徳島県内在住の方限定（対象商品⑥⑱㉝㉟㊳㊴）

新型コロナウイルス

対策実施！

対象商品の旅行代金から

みんなで！

最大で5,000円割引！

とくしま
応援割

〜今だから、行きたい旅がある。
〜

土産物店・飲食店・
観光施設等で利用できる

先着1,000名様限定！

上限2,000円分の
「とくしま周遊クーポン」を配付！

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
円値引きとなります。

3,000

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）

四国デスティネーション
キャンペーン（DC）

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。

四国内宿泊＋JRセットプラン

●ゆったり四国鉄道の旅
●Ｗｅｂ限定！自由に四国鉄道の旅

対象宿泊期間
2021年10月1日〜12月31日

令和３年度愛媛県公共交通利用回復支援事業費補助対象ツアーもあります！

T A B I R OMA N

（対象商品①②③④⑧⑨⑩⑪⑬⑭㉛）

徳島版 秋号

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

オプション

※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）

②
●

愛媛県の公共交通
支援事業対象商品

対象商品

※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。

「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

チャータークルーズ
神秘の島 屋久島

にっぽん丸（イメージ）

2泊3日

ZPKGBG030D

愛媛県の公共交通
支援事業対象商品

〜世界自然遺産を訪ねて〜

〜松山城特別貸切〜
日本夜景遺産で
スペシャルディナー

ヤクスギランド
（イメージ）

伊予灘ものがたり
（イメージ）

出発日

四国まんなか千年ものがたり
（イメージ）

2021年10月6日（水）

最少催行人員 各コース15名様
添乗員 同行
（Ⓐ伊予大洲駅〜高知駅）

（Ⓑ松山駅〜高知駅）

食事条件 朝２回・昼３回・夕２回

188,000円

■旅行代金（四国各駅発着 2名様1室利用お一人様あたり）

2泊3日
Ａコース

HSKGBY077D
Bコース

■旅行代金（松山港発着 おとなお一人様あたり）

HSKGBY078D

四国各駅jj特急列車jj伊予大洲駅（１３：００発）jj伊予灘ものがたり四福の物語編【昼食：レストランからりによる特別料理】
jj（１５：５６着）松山駅＝＝＝ふなや＝＝＝松山城特別貸切【一夜限りの夜外スペシャルディナー】＝＝＝（２１：００頃）ふなや【宿泊】
ふなや（９：４０頃）＝＝＝中津万象園＝＝＝家中舎【昼食】＝＝＝総本山善通寺【五重塔特別拝観】＝＝＝御宿敷島館＝＝＝琴平駅jj
夜の四国まんなか千年ものがたり【味匠藤本による秋夜の特別阿波懐石】jj琴平駅＝＝＝（２１：００頃）御宿敷島館【宿泊】
御宿敷島館（９：００頃）
＝＝＝高知城【ガイド付散策】
＝＝＝高知駅（１２：０４発）jj初の他社線運行 志国土佐 時代の夜明
けのものがたりごめん・なはり線【昼食】jj（１４：２８着）奈半利駅＝＝＝
（16：10頃）高知駅jj特急列車jj四国各駅

１室3名様利用※

愛媛編

プレミアムダイニングｉ
ｎ西予

日帰り

HSKGBT085D

愛媛県の公共交通
支援事業対象商品

−

−

−
−

ジュニア
スイート
（６階）

−

オーシャンビュー
ビスタ・
スイート
スイート
（５階）
（５・６階）

−

−

グランド
スイート
（６階）

−

236,000円 272,000円 302,000円 424,000円

１室1名様利用 126,000円 139,000円 152,000円 272,000円 303,000円 219,000円 385,000円 443,000円 491,000円 861,000円

１室５・６名様利用

−

−

114,000円

−

−

−

−

−

−

−

１室3名様利用※

−

97,000円

−

−

−

−

−

−

−

−

（４階コンセプトルーム）

１室2名様利用 104,000円 114,000円 124,000円 175,000円 195,000円

−

246,000円 282,000円 312,000円 434,000円

１室1名様利用 136,000円 149,000円 162,000円 282,000円 313,000円 229,000円 395,000円 453,000円 501,000円 871,000円
１室５・６名様利用

（４階コンセプトルーム）

−

−

124,000円

−

−

−

−

−

−

−

※この商品は愛媛県の公共交通支援事業により５,０００円の補助を受けています。
※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。※こども
（2歳〜小学生）
はおとな代金の75％

松山港外港第一ふ頭（１１：００発）〜〜〜にっぽん丸【船内イベント・昼食・夕食・宿泊】
にっぽん丸【朝食】〜〜〜（７：３０着）屋久島宮之浦港【オプショナルツアーまたは自由行動】
（１７：００発）〜〜
〜にっぽん丸【船内イベント・夕食・宿泊】
にっぽん丸【朝食・昼食・船内イベント】
〜〜〜（１５：００着）松山港外港第一ふ頭

※こどもの設定はありません。
※宿泊オプション：ホテル道後やや
１泊朝食付 洋室ツイン利用
（おとなお一人様あたり ）
※この商品は愛媛県の公共交通支援事業に
2名１室プラス１5,5００円
より5,000円補助を受けています。
※部屋数には限りがございます。

野外ダイニング
（イメージ）

県産品
プレゼント

HSKGBY084D

2021年12月18日（土） 最少催行人員 25名様

17,000円

※こどもの設定はありません。
※宿泊オプション：NIPPONIA HOTEL大洲城下町
１泊朝食付 洋室ツイン利用
（おとなお一人様あたり）
※この商品は愛媛県の公共交通支援事業により ２名様１室プラス25,000円
※部屋数には限りがございます。
5,000円補助を受けています。

野外ダイニング
（イメージ）

四国各駅jj特急列車（自由席）jj伊予大洲駅（１４：００集合）
＝＝＝大洲城・臥龍山荘【おおず歴史華回廊案内人の
ガイド付】
＝＝＝プレミアムダイニング【夕食】
＝＝＝伊予大洲駅（１９：３０頃解散）jj特急列車（自由席）jj四国各駅

⑥ 藍よしのがわトロッコと老舗酒蔵で酒と音楽の調べ
●
徳島編

〜徳島出身歌手・皆谷尚美 ディナーコンサート開催！〜
ディナーワンドリンク付

2021年10月23日（土） 最少催行人員 ２０名様
添乗員 同行（徳島駅〜徳島駅） 食事条件 昼１回・夕１回 貸切バス会社 徳島西部交通㈱
出発日

日帰り

HSKGBF087D

みんなで！
とくしま応援割対象

おとな

夜の「モネの庭」マルモッタン
（イメージ）

日帰り

HSKGBF088D

県産品
プレゼント

2021年10月16日（土）、11月6日（土） 最少催行人員 各日２０名様
添乗員 同行
（多度津駅〜多度津駅） 食事条件 夕１回 貸切バス会社 ㈲浦島観光
出発日

