
観光列車で巡る「四福の物語」冬商品の受付を開始します

平成３０年１１月２６日

ご好評いただいております、観光列車で巡る「四福の物語」冬商品を、以下の 2商品に
て受付を開始しますのでお知らせいたします。

出 発：平成 31年 2月 22日(金) 2泊 3日 ご旅行代金：149,000円～169,000円
募集人員：30名 最少催行人員/16名

☆ ２大ものがたり列車を特別仕様でチャーター運行

「伊予灘ものがたり」には、テレビでおなじみの夏井いつきさんにご乗車いただきます。

俳句吟行の特別な旅をご満喫ください。

「四国まんなか千年ものがたり」は、JR四国初の「スイーツトレイン」として、下り「カ
フェ＆レストラン神椿」と上り「日本料理 味匠 藤本」のコラボレーションが実現！1便
で千年ものがたりのこだわりの食を一度にご賞味いただけます。

☆ ご宿泊は「道後の老舗 大和屋本店」と「高知の奥座敷オーベルジュ土佐山」で満喫

情緒ある温泉地での滞在と、鳥のさえずり、川のせせらぎを感じ、満点の星に抱かれ

「何もしない、をする」オーベルジュでの滞在をご満喫ください。

☆ 色とりどりの花々の鑑賞と果物狩りで南国高知の春の訪れを体感

高知市嫁石地区の梅園では様々な品種の梅が美しく咲き誇り、風情溢れる梅情緒を体験

いただけます。また、西島園芸団地では園内に咲き誇る一面の「ブーゲンビリア」の鑑賞

と「いちご狩り」にて摘みたての甘いいちごをご賞味いただけます。南国高知の一足早い

春をご堪能ください。

☆ 重要文化財や伝統工芸など地域ならではの歴史・文化に触れる

21の重要文化財を有する松山城や重要文化財渡部家住宅の見学、伊予灘ものがたり列
車内の砥部焼陶器を製作した女性陶芸家グループ「とべりて」による砥部焼の絵付けを

体験いただけます。

近づく春の気配を吟じ、スイートで花やかな「2大ものがたり列車」の旅



現存４天守巡りと春を告げる森の妖精「シコクバイカオウレン」鑑賞の旅

出 発：平成 31年 2月 28日(木）3泊 4日 ご旅行代金：168,000円～198,000円
募集人員：24名 最少催行人員/15名

１ 受付開始

平成 30年 12月 3日（月）10:00～ ※先着順とさせていただきます。

２ 受付箇所

(1) ＪＲ四国 ワープ支店・ワーププラザ、電話及びインターネット

・旅の予約センター（087-825-1662）にて午前 10:00より受付開始
（以降平日 10:00～18:00、土・日・祝日 10:00～17:00）
・JR四国ツアー専用ページにて午前 10:00より受付開始

http://www.jr-eki.com/shifuku_story/index.html
・ＪＲ四国ワープ支店、ワーププラザでも受付を開始します。

(2) ㈱日本旅行 高松支店、電話及びインターネット

・㈱日本旅行高松支店にて（087-851-4981）より午前 10:00より受付開始
（以降土・日・祝日を除く 10:00～18：00受付）

・四国発 https://va.apollon.nta.co.jp/jr-shikoku-shifuku201902/
・関西・中国発 http://www.nta.co.jp/akafu/west/shikokushifukunomonogatari/

(3) ㈱穴吹トラベル 電話及びインターネット

「穴吹四季の旅」にて電話（087-826-7771） http://www.anabukitravel.jp/kagawa/
で午前 10:00より受付開始

☆ 2大ものがたり列車を乗り継ぎ「現存 4天守巡り」と「シコクバイカオウレン鑑賞」
2つのものがたり列車「伊予灘ものがたり」「四国まんなか千年ものがたり」を乗り継ぎ、
現存する 4天守「丸亀城、松山城、宇和島城、高知城」と藩主ゆかりの名園「中津万象園
（丸亀市）、天赦園（宇和島市）」を地元ガイドと巡ります。また、佐川町牧野公園では佐

川町出身の植物学者牧野富太郎博士が命名し最も愛したといわれる「シコクバイカオウレ

ン」を鑑賞します。小さく可憐な花から「春を呼ぶ小さな森の妖精」とも呼ばれます。

☆ ご宿泊は「宝荘ホテル道後御湯」「高知城下の天然温泉三翠園」で温泉を満喫

平成 30年 5月にオープンし、全室温泉露天風呂と松山城下ビューデッキを備えた「宝荘
ホテル道後御湯」、JR宇和島駅に隣接の「JRホテルクレメント宇和島」、旧土佐藩主山内
家ゆかりの宿で敷地内には国の重要文化財に指定された武家長屋が残る「高知城下の天然

