
◆駅近「さかいで楽市楽座」
　毎月第3日曜
の9時～14時ま
で、JR坂出駅の
駅前広場で開
催される朝市。
讃岐の赤ちゃん
言葉で“ぴっぴ”
と呼ばれる“うどん”を使った「ぴっぴ飯」や、坂出の
特産品“坂出三金時”を使ったスイーツなどのおい
しいグルメ屋台、とれたて新鮮なお野菜など、ご当
地グルメが勢揃い！歌やダンスなどのステージイ
ベントもあり、子どもからお年寄りまでみんなで楽し
むことができます。坂出市公認キャラクター「さかい
でまろ」と出会ったら、ぜひ記念写真を♪
◆瀬戸大橋記念公園

　瀬戸大橋のたもとという立地なだけに、間近に
迫る橋の迫力は、必見のビューポイント。10.2haと
いう広大な園内には、瀬戸大橋の模型や大型写
真パネルなどの展示室がある「瀬戸大橋記念
館」をはじめ、瀬戸大橋をイメージした噴水が美し
い「水の回廊」や、芝生広場など、家族連れや恋
人同士にも人気のスポットです。記念館のそばに
ある「八人九脚」は、瀬戸内国際芸術祭2013の
作品でもあり、瀬戸大橋を背景にした素敵な写真
が撮れること間違いなし！
◆坂出三金時
　見た目が真っ赤で
身体によく、とってもあま
～い坂出の特産品。
“金時”とは、赤いもの
という意味。果皮も果
実も赤みが強く、「小
原紅早生」と呼ばれる

◆坂出市市制施行75周年記念事業
　「さかいで港まつり」
　港で栄えた坂出市の歴
史を回帰し，昭和の一時代
を築いた『さかいで港まつ
り』が5月27日（土）、坂出商
店街にて、5年ぶりに復活！
着物や浴衣姿の踊り子が、
統一された振り付けで商店
街を周回する「坂出みなと
ばやし」や、かつて塩の積
み出し港として栄えたことにちなみ、“塩”を素材と
した彫刻作品“塩像”の展示「ソルトアート」のほ
か、坂出商店街連合会青年部が開催する「第4
土曜デー」と特別にコラボするなど、盛りだくさんの
内容です。
◆白峯寺
　第75代天皇であった崇徳上皇が、1156年、保
元の乱に敗れて流され、1164年に崩御された地
であることから、坂出市には崇徳上皇ゆかりの史
跡が多く点在しています。なかでも、「白峯寺」に
は、崇徳上皇が葬られたとされる四国唯一の天皇
陵“白峯御陵”や、上皇の霊を弔う建物“頓証寺
殿”などがあり、上皇の最期を思い浮かべながら
巡ってみるのもおすすめです。

“金時みかん”、やわらかく匂いも少ないためとって
も食べやすい“金時人参”、早掘りカンショでホクホ
クおいしい“金時いも”を総称して、三金時と呼ば
れます。金時人参や金時いもは、坂出市が世界で
もトップクラスの生産地となっています。市内には、
三金時を使ったジャムやお菓子などもあるので、お
土産にもおすすめです。
◆沙弥島

　かつては周囲2km弱の小島でしたが、今では
埋め立てられ陸続きとなっています。大きなエノキ
の木がそびえ立つ「ナカンダ浜」より眺める瀬戸内
の景色は、坂出市でも一二を争うほどの絶景で
す。また、祖父が坂出市にゆかりのあることから開
館された「東山魁夷せとうち美術館」には、カフェ
もあり、心の癒しや憩いの場としておすすめです。
瀬戸内国際芸術祭2013・2016の春会期の会場
にもなっており、瀬戸内の自然とアートを感じられる
島です。
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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

高松駅

琴平駅に列車接近放送メロディーを導入！琴平駅に列車接近放送メロディーを導入！
　４月２７日（木）から琴平町とＪＲ四国の連携により、公共交通
機関の利用促進及び更なる観光振興やにぎわいづくりの
ため、ＪＲ琴平駅の列車接近放送に、金刀比羅宮参詣にゆかり
のある全国的に知名度の高い「こんぴら船々」のメロディーが
導入されました。
　ＪＲ四国ではこれまでに「瀬戸の花嫁」や「アンパンマンマーチ」などの列車接近放送メロディーを導入しており
ますが、ＪＲ四国管内では今回の導入で７曲目１２駅目となります。

