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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

予土線：江川崎駅～半家駅間
ＪＲ四国列車運行情報
https://www.jr-shikoku.co.jp/info/m/
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No.386
12

～予土線全通４５周年　予土線３兄弟が勢揃い～
　予土線は今年で全通４５周年を迎え、１１月

3日・４日には記念イベントも開催されました。「しま

んトロッコ」「海洋堂ホビートレイン（かっぱ

うようよ号）」「鉄道ホビートレイン」などの

個性豊かな列車達。そして車窓から眼前に

広がる雄大な自然と澄み切った空気...。予土

線には様々な魅力が詰まっています。全通４５

周年を迎えたこの機会に、ぜひ一度予土線

へ足を運んでみてはいかがでしょうか。新た

な四国の魅力を発見できるかもしれません。

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】 鬼北町役場  企画振興課  地域活力創出係 ☎（0895）45-1111

●発売箇所：Kiosk高松銘品館店、香川県内主要お土産店、Ｗｅｂサイト等
●お問い合わせ先： 株式会社めりけんや
 　　　　　　　　 〒７６９－０２０３　香川県綾歌郡宇多津町浜三番丁３６－２
　　　　　　　　  ☎０８７７-４９-６１１１（受付：月～土 ９：００～１７：００ ※祝日を除く）
●Ｗｅｂサイト：めりけんや さぬきうどん https://www.merikenya.com/ 

JR四国ニュースNo.386

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。

「４Ｓ ＳＴＡＹ 阿波池田 本町通り」来春OPEN予定
　ＪＲ四国では、2018年11月に徳島県三好市池田町に簡易宿所「４Ｓ ＳＴＡＹ 阿波池田駅前」
を開業し、簡易宿所を拠点とした地域の活性化に取り組んでいます。このたび、三好市池田
町本町通りに「４Ｓ ＳＴＡＹ 阿波池田 本町通り」を開業することとなりました。（２０２０年４月下
旬OPEN予定）国内外のお子様連れのご家族やグループでのご宿泊を始めとして、ゆっくりと
おくつろぎ頂ける高級感のある空間を確保したメゾネットタイプの施設となります。どうぞご期
待ください。

愛媛県 鬼北町

　鬼北町（きほくちょう）は、愛媛県南西部
に位置し、日本最後の清流と呼ばれる
四万十川の最大支流広見川が町の中央を
流れ、周囲を1,000m級の山々に囲まれた
中山間地域です。

◇鬼北町の名前の由来
　当地域を含む予土国境では、日本三大仇討として有名な曽我兄弟とその従
者である鬼王段三郎（おにおうだんざぶろう）にまつわる説話があり、鬼王が
造った城は「鬼ヶ城（おにがじょう）」と呼ばれ、その周辺の1,000m級の山々は
鬼ヶ城連山と呼ばれるようになりました。本町は、鬼ヶ城連山の北側に位置する
ことから、「鬼北町」と命名されました。

◇鬼北町のランドマーク鬼王丸・柚鬼媛
　鬼北町は、全国1,741ある自治体で、唯一「鬼」の文字がつく自治体です。
　この「鬼」の町名を活かし、独自性や特色ある町づくりを進めるため、平成26年
度から「鬼のまちづくり」を行っています。その取組みのひとつとして、町内の
道の駅（広見森の三角ぼうし、日吉夢産地）に鬼のモニュメントを設置しました。
　広見森の三角ぼうしの「鬼王丸（おにおうまる）」、日吉夢産地の「柚鬼媛（ゆ
きひめ）」、どちらもたくさんの方が訪れています。

