
■眉山
　「眉の如雲居に見ゆる阿波の山 かけてこぐ舟
泊知らずも」
　万葉の歌人”船王“によって万葉集にも詠まれた
眉山は、標高２９０メートル。
　どの方向から見ても「眉」の格好をしていること
から眉の山「眉山」と呼ばれ、古く万葉の昔から
人々に親しまれ徳島市のシンボルとして、現在に
至っています。
　眉山山頂からは、紀伊水道に面した徳島平野
が一望できます。四国三郎と呼ばれる吉野川、市
街地を取り囲む新町川、助任川・・。少し視線を変
えると淡路島に大鳴門橋。天気の良い日には、は
るか紀伊半島まで見ることができます。四季を通じ
て様々なイベントも開催されています。自然がその
まま残る眉山に出かけてみませんか。
　また、眉山山頂からの夜景は「日本の夜景１００
選」や「日本夜景遺産」にも選ばれており、素晴ら
しい夜景が眼下に広がります。

■徳島の味覚
・徳島ラーメン
　徳島市内だけでも１００軒以上も店がある徳島
のラーメン店。
「中華そば」の、
のれんを掲げる
店も多い「徳島
ラーメン」の基本
形は、甘辛くコク
の深いスープは
醤油味。

■阿波おどり
　徳島を代表する祭りといえば、なんといっても阿
波おどり。リオのカーニバルと並び称される情熱的
で世界的な踊りです。期間中は、徳島市中心街
一円が踊りの渦と化し興奮のるつぼとなります。
「踊る阿呆に見る阿呆、同じ阿呆ならおどらにゃそ
んそん・・」のお囃子（はやし）どおり、踊りの渦に飛
び込み、徳島の熱気を体感して下さい。よしこの
（阿波おどりのお囃子）のリズムは「ぞめき」と呼ば
れて日本の音風景１００選にも選ばれています。
　今年の阿波おどりは、秋田町おどりロードの演
舞場が新たに加わりエリアが拡大しました。また、
全ての有料演舞場の２部制の最後には、有名連
が連続で踊り込むような演出を採用することといた
しましたので、新しく変わる今年の阿波おどりをぜ
ひご堪能ください。

・すだち
　さわやかな香りとまろやかな酸味を持ち、料理を
引き立て食欲をそそります。
　また、ビタミンC、ミネラルなどの数多い栄養素が
含まれ、健康や美容
によく、多くの方々に
愛用されている徳
島県を代表する特
産果実です。

・竹ちくわ
　竹に魚のすり身を巻き付けて焼いたちくわです。
芯に使った女竹の香りが風味を添えます。徳島産
ならではの歯ごたえ
があり、お酒のつま
みにもよし、すだちを
絞ってそのまま食べ
るのが徳島流です。

・阿波三盆糖
　舌にのせると、フワッと溶け、ほのかな香りと上品
でさわやかな甘みが広がっていく、そんなソフトタッ
チのお砂糖。和三
盆ともいわれ、高級
和菓子の原料に欠
かせません。京都や
金沢の和菓子店へ
も出荷されていま
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

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

土讃線 ：安和駅構内
ＪＲ四国列車運行情報
http://www.jr-shikoku.co.jp/info/m/
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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。

～太平洋の最寄り駅 安和駅～
　四国で海が一望できる駅といえば予讃線
下灘駅が有名ですが、高知県にある土讃線 
安和駅からも海が一望できます。
　安和駅を訪れると、ホームの目の前に太平
洋と須崎湾県立自然公園にも指定された
安和海岸が広がる、とても眺めの良い駅で、
ベンチに座ると、寄せては返すさざ波の音を
聞くことが出来ます。
　この夏は太平洋の最寄り駅である「安和
駅」で夏の贅沢なひとときを過ごしてみては
いかがでしょうか？

