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平成２５年１月２１日 

 

 ３月２１日の運行開始に先立ち、 

観光特急「しまかぜ」の試乗会、ラインナップ撮影会ツアーを実施！ 
 

 

 近鉄では、今年行われる伊勢神宮式年遷宮にあわせて、当社沿線の最重要観光拠点である伊勢志摩地域の

活性化を推進する切り札として、今までにない「鉄道の旅」をご提供し、乗ること自体が楽しみとなるよう

な観光特急「しまかぜ」を、３月２１日（木）から運行します。 

これを記念して、運行開始に先立ち、観光特急「しまかぜ」の試乗会およびラインナップ撮影会ツアーを

以下のとおり実施します。 

この機会に、試乗会では観光特急「しまかぜ」の上質なくつろぎ、設備やサービスなどを、撮影会ツアー

では近鉄のさまざまな車両が並ぶ姿などをお楽しみいただければと考えています。 

 

詳細は別紙のとおりです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ⅰ．観光特急「しまかぜ」無料試乗会       ：３月 ２日（土） 

神宮式年遷宮の年に生まれた方を含むグループを、抽選でご招待します。 

Ⅱ．観光特急「しまかぜ」有料試乗会ツアー    ：３月１０日（日）、３月１６日（土） 

大阪上本町駅、近鉄名古屋駅、賢島駅発の有料試乗会ツアーを実施します。 

Ⅲ．観光特急「しまかぜ」ラインナップ撮影会ツアー：３月１７日（日） 

青山町車庫（最寄駅：青山町駅 住所：三重県伊賀市阿保）において、観光特急「しまかぜ」

２編成と団体専用列車「楽」「あおぞらⅡ」のライナップ撮影および一般車両による洗車体験を

実施します。行き帰りには、団体専用列車「楽」「あおぞらⅡ」にご乗車いただきます。 
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Ⅰ．観光特急「しまかぜ」無料試乗会 

 

 １．名 称  観光特急しまかぜ無料試乗会 

          ～神宮式年遷宮の年に生まれた方を含むグループを抽選でご招待～ 

 

２．応 募 条 件  神宮式年遷宮の年に生まれた方を含む、次の①～③に該当するグループの方。 

          ①夫婦・カップル 

          ②小学生以下のお子様を含む家族連れ 

          ③女性グループ 

※②③については、２～６名での応募となります。 

※試乗会当日受付にて、生年月日を確認させていただきます。生年月日が証明でき

るものをご持参願います。 

           【参考】神宮式年遷宮の年 

               昭和 ４年（１９２９年） 第５８回 

               昭和２８年（１９５３年） 第５９回 

               昭和４８年（１９７３年） 第６０回 

               平成 ５年（１９９３年） 第６１回 

               平成２５年（２０１３年） 第６２回 

 

３．実 施 日  平成２５年３月２日（土） ※雨天決行（荒天中止） 

 

４．募 集 人 員  Ａ：大阪上本町駅発着 １００名 

          Ｂ：近鉄名古屋駅発着 １００名 

          ※号車・座席の指定はできません。 

 

５．募 集 期 間  平成２５年１月２１日（月）から平成２５年２月１２日（火）まで（必着） 

 

６．お申し込み  郵便はがきに必要事項をご記入のうえ、次の宛先までお送りください。 

          【必要事項】 

           （１）発着駅    Ａ：大阪上本町駅 Ｂ：･近鉄名古屋駅 

           （２）グループ区分 ①～③ 

（３）参加人数   ２～６名 

           （４）代表者氏名 

（５）代表者住所 

（６）代表者電話番号 

（７）参加者氏名・性別・年齢・生年月日（代表者含む全員分）  

             ※参加者の中に、神宮式年遷宮の年に生まれた方を含むこと。 

【宛先】 

〒５４３－８６９１ 

大阪府大阪市天王寺区上汐５－５－１２ 

             日本郵便株式会社天王寺郵便局留 

              近畿日本鉄道株式会社 観光特急しまかぜ無料試乗会 係 

 

