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西日本旅客鉄道株式会社

「パンダくろしお『サステナブル Smile トレイン』」の運行を開始します
和歌山県のテーマパーク「アドベンチャーワールド」と JR 西日本が共同で開発した新たな
ラッピング列車「パンダくろしお『サステナブル Smile トレイン』」の運行を 2020 年
７月 23 日(木・祝)に開始します。新たなラッピングデザインは「SDGs（持続可能な開発目標）」
をテーマとし、人々が出会い、笑顔が生まれ、多様性と持続性あふれる安全・安心で豊かな未来に
貢献したいという両社の思いを表現しています。
なお、特急「くろしお」号のラッピング列車、
「パンダくろしお」は、すでに２編成運行している
「パンダくろしお『Smile アドベンチャートレイン』」とあわせ、全部で 3 編成での運行となりま
す。
１．新ラッピング列車概要
（１）ラッピング列車愛称名
「パンダくろしお『サステナブル Smile トレイン』
」
（２）車両デザインイメージ

詳細は別紙 1 参照

正面：サステナブル Smile を次の世代へ贈り継ぐ
象徴としてジャイアントパンダの親子をデザイン

【ラッピングイメージ】

側面：SDGs の 6 つのゴール(目標)をテーマに人と動物と
自然が豊かに暮らす世界観をデザイン
（３）運行期間
2020 年 7 月 23 日(木・祝)～2023 年冬頃（予定）
（４）使用車両
287 系１編成(６両編成)

※グリーン席、女性専用席には装飾はありません。

（５）運行区間・運行列車
・東海道本線「京都駅」～紀勢本線「新宮駅」(新大阪・天王寺・和歌山経由)
※日によって運行列車・区間は異なります。
・運転初日の 7 月 23 日(木・祝)は、くろしお 3,6,25,26 号で運転します。
・毎日運転の「パンダくろしお」
（くろしお 3,6,25,26 号）は、「パンダくろしお『Smile
アドベンチャートレイン』
」、
「パンダくろしお『サステナブル Smile トレイン』」いずれかの
車両で運転します。
・
「パンダくろしお『Smile アドベンチャートレイン』
」、
「パンダくろしお『サステナブル
Smile トレイン』
」それぞれの運行予定は運行前日に Twitter にてお知らせします。
※運行予定は急きょ変更になることがあります。

２．
「パンダくろしお」のこれまで
JR 西日本が 2017 年で発足 30 周年、和歌山・アドベンチャーワールドが 2018 年で
開園 40 周年を迎えることを契機に、2017 年 8 月 5 日から、「パンダくろしお『Smile アド
ベンチャートレイン』
」の運行を開始しました。2019 年 12 月 26 日に同じラッピング編成
を 1 編成追加し、2020 年 3 月 16 日からは、くろしお 3,6,25,26 号は毎日「パンダくろし
お『Smile アドベンチャートレイン』」で運転しています。
３．運行情報
・運行スケジュールについては、前日に Twitter にてお知らせします。
Twitter アカウント：パンダくろしお運行スケジュール【公式】
ID：JRpandakuroshio
URL: https://twitter.com/JRpandakuroshio
・パンダくろしおの詳細は、おでかけネット、特設ページでお知らせしています。
URL:https://www.jr-odekake.net/railroad/kuroshio/pandakuroshio/
※「パンダくろしお『サステナブル Smile トレイン』
」ページは、7 月 23 日までに公開します！

4．運行期間について
2017 年 8 月に運行を開始した「パンダくろしお『Smile アドベンチャートレイン』
」の運行
期間を延長します。

親子になっています

3 編成の運行期間についてはそれぞれ下記の通りとなります。
「パンダくろしお『Smile アドベンチャートレイン』」（２編成）
・2017 年 8 月 5 日～2023 年冬頃（予定）
・2019 年 12 月 26 日～2022 年冬頃（予定）
「パンダくろしお『サステナブル Smile トレイン』
」
・2020 年 7 月 23 日～2023 年冬頃（予定）

パンダくろしお
パンダくろしお
「Smile アドベンチャートレイン」「サステナブル Smile トレイン」

５．運行開始日（7 月 23 日(木・祝)）について
くろしお 3 号の新大阪駅、天王寺駅出発時、及び白浜駅到着時には駅係員のお見送り、お出
迎えを予定しています。詳細は別紙１参照。

×
JR 西日本グループは、私たちの「企業理念」
、そのビジョンである「JR 西日本グループ中期経営計画
2022」の実現を通じて、社会へ提供する価値を高め、SDGs の目標達成に貢献してまいります。

ラッピングデザイン

別紙１

（１）コンセプト
「SDGs（持続可能な開発目標）たったひとつの地球 人、動物、自然が共存する世界」
パンダくろしおに関わるすべての人、ご乗車いただくお客様、走行する地域の皆様とのパートナーシ
ップを築き、サスティナビリティ（＝持続可能性）に取り組むことで、人、動物、自然、すべての生
命の Smile（＝しあわせ）が溢れ、循環する豊かな社会を目指します。そして、だれもが輝く、多様
性と持続性に満ちた豊かな地球の創造に貢献し、100 年先の未来に贈り継ぎます。
（２）デザイン
正面にはサステナブル Smile を次の世代に贈り継ぐ象徴としてジャイアントパンダの親子を、各車
両には、それぞれ、SDGs の 17 のゴール（目標）のうちの 6 つをテーマに人と動物と自然が豊かに
暮らす世界をデザイン。車両をつなぐリボンは、世界をつなぐパートナーシップであり、また世代を
つなぐバトンを表現しています。テーマに合わせたカラーに変化することで、SDGs のそれぞれの目
標に取り組むことがすべて繋がり、作用しあって豊かな社会を実現することを意味しています。

■車両前頭部 ラッピング（イメージ）

■車体・車内扉 ラッピング（イメージ）
１号車

ジャイアントパンダも人も健
康で安心して暮らせる世界を
実現し、親から子へ贈り継いで
いくデザイン

２号車

ジェンダー平等、女性・女児が平
等に権利を持つ社会をテーマに
ライオンやキリンのオス・メスを
描き、性別に関係なくそれぞれが
輝く社会をデザイン

３号車

クリーンなエネルギーによ っ
て、子供たち、動物たちが Smile
あふれる豊かな世界が実現して
いるデザイン

４号車

人も動物も多様性にあふれ持続
可能な社会で格差なく、だれ一
人、何一つ取り残さない社会を
実現したデザイン

５号車

海の豊かさをテーマに美しい海
でイルカやホッキョクグマが生
き生きと暮らし、人間と共存する
デザイン

６号車

これからもジャイアントパン
ダが生き生きと暮らす社会に
貢献することをイメージした
デザイン

■車内（イメージ）

■オリジナル座席ヘッドカバー（イメージ）

運行開始日（7 月 23 日(木・祝)）のイベント ※急遽内容が変更になる場合があります。
くろしお 3 号出発、到着時に合わせて各駅で実施致します。
【新大阪駅】
・コンコースでの和歌山観光ブースの設置 （ポスター、パンフレット、大型モニター、ビーチパラソル）
・駅係員のお見送り（パンダくろしおの旗、横断幕を使用し、距離をとってお見送り）
【天王寺駅】
・駅係員のお見送り（パンダくろしおの旗、横断幕を使用し、距離をとってお見送り）
【白浜駅】
・コンコースでのアドベンチャーワールドの映像放映
・駅係員のお出迎え（パンダくろしおの旗、横断幕を使用し、距離をとってお出迎え）
・和歌山観光 PR シンボルキャラクター「わかぱん」のお出迎え

