
瀬戸大橋線開業３５周年記念キャンペーン 第２弾!!・第３弾!! 企画 

「瀬戸大橋線開業３５周年記念デジタルスタンプラリー」の開催 

＆「瀬戸大橋線開業３５周年記念 帰ってきた 四国満喫きっぷ」の発売について 
 

 

２ ０ ２ ３ 年 ３ 月 ８ 日 

 

 

 ＪＲ四国では、1988 年４月 10 日に開業した瀬戸大橋線が３５周年を迎えることを記念して、「瀬戸大橋線開業

３５周年記念デジタルスタンプラリー」を開催いたします。また、この春限定で“あのきっぷ”が帰ってきます！

「瀬戸大橋線開業３５周年記念 帰ってきた 四国満喫きっぷ」の発売が決まりました。2023年中実施するデジタル

スタンプラリーとともに、この春はぜひ「四国満喫きっぷ」を利用して四国の旅をお楽しみください！ 

なつかしいスタンプ、全部集めちゃおう！ 

「瀬戸大橋線開業３５周年記念 デジタルスタンプラリー」 
開催期間：2023年 3月 21日～2023年 12月 31日 

 
 

 ● スタンプのデザインは、なつかしの「わたしの旅」 

  1980年に始まり全国約740駅に置かれた、 

なつかしの「わたしの旅」スタンプデザインを採用！ 

当時の雰囲気をぜひ、お楽しみください！ 

 

 ● 集めたスタンプで、限定賞品をその手に掴め！ 

  ５県３５駅のスタンプを集めて応募すると 

  その個数に応じて３５周年記念限定賞品がもらえる！抽選で当たる！ 

 

 ● 知り合いに自慢できる！？特別賞に瀬戸大橋塔頂体験！ 

  特別賞には本州四国連絡高速道路株式会社協力の貸切塔頂体験を当スタンプラリー限定でご用意！ 

 
 

 

“ あのきっぷ ”が１年振りに帰ってきます！ 

「瀬戸大橋線開業３５周年記念 帰ってきた 四国満喫きっぷ」 
利用期間：2023年 4月 8日～2023年 5月 21日 

 

 ● おねだんは大人 12,000 円！ 
   スマえきならなんと大人 10,500 円！ 
   現在発売中の「四国フリーきっぷ」と比べて、 
    窓口用は 4,440円おトク！ 
    スマえきなら 5,500 円もおトク！ 
   さらに!土佐くろしお鉄道線全線も乗り降り自由 
 

● スマえきなら 

  「いつでも*」「どこでも」購入可能！ 
   窓口や券売機に並ぶことなく、アプリ上から 
   各種きっぷをキャッシュレスでお求めいただけます。 
   * メンテナンス時間（毎日2：00～4：00）を除きます。 

 

  

瀬戸大橋線開業３５周年記念 

帰ってきた 四国満喫きっぷ 

窓口発売（紙きっぷ） 
 大 人：１２，０００円 
 こども： ６，０００円 
スマえき（デジタルチケット） 
 大 人：１０，５００円 
 こども： ３，５００円※ 
     ※ 小児は大人と同一行程に限ります。 
有効期間 
 土・日・祝日を含む連続３日間 
主な効力 
 ・ＪＲ四国線全線の特急自由席 
 ・土佐くろしお鉄道線全線の特急自由席 
 ・ジェイアール四国バスの路線バス 
 が、乗り降り自由。 



 

 

１ 実施期間について 

2023年３月21日（火・祝）～2023年 12月 31日（日） 

 

２ デジタルスタンプラリーについて 

(1) スタンプラリースポット 

３５周年にちなみ、３５駅をスタンプラリースポットに設定いたします。 

  【岡山県：１駅】岡山駅 

  【香川県：９駅】高松駅、坂出駅、丸亀駅、多度津駅、観音寺駅、屋島駅、讃岐津田駅、善通寺駅、琴平駅 

【愛媛県：９駅】松山駅、川之江駅、新居浜駅、伊予西条駅、今治駅、伊予市駅、伊予大洲駅、八幡浜駅、 

宇和島駅 

【徳島県：８駅】徳島駅、池谷駅、鴨島駅、穴吹駅、牟岐駅、日和佐駅、阿南駅、阿波池田駅 

【高知県：８駅】高知駅、大杉駅、土佐山田駅、後免駅、佐川駅、須崎駅、窪川駅、中村駅 

(2) スタンプデザイン 

  スタンプのデザインには、1980年に始まり全国約740駅に置かれた、なつかしの「わたしの旅」スタン 

プデザインを採用しています。 

スタンプラリーにご参加いただき、当時の雰囲気をお楽しみください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３ 参加方法について 

