
～世界自然遺産を訪ねて～

ぐるっと！粟島・高見島・本島コース 3泊4日
HSLGBN092D

ゆったり！ 直島コース
大川自動車㈱貸切バス会社

●①

2泊3日
ZPLGBG010D

●②

募集型企画旅行お申し込みのご案内 ※お申し込みの前に必ずお読みください。 8613224－営商－7849679

福 永 　 憲 史

この旅行は、四国旅客鉄道（株）（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。
1　お申し込み方法
（1）本旅行のお申し込みは、当社所定の旅行申込書に必要事項をご記入のうえ、お一人様
につき下記の申込金を添えてお申し込みいただきます。申込金は旅行代金をお支払いいた
だくときにその一部として繰り入れます。
（2）当社は電話等による旅行の申し込みをお受けいたします。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。

2　契約の成立時期
この旅行の契約は、当社の予約の承諾と上記の申込金を受理した時に成立いたします。

3　旅行代金のお支払い
ご旅行代金は、旅行開始日の前日から起算してさかのぼって14日目にあたる日より前にお
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。

４　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、添乗サービス料金（同行
の場合）及び消費税等諸税相当額が含まれています。

5　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おりません。

6　旅行の催行について
ご参加のお客様が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（日帰り旅
行は3日目）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。

7　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、既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。

8　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・滞在期
間の短縮

9　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程に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。

10 個人情報の取扱について
（1）当社は旅行申込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、
宿泊機関等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、サービス等のご案内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り扱いに関する方針等についてはホームページ
（https://www.jr-shikoku.co.jp）でご確認ください。

11 その他
このパンフレットは2022年8月1日現在を基準として作成しております。当日の交通事情
等によりやむを得ず行程が変更になる場合があります。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務取扱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。このツアーは、特段
の記載がない限り大人1名様からお申し込みできます。掲載写真はすべてイメージです。

旅行代金 1万円未満 1万円以上3万円未満 3万円以上6万円未満 6万円以上10万円未満 10万円以上
お申込金 3千円以上旅行代金まで 5千円以上旅行代金まで 1万円以上旅行代金まで 2万円以上旅行代金まで 3万円以上旅行代金まで

お取消日区分 お取消料
宿泊付旅行 日帰り旅行

旅行開始日
の前日から
起算して
さかのぼって

21日目に当たる日まで 無　料

10日目に当たる日以降8日目に当たる日まで 旅行代金の20%
7日目に当たる日以降2日目に当たる日まで 旅行代金の30%
旅行開始日の前日 旅行代金の40%
旅行開始日の当日 旅行代金の50%

旅行開始後または無連絡不参加の場合 旅行代金の全額
貸切船舶を利用する企画旅行契約 当該船舶に係る取消料の規定によります

20日目に当たる日以降11日目に当たる日まで 旅行代金の20% 無　料

私鉄、ケーブルカー、ロープウェイ＋＋＋JR（特段の記載がない限り特急列車自由席利用）・ ・ ・ ・貸切バス、送迎バス、路線バス、タクシー＝＝＝ 旅客船～～～ 徒歩・・・・・・ ※ご旅行中の主要駅での駐車場サービスについては、お申し込み箇所までお問い合わせください。

伊予灘ものがたり（イメージ）

スペシャルディナー（イメージ）

四国まんなか千年ものがたり
（イメージ）

志国土佐時代の夜明けのものがたり
（イメージ）

萬翠荘（イメージ）

にっぽん丸（イメージ）

グランドスイート（イメージ）

スーペリアツイン（イメージ）

ＪＲ四国 旅の予約センター　☎087-825-1662 　●ワープ松山支店　☎089-945-1689
●ワープ高松支店　☎087-851-1326 　●ワープ徳島支店　☎088-623-0542
●ワープ香川中部支店　☎0877-49-5100 　●ワープ高知支店　☎088-822-8130    
※坂出、丸亀、観音寺、志度、伊予三島、新居浜、伊予西条、宇和島駅ワーププラザでもお申し込みいただけます。

インターネットでのお申し込み https://www.jr-eki.com/ＪＲ四国ツアー 検 索

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

日帰り
HSLGAF042D

●㉑

日帰り
HSLGAF044D

日帰り
HSLGAF043D

●㉒

日帰り
HSLGBF000D

●㉔●㉓

チャータークルーズ
神秘の島 屋久島

宮之浦港（9:30－16:30） オプショナルツアーまたは自由行動でお楽しみください。2
新居浜東港（14:30） 出港。 船内イベントをお楽しみください。1

新居浜東港（13:00） 船内イベントをお楽しみください。 下船後、解散。3

※ＪＲ四国ジパング倶楽部会員様10,0００円引き ※コンフォートステート1室3名様利用の場合、プルマンベッド（2段ベッド）使用となります。

※出発日の90日前から所定の取消料が発生いたします。ツアー詳細は専用パンフレットをご確認ください。

【販売協力】フジ・トラベル・サービス　オンラインセンター ☎089-947-8553　営業時間/平日のみ9：00～17：00

ホテル（８：３０頃）＝＝＝桂浜＝＝＝かつお船＝＝＝高知駅（１２：０４）jj志国土佐 時代の夜明けの
ものがたり～四福の物語編～【昼食】jj（１４：４０）窪川駅＝＝＝窪川まちあるき＝＝＝（１７：００頃）
四万十いやしの里四万十の宿【宿泊・夕食】

2

各駅jj【集合】琴平駅【専用ラウンジTAIJUにて出発セレモニー】（１１：３０頃）jj四国まんな
か千年ものがたり～四福の物語編～【昼食】jj（１4：３０頃）大歩危駅＝＝＝祖谷のかずら橋＝＝＝
（１７：３０頃）城西館【宿泊・夕食】
1

ホテル（８：３０頃）＝＝＝臥龍山荘・町並み散策【ガイド付散策】＝＝＝伊予大洲駅（１３：００頃）jj伊
予灘ものがたり～四福の物語～【昼食】jj（１５：５６頃）松山駅＝＝＝オールドイングランド道後山
の手ホテル【チェックイン・休憩】＝＝＝坂の上の雲ミュージアム／萬翠荘【夕食：プレミアムダイニン
グ】＝＝＝オールドイングランド道後山の手ホテル【宿泊】

3

ホテル・・・道後地区自由散策＝＝＝TOBEオーベルジュリゾート【昼食】＝＝＝【解散】（１４：００頃）松
山駅jj各駅4

【集合】高松港（１０：１４）～～～定期船～～～（１１：０４）直島宮浦港＝＝＝ベネッセハウス
ミュージアム【昼食・ガイド付鑑賞】＝＝＝ヴァレーギャラリー【ガイド付鑑賞】＝＝＝家プロジェク
ト【ガイド付鑑賞】＝＝＝直島宮浦港（１７：００）～～～定期船～～～【解散】（１8：0０）高松港

1

3つのものがたり列車を特別貸切し、観光列車で四国を周遊するプレミアムツアー

■旅行代金（四国各駅発着 お一人様あたり）おとな（２名様以上１室利用）

275,000円275,000円275,000円

１５名様最少催行人員 添乗員 同行（琴平駅～松山駅）
食事条件 朝３回・昼４回・夕３回 貸切バス会社 ㈱十季観光

※こどもの設定はありません。※ＪＲ四国ジパング倶楽部会員様３,０００円引き
※【四万十いやしの里 四万十の宿】
　露天風呂付和洋室利用の場合＋５,０００円  ロフト付和室利用の場合＋３,０００円

２０２２年10月１１日（火）出発日

志戸子ガジュマル公園
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紀元杉
ヤクスギランド

「ナルシスの庭」草間彌生 
1966/2022 ヴァレーギャラリー
©YAYOI KUSAMA  
Photo:Masatomo MORIYAMA

各日１２名様最少催行人員 添乗員 同行（高松港～高松港）
食事条件 昼１回

２０２２年１０月６日（木）・２０日（木）、１１月３日（木・祝）出発日

※伊予西条・阿波池田・徳島駅発着は１,０００円追加、松山・高知・穴吹・牟岐駅発着は２,０００円追加、宇和島・
窪川駅発着は３,０００円追加で各駅～高松駅の往復ＪＲ券（特急列車自由席利用）が付きます（こども半額）。
※窪川駅発着のお客様は集合時間の都合上前泊が必要となります。
※作品鑑賞パスポート持参の方は４,０００円引きとなります。
※ＪＲ四国ジパング倶楽部会員様２,０００円引き

らくらく！犬島・女木島コース犬島・女木島コース

【集合】高松港（９：００）～～～チャーター船～～～（１０：１５頃）犬島港・・・犬島精錬所美術館【ガイド付
鑑賞】・・・犬島チケットセンターカフェ【昼食】・・・犬島「家プロジェクト」【鑑賞】・・・犬島港～～～チャーター
船～～～女木港・・・女木島散策【鑑賞】・・・女木港～～～チャーター船～～～【解散】（１７：３０頃）高松港

1

犬島精錬所美術館　
Photo:Daici Ano

各日１８名様最少催行人員 添乗員 同行（高松港～高松港）食事条件 昼１回
２０２２年１０月８日（土）・１５日（土）・１9日（水）・２９日（土）、１１月２日（水）出発日

㈱かんかけタクシー貸切バス会社

【集合】高松港（９：００）～～～定期船～～～（１０：００）土庄港＝＝＝醤の郷周辺【鑑賞】＝
＝＝小豆島オリーブ園【昼食】＝＝＝三都半島【鑑賞】＝＝＝中山地区【鑑賞】＝＝＝屋形崎
【鑑賞】＝＝＝土庄港（１７：３０）～～～定期船～～～【解散】（１8：３０）高松港
1

伊東敏光+広島市立大学芸術学部有志
「ダイダラウルトラボウ」 
Photo:Keizo Kioku

各日１0名様最少催行人員 添乗員 同行（高松港～高松港）
食事条件 昼１回

２０２２年１０月１２日（水）・２１日（金）・２６日（水）・３０日（日）、１１月４日（金）出発日

※伊予西条・阿波池田・徳島駅発着は１,０００円追加、松山・高知・穴吹・牟岐駅発着は２,０００円追加、宇和島・
窪川駅発着は３,０００円追加で各駅～高松駅の往復ＪＲ券（特急列車自由席利用）が付きます（こども半額）。
※穴吹・牟岐・宇和島・窪川駅発着のお客様は集合時間の都合上前泊が必要となります。
※作品鑑賞パスポート持参の方は４,０００円引きとなります。
※ＪＲ四国ジパング倶楽部会員様１,５００円引き

※伊予西条・阿波池田・徳島駅発着は１,０００円追加、松山・高知・穴吹・牟岐
駅発着は２,０００円追加、宇和島・窪川駅発着は３,０００円追加で各駅～高
松駅の往復ＪＲ券（特急列車自由席利用）が付きます（こども半額）。
※穴吹・牟岐・宇和島・窪川駅発着のお客様は集合時間の都合上前泊が必要となります。
※作品鑑賞パスポート持参の方は４,０００円引きとなります。
※ＪＲ四国ジパング倶楽部会員様２,０００円引き

【集合】丸亀駅（９：００）・・・丸亀港～～～チャーター船～～～高見港・・・高見島散策【鑑賞】・・・高見港～～
～チャーター船～～～粟島港・・・粟島散策【鑑賞】・ル・ポール粟島【昼食】・・・粟島港～～～チャーター船～
～～笠島港・・・本島散策【鑑賞】・・・笠島港～～～チャーター船～～～丸亀港・・・【解散】（１８：００頃）丸亀駅

1

内田晴之「Merry Gates」（イメージ）

各日１８名様最少催行人員 添乗員 同行（丸亀駅～丸亀駅）食事条件 昼１回
２０２２年１０月７日（金）・１４日（金）・２２日（土）・２８日（金）、１１月５日（土）出発日

※高松・伊予西条・阿波池田・徳島駅発着は１,０００円追加、松山・高知・穴吹・
牟岐駅発着は２,０００円追加、宇和島・窪川駅発着は３,０００円追加で各駅
～高松駅の往復ＪＲ券（特急列車自由席利用）が付きます（こども半額）。
※牟岐・宇和島・窪川駅発着のお客様は集合時間の都合上前泊が必要となります。
※作品鑑賞パスポート持参の方は４,０００円引きとなります。
※ＪＲ四国ジパング倶楽部会員様2,0００円引き

