
受付日 投函場所 ご意見 ことでんからの回答

2020/11/16 メール
ことでん空港通り駅、男子トイレの中、紙がなくなっているか確認が出来てないし、ことでん掃除担当者の対応
が出来ていない。

ご不快な思いをおかけして申し訳ございません。直ちにトイレットペーパーを補充いたしました。トイレの清掃点
検につきましては、定期的に実施しておりますが、今後もきめ細かな清掃点検を行い、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。

2020/11/16 メール
瓦町駅が汚い。ゲロが落ちたままになって掃除されていない。普通毎日掃除するんじゃないの?接客業として当
然のことと思うのですが。

ご不快な思いをおかけして申し訳ございません。駅施設の清掃につきましては、定期的に実施しております
が、今後もきめ細かな清掃を行い、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。

2020/11/16 メール
ことでんレトロ電車特別運行の内容決定をもう少し早めていただけないでしょうか?2週間前に発表されましても
予定のやり繰りに難があります。以前のGW運行のように1ヶ月前ほどに発表して頂きたいです。

ご意見ありがとうございます。2020年11月22日のレトロ電車特別運行につきましては、新型コロナウイルス感染
症の感染者数が全国的に増加傾向にあり、開催について検討行ったため、発表が2週間前となりました。今後
につきましては1ヶ月前を目途に発表を予定しておりますが、感染状況により、発表が遅れる場合もしくは運行
が中止になる場合がございます。お客様のご理解をお願い申し上げます。

2020/11/16 メール

毎日通勤でことでんを利用させてもらってます。いつもありがとうございます。今日もいつもの○時前に栗熊を
発車する電車に乗ってますが、今日の運転手はスピードを出しすぎており、5m～10mオーバーランしたため、
出入口のドアがだいぶ進行方向寄りでした。いつものように、安全速度を守りきちんと停車してくれる人に運転
してもらえれば乗っていて安心するのですが。ご対応お願いします。

ご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、運転状況の記録装置で確認したところ過度
の速度での運転は確認できませんでしたが、制動取扱い時にやや強めのブレーキ操作を行っておりました。当
該運転士には、安全で安心を提供できるよう運転取扱い方法に関し、注意指導いたしました。また、他の運転
士に対しても継続した添乗を実施して、運転技術や安全意識の向上に取り組んでまいります。

2020/11/16 栗林公園
11月8日（日）レトロと京急が連結した運用がありましたが、どこの貸切だったのでしょうか。（ことでん貸切乗車
団ではなかった）レトロ特別運行でもこのような編成が動いてくれれば幸いです。

ご意見ありがとうございます。貸切電車の主催者様及びダイヤ、使用車両の公表は行っておりません。なお、
ご意見につきましては今後、イベント開催時の参考とさせていただきます。

2020/11/16 瓦町

ことでんお問合せフォームに対する苦情について。IruCaについて領収書が発行できるかメールで2度、問合せ
をしたのですが回答が無く、困窮していました。回答が無いので、領収書を発行するのは無理だと思っていた
のですが、ことでんの瓦町の駅員さんに伺ってみたところ、履歴を計算して領収書を発行できると聞きました。
自分の問合せ方が悪かったのかもしれませんが、何かアクションがあればと思いました。

この度は大変ご不快は思いをおかけし、誠に申し訳ございません。以前、頂戴いたしましたご意見につきまして
は内容を精査し、メールにて回答を送付しております。また、ご意見等の回答につきましては、半月ごとに回答
を掲出しておりますので1～2週間ほどお時間を要する場合がございます。お客様のご理解をお願い申し上げ
ます。なお、IruCaカードのご利用方法等、ご不明な点がございましたら、駅窓口もしくは運転営業所087-831-
6008までお問合せください。

2020/11/17 メール
9月に念願のことでんに乗車し、楽しませてもらいました。ただ、きっぷだと一部駅で途中下車ができる制度を取
り入れていますが、券売機頭上の運賃表にその記載がなかったので、最初わからなかった。指定駅部分に
シール貼るなどしてわかるようしてもらえないか?

