
Ⅰ．キャンペーンのみどころ

１ 松山駅から始まる「まち歩き」 ～路面電車で歴史と文化を巡る～

（１）「ガイド付きツアー「DISCOVER WEST ハイキング」～予約不要・料金無料～

①新 登 場JR松山駅出発！道後温泉 湯
ゆう

・遊
ゆう

コース

松山のシンボルともいえる正岡子規の句「春や昔 十五万石の城下かな」。松山駅前にあるこの句碑を

出発し、路面電車で道後へ向かう、魅力満載の JR松山駅出発コースが新登場。路面電車内でもガイド

がご案内します。

・実施日 平成２４年４月１日（日）から平成２５年３月３１日（日）までの毎週土曜日※12月 29

日を除く

・集合時間 JR松山駅みどりの窓口前集合 14:30

・解散場所 道後温泉観光案内所

・コース JR松山駅→市内電車（乗車）→道後温泉駅→放生園（坊っちゃんカラクリ時計）→道後

ハイカラ通り→聖徳太子の碑文→道後温泉本館→円満寺→宝厳寺→伊佐爾波神社→道後

観光案内所 ※別途市内電車運賃がかかります。有料施設については入館料がかかります。

・お問合せ 松山観光ボランティアガイドの会 （089－935－7511）

②道後温泉 湯
ゆう

・遊
ゆう

コース

三千年の歴史を誇る日本最古の湯・道後温泉。道後温泉本館をはじめ、周辺のさまざまな道後の歴史

遺産を訪ねます。

・実施日 平成２４年４月１日（日）から平成２５年３月３１日（日）までの毎日※12月 29 日～1

月 4日を除く

・集合時間 道後温泉観光案内所集合 9:30

・解散場所 道後温泉観光案内所

・コース 道後温泉案内所→放生園（坊っちゃんカラクリ時計）→道後ハイカラ通

り→聖徳太子の碑文→道後温泉本館→円満寺→宝厳寺→伊佐爾波神社

→

道後観光案内所※別途入館料がかかる場合がございます。

・お問合せ 松山観光ボランティアガイドの会 （089－935－7511）

（２）ガイドと行くまち歩き 松山はいく

松山は、正岡子規をはじめとした俳人を多く輩出した俳句に大変縁の深いまち。「俳句」と「ハイク（まち

あるき）」を組み合わせた、専属ガイドの案内によるまち歩き「松山はいく」で新しい松山の魅力を発見。

○例：「パワースポットはいく～たっぷりコース～」（その他コースはお問い合わせください）

・期 間 平成２４年４月１日（日）から平成２５年３月３１日（日）までの月曜日を除く毎日

※前日１７時までに事前予約が必要です

・集合時間 松山城ロープウェイ駅舎 1階集合 13:30

・解散場所 道後温泉本館

・料 金 2,000 円（ガイド料、ロープウェイ代、秋山兄弟生誕地入場料、

バス代等含む）

・お問合せ 松山はいく事務局（089－945－6445）

（３）お誂えオリジナルの伊予かすりバック

日本三大絣の一つで、200 余年の歴史を持つ「日本一の絣ブランド」伊予かすり。民芸伊予かすり会館

では、オリジナルの伊予かすりバックを作ることができます。

・期 間 平成２４年４月１日（日）から平成２５年３月３１日（日）

・営業時間 8:10～16:50

・休館日 無休

・料 金 オリジナルの伊予かすりバック10,000 円～

・その他 要予約

・お問合せ 民芸伊予かすり会館（089－922－0405）

（４）坊っちゃん列車

別紙１



夏目漱石の小説「坊っちゃん」に登場することから名が付いたレトロな外観の名物列車。

・区 間 道後温泉～松山市駅、道後温泉～古町の2区間

・料 金 大人 300 円 こども 200 円 (１回乗車)

