JR四国全線および土佐くろしお鉄道全線の特急列車自由席や
ジェイアール四国バスの路線バス（高速バス除く）が

土休日を1日以上含む連続3日間乗り降り自由！

四国DC
満喫きっぷ

先着1,000名様限定！

JRグループ協定旅館ホテル連盟四国地域
本部の支援により、旅行代金が お一人様

3,000円値引きとなります。
対象商品

デジタル
チケット販売
（しこくるり・setowa）

２０２１年10月１日〜12月31日
JRグループ６社と地方自治体・観光関
係団体等が協力して実施する国内最
大の観光キャンペーン開催中！

T A B I R OMA N

四国DC号

※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。

最大で5,000円割引！

土産物店・飲食店・観光施設等で利用できる
上限2,000円分の「おもてなしクーポン」を配付！
本事業は観光庁の地域観光事業支援等を活用しています。お申し込み・お問い合わせは、ワープ高知支店（088-822-8130）

（対象商品④⑤）

※割引は予算に達し次第、終了となります。 ※新型コロナウイルス感染状況により、事業休止となる場合があります。
※旅行契約成立の後、お客様の都合で取消される場合には、割引前の旅行代金を基準として当社所定の取消料を申し受けます。
※参加者全員お申し込み時及びツアー参加時に運転免許証などの住所が確認できる本人確認書類を必ずご提示いただきます。

徳島県内在住の方限定（対象商品⑥）
土産物店・飲食店・観光施設等で利用できる

上限2,000円分の「とくしま周遊クーポン」を配付！

本事業は観光庁の地域観光事業支援等を活用しています。お申し込み・お問い合わせは、ワープ徳島支店（088-623-0542）
※割引は予算に達し次第、終了となります。 ※新型コロナウイルス感染状況により、事業休止となる場合があります。
※旅行契約成立の後、お客様の都合で取消される場合には、割引前の旅行代金を基準として当社所定の取消料を申し受けます。
※参加者全員お申し込み時及びツアー参加時に運転免許証などの住所が確認できる本人確認書類を必ずご提示いただきます。

① 四国ＤＣ
●

オプション

「四国DC限定
駅レンプラン」登場！

レンタカーSクラス 2,000円（24時間）
※通常料金8,250円

新型コロナウイルス対策実施！

密閉
食事施設等での他グループへの飛沫感染を考慮した
密集 対策：貸切バス、
配席に！
！
密接 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！
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）

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。
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。

〜新型特急２７００系で行く
土佐路東西２００キロ走破！〜

特別企画

高知県を横断する夢の特急列車が団体専用臨時列車として新登場！
出発日 〈宿毛号乗車コース〉2021年 12月21日
（火）

■旅行代金（四国各駅発着お一人様あたり）

グリーン席利用
おとな
こども

雄大な景色と「土佐流のおもてなし」満載！土佐和紙の記念乗車証付！
宿泊オプション

日帰りコース

〈奈半利号乗車コース〉2021年 12月22日
（水）
最少催行人員 グリーン席：各日８名様、
指定席：各日３５名様
添乗員 同行 食事条件 昼１回
（特製弁当）
特 典 グリーン席、宿泊ＯＰ利用の場合は「２７００系オリジナルハンカチ」付

宿泊日

宿泊施設

4〜3名様1室

2名様1室

12/20（月） Royal Hotel 土佐（最寄：夜須駅） 10,000円（7,000円） 11,000円
12/22（水） リゾートホテル海辺の果樹園（最寄：夜須駅） 13,000円（10,000円） 14,000円
12/21（火） 新ロイヤルホテル四万十（最寄：中村駅） 12,000円（9,000円） 13,000円

日帰り

1名様1室

15,000円
18,000円
13,000円

宿毛号乗車コース

HSKGBF148D

奈半利号乗車コース

HSKGBF149D

※1泊2食付 お一人様あたりの金額です。※最寄駅からの送迎あります。※（
）こども
※高知観光リカバリーキャンペーン適用で5,000円引きとなります。詳しくは係員にお問い合わ
せください。

