
受付日 投函場所 ご意見 ことでんからの回答

2021/07/16 メール 仏生山工場東の清掃ありがとうございます。同じ敷地の南側の東側もぜひ掃除してほしいです。お願いします。

ご意見ありがとうございます。お申出の箇所の道は道路管理者で用水路は水利組合等が管理されていると思
われます。今後のお問合せは、各管理者様にお問い合わせお願いいたします。なお、弊社の管理ではないも
のの、弊社敷地内の雑草が繁茂し、害虫の発生やごみの不法投棄が考えられたため、敷地内と用水路周りを
草刈り致しました。

2021/07/16 仏生山

太田駅で仏生山方向へ帰る予定でした。琴平行きはまだ駅に来ていませんでしたが、瓦町行きは着いていまし
た。当然遮断機は降りていて琴平行きも入ってきました。駅の方は瓦町行きに人を乗せようと「まだいません
か」と声をかけていました。遮断機は上がることなく琴平行きには乗れませんでした。もう着いていた瓦町行き
発車させ、琴平行きに乗りたい人を乗せることはできないのでしょうか？線路が複線になって不便になるとは思
いませんでした。

ご不快な思いをおかけして申し訳ございません。遮断桿が降下している間は、踏切道の安全と事故防止の観
点から、通行いただくことは出来ません。ご理解ください。なお、駆け込み乗車は大変危険ですので、お早めに
駅までお越しいただけますようお願い申し上げます。

2021/07/16 メール

レトロ電車のさよならイベントについて。緊急事態宣言・まん延防止区域から参加の予定ですが、先日の質問で
以下の回答を頂きました。&gt;撮影会は参加条件を設定させていただいているほか、レトロ電車のイベントにつ
きましても方針をご理解いただき、ご参加くださいますようお願い申し上げます。この回答だと、レトロ電車は満
員でも乗車可能。有料撮影会は、ガラガラでも参加不可能。撮影会については、ソーシャルディスタンスは各自
で取れるし、入場者数を制限することもできます。しかし、レトロ電車の乗車について全く制限がなければ、お名
残乗車で満員となり、密になることは明らかです。今回のイベントは、新型コロナ対策に対しては不備があると
思います。引退時期の延長が望ましいですが、事情が許さないのは承知しておりますので、以下の二点を要望
します。・レトロ電車の乗車を指定席にして乗車数を制限する。・現役最後の撮影会とし、コロナ終息後にも撮
影会イベントを実施する。

ご意見ありがとうございます。レトロ電車のさよならイベントは、これまでにも順延した経緯があり、引退を明確
にするため実施します。コロナ終息後のイベントにつきましては現在のところ予定はございません。乗車につい
ては、窓開けや駅でのドア開放により換気を行っているほか、車内のウイルス抑制のため、消毒等を実施して
おります。また、マスクの着用や会話は控えめにしていただくなどのご協力をお願いしております。撮影会は、
通常以外のイベントとなり、感染防止対策として条件を設定させていただいております。ご理解のほどよろしくお
願いいたします。

2021/07/19 メール
伏石駅横の住人がうるさく注意しており、その方の敷地内に通路があっての注意なのか勝手な注意なのか。道
を通ると手を叩いて妨害して来る。琴電の敷地なのか、明確なものを作って欲しい。

ご不便をお掛けし申し訳ございません。お申し出の場所については、当社が管理をしている道ではなく私道で
ございますので、ご不便をお掛けしますが南の市道を使用していただくようお願いいたします。また、お問合せ
については、市道の管理を行っている高松市へお願いいたします。

2021/07/19 メール

水田駅の駐輪場にマナーの悪い利用者がいます。緑色のホンダスーパーカブで、北の西側の入口付近にいつ
も車体を半分はみ出した状態で止めています。先日は通路が往来できないくらいはみ出して止めていて、夕方
には誰かに引っかけられたのか倒されていました。しかし、その翌日も相変わらず同じ場所で同じようにはみ出
して止めていました。場所が場所だけに非常に邪魔です。警告の札とかで注意できないものでしょうか。

