
香川県コース

徳島県コース

■高知城

パンフレットの情報は2021年3月現在です。施設の都合により予告なく営業情報が変更となる場合がございます。
※発売していないエリア・旅行会社もございます。 8604297-営誘-8608185

お求めは、JR四国の主な駅・ワープ支店・駅ワーププラザでどうぞ。
主な旅行会社※・インターネットでも発売しています。

JR四国ツアーはJR四国が運営するトクトクきっぷの総合情報サイトです
○「駅から観タクン」や、四国内のトクトクきっぷ（一部を除きます）が、パソコンやスマート
　フォンでお申し込みのうえ、クレジットカードによりインターネット経由で決済できます。

香川 愛媛徳島 高知

人気の観光スポットを
ラクラク気楽に満喫！！

駅から
すぐ乗れる!

ご利用開始時間

9：00～15：00予約不要! うれしい特典付き!

詫間駅出発プラン

父母ヶ浜

高知駅出発プラン

桂浜・坂本龍馬像
大歩危駅出発プラン

祖谷のかずら橋

新居浜駅出発プラン

別子銅山東平ゾーン 香川愛媛

徳島高知

約5分 約5分 約15分 約15分脇町 うだつの町並み（40分） あんみつ館（15分） 阿波の土柱（20分） 穴吹駅

約25分

徳島・香川・愛媛・高知徳島・香川・愛媛・高知

※このサービスは、ご乗車前にタクシー券を購入した場合に限りご利用いただけます。※タクシー券購入時にお客様が指定した利用日の９：００～１５：００のお好きな時間よりご乗車できます。
※小型タクシー１台あたり、４名様までご利用できます。徳島県コース・香川県コース・愛媛県コースと、高知県コースのうち高知駅を出発するコースは小型・中型タクシーをご利用いただけます。
（注）愛媛県・高知県コースは、小型・中型タクシーともに1台あたり4名様までご利用できます。※本パンフレット記載の乗り場以外からはご利用いただけません。※タクシー乗務員による観光案
内はございません。※各コースの所要時間は、交通事情等により前後する場合があります。※見学時間の延長、指定コース以外の箇所への立ち寄りはできません。※コースにある施設が休業
の場合、コース内の他の施設をゆっくり見学いただきます。※有料施設入館料等は、別途お客様負担となります。※コースの変更は、ご利用前1回限り発売箇所にて取り扱い致します。※ご利
用日当日までに未使用の場合に限り、発行箇所で払いもどし致します。(払いもどし手数料がかかります) ※お客様の都合によるコース途中での利用中止の場合、払いもどしはいたしません。
※タクシーが遅延した場合でも払いもどしはいたしません。※下車観光中の事故に対し、本券発売者・タクシー会社は責任を負いません。※掲載の情報は2021年3月現在の情報です。

ご利用案内

■ご利用方法

詫間駅出発プラン詫間駅出発プラン

穴吹駅出発プラン穴吹駅出発プラン タクシー乗り場

JR穴吹駅
至阿波池田 至徳島「うだつが上がる!」 脇町の町並み散策と、世界三大土柱のひとつ阿波の土柱を訪ねる

【設定除外日：年末年始】うだつの町並みと阿波の土柱コース（2時間）5,800円

約20分 詫間駅詫間駅 仁尾の町並み（覚城院など）（30分） 父母ヶ浜（40分）

美しい瀬戸内海の絶景を満喫

【設定除外日：4月、年末年始、3月】

紫雲出山周遊コース（2時間）6,300円

レトロ港町インスタ映えスポットを巡る

【設定除外日：年末年始】日本のウユニ塩湖「父母ヶ浜」とレトロ港町コース（2時間）6,300円

詫間駅 約30分 詫間駅紫雲出山〈山頂公園〉（60分見学）

■丸山島
　 （車窓見学）

※各コースでまわる有料施設入場料・お食事代金・駐車料金等は「駅から観タクン」料金には含まれておりません。別途お客様のご負担となります。

■紫雲出山
　 （山頂公園）

約5分

出発地：穴吹駅タクシー乗り場

■脇町
　うだつの町並み

■あんみつ館
●開館時間／8:30～17:00 
●入館料無料
【特典】あんみつ館
　　　オリジナル商品
　　　プレゼント

※画像は全てイメージです。

約5分穴吹駅 脇町 潜水橋

※右記の指定乗り場以外からはご利用いただけません。
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至岡山・
　高松・
　多度津

