
新型特急気動車「2700 系」の営業運転について

２０１９年７月２９日

ＪＲ四国では、現在、使用している「2000 系」の後継車両として新型特急気動車「2700 系」を投

入します。2019 年 8 月 6 日(火)以降、高徳線・土讃線で順次、営業運転を開始した後、2019 年 9 月

28 日(土)より一部特急列車を 2700 系に変更し、定期運用を開始します。

１ 運用開始日

(1) 営業運転（運転日限定）・・・・【別紙１】

① 高徳線

8月 6日(火)以降、特急「うずしお」の一部列車を 2700 系に変更して運転します。

② 土讃線

9月 3日(火)以降、特急「しまんと」「あしずり」の一部列車を 2700 系に変更して運転します。

(2) 定期運用 ・・・・・・・・・・【別紙２】

9月 28 日(土)より土讃線の特急「南風」「しまんと」「あしずり」及び高徳線の特急「うずしお」

の一部列車を 2700 系に変更し、定期運用を開始します。

２ 今回導入する車両数

16 両＜グリーン車/普通車：2両、普通車：14 両＞

※2700 系は今後も導入を拡大していく計画です。

３ 2700 系の特徴について

2700 系は、背もたれと連動して座面が前方にスライドする腰掛け、各座席にコンセントを設置し、

モバイルパソコン等のご利用を考慮してテーブルの大型化を図りました。

さらに、「ＪＲ四国無料公衆無線ＬＡＮサービス」にも対応しており、快適性が大幅に向上して

います。また、車いすスペースや車いす対応多機能トイレを設置し、バリアフリーにも対応してい

ます。

※客室設備等の詳細については【別紙３】をご参照ください。

※ＪＲ四国無料公衆無線ＬＡＮサービスは 9月 28 日(土)よりご利用いただけます。



４ 出発式の開催について

(1)営業運転開始を記念し、8月 6日(火)に高松駅にて出発式を開催します。

(2)特急「南風」への導入を記念し、9月 28 日(土)に高知駅及び岡山駅にて出発式を開催します。

※出発式の詳細については【別紙４】をご参照ください。

５ 先行乗車ツアーの販売について

土讃線導入を記念し、営業運転開始より一足早く 2700 系にご乗車いただける先行乗車ツアーを

販売いたします。

※商品の詳細については、【別紙５】をご参照ください。



【参考】２７００系と２６００系・２０００系の比較

内 容 ２７００系 ２６００系 ２０００系（N２０００系）
外観

定員

M S C 車：グ12席／普24席

M C ’車：普52席

M C 車：普46席

M C ’車：普52席

M C 車：普46席

M C 1 車：グ18席／普16席

M C 2'車：普52席

M C 2 車：普52席

(Ｎ2000系は普47席)

0 M 0 車：普68席

最高設計速度
１３０㎞/h １２０㎞/h

１２０㎞/h
（Ｎ２０００系は１３０㎞/h）

寸

法

車体長 ２０,８００mm ２０,８００mm ２０,８００mm

車体幅 ０２,７８６mm １２,８３４mm １２,８３９mm

車体高 ０３,４４５mm １３,５６０mm １３,３８５mm

駆

動

機

関

形式 ＳＡ６Ｄ１４０ＨＥ-２×２台 ＳＡ６Ｄ１４０ＨＥ-２×２台 ＳＡ６Ｄ１２５-Ｈ×２台

方式 直噴型ディーゼル機関

(過給器・アフタークーラー付)
直噴型ディーゼル機関

(過給器・アフタークーラー付)
直噴型ディーゼル機関

(過給器・アフタークーラー付)
馬力

４５０ＰＳ ４５０ＰＳ
３３０ＰＳ

(Ｎ２０００系は３５０ＰＳ)

