
「トク割 2枚・4枚回数券」等の発売延長について

平 成 2 8 年 3 月 9 日

ＪＲ四国では、四国内の特急列車をおトクにご利用いただける回数券タイプのトクトクきっぷ「トク

割２枚回数券」「トク割４枚回数券」「Ｓきっぷ１０枚回数券」「くろしおＳきっぷ１０枚回数券」「南

予・松山１０枚回数券」を発売しておりますが、好評を得ていることから、発売期間を平成２９年３月

３１日まで延長いたします。

ビジネスに観光に、ＪＲ四国の回数券タイプのトクトクきっぷをぜひご利用ください。

【各商品のポイント】

●トク割２枚回数券・トク割４枚回数券

高松⇔松山、高松⇔高知～朝倉、及び朝倉～高知⇔徳島の特急列車自由席をおトクにご利用いただ

ける、２枚または４枚つづりの回数券です。「往復」ではなく「回数券」のため、「トク割２枚回数

券」でお二人が片道ご利用されるなど、お客さまのご都合に合わせて様々な使い方ができます。

「トク割４枚回数券」の有効期間は６ヶ月間と、有効期間が長いのも使いやすいポイントです。

●Ｓきっぷ１０枚回数券・くろしおＳきっぷ１０枚回数券

愛媛県東予地区の川之江・伊予三島・新居浜・伊予西条・壬生川⇔松山間と、高知地区の佐川・須

崎・土佐久礼・窪川⇔高知間、中村・宿毛⇔土佐山田・後免・高知間の特急列車自由席をおトクにご

利用いただける、１０枚つづりの回数券です。

●南予・松山１０枚回数券

愛媛県南予地区の宇和島・伊予吉田・卯之町・八幡浜・伊予大洲⇔松山間の特急列車自由席をおト

クにご利用いただける、１０枚つづりの回数券です。伊予大洲⇔松山間を除き、１冊につき、「指定

券引換券」が５枚セットになっています。回数券ご利用の際、「指定券引換券」１枚で特急列車普通

車指定席を１回ご利用いただけます。

○商品内容の変更について

・「トク割２枚回数券」「Ｓきっぷ１０枚回数券」「くろしおＳきっぷ１０枚回数券」「南予・松山

１０枚回数券」を含む一部の回数券タイプの商品において、全券片未使用のものを有効期間内に窓

口にご提出いただいた場合に実施している、「有効期間開始日の変更（有効期間の延長）」の取り

扱いを終了します。（平成 28年 4月 1日発売分から）

・「南予・松山１０枚回数券」で実施している、「指定券引換券」２枚で特急列車グリーン車指定席

を１回ご利用いただける取り扱いを終了します。（平成 28年 3月 26日以降、宇和島～松山間の特

急列車にはグリーン車が連結されておりません。）

 

