２０２１年１１月４日
近畿日本鉄道株式会社

～定期券の呈示で近鉄グループの施設でお得な特典が受けられます～

「近鉄電車 定期券でおトク！」サービスを実施します。

近鉄では、近鉄グループで横断的に実施する「さぁ はじめよう、
」キャンペーンでの取組みとして、２０
２１年１１月６日（土）から２０２２年３月３１日（木）までの間、
「近鉄電車 定期券でおトク！」サービス
を実施します。
日ごろから近鉄電車にご乗車いただいているお客様のご愛顧に感謝して、実施期間中、近鉄電車の定期券
（ＫＩＰＳ ＩＣＯＣＡ定期券、ＩＣＯＣＡ定期券および磁気定期券等）をお持ちのお客様は、当該定期券の
ご呈示により、月替わりで近鉄グループの対象施設で割引等のサービスが受けられます。
この機会に、近鉄電車をご利用のお客様に、沿線のグループ施設をご利用いただければと考えています。
詳細は別紙をご覧ください。
特典内容概要
対象施設
11 月
（６日～）
12 月

特典内容

生駒ケーブル

生駒山上駅→鳥居前駅方面の
乗車が無料（実質往復半額）

近鉄百貨店
（沿線外を除く主要店舗）

対象の飲食店での割引やワンド
リンクサービス等

備考
持参人含め大人・小児
計 4 名まで無料

1月
近鉄・都ホテルズ
対象のレストランでの１０％
（４日～） （大阪・京都・四日市のホテル） 割引
2月

ハルカス３００（展望台）

入館料を大人２００円割引

3月

志摩スペイン村
パルケエスパーニャ

パスポート（1 日券）を半額割引

ＫＩＰＳ ＩＣＯＣＡ定期券
（裏面）

ＩＣＯＣＡ定期券

磁気定期券

別

紙

【サービスの概要】
１．名

称

２．実施期間
３．対

「近鉄電車 定期券でおトク！」サービス
２０２１年１１月６日（土）から２０２２年３月３１日（木）まで

象

当社線を含む定期券（ＫＩＰＳ ＩＣＯＣＡ定期券、ＩＣＯＣＡ定期券および磁気定期券等）
をお持ちのお客様（ご本人様に限ります）
※サービス利用日が定期券の有効期間中である場合に限ります。
※区間および種類（通勤、通学、大人、小児等）を問いません。
※当社線区間を含む他社発行の連絡定期券を含みます。
※区間指定割引等、券面に区間と有効期間が記載されていないものは対象外です。

４．実施内容

対象となる定期券をご持参いただき、期間中に対象施設でご呈示いただくと特典サービスが
受けられます。
対象施設と内容は毎月替わります。詳細は以下のとおりです。
※定期券をお持ちのお客様のみのサービスとなります。
（生駒ケーブルはご本人様を含め大
人・小児計 4 名まで）
※すべての施設・店舗で他のサービスとの併用はできません。
※営業時間や定休日は変更になることがございます。ご利用の際は各施設・店舗へご確認く
ださい。
※対象店舗や特典内容は変更になる場合があります。

２０２１年１１月６日（土）～１１月３０日（火）
施設名

生駒ケーブル

特典サービス内容
・生駒山上駅～鳥居前駅間において鳥居前駅方面へご乗車の場合、定期券のご呈示
で無料でご乗車いただけます。
⇒鳥居前駅～生駒山上駅の間で往復乗車される場合は、実質半額になります。
・ご本人様を含め大人・小児合わせて４名様まで無料でご乗車いただけます。
※鳥居前駅から生駒山上駅方面へご乗車の場合は、通常どおりの乗車券が必要です。

