
受付日 投函場所 ご意見 ことでんからの回答

7/16 Eﾒｰﾙ
　令和記念のイルカカードに応募したものですが、残念ながら、当選できませんでした。ホームページを拝見いたしますが、当選した方でも、2019年7月16日までにご入金の確
認が出来ない場合には、当選無効とさせていただきます。との事ですが、もし、無効のカードが出た場合は、もう一度、応募をされるなら、ぜひもう一度申し込もうとおもいます
ので、そのあたりの、ことでんさんの方針がきまりましたら、ご都合よろしければ、メールでご連絡いただけるとありがたいです。

　新元号記念IruCaの追加販売にご応募いただきまして、ありがとうございました。当選者の全員からご連絡をいただき、新元号記念ＩｒｕＣａは、すべて発送させていただきまし
た。

7/16 Eﾒｰﾙ 　定期を忘れたときの対処法などありますか?
　いつもことでんをご利用いただきまして、ありがとうございます。電車をご利用の際は、有効な乗車券をお求めいただき、その乗車券を所持しなければならない規則となって
います。定期乗車券を忘れた際には、ご利用区間の普通運賃が必要となるほか、返金する制度はありませんので、ご注意下さい。

7/16 Eﾒｰﾙ

　電車の揺れ、車内騒音について。走行中、とにかく揺れる。走行音は高く、車内放送が聞こえない。特に、乗客数の少ない昼間はひどい。先日7/12琴平線下り、栗林公園駅
では、インバウンドの外人さんは途中の車内放送が聞き取れていなかったのか、駅に着いてから慌てて降りていました。また、揺れは三条太田間の高架部分と地上部分との
接続部分では、シートから跳ね飛ばされそうになりました。揺れや騒音抑制には路盤の整備など地道な努力が必要でしょう。コストもかかります。運賃もこれ以上あげると乗
客離れが進むと見込みまれ、費用の調達は容易ではないでしょう。しかし、同程度のローカル私鉄と比しても揺れすぎではないでしょうか。車両が古いのは、理解できます。
揺れや騒音の緩和にご努力を期待しています。

　ご不快な思いをおかけして申し訳ございません。お申し出を受け直ちに調査したところ、安全な運行に支障はありませんでしたが、列車の動揺箇所があったため、補修いた
しました。今後も計画的に点検し、軌道の整備や補修を行い、施設の改善や乗り心地の向上に努めてまいります。

7/16 Eﾒｰﾙ

　琴平線を数年利用していますが、ここ最近、車掌さんのアナウンスの質が上がっていると感じます。本日7月13日19時35分瓦町発に乗務していた車掌さんは、「先程の瓦町
で乗務員が交代いたしました。終点の琴電琴平までご案内致します。よろしくお願い致します」   というアナウンスをしていました。また、約2週間前程前にも、別の車掌さんだ
と思いますが、仏生山駅からの琴電バス乗り換え案内をしていた車掌さんもいました。どちらのアナウンスも、初めて聞いた時はびっくりしましたが、お客様思いの優しい車掌
さんだなぁと思いました。そのほか、丁寧なアナウンスは勿論、臨機応変なアナウンス(信号待ち・行き違い待ち・遅延など)、また、「いってらっしゃいませ」とアナウンスしている
車掌さんも増えてきているように感じます。素晴らしいと思います。

　温かいお言葉ありがとうございます。社員の業務の励みになります。今後も社員一人一人が、その時その場に応じた適切なアナウンスや接客が行なえるよう努めてまいり
ます。

7/16 Eﾒｰﾙ
　7月11日琴電岡田駅のパーキングを利用して電車に乗りました。夜精算したときに一日を押したのに1000円で値上がりしたかなとか思ったのですがチップが出てきて、チッ
プが落ちてきました。私の以外も1つ下に落ちていました。機械が壊れているのではないでしょうか。レシートを見たら紛失料金になっています。

　この度はご迷惑をおかけして申し訳ございませんでした。メーカーに点検を依頼したところ、不具合は確認されなかったとの報告を受けており、また、今回のケースの場合、
直前の別のお客様が紛失精算のボタンを押した後、場内に後退したことが原因ではないかとの見解でした。いずれにしましても、正常ではない精算処理となっておりましたこ
とをお詫びし、ご返金させていただきます。今後ともご利用の程よろしくお願い申し上げます。

