
石段の駅つるだや琴 平 G

ハレルヤスイーツキッチン松茂本店徳島周辺 レストラン大歩危峡 まんなか大歩危

日本サンゴセンター高知周辺 足摺黒潮市場足摺竜串

レスト竜串足摺竜串 りんりんパークー伊予西条

愛媛菓子処 お菓子館松山周辺 砥部焼 陶芸館松山周辺

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。

（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、食事代及び消費税等諸税
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。

■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（http://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、2019年3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）このパンフレットに使用しています写真等は全てイメージです。

11日目に当たる日まで

１０日目に当たる日以降８日目に当たる日まで

７日目に当たる日以降２日目に当たる日まで

旅行開始日の前日

旅行開始日当日

旅行開始後又は無連絡不参加の場合

お取消日区分 お取消料
無料

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

旅行開始日
の前日から
起算して
さかのぼって

お申し込みのご案内 ※ご出発前に必ずお読みください。

旅行代金の額

1万円未満

1万円以上3万円未満

お申込金（お一人様あたり）

3,000円以上旅行代金まで

5,000円以上旅行代金まで

■お問い合わせ・お申し込みは（受託取次） 8607414-営商-8612380

西浦　慧

500円利用券が使える
「駅長おすすめ店」 【営業時間】8：00～17：00

【定休日】なし　【駐車場】あり（有料）
【アクセス】ＪＲ琴平駅より徒歩約15分／JR高松駅よ
り車で約55分　☎0877-73-3848

こんぴらさん参拝に
最も近い食事・休憩店です。

【営業時間】9：00～17：00
【定休日】なし　【駐車場】あり（無料）
【アクセス】ＪＲ大歩危駅より車で約5分井川・池田IC
又は大豊ICより約30分　☎0877-73-3848

四国のまんなか剣山国定公園大歩危峡。
当施設より大歩危峡観光遊覧船が発着しています。

【営業時間】8：00～16：30（レストランは11：00～14：00）
【定休日】なし　【駐車場】あり（無料）
【アクセス】土佐くろしお鉄道中村駅より車で約４５分／
四万十町中央ＩＣより車で約８５分　☎0880-83-0151

地場産品を中心とした土産品や
新鮮な魚介類を販売。レストラン併設。

【営業時間】9：30～17：30　【定休日】なし
【駐車場】あり（無料）　【アクセス】ＪＲ徳島駅より車で
約25分　☎088-699-7611

徳島銘菓「金長まんじゅう」のハレルヤ工
場直売店。工場見学やお買い物、喫茶も
お楽しみいただけます。

【営業時間】10：00～16：00
【定休日】なし　【駐車場】あり（無料）
【アクセス】ＪＲ高知駅より車で約25分
☎088-847-3535

宝石珊瑚資料館「３５の杜」入場無料。
宝石珊瑚の世界を存分に体験いただけます。

【営業時間】8：30～17：00（９月は9：00～17：00）
【定休日】なし　【駐車場】あり（無料）
【アクセス】土佐くろしお鉄道中村駅より車で約50分／四
万十町中央ＩＣよりお車で約105分　☎0880-85-0201

奇岩景勝地竜串海岸に位置する大型店舗。
海を眺め食事の取れるレストランは人気。

【営業時間】8：00～18：00
【定休日】なし　【駐車場】あり（無料）
【アクセス】ＪＲ松山駅より車で約30分／川内ＩＣより車で
約10分　☎089-964-5000

併設の工場では
タルト作り体験ができます。

【営業時間】8：30～18：00（体験17：00まで）
【定休日】なし　【駐車場】あり（無料）
【アクセス】ＪＲ松山駅より車で約30分／松山ＩＣより車で
約10分　☎089-962-3900

染付から斬新な商品まで多数の砥部焼を展示
販売。絵付け体験や手びねり体験も好評。

【営業時間】8：30～19：30　【定休日】なし
【駐車場】あり（無料）　【アクセス】ＪＲ伊予小松駅より車で
約10分／いよ小松ＩＣよりお車で約3分　☎0898-72-6688

国道１１号線沿いにある総合ドライブイン。
錦鯉が泳ぐ日本庭園と宿泊・温泉・食事・お
土産の施設が揃っています。

お土産 お食事500円
利用券

お土産 お食事500円
利用券

お土産 お食事500円
利用券

お土産500円
利用券

お土産500円
利用券

お土産500円
利用券

※遊覧船
利用可

※アクセサリー
　製作体験利用可

お土産500円
利用券

※タルト作り
　体験利用可 お土産500円

利用券
※砥部焼
　体験利用可

お土産 お食事500円
利用券

※足摺海底館
　入館利用可
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※カーナビ・ＥＴＣ機器は標準装備、原則として禁煙車のみとなります。 
※料金には基本料金、保険料（対人・対物・車両・搭乗者）、免責補償料金、消費税が含まれます。 
※燃料代、乗捨料金、ノンオペレーションチャージ（ＮＯＣ・営業補償）、ＮＯＣサポート等は料金に含みません。
※チャイルドシート等が必要な場合は、お申し込み時にご予約ください（２４時間ごと５４０円、現地払い）。

