
受付日 投函場所 ご意見 ことでんからの回答

2021/09/16 メール

ことでんおんせん乗車入浴券について質問させて下さい。ことでん琴平駅から仏生山駅まで乗り、この乗車券を
買いたいのですが、琴平駅から畑田駅までのキップを買って仏生山駅でこの乗車券を買えば乗り越し精算とし
て乗れますか?琴平駅から仏生山駅までのキップを買う必要がありますか?この入浴券で温泉に入れるのは1度
だけですか?当日はフリーに入れますか?発売終了の予定はありますか?

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。お問い合わせのありました件につきましては、琴電琴
平駅でご乗車の際は、畑田駅までの普通乗車券（大人片道：470円）をご購入いただき、仏生山駅で降車される
際に駅窓口で「ことでんおんせん乗車入浴券」をお求めください。琴電琴平駅までお帰りになられる場合は、仏
生山駅の窓口にお申し付けいただきましたら、区間外乗車分の普通乗車券をご用意させていただきます。な
お、ことでんおんせん乗車入浴券でのご入浴は、乗車券有効日に1回のみとなります。ご了承ください。仏生山
温泉様の入浴料にオリジナルタオルがセットになった大変お得な企画乗車券となっており、現在のところ発売終
了は考えておりませんので、今後も是非ご利用いただけますようお願い申し上げます。

2021/09/16 メール

いつもお世話になっております。ことでん花園駅ですが、設置されているゴミ箱の件でご連絡致しました。コロナ
対策でゴミ箱の使用が出来ないように封をされていると存じますが、○○高校の生徒が封を剥がしてゴミを投
棄しています。しかも「前より厳重になってる」と言っていたので常習犯のようです。(証拠の為顔は写らないよう
写真を撮り、高校へは連絡済)ことでんのゴミ箱はとても可愛いデザインですし、このような行為により撤去され
て欲しくはありませんので、何卒ご対応の程、宜しくお願い致します。

ご不快な思いをおかけして申し訳ございません。新型コロナウイルス感染症対策の一環として、不特定多数の
人が使う駅のゴミ箱を使用中止にさせていただいています。今回のお申し出は、該当する高等学校様へもご意
見が寄せられており速やかな対応を行っていただいております。今後も新型コロナウイルス感染症対策に努め
るとともに駅施設等の環境美化に努めてまいります。

2021/09/17 メール

【タクシーについて】 
お世話になります。9月17日、朝の7時35分～40分頃の間に高松駅からKKR高松病院まで利用させていただき
ました。普段なら歩いて行ける距離ではありますが、足が悪い事と、雨が降っていた事、45分までに到着してい
ないといけない為に近距離ではありましたが利用させていただきました。ドライバーの方の名前は確認すらして
おりませんが、明らかに怪訝そうな態度をされました。到着後も一言も喋らず金額すら教えていただけませんで
した。コロナ対策のためにビニールをしていて余計に見えません。覗き込んで金額を確認してお支払いしても一
言もありませんでした。こちらも近距離で申し訳ないと思いますが、御社のドライバーの方は皆さんこのような方
なのでしょうか。非常に残念でもう2度と利用したく無いと思いました。少しでも業務の改善になればと思いご意
見させていただきました。

この度は、弊社運転手のご無礼な対応がありましたこと、謹んでお詫び申し上げます。社員教育に関しては日
頃より注力してきたつもりでしたが、今回ご指摘を受け、更なる社員教育の必要性を痛感しております。運転手
本人には厳しく注意・改善を即しました。深く反省をしておりますので、ご容赦いただけますよう、お願い申し上
げます。今回ご指摘の件を真摯に受け止め、継続的な乗務員の指導教育に取り組み、執務態度の向上に努め
てまいります。

2021/09/17 メール

琴電様の旧型車両が活躍していた頃を鉄道模型HOゲージで再現したいと思っております。模型を動かす運転
台を実物で再現したいので旧型車両の廃車発生品(主幹制御器・ブレーキ弁及びハンドル・速度計・圧力計の５
点)をお譲り頂けないでしょうか？また、入手出来る方法をご教示下さい。コロナ禍と遠方でイベント等で買いに
行く事も出来ません。鉄道模型では雑誌月刊とれいんにて遠州鉄道様の車両製作記事が掲載されました
(https://etrain.jp/train-magazine/train201512/)62項目。現在47歳でコトデン製作を鉄道模型人生の終着駅に
したいと思っております。宜しくお願い申し上げますm(_ _)m添付画像は下地処理前の琴電890形です、平成元
年頃の琴電(志度線・長尾線)は全て製作予定です。

