
受付日 投函場所 ご意見 ことでんからの回答

2021/06/16 メール

パーク&ライドのことで駅員に聞くと「本社がやってることなんでここで聞かれてもわかりません。」と言わ
れました。置いている駐車場の駅員にも同じことを言われました。同じことでんグループでありながら、知
りません、わかりませんっておかしくないですか?ホームページを見ても振込については書いてないし、不
親切すぎます。大きな駅にはパーク&ライドの振込先等に関する用紙ぐらい置いておくべきじゃないでしょ
うか?それにことでんの都合で従来の方法から変更するならせめて引き落としにしたらどうですか?何月分
まで支払い済みかわからないのもどうにかならないんでしょうか?

パーク&ライド駐車場のご利用ありがとうございます。この度は、ご不快な思いをおかけし大変申し訳ござ
いませんでした。支払方法につきまして、全ての駐車場に措いてお客様の振込でお願い致しておりま
す。今後も自動引き落としの取り扱い予定はございません。ご理解の程お願い申し上げます。パーク&ラ
イド関係駅（琴電琴平駅、高田駅、長尾駅、琴電志度駅）と他の駅には、取り扱いについて再度周知を致
しました。　また、振込先等を記載した用紙を、パーク&ライド関係駅にご用意致しております。引き続き、
電車・駐車場のご利用をよろしくお願い申し上げます。連絡先：管理本部　総務部　駐車場担当０８７－８
６３－７７２３

2021/06/16 高松築港今回はご利用させていただきありがとうございます。 ご利用ありがとうございます。今後もことでんのご利用よろしくお願い致します。

2021/06/16 栗林公園栗林公園～三条間の複線化工事は、いつ頃始まる予定でしょうか？
ご意見ありがとうございます。現在のところ、琴平線の栗林公園駅～三条駅間の複線化工事について
は、関係機関と調整中です。

2021/06/18 メール
いつもお世話になります。本日、志度線志度発、始発便に乗務の車掌さん、大変丁寧でわかり易い放送
で朝から気持ち良く出勤することが出来ました。私も同じ運輸業として…見習わなくては!と思い、今日は
何時に無く気を引き締めた日になりました。決して上から目線の意見では無く、本当に感心しました。

温かいお言葉ありがとうございます。 当該社員は、入社して間もない車掌です。お申し出内容を本人に
伝えたところ、「温かい言葉をありがとうございます。自分はまだまだ未熟ですので、これからも向上心を
持ち続けて業務に降り組んでまいります。」と謙遜しておりました。今後もお客様に満足していただけるよ
う車掌一同、車内放送の向上に取り組んでまいります。

2021/06/18 メール 瓦町の4両切り離しと、仏生山の車両取替の案内立て看板はいつ復活するんですか？

ご不便をおかけして申し訳ございません。お申出の通り、以前は車両運用等を掲出させていただいてお
りましたが、現在は、コロナ過により、お客様のご利用状況に合わせて車両運用を変更しています。新型
コロナウイルスの終息後には、車両運用の再掲出を検討してまいります。なお、車両編成数がご不明な
場合には、駅係員にお気軽にお問い合わせください。

2021/06/18 メール
お忙しいところ申し訳なくお尋ねします。琴電琴平駅の手前の土讃線とのクロス箇所。開業は土讃線の
ほうが先だと思いますが、琴電の軌道うえを横切っています。通例、後の開業路線が上部、又は地下を
通しますが逆になっている理由をお尋ねします。

お問い合わせありがとうございます。開業当時、土讃線の琴平駅は、現在の駅より西側（現在の温泉旅
館のことひら温泉琴参閣）にあり、阿波池田方面への延伸が出来なかったため、現在の琴平駅の位置
移転し、線路の延伸を図っています。それに対し、弊社の琴平線は、前進の会社、琴平電鉄が「電気鉄
道敷設免許申請」を提出し、免許状が交付されてたことから、琴平駅を移転と現在の線路線形にする
際、琴平電鉄の申請地を干渉しないように現在の構造となったと思われます。

2021/06/18 瓦町 公衆電話の数を増やしてください。
ご意見ありがとうございます。公衆電話担当会社にお伝えさせて頂きましたが、携帯電話の普及により
増設は難しいとの回答がございました。ご不便をお掛け致しますが、何卒ご理解の程よろしくお願い申し
上げます。