「駅長推薦あじな散歩道　あじくるりん」と同時購入または購入内容が確認できる
場合に発売します。旅行申込書に必要事項をご記入ください。

ご 利 用 条 件
２０１９年９月３０日貸出分まで

とってもおトクな
レンタカープラン

発 売 条 件

高松・松山・宇和島・徳島・高知及び中村の各営業所
※小豆島のレンタカープランは、中面1ページをご覧ください。

利用できる駅レンタカー営業所

あじくるりん
限定！

クラス

S 5名 4,000円小型
自動車

ヴィッツ・
パッソ等

車 種 主な車名 料金体系（24時間）定 員

目的地まで列車で、駅からレンタカーでらくらく観光♪オプション

「駅長おすすめ店
」

５００円利用券
プレゼント！

お申し込み・お問い合わせは、ワープ支店、駅ワーププラザ、JR四国旅の予約センターへどうぞ
JR四国の「トクトクきっぷ」などの総合情報サイト

10日前までにお申し込みください。

JR四国ツアー
詳しくは…

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

ＪＲ指定休憩店連盟四国支部協賛お申し込み特典

土佐くろしお鉄道も乗り降り
自由な切符にアレンジ可能。

お土産や体験などに使える

小豆島エリア 高松エリア 鳴門エリア 高知エリアしまなみエリア 松山・宇和島エリア

四国
のおい

しいものや見所を厳選!

JR四国全線　　 フリーきっぷとお食事がセット!2日間

2,000円の追加で
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小豆島エリア shodo-shima area 高松エリア takamatsu area

小豆島オリーブ園1
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●設定除外日／なし
●お申し込み／ご利用日の３日前まで
●ご利用人数／１名様より
●お食事時間／11：00～15：00
●お子様／同料理となります。
●駐車場／あり（無料）
●アクセス／土庄港より車で約20分
☎0879-82-4260

TW:AJIKAG100K TW:AJIKAG101K

TW:AJIKAG103K

TW:AJIKAG102K

【発売額】ＪＲ四国全線フリーきっぷ＋食事＋
高松港～土庄港間の高速艇往復運賃

おとな ７,０００円 こども ４,７００円

特典 売店で使えるお買物券（1,000円分）プレゼント
※差額の支払いは現金のみとなります。

料理名 もろみ味噌とたっぷり野菜のひしお丼

花園亭2

料理名 季節の野点弁当（さぬきうどん付）

●設定除外日／4/1～4/10
●お申し込み／ご利用日の２日前まで
●ご利用人数／２名様より
●お食事時間／11：00～14：00
●お子様／同料理となります。
●駐車場／あり（有料）
●アクセス／ＪＲ高松駅より車で約15分
☎087-831-5255

【発売額】JR四国全線フリーきっぷ＋
　　　　食事＋栗林公園入園料

おとな ５,７００円 こども ４,２００円

れいがん茶屋4

料理名 あぶり焼（焼肉）

●設定除外日／不定休（週１回）、
　4/26～5/7
●お申し込み／ご利用日の７日前まで
●ご利用人数／４名様より
●お食事時間／10：00～14：00
●お子様／同料理となります。
●アクセス／ＪＲ高松駅より車で約25分
☎087-841-9636

【発売額】JR四国全線フリーきっぷ＋食事

おとな ６,２００円 こども ５,０００円

吹上亭3

料理名 ふきあげランチ

●設定除外日／なし
●お申し込み／ご利用日の２日前まで
●ご利用人数／２名様より
●お食事時間／11：30～13：30
●お子様／別料理となります。
●駐車場／あり（有料）
●アクセス／ＪＲ高松駅より車で約15分
☎087-867-3044

【発売額】JR四国全線フリーきっぷ＋
　　　　食事＋栗林公園入園料

おとな ６,４００円 こども ２,７００円

栗林公園観光スポット

●アクセス／ＪＲ栗林公園北口駅から徒歩約３分
　JR高松駅から車で約15分

四国で唯一の国の特別名勝に指定され
ている回遊式大名庭園。紫雲山を背景
に、大きな池の周りに起伏に富んだ地形
で山や谷を表現し、広い園内を回りなが
ら様々な景色を楽しむことができます。

レンタカー
プラン

自分のペースでゆったり観光したい方にオススメ！
おトクなレンタカープランです。

※ご利用日の3日前までにお申し込みください。※カーナビは標準装備、禁煙車のみ
となります。※料金には免責補償料、乗捨て料金は含みません。※チャイルドシート
の貸出（１回あたり540円）も行っております。（事前予約）
●お申し込み・お問い合わせはワープ支店、駅ワーププラザへどうぞ

【ご利用期間】2019年9月30日貸出分まで

【貸出場所】土庄港案内所内マリンレンタカー

基本料金 ＋ ガソリン代

軽自動車（乗車定員4名）

4,400円

5,900円

7,300円

8,800円

契約時間

４時間

８時間

１２時間

２４時間

Rent a Car Plan

お食事お土産500円
利用券 お土産 お食事500円

利用券 お土産 お食事500円
利用券

※着物体験利用可
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●設定除外日／なし
●お申し込み／ご利用日の３日前まで
●ご利用人数／１名様より
●お食事時間／11：00～15：00
●お子様／同料理となります。
●駐車場／あり（無料）
●アクセス／土庄港より車で約20分
☎0879-82-4260

TW:AJIKAG100K TW:AJIKAG101K

TW:AJIKAG103K

TW:AJIKAG102K

【発売額】ＪＲ四国全線フリーきっぷ＋食事＋
高松港～土庄港間の高速艇往復運賃

おとな ７,０００円 こども ４,７００円

特典 売店で使えるお買物券（1,000円分）プレゼント
※差額の支払いは現金のみとなります。

料理名 もろみ味噌とたっぷり野菜のひしお丼

花園亭2

料理名 季節の野点弁当（さぬきうどん付）

●設定除外日／4/1～4/10
●お申し込み／ご利用日の２日前まで
●ご利用人数／２名様より
●お食事時間／11：00～14：00
●お子様／同料理となります。
●駐車場／あり（有料）
●アクセス／ＪＲ高松駅より車で約15分
☎087-831-5255