7/16 Eﾒｰﾙ 　琴平線榎井駅～羽間駅間　バラスト不足してます。
　ご不安な思いをおかけして申し訳ございません。当該箇所を確認したところ、安全運行に支障はありませんでしたが、お申し出の通り、バラストの少ない箇所があったため、
早期に補修計画を立て整備を行ってまいります。今後も計画的に点検・整備を行うとともに施設の改善に努めてまいります。

7/16 琴電琴平
　畑田駅でお年寄りが列車から降りようとしていたのに、扉がしまろうとして非常に危険でした。一両目の車両なので運転士は見えてたはずやし、車内には琴電の従業員の
人も乗ってました。どういう教育をしてるんですか？車内にのってた職員は、お年寄りが降りるのが分かってたはずなのでどうにか出来たはずです。

　ご不快な思いをおかけして申し訳ございません。当該係員には厳重に注意指導を行いました。また、ことでんでは全係員に対し、安全運行に関する教習を定期的に実施し
ておりますが、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取り組んでまいります。

7/17 片原町
　通勤で利用していますが、車内エアコンがきいているのに天井の扇風機が回っています。今年の梅雨時の朝は温度・湿度が低く毎日上から冷えて寒いです。温度・湿度を
チェックして扇風機を回してほしいです。真夏や残暑にはエアコン・扇風機で汗がすっとひき嬉しいです。

　ご不快な思いをおかけして申し訳ございません。季節の変わり目の朝夕などの温度管理は時期的にも調整が非常に難しく苦慮しているところでありますが、乗務員には、車
内に設置の温度計に頼らず、客室に入り車内の温度を体感するなど、きめ細やかな温度管理を行うよう指導しております。なお、暑い時や寒い時はお気軽に乗務員までお申
し出ください。

7/17 三条 　コトディーンって何ですか？
　コトディーンとは、香川県に眠る神話から昔話などの歴史をことでんをモチーフに怪事件やキャラクターとして再現したものです。2019年7月15日からスタートいたしました「こ
とでんスタンプラリー」が進むにつれて、ストーリーが明らかになってまいります。今後ともことでんをよろしくお願いいたします。

7/17 高松築港
　本日、仏生山で長尾線の大型車が3編成いました。1本は、検査出場待ちの1307編成ですが、後2本は1255編成と1301編成でした。しかも4日1度の検査ではないのです。パ
ブトレインで使われる（1255編成）と思われますが1301編成は何の為でしょうか？最近では長尾線車両の貸切、試運転・故障によって600形の運用が多くなっています。

　ご意見ありがとうございます。7月15日は、1301-1302号車が検査のため臨時入庫していたほか、1255-1256号車は貸切の依頼があり琴平線で運用していました。点検修理
や貸切の受注があった場合、長尾線は600形の車両が営業列車となる場合がございます。なお、貸切の場合には、お客様にご迷惑をおかけしないようご利用の少ない日時
を選定しておりますので、ご理解のほど、よろしくお願いいたします。

7/18 栗林公園
　レトロ電車特別運行についてですが、10月から仏生山から琴平の区間になっています。やはり、三条～太田間の新駅と複線化の工事で支障が出るためでしょうか？来年の
5月でレトロ4連は最後になってしまうので、GWの時だけでも高松築港～仏生山間を含めた全区間の運用を考えて頂けたら幸いです。

　ご意見ありがとうございます。新駅・複線化の工事の関係で、月に一度開催しております、レトロ特別運行は、2019年10月13日から、運行区間を仏生山から琴電琴平までと
させていただきます。ＧＷのレトロ電車のイベントについては、ご意見を参考にさせていただきながら、検討してまいります。

7/18 高田 　高田駅下り側、降り口フェンスが低くて、電車と接触しそう。先月も小学生が接触しそうになった。誰かがケガをする前に対策をお願いします。表示だけではダメ
　ご不安な思いをおかけして申し訳ございません。高田駅下り側フェンスでございますが、下りホームスロープの構造から、高いフェンスの設置は困難です。今後の駅の大規
模改修時の参考とさせていただきます。また、駅スタッフによる集札時に降車されるお客様に対して、注意の声掛けを実施して、電車との接触が無いよう事故防止に努めま
す。

