
（翠波高原）
　標高８９２ｍの翠波峰を
中心とした約１００ｈaの古代
準平原の名残をとどめた翠
波高原は、美しい翠が波の
ようにたなびき、遠く石鎚の
尾根へと連なります。春には約３０万本の黄金色の菜の
花で覆い尽されます。翠波峰からの３６０度の眺望は瀬
戸内海の島 と々四国山地の両方を見ることができる大パ
ノラマです。
（霧の森）
　食べる・見る・遊ぶ･泊まる
ことのできる大型複合施設
で、温泉、コテージや茶室、
レストラン、特産品である新
宮茶のカフェなどがあり、人
気の霧の森大福も販売。清流・馬立川のほとりで憩いの
ひと時をお過ごし下さい。
（塩塚高原）
　愛媛県と徳島県の県境
に位置する塩塚峰（標高１，
０４３ｍ）を中心とした約１０
０ｈaの高原で、夏はアウトド
ア、秋は紅葉とススキが広
がる景色で観光客を楽しませています。またすぐ近くに、
総合キャンプ施設「霧の高原」があります。
（土居三山）
　法皇山脈の中で、１，５００
ｍを超える高峰（東赤石
山、二ツ岳、赤星山）が連な
る土居三山には、多くの登
山客が訪れています。

【文化】
（紙のまち資料館）
　全国屈指の紙のまちを誇
る四国中央市。市内で生産
される紙製品の展示や即
売コーナー・紙の生産工程
模型や水引細工の展示、紙をテーマにした企画展を随
時開催しています。
（四国８８ヶ所霊場第６５番札所三角寺）
　四国８８ヶ所霊場第６５
番札所で愛媛県最後の札
所。本尊の十一面観世音
像は愛媛県の指定文化財
であり、子安観音、厄除観
音としても信仰されている。

■地域の特色

　愛媛県四国中央市は、愛媛県の東端部に位置し、名
前の通り四国のほぼ中央で瀬戸内海に面しています。
　当市は、製紙・紙加工業において日本屈指の生産量を
誇る紙どころで、紙のまちとして栄えてきました。手すき和
紙や水引細工などの伝統工芸をはじめ、お札と切手以
外なら何でも揃うと言われるほど、多種多様な紙製品が
全国各地に出荷されています。また、無農薬にこだわる
「お茶どころ」。里芋や山の芋が特産の「おイモ」の産地。
海に、山に、街に、活力と潤いがみなぎる、四国のまんな
か、それが四国中央市です。

■主な観光資源
【観光地】
（新宮あじさいの里）
　四国中央市新宮町上
山の中野地区の「あじさ
いの里」では、６月中旬か
ら下旬にかけて、山の斜面に植えられた約２万株のあじ
さいが咲き誇る景色は見ごたえ十分です。

（真鍋家住宅）
　平家伝説が残る切山に、
ひっそりと佇む真鍋家住
宅。愛媛県最古の民家とさ
れ、全国的にも古いうえに、
建築学上の評価も高く、国指定重要文化財となっています。

【食】
（霧の森大福）
　四国の真ん中、四国中央
市にある新宮「霧の森」の有
名スイーツ『霧の森大福』。特
産の新宮茶を贅沢に使用した和洋菓子。ネットでのお取
り寄せが倍率１００倍を超す抽選販売となるなど全国的
にご好評をいただいております。
（里芋：伊予美人）
　里芋栽培の歴史は古く、既
に江戸時代には産物としての
記録が残されています。日本
三大局地風「やまじ風」に負
けずに育った粘り気のある伊予美人（里芋）は市の特産
物として定着しました。
（新宮茶）
　新宮町は、お茶に適した気
温と清澄な水・さわやかな空
気・お茶の香りをよくする土な
どお茶を栽培するのに適して
います。こうした地の利を活かして、無農薬で育てた、豊
な香りと滋味あふれる味わいの新宮茶は、国際品評会で
金賞を受賞しました。
（いりこ）
　瀬戸内は、カタクチイワシの
宝庫であります。獲れたての新
鮮なイワシを一度煮て乾燥させ
た煮干いりこは、そのまま食べて
も、ダシをとっても美味です。

