
 

 

 

  

平成２９年９月２７日 
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南海電鉄（社長：遠北 光彦）では、平成２６年１１月から、加太観光協会および磯の浦観光協

会と共同で、加太線沿線の魅力を発信するプロジェクト「加太さかな線プロジェクト」を進めてお

り、１０月７日（土）から水色の「めでたいでんしゃ」が仲間入りし、運行を開始します。 

運行開始初日には、和歌山市駅と加太駅で「運行開始お祝いセレモニー」を開催します。和歌山

市駅では「出発式」、加太駅では「出迎え式」を実施し、新しい仲間を歓迎します。 

さらに、加太線を自由に乗り降りできるフリー乗車券を使って沿線の飲食店を巡ると「めでたい

でんしゃ」特製の吊り革などが当たるスタンプラリー「めでたい！たべたい！めぐりたい！加太さ

かな線ｄｅめでたいバル」の実施や、オリジナルグッズの発売で、水色の「めでたいでんしゃ」の

仲間入りを盛り上げます。 

ぜひこの機会にピンク色と水色の「めでたいでんしゃ」の出会いに期待をふくらませて、加太さ

かな線へお越しください。 

詳細は別紙のとおりです。 

※水色の「めでたいでんしゃ」の詳細 

特設ホームページ URL：http://www.nankai.co.jp/kada/medetai/blue.html 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ピンク色と水色が出会う！ 

水色の「めでたいでんしゃ」運行開始セレモニー 

運行開始を記念して各種イベントも実施！ 

セレモニー当日はピンク色の 

「めでたいでんしゃ」と共演！ 



別 紙           運行開始お祝いセレモニーについて 

１．出発式 

（１）日  時 平成２９年１０月７日（土）９：４０～９：５５ 

（２）場  所 和歌山市駅３番線 

（３）内  容 関係者あいさつ、運転士への鯛型プレートの贈呈、テープカット、 

和歌山市駅長の出発合図、オリジナルフラッグでの見送り 

        ※９:３０からオリジナルフラッグを配布します。（先着２００人） 

 

２．出迎え式＆めでたいマルシェ 

（１）出迎え式 

  ア、日  時 平成２９年１０月７日（土）１０：００～１０：３０ 

イ、場  所 加太駅 

ウ、内  容 加太小学校による合唱、関係者あいさつ、 

和歌山県立和歌山工業高等学校への感謝状贈呈、 

オリジナルフラッグでの出迎えと見送り 

         ※９：３０からオリジナルフラッグを配布します。（先着５００人） 

（２）めでたいマルシェ 

ア、日  時 平成２９年１０月７日（土）１０:３０～１３:００ 

イ、場  所 加太駅２番線 

  ウ、内  容 ピンク色の「めでたいでんしゃ」を加太駅に停車させた車内で、地元名物や鉄 

道グッズなどを販売します。 

（３）その他 

ア、先着５００人に「めでたいのおすそわけ（鯛型クッキー）」をプレゼントします。 

  イ、当日は、ピンク色と水色の「めでたいでんしゃ」が加太駅で同時に停車します。 

【停車時間】１０：１９～１０：２７、１１：２１～１１：２７、１２：２０～１２：２７ 

 

 

「めでたい！たべたい！めぐりたい！加太さかな線ｄｅめでたいバル」について 

１．概  要  

加太線の１日フリー乗車券、スタンプラリーの台紙、「めでたいカード」がセットになった

「加太さかな線めでたいバルフリーチケット」を購入して参加する周遊型のキャンペーンです。 

期間中に、フリー乗車券を使って加太沿線のバル参加店舗を巡ると、オリジナルメニューの提

供や割引などの特典を受けられるほか、店舗に設置してあるスタンプを２つ集めて応募すると

「めでたいでんしゃ」特製の吊り革などの賞品が当たります。 

また「めでたいカード」に願いごとを書いて加太駅設置の「めでたいポスト」に投函すると、

淡嶋神社のご祈祷を受けることができます。 

 

２．実施期間 平成２９年１０月７日（土）～１１月３０日（木） 

 

 

 

 

 

