
開花の抄　食事立志の抄　食事

1号車「KUROFUNE」

2号車「SORAFUNE」
※詳しくは

問い合わせ先：JR四国電話案内センター
☎0570-00-4592
　　　　　　　　　

　酒食を味わい酒文化に浸る、年に一度の
「土佐のおきゃく」が今年も開催されます。
　“おきゃく”とは、土佐弁で宴会のこと。「土
佐のおきゃく」は、高知の中心街を会場にした
大イベントです。今年は15回開催を記念した
様々なイベントも実施！

たつを並べて大宴会にするイベントで、特色を出
したエリアが出現します。県内外問わずみんな
で和気あいあいと料理や地酒を楽しめます。
　たくさんの魅力が詰まった高知の春の風物
詩。ぜひ思う存分満喫してください！

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

京都鉄道博物館
ＪＲ四国列車運行情報
https://www.jr-shikoku.co.jp/info/m/

2020年 月号
No.389
3

～脱藩　幕末維新号～
　２０１７年９月から運行を開始した「志国高
知 幕末維新号」。２０１９年１１月３０日をもって
ラストランを迎えましたが、このたび土佐を脱
藩し、海を渡って京都鉄道博物館に特別展示
されました。展示に併せて高知県によるクイズ
イベントや、高知県立伊野商業高校の生徒に
よるガイド体験イベントも行われ、非常に多く
のお客様にご参加頂きました。２０２０年４月
18日からは、幕末維新号から襷を受けて「志国
土佐 時代の夜明けのものがたり」が運行を開
始いたします。列車旅での地域の方とのふれ
あいを通じて、土佐の魅力をたっぷりとご堪能
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

　　　　

ここに人あり自由あり。
土佐の「おきゃく2020」開催！

　土讃線の高知駅～窪川駅間を走る新たな観
光列車「志国土佐 時代の夜明けのものがたり」
が 2020 年 4月18日から運転を開始します。
　１号車の「KUROFUNE」は、龍馬の見た

　土佐の食をたっぷりと味わい、その食材を育ん
だ豊かな自然を車窓から眺めたり、沿線を訪れ
たりと楽しみ方はさまざまです。瀬戸内海を出発
して太平洋へと続く土讃線沿いには“仁淀ブ
ルー”で知られる仁淀川（伊野駅）、上町地区
の酒蔵の道（佐川駅）、太平洋の雄大な眺めを
楽しめる安和海岸（安和駅）、食べ歩き天国の
久礼大正市場（土佐久礼駅）といった名所が
点在しています。各地に立ち寄りながら、高知の
「景色」「豊かな食」「温かな人柄」に出会える
土佐流のおもてなしを存分にお楽しみください。

ト　　キ

ト    キ

うえ  まち

黒船や文明開化をイメージし、蒸気機関をモチー
フにあしらった車両。2号車の「SORAFUNE」は、
新たな旅、未来をイメージしたロケットエンジンを
モチーフにあしらった車両の2両編成。1号車「高
知家の団らんシート」は土佐の食やお酒を楽しみ
ながらお客様同士が賑やかに語り合えるテーブル
席で 1 名様から利用でき、2 号車は全席が景観
を楽しめる窓向きのお席となります。高知発窪川
行きの下り列車は「立志の抄」、窪川発高知行
きの上り列車は「開花の抄」の愛称がついており、
各列車で趣の異なる食事を用意しております。

志国土佐　時代の夜明けのものがたり 検索

■開催期間：2020年3月7日（土）～15日（日）
■場所：高知県高知市中心商店街ほか

土佐のおきゃく 検索

「立志の抄」＝土佐の食材を使った創作料理
　　　　　　～皿鉢風～　5,000円（税込み）
「開花の抄」＝高知家満喫
　　　　　　“土佐流のおもてなし”コース

食事内容

5,000円（税込み）

　さらに期間中は、高知の酒や食はもちろん、
アートや音楽、スポーツなど、期間中に約40イ
ベントを実施します！中でも目玉イベントといえ
ば、3月14日（土）15日（日）の2日間に渡って開
催される「日本一の大おきゃく放浪記」！商店
街のアーケードや公園など各所にテーブルやこ

