
 

 

 

高知横断特急 

「新型特急 2700 系で行く 土佐路東西 200 キロ走破！」ツアー開催について 

 

２０２１年１１月１２日 

四国旅客鉄道株式会社 

土佐くろしお鉄道株式会社 

 

 

 ＪＲ四国と土佐くろしお鉄道では、開催中の四国デスティネーションキャンペーン特別企画と

して、新型特急気動車 2700 系車両で土佐くろしお鉄道奈半利駅から宿毛駅までの高知県を東西に

横断する特別ツアーを開催しますのでお知らせいたします。太平洋の雄大な景色と「土佐流のお

もてなし」満載のツアーに是非ご参加ください。 

 

 

１ 出発日 

  2021 年 12 月 21 日（火）「高知横断特急 宿毛号」 奈半利駅発 宿毛駅行  

  2021 年 12 月 22 日（水）「高知横断特急 奈半利号」宿毛駅発 奈半利駅行  

 

 

２ 運転時刻（別紙参照） 

12 月 21 日 

列車名／停車駅 奈半利駅 中村駅 宿毛駅 

宿毛号 10:18 頃（発） 15:56 頃（着） 16:36 頃（着） 

12 月 22 日 

列車名／停車駅 宿毛駅 中村駅 奈半利駅 

奈半利号 10:08 頃（発） 10:44 頃（発） 16:28 頃（着） 

※時刻は変更となる場合がございます。 

 

 

３ ツアーの内容（別紙参照） 

(1) ツアー名 

   高知横断特急 ～新型特急 2700 系で行く 土佐路東西 200 キロ走破！～ 

(2) 運転区間 

土佐くろしお鉄道 奈半利駅 ～ 宿毛駅 （営業キロ 191.8 ㎞） 

(3) ツアーの概要 

 ① 日帰りコース 

     宿毛号又は奈半利号の片道乗車（グリーン席又は指定席）に四国各駅からの往復きっぷ

がセットになったコースです。宿毛号では「ザ クラウンパレス新阪急高知」、奈半利号



では「新ロイヤルホテル四万十」提供の地元食材にこだわった特製弁当をお召し上がり

いただきます。土佐和紙で作製した記念乗車証をご用意するほか、オプション（別途追

加料金）として前泊又は後泊の１泊２食付きプランもございます。※グリーン席利用又

は宿泊利用の場合は、特典として 2700 系オリジナルハンカチをプレゼントいたします。 

    ※旅行代金：グリーン席利用 20,000 円 指定席利用 17,000 円  

 ② 1 泊 2 日コース 

    ア 「高知横断特急宿毛号と世界ジオパークの室戸岬２日間」コースでは、室戸岬の特

異な地形や地質をガイドとともに見学するほか、人気スポット「むろと廃校水族館」

などを貸切バスで巡り、高知横断特急宿毛号（指定席）に乗車します。 

イ 「高知横断特急奈半利号と四万十川屋形船・足摺岬２日間」コースでは、「最後の清

流」とも称される四万十川を屋形船から堪能するほか、人気スポット「足摺海洋館

SATOUMI」などを貸切バスで巡り、高知横断特急奈半利号（指定席）に乗車します。 

※いずれのコースも特典として 2700 系オリジナルハンカチをプレゼントいたします。 

※グリーン席利用の設定はありません。 

※旅行代金：37,000 円（4名様 1室利用）～42,000 円（1名様 1室利用） 

(4) 発売方法 

  ①発売開始  

    2021 年 11 月 14 日（日）10:00～ 

  ②発売箇所 

    JR 四国 旅の予約センター（電話 087-825-1662）  

    ※営業時間／平日 10:00～18:00 土・休日 10:00～17:00  

     JR 四国のワープ支店、駅ワーププラザ、Web サイト「ＪＲ四国ツアー」でもお申し込

みいただけます。 

 

 