瀬戸内国際芸術祭2022 作品鑑賞
パスポート
        付き！（会期限定）～秋会期～ 瀬戸内島めぐりの旅

■宿泊オプション代金（お一人様／１泊朝食付）■宿泊オプション代金（お一人様／１泊朝食付）

ツアー参加に便利な宿泊オプション「瀬戸内島めぐり旅」と一緒にお申し込みいただくと「行き」または「帰り」のきっぷの乗車日が変更可能に
※前泊の場合は「行き」のきっぷをツアー前日に、後泊の場合は「帰り」のきっぷをツアー翌日に変更します。　

宿泊日区分

部  屋 人  数 A
シングル １名様１室 15,800円
ツイン

3名様１室 11,700円
2名様１室 15,200円

B
16,500円

12,100円
16,000円

C
19,200円

14,100円
18,500円

A：10/30　　　　　　
B：10/5～10/7、10/11～10/14、10/18～
10/21、10/25～10/28、11/1～11/4

C：10/8、10/15、10/22、10/29、11/5

ＪＲホテルクレメント高松高松
YSL811036A

■宿泊オプション代金（お一人様／１泊朝食付）■宿泊オプション代金（お一人様／１泊朝食付）

宿泊日区分

部  屋 人  数 A
シングル １名様１室 12,700円
ツイン 2名様１室 9,900円

B
14,300円
12,700円

C
16,000円
13,800円

A：10/30、11/3
B：10/5～10/7、10/11～10/14、10/18～
10/21、10/25～10/28、11/1～11/2、11/4

C：10/8、10/15、10/22、10/29、11/5

宿泊日区分
A：10/5～10/7、10/11～10/14、10/18
～10/21、10/25～10/28、10/30、
11/1～11/4

B：10/8、10/15、10/22、10/29、11/5

宿泊日区分
A：10/5～10/7、10/11～10/14、10/18～10/21、10/25～10/28、
10/30、11/1～11/4  B：10/8、10/15、10/22、10/29、11/5

ＪＲクレメントイン高松高松
YSL811040A

■宿泊オプション代金（お一人様／１泊朝食付）■宿泊オプション代金（お一人様／１泊朝食付）
部  屋 人  数 A
シングル １名様１室 11,600円
ツイン 2名様１室 8,800円

B
12,100円
9,400円

高松東急ＲＥＩホテル高松
YSL811039A

■宿泊オプション代金（お一人様／１泊夕・朝食付）■宿泊オプション代金（お一人様／１泊夕・朝食付）
部  屋 人  数
シングル １名様１室

3名様１室
ツイン 2名様１室

A
14,300円

13,200円
13,200円

B
16,500円

15,400円
15,400円

和  室
4～5名様１室 12,100円 14,300円

※まるごと！小豆島コース以外のコースをお申し込みの場合、高松港～土庄港間はお客様の負担となります。

湯元小豆島温泉塩の湯  オーキドホテル小豆島
YSL810102A （洋室：B）

感染リスクを避けて安心して旅行を実施するため、お客様へのお願いです。事前にご了承のうえご予約・ご参加ください。
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（小さなお子さまのマスク着用は任意といたします） 。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にご協力ください。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。
※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。

※係員の健康管理・検温を実施しています（37.5度以上
の発熱、感染の疑いがないことを確認）。

※利用運送機関・食事施設・観光施設等
は事前に適切な感染防止対策をとって
いることを確認しています。

※その他、JR四国の取り組みについて 
詳しくはこちら▶

新型コロナウイルス対策実施！ 旅のルールとエチケット
対策：ＪＲ列車、貸切バスは空調装置による換気を

実施！ （一部を除く）密閉
対策：貸切バス、食事施設等での他グループへの

飛沫感染を考慮した配席に！密集
対策：接客業務にあたる係員のマスク着用を実施！

添乗員がアルコール消毒液を携帯！密接

「JR四国ジパング倶楽部」とは男性満65歳以上、
女性満60歳以上の旅を通して新しい仲間、そし
てまだ知らない日本を見つける“旅”倶楽部です。

JR四国ジパング倶楽部会員向けに、
で参加できるお得な旅行プランをご用意！！

日本全国のJRを「片道、往復、連続」で201km以上
ご利用される場合、運賃・料金を割引！！

新鮮な旅の情報誌「ジパング倶楽部」
を定期的にお届け！！

「四国エンジョイクラブ」に同時入会（無料）JR四国の運賃・
料金が30％割引！！何度でも利用可能！
四国内の宿泊施設・飲食店で割引や特典が受けられます！！

特典 1

特典 2

特典 3

特典 4

特典 5

会員募集中会員募集中

年会費

入会資格

※「JR乗車券購入証」により、年間20回までのご利用が可能です。
※一部割引にならない列車・設備・期間がります。

※個人会員、夫婦会員とも日本在住の方に限ります。

（詳しくは係員まで）

特別価格

■旅行代金（高松港発着 お一人様あたり） A基本代金+Bバスポート=旅行代金

15,000円15,000円15,000円 4,000円4,000円4,000円
お
と
な 14,000円14,000円14,000円

こ
ど
も

+
B作品鑑賞パスポートA基本代金

JRプラン
四国内からの利用プラン

下記の追加代金にて、往復のＪＲ券がセットできます。

四国内からＪＲを利用してご参加される
場合は、一律左記の追加代金にて、JR
の特急列車自由席が利用できます。

当日PCR検査を乗船のお客様
全員に受けていただくため、全
員シャトルバスをご利用いただ
きます。予めご了承ください。
※今後の状況により、変更とな
る場合がございます。

四国内発着

シャトルバス
【往路】新居浜駅又は新居浜東港～ＰＣＲ検査施設～新居浜東港

【復路】新居浜東港～新居浜駅
※前泊の手配もいたします。

3,000円 乗船のお客様全員ご利用いただきます。（無料）

ヤクスギランド（イメージ）

ステートルーム デラックスルーム スイートルーム
客室タイプ

１室3名様利用※

１室2名様利用

１室1名様利用
１室５・６名様利用
（４階コンセプトルーム）

－
－
－

－

112,000円
129,000円
167,000円

－

－
139,000円
180,000円

180,000円

－
190,000円
304,000円

－

－
210,000円
336,000円

－

－
－

246,000円

－

－
261,000円
417,000円

－

－
297,000円
475,000円

－

－
327,000円
523,000円

－

－
449,000円
898,000円

－

スタンダード
ステート
（１階）

コンフォート
ステート
（３階）

スーペリア
ツイン

（２・3・４階）

デラックス
ツイン
（５階）

デラックス
ベランダ
（５階）

デラックス
シングル
（５階）

ジュニア
スイート
（６階）

オーシャンビュー
スイート
（５階）

ビスタ・
スイート
（５・６階）

グランド
スイート
（６階）

■旅行代金（お一人様あたり）

２２０名様最少催行人員
添乗員 同行（新居浜東港～新居浜東港）
食事条件 朝２回・昼３回・夕２回

２０２２年10月１０日（月・祝）出発日

■旅行代金（高松港発着 お一人様あたり） A基本代金+Bバスポート=旅行代金

15,000円15,000円15,000円 4,000円4,000円4,000円
お
と
な 14,000円14,000円14,000円

こ
ど
も

+
B作品鑑賞パスポートA基本代金

■旅行代金（高松港発着 お一人様あたり） A基本代金+Bバスポート=旅行代金

11,000円11,000円11,000円 4,000円4,000円4,000円
お
と
な 10,000円10,000円10,000円

こ
ど
も

+
B作品鑑賞パスポートA基本代金

■旅行代金（丸亀駅発着 お一人様あたり） A基本代金+Bバスポート=旅行代金

16,000円16,000円16,000円 4,000円4,000円4,000円
お
と
な 15,000円15,000円15,000円

こ
ど
も

+
B作品鑑賞パスポートA基本代金

T A B I R OMA N
※お申し込み時にすでに満員又は旅行中止の場合があります。予めご了承ください。2022年8月発行

ツアーポイント
JR四国の

主要駅⇔集合解散駅
特急自由席券付き！
※一部商品除く（各行程参照）

メルマガ会員登録用フォームが開きます▶

おトクなきっぷ＆ご旅行情報をお届け

新規メルマガ会員募集中！

秋号 9月▶12月



　昨年末に惜しまれながらもラストランを迎え
た観光列車「伊予灘ものがたり」が、2代目車両
となって4月2日にデビューしました！これまでの
コンセプトを継承しながらも、新たな3号車には
車両貸切の個室「FioreSuite」を設けるなど、ワ
ンランク上の列車旅をお楽しみいただけます。｠
　これまでに引き続き、車両からの伊予灘の穏
やかな海を間近に眺めながら、愛媛ならではの
美味しいお食事をお召し上がりいただけるほ
か、沿線の方々による心温まるおもてなしやア
テンダントのサービスが旅（ものがたり）のひと
コマを彩ります。

Ａ
コ
ー
ス

B
コ
ー
ス

D
コ
ー
ス

C
コ
ー
ス

アンパンマングッズ
プレゼント！！

お子様には

１泊２日
HSLGBM125D

１泊２日
HSLGBM126D

日帰り
HSLGBF123D

●⑫ 日帰り
APLGCF003D

●⑬

日帰り
HSLGBA085D

日帰り
HSLGBA084D

●⑮

日帰り
HSLGAK124D

●⑯ ●⑰

●⑲

日帰り HSLKCN088A

日帰り
HSLGAK110D

●③

日帰り
HSLGBK083D

●④ ●⑤

日帰り
HSLGBA098D

●⑥ 日帰り
HSLGBA099D

●⑦

私鉄、ケーブルカー、ロープウェイ＋＋＋JR（特段の記載がない限り特急列車自由席利用）・ ・ ・ ・貸切バス、送迎バス、路線バス、タクシー＝＝＝ 旅客船～～～ 徒歩・・・・・・ ※ご旅行中の主要駅での駐車場サービスについては、お申し込み箇所までお問い合わせください。

■旅行代金（四国各駅発着お一人様あたり）■旅行代金（四国各駅発着お一人様あたり）

11,000円11,000円11,000円こ
ど
も13,000円13,000円13,000円お

と
な

10月8日（土）、11月5日（土）
2022年出発日

添乗員 同行（大歩危駅～徳島駅）

※ＪＲ四国ジパング倶楽部会員様 1,000円引き

各日15名様最少催行人員

食事条件 軽食1回・昼１回

大歩危峡観光遊覧船（イメージ）

石畳地区・東集落（イメージ） 宇和島城（イメージ）

堀切大橋
（イメージ）

ダイニング食事
（イメージ）

大洲城 ダイニング
（イメージ）

漁師体験クルージング
（イメージ）

あわ愛ぎゅうぎゅう
ローストビーフ弁当（イメージ）

伊予灘ものがたり
（イメージ）

四国西予ジオミュージアム（イメージ）

三瓶湾　須崎海岸ジオクルーズ（イメージ）

伊予灘ものがたり（イメージ）

志国土佐時代の夜明けのものがたり
（イメージ）

牧野富太郎ふるさと館
（イメージ） 高知県立牧野植物園（イメージ）かつお藁焼き体験（イメージ）

各駅jj【集合】大歩危駅（１１：１０）＝＝＝大歩危峡まんなか【乗船・軽食：祖谷そば】＝＝
＝敷之上橋＝＝＝池田ダム＝＝＝阿波池田駅（１４：３３）jj藍よしのがわトロッコ～かち
どきの風～【昼食：お弁当】jj【解散】（１６：５７）徳島駅jj各駅