志国土佐

時代の夜明けのものがたり

愛媛県今治市北宝来町
　　　２丁目甲７７３-９他（地番）
２０２１年秋（予定）
約１，２００㎡
地上８階（鉄骨造）
延べ床面積 約２，７００㎡
約１２０室
シングル 約１３㎡、ツイン 約１６㎡

・所在地

・開業時期
・敷地面積
・建物規模

・客室数
・客室面積

・ JＲクレメントイン今治

・クレメントインブランドの安心と居心地の良さを併せ持つ
 快適な空間を提供します。
・インバウンドをはじめ、観光に訪れるお客様の更なる誘客を
 目指したホテルとします。
・サイクリストのお客様にも安心して宿泊いただけるサービスを
 予定しております。

概要

■コンセプト

■名称　　

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

くろしおＳきっぷ
特急列車の自由席を
ご利用頂ける
往復きっぷまたは

４枚つづりの回数券です。

ご利用区間 券の種類 おねだん（円） 有効期間

後免・高知↔

中村
往復券 7,340 ４日間

４枚回数券 14,280 発行日から３ヶ月間

宿毛
往復券 8,800 ４日間

４枚回数券 17,200 発行日から３ヶ月間

2020年4月18日いよいよ運転開始！

※新型コロナウイルスの影響に伴い一部のイベントを
　中止する、と事務局から発表がありました。（2/25現在）
　最新の情報はホームページ等をご確認下さい。

☎088-823-0989（オキャク）

問い合わせ先：土佐の「おきゃく」事務局

JR四国ニュースNo.389

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。

高知県

「ＪＲクレメントイン今治」の建設について●ご利用区間の特急列車自由席をご利用頂けます。
●往復券には小児の設定があります（小児は大人の半額です）。
●回数券は１枚ずつでもご利用いただけます。
●回数券は、有効期間開始日の変更はいたしません。
●回数券には小児の設定はございません。回数券１枚で小児２人までご利用頂けます。
●途中駅で下車した場合は前途無効です。
●普通列車に乗車した場合でも差額の払い戻しはいたしません。

●往復券の払い戻しは、ゆき券・かえり券とも未使用で有効期間開始日前または有効期間内の場合、
　もしくは、かえり券が未使用で有効期間内の場合、手数料をいただき、発売箇所で承ります。
●回数券の払い戻しは、表紙券があり、全券片未使用で有効期間内の場合、手数料として２２０円を
　いただき、発売箇所で承ります。
●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、ＪＲ四国ツアーweb
　　　　　 土佐くろしお鉄道中村駅、宿毛駅、安芸駅及び四国内の主な旅行会社



JR四国ニュース JR四国ニュース2020年3月１日 No.389

JR四国の観光地アクセス駅におけるICOCAサービス、
２０２０年３月１４日より拡大

JR四国の観光地アクセス駅におけるICOCAサービス、
２０２０年３月１４日より拡大

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

「ｍａｎａｃａ（マナカ）」は株式会社名古屋交通開発機構及び
株式会社エムアイシーの登録商標です。
「ＴＯＩＣＡ」は、東海旅客鉄道株式会社の登録商標です。
「ＰｉＴａＰａ」は、株式会社スルッとＫＡＮＳＡＩの登録商標です。

「ＩＣＯＣＡ」は、西日本旅客鉄道株式会社の登録商標です。
「はやかけん」は、福岡市交通局の登録商標です。
「ｎｉｍｏｃａ」は、西日本鉄道株式会社の登録商標です。
「ＳＵＧＯＣＡ」は、九州旅客鉄道株式会社の登録商標です。

「Ｋｉｔａｃａ」は、北海道旅客鉄道株式会社の登録商標です。
「ＰＡＳＭＯ」は、株式会社パスモの登録商標です。
「Ｓｕｉｃａ」は、東日本旅客鉄道株式会社の登録商標です。