至岡山・
　高松・
　多度津

至観音寺・松山

に　　おに　　お

大歩危駅出発プラン大歩危駅出発プラン
平家伝説のある秘境“祖谷”伝説と大自然を満喫

い　　や

い　　 やい　　 や

【設定除外日：G.W.、年末年始】祖谷のかずら橋と祖谷渓谷コース（2時間）6,000円
約20分 約30分 約30分 大歩危駅または道の駅大歩危・妖怪屋敷大歩危駅 祖谷のかずら橋・琵琶の滝（30分） 祖谷渓谷（ひの字・小便小僧）（10分）

出発地：大歩危駅タクシー乗り場

（注）大歩危駅ではタクシー券を発売しておりません。（注）大歩危駅ではタクシー券を発売しておりません。
※右記の指定乗り場以外からはご利用いただけません。

タクシー乗り場

JR大歩危駅至高知 至阿波池田・
岡山・高松

■祖谷のかずら橋
【特典】渡橋料金割引
（通常料金から100円引）

■祖谷渓谷
    （ひの字・小便小僧）

い　やい　やお お　 ぼ　　 けお お　 ぼ　　 け

し　　  う　　  で 　  やま

希望のコースを
決めよう!
思い立ったら旅ドキです! 
豊富なコース設定で
人気の観光スポットを
気楽に満喫いただきます。

タクシー券を購入!
（ご利用日を指定）

タクシー券は、JR四国の主な駅のみどりの窓口・ワープ支店・駅
ワーププラザで販売していますので、ご旅行開始後でも安心し
てご利用いただけます。また、主な旅行会社でも販売しています
ので旅行会社店舗でご確認ください。

駅前から好きな時間に
タクシーご乗車!

指定の駅前タクシー乗り場でタクシー
にご乗車。指定日の9:00～15:00のお
好きな時間にご乗車できます。コース
内の観光スポットめぐりへ出発。

駅前からスグに
乗れちゃう!

1
マルス番号
97630

2
マルス番号
97631

マルス番号
97615

マルス番号
97616

約30分

（途中、荘内半島からの瀬戸内海を車窓見学）

伊藤製パン所
●営業時間／7:00～18:00頃
●定休日／日曜日（その他不定休あり）

■仁尾の町並み ■父母ヶ浜

※一部の旅行会社では、取り扱いがない場合があります。
※インターネットでも購入できます。

※一部ご利用になれないタクシーもあります。

■道の駅
　大歩危・妖怪屋敷
●営業時間／9:00～17:00
休館日／12月～2月の火曜日（祝日の場合は開館）
【特典】入場料金割引
　　　（通常料金から100円引）

■阿波の土柱

遺跡館（喫茶コーナー）遺跡館（喫茶コーナー）

B



■長宗我部元親 初陣の像
■浦戸城跡 ■桂浜
■長宗我部元親の墓
■高知城  ■ひろめ市場 ■はりまや橋

高知駅出発プラン高知駅出発プラン
龍馬誕生地、坂本龍馬像の立つ桂浜などを巡る龍馬入門コース

【設定除外日：G.W.、年末年始】龍馬桂浜コース（2時間）6,900円

高知駅、高知城、ひろめ市場、
はりまや橋のいずれかで下車

四国統一を果たした戦国大名・長宗我部元親ゆかりの地を巡り、遥かな歴史を想う
【設定除外日：G.W.、年末年始】長宗我部元親ゆかりの史跡コース（2時間）6,900円