◇温泉やグルメもそろう自然豊かな成川渓谷

　成川渓谷では、足摺宇和海国立公園の一角の鬼ヶ城連山から流れ出る清
流が谷川を深く刻み、約3kmに渡る渓谷美が堪能できます。渓谷内では、ツガ、
モミをはじめとした落葉樹・針葉樹のほかに、多様なコケ、シダ類も自生して
います。うっそうとした渓谷の中ではマイナスイオンが降り注ぎ、日々の疲れを
癒してくれます。
　渓谷のそばにあるログハウス風宿泊施設「成川渓谷休養センター」のレスト
ランでは、鬼北名物きじ料理が味わえます。
　また、隣接する高月温泉は肌にやさしいアルカリ性単純温泉で、浴槽には渓谷
の石を使い、水風呂には沢の水を使うなど、自然を感じられる温泉となっていま
す。大浴場の窓から渓谷の自然美を堪能しながらの湯浴みは至福の時間です。

鬼北町の観光情報などは、鬼北町公式ホームページで紹介していますので、
ぜひ、ご覧の上、鬼北町にお越しください。（https://www.town.kihoku.ehime.jp/）
　

「めりけんや」が「へぎそば」（新潟県十日町市）とのコラボ商品を販売

　

販売金額　 1,000円（税込）
内 容 量　 紅白麺240ｇ×1袋、へぎそば200ｇ×1袋、つけつゆ20ml×２袋、かけつゆ20ml×2袋

　株式会社めりけんやでは、11月5日より翌年1月31日までの期間限定商品として、『年越しそば＆年明け
うどん・セレクト』を四国キヨスク各店舗等で販売しています。
　この商品は、新潟県十日町市様から、「へぎそば」とのコラボレーションのご提案をいただき、商品化となりま
した。そもそも「へぎそば」とは十日町市を代表する特産品で、つなぎに織物の糊付けで使用されていた「布
海苔」を練り込むなど独特の製法の蕎麦で、「へぎ」と呼ばれる木枠に入れていたことからその名が付きました。
　今回「へぎそば」が「さぬきうどん」と連携するのは初めてということで、そのお祝いも兼ね、おめでたい
「紅白の麺」とセットにしました。年の瀬・年明けにぜひご賞味ください。
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善通寺、金刀比羅宮の初詣に便利な臨時列車等を運転

薬王寺初詣に便利な臨時列車を徳島駅～日和佐駅・牟岐駅間に運転

阿波一宮・大麻比古神社の初詣に便利、特急列車を板東駅に臨時停車

種 別 発　駅

高松 23：59

東京（２２：００）
高松 ８：０２サンライズ瀬戸

（延長区間内停車駅）
多度津・善通寺

着　駅

琴平 1：01

多度津 4：00 琴平 4：13

琴平 1：31

琴平 ８：３９

高松 2：25

琴平 4：20 高松 5：16

運転日

12/31

1/1

記　事

多度津駅止まりの定期列車を
琴平駅まで延長運転　各駅停車

各駅停車

普
　通

下
　り

上
　り

列車名 発　駅 着　駅

１２／６、７、１３、１４、２０、２１、２７、２８、３１
  １／３、４、１０～１２、１７、１８、２４、２５、３１
  ２／１、７、８、１０、１４、１５、２１～２３、２８、２９