【発売額】JR四国全線フリーきっぷ＋
　　　　食事＋栗林公園入園料

おとな ５,７００円 こども ４,２００円

れいがん茶屋4

料理名 あぶり焼（焼肉）

●設定除外日／不定休（週１回）、
　4/26～5/7
●お申し込み／ご利用日の７日前まで
●ご利用人数／４名様より
●お食事時間／10：00～14：00
●お子様／同料理となります。
●アクセス／ＪＲ高松駅より車で約25分
☎087-841-9636

【発売額】JR四国全線フリーきっぷ＋食事

おとな ６,２００円 こども ５,０００円

吹上亭3

料理名 ふきあげランチ

●設定除外日／なし
●お申し込み／ご利用日の２日前まで
●ご利用人数／２名様より
●お食事時間／11：30～13：30
●お子様／別料理となります。
●駐車場／あり（有料）
●アクセス／ＪＲ高松駅より車で約15分
☎087-867-3044

【発売額】JR四国全線フリーきっぷ＋
　　　　食事＋栗林公園入園料

おとな ６,４００円 こども ２,７００円

栗林公園観光スポット

●アクセス／ＪＲ栗林公園北口駅から徒歩約３分
　JR高松駅から車で約15分

四国で唯一の国の特別名勝に指定され
ている回遊式大名庭園。紫雲山を背景
に、大きな池の周りに起伏に富んだ地形
で山や谷を表現し、広い園内を回りなが
ら様々な景色を楽しむことができます。

レンタカー
プラン

自分のペースでゆったり観光したい方にオススメ！
おトクなレンタカープランです。

※ご利用日の3日前までにお申し込みください。※カーナビは標準装備、禁煙車のみ
となります。※料金には免責補償料、乗捨て料金は含みません。※チャイルドシート
の貸出（１回あたり540円）も行っております。（事前予約）
●お申し込み・お問い合わせはワープ支店、駅ワーププラザへどうぞ

【ご利用期間】2019年9月30日貸出分まで

【貸出場所】土庄港案内所内マリンレンタカー

基本料金 ＋ ガソリン代

軽自動車（乗車定員4名）

4,400円

5,900円

7,300円

8,800円

契約時間

４時間

８時間

１２時間

２４時間

Rent a Car Plan

お食事お土産500円
利用券 お土産 お食事500円

利用券 お土産 お食事500円
利用券

※着物体験利用可
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せとうち茶屋大三島6
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area
map

今治ステーションホテル

大山祇神社
伯方塩業（株）
大三島工場

亀老山展望公園

村上水軍博物館

今治国際ホテル

JR今
治
駅

大島南IC

TW:AJIKAG111KTW:AJIKAG108K TW:AJIKAG109K

しまなみエリア shimanami area 松山・宇和島エリア matsuyama uwa jima area

奥道後 壱湯の守7

料理名 ランチバイキング（貸切風呂45分付）

●設定除外日／4/25、5/30、6/11、6/12、
　7/1～7/4、9/17、9/18
●お申し込み／ご利用日の２日前まで
●ご利用人数／２名様より
●お食事時間／11：30～14：00
●お子様／同料理となります。
●駐車場／あり（無料）
●アクセス／ＪＲ松山駅より車で約25分
☎089-977-1111

【発売額】JR四国全線フリーきっぷ＋食事＋入浴（タオル無）

おとな ５,７００円 こども ４,０００円

道の駅よしうみいきいき館5

料理名 支配人おすすめバーベキュー

●設定除外日／5/3～5/5、8/16～8/18
●お申し込み／ご利用日の２日前まで
●ご利用人数／２名様より
●お食事時間／11：00～14：30
●お子様／同料理となります。
●駐車場／あり（無料）
●アクセス／ＪＲ今治駅より車で約20分・
　JR松山駅より車で約75分
☎0897-84-3710

【発売額】JR四国全線フリーきっぷ＋食事

おとな ５,７００円 こども ３,３００円

せとうち茶屋大三島6

料理名 鯛めしお刺身御膳

●設定除外日／4/27～5/6、8/13～8/16
●お申し込み／ご利用日の３日前まで
●ご利用人数／４名様より
●お食事時間／11：00～14：00
●お子様／同料理となります。
●駐車場／あり（無料）
●アクセス／ＪＲ今治駅より車で約30分・
　JR松山駅より車で約100分
☎0897-82-0195

【発売額】JR四国全線フリーきっぷ＋食事

おとな ５,０００円 こども ３,８００円

茶玻瑠

料理名 ランチブッフェ

●設定除外日／4/27～5/6
●お申し込み／ご利用日の２日前まで
●ご利用人数／１名様より
●お食事時間／11：30～14：30
●お子様／同料理となります。
●入浴時間／11：30～15：00
●駐車場／あり（有料）
●アクセス／ＪＲ松山駅より伊予鉄道市内電車、
　道後温泉駅まで約30分・車で約15分
☎089-945-1321

【発売額】JR四国全線フリーきっぷ＋食事＋入浴

おとな ５,６００円 こども ４,３００円

ハイウェイレストラン宇和島 真珠会館

料理名 宇和島鯛めし（かぶと煮付）

●設定除外日／なし
●お申し込み／ご利用日の２日前まで
●ご利用人数／２名様より
●お食事時間／10：30～20：00
●お子様／同料理となります。
●駐車場／あり（無料）
●アクセス／ＪＲ高光駅より徒歩で約15分・
　JR宇和島駅より車で約10分
☎0895-23-0818

