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                                       平成２５年１２月１７日 

                                        

                                      山陽電気鉄道株式会社 
神 戸 市 交 通 局 
北神急行電鉄株式会社 
阪 急 電 鉄 株 式 会 社 
阪神電気鉄道株式会社 
神戸新交通株式会社                              
神 戸 電 鉄 株 式 会 社 
近畿日本鉄道株式会社 

                                  南海電気鉄道株式会社 
大阪府都市開発株式会社 

                              京阪電気鉄道株式会社                
北大阪急行電鉄株式会社 
大阪高速鉄道株式会社 
能 勢 電 鉄 株 式 会 社 

 

 

ＮＨＫ大河ドラマ「軍師官兵衛」を見て 黒田官兵衛の生誕地“姫路”へ行こう！！ 

山陽姫路駅までの乗車券と大河ドラマ館入場券をお得にセット 

「ひめじの官兵衛
かんべえ

１ｄａｙパス」を発売します 
 

山陽電気鉄道、神戸市交通局、北神急行電鉄、阪急電鉄、阪神電気鉄道、神戸新交通、神戸電鉄、近畿日本鉄

道、南海電気鉄道、大阪府都市開発、京阪電気鉄道、北大阪急行電鉄、大阪高速鉄道、能勢電鉄の１４社局では、

NHK 大河ドラマ「軍師官兵衛」の放映にあわせて、黒田官兵衛の生誕地“姫路”を巡るのに便利な「ひめじの官

兵衛１ｄａｙパス」を平成２６年１月１２日（日）から発売します。 

この１ｄａｙパスは兵庫・大阪・京都・奈良・和歌山のエリアから山陽電気鉄道 姫路駅までの１日乗り放題の乗

車券に、「ひめじの黒田官兵衛 大河ドラマ館」の入場券を組み合わせた、お得なセット券です。 

 豊臣秀吉の天下統一を支え、天才軍師と言われた黒田官兵衛の生誕地“姫路”のまちを、世界文化遺産の姫路

城を眺めながら、巡っていただければと考えています。 

概要はつぎのとおりです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「ひめじの官兵衛１ｄａｙパス」（乗車券面）             世界文化遺産 姫路城 

                           ※平成２７年３月２７日（金）グランドオープン。 

                           ※姫路城大天守保存修理期間中のため、平成２７年３月２６日（木）まで 

                            大天守内部の見学は不可。（平成２６年夏 外観披露の予定） 
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１．「ひめじの官兵衛１ｄａｙパス」の概要 

  

（１）発 売 期 間  平成２６年１月１２日（日)から平成２７年１月１０日（土)まで 

※大人のみの発売   

 

（２）有 効 期 間  発売期間中のお好きな１日にご利用いただけます。 

 

（３）発売金額・有効区間・発売場所  ３～５ページを参照 

 

（４）１ｄａｙパスのセット内容 

①乗車券 

           ※有効区間については、３～５ページを参照 

 

 

②「ひめじの黒田官兵衛 大河ドラマ館」の入場券（大人）１枚  

   ◆ひめじの黒田官兵衛 大河ドラマ館◆ 

    開催期間：平成２６年１月１２日（日）から平成２７年１月１０日（土）まで 

休 館 日：平成２６年１２月２９日（月）・３０日（火） 

※入場は乗車券ご利用日のみ有効で、入場時には乗車券の提示が必要 

※施設概要は以下のとおり 

※「大河ドラマ館」で配布の割引クーポンと「大河ドラマ館の入場券（半券）」提示で 

姫路城周辺の主な施設（姫路城・好古園・姫路文学館・兵庫県立歴史博物館・姫路市 

立美術館など）の割引優待を受けることができます。 

また、姫路城内の「リの一渡櫓（わたりやぐら）」にて「官兵衛の歴史館」が開館。 

 

 

