平成３０年３月２８日
南海電気鉄道株式会社

「和歌山エリア」「加太エリア」にお得におでかけ！

「和歌山観光きっぷ」
「加太観光きっぷ」発売！
平成３０年４月１日（日）
南海電鉄（社長：遠北 光彦）は、和歌山エリア、加太エリアにお得におでかけできる「和歌山観光
きっぷ」と「加太観光きっぷ」を平成３０年４月１日（日）から同時に発売開始します。
「和歌山観光きっぷ」は発売駅から和歌山市駅までの乗車券（片道または往復）と和歌山エリアを
周遊できるバス１日フリー乗車券がセットに、
「加太観光きっぷ」は発売駅から和歌山市駅までの乗車
券（片道または往復）と和歌山市駅～加太駅間の１日フリー乗車券がセットになったお得なきっぷで
す。また、きっぷ（総括券または加太 1 日フリー乗車券）のご提示で各エリアの協賛施設・店舗で特
典を受けることができます。
このきっぷを、ぜひ和歌山・加太へのお出かけにお役立てください。
詳細は別紙のとおりです。

パンフレット表紙（左：和歌山観光きっぷ、右：加太観光きっぷ）
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別 紙１
「和歌山観光きっぷ」について
１．名

称 和歌山観光きっぷ（片道版・往復版）

２．発売期間 平成３０年４月１日（日）から平成３１年３月３１日（日）まで（通年発売）
３．有効期間 発売期間中のご利用当日限り
４．発 売 駅 難波（２Ｆサービスセンター・３Ｆ特急券発売所）
、新今宮、天下茶屋、住吉大社、堺、
関西空港（往復版は発売しません）
５．セット内容
（１）片道版
ア、発売駅～和歌山市駅の割引片道乗車券（特急サザン座席指定券付きもあります）
イ、和歌山バス、和歌山バス那賀１日フリー乗車券(一部路線を除きます)
（２）往復版
ア、発売駅～和歌山市駅の割引往復乗車券（特急サザン往復座席指定券付きもあります）
イ、和歌山バス、和歌山バス那賀１日フリー乗車券(一部路線を除きます)
６．特

典 各施設・店舗できっぷ（総括券）をご提示いただくと、特典が受けられます。
施設・店舗一覧については別表１をご確認ください。

７．発 売 額
（１）片道版
乗車券のみ
：大人１，４００円、小児７００円
座席指定券付き
：大人１，７００円、小児８６０円
（２）往復版
乗車券のみ
：大人１，９８０円、小児
９８０円
往復座席指定券付き：大人２，４９０円、小児１，２５０円
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別 紙２
「加太観光きっぷ」について
１．名

称 加太観光きっぷ（片道版・往復版）

２．発売期間 平成３０年４月１日（日）から平成３１年３月３１日（日）まで
３．有効期間 発売期間中のご利用当日限り
４．発 売 駅 難波（２Ｆサービスセンター・３Ｆ特急券発売所）
、新今宮、天下茶屋、住吉大社、堺、
関西空港（往復版は発売しません）
５．セット内容
（１）片道版
ア、発売駅～和歌山市駅の割引片道乗車券（特急サザン座席指定券付きもあります）
イ、和歌山市駅～加太駅１日フリー乗車券
（２）往復版
ア、発売駅～和歌山市駅の割引往復乗車券（特急サザン往復座席指定券付きもあります）
イ、和歌山市駅～加太駅１日フリー乗車券
６．特

典

各施設・店舗で加太１日フリー乗車券をご提示いただくと、特典が受けられます。
施設・店舗一覧については別表２をご確認ください。

７．発 売 額
（１）片道版
乗車券のみ
：大人１，４００円、小児７００円
座席指定券付き
：大人１，７００円、小児８６０円
（２）往復版
乗車券のみ
：大人１，９８０円、小児
９８０円
往復座席指定券付き：大人２，４９０円、小児１，２５０円

加太１日フリー乗車券

加太観光きっぷパンフレット

3

別 表１
「和歌山観光きっぷ」特典施設・店舗一覧
※特典を受けられるのは、乗車券ご利用当日限りで、乗車券１枚につき１人のみです。
※施設・店舗ごとの営業時間・定休日をあらかじめご確認のうえ、ご訪問ください。
癒しスポット
お
土
産
物
店

観
光
ス
ポ
ッ
ト

施設・店舗名
ボニータ・ボニート
秋葉店・ふくろうの湯店
ボニータ・ボニート萬波店
アロマセリノ
ジャパン ミカエル
和歌山市観光土産品センター
宝梅
勝喜梅 本店
鷹屋
伝承紀風菓 うたや
御菓子司 鶴屋忠彦
紫香庵
福豊梅 かわしま
和歌山城・わかやま歴史館
紀州東照宮
番所庭園
和歌山市立博物館
紀三井寺
紀州黒潮温泉

温
泉
施
設

天然和歌の浦温泉 萬波
萬葉の湯
天然紀三井寺温泉 花の湯
ガーデンホテルはやし

ラーメン店

京橋 幸太郎
まるやま小松原店
まるイ 中之島店
まるイ 十ニ番丁店
元車庫前まる宮
まるしげ
らぐまん１９９３ 黒田店
井出商店
グリーンコーナー築地橋店
龍王亭
麺屋 ひしお
本店・和歌山駅前店

