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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

高松駅ＪＲ四国列車運行情報
https://www.jr-shikoku.co.jp/info/m/
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～安心して列車をご利用頂くために～
　ＪＲ四国では、新型コロナウイルス感染症の
国内感染の状況等を踏まえ、お客様に安全に、
そして安心して列車をご利用頂けるよう、様々
な対策を行っています。今月号ではその主な取
り組みについてご紹介します。
　お客様と接する駅員・運転士・車掌等を始め、
ＪＲ四国グループの社員一丸となって、お客様
の「安心」と「笑顔」、そして「元気」を運び続け
るため努めてまいります。
　写真の車両はＪＲ四国の新しい顔、２７００系
特急気動車です。かつての四国の賑わいが戻
るその時を静かに待ちながら、地域の足として、
今日もお客様をお運びしています。
　

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

　東温市（とうおんし）は、愛
媛県の中央部に位置し、県
都松山市の至近距離にあり
ながら、恵まれた自然環境を
有し、都市近郊田園都市とし
て発展を続けてきました。
　北部に源を発する重信川

が市の中央を流れ、うるおいあふれる水辺空間に恵まれるとともに、南部の
皿ヶ嶺（さらがみね）連峰県立自然公園は、東部の霊峰石鎚山系と連なり、棚
田や渓谷を有する里山が自然美を形成しています。

◇白猪の滝（しらいのたき）
　皿ヶ嶺連峰県立自然公園の中にある高さ９６ｍの滝です。重信川の上
流、表川白猪越の渓にかかり、その落下する姿はまさに自然の偉大さを
感じさせます。初夏は清涼感あふれる避暑地であり、冬は厳しい寒さが
数日続くと、滝全体が氷結し、まるで氷の彫刻のような姿を見せます。

◇東温市さくらの湯観光物産センター
　東温市さくらの湯観光物産センターでは、市内で生産・加工された農
産物や加工品、各種手工芸品を販売しております。
　また、東温市の食材を活用したイートインコーナーや観光物産案内所、
レンタサイクルも併設しております。
　さらに、東温市で生まれた豊かな食材やユニークな製品などを
「SAKURA select」としてご紹介し、販売しております。「SAKURA 
select」商品を通じて東温市の魅力を多くの方に知っていただきたいと
願っています。

■詳しくは「SAKURA select」ホームページHPをご覧ください。
　アドレス→https://www.toon-sakura.jp/
■お問い合わせ先
　東温市　産業創出課　　　　☎（089）964-4414
　（一社）東温市観光物産協会　☎（089）993-8054
■東温市へのアクセス　JR松山駅からバス又は電車で約40分（松山市駅経由）

「ＴＯＯＮ朝ごはんセット」
○河之内　穂田琉米（ほたるまい）　
○押しはだか麦　
○骨まで食べれる干物
　まるとっと（アジ３種）
　　　が入ったセットです。

どぶろく

■東温市の観光情報などは、東温市観光物産協会ホームページ「とうおん旅
　あそび」で紹介しています。HPアドレス→https://toon-kanko.jp/
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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。

愛媛県 東温市

「鉄下」新商品を販売中！
　ＪＲ四国グループの四国キヨスク株式会社では、四国の鉄道車
両をモチーフにした靴下「鉄下」を販売しています。現在、全 11
種類の「鉄下」の販売を行っていますが、今回ご紹介する「2700
系南風・うずしお」は、2020 年 1月に発売された、一番新しい鉄
下です。特急「南風」「うずしお」等として運行している2700 系の
車両を力強く表現しました。お子様の普段使いやプレゼントに最適
な「鉄下」をこの機会に是非ご利用下さい。

新規広告媒体続々登場！
駅・鉄道広告で効果的な宣伝をご提案します！

１　名　　称：鉄下「２７００系　南風・うずしお」
２　販売価格：４３２円（税込）
３　販売箇所：四国内の各キヨスク銘品館、
　　　　　　おみやげどころ各店、
　　　　　　セブン-イレブンKiosk各店

幼児向け靴下／サイズ：１６～２０ｃｍ
　　　　　　　（幼稚園年少から小学校低学年対象）

「鉄下」概要

  
□JR四国の交通広告媒体
・デジタルサイネージ、駅サインボード、ＳＰ媒体（短期媒体）、駅ジャック広告、駅ポスター等
・車内広告：車内中吊りポスター、車内ステッカー等
・駅イベントスペース：販促イベント、車両展示等