③神姫バス１日乗車券「ひめじ攻略 官兵衛きっぷ」（大人６００円）の１００円割引券 

（「ひめじの官兵衛１ｄａｙパス」券袋に付属） 

            発売期間：平成２６年１月１２日（日)から平成２７年１月１０日（土)まで 

            有効期間：乗車券ご利用日のみ有効 

有効区間：神姫バス姫路駅から２００円までの区間と、神姫バス指定の官兵衛ゆかり

の地の最寄りバス停まで。姫路城周辺観光ループバスも乗車可。  

            発売場所：神姫バス姫路駅前乗車券発売窓口 

        ※発売窓口で「ひめじの官兵衛１ｄａｙパス」の券袋を提示すると、係員が割引券を切り離 

します。 
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２．発売金額・有効区間・発売場所 

発売社局名 

＜発売券名＞ 

発売金額 

（大人のみ） 
有効区間 発売場所 

山陽電気鉄道 

＜山陽東二見以西版＞ 
1,100円 

 

山陽電車 東二見～姫路・網干 

東二見・高砂・大塩・飾磨・姫路・網干

の各駅、ご案内センター（明石）、東二

見・高砂・飾磨・姫路の各定期券発売所 

山陽電気鉄道 

＜山陽全線版＞ 
1,300円 山陽電車全線 （西代～姫路・網干） 

西代・板宿・東須磨・須磨・垂水・明石・

東二見の各駅、ご案内センター（明石）、 

板宿・垂水・明石・東二見の各定期券発

売所 

神戸市交通局 

＜神戸市交通局版＞ 
1,600円 

神戸市交通局全線 

 （新神戸～谷上、神戸市バスを除く） 

山陽電車全線 ※板宿経由 

各駅窓口、駅売店 

北神急行電鉄 

＜北神・神戸市交版＞ 
2,000円 

北神急行 谷上～新神戸 

神戸市交通局 新神戸～板宿 

       （神戸市バスを除く） 

山陽電車全線 ※板宿経由 

谷上駅 

阪急電鉄 

＜阪急版＞ 
2,200円 

阪急電鉄全線 

神戸高速 阪急神戸三宮（※1）～西代 

山陽電車全線 

各ごあんないカウンター、 

阪急京都 観光案内所 

阪神電気鉄道 

＜阪神版＞ 
2,100円 

阪神電車全線 

神戸高速 元町～西代 

山陽電車全線 

梅田・尼崎・甲子園・御影・三宮の各駅

長室および各駅（係員不在時を除く）、

大阪難波駅、阪神電車サービスセンター

（三宮） 

阪神電気鉄道 

＜神戸高速版＞ 

 

