
『讃岐鉄道開業１３０周年！』
　明治２２年、多度津七福神の一人、景山甚右
衛門が多度津を起点として、丸亀・琴平に至る讃
岐鉄道会社を設立しました。開通区間はおよそ１
６キロメートル。轟音を響かせて走る蒸気機関車
は、当時の人々に文明開化を身近なものとし、多く
の人を惹きつけました。
　多度津で鉄道が開業されたのは、金比羅さん
への参拝客で賑わい、江戸時代から明治初期に
かけ、北前船で多くの船が訪れる港町であったこ
とが大きく関係しています。
　多度津から花開いた鉄道文化は、車社会の到
来と共に影を潜めましたが、最近になって、観光列
車「四国まんなか千年ものがたり」の始発駅とし
て、また「乗り鉄」「撮り鉄」といった多くの鉄道ファ
ンに支えられ、再び脚光を浴び始めています。
　多度津駅のすぐそばに残る、蒸気機関車のレ
ンガ造りの給水棟や、昭和１０年から４５年まで活
躍していた、８６２０形蒸気機関車（通称：ハチロ
ク）は、今も残る讃岐鉄道時代の貴重な遺産と
なっています。

『日本遺産：北前船寄港地・船主集落』
　今年５月２０日に、日本遺産「荒波を越えた男た
ちの夢が紡いだ異空間～北前船寄港地・船主集
落～」に多度津町が追加登録されました。北前船
で莫大な財を成した大富豪の７人は「多度津七
福神」と呼ばれ、町内外に多大な功績を残してい
ます。その多度津七福神の住居のうち、唯一現存
する「合田邸」。この「合田邸」を守り、多くの方々
にその魅力を伝えるため奮闘しているのが「合田
邸ファンクラブ」です。合田邸ファンクラブは、建物
の維持修繕のほか、地域の情報発信やイベントの
開催等を通じ、明治から大正、昭和初期にかけて
活躍した「多度津七福神」を紹介しています。

『本通地区』
　合田邸周辺の本通地区は、同年代に建てられ
た商家や民家が建ち並び、貴重な文化遺産郡を
形成しており、国の指定する、重要伝統的建造物
郡保存地区を目指し、地域の皆様のご協力をい
ただきながら、官民をあげて指定に向け取り組ん
でいます。
　その本通地区は、ここ数年、県外からの移住者
や町内で活動する地域おこし団体によって大きく
様変わりしており、古民家を改装した喫茶店や観
光案内所、惣菜店などが相次いで開店し、県内
外はもとより、海外からの観光客も数多く訪れる新
たな観光スポットとなりました。
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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：海岸寺駅～詫間駅間
ＪＲ四国列車運行情報
https://www.jr-shikoku.co.jp/info/m/
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～秋の夕日で染まる８６００系～
　予讃線の海岸沿い、軽やかに走る列
車を秋の夕日が淡く染め上げます。車窓
から見える景色も大変美しく、茜色に染
まる穏やかな瀬戸内海とそこに浮かぶ
島々は、秋の四国を贅沢に演出します。
美しい景色、そして美味しい食べ物...。
秋ならではの四国旅をぜひご堪能下さい。

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

『まねきねこ課』
　現在、多度津町では、町役場の若手職員と町内
で活躍する民間の方々が一体となり、官民連携組織
「多度津町まねきねこ課」が誕生しました。まねきねこ
課では多度津町を盛り上げるため「多度津町タウン
プロモーション事業」を展開しており、様々な活動を
通じ、多度津の魅力を県内外に発信しています。
　今年１２月７日（土）には、活動のひとつである、３
回目「桜んたんページェント」が開催されます。この
イベントは、桜の名所である桃陵公園において、冬
に桜を満開にしよう！と始まりました。夜になると、公
園内のあちこちに設置されたランタンが幻想的な
光景を作り出し、最後にはピンクのランタンが一斉
に大空へ舞い上がります。ご家族、ご友人をお誘
いの上、是非会場へお越し下さい。
　なお、当日は大変混み合います。駐車場は限り
がございますので、是非お越しの祭にはＪＲ多度
津駅をご利用いただきますよう、お願いいたします。

