
受付日 投函場所 ご意見 ことでんからの回答

2021/03/16 メール
マリンライナーから客室乗務員が廃止になりおじさん車掌に変わって楽しさがなくなってしまいました。それと香川県に行く
こともなくなりました。琴電にもアテンダントを導入してほしいです。導入したら乗りに行きます。

ご利用ありがとうございます。ことでんでは、車掌が乗務致しております。また、駅間も短くアテンダントの導入予定はござ
いません。ご理解ください。今後も安心してご乗車頂けますよう安全運行に努めてまいります。

2021/03/17 メール

本日○○駅から○時ぐらいに娘が乗車しました。住まいが丸亀であり、初めて利用した駅でありましたので改札口が分か
らずスマホのナビを頼りに駅まで行っておりました。線路事情が分からず通ってもいいものと思い隙間道を通って改札の方
に行こうとしたようです。その時に対応された女性駅員の態度に憤りを感じております。娘たちを見るなり大声できつい口
調で言われたようです。通れない道だという説明だけならまだしも警察を呼ぶまで言われ本来なら逮捕されるまで言われ
たそうです。分からなかったと説明する娘たちに聞く耳ももたず一方的にどなりあげるのはいかがなものでしょうか?その際
に腕も強めに掴まれたようで、娘は抵抗や反抗などはしておりません。命に関わる行動をしてしまったことは申し訳ありま
せんが、地理もわからず利用した駅で何故そこまでの対応を受けなければいけなかったのか当人から事情の説明をお願
いしたくこちらに問い合わせをさせて頂きました。

ご不快な思いをおかけしまして申し訳ございません。事実関係を確認したところ、該当駅係員は、お客様の線路内に立ち
入りを危険と判断したため、強い言葉で注意しておりました。お客様の安全面を第一に考えた行動とはいえ、言葉が不適
切であったため、該当駅係員には、適切な言葉づかいで対応するよう注意指導致しました。今後もお客様に安全にご利用
いただけるよう努めてまいります。

2021/03/18 メール 伏石駅の南口はいつから利用できるようになりますか?また南口付近には駐輪場はできますか?

ことでん伏石駅をご利用いただきありがとうございます。伏石駅の南口については、駅前整備事業によりご不便をおかけし
ておりましたが、南口駐輪場および照明設備工事が2021年3月31日に竣工することから、迂回路を整備し2021年4月1日
（木）の始発より南口の一部と駐輪場を供用開始する予定です。なお、引き続き高松市様が国道の改修工事を行っている
ことから、南口についても部分開業となりますが、ご理解の上、お気をつけてご利用くださいますようお願い致します。

2021/03/18 メール

昨日、息子が電車の中にお弁当箱を忘れてしまいました。電話で問い合わせをすると高松築港駅で保管していただいてい
るということで今日の夕方、お弁当箱を受け取りにいきました。家に戻りお弁当箱を開けて見入ると、お弁当箱の中がきれ
いになっており大変驚きました。忘れ物のお弁当箱を洗って保管していただいているなんて、想像もできません。ことでん
の皆様にどうしても、お礼を伝えたくお電話させていただきました。この度は、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。該当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。

2021/03/19 瓦町
なんで暑い時なのに全く冷房を入れずに暖房を足に入れているのですか？18℃～20℃になったら足の熱い風をやめてほ
しい。

ご不快な思いをおかけして申し訳ございません。弊社の車両設備は、暖房と冷房が供用できないため、冬場破断房で夏場
は冷房に切替えております。現在は暖房の設定となっております。乗務員には、車内に設置の温度計だけに頼らず、客室
に入って確認し車内温度の管理に努めるよう教育しています。なお、車内温度につきましては、ご遠慮なく乗務員にお申し
付け下さい。

2021/03/19 メール

障がい者運賃の件、メール拝読いたしました。その上で、不明な点があり再度ご連絡いたしました。「公開されている詳細
な説明」とは、具体的に何を指しているのでしょうか。貴社公式サイトを確認しましたが、該当する説明はみあたりませんで
した。スマホ手帳に対応されているのであれば、すみやかに事業者登録を完了させてください。四国運輸局にて、申込み
を募っていると聞いています。スマホ手帳のアプリに貴社は登録されておらず、スムーズな利用が困難です。もし、これま
でスマホ手帳が提示された事例がなかったとすれば、それはアプリに登録されていないためです。登録完了後に、スマホ
手帳に対応していることを示すステッカーが、運営会社から送付されると思います。そのステッカーを、分かりやすい場所
に掲出される必要があります。当事者としては、何の案内もなしに、スマホ手帳が使えることを読み取るのは困難(ほとんど
無理)です。障がい者に対して分かりやすい案内を出すのも、バリアフリーの一環かと存じます。ご考慮いただけますと幸
いです。

