車両について
・各テーブルには、USBポートを設置しています。
・JR四国の無料Wi-Fiサービスがご利用いただけます。

詳しくはコチラ→

ＭＥＮＵ

1号車 茜（あかね）の章 定員27名

2号車 黄金（こがね）の章 定員23名

3号車 陽華（はるか）の章 定員8名（貸切）
※1，2号車ご利用のお客様の立入はご遠慮ください。

時刻表
大洲編

松山

伊予大洲

下灘

8：26発

（約10分停車）

10：28着

双海編

伊予大洲

（約10分停車）

八幡浜編

松山

下灘

13:31発

道後編

八幡浜

16:14発

松山

下灘

10：57発

（約10分停車）

伊予
大洲
16:33発

下灘
(約10分停車）

13：01着

伊予
大洲

八幡浜

15:12 着

15:50着

松山
18:17着

車内でのご飲食について
車内では食事を含めた空間までお楽しみいただくため、水・お茶以外の飲食物や食器類の持ち込み
はご遠慮いただいております。みなさまのご理解とご協力をよろしくお願いいたします。
また、未成年者へのお酒の提供はいたしません。お支払いは、現金かPayPayがご利用いただけます。

インフォメーションサイトのご案内
スマートフォンやタブレットから「伊予灘ものがたり」のインフォメーションサイトを
閲覧していただくことができます。このサイトでは、展望カメラの映像をご覧いただけます。
①Wi-Fiを「オン」に設定
②Wi-Fi設定画面で「Iyonadamonogatari」と書かれたアンテナを選択。（パスワード １２３４５６７８）
③QRコードを読み取る。
（インターネットには接続できません。E-mail等の送受信もできなくなりますのでご了承ください。）

おかえりなさい。
あなたと過ごす
第二章の旅（ものがたり）

ア ルコ ール
ビール

各700円

〇生ビール（アサヒ）
(愛媛県西条ビール工場製造)
〇地ビール アロマティックエール
(香りに優れたファインアロマホップを使用)

〇道後ビール アルト
（カラメル麦芽を使った深みのある色合い）

オリジナル カクテル

道後ビール

1,200 円

辛口

大辛口 （道後） すっきりとした飲みごたえ
雪 雀 （北条） 優しさのあるふくよかな旨み
山丹正宗（今治） フルーティで濃醇な香り
宮の舞 （伊方町） 優しい香りと濃醇な味わい
梅 錦 （川之江） コクのある華やかな香り
甘口 初雪盃 (砥部町） バランスの良い味わいと淡麗さ
６ 種類の純米吟醸酒の中から3 種類お選び頂けます。

各800円

〇季節のカクテル （卓上スタンドをご覧ください。）
○黄昏 （ブラッドオレンジシロップ×伊予柑リキュール）
○カクテル kiwi （愛媛県の名産キウイを使用）

季節のカクテル 黄昏

ウイスキー

地酒飲み比べセット

○みかんジュース(伊予灘オリジナルラッピング）180㎖ 各500円
○伊予灘サンセットティ
(フルーツアイスティ) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 800円
〇懐かしのくりーむそーだ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 800円

カクテルkiwi

700円

(ゆうなみ×さくらシロップ なみあや×ブルーキュラソウ）

○サントリーウイスキー
（昭和のハイボール／水割り／ロック）
「サントリーバー 露口」マスター監修の
” 昭和のハイボール“を伊予灘ものがたり車内で。

ミニボトルワイン (各１８７㎖）

ソフトドリ ンク

各 1,000円

○赤（ジュナール・カベルネ・ソーヴィニヨン） ○白（ジュナール・シャルドネ）

グラスワイン（ロゼ・ダンジュ）
焼酎

800円

○道後サイダー 330㎖・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 400円
○伊予灘view tea (Petit Parisオリジナルブレンド)・・・・・・ 800円
○有機栽培コーヒー（山田屋まんじゅう付き) ・・・・・・・・ 600円
○アイスコーヒー（山田屋まんじゅう付き) ・・・・・・・・・・・ 600円
○お～いお茶 345㎖・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 200円
○天然水 いろはす 285㎖ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 150円
〇ノンアルコールビール（ドライゼロ 334㎖) ・・・・・・・・・・ 500円

各700円

○伊予栗 五年古酒 （水割り／ロック／湯割り）
四国では伊予灘ものがたり車内でしか味わえない本格栗焼酎。
みかんジュース

〇道後焼酎そらまめ （水割り／ロック／湯割り）
松山特産品「松山一寸そらまめ」を使用

道後サイダー

伊予灘view tea

※お支払いは、現金かPayPayがご利用いただけます。価格は全て税込価格です。

おつまみ

数量限定

※ 定期運行日のみ販売です。

牛川料理長こだわり
3種の彩りプレート
800 円

キッシュと
ローストビーフの
ミニプレート
1,000円

キッシュ
500円

和洋菓子

素材は季節により変わります。

○ 坊っちゃん団子 （夏目漱石の小説でも有名） 400円
○大洲名物志ぐれ （大洲山栄堂の志ぐれ）・・・ 400円
○ 伊予灘プリン （濃厚なカスタードの味わい）・・ 600円
○ブルーベリーアイス （媛ベリープレミアム）・・・ 500円