４ 沿線のおもてなし 

(1) 宿毛号（12 月 21 日） 

・奈半利駅：きんめにゃん、北川村カカシや地元の皆様のお見送り 

・安芸駅（18分程度停車）：ごめんなはり線キャラクターの踊りや地元の皆様の歓迎 

※併設の「安芸駅ぢばさん市場」で特産品などをお買い物いただけます。 

・夜須駅（8 分程度停車）：甲冑、香南市サイクリングチーム等、地元の皆様の歓迎やホー 

ムでのフルーツ等の販売と、発車後、サイクリストによるサイクリングロードからの歓迎 

並走（雨天中止） 

・後免駅：南国市観光大使「三山ひろし」等身大パネルと地元の皆様の歓迎 

・高知駅：入駅直前の庁舎屋上、ホーム、駅前広場で乗務員、駅員等の歓迎 

・須崎駅（24分程度停車）：「志国土佐 時代の夜明けのものがたり」でもおなじみの「明徳 

義塾中学・高等学校和太鼓部」の歓迎演奏 

・安和駅（10分程度停車）：集落活動センターあわの皆様の歓迎と物販 

・土佐久礼駅（17 分程度停車）：創業 240 年、西岡酒造のふるまい酒と、久礼おせっ隊（地 

元有志の皆様）の歓迎と物販 

・窪川駅（23 分程度停車）：老舗和菓子店「松鶴堂」の高知県横断特急特別和菓子販売（10



個限定）と地元の皆様の歓迎と物販 

・土佐佐賀駅（9 分程度停車）：黒潮町職員と地元の皆様の歓迎と特産品のふるまい 

・中村駅（16分程度停車）：沿線自治体職員及びご当地キャラクターの歓迎と物販、及び特 

産品のふるまい 

・宿毛駅：沿線自治体職員及びご当地キャラクターの歓迎と特産品のふるまい 

 

(2) 奈半利号（12月 22 日） 

・宿毛駅：沿線市町村職員及びご当地キャラクターの歓迎と特産品のふるまい 

・中村駅（11分程度停車）：沿線市町村職員及びご当地キャラクターの歓迎と物販、及び特 

産品のふるまい 

・土佐佐賀駅（16分程度停車）：黒潮町職員と地元の皆様の歓迎と特産品のふるまい 

・窪川駅（22 分程度停車）：老舗和菓子店「松鶴堂」の高知県横断特急特別和菓子販売（10 

個限定）と地元の皆様の歓迎と物販 

・土佐久礼駅（12 分程度停車）：創業 240 年、西岡酒造のふるまい酒と、久礼おせっ隊（地 

元有志の皆様）の歓迎と物販 

・安和駅（7 分程度停車）：集落活動センターあわの皆様の歓迎と物販 

・須崎駅（23分程度停車）：「志国土佐 時代の夜明けのものがたり」でもおなじみの「明徳 

義塾中学・高等学校和太鼓部」の歓迎演奏 

・佐川駅（14分程度停車）：さかわ観光協会のさかわの「地乳」のふるまいと物販 

・後免駅（7 分程度停車）：西島園芸団地と地元の皆様の歓迎と物販 

・のいち駅：香南市観光協会と地元の皆様による歓迎 

・夜須駅：到着前サイクリストによるサイクリングロードからの歓迎並走（雨天中止） 

・安芸駅（12分程度停車）：ごめんなはり線キャラクターの踊りや地元の皆様の歓迎 

・奈半利駅：きんめにゃん、北川村カカシや地元の皆様のお出迎え 

 

 

