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2019 年 5 月 17 日 

2019 年度 夏の臨時「くろしお」号の運転について 
【2019 年 7 月 1 日（月）～2019 年 9 月 30 日（月）：92 日間】 

夏のご旅行・お盆の帰省は便利な特急「くろしお」で！！ 
 

 

  お盆や連休で混雑が予想される日に、白浜発着１２本、新宮発着４本の臨時「くろしお」号の運転を行

います。さらに、夏休みなどご利用の多い期間に、通常６両の「くろしお」号を９両に増やして運転しま

す。夏のご旅行･お盆の帰省には、特急「くろしお」号でゆったりと紀伊半島にお越しください！ 

 

 

 

金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 

8/9 8/10 8/11 8/12 8/13 8/14 8/15 8/16 8/17 8/18 

 

 

 

●夏期間における臨時「くろしお」号の運転 

■お盆や連休には臨時「くろしお」号を合計 16 本運転します。 

【新大阪・天王寺→白浜・新宮方面】＜９本＞ 

運転日 列車名 運転区間 新大阪発 天王寺発 和歌山発 白 浜着 新 宮着 停車駅 

7/13 くろしお 95 号 新大阪→新 宮 8:31 8:49 9:42 11:08 13:05 

新大阪･天王寺･日根野･和歌山 

海南･御坊･紀伊田辺･白浜･周参見 

串本･古座･太地･紀伊勝浦･新宮 

8/10 くろしお 95 号 新大阪→新 宮 8:31 8:49 9:42 11:08 13:05 

新大阪･天王寺･日根野･和歌山 

海南･御坊･紀伊田辺･白浜･周参見 

串本･古座･太地･紀伊勝浦･新宮 

8/11 くろしお 85 号 新大阪→白 浜 8:31 8:49 9:42 11:08 ― 
新大阪･天王寺･日根野･和歌山 

海南･御坊･紀伊田辺･白浜 

8/10,11 くろしお 87 号 新大阪→白 浜 10:45 11:02 11:47 13:15 ― 

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 

8/10,11 くろしお 91 号 新大阪→白 浜 1２:45 13:02 13:51 15:18 ― 

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 

9/14,21 くろしお 85 号 新大阪→白 浜 8:31 8:49 9:42 11:08 ― 
新大阪･天王寺･日根野･和歌山 

海南･御坊･紀伊田辺･白浜 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

和歌山支社 

本年のお盆期間の曜日配列    ＊本年のお盆期間は長期連休となりやすい曜日配列です。 



【新宮・白浜→天王寺・新大阪方面】＜７本＞ 

運転日 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 停車駅 

7/15 くろしお 94 号 新 宮→新大阪 14:00 15:48 17:17 18:03 18:20 

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 

8/16 くろしお 82 号 白 浜→新大阪 ― 14:50 16:16 17:02 17:20 
白浜･紀伊田辺･御坊･海南 

和歌山･天王寺･新大阪 

8/16 くろしお 94 号 新 宮→新大阪 14:00 15:48 17:17 18:02 18:20 

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 

8/17,18 くろしお 82 号 白 浜→新大阪 ― 14:50 16:16 17:03 17:20 
白浜･紀伊田辺･御坊･海南 

和歌山･天王寺･新大阪 

9/16,23 くろしお 84 号 白 浜→新大阪 ― 15:48 17:17 18:03 18:20 

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 

 

●「パンダくろしお『Ｓｍｉｌｅアドベンチャートレイン』」の運転 

上記の臨時列車のうち、以下の列車はラッピング列車「パンダくろしお『Ｓｍｉｌｅアドベンチャートレイン』」

を使用して運転いたします。夏のご旅行にぜひ「パンダくろしお」にご乗車ください。 

通常は定期の特急「くろしお」号として運行しており、前日の１８時頃に翌日の運行を公開しておりますが、今回

の臨時列車はあらかじめ指定席特急券をお買い求めいただくことができます。 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
        ※ 臨時列車の２号車・３号車は自由席です。                              
        ※ 列車遅延・自然災害・車両点検・その他の事情により、 
         予告なく変更する場合がありますので予めご了承下さい。 

 

 

 

 

 

 

 

運転日 列車名 運転区間 新大阪発 天王寺発 和歌山発 白 浜着 新 宮着 

7/13 くろしお 95 号 新大阪→新 宮 8:31 8:49 9:42 11:08 13:05 

9/14,21 くろしお 85 号 新大阪→白 浜 8:31 8:49 9:42 11:08 ― 

運転日 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 

7/15 くろしお 94 号 新 宮→新大阪 14:00 15:48 17:17 18:03 18:20 

8/17,18 くろしお 82 号 白 浜→新大阪 ― 14:50 16:16 17:03 17:20 

9/16,23 くろしお 84 号 白 浜→新大阪 ― 15:48 17:17 18:03 18:20 

パンダくろしお『Ｓｍｉｌｅアドベンチャートレイン』 



※各出発日１ヶ月前の午前10時から発売します。
J-WESTネット会員登録（無料）すると、ネットで事前申込ができます!
きっぷの発売開始日（乗車日1ヶ月前）のさらに 7日前 の5時30分から受付開始
※発売箇所：主な駅のみどりの窓口、主な旅行会社。
または便利なインターネット予約をご利用ください。

※座席はオリジナルヘッドカバーを設置していますが、
１号車のグリーン車および５号車の女性専用席は
通常のヘッドカバーとなります。
また、１号車のグリーン車の車内扉は非ラッピングとなります。

※急遽運行計画が変わる場合がありますので、あらかじめご了承ください。
※「パンダくろしお」に関する情報など詳しくは 検索JRおでかけネット くろしお

JR西日本和歌山支社

「くろしお指定席きっぷ」 ネット予約限定

特急「くろしお」の普通車指定席を利用できる
片道タイプのおトクなきっぷです。こどもは一律
1,000円（天王寺～和歌山間のみ750円）
で、ファミリーでのご旅行にピッタリです。

発売枚数限定

1ヶ月前から前日までに購入

2名様以上 変更不可

設定区間限定

検索トクトクきっぷ詳しくは、

運転日 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 停車駅

7/15 くろしお94号 新宮→新大阪 14:00 15:48 17:17 18:03 18:20
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

8/17,18 くろしお82号 白浜→新大阪 ー 14:50 16:16 17:03 17:20 白浜・紀伊田辺・御坊・海南
和歌山・天王寺・新大阪

9/16,23 くろしお84号 白浜→新大阪 ー 15:48 17:17 18:03 18:20
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

運転日 列車名 運転区間 新大阪発 天王寺発 和歌山発 白浜着 新宮着 停車駅

7/13 くろしお95号 新大阪→新宮 8:31 8:49 9:42 11:08 13:05
新大阪・天王寺・日根野・和歌山
海南・御坊・紀伊田辺・白浜
周参見・串本・古座・太地
紀伊勝浦・新宮

9/14,21 くろしお85号 新大阪→白浜 8:31 8:49 9:42 11:08 ー 新大阪・天王寺・日根野・和歌山
海南・御坊・紀伊田辺・白浜

◆【新大阪・天王寺→白浜・新宮方面】※主な停車駅の発着時刻

◆【新宮・白浜→天王寺・新大阪方面】※主な停車駅の発着時刻

×