7/19 Eﾒｰﾙ 　廃車予定の車両は、通常運転していますか?
　ご意見ありがとうございます。2020年にレトロ電車4両の廃車を計画しています。現在、廃車予定の車両につきましては、イベントや貸切列車のみの運行となっています。毎
月レトロ電車の特別運行を実施しております。詳しくは、ことでんのホームページをご覧ください。

7/19 Eﾒｰﾙ
　毎朝６時４５分の電車に乗っていますが、アナウンスがダメです。この限りJRのように放送にした方が良いかと思います。駅名を間違えたり、駅名がなかなか出てこなかった
りすることが多々あります。大変不愉快な感じです。社員教育が出来ていません。何とか、解消してくださるようお願いします。

　ご不快な思いをおかけして申し訳ございません。車掌には、車内放送マニュアルを基本として、わかりやすく適切な音量で放送するよう指導しています。今後も教習や添乗
指導を通じて車内放送のレベルアップに取り組んでまいります。

7/19 Eﾒｰﾙ
　7月20日から夏休みに突入します。電車の中や無人駅での溜まり場や騒ぎが多くなってきます!特に綾川駅周辺コンビニが溜まり場になってます!後汚ない!瓦町フラッグもコ
ンコースや外回り大声で騒ぎ過ぎです。フラッグ店内のトイレも着替えたりするので汚ないです。これから高松祭りmonsterbus等々イベントも有ります。警察と連携して見廻り
強化して下さい。電車内も五月蝿い人は乗せないで下さい。仕事で通勤している人からすると大迷惑です。

　ご不快な思いをおかけして申し訳ございません。弊社では管理者等による各駅の巡視を実施しており、迷惑行為等を発見した場合には注意喚起を実施しております。今後
も夜間巡視を強化するとともに関係機関と連携しながらマナー向上に取り組んでまいります。

7/19 Eﾒｰﾙ

　グリーンイルカですが、精神障害者も対象にしてください。障害者の成人している息子が高松へ就労支援を受けようと思っていますか、私どもの地域ではコトデンもJRも自
転車で2,30分のところにあるため障害者の息子は大川バスを利用しています。その際に障害者割引をしてもらうために現在は現金支払い時にその都度障害者手帳を提示し
ていますが、紛失した場合に顔写真入りのため困るのと、他人に手帳を見られることが辛いようです。グリーンイルカなら手帳を毎回提示することなく割引が受けられます。同
じ障害者なのに精神障害者を除かれるのはどうしてでしょう。内容を踏まえて返答のほどよろしくお願いします。

　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の導入につきましては、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、現在のところ当社単独で実施する予定はございません。何卒、ご理解賜りますようお願いいたします。

7/19 高松築港
　1日乗車券について。レトロ電車運行時、乗車の際、1日乗車券を買い求めております。ことでんオンラインサイトには、過去の1日券の在庫がある旨示されておりました。高
松築港駅又は瓦町駅では、電車の絵柄が入ったタイプが品切れの表示がされている状況です。税制改正以後、販売できなくなるものと推測されます。在庫状況は存じ上げま
せんが、残りあるようでしたら、オンラインサイト在庫分又は他の駅の在庫分を駅売りに振り替えて頂けると有難いですが、いかがでしょうか？

　ご意見ありがとうございます。現在レトロ電車のフリー切符につきましては在庫が多くないため、通信販売のみの販売とさせていただいております。2014年に発売した「こと
でん×京急電鉄」の1日フリー切符については、有人駅で発売いたしますので、是非お買い求めください。

7/19 高松築港
　運賃について。基本運賃の値上げ、税制事情やむをえない事情だと思いますが、1日乗車券、映画セット券、仏生山温泉券、その他企画券の記事がありませんが、価格を
変更しないまま、いかれるご予定なのか？変更するか？据え置きか？料金設定について発表を頂けると幸いです。