2021/06/18 瓦町
聞きたいことが3つあります。①扇風機をつけるときはどのような時なのか？②志度線は4，5番のどちら
から発車するのか？③回送列車はいつ来るのか？

お問い合わせありがとうございます。①扇風機は、車内温度が28℃で使用しております。また、湿度やご
利用状況を勘案しながら、温度調整をしています。②発車番線を固定していないため、志度線口駅の改
札前と階段前に次回発車番線でご案内しています。③回送列車につきましても不定期であるため、電光
掲示板にてご案内しております。ご不明な点がございましたら、駅係員までお問い合わせください。

2021/06/18 瓦町 瓦町の電車の待つところがガチャとか置いてください。何もないのでさみしいです。
イルカBOXへのご意見ありがとうございます。現在、瓦町駅2階改札内に4台のガチャガチャを設置して
おります。ぜひご利用ください。

2021/06/18 瓦町 快速電車つけてください。
ご意見ありがとうございます。過去には琴平線において準急を設定しておりましたが、快速電車の運行
には、施設の大幅な改修と近距離の輸送を基本としていることから、考えておりません。ご理解ください。

2021/06/18 瓦町 全部の電車の本数を同じにして下さい。
ご意見ありがとうございます。3線ごとに運行距離や設定速度、運行時間が異なることから、運行本数を
統一することは出来ません。ご理解ください。

2021/06/18 高田
駅にお客様の声が掲示されていますが5/17～5/31（26人分）Q＆A共文字が小さく読むことが出来ませ
ん。フォントサイズを大きくして、読者に読みやすいよう改めてください。質問内容についても出来るだけ
簡潔な文章にしてもらい、回答は丁寧な回答を望みます。

ご迷惑をお掛けし申し訳ございません。また、いつもイルカボックスの回答をご覧いただきありがとうござ
います。頂戴したご意見は、月次で開催される『サービス改善推進委員会』で討議し、具体的な改善策を
講じるとともにホームページと駅に設置する掲示板において、原則として全数回答・公表するように努め
ています。掲示板の掲出場所に限りがあり、ご意見が多く寄せられた場合には、フォントサイズが小さく
なる場合がございます。ご理解ください。



2021/06/21 メール

7月○日○時頃、瓦町駅で降りたところ、年配の男性からここは築港駅か?と聞かれたので違うと答えた
が、築地小学校に行きたい等おかしな発言な見られたので、駅員に案内してもらうようにつげたが、駅員
は築港駅なら◯線にのってください、のみの対応。築地小学校の前で降りたいと意味のわからない発言
をしているのも無視、思わず、どこに行きます?と聞いたら築地小学校の前が自宅でそこまでの帰り方が
わからない様子だった。駅員は、ぼーーーっと窓口に突っ立ったままでしたが、この状況は痴呆徘徊を疑
うべきで、すぐ警察を呼ぶと言う発想もなく、ぼーーーーーっとしていた。帰る場所がわからない痴呆高齢
者への対応を社内教育でしてないのでしょうか?ただ聞き取りもせずぼーーーーーっとしてるだけでした。

ご不快な思いをおかけして申し訳ございません。弊社では関係機関と協力し「地域で支えあう見守り活
動」を行っています。当該係員には、複数人で状況を判断し、関係機関の協力が必要と判断した場合に
は手配するよう注意指導いたしました。

2021/06/21 メール
以前、ネット販売で、"あまびえ"のステッカーを販売されていましたが、購入しようと今回ホームページを
拝見いたしましたが、無くなったように思えます。再販のご予定はありますか?お忙しいところ恐縮です
が、メールでご連絡いただけるとありがたいです。

お問い合わせありがとうございます。「ことちゃん疫病退散すてっかー(5枚セット)」につきましては、現在
通販では在庫がない状況でございます。再販につきましても予定はございません。申し訳ございません。
また、ことでん本社に在庫が数セット残っておりますのでお手数をおかけしますが、ことでん管理本部経
営管理部　ことでんショップ担当（TEL：087-863-7766）までご連絡をいただきましたら、個別にご対応を
させていただきます。何卒よろしくお願い致します。

