
JR 四国初企画！観光列車で巡る四福の物語内にて

「夜の『四国まんなか千年ものがたり』」にご乗車いただきます

2 0 2 0 年 1 0 月 2 日

本日より、四国の観光列車を乗り継ぎ四国を周遊するラグジュアリーツアー「観光列車で巡

る四福の物語」（全 2コース）が発売開始となりました。当ツアーにご参加いただいたお客様

には、JR四国初企画となる「夜の『四国まんなか千年ものがたり』」にご乗車いただきます。

1. 夜の四国まんなか千年ものがたり概要

・運 行 日：2020 年 11 月 18 日（水）ツアー2日目

・走行区間：琴平駅⇒阿波池田駅⇒琴平駅

・運行時間：琴平駅 18：31 頃発 琴平駅 20：42 頃着

・お 食 事：レストラン神椿による厳選食材のフルコース

・服装規定：カジュアルエレガンスでのご乗車をお願いいたします

観光列車「四国まんなか千年ものがたり」は、2017 年 4 月の運行開始以来、高い人気を誇り

ます。11 月 17 日出発の募集型企画旅行「観光列車で巡る四福の物語」にご参加いただいたお客

様には、いつもと違ったラグジュアリーな雰囲気をお楽しみいただくために、JR 四国初となる

「夜の『四国まんなか千年ものがたり』」にご乗車いただきます。明かりの少ない秘境の地を走

行する当列車内では、囲炉裏の火をイメージしてテーブルに内照された光りをグループで囲んで

いただき、レストラン神椿によるこの日だけの厳選食材のフルコースをお楽しみいただきます。

また、夜だからこそ実現可能な、ツアーにご参加いただいたお客様のみがご覧いただける特別な

演出もご準備しております。



2. 観光列車で巡る四福の物語コース詳細

（1）チャータークルーズとチャーター列車でゆったり寛ぐ 3日間コース

・11 月 17 日出発、2泊 3 日、お一人様 2名 1室 182,000 円～（お支払い実額）

・JR 四国初企画となる「夜の『四国まんなか千年ものがたり』」にご乗車いただきます。

・新観光型クルーザー「SEA SPiCA」を特別貸切。普段は運航しないツアー特別航路にて秋

の瀬戸内の多島美を堪能する優雅な船旅へご案内いたします。

・2020 年グランドオープン、歴史的に価値の高い邸宅を改修した「NIPPONIA HOTEL 大洲

城下町」にご宿泊いただきます。

・宿泊地へは 16 時頃チェックイン。ゆったりステイでご自身のペースにあわせておくつろぎ

いただきます。

（2）チャーター列車と里山の別荘で寛ぐ 3日間コース

・11 月 17 日出発、2泊 3 日、お一人様 2名 1室 172,000 円～（お支払い実額）

・JR 四国初企画となる「夜の『四国まんなか千年ものがたり』」にご乗車いただきます。

・1 泊目は、阿讃山脈の懐に抱かれた自然に佇む里山の別荘「阿讃琴南」にご宿泊いただきます。

・特別貸切「伊予灘ものがたり～四福のものがたり編～」にて、レストランからり片山料理長

による特別料理をご提供いたします。

・2020 年 10 月運行開始の新観光列車「藍よしのがわトロッコ」を特別貸切運行。

3. 当ツアーにおける新型コロナウイルス感染症対策について

・当ツアーでは、新型コロナウイルス感染症対策並びにお客様にワンランク上のおもてなしを

ご提供すべく、全観光列車の貸切運行を行います。

・大型バス並びにクルーズ船を貸切り、定員を半分以下に絞ってご案内いたします。

・その他、当然ながら三密を避けると共に、アルコール消毒の携帯や旅行出発前からのお客様

の体調確認を行って参ります。



土佐の食材を使った創作洋風料理
～皿鉢(さわち)風～

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

開花の抄（窪川駅⇒高知駅）

１号車車内イメージ

２号車車内イメージ

≪旅行参加条件≫
①マスクをご持参いただき､旅行中は熱中症にご注意のうえご着用ください。
②旅行出発前に体調確認（体温、体調チェック）を行い､発熱（37.5 度以上）や感染の疑いがあ
る場合には、旅行参加をご遠慮していただきます（この場合、所定の取消料が発生いたします）。

③添乗員同行の場合は､非接触型体温計による検温または健康チェックにご協力いただきます。
④旅行中に発熱（37.5 度以上）や感染の疑いが発覚した場合には､お客様の安全確保のため、
旅行を途中離団していただきます（この場合､所定の取消料が発生いたします）。

