
と直島をはじめとする１２の島々です。来場者
数は春・夏・秋会期１０８日間で１００万人を超え
ています。また、この盛り上がりが一過性となら
ないよう、会期外の年におきましても、ART　
SETOUCHIと題して引き続き作品展開や地
域イベントに取り組んでいるのも特徴の１つで
す。

　宇野港周辺においては、様々なアート作品
や港町ならではのイベントを開催しているほか、
アートの創作体験ができる施設に加え、最近で
はおしゃれなレストランやカフェ、雑貨屋なども増
えてきており、１日中楽しめるエリアです。

■たまの温玉めし

　地元のみなとで水揚げされた海産物を用い
てつくられた“Sea（海）”の要素を含むグルメの
祭典「みなとオアシスSea級グルメ全国大会」
で４回グランプリを獲得した玉野市が誇るご当
地グルメです。アナゴと雑穀米を使い、醤油と
蒲焼きのたれで甘辛く炒めた絶品焼きめしで、
温泉たまごを絡めて食べるとやみつきになるお
いしさです。市内１２店舗で食べられます！

■宇野港周辺

　市の中心部である宇野港は、本土と四国を
結ぶ海上交通の要衝で、四国や瀬戸内海の
島々への玄関口としてフェリーが行き来し地元
の生活に密着しているほか、大型客船バース
には年間約２０隻もの外国のクルーズ客船が
入港しています。
　そんな宇野港は、島々や港を舞台とした現
代アートの祭典「瀬戸内国際芸術祭」の会場
の１つになっています。この芸術祭は、「海の復
権」をテーマに、地域の活性化と瀬戸内の魅
力を世界に発信することを目的として３年に１
度開催され、会場は高松港・宇野港の２つの港

　玉野市は、岡山県の南端に位置し瀬戸内
海の美しい自然に恵まれた、風光明媚で気候
の温暖な港町です。

■王子が岳

　日本で最初に指定を受けた瀬戸内海国立
公園で、玉野市と倉敷市にまたがる高さ２３５
ｍの山頂からは瀬戸大橋の全景や瀬戸内海
の多島美、対岸の四国連山のパノラマが一望
できます。渋川海岸に隣接し、「にこにこ岩」、
「ひつじ岩」など巨岩・奇岩が重なり合うダイナ
ミックな眺望が特徴です。古くから巨岩を利用
したボルダリングのスポットとしても有名です。そ
の他にもパラグライダーのフライトなどスカイス
ポーツや、遊歩道でのハイキングにも最適です。

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

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：箸蔵駅～佃駅間

瀬戸内国際芸術祭作品　宇野のチヌ／淀川テクニック

宇野駅宇野駅

宇野港宇野港

王子が岳駐車場王子が岳駐車場

N

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。

～秋の四国まんなか千年ものがたり～
　「四国まんなか千年ものがたり」は、平成２９年
４月にデビューした観光列車で、香川県の多度津
駅から徳島県の大歩危駅までを、土・日・祝日を
中心に一日一往復しています。これからの季節は
紅葉も映え、景色のいいところでは、通常の列車
よりスピードを落として走行しますので、秋の景色
を心ゆくまで満喫できます。また、沿線では地元の
方々の温かい歓迎による一期一会もお楽しみ
いただけます。
　車内では、地元食材にこだわった色鮮やかな
料理をご用意しています。１１月は土・日・祝日に
加え、月・金曜日も運行しています。秋のご旅行に
「四国まんなか千年ものがたり」をぜひご利用
ください。

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

　玉野市商工観光課　☎0863-33-5005

　玉野市ホームページ

　http://www.city.tamano.lg.jp/

　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

３０年）』（法第１９条の４）を公表しました。この報告書は、平成２９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。

　主な項目は以下のとおりです。

「安全報告書」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２０１８」を公表しました。

　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。

「ＪＲ四国環境保全への取り組み２０１８」の
公表について

「安全報告書」の主な内容
１ はじめに
２ 安全基本方針
３ 安全管理体制

４ 平成２９年度の安全重点施策
５ 事故等の発生状況
６ お客さま等との連携

「ＪＲ四国環境保全への取り組み２０１８」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

「安全報告書」・「ＪＲ四国環境保全への取り組み２０１８」は、当社ホームページに掲載しています。

の他にもパラグライダ のフライト

に

他

ポーツや、遊歩道でのハイキングに

岡山指定席トク割きっぷ岡山指定席トク割きっぷ

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四国ツアー 検索

　高知・松山から岡山駅へ、特急列車の普通車指定席がご利用いただける便利でおトクな往復きっぷです。

●発売箇所
　【朝倉駅～高知駅～土佐山田駅発】土佐山田駅、後免駅、高知駅、旭駅、朝倉駅、伊野駅、佐川駅、須崎駅、窪川駅、およびこれらの駅のワープ
支店、駅ワーププラザ、ならびに周辺の主な旅行会社
　【松山駅～伊予北条駅発】伊予北条駅、松山駅、伊予市駅、内子駅、伊予大洲駅、八幡浜駅、卯之町駅、宇和島駅、およびこれらの駅のワープ
支店、駅ワーププラザ、ならびに周辺の主な旅行会社
●主なご利用条件

