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「志国土佐 時代の夜明けのものがたり」今後のスケジュール等について

新型コロナウイルス感染防止のため
募集型企画旅行「観光列車で巡る四福の物語」の中止及び出発式の開催を延期いたします。
２０２０年１月２７日

ト

キ

４月１８日（土）運行開始の新観光列車「志国土佐 時代の夜明けのものがたり」について、
運行開始までの予定、先行乗車ツアーについてお知らせいたします。

１

運行開始までのスケジュール（予定）※ 詳細は決まり次第、発表させていただきます。

（１）車両展示会
① 高知駅
日付：２０２０年２月２９日（土）
時間：１０：０５～１０：３５ ３番ホーム
② 窪川駅
日付：２０２０年３月１日（日）
時間：９：４５～１０：４５頃 ２番ホーム
③ 高松駅
日付：２０２０年３月７日（土）
時間：１０：４０～１２：２０頃 ９番ホーム
（２）出発式
① 高知駅
日付：２０２０年４月１８日（土）
時間：１１：３０頃から
② 窪川駅
日付：２０２０年４月１８日（土）
時間：１４：３０頃から

２

募集型企画旅行「観光列車で巡る四福の物語」内での先行乗車について

（１）商品概要
ツアー名：観光列車で巡る「四福の物語」
出 発 日：２０２０年４月１０日（金）出発（２泊３日・出発保証）
概

要：３つの「ものがたり列車」で巡る四国おもてなしの旅コース（１５万９千円～）

３つの「ものがたり列車」で巡る四国秘境の旅コース（１４万９千円～）
（２）ツアーのポイント（行程は別紙パンフレットをご覧下さい）
ト

キ

★ご参加いただいたお客様は定期運行開始前に新観光列車「志国土佐 時代の夜明けのものが
たり」に一足早く先行乗車していただけます。（４月１１日乗車）
★３つの「ものがたり列車」で巡る四国おもてなしの旅コース
人気観光列車内で様々な特別企画をご用意。初日にご乗車いただく「伊予灘ものがたり」は
チャーター運行を行い、
「Petie Paris フランス料理フルコース」をお楽しみいただきます。
また、トロッコ列車「しまんトロッコ」では、鬼北町のブランド米「田わわ」や高知の名酒
をご堪能いただけます。
★３つの「ものがたり列車」で巡る四国秘境の旅コース
ネイチャーガイドと共に祖谷渓谷の風景をのんびり自転車でお散歩する「祖谷渓谷ポタリン
グ」や過去のアンケートで最も行きたいとの声が多かった「足摺岬」など、普段はなかなか
行くことのできない四国の秘境を巡ります。
（３）発売日／発売箇所
２０２０年１月３１日（金）１０：００から下記箇所にて発売を開始
各ワープ支店・駅ワーププラザ／旅の予約センター（０８７－８２５－１６６２）
JR 四国ツアー（http://www.jr-eki.com/shifuku_story/index.html）

３つの「ものがたり列車」で巡る四国周遊の旅
「伊予灘ものがたり」、
「四国まんなか千年ものがたり」に続く第3のものがたり列車として
高知〜窪川間を運行するJR四国の新観光列車
１号車車内イメージ