ご不快な思いをおかけして申し訳ございません。定期的な駐輪場の点検・整理を行っていたところ、バイクをご
利用のお客様がいらっしゃったため、マナーを守ってご利用いただけるようお願い致しました。今後も関係機関
と連携し、駐輪場の点検・整理を行ってまいります。

2021/07/19 メール

各地で新型コロナが蔓延している状況ですので、8月のレトロ電車イベントは延期された方が宜しいかと思いま
す。撮影会は、蔓延地域の方は参加不可ですが、沿線撮影や乗車でファンが集まると思います。5月の予定が
延期になっているので、自分を含めファンは楽しみにしていると思いますが、ワクチン接種が進み、コロナが落
ち着いた時期に、再設定されたら…と思いました。

ご意見ありがとうございます。レトロ電車のさよならイベントは、これまでにも順延した経緯があり、引退を明確
にするため実施を予定しています。香川県に緊急事態宣言の発令やまん延防止等重点措置が公示された場
合には、イベント当日であっても中止する場合がございます。なお、これまでのイベントの延期により、レトロ車
両の維持等が困難となっていることから、再設定については検討課題とさせていただきます。

2021/07/19 メール
耳が不自由なので、メールで送信しまして失礼致します。80年のあゆみ 創業80周年記念 高松琴平電気鉄道
株式会社の本が欲しいので、注文したい。お手続きをかけますが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。ことでん社史の存在をご存知の上、購入のご希望を頂きました事、嬉しく
お礼申し上げます。しかしながら、現在、社史の在庫もなく、再販する予定もございません。誠に申し訳ございま
せんが、ご理解頂きますようお願い申し上げます。

2021/07/19 メール
電車の車内が暑い。窓を開けていてエアコンの効きが悪い。JRは涼しい。窓を閉めるか、エアコンを強くするこ
と。車掌の判断力が悪いのか

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、車内温度の保持は難しい状況です。
引き続きの感染症対策にご理解とご協力をお願い申し上げます。

2021/07/19 メール

8月9日のレトロ電車さよならイベントについて。近隣の県民です。ことでんが好きなので、最終運転や撮影会を
楽しみにしていますが、新型コロナが、全国的に再び広がってきている状況ですので、延期または中止にされ
た方が良いと思います。撮影会は首都圏や大阪からの方はお断り、となっていますが、沿線での撮影や乗車に
は、逆に地域関係無くマニアが集まると思いますし、有名撮影ポイントは、きっと密になると想像します。コロナ
が落ち着く?と思われる秋頃に、再延期で設定された方が、みんなが安全に楽しめ、トラブルも無く宜しいかも知
れません。

ご意見ありがとうございます。レトロ電車のさよならイベントは、これまでにも順延した経緯があり、引退を明確
にするため実施を予定しています。香川県に緊急事態宣言の発令やまん延防止等重点措置が公示された場
合には、イベント当日であっても中止する場合がございます。なお、これまでのイベントの延期により、レトロ車
両の維持等が困難となっていることから、再設定については検討課題とさせていただきます。

2021/07/19 高松築港 精神障がい者割引を作ってほしい。
ご意見ありがとうございます。精神障がい者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、弊社では運賃割引の原資を捻出することが困難な為、実施する予定はご
ざいません。ご理解ください。

2021/07/19 メール

7月○日○:○栗林公園駅発の電車で綾川まで乗車していたところ、車掌の○○さんに携帯電話を注意されまし
た。私は通話等はしておらず、イヤホンで音楽を聞いていた、だけなのに、他の席に座っていた女の人が車掌
さんに私を注意するように伝えて注意しに来ました。車掌さんの私への注意の仕方も、私が電話していると決
めつけ、無理やり携帯電話の画面も見てきました。私の携帯電話の中身を勝手に見るのもどうかと思います
し、その女の人も常に大きな声で話しており、その女の人の方を注意すべきだと思います。本人に注意や指導
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。当該社員には接客対応について厳重に注意指導を行いまし
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接客対応等につい
て教習を実施し、サービスレベルの向上に取り組んでまいります。



2021/07/21 メール 一宮～円座間の香東川東側、草木の伐採をして頂きたい。
ご迷惑をおかけし申し訳ありません。お申し出の箇所の点検を行っところ、広範囲な箇所の樹木の伐採や草刈
り作業が必要であったため、協力会社に依頼したところ、他の箇所での作業があり、8月中に施工する予定とな
りました。お時間を要しますが、ご理解のほど、お願い申し上げます。