1

■旅行代金（四国各駅発着 お一人様あたり）■旅行代金（四国各駅発着 お一人様あたり）

12,000円12,000円12,000円こ
ど
も13,000円13,000円13,000円お

と
な

                           ９月１０日（土）・２５日（日）、
                １０月１０日（月・祝）、１１月６日（日）

2022年出発日

添乗員 同行（卯之町駅～松山駅）

※ＪＲ四国ジパング倶楽部会員様 1,000円引き

■旅行代金（四国各駅発着 お一人様あたり）■旅行代金（四国各駅発着 お一人様あたり）

13,500円13,500円13,500円こ
ど
も15,000円15,000円15,000円お

と
な
※ＪＲ四国ジパング倶楽部会員様 1,500円引き

※こどもはおとなの1,０００円引きです。※ＪＲ四国ジパング倶楽部会員様 1,700円引き

各日12名様最少催行人員
食事条件 軽食１回 貸切バス会社 えひめバス旅行(有)

10月29日（土）、11月１9日（土）2022年

添乗員 同行（内子駅～内子駅）
各日10名様最少催行人員

食事条件 昼１回
貸切バス会社（株）十季または(有)竹乃井交通

貸切バス会社（株）四万十交通

10月29日（土）、11月１3日（日）・２6日（土）2022年
出発日

添乗員 同行（卯之町駅～松山駅）
各日12名様最少催行人員

食事条件 軽食１回

10月22日（土）、
11月3日（木・祝）、12月4日（日）　　

2022年出発日

添乗員 同行（高知駅～高知駅）
各日15名様最少催行人員

食事条件 昼１回
貸切バス会社 (有)さくら観光

10月24日（月）、
11月14日（月）、12月10日（土）

2022年出発日

添乗員 同行（高知駅～高知駅）
各日15名様最少催行人員

食事条件 昼１回・夕１回

各駅jj【集合】卯之町駅（１１：２５）・・・西予市複合施設ゆるりあん【自由昼食】＝＝＝四
国西予市ジオミュージアム＝＝＝道の駅どんぶり館＝＝＝八幡浜駅（１６：１４）jj伊予
灘ものがたり～道後編～【軽食】jj【解散】（１８：１７）松山駅jj各駅

1

各駅jj【集合】卯之町駅（１１：３０）・・・西予市複合施設ゆるりあん【自由昼食】＝＝＝三
瓶湾 須崎海岸ジオクルーズ＝＝＝道の駅八幡浜みなっと＝＝＝八幡浜駅（１６：１４）jj
伊予灘ものがたり道後編【軽食】jj【解散】（１８：１７）松山駅jj各駅

1

日帰り
HSLGAF006D

●⑨

天空の村・かかしの里（イメージ）

■旅行代金（四国各駅発着 お一人様あたり）■旅行代金（四国各駅発着 お一人様あたり）

■旅行代金（四国各駅発着お一人様あたり）■旅行代金（四国各駅発着お一人様あたり）

14,800円14,800円14,800円こ
ど
も16,800円16,800円16,800円お

と
な
※ＪＲ四国ジパング倶楽部会員様 1,500円引き

■旅行代金（四国各駅発着 2名1室利用お一人様あたり）■旅行代金（四国各駅発着 2名1室利用お一人様あたり）

32,200円32,200円32,200円こ
ど
も33,200円33,200円33,200円お

と
な
※ＪＲ四国ジパング倶楽部会員様 3,０00円引き

※11月11日発は③が1日目、①②が２日目となります。※クルーズが実施できない場合は観光となります。

※こどもはおとなと同時購入の場合のみ発売いたします。

                          9月25日（日）
10月10日（月・祝）・ 24日（月）、
11月6日（日）・27日（日）、12月4日（日）

2022年出発日

添乗員 同行（多度津駅～大歩危駅）各日15名様最少催行人員
食事条件 昼１回

各駅jj【集合】多度津駅（１０：１９）jj四国まんなか千年ものがたり～そらの郷紀行～
【昼食】jj（１２：４７）大歩危駅＝＝＝天空の村・かかしの里＝＝＝落合集落展望所＝＝＝か
ずら橋夢舞台【かずら橋車窓観光・お買い物】＝＝＝【解散】（１６：４５頃）大歩危駅jj各駅

1

各駅jj【集合】高知駅（１２：０４）jj志国土佐 時代の夜明けのものがたり～立志の抄
～【昼食】jj（１４：１３）土佐久礼駅＝＝＝牧野富太郎博士生誕の地 佐川町【ガイド付き
散策】＝＝＝村の駅ひだか＝＝＝【解散】（１８：００頃）高知駅jj各駅

1

日帰り
HSLGAF018D

●⑪

■旅行代金（四国各駅発着 お一人様あたり）■旅行代金（四国各駅発着 お一人様あたり）

12,000円12,000円12,000円こ
ど
も15,000円15,000円15,000円お

と
な

10月2日（日）・22日（土）、
11月3日（木・祝）・12日（土）・23日（水・祝）

2022年出発日

添乗員 同行しません。当社係員がご案内します。

※ＪＲ四国ジパング倶楽部会員様 1,500円引き

各日8名様最少催行人員 食事条件 朝１回、昼１回

藍よしのがわトロッコ（イメージ）

四国まんなか
千年ものがたり（イメージ）

各駅jj【集合】徳島駅（１０：32）jj藍よしのがわトロッコ～さとめぐみの風～【朝食：
サンドイッチ】jj（１２：５９）阿波池田駅jj大歩危駅（１４：２１）jj四国まんなか千
年ものがたり～しあわせの郷紀行～【昼食】jj【解散】（１７：１４）多度津駅jj各駅

1

添乗員 同行（児島駅～児島駅）各日２0名様最少催行人員
食事条件 なし 貸切バス会社 港交通（株）

貸切バス会社（有）かずら橋タクシー

10月9日（日）、11月5日（土）2022年出発日

■旅行代金（お一人様あたり）■旅行代金（お一人様あたり）

瀬戸大橋
アンパンマントロッコ（イメージ）

各駅jj【集合】児島駅（１０：４０）＝＝＝渋川マリン水族館（約1時間）＝＝＝おもちゃ王
国（約３時間）＝＝＝児島駅（１６：１１）jj瀬戸大橋アンパンマントロッコ３号（グリーン
車）jj【解散】（１６：３３）坂出駅・（１７：２３）高松駅jj各駅

1

※有料幼児の旅行代金には、アンパンマントロッコ、貸切バス、施設入場料が含まれています。

3,500円

瀬戸大橋
渋川マリン水族館 おもちゃ王国と

発着駅
おとな
小学生
幼児（３才～）

■旅行代金（お一人様あたり）■旅行代金（お一人様あたり）
発着駅
おとな

日帰り
午前：HSLGBK086D
午後：HSLGBK087D

●⑱

20,000円20,000円20,000円お
と
な

午 

後14,000円14,000円14,000円お
と
な

9,000円9,000円
お
と
な 7,800円7,800円

こ
ど
も

午 

前

「シンプルに！瀬戸内海の絶景満喫コース」

各コース１６名様最少催行人員

各日１名様最少催行人員
添乗員 添乗員の同行しない

個人型旅行です。
ジェイアール四国バス（株）運行バス会社

添乗員 同行（午前コース：坂出駅～坂出駅、午後コース：坂出駅～児島駅）
食事条件 なし 貸切バス会社 琴参バス（株）貸切船会社 六口丸海運（有）

2022年
11月3日（木・祝）・12日（土）

出発日

出発日：２０２２年１１月３０日（水）まで毎日※設定除外日：毎週月曜日出発日：２０２２年１１月３０日（水）まで毎日※設定除外日：毎週月曜日

11月19日（土）

参加条件　　　　     ・中学生以上・自己責任
で２ｋｍの歩行と２ｍの垂直梯子お
よび２０ｍの階段の昇降が可能な方
・高所・閉所恐怖症でない方でかつ
心臓病等の疾患のない方

瀬戸大橋塔頂体験（イメージ）

【Ａコース】ランチＢＯＸ
（イメージ）

各駅jj【集合】坂出駅（９：００）＝＝＝与島ＰＡ・・・瀬戸大橋塔
頂体験・・・与島ＰＡ＝＝＝【解散】（１２：５０頃）坂出駅jj各駅1

「ガッツリ！瀬戸内海の絶景満喫コース」「ガッツリ！瀬戸内海の絶景満喫コース」
各駅jj【集合】坂出駅（１３：４０）＝＝＝与島ＰＡ・・・瀬戸大橋塔頂体験・・・
与島ＰＡ【休憩・自由食】＝＝＝児島港～～～瀬戸大橋＆水島コンビナー
ト鑑賞ナイトクルーズ～～～【解散】（１9：５０頃）児島駅jj各駅

1

各駅jj松山駅（１０：３０）＝＝＝（１１：３８）久万中学校前・・・道の駅天空の郷さんさん【Ｅ-バイク・ランチBOX引き渡し】・・・ふる
さと旅行村【昼食】・・・道の駅天空の郷さんさん【Ｅ-バイク返却】・・・久万中学校前（１５：２１）＝＝＝（１６：３０頃）松山駅jj各駅1

瀬戸内海の絶景満喫の旅

■旅行代金
（四国各駅発着 お一人様あたり）
■旅行代金
（四国各駅発着 お一人様あたり）
※こどもの設定はありません。

16,000円
高 知

16,700円
後免～土佐山田

17,200円
阿波池田・須崎～窪川

18,000円
観音寺～高松・琴平・児島

18,500円
栗林～徳島・伊予三島

19,000円
新居浜～今治

20,000円
松 山

※こどもはおとなの1,０００円引きです。※ＪＲ四国ジパング倶楽部会員様 2,000円引き

※こどもの設定はありません。※ＪＲ四国ジパング倶楽部会員様 2,000円引き
※雨天時は「NIPPONIA HOTEL 大洲城下町 TUNE 棟」での食事となります。

各駅jj【集合】高知駅（９：５０）＝＝＝桂浜＝＝＝かつお船【昼食】＝＝＝高知県立牧野植
物園＝＝＝土佐久礼駅（１５：４６）jj志国土佐 時代の夜明けのものがたり～開花の抄
～【夕食】jj【解散】（17：53）高知駅jj各駅

1

■旅行代金（お一人様あたり）■旅行代金（お一人様あたり）
発着駅
おとな 18,400円

高 知
19,100円
後免～土佐山田

19,600円
阿波池田・須崎～窪川

20,400円
観音寺～高松・琴平・児島

20,900円
栗林～徳島・伊予三島

21,400円
新居浜～今治

22,400円
松 山

※こどもはおとなの1,000円引きです。※ＪＲ四国ジパング倶楽部会員様 1,400円引き

各駅jj【集合】内子駅（１０：００）＝＝＝石畳地区・東集落【ガイド付き散策】・・・そば処石
畳むら【昼食】＝＝＝石畳清流園＝＝＝石畳の宿 古民家カフェひるぬわ＝＝＝道の駅内子
フレッシュパークからり【お買い物】＝＝＝【解散】（１５：４０頃）内子駅jj各駅

1

各駅jj【集合】伊予大洲駅（１５：１０）＝＝＝大洲まちの駅あさ
もや【臥龍山荘・ガイド付き町並み散策】・・・大洲城キャッスルダ
イニング【夕食】＝＝＝【解散】（１９：４０頃）伊予大洲駅jj各駅

1

■旅行代金（お一人様あたり）■旅行代金（お一人様あたり）

発着駅

おとな 13,000円

内子

13,400円

伊予市・
八幡浜

13,600円

松山

14,000円

宇和島

14,200円

今治

14,800円

壬生川～
新居浜

15,200円

伊予三島～
観音寺

15,600円

多度津～
高松・琴平

※こどもはおとなの1,000円引きです。※ＪＲ四国ジパング倶楽部会員様 1,300円引き

各駅jj【集合】宇和島駅（１０：３０）＝＝＝宇和島城＝＝＝天赦園【昼食】＝＝＝追手門付近・木屋旅館【車窓見
学】＝＝＝宇和島きさいやロード【宇和島銘菓試食＆ショッピング】＝＝＝宇和島市立伊達博物館＝＝＝樺崎砲
台跡・宇和島市立歴史資料館＝＝＝きさいや広場【お買い物】＝＝＝【解散】（１６：５０頃）宇和島駅jj各駅

1

各駅jj今治駅・・・【集合】今治港（１３：20）～～～チャーター船
～～～馬島港・・・来島海峡大橋塔頂体験・・・馬島港～～～チャー
ター船～～～【解散】（１５：30頃）今治港・・・今治駅jj各駅