ご意見ありがとうございます。弊社の運賃表につきましては、主たる目的として運賃を表示するものとの考え作
成し掲出させていただいております。ご理解ください。なお、途中下車指定駅の詳細につきましては、係員へお
問い合わせいただくほか、各駅に掲出の旅客営業規則集でご確認ください。

2020/11/17 メール

YouTubeで「コトディーン23号非公式テーマソング」というのがアップされていますが、懐かしいピンクとクリーム
の旧塗装のコトディーンにはぴったりの曲調だと思います。入っている走行音も最高です。是非、公式テーマと
してグッズを発売して下さい。レトロ車両が間もなく引退するのが残念ですが、なんだか23号が生き続けている
ような元気を貰いました。

イルカBOXへご意見いただき誠にありがとうございます。YouTubeの方確認させていただきました。こちらの楽
曲について、一般のお客様がご制作されたもので、公式テーマソング等でのグッズ販売については、制作され
たのがお客様ということもあり未定となっております。もし何かございましたら、ホームページ等で告知させてい
ただきます。今後ともことでんをよろしくお願いいたします。

2020/11/17 栗林公園
三条やここ栗林公園駅では行き先や時刻が調整中となっていますが、新駅開業までに新しいLED式の案内板
に取り替えるのでしょうか。

ご意見ありがとうございます。栗林公園駅や三条駅の改札口上の行先案内板につきましては、今後、他の用
途での使用を計画しており、現在は調整中とさせていただいております。

2020/11/18 メール 今日の17時22分の便で3分遅れてましたが、なぜ、このような事になりましたか?理由が知りたい。
ご不便をおかけして申し訳ございません。お申し出の当日は、片原町駅～瓦町駅間の福田町第四踏切におい
て、無理な踏切横断により遮断棒が折損して線路内を支障した影響により、5分の遅延が生じました。踏切事
故防止キャンペーン等を利用して啓発活動を行うとともに遅延発生時の情報提供に努めてまいります。

2020/11/18 メール

Iruca出場時の残額不足について。電車やバスに乗車して下車時に残額が不足している時にはチャージする以
外、どのような取り扱いになりますか?例えばカードの残額500円として、550円の区間で下車する場合
(1) IC残高500円を使用して残額50円現金での支払い
(2) 全額550円を現金で支払い次回使用時に入場記録を取り消し

ご利用ありがとうございます。電車もバスもIruCaの残額不足の場合は、現金とカードを併用して運賃をお支払
いいただくことが可能です。電車は、カード不足額をチャージして運賃を精算いたします。バスは、カード不足額
を現金で収受させていただきますが、その場合には、普通運賃となります。割引運賃をご希望でバス運賃お支
払いの金額が足りない場合には、1,000円単位でチャージができますので、バスが停車中に運転士にお申し付
けください。なお、電車の場合は入場取り消しが可能です。駅係員もしくは車掌までお申し付けください。

2020/11/18 メール

朝の通勤、通学時間に○○駅を利用しましたが、改札窓口の方が中で話が盛り上がっていたようで、お伺いし
たいことがあり、声をかけさせていただきましたが、こちらをチラッと見て「あー、どうぞ」と言ったきり、中の談笑
に戻られて対応していただけませんでした。こちらも急いでいたため、その場は諦めましたが、窓口業務の方に
は業務時間中に接客より優先すべき談笑があるのですか?

ご不快な思いをおかけし申し訳ありません。当該係員に対して今後このような苦言をいただく事のないよう注意
指導を行いました。また、社内での教習等を通し、お客様の目線に立ったサービスが提供できるよう取り組んで
まいります。

2020/11/18 メール

11月○日8時3分発志度線潟元駅から乗車しているものですが、駅内放送の声が全く聞こえずマイクが入って
いないのかというくらい聞こえなかったです。駅放送の担当の者はマイク確認を怠ったのでしょうか?それともマ
イクの音量調整の仕方を教えてこなかったが故でしょうか?朝の忙しい時間帯にこれはひどいです。早急に対
応してください。

ご不快な思いをおかけして申し訳ございません。潟元駅は、自動放送による電車の接近案内は未対応となって
おります。電車の接近は、ホーム中央の上部に設置している前駅発車標（前駅発車後に点灯）をご確認いただ
きますようお願いいたします。なお、遅延発生時には一斉放送装置を用いていますが、点検の結果、異常は見
られませんでした。今後もことでんのご利用よろしくお願い致します。

ご意見をお寄せいただきありがとうございます。2020年11月16日～30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。