・お問合せ 伊予鉄道株式会社 （089－948－3323）

（５）松山市立子規記念博物館の竹田美喜館長による特別講話

キャンペーン期間中の３日間限定で、正岡子規について研究されている子規記念博物館の竹田美喜館

長による特別講話を実施します。

・期 間 平成２４年４月１４日（土）、６月９日（土）、６月２３日（土）

・時 間 15:30 から約１時間

・料 金 無料※別途観覧料が必要です

・予約等 不要

・お問合せ 子規記念博物館（089－931－5566）

（６）キャンペーン期間中のおもなＪＲ利用特典

①松山市立子規記念博物館

「常設展観覧料（個人）割引」「明治体感オリジナルポストカードプレゼント（先着５００名様）」

子規の世界を通じて、松山の歴史文学に触れることができるようにと開設された文学系博物館。帰

りの JR券の提示で、常設展の観覧料が 320 円に割引されます。また、子規記念博物館入館の方先着

500 名様に明治時代をイメージした明治体感オリジナルポストカードがプレゼントされます。

・期 間 平成２４年４月１日（日）から平成２４年６月３０日（土）

・時 間 9:00～18:00（４月は～17:00）※入館は閉館の３０分前まで

・休館日 月曜、祝日の翌日 （日曜・祝日の場合は開館）

・お問合せ 子規記念博物館（089－931－5566）

②坂の上の雲ミュージアム

「観覧料（一般）割引」「オリジナルしおり＆ポストカードセットプレゼント（先着３，０００名様）

明治の日本、松山の文化や時代背景を分かりやすく紹介した展示で、秋山好古・真之兄弟や正岡子

規の足跡をたどることができます。坂の上の雲ミュージアムでは、JR 利用特典として、帰りの JR

券の提示で、観覧料（一般）が 320 円に割引されます。また、坂の上の雲ミュージアム入館の方先

着 3,000 名様に坂の上の雲ミュージアムオリジナルしおり＆ポストカードセットがプレゼントされ

ます。

・期 間 平成２４年４月１日（日）から平成２４年６月３０日（土）

・時 間 9:00～18:30（入館受付は～18:00）

・休館日 月曜日 （但し祝日、振替休日の場合はその翌日）

・お問合せ 坂の上の雲ミュージアム（089－915－2600）

③道後ぎやまんガラス美術館

「大人入館料割引」

道後温泉本館の象徴、振鷺閣の赤い板ガラスをはじめ、希少な江戸時代のぎやまん・

びいどろや 明治・大正時代の和ガラス作品を展示している美術館。帰りの JR 券提示で、

大人入館料が 540 円に割引されます。

・期 間 平成２４年４月１日（日）から平成２４年６月３０日（土）

・時 間 9:00～22:00（入館受付は～21:30）

・お問合せ 道後ぎやまんガラス美術館（089－933－3637）

④秋山兄弟生誕地

「秋山兄弟生誕地ポストカードプレゼント（先着５００名様）」

小説『坂の上の雲』の主人公であり、日露戦争に貢献した秋山好古・真之兄弟。復元された生家や、

瓦葺きの柔道場から当時の暮らしぶりがうかがえます。秋山兄弟生誕地入館の方で帰りの JR券提示

で先着 500 名様に秋山兄弟生誕地ポストカードがプレゼントされます。

・期 間 平成２４年４月１日（日）から平成２４年６月３０日（土）



・時 間 10:00～17:00（入館受付は～16:30）

・休館日 月曜日 （但し祝日、振替休日の場合はその翌日）

・お問合せ 秋山兄弟生誕地（089－943－2747）

⑤名物！蛇口から出るみかんジュース 1杯プレゼント

愛媛といえばみかん。銀天街にある「ぎんこい市場」では、蛇口からみかんジュースが出

る愛媛ならでは？の体験が、JR利用特典として帰りのJR券提示で体験できます。