■旅行代金（四国各駅発着 お一人様あたり） ※ＪＲ四国ジパング倶楽部会員様2,０００円引き
おとな

父母ヶ浜（イメージ）
※天候・潮位により景観が異なります。

1

四国各駅jj特急列車（自由席）jj多度津駅（１１：３０発）＝＝＝荘内半島オリーブ農園【オリーブ収穫・搾油体験（特製オリー
ブオイル１本付）】
＝＝＝宗吉かわらの里展示館【新年「寅年」に合わせて伝統工芸品「張子の虎」絵付体験】
＝＝＝Lollo Rossa
【瀬戸内完熟レモンのウェルカムドリンクとパウンドケーキ付】
＝＝＝父母ヶ浜（夕陽をバックに記念撮影）＝＝＝colors父母ヶ
浜【父母ヶ浜に隣接するレストランでディナー】
＝＝＝（２０：２０頃着）多度津駅jj特急列車（自由席）jj四国各駅
JR ・ ＋＋＋ 私鉄、ケーブルカー、ロープウェイ ・ ＝＝＝ 貸切バス、送迎バス、タクシー ・ 〜〜〜 旅客船 ・ ・
・
・
・
・
・徒歩

会員募集中

オリーブ農園で収穫＆搾油体験と
香川編
日本の夕陽百選「父母ヶ浜」ディナー

スペシャルディナー（イメージ）

各駅jj特急列車（自由席）jj徳島駅（１０：２８発）jj藍よしのがわトロッコjj（１２：０７着）貞光駅・
・
・貞光二層うだつの町並み散策【全
国的にも貴重な二段式うだつを地元ガイドと見学】
・
・
・旧永井家庄屋屋敷【寛政３年建築の屋敷で特別にお弁当ランチ】＝＝＝道の駅藍ラン
ドうだつ【お買い物】＝＝＝技の館【藍染体験（ハンカチ）】＝＝＝福壽醤油・本家松浦酒造見学【老舗酒蔵でアオアヲナルトリゾート提供のディ
ナーとピアノで紡ぐ歌の世界を演出】
・
・
・阿波大谷駅（１９：２２発）jj普通列車jj（１９：４６着）徳島駅jj特急列車（自由席）jj各駅

1

1

四国各駅jj特急列車（自由席）jj高知駅（１1：4０集合・出発）
＝＝＝本場高知のかつお藁焼き体験（レストランかつ
お船）
【体験・昼食】
＝＝＝地元の語り部と巡る安芸観光（野良時計・土居廓中・岩崎弥太郎生家）
【ガイド付散策】
＝＝＝特別
貸切：北川村「モネの庭」マルモッタン【散策・夕食】
＝＝＝
（２１：００頃）高知駅jj特急列車（自由席）jj四国各駅

17,000円

※こどもの設定はありません。
※宿泊オプション：アオアヲナルトリゾート
１泊朝食付 洋室ツイン利用（おとなお一人様あたり）
４名様１室プラス１２,０００円 ３名様１室プラス１３,０００円
※旅行代金22,000円からとくしま応援割5,000円を差し引いた ２名様１室プラス１５,０００円 １名様１室プラス２４,０００円
お支払い実額をいただきます。とくしま周遊クーポン2,000円分提供。※部屋数には限りがございます。
おとな

■旅行代金（四国各駅発着 お一人様あたり）※こどもの設定はございません。
お一人様あたり）

※こどもの設定はありません。
※宿泊オプション：琴平リバーサイドホテル
１泊朝食付 洋室ツイン利用（おとなお一人様あたり）
２名様１室プラス１０,０００円 １名様１室プラス１１,０００円
※部屋数には限りがございます。

愛媛県の公共交通
支援事業対象商品

■お支払い実額（徳島県内各駅発着 お一人様あたり） ※ＪＲ四国ジパング倶楽部会員様2,０００円引き

添乗員 同行（高知駅〜高知駅） 食事条件 昼１回・夕１回 貸切バス会社 ㈲平和観光

⑦
●

日帰り

HSKGBT065D

1

1

夜の「モネの庭」マルモッタンで
日帰り
五感を満たすひととき
高知編

18,000円

プレミアムダイニングｉ
ｎ大洲

■旅行代金（四国各駅発着 お一人様あたり） ※ＪＲ四国ジパング倶楽部会員様2,０００円引き

四国各駅jj特急列車（自由席）jj卯之町駅（１２：３０集合）
＝＝＝卯之町の町並み（重要伝統的建造物群保
存地区）
【ガイド付散策】
＝＝＝野福峠＝＝＝狩浜の段畑と農漁村＝＝＝明浜プレミアムダイニング
【夕食】
＝＝＝
卯之町駅（19：3０頃解散）jj特急列車（自由席）jj四国各駅

※宿泊オプション：JRクレメントイン高知
１泊朝食付 お一人様あたり
2名様１室（ツイン）
プラス12,600円
1名様１室（シングル）
プラス14,０００円
※ＪＲ四国ジパング倶楽部会員様1,500円引き ※部屋数には限りがございます。

愛媛編

おとな

おとな

17,000円

④
●

2021年10月27日（水）
・28日（木）
最少催行人員 各日１８名様 添乗員 同行
（伊予大洲駅〜伊予大洲駅）
食事条件 夕１回 貸切バス会社 宇和島自動車㈱

添乗員 同行（卯之町駅〜卯之町駅） 食事条件 夕１回 貸切バス会社 宇和島自動車㈱

22,000円

−

デラックス
シングル
（５階）

出発日

■旅行代金（四国各駅発着 お一人様あたり） ※ＪＲ四国ジパング倶楽部会員様2,０００円引き

出発日

87,000円

デラックス
ベランダ
（５階）

さあ、でかけよう。いままでになかった感動体験へ。

〜一夜限りの特別な野外演出の中で、産地のご馳走を。〜
出発日 2021年10月2日
（土） 最少催行人員 １８名様

⑤
●

−

スイートルーム

デラックス
ツイン
（５階）

１室2名様利用 94,000円 104,000円 114,000円 165,000円 185,000円

四国ＤＣ特別企画
③
●

デラックスルーム

スタンダード コンフォート スーペリア
ステート
ステート
ステート
（１階）
（２・３階） （２・４階）

1 2 3

1
2 3
Bコース

四国各駅jj特急列車jj松山駅（１０：３８発）jj伊予灘ものがたり四福の物語編【昼食：レストラン門田
による特別料理】jj（１２：５６着）伊予大洲駅＝＝＝内子まち歩き
【ガイド付き散策】
＝＝＝古湧園遥＝＝＝
松山城特別貸切【一夜限りの夜外スペシャルディナー】
＝＝＝
（２１：００頃）古湧園遥【宿泊】
古湧園遥（１０：００頃）＝＝＝亀老山展望台＝＝＝しまなみの杜リゾート【昼食】＝＝＝桜の抄別邸初音＝＝＝琴平駅jj夜の
四国まんなか千年ものがたり
【味匠藤本による秋夜の特別阿波懐石】jj琴平駅＝＝＝（２１：００頃）桜の抄別邸初音【宿泊】
別邸初音（９：００頃）
＝＝＝桂浜【ガイド付散策】
＝＝＝高知駅（１２：０４発）jj初の他社線運行 志国土佐 時代の夜明け
のものがたりごめん・なはり線【昼食】jj（１４：２８着）奈半利駅＝＝＝
（16：10頃）高知駅jj特急列車jj四国各駅

詳しくは
こちら

ステートルーム
客室タイプ

一 般

1 2 3
Ａコース

※この商品は愛媛県の公共交通支援事業により10,000円補助を受けています。
※こどもの設定はありません。※部屋タイプ：和室又は洋室又は和洋室
※四国各駅〜集合解散駅までＪＲ券付（特急列車指定席、満席等の場合は自由席利用）
※１名１室利用の場合、
Ａコースは＋１６,０００円、
Ｂコースは＋３２,０００円となります。
※ＪＲ四国ジパング倶楽部会員様は上記旅行代金より３,０００円引きとなります。

