
　内子町は、愛媛県のほぼ中央部に位置
し、県庁所在地の松山市から約40kmの地
点にあり、町の中央部を一級河川・肱川の
支流である小田川が流れている風光明媚
なまちです。
　ＪＲ内子駅の徒歩圏内には、重要文化

財の内子座や重要伝統的建造物群保存地区に選定された町並みがあり、タ
イムスリップしたかのような懐かしい風景が広がっています。

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：伊野駅～波川駅
ＪＲ四国列車運行情報
http://www.jr-shikoku.co.jp/info/m/
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～志国高知 幕末維新号ラストラン～
　土讃線高知駅～窪川駅間を運行してい
る「志国高知 幕末維新号」は、２０２０年春
から運行を開始する「志国土佐 時代の夜明
けのものがたり」にバトンを渡すため１１月
３０日にラストランを迎えます。車内では高知
の食材をふんだんに使用したお弁当（下り
便限定）を味わいながら仁淀川や太平洋を
一望できます。また、地元の高校生によるガ
イドなど地域の方々とのふれあいも魅力の
ひとつです。ぜひ、「志国高知 幕末維新号」
に乗って食事や自然、歴史、文化など高知
の魅力を満喫してみてはいかがでしょうか。

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

ト   キ

◇100年の歴史を誇る芝居小屋“内子座”
　内子座は、大正５年（1916年）に商家のだんな衆が建てた劇場です。木造
２階建ての瓦葺き入母屋造りで、純和風様式の本格的な芝居小屋として建
設されました。回り舞台や花道、桝席、楽屋などがあり当時の建築技術の粋が
集められた建造物です。　
　現役の芝居小屋であり、2016年には創建100周年を迎え、町内外の芸術
文化活動の拠点として活用されています。 

◇映画のワンシーンのような気分を味わえる八日市町並観月会

■お問い合わせ先
　八日市町並観月会について
　八日市・護国町並保存センター／☎0893-44-5212
　その他観光に関すること
　内子町ビジターセンター／☎0893-44-3790

　八日市町並観月会は、中秋の名月に行われる秋の夜長のイベントで、2019
年９月14日（土）,15日（日）18：00～21：00に開催されます。八日市・護国地区の
家々の軒先に住民手づくりの行灯が並べられ、町並みが神秘的な雰囲気に
包まれます。歴史ある町家が、灯火の中に浮かび上がる光景は、まるで映画
のワンシーンのような光景です。重要文化財である本芳我家住宅の庭園のラ
イトアップ、町家を開放して琴の演奏、重要文化財の上芳我邸内でのコン
サートや手作りの月見団子など様 な々イベントが満載です。

内子町公式観光サイト

　内子町は江戸時代後期から明治
時代にかけて木蝋の生産によって
栄えました。ＪＲ内子駅から徒歩約20
分の八日市・護国地区では、伝統的
な造りの町家や豪商の屋敷が当時
のまま軒を連ねており、地元の土で塗
られた浅黄色の土壁が独特の温か
い雰囲気を作り出しています。
　着物体験（要予約・有料）も行っており、本格的な着物を纏い町並みを散策
することができます。

◇ノスタルジックな雰囲気を味わえる八日市・護国地区の町並み

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

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。

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

　歴史的な町並で情緒あふれる愛媛県内子町と大洲市、夕日が美しい愛ある伊予灘線沿線の散策に
便利なフリーきっぷです。施設の割引などの特典もついてとってもおトクです。
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内子・大洲町並散策１日パス

●おねだん／２，７８０円
●発売期間／２０２０年３月３１日まで
●主なご利用条件

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　●有効期間／１日間

●フリー区間の特急列車及び普通列車の普通車自由席が乗り降り自由です。
●フリー区間内で「伊予灘ものがたり」のグリーン車指定席に乗車される場合は、グリーン券を別途お買い求めください。
●特急列車の普通車指定席またはグリーン車をご利用の場合は、乗車券部分のみ有効です。料金券を別途お買い求めください。
●払いもどしは、未使用で有効期間開始日前または有効期間内に限り、手数料として660円をいただき、発売箇所（道後温泉の 
　旅館・ホテルを除きます）で承ります。
　・道後温泉の旅館・ホテルでご購入いただいたお客様は、JR四国の駅のみどりの窓口・ワープ支店・駅ワーププラザへお申し出ください。
　・使用開始後は、列車の運行不能、遅延などによる場合でも払いもどしはいたしません。

