
アンパンマン列車 20 周年記念事業

｢アンパンマントロッコ四国一周号｣が運転します！

2 0 2 0 年 7 月 22 日

四国各県で運転しているアンパンマン列車が2000年の運転開始から今年で20周年を迎えます。

その中で、瀬戸大橋を渡るトロッコ列車として人気のアンパンマントロッコが四国をぐるりと一

周しますのでお知らせいたします。

これまでにアンパンマントロッコに乗る機会のなかったお客様も、地元を運転するこの機会に、

アンパンマンとなかまたちでいっぱいのトロッコ列車の旅を味わってみてはいかがでしょうか。

１ 運転日

２０２０年９月２８日（月）～９月３０日（水）、１０月３日（土）～１０月５日（月）

２ 運転区間および時刻

乗車駅時刻 降車駅時刻

高松 宇多津 観音寺 観音寺

9:36 10:09 10:58 10:58

観音寺 観音寺 新居浜 新居浜

11:04 11:04 12:24 12:24

新居浜 伊予小松 今治 今治

12:52 13:26 14:22 14:22

今治 今治 伊予北条 伊予北条

15:32 15:32 16:38 16:38

伊予北条 伊予北条 松山 松山

16:45 16:45 17:12 17:12

松山 松山 伊予大洲 伊予大洲

10:37 10:37 12:13 12:13

伊予大洲 八幡浜 卯之町 卯之町

12:28 12:53 13:46 13:46

卯之町 卯之町 宇和島 宇和島

13:54 13:54 14:28 14:28

宇和島 宇和島 松丸 松丸

10:00 10:00 10:56 10:56

松丸 松丸 江川崎 江川崎

11:47 11:47 12:08 12:08

江川崎 江川崎 窪川 窪川

12:13 12:13 13:21 13:21

窪川 土佐久礼 須崎 須崎

14:25 15:02 15:19 15:19

須崎 須崎 佐川 高知

15:25 15:25 15:55 16:49

トロッコ乗車区間
月　日 線別 列車名 発駅 着駅

予讃線 アンパンマントロッコ四国一周号　高松

予讃線 アンパンマントロッコ四国一周号　観音寺

予讃線 アンパンマントロッコ四国一周号　新居浜

予讃線 アンパンマントロッコ四国一周号　今治

予讃線 アンパンマントロッコ四国一周号　伊予北条

9月29日

予讃線 アンパンマントロッコ四国一周号　松山

予讃線 アンパンマントロッコ四国一周号　伊予大洲

予讃線 アンパンマントロッコ四国一周号　卯之町

予土線 アンパンマントロッコ四国一周号　宇和島

予土線 アンパンマントロッコ四国一周号　松丸

予土線 アンパンマントロッコ四国一周号　江川崎

土讃線 アンパンマントロッコ四国一周号　窪川

土讃線 アンパンマントロッコ四国一周号　須崎

9月28日

9月30日



３ 定員

各便 48 名様

４ 発売方法

全車指定席で普通列車用グリーン券が必要です。乗車日の 1ヶ月前の 10 時からＪＲのみ

どりの窓口、主な旅行会社で発売します。なお、各列車毎の発売となりますので、連続

する複数の列車の指定席券を一括ではご購入いただけません。

５ 特典

ご乗車いただいたお客様には記念に｢記念乗車証｣をお渡しします！

６ アンパンマントロッコ四国一周号特別ツアーについて

アンパンマントロッコに乗車できるツアーを企画します。詳細については決まり次第、

別途お知らせいたします。

乗車駅時刻 降車駅時刻

高知 高知 土佐山田 土佐山田

10:04 10:04 10:49 10:49

土佐山田 土佐山田 大歩危 大歩危

10:54 10:54 12:11 12:11

大歩危 大歩危 阿波池田 阿波池田

12:15 12:15 12:57 12:57

阿波池田 阿波池田 穴吹 穴吹

9:57 9:57 10:41 10:41

穴吹 穴吹 鴨島 鴨島

10:46 10:46 11:28 11:28

鴨島 鴨島 徳島 徳島

11:40 11:40 12:23 12:23

徳島 徳島 鳴門 鳴門

12:50 12:50 13:40 13:40

鳴門 鳴門 徳島 徳島

14:40 14:40 15:45 15:45

徳島 徳島 阿南 阿南

10:12 10:12 10:56 10:56

阿南 阿南 徳島 徳島

12:47 12:47 13:28 13:28

徳島 徳島 板野 板野

13:55 13:55 14:22 14:22

板野 板野 三本松 三本松

14:27 14:27 15:18 15:18

三本松 三本松 志度 志度

15:37 15:37 16:06 16:06

志度 志度 高松 高松

16:28 16:28 16:50 16:50

トロッコ乗車区間
月　日 線別 列車名 発駅 着駅

10月3日

土讃線 アンパンマントロッコ四国一周号　高知

土讃線 アンパンマントロッコ四国一周号　土佐山田

土讃線 アンパンマントロッコ四国一周号　大歩危

徳島線 アンパンマントロッコ四国一周号　阿波池田

徳島線 アンパンマントロッコ四国一周号　穴吹

徳島線 アンパンマントロッコ四国一周号　鴨島

高徳線
鳴門線

アンパンマントロッコ四国一周号　鳴門線徳島

鳴門線
高徳線

アンパンマントロッコ四国一周号　鳴門

牟岐線 アンパンマントロッコ四国一周号　牟岐線徳島

牟岐線 アンパンマントロッコ四国一周号　阿南

高徳線 アンパンマントロッコ四国一周号　高徳線徳島

高徳線 アンパンマントロッコ四国一周号　板野

高徳線 アンパンマントロッコ四国一周号　三本松

高徳線 アンパンマントロッコ四国一周号　志度

10月4日

10月5日