⑤旅行帰着後２週間以内に新型コロナウイルス陽性と診断された場合には､当社へご連絡くださ
い。

【新型コロナウイルス対策】
ＪＲ四国では､お客様に安全かつ安心してツアーにご予約・ご参加いただけるよう以下の新型コロ
ナウイルス対策を実施します。事前にご確認のうえお申し込みください。
●添乗員同行ツアーでは､添乗員がアルコール消毒液を携帯しています。
●添乗員・乗務員は、旅行出発前に体調確認（体温、体調チェック）を行い､発熱（37.5 度以上）
や感染の疑いがないことを確認のうえ、ツアー参加中はマスクを着用しています。

●利用運送機関・食事箇所・観光施設・体験プログラム等は､事前に適切な感染防止対策を取っ
ていることを確認しています。

●感染状況の変化等により旅行の安全かつ円滑な実施が困難となった場合､またはその可能性が
大きい場合には､催行決定後でも旅行の実施を中止する場合がございます。

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､入館料､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。

■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9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｡

【取消料】
無 料
旅行代金の 20％
旅行代金の 30％
旅行代金の 40％
旅行代金の 50％
旅行代金の全額

【お取消日区分】　
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…………………………………
　 　 　 　 　 　 〃 　 　 　 　 　 20日目にあたる日以降 8日目にあたる日まで………
　 　 　 　 　 　 〃 　 　 　 　 　 7日目にあたる日以降 2日目にあたる日まで………
旅行開始日の前日…………………………………………………………………………………………
旅行開始日当日……………………………………………………………………………………………
旅行開始後又は無連絡不参加の場合…………………………………………………………………

8615695－営商－8612380

お問い合わせ・お申し込みは(受託取次)

寒川 裕太

2020年7月デビューの新観光列車「志国土佐時代の夜明けのものがたり」
「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、土佐流のおもてなしで楽しむ列車旅をお楽しみください。

２０２０年
７月デビュー

NEW

1.この旅行はＧｏＴｏトラベル事業の支援対象です。
2. 旅行代金からＧｏＴｏトラベル事業による給付金を引いた金額がお客様のお支払い実額となります｡10月1日以降の当社が定める日以降に出発の旅行に関しては､別途､旅行代金に応じた地域共通
クーポンが付与されます。

3. 給付金の受領について
国からの給付金はお客様に対して支給されますが、当社およびGoToトラベル事務局は、給付金をお客様に代わって受領（代理受領）致しますので、お客様は、旅行代金に対する給付金を差し引いた
「お支払い実額」をお支払いいただくこととなります。なお、お取り消しの際は、旅行代金を基準として所定の取消料を申し受けいたします。お客様は、当社およびＧｏＴｏトラベル事務局による代理
受領についてご了承のうえお申込みください。

1.この旅行はＧｏＴｏトラベル事業の支援対象です。
2. 旅行代金からＧｏＴｏトラベル事業による給付金を引いた金額がお客様のお支払い実額となります｡10月1日以降の当社が定める日以降に出発の旅行に関しては､別途､旅行代金に応じた地域共通
クーポンが付与されます。

3. 給付金の受領について
国からの給付金はお客様に対して支給されますが、当社およびGoToトラベル事務局は、給付金をお客様に代わって受領（代理受領）致しますので、お客様は、旅行代金に対する給付金を差し引いた
「お支払い実額」をお支払いいただくこととなります。なお、お取り消しの際は、旅行代金を基準として所定の取消料を申し受けいたします。お客様は、当社およびＧｏＴｏトラベル事務局による代理
受領についてご了承のうえお申込みください。

お申し込み・お問い合わせは、ワープ支店、駅ワーププラザ、JR四国旅の予約センターへどうぞ

GoToトラベル事業支援対象GoToトラベル事業支援対象

２０２０年
１１月１7日出発

２泊３日
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■行程表

※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。

コースコード：HSJGBT073D

2名様以上1室（お一人様あたり）

１名様1室
【集合】松山駅（10：36発） （12:54着）伊予大洲駅

琴平駅（18：20発）

琴平駅（20：42頃着）

NIPPONIA HOTEL 大洲 城下町（伊予の小京都に宿泊・専用ガイドと巡る）【夕食・宿泊】

大洲城下町【朝食】 松山観光港（11：10頃発） （14:40頃着）今治港

琴平グランドホテル桜の抄（チェックイン・休憩）

琴平グランドホテル桜の抄【宿泊】

桜の抄【朝食】 高知土佐テラス（有名連によるよさこい踊り＆なるこプレゼント） 高知駅（12:04発）

（14:40着）窪川駅【解散★】

シースピカ（9月デビューの観光型高速船をツアー用航路で）

旧広瀬邸（語り部と国指定文化財を巡る）

伊予灘ものがたり四福の物語編【昼食】（特別料理）

志国土佐時代の夜明けのものがたり立志の抄【昼食】
（特別料理・芋屋金治郎のデザート芋けんぴプレゼント）

夜の四国まんなか千年ものがたり【夕食】
（夜の特別運行＆ツアー特製コース料理）

～～ ～～

１日目
11月17日
（火）

11月19日

（水）
11月18日
２日目

３日目

（木）
★ご希望のお客様は、｢時代の夜明けの物語 開花の抄」
（窪川～高知）にもご乗車いただけます。

【Aコース】 【Bコース】～貸切した新観光型クルーザーで瀬戸内の多島美を望む～
チャータークルーズとチャーター列車でゆったり寛ぐ３日間 チャーター列車と里山の別荘で寛ぐ３日間