度重なるご意見をいただき、申し訳ございません。ミライロIDの公式ホームページでは、登録された事業者様が掲載されて
いますが、割引の対象範囲は、各事業者の詳細な説明をご確認いただく必要がございます。弊社といたしましても対象外
の手帳をお持ちのお客様にご利用いただけない旨の案内を行うのは、適切でないと考えております。運輸局からの案内に
対してもお客様の錯誤が想定されることから、事業者登録は検討する旨の回答を差し上げております。ご理解ください。

2021/03/19 メール
県外に住んでいる為、グリーンイルカを更新しようと窓口に行き更新しましたが、その際次の更新期限が今日から半年後
だと言われました。更新期限は普通、発行日や誕生日から半年等、毎年一定の時期にするべきではないのか。御社の回
答によっっては行政や団体に連絡させていただきます。

ご意見ありがとうございます。グリーンIruCaの更新日につきましては、更新された日の6ヶ月後の同じ日付（「応当日」とい
います。）の前日とさせていただいており、応当日がない場合は、当月の末日が応当日になります。システムの変更には多
額の費用が必要となるため、変更予定はございません。ご理解ください。なお、更新の際には、次回の更新日をご案内さ
せていただいているほか、改札機ではIruCaの更新期限の14日前から更新のお知らせを表示しております。また、公的証
明書をご提示いただければ、イルカ取扱窓口でいつでも更新いただけるほか、更新切れの場合でも同窓口にお申し付け
いただければ、すぐに手続き行えます。今後もことでんのご利用よろしくお願い致します。

2021/03/19 高松築港 1206号琴電琴平行きの電気がチカチカしている。
ご不快な思いをおかけして申し訳ございません。2021年3月19日定期検査時に1206号車の行先表示器の蛍光灯を交換し
ました。

2021/03/19 太田 利用区間の駅員さんがいつも朝おはようございます。行ってらっしゃいと言ってくれてうれしいです。ありがとうございます。
温かいお言葉ありがとうございます。駅係員にお伝えしたところ、大変喜んでおりました。今後も、お客様一人一人に対して
思いやりのあるきめ細やかな接客ができるよう努めてまいります。

2021/03/22 メール

このようなことを申し上げるのは大変恐縮ですが、申し上げます。優先座席として電車の連結部を提示されてますが、本当
に大丈夫ですか?相当揺れますよね。妊婦さんが座って、揺れによって体調が悪くなって責任は取れますか?本日が2回目
の提言となります。1回目は、線路等を徐々に修理されているとののとで、曖昧な回答をいただきました。 せめて、連結部
の1番揺れるところを優先座席にするのは辞めた方がいいのではないですか?私は高松築港から琴電琴平まで日頃から
乗っている者です。今後自分が妊婦として乗るようになることもあり、優先座席のシール位置だけは許し難いです。一度、
皆様に乗客の目線に立っていただきたいです。

度重なるご意見を頂戴し、誠に申し訳ございません。軌道整備につきましては、計画を立てて実施するとともに定期的に列
車動揺検査機器で計測し、動揺の大きな個所については順次軌道整備を行っています。今後も計画的に軌道整備・点検・
補修を行い施設の改善・乗り心地の向上等に努めてまいります。なお、現在は車両の連結部に優先座席を設定しておりま
すが、シート色の変更等に多額の費用が必要となることから、早期に位置を変更することは困難です。今後の検討課題と
させていただきます。

2021/03/22 メール こんばんは。 ことでん 電車グッズを買える店舗や駅はありますか? 宜しくお願い致します。

お問い合わせありがとうございます。ことでん電車グッズにつきましては、弊社のネットショップの「ことでんショップ」や高松
築港駅、瓦町駅、片原町駅、琴電琴平駅で販売している他、各店舗様でもお取り扱いしております。是非、お買い求めくだ
さいますようお願い申し上げます。
【香川県内】
・かがわ物産館　栗林庵
・四国ショップ88
・高松空港内　おさかなショップ
・屋島ドライブウェイ直営　山上売店
・高松グランドカントリークラブ　売店
【東京】
・書泉グランデ（神田神保町）　6階
・書泉ブックタワー（神田佐久間町）　5階



