２０２２年４月２６日
南海電気鉄道株式会社

特急「HYDE サザン」と「めでたいでんしゃ かしら」を並べた撮影会は初めて

ファンから愛された特急「ＨＹＤＥ サザン」の運行終了イベント開催！
～HYDE 氏本人からの“感謝のビデオメッセージ”を放映～

南海電気鉄道株式会社（社長：遠北 光彦）では、和歌山市出身の
アーティスト HYDE 氏とコラボレーションした特急「HYDE サザン」を、
２０１９年１２月２３日から期間限定で運行していましたが、２０２２年５
月３１日（火）の難波駅１５時４０分発住ノ江車庫行き（回送）をもって
運行を終了いたします。
今まで特急「HYDE サザン」をご愛顧いただきました感謝の気持ちを
込めて、以下の運行終了イベントを開催します。
詳細は別紙をご参照ください。

日程
①

②

③

イベント名

内容

（１）５月１６日（月）～

運行終了に伴う HYDE 氏本人の

（１）なんばガレリアツインビジョンで放映

（２）５月２８日（土）

ビデオメッセージを放映

（２）②③のイベント時に放映

５月２８日（土）

５月２８日（土）

「HYDE サザン乗車と HYDE サザ
ン×かしらの撮影会ツアー」

「HYDE サザン×かしらの撮影会」

（受注期間）
④

４月２７日（水）～

難波駅から和歌山市駅まで「HYDE サザン」（４両）に
乗車し、和歌山市車庫内で「HYDE サザン」と「かし
ら」を並べた撮影会を開催
和歌山市車庫内で「HYDE サザン」と「かしら」を並べ
た撮影会を開催
運行終了を記念した「HYDE サザン鉄道コレクション」

「HYDE サザン鉄道コレクション」

を受注販売

６月３０日（木）

⑤

５月３１日（火）

「ありがとう HYDE サザン！感謝の
気持ちを込めてお見送り」

最後の運行となる難波駅１５時４０分発住ノ江車庫行
き（回送）の「HYDE サザン」を、事前募集したファンが
お見送り
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別 紙
① 運行終了に伴う HYDE 氏本人のビデオメッセージを放映
特急「HYDE サザン」を愛してくれた「ファン」のために感謝の意を込めた HYDE 氏本人のビデオメッセージを
放映します。
１．なんばガレリアツインビジョンでの放映
５月１６日（月）から当面の間 ※５時～２４時まで（随時放映）
※状況により放映できないことがございますので、あらかじめご了承ください
２．以下②③のイベント開催時での放映
５月２８日（土） ※イベントに関しては以下をご覧ください。

② 「HYDE サザン乗車と HYDE サザン×かしらの撮影会ツアー」
難波駅から和歌山市駅まで特急「HYDE サザ
ン」（４両）に乗車し、和歌山市車庫内で特急「HYDE
サザン」と「めでたいでんしゃ かしら」を並べた撮
影会を開催します。なお、特急「HYDE サザン」と
「めでたいでんしゃ かしら」を並べた撮影会は初め
てです。
４号車のサイン

【開 催 日】
【行

２０２２年５月２８日（土）

程】
時間

場所

１０：００

難波駅２F 中央改札口
難波駅発車

１０：３０

（９番のりば）
和歌山市駅到着

１１：４７

（５番のりば）

内容
・難波駅２F 中央改札口集合、受付
・「HYDE サザン」で難波駅から和歌山市駅まで乗車
※放送装置を活用した車内での HYDE 氏の楽曲鑑賞、HYDE
氏サイン席で記念撮影
・和歌山市車庫へ徒歩で移動
※当社スタッフが和歌山市車庫まで案内
・「HYDE サザン」と「かしら」を並べて車内・車外の撮影会を開催
・運行終了に伴う HYDE 氏本人のビデオメッセージを放映

１２：１０～１３：２０

和歌山市車庫内

・「HYDE サザン」の車内で引き続き、HYDE 氏の楽曲鑑賞、HYDE
氏サイン席で記念撮影
※自由撮影・自由解散

１３：２０

【料

金】

終了

大人 ４，５００円（税込）

小人 ３，５００円（税込）

【募集人数】

募集型企画旅行９４人（1号車18人、2号車30人、3号車32人、4号車14人） ※最少催行人員２０人

【募集方法】

ぶらりたび専用サイトによる受付 http://www.nankai.co.jp/odekake/burari.html
※２０２２年５月１０日（火）１０：００から５月１６日(月)１７：００まで
※応募は１組４人まで、応募人数が多い場合は募集期間終了後に抽選
※募集期間終了後、参加者にメールでお知らせします
※特急「HYDE サザン」の号車・座席は選べません