□高速バスラッピング広告
　2020年3月1日からジェイアール
四国バス株式会社との共同事業
で、高速バスラッピング広告を開始
しました。
　高速バスの運行区間である京
阪神地区や東
京などへ、イン
パクトのある広
告を発信でき
ます。

□
　2019年6月から観光施設や商業店
舗等の情報のほか、火災・津波・地震
発生時の避難誘導などを多言語【日
本語・英語・中国語（繁体）・中国語（簡
体）・韓国語）】で表示する「多言語表
示　観光ウェルカムボード」（※75イン
チ 4Kモニター）を高松駅、高知駅、松
山駅、徳島駅の４駅に設置しました。特
に高松駅、徳島駅に設置したサイネー
ジには、サイネージ上部に横長画面
（88インチ）を設置しています。

　株式会社ジェイアール四国企画では、駅ポスターや駅看板・列
車中吊り広告など、豊富な交通広告媒体を展開しております。
　「四国家」の一員として皆様の広告宣伝活動を総合的にサ
ポートいたします。

株式会社ジェイアール四国企画　〒760-0011　香川県高松市浜ノ町8番24号
TEL:087-851-6885/ FAX:087-823-2982 / E-mail：jr-kikaku@jr-shikoku.co.jp /（営業時間：平日9:00～18:00）お問い合わせ先

主な広告の
　ご案内

新規媒体のご紹介
多言語表示観光ウェルカムボード
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　ＪＲ四国では、日本郵便(株)四国支社との連携事業において、地域における話題・賑わいづくりを目指して、オリジナルフレーム切手を販売しています。
　この機会にぜひお求め頂き、四国の美しい景色を見ながら旅行気分を味わってみてはいかがでしょうか。

オリジナルフレーム切手「四国おもひでフレーム切手」発売中！オリジナルフレーム切手「四国おもひでフレーム切手」発売中！

めりけんや初！難消化性デキストリンを配合したうどん発売中！めりけんや初！難消化性デキストリンを配合したうどん発売中！

　ＪＲ四国では、駅や列車の消毒等の新型コロナウイルスへの対策を行い、お客様に安心してご利用いただける環境作りを行っていま
す。主な取り組みについてご紹介します。（2020年5月15日現在）

　ＪＲ四国の主要２０駅（高松、坂出、宇多津、丸
亀、多度津、観音寺、伊予三島、新居浜、伊予西
条、今治、松山、八幡浜、宇和島、志度、徳島、阿
南、琴平、阿波池田、高知、須崎）では、お客様の
手の触れる機会が多い「自動券売機」「自動改札
機」「窓口カウンター」等の消毒を1日数回行っ
ています。また、特急列車・普通列車共におおむ
ね１週間に1回、定期清掃時に消毒を実施して
います。

　ＪＲ四国バスにおいても、肘掛けや
手すり等お客様がよく触れる部分の
消毒を１日1回実施しています。

ＪＲ四国の新型コロナウイルス対策に関する取り組みＪＲ四国の新型コロナウイルス対策に関する取り組み

駅・列車内の消毒1

みどりの窓口・改札口等に
お客様用消毒液等を設置

2 全駅員・乗務員がマスクを着用3

きっぷ発売窓口・改札口に
ビニールカーテン等を設置

4

　ＪＲ四国の主要２０駅のみどりの窓口や改札
口付近にお客様用のアルコール消毒液を設
置しており、ご自由にお使いいただけます。

　駅員・乗務員等、お客様と接する業務に従事する全ての社員がマスクを着用して業務を
行っています。また、勤務前の体温測定を徹底するなど、社員の体調管理に努めています。

列車内の換気6

　特急列車は、空調装置による換気を行っ
ています。
　普通列車においては、状況により、窓を開
けたり停車時分が長い場合にドアを開放す
るなど換気に努めています。また、ドアの開
閉は、お客様による押しボタンでの開閉扱
いを中止し、車掌等が開閉しています。

　駅のきっぷ発売窓口や改札口において、
お客様と係員の間にビニールカーテン等を
設置することで、飛沫を防ぐ対策を行って
います。

駅窓口の足下等に一定
間隔で目印等を設置

5

　お客様が窓口にお並びになる際、十分な
間隔を持ってお並び頂けるよう、目印を設置
しています。

切手の概要
名 称
販 売 開 始 日
販 売 部 数
販 売 箇 所

シ ー ト 構 成
販 売 単 位
販 売 価 格

四国おもひでフレーム切手
2020年3月14日（土）ダイヤ改正日
1,000シート（各社500シートずつ）
●ＪＲ四国Webサイト「産直ステーション夢四国」
●四国内の全郵便局（929局）
　※松山中央郵便局、徳島中央郵便局、高松中央郵便局、
　　高知中央郵便局以外の四国内の郵便局はお取り寄せによる販売となります。
　※西予郵便局及び一部の簡易郵便局は除きます。