　ＪＲ西日本岡山支社およびＪＲ四国では、岡山県内・香川県内のご旅行に便利な「岡山・香川休日おでかけパス」を発売中です。
前日までのご購入で、土休日の岡山県・香川県エリアのＪＲ自由周遊区間の快速・普通列車の普通車自由席が１日間乗り降り自由と
なります。ご家族やご友人とのおでかけに、「岡山・香川休日おでかけパス」をぜひご利用ください。

「岡山・香川休日おでかけパス」発売中「岡山・香川休日おでかけパス」発売中

香川県内の、駅のみどりの窓口・ワープ支店・駅ワーププラザ及び、岡山・福山地区の主な駅のみどりの窓口

平成２９年３月１３日（月）～平成２９年９月３０日（土）

◎ご利用日の1ヶ月前から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。）
◎有効期間は1日間です。
◎フリー区間の快速・普通列車の普通車自由席が乗り降り自由です。
◎特急列車（新幹線含む）・グリーン車をご利用の場合は、特急券・グリーン券
等料金券が必要です。ただし、寝台はご利用になれません。

◎ご利用日当日に特典を受けられるクーポン等が附属します。
　詳しくは専用パンフレットまたはホームページをご覧ください。

◆おねだん

◆ご利用条件

◆発売箇所

◆発売期間
平成２９年４月１日（土）～平成２９年１０月１日（日）までの土・休日◆ご利用期間

大人 ２，５００円　小児 800円 フリー区間

野馳 新見 津山 美作土居

東津山備中神代
総社

笠岡 東岡山

岡山倉敷

箕浦 多度津
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茶屋町
宇野

讃岐相生
讃岐財田

児島

三石

寒河

新郷 美作河井

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
坂出市建設経済部 産業課 にぎわい室
☎0877-44-5015

～台湾デザインの車両登場！～
　ＪＲ四国と台湾鐵路管理局とは、平成２５年１０月
にＪＲ四国松山駅と台湾鐵路管理局松山駅間で友
好駅協定を締結し、更に平成２８年２月には、友好
鉄道協定を締結しました。この度、友好鉄道協定締
結１周年を記念し、３月３０日から当社の予讃線を
走る8000系車両３両に台湾鐵路管理局の800型
車両のデザインをラッピングして高松駅～松山駅
間で走行しています。一方、台湾では、『日台観光サ
ミットin四国』のプログラムの中で『日台鉄道観光
フォーラム（愛媛県西条市）』を開催する6月2日
にあわせて、台湾鐵路管理局の800型車両にＪＲ
四国の8000系車両のデザインをラッピングして走行
させます。
　また相互交流を促進するイベントとして、双方の
駅でスタンプラリーを実施中です。

香川県坂出市

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

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
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坂出市公認キャラクター
さかいでまろ

ぜひ坂出市に遊びにきてのぅ♪
待ってるでおじゃる!

ソンシャン



～すてきな賞品が当たる～「四国デスティネーションキャンペーン」開催記念旅行商品「四国デスティネーションキャンペーン」開催記念旅行商品
四国を巡るスタンプラリーを開催中です！四国を巡るスタンプラリーを開催中です！
～すてきな賞品が当たる～

アンパンマン列車スタンプラリーアンパンマン列車スタンプラリー

YODOSEN STAMPRALLY 2017YODOSEN STAMPRALLY 2017

愛 媛
香川・徳島

高 知 徳 島

JR四国ニュース JR四国ニュース平成２9年5月１日 No.355

　平成29年4月～6月の四国デスティネーションキャンペーン（以下四国DC）期間に合わせた特別なコースです。集合駅から貸切バス等で、
この期間ならではの観光地を巡ります。もちろん集合駅までの往復きっぷ（自由席）もセットできます。

　高知県・窪川と愛媛県・宇和島を結ぶ予土線では「YODOSEN STAMPRALLY 2017」を開催中です。おもしろ観光
列車「予土線３兄弟」をはじめ、沿線地域の道の駅などの施設を巡ってスタンプを集めると、地域のうまいもんセットなど
素敵で嬉しい賞品が当たります

