
松山市ＪＲ四国連携協定事業 
3 つの観光列車を貸切し四国を周遊するプレミアムツアー「観光列車で巡る四福の物語」 

～ 国重要文化財「萬翠荘」を特別貸切、一夜限りのスペシャルディナーを開催 ～ 
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 ＪＲ四国は、松山市と締結した連携協定事業の一環として、国重要文化財「萬翠荘(ばん
すいそう)」を特別貸切し、一夜限りのスペシャルディナーを行程に含むツアーを販売いた
します。 

     
          萬翠荘                      スペシャルディナー(イメージ)  

スペシャルディナーは「観光列車で巡る四福の物語」の行程の一部として開催いたしま

す。ツアーでは弊社が運行する 3 つの観光列車「伊予灘ものがたり」「四国まんなか千年もの

がたり」「志国土佐 時代の夜明けのものがたり」を全て貸切運行いたします。普段の運行で

は味わえない、当ツアー限りの特別なお食事やおもてなしをご提供いたします。ツアー3 日目

のご夕食として、国重要文化財として登録されている「萬翠荘」を特別貸切し、「オールドイ

ングランド道後山の手ホテル」の総料理長本田拡(ほんだひろむ)氏が手掛ける一夜限りのスペ

シャルディナーをお楽しみいただきます。 
 

 ■国重要文化財「萬翠荘」でのスペシャルディナーについて 
   いで湯と城と文学のまち、松山。その中でもフランス・ルネッサンス様式の洋館として

光り輝いているのが萬翠荘。当時最高の社交の場として各界名士が集まり、皇族方が愛媛

県をご来県の際は、必ず立ち寄られたところです。萬翠荘は戦禍を免れ、建築当時の様子

をそのまま残す貴重な建築物として、昭和 60 年（1985 年）に愛媛県指定有形文化財とな

りました。その後、平成 23 年（2011 年 11 月 29 日）に萬翠荘本館と管理人舎の 2 棟が国

重要文化財と指定されました。今回は「松山市・ＪＲ四国観光に関する連携協定」事業の

一環として閉館後に特別貸切し、一夜限りのスペシャルディナーを当ツアーご参加の皆様

限定でお楽しみいただける運びとなりました。萬翠荘を利用したスペシャルディナーは今

回の「観光列車で巡る四福の物語」が初めてです。100 周年記念となる今年、萬翠荘に新

たな歴史の 1 ページを刻む特別な体験をご提供いたします。 

    
 



 
料理に挑むのは、「オールドイングランド道後山の手ホテル」の総料理長本田拡氏。地

産地消と旬にこだわり選りすぐった食材で一夜限りの特別ディナーを演出いたします。 

   「オールドイングランド道後山の手ホテル」 

    総料理長               

    本田 拡（ほんだ ひろむ） 

昭和 29 年（1954 年）8 月 17 日松山市出身。愛媛県

内のホテルの料理長を歴任し、平成 16 年（2004

年）オールドイングランド道後山の手ホテルの開業

とともに総料理長に着任し現在に至る。平成 31 年

（2019 年）に山階鳥類研究所 総裁として来松され

た秋篠宮殿下の御食膳を調理。一般社団法人エスコ

フィエ協会正会員であり、一般社団全日本司厨士協

会四国地方本部会長も務める。 

 

     

 ■ツアー概要 

  ツ ア ー 名：観光列車で巡る四福の物語  

  ご 出 発 日：2022 年 10 月 11 日（火） 3 泊 4 日 

  最 少催行 人員：15 名様 

  添 乗 員：同行（琴平駅～松山駅） 

  食 事 条 件：朝３回・昼４回・夕３回 

  貸 切バス 会社：（株）十季 

  旅 行 代 金：275,000 円～（四国各駅発着大人お一人様あたり/2 名 1 室利用） 

  販 売：2022 年 7 月 26 日（火）10 時より JR 四国ツアー、JR 四国旅の予約 

センター、ワープ支店、駅ワーププラザでお申込みが可能です。 

 

