
　さらに沿道やエイドステーションでは、地域住民の
方々による心温まる応援やおもてなしで大会を盛り上
げていただき、参加者からも非常に高評価をいただく
など、サイクリストの聖地「しまなみ海道」の魅力を国
内外に強力に発信できました。

　「サイクリングしまなみ」の開催により国内外でしまな
み海道の認知度は高まっており、楽天トラベルラン
キングのサイクリストに人気の旅行先ランキングで、
「今治・しまなみ海道」が２年連続１位になったほか、
平成26年にアメリカのCNNの旅行情報サイトで「世
界で最も素晴らしい七つの自転車道」の一つとして
紹介されるなど、今や日常的に外国人の方々が大勢
押し寄せるようになっています。

　そして、今年の１０月２８日（日）に４年ぶりの大規模
大会となる「サイクリングしまなみ2018」を開催します。
今回は、定員を７,０００名とし、新たな取組みとして、尾
道市向島をスタートし、今治市にゴールする初めての
広島発の片道コースを設定したほか、大会前日には、
国内外の主要なサイクリングイベント関係者等が一
堂に会する「しまなみサイクリングサミット」も開催する
こととしています。

　近年、健康志向や環境意識の高まりにより、自転車
の人気が高まっているなか、しまなみ海道は、温暖な
気候、多島美の自然や架橋による魅力的な景観とと
もに、各橋に自転車歩行者道が併設されるなど、サイ
クリング愛好者の多くが認める世界屈指のサイクリン
グの適地と言われています。
　そのしまなみ海道を舞台として、供用中の高速道
路本線を走行できるというその日１日だけのプレミアム
感を加味し、国内では最大級の規模で開催するサイ
クリング大会が、「サイクリングしまなみ」です。

　「サイクリングしまなみ」は、国際大会として今回で
３回目の開催となります。平成２６年１０月に開催した

「サイクリングしまなみ
2014」では、国内は青
森県を除く４６都道府
県から、海外は中国、
韓国、台湾、インドネシ
アなどのアジア地域を
中心に３１の国と地域
から、合計７,２８１名も
の方々にご参加いた
だき、名実ともに日本最
大規模の国際サイクリン
グ大会となりました。

　今大会も参加者の心に残る素晴らしい大会にする
ために、愛媛・広島両県をはじめ、関係自治体や地元
住民の皆さんとの連携を密にしながら着実に準備を
進めていき、大会を成功に導くことにより、しまなみ海道
の魅力やポテンシャルを国内外に向けて強力に発信
し、更なる観光振興や地域経済の活性化につなげて
いきたいと思っています。

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

予讃線：下宇和駅～立間駅間

予讃線 下宇和駅～立間駅間 予讃線 本山駅～観音寺駅間

サイクリングしまなみ2016の様子

来島海峡大橋

地元の皆さんの応援

高速道路本線を走行できるプレミアム感
サイクリングしまなみ2018ポスター

愛媛県知事 中村 時広
広島県知事 湯崎 英彦

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。

～ＪＲ四国全線運転再開～
　平成３０年７月豪雨に伴い、ＪＲ四国管内で最後
まで不通となっておりました、予讃線 卯之町駅～
宇和島駅間では、開通に向けて９月１１日・１２日に
試験列車を運行いたしました。翌日の９月１３日の
始発から運転を再開し、ＪＲ四国管内は全線で運転
を再開することが出来ました。
　この下宇和駅～立間駅間は、四国内で最も急な
勾配があり、山にはみかん園・海側にはリアス式海岸
の宇和海が広がっています。今回の災害では、この
区間だけで２６箇所も被災しましたが、復旧すること
が出来ました。今後は、地域の皆様と一緒に「四国
観光復興キャンペーン」など、四国を元気に出来る
よう取り組んでまいります。

愛 媛 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
　サイクリングしまなみ2018実行委員会
　（愛媛県観光物産課）　☎089-912-2492