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

ら下旬にかけて、山の斜面に植えられた
す

ら下旬にかけて、山の斜面に植えられた
さいが咲き誇る景色は見ごたえ十分です

伊予西条駅

新型特急２６００系 定期運行開始！
新型特急2600系の定期運行を１２月２日（土）から特急「うずしお」で開始いたします。１便あたり２両編成で高松駅～徳島駅間を１日３往復運転致します。
●2600系で運行する列車 ※12月2日(土)から

下　り

列　車

うずしお  9号

うずしお15号

うずしお21号

高松駅発

11:07

14:12

17:15

徳島駅着

12:13

15:20

18:23

上　り

列　車

うずしお14号

うずしお20号

うずしお26号

徳島駅発

12:24

15:28

18:30

高松駅着

13:31

16:32

19:37
※車両・編成は検査、修繕等により、変更する場合があります。

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.362
12

JR四国ニュースNo.362

～巨大プラレール登場～
　予讃線伊予西条駅に隣接している「鉄道歴史
パークinＳＡＩＪＯ」は平成１９年１１月２６日に
開館し、０系新幹線などの鉄道車両や四国の沿線
風景を再現したジオラマなどを展示し、お客様に
親しまれてきました。
　今年は開館１０周年記念並びに、ＪＲ四国発足
３０周年を記念したイベント「伊予西条鉄道フェ
スタ２０１７」が開催され、巨大な青いレールの
上に「『鉄道ホビートレイン』プラレール号」が
お目見えしました。子どもに親しまれている鉄道
玩具「プラレール」の世界が実際に現れたかの
ようで、子どもから大人まで幅広い世代にお楽しみ
いただきました。

愛媛県四国中央市

e5489詳しくは 検索

おトクなきっぷや、主な駅の情報など

JR四国ツアー 検索
土曜日や休日等に、ＪＲ四国全線の特急列車自由席を１日自由に乗り降りいただけるフリータイプのきっぷです。日や休日等に、ＪＲ四国全線の特急列車自由席を１日自由に乗り降りいた日土曜 自由に乗り降りいた

週末乗り放題きっぷ週末乗り放題きっぷ

詳しくは、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

●有効期間は１日間です。
●土曜日、休日、１２月３１日及び１月２日・３日に限りご利用いただけます。
　※休日とは、日曜日、祝日、振替休日及び国民の休日をいいます。
●ＪＲ四国線全線（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。
●ＪＲ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～砥部～久万高原間）》にご乗車いただけます。（高速バスには乗車できません。）
●特急列車の普通車指定席またはグリーン車をご利用の場合は、乗車券部分のみ有効です。
　料金券を別途お求めください。ただし、寝台車はご利用になれません。
●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

