
【物部川会場】10月20日（土）～21日（日）
刃物まつり＆山田のかかしコンテスト
（香美市/県立鏡野公園）
【高幡会場】11月4日（日）
米こめフェスタ（四万十町/四万十緑林公園）
【高知市会場】11月10日（土）～11日（日）
土佐國美味集結
（高知市/中央公園、帯屋町アーケード）
【幡多会場】11月18日（日）
第2回四万十市産業祭（四万十市/安並運動公園）

※各イベントの詳細は、ホームページでご確認ください。

◎お問い合わせ先：土佐の豊穣祭推進会議事務局
☎088-804-8333

■「志国高知 幕末維新博」スクラッチキャンペーン！
　絶賛開催中！

　高知県で開催している歴史を中心とした観光
博覧会「志国高知 幕末維新博」では、2019年
1月31日まで、「志国高知 幕末維新博 スクラッチ
キャンペーン！」を開催しています。幕末維新博全
25会場を対象にしたキャンペーンで、各会場でス
クラッチカードをゲットし、ポイントを集め応募すると、
素敵な賞品が当たるチャンスです。
　期間中は、誰でも何度でも応募できますので、
ぜひこの機会に会場を巡って、キャンペーンへどし
どしご参加ください！
※詳細は、ホームページでご確認ください。

　高知県は、大手旅行雑誌が調査する「地元な
らではのおいしい食べ物が多かった」ランキングに
おいて、過去９年間で６度も全国１位に輝いたこと
のある食の王国です。
　そんな高知県で秋に開催される食の一大イベン
トといえば、「土佐の豊穣祭」！
　今年は９月から１１月にかけて県内７会場で実
施され、戻りガツオにゆず、新米、土佐あかうしなど、
それぞれの会場で旬の高知の食を堪能できます。
　この秋、本場高知の食を思う存分堪能してくだ
さい！

■土佐の豊穣祭2018 イベントスケジュール
【仁淀川会場】9月29日（土）
神楽と鮎と酒に酔うin仁淀ブルー
（いの町/波川公園）
【安芸会場】10月6日（土）～7日（日）
高知東海岸グルメまつり＆鉄道の日
（安芸市/安芸タイガース球場駐車場）
【嶺北会場】10月14日（日）
土佐の豊穣祭in嶺北
（土佐町/早明浦ダム直下ふれあい広場）

◎お問い合わせ先：「志国高知 幕末維新博」スク
ラッチキャンペーン！事務局（株式会社高知広告
センター内）☎088-856-6280

 ■トロッコ列車で行く、維新の歴史旅
　「志国高知 幕末維新号」運行！

　「志国高知幕末維新博」にあわせ、運行してい
るJR四国トロッコ列車「志国高知幕末維新号」。
このたび、好評につき、秋の運行が決まりました！9月
15日から11月25日までの土日・祝日に運行します。
　幕末維新号は、幕末に活躍した志士たちのか
がやきを外装にラッピングした特別車両で、トロッコ
乗車区間では、自然豊かな高知の絶景を楽しみ
ながらご乗車いただけます。
　さらに、特製弁当の販売や地元高校生らによる
車内販売、沿線ガイドも実施するなど、おもてなし
サービスも充実しています。
　歴史、食、自然という高知の魅力を存分に味わえ
る特別なひとときを、この機会にぜひご体験ください。
※詳細は、ホームページでご確認ください。

◎お問い合わせ先：JR四国電話案内センター
　☎0570-00-4592

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

予讃線：坂出駅～宇多津駅間

今年も豊作! いただきます!
食の祭典「土佐の豊穣祭２０１８」開催！

土佐の豊穣祭 検索

幕末維新博 検索

幕末維新号 検索

ＪＲ四国列車運行情報
http://www.jr-shikoku.co.jp/info/m/

平成30年 月号
No.371
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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。