■ツアーのこだわりポイント 

  ○国重要文化財「萬翠荘」を特別貸切し、オールドイングランド道後山の手ホテルの総料

理長「本田拡」が手掛ける一夜限りのスペシャルディナーをご堪能いただきます。 

  ○5 周年を迎えた「四国まんなか千年ものがたり」は、普段運行しない特別時刻で運行

し、昼食には絶大な人気を誇っている「味匠藤本」によるツアー特別料理をご賞味いた

だきます。 

  ○4 月に運行開始した 2 代目「伊予灘ものがたり」は、四福の物語では初めての運行となり

ます。「伊予灘ものがたり～四福の物語編～」では当ツアーにあわせて普段は運行しない

特別時刻で運行。お客様には通常双海編を担当する「レストランからり」によるツアー特

別料理をご賞味いただきます。 

  ○土佐流のおもてなしで人気の「志国土佐 時代の夜明けのものがたり」を、貸切運行いた

します。昼食には、地元の食材を使用したツアー特別料理をご賞味いただきます。 

 

 



 

■「観光列車で巡る四福の物語」の魅力 

 ①全ものがたり列車を特別チャーター運行するプレミアム体験 

  観光列車をチャーター運行することで、普段の運行では体験できないワンランク上のおも

てなし・お食事等をご提供いたします。ツアーコンセプトに則したこの日限りの演出でお客

様をおもてなしいたします。 

 ②普段は味わえない非日常感を演出 

  松山市との連携協定事業として、初めてＪＲ四国のツアーによる萬翠荘館内でのお食事が

実現。普段から目にしている観光地の新たな一面をお楽しみいただきます。 

 ③リピーターのお客様が続出 

  四福の物語は平均して 20 万円以上する高額な旅行ツアーにも関わらず、リピーターのお客

様から絶大な人気を誇っております。お客様は四国の新たな魅力に触れ、当ツアーのみなら

ず、旅先のファンとなっていただいております。 

 

 

 

 

 

 
伊予灘ものがたり        四国まんなか千年ものがたり  志国土佐 時代の夜明けのものがたり 

 

※掲載写真はすべてイメージです。 



JR四国・松山市連携協定事業

観光列車で巡る

３つの「ものがたり列車」で巡る四国周遊の旅

2022年
10月11日（火）
出発
3泊4日

※お食事は萬翠荘の屋内でお楽しみいただけます。

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（小さなお子さまのマスク着用は任意といたします） 。
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▶

お申し込みのご案内 ※お申し込みの前に必ずお読みください。 8612436－営商－1700161

福 永 　 憲 史

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

ＪＲ四国 旅の予約センター
電話でのお申込み

☎087-825-1662
営業時間／平日10：00～18：00、土日祝日10：00～17：00

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

お問い合わせ・お申し込みは（受託取次）

https://www.jr-eki.com/

ＪＲ四国ツアー 検 索

この旅行は、四国旅客鉄道（株）（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。
1　お申し込み方法
（1）本旅行のお申し込みは、当社所定の旅行申込書に必要事項をご記入のうえ、お一人様につき下記
の申込金を添えてお申し込みいただきます。申込金は旅行代金をお支払いいただくときにその一部と
して繰り入れます。
（2）当社は電話等による旅行の申し込みをお受けいたします。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。

2　契約の成立時期
この旅行の契約は、当社の予約の承諾と上記の申込金を受理した時に成立いたします。

3　旅行代金のお支払い
ご旅行代金は、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。

４　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、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。

5　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おりません。

6　旅行の催行について
ご参加のお客様が最少催行人員に満たない場合、当社は旅行の催行を中止する場合があります。この
場合、旅行開始日の前日から起算してさかのぼって13日目にあたる日（日帰り旅行は3日目）より前
に連絡させていただき、お預かりしている旅行代金の全額をお返しします。

7　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右記の料
率で取消料をいただきます。この場合、既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。

8　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の中止
・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・滞在期間の短縮

9　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程に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。

10 個人情報の取扱について
（1）当社は旅行申込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。

11 その他
（1）このパンフレットは2022年6月1日現在を基準として作成しております。（2）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。（3）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。（4）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できます。（5）掲載写真はすべてイメージです。

旅行代金 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
お申込金 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