2020/11/19 メール
ことちゃんにハガキを出したい友達がいるのですが、どこに出せばよいですか?ハガキが余れば自分も出した
いので。

イルカＢＯＸへのご意見ありがとうございます。ことちゃんへの手紙等については、下記住所へお送りいただけ
ればと思います。今後ともことちゃんをよろしくお願いいたします。

〒760-0073
香川県高松市栗林町2丁目19番20号　
高松琴平電気鉄道株式会社　ことちゃん宛

2020/11/19 メール
以前、購入させていただいた、ことちゃんのどんぶりを割ってしまい悲しみに暮れております。現在は、通販や
駅でも取り扱いがないようですが、是非再販をしていただけないでしょうか。生産数の問題などで、難しい点も
あるかと思いますが、何卒宜しくお願い致します。

イルカBOXへのご意見ありがとうございます。今回いただいたご意見について、現在ことちゃんどんぶりは在庫
切れとなっており、生産については検討中です。また、制作が決まりましたらホームページ等で告知させていた
だきます。今後ともよろしくお願いいたします。

2020/11/19 メール
瓦町乗車時、若い駅員に改札で身体障害者手帳を見せた際に見せ方が悪かったのか、手を持たれ手帳を確
認された。見えないのなら口で言ってほしい非常に気分が悪かった。

ご不快な思いをおかけして申し訳ございません。駅係員には、お客様の手帳を確認する際の接遇態度につい
て注意指導致しました。今後もお客様の立場に立った思いやりのある接客に努めてまいります。

2020/11/19 メール
綾川町在住の者だが、先日、陶の踏切で事故があった件で、ことでんは踏切を設置しないのか？過去にも事
故があったと思うが安全のためにも設置をお願いしたい。また、このような意見があったことをもみ消さないで、
前向きに考えてほしい。

ご不安な思いをおかけして申し訳ございません。踏切道の安全対策として、遮断機を設置するには多額の費用
が必要となることから弊社単独では困難です。今後も関係機関への協力をお願いしてまいります。なお、現在
の鉄道法に於いては、道路と線路が平面交差する踏切を削減することが進めてられており、早期に整備するこ
とは大変難しいものと考えます。ご理解ください。

2020/11/20 高松築港
11月17日17：20分発の便で何のトラブルがありましたか？3分も遅れてたのは何故ですか？理由が知りたいで
す。

ご不便をおかけして申し訳ございません。お申し出の当日は、片原町駅～瓦町駅間の福田町第四踏切におい
て、無理な踏切横断により遮断棒が折損して線路内を支障した影響により、5分の遅延が生じました。踏切事
故防止キャンペーン等を利用して啓発活動を行うとともに遅延発生時の情報提供に努めてまいります。

2020/11/20 三条

いつもお世話になります。以前より気になっておりました。駅職員の方で、とってもニコニコして、いい感じの職
員の方います。しかし、高松築港駅の方は、挨拶できない。改札口には人がいない時もあり、琴電の不慣れの
方は、切符をどうしたらよいか、わからない方もいます。とにかく高松築港駅の駅員の教育をしっかりして下さ
い。

ご不快な思いをおかけして申し訳ございません。当該駅の係員には、お客様への積極的な挨拶や声かけと適
切な窓口業務を行うよう注意指導いたしました。今後も社員一人一人がお客様に満足していただける接客対応
とサービスの提供に努めてまいります。

2020/11/23 メール
ことでんの各駅を回って、沿線についての動画を撮ろうと考えてます。ことでんの切符売り場では、入場券が売
られてませんが、駅員さんに一言言えば、ホームに入れるのでしょうか?それとも、最低運賃分払う必要がある
のでしょうか?

ご意見ありがとうございます。弊社では、入場券を発売しておりません。電車を利用せずに駅に入られる場合
には、無料とさせていただいております。なお、有人駅で駅の構内に入られる場合には、事前に駅係員までお
申出ください。

2020/11/23 メール

乗務員の対応。ことでんを撮影しに関東から来ました。乗り放題券を購入して使っていたのですが、○○運転
士に何故かキレられました。その時、終点に到着していたのですが、折り返しまで時間もあり、フリー乗車券を
持っていたので、車内に残っていたのですが、キセルと勘違いしたのでしょうか?「終点です」と言った後、運転
室の扉を勢よく閉めていました。あれは明らかにこちらに怒りをぶつけているとしか思えませんでした。運転士
本人は、ただ終点だと伝えたかっただけなのかもしれませんが、乗客としては非常に不快でした。ことでんには
大変お世話になっていたのでとても残念です。