　新たにJR四国管内の７駅（詫間駅、観音寺駅、善通寺駅、琴平駅、栗林公園北口駅、栗林駅、屋島駅）において、ICカー
ド乗車券「ICOCA」のサービスが開始します。

窪  川
13：21

土佐大正
13：54

江川崎
14：43

宇和島
15：57

宇和島
  9：33

江川崎
10：43

土佐大正
11：33

窪川
12：06

（延長区間内停車駅）

トロッコ列車

イベント列車ゆうゆうアンパンマンカー増結列車

　潮風を浴びながら瀬戸内海の絶景が楽しめる「瀬戸大橋アンパンマントロッ
コ」を高松駅～岡山駅間、琴平駅～岡山駅間で１日各１往復運転（のべ２０４本）
いたします。

「瀬戸大橋アンパンマントロッコ」を運転

｢宇和れんげまつり｣開催にあわせて、
臨時列車を運転
特急「宇和海」を伊予石城駅に臨時停車

高松駅→徳島駅間、徳島駅～阿波池田駅間の
特急列車に増結
「ゆうゆうアンパンマンカー」を運転

　旅支度をする特別な時間を楽しむ「旅の道具箱」をコンセプトに、せとうちエ
リアの広域周遊観光を楽しむ観光列車｢La Malle de Bois(ラ・マル・ド・ボァ)｣
を岡山駅～琴平駅間に１日１往復（のべ １０本 ）運転いたします。

観光列車「La Malle de Bois（ラ・マル・ド・ボァ）」を
琴平駅まで運転

観光列車

■乗降駅／ラ・マルことひら（下り）岡山・児島・多度津・善通寺・琴平
　　　　　ラ・マルことひら（上り）琴平・善通寺・多度津・児島・岡山
■運転日／３／ ２０、４／２９、５／４～６
※普通列車（全車グリーン車指定席）
※サイクルスペースは岡山駅～琴平駅間運転時にはご利用いただけません。
※自転車を解体または折りたたんで専用の袋に収納してご利用ください。

サンライズ瀬戸 延長運転

　東京駅発の寝台特急｢サンライズ瀬戸｣を金曜、休日前の３9日間（のべ３９
本）琴平駅まで延長運転いたします。

　高徳線・高松駅→徳島駅間、徳島線・徳島駅～阿波池田駅間で、ゆうゆ
うアンパンマンカーを特急列車に増結し（のべ３６０本）運転いたします。

金刀比羅宮参拝に便利、
東京駅発「サンライズ瀬戸」を琴平駅まで延長運転

■停車駅／瀬戸大橋アンパンマントロッコ２、３号　端岡・鴨川・坂出・児島
　　　　　瀬戸大橋アンパンマントロッコ１、４号　善通寺・多度津・丸亀・宇多津・児島
■定員／48名※全車グリーン車指定席
■運転日／３／２０～３１、４／１～５、１１、１２、１８、１９、２５～３０
　　　　　５／１～１０、１６、１７、２３、２４、３０、３１、６／６、７、１３、１４、２０、２１、２７、２８

■運転日／ ３／１、７、８、１４、１５、２０～３１、４／１～６、１０～１３、１７～２０、２４～３０
　　　　　 ５／１～１１、１５～１８、２２～２５、２９～３１、６／１、５～８、１２～１５、１９～２１
※ゆうゆうアンパンマンカーご利用の際は、ゆうゆうアンパンマンカー指定席特急券が必
　要です。

※伊予石城駅に臨時停車する特急「宇和海」【下り】宇和海5号～17号／【上り】宇和海8号～20号

　しまんとグリーンライン（予土線）に、
清流四万十川の美しい景観を楽しめる
「しまんトロッコ」を定期列車にトロッコ
車両を連結して、１日１往復（のべ４４本）
運転いたします

