
 
平成 16 年 11 月 24 日 

 
南海電気鉄道株式会社 

 
 

南 海 グ ル ー プ 各 社 そ れ ぞ れ が 便 利 で お 得 な 

初詣関連乗車券を発売します 
 年末年始のお出かけや初詣には、南海グループ各社(南海電気鉄道・南海バス・  

阪堺電気軌道・和歌山バス)をぜひご利用下さい！ 

 
南海グループ各社（南海電気鉄道株式会社・南海バス株式会社・阪堺電気軌道株式会社・

和歌山バス株式会社）それぞれでは、年末年始のお出かけやお正月の初詣にピッタリの、
便利でお得な各種乗車券を発売いたします。お出かけの際は是非ご利用ください。 

 
※南海ｸﾞﾙｰﾌﾟ各社それぞれ独自の商品です。南海ｸﾞﾙｰﾌﾟ各社が１枚でご利用いただける乗車券ではございません。 

 
詳細は下記のとおりです。 

 
記 

 

１：南海電車が２日間乗り放題 

「初詣 Free Ticket 2005（フリーチケット 2005）」を発売します 
（１）名  称  初詣 Free Ticket 2005（フリーチケット 2005） 
（２）発売期間  平成 16 年 12 月 17 日(金)～平成 17 年１月 15 日(土) 
（３）有効期間  平成 16 年 12 月 31 日(金)～平成 17 年１月 16 日(日)まで 

のお好きな２日間 
（４）発 売 額  大人 2,000 円 小児 1,000 円 

（５）発売部数  大人 4,000 部 小児  400 部 
（６）発売場所  南海線・高野線の各駅窓口（一部の駅を除きます） 

（７）有効区間  南海電鉄の鉄道線および鋼索線 
          （ただし、貴志川線、泉北高速線は除きます） 

（８）使用方法  無記名方式で持参人お一人につき有効となります。ご利用の場合、
自動改札機に直接投入願います。なお、空港特急「ラピート」、特急
「こうや」「りんかん」をご利用の場合は特急券が、特急「サザン」
の座席指定車両をご利用の場合は座席指定券が、別途必要です。 

 
 
 
 
 



（９）「お年玉プレゼント」の実施について 
（応募方法は収納ケースに記載しています） 

 ①内 容 
   「初詣 Free Ticket 2005」の収納ケースについている応募ハガキに、住所・氏名

（ふりがな）・年齢・職業・電話番号のほか、アンケートにご回答のうえ、応募くだ
さい。 

   応募者の中から抽選で、素敵な賞品をプレゼントします。なお、当選の発表は発送
をもって代えさせていただきます。 

②賞 品 
・「なんばパークスギフトカード（5,000 円相当）」 ５名さま 
・「なんばＣＩＴＹギフトカード（5,000 円相当）」 ５名さま 
・ＧＯ ＧＯ！トレイン ２０００系      １０名さま 

※南海沿線七福神の社寺（今宮戎神社・大黒主神社・万代寺・水間寺・長慶寺・松尾
寺・犬鳴山七宝滝寺）に収納ケースを持参すると、七カ所の社寺で合計先着 500
名さまに特製朱印帳をプレゼント（引換期間は平成 17 年１月１日～なくなり次第
終了）。 

③宛 先 
   〒542-8503 
    大阪市中央区難波五丁目１番 60 号 
    南海電鉄 鉄道・営業企画課「初詣フリーチケット 2005 アンケート」係 

④締 切 
   平成 17 年１月 20 日（木）当日消印有効 

 

２：南海バスが連続５日間乗り放題 

「初詣フリー乗車券」を発売します 
（１）名  称  初詣フリー乗車券 
（２）発売期間  平成 16 年 12 月 11 日（土）～平成 17 年１月３日（月・祝） 
（３）有効期間  平成 16 年 12 月 30 日（木）～平成 17 年１月３日（月・祝） 

までの５日間 
（４）発 売 額  大人 1,000 円（大人券のみの発売です） 
（５）発売部数  1,000 部 
（６）発売場所  南海バス各営業所、堺東案内所、高速バスセンター、南海ウイング