●その他おトクなきっぷ／その他にも、岡山週末指定席トク割きっぷ（週末限定）や岡山自由席トク割回数券（期間限定）も発売しています。
　　　　　　　　　　　 ※岡山自由席トク割回数券には小児の設定はありません。

●有効期間／６日間

◯ご利用区間の特急列車普通車指定席を往復ご利用いただけます。
◯座席の指定は、発売箇所で乗車前にお受けください。かえりの列車が未定の
場合は、岡山駅のみどりの窓口で座席の指定を受けられます。
◯このきっぷは「朝倉～高知～土佐山田」発または「松山～伊予北条」発の往復
きっぷです。岡山発の設定はありません。また、「ゆき券」と「かえり券」の逆利
用はできません。

◯途中駅で下車した場合は前途無効です。
◯普通列車や特急列車自由席に乗車した場合でも差額の払いもどしはいたし
ません。
◯指定列車に乗り遅れた場合は、乗車券部分のみ有効となり、特急列車に乗車
するときは別に特急券が必要となります。ただし、乗り遅れた当日に限り、後
続の特急列車の自由席に乗車できます。

●ご利用区間／朝倉駅～高知駅～土佐山田駅　岡山駅間 ７，１００円  松山駅～伊予北条駅　岡山駅間 ８，６４０円  ※小児は半額

岡山県 玉野市

岡
山
編
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　四国の地域活性化を目指して連携しているJR四国、 日本郵便四国支社および四国電力の３社は、被災地の復興支援に寄与する取組みを実施して
います。

　被災地エリアの特産品等の仕入販売を通じて復興を応援するとともに、売上の一部を義援金としてお預かりし、愛媛県、高知県を通じて、被災地復
興にお役立ていただきます。　
　出荷可能な事業者様の特産品のネット販売から開始し、被災地の復旧状況により、順次、仕入先を増やしています。
　3社およびそのグループ会社が持つネットワークを利用した情報発信や一般のお客様への呼び掛けなどにより販売を促進していきます。この取組みの
趣旨にご賛同いただき、広く皆様のご支援・ご協力を賜りますようお願い致します。

ＪＲクレメントイン高松ＪＲクレメントイン高松
　平成３０年１０月１１日にＪＲ四国初の宿泊特化型ホテル｢ＪＲクレメントイン高松｣が開業しました。「ＪＲクレメントイン高松」は既存の「クレメント」
ブランドの醸し出す「温和な」「穏やかな」と言ったブランドイメージを継承し、四国内外の他地域へ展開を目指している新規ホテルブランドの
第１号物件です。

　１階には、四国初出店となるＣＡＦＦÉ＆ＢＡＲＰＲＯＮＴＯ、瀬戸内海鮮料理 舟忠、セブン－イレブン Kioskの３店舗がホテルと同日にオープン
しました。

　建物は「船」をモチーフとしています。２階ロビーにはライブラリーコーナーを設け、「香川ならでは」をイメージ喚起させるアートや装飾品、
特産品、書籍などを設置しています。
　最上階には屋島、瀬戸内海を一望できる開放的な大浴場を設けており、旅の疲れを取っていただけます。

外観（玉藻公園前） ロビー

大浴場 客室（ツインルーム）

店舗1階 フロントロビー、 客室2階 客室、 大浴場9階客室3～8階施設概要

222室（シングル：150室、ダブル：8室、ツイン：64室）
標準タイプ：（シングル：約 15㎡、ツイン：約 21～ 38㎡）

客 　 室 ◆被災地エリアの特産品販売

　「平成30年7月豪雨」災害では、予土線・沿線も甚大な被害を受けました。復興支援につなげるためにも、予土線・沿線ならではの風景を募集し、情報
発信、観光客の呼び込みになる企画として、予土線お便りコンテストを実施します。

　予土線・沿線のおすすめ風景を写真や絵で表現し、紹介文（具体的な場所、アングル、思い出・エピソード等）を書いてお送りください。 
　優秀作品は、消しゴム版画作家の大倉朗人氏（高松市在住）による版画作品にして、受賞者にプレゼントします。また、その版画作品を絵はがきに
して、沿線のイベント会場や沿線郵便局で希望者に配布します。 
　入賞作品は、駅舎や関係施設に一定期間展示します。

