
「サイクルトレインしまなみ号」の運行について

令和元年８月１４日

しまなみサイクルトレイン利用促進協議会

四国旅客鉄道株式会社

誰もが安全かつ快適に自転車に親しめる環境の充実と、自転車を核とした観光振興を図るた

め、ＪＲ予讃線において、サイクルトレインを運行いたしますのでお知らせします。

９月１４日から１０月２０日までの土日祝日に運行いたしますので、ぜひご利用ください。

名 称 サイクルトレインしまなみ号

主 催
しまなみサイクルトレイン利用促進協議会
(愛媛県、今治市、松山市、西条市、(一社)愛媛県観光物産協会、(公社)今治地方観光協会で構成)

運行期間

［松山便］ ９月１４日（土）～９月１６日（月・祝）

９月２３日（月・祝）～９月２９日（日）の土日祝

１０月５日（土）・１０月６日（日）

１０月１４日（月・祝）～１０月２０日（日）の土日祝

［西条便］ ９月２１日（土）・ ９月２２日（日）
１０月１２日（土）・１０月１３日（日）

運行回数 １５回（松山便１１回、西条便４回）

運行時刻

［松山便］往路：松 山 駅 ７：２３発 → 今 治 駅 ８：２８着
復路：今 治 駅１７：２２発 → 松 山 駅１８：３８着

［西条便］往路：伊予西条駅 ７：１５発 → 波止浜駅 ８：１２着
復路：波止浜駅１７：３５発 → 伊予西条駅１８：２９着

自転車乗降駅
［松山便］松山駅、三津浜駅、伊予北条駅、波止浜駅、今治駅

［西条便］伊予西条駅、壬生川駅、今治駅、波止浜駅

定 員 ３０名（先着順の事前予約制）

申込方法 ＪＲ四国ワープ松山支店（TEL: ０８９－９４５－１６８９）に連絡

旅行代金

［松山便］ ［西条便］

備 考

○利用者特典もあります。
（特典例）

・ジャイアントストア今治：レンタサイクル利用(要予約)の方に、「ウォーターボトル」プレゼント

・四国開発フェリー株式会社（オレンジフェリー）：東予港発でご乗船の方にアメニティ（タオ

ルと歯ブラシ）を進呈

※特典の詳細については、ＪＲ四国ワープ松山支店(TEL：０８９－９４５－１６８９) に

お問い合わせください。

※波止浜駅～今治駅間のみの乗車利用はできません

※小学生は半額

※伊予西条駅～壬生川駅間のみの

乗車利用はできません

※小学生は半額



サイクル トレイン松山しまなみ号 サイクル トレイン西条しまなみ号

募集人員：各日３０名様（最少催行人員：各日１名様）
※事前予約制 ※添乗員は同行いたしません。現地係員がご案内します。
※当日参加も可能です（満席の場合は、ご乗車いただけません）

募集人員：各日３０名様（最少催行人員：各日１名様）
※事前予約制 ※添乗員は同行いたしません。現地係員がご案内します。
※当日参加も可能です（満席の場合は、ご乗車いただけません）

集合場所・集合時間 集合場所・集合時間

往
路

復
路

三津浜駅松山駅 伊予北条駅 波止浜駅
7：00（駅前） 7：15（ホーム） 7：35（ホーム） ご乗車できません

波止浜駅今治駅 伊予北条駅 三津浜駅

17：00（駅前） 17：15（ホーム） 18：05（ホーム） 18：25（ホーム）

※ホームでは列車到着後に現地係員が受付をします ※ホームでは列車到着後に現地係員が受付をします

食 事 ：な し 食 事 ：な し

旅行代金（おひとり様）
※小学生は半額です 旅行代金（おひとり様）

※小学生は半額です

は し は ま

三津浜

波止浜

松 山

1,000円

900円

500円

400円

1,000円

900円

400円

800円

700円

今 治

伊予北条

三津浜 伊予北条

にゅ うがわ

壬生川 500円

900円

600円

伊予西条

は し は ま

今 治 波止浜

800円

しまなみ海道から
松山・道後へ！

運行ダイヤ 運行ダイヤ

申込受付 各運行日の前日まで（定員になり次第締め切ります。）

注意
事項

●当日ご参加（予約なし）のお客様は、現地係員にお申し付けください。
（満席の場合は、ご乗車いただけません）

●小学生以下のお子様は、保護者同伴でお申し込みください。

●列車内においては、けがの無いよう自転車等の取り扱いには十分ご注意ください。
●持ち込まれる自転車のホームへの運搬、列車への積み込み、列車内での管理
及び自転車走行中の安全管理については、お客様ご自身の責任においてお願い
いたします。