●日本郵便(株)Webサイト「郵便局のネットショップ」
84円切手×10枚
シート単位で販売します。
1シート　1,331円（税込）※ＪＲ四国
※ハガキ1枚付（種類は選べません）

1シート　1,330円（税込）※日本郵便(株)四国支社

その他
●ＪＲ四国Webサイト「産直ステーション夢四国」でお取扱いする
　本フレーム切手には販売価格（1,331円）のほかに郵送料等が加算されます。
　（https://www.sanchoku-shikoku.jp/)

●日本郵便(株)Webサイト「郵便局のネットショップ」でお取扱いする本フレーム
　切手には販売価格（1,330円）のほかに郵送料等が加算されます。
　（http://www.shop.post.japanpost.jp/）

●ＪＲ四国でお買い求め頂いた場合は左図のハガキ1枚付。※種類は選べません。
※「フレーム切手」は日本郵便株式会社の登録商標です

　ＪＲ四国グループの株式会社めりけんやでは、公益財団法人かがわ産業支援財団の支
援をいただき、水溶性食物繊維の難消化性デキストリンを配合したうどんの開発に成功
し、このたび消費者庁へ機能性表示食品として届出し受付完了となりました。
　２０２０年４月より、機能性表示食品として、現在人気の「オリーブうどん」をベースにした
ものと「本場さぬきうどん」として白い麺をベースにしたものの２商品を発売しています。
　外出自粛が続いた後にこそ、美味しく健康志向の高いうどんをぜひお試し下さい。

①食後血糖値が気になる方のさぬきうどん オリーブうどん
②食後血糖値が気になる方のさぬきうどん
１２０ｇ×２袋
①②ともそれぞれ４３０円(税別)
四国キヨスク高松銘品館、めりけんや高松駅前店、めりけんやかけはし店、他

商品概要
商 品 名：

内 容 量：
おねだん：
発売箇所：

めりけんやホームページ（http://www.merikenya.com)

http://www.jr-shikoku.co.jp/02_information/suspension/

※消毒の様子はJR四国
　公式ウェブサイトから
　ご覧になれます。

① ②

（JR四国「新型コロナウイルスに関するお知らせ」）
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ものと「本場さぬきうどん」として白い麺をベースにしたものの２商品を発売しています。
　外出自粛が続いた後にこそ、美味しく健康志向の高いうどんをぜひお試し下さい。

①食後血糖値が気になる方のさぬきうどん オリーブうどん
②食後血糖値が気になる方のさぬきうどん
１２０ｇ×２袋
①②ともそれぞれ４３０円(税別)
四国キヨスク高松銘品館、めりけんや高松駅前店、めりけんやかけはし店、他

商品概要
商 品 名：

内 容 量：
おねだん：
発売箇所：

めりけんやホームページ（http://www.merikenya.com)

http://www.jr-shikoku.co.jp/02_information/suspension/

※消毒の様子はJR四国
　公式ウェブサイトから
　ご覧になれます。

① ②

（JR四国「新型コロナウイルスに関するお知らせ」）
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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

高松駅ＪＲ四国列車運行情報
https://www.jr-shikoku.co.jp/info/m/

2020年 月号
No.392
6

～安心して列車をご利用頂くために～
　ＪＲ四国では、新型コロナウイルス感染症の
国内感染の状況等を踏まえ、お客様に安全に、
そして安心して列車をご利用頂けるよう、様々
な対策を行っています。今月号ではその主な取
り組みについてご紹介します。
　お客様と接する駅員・運転士・車掌等を始め、
ＪＲ四国グループの社員一丸となって、お客様
の「安心」と「笑顔」、そして「元気」を運び続け
るため努めてまいります。
　写真の車両はＪＲ四国の新しい顔、２７００系
特急気動車です。かつての四国の賑わいが戻
るその時を静かに待ちながら、地域の足として、
今日もお客様をお運びしています。
　

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

　東温市（とうおんし）は、愛
媛県の中央部に位置し、県
都松山市の至近距離にあり
ながら、恵まれた自然環境を
有し、都市近郊田園都市とし
て発展を続けてきました。
　北部に源を発する重信川

が市の中央を流れ、うるおいあふれる水辺空間に恵まれるとともに、南部の
皿ヶ嶺（さらがみね）連峰県立自然公園は、東部の霊峰石鎚山系と連なり、棚
田や渓谷を有する里山が自然美を形成しています。

