「秋の関西１デイパス」を発売します
平 成 ２ ４ 年 １ ０ 月 １ ２ 日
西日本旅客鉄道株式会社
京阪電気鉄道株式会社
南海電気鉄道株式会社
近畿日本鉄道株式会社
大阪水上バス株式会社
近 江 鉄 道 株 式 会 社
ＪＲ西日本と京阪電車、南海電鉄、近鉄電車、大阪水上バス、近江鉄道の６社で連携した商品として、秋の
行楽にぴったりの「秋の関西１ﾃﾞｲパス」を発売しますので、是非ご利用下さい。

【ここがポイント】
ＪＲ西日本、京阪電車、南海電鉄、近鉄電車、大阪水上バス、近江鉄道の６社で、秋の日帰り旅行に
便利なきっぷをご提案します。
○ 京阪沿線の「大津・琵琶湖」、南海沿線の「堺・住吉」、または近鉄沿線の「吉野・飛鳥」のいずれか１
つに行くことができるチケットへの引換券がセットされています。
○ 大阪水上バス「アクアライナー」や近江鉄道（電車）全線にもご乗車いただけます。
○ 京阪神エリアのおでかけに便利な「ＪＲ自由周遊区間」が１日乗り放題です。
※ＪＲ自由周遊区間内の普通列車（新快速・快速含む）の普通車自由席がご利用いただけます。
※特急券を別にお買い求めいただくことでＪＲ自由周遊区間内の在来線特急列車がご利用いただけます
（ただし、新幹線を除きます）。

【「秋の関西１デイパス」商品概要】

【湖都・びわこチケット】
ＪＲ自由周遊
区間内
１日乗り放題
※普通列車（新
快速・快速含む）
の
普通車自由席

＋
大阪水上バス
「アクアライナー」
１日乗り放題

＋
近江鉄道（電車）
全線
1 日乗り放題

引換箇所：京阪電車 京阪山科駅または京阪石山駅

京阪電車大津線(御陵駅～浜大津駅、石山寺駅～坂本駅間)１日乗り放題
琵琶湖汽船「ミシガン」１乗船（ナイト便を除く）
（船内で使用できる「ポップコーン引換券」付）

または

【堺・住吉チケット】

引換箇所：南海電鉄 新今宮駅の窓口
阪堺電車 天王寺駅前電停の定期券発売所

南海電鉄(なんば駅～浜寺公園駅･中百舌鳥駅、汐見橋駅～岸里玉出駅）
１日乗り放題 ※座席指定列車にご乗車の場合は、別に特急券等が必要

＋

阪堺電車 １日乗り放題
南海バス（堺市内指定区間）１日乗り放題

または

【吉野・飛鳥チケット】引換箇所：近鉄電車/大阪阿部野橋駅・京都駅
の特急券うりばまたは駅営業所

近鉄電車 大阪阿部野橋駅～橿原神宮前駅間または京都駅～大和八木駅間の往復
と吉野線内（橿原神宮前駅～吉野駅）および大和八木駅～橿原神宮前駅間１日乗り放題

吉野山ロープウェイ割引券
「吉野線開業百周年 吉野・飛鳥めぐり朱印帳」引換券

○
○
○
○

利用期間：平成２４年１０月２２日（月）～平成２４年１２月９日（日） ※ご利用日当日限り有効
発売期間：平成２４年１０月１９日（金）～平成２４年１２月９日（日） ※ご利用日当日も発売
発売価格：おとな ３，５００円、こども １，８００円
発売箇所：ＪＲ西日本全エリアの主な駅の「みどりの窓口」「みどりの券売機」及び主な旅行会社
（九州島内では、JR 西日本新幹線博多駅・小倉駅のみ）

別紙
１
２
３
４

きっぷの名称
発売額
設定期間
発売期間

５ 有効期間

６ 発売箇所

「秋の関西１デイパス」
おとな ３，５００円 、 こども １，８００円
平成２４年１０月２２日（月）～ 平成２４年１２月９日（日）
平成２４年１０月１９日（金）～ 平成２４年１２月９日（日）
※発売期間中のご利用日１ヶ月前から当日まで発売します。
１日間（乗車日当日限り有効）
※ 「湖都・びわこチケット」、「堺・住吉チケット」、「吉野・飛鳥チケット」も同一日のご利用
に限ります。
ＪＲ西日本全エリアの主な駅の「みどりの窓口」「みどりの券売機」及び主な旅行会社
（電話予約も取扱います。九州島内は、ＪＲ西日本新幹線博多駅・小倉駅に限り発売します。）