　毎年、お子様連れのお客様にご好評をいただいております「アンパンマン列車スタンプラリー」は主な駅、アンパンマン列車内、レジャー施設に設置して
あるアンパンマンキャラクターのスタンプを集めて応募すると、抽選ですてきな賞品が当たります。

●実施期間　平成２９年１０月３１日（火）まで
●スタンプ設置箇所（計８ヶ所）
　①列車内　予土線３兄弟
　　（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）
　②沿線地域施設内のスタンプ設置コーナー

●スタンプ台帳設置箇所（計１０ヶ所）

くるりん四国 まるごと満喫旅

　女性陶芸家グループ「とべりて」と一緒に観光列車「伊予灘ものがたり」に乗車する特別な体験ができる日帰り団体旅行です。「とべりて」
指導のもと砥部焼に絵付けを行い、世界に一つだけのオリジナル砥部焼作りに挑戦します。

とべりてと描く伊予灘ものがたり

　ＪＲ四国全線フリーきっぷと高松港から土庄港までの高速艇、小
豆島での宿泊をセットにした四国ＤＣ特別価格のプランです。小豆
島観光タクシープランを始め、充実したオプションで小豆島の観光
名所をくるりと一周満喫できます。

くるりん四国小豆島
　ＪＲ四国の人気ブランド「駅長推薦あじな散歩道」の四国ＤＣ特別
プランをご用意しました。ＪＲ四国全線フリーきっぷがセットになっ
ておりますので、四国各地のグルメを堪能した後は四国観光を満
喫することも出来ます。また、1000円の追加で、フリーきっぷを二
日間用にすることも出来ますので、宿泊をされるお客様にも非常に
便利なプランです。

くるりん四国日帰りプラン

・ 道の駅みなとオアシスうわじまきさいや広場
・ 道の駅広見森の三角ぼうし
・ 虹の森公園おさかな館

・ 道の駅よって西土佐
・ 大正駅前にぎわい拠点

　宇和島駅、窪川駅、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、道の駅みなとオアシス
うわじまきさいや広場、道の駅広見森の三角ぼうし、虹の森公園おさかな館、道の駅よって西土佐、大正駅前にぎわい拠点

①予土線３兄弟達成
予土線３兄弟全てに乗車し３つスタンプを集めたお客様は、宇和島駅もしくは
窪川駅でスタンプ台帳を提示してください。その場でプチギフトをプレゼント
いたします！

②全スタンプ達成
予土線３兄弟（３つ）+沿線地域対象施設（５つ）全てのスタンプを集めたお客
様は、宇和島駅もしくは窪川駅でスタンプ台帳を提示してください。その場で
「応募ハガキ」をお渡ししますので必要事項を記入の上、駅員にお渡しくださ
い。後日お客様が切手を貼って「YODOSEN STAMPRALLY 2017」係宛
に郵送していただいてもかまいません。毎月抽選で10名様に沿線地域のうま
いもんセットをプレゼントいたします！外れてももれなくお楽しみプチギフトを
お送りいたします！
※景品写真はイメージです。気候等の影響により変更となる場合があります。

●賞品内容
スタンプ数 商　品 当選者

予土線３兄弟（３つ）

全スタンプ達成
（８つ）

お楽しみプチギフト
宇和島市
季節の
柑橘ジュース
セット

鬼北町
ヘルシー美味しい
鬼北町特産
キジ肉セット

ヘルシー美味しい
鬼北町特産
キジ肉セット

松野町
旬の
くだもの
セット

四万十市
四万十川中流域の
清らかな水で
育んだ山間米

四万十町
四万十育ちの
生乳から作った
手作りアイス

ＪＲ四国お楽しみギフト（9月）

秘密の逸品（10月）

全 員

毎月
10名様

４ 

月

５ 

月

６ 

月

７ 

月

８ 

月

９
月   

10
月

スタンプ設置箇所
①駅（１６箇所）
予讃線：高松駅、多度津駅、新居浜駅、松山駅、伊予大洲駅、宇和島駅
土讃線：琴平駅、阿波池田駅、土佐山田駅、高知駅、窪川駅
高徳線：三本松駅、徳島駅
徳島線：穴吹駅
その他：ＪＲ西日本 岡山駅（中央改札口）、土佐くろしお鉄道 中村駅