約20分

約20分

約10分 約3分 約5分

約2分

高知の豊かな自然に親しむ
【設定除外日：G.W.、年末年始】五台山周遊コース（2時間）6,900円

長宗我部元親 初陣の像（10分） 若宮八幡宮（10分）

浦戸城跡（10分） 桂浜（20分）

出発地：高知駅タクシー乗り場

後免駅出発プラン後免駅出発プラン 出発地：後免駅タクシー乗り場

●開館時間／9:00～17:00
　　　　　　（入館16:30まで）
【特典】
天守懐徳館：入館料割引（団体割引適用）

■ひろめ市場
●営業時間／9：00～23：00（日曜7：00～） 
※各店舗の営業時間と休みは異なります。

高知駅、高知城、ひろめ市場、はりまや橋のいずれかで下車長宗我部元親の墓（10分）

約20分

約5分

約5分 約20分

四国霊場第31番札所「竹林寺」（15分）

高知県立牧野植物園（45分） とさのさと（10分）

高知駅、高知城、ひろめ市場、はりまや橋のいずれかで下車
■五台山展望台

■四国霊場第31番札所「竹林寺」 ■高知城　■ひろめ市場　■はりまや橋
■とさのさと●営業時間／10:00～19:00

■高知県立牧野植物園
●開園時間／9：00～17：00
【特典】入園料割引（一般料金から100円引）

景勝地「桂浜」や坂本龍馬をはぐくんだ城下町をゆっくり巡る
【設定除外日：G.W.、年末年始】龍馬高知お城下コース（3時間）9,800円

約3分

高知駅

旧山内家下屋敷長屋展示館（20分） 坂本龍馬誕生地の碑（5分）
約2分 約5分

約5分

龍馬の生まれたまち記念館（30分）

高知城（60分） 高知駅

高知城、ひろめ市場、
はりまや橋の
いずれかで下車

高知駅

どちらか
選択

約25分

約25分

四国霊場八十八ヶ所三ヶ寺を巡り、お遍路を体験
【設定除外日：なし】お遍路「札所巡り」コース（2時間）6,900円

約5分 約30分 約20分後免駅 後免駅四国霊場第29番札所「国分寺」（15分） 約20分 四国霊場第30番札所「善楽寺」（15分） 四国霊場第32番札所「禅師峰寺」（15分）

北口・南口のいずれのタクシー乗り場からでもご利用いただけます。
※右記の指定乗り場以外からはご利用いただけません。

■四国霊場第29番札所
　「国分寺」

■四国霊場第30番札所
　「善楽寺」

■四国霊場第32番札所
　「禅師峰寺」

至窪川・
　中村

至岡山・
　高松

Aコース

Bコース

1
マルス番号
97250

2
マルス番号
97251
マルス番号
97255

2
マルス番号
97251

3
マルス番号
97252

4
マルス番号
97253

とう   なる

■東平歴史資料館
●休館日／毎週月曜日（祝日の場合は翌日）、12月～2月
●入館料／無料

■東平貯鉱庫跡 ■東平索道停車場跡
■マイントピア別子
（注）マイントピア別子から新居浜駅へはタクシー利用（お客様負担）の場合は所
要時間約15分。また路線バス（お客様負担）は、1日2～3便で所要時間約20分。
●入館料／無料
【特典】マイントピア別子鉱山観光料金20%割引