「しまんトロッコ」を運転

■トロッコ乗車区間／下り：土佐大正～江川崎駅間
　　　　　　　　　 上り：江川崎～土佐大正駅間　
■停車駅／各駅停車　
　　　　　※しまんトロッコ１号は、窪川駅１３時２１分発（宇和島行）に連結して運転します。
　　　　　※しまんトロッコ２号は、宇和島駅９時３３分発（窪川行）に連結して運転します。
■運転日／４／４、５、１１、１２、１８、１９、２５、２６、２９、５／２～６、９、１０、１６、１７、２３、２４、３０、３１
※トロッコ車両ご利用の際は指定席券が必要です。
※トロッコ乗車区間以外で一般車両に乗車する場合は自由席となります。
※運転時刻及びトロッコ乗車区間は、２０１９年秋運転時から変更となっておりますので、
　ご注意ください。
※トロッコ車両を連結する普通列車で実施している自転車の車内への持ち込みについては、
　これまでどおり５台を限度に実施します。

（22：00）
8：39

8：02

■運転日／３／６、７、１３、１４、１９～２１、２７、２８、  ４／３、４、１０、１１、１７、１８、２４、２５、２８
　　　　   ５／１～５、８、９、１５、１６、２２、２３、２９、３０、  ６／５、６、１２、１３、１９、２０、２６、２７　　
　　　　　※運転日は東京駅発基準、延長運転は翌日となります。

■サービス開始日

  ２０２０年３月１４日（土）
   ※サービス開始日の始発からご利用いただけます。

 

・ICOCAのほか、全国相互利用対象の ICカード乗車券
  （Kitaca･PASMO･Suica･manaca（ﾏﾅｶ）･TOICA･PiTaPa･
   はやかけん･nimoca･SUGOCA）もご利用いただけます。

■JR 四国におけるご利用エリア

■その他

※栗林公園北口駅及び屋島駅では発売・払い戻し・チャージは
　できません。
※今回の追加導入駅についても ICOCA 定期券の利用及び
　発売は行いません。

春の臨時列車運転のお知らせ春の臨時列車運転のお知らせ
ＪＲ四国では、春の期間（３月～６月）に行楽やご旅行に便利な臨時列車の運転を行います。

１３：５７ １４：０８ １５：１８

１０：３０

１４：４４

１０：０８

１４：３０

１０：５１

１５：００

１０：５７

１５：０７

１１：２８

１５：３９

１１：２１

１５：３２

１１：３３

１５：５７

１１：４４

１６：０９

【臨時列車を運転  八幡浜駅～卯之町駅間】

列車名種 別

れんげ号

わらぐろ号
下り普

通

八幡浜駅
発時刻

卯之町駅
着時刻

４／２９

運 転 日
伊予石城駅

着時刻 発時刻

列車名種 別

れんげ号

わらぐろ号
上り普

通

卯之町駅
発時刻

八幡浜駅
着時刻

伊予石城駅
着時刻 発時刻

【臨時列車を運転  八幡浜駅～宇和島駅間】

列車名種 別

れんげまつり号下り １３：４０普
通

八幡浜駅
発時刻

宇和島駅
着時刻

４／２９

運 転 日
伊予石城駅

着時刻 発時刻

列車名種 別

れんげまつり号上り １０：０１ １０：４４ １０：５０ １１：０２普
通

宇和島駅
発時刻

八幡浜駅
着時刻

伊予石城駅
着時刻 発時刻

　４月２９日（水）予讃線 伊予石城駅周辺
（愛媛県西予市宇和町）で開催される「宇
和れんげまつり」にあわせ、臨時列車を
八幡浜駅～卯之町駅間に２往復、八幡浜
駅～宇和島駅間に１往復（のべ６本）運転
するとともに、伊予石城駅に特急「宇和海」
（のべ１４本）を臨時に停車いたします。

■提供するサービス
　・ICOCA 及び全国相互利用対象の ICカード乗車券での
　　入出場及びチャージ
　・ICOCA の発売、払い戻し
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凡　　例

： 既存のJR四国での導入エリア
： 追加エリア（◯の駅のみ利用可能）

※上記エリアとJR西日本のICOCAエリアをまたがって
　乗車される場合は、発駅から着駅までの営業キロが200km
　を超える場合はご利用いただけません。

●栗林公園北口
●栗林
●屋島

●児島

●岡山

●善通寺
●琴平

※
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JR四国の観光地アクセス駅におけるICOCAサービス、
２０２０年３月１４日より拡大

