
受付日 投函場所 ご意見 ことでんからの回答

2020/12/16 一宮
綾川町のバスに綾川駅前のまちバスが、道の駅滝宮まで多く便数があるので、以前の滝宮のイオンダイヤを
復活してほしいです。伏石駅も開業したので琴平線南部の利便性を考慮してほしいです。

ご意見ありがとうございます。2013年12月15日からのダイヤでは、綾川駅の開業に合わせた利便性の向上を
目的に滝宮行きを設定しておりましたが、2020年11月28日のダイヤ改正よりご利用状況を勘案して、運行本数
や運行運行区間の見直しを実施致しました。ご意見につきましては、今後のダイヤ改正時の参考とさせていた
だきます。

2020/12/16 メール

今度ことでんを利用する際、高松築港駅～仏生山駅まで移動する途中に新しくできた伏石駅を見たかったの
で、伏石駅の途中下車について、高松築港駅に電話で問い合わせを行ったところ、伏石駅の途中下車は、不
可とのことであった。他の有人駅は、途中下車ができるし、一部の無人駅でもできるのに対し、なぜ有人駅であ
るのもかかわらず途中下車できないのか。途中下車の可否の基準は何か説明してください。

ご意見ありがとうございます。弊社の途中下車指定駅は20駅（片原町駅、瓦町駅、栗林公園駅、三条駅、太田
駅、仏生山駅、一宮駅、岡本駅、滝宮駅、岡田駅、花園駅、木太東口駅、高田駅、平木駅、学園通り駅、今橋
駅、潟元駅、琴電屋島駅、八栗駅、大町駅）となります。伏石駅は、乗務員による乗車券の改札及び引渡しを
行なっており、途中下車の改札が困難であるため指定駅に追加する予定はございません。また、一部の無人
駅は、過去に有人駅で指定駅としていたため、現在も途中下車が可能となっています。ご理解ください。

2020/12/16 高松築港
ことでんの歴史資料はつくれるのか？内容としては琴平、志度、長尾〇番〇〇駅、料金。何年から作られてい
るのか？この担当の一言（駅長等）あくまでも要望なのでムリならそれでいい。できるか、できないかを聞きたい
だけです。

ご意見をいただき誠にありがとうございます。弊社には昭和45年に発行した60年史と平成元年に発行した80年
史がございますが、一般販売はしておりません。なお、現在のところ新しく社史を編纂する予定はございませ
ん。

2020/12/16 メール

11月○日に琴電琴平～滝宮まで電車を利用しましたが、琴電琴平駅で切符を購入した際に領収書が欲しいと
駅員に伝えたところ、「帰ってきた時に渡します」と言われ、領収書を発行してもらえませんでした。領収書が無
かったので先方から電車賃は出せないと言われ、結局、電車賃を自分で払いました。駅で領収書は発行できな
いのですか？

ご不便をおかけし申し訳ございません。乗車券をお買い求めいただき、お客様からお申出いただいた際には、
領収書を発行させていただております。しかしながら、弊社では往復乗車券は発売していないため、当該係員
に確認したところ、往復分の領収書が必要との事でしたので、お帰りの際に領収書を発行させていただきまし
た。

2020/12/16 メール
本日、バス案内所で、路線バスが1月1日はお休みと聞きました。電車、バスの年末年始の運行スケジュールを
教えていただけますでしょうか?

ご意見ありがとうございます。年末年始の運行につきましては、電車は2020年12月30日（水）～2021年1月3日
（日）の間、休日ダイヤで運行いたします。ことでんバスは一部の路線を除き2021年1月1日（金）は全便運休、
2020年12月29日（火）～2020年12月31日（木）及び2021年1月2日（土）～2021年1月3日（日）は休日ダイヤにて
運行いたします。バスの詳細な運行予定は、ホームページでご案内しております。その他、ご不明な点等ござ
いましたら、電車は運転営業所087-831-6008　バスはことでんバス運輸サービス部087-821-3033までお気軽
にお問合せください。

2020/12/17 メール
子どもが仏生山を利用しています。到着駅の時刻が変わったと聞いて、ことでんの仏生山発の時刻も調べまし
た。変更なしで安心していましたが、7:48→7:46になっていて予定が狂いました。スマホ版はすぐ変えられるの
に、検索の1番トップの時刻も速やかに変更してもらわないと困ります。

