
 

「海洋堂ウルトラマンフィギュア展」と連携したラッピング列車を運行します！ 

 

 

２０２１年５月２０日 

高知県予土線利用促進対策協議会 

株 式 会 社 海 洋 堂 

四国旅客鉄道株式会社 

 

 

 

 高知県予土線利用促進対策協議会、株式会社海洋堂及びＪＲ四国では、２０２１年７月２２日から海

洋堂ホビー館四万十にて開催される「海洋堂ウルトラマンフィギュア展」に合わせ、フィギュア展のＰ

Ｒに加え、予土線の利用促進を図ることを目的として、「海洋堂ウルトラマンフィギュア展」と連携した

ラッピング列車（愛称：「海洋堂ホビートレイン『ウルトラトレイン号』」）を以下のとおり運行しますの

でお知らせいたします。 

 

 

 

１ 運行期間 

  ２０２１年７月２２日から２０２２年５月頃まで 

  ※新型コロナウイルスの感染状況により、運行開始日を変更する可能性があります。 

 

 

２ 車 両 

  キハ３２形式気動車１両 

 

 

３ デザイン 

  ※別紙１参照 

 

 

４ 運行区間 

予土線窪川～宇和島駅間 

なお、本ラッピング列車運行期間中、「海洋堂ホビートレイン『かっぱうようよ号』」の運行区間が

変更となります。（※運行区間：予讃線松山～宇和島駅間、予土線宇和島～窪川駅間） 

 

 

５ 運行時刻 

運行列車及び主な駅の時刻は以下のとおりです。 

※検査や車両運用上の都合により、変更となる場合があります。 

  ◆下り便（窪川～宇和島） 

 窪川発 土佐大正発 江川崎発 松丸発 近永発 宇和島着 

４８１５Ｄ － － － － 9:00 9:39 

４８２７Ｄ 17:40 18:09 19:07 19:30 19:40 20:15 

※４８１５Ｄ：土曜・休日は一般車での運行となります。 

    ◆上り便（宇和島～窪川） 

 宇和島発 近永発 松丸発 江川崎発 土佐大正発 窪川着 

４８１２Ｄ 7:25 8:01(着) － － － － 

４８１６Ｄ 12:18 12:52 13:02 13:27 13:56 14:23 

４８３０Ｄ 21:21 21:59(着) － － － － 

  ※４８１２Ｄ：土曜・休日は一般車での運行となります。 

 

 



６ その他 

 ・運行開始に合わせ、出発式を実施する予定です。詳細については、決まり次第お知らせします。 

 ・具体的な運行計画については、別途、ＪＲ四国ホームページにてお知らせします。 

 ・「海洋堂ホビートレイン『かっぱうようよ号』」の運行計画は別紙２を参照ください。 

 ・本施策は、「四国における鉄道ネットワークのあり方に関する懇談会Ⅱ」中間整理に基づく、県別会 

議「高知県鉄道ネットワークあり方懇談会」で検討された利用促進策の一つになります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

（参考：海洋堂ウルトラマンフィギュア展について） 

 ・名 称：海洋堂ホビー館四万十 10周年×ウルトラマン 55 周年記念特別展 

      海洋堂ウルトラマンフィギュア展 

 ・会 期：２０２１年７月２２日～２０２２年５月３０日 

 ・場 所：海洋堂ホビー館四万十（高知県高岡郡四万十町打井川 1458-1） 

 ・入館料：一般（高校生以上）800 円 

      小中学生 400 円  ※未就学児は無料 

 ・趣 旨：海洋堂ホビー館四万十開館 10周年を記念し、放送開始 55 周年を迎えるウルトラマンをテ

ーマにした企画展を開催致します。 

      ウルトラマンは海洋堂がフィギュアメーカーとなった 1980 年代から休むことなく作り続

けているシリーズのひとつです。 

      その海洋堂の貴重な歴代フィギュア作品の展示とともに初代ウルトラマンを中心とした

ウルトラマンの歴史をジオラマなどで表現します。 

 

