
 

 

 

 

チケットレスサービス開始に合わせておトクなきっぷを発売します 

 

 

2 0 2 1 年 ３ 月 ９ 日 

西日本旅客鉄道株式会社 

四国旅客鉄道株式会社 

 

 JR 西日本・JR 四国では、四国内の特急列車の指定席をより便利に、より手軽にご利用になれるよ

うにインターネット予約によるチケットレスサービスを 2021 年３月 13 日より開始します。 

そこで、手軽で便利な JR西日本ネット予約「e5489」やチケットレスサービスをお試しいただけ

るよう、以下の商品を期間限定で発売いたします。 

 

■商品詳細 

（１）「四国ＷＥＢトクお試しきっぷ」 
 
 ○「J-WEST ネット会員」限定のおトクなきっぷです。 

 ○ご乗車の１ヶ月前から前日までの予約で、特急列車の指定席をご利用になれます。 

 ○ご自宅等で予約し、乗車前に JR 駅の「指定席券売機（みどりの券売機）」や「みどりの窓口」

できっぷをお受け取りの上、ご利用ください。 

※このきっぷをご利用の際は、必ず事前に駅等での受取をお願いします。 

  ※JR 西日本ネット予約「e5489」で発売します。（「みどりの窓口」ではご予約になれません。） 

 

 

 【ご利用期間】2021 年３月 13 日（土）～４月 28 日（水） 

 【発 売 期 間】2021 年３月 12 日（金）～４月 27 日（火）※４月 28日利用分まで発売 

 【おねだん等】（大人１名、普通車指定席・片道利用、有効期間１日間） 

区間 おねだん おトク額 
通常価格 

（指定席） 
備考 

岡山～松山 4,400 円 △2,550 円 6,950 円  

岡山～高知 3,610 円 △2,460 円 6,070 円  

高松～松山 3,870 円 △2,420 円 6,290 円  

高松～高知 3,240 円 △2,280 円 5,520 円  

高松～徳島 1,400 円 △1,800 円 3,200 円 土休日のみ利用可 

徳島～高知 3,500 円 △2,460 円 5,960 円 徳島線経由 

※「通常価格（指定席）」は特急列車の普通車指定席（通常期）を利用した場合のおねだんです。 

※こどもの設定はありません。 

 

 

 



●主な効力・発売条件など 

・予約には「J-WEST ネット会員」への登録が必要です（会員登録は無料）。 

・予約された列車の指定席に限りご利用になれます。その他の列車・座席は自由席を含めてご利

用になれません。 

・受取り後は、予約の変更（ご乗車日、ご利用区間・列車、券種）ができません。 

・サンライズ瀬戸はご利用になれません。 

・発着地周辺の「5489 サービス」表示のある JR西日本・JR四国の「指定席券売機（みどりの券

売機）」や「みどりの窓口」できっぷをお受取りのうえ、ご利用ください。 

  ※JR 西日本では、JR四国内完結区間の商品はお受け取りいただけません。 

 

 

（２）「おトクに四国チケットレス」 ※JR四国内完結区間の商品です。 

 

○「J-WEST ネット会員」限定のおトクなきっぷです。 

○特急列車の指定席を、スマートフォン等から予約し、事前にきっぷを受け取ることなく、チケッ

トレスでご利用になれる商品です。 

○ご乗車の１ヶ月前から当日（出発時刻の２分前まで）までの予約でご利用になれます。 

  ※JR 西日本ネット予約「e5489」で発売します。（「みどりの窓口」ではご予約になれません。） 

 

 

 【ご利用期間】2021 年３月 13 日（土）～６月 30 日（水） 

 【発 売 期 間】2021 年３月 13 日（土）～６月 30 日（水） 

 【おねだん等】（大人１名、普通車指定席・片道利用） 

おねだん 営業キロ 
通常価格 

（指定席） 

通常価格 

（自由席） 
区間例 

450 円 26～50km 1,290 円 0,530 円 

高松～丸亀 

松山～今治 

徳島～穴吹 

高知～須崎 

900 円 51～100km 1,730 円 1,200 円 

高松～観音寺 

松山～八幡浜 

徳島～阿波池田 

高知～窪川 

※別途にご利用区間を含む乗車券（定期乗車券、回数乗車券、ＩＣカードを含む。）が必要です。 

※「おトクに四国チケットレス」の設定区間は別表のとおりです。別表以外の区間の設定はございません。 

※「通常価格（指定席）」は特急列車の普通車指定席（通常期）を利用した場合のおねだんです。 

※こどもの設定はありません。 

 

