岡山 へのおトクなきっぷ発売中！

※

当日でも
買える！
※駅窓口の営業
時間内に限ります。

岡山

高知

土佐
〜 山田

朝倉
・旭 〜

特急列車利用

１2,60０

特急列車自由席利用のおトクな４枚回数券！

おねだん

有効期間：発行日から３ヶ月間

１枚あたり

円

３,15０円

マルス番号37550

※４枚つづりでの発売となります
（１枚ずつの発売はいたしません）。

■発 売 期 間／2021年９月３０日まで ■ご利用期間／2021年１２月２９日まで
■ご利用区間／朝倉〜高知〜土佐山田 ⇄ 岡山（土讃線・予讃線・瀬戸大橋線経由）
ご利用は

●有効期間は発行日から３ヶ月間です。 ●ご利用区間の特急列車自由席をご利用いただけます。 ●サン
ライズ瀬戸号には乗車できません。 ●１枚ずつでもご利用いただけます。 ●有効期間開始日の変更はい
たしません。 ●小児の設定はございません。 ●回数券１枚で小児２人までご利用いただけます。 ●朝倉
〜高知〜土佐山田→岡山及び岡山→土佐山田〜高知〜朝倉の双方向でご利用いただけます。 ●途中駅で
下車した場合は前途無効です。 ●普通列車に乗車した場合でも差額の払いもどしはいたしません。

払いもどしは 表紙券があり、全券片未使用で有効
期間内の場合、手数料として２２０円
をいただき、発売箇所で承ります。詳
しくは発売箇所にお問い合わせくだ
さい。

発売箇所／土佐山田、後免、高知、旭、朝倉、伊野、佐川、須崎、窪川の各駅、ワープ高知支店および周辺の主な旅行会社
※上記内容は、予告なく変更となる場合があります。

おねだん

7,23０
6,60０

円

おねだん

■ご利用区間／朝倉〜高知〜土佐山田
ご利用は

円

岡山（土讃線・予讃線・瀬戸大橋線経由）

片 道
あたり

3,615円

有効期間：6日間
マルス番号17546

※往復での発売となります
（片道での発売はいたしません）。

片 道
あたり
土・休日の
出発限定！

3,300円

有効期間：2日間

マルス番号17548
※往復での発売となります
（片道での発売はいたしません）。

●有効期間は、
「岡山指定席トク割きっぷ」
は6日間、
「岡山週末指定席トク割きっぷ」
は2日間です。 ●
「岡山週末 払いもどしは 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、
指定席トク割きっぷ」
は、
ご出発日が土曜日または休日の場合に限り発売いたします。※休日とは、
日曜日、
祝日、
かえり券が未使用で有効期間内の場合、手
振替休日及び国民の休日をいいます。 ●ご利用区間の特急列車普通車指定席を往復でご利用いただけます。
数料をいただき、発売箇所で承ります（座席
●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ときは、
岡山駅のみどりの窓口で
の指定を受けたときは、お申し出の時期に
座席の指定を受けられます。 ●サンライズ瀬戸号には乗車できません。 ●岡山 土佐山田〜高知〜朝倉間
・
より手数料額が異なります）。詳しくは発売
往復での利用はできません。 ●小児は大人の半額です
（5円のは数は切り捨てます）
。 ●途中駅で下車した場
箇所にお問い合わせください。
合は前途無効です。 ●普通列車や特急列車自由席に乗車した場合でも差額の払いもどしはいたしません。

発売箇所／土佐山田、後免、高知、旭、朝倉、伊野、佐川、須崎、窪川の各駅、ワープ高知支店および周辺の主な旅行会社

※上記内容は、予告なく変更となる場合があります。

このパンフレットに掲載の

「岡山自由席トク割回数券」
「岡山指定席トク割きっぷ」
「岡山週末指定席トク割きっぷ」
は
発売箇所の
「指定席券売機」
でもお買い求めいただけます！
「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。

※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
席タイプのきっぷは、座席の指定もで
きます（ 一 部できない場 合がありま
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。

発売箇所の指定席券売機なら
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
各商品の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。

