
■讃岐富士 「飯野山」
　標高４２２ｍ、周囲６kmの飯野山はおむすびの
形（円錐状孤峰［ビュート］）をした讃岐富士ともい
われる美しい山です。名前は古事記にも出てくる
飯依比古（いいよりひこ）にちなむとも、飯（めし）を
盛った姿からきているともいわれます。香川県のほ
ぼ中央に位置し、丸亀と坂出にまたがる孤峰で
す。平成１７年３月２２日、［新日本百名山］に選定
され、標高１００ｍ以上は瀬戸内海国立公園に指
定されています。登山途中には讃岐平野や瀬戸
内海が一望できる、今大注目の山です。おじょも伝
説が残る飯野山で伝説にふれてみては・・・。

■丸亀のいいところを、セカイへ発信「マルカメラ」
　当たり前の観光・特産品情報だけでなく、細や
かな風景や風習、食習慣、人物等の様々な丸亀
の魅力ある情報を、市民や来訪された方々から投
稿していただき、それらを新しい観光資源として、
InstagramとTwitterにより日本語だけでなく外国
語（英語・繁体語・韓国語）で国内外に情報発信
しています。公式ホームページには、投稿された写
真を見ることができますので、ぜひのぞいてみてく
ださい！

■丸亀ショートムービープロジェクト
　「HONETSUKIDORI」
　2006年に公開された映画「UDON」の続編と
して、丸亀市発祥の伝統料理である骨付鳥を
テーマに制作しました。骨付鳥は、香川県におい
て、うどんに次ぐ2番目の特産品で、にんにく・塩・胡
椒で味付けされたスパイシーな味わいと、皮はパ

■丸亀を代表するまつり 「丸亀お城まつり」
　丸亀のまつりを代表する「丸亀お城まつり」は
毎年５月３日４日に開催されます。〝みんなでつくろう
みんなのまつり“を合言葉に、まんでがんがん大行
進、獅子舞競演、全日本骨付鳥選手権、お城村、
丸亀おどり総踊り大会などさまざまなイベントが開
催されます。

■総高日本一 石垣の名城 「丸亀城」
　丸亀城は総高日本一の石垣を有する「石垣の
名城」として有名で、その石垣に鎮座する天守は
三層三階、高さ約１５ｍで、日本一小さな現存木
造天守であり、現存十二天守の一つで、国の重
要文化財に指定されています。大手門から見上
げる天守は威厳に満ち、夕暮れの天守は優しさを
まとって、心を和ませます。４００年の歴史を経た今
でも決して色あせることなく、自然と調和した独自
の様式美をはっきりと現在に残しています。

リッとし、肉汁がこぼれる食感は、ビールとの相性
が大変良く、大人気のソウルフードです。オール丸
亀ロケの5つの違うジャンルのショートムービーで構
成されていて、鑑賞するだけで丸亀の魅力を堪能
できます。丸亀に来たくなること間違いなしです！

■丸亀発祥の名物 「骨付鳥」
　外はバリッと、身は驚くほどジューシー。塩コショ
ウがたっぷりきいた、この骨付鳥に手づかみで豪
快にかぶりつくと、スパイスの効いた肉汁が口いっ
ぱいに広がります！他にはないこの味を是非味わっ
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

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

高徳線：讃岐相生駅～阿波大宮駅

「合格祈願きっぷ」を発売中！
　JR四国では、学駅の入場券５枚とお守り袋をセットにした「合格祈願きっぷ」を発売中です。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。
　受験生や志望校への合格を目指す方は、是非「合格祈願きっぷ」をお買い求めください。
■おねだん：８００円 （学駅の入場券５枚＋お守り袋）※お守り袋は４種類からお選び下さい。　
■発売箇所：①ＪＲ四国の主な駅（一部の駅を除く）、ワープ高松・松山・高知・梅田支店及び
　　　　　　 鴨島駅ワーププラザ ※徳島駅では郵送によるお申し込みも受け付けております。
　　　　　 ②ＪＲ四国ツアー　 http://www.jr-eki.com/
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。
（合格祈願きっぷのみの発売です。）

平成30年１月１日（月・祝）～３日（水）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30年１月４日（木）～8日（月・祝）発売日 ９：００～１２：００  １３：００～１５：００発売時間