②アンパンマン列車の車内（５箇所）
土讃線アンパンマン列車グリーン・オレンジ【特急南風・あしずり】
予讃線8000系アンパンマン列車【特急しおかぜ・いしづち】
ゆうゆうアンパンマンカー【特急うずしお・剣山】
瀬戸大橋アンパンマントロッコ
③レジャー施設（５箇所※うち高松駅1箇所）
高松駅2階「アンパンマンれっしゃ！にこにこステーション」
愛媛県立とべ動物園（愛媛県伊予郡砥部町）
とくしま動物園（徳島県徳島市）
香美市立やなせたかし記念館アンパンマンミュージアム（高知県香美市）
神戸アンパンマンこどもミュージアム＆モール（兵庫県神戸市）

ラリーブックの配布箇所
スタンプ設置駅(１６駅)で条件を満たした「きっぷ」を見せるとラリーブックがもらえます。
※スタンプ設置駅から他の設置駅までの区間を含む「きっぷ」が対象です（定期乗車券は対象外）。
※岡山駅は中央改札口にて配布します。※レジャー施設ではラリーブックの配布はありません。

実施期間
平成２９年１０月１日（日）まで
【応募締切：平成29年10月9日（月・祝）※当日消印有効】

アンパンマン列車スタンプラリーについて詳しくは、ホームページをご覧ください。アンパンマン列車 検索

お問い合わせ・お申し込みは

ＪＲ四国旅の予約センター
営業時間　平日10:00～18:00  土・日・祝日10:00～17:00

☎087-825-1662 

卯之町・大洲町並散策と
“愛ある伊予灘線”沿線の旅

江戸中期から昭和初期の建物が軒を連ねる卯
之町と、伊予の小京都・大洲。２つの風情溢れ
る町並みを散策します。卯之町では、「開明学
校」でおなご先生の指導の下、明治・大正の授
業を体験、大洲では大洲城の本丸から観光列
車「伊予灘ものがたり」への旗振りに挑戦しま
す。また様々なポスターやＣＭにも登場した
「下灘駅」を訪れ、眺望や記念撮影を楽しみま
す。

ボンネットバスで巡る絶景！大歩危峡満喫と
『こんぴらさんの“おたから”』展鑑賞

「日本三大秘境」のひとつ、渓谷・大歩危小歩危を
ボンネットバスで巡ります。スリル満点の祖谷の
かずら橋等大自然を満喫できるスポットが満載。
大歩危峡では、四国ＤＣ期間限定の遊覧船による
舟くだりで間近に渓谷美を堪能しながら特製「妖
怪村おおぼけ弁当」を楽しみます。秘境を満喫し
た後は、「さぬきのこんぴらさん」として親しまれる
海の神様・金刀比羅宮へ。『こんぴらさんの“おた
から”』展にて特別公開される重要文化財・県指定
文化財を鑑賞します。

太平洋パノラマトロッコで行く
安芸歴史まち歩き

四国ＤＣ期間中限定で登場する「太平洋パノラ
マトロッコ」に揺られ、雄大な太平洋を眺めな
がら、歴史のまち・安芸へ向かいます。昼食は
安芸のご当地グルメ「釜あげちりめん丼」を食
し、「野良時計」や「土居廓中」など歴史を感じる
町並みを散策します。その後は、高知市内へ戻
り、3月に開館したばかりの「高知県立高知城
歴史博物館」を訪れ、土佐藩・高知県ゆかりの
貴重な歴史資料の数々を鑑賞します。

ミニ歩き遍路体験と鳴門のうず潮＆
大塚国際美術館の旅

四国八十八ヵ所霊場巡礼の始まりの地である
徳島県。今回は公認先達とともに１番札所を
参拝後、2番から３番札所まで昔ながらの歩き
遍路を体験します。２番札所「極楽寺」では四国
ＤＣ特別企画の本堂内のライトアップをお楽し
みください。
その後、徳島県の代表的観光地、鳴門にて「渦
の道」からうず潮鑑賞と「大塚国際美術館」を
訪れます。

砥部焼のPRと技術向上を目的に結成された、
若手女性陶芸家の活動グループ。
観光列車「伊予灘ものがたり」では「とべりて」
が制作した食器が使用されています。
今回のツアーでは「とべりて」と一緒に観光列
車「伊予灘ものがたり」に乗車します。