往
路

復
路

壬生川駅伊予西条駅
6：55（駅前） 7：00（ホーム）

今治駅

ご乗車できません

今治駅波止浜駅

17：00（ホーム） 17：10（駅前）

壬生川駅

ご乗車できません

しまなみ海道から西条へ！

道後温泉 空の散歩道 うちぬき

往
路

復
路

三津浜駅松山駅 伊予北条駅 波止浜駅 今治駅
7：23発

②のりば

7：27発 7：47発 8：22着 8：28着

①のりば ①のりば ①のりば ③のりば

波止浜駅今治駅 伊予北条駅 三津浜駅 松山駅
17：22発

③のりば

17：27発 18：03着 18：34着 18：38着

①のりば ②のりば ①のりば ②のりば

往
路

復
路

壬生川駅伊予西条駅 今治駅 波止浜駅
7：15発 7：31発 7：52着 8：12着

②のりば ①のりば ③のりば ①のりば

今治駅波止浜駅 壬生川駅 伊予西条駅
17：35発 17：45発 18：08着 18：29着

①のりば ①のりば ①のりば ③のりば

しまなみ海道
最寄駅

お問い合わせ
お 申 し 込 み

☎
営業時間 / 平日１０：００ ～ １８：００ 土・日・祝日１０：００ ～ １７：００

お電話での受付の他、メールでも受付を行っております。次のアドレスに代表者氏名、連絡先、希望列車、参加人数を記載してお送りください。後日、
担当者からメールに記載のご連絡先へ電話でお返事させていただきます。
受付メールアドレス：w-matsuyama@jr-shikoku.co.jp

松山発 西条発

※当日の天候や列車の運行状況等により、運休または運行ダイヤ及びのりばが
変更となる場合がございます

※サイクルトレインしまなみ号は、普通車両と併結して運行し、松山方１両を専用
車両とします。普通車両には自転車の持ち込み及びご乗車はできません。

※波止浜駅－今治駅間のみの乗車はできません。

※お申し込みの際に乗降駅をご指定ください。片道での利用も可能です。
※現地到着後は自由行動となります。（お客様負担）
※旅行代金は自転車持ち込み料金を含めた片道あたりの料金です。
※当該列車以外の列車に自転車を持ち込む場合は、「輪行袋」に収納して
ご乗車ください。



●サイクルトレインしまなみ号は「しまなみサイクルトレイン利用促進協議会」の支援により運行しています。
※しまなみサイクルトレイン利用促進協議会は、愛媛県・今治市・松山市・西条市・一般社団法人愛媛県観光物産協会・公益社団法人今治地方観光協会により構成されています。

この旅行は、四国旅客鉄道(株)（以下「当社」といいます）が企画・募集し実施する企画旅行であり、詳しい旅行条件を記載し
た書面を用意しておりますので、事前にご確認のうえお申し込みください。
■お申し込み方法
当社所定の申込書に必要事項をご記入の上、お申し込みください。また、当社は電話等による旅行のお申し込みを
お受けいたします。

■契約の成立時期
この旅行の契約は、当社が予約の承諾の旨を通知した時に成立いたします。

■旅行代金のお支払い
ご旅行代金は旅行開始日当日にお支払いいただきます。

■旅行代金に含まれるもの
旅行代金には、パンフレットに明示された交通費・自転車持ち込み料が含まれています。

■旅行代金に含まれないもの
パンフレットに明示されていない交通費、飲食費、個人的な諸費用（クリーニング代、電話代等）及び自由行動中の
費用は旅行代金に含まれていません。

■旅行の催行について
大人一名から催行します。

■取消料について
旅行契約成立の後、お客様の都合で取消される場合には、旅行代金に対してお一人様につき下記の料率で取消料を
いただきます。※旅行開始日の前日から起算してさかのぼって
●11日目にあたる日まで／無料 ●10日目にあたる日以降8日目にあたる日まで／旅行代金の20％