2021/06/21 メール

本日17時46分琴電志度発の志度線の○○という車掌さん、駅でのお客様へのもう少し明るく丁寧な対応
をすべきではないでしょうか。確かに慣れていないでしょうし、ただでさえ2.3分各駅の出発が遅れてい
て、運転することで、いっぱいなのかもしれませんが、ぶっきらぼうに「発車しまーす」と言ったり、ご高齢
の方がゆっくり歩いて来られてる所にめんどくさそうにしながら走ったり、降車されている方をだるそうに
眺めたり、雑な対応するのは違うと思います。見ていていい気分ではなかったです。私も接客をしている
ので、そうしていないつもりかもしれませんが見ている人は見ていますし、対応や仕草、声のトーンなど
で、また乗りたいと思うかどうかは大きく変わります。ことでん全体の接遇、対応見直すべきだと思いま
す。

ご不快な思いをおかけして申し訳ございません。担当乗務員には、接客態度について厳重に注意指導
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
葉遣いや接客態度など、サービスレベルの向上に取り組んでまいります。

2021/06/21 メール

大変お忙しいところ失礼致します。600形車両についてご教授頂きたく存じます。当方、琴電が好きで旅
行で乗りに行ったり模型を集めているのですが、鉄道コレクションを加工していて行き詰まった点があり
ます。600形車両は 名古屋市営地下鉄250形を改造した物と1800形(中間車を先頭車に改造したもの)が
ありますが、両者は微妙に見た目が違うように見えます。鉄道コレクションでは前者(250形からの改造
車)が製品としてありますが、後者の再現方法を探っております。正面の屋根R部分を削れば再現できる
ような気がするのですが、実物は車体裾から方向幕部分までは全く同じでしょうか?

お問い合わせありがとうございます。ことでん600形と700形車両は、お申出の通り屋根の部分や車体裾
から行先方向幕も機器の高さが異なります。ことでんオンラインショップに車両の竣工図表がございます
ので、ご参考ください。なお、大阪産業大学文化会鉄道研究部様の機関誌「いこま49号」にも車両形式を
比べた写真が掲載されています。今後もご旅行の際には、ことでんのご利用よろしくお願い致します。

2021/06/21 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。

ご意見ありがとうございます。お待たせし申し訳ございません。ミライロIDへの公開は7月1日からとなりま
す。今後もお客様へのサービス向上に努めてまいります。

2021/06/21 メール

6月○日○時○分に瓦町駅発の琴平線に乗りました。挿頭丘駅で降りましたが駅から降りる時、車掌さ
んが仕事帰りの私を見て「お疲れ様でした」と声をかけてくれたのが嬉しかったです。疲れていて下を向
いていたので、お顔は拝見出来ませんでしたが、優しい声ときっと笑顔でいて下さったんだろうなという声
色になんだか疲れも和らいだ気がしました。仕事帰り電車から降りる時、毎回違う車掌さんかなと思いま
すが「お疲れ様です」と一言声をかけて頂けることが多く、その度に嬉しくなります。通勤に電車を選んで
良かったなと思うことの1つです。いつも素敵な挨拶を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。業務の励みになります。当該車掌にお申し出内容を伝えたところ、
大変喜んでおりました。これからもお客様に親しまれる行動と安心してご利用いただける鉄道を目指し、
さらなるサービスの向上に努めてまいります。

2021/06/21 片原町 電車の本数増やしてください。
ご意見ありがとうございます。コロナ禍でお客様のご利用が大幅に減少しており、現在のご利用状況で
の増便は、運行経費を賄うことができないことから、現ダイヤが最大の運行本数となります。ご理解くださ
い。

2021/06/22 メール

伏石駅(南口)を通勤で利用しています。伏石駅は段階的に工事が進んでると思いますが、エレベーター
は北口しか設置されないのでしょうか。少し足を痛めた際、昇り降りがとてもきつく、かと言って歩いて北
口まで回ってエレベーターを利用するのもしんどいため、諦めて昇り降りしました。車いすやお年寄りの
方、ベビーカーのお子さん連れなどは大変だと思います。設置予定について教えてください。