・期 間 平成２４年４月１日（日）から平成２４年６月３０日（土）

・営業時間 10:00～19:00

・定休日 不定休

・お問合せ ぎんこい市場（050－3432－6040）

２ 松山・道後の楽しみ方 ～昼と夜を楽しむ～

現存十二天守の中で江戸時代最後の完全な城郭建築である松山城。三千年の歴史を誇る名湯道後温泉。

そんな松山城と湯のまち道後の昼と夜の楽しみ方を紹介します。

（１）松 山 城

○昼のお楽しみ

「野原櫓特別公開」

松山城では天守をはじめ２１棟が国の重要文化財に指定されています。その中でも特に、日本で唯

一現存する望楼型二重櫓で、天守の原型といわれている「野原櫓」を特別公開します。

・期 間 平成２４年４月１日（日）から平成２５年３月３１日（日）毎週土・日・祝日

・集合場所 松山城天守出札前

・集合時間 10:00（所要時間約２０分）

・参加料 無料（別途ロープウェイまたはリフト乗車料及び松山城天守入場料が必要）

・その他 予約不要

・お問合せ 松山城総合事務所（089－921－4873）

●夜のお楽しみ

特別イベント「松山城 夜間開放」

期間中、毎週土曜日２０時までの特別開園で、天守からの３６０度の夜景やライトアップ変化をお

楽しみください。

・期 間 平成２４年４月１日（日）から平成２４年６月３０日（土）毎週土曜、４月６日（金）、

４月８日（日）、４月２９日（日・祝）、５月２日（水）～４日（金）

・時 間 20:00 まで（天守入場は 19:30 まで、ロープウェイ営業は 20:30 まで）

・参加料 無料（別途ロープウェイ乗車料及び松山城天守入場料が必要）

・お問合せ 松山城総合事務所（089－921－4873）

特別イベント「松山城 夜の天守“松山の郷土芸能”」

松山城の夜間開放に合わせて、ライトアップされた天守を舞台に「伊予節」「本家野球拳」など松山

の郷土芸能の披露が行われます。夜の松山城ならではの幻想的な雰囲気とあわせてお楽しみ下さい。

・期 間 平成２４年４月１日（日）から平成２４年６月３０日（土）毎週土曜

・場 所 松山城天守

・時 間 18:00～

・参加料 無料（別途ロープウェイまたはリフト乗車料及び松山城天守入場料

が必要）

・その他 予約不要

・お問合せ 松山城総合事務所（089－921－4873）

（２）道後地区

○昼のお楽しみ

「水口酒造蔵元見学・体験」



明治２８年創業、道後唯一の老舗酒造で酒蔵見学とお酒の試飲、お土産用のお酒のオリジナルラベ

ルづくりをセットにした特別メニューを実施します。

・期 間 平成２４年４月１日（日）から平成２５年３月３１日（日）

・定休日 日曜、祝日※臨時休業あり（蔵元直営店「にきたつ蔵部」は月曜休（祝日の場合は翌日休））

・所要時間 １時間（見学、マイ酒ラベル作り、試飲）

・料 金 2,100 円

・その他 前日までに事前予約

・お問合せ 水口酒造（089－924－6616）（平日 9:00～16:00）

●夜のお楽しみ

「道後ハイカラ通り散策」

道後の玄関口・道後温泉駅から道後温泉本館を結ぶ商店街「道後ハイカラ通り」には、みやげ物

店や雑貨店、カフェなど注目なお店がいっぱい。多くのお店が２１～２２時ま

で営業しているので浴衣で夜の散策にピッタリです。

○●昼夜共通、ＪＲ利用特典

「道後温泉本館 道後温泉オリジナルタオルプレゼント（先着３，０００名様）」

明治 27年完成の木造三層楼の本館は、国指定の重要文化財。日本最古といわれる名湯です。

ＪＲ利用特典として、道後温泉本館ご利用の際、道後温泉本館内改札口にて帰りの JR 券提