指定席利用
こども
おとな

〈奈半利号乗車コース〉
8,500円 〈宿毛号乗車コース〉
各駅jj特急列車自由席jj後免駅＋＋＋
【乗車】奈半利駅（１０：１８頃発）
＋＋＋
各駅jj特急列車自由席＋＋＋
【乗車】宿毛駅（１０：０８頃発）
・中村駅（１０：44
4,250円
高知横断特急宿毛号【昼食：ザ クラウンパレス新阪急高知提供特製弁当】
＋＋＋
頃発）
＋＋＋高知横断特急奈半利号【昼食：新ロイヤルホテル四万十提供特製弁
4,250円
【下車】
（１５：５６頃着）中村駅・
（１６：３６頃着）宿毛駅＋＋＋特急列車自由席jj
当】
＋＋＋
【下車】
（１６：２８頃着）奈半利駅＋＋＋後免駅jj特急列車自由席jj
2,000円

20,000円 11,500円 17,000円
5,000円
5,000円
5,000円
15,000円 6,500円 12,000円
2,000円
2,000円
2,000円

1

1

旅行代金
高知トク割キャンペーン
割引後のお支払い実額
おもてなしクーポン

対象宿泊期間
2021年10月1日〜12月31日

旅のルールとエチケット

※本広告では「愛媛県の公共交通
支援事業」
と表記しています。
※旅行契約成立の後、お客様の都
合で取消される場合には、割引
前の旅行代金を基準として当社
所定の取消料を申し受けます。
※２０２１年８月１３日から補助適
用となります。
（すでにお申し込
み済の場合も適用）

最大で5,000円割引！

●ゆったり四国鉄道の旅
●Ｗｅｂ限定！自由に四国鉄道の旅

※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▶

愛媛県の公共交通
支援事業対象商品

対象商品の旅行代金から

とくしま
応援割

9,000円
10,000円

令和３年度
愛媛県公共交通利用
回復緊急支援事業費補助
対象ツアーもあります！

対象商品の旅行代金から

四国内宿泊＋JRセットプラン

※こどもの発売額は、お一人様あたり3,000円で、大人と同一
行程及び同時購入の場合のみ発売します。
27098 ※詳しくは専用ホームページをご確認ください。

2021年11月14日発行

高知県内在住の方限定（対象商品①②③）

みんなで！

みどりの窓口
販売

おとな

四国デスティネーション
キャンペーン（DC）

おとな

■発売額（お一人様あたり）

各駅 ※車内販売、安芸駅ぢばさん市場などでお買い物タイムもあります。

※ＪＲ四国ジパング倶楽部会員様1,500円引き ※四国各駅からの集合・解散用往復きっぷ付

〈高知横断特急宿毛号と世界ジオパークの室戸岬２日間〉 HSKGBF150D

各駅 ※車内販売、安芸駅ぢばさん市場などでお買い物タイムもあります。

室戸世界ジオパーク

各駅jj特急列車自由席jj【集合】
高知駅（１１：４０発）
＝＝＝Royal Hotel土佐
【昼食】
＝＝＝室戸岬
【ガイド付き散策】
＝＝＝むろと廃校水族館＝＝＝
（１７：００頃着）
ホテル明星
【宿泊・夕食】
ホテル（８：３０発）＝＝＝四国霊場第２４番札所最御崎寺＝＝＝道の駅キラメッセ室戸【お買い物】＝＝＝奈半利駅（１０：１８頃発）＋＋＋高
知横断特急宿毛号（指定席）
【昼食：特製弁当】＋＋＋【解散】
（１５：５６頃着）中村駅・
（１６：３６頃着）宿毛駅＋＋＋特急列車自由席jj各駅

2

１泊２日コース

1

出発日 2021年 12月20日
（月） 最少催行人員 ２０名様 添乗員 同行（高知駅〜宿毛駅）
食事条件 朝１回・昼２回・夕１回 貸切バス会社 （有）
宮地観光バス 特 典 「２７００系オリジナルハンカチ」付

〈高知横断特急奈半利号と四万十川屋形船・足摺岬２日間〉 HSKGBF151D

■旅行代金（２コース共通）
（四国各駅発着お一人様あたり）

1

出発日 2021年 12月21日
（火） 最少催行人員 ２０名様 添乗員 同行（中村駅〜奈半利駅）
食事条件 朝１回・昼２回・夕１回 貸切バス会社 高知西南交通㈱ 特 典 「２７００系オリジナルハンカチ」付

旅行代金
高知トク割キャンペーン
割引後のお支払い実額
おもてなしクーポン

４名様１室
おとな
こども

四万十川遊覧船 屋形船なっとく

3名様１室
こども
おとな

明徳義塾高校太鼓部のおもてなし

2名様１室
こども
おとな

1名様１室
こども
おとな

37,000円 27,000円 38,000円 27,000円 39,000円 27,000円 42,000円
5,000円 5,000円 5,000円 5,000円 5,000円 5,000円 5,000円
32,000円 22,000円 33,000円 22,000円 34,000円 22,000円 37,000円
2,000円 2,000円 2,000円 2,000円 2,000円 2,000円 2,000円

