
 

 

 

 

 

「キハ４７『復刻    』で行く秋の土佐路」の発売について 
 

                         2 0 2 2 年 1 0 月 ７ 日                             

 

 

ＪＲ四国では、2022 年 10 月 14 日に鉄道開業 150 周年を迎えることを記念して、国鉄時代に製

造・導入された「キハ 47形気動車」を、往年の急行列車として「復刻運転」させるツアー商品「キ

ハ 47『復刻急行』で行く秋の土佐路」を発売します。 

ツアーでは、3日間それぞれに異なった急行列車を「復刻運転」するほか、懐かしの丸型「急行

ヘッドマーク」や「行先サボ」「愛称サボ」を再現する予定など、往時の雰囲気をお楽しみいただ

きます。 

この機会に、懐かしの「キハ 47 形気動車」で、秋の土佐路の旅をお楽しみください。 

 
   

● 本ツアーのこだわりポイント！ ● 
   

・キハ 47 形気動車が、「復刻急行」として秋の土佐路を駆け抜けます！ 

・日ごとに異なる「急行ヘッドマーク」「行先サボ」「愛称サボ」を掲出します！ 

 ・乗車記念品として、当日車両に掲出する「行先サボ」「愛称サボ」のレプリカ 

  をご用意します！ 
    

 

 

 

 

  

急行ヘッドマーク（イメージ） 

 

 

 

 

 

 

 

      キハ 47 形気動車（イメージ）   



１ 商品について 

（１） 商品名 

キハ 47「復刻急行」で行く秋の土佐路 

 

（２） 出発日・旅行代金 

２０２２年１１月３日（木・祝）、５日（土）、６日（日） 各日日帰り  

【 Day.1 】 １１月３日（木・祝） 徳島駅集合 高知駅解散  

    ①BOX１～２名様プラン：  おとな１名様あたり １６，５００円 

②BOX３～４名様プラン：  おとな１名様あたり １５，５００円 

    ③１名様 BOX 占有プラン： おとな１名様あたり ２３，５００円 

④ロングシートプラン：  おとな１名様あたり １５，０００円 

【 Day.２ 】 １１月５日（土） 高知駅 集合／解散  

    ①BOX１～２名様プラン：  おとな１名様あたり １３，０００円 

②BOX３～４名様プラン：  おとな１名様あたり １２，０００円 

    ③１名様 BOX 占有プラン： おとな１名様あたり ２０，０００円 

④ロングシートプラン：  おとな１名様あたり １１，５００円 

【 Day.３ 】 １１月６日（日） 高知駅集合 徳島駅解散  

    ①BOX１～２名様プラン：  おとな１名様あたり １６，５００円 

②BOX３～４名様プラン：  おとな１名様あたり １５，５００円 

    ③１名様 BOX 占有プラン： おとな１名様あたり ２３，５００円 

④ロングシートプラン：  おとな１名様あたり １５，０００円 

    ※こども旅行代金は全日全プラン上記おとな旅行代金より１，５００円引きです。 

※こども旅行代金は３歳以上小学生以下までです。 

※３歳未満でも座席を使用される場合は、こども旅行代金が適用されます。 

 

（３） 募集人員 

各日各プラン合計１００名様 【最少催行人員６０名様】 

 

（４） ツアー概要 

各日日帰りツアー  

使用車両・・・キハ 47形気動車 ４両編成 

   ①【 Day.１ 】（１１月３日（木・祝）） 急行「土佐」  【ヘッドマーク「土佐」で運転】 

    徳島（１０時頃発）==（団体専用列車）==阿波池田==高知（１６時頃着） 

②【 Day.２ 】（１１月５日（土）） 急行「あしずり」 【ヘッドマーク「あしずり」で運転】 

   高知（１０時頃発）==（団体専用列車）==須崎==土佐山田==高知（１６時頃着） 

③【 Day.３ 】（１１月６日（日）） 急行「よしの川」 【ヘッドマーク「よしの川」で運転】 

   高知（１０時頃発）==（団体専用列車）==阿波池田==徳島（１６時頃着） 

   ※各日とも列車の運転時刻は変更となる場合があります。 

   ※臨時列車のため、各日とも時刻は変更となる場合があります。詳しい時刻は、最終行程表にて 

お知らせいたします。 

 

 



（５）食事条件 

 各日・各プラン、昼食はお弁当を車内でお召し上がりいただきます。 

 

（６）その他ツアーのポイント 

ツアーにお申し込みいただいたお客様には、ご参加いただく日程デザインのサボを乗車記念品  

とは別に追加でご購入いただけます。詳しくは別紙募集パンフレットをご参照ください。（事前申 

込み・個数限定での受付となります。生産枚数に限りがあるため、早期に受付を終了する場合があ 

ります。また、ご好評いただいた場合は、今後一般販売を行う可能性があります。） 

 

（７）発売日時・発売方法 

２０２２年１０月１４日（金）１０:００ 

ＪＲ四国ツアーＷＥＢサイト https://www.jr-eki.com/index.html 

旅の予約センター 

各ワープ支店、各駅ワーププラザ 

 

 