温泉三翠園」でお寛ぎいただけます。

☆ お食事は「宇和島鯛めし」「土佐あかうしのステーキ」等郷土料理と地元食材を堪能

旅のお楽しみの１つのお食事は、宇和島真珠会館で新鮮な鯛の切り身を甘辛いタレと卵

黄に絡めてご飯にのせ薬味と食す愛媛県の郷土料理「宇和島鯛めし」や梼原町の雲の上の

ホテルでは高知県内でのみ飼育されている幻の和牛「土佐あかうし」のステーキ等、郷土

料理・地元ならではの食材を堪能してください。

☆ 伝統芸能「宇和島さんさ」「よさこい踊り」を特別演舞

宇和島城では、お城を背景に踊る伝統芸能「宇和島さんさ」でお客様をお出迎え、ご宿

泊の高知城下の天然温泉三翠園では、２０１８年 第６５回よさこい祭り銀賞受賞チーム

十人十彩が「よさこい踊り」を特別に披露します。
じゅうにん と いろ

現存４天守巡りと春を呼ぶ小さな森の妖精「シコクバイカオウレン」鑑賞の旅



松山城

四国まんなか千年ものがたり四国まんなか千年ものがたり

道後温泉本館

お申し込み後の流れ■

お申し込み受付箇所■

冬の物語を彩る観光列車のご紹介

② ＪＲ四国担当者よりツアーご参加の皆様へ事前確認書面をお送りいたします。
　 事前確認書面では、ツアーをより快適にお楽しみいただくため、主に以下の
    項目についてお伺いいたします。
○アレルギー等の健康上配慮が必要な事項
○お誕生日、記念日等のアニバーサリー
○集合地までの交通手段と解散地からの交通手段
　※追加手配としてＪＲや高速バス等の交通手段(飛行機を除く)や前泊･
      後泊等の宿泊施設を合わせて手配させていただくことも可能です。
○その他、ツアーに際してのご要望事項 

※日本旅行、穴吹トラベルよりお申し込みのお客様は各社へ旅行代金をお
   支払い下さい。
※追加手配分のみJRより請求させていただきます。

③ 事前確認書面をご返送いただいた後、ツアー出発日の1ヶ月前を目処に旅行
    代金（追加手配分を含む）の請求書をお送りいたします。

④ 旅行代金の入金を確認後、ツアー出発日の2週間前を目処に最終行程表等を
    お送りいたします。

① 各コースの最少催行人員に達し次第、催行決定のご連絡をいたします。

【 ＪＲ四国ツアー 】

【 穴吹トラベル 】

<Web申込> 穴吹四季の旅
http://www.anabukitravel.jp/kagawa/

☎０８７-８２６-７７７１

【 日本旅行 高松支店 】

　＜お電話からのお申し込み＞ 

☎
（平日10:00～18:00､土･日･祝日10:00～17:00）

０８７-８２５-１６６２
旅の予約センター

＜Web申込＞ http://www.jr-eki.com/shifuku_story/index.html

店舗（ＪＲ四国ワープ支店、ワーププラザ）でも申し込みをお受けいたします。

「四福の物語」
特設Webサイト

ツアーの詳細は中面をご覧ください

お申し込み・お問い合わせは、ワープ支店、JR四国旅の予約センターへどうぞ

【 しあわせの郷紀行お食事／おとなの遊山箱 】
  その昔、徳島の子どもたちが野や山へ遊びに行く
  際、お弁当を詰めて持って行った三段の重箱(遊山
  箱)を千年ものがたりオリジナル版として作成。
  地元食材にこだわった料理や甘味を詰めてご提供
  します。

｢四季の移ろい」と「日本のたたずまい」を表現
した列車で、讃岐平野の清らかで美しい里山や、
大歩危・小歩危の大自然が生み出した渓谷美を
堪能し、地域の地物と食材にこだわった印象に
残るお料理をお楽しみいただけます。

四季折々の車窓から風景が「旅」(ものがたり)を
彩ります。
時間とともに地元愛媛の食材をふんだんに使用
した温かなおもてなしをご堪能ください

【 八幡浜編お食事／フランス料理松花堂弁当 】
  松山市内にあるフランス料理店「門田」の洋風膳。
  瀬戸内の穏やかな気候と風土に育まれた新鮮で豊
  かな幸をふんだんに取り入れ、自然のままを大切に
  調理しています。