ご意見ありがとうございます。伏石駅は、地元からの要望により開設された請願駅で南口のエレベー
ターの設置につきましても弊社単独での設置は困難です。ご理解ください。なお、駅前広場の工事にあ
わせ国道との交差点改良も進められており、横断歩道の位置が西側に移設される予定です。ご面倒で
すが、北口のエレベーターのご利用をお願い致します。



2021/06/22 高松築港

さぬき市マルセンタクシーへの要望。本社から指導に入ってもらい、ことでんグループに恥じない社員教
育をしてほしい。①挨拶くらいはちゃんとしてほしい。話せないのかと思うくらい無愛想でタクシーに乗る
時も降りるときもブスッとしてイヤイヤしてる感じ。②身なりをきちんとして欲しい。身なりがだらしなくタオ
ルを首にかけていたり、タバコ臭い。③社員の喫煙場所を変えてもらいたい。電車の乗車する方に向
かって社員が話しながら座り込んでタバコを吸っている。一般の方も高校生・中学生も電車を待っている
前で堂々と吸っているのはマナー的にも未成年者にも悪影響である。田舎だからと地元の人は不満を持
ちながらも諦めているようだが、さぬき市以外から来た人はことでんグループだと聞いてほとんどに人が
ビックリします。たぶん地元の人もマルセンがことでんグループだと知らない人が多いのだと思います。

ご不快な思いをおかけして申し訳ございません。今回のご意見を真摯に受け止め、タクシー乗務員に
は、お客様の乗降時の挨拶の徹底と服装の整斉について指導いたしました。なお、喫煙場所については
配慮が足らず申し訳ございませんでした。ご指摘を受け、受動喫煙とならないよう喫煙場所を変更いたし
ました。株式会社マルセンタクシー

2021/06/24 メール

築港の駅員の態度の悪さ。JRを乗り継ぎで築港から片原町まで帰るのだが、いつも走ってギリギリにな
り、仕事で疲れている為、早く帰りたい必死さで、ピンクの紙を下さい!と言ったら急に怒り出して電車を止
めるから切符を買えとのこと。一回どころぢゃない。毎回嫌そうに渡してくる。券売機の発券もJRに比べ
時間がかかるし毎度イライラする。お金を払わないつもりはないのでギリギリの時ピンクの紙を愛想良く
いただけませんか?ギリギリで乗るな!と嫌味まで言われました。なのでイルカをようやく購入しましたが築
港の駅員は、高圧的な態度の年配の方が多くて腹が立ちます!

ご不快な思いをおかけし申し訳ございません。駅係員には、お客様の立場にたった接客を行うよう注意
指導しました。また、電車をご利用いただく際には、駆け込み乗車は非常に危険であるため、お客さまに
は時間に余裕を持って駅にお越しいただくようお願い申し上げます。今後も快適にご利用いただけるよう
努めてまいります。

2021/06/25 メール

御忙しいなか、丁寧なお答えいただき有難うございました。改めて、琴平電鉄が老舗の鉄道の面目躍如
たることを知りました。国有鉄道（鉄道省）が琴電の存在を一目置いたことが痛快です。私事ですが亡父
は明治生まれの鉄道省勤めで満州鉄道云々と飛ぶ鳥を落とす勢いの時代・・・地方の弱小鉄道は一顧
もされてなかったと思います。身分証で私鉄は乗り放題、官舎を与えられ勲位もという時代　琴電幹部の
辣腕さが偲ばれます。富山の地鉄のように讃岐でも地元や鉄道ファンにも愛される饂飩鉄など地域の掘
り起こしを願います。

温かいお言葉ありがとうございます。今後も交通体系の変化や旅客のニーズに対処しつつ、沿線旅客輸
送の中核として、その役割を果たし、鉄道輸送の安全の確保に努めると共に快適にご利用いただけるよ
う輸送の安全性の向上と駅施設の近代化などのサービス改善に努めてまいります。

2021/06/25 メール

有効期限付き(6月23日迄)の緑のIruCaを使っていますが、今月(6月)に入って片原町で12,000円チャージ
をしたのですが、瓦町でしたらしてくれるのですが、期限の延長をしてくれませんでした。私も23日迄とい
う事を忘れていて、その日は会社を遅刻しました。 もし、期限の延長をして頂いていたら、遅刻しなかっ
たかもしれません。 些細な事ですが、心づかいが欲しかったです。私にも非があると思いますが、片原
町の駅員さんは瓦町と比べたら、水準が低いと感じました。