予讃線・坂出駅～丸亀駅間複線化25周年
　予讃線・高松駅～多度津駅間は、四国で一番
列車密度の高い複線区間です。
　複線化は、列車の行き違い改善やスピード
アップを図る目的で国鉄当時の1961年（昭和
36年）より進められてきました。
　高松駅～多度津駅間のうち、坂出駅～丸亀
駅間を除く区間は1970年（昭和45年）3月まで
に複線化されました。その後、1993年（平成5
年）7月に坂出駅～宇多津駅間が、同年9月に
は残る宇多津駅～丸亀駅間が複線化されま
した。完成から25周年を迎え、毎日多くのお客
様にご利用いただいております。

高 知 県

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
　高知県観光振興部　観光政策課
　☎０８８－８２３－９７０８

　平成29年度（平成29年4月1日～平成30年3月31日）のＪＲ四国
の駅や列車内などでの忘れ物の総件数は約3万4千件で、前年
度と比較して約9百件増加しました。
　その内現金は総額約2，600万円で前年度と比較して約10万
円増加しました。一日あたりにしますと、忘れ物件数は約90件、現
金については、約7万円が忘れられたことになります。
　忘れ物の場所は、列車内が非常に多く約68％、次に駅構内が
約31％となっています。品物別では「傘」がトップで約20％、次に
「装身具類」が約16％、「書籍・文房具」が約8％となっています。
このうち無事にご本人に戻ったものは、品物が約30％、現金が約
83％でした。

●できるだけ早く最寄りの駅か乗務員にお申し出下さい。
　お申し出の際は、「いつ」、「どこで（車内であれば何両目、進行方向
に向かってどちら側）」、「どのような（色、柄、形状、中身、数など忘
れ物の特徴）」忘れ物をしたのか具体的にお知らせ下さい。
●お申し出の際は、住所、氏名、連絡先等をお知らせ下さい。
●すぐに発見できなくても後日発見される事がありますので、再度
お尋ね下さい。また、列車を降りられて時間が経ってから忘れ物に
気が付いた場合は、ご利用になった列車の終着駅にお問い合わせ
いただくと早期発見できる場合がございます。
●忘れ物を駅でお預りする期間は最長１週間です。これ以降は警察
に引き継ぎます。

平成29年度忘れ物白書

　５５歳以上のお客様限定で、日曜日～木曜日から始まる連続３日、JR四国全線の特急列車と普通列車の自由席
に自由に乗り降り出来るフリータイプのきっぷです。

幡多会場幡多会場

高幡会場高幡会場

仁淀川会場仁淀川会場

高知市会場高知市会場

嶺北会場嶺北会場

物部川会場物部川会場

安芸会場安芸会場
N

ＪＲ四国からのお願い ～もし、忘れ物をしたときは～

【嶺北会場】 月 （ ）

い

で、
タ

土佐の豊穣祭in嶺北
（土佐町/早明浦ダム直下ふれあい

　５５歳以上のお客様限定で
に自由に乗り降り出来るフリータ

アクティブ５５ 四国フリーきっぷアクティブ５５ 四国フリーきっぷ

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

おねだん／一般用 ９，８００円  ジパング用 ８，８００円 　有効期間／３日間
●発売期間／2018年11月28日まで　※前売りの取扱いは、ご出発日の1ヶ月前からです。 
●ご利用期間／2018年11月30日まで。ただし、ご出発日は日曜日～木曜日に限ります。　※2018年11月28日ご出発分まで発売いたします。
●主なご利用条件／
　◎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、久万高原線）にご乗車いただけます（高速バスには乗車できません）。
　◎サンライズ瀬戸号には乗車できません。
●主な発売条件／
　◎ご出発日（きっぷの有効期間開始日）において、満55歳以上（55歳を含みます）の方に対して発売いたします。お買い求めの際には健康
　保険証、運転免許証など、ご利用の方の生年月日を確認できる公的証明書のご提示が必要です。
　◎ご出発日においてJR四国ジパング倶楽部の会員である場合は、おトクな「ジパング用」を発売します。お買い求めの際には、JR四国ジパング
　倶楽部の会員証及び会員手帳の両方のご提示が必要です。
●発売箇所／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
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　四国を訪れる観光や外国のお客様に対して、より一層の利便性向上を図るために、一部の駅や車両へ無料Wi-Fiサービスを導入しました。