●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、四国内の主な旅行会社、並びに道後温泉の大和屋本店、道後舘、道後プリンスホテル、道後グランドホテル

※表記のおねだんは消費税8％のおねだんです。

愛媛県 内子町

「予讃線宇和海アンパンマン列車」が新しいデザインで登場！
　今秋、予讃線（松山～宇和島）で運転している「予讃線宇
和海アンパンマン列車」が新しいデザインで登場します。
　デザインは、白色をベースに沿線風景や海や山 に々も映える
鮮やかな虹で２つの車両を結び、沿線の賑わいを盛り上げる
キャラクターやその風土に関連したキャラクターを取り入れてい
ます。
　ぜひ、新たな「予讃線宇和海アンパンマン列車」に会いに
お越し下さい。

列車名 松山駅発 宇和島駅着
宇和海　５号 　 ８：０９ 　９：３０
宇和海１１号 １１：２６ １２：４７
宇和海２３号 １７：３０ １８：５６
宇和海２９号 ２０：４６ ２２：０５

列車名 宇和島駅発 松山駅着
宇和海　４号  ６：３５ 　８：００
宇和海１０号 　９：５０ １１：１８
宇和海１６号 １２：５５ １４：１４
宇和海２８号 １９：０７ ２０：３０

■運転区間及び時刻
【下り】

【上り】

※  朝夕の通勤・通学時間帯は一般車両を連結して運転します。

■運転開始日／２０１９年９月２８日（土） ※

※

※

※
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普通車
腰掛けは、背もたれと連動して座面が前方にスライドするリクライニン
グ式を採用しており、座り心地が向上しています。また、車内照明にはＬ
ＥＤ照明を採用しており、従来より車内が明るくなっています。

グリーン車
グリーン車ならではの２席＋１席の座席配置で広々とした車内となって
います。また、全座席にコンセントとフットレストを設置し、座席上部に
は読書灯を設けました。

　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、ローカルエリアの地域資源の発掘や、中核都市の駅・駅周辺の有効活用による賑わいづくりなど、地域振興や交流人口
の拡大に注力しています。

新型特急気動車「２７００系」のご紹介新型特急気動車「２７００系」のご紹介
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四国では、現在使用している「２０００系」の後継車両として新型
特急気動車「２７００系」を投入しました。車内設備では全席コンセント
を設置したり、列車内で※無料Ｗｉ－Ｆｉもご利用いただけるなど快適性
が大幅に向上しています。現在は運転日を限定して高徳線・土讃線で
営業運転を行っていますが、２０１９年９月２８日（土）からは限定せず一
部特急列車を２７００系で、定期運用します。ぜひ、お出かけの際は新
型特急気動車「２７００系」に乗ってご旅行ください。

　「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――」。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2016年2月から進めています。
　「丸亀京極文化と中津万象園」や「宇和島城と伊達文化」など、地域の歴史や伝統
文化を紐解くツアーを実施し、これまで延べ850名以上の方に「お宝素材」を体験してい
ただきました。今後も、地元自治体と連携して、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。

デザインコンセプト「２６００系を踏襲する
日本の伝統意匠をアレンジした"Neo Japonism"」

エクステリアデザイン
徳島「阿波おどり」、高知「よさこい」の”情熱”をほとばしる「ディープレッド」として表現
し「オリーブ」をモチーフに香川をイメージした「グリーン」のラインと対比しています。

車いす対応多機能トイレ
車いす対応多機能トイレには、おむつ交換台
やベビーキープを備えており、編成内に最低
１カ所以上設置しています。

車いすスペース
車いすスペースは多
機能トイレと同じ車両
にあり編成内に最低
１カ所以上設置して
います。

荷物置き場
各車両に１カ所設置しています。大きな荷物をお
持ちのお客様も安心してご利用いただきます。　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　

テーブル
モバイルパソコン等の利用を考慮し
テーブルの大型化を図っています。
※一部の座席を除く

各座席の肘掛け
にコンセントを設
置しています。

車内設備車内設備

●「ＪＲ四国無料公衆無線ＬＡＮサービス」に対応しており列車内で無料Wi-Fiをご利用いただけます。
　（２０１９年９月２８日からサービス開始）　　　
●従来の２０００系車両に比べて窓側座席の足下が広々としています。