運 転 日 途中停車駅

種 別

種 別

発　駅

やくおうじ1号

日和佐着 着　駅

徳島 8：40 日和佐 9：50 徳島・南小松島・羽ノ浦・阿南
桑野・由岐・日和佐・牟岐

牟岐・日和佐・由岐・桑野・阿南
羽ノ浦・南小松島・徳島やくおうじ2号 牟岐 １1：40 日和佐 １２：00

牟岐 １0：06

徳島 １3：21

1/1
～5

運転日列車名 停　車　駅

発　駅 日和佐発 着　駅列車名 停　車　駅

特 
急

特 

急

下 
り

上 

り

高松発時刻
１０：１0
１１：０6
１２：０６
１３：１2
１４：１２

１１：１3
１２：０2
１２：５4
１４：０４
１５：０８

１１：２5
１２：１５
１３：０4
１４：１5
１５：２0

１/１

１/１

板東着時刻 徳島着時刻 運転日

徳島発時刻
  ９：２3
１０：２８
１１：３1

  ９：３5
１０：40
１１：４3

１０：３1
１１：３７
１２：３４

板東着時刻 高松着時刻

うずしお   ９号
うずしお １１号
うずしお １３号
うずしお １５号
うずしお １7号

列車名

うずしお   8号
うずしお １0号
うずしお １2号

列車名 運転日

下
　り

上
　り

初詣臨時普通列車

大麻比古神社 最寄駅：板東駅

薬王寺 最寄駅：日和佐駅

金刀比羅宮 最寄駅：琴平駅善通寺 最寄駅：善通寺駅

◆臨時列車の時刻等

◆臨時列車の時刻等

◆臨時列車の時刻等

東京駅発の寝台特急｢サンライズ瀬戸｣を金曜、休日前の３０日間（のべ３０本）琴平駅まで延長
運転します。

※運転日は東京駅発基準、延長運転は翌日となります。

※お参りに便利な「厄除初詣きっぷ」を12月1日より発売中です。詳しくはWebサイト「JR四国ツアー」をご覧ください。

※運転日は発駅基準です。

「サンライズ瀬戸」を琴平駅まで延長運転

特
　急

サンライズ瀬戸サンライズ瀬戸

日和佐駅から見える薬王寺日和佐駅から見える薬王寺

大麻比古神社大麻比古神社

大麻比古神社は、地元では「おおあさはん」と呼ばれ親しまれ
ています。祭神は農業、産業の守り神である大麻比古命と、
交通安全厄除けの神の猿田彦命が祀られています。

四国霊場第二十三番
札所「薬王寺」は、弘法
大師が開いた厄除けに
ご利益のあることで
有名なお寺で、境内に
は４２段の男厄坂と３３
段の女厄坂があり、石
段一つ一つに小銭を置
いていくと厄払いになる
といわれています。

金刀比羅宮は、香川県琴平町の象頭山の山腹
に鎮座する古社です。航海安全や五穀豊穣の神
様として信頼を集め、「讃岐のこんぴらさん」の名
で全国に知られています。参拝には７８５段の石段
を登り、御本宮からは讃岐平野が一望できます。

四国霊場第七十五番札所「善通寺」は京都の
東寺、和歌山の高野山とならぶ弘法大師三大霊
跡のひとつで、弘法大師空海誕生の地であること
から、毎年多くの初詣参拝者が訪れます。

金刀比羅宮金刀比羅宮

総本山善通寺総本山善通寺

ＪＲ四国では冬の期間（１２月～２月）年末年始の帰省や初詣などに便利な臨時列車の運転を行うとともに、定期列車の車両増結を行います。これらの臨
時列車についてご紹介致します。 　外国人のお客様への観光情報等の発信ツールと

してタッチパネル式デジタルサイネージ「多言語
表示　観光ウェルカムボード」を高松駅みどりの窓口
横に設置しています。
　2019年6月に高知駅、7月に松山駅に設置しており
JR四国管内では3駅目となります。
　「多言語表示　観光ウェルカムボード」では高松駅
周辺の観光施設や商業店舗等の情報のほか、火災・
津波発生時の避難誘導、近年瀬戸内国際芸術祭に
伴い問い合わせが増加しているフェリー高速船のりば
への道案内、JR四国列車運行情報のご案内（QR
コードを表示）などを多言語【日本語・英語・中国語（繁
体）・中国語（簡体）・韓国語】で表示します。また、避難
誘導の際には多言語の自動音声で避難を促す仕様
となっています。