徳島県徳島市

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

■お問い合わせ先
　徳島市経済部観光課　☎088－621－5232

　平成30年7月12日（木）「ザ･シックスダイアリーかほくホテルアンドリゾート」のグランドオープンにあわせ、「高知やなせたかし記念館＆ザ・シックスダイアリーきっぷ」を
発売しています。アンパンマンが大好きなお子様とアンパンマン列車に乗って、アンパンマンの聖地と云われる「香美市立やなせたかし記念館」で遊び、「ザ･シックス
ダイアリーかほくホテルアンドリゾート」でお食事が楽しめる、日帰りのご旅行に便利なきっぷです。
●発売及びご利用期間／平成３０年９月３０日（日）まで
　※設定除外日：ミュージアムが休館日（毎週火曜日、祝日の場合は翌日）
　※ただし、８月３１日までは無休期間のため開館
●商品内容
　①ＪＲ：発エリア～高知駅間(宇和島・高知・須崎エリアは土佐山田間)の往復ＪＲ(特急列車普通車指定席)
　②バス：土佐山田駅～アンパンマンミュージアム前往復バス
　③入館チケット：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＆詩とメルヘン絵本館
　④お買いもの券：1,000円分(おとなのみお一人様1枚)やなせたかし記念館内のミュージアム
　　ショップで1,000円以上お買い上げの場合にご利用いただけます。
　⑤お食事チケット：1,500円分(おとな・こども各1,500円ずつ)「ザ・シックスダイアリー」ホテル
　　レストラン「つむぐ」でご利用いただけます。※おつりの返却はありません。

●特典／高知駅アンパンマン列車ひろばのメインオブジェで行われる「バースデータイム」がご予約
　　　　できます。
●申込について／同伴幼児のいない大人のみ、子供のみの購入はできません(大人に幼児が随
　　　　　　　　伴する場合は大人のみでの購入が可能です)。

｢高知やなせたかし記念館＆ザ･シックスダイアリーきっぷ｣を発売中！

４月の先行オープンで好調なスタートを切った「徳島駅バル横丁」が、ついに８月１日グランドオープン！
新たに５つのお店が仲間入りし、全８店舗によるバラエティ豊かな食事やお酒が楽しめます。
ランチはもちろん、列車の待ち時間にちょっと１杯、飲み歩きの「はしご酒」もおススメです！
皆様そろってのお越しを、心よりお待ちしております。

〈徳島駅クレメントプラザ地下１階〉
８月１日「徳島駅バル横丁」グランドオープン！

レレレレレレメメメンンントトトトトト ラ 〉〉クククク メンンントトトプププププララザザザ 下下下下 階〉下下下ン プ
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〈徳島駅クレメントプラザ地下１階〉
８月１日「徳島駅バル横丁」グランドオープン！

徳島駅クレメントプラザ地下１階 徳島駅バル横丁
●住所／徳島県徳島市寺島本町西１丁目６１番地　●電 話／０８８－６５６－３２１１　●駅バル横丁営業時間／１１：００～２３：００（ＬＯ ２２：３０）　　
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徳島駅バル横丁店舗一覧（2018年8月現在）

・点心バル やすなが
・ＮＡＲＵＴＯ ＢＡＳＥ．ＢＡＲ
・酒とめし 酒場 ダン

・洋酒食堂 井ーツ
・いきなり！ステーキ
・男前カラアゲ

・ＥＢＩＤＡＹ ＭＥＡＴＮＩＧＨＴ
・徳島ステーションブリュワリー
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●主な駅からのきっぷの代金  ※他にも設定はございます。

●お申し込み・お問い合わせ／ＪＲ四国の主な駅、ワープ支店・駅ワーププラザ、ＪＲ四国旅の予約センター
※詳しくはＪＲ四国ホームページ　　　　　　　　　　をご覧下さい。

おとな
こども

高松駅
6,500円
3,450円

松山駅
8,500円
4,450円

徳島駅
6,900円
3,650円

高知駅
4,900円
2,650円

JR四国ツアー 検索
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　ロングレールとは１本が２５ｍのレール同士を溶接で接合し、その全長が２００ｍ以上となるレールのことを言います。継目が
ないため、列車の車輪が通過する際に発生するガタンゴトンという衝撃音がなく、騒音が軽減されます。また、列車走行時の揺
れが小さく、乗り心地も向上するだけでなく、軌道保守の省力化やレールの損傷が極めて少ない等、種々のメリットを持ってい
ます。

　ＪＲ四国では、平成３０年８月からリハビリ型デイサービス事業を、全国で短時間のリハビリ型デイサービスを運営
する「レコードブック」と共同で事業を開始いたします。
　ＪＲ四国レコードブックは、機能訓練を中心とした３時間のリハビリ型デイサービスです。
　利用者さまの「身体機能」や「健康」の維持・回復・改善を目的に、ご自身の能力を最大限に引き出す運動プロ
グラムの提案・実践を行い、健康的な生活を長く続けていただくためのお手伝いをする施設です。

鉄道の安全輸送を支える鉄道の安全輸送を支える
　線路はレール、マクラギ、道床バラスト（砕石）で構成されており、日々、列車が高速で走行することで、線路にゆが
みが生じてしまいます。ゆがみを放置しておくと、列車走行時の揺れが大きくなり、乗り心地が悪化するため、保線区
員が周期的に巡回・検査を行い、その結果を受けて修繕することが必要です。また、線路のゆがみが少なくなるように
するために、マクラギを木製からコンクリート製に交換するＰＣマクラギ化やレールの継目部をなくすロングレール化
といった軌道を強くする施策（軌道強化）を進めています。
　今回は、線路のゆがみを整正する作業に使用する「保守用機械」及び軌道強化のうち「ロングレール化」について、
ご紹介します。