ご不快な思いをおかけして申し訳ございません。当該運転士には、ご指摘いただいたことを真摯に受け止め、
接客時の言葉遣いや表情、態度について注意指導いたしました。また、お客様に快適にご利用いただけるよう
社員教育やサービスの向上に努めてまいります。なお、弊社の旅客営業規則には、駅係員や乗務員が改札を
目的として、終点駅などで乗車券類の必要な事項について呈示を求める場合があることを定めています。ご理
解とご協力をお願い申し上げます。

2020/11/23 メール

ダイヤ改正後の全線の時刻表が欲しくて駅で申告したら、もぅ数が無いから築港とか瓦町とか大きな駅で貰っ
てと言われた。えっ?ここでは貰えないんですか?と聞いたら、わかった。じゃあ1枚だけね。と渡してくれた。3人
居るから1枚ずつ貰えないかと言ったら、だから枚数が無いから大きな駅で貰ってと言われた。そんなもん知ら
んがな。数がしっかり足りるように管理するのが仕事じゃないか?客をバカにしてんのか?鉄道会社にとってダイ
ヤが商品では無いのか?その商品をPRして周知するのも大事な事じゃ無いのか?駅係員のじいさんも何も解っ
てないなと思ったし、あんな意識の低い従業員が居る事もオカシイと思う。どう考えているのか?一宮折り返し列
車にそのまま乗車してたら一旦改札に出ろとかイチャモンつけてくる乗務員も居るが、こっちはフリー切符!昼間
のガラガラな時間で時間潰しに乗車。しかも一旦改札出てたらすぐに折り返しだから踏切遮断されて、その列
車に乗れない。もっと言い方有るだろ。アホな社員ばっかり雇ってどうすんの?だから貸切で列車を走らせて、一
般のファンにカツアゲしたり、寄付を募ったり変な団体に列車貸したりするんですよ!上の奴から全員体制見直し
たらどうですか?

ご不快な思いをおかけして申し訳ございません。係員には、時刻表を配布してお客様にご不便をおかけするこ
とがないよう注意指導いたしました。また、接客態度や言葉遣い等、繰り返し教習行い、お客様目線のサービ
スの提供に努めてまいります。なお、終点駅では一旦降車した後にご乗車していただくようになります。折返し
時間が短い場合に引き続きご利用される場合には、乗務員にお声掛け頂き降車してください。今後もことでん
のご利用をよろしくお願いいたします。

2020/11/23 メール

ダイヤ改正するとのことで列車のスタッフから時刻表もらおうとしたが、持っていなかった。有人駅でもらってくだ
さいとの事だが、無人駅から無人駅で降りるので大変困る。ホームページにも載せてると放送あるが、年配は
特にスマホを使いこなせるとは思えない。無人駅に新しい時刻表置いておくか、乗務員は2?3個は配る用の時
刻表を持たせておいてほしい（怒）

ご不快な思いをおかけして申し訳ございません。2020年11月24日より全乗務員にお客様配布用の時刻表を携
帯させました。今後もお客様目線のサービスが提供できるよう努めてまいります。

2020/11/23 メール
車内広告で新駅の開業案内も大切だがダイヤ改正を行うなら、車内にも何日からダイヤ改正を行うか&時刻表
はどこでももらえるか、見れるかの説明が書かれた広告も貼るべきだ思う。

ご意見ありがとうございます。2020年11月28日の伏石駅開業に伴い、全線においてダイヤ改正を実施いたしま
すが、ご案内が琴平線中心であった為、2020年11月25日に長尾線・志度線の全駅にダイヤ改正についてのご
案内文を掲出いたしました。なお、ダイヤ改正につきましてご不明な点等ございましたら、お気軽に駅係員まで
お問合せください。

2020/11/23 メール

希望なのですが、55年前から挿頭丘駅を時々利用しています。55年前のことですが、当時は川石で組んだ駅
の壁や照明の柱、ホーム上屋には蒲鉾型の掲示枠など昭和初期に開発した挿頭丘住宅地の面影が残ってい
ます。しかし残念なことに今は掲示板の場所には無粋なベニア板の掲示板があったり、古き良き時代の名残が
見られません。折角のモダンな駅舎ですから、少しでも元に戻していただくか、挿頭丘住宅地の説明板など歴
史的なことにも配慮していただきたいと希望するものです。