じゃこ天
（谷本蒲鉾店）
350円

小魚の二名煮
（龍宮堂）

400円

～今月の和菓子～
霧の森大福
和菓子は変更する場合がございます。

アルコール＆おつまみ
厳選セットメニュー
おたたさんセット

１,５００円

小魚珍味の二名煮に、お好みの
日本酒を瓶で選べるセットです。
▽日本酒をお選びください。
・大辛口（道後） ・雪雀（北条）
・宮の舞（伊方町） ・梅錦（川之江）
・初雪盃（砥部町）

夕日セット

季節のキ ッ シ ュ と
茜色に輝くロゼ ･ ダンジュが
一緒に楽しめるお得なセットです。
○単品もご用意しております。
※定期運行日のみの販売です。

・媛囃子 伊予栗 五年古酒
（水割り／ロック／湯割）

１,４００円

季節のケーキ
単品 600円
ケーキセット
1,000 円

１,０００円

彩りセット

○和菓子単品 600 円
○ 抹茶単品 600 円
○和菓子セット 1,000 円
和菓子セットは、抹茶 ・ コーヒ－（HOT/ICE) ・ 紅茶（HOT/ICE)からお選び下さい。

こだわりの彩りおつまみと厳 選 ア ル コ ー ル メ ニ ュ ー の
中から一つお選びいただける贅沢なセットです。

・道後焼酎そらまめ
（水割り／ロック／湯割り）

※ケーキセットのお飲み物は
・ コーヒー （HOT/ICE）
・ 紅茶
（HOT/ICE） からお選びください。
季節のケーキは、 卓上スタンドをご覧ください。

お 土 産 ・ オ リジ ナ ル グッ ズ
お土産 ・ オリジナルグッズは、 アテンダントがサンプルを持って
お席までご案内にまいります。 販売商品については卓上スタンドをご覧ください。

○伊予灘浪漫 （非日常な体験のお土産に）･････････ 1,200 円
○一六タルト （さっぱりとした柚子風味のタルト）･･･････ 700 円
○焼き菓子セット （お好みの紅茶と一緒に）･･････････ 600 円

・ウイスキー
（昭和のハイボール／水割り／ロック）
※定期運行日のみの販売です。

※素材は季節により変わります。

※お支払いは、現金かPayPayがご利用いただけます。価格は全て税込価格です。

ケーキ

写真はイメージです。
内容は変更になる場 合がございます。

お土産

伊予灘のらぶかん
初代伊予灘ものがたりか
ら引き継ぐ、大人気スイーツ
「伊予灘のらぶかん」が形を
変えて帰ってきました。

○伊予灘浪漫 1,200 円
（非日常な体験のお土産に）

パスケース
1,500円

キーホルダー
1,200円

りんごのタルト

メモ帳
500円

○一六タルト 700 円
（さっぱりとした柚子風味のタルト）

〇巾着おかき 500 円
（懐かしいよもぎ味）
○焼き菓子セット 600 円

しっとりした生地に、りんご
の旨味を閉じ込めたタルト
をぜひ車内で。

（お好みの紅茶と一緒に）

〇牛川料理長オリジナル
ドレッシング 1,000 円

○ちゅうちゅうゼリー・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 400円

※ケーキセットのお飲み物は
・ コーヒー （HOT/ICE）
・紅茶
（HOT/ICE） からお選び下さい。

スマホケース
2,200円

ビアグラス
800円

フレークシール
450円

懐かしのくりーむそーだ
ゆうなみ×さくらシロップ

クリアファイル
350円

ひのきの
木工コースター
800円

800円
みかんジュース（180㎖）500円
～伊予灘オリジナルラッピング～
○温州みかんジュース
（まろやかでスッキリとした甘み）
○ひめのつき
（ほどよい酸味とさっぱりとした味わい）
写真はイメージです。表示価格はすべて税込みです。
表示価格はすべて税込みです。

〇山田屋まんじゅう・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 900円
オリジナルグッズ・お土産物は、アテンダントがお席までご案内にまいります。

単品 600円 ／ ケーキセット 1,000 円

なみあや×ブルーキュラソウ

〇志ぐれ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 900円

水引ピアス・イヤリング
各2,200円

砥部焼コーヒーカップ＆ソーサー
（絵柄と窯元については
アテンダントへお尋ねください。）
5,000円

季節のカクテル

各800円

SAKURA
春らしく、さくらの風味がほんのりと
飲みやすい限定カクテルです。

柚乃音
表示価格はすべて税込みです。 内容は変更する場合がございます。
オリジナルグッズ・お土産物は、アテンダントがサンプルを持って
お席まで案内にまいります。

酸味が少なく爽やかな柚子の香りに
ほんのり甘い味わいのカクテルです。

表示価格はすべて税込です。

