1923
年）５月の開業以来９３年に渡り永くご利用いただ
いておりますが、このたび、国の登録有形文化財に
登録されている駅舎等の耐震補強及び改修工事を
行いました。
　今回の工事では、洋風木造駅舎を可能な限り開業
当時の姿へ復元し、レトロ感あふれる雰囲気の駅舎
にするとともに、今月から運行開始した新たな観光
列車「四国まんなか千年ものがたり」にご乗車される
お客様専用の待合室「ラウンジ大樹」を設けており
ます。
　４月からは「四国こんぴら歌舞伎大芝居」の開催
や、金刀比羅宮の重要文化財等を特別公開する
「こんぴらさんの"おたから"展」の開催など、観光
列車の運行開始とともに様々な盛り上がりを見せる
琴平町へはＪＲで是非お越し下さい。

徳島県西エリア

おトクなきっぷや、主な駅の情報など

JR四国ツアー 検索

e5489詳しくは 検索
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多度津駅多度津駅

土
讃
線

土
讃
線

大歩危駅大歩危駅

道の駅
貞光ゆうゆう館
道の駅
貞光ゆうゆう館

脇町うだつの町並み脇町うだつの町並み

「四国まんなか千年ものがたり」
運行区間：多度津～大歩危
「四国まんなか千年ものがたり」
運行区間：多度津～大歩危

香川県香川県

徳島県徳島県

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

たいじゅ


