
受付日 投函場所 ご意見 ことでんからの回答

10月16日 瓦町

お疲れ様です。通勤に瓦町駅を利用しています。さて平成30年3月30日（頃？）にコンビニ：セブンイレブ
ンがOPENして便利になりましたが、瓦町駅改札のある階の゛瓦町駅2F平面図"（１･２番ホームに降りる
エレベーター横の掲示）が以前のまま（待合所）です。お手数ですがわかりやすい表示になる様に訂正さ
れては？どうでしょうか？

ご迷惑をお掛けし申し訳ございません。琴平線エレベーター横の掲示物を確認したところ表示内容に誤
りがありましたので、直ちに撤去いたしました。今後、速やかにお客様に分かりやすい案内図の作成を
検討してまいります。

10月18日 メール
苦情です。琴電琴平線を使っています。その時に、急加速・急低速の繰り返し運行しています。どうにか
してください。あの調子じゃあ困ります。

不快な思いをお掛けし申し訳ございません。弊社では、全運転士を対象に定期的に運転状況記録装置
等を用いて運転取扱い及び制動取扱いに関し指導教育に取り組んでいます。今後もお客様が快適ご利
用いただけるよう運転技術の向上に努めてまいります。

10月18日 メール

いつもありがとうございます。瓦町駅についてですが、より人の動線を意識した作りに改装すると利用者
が増えると思います。例えば1階ホームからきむらのあるエリアまで直接降りれる階段と地下改札を設置
したり、バスロータリーから直接ホームに入れる改札付きバリアフリー半地下通路を設置すると利用者
にも瓦町FLAGにもより良い駅ビルになるかと思います。

ご意見ありがとうございます。お申し出の施設の改修等につきましては、多額の費用が必要となるため、
現在のところ計画はございません。ご理解ください。

10月18日 メール

長尾線の始発で、高松築港で毎日下車する赤い眼鏡の女の人(30.40代?、毎日一両目の先頭の方に
乗っています。) 高松築港駅で降りるときにいつもゲームをしながらイヤホンをして歩いています。ぶつ
かってきても謝罪もありません。以前、おばあちゃんも困った顔でその方を見ていました。注意していた
だけませんか?

不快な思いをお掛けし申し訳ございません。 弊社では、「さぬき弁のマナー講座」をはじめとするポス
ターや車内放送により乗車マナーの向上に取り組んでおりますが、ホームからの転落防止等を含めた
注意喚起などの対応を検討してまいります。

10月18日 メール

朝、駅員さんが「おはようございます」とあいさつをする事をマニュアル化してるのか分かりませんが、機
会(ロボット)のようにあいさつするのであればやめるべきです。しかも1人に1回?というルールにしてませ
んか?気持ち悪いです。通り過ぎるお客さんも返事を返す人はいません。それは言わされている心がこ
もっていないあいさつだからです。不愉快なので即やめてほしい。

不快な思いをお掛けし申し訳ございません。駅員の接遇対応において挨拶は重要だと考えています。定
期的に実施しておりますサービス教習等において、無機質な挨拶とならないようサービスレベルの向上
に努めてまいります。

10月18日 潟元
いつも利用させていただいてますが椅子をきれいにふいていただけたらうれしいです。いそがしいでしょ
うが安心してすわれると思いうれしいです。

いつもご利用ありがとうございます。またこの度は、不快な思いをお掛けし申し訳ございません。潟元駅
におきましては速やかに点検を実施し、10月21日に全てのベンチ清掃を行いました。今後も定期的に駅
の清掃点検等を実施し、お客様が快適にご利用いただけるよう努めてまいります。

10月18日 高松築港

瓦町FLAGのラッピング電車、三角矢印に人物の顔が印刷されていて気に入りました。よく見るのは長尾
線のですが、琴平線や志度線でも走ってるようですね。瓦町FLAGのラッピングはことでんバスでも見か
けますが、ＪＲの「マリンライナー」でもやったら（1編成の2・3号車）坂出市や岡山県からの集客も見込め
るのでは・・・？