JR四国の観光地アクセス駅におけるICOCAサービス、
２０２０年３月１４日より拡大

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

「ｍａｎａｃａ（マナカ）」は株式会社名古屋交通開発機構及び
株式会社エムアイシーの登録商標です。
「ＴＯＩＣＡ」は、東海旅客鉄道株式会社の登録商標です。
「ＰｉＴａＰａ」は、株式会社スルッとＫＡＮＳＡＩの登録商標です。

「ＩＣＯＣＡ」は、西日本旅客鉄道株式会社の登録商標です。
「はやかけん」は、福岡市交通局の登録商標です。
「ｎｉｍｏｃａ」は、西日本鉄道株式会社の登録商標です。
「ＳＵＧＯＣＡ」は、九州旅客鉄道株式会社の登録商標です。

「Ｋｉｔａｃａ」は、北海道旅客鉄道株式会社の登録商標です。
「ＰＡＳＭＯ」は、株式会社パスモの登録商標です。
「Ｓｕｉｃａ」は、東日本旅客鉄道株式会社の登録商標です。

　新たにJR四国管内の７駅（詫間駅、観音寺駅、善通寺駅、琴平駅、栗林公園北口駅、栗林駅、屋島駅）において、ICカー
ド乗車券「ICOCA」のサービスが開始します。

窪  川
13：21

土佐大正
13：54

江川崎
14：43

宇和島
15：57

宇和島
  9：33

江川崎
10：43

土佐大正
11：33

窪川
12：06

（延長区間内停車駅）

トロッコ列車

イベント列車ゆうゆうアンパンマンカー増結列車

　潮風を浴びながら瀬戸内海の絶景が楽しめる「瀬戸大橋アンパンマントロッ
コ」を高松駅～岡山駅間、琴平駅～岡山駅間で１日各１往復運転（のべ２０４本）
いたします。

「瀬戸大橋アンパンマントロッコ」を運転

｢宇和れんげまつり｣開催にあわせて、
臨時列車を運転
特急「宇和海」を伊予石城駅に臨時停車

高松駅→徳島駅間、徳島駅～阿波池田駅間の
特急列車に増結
「ゆうゆうアンパンマンカー」を運転

　旅支度をする特別な時間を楽しむ「旅の道具箱」をコンセプトに、せとうちエ
リアの広域周遊観光を楽しむ観光列車｢La Malle de Bois(ラ・マル・ド・ボァ)｣
を岡山駅～琴平駅間に１日１往復（のべ １０本 ）運転いたします。

観光列車「La Malle de Bois（ラ・マル・ド・ボァ）」を
琴平駅まで運転

観光列車

■乗降駅／ラ・マルことひら（下り）岡山・児島・多度津・善通寺・琴平
　　　　　ラ・マルことひら（上り）琴平・善通寺・多度津・児島・岡山
■運転日／３／ ２０、４／２９、５／４～６
※普通列車（全車グリーン車指定席）
※サイクルスペースは岡山駅～琴平駅間運転時にはご利用いただけません。
※自転車を解体または折りたたんで専用の袋に収納してご利用ください。

サンライズ瀬戸 延長運転

　東京駅発の寝台特急｢サンライズ瀬戸｣を金曜、休日前の３9日間（のべ３９
本）琴平駅まで延長運転いたします。

　高徳線・高松駅→徳島駅間、徳島線・徳島駅～阿波池田駅間で、ゆうゆ
うアンパンマンカーを特急列車に増結し（のべ３６０本）運転いたします。

金刀比羅宮参拝に便利、
東京駅発「サンライズ瀬戸」を琴平駅まで延長運転

■停車駅／瀬戸大橋アンパンマントロッコ２、３号　端岡・鴨川・坂出・児島
　　　　　瀬戸大橋アンパンマントロッコ１、４号　善通寺・多度津・丸亀・宇多津・児島
■定員／48名※全車グリーン車指定席
■運転日／３／２０～３１、４／１～５、１１、１２、１８、１９、２５～３０
　　　　　５／１～１０、１６、１７、２３、２４、３０、３１、６／６、７、１３、１４、２０、２１、２７、２８