　マルチプルタイタンパ（通称：マルタイ、ＭＴＴ）と呼ばれる保守用機械は、線路のゆがみを整正する作業（軌道整備）において用
いられるものです。車両中間部に取り付けられた円盤状のローラークランプで、レールを掴み上げ、タンピングユニット及びリフ
ティング・ライニングユニットと呼ばれるツールで、マクラギ下のバラストをつき固めながら、上方向や左右方向に線路を整正して
いきます。
　マルタイが導入される以前は、人力での作業が主でしたが、大量の作業員と長時間にわたる作業時間を要していたため、現在
では人力による作業は一部に限られています。
　マルタイを使用することで、３人の少人数で作業を行うことができ、１時間当たり平均４００ｍ程度の軌道整備を行うことがで
きるようになりました。

レール溶接（施工中） レール溶接箇所 ロングレール化（施工中）

マルチプルタイタンパ MTTによるバラストつき固め（施行中） 人力によるバラストつき固め（施工中）

詳しくはWEBで… JR四国レコードブック 検 索

送迎無料 どのような運動…?　雰囲気は…?　どんなスタッフがいるの…?
レコードブックの運動プログラムや施設・設備など、心をこめてご案内いたします。
ご家族さま、ケアマネジャーさまとご一緒に、お気軽にお越しください。（要・予約）

まずは、「見学会」にお越しください

出店地

◉ＪＲ四国レコードブック栗林駅前
　開業予定日：平成３０年８月１日（水）
◉ＪＲ四国レコードブック丸亀駅前
　開業予定日：平成３０年９月３日（月）

3時間のプログラム（午前、午後の１日2回）

①お出迎え
②検温・血圧測定
③ウォームアップ
④集団運動

⑤ティータイム
⑥機能改善運動
⑦クールダウン／帰り支度～お見送り

科学的根拠に基づいた本格的なプログラムを取り入れたレコードブックの運動
指導サービスは、業界内でも高いクオリティを誇ります。

ストレッチ効果やリラ
クゼーション効果も備
えた高機能マシン。
普段は眠っている筋肉
を、ブルブルさせて鍛
えます。

トレーナーの真似をし
て、前後左右にステッ
プすることで、身体と
脳を同時に鍛えます。
スポーツ医学や老年体
力学などの科学的エビ
デンス（根拠）に基づい
たエクササイズです。

高齢者の身体機能維持改善のための運動や生活習慣予防のための減量介入などを中心に研究。
高齢者のQOL（生活の質）の維持を目指した包括的な運動プログラムを考案。

ＪＲ四国 Record bookＪＲ四国 Record book
健康と笑顔を作る３時間 リハビリ型デイサービス

マルチプルタイタンパ

ロングレール化

特徴 1

特徴 2

筑波大学 THF田中教授と共同開発した「運動プログラム」

「高機能マシン」
高速振動で、筋肉を刺激!

特徴 3「スクエアステップ」
ゲーム感覚で、身体も脳も活性化!

筑波大学 田中喜代次 教授 教育学博士
筑波大学 体育系 教授（スポーツ医学専攻）

◎体力づくり
◎バランスアップ
◎つまずき・転倒予防
◎認知機能向上
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まずは、「見学会」にお越しください

出店地

◉ＪＲ四国レコードブック栗林駅前
　開業予定日：平成３０年８月１日（水）
◉ＪＲ四国レコードブック丸亀駅前
　開業予定日：平成３０年９月３日（月）

3時間のプログラム（午前、午後の１日2回）

①お出迎え
②検温・血圧測定
③ウォームアップ
④集団運動

⑤ティータイム
⑥機能改善運動
⑦クールダウン／帰り支度～お見送り

科学的根拠に基づいた本格的なプログラムを取り入れたレコードブックの運動
指導サービスは、業界内でも高いクオリティを誇ります。

ストレッチ効果やリラ
クゼーション効果も備
えた高機能マシン。
普段は眠っている筋肉
を、ブルブルさせて鍛
えます。

トレーナーの真似をし
て、前後左右にステッ
プすることで、身体と
脳を同時に鍛えます。
スポーツ医学や老年体
力学などの科学的エビ
デンス（根拠）に基づい
たエクササイズです。

高齢者の身体機能維持改善のための運動や生活習慣予防のための減量介入などを中心に研究。
高齢者のQOL（生活の質）の維持を目指した包括的な運動プログラムを考案。

ＪＲ四国 Record bookＪＲ四国 Record book
健康と笑顔を作る３時間 リハビリ型デイサービス

マルチプルタイタンパ

ロングレール化

特徴 1

特徴 2

筑波大学 THF田中教授と共同開発した「運動プログラム」

「高機能マシン」
高速振動で、筋肉を刺激!