ご意見ありがとうございます。大変申し訳ございませんが、車両の予備部品は一般に販売しておらず、お客様
のご要望にお応えすることができません。ご理解ください。

2021/09/17 メール
線路傍の雑草の撤去をお願いしたく、ご連絡させて頂きました。栗林付近には幼稚園が2軒ありますが、園庭で
蚊の対策をしていますが、この時期から大量に発生します。園内で駆除しても、塀の向こうの線路傍が草むらで
は駆除しきれません。アレルギーを起こす子供もいます。衛生的にも、子供達の為にも、ご検討お願いします。

ご迷惑をおかけし申し訳ありませんでした。お申し出を受けて早急に草刈りと刈り草の搬出を行いました。当社
の除草対策としては、年間1回の除草剤散布と区間1回の草刈り作業をおこなっています。今後も、計画的に除
草作業を進めてまいりますので、ご理解の程よろしくお願いいたします。

2021/09/17 メール

次の車両導入の時に京急1500形、阪神5001形（2代）のデビューを期待します。この2形式は2022年～23年に
廃車となる為、ことでんが新車を計画している令和6年（2024年）にタイミング的に良いといえます。5001形（2
代）では初代(ことでん1050形の時)が走っていたころ収容力が大きい車両として大型化としてふさわしかったの
で琴平・長尾線の600形（小型車）を置き換えるべきだと思います。

ご意見ありがとうございます。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。

2021/09/17 メール 岡田駅の古いトイレの前に生えている竹が通路を妨げている。伐採をお願いしたい。
ご迷惑をお掛けし申し訳ありませんでした。お申し出を受け点検を行ったところ竹が斜めに倒れて通路を支障し
ておりましたので竹の伐採を行いました。お客様のお申し出により早期に対応できましたこと感謝いたします。
今後ともことでんのご利用を宜しくお願い致します。

2021/09/17 メール

9月○日の○時○分頃に瓦町で最寄駅までの切符を購入したものです。私は、切符を買う際に1000札をいれて
購入しました。雨の日はいつも「ことでん」を利用して通学しているので、今更切符を買い間違えるはずは無い
のですが、私はその時、子供用の値段で切符を買ってしまったみたいです。1000札でお釣りも多く、後ろに人が
並んでいたため、いちいちお釣りを数えてはいなかったので、その時は気づかなかったのですが、改札で女性
の従業員の方に切符を見せた時、呼び止められました。『子供料金ですよ』と言われ、その時は私も訳が分から
ず、慌てて切符を確認しました。やっと自分が切符を買い間違えたことに気づき、従業員の方に「すいません、
買い間違えてしまったみたいです」と謝りました。しかし、女性従業員の方は無言で私の切符と差分のお金をと
り、中へ入っていきました。従業員方が私の切符を大人用に直して戻ってきた時、私は再度「すいません、間違
えて買ってしまったみたいなんです」と伝えましたが、従業員の方に『子供用は専用のボタンを押さないと出てき
ませんから』と嫌味気に言われてしまいました。私は自分が意図して子供料金の切符を買ったように言われてし
まい、とても気分が悪かったです。今まで長い間「ことでん」を利用してきましたが、今日は本当に嫌な思いをし
ました。私が学生だから、弁解する余地もなく全て私が悪いと決めつけられてしまったのでしょうか。せめて、私
の話を聞いてほしかったです。そして、なぜ私が子供用の切符を買ってしまったのか未だにわかりません。前の
人が子供用のボタンを押したら、次の人が直さない限り子供用の切符として出てくるのでしょうか。

ご不快な思いをおかけして申し訳ございません。瓦町駅の自動券売機は、小人の乗車券を購入した後に自動
で大人の設定に戻りますが、購入前に小人のボタンを押したままの状態の場合は、数秒間は大人に戻らない
仕様となっています。お客様が誤ってご購入されないようご案内を貼付するとともに自動券売機のシステム変更
を行ってまいります。また、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
時に言葉遣いや表情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。今後も引き続
き、ことでんのご利用をよろしくお願い致します。



2021/09/19 メール

ことでん屋島駅から伏石駅まで行きたいです。瓦町で乗り換えだと思うのですが運賃はいくらかかりますか?ま
た改札を出る必要はありますか?出る必要がなければ切符は屋島駅で買ったものを伏石駅で降りる時に駅員に
渡せばよいのですか?
また、2階乗り換え用連絡通路とはどこですか?