■運転日／ ３／１、７、８、１４、１５、２０～３１、４／１～６、１０～１３、１７～２０、２４～３０
　　　　　 ５／１～１１、１５～１８、２２～２５、２９～３１、６／１、５～８、１２～１５、１９～２１
※ゆうゆうアンパンマンカーご利用の際は、ゆうゆうアンパンマンカー指定席特急券が必
　要です。

※伊予石城駅に臨時停車する特急「宇和海」【下り】宇和海5号～17号／【上り】宇和海8号～20号

　しまんとグリーンライン（予土線）に、
清流四万十川の美しい景観を楽しめる
「しまんトロッコ」を定期列車にトロッコ
車両を連結して、１日１往復（のべ４４本）
運転いたします

「しまんトロッコ」を運転

■トロッコ乗車区間／下り：土佐大正～江川崎駅間
　　　　　　　　　 上り：江川崎～土佐大正駅間　
■停車駅／各駅停車　
　　　　　※しまんトロッコ１号は、窪川駅１３時２１分発（宇和島行）に連結して運転します。
　　　　　※しまんトロッコ２号は、宇和島駅９時３３分発（窪川行）に連結して運転します。
■運転日／４／４、５、１１、１２、１８、１９、２５、２６、２９、５／２～６、９、１０、１６、１７、２３、２４、３０、３１
※トロッコ車両ご利用の際は指定席券が必要です。
※トロッコ乗車区間以外で一般車両に乗車する場合は自由席となります。
※運転時刻及びトロッコ乗車区間は、２０１９年秋運転時から変更となっておりますので、
　ご注意ください。
※トロッコ車両を連結する普通列車で実施している自転車の車内への持ち込みについては、
　これまでどおり５台を限度に実施します。

（22：00）
8：39

8：02

■運転日／３／６、７、１３、１４、１９～２１、２７、２８、  ４／３、４、１０、１１、１７、１８、２４、２５、２８
　　　　   ５／１～５、８、９、１５、１６、２２、２３、２９、３０、  ６／５、６、１２、１３、１９、２０、２６、２７　　
　　　　　※運転日は東京駅発基準、延長運転は翌日となります。

■サービス開始日

  ２０２０年３月１４日（土）
   ※サービス開始日の始発からご利用いただけます。

 

・ICOCAのほか、全国相互利用対象の ICカード乗車券
  （Kitaca･PASMO･Suica･manaca（ﾏﾅｶ）･TOICA･PiTaPa･
   はやかけん･nimoca･SUGOCA）もご利用いただけます。

