
 

 

 

 

 

 

 

  

現在、旅行会社でのみ発売を行っている「WEST EXPRESS 銀河（紀南コース）」について、一部列車を
ＪＲ西日本ネット予約サービス「e5489」等で販売を行うことを決定しましたのでお知らせします。 
 
１．対象列車（発着時刻・発売区間︓別紙１） 

   WEST EXPRESS 銀河（紀南コース） 
    2023年運行分 

運行日 運行区間（夜行） 運行日 運行区間（昼行） 

2/13(月)－14(火) 京都→新宮 2/15(水) 新宮→京都 

2/24(金)－25(土) 京都→新宮 2/26(日) 新宮→京都 

3/ 3 (金)－ 4(土) 京都→新宮 3/ 5 (日) 新宮→京都 
 
２．販売方法 

ＪＲ西日本ネット予約サービス「e5489」 
※全国のみどりの窓口，みどりの券売機プラス（オペレーターによる発売）等でも購入が可能です。 
※各運行日の 1 か月前の 10時から発売いたします。 
※e5489 では、きっぷ発売開始日のさらに７日前の 5時 30分から「事前申込サービス」を 
ご利用いただけます。（ファーストシート、クシェット、リクライニングをご利用の場合） 

※みどりの券売機では、特定の区間を除き購入いただけません。 
 
   WEST EXPRESS 銀河 料金/購入ページ 
     ＵＲＬ︓https://www.jr-odekake.net/railroad/westexginga/reservation/ 
 
３．オプションサービス・おもてなしのご案内（別紙２） 
    銀河の乗車中にお食事いただく特製銀河弁当は、WEB またはスマートフォン用アプリ「tabiwa by 

WESTER」で予約受付をおこないます︕ 
 
※ 新型コロナウイルス感染症の今後の状況などにより、変更になる場合があります。 
 
 
 
 

今回ご案内の取り組みは、SDGsの 17のゴールのうち特に 17番に貢献するものと考えています。 
 
 
 

        

「WEST EXPRESS 銀河（紀南コース）」の e5489 等での発売について 

2022年 12月 27日 

「WEST EXPRESS 銀河」に関する情報はホームページでもご覧いただけます。
https://www.jr-odekake.net/railroad/westexginga/ 



［別紙1］発着時刻・発売区間

京都新大阪

天王寺

日根野
和歌山
海南

白浜
周参見

串本 古座
太地
紀伊勝浦
新宮

■夜行（新宮行き）

■昼行（京都行き）

着時刻 発時刻 着時刻 発時刻

新宮 - 9:50 - 9:50

紀伊勝浦 10:15 10:20 10:15 10:40

太地 10:30 10:49 10:47 10:49

古座 11:12 11:16 11:12 11:36

串本 11:24 11:46 11:44 11:46

周参見 12:45 14:00 12:45 14:00

着時刻 発時刻

白浜 14:36 14:48

紀伊田辺 15:01 15:25

海南 17:35 18:13

和歌山 18:27 18:38

2/15 時刻2/26,3/5 時刻

購入可能な発着駅には、以下の制限があります。
発駅：京都・新大阪
着駅：串本、紀伊勝浦、新宮

※（）は休日ダイヤ

着時刻 発時刻

京都 - 21:15

新大阪 22:10 22:16

天王寺 22:33 22:35

日根野 23:14 23:17

着時刻 発時刻

日根野 19:35
(19:28)

19:37
(19:31)

天王寺 20:02
(20:03)

20:04
(20:05)

新大阪 20:20 20:22

京都 20:53 -

※紀伊勝浦-串本駅間は出発日により発着時刻が異なります

紀伊田辺

着時刻 発時刻

和歌山 23:42 1:00

串本 6:04 8:00

紀伊勝浦 9:05 9:10

新宮 9:37 -

購入可能な発着駅には、以下の制限があります。
発駅：新宮・紀伊勝浦・太地・古座・串本・周参見・白浜・紀伊田辺・海南・和歌山
着駅：白浜・紀伊田辺・海南・和歌山・日根野・天王寺・新大阪・京都



〔別紙2〕 夜行列車(京都→新宮)の主なオプションサービス・おもてなし

和歌山駅 ２３：４２着／１：００発

【夜食】「麺屋 ひしお」の和歌山中華そば

〇予約不要、現地払い（920円）
和歌山の「中華そば」銀河のお客様専用で貸切の
延長営業にてお越しをお待ちしております。停車時間
に中に店舗路へご訪問ください。
和歌山駅から徒歩約３分

串本駅 ６:０４着／８：００発

【朝食】「空海」漁師の朝ごはん
〇「tabiwa by WESTER」で申込（1,000円）
本州最南端の町串本の沖で獲れた鯛を使った鯛めしをご用
意しました。海をテーマにした朝食です。早朝の串本駅コンコー
スにてお渡します。