ご意見ありがとうございます。挿頭丘住宅地の説明板の設置につきましては、綾川町に申し出の内容をお伝え
させていただきました。なお、駅をご利用のお客様への情報提供は大事なことと考えており、その告知スペース
の撤去は考えておりません。ご理解ください。駅施設の改修には、多額の費用が必要となることから、今後の
大規模改修時に検討してまいります。



2020/11/24 メール
瓦町駅でIC利用の場合、何故、途中下車できないのか。全く理解できない。紙の通過書を手渡すなど、手立て
は沢山ある。

ご意見ありがとうございます。ICカードは、降車駅での読み取り時に運賃の精算を行うため、途中下車の制度
を設けておりません。また、システム改修等には、多額の費用が必要となることからICカードでの対応は考えて
おりません。ご理解ください。なお、途中下車される場合は、駅の自動券売機又は車掌から乗車券をお買い求
めのうえ、ご利用いただきますようお願い致します。

2020/11/24 高田
自転車に乗って走行中の人が、歩行者と接触しそうになっていた。自転車の人の方が、歩行者に暴言を吐いて
いた。

自転車は、道路交通法では軽車両に位置付けられており、「車のなかま」です。道路を通行するときは、「車」と
して、交通ルールを遵守するとともに交通マナーを実践するなど安全運転を心掛けましょう。

2020/11/24 仏生山
コトディーンの非公式テーマソングがユーチューブで出ていますが、これを公式にしてCD化しグッズ発売してほ
しいです。

イルカBOXへのご意見ありがとうございます。今回いただいたご意見について、現在のところ、予定はございま
せん。今後の参考にさせていただきます。今後ともよろしくお願いいたします。

2020/11/24 仏生山
無人駅（房前・原・挿頭丘）のトイレが設けてないです。待ち時間が長くなるとトイレに行きたい気がします。どう
したらいいですか。

ご意見有難うございます。駅のトイレ設置はお客様のご利用状況に応じて計画的にすすめております。未整備
駅への新設につきましては早期の実現は困難ですが、ご意見を参考に取り組んでまいります。

2020/11/24 琴電琴平
youtubeで公開されているコトディーンの非公式テーマソングすばらしいので、ぜひ公式にCD化して発売してほ
しい。

イルカBOXへのご意見ありがとうございます。今回いただいたご意見につきましては、現在のところCD化の予
定はございません。今後の参考とさせていただきます。今後ともよろしくお願いいたします。

2020/11/24 高田 ことでん一日フリーきっぷを券売機で購入できるようにしてほしい。
ご意見ありがとうございます。自動券売機での企画きっぷの発売につきましては、印字内容の変更や用紙のサ
イズ変更に大幅な改修が必要となることから考えておりません。お客様のご理解をお願い申し上げます。

2020/11/24 琴電琴平 フリーきっぷを買った時の接客態度が最悪
ご不快な思いをおかけして申し訳ございません。当該駅係員には、すべてのお客様への感謝とおもてなしの気
持ちを忘れずに常にお客様の立場に立ったサービスを提供するよう注意指導いたしました。今後も社員一人一
人がお客様に満足していただける接客対応やサービスの向上を目指して指導教育に取り組んでまいります。

2020/11/25 メール
朝日新聞報道 コロナ対策ですが、琴電こそ、古く、スペイン風邪から対応がわかってるはずですので、是非、
その内容を生かし、今後、琴電以外、jr などとも連携して頑張ってほしいです。

ご意見ありがとうございます。2020年11月に入り、感染拡大が広がっており、全車両80両に抗菌、抗ウイルス
加工が完了したことから、より安心して電車をご利用いただけるものと考えています。引き続き感染症の防止対
策に取り組んでまいります。

2020/11/26 メール
2021年正月(1/1～3)の琴平線は日中も増結運転はあるのでしょうか?旅行の段取りの都合があるのでご教示く
ださい。

ご意見ありがとうございます。2020年12月30日から2021年1月3日までは、休日ダイヤで運行いたします。琴平
線は終日2両編成での運行を予定しています。なお、2020年11月28日から全線のダイヤ改正を行っております
ので、ことでんホームページを事前にご確認いただくほか、ことでん運転営業所087-831-6008までお問い合わ
せいただければ、運行時刻などをご案内させていただきます。

2020/11/26 メール 2021年1月1日から3日までは例年通り、昼間も4両編成の運行はありますか?

