
2021 年 1月 30 日(土)ダイヤ改正の概要 

 

＜平日＞ 

○最終バスの繰り上げ 

  【13 系統】南海和歌山市駅 ⇔(城北橋経由)和歌浦口系統 

    南海和歌山市駅 23 時 14 分発を運休 

  ※最終バスは南海和歌山市駅 22時 49 分発になります 

  【25 系統】JR和歌山駅 ⇔(公園前経由)和歌浦口系統 

    JR 和歌山駅 22 時 58 分発、23時 27 分発を運休 

  ※最終バスは JR和歌山駅 22時 42 分発になります 

    和歌浦口 22 時 16 分発、22 時 56 分発を運休 

  【20 系統】海南駅前 ⇔JR 和歌山駅系統 

    海南駅前 21 時 20 発を運休 

 

 ○運休の継続 

  【79 系統】JR和歌山駅 ⇔和歌山大学(直行バス) 

    JR 和歌山駅 ８時 43分発、10時７分発 

    和歌山大学 16 時 40 分発 

 

＜土曜日＞ 

○全便の運休 

  【122 系統】JR和歌山駅 ⇔(公園前経由)マリーナシティ系統 

 

 ○最終バスの繰り上げ 

【13 系統】南海和歌山市駅 ⇔(城北橋経由)和歌浦口系統 

    南海和歌山市駅 22 時 54 分発、23時 14 分発を運休 

     ※最終バスは南海和歌山市駅 22時 28 分発になります 

 

○最終バスの繰り上げ、その他の減便並びに時刻変更 

  【25 系統】JR和歌山駅 ⇔ (公園前経由)和歌浦口系統 

    JR 和歌山駅 22 時 59 分発を運休 

     ※最終バスは JR和歌山駅 22時 39 分発になります 

    また、122 系統(JR 和歌山駅⇔公園前経由・マリーナシティ系統)の運休に伴い、JR和歌 

山駅～和歌浦口間の運転間隔を調整するための時刻変更と一部を減便 

 

 ○減便並びに時刻変更 

  【272 系統】JR和歌山駅 ⇔(和歌山大学経由)和歌山大学前駅系統 

  終日に渡り、減便並びに運転間隔調整のため時刻変更 

【273 系統】JR 和歌山駅 ⇔(南海和歌山市駅・次郎丸・和歌山大学経由)和歌山大学前

駅系統 



  272 系統の減便等に伴い、運転間隔の調整のため時刻変更 

 

＜日曜日・祝日＞ 

○全便の運休 

【122 系統】JR 和歌山駅 ⇔(公園前経由)マリーナシティ系統 

【44 系統】南海和歌山市駅 ⇔(JR 和歌山駅・紀三井寺駅経由)医大病院系統 

【６系統】和歌浦口 ⇔海南駅前系統 

【47 系統】海南駅前 ⇔マリーナシティ系統 

【83 系統】南海和歌山市駅 ⇔(近大附属和歌山校経由)川永団地系統 

【60 系統】南海和歌山市駅 ⇔(和歌山運輸支局経由)JR 和歌山駅系統 

【273 系統】JR 和歌山駅 ⇔(南海和歌山市駅・次郎丸・和歌山大学経由)和歌山大学前

駅系統 

 【370 系統】南海和歌山市駅 ⇔(延時経由)ふじと台系統 

 

 ○減便並びに時刻変更(始発バスの繰り下げ、最終バスの繰り上げを含む) 