　大晦日から元日にかけて、高松駅・多度津駅～琴平駅間に初詣臨時普通列車をのべ4本運転します。

１/１(水)～１/５(日)までの５日間、徳島駅～日和佐駅・牟岐駅間に上下各１本(のべ１０本)の臨時特急列車｢やくおうじ号｣を
運転します。

徳島県鳴門市の大麻比古神社に参拝されるお客様の利便を図るため、元日にＪＲの最寄駅である板東駅に特急｢うずしお｣を（のべ８本）臨時停
車します。

アンパンマントロッコクリスマスツアー発売！アンパンマントロッコクリスマスツアー発売！
JR四国では、2日間限定で瀬戸大橋アンパンマントロッコを「高徳線」で運行し、それに合わせたクリスマスツアーを発売しています。

お問い合わせ先

出 発 日

発売箇所

ツアー概要

2019年
12月21日(土)・22日(日)日帰り

またはパンフレット

　ツアーは２コース設定しています。普段は
走らない「高徳線」で、アンパンマントロッコが
２日間限定で運行いたします。ツアーでは、ア
ンパンマントロッコととくしま動物園、JRホテ
ルクレメント徳島でのランチビュッフェをお楽
しみいただけます。また、ゲームや抽選会など
のイベントを開催するほか、クリスマスプレゼ
ント(お菓子セット)もご用意しています。

　(１)募集人員／各コース40名様
　　　　　　　 (最少催行人員30名様)
　(２)添 乗 員／同行いたします
　(３)食事条件／昼１回
　　　　　　　 (JRホテルクレメント徳島にてランチビュッフェ)
　(４)旅行代金／大人8,800円
　　　　　　　 こども（３歳～小学生）4,800円

ワープ高松支店
電話／087-851-1326
営業時間／10:00～18:00 ※土日祝17:30まで

香川県内の各ワープ支店・ワーププラザにて
発売いたします。

高松駅　観光ウェルカムボード

列車運行情報案内画面

津波避難場所案内画面 フェリー高速船のりば案内画面 路線バスのりば案内画面

冬の臨時列車運転のお知らせ冬の臨時列車運転のお知らせ
JR高松駅に「多言語表示 観光ウェルカムボード」を設置JR高松駅に「多言語表示 観光ウェルカムボード」を設置
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善通寺、金刀比羅宮の初詣に便利な臨時列車等を運転

薬王寺初詣に便利な臨時列車を徳島駅～日和佐駅・牟岐駅間に運転

阿波一宮・大麻比古神社の初詣に便利、特急列車を板東駅に臨時停車

種 別 発　駅

高松 23：59

東京（２２：００）
高松 ８：０２サンライズ瀬戸

（延長区間内停車駅）
多度津・善通寺

着　駅

琴平 1：01

多度津 4：00 琴平 4：13

琴平 1：31

琴平 ８：３９

高松 2：25

琴平 4：20 高松 5：16

運転日

12/31

1/1

記　事

多度津駅止まりの定期列車を
琴平駅まで延長運転　各駅停車

各駅停車

普
　通

下
　り

上
　り

列車名 発　駅 着　駅

１２／６、７、１３、１４、２０、２１、２７、２８、３１
  １／３、４、１０～１２、１７、１８、２４、２５、３１
  ２／１、７、８、１０、１４、１５、２１～２３、２８、２９

