
観光列車で巡る「四福の物語」春商品の受付を開始します

平成３１年１月２８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」春商品を、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 4月 1 日(月) 2 泊 3 日 ご旅行代金：130,000 円～150,000 円

募集人員：24 名 最少催行人員/15 名

☆ 桜舞う春の四国を走る 3つの観光列車へのご乗車
ＪＲ四国が誇る 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」
と、高知県で好評運転中のトロッコ列車「志国高知 幕末維新号」を乗り継ぎ、四国 4県の
春を、流れる景色の中からご鑑賞ください。

☆「高知きっての老舗旅館 城西館」と「四国カルストの麓 雲の上ホテル」での滞在

明治７年創業、皇族のご常宿「城西館」では、創業 140年、変わることのない土佐のおもてなし
にふれていただきます。建築家・隅研吾氏による大胆な木造建築も見所の「雲の上のホテル」で

は、豊かな自然に囲まれた源泉掛け流しの温泉や幻の和牛・土佐あか牛を中心としたお食事をご

満喫ください。

☆ 本場土佐で出来立てを味わう鰹のタタキや、有形文化財の邸宅を特別に貸し切っていただくツア

ー特製プレミアムランチなど、四国でしか味わえない美食をご堪能

旅を彩るお食事には、高知最古の酒蔵・西岡酒造で食べる本場土佐の”初鰹”や、昭和初期の古

き良き時代の雰囲気を今に残した有形文化財「末永家住宅百帖座敷」を特別に貸し切っていただ

くプレミアムランチ等、四福の物語ツアー限定のシチュエーションで、ご堪能いただきます。

☆ 四国霊場八十八箇所霊場を開創した弘法大使空海の生誕の地「総本山善通寺」での特別高話や、

国の重要文化財「津野山神楽」の特別公演など、地域ならではの歴史・文化に触れる

総本山・善通寺にて僧侶による境内の案内と、旅の無事を願う参拝とツアー参加者のための特別

高話で旅が始まります。「志国高知 幕末維新号」に乗車した後には、龍馬脱藩の道に沿う、高知

県梼原町の三嶋神社において、千年を超える歴史をもつ国の重要民俗文化財「津野山神楽」の勇

壮な舞を、四福の物語ツアー限定で特別にご鑑賞いただきます。

四国ならではの文化・美食を満喫する春爛漫の旅



出 発：平成 31 年 4 月 11 日(木）2 泊 3日 ご旅行代金：145,000 円～195,000 円

募集人員：24名 最少催行人員/15 名

１ 受付開始

平成 31 年 2 月 1 日（金）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 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 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（087-851-4981）にて 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）

及びインターネットで http://www.anabukitravel.jp/kagawa/で 10:00 より受付開始

☆ 四国の春の風物詩、第 35回四国こんぴら歌舞伎大芝居・第一部の観劇
現存する日本最古の芝居小屋、旧金毘羅大芝居（金丸座）で行われる「四国こんぴら歌舞伎大芝居」。

第 35回の記念となる今年は、NHK大河ドラマ主演としても話題の中村勘九郎や多方面で活躍中の
香川照之こと市川中車など豪華出演者が揃い踏み。売切れ必至、大人気のこんぴら歌舞伎をご鑑賞

ください。

☆ 四国を走る２つのものがたり列車と観光遊覧船での大歩危峡川下り

人気の「伊予灘ものがたり」「四国まんなか千年ものがたり」に乗車、四国三郎で親しまれる「吉

野川」では、国の天然記念物にも指定され、長い年月を経て浸食された渓谷美を列車の車窓から、

また観光遊覧船からと違った角度から存分にお楽しみいただけます。

☆ 四国が誇る 2大温泉地の老舗旅館での滞在
こんぴら温泉郷の「湯元こんぴら温泉紅梅亭」は自家源泉と多彩な湯処が自慢の宿。こんぴら歌舞

伎で賑わう琴平町の散策や金刀比羅宮への参拝も見所です。道後温泉の「道後温泉ふなや」は道後

温泉 100％の湯が楽しめる宿。1500坪の広大な自然庭園「詠風庭」を流れる御手洗川の川縁に設
けた風情ある川席で、こだわりの夕食をお楽しみいただけます。

☆ 讃岐漆器の人間国宝、山下義人氏との漆芸体験や四国霊場第 51番札所石手寺へのお遍路参りなど、
崇高な技術と文化を体験

国指定の伝統工芸「香川漆器」における人間国宝、山下義人氏を特別にお招きし、山下氏の指導の

もと、香川漆器のお箸を作る漆芸体験をお楽しみいただけます。世界に一つだけのお箸をお持ち帰

りください。また、愛媛県の四国霊場第 51番札所「石手寺」は四国遍路の元祖ともいわれる衛門
三郎伝説ゆかりのお寺。その縁起など貴重なお話を住職より賜り、四国遍路を体験します。