2

各駅jj特急列車自由席＋＋＋
【集合】
中村駅（１３：３０発）
＝＝＝四万十川遊覧船 屋形船なっとく
【昼食
（お弁当）】
＝＝＝足摺海洋館SATOUMI＝＝＝
（１７：３０頃着）
ホテル海上館
【宿泊・夕食・温泉】
ホテル（８：００発）
＝＝＝足摺岬＝＝＝宿毛駅（１０：０８頃発）
＋＋＋高知横断特急奈半利号【昼食：特製弁
※ＪＲ四国ジパング倶楽部会員様3,000円引き ※高知観光リカバリーキャンペーン適用で5,000円引きとなります。詳しくは係員までお問い合わせください。
当】
＋＋＋
【解散】
（１６：２８頃着）奈半利駅＋＋＋後免駅jj特急列車自由席jj各駅
※四国各駅からの集合・解散用往復きっぷ付

②
●

日帰り

HSKGBY075D

出発日 2021年 12月6日
（月） 最少催行人員 15名様
添乗員 同行
（高知駅〜高知駅） 食事条件 昼１回
＋1,100円で夕食（お弁当・お茶付き）付き
貸切バス会社（株）
四万十交通

■旅行代金（お一人様あたり）
発着駅

おとな
高知トク割キャンペーン
割引後のお支払い実額
おもてなしクーポン

高知駅

土佐山田駅

窪川駅

阿波池田駅

志国土佐時代の夜明けのものがたり

高松・琴平・観音寺駅

栗林〜徳島駅

松山駅※１

17,000円 17,700円 18,200円 18,200円 19,000円 19,500円 21,000円
5,000円
5,000円
5,000円 ※1 伊予三島駅発着は松山駅発着旅行代金−1,500円、
新居浜〜今治駅発着は松山駅発着旅行代金−1,000円
12,000円 12,700円 13,200円 ※こども1,000円引き
2,000円
2,000円
2,000円 ※ＪＲ四国ジパング倶楽部会員様1,700円引き

④
●

伊予灘ものがたりの旅 １泊２日

て
と べり
と描く

HSKGBY073D

〜 美しき 砥 部 焼 の 郷 巡 り〜

※この商品は愛媛県の公共交通支援事業により5,000円補助を受けています。※１名様１室利用の場合プラス1,000円
※部屋タイプ：洋室（ツイン又はシングル）※ＪＲ四国ジパング倶楽部会員様3,０００円引き※こどもの設定はありません。

1

発着駅

おとな
高知トク割キャンペーン
割引後のお支払い実額
おもてなしクーポン

高知駅

土佐山田駅

窪川駅

阿波池田駅

中津渓谷

高松・琴平・観音寺駅

栗林〜徳島駅

松山駅※１

16,800円 17,500円 18,000円 18,000円 18,800円 19,300円 20,800円
5,000円
5,000円
5,000円 ※1 伊予三島駅発着は松山駅発着旅行代金−1,500円、
新居浜〜今治駅発着は松山駅発着旅行代金−1,000円
11,800円 12,500円 13,000円 ※こども1,000円引き
2,000円
2,000円
2,000円 ※ＪＲ四国ジパング倶楽部会員様1,600円引き

各駅jj特急列車自由席jj【集合】高知駅（１０：0０発）
＝＝＝芋屋金次郎【お買い物】
＝＝＝レストラン高知
【昼食：日高村のオムライス】
＝＝＝中津渓谷
【ガイド付散策】
＝＝＝土佐久礼駅（１５：４６発）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】
（１７：５４着）高知駅jj特急列車自由席jj各駅

日帰り

〜須崎海岸ジオクルーズと愛ある愛媛のみかん狩り〜
出発日 2021年 １1月26日（金）、
１２月１１日（土）
最少催行人員 各日１８名様 添乗員 同行（八幡浜駅〜松山駅）
食事条件 昼１回・軽食1回 貸切バス会社 八幡浜観光バス
（株）