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

１日間

おねだん
（小児半額）

■お問い合わせ先
　四国中央市観光交通課　☎0896-28-6187
　四国中央市観光協会　　　　  同 上

N 豊浜駅豊浜駅

金砂湖金砂湖

新宮
I.C
新宮
I.C

川之江駅川之江駅

伊予三島駅伊予三島駅
伊予土居駅伊予土居駅

四国中央市四国中央市

予讃線

真鍋家住宅真鍋家住宅

65番札所 三角寺65番札所 三角寺
新宮
あじさいの里
新宮
あじさいの里

塩塚高原塩塚高原霧の森霧の森
翠波高原翠波高原

土居三山土居三山

紙のまち資料館紙のまち資料館

10,280円

ださい

うずしおうずしお

いしづちいしづち



年末年始に便利な臨時列車等のご案内年末年始に便利な臨時列車等のご案内

金刀比羅宮などの初詣に便利な臨時列車を運転

日和佐・薬王寺の初詣に便利な臨時列車を運転

大麻比古神社の初詣に便利、特急列車を板東駅に臨時停車

種 別 発　駅

高松
23：59

東　京
（２２：００）
高　松
７：５４

サンライズ瀬戸
（延長区間内停車駅）
多度津・善通寺

着　駅

琴平
1：01

多度津
4：00

琴平
4：13

琴平
1：31

琴平
８：５2

高松
2：25

琴平
4：20

高松
5：16

運転日

12/31

1/1

記　事

多度津止まりの定期列車を
琴平まで延長運転　各駅停車

各駅停車

普　

通

下　

り

上　

り

列車名 発　駅 着　駅 途中停車駅

種 別 発　駅

やくおうじ
1号

着　駅 記　事

高松
10：11

日和佐
12：27

高松・栗林・屋島・志度・讃岐津田・三本松・引田・板野
板東（1/1のみ）・池谷・徳島・南小松島・羽ノ浦・阿南
由岐・日和佐

高松～徳島間
うずしお７号に併結運転
全車自由席

全車自由席
徳島駅で「うずしお22号」に
接続しています。

阿南駅止まりの定期列車を
日和佐駅まで延長運転

日和佐・由岐・阿南・羽ノ浦・南小松島・徳島

徳島～阿南間（各駅停車）・日和佐

日和佐・阿南～徳島間（各駅停車）

やくおうじ
2号

日和佐
14：55

徳島
16：14

徳島
23：38

日和佐
1：02

日和佐
3：00

徳島
4：16

1/1
～３

1/1

12/31

運転日列車名 途中停車駅

普　

通

特　

急

下 
り

上 

り

上
り

下
り

高松発時刻
１０：１1
１１：０７
１２：０６
１３：１2
１４：１２

１１：１４
１２：０３
１２：５５
１４：０４
１５：０８

１１：２７
１２：１５
１３：０６
１４：１７
１５：２１

１/１

１/１

板東着時刻 徳島着時刻 期　日

徳島発時刻
  ９：２２
１０：２８
１１：３2

  ９：３5
１０：40
１１：４4

１０：３３
１１：３７
１２：３４

板東着時刻 高松着時刻

うずしお   ７号
うずしお   ９号
うずしお １１号
うずしお １３号
うずしお １５号

列車名

うずしお   8号
うずしお １0号
うずしお １2号

列車名 期　日

下　

り

上　

り

初詣臨時普通列車

大麻比古神社 最寄駅：高徳線板東駅

薬王寺 最寄駅：牟岐線日和佐駅

金刀比羅宮 最寄駅：土讃線琴平駅 善通寺 最寄駅：土讃線善通寺駅

◆臨時停車する列車

◆臨時列車の時刻等

◆臨時列車の時刻等

東京駅発の寝台特急｢サンライズ瀬戸｣を金曜、休日前の5日間（のべ5本）琴平駅
まで延長運転します。

※運転日は東京駅発基準、延長運転は翌日となります。

※運転日は発駅基準です。

※運転日は発駅基準です。

運転日：１２/３１、１/１、5～7

「サンライズ瀬戸」を琴平駅まで延長運転

特　

急

サンライズ瀬戸サンライズ瀬戸

日和佐駅から見える薬王寺日和佐駅から見える薬王寺

大麻比古神社大麻比古神社

大麻比古神社は、地元では「おおあさはん」と呼ばれ親しまれ
ています。祭神は農業、産業の守り神である大麻比古大神
と、交通安全厄除けの神の猿田彦大神が祀られています。

四国霊場第２３番札所「薬王寺」は、
弘法大師が開いた厄除けにご利益の
あることで有名なお寺で、境内には４２
段の男厄坂と３３段の女厄坂があり、
石段一つ一つに小銭を置いていくと
厄払いになるといわれています。

金刀比羅宮は、香川県琴平町の象頭山の山腹
に鎮座する古社です。航海安全や五穀豊穣の
神様として信頼を集め、「讃岐のこんぴらさん」の
名で全国に知られています。参拝には７８５段の
石段を登り、御本宮からは讃岐平野が一望でき
ます。

四国霊場第75番札所「善通寺」は京都の東寺、
和歌山の高野山とならぶ弘法大師三大霊跡の
ひとつで、弘法大師空海誕生の地であることか
ら、毎年多くの初詣参拝者が訪れます。