(1) スマートフォンやタブレット端末から「瀬戸大橋線開業３５周年記念デジタルスタンプラリー」キャンペ

ーンページにアクセスしてください。 

※キャンペーンページは「瀬戸大橋線開業３５周年記念専用ホームページ」内で、３月 16 日(木)10 時に

公開を予定しています。専用ホームページ：https://www.jr-eki.com/seto-ohashi_line_35th/index.html 

(2) 「ログインして参加」をタップし、表示された確認事項を必ずお読みいただき、「確認して参加する(ログ

イン)」をタップします。 

※ご参加には、LINEまたはメールアドレスでの登録が必要になります。 

 初めてご参加される場合は、「LINE でログイン」または「メールアドレスで新規登録」のいずれかをお

選びいただき、登録をお願いいたします。 

(3) スマートフォンの位置情報サービスの設定を「オン」にしていただいたうえで、スタンプラリースポット

にて、「瀬戸大橋線開業３５周年デジタルスタンプラリー」キャンペーンページにアクセスし、「スポット

一覧」から該当のスポットをタップすると、スタンプが取得できます。 

(4) ご希望の賞品に必要なスタンプが集まりましたら、賞品をお受け取りまたは応募フォームよりご応募くだ

さい。 

 

 

「わたしの旅」・・・1980年、旅の記念に駅スタンプを収集することを目的とした企画の名称。 

 

４種類の形（丸、四角形、五角形、六角形）と３種類の色（黒、赤、紫）を組み合わせた、全部で12種

類のスタンプ。どれも駅や、その駅のある町の特徴などがキャッチフレーズとイラストになっています。 

 

 

「わたしの旅」スタンプとは 
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４ 賞品について 

賞品 
(ｲﾒｰｼﾞ) 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

応募条件 
①１個以上の 

スタンプを獲得 

②岡山駅を含む５個以上の 

スタンプを獲得 

 

賞品 
(ｲﾒｰｼﾞ) 

 

 

 

特別賞 瀬戸大橋貸切塔頂体験 
 

 

 

 

 

協力：本州四国連絡高速道路株式会社 

応募条件 
③全３５個の 

スタンプを獲得 
Ｗチャンス！！ 

②または③の応募条件を満たした方 

※１：「なつかしの時刻表」とは瀬戸大橋線開業当時の時刻表紙面や新聞記事の一部を復刻してデザインした 

リーフレットです。 

※２：瀬戸大橋線開業３５周年ロゴをあしらったオリジナルピンバッジです。（ケース付） 

   【サイズ】直径約25mm円形 【素材】ステンレス製  

※３：瀬戸大橋線開業３５周年ロゴをあしらったオリジナルヘッドマークです。（台座付） 

   【サイズ】直径約20cm、厚さ1mm円形 【素材】真鍮製 

※４：「なつかしの時刻表」の受取箇所は高松駅・松山駅・徳島駅・高知駅です。 

   改札係員にスタンプの取得画面をお見せいただき、賞品をお受け取りください。 

賞品はお一人様につき、１つ限りとさせていただきます。 

引換期間：2023年３月21日（火・祝）～12月 31日（日） 

※５：ご応募いただいた方を対象に、応募期間終了後抽選いたします。抽選結果の発表は、賞品の発送をもって

代えさせていただきます。 

   応募期間：2023年３月21日（火・祝）～2023年 12月 31日(日) 

※６：ご応募いただくにあたり留意事項がございますので、必ずお読みいただいたうえ、ご応募ください。 

詳しくは専用ホームページおよび別紙をご覧ください。 

   https://www.jr-eki.com/seto-ohashi_line_35th/index.html 

   応募期間：2023年３月21日（火・祝）～2023年 12月 31日(日) 

   塔頂体験実施時期：2024年１～２月頃 

 

 

 

 

 

 

 

  

抽選で 

  ５名様 

      に当たる！ 

 

抽選で 

１組５名様 

   に当たる！ 

※6 

※3 

※5 

全員 

もらえる！ 
【受取箇所】 

高松駅・松山駅・ 

徳島駅・高知駅 

抽選で 

   100 名様 

      に当たる！ 

※1 

※4 ※5 

※2 
なつかしの時刻表 

（リーフレット） 

３５周年ロゴ 

オリジナルピンバッジ 

３５周年ロゴ 

オリジナルヘッドマーク 

https://www.jr-eki.com/seto-ohashi_line_35th/index.html


 