特徴 3「スクエアステップ」
ゲーム感覚で、身体も脳も活性化!

筑波大学 田中喜代次 教授 教育学博士
筑波大学 体育系 教授（スポーツ医学専攻）

◎体力づくり
◎バランスアップ
◎つまずき・転倒予防
◎認知機能向上



■眉山
　「眉の如雲居に見ゆる阿波の山 かけてこぐ舟
泊知らずも」
　万葉の歌人”船王“によって万葉集にも詠まれた
眉山は、標高２９０メートル。
　どの方向から見ても「眉」の格好をしていること
から眉の山「眉山」と呼ばれ、古く万葉の昔から
人々に親しまれ徳島市のシンボルとして、現在に
至っています。
　眉山山頂からは、紀伊水道に面した徳島平野
が一望できます。四国三郎と呼ばれる吉野川、市
街地を取り囲む新町川、助任川・・。少し視線を変
えると淡路島に大鳴門橋。天気の良い日には、は
るか紀伊半島まで見ることができます。四季を通じ
て様々なイベントも開催されています。自然がその
まま残る眉山に出かけてみませんか。
　また、眉山山頂からの夜景は「日本の夜景１００
選」や「日本夜景遺産」にも選ばれており、素晴ら
しい夜景が眼下に広がります。

■徳島の味覚
・徳島ラーメン
　徳島市内だけでも１００軒以上も店がある徳島
のラーメン店。
「中華そば」の、
のれんを掲げる
店も多い「徳島
ラーメン」の基本
形は、甘辛くコク
の深いスープは
醤油味。

■阿波おどり
　徳島を代表する祭りといえば、なんといっても阿
波おどり。リオのカーニバルと並び称される情熱的
で世界的な踊りです。期間中は、徳島市中心街
一円が踊りの渦と化し興奮のるつぼとなります。
「踊る阿呆に見る阿呆、同じ阿呆ならおどらにゃそ
んそん・・」のお囃子（はやし）どおり、踊りの渦に飛
び込み、徳島の熱気を体感して下さい。よしこの
（阿波おどりのお囃子）のリズムは「ぞめき」と呼ば
れて日本の音風景１００選にも選ばれています。
　今年の阿波おどりは、秋田町おどりロードの演
舞場が新たに加わりエリアが拡大しました。また、
全ての有料演舞場の２部制の最後には、有名連
が連続で踊り込むような演出を採用することといた
しましたので、新しく変わる今年の阿波おどりをぜ
ひご堪能ください。

・すだち
　さわやかな香りとまろやかな酸味を持ち、料理を
引き立て食欲をそそります。
　また、ビタミンC、ミネラルなどの数多い栄養素が
含まれ、健康や美容
によく、多くの方々に
愛用されている徳
島県を代表する特
産果実です。

・竹ちくわ
　竹に魚のすり身を巻き付けて焼いたちくわです。
芯に使った女竹の香りが風味を添えます。徳島産
ならではの歯ごたえ
があり、お酒のつま
みにもよし、すだちを
絞ってそのまま食べ
るのが徳島流です。

・阿波三盆糖
　舌にのせると、フワッと溶け、ほのかな香りと上品
でさわやかな甘みが広がっていく、そんなソフトタッ
チのお砂糖。和三
盆ともいわれ、高級
和菓子の原料に欠
かせません。京都や
金沢の和菓子店へ
も出荷されていま
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

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

土讃線 ：安和駅構内
ＪＲ四国列車運行情報
http://www.jr-shikoku.co.jp/info/m/

平成30年 月号
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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。

～太平洋の最寄り駅 安和駅～
　四国で海が一望できる駅といえば予讃線
下灘駅が有名ですが、高知県にある土讃線 
安和駅からも海が一望できます。
　安和駅を訪れると、ホームの目の前に太平
洋と須崎湾県立自然公園にも指定された
安和海岸が広がる、とても眺めの良い駅で、
ベンチに座ると、寄せては返すさざ波の音を
聞くことが出来ます。
　この夏は太平洋の最寄り駅である「安和
駅」で夏の贅沢なひとときを過ごしてみては
いかがでしょうか？

