
ＪＲ四国 旅の予約センター ☎087-825-1662  営業時間／平日10：00～18：00、土日祝日10：00～17：00
　●ワープ高知支店 ☎088-822-8130  営業時間／平日10：00～18：00、土日祝日10：00～17：00

上記７商品のお問い合わせ・お申し込みは、ワープ高知支店までどうぞ。

高知県内発着プラン ワープ高知支店主催商品

※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

インターネットでのお申し込み https://www.jr-eki.com/ＪＲ四国ツアー 検 索

の と の

19,000円19,000円19,000円20,000円20,000円20,000円
お
と
な

こ
ど
も

高知駅（７：４５発）＝＝＝来島海峡急流観潮船・・・よしうみいきいき館【昼
食・買い物】＝＝＝タオル美術館＝＝＝（１６：３０頃）道後プリンスホテル
【宿泊】
1

ホテル（８：００発）＝＝＝内子の町並み【自由散策】＝＝＝伊予大洲駅（１
０：５６発）jj伊予灘ものがたり双海編【昼食】jj（１３：１１着）松山駅
＝＝＝愛媛お菓子館【お買い物】＝＝＝（１７：１５頃）高知駅

2

１泊２日
KCKGAW005D

１泊２日
KCKGAW006D

39,500円39,500円39,500円
お
と
な

■旅行代金
（3名様以上1室利用 高知駅発着お一人様あたり）
■旅行代金
（3名様以上1室利用 高知駅発着お一人様あたり）

高知駅（９：５３発）jj特急あしずり１号（自由席）jj（１０：５５着）窪川
駅＝＝＝四万十の碧（四万十川遊覧船）【昼食：船内にて弁当】＝＝＝足摺
海洋館ＳＡＴＯＵＭＩ＝＝＝（１６：３０頃）足摺国際ホテル【宿泊】

1

ホテル（８：００発）＝＝＝足摺岬散策＝＝＝物産館サンリバー四万十【休
憩・買い物】＝＝＝安並水車の里＝＝＝黒潮一番館【昼食】＝＝＝岩本寺参
拝＝＝＝水車亭（芋けんぴの買い物）＝＝＝窪川駅（１４：０２発）jj特急
あしずり１０号（自由席）jj（１５：０４着）高知駅

2

25,500円25,500円25,500円
お
と
な

■旅行代金
（3名様以上1室利用 高知駅発着お一人様あたり）
■旅行代金
（3名様以上1室利用 高知駅発着お一人様あたり）

 今治タオル美術館と
伊予灘ものがたり

伊予灘ものがたり（イメージ）

高知駅ＢＴ（７：２０発）＝＝＝伊予大洲駅（１０：５６発）jj伊予灘ものが
たり双海編【昼食】jj（１３：１１着）松山駅＝＝＝今治タオル美術館＝
＝＝（１８：３０頃）高知駅ＢＴ

1

日帰り
KCKGAW002D

双海編

高知駅ＢＴ（８：００発）＝＝＝盛港（１１：２５発）～～～うさぎの楽園大久
野島【自由散策（うさぎさん用にキャベツの葉を数枚プレゼント）・昼
食】～～～（１５：５０）盛港＝＝＝（１８：3０頃）高知駅ＢＴ

1

日帰り
KCKGAW001D

日帰り
HSKGAT014D

おもてなし隊（イメージ）

道後温泉（イメージ）

足摺岬（イメージ）

伊予灘ものがたり（イメージ）

観光列車「伊予灘ものがたり」と
道後温泉満喫の旅

2021年6月4日（金）、
7月2日（金）

出発日

各日18名様最少催行人員
添乗員 同行（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 嶺北観光自動車

2021年5月16日（日）・25日（火）、6月11日（金）
出発日

各日18名様最少催行人員
添乗員 同行（高知駅～高知駅）
食事条件 朝１回・

昼２回（弁当１回）・
夕１回

貸切バス会社 四万十交通

2021年5月9日（日）・
23日（日）

出発日

各日２０名様最少催行人員
添乗員 同行（高知駅ＢＴ～高知駅ＢＴ）
食事条件 昼１回
貸切バス会社 高知駅前観光

2021年5月16日（日）、
6月6日（日）

出発日

各日１５名様最少催行人員
添乗員 同行（高知駅～高知駅）
食事条件 昼１回 貸切バス会社 四万十交通

新土讃線
アンパンマン列車

（イメージ）

高知駅（８：０１発）jj特急南風６号アンパンマン列車（アンパンマンシート
指定席）jj後免駅・土佐山田駅jj（９：５５着）宇多津駅＝＝＝タクシー＝＝＝
四国水族館＝＝＝タクシー＝＝＝宇多津駅（１３：４５発）jj瀬戸大橋アンパン
マントロッコ４号（グリーン車指定席）jj（１４：０４着）児島駅・・・児島駅周辺フ
リータイム・・・児島駅（１５：２７発）jj特急南風１５号アンパンマン列車（アン
パンマンシート指定席）jj土佐山田駅・後免駅jj（１７：４１着）高知駅

