
「のぞみ早特往復きっぷ」は
「電話予約サービス

（5489サービス）」でも購入可。
出発日当日に駅での
受け取りもOK！

詳しくは裏面をご覧ください。

「のぞみ早特往復きっぷ」は高松駅・坂出駅の「指定席券売機」でも
お買い求めいただけます！

新型コロナウイルス感染拡大防止のため、おでかけの際は「新しい旅のエチケット」へのご協力をお願いします。

「指定席券売機」をご利用いただきますと、窓口に並ばずスピーディーにお買い求めいただけます。
メインメニューから、　　　　　　　　ボタンを選択のうえ、お買い求めください。
QRコードでも購入可能！

※クレジットカードもご利用いただけます。領収書の発行もできます。
※「指定席券売機」の稼働時間は「みどりの窓口」の営業時間と異なる
　場合があります。詳しくは各設置駅におたずねください。

発売
期間

ご利用
期間 2022年3月31日（木）ご出発分までの発売です。

2022年3月24日（木）まで 2022年4月6日（水）まで
ご出発日の21日前から7日前（前週の同曜日）までの発売と
なります。（6日前からご出発日当日までの発売はいたしません）

完全
分煙化 

通話可能 ※1
岡山～東京間、新
幹線車内で携帯
電話が利用可能。

インターネット
接続完備 ※2
岡山～東京間、公衆
無線LANでインター
ネットに接続可能。

一部の車両に
喫煙ルーム設置。

新幹線なら移動中の空間も快適！

※１

　
　
　
※２

一部ご利用になれない機種がございます。
携帯電話はマナーモードに切り替えるなど
周りのお客様のご迷惑とならないようにご
協力をお願いします。また、通話の際は
デッキでお願いします。
ご使用になる端末により接続方法は異なり
ます。

ボタンを選択し、QRコードリーダーに
左記のQRコードをかざしてください。

※QRコードは
　（株）デンソーウェーブの
　登録商標です。

※【マルス番号】東京都区内28523／横浜市内28524
※ご利用には制限がありますので、詳しいご利用条件等は裏面をご覧ください。

東京・横浜へは

のぞみ 往復きっぷ
ご存じですか？ 7日前までの予約なら「のぞみ」がおトクになります！

新幹線「のぞみ」（イメージ）

29,330円 小児
14,660円

発売額

往復
発売額

往復
発売額

往復

発売額

往復

発売額

往復

高 松 ～ 坂 出
観音寺～宇多津

壬生川～新居浜
松 山 ～ 今 治

伊予三島・川之江
30,380円
32,480円
33,520円
34,570円

（　　）
小児
15,190円 （　　）
小児
16,240円 （　　）
小児
16,760円 （　　）
小児
17,280円 （　　）

東京
　都区内

横浜
　  市内

「のぞみ」普通車指定席利用

ご出発日の21日前から7日前まで発売

有効期間7日間

席数限定

小児
用も

発売
中！



のぞみ 往復きっぷ

取扱駅 香川県 坂　出 丸　亀 多度津 詫　間 高　瀬 観音寺 善通寺 琴　平
内　子伊予市
栗　林 志　度 三本松 引　田

愛媛県 川之江 伊予三島 新居浜 伊予西条 壬生川 今　治 伊予北条 伊予大洲 八幡浜 宇和島

★ご利用条件
ご利用駅発着の鉄道利用往復タイプの乗車券類をお一人様一定額以上お買い上げのお客様に限ります。
（特別企画乗車券及び鉄道利用型の旅行商品を含み、定期乗車券、快てーき、団体乗車券等を除きます）
●無料日数以降のご利用は、１暦日あたり１,０００円でご利用いただけます。ただし、駐車場の利用期間は、対象乗車券類の有効期間内に限ります。
●事前にＪＲ四国の駅のみどりの窓口、ワープ支店、駅ワーププラザまたは主な旅行会社でお申し込みください。
　満車など、お申し込みいただけない場合がありますので、あらかじめご了承ください。

ご利用駅発着の鉄道利用往復タイプの乗車券類をお一人様３,０００円以上お買い上げのお客様に限ります。
特別企画乗車券及び鉄道利用型の旅行商品を含み、定期乗車券、快てーき、団体乗車券等を除きます。
高松駅・松山駅のみどりの窓口、改札窓口、ワープ高松・松山支店にて「駐車券」をお持ちのうえお申し込みください。
駐車場の利用期間は、対象乗車券類の有効期間内に限ります。