２月２２日 ３０名様2019年 募集
人員

出発
日

出発
日(最少催行人員/1６名様)

２４名様募集
人員 (最少催行人員/15名様)２月２８日

2019年

３泊４日
コース

２泊３日
コース

伊予灘ものがたり

※このツアーは2018年12月3日(月)の10時より発売を開始します。

千年ものがたりスイーツトレイン千年ものがたりスイーツトレイン



ご旅行代金

出発日 集合場所

食事条件募集人員

添乗員 運行バス会社

2019年２月２８日（木）
２４名（最少催行人員/１５名） 朝３回､昼４回､夕３回
同行いたします。

丸亀駅（集合時刻/9：15）

東交バス・愛媛バス

円 円

大人2～４名様1室 大人１名様1室 JR四国ジパング倶楽部会員様は
左記旅行代金より3,000円引きと
なります。

【 コースに関する注意事項 】一部行程で急な坂の徒歩移動や長時間の徒歩散策がございます。

2/28（木）
１日目

3/1（金）
２日目

3/2（土）
３日目

3/3（日）
４日目

丸亀駅 丸亀城 中津万象園・懐風亭 丸亀駅

松山駅 坂の上の雲ミュージアム 宝荘ホテル 道後御湯

宝荘ホテル 道後御湯 松山城 坂の上の雲
ミュージアムカフェ

松山駅 八幡浜駅

真珠会館・真珠加工体験

JRホテル
クレメント宇和島

JRホテルクレメント宇和島

宇和島城 宇和島市立伊達博物館・天赦園

雲の上のホテル 佐川町・牧野公園 高知城下の天然温泉 三翠園

高知城下の天然温泉
三翠園 高知城・高知城歴史博物館・日曜市 高知駅

大歩危駅 多度津駅

ミュージアム館長と松山城散策

松山城特別開門

ミュージアム館長による松山城の講演

地元ガイドと巡る高知城・日曜市散策
＆かつおの藁焼きたたき体験

地元ガイドと散策 学芸員による案内

さんさ踊り特別演舞

よさこい踊り特別演舞

地元ガイドと散策 【昼食・庭園散策】

【昼食】梼原町の土佐あかうしと
地元食材を使った会席料理

ひなまつりの上町歩きと
シコクバイカオウレン鑑賞

【夕食】郷土料理宇和島鯛めし

【夕食・宿泊】

【夕食・宿泊】

【宿泊】

【昼食】瀬戸内風フレンチ松花堂弁当

【集合】

【解散】

【朝食】

【朝食】

【朝食】

17:1614：21

17：20頃16：20頃14：30頃12：00頃

11：00頃8：30

15：52 16：00頃

17：00頃 19：30頃 19：４５頃

9：00

9：30 11:45頃 12：00頃 13：45頃 14：18

16：16

13：28

14：04

13：138：30
【昼食】地元食材を詰め込んだ遊山箱弁当
四国まんなか千年ものがたりしあわせの郷紀行

宝荘ホテル
道後御湯

平成３０年５月にオープンの新
ホテル。
全室温泉露天風呂と松山城下
ビューデッキを備えており、松
山・道後の風土・文化・味覚を
洗練された空間で味わう事が
できます。

【１泊目】
高知城下の天然温泉
三 翠 園

旧土佐藩主山内家ゆかりの宿。
敷地内には庭園や国の重要文
化財に指定された武家長屋が
残されています。
また、高知初の湧出した天然
温泉施設としても親しまれて
います。