1

新土讃線 と

四国水族館

9,500円9,500円9,500円14,900円14,900円14,900円

■旅行代金（お一人様あたり／高知駅・後免駅・土佐山田駅発着）■旅行代金（お一人様あたり／高知駅・後免駅・土佐山田駅発着）
お
と
な

小
学
生 6,500円6,500円6,500円

幼

　児

（
３
歳
以
上
小
学
生
未
満
）

             2021年 5月23日（日）、
　　　6月20日（日）
出発日

各日１０名様最少催行人員
添乗員 同行（高知駅～高知駅）食事条件 昼1回（弁当）

日帰り
KCKGAW004D

・

岡山ショッピングツアー

瀬戸大橋アンパンマントロッコ
（イメージ）

新土讃線
             2021年4月２５日（日）、
5月15日（土）、6月6日（日）
出発日

各日１０名様最少催行人員
添乗員 同行（高知駅～高知駅）食事条件 なし

日帰り
KCKGAW003D

6,500円6,500円6,500円10,000円10,000円10,000円
お
と
な

こ
ど
も

■旅行代金（高知駅発着お一人様あたり）■旅行代金（高知駅発着お一人様あたり）

高知駅（７：００発）jj特急しまんと４号（自由席）jj後免駅・土佐山田駅jj（９：０６
着）坂出駅（９：４３発）jj瀬戸大橋アンパンマントロッコ２号（グリーン車指定席）
jj（１０：４４着）岡山駅・・・イオンモール岡山・岡山一番街・さんすて岡山・岡山駅見学
など【フリータイム・自由昼食】・・・岡山駅（１５：０５発）jj特急南風１５号アンパンマ
ン列車（アンパンマンシート指定席）jj土佐山田駅・後免駅jj（１７：４１着）高知駅

1

で行く！

13,000円13,000円13,000円15,000円15,000円15,000円
お
と
な

こ
ど
も

■旅行代金（高知駅発着お一人様あたり）■旅行代金（高知駅発着お一人様あたり）

16,000円16,000円16,000円18,000円18,000円18,000円
お
と
な

こ
ど
も

■旅行代金（四国各駅発着お一人様あたり）■旅行代金（四国各駅発着お一人様あたり）

大久野島（イメージ）

2021年4月17日（土）、
5月22日（土）、6月13日（日）

各日１５名様最少催行人員
添乗員 同行（高知駅ＢＴ～高知駅ＢＴ）
食事条件 昼１回
貸切バス会社 高知駅前観光バス

出発日

春号高知版

※ＪＲ四国ジパング倶楽部会員様3,000円引き
※2名様1室利用の場合お一人様＋2,000円
※1名1室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
※2名様1室利用の場合お一人様＋2,000円
※1名1室の設定はありません。

四国各駅jj特急列車自由席jj（１１：３０集合）高知駅【志国土佐時代の夜
明けのものがたり立志の抄お見送り】＝＝＝伊野駅または仁淀川橋梁＝＝＝西
佐川駅または斗賀野駅【立志の抄お見送り】＝＝＝あぐり窪川【立志の抄お手
振り・休憩】＝＝＝窪川駅（１５：１３発）jj志国土佐時代の夜明けのものがたり
開花の抄【昼食】jj（１７：５４着）高知駅jj特急列車自由席jj四国各駅

1

～立志の抄を追っかけ（お手振り＆走行写真撮影）＆開花の抄に乗車！～
専用お手振り旗プレゼント！

■旅行代金（お一人様あたり）■旅行代金（お一人様あたり）
高知駅

17,600円
16,600円

18,100円
17,100円

須崎駅

※ＪＲ四国ジパング倶楽部会員様1,000円引き

発着駅
おとな
こども

■旅行代金（お一人様あたり）■旅行代金（お一人様あたり）
高知駅

16,300円
14,400円

16,700円
14,600円

須崎～窪川駅

※ＪＲ四国ジパング倶楽部会員様1,000円引き

発着駅
おとな
こども

土佐山田～高知～朝倉駅
19,300円
18,300円

発着駅
おとな
こども

※ＪＲ四国ジパング倶楽部会員様1,000円引き

■旅行代金（お一人様あたり）■旅行代金（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

土佐山田～高知～朝倉駅
19,300円
18,300円

発着駅
おとな
こども

■旅行代金（お一人様あたり）■旅行代金（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
※ＪＲ四国ジパング倶楽部会員様1,000円引き