【お問い合わせ先】

ぶらりたび専用ダイヤル TEL：０６－６６４４－７５３３（平日１０時～１７時）※土休日除く

【主

南海電気鉄道株式会社（大阪府知事登録旅行業第２－２４６２号）

催】
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③ 「HYDE サザン×かしらの撮影会」
和歌山市車庫内で、特急「HYDE サザン」と「めでたいでんしゃ かしら」を初めて並べた撮影会を開催します。
【開 催 日】 ２０２２年５月２８日（土）
【行
程】 （前半・後半）
時間
場所
（前半）１３：３０
和歌山市車庫
（後半）１４：５０

内容
・集合、受付
・「HYDE サザン」と「かしら」を並べて車内・車外の撮影会を
開催

（前半）１３：３０～１４：４０
（後半）１４：５０～１６：００

和歌山市車庫

・運行終了に伴う HYDE 氏本人のビデオメッセージを放映

・「HYDE サザン」の車内で、HYDE 氏の楽曲鑑賞、HYDE 氏サイ
ン席で記念撮影
※自由撮影、自由解散

【料
金】
【募集人員】
【募集方法】

【お問い合わせ先】
【主
催】

大人、小人ともに１人 ２，０００円（税込）
撮影会２００人（前半100人、後半100人） ※最少催行人員５０人
ぶらりたび専用サイトによる受付 http://www.nankai.co.jp/odekake/burari.html
※２０２２年５月１０日（火）１０：００から５月１６日(月)１７：００まで
※応募は１組４人まで、先着順
※申込受付完了後、参加者にメールでお知らせします。（満員になった場合は申込できません）
ぶらりたび専用ダイヤル TEL：０６－６６４４－７５３３（平日１０時～１７時）※土休日除く
南海電気鉄道株式会社（大阪府知事登録旅行業第２－２４６２号）

④ 「HYDE サザン鉄道コレクション」の受注販売
運行終了を記念した「HYDE サザン鉄道コレクション」を受注販売します。
【名
称】
【内
容】
【料
金】
【発売方法】

「HYDE サザン鉄道コレクション」
HYDE サザン４両１セットにして特別パッケージで発売
１セット１２，０００円（税込み１３，２００円、送料別途必要）
南海電鉄「HYDE サザン特設ページ内受注サイト」で発売
http://www.nankai.co.jp/traffic/info/hyde_train.html
※２０２２年４月２７日（水）～６月３０日（木）の期間で受注し、
受注数確定後に制作を開始し、同年１０月頃の発送を予定

パッケージデザイン（イメージ）

⑤ 「ありがとう HYDE サザン！感謝の気持ちを込めてお見送りイベント」
最後の運行となる２０２２年５月３１日（火）の難波駅１５時４０分発住ノ江車庫行き（回送）特急「HYDE サザン」
のお見送りイベントとして、難波駅ホームに事前募集したファンが集結。列車の発車に合わせフラッグを振り、
お見送りします。
※本イベントの参加方法は、後日ホームページなどでお知らせします。
※運行状況により特急「HYDE サザン」の最終運行時刻は変更になる場合があります。
お客さまのお問い合わせ先
南海テレホンセンター ＴＥＬ：０６－６６４３－１００５（８時３０分～１８時３０分）※年始を除く
南海グループでは、ＳＤＧｓへの取組みを強化しており、関連する
ニュースリリースに「ＳＤＧｓの目標アイコン」を明示しています。
今回ご案内の取組みは、１７番に繋がるものです。
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【ご参考】

20th Anniversary Concert 映像作品
2022 年 7 月 27 日（水）発売決定！
2021 年…HYDE ソロ活動 20 周年となるアニバーサリーイヤー！
オーケストラを率いた全国ツアー「20th Orchestra Tour HYDE ROENTGEN 2021」のパシフィコ横浜公演
オーケストラに加え雅楽奏者を迎えた幻想的な「20th Orchestra Concert 2021 HYDE HEIANJINGU」
記念すべき年に開催された「20th Anniversary Concert」 2 公演の映像化が決定！！
ソロ 20 周年を記念したオーケストラコンサートの一連を『HYDE 20th Anniversary ROENTGEN Concert 2021
Complete Box』と題してまとめた【完全数量限定・豪華 BOX 盤 （棺桶型 BOX 仕様）】 が発売される。
BOXの形状は、1月にキューンミュージック（Ki/oon Music）より発売された『HYDE COMPLETE BOX 20012003』と全く同じ棺桶型（色：シャンパンゴールド）。
2つの作品を並べて飾りつける楽しみもあり、ファンとしては絶対に買い逃せない作品。
※ライヴ映像のみ収録した【通常盤（Blu-ray＆DVD）】 も同時発売。
HYDE 20th Anniversary ROENTGEN Concert 2021 Complete Box
【完全数量限定・豪華 BOX 盤】 品番：UIXV-90028 価格：22,000（税込)
HYDE 20th Anniversary ROENTGEN Concert 2021
【通常盤】 品番：UIXV-10022/3 価格：12,100 円（税込)

以 上
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