５ 新型コロナウイルス感染防止対策 

  ・列車では空調装置による換気をするほか、テーブル、肘掛け、座席取手、トイレ内つかみ

棒等のお客様が触れやすい部分の消毒を定期的に実施し、車内にアルコール消毒液を設置

します。  

  ・接客業務にあたる乗務員、係員は乗務前に検温を実施し、マスクを着用いたします。  

  ・お客様にはマスクのご着用をお願いいたします。また、発熱（37.5 度以上）や感染の疑い

がある場合には、旅行参加をご遠慮いただきます。 



別紙1 高知横断特急～新型特急2700系で行く　土佐路東西200キロ走破！～

9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

奈半利

宿毛

土佐佐賀

土佐久礼

窪川

後免

2021年12月21日　　　　宿毛号

安芸

夜須

中村

高知

伊野

佐川

須崎

安和

奈半利

後免

安芸

夜須

窪川

伊野

高知

中村

須崎

土佐久

安和

土佐佐

宿毛

10：18頃発

16：36頃着

【しまんと1号+普通列車】
高松 06：04発
奈半利 09：42着

【普通列車+あしずり16号】
宿毛 17：00発
高知 19：28着

安芸駅：ぢばさん市場

夜須駅：ヤ・シィパーク

須崎駅：明徳義塾中学・高等学校和太鼓部

安和駅：太平洋に臨む

後免駅：お出迎え

土佐久礼駅：創業240年！
西岡酒造によるふるまい酒

奈半利駅：きんめにゃん、カカシによるお見送り

中村・宿毛線：自然豊かな沿線の風景

若井駅（通過）：四万十川と沈下橋

土佐佐賀駅、中村駅、宿毛駅：おもてなし、物品販売

宿毛駅：東西200キロ走破！



別紙２ 高知横断特急～新型特急2700系で行く　土佐路東西200キロ走破！～

9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

奈半利

宿毛

土佐佐賀

土佐久礼

窪川

後免

2021年12月22日　　　　奈半利号

安芸

夜須

中村

高知

伊野

佐川

須崎

安和

安芸

奈半利

夜須

後免

高知

須崎

安和

窪川

伊野

佐川

土佐佐賀

宿毛

中村

土佐久礼

16：28頃着

10：08頃発 【普通列車】
窪川 06：52発
宿毛 08：28着

【普通列車】
奈半利 17：12発
高知 18：31着

【しまんと1号】
高松 06：04発
中村 10：04着

安芸駅：ぢばさん市場

安芸～奈半利駅：太平洋に沈む夕日

安和駅：太平洋に臨む

後免駅：お出迎え

佐川駅：「地乳」のふるまい、物販

夜須駅：ヤ・シィパーク

土佐久礼駅：創業240年！西岡酒造によるふるまい酒

須崎駅：明徳義塾中学・高等学校和太鼓部

若井駅（通過）：四万十川と沈下橋

奈半利駅：東西200キロ走破！



オプション

①Royal Hotel 土佐

最寄駅：土佐くろしお鉄道夜須駅 最寄駅：土佐くろしお鉄道中村駅

②リゾートホテル海辺の果樹園 ③新ロイヤルホテル四万十

～新型特急2700系で行く土佐路東西200 キロ走破！～ ～新型特急2700系で行く土佐路東西200 キロ走破！～ 

https://www.jr-eki.com/

2019年にデビューした新型特急気動車2700系が「高知横断特急」
として特別運行！全席コンセントを設置し、無料Wi-Fiも完備した充実の
車内空間でごゆっくりお過ごしいただけます。奈半利駅（土佐くろしお
鉄道）～宿毛駅（土佐くろしお鉄道）まで約２００km。雄大な太平洋や
仁淀川、四万十川などの絶景を臨みながら高知の海、山、川、里、まち
を６時間かけて駆け抜けます！途中の停車駅や沿線での地域の方 に々
よる心温まる「土佐流のおもてなし」もお愉しみください。 