変速機（形式） ＤＷ２４Ａ ＤＷ２４ ＴＡＣＮ２２-１６００

ブレーキ 機関・排気ブレーキ併用

電気指令式空気ブレーキ

機関・排気ブレーキ併用

電気指令式空気ブレーキ

機関・排気ブレーキ併用

電気指令式空気ブレーキ

シートピッチ グリーン席：１,１７０mm

普通席：９８０mm
普通席：９８０mm

グリーン席：１,１７０mm

普通席：９８０mm

車体傾斜制御方式 制御付自然振子方式

（傾斜角度：５度）

空気バネ式車体制御方式

（傾斜角度：２度）

制御付自然振子方式

（傾斜角度：５度）

主

な

設

備

多機能トイレ
あり あり

なし

（Ｎ２０００系は設置）

車いすスペース
あり あり

なし

（Ｎ２０００系は設置）

防犯カメラ 客室・各デッキに設置 客室・各デッキに設置 なし

室内照明 LED照明 LED照明 蛍光灯照明

座席コンセント 各座席に設置 各座席に設置 なし

無料Ｗi-Fi 対応

※2019年9月28日サービス開

始

対応

※2019年内サービス開始
非対応

車内案内装置 フルカラー表示 フルカラー表示 ３色表示



8 月 6日(火)から 9月 27日(金)までの 2700系使用列車について

(1)特急「うずしお」＜8月6日(火)から＞

※ただし、8月6日(火)の「うずしお1号」、「うずしお8号」は2600系で運転します。

※上記以外の日は、原則として2600系で運転します。

※検査等の都合により予告なく2700系以外の車両で運転する場合があります。

(2)特急「しまんと」「あしずり」（土佐くろしお鉄道中村線に直通）＜9月3日(火)から＞

※上記以外の日は、原則として2000系で運転します。

※検査等の都合により予告なく2700系以外の車両で運転する場合があります。

高

徳

線

下 り 上 り

列車 始発 終着 列車 始発 終着

うずしお 1号 高松 6:12 徳島 7:31 うずしお 8号 徳島 9:23 高松 10:31

うずしお 11号 高松 11:06 徳島 12:15 うずしお 14号 徳島 12:24 高松 13:31

うずしお 17号 高松 14:12 徳島 15:20 うずしお 20号 徳島 15:28 高松 16:32

うずしお 23号 高松 17:15 徳島 18:23 うずしお 26号 徳島 18:30 高松 19:36

運転日

8 月
*6日(火)、*8日(木)、*9日(金)、20日(火)、21日(水)、22日(木)、23日(金)

27日(火)、28日(水)、29日(木)、30日(金)

9 月

*3日(火)、*4日(水)、*5日(木)、*6日(金)、10日(火)、11日(水)、12日(木)

13日(金)、14日(土)、15日(日)、16日(月)、17日(火)、18日(水)、19日(木)

20日(金)、21日(土)、22日(日)、23日(月)、24日(火)、25日(水)、26日(木)

27日(金)

土

讃

線

下 り 上 り

列車 始発 終着 列車 始発 終着

しまんと 1号 高松 6:04 中村 10:04 あしずり 6号 中村 11:11 高知 13:02

あしずり 9号 高知 16:49 宿毛 19:04 しまんと 10号 宿毛 19:16 高松 23:26

運転日

あしずり09号

しまんと10号

9月

*3日(火)、*4日(水)、*5日(木)、*6日(金)、10日(火)、11日(水)

12日(木)、13日(金)、17日(火)、18日(水)、19日(木)、20日(金)

24日(火)、25日(水)、26日(木)、27日(金)

しまんと01号

あしずり06号

*4日(水)、*5日(木)、*6日(金)、*7日(土)、11日(水)、12日(木)

13日(金)、14日(土)、18日(水)、19日(木)、20日(金)、21日(土)

25日(水)、26日(木)、27日(金)
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9月 28日(土)以降の 2700系使用列車について