金刀比羅宮金刀比羅宮

総本山善通寺総本山善通寺

に季節商品が登場！に季節商品が登場！

JR四国ニュース JR四国ニュース平成２9年12月１日 No.362

　ＪＲ四国では、お客様のご旅行にあわせて年末年始に便利な臨時列車を運転するとともに、一部列車の運転区間を延長いたします。
これらの臨時列車等について、ご紹介をいたします。

　ＪＲで行く日帰り旅行でおなじみの「駅長推薦あじな散歩道」に１２月１日から３月３１日までご利用いただける期間限定コースができました。四国４県
と岡山県の合わせて５コースを設定し、四国の各地から気軽にお出かけできる設定になっています。ぜひご家族、ご友人などでお出かけ下さい。

香川県 かき焼き わたなべ

お品書き

※時期・天候により一部内容が変更となる場合がございます。

◉かき焼き【２時間食べ放題】 ◉かきご飯 ◉みそ汁
◉トッピング（レモン、大根おろし、ポン酢、チーズ等）

最寄り駅 志度駅から徒歩７分
ご利用条件 １名様より
お 食 事 １２：００～２２：００まで （土日祝は１１：００～２２：００まで）

※平日14：00～17：00は利用不可
設定除外期間 １２/２９～１/３ ※終了日は、天候により変動あり

【かき焼き わたなべ  往復ＪＲ+食事】

※他にも設定エリアはございます。

高知県

四万十いやしの里四万十の宿
【旬のぶり会席膳】
　　　　　  ＋入浴（６：３０～２０：００）

愛媛県

鈍川温泉
【ふぐ会席】＋入浴（６：００～２２：００）

岡山県

魚美味倶楽部美晴
【かき三昧】

み　　 はる

徳島県

和の宿ホテル祖谷温泉
【お美姫鍋】＋入浴（１1：００～15：００）
●最寄り駅／大歩危駅から送迎有り（要予約）
●ご利用条件／２名様より
●お食事／１１：３０～１４：３０

●最寄り駅／土佐くろしお鉄道 中村駅
　　　　　　（送迎可能・要予約）
●ご利用条件／2名様より
●お食事／１１：３０～１３：００まで

●最寄り駅／今治駅から送迎有り（要予約）
●ご利用条件／２名様より
●お食事／１２：００～１４：００

●最寄り駅／日生駅（赤穂線）から送迎有り（要予約）
●ご利用条件／２名様より
●お食事／１２：００～１４：００、１７：００～２０：００　
●設定除外期間／１２/２、１２/29～１/4、
　　　　　　　　２/４、１１、１８

ひなせ

※詳しくは専用のパンフレットをご覧下さい。写真は全てイメージです。

3/25まで利用可

3/15まで利用可

エリア

お とな
こども

高松・坂出
3,920円
1,960円

松山・今治
9,340円
4,670円

板野・阿波山川
5,760円
2,880円

大杉・朝倉
1 高 松 4 松 山 8 徳 島 11 高 知

8,840円
4,420円

「ＪＲ四国環境保全への取り組み２０１７」の公表について「ＪＲ四国環境保全への取り組み２０１７」の公表について
　ＪＲ四国では、環境保全への取り組みをとりまとめ、「ＪＲ四国環境保全への取り組み２０１７」として公表いたします。
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ご覧ください。

「安全報告書」の公表について「安全報告書」の公表について
　ＪＲ四国では、鉄道事業者の安全管理体制の確立を目的に改正された鉄道事業法において、作成・公表が義務付けられた
『安全報告書（平成２９年）』（法第１９条の４）を公表いたします。この報告書は、平成２８年度の安全に対する基本方針や
安全重点施策などをとりまとめたものです。