【発売額】JR四国全線フリーきっぷ＋食事

おとな ５,２００円 こども ４,０００円

8

9亀老山展望公園観光スポット

●アクセス／大島南ＩＣより車で約１０分

標高３０７．８ｍに位置する展望台。
来島海峡大橋を真下に望み、
今治の町並みや四国山地も
眺めることができます。

しまなみ海道サイクリング観光スポット

●「しまなみ海道サイクリング」ホームページ
http://www.oideya.gr.jp/shimanami_cycling/

日本で初めての海峡を横断する自転車道
（瀬戸内海横断自転車道）があるしまな
み海道。しまなみ海道沿いにはレンタサ
イクルのターミナルが点在し、気軽にサ
イクリングを楽しめます。

村上水軍博物館観光スポット

●アクセス／大島南ＩＣより車で約１５分

戦国時代、「海の大名」と呼ばれた
村上水軍に関する貴重な文献や
出土品が展示されています。

道後温泉別館　飛鳥乃湯泉観光スポット

●アクセス／伊予鉄道市内電車「道後温泉
駅」より徒歩約３分

飛鳥時代の建築様式を取り入れた湯屋。
開放的な大浴場、道後温泉にはない露
天風呂、特別浴室を備え、館内は「太古
の道後」をテーマに愛媛の伝統工芸と最
先端のアートで演出されています。

松山市中心部にある標高１３２ｍの勝山に
そびえ立つ、松山市のシンボル。
日本で１２か所しか残っていない「現存１２
天守」のひとつで、「日本１００名城」にも
選定されています。

宇和島城観光スポット

●アクセス／ＪＲ宇和島駅より
　徒歩約２５分・車で約5分

慶長６年（１６０１年）藤堂高虎によって築城さ
れた宇和島市のシンボル。天守は築城当時
のまま現存する貴重なもので、城の建つ城山
の植物は３００年以上、火災や伐採を免れ、
巨木や珍しい植物の宝庫となっています。

松山城観光スポット

●アクセス／伊予鉄道市内電車「大街道駅」
下車徒歩約５分

TW:AJIKAG110K

TW:AJIKAG112K

お土産 お食事500円
利用券

お土産 お食事500円
利用券

※観潮船利用可

※アクセサリー製作体験利用可

貸切風呂45分付（11:00～13:30）
※お申し込み時、お問い合わせのうえご予約くださ
い。貸切風呂をご利用されない場合は翠明の湯
（11:30～20:00）となります。

3 4
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奥道後 壱湯の守7

料理名 ランチバイキング（貸切風呂45分付）

●設定除外日／4/25、5/30、6/11、6/12、
　7/1～7/4、9/17、9/18
●お申し込み／ご利用日の２日前まで
●ご利用人数／２名様より
●お食事時間／11：30～14：00
●お子様／同料理となります。
●駐車場／あり（無料）
●アクセス／ＪＲ松山駅より車で約25分
☎089-977-1111

【発売額】JR四国全線フリーきっぷ＋食事＋入浴（タオル無）

おとな ５,７００円 こども ４,０００円

道の駅よしうみいきいき館5

料理名 支配人おすすめバーベキュー

●設定除外日／5/3～5/5、8/16～8/18
●お申し込み／ご利用日の２日前まで
●ご利用人数／２名様より
●お食事時間／11：00～14：30
●お子様／同料理となります。
●駐車場／あり（無料）
●アクセス／ＪＲ今治駅より車で約20分・
　JR松山駅より車で約75分
☎0897-84-3710

【発売額】JR四国全線フリーきっぷ＋食事

おとな ５,７００円 こども ３,３００円

せとうち茶屋大三島6

料理名 鯛めしお刺身御膳

●設定除外日／4/27～5/6、8/13～8/16
●お申し込み／ご利用日の３日前まで
●ご利用人数／４名様より
●お食事時間／11：00～14：00
●お子様／同料理となります。
●駐車場／あり（無料）
●アクセス／ＪＲ今治駅より車で約30分・
　JR松山駅より車で約100分
☎0897-82-0195

【発売額】JR四国全線フリーきっぷ＋食事

おとな ５,０００円 こども ３,８００円

茶玻瑠

料理名 ランチブッフェ

●設定除外日／4/27～5/6
●お申し込み／ご利用日の２日前まで
●ご利用人数／１名様より
●お食事時間／11：30～14：30
●お子様／同料理となります。
●入浴時間／11：30～15：00
●駐車場／あり（有料）
●アクセス／ＪＲ松山駅より伊予鉄道市内電車、
　道後温泉駅まで約30分・車で約15分
☎089-945-1321

【発売額】JR四国全線フリーきっぷ＋食事＋入浴

おとな ５,６００円 こども ４,３００円

ハイウェイレストラン宇和島 真珠会館

料理名 宇和島鯛めし（かぶと煮付）

●設定除外日／なし
●お申し込み／ご利用日の２日前まで
●ご利用人数／２名様より
●お食事時間／10：30～20：00
●お子様／同料理となります。
●駐車場／あり（無料）
●アクセス／ＪＲ高光駅より徒歩で約15分・
　JR宇和島駅より車で約10分
☎0895-23-0818

【発売額】JR四国全線フリーきっぷ＋食事

おとな ５,２００円 こども ４,０００円

8

9亀老山展望公園観光スポット

●アクセス／大島南ＩＣより車で約１０分

標高３０７．８ｍに位置する展望台。
来島海峡大橋を真下に望み、
今治の町並みや四国山地も
眺めることができます。

しまなみ海道サイクリング観光スポット

●「しまなみ海道サイクリング」ホームページ
http://www.oideya.gr.jp/shimanami_cycling/

日本で初めての海峡を横断する自転車道
（瀬戸内海横断自転車道）があるしまな
み海道。しまなみ海道沿いにはレンタサ
イクルのターミナルが点在し、気軽にサ
イクリングを楽しめます。