HSKGBY074D
愛媛県の公共交通
支援事業対象商品

⑥ 藍よしのがわトロッコ と
●

日帰り

箸蔵寺護摩祈祷
13,800円
10,800円

HSKGBF090D

みんなで！
とくしま応援割対象

■旅行代金（四国各駅発着 お一人様あたり）

伊予灘ものがたり

発着駅
観音寺
多度津〜高松・琴平駅 今治〜新居浜駅 伊予三島〜川之江駅
11,800円
12,300円
11,300円
11,800円
おとな
10,800円
11,300円
10,300円
10,800円
こども
発着駅 松山〜八幡浜駅
宇和島駅
阿波池田駅 栗林〜徳島駅
高知駅
9,800円
11,300円
12,800円
13,300円
13,600円
おとな
8,800円
10,300円
11,800円
12,300円
12,600円
こども
※この商品は愛媛県の公共交通支援事業により5,000円補助を受けています。※ＪＲ四国ジパング倶楽部会員様1,4００円引き

藍よしのがわトロッコ

出発日 ２０２１年１２月１１日（土） 徳島県内各駅発着
最少催行人員 各日１５名様
とくしま応援割
添乗員 同行（阿波池田駅〜阿波池田駅） 割引後のお支払い実額
食事条件 昼１回 貸切バス会社 四国交通（株）とくしま周遊クーポン

※ＪＲ四国ジパング倶楽部会員様１,０００円引き
おとな
こども

5,000円
8,800円 5,800円
2,000円

各駅jj特急列車自由席jj【集合】阿波池田駅（１０：３０発）＝＝＝こんぴら奥の院箸蔵寺
【護摩祈祷・法話】＝＝＝味匠藤本【昼食】＝＝＝阿波池田駅（１４：３３発）jj藍よしのがわト
ロッコ〜かちどきの風〜jj【解散】
（１６：５８着）徳島駅jj特急列車自由席jj各駅

1

2

各駅jj特急列車自由席jj【集合】八幡浜駅（１１：20発）＝＝＝屋形船で須崎海岸ジオクルーズ【乗船】＝＝＝みか
め本館【昼食】＝＝＝みかん狩り【体験】＝＝＝八幡浜みなっと【お買い物】＝＝＝八幡浜駅（１６：０５発）jj伊予灘もの
がたり〜道後編〜【軽食：ケーキとコーヒーのセット】jj【解散】
（１８：１７着）松山駅jj特急列車自由席jj各駅

1

各駅jj特急列車自由席jj【集合】松山駅（１２：１０発）＝＝＝砥部町 映画ロケ地めぐり＝＝
＝とべりてと描く砥部焼絵付け体験【たっぷり絵付けコースまたはのんびり工房コース】＝＝＝
協和酒造【砥部焼の器が引き立てる地元の物を使用した夕食】＝＝＝（19：30頃着）ていれぎ
館【とべりてがプロデュースした砥部焼に彩られたお部屋でご宿泊（シングルルームを除く）】
ホテル（7：30頃発）＝＝＝松山駅（８：２６発）jj伊予灘ものがたり〜大洲編〜【朝食】jj（１０：２７着）伊予大洲駅＝＝＝
臥龍山荘＝＝＝油屋【昼食】＝＝＝あさもや（お買い物）＝＝＝【解散】
（14：30頃着）松山駅jj特急列車自由席jj各駅

■旅行代金（お一人様あたり）

⑤

■旅行代金（お一人様あたり）
とべりて

出発日 2021年 12月5日
（日）
、6日
（月）
最少催行人員 各日15名様
添乗員 同行
（高知駅〜高知駅）
貸切バス会社（有）
食事条件 昼１回・夕１回
さくら観光

こども

おとな

34,800

愛媛県の公共交通
支援事業対象商品

〜仁淀ブルーの中津渓谷散策〜

おとな

2021年１２月１８日（土）
最少催行人員 １８名様
■旅行代金
お一人様あたり）
添乗員 同行（松山駅〜松山駅） （四国各駅発着
（2名様1室利用）
食事条件 朝１回・昼１回・夕１回
円
貸切バス会社（株）
十季
出発日

日帰り

HSKGBY076D

1

1

各駅jj特急列車自由席jj【集合】高知駅（１２：０４発）jj志国土佐時代の夜明けのものがたり〜立志の抄〜
【昼食】jj（１４：４０着）窪川駅＝＝＝牧野富太郎の出身地 佐川町 酒ブラまちあるき
【ガイド付散策】
＝＝＝特別
貸切「夜の牧野植物園」
【ガイド付散策】
＝＝＝
【解散】
（１９：２０頃着）高知駅jj特急列車自由席jj各駅