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２０１7」は、当社ＨＰに掲載しています。

○「ＪＲ四国環境保全への取り組み２０１７」の主な内容
・ 事業活動に伴う環境負荷（CO2排出量等）
・ 車両に関する省エネ等への取り組み

・ 鉄道の利用促進、地域と連携した利用促進の取り組み
・ 節電、節水等その他省エネ省資源への取り組み　　など

http://www.jr-shikoku.co.jp 安全への取り組み 平成２９年度版 安全報告書
「安全報告書」は、当社ホームページに掲載いたします。

○「安全報告書」の主な内容
・ 安全基本方針
・ 安全管理体制
・ 平成２８年度の安全重点施策

・ 事故等の発生状況
・ お客さま等との連携



年末年始に便利な臨時列車等のご案内年末年始に便利な臨時列車等のご案内

金刀比羅宮などの初詣に便利な臨時列車を運転

日和佐・薬王寺の初詣に便利な臨時列車を運転

大麻比古神社の初詣に便利、特急列車を板東駅に臨時停車

種 別 発　駅

高松
23：59

東　京
（２２：００）
高　松
７：５４

サンライズ瀬戸
（延長区間内停車駅）
多度津・善通寺

着　駅

琴平
1：01

多度津
4：00

琴平
4：13

琴平
1：31

琴平
８：５2

高松
2：25

琴平
4：20

高松
5：16

運転日

12/31

1/1

記　事

多度津止まりの定期列車を
琴平まで延長運転　各駅停車

各駅停車

普　

通

下　

り

上　

り

列車名 発　駅 着　駅 途中停車駅

種 別 発　駅

やくおうじ
1号

着　駅 記　事

高松
10：11

日和佐
12：27

高松・栗林・屋島・志度・讃岐津田・三本松・引田・板野
板東（1/1のみ）・池谷・徳島・南小松島・羽ノ浦・阿南
由岐・日和佐

高松～徳島間
うずしお７号に併結運転
全車自由席

全車自由席
徳島駅で「うずしお22号」に
接続しています。

阿南駅止まりの定期列車を
日和佐駅まで延長運転

日和佐・由岐・阿南・羽ノ浦・南小松島・徳島

徳島～阿南間（各駅停車）・日和佐

日和佐・阿南～徳島間（各駅停車）

やくおうじ
2号

日和佐
14：55

徳島
16：14

徳島
23：38

日和佐
1：02

日和佐
3：00

徳島
4：16

1/1
～３

1/1

12/31

運転日列車名 途中停車駅

普　

通

特　

急

下 

り

上 

り

上
り

下
り

高松発時刻
１０：１1
１１：０７
１２：０６
１３：１2
１４：１２

１１：１４
１２：０３
１２：５５
１４：０４
１５：０８

１１：２７
１２：１５
１３：０６
１４：１７
１５：２１

１/１

１/１

板東着時刻 徳島着時刻 期　日

徳島発時刻
  ９：２２
１０：２８
１１：３2

  ９：３5
１０：40
１１：４4

１０：３３
１１：３７
１２：３４

板東着時刻 高松着時刻

うずしお   ７号
うずしお   ９号
うずしお １１号
うずしお １３号
うずしお １５号

列車名

うずしお   8号
うずしお １0号
うずしお １2号

列車名 期　日

下　

り

上　

り

初詣臨時普通列車

大麻比古神社 最寄駅：高徳線板東駅

薬王寺 最寄駅：牟岐線日和佐駅

金刀比羅宮 最寄駅：土讃線琴平駅 善通寺 最寄駅：土讃線善通寺駅

◆臨時停車する列車

◆臨時列車の時刻等

◆臨時列車の時刻等

東京駅発の寝台特急｢サンライズ瀬戸｣を金曜、休日前の5日間（のべ5本）琴平駅
まで延長運転します。

※運転日は東京駅発基準、延長運転は翌日となります。

※運転日は発駅基準です。

※運転日は発駅基準です。

運転日：１２/３１、１/１、5～7

「サンライズ瀬戸」を琴平駅まで延長運転

特　

急

サンライズ瀬戸サンライズ瀬戸

日和佐駅から見える薬王寺日和佐駅から見える薬王寺

大麻比古神社大麻比古神社

大麻比古神社は、地元では「おおあさはん」と呼ばれ親しまれ
ています。祭神は農業、産業の守り神である大麻比古大神
と、交通安全厄除けの神の猿田彦大神が祀られています。

