
受付日 投函場所 ご意見 ことでんからの回答

2021/08/02 メール
綾川駅駐輪場の放置自転車への印を付けていますが、撤去期限のひと月以上経過した今でも回収されていま
せん。いたずらで印をのけられたりしています。何故そのままなのでしょうか。よろしくお願いいたします。

ご不快な思いをおかけして申し訳ございません。直ちに、駐輪場を管理する関係機関にお伝えしました。近日中
に放置自転車の回収を実施すると回答がありました。ご理解ください。

2021/08/02 メール

長尾線の長尾から平木まで行き、降車後にICカードのタッチ機器を探すと上りホーム出札口には入場機器しか
なく、何も案内がない。その後帰りに平木から下り線ホームへ行くと、そこには出場のタッチ機器がある。エラー
になるので何もできずに長尾駅で申し出ると、「そんなことはありません」と言って「出場タッチ機器は出札口にあ
ります!」と頑として譲らない。他の駅員に確認してくれと頼むと、他の駅員が一言「平木には上りホームにはない
よ!」と一発回答。間違って頑としてきかないことは譲るとして、何故平木駅には下りホーム上にしかないのか?
ホームから線路に入り隣の踏切から出ることを許しているとしか考えられないです。本来ならば出札口に入場・
出場の機器があるべきではないですか?意味のわからない設備と対応でムダな時間と混乱しましたよ。善処お
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。当該係員は、お客様に誤った情報をお伝えしてしまいましたと
深く反省しておりました。当該係員に適切なご案内を行うよう注意指導いたしました。なお、簡易改札機設置の
未設置箇所につきましては、乗務員が対応させていただいております。乗務員につきましても未設置箇所での
取り扱いを再周知いたしました。今後もことでんのご利用よろしくお願い致します。

2021/08/02 メール
今日12時30過ぎに長尾行きに乗りました。車内でたくさんの人がいる中で乗務員の方たちをスマートフォンで撮
影していました。もしその中に写っていると思うと悪用されないか不安になりました。何か対策お願いします。

ご不快な思いをおかけして申し訳ございません。電車内において写真撮影を禁止する規則などは設けておら
ず、車掌が直接注意することは行っておりませんが、ご不快と感じられた場合には、対応致しますので車掌にお
申し付けください。

2021/08/02 メール
新型コロナの感染者が爆発的に増えてるのと首都圏3県と大阪に緊急事態宣言発令されるので8/9のレトロ列
車引退イベントを延期にした方がいいのでは?

ご意見ありがとうございます。全国的に緊急事態宣言やまん延防止等重点措置の対象地域が広がり、香川県
においても警戒レベルが感染拡大防止集中対策期に引き上げられました。イベント開催に向け鋭意準備を続け
ていましたが、香川県の対応方針に基づきレトロ電車さよならイベントを中止とさせていただきます。突然の中止
となり、楽しみにして下さっていた皆様には大変申し訳ございません。今後も皆様に喜んでいただけるイベントの
企画・開催を検討してまいりますので楽しみにお待ちください。

2021/08/02 片原町
榎井駅で切符を買った。610円の切符を買った。そして700円入れた。しかし、お釣りが80円しか返ってこなかっ
た。10円足りなかった。どうなっているのか？

ご利用ありがとうございます。お申し出を受け、直ちに榎井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。自動券売機が不調の際は、お手数をおかけしますが、速やかに乗務員までお申し付けください。

2021/08/02 メール

8/9開催イベントについて。当日、仏生山での撮影会は、身分証明書による住所地確認を行うようですが、ラスト
ということで、沿線での撮影も多数県外からの来訪が予想されます。イベント列車前後の定期列車や撮影地は
撮影者等で密になる可能性があり、感染を拡げかねないと存じます。来訪者の多くは関西圏からと想像され、大
阪の緊急事態宣言発出、京都・兵庫の蔓延等防止措置、そして全国知事会からの越県禁止提言等も出ている
ことから、今回のレトロ電車イベントは、再延期されてはいかがでしょうか。検査期限など、多々難しい面もある
でしょうが、ぜひともご高配をお願い申し上げます。なお、小生は東京都在住であり、自分が行って感染をさせて
はいけませんので、8/9実施なら自粛します。