村上水軍博物館観光スポット

●アクセス／大島南ＩＣより車で約１５分

戦国時代、「海の大名」と呼ばれた
村上水軍に関する貴重な文献や
出土品が展示されています。

道後温泉別館　飛鳥乃湯泉観光スポット

●アクセス／伊予鉄道市内電車「道後温泉
駅」より徒歩約３分

飛鳥時代の建築様式を取り入れた湯屋。
開放的な大浴場、道後温泉にはない露
天風呂、特別浴室を備え、館内は「太古
の道後」をテーマに愛媛の伝統工芸と最
先端のアートで演出されています。

松山市中心部にある標高１３２ｍの勝山に
そびえ立つ、松山市のシンボル。
日本で１２か所しか残っていない「現存１２
天守」のひとつで、「日本１００名城」にも
選定されています。

宇和島城観光スポット

●アクセス／ＪＲ宇和島駅より
　徒歩約２５分・車で約5分

慶長６年（１６０１年）藤堂高虎によって築城さ
れた宇和島市のシンボル。天守は築城当時
のまま現存する貴重なもので、城の建つ城山
の植物は３００年以上、火災や伐採を免れ、
巨木や珍しい植物の宝庫となっています。

松山城観光スポット

●アクセス／伊予鉄道市内電車「大街道駅」
下車徒歩約５分

TW:AJIKAG110K

TW:AJIKAG112K

お土産 お食事500円
利用券

お土産 お食事500円
利用券

※観潮船利用可

※アクセサリー製作体験利用可

貸切風呂45分付（11:00～13:30）
※お申し込み時、お問い合わせのうえご予約くださ
い。貸切風呂をご利用されない場合は翠明の湯
（11:30～20:00）となります。

3 4



500円利用券が使える「駅長おすすめ店」

鳴門公園　うづ乃家    11

料理名 一人宝楽焼　波の穂

●設定除外日／8/12～8/15
●お申し込み／ご利用日の７日前まで
●ご利用人数／２名様より
●お食事時間／11：00～14：00
●お子様／同料理となります。
●駐車場／なし（鳴門公園有料駐車場を
ご利用ください）　
●アクセス／ＪＲ鳴門駅より車で約15分・
　JR徳島駅より車で約35分
☎088-687-0150

【発売額】JR四国全線フリーきっぷ＋食事

おとな ５,０００円 こども ３,６００円

大塚国際美術館12

料理名 最後の晩餐

●設定除外日／毎週月曜日（祝日の場合は翌
日。８月は無休）、その他特別休館あり。
●ご利用人数／２名様より
●お食事時間／11：00～15：30（LO.15:00）
　レストランの時間予約不可
●お子様／同料理となります。
●駐車場／あり（美術館まで約500m、駐車場
から無料シャトルバスあり）
●アクセス／ＪＲ鳴門駅より路線バスで約20分
☎088-687-3737

【発売額】JR四国全線フリーきっぷ＋食事＋美術館入館料

おとな ７,８００円 こども ３,８００円

鳴門エリア nar uto area 高知エリア kochi area

鳴門公園　若山商店10

●設定除外日／なし
●お申し込み／ご利用日の７日前まで
●ご利用人数／２名様より
●お食事時間／11：00～13：30
●お子様／別料理となります。
●駐車場／なし（鳴門公園有料駐車場を
ご利用ください）　
●アクセス／ＪＲ鳴門駅より車で約15分・
JR徳島駅より車で約35分
☎088-687-0021

【発売額】JR四国全線フリーきっぷ＋食事

おとな ５,０００円 こども ２,６００円

特典
・鳴門公園第一駐車場からマイクロバス無料送迎（要予約）
・すだち茶１杯サービス

料理名 うずしお御膳（若山商店の若布煮のお土産付）

かつお船13

システィーナ・ホール（写真は大塚国際美術館の展示作品を撮影したものです）

●設定除外日／なし
●お申し込み／ご利用日の３日前まで
●ご利用人数／２名様より
●お食事時間／10：30～15：30
●お子様／同料理となります。
●駐車場／あり／無料
●アクセス／ＪＲ高知駅より車で約30分
☎088-847-3255

【発売額】JR四国全線フリーきっぷ＋食事

おとな ５,０００円 こども ３,５００円

特典
高知のおやつの定番「ミレービスケット（４袋綴り）」
「ごっくん馬路村」のお土産付

料理名 藁焼き体験付きタタキ定食

大鳴門橋遊歩道　渦の道観光スポット

●アクセス／ＪＲ鳴門駅より車で約15分・
　JR徳島駅より車で約35分

大鳴門橋の車道下に設置された海上遊
歩道。ガラス張りの床があり、世界三大
潮流のひとつ・鳴門の渦潮を約４５ｍの
高さから覗き込むことができます。

世界三大潮流のひとつ・鳴門の渦
潮を船の上から間近に見ることが
できます。

鳴門市ドイツ館観光スポット

●アクセス／ＪＲ徳島駅より車で約30分
☎088-689-0099

第一次世界大戦時のドイツ兵俘虜が収
容されていた「板東俘虜収容所」の資料
館。当時のドイツ兵の暮らしの様子や地
元住民との交流エピソードが紹介され
ています。

うずしお観潮船観光スポット

●鳴門観光汽船　☎088-687-0101
●アクセス／JR鳴門駅より車で約15分・
　JR徳島駅より車で約35分

TW:AJIKAG104K

TW:AJIKAG106K

TW:AJIKAG105K

ひろめ市場観光スポット

●アクセス／とさでん交通路面電車「大橋
通」下車徒歩約２分

高知の様々なグルメを楽しめる飲食店や
鮮魚店、雑貨店が集まる屋台村。購入し
た飲食物はテーブルとイスが設置された
広場で楽しむことができます

高知県出身の世界的植物学者・牧野富
太郎博士の偉業を顕彰するため設立さ
れた植物園。四季折々約３０００種の植
物を鑑賞することができる。

須崎名物鍋焼ラーメン観光スポット

須崎市で半世紀以上愛されている
ご当地グルメ。鶏ガラだしに醤油
ベースのスープ、細めのストレート
麺、シンプルなトッピングが特徴
で、須崎市内には鍋焼きラーメン
を楽しむことができる店が３０店舗
以上あります。