2021/07/24 潟元
３年間ご利用させていただき、ありがとうございました。とても良い乗り心地でした。高校でも利用させていただく
かもしれないので、よろしくお願いします。

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。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。

2021/07/25 三条 引退した500号はどこかへ譲渡されるのでしょうか。それとも仏生山で保存されるのでしょうか。
ご意見ありがとうございます。500号車の譲渡は決定しており、仏生山工場での保存は致しません。譲渡先や
譲渡日が公表出来る様になりましたら、ホームページにて発表致します。誠に申し訳ございませんが、ご理解
頂きますようお願い申し上げます。

2021/07/26 メール

はじめまして。京急電車の沿線に住んでいる、ことでんが好きな者です。もうすぐ1251-1252号についているヘッ
ドマークの期間が終了してしまうそうですね(スタート時の期間のままなら)京急700形が好きで、ことでん1200形
を見に行きたいとは思っているのですがコロナで外出は自粛しているのでまだ当分行けそうにありません。出
来れば、のお願いなのですが、もうしばらくの間付けて置いたままでいてくれないでしょうか…?お願いいたしま
す。

ご意見ありがとうございます。2020年8月より1250形の製造50周年のヘッドマークの取付け、1年間の掲出を予
定しておりました。51周年を迎えたことと、今後、イベントでの展示等を考えており2021年7月27日に取り外し致
します。今後もファンの皆様にお楽しみ頂ける企画を考えてまいりますので、感染状況が落ち着きましたら、ぜ
ひ、香川県にお越しください。

2021/07/26 メール

いつもお世話になっております。7月○日、○時、元山駅に停車した下り線にて、老婦人が降車中に電車とホー
ムの隙間から、日傘を落下。「後で自分で取りに行きます」と言った老婦人に、運転士さんはそのまま電車を発
進させましたが、私の乗車予定の後続の上り線が10分程度で着くはずで、足場の悪い線路に老婦人が侵入す
るのは危険と思い、私が入って日傘を拾い、お渡ししました。私のしたことが良い行為か悪い行為かは私にも
解りませんが、少なくとも、ご老人が足場の悪い線路に侵入する行為を容易に容認するのは、危険なのでは?と
思い行動しました。運転士さんに、そういった場合の対応マニュアルが無いのであれば、一度社内で話し合って
頂き、周知して頂けないものでしょうか?確かにコトデンの線路沿いは、柵のない場所も多く、誰でも侵入し放題
だとは思いますけれど。鉄道関係者でも無い人間が線路に侵入することを、鉄道会社そのものが推奨している
事態は、少し危険に思えます。無人駅での落下物の回収方法は、個人が安全を確認の上自己責任で行っても
良いのか、どこかに連絡をしてから行うべきなのか。勝手に線路内に侵入した後で申し訳ありませんが、疑問
に思ったので、投稿させて頂きます。

ご迷惑をお掛けし申し訳ございません。線路内の落とし物については、容易に回収できる物に関しては、お申し
出を受けた係員が軌道内に入り回収しています。電車の下等に入り込み回収が困難な物に関しては、列車無
線等で報告させ、事務所から係員が回収に向かい、お客様には係員が到着するまでお待ち頂くか、後日、有人
駅に取りに来て頂くようご案内しています。今回のお申し出内容を全乗務員に周知し、安全且つ統一したご案
内が行なえるよう努めてまいります。

2021/07/26 メール

高松琴平電気鉄道株式会社　御中　お世話になっております。耳が不自由なので、メールで送信しまして失礼
致します。先日にメールで送信しましたけれども、まだお返事がこないのでもう一度送信したのです。80年のあ
ゆみ 創業80周年記念 高松琴平電気鉄道株式会社の本はどうしても欲しいので、注文したいです。どうかお願
い致します。宜しくお願い申し上げます。

お問い合わせありがとうございます。ことでん社史の存在をご存知の上、購入のご希望を頂きました事、嬉しく
お礼申し上げます。しかしながら、現在、社史の在庫もなく、再販する予定もございません。誠に申し訳ございま
せんが、ご理解頂きますようお願い申し上げます。