JR四国ジパング
倶楽部会員様

貸切バス会社 伊予鉄バス㈱、東交バス㈱

2021年10月24日（日）
最少催行人員 ２００名様
添乗員 同行
（松山港〜松山港）
食事条件 朝２回・昼３回・夕２回
出発日

松山城でスペシャルディナー（イメージ）

「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。

入会
資格
年会費

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！！
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！
！
※ご旅行中は主要駅での駐車場サービスがございます。詳しくは、お申し込み箇所までお問い合わせください。

メ

⑧ 四国DC出発記念
●

モリアルフォトツアー

伊予灘ものがたり

⑨
●

日帰り

愛媛県の公共交通 八幡浜編:HSKGBY071D
支援事業対象商品 道後編:HSKGBY072D

9,800円
8,800円

おとな
こども

出発日

2021年 １０月１日（金）

添乗員

添乗員 同行

（松山駅〜松山駅）

※八幡浜編のみ松山駅にて四国DCスタートオープニングセレモニーが開催されます。
※八幡浜編、道後編ともに四国DC出発記念として愛媛県産品を贈呈。
※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。

食事条件 昼１回・軽食1回

四国各駅jj特急列車（自由席）jj松山駅（１３：２８発）jj伊予灘ものがたり八幡浜編【昼食：レス
トラン門田のフランス料理松花堂弁当、車内や下灘駅にてプロカメラマン・日高慎一郎氏によるとっ

同行
ておきの１枚を撮影（後日郵送）】jj（１５：５２着）八幡浜駅jj特急列車（自由席）jj四国各駅
（八幡浜編：松山駅〜八幡浜駅、
＜道後編行程＞
道後編：八幡浜駅〜松山駅）

⑪ 伊予灘ものがたりで巡る
●

１泊２日

■旅行代金（四国各駅発着 お一人様あたり・２名様１室利用）
おとな

おとな

34,800円
（2名様1室利用）

とべりて（イメージ）

1

1

2

ホテルjj伊予灘ものがたり大洲編【車内朝食】jj（１０：２７着）伊予大洲駅＝＝＝大洲城・大洲まちあるき
【ガ
イド付散策】
＝＝＝天赦園・美味美園
【昼食】
＝＝＝宇和島城＝＝＝
（１６
：
３０頃解散）松山駅jj特急列車（自由席）
jj四国各駅

2

食事条件 昼１回

四国各駅jj特急列車（自由席）jj伊予大洲駅（１３：３０発）jj伊予灘ものが
たり翠編【昼食】jj（１６：０２着）松山駅jj特急列車（自由席）jj四国各駅

四国各駅jj特急列車（自由席）jj松山駅（１０：３３発）jj伊予灘ものがたり
jj（１２：５７着）伊予大洲駅jj特急列車（自由席）jj四国各駅
瑠璃編
【昼食】

HSKGBY079D

出発日 2021年12月5日（日） 最少催行人員 ２５名様
添乗員 同行（宇和島駅〜宇和島駅） 食事条件 昼１回 軽食1回

出発日 2021年１2月4日（土） 最少催行人員 ２５名様
添乗員 同行（伊予大洲駅〜宇和島駅） 食事条件 昼１回

※ＪＲ四国ジパング倶楽部会員様1,０００円引き

※ＪＲ四国ジパング倶楽部会員様1,０００円引き

四国各駅jj特急列車（自由席）jj伊予大洲駅（１０：５７
発）jj伊予灘ものがたりつながり編【昼食】jj（１２：３８
着）卯之町駅・
・
・卯之町散策（文化の郷・開明学校で明治の授
業体験）
・
・
・卯之町駅（１４：３５発）jj伊予灘ものがたりjj
（１５：１６着）宇和島駅jj特急列車（自由席）jj四国各駅
※宿泊オプション：JRホテルクレメント宇和島 HSKGBY081D
1泊朝食付 洋室ツイン利用（おとなお一人様あたり）
2名様1室プラス11,000円、1名様1室プラス13,200円

四国各駅jj特急列車（自由席）jj宇和島駅（１０：４８
発）jj伊予灘ものがたりいやし編【昼食】jj（１２：０５
着）松丸駅・
・
・松丸自由散策（おさかな館入館券付）
・
・
・松丸
駅（１３：０４発）jj伊予灘ものがたり
【軽食】
jj（１５：０８
着）宇和島駅jj特急列車（自由席）jj四国各駅
※宿泊オプション：JRホテルクレメント宇和島 HSKGBY082D
1泊朝食付 洋室ツイン利用（おとなお一人様あたり）
2名様1室プラス11,000円、1名様1室プラス13,200円

支援事業対象商品
最少催行人員 各コース１８名様
添乗員 同行（秋晴編：松山駅〜伊予大洲駅、

⑭
●

伊予灘ものがたりの旅

〜須崎海岸ジオクルーズと愛ある愛媛のみかん狩り〜
最少催行人員 各日１８名様
添乗員 同行
（八幡浜駅〜松山駅）

おとな

■旅行代金（四国各駅発着 お一人様あたり）

1

＜秋晴編行程＞
四国各駅jj特急列車（自由席）jj松山駅（１０：３３発）jj伊予灘
ものがたり貸切運行【昼食：ヨーヨーキッチン！のスペシャルフルコー
ス】
jj（１２：５７着）伊予大洲駅jj特急列車（自由席）jj四国各駅

日帰り

HSKGBF091D

〜ジオガイドと巡る秋の祖谷渓と秘境の暮らし〜
出発日 ２０２１年１０月１日（金）
・９日（土）
・１１日（月）、１１月１日（月）、
１２月６日（月）・１２日（日）
最少催行人員 各日１５名様

こども

栗林〜徳島駅

阿波池田駅

12,800円
11,800円

13,300円
12,300円

※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

四国各駅jj特急列車（自由席）jj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】＝＝＝みなっと
【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（１８：１７着）松山駅jj特急列車（自由席）jj四国各駅

⑰
●

四国まんなか

貸切バス会社（有）
かずら橋タクシー

※ＪＲ四国ジパング倶楽部会員様１,５００円引き

JR ・ ＋＋＋ 私鉄、ケーブルカー、ロープウェイ ・ ＝＝＝ 貸切バス、送迎バス、タクシー ・ 〜〜〜 旅客船 ・ ・
・
・
・
・
・徒歩

日帰り

HSKGBF090D

みんなで！
とくしま応援割対象

■お支払い実額

藍よしのがわトロッコ
（イメージ）

（徳島県内各駅発着 お一人様あたり） ※旅行代金13,800円からとくしま応援割5,000円を
差し引いたお支払い実額をいただきます。
とくしま周遊クーポン2,000円分提供。
※ＪＲ四国ジパング倶楽部会員様１,０００円引き
※こども3,000円引き。

8,800円

各駅jj特急列車（自由席）jj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（１６：５８着）
徳島駅jj特急列車（自由席）jj各駅

1

四国各駅jj特急列車（自由席）jj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（１２：５８発）jj特急南風
９号（自由席）jj（１３：５０発）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：おとなの遊山箱】jj（１
７：１４着）多度津駅jj特急列車（自由席）jj四国各駅