２０２０年４月１８日運行開始
開花の抄（窪川駅⇒高知駅）

立志の抄（高知駅⇒窪川駅）

高知家満喫
“土佐流のおもてなし”コース

土佐の食材を使った創作洋風料理
〜皿鉢(さわち)風〜

２号車車内イメージ

新観光列車を誰よりも早く体感

「観光列車で巡る 四福の物語」では運行開始日より一足早くご乗車いただけます
このツアーは２０２０年１月３１日（金）より発売を開始します

■お申し込み方法
(1) 当社所定の申込書に必要事項をご記入の上､お一人様につき下記の申込金を添えてお申し込みください｡申込金は､旅行代金､取消料また
は違約料の一部または全部として繰り入れます｡
(2) 当社は電話等による旅行のお申し込みをお受けします｡この場合､当社が予約の承諾の旨を通知した日の翌日から起算して 3 日以内に申
込書に申込金を添えてお申し込みください。
(3) お申込金 旅行代金の額：旅行代金が10 万円以上…………………お申込金 ( お一人様あたり )：30,000 円以上旅行代金まで
■契約の成立時期
この旅行の契約は､当社が契約の締結を承諾し､申込金を受理した時に成立いたします｡
■旅行代金のお支払い
旅行代金は､旅行開始日の前日から起算してさかのぼって14日目に当たる日より前までにお支払いいただきます｡旅行開始日の前日から起算
してさかのぼって14日目にあたる日までにお支払いいただきます｡旅行開始日の前日から起算してさかのぼって14日目にあたる日以降にお申し
込みの場合は､お申し込みと同時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､宿泊費､食事代､ガイド料､体験料､添乗費用及び消費税等諸税相当額が含まれています｡
■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
ご参加のお客様がパンフレットに明示した最少催行人員に満たない場合､当社は旅行の催行を中止する場合があります｡この場合､旅行開始
日の前日から起算してさかのぼって１３日目にあたる日より前に連絡させていただき､お預かりしている旅行代金の全額をお返しします｡
■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右記の料率で取消料をいただきます｡この場合､
すでに収受している旅行代金 ( あるいは申込金 ) から所定の取消料を差し引き払いもどしいたします｡申込金のみで取消料がまかなえないと
きは、その差額を申し受けます。

︒
――

この旅行は､四国旅客鉄道㈱ ( 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ご用意して
おりますので､事前にご確認のうえお申し込みください。
この書面は､旅行業法第12条の4の定めるところの取引条件の説明書面及び 12 条の5の定めるところの契約書面の一部となります。
詳しい旅行条件を説明した書面をお渡ししますので､事前にご確認の上お申し込みください。

【お取消日区分】
【取消料】
旅行開始日の前日から起算してさかのぼって 21 日目にあたる日まで………………………………… 無 料
〃
20 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％
旅行開始後又は無連 絡 不 参加の場 合………………………………………………………………… 旅行代金の全額
■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の中止
・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。
■個人情報の取扱いについて
(1) 当社は旅行申し込み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扱いに関する方針等についてはホームページ (http://www.jr-shikoku.co.jp/) をご確認ください｡
■その他
(1) このパンフレットは､2020年1月10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取扱い管理者におたずねください｡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｡
(3) このツアーは､大人 1 名様からお申し込みいただけます｡

8615695−営商−8614706

お問い合わせ・お申し込みは(受託取次)

２０２０年

催行保証

４月１０日出発

２０２０年４月１８日に運行開始の
「志国土佐 時代の夜明けのものがたり」
に先行乗車できます。

3つの「ものがたり列車」で巡る

先行
乗車

車内での特別なおもてなし

ツアーの
ポイント

●新観光列車「志国土佐 時代の夜明けのものがたり 開花の抄」
に1週間早く先行乗車。
●観光列車「伊予灘
ものがたり」
を貸切運行。
特別にシェフが乗車し、
ふるまうフランス料理フルコースをご堪能ください。
●トロッコ
列車「しまんトロッコ」
で、
鬼北町のブランド米「田わわ」
を使用したお弁当と高知の名酒をお楽しみください。

２日目

４月１１日
（土）

３日目
４月１２日
（日）

四国の秘境を様々な方法で愉しむ

２泊目

三翠園

同行いたします。

運行バス会社

（松山駅〜多度津駅）

朝２回､昼３回､夕２回

大人2名様以上1室

ご旅行代金
四国島内発着

宇和島自動車(株)・とさでん交通(株)

大人１名様1室

円

円

※子供料金の設定はございません。
※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。

伊予灘ものがたり八幡浜編
【昼食】
（チャーター＆特別料理）

ほづみ亭
【夕食】

土佐大正駅（11：33着）

天赦園（宇和島さんさでお出迎え）

無手無冠酒造（酒蔵見学）

コースコード：HSJGAT001D

大洲の町並み・臥龍山荘（愛媛の小京都を地元ガイドと巡る）

★ 桂浜観光または日曜市観光

江川崎駅（10：43発）
高知駅（17：56着）

かつお船（かつおのタタキ藁焼体験）
大歩危駅(14:21発)

１日目
４月１０日
（金）

しまんトロッコ
（鬼北町の地元米を使った軽食と地酒の試飲）

窪川まち歩き
（地元ボランティアガイド
「四万十あちこちたんね隊」
と巡る）

時代の夜明けのものがたり 開花の抄
【夕食】
（運行開始日前にご乗車）
三翠園
【朝食】

伊予大洲駅（16：30着）

八幡浜駅

JRホテルクレメント宇和島
【宿泊】

JRホテルクレメント宇和島
【朝食】

最少催行人員

2020年４月１０日(金)