四国霊場第２３番札所「薬王寺」は、
弘法大師が開いた厄除けにご利益の
あることで有名なお寺で、境内には４２
段の男厄坂と３３段の女厄坂があり、
石段一つ一つに小銭を置いていくと
厄払いになるといわれています。

金刀比羅宮は、香川県琴平町の象頭山の山腹
に鎮座する古社です。航海安全や五穀豊穣の
神様として信頼を集め、「讃岐のこんぴらさん」の
名で全国に知られています。参拝には７８５段の
石段を登り、御本宮からは讃岐平野が一望でき
ます。

四国霊場第75番札所「善通寺」は京都の東寺、
和歌山の高野山とならぶ弘法大師三大霊跡の
ひとつで、弘法大師空海誕生の地であることか
ら、毎年多くの初詣参拝者が訪れます。

金刀比羅宮金刀比羅宮

総本山善通寺総本山善通寺

に季節商品が登場！に季節商品が登場！

JR四国ニュース JR四国ニュース平成２9年12月１日 No.362

　ＪＲ四国では、お客様のご旅行にあわせて年末年始に便利な臨時列車を運転するとともに、一部列車の運転区間を延長いたします。
これらの臨時列車等について、ご紹介をいたします。

　ＪＲで行く日帰り旅行でおなじみの「駅長推薦あじな散歩道」に１２月１日から３月３１日までご利用いただける期間限定コースができました。四国４県
と岡山県の合わせて５コースを設定し、四国の各地から気軽にお出かけできる設定になっています。ぜひご家族、ご友人などでお出かけ下さい。

香川県 かき焼き わたなべ

お品書き

※時期・天候により一部内容が変更となる場合がございます。

◉かき焼き【２時間食べ放題】 ◉かきご飯 ◉みそ汁
◉トッピング（レモン、大根おろし、ポン酢、チーズ等）

最寄り駅 志度駅から徒歩７分
ご利用条件 １名様より
お 食 事 １２：００～２２：００まで （土日祝は１１：００～２２：００まで）

※平日14：00～17：00は利用不可
設定除外期間 １２/２９～１/３ ※終了日は、天候により変動あり

【かき焼き わたなべ  往復ＪＲ+食事】

※他にも設定エリアはございます。

高知県

四万十いやしの里四万十の宿
【旬のぶり会席膳】
　　　　　  ＋入浴（６：３０～２０：００）

愛媛県

鈍川温泉
【ふぐ会席】＋入浴（６：００～２２：００）

岡山県

魚美味倶楽部美晴
【かき三昧】

み　　 はる

徳島県

和の宿ホテル祖谷温泉
【お美姫鍋】＋入浴（１1：００～15：００）
●最寄り駅／大歩危駅から送迎有り（要予約）
●ご利用条件／２名様より
●お食事／１１：３０～１４：３０

●最寄り駅／土佐くろしお鉄道 中村駅
　　　　　　（送迎可能・要予約）
●ご利用条件／2名様より
●お食事／１１：３０～１３：００まで

●最寄り駅／今治駅から送迎有り（要予約）
●ご利用条件／２名様より
●お食事／１２：００～１４：００

●最寄り駅／日生駅（赤穂線）から送迎有り（要予約）
●ご利用条件／２名様より
●お食事／１２：００～１４：００、１７：００～２０：００　
●設定除外期間／１２/２、１２/29～１/4、
　　　　　　　　２/４、１１、１８

ひなせ

※詳しくは専用のパンフレットをご覧下さい。写真は全てイメージです。

3/25まで利用可

3/15まで利用可

エリア

お とな
こども

高松・坂出
3,920円
1,960円

松山・今治
9,340円
4,670円

板野・阿波山川
5,760円
2,880円

大杉・朝倉
1 高 松 4 松 山 8 徳 島 11 高 知

8,840円
4,420円

「ＪＲ四国環境保全への取り組み２０１７」の公表について「ＪＲ四国環境保全への取り組み２０１７」の公表について
　ＪＲ四国では、環境保全への取り組みをとりまとめ、「ＪＲ四国環境保全への取り組み２０１７」として公表いたします。
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ご覧ください。