ご不便をおかけして申し訳ございません。確認したところ、ホームページの時刻表は、スマホと同様に前日には
新しい時刻をアップさせていただいておりました。近年、ホームページやスマホのキャッシュ機能の向上により、
更新しても更新前のページを覚えていて表示してしまうことがございます。ご面倒をおかけいたしますが、ペー
ジを確認する際は更新いただけると幸いです。今後ともよろしくお願いいたします。

2020/12/17 高松築港
いつも17：15発の方々は、ハキハキして聞こえやすいです。（私は難聴なので）この調子で教育してください。し
かし時々、服がだらしない人、声が汚く聞こえたりする人もいます。

温かいお言葉ありがとうございます。今後も、はっきりとした口調で聞き取りやすい放送に努めてまいります。ま
た、お客様にご不快な思いをおかけしないよう服装のチェックや放送レベルの向上を図るため、継続した指導
教育に取り組んでまいります。

2020/12/17 メール
琴平線　池田踏切についての要望。最近、町によって池田踏切付近の道路が舗装されたが、踏切内は整備さ
れず、マクラギがアスファルトに対して欠けている状態となっている。すれ違いなどがしにくい状態になっている
ので、踏切内のマクラギを増やして、通行しやすいように改善してほしい。

ご不安な思いをおかけして申し訳ございません。踏切道を拡幅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。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。

2020/12/17 メール
ことでん屋島駅の到着アナウンスの際に、屋島山上に向かうバスの案内をするのは、どうでしょうか。志度線に
何度か乗る機会があり、屋島山上に向かうバスのアナウンスをされていないと思いまして。折角、観光地として
屋島に向かうバスの案内をしないには、もったいないです。

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。お申し出を受け、屋島山上シャトルバスへの乗り継ぎ案
内放送を実施して参ります。貴重なご意見を頂き、ありがとうございました。

2020/12/18 メール ことでん仏生山駅声小さい
ご不快な思いをおかけして申し訳ございません。駅の自動放送装置は近隣住民への配慮から早朝と深夜は使
用を控えさせていただいております。ご不明な点等ございましたら駅係員へお気軽にお問い合わせください。

2020/12/18 高田
昨日、意見したものです。簡潔な書き込みで分かりづらいことがあると思いました。チャックが開いていてだらし
なかったということです。注意指導をお願いしますね。

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、接客業という自覚を持ち定期的に身だしなみを
整えるよう指導を行なっております。今後も継続した指導教育を行い、サービスレベルの向上に取り組んでまい
ります。ことでんのご利用よろしくお願い致します。

2020/12/18 メール
瓦町駅構内にまで「照明設備」や「撮影設備」や「舞台設備」等が入り込んでおり、駅員に説明しても無視された
んですが？ネットで生中継がされ、現在でもYouTubeの公式アカウントで当時の動画が視聴できるんですが、
本社の方では状況をまったく把握されていないのですか？

ご不快な思いをおかけし申し訳ありません。駅構内で照明等を使用した撮影は弊社への申請や許可が必要と
なりますが、調査の結果、駅構内での無許可撮影は確認できませんでした。なお、駅構外で不安を感じること
がありましたら、お近くの警察署へお申し出ください。



2020/12/21 メール
コロナでこんなに本数が減って不便になっているのになぜ値下げしないんですか?せめて本数を上げてくださ
い。朝の電車でなぜ暖房をつけないのですか?窓をあけて暖房を入れない理由を教えてください。

ご意見有難うございます。現在のところ運賃の値下げは考えておりません。地方民鉄の厳しい経営環境をご理
解いただきますようお願い申し上げます。なお、IruCaをお使いいただくと、割引運賃でご乗車いただけますの
で、ぜひご利用下さい。車両の暖房については、出発の約30分前に乗務員が車両の電源とともに暖房も稼働
させており、本来であれば温かい車内温度を保てておりましたが、現在は換気を目的に窓を開放しているため
空気が冷たく、座席部の暖房を体感できない状況がございます。現在より早く暖房の電源を入れたとしても、換
気の影響で快適な車内温度は保てず、また早朝の時間帯ということもあり、これ以上早い作業は難しいのが現
状です。冬季に入り換気のためご不便をおかけいたしますが、引き続きコロナ感染予防対策にご理解とご協力
をお願いいたします。