「とべりて」とは



～すてきな賞品が当たる～「四国デスティネーションキャンペーン」開催記念旅行商品「四国デスティネーションキャンペーン」開催記念旅行商品
四国を巡るスタンプラリーを開催中です！四国を巡るスタンプラリーを開催中です！
～すてきな賞品が当たる～

アンパンマン列車スタンプラリーアンパンマン列車スタンプラリー

YODOSEN STAMPRALLY 2017YODOSEN STAMPRALLY 2017

愛 媛
香川・徳島

高 知 徳 島

JR四国ニュース JR四国ニュース平成２9年5月１日 No.355

　平成29年4月～6月の四国デスティネーションキャンペーン（以下四国DC）期間に合わせた特別なコースです。集合駅から貸切バス等で、
この期間ならではの観光地を巡ります。もちろん集合駅までの往復きっぷ（自由席）もセットできます。

　高知県・窪川と愛媛県・宇和島を結ぶ予土線では「YODOSEN STAMPRALLY 2017」を開催中です。おもしろ観光
列車「予土線３兄弟」をはじめ、沿線地域の道の駅などの施設を巡ってスタンプを集めると、地域のうまいもんセットなど
素敵で嬉しい賞品が当たります

　毎年、お子様連れのお客様にご好評をいただいております「アンパンマン列車スタンプラリー」は主な駅、アンパンマン列車内、レジャー施設に設置して
あるアンパンマンキャラクターのスタンプを集めて応募すると、抽選ですてきな賞品が当たります。

●実施期間　平成２９年１０月３１日（火）まで
●スタンプ設置箇所（計８ヶ所）
　①列車内　予土線３兄弟
　　（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）
　②沿線地域施設内のスタンプ設置コーナー

●スタンプ台帳設置箇所（計１０ヶ所）

くるりん四国 まるごと満喫旅

　女性陶芸家グループ「とべりて」と一緒に観光列車「伊予灘ものがたり」に乗車する特別な体験ができる日帰り団体旅行です。「とべりて」
指導のもと砥部焼に絵付けを行い、世界に一つだけのオリジナル砥部焼作りに挑戦します。

とべりてと描く伊予灘ものがたり

　ＪＲ四国全線フリーきっぷと高松港から土庄港までの高速艇、小
豆島での宿泊をセットにした四国ＤＣ特別価格のプランです。小豆
島観光タクシープランを始め、充実したオプションで小豆島の観光
名所をくるりと一周満喫できます。

くるりん四国小豆島
　ＪＲ四国の人気ブランド「駅長推薦あじな散歩道」の四国ＤＣ特別
プランをご用意しました。ＪＲ四国全線フリーきっぷがセットになっ
ておりますので、四国各地のグルメを堪能した後は四国観光を満
喫することも出来ます。また、1000円の追加で、フリーきっぷを二
日間用にすることも出来ますので、宿泊をされるお客様にも非常に
便利なプランです。

くるりん四国日帰りプラン

・ 道の駅みなとオアシスうわじまきさいや広場
・ 道の駅広見森の三角ぼうし
・ 虹の森公園おさかな館

・ 道の駅よって西土佐
・ 大正駅前にぎわい拠点

　宇和島駅、窪川駅、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、道の駅みなとオアシス
うわじまきさいや広場、道の駅広見森の三角ぼうし、虹の森公園おさかな館、道の駅よって西土佐、大正駅前にぎわい拠点

①予土線３兄弟達成
予土線３兄弟全てに乗車し３つスタンプを集めたお客様は、宇和島駅もしくは
窪川駅でスタンプ台帳を提示してください。その場でプチギフトをプレゼント
いたします！

②全スタンプ達成
予土線３兄弟（３つ）+沿線地域対象施設（５つ）全てのスタンプを集めたお客
様は、宇和島駅もしくは窪川駅でスタンプ台帳を提示してください。その場で
「応募ハガキ」をお渡ししますので必要事項を記入の上、駅員にお渡しくださ
い。後日お客様が切手を貼って「YODOSEN STAMPRALLY 2017」係宛
に郵送していただいてもかまいません。毎月抽選で10名様に沿線地域のうま
いもんセットをプレゼントいたします！外れてももれなくお楽しみプチギフトを
お送りいたします！
※景品写真はイメージです。気候等の影響により変更となる場合があります。