「安全報告書」の公表について「安全報告書」の公表について
　ＪＲ四国では、鉄道事業者の安全管理体制の確立を目的に改正された鉄道事業法において、作成・公表が義務付けられた
『安全報告書（平成２９年）』（法第１９条の４）を公表いたします。この報告書は、平成２８年度の安全に対する基本方針や
安全重点施策などをとりまとめたものです。

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２０１7」は、当社ＨＰに掲載しています。

○「ＪＲ四国環境保全への取り組み２０１７」の主な内容
・ 事業活動に伴う環境負荷（CO2排出量等）
・ 車両に関する省エネ等への取り組み

・ 鉄道の利用促進、地域と連携した利用促進の取り組み
・ 節電、節水等その他省エネ省資源への取り組み　　など

http://www.jr-shikoku.co.jp 安全への取り組み 平成２９年度版 安全報告書
「安全報告書」は、当社ホームページに掲載いたします。

○「安全報告書」の主な内容
・ 安全基本方針
・ 安全管理体制
・ 平成２８年度の安全重点施策

・ 事故等の発生状況
・ お客さま等との連携



（翠波高原）
　標高８９２ｍの翠波峰を
中心とした約１００ｈaの古代
準平原の名残をとどめた翠
波高原は、美しい翠が波の
ようにたなびき、遠く石鎚の
尾根へと連なります。春には約３０万本の黄金色の菜の
花で覆い尽されます。翠波峰からの３６０度の眺望は瀬
戸内海の島 と々四国山地の両方を見ることができる大パ
ノラマです。
（霧の森）
　食べる・見る・遊ぶ･泊まる
ことのできる大型複合施設
で、温泉、コテージや茶室、
レストラン、特産品である新
宮茶のカフェなどがあり、人
気の霧の森大福も販売。清流・馬立川のほとりで憩いの
ひと時をお過ごし下さい。
（塩塚高原）
　愛媛県と徳島県の県境
に位置する塩塚峰（標高１，
０４３ｍ）を中心とした約１０
０ｈaの高原で、夏はアウトド
ア、秋は紅葉とススキが広
がる景色で観光客を楽しませています。またすぐ近くに、
総合キャンプ施設「霧の高原」があります。
（土居三山）
　法皇山脈の中で、１，５００
ｍを超える高峰（東赤石
山、二ツ岳、赤星山）が連な
る土居三山には、多くの登
山客が訪れています。

【文化】
（紙のまち資料館）
　全国屈指の紙のまちを誇
る四国中央市。市内で生産
される紙製品の展示や即
売コーナー・紙の生産工程
模型や水引細工の展示、紙をテーマにした企画展を随
時開催しています。
（四国８８ヶ所霊場第６５番札所三角寺）
　四国８８ヶ所霊場第６５
番札所で愛媛県最後の札
所。本尊の十一面観世音
像は愛媛県の指定文化財
であり、子安観音、厄除観
音としても信仰されている。

■地域の特色

　愛媛県四国中央市は、愛媛県の東端部に位置し、名
前の通り四国のほぼ中央で瀬戸内海に面しています。
　当市は、製紙・紙加工業において日本屈指の生産量を
誇る紙どころで、紙のまちとして栄えてきました。手すき和
紙や水引細工などの伝統工芸をはじめ、お札と切手以
外なら何でも揃うと言われるほど、多種多様な紙製品が
全国各地に出荷されています。また、無農薬にこだわる
「お茶どころ」。里芋や山の芋が特産の「おイモ」の産地。
海に、山に、街に、活力と潤いがみなぎる、四国のまんな
か、それが四国中央市です。