７ きっぷの効力
（１） ＪＲ自由周遊区間内の普通列車（新快速・快速含む）の普通車自由席が１日乗り放題です。
（２） 特急・急行列車をご利用の場合は、別に特急券・急行券を購入いただければ乗車できます。
※新幹線はご利用できません。（新幹線をご利用の場合は、特急券のほかに乗車券も必要です。）
（３） 乗車日が翌日にまたがる場合は、０時を過ぎて最初に停車する駅まで(ただし、大阪の電車特定区間内
については最終列車まで)有効です。
（４） 本券の呈示で、大阪水上バス「アクアライナー」（大阪城・中之島めぐり）が自由に乗り降りできます。
（５） 近江鉄道（電車）全線に１日乗り放題です。
（６） 「湖都・びわこチケット」、「堺・住吉チケット」、「吉野・飛鳥チケット」のいずれかひとつに引換えができる
『「湖都・びわこチケット」「堺・住吉チケット」「吉野・飛鳥チケット」引換券』がセットになっています。
（７） 「湖都・びわこチケット」は京阪電車「京阪山科駅」または「京阪石山駅」の各窓口で、「堺・住吉チケット」
は南海電鉄「新今宮駅」または阪堺電車「天王寺駅前電停」の定期券発売所で、「吉野・飛鳥チケット」は
近鉄電車「大阪阿部野橋駅」または「京都駅」の各特急券うりばまたは駅営業所で、いずれかひとつのチ
ケットに引換えのうえご利用ください。なお、引換えの際には、必ずきっぷ（本券）もご呈示ください。（「湖
都・びわこチケット」、「堺・住吉チケット」、「吉野・飛鳥チケット」のいずれかひとつのチケットとしか引換え
できません。引換はご利用当日に限ります。）
（８） ご利用日の変更は、使用開始前１回に限り有効です。また、「湖都・びわこチケット」、「堺・住吉チケット」、
「吉野・飛鳥チケット」は、一度引き換えた後、異なるチケットへの変更はできません。
（９） 払戻しは、全券片未使用で有効期間内に限り、発売箇所で取り扱います。払戻し手数料がかかります。
（きっぷ本券または引換券のみの払戻しはいたしません。また、引換え後のチケットの払戻しはいたしませ
ん。）
（１０） 各駅のきっぷの発売時間は各発売箇所の「みどりの窓口」、「みどりの券売機」、各チケットへの引換時
間は引換箇所の窓口の各営業時間内に限ります。電話予約サービスご利用の際には、各発売箇所でお
受け取りください。
（１１） 電話予約によりお求めになれます。決済済み予約のみの取扱いとなります。
（１２） きっぷを紛失された場合、あらためてきっぷをお買い求めいただきます。紛失したきっぷが発見された
場合でも、きっぷの払戻しはいたしません。
８ チケットのご案内
【湖都・びわこチケット】
・京阪電車大津線（御陵駅～浜大津駅、石山寺駅～坂本駅）１日乗り放題と、琵琶湖汽船「ミシガン」１乗船
（ナイト便を除く）及び船内で使用可能な「ポップコーン」引換券がセットになったチケットです。
【堺・住吉チケット】
・南海電鉄（なんば駅～浜寺公園駅・中百舌鳥駅、汐見橋駅～岸里玉出駅）、阪堺電車の１日乗り放題、
南海バス（堺市内指定区間）の１日乗り放題がセットになったチケットです（座席指定列車に乗車する場合
は、別に特急券等が必要です。）。
【吉野・飛鳥チケット】
・近鉄電車『大阪阿部野橋駅～橿原神宮前駅間または京都駅～大和八木駅間の往復と、吉野線内（橿原
神宮前駅～吉野駅）および大和八木駅～橿原神宮前駅間が１日乗り放題』、「吉野山ロープウェイ割引券
（片道 大人 350 円→300 円・こども 180 円→150 円、往復 大人 600 円→500 円・こども 300 円→250 円）」
と「吉野線開業百周年 吉野・飛鳥めぐり朱印帳」引換券がセットになったチケットです。