  【０系統】南海和歌山市駅 ⇔(本町二丁目経由)JR 和歌山駅系統 

  44 系統の運休に伴い、運転間隔の調整のため、時刻変更します 

    ※南海和歌山市駅から本町二丁目を経由して JR和歌山駅に行く最終バスは「55系統 南海和 

    歌山市駅 20時０分発 JR和歌山駅・雄松町三丁目経由和歌浦口行き」になります 

【40 系統】南海和歌山市駅 ⇔(JR 和歌山駅経由)海南駅前系統 

  南海和歌山市駅７時 30 分発を運休 

【42 系統】南海和歌山市駅 ⇔(JR 和歌山駅経由)マリーナシティ系統 

    南海和歌山市駅 19時 30 分発(最終バス)を運休 

  【52 系統】南海和歌山市駅 ⇔(JR 和歌山駅経由)医大病院系統 

    医大病院６時 58 分発(始発バス)、７時 44分発を運休 

  【55 系統】南海和歌山市駅 ⇔(JR 和歌山駅・雄松町三丁目経由)和歌浦口系統 

    南海和歌山市駅 21時 10 分発を運休並びに時刻変更 

  【13 系統】南海和歌山市駅発 ⇔(城北橋経由)和歌浦口系統 

    南海和歌山市駅 19時 38 分と 21 時 58 分以降の４便を運休 

    ※最終バスは南海和歌山市駅 21時 28 分発になります 

    和歌浦口５時 32 分発(始発バス)、21 時 31 分発(最終バス)を運休 

    ※始発バスは和歌浦口 5時 58分発、最終バスは 20時 31 分発になります 

【17 系統】南海和歌山市駅 ⇔(和歌浦口経由)海南駅前系統 

  南海和歌山市駅７時１分発、８時１分発、20 時 58 分発を運休 

    海南駅前６時 40 分発を運休(和歌浦口から南海和歌山市駅方面は、同停留所６時 58分 

発を運行して補完します) 

  【20 系統】JR和歌山駅 ⇔(和歌浦口経由)海南駅前系統 

海南駅前 20 時 59 分発を運休 

  【24 系統】JR和歌山駅 ⇔新和歌浦系統 

    新和歌浦７時 44 分発(始発バス)を運休 



  【25 系統】JR和歌山駅 ⇔(公園前経由)和歌浦口系統 

    JR 和歌山駅 21 時 58 分発以降の４便を含む減便並びに時刻変更 

    ※最終バスは JR和歌山駅 21 時 46 分発になります 

    和歌浦口 21時０分、21 時 35 分発(最終バス)を含む減便並びに時刻変更 

    ※最終バスは和歌浦口 20時 52 分発になります 

  【30 系統】南海和歌山市駅 ⇔(雑賀崎経由)JR 和歌山駅 

    JR 和歌山駅８時６分発(始発バス)を運休 

  【35 系統】南海和歌山市駅 ⇔(西浜経由)新和歌浦 

    南海和歌山市駅 20時 30 分発(最終バス)を運休 

    新和歌浦７時５分、８時６分発を運休 

  【160 系統】南海和歌山市駅 ⇔(和歌山運輸支局・和歌山港経由)JR 和歌山駅系統 

    JR 和歌山駅７時 58 分発を運休 

  【161 系統】JR和歌山駅 ⇔和歌山港系統 

    JR 和歌山駅 21 時 05 分発を運休 

    和歌山港 21時 25 分発を運休 

  【172 系統】JR和歌山駅 ⇔(和歌山大学経由)ふじと台系統 

    JR 和歌山駅 21 時 22 分発(最終バス)を含む計６便を運休 

    ふじと台 10時 38 分発など計５便を運休 

  【272 系統】JR和歌山駅 ⇔(和歌山大学経由)和歌山大学前駅系統 

  終日に渡り、減便並びに運転間隔調整のため時刻変更 

【372 系統】JR 和歌山駅 ⇔ふじと台系統 

    ふじと台７時 10 分発を運休 

  【84 系統】南海和歌山市駅 ⇔川永団地系統 

    南海和歌山市駅 10時 35 分発、13時 35 分発、16 時 37 発を運休 

          同 12 時 10 分発を 12時０分発に時刻変更 

    川永団地 7時 20 分発、14 時 27 分発、17時 27 分発を運休 

          同 11 時 27 分発を 12時 55 分発に時刻変更 

  【86 系統】JR和歌山駅 ⇔(ブラクリ丁経由)鳴滝団地系統 

    JR 和歌山駅発、鳴滝団地発とも現行９便を４便に減便したうえで時刻変更 

  【88 系統】南海和歌山市駅 ⇔(鳴滝団地経由)JR 和歌山駅系統 

    南海和歌山市駅６時 58分発(始発バス)、20 時 30 分発(最終バス)を含む計８便を 

運休 

    JR 和歌山駅６時 56 分発(始発バス)、21 時 20 分発(最終バス)を含む計８便を運 

   休 

  【89 系統】和歌山大学前駅 ⇔(栄谷経由)鳴滝団地系統 

    和歌山大学前駅発、鳴滝団地発とも現行７便を２便に減便 

  【90 系統】JR和歌山駅東口 ⇔紀伊風土記の丘系統 

    JR 和歌山駅東口 19 時０分発を運休、18時０分発を 17 時 35 分発に時刻変更 

    紀伊風土記の丘 18時 30 分発(最終バス)を運休 

  【94 系統】紀伊風土記の丘 ⇔(JR 和歌山駅東口)南海和歌山市駅系統 



    紀伊風土記の丘 19時 20 分発を 18時０分発に変更 

 

以上 