　ＪＲ四国管内では、台風７号及び梅雨前線などにより、６月２８日頃から降り続いた
大雨の影響を受け、広範囲で列車の運転見合わせが発生しました。ＪＲ四国管内で
１３４箇所が被災し、特に予讃線で８８箇所、予土線の２２箇所で土砂崩れや土砂
流入、電気設備等が被災し、長期の運転見合わせとバスによる振替輸送が発生しま
した。ご利用のお客様には、ご不便をおかけいたしました。
　ＪＲ四国では、今後も安全・安定輸送の提供に努めてまいります。

平成３０年７月豪雨に伴う
ＪＲ四国管内の列車の運転について

ＪＲ高松駅２階（COM高松）に駅直結の
スターバックス コーヒーがオープン
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ＪＲ高松駅２階（COM高松）に駅直結の
スターバックス コーヒーがオープン
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　２０１８年９月１４日、ＪＲ高松駅の２階に駅直結のスターバックスコーヒーがオープンしました。
４１席ある店内では、駅での待ち合わせや、列車の待ち時間など、様 な々シーンに応じてご利
用いただけます。窓際の席からは列車の発着もご覧いただけます。
　このJR高松駅に生まれた新しいスターバックスコーヒーでは、高品質のアラビカ種コーヒー
豆から抽出したエスプレッソがベースのバラエティ豊かなドリンクやペストリー、サンドイッチを
お楽しみいただけます。
　また、ご家庭でもお楽しみいただけるようコーヒー豆やコーヒー抽出器具、マグカップなどの
オリジナル商品も多数ご用意しております。

平日／ 7：00～22：00　 土日祝／ 8：00～22：00営業時間

●住所／香川県高松市浜ノ町1-20 高松駅2F COM高松　●電話番号／０８7－821－6310



　平成30年7月豪雨による災害発生以来、9月13日に四国内全線にて運転が再開されました。今回の運転再開を機に、ご利用いただ
いているお客様への感謝の気持ちとして設定したフリーきっぷです。金曜日または土曜日から始まる連続した3日間、ＪＲ四国全線の
特急列車自由席などが乗り降り自由です。

第２5回「鉄道の日」に協賛して「鉄道の日ふれあい祭り」などを開催
ＪＲ四国では、１０月１４日の「鉄道の日」を記念して、四国各地で｢鉄道の日ふれあい祭り｣や「一日駅長」などのいろいろな行事を開催します。
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◆日時：10月13日（土） １０時００分～１５時００分
◆場所：松山運転所
　●ミニＳＬの運転・・・・・・お客様がミニＳＬに乗車し走行します。
　●鉄道模型の運転・・・新幹線、特急列車、貨物列車等の鉄道模型を運転します。
　●転車台回転体験・・・２０００系特急車両に乗り、転車台による車両の回転が体験できます。
　●洗車機体験・・・・・・・・７０００系電車に乗り、洗車機の中を通る洗車の様子が体験できます。
　●レールスター乗車体験・・・線路巡回用車両に乗車できます。
　●記念撮影・・・・・・・・・・２０００系又は８０００系特急車両を背景にＪＲ制帽・上着を
　　　　　　　　　　着用しての写真撮影ができます。
　●鉄道用品等販売・・鉄道関係のグッズ等の販売をいたします。
　●その他・・・・・・・・・・・・・軽食・バザーコーナー

★鉄道の日ふれあい祭り
◆日時：１0月13日（土） ９時２０分～１１時３０分
◆場所：松山駅
　●道後マドンナを一日駅長に任命し、列車の
　　出発式等を行います。
　　 9:20  一日駅長委嘱状交付式
　　 9:25  一日駅長による各担当助役の点呼
  　  9:30  一日駅長訓示
     10:00  一日駅長の改札口での改集札
     11:23  一日駅長による特急しおかぜ１６号出発合図 （１番ホーム）