食事条件 昼１回
貸切バス会社 四国交通
（株）
おとな

1

四国各駅jj特急列車（自由席）jj多度津駅（１０：１８発）jj四国まんな
か千年ものがたり
【昼食：さぬきこだわり食材の洋風料理】jj（１２：４８着）
大歩危駅＝＝＝祖谷渓＝＝竜宮崖公園＝＝＝落合集落展望所＝＝＝祖谷のか
ずら橋＝＝＝
（１６：３０頃着）大歩危駅jj特急列車（自由席）jj四国各駅

善通寺（イメージ）

16,800円 14,800円

1

※１０月１日のみＤＣスタート割５００円引き ※ＪＲ四国ジパング倶楽部会員様１,５００円引き
※１０月１日のみ琴平駅にてDCオープニングセレモニーが開催されます。琴平駅10:15分集合（香川県産品贈呈）。

藍よしのがわトロッコ と

最少催行人員 各日１５名様
添乗員 同行
（阿波池田駅〜阿波池田駅）

こども

こども

おとな

16,800円 14,800円

四国各駅jj特急列車（自由席）jj徳島駅（１０：２８発）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着）阿波池田
駅（１３：３２発）jj特急南風９号（自由席）jj（１３：５０着）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：おとな
の遊山箱】jj（１７：１４着）多度津駅jj特急列車（自由席）jj四国各駅

１１月１３日（土）、１２月１１日（土）

添乗員 同行（観音寺駅〜大歩危駅）

■旅行代金（四国各駅発着 お一人様あたり）
おとな

祖谷のかずら橋（イメージ）

15,000円 12,000円

※１０月１日のみＤＣスタート割５００円引き ※ＪＲ四国ジパング倶楽部会員様１,５００円引き
※10月1日のみ徳島駅にてDCオープニングセレモニーが開催されます（徳島県産品贈呈）。

出発日 ２０２１年１０月１５日（金）、

出発日 ２０２１年１１月５日（金）
・１５日（月）、

最少催行人員 各日１５名様

四国まんなか千年ものがたり
（イメージ）

箸蔵寺護摩祈祷

千年ものがたりの旅

〜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〜

食事条件 昼１回 貸切バス会社 琴参バス
（株）

■旅行代金（四国各駅発着 お一人様あたり）

⑱
●

日帰り

HSKGBF092D

１２月５日（日）・１７日（金）

添乗員 同行
（多度津駅〜大歩危駅）

食事条件 昼１回

１１月３日（水・祝）、１２月１８日（土）

1

四国まんなか千年ものがたりの旅

おとな

出発日 ２０２１年１０月１日（金）、

食事条件 朝１回・昼１回
屋形船で須崎海岸ジオクルーズ（イメージ）

1

1

＜秋涼編行程＞
四国各駅jj特急列車（自由席）jj伊予大洲駅（１３：３０発）jj伊
予灘ものがたり貸切運行
【昼食：Petit Parisシェフのスペシャルフル
コース】
jj（１６：
０２着）松山駅jj特急列車（自由席）jj四国各駅

発着駅

日帰り

HSKGBF089D

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。※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1,5００円引き

■旅行代金（お一人様あたり）

HSKGBY083D

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・軽食1回
貸切バス会社 八幡浜観光バス
（株）
（イメージ）

四国各駅jj特急列車（自由席）jj宇和島駅（１１：００発）
jj伊予灘ものがたりえにし編【昼食】jj（１１：５４着）卯
之町駅・
・
・卯之町散策（文化の郷・開明学校で明治の授業体
験）
・
・
・卯之町駅（１５：００発）jj伊予灘ものがたりjj（１
６：３３着）伊予大洲駅jj特急列車（自由席）jj四国各駅

四国まんなか千年ものがたりと
藍よしのがわトロッコ

おとな

13,000円

⑮
●

愛媛県の公共交通
支援事業対象商品

出発日 2021年 １１月５日
（金）
・１３日（土）、
１２月１１日（土）

秋涼編：伊予大洲駅〜松山駅）
食事条件 昼１回

■旅行代金（四国各駅発着 お一人様あたり）

日帰り

HSKGBY074D

こども

出発日 2021年１０月１１日
（月） 愛媛県の公共交通

日帰り

下り：HSKGBT062D
上り：HSKGBT063D

※ＪＲ四国ジパング倶楽部会員様1,０００円引き

1

●いやし編
（宇和島〜宇和島）
●えにし編
（宇和島〜伊予大洲）

おとな

●翠編
（伊予大洲〜松山）
●つながり編
（伊予大洲〜宇和島）

こども

●瑠璃編
（松山〜伊予大洲）

■旅行代金（四国各駅発着 お一人様あたり）

1

伊予
大洲

伊予灘ものがたりプレミアムダイニング

⑯
●

おとな

1

⑬
●

■旅行代金（四国各駅発着 お一人様あたり）

HSKGBY080D

2021年１2月6日（月） 最少催行人員 ２５名様
添乗員 同行（宇和島駅〜伊予大洲駅） 食事条件 昼１回
出発日

15,800円 14,800円 16,800円 15,800円 15,800円 14,800円
こども

松山

■旅行代金（四国各駅発着 お一人様あたり）
おとな

伊予灘ものがたり
（イメージ）

14,800円 13,800円

※ＪＲ四国ジパング倶楽部会員様1,０００円引き

1

1

※ＪＲ四国ジパング倶楽部会員様1,０００円引き

2021年１2月3日（金） ■旅行代金（四国各駅発着 お一人様あたり）

最少催行人員 ２５名様
添乗員 同行（伊予大洲駅〜松山駅）

こども

14,800円 13,800円
こども

食事条件 昼１回

出発日

おとな

2021年１2月3日（金）■旅行代金（四国各駅発着 お一人様あたり）
おとな

出発日

最少催行人員 ２５名様
添乗員 同行（松山駅〜伊予大洲駅）

松山城（イメージ）

四国各駅jj特急列車（自由席）jj今治駅（１０：００集合）
＝＝＝今治城【日本第一の海岸平城】
＝＝＝かどや
【昼食：鯛めしランチ】
＝＝＝松山城
【櫓特別公開】
＝＝＝道後まちあるき＝＝＝道後やや
【宿泊（洋室）】

四国各駅jj特急列車（自由席）jj松山駅（１２：１０出発）＝＝＝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料理】＝＝＝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【車内朝食】jj（１０：２７着）伊予大洲駅＝＝
＝臥龍山荘＝＝＝油屋【昼食】
＝＝＝あさもや（買い物）
＝＝＝
（14：30頃）松山駅jj特急列車（自由席）jj四国各駅

伊予灘ものがたり 日帰り
南予きずな旅

40,000円

※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3,０００円引き※1名1室利用の場合プラス5,000円※こどもの設定はありません。

※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。

松丸

HSKGBT064D

4大名城
それぞれ特別ガイド付！

出発日

■旅行代金（四国各駅発着 お一人様あたり）

宇和島

１泊２日

普段は見ることのできない
松山城の櫓を特別公開！

2021年１０月１５日（金）、１１月１２日（金）
・２６日（金）
最少催行人員 各日１５名様
添乗員 同行
（今治駅〜松山駅）
食事条件 朝１回・昼２回 貸切バス会社（株）
十季

2021年１０月９日（土）、
１１月２７日（土）、１２月１８日（土）
最少催行人員 各日１８名様
添乗員 同行
（松山駅〜松山駅）
食事条件 朝１回・昼１回・夕１回 貸切バス会社（株）
十季
出発日

