
 

平成２８年１１月１８日 

阪堺電気軌道株式会社 

都市計画道路長柄堺線（阿倍野筋）拡幅整備に伴う 

上町線 天王寺駅前～阿倍野間の新線への切替日が、 

    平成２８年１２月３日（土）に決まりました。 
・天王寺駅前および阿倍野停留場（上り）が、バリアフリー対応に 

・景観・環境に配慮した関西初の芝生軌道になります。 

・新線への切替に伴い、一部区間の営業キロ程が変更となります。 

 阪堺電気軌道株式会社では、平成２７年７月から都市計画道路長柄堺線（阿倍野筋）拡幅整備

に伴う上町線 天王寺駅前～阿倍野間の軌道移設工事に取り組み、新線への切替予定日を平成２８

年１２月上旬とご案内しておりましたが、この度、新線への切替日が、平成２８年１２月３日（土）

に決まりましたのでお知らせいたします。 

 これにより、一部区間の営業キロ程が変更となるほか、天王寺駅前～阿倍野間の軌道敷が景観

や環境に配慮した関西初の芝生軌道となり、天王寺駅前停留場では新しく地下通路階と停留場ホ

ーム階・阿倍野歩道橋階を結ぶエレベーターを、阿倍野停留場（上りホーム）にはスロープを設

置し、バリアフリーに対応した停留場となり、同日より天王寺駅前停留場の地下通路の経路を変

更いたします。 

 またこれに先立ち、１２月１日（木）に「阪堺上町線軌道芝生化・切替完成記念式典」をあべ

のキューズモール３階スカイコートで行います。 

 なお、阿倍野停留場（下りホーム：我孫子道・浜寺駅前方面行き）および天王寺駅前停留場地

下通路（既存通路のリニューアル）については、引き続き工事を進め、平成２９年度中の供用を

予定しております。 

 詳細は、下記または別紙のとおりです。 

 

記 

 

１．軌道移設日  平成２８年１２月３日（土）初発より（予定） 

 

２．主な内容 

  （１）天王寺駅前停留場～阿倍野停留場間の軌道移設に伴い、 

     架線柱のセンターポール化と軌道敷の芝生軌道化（交差点部を除く） 

  （２）一部区間の営業キロ程が変更となります。 

  （３）天王寺駅前および阿倍野（上り）停留場新ホームの供用を開始 

      天王寺駅前停留場に新しく地下通路階・ホーム階・歩道橋階を結ぶ 

エレベーターの供用を開始します。 

  （４）地下通路から天王寺駅前停留場への経路を変更 

  （５）１２月１日（木）に「阪堺上町線軌道芝生化・切替完成記念式典」を 

阪堺電車 



     あべのキューズモール３階スカイコートで行います。 

 以 上 

 

 

 

 

本件に関する問い合わせ 

阪堺電気軌道 業務部営業課 ＴＥＬ：０６－６６７１－３０８０ 



別紙１ 

都市計画道路長柄堺線拡幅整備に伴う阪堺電気軌道上町線移設工事の概要

天王寺駅前停留場 阿倍野停留場付近

※イメージは変更の可能性があります

工事完成時イメージ

工事平面図

工事断面図



別紙２ 

平成２８年１２月３日（土）からの経路略図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

現在の地下通路は閉鎖となり、あべのキューズモール（地下駐輪場）側に通路が新設されます。 

改札口 ホーム

地下階ゆき階段

歩道橋階ゆき階段

ホーム階ゆき階段

阿倍野
歩道橋

ホーム階ゆき階段

（現） のりばゆき通路

あべのキューズモール方面⇒

【歩道橋階】

【ホーム階】

【地下 階】



別紙３ 

「阪堺上町線軌道芝生化・切替完成記念式典」について 

 

【日 時】  

平成２８年１２月１日（木）１１時３０分から１２時まで 

 

【場 所】  

あべのキューズモール３階スカイコート 

 

【出席者】（予定） 

 吉村 洋文（大阪市長） 

 芦辺 直人（南海電気鉄道株式会社 取締役グループ事業室長） 

外濵 道明（阪堺電気軌道株式会社 取締役社長） 

乾 篤弘（あべの筋魅力づくり協議会 会長）  他 

 

【スケジュール】（予定） 

  １１：００ プレス受付（ステージ横） 

  １１：３０ 阪堺上町線軌道芝生化・切替完成記念式典 開始 

  １１：３５ 主催者あいさつ 

         吉村 洋文（大阪市長） 

         外濵 道明（阪堺電気軌道株式会社 取締役社長） 

  １１：４５ 来賓あいさつ 

         乾 篤弘（あべの筋魅力づくり協議会 会長） 

  １１：５５ テープカット（天王寺駅前新停留場ホーム内） 

  １２：００ 終了 

 