◇白猪の滝（しらいのたき）
　皿ヶ嶺連峰県立自然公園の中にある高さ９６ｍの滝です。重信川の上
流、表川白猪越の渓にかかり、その落下する姿はまさに自然の偉大さを
感じさせます。初夏は清涼感あふれる避暑地であり、冬は厳しい寒さが
数日続くと、滝全体が氷結し、まるで氷の彫刻のような姿を見せます。

◇東温市さくらの湯観光物産センター
　東温市さくらの湯観光物産センターでは、市内で生産・加工された農
産物や加工品、各種手工芸品を販売しております。
　また、東温市の食材を活用したイートインコーナーや観光物産案内所、
レンタサイクルも併設しております。
　さらに、東温市で生まれた豊かな食材やユニークな製品などを
「SAKURA select」としてご紹介し、販売しております。「SAKURA 
select」商品を通じて東温市の魅力を多くの方に知っていただきたいと
願っています。

■詳しくは「SAKURA select」ホームページHPをご覧ください。
　アドレス→https://www.toon-sakura.jp/
■お問い合わせ先
　東温市　産業創出課　　　　☎（089）964-4414
　（一社）東温市観光物産協会　☎（089）993-8054
■東温市へのアクセス　JR松山駅からバス又は電車で約40分（松山市駅経由）

「ＴＯＯＮ朝ごはんセット」
○河之内　穂田琉米（ほたるまい）　
○押しはだか麦　
○骨まで食べれる干物
　まるとっと（アジ３種）
　　　が入ったセットです。

どぶろく

■東温市の観光情報などは、東温市観光物産協会ホームページ「とうおん旅
　あそび」で紹介しています。HPアドレス→https://toon-kanko.jp/

JR四国ニュースNo.392

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。

愛媛県 東温市

「鉄下」新商品を販売中！
　ＪＲ四国グループの四国キヨスク株式会社では、四国の鉄道車
両をモチーフにした靴下「鉄下」を販売しています。現在、全 11
種類の「鉄下」の販売を行っていますが、今回ご紹介する「2700
系南風・うずしお」は、2020 年 1月に発売された、一番新しい鉄
下です。特急「南風」「うずしお」等として運行している2700 系の
車両を力強く表現しました。お子様の普段使いやプレゼントに最適
な「鉄下」をこの機会に是非ご利用下さい。

新規広告媒体続々登場！
駅・鉄道広告で効果的な宣伝をご提案します！

１　名　　称：鉄下「２７００系　南風・うずしお」
２　販売価格：４３２円（税込）
３　販売箇所：四国内の各キヨスク銘品館、
　　　　　　おみやげどころ各店、
　　　　　　セブン-イレブンKiosk各店

幼児向け靴下／サイズ：１６～２０ｃｍ
　　　　　　　（幼稚園年少から小学校低学年対象）

「鉄下」概要

  
□JR四国の交通広告媒体
・デジタルサイネージ、駅サインボード、ＳＰ媒体（短期媒体）、駅ジャック広告、駅ポスター等
・車内広告：車内中吊りポスター、車内ステッカー等
・駅イベントスペース：販促イベント、車両展示等

□高速バスラッピング広告
　2020年3月1日からジェイアール
四国バス株式会社との共同事業
で、高速バスラッピング広告を開始
しました。
　高速バスの運行区間である京
阪神地区や東
京などへ、イン
パクトのある広
告を発信でき
ます。

□
　2019年6月から観光施設や商業店
舗等の情報のほか、火災・津波・地震
発生時の避難誘導などを多言語【日
本語・英語・中国語（繁体）・中国語（簡
体）・韓国語）】で表示する「多言語表
示　観光ウェルカムボード」（※75イン
チ 4Kモニター）を高松駅、高知駅、松
山駅、徳島駅の４駅に設置しました。特
に高松駅、徳島駅に設置したサイネー
ジには、サイネージ上部に横長画面
（88インチ）を設置しています。

　株式会社ジェイアール四国企画では、駅ポスターや駅看板・列
車中吊り広告など、豊富な交通広告媒体を展開しております。
　「四国家」の一員として皆様の広告宣伝活動を総合的にサ
ポートいたします。

株式会社ジェイアール四国企画　〒760-0011　香川県高松市浜ノ町8番24号
TEL:087-851-6885/ FAX:087-823-2982 / E-mail：jr-kikaku@jr-shikoku.co.jp /（営業時間：平日9:00～18:00）お問い合わせ先

主な広告の
　ご案内

新規媒体のご紹介
多言語表示観光ウェルカムボード