お問い合わせありがとうございます。琴電屋島駅～伏石駅間の大人片道普通運賃は360円、小人片道運賃は
180円です。志度線で瓦町駅に到着後、2階の連絡通路を通り、改札口を出ずに琴平線2番線にお乗り換えくだ
さい。伏石駅で降車の際には、乗務員に乗車券をお渡しください。ご利用をお待ちしております。

2021/09/20 メール

○○と申します。本日はことでんサイクルサービスを利用させて頂き大変便利でありがとうごさいます。志度駅
で大変残念な事が有り一言申したいとメール致しました。駅員さんもお客が少なく気も抜けるかと思いますが、
あまりにも対応が悪く、ふざけるな??お前琴電の品下げるからやめろ、と心で思う次第です。厳重注意。いや会
社の体質。それはないだろうと願います。

ご不快な思いをお掛けしまして申し訳ございません。該当駅係員には、公共交通機関に従事しているということ
をあらためて自覚させ、二度とこのようなことをしないよう厳重に注意指導致しました。今後もお客様の目線に
立った丁寧な対応を行ってまいります。

2021/09/21 メール

定期を家に忘れてその日の電車運賃を払わされた。返金もできないとか制度がまずおかしすぎる。対応もテキ
トーにすまして謝っておけば構わないという感じだった。琴電を利用するのが嫌になった。お客第一とは言わな
いけどテキトーにすまして何がしたいのかわからない。運賃返金の制度とかを作りますとかこれからのこと考え
るのが普通だと思う。またこれからこんなことがあったら二度と琴電は使いません。

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いたしました。なお、定期乗車券を含む乗車券は、乗車する際に実際にお持ちになることで
ご乗車いただけますので、紛失した、家に忘れた等、乗車及び下車時にお手元に定期乗車券がない場合に
は、別途運賃が発生いたします。ご了承ください。

2021/09/21 メール
大阪モノレールの女性駅員は日本一怖い顔で接客したり改札の前で立っています。本当にいじめてきそうで怖
いです。ことでんはそういうことがないようにしてください。ハラスメントの教育も実施してください。

ご意見ありがとうございます。ことでんでは、安全とサービス、ハラスメントなどに関する教習を定期的に実施致
しております。お客様に安全で快適に安心してご利用いただけますよう引き続き社員教育に取り組んでまいりま
す。

2021/09/21 高松築港 瓦町1番のゴミ箱の上にコンビニ弁当のゴミが放置されていた。非常に不快だ。

ご不快な思いをおかけして申し訳ございません。駅構内に設置しているゴミ箱につきましては、現在、新型コロ
ナウイルスの感染防止対策としてご利用を中止させていただいております。お客様には、ゴミの持ち帰りをお願
いしておりますが、心ない人による空弁当がポイ捨てされていました。清掃につきましては、定期的に実施して
おりますが、今後もきめ細かな清掃を行い、お客様が快適にご利用いただけるよう努めてまいります。

2021/09/21 瓦町

色々難しい時期ですが観光できました。「ことちゃん」「ことでん」に興味を持ってことでんに乗ることを主体とした
観光です。「コトディーン」のスタンプラリーをしました。とても良かったです。のんびり海を見ながらゆっくりした時
間を過ごせました。出会う駅員さん、乗務員さん、すべてがいい対応でした。親切だけどやり過ぎない。あくまで
運行が仕事なので観光客に対してはちょうどいい対応だったと思います。また、ことでんに乗る為に来ます。こと
でんのツイッターの中の人に、たくさん給料あげてください。あれで興味を持ちました。

ことでんをご利用いただきありがとうございました。今後もお客様に楽しんでいただけるよう安心安全輸送を心
がけ運行してまいります。また、弊社のTwitterに興味を持っていただけたとのこと、駅員のことちゃんにも伝えさ
せていただきます。今後とも、ことでん、ことちゃんをよろしくお願いいたします。

2021/09/21 メール

以前、電車内で高校生ぐらいの女子がメイクをしていました。しかも広がってしており液体の匂いや化粧の匂い
が漏れていて吐きそうになりました。換気のためすぐ窓を開けましたが消えませんでした。その女子は2人いて
大きい声でお喋りをしていました。「静かにしなさい」と注意しても喋り続けていました。不愉快でした。お年寄り
がいっぱい乗ってきても譲ろうともしませんでした。「全国の鉄道で車内でメイク、化粧をするのはやめてくださ
い」と注意のポスターや案内をしてもらえませんか?それから金髪男女3人組が乗ってきて人立っている場所を
割り込んできて追い出しておりました。これも非常に不愉快でした。これも注意書きのポスターを作ってくれませ
んか?