2020/12/21 メール
志度線に、東京メトロ丸ノ内線の02系を入れていただきたいです。特に、方南町支線の3両編成は。また、車両
更新を機に列車のワンマン化も。

ご意見ありがとうございます。現在のところ、志度線に車両を導入する計画はございません。ワンマン運転につ
いては車両設備の改造及び施設の改修が必要であるため、早期の実施は困難です。ご意見は今後の参考に
させていただきます。

2020/12/21 メール 長尾線 下り 片原町発 7:56に乗る予定が現地ではダイヤが変更に。ホームページの時刻表古いよ。大迷惑。

ご不便をおかけして申し訳ございません。確認したところ、ホームページの時刻表は、スマホと同様に前日には
新しい時刻をアップさせていただいておりました。近年、ホームページやスマホのキャッシュ機能の向上により、
更新しても更新前のページを覚えていて表示してしまうことがございます。ご面倒をおかけいたしますが、ペー
ジを確認する際は更新いただけると幸いです。今後ともよろしくお願いいたします。

2020/12/21 メール 何故、志度線だけ築港駅から出てないんですか?ラウンドワン、イオン東、等に行く人は不便だと思います。
志度線は、瓦町駅（志度線口駅）から琴電志度駅を結ぶ路線となっており、高松築港駅へは乗り入れができま
せん。また、施設の改修には、多額の費用が必要となることから、今後も高松築港駅への乗り入れは予定して
おりません。お客様のご理解をお願い申し上げます。

2020/12/21 メール

いつも、琴電さんにお世話になっています。琴電さんの、ポスター、すごく好きです。また、琴電さんの女性、男
性車掌さんのアナウンスがすごく好きです。どの方も、なんだか安心する声です。朝、たまに出会うのですが、
アナウンスで、今日も1日、気をつけていってらっしゃいませ。といってくださる方がいて、すごくそのアナウンス
が好きです。学校や仕事に行きたくないなって思う日があるのですが、そのアナウンスを聞いたとき、よし、頑張
ろうって思えます。いつもありがとうございます。

温かいお言葉有難うございます。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
ただけるようサービスの向上に努めてまいります。

2020/12/21 伏石
今回、初めて琴平～高松築港まで乗りました。車内の揺れがJR四国さんと比べて揺れがひどいと感じました。
自分は大丈夫でしたが、人によっては酔う人も出ると思います。経営が厳しい中、大変だとは思いますがお願
いいたします。

ご不快な思いをおかけしましたことを深くお詫び申し上げます。これまでも定期的に軌道の点検を実施してお
り、動揺の大きな個所につきましては、順次軌道整備を行ってまいります。なお、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。

2020/12/21 潟元 JR四国・九州・西日本各社みたいに列車位置、遅れ等が分かるアプリを作って欲しいと思います。 ご意見ありがとうございます。今回いただいたご意見は、今後の参考とさせていただきます。

2020/12/21 高松築港

くるりとコラボした1081編成のヘッドマークですが、デザインしたのはことでんの社員の方ですか？間違ってもこ
とでん貸切乗車団のメンバーとかではないですよね？解散も決まっていますし、今後ことでんさんとは深く関わ
られないようお願い致します。ことでん電車まつりの日にブースで出店してる人を見て、マスクもせずに何を考え
てるのかと思いました。

お問合せ頂いております還暦の赤い電車に取り付けの「くるり」のヘッドマークですが、NEWシングル「コトコトこ
とでん」発売元のビクター様がデザインされたものであり、2020年12月25日までの予定でヘッドマークを取付け
CD発売PRを行っております。また、弊社イベント開催時には出店者・来場者問わず全ての方にマスクの着用等
の新型コロナウイルス感染症対策をお願いし、ご理解・ご協力を得ております。

2020/12/21 高松築港
1081-1082編成の洗車の件、きれいにして頂きありがとうございました。ことちゃんにツイッターフォロー切られ
ました。だいぶ前のことですが、いつもコメントなどで絡んでいるのでフォローしてほしいです。