　　　　

■お問い合わせ先
多度津町役場　政策観光課
☎(0877)33-1116
【多度津町観光協会HP】
http://www.tadotsu-kanko.jp/
【 たどりつく多度津HP】
http://tadoritsuku-tadotsu.jp/ 
【 Facebook】
https://www.facebook.com/tadoritsuku.tadotsu/ 
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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四国線全線（宇多津～児島間を含む）及び土佐くろしお鉄道線全線の、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。また、阿佐海岸鉄道線
全線と、JR四国バスのうち路線バス《大栃線（土佐山田～アンパンマンミュージアム前～大栃間）、久万高原線（松山～砥部～久万高原間）》にご乗車になれます
（高速バスには乗車できません）。●列車乗車後に有効期間を経過する場合は、途中出場しない限り、ご乗車中の列車のフリー区間内の最終着駅までご利用にな
れます。●普通列車に乗車した場合であっても、差額の払いもどしはいたしません。●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、発売箇所で承ります。レンタカーセットプランは所定のレンタカー券の取消手数料も別途に頂戴いたします。また、レンタカーセット
プランのきっぷのみ、またはレンタカー券のみの払いもどしはいたしません。

詳しくは、ＪＲ四国ホームページ 　　　　　　　　　　をご覧ください。ＪＲ四国ツアー 検索

　JR四国では、「四国満喫きっぷ」シリーズ第３弾として「食欲の秋 四国満喫きっぷ」を発売しています。
もちろん、ご好評いただいております「レンタカーセットプラン」もご用意しておりますので、鉄道とレンタカーを
目一杯活用して、四国の秋の美食巡りをしてみてはいかがでしょうか！

秋もやります！
「食欲の秋 四国満喫きっぷ」発売！

香川県 多度津町

「声かけ・サポート」運動 拡大中！
　「声かけ・サポート」運動は、鉄道等をご利用になるお客さまが安全に安心して施設をご利用いただけるよう、お困りのお客さまに対
して社員から積極的にお声かけを行うとともに周囲のお客さまからもお声かけにご協力いただく取り組みです。
　今年度は、交通事業者83社局と障害者団体を含む6団体が連携して取り組みます。
　ＪＲ四国でもキャンペーン期間中は、駅でのポスター掲示やアナウンス等での呼び掛けを行い、安全で安心してご利用いただけるよ
うご協力を呼びかけています。お困りの際やお困りの方を見かけた際は、ぜひお近くの駅係員や乗務員にお声かけ下さい。

■キャンペーン期間／2019年10月7日（月）～11月30日（土）まで
　

1　発売期間　２０１９年１１月２０日（水）まで　※ご出発日の１ヶ月前からご出発日の６日前まで発売いたします。
2  ご利用期間　２０１９年１１月３０日（土）まで
　　　　　　　　　　  ※上記の期間のうち、土曜・日曜・祝日を１日以上含む４日間で利用可能です。　※２０１９年１１月２７日（水）ご出発分まで発売いたします。

3  お ねだん　大人お一人さま１３，０００円（小児　３，０００円） ※小児は大人と同一行程の場合のみ発売とし、小児のみではご利用になれません。
　　　　　　　  レンタカーセットプラン／大人お一人さま１５，０００円（小児は、上記プランをご利用ください。）
4　主なご利用条件

5  発 売箇所　 Ｗｅｂサイト「JR四国ツアー」（http://www.jr-eki.com/）
※会員登録が必要です。　※ＪＲ四国の駅・ワープ支店等の窓口では発売いたしません。

送料無料
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※ご紹介は取扱っている柑橘商品の一部です。商品代金は税・送料込み表示です。