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やポスター
の掲示、車内放送により、お客様にご協力をお願いしていますが、一部のお客様にご理解いただけていないの
が現状です。さぬき弁のマナー講座を幅広く認知いただくためにもさまざまな媒体を活用して情報発信を行い、
乗車マナー向上の取り組んでまいります。なお、車内において不快、危険、迷惑だと感じる行為があった場合に
は、速やかに係員までお申し付けください。

2021/09/21 メール

2021/9/○　○:○分頃に瓦町駅の改札を切符が係員に見えるよう右手に持って通ろうとしたところ、初めて見る
○○の駅員に呼び止められて切符を見せるように言われました。不正乗車を疑われたようで、すごく不快になり
ました。また、その際に「ありがとうございます」の一言もありませんでした。改札を通る際は毎回呼び止めて、
全ての人の切符をして確認しているのでしょうか。今まで同じ方法で通っていますが、呼び止められて不正を疑
われたのは初めてです。

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。

2021/09/22 メール

中学校に行くときに、利用している人です。朝7：22に学校に行く際に利用していますがその日、遅れてしまって
踏切も上がらずに乗れず、7：34の電車に乗って学校に行きました。その日の夕方、平木での入れ替え作業を
見に行こうと平木で降りると○○車掌が「朝、乗せてあげられなくてすいません。学校大丈夫でしたか？」と問わ
れたとき、すごく気分が良かったです。悪いのは車掌さん(○○さん)じゃなくて自分なのにと思いました。そのあ
とも優しく接してくれて本当に気分が良かったです。今度会った際にお礼を言いたいです。本当にありがとうござ
いました。

温かいお言葉ありがとうございます。社員の励みとなります。当該車掌にお申し出内容を伝えたところ、今後も
お言葉を励みにお客様目線のサービスの提供に努めますと大変喜んでおりました。今後も社員一人一人がお
客様に満足していただけるサービスの提供に努めてまいります。

2021/09/24 メール
琴電志度駅から、瓦町まで、遠方の知人が乗った時に、酔っ払いの成人男性にも関わらず大変丁寧に接してく
ださったようです。電子カードのトラブルで、困っていたところを親身になって聞いてくれたと、すごく喜んでいまし
た。ありがとうございました。○○さんと言う方です。ありがとう。

温かいお言葉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内容を伝えたところ、大変喜
んでおりました。今後も社員一人一人がお客様に満足していただけるサービスの提供に努めてまいります。

2021/09/24 栗林公園

私が塾から帰る時はいつも電車を使います。9月○日の土曜日、少し遅れてしまい、もう少しで8時半発の電車
に乗り遅れるところでした。その時、改札口のところで○○の人が「はよ乗らんか。もうとっくに時刻すぎてるぞ」
と怒鳴りました。こういう時は丁寧な言葉使いで注意するべきではないでしょうか。こんなやり取りが前にも○○
駅でありました。小学生でも分かりますよ。一体この駅の人はどうなっているのですか。子供だからとなめない
で。

ご不快な思いをおかけ致しまして申し訳ございません。該当駅係員には、お客様に対しての言葉づかいを改
め、丁寧で思いやりのある接客をするよう厳しく注意指導致しました。今後も、丁寧な言葉づかいでお客様の立
場に立った接客に努めてまいります。

2021/09/24 三条

三条駅・伏石駅にゆめタウンに行く経路地図のわかりやすい案内ポスター（大きめ）を改札に貼っておいてくだ
さると助かります。時々三条駅近くで「ゆめタウンはどちらですか」と尋ねられます。以前には三条駅からゆめタ
ウンに向かうのに反対方向に歩かれていた方に道を聞かれたことがありました。一応ゆめタウンのお客様の声
BOXにも投函しておきます。

ご意見ありがとうございます。各駅における最寄りの主要な施設等への誘導案内等につきましては、各施設等
からのご依頼により設置を行っている駅がございます。今回頂きましたご意見は、広告代理店を通じてお伝えさ
せて頂きますので、ご理解下さいますようお願い申し上げます。

2021/09/24 メール
○○駅でイルカに1000円窓口でチャージした際に1万円札しかなかったので1万円出しました。次からはなるべ
く細かいのでと言われましたがあれば出してます。田舎の小さい駅で1万円札出した私が、非常識だったので
しょうか?