　ご意見ありがとうございます。2019年10月1日（火）に予定されている消費税率の引き上げに伴い、普通旅客運賃の改定を予定しておりますが、各種の企画乗車券について
は、現在、検討中です。決定次第に弊社ホームページでお知らせ致しますので、もうしばらくお待ちください。

7/19 高松築港
　企画きっぷについて。いつ使える、利用対象目的、どこで買える？などの統一した比較表を添えた、企画きっぷの紹介を駅へ掲示されるとか、種類が複数あるので、冊子上
にして主要駅で見られるようにするとか、企画きっぷの利用が微増するように思うのですが、いかがでしょうか？

　ご意見ありがとうございます。企画きっぷは、駅ポスター等でご案内させていただいておりますが、今後お客様のご意見を参考に検討させていただきます。なお、企画きっぷ
について、ご不明な点がございましたら駅窓口まで申し付けください。

7/19 高松築港
　ことちゃんグッズについて。先日、京急久里浜フェスティバルに出展参加されたようで、ご好評をいただいたことは、うかがっております。電車愛好家に限らず、ご好評を頂い
ているグッズですが、百貨店の催事やその他、物販催事にて、お出しする機会を増やすことが、ことでんの存在価値を高める良い材料だと思います。経費的なもので、ご苦労
はあるかと思いますが、県外ではニーズがあるものだと思うので、物販催事により参加をご検討されるのが、よろしいかと思うのですが、いかがでしょうか？

　ご意見ありがとうございます。昨年と今年の5月に開催されました「京急ファミリー鉄道フェスタ」に出店した際には、多くのファンの方にお立ち寄りいただきました。他県で開
催されるイベントへの出店は現在のところ予定は無く今後、検討してまいります。なお、インターネットの通信販売や県外にことちゃんグッズの取扱店もございますので、ぜひ、
ご利用をお願い致します。ことちゃんグッズ取扱店につきましては、ことでんのホームページに掲出しておりますので、ご覧下さい。

7/20 Eﾒｰﾙ

　『車掌さんのアナウンスがとても素晴らしいです!』6/28(金)14:26 栗熊発の高松築港行きを利用しました。レオマワールドで一泊した帰りで「楽しかったね!」という雰囲気の
中、ことでんに乗車。その時の車掌さんは見た目20代の若い男性と記憶しています。語尾が上がるような日本語の発音で、アナウンスがとても心地よく、さらに幸せな気持ち
になりました。『楽しい小旅行になりました。ありがとうございます!』とその車掌さんにお伝えください。ことでんの車掌さんのアナウンスといえば、昔から(私が子供の頃から)一
本調子でぶつぶつ、ぼそぼそ、口を大きく開けてしゃべっていないのか、滑舌が悪く、何言ってるのかわからない.....。という人が多く(たまに例外もありますが)、これがローカル
線の魅力の一つか?とも思っていましたが、でもやっぱり、アナウンスが心地いいと気持ちいいですね。楽しい気分になります!

　温かいお言葉ありがとうございます。社員の業務の励みになります。車掌には、適切な音量でわかりやすい放送を行うよう指導しておりますが、今後も社員一人一人がお客
様に満足していただけるよう車内放送の向上に取り組んでまいります。

7/20 Eﾒｰﾙ
　対策として「駐輪禁止」の貼り紙はして頂きましたが、抜本的な解決には程遠いです。その後も駐輪し放題です。マナー向上を呼び掛けても、恐らく無理だと思います。あの
場所に停められない様な工夫が必要では？車道にある様な、道路に「駐輪禁止」とペイントするとかは出来ませんか？検討よろしくお願いします。

　ご迷惑をおかけして申し訳ございません。お申し出内容につきましては関係機関に伝え対応を依頼しました。また、ことでんとしても、今後も引き続き粘り強く利用マナー向
上の啓発活動を行うととも駐輪場整理を行ってまいります。

7/20 Eﾒｰﾙ
　琴平線の三条駅と太田駅の間に新駅をつくるために、工事が大分進んでいるように思いますが、いつから新駅が使えるようになるのでしょうか?アクセスが良くなるのでとて
も楽しみにしております。