２ その他  

・運輸機関の運行状況・時刻改正・気象状況・新型コロナウイルスの感染状況等により、行程やツ  

アー内容が変更となる場合があります。 

・列車の座席・号車の指定はお受けいたしかねます。 

・プランにより相席が発生する場合があります。 

・団体臨時列車出発駅集合、到着駅解散のツアーです。集合・解散に便利なオプションのご用意が 

あります。 

・当日の車両運用の都合上、車両のカラーや編成が変更となる場合があります。 

・都合によりヘッドマーク、サボの掲出内容の変更・掲出が取り止めとなる場合があります。 

・新型コロナウイルス感染対策のため、ツアー参加中はマスクの着用、手指消毒および咳エチケッ 

トの励行にご協力ください。 

・感染予防のため、車内で飲食の際は黙食にご協力をお願いいたします。大声での会話、過度な飲 

酒はご遠慮ください。 

・立入禁止箇所への立ち入り等の危険行為や他のお客様への迷惑行為があった場合は、途中離団 

していただく場合があります。 

・ツアー行程にテレビ・新聞社等の取材が同行する場合があります。ご協力をお願いいたします。 

・撮影マナーへのご協力をお願いいたします。 

 https://www.jr-shikoku.co.jp/emc_info/20211213_shooting_manners.pdf 

https://www.jr-eki.com/index.html
https://www.jr-shikoku.co.jp/emc_info/20211213_shooting_manners.pdf


ＤＡＹ.１
急行「土佐」

〔写真・イラストは全てイメージです〕

ＤＡＹ.2
急行「あしずり」

ＤＡＹ.3
急行「よしの川」

出発日：2022年11月3日（木・祝）
募集人員：各プラン合計100名様

（最少催行人員６０名様）

添乗員：徳島駅から高知駅まで同行します

旅行代金 1名様あたり

BOX１～２名様プラン
（HSLGBK145D）

16,500円

BOX３～４名様プラン
（HSLGBK146D）

15,500円

１名様BOX占有プラン
（HSLGBK147D）

23,500円

ロングシートプラン
（HSLGBK148D）

15,000円

旅行代金 1名様あたり

BOX１～２名様プラン
（HSLGBK149D）

13,000円

BOX３～４名様プラン
（HSLGBK150D）

12,000円

１名様BOX占有プラン
（HSLGBK151D）

20,000円

ロングシートプラン
（HSLGBK152D）

11,500円

旅行代金 1名様あたり

BOX１～２名様プラン
（HSLGBK153D）

16,500円

BOX３～４名様プラン
（HSLGBK154D）

15,500円

１名様BOX占有プラン
（HSLGBK155D）

23,500円

ロングシートプラン
（HSLGBK156D）

15,000円
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こども旅行代金は右記おとな旅行代金より こども旅行代金は3才以上小学生以下です。3才未満のお子様でも座席を使用する場合は、
こども旅行代金が適用されます。
旅行代金には、JR券（団券）、食事代、乗車記念品代が含まれます。1,500円引

食事条件：昼1回（弁当）

食事条件：昼1回（弁当）

食事条件：昼1回（弁当）

おすすめポイント

●キハ47形気動車が、「復刻急行」として秋の土佐路を駆け抜けます！
●日ごとに異なる「急行ヘッドマーク」「行先サボ」「愛称サボ」を掲出します！
●乗車記念品として、当日掲出する「行先サボ」「愛称サボ」のレプリカをご用意します！
※記念品は上記のほか、記念乗車証、記念硬券を予定しております

10：00頃発 16：00頃着

10：00頃発 16：00頃着

10：00頃発 16：00頃着

キハ47『復刻 』で行く秋の土佐路

出発日：2022年11月5日（土）
募集人員：各プラン合計100名様

（最少催行人員６０名様）

添乗員：高知駅から高知駅まで同行します

出発日：2022年11月6日（日）
募集人員：各プラン合計100名様

（最少催行人員６０名様）

添乗員：高知駅から徳島駅まで同行します

※臨時列車のため、各日とも時刻は変更となる場合があります。詳しい時刻は、最終行程表にてお知らせいたします。



18:59着 20:50着

高知駅

ご確認・ご注意事項

オプション①

オプション②

■JR四国全線きっぷ1日間用

■特急列車普通車自由席をご利用頂けます。■おとな・こども同額となります。
■指定席等をご利用の際は別途運賃・料金が必要となります。■有効期間の延長・変更は一切できません。
■詳しくはお申込み箇所へお問い合わせ下さい。

■追加サボ（行先・愛称セット）

■ご参加頂く日程のデザインをお申込み頂けます。
■上記デザインは制作段階でのイメージとなります。実物とは異なる場合があります。
■表面イメージのみ掲載しております。裏面デザインは表面とは異なります。
■生産枚数に限りがあるため早期に受付を終了する場合があります。
■上記サボは、各日程の同じデザインのものがお一人様1枚ずつ標準セットされています。

１１/3 ご参加のお客様限定 １１/5 ご参加のお客様限定 １１/6 ご参加のお客様限定

ＤＡＹ.１ ＤＡＹ.2 ＤＡＹ.3

●運輸機関の運行状況・時刻改正・気象状況・新型コロナウイルスの感染状況等により、行程やツアー内容が変更となる
場合があります。

●列車の座席・号車の指定はお受けいたしかねます。弊社にご一任いただき当日までお楽しみにお待ちください。
●プランにより相席が発生する場合があります。予めご了承ください。
●団体臨時列車出発駅集合、到着駅解散のツアーです。集合・解散に便利なオプションのご用意があります。
●当日の車両運用の都合上、車両のカラーや編成が変更となる場合があります。
●都合によりヘッドマーク、サボの掲出内容の変更・掲出が取り止めとなる場合があります。
●新型コロナウイルス感染対策のためツアー参加中はマスクの着用、手指消毒および咳エチケットの励行にご協力ください。
●感染予防のため車内で飲食の際は黙食にご協力をお願いいたします。大声での会話、過度な飲酒はご遠慮ください。
●立入禁止箇所への立ち入り等の危険行為や他のお客様への迷惑行為があった場合は途中離団して頂く場合があります。
●ツアー行程にテレビ・新聞社等の取材が同行する場合があります。ご協力をお願いいたします。

［営商1700161-8612436］