2021/03/22 メール
長尾線では改善が図られていましたか。普段は琴平線を使っております故、この事は存じ上げませんでした。琴平線は新
駅が開業し、複線化事業も進行していると聞き及んでおります。複線化が完了した暁には、琴平線でもゆとりのある、遅延
の少ない、乗務員諸氏が走らなくても済むダイヤの設定をお願いします。期待しております。

ご意見ありがとうございます。今後もゆとりダイヤなどを取り入れ、安全安定輸送に取り組んでまいります。

2021/03/22 高松築港 どこが乗車位置か分かりづらい。乗車位置を書いたステッカーを貼ってほしい。
ご意見ありがとうございます。現在、運用している車両は、他社の鉄道会社から譲渡された車両で、形式の違いあることか
ら扉の枚数や位置が統一されておりません。ご不便をおかけしますが、乗車位置をホームに表示することは困難です。ご
理解下さい。

2021/03/22 メール

ことでんに乗って12：30着の琴電琴平駅で降りた際に購入した切符が無かったため、運転士さんに相談したところ、キップ
を買ってもらわないかんと横柄な態度であった。車掌の○○さんが一緒に車内をさがしましょうか？と声をかけて親切な対
応をして頂いた。結果的に私が乗車券を落としていて発見できたが、運転士の不適切な対応に私は子供の前で恥をかか
された。子供がことでんを好きなのに、このようなことがあっては子供に乗せさそうとは思わない。改善をお願いしたい。

ご迷惑をおかけして申し訳ございません。お申し出の内容を当該運転士に伝え接客姿勢について厳重に注意指導いたし
ました。当該運転士は規則通りの説明を行ったようですが、対応が機械的で粗雑であったと深く反省しておりました。今回
のご指摘を真摯に受け止め、今後も継続した教習等に取り組み、全社員のサービスレベルの向上に努めてまいります。

2021/03/23 メール

障がい者運賃の件、メール拝読いたしました。しかし、先便でお問い合わせした内容について回答がなかったため再度ご
連絡いたしました。「公開されている詳細な説明」とは、具体的に何を指しているのでしょうか。貴社公式サイトを確認しまし
たが、該当する説明はみあたりませんでした。その上、貴社はメール問合せに対しても、スマホ手帳の適用基準を頑として
回答せず、基本的な情報の確認すら取れない状態です。今回も具体的にご回答いただけない場合は、運輸局に事情を伝
え、自社における適用基準が説明できない状態のようなので指導してほしいと相談する予定です。また、スマホ手帳に対
応されているのであれば、すみやかに事業者登録を完了させてください。全国の鉄道事業者が、すでにスマホ手帳への登
録を完了させています。JR四国の登録内容はご確認されたでしょうか。スマホ手帳の適用基準について詳細に案内されて
います。http://mirairo-id.jp/place/jr-shikoku/貴社がきちんと案内しないから利用者の混乱を招くのです。わけのわから
ない理由をつけて、全国の鉄道事業者と異なる対応を続けても、誰にも理解されないことを自覚してください。貴社がこの
ような態度を続けられるのでしたら、上記の運輸局への相談のほか、県の福祉部署や県内の福祉団体などにも事情を伝
え相談する予定です。

度重なるご意見を頂戴し、説明が至らず申し訳ございません。ミライロIDの公式ホームページでは、登録された事業者様
が掲載されています。割引の対象範囲は、同ホームページに掲載された説明内容をご確認いただく必要がございます。弊
社では、ミライロIDに対応している各種手帳の全てが割引対象となっておりません。このことから、対象外の手帳をお持ち
のお客様に対し、スマホ手帳に対応していることを示すステッカーの掲示によるご案内は適切でないと考えております。四
国運輸局にも同内容を伝えし、引き続き事業者の登録を検討している状況でございます。

2021/03/23 メール

駅のホーム地面に、電車ドアの位置を示して、列を作りやすいようマークをして欲しいです。乗車ドアの位置が明確ではな
いため、整列乗車がされていません。ドア位置付近で整列していても、横から順番を抜かされることが、多々あり、大変不
快です。改札口で、駅員の方が乗降客に挨拶をすることも、サービスの一つかもしれませんが、改札口に立っているより
も、駅ホームに、立ち、整列乗車の乗車マナー向上を、啓発してください。

ご不快な思いをおかけして申し訳ありません。電車のドア位置につきましては、保有する車両形式が異なりドアの枚数や
間隔に違いがあるため、乗車位置を明確に表記することが出来ません。ご不便をおかけしますが、ご理解ください。なお、
乗車時のマナーにつきましては、ポスターなどを用いてお客様にご協力をお願いしておりますが、引き続きラッシュ時間帯
を中心に啓発し、乗車時のマナー向上に取り組んでまいります。