旅行代金210,000円～240,000円から
GoToトラベル事業による給付金28,000円
を引いた額がお支払い実額になります。
10月1日以降当社が定める日以降、（別途
ご案内します）に関しては、別途、旅行代
金に応じた地域共通クーポンが付与され
ます。

こども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上記お
支払い実額より3,000円引きとなります。

JR 貸切バス 貸切船～～ 徒歩

【Aコ

ツアーの
ポイント

182,000円

212,000円

歌舞伎の演目「義経千本桜」に登場する“初音の鼓”からネーミングされた、
天然温泉の露天風呂付の和洋室で心身ともにお寛ぎください。

かつて国の登録有形文化財に指定された旧敷島館の古材を用い、老舗旅館の
佇まいを再現した湯宿。多彩な湯処で癒しのひとときをお過ごしください。

大人

大人

ポ

出発日

集合場所

食事条件 最少催行人員

添乗員 運行バス・運航船会社

2020年１１月１７日(火) 18名様朝２回､昼３回､夕２回
同行いたします。

瀬戸内海汽船株式会社
肱南観光バス・琴参バスＪＲ松山駅

（集合時刻：10：00）（集合時刻：10：00） （松山駅～高知駅）

■行程表

※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。

コースコード：HSJGBT074D

2名様以上1室（お一人様あたり）

１名様1室
【集合】伊予大洲駅（13：20発） （15：25着）松山駅

琴平駅（18：20発）

琴平駅（20：42頃着）

阿讃琴南【朝食】 （13:00頃着）阿波池田駅

ことひら温泉 御宿 敷島館（チェックイン・休憩）

ことひら温泉 御宿 敷島館【宿泊】

湯山荘 阿讃琴南【夕食・宿泊】

敷島館【朝食】 高知土佐テラス（有名連によるよさこい踊り＆なるこプレゼント） 高知駅（12:04発）

石井駅（11：10発）

（14:40着）窪川駅【解散★】

藍よしのがわトロッコ（10月デビューのトロッコ列車に乗車）
第66番札所雲辺寺（僧侶と紅葉観賞）

伊予灘ものがたり四福の物語編【昼食】（特別料理）

志国土佐時代の夜明けのものがたり立志の抄【昼食】
（特別料理・芋屋金治郎のデザート芋けんぴプレゼント）

夜の四国まんなか千年ものがたり【夕食】
（夜の特別運行＆ツアー特製コース料理）

１日目
11月17日
（火）

11月19日

（水）
11月18日
２日目

３日目

（木）
★ご希望のお客様は、｢時代の夜明けの物語 開花の抄」
（窪川～高知）にもご乗車いただけます。

旅行代金200,000円～230,000円から
GoToトラベル事業による給付金28,000円
を引いた額がお支払い実額になります。
10月1日以降当社が定める日以降、（別途
ご案内します）に関しては、別途、旅行代
金に応じた地域共通クーポンが付与され
ます。

こども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上記お
支払い実額より3,000円引きとなります。

JR 貸切バス 徒歩

172,000円

202,000円

大人

大人

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

2020年１１月１７日(火) 18名様朝２回､昼３回､夕２回
同行いたします。 琴参バスＪＲ伊予大洲駅

（集合時刻：13：00）（集合時刻：13：00） （松山駅～高知駅）

8名様昼３ 夕２ 8名様昼３ 夕２

観光型高速クルーザー「SEASPiCA」 2020年9月デビューの広島港⇔三原港を航行する
観光型高速クルーザー「SEA SPiCA」を普段とは
違う当ツアー用の特別航路でチャーター運航!
クルーズならではの瀬戸内の風景をお楽しみくださ

２０２０年
7月デビュー

NEW

ツアーの
ポイント

●1泊目は、阿讃山脈の懐に抱かれた、静謐なる自然に佇む里山の別荘「阿讃琴南」にご宿泊
●特別貸切「伊予灘ものがたり～四福のものがたり編～」にて、レストランからり片山料理長による特別料理をご提供
●２０２０年１０月運行開始の新観光列車「藍よしのがわトロッコ」を貸切運行。