ご意見ありがとうございます。全国的に緊急事態宣言やまん延防止等重点措置の対象地域が広がり、香川県
においても警戒レベルが感染拡大防止集中対策期に引き上げられました。イベント開催に向け鋭意準備を続け
ていましたが、香川県の対応方針に基づき8月9日のレトロ電車さよならイベントを中止とさせていただきました。
突然の中止となり、楽しみにして下さっていた皆様には大変申し訳ございません。今後も皆様に喜んでいただけ
るイベントの企画・開催を検討してまいりますので楽しみにお待ちください。

2021/08/02 メール
レトロ電車さよならイベントを一昨年から楽しみにしていましたが、秋冬に自粛し、2021GW中止となり今夏も楽し
みにしていましたが緊急事態宣言で禁止となり非常に残念です。とか延期して落ち着いたころに開催していただ
けないでしょうか?大正製のレトロ電車に乗りたいです。宜しくお願い致します。

ご意見ありがとうございます。レトロ電車の廃車計画は2021年12月末を予定しています。実施時期は未定です
が、感染状況が落ち着き、イベントが可能となった場合には、実施を計画してまいります。

2021/08/03 瓦町

長尾線1300形10周年で赤い電車を走らせることに反対です。クラウドファンディングのリターンイベントで全ての
参加者を招待できなかったうえに一時は解散しますと宣言していたどっかの集団。無責任すぎる。7/22のフォト
ランには東京からの参加者が多く来県していました。ウィルスを持ってこないで下さい。迷惑です。8月のフォトラ
ンイベントは中止にして下さい。

ご意見ありがとうございます。これまでにもクラウドファンディングによるラッピング電車の運行を実施しておりま
すが、弊社は一般のラッピング広告として、ご用命があれば承りまわっております。コロナ禍でのイベントにつき
ましても、その時の状況に応じて対策や判断を行います。ご理解ください。

2021/08/03 メール

ご回答、ありがとうございます。余計なことを申し上げたのでは、と消沈しておりましたので、大変ありがたく思い
ます。迷惑とは全く思っておりませんでした。ただ、私の行動そのものが規律に反していたのでは、と、それだけ
が心配だったのです。やはり、一般客が線路上に立ち入る行為は禁止事項であったということを認識した上で、
私の行為に改めてお詫びを申し上げます。それと共に、落下事故を含めた、線路内への立入りに関して、一般
客への認知度が低いことは懸案事項と思いますので、ことちゃんマナーアップ講座同様、解りやすい場所への
周知をして頂ければ助かりますので、ご検討いただければと思います。なお、投稿の際には詳しい情報を、との
ことでしたので、日時、路線、時間等を詳しく報告させて頂きましたことで、該当運転士さんの特定は可能と思い
ますが、どうかその方へのペナルティを課すなどは無きようお願い申し上げます。私も会社員ですから、一部の
社員のみ常識と思って知り得ている規則が、実は隅々にまで浸透していないことは、よくあることと思うのです。
この時の運転士さんは、終始笑顔で感じの良い方で、老婦人の異変にすぐ気づいていらっしゃいました。対処法
があることを、ご存じなかっただけだと思います。東海新幹線の、運転士の方のように。老婦人の事故に、とても
困ったご様子でいらっしゃいました。一社員の立場から申し上げれば、危険予知に関する周知の徹底がなされ
ていないのは、社員個人ではなく、会社の責任だと思います。私は子供のころから、コトデンさんには大変お世
話になっておりまして、思い入れのある分、万が一の事故などあっては、と、口幅ったいことを申し上げてすみま
せん。ずっと応援しています。何卒、よろしくお願い致します。

