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和歌山支社 

平成 2７年８月２１日

平成 27年度 秋の臨時列車運転について 
【平成 27年 10月 1日（木）～平成 27年 11月 30日（月）：61日間】 

秋の連休のご旅行は便利な特急「くろしお」で！！ 

  今年の秋の和歌山は、「紀の国わかやま大会」の開催に始まり、特急「くろしお」として長らくご愛顧

頂きました 381 系車両の運転終了、そして 289系車両の投入、また駅などに展示したアートを楽しみな

がら電車の旅ができる“紀の国トレイナート 2015”など、イベントが盛りだくさんです。 

特急「くろしお」は、ゆったり快適にご利用いただけるよう、ご利用の多い時間帯において臨時列車の運

転や、通常 6 両のところ 9 両に増やして運転します。 

魅力溢れる和歌山へ、便利な特急「くろしお」でのお越しをお待ちしております。 

○特急「くろしお」 

■10・11 月の 3 連休に合わせて、臨時列車を計３本運転します。

【新大阪・天王寺→白浜方面】  ＜１本＞ 

列車名 運転日 運転区間 新大阪発 天王寺発 和歌山発 白 浜着 停車駅 

くろしお 95 号 11/21 新大阪～白 浜 0８:32 08:49 09:41 11:04 
新大阪･天王寺･和歌山･海南 

御坊･紀伊田辺･白浜 

※ 新型車両（287 系）で運転します

【白浜→新大阪方面】 ＜２本＞ 

列車名 運転日 運転区間 白 浜発 和歌山着 天王寺着 新大阪着 停車駅 

くろしお 80 号 
10/12 

11/23 
白 浜～新大阪 13:47 15:17 16:03 16:20 

白浜･紀伊田辺･南部･御坊･ 

湯浅･藤並･箕島･海南･和歌山 

天王寺･新大阪 

※ 新型車両（287 系）で運転します

■「紀の国わかやま大会（10/24～26）」や 10・11 月の 3 連休などに合わせて、計 128 本の定期列
車を通常 6 両のところ 9 両に増やして運転します。

※詳しい内容については別紙を参照して下さい。 

■381 系車両の運転を終了します。

特急「くろしお」として長らくご愛顧頂きました 381 系車両の運転を終了します。それに伴い、ラストラ
ンのイベントを計画し、通常 6 両のところ 9両に増やして運転などを行う予定です。 

※詳細については、後日お知らせします。 
※10 月３０日、９両に増やして運転する列車は、くろしお３号･１３号･１４号･２５号･２８号･３４号です。 

写真．10 月 30 日で特急「くろしお」としての運転を終了する３８１系車両 



○紀の国トレイナート 2015 

列車とアートを融合させたイベント「紀の国トレイナート 2015」として、アーティストによってデザイン
した 105系車両が期間限定で運転します。 
また、駅などに展示された様々なアート作品やイベントを楽しめるよう、停車時間を長くダイヤ設定した臨