8612540-営商-8608143

JR四国電話案内センター Tel.（0570）00-4592
し

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」

（8：00〜20：00／年中無休）
（通話料がかかります）

こ

く

に

※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。

JR四国ホームページでもお知らせしています。

http://www.jr-shikoku.co.jp/

JR四国

検索

2020年9月1日現在

岡山 へのおトクなきっぷ発売中！

※

当日でも
買える！

岡山

松山

伊予
〜北条

※駅窓口の営業
時間内に限ります。

特急列車利用

１3,80０

特急列車自由席利用のおトクな４枚回数券！

おねだん

有効期間：発行日から３ヶ月間

１枚あたり

円

３,45０円

マルス番号37549

※４枚つづりでの発売となります
（１枚ずつの発売はいたしません）。

■発 売 期 間／2021年９月３０日まで ■ご利用期間／2021年１２月２９日まで
■ご利用区間／松山〜伊予北条⇄岡山（予讃線・瀬戸大橋線経由）
ご利用は ●有効期間は発行日から３ヶ月間です。 ●ご利用区間の特急列車自由席をご利用いただけます。 ●サン 払いもどしは 表紙券があり、全券片未使用で有効期間
ライズ瀬戸号には乗車できません。 ●１枚ずつでもご利用いただけます。 ●有効期間開始日の変更
内の場合、手数料として２２０円をいただ
はいたしません。 ●小児の設定はございません。 ●回数券１枚で小児２人までご利用いただけます。
き、発売箇所で承ります。詳しくは発売箇
●松山〜伊予北条→岡山及び岡山→伊予北条〜松山の双方向でご利用いただけます。 ●途中駅で下
所にお問い合わせください。
車した場合は前途無効です。 ●普通列車に乗車した場合でも差額の払いもどしはいたしません。

発売箇所／伊予北条、松山、伊予市、内子、伊予大洲、八幡浜、卯之町、宇和島の各駅、ワープ松山支店、宇和島駅ワーププラザおよび周辺の主な旅行会社
※上記内容は、予告なく変更となる場合があります。

おねだん

おねだん

■ご利用区間／松山〜伊予北条
ご利用は

8,80０
8,17０

片 道
あたり

円

有効期間：6日間
マルス番号17545

※往復での発売となります
（片道での発売はいたしません）。

片 道
あたり

円

4,400円

土・休日の
出発限定！

4,085円

有効期間：2日間

マルス番号17547
※往復での発売となります
（片道での発売はいたしません）。

岡山（予讃線・瀬戸大橋線経由）

●有効期間は、
「岡山指定席トク割きっぷ」
は6日間、
「岡山週末指定席トク割きっぷ」
は2日間です。 ●
「岡山週
末指定席トク割きっぷ」
は、
ご出発日が土曜日または休日の場合に限り発売いたします。※休日とは、
日曜日、
祝日、
振替休日及び国民の休日をいいます。 ●ご利用区間の特急列車普通車指定席を往復でご利用いただ
けます。 ●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ときは、
岡山駅のみどり
の窓口で座席の指定を受けられます。 ●サンライズ瀬戸号には乗車できません。
●岡山 伊予北条〜松山間
・
往復での利用はできません。 ●小児は大人の半額です
（5円のは数は切り捨てます）
。 ●途中駅で下車した場
合は前途無効です。 ●普通列車や特急列車自由席に乗車した場合でも差額の払いもどしはいたしません。

払いもどしは 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。

発売箇所／伊予北条、松山、伊予市、内子、伊予大洲、八幡浜、卯之町、宇和島の各駅、ワープ松山支店、宇和島駅ワーププラザおよび周辺の主な旅行会社
※上記内容は、予告なく変更となる場合があります。

「岡山指定席トク割きっぷ」
「岡山週末指定席トク割きっぷ」は､
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
ＪＲ西日本ネット予約
（e5489）
でのお申込方法

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。
●お持ちのクレジットカードでのお支払いのほか、駅･コンビニ等でのお支払いもできます。
ＪＲおでかけネット

でもご予約､ご購入いただけます！

※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。

検索

●
「主なトクトクきっぷから予約」
メニューで
「岡山指定席トク割きっぷ」
「岡山週末指定席トク割きっぷ」
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。

JR四国の駅の
「みどりの窓口」
「指定席券売機」
「みどりの券売機プラス」で受取り

●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
●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

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。

お支払期限までに、 表示のあるJR四国の駅の
「みどりの窓口」
「指定席券売機」
「みどりの券売機プラス」
でお支払いと同時に受取り
●駅でお支払いの場合 ※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。

※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。

Ｊ−ＷＥＳＴネット会員の登録や受付時間など、詳しくは ＪＲ西日本予約

検索

8612540-営商-8608143

JR四国電話案内センター Tel.（0570）00-4592
し

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」

（8：00〜20：00／年中無休）
（通話料がかかります）

こ

く

に

※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。

JR四国ホームページでもお知らせしています。

http://www.jr-shikoku.co.jp/

JR四国

検索

2020年9月1日現在