卯之町

愛媛県の公共交通
支援事業対象商品

愛媛県 4大名城ツアー

HSKGBY073D

愛媛県の公共交通
支援事業対象商品

〜 美 し き 砥 部 焼 の 郷 巡 り〜

⑫
●

1

と べ り て と描く伊予灘ものがたりの旅

⑩
●

伊予灘ものがたり
（イメージ）

四国各駅jj特急列車（自由席）jj松山駅（１０：３３発）jj伊予灘
ものがたり〜プレミアム俳句列車〜
【家藤正人先生のレクチャーを受
けながら俳句作成・昼食】jj（１２：５７着）伊予大洲駅（１３：３０発）
jj伊予灘ものがたり〜プレミアム俳句列車〜
【俳句査定＆デザート
タイム】
jj（１６
：
０２着）松山駅jj特急列車（自由席）jj四国各駅

1

八幡浜編：昼１回
道後編：軽食１回

（イメージ）

15,000円

※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。※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

四国各駅jj特急列車（自由席）jj八幡浜駅（１６：０５発）jj伊予灘も
のがたり道後編
【軽食：Petit Paris特製スイーツプレート、車内や下灘駅
にてプロカメラマン・日高慎一郎氏によるとっておきの１枚を撮影（後日
郵送）】
jj（１８：１７着）松山駅jj特急列車（自由席）jj四国各駅

食事条件

俳人

■旅行代金（四国各駅発着 お一人様あたり） 家藤正人先生

＜八幡浜編行程＞

1

各コース２５名様

6,000円
5,000円

おとな

最少催行人員

愛媛県の公共交通
支援事業対象商品

出発日 2021年11月8日（月）
最少催行人員 １８名様

道後編

八幡浜編

日帰り

HSKGBT067D

〜プレミアム俳句列車〜

■旅行代金（四国各駅発着 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

〜とっておきの１枚をあなたに〜

伊予灘ものがたり

※ご旅行中は主要駅での駐車場サービスがございます。詳しくは、お申し込み箇所までお問い合わせください。

⑲
●

１泊２日

HSKGBT069D

⑳
●

日帰り

HSKGBY070D

出発日

最少催行人員 各日15名様

■旅行代金（四国各駅発着 お一人様あたり・２名様１室利用）
おとな

46,000円

食事条件 昼１回・夕１回
貸切バス会社

1

（有）芸西観光又は（有）平和観光又は（有）巨峰ライン

2021年

添乗員 同行しません

㉒
●

日帰り

14,800円
12,800円

1
1

㉔瀬戸大橋
●

日帰り

と HSKGBF097D

おもちゃ王国

添乗員 同行（高知駅〜高知駅）

■旅行代金（お一人様あたり）

食事条件 昼１回

発着駅

＋1,100円で夕食（お弁当・お茶付き）付き

阿波池田駅

栗林〜徳島駅

18,200円 19,500円
17,200円 18,500円

おとな

貸切バス会社（株）
四万十交通

※10月1日のみDCスタート割500円引き こども
※10月1日のみ高知駅にてオープニングセレ
モニーが開催されます。
（高知県産品贈呈） ※ＪＲ四国ジパング倶楽部会員様1,7００円引き

四国各駅jj特急列車（自由席）jj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】
＝＝＝
（１９：２０頃着）
高知駅jj特急列車（自由席）jj四国各駅

㉕瀬戸大橋
●
2021年

日帰り

四国水族館

日帰り

添乗員 同行しません
食事条件 なし

おとな
小学生
幼児（3歳〜）

発着駅

貸切バス会社（有）
さくら観光

※ＪＲ四国ジパング倶楽部会員様１,6００円引き

添乗員 同行（高知駅〜高知駅） おとな
食事条件 昼１回・夕１回
こども

㉖
●

四国水族館
（イメージ）

【オプション】
げんき１００ばい！
アンパンマン弁当
（イメージ）

牟岐駅

四国各駅jj特急列車（自由席）jj宇多津駅・
・
・四国水族館・
・
・宇多津駅jj特
急列車（自由席）jj琴平駅（１３：１６発）jj瀬戸大橋線アンパンマントロッコ４
号（グリーン席）jj（１４：０４着）児島駅jj特急列車（自由席）jj四国各駅
四国各駅jj特急列車（自由席）jj児島駅（１２：１０発）jj瀬戸大
橋線アンパンマントロッコ１号（グリーン席）jj（１３：０９着）宇多津
駅・
・
・四国水族館・
・
・宇多津駅jj特急列車（自由席）jj四国各駅

・
・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・

㉘
●

日帰り

※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）
ゆうゆうアンパンマンカー（イメージ）

■旅行代金（お一人様あたり）
発着駅

最少催行人員 各コース２名様
おとな
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） 小学生

おとな

こども

出発日

2021年

㉙
●

日帰り

HSKGBT086D

シースピカ
（イメージ）

多々羅大橋（イメージ）

※ＪＲ四国ジパング倶楽部会員様1,０００円引き ※総歩行距離約5キロ

宇和島駅（１１：５０集合）＝＝＝天赦園【宇和島伊達家の大名庭園をガイド付散策・昼食：鯛飯御
膳】＝＝＝宇和島市立伊達博物館【特別展「渋沢栄一をめぐる宇和島の人々」学芸員の案内付
鑑賞】＝＝＝宇和島城【ガイド付見学】＝＝＝野村シルク博物館【渋沢栄一のルーツを学ぶ藍染
体験】＝＝＝卯之町駅（１７：３０発）jj特急宇和海２１号（自由席）jj（１７：５０着）宇和島駅

瀬戸内海の絶景満喫の旅

日帰り

㉛
●

出発日 2021年 10月17日（日）
・30日（土）、11月７日（日）・20日（土）・23日（火・祝）
最少催行人員 各コース１６名様 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

今治港（１６：００発）〜〜〜シースピカサンセットクルーズ
【来島海峡や
瀬戸内海の多島美を眺めながらクルーズ（マリンガイド付）
・夕食：
TORICOにてツアー特製弁当をご用意】
〜〜〜（１８：００頃着）今治港

13,000円

おとな

■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。
サイクリングコース
チャーター船コース

愛媛県の公共交通
支援事業対象商品

10,000円

おとな

※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。
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

※こどもの設定はありません。

<サイクリングで！瀬戸内海の絶景満喫コース>
四国各駅jj特急列車（自由席）jj今治駅（９：００発）＝＝＝サンライズ糸山【自転車レンタ
ル】
・
・
・馬島・
・
・来島海峡大橋塔頂体験・
・
・よしうみいきいき館【昼食】
・
・
・下田水港〜〜〜急流干
潮船〜〜〜下田水港＝＝＝（１３：５０頃着）今治駅jj特急列車（自由席）jj四国各駅
<チャーター船で！瀬戸内海の絶景満喫コース>
四国各駅jj特急列車（自由席）jj今治駅・
・
・今治港（１３：００発）〜〜〜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〜
〜〜（１５：２０頃着）今治港・
・
・今治駅jj特急列車（自由席）jj四国各駅