 
スタンプ台紙

めでたいプレート



３．「加太さかな線めでたいバルフリーチケット」 

（１）セット内容 加太線１日フリー乗車券、スタンプラリー台紙、めでたいカード 

（２）有効区間 和歌山市駅～加太駅間を１日フリーで乗降可能 

（３）有効期間 平成２９年１０月７日（土）～１１月３０日（木）のお好きな１日 

（４）発売期間 平成２９年１０月７日（土）～１１月３０日（木） 

（５）発売場所 和歌山市駅、紀ノ川駅、加太線各駅（西ノ庄駅を除く） 

（６）発 売 額 大人７００円 小児３５０円 

 

 

 

４．内  容 

①「加太さかな線めでたいバルフリーチケット」を購入し、Ａエリア（加太駅周辺）とＢエリア

（和歌山市～磯ノ浦駅周辺）のバル参加店舗を巡り、両エリアのスタンプをそれぞれ１つず

つ集めて、加太駅設置の「めでたいポスト」にスタンプ台紙を投函すると、抽選で賞品が当

たります。 

② バル参加店舗でフリーチケットを呈示するとオリジナルメニューの提供や割引などの特典が

受けられます。 

③「めでたいカード」に願いごとを記入して「めでたいポスト」に投函すると、淡嶋神社に奉納 

し、ご祈祷します。 

   ※「めでたいポスト」の設置期間：平成２９年１０月７日（土）～１２月３日（日） 

 

５．賞 品 

特賞：「めでたいでんしゃ」オリジナルつり革（カニ型）１人 

  Ａ賞：加太で獲れた１本釣りの鯛１匹 ３人 

  Ｂ賞：ペア日帰り温泉・昼食プラン（休暇村紀州加太）２組 

  Ｃ賞：加太さかな線オリジナル前掛け １０人 

  Ｄ賞：「めでたいでんしゃ」オリジナルグッズ ５０人 

 

６．バル参加店舗（スタンプ設置店舗） 

加太沿線の３５店舗  

※詳細は別表をご参照ください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

めでたいカード 

「めでたいノート」の設置について 

水色の「めでたいでんしゃ」の運行にあわせて加太線の各駅にお客さまが自由に書き込める

「めでたいノート」を設置します。 

電車の待ち時間などを利用して「めでたいでんしゃ」にまつわる「めでたい」エピソードや

体験談を書き込んでください。書いた人だけでなく、読んだ人にもご利益のおすそわけがもら

える「めでたい」ノートです。 

◆設置開始日 平成２９年１０月７日（土） 

◆設 置 場 所 加太線各駅（西ノ庄駅を除く） 

１日フリー乗車券イメージ 



新オリジナルグッズの発売について 

１．発売開始日 平成２９年１０月７日（土） 

２．発売場所 加太駅、難波駅２階サービスセンター 

３．商  品 

  ①ガーゼタオル ７００円（税込）    ②めでたいさいふ 各７００円（税込） 

                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 運行開始前日の１０月６日（金）にも、水色の「めでたいでんしゃ」の仲間入りを盛り上げる各種イベ

ントを開催します。 

【１０月６日のスケジュール予定】 

 １２：４０～１５：００  お披露目会（加太駅） 

 １５：００～１５：３０  報道機関向けお披露目会（加太駅） 

 １５：３０～１６：１０  報道機関向け試乗会（加太駅→和歌山市駅） 

 

※お披露目会実施時に加太駅に到着する水色の「めでたいでんしゃ」には、沿線情報誌「NATTS」で事

前募集した招待者（約８０人）が乗車しています。 

※お披露目会では、淡嶋神社の宮司による祈祷終了後、１５：００までの間に限り、一般のお客さま

も見学可能となります。 

※当日はピンク色の「めでたいでんしゃ」も運行し、ピンク色と水色の「めでたいでんしゃ」が加太

駅で同時に停車します。 

【停車時間】１３：２０～１３：２８、１４：２０～１４：２８、１５：２０～１５：２８ 

       ※１５：２０～１５：２８について報道機関のみに公開している時間となります。 

≪ご参考≫１０月６日（金）開催のイベントについて

土・休日は、以下のとおりの時刻で、偶数月は水色、奇数月はピンク色の「めでたいでんしゃ」を運行し

ます（平日は定期運行ではありません）。 

【下り】和歌山市駅の発車時刻 

 ８：５１、９：５５、１０：５５、１１：５５、１６：１５、１７：１７、１８：２６ 

【上り】加太駅の発車時刻 

 ９：２４、１０：２７、１１：２７、１２：２７、１６：４３、１７：４６、１８：５６ 

≪ご参考≫「めでたいでんしゃ」の定期運行について



別 表 

「めでたい！たべたい！めぐりたい！加太さかな線ｄｅめでたいバル」参加店舗一覧 
  

※特典を受けるには必ず「加太さかな線めでたいフリーチケット」の呈示が必要です。 

※詳細は、１０月２日（月）から南海電鉄ホームページ「ゆるっと×ふわっと紀州加太」 

にも掲載します。URL http://www.nankai.co.jp/kada.html 

※店舗ごとの営業時間・定休日をあらかじめご確認のうえ、ご訪問ください。 

 