ご意見ありがとうございます。瓦町ＦＬＡＧのラッピング電車は瓦町ＦＬＡＧオープン前から各線で運行を
開始しておりましたが、現在は長尾線と志度線およびことでんバスで運行を続けております。ことでん以
外へのラッピング広告実施につきましては今後の参考とさせて頂きます。

10月18日 片原町
本間にいいかげんにしてほしい。毎朝附属小学校の子たちの声がうるさい。特に円座から乗る○○って
いう子と太田から乗る○○って子がうるさい。

不快な思いをお掛けし申し訳ございません。 弊社では、「さぬき弁のマナー講座」をはじめとするポス
ターや車内放送により啓発しているほか、学校等などの関係機関とも連携をして乗車マナーの向上に取
り組んでいます。今後も必要に応じて学校等と連携を取りながら、お客様に快適な車内空間が提供でき
るよう努めてまいります。

10月18日 瓦町

・早朝の満員電車内で高校生の男が、大股広げた上に足を投げ出して優先席の2人分を占領していた。
他の乗客は、こんな輩のために非常に窮屈な思いをさせられていた。私の見る限りこいつは常習犯であ
り、相当な悪質な輩であることは間違いない。こんな非常識極まりないことが、許されるはずがない。車
内放送を徹底して止めさせて頂きたい。止めない場合は、車掌により強制的に車外に排除して頂きた
い。
・大きなリュックサックを背負った高校生等を多数見かけるが前抱きにしている者は殆どいない。うしろの
人に当たれば、痛くて不快な思いをさせることもわからないのであろうか。前抱きにするか網棚に上げる
か車内放送を徹底し指導頂きたい。
・依然として車内で大声で話す輩が居る。これも徹底して車内放送にて取り締まって頂きたい。

不快な思いをお掛けし申し訳ございません。 弊社では、駅や車内におきまして、周りのお客さまのご迷
惑となるような行為は慎んでいただきますよう「さぬき弁のマナー講座」をはじめとするポスターや車内放
送により乗車マナーの向上に取り組んでおります。 しかしながら、乗車マナーにつきましては、お客さま
のモラル・善意に委ねざるを得ない面もあり、対応に苦慮しているのが現状です。 今後も、継続した啓
発を行い、乗車マナーの向上に取り組んでまいります。

10月19日 メール
片原町駅の下り電車の時間通りに来ても上り電車との時間によっては遮断機が降りており乗れない
ケースが多々あります。これは駅の構造を変えるかダイヤの見直しが必要だと思います。時間通りに来
ているのにも関わらず乗れないのはありえません。早急に対処してください。

不快な思いをお掛けし申し訳ございません。片原町駅構内の踏切につきましては、事故防止・安全確保
の観点から、遮断機が降下をしている間は通行をご遠慮いただいております。ご不便をお掛け致します
ことをお詫び申し上げます。なお、駅改修には多大な費用が必要となり困難な現状です。ダイヤの設定
につきましては、お客様のご利用状況を勘案して設定しておりますが、ご意見は今後のダイヤ改正時の
参考とさせていただきます。

10月19日 メール

通勤で、毎日円座駅の前を通ります。10月になって、道路沿いの駐輪場の自転車が、路上にはみだして
いることが多く感じます。自転車の使用者のモラルによることとは思いますが、駐輪スペースがいっぱい
になっているのかとも思います。無人駅なので整理する方もおらず、またすぐ前に保育園もあるので、
ラッシュ時や電車の到着と重なった時は、非常に危なく感じます。事故が起きる前に、警察と相談して、
一度放置自転車の整理をしてみてはいかがでしょうか?