※近鉄の特急列車に乗車の場合は別途特急券等が必要です。
※朱印帳引換箇所：大阪阿部野橋駅、京都駅、橿原神宮前駅の駅営業所または橿原神宮前駅、飛鳥駅、
壺阪山駅、吉野神宮駅、吉野駅の各駅特急券うりば
【ＪＲ自由周遊区間および近江鉄道（電車）全線】
敦賀
近江塩津

篠山口
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王寺
奈良

柘植
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高田
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９．各エリアのご紹介
（１）湖都・びわこエリア
日本最大の湖・琵琶湖がある滋賀県は、古くから水陸双方の交通の要衝として栄えました。大津周辺には
滋賀県を代表する「もみじ」の名勝である社寺が数多く点在し、秋を満喫することができます。
また大津市内を走る京阪電車石山坂本線では個性豊かな「ラッピング電車」が走行し移動に便利です
大津港からは湖南を周遊する外輪船「ミシガン」で琵琶湖はもちろん比良山系の山並みの雄大な眺望が楽し
め、船内では陽気なクルーがみなさまをお迎えいたします。
（２）堺・住吉エリア
①住吉大社
「すみよっさん」の愛称で親しまれる住吉大社は大阪の総鎮守である摂津一の宮として格の高い神社で
すが、境内や周辺には様々な神様がお祀りされ、庶民の信仰を集めているところが大阪の神社らしいとこ
ろ。商売繁盛はもちろんのこと、縁結び、安産、美容芸能など女性にうれしい神々も鎮座しており、またお
守りもたくさんあります。
②浜寺公園
明治 6 年、公園として指定された大阪で最も古い公園のひとつ。「名松 100 選」にも選ばれている、美し
い松林を誇る公園です。広大な園内ではバラ園をはじめ、さまざまなイベントを開催しています。
③大仙公園
北入口のイチョウ並木や正面にそびえる平和塔、江戸時代のため池を改修して造られた「どら池」を中心
に自然とふれあえる空間が広がり、市民に親しまれています。秋にイチョウ並木が紅葉する様子は大変迫
力があります。
④キン肉マンスタンプラリー開催中！
キン肉マンの作者、ゆでたまご先生のゆかりのスポット（通天閣・阪堺恵美須町電停・南海粉浜駅・住吉
大社境内・南海浜寺公園駅）を巡り、超人スタンプをゲットしよう！全スタンプを集めるとオリジナルグッズ
をプレゼント！ 11 月 30 日（金）まで開催。詳しくは南海電鉄主要駅で配布中のキン肉マンスタンプラリー
用紙をご覧ください。

（３）吉野・飛鳥エリア
①吉野エリア
きん ぷ せ ん じ

春は桜、秋は紅葉の名所として知られる修験道の聖地です。また、金峯山寺や吉水神社など世界遺産
の社寺も数多く点在し、歴史に思いを馳せながら風情をお楽しみいただくことができます。金峯山寺では平
ざ お う ごんげん

成２４年１２月９日まで「日本最大の秘仏 蔵王権現特別ご開帳」を行っています。
②飛鳥エリア
いにしえの都「飛鳥」は、三方を山に囲まれた日本の原風景が広がる場所です。また、このエリアには石
まないた

せっちん

舞台古墳や高松塚古墳といった様々な遺跡や、亀石や鬼の 俎 、鬼の雪隠などユニークな石造物もあり、
サイクリングで１日めぐって、爽やかな秋の風を感じていただけます。
③キャンペーン
近鉄電車の吉野線は今年の１０月２５日に開業百周年を迎えます。この秋に、吉野線エリアを盛り上げる
「吉野飛鳥 近鉄エリアキャンペーン」を平成２４年１２月９日まで開催します。また、奈良県、近鉄、ＪＲ西日
き

き

本、奈良交通が共同して「なら記紀・万葉 古事記完成１３００年記念 なら大和路探訪 吉野・飛鳥・山の辺
の道 キャンペーン」も平成２４年１２月末まで開催しています。両キャンペーンともイベントなど楽しい催し
が目白押しですので、ぜひこの機会に吉野・飛鳥エリアに足をお運びください。詳しくは、「吉野飛鳥
近鉄エリアキャンペーン」については、近鉄の駅で配布中のガイドブックを、「なら大和路探訪 吉野・飛鳥・
山の辺の道 キャンペーン」については、ＪＲ西日本または近鉄の駅で配布中のリーフレットをご覧ください。