2021/03/23 メール

伏石駅の掃除の仕方について。帽子をかぶっていなかったので、掃除員だと思われる者について。全体的に掃除の仕方
がルーズ。椅子などをハタキで払っているが、払うだけではほこりが舞うだけで意味がない。きちんと拭き掃除をしてほし
い。近くで掃除をしていて、断りの一言もない。また、女子トイレに掃除で入る時にノックをせずに入っている。中に女性が
入っていたらびっくりするのではないか。掃除員だからと言って何をしてもいいわけではないのではないか、痴漢と間違わ
れるような行動ではないか。

ご不快な思いをおかけして申し訳ございません。当該の清掃係員には、清掃方法について再教育いたしました。また、作
業時における執務態度についても注意指導いたしました。今後も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。

2021/03/23 琴電琴平 もっとかわいく！
イルカBOXにご意見をいただきありがとうございます。ご意見の内容については、等具体的なご指摘があれば改善に向け
てより効果的な取り組みができるものと考えております。お手数をおかけしますが、具体的にご記入いただきますようお願
い致します。

2021/03/23 メール 御社の制服はユニクロと絡んでますか?絡んでたら別のメーカーに変えてほしいです。ユニクロなんて似合わないです。 ご意見ありがとうございます。いただきましたご意見につきましては、弊社は、他のメーカー様の制服を採用しています。

2021/03/24 メール
琴平線に乗車しようと○時○分頃に高松築港駅へ到着したところ、駅員さんに急いで1番線に行くように促されたので走っ
て行くと、私に気付いた車掌の○○さんが、閉まったドアを開きながら舌打ちしました。言われるがまま急いだのに不愉快
です。

ご不快な思いをおかけして申し訳ございません。当該社員には、接客態度について注意指導いたしました。お客様からの
お申し出を真摯に受け止め、今後も定期的に実施している社員教育時に言葉遣いや接客姿勢など、サービスレベルの向
上に取り組んでまいります。

2021/03/24 メール
3/23 20:50頃、片原町駅の片原町商店街側駐輪場横からホームへ侵入する中高年夫婦?を見ました。どう見てもスタッフで
はなさそうで、無賃乗車かもしれません。どうぞご警戒ください。

ご意見ありがとうございます。当該駅につきましては、片原町商店街側から線路内を通り、駅構内に誤って来られるお客様
がいたため、駅改札口への行き先案内板を設置しました。

2021/03/24 メール

先日琴電志度線の屋島駅から乗車したものです。その時は電車が遅れていたのですが、改札口から走って乗ろうとしてた
自分たちを見て車掌さんが「発車します」と声をかけていただき乗せてくれました。名前は覚えていませんがその事にお礼
をしたいと思いメールさせて頂きました。乗車列車は屋島駅を定刻20:25に出る列車で乗車区間は瓦町まで、乗車日は3/
○です。乗せていただき大変感謝しています。もしその担当者が分かりましたら本人までお伝えください。

温かいお言葉をいただきありがとうございます。社員の励みとなります。当該車掌にお申し出を伝えたところ、大変喜んで
おりました。今後もお客様に安全安心で快適にご利用いただけるよう安全運行とサービスの向上に努めてまいります。これ
からもことでんのご利用をよろしくお願いいたします。

2021/03/24 メール
ことでんのホームページで「お問い合わせホーム」について、入力項目に女性と男性があるがLGBTに配慮した内容に変
更してほしい。例えば、項目の削除やその他を追加するなどがあると思うが、改善をお願いします。

イルカBOXへのご意見ありがとうございます。お客様からのご指摘について、さまざまなご意見やご要望をお寄せいただく
中で、どのような世代からどのような要望があるのかなどを把握するため、年齢や性別、ご職業について記載していただい
ておりますが、ご指摘いただきましたとおり、性同一性障害やLGBTなど性の多様化に対する配慮、また人権擁護の観点
からも性別の記載欄については配慮が必要であることから任意での回答をお願いしておりました。今後、項目の削除、回
答内容の追加などを社内で検討してまいりますので、今後ともよろしくお願いいたします。



2021/03/24 メール
電動車いすで電車利用し（2019列車瓦町9時49分発）池戸駅で降車する際、介助に来ていた方から降車する扉のところに
建物の支柱があり降車の妨げになっている。改善してほしい。