がく えき

公式HPはこちら

公式HPはこちら

学駅

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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～晩秋の大坂峠～
　大坂峠はかつて、香川県と徳島県を結ぶ
重要な峠道（古くは交通の要衝）で、源平合
戦の時には屋島に向かう源義経や弁慶が
通ったといわれています。難所であった峠越え
は、昭和１０年の高徳線全線開通や国道１１
号の整備などにより利用者は少なくなりまし
たが、遊歩道も整備されており、自然散策を
楽しめるルートとなっています。
　瀬戸内海国立公園の大坂峠園地からは
穏やかな瀬戸内海、東かがわ市の町並、さっ
そうと走り抜けていく列車などを眺望すること
ができます。

香川県丸亀市

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
　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。
　新年の薬王寺への初詣・厄払いのお参りには、渋滞知らずで環境にやさしいＪＲをぜひご利用下さい。

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

■お問い合わせ先
　一般財団法人丸亀市観光協会 ☎0877-22-0331
　http://www.love-marugame.jp/

N

丸亀城丸亀城
讃岐富士「飯野山」讃岐富士「飯野山」丸亀お城まつり丸亀お城まつり

丸亀駅丸亀駅

多度津駅多度津駅
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広島
本島

牛島

丸亀市丸亀市

●発売期間／平成30年１月１５日（月）まで
●ご利用期間／平成30年１月１６日（火）まで ※平成30年１月１５日（月）ご出発分まで発売いたします。
〈主なご利用条件〉
●有効期間は２日間です。
●発駅と日和佐駅の間は、特急列車自由席を往復ご利用いただけます。
●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。
〈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、四国内の主な旅行会社

●おねだん（大人お一人様あたり）※小児は半額です。

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

薬王寺初詣きっぷ薬王寺初詣きっぷ

栗　林

5,140円
高　松

5,140円
志　度

4,740円
三本松

3,500円
板　野

3,080円
勝　瑞

2,880円
佐　古

2,680円
徳　島

2,680円
石　井

3,160円
鳴　門

3,080円
鴨　島

3,300円
穴　吹

4,120円
阿波池田

5,340円
南小松島

2,260円
羽ノ浦

1,980円
阿　南

1,860円
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年頭のごあいさつ

①四季毎にそれぞれ旅のテーマを設定し、観光列車等を利用して四国を周遊します。
②四国の魅力ある景観、食、伝統文化、歴史などを存分に取り入れるほか、四国ならではのおもてなしや、
　一部列車のチャーター運行等特別感を感じていただけるツアーにします。

おすすめポイント Shifuku no monogatari

JR四国ニュース JR四国ニュース平成30年1月１日 No.363

観光列車で巡る四福の物語  桜の章
し　  ふ く

観光列車で巡る四福の物語  四国の伝統文化・維新の章
し　  ふ く

　ＪＲ四国では「四国まんなか千年ものがたり」や「伊予灘ものがたり」など、様 な々観光列車で四国4県を巡るプレミアムツアーを平成30年度に開催する
「しあわせぐるり・しこくるり」観光キャンペーン（アフターデスティネーションキャンペーン）にあわせて発売します。

発売箇所 ・ JR四国のワープ支店・駅ワーププラザ
・ 旅の予約センター（☎087-825-1662）平日10:00～18:00、土・日・祝日10:00～17:00
・ JR四国ツアー（http://www.jr-eki.com)など

発売期間 平成30年1月19日（金）まで受付を行い、応募多数の場合は抽選とさせていただきます。

出 発 日 ４月１日（日）出発  2泊3日

２４名

※旅行代金には食費、宿泊費、交通費を含みます。

125,000円～140,000円
４月１１日（水）出発  3泊4日

２４名

175,000円～210,000円
募集定員

ツアーの特徴

旅行代金

ツアー名

○「四国まんなか千年ものがたり」～「志国高知幕末維新号」～「伊
予灘ものがたり」を乗継ぎ2泊3日で「桜」をテーマに四国を巡ります。
○1泊目は「城西館」（高知県高知市）2泊目は「天狗荘」（高知県高岡
郡津野町）にて宿泊します。
○四国の桜をテーマに、高知県立牧野植物園の夜桜（特別公開）、高
知県佐川町の牧野公園でのお花見、また車窓からしか楽しめない
桜もご覧いただけます。
○旅の出発にあたり総本山善通寺法主による高話、阿波池田駅では
阿波踊りのお出迎え、高知県津野町の標高1400メートルから眺
めるスターウォッチング・雲海見学、愛媛県大洲市の末永家住宅
百帖座敷での昼食、チャーター船による八幡浜湾クルージングな
ど見所が満載のツアーです。