★一日駅長等

◆日時：１１月４日（日） １０時００分～１５時００分
◆場所：宇和島運転区
　●巨大な青いレールに乗った観光列車「鉄道ホビートレイン」を展示します。
　●ミニ列車の運転・・・・・・お客様がミニ列車に乗車し走行します。
　●転車台回転体験・・・・観光列車「海洋堂ホビートレインかっぱうようよ号」に乗り、転車台による車両の回転が体験できます。
　●レールスター乗車体験・・・・線路巡回用車両に乗車できます。
　●当社イメージキャラクター「すまいるえきちゃん、れっちゃくん」と一緒にＪＲ制帽・上着を着用しての写真撮影ができます。
　●扇形車庫見学会・・・・貴重なドロップピットを公開します。
　●お子様に人気の鉄道玩具「プラレール」のプレイスペースを設けます。
　●鉄道模型を運転いたします。
　●鉄道写真の展示・・・・珍しい写真をたくさん展示いたします。　●鉄道用品等販売・・・・鉄道関係のグッズ等を販売します。
　●その他・・・・・・・・・・・・・・・金魚すくい、ヨーヨー釣り、軽食、バザーコーナー

★鉄道の日ふれあい祭り

◆日時：１０月20日（土） １０時００分～１５時００分
◆場所：高知運転所　布師田車両基地
　●ミニSL、ミニ列車の運転・・・・・・お客様がミニ列車に乗車し走行します。
　●洗車機体験・・・・・・・・・・車両に乗り、洗車機の中を通る洗車の様子
　　　　　　　　　　　が体験できます。
　●転車台回転体験・・・・２０００系車両に乗り、転車台による車両の　
　　　　　　　　　　  回転が体験できます。
　●２０００系振子体験・・・２０００系車両に乗り、振子の体験ができます。
　●車内放送体験・・・・・・・車内で車掌のアナウンスが体験できます。
　●レールスター乗車体験・・・線路巡回用車両に乗車できます。
　●鉄道用品等販売・・・・車両部品等の販売をいたします。
　●高知大学吹奏楽部による音楽演奏
　●その他・・・プラレール、お祭り広場（バルーンアート・スーパーボール  
　　　　　　すくい・ガチャポン・缶バッチ製作・うどん販売・軽食販売等）

★鉄道の日ふれあい祭り
◆日時：１０月20日（土） ９時1５分～１１時２５分
◆場所：高知駅
　●認定こども園桜井幼稚園の園児（２名）を一日駅長に任命し、列車の出発式
　　等を行います。出発式では、桜井幼稚園児による合唱・楽器の演奏を行います。
　　 9:15  一日駅長委嘱状交付式
       9:30  桜井幼稚園児による合唱・楽器演奏 （コンコース）
     10:13  特急南風１０号出発合図 （１番ホーム）
　●列車体験乗車（１０時１９分～） （４番ホーム）
　　高知駅～後免駅間往復 オープンデッキしんたろう号

★一日駅長等

◆日時：１０月１3日（土） 10時00分～１０時5０分
◆場所：高松駅
　●認定こども園高松東幼稚園の園児（２名）を
　　一日駅長に任命し列車の出発式等を行います。
      10:00  一日駅長委嘱状交付式
      10:05  一日駅長訓示
　　10:20  鉄道模型会場でのテープカット （コンコース）
　　10:40  特急いしづち７号の乗務員への花束贈呈 （６番ホーム）
　　10:47  特急いしづち７号出発合図 （６番ホーム）
　●鉄道模型の運転（１０時００分～１６時００分） （コンコース）

★一日駅長等
◆日時：１０月２8日（日） ９時３０分～１５時３０分
◆場所：多度津工場
　●２０００系振子体験・・・・・２０００系車両に乗り、振子の体験ができます。
　●車体上げ作業の公開・・車両の車体と台車のドッキング作業を実演します。
　●ミニ列車の運転・・・・・・・お客様がミニ列車に乗車し走行します。
　●ＰＲ室の公開・・・・・・・・・・鉄道模型の運転、鉄道グッズや写真パネルを展示します。
　●鉄道用品等販売・・・・・・車両用部品等の販売をいたします。
　●ＪＲ貨物・・・・・・・・・・・・・・・・グッズ販売と鉄道模型の展示を行います。
　●その他・・・・・・・・・・・・・・車両等の展示、アンパンマンふわふわ、スタンプラリー、物販等