徳島県徳島市

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

■お問い合わせ先
　徳島市経済部観光課　☎088－621－5232

　平成30年7月12日（木）「ザ･シックスダイアリーかほくホテルアンドリゾート」のグランドオープンにあわせ、「高知やなせたかし記念館＆ザ・シックスダイアリーきっぷ」を
発売しています。アンパンマンが大好きなお子様とアンパンマン列車に乗って、アンパンマンの聖地と云われる「香美市立やなせたかし記念館」で遊び、「ザ･シックス
ダイアリーかほくホテルアンドリゾート」でお食事が楽しめる、日帰りのご旅行に便利なきっぷです。
●発売及びご利用期間／平成３０年９月３０日（日）まで
　※設定除外日：ミュージアムが休館日（毎週火曜日、祝日の場合は翌日）
　※ただし、８月３１日までは無休期間のため開館
●商品内容
　①ＪＲ：発エリア～高知駅間(宇和島・高知・須崎エリアは土佐山田間)の往復ＪＲ(特急列車普通車指定席)
　②バス：土佐山田駅～アンパンマンミュージアム前往復バス
　③入館チケット：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＆詩とメルヘン絵本館
　④お買いもの券：1,000円分(おとなのみお一人様1枚)やなせたかし記念館内のミュージアム
　　ショップで1,000円以上お買い上げの場合にご利用いただけます。
　⑤お食事チケット：1,500円分(おとな・こども各1,500円ずつ)「ザ・シックスダイアリー」ホテル
　　レストラン「つむぐ」でご利用いただけます。※おつりの返却はありません。

●特典／高知駅アンパンマン列車ひろばのメインオブジェで行われる「バースデータイム」がご予約
　　　　できます。
●申込について／同伴幼児のいない大人のみ、子供のみの購入はできません(大人に幼児が随
　　　　　　　　伴する場合は大人のみでの購入が可能です)。

｢高知やなせたかし記念館＆ザ･シックスダイアリーきっぷ｣を発売中！

４月の先行オープンで好調なスタートを切った「徳島駅バル横丁」が、ついに８月１日グランドオープン！
新たに５つのお店が仲間入りし、全８店舗によるバラエティ豊かな食事やお酒が楽しめます。
ランチはもちろん、列車の待ち時間にちょっと１杯、飲み歩きの「はしご酒」もおススメです！
皆様そろってのお越しを、心よりお待ちしております。

〈徳島駅クレメントプラザ地下１階〉
８月１日「徳島駅バル横丁」グランドオープン！

レレレレレレメメメンンントトトトトト ラ 〉〉クククク メンンントトトプププププララザザザ 下下下下 階〉下下下ン プ
月１日「徳島駅ババババババルル 丁丁丁丁丁丁 ググググググララララランンンンンンドドドドドドオオオオオ ププププププンンンンンン１１１１ 「 島 バババババルルルルル 丁丁丁丁丁丁」」」」」」グググググググ ンンンンンンドオオオオ ププププププンンンンンンン

〈徳島駅クレメントプラザ地下１階〉
８月１日「徳島駅バル横丁」グランドオープン！

徳島駅クレメントプラザ地下１階 徳島駅バル横丁
●住所／徳島県徳島市寺島本町西１丁目６１番地　●電 話／０８８－６５６－３２１１　●駅バル横丁営業時間／１１：００～２３：００（ＬＯ ２２：３０）　　
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徳島駅バル横丁店舗一覧（2018年8月現在）

・点心バル やすなが
・ＮＡＲＵＴＯ ＢＡＳＥ．ＢＡＲ
・酒とめし 酒場 ダン

・洋酒食堂 井ーツ
・いきなり！ステーキ
・男前カラアゲ

・ＥＢＩＤＡＹ ＭＥＡＴＮＩＧＨＴ
・徳島ステーションブリュワリー

徳島駅徳島駅
吉野川吉野川

徳島IC徳島IC

阿波富田駅阿波富田駅

二軒屋駅二軒屋駅

文化の森駅文化の森駅
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本
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眉山眉山

N

●主な駅からのきっぷの代金  ※他にも設定はございます。

●お申し込み・お問い合わせ／ＪＲ四国の主な駅、ワープ支店・駅ワーププラザ、ＪＲ四国旅の予約センター
※詳しくはＪＲ四国ホームページ　　　　　　　　　　をご覧下さい。

おとな
こども

高松駅
6,500円
3,450円

松山駅
8,500円
4,450円

徳島駅
6,900円
3,650円

高知駅
4,900円
2,650円

JR四国ツアー 検索