偶然生まれた
日本一紅いみかん！

小原紅早生
（11月中旬～12月中旬）

￥5,400￥5,400 ￥5,400

￥5,280￥3,780 ￥7,000

香 川

秋を彩る四国の観光列車秋を彩る四国の観光列車
　さわやかな秋風が吹きはじめ、ご旅行に最適な時期がやってきました。ＪＲ四国では２０１９年１１月３０日（土）にラストランを迎える「志国
高知 幕末維新号」を始め、四国各地で観光列車を運行しています。地元食材を使用した美味しいお食事を味わいながら、車窓から眺める紅葉
は格別です。観光列車に乗って、この秋を楽しんでみてはいかがでしょうか。

しまんトロッコ
（２０１３年１０月５日運行開始） 
●区間：予土線　宇和島駅～窪川駅
　四万十川流域の雄大な自然を眺めながら走る
しまんトロッコ。「予土線３兄弟」の長男としても親
しまれています。上り列車と下り列車の１日２便で
運行しており、地元特産品の車内販売やガイドに
よる沿線案内をお楽しみ頂けます。五感を存分
に使って秋を堪能できるトロッコ列車。心地よい
さわやかな風を直接感じながら、四国の秋に思
いを巡らせる...。そんな贅沢なひとときをお楽し
み下さい。
※そのほか予土線では、「３兄弟」次男の海洋堂ホビート
レイン（かっぱうようよ号）、三男の鉄道ホビートレインと
いった個性豊かな列車を運行しています。

伊予灘ものがたり
（２０１４年７月２６日運行開始）
●区間：予讃線 松山駅～伊予大洲駅・八幡浜駅
　レトロモダンがコンセプトのＪＲ四国初の観光列車です。
「大洲編」・「双海編」・「八幡浜編」・「道後編」と１日４便走る伊
予灘ものがたりでは、地元愛媛の旬の食材を使用したお食
事をお召し上がりいただけます。また、道後編では夕暮れ時
の夕日をお楽しみいただけます。穏やかな伊予灘に、空を茜
色に染めながら沈んでいく様子は、思わずうっとりしてしま
う美しさです。

四国まんなか千年ものがたり
（２０１７年４月１日運行開始）
●区間：土讃線　多度津駅・善通寺駅・
　　　　　　　 琴平駅～大歩危駅
　四季の移ろいを心置きなく堪能できる観光列
車です。「そらの郷紀行」・「しあわせの郷紀行」の
１日２便で運行しています。車窓から見える美し
い紅葉と香川県・徳島県の地元素材にこだわっ
た旬のお食事は、贅沢な秋を演出します。また、
モンブランなど秋らしいデザートもアテンダント
一押しです！

志国高知 幕末維新号
（２０１７年９月２３日運行開始）
●区間：土讃線　高知駅～窪川駅
　２０１９年１１月30日（土）をもっていよいよ
ラストラン。「龍馬立志の巻」・「日本の夜明けの
巻」の１日２便で運行しています。１１月には沿
線のコスモスが見頃を迎えます。
　２年にわたり活躍を続けてきた幕末維新号。
２０２０年４月１８日（土）から運行する新観光列
車「志国土佐 時代（トキ）の夜明けのものがた
り」へと襷を繋ぎます。そのラストランを美しい
景色と共に楽しんでみてはいかがでしょうか。

 

志国土佐 時代の夜明けのものがたり
（２０２０年４月１８日運行開始予定）
●区間：土讃線　高知駅～土佐久礼駅・窪川駅
　幕末維新号から襷を受け、２０２０年より新たに
運行を開始する「志国土佐 時代（トキ）の夜明け
のものがたり」は、「立志の抄」・「開花の抄」の１日
２便での運行を予定しています。車内で提供する
お食事は高知の旬の食材や地域の自慢の一品
を使用いたします。アテンダントが乗務するほ
か、沿線ガイドや停車駅では地元の方に登場して
いただきます。沿線の方々とのふれあいも含め
「土佐流のおもてなし」を存分に味わうことが出
来ます。
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「土佐流のおもてなし」を存分に味わうことが出
来ます。