★きしゃぽっぽまつり【多度津フェスティバルと同時開催】

◆日時：１０月13日（土） １０時００分～１５時００分
◆場所：徳島運転所
　●ミニ列車の運転・・・・お客様がミニ列車等に乗車し走行します。
　●鉄道模型の運転・・・鉄道模型ジオラマを展示し、お子様による鉄道模型の運転ができます。
　●転車台回転体験・・・１５００型車両に乗り、転車台による車両の回転が体験できます。
　●レールスター乗車体験・・・線路巡回用車両に乗車できます。
　●軌陸車乗車体験・・・電線等の点検車両に乗車できます。
　●起床装置による目覚め体験ができます。
　●鉄道写真展示・・・・・珍しい写真をたくさん展示いたします。
　●鉄道用品等販売・・・車両用品等の販売をいたします。
　●その他・・・スタンプラリー、射的、ヨーヨー釣り、金魚すくい、バルーンアート、バザー等

★鉄道の日ふれあい祭り

◆日時：１０月13日（土） １１時３０分～１２時０５分
◆場所：徳島駅
　●四国大学附属保育所の園児（２名）を１日駅長に任命し、列車の出発式等を行います。
　　出発式では、園児（13名）が、ＪＲ四国イメージキャラクターの「すまいるえきちゃん・れっちゃくん」と一緒に合唱を行います。
　　11:30  １日駅長委嘱状交付式
　　11:40  １日駅長訓示
　　11:45  園児らによる合唱
　　12:01  園児らによる特急剣山５号出発合図と同時に駅スタッフによるお見送り

★一日駅長等

※多度津駅～多度津工場間に送迎用としてシャトル列車を運転します。
下　　り

多度津駅発
　９：３０
１０：３０
１１：３０
１３：３０
１４：３０

多度津工場着
　９：４８
１０：４８
１１：４８
１３：４８
１４：４８

上　　り
多度津工場発
１０：００
１１：００
１３：００
１４：００
１５：００

多度津駅着
１０：１9
１１：１８
１３：１８
１４：１８
１５：１８

【シャトル列車に関するお問い合わせ先】 多度津駅 ☎０８７７-３３-２２０１

※各箇所とも、都合により開催内容を変更する場合があります。※写真はすべて過去の開催内容であり、イメージです。

※各箇所とも車でのご来場はご遠慮ください。

※宇和島駅～宇和島運転区間に送迎用としてシャトル列車を運転します。
下　　り

宇和島駅発
１０：３４
１１：２２
１２：５０
１３：２６
１４：２1

宇和島運転区着
１０：３７
１１：２５
１２：５３
１３：２９
１４：２4

上　　り
宇和島運転区発
１１：０６
１２：１６
１３：１８
１４：１3
１５：００

宇和島駅着
１１：０９
１２：１９
１３：２１
１４：１6
１５：０３

【シャトル列車に関するお問い合わせ先】 宇和島駅 ☎０８９５-２２-０１７５

※高知駅～高知運転所（布師田車両基地）間に送迎用として
　シャトル列車を運転します。

上　　り
高知駅発
  9：50
１０：２６
１０：５５
１２：０４
１２：５６
１３：１６

高知運転所着
１０：１０
１０：４４
１１：０４
１２：１４
１３：０７
１３：２５

下　　り
高知運転所発
１１：３５
１２：３２
１３：３８
１４：２３
１４：４５
１５：１５

高知駅着
１１：４４
１２：４１
１３：５２
１４：３５
１４：５７
１５：２６

【シャトル列車に関するお問い合わせ先】 高知駅 ☎０８8-822-8229

●発売期間
2018年11月29日まで。
※前売の取扱いは、ご利用開始日の１ヶ月前から前日まで。
※ご出発日（利用開始日）当日の発売はいたしません。

●主なご利用条件
◯小児は、大人と同一行程でご旅行される場合に限り発売いた
します。※小児は、大人と同時購入されるか、購入済みの「四
国全線開通謝恩フリーきっぷ（大人）」をご提示いただいた場
合に限り発売します。小児のみの単独発売はいたしません。
◯小児は、大人と同一行程でご旅行される場合に限りご利用に
なれます（小児のみでの利用はできません）。 
◯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）。