「夜の千年ものがたり」
ドレスコードについて
（服装規定）

ＪＲ四国“初”企画

2020年10月デビューの徳島駅～阿波池田駅間を走る
トロッコ列車に貸切乗車!
吉野川の恵みにより育まれた里山の景観や暮らしを感
じながら、終点が近づくにつれ、沿線から見える吉野川
の風景をお楽しみください。

お支払い実額
【 四国島内発着 】

お支払い実額
【 四国島内発着 】

藍よしのがわトロッコ貸切
乗車

２０２０年
10月デビュー

NEW

●新観光型クルーザー「ＳＥＡＳＰiＣＡ」を特別貸切。秋の瀬戸内の多島美を堪能する優雅な船旅へご案内。
●２０２０年グランドオープン、歴史的に価値の高い邸宅を改修した「ＮIＰＰＯＮＩＡＨＯＴＥＬ大洲城下町」に宿泊。
●宿泊地へは１６時頃チェックイン。ゆったりステイでご自身のペースにあわせておくつろぎいただけます。

2日目に四福の物語初となる「夜の千年
ものがたり」にご乗車いただき、車内にて
レストラン神椿による厳選食材のフル
コースをお楽しみください。

ポポ
ゆ

NIPPONIA HOTEL大洲城下町１泊目

ネーミングされた、
さい。

琴平グランドホテル桜の抄別邸初音
歌舞伎の演目「義経千本桜」に登場する“初音の鼓”からネ
天然温泉の露天風呂付の和洋室で心身ともにお寛ぎくださ

琴平グランドホテル桜の抄別邸
2020年4月オープンの客室棟

ポイントポイン ０２０年グランドオ プン、歴史的●２０ポイントポイ ト
宿泊 時頃宿宿泊地へは１６時頃チェックイン。ゆ●宿

NIPPONINIPPON A HOTEL大洲城下町１泊目 2020年グランドオープンの宿で城下町ぐらしを体感

２泊目 ２泊目
か
佇

２ ことひら温泉 御宿 敷島館

「NIPPONIA HOTEL 大洲 城下町」は、城下町をまるごとホテルに見立てた、故くて新しい
ホテルです。フロントや客室は、まちに点在する歴史的に価値の高い邸宅を快適に過ごせるよ
うリノベーション。ご夕食は、大洲の恵まれた自然地形から生み出される数々の食の宝をアレン
ジしたフュージョン料理を、美しい砥部焼とともにお楽しみください。

阿讃山脈の懐に抱かれた、静謐なる自然に佇む里山の別荘「阿讃琴南」。別荘へと誘う時架
ける橋を渡ると、里の趣と暖炉や囲炉裏の温もりに包まれた理想の休日がはじまります。自家
源泉を湛える森に抱かれた河畔風呂「せせらぎ」ではバリエーション豊かな露天風呂がお愉し
みいただけます。お食事は阿讃の大自然に育まれた食の数々を取り入れた、野趣溢れる里山
料理をご堪能ください。

旅館の
い。

かつて国の登録有形文化財に指定された旧敷島館の古材を用い、老舗
佇まいを再現した湯宿。多彩な湯処で癒しのひとときをお過ごしくださ

舗旅
さい

２泊目 ことひら温泉 御宿 敷島敷島敷島敷島敷島島島敷島島島島島島島館館館館館館館館館館館
令和元年に蘇ったこんぴらさんの風情漂う湯宿

湯山荘阿讃琴南１泊目

ポイントポイン 別貸切「伊予灘ものがたり●特別
開始の新観

ポイント
２０年１０月運行開●２０

湯山湯山荘荘阿讃琴南阿１泊目 渓流の奥座敷「琴南」で暮らすように泊まる

全「ものがたり列車」貸切運行！観光列車で巡る四国の旅

夜の四国まんなか千年も
のがたりは「カジュアルエ
レガンス」でのご乗車をお
願いいたします。宿泊施設
でのご休憩時に規定の服
装へお着替え下さい。

ジーンズ・サンダル履きは
ご遠慮ください。

タ 列車と里山の別荘で寛ぐ３日間

乗車いただき、車内にていただいたいただだ車い車車車いい車」にご乗ものがたり
による厳選食材のフル厳選選よるよよよ 厳選選よるる厳選厳選厳選よよるる神椿にレストラン 食
みください。だ いいさいいださださいさいいいいだささいさいださいい。い。いいお楽しみコースをお

夜の千年ものがたりはＡ・Ｂコースどちらもご乗車いただけます。

伊予灘ものがたり～四福の物語編～伊予灘ものががたり～四四福の物語編～

普段の伊予灘ものがたりとは違う、
ツアー特別料理をお楽しみください。