運 転 日 途中停車駅

種 別

種 別

発　駅

やくおうじ1号

日和佐着 着　駅

徳島 8：40 日和佐 9：50 徳島・南小松島・羽ノ浦・阿南
桑野・由岐・日和佐・牟岐

牟岐・日和佐・由岐・桑野・阿南
羽ノ浦・南小松島・徳島やくおうじ2号 牟岐 １1：40 日和佐 １２：00

牟岐 １0：06

徳島 １3：21

1/1
～5

運転日列車名 停　車　駅

発　駅 日和佐発 着　駅列車名 停　車　駅

特 

急

特 

急

下 

り

上 

り

高松発時刻
１０：１0
１１：０6
１２：０６
１３：１2
１４：１２

１１：１3
１２：０2
１２：５4
１４：０４
１５：０８

１１：２5
１２：１５
１３：０4
１４：１5
１５：２0

１/１

１/１

板東着時刻 徳島着時刻 運転日

徳島発時刻
  ９：２3
１０：２８
１１：３1

  ９：３5
１０：40
１１：４3

１０：３1
１１：３７
１２：３４

板東着時刻 高松着時刻

うずしお   ９号
うずしお １１号
うずしお １３号
うずしお １５号
うずしお １7号

列車名

うずしお   8号
うずしお １0号
うずしお １2号

列車名 運転日

下
　り

上
　り

初詣臨時普通列車

大麻比古神社 最寄駅：板東駅

薬王寺 最寄駅：日和佐駅

金刀比羅宮 最寄駅：琴平駅善通寺 最寄駅：善通寺駅

◆臨時列車の時刻等

◆臨時列車の時刻等

◆臨時列車の時刻等

東京駅発の寝台特急｢サンライズ瀬戸｣を金曜、休日前の３０日間（のべ３０本）琴平駅まで延長
運転します。

※運転日は東京駅発基準、延長運転は翌日となります。

※お参りに便利な「厄除初詣きっぷ」を12月1日より発売中です。詳しくはWebサイト「JR四国ツアー」をご覧ください。

※運転日は発駅基準です。

「サンライズ瀬戸」を琴平駅まで延長運転

特
　急

サンライズ瀬戸サンライズ瀬戸

日和佐駅から見える薬王寺日和佐駅から見える薬王寺

大麻比古神社大麻比古神社

大麻比古神社は、地元では「おおあさはん」と呼ばれ親しまれ
ています。祭神は農業、産業の守り神である大麻比古命と、
交通安全厄除けの神の猿田彦命が祀られています。

四国霊場第二十三番
札所「薬王寺」は、弘法
大師が開いた厄除けに
ご利益のあることで
有名なお寺で、境内に
は４２段の男厄坂と３３
段の女厄坂があり、石
段一つ一つに小銭を置
いていくと厄払いになる
といわれています。

金刀比羅宮は、香川県琴平町の象頭山の山腹
に鎮座する古社です。航海安全や五穀豊穣の神
様として信頼を集め、「讃岐のこんぴらさん」の名
で全国に知られています。参拝には７８５段の石段
を登り、御本宮からは讃岐平野が一望できます。

四国霊場第七十五番札所「善通寺」は京都の
東寺、和歌山の高野山とならぶ弘法大師三大霊
跡のひとつで、弘法大師空海誕生の地であること
から、毎年多くの初詣参拝者が訪れます。

金刀比羅宮金刀比羅宮

総本山善通寺総本山善通寺

ＪＲ四国では冬の期間（１２月～２月）年末年始の帰省や初詣などに便利な臨時列車の運転を行うとともに、定期列車の車両増結を行います。これらの臨
時列車についてご紹介致します。 　外国人のお客様への観光情報等の発信ツールと

してタッチパネル式デジタルサイネージ「多言語
表示　観光ウェルカムボード」を高松駅みどりの窓口
横に設置しています。
　2019年6月に高知駅、7月に松山駅に設置しており
JR四国管内では3駅目となります。
　「多言語表示　観光ウェルカムボード」では高松駅
周辺の観光施設や商業店舗等の情報のほか、火災・
津波発生時の避難誘導、近年瀬戸内国際芸術祭に
伴い問い合わせが増加しているフェリー高速船のりば
への道案内、JR四国列車運行情報のご案内（QR
コードを表示）などを多言語【日本語・英語・中国語（繁
体）・中国語（簡体）・韓国語】で表示します。また、避難
誘導の際には多言語の自動音声で避難を促す仕様
となっています。