温かいお言葉をありがとうございます。現在、線路内への立ち入り禁止については、わくわく電車教室やことで
んホームページを通じて啓発活動を行っておりますが、ご意見は今後の参考とさせていただきます。なお、今回
の対応につきましては、乗務員個人ではなく全体の問題と捉え、安全で統一した対応が行えるよう周知徹底し
てまいります。

2021/08/03 瓦町
8月9日（月）は、レトロ電車の営業運転最後になるのですね。今まで何度もさよなら運転を見たことがあります
が、客を乗せる最後のチャンスなので、ぜひ参加しようと思います。

ご意見ありがとうございます。全国的に緊急事態宣言やまん延防止等重点措置の対象地域が広がり、香川県
においても警戒レベルが感染拡大防止集中対策期に引き上げられました。イベント開催に向け鋭意準備を続け
ていましたが、香川県の対応方針に基づき8月9日のレトロ電車さよならイベントを中止とさせていただきました。
突然の中止となり、ご参加を予定してくださっていた皆様には大変申し訳ございません。今後も皆様に喜んでい
ただけるイベントの企画・開催を検討してまいりますので楽しみにお待ちください。

2021/08/04 高松築港 ことちゃんのLINEのスタンプが家族で好評なので種類を増やしてほしい。
イルカBOXへのご意見ありがとうございます。また、ことちゃんのLINEスタンプをご利用いただき誠にありがとう
ございます。今回お客様からいただいたご意見は今後の参考とさせていただきます。引き続きことでんをよろしく
お願いいたします。



2021/08/04 高松築港

8月1日に開催されたワープ新居浜とコラボしていた貸切電車に参加しました。旧型車と新型車との連結運転が
14年前に戻ったような思い出にもなり、良いイベントになりました。8月9日のレトロ電車が中止と発表されました
が、8月1日がレトロ電車にとっては最後の営業運転だったのでしょうか？そうならば、この貸切電車に参加して
よかったし、悔いはない楽しいイベントだったと感じました。

貸切電車のご利用、誠にありがとうございます。貸切電車はご利用されるお客様に楽しんでいただき、思い出に
残る日にしていただきたいとの思いを持って運行しております。なお、8月9日のさよならイベントは開催に向け準
備を続けて参りましたが、全国的に緊急事態宣言やまん延防止等重点措置の対象地域が広がり、香川県にお
いても警戒レベルが感染拡大防止集中対策期に引き上げられた為、香川県の対応方針に基づき中止とさせて
いただきました。今後のレトロ電車のイベントにつきましては、車両の廃車計画が2021年12月末までとなってお
り、実施時期は未定ですが、感染状況が落ち着き、イベントが可能となった場合には、実施を計画してまいりま
す。

2021/08/05 メール

私がいつも利用する電車は空港通りを発車すると行き違いの電車がない琴平行きです。最終の行き違い列車
（高松築港行き）と行き違いする駅をアナウンスする時「一宮で最終便と行き違いです」というアナウンスをしてく
れる車掌がほとんどです。先日乗車した電車の車掌さんのアナウンスはとても素晴らしかったです。「一宮で高
松築港行きの最終便と行き違いです。一つ手前の空港通りを発車してからは寝過ごしにご注意下さい」という感
じの放送をしてくれた。この電車は一宮駅に到着すると同時に行き違いの電車（最終の高松築港行き）は既に発
車してしまうのです。たぶんダイヤの関係上ですよね？　つまり、一宮へ着いてしまうと既に築港行きの最終は
終了してしまってる状態です。行き違いが最終の電車は待ち合わせをしてほしい！とまでは言わないですが、せ
めて、「一つ手前の駅を発車してからは寝過ごしにご注意ください」というような放送を付け足して欲しい。（他の
路線の最終列車との行き違い駅で行き違いの最終便への乗り換え時間があるのかは知らないですけど…）そう
でないと、「最終列車の行き違い駅で行き違いの最終便に乗れる」と解釈してしまう人は少なくないと思います。
長々と申し訳ございませんでした。よろしくお願い致します。