※徳島県・高知県の設定もあります。伊予吉田駅には無料駐車場（予約不要）があります。ご利用条件等、詳しくは係員にお問い合わせください。

お一人様あたり

2,000円
以上購入

1暦日無料
お一人様あたり

4,000円
以上購入

2暦日無料

★ご利用条件

※徳島駅・高知駅の設定もあります。ご利用条件等、詳しくは係員にお問い合わせください。

※満車などでご利用いただ
けない場合がありますので、
あらかじめご了承ください。

24時間まで
1,000円！！

取扱駅 高松 高松駅北駐車場（２４時間営業）
★ご利用料金 •••••２４時間以降は、

２４時間毎に１,０００円

24時間まで
800円!!

取扱駅 松山 キスケ駐車場（２４時間営業）
★ご利用料金 •••••２４時間以降は、30分毎に１10円

（最大料金800円の繰り返し適用）

8612540ー営商ー8608143 2021年3月1日現在

電話予約サービス（５４８９サービス）で、「のぞみ早特往復きっぷ」をご予約、ご購入できます。

お申込時にクレジットカ
ードをお手元にご用意く
ださい。クレジットカード
はご本人様名義のみの
取扱いとなります。

※1･･･発売期間、ご利用期間、有効期間、発売席数、払いもどしなど、詳しい利用条件等は通常の「のぞみ早特往復きっぷ」と同じです。上記を
ご覧の上、お申込みください。※2･･･お申込手続きが完了した時点でクレジットカードでのご購入となります。お受取り前でもご購入後の払いもど
しの際は、所定の手数料をいただきます。お受取りの際には「予約番号」「電話番号下４桁」「お申込時にご使用になったクレジットカード」が必
要です（このクレジットカードがないとお受取りいただけません）。下記の表示のあるクレジットカードでご購入いただけます。

お申込期間 ご出発日の２１日前～７日まで（受付時間にご注意ください）
※電話予約センターで「のぞみ早特往復きっぷ」をご購入される場合は、オペレーターへ「のぞみ早特往復きっぷ」ご利用の旨をお知らせください。
※ご本人名義のクレジットカードでのご購入となります。
※ご利用当日までお受取りいただけます（窓口等が混雑している場合がございますので、余裕をもってお越しください）。
※お受取り・変更・払いもどし方法に制限がございます。

「のぞみ早特往復きっぷ」
ご希望の旨をお伝えください。
ご希望の利用月日・人数・列車
などをお伺いします※1

予約内容を確認。
クレジットカード
にて購入※2

○予約番号
○電話番号下４桁
○ご購入時の
   クレジットカード
   を持って駅へ

の表示のある

※受取りは利用当日までOK！
※受取後の払いもどしは、
　各発駅の発売箇所に限ります。

「みどりの窓口」
「みどりの券売機プラス」
「指定席券売機」
「エクスプレス予約受取機」

JR四国の駅の

で受取り

発 売 箇 所
下記の各駅のみどりの窓口・みどりの券売機プラス・ワープ支店・駅ワーププラザ及び周辺の主な旅行会社
※発駅ごとに発売箇所が異なります。なお、「みどりの券売機プラス」でお買い求めの場合は、オペレーターをお呼びください。

※発駅以外の駅（内子、伊予大洲、八幡浜、宇和島、栗林、志度、三本松、鳴門、徳島、善通寺、琴平、阿波池田、穴吹）からご利用の場合は、一番近い発駅までのきっぷが別途必要となります。

高松～坂出発 高松・坂出・宇多津・丸亀・多度津・詫間・観音寺・善通寺・琴平・阿波池田・栗林・志度・三本松・鳴門・徳島・穴吹
観音寺～宇多津発 高松・坂出・宇多津・丸亀・多度津・詫間・観音寺・善通寺・琴平・阿波池田・穴吹
伊予三島•川之江発 川之江・伊予三島・新居浜
壬生川～新居浜発 新居浜・伊予西条・壬生川
松山～今治発 今治・伊予北条・松山・内子・伊予大洲・八幡浜・宇和島