ご不便をおかけして申し訳ございません。駅施設の改修には、多額の費用が必要となることから、早期の対応は困難で
す。関係機関と協議してまいります。また、電車の停止位置の変更につきましても電車のドア位置が保有する車両形式に
より異なりドアの枚数や間隔に違いがあるため、変更することが出来ません。なおご利用の際には、係員が乗降補助を行
いますのでご遠慮なくお申し付け下さい。ご不便をおかけしますが、ご理解お願い申し上げます。

2021/03/25 メール

ご回答、拝見しました。車両ごとにドア位置が異なるため、表記は難しいということですが、都心では例えば『3つドアのドア
位置』『2つドアのドア位置』といったように、パターンに、わけてホームに明示があります。なにも、表記がないから、どこに
立てばよいのかわからないので、乗客も列を作ることができないのだと、思います。工夫して表記するよう対応をお願いし
ます。また、乗車マナーのポスターで、啓蒙されるとのことですが、現在ある、さぬき弁講座のマナー啓蒙は、内容が現状
にあっていないように感じます。適宜見直しをお願いします。
2021/03/24 (水) 17:38受信

ご意見ありがとうございます。「ドア位置」表示のご提案をいただきましたが、先回でも回答させていただきました通り、車両
形式が異なることから、2枚や3枚車両のドア位置も異なり、ホーム上にドアの位置を特定することが出来ません。ご理解下
さい。また、さぬき弁のマナー講座の表記内容につきましても新たな啓発デザインを含め、検討してまいります。引き続き、
弊社ホームページや掲示物、放送等を通じて乗車マナー向上に取り組んでまいります。

2021/03/25 メール スマホ版の電車時刻表が壊れています。復旧をお願いします。

いつも弊社ホームページをご覧いただき誠にありがとうございます。また、ご迷惑をおかけして申し訳ございません。2021
年3月24日にスマホのページがうまく表示できない事象が発生し、問題については、すでに修正が完了しております。ご不
便をおかけして申し訳ございません。また、何か問題がございましたら、ご連絡いただければと思います。今後ともよろしく
お願いいたします。

2021/03/25 メール

ことでん高松築港駅○時15分発車、滝宮行きにて。15分ギリギリに走って行ったところ、改札担当者が、乗りますか?と大
声で聞いたので、乗って良いんですか?と返答。すると、乗るらしい事を、運転手に手で丸を作り合図し、急いで!と改札担当
者は私に言ったので、乗れるんだと思い、走って電車に近づくと、ドアが閉まった。あれ?乗れないか、なら仕方ないか?と立
ち止まると、そんな私に気がついた運転手が、チッ!と大きな音で舌打ちしてドアを開け、急いで!と、また言われました。舌
打ちしてイラッとされて嫌な気分になるくらいなら、15分待った方がマシでした。気分悪いこと、この上ない。舌打ちした運転
手は○○と言う名前が書かれていました。私も社会人で接客もしておりますが、お客様に舌打ちなどした事はありません。
人間性の問題かと思われます。そんなに嫌なら、始めから乗りますか?と聞かず、危ないので次の電車でと普通に勧めた
らどうですか?乗ったら乗ったで文句言うなら、初めからやめてください。

ご不快な思いをおかけして申し訳ございません。当該社員には、接客態度について注意指導いたしました。お客様からの
お申し出を真摯に受け止め、今後も定期的に実施している社員教育時に言葉遣いや接客姿勢など、サービスレベルの向
上に取り組んでまいります。

2021/03/25 瓦町

東京から来ました。１０年前に当時の彼女と来ましたが、再訪し彼女と２人の子供と楽しく乗車いたしました。京急が好きな
ので、かつての京急車両を色々と乗りくらべできるのがとても楽しかったです。１人で盛り上がっていましたが子供達も細か
いことはわからないながらも楽しんでくれたようです。再訪がいつになるかわかりませんが末永く元気に高松の皆様の幸せ
を運んで頂ければと思います。ことでんにお世話になったものとして県外の者ですが、応援しております。

ことでんのご利用誠にありがとうございます。温かいお言葉をいただき、嬉しく思います。ことでんをご家族で楽しんでいた
だけたようで幸いです。今後も皆様に喜んでいただけるように、さらなるサービスの向上を図ってまいります。県外にお住ま
いとのことで、コロナ禍でなかなか訪れていただくことが難しいかと存じますが、またのご利用を社員一同お待ちしておりま
す。

2021/03/26 メール
利用時にはインターネットのことでん 時刻表を常に確認しております。先日から【六万寺駅】【メニュー表示】が元の表示に
なっていません。修正をお願いします。