ご不快な思いをおかけし申し訳ありません。車掌は、快適に電車をご利用いただくため停車駅の案内や乗り継
ぎ案内だけでなく、車内マナー向上のためさまざまな案内放送をしております。また、各車掌が放送内容も工夫
や付加をしておりますが、最終電車の駅および車内における啓発放送の実施につきましては、今後の参考とさ
せていただきます。

2021/08/05 メール

伏石駅で降りて、窓口でチャージしてもらおうとホームから下に降りたが、窓口が見当たらなかった。「有人駅の
はずなのにおかしいな？」と思いながら、再度ホームへ上がって壁にあった構内図を確認するが、窓口の場所
の表記もなく、もう一個の北口から降りてみると窓口を発見！そして片方にはなかったトイレも発見！階段を上
がったり降りたりして、めちゃくちゃしんどかったです。片方にしか窓口がないのであればしっかりとどこから降り
たら良いか表記をお願いします。トイレのある出口の表記もないし。不親切です（泣）

ご不便をおかけして申し訳ございません。お申出の通り、伏石駅のホーム上には、駅施設を案内する表記物が
ありませんでしたので、直ちに駅施設の案内を設置しました。

2021/08/05 メール

片原町駅の衛生環境について(8月2日)仏生山→片原町間を通勤で利用しています。以前から、野良猫が住み
着いていますが、自転車置き場あたりは悪臭がします。また、マルヨシセンター入口にはフンがこびりついており
ました。衛生的にも良いとは言えませんし、利用したいとも思えない環境です。駅周辺もたまに掃除するなり、マ
ルヨシセンターさんとも話をして心地よい環境をお願いします。

ご不快な思いをおかけして申し訳ございません。お申出の通り、以前から複数匹の野良猫が住み着いており、
餌を与えないよう啓発ポスター等でお願いを行っているほか、高松市保健所生活衛生課（087-839-2865）に相
談させていただいています。野良猫に餌を与えられている方には最後まで責任を取っていただけるようお願いも
しましたが、餌をあげるだけあげて、後片付けや野良猫の糞の掃除はしていただけていない無責任な行動で対
応に苦慮しています。清掃等の対応を行っておりますが、清潔な環境の提供につきましてお詫び申し上げます。

2021/08/06 メール

先日、息子が映画を観るため映画チケット付き乗車券を購入しようと築港駅で申し出ると、対応した受付の男性
に凄く不愉快な思いをさせられたと怒って帰ってきました。映画付きの券くださいって言ったら、どれのことです
か?って言われ何度もすみませんって言い直したのに逆ギレ?なのか、さっきこういう言い方しましたよね?などと
何度も言い返されなかなか購入出来なかったと。車内の吊り広告でも宣伝されてますよねぇ?どう説明したら、す
んなり購入出来るのか教えて下さい。○○の男性だったそうです。直接その人からのコメントお願いします。

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。本人も深く反省し「お客さまに対して不適切な対応を行い申し訳ございませんでした」と反省の弁を述べてお
ります。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において接客対応等
を教習し、サービスレベルの向上に取り組んでまいります。

2021/08/06 メール

2点あります、コロナの感染が拡大している中で減便とは、客の感染リスクを高めようとしているのでしょうか。通
勤時間帯で立っている客も多くいる中、何食わぬ顔でペットケースを座席において、本人を含め3人分のスペー
スを使用している人がいます。こういう迷惑な人に注意もしくは降りてもらうなどできないのでしょうか。そもそも
手回り品料金を支払わずに乗っているのでは?車内秩序を乱す輩を取り締まってください。8:50高松築港着に毎
日乗っているようです。