ご不快な思いをおかけ致しま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丁寧に対応
し、言葉づかいに気を付けるよう厳しく注意指導致しました。今後も丁寧で思いやりのある接客に努めてまいり
ます。



2021/09/27 瓦町志度線口
志度線のホーム上にカーブミラーが設置されています。志度線はワンマン化するのですか。できればしないで
ほしいです。

ご意見ありがとうございます。志度線は、ホームと車両の間隔が広い場所や曲線ホームも多くあることから、安
全性の向上を目的に確認用のホームミラーを設置しているところです。なお、鉄道事業における経営環境は、
沿線人口の減少に加え、コロナウイルス感染防止対策でもある新しい生活様式の定着などにより、お客様のご
利用が大幅に減少し、厳しい状況となっています。将来的には様々な施策が必要となる可能性もありますが、
安全性やサービス水準の向上を図りながら、今後も安全かつ快適な輸送に努めてまいります。

2021/09/27 高松築港

本日（9月○日○：○頃）平木駅の線路を無理やり渡ってしまって警笛を鳴らされました。そんなに急いで渡らな
くても良かったのに渡ってしまって、凄く危険なことをしてしまったと凄く後悔しています。言い訳のようになってし
まいますが、最近全ての事が上手くいかず、気持ちが焦り電車に乗り遅れたくなかったのだと思います。急ブ
レーキをかけることになったかもしれませんし、乗客の方や運転士さん、車掌さんにはご迷惑をおかけしてし
まったこと、深く反省しております。時間には余裕を持って行動し、以後このようなことが絶対にないよう気をつ
けます。どうしても謝りたくてこの紙に書かせていただきました。本当にすみませんでした。この時運転されてい
た運転士さんにこの紙を渡していただけると幸いです。

ご意見ありがとうございます。警報機が鳴っている踏切内への進入や無理な横断は、大変危険ですので絶対に
おやめ下さい。鉄道の安全輸送にご理解とご協力を宜しくお願いします。なお、当該乗務員には、お客様のご
意見をお伝えさせて頂きました。

2021/09/27 琴電志度 線路沿いの住民ですが、電車が通るたびに「キーキー」と音がやかましいので、どうぞよろしくお願い致します。
ご不快な思いをさせてしまい申し訳ありませんでした。お申し出を受け、曲線部分の点検を行い、摩擦音が軽減
されるように曲線部にて専用の油塗り処置を行いました。今後も沿線の方にも配慮した、きめ細やかな点検・整
備に努めてまいります。

2021/09/28 メール

お忙しい所失礼いたします。ことでん瓦町駅3番線長尾方面の階段付近に設置されていますコトディーンガチャ
の下段機なのですが、実物写真のポスター?には￥400とありますが、ガチャ機本体の価格設定プレートが
￥300になってませんでしょうか?約1ヶ月にプレートの方だけ見て300円投入してみたところ、ハンドルが回らず
諦めて帰ったのですが、その時の動画をふと見直しもしやと思いまして。もし、現在正常に作動してましたら大
変申し訳ございません。万が一、商品補充等で機器を点検されてませんでしたら、念の為チェックしてみて下さ
いませ。コロナ禍で大変な時期ではございますが、ことでんの益々のご発展をお祈り申し上げます。

イルカBOXへご意見をいただきありがとうございます。お客様のご指摘について、確認したところ1台だけ400円
で表示しなければいけないところ300円と表示されておりました。ご迷惑をおかけして申し訳ございません。現在
では、正しく400円と表示させたいただいております。今後このようなことのないように管理を徹底してまいります
ので、、今後ともよろしくお願いいたします。

2021/09/29 メール
ことでんは、今後キャラクターを設定することはありますか?もし考えてるのであれば○○、○○、○○だけ起用
しないでください。○○は嫌いで人生が上手くいかない状態です。その3人を起用すると二度とことでんには乗
れないです。○○を起用するならまだ乗れます。