●7日目にあたる日以降2日目にあたる日まで／旅行代金の30％ ●旅行開始日の前日／旅行代金の40％

●旅行開始日当日／旅行代金の50％ ●旅行開始後または無連絡の不参加／旅行代金の100％

お申し込みのご案内（抜粋） ※お申し込みいただく前に必ずお読みください。 ※このご案内は「サイクルトレイン松山しまなみ号」「サイクルトレイン西条しまなみ号」に適用されます。

■免責事項について
お客様が以下の事由により損害を受けられた場合は、当社は賠償の責任を負いません。
●天災地変、気象状況、暴動又はこれらのために生ずる旅行日程の変更若しくは旅行中止
●運送、宿泊機関の事故若しくは火災又はこれらのために生ずる旅行日程の変更若しくは旅行中止
●官公署の命令、又は伝染病による隔離、自由行動中の事故、食中毒、盗難
●運送機関の遅延、不通又はこれらによって生ずる旅行日程の変更若しくは目的地・滞在時間の短縮

■特別補償について
お客様が企画旅行参加中に生命、身体又は手荷物に被られた一定の損害については、当社の故意、過失の有無に
かかわらず特別補償規定の定めるところにより、補償金及び見舞金をお支払いします。

■個人情報の取扱について
（1）当社は旅行申込の際にご提供いただいた個人情報について、お客様との連絡や運送、宿泊機関等の手配及び

それらのサービスの受領のために必要な範囲内で利用させていただきます。
（2）当社では、1.取り扱う商品、サービス等のご案内2.ご意見、ご感想の提供、アンケートのお願い3.統計資料の

作成にお客様の個人情報を利用させていただくことがあります。
（3）このほか当社の個人情報の取り扱いに関する方針等については当社ホームページ（http://www.jr-shikoku.co.jp/）

でご確認ください。
■その他
（1）このパンフレットは、2019年7月1日現在を基準として作成しております。
（2）この旅行契約に関して、ご不明な点があれば、お申し込み箇所の旅行業務取扱管理者にお尋ねください。旅行業

務取扱管理者とは、お客様の旅行を取り扱う営業所での取引に関する責任者です。

観光庁長官登録旅行業第1042号

四国旅客鉄道（株）ワープ松山支店
松山市南江戸１丁目１４－１ 電話089-945-1689
総合旅行業務取扱管理者／岡 弥助

旅行企画
実 施

お問い合わせ
お申込み

ＪＡＴＡ 正会員

サイクルトレインしまなみ号特典一覧

今治市周辺

イートドリンク［単品］
ウィリーウィンキー今治店

ジャイアントストア今治
ジャイアントストア今治でレンタサイクル利用（要予約）の方に

【 しまなみ海道周辺 】

サンライズ糸山風のレストラン
テイクアウトコーヒー［単品］（ホットに限る）

来島海峡急流観潮船 乗船料金

株式会社しまなみ

道の駅よしうみいきいき館、ローズ館、道の駅伯方Ｓ・Ｃ

パーク、道の駅多々羅しまなみ公園

松山市周辺

【 松山駅周辺 】

喜多方ラーメン麺小町 松山店
５００円以上のご利用で ５０円引き

イートドリンク［単品］５０円引き

ウィリーウィンキー松山店

【砥部町 】

酒蔵カフェはつゆき イートドリンク５０円引き

協和酒造株式会社

【松山市郊外 】

ドライブイン アウト・ゼア（OUT THERE）

５００円以上のご利用で ５０円引き

しまなみ温泉喜助の湯
レンタルタオルセット（３００円相当）

大和（だいわ）みやげものセンター
お買い物をされた方に

西条市・新居浜市

【 新居浜市 】

来んかい屋 ドリンク・惣菜

【 西条市 】

ウィリーウィンキー西条店

イートドリンク単品（コーヒーに限る）

四国開発フェリー株式会社（オレンジフェリー）

東予港発でご乗船の方に

【今治駅周辺 】

シクロの家 規則を守ってスマートライド！

●印がついている特典は、サイクルトレインしまなみ号乗車日のみ有効です。

パンフレット承認 No.1907-09

★印がついている特典は、サイクルトレインしまなみ号乗車日から２日間有効です。

※施設が定休日等の場合がありますので、ご利用時はご注意ください。

喜多方ラーメン麺小町 今治店
５００円以上のご利用で

道後温泉別館 飛鳥乃湯泉 石鎚山