1

■旅行代金（お一人様あたり）■旅行代金（お一人様あたり）

発着駅

おとな

志国土佐 時代の夜明けのものがたりと

ごめん・なはり線を運行 日帰り
HSLGBA100D

●⑧

北川村「モネの庭」マルモッタン
（イメージ）キンメ丼（イメージ）

※こどもはおとなの1,０００円引きです。※ＪＲ四国ジパング倶楽部会員様2,100円引き

貸切バス会社 (有)さくら観光
貸切バス会社 (有)かずら橋タクシー

■旅行代金（四国各駅発着 お一人様あたり）
※こどもの設定はありません。
■旅行代金（四国各駅発着 お一人様あたり）
※こどもの設定はありません。

17,000円17,000円17,000円お
と
な

■旅行代金（四国各駅発着 お一人様あたり）■旅行代金（四国各駅発着 お一人様あたり）

26,000円26,000円26,000円お
と
な

11月6日（日）・20日（日）・27日（日）2022年出発日

添乗員 同行（今治港～今治港）
16名様最少催行人員

食事条件 なし

参加条件
貸切船会社（株）イマダイコーポレーション

11月4日（金）・18日（金）
2022年出発日

添乗員 同行（後免駅～高知駅）
各日15名様最少催行人員

食事条件 昼１回・夕１回

各駅jj【集合】後免駅（９：５０）＝＝＝料亭 花月【昼食】＝＝＝室戸ユネスコ世界ジオパーク【ガイ
ド付き散策】＝＝＝北川村「モネの庭」マルモッタン【自由散策】＝＝＝奈半利駅（１５：１８）jj志
国土佐 時代の夜明けのものがたり～雄飛の抄～【夕食】jj【解散】（１７：５７）高知駅jj各駅

1

■旅行代金（お一人様あたり）■旅行代金（お一人様あたり）
発着駅
おとな 20,000円

高知～後免
20,700円
土佐山田

21,200円
阿波池田・須崎～窪川

22,000円
観音寺～高松・琴平・児島

22,500円
栗林～徳島・伊予三島

23,000円
新居浜～今治

24,000円
松 山

日帰り
HSLGAF095D

●⑩

La Malle de Bois（イメージ）

■旅行代金（多度津・児島・岡山駅発着 お一人様あたり）■旅行代金（多度津・児島・岡山駅発着 お一人様あたり）

13,000円13,000円13,000円こ
ど
も16,000円16,000円16,000円お

と
な
※上記以外の四国各駅発着の場合、２,０００円追加（こども半額）となります。※ＪＲ四国ジパング倶楽部会員様1,500円引き

9月23日（金・祝）、10月10日（月・祝）、
11月3日（木・祝）・23日（水・祝）

2022年出発日

添乗員 同行（岡山駅～大歩危駅）
各日8名様最少催行人員

食事条件 朝１回・昼１回

各駅jj【集合】岡山駅（１０：１１）jjLa Malle de Bois【朝食：サンドイッチ】jj（１２：００）
琴平駅・・・地元ガイドと琴平まち歩き（約40分）・・・琴平駅jj大歩危駅（１４：２１）jj四国ま
んなか千年ものがたり～しあわせの郷紀行～【昼食】jj【解散】（１７：１４）多度津駅jj各駅

1

高知の旬を感じる旅

志国土佐 時代の夜明けのものがたりと
高知県ひがしの旅

●⑭

秋日の集落・石畳
出発日 10月15日（土）・１6日（日）2022年

添乗員 同行（宇和島駅～宇和島駅）
各日12名様最少催行人員

食事条件 昼１回
貸切バス会社 宇和島自動車（株）

出発日

10月28日（金）、11月11日（金）2022年
添乗員 同行（八幡浜駅～八幡浜駅）

添乗員 同行（伊予大洲駅～伊予大洲駅）
各日16名様最少催行人員

12名様最少催行人員 食事条件 朝１回・昼２回・夕１回 貸切バス会社 岬観光開発（株）
地元ガイド 同行（八幡浜駅～八幡浜駅）

地元ガイド 同行（八幡浜駅～八幡浜駅）

食事条件 夕１回
貸切バス会社 宇和島自動車（株）

出発日

9月30日（金）2022年出発日

四国家のお宝 BEST 四国家のお宝 BEST

11,400円 12,000円

宇和島 八幡浜～
伊予大洲

12,400円

内子

12,600円

松山

13,200円

今治

13,800円

伊予西条～
新居浜

14,000円

伊予三島～
観音寺

14,400円

多度津～
坂出

14,500円

高松・琴平
～善通寺

宇和島城と伊達文化

久
万
高
原
た
び

絶品肉巻きおにぎり持ってE-BIKEで久万高原周遊 日帰り HSLKCN089A

■旅行代金（四国各駅発着お一人様あたり）■旅行代金（四国各駅発着お一人様あたり）

※こどもはおとなと同時購入の場合のみ発売いたします。
11,000円11,000円

お
と
な 9,600円9,600円

こ
ど
も

12,000円12,000円
お
と
な 10,800円10,800円

こ
ど
も10,800円10,800円

お
と
な 9,500円9,500円

こ
ど
も

各日2名様最少催行人員
添乗員 添乗員の同行しない個人型旅行です。

面河タクシー(有)または(有)美川タクシー運行タクシー会社
ジェイアール四国バス（株）運行バス会社

各日2名様最少催行人員
添乗員 添乗員の同行しない個人型旅行です。

面河タクシー(有)または(有)美川タクシー運行タクシー会社
ジェイアール四国バス（株）運行バス会社

各日2名様最少催行人員
添乗員 添乗員の同行しない個人型旅行です。

面河タクシー(有)または(有)美川タクシー運行タクシー会社
ジェイアール四国バス（株）運行バス会社

出発日：２０２２年１１月10日（木）まで毎日※りんごの収穫量及び天候等で前後する可能性があります。出発日：２０２２年１１月10日（木）まで毎日※りんごの収穫量及び天候等で前後する可能性があります。 【Ｂコース】りんご狩り
（イメージ）

各駅jj松山駅（１０：３０）＝＝＝（１１：３８）久万中学校前・・・道の駅天空の郷さんさん＝＝＝正岡観光りんご
園【昼食・体験】＝＝＝道の駅天空の郷さんさん・・・久万中学校前（１５：２１）＝＝＝（１６：３０頃）松山駅jj各駅1

正岡りんご園で手ぶらＢＢＱとりんご狩り！

日帰り HSLKCN091A

■旅行代金（四国各駅発着お一人様あたり）■旅行代金（四国各駅発着お一人様あたり）

※こどもはおとなと同時購入の場合のみ発売いたします。

出発日：２０２２年１0月３1日（月）まで毎日※ぶどうの収穫量及び天候等で前後する可能性があります。出発日：２０２２年１0月３1日（月）まで毎日※ぶどうの収穫量及び天候等で前後する可能性があります。

【Ｄコース】竹森ガーデン
（イメージ）

各駅jj松山駅（１０：３０）＝＝＝（１１：３８）久万中学校前・・・道の駅天空の郷さんさん＝＝＝竹森ガーデン
【昼食・体験】＝＝＝道の駅天空の郷さんさん・・・久万中学校前（１５：２１）＝＝＝（１６：３０頃）松山駅jj各駅1

竹森ガーデンで手ぶらＢＢＱとぶどう狩り！日帰り HSLKCN090A

■旅行代金（四国各駅発着お一人様あたり）■旅行代金（四国各駅発着お一人様あたり）

※こどもはおとなと同時購入の場合のみ発売いたします。

出発日：２０２２年１１月３０日（水）まで毎日※設定除外日：毎週水曜日出発日：２０２２年１１月３０日（水）まで毎日※設定除外日：毎週水曜日

【Ｃコース】きじ鍋（イメージ）

各駅jj松山駅（１０：３０）＝＝＝（１１：３８）久万中学校前・・・道の駅天空の郷さんさん＝＝＝国民宿舎古岩屋
荘【昼食・散策】＝＝＝道の駅天空の郷さんさん・・・久万中学校前（１７：０１）＝＝＝（１８：１０頃）松山駅jj各駅1

名勝古岩屋散策と温泉でほっこり名物キジ鍋

●⑳

四国西予ジオミュージアムと
伊予灘ものがたり道後編の旅

三
瓶
湾

地元ガイドがご案内します！

ジオガイドがご案内します！

午前コース

午前コース

午後コース

午後コース

ゆっくり過ごしたい

の旅

高松・坂出・児島
7,500円

観音寺・琴平・引田
8,300円

伊予西条・阿波池田・徳島
8,500円

松山・高知・牟岐・穴吹
8,700円

宇和島・窪川
8,900円

4,500円

　　　　　　●中学生以上・自己責
任で２ｋｍの歩行と２ｍの垂直梯子お
よび２０ｍの階段の昇降が可能な方
●高所・閉所恐怖症でない方でかつ
心臓病等の疾患のない方

来島海峡大橋塔頂体験（イメージ）

佐田岬新鮮な魚介類盛りだくさん ＆地元ガイドと
めぐる旅

各駅jj【集合】八幡浜駅（１１：２０）＝＝＝道の駅「瀬戸農業公園」【昼食】＝＝＝①堀切大橋から三机湾の展
望および散策＝＝＝②名取石垣集落ツアー＝＝＝（１６：３０頃）瀬戸アグリトピアまたは民宿大岩【夕食・宿泊】1
宿泊箇所（９：００）＝＝＝③三崎港はなはな【漁師体験クルージングまたは佐田岬クルージング】＝＝＝伊
方町観光交流拠点施設「佐田岬はなはな」【昼食】＝＝＝瀬戸アグリトピア・・・ｅバイク体験・・・せと風の丘
パーク【眺望＆散策】＝＝＝道の駅伊方きらら館【お買い物】＝＝＝【解散】（１6：0０頃）八幡浜駅jj各駅

2

せと風の丘パーク
（イメージ）

■旅行代金（四国各駅発着 2名1室利用お一人様あたり）■旅行代金（四国各駅発着 2名1室利用お一人様あたり）

38,800円38,800円38,800円こ
ど
も39,800円39,800円39,800円お

と
な

※クルーズが実施できない場合は観光となります。

11月4日（金）・１8日（金）2022年
添乗員 同行（八幡浜駅～八幡浜駅）各日16名様最少催行人員

食事条件 朝１回・昼２回・夕１回・軽食１回 貸切バス会社 岬観光開発（株）

出発日

各駅jj【集合】八幡浜駅（１１：２０）＝＝＝道の駅「瀬戸農業公園」【昼食】＝＝＝堀切大橋から三机湾の展
望および散策＝＝＝名取石垣集落ツアー＝＝＝（１６：３０頃）瀬戸アグリトピアまたは民宿大岩【夕食・宿泊】1
宿泊箇所（９：００）＝＝＝三崎港はなはな【漁師体験クルージングまたは佐田岬クルージング】＝＝＝伊方町観光交流拠点施
設「佐田岬はなはな」【昼食】＝＝＝瀬戸アグリトピア・・・ｅバイク体験・・・せと風の丘パーク【眺望＆散策】＝＝＝道の駅伊方きら
ら館【お買い物】＝＝＝八幡浜駅（１６：１４）jj伊予灘ものがたり～道後編～【軽食】jj【解散】（１８：１７）松山駅jj各駅

2

一夜限りのスペシャルディナー

＋宿泊 大洲城ナイトツアー

プ
ラ
ス

オプション
NIPPONIA HOTEL大洲 城下町

２名１室利用（おとなお一人様あたり）
１泊
朝食付

 佐田岬新鮮な魚介類盛りだくさん
観光列車「伊予灘ものがたり」ツアー

&

日帰り
HSLGBK109D

伊方町からの
お土産付き

伊方町からの
お土産付き

〈伊予灘ものがたり 3号車　 　　　　　　　　　　　　　　　　　〉「陽華の章」グリーン個室「FioreSuite」利用

42,300円42,300円
お
と
な 41,300円41,300円

こ
ど
も

※ＪＲ四国ジパング倶楽部会員様 3,０00円引き



　昨年末に惜しまれながらもラストランを迎え
た観光列車「伊予灘ものがたり」が、2代目車両
となって4月2日にデビューしました！これまでの
コンセプトを継承しながらも、新たな3号車には
車両貸切の個室「FioreSuite」を設けるなど、ワ
ンランク上の列車旅をお楽しみいただけます。｠
　これまでに引き続き、車両からの伊予灘の穏
やかな海を間近に眺めながら、愛媛ならではの
美味しいお食事をお召し上がりいただけるほ
か、沿線の方々による心温まるおもてなしやア
テンダントのサービスが旅（ものがたり）のひと
コマを彩ります。