７．当 選 発 表  当選者への発表は、発送をもって代えさせていただきます。 

別 紙 
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８．行 程  ≪Ａ：大阪上本町駅発着≫ 

受付：大阪上本町駅地上改札口 ９時００分～９時３０分（予定） 

（往路） 

大阪上本町駅（9:40 頃発）+++（観光特急「しまかぜ」）+++ 宇治山田駅（11:25

頃着）+++鳥羽駅（11:40 頃着）+++ 賢島駅（12:15 頃着）※各駅到着後自由行動 

（復路） 

賢島駅（14:30 頃発）+++ （観光特急「しまかぜ」）+++ 鳥羽駅（15:15 頃発）

+++ 宇治山田駅（15:25 頃発）+++ 大阪上本町駅（17:00 頃着） 

 

≪Ｂ：近鉄名古屋駅発着≫ 

受付：近鉄名古屋駅正面改札口 ９時２０分～９時５０分（予定） 

（往路） 

近鉄名古屋駅（10:05 頃発）+++（観光特急「しまかぜ」）+++ 宇治山田駅（11:45

頃着）+++ 鳥羽駅（12:00 頃着）+++ 賢島駅（12:50 頃着）※各駅到着後自由行動 

（復路） 

賢島駅（15:10 頃発）+++ （観光特急「しまかぜ」）+++ 鳥羽駅（15:45 頃発）

+++宇治山田駅（16:00 頃発）+++ 近鉄名古屋駅（17:30 頃着） 

 

※往路については各停車駅で降車いただけます。 

※復路については各停車駅から乗車いただけます。 

※復路を観光特急「しまかぜ」にご乗車されない場合、お帰りの運賃・特急料金な

どは各自負担となります。 

※和風・洋風個室（大阪上本町駅発着は４号車、近鉄名古屋駅発着は３号車）は、

見学のみとなります。 

           ※車内は禁煙です。喫煙コーナーの使用もできません。 

 ※専属アテンダントが乗車し、軽食や飲料の販売、おしぼりの配布などを行います。 

           ※乗車中の移動は自由ですが、混雑が予想されるときなど、安全のため制限をかけ

る場合があります。 

※添乗員が車内において、観光特急「しまかぜ」の概要説明を行います。 

※参加者には、観光特急「しまかぜ」のクリアファイル、メモパッドをプレゼント

します。 
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Ⅱ．観光特急「しまかぜ」有料試乗会ツアー 

 

１．ツアー名称  観光特急しまかぜ有料試乗会ツアー 

 

２．実 施 日  平成２５年３月１０日（日）、３月１６日（土） ※両日とも雨天決行（荒天中止） 

 

 ３．コ ー ス  ≪大阪発≫ 

           Ａコース：大阪上本町駅または大和八木駅 ⇒ 賢島駅（観光特急しまかぜ乗車区間） 

           Ｂコース：賢島駅 ⇒ 大和八木駅または大阪上本町駅（観光特急しまかぜ乗車区間） 

          ≪名古屋発≫ 

           Ａコース：近鉄名古屋駅 ⇒ 賢島駅（観光特急しまかぜ乗車区間） 

           Ｂコース：賢島駅 ⇒ 近鉄名古屋駅（観光特急しまかぜ乗車区間） 

 

４．募 集 人 員  大阪発および名古屋発の両日ともＡコース１２０名、Ｂコース１２０名 

※最少催行人員各コース共１００名 

            

 

 

 

 

 

※３号車（名古屋発は４号車）カフェ車両と４号車（名古屋発は３号車）の和風・洋

風個室の販売はいたしません。（見学可能） 

          ※４号車（名古屋発は３号車）グループ席車両は、サロン席（６人用×３カ所）の利

用となります。 

          ※号車の希望はお受けしますが（申し込み時、先着順）、座席の希望はお受けできま

せん。また、お申し込み人数などにより、相席となる場合があります。 

          ※車内は禁煙です。喫煙コーナーの使用もできません。 

          ※乗車中の移動は自由ですが、混雑が予想されるときなど、安全のため制限をかける

場合があります。 

 