ご不便をおかけして申し訳ございません。IruCaの更新は、お客様のお申し出により、ご本人を確認でき
る公的証明書のご提示で更新させていただいております。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、更新期限の14日前から改札機で更新日をお知らせしております。チャージ
の度毎のご案内は致しかねますが、接遇レベルの向上に努めてまいります。ことでんのご利用よろしくお
願い致します。

2021/06/25 メール

申し出内容は大変理解ができますが、毎日車両の両数が変わるわけではないので掲出してもいいと思
います。1ヶ月後にはコロナが終息してダイヤ改正とかなると話は別ですが…。私は退勤時間が不規則
なので覚えるのがしんどいです。ラッシュで窓口つっかえてる時に聞くのは時間かかりますし、駅員さん
の仕事も増えます。

ご不便をおかけして申し訳ございません。車両編成数の案内については、車両運用が変更となることが
あるため、掲示物等の掲出を控えさせて頂いておりましたが、7月7日より、こてでんホームホームページ
の運行情報に、平日4両編成（琴平方面行）の一覧を掲載し、関係駅に当該ページに繋がるQRコード記
載の案内文を掲出いたします。編成数を確認する場合は是非ご利用ください。

2021/06/25 メール 朝の電車、暑いのでもう少し空調の温度を下げて欲しいです。
ご不快な思いをおかけして申し訳ございません。現在、新型コロナウイルス感染症の防止対策として、雨
天時以外は、電車の一部の窓を開けて車内の換気に取り組んでいることから、車内の温度保持が難し
い状況です。引き続き、感染症対策を講じるとともに車内の温度管理に努めてまいります。

2021/06/25 瓦町 花園駅のトイレが汚いのでキレイにして下さい。

ご不快な思いをおかけして申し訳ございません。無人駅のトイレ清掃につきましては、3日毎に点検と清
掃を実施しています。申出日の前々日の点検では異常はありませんでしたが、ご意見を頂戴し、直ちに
花園駅のトイレを清掃いたしました。今後もお客様が気持ちよくご利用して頂けるよう定期的に駅施設の
点検清掃を行ってまいります。お気づきの点などございましたら、乗務員やことでん運転営業所087-
831-6008までご連絡ください。

2021/06/25 メール 仏生山駅でもかがわWi-Fi使えるようになりませんか?
ご意見有難うございます。現在のところ当社では、高松築港駅、瓦町駅、栗林公園駅、琴電琴平駅の4
駅で、「かがわWi-Fi」がご利用いただけます。仏生山駅へのWi-Fiスポット増設につきましては、現在の
所予定はありませんが、ご利用状況を調査し、今後の検討課題とさせていただきます。

2021/06/26 メール

「先ほど、高松築港駅より電車を利用しようとした者ですが、IruCaカードを忘れて来たため現金（100円硬
貨―1枚と50円硬貨―3枚）で250円の切符を券売機で購入しようとした際、硬貨が詰まり50円しか表示し
なかったため、返却ボタンを押したら250円全て返却されました。券売機の不調かと思い、隣の券売機で
購入しようとしましたが、やはり50円しか表示されなかったため、係員呼び出しボタンを押しました。すると
眼鏡を掛けた○○が窓口から顔を出したため事情を説明したところ、その係員が、先程から私は見てい
ましたが、あなた50円しか投入していないですよね、と言われました。なぜ、お客さまの申し出を受けて券
売機を調べもせず、人が嘘をついている様な決めつけをするのですか。おかしいと思いませんか。私は
200円を損した上に言われもない不快な言葉を浴びせられました。今日は電車を利用する気になれませ
ん。」200円が惜しいから電話したのではありません。ただ、券売機を調べもせず、人を嘘つき呼ばわりす
ることが納得できません。

ご不快な思いをおかけして申し訳ございません。該当駅係員には、お客様からの申し出に対しては疑う
ことなく丁寧な説明と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、おも
てなしの心を忘れず丁寧な接客に努めてまいります。