 

【商 品 概 要】 

 

１ きっぷの名称  瀬戸大橋線開業３５周年記念 帰ってきた 四国満喫きっぷ 

 

２ 発 売 期 間  ２０２３年４月３日（月）から２０２３年５月１９日（金）まで 
          ※出発日の１ヵ月前から当日まで発売いたします。 

 

３ ご利用期間  ２０２３年４月８日（土）から２０２３年５月２１日（日）まで 
          ※２０２３年５月１９日（金）ご出発分まで発売いたします。 
          ※上記の期間のうち、土曜・日曜・祝日を１日以上含む連続３日間でご利用可能です。 

 

４ お ね だ ん  【窓口発売】（紙きっぷ） 

           大人お一人さま １２，０００円（こどもは大人の半額） 

          【スマえき】（デジタルチケット） 

           大人お一人さま １０，５００円（こどもは一律３，５００円※） 

          ※【スマえき】では、こどもは大人と同一行程の場合のみ発売とし、こどものみではご利用になれません。 

 

５ きっぷの内容 

 ○ 有効期間は、土曜・日曜・祝日を１日以上含む連続３日間です。 

 ○ ＪＲ四国線全線（宇多津～児島間を含む）及び土佐くろしお鉄道線全線の特急列車・普通列車の普通車自

由席が乗り降り自由です。また、ジェイアール四国バスのうち路線バス《大栃線、久万高原線》にご乗車

になれます（高速バスには乗車できません）。 

 ○ 特急列車の普通車指定席またはグリーン車をご利用の場合は、乗車券部分のみ有効です。ご利用の際は、

別途料金券をお買い求めください。なお、グリーン個室はご利用いただけませんので、有効な乗車券及び

料金券をお買い求めください。 

 ○ 普通列車（快速列車を含む）の普通車指定席またはグリーン車をご利用の場合は、乗車券部分のみ有効で

す。ご利用の際は、別途料金券をお買い求めください。 

 ○ 列車乗車後に有効期間を経過する場合は、途中出場しない限り、ご乗車中の列車のフリー区間内の最終  

着駅までご利用になれます。 

 ○ 普通列車に乗車した場合であっても、差額の払いもどしはいたしません。 

 ○ サンライズ瀬戸号には乗車できません。 

 ○ 出発日を遡っての発売はいたしません。 

 ○ 払いもどしは、未使用で有効期間開始日前または有効期間内に限り、手数料として６６０円をいただき、  

【窓口発売】用では発売箇所にて承り、【スマえき】用ではお客様ご自身でスマートフォン端末等を操作

して払いもどし処理を行っていただきます。 

 ○ きっぷの使用開始後は、列車等の運行不能、遅延などいかなる場合でも払いもどしはいたしません。 

 ○ 【スマえき】用をお買い求めいただいた後、スマートフォン端末等の紛失、不所持、故障、及び電池切れ

等により、デジタルチケット画面をご提示いただけない場合でも、再発行の取り扱いはいたしません。別

途必要な乗車券類をご購入いただきます。 

 

６ 発 売 箇 所 

 ○ 【窓口発売】（紙きっぷ） 

    ＪＲ四国の駅のみどりの窓口及びワープ支店 / 土佐くろしお鉄道の中村駅、宿毛駅、及び安芸駅 

 ○ 【スマえき】（デジタルチケット） 

    チケットアプリ「しこくスマートえきちゃん」 

    ※駅のみどりの窓口やワープ支店等で、デジタルチケットはお買い求めいただけません。 
 

 

 
《お客様のお問い合わせ先》 ＪＲ四国電話案内センター：0570-00-4592（8:00～19:00／年中無休／通話料がかかります。） 
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● 貸切塔頂体験の内容について ●
①与島ＰＡサービス施設棟２階会議室で概要説明。

②北備讃瀬戸大橋アンカレイジで展示物の説明後、ＪＲ瀬戸大橋線の見える鉄道階管理路から北備讃瀬戸大橋主塔へ移動。

③塔内のエレベータで塔頂。（海面上175ｍから見る360°の大パノラマ）

※概要説明から塔頂体験終了までの所要時間はおよそ２時間30分程になる予定です。

● 下記にお示しする事項について、ご応募者各位が事前にご了承いただけますことを抽選の条件とします。 ●
・高所恐怖症ならびに閉所恐怖症（タワー内、若干程）の方はご遠慮いただいております。