<宿毛号（奈半利⇒中村・宿毛）乗車コース><宿毛号（奈半利⇒中村・宿毛）乗車コース>

<奈半利号（宿毛・中村⇒奈半利）乗車コース><奈半利号（宿毛・中村⇒奈半利）乗車コース>

2021年12月2１日（火）2021年12月2１日（火）

2021年12月22日（水）2021年12月22日（水）

前泊または後泊プラン（１泊夕・朝食付き）

※四国各駅からの集合・解散用往復きっぷが付きます。
※ＪＲ四国ジパング倶楽部会員様は1,500円引きとなります。

奈半利号お弁当（イメージ）
提供：新ロイヤルホテル四万十
奈半利号お弁当（イメージ）
提供：新ロイヤルホテル四万十

宿毛号お弁当（イメージ）
提供：ザクラウンパレス新阪急高知
宿毛号お弁当（イメージ）
提供：ザクラウンパレス新阪急高知

宿泊特典

（イメージ）

※掲載の写真およびイラストはすべてイメージです
★最寄り駅からの送迎あり！

※この商品は、高知県在住者限定『高知観光トク割キャンペーン』が適用可能なプランと
なります。詳しくは裏面にある説明をご覧ください。

※高知県在住者限定のキャンペーンです。お申し込み時及びツアー参加時に参加者全員の
住所が確認できる本人確認書類をご提示いただけますようお願いいたします。

　(県外在住の方は、本キャンペーン適用対象外となります。予めご了承ください。）
※お申し込み・お問い合わせはワープ高知支店（088-822-8130）まで。 

★高知県在住者限定！★

宿毛号・奈半利号それぞれの特製弁当をご用意しました！

高知観光トク割キャンペーン

割引後のお支払い実額

おもてなしクーポン

旅行代金
大人 こども

20,000円

5,000円

15,000円

2,000円

11,500円

5,000円

6,500円

2,000円

大人 こども
17,000円

5,000円

12,000円

2,000円

8,500円

4,250円

4,250円

2,000円

グリーン席利用 指定席利用
区分

高知県
在住者
限定

奈半利駅（10:18頃発）⇒⇒中村駅（15:56頃着）･宿毛駅（16:36頃着）

宿毛駅（10:08頃発）･中村駅（10:４４頃発）⇒⇒奈半利駅（16:28頃着）宿毛 中村駅 奈半利駅

沿線地域の方 に々よるおもてなし、車内販売、安芸駅ぢばさん市場などでのお買い物タイムがあります

宿毛号
１２月２１日（火）

奈半利号
１２月２２日（火）

行
程

２７００系の

刺繍入り！
２７００系の

刺繍入り！

（イメージ）（イメージ）

グリーン席利用特典
２７００系特急気動車
オリジナルハンカチ（黄）
２７００系特急気動車
オリジナルハンカチ（黄）

昼食

出
発
日

旅行代金[四国各駅発着（特急列車自由席利用）/お一人様]■

２７００系特急気動車
オリジナルハンカチ（赤）

高知横断特急
～新型特急2700系で行く土佐路東西200 キロ走破！～ ～新型特急2700系で行く土佐路東西200 キロ走破！～ ～新型特急2700系で行く土佐路東西200 キロ走破！～ ～新型特急2700系で行く土佐路東西200 キロ走破！～ ～新型特急2700系で行く土佐路東西200 キロ走破！～ ～新型特急2700系で行く土佐路東西200 キロ走破！～ ～新型特急2700系で行く土佐路東西200 キロ走破！～ ～新型特急2700系で行く土佐路東西200 キロ走破！～ ～新型特急2700系で行く土佐路東西200 キロ走破！～ ～新型特急2700系で行く土佐路東西200 キロ走破！～ ～新型特急2700系で行く土佐路東西200 キロ走破！～ ～新型特急2700系で行く土佐路東西200 キロ走破！～ 

<<<<<宿毛号（奈半利⇒中村・宿毛）乗車コース宿毛号（奈半利⇒中村・宿毛）乗車コース宿毛号（奈半利⇒中村・宿毛）乗車コース宿毛号（奈半利⇒中村・宿毛）乗車コース>>>>>>>
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グリーン席

指定席

２７００系
の

刺繍入り！
２７００系

の

刺繍入り！

土佐和紙の記念乗車証付！

高知県を横断する夢の特急列車が団体専用臨時列車「高知横断特急」として新登場！高知県を横断する夢の特急列車が団体専用臨時列車「高知横断特急」として新登場！

■宿泊日：１２月２０日（月）前泊・１２月２２日（水）後泊 ■宿泊日：１２月２１日（火）前泊・後泊

４～３名様１室 ２名様１室 １名様１室

RoyalHotel土佐

リゾートホテル海辺の果樹園

新ロイヤルホテル四万十

１０，０００円

１３，０００円

１２，０００円

１５，０００円

１８，０００円

１３，０００円

１１，０００円

１４，０００円

１３，０００円

①

②

③

宿泊

■追加代金[お一人様、（ ）はこども代金] 

※高知観光リカバリーキャンペーン適用で5,000円引きとなります。
　適用条件等、詳しくは係員にお問い合わせください。

※2名様1室・1名様1室はこどもの設定がありません

（7,000円）

（10,000円）

（9,000円）

■

■

最少催行人員／グリーン席 各８名様・ 指定席 各３５名様
添乗員／同行します　　食事条件／昼食１回（車内にて特製弁当をお楽しみください）■
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四国デスティネーションキャンペーン特別企画四国デスティネーションキャンペーン特別企画