●主な効力・発売条件など 

・予約には「J-WEST ネット会員」への登録が必要です（会員登録は無料）。 

・予約された列車の指定席に限りご利用になれます。その他の列車・座席は自由席を含めてご利

用になれません。 

・予約の変更（ご乗車日、ご利用区間・列車、券種）ができません。 

・サンライズ瀬戸はご利用になれません。 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※別途にご利用区間を含む乗車券（定期乗車券、回数乗車券、ＩＣカードを含む。）が必要です。 

 

 

 

 

 

                       →上記例の場合、高松～坂出間の「おトクに四国チケットレス」との組み合

わせであれば。ご利用になれます。 

※指定席特急券は通常期のおねだんです。 

※「おトクに四国チケットレス」は「J-WEST ネット」会員様（J-WEST カード会員含む）のみ購入可能です。 

※「e チケットレス特急券」は、「J-WEST カード」会員様のみ購入可能です。 

◎ ご利用可能な組み合わせ × ご利用いただけない組み合わせ

お手持ちの乗車券

おトクに四国チケットレス

お手持ちの乗車券

高松駅   坂出駅

おトクに四国チケットレス

丸亀駅 高松駅 坂出駅 丸亀駅

別表 

「おトクに四国チケットレス」一覧表

おねだん eﾁｹｯﾄﾚｽ利用 指定席特急券
高松 ～ 宇多津 ¥450 ¥760 ¥1,290
高松 ～ 丸亀 ¥450 ¥760 ¥1,290
高松 ～ 多度津 ¥450 ¥760 ¥1,290

26～50kmまで 高松 ～ 詫間 ¥450 ¥760 ¥1,290
高松 ～ 高瀬 ¥450 ¥760 ¥1,290
高松 ～ 善通寺 ¥450 ¥760 ¥1,290
高松 ～ 琴平 ¥450 ¥760 ¥1,290
高松 ～ 三本松 ¥450 ¥760 ¥1,290
高松 ～ 引田 ¥450 ¥760 ¥1,290
松山 ～ 今治 ¥450 ¥760 ¥1,290
松山 ～ 内子 ¥450 ¥760 ¥1,290
松山 ～ 伊予大洲 ¥450 ¥760 ¥1,290
徳島 ～ 三本松 ¥450 ¥760 ¥1,290
徳島 ～ 阿波山川 ¥450 ¥760 ¥1,290
徳島 ～ 穴吹 ¥450 ¥760 ¥1,290
徳島 ～ 貞光 ¥450 ¥760 ¥1,290
高知 ～ 佐川 ¥450 ¥760 ¥1,290
高知 ～ 多ノ郷 ¥450 ¥760 ¥1,290
高知 ～ 須崎 ¥450 ¥760 ¥1,290
高松 ～ 観音寺 ¥900 ¥1,200 ¥1,730
高松 ～ 徳島 ¥900 ¥1,200 ¥1,730
高松 ～ 阿波池田 ¥900 ¥1,200 ¥1,730

51～100kmまで 松山 ～ 新居浜 ¥900 ¥1,200 ¥1,730
松山 ～ 伊予西条 ¥900 ¥1,200 ¥1,730
松山 ～ 壬生川 ¥900 ¥1,200 ¥1,730
松山 ～ 八幡浜 ¥900 ¥1,200 ¥1,730
松山 ～ 卯之町 ¥900 ¥1,200 ¥1,730
松山 ～ 伊予吉田 ¥900 ¥1,200 ¥1,730
松山 ～ 宇和島 ¥900 ¥1,200 ¥1,730
徳島 ～ 栗林 ¥900 ¥1,200 ¥1,730
徳島 ～ 日和佐 ¥900 ¥1,200 ¥1,730
徳島 ～ 牟岐 ¥900 ¥1,200 ¥1,730
徳島 ～ 阿波池田 ¥900 ¥1,200 ¥1,730
高知 ～ 土佐久礼 ¥900 ¥1,200 ¥1,730
高知 ～ 窪川 ¥900 ¥1,200 ¥1,730

設定区間