ご意見ありがとうございます。お客様に快適にご利用いただけるよう車両の清掃点検や維持管理に努めてまい
ります。今後とも応援よろしくお願いいたします。

2020/12/21 潟元 土・日。祝の電車内での学生の飲食を注意してください。
ご不快な思いをおかけして申し訳ございません。弊社では電車内の飲食を禁止する規約やルールは設けてお
りません。車掌は、車内での飲食等に対して、直接注意を促すことは控えさせていただいておりますが、周りの
人が迷惑だと思うような飲食があれば、対応致しますので、車掌にお申し付けください。

2020/12/21 高松築港 ずっと気になっていたのですが、ロッカー壊れてますよね？交換とか修理とかしないのは何故か知りたいです。
ご不便をおかけして大変申し訳ございません。高松築港駅のコインロッカーにつきましては、故障が発生したた
め、現在、交換手配中でございます。ご不便をおかけ致しますが、今しばらくお時間を頂戴いたします。

2020/12/22 メール

ことでんさんがたまにイベントで発売している還暦の赤い電車の鉄道コレクションについて質問です。貴社が公
認してるらしいこの商品の売上金、収益がことでん貸切乗車団に入ってると聞きましたが本当ですか?還暦の赤
い電車が登場当初に付けてたヘッドマークがことでんさんの判断で取り外されただけで揉め、そして今回掲出
中のくるりコラボヘッドマークにおいてもこの団体の一存で勝手に掲出期間を伸ばそうするなど(本来なら
12/25(金)まで)、ちょっとこの団体は好き勝手し過ぎではないでしょうか。自分は絶対にこの鉄コレは買いませ
ん。希望として出来るなら、今後のイベントにおけるグッズ販売ではこの鉄コレは販売してほしくないです。よろ
しくお願いします。

ご意見ありがとうございます。いただいたご意見について、グッズの売り上げが貸切乗車団様に入っていると
いった事実は一切ございません。また、ヘッドマークの掲出期間についても事実ではございませんので、情報を
提供された先にご確認いただきますようお願い致します。



2020/12/22 メール

12月21日瓦町発下り16時37分の電車に乗りました。ところが車両の不具合により木太東口前から急に停止し,
平木駅に着いたらいきなり「平木止まりになった」といわれ,電車から降りるはめになりました。きちんとした説明
があって,この後どうしたらいいのか連絡があったら理解できるのですが,説明不足で困りました。運送約款どお
りの対応だったのだと思いますが,乗客対応が悪すぎです。乗客がいつもどおり少ないことをいいことにこのよう
な対応ですか?明日からことでんに何が起きるのか,ハラハラドキドキしながら乗るかと思うとワクワクします。

この度は、車両故障により遅延が発生しまして、ご迷惑をおかけしました。また、急な運行見合わせに関するお
客様へのご案内が出来ておらず、重ねてお詫び申し上げます。ご意見を真摯に受け止め、異常時における適
切な情報提供や対応の向上に努めてまいります。今後ともことでんのご利用よろしくお願い致します。

2020/12/22 伏石
階段の配色、視認性が良くない。ぼんやりしていると高さの感覚がなくなって踏み外しそうでとても怖い。出口の
表示も分かりにくい。旅行者（利用者）とか増えたら混乱しそう。

ご意見ありがとうございます。伏石駅の施設につきましては、バリアフリー法の基準に適合した構造や配置を適
用しています。ご理解ください。

2020/12/23 メール

12月○日、21:48瓦町発長尾行きの電車内で、年配の男性がマスクを着用していなかった。他の男性乗客に大
きな声で長時間罵倒していました。イヤホンをして音楽を聴いていても聞こえてきた程の大声で、相手の男性客
に今にでも手を出すのではないかという勢いでした。怒鳴っていた男性の隣には女子高生が怯えて座ってい
て、身動きが取れない様子でした。車掌さんはああいった場合、無視するように教育されているのですか?止め
に入りもしない、車内アナウンスで注意も呼びかけない状況に驚きました。怒っていた男性客が下車してから、
何事もなかったように車掌室から出てきました。これまでにも酔っ払った乗客が喧嘩をけしかける場面に遭遇し
たこともあります。その中には車掌さんに対して怒って車掌室のドアを蹴っている場面もありました。ことでんさ
んは警察ではないと言われたら元も子もありませんが、せめて車掌さんのように車掌室に鍵を掛けて逃げられ
ない乗客の安全も考えて頂けませんか?例えば、そのような事が起こったら下車をお願いする、警察に連絡する
など。今の状況では、乗客の事はおかまいなしとしか思えません。御社ではこの点についてどうお考えですか?