ご意見ありがとうございます。2020年12月30日から2021年1月3日までは、休日ダイヤで運行いたします。琴平
線は終日2両編成での運行を予定しています。なお、2020年11月28日から全線のダイヤ改正を行っております
ので、ことでんホームページを事前にご確認いただくほか、ことでん運転営業所087-831-6008までお問い合わ
せいただければ、運行時刻などをご案内させていただきます。

2020/11/26 メール

11/22に8:13琴平発の電車(京急色の1082)で三条に着き、車内にICOCAを落としたことに気付いたので三条駅
の駅員さんに築港駅に確認してもらいました。ないとの返答だったので一宮で折り返してきた当該列車に乗り、
座席の下を確認したらありました。
(1)三条駅の駅員さんに見つかった旨と感謝している旨を伝えてください。
(2)忘れ物をした際どんな車両に忘れたか重要だと思います、京急色やラッピングなどで車両の特徴を付けて
はいかがでしょうか?(レトロ電車引退後にレトロ電車の色に塗った車両を作るなど)
(3)座席の下に落ちたものを取りやすくするために、座席の下の現在金属板に覆われているスペースを露出さ
せることはできませんか?

温かいお言葉ありがとうございます。駅係員に伝えたところ、大変喜んでおりました。今後も、お客様に対して
思いやりのある接客に努めてまいります。なお、弊社は路線ごとに車両の色分けを行っているほか、ラッピング
広告車両を運用しています。忘れ物をされた場合には、乗降の駅名と時間をお申し付けいただければ、可能な
限り対応致します。また、座席の下には、多種類の車両機器等を配備しており、安全上カバーの撤去は考えて
おりません。忘れ物と同様に乗務員にお申し付けいただければ、対応させていただきます。

2020/11/26 メール

11/22に8:13琴平発の電車(京急色の1082)で三条に着き、車内にICOCAを落としたことに気付いたので三条駅
の駅員さんに築港駅に確認してもらいました。ないとの返答だったので一宮で折り返してきた当該列車に乗り、
座席の下を確認したらありました。
(1)三条駅の駅員さんに見つかった旨と感謝している旨を伝えてください。
(2)忘れ物をした際どんな車両に忘れたか重要だと思います、京急色やラッピングなどで車両の特徴を付けて
はいかがでしょうか?(レトロ電車引退後にレトロ電車の色に塗った車両を作るなど)
(3)座席の下に落ちたものを取りやすくするために、座席の下の現在金属板に覆われているスペースを露出さ
せることはできませんか?

温かいお言葉ありがとうございます。駅係員に伝えたところ、大変喜んでおりました。今後も、お客様に対して
思いやりのある接客に努めてまいります。なお、弊社は路線ごとに車両の色分けを行っているほか、ラッピング
広告車両を運用しています。忘れ物をされた場合には、乗降の駅名と時間をお申し付けいただければ、可能な
限り対応致します。また、座席の下には、多種類の車両機器等を配備しており、安全上カバーの撤去は考えて
おりません。忘れ物と同様に乗務員にお申し付けいただければ、対応させていただきます。

2020/11/26 高松築港
設置のお願い。松島二丁目駅ですが1番ホームの出入り口にカードタッチ機をつけてください。線路を越して2
番ホームの入り口まで行かなければなりません。

ご不便をおかけして申し訳ございません。簡易改札機の設置につきましては、お客様のご利用状況を勘案して
設置しています。今のところ、増設の予定はございません。ご理解下さい。なお、IruCaカードが処理できていな
い場合には、乗務員にお申し付けください。



2020/11/26 高松築港

いつも安全な運行ありがとうございます。これはことでん様ではなく○○へ連絡すべきことかも知れませんが、
学校へ電話するのはさすがに勇気が必要ですので、こちらを利用させていただきます。16時築港発（24日）の
電車に乗っていた○○の子供たち、車内をウロウロと動き回る児童、ドアの前で乗降客がいても知らんふりで
立っている児童など危なく思いました。いつもはあまり見ない行動でしたので、ことさら気にかかりました。学校
と連絡を取り合って安全に利用できるようご指導いただきたく、よろしくお願いします。

ご不快な思いをおかけして申し訳ございません。ご意見を教育機関にお伝えするとともに今後も教育機関と連
携した啓発活動を行い、お客様が快適にご利用いただけるよう乗車マナーの向上に取り組んでまいります。