③
●

※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。

● 撮影用ディスプレイスイーツ
⑦

日帰り
スイーツそらの郷紀行

HSKGBT138D

スイーツ紀行

スイーツしあわせの郷紀行

HSKGBT139D

出発日 ２０２２年 ２月１１日（金・祝）
・１２日（土）・１３日（日）特製スイーツ（イメージ）
特製和軽食（イメージ）
１９日（土）・２０日（日）・２３日（水・祝）・２６日（土）・２７日（日） ■旅行代金（四国各駅発着お一人様あたり）

食事条件 昼１回
〈スイーツそらの郷紀行〉※残席残りわずかです。

※定期運転の「四国まんなか千年ものがたり」とは、お食事・サービス内容が
異なります。※各紀行とも共通の食事内容となります。

四国まんなか
志国土佐時代の
四国まんなか
志国土佐時代の
千年ものがた
千年ものがたり
りと夜明けのものがた
夜明けのものがたり
り

２０２１年１2月27日（月）、
２０２2年1月15日（土）、3月5日（土）
・7日（月）
最少催行人員 各日８名様
添乗員 同行しません（当社係員がご案内します）
食事条件 昼１回・夕１回

日帰り

⑩

現地案内人と巡る

２０２2年1月15日（土）
・22日（土）
・29日（土）、
2月5日（土）・13日（日）・26日（土）
旧端出場水力発電所（外観見学のみ）
最少催行人員 各日10名様
■旅行代金（四国各駅発着お一人様あたり）
添乗員 同行（新居浜駅〜新居浜駅）
おとな
こども
食事条件 昼１回
円
同額
貸切バス会社 マイントピア別子バスセンター
※ＪＲ四国ジパング倶楽部会員様9００円引き

花手水（イメージ）

9,000

宇和島・須崎駅
13,000円
11,400円

1

各駅jj特急列車自由席jj【集合】多度津駅（９：３０発）＝＝＝第７１番・弥谷寺【大黒天】＝＝＝第７２番・曼荼
羅時【福禄寿】＝＝＝第７３番・出釈迦寺【恵比寿】＝＝＝第７４番・甲山寺【毘沙門天】＝＝＝武家屋敷「家中舎」
【昼食】＝＝＝第７７番・道隆寺【寿老人（特別祈願・法話）】＝＝＝第７６番・金倉寺【弁財天】＝＝＝第７５番・善通
寺【布袋尊】＝＝＝【解散】
（１６：４０頃着）善通寺駅・
（１７：００頃着）多度津駅jj特急列車自由席jj各駅

１万円以上３万円未満

５千円以上旅行代金まで

３万円以上６万円未満

１万円以上旅行代金まで

６万円以上１０万円未満

２万円以上旅行代金まで

１０万円以上

３万円以上旅行代金まで

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。

■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。

■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下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。
お取消料
宿泊付旅行 日帰り旅行

２１日目に当たる日まで
無料
旅行開始日
無料
の前日から 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％
起算して
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％
さかのぼって
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％

（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。

■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日目にあた
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。
旅行代金には、パンフレットに明示された交通費、宿泊費、観光料金、

⑰ 塩飽水軍の誇りが今も息づく 総歩行距離
約

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

■免責事項について

最少催行人員 各日8名様
添乗員 同行（丸亀駅〜丸亀駅） 食事条件 昼１回

高松・児島
観音寺・琴平駅
おとな 4,500円 5,300円
こども 3,500円 3,900円

発着駅

丸亀駅

松山・高知
宇和島・窪川駅
牟岐駅
7,700円 8,500円
5,100円 5,500円

会 員 募 集中

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。

■その他

（１）
このパンフレットは、2021年11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。
（3）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い
ただけます。ただし、宿泊付商品は相部屋不可となります。
（4）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。
貸切列車・貸切バス・貸切船の場合は、発着時刻はすべて予定時刻を
掲載しています。
（5）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。
（6）掲載写真はすべてイメージです。

福 永

憲 史

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。

検索

引田・阿波池田 徳島・穴吹
伊予西条駅
今治駅
6,100円 6,900円
4,300円 4,700円

各駅jj特急列車自由席jj【集合】丸亀駅（１１：３０発）
・・・丸亀港〜〜〜本島泊港・・・本島ス
タンド【昼食】
・・・地元ガイドと本島散策（笠島まち並保存地区・塩飽勤番所・専称寺・木烏神社な
ど）
・
・
・本島泊港〜〜〜丸亀港・
・
・
【解散】
（１８：００頃着）丸亀駅jj特急列車自由席jj各駅