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、調査を行いましたが特定には至りませんでし
た。車内で迷惑行為が発生した場合には、規程に定める対応を致します。今後も車内巡回を強化し、お客様が
安心してご乗車いただけるよう努めてまいります。なお、迷惑行為などがございましたら、速やかに乗務員まで
お申し付けください。

2020/12/23 メール

公文明駅の駐輪場について、以前に放置自転車の撤去を高松東署に相談したところ、駐輪場は、ことでんが管
理しており、毎年4～5月に札を付け、持ち主が対応しない場合は、ことでんで処理していると聞きました。今年
度は、その対応が出来ていないようですが、見た目が悪く、ゴミなどが置かれているので、早急に対応してほし
い。また、いつ頃に対応いただけるのか、連絡してほしい。

ご不快な思いをおかけし申し訳ありません。公文明駅の放置自転車ですが、直ちに撤去に向けた手続きを行
います。今後も駅の美化に注意しお客様目線のサービスに取り組んでまいります。

2020/12/24 メール
高松築港駅の時計が故障して数日経ちます。築港駅の駅員さんに聞いたところ修理手配中だそうです。瓦町
駅次ぐ駅なのですから事務所の時計を持ってくるなりすぐに交換はできないものでしょうか。故障中と張り紙が
してある時計を見るたびに悲しくなってきます。返信は不要ですのでよろしくお願いします。

ご不便をおかけし申し訳ございません。高松築港駅の改札上部に設置している時計につきましては、故障を発
見したため、速やかに修理手配と代替時計を設置しておりました。修理手配後に設置しましたが、再故障となっ
たため、貼り紙で対応していました。代替時計のサイズは小さく、新調するため手配したところ、2020年12月24
日の設置となりました。今後もことでんのご利用よろしくお願い致します。

2020/12/24 瓦町 乗客をなんと心得る。早朝に開窓換気するなら暖房し、車内温度を保つべし。車内温度を調査し管理せよ。

ご不快な思いをおかけして申し訳ございません。車両の暖房機につきましては、仕立点検時に電源を投入して
いますが、電熱器を使用していることとドアの開閉が伴うことから車内温度が保持できていないのが現状です。
あわせて感染予防対策として一部の窓を開けて運行しているため、冬季には車内の温度保持が難しい状況で
す。ご理解とご協力をお願いいたします。

2020/12/24 メール 三条～太田間がロングレールになって乗り心地が良くなった。他の区間もロングレールにしていって欲しい。

温かいお言葉ありがとうございます。1本の長さが200m以上のレールを「ロングレール」と呼びます。レールの
継ぎ目は多ければ多いほど、音や振動の発生する回数が増えるため、ロングレールを敷設した場合には、音
や振動の発生源が少なくなります。しかしながら、敷設には多額の費用が必要となることから、今後の大規模な
改修時に導入を検討してまいります。

2020/12/25 メール
伏石駅が出来てからダイヤが変更になりましたが、電車が全く時間通りに来ないのはなぜですか?瓦町発ので
すでに2分遅れなのはどうしてでしょうか?守れない時間なら見直すべきでは?乗客をバカにしてますか?遅れて
いるとの案内も全くありません。

ご不便をおかけして申し訳ございません。お申し出の時間帯は旅客対応等の影響により2分の遅延が生じてお
りました。3分以上の遅延発生時には放送案内を徹底するよう指導を行っておりますが、2分の遅延だったた
め、遅延に関する情報提供が行えておりませんでした。申し訳ございません。安全最優先に安定した運行を行
うとともに遅延発生時には、情報提供に努めてまいります。