■旅行代金（お一人様あたり）■旅行代金（お一人様あたり）

高知駅発着駅

おとな
こども

17,000円
16,000円

17,500円
16,500円

須崎～窪川・
土佐山田・後免駅

※ＪＲ四国ジパング倶楽部会員様1,000円引き

■旅行代金（お一人様あたり）■旅行代金（お一人様あたり）
高知駅発着駅

おとな
こども

16,300円
14,400円

16,700円
14,600円

須崎駅

各日１８名様最少催行人員
添乗員
同行（新居浜駅～八幡浜駅）
食事条件 昼１回
貸切バス会社 株式会社十季

各日１８名様最少催行人員
添乗員
同行（松山駅～松山駅）
食事条件 昼１回、軽食1回
貸切バス会社 株式会社十季

●36 ●37 ●38

●39 ●40

●41 ●42

■旅行代金（高知駅発着お一人様あたり）■旅行代金（高知駅発着お一人様あたり）

高知県観光リカバリーキャンペーン適用
狩浜の段畑（イメージ）

■旅行代金（高知各駅発着お一人様あたり）■旅行代金（高知各駅発着お一人様あたり）
２～３名様１室（和室）
31,800円
29,800円

43,800円
41,800円

１名様１室（和室）

※ＪＲ四国ジパング倶楽部会員様1,000円引き

おとな
こども

四国各駅jj特急列車自由席jj松山駅・・・自由行動（茶玻瑠までの
交通費はお客様負担）・・・茶玻瑠【宿泊】1
茶玻瑠・・・松山駅までの交通費はお客様負担・・・（８：１５集合）松山駅（８：
２６発）jj伊予灘ものがたり大洲編【朝食】jj（１０：２７着）伊予大洲
駅＝＝＝開明学校【明治の授業体験】・宇和民具館＝＝＝ゆうぼく民【昼
食】＝＝＝狩浜の段畑散策【ガイド付散策】＝＝＝道の駅どんぶり館【買い
物】＝＝＝（１６：１０頃解散）卯之町駅jj特急列車自由席jj四国各駅

2

～明治の授業体験と狩浜の段畑散策～
2021年５月１4日（金）、
６月１1日（金）

出発日

各日１８名様最少催行人員
添乗員 １日目：同行なし
２日目：同行（松山駅～卯之町駅）
食事条件 １日目：夕１回

２日目：朝１回・昼１回
貸切バス会社 肱南観光バス株式会社

●⑦ 1泊2日
HSKGAY022D

六時屋タルト（イメージ）

～松葉川温泉と四万十の恵み～

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。

※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▶

2021年5月2日（日）・5日（水・祝）、
6月12日（土）・19日（土）・20日（日）

出発日

各日１２名様最少催行人員
添乗員 同行（高知駅～高知駅）
食事条件 昼1回
貸切バス会社 株式会社四万十交通

志国土佐 時代の夜明けの
ものがたり

四国各駅jj特急列車自由席jj（１１：４０集合）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（１４：１３着）土佐久礼駅＝
＝＝風工房【お土産付き】＝＝＝ゆういんぐ四万十【買い物】＝＝＝こっこらんど【買
い物】＝＝＝四万十郷水車亭【買い物】＝＝＝窪川駅（１７：２９発）jj特急あしず
り１４号（自由席）jj（１８：３４解散）高知駅jj特急列車自由席jj四国各駅 

1

志国土佐 時代の夜明けのものがたり（イメージ）

※６月は窪川駅で下車し、古民家カフェ半平【軽食】、四万十郷水車亭、こっこらんどの行程となります。

日帰り
HSKGAY010D

～四万十人気スイーツ店巡り～

2021年
5月8日（土）・9日（日）、
6月19日（土）・20日（日）

出発日

各日１２名様最少催行人員
添乗員 同行（高知駅～高知駅）
食事条件 昼１回・夕１回

志国土佐 
時代の夜明けの
        ものがたり

四国各駅jj特急列車自由席jj（９：４０集合）高知駅（９：５３発）
jj特急あしずり１号（自由席）jj（１０：５5着）窪川駅＝＝＝送迎バ
ス＝＝＝ホテル松葉川温泉【昼食・入浴】＝＝＝送迎バス＝＝＝窪川駅
（１５：１３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解散）高知駅jj特急列車自由席jj四国各駅

1

松葉川温泉（イメージ）

日帰り
HSKGAY011D

2021年4月１7日（土）・２３日（金）、
5月1日（土）・１５日（土）・２2日（土）・２9日（土）、
6月５日（土）・12日（土）

出発日

四国各駅jj特急列車自由席jj（１０：３０集合・出発）松山駅＝＝＝松山スイーツ
店巡り<六時屋本店・西岡菓子舗・労研饅頭 ※ガイドつき>＝＝＝オーベルジュ道後
【昼食】＝＝＝八幡浜みなっと【買い物】＝＝＝八幡浜駅（１６：０５発）jj伊予灘もの
がたり道後編【軽食】jj（１８：１７解散）松山駅jj特急列車自由席jj四国各駅

1

日帰り
HSKGAY009D

  四国まんなか
千年ものがたり
の旅

かかしの里（イメージ）　　　　2021年4月２５日（日）、
5月２3日（日）、
6月５日（土）・19日（土）

出発日

各日１５名様最少催行人員
添乗員 同行（多度津駅～大歩危駅）
食事条件 昼１回
貸切バス会社 有限会社かずら橋タクシー
四国各駅jj特急列車自由席jj多度津駅（１０：１8集合・出発）jj四国まんな
か千年ものがたり・そらの郷紀行【昼食】jj（１２：４８着）大歩危駅＝＝＝天空の
村・かかしの里＝＝＝落合集落展望所＝＝＝かずら橋夢舞台【買い物】＝＝＝かずら
橋【車窓観光】＝＝＝（１６：４５頃解散）大歩危駅jj特急列車自由席jj四国各駅