【その他】 

  ・天王寺駅前新停留場でのテープカットの際は、一般の方の会場への立ち入りは制限させて 

いただきます。 

  ・雨天などの場合は、スケジュールを変更することがあります。 

 

 

 

 

 

 

 

 



　 平成28年12月3日（土）上町線天王寺駅前停留場、新線切替えに伴い
下記の区間で営業キロを変更いたします。また、その内の４区間におい
ては定期旅客運賃を変更いたします。
＜定期旅客運賃が変更する区間＞

１か月 ３カ月 ６か月 １か月 ３カ月 ６か月

通勤 ２→１ 7,770 22,150 41,960 5,060 14,430 27,330

通学 ２→１ 3,410 9,720 18,420 2,960 8,440 15,990

阿倍野～寺地町 通勤 １０→９ 9,070 25,850 48,980 8,870 25,280 47,900

通勤 ２→１ 7,770 22,150 41,960 5,060 14,430 27,330

通学 ２→１ 3,410 9,720 18,420 2,960 8,440 15,990

帝塚山三丁目～天神ノ森 通学 ４→３ 4,440 12,660 23,980 3,870 11,030 20,900

＜定期旅客運賃は変更しない区間＞
※旧運賃定期乗車券の差額払い戻しについて

１か月 ３カ月 ６か月

天王寺駅前～高須神社 通勤・通学 ８→７ 平成28年12月2日までに購入されて、同年12月3日

阿倍野～聖天坂 通勤・通学 ７→６ 以降も有効の定期券をお持ちのお客さまは、有効期

阿倍野～住吉鳥居前 通勤・通学 ５→４ 間満了後、ご購入頂きました乗車券発売所で、差額

阿倍野～大和川 通勤・通学 ７→６ 払い戻しをいたします。（無手数料）

松虫～松田町 通勤・通学 ７→６ 払い戻しの有効期限は、有効期間満了日の翌日か
帝塚山三丁目～妙国寺前 通勤・通学 ６→５ ら６か月以内となります。
帝塚山三丁目～宿院 通勤・通学 ７→６
帝塚山四丁目～綾ノ町 通勤・通学 ５→４
帝塚山四丁目～花田口 通勤・通学 ６→５

※大人用定期旅客運賃です。小児用定期旅客運賃は大人定期旅客運賃を折半して１０円未満のは数は１０円未満に切り上げた金額です。

8,660 24,690 46,770

阿倍野～東天下茶屋

松虫～北畠

区　　間 種類 営業キロ
運　　賃

区　　間 種類 営業キロ
従来運賃 １２／３以降 運賃

一部区間営業キロ程変更のお知らせ 



平成２８年１１月１８日 

お客さま各位 

 

 

「天王寺駅前」移設に伴う登録型割引サービスの再登録について（お願い） 

 

 

 平素は、阪堺電車をご利用いただきまして誠にありがとうございます。 

 弊社ホームページ及び駅貼り・車内ポスターで掲出させていただいておりますが、平成２８年

１２月３日に「天王寺駅前」停留場が移設することとなりました。 

 それに伴いまして、弊社営業キロ程を一部見直すこととなり、１３箇所の停留場間で上限金額

が変更となります。 

つきましては、平成２８年１２月以降も継続して該当箇所の停留場間をご登録いただいており

ますお客さまについては、大変ご迷惑とお手数をおかけいたしますが、下記に記載しております

期間内に再登録をお願いいたしたく、ご理解・ご協力くださいますようお願い申し上げます。 

 

記 

○ 上限金額が変更となる駅間 

  別紙参照 

 

○ ご依頼内容 

  乗車券発売所又は PiTaPa 倶楽部から標記割引サービスの再登録 

 

○ 作業手順 

 乗車券発売所 

  期間内に、乗車券発売所係員へお申し付けください。 

 

PiTaPa 倶楽部から 

① 現在のご登録を一旦取消し 

② 「登録駅１」及び「登録駅２」で現在ご登録をいただいている停留場を再度登録 

※ 登録月について 

   ・平成２８年１２月から 

 

○ 再登録作業を実施いただきたい期間 

  平成２８年１１月３０日（水）まで 

 

○ ご注意事項 

  ・作業手順①と②は必ず同日に行っていただきますようお願いいたします。 

  ・学生登録の場合は、恐れ入りますが、乗車券発売所係員にお申し付けください。 

 

○ お問い合わせ先 

  阪堺電気軌道株式会社 業務部 営業課 

  ０６－６６７１－３０８０ （平日 ９：００～１７：５０） 

 