Ａ
コ
ー
ス

B
コ
ー
ス

D
コ
ー
ス

C
コ
ー
ス

アンパンマングッズ
プレゼント！！

お子様には

１泊２日
HSLGBM125D

１泊２日
HSLGBM126D

日帰り
HSLGBF123D

●⑫ 日帰り
APLGCF003D

●⑬

日帰り
HSLGBA085D

日帰り
HSLGBA084D

●⑮

日帰り
HSLGAK124D

●⑯ ●⑰

●⑲

日帰り HSLKCN088A

日帰り
HSLGAK110D

●③

日帰り
HSLGBK083D

●④ ●⑤

日帰り
HSLGBA098D

●⑥ 日帰り
HSLGBA099D

●⑦

私鉄、ケーブルカー、ロープウェイ＋＋＋JR（特段の記載がない限り特急列車自由席利用）・ ・ ・ ・貸切バス、送迎バス、路線バス、タクシー＝＝＝ 旅客船～～～ 徒歩・・・・・・ ※ご旅行中の主要駅での駐車場サービスについては、お申し込み箇所までお問い合わせください。

■旅行代金（四国各駅発着お一人様あたり）■旅行代金（四国各駅発着お一人様あたり）

11,000円11,000円11,000円こ
ど
も13,000円13,000円13,000円お

と
な

10月8日（土）、11月5日（土）
2022年出発日

添乗員 同行（大歩危駅～徳島駅）

※ＪＲ四国ジパング倶楽部会員様 1,000円引き

各日15名様最少催行人員

食事条件 軽食1回・昼１回

大歩危峡観光遊覧船（イメージ）

石畳地区・東集落（イメージ） 宇和島城（イメージ）

堀切大橋
（イメージ）

ダイニング食事
（イメージ）

大洲城 ダイニング
（イメージ）

漁師体験クルージング
（イメージ）

あわ愛ぎゅうぎゅう
ローストビーフ弁当（イメージ）

伊予灘ものがたり
（イメージ）

四国西予ジオミュージアム（イメージ）

三瓶湾　須崎海岸ジオクルーズ（イメージ）

伊予灘ものがたり（イメージ）

志国土佐時代の夜明けのものがたり
（イメージ）

牧野富太郎ふるさと館
（イメージ） 高知県立牧野植物園（イメージ）かつお藁焼き体験（イメージ）

各駅jj【集合】大歩危駅（１１：１０）＝＝＝大歩危峡まんなか【乗船・軽食：祖谷そば】＝＝
＝敷之上橋＝＝＝池田ダム＝＝＝阿波池田駅（１４：３３）jj藍よしのがわトロッコ～かち
どきの風～【昼食：お弁当】jj【解散】（１６：５７）徳島駅jj各駅

1

■旅行代金（四国各駅発着 お一人様あたり）■旅行代金（四国各駅発着 お一人様あたり）

12,000円12,000円12,000円こ
ど
も13,000円13,000円13,000円お

と
な

                           ９月１０日（土）・２５日（日）、
                １０月１０日（月・祝）、１１月６日（日）

2022年出発日

添乗員 同行（卯之町駅～松山駅）

※ＪＲ四国ジパング倶楽部会員様 1,000円引き

■旅行代金（四国各駅発着 お一人様あたり）■旅行代金（四国各駅発着 お一人様あたり）

13,500円13,500円13,500円こ
ど
も15,000円15,000円15,000円お

と
な
※ＪＲ四国ジパング倶楽部会員様 1,500円引き

※こどもはおとなの1,０００円引きです。※ＪＲ四国ジパング倶楽部会員様 1,700円引き

各日12名様最少催行人員
食事条件 軽食１回 貸切バス会社 えひめバス旅行(有)

10月29日（土）、11月１9日（土）2022年

添乗員 同行（内子駅～内子駅）
各日10名様最少催行人員

食事条件 昼１回
貸切バス会社（株）十季または(有)竹乃井交通

貸切バス会社（株）四万十交通

10月29日（土）、11月１3日（日）・２6日（土）2022年
出発日

添乗員 同行（卯之町駅～松山駅）
各日12名様最少催行人員

食事条件 軽食１回

10月22日（土）、
11月3日（木・祝）、12月4日（日）　　

2022年出発日

添乗員 同行（高知駅～高知駅）
各日15名様最少催行人員

食事条件 昼１回
貸切バス会社 (有)さくら観光

10月24日（月）、
11月14日（月）、12月10日（土）

2022年出発日

添乗員 同行（高知駅～高知駅）
各日15名様最少催行人員

食事条件 昼１回・夕１回

各駅jj【集合】卯之町駅（１１：２５）・・・西予市複合施設ゆるりあん【自由昼食】＝＝＝四
国西予市ジオミュージアム＝＝＝道の駅どんぶり館＝＝＝八幡浜駅（１６：１４）jj伊予
灘ものがたり～道後編～【軽食】jj【解散】（１８：１７）松山駅jj各駅

1

各駅jj【集合】卯之町駅（１１：３０）・・・西予市複合施設ゆるりあん【自由昼食】＝＝＝三
瓶湾 須崎海岸ジオクルーズ＝＝＝道の駅八幡浜みなっと＝＝＝八幡浜駅（１６：１４）jj
伊予灘ものがたり道後編【軽食】jj【解散】（１８：１７）松山駅jj各駅

1

日帰り
HSLGAF006D

●⑨

天空の村・かかしの里（イメージ）

■旅行代金（四国各駅発着 お一人様あたり）■旅行代金（四国各駅発着 お一人様あたり）

■旅行代金（四国各駅発着お一人様あたり）■旅行代金（四国各駅発着お一人様あたり）

14,800円14,800円14,800円こ
ど
も16,800円16,800円16,800円お

と
な
※ＪＲ四国ジパング倶楽部会員様 1,500円引き

■旅行代金（四国各駅発着 2名1室利用お一人様あたり）■旅行代金（四国各駅発着 2名1室利用お一人様あたり）

32,200円32,200円32,200円こ
ど
も33,200円33,200円33,200円お

と
な
※ＪＲ四国ジパング倶楽部会員様 3,０00円引き

※11月11日発は③が1日目、①②が２日目となります。※クルーズが実施できない場合は観光となります。

※こどもはおとなと同時購入の場合のみ発売いたします。

                          9月25日（日）
10月10日（月・祝）・ 24日（月）、
11月6日（日）・27日（日）、12月4日（日）

2022年出発日

添乗員 同行（多度津駅～大歩危駅）各日15名様最少催行人員
食事条件 昼１回

各駅jj【集合】多度津駅（１０：１９）jj四国まんなか千年ものがたり～そらの郷紀行～
【昼食】jj（１２：４７）大歩危駅＝＝＝天空の村・かかしの里＝＝＝落合集落展望所＝＝＝か
ずら橋夢舞台【かずら橋車窓観光・お買い物】＝＝＝【解散】（１６：４５頃）大歩危駅jj各駅

1

各駅jj【集合】高知駅（１２：０４）jj志国土佐 時代の夜明けのものがたり～立志の抄
～【昼食】jj（１４：１３）土佐久礼駅＝＝＝牧野富太郎博士生誕の地 佐川町【ガイド付き
散策】＝＝＝村の駅ひだか＝＝＝【解散】（１８：００頃）高知駅jj各駅

1

日帰り
HSLGAF018D

●⑪

■旅行代金（四国各駅発着 お一人様あたり）■旅行代金（四国各駅発着 お一人様あたり）

12,000円12,000円12,000円こ
ど
も15,000円15,000円15,000円お

と
な

10月2日（日）・22日（土）、
11月3日（木・祝）・12日（土）・23日（水・祝）

2022年出発日

添乗員 同行しません。当社係員がご案内します。

※ＪＲ四国ジパング倶楽部会員様 1,500円引き

各日8名様最少催行人員 食事条件 朝１回、昼１回

藍よしのがわトロッコ（イメージ）

四国まんなか
千年ものがたり（イメージ）

各駅jj【集合】徳島駅（１０：32）jj藍よしのがわトロッコ～さとめぐみの風～【朝食：
サンドイッチ】jj（１２：５９）阿波池田駅jj大歩危駅（１４：２１）jj四国まんなか千
年ものがたり～しあわせの郷紀行～【昼食】jj【解散】（１７：１４）多度津駅jj各駅

1

添乗員 同行（児島駅～児島駅）各日２0名様最少催行人員
食事条件 なし 貸切バス会社 港交通（株）

貸切バス会社（有）かずら橋タクシー

10月9日（日）、11月5日（土）2022年出発日

■旅行代金（お一人様あたり）■旅行代金（お一人様あたり）

瀬戸大橋
アンパンマントロッコ（イメージ）

各駅jj【集合】児島駅（１０：４０）＝＝＝渋川マリン水族館（約1時間）＝＝＝おもちゃ王
国（約３時間）＝＝＝児島駅（１６：１１）jj瀬戸大橋アンパンマントロッコ３号（グリーン
車）jj【解散】（１６：３３）坂出駅・（１７：２３）高松駅jj各駅

1

※有料幼児の旅行代金には、アンパンマントロッコ、貸切バス、施設入場料が含まれています。

3,500円

瀬戸大橋
渋川マリン水族館 おもちゃ王国と

発着駅
おとな
小学生
幼児（３才～）

■旅行代金（お一人様あたり）■旅行代金（お一人様あたり）
発着駅
おとな

日帰り
午前：HSLGBK086D
午後：HSLGBK087D

●⑱

20,000円20,000円20,000円お
と
な

午 

後14,000円14,000円14,000円お
と
な

9,000円9,000円
お
と
な 7,800円7,800円

こ
ど
も

午 

前

「シンプルに！瀬戸内海の絶景満喫コース」

各コース１６名様最少催行人員

各日１名様最少催行人員
添乗員 添乗員の同行しない

個人型旅行です。
ジェイアール四国バス（株）運行バス会社

添乗員 同行（午前コース：坂出駅～坂出駅、午後コース：坂出駅～児島駅）
食事条件 なし 貸切バス会社 琴参バス（株）貸切船会社 六口丸海運（有）

2022年
11月3日（木・祝）・12日（土）

出発日

出発日：２０２２年１１月３０日（水）まで毎日※設定除外日：毎週月曜日出発日：２０２２年１１月３０日（水）まで毎日※設定除外日：毎週月曜日

11月19日（土）

参加条件　　　　     ・中学生以上・自己責任
で２ｋｍの歩行と２ｍの垂直梯子お
よび２０ｍの階段の昇降が可能な方
・高所・閉所恐怖症でない方でかつ
心臓病等の疾患のない方

瀬戸大橋塔頂体験（イメージ）

【Ａコース】ランチＢＯＸ
（イメージ）

各駅jj【集合】坂出駅（９：００）＝＝＝与島ＰＡ・・・瀬戸大橋塔
頂体験・・・与島ＰＡ＝＝＝【解散】（１２：５０頃）坂出駅jj各駅1

「ガッツリ！瀬戸内海の絶景満喫コース」「ガッツリ！瀬戸内海の絶景満喫コース」
各駅jj【集合】坂出駅（１３：４０）＝＝＝与島ＰＡ・・・瀬戸大橋塔頂体験・・・
与島ＰＡ【休憩・自由食】＝＝＝児島港～～～瀬戸大橋＆水島コンビナー
ト鑑賞ナイトクルーズ～～～【解散】（１9：５０頃）児島駅jj各駅

1

各駅jj松山駅（１０：３０）＝＝＝（１１：３８）久万中学校前・・・道の駅天空の郷さんさん【Ｅ-バイク・ランチBOX引き渡し】・・・ふる
さと旅行村【昼食】・・・道の駅天空の郷さんさん【Ｅ-バイク返却】・・・久万中学校前（１５：２１）＝＝＝（１６：３０頃）松山駅jj各駅1