2020/12/25 メール 花園はどうやっていくんですか
ことでんをご利用ありがとうございます。花園駅は長尾線の高松築港駅から長尾駅間にございます。駅ナンバ
リングは、N03で高松築港駅から3番目の駅です。琴平方面、志度方面からご利用の際は、瓦町駅で乗換えと
なります。

2020/12/25 メール
琴平線に、都営地下鉄浅草線の5300系のうち4編成を中古車として入れていただきたいです。(ただし先頭車の
み)また、車両更新を機に列車のワンマン化も。

ご意見ありがとうございます。車両導入のご提案をいただきましたが、車両の導入は未定となっており、現在の
ところ都営地下鉄様から導入する計画はございません。ワンマン運転についても車両設備の改造及び施設の
改修が必要となることから、早期の実施は困難です。ご意見につきましては今後の参考とさせていただきます。

2020/12/25 仏生山

今日の運転士は下手すぎです。（琴平線・琴電琴平行・瓦町○：○発）ブレーキングの上手さはもともと個人差
が大きいですが、今日は非常に下手です。多少の揺れでは崩れない高校生たちも、かなりふらつき、あちこち
から「うわぁ」という声が漏れるほどでした。個人的には、よくけが人が出なかったと思います。今日に限らず下
手だな、危ないなと感じることは多いので、しっかり教育をお願いします。

ご不快な思いをおかけして申し訳ございません。弊社の電車は、様々な車両形式があることと車両を増結した
場合には、ブレーキの操作方法が変わるため、車両の特性や編成数による取扱方法を教育しています。当該
運転士の列車添乗を実施し、運転技能の向上について指導いたしました。今後も継続して列車添乗を実施し、
お客様に快適な乗り心地が提供できるよう運転技術の向上を図っています。



2020/12/25 琴電琴平 塩入駅にもっと電車がほしい。なんて
ご意見ありがとうございます。塩入駅（しおいりえき）は、四国旅客鉄道株式会社様（JR四国）の土讃線の駅で、
香川県仲多度郡まんのう町帆山にあり駅番号はD16となります。ご意見につきましてはJR四国様にお伝えさせ
ていただきました。

2020/12/25 メール

調節したとのことですが、変わりないようです。現地で確認されましたか？高音のチャイムは遠くまでよく聞こえ
るようです。高齢の知人は、日中在宅していますが、高音のチャイムが耳についてイライラして夜の寝つきが悪
くなったと泣きついて来られました。同じマンションにお住まいの知人のご主人様は夜中のトラックドライバーで
すが、朝帰宅後日中に何度も目が覚めて困ると言われています。そもそもあのチャイムは必要なのですか？都
会の騒々しい駅ならまだしも、数人しかいないことでんのホームで、駅の外にまで響き渡るようなチャイムが必
要ですか？他の駅ではしていないホームの放送が新駅では必要な理由がわかりません。チャイムを鳴らして
も、警笛を鳴らして急ブレーキをかける電車があるのは意味のない証拠です。モニターで監視し、マイクで注意
喚起すべき駅員が居眠りばかりしないように教育する方が大事です。
最後にもう一度、この辺りで聞かれることのなかった健康被害をことでんが創ることのないよう要望します。

ご迷惑をおかけして申し訳ございません。前回のお申し出を頂いた後の2020年12月1日に音量調整を実施しま
した。計測器を使用し、昼間と夜間の音量をそれぞれ5ｄｂ下げました。なお、チャイムにつきましては、案内放
送データに組み込まれており、チャイムのみを取り外すことができません。ご理解ください。

2020/12/25 メール

(2020.12.25 14:34です)ことでん志度線の大町駅の切符販売機が小銭が入りません!1000円札は入ったのです
が、小銭が何度入れても反応しませんでした。百円玉、五十円玉、十円玉を入れようとしていました。接触が悪
いのか、気温で不具合を起こしているのか、古いので故障したのかは分かりませんが、一度確認していただけ
ると嬉しいです!もしかしたらしばらくしたら治るのかもしれないですが、一応報告させて頂きました。

ことでんをご利用ありがとうございます。お申し出を受け、直ちに大町駅の券売機を確認いたしましたが、特に
異常はありませんでした。お手数をおかけしますが、自動券売機が不調の際は、乗務員までお申し出ください。