○「四国まんなか千年ものがたり」～「志国高知幕末維新号」～「伊
予灘ものがたり」を乗継ぎ3泊4日で「四国の伝統文化」と「維新」
をテーマに四国を巡ります。
○1泊目は「琴平グランドホテル桜の抄」（香川県仲多度郡琴平町）、
2泊目は「城西館」（高知県高知市）、3泊目は「天狗荘」（高知県高岡
郡津野町）にて宿泊します。
○初日は「四国まんなか千年ものがたり」で採用している香川漆器
の酒器を監修した人間国宝山下義人様による漆芸体験や四国
こんぴら歌舞伎大芝居の観劇などをお楽しみいただけます。
○その他、阿波池田駅では阿波踊りのお出迎え、土佐のお座敷遊
び、高知県最古の酒蔵西岡酒造の見学と新鮮な鰹の藁焼きの昼
食、高知県梼原町の津野山神楽の特別公演、末永家住宅百帖座
敷での昼食、八幡浜湾クルーズなど見所満載のツアーです。

ほっす

高松

徳島

佐川八幡浜

土佐久礼

善通寺
琴平

大歩危

高知

松山

天狗荘
（四国カルスト）
天狗荘
（四国カルスト）

詳しくは、ＪＲ四国ホームページ　　　　　　　　　をご覧ください。四福の物語 検索

大洲城と桜を楽しむ

四国カルストからの雲海 津野山神楽の特別公演 久礼大正町市場と鰹のタタキを堪能 幕末志士たちの歩いた佐川の町並を散策

金丸座で「四国こんぴら歌舞伎大芝居」を観劇

牧野植物園の夜桜の特別公開

総本山善通寺で法主の高話総本山善通寺で法主の高話

ロゴマーク

人間国宝と漆芸体験（イメージ）

八幡浜湾クルージング

四国カルストの雄大な景観

四国まんなか
千年ものがたり

伊予灘ものがたり

志国高知
幕末維新号
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①四季毎にそれぞれ旅のテーマを設定し、観光列車等を利用して四国を周遊します。
②四国の魅力ある景観、食、伝統文化、歴史などを存分に取り入れるほか、四国ならではのおもてなしや、
　一部列車のチャーター運行等特別感を感じていただけるツアーにします。

おすすめポイント Shifuku no monogatari

JR四国ニュース JR四国ニュース平成30年1月１日 No.363

観光列車で巡る四福の物語  桜の章
し　  ふ く

観光列車で巡る四福の物語  四国の伝統文化・維新の章
し　  ふ く

　ＪＲ四国では「四国まんなか千年ものがたり」や「伊予灘ものがたり」など、様 な々観光列車で四国4県を巡るプレミアムツアーを平成30年度に開催する
「しあわせぐるり・しこくるり」観光キャンペーン（アフターデスティネーションキャンペーン）にあわせて発売します。

発売箇所 ・ JR四国のワープ支店・駅ワーププラザ
・ 旅の予約センター（☎087-825-1662）平日10:00～18:00、土・日・祝日10:00～17:00
・ JR四国ツアー（http://www.jr-eki.com)など

発売期間 平成30年1月19日（金）まで受付を行い、応募多数の場合は抽選とさせていただきます。

出 発 日 ４月１日（日）出発  2泊3日

２４名

※旅行代金には食費、宿泊費、交通費を含みます。

125,000円～140,000円
４月１１日（水）出発  3泊4日

２４名

175,000円～210,000円
募集定員

ツアーの特徴

旅行代金

ツアー名

○「四国まんなか千年ものがたり」～「志国高知幕末維新号」～「伊
予灘ものがたり」を乗継ぎ2泊3日で「桜」をテーマに四国を巡ります。

○1泊目は「城西館」（高知県高知市）2泊目は「天狗荘」（高知県高岡
郡津野町）にて宿泊します。
○四国の桜をテーマに、高知県立牧野植物園の夜桜（特別公開）、高
知県佐川町の牧野公園でのお花見、また車窓からしか楽しめない
桜もご覧いただけます。
○旅の出発にあたり総本山善通寺法主による高話、阿波池田駅では
阿波踊りのお出迎え、高知県津野町の標高1400メートルから眺
めるスターウォッチング・雲海見学、愛媛県大洲市の末永家住宅
百帖座敷での昼食、チャーター船による八幡浜湾クルージングな
ど見所が満載のツアーです。