弊社のホームページをご利用のお客様にはご不便をおかけして大変申し訳ございません。2021年3月24日にスマホのペー
ジに不具合が発生いたしました。問題については、2021年3月25日に修正を完了しております。何か問題がございました
ら、ご連絡いただければと思います。今後とも弊社ホームページをご覧くださいますよう、よろしくお願いいたします。

2021/03/26 メール 志度線瓦町発時間は
ご意見ありがとうございます。志度線の瓦町駅発は、6:11～22:21まで運行しております。詳しくは、弊社のホームページを
ご確認いただくか駅係員までお問合せください。なお、駅窓口及び車内にて時刻表の配布をおこなっておりますので、お気
軽に係員までお申し付けください。

2021/03/29 メール
現在走っている電車は老朽化が目立ってきているので、新型車両か他社の車両を購入してほしいです。最近酔ってしまい
ます。近鉄8810系か近鉄1026系を購入してほしいです。

ご不快な思いをおかけして申し訳ありません。電車の揺れは車両や線路の状態によるもので、計画的に車両及び線路の
修繕等を行ってまいります。なお、車両の導入計画は現在未定です。ご意見につきましては、今後の車両導入時の参考に
させていただきます。

2021/03/29 メール

日時は忘れましたが車内で外国人客が大音量で映像見て怖い叔母さんが注意したことで私を含め大勢の客が気分が悪く
なり途中の駅で下車したことがありました。今までの琴電にそんなことがありませんでした。外国人客は永遠に動画を見て
おり叔母さんは場所を広げてパソコンを触っており他の客を触らせないようにしていました。「車内で大音量で映像を見る
行為、パソコンをする行為はおやめください。車内でのいじめ、暴力、縄跳びダンスはおやめください」の貼り紙、ポスター、
車内放送を流してほしいです。お願いします。改善できないなら二度と利用しません。

ご不快な思いをおかけして申し訳ございません。乗車マナーにつきましては、弊社のホームページ、駅構内や車内にポス
ターを掲示して、お客様へのお願いに努めています。引き続き車内放送を通じて乗車マナー向上に取り組んでまいります。
なお、迷惑行為を発見された場合などは、お近くの係員までお申し付けください。

2021/03/29 メール
早速、翌週の１週間を駅員の配置して頂き有難う御座いました。が、男子学生は不在となっておりました。見かけたのが２
週間という期間でしたので、学校の通学時間が変わったのでしょう。今は春休みですし、また見かけましたらご連絡したい
と考えております。

貴重な情報提供ありがとうございました。無人駅では、運転士や車掌が確認し、適切な運賃収受の業務に努めておりま
す。今後も乗務員による正確な確認を行うほか、新学期開始後には、係員を配置して適切な運賃収受に努めてまいりま
す。

2021/03/29 メール
さっきSuicaで降りたら残高不足。車内や無人駅でチャージできないのなら予め改札機なり車内なりに掲示すべし。客に優
しくないな。

ご不便をおかけして申し訳ありません。全国交通系ICカード利用者に向けたチャージの案内を全駅と車両内に掲示しまし
た。Suica等の10カードのチャージにつきましては、お手数をおかけいたしますが、IruCa取扱窓口、ことでんバス車内、コン
ビニで事前にチャージして、ご利用いただけますようお願い致します。

2021/03/29 八栗
志度線は、長尾線や琴平線に比べて車両の幅が狭い。特に混雑時、スマホをしながら足組みをした乗客が多数います。
通路確保のために、足組みは遠慮していただく旨の放送をしてもらえると良いのですが。

ご意見ありがとうございます。電車内では、足を組んで座らないようお願いするのは、困難と考えます。しかしながら、車内
が混んでいるなど他の方に足がぶつかりやすい状況などでは、迷惑とならないよう車内放送での協力をお願いしてまいり
ます。

2021/03/29 空港通り
毎日お疲れ様です。高校3年間、利用させていただきました。電車の中で落ち込みながら帰った日、明日が楽しみでワクワ
クしながら帰った日、朝がつらい日。どんな日でも駅員さんのあの明るくて元気な声、楽しみでした。これからも、学生・会
社員その他もろもろの方々の当たり前の日常をよろしくお願いします。P,S ちょっと値段が高い

ことでんをご利用いただきまして誠にありがとうございます。心温まるお言葉をいただき、私どもとしましても大変嬉しい限り
です。ことでんがお客様の毎日の学校生活に寄り添うことができたようで何よりです。これから始まる新生活、お身体に気
をつけてお過ごしくださいませ。また機会がありましたら、ことでんのご利用を社員一同お待ちしております。