1

日帰り
HSKGAF005D

地元ガイドと行く
奥祖谷秘境巡り

四国まんなか
千年ものがたりの旅

父母ヶ浜（イメージ）

2021年4月23日（金）、
5月14日（金）、
6月20日（日）・26日（土）

出発日

各日１５名様最少催行人員
添乗員 同行（観音寺駅～大歩危駅）
食事条件 昼１回
貸切バス会社 西讃観光株式会社
四国各駅jj特急列車自由席jj観音寺駅（１０：００集合）＝＝＝高屋
神社本宮＝＝＝父母ヶ浜＝＝＝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】jj（１７：１４解散）多度
津駅jj特急列車自由席jj四国各駅

1

日帰り
HSKGAF006D

～天空の鳥居「高屋神社」と
天空の鏡「父母ヶ浜」～

水引細工（イメージ）

2021年4月２９日（木・祝）、
5月９日（日）・１５日（土）・２３日（日）、
6月５日（土）・13日（日）・19日（土）・26日（土）・27日（日）

出発日

四国各駅jj特急列車自由席jj新居浜駅（９：２０集合・出発）＝＝＝水
引アクセサリー制作【体験】＝＝＝母恵夢製造見学＆ショッピング【見学・
買い物】＝＝＝松山駅（１３：２８発）jj伊予灘ものがたり八幡浜編【昼
食】jj（１５：５２解散）八幡浜駅jj特急列車自由席jj四国各駅

1

日帰り
HSKGAY008D

～伝統工芸「水引」
　　　　細工体験～

松山の
人気スイーツ店巡り

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

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、宿泊費、観光料金、
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（https://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、2021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。

（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。
（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。

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。 8613224－営商－7849679

２１日目に当たる日まで

２０日目に当たる日以降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

旅行開始日の当日

旅行開始後または無連絡不参加の場合

お取消日区分 宿泊付旅行 日帰り旅行
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

旅行代金の２０％ 無料
旅行開始日
の前日から
起算して
さかのぼって

旅行代金の額 お申込金（お一人様あたり）

１万円未満

１万円以上３万円未満

３万円以上６万円未満

６万円以上１０万円未満

１０万円以上

３千円以上旅行代金まで

５千円以上旅行代金まで

１万円以上旅行代金まで

２万円以上旅行代金まで

３万円以上旅行代金まで

2021年６月１日（火）出発日
3０名様最少催行人員

添乗員 同行（松山駅～窪川駅）
食事条件 朝２回・昼３回・夕２回
貸切バス会社 十季観光バス・琴参バス

宿泊施設（９：００頃）＝＝＝松山駅＝＝＝亀老山展望台＝＝＝【2021年4月OPEN】しまなみの杜リゾート（昼食）＝＝＝総本山善通
寺（特別企画「七種の霊宝」展示）＝＝＝【選べる宿泊施設】桜の抄別邸初音又は琴平花壇又は敷島館又はことひら温泉琴参閣＝＝
＝琴平駅jj夜の四国まんなか千年ものがたり【味匠藤本による一夜限りの和食スペシャルディナー】jj琴平駅＝＝＝宿泊施設

2

四国各駅jj特急列車自由席jj松山駅（１０：３８発）jj伊予灘ものがたり・四福の物語編【昼食】jj（１２：５６着）伊
予大洲駅＝＝＝内子まちあるき＝＝＝（１６：３０頃着）【特別貸切】ライトアップされた松山城下で一夜限りのスペシャル
野外ディナー  【選べる宿泊施設】道後温泉 葛城 琴の庭又は朧月夜又は道後プリンスホテル又は道後山の手ホテル

1

宿泊施設（9：００頃）＝＝＝高知駅（１２：０４発）jj志国土佐時代の夜明けのものがたり【昼食】jj（１４：４０着）窪川
駅jj特急列車自由席jj四国各駅3

3つの観光列車を特別貸切し、四国を周遊するプレミアムツアーです
～特別貸切～  夜の千年ものがたり

「味匠藤本」による一夜限りの
和食コースディナー

～特別貸切～ 
ツアー限定スペシャルコラボランチ

～特別貸切～  日本夜景遺産「松山城」で
ふなや和食料理長「久保田昌司」が手掛ける

一夜限りのスペシャル野外ディナー

2泊3日
HSKGAT020D

■旅行代金（四国各駅発着お一人様あたり／2名1室利用）

伊予灘ものがたり（イメージ） 四国まんなか千年ものがたり（イメージ）

夜の松山城（イメージ）

以下の追加料金（お一人様あたり）で１泊朝食付プランをご利用いただけます。

四国各駅jj特急列車自由席jj多度津駅（１８：００頃発）・琴平駅（１８：３０頃発）jj四国まんな
か千年ものがたり ～そらの郷ディナー～【夕食：「神椿」提供のスペシャルディナー】（阿波池田駅
折り返し）jj（２０：４０頃着）琴平駅・（２１：２０頃着）多度津駅jj特急列車自由席jj四国各駅 
※臨時列車のためダイヤが確定しておりません。詳しくは最終行程表にてご案内いたします。