■特別補償について

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

ＪＲ四国ツアー

笠島まち並保存地区

■旅行代金（お一人様あたり）※ＪＲ四国ジパング倶楽部会員様5００円引き

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

インターネットでのお申し込み

6キロ

日帰り

ZPKGBF007D

出発日 2022年 1月23日（日）
・29日（土）、
2月20日（日）・26日（土）、3月21日（月・祝）・25日（金）

https://www.jr-eki.com/

「J R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。

年会費

３千円以上旅行代金まで

各駅jj特急列車自由席jj八幡浜駅（１１：２０発）−−−八幡浜港（１１：４５発）〜〜〜フェリー【昼食：お
弁当】〜〜〜（１４：１０着）臼杵港＝＝＝由布院散策【湯の坪街道・金鱗湖】＝＝＝由布院駅（１７：０７発）jj
ゆふいんの森６号【指定席】jj（１７：４８着）天ヶ瀬駅＝＝＝（18：00頃着）天ケ瀬温泉【宿泊・夕食】
ホテル（８：００発）＝＝＝国宝・宇佐神宮本殿＝＝＝国宝・富貴寺大堂＝＝＝国宝・臼杵石仏【昼食】＝＝＝臼杵港（１４：４０
発）〜〜〜フェリー〜〜〜（１７：００着）八幡浜港−−−【解散】
（１７：２０頃着）八幡浜駅jj特急列車自由席jj各駅

8613224−営商−7849679

お取消日区分

最少催行人員 各日16名様

添乗員 同行（八幡浜駅〜八幡浜駅）食事条件 朝１回、昼2回、夕１回
貸切バス会社 新羽観光バス（合資会社ホテル浮羽）
宿泊施設 天ヶ瀬温泉 瀬音・湯音の宿 浮羽（和室利用）

※発着駅別加算代金（こども半額）／宇和島・松山駅＋8００円、伊予西条・新居浜駅＋1,6００円、丸亀・琴平駅
＋2,4００円、高松・阿波池田駅＋3,2００円、徳島・高知駅＋4,０００円※ＪＲ四国ジパング倶楽部会員様３,０００円引き

入会資格

１万円未満

おとな
こども
29,800円
30,800円 24,800円
34,800円
39,800円

1

お申込金（お一人様あたり）

４名様１室
3名様１室
2名様１室
1名様１室

1

旅行代金の額

ゆふいんの森

※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。

※お申し込みいただく前に必ずお読みください。

（１）当社所定の申込書に必要事項をご記入のうえ、
お一人様につき下記
申込金を添えてお申し込み下さい。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。

ZPKGBF008D

■旅行代金（八幡浜駅発着お一人様あたり） 出発日 ２０２2年1月21日（金）、2月20日（日）

各駅jj特急列車自由席jj【集合】新居浜駅（９：３０発）＝＝＝日暮別邸記念館＝＝＝
住友山田社宅＝＝＝マイントピア別子【昼食・お買い物】＝＝＝別子銅山記念館付近＝＝
＝広瀬歴史記念館＝＝＝【解散】
（１６：２０頃着）新居浜駅jj特急列車自由席jj各駅

JR ・ ＋＋＋ 私鉄 ・ ＝＝＝ 貸切バス ・ −−− 貸切タクシー ・ 〜〜〜 旅客船 ・ ・
・
・
・
・
・徒歩

■お申し込み方法

日帰り

HSKGBG118D

１泊２日

2

新居浜駅開業100周年記念
JR四国×新居浜連携事業

別子銅山ゆかりの地を訪ねて

■旅行代金（お一人様あたり）※ＪＲ四国ジパング倶楽部会員様１,０００円引き

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
面及び同法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、事前にご確認のうえお申
し込みください。
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。

⑭

各駅jj特急列車自由席jj【集合】高知駅（９：１０発）
・大杉駅（１０：１０発）＝＝＝土佐酒造
【銘酒「桂月」試飲】＝＝＝さめうら荘レイクサイドホテル【昼食「土佐あかうしステーキ御膳」】
＝＝＝杉の大スギ（特別天然記念物）＝＝＝窪川駅（１５：１３発）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】
（１７：５４着）高知駅jj特急列車自由席jj各駅

