
 

 

                         

２０１９年１０月２３日 
南海電気鉄道株式会社 

 

 

 
 
 

南海電気鉄道株式会社(社長：遠北 光彦、以下「南海電鉄」)では、高野山と高野山麓エリア（橋

本駅～極楽橋駅）への来訪者層の拡大と回遊性向上を目指して、参詣道歩きの拠点として整備する

ため、九度山駅におにぎりスタンド「くど」、高野下駅に駅舎ホテル「NIPPONIA HOTEL 高野山 参

詣鉄道 Operated by KIRINJI」を２０１９年１１月２日（土）に開業させます。 

両施設の開業にあたり、オープニングセレモニーを開催いたしますのでお知らせします。 

 

１．オープニングセレモニー（開業記念式典）について 

(1)日  時 ２０１９年１１月２日（土）１２：００～１２：３０ 

(2)会  場 九度山駅前(住所：和歌山県伊都郡九度山町大字九度山１２３番地２） 

(3)出 席 者 南海電鉄 常務執行役員 経営政策室長  浦地 紅陽 (うらじ こうよう) 

            上席執行役員 鉄道営業本部長 梶谷 知志 (かじたに さとし) 

            上席執行役員 都市創造本部長 西山 哲弘 (にしやま てつひろ) 

      ＜来賓＞ 

九度山町長           岡本 章  （おかもと あきら）様 

和歌山県 伊都振興局長      山本 和秀 (やまもと かずひで) 様 

株式会社ＮＯＴＥ  代表取締役 藤原 岳史 （ふじわら たけし）様 

株式会社海南社   代表取締役 半田 雅義 （はんだ まさよし）様 

株式会社キリンジ  代表取締役 天川 洋介 （あまかわ ようすけ）様 

(4)内  容 

・主催者挨拶 常務執行役員 経営政策室長   浦地 紅陽 (うらじ こうよう) 

・来賓ご祝辞  九度山町長           岡本 章  （おかもと あきら）様 

  ・紀州九度山真田鉄砲隊による祝砲、出席者によるテープカット 

(5)備  考 

  ・駅前に車の駐車スペースはありません。 

  ・両施設の開業時刻は以下のとおりです。 

    おにぎりスタンド １２:３０（オープニングセレモニー終了後すぐ） 

    駅舎ホテル    １５:００（開業日に宿泊される方のチェックイン開始時刻） 
 

 

 

 

九度山駅 おにぎりスタンド「くど」 

高野下駅 駅舎ホテル「NIPPONIA HOTEL 高野山 参詣鉄道 Operated by KIRINJI」 

１１月２日(土)１２時から、オープニングセレモニーを開催！ 



２．九度山駅 おにぎりスタンド「くど」について 

①名  称 くど  ※「おくどさん」(京ことばで「かまど」)と「九度山」を組み合わせて命名 

②開 業 日 ２０１９年１１月２日（土） 

③所 在 地 和歌山県伊都郡九度山町大字九度山１２３番地２ 

④店舗面積 約１４６㎡ 

⑤営業時間 ６時３０分～１８時  ※１２月以降変更可能性あり 

⑥定 休 日 月曜日   ※１１月４日は除く、１２月以降変更可能性あり 

⑦席  数 ３７席（改札内２２席、改札外１５席） 

⑧運営会社 株式会社海南社 
 

(1)「くど」で販売する商品（季節や仕入れ状況により販売内容を変更します。） 

「くど」では、飲食の提供だけでなく、物販も行います。 

※おにぎり定期サービス(仮称)は、２０２０年春ごろから実施する予定です。 

①飲 食 

＜フード(一例)＞ ※１個あたりの価格を記載 

 商品名 価格（税別） 

おにぎり 

塩むすび 150 円 

醤油山椒むすび 150 円 

加太ひじきむすび 200 円 

めはりむすび 250 円 

まぐろ漬けむすび 時価 

炭酸饅頭 200 円 

       

 