ト   キ

多度津

大歩危

窪川

鉄道ホビートレイン

しまんトロッコ

海洋堂ホビートレイン



『讃岐鉄道開業１３０周年！』
　明治２２年、多度津七福神の一人、景山甚右
衛門が多度津を起点として、丸亀・琴平に至る讃
岐鉄道会社を設立しました。開通区間はおよそ１
６キロメートル。轟音を響かせて走る蒸気機関車
は、当時の人々に文明開化を身近なものとし、多く
の人を惹きつけました。
　多度津で鉄道が開業されたのは、金比羅さん
への参拝客で賑わい、江戸時代から明治初期に
かけ、北前船で多くの船が訪れる港町であったこ
とが大きく関係しています。
　多度津から花開いた鉄道文化は、車社会の到
来と共に影を潜めましたが、最近になって、観光列
車「四国まんなか千年ものがたり」の始発駅とし
て、また「乗り鉄」「撮り鉄」といった多くの鉄道ファ
ンに支えられ、再び脚光を浴び始めています。
　多度津駅のすぐそばに残る、蒸気機関車のレ
ンガ造りの給水棟や、昭和１０年から４５年まで活
躍していた、８６２０形蒸気機関車（通称：ハチロ
ク）は、今も残る讃岐鉄道時代の貴重な遺産と
なっています。

『日本遺産：北前船寄港地・船主集落』
　今年５月２０日に、日本遺産「荒波を越えた男た
ちの夢が紡いだ異空間～北前船寄港地・船主集
落～」に多度津町が追加登録されました。北前船
で莫大な財を成した大富豪の７人は「多度津七
福神」と呼ばれ、町内外に多大な功績を残してい
ます。その多度津七福神の住居のうち、唯一現存
する「合田邸」。この「合田邸」を守り、多くの方々
にその魅力を伝えるため奮闘しているのが「合田
邸ファンクラブ」です。合田邸ファンクラブは、建物
の維持修繕のほか、地域の情報発信やイベントの
開催等を通じ、明治から大正、昭和初期にかけて
活躍した「多度津七福神」を紹介しています。

『本通地区』
　合田邸周辺の本通地区は、同年代に建てられ
た商家や民家が建ち並び、貴重な文化遺産郡を
形成しており、国の指定する、重要伝統的建造物
郡保存地区を目指し、地域の皆様のご協力をい
ただきながら、官民をあげて指定に向け取り組ん
でいます。
　その本通地区は、ここ数年、県外からの移住者
や町内で活動する地域おこし団体によって大きく
様変わりしており、古民家を改装した喫茶店や観
光案内所、惣菜店などが相次いで開店し、県内
外はもとより、海外からの観光客も数多く訪れる新
たな観光スポットとなりました。

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：海岸寺駅～詫間駅間
ＪＲ四国列車運行情報
https://www.jr-shikoku.co.jp/info/m/
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～秋の夕日で染まる８６００系～
　予讃線の海岸沿い、軽やかに走る列
車を秋の夕日が淡く染め上げます。車窓
から見える景色も大変美しく、茜色に染
まる穏やかな瀬戸内海とそこに浮かぶ
島々は、秋の四国を贅沢に演出します。
美しい景色、そして美味しい食べ物...。
秋ならではの四国旅をぜひご堪能下さい。

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

『まねきねこ課』
　現在、多度津町では、町役場の若手職員と町内
で活躍する民間の方々が一体となり、官民連携組織
「多度津町まねきねこ課」が誕生しました。まねきねこ
課では多度津町を盛り上げるため「多度津町タウン
プロモーション事業」を展開しており、様々な活動を
通じ、多度津の魅力を県内外に発信しています。
　今年１２月７日（土）には、活動のひとつである、３
回目「桜んたんページェント」が開催されます。この
イベントは、桜の名所である桃陵公園において、冬
に桜を満開にしよう！と始まりました。夜になると、公
園内のあちこちに設置されたランタンが幻想的な
光景を作り出し、最後にはピンクのランタンが一斉
に大空へ舞い上がります。ご家族、ご友人をお誘
いの上、是非会場へお越し下さい。
　なお、当日は大変混み合います。駐車場は限り
がございますので、是非お越しの祭にはＪＲ多度
津駅をご利用いただきますよう、お願いいたします。