ご迷惑をお掛けし申し訳ございません。円座駅の駐輪場は、関係機関等と定期的に自転車の整理や放
置自転車の撤去を実施しております。今後も関係機関と連携し駐輪場の整理等に努めてまいります。

10月22日 メール

通勤で、六万寺から高松築港まで利用しています。築港だけ、ドアが開くのが遅いです。何回も、駅員さ
んに伝えましたが、明確な回答がありませんでした。よく 見ると運転手がドアを開けているのです。都会
では、あり得ません。車掌の仕事です。お客さまの目線でないのですねこちらに来て、一度、琴電は倒
産したと聞きました残念です。

いつもご利用ありがとうございます。終点駅におけるドア取り扱いは、通常、降車側のドアは車掌、乗車
側は運転士が取り扱うことと定めています。お申し出のとおり、ラッシュ時間帯等は、運転士がドアの取
り扱いを行っており、到着後に機器操作を行うため、ドアが開くまで時間を要する場合がございます。ご
不便をお掛けしますが、ご理解ください。

10月22日 メール
この前琴電を利用しました。切符を買おうとしたら小銭が不足していて、エラーが出ました。この時は降り
た駅で運賃を払いました。連絡先に電話をした方が良かったですか?

ご迷惑をお掛けし申し訳ございません。無人駅の券売機は、定期的な点検やつり銭の補充を行っており
ますが、想定以上のご利用があった際には、つり銭切れなどが発生する場合がございます。券売機が
不調の際には、車掌にお申し付けいただければ、乗車券を発売させていただきます。今後ともご利用の
ほど、よろしくお願いいたします。

 ご意見をお寄せいただき、ありがとうございます。2018年10月16日～31日までにいただいたご意見にお答えさせていただきます。



10月22日 高田
10月19日お昼の1時13分の電車にのりました。せんぷうきをつけてというと、やさしく「わかりました」と
言ってくれ、せんぷうきをつけてくれたり、車内のまどのカーテンをぜんぶしめてくれたりしていました。す
ごくうれしかったです。

温かいお言葉ありがとうございます。お申し出内容を本人に伝えたところ、「今後もより良いサービスを
心掛け、全てのお客様に快適にご乗車いただけるよう努めてまいります。」と大変喜んでおりました。今
後も社員一人一人がお客様に快適にご乗車していただける接客対応と、サービスの提供が出来るよう
社員教育を継続してまいります。

10月22日 高田

10/19人身事故の対応について。朝の通勤時に発生したため、タクシーの送迎は瓦町駅や高松築港駅
までしてほしかった。高田駅でのアナウンスは30分後、30分後、10分後と同じことを言ってばかりで、
はっきりわからなく、会社に何時に出社できるかも連絡できず大変こまっています。安全面はもちろんで
すが、利用者の身になって対応してほしかったです。

ご迷惑をお掛けし申し訳ございません。お申し出の件につきましては、踏切内に進入した乗用車と電車
が接触し、運休や遅延が発生しました。事故状況により、運転再開まで長時間を要しないと判断し、タク
シーによる高田駅までの代行、並びにお客様に運転再開までの情報をご案内させていただきました。そ
の後の事故処理等に時間を要する結果となり、お客様には大変ご迷惑をおかけしました。深くお詫び申
し上げます。今後は、的確な情報把握を行うとともに案内放送等の向上に努めてまいります。

10月22日 栗林公園
英語版ガイドブックの文字をもう少し大きくされてみては如何でしょうか！？（ご高齢の方などへの対応と
して）あと、外国人観光客対応として洋式便所数を増やすことも御検討されてみては如何でしょうか！？
（これはお体の不自由な方対応としても）

ご意見ありがとうございます。英語版ガイドブックについては、情報量とガイドブックの持ち運びやすさな
どを考慮して作成しております。ご意見は次回ガイドブック作成時の参考にさせていただきます。また、
駅トイレの改修には多額の費用が必要となるため早期の改修は困難ですが、大規模改修時には水洗・
洋式のものを採用してまいります。

10月22日 今橋 駅員さんがいなくてイルカをつみましできませんでした。ドアをたたいても×。駅務員○○
ご迷惑をお掛けし申し訳ございません。当該駅係員は、体調不良により席を外していたため、お客様に
ご迷惑をおかけいたしました。今後、席を離れる場合には、その内容を掲出するよう注意指導いたしまし
た。