1

四国まんなか千年ものがたり
　　　　2021年５月１７日（月）、
6月7日（月）・１４日（月）
出発日

各日３５名様最少催行人員 添乗員 同行（多度津駅～多度津駅）
食事条件 夕１回

日帰り
HSKGAF018D

18,000円18,000円18,000円

240,000円240,000円240,000円

お
と
な

■旅行代金（四国各駅発着お一人様あたり）■旅行代金（四国各駅発着お一人様あたり）

※こども500円引き

四国まんなか千年ものがたり（イメージ）

お食事（イメージ）

～そらの郷ディナー～

オプション

１名様１室（洋室）

２名様１室（和室）
３～４名様１室（和室）

２名様１室（和室）
３～４名様１室（和室）

8,０００円

21,5００円
19,０００円

13,5００円
11,０００円

2～４名様１室（洋室） 9,０００円

福 永 　 憲 史

※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。

新型コロナウイルス対策実施！

旅のルールとエチケット

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）密閉

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！密集

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！密接

※1泊目、琴の庭及び朧月夜をご選択された場合、
　お一人様あたり20,000円追加代金が発生いたします。
※1名1室利用の場合、お一人様あたり30,000円追加代金が発生いたします。
※部屋タイプは指定です。

●②

●③ ●⑤ ●⑧

●④ ●⑥ ●⑨

●①

新企画

Web先行発売：3月28日（日）～
一般発売：4月1日（木）～
※Web先行発売で満席になった場合、一般発売は
　取り止める場合があります。

琴平リバーサイドホテル

ことひら温泉 琴参閣
（讃水館）

こんぴら温泉
貸切湯の宿　ことね

湯元こんぴら温泉
華の湯　紅梅亭

～今だから、行きたい旅がある。～～今だから、行きたい旅がある。～

T A B I R OMA N
2021年3月1日現在、GoToトラベルキャンペーンは
停止しています。再開した場合の旅行代金の割引につ
いて詳しくは、JR四国ツアーホームページにてご案内
いたします。

新型コロナウイルス対策実施！

2021年3月28日発行

デスティネーションキャンペーンとは、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です。

四国プレデスティネーション
キャンペーン

２０２１年４月１日～６月３０日



土佐山田～高知駅
おとな
発着駅

こども
15,600円
12,700円

須崎駅

16,000円
12,900円

高知駅
おとな
発着駅

こども
12,800円
10,400円

須崎～窪川駅

13,200円
10,600円

土佐山田～高知駅
おとな
発着駅

小学生
幼児（3歳以上）

8,700円
5,100円
3,500円

須崎～窪川駅
8,900円
5,200円
3,500円

土佐山田～高知駅
おとな
発着駅

小学生
幼児（3歳以上）

11,000円
8,400円
5,800円

須崎駅
11,200円
8,500円
5,800円

東京

35,300円～48,200円35,300円～48,200円35,300円～48,200円

変なホテル東京 浜松町
（２名１室利用・食事なし 高知駅発着限定列車利用の場合）
■旅行代金（お一人様あたり）

大阪

17,000円～18,600円17,000円～18,600円17,000円～18,600円

ホテルビナリオ梅田
（３名１室利用・食事なし 高知駅発着限定列車利用の場合）
■旅行代金（お一人様あたり）

広島

19,900円～22,600円19,900円～22,600円19,900円～22,600円

ホテル法華クラブ広島
（２名１室利用・食事なし 高知駅発着限定列車利用の場合）
■旅行代金（お一人様あたり）

博多

29,500円～30,600円29,500円～30,600円29,500円～30,600円

東洋ホテル
（２名１室利用・食事なし 高知駅発着通常期利用の場合）
■旅行代金（お一人様あたり）

■おとな（お一人様あたり）

8,200円8,200円8,200円

＜土佐山田駅発＞特急列車利用

■おとな（お一人様あたり）

8,200円8,200円8,200円

＜後免駅発＞特急列車利用
■おとな（お一人様あたり）

8,200円8,200円8,200円

＜高知駅発＞特急列車利用
17526

四国水族館（イメージ）

高知駅までの往復ＪＲ＋ひろめ市場で使える２０００円分の
商品券がセットになったおトクなプラン！

駅長推薦あじな散歩道 ひろめ市場 
■発売額（お一人様あたり）

エリア

おとな

こども

17073

ＪＲ高知駅

大杉・朝倉

3,120円
2,560円

１１ 高知
伊野・窪川

4,540円
3,270円

１２ 須崎
■発売額（お一人様あたり）

エリア

おとな

こども

17105

大杉・朝倉

7,000円
5,000円

１１ 高知
伊野・窪川

4,000円
3,500円

１２ 須崎

大杉・朝倉
１１ 高知

8,610円
5,960円

伊野・窪川
１２ 須崎

6,870円
5,090円

■発売額（お一人様あたり） 17123

エリア

おとな

こども

大杉・朝倉
１１ 高知

5,960円
5,100円

伊野・窪川
１２ 須崎

7,880円
6,060円

■発売額（お一人様あたり） 17124 17126

エリア

おとな

こども

大杉・朝倉
１１ 高知

11,140円
5,020円

伊野・窪川
１２ 須崎

12,760円
5,830円

■発売額（お一人様あたり）

エリア

おとな

こども

17121

大杉・朝倉
１１ 高知

11,200円
7,750円

伊野・窪川
１２ 須崎

12,320円
8,310円

■発売額（お一人様あたり）

エリア

おとな

こども

＜Ａ＞ ストロベリーアフタヌーンティ＆
         オリジナルスムージーセット
            （6月以降はブルーベリー等）または
＜Ｂ＞ 阿波旬彩御膳＋めで鯛焼き
　　　スイーツ・コーヒーor紅茶