　大晦日から元日にかけて、高松駅・多度津駅～琴平駅間に初詣臨時普通列車をのべ4本運転します。

１/１(水)～１/５(日)までの５日間、徳島駅～日和佐駅・牟岐駅間に上下各１本(のべ１０本)の臨時特急列車｢やくおうじ号｣を
運転します。

徳島県鳴門市の大麻比古神社に参拝されるお客様の利便を図るため、元日にＪＲの最寄駅である板東駅に特急｢うずしお｣を（のべ８本）臨時停
車します。

アンパンマントロッコクリスマスツアー発売！アンパンマントロッコクリスマスツアー発売！
JR四国では、2日間限定で瀬戸大橋アンパンマントロッコを「高徳線」で運行し、それに合わせたクリスマスツアーを発売しています。

お問い合わせ先

出 発 日

発売箇所

ツアー概要

2019年
12月21日(土)・22日(日)日帰り

またはパンフレット

　ツアーは２コース設定しています。普段は
走らない「高徳線」で、アンパンマントロッコが
２日間限定で運行いたします。ツアーでは、ア
ンパンマントロッコととくしま動物園、JRホテ
ルクレメント徳島でのランチビュッフェをお楽
しみいただけます。また、ゲームや抽選会など
のイベントを開催するほか、クリスマスプレゼ
ント(お菓子セット)もご用意しています。

　(１)募集人員／各コース40名様
　　　　　　　 (最少催行人員30名様)
　(２)添 乗 員／同行いたします
　(３)食事条件／昼１回
　　　　　　　 (JRホテルクレメント徳島にてランチビュッフェ)
　(４)旅行代金／大人8,800円
　　　　　　　 こども（３歳～小学生）4,800円

ワープ高松支店
電話／087-851-1326
営業時間／10:00～18:00 ※土日祝17:30まで

香川県内の各ワープ支店・ワーププラザにて
発売いたします。

高松駅　観光ウェルカムボード

列車運行情報案内画面

津波避難場所案内画面 フェリー高速船のりば案内画面 路線バスのりば案内画面

冬の臨時列車運転のお知らせ冬の臨時列車運転のお知らせ
JR高松駅に「多言語表示 観光ウェルカムボード」を設置JR高松駅に「多言語表示 観光ウェルカムボード」を設置



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

予土線：江川崎駅～半家駅間
ＪＲ四国列車運行情報
https://www.jr-shikoku.co.jp/info/m/

2019年 月号
No.386
12

～予土線全通４５周年　予土線３兄弟が勢揃い～
　予土線は今年で全通４５周年を迎え、１１月

3日・４日には記念イベントも開催されました。「しま

んトロッコ」「海洋堂ホビートレイン（かっぱ

うようよ号）」「鉄道ホビートレイン」などの

個性豊かな列車達。そして車窓から眼前に

広がる雄大な自然と澄み切った空気...。予土

線には様々な魅力が詰まっています。全通４５

周年を迎えたこの機会に、ぜひ一度予土線

へ足を運んでみてはいかがでしょうか。新た

な四国の魅力を発見できるかもしれません。

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】 鬼北町役場  企画振興課  地域活力創出係 ☎（0895）45-1111

●発売箇所：Kiosk高松銘品館店、香川県内主要お土産店、Ｗｅｂサイト等
●お問い合わせ先： 株式会社めりけんや
 　　　　　　　　 〒７６９－０２０３　香川県綾歌郡宇多津町浜三番丁３６－２
　　　　　　　　  ☎０８７７-４９-６１１１（受付：月～土 ９：００～１７：００ ※祝日を除く）
●Ｗｅｂサイト：めりけんや さぬきうどん https://www.merikenya.com/ 

JR四国ニュースNo.386

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。

「４Ｓ ＳＴＡＹ 阿波池田 本町通り」来春OPEN予定
　ＪＲ四国では、2018年11月に徳島県三好市池田町に簡易宿所「４Ｓ ＳＴＡＹ 阿波池田駅前」
を開業し、簡易宿所を拠点とした地域の活性化に取り組んでいます。このたび、三好市池田
町本町通りに「４Ｓ ＳＴＡＹ 阿波池田 本町通り」を開業することとなりました。（２０２０年４月下
旬OPEN予定）国内外のお子様連れのご家族やグループでのご宿泊を始めとして、ゆっくりと
おくつろぎ頂ける高級感のある空間を確保したメゾネットタイプの施設となります。どうぞご期
待ください。