ご意見をいただきましてありがとうございます。現在ことでんでは、駅員のことちゃんをはじめ、妻のことみ、娘の
ことのがおりますので、今のところ新たにキャラクターを設定する予定はございません。今回いただきましたお客
様のご意見は、今後の企画立案等の参考にさせていただきます。これからもことでんを宜しくお願いいたしま
す。

2021/09/29 空港通り すごく幸せなひと時を過ごせたです。ありがとう。
温かいお言葉をいただき、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。

2021/09/29 メール
ありがとうごさいます。社員はどこで誰に見られてるか分かりません。コトデンの看板を背負ってることを忘れず
日々の業務に邁進して下さい。応援しております。

温かいお言葉ありがとうございます。今後も社員一人一人がお客様に満足していただけるサービスの提供に努
めてまいります。

2021/09/30 メール

香川県外に在住の者です。現在、コトディーンとコラボをしたスタンプラリーを開催されておられるかと思いま
す。昨年もこの時期にスタンプラリーを実施されておりましたが、11/3のことでん電車まつりに合わせて香川旅
行をしたところスタンプラリーも11/3までとの事で、11/4にスタンプラリーをしながらことでん沿線をゆっくりあちこ
ち巡ろうと思っていた計画が実行不可能になってしまいました。今年も、もし電車まつりがあれば、そのタイミン
グで遠方から来られる方もいらっしゃるかと思いますので、スタンプラリーの終了日をせめて11/7頃まで伸ばし
ていただけないでしょうか。もっと早いタイミングで香川に行けたら良かったのですが、緊急事態宣言の延長で、
当初計画していた夏休み中に香川に行くことが出来ませんでした。どうぞご検討のほど、宜しくお願いいたしま
す。

イルカBOXへのご意見ありがとうございます。大変申し訳ございませんが、現在のところ、スタンプラリーの期間
延長は考えておりません。なお、延長する場合には、ホームページ等で告知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。

2021/09/30 メール

朝の電車の車両を増やす事は出来ないのですか?特に8時～9時あたりのものです。コロナウイルスもあるのに
毎日車両の中ぎゅうぎゅうに人が入っていて中に入れず、一度もと居たお客さんが出て新しいお客さんを入れ
また入るということをしています。抗菌 抗ウイルス 対策と張り紙が貼ってありますが、こんないつも満員電車で
は信じられません。都会の電車でも無いので車両を増やすなどする事が出来ればあんな満員にもならないと思
います。また私は目的地まで約40分電車に乗っているのですが私が乗った時点で既に席は満席であり、個人
的な意見で申し訳ないのですが毎日40分立ちっぱなしで人に押されて通学するのはキツいです。特に琴電は
揺れなども激しいので腰や脚が痛くなり辛いです。朝の電車が嫌で通学したくない始末です。6年間琴電を使用
させて頂いていますが、どうか少しでも意見を聞いてくださると嬉しいです。

ご不便をおかけして申し訳ございません。車両編成数については、保有車両数に限りがあることから、平日の8
～9時台は車両運用による場合と80％未満の乗車率となる電車につきましては、2両編成で設定しております。
ご理解ください。今後も乗降調査を定期的に実施しながら車両運用を検討してまいります。

2021/09/30 三条
三条駅○:○発高松築港行き1両目に乗っている○代前後の○○が毎日、飲んだ後の缶を足元に置いていきま
す。こぼれたり、服にかかった被害にあっているので注意してほしい。

ご不快な思いをおかけして申し訳ございません。乗車マナーにつきましては、車内放送やポスターにより啓発し
ておりますが、一部のお客様にご理解いただけていない現状です。今後も、お客様に乗車マナーのご協力を依
頼してまいります。なお、お困りの際には、乗務員までお申し付けください。

2021/09/30 メール

お世話になっております。いつも通勤で琴電琴平線を利用しています。三条駅を午前○時○分発の便を利用し
ているのですが、本日の車内アナウンスの声が○○のとても優しい声で、満員電車でしたが癒されました。これ
までも時々耳にしていたのですが、いつもこの方のアナウンスの時は気分が良くなります。いつもありがとうござ
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の内容を伝えたところ、「こ
れからもお客様が聞き取りやすいアナウンスを行ってまいります。」と大変喜んでおりました。今後もお客様に分
かりやすい車内放送の提供に努めてまいります。