高知県立牧野植物園観光スポット

●アクセス／ＪＲ高知駅より車で約20分
☎088-882-2601

TW:AJIKAG107K

寒霞渓ロープウェイ小豆島 A

【営業時間】8：30～17：00
【定休日】なし（荒天によりロープウェイ運休の場合あり）
【駐車場】あり（無料）
【アクセス】島内各港よお車で約40分
☎0879-82-2171

日本で唯一「空・海・渓谷」を
一度に眺望できる島のロープウェイ。

道の駅小豆島オリーブ公園小豆島

【営業時間】8:30～17:00
【定休日】なし
【駐車場】あり（無料）
【アクセス】土庄港より車で約20分
☎0879-82-2200

白いギリシャ風車と「魔女の宅急便」の
ロケセットが人気の道の駅。

南山屋 島

【営業時間】9：00～17：00
【定休日】無休（臨時休業あり）
【駐車場】あり（有料）
【アクセス】ＪＲ屋島駅より車で約１０分
　　　　 屋島山上駐車場より徒歩約５分
☎087-843-0055

香川の特産土産物を販売しております。

佃煮販売処　京宝亭小豆島

【営業時間】8：30～17：00
【定休日】なし
【駐車場】あり（無料）
【アクセス】島内各港より車で約30分
☎0879-82-1441

醤油と佃煮の街「醤の郷」の中にある
佃煮専門店。

ナカノヤ琴平

【営業時間】8：30～18：00
【定休日】なし　
【駐車場】あり（有料）
【アクセス】ＪＲ琴平駅より徒歩約10分／善通寺ＩＣより
車で約15分　☎0877-75-0001

こんぴらさん石段登り口まで徒歩約１分。
大人気！！中野うどん学校併設。

にしきや琴 平 琴 平

【営業時間】9：00～17：00
【定休日】なし　【駐車場】あり（無料）
【アクセス】ＪＲ琴平駅より徒歩約8分／善通寺ＩＣより車
で約15分　☎0877-75-3264

自家製名物しょうゆ豆を販売、試食も
できます。和三盆の手づくり体験も
２名様よりお受けしています。

お土産500円
利用券 お土産 お食事500円

利用券 お土産 お食事500円
利用券

※酒・ちくわ除く

お土産500円
利用券

お土産500円
利用券

お土産 お食事500円
利用券お土産 お食事500円

利用券

お土産500円
利用券

お土産500円
利用券

※和三盆づくり
　体験利用可

※うどん打ち
　体験利用可
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500円利用券が使える「駅長おすすめ店」

鳴門公園　うづ乃家    11

料理名 一人宝楽焼　波の穂

●設定除外日／8/12～8/15
●お申し込み／ご利用日の７日前まで
●ご利用人数／２名様より
●お食事時間／11：00～14：00
●お子様／同料理となります。
●駐車場／なし（鳴門公園有料駐車場を
ご利用ください）　
●アクセス／ＪＲ鳴門駅より車で約15分・
　JR徳島駅より車で約35分
☎088-687-0150

【発売額】JR四国全線フリーきっぷ＋食事

おとな ５,０００円 こども ３,６００円

大塚国際美術館12

料理名 最後の晩餐

●設定除外日／毎週月曜日（祝日の場合は翌
日。８月は無休）、その他特別休館あり。
●ご利用人数／２名様より
●お食事時間／11：00～15：30（LO.15:00）
　レストランの時間予約不可
●お子様／同料理となります。
●駐車場／あり（美術館まで約500m、駐車場
から無料シャトルバスあり）
●アクセス／ＪＲ鳴門駅より路線バスで約20分
☎088-687-3737

【発売額】JR四国全線フリーきっぷ＋食事＋美術館入館料

おとな ７,８００円 こども ３,８００円

鳴門エリア nar uto area 高知エリア kochi area

鳴門公園　若山商店10

●設定除外日／なし
●お申し込み／ご利用日の７日前まで
●ご利用人数／２名様より
●お食事時間／11：00～13：30
●お子様／別料理となります。
●駐車場／なし（鳴門公園有料駐車場を
ご利用ください）　
●アクセス／ＪＲ鳴門駅より車で約15分・
JR徳島駅より車で約35分
☎088-687-0021

【発売額】JR四国全線フリーきっぷ＋食事

おとな ５,０００円 こども ２,６００円

特典
・鳴門公園第一駐車場からマイクロバス無料送迎（要予約）
・すだち茶１杯サービス

料理名 うずしお御膳（若山商店の若布煮のお土産付）

かつお船13

システィーナ・ホール（写真は大塚国際美術館の展示作品を撮影したものです）

●設定除外日／なし
●お申し込み／ご利用日の３日前まで
●ご利用人数／２名様より
●お食事時間／10：30～15：30
●お子様／同料理となります。
●駐車場／あり／無料
●アクセス／ＪＲ高知駅より車で約30分
☎088-847-3255