出発日 ２０２1年12月25日（土）
・26日（日）

松山・高知
阿南駅
12,200円
11,000円

各駅jj特急列車自由席jj【集合】宇多津駅（９：３０発）＝＝＝香川県立東山魁夷せとうち美術館＝＝＝瀬戸大橋タ
ワー＝＝＝丸亀市猪熊弦一郎現代美術館・・・丸亀駅jj特急列車自由席jj大歩危駅（１４：２１発）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着）多度津駅jj特急列車自由席jj各駅

1

※ＪＲ四国ジパング
倶楽部会員様
2,0００円引き
※発着駅別加算代金（こども半額）／多度津・窪川駅＋1,０００円、高松・伊予西条・徳島駅＋2,０００円、松山・引田・阿南駅＋3,０００円

こども

こども

18,800円 16,800円

14,800円 11,800円

1

２０２2年
2
月6日（日）11日（金・祝）、3月21日（月・祝）
土佐あかうし
最少催行人員 各日16名様 添乗員 同行（高知駅〜窪川駅）
ステーキ御膳（イメージ）
■旅行代金（高知駅発着お一人様あたり） 食事条件 昼１回、夕１回 貸切バス会社 （有）宮地観光バス
出発日

⑯

食事条件 昼１回 貸切バス会社 琴参バス
（株）

※ＪＲ四国ジパング
倶楽部会員様
1,5００円引き
※発着駅別加算代金（こども半額）／高松・引田・阿波池田・伊予西条駅＋8００円、松山・高知・徳島駅＋1,6００円、宇和島・須崎・阿南駅＋2,4００円

1

ZPKGBF006D
四国八十八ヶ所霊場会
公認先達同行

善通寺

「土佐流のおもてなし」日帰りグルメ旅

おとな

〜弘法大師のふるさとで七つの福運を授かる〜
出発日 ２０２2年１月16日（日）
・22日（土）
最少催行人員 各日１6名様 添乗員 同行（多度津駅〜多度津駅）
食事条件 昼１回 貸切バス会社 琴参バス
（株）

日帰り

HSKGBF141D

■旅行代金（多度津・丸亀・宇多津駅発着お一人様あたり）

⑬ 志国土佐時代の夜明けのものがたりと 日帰り
HSKGBF143D
幻の和牛「土佐あかうし」を堪能！

1

日帰り

■旅行代金に含まれるもの

⑪ 観光列車と香川県ゆかりの画家２人の美術館を巡ります

添乗員 同行
（宇多津駅〜大歩危駅）

各駅jj特急列車自由席jj【集合】観音寺駅（１０：００発）
＝＝＝四国霊
場第７０番札所本山寺【五重塔特別公開】
＝＝＝四国霊場第７５番札所善
通寺【五重塔特別公開】
＝＝＝善通寺駅jj特急列車自由席jj大歩危
駅（１４：２１発）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着）多度津駅jj特急列車自由席jj各駅

各駅jj特急列車自由席jj【集合】高知駅（１２：０４発）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着）土佐久礼駅＝＝＝鰹乃國の湯宿「黒潮本陣」
【入浴（小タオル付）】＝＝
＝久礼大正町市場【お買い物】＝＝＝【解散】
（１６：００頃着）土佐久礼駅jj特急列車自由席jj各駅

⑮

12,000円
6,000円

・
・げんき100ばい!アンパンマン弁当 1,350円、アンパンマン弁当 1,250円、幕の内弁当 1,000円
オプション・

丸亀市猪熊弦一郎現代美術館

1

こども

おとな

13,000円 11,000円

黒潮本陣露天風呂

※ＪＲ四国ジパング
倶楽部会員様
1,0００円引き
※発着駅別加算代金（こども半額）／多度津・宇和島駅（予土線経由）＋1,０００円、高松・伊予西条・徳島駅＋2,０００円、松山・八幡浜・引田・牟岐駅＋3,０００円

16,800円 14,800円

※ＪＲ四国ジパング倶楽部会員様１,５００円引き

1

日帰り

出発日 ２０２2年1月9日（日）、2月5日（土）、3月6日（日）
最少催行人員 各日16名様
添乗員 同行
（高知駅〜土佐久礼駅）
食事条件 昼１回 貸切バス会社（有）
さくら観光

■旅行代金（高知〜窪川駅発着 お一人様あたり）

10,000円
5,000円

各駅jj特急列車自由席jj高松駅（１０：１０発）jjゆうゆうアンパンマン
カー（特急うずしお９号指定席）jj（１１：２５着）徳島駅ｰｰｰ徳島動物園 北島建
設の森（約２時間半）ｰｰｰ（１５：００頃着）徳島駅jj特急列車自由席jj各駅