時快速「紀の国トレイナート号」を運転します。 

※ 乗車券のみでご利用いただけます。

列車名 運転日 運転区間 始発 終着 停車駅 

紀の国 

トレイナート号 

11/21 印 南～新 宮 09:51 14:56 

印南、岩代、南部、芳養、紀伊田辺、朝来、白浜、 

紀伊富田、椿、紀伊日置、周参見、見老津、和深、田並、

串本、紀伊姫、古座、紀伊浦神、太地、湯川、那智、新宮 

11/22 新 宮～白 浜 12:48 18:16 

新宮、三輪崎、紀伊佐野、湯川、太地、紀伊浦神、 

紀伊田原、古座、紀伊姫、串本、田並、和深、見老津、 

周参見、紀伊日置、紀伊富田、白浜 

11/23 

紀伊田辺～南部 10:20 10:29 紀伊田辺、芳養、南部 

南 部～新 宮 10:40 14:39 

南部、芳養、紀伊田辺、朝来、白浜、紀伊富田、椿、 

紀伊日置、周参見、見老津、和深、田並、串本、紀伊姫、

古座、紀伊浦神、太地、湯川、那智、三輪崎、新宮 

新宮～紀伊田辺 15:00 19:23 

新宮、三輪崎、紀伊佐野、湯川、太地、紀伊田原、古座、

紀伊姫、串本、田並、和深、江住、見老津、周参見、 

紀伊日置、紀伊富田、白浜、朝来、紀伊新庄、紀伊田辺 

写真．昨年のトレイナートの作品例（紀伊新庄駅） 



１０月 １１月 １０月 １１月

くろしお１号 新大阪～新宮 新大阪～白浜 2,10,11,15 - くろしお２号 和歌山～新大阪 和歌山～新大阪 2,10,11,15 -

くろしお３号 京都～新宮 京都～白浜 10,11,21,22,26,29,30,31 14,21,22,23 くろしお４号 海南～新大阪 海南～新大阪 10 21

くろしお５号 新大阪～白浜 新大阪～白浜 13,28,29,31 9 くろしお６号 白浜～新大阪 白浜～新大阪 13,28,29,31 9

くろしお７号 京都～白浜 京都～白浜 10 21 くろしお８号 白浜～京都 白浜～京都 14,23,27,28 1,4,12,21

くろしお９号 新大阪～新宮 新大阪～白浜 10,11 - くろしお１０号 新宮～新大阪 白浜～新大阪 10,11 -

くろしお１１号 新大阪～白浜 新大阪～白浜 27 - くろしお１２号 白浜～新大阪 白浜～新大阪 27 -

くろしお１３号 新大阪～新宮 新大阪～白浜 22,27,30 - くろしお１４号 新宮～新大阪 白浜～新大阪 22,27,30 -

くろしお１５号 新大阪～白浜 新大阪～白浜 12,22,27 3,20 くろしお１６号 白浜～新大阪 白浜～新大阪 12,22,27 3,20

くろしお１７号 新大阪～新宮 新大阪～白浜 22 23 くろしお１８号 新宮～新大阪 白浜～新大阪 22 23

くろしお１９号 新大阪～白浜 新大阪～白浜 13,22,31 11 くろしお２０号 白浜～新大阪 白浜～新大阪 13,22,31 11

くろしお２１号 新大阪～新宮 新大阪～白浜 2,10,15,16 - くろしお２２号 新宮～新大阪 白浜～新大阪 2,10,15,16 -

くろしお２３号 京都～白浜 京都～白浜 11,21,26 2,19 くろしお２４号 白浜～新大阪 白浜～新大阪 27 21

くろしお２５号 新大阪～新宮 新大阪～白浜 11,12,30 1,15,22,23 くろしお２６号 白浜～京都 白浜～京都 10 -

くろしお２７号 新大阪～白浜 新大阪～白浜 27 - くろしお２８号 新宮～新大阪 白浜～新大阪 11,12,30 1,15,22,23

くろしお２９号 新大阪～紀伊田辺 新大阪～紀伊田辺 26 8 くろしお３０号 新宮～京都 白浜～京都 10,11,12 -

くろしお３１号 新大阪～和歌山 新大阪～和歌山 10,11,12 - くろしお３２号 白浜～新大阪 白浜～新大阪 26 8

くろしお３４号 新宮～新大阪 白浜～新大阪 10,13,22,23,27,30 2,16,21,23,24

9両に増やして

運転する区間

9両に増やして運転する日
列車名 運転区間

9両に増やして

運転する区間

9両に増やして運転する日
列車名 運転区間

〈凡例〉 
9 両に増やして運転する列車の中で、『新型車両（287 系）で新宮まで運転する日を赤字』『新型車両と同タイプ（289 系）で運転する日を青字』として示しています。 

【京都・新大阪⇒和歌山・紀伊田辺・白浜・新宮方面】 【新宮・白浜・海南・和歌山⇒新大阪・京都方面】

※ダイヤ乱れ等の理由により、９両に増やして運転する列車が変更となる場合があります。
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