●ご利用期間
2018年12月2日まで。
ただし、ご出発日は金曜日または土曜日に限ります。
※2018年11月30日ご出発分まで発売いたします。

●おトクな情報
本商品と駅レンタカーの同時お申し込みで、レンタカーがおトクに
ご利用いただける「駅レンタカー特割プラン」対象商品です。

●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

高松

徳島

海部

窪川

若井

多度津

阿波池田

高知

宇和島

松山

鳴門

おねだん10,000円 ※小児は3,000円　有効期間３日間

あなたの「旅」で四国を元気に！！
特急列車普通車自由席に乗車できるＪＲ四国全線フリーきっぷ（２日間用）と
宿泊がセットになったおトクなプランです。

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四国ツアー 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四国ツアー 検索

◉対象施設／琴平地区２施設、松山・南予地区7
施設、大歩危・祖谷地区２施設、高知地区２施設

◉出発日／2018年12月20日まで
　※施設による設定除外日があります。
◉同条件の既存商品「自由に四国鉄道の旅」
　よりもお得！
◉添乗員の同行しない個人旅行です。
◉最少催行人員／2名様(洋室の設定がある施
設は大人1名様から)

◉基本旅行代金に含まれるもの／JR四国全線
フリーきっぷ（2日間用）+宿泊（1泊）
　※JR四国全線フリーきっぷは、JR四国全線で特急
列車普通車自由席をご利用いただけます。

1日目：四国各駅▶(JR四国全線フリーきっぷ)▶施設最寄駅▶(お客さま
　　　ご負担)▶宿泊施設
2日目：宿泊施設▶(お客さまご負担)▶施設最寄駅▶(JR四国全線フリー
　　　きっぷ)▶四国各駅
＜お申し込みのご注意＞
◎添乗員の同行しない個人旅行です。お客様が旅行サービスを受けるために
　必要なクーポン類をお渡ししますので、お手続きはお客様ご自身で行って頂
　きます。
◎大人１名、こども１名の２名様でご利用の場合、こども代金は大人と同額に
　なります。なお、こども１名様での１室利用はできません。
・特急列車は普通車自由席に乗車できます。
・サンライズ瀬戸号等一部ご利用になれない列車もあります。また、ＪＲ四国バスもご利用になれません。
・土佐くろしお鉄道及び阿佐海岸鉄道ご利用の場合は別途運賃・料金が必要です。

日　程

ＪＲに
ついて

・各旅館・ホテルの客室は一例ですので異なる場合があります。
・食事内容及び食事場所は、宿泊日等施設の都合により変更になる場合があります。

ホテルに
ついて
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四国全線開通謝恩フリーきっぷ四国全線開通謝恩フリーきっぷ
四国観光復興キャンペーン ＪＲ四国宿泊プラン四国観光復興キャンペーン ＪＲ四国宿泊プラン



　さらに沿道やエイドステーションでは、地域住民の
方々による心温まる応援やおもてなしで大会を盛り上
げていただき、参加者からも非常に高評価をいただく
など、サイクリストの聖地「しまなみ海道」の魅力を国
内外に強力に発信できました。

　「サイクリングしまなみ」の開催により国内外でしまな
み海道の認知度は高まっており、楽天トラベルラン
キングのサイクリストに人気の旅行先ランキングで、
「今治・しまなみ海道」が２年連続１位になったほか、
平成26年にアメリカのCNNの旅行情報サイトで「世
界で最も素晴らしい七つの自転車道」の一つとして
紹介されるなど、今や日常的に外国人の方々が大勢
押し寄せるようになっています。

　そして、今年の１０月２８日（日）に４年ぶりの大規模
大会となる「サイクリングしまなみ2018」を開催します。
今回は、定員を７,０００名とし、新たな取組みとして、尾
道市向島をスタートし、今治市にゴールする初めての
広島発の片道コースを設定したほか、大会前日には、
国内外の主要なサイクリングイベント関係者等が一
堂に会する「しまなみサイクリングサミット」も開催する
こととしています。

　近年、健康志向や環境意識の高まりにより、自転車
の人気が高まっているなか、しまなみ海道は、温暖な
気候、多島美の自然や架橋による魅力的な景観とと
もに、各橋に自転車歩行者道が併設されるなど、サイ
クリング愛好者の多くが認める世界屈指のサイクリン
グの適地と言われています。
　そのしまなみ海道を舞台として、供用中の高速道
路本線を走行できるというその日１日だけのプレミアム
感を加味し、国内では最大級の規模で開催するサイ
クリング大会が、「サイクリングしまなみ」です。