示で先着 3000名様に道後温泉オリジナルタオルがプレゼントされます。

・時 間 6:00～23:00（札止 22:30）※入浴コースにより異なる

・休館日 無休

・料 金 大人 400 円～1500 円、こども 150 円～750 円※入浴コースに

より異なる

・お問合せ 道後温泉事務所（089－921－5141）

３ 船旅と列車旅を楽しめる「瀬戸内・松山ルート」

瀬戸内海は、資源の宝庫。特に広島と愛媛（松山）を結ぶエリアは多島美に代表される島々の魅力が

集まり、日本最古の名湯「道後温泉」、世界遺産「厳島神社」、かつての軍港の面影を残す「呉」など

が旅情をかきたてます。そんなエリアを鉄道と船とで巡る観光ルートが誕生。山陽新幹線で広島へ、

または岡山から瀬戸大橋を渡り松山へ。松山から宮島・広島・呉を結ぶ海の道、「瀬戸内海道 1号線」

の船旅でお楽しみ下さい。

（１）新 登 場瀬戸内海道船上ガイド～瀬戸内海 1,000 年のロマンを巡る～

呉－松山クルーズフェリーの船上で、松山・呉の観光ボランティアガイドの案内により、話題の瀬

戸内海の魅力を満喫する「瀬戸内海道船上ガイド」が新登場。

・期 間 平成 24年４月１日（日）から平成 24年 6月 30日（土）の土日祝日

※呉発（松山行）7:30、18:00、20:30、松山発（呉･広島行）6:25、18:05、20:10 の計 6

「瀬戸内海道１号線」とは・・・

“本州と四国に架かる３つの橋にもう一つ、海の道を加える”との思いのもと松山市が名付けた、

宮島・広島・呉⇔松山間の海上観光ルートの通称で、宮島⇔広島の高速船「瀬戸内シーライン」

（瀬戸内海汽船）、広島・呉⇔松山の「スーパージェット」および「クルーズフェリー」（石崎

汽船・瀬戸内海汽船）の３つの航路が運航本数・所要時間の両面で便利にアクセスしています。

キャンペーンにあわせ、これらの航路をセットした、松山へのオトクな旅行商品も発売されます。

宮島⇔広島 高速船「瀬戸内シーライン」 １日６往復（土休日８往復） 最速３０分

広島⇔松山
スーパージェット １日１３往復 最速１時間８分
クルーズフェリー １日１０往復 最速２時間２５分

呉⇔松山
スーパージェット １日６往復 最速５４分
クルーズフェリー １日９.５往復 最速１時間４５分



便は除外

・実施場所 広島・呉～松山クルーズフェリー航路内、呉～松山間

・料 金 無料（別途運賃が必要）

・その他 7日前までに要予約（2名様以上）※人数上限については応相談

・お問合せ 石崎汽船（株）瀬戸内海汽船（株）予約センター：松山（089－953－1003）、呉（0823

－21－1489）、広島（082－253－1212）

（２）ＪＲ利用特典

「航路マッププレゼント（先着１，０００名様）」

キャンペーン期間中、宮島・広島・呉⇔松山間の瀬戸内海道１号線における「（広島～宮島）高速船

＋（広島・呉～松山）スーパージェット」または「広島・呉～松山間クルーズフェリー」ご利用お

客様先着 1,000 名様に帰りの JR券提示で、航路マップがプレゼントされます。

・期 間 平成 24年４月１日（日）から平成 24年 6月 30日（土）

・お渡し場所 松山観光港または宮島港、広島港、呉港

・お問合せ 石崎汽船（株）瀬戸内海汽船（株）予約センター：松山（089－953－1003）、呉（0823

－21－1489）、広島（082－253－1212）

Ⅱ．おトクな商品

１ JR と宿がセットになった旅行プラン

主な旅行会社では、JRと宿泊がセットになった旅行プランを発売しています。瀬戸内・松山へのご旅
行にぜひご利用下さい。※詳しくは主な旅行会社へお問い合わせ下さい。（以下、商品パンフレット例）