●賞品内容
スタンプ数 商　品 当選者

予土線３兄弟（３つ）

全スタンプ達成
（８つ）

お楽しみプチギフト
宇和島市
季節の
柑橘ジュース
セット

鬼北町
ヘルシー美味しい
鬼北町特産
キジ肉セット

ヘルシー美味しい
鬼北町特産
キジ肉セット

松野町
旬の
くだもの
セット

四万十市
四万十川中流域の
清らかな水で
育んだ山間米

四万十町
四万十育ちの
生乳から作った
手作りアイス

ＪＲ四国お楽しみギフト（9月）

秘密の逸品（10月）

全 員

毎月
10名様

４ 

月

５ 

月
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月
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月
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月

９
月   

10
月

スタンプ設置箇所
①駅（１６箇所）
予讃線：高松駅、多度津駅、新居浜駅、松山駅、伊予大洲駅、宇和島駅
土讃線：琴平駅、阿波池田駅、土佐山田駅、高知駅、窪川駅
高徳線：三本松駅、徳島駅
徳島線：穴吹駅
その他：ＪＲ西日本 岡山駅（中央改札口）、土佐くろしお鉄道 中村駅

②アンパンマン列車の車内（５箇所）
土讃線アンパンマン列車グリーン・オレンジ【特急南風・あしずり】
予讃線8000系アンパンマン列車【特急しおかぜ・いしづち】
ゆうゆうアンパンマンカー【特急うずしお・剣山】
瀬戸大橋アンパンマントロッコ

③レジャー施設（５箇所※うち高松駅1箇所）
高松駅2階「アンパンマンれっしゃ！にこにこステーション」
愛媛県立とべ動物園（愛媛県伊予郡砥部町）
とくしま動物園（徳島県徳島市）
香美市立やなせたかし記念館アンパンマンミュージアム（高知県香美市）
神戸アンパンマンこどもミュージアム＆モール（兵庫県神戸市）

ラリーブックの配布箇所
スタンプ設置駅(１６駅)で条件を満たした「きっぷ」を見せるとラリーブックがもらえます。
※スタンプ設置駅から他の設置駅までの区間を含む「きっぷ」が対象です（定期乗車券は対象外）。
※岡山駅は中央改札口にて配布します。※レジャー施設ではラリーブックの配布はありません。

実施期間
平成２９年１０月１日（日）まで
【応募締切：平成29年10月9日（月・祝）※当日消印有効】

アンパンマン列車スタンプラリーについて詳しくは、ホームページをご覧ください。アンパンマン列車 検索

お問い合わせ・お申し込みは

ＪＲ四国旅の予約センター
営業時間　平日10:00～18:00  土・日・祝日10:00～17:00

☎087-825-1662 

卯之町・大洲町並散策と
“愛ある伊予灘線”沿線の旅

江戸中期から昭和初期の建物が軒を連ねる卯
之町と、伊予の小京都・大洲。２つの風情溢れ
る町並みを散策します。卯之町では、「開明学
校」でおなご先生の指導の下、明治・大正の授
業を体験、大洲では大洲城の本丸から観光列
車「伊予灘ものがたり」への旗振りに挑戦しま
す。また様々なポスターやＣＭにも登場した
「下灘駅」を訪れ、眺望や記念撮影を楽しみま
す。

ボンネットバスで巡る絶景！大歩危峡満喫と
『こんぴらさんの“おたから”』展鑑賞

「日本三大秘境」のひとつ、渓谷・大歩危小歩危を
ボンネットバスで巡ります。スリル満点の祖谷の
かずら橋等大自然を満喫できるスポットが満載。
大歩危峡では、四国ＤＣ期間限定の遊覧船による
舟くだりで間近に渓谷美を堪能しながら特製「妖
怪村おおぼけ弁当」を楽しみます。秘境を満喫し
た後は、「さぬきのこんぴらさん」として親しまれる
海の神様・金刀比羅宮へ。『こんぴらさんの“おた
から”』展にて特別公開される重要文化財・県指定
文化財を鑑賞します。