2020/11/26 片原町

10月のレトロ電車は300号と120号の真ん中に605×606号を増結する運用に乗車しました。レトロ電車を琴平線
の600形を挟む運用は滅多にありませんでした。11月のレトロ電車はレトロ電車と1073×1074号を増結して4両
編成に乗車しました。琴平線でレトロ電車と1070形を増結して4両編成で運転するのは2018年5月のＧＷ以来で
した。12月のレトロ電車は長尾線の601×602号か613×614号を増結して4両編成として琴平線で走っていただ
きたいと思います。

ご意見ありがとうございます。レトロ電車特別運行につきましては、2021年のゴールデンウィークを最後に営業
列車からの引退が決まっており、一人でも多くのお客様が楽しんでいただけるよう計画しています。引退までの
期間、ご利用のほど、よろしくお願い致します。

2020/11/26 メール

はじめまして、合同会社N.markサービスの○○と申します。突然のご連絡にて大変失礼かとは存じ上げました
が、弊社は、光触媒製品の施工・販売・加工をしている会社でございます。https://www.nmark1.net/先日、東
京工業大学・奈良県立医科大学・神奈川県立産業技術総合研究所の研究チームによりが光触媒による新型コ
ロナウイルスの不活化を確認したと発表いたしました。https://www.titech.ac.jp/news/2020/048019.html光触
媒は天井・壁面・カーテン・ソファーをはじめとする室内空間にコーティングする事で、室内光(蛍光灯・LED)の光
で菌・ウイルスを分解除去し除菌・消臭・抗ウイルス効果を発揮致します。よく使用されるアルコール・次亜塩素
水との違いは、光触媒はコーティングした面に光が当たる環境下で有れば継続的に効果を発揮されます。また
バインダー(接着剤)など一切不使用の為安全性高くマスク・手袋にも使用可能で御座います。目安、簡単なス
プレー。マスク:1週間前後。専用機によるコーティング。天井・壁面:1年～。使用頻度や素材その物の経年劣化
によります。つきましては、来月12月～来年2月まで期間限定にて店内全体の光触媒フルコーティング施工をコ
ロナ対策応援キャンペーン(通常m2/1500円→m2/980円)として行います。施工後は施工証明書を発行してお
りますのでコロナ対策空間でお客様へより一層の安心の提供にご活用ください。キャンペーン詳細及びお見積
りをZOOMモニターを使用し対面説明をさせて頂いております。気軽にお問い合わせ頂き是非ご活用ください。
最善のご提案をさせて頂きます。それでは、ご検討頂き、ご活用頂けます事心よりお待ち申しあげております。

ご提案ありがとうございます。弊社の全車両（80両）には、光触媒（除菌・抗菌・消臭）による抗菌加工の施工が
完了しており、せっかくのご提案を頂き、大変恐縮ではございますが、遠慮させていただきます。

2020/11/30 メール
https://youtu.be/i_Ua5ipY-lI
で、ことでんの非公式曲が紹介されてますが、ことでん認定グッズとして採用していただきたく存じます。

イルカBOXへのご意見ありがとうございます。今回いただいたご意見につきましては、現在のところグッズ化の
予定はございません。今後の参考とさせていただきます。今後ともよろしくお願いいたします。

2020/11/30 メール aupayは利用できますか?
ご意見ありがとうございます。現在、電車をご利用の際のaupayを使用しての決済は、対応しておりません。ス
マートフォンを利用して乗降される際は、モバイルSuicaをご利用ください。

2020/11/30 メール
いつも利用させていただいております。新型コロナウイルスの影響によって大幅に早くなった終電ですが、今後
元通りの時間の便(午前0時便、23時半の終電など)を導入する予定はありますでしょうか?遅い便も愛用してい
ましたので、願わくば復活していただきたいと常々思っております。お返事お待ちしております。

ご意見ありがとうございます。香川県では準感染警戒期として2020年9月12日より大人数での会食や飲み会を
避けることが呼びかけられており、それに伴い、夜間の時間帯のご利用も少なくなっております。また、2020年
11月28日のダイヤ改正より運行本数の見直しを行い、減便前の90％の運行本数を運行しておりますが、10月
の定期外でのご利用のお客様が昨年の68％であることを考えると、現状の運賃収入で夜間の時間帯を運行す
る経費を確保することはできず、現ダイヤが最大の運行本数となります。したがって現在のご利用状況および
新型コロナの感染状況では、弊社だけの独力で今以上に運行を拡大することができません。お客様のご理解
をお願い申し上げます。

2020/11/30 メール
11月29日の電車の時刻変更が更新されていません。お客様第一主義じゃないですね年齢欄に何ぜ60代が無
いんですか?