1

1

1

1

JR ・ ＋＋＋ 私鉄、ケーブルカー、ロープウェイ ・ ＝＝＝ 貸切バス、送迎バス、タクシー ・ 〜〜〜 旅客船 ・ ・
・
・
・
・
・徒歩

食事条件 夕１回
（お弁当）

19,800円

※四国各駅〜今治駅までのJR券付（特急列車自由席利用）
※こどもの設定はありません。

添乗員 同行（サイクリングコース：今治駅〜今治駅、チャーター船コース：今治港〜今治港） 午後：HSKGBT061D

〈午後コース〉■旅行代金（四国各駅発着 お一人様あたり）

<午前コース「シンプルに！瀬戸内海の絶景満喫コース」>
四国各駅jj特急列車（自由席）jj坂出駅（９：００発）＝＝＝与島ＰＡ・
・
・瀬戸大橋塔頂
体験・
・
・与島ＰＡ＝＝＝（１２：５０頃着）坂出駅jj特急列車（自由席）jj四国各駅
<午後コース「ガッツリ！瀬戸内海の絶景満喫コース」>
瀬戸大橋塔頂体験（イメージ）
四国各駅jj特急列車（自由席）jj坂出駅（１３：４０発）＝＝＝与島ＰＡ・・・瀬戸大橋塔頂体
参加条件 ・中学生以上・自己責任で２ｋｍの歩行と２
験・・・与島ＰＡ【休憩・自由食】＝＝＝児島港〜〜〜瀬戸大橋ライトアップ＆水島コンビナート鑑
ｍの垂直梯子および２０ｍの階段の昇降が可能な方
賞ナイトクルーズ〜〜〜（１9：５０頃解散）児島駅jj特急列車（自由席）jj四国各駅
・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

添乗員 同行
（今治港〜今治港）

おとな

おとな

11,000円
18,000円

最少催行人員 各日４０名様

■旅行代金（四国各駅発着お一人様あたり）

食事条件 サイクリングコース：昼1回、
チャーター船コース：なし
貸切バス会社 瀬戸内運輸
（株） 貸切船会社 （株）イマダイコーポレーション

貸切バス会社 琴参バス
（株）

※こどもの設定はありません。

2021年

出発日 2021年 10月9日（土）
・17日（日）、11月6日（土）
・13日（土） 日帰り
最少催行人員 各コース１５名様
午前：HSKGBT060D

午前：HSKGBT058D
午後：HSKGBT059D

〈午前コース〉■旅行代金（四国各駅発着 お一人様あたり）

出発日

10月26日（火）、11月4日（木）

1

㉚
●

貸切バス会社 宇和島自動車（株）

1

1

四国各駅jj特急列車（自由席）jj今治駅（１０：１０発）＝＝＝多々羅大橋
【生口島（広島）から大三島（愛媛）まで歩いて渡ります】
＝＝＝道の駅多々羅し
まなみ公園【昼食】
＝＝＝能島城跡上陸＆潮流クルーズ＝＝＝村上海賊ミュー
ジアム＝＝＝
（１６：４０頃着）今治駅jj特急列車（自由席）jj四国各駅

食事条件 昼１回

※オプション：ＪＲ四国全線２日間フリーきっぷ
（特急列車自由席利用）
プラス３,０００円
※宿泊オプション：
ＪＲホテルクレメント宇和島
（１泊朝食付 おとなお一人様あたり）
ツイン２名様１室利用プラス6,5００円
シングル１名様１室利用プラス7,5００円
※部屋数には限りがございます。
（10/1〜3宿泊限定）

おとな

11,500円 12,500円
9,000円 9,500円

8,800円
7,800円

宇和島城 ※ＪＲ四国ジパング倶楽部会員様1,０００円引き
（イメージ） ※上記旅行代金には宇和島駅までのJR券は含まれていません。

最少催行人員 １５名様
添乗員 同行
（宇和島駅〜卯之町駅）

牟岐・阿波池田・穴吹駅

・
・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・

ZPKGBF004D

10月2日（土）
・3日（日）

徳島駅

6,000円 8,000円
3,000円 4,000円

四国各駅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＝＝＝貸切タクシー＝＝＝とくしま動物園 北島建
設の森===貸切タクシー＝＝＝（15:00頃着）徳島駅jj特急列車（自由席）jj四国各駅

■旅行代金（宇和島駅発着お一人様あたり）

■旅行代金（お一人様あたり）
発着駅
阿波池田駅
鴨島・徳島駅

日帰り

HSKGAF041A

個人型
出発日 2021年
９〜１2月の土日祝、
10〜１2月の金曜（１２月31日を除く）、
９月２4日（金）、
・4日（木）、
１１月2日（火）
１２月21日（火）
・22日（水）
・
23日（木）
・28日（火）

〜宇和島藩伊達家と渋沢栄一は深いゆかりがあった？〜

2021年
10月10日（日）、11月13日（土）
・
21日（日）、12月4日（土）
最少催行人員 各日15名様
添乗員 同行（今治駅〜今治駅）
食事条件 昼１回 貸切バス会社 いずみ観光（株）
出発日

栗林〜徳島駅

と

個人型

有料幼児の旅行代金には、アンパンマントロッコ、施設入場料が含まれています。

阿波池田駅

18,000円 19,300円
17,000円 18,300円

四国各駅jj特急列車（自由席）jj高知駅（１０：５０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（１７：５４着）高知
駅jj特急列車（自由席）jj四国各駅

7,000円 9,000円
3,500円 4,500円
1,800円

ZPKGBF005D

〜多々羅大橋と能島城跡上陸〜

最少催行人員 各日15名様

1

㉗
●

※各出発日の1ヵ月前の10時か ■旅行代金（お一人様あたり）
ら発売開始（それ以前の予約は
リクエスト受付）
発着駅 徳島・阿波池田・穴吹駅

最少催行人員 各コース２名様

2021年

10月4日（月）・11日（月）・25日（月）
11月23日（火・祝）、12月6日（月） ■旅行代金（お一人様あたり）

と HSKGAF040A

1
B

1

四国各駅jj特急列車（自由席）jj児島駅（１０：４０発）＝＝＝渋川マリン水族館＝＝＝おも
ちゃ王国（約3時間）＝＝＝児島駅（１６：１１発）jj瀬戸大橋アンパンマントロッコ３号（グリー
ン席）jj（１６：３３着）坂出駅・
（１７：２３着）高松駅jj特急列車（自由席）jj四国各駅

牧野植物園
（イメージ）

1
A

2021年
瀬戸大橋
アンパンマントロッコ
１0月9日（土）
・
（イメージ）
■旅行代金（お一人様あたり）
２4日（日）、
発着駅 徳島・阿波池田駅
牟岐・穴吹駅
１１月20日（土）
最少催行人員 各日20名様 おとな
8,500円 8,700円
添乗員 同行（児島駅〜児島駅） 小学生
5,000円 5,000円
食事条件 なし
幼児（3歳〜）
3,500円
貸切バス会社 港交通
（株） 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。

こども

出発日

最少催行人員 各日15名様

９〜１1月の土日祝（１0月2日を除く）、
９月２4日（金）、１１月２２日（月）

出発日

おとな

〜仁淀ブルーの
中津渓谷散策〜

2021年

10月1日（金）・4日（月）、
11月1日（月）、12月6日（月）

出発日

アンパンマン
グッズ付!