５．募 集 期 間  平成２５年１月２１日（月）から平成２５年２月２８日（木）まで 

※ただし、満員になり次第締切ります。 

 

６．旅 行 代 金  ≪大阪発≫ 

大阪上本町駅発 大人 １０，０００円 小児 ６，０００円 乳幼児 ６００円 

大和八木駅発  大人  ９，５００円 小児 ５，５００円 乳幼児 ６００円 

≪名古屋発≫ 

近鉄名古屋駅発 大人 １０，０００円 小児 ７，０６０円 乳幼児 ６００円 

※他駅からの設定はございません。 

           ＜旅行代金に含まれるもの＞ 

            近鉄往復運賃、定期特急片道料金、イベント費用、諸税、昼食代（名古屋発のみ）

など 

            （乳幼児の旅行代金にはイベント費用、諸税が含まれます） 

（内訳）

１号車  展望車両 ２４名  展望車両 ２４名
２号車 ２４名 ３０名
３号車  カフェ車両 －  グループ席車両 １８名
４号車  グループ席車両 １８名  カフェ車両 －
５号車 ３０名 ２４名
６号車  展望車両 ２４名  展望車両 ２４名

名古屋発大阪発
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            ※定期特急片道料金とは、観光特急「しまかぜ」にご乗車しない区間分（大阪発：

Ａコース…賢島駅から大阪上本町駅または大和八木駅まで、Ｂコース…大阪上

本町駅または大和八木駅から賢島駅まで、名古屋発：Ａコース…賢島駅から近

鉄名古屋駅まで、Ｂコース…近鉄名古屋駅から賢島駅まで）の特急料金です。 

            ※乳幼児でも座席が必要な場合は小児代金となります。 

 

７．お申し込み  大阪難波、大阪上本町、鶴橋、布施、近鉄八尾、河内国分、大和高田、大和八木、 

榛原、名張、八戸ノ里、瓢箪山、生駒、大和西大寺、近鉄奈良、京都、大久保、 

新田辺、天理、王寺、大阪阿部野橋、矢田、藤井寺、古市、高田市、橿原神宮前、 

下市口、富田林、近鉄名古屋、近鉄蟹江、桑名、近鉄四日市、白子、津、伊勢中川、

宇治山田、鳥羽の各駅営業所 

 

８．行 程  ≪大阪発≫ 

 【Ａコース】集合：大阪上本町駅地上改札口 ９時００分から１０時００分まで（予定） 

           大阪上本町駅（10:13 発）+++ 大和八木駅（10:46 発）+++（観光特急「しまか

ぜ」）+++ 賢島駅（12:56 着） 

賢島駅 +++（定期特急など各自）+++ 大和八木駅 +++ 大阪上本町駅 

           

【Ｂコース】集合：賢島駅コンコース １３時５０分から１４時５０分まで（予定） 

大阪上本町駅 +++ 大和八木駅 +++（定期特急など各自）+++ 賢島駅 

賢島駅（14:57 発）+++（観光特急「しまかぜ」）+++ 大和八木駅（17:10 着）

+++ 大阪上本町駅（17:57 着） 

 

≪名古屋発≫ 

 【Ａコース】集合：近鉄名古屋駅正面改札口 ８時４５分から９時１５分まで（予定） 

           近鉄名古屋駅（9: 35 発）+++（観光特急「しまかぜ」）+++ 賢島駅（11:49 着）

===（送迎バス）=== 賢島宝生苑（イベント＜昼食・観光特急「しまかぜ」概要説

明＞、入浴など）===（送迎バス）=== 賢島駅 

賢島駅 +++（定期特急など各自）+++ 近鉄名古屋駅 

 

【Ｂコース】集合：賢島宝生苑フロント １０時３０分から１１時４５分まで（予定） 

近鉄名古屋駅 +++（定期特急など各自）+++ 賢島駅  

賢島駅 ===（送迎バス）=== 賢島宝生苑（受付・イベント＜昼食・観光特急「しま

かぜ」概要説明＞、入浴など）===（送迎バス）=== 賢島駅（15:10 発）+++（観

光特急「しまかぜ」）+++ 近鉄名古屋駅（17:31 着） 

 