フリー区間のＪＲ四国線・土佐くろしお鉄道線の特急列車・普通列車が
３日間乗り降り自由＆レンタカーが１回ご利用いただけます！
●⑳

（イメージ）

6,000円6,000円6,000円

3,000円3,000円3,000円

お
と
な

こ
ど
も

■発売額（お一人様あたり）■発売額（お一人様あたり）

（おとなと同一行程に限ります）（おとなと同一行程に限ります）詳しくは専用ホームページにてご確認ください。27037

その他発駅およびその他コースの詳細は
専用ホームページにてご確認ください。

■旅行代金（お一人様あたり）■旅行代金（お一人様あたり）

2021年 4月4日（日）・24日（土）、
5月2日（日）・22日（土）、6月5日（土）・19日（土）
出発日

各日20名様最少催行人員
添乗員 同行（児島駅～児島駅）
食事条件 なし 貸切バス会社 港交通株式会社

渋川マリン水族館とおもちゃ王国
瀬戸大橋線アンパンマン
トロッコ（イメージ）

2021年 4月18日（日）、
5月8日（土）・29日（土）、6月12日（土）・26日（土）
出発日

各日20名様最少催行人員
添乗員 同行（宇多津駅～児島駅）
食事条件 なし 貸切バス会社 琴参バス株式会社

瀬戸大橋 旅の 日帰り
HSKGAF002D瀬戸大橋 旅の 日帰り

HSKGAF003D

と四国水族館
ＮＥＷレオマワールド

●⑭ ●⑮

瀬戸大橋アンパンマン
トロッコ（イメージ） 四国水族館（イメージ）■旅行代金（お一人様あたり）■旅行代金（お一人様あたり） ■旅行代金（お一人様あたり）■旅行代金（お一人様あたり）

<琴平>
ことひら温泉琴参閣・讃水館
（和室５名１室 １泊２食付）

アンパンマン列車+宿泊+宿泊プラン別に
プラスαがセットになったプラン

アンパンマン列車プレミアムツアーアンパンマン列車プレミアムツアー

宿泊と選べるきっぷが
セットになったおトクなプラン！ゆったり四国鉄道の旅 ※きっぷはフリータイプ（２日間用、３日間用）、

往復タイプ（３日間有効）があります。
インターネットでは、『web限定！自由に四国
鉄道の旅』を発売しています。詳しくはこちら▶

お子様へのバースデー
プレゼントに最適！

下記施設を含む旅館・ホテル13施設の中から行き先や用途にあわせてお選びください。

■旅行代金（四国各駅発着お一人様あたり）

<香川県・琴平>
琴平グランドホテル桜の抄
■旅行代金（4名1室利用 お一人様あたり）

（ＪＲ四国全線フリーきっぷ（2日間用）＋１泊２食） （ＪＲ四国全線フリーきっぷ（2日間用）＋１泊２食） （ＪＲ四国全線フリーきっぷ（2日間用）＋１泊２食） （ＪＲ四国全線フリーきっぷ（2日間用）＋１泊２食）
22,800円～29,400円

<愛媛県・道後>
道後プリンスホテル
■旅行代金（5名1室利用 お一人様あたり）

道後プリンスホテル外観（イメージ） ホテルかずら橋外観（イメージ） 城西館客室（イメージ）桜の抄全景（夜）（イメージ）

20,600円～30,500円

<徳島県・大歩危・祖谷>
新祖谷温泉ホテルかずら橋
■旅行代金（4名1室利用 お一人様あたり）

21,700円～29,400円

<高知県・高知>
城西館（天誠）
■旅行代金（5名1室利用 お一人様あたり）

22,600円～47,900円

こども

11,600円～16,600円

おとな

21,000円～29,800円

<香北>
ザ・シックスダイアリーかほくホテルアンドリゾート
（和室４名１室 １泊２食付）
■旅行代金（四国各駅発着お一人様あたり）

こども

11,000円

おとな

32,700円～36,000円

ＪＲと「四国水族館」入館券引換券がセットでおトク！　　ＪＲ四国全線および土佐くろしお鉄道全線の特急列車自由席が
土休日を1日以上含む連続３日間乗り降り自由！

安和海岸（イメージ）

アンパンマン列車
ファミリーシート（イメージ）

～現代アートの聖地「直島」を訪ねて～

その他発駅の設定もございます。詳しくは専用ホームページにてご確認ください。詳しくは専用ホームページにてご確認ください。

「JR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。

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！！

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！！
新鮮な旅の情報誌「ジパング倶楽部」を毎月お届け！！

「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！
四国内の宿泊施設・飲食店で割引や特典が受けられます！！