〇予約不要、無料
新宮市観光協会登録ガイドが、新宮駅を出発して熊野速玉大社をご案内。片道約１㌔の道中でも熊野新宮の歴
史文化をご案内致します。予約不要で当日参加可能です！到着後改札口で観光協会スタッフまでご申告ください。

【ツアー】熊野速玉大社ガイドツアー新宮駅 ９：３７着

※Android、Google PlayおよびGoogle PlayロゴはGoogle LLCの商標です。※Apple、Appleのロゴは、米国及びその他の国々で登録されたApple Inc.の商標です。App Storeは米国及びその他の国々で登録されたApple Inc.のサービスマークです。iPhone商標

は、アイホン株式会社のライセンスに基づき使用されています。iOS商標は、米国Ciscoのライセンスに基づき使用されています。※QRコードは(株)デンソーウェーブの登録商標です。

WEBサイト「tabiwa by WESTER」ご利用方法
「tabiwa by WESTER」は、スマートフォン用アプリに加え、WEBサイトでも利用可能です。

〇アプリ
Androidをご利用の場合は「Google Play」、iPhoneをご利用の場合は
「App Store」で「tabiwa by WESTER」を検索し、ダウンロードしてください。
※動作推奨環境：Android 6.0以上、iOS 11.0以上

スマホで申込
み

発売は、ご利用日の
1か月前の10時から

ご旅行中のお食事や観光コンテンツについては、以下の方法でお申込みいただけます。

※ご注文の手仕舞い日は3日前です。



〔別紙2〕 昼行列車(新宮→京都)の主なオプションサービス・おもてなし

新宮駅 ９：５０発車前

新宮、紀伊勝浦、太地、古座、串本、周参見、
紀伊田辺、海南の各駅で銀河の停車に合わせ、
地域ならではの商品を取り揃えた物販販売や食
のふるまい、お見送りをおこないます。
※曜日により、各駅でのおもてなし内容が一部変更となります。

各停車駅

周参見駅 １２：４５着／１４：００発

費用：600円 事前予約制。人数制限あり
※手ぬぐいは無くなり次第終了。
※当日でも、空きがあれば入浴可能。
前日21時までに直接電話で申込み
（サンセットすさみ 0739-85-2277）

〇電話申込
周参見駅より徒歩7分
の「サンセットすさみ」にて
日帰り入浴をお楽しみい
ただけます。ご入浴のお
客様に、「銀河×すさみ
温泉」オリジナル手ぬぐい
をプレゼント！

和歌山駅 １8：２７着／１８：３８発

熊野牛のすきやきをメインに、調理長自慢の熊野産鮎
甘露煮や、地元柚子風味のタルタルソース等、特製弁当。

ホテルの味をわっぱ弁当に詰込みました。洋食ならではの
味付けで、銀河をイメージした太刀魚がアクセント。

【夕食】紀州味づくし みくまの弁当【昼食】熊野の幸満彩弁当

〇旅行会社商品で実施している、おもてなしは以下のとおり変更となります。
夜行列車の串本駅での橋杭岩下車観光ツアーは実施いたしません。昼行列車の昼食弁当の受け渡しは、新宮駅発車前のみとなります。
「紀南×銀河パスポート」 「重ね捺しスタンプラリー台紙」は、※各観光協会で配布します。パスポート引換時は切符をご提示ください。 ※新宮市、北山村、那智勝浦町、太地町、串本町、古座川町、すさみ町

「tabiwa by WESTER」ご利用方法
「tabiwa by WESTER」は、スマートフォン用アプリに加え、WEBサイトでも利用可能です。

〇アプリ
Androidをご利用の場合は「Google Play」、iPhoneをご利用の場合は
「App Store」で「tabiwa by WESTER」を検索し、ダウンロードしてください。
※動作推奨環境：Android 6.0以上、iOS 11.0以上

スマホで申込み

WEBサイト

「tabiwa by 
WESTER」で申込
（各1,500円）

※Android、Google PlayおよびGoogle PlayロゴはGoogle LLCの商標です。※Apple、Appleのロゴは、米国及びその他の国々で登録されたApple Inc.の商標です。App Storeは米国及びその他の国々で登録されたApple Inc.のサービスマークです。iPhone商標

は、アイホン株式会社のライセンスに基づき使用されています。iOS商標は、米国Ciscoのライセンスに基づき使用されています。※QRコードは(株)デンソーウェーブの登録商標です。

ご旅行中のお食事や観光コンテンツについては、以下の方法でお申込みいただけます。

発売は、ご利用日の
1か月前の10時から

※ご注文の手仕舞い日は3日前です。