■JR 四国におけるご利用エリア

■その他

※栗林公園北口駅及び屋島駅では発売・払い戻し・チャージは
　できません。
※今回の追加導入駅についても ICOCA 定期券の利用及び
　発売は行いません。

春の臨時列車運転のお知らせ春の臨時列車運転のお知らせ
ＪＲ四国では、春の期間（３月～６月）に行楽やご旅行に便利な臨時列車の運転を行います。

１３：５７ １４：０８ １５：１８

１０：３０

１４：４４

１０：０８

１４：３０

１０：５１

１５：００

１０：５７

１５：０７

１１：２８

１５：３９

１１：２１

１５：３２

１１：３３

１５：５７

１１：４４

１６：０９

【臨時列車を運転  八幡浜駅～卯之町駅間】

列車名種 別

れんげ号

わらぐろ号
下り普

通

八幡浜駅
発時刻

卯之町駅
着時刻

４／２９

運 転 日
伊予石城駅

着時刻 発時刻

列車名種 別

れんげ号

わらぐろ号
上り普

通

卯之町駅
発時刻

八幡浜駅
着時刻

伊予石城駅
着時刻 発時刻

【臨時列車を運転  八幡浜駅～宇和島駅間】

列車名種 別

れんげまつり号下り １３：４０普
通

八幡浜駅
発時刻

宇和島駅
着時刻

４／２９

運 転 日
伊予石城駅

着時刻 発時刻

列車名種 別

れんげまつり号上り １０：０１ １０：４４ １０：５０ １１：０２普
通

宇和島駅
発時刻

八幡浜駅
着時刻

伊予石城駅
着時刻 発時刻

　４月２９日（水）予讃線 伊予石城駅周辺
（愛媛県西予市宇和町）で開催される「宇
和れんげまつり」にあわせ、臨時列車を
八幡浜駅～卯之町駅間に２往復、八幡浜
駅～宇和島駅間に１往復（のべ６本）運転
するとともに、伊予石城駅に特急「宇和海」
（のべ１４本）を臨時に停車いたします。

■提供するサービス
　・ICOCA 及び全国相互利用対象の ICカード乗車券での
　　入出場及びチャージ
　・ICOCA の発売、払い戻し
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凡　　例

： 既存のJR四国での導入エリア
： 追加エリア（◯の駅のみ利用可能）

※上記エリアとJR西日本のICOCAエリアをまたがって
　乗車される場合は、発駅から着駅までの営業キロが200km
　を超える場合はご利用いただけません。

●栗林公園北口
●栗林
●屋島

●児島

●岡山

●善通寺
●琴平

※



開花の抄　食事立志の抄　食事

1号車「KUROFUNE」

2号車「SORAFUNE」
※詳しくは

問い合わせ先：JR四国電話案内センター
☎0570-00-4592
　　　　　　　　　

　酒食を味わい酒文化に浸る、年に一度の
「土佐のおきゃく」が今年も開催されます。
　“おきゃく”とは、土佐弁で宴会のこと。「土
佐のおきゃく」は、高知の中心街を会場にした
大イベントです。今年は15回開催を記念した
様々なイベントも実施！

たつを並べて大宴会にするイベントで、特色を出
したエリアが出現します。県内外問わずみんな
で和気あいあいと料理や地酒を楽しめます。
　たくさんの魅力が詰まった高知の春の風物
詩。ぜひ思う存分満喫してください！

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

京都鉄道博物館
ＪＲ四国列車運行情報
https://www.jr-shikoku.co.jp/info/m/

2020年 月号
No.389
3

～脱藩　幕末維新号～
　２０１７年９月から運行を開始した「志国高
知 幕末維新号」。２０１９年１１月３０日をもって
ラストランを迎えましたが、このたび土佐を脱
藩し、海を渡って京都鉄道博物館に特別展示
されました。展示に併せて高知県によるクイズ
イベントや、高知県立伊野商業高校の生徒に
よるガイド体験イベントも行われ、非常に多く
のお客様にご参加頂きました。２０２０年４月
18日からは、幕末維新号から襷を受けて「志国
土佐 時代の夜明けのものがたり」が運行を開
始いたします。列車旅での地域の方とのふれ
あいを通じて、土佐の魅力をたっぷりとご堪能
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

　　　　

ここに人あり自由あり。
土佐の「おきゃく2020」開催！

　土讃線の高知駅～窪川駅間を走る新たな観
光列車「志国土佐 時代の夜明けのものがたり」
が 2020 年 4月18日から運転を開始します。
　１号車の「KUROFUNE」は、龍馬の見た

　土佐の食をたっぷりと味わい、その食材を育ん
だ豊かな自然を車窓から眺めたり、沿線を訪れ
たりと楽しみ方はさまざまです。瀬戸内海を出発
して太平洋へと続く土讃線沿いには“仁淀ブ
ルー”で知られる仁淀川（伊野駅）、上町地区
の酒蔵の道（佐川駅）、太平洋の雄大な眺めを
楽しめる安和海岸（安和駅）、食べ歩き天国の
久礼大正市場（土佐久礼駅）といった名所が
点在しています。各地に立ち寄りながら、高知の
「景色」「豊かな食」「温かな人柄」に出会える
土佐流のおもてなしを存分にお楽しみください。