お
と
な

お
と
な

お
と
な

10,000円10,000円10,000円

■発売額（お一人様あたり）■発売額（お一人様あたり）

10,500円10,500円10,500円

12,500円12,500円12,500円
こ
ど
も3,000円3,000円3,000円

おでかけ。四国家
満喫きっぷ

※１ アンケートへのご協力を販売条件としています。
※２ ＷＥＢ販売のみとなります。
※３ 大人と同一行程および同時購入の場合のみ発売します。

みどりの窓口販売 ※１みどりの窓口販売 ※１

WEB販売 WEB販売 

 ※2 ※2  ※3 ※3レンタカー
セットプラン

                  アンパンマン列車ファミリーシートで行く！
やなせたかし記念館アンパンマンミュージアム

日帰り

変なホテル東京  浜松町（イメージ）

と

■旅行代金（四国各駅発着お一人様あたり）■旅行代金（四国各駅発着お一人様あたり）

オプション：幕の内弁当1,100円
げんき１００ばい！アンパンマン弁当1,350円

※おとな１名・こども１名様以上でお申し込みください

オプション：幕の内弁当1,100円
げんき１００ばい！アンパンマン弁当1,350円

※おとな１名・こども１名様以上でお申し込みください

四国各駅jj特急列車自由席jj徳島駅（１０：28集合・出発）jj藍
よしのがわトロッコ・さとめぐみの風【朝食】jj（１2：59着）阿波池田
駅jj特急列車（自由席）jj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】jj（１７：１４解散）多度
津駅jj特急列車自由席jj四国各駅

1
四国各駅jj特急列車自由席jj高松駅（９：５０集合）・・・高松港～～～直島（宮
浦）港＝＝＝あいすなお【昼食】・・・家プロジェクト（本村地区）【鑑賞】＝＝＝ベネッセ
ハウス ミュージアム＝＝＝草間彌生“南瓜”など屋外作品【鑑賞】＝＝＝直島（宮浦）
港～～～高松港＝＝＝（１８：１０頃解散）高松駅jj特急列車自由席jj四国各駅

1

四国各駅jj特急列車自由席jj多度津駅（９：４4集合・出発）jj特急南風３号
（アンパンマンファミリーシート）jj（１１：１７着）土佐山田駅＝＝＝のいち動物公園
＝＝＝香美市立やなせたかし記念館アンパンマンミュージアム＝＝＝高知駅アンパ
ンマン列車ひろば【記念撮影】（１７：００頃解散）jj特急列車自由席jj四国各駅

1

2021年５月２1日（金）・２8日（金）、6月4日（金）出発日
各日２０名様最少催行人員

添乗員 同行（多度津駅～高知駅）
食事条件 なし

貸切バス会社 有限会社巨峰ライン

四国まんなか
千年ものがたり（イメージ）

藍よしのがわ
トロッコ（イメージ）

■旅行代金（四国各駅発着お一人様あたり）■旅行代金（四国各駅発着お一人様あたり）
■旅行代金（お一人様あたり）■旅行代金（お一人様あたり）

12,000円12,000円12,000円15,000円15,000円15,000円
お
と
な

こ
ど
も

4月11日（日）、5月1日（土）・
5日（水・祝）・8日（土）

2021年
2021年

出発日

各日８名様最少催行人員 添乗員 同行しません。
食事条件 朝１回・昼１回

出発日

各日１５名様最少催行人員
添乗員 同行（高松駅～高松駅）
食事条件 昼1回（玄米菜食ランチ）
貸切バス会社 東交バス株式会社

草間彌生“南瓜”
写真：安斎重男

HSKGAF019D

日帰り
HSKGAF013D

四国各駅jj特急列車自由席jj児島駅（１０：４０集合）＝＝＝渋川マ
リン水族館（約１時間滞在）＝＝＝おもちゃ王国（約３時間滞在）＝＝＝
児島駅jj瀬戸大橋アンパンマントロッコjj（１６：３３解散）坂出
駅・（１７：２３解散）高松駅jj特急列車自由席jj四国各駅

1

日帰り
ZPKGAF001D

※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

藍よしのがわトロッコ（イメージ）

脇町うだつの町並み（イメージ）

2021年 4月17日（土）、
5月15日（土）・30日（日）

出発日

各日１５名様最少催行人員
添乗員 同行（阿波池田駅～阿波池田駅）
食事条件 昼1回 貸切バス会社 四国交通株式会社

四国各駅jj特急列車自由席jj阿波池田駅（９：３０集合）・穴吹駅（１０：２０集合）＝＝＝脇町う
だつの町並み【藍染体験・散策】＝＝＝日本料理「味匠藤本」【昼食】＝＝＝阿波池田駅jj藍よし
のがわトロッコ・かちどきの風jj（１６：５８解散）徳島駅jj特急列車自由席jj四国各駅

1

日帰り
HSKGAF004D

脇町うだつの町で
藍染マスクを作ろう！

9,500円9,500円9,500円
お
と
な

小
学
生

四国各駅jj特急列車自由席jj宇多津駅（１０：００集合）＝＝＝四国
水族館（約１時間３０分滞在）＝＝＝ＮＥＷレオマワールド（約３時間滞
在）＝＝＝児島駅jj瀬戸大橋アンパンマントロッコjj（１６：３３解
散）坂出駅・（１７：２３解散）高松駅jj特急列車自由席jj四国各駅