 ※詳しくは海洋堂ホビー館四万十のホームページをご覧ください。 

  （https://ksmv.jp/hobbykan/） 

 



別紙１「海洋堂ホビートレイン『ウルトラトレイン号』」ラッピングデザイン（イメージ）

ⓒ円谷プロ



発駅 発時刻 着駅

625D 松山 6:17 伊予大洲 予讃線（内子線経由）

916D 伊予大洲 7:57 松山 予讃線（愛ある伊予灘線経由）

923D 松山 17:55 八幡浜 予讃線（愛ある伊予灘線経由）

912D 八幡浜 5:42 松山 予讃線（愛ある伊予灘線経由）

925D 松山 18:55 八幡浜 予讃線（愛ある伊予灘線経由） ※土曜日は連結なし

622D 八幡浜 6:12 松山 予讃線（内子線経由） ※日曜日は連結なし

925D 松山 18:55 八幡浜 予讃線（愛ある伊予灘線経由）

622D 八幡浜 6:12 松山 予讃線（内子線経由）

667D 松山 22:49 八幡浜 予讃線（内子線経由）

620D 八幡浜 5:22 松山 予讃線（内子線経由）

627D 松山 7:28 伊予市 予讃線

624D 伊予市 8:00 松山 予讃線

915D 松山 9:52 八幡浜 予讃線（愛ある伊予灘線経由） ※915D列車は宇和島行

4644D 八幡浜 14:41 伊予市 予讃線（内子線経由）

4643D 伊予市 16:08 伊予大洲 予讃線（内子線経由）

4654D 伊予大洲 17:39 伊予市 予讃線（内子線経由）

4657D 伊予市 19:22 伊予大洲 予讃線（内子線経由）

4928D 伊予大洲 20:55 松山 予讃線（愛ある伊予灘線経由）

625D 松山 6:17 伊予大洲 予讃線（内子線経由）

916D 伊予大洲 7:57 松山 予讃線（愛ある伊予灘線経由）

4633D 松山 10:22 伊予大洲 予讃線（内子線経由）

4920D 伊予大洲 12:18 伊予市 予讃線（愛ある伊予灘線経由）

4637D 伊予市 13:35 八幡浜 予讃線（内子線経由）

4922D 八幡浜 15:15 松山 予讃線（愛ある伊予灘線経由）

653D 松山 17:32 伊予大洲 予讃線（内子線経由） ※653D列車は八幡浜行

4660D 伊予大洲 19:58 松山 予讃線（内子線経由）

4618D 伊予市 6:11 松山 予讃線

4913D 松山 6:55 伊予大洲 予讃線（愛ある伊予灘線経由）

4918D 伊予大洲 9:46 松山 予讃線（愛ある伊予灘線経由）

667D 松山 22:49 八幡浜 予讃線（内子線経由）

621D 八幡浜 6:15 宇和島 予讃線

4824D 宇和島 17:30 窪川 予土線

4813D 窪川 6:22 宇和島 予土線

4820D 宇和島 15:20 江川崎 予土線

4825D 江川崎 18:00 宇和島 予土線

828D 宇和島 20:20 江川崎 予土線 ※土曜日は連結なし

811D 江川崎 6:40 宇和島 予土線 ※日曜日は連結なし

4818D 宇和島 14:09 江川崎 予土線

4821D 江川崎 16:11 宇和島 予土線

4662D(注) 宇和島 19:20 八幡浜 予讃線 ※4662D列車は伊予市行

4664D 八幡浜 21:25 松山 予讃線（内子線経由）

パターン

※検査や車両運用上の都合により、変更となる場合があります。

※具体的な運行計画については、別途、JR四国ホームページにてお知らせします。

列車番号

（2021年7月22日以降）

運行線区

海洋堂ホビートレイン「かっぱうようよ号」運行計画表

 （注）4662D列車は後部１両回送のためかっぱうようよ号には乗車できません。
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