バス金岡、南海ウイングバス南部、南海国際旅行主要営業所ほか 
（７）有効区間  ①南海バス全線 
         （ただし、高速バス、リムジンバス、初日の出バス、関西空港見学

展望ホール行き 100 円バス、JR 阪和堺市駅前～地下鉄北花田駅
前（ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞｼﾃｨ・ﾌﾟﾗｳ）間の 100 円バス、各自治体関連の 100
円バス、その他座席定員制バスなどは除きます） 

         ②南海ウイングバス金岡全線 
         ③南海ウイングバス南部全線 

           （ただし、高速バス、熊取・粉河線、樽井・岩出線、各自治体関連 
バスは除きます） 

（８）使用方法  無記名方式で持参人お一人につき有効となります。改札の際、本券 
         を乗務員にお示しください。 



３：阪堺電気軌道が「初詣記念乗車券」「住吉大社初詣往復乗車券」を発売します 

【１】「初詣記念乗車券」について 
（１）名  称  初詣記念乗車券 
（２）発売期間  平成 16 年 12 月 15 日（水）～平成 17 年１月 16 日（日） 
（３）有効期間  平成 16 年 12 月 15 日（水）～平成 17 年１月 16 日（日） 
（４）発 売 額  690 円（200 円券×２枚、290 円券×１枚） 
（５）発売部数  2,000 部 
（６）発売場所  ①天王寺駅前、南霞町、我孫子道、浜寺駅前の各乗車券発売所 

           ②天王寺駅前、恵美須町、住吉公園の各停留場 
           ③阪堺電気軌道本社および運輸区（我孫子道） 
           ④南海国際旅行なんば総合サービスセンター 

⑤南海バス 堺・堺東定期券発売所 
 
【２】「住吉大社初詣往復乗車券」について 

（１）名  称  住吉大社初詣往復乗車券 
（２）発売期間  平成 17 年１月１日（祝・土）～平成 17 年１月３日（月・祝） 
（３）有効期間  平成 17 年１月１日（祝・土）～平成 17 年１月４日（火） 
（４）発 売 額  大人 400 円（200 円券×２枚） 
         小児 200 円（100 円券×２枚） 
（５）発売部数  大人 15,000 部 小児 1,000 部 
（６）発売場所  天王寺駅前臨時発売所 

 
※「初詣記念乗車券」「住吉大社初詣往復乗車券」ともに通信販売をいたします 
  現金書留か郵便小為替を同封の上、郵送料（80 円～）を添えて以下の宛先にお申し込み

下さい。 

    〒558-0033 
    大阪市住吉区清水丘３丁目 14 番 72 号 
     阪堺電気軌道株式会社 営業課 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   



４：和歌山バスが連続６日間乗り放題 

「新春フリー定期券」を発売します 
（１）名  称  新春フリー定期券 
（２）発売期間  平成 16 年 11 月 25 日（木）～平成 17 年１月１日（祝・土） 
（３）有効期間  平成 17 年 １月 １日（祝・土）～平成 17 年１月６日（木） 

までの６日間 
（４）発 売 額  大人 1,000 円（大人券のみの発売です） 
（５）発売部数  1,500 部 
（６）発売場所  和歌山バスおよび和歌山バス那賀の各営業所、南海和歌山市駅定期 
         発売所、JR 和歌山駅定期発売所、その他のバス定期・回数券発売

所 
（７）有効区間  ①和歌山バス全線 

（ただし、高速バス、リムジンバスは除きます） 
         ②和歌山バス那賀全線 

（ただし、熊取・粉河線、樽井・岩出線、各自治体関連バスは   
除きます） 

（８）使用方法  無記名方式で持参人お一人につき有効となります。改札の際、本券 
         を乗務員にお示しください。 
 

以上 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



阪堺電気軌道の「初詣記念乗車券」南海電鉄の「初詣Free Ｔｉcｋｅｔ ２００５」

　　　南海バスの「初詣フリー乗車券」 和歌山バスの「新春フリー定期券」