2021/07/26 メール
1101×1102の1102号車側面行先表示器が故障してて試運転表示のままになっており更に前面行先表示器の
行先灯が切れてる。

ご迷惑をおかけして申し訳ございません。ご指摘のありました車両につきましては、2021年7月27日に修理致し
ました。お知らせくださり、ありがとうございます。車両は4日毎に入庫し、電車の運転に必要な機器類の状態確
認と動作確認を行っています。今後もきめ細やかな点検・整備に努めてまいります。

2021/07/26 メール

来る8月9日に「レトロ電車さよならイベント」が行われるようですが、来場者のうち緊急事態宣言及びまん延防
止重点措置からの来場お断りははっきり言って人権的に差別です。感染防止の観点からも気持ちはわかりま
すが、以下のようにすべきではないでしょうか。
(1) 37.5度以上の熱のある方
(2) 海外から帰国して14日間が経過していない方
(3) 家族や会社の同僚等濃厚接触者がいない方
特に京急のファンはそれを楽しみにしている方も少なくありません。そんなことが出来ないのであれば中止すべ
きであります。

ご意見ありがとうございます。レトロ電車のさよならイベントは、これまでにも順延した経緯があり、引退を明確
にするため実施を予定しています。また、これまでのイベントの延期により、レトロ車両の維持等が困難となって
いることから、2021年8月9日に設定いたしました。イベントの実施にあたり、新型インフルエンザ等対策特別措
置法の基本的対処方針に基づき、撮影会とレトロ電車の運行を実施する予定です。撮影会は参加条件を設定
させていただいているほか、レトロ電車のイベントにつきましても基本的対処方針をご理解いただき、ご参加い
ただくよう呼びかけをおこなっております。ご理解ください。なお、香川県に緊急事態宣言の発令やまん延防止
等重点措置が公示された場合には、イベント当日であっても中止する場合がございます。

2021/07/27 メール
房前公園から電車を見る時カーブしているところが数年前と比べると雑草が生い茂って見えずらい。草刈りして
ほしい

ご迷惑をおかけし申し訳ありません。お申し出の箇所の点検を行っところ、線路用地内に草が確認できました
ので早急に対応いたしました。今後ともことでんのご利用をよろしくお願いいたします。

2021/07/27 メール

以前も伏石駅の清掃が行き届いてない旨連絡しましたが、どの程度の頻度で清掃しているのでしょうか?1ヶ月
に1回ですか?数週間前から駐輪場に壊れた空気入れやゴキブリの死骸が放置されたままです。以前もこちら
に書き込んで初めてポイ捨てのペットボトルが片付けられました。こちらに書き込まない限り清掃しないのでしょ
うか?新駅なのに大変残念です。何度も申し上げますが、事務所に入ったまま挨拶もしないなら無人駅にしては
いかがでしょうか?具体的な解決策の回答をお願いします。毎日何時何時で清掃する、等

ご不快な思いをおかけして申し訳ございません。お客様からのお申出に対し、十分な対応が行えておらず、重
ねてお詫び申し上げます。清掃につきましては、朝夕のラッシュ時間帯後に行っております。お気づきの点等ご
ざいましたら、係員にお申し付けください。速やかに対応させていただきます。なお、伏石駅は改札口を設けて
おらず、集札業務はホーム上にて乗務員が対応しております。伏石駅の駅係員には、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。



2021/07/27 八栗 瓦町の歩動が止まって、足が不便なのでこまる。

トラベーターは、お客様のサービス向上を目的に運用してまいりましたが、新型コロナウイルスの影響により、
維持管理費用を捻出することが難しくなり2021年6月1日から利用を停止にしました。運行本数の削減による
サービス低下とならないよう経費の削減等に取り組んでまいりますので、お客様のご理解ご協力をお願い申し
上げます。

2021/07/27 メール
暑中お見舞い申し上げます。暑くなっていますが安全に守り続けてください。いつもお便りありがとうございま
す。また、返事が来るのを楽しみにしています。