読書灯コンセント

コンセント

フットレスト

２７００系の特徴について

外観外観

客室内装客室内装

最近の

「お宝素
材」

左から、宇和島城と伊達文化、丸亀京極文化と中津万象園、土佐三名園のひとつ「青源寺」、本楽寺の枯山水と吉野川

地域 お宝素材 地域 お宝素材

愛媛県宇和島市 宇和島城と伊達文化 香川県丸亀市 丸亀京極文化と
中津万象園

高知県佐川町 土佐三名園のひとつ
「青源寺」

徳島県美馬市 本楽寺の枯山水と
吉野川

●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。

●四国の生活インフラ企業との
　連携
　日本郵便四国支社、四国電力と
連携・協力し、各社の経営資源を活
かし、四国のにぎわい創出と３社
サービスの維持・向上に向けた活動
に取り組んでいます。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。

　地域の玄関口となる駅や駅周辺を鉄道施設
としてのみならず、地域と協働して地域の拠点
として整備し、有効活用することで、新たなにぎ
わいの創出や価値向上を目指す取り組みを
行っています。
　愛媛県大洲市との取り組みとして、2019年
4月19日に伊予大洲駅構内に観光案内所と公
共トイレが新たに完成しました。観光名所の案内
や特産品販売のほか、レンタサイクルも整備さ
れ、大洲観光の起点に賑わいが生まれました。

　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。

伊予大洲駅観光案内所

大学生が企画した旅行を商品化

親子を対象とした夏休みツアー

「予土線３兄弟」３重連

四国の研究・教育機関や企業等との連携 マチカツプロジェクト

ローカル線区・沿線の活性化

四国家のお宝

※無料Wi-Fiは2019年9月28日（土）からサービスを開始します。
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左から、宇和島城と伊達文化、丸亀京極文化と中津万象園、土佐三名園のひとつ「青源寺」、本楽寺の枯山水と吉野川

地域 お宝素材 地域 お宝素材

愛媛県宇和島市 宇和島城と伊達文化 香川県丸亀市 丸亀京極文化と
中津万象園

高知県佐川町 土佐三名園のひとつ
「青源寺」

徳島県美馬市 本楽寺の枯山水と
吉野川

●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。

●四国の生活インフラ企業との
　連携
　日本郵便四国支社、四国電力と
連携・協力し、各社の経営資源を活
かし、四国のにぎわい創出と３社
サービスの維持・向上に向けた活動
に取り組んでいます。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。

　地域の玄関口となる駅や駅周辺を鉄道施設
としてのみならず、地域と協働して地域の拠点
として整備し、有効活用することで、新たなにぎ
わいの創出や価値向上を目指す取り組みを
行っています。
　愛媛県大洲市との取り組みとして、2019年
4月19日に伊予大洲駅構内に観光案内所と公
共トイレが新たに完成しました。観光名所の案内
や特産品販売のほか、レンタサイクルも整備さ
れ、大洲観光の起点に賑わいが生まれました。

　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。

伊予大洲駅観光案内所

大学生が企画した旅行を商品化

親子を対象とした夏休みツアー

「予土線３兄弟」３重連

四国の研究・教育機関や企業等との連携 マチカツプロジェクト

ローカル線区・沿線の活性化

四国家のお宝

※無料Wi-Fiは2019年9月28日（土）からサービスを開始します。



　内子町は、愛媛県のほぼ中央部に位置
し、県庁所在地の松山市から約40kmの地
点にあり、町の中央部を一級河川・肱川の
支流である小田川が流れている風光明媚
なまちです。
　ＪＲ内子駅の徒歩圏内には、重要文化

財の内子座や重要伝統的建造物群保存地区に選定された町並みがあり、タ
イムスリップしたかのような懐かしい風景が広がっています。

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

2019年 月号
No.383
9

～志国高知 幕末維新号ラストラン～
　土讃線高知駅～窪川駅間を運行してい
る「志国高知 幕末維新号」は、２０２０年春
から運行を開始する「志国土佐 時代の夜明
けのものがたり」にバトンを渡すため１１月
３０日にラストランを迎えます。車内では高知
の食材をふんだんに使用したお弁当（下り
便限定）を味わいながら仁淀川や太平洋を
一望できます。また、地元の高校生によるガ
イドなど地域の方々とのふれあいも魅力の
ひとつです。ぜひ、「志国高知 幕末維新号」
に乗って食事や自然、歴史、文化など高知
の魅力を満喫してみてはいかがでしょうか。