（1）特急「南風」「しまんと」「あしずり」

※ただし、「南風2号」、「南風3号」は9月29日（日）から2700系で運転します。

（2）特急「うずしお」

※ただし、「うずしお31号」、「うずしお33号」は9月27日（金）から2700系で運転します。

（3）その他

今回の使用車両変更に伴う、運転時刻・停車駅に変更はありません。

土

讃

線

下 り 上 り

列車 始発 終着 列車 始発 終着

しまんと 1号 高松 6:04 中村 10:04 南 風 2号 高知 6:00 岡山 8:38

南 風 3号 岡山 8:52 高知 11:30 あしずり 6号 中村 11:11 高知 13:02

南 風 15号 岡山 15:05 高知 17:41 南 風 14号 高知 12:13 岡山 14:41

あしずり 9号 高知 16:49 宿毛 19:04 南 風 26号 高知 18:36 岡山 21:11

南 風 27号 岡山 21:39 高知 0:06 しまんと 10号 宿毛 19:16 高松 23:26

高

徳

線

下 り 上 り

列車 始発 終着 列車 始発 終着

うずしお 5号 高松 8:24 徳島 9:36 うずしお 4号 徳島 7:00 高松 8:13

うずしお 7号 高松 9:11 徳島 10:18 うずしお 10号 徳島 10:28 高松 11:37

うずしお 15号 高松 13:12 徳島 14:15 うずしお 12号 徳島 11:31 高松 12:34

うずしお 21号 高松 16:12 徳島 17:16 うずしお 18号 徳島 14:27 高松 15:31

うずしお 25号 高松 18:13 徳島 19:24 うずしお 24号 徳島 17:28 高松 18:32

うずしお 27号 高松 19:17 徳島 20:27 うずしお 28号 徳島 19:32 高松 20:38

うずしお 31号 高松 21:21 徳島 22:33 うずしお 30号 徳島 20:34 高松 21:40

うずしお 33号 高松 22:24 徳島 23:34
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新型特急気動車「２７００系」の特徴について

●グリーン車

●普通車

各座席の肘掛けに
コンセントを設置し
ています。

腰掛けは、背もたれと連動して座面が前方にスライドす
るリクライニング機構を採用し､座り心地が向上していま
す。また、車内照明にはＬＥＤ照明を採用しており、従来
より車内が明るくなっています。

グリーン車ならではの２席+１席の座
席配置で広々とした車内となっていま
す。また、全座席にコンセントとフット
レストを設置し、座席上部には読書灯
を設けました。

外観
デザインコンセプト
「2600系を踏襲する日本の伝統意匠をアレンジした“Neo Japonism”」

徳島「阿波おどり」、高知「よさこい」の“情
熱”を、ほとばしる「ディープレッド」の熱量
として表現し「オリーブ」をモチーフに香川
をイメージした「グリーン」のラインと対比し
ています。

エクステリアデザイン

車内設備
防犯カメラ

セキュリティー強
化を目的に各車
両の客室および
出入り口上部等
に設置していま
す。

荷物置き場

各車両に１カ所
設置しています。
大きな荷物をお
持ちのお客様も
安心してご利用
いただけます。

車いす対応多機能トイレ

車いす対応多機能トイレには、おむつ交換
台やベビーキープを備えており、編成内に
最低１カ所以上設置しています。

車いすスペース

車いすスペースは
多機能トイレと同じ
車両にあり、編成
内に最低１カ所以
上設置しています。

客室内装

コンセント
テーブル

モバイルパソコン等の
利用を考慮しテーブル
の大型化を図っていま
す。
※一部の座席を除く

読書灯フットレスト

別紙３

●「ＪＲ四国無料公衆無線ＬＡＮサービス」に対応しており列車内で無料
Ｗｉ-Ｆｉをご利用いただけます。（2019年9月28日からサービス開始）
●従来の2000系車両に比べて窓側座席の足下が広々としています。 ＪＲ四国無料公衆無線