２０２１年１２月１日（水）～１２月３１日（金）
店舗名

あべのハルカス
近鉄本店
※各種サービスは、
お料理をご注文のお
客さまに限り有効で
す。
※ 12/1 （ 水 ） ～
12/23（木）の平日
のみ。

特典サービス内容

（タワー館 14Ｆ）
SURFSIDE KITCHEN

ご飲食代金より 10％割引

（タワー館 12Ｆ）
粋花 KYK

ワンドリンクサービス

（タワー館 5Ｆ）
丸福珈琲店

「ドリップ珈琲」1 袋サービス
※店内でご飲食のお客さまのみ

あべのハルカス近鉄本店の対象店舗は一例です。
詳細は１１月中に近鉄ホームページでお知らせいたします。

店舗名
マクドナルド
bibim'
Hoop

食游梅蘭
鎌倉パスタ
スープストックトーキョー
京懐石〈美濃吉〉

近鉄百貨店
上本町店

中国名菜〈銀座アスター〉
東京風鰻料理〈江戸川〉

※12/31（金）は
除く。

和食〈つきひ〉
とんかつ・とんしゃぶ
〈いなば和幸 とん匠〉
カフェ モロゾフ
三宝庵 家族亭別庵
しゃぶかつ かつ㐂

上本町 YUFURA
※各種サービスは、
店内でご飲食のお
客さまに限り有効
です。

旬魚旬彩 うおまん

菜香
生麺工房 鎌倉パスタ
丸福珈琲店

近鉄百貨店
生駒店

税込 110 円以上ご利用の方限定で、マッ
クフライポテト（S)サービス
税込 1,100 円以上ご利用の方限定で、ワ
ンドリンクサービス
税込 1,100 円以上ご利用の方限定で、ワ
ンドリンクサービス
税込 1,100 円以上ご利用の方限定で、ワ
ンドリンクサービス
税込 1,100 円以上ご利用の方限定で、ワ
ンドリンクサービス
店内飲食 5,000 円以上でおみやげプレゼ
ント
店内飲食 7,150 円以上のコースご注文の
方にソフトドリンク 1 杯サービス
鰻「特上重」ご注文の方、ソフトドリンク
1 杯サービス
点心 和牛すきやきご注文の方ソフトド
リンク 1 杯サービス
レタス豚しゃぶコースご注文の方ソフト
ドリンク 1 杯サービス
オレンジゼリー1 個プレゼント
※モーニング・ランチなど一部除外あり
ソフトドリンク（コーラ・オレンジジュー
ス・ウーロン茶･コーヒー･紅茶）いずれか
1 杯サービス
ゆずシャーベットサービス
ランチ（16 時まで）はコーヒー1 杯サー
ビス、
ディナー（16 時から）は税込 5,500
円以上のご飲食でお会計より 10%割引
※宴会メニューを除く
税込 3,500 円以上のご飲食でお会計より
10%割引 ※ランチタイム除く
ソフトドリンク 1 杯（税込 308 円）サー
ビス
ドリップ珈琲 1 パックまたは焼き菓子（プ
チサイズ）1 袋プレゼント

廻転寿司 CHOJIRO

ご飲食代金より 5%割引

ウィーンの森
※11/21（日）より「UCC カフェプラ
ザ」に名称変更

ご提示の方はお会計から 5％割引
※1 グループ 4 名様まで
※各日限定 10 組様まで
ご提示の方はお会計から 10％割引
※1 グループ 4 名様まで
※各日限定 10 組様まで
ご提示の方はお会計から 10％割引
※1 グループ 4 名様まで
※各日限定 10 組様まで
コーヒー・紅茶 100 円引き
※各日限定 10 名様まで

ミラノ亭
※土・日および
12/25（土）～
12/31（金）は除
く。

特典サービス内容

自家製麺 杵屋
ブロッドン

店舗名
アサヒビアケラー
ＫＵＲＡ
四日市柿安
歌行燈
近鉄百貨店
四日市店

高山らーめん
ＫＹＫ

そじ坊
（ふれあいモール）唐辛子
近鉄パッセ

サンマルコ
杵屋
華の風

近鉄百貨店
橿原店

うなぎ専門店 うな源

特典サービス内容
お食事メニューご注文の方限定 ソフト
ドリンク 1 杯サービス（土・日のみ）
お食事メニューご注文の方限定 ソフト
ドリンク 1 杯サービス（土・日のみ）
お食事メニューご注文の方限定 ソフト
ドリンク 1 杯サービス（土・日のみ）
お食事メニューご注文の方限定 珈琲、オ
レンジジュース、ウーロン茶 いずれか 1
杯サービス（土・日のみ）
お食事メニューご注文の方限定 ソフト
ドリンク 1 杯サービス（土・日のみ）
お食事メニューご注文の方限定 オレン
ジジュース、ウーロン茶 いずれか 1 杯サ
ービス（土・日のみ）
お食事メニューご注文の方限定 季節の
アイスクリーム 1 品又はソフトドリンク
1 杯サービス（土・日のみ）
お食事メニューご注文の方限定 韓国の
り お一人様 1 品サービス（土・日のみ）
カツカレー880 円（税込）→830 円（税
込）※イートインに限る
トッピングご注文のお客様に季節のミニ
アイス 1 個サービス
ワンドリンクサービス
※1,000 円以上のフードメニューご注文
のお客さまに限ります
ワンドリンクサービス
※2,000 円以上のフードメニューご注文
のお客さまに限ります。

コロニアルティーガーデン

ケーキセット 50 円引き

スリーマウンテンコーヒー

喫茶コーナーにてブルーマウンテンブレ
ンド 100 円引

カフェ英國屋

プレーンワッフルセット 10％割引

２０２２年１月４日（火）～１月３１日（月）
店舗名

特典サービス内容

シェラトン
都ホテル大阪
大阪マリオット
都ホテル
都シティ
大阪天王寺
都ホテル
京都八条

ブッフェレストラン
トップ オブ ミヤコ

ご飲食代金より 10％割引

ライブキッチン「COOKA」

ご飲食代金より 10％割引

スカイレストラン エトワール

ご飲食代金より 10％割引

都ホテル四日市

レストラン パークサイドカフェ

バイキングレストラン「ル・プレジール」 ご飲食代金より 10％割引
ご飲食代金より 10％割引

２０２２年２月１日（火）～２月２８日（月）
施設名

ハルカス３００
（展望台）

特典サービス内容
大人
1,500 円→1,300 円
中高生 1,200 円→1,100 円
小学生
700 円→ 600 円
※3 歳未満のお子様は無料。
※あべのハルカス 16 階チケットカウンターで販売する「当日券」が対象です。

２０２２年３月１日（火）～３月３１日（木）
施設名

特典サービス内容

志摩スペイン村
パルケエスパーニャ

パスポート（１日用）を半額割引
大人：18～64 歳
5,400 円→2,700 円
中人：12～17 歳（中学生・高校生） 4,400 円→2,200 円
小人： 3～11 歳 （幼児・小学生） 3,600 円→1,800 円
シニア：65 歳以上
3,600 円→1,800 円
※2 歳以下のお子様については有料入園者(大人)1 名様につき 2 名様まで無料です。
※表示金額はすべて消費税を含みます。
※エントランスチケットブースにてご呈示のうえパスポートをご購入ください。

以

上