ご意見ありがとうございます。2020年11月28日にご利用状況を勘案し、全線でダイヤ改正を実施しました。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。ご理解賜りますようお願いいたします。なお、手回り品に関す
るお客様の事実関係を調査しましたが、確認できませんでした。お手数をおかけしますが、お気づきの点などご
ざいましたら、係員にお申し付けください。引き続き、乗車マナー向上の車内放送を継続して実施し、お客様が
快適にご利用いただけるよう取り組んでまいります。

2021/08/06 琴電琴平 いつも利用させていただいております。コロナの影響もありますが頑張って下さい。
新型コロナウイルス感染症が拡大する中、感謝と応援のメッセージをいただき、温かい御言葉ありがとうござい
ました。感染予防を徹底して、安全安定輸送とサービスを提供に取り組んでまいりますので、引き続きことでん
のご利用よろしくお願い致します。

2021/08/06 空港通り 綺麗なベンチにしてほしい。車掌さんが察して切符を受け取ってくれました。ボールペンがかすれています。

ご不快な思いをおかけして申し訳ございません。空港通り駅は駅係員は在中しておらず、乗務員が集札等の対
応を致します。2021年8月7日に点検したところ、ベンチの裏側に蜘蛛の巣がありましたので、清掃致しました。あ
わせてボールペンを点検しましたが問題ございませんでした。無人駅施設の清掃や備品点検につきましては、
定期的に実施しておりますが、今後もきめ細かに点検清掃等を行ってまいります。

2021/08/06 片原町
木太東口駅の駐輪場が管理不十分と思われる。駐車禁止スペースに駐輪していたり、駐輪スペースにも、ずさ
んな止め方をすることで、通路がなくなっている。

ご不快な思いをおかけして申し訳ございません。無人駅の点検は3日毎に行っており、8月6日の点検では異常
はありませんでした。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点検を行ってまいりますが、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。

2021/08/06 瓦町

主人が伏石駅の駐輪場に朝6：30ごろに停め、21時ごろ乗って帰ろうとしたところ、後輪がパンクさせられていま
した。雨で2～3日取りに行けなかった日も自転車のパンク被害にあいました。防犯カメラやライトの設置など同じ
様な被害が出ないようにして頂ければと思います。あと、私は太田駅を利用していますが伏石駅が出来ても相
変わらず太田駅の駐輪場はいっぱいです。もう少し余裕があっても良いのではないかと思いますがいかがで
しょうか。ご回答よろしくお願いします。

ご迷惑をおかけして申し訳ございません。伏石駅の駐輪場について、高松市にお伝えさせていただき、次のとお
り回答がございました。「自転車のパンク被害への対応につきましては、直ちに防犯カメラなどを設置することは
困難でありますので、駐輪場内への迷惑行為防止の掲示物を貼付させていただくとともに、本事案を警察に対
して、見回り強化等の対策を講じていただけるようお伝えしたいと存じます。」なお、太田駅の駐輪場について
は、駅の南側にも設置しており、空いているスペースがございます。ご不便をおかけしますが、駅北側に駐輪で
きない場合には、駅南側の駐輪場をご利用ください。



2021/08/10 メール
長尾線で13:06に瓦町に到着し、13:11発の志度線に乗り換えることは可能でしょうか?高松築港から高松駅(JR)
までは徒歩でどれくらいかかりますか?

ご意見ありがとうございます。瓦町駅での各線への乗り換え時分は、4分でご案内させていただいております。ま
た、ことでんの高松築港駅とJR高松駅の間は約400ｍあり、中央通りの高松駅前交差点の信号機があることか
ら、10分でご案内させていただいております。ご利用のほど、よろしくお願い致します。

2021/08/10 メール IruCaを廃止してICOCAの発行を行って欲しい。
ご意見ありがとうございます。現在の所IruCaを廃止してICOCAの発行を行う予定はございません。ご理解のほ
ど、お願い申し上げます。