 Ａエリア（加太駅周辺） 

スタンプ

番号 
店舗名 特典内容 

1 和歌山加太温泉 加太海月 
バーベキューテラス利用時の呈示 

入浴料無料（大人、小人） 

2 魚市商店 うにくらげ 全サイズ５０円割引 

3 満幸商店 
注文時の呈示 オリジナルメニューの提供（平日） 

※前日までの予約でデザートサービス 

4 Kitchen daichan 加太産天然真鯛の和風パスタ 会計時の呈示で１００円割引

5 大阪屋ひいなの湯 
加太・鯛どんぶり 美肌餡かけ～和歌がえり～注文時の呈示

入浴料 900 円→500 円（大人のみ） 

6 活魚料理いなさ 天然真鯛ちらし寿司 注文時の呈示 蛸いなり１個サービス 

7 あぶりの湯 ペンションふじや 鯛ユッケ丼注文時の呈示 ところてんサービス 

8 活魚料理専門 あたらし屋 注文時の呈示 オリジナルメニュー提供（金・土・日・祝日） 

9 ゑびすや 注文時の呈示 オリジナルメニュー提供 

10 オジバキッチン 会計時の呈示 50 円割引※600 円以上の飲食 

11 小嶋一商店 会計時の呈示 よもぎ大福５個入り６００円→５５０円 

12 磯賀屋 きざみのりプレゼント※1,000 円以上の購入 

13 つぶらカフェ 会計時の呈示 ケーキセット ６００円→５００円 

14 淡島海苔 うめもみのりプレゼント※1,000 円以上のご購入 

15 休暇村 紀州加太 注文時の呈示 オリジナルメニュー提供 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Ｂエリア（和歌山市駅～磯ノ浦駅の各駅周辺） 

スタンプ

番号 
店舗名 特典内容 

16 カフェ楓荘 ホットケーキ 注文時の呈示 ソフトドリンク１杯サービス 

17 Gluck（グリュック） 食事注文時の呈示 ソフトドリンク１杯サービス 

18 中善商店 
会計時の呈示 

しらすの佃煮プレゼント※1,000 円以上の購入 

19 山利 会計時の呈示 しらす 800 円→700 円 

20 カネナカ商店 しらすのなかむら 
会計時の呈示 

ちりめんじゃこ小袋プレゼント※1,000 円以上購入 

21 たこ笑 注文時の呈示 たこやきを店内飲食で２個サービス 

22 桂円 注文時の呈示 食後のソフトドリンク１杯サービス 

23 丸竹中華そば店 会計時の呈示  中華そば ５５０円→５００円 

24 紀州甘辛屋 フリーチケットの呈示 無料試食 

25 カフェ古屋あぱーと 
カレー・ドリンクセット注文時の呈示 

プチケーキサービス 

26 
こだわりの やぐらラーメン 

（西ノ庄店） 
麺類注文時の呈示 チャーシュー3 枚サービス 

27 前田精肉店 特典商品１個サービス※500 円以上の購入 

28 Ｌａｐｉｎ（ラパン） パン１個サービス※500 円以上の購入 

29 逢憂都場庵 （アウトバアン） 食事注文時の呈示 卵１個サービス 

30 ＡＬＰＳ 定食（弁当箱）注文時の呈示 50 円割引 

31 たけのこ 食事注文時の呈示 ケーキ・ドリンクサービス 

32 ロアール２１ 
会計時の呈示 ミニマロンパイ２個サービス 

※500 円以上の購入 

33 まんてんや 注文時の呈示 オリジナルメニュー提供 

34 創作串焼き鉄板ダイニングＬＥＥＤＳ
注文時の呈示 

ドリンク１杯サービス※1,000 円以上の飲食 

35 酒の道場（花野酒店） 地酒のみくらべセット注文時の呈示 小鉢サービス 

 

 

以 上 

 

 