地域と連携した、地域活性化の取り組み地域と連携した、地域活性化の取り組み
「JR四国の無料Wi-Fiサービス」の導入について「JR四国の無料Wi-Fiサービス」の導入について　ＪＲ四国では「四国家」の一員として、当社グループのネットワークと総合力を生かし、地域との連携と協働による地域活性化に取り組んで

います。特に、ローカルエリアの観光地域資源の発掘や、中核都市の駅・駅周辺の賑わいづくりによる地域振興や交流人口の拡大に注力して
います。

　「地域を深く知ることができる、テーマ性のある旅をしたい――」。最近、旅行好きのお客
さまから、このような声が聞かれるようになりました。そこで、地域が誇る「お宝」を深く体
験していただける「素材」へと磨き上げ、発信する取り組みを進めています。これまで、植物
博士・牧野富太郎が愛した「シコクバイカオウレン（佐川町）」や「屋形船から見る大洲の風
景（大洲市）」など、７つのお宝素材で９回のツアーを実施し、延べ450名以上の方に「お宝
素材」を体験していただきました。今後、地元自治体と「四国家のお宝」連携の仕組みを活
用し、お宝素材のラインナップ充実と市場展開を目指していきます。

屋形船から眺める大洲城シコクバイカオウレン 和三盆 四国家のお宝 ロゴマーク

これまでのお宝素材
地　域

四万十町

お宝素材

高知県佐川町

高知県四万十町

愛媛県大洲市

岩本寺の七不思議

屋形船から見る大洲の風景

地　域 お宝素材

愛媛県松野町

香川県さぬき市・東かがわ市

香川県高松市

奥内の棚田

東讃の和三盆物語

鬼ヶ島大洞窟

シコクバイカオウレン
土佐三名園のひとつ「乗台寺」

四国家のお宝

　地域の玄関口となる駅には、地域の方々から様々な
賑わいづくりのご提案や活用アイデアが寄せられま
す。そこで、駅や駅周辺を地域と協働して整備、有効活
用することで、駅を起点とした観光・地域振興を図る取
り組みを進めています。
　高知県佐川町との取り組みでは、佐川駅の空き店舗跡
に無人観光案内所を新設し、駅からの散策をサポート
する情報端末「まち歩きお助け丸」を設置しました。
　愛媛県大洲市とは、伊予大洲駅内の観光案内所、
物販スペース、公共トイレなどの施設整備を行い、駅の
賑わいづくりに向けて連携しています。

四国４国立大学との連携
　徳島大学・香川大学・愛媛大学・高知大学と連
携・協力し、地域振興や人材の育成に取り組んで
います。学生の皆さんが、四国への来訪者を増や
すための旅行を
若い感性と視点
で企画し、ＪＲ四国
が市場に展開し
ていきます。

佐川駅無人観光案内所

協定締結式 子ども向けお仕事体験イベント

まち歩きお助け丸

マチカツプロジェクト

地域の研究教育機関や企業等との連携 ローカル線区・沿線の活性化
　愛媛県の宇和島駅と高知県の窪川駅を結ぶ
予土線では、「予土線３兄弟」の愛称で親しまれる
ユニークな観光列車を運行しています。３兄弟列
車を活用した、地域の賑わいづくりや新たな魅力
づくりに、沿線自
治体や関係協議
会と協働して取
り組んでいます。

「予土線３兄弟」３重連

四国の生活インフラ企業との連携
　四国の生活インフラを担うＪＲ四国、日本郵便四
国支社、四国電力の３社が、
それぞれの経営資源を活
かし、四国の賑わい創出と
サービスの維持・向上に向
けた活動に連携協力して取
り組んでいます。四国の将
来を担う子ども達の郷土愛
の醸成につながる活動も
行っています。