〈発売箇所〉〈 発 駅 〉

払いもどしは

ご 利 用 は

●ゆき券・かえり券とも未使用で有効期間開始日前または有効期間内の場合、もしくは、かえり券が未使用で有効期間内の場合、手数料をいただき、発売箇所で承ります（座席の指定を受けたときは、お申し出の時
期により手数料額が異なります）。詳しくは発売箇所にお問い合わせください。

●有効期間は7日間です。●ご出発日の21日前から7日前まで発売いたします（6日前からご出発日当日の間の発売はいたしません）。●お買い求めの際に「ゆき」「かえり」の座席の指定を受けていただきます。新幹
線「のぞみ」については、「ゆき」「かえり」ともこのきっぷ専用の指定券が確保できる場合に限り発売いたします。在来線特急列車については、普通車指定席が満席の場合は、一部または全部を自由席利用にて発売
いたします。この場合、指定席との差額の払いもどし及び後日空席が発生した場合でも指定席への変更はいたしません。●きっぷをお買い求めの後は、指定列車の変更など一切の変更はできません。変更には一
旦払いもどしが必要です（この場合でも払いもどし手数料が必要です）。●指定列車以外の新幹線列車にご乗車の場合（指定列車より前に乗車する場合や乗り遅れたときなど）は、乗車券のみ有効となり、別に新
幹線特急券等の料金券が必要です。ただし、「かえり」に乗り遅れた場合に限り、当日の後続の「のぞみ」「みずほ」「ひかり」「さくら」「こだま」の自由席に乗車できます。翌日以降、きっぷの有効期間内は乗車券のみ
有効です。●指定列車以外の在来線特急列車にご乗車の場合で指定列車より前に乗車する場合は乗車券のみ有効となり、別に特急券等の料金券が必要です。乗り遅れたときなど指定列車より後の列車に乗車
する場合は、当日の後続の特急列車の自由席に乗車できます。翌日以降、きっぷの有効期間内は乗車券のみ有効です。●サンライズ瀬戸号には乗車できません。●途中駅で下車した場合は前途無効です。●小児
は大人の半額です（5円のは数は切り捨てます）。

このきっぷでご予約いただける席数には限りがございますので、お早めにお買い求めください。
ご希望の列車に空席がある場合でも、このきっぷをお買い求めになれない場合があります。また、列車によっては発売開
始時にすでに他のきっぷによりすべての座席が予約されているため、予約できる座席がない場合があります。［ ［

2022年3月24日（木）まで
ご出発日の２１日前から７日前（前週の同曜日）までの発売となります。

（６日前からご出発日当日までの発売はいたしません）

発 売 期 間

2022年4月6日（水）まで
2022年3月31日（木）ご出発分までの発売です。

ご利用期間

7日間有 効 期 間
●岡山駅～東京駅・品川駅・新横浜駅間は、往復とも「のぞみ」の普通車指定席がご利用いただけま
す（「みずほ」「ひかり」「さくら」「こだま」及び在来線はご利用いただけません。また、新幹線区間の列車
の乗継利用はできません）。
●「観音寺～宇多津間の各駅」「伊予三島駅・川之江駅」「壬生川～新居浜間の各駅」「松山～今治
間の各駅」と岡山駅の間は特急列車の普通車指定席、「高松～坂出間の各駅」と岡山駅の間は快速
マリンライナーなど快速・普通列車の普通車自由席が、往復ご利用いただけます（マリンライナーの普通
車指定席またはグリーン車指定席をご利用の際は、別途料金券をお買い求めください）。小児は大人の半額です（5円のは数は切り捨てます）。

発売額

往復

発売額

往復

発売額

往復

発売額

往復

発売額

往復

JR四国ホームページでもお知らせしています。
https://www.jr-shikoku.co.jp/

JR四国 検索
JR四国電話案内センター Tel.（0570）00-4592
お問い合わせ内容 列車の発着時刻、運賃・料金、当社で発売している「鉄道企画商品」 ※お忘れ物や列車の運行状況等については、駅にお問い合わせください。

※お客様がお使いの電話回線の種類によりご利用いただけない場合があります。

し こ く に

（8：00～20：00／年中無休）（通話料がかかります）

☎0570-09-5489（有料※）
（※固定電話からは市内通話料でご利用可能）

☎06-6133-4725（有料）
【受付時間】8：00～17：00

29,330円
30,380円
32,480円

34,570円
33,520円


