
連続テレビ小説「らんまん」ラッピング列車の運行開始について 

 

２０２３年３月１７日 

 

 

四国旅客鉄道株式会社では、高知県出身の植物学者・牧野富太郎が主人公のモデルとなった、連続テレ

ビ小説「らんまん」の放送にあわせ、沿線地域の観光振興に努めてまいります。そのなかで、「らんまん」

のメインビジュアルを車体にラッピングした列車（以下、ラッピング列車）を、２０２３年４月１４日

(金)から運行します。是非この機会にラッピング列車にご乗車いただき、牧野博士ゆかりの地におでかけ

ください。 

また、運行開始日には高知駅で出発式、佐川駅で駅名標のお披露目式などを行いますので、あわせてお

知らせします。 

 

 

 

 

 

１ ラッピング列車 

高知～中村・宿毛間の特急「あしずり」号に、連続テレビ小説「らんまん」のメインビジュアルや番

組タイトル、ロゴをデザインした、ラッピング列車を２０２３年４月１４日(金)から運行します。 

 

２ ラッピング列車出発式 

連続テレビ小説「らんまん」ラッピング列車の出発式を、高知駅にて行います。 

日時：２０２３年４月１４日（金）１３：２０ 頃～１３：５０ 頃 

 

３ ラッピング列車に関連したツアー 

牧野博士ゆかりの地である高知県立牧野植物園や牧野公園を、ガイドと一緒に散策する高知の花め

ぐりツアーです。高知駅から佐川駅へは、特急あしずり 5 号(連続テレビ小説「らんまん」ラッピン

グ列車の初列車)にご乗車いただけます。 

 

４ 駅名標ラッピング 

佐川駅１番のりばの駅名標に特別ラッピングを実施します。 

 

５ 駅名標お披露目式 

佐川駅にて特別ラッピングをした駅名標のお披露目式を実施します。 

日時：２０２３年４月１４日（金）１４：００ 頃～１４：３０ 頃 

  



１ ラッピング列車 

(1) 名称 

連続テレビ小説「らんまん」ラッピング列車 

(2) 運行区間 

高知～中村・宿毛間の特急「あしずり」で運行 

(3) 運行期間 

２０２３年４月１４日(金)～９月末ごろまで ※予定 

(4) デザイン 

２０００系特急形気動車(２両)の車両外装に、神木隆之介さん演じる連続テレビ小説「らんまん」 

の主人公・槙野万太郎のメインビジュアルや番組タイトル、ロゴをデザインしています。 

 

 

 

※前面のラッピングはございません。 

 

(5) 運行スケジュール 

特設のＷＥＢページにてお知らせします。 

https://www.jr-shikoku.co.jp//kochi-wrappingtrain/ 
※ラッピング列車での運転となる列車は、日によって異なります。 

※運行スケジュールは急遽変更となる場合がございます。予めご了承ください。 

 

●２０２３年４月１４日(金)～２０２３年４月２７日(木)の運行スケジュール 
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２ ラッピング列車出発式 

(1) 名称 

連続テレビ小説「らんまん」ラッピング列車出発式 

(2) 日時 

２０２３年４月１４日（金）１３：２０ 頃～１３：５０ 頃 

(3) 場所 

高知駅１・２番ホーム 

(4) 内容 

① 挨拶 

② ラッピング列車入線 

③ テープカット 

④ ラッピング列車出発 

(5) その他 

・ホームへの入場には、入場券又は乗車券が必要です。 

・連続テレビ小説「らんまん」出演者の来場はございません。 

・駅の混雑状況によっては、ホームへの入場を制限する場合があります。 

https://www.jr-shikoku.co.jp//kochi-wrappingtrain/


・式典内容や列車の運行は、やむを得ない理由で変更・中止する場合があります。 

・新型コロナウイルス感染拡大防止にご協力をお願いします。 

 

 

３ ラッピング列車に関連したツアー 

(1) ツアー名  

高知花めぐりツアー牧野植物園＆牧野公園 

(2) ツアー概要  

・高知県立牧野植物園では、園内ガイドによる解説がございます。 

・昼食はレストランかつお船にて、名物の「カツオの藁焼き体験」＆「カツオのタタキ」をご用意 

しています。 

・高知駅から特急あしずり 5号(指定席、連続テレビ小説「らんまん」ラッピング列車の初列車)に 

佐川駅までご乗車いただきます。 

・佐川地区では、現地ガイドのご案内のもと、牧野公園の花めぐりをお楽しみください。 

(3) ツアー行程 

  

 

 

 

 