以 上 

 

※期間が短く大変申し訳ございませんが、ご理解くださいますようお願い申し上げます。 

 

阪堺電気軌道株式会社 
 

 



別紙 

 

上限金額が変更となる駅間・区分 

 

対象停留場間 一般／学生 大人／小児 
プラン内容（上限金額） 

変更後 

プラン内容（上限金額） 

変更前 

天王寺駅前－高須神社 一般 大人 ７キロプラン（８,１５０円） ８キロプラン（８,２３０円） 

天王寺駅前－高須神社 一般 小児 ７キロプラン（４,０８０円） ８キロプラン（４,１２０円） 

阿倍野－聖天坂 一般 大人 ６キロプラン（８,０６０円） ７キロプラン（８,１５０円） 

阿倍野－聖天坂 一般 小児 ６キロプラン（４,０３０円） ７キロプラン（４,０８０円） 

阿倍野－住吉鳥居前 一般 大人 ４キロプラン（７,８９０円） ５キロプラン（７,９８０円） 

阿倍野－住吉鳥居前 一般 小児 ４キロプラン（３,９５０円） ５キロプラン（３,９９０円） 

阿倍野－大和川 一般 大人 ６キロプラン（８,０６０円） ７キロプラン（８,１５０円） 

阿倍野－大和川 一般 小児 ６キロプラン（４,０３０円） ７キロプラン（４,０８０円） 

阿倍野－寺地町 一般 大人 ９キロプラン（８,４３０円） １０キロプラン（８,６２０円） 

阿倍野－寺地町 一般 小児 ９キロプラン（４,２２０円） １０キロプラン（４,３１０円） 

阿倍野－東天下茶屋 一般 大人 １キロプラン（４,８１０円） ２キロプラン（７,３９０円） 

阿倍野－東天下茶屋 一般 小児 １キロプラン（２,４１０円） ２キロプラン（３,７００円） 

阿倍野－東天下茶屋 学生 大人 １キロプラン（２,８２０円） ２キロプラン（３,２４０円） 

阿倍野－東天下茶屋 学生 小児 １キロプラン（１,４１０円） ２キロプラン（１,６２０円） 

松虫－松田町 一般 大人 ６キロプラン（８,０６０円） ７キロプラン（８,１５０円） 

松虫－松田町 一般 小児 ６キロプラン（４,０３０円） ７キロプラン（４,０８０円） 

松虫－北畠 一般 大人 １キロプラン（４,８１０円） ２キロプラン（７,３９０円） 

松虫－北畠 一般 小児 １キロプラン（２,４１０円） ２キロプラン（３,７００円） 

松虫－北畠 学生 大人 １キロプラン（２,８２０円） ２キロプラン（３,２４０円） 

松虫－北畠 学生 小児 １キロプラン（１,４１０円） ２キロプラン（１,６２０円） 

帝塚山三丁目－天神ノ森 一般 大人 ３キロプラン（７,８００円） ４キロプラン（７,８９０円） 

帝塚山三丁目－天神ノ森 一般 小児 ３キロプラン（３,９００円） ４キロプラン（３,９５０円） 

帝塚山三丁目－天神ノ森 学生 大人 ３キロプラン（３,６８０円） ４キロプラン（４,２２０円） 

帝塚山三丁目－天神ノ森 学生 小児 ３キロプラン（１,８４０円） ４キロプラン（２,１１０円） 

帝塚山三丁目－妙国寺前 一般 大人 ５キロプラン（７,９８０円） ６キロプラン（８,０６０円） 

帝塚山三丁目－妙国寺前 一般 小児 ５キロプラン（３,９９０円） ６キロプラン（４,０３０円） 

帝塚山三丁目－宿院 一般 大人 ６キロプラン（８,０６０円） ７キロプラン（８,１５０円） 

帝塚山三丁目－宿院 一般 小児 ６キロプラン（４,０３０円） ７キロプラン（４,０８０円） 

帝塚山四丁目－綾ノ町 一般 大人 ４キロプラン（７,８９０円） ５キロプラン（７,９８０円） 

帝塚山四丁目－綾ノ町 一般 小児 ４キロプラン（３,９５０円） ５キロプラン（３,９９０円） 

帝塚山四丁目－花田口 一般 大人 ５キロプラン（７,９８０円） ６キロプラン（８,０６０円） 

帝塚山四丁目－花田口 一般 小児 ５キロプラン（３,９９０円） ６キロプラン（４,０３０円） 

 


	天王寺移設プレス最終版【ＨＰ】
	営業キロ変更のお知らせ
	天王寺駅前移設に伴うピタパ再登録のお願い