イルカBOXへのご意見ありがとうございます。ご不便をおかけして申し訳ございません。2020年11月28日（土）
よりダイヤ改正と伏石駅が開業しました。ホームページ上においても同日より時刻表を更新いたしました。しか
しながら、お客様の動作環境によって、新しい時刻表に更新できないとのご意見をいただいていることから、お
客様が更新できるよう対策を検討してまいります。今後もことでんのご利用よろしくお願いいたします。

2020/11/30 メール

伏石駅開業おめでとうございます。昨日(開業日)乗車した際、北口一階の点字案内板にて表記ミスがありまし
たのでお伝えします。ホームの所に方面表記が、上から日本語、英語、簡体字、繁体字、ハングル表記の順に
書かれています、簡体字と繁体字が入るスペースに、(簡体字)(繁体字)と書かれておりました。正規の簡体字、
繁体字表記へ、修正頂きますようお願いいたします。

ご指摘をいだたきありがとうございます。お申出の通り、点字案内板に不足している箇所があったため、案内板
の修正を手配いたしました。

2020/11/30 メール

ご担当者様
はじめまして。以前ことちゃんファミリーのぬいぐるみを制作しました小峰玩具製作所に所属しておりました○○
と申します。この度、私用で香川県に行くことになったのですが、ことちゃんファミリーのぬいぐるみにお会いで
きる場所はありますでしょうか。乗っていると思われる電車が運行終了と書いてありましたので…どうぞよろしく
お願い致します。

ご意見いただきありがとうございます。ことちゃんのぬいぐるみについては、2019年3月まで運行しておりました
「ことちゃんひやく号」運行時に列車内にて展示しておりましたが、運行終了後の現在はイベントなどで展示をし
ていることがございます。なお、定期的な展示はしておりませんが、ファンの皆様に楽しんでいただけるよう今
後も積極的に活用してまいります。

2020/11/30 メール
お世話になります。○○と申します。HPで公開されている、新しい時刻表ですが、今のままではPDFを印刷(A4)
したときに小さすぎて見えません。以前のように路線毎の時刻表(印刷して見えるもの)をPDFで公開してもらえ
ませんでしょうか。よろしくお願いします。

ご意見ありがとうございます。2020年11月28日のダイヤ改正より、ホームページでの時刻表の公開につきまし
てはスマートフォンの普及を考慮し、HTML形式での時刻表を中心に公開を行っております。なお、ＰＤＦ版につ
きましては配布用の時刻表と同じものを公開しており、配布用の時刻表につきましては車内及び有人駅にて配
布を行っておりますので、乗務員または駅係員までお気軽にお声掛けください。お客様のご理解をお願い申し
上げます。

2020/11/30 三条 本日、伏石駅の開業おめでとうございます。
大変温かいお言葉ありがとうございます。長らくお待たせいたしましたが、2020年11月28日に第一期として開業
することが出来ました。駅前広場の整備工事中に伴い、施設の利用制限があり、ご不便をおかけいたします
が、地域に愛される駅を目指し努めてまいりますので、ご利用のほど、よろしくお願い申し上げます。

2020/11/30 太田

伏石駅開業おめでとうございます。開業後にヘッドマーク（伏石駅の記念）を取り付けての運転をご意見として
出していたので、念願出来てよかったです。ヘッドマークのそれぞれ4種類異なった物や車両で運用されていま
した。開業日、当日4両編成のヘッドマーク車両（1085、1087、1091,1107編成）と、2本の赤い京急車両（1083、
1211編成）が日中の車両運用されるなど、今日は特別の日だと感じました。ヘッドマークを4つも制作していただ
いたことでんの方に感謝申し上げます。また利用したいと思います。

温かいお言葉ありがとうございます。2020年11月28日は伏石駅の開業にあわせ、記念のヘッドマークを装着し
た車両を終日運行いたしました。コロナ禍ではありますが、今後もお客様が喜んでいただけるような企画を計画
してまいります。ことでんのご利用よろしくお願い致します。