　ご意見ありがとうございます。新駅開業後は利用者の皆様の利便性が向上するとともに、より多くの沿線住民の皆様にもご利用いただけるようになるものと考えております。
なお、新駅の開業時期については、現在のところ関係機関と調整中ですが、一日でも早く開業することができるように工事を進めてまいります。今後も引き続きご利用をお願
いいたします。

7/22 Eﾒｰﾙ
　朝６時４６分に乗車していますが、アナウンスが全然なっていませんし、聞き苦しいです。いっそのことJRのように音声放送に変更した方がよっぽどましです、イヤ ましでは
なく完璧なものになるはずです。アナウンス中駅名を間違えたり、次はといいながら駅名が出てこないで、挙句の果てに間違えるなんて、持ってのほかです。何とか改善して
いただきたいものです。

　ご不快な思いをおかけして申し訳ございません。お申し出の音声放送装置の導入に関しましては、機器の改修に多大な費用が必要となるため、変更する予定はありませ
ん。今後の導入車両時の参考とさせていただきます。車掌には、車内放送マニュアルを基本として、わかりやすく適切な音量で放送するよう指導しています。今後も教習や添
乗指導を通じて車内放送のレベルアップに取り組んでまいります。

 ご意見をお寄せいただき、ありがとうございます。2019年7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。



受付日 投函場所 ご意見 ことでんからの回答

 ご意見をお寄せいただき、ありがとうございます。2019年7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。

7/22 Eﾒｰﾙ
　揺れが激しいのには、いい加減ウンザリしています。特に挿頭丘辺りから揺れが激し過ぎます。電車が東急会社からの使い回しで古いのか、又は路線の改修が必要にもか
かわらず、未だ改善されていないなどのことが、あるのではないですか。本当に宜しく改善対応をお願いします。

　不安な思いをおかけして申し訳ございません。お申し出を受け、直ちに調査したところ、安全運行に支障はありませんが、列車の動揺が大きい箇所があったため、優先的に
軌道整備を行ってまいります。今後も計画的に、軌道整備・点検・補修を行うとともに、列車の動揺等に気を配り、施設の改善・乗り心地の向上等に努めてまいります。

7/22 Eﾒｰﾙ
　この前もメール送りましたが、空港通りから仏生山までの上り電車で踏切を長く待つのは迷惑です。おたくの電車のせいで遮断機長く待たないといけない朝夕は特に混んで
迷惑です。あなた方ことでんは、迷惑になっているの考えた事はありますか。電車通過しても、線路で一時停止するので、通りすぎるのに時間が かかります。なぜ空港通り駅
を作ったのでしょうか？乗客増やすためですか。一宮、空港通り、仏生山と無駄に駅を作りすぎです。おかげで車のドライバーからすると毎日毎日迷惑です。

　空港通り駅については、高松市が平成14年に策定した「高松市総合都市交通計画」に駅の新設が位置づけられていたことや、新駅設置に対する地元要望もあったなかで
塩江町、香南町、香川町が高松市に合併したこともあり、高松市南部方面から中心部へのアクセス向上を図るため、平成18年に高松市からの請願により整備した駅です。踏
切の遮断時分については安全確保のための設定となっております。ご理解の程よろしくお願い致します。

7/22 綾川 　ゴミ箱のゴミ回収してください。
　ご不快な思いをおかけして申し訳ございません。綾川駅を含む無人駅は定期的に係員が巡回しゴミの収集と美化に努めています。お申出日の当日が巡回日であったた
め、ごみ箱のゴミを回収しております。今後も定期的な巡回と清掃を行い、お客様が快適にご利用いただけるよう取り組んでまいります。

7/22 瓦町
　長尾線と琴平線を利用しています。600形（長尾用）と1070形（琴平線）についてですが、この2形式は初の冷房車として導入した車両で最大限に運用されましたが、今はラッ
シュ時の運用や故障車等の代走がほとんどだと思います。先月は、1071編成が日中、昨日は601編成が日中運用されていました。（金曜日夜間も）利用者の少ない夜間も運
用を検討されるのも良いかと思います。

　いつもことでんをご利用いただきありがとうございます。琴平線の1070形は、1984年（昭和59年）から、ことでん初の冷房車として運用を開始した車両です。同じく長尾線600
形についても1999年（平成11年）長尾線・志度線初の冷房車として運用してまいりましたが、お客様の利便を勘案し、現在は予備車両としての運用となっています。同車両の
運用につきましては、今後のイベント時の参考とさせていただきます。