２ 【瀬戸内・松山ぐるりんパス】新発売！

行きは松山、帰りは広島からぐるり一周！瀬戸内海の美しい風景を堪能！！

特急列車・新幹線も、フェリーも２次アクセスも、さらに観光施設の入場券もセットになった便

利でおトクなきっぷ「瀬戸内・松山ぐるりんパス」を平成２４年３月２２日より発売します。

「瀬戸内・松山ぐるりんパス」について詳細は別紙２をご参照下さい。

※１松山観光港→呉港クルーズフェリーは、現地窓口で追加料金（大人１，０００円、小児５００円

【行き】

発駅から松山な

ど四国側の自由

周遊区間までの

新幹線・特急列

車普通車指定席

松山城（ロープウェイ付）、大和ミュージアムなど

人気観光施設（６施設）の入場券

＋

ＪＲ・JR西日本宮島フェリーの自由周遊区間３日間乗り

放題、伊予鉄路面電車３日間フリー券

＋

松山観光港までの２次アクセスと

松山観光港→呉港クルーズフェリー※１（片道のみ１回限り）

【帰り】

広島など本州

側の自由周遊

区間の駅から

発駅までの新

幹線普通車指

定席



をお支払いいただくと、高速船（スーパージェット）に乗船可能です。

・発売期間 平成２４年３月２２日から平成２５年３月２８日まで

ご利用開始日の一ヶ月前からご利用前日まで発売します。

・ご利用期間 平成２４年４月１日から平成２５年３月３１日までの連続する３日間

・２名様以上が指定された経路で、同一行程でご旅行される場合に発売いたします。

・主な出発地のおねだん（お一人様あたり／こどもは半額）

京都市内発着（注） 大阪市内発着 神戸市内発着 姫路発着 岡山発着

おとな 20,800 円 19,800 円 19,500 円 16,800 円 12,500 円

JR+航路

通常価格
25,190 円 24,140 円 23,090 円 20,470 円 15,290 円

（注）京都市内発着の新幹線のご利用は、行きは新大阪～岡山、帰りは広島～新大阪となります。
●JRの通常価格は、行きは発駅から松山駅まで新幹線・特急列車普通車指定席（通常期）、帰りは呉駅（新

幹線は広島駅）から発駅まで新幹線普通車指定席（通常期）を利用した場合のおねだんです。京都市

内発の新幹線のご利用は、行きは新大阪駅～岡山駅、帰りは広島駅～新大阪駅間です。航路の通常価

格は、松山観光港から呉港までクルーズフェリーを片道利用した場合のおねだんです。



瀬戸内・松山ぐるりんパス商品概要

１ 発 売 期 間 平成２４年３月２２日（木） ～ 平成２５年３月２８日（木）

２ ご利用期間 平成２４年４月１日（日） ～ 平成２５年３月３１日（日）

（平成２５年３月２９日（金）ご出発分まで発売）

３ 有 効 期 間 ご利用開始日から連続する３日間

４ きっぷの内容

(1)２名様以上が指定された経路で、同一行程でご旅行される場合に発売いたします。

（こどものみの利用はできません。）

(2)ご利用開始日の前日まで発売いたします。

(3) 往路は発駅から新幹線・瀬戸大橋線経由で四国側の自由周遊区間（下図）まで、復路は本州側

の自由周遊区間の駅から新幹線経由で発駅までのＪＲと、観光に便利な自由周遊区間（JR・JR 西

日本宮島フェリー）、伊予鉄路面電車３日間フリー券、松山観光港までの２次アクセス（片道のみ

１回限り）、松山観光港から呉港までのクルーズフェリー（片道のみ１回限り）、主要観光施設の

入場券（６施設）がセットになったきっぷです。

(4)往路は発駅※から岡山まで新幹線普通車指定席（「のぞみ・みずほ」号含む）と岡山から瀬戸大

橋線経由で自由周遊区間内の四国内の特急停車駅（松山・伊予市・伊予中山・内子・伊予大洲）

まで特急列車普通車指定席が利用できます。復路は、広島から発駅※まで新幹線普通車指定席（「の

ぞみ・みずほ」号含む）が利用できます。※京都市内発の新幹線のご利用は、往路は新大阪～岡

山、復路は広島～新大阪となります。京都市内～新大阪間は往路・復路とも在来線普通（快速・

新快速含む）列車普通車自由席利用となります。

(5)指定された経路に従って利用される場合に限り有効です。（逆ルートでの利用はできません。）

(6) 伊予鉄路面電車３日間フリー券、松山観光港までの２次アクセス（片道のみ１回限り）、松山観
光港から呉港のクルーズフェリー（片道のみ１回限り）は指定引換箇所での引き換えが必要です。

(7)セットされた観光施設は、有効期間内は回数に関係なくご入場いただけます。

(8)自由周遊区間内は、普通・快速列車普通車自由席及び JR 西日本宮島フェリーがご利用いただけ

ます。（松山～伊予大洲間は特急列車普通車自由席もご利用いただけます。）

(9)自由周遊区間内は、きっぷの有効期間内に限り乗り降り自由です。

(10)自由周遊区間以外の途中駅で下車された場合は、前途の区間は無効となります。
(11)券面表示駅以外の駅での乗降はできません。

(12)ご利用状況により、払戻しができる場合があります。払戻しには手数料が必要となります。
(13)セットしている観光施設・交通機関のみの払戻しはいたしません（セット施設・交通機関の休
館、休園、運休等の場合も払戻しはいたしません）。