2020/12/26 高松築港

還暦の赤い電車に付いてる、くるりコラボヘッドマークについて、ことでん貸切乗車団のブログに「余計な物はつ
けないで欲しい」と声が上がっている中で、期間が延長されました。自己満足でやらないでください。迷惑なだけ
ですから。あと伏石駅にも撮影に関するマナーの貼り紙が貼られましたが、ちょうどこの乗車団が撮影中の出
来事でした。ブログの写真を見てたら黄色い線から出た三脚が見えてて馬鹿丸出し。ことでんさんもこの団体と
の付き合いは辞めた方が良いのでは。

ご意見ありがとうございます。ラッピング電車は、広告主様からのお申し出により、ヘッドマークの取付や装飾追
加を認めております。ご理解下さいますようお願い申し上げます。また、撮影マナーについては、安全運行に支
障が無いよう周知を続けてまいります。

2020/12/26 高松築港
12月○日朝、太田～仏生山間で撮影していた、ことでん貸切乗車団の方から、当日運転された情熱と還暦の
赤い電車の貸切の時間を教えてくれたので自分も撮れました。今後も4両の赤い電車の運転を出来るだけ多く
お願いします。

ご意見ありがとうございます。弊社の車両は、4日に1度の車両検査を基本として運用を決定しており、車両の
検査項目により検査時間等に違いがあるため、車両運用を固定化することは出来ません。車両運用につきま
しては、4日前を目処に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、ご案内させていた
だきます。

2020/12/26 潟元 車内放送の声が小さくて聞こえない。潟元駅に時刻表がない。
ご迷惑をおかけして申し訳ございません。車掌は発車前や走行中にマイクの音量等を確認するよう指導してお
ります。今後も適切な音量でわかりやすい車内放送に努めてまいります。なお、潟元駅の時刻表は、お客様が
必ず通られる改札横の自動券売機の上部に掲示しております。

2020/12/28 メール 屋島駅の男子トイレの小の便器のボタンが戻らなくなっており水が止まらなくなってます。
ご不快な思いをおかけし申し訳ありません。直ちに琴電屋島駅のトイレを確認したところ、ボタンが押し込まれ
た状態になっていたため、補修しました。お客様のお申出により、速やかに対応できましたこと感謝申し上げま
す。

2020/12/28 メール

御社の「社外秘」と書かれた文書がネット上で流出しているのを見かけました。内容は列車の運行業務に関す
るもので、ネットに投稿したご本人が貸し切っていた列車の時刻のようです。個人情報が記載されているわけで
はないので問題ないかもしれませんが、「社外秘」とある文書がおおやけに流出しているという状況は、コンプラ
イアンスに厳しくなりつつある昨今では御社に厳しい評価がつくのではと思い心配になりました。今後対策され
た方が良いのではと思います。なお、該当するURLはこちらになります(Twitterです)。
https://twitter.com/101Ef67/status/1342088524917428225?s=20貸し切っていたご本人の投稿のようなの
で、当人への注意も必要かと思います。末筆ですが、御社の益々のご発展を切にお祈りいたします。

ご意見ありがとうございます。貸切電車をご利用のお客様の中には、運行時刻等の公開をご希望されないお客
様もいらっしゃることから、時刻表には社外秘と記載させていただいております。なお、時刻表の公開をご希望
のお客様につきましては、お客様ご自身が時刻表を公開されることに問題はございませんが、今後、運行時刻
の公開をご希望のお客様には「社外秘」を削除した時刻表を送付させていただきます。お客様のご理解をお願
い申し上げます。

2020/12/29 メール
非公式のコトディーンのテーマを聴いたのですが、実際の琴電23号の走行音も入っており斬新に感じ、またコト
ディーンのイラストにも合っていると感じましたので、ぜひ公認して頂ければと思います。

イルカBOXへご意見をいただきありがとうございます。いただいたご意見について、現在のところ、ことでんでは
CD化等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。

2020/12/30 メール
コトディーンのテーマソングを視聴しました。琴電のいにしえを代表する車両の走行音がとても懐かしく、是非、
公式テーマとして採用頂きCD化のご検討をよろしくお願い致します。

イルカBOXへご意見をいただきありがとうございます。いただいたご意見について、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。