四国こんぴら歌舞伎大芝居と四国 2大温泉巡りの旅



お申し込み後の流れ■

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。

お申し込み受付箇所■ ※このツアーは2019年２月１日(金)の10時より発売を開始します。
【 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

春の物語を彩る観光列車のご紹介

四国まんなか千年ものがたり 伊予灘ものがたり 志国高知幕末維新号

｢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｡

車窓から四季折々の風景が「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｡

坂本龍馬をはじめとする、幕末に活躍した土佐の志士た
ちの輝きを外装にちりばめた、トロッコ列車で仁淀川橋
梁や太平洋の絶景など、高知ならではの魅力をお楽しみ
いただけます。

金刀比羅宮が運営する「カフェ＆レストラン神椿」の料理長が、厳選し
た香川県の地元食材を、洋食ならではの技法を凝らしてご提供します。

愛媛県産の旬の食材にこだわったサンドイッチや季節のケーキをご提
供します。

観光列車に乗り継ぎ、四国の魅力ある景観・伝統文化・歴史などを体感するプレミアムツアー

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

○桜舞う春の四国を３つの観光列車で巡ります。
○本場土佐で出来たてを味わう「鰹のタタキ」や､有形文化財の住宅を特別に貸し切って食す
　｢ツアー特製プレミアムランチ」など､四国でしか味わえない美食をご堪能いただけます。
○千年以上の歴史を誇る国の重要無形文化財｢津野山神楽｣の特別公演をお楽しみいただけます。

四国ならではの文化･美食を満喫する春爛漫の旅

○四国の春の風物詩､｢第35回記念四国こんぴら歌舞伎大芝居」第一部の観劇を楽しみいただけます。
○四国が誇る2大温泉にゆったり滞在し､お寛ぎください。
○讃岐漆器の人間国宝、山下義人氏との漆芸体験や四国霊場第51番札所石手寺にてお遍路体験など、
　四国の文化・歴史を体感いただけます。

四国こんぴら歌舞伎大芝居と四国２大温泉巡りの旅 出発日：４月１１日(木)
最少催行人員：１５名様

最少催行人員：１５名様
出発日：４月１日(月)

こんぴら
歌舞伎編
２泊３日

四国の
桜編
２泊３日

１３０,０００円～１５０,０００円

１４５,０００円～１９５,０００円

【 そらの郷紀行お食事／さぬきこだわり食材の洋風料理 】 【 道後編／Petit Paris スイーツプレートセット 】



4/1（月）
１日目

4/2（火）
２日目

4/3（水）
３日目

特急南風7号
高知駅

高知駅

松山駅

高知県立牧野植物園 城西館

城西館

総本山善通寺

大洲城

大歩危駅四国まんなか千年ものがたり そらの郷紀行（チャーター運行）

志国高知幕末維新号 龍馬立志の巻
(チャーター運行)

善通寺駅善通寺駅

樹木医によるガイド付園内散策と
アフタヌーンティー

境内案内・参拝・高話

坂本龍馬に扮したガイドの案内市場・酒蔵見学・鰹のタタキ実演と昼食

有形文化財でプレミアムランチ

9：00

9：30 10：14 12：10

12：25頃 14：00頃 1５：１0頃

16：00頃 17：00頃 17：10頃

8：30 12：00頃

1３：３0頃 14：00頃 15：40頃 16：06

18：22

10：20頃 11：30頃

9：10頃 10：00頃 10：26

12：48 12：53

13：41 14：15頃 16：00頃 16：30頃

【集合】

【朝食】

【朝食】

【宿泊・夕食】

【昼食】さぬきこだわり食材の洋風料理

Petit Paris（プチパリ）ア特製フタヌーンティー付
伊予灘ものがたり 道後編（チャーター運行）

土佐久礼駅

梼原千百年物語・維新の門

雲の上ホテル

雲の上ホテル

大正町市場・西岡酒造

三嶋神社 マルシェ・ユスハラ

国の重要無形文化財
津野山神楽特別公演 【宿泊・夕食】

【解散】

八幡浜みなっと長浜大橋
八幡浜湾クルーズ

末永家住宅百帖浜屋

八幡浜駅

ご旅行代金

出発日 集合場所

食事条件最少催行人員

添乗員 運行バス会社

2019年４月１日（月）

１５名様 朝２回､昼３回､夕２回

同行いたします。

善通寺駅

とさでん交通

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/8：45）

TW：HSIGAB012D※掲載の写真はイメージです。TW：HSIGAB011D

２泊３日四国の桜編 ２泊３日こんぴら歌舞伎編

貸切バス タクシー 徒歩ＪＲ 貸切バス タクシー 徒歩ＪＲ

四国カルストの麓､「雲の上のまち」梼原町にあるホテル。豊かな自然に囲
まれた源泉掛け流しの温泉や、幻の和牛・土佐あかうしを中心としたお食
事をお楽しみください。建築家・隈研吾による大胆な木造建築も見所です。

