「春の関西１デイパス」を発売します
平成２６年２月２１日
西日本旅客鉄道株式会社
近畿日本鉄道株式会社
京阪電気鉄道株式会社
南海電気鉄道株式会社
大阪水上バス株式会社
ＪＲ西日本と近鉄電車、京阪電車、南海電鉄、大阪水上バスの５社で連携した商品として、「春の関
西１デイパス」を発売します。

【ここがポイント】
ＪＲ西日本、近鉄電車、京阪電車、南海電鉄、大阪水上バスの５社で、春の日帰り旅行に便利なき
っぷをご提案します。
○ 近鉄沿線の「飛鳥」、京阪沿線の「京都定期観光」、南海沿線の「堺･住吉」のいずれかのエリ
ア１つに行くことができるチケットと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」「水都号アクア mini（4/26～運航）」にも乗船できます。
○ 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）の普通車自由席に乗車できます。

【
「春の関西１デイパス」商品概要】

【飛鳥チケット】引換箇所：近鉄電車の大阪阿部野橋駅、鶴橋駅または京都駅
・近鉄電車 大阪阿部野橋駅～橿原神宮前駅間または鶴橋駅もしくは京都駅
～大和八木駅間の往復
※同一引換駅発着で、往復区間では途中下車できません
・近鉄電車 大和八木駅～桜井駅間および大和八木～壺阪山駅間１日乗り放題

ＪＲ
自由周遊区間内
１日乗り放題

または

※普通列車
(新快速･快速含む)
の普通車自由席

＋

【京都定期観光チケット】
引換箇所：京阪電車の京橋駅、東福寺駅または京阪バスの京都定期観光バス案内所（ＪＲ京都駅烏丸口）

京橋駅～東福寺駅間の往復
＋ ・京阪電車
・東福寺駅～出町柳駅間１日乗り放題

大阪水上バス
アクアライナー
水都号アクア mini
１日乗り放題

※往復区間では途中下車できません

・京都定期観光バス１回乗車（「京都 午前の半日」「京都 午後の半日」など）

または

【堺・住吉チケット】引換箇所：南海電鉄の新今宮駅または阪堺電車の天王寺駅前電停
・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
・阪堺電車全線１日乗り放題
・南海バス（堺市内指定区間）１日乗り放題

○ 発売期間：平成 26 年３月５日（水）～平成 26 年５月 25 日（日） ※ご利用日当日も発売
○ 利用期間：平成 26 年３月８日（土）～平成 26 年５月 25 日（日） ※ご利用日当日限り有効
○ 発売価格：おとな ３，５００円、こども １，８００円
※平成 26 年４月の消費税率改定により、発売額の変更を行う予定です。
○ 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・博多南駅のみ）

別 紙
商 品 概 要
１．きっぷの名称

「春の関西１デイパス」

２．発売額

おとな ３，５００円

こども １，８００円

※平成 26 年４月の消費税率改定により、発売額の変更を行う予定です。

３．発売期間

平成 26 年３月５日（水）～平成 26 年５月 25 日（日）
※発売期間中のご利用日１ヶ月前から当日まで発売

４．ご利用期間

平成 26 年３月８日（土）～平成 26 年５月 25 日（日）

５．有効期間

１日間（乗車日当日限り有効）
※「飛鳥チケット」、「京都定期観光チケット」、「堺・住吉チケット」も同一日のご利用に限ります。

６．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」および主な旅
行会社
※電話予約も取扱います。九州島内はＪＲ西日本の博多・小倉・博多南駅に限り発売します。

７．きっぷの効力
・ 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。
※ 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。
）
※ 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。

・ 本券を各船着場のきっぷ売り場で呈示すると、大阪水上バス「アクアライナー」（大阪城・中
之島めぐり）
「水都号アクア mini」が自由に乗り降りできます。 ※水都号アクア mini は 4 月 26 日
以降の土・日・祝日限定運航で、大阪城港⇔港町船着場を結ぶシャトルクルーズです。

・ 「飛鳥チケット」
、
「京都定期観光チケット」
、
「堺・住吉チケット」のいずれかひとつに引換え
ができる引換券がセットになっています。
・ ご利用日の変更は、使用開始前１回に限り可能です。なお、「飛鳥チケット」、「京都定期観光
チケット」
、
「堺・住吉チケット」は、一度引換えた後、異なるチケットへの変更はできません。
・ 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。
）
・ 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。
・ 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。

【ＪＲ自由周遊区間】
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８．各チケットのご案内
【飛鳥チケット】
・ 「飛鳥チケット」は、
「近鉄電車の大阪阿部野橋
駅、鶴橋駅および京都駅～フリー区間（右図参照）
までの往復（同一引換駅発着で、途中下車できま
せん。
）
」と「近鉄電車のフリー区間（右図参照）
１日乗り放題がセットになったチケットです。近
鉄電車のご利用には、近鉄電車の大阪阿部野橋
駅・鶴橋駅・京都駅の特急券うりばまたは駅営業
所であらかじめ
「飛鳥チケット」
にお引換のうえ、
ご利用ください。
・ 近鉄特急にご乗車の場合は、別に特急券が必要です。

【京都定期観光チケット】
・ 「京都定期観光チケット」は、京阪電車の京橋
駅～東福寺駅間の往復（途中下車できません。）」、
「京阪電車の東福寺駅～出町柳駅１日乗り放題」
と「京都定期観光バス１回乗車（①～④のコース
のいずれか）
」がセットになったチケットです。京
阪電車、京都定期観光バスにご乗車になる前に、
京阪電車京橋駅・東福寺駅または京阪バスの京都
定期観光バス案内所（ＪＲ京都駅烏丸口）であら
かじめ「京都定期観光チケット」にお引換のうえ、
ご利用ください。
（定期観光バスは京都定期観光バ
ス案内所前から発車します。
）
①「京都 午前の半日～清水寺・南禅寺～(ＳＡコース)」
9:10 発(所要時間:約 3 時間) ※毎日運行
②「京都 午後の半日～金閣寺・東寺～（ＳＢコース）」
13:40 発(所要時間:約 3 時間) ※毎日運行
③「京都御所と桜の名所、平野神社（ＸＰコース）」 9:20、13:30 発(所要時間:約 3 時間) ※4/9～13 のみ運行
④自由に乗降できる観光循環バス「京都ひるバス」
8:40 発と 9:00～16:00 の間、１時間間隔で運行 ※土日祝日と 4/28 のみ運行
※①～③には拝観料・ガイドによる観光案内、④は京都を紹介する音声ガイドがセットになっています。
・ 京都定期観光バスは定員制のため、満席でご乗車いただけない場合があります。予約の方優先と
なりますので、事前の電話予約をおすすめします。

【堺・住吉チケット】
・ 「堺・住吉チケット」は、
「南海電鉄指定区間１
日乗り放題」、「阪堺電車全線１日乗り放題」、「南
海バス（堺市内指定区間）１日乗り放題」がセッ
トになったチケットです。南海電鉄、阪堺電車、
南海バスにご乗車になる前に、南海電鉄新今宮駅
の窓口または阪堺電車の天王寺駅前電停乗車券発
売所で「堺・住吉チケット」にお引換のうえ、ご
利用ください。
・ 南海電鉄の座席指定列車にご乗車の場合は、別
に特急券等が必要です。
・ 「堺・住吉チケット」の有効区間外への乗り越しは別途運賃が必要です。