(4) 出発日  

２０２３年４月１４日（金）日帰り 

(5) 旅行代金  

四国各駅発着 おとな１名様 １２，０００円 こども１名様 １０，５００円 

(6) 募集人員  

２０名様（最少催行人員１３名） 

(7) 発売箇所  

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･休日１０：００～１７：００ 

      ワープ支店、Ｗｅｂ サイト ＪＲ四国ツアー 

(8) 発売開始時期 

２０２３年３月２０日（月）１０：００～ 発売 

(9) その他 

  ツアーの詳細は、別紙２のパンフレットまたはＪＲ四国ツアーのホームページをご覧ください。 

   https://www.jr-eki.com/tour/brand/1-P85 

 

 

 

 

 

 

https://www.jr-eki.com/tour/brand/1-P85


４ 駅名標ラッピング 

佐川駅１番のりばの駅名標に特別ラッピングを実施します。 

(1) デザイン（案） 

「ハナサクサカワ」の文字とともに、ちょうネクタイに丸メガネ姿の陽気な牧野博士が描かれたキ

ービジュアルと、植物採取に用いる胴乱から、佐川に咲くバイカオウレンやワカキノサクラなどの

草花が飛び出すロゴをデザインしています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

※制作途中のイメージです。 

 

(2) 実施期間 

２０２３年４月１４日（金）から２０２４年３月３１日（日） 

 

 

５ 駅名標お披露目式 

(1) 日時 

２０２３年４月１４日（金）１４：００ 頃～１４：３０ 頃 

(2) 場所 

佐川駅駅舎及び１番ホーム 

(3) 内容  

① 挨拶 

② 駅名標除幕 

③ ラッピング列車・初列車ツアー歓迎 

④ 初列車ツアー見送り 

(4) その他 

・ホームへの入場には、入場券又は乗車券が必要です。 

・駅の混雑状況によっては、ホームへの入場を制限する場合があります。 

・式典内容は、やむを得ない理由で変更する場合があります。 

・新型コロナウイルス感染拡大防止にご協力をお願いします。 

 



別紙1

2023年3月17日現在の情報です。

日付 4月14日 4月15日 4月16日 4月17日 4月18日 4月19日 4月20日 4月21日 4月22日 4月23日 4月24日 4月25日 4月26日 4月27日

曜日 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木

パターン ※1 B A B A B A B A B A B A B

備考

始発駅 時刻 始発駅 時刻 始発駅 時刻

宿毛 9:05 中村 7:00 高知 13:49

高知 13:49 高知 9:53 中村 16:48

中村 16:48 中村 13:24 高知 18:55

高知 18:55 高知 15:43

中村 17:45

高知 19:53

※運行スケジュールは急遽変更となる場合がございます。予めご了承ください。

あしずり　11号

連続テレビ小説「らんまん」ラッピング列車　運行スケジュール(2023年4月14日～4月27日)

Aパターン Bパターン ※1　4月14日(金)の運行予定

列車名

あしずり　 5号

あしずり　14号

あしずり　 4号

列車名

あしずり　13号

あしずり　16号

あしずり　 7号

あしずり　10号

あしずり　 1号

あしずり　11号

あしずり　14号

あしずり　 5号

あしずり　 6号

列車名



出発日：２０２3年4月14日（金）

募集人員

旅行代金

20名様（最少催行人員13名）

※運輸機関、各地の道路状況等により時刻が変更となる場合があります。 　TW：HSMGAX057D

添乗員 高知駅から高知駅まで同行します

【集合】　　　ラッピングバス　　　　【ガイド付散策】　　　　　　　　【カツオの藁焼き体験】
高知駅　　　　　　　貸切　　　　　　　高知県立牧野植物園　　　　　　　かつお船・昼食　　　　　　　　高知駅
9：50頃発＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝約1時間30分＝＝＝＝＝＝＝＝約45分　＝＝＝＝＝＝＝13：30頃

高知駅　　　特急あしずり5号（指定席）　　　佐川駅　　　　　　　　　牧野公園花めぐり【ガイド付散策】
13：49発　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　14：14着・・・・・・・　　　　　　　約1時間　　　　・・・・・　　　　　　

行程

●JR四国ジパング倶楽部会員様は1,000円割引きとなります。
●旅行代金にはJR代、お食事代、貸切バス代、入園料が含まれます。
●貸切バス会社：(有)黒岩観光　ラッピングバスはマイクロバスとなります。
●特急あしずり5号は、4月14日(金)より運行開始予定の
　連続テレビ小説「らんまん」ラッピング列車です。
　※運用は急遽変更となる場合がございます。予めご了承ください。

おとな　12,000円
こども　10,500円

四国各駅発着〔特急列車普通車自由席利用〕

佐川駅　　　特急あしずり12号（指定席）　　　高知駅　　　　　　　　
16：33発　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　17：00着【解散】

食事条件：昼1回

※写真はイメージです

特急「あしずり」5号（連続テレビ小説「らんまん」ラッピング列車）

※イメージ

別紙２