日帰り

HSKGBY076D
中津渓谷（イメージ）

1

四国各駅jj特急列車（自由席）jj高知駅（１2：00発）志国土佐時代の
夜明けのものがたり煌海の抄【昼食】jj（１4：28着）奈半利駅jj土佐
くろしお鉄道・普通列車jj後免駅jj特急列車（自由席）jj四国各駅
四国各駅jj特急列車（自由席）jj後免駅jj土佐くろしお鉄道・普通列車
jj奈半利駅（１５：１７発）志国土佐時代の夜明けのものがたり雄飛の抄【夕食
または軽食】jj（１７：５７着）高知駅jj特急列車（自由席）jj四国各駅

㉓
●

HSKGBY075D

1

煌海の抄 雄飛の抄

＜雄飛の抄＞夕１回（10/8・22）
軽食１回（10/15・29・12/17）

こども

食事条件 ＜煌海の抄＞昼１回

おとな

■旅行代金（四国各駅発着お一人様あたり）

最少催行人員 各日1名様

※ＪＲ四国ジパング倶楽部会員様1,8００円引き

※10/29は竹林寺とかつお藁焼き体験の順番が逆となります。

出発日

志国土佐時代の
夜明けのものがたり
（イメージ）

栗林〜徳島駅

1

2

出発日

こども

阿波池田駅

19,200円 20,500円
18,200円 19,500円

四国各駅jj特急列車（自由席）jj高知駅（１０：５０発）＝＝＝竹林寺【仏画「渡
海文殊」拝観】
＝＝＝本場高知のかつお藁焼き体験（レストランかつお船）
【体験・
昼食】＝＝＝安芸観光情報センター【お買い物】
＝＝＝奈半利駅（１５：１７発）jj
四国ＤＣ特別企画 志国土佐時代の夜明けのものがたり雄飛の抄【夕食または軽
食】jj（１７：５７着）高知駅jj特急列車（自由席）jj四国各駅

室戸岬（イメージ）

煌海の抄 :HSKGBT100D
雄飛の抄 :HSKGBT101D

＜煌海の抄＞１０月２２日（金）・２９日（金）、
１２月１７日（金）・２４日（金）
＜雄飛の抄＞１０月８日（金）・１５日（金）・
２２日（金）・２９日（金）、１２月１７日（金）

発着駅

（10/15・29、12/17は昼１回・軽食１回） おとな

四国各駅jj特急列車（自由席）jj高知駅（１２：００発）jj四国Ｄ
Ｃ特別企画
志国土佐時代の夜明けのものがたり煌海の抄【昼食】
jj（１４：３０着）奈半利駅＝＝＝ゆず狩り体験・中岡慎太郎館・岩崎弥
太郎生家＝＝＝
（１７：００頃着）
リゾートホテル海辺の果樹園【宿泊】
ホテル（９：００発）
＝＝＝北川村「モネの庭」マルモッタン＝＝＝料亭花
月
【昼食：金目鯛ランチ】
＝＝＝室戸岬【ガイド付散策】
＝＝＝
（１６：００頃
着）高知駅jj特急列車（自由席）jj四国各駅

日帰り

志国土佐時代の
夜明けのものがたり
（イメージ）

■旅行代金（お一人様あたり）

添乗員 同行（高知駅〜高知駅）

※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
※部屋タイプ：洋室又は和室
※１名様１室利用の場合、プラス５,０００円

㉑
●

2021年

10月8日（金）
・15日（金）
・
22日（金）
・29日（金）、
12月17日（金）

2021年 10月22日
（金）
・29日
（金）
添乗員 同行
最少催行人員 各日15名様
（高知駅〜高知駅）
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
出発日

来島海峡大橋塔頂体験（イメージ）

※ご旅行中は主要駅での駐車場サービスがございます。詳しくは、お申し込み箇所までお問い合わせください。

徳島県内発着プラン
㉜
●

㉝
●

「味匠藤本」の食事つき！ 日帰り

日帰り

出発日

TMKGBW003D

お手軽ツアー

ツアー

午前の部バスプラン TMKGBW001D

午後の部ＪＲプラン

2021年11月13日（土） 食事条件 昼１回

おとな：幕の内弁当、
最少催行人員 ２０名様
こども：げんき100ばい！アンパンマン弁当、幼児なし
添乗員 同行
（徳島駅〜徳島駅） 貸切バス会社 阿波交通㈱

出発日 2021年11月13日（土） 添乗員 同行
（徳島駅〜徳島駅）
食事条件 昼１回 おとな：幕の内弁当、
最少催行人員 ８名様

こども：げんき100ばい！アンパンマン弁当、
幼児なし

■旅行代金（お一人様あたり）

㉟
●

食べる

出発日

日帰り

TMKGBW004D

2021年10月23日（土）、 最少催行人員 各日８名様
11月7日（日）
・21日（日） 添乗員 同行（徳島駅〜徳島駅）
食事条件 昼１回

古式そば作り体験ツアー
2021年11月20日（土）
・27日（土）

おとな

貸切タクシー会社 ㈲祖谷渓タクシー

落合集落（イメージ）

〜あなたは、１２ｋｍ歩けるか？〜
2021年10月16日（土）、
11月13日（土）

みんなで！
とくしま応援割対象

出発日

最少催行人員 各日８名様

添乗員 同行
（徳島駅〜徳島駅）

父母ヶ浜（イメージ）

■旅行代金（お一人様あたり）

こども

おとな

9,800円 9,000円

食事条件 昼１回

千羽海崖（イメージ）

■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 ※4名様以上参加で全員500円引き

1

1

徳島駅（１１：３２発）jj特急うずしお１２号（自由席）jj（１２：３４着）高松駅・
・
・ＪＲホテ
ルクレメント高松【昼食】
・
・
・高松駅（１３：５２発）jj普通列車jj（１４：５３着）詫間駅＝＝
＝【とうふ作り体験】＝＝＝父母ヶ浜＝＝＝多度津駅jj特急いしづち２６号（自由席）jj
（１８：５４着）高松駅（１９：１７発）jj特急うずしお２７号（自由席）jj（２０：２７着）徳島駅

おとな（こども）

2,000円（1,500円）
4,000円（3,000円）
2,000円（1,500円）

JR四国ジパング倶楽部会員様 ※旅行代金からとく
しま応 援 割 の 助
1,800円
成 額 を 差し引 い
3,600円
たお支 払 い 実 額
1,500円
をいただきます。

徳島駅（９：３０発）jj普通列車jj（１１：０2着）日和佐駅・
・
・日和佐美波町・千羽
海道散策【昼食】
・
・
・日和佐駅（１６：４０発）jj普通列車jj（１８：１１着）徳島駅

寒霞渓（イメージ）

9,000円 8,000円

※ＪＲ四国ジパング倶楽部会員様500円引き ※4名様以上参加で全員500円引き

徳島駅（8：23発）jj特急うずしお６号（自由席）jj（９：３１着）高松駅・
・
・高松港〜〜
〜土庄港＝＝＝タクシー＝＝＝寒霞渓【ロープウェイ・昼食】＝＝＝タクシー＝＝＝小豆島
オリーブ園＝＝＝タクシー＝＝＝エンジェルロード＝＝＝タクシー＝＝＝土庄港〜〜〜高
松港・
・
・高松駅（１８：１３発）jj特急うずしお25号（自由席）jj（１９：２３着）徳島駅

ぶらり徳島
ミステリーツアー

㊴
●

みんなで！
とくしま応援割対象

日帰り

TMKGBW009D

（ブラトクシ）

出発日

2021年10月23日（土）
・30日（土）、
11月6日（土）
最少催行人員 各日１５名様
添乗員 同行
（徳島駅〜徳島駅）
食事条件 なし 貸切バス会社 阿波交通㈱
■旅行代金（お一人様あたり）
区分
お支払い実額（お一人様あたり）
旅行代金
とくしま周遊クーポン