【発売額】JR四国全線フリーきっぷ＋食事

おとな ５,０００円 こども ３,５００円

特典
高知のおやつの定番「ミレービスケット（４袋綴り）」
「ごっくん馬路村」のお土産付

料理名 藁焼き体験付きタタキ定食

大鳴門橋遊歩道　渦の道観光スポット

●アクセス／ＪＲ鳴門駅より車で約15分・
　JR徳島駅より車で約35分

大鳴門橋の車道下に設置された海上遊
歩道。ガラス張りの床があり、世界三大
潮流のひとつ・鳴門の渦潮を約４５ｍの
高さから覗き込むことができます。

世界三大潮流のひとつ・鳴門の渦
潮を船の上から間近に見ることが
できます。

鳴門市ドイツ館観光スポット

●アクセス／ＪＲ徳島駅より車で約30分
☎088-689-0099

第一次世界大戦時のドイツ兵俘虜が収
容されていた「板東俘虜収容所」の資料
館。当時のドイツ兵の暮らしの様子や地
元住民との交流エピソードが紹介され
ています。

うずしお観潮船観光スポット

●鳴門観光汽船　☎088-687-0101
●アクセス／JR鳴門駅より車で約15分・
　JR徳島駅より車で約35分

TW:AJIKAG104K

TW:AJIKAG106K

TW:AJIKAG105K

ひろめ市場観光スポット

●アクセス／とさでん交通路面電車「大橋
通」下車徒歩約２分

高知の様々なグルメを楽しめる飲食店や
鮮魚店、雑貨店が集まる屋台村。購入し
た飲食物はテーブルとイスが設置された
広場で楽しむことができます

高知県出身の世界的植物学者・牧野富
太郎博士の偉業を顕彰するため設立さ
れた植物園。四季折々約３０００種の植
物を鑑賞することができる。

須崎名物鍋焼ラーメン観光スポット

須崎市で半世紀以上愛されている
ご当地グルメ。鶏ガラだしに醤油
ベースのスープ、細めのストレート
麺、シンプルなトッピングが特徴
で、須崎市内には鍋焼きラーメン
を楽しむことができる店が３０店舗
以上あります。

高知県立牧野植物園観光スポット

●アクセス／ＪＲ高知駅より車で約20分
☎088-882-2601

TW:AJIKAG107K

寒霞渓ロープウェイ小豆島 A

【営業時間】8：30～17：00
【定休日】なし（荒天によりロープウェイ運休の場合あり）
【駐車場】あり（無料）
【アクセス】島内各港よお車で約40分
☎0879-82-2171

日本で唯一「空・海・渓谷」を
一度に眺望できる島のロープウェイ。

道の駅小豆島オリーブ公園小豆島

【営業時間】8:30～17:00
【定休日】なし
【駐車場】あり（無料）
【アクセス】土庄港より車で約20分
☎0879-82-2200

白いギリシャ風車と「魔女の宅急便」の
ロケセットが人気の道の駅。

南山屋 島

【営業時間】9：00～17：00
【定休日】無休（臨時休業あり）
【駐車場】あり（有料）
【アクセス】ＪＲ屋島駅より車で約１０分
　　　　 屋島山上駐車場より徒歩約５分
☎087-843-0055

香川の特産土産物を販売しております。

佃煮販売処　京宝亭小豆島

【営業時間】8：30～17：00
【定休日】なし
【駐車場】あり（無料）
【アクセス】島内各港より車で約30分
☎0879-82-1441

醤油と佃煮の街「醤の郷」の中にある
佃煮専門店。

ナカノヤ琴平

【営業時間】8：30～18：00
【定休日】なし　
【駐車場】あり（有料）
【アクセス】ＪＲ琴平駅より徒歩約10分／善通寺ＩＣより
車で約15分　☎0877-75-0001

こんぴらさん石段登り口まで徒歩約１分。
大人気！！中野うどん学校併設。

にしきや琴 平 琴 平

【営業時間】9：00～17：00
【定休日】なし　【駐車場】あり（無料）
【アクセス】ＪＲ琴平駅より徒歩約8分／善通寺ＩＣより車
で約15分　☎0877-75-3264

自家製名物しょうゆ豆を販売、試食も
できます。和三盆の手づくり体験も
２名様よりお受けしています。

お土産500円
利用券 お土産 お食事500円

利用券 お土産 お食事500円
利用券

※酒・ちくわ除く

お土産500円
利用券

お土産500円
利用券

お土産 お食事500円
利用券お土産 お食事500円

利用券

お土産500円
利用券

お土産500円
利用券

※和三盆づくり
　体験利用可

※うどん打ち
　体験利用可
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石段の駅つるだや琴 平 G

ハレルヤスイーツキッチン松茂本店徳島周辺 レストラン大歩危峡 まんなか大歩危

日本サンゴセンター高知周辺 足摺黒潮市場足摺竜串

レスト竜串足摺竜串 りんりんパークー伊予西条

愛媛菓子処 お菓子館松山周辺 砥部焼 陶芸館松山周辺

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。

（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、食事代及び消費税等諸税
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。

■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（http://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、2019年3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）このパンフレットに使用しています写真等は全てイメージです。