お取消日区分 お 取 消 料
宿泊付旅行 日帰り旅行

旅行開始日
の前日から
起算して
さかのぼって

21日目に当たる日まで 無　料

10日目に当たる日以降8日目に当たる日まで 旅行代金の20%
7日目に当たる日以降2日目に当たる日まで 旅行代金の30%
旅行開始日の前日 旅行代金の40%
旅行開始日の当日 旅行代金の50%

旅行開始後または無連絡不参加の場合 旅行代金の全額

20日目に当たる日以降11日目に当たる日まで 旅行代金の20% 無　料

「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。

会員募集中会員募集中

年会費

入会
資格

※個人会員、夫婦会員とも日本在住の方に限ります。

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」を定期的にお届け！！

「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！！

特典 1
特典 2
特典 3

特典 4

特典 5

※「JR乗車券購入証」により、年間20回までのご利用が可能です。
※一部割引にならない列車・設備・期間がります。

（詳しくは係員まで）
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大歩危

高知

窪川

松山

伊予大洲

祖谷のかずら橋

かつお船
城西館

四万十いやしの里
四万十の宿

桂浜

道後温泉葛城 琴の庭

坂の上の雲ミュージアム

TOBE
オーベルジュリゾート

臥龍山荘

萬翠荘萬翠荘
愛媛県

高知県

徳島県

香川県

志国土佐 時代の夜明けのものがたり桂浜

四国まんなか千年ものがたり伊予灘ものがたり
道後温泉本館

祖谷のかずら橋



日本のたたずまいと四季の移ろいを
表現した車両にて、阿波の四季折々
の食材はもちろん、季節感あふれる日
本料理を四福の物語でしか味わえな
い特別な懐石にてお楽しみいただき
ます。

日本三大奇橋のひとつで重さ約５トンにもなるシラクチカズラで作られていま

す。一歩踏み出すたびに軋んでユラユラと揺れる橋はスリル満点です。 

四福の物語編

四福の物語編

4日目

車窓に映る雄大な自然と土佐流のおもてなしを満喫する贅沢なひと
とき。車内では地元こだわりの食材をふんだんに使用したお食事をお
楽しみいただけます。高知の「景色」「豊かな食」「温かな人柄」に出
会える「土佐流のおもてなし」をお楽しみください。

道後地区自由散策

祖谷のかずら橋

明治７年創業の老舗旅館。最上階８階の展望
露天風呂と大浴場からは高知城下を望むこと
ができます。

城西館宿泊

■ 出発日／２０２２年１０月１１日（火）３泊４日
■ 最少催行人員／15名様
■ 添乗員／琴平駅から松山駅まで同行いたします。
■ 食事条件／朝３回・昼４回・夕３回
■ 貸切バス会社／株式会社十季観光

ＪＲ j、貸切バス ＝＝＝　※交通機関・各地の道路状況等により、発着時刻及び行程等が変更となる場合があります。　※写真はすべてイメージです。

■ 旅行代金（お一人様） 

２名様以上１室利用

275,000円
※こどもの設定はございません。
※ＪＲ四国ジパング倶楽部会員様は旅行代金から3,０００円引きとなります。
※【四万十いやしの里 四万十の宿】
・露天風呂付和洋室利用の場合＋5,000円　・ロフト付和室利用の場合＋3,000円

行　程 食　事 宿　泊

1日目

4日目

2日目

3日目

昼・夕

朝・昼

朝・昼・夕

朝・昼・夕

四万十いやしの里
四万十の宿
（洋室）

オールド
イングランド

道後山の手ホテル
（洋室）

城西館
（和室又は洋室）

【集合】琴平駅【専用待合室ラウンジTAIJUにて出発セレモニー】（１１：３０頃発）j四国まんなか千年ものがたり 四福の物語
編【昼食】j（１４：３０頃着）大歩危駅＝（１５：００頃着）祖谷のかずら橋（１６：００頃発）＝（１７：３０頃）城西館【宿泊・夕食】

オールドイングランド道後山の手ホテル・・・・・道後地区自由散策（１２：００頃）＝（１２：３０頃）ＴＯＢＥオーベルジュリゾート【昼食】
（１３：３０頃）＝ 【解散】（１４：００頃）松山駅 