※観光特急「しまかぜ」の概要説明を行います。（大阪発は車内、名古屋発は賢島宝

生苑のイベント会場） 

※専属アテンダントが乗車し、軽食や飲料の販売、おしぼりの配布などを行います。 

          ※参加者には、観光特急「しまかぜ」のトレーディングカード、車両パンフレット、

特製キーホルダー（大阪発のみ）をお渡しします。（乳幼児は除く） 

          ※名古屋発では、賢島宝生苑の天然温泉がご利用いただけます。 
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団体専用列車「楽」団体専用列車「あおぞらⅡ」

Ⅲ．観光特急「しまかぜ」ラインナップ撮影会ツアー 

 

１．ツアー名称  観光特急しまかぜラインナップ撮影会ツアー 

 

２．実 施 日  平成２５年３月１７日（日）※雨天決行（荒天中止） 

 

３．募 集 人 員  大阪上本町駅発２００名 ※最少催行人員１００名 

          近鉄名古屋駅発２００名 ※最少催行人員１００名 

 

４．募 集 期 間  平成２５年１月２１日（月）から平成２５年２月２８日（木）まで 

※ただし、満員になり次第締切ります。 

 

５．旅 行 代 金  大阪上本町駅発 大人 ５，０００円 小児 ４，０００円 

          近鉄名古屋駅発 大人 ５，０００円 小児 ４，０００円 

※他駅からの設定はございません。 

※乳幼児は参加できません。 

          ＜旅行代金に含まれるもの＞ 

           近鉄往復運賃、昼食代、イベント費用、諸税など 

 

６．お申し込み  大阪難波、大阪上本町、鶴橋、布施、近鉄八尾、河内国分、大和高田、大和八木、 

榛原、名張、八戸ノ里、瓢箪山、生駒、大和西大寺、近鉄奈良、京都、大久保、 

新田辺、天理、王寺、大阪阿部野橋、矢田、藤井寺、古市、高田市、橿原神宮前、 

下市口、富田林、近鉄名古屋、近鉄蟹江、桑名、近鉄四日市、白子、津、伊勢中川、

宇治山田、鳥羽の各駅営業所 

 

７．行 程  ≪大阪発≫ 

  集合：大阪上本町駅地上改札口 １０時００分から１１時００分まで（予定） 

           大阪上本町駅（11:20 頃発）+++（団体専用列車「楽」）+++ 青山町駅（13:00

頃着）… 青山町車庫（ラインナップ撮影会・洗車体験）… 青山町駅（16:00 頃

発）+++（団体専用列車「あおぞらⅡ」）+++大阪上本町駅（17:30 頃着） 

 

≪名古屋≫ 

集合：近鉄名古屋駅正面改札口 １０時３０分から１１時００分まで（予定） 

           近鉄名古屋駅（11:20頃発）+++（団体専用列車「あおぞらⅡ」）+++ 青山町駅（13:00

頃着）… 青山町車庫（洗車体験・ラインナップ撮影会）… 青山町駅（1６:00 頃

発）+++（団体専用列車「楽」）+++ 近鉄名古屋駅（17:30 頃着） 
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※お申込み人数などにより、相席となる場合があります。 

※昼食は、往路の団体専用列車内でお取りいただきます。 

（観光特急しまかぜオリジナル弁当をご用意しています） 

※ラインナップ撮影会場では、スタッフの指示をお守りください。 

※観光特急「しまかぜ」の車内見学はできません。 

           ※参加者には、観光特急「しまかぜ」のトレーディングカード・車両パンフレット・

特製キーホルダーをお渡しします。 

           ※ラインナップ車両は、観光特急「しまかぜ」２編成、団体専用列車「楽」｢あお

ぞらⅡ｣各１編成の予定です。 

           ※洗車体験は、一般車両により実施します。 

 

以 上 