太平洋パノラマトロッコで行く
安芸歴史まち歩き

四国ＤＣ期間中限定で登場する「太平洋パノラ
マトロッコ」に揺られ、雄大な太平洋を眺めな
がら、歴史のまち・安芸へ向かいます。昼食は
安芸のご当地グルメ「釜あげちりめん丼」を食
し、「野良時計」や「土居廓中」など歴史を感じる
町並みを散策します。その後は、高知市内へ戻
り、3月に開館したばかりの「高知県立高知城
歴史博物館」を訪れ、土佐藩・高知県ゆかりの
貴重な歴史資料の数々を鑑賞します。

ミニ歩き遍路体験と鳴門のうず潮＆
大塚国際美術館の旅

四国八十八ヵ所霊場巡礼の始まりの地である
徳島県。今回は公認先達とともに１番札所を
参拝後、2番から３番札所まで昔ながらの歩き
遍路を体験します。２番札所「極楽寺」では四国
ＤＣ特別企画の本堂内のライトアップをお楽し
みください。
その後、徳島県の代表的観光地、鳴門にて「渦
の道」からうず潮鑑賞と「大塚国際美術館」を
訪れます。

砥部焼のPRと技術向上を目的に結成された、
若手女性陶芸家の活動グループ。
観光列車「伊予灘ものがたり」では「とべりて」
が制作した食器が使用されています。
今回のツアーでは「とべりて」と一緒に観光列
車「伊予灘ものがたり」に乗車します。

「とべりて」とは



◆駅近「さかいで楽市楽座」
　毎月第3日曜
の9時～14時ま
で、JR坂出駅の
駅前広場で開
催される朝市。
讃岐の赤ちゃん
言葉で“ぴっぴ”
と呼ばれる“うどん”を使った「ぴっぴ飯」や、坂出の
特産品“坂出三金時”を使ったスイーツなどのおい
しいグルメ屋台、とれたて新鮮なお野菜など、ご当
地グルメが勢揃い！歌やダンスなどのステージイ
ベントもあり、子どもからお年寄りまでみんなで楽し
むことができます。坂出市公認キャラクター「さかい
でまろ」と出会ったら、ぜひ記念写真を♪
◆瀬戸大橋記念公園

　瀬戸大橋のたもとという立地なだけに、間近に
迫る橋の迫力は、必見のビューポイント。10.2haと
いう広大な園内には、瀬戸大橋の模型や大型写
真パネルなどの展示室がある「瀬戸大橋記念
館」をはじめ、瀬戸大橋をイメージした噴水が美し
い「水の回廊」や、芝生広場など、家族連れや恋
人同士にも人気のスポットです。記念館のそばに
ある「八人九脚」は、瀬戸内国際芸術祭2013の
作品でもあり、瀬戸大橋を背景にした素敵な写真
が撮れること間違いなし！
◆坂出三金時
　見た目が真っ赤で
身体によく、とってもあま
～い坂出の特産品。
“金時”とは、赤いもの
という意味。果皮も果
実も赤みが強く、「小
原紅早生」と呼ばれる

◆坂出市市制施行75周年記念事業
　「さかいで港まつり」
　港で栄えた坂出市の歴
史を回帰し，昭和の一時代
を築いた『さかいで港まつ
り』が5月27日（土）、坂出商
店街にて、5年ぶりに復活！
着物や浴衣姿の踊り子が、
統一された振り付けで商店
街を周回する「坂出みなと
ばやし」や、かつて塩の積
み出し港として栄えたことにちなみ、“塩”を素材と
した彫刻作品“塩像”の展示「ソルトアート」のほ
か、坂出商店街連合会青年部が開催する「第4
土曜デー」と特別にコラボするなど、盛りだくさんの
内容です。
◆白峯寺
　第75代天皇であった崇徳上皇が、1156年、保
元の乱に敗れて流され、1164年に崩御された地
であることから、坂出市には崇徳上皇ゆかりの史
跡が多く点在しています。なかでも、「白峯寺」に
は、崇徳上皇が葬られたとされる四国唯一の天皇
陵“白峯御陵”や、上皇の霊を弔う建物“頓証寺
殿”などがあり、上皇の最期を思い浮かべながら
巡ってみるのもおすすめです。