10月23日 メール

私は朝の混んでる電車の時に、全く席を譲ろうともしない若い人を見て思います。実際妊婦ですが、1度
も席を譲ってもらったことはありません。とくにことでんは、簡単に優先席に座る雰囲気があります。この
前は、乳幼児を抱えてる人に席を譲りました。妊婦が席を譲って他は見て見ぬふり。せめて、6人席なら
ちゃんと6人座れる様に詰めろよ。ってよく思います。妊婦は分かりづらいから仕方ないとしても、体の不
自由な人や乳幼児抱えてる人とか見たらすぐ分かるでしょ。簡単に優先席に座れる雰囲気どうにかなら
ないのかな。って思います。

不快な思いをお掛けし申し訳ございません。 弊社では、駅や車内におきまして、周りのお客さまのご迷
惑となるような行為は慎んでいただきますよう「さぬき弁のマナー講座」をはじめとするポスターや車内放
送により乗車マナーの向上に取り組んでおります。 しかしながら、乗車マナーにつきましては、お客さま
のモラル・善意に委ねざるを得ない面もあり、対応に苦慮しているのが現状です。 今後も、継続した啓
発を行い、乗車マナーの向上に取り組んでまいります。

10月23日 瓦町

10/17（水）志度線・志度駅17：40発の電車に乗ろうとギリギリでホームに約8名車両後部の車掌さんの
横までかけ込みました。ちょうどドアが閉まったところだったので発車はしていないのに「もう発車しました
ので」と一声捨てぜりふのように言って10秒たって発車しました。ドアの前にいるお客さんを見捨てて発
車したあまりにもひどい対応に私達は呆然と立ちすくみました。不愉快でした。その日は駅員さんがホー
ムにおらず車掌さんは私達がかけ込んできているのも見えているはずなのに配慮の無さ、車掌さんの
人間性の悪さ、業務に対する姿勢を疑います。新人研修でしょうか？発車前に1.2回指さしで確認をして
「乗降よし」と声かけをし、笛をふいているのを目にしたことがありますが、実行されている方は少ないで
す。（時々琴平線では目にします。）本日の事も、発車確認ができていれば発生はしなかったと思いま
す。アナウンスも何を言っているのかわからない人や、語尾を必要以上に伸ばすふざけた感じの車掌さ
んもいます。再度、徹底をしていただきたい。特に志度線は対応が悪い！！数日前は17：40発、3分遅
れで発車したり、以前途中の大町駅で運転手さんや車掌さんがお客さんを待たせてトイレに数回行くこと
等のコトデン側の勝手な理由は許されるのに、お客さんに対しては1秒も待つことが許されないのでしょ
うか？コトデンの○○様がTELで車掌さんに注意しておきますとのことでしたが、この投稿について、担
当の方の形式的な回答コメントは不要ですので、17：40発の車掌さんご本人からコメントの回答対応を
お願いします。

不快な思いをお掛けし申し訳ございません。駆け込み乗車は、お客様自身のお怪我だけでなく、お客様
同士のトラブルの元となりますので、どうかご遠慮下さい。なお、お申し出の電車は車掌から運転士に出
発合図の操作後であったため、ご利用いただくことができませんでした。ご理解ください。なお当該車掌
には、お客様に対する態度や言葉遣いを中心に注意指導を行いました。

10月23日
瓦町

志度線口

いつも志度線を利用しています。朝8時台～昼12時台に乗車することが多いのですが、駅のホームに
立っていると日差しが強くて、少しつらいです。待合室は、トイレの側なので、正直あまり使いたくありま
せん。駅のホームに、日よけを作っていただけませんでしょうか。ご検討いただけると心より助かります。