明治7年創業、高知きっての老舗旅館。旅路の疲れを癒やす寛ぎのお部屋
や展望風呂、土佐の豊かな食材を使ったお料理を楽しめます。
周囲に点在する坂本龍馬ゆかりの地を巡る散策もおすすめです。

部屋一例部屋一例

部屋一例部屋一例

【２泊目】
雲の上ホテル

【１泊目】
城西館

宿泊宿泊

創業390年以上を誇る、道後一の老舗旅館。日本最古の名湯、道後温泉の
源泉から引かれた湯をご堪能いただける他、風情ある川席でのお食事で春
の宵をお過ごしください。

“こんぴらさん”のお膝元に佇む温泉旅館。自家源泉から湧き出る豊かな湯
を15種の多彩な湯処で満喫いただけます。翌朝はゆったりとお時間があり
ます。朝風呂や金刀比羅宮参拝などをお楽しみください。

部屋一例部屋一例

部屋一例部屋一例

【２泊目】
道後温泉
ふなや

【１泊目】
こんぴら温泉
華の湯
紅梅亭

宿泊宿泊

4/11（木）
１日目

4/12（金）
２日目

4/13（土）
３日目

特急南風１８号

特急しおかぜ15号

特急宇和海9号

大歩危峡川下り

松山駅

亀ヶ池温泉ふるさとレストラン

石手寺

こんぴら温泉華の湯紅梅亭

大歩危駅

大歩危観光

四国まんなか千年ものがたり
そらの郷紀行（チャーター運行）

琴平駅

琴平駅

松山駅

八幡浜駅

【昼食】 愛媛県八幡浜市の総鎮守で
特別祈祷と雅楽演奏

Petit Paris（プチパリ）特製アフタヌーンティー付

四国霊場第５１番札所にて
法話とお遍路を体験

10：48

8：30頃 8：40頃 9：45頃 10：05頃 10：15 11：01

11：40頃 13：00頃 13：30頃 14：３0頃 14：35頃 15：50頃

16：06 18：2１

12：48

15：05 15：46

14：45頃

15：2315：10頃 17：24 17：50

【集合】

【朝食】

【朝食】

【宿泊・夕食】

【昼食】さぬきこだわり食材の洋風料理

【昼食】特製歌舞伎弁当

人間国宝 山下義人先生と
香川漆器の漆芸体験

伊予灘ものがたり 道後編

道後温泉 ふなや

【宿泊・夕食】

【解散】

八幡浜みなっと八幡神社
八幡浜湾クルーズ

こんぴら温泉華の湯紅梅亭

八幡浜駅

四国最先端「佐多岬半島」の
絶景と朝獲れ海鮮に舌鼓

琴平観光（自由散策）・歌舞伎観劇(第一部)

多度津駅 松山駅 道後温泉 ふなや

ご旅行代金

出発日 集合場所

食事条件最少催行人員

添乗員 運行バス会社

2019年４月１１日（木）

１５名様 朝２回､昼３回､夕２回

同行いたします。

琴平駅

愛媛バス
大人３～４名様1室 大人２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/10：00）

第一部観劇

旧金毘羅大芝居（金丸座）

維新の門 鰹のタタキ

高知県立牧野植物園 さぬきこだわり食材の洋風料理

大洲城

２泊３日四国の桜編 ２泊３日四国の桜編

大洲城大洲城
清流肱川の畔に佇む大洲のシンボル

こんぴら歌舞伎編

津野山神楽

こんぴら歌舞伎編こんぴら歌舞伎編

津野山神楽津野山神楽
国の重要無形文化財

鰹のタタキ
藁焼きの実演付き 土佐の代表料理

維新の門
梼原にゆかりある八志士の群像

伊予灘ものがたり伊予灘ものがたり
観光列車

高知県立牧野植物園
牧野富太郎ゆかりの植物が四季を彩る

さぬきこだわり食材の洋風料理さぬきこだわり食材の洋風料理
四国まんなか千年ものがたり そらの郷紀行

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
観光列車

大歩危峡川下り大歩危峡川下り
四季折々の渓谷美を堪能

湯元こんぴら温泉華の湯紅梅亭湯元こんぴら温泉華の湯紅梅亭湯元こんぴら温泉華の湯紅梅亭
3箇所･15種類のお風呂を湯めぐり

道後温泉ふなや 川席料理道後温泉ふなや 川席料理道後温泉ふなや 川席料理
日本庭園内にある川席で味わう

八幡神社 雅楽演奏八幡神社 雅楽演奏
創建１３００年を超える大洲領総鎮守

四国ならではの文化･美食を満喫する春爛漫の旅 四国こんぴら歌舞伎大芝居と四国２大温泉巡りの旅

※掲載の写真はイメージです。気候や開花時期等により実際とは異なることがございます。※料理は一例です。 ※掲載の写真はイメージです。気候等により実際とは異なることがございます。※料理は一例です。