11日目に当たる日まで

１０日目に当たる日以降８日目に当たる日まで

７日目に当たる日以降２日目に当たる日まで

旅行開始日の前日

旅行開始日当日

旅行開始後又は無連絡不参加の場合

お取消日区分 お取消料
無料

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

旅行開始日
の前日から
起算して
さかのぼって

お申し込みのご案内 ※ご出発前に必ずお読みください。

旅行代金の額

1万円未満

1万円以上3万円未満

お申込金（お一人様あたり）

3,000円以上旅行代金まで

5,000円以上旅行代金まで

■お問い合わせ・お申し込みは（受託取次） 8607414-営商-8612380

西浦　慧

500円利用券が使える
「駅長おすすめ店」 【営業時間】8：00～17：00

【定休日】なし　【駐車場】あり（有料）
【アクセス】ＪＲ琴平駅より徒歩約15分／JR高松駅よ
り車で約55分　☎0877-73-3848

こんぴらさん参拝に
最も近い食事・休憩店です。

【営業時間】9：00～17：00
【定休日】なし　【駐車場】あり（無料）
【アクセス】ＪＲ大歩危駅より車で約5分井川・池田IC
又は大豊ICより約30分　☎0877-73-3848

四国のまんなか剣山国定公園大歩危峡。
当施設より大歩危峡観光遊覧船が発着しています。

【営業時間】8：00～16：30（レストランは11：00～14：00）
【定休日】なし　【駐車場】あり（無料）
【アクセス】土佐くろしお鉄道中村駅より車で約４５分／
四万十町中央ＩＣより車で約８５分　☎0880-83-0151

地場産品を中心とした土産品や
新鮮な魚介類を販売。レストラン併設。

【営業時間】9：30～17：30　【定休日】なし
【駐車場】あり（無料）　【アクセス】ＪＲ徳島駅より車で
約25分　☎088-699-7611

徳島銘菓「金長まんじゅう」のハレルヤ工
場直売店。工場見学やお買い物、喫茶も
お楽しみいただけます。

【営業時間】10：00～16：00
【定休日】なし　【駐車場】あり（無料）
【アクセス】ＪＲ高知駅より車で約25分
☎088-847-3535

宝石珊瑚資料館「３５の杜」入場無料。
宝石珊瑚の世界を存分に体験いただけます。

【営業時間】8：30～17：00（９月は9：00～17：00）
【定休日】なし　【駐車場】あり（無料）
【アクセス】土佐くろしお鉄道中村駅より車で約50分／四
万十町中央ＩＣよりお車で約105分　☎0880-85-0201

奇岩景勝地竜串海岸に位置する大型店舗。
海を眺め食事の取れるレストランは人気。

【営業時間】8：00～18：00
【定休日】なし　【駐車場】あり（無料）
【アクセス】ＪＲ松山駅より車で約30分／川内ＩＣより車で
約10分　☎089-964-5000

併設の工場では
タルト作り体験ができます。

【営業時間】8：30～18：00（体験17：00まで）
【定休日】なし　【駐車場】あり（無料）
【アクセス】ＪＲ松山駅より車で約30分／松山ＩＣより車で
約10分　☎089-962-3900

染付から斬新な商品まで多数の砥部焼を展示
販売。絵付け体験や手びねり体験も好評。

【営業時間】8：30～19：30　【定休日】なし
【駐車場】あり（無料）　【アクセス】ＪＲ伊予小松駅より車で
約10分／いよ小松ＩＣよりお車で約3分　☎0898-72-6688

国道１１号線沿いにある総合ドライブイン。
錦鯉が泳ぐ日本庭園と宿泊・温泉・食事・お
土産の施設が揃っています。

お土産 お食事500円
利用券

お土産 お食事500円
利用券

お土産 お食事500円
利用券

お土産500円
利用券

お土産500円
利用券

お土産500円
利用券

※遊覧船
　利用可

※アクセサリー
　製作体験利用可

お土産500円
利用券

※タルト作り
　体験利用可 お土産500円

利用券
※砥部焼
　体験利用可

お土産 お食事500円
利用券

※足摺海底館
　入館利用可

H

J

L

N O

M

K

I

※カーナビ・ＥＴＣ機器は標準装備、原則として禁煙車のみとなります。 
※料金には基本料金、保険料（対人・対物・車両・搭乗者）、免責補償料金、消費税が含まれます。 
※燃料代、乗捨料金、ノンオペレーションチャージ（ＮＯＣ・営業補償）、ＮＯＣサポート等は料金に含みません。
※チャイルドシート等が必要な場合は、お申し込み時にご予約ください（２４時間ごと５４０円、現地払い）。

「駅長推薦あじな散歩道　あじくるりん」と同時購入または購入内容が確認できる
場合に発売します。旅行申込書に必要事項をご記入ください。

ご 利 用 条 件
２０１９年９月３０日貸出分まで

とってもおトクな
レンタカープラン

発 売 条 件

高松・松山・宇和島・徳島・高知及び中村の各営業所
※小豆島のレンタカープランは、中面1ページをご覧ください。

利用できる駅レンタカー営業所

あじくるりん
限定！

クラス

S 5名 4,000円小型
自動車

ヴィッツ・
パッソ等

車 種 主な車名 料金体系（24時間）定 員

目的地まで列車で、駅からレンタカーでらくらく観光♪オプション

「駅長おすすめ店
」

５００円利用券
プレゼント！
お申し込み・お問い合わせは、JR四国の駅のみどりの窓口、ワープ支店、駅ワーププラザ、JR四国旅の予約センターへどうぞ

JR四国の「トクトクきっぷ」などの総合情報サイト

10日前までにお申し込みください。

JR四国ツアー
詳しくは…

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

ＪＲ指定休憩店連盟四国支部協賛お申し込み特典

土佐くろしお鉄道も乗り降り
自由な切符にアレンジ可能。

お土産や体験などに使える

小豆島エリア 高松エリア 鳴門エリア 高知エリアしまなみエリア 松山・宇和島エリア

四国
のおい

しいものや見所を厳選!

JR四国全線　　 フリーきっぷとお食事がセット!2日間

2,000円の追加で