1,500円 
神戸高速全線（阪神三宮（※2）を含む） 

山陽電車全線 

阪神三宮駅長室・阪神電車サービスセ

ンター（三宮）および西元町・高速神

戸・新開地・大開・高速長田・花隈の各

駅（係員不在時を除く） 

神戸新交通 

＜ポートライナー版＞ 
1,800円 

ポートライナー全線 

神戸高速全線（阪神三宮（※2）を含む） 

※阪急神戸三宮（※1）・阪神三宮経由 

山陽電車全線 

三宮駅インフォメーション、神戸空港駅 

神戸電鉄 

＜神鉄版＞ 
2,200円 

神戸電鉄全線 

神戸高速 湊川～西代 

山陽電車全線 

湊川・鈴蘭台・北鈴蘭台・谷上・有馬口・

有馬温泉・岡場・横山・三田・西鈴蘭台・

志染の各駅、駅売店（新開地・湊川・鈴

蘭台・北鈴蘭台・谷上・岡場・西鈴蘭台）、

神鉄グループ総合案内所、委託発売所、

企画乗車券自動販売機 
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発売社局 

＜発売券名＞ 

発売金額 

（大人のみ） 
有効区間 発売場所 

近畿日本鉄道 

＜近鉄大阪府内版＞ 
2,460円 

近鉄電車 大阪府内の路線 

（けいはんな線・道明寺線・ケーブルを

除く） 

※南大阪線経由の場合、大阪阿部野橋駅

から鶴橋、大阪難波、西九条、梅田等 

の各駅までの地下鉄線・ＪＲ線の乗車

券が別途必要です。 

阪神電車全線 ※阪神なんば線経由 

神戸高速 元町～西代 

山陽電車全線 

大阪難波・近鉄日本橋・大阪上本町・鶴

橋・布施・長瀬・近鉄八尾・河内国分・

八戸ノ里・河内花園・瓢箪山・大阪阿部

野橋・矢田・河内天美・河内松原・藤井

寺・古市・喜志・富田林・河内長野の各

駅 

近畿日本鉄道 

＜近鉄奈良県内版＞ 
2,750円 

近鉄電車 大阪府・奈良県内の路線 

（けいはんな線の長田～新石切間・道明

寺線・田原本線・吉野線の市尾以南・

ケーブル・ロープウェイを除く） 

※南大阪線経由の場合、大阪阿部野橋駅

から鶴橋、大阪難波、西九条、梅田等 

の各駅までの地下鉄線・ＪＲ線の乗車

券が別途必要です。 

阪神電車全線 ※阪神なんば線経由 

神戸高速 元町～西代 

山陽電車全線 

大阪難波・大阪上本町・五位堂・大和高

田・大和八木・桜井・榛原・生駒・東生

駒・学園前・大和西大寺・近鉄奈良・高

の原・近鉄郡山・天理・王寺・大阪阿部

野橋・尺土・高田市・橿原神宮前・飛鳥・

壺阪山・近鉄御所の各駅 

南海電気鉄道 

＜南海北部版＞ 
2,350円 

南海電鉄 難波～堺・汐見橋～中百舌鳥 

阪神電車全線 ※阪神なんば線経由 

神戸高速 元町～西代 

山陽電車全線 

難波～堺・汐見橋～中百舌鳥の各駅 

（係員無配置駅等一部の駅を除く） 

南海電気鉄道 

＜南海中部版＞ 
2,650円 

南海電鉄 難波～孝子・泉佐野～りんく

うタウン・汐見橋～天見・高

師浜線・多奈川線 

阪神電車全線 ※阪神なんば線経由 

神戸高速 元町～西代 

山陽電車全線 

難波～孝子・りんくうタウン・汐見橋～

天見・高師浜線・多奈川線の各駅 

（係員無配置駅等一部の駅を除く） 

南海電気鉄道 

＜南海南部版＞ 
2,950円 

南海電鉄全線 

阪神電車全線 ※阪神なんば線経由 

神戸高速 元町～西代 

山陽電車全線 

和歌山大学前・紀ノ川・和歌山市・関西

空港・紀見峠～高野山・加太線の各駅 

（係員無配置駅等一部の駅を除く） 

大阪府都市開発 

（泉北高速鉄道） 

＜泉北高速版＞ 

2,700円 

泉北高速全線 

南海電鉄 難波～堺・汐見橋～中百舌鳥 

阪神電車全線 ※阪神なんば線経由 

神戸高速 元町～西代 

山陽電車全線 

各駅窓口 



5 

 

 

※1 平成２５年１２月２１日に阪急「三宮」から「神戸三宮」に駅名を改称します。 

※2 平成２６年 ４月 １日に阪神「三宮」から「神戸三宮」に駅名を改称予定です。 

 

以  上 

発売社局 

＜発売券名＞ 

発売金額 

（大人のみ） 
有効区間 発売場所 

京阪電気鉄道 

＜京阪版＞ 
2,500円 

京阪電車全線  

（男山ケーブル、大津線を除く） 

大阪市営地下鉄・ニュートラム全線 

（大阪市営バスを除く） 

阪神電車 梅田～元町 ※阪神梅田経由 

神戸高速 元町～西代 

山陽電車全線 

中之島・淀屋橋・天満橋・京橋・守口市・

寝屋川市・香里園・枚方市・樟葉・中書

島・丹波橋・祇園四条・三条・出町柳の

各駅 

北大阪急行電鉄 

＜北大阪急行版＞ 
2,500円 

北大阪急行全線 

大阪市営地下鉄 江坂～梅田 

（大阪市営バスを除く） 

阪神電車 梅田～元町 ※阪神梅田経由 

神戸高速 元町～西代 

山陽電車全線 

各駅（江坂駅を除く） 

大阪高速鉄道 

（大阪モノレール） 

＜大阪モノレール版＞ 

2,500円 

大阪モノレール全線 

阪急電鉄全線  

※蛍池・山田・南茨木経由 

神戸高速 阪急神戸三宮（※1）～西代 

山陽電車全線 

各駅改札窓口 

能勢電鉄 

＜能勢版＞ 
2,300円 

能勢電鉄全線  

（ケーブル・リフトを除く） 

阪急電鉄全線  

神戸高速 阪急神戸三宮（※1）～西代 

山陽電車全線 

川西能勢口・平野・山下の各駅、 

平野駅コンビニ「リズミン」 

 