　「サイクリングしまなみ」は、国際大会として今回で
３回目の開催となります。平成２６年１０月に開催した

「サイクリングしまなみ
2014」では、国内は青
森県を除く４６都道府
県から、海外は中国、
韓国、台湾、インドネシ
アなどのアジア地域を
中心に３１の国と地域
から、合計７,２８１名も
の方々にご参加いた
だき、名実ともに日本最
大規模の国際サイクリン
グ大会となりました。

　今大会も参加者の心に残る素晴らしい大会にする
ために、愛媛・広島両県をはじめ、関係自治体や地元
住民の皆さんとの連携を密にしながら着実に準備を
進めていき、大会を成功に導くことにより、しまなみ海道
の魅力やポテンシャルを国内外に向けて強力に発信
し、更なる観光振興や地域経済の活性化につなげて
いきたいと思っています。

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

予讃線：下宇和駅～立間駅間

予讃線 下宇和駅～立間駅間 予讃線 本山駅～観音寺駅間

サイクリングしまなみ2016の様子

来島海峡大橋

地元の皆さんの応援

高速道路本線を走行できるプレミアム感
サイクリングしまなみ2018ポスター

愛媛県知事 中村 時広
広島県知事 湯崎 英彦

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。

～ＪＲ四国全線運転再開～
　平成３０年７月豪雨に伴い、ＪＲ四国管内で最後
まで不通となっておりました、予讃線 卯之町駅～
宇和島駅間では、開通に向けて９月１１日・１２日に
試験列車を運行いたしました。翌日の９月１３日の
始発から運転を再開し、ＪＲ四国管内は全線で運転
を再開することが出来ました。
　この下宇和駅～立間駅間は、四国内で最も急な
勾配があり、山にはみかん園・海側にはリアス式海岸
の宇和海が広がっています。今回の災害では、この
区間だけで２６箇所も被災しましたが、復旧すること
が出来ました。今後は、地域の皆様と一緒に「四国
観光復興キャンペーン」など、四国を元気に出来る
よう取り組んでまいります。

愛 媛 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
　サイクリングしまなみ2018実行委員会
　（愛媛県観光物産課）　☎089-912-2492

　ＪＲ四国管内では、台風７号及び梅雨前線などにより、６月２８日頃から降り続いた
大雨の影響を受け、広範囲で列車の運転見合わせが発生しました。ＪＲ四国管内で
１３４箇所が被災し、特に予讃線で８８箇所、予土線の２２箇所で土砂崩れや土砂
流入、電気設備等が被災し、長期の運転見合わせとバスによる振替輸送が発生しま
した。ご利用のお客様には、ご不便をおかけいたしました。
　ＪＲ四国では、今後も安全・安定輸送の提供に努めてまいります。

平成３０年７月豪雨に伴う
ＪＲ四国管内の列車の運転について

ＪＲ高松駅２階（COM高松）に駅直結の
スターバックス コーヒーがオープン
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ＪＲ高松駅２階（COM高松）に駅直結の
スターバックス コーヒーがオープン

模
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グ大会

来島海峡大橋
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　２０１８年９月１４日、ＪＲ高松駅の２階に駅直結のスターバックスコーヒーがオープンしました。
４１席ある店内では、駅での待ち合わせや、列車の待ち時間など、様 な々シーンに応じてご利
用いただけます。窓際の席からは列車の発着もご覧いただけます。
　このJR高松駅に生まれた新しいスターバックスコーヒーでは、高品質のアラビカ種コーヒー
豆から抽出したエスプレッソがベースのバラエティ豊かなドリンクやペストリー、サンドイッチを
お楽しみいただけます。
　また、ご家庭でもお楽しみいただけるようコーヒー豆やコーヒー抽出器具、マグカップなどの
オリジナル商品も多数ご用意しております。

平日／ 7：00～22：00　 土日祝／ 8：00～22：00営業時間

●住所／香川県高松市浜ノ町1-20 高松駅2F COM高松　●電話番号／０８7－821－6310