2021/06/28 片原町

先日マルセンタクシーに乗りビックリしました。マスクを着けてないのにベラベラしゃべり何を考えている
のかと思いました。タクシー協会でも義務付けられ、電車の中でもマスクをつけるようにアナウンスしてい
ます。今では常識ですし、ましてタクシーに乗って初めてのことで、ことでんさんなのにと目を疑ってしまい
ました。志度ではタクシー会社を選べず、直していただきたい。何度か乗り、態度が悪いのは知っていま
したが、いまさら直すのは無理かと諦めています。よろしく改善いただきたい。

ご不快な思いをおかけして申し訳ございません。また、感染予防を徹底できておらず、ご不安な思いをお
かけしました。タクシー乗務員には、マスクの着用や手指の消毒等の感染予防について教育を行ってい
ましたが、引き続き、お客様のご意見を全社員で共有し、感染予防に取り組んでまいります。株式会社マ
ルセンタクシー

2021/06/28 伏石 琴平線1201×1202のヤッターマンのラッピング電車の運行期間は予定では何年何月頃まででしょうか？
お問合せ頂いております琴平線1201×1202号のヤッターマンラッピング電車につきましては、2021年9
月中旬まで運行予定となっております。ご乗車お待ちしております。

2021/06/28 瓦町 水田～元山間の雑音がものすごくうるさいです。直ちに直してほしいです。
ご不快な思いをお掛けし申し訳ございません。お申し出を受け直ちに点検を行ったところ、連日の降雨で
レールの油脂が不足している状態でしたので、レールに油を塗布いたしました。今後は、天候の状況と
敷設されている地形を考えて施設の点検整備を進めてまいります。

2021/06/28 三条 トイレを洋式にしてほしい。
ご不便をおかけして申し訳ございません。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。ご理解下さい。なお、ご意見につきましては、大規模な駅改修時に検討してまいります。

2021/06/28 メール ことでんシネマチケットの映画観賞券で何回も観賞することは可能ですか?
ご意見ありがとうございます。ことでんシネマチケットは半券チケットになっており、映画観賞は当日1回
限りです。詳細につきましては、ことでんHPをご覧ください。

2021/06/28 高田
高田駅の窓口には「耳の不自由な人へ…」と掲示されています。耳の不自由な人だけが電車を利用する
とは限られません。「目の不自由な人へ。電車の乗降の手引き致します。お声掛けください。」という掲示
は出来ないものでしょうか？電車に乗るまで階段があります。

ご意見ありがとうございます。各有人駅の窓口におきまして聴覚や言語が不自由なお客様などが、筆
談・伝言にご利用いただけるように筆談用具をご用意しています。なお、ことでんでは、高齢者や身体の
不自由な人に対する正しい手助け・介助・サポートの方法などの資格を保有するサービス介助士が在籍
しております。お困りの点などございましたら、係員までお申し付けください。

2021/06/29 メール
お忙しいところ恐れ入ります。7月13日～15日に琴平線に乗車しようと考えているのですが、「情熱の赤
い電車」の検査日や走らない日がありましたら、教えていただけますでしょうか。また、詳細な時刻は運
転営業所に電話または駅で伺ってもよろしいのでしょうか。以上よろしくお願いいたします。

お問い合わせありがとうございます。車両運用につきましては、4日前を目途に決定しております。お手
数をおかけしますが、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。なお、急遽、運用が変更する場合がありますのでご了承ください。2021年7月13日は、検
査入庫のため、日中の運行予定はございません。

2021/06/30 メール
琴平線や長尾線でもサイクルトレインを導入してほしいと思っているのですが、計画などは無いのでしょ
うか?

ご意見ありがとうございます。自転車の車内への持ち込みについては、係員が運行上支障を生ずるおそ
れがないと認めた場合に限り、解体し専用の袋に収納したものまたは、折りたたみ式自転車においては
折りたたんで専用の袋に収納したものを無料で車内に持ち込むことはできますが、自転車をそのまま乗
り入れするいわゆる「サイクルトレイン」としての利用はご遠慮いただいています。琴平線や長尾線の多く
の駅では、階段を使わないとホームに行けないなど、現在の駅舎の構造がサイクルトレインに対応でき
るものとなっていないこともあり、サイクルトレインの導入をすぐに実現することは難しいと考えます。今後
の利用促進と沿線の活性化に係る貴重なご意見として参考とさせていただきます。