特 典
イヤーエステご利用の際にコースを１ランクアップ
イヤーエステご利用の際に１０分延長サービス
「ハーブティー」をサービス
商品ご購入で「浄化セット」をサービス
10％割引 ※一部商品除く
定価から 5％割引 ※一部商品除く
5％割引
定価から 10％割引
5％割引 ※一部商品除く
10％割引
10％割引 ※一部商品除く
お持ち帰りに限り、10％割引
①和歌山城天守閣、わかやま歴史館（２Ｆ歴史展示室）入場料割引
大人 410 円→300 円
②和歌山城天守閣入場料割引 小人 200 円→150 円
社殿拝観料割引 大人 500 円→400 円
小人 250 円→200 円
入園料割引 大人 600 円→550 円
小人 300 円→250 円
オリジナル絵はがき１枚プレゼント
大観音像を奉安する仏殿の３階展望回廊への登楼料（100 円）無料
タオル付入浴料割引 大人 1,000 円→900 円
小児 600 円→550 円
入浴料割引（フェイスタオル付）大人 1,512 円→750 円
小人 1,080 円→550 円
①入浴料割引 大人 800 円→700 円 ※小人割引なし
②入浴タオルをプレゼント
③売店での購入 10％割引 ※一部商品除く
煮玉子１つｻｰﾋﾞｽ ※１グループﾟ４人まで
ラーメン各種 50 円引き ※１グループﾟ５人まで
ラーメン各種 50 円引き
ラーメン各種 50 円引き
ラーメン各種 50 円引き
中華そば（ラーメン）のみ 100 円引き
※感謝デイ（金曜日）を除く
ラーメン各種 100 円引き
ゆで玉子１個サービス
お買い上げ金額の 10％割引（店内飲食に限る）
コーヒーサービス
１人 1,500 円以上の飲食で「湯浅醤油小ビン」を１本、1,500 円未
満の場合は「ミニ醤油」２個プレゼント
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別 表２
「加太観光きっぷ」特典施設・店舗一覧
※特典を受けられるのは、乗車券ご利用当日限りで、乗車券１枚につき１人のみです。
※施設・店舗ごとの営業時間・定休日をあらかじめご確認のうえ、ご訪問ください。
最寄駅

施設・店舗名
大阪屋 ひいなの湯
和歌山加太温泉 加太海月
活魚料理 いなさ
加太淡島温泉あぶりの湯
ペンションふじや

加太駅

磯ノ浦駅

二里ヶ浜駅

八幡前駅
中松江駅
東松江駅
紀ノ川駅
和歌山市駅

満幸商店
Kitchen daichan
活魚料理専門
あたらし屋
ゑびすや
小嶋一商店
磯賀屋
淡島海苔
休暇村 紀州加太
カフェ楓荘
Gluck（グリュック）
中善商店
山利
カネナカ商店
しらすのなかむら
たこ笑
桂円
俺たちの干物
カフェ 古屋アパート
前田精肉店
ラパン
逢憂都場庵（アウトバアン）
ＡＬＰＳ
たけのこ
ロアール２１
酒の道場（花野酒店）

特 典
入浴料割引 大人 900 円→700 円、小人 500 円→400 円
入浴料割引 大人 1,200 円→600 円、小人 700 円→350 円
お食事の注文で、
「温泉蛸いなり寿司」１個サービス
入浴料割引
ドリンク付：大人 800 円→700 円、小人 600 円→500 円
入浴のみ：大人 800 円→600 円、小人 600 円→400 円
お食事の注文で、デザート・コーヒーサービス ※平日限定
「加太産天然真鯛の和風パスタ」100 円割引
入浴料割引 大人 1,080 円→756 円、小人 756 円→540 円
※バスタオル、フェイスタオル付
「加太ゑびすやほろ酔いセット」1,200 円→1,000 円
「よもぎ大福５個入り」600 円→550 円
1,000 円以上の購入で、きざみのりプレゼント
1,000 円以上の購入で、うめのもみのりプレゼント
入浴料割引 大人 1,200 円→1,000 円、小人 600 円→500 円
ホットケーキの注文で、ソフトドリンクサービス
お食事の注文で、食後のソフトドリンクサービス
1,000 円以上の購入で、しらすの佃煮プレゼント
しらす割引 800 円→700 円
1,000 円以上の購入で、ちりめんじゃこ小袋プレゼント
たこ焼き２個サービス ※店内飲食に限る。
お食事の注文で、食後のソフトドリンクサービス
1,000 円以上の購入で、おすすめ干物１点プレゼント
カレー・ドリンクセットの注文で、プチケーキサービス
500 円以上の購入で、特典商品１点サービス
500 円以上の購入で、おすすめパン１点サービス
お食事の注文で、卵１個サービス
定食（弁当箱）50 円割引
お食事の注文で、コーヒーまたは紅茶１杯サービス
500 円以上の購入で、パン１個サービス
「地酒のみくらべセット」の注文で小鉢サービス

以 上
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