暑中見舞ありがとうございます。今後も継続して安全輸送に努めてまいります。猛暑が続く毎日ではございます
が、お体を大切に過ごされますようお祈り申し上げます。

2021/07/28 メール
現在の仏生山行きの最終電車の発車時刻について、高松築港22時30分発では、非常に使いづらい。コロナの
状況も分かるが、23時台の運行をお願いしたい。

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最終便
を増便することは、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。

2021/07/28 メール

お世話になります。トレスタ白山の「プール」切符を購入したいのですが、今年は発売されていないのでしょう
か?発売されている場合、当日、直接有人駅で購入するので間に合いますか?あと、HPの最初の画面のトピック
ス(3/21)で、伏石駅南口「供用開始」が、「併用開始」になっているようです(リンク先の漢字は合っています)よろ
しくお願いいたします。

ご意見ありがとうございます。「ことでんぷーるきっぷ」は、昨年に引き続き発売しておりません。また、ホーム
ページにつきましては、ご指摘を受け確認したところ、誤りがございましたので修正致しました。

2021/07/29 メール

朝日や西日がキツい時間、運転手の方が運転中に眩しそうに運転していた。サンバイザーらしきものはある
が、流石にサンバイザーだけではキツそうだと思う。先日の西日が眩しい夕方、降り際に運転手の方に「西日
眩しいですね…」と声かけたら、「眩しすぎて前が全然見えないです。サンバイザーありますが眩しすぎて正直
見えてません笑」と言っていました。私は志度線をメインで利用しておりますが、特に志度線は陽の向きがコロ
コロ変わるので本当に大変だと思う。近年JR西日本が導入したサングラス（保護メガネ）をことでんさんも採用し
てみてはどうでしょうか？メガネの上からかけられるタイプ(オーバーサングラス)もあるみたいなので、通常の眼
鏡を使ってる人でも使用できると思います。小田急さんも電車の運転にサングラスを採用してるみたいです。眩
しそうにしてると、乗ってる側からすると不安なので、安全面を考えてよろしくお願いします。

ご意見ありがとうございます。一部の鉄道会社では運転士のサングラス等、保護メガネの着用を実施しており
ますが、弊社ではサングラスの装着は導入しておりません。なお、日差し等で前方の確認が難しい場合には、
減速や一旦停止して安全確認を行うよう指導しております。ご意見につきましては、今後の検討課題とさせてい
ただきます。

2021/07/29 メール

車掌さんの使うのホイッスルの電子音は以前のホイッスルに比べてとても聞こえやすくなってるので、特に4両
などのときは、長めに音量大で鳴らしてもらえるよう通達して欲しい。じゃないと、前に乗車してると全然聞こえ
ないです。人によっては音量大で長めに、ピーーーーーーと鳴らしてくれるので分かりやすいが、4両でも音量
小、しかも「ピッ」と一瞬。ドアに挟まれそうになることもしばしばあるので、しっかりと鳴らした後で閉めて下さ
い！

ご不快な思いをおかけし申し訳ありません。車掌には定期教習や列車添乗時にホイッスルの使用について教
育していますが、一部車掌に教育が行き届いていなかったことを真摯に受け止め、全車掌に対し、適切な音量
と鳴動時間でホイッスルを使用するよう再周知を行いました。

2021/07/30 メール

こんばんは。突然のメール失礼いたします。東京都在住の、琴電さんのファンの者です。緊急事態宣言下のた
めレトロ電車の引退・ラストランは残念ながら行くことができませんが、仏生山車庫に残るということで今後に期
待しております。ですが、ご存知の通り新型コロナの感染がこれまでにないほど爆発的に拡大しており、この時
期のラストラン開催について大変危惧しております。撮影会こそ緊急事態宣言・重点措置の地域からの来場を
シャットアウトしていらっしゃいますが、ラストランについてはその制限がないため、おそらく東京や関西からも大
勢ファンが集まり、車内は恐ろしいほど密になるでしょうし、有名撮影地も砲列が並ぶと思われます。実際、歓
迎されませんが私もラストランに行こうと思えばいけてしまう状態ですし、最後にもう一度乗りたかったなあとい
うのが本音です。検査期限もあると思いますし、何回も延期を重ねた上でようやくラストランに漕ぎつけたことは
重々承知なのですが、感染がある程度収まり、どの地域からも平等に来られるように、ここは再び延期をご検
討いただけないでしょうか。ワクチン接種も終わって、ある程度安心して出かけられるようになったら、我々参加
できない地域の人間も含めて存分に琴電さんを満喫して、ラストランも楽しめたらと考えております。突然のこう
した意見で大変申し訳ございません。琴電の職員の皆様も大変ご苦慮されているかと思いますが、何卒ご検討
いただけましたら幸いです。よろしくお願い申し上げます。