集合場所

催行保証

食事条件

ＪＲ多度津駅

添乗員

（集合時刻：10：00）

朝２回､昼３回､夕２回

ご旅行代金

１泊目

城西館

２泊目

四万十の宿

同行いたします。

（多度津駅〜松山駅）
大人2名様以上1室

四国島内発着

運行バス会社

かずら橋タクシー・(株)四万十交通

大人１名様1室

円

円

※子供料金の設定はございません。
※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。

■行程表 ★の行程はお客様の希望にあわせてお好きな方をご選択いただけます。

★の行程はお客様の希望にあわせてお好きな方をご選択いただけます。

【集合】
松山駅

出発日

﹁四万十の碧﹂

４月１０日
（金）

食事条件

添乗員

ＪＲホテルクレメント宇和島（夕食：ほづみ亭）

﹁祖谷渓谷ポタリング﹂

１日目

催行保証

ＪＲ松山駅

（集合時刻：13：00）

●新観光列車「志国土佐 時代の夜明けのものがたり 立志の抄」
に1週間早く先行乗車。
●徳島県「祖谷渓」
と
高知県「足摺岬」、
四国が誇る秘境の名所にご案内。
●1泊目は、
明治7年創業の老舗旅館「城西館」
に宿泊。
●2日目のご夕食は四万十のリゾートホテル「四万十の宿」
で土佐清水の名物「土佐の清水さば」
をご堪能ください。

清流・四万十川を屋形船でのんび
り遊覧︒
船内では鰻や川エビなど
四万十の恵みをふんだんに使用し
た
﹁四万十グルメコース﹂をご堪能
下さい︒

﹁窪川あちこちたんね﹂

四万十あちこちたんね隊と︑
小さ
なまちの隠れた魅力をゆったりと
歩きながら探索します︒

■行程表

集合場所

ツアーの
ポイント

時代の夜明けのものがたり
立志の抄（高知駅⇒窪川駅）

先行
乗車

﹁ポタリング﹂
とは自転車でお散歩
をすること︒
ネイチャーガイドと
共にミシュラン２つ星の祖谷渓谷の
風景をのんびりポタリングでご堪
能下さい︒
ハ
※イキングコースもございます

﹁おおず歴史華回廊﹂

認定案内人と一緒に華やかさが残
る大洲の古い町並みをお楽しみく
ださい︒

最少催行人員

2020年４月１０日(金)

四 国 秘 境の旅 コース

夜の牧野植物園

１泊目

四国のまちを地元ガイ
ドと巡る

出発日

特別
貸切

3つの「ものがたり列車」で巡る

﹁山﹂と﹁海﹂二つの秘境

時代の夜明けのものがたり
開花の抄（窪川駅⇒高知駅）

三翠園

２日目

窪川駅（15：10発）
三翠園
【宿泊】

４月１１日
（土）

多度津駅(17:16着)
【解散】

３日目
４月１２日
（日）

★ 夜の牧野植物園見学またはひろめ市場

高知駅（13：13発）
四国まんなか千年ものがたりしあわせの郷紀行
【昼食】

※掲載の写真はすべてイメージです。※料理は一例です。季節・天候などにより一部料理内容が変更になる場合があります。

【集合】
多度津駅

四国まんなか千年ものがたりそらの郷紀行
【昼食】

大歩危駅（16：48発）
城西館【朝食】

高知駅

大歩危駅（12：48着）

かずら橋

★ 祖谷散策
（祖谷渓ポタリングまたは今久保集落ハイキング）

城西館【夕食・宿泊】

★ 竹林寺
（竹林寺僧侶と廻るパワースポットと写経体験）
または牧野植物園
（ガイドとめぐる春の植物園）

時代の夜明けのものがたり 立志の抄
【昼食】
（運行開始日前にご乗車）

窪川駅（14：40着）

高知駅（12：04発）

岩本寺（副住職から七不思議法話を拝聴）

文本酒造（酒蔵見学）

（土佐の清水さばを味わう）
四万十の宿
【夕食・宿泊】

四万十の宿
【朝食】

コースコード：HSJGAT002D

足摺岬（地元ガイドと秘境を巡る）

四万十の碧
【昼食（
】屋形船に乗って四万十川の旬の恵みを堪能）

八幡浜駅（16：06発）

伊予灘ものがたり 道後編（ケーキセット付・伊予灘と夕日の絶景を臨む）

松山駅（18：10着）
【解散】

※掲載の写真はすべてイメージです。※料理は一例です。季節・天候などにより一部料理内容が変更になる場合があります。