・当選者の催行当日集合場所は、瀬戸中央自動車道、与島PA 与島プラザ内２階、本四高速が運営するスカイツアー事務局、
（HPリンク参照）もしくは坂出駅（南口）前とします。なお、集合場所までの交通手段については、お客様ご自身でお手配ください。

スカイツアー事務局参照ページ：https://www.jb-honshi.co.jp/skytour/access.html

・見学は徒歩ですので、補助具なしで自ら２km以上の歩行ができ、階段及び梯子の昇降ができることを必須とします。

・参加者は中学生以上の方を対象とします。その場合、18歳未満の方は保護者要の観点より、18歳以上の方お1人様に限り
同伴できることを条件とし、特別にご招待することとします。

・当選者の確認を行うため、ご本人証明証（マイナンバーＣ・保険証・運転免許証・生徒手帳等）の提示にご協力ください。

・損害/障害保険は主催者により加入します。なお、当選者が参加した際、自らの起因により生じた保険適用以上もしくは
保険適用除外の損失補填につきましては、主催者側は責任を負いません。

・主催者側として、次に掲げる事項に該当した場合、当選者が現地までに要した往復路分交通費・高速道路通行料等の費用に係る
返金等の対応はいたしません。
①やむを得ない事情により貸切塔頂体験が中止となった場合（大規模地震・大規模紛争の発生、その他速やかな解散が望ましい場合）

②催行当日の現地での降水・強風などの気象条件の急変により中止となった場合 （催行基準 降水3mm/ｈ、強風10m/s）

③催行当日において、事故、急病者の発生により催行中途での中止を余儀なく判断した場合

④催行当日において、場合により、主催者側の機器測定によるアルコールの摂取が判明した方につきましては、ご参加いただけません。

⑤※個々における平熱よりも明らかに発熱の症状がみられた方及び平常時よりも体調の不良を感じられている方はご参加いただけません。
（下記「●その他※」参照）

● 当日の服装について ●
・服装につきましては、軽度の運動が可能なもの、普段ご使用になられるスニーカー等を着用していただきまして、
差し支えございません。ただし、スカート、ヒールでのご来場につきましては、お控えいただきます。

・冬～春時期については突発的な強風も予想され、実際の気温以上に体感的に寒く感じられる場合があります。
防寒対策として、ジャンバー等の着用は差し支えございません。ただし、ロングコート類の着用は現地では不可といたします。

・催行中は主催者側が用意いたしますヘルメット、催行用ベスト、手袋を着用していただきます。

● 携行品などお持ち物について ●
・安全上のため、手動作が自由な何も持たない状態で出発していただきます。お持物・貴重品類がある場合、リュックサック・ポーチ等に
入れるなどして必要に応じて各位ご用意ください。これら携行品についての紛失に関しましては主催者側は責任を負いませんので
各位の責任において保管してください。なお、場合により、リュック等の中身を目視にて確認する場合があります。

・写真撮影に関する機材類（デジタルカメラ・スマートフォン等）につきましては落下物防止の観点より、原則としてお一人様１基の
お持ち込みでお願いしております。この場合、ストラップ等の身体頭部よりの掛け通し、吊り下げにご協力をお願い致します。

・眼鏡落下防止ストラップにつきましても、上記同様の対応とします。

● その他 ●
・催行中の喫煙は出来ません。

・※新型コロナウイルス感染症対策につきましては、日本政府（厚生労働省）の示唆するガイドライン方針に沿い、
今後、その局面に則した対応をおこなうことといたします。

・報道関係者や本四高速・JR四国の広報担当が同行し、当日の模様を記録、報道・広報等で使用する場合があります。
予め、ご了承ください。

・塔頂体験に当選されたお客様には、別途主催者（JR四国）よりご連絡させていただきます。
その際に体験日時等をお客様のご都合ならびに施設の予定を勘案し、ご相談させていただきます。
（体験時期は２０２４年１～２月頃となる予定です。）

・橋上では本四高速とJR四国の社員がご一緒します。塔頂体験を存分にお楽しみください。

本四高速 協力 「瀬戸大橋線開業35周年記念デジタルスタンプラリー特別賞」

ご応募いただくにあたりまして、必ずご覧ください。
【貸切塔頂体験にご応募いただいた方の中から、抽選による当選の方にあっての留意事項】

https://www.jb-honshi.co.jp/skytour/access.html