ＬＡＮサービス対応列車
のロゴマーク

コンセント



出発式の開催について

１ 営業運転開始記念出発式

・ 場所 高松駅3番ホーム

・ 日時 2019年8月6日（火） 10時45分頃から11時06分まで

・ 出発式対象列車

高松駅 11時06分発「うずしお11号」

・ 主な式次第（予定）

○主催者挨拶 ○ご来賓挨拶 ○テープカット ○出発合図

２ 特急「南風」への導入記念出発式

（１）高知駅出発式

・ 日時 2019年9月28日（土） 11時45分頃から12時13分まで

・ 出発式対象列車

高知駅 12時13分発「南風14号」

・ 主な式次第（予定）

○主催者挨拶 ○ご来賓挨拶 ○テープカット ○出発合図

（２）岡山駅出発式

・ 日時 2019年9月28日（土） 14時40分頃から15時05分まで

・ 出発式対象列車

岡山駅 15時05分発「南風15号」
・ 主な式次第（予定）

○主催者挨拶 ○ご来賓挨拶 ○テープカット ○出発合図

３ その他

9月28日(土)の出発式については、改めて詳細を発表いたします。当日の運行状況により、内容の変

更や出発式の取り止めなど、急遽変更となる場合があります。

別紙４



2700系土讃線先行乗車ツアーの販売について

１ ツアー概要

(1)ツアー名

2700系土讃線先行乗車ツアー ～受け継がれる振子式！新たな時代を体感せよ！！～

Ａコース：土讃線片道乗車

Ｂコース：土讃線往復乗車 ＆ 多度津工場入場

(2)設定日

２０１９年９月１日（日）

(3)行程

Ａコース：高知駅（10:26頃発）⇒ 多度津駅（13:17頃着）

Ｂコース：高知駅（10:26頃発）⇒ 多度津駅（13:17頃着）⇒ 多度津工場 ⇒ 多度津駅（15:11頃発）

⇒ 高知駅（18：08頃着）

※ Ａコースは多度津駅到着後解散となります。多度津工場へは入場いたしません。

(4)旅行代金（大人お一人様あたり）

Ａコース（普通車指定席） ： 9,800円

Ｂコース（普通車指定席） ：13,800円

Ｂコース（グリーン車指定席）：19,800円

※ Ａコースにはグリーン車指定席の設定はありません。

※ 子供料金の設定はありません。

※ 旅行代金に含まれるもの：ＪＲ運賃・料金、昼食（お弁当・お茶付き）、記念グッズ

※ ＡコースとＢコースでは一部記念グッズが異なります。

(5)募集人員

Ａコース（普通車指定席） ： ８０名

Ｂコース（普通車指定席） ：１３８名

Ｂコース（グリーン車指定席）： １２名

(6)食事条件（各コース共通）

昼１食（お弁当・お茶付き）

２ 発売日時

２０１９年８月１日（木）１０時

３ 販売箇所

Ｗｅｂサイト「ＪＲ四国ツアー」（http://www.jr-eki.com）
※ Ｗｅｂ限定販売となります。

※ ツアーのお申込には「ＪＲ四国ツアーＷＥＢ申込会員」の登録が必要です。

※ 商品詳細は専用ページ（http://www.jr-eki.com/tour/brand/1-P27）よりご確認ください。

４ ツアーのポイント

・新型振子式気動車の土讃線での走りをいち早くご体験いただけます。

・お気軽にお楽しみいただける片道乗車コースと、じっくりとご堪能いただける往復乗車コースをご用意。

・往復乗車コースでは、2700系で多度津工場へ入場し、ＪＲ四国における振子式の元祖、2000系ＴＳＥと最新

の振子式2700系を並列展示いたします。新旧のコラボレーションをお楽しみください。

・ツアーご参加のお客様には記念グッズをお渡しいたします。

別紙５

http://www.jr-eki.com/
http://www.jr-eki.com/tour/brand/1-P00