“金時みかん”、やわらかく匂いも少ないためとって
も食べやすい“金時人参”、早掘りカンショでホクホ
クおいしい“金時いも”を総称して、三金時と呼ば
れます。金時人参や金時いもは、坂出市が世界で
もトップクラスの生産地となっています。市内には、
三金時を使ったジャムやお菓子などもあるので、お
土産にもおすすめです。
◆沙弥島

　かつては周囲2km弱の小島でしたが、今では
埋め立てられ陸続きとなっています。大きなエノキ
の木がそびえ立つ「ナカンダ浜」より眺める瀬戸内
の景色は、坂出市でも一二を争うほどの絶景で
す。また、祖父が坂出市にゆかりのあることから開
館された「東山魁夷せとうち美術館」には、カフェ
もあり、心の癒しや憩いの場としておすすめです。
瀬戸内国際芸術祭2013・2016の春会期の会場
にもなっており、瀬戸内の自然とアートを感じられる
島です。

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

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

高松駅

琴平駅に列車接近放送メロディーを導入！琴平駅に列車接近放送メロディーを導入！
　４月２７日（木）から琴平町とＪＲ四国の連携により、公共交通
機関の利用促進及び更なる観光振興やにぎわいづくりの
ため、ＪＲ琴平駅の列車接近放送に、金刀比羅宮参詣にゆかり
のある全国的に知名度の高い「こんぴら船々」のメロディーが
導入されました。
　ＪＲ四国ではこれまでに「瀬戸の花嫁」や「アンパンマンマーチ」などの列車接近放送メロディーを導入しており
ますが、ＪＲ四国管内では今回の導入で７曲目１２駅目となります。

　ＪＲ西日本岡山支社およびＪＲ四国では、岡山県内・香川県内のご旅行に便利な「岡山・香川休日おでかけパス」を発売中です。
前日までのご購入で、土休日の岡山県・香川県エリアのＪＲ自由周遊区間の快速・普通列車の普通車自由席が１日間乗り降り自由と
なります。ご家族やご友人とのおでかけに、「岡山・香川休日おでかけパス」をぜひご利用ください。

「岡山・香川休日おでかけパス」発売中「岡山・香川休日おでかけパス」発売中

香川県内の、駅のみどりの窓口・ワープ支店・駅ワーププラザ及び、岡山・福山地区の主な駅のみどりの窓口

平成２９年３月１３日（月）～平成２９年９月３０日（土）

◎ご利用日の1ヶ月前から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。）
◎有効期間は1日間です。
◎フリー区間の快速・普通列車の普通車自由席が乗り降り自由です。
◎特急列車（新幹線含む）・グリーン車をご利用の場合は、特急券・グリーン券
等料金券が必要です。ただし、寝台はご利用になれません。
◎ご利用日当日に特典を受けられるクーポン等が附属します。
　詳しくは専用パンフレットまたはホームページをご覧ください。

◆おねだん

◆ご利用条件

◆発売箇所

◆発売期間
平成２９年４月１日（土）～平成２９年１０月１日（日）までの土・休日◆ご利用期間

大人 ２，５００円　小児 800円 フリー区間

野馳 新見 津山 美作土居

東津山備中神代
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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/

平成２9年 月号
No.355
5

JR四国ニュースNo.355

■お問い合わせ先
坂出市建設経済部 産業課 にぎわい室
☎0877-44-5015

～台湾デザインの車両登場！～
　ＪＲ四国と台湾鐵路管理局とは、平成２５年１０月
にＪＲ四国松山駅と台湾鐵路管理局松山駅間で友
好駅協定を締結し、更に平成２８年２月には、友好
鉄道協定を締結しました。この度、友好鉄道協定締
結１周年を記念し、３月３０日から当社の予讃線を
走る8000系車両３両に台湾鐵路管理局の800型
車両のデザインをラッピングして高松駅～松山駅
間で走行しています。一方、台湾では、『日台観光サ
ミットin四国』のプログラムの中で『日台鉄道観光
フォーラム（愛媛県西条市）』を開催する6月2日
にあわせて、台湾鐵路管理局の800型車両にＪＲ
四国の8000系車両のデザインをラッピングして走行
させます。
　また相互交流を促進するイベントとして、双方の
駅でスタンプラリーを実施中です。

香川県坂出市

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

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
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坂出市公認キャラクター
さかいでまろ

ぜひ坂出市に遊びにきてのぅ♪
待ってるでおじゃる!

ソンシャン