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

ト   キ

◇100年の歴史を誇る芝居小屋“内子座”
　内子座は、大正５年（1916年）に商家のだんな衆が建てた劇場です。木造
２階建ての瓦葺き入母屋造りで、純和風様式の本格的な芝居小屋として建
設されました。回り舞台や花道、桝席、楽屋などがあり当時の建築技術の粋が
集められた建造物です。　
　現役の芝居小屋であり、2016年には創建100周年を迎え、町内外の芸術
文化活動の拠点として活用されています。 

◇映画のワンシーンのような気分を味わえる八日市町並観月会

■お問い合わせ先
　八日市町並観月会について
　八日市・護国町並保存センター／☎0893-44-5212
　その他観光に関すること
　内子町ビジターセンター／☎0893-44-3790

　八日市町並観月会は、中秋の名月に行われる秋の夜長のイベントで、2019
年９月14日（土）,15日（日）18：00～21：00に開催されます。八日市・護国地区の
家々の軒先に住民手づくりの行灯が並べられ、町並みが神秘的な雰囲気に
包まれます。歴史ある町家が、灯火の中に浮かび上がる光景は、まるで映画
のワンシーンのような光景です。重要文化財である本芳我家住宅の庭園のラ
イトアップ、町家を開放して琴の演奏、重要文化財の上芳我邸内でのコン
サートや手作りの月見団子など様 な々イベントが満載です。

内子町公式観光サイト

　内子町は江戸時代後期から明治
時代にかけて木蝋の生産によって
栄えました。ＪＲ内子駅から徒歩約20
分の八日市・護国地区では、伝統的
な造りの町家や豪商の屋敷が当時
のまま軒を連ねており、地元の土で塗
られた浅黄色の土壁が独特の温か
い雰囲気を作り出しています。
　着物体験（要予約・有料）も行っており、本格的な着物を纏い町並みを散策
することができます。

◇ノスタルジックな雰囲気を味わえる八日市・護国地区の町並み

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

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。

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

　歴史的な町並で情緒あふれる愛媛県内子町と大洲市、夕日が美しい愛ある伊予灘線沿線の散策に
便利なフリーきっぷです。施設の割引などの特典もついてとってもおトクです。

JR四国ニュースNo.383

内子・大洲町並散策１日パス

●おねだん／２，７８０円
●発売期間／２０２０年３月３１日まで
●主なご利用条件

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　●有効期間／１日間

●フリー区間の特急列車及び普通列車の普通車自由席が乗り降り自由です。
●フリー区間内で「伊予灘ものがたり」のグリーン車指定席に乗車される場合は、グリーン券を別途お買い求めください。
●特急列車の普通車指定席またはグリーン車をご利用の場合は、乗車券部分のみ有効です。料金券を別途お買い求めください。
●払いもどしは、未使用で有効期間開始日前または有効期間内に限り、手数料として660円をいただき、発売箇所（道後温泉の 
　旅館・ホテルを除きます）で承ります。
　・道後温泉の旅館・ホテルでご購入いただいたお客様は、JR四国の駅のみどりの窓口・ワープ支店・駅ワーププラザへお申し出ください。
　・使用開始後は、列車の運行不能、遅延などによる場合でも払いもどしはいたしません。

●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、四国内の主な旅行会社、並びに道後温泉の大和屋本店、道後舘、道後プリンスホテル、道後グランドホテル

※表記のおねだんは消費税8％のおねだんです。

愛媛県 内子町

「予讃線宇和海アンパンマン列車」が新しいデザインで登場！
　今秋、予讃線（松山～宇和島）で運転している「予讃線宇
和海アンパンマン列車」が新しいデザインで登場します。
　デザインは、白色をベースに沿線風景や海や山 に々も映える
鮮やかな虹で２つの車両を結び、沿線の賑わいを盛り上げる
キャラクターやその風土に関連したキャラクターを取り入れてい
ます。
　ぜひ、新たな「予讃線宇和海アンパンマン列車」に会いに
お越し下さい。

列車名 松山駅発 宇和島駅着
宇和海　５号 　 ８：０９ 　９：３０
宇和海１１号 １１：２６ １２：４７
宇和海２３号 １７：３０ １８：５６
宇和海２９号 ２０：４６ ２２：０５

列車名 宇和島駅発 松山駅着
宇和海　４号  ６：３５ 　８：００
宇和海１０号 　９：５０ １１：１８
宇和海１６号 １２：５５ １４：１４
宇和海２８号 １９：０７ ２０：３０

■運転区間及び時刻
【下り】

【上り】

※  朝夕の通勤・通学時間帯は一般車両を連結して運転します。

■運転開始日／２０１９年９月２８日（土） ※

※

※

※