2021/08/10 太田

優しい車掌さんに会いました。8/○綾川駅を17:04発(上り)の電車を利用しました。私たちは赤ちゃん連れでし
た。車掌さんが巡回に来た際、赤ちゃんに気がついて「扇風機の風が赤ちゃんに強くないですか？」と聞いて下
さり、その心配りに嬉しい気持ちになりました。このような方が車掌さんで安心して乗ることができました。素晴ら
しい方だと思います。ありがとうございました。

温かいご意見ありがとうございます。社員の励みとなります。当該車掌にお客様のお言葉を伝えたところ「お言
葉を励みに今後もお客様目線のサービス提供に努めてまいります。」と大変喜んでいました。今後も社員一同、
お客様に親しまれるサービスの提供に取り組んでまいります。

2021/08/10 栗林公園
円座駅、40～50代女性　白い帽子　日傘　駅についてから他のお客様も数名いたけど、私だけからまれて怖
かった。電車も一緒にのり（○:○発　高松築港行き）、怖かったので離れて座っていたけど、移動してきて、また
からんで、かなり怖い思いをしたので今後の対応をしてほしい。

ご不安な思いをおかけして申し訳ございません。駅構内や電車内の広告や掲示物などで周知させていただいて
いるマナーに気をお配りいただき、不快、危険、迷惑だと感じるなどの迷惑行為があった場合には、お客様だけ
で対応せずに速やかに係員までお申し付けください。

2021/08/10 伏石 伏石駅にコンビニあったら最高です。行きも帰りも利用します。
いつもご利用ありがとうございます。2021年8月11日コンビニエンスストア運営会社さまに、お預かり致しましたご
意見をお伝えさせて頂きました。引き続き利便性の向上に努めてまいります。

2021/08/10 太田
トミーテックの「鉄道コレクション」で「情熱の赤い電車」と23号・500号を製品化してほしいです。ことでん大好きで
す。

イルカBOXへのご意見ありがとうございます。今回お客様からいただいたご提案について、今のところ製品化の
予定はございませんが、今後のグッズ展開の参考と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。

2021/08/10 瓦町
ことちゃんへ。お誕生日おめでとう！今日は、ことちゃんのふわふわマスコットを買いました。車に吊ってことちゃ
んとことみちゃんと一緒に吊るします。ささやかですが、代金をバースデーうどん代にして下さい。コロナが落ち
着いたら、またイベントとかで会いたいです。今日からまたステキな一年になりますように！ぞぞー。

いつもことちゃんの応援ありがとうございます。新型コロナウイルス感染症拡大の影響によりイベント等もなく、こ
とちゃんもなかなか参加出来ませんが、コロナが落ち着いたら、イベント等で皆様に会いに行きたいと申しており
ます。引き続きことちゃんの応援よろしくお願いいたします。

2021/08/10 琴電琴平 駅と駅の間が近いところが良い。
ご意見ありがとうございます。弊社は地方民鉄のローカル線で駅が多く目的地への交通手段が広がります。ま
た、速度もゆっくりで、駅ひとつひとつに止まり車窓からの景色はじっくり見られます。香川の魅力を感じていた
だき、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。

2021/08/10 高松築港

高松琴平電気鉄道についてご質問させていただきます。琴平線、栗林公園～三条、太田～仏生山間複線化工
事はいつ頃するのですか。また伏石駅開業はいつ頃ですか?ことでんは元阪神5001形、5231形、5101形の車両
走っていました。（1050形、1053形、1060形）が2003年平成15年3月5001形、2005年平成17年6月5231形。2006
年平成18年10月5101形各元阪神電鉄車両全て廃止されましたが、いま走っている阪神電鉄5000形、5130形の
普通車両4両が、2023年ぐらいに全廃止の予定ですが、もし5000形、5130形が阪神からことでんに譲渡して、琴
平線、長尾線、志度線各線にことでん復活運転してくださいますようどうかよろしくお願いします。またラッピング
阪神タイガース車両にして、香川県民は阪神ファンが多いですので一日も早く実現してくださいますようどうかよ
ろしくお願いします。4両連結の時に2両と2両の間通り抜け出来ませんので通り抜け出来るようにして下さい。踏
切にある○○と○○と○○は何ですか?最近鉄道において事件・事故が多発していますがことでんは鉄道警察
隊か列車警手等などの乗車しているのが見たことが全くありませんので、鉄道警察隊列車警乗及び駅構内パト
ロールを強化してください。いつ発生するか分からない東南海地震がもし発生した場合ことでんとしてはどのよう
な対策案があるのですか?