1

区分
お支払い実額（お一人様あたり）
旅行代金
とくしま周遊クーポン

食事条件 昼１回 貸切バス会社 小豆島タクシー㈱

■旅行代金（お一人様あたり）

こども

2021年10月30日（土）、
11月3日（水・祝）
最少催行人員 各日８名様
添乗員 同行
（徳島駅〜徳島駅）
食事条件 昼１回 貸切タクシー会社 ㈱河田タクシー

日帰り

TMKGBW006D

1

1

1

TMKGBW008D

出発日

紅葉の寒霞渓鑑賞
小豆島ツアー

おとな

こども

JR四国ジパング倶楽部会員様 ※旅行代金からとく
しま応 援 割 の 助
4,300円（3,500円）
4,000円
成 額 を 差し引 い
8,500円（7,000円）
8,000円
たお支 払 い 実 額
2,000円
をいただきます。
おとな（こども）

かめたろうさんと歩く
美波町・千羽海崖 日帰り

TMKGBW007D

㊱
●

出発日 2021年

徳島駅（９：００発）jj特急剣山３号（自由席）jj（１０：１４着）阿波池田駅（１０：２０
発）jj特急南風３号（自由席）jj（１０：３７着）大歩危駅＝＝＝古式そば作り体験
【昼食】
＝＝＝落合集落展望所＝＝＝大歩危駅（１５：０５発）jj特急南風１８号（自由
席）jj（１５：２２着）阿波池田駅（１６：０９発）jj普通列車jj（１８：２７着）徳島駅

日帰り

徳島駅（１０：２８発）jj藍よしのがわトロッコ・さとめぐみの風jj（１
２：５９着）阿波池田駅＝＝＝送迎バス＝＝＝味匠藤本【昼食】
＝＝＝阿波
池田駅（１４：３０発）jj特急剣山８号（自由席）jj（１５：４４発）徳島駅

11月20日（土）
・21日（日）

㊳
●

父母ヶ浜
ツアー

藍よしのがわトロッコ
（イメージ）

JR四国ジパング倶楽部会員様 ※旅行代金からとく
しま応 援 割 の 助
2,500円（1,500円）
2,300円
成 額 を 差し引 い
円
円
4,500円
5,000 （3,000 ）
たお支 払 い 実 額
2,000円（1,500円）
をいただきます。
おとな（こども）

最少催行人員 各日８名様
添乗員 同行
（徳島駅〜徳島駅）

■旅行代金（お一人様あたり）
区分
お支払い実額（お一人様あたり）
旅行代金
とくしま周遊クーポン

区分
お支払い実額（お一人様あたり）
旅行代金
とくしま周遊クーポン

みんなで！
とくしま応援割対象

添乗員 同行
（徳島駅〜徳島駅）

徳島駅（９：００発）jj特急剣山３号（自由席）jj（１０：１４着）阿波池田駅（１０：
２０発）jj特急南風３号（自由席）jj（１１：３０着）高知駅・
・
・土佐御苑【昼食】
・
・
・
高知駅（１３：１３発）jj特急南風１６号（自由席）jj（１４：２３着）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（１６：５８着）徳島駅

㊲
●

日帰り

■旅行代金（お一人様あたり）

TMKGBW005D

食事条件 昼１回

※ＪＲ四国ジパング倶楽部会員様500円引き
※4名様以上参加で全員500円引き

かつおのタタキ（イメージ）

と

最少催行人員 各日８名様

■旅行代金（お一人様あたり）

7,500円
6,000円

秘境落合集落

出発日

2021年10月10日（日）
・
16日（土）、11月21日（日）
最少催行人員 各日８名様
添乗員 同行（徳島駅〜徳島駅） 食事条件 昼１回

1

かつおのタタキと

1

1

徳島駅（１０：２６発）jj特急うずしお10号（自由席）jj（１１：３６着）高松駅（１1：50発）jj特
急いしづち７号（自由席）jj（１２：３６着）観音寺駅・
・
・ハイスタッフホール（観音寺市民会館）
【そ
れいけ！アンパンマンミュージカル鑑賞・昼食】
・・・観音寺駅（１６：０９発）jj特急いしづち２２号
jj（１６：５４着）高松駅（１７：１５発）jj特急うずしお２３号（自由席）jj（１８：２３着）徳島駅

徳島駅（８：００発）
＝＝＝ハイスタッフホール（観音寺市民会館）
【 それい
け！アンパンマンミュージカル鑑賞・昼食】
＝＝＝
（１５：００頃）徳島駅

㉞ 本場高知で
●

幼 児

こども

おとな

幼 児

こども

おとな

※ＪＲ四国ジパング倶楽部会員様500円引き ※4名様以上参加で全員500円引き

※ＪＲ四国ジパング倶楽部会員様500円引き ※4名様以上参加で全員500円引き

みんなで！
とくしま応援割対象

出発日

TMKGBW002D

8,500円 7,000円 3,000円 6,000円 4,000円 3,000円

■旅行代金（お一人様あたり）

ワープ徳島支店主催商品

徳島市（イメージ）

JR四国ジパング倶楽部会員様 ※旅行代金からとく
しま応 援 割 の 助
2,500円
2,300円
成 額 を 差し引 い
5,000円
4,500円
たお支 払 い 実 額
2,000円
をいただきます。
おとな

＝＝＝靴屋？＝＝＝フリーマーケット？＝＝＝公園？＝＝＝地元
徳島駅（９：００発）
市場？＝＝＝徳島のラーメン？＝＝＝阿波踊り会館＝＝＝
（１６：００頃着）徳島駅

上記8商品のお問い合わせ・お申し込みは、ワープ徳島支店までどうぞ。

※旅の予約センター・インターネット「JR四国ツアー」ではお取り扱いしていません。

お申し込みのご案内

※お申し込みいただく前に必ずお読みください。

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。

■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。

旅行代金の額

お申込金（お一人様あたり）

１万円未満

３千円以上旅行代金まで

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

■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

お取消日区分

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。

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

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、

お取消日区分

お取消料

9１日目に当たる日まで

無料

90日目に当たる日以降6１日目に当たる日まで
旅行開始日
の前日から 6０日目に当たる日以降3１日目に当たる日まで
起算して
3０日目に当たる日以降2１日目に当たる日まで
さかのぼって
２０日目に当たる日以降3日目に当たる日まで
2日目に当たる日以降旅行開始日当日まで
旅行開始後または無連絡不参加の場合

■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

※貸切船を利用する場合の取消料

■契約の成立時期

■旅行代金に含まれるもの

8613224−営商−7849679

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。

旅行代金の1０％
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

（１）
このパンフレットは、2021年8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。

新型コロナウイルス対策実施！

密閉
密集
密接

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）

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！
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！

※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▶

旅のルールとエチケット
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。

お申込み・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

ＪＲ四国 旅の予約センター ☎087-825-1662
●ワープ徳島支店
☎088-623-0542

営業時間／平日10：00〜18：00、土日祝日10：00〜17：00

福 永

憲 史

営業時間／平日10：00〜18：00、土日祝日10：00〜17：00
おトクなきっぷ＆ご旅行情報をお届け

インターネットでのお申し込み

ＪＲ四国ツアー

検索

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

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▶