瀬戸内海の絶景満喫の旅

■旅行代金
（四国各駅発着 お一人様あたり）
■旅行代金
（四国各駅発着 お一人様あたり）
※こどもの設定はありません。

16,000円
高 知

16,700円
後免～土佐山田

17,200円
阿波池田・須崎～窪川

18,000円
観音寺～高松・琴平・児島

18,500円
栗林～徳島・伊予三島

19,000円
新居浜～今治

20,000円
松 山

※こどもはおとなの1,０００円引きです。※ＪＲ四国ジパング倶楽部会員様 2,000円引き

※こどもの設定はありません。※ＪＲ四国ジパング倶楽部会員様 2,000円引き
※雨天時は「NIPPONIA HOTEL 大洲城下町 TUNE 棟」での食事となります。

各駅jj【集合】高知駅（９：５０）＝＝＝桂浜＝＝＝かつお船【昼食】＝＝＝高知県立牧野植
物園＝＝＝土佐久礼駅（１５：４６）jj志国土佐 時代の夜明けのものがたり～開花の抄
～【夕食】jj【解散】（17：53）高知駅jj各駅

1

■旅行代金（お一人様あたり）■旅行代金（お一人様あたり）
発着駅
おとな 18,400円

高 知
19,100円
後免～土佐山田

19,600円
阿波池田・須崎～窪川

20,400円
観音寺～高松・琴平・児島

20,900円
栗林～徳島・伊予三島

21,400円
新居浜～今治

22,400円
松 山

※こどもはおとなの1,000円引きです。※ＪＲ四国ジパング倶楽部会員様 1,400円引き

各駅jj【集合】内子駅（１０：００）＝＝＝石畳地区・東集落【ガイド付き散策】・・・そば処石
畳むら【昼食】＝＝＝石畳清流園＝＝＝石畳の宿 古民家カフェひるぬわ＝＝＝道の駅内子
フレッシュパークからり【お買い物】＝＝＝【解散】（１５：４０頃）内子駅jj各駅

1

各駅jj【集合】伊予大洲駅（１５：１０）＝＝＝大洲まちの駅あさ
もや【臥龍山荘・ガイド付き町並み散策】・・・大洲城キャッスルダ
イニング【夕食】＝＝＝【解散】（１９：４０頃）伊予大洲駅jj各駅

1

■旅行代金（お一人様あたり）■旅行代金（お一人様あたり）

発着駅

おとな 13,000円

内子

13,400円

伊予市・
八幡浜

13,600円

松山

14,000円

宇和島

14,200円

今治

14,800円

壬生川～
新居浜

15,200円

伊予三島～
観音寺

15,600円

多度津～
高松・琴平

※こどもはおとなの1,000円引きです。※ＪＲ四国ジパング倶楽部会員様 1,300円引き

各駅jj【集合】宇和島駅（１０：３０）＝＝＝宇和島城＝＝＝天赦園【昼食】＝＝＝追手門付近・木屋旅館【車窓見
学】＝＝＝宇和島きさいやロード【宇和島銘菓試食＆ショッピング】＝＝＝宇和島市立伊達博物館＝＝＝樺崎砲
台跡・宇和島市立歴史資料館＝＝＝きさいや広場【お買い物】＝＝＝【解散】（１６：５０頃）宇和島駅jj各駅

1

各駅jj今治駅・・・【集合】今治港（１３：20）～～～チャーター船
～～～馬島港・・・来島海峡大橋塔頂体験・・・馬島港～～～チャー
ター船～～～【解散】（１５：30頃）今治港・・・今治駅jj各駅

1

■旅行代金（お一人様あたり）■旅行代金（お一人様あたり）

発着駅

おとな

志国土佐 時代の夜明けのものがたりと

ごめん・なはり線を運行 日帰り
HSLGBA100D

●⑧

北川村「モネの庭」マルモッタン
（イメージ）キンメ丼（イメージ）

※こどもはおとなの1,０００円引きです。※ＪＲ四国ジパング倶楽部会員様2,100円引き

貸切バス会社 (有)さくら観光
貸切バス会社 (有)かずら橋タクシー

■旅行代金（四国各駅発着 お一人様あたり）
※こどもの設定はありません。
■旅行代金（四国各駅発着 お一人様あたり）
※こどもの設定はありません。

17,000円17,000円17,000円お
と
な

■旅行代金（四国各駅発着 お一人様あたり）■旅行代金（四国各駅発着 お一人様あたり）

26,000円26,000円26,000円お
と
な

11月6日（日）・20日（日）・27日（日）2022年出発日

添乗員 同行（今治港～今治港）
16名様最少催行人員

食事条件 なし

参加条件
貸切船会社（株）イマダイコーポレーション

11月4日（金）・18日（金）
2022年出発日

添乗員 同行（後免駅～高知駅）
各日15名様最少催行人員

食事条件 昼１回・夕１回

各駅jj【集合】後免駅（９：５０）＝＝＝料亭 花月【昼食】＝＝＝室戸ユネスコ世界ジオパーク【ガイ
ド付き散策】＝＝＝北川村「モネの庭」マルモッタン【自由散策】＝＝＝奈半利駅（１５：１８）jj志
国土佐 時代の夜明けのものがたり～雄飛の抄～【夕食】jj【解散】（１７：５７）高知駅jj各駅

1

■旅行代金（お一人様あたり）■旅行代金（お一人様あたり）
発着駅
おとな 20,000円

高知～後免
20,700円
土佐山田

21,200円
阿波池田・須崎～窪川

22,000円
観音寺～高松・琴平・児島

22,500円
栗林～徳島・伊予三島

23,000円
新居浜～今治

24,000円
松 山

日帰り
HSLGAF095D

●⑩

La Malle de Bois（イメージ）

■旅行代金（多度津・児島・岡山駅発着 お一人様あたり）■旅行代金（多度津・児島・岡山駅発着 お一人様あたり）

13,000円13,000円13,000円こ
ど
も16,000円16,000円16,000円お

と
な
※上記以外の四国各駅発着の場合、２,０００円追加（こども半額）となります。※ＪＲ四国ジパング倶楽部会員様1,500円引き

9月23日（金・祝）、10月10日（月・祝）、
11月3日（木・祝）・23日（水・祝）

2022年出発日

添乗員 同行（岡山駅～大歩危駅）
各日8名様最少催行人員

食事条件 朝１回・昼１回

各駅jj【集合】岡山駅（１０：１１）jjLa Malle de Bois【朝食：サンドイッチ】jj（１２：００）
琴平駅・・・地元ガイドと琴平まち歩き（約40分）・・・琴平駅jj大歩危駅（１４：２１）jj四国ま
んなか千年ものがたり～しあわせの郷紀行～【昼食】jj【解散】（１７：１４）多度津駅jj各駅

1

高知の旬を感じる旅

志国土佐 時代の夜明けのものがたりと
高知県ひがしの旅

●⑭

秋日の集落・石畳
出発日 10月15日（土）・１6日（日）2022年

添乗員 同行（宇和島駅～宇和島駅）
各日12名様最少催行人員

食事条件 昼１回
貸切バス会社 宇和島自動車（株）

出発日

10月28日（金）、11月11日（金）2022年
添乗員 同行（八幡浜駅～八幡浜駅）

添乗員 同行（伊予大洲駅～伊予大洲駅）
各日16名様最少催行人員

12名様最少催行人員 食事条件 朝１回・昼２回・夕１回 貸切バス会社 岬観光開発（株）
地元ガイド 同行（八幡浜駅～八幡浜駅）

地元ガイド 同行（八幡浜駅～八幡浜駅）

食事条件 夕１回
貸切バス会社 宇和島自動車（株）

出発日

9月30日（金）2022年出発日

四国家のお宝 BEST 四国家のお宝 BEST

11,400円 12,000円

宇和島 八幡浜～
伊予大洲

12,400円

内子

12,600円

松山

13,200円

今治

13,800円

伊予西条～
新居浜

14,000円

伊予三島～
観音寺

14,400円

多度津～
坂出

14,500円

高松・琴平
～善通寺

宇和島城と伊達文化

久
万
高
原
た
び

絶品肉巻きおにぎり持ってE-BIKEで久万高原周遊 日帰り HSLKCN089A

■旅行代金（四国各駅発着お一人様あたり）■旅行代金（四国各駅発着お一人様あたり）

※こどもはおとなと同時購入の場合のみ発売いたします。
11,000円11,000円

お
と
な 9,600円9,600円

こ
ど
も

12,000円12,000円
お
と
な 10,800円10,800円

こ
ど
も10,800円10,800円

お
と
な 9,500円9,500円

こ
ど
も

各日2名様最少催行人員
添乗員 添乗員の同行しない個人型旅行です。

面河タクシー(有)または(有)美川タクシー運行タクシー会社
ジェイアール四国バス（株）運行バス会社

各日2名様最少催行人員
添乗員 添乗員の同行しない個人型旅行です。

面河タクシー(有)または(有)美川タクシー運行タクシー会社
ジェイアール四国バス（株）運行バス会社

各日2名様最少催行人員
添乗員 添乗員の同行しない個人型旅行です。

面河タクシー(有)または(有)美川タクシー運行タクシー会社
ジェイアール四国バス（株）運行バス会社

出発日：２０２２年１１月10日（木）まで毎日※りんごの収穫量及び天候等で前後する可能性があります。出発日：２０２２年１１月10日（木）まで毎日※りんごの収穫量及び天候等で前後する可能性があります。 【Ｂコース】りんご狩り
（イメージ）

各駅jj松山駅（１０：３０）＝＝＝（１１：３８）久万中学校前・・・道の駅天空の郷さんさん＝＝＝正岡観光りんご
園【昼食・体験】＝＝＝道の駅天空の郷さんさん・・・久万中学校前（１５：２１）＝＝＝（１６：３０頃）松山駅jj各駅1

正岡りんご園で手ぶらＢＢＱとりんご狩り！

日帰り HSLKCN091A

■旅行代金（四国各駅発着お一人様あたり）■旅行代金（四国各駅発着お一人様あたり）

※こどもはおとなと同時購入の場合のみ発売いたします。

出発日：２０２２年１0月３1日（月）まで毎日※ぶどうの収穫量及び天候等で前後する可能性があります。出発日：２０２２年１0月３1日（月）まで毎日※ぶどうの収穫量及び天候等で前後する可能性があります。

【Ｄコース】竹森ガーデン
（イメージ）

各駅jj松山駅（１０：３０）＝＝＝（１１：３８）久万中学校前・・・道の駅天空の郷さんさん＝＝＝竹森ガーデン
【昼食・体験】＝＝＝道の駅天空の郷さんさん・・・久万中学校前（１５：２１）＝＝＝（１６：３０頃）松山駅jj各駅1

竹森ガーデンで手ぶらＢＢＱとぶどう狩り！日帰り HSLKCN090A

■旅行代金（四国各駅発着お一人様あたり）■旅行代金（四国各駅発着お一人様あたり）

※こどもはおとなと同時購入の場合のみ発売いたします。

出発日：２０２２年１１月３０日（水）まで毎日※設定除外日：毎週水曜日出発日：２０２２年１１月３０日（水）まで毎日※設定除外日：毎週水曜日

【Ｃコース】きじ鍋（イメージ）

各駅jj松山駅（１０：３０）＝＝＝（１１：３８）久万中学校前・・・道の駅天空の郷さんさん＝＝＝国民宿舎古岩屋
荘【昼食・散策】＝＝＝道の駅天空の郷さんさん・・・久万中学校前（１７：０１）＝＝＝（１８：１０頃）松山駅jj各駅1