ご意見ありがとうございます。琴平線の複線化工事については、関係機関と調整中です。なお、伏石駅について
は、2020年11月28日に開業しておりますので、どうぞご利用ください。車両の導入につきましては、今後の参考
とさせていただきます。ラッピング電車は車両広告として承っております。広告主様からお申込みがございました
ら、対応させていただきます。琴平線の4両編成は、主に朝夕のラッシュ時間帯に運用しており、通常は2両編成
で運用しており、車両を通り抜けするためには、多額の費用が必要となることから改造する予定はございませ
ん。各踏切に設置している×灯や４灯の器具については、対象踏切の保安装置で電車の乗務員が確認してい
ます。駅構内や電車内の保安警備については、乗務員や駅係員等による巡回の他、地域学校や所轄警察と連
携して行っております。また、東南海・南海地震に備え緊急地震速報受信機の導入や避難梯子を車両に搭載す
るなどのハード対策を行っているほか、定期的な係員教育と発生を想定した訓練を行い、知識と技能の向上に
努めておりますので、安心してご利用ください。

2021/08/10 メール
8/10に瓦町～栗林公園間の草刈りに対するご意見。草刈りはありがたいが、きちんと刈りきれていない上、刈っ
た草はそのまま。台風が来たら飛散すると思う最後まできっちりしていただきたい。

ご迷惑をおかけして申し訳ありません。ご意見をいただき2021年8月10日に計画を早めて草刈りを実施しまし
た。広範囲であったため1日で作業を終えることができず、また、翌日は他の箇所での作業を予定していたた
め、12日に残りの作業を実施いたしました。

2021/08/13 琴電志度
琴電志度駅の駐輪場ですが、先日の強風で自転車が倒れたままですが、直す方はいらっしゃらないのでしょう
か？

ご不快な思いをおかけして大変申し訳ございません。申出を受け駐輪場の整理を実施しました。今後は、駅係
員が適時、点検整理を実施するとともに、お客さまが快適にご利用いただけるよう努めてまいります。

2021/08/14 メール

ここ最近、数回、バス中でチャージをしようとしたら両替されて出てきて、運転手さんを不機嫌にしてしまいまし
た。最近はどんなICカードもオンライン入金が出来たりするので、イルカもそうなれば有り難いです!残高を確認
できたり、チャージできたり、ポイントも確認やチャージできると便利だし、効率化出来ると思います。ポイントは
窓口で聞かないといけないとか、不親切だと思います。

ご意見有難うございます。IruCaのモバイル化につきましては、IruCaが提供する独自サービスに関する会社間の
調整や、それ相応のコスト負担等の課題が多々あり、現在のところ導入計画はございません。ご理解のほどお
願い申し上げます。

2021/08/14 メール
TOMYTECの鉄道コレクションで『情熱の赤い電車』・琴平線の600形を、バスコレクションでことでんバスを製品
化していただきたいです。今まで香川に4回行きました。ことちゃんのTwitterやことでんのYouTubeもいつも見て
ます。ご検討よろしくお願いします。

イルカBOXへのご意見誠にありがとうございます。現在、TOMYTEC様の鉄道コレクションで「情熱の赤い電車」、
及び600形については、製品化の予定はございません。また、バス模型の製品化の計画もございません。今回
お客様よりいただいたご意見については今後の参考とさせていただければと思います。