ご不便をお掛けし申し訳ございません。駅施設の改修等につきましては計画的に実施しており、お申し
出の箇所につきましては今後の改修計画の参考とさせていただきます。

10月23日
瓦町

志度線口

ことちゃんがとても愛くるしくて気に入っています。グッズも少しずつ集めています。さて、職場の交通費
支給に関する規程のため、６ヶ月定期券を購入し、それまで使用していたイルカを定期券に統合しまし
た。そこであることに気が付きました。「・・・ことちゃんの顔マークがない！！」ことちゃんが大好きなの
で、少し悲しいです。是非、定期券にもことちゃんのイラストを入れて頂けると嬉しいです！！

ご意見ありがとうございます。IruCa定期券は、券面に利用区間や利用期限などの記載が規定されてお
り、券面のスペースなどの問題から、イラスト等の追加予定はございません。ご理解ください。

10月24日 太田

私は琴電の一ファンです。約一年前から通勤手段として利用させて頂いております。とても便利で安心し
て乗っておりましたが、最近気になる事が発端となり、初めて文を取らせて頂きました。個人的には、車
両等運転の事は全くわかりません。が、各車両間付近に座っている乗客の声が聞こえてきます。「久しく
乗ってないが大丈夫か？」と隣の友人に話しているのです。私自身も何度か乗客たちが、トランポリンの
様に宙に浮いて、必死に椅子に座ろうとしている現場を目の前で見ております。そして今、台湾での列
車事故。前記の列車事故ほどではないにしても、スピードの出しすぎではとか、運転士のせいではとか、
不安感大です。そういったもんもんとした日々を過ごしてきた中での、10月22日　19：49発築港行き電車
での、別の線路を走行しているかのごとく、音も揺れも全く気にならず久しく快適な時間を体験できまし
た。こんな優秀な運転士がいるのか、であればこの運転士を指導した指導者がいるはずだ。後は社長
に届けるだけだ。私如きが、偉そうにこんな大それた文章を書く事に、相当悩みましたが、一生に一度だ
と思い、書かせて頂きました。なぜなら、琴電を安心して利用したいと人一倍願っていますし、また乗客
全員もそう思っていると確信しております。貴社の繁栄を心より願っております。
最後にその運転士の名は○○運転士だったと思われます。そして○○車掌とのコンビネーションも良
かったです。まるで自身のご家族を乗せているような仕事ぶりでした。社員の質により運転技術がまった
く同じレベルにならないのは理解できます。乗客（お客様）の気持ちにいかに近づけおもいやる精神にな
れば、この運転士の運転は全員が近づけるだろうし、また越えてほしい。がんばってほしい。

温かいお言葉ありがとうございます。社員の業務の励みとなります。今後も「安全」を第一に、お客様が
安心・快適にご利用いただけるよう、更なる安全意識の向上に努めるとともに、すべてのお客様へ感謝
とおもてなしの気持ちを忘れることなく、より良いサービスの提供に努めてまいります。



10月26日 メール

栗林公園駅から切符にて乗車しようとしたところ、駅員さんが室内で物思いにふけっており、気づいても
らえず、改札をしてもらえませんでした。私は生まれも育ちも東京で、電車での通学・通勤を20年以上し
ておりますが、本日の御社の駅員さんの勤務態度は東京では考えられないことだと感じました。乗車料
金も、距離に対して東京よりも割高に感じております。電車を利用する人に接する駅員さんの勤務態度
の改善をよろしくお願い致します。

不快な思いをお掛けし申し訳ございません。当該係員には接客姿勢を中心に、常にお客様の立場に
立ったサービスの提供を行うよう厳しく注意指導を行いました。今回のご指摘を受け、 さらに社員への
接客指導を徹底する必要性を痛感しております。 今後このようなことの無いよう、社員一同サービスの
向上に誠心誠意努めてまいります。

10月29日 メール
ことでんの車両のプラレールはありませんか。ことでんのプラレールを作る予定はないんでしょうか。前
向きにご検討お願いします。

ご意見ありがとうございます。現在発売中のプラレールには、ことでんの車両はございません。また現在
のところ、ことでんのプラレールを販売する予定はございませんが、ご意見は今後の参考にさせていた
だきます。