2021/03/29 三条 下所川第2踏切横にあるフェンスのドアがある通路がありますが、あれは誰でも通れるのでしょうか。
ご意見ありがとうございます。お申し出の通路につきましては、施設を管理するために設置しており、関係者外はご利用い
ただけません。

2021/03/29 片原町 片原町駅東側自動販売機にも運賃表を。昔あった上部でも可。
ご意見ありがとうございます。現在、自動券売機の上部に2枚の運賃表を掲出しております。「運賃表」表示のご提案をい
ただきましたが、今以上に追加して掲出する予定はございません。ご理解下さい。運賃について、ご不明な点などございま
したら、駅係員までお問い合わせください。

2021/03/29 高松築港

いつもアルバイトの通勤やお出かけなどに、ことでんを利用させていただいております。昨日の夕方から気になっていたの
ですが、築港駅に設置してある消毒液が出なくなっていました。もし可能でしたら、1日に1回で良いので消毒液の補充をし
て頂けると助かります。これからもことでんを積極的に利用したいと考えています。コロナ禍で大変かとは思いますが、頑
張って下さい。応援しています。

ご意見ありがとうございます。消毒液については、１日１度の点検と補充を行っていましたが、頻度をあげた対応に変更し
ました。引き続き感染防止対策を徹底し、お客さまに安心してご利用いただけるように努めてまいります。今後もことでんの
ご利用よろしくお願い致します。

2021/03/29 一宮
遠くから更新に来ているのに代理の証明はあるから一緒に更新していただけたらいいのに大変です。1年くらいの更新にし
ていただきたいです。だんだん歳がいってくるのも大変です。車にも乗れないからゴールドIruCaを利用しようと思っている
のに面倒です。何卒、考えてください。安くしていただくのはとっても嬉しいですが。

ご意見ありがとうございます。ゴールドIruCaにつきましては、ご本人様確認をかねて更新期限を6カ月に設定しており延長
する予定はございません。更新切れの際は、お近くのイルカ取扱窓口にIruCaと公的証明書をお申し付けいただければ、
更新できます。お手数をおかけいたしますが、ご理解のほど、お願い申し上げます。

2021/03/29 メール
瓦町駅でIruCaの更新を対応してもらっている時に既に別の駅員が対応しているのに駅員の〇〇さんが後ろから早くゴー
ルドIruCaを出してくれと強い口調で言われた。自分はまだゴールドIruCaを使える年齢ではないし失礼だと思う。

ご不快な思いをお掛けいたしまして申し訳ございません。該当駅係員には、お客様に失礼のないよう常に丁寧で思いやり
のある言葉づかいで接客するよう厳しく注意指導致しました。今後も、お客様に対しておもてなしの心で接客するよう努め
てまいります。

2021/03/30 メール
本日6時34分琴電琴平行きにマスク無しで乗車している男性居ます。何食わぬ顔で電車に乗車するのはどうかと思います!
車掌さんも注意して下さい!もし電車内で感染拡大したらどうするのですか?後10代20代の若者達の騒ぐのも目立ちます!マ
スクもきちんと出来ないなら乗車させないで下さい!それか途中で降ろして下さい!

ご不快な思いをおかけして申し訳ございません。弊社では、国土交通省からの指示により、新型コロナウイルス感染症対
策に対する対策等を講じています。車内放送による案内では、片道に1回以上実施しており、引き続き、お客様にご理解い
ただけるようご協力をお願いしてまいります。

2021/03/30 潟元
千葉から鹿児島へ帰る途中で寄りました。初めて香川に上陸です。すごくいい所だなと感じています。おうどん食べて、金
毘羅さん寄って出発します。また四国来たいです。初めて無人駅を利用しました。これからも頑張って下さい。

ことでんをご利用いただきまして誠にありがとうございます。香川の魅力を感じていただき、大変嬉しく思います。今後も皆
様から愛される鉄道となりますよう、さらなるサービスの向上を図ってまいります。またのご利用を社員一同お待ちしており
ます。

2021/03/30 今橋 今橋駅の駅員、営業時間を教えてください。あと、用紙少なくなっています。
ご意見ありがとうございます。今橋駅の営業時間は平日7時～10時です。なお、休日は終日、駅員が不在となっています。
駅係員の対応を希望されるお客様は、お手数ですが事前に運転営業所087(831)6008まで、ご連絡くださいますようお願い
申し上げます。また、イルカBOXの用紙につきましても定期的な用紙の回収と補充を行ってまいります。