指 定 席：HSKGBF148D
グリーン席：HSKGBF153D
指 定 席：HSKGBF148D
グリーン席：HSKGBF153D

指 定 席：HSKGBF149D
グリーン席：HSKGBF154D
指 定 席：HSKGBF149D
グリーン席：HSKGBF154D

四国デスティネーションキャンペーン特別企画四国デスティネーションキャンペーン特別企画四国デスティネーションキャンペーン特別企画四国デスティネーションキャンペーン特別企画四国デスティネーションキャンペーン特別企画四国デスティネーションキャンペーン特別企画四国デスティネーションキャンペーン特別企画四国デスティネーションキャンペーン特別企画四国デスティネーションキャンペーン特別企画四国デスティネーションキャンペーン特別企画四国デスティネーションキャンペーン特別企画四国デスティネーションキャンペーン特別企画四国デスティネーションキャンペーン特別企画四国デスティネーションキャンペーン特別企画四国デスティネーションキャンペーン特別企画四国デスティネーションキャンペーン特別企画四国デスティネーションキャンペーン特別企画四国デスティネーションキャンペーン特別企画四国デスティネーションキャンペーン特別企画四国デスティネーションキャンペーン特別企画四国デスティネーションキャンペーン特別企画四国デスティネーションキャンペーン特別企画四国デスティネーションキャンペーン特別企画四国デスティネーションキャンペーン特別企画四国デスティネーションキャンペーン特別企画四国デスティネーションキャンペーン特別企画四国デスティネーションキャンペーン特別企画四国デスティネーションキャンペーン特別企画四国デスティネーションキャンペーン特別企画四国デスティネーションキャンペーン特別企画四国デスティネーションキャンペーン特別企画四国デスティネーションキャンペーン特別企画四国デスティネーションキャンペーン特別企画四国デスティネーションキャンペーン特別企画四国デスティネーションキャンペーン特別企画四国デスティネーションキャンペーン特別企画四国デスティネーションキャンペーン特別企画四国デスティネーションキャンペーン特別企画四国デスティネーションキャンペーン特別企画四国デスティネーションキャンペーン特別企画四国デスティネーションキャンペーン特別企画四国デスティネーションキャンペーン特別企画四国デスティネーションキャンペーン特別企画四国デスティネーションキャンペーン特別企画四国デスティネーションキャンペーン特別企画四国デスティネーションキャンペーン特別企画四国デスティネーションキャンペーン特別企画四国デスティネーションキャンペーン特別企画四国デスティネーションキャンペーン特別企画四国デスティネーションキャンペーン特別企画四国デスティネーションキャンペーン特別企画四国デスティネーションキャンペーン特別企画四国デスティネーションキャンペーン特別企画四国デスティネーションキャンペーン特別企画四国デスティネーションキャンペーン特別企画
ＪＲ四国×土佐くろしお鉄道共同企画



8613224ー営商ー7849679

ご参加のお客様がパンフレットに明示した最少催行人員に満たない
場合､当社は旅行の催行を中止する場合があります｡
この場合､旅行開始日の前日から起算してさかのぼって１３日前（日帰
り旅行は３日目）にあたる日より前に連絡させていただき､お預かりし
ている旅行代金の全額をお返しします｡

旅行の催行について

お申し込み・お問い合わせは、ＪＲ四国旅の予約センター、ワープ支店、駅ワーププラザへどうそ

https://www.jr-eki.com/

電話でのお申込み

お問い合わせ・お申し込みは（受託取次）

JR・土佐くろしお鉄道 貸切バス ※高知横断特急は指定席利用となります。※交通事情・気象状況等及び運輸機関の運行状況などの影響により到着時刻及び行程が変更となる場合があります。

最少催行人員/２０名様
食事条件/朝１回・昼２回・夕１回
添乗員/同行します（高知駅～宿毛駅）
宿泊/ホテル明星
貸切バス会社/(有)宮地観光バス
特典/２７００系特急気動車オリジナルハンカチ（赤）

最少催行人員/２０名様
食事条件/朝１回・昼２回・夕１回
添乗員/同行します（高知駅～宿毛駅）
宿泊/ホテル明星
貸切バス会社/(有)宮地観光バス
特典/２７００系特急気動車オリジナルハンカチ（赤）