10月29日 メール

10月27日PM10:15分ごろに高松築港駅で切符を手渡ししたところ、窓口の駅員に舌打ちをされ非常に不
愉快な思いをしました。切符を手渡しただけで舌打ちをされる意味がわかりません。舌打ちではないかも
と思いましたが、舌打ち以外には考えられないあからさまな音でした。切符を渡しただけで舌打ちをされ
るなんていったいどういう教育を社員にしていらっしゃるのでしょうか。そしてそういった方を高松築港駅
に勤務している方の代表として窓口に立たせていることにも疑問を感じます。また、駅員の名前日見て
いませんが、中年男性だったと思います。田舎なためこの電車以外に交通の便がないため今まで利用
していましたが、今度から利用も考えたいですし、このことをSNSに書き込もうと思っています。夜も遅い
ため疲れも溜まっているかと思いお気持ちもわかりますが、仕事は仕事として誇りをもってしていただき
たいです。意味のわからない舌打ちをされ非常に不愉快な思いをし、苛立ちも収まらないため、もし勤務
をしている方を特定できましたらご本人から直接謝罪をしていただきたいです。

不快な思いをお掛けし申し訳ございません。当該係員には、接客時の対応に関する再教育を行いまし
た。今後も、駅係員にはサービス統括責任者などによる巡視を行うほか、定期的に実施しております教
習等でサービスレベルの向上に努めてまいります。

10月29日 メール

10月10日の金刀比羅宮例大祭に、上り臨時列車を運転してくれるのはありがたいが、もう少し早い時刻
に設定できないのでしょうか?お祭りが終わって琴電琴平駅に到着して1時間後・・・。発車時刻を知って、
何人か、「それだったら、歩いて帰った方が早い。折角だから利用しようと思ったのに」と、駅をあとにされ
る方もおいでになりました。それから、琴電琴平駅寄りの車両に乗車しましたが、車内アナウンスが全く
聞こえませんでした。

ご意見ありがとうございます。10月10日の金刀比羅宮例大祭の臨時ダイヤの設定につきましては、お客
様のご利用状況を勘案し、設定しております。ご意見は今後の参考にさせていただきます。また、発車
前や走行中に適時マイクの音量等の確認を行うよう教育していますが、今後も適切な音量で分かりやす
い放送案内が行えるよう車内放送の向上に努めてまいります。

10月29日 メール

10月29日朝7時頃に瓦町フラッグ1階のセブンイレブンにて貴社の社員が、セブンイレブンの店員に数分
間悪態を吐いていました。琴電の制服を着ていたので間違いないかと…見ていて、気分の良いものでは
在りません。見える範囲に別の社員がいて止めるわけでもなく、放置してました。昔から琴電の社員の
態度の悪さは折り紙付きでしたが、倒産してまだ懲りてないのかと…

不快な思いをお掛けし申し訳ございません。セブンイレブンをよく利用する弊社の社員が商品を購入す
る際に時間を要したため、店員に対しお詫びをさせたことによるものです。今後は、勤務中であることを
意識して行動するよう注意指導いたしました。

10月29日 一宮
駅西側浄化槽と用水の間の草を刈って下さい。毎年お願いしていますので、定期的に刈っていただけれ
ば幸いです。

お申し出を受け、10月31日に一宮駅内の施設の草刈り作業を行いました。今後は定期的に確認し、施
設の管理に努めてまいります。

10月29日 瓦町

10月28日(日）仏生山の車両を見て撮影しようとしたら「撮るな！」と(工場の方と思うが）言われた。貸切
でヘッドマークを取り換えていたらしいが、怒っているような発言だった。人を撮ろうとして怒るのは分か
るが電車を撮って怒るのはおかしい！ことでんを楽しく、お金を払って乗車しているのだから、そういう言
い方をされて不快である！改善してもらいたい！！