名勝古岩屋散策と温泉でほっこり名物キジ鍋

●⑳

四国西予ジオミュージアムと
伊予灘ものがたり道後編の旅

三
瓶
湾

地元ガイドがご案内します！

ジオガイドがご案内します！

午前コース

午前コース

午後コース

午後コース

ゆっくり過ごしたい

の旅

高松・坂出・児島
7,500円

観音寺・琴平・引田
8,300円

伊予西条・阿波池田・徳島
8,500円

松山・高知・牟岐・穴吹
8,700円

宇和島・窪川
8,900円

4,500円

　　　　　　●中学生以上・自己責
任で２ｋｍの歩行と２ｍの垂直梯子お
よび２０ｍの階段の昇降が可能な方
●高所・閉所恐怖症でない方でかつ
心臓病等の疾患のない方

来島海峡大橋塔頂体験（イメージ）

佐田岬新鮮な魚介類盛りだくさん ＆地元ガイドと
めぐる旅

各駅jj【集合】八幡浜駅（１１：２０）＝＝＝道の駅「瀬戸農業公園」【昼食】＝＝＝①堀切大橋から三机湾の展
望および散策＝＝＝②名取石垣集落ツアー＝＝＝（１６：３０頃）瀬戸アグリトピアまたは民宿大岩【夕食・宿泊】1
宿泊箇所（９：００）＝＝＝③三崎港はなはな【漁師体験クルージングまたは佐田岬クルージング】＝＝＝伊
方町観光交流拠点施設「佐田岬はなはな」【昼食】＝＝＝瀬戸アグリトピア・・・ｅバイク体験・・・せと風の丘
パーク【眺望＆散策】＝＝＝道の駅伊方きらら館【お買い物】＝＝＝【解散】（１6：0０頃）八幡浜駅jj各駅

2

せと風の丘パーク
（イメージ）

■旅行代金（四国各駅発着 2名1室利用お一人様あたり）■旅行代金（四国各駅発着 2名1室利用お一人様あたり）

38,800円38,800円38,800円こ
ど
も39,800円39,800円39,800円お

と
な

※クルーズが実施できない場合は観光となります。

11月4日（金）・１8日（金）2022年
添乗員 同行（八幡浜駅～八幡浜駅）各日16名様最少催行人員

食事条件 朝１回・昼２回・夕１回・軽食１回 貸切バス会社 岬観光開発（株）

出発日

各駅jj【集合】八幡浜駅（１１：２０）＝＝＝道の駅「瀬戸農業公園」【昼食】＝＝＝堀切大橋から三机湾の展
望および散策＝＝＝名取石垣集落ツアー＝＝＝（１６：３０頃）瀬戸アグリトピアまたは民宿大岩【夕食・宿泊】1
宿泊箇所（９：００）＝＝＝三崎港はなはな【漁師体験クルージングまたは佐田岬クルージング】＝＝＝伊方町観光交流拠点施
設「佐田岬はなはな」【昼食】＝＝＝瀬戸アグリトピア・・・ｅバイク体験・・・せと風の丘パーク【眺望＆散策】＝＝＝道の駅伊方きら
ら館【お買い物】＝＝＝八幡浜駅（１６：１４）jj伊予灘ものがたり～道後編～【軽食】jj【解散】（１８：１７）松山駅jj各駅

2

一夜限りのスペシャルディナー

＋宿泊 大洲城ナイトツアー

プ
ラ
ス

オプション
NIPPONIA HOTEL大洲 城下町

２名１室利用（おとなお一人様あたり）
１泊
朝食付

 佐田岬新鮮な魚介類盛りだくさん
観光列車「伊予灘ものがたり」ツアー

&

日帰り
HSLGBK109D

伊方町からの
お土産付き

伊方町からの
お土産付き

〈伊予灘ものがたり 3号車　 　　　　　　　　　　　　　　　　　〉「陽華の章」グリーン個室「FioreSuite」利用

42,300円42,300円
お
と
な 41,300円41,300円

こ
ど
も

※ＪＲ四国ジパング倶楽部会員様 3,０00円引き



～世界自然遺産を訪ねて～

ぐるっと！粟島・高見島・本島コース 3泊4日
HSLGBN092D

ゆったり！ 直島コース
大川自動車㈱貸切バス会社

●①

2泊3日
ZPLGBG010D

●②

募集型企画旅行お申し込みのご案内 ※お申し込みの前に必ずお読みください。 8613224－営商－7849679

福 永 　 憲 史

この旅行は、四国旅客鉄道（株）（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。
1　お申し込み方法
（1）本旅行のお申し込みは、当社所定の旅行申込書に必要事項をご記入のうえ、お一人様
につき下記の申込金を添えてお申し込みいただきます。申込金は旅行代金をお支払いいた
だくときにその一部として繰り入れます。
（2）当社は電話等による旅行の申し込みをお受けいたします。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。

2　契約の成立時期
この旅行の契約は、当社の予約の承諾と上記の申込金を受理した時に成立いたします。

3　旅行代金のお支払い
ご旅行代金は、旅行開始日の前日から起算してさかのぼって14日目にあたる日より前にお
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。

４　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、添乗サービス料金（同行
の場合）及び消費税等諸税相当額が含まれています。

5　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おりません。

6　旅行の催行について
ご参加のお客様が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（日帰り旅
行は3日目）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。

7　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、既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。

8　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・滞在期
間の短縮

9　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程に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。

10 個人情報の取扱について
（1）当社は旅行申込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、
宿泊機関等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、サービス等のご案内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り扱いに関する方針等についてはホームページ
（https://www.jr-shikoku.co.jp）でご確認ください。

11 その他
このパンフレットは2022年8月1日現在を基準として作成しております。当日の交通事情
等によりやむを得ず行程が変更になる場合があります。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務取扱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。このツアーは、特段
の記載がない限り大人1名様からお申し込みできます。掲載写真はすべてイメージです。

旅行代金 1万円未満 1万円以上3万円未満 3万円以上6万円未満 6万円以上10万円未満 10万円以上
お申込金 3千円以上旅行代金まで 5千円以上旅行代金まで 1万円以上旅行代金まで 2万円以上旅行代金まで 3万円以上旅行代金まで

お取消日区分 お取消料
宿泊付旅行 日帰り旅行

旅行開始日
の前日から
起算して
さかのぼって

21日目に当たる日まで 無　料

10日目に当たる日以降8日目に当たる日まで 旅行代金の20%
7日目に当たる日以降2日目に当たる日まで 旅行代金の30%
旅行開始日の前日 旅行代金の40%
旅行開始日の当日 旅行代金の50%

旅行開始後または無連絡不参加の場合 旅行代金の全額
貸切船舶を利用する企画旅行契約 当該船舶に係る取消料の規定によります

20日目に当たる日以降11日目に当たる日まで 旅行代金の20% 無　料

私鉄、ケーブルカー、ロープウェイ＋＋＋JR（特段の記載がない限り特急列車自由席利用）・ ・ ・ ・貸切バス、送迎バス、路線バス、タクシー＝＝＝ 旅客船～～～ 徒歩・・・・・・ ※ご旅行中の主要駅での駐車場サービスについては、お申し込み箇所までお問い合わせください。

伊予灘ものがたり（イメージ）

スペシャルディナー（イメージ）

四国まんなか千年ものがたり
（イメージ）

志国土佐時代の夜明けのものがたり
（イメージ）

萬翠荘（イメージ）

にっぽん丸（イメージ）

グランドスイート（イメージ）

スーペリアツイン（イメージ）

ＪＲ四国 旅の予約センター　☎087-825-1662 　●ワープ松山支店　☎089-945-1689
●ワープ高松支店　☎087-851-1326 　●ワープ徳島支店　☎088-623-0542
●ワープ香川中部支店　☎0877-49-5100 　●ワープ高知支店　☎088-822-8130    
※坂出、丸亀、観音寺、志度、伊予三島、新居浜、伊予西条、宇和島駅ワーププラザでもお申し込みいただけます。

インターネットでのお申し込み https://www.jr-eki.com/ＪＲ四国ツアー 検 索

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

日帰り
HSLGAF042D

●㉑

日帰り
HSLGAF044D

日帰り
HSLGAF043D

●㉒

日帰り
HSLGBF000D

●㉔●㉓

チャータークルーズ
神秘の島 屋久島

宮之浦港（9:30－16:30） オプショナルツアーまたは自由行動でお楽しみください。2
新居浜東港（14:30） 出港。 船内イベントをお楽しみください。1

新居浜東港（13:00） 船内イベントをお楽しみください。 下船後、解散。3

※ＪＲ四国ジパング倶楽部会員様10,0００円引き ※コンフォートステート1室3名様利用の場合、プルマンベッド（2段ベッド）使用となります。

※出発日の90日前から所定の取消料が発生いたします。ツアー詳細は専用パンフレットをご確認ください。

【販売協力】フジ・トラベル・サービス　オンラインセンター ☎089-947-8553　営業時間/平日のみ9：00～17：00

ホテル（８：３０頃）＝＝＝桂浜＝＝＝かつお船＝＝＝高知駅（１２：０４）jj志国土佐 時代の夜明けの
ものがたり～四福の物語編～【昼食】jj（１４：４０）窪川駅＝＝＝窪川まちあるき＝＝＝（１７：００頃）
四万十いやしの里四万十の宿【宿泊・夕食】

2

各駅jj【集合】琴平駅【専用ラウンジTAIJUにて出発セレモニー】（１１：３０頃）jj四国まんな
か千年ものがたり～四福の物語編～【昼食】jj（１4：３０頃）大歩危駅＝＝＝祖谷のかずら橋＝＝＝
（１７：３０頃）城西館【宿泊・夕食】
1

ホテル（８：３０頃）＝＝＝臥龍山荘・町並み散策【ガイド付散策】＝＝＝伊予大洲駅（１３：００頃）jj伊
予灘ものがたり～四福の物語～【昼食】jj（１５：５６頃）松山駅＝＝＝オールドイングランド道後山
の手ホテル【チェックイン・休憩】＝＝＝坂の上の雲ミュージアム／萬翠荘【夕食：プレミアムダイニン
グ】＝＝＝オールドイングランド道後山の手ホテル【宿泊】

3

ホテル・・・道後地区自由散策＝＝＝TOBEオーベルジュリゾート【昼食】＝＝＝【解散】（１４：００頃）松
山駅jj各駅4

【集合】高松港（１０：１４）～～～定期船～～～（１１：０４）直島宮浦港＝＝＝ベネッセハウス
ミュージアム【昼食・ガイド付鑑賞】＝＝＝ヴァレーギャラリー【ガイド付鑑賞】＝＝＝家プロジェク
ト【ガイド付鑑賞】＝＝＝直島宮浦港（１７：００）～～～定期船～～～【解散】（１8：0０）高松港

1

3つのものがたり列車を特別貸切し、観光列車で四国を周遊するプレミアムツアー

■旅行代金（四国各駅発着 お一人様あたり）おとな（２名様以上１室利用）

275,000円275,000円275,000円

１５名様最少催行人員 添乗員 同行（琴平駅～松山駅）
食事条件 朝３回・昼４回・夕３回 貸切バス会社 ㈱十季観光

※こどもの設定はありません。※ＪＲ四国ジパング倶楽部会員様３,０００円引き
※【四万十いやしの里 四万十の宿】
　露天風呂付和洋室利用の場合＋５,０００円  ロフト付和室利用の場合＋３,０００円

２０２２年10月１１日（火）出発日

志戸子ガジュマル公園

宮之浦港

縄文杉

宮之浦岳

屋久島ふるさと市場
永田いなか浜

松峯大橋

白谷雲水峡

屋久杉自然館

西
部
林
道

大川の滝

千尋の滝

紀元杉
ヤクスギランド

「ナルシスの庭」草間彌生 
1966/2022 ヴァレーギャラリー
©YAYOI KUSAMA  
Photo:Masatomo MORIYAMA

各日１２名様最少催行人員 添乗員 同行（高松港～高松港）
食事条件 昼１回

２０２２年１０月６日（木）・２０日（木）、１１月３日（木・祝）出発日

※伊予西条・阿波池田・徳島駅発着は１,０００円追加、松山・高知・穴吹・牟岐駅発着は２,０００円追加、宇和島・
窪川駅発着は３,０００円追加で各駅～高松駅の往復ＪＲ券（特急列車自由席利用）が付きます（こども半額）。
※窪川駅発着のお客様は集合時間の都合上前泊が必要となります。
※作品鑑賞パスポート持参の方は４,０００円引きとなります。
※ＪＲ四国ジパング倶楽部会員様２,０００円引き