《きっぷに関するお問い合わせ先》

ＪＲ四国電話案内センター：（０５７０）－００－４５９２（ 8:00～20:00／年中無休／通話料がかかります。）
し こ く に

※お客様がお使いの電話回線の種類により、ご利用いただけない場合があります。



「トク割 2枚回数券」「トク割 4枚回数券」商品概要

１ きっぷの名称 「トク割２枚回数券（指定席用）」

「トク割２枚回数券（自由席用）」

「トク割４枚回数券（指定席用）」

「トク割４枚回数券（自由席用）」

２発売期間 平成２９年３月３１日（金）まで

３ ご利用期間 「トク割２枚回数券」 平成２９年６月３０日（金）まで

「トク割４枚回数券」 平成２９年９月３０日（金）まで

４ 有効期間 「トク割２枚回数券」 発行日から３ヶ月間

「トク割４枚回数券」 発行日から６ヶ月間

※ 前売りの取り扱いはいたしません。発行日が有効期間開始日となります。

５ご利用区間及びおねだん

６主なご利用条件

○「指定席用」はご利用区間の特急列車普通車指定席をご利用いただけます。座席の指定は、発売箇

所で乗車前にお受けください。

○「自由席用」はご利用区間の特急列車自由席をご利用いただけます。

○１枚ずつでもご利用いただけます。

○有効期間開始日の変更はいたしません。（「トク割２枚回数券」は平成 28年 4月 1日発売分から）

○「トク割２枚回数券」には小児の設定があります。小児のおねだんは大人の半額です。

○大人の回数券１枚で小児２人までご利用いただけます。

○途中駅で下車した場合は前途無効です。

○普通列車や、「指定席用」で特急列車自由席に乗車した場合でも、差額の払いもどしはいたしませ

ん。

７払いもどし

表紙券があり、全券片未使用で有効期間内の場合（座席の指定を受けたときは、指定列車の出発時

刻までに取り消しを行った場合）、手数料として２２０円をいただき、発売箇所で承ります。

８発売箇所

ＪＲ四国の主な駅、ワープ支店、駅ワーププラザ及び四国内の主な旅行会社

ご利用区間

お ね だ ん

トク割２枚回数券 トク割４枚回数券

指定席用 自由席用 指定席用 自由席用

高 松 ⇔ 松 山 ７，６００円 ― １４，８００円 １３，２００円

高 松 ⇔ 高知～朝倉 ６，３６０円 ― １２，３６０円 １２，０００円

朝倉～高知 ⇔ 徳 島 ― ６，４８０円 ― １２，３６０円



「Ｓきっぷ１０枚回数券」「くろしおＳきっぷ１０枚回数券」商品概要

１ きっぷの名称 「Ｓきっぷ１０枚回数券」「くろしおＳきっぷ１０枚回数券」

２発売期間 平成２９年 ３月３１日（金）まで

３ご利用期間 平成２９年 ６月３０日（金）まで

４有効期間 発行日から３ヶ月間 ※ 前売りの取り扱いはいたしません。

５ご利用区間及びおねだん

(1) Ｓきっぷ１０枚回数券

※ ご利用区間の「片道運賃＋自由席特急料金」のおねだんです。

(2) くろしおＳきっぷ１０枚回数券

※ 中村駅・宿毛駅～土佐山田駅間の「片道運賃＋自由席特急料金」のおねだんです。

６主なご利用条件

○ご利用区間の特急列車自由席をご利用いただけます。

○１枚ずつご利用いただけます。

○有効期間開始日の変更はいたしません。（平成 28年 4月 1日発売分から）

○小児の設定はございません。回数券１枚で小児２人までご利用いただけます。

○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もどしはいたしません。

７払いもどし

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。

８発売箇所

(1) Ｓきっぷ１０枚回数券
ＪＲ四国の主な駅、ワープ支店、駅ワーププラザ及び四国内の主な旅行会社

(2) くろしおＳきっぷ１０枚回数券
ＪＲ四国の駅のみどりの窓口、ワープ支店、駅ワーププラザ、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

ご利用区間
おねだん

（１０枚綴り）

１枚あたりの

おねだん

通常片道の

おねだん ※

川之江

⇔ 松 山

２１，６００円 ２，１６０円 ４，２６０円

伊予三島 ２１，６００円 ２，１６０円 ３，９３０円

新居浜 １８，５００円 １，８５０円 ２，９９０円

伊予西条 １７，５００円 １，７５０円 ２，８２０円

壬生川 １７，５００円 １，７５０円 ２，４６０円

佐 川

⇔ 高 知

６，７００円 ６７０円 １，０７０円

須 崎 ８，７００円 ８７０円 １，３７０円

土佐久礼 １５，０００円 １，５００円 ２，２７０円

窪 川 １９，０００円 １，９００円 ２，６４０円

ご利用区間
おねだん

（１０枚綴り）

１枚あたりの

おねだん

通常片道の

おねだん ※

中 村⇔土佐山田・後免・高知 ３０，３００円 ３，０３０円 ４，３２０円

宿 毛⇔土佐山田・後免・高知 ３１，９００円 ３，１９０円 ５，０４０円



「南予・松山１０枚回数券」商品概要

１ きっぷの名称 「南予・松山１０枚回数券」

２発売期間 平成２９年 ３月３１日（金）まで

３ご利用期間 平成２９年 ６月３０日（金）まで

４有効期間 発行日から３ヶ月間 ※ 前売りの取り扱いはいたしません。

５ご利用区間及びおねだん

※ ご利用区間の「片道運賃＋自由席特急料金」のおねだんです。

６主なご利用条件

○ご利用区間の特急列車自由席をご利用いただけます。

○１枚ずつご利用いただけます。

○有効期間開始日の変更はいたしません。（平成 28年 4月 1日発売分から）

○小児の設定はございません。回数券１枚で小児２人までご利用いただけます。

○途中駅で下車した場合は前途無効です。

○回数券１冊につき、「指定券引換券」が５枚セットになっています。ただし、「伊予大洲⇔松山」

には「指定券引換券」はセットされません。

○「指定券引換券」１枚で特急列車普通車指定席を１回ご利用いただけます。「指定券引換券」をご

利用の際は、乗車前にＪＲ四国の駅のみどりの窓口、ワープ支店、駅ワーププラザ、伊予市駅また

は四国内の主な旅行会社で座席の指定をお受けください。列車内では引き換えできません。

○「指定券引換券」により引き換えた指定券は、「南予・松山１０枚回数券」と同時に使用する場合

に限り有効です。他のきっぷと組み合わせて使用することはできません。

○「指定券引換券」の有効期間は、「きっぷ」同様、発行日から３ヶ月間です。

○普通列車に乗車した場合でも差額の払いもどしはいたしません。

○「指定券引換券」及び「指定券引換券」と引き換えに発行した指定券またはグリーン券の払いもど

しはいたしません。

７払いもどし

表紙券があり、全券片未使用で有効期間内の場合（「指定券引換券」で座席の指定を受けたときは、

指定列車の出発時刻までに取り消しを行った場合）、手数料として２２０円をいただき、発売箇所で

承ります。

８発売箇所

ＪＲ四国の駅のみどりの窓口、ワープ支店、駅ワーププラザ及び四国内の主な旅行会社

ご利用区間
おねだん

（１０枚綴り）

１枚あたりの

おねだん

通常片道の

おねだん ※

宇和島

⇔ 松 山

１７，５００円 １，７５０円 ２，９９０円

伊予吉田 １７，０００円 １，７００円 ２，８２０円

卯之町 １７，０００円 １，７００円 ２，６４０円

八幡浜 １６，５００円 １，６５０円 ２，４６０円

伊予大洲 １１，３００円 １，１３０円 １，４７０円