不快な思いをお掛けし申し訳ございません。ヘッドマークなどの撮影につきましては、貸切主催者の意
向や公開前のイベントなどの場合には、ご遠慮いただいております。ご理解とご協力をお願いいたしま
す。

10月30日 片原町 太田駅○○という人物が臨時を公開し仲間にもらしてます。
ご意見ありがとうございます。臨時列車等の問い合わせに対しては、運行情報を積極的にご案内するよ
う努めています。今後もお客様の立場に立った情報提供が行われるよう全社員一丸となって努めてまい
ります。

10月30日 潟元
いつも利用させてもらっています。ありがとうございます。潟元駅の駐輪場についてです。入口付近に自
転車の迷惑駐輪がたくさんあり、危なくて自転車が通りにくいです。何か対策をお願いします。

ご不便をお掛けし申し訳ございません。お申し出の潟元駅駐輪場につきましては、係員や関係機関が
定期的に自転車整理や放置自転車撤去を行っております。今後も関係機関と連携し通行の妨げになっ
ている自転車の整理を行って参ります。

10月30日 三条

長尾線で4両編成運転実現!!10月19日(金）花園及び瓦町で1300形（1301-1302+1303-1304）4両がゆっく
り走っていたので、貴重なシーンを見ることができましたが、当日運転見合わせだったそうですね。他車
との併結ができない1300形と2両編成しか運行できない長尾線との組み合わせた記念撮影ができまし
た。運転見合わせについては少し残念ですが、このようなレアな出来事は、テレビのニュースにも見て分
かるので、中々ない1日だったと思います。

2018年10月19日（金）に発生した踏切障害事故により、ご利用のお客様にはご不便並びにご迷惑をお
かけいたしまして、申し訳ございません。なお、お申し出の車両編成は、事故の影響により車両が自走
できなかったため、連結して車庫まで収容した事によるものです。今後も踏切事故防止キャンペーン等
を積極的に行い、踏切事故の防止に取り組んでまいります。

10月31日 メール
無人駅で降りる時、ポットで退出してくれる方とそうでない方がいます。全ての方がポットでの退出できる
ようにしていただけると助かります。

不快な思いをお掛けし申し訳ございません。無人駅には、ＩＣカード専用の機器を設置しておりますが、
ラッシュ時間帯等の長編成車両の場合には、機器までの距離があるため、定時輸送を目的に車掌によ
る集札業務を行う場合がございます。ご理解ください。

10月31日 メール
琴平電鉄の駅で記念のスタンプが置いてある(押す事が出来る)駅があれば教えて頂けますか?また、押
印可能な時間が決まっていれば合わせて教えて頂けますか?よろしくお願いします。

記念スタンプにつきましては、高松築港駅・仏生山駅・滝宮駅・琴電琴平駅・琴電志度駅に設置しており
ます。電車の運行時間帯に駅員にお申し付けください。（※滝宮駅設置の記念スタンプは、始発～10
時、16時～最終電車運行時間帯のみご利用いただけます。）

10月31日 滝宮 精神障害者もグリーンイルカを使えるようにしてくださればありがたいです。通勤にﾊﾞｽを使用してます。
ご意見ありがとうございます。精神障がい者割引をはじめとする新たな割引制度につきましては、国の
福祉施策の一環として行政が主体となり行うべきと考えており、現在のところ弊社単独で導入する予定
はございません。ご理解ください。

10月31日 片原町

10/31大阪より観光で高松に来ました。（主人の出張についてきた）ので１人で観光予定でした。順路等
わからずとりあえず片原町の駅に来て、駅の職員さんに訪ねてみました。レンタサイクルを提案頂き、親
切に手続きして下さり、自転車の貸し出しまで教えてくれました。電車に乗らないのにとても親切にして
下さりありがとうございました。

温かいお言葉ありがとうございます。お申し出内容を本人に伝えたところ、「今後もより良いサービスを
心掛け、お客様に喜んでいただけるよう努めてまいります。」と大変、喜んでおりました。今後もお客様が
快適にご利用いただけるよう接客対応の向上に取り組んでまいります。