佐川町
松野町

西条市

内子町大洲市

「四国のお宝」連携参画地域
（平成30年8月現在）

宇和島市

美馬市

さぬき市
丸亀市

善通寺市

高松駅

徳島駅松山駅

高知駅

駅のWi-Fiサービス

列車内のWi-Fiサービス

◆ご利用可能駅　各駅の改札口付近でご利用になれます。 ◆ご利用条件

◆ご利用可能列車
8600系及び8000系で運行する特急列車（しおかぜ、いしづち等）でご利用になれます。
※本年度末までに全編成でサービスを提供予定です。

※一度、駅または列車内でメールアドレスやSNSアカウントによる登録・認証頂いた場合、他のJR四国Wi-Fi提供箇所では登録・認証の操作なくご利用頂けます。

※駅・列車内

◆ご利用条件
・ご利用にはメールアドレスやSNSアカウントによる登録・認証が必要です。
・1回の接続時間や1日の利用回数に制限はありません。
・携帯電話の電波を使用したサービスのため、一部トンネル内や山間部ではご利用頂けないことがあります。

・ご利用にはメールアドレスやSNSアカウントによる登録・
 認証が必要です。
・1回の接続時間は30分で、1日4回までご利用になれます。

セキュリティを必要とする通信をされる場合には、VPN（バーチャルプライベートネットワーク）や
有料公衆無線LANサービスをご利用になることをお勧めします。

Wi-Fiへの接続方法など、詳しくはJR四国のホームページ  　　　　　　　　　　　をご覧ください。JR四国の無料Wi-Fiサービス 検索

※一度、駅または列車内でメールアドレスやSNSアカウントによる登録・
認証頂いた場合、他のJR四国Wi-Fi提供箇所では登録・認証の操作な
くご利用頂けます。

予讃線

土讃線

高徳線

牟岐線

多度津駅、詫間駅、観音寺駅、川之江駅、
伊予三島駅、壬生川駅、伊予北条駅、
伊予市駅、伊予大洲駅

大歩危駅、後免駅、窪川駅

栗林駅、屋島駅、志度駅

阿南駅

JR四国 駅Wi-Fi設置駅
※高松駅・松山駅・徳島駅・高知駅などには
　他提供者による無料Wi-Fiサービスがあります。

JR四国 駅Wi-Fi設置駅
※高松駅・松山駅・徳島駅・高知駅などには
　他提供者による無料Wi-Fiサービスがあります。

注意事項

車内に　　ステッカーのある列車で
Wi-Fiの利用が可能です。

しおかぜ・
いしづち等
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景（大洲市）」など、７つのお宝素材で９回のツアーを実施し、延べ450名以上の方に「お宝
素材」を体験していただきました。今後、地元自治体と「四国家のお宝」連携の仕組みを活
用し、お宝素材のラインナップ充実と市場展開を目指していきます。

屋形船から眺める大洲城シコクバイカオウレン 和三盆 四国家のお宝 ロゴマーク

これまでのお宝素材
地　域

四万十町

お宝素材

高知県佐川町

高知県四万十町

愛媛県大洲市

岩本寺の七不思議

屋形船から見る大洲の風景

地　域 お宝素材

愛媛県松野町

香川県さぬき市・東かがわ市

香川県高松市

奥内の棚田

東讃の和三盆物語

鬼ヶ島大洞窟

シコクバイカオウレン
土佐三名園のひとつ「乗台寺」

四国家のお宝

　地域の玄関口となる駅には、地域の方々から様々な
賑わいづくりのご提案や活用アイデアが寄せられま
す。そこで、駅や駅周辺を地域と協働して整備、有効活
用することで、駅を起点とした観光・地域振興を図る取
り組みを進めています。
　高知県佐川町との取り組みでは、佐川駅の空き店舗跡
に無人観光案内所を新設し、駅からの散策をサポート
する情報端末「まち歩きお助け丸」を設置しました。
　愛媛県大洲市とは、伊予大洲駅内の観光案内所、
物販スペース、公共トイレなどの施設整備を行い、駅の
賑わいづくりに向けて連携しています。