　　　　

■お問い合わせ先
多度津町役場　政策観光課
☎(0877)33-1116
【多度津町観光協会HP】
http://www.tadotsu-kanko.jp/
【 たどりつく多度津HP】
http://tadoritsuku-tadotsu.jp/ 
【 Facebook】
https://www.facebook.com/tadoritsuku.tadotsu/ 
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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四国線全線（宇多津～児島間を含む）及び土佐くろしお鉄道線全線の、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。また、阿佐海岸鉄道線
全線と、JR四国バスのうち路線バス《大栃線（土佐山田～アンパンマンミュージアム前～大栃間）、久万高原線（松山～砥部～久万高原間）》にご乗車になれます
（高速バスには乗車できません）。●列車乗車後に有効期間を経過する場合は、途中出場しない限り、ご乗車中の列車のフリー区間内の最終着駅までご利用にな
れます。●普通列車に乗車した場合であっても、差額の払いもどしはいたしません。●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、発売箇所で承ります。レンタカーセットプランは所定のレンタカー券の取消手数料も別途に頂戴いたします。また、レンタカーセット
プランのきっぷのみ、またはレンタカー券のみの払いもどしはいたしません。

詳しくは、ＪＲ四国ホームページ 　　　　　　　　　　をご覧ください。ＪＲ四国ツアー 検索

　JR四国では、「四国満喫きっぷ」シリーズ第３弾として「食欲の秋 四国満喫きっぷ」を発売しています。
もちろん、ご好評いただいております「レンタカーセットプラン」もご用意しておりますので、鉄道とレンタカーを
目一杯活用して、四国の秋の美食巡りをしてみてはいかがでしょうか！

秋もやります！
「食欲の秋 四国満喫きっぷ」発売！

香川県 多度津町

「声かけ・サポート」運動 拡大中！
　「声かけ・サポート」運動は、鉄道等をご利用になるお客さまが安全に安心して施設をご利用いただけるよう、お困りのお客さまに対
して社員から積極的にお声かけを行うとともに周囲のお客さまからもお声かけにご協力いただく取り組みです。
　今年度は、交通事業者83社局と障害者団体を含む6団体が連携して取り組みます。
　ＪＲ四国でもキャンペーン期間中は、駅でのポスター掲示やアナウンス等での呼び掛けを行い、安全で安心してご利用いただけるよ
うご協力を呼びかけています。お困りの際やお困りの方を見かけた際は、ぜひお近くの駅係員や乗務員にお声かけ下さい。

■キャンペーン期間／2019年10月7日（月）～11月30日（土）まで
　

1　発売期間　２０１９年１１月２０日（水）まで　※ご出発日の１ヶ月前からご出発日の６日前まで発売いたします。
2  ご利用期間　２０１９年１１月３０日（土）まで
　　　　　　　　　　  ※上記の期間のうち、土曜・日曜・祝日を１日以上含む４日間で利用可能です。　※２０１９年１１月２７日（水）ご出発分まで発売いたします。

3  お ねだん　大人お一人さま１３，０００円（小児　３，０００円） ※小児は大人と同一行程の場合のみ発売とし、小児のみではご利用になれません。
　　　　　　　  レンタカーセットプラン／大人お一人さま１５，０００円（小児は、上記プランをご利用ください。）
4　主なご利用条件

5  発 売箇所　 Ｗｅｂサイト「JR四国ツアー」（http://www.jr-eki.com/）
※会員登録が必要です。　※ＪＲ四国の駅・ワープ支店等の窓口では発売いたしません。

送料無料