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 検索

◆ひと結び予土線お便りコンテスト第3弾

販売商品例

テーマ「予土線・沿線のおすすめ風景」

愛媛・人気のじゃこ天蒲鉾詰合わせ 愛媛：大洲名物 志ぐれ 高知：藁焼き鰹タタキ 高知県仁淀川産ぴゅあトマト
※写真は全てイメージです。

●応募期間／平成３０年１２月１４日（金） ※当日消印有効
●応募方法 
　(１) 郵送での応募　 
　(２) 鉄道ホビートレイン内特設ポストからの応募 
　【郵送先】 
　〒760-8580 香川県高松市浜ノ町８-３３　 
　ＪＲ四国地域連携室「ひと結び予土線お便りコンテスト」係 まで

賞品イメージ図

消しゴム版画
JR下灘駅四景より
「杏色のとき（autumn）」

画:大倉 朗人氏

お電話

FAX

郵便

インターネット

〒760-8790
香川県高松市浜ノ町8-33
JR四国カタログショッピング係

産直ステーション被災地支援

「平成30年7月豪雨」被災地支援特設ページ

売上げの一部を被災地復興に
お役立ていただきます。

売上げの一部を被災地復興に
お役立ていただきます。

３社による情報発信を
復興支援につなげます。
３社による情報発信を
復興支援につなげます。

予土線3兄弟のオリジナル
ポストカードをプレゼントします。

「平成30年7月豪雨」被災地支援事業「平成30年7月豪雨」被災地支援事業
JR四国×日本郵便四国支社×四国電力

詳しくはWEBで… JRクレメントイン高松 検 索

瀬戸内海鮮料理 舟忠ＣＡＦＦÉ＆ＢＡＲ ＰＲＯＮＴＯ セブン－イレブン Kiosk
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産直ステーション被災地支援

「平成30年7月豪雨」被災地支援特設ページ

売上げの一部を被災地復興に
お役立ていただきます。

売上げの一部を被災地復興に
お役立ていただきます。

３社による情報発信を
復興支援につなげます。
３社による情報発信を
復興支援につなげます。

予土線3兄弟のオリジナル
ポストカードをプレゼントします。

「平成30年7月豪雨」被災地支援事業「平成30年7月豪雨」被災地支援事業
JR四国×日本郵便四国支社×四国電力

詳しくはWEBで… JRクレメントイン高松 検 索

瀬戸内海鮮料理 舟忠ＣＡＦＦÉ＆ＢＡＲ ＰＲＯＮＴＯ セブン－イレブン Kiosk



と直島をはじめとする１２の島々です。来場者
数は春・夏・秋会期１０８日間で１００万人を超え
ています。また、この盛り上がりが一過性となら
ないよう、会期外の年におきましても、ART　
SETOUCHIと題して引き続き作品展開や地
域イベントに取り組んでいるのも特徴の１つで
す。

　宇野港周辺においては、様々なアート作品
や港町ならではのイベントを開催しているほか、
アートの創作体験ができる施設に加え、最近で
はおしゃれなレストランやカフェ、雑貨屋なども増
えてきており、１日中楽しめるエリアです。

■たまの温玉めし

　地元のみなとで水揚げされた海産物を用い
てつくられた“Sea（海）”の要素を含むグルメの
祭典「みなとオアシスSea級グルメ全国大会」
で４回グランプリを獲得した玉野市が誇るご当
地グルメです。アナゴと雑穀米を使い、醤油と
蒲焼きのたれで甘辛く炒めた絶品焼きめしで、
温泉たまごを絡めて食べるとやみつきになるお
いしさです。市内１２店舗で食べられます！

■宇野港周辺

　市の中心部である宇野港は、本土と四国を
結ぶ海上交通の要衝で、四国や瀬戸内海の
島々への玄関口としてフェリーが行き来し地元
の生活に密着しているほか、大型客船バース
には年間約２０隻もの外国のクルーズ客船が
入港しています。
　そんな宇野港は、島々や港を舞台とした現
代アートの祭典「瀬戸内国際芸術祭」の会場
の１つになっています。この芸術祭は、「海の復
権」をテーマに、地域の活性化と瀬戸内の魅
力を世界に発信することを目的として３年に１
度開催され、会場は高松港・宇野港の２つの港