四国４国立大学との連携
　徳島大学・香川大学・愛媛大学・高知大学と連
携・協力し、地域振興や人材の育成に取り組んで
います。学生の皆さんが、四国への来訪者を増や
すための旅行を
若い感性と視点
で企画し、ＪＲ四国
が市場に展開し
ていきます。

佐川駅無人観光案内所

協定締結式 子ども向けお仕事体験イベント

まち歩きお助け丸

マチカツプロジェクト

地域の研究教育機関や企業等との連携 ローカル線区・沿線の活性化
　愛媛県の宇和島駅と高知県の窪川駅を結ぶ
予土線では、「予土線３兄弟」の愛称で親しまれる
ユニークな観光列車を運行しています。３兄弟列
車を活用した、地域の賑わいづくりや新たな魅力
づくりに、沿線自
治体や関係協議
会と協働して取
り組んでいます。

「予土線３兄弟」３重連

四国の生活インフラ企業との連携
　四国の生活インフラを担うＪＲ四国、日本郵便四
国支社、四国電力の３社が、
それぞれの経営資源を活
かし、四国の賑わい創出と
サービスの維持・向上に向
けた活動に連携協力して取
り組んでいます。四国の将
来を担う子ども達の郷土愛
の醸成につながる活動も
行っています。

佐川町
松野町

西条市

内子町大洲市

「四国のお宝」連携参画地域
（平成30年8月現在）

宇和島市

美馬市

さぬき市
丸亀市

善通寺市

高松駅

徳島駅松山駅

高知駅

駅のWi-Fiサービス

列車内のWi-Fiサービス

◆ご利用可能駅　各駅の改札口付近でご利用になれます。 ◆ご利用条件

◆ご利用可能列車
8600系及び8000系で運行する特急列車（しおかぜ、いしづち等）でご利用になれます。
※本年度末までに全編成でサービスを提供予定です。

※一度、駅または列車内でメールアドレスやSNSアカウントによる登録・認証頂いた場合、他のJR四国Wi-Fi提供箇所では登録・認証の操作なくご利用頂けます。

※駅・列車内

◆ご利用条件
・ご利用にはメールアドレスやSNSアカウントによる登録・認証が必要です。
・1回の接続時間や1日の利用回数に制限はありません。
・携帯電話の電波を使用したサービスのため、一部トンネル内や山間部ではご利用頂けないことがあります。

・ご利用にはメールアドレスやSNSアカウントによる登録・
 認証が必要です。
・1回の接続時間は30分で、1日4回までご利用になれます。

セキュリティを必要とする通信をされる場合には、VPN（バーチャルプライベートネットワーク）や
有料公衆無線LANサービスをご利用になることをお勧めします。

Wi-Fiへの接続方法など、詳しくはJR四国のホームページ  　　　　　　　　　　　をご覧ください。JR四国の無料Wi-Fiサービス 検索

※一度、駅または列車内でメールアドレスやSNSアカウントによる登録・
認証頂いた場合、他のJR四国Wi-Fi提供箇所では登録・認証の操作な
くご利用頂けます。

予讃線

土讃線

高徳線

牟岐線

多度津駅、詫間駅、観音寺駅、川之江駅、
伊予三島駅、壬生川駅、伊予北条駅、
伊予市駅、伊予大洲駅

大歩危駅、後免駅、窪川駅

栗林駅、屋島駅、志度駅

阿南駅

JR四国 駅Wi-Fi設置駅
※高松駅・松山駅・徳島駅・高知駅などには
　他提供者による無料Wi-Fiサービスがあります。

JR四国 駅Wi-Fi設置駅
※高松駅・松山駅・徳島駅・高知駅などには
　他提供者による無料Wi-Fiサービスがあります。

注意事項

車内に　　ステッカーのある列車で
Wi-Fiの利用が可能です。

しおかぜ・
いしづち等



【物部川会場】10月20日（土）～21日（日）
刃物まつり＆山田のかかしコンテスト
（香美市/県立鏡野公園）
【高幡会場】11月4日（日）
米こめフェスタ（四万十町/四万十緑林公園）
【高知市会場】11月10日（土）～11日（日）
土佐國美味集結
（高知市/中央公園、帯屋町アーケード）
【幡多会場】11月18日（日）
第2回四万十市産業祭（四万十市/安並運動公園）