7/23 Eﾒｰﾙ
　こんばんは!私は、数年前に高松に遠征した時にことでんを利用したことがあります。今後、車両更新が行われるとしたら、都営地下鉄浅草線で廃車となる5300形を譲り受け
ていただけないでしょうか?先頭車だけでも。

　ご意見ありがとうございます。車両の導入計画は、現在のところ未定ですが、今後の車両導入時の参考にさせていただきます。

7/24 Eﾒｰﾙ 　駅前の自販機横で待っていたら「そこどけ」と言わんばかりにクラクション鳴らされて不愉快でした。少し横に停めるだけでいいのに。
　ご不快な思いをおかけして申し訳ございません。当該係員には、無闇にクラクションを鳴らさないよう厳重に注意いたしました。また、周囲の方にご迷惑と感じさせるような運
転は行わないよう継続して指導してまいります。

7/25 Eﾒｰﾙ
　優先座席では携帯電話の電源をお切り下さい。→意味のない風習はもう止めませんか?そもそも第2世代の携帯電話の頃の規制ですよね、それも科学的な裏付けが乏しい
自主規制ですよね?いまや圧倒的に安全になった第4世代が主流で、第5世代の携帯電話サービスも始まります。もう化石のような自主規制は止めませんか?

　ご意見ありがとうございます。携帯電話の使用についてですが、弊社では現在、ポスターの掲示、車内放送等で「優先席付近では携帯電話の電源をお切りください」と案内
しておりますが、ご意見は今後の参考とさせていただきます。

7/25 Eﾒｰﾙ 　毎年この時期が一番厳しい、コトデン名物「蒸し風呂電車」、毎朝が地獄です、せめて温度計位は設置して下さい。
　ご不快な思いをおかけして申し訳ございません。レトロ車両の4両を除く全ての電車内には、温度計を設置しており、乗務員は、その温度を基に車内の空調管理に努めてお
ります。今後も車内に設置の温度計に頼らず、客室に入り車内の温度を体感するなど、きめ細やかな温度管理に取り組んでまいります。なお、暑い時や寒い時はお気軽に乗
務員までお申し付けください。

7/25 三条
　ことでんの次のダイヤ改正は、三条～太田間の新駅又は、複線化が完成する来年（2020年度）になるのでしょうか？最近、琴平線では朝ラッシュ時に、当該区間の工事によ
り、1～2分程度遅れていますが、完成すれば効率が良くなると察します。安全を第一に目的地（各駅）まで運行する意識をいつも持って欲しいと思います。瓦町への自動放送
についてのご意見もありましたが、かけ込み乗車を防止するために、次のダイヤ改正の時でもいいので、音声を復活してくれればと思います。

　いつもことでんをご利用いただきありがとうございます。次回のダイヤ改正は新駅の開業にあわせ実施する予定ですが、開業時期につきましては、関係機関と調整中です。
工事期間中には、ご不便をおかけいたしますが、安全に工事を進めるとともに、安全運行に努めてまいります。なお、瓦町駅の自動の案内放送につきましては、今後の参考
とさせて頂きます。

7/25 三条
　全労災から新会社名「こくみん共済」のラッピング電車が20日検査出場した1307編成に施行したそうですね。1215編成でないのは、新会社名として新しく4年間スタートする
ためなのでしょうね？1255編成は塗装した上で、緑一色のままでしょうか？（検査入場していた）当編成を含め、1205編成、1301編成、300号といった車体一色の車両の撮影
会というのがあったらいいと思います。（仏生山駅で）

　ご意見ありがとうございます。全労済からこくみん共済へ社名変更のため、ラッピング車両を1215-1216号から1307-1308号に変更し今後4年間運行いたします。1255-1256
号はツートンカラーに戻す予定となっております。一色塗り車両の撮影会については、今後のイベント時の参考とさせて頂きます。

7/25 Eﾒｰﾙ
　朝、JRから琴電に乗り換えるのが苦痛です。JRは朝からでも快適なのに対して琴電は駅舎も電車も蒸し暑くて雲泥の差です。光熱費の節約も必要かも知れませんが、利用
客の事も考えてくれませんか。

