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平成 26年度 冬の臨時列車運転について 
【平成 26年 12月 1日（月）～平成 27年 2月 28日（土）：90日間】 

平成 26年 10月 24日 

冬のご旅行や年末年始の帰省には便利な特急くろしおで！！ 
和歌山デスティネーションキャンペーン「和み、和らぐ。和歌山からはじまる旅。」12 月 13 日まで開催！ 

 9 月から始まった「和歌山デスティネーションキャンペーン」は 12 月 13 日まで開催しています。楽しいイ

ベントもまだまだ盛りだくさんにご用意しておりますので、是非とも魅力たっぷりの和歌山へ、特急「くろしお」

でお越しください。また、年末年始はゆったり快適に帰省いただけるよう、ご利用の多い時間帯を中心に、臨時

列車や増結した列車を運転します。年末年始の帰省には、便利で快適な特急「くろしお」をご利用ください。 

○臨時特急「くろしお」
■年末の臨時特急

年末の帰省ラッシュに合わせ、白浜行き臨時列車を計 4 本運転します。
【新大阪→白浜方面】   ＜4 本＞ 

列車名 運転区間 新大阪発 天王寺発 和歌山発 白 浜着 運転日 停車駅 

くろしお 87 号 新大阪～白 浜 10:30 10:47 11:36 13:03 12/30,31 

新大阪･天王寺･日根野･和歌山 

海南･箕島･藤並･湯浅･御坊 

南部･紀伊田辺･白浜 

くろしお 99 号 新大阪～白 浜 13:30 13:47 14:34 16:05 12/30,31 

新大阪･天王寺･和歌山 

海南･箕島･藤並･湯浅･御坊 

南部･紀伊田辺･白浜 

※ くろしお 87 号は新型車両で、くろしお 99 号はパノラマ型グリーン車で運転します。 

■年始の臨時特急
年始のＵターンラッシュに合わせ、新大阪行き臨時列車を計 5 本運転します。

【新宮・白浜→新大阪方面】＜５本＞ 

列車名 運転区間 新 宮発 白 浜発 和歌山着 天王寺着 新大阪着 運転日 停車駅 

くろしお 90 号 白 浜～新大阪 ― 13:55 15:12 16:04 16:20 1/2～4 
白浜･紀伊田辺･御坊･海南 

和歌山･天王寺･新大阪 

くろしお 92 号 新 宮～新大阪 13:44 15:46 17:11 18:01 18:21 1/3,4 

新宮･紀伊勝浦･太地･古座･串本 

周参見･白浜･紀伊田辺･南部 

御坊･湯浅･藤並･箕島･海南 

和歌山･日根野･天王寺･新大阪 

※ パノラマ型グリーン車で運転します。 

○臨時快速「ハローキティ 和歌山号」
 ハローキティと和歌山の魅力をコラボした観光列車で、ハローキティファンや小さいお子様、女性のお客様に大変
好評いただいております。12 月 14 日までの運転です。まだまだ間に合いますので、是非ともご利用してください。 

列車名 運転区間 始発 終着 運転日 停車駅 

ハローキティ 

和歌山２号 
新 宮～串 本 

9:59 10:54 

12/6,7,13,14 新宮･那智･紀伊勝浦･太地･古座･串本 

ハローキティ 

和歌山４号 
13:10 14:04 

ハローキティ 

和歌山１号 
串 本～新 宮 

11:20 12:15 

ハローキティ 

和歌山３号 
14:32 15:37 

※ 全車指定席のため、ご利用には乗車券のほかに別途座席指定券（おとな 520 円、こども 260 円）が必要です。 

 

●特急臨時停車（「みなべ・田辺」地域は世界農業遺産候補に選出されています！）
「南高梅」で有名な南部梅林の梅開花時期に合わせ、くろしお 3 号が南部駅に臨時停車します。 

列車名 運転区間 京 都発 新大阪発 天王寺発 和歌山発 南 部着 施行日 

くろしお ３号 京 都～新 宮  8:36  9:03  9:22 10:06 11:06 2/7,8,11,14,15,21,22,28 （3/1 もあり） 

なご   やわ   

和歌山支社 

※ その他詳細については別紙参照。 



別紙 
◆臨時快速「ハローキティ 和歌山号」とは！？ 

 皆様に愛され続け、11 月 1 日で 40 周年を迎えるハローキティ。そんなハローキティと和歌山の魅力がコラ
ボし、観光列車となって登場です！「自己充電型バッテリー車両」と呼ばれる、環境にやさしいエコな車両で運
転します。大海原を展望したり、山の中を走ったり等、大自然を満喫しながらご乗車いただけます。12 月 14
日までの土日祝日に運転します。是非とも「ハローキティ 和歌山号」を体験しにお越しください！ 

＜「ハローキティ 和歌山号」と特急「くろしお」の乗り継ぎ例＞ 

※特急「くろしお」の着発時刻は、休日ダイヤによる時刻です。 

※新大阪方面行きの特急「くろしお」は、時刻変更により白浜駅到着時刻が異なる場合があります。 

くろしお１号 

白
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(07:33 発) 

くろしお９号 

ハローキティ 和歌山１号 

ハローキティ 和歌山３号 

(07:59 発) (08:53 発) (10:12 発) (11:02 着) 

(11:20 発) (11:54 着) (12:15 着) 

(11:00 発) (11:17 発) (12:00 発) (13:17 発) (14:11 着) 

(1４:32 発) (15:16 着) (15:37 着) 

写真．ハローキティ 和歌山号の外装（左）と内装（右）。※実際には現地にハローキティ実物はいません。 

ハローキティ和歌山１号 

ハローキティ和歌山３号 

〔行き（新大阪方面→新宮方面）〕 

くろしお２８号 

くろしお１８号 

ハローキティ 和歌山 2 号 

ハローキティ 和歌山４号 

(13:28 発) (13:10 発) 

(18:50 着) (18:31 着) (17:45 着) (16:18 着) (15:21 発) 

(14:50 着) (14:34 着) (13:48 着) (12:18 着) (11:19 発) 

(10:18 発) (09:59 発) 

ハローキティ和歌山 2 号 

ハローキティ和歌山４号 

(10:54 着) 

(14:04 着) 

〔行き（新大阪方面→新宮方面）〕 

〔帰り（新大阪方面←新宮方面）〕 

〔帰り（新大阪方面←新宮方面）〕 
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