2021/03/30 琴電琴平
琴電琴平駅の待合所の窓ガラスがクモの巣だらけで汚いです。せっかくの観光地駅なのに、これでは良くないと思いま
す。

ご不快な思いをおかけして申し訳ございません。直ちに点検するとともに清掃いたしました。今後も快適にご利用いただけ
るよう駅の美化に努めてまいります。

2021/03/31 メール
高松築港にて乗車しましたが、入場時に切符が見えなかったみたいで、かなり上か威圧的に見せて下さいと言われたの
で、見えるように見せてたが、ありがとうございますの一言もなく、偉そうに、見えないと言われました。普通の考えなら、ご
協力ありがとうございますの一言だと思いますが、かなり、優秀な社員さんなんでしょう。○○さんは。

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、お客様の立場に立った思いやりのある接客を行うよう
注意指導を行いました。なお、感染症の予防対策として改札業務の内容を一部変更しておりますが、乗車券類の確認をさ
せて頂く場合がございます。お手数をおかけいたしますが、ご協力いただけますようお願い致します。

2021/03/31 メール

再来月の5月のゴールデンウィーク期間中に最後のレトロ列車で活躍中の琴電1000形120号と琴電3000形300号の琴電旧
型車が95年の歴史に幕を閉じて、現役引退されていた後に仏生山工場で作業車として、余生されるので、去年(令和2年
2020)9月のシルバーウィーク期間中があった9月20日(日)・9月21日(月・祝)の2日間琴電20形23号と琴電5000形500号のレ
トロ列車として活躍していた琴電旧型車があった車両が現役引退されていて、現在琴電20形23号は、高松市牟礼町原に
あることでん塩屋駅の近くにあるお遍路さんのところで動態保存されていますので、琴電5000形500号の車両が仏生山工
場に留置している譲渡先は、どうなるのですか!

ご意見ありがとうございます。500号車は陸送の日程は決まっておりませんが、譲渡先での静態保存が決定しております。

2021/03/31 メール

お世話になります。高松市在住の○○と申します。岡本駅の桜を毎年楽しみにしておりましたが、本日、岡本駅に伺ったと
ころ、瓦町行きホームの桜が立ち枯れ(?)しているようで咲いておりませんでした。もし、再生可能なようであれば、クラウド
ファンディング等で治療できないものか、といくらかの寄付をさせていただきたくメールした次第です。もし立ち枯れで再生
不可ということであれば、そのまま置いておくのも危険かとも思います。一度、調査いただければと思います。

ご意見ありがとうございます。岡本駅の上り線ホームの桜は、病害虫によると思われる症状により、5本の全てが枯れてい
ました。再生は難しく、倒木の危険性があったため、2021年4月3日までに伐採し撤去いたしました。

2021/03/31 メール

ゴールデンウィークのレトロ電車運行 (05/01～05/03) について、以下御教示下さい。関東方面からの参加を検討してお
り、移動手段や宿泊先確保の観点から早目に御連絡を頂けますと助かります。Q1:各運行ダイヤの列車について、事前予
約制 (抽選含む) になるのでしょうか。Q2:Q1=Yesの場合、事前予約～抽選確定までの大まかなスケジュールを御教示下
さい。Q3:乗車に際し、発熱有無等の体調自己確認を除く、PCR検査等の要否について御教示下さい。【提案】撮影時マ
ナー遵守に関する貴社HPを拝見致しました。鉄道撮影を楽しむ者の一人としてならず者の愚行を恥ずかしく思います。1
点提案ですが、「ホーム・沿線を問わず三脚の使用禁止」を提示しては如何でしょうか。これには以下の理由がございま
す。 ・三脚は専有面積が大きく、ホーム上・踏切付近等では特に危険。 ・三脚使用者は移動時の荷物スペースも大きくな
り、列車乗車時にスペースを徒に占有し、付近乗客とのトラブル要因になり得る。 ・三脚を使うのは撮影を生業とするプロ
か、手振れを抑えられない程度の素人。後者は大抵の場合トラブルメーカー。以上、お取り計らいの程宜しくお願い申し上
げます。

ご意見ありがとうございます。ゴールデンウィークのレトロ電車特別運行は、人数制限等を設けずに計画しております。イベ
ントの実施にあたっては、弊社で感染症の防止対策を行いますが、参加者されるお客様のPCR検査を条件にすることは考
えておりません。参加される当日に発熱や咳等の症状がある場合には、ご参加を控えていただきますようお願いいたしま
す。また、ご提案いただきました撮影マナーにつきましては、ご意見を参考に検討してまいります。新型コロナウイルスの感
染状況によっては、直前であってもイベントを中止する場合がございます。あらかじめご了承下さい。


