広島

へ 行くなら

広島へは

スピーディに移動！

1時間に1本 2時間 42分
最速

も
とって

トク!
早く て 便利 で お

きっぷ

往復
およそ

（日中時間帯）

※最速時分､1日の運転本数は徳島駅〜広島駅間を基準にしています。

新幹線なら移動中の空間も快適！

新幹線「のぞみ」
（イメージ）

《発売額》

往復

インターネット接続完備※1

完全分煙化※2

通話可能※3

岡山〜広島間、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。

岡山駅〜広島駅間で、
トンネルの中でも携帯
通話が利用可能。

※１．
ご使用になる端末により接続方法は異なります。※2.設備のない形式の車両もございます。※3.一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。

17,810円

〜岡山駅往復
徳島ゾーン（徳島駅〜板野駅間の各駅）
特急列車普通車指定席

発売期間

2022年3月31日まで

ご利用期間

＋

有効期間

※小児半額

４日間

（5円のは数は切り捨て）

マルス番号27111

岡山駅〜広島駅 往復

新幹線（のぞみ・みずほ含む）普通車指定席

2022年4月3日まで （2022年3月31日ご出発分までの発売です）

ご利用は…

払いもどしは…

●有効期間は4日間です。 ●途中駅で下車した場合は前途無効です。 ●徳島・板野間の各駅〜岡山駅間は、
特急列車の普通車指定席を往復でご利用いただけます（徳島駅〜岡山駅間に直通特急列車がない場合は、
高松駅〜岡山駅間は快速マリンライナーの普通車指定席をご利用ください）。●岡山駅〜広島駅間は、新幹
線「のぞみ」
「みずほ」
「ひかり」
「さくら」
「こだま」の普通車指定席を往復でご利用いただけます（広島市内
を除き、岡山駅〜広島駅間の在来線はご利用になれません）。●座席の指定は、発売箇所で乗車前にお受け
ください。かえりの列車が未定の場合は、広島駅及びその周辺の主な駅のみどりの窓口で座席の指定が受け
られます。●指定列車に乗り遅れた場合は、乗車券部分のみ有効となり、新幹線区間のご利用には別に新幹
線特急券が必要です。また、四国内〜岡山駅間で特急列車に乗車するときは別に特急券が必要となります。
ただし、乗り遅れた当日に限り、新幹線・特急列車とも、後続列車の自由席に乗車できます。●サンライズ瀬
戸号には乗車できません。●小児は大人の半額です（５円のは数は切り捨てます）。

「広島往復きっぷ」
は
「指定席券売機」
「みどりの券売機プラス」
でも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。

※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」
「みどりの券売機プラス」の稼働時間は設置駅により異なります。詳しくは各設置駅におたずねください。

●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。

発売箇所
下記の各駅・ワープ徳島支店及び周辺の旅行会社
鳴門・板野・勝瑞・佐古・徳島・南小松島・羽ノ浦・阿南・牟岐・石井・
鴨島

ＱＲコードでも購入可能！
ボタンを選択し、QRコードリーダーに
右記の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。

「広島往復きっぷ」
「博多往復きっぷ」がコンビニ・金融機関でのお支払いもできるJR西日本ネット予約

でもご予約、ご購入いただけます！

※「博多往復きっぷ」は2021年4月1日ご出発分からの取扱いとなります。

JR西日本ネット予約（e5489）でのお申込方法

※事前にJR おでかけネットの「J-WEST ネット会員新規登録（無料）」からご登録ください。登録や受付時間など、詳しくは JR西日本予約

お持ちのパソコン･スマートフォンなどからお申し込
みいただけます。

クレジットカードで
お支払済みの場合

ご購入時のクレジットカード､予約番号､電話番号をご用意
のうえ､駅へ

●お持ちのクレジットカードでのお支払いのほか､ JRおでかけネット 検索
駅･コンビニ等でのお支払いもできます｡
●「主なトクトクきっぷから予約」
メニューで､
「広島往復きっぷ」
「博多往復きっぷ」
を選択してください。
※「駅支払い」
「コンビニ･金融機関支払い」の場合は､お申込み･お支払期限があります｡

コンビニ・金融機関で
お支払いの場合

コンビニ・金融機関でお支払期限までにお支払いいただき、
受取りコード（ＱＲコード）、電話番号をご用意のうえ､駅へ

駅でお支払いの場合

お支払期限までに、

検索

JR四国の駅の

「みどりの窓口」
「みどりの券売機プラス」
「指定席券売機」で受取り
の表示のある

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

「みどりの券売機プラス」
「指定席券売機」で
表示のあるJR四国の駅の「みどりの窓口」
※受取後の変更・払いもどしは、各発駅の発売箇所に限ります。
お支払いと同時に受取り

※クレジットカードでご購入の場合、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。お受取前でもご購入後の払い
もどしの際は、手数料が必要です。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け取りいただけません）。右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。

★取扱駅

徳島

徳島駅クレメント駐車場
（24時間営業）

※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600円!!