城西館（８：３０頃発）＝（９：００頃着）桂浜（１０：００頃発）＝（１０：１０頃着）かつお船（１１：１０頃発）＝（１１：３０頃）高知駅
（１２：０４発）j志国土佐 時代の夜明けのものがたり 四福のものがたり編j（１４：４０着）窪川駅（１４：５０発）＝（１５：００
頃）窪川まちあるき（１６：００頃）＝（１７：００頃着）四万十いやしの里 四万十の宿【宿泊・夕食】 

四万十いやしの里 四万十の宿（８：３０頃）＝（１１：１０頃着）臥龍山荘・町並み散策【ガイド付き散策】（１２：２０頃発）＝（１２：４
５頃着）伊予大洲駅（１３：００発）j伊予灘ものがたり 四福のものがたり編j（１５：５６着）松山駅＝（１６：３０頃着）オール
ドイングランド道後山の手ホテル【チェックイン・休憩】（１７：４５頃発）＝（１８：００頃）坂の上の雲ミュージアム／萬翠荘【夕食／
プレミアムダイニング】（２０：４５頃発）＝（２１：００発）オールドイングランド道後山の手ホテル【宿泊】

歴史深い磁器と自然
豊かな山里・砥部町に
佇む、瀬戸内海の恵
みと、自家菜園のこだ
わり食材でもてなす森
と湖のオーベルジュ。

ＴＯＢＥオーベルジュリゾート昼食

国重要文化財 萬翠荘スペシャルディナー
ＪＲ四国・松山市連携協定

大正１１年、旧松山藩主の子孫にあたる久松定謨伯爵の別邸として建設さ

れた萬翠荘。フランス・ルネッサンス様式の建物は、当時最高の社交の場と

して各界名士が集まり、皇族方がご来県の際は、必ず立ち寄られました。大

正浪漫を今に伝える、日本が誇る洋館を特別貸切し、一夜限りのスペシャル

ディナーを当ツアーにご参加の皆様限定でお楽しみいただきます。 

特別な空間で、特別な一夜をお過ごしいただけるよう洗練された
”美しい特別ディナー”を提供いたします。

【略　歴】 
 
【受賞歴】 

一般社団法人全日本司厨士協会四国地方本部会長 
一般社団法人エスコフィエ協会正会員 
厚生労働大臣表彰、愛媛県知事表彰、名誉司厨士の証 
司厨士協会アカデミー章　金メダル、最高技術顧問章　など 

1日目

2日目

かつおの藁焼きタタキ作り体験
をお楽しみいただきます。

かつお船
松林と砂浜、海の
調和が織りなす月
の名所としても名
高い景勝地。雄大
な太平洋を見渡す
ことができます。

桂浜

四万十川河口の小高い丘
に佇むお宿。太平洋と四万
十川が一望でき、晴天時は
月夜や満天の星空をお楽し
みいただけます。

宿泊 四万十いやしの里 四万十の宿

特
別
貸
切

特
別
貸
切

四福の物語編
レトロモダンな車内で大切な人と過ごす非日常空間。
車窓から穏やかな伊予灘の海を間近に眺めながら、
四国愛媛の伝統工芸や美味しいお食事、人々の温かさにふれる
ここにしかない鉄道旅－ものがたり－をお楽しみください。

3日目

肱川流域随一の景勝地・
臥龍淵に佇む三千坪の山
荘「臥龍山荘」と風情溢れ
る建物が立ち並ぶ大洲の
町並みをガイドと一緒に散
策します。

臥龍山荘・町並み散策

英国の気品漂う空間と、道後温泉の
湯を同時に楽しめる洋風ホテル。源泉
から引いた大浴場も人気です。

宿泊
オールドイングランド
道後山の手ホテル

スペシャルディナー提供 オールドイングランド道後山の手ホテル 総料理長 （ほんだ ひろむ）本田 弘

道後温泉のシンボル・道後温泉本館
や道後温泉別館 飛鳥乃湯泉、土産
物店や飲食店が建ち並ぶ道後商店
街などで散策をお楽しみください。   道後温泉本館 又新殿 道後温泉別館 飛鳥乃湯泉

特
別
貸
切

謁見の間 晩餐の間