※各イベントの詳細は、ホームページでご確認ください。

◎お問い合わせ先：土佐の豊穣祭推進会議事務局
☎088-804-8333

■「志国高知 幕末維新博」スクラッチキャンペーン！
　絶賛開催中！

　高知県で開催している歴史を中心とした観光
博覧会「志国高知 幕末維新博」では、2019年
1月31日まで、「志国高知 幕末維新博 スクラッチ
キャンペーン！」を開催しています。幕末維新博全
25会場を対象にしたキャンペーンで、各会場でス
クラッチカードをゲットし、ポイントを集め応募すると、
素敵な賞品が当たるチャンスです。
　期間中は、誰でも何度でも応募できますので、
ぜひこの機会に会場を巡って、キャンペーンへどし
どしご参加ください！
※詳細は、ホームページでご確認ください。

　高知県は、大手旅行雑誌が調査する「地元な
らではのおいしい食べ物が多かった」ランキングに
おいて、過去９年間で６度も全国１位に輝いたこと
のある食の王国です。
　そんな高知県で秋に開催される食の一大イベン
トといえば、「土佐の豊穣祭」！
　今年は９月から１１月にかけて県内７会場で実
施され、戻りガツオにゆず、新米、土佐あかうしなど、
それぞれの会場で旬の高知の食を堪能できます。
　この秋、本場高知の食を思う存分堪能してくだ
さい！

■土佐の豊穣祭2018 イベントスケジュール
【仁淀川会場】9月29日（土）
神楽と鮎と酒に酔うin仁淀ブルー
（いの町/波川公園）
【安芸会場】10月6日（土）～7日（日）
高知東海岸グルメまつり＆鉄道の日
（安芸市/安芸タイガース球場駐車場）
【嶺北会場】10月14日（日）
土佐の豊穣祭in嶺北
（土佐町/早明浦ダム直下ふれあい広場）

◎お問い合わせ先：「志国高知 幕末維新博」スク
ラッチキャンペーン！事務局（株式会社高知広告
センター内）☎088-856-6280

 ■トロッコ列車で行く、維新の歴史旅
　「志国高知 幕末維新号」運行！

　「志国高知幕末維新博」にあわせ、運行してい
るJR四国トロッコ列車「志国高知幕末維新号」。
このたび、好評につき、秋の運行が決まりました！9月
15日から11月25日までの土日・祝日に運行します。
　幕末維新号は、幕末に活躍した志士たちのか
がやきを外装にラッピングした特別車両で、トロッコ
乗車区間では、自然豊かな高知の絶景を楽しみ
ながらご乗車いただけます。
　さらに、特製弁当の販売や地元高校生らによる
車内販売、沿線ガイドも実施するなど、おもてなし
サービスも充実しています。
　歴史、食、自然という高知の魅力を存分に味わえ
る特別なひとときを、この機会にぜひご体験ください。
※詳細は、ホームページでご確認ください。

◎お問い合わせ先：JR四国電話案内センター
　☎0570-00-4592

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

予讃線：坂出駅～宇多津駅間

今年も豊作! いただきます!
食の祭典「土佐の豊穣祭２０１８」開催！

土佐の豊穣祭 検索

幕末維新博 検索

幕末維新号 検索

ＪＲ四国列車運行情報
http://www.jr-shikoku.co.jp/info/m/

平成30年 月号
No.371
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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。