ご意見ありがとうございます。レトロ電車さよならイベントの実施にあたり、新型インフルエンザ等対策特別措置
法の基本的対処方針に基づき、撮影会とレトロ電車の運行を実施する予定です。撮影会は参加条件を設定さ
せていただいているほか、レトロ電車のイベントにつきましても基本的対処方針をご理解いただき、ご参加いた
だくよう呼びかけをおこなっておりますが、香川県に緊急事態宣言の発令やまん延防止等重点措置が公示され
た場合には、イベント当日であっても中止する場合がございます。ご理解ください。なお、これまでのイベントの
延期により、レトロ車両の維持等が困難となっていることから、イベントの延期については検討課題とさせてい
ただきます。

2021/07/30 メール

お世話になっております。ことでん電車ファンの○○と申します。8/9の旧型車の引退イベントに関して申し上げ
ます。新型コロナ感染の急激な感染が全国的になっております。香川県も感染者は確実に増加し、大阪府も
近々、緊急事態宣言発令。兵庫県、京都府も蔓延防止措置。これ以上の感染を止めるためにも、8/9のイベン
トは延期か中止した方が宜しいのか?と思います。いくら車庫での人数制限をしても、沿線に人流が多く発生し
ては意味がないと考えます。一人でも感染者を増やさないようにすることが重要です。この8月を過ぎたら旧型
車もこれ以上期日を引き延ばせないかも知れません。検査期限云々あるかも知れません。それでも今は人名
の方が大事だと思います。香川県内の人だからOKという段階ではありません。遠い、近いはもう関係ありませ
ん。是非当件に関して、ご一考をお願い申し上げます。これ以上感染者も医療従事者も苦しめたくありません。

ご意見ありがとうございます。レトロ電車さよならイベントは、車両の維持等が困難となっていることから、2021
年8月9日に撮影会とレトロ電車の運行を実施する予定です。撮影会は新型インフルエンザ等対策特別措置法
の基本的対処方針に基づき、参加条件を設定させていただいているほか、レトロ電車のイベントにつきましても
基本的対処方針をご理解いただき、ご参加いただくよう呼びかけをおこなっております。また、香川県に緊急事
態宣言の発令やまん延防止等重点措置の公示があった場合には、イベント当日であっても中止する場合がご
ざいます。お客様のご理解をお願い申し上げます。

2021/07/30 仏生山 仏生山工場、草刈りありがとうございました。おかげで通りやすくなりました。
ご意見ありがとうございます。お申出の箇所の道は道路管理者で用水路は水利組合等が管理されていると思
われます。今後のお問合せは、各管理者様にお問い合わせお願いします。なお、今後も可能な範囲での対応
は行ってまいりますが、弊社の管理区域以外では、対応できない場合もございます。

2021/07/30 潟元
３か月分の定期を買ったのですが、異動になる場合、払い戻しは出来ますか？また、どこで払い戻しは出来ま
すか？

お問い合わせありがとうございます。異動等による定期乗車券使用開始後の旅客運賃の払戻しにつきまして
は、使用経過日数(申し出当日を含む) の定期乗車券の区間を普通旅客運賃によって１日１往復(又は２回) ず
つ乗車したものとして計算した額を差し引いた残額より手数料100円を収受させて頂き、残金を払い戻しさせて
頂きます。なお、ＩｒｕＣａ定期券取扱い窓口のある駅は、高松築港・片原町・瓦町・栗林公園・伏石・太田・仏生
山・一宮・琴電琴平・高田・八栗の各駅となります。ご本人様確認のため公的証明書をご提示のうえ駅係員まで
お申し出ください。