おとな

こども

おとな

※ＪＲ四国ジパング
倶楽部会員様
2,0００円引き

志国土佐時代の夜明けのものがたりと HSKGBF142D
黒潮本陣日帰り温泉の旅

お申し込みのご案内

8,000円
4,000円

出発日 ２０２2年1月10日（月・祝）、3月4日（金）・21日（月・祝）
最少催行人員 各日16名様

こども

おとな

四国まんなか千年ものがたり

⑫ 観光列車と湯気の向こうに太平洋を一望できる温泉旅

9,800円
9,800円

6,000円
3,000円

〜善通寺と本山寺２つの五重塔特別公開〜
〜善通寺と本山寺２つの五重塔特別公開〜

各駅jj特急列車自由席jj【集合】多度津駅（１０：１８発）jj四国まんなか千年ものがたり〜そらの郷
紀行〜【昼食】jj（１２：４８着）大歩危駅jj特急列車自由席jj窪川駅（１５：１３発）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】
（１７：５４着）高知駅jj特急列車自由席jj各駅

おとな
こども

おとな
小学生

食事条件 昼１回 貸切バス会社 琴参バス
（株）

24,000円 22,000円

高松・志度
伊予西条
伊予三島・阿波池田駅 徳島・穴吹駅
10,600円
11,400円
10,200円
10,600円

日帰り

HSKGBF092D

■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）

多度津駅

※各出発日の1ヵ月前の10時から発売開始（それ以前の予約はリクエスト受付）
最少催行人員 各コース２名様 添乗員 同行しません 食事条件 なし
タクシー会社 徳島第一交通（株）
（定員4名様/1台） 【オプション】
げんき１００ばい！アンパンマン弁当（イメージ）
■旅行代金（お一人様あたり）
児島・琴平・伊予西条・
高松・徳島駅
松山・高知駅
宇和島・須崎駅
発着駅
牟岐・阿波池田・穴吹駅

出発日 ２０２１年１２月５日（日）
・１７日（金）
最少催行人員 各日１５名様 添乗員 同行（観音寺駅〜大歩危駅）

出発日

発着駅

四国まんなか千年ものがたりの旅

HSKGBF140D

HSKGAF041A

1

各駅jj特急列車自由席jj【集合】大歩危駅（１４：２１発）jj四国まんなか
千年ものがたり〜スイーツしあわせの郷紀行〜【「資生堂パーラー神椿」特製
スイーツと「日本料理藤本」特製和軽食】jj【解散】
（１6：31着）琴平駅・
（１6：
58着）善通寺駅・
（１７：１４着）多度津駅jj特急列車自由席jj各駅

日帰り

と

出発日 2021年11月〜2022年 2月の土日（1月1日を除く）、
個人型
11月19日（金）・23日（火・祝）・26日（金）、12月3日（金）・10日（金）・17日（金）
ゆうゆうアンパンマンカー
21日（火）〜24日（金）・28日（火）、2022年1月4日（火）〜7日（金）
10日（月・祝）、2月11日（金・祝）・23日（水・祝）

1

２つの観光列車＋お食事＋ＪＲ四国フリーきっぷがセットでおトク！

17,000円

※こどもの設定はありません。

〈スイーツしあわせの郷紀行〉

1

各駅jj特急列車自由席jj【集合】多度津駅（１０：１８発）
・善通寺駅（１０：
２６発）
・琴平駅（１０：４８発）jj四国まんなか千年ものがたり〜スイーツそ
らの郷紀行〜【「資生堂パーラー神椿」特製スイーツと「日本料理藤本」特
製和軽食】jj【解散】
（１２：４８着）大歩危駅jj特急列車自由席jj各駅

⑨

おとな

最少催行人員 各便３０名様 ※各日「そらの郷紀行」「しあわせの郷紀行」の２便設定
添乗員 同行しません（当社係員がご案内します）

⑧

個人 男性満65歳以上、
女性満60歳以上の方。
夫婦 ご夫婦のどちらかが、満65歳以上のご夫婦。
※個人会員、
夫婦会員とも日本在住の方に限ります。

個人会員

夫婦会員

特典 1 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！！
特典 2 新 鮮 な旅 の 情 報 誌「ジパング倶楽部」
を
毎月お届け！！
特典 3 日本 全 国の J R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！！
特典 4「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！
特典 5 四国内の宿泊施設・飲食店で割引や特典が
受けられます！！
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！
メルマガ会員登録用フォームが開きます▶