　ご不快な思いをおかけして申し訳ございません。乗務員には、きめ細やかな温度管理を行うよう指導や教育を実施しておりますが、今後も快適な車内空間の提供が行なえ
るよう社員教育を継続してまいります。

7/25 Eﾒｰﾙ 　始発から電車内が暑い!エアコンを入れて下さい!
　ご不快な思いをおかけして申し訳ございません。乗務員には、きめ細やかな温度管理を行うよう指導や教育を実施しておりますが、今後も快適な車内空間の提供が行なえ
るよう社員教育を継続してまいります。なお、暑い時や寒い時はお気軽に乗務員までお申し付けださい。

7/26 Eﾒｰﾙ
　初めまして。知人の会社の倉庫から未使用の京急旧1000か旧600型のと思われる運転席を発見しました。廃却予定の為、もし、必要であればお譲りしたいと考えています。
違う車両の物かもしれませんので写真を送らせて頂きます。宜しければ、ご確認お願いします。

　ご意見ありがとうございます。送付いただきました内容を確認したところ、おそらく京急旧1000型の運転席と思われます。譲っていただけるお心遣いですが、お気持ちのみを
頂戴したく存じます。

7/26 Eﾒｰﾙ
　母が心臓ペースメーカーを使用しています。優先座席に座られた方の多くが電源を切るわけでもなく、降りて行くまでずっと携帯を使われていました。万が一のことがあれば
責任が取れるのでしょうか、電車の車内放送もこういう方がいるため優先座席では電源をお切りくださいの方が多くの方々に理解していただけるのではないですか?またヘル
プマークをつけていたにもかかわらず、誰一人譲っていただけませんでした。高田方面上り、7時36分に築港に着く電車です。

　ご不安な思いをおかけして申し訳ありません。携帯電話の使用についてですが、弊社では現在、ポスターや車内放送等により優先席付近では携帯電話の電源をお切りい
ただくよう案内しています。また、ヘルプマークについても表記物により啓発していますが、今後もお客様に乗車マナーのご協力を依頼してまいります。

7/26 瓦町

　瓦町駅を利用しています。動画を見て分かりましたが、昔のことでん瓦町駅（2001～2002年頃）では、車両の切り離しの案内も自動放送による音声が流れていました。（旧型
車を当駅で切離しの時も同様に流れていた。）今は、その案内もなくなり、たまにことでんの方が案内してくれますが、しない時がほとんどです。空港通り駅が開業してからなく
なったのでしょうか？それとも1番と3番（上り）の発車メロディ導入で廃止したのでしょうか？ちなみに昔はブザー（ベルみたいな）でしたが、いつ頃から今の発車メロディーに
変更したのですか？ご回答いただけたらと思います。

　ご意見ありがとうございます。自動放送の変更や発車メロディーへの変更となった時期については、年数が経過しており特定に至りませんでした。申し訳ございません。車
両の解放につきましては、駅に掲示しているほか、駅構内放送・車内放送でご案内しております。何卒、ご理解いただきますようお願い申し上げます。

7/29 Eﾒｰﾙ
　時刻表の表記について、志度線下り 1077 瓦町18時46分発、八栗着の表記が19055になっています。修正されたほうがよいかと思います。※お客様にどちらの時刻表のこと
か問い合わせる。ホームページの時刻表です。印刷用ではないものです。

　ご迷惑をおかけして申し訳ございません。お客様の申し出を受け、直ちに時刻の修正をおこないました。お客様のご指摘により早期に対応できたことを感謝申し上げます。

7/29 Eﾒｰﾙ
　今朝６時４６分榎井発の電車にて、揺れ方が激しい荒い運転で酔いそうになりました。いい加減、線路を直すが運転の仕方を改めるかして欲しいです。本当にお願い致しま
す。

　不安な思いをおかけして申し訳ございません。お申し出を受け、直ちに調査したところ、安全運行に支障はありませんが、列車の動揺が大きい箇所があったため、優先的に
軌道整備を行ってまいります。今後も計画的に、軌道整備・点検・補修を行うとともに、列車の動揺等に気を配り、施設の改善・乗り心地の向上等に努めてまいります。