＜ドリンク＞ ※お酒はグラスなどに注いで提供 

 商品名 価格（税別） 

お酒 
地酒（平和酒造）紀土 純米 あがらの酒 600 円 

ビール（平和酒造）平和クラフト各種 600 円 

ソフトドリンク 
甘酒（小） 150 円 

和歌山県産の 100%フルーツジュース 500 円 

 

 

 

 

 

 

 
甘酒 地酒 

塩むすび 醤油山椒むすび 炭酸饅頭 

ビール 



②物 販 

・本のセレクトショップ「BOOkS+kotobanoie」(兵庫県川西市)が、「くど」のためにセレ

クトした本や雑誌 

・和紙専門店「紙舗 直」(東京都文京区)が販売する手漉き紙の雑貨（葉書、ノートなど） 

・和歌山県の陶芸家が作る汽車土瓶（南海電鉄の２代目社章をデザインに使用） 

                  
 

３．高野下駅 駅舎ホテル「NIPPONIA HOTEL 高野山 参詣鉄道 Operated by KIRINJI」について 

①名   称 NIPPONIA HOTEL 高野山 参詣鉄道 Operated by KIRINJI 

     (ニッポニアホテル 高野山 参詣鉄道 オペレーテッド バイ キリンジ) 

②所 在 地 和歌山県伊都郡九度山町大字椎出８番地１ 

③駅舎総面積 約１６５㎡ 

④客 室 数 ２室(高野：４４．９２㎡、天空：１７．４３㎡)  

⑤収 容 人 数 高野：４人、天空：２人 

⑥開 業 日 ２０１９年１１月２日（土） 

        ※高野のみが開業。天空は１１月中開業予定。 

⑦宿 泊 料 金 高野：32,000 円～（1 室料金）、天空：18,000 円～（1 室料金） 

※朝食・夕食なし 

※時季によって変動するため、客室あたりの最低宿泊料金を記載 

  ⑧予 約 方 法 運営会社ＷＥＢサイトからご予約ください。 

          ＵＲＬ：https://the-exp.jp/region/koyashita 

   ⑨運 営 会 社 株式会社キリンジ 
 
【参考】山のスタンプラリーアプリ「ヤマスタ」とのコラボキャンペーンについて 

山歩きを楽しむ方に両施設を利用していただき、高野山への参詣道歩きの良さを味わっ
ていただくため、株式会社山と溪谷社（代表取締役社長：川崎深雪）の山のスタンプラリ
ーアプリ「ヤマスタ」とコラボしたキャンペーンを実施します。 

・おにぎりスタンド「くど」とのコラボキャンペーン 
(1)実施期間  ２０１９年１１月２日（土）～２０２０年９月８日（火） 
(2)内  容  キャンペーン実施期間中に「くど」で 500 円（税別）以上購入していただき、対象３コース 

のうちいずれかのスタンプラリーを登録した「ヤマスタ」アプリの「参加中イベント」画面 
を提示していただくと、特典を進呈します。 

(3)対象コース 「高野山町石道」コース、「高野山黒河道」コース、「高野山京大坂道」コース 
(4)特  典   甘酒（小）１杯プレゼント 

・駅舎ホテル「NIPPONIA HOTEL 高野山 参詣鉄道 Operated by KIRINJI」とのコラボキャンペーン 
(1)実施期間  ２０１９年１１月２日（土）～２０２０年３月１日（日） 
(2)内  容  対象４コースのうちいずれかの「マスター」または「ハーフマスター」になり、「トロフィ

ー」を獲得したうえで、キャンペーン実施期間中に運営会社公式 LINE＠アカウント"the 
EXP"(ＵＲＬ：https://line.me/R/ti/p/@389dfliu)にトロフィーのキャプチャ画面を送付い
ただいた方全員に、特典を進呈します。 

(3)対象コース 「高野山町石道」コース、「高野山黒河道」コース、「高野山京大坂道」コース、 
「金剛山・岩湧山」コース 

(4)特   典  宿泊クーポンコード（5,000 円オフ）プレゼント 

汽車土瓶 手漉き紙の雑貨（葉書・ノート） 