　玉野市は、岡山県の南端に位置し瀬戸内
海の美しい自然に恵まれた、風光明媚で気候
の温暖な港町です。

■王子が岳

　日本で最初に指定を受けた瀬戸内海国立
公園で、玉野市と倉敷市にまたがる高さ２３５
ｍの山頂からは瀬戸大橋の全景や瀬戸内海
の多島美、対岸の四国連山のパノラマが一望
できます。渋川海岸に隣接し、「にこにこ岩」、
「ひつじ岩」など巨岩・奇岩が重なり合うダイナ
ミックな眺望が特徴です。古くから巨岩を利用
したボルダリングのスポットとしても有名です。そ
の他にもパラグライダーのフライトなどスカイス
ポーツや、遊歩道でのハイキングにも最適です。

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

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：箸蔵駅～佃駅間

瀬戸内国際芸術祭作品　宇野のチヌ／淀川テクニック

宇野駅宇野駅

宇野港宇野港

王子が岳駐車場王子が岳駐車場
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ＪＲ四国列車運行情報
http://www.jr-shikoku.co.jp/info/m/
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JR四国ニュースNo.373

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。

～秋の四国まんなか千年ものがたり～
　「四国まんなか千年ものがたり」は、平成２９年
４月にデビューした観光列車で、香川県の多度津
駅から徳島県の大歩危駅までを、土・日・祝日を
中心に一日一往復しています。これからの季節は
紅葉も映え、景色のいいところでは、通常の列車
よりスピードを落として走行しますので、秋の景色
を心ゆくまで満喫できます。また、沿線では地元の
方々の温かい歓迎による一期一会もお楽しみ
いただけます。
　車内では、地元食材にこだわった色鮮やかな
料理をご用意しています。１１月は土・日・祝日に
加え、月・金曜日も運行しています。秋のご旅行に
「四国まんなか千年ものがたり」をぜひご利用
ください。

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

　玉野市商工観光課　☎0863-33-5005

　玉野市ホームページ

　http://www.city.tamano.lg.jp/

　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

３０年）』（法第１９条の４）を公表しました。この報告書は、平成２９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。

　主な項目は以下のとおりです。

「安全報告書」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２０１８」を公表しました。

　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。

「ＪＲ四国環境保全への取り組み２０１８」の
公表について

「安全報告書」の主な内容
１ はじめに
２ 安全基本方針
３ 安全管理体制

４ 平成２９年度の安全重点施策
５ 事故等の発生状況
６ お客さま等との連携

「ＪＲ四国環境保全への取り組み２０１８」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

「安全報告書」・「ＪＲ四国環境保全への取り組み２０１８」は、当社ホームページに掲載しています。
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岡山指定席トク割きっぷ岡山指定席トク割きっぷ

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四国ツアー 検索

　高知・松山から岡山駅へ、特急列車の普通車指定席がご利用いただける便利でおトクな往復きっぷです。

●発売箇所
　【朝倉駅～高知駅～土佐山田駅発】土佐山田駅、後免駅、高知駅、旭駅、朝倉駅、伊野駅、佐川駅、須崎駅、窪川駅、およびこれらの駅のワープ
支店、駅ワーププラザ、ならびに周辺の主な旅行会社

　【松山駅～伊予北条駅発】伊予北条駅、松山駅、伊予市駅、内子駅、伊予大洲駅、八幡浜駅、卯之町駅、宇和島駅、およびこれらの駅のワープ
支店、駅ワーププラザ、ならびに周辺の主な旅行会社

●主なご利用条件

●その他おトクなきっぷ／その他にも、岡山週末指定席トク割きっぷ（週末限定）や岡山自由席トク割回数券（期間限定）も発売しています。
　　　　　　　　　　　 ※岡山自由席トク割回数券には小児の設定はありません。

●有効期間／６日間

◯ご利用区間の特急列車普通車指定席を往復ご利用いただけます。
◯座席の指定は、発売箇所で乗車前にお受けください。かえりの列車が未定の
場合は、岡山駅のみどりの窓口で座席の指定を受けられます。
◯このきっぷは「朝倉～高知～土佐山田」発または「松山～伊予北条」発の往復
きっぷです。岡山発の設定はありません。また、「ゆき券」と「かえり券」の逆利
用はできません。

◯途中駅で下車した場合は前途無効です。
◯普通列車や特急列車自由席に乗車した場合でも差額の払いもどしはいたし
ません。
◯指定列車に乗り遅れた場合は、乗車券部分のみ有効となり、特急列車に乗車
するときは別に特急券が必要となります。ただし、乗り遅れた当日に限り、後
続の特急列車の自由席に乗車できます。

●ご利用区間／朝倉駅～高知駅～土佐山田駅　岡山駅間 ７，１００円  松山駅～伊予北条駅　岡山駅間 ８，６４０円  ※小児は半額

岡山県 玉野市
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