ト　　キ

ト    キ

うえ  まち

黒船や文明開化をイメージし、蒸気機関をモチー
フにあしらった車両。2号車の「SORAFUNE」は、
新たな旅、未来をイメージしたロケットエンジンを
モチーフにあしらった車両の2両編成。1号車「高
知家の団らんシート」は土佐の食やお酒を楽しみ
ながらお客様同士が賑やかに語り合えるテーブル
席で 1 名様から利用でき、2 号車は全席が景観
を楽しめる窓向きのお席となります。高知発窪川
行きの下り列車は「立志の抄」、窪川発高知行
きの上り列車は「開花の抄」の愛称がついており、
各列車で趣の異なる食事を用意しております。

志国土佐　時代の夜明けのものがたり 検索

■開催期間：2020年3月7日（土）～15日（日）
■場所：高知県高知市中心商店街ほか

土佐のおきゃく 検索

「立志の抄」＝土佐の食材を使った創作料理
　　　　　　～皿鉢風～　5,000円（税込み）
「開花の抄」＝高知家満喫
　　　　　　“土佐流のおもてなし”コース

食事内容

5,000円（税込み）

　さらに期間中は、高知の酒や食はもちろん、
アートや音楽、スポーツなど、期間中に約40イ
ベントを実施します！中でも目玉イベントといえ
ば、3月14日（土）15日（日）の2日間に渡って開
催される「日本一の大おきゃく放浪記」！商店
街のアーケードや公園など各所にテーブルやこ

志国土佐

時代の夜明けのものがたり

愛媛県今治市北宝来町
　　　２丁目甲７７３-９他（地番）
２０２１年秋（予定）
約１，２００㎡
地上８階（鉄骨造）
延べ床面積 約２，７００㎡
約１２０室
シングル 約１３㎡、ツイン 約１６㎡

・所在地

・開業時期
・敷地面積
・建物規模

・客室数
・客室面積

・ JＲクレメントイン今治

・クレメントインブランドの安心と居心地の良さを併せ持つ
 快適な空間を提供します。
・インバウンドをはじめ、観光に訪れるお客様の更なる誘客を
 目指したホテルとします。
・サイクリストのお客様にも安心して宿泊いただけるサービスを
 予定しております。

概要

■コンセプト

■名称　　

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

くろしおＳきっぷ
特急列車の自由席を
ご利用頂ける
往復きっぷまたは

４枚つづりの回数券です。

ご利用区間 券の種類 おねだん（円） 有効期間

後免・高知↔

中村
往復券 7,340 ４日間

４枚回数券 14,280 発行日から３ヶ月間

宿毛
往復券 8,800 ４日間

４枚回数券 17,200 発行日から３ヶ月間

2020年4月18日いよいよ運転開始！

※新型コロナウイルスの影響に伴い一部のイベントを
　中止する、と事務局から発表がありました。（2/25現在）
　最新の情報はホームページ等をご確認下さい。

☎088-823-0989（オキャク）

問い合わせ先：土佐の「おきゃく」事務局

JR四国ニュースNo.389

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。

高知県

「ＪＲクレメントイン今治」の建設について●ご利用区間の特急列車自由席をご利用頂けます。
●往復券には小児の設定があります（小児は大人の半額です）。
●回数券は１枚ずつでもご利用いただけます。
●回数券は、有効期間開始日の変更はいたしません。
●回数券には小児の設定はございません。回数券１枚で小児２人までご利用頂けます。
●途中駅で下車した場合は前途無効です。
●普通列車に乗車した場合でも差額の払い戻しはいたしません。

●往復券の払い戻しは、ゆき券・かえり券とも未使用で有効期間開始日前または有効期間内の場合、
　もしくは、かえり券が未使用で有効期間内の場合、手数料をいただき、発売箇所で承ります。
●回数券の払い戻しは、表紙券があり、全券片未使用で有効期間内の場合、手数料として２２０円を
　いただき、発売箇所で承ります。
●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、ＪＲ四国ツアーweb
　　　　　 土佐くろしお鉄道中村駅、宿毛駅、安芸駅及び四国内の主な旅行会社