■主な観光資源
【観光地】
（新宮あじさいの里）
　四国中央市新宮町上
山の中野地区の「あじさ
いの里」では、６月中旬か
ら下旬にかけて、山の斜面に植えられた約２万株のあじ
さいが咲き誇る景色は見ごたえ十分です。

（真鍋家住宅）
　平家伝説が残る切山に、
ひっそりと佇む真鍋家住
宅。愛媛県最古の民家とさ
れ、全国的にも古いうえに、
建築学上の評価も高く、国指定重要文化財となっています。

【食】
（霧の森大福）
　四国の真ん中、四国中央
市にある新宮「霧の森」の有
名スイーツ『霧の森大福』。特
産の新宮茶を贅沢に使用した和洋菓子。ネットでのお取
り寄せが倍率１００倍を超す抽選販売となるなど全国的
にご好評をいただいております。
（里芋：伊予美人）
　里芋栽培の歴史は古く、既
に江戸時代には産物としての
記録が残されています。日本
三大局地風「やまじ風」に負
けずに育った粘り気のある伊予美人（里芋）は市の特産
物として定着しました。
（新宮茶）
　新宮町は、お茶に適した気
温と清澄な水・さわやかな空
気・お茶の香りをよくする土な
どお茶を栽培するのに適して
います。こうした地の利を活かして、無農薬で育てた、豊
な香りと滋味あふれる味わいの新宮茶は、国際品評会で
金賞を受賞しました。
（いりこ）
　瀬戸内は、カタクチイワシの
宝庫であります。獲れたての新
鮮なイワシを一度煮て乾燥させ
た煮干いりこは、そのまま食べて
も、ダシをとっても美味です。

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

ら下旬にかけて、山の斜面に植えられた
す

ら下旬にかけて、山の斜面に植えられた
さいが咲き誇る景色は見ごたえ十分です

伊予西条駅

新型特急２６００系 定期運行開始！
新型特急2600系の定期運行を１２月２日（土）から特急「うずしお」で開始いたします。１便あたり２両編成で高松駅～徳島駅間を１日３往復運転致します。
●2600系で運行する列車 ※12月2日(土)から
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※車両・編成は検査、修繕等により、変更する場合があります。

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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～巨大プラレール登場～
　予讃線伊予西条駅に隣接している「鉄道歴史
パークinＳＡＩＪＯ」は平成１９年１１月２６日に
開館し、０系新幹線などの鉄道車両や四国の沿線
風景を再現したジオラマなどを展示し、お客様に
親しまれてきました。
　今年は開館１０周年記念並びに、ＪＲ四国発足
３０周年を記念したイベント「伊予西条鉄道フェ
スタ２０１７」が開催され、巨大な青いレールの
上に「『鉄道ホビートレイン』プラレール号」が
お目見えしました。子どもに親しまれている鉄道
玩具「プラレール」の世界が実際に現れたかの
ようで、子どもから大人まで幅広い世代にお楽しみ
いただきました。

愛媛県四国中央市

e5489詳しくは 検索

おトクなきっぷや、主な駅の情報など

JR四国ツアー 検索
土曜日や休日等に、ＪＲ四国全線の特急列車自由席を１日自由に乗り降りいただけるフリータイプのきっぷです。日や休日等に、ＪＲ四国全線の特急列車自由席を１日自由に乗り降りいた日土曜 自由に乗り降りいた

週末乗り放題きっぷ週末乗り放題きっぷ

詳しくは、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

●有効期間は１日間です。
●土曜日、休日、１２月３１日及び１月２日・３日に限りご利用いただけます。
　※休日とは、日曜日、祝日、振替休日及び国民の休日をいいます。
●ＪＲ四国線全線（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。
●ＪＲ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～砥部～久万高原間）》にご乗車いただけます。（高速バスには乗車できません。）
●特急列車の普通車指定席またはグリーン車をご利用の場合は、乗車券部分のみ有効です。
　料金券を別途お求めください。ただし、寝台車はご利用になれません。
●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

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

１日間

おねだん
（小児半額）

■お問い合わせ先
　四国中央市観光交通課　☎0896-28-6187
　四国中央市観光協会　　　　  同 上
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