1

東京 静岡 北陸 山陽 山陰 福岡 長崎 熊本 鹿児島京阪神名古屋

ホテルビナリオ梅田（イメージ） ホテル法華クラブ広島（イメージ） 東洋ホテル（イメージ）

スーパープライススーパープライス

メルマガ会員登録用フォームが開きます▶

5月16日（日）・19日（水）、
6月6日（日）・11日（金）

専属
ガイド付
総歩行距離
約３km

四国水族館コースやなせたかし記念館コース
<徳島>
徳島グランドホテル偕楽園
（和室５名１室 １泊２食付）
■旅行代金（四国各駅発着お一人様あたり）

こども

10,000円～15,500円

おとな

17,900円～25,600円

＜道後＞
花ゆづき
（和室４名１室 １泊２食付）
■旅行代金（四国各駅発着お一人様あたり）

こども

14,800円～19,400円

おとな

22,300円～28,900円

徳島フリー観光コース道後温泉別館 飛鳥乃湯泉コース

日帰りグルメ旅 駅 長
推 薦あじな散歩道JR往復＋食事

春季版
（3月～6月）

※栗林公園入園料含む

※「アンパンマン列車プレミアムツアー」、「スーパープライス」、「ゆったり四国鉄道の旅」は別に募集広告を用意しております。詳しくはインターネット「JR四国ツアー」または専用パンフレットをご覧ください。

※一般はＪＲ四国ジパング倶楽部会員様と同一行程および同時購入の場合のみ発売します。※こちらの商品は本広告で募集しているものではありません。

アオアヲ ナルト リゾート

宇和島鯛めし御膳

ＪＲ鳴門駅 宇和島真珠会館ＪＲ宇和島駅 ハイウェイ
レストラン

黒潮御膳

Royal Hotel土佐土佐くろしお鉄道
夜須駅

恵比寿会席

湯元小豆島温泉
塩の湯オーキドホテル

ＪＲ高松駅（高速船付）

■旅行代金（お一人様あたり）

【一般】８,０００円

ふきあげランチ
吹上亭

土佐久礼駅までの往復ＪＲ＋久礼大正町市場提携店舗で利用できる
３,０００円分の利用券がセットになったおトクなプラン！

その他発駅および
その他コースの詳細は
専用ホームページにて
ご確認ください。

日帰りグルメ旅あじな散歩道日帰りグルメ旅あじな散歩道日帰りグルメ旅あじな散歩道会員様限定
※旅行代金に含まれるもの：ＪＲ四国
往復券（特急自由席利用可）・昼食
代・入浴料（一部施設を除く）
※詳細は専用ホームページにてご確
認ください。

ＪＲ栗林公園北口駅

5,000円新規
会員様

6,000円既存会員様

■旅行代金（お一人様あたり）
お芝居弁当

こんぴら温泉湯元八千代ＪＲ琴平駅

5,500円新規
会員様

■旅行代金（お一人様あたり）
洋食コース

オールドイングランド道後山の手ホテルＪＲ松山駅

5,000円新規
会員様

■旅行代金（お一人様あたり）
道後会席（ミニ会席）

花ゆづきＪＲ松山駅

4,500円新規
会員様

■旅行代金（お一人様あたり）
藍彩御膳

ＪＲホテルクレメント徳島ＪＲ徳島駅

5,500円新規
会員様

■旅行代金（お一人様あたり）
金時豚の辛味噌鍋膳

和の宿ホテル祖谷温泉ＪＲ大歩危駅

5,500円新規
会員様

■旅行代金（お一人様あたり）
黒潮の膳

城西館ＪＲ高知駅

5,500円新規
会員様

■旅行代金（お一人様あたり）
あじ散ランチ

ザ クラウンパレス新阪急高知ＪＲ高知駅

6,500円新規
会員様

第１９回「日本鉄道賞」特別賞受賞謝恩企画

お子様全
員に

アンパンマン
ぬいぐるみを
プレゼント！

5,500円5,500円5,500円 2,500円2,500円2,500円
幼

　児
（3歳以上）

アンパンマンシートを
全て貸切！

27098

AJKKAG020K 【一般】８,5００円
6,500円既存会員様

AJKKAG021K

【一般】８,5００円
6,500円既存会員様

AJKKAG026K

【一般】８,0００円
6,000円既存会員様

AJKKAG022K

【一般】9,5００円
7,500円既存会員様

AJKKAG027K

【一般】7,5００円
5,500円既存会員様

AJKKAG023K

【一般】８,5００円
6,500円既存会員様

AJKKAG024K 【一般】８,5００円
6,500円既存会員様

AJKKAG025K

全47施設から選べる通年版もございます。詳しくは専用ホームページにてご確認ください。※写真は全てイメージです。

季節を味わう贅沢プラン季節を味わう贅沢プラン 温 泉

温 泉温 泉

温 泉

温 泉

温 泉 温 泉

オリーブ牛付旬の桜鯛
四万十ポーク

の
生姜鍋

駅長推薦あじな散歩道 高知初がつおきっぷ〈久礼大正町市場〉 
ＪＲ土佐久礼駅

年
会
費

入
会
資
格

特典 1
特典 2
特典 3
特典 4
特典 5

個人型

個人型

個人型

個人型

おトクなきっぷが登場！！※詳しくはインターネット「JR四国ツアー」または専用パンフレットをご覧ください。
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+宿泊パックJR 宿泊パックJR 特急列車・
新幹線指定席利用

お一人様
あたり

お一人様
あたり

お一人様
あたり

お一人様
あたり