予讃線・坂出駅～丸亀駅間複線化25周年
　予讃線・高松駅～多度津駅間は、四国で一番
列車密度の高い複線区間です。
　複線化は、列車の行き違い改善やスピード
アップを図る目的で国鉄当時の1961年（昭和
36年）より進められてきました。
　高松駅～多度津駅間のうち、坂出駅～丸亀
駅間を除く区間は1970年（昭和45年）3月まで
に複線化されました。その後、1993年（平成5
年）7月に坂出駅～宇多津駅間が、同年9月に
は残る宇多津駅～丸亀駅間が複線化されま
した。完成から25周年を迎え、毎日多くのお客
様にご利用いただいております。

高 知 県

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
　高知県観光振興部　観光政策課
　☎０８８－８２３－９７０８

　平成29年度（平成29年4月1日～平成30年3月31日）のＪＲ四国
の駅や列車内などでの忘れ物の総件数は約3万4千件で、前年
度と比較して約9百件増加しました。
　その内現金は総額約2，600万円で前年度と比較して約10万
円増加しました。一日あたりにしますと、忘れ物件数は約90件、現
金については、約7万円が忘れられたことになります。
　忘れ物の場所は、列車内が非常に多く約68％、次に駅構内が
約31％となっています。品物別では「傘」がトップで約20％、次に
「装身具類」が約16％、「書籍・文房具」が約8％となっています。
このうち無事にご本人に戻ったものは、品物が約30％、現金が約
83％でした。

●できるだけ早く最寄りの駅か乗務員にお申し出下さい。
　お申し出の際は、「いつ」、「どこで（車内であれば何両目、進行方向
に向かってどちら側）」、「どのような（色、柄、形状、中身、数など忘
れ物の特徴）」忘れ物をしたのか具体的にお知らせ下さい。
●お申し出の際は、住所、氏名、連絡先等をお知らせ下さい。
●すぐに発見できなくても後日発見される事がありますので、再度
お尋ね下さい。また、列車を降りられて時間が経ってから忘れ物に
気が付いた場合は、ご利用になった列車の終着駅にお問い合わせ
いただくと早期発見できる場合がございます。
●忘れ物を駅でお預りする期間は最長１週間です。これ以降は警察
に引き継ぎます。

平成29年度忘れ物白書

　５５歳以上のお客様限定で、日曜日～木曜日から始まる連続３日、JR四国全線の特急列車と普通列車の自由席
に自由に乗り降り出来るフリータイプのきっぷです。

幡多会場幡多会場

高幡会場高幡会場

仁淀川会場仁淀川会場

高知市会場高知市会場

嶺北会場嶺北会場

物部川会場物部川会場

安芸会場安芸会場
N

ＪＲ四国からのお願い ～もし、忘れ物をしたときは～

【嶺北会場】 月 （ ）

い

で、
タ

土佐の豊穣祭in嶺北
（土佐町/早明浦ダム直下ふれあい

　５５歳以上のお客様限定で
に自由に乗り降り出来るフリータ

アクティブ５５ 四国フリーきっぷアクティブ５５ 四国フリーきっぷ

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

おねだん／一般用 ９，８００円  ジパング用 ８，８００円 　有効期間／３日間
●発売期間／2018年11月28日まで　※前売りの取扱いは、ご出発日の1ヶ月前からです。 
●ご利用期間／2018年11月30日まで。ただし、ご出発日は日曜日～木曜日に限ります。　※2018年11月28日ご出発分まで発売いたします。
●主なご利用条件／
　◎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、久万高原線）にご乗車いただけます（高速バスには乗車できません）。
　◎サンライズ瀬戸号には乗車できません。
●主な発売条件／
　◎ご出発日（きっぷの有効期間開始日）において、満55歳以上（55歳を含みます）の方に対して発売いたします。お買い求めの際には健康
　保険証、運転免許証など、ご利用の方の生年月日を確認できる公的証明書のご提示が必要です。

　◎ご出発日においてJR四国ジパング倶楽部の会員である場合は、おトクな「ジパング用」を発売します。お買い求めの際には、JR四国ジパング
　倶楽部の会員証及び会員手帳の両方のご提示が必要です。

●発売箇所／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