出発日

１２月２０日（月）

１泊２日
HSKGBF150D 

■
■
■
■
■
■

最少催行人員/２０名様
食事条件/朝１回・昼２回・夕１回
添乗員/同行します（中村駅～奈半利駅）
宿泊/ホテル海上館
貸切バス会社/高知西南交通（株）
特典/２７００系特急気動車オリジナルハンカチ（赤）

最少催行人員/２０名様
食事条件/朝１回・昼２回・夕１回
添乗員/同行します（中村駅～奈半利駅）
宿泊/ホテル海上館
貸切バス会社/高知西南交通（株）
特典/２７００系特急気動車オリジナルハンカチ（赤）

出発日

１２月２１日（火）
■
■
■
■
■
■

高知横断特急 宿毛号と
世界ジオパークの室戸岬２日間
高知横断特急 宿毛号と
世界ジオパークの室戸岬２日間

１
日
目

２
日
目

【集合】高知駅（11:40）=== Royal Hotel 土佐[昼食]===室戸岬［ガイド付
き散策］===むろと廃校水族館===ホテル明星[宿泊・夕食]（17:00 頃）

ホテル（8:30）===四国霊場第24番札所最御崎寺===道の駅キラメッセ
室戸[お買物]===奈半利駅（10:18頃）+++高知横断特急宿毛号（指定席）
[昼食（特製弁当）]+++【解散】中村駅（15:56頃）・宿毛駅（16:36頃）

◎行程表

１
日
目

２
日
目

【集合】中村駅（13:30）===四万十川遊覧船 屋形船なっとく[昼食（お弁当）]
===足摺海洋館SATOUMI===ホテル海上館[宿泊・夕食・温泉]（17:30頃）

ホテル（8:00）===足摺岬===宿毛駅（10:08頃）+++高知横断特急奈半利
号（指定席）[昼食（特製弁当）]+++【解散】奈半利駅（16:28頃）

◎行程表

高知横断特急 奈半利号と
四万十川屋形船・足摺岬２日間 
高知横断特急 奈半利号と
四万十川屋形船・足摺岬２日間 

むろと廃校水族館むろと廃校水族館 足摺岬足摺岬

ホ
テ
ル
明
星

ホ
テ
ル
海
上
館

宿
泊

宿
泊

大人 こども
37,000円

5,000円

32,000円

2,000円

27,000円

5,000円

22,000円

2,000円

大人 こども
38,000円

5,000円

33,000円

2,000円

27,000円

5,000円

22,000円

2,000円

大人 こども
39,000円

5,000円

34,000円

2,000円

27,000円

5,000円

22,000円

2,000円

大人 こども
42,000円

5,000円

37,000円

2,000円

－

－

－

－

4名様1室 ３名様1室 ２名様1室 1名様1室
区分

■ 旅行代金[四国各駅発着（特急列車自由席利用）/お一人様]

高知観光トク割キャンペーン

割引後のお支払い実額

おもてなしクーポン

旅行代金

高知県
在住者
限定

※この商品は、高知県在住者限定『高知観光
トク割キャンペーン』が適用可能なプランと
なります。
※本キャンペーンは、国の地域観光事業支援等を活用しています。
※高知県在住者限定のキャンペーンです。お申し込み時及びツアー参加時
に参加者全員の住所が確認できる本人確認書類（運転免許証など）をご
提示いただけますようお願いいたします。(県外在住の方は、本キャンペー
ン適用対象外となります。予めご了承ください。）
※本キャンペーンは予算に達し次第終了となります。
※新型コロナウイルスの感染状況により、事業休止となる場合があります。
※旅行契約成立の後、お客様の都合で取消される場合には、割引前の旅行
代金を基準として当社所定の料率で取消料をいただきます。
※お申し込み、お問い合わせはワープ高知支店（088-822-8130）まで。

★高知県在住者限定！★

★四国各駅からの集合・解散用往復きっぷが付きます。※JR四国ジパング倶楽部会員様は3,000円引きとなります。
※高知観光リカバリーキャンペーン適用で5,000円引きとなります。適用条件等、詳しくは係員までお問い合わせください。 

１泊２日
HSKGBF151D 

[昼食（特製弁当）]+++
+++高知横断特急宿毛号（指定席） +++高知横断特急奈半利

号（指定席）[昼食（特製弁当）]+++