7/29 琴電琴平 　三条駅の男性の駅務員さんの温かいあいさつにいつも癒されています。いつもありがとうございます、とお伝えください。 　温かいお言葉ありがとうございます。社員の業務の励みになります。今後も社員一人一人がお客様に満足していただけるよう執務態度の向上に取り組んでまいります。

7/29 琴電琴平 　ことでんの無人駅にＩＣカード入金機を導入してほしい。
　ご意見ありがとうございます。IruCaのチャージの増設は、現在のところ計画しておりません。無人駅からご乗車の際には車掌もチャージを行うことが可能ですので、電車内
にて車掌にお申し付けください。

7/29 Eﾒｰﾙ 　17時16分瓦町発の築港行きの電車。待ち合わせ時間に、車内に仁王立ちし、内輪を仰ぐオヤジがいる。なんと言うか、けっこう目障りなんだけど
　ご不快な思いをおかけして申し訳ございません。お申出を受け事実関係を調査しましたが迷惑行為となる事象は特定できませんでした。なお、乗車マナーなどで、お気づき
の点などございましたら、車掌にお申し付けください。

7/30 Eﾒｰﾙ
　7月27日の午前7時40分ごろに仏生山駅を利用したのですが○○という駅員が、私の前を通っていたお客さんに対して「お前に挨拶してしまったわ」と言いながら笑っていま
した。自分が言われたわけではないですが、とても不快な気分になりました。経営体制が変わっても接客自体は何も変わっていないんですね。

　ご不快な思いをおかけして申し訳ございません。当該係員に対しては二度とこのようなことがないよう、緊張感を持ち接客業務を行なうよう強く注意指導を行いました。ま
た、お客様のご意見を真摯に受け止め、全社員を対象に実施しておりますサービス教習において、サービスレベルの更なる向上に取り組んでまいります。

7/31 Eﾒｰﾙ 　新元号記念IruCaの抽選販売に応募したのですが、抽選結果がまだ届いていません。なにか不備があって無効になったのでしょうか?

　新元号記念ＩｒｕＣａについて、ご応募いただきありがとうございました。今回の追加発売では100枚を募集した結果、全国より5,677通の応募がございました。お客様につきま
しては「落選」でした。今回、往復はがきでご応募をいただき当落の通知につきましては、返信はがきでご連絡させていただきました。しかしながら、往復はがきの使用方法を
誤ったものや、フリクション（消えるボールペン）で住所を書かれた場合に文字が消えてしまい、住所不明でお届け出来なくなってしまった返信はがきが何枚ございました。そ
の１枚だと思われますので、ご理解の程よろしくお願いいたします。

7/31 Eﾒｰﾙ
　先週末、瓦町駅改札内に設置されている、ことちゃんLINEスタンプバッジガチャが、本体内に在庫があるにもかかわらず使用中止のままになっていました。問い合わせたと
ころ、整備・交換は本社管轄で駅側ではどうにもならないとのことでした (駅業務を子会社に委託している以上、駅員の主張はもっともなものです)。せっかく観光で来たのに残
念な思いをしました。これからお盆で旅行客が増えることを勘案し、今週中の使用再開を強く要望するものです。

　ご不快な思いをおかけして申し訳ございません。今後は、補充及び保守について迅速に対応するよう設置業者に連絡いたしました。今後ともよろしくお願いいたします。

7/31 瓦町 　来年の7月に東京オリンピックが始まります。東京2020（オリンピック）の広告やラッピングなど試みてはいかがでしょう。注目になると感じます。
　ご意見ありがとうございます。東京オリンピックの広告やラッピング電車の運行について、ことでんが独自に実施する予定はございませんが、スポンサー企業等の企画が
あった場合には、前向きに検討させて頂きます。

7/31 高田 　トイレが大変くさいです。
　不快な思いをおかけして申し訳ございません。高田駅のトイレは、雨天の場合を除き1日１回、床面や便器の水洗い清掃を実施しています。8月1日にきめ細やかにトイレの
清掃を実施いたしました。今後も快適にご利用いただけますよう清潔な環境を整えてまいります。