らくらく！犬島・女木島コース犬島・女木島コース

【集合】高松港（９：００）～～～チャーター船～～～（１０：１５頃）犬島港・・・犬島精錬所美術館【ガイド付
鑑賞】・・・犬島チケットセンターカフェ【昼食】・・・犬島「家プロジェクト」【鑑賞】・・・犬島港～～～チャーター
船～～～女木港・・・女木島散策【鑑賞】・・・女木港～～～チャーター船～～～【解散】（１７：３０頃）高松港

1

犬島精錬所美術館　
Photo:Daici Ano

各日１８名様最少催行人員 添乗員 同行（高松港～高松港）食事条件 昼１回
２０２２年１０月８日（土）・１５日（土）・１9日（水）・２９日（土）、１１月２日（水）出発日

㈱かんかけタクシー貸切バス会社

【集合】高松港（９：００）～～～定期船～～～（１０：００）土庄港＝＝＝醤の郷周辺【鑑賞】＝
＝＝小豆島オリーブ園【昼食】＝＝＝三都半島【鑑賞】＝＝＝中山地区【鑑賞】＝＝＝屋形崎
【鑑賞】＝＝＝土庄港（１７：３０）～～～定期船～～～【解散】（１8：３０）高松港
1

伊東敏光+広島市立大学芸術学部有志
「ダイダラウルトラボウ」 
Photo:Keizo Kioku

各日１0名様最少催行人員 添乗員 同行（高松港～高松港）
食事条件 昼１回

２０２２年１０月１２日（水）・２１日（金）・２６日（水）・３０日（日）、１１月４日（金）出発日

※伊予西条・阿波池田・徳島駅発着は１,０００円追加、松山・高知・穴吹・牟岐駅発着は２,０００円追加、宇和島・
窪川駅発着は３,０００円追加で各駅～高松駅の往復ＪＲ券（特急列車自由席利用）が付きます（こども半額）。
※穴吹・牟岐・宇和島・窪川駅発着のお客様は集合時間の都合上前泊が必要となります。
※作品鑑賞パスポート持参の方は４,０００円引きとなります。
※ＪＲ四国ジパング倶楽部会員様１,５００円引き

※伊予西条・阿波池田・徳島駅発着は１,０００円追加、松山・高知・穴吹・牟岐
駅発着は２,０００円追加、宇和島・窪川駅発着は３,０００円追加で各駅～高
松駅の往復ＪＲ券（特急列車自由席利用）が付きます（こども半額）。
※穴吹・牟岐・宇和島・窪川駅発着のお客様は集合時間の都合上前泊が必要となります。
※作品鑑賞パスポート持参の方は４,０００円引きとなります。
※ＪＲ四国ジパング倶楽部会員様２,０００円引き

【集合】丸亀駅（９：００）・・・丸亀港～～～チャーター船～～～高見港・・・高見島散策【鑑賞】・・・高見港～～
～チャーター船～～～粟島港・・・粟島散策【鑑賞】・ル・ポール粟島【昼食】・・・粟島港～～～チャーター船～
～～笠島港・・・本島散策【鑑賞】・・・笠島港～～～チャーター船～～～丸亀港・・・【解散】（１８：００頃）丸亀駅

1

内田晴之「Merry Gates」（イメージ）

各日１８名様最少催行人員 添乗員 同行（丸亀駅～丸亀駅）食事条件 昼１回
２０２２年１０月７日（金）・１４日（金）・２２日（土）・２８日（金）、１１月５日（土）出発日

※高松・伊予西条・阿波池田・徳島駅発着は１,０００円追加、松山・高知・穴吹・
牟岐駅発着は２,０００円追加、宇和島・窪川駅発着は３,０００円追加で各駅
～高松駅の往復ＪＲ券（特急列車自由席利用）が付きます（こども半額）。
※牟岐・宇和島・窪川駅発着のお客様は集合時間の都合上前泊が必要となります。
※作品鑑賞パスポート持参の方は４,０００円引きとなります。
※ＪＲ四国ジパング倶楽部会員様2,0００円引き

瀬戸内国際芸術祭2022 作品鑑賞
パスポート
        付き！（会期限定）～秋会期～ 瀬戸内島めぐりの旅

■宿泊オプション代金（お一人様／１泊朝食付）■宿泊オプション代金（お一人様／１泊朝食付）

ツアー参加に便利な宿泊オプション「瀬戸内島めぐり旅」と一緒にお申し込みいただくと「行き」または「帰り」のきっぷの乗車日が変更可能に
※前泊の場合は「行き」のきっぷをツアー前日に、後泊の場合は「帰り」のきっぷをツアー翌日に変更します。　

宿泊日区分

部  屋 人  数 A
シングル １名様１室 15,800円
ツイン

3名様１室 11,700円
2名様１室 15,200円

B
16,500円

12,100円
16,000円

C
19,200円

14,100円
18,500円

A：10/30　　　　　　
B：10/5～10/7、10/11～10/14、10/18～
10/21、10/25～10/28、11/1～11/4

C：10/8、10/15、10/22、10/29、11/5

ＪＲホテルクレメント高松高松
YSL811036A

■宿泊オプション代金（お一人様／１泊朝食付）■宿泊オプション代金（お一人様／１泊朝食付）

宿泊日区分

部  屋 人  数 A
シングル １名様１室 12,700円
ツイン 2名様１室 9,900円

B
14,300円
12,700円

C
16,000円
13,800円

A：10/30、11/3
B：10/5～10/7、10/11～10/14、10/18～
10/21、10/25～10/28、11/1～11/2、11/4

C：10/8、10/15、10/22、10/29、11/5

宿泊日区分
A：10/5～10/7、10/11～10/14、10/18
～10/21、10/25～10/28、10/30、
11/1～11/4

B：10/8、10/15、10/22、10/29、11/5

宿泊日区分
A：10/5～10/7、10/11～10/14、10/18～10/21、10/25～10/28、
10/30、11/1～11/4  B：10/8、10/15、10/22、10/29、11/5

ＪＲクレメントイン高松高松
YSL811040A

■宿泊オプション代金（お一人様／１泊朝食付）■宿泊オプション代金（お一人様／１泊朝食付）
部  屋 人  数 A
シングル １名様１室 11,600円
ツイン 2名様１室 8,800円

B
12,100円
9,400円

高松東急ＲＥＩホテル高松
YSL811039A

■宿泊オプション代金（お一人様／１泊夕・朝食付）■宿泊オプション代金（お一人様／１泊夕・朝食付）
部  屋 人  数
シングル １名様１室

3名様１室
ツイン 2名様１室

A
14,300円

13,200円
13,200円

B
16,500円

15,400円
15,400円

和  室
4～5名様１室 12,100円 14,300円

※まるごと！小豆島コース以外のコースをお申し込みの場合、高松港～土庄港間はお客様の負担となります。

湯元小豆島温泉塩の湯  オーキドホテル小豆島
YSL810102A （洋室：B）

感染リスクを避けて安心して旅行を実施するため、お客様へのお願いです。事前にご了承のうえご予約・ご参加ください。
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（小さなお子さまのマスク着用は任意といたします） 。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にご協力ください。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。
※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。

※係員の健康管理・検温を実施しています（37.5度以上
の発熱、感染の疑いがないことを確認）。

※利用運送機関・食事施設・観光施設等
は事前に適切な感染防止対策をとって
いることを確認しています。

※その他、JR四国の取り組みについて 
詳しくはこちら▶

新型コロナウイルス対策実施！ 旅のルールとエチケット
対策：ＪＲ列車、貸切バスは空調装置による換気を

実施！ （一部を除く）密閉
対策：貸切バス、食事施設等での他グループへの

飛沫感染を考慮した配席に！密集
対策：接客業務にあたる係員のマスク着用を実施！

添乗員がアルコール消毒液を携帯！密接

「JR四国ジパング倶楽部」とは男性満65歳以上、
女性満60歳以上の旅を通して新しい仲間、そし
てまだ知らない日本を見つける“旅”倶楽部です。

JR四国ジパング倶楽部会員向けに、
で参加できるお得な旅行プランをご用意！！

日本全国のJRを「片道、往復、連続」で201km以上
ご利用される場合、運賃・料金を割引！！

新鮮な旅の情報誌「ジパング倶楽部」
を定期的にお届け！！

「四国エンジョイクラブ」に同時入会（無料）JR四国の運賃・
料金が30％割引！！何度でも利用可能！
四国内の宿泊施設・飲食店で割引や特典が受けられます！！

特典 1

特典 2

特典 3

特典 4

特典 5

会員募集中会員募集中

年会費

入会資格

※「JR乗車券購入証」により、年間20回までのご利用が可能です。
※一部割引にならない列車・設備・期間がります。

※個人会員、夫婦会員とも日本在住の方に限ります。

（詳しくは係員まで）

特別価格

■旅行代金（高松港発着 お一人様あたり） A基本代金+Bバスポート=旅行代金

15,000円15,000円15,000円 4,000円4,000円4,000円
お
と
な 14,000円14,000円14,000円

こ
ど
も

+
B作品鑑賞パスポートA基本代金

JRプラン
四国内からの利用プラン

下記の追加代金にて、往復のＪＲ券がセットできます。

四国内からＪＲを利用してご参加される
場合は、一律左記の追加代金にて、JR
の特急列車自由席が利用できます。

当日PCR検査を乗船のお客様
全員に受けていただくため、全
員シャトルバスをご利用いただ
きます。予めご了承ください。
※今後の状況により、変更とな
る場合がございます。

四国内発着

シャトルバス
【往路】新居浜駅又は新居浜東港～ＰＣＲ検査施設～新居浜東港

【復路】新居浜東港～新居浜駅
※前泊の手配もいたします。

3,000円 乗船のお客様全員ご利用いただきます。（無料）

ヤクスギランド（イメージ）

ステートルーム デラックスルーム スイートルーム
客室タイプ

１室3名様利用※

１室2名様利用

１室1名様利用
１室５・６名様利用
（４階コンセプトルーム）

－
－
－

－

112,000円
129,000円
167,000円

－

－
139,000円
180,000円

180,000円

－
190,000円
304,000円

－

－
210,000円
336,000円

－

－
－

246,000円

－

－
261,000円
417,000円

－

－
297,000円
475,000円

－

－
327,000円
523,000円

－

－
449,000円
898,000円

－

スタンダード
ステート
（１階）

コンフォート
ステート
（３階）

スーペリア
ツイン

（２・3・４階）

デラックス
ツイン
（５階）

デラックス
ベランダ
（５階）

デラックス
シングル
（５階）

ジュニア
スイート
（６階）

オーシャンビュー
スイート
（５階）

ビスタ・
スイート
（５・６階）

グランド
スイート
（６階）

■旅行代金（お一人様あたり）

２２０名様最少催行人員
添乗員 同行（新居浜東港～新居浜東港）
食事条件 朝２回・昼３回・夕２回

２０２２年10月１０日（月・祝）出発日

■旅行代金（高松港発着 お一人様あたり） A基本代金+Bバスポート=旅行代金

15,000円15,000円15,000円 4,000円4,000円4,000円
お
と
な 14,000円14,000円14,000円

こ
ど
も

+
B作品鑑賞パスポートA基本代金

■旅行代金（高松港発着 お一人様あたり） A基本代金+Bバスポート=旅行代金

11,000円11,000円11,000円 4,000円4,000円4,000円
お
と
な 10,000円10,000円10,000円

こ
ど
も

+
B作品鑑賞パスポートA基本代金

■旅行代金（丸亀駅発着 お一人様あたり） A基本代金+Bバスポート=旅行代金

16,000円16,000円16,000円 4,000円4,000円4,000円
お
と
な 15,000円15,000円15,000円

こ
ど
も

+
B作品鑑賞パスポートA基本代金

T A B I R OMA N
※お申し込み時にすでに満員又は旅行中止の場合があります。予めご了承ください。2022年8月発行

ツアーポイント
JR四国の

主要駅⇔集合解散駅
特急自由席券付き！
※一部商品除く（各行程参照）

メルマガ会員登録用フォームが開きます▶

おトクなきっぷ＆ご旅行情報をお届け

新規メルマガ会員募集中！

秋号 9月▶12月