★ご利用料金… 24時間以降は、24時間毎に
600円でご利用いただけます。
※高松駅・松山駅・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。
★ご利用条件

お一人様あたり

※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）。※徳島駅のみどりの窓口、改札窓口､
ワープ徳島支店にて｢駐車券｣をお持ちのうえお申し込み下さい。※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。

お一人様あたり

2,000
円 1暦日無料 4,000円 2暦日無料
以上購入
以上購入

★取扱駅 徳島県 鳴門 板野 羽ノ浦 牟岐 鴨島 穴吹 阿波池田

※香川県・愛媛県・高知県の設定もあります。
ご利用条件等、詳しくは係員にお問い合わせください。

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）。※徳島までのJR往復乗車券＋JR高速
バス利用を含みます。●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下
さい。満車など、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。

★ご利用条件

●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。

8612540-営商-8608143

2021年3月1日現在

広島

へ 行くなら

広島へは

スピーディに移動！

1時間に1本 3時間 7分
最速

も
とって

トク!
早く て 便利 で お

きっぷ

往復
およそ

（日中時間帯）

※最速時分､1日の運転本数は高知駅〜広島駅間を基準にしています。

新幹線なら移動中の空間も快適！

新幹線「のぞみ」
（イメージ）

インターネット接続完備※1

完全分煙化※2

通話可能※3

岡山〜広島間、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。

岡山駅〜広島駅間で、
トンネルの中でも携帯
通話が利用可能。

※１．
ご使用になる端末により接続方法は異なります。※2.設備のない形式の車両もございます。※3.一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。

18,850 円

《発売額》

往復

〜岡山駅往復
高知ゾーン（伊野駅〜土佐山田駅間の各駅）
特急列車普通車指定席

2022年3月31日まで

発売期間

ご利用期間

＋

※小児半額

（5円のは数は切り捨て）

マルス番号27112

有効期間

４日間

岡山駅〜広島駅 往復

新幹線（のぞみ・みずほ含む）普通車指定席

2022年4月3日まで （2022年3月31日ご出発分までの発売です）

ご利用は…

払いもどしは…

●有効期間は4日間です。●途中駅で下車した場合は前途無効です。
●伊野・土佐山田間の各駅〜岡山駅間は、特急列車の普通車指定席を往復でご利用いただけます。
●岡山駅〜広島駅間は、新幹線「のぞみ」
「みずほ」
「ひかり」
「さくら」
「こだま」の普通車指定席を往復でご利
用いただけます（広島市内を除き、岡山駅〜広島駅間の在来線はご利用になれません）。
●座席の指定は、発売箇所で乗車前にお受けください。かえりの列車が未定の場合は、広島駅及びその周辺の
主な駅のみどりの窓口で座席の指定が受けられます。
●指定列車に乗り遅れた場合は、乗車券部分のみ有効となり、新幹線区間のご利用には別に新幹線特急券が必
要です。また、四国内〜岡山駅間で特急列車に乗車するときは別に特急券が必要となります。ただし、乗り遅
れた当日に限り、新幹線・特急列車とも、後続列車の自由席に乗車できます。
●サンライズ瀬戸号には乗車できません。●小児は大人の半額です（５円のは数は切り捨てます）。

「広島往復きっぷ」
は
「指定席券売機」
「みどりの券売機プラス」
でも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。

※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」
「みどりの券売機プラス」の稼働時間は設置駅により異なります。詳しくは各設置駅におたずねください。

●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。

発売箇所
下記の各駅・ワープ高知支店及び周辺の主な旅行会社
土佐山田・後免・高知・旭・朝倉・伊野・佐川・須崎・窪川

ＱＲコードでも購入可能！
ボタンを選択し、QRコードリーダーに
右記の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。

「広島往復きっぷ」
「博多往復きっぷ」がコンビニ・金融機関でのお支払いもできるJR西日本ネット予約

でもご予約、ご購入いただけます！

※「博多往復きっぷ」は2021年4月1日ご出発分からの取扱いとなります。

JR西日本ネット予約（e5489）でのお申込方法

※事前にJR おでかけネットの「J-WEST ネット会員新規登録（無料）」からご登録ください。登録や受付時間など、詳しくは JR西日本予約

お持ちのパソコン･スマートフォンなどからお申し込
みいただけます。

クレジットカードで
お支払済みの場合

ご購入時のクレジットカード､予約番号､電話番号をご用意
のうえ､駅へ

●お持ちのクレジットカードでのお支払いのほか､ JRおでかけネット 検索
駅･コンビニ等でのお支払いもできます｡
●「主なトクトクきっぷから予約」
メニューで､
「広島往復きっぷ」
「博多往復きっぷ」
を選択してください。
※「駅支払い」
「コンビニ･金融機関支払い」の場合は､お申込み･お支払期限があります｡

コンビニ・金融機関で
お支払いの場合

コンビニ・金融機関でお支払期限までにお支払いいただき、
受取りコード（ＱＲコード）、電話番号をご用意のうえ､駅へ

駅でお支払いの場合

お支払期限までに、

検索

JR四国の駅の

「みどりの窓口」
「みどりの券売機プラス」
「指定席券売機」で受取り
の表示のある

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

「みどりの券売機プラス」
「指定席券売機」で
表示のあるJR四国の駅の「みどりの窓口」
※受取後の変更・払いもどしは、各発駅の発売箇所に限ります。
お支払いと同時に受取り

※クレジットカードでご購入の場合、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。お受取前でもご購入後の払い
もどしの際は、手数料が必要です。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け取りいただけません）。右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。

★取扱駅

高知

高知駅西 立体駐車場
（24時間営業）

24 時間まで800円!!

★ご利用料金…24時間以降は、24時間毎に800円

お一人様あたり

お一人様あたり

2,000
円 1暦日無料 4,000円 2暦日無料
以上購入
以上購入

★取扱駅 高知県 大杉 土佐山田 後免 旭 朝倉 伊野 佐川 須崎 土佐久礼 窪川
※香川県・愛媛県・徳島県の設定もあります。
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。 ★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

（特別企画乗車券及び鉄道利用型の旅行商
★ご利用条件 高知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。
品を含み、定期乗車券、快てーき、団体乗車券類等を除きます。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）。高知駅のみどりの窓口、改札窓口、ワー
プ高知支店にて「駐車券」をお持ちのうえお申し込みください。※高松駅・松山駅・徳島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。

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。

●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。

8612540-営商-8608143

2021年3月1日現在