注※降車地が新居浜駅の場合は60分見学。降車地がマイントピア別子の場合は1時間15分見学

新居浜駅出発プラン新居浜駅出発プラン
「東洋のマチュピチュ」と言われる東平ゾーン。そのスケールの大きさを体感しよう！！

【設定除外日：12月～2月】
東洋のマチュピチュ 別子銅山・東平コース（2時間30分）7,700円

約50分 新居浜駅またはマイントピア別子新居浜駅 東洋のマチュピチュ 東平ゾーン（注※） 約40分

新居浜駅まで

約25分

マイントピア別子まで

または

と う  な  る
至松山 至岡山・高松

マルス番号
97614

※タクシー駐車場料金が別途必要です。

※タクシー駐車場料金が別途必要です。

※タクシー駐車場料金が別途必要です。

至高知

至安芸・奈半利

至岡山・高松

約5分 約30分 約25分坂本龍馬誕生地の碑（5分） 桂浜・坂本龍馬像（20分） 坂本龍馬記念館（30分）高知駅

■坂本龍馬記念館
●開館時間／9:00～17:00（入館16:30まで）
【特典】入館料割引（団体割引適用）■桂浜・坂本龍馬像

約25分高知駅 桂浜・坂本龍馬像（30分） 坂本龍馬記念館（30分）

■高知城  ■ひろめ市場  ■はりまや橋

■龍馬の生まれたまち記念館
●開館時間／8：00～19：00（入場18:30まで）
【特典】入館料割引（団体割引適用）

●開館時間／9：00～17：00（入場16:30まで）
【特典】入館料割引（団体割引適用）

●開館時間／7：00～17：00  ●入館料／無料
■旧山内家下屋敷長屋展示館
■桂浜・坂本龍馬像

■坂本龍馬誕生地の碑 ■坂本龍馬記念館

高知県コース

愛媛県コース

■坂本龍馬
　誕生地の碑

■若宮八幡宮

南口

北口

※右記の指定乗り場以外からはご利用いただけません。

窪川駅出発プラン窪川駅出発プラン
世界的フィギュアメーカー「海洋堂」の大コレクションが高知・四万十町に集結！！

【設定除外日：毎週火曜日（祝日の場合は翌日 ※但し、G.W.、夏休み期間の火曜日は営業）、年末年始】
海洋堂ホビー館と四万十川コース（2時間）6,900円

出発地：窪川駅タクシー乗り場

約10分 約10分 約10分 約30分窪川駅

■若井沈下橋

■上宮橋

■海洋堂ホビー館四万十
●開館時間／10：00～18：00、
　　　　　　11月～2月は10：00～17:00
　　　　　　（入館は閉館の30分前まで）
 【特典】入館料割引（団体割引適用）

タクシー乗り場

JR窪川駅

窪川駅または土佐大正駅若井沈下橋（5分） 上宮橋（5分） 海洋堂ホビー館四万十（50分）

至高知 至中村

マルス番号
97260

※右記の指定乗り場以外からはご利用いただけません。

伊野駅出発プラン伊野駅出発プラン
酔鯨・司牡丹２つの酒蔵を楽しむ

【設定除外日：毎週月(祝日の場合は翌日)、
火曜日、年末年始】土佐の酒蔵巡りコース（2時間）6,900円

出発地：伊野駅タクシー乗り場

約30分伊野駅 佐川駅約24分 約1分 約5分酔鯨　土佐蔵（40分） ギャラリーほてい（10分） 旧浜口邸（10分）

※右記の指定乗り場以外からはご利用いただけません。
至高知 至窪川・

　中村

マルス番号
97256

■ギャラリーほてい
●営業時間／9:30～13:00、
　　　　　　13:45～16:30

■旧浜口邸
●営業時間／10:00～16:00
【特典】地乳ソフトクリームプレゼント

●営業時間／10:00～17:00
●入場料／無料　※蔵見学は別途有料。
※蔵見学をご希望の場合は、お客様ご自身で
　ご予約ください。

■酔鯨　土佐蔵

JR伊野駅

■安居渓谷

佐川駅出発プラン佐川駅出発プラン
仁淀川を五感で楽しむコース 【設定除外日：毎週水曜日、G.W.、

11月の土日祝日、年末年始】安居渓谷と池川茶園コース（3時間）9,800円

出発地：佐川駅タクシー乗り場

約15分 約40分

約30分約20分

佐川駅

佐川駅

かわの駅おち（10分） 安居渓谷（50分）

■かわの駅おち
●営業時間／8:30～18:00
【特典】コーヒー100円引き

■池川茶園
　工房cafe
●営業時間／10:00～18:00
【特典】お茶とチョコレートの
　　　お接待池川茶園　工房cafe（15分）

至高知 至窪川・
　中村

マルス番号
97258

●営業時間／9:00～17:00
【特典】フルーツ券（スイカ・メロン）
　　   100円引き

須崎駅出発プラン須崎駅出発プラン
須崎市の食と海に臨む神社を訪れる

【設定除外日：なし】須崎名物鍋焼きラーメンと鳴無神社コース（2時間）6,900円
約5分須崎駅

須崎駅

約5分

約20分 約20分

出発地：須崎駅タクシー乗り場

■鳴無神社

道の駅「かわうその里すさき」（15分）

鳴無神社（15分）

須崎名物鍋焼きラーメン店（40分）

至高知 至窪川・
　中村

※1店舗

●営業時間／9:00～18:00
【特典】ゆずサブレプレゼント
　　　（1階中央レジにて提供）

■道の駅「かわうその里すさき」

マルス番号
97259

■須崎名物鍋焼きラーメン店

おと  なし

長宗我部元親の居城『岡豊城』跡で戦国武将の魂に触れる
おこうじょう

【設定除外日：年末年始】長宗我部探訪コース（2時間）6,900円
約15分 約10分 約10分後免駅 後免駅岡豊城跡・高知県立歴史民俗資料館（60分） 西島園芸団地（25分）

■岡豊城跡

■高知県立歴史民俗資料館 ■西島園芸団地

1
マルス番号
97254

●開館時間／9:00～17:00（入館16:30まで）
【特典】入館料割引（大人2割引）