【瀬戸内・松山自由周遊区間】

宮島口 海田市

横川 広島
呉

岩国 宮島

伊予長浜
松山 三津浜

伊予大洲
向井原

ＪＲ線（在来線）

内子

ＪＲ西日本宮島フェリー

【本州側】

【四国側】

別紙２



５ セット施設・交通機関等

(1)観光施設

最寄駅 施設名 アクセス

松山

①坂の上の雲ミュージアム※１
ＪＲ松山駅から伊予鉄路面電車★「大街道」下車

徒歩約５分

②松山城／松山城山ロープウェイ・リフ

ト※１

ＪＲ松山駅から伊予鉄路面電車★「大街道」下車

徒歩約５分 ロープウェイ駅舎へ

③子規記念博物館※１
ＪＲ松山駅から伊予鉄路面電車★「道後温泉」下

車徒歩約７分

④秋山兄弟生誕地※１
ＪＲ松山駅から伊予鉄路面電車★「大街道」下車

徒歩約７分

⑤道後温泉本館又新殿（ゆうしんでん）

※２

ＪＲ松山駅から伊予鉄路面電車★「道後温泉」下

車徒歩約５分

呉 ⑥大和ミュージアム※１ ＪＲ呉駅から徒歩約５分

※１：有料の企画展・特別展は除きます。

※２：道後温泉本館の入浴料は含みません。

★：伊予鉄路面電車３日間フリー券（引換えが必要）により利用可。

(2) 交通機関（自由周遊区間内の交通機関を除く）

交通機関名 効力

伊予鉄路面電車
引換券※１により引換えた「伊予鉄路面電車３日間フリー券」で伊予鉄道車軌道線

（路面電車）全線３日間乗降自由。ただし坊っちゃん列車は除く。

松山観光港までの２次アク

セス

引換券※１により引換えた「松山観光港までの２次アクセス乗車券」で①②いずれ

かを片道のみ１回に限り利用可。

①松山観光港リムジンバス（道後温泉→松山観光港間）または

②伊予鉄郊外電車（松山市駅→高浜駅間）＆伊予鉄路線バス（高浜駅→松山観光港

連絡バス）

石崎汽船／瀬戸内海汽船

松山観光港～呉港クルーズ

フェリー

引換券※２により引換えた「松山観光港→呉港クルーズフェリー乗船券」で松山観

光港から呉港までのクルーズフェリーを片道のみ１回に限り利用可。

追加料金（現地払・大人１，０００円、小児５００円）で、高速船（スーパージェ

ット）に乗船可能。

※１ 「伊予鉄路面電車３日間フリー券」＆「松山観光港までの２次アクセス乗車券」の共通引換券となりま

す。利用開始前にＪＲ松山駅構内松山市観光案内所（8:30～20:00）で引換えてください。

※２ 松山観光港で乗船前に引換えてください。



６ 発駅及びおねだん（おひとり様）

発駅
発売額（円）

おとな こども

京都市内 20,800 円 10,400 円

大阪市内 19,800 円 9,900 円

神戸市内 19,500 円 9,750 円

姫路 16,800 円 8,400 円

岡山 12,500 円 6,250 円

７ 特典

「瀬戸内・松山ぐるりんパス」の「かえり券」の提示により以下の特典が受けられます。（施設によ

り休館・休園日があります。）

・臥龍山荘 大人 500 円→450 円小中学生 200 円→180 円

・大洲城 大人 500 円→450 円小中学生 200 円→180 円

・大洲城･臥龍山荘共通観覧券 大人 800 円→720円小中学生 300 円→270 円

・内子座 大人 400円→300円小中学生 200 円→160 円

・商いと暮らし博物館 大人 200 円→150 円小中学生 100 円→ 80 円

・木蝋資料館 上芳我邸 大人 500 円→380 円 小中学生 250円→200円

・内子座、商いと暮らし博物館、木蝋資料館上芳我邸３館共通券（セット券）

大人 900 円→720 円小中学生 450 円→400 円

・五十崎凧博物館 大人 300円→230円小中学生 150 円→120円

８ 発売箇所

出発地周辺の JR西日本の主な駅のみどりの窓口、または主な旅行会社