○「四国まんなか千年ものがたり」～「志国高知幕末維新号」～「伊
予灘ものがたり」を乗継ぎ3泊4日で「四国の伝統文化」と「維新」
をテーマに四国を巡ります。
○1泊目は「琴平グランドホテル桜の抄」（香川県仲多度郡琴平町）、
2泊目は「城西館」（高知県高知市）、3泊目は「天狗荘」（高知県高岡
郡津野町）にて宿泊します。
○初日は「四国まんなか千年ものがたり」で採用している香川漆器
の酒器を監修した人間国宝山下義人様による漆芸体験や四国
こんぴら歌舞伎大芝居の観劇などをお楽しみいただけます。
○その他、阿波池田駅では阿波踊りのお出迎え、土佐のお座敷遊
び、高知県最古の酒蔵西岡酒造の見学と新鮮な鰹の藁焼きの昼
食、高知県梼原町の津野山神楽の特別公演、末永家住宅百帖座
敷での昼食、八幡浜湾クルーズなど見所満載のツアーです。
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善通寺
琴平
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天狗荘
（四国カルスト）

詳しくは、ＪＲ四国ホームページ　　　　　　　　　をご覧ください。四福の物語 検索

大洲城と桜を楽しむ

四国カルストからの雲海 津野山神楽の特別公演 久礼大正町市場と鰹のタタキを堪能 幕末志士たちの歩いた佐川の町並を散策

金丸座で「四国こんぴら歌舞伎大芝居」を観劇

牧野植物園の夜桜の特別公開

総本山善通寺で法主の高話総本山善通寺で法主の高話

ロゴマーク

人間国宝と漆芸体験（イメージ）

八幡浜湾クルージング

四国カルストの雄大な景観

四国まんなか
千年ものがたり

伊予灘ものがたり

志国高知
幕末維新号



■讃岐富士 「飯野山」
　標高４２２ｍ、周囲６kmの飯野山はおむすびの
形（円錐状孤峰［ビュート］）をした讃岐富士ともい
われる美しい山です。名前は古事記にも出てくる
飯依比古（いいよりひこ）にちなむとも、飯（めし）を
盛った姿からきているともいわれます。香川県のほ
ぼ中央に位置し、丸亀と坂出にまたがる孤峰で
す。平成１７年３月２２日、［新日本百名山］に選定
され、標高１００ｍ以上は瀬戸内海国立公園に指
定されています。登山途中には讃岐平野や瀬戸
内海が一望できる、今大注目の山です。おじょも伝
説が残る飯野山で伝説にふれてみては・・・。

■丸亀のいいところを、セカイへ発信「マルカメラ」
　当たり前の観光・特産品情報だけでなく、細や
かな風景や風習、食習慣、人物等の様々な丸亀
の魅力ある情報を、市民や来訪された方々から投
稿していただき、それらを新しい観光資源として、
InstagramとTwitterにより日本語だけでなく外国
語（英語・繁体語・韓国語）で国内外に情報発信
しています。公式ホームページには、投稿された写
真を見ることができますので、ぜひのぞいてみてく
ださい！

■丸亀ショートムービープロジェクト
　「HONETSUKIDORI」
　2006年に公開された映画「UDON」の続編と
して、丸亀市発祥の伝統料理である骨付鳥を
テーマに制作しました。骨付鳥は、香川県におい
て、うどんに次ぐ2番目の特産品で、にんにく・塩・胡
椒で味付けされたスパイシーな味わいと、皮はパ

■丸亀を代表するまつり 「丸亀お城まつり」
　丸亀のまつりを代表する「丸亀お城まつり」は
毎年５月３日４日に開催されます。〝みんなでつくろう
みんなのまつり“を合言葉に、まんでがんがん大行
進、獅子舞競演、全日本骨付鳥選手権、お城村、
丸亀おどり総踊り大会などさまざまなイベントが開
催されます。