【３泊目】
ＪＲホテル

クレメント宇和島

JR宇和島駅に隣接し、四国西
南である宇和島の中心部に位
置するホテル。
JRグループならではの利便性
と心のこもったサービスをご提
供します。

【２泊目】

【２泊目】
オーベルジュ
土佐山

高知の奥座敷「土佐山」で日本の原風景に佇むオーベルジュ。
自然に囲まれて「何もしない、をする。」贅沢な時間をお過ごしください。

道後温泉本館すぐそばにある道後温泉屈指の老舗旅館。
聚楽壁の素朴なあじわいを感じる純和風数寄屋造のお部屋でごゆっくりと
お過ごしください。

松山城

松山駅

高松駅 松山駅

伊予大洲駅 道後温泉 大和屋本店

道後温泉 大和屋本店 重要文化財渡部家住宅

砥部焼陶芸館 砥部町内
『とべりて』指導の絵付け体験

オーベルジュ土佐山

オーベルジュ土佐山 嫁石地区の梅園見学 西島園芸団地

大歩危駅 四国まんなか千年ものがたり しあわせの郷紀行 多度津駅
アテンダント特別企画 千年ものがたりスイーツトレイン

ハウス一面に広がるブーゲンビリアと
春の訪れ 贅沢いちご狩り約600本の梅の花が咲き誇る

2/22（金）
１日目

2/23（土）
２日目

2/24（日）
３日目

八幡浜駅
【昼食】瀬戸内風フレンチ松花堂弁当

テレビでおなじみ夏井いつきさんとの俳句吟行

八幡浜編車内で詠んだ句を夏井さんが講評

松山城散策

見学と地域の方々のおもてなし

伊予灘ものがたり 道後編

7：37 10：05 10：30 10：45頃 1２：45頃

13：28

8：30 9：00頃 10：00頃

10：30頃 14：00頃1２：０0頃 16：30頃

9：00頃 10：00頃 11：30頃 12：30頃

14：20 17：16

15：52 16：06

16：30 18：00頃

【集合】

【朝食】

【朝食】

【集合】

【解散】

【宿泊・夕食】

【宿泊・夕食】

【昼食】遊山箱による和軽食とスイーツ

【昼食】

特急いしづち1号

「何もしない、をする」
   贅沢な時間

宝荘ホテル
道後御湯

【１泊目】宿泊宿泊宿泊宿泊

【１泊目】
道後温泉
大和屋本店

ご旅行代金

出発日 集合場所

食事条件募集人員

添乗員 運行バス会社

2019年２月２２日（金）

３０名（最少催行人員/１６名） 朝２回､昼３回､夕２回

同行いたします。

高松駅または松山駅

愛媛バス

円 円
大人2～４名様1室 大人１名様1室 JR四国ジパング倶楽部会員様は

左記旅行代金より3,000円引きと
なります。

（集合時刻：高松駅7：15、松山駅10：15）

とべりて

TW：HSHGBI063A※掲載の写真はイメージです。※掲載の写真はイメージです。 TW：HSHGBI062A

佐川の街並みとシコクバイカオウレン
かつて土佐藩筆頭家老の城下町だった佐川上町では､酒蔵の道沿いや歴史的建造物などで各家に代々伝わるひな飾りをご覧いただけます。
また､牧野公園では日本の植物学者牧野富太郎博士が命名し最も愛したと言われる「シコクバイカオウレン」を鑑賞します。

砥部焼のPRと技術向上を目的に結成された、7名の女性陶芸家の活動グループ「とべりて」指導の
もと、砥部焼の絵付けを体験します。 丸亀：中津万象園

宇和島：天赦園

春を呼ぶ小さな森の妖精
シコクバイカオウレン
春を呼ぶ小さな森の妖精
シコクバイカオウレン

藩主ゆかりの名園を散策

（公財）高知県観光コンベンション協会

地
元
な
ら
で
は
の
食
材
と
郷
土
料
理

高知県内でのみ飼育されている幻の和牛 「土佐あかうし」 宇和島の名物郷土料理
「宇和島鯛めし」
宇和島の名物郷土料理
「宇和島鯛めし」

高知を代表する郷土料理
「かつおの藁焼きたたき」

ハウス一面に広がるブーゲンビリアと春の訪れ 西島園芸団地いちご狩り

写真提供：

近づく春を吟じ、スイートで花やかな「２大ものがたり列車」の旅 現存４天守巡りと春を呼ぶ小さな森の妖精「シコクバイカオウレン」鑑賞の旅

夏井いつきさん夏井いつきさん 千年ものがたりスイーツトレイン

一足
早
い
四
国
の
春
を
体
感

「とべりて」と砥部焼絵付け体験

２泊３日
コース

３泊４日
コース

江戸時代末期に建てられた武家屋敷様式の庄屋屋敷 重要文化財渡部家住宅見学

室内露天風呂一例 部屋一例 露天風呂

丸亀城 松山城 宇和島城 高知城四国まんなか千年ものがたりと神椿パティシエ四国まんなか千年ものがたりと神椿パティシエ

「スイーツトレイン」
夏井いつきさんと伊予灘ものがたり夏井いつきさんと伊予灘ものがたり

「吟行列車」「吟行列車」

渡部家住宅外観 武家屋敷様式が加味された住宅内武家屋敷様式が加味された住宅内

貸切バス 徒歩貸切バス

部屋一例部屋一例

部屋一例部屋一例

約６００本の花が咲き誇る
嫁石地区の梅園見学
約６００本の花が咲き誇る

嫁石地区の梅園見学

ＪＲＪＲ