愛媛県 鬼北町

　鬼北町（きほくちょう）は、愛媛県南西部
に位置し、日本最後の清流と呼ばれる
四万十川の最大支流広見川が町の中央を
流れ、周囲を1,000m級の山々に囲まれた
中山間地域です。

◇鬼北町の名前の由来
　当地域を含む予土国境では、日本三大仇討として有名な曽我兄弟とその従
者である鬼王段三郎（おにおうだんざぶろう）にまつわる説話があり、鬼王が
造った城は「鬼ヶ城（おにがじょう）」と呼ばれ、その周辺の1,000m級の山々は
鬼ヶ城連山と呼ばれるようになりました。本町は、鬼ヶ城連山の北側に位置する
ことから、「鬼北町」と命名されました。

◇鬼北町のランドマーク鬼王丸・柚鬼媛
　鬼北町は、全国1,741ある自治体で、唯一「鬼」の文字がつく自治体です。
　この「鬼」の町名を活かし、独自性や特色ある町づくりを進めるため、平成26年
度から「鬼のまちづくり」を行っています。その取組みのひとつとして、町内の
道の駅（広見森の三角ぼうし、日吉夢産地）に鬼のモニュメントを設置しました。
　広見森の三角ぼうしの「鬼王丸（おにおうまる）」、日吉夢産地の「柚鬼媛（ゆ
きひめ）」、どちらもたくさんの方が訪れています。

◇温泉やグルメもそろう自然豊かな成川渓谷

　成川渓谷では、足摺宇和海国立公園の一角の鬼ヶ城連山から流れ出る清
流が谷川を深く刻み、約3kmに渡る渓谷美が堪能できます。渓谷内では、ツガ、
モミをはじめとした落葉樹・針葉樹のほかに、多様なコケ、シダ類も自生して
います。うっそうとした渓谷の中ではマイナスイオンが降り注ぎ、日々の疲れを
癒してくれます。
　渓谷のそばにあるログハウス風宿泊施設「成川渓谷休養センター」のレスト
ランでは、鬼北名物きじ料理が味わえます。
　また、隣接する高月温泉は肌にやさしいアルカリ性単純温泉で、浴槽には渓谷
の石を使い、水風呂には沢の水を使うなど、自然を感じられる温泉となっていま
す。大浴場の窓から渓谷の自然美を堪能しながらの湯浴みは至福の時間です。

鬼北町の観光情報などは、鬼北町公式ホームページで紹介していますので、
ぜひ、ご覧の上、鬼北町にお越しください。（https://www.town.kihoku.ehime.jp/）
　

「めりけんや」が「へぎそば」（新潟県十日町市）とのコラボ商品を販売

　

販売金額　 1,000円（税込）
内 容 量　 紅白麺240ｇ×1袋、へぎそば200ｇ×1袋、つけつゆ20ml×２袋、かけつゆ20ml×2袋

　株式会社めりけんやでは、11月5日より翌年1月31日までの期間限定商品として、『年越しそば＆年明け
うどん・セレクト』を四国キヨスク各店舗等で販売しています。
　この商品は、新潟県十日町市様から、「へぎそば」とのコラボレーションのご提案をいただき、商品化となりま
した。そもそも「へぎそば」とは十日町市を代表する特産品で、つなぎに織物の糊付けで使用されていた「布
海苔」を練り込むなど独特の製法の蕎麦で、「へぎ」と呼ばれる木枠に入れていたことからその名が付きました。
　今回「へぎそば」が「さぬきうどん」と連携するのは初めてということで、そのお祝いも兼ね、おめでたい
「紅白の麺」とセットにしました。年の瀬・年明けにぜひご賞味ください。