■総高日本一 石垣の名城 「丸亀城」
　丸亀城は総高日本一の石垣を有する「石垣の
名城」として有名で、その石垣に鎮座する天守は
三層三階、高さ約１５ｍで、日本一小さな現存木
造天守であり、現存十二天守の一つで、国の重
要文化財に指定されています。大手門から見上
げる天守は威厳に満ち、夕暮れの天守は優しさを
まとって、心を和ませます。４００年の歴史を経た今
でも決して色あせることなく、自然と調和した独自
の様式美をはっきりと現在に残しています。

リッとし、肉汁がこぼれる食感は、ビールとの相性
が大変良く、大人気のソウルフードです。オール丸
亀ロケの5つの違うジャンルのショートムービーで構
成されていて、鑑賞するだけで丸亀の魅力を堪能
できます。丸亀に来たくなること間違いなしです！

■丸亀発祥の名物 「骨付鳥」
　外はバリッと、身は驚くほどジューシー。塩コショ
ウがたっぷりきいた、この骨付鳥に手づかみで豪
快にかぶりつくと、スパイスの効いた肉汁が口いっ
ぱいに広がります！他にはないこの味を是非味わっ
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

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

高徳線：讃岐相生駅～阿波大宮駅

「合格祈願きっぷ」を発売中！
　JR四国では、学駅の入場券５枚とお守り袋をセットにした「合格祈願きっぷ」を発売中です。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。
　受験生や志望校への合格を目指す方は、是非「合格祈願きっぷ」をお買い求めください。
■おねだん：８００円 （学駅の入場券５枚＋お守り袋）※お守り袋は４種類からお選び下さい。　
■発売箇所：①ＪＲ四国の主な駅（一部の駅を除く）、ワープ高松・松山・高知・梅田支店及び
　　　　　　 鴨島駅ワーププラザ ※徳島駅では郵送によるお申し込みも受け付けております。
　　　　　 ②ＪＲ四国ツアー　 http://www.jr-eki.com/
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。
（合格祈願きっぷのみの発売です。）

平成30年１月１日（月・祝）～３日（水）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30年１月４日（木）～8日（月・祝）発売日 ９：００～１２：００  １３：００～１５：００発売時間

がく えき

公式HPはこちら

公式HPはこちら

学駅

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30年 月号
No.363
1

JR四国ニュースNo.363

～晩秋の大坂峠～
　大坂峠はかつて、香川県と徳島県を結ぶ
重要な峠道（古くは交通の要衝）で、源平合
戦の時には屋島に向かう源義経や弁慶が
通ったといわれています。難所であった峠越え
は、昭和１０年の高徳線全線開通や国道１１
号の整備などにより利用者は少なくなりまし
たが、遊歩道も整備されており、自然散策を
楽しめるルートとなっています。
　瀬戸内海国立公園の大坂峠園地からは
穏やかな瀬戸内海、東かがわ市の町並、さっ
そうと走り抜けていく列車などを眺望すること
ができます。

香川県丸亀市

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
　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。
　新年の薬王寺への初詣・厄払いのお参りには、渋滞知らずで環境にやさしいＪＲをぜひご利用下さい。

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

■お問い合わせ先
　一般財団法人丸亀市観光協会 ☎0877-22-0331
　http://www.love-marugame.jp/

N

丸亀城丸亀城
讃岐富士「飯野山」讃岐富士「飯野山」丸亀お城まつり丸亀お城まつり

丸亀駅丸亀駅

多度津駅多度津駅

宇多津駅宇多津駅

坂出駅坂出駅

予讃
線

瀬
戸
大
橋
線

広島
本島

牛島

丸亀市丸亀市

●発売期間／平成30年１月１５日（月）まで
●ご利用期間／平成30年１月１６日（火）まで ※平成30年１月１５日（月）ご出発分まで発売いたします。
〈主なご利用条件〉
●有効期間は２日間です。
●発駅と日和佐駅の間は、特急列車自由席を往復ご利用いただけます。
●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。
〈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、四国内の主な旅行会社

●おねだん（大人お一人様あたり）※小児は半額です。

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

薬王寺初詣きっぷ薬王寺初詣きっぷ

栗　林

5,140円
高　松

5,140円
志　度

4,740円
三本松

3,500円
板　野

3,080円
勝　瑞

2,880円
佐　古

2,680円
徳　島

2,680円
石　井

3,160円
鳴　門

3,080円
鴨　島

3,300円
穴　吹

4,120円
阿波池田

5,340円
南小松島

2,260円
羽ノ浦

1,980円
阿　南

1,860円


