「夏の関西１デイパス」を発売します
平 成 ２ ５ 年 ７ 月 ５ 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、「夏の関
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、夏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「赤目四十八滝」、京阪沿線の「宇治・伏見・八幡」、南海沿線の「高野山」のいず
れかのエリア１つに行くことができるチケットへ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」にもご乗車いただけます。
○ 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）の普通車自由席がご利用いただけます。
※特急券を別にお買い求めいただくことでＪＲ自由周遊区間内の在来線特急列車がご利用い
ただけます（ただし、新幹線を除きます）。
【「夏の関西１デイパス」商品概要】

【赤目四十八滝チケット】引換箇所：近鉄電車の鶴橋駅または京都駅
ＪＲ
自由周遊区間内
１日乗り放題
※普通列車
(新快速･快速含む)
の普通車自由席

＋
大阪水上バス
アクアライナー
１日乗り放題

・近鉄電車 鶴橋駅または京都駅～赤目口駅間の往復 ※途中下車できません
・三重交通バス（赤目口駅前バス停～赤目滝バス停）の往復
・赤目四十八滝入山料および周辺の各施設・店舗での割引サービス

または

【宇治･伏見･八幡チケット】引換箇所：京阪電車の京橋駅または東福寺駅
・京阪電車 京橋駅～八幡市駅間または東福寺駅～丹波橋駅間の往復

＋ ・八幡市駅～丹波橋駅間および中書島駅～宇治駅間１日乗り放題
※途中下車できません。

・男山ケーブル（八幡市駅～男山山上駅間）１日乗り放題

または

【高野山チケット】引換箇所：南海電鉄の新今宮駅
・南海電鉄 新今宮駅～高野山駅間（ケーブル含む）の往復
※途中下車できません。

・南海りんかんバス高野山内１日乗り放題

○
○
○
○

※立里線、高野・龍神線を除く

利用期間：平成 25 年７月 13 日（土）～平成 25 年９月１日（日） ※ご利用日当日限り有効
発売期間：平成 25 年７月 10 日（水）～平成 25 年９月１日（日） ※ご利用日当日も発売
発売価格：おとな ３，５００円、こども １，８００円
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・小倉駅のみ）

別
１．きっぷの名称

「夏の関西１デイパス」

２．発売額

おとな

３．ご利用期間

平成 25 年７月 13 日（土）～平成 25 年９月１日（日）

４．発売期間

平成 25 年７月 10 日（水）～平成 25 年９月１日（日）

３，５００円

、

こども

紙

１，８００円

※発売期間中のご利用日１ヶ月前から当日まで発売

５．有効期間

１日間（乗車日当日限り有効）
※「赤目四十八滝チケット」、
「宇治・伏見・八幡チケット」、
「高野山チケット」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西日本新幹線博多駅・小倉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。
敦賀
【ＪＲ自由周遊区間】
近江塩津
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・
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桜井

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。
・ 本券の呈示で、大阪水上バス「アクアライナー」（大阪城・中之島めぐり）が自由に乗り降
りできます。
・ 「赤目四十八滝チケット」、
「宇治・伏見・八幡チケット」、
「高野山チケット」のいずれかひ
とつに引換えができる『「赤目四十八滝チケット」、「宇治・伏見・八幡チケット」、「高野山チ
ケット」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、
「赤目四十八滝チケット」
「宇治・
伏見・八幡チケット」「高野山チケット」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。
８．各チケットのご案内
別添資料１～３をご覧ください。

別添資料１
2013 年夏の関西１デイパス
「赤目四十八滝チケット」について
「赤目四十八滝チケット」で行く、主なみどころ ※入場料、拝観料等が必要な施設もございます。
○ 「日本の滝 100 選」にも選ばれた清らかな流れと深い森が作る赤目四十八滝の散策
（アップダウンのある渓谷を歩きますので、歩きやすい靴、服装でお出かけください）
○ 体験型忍者修行アトラクション「忍者の森」
○ 名張市のＢ級グルメ：伊賀牛を使った「名張 牛汁」
◆チケットの引換
・ 夏の関西１デイパスにセットされている「引換券」を近鉄電車鶴橋駅の特急券うりば、京都
駅の特急券うりばまたは駅営業所に提出し、近鉄電車にご乗車になる前に「赤目四十八滝チケ
ット」にお引換ください。 ※鶴橋駅で引換える場合は、ＪＲ環状線外回り（天王寺方面）ホーム内の特急券うりばをご利用ください。
◆チケットの効力
・ 近鉄電車の鶴橋駅または京都駅～赤目口駅間
（同一引換駅発着）の往復乗車券（途中下車で
きません）に、
「三重交通バス 赤目口駅前バス
停～赤目滝バス停間の往復乗車券」と「赤目四
十八滝入山料および周辺の各施設・店舗での割
引サービス」がセットになっています。
・ 近鉄特急にご乗車の場合は、別に特急券等が
必要です。
・ 三重交通バスは、バスの本数が限られていま
すのでご注意ください。
◆特典（割引サービスが受けられます）
施設・店舗名称
特典の内容
赤目四十八滝（赤目渓谷） ・入山料おとな 300 円を 240 円に、こども 150 円を 120 円に
※日本サンショウウオセンター入場料含む
忍者の森
・忍者修行体験料金（インストラクター・忍者衣装付）おとな 1,700
円を 1,200 円に、こども（中学生以下）1,500 円を 1,100 円に
※事前の予約が必要です（0595-64-2695）。
赤目観光ハウス
・よもぎそば 800 円を 700 円に
ドライブイン赤目
・お土産全品（セール品は除く）を 10％OFF
大日屋
・お土産・食事全品を 5％OFF
見晴亭
・お土産・食事全品を 5％OFF
・牛汁定食 1,000 円を 900 円に
・くさ餅 100 円を 90 円に
かじかや
・お土産全品 5％OFF
滝酒店・かわせみ
・やまぶき佃煮 350 円を 300 円に
・自家製梅干 350 円を 300 円に
赤もみじ
・お食事のお客様にコーヒー1 杯をサービス
赤滝茶屋
・もみじの天ぷらを 10％OFF
上田屋
・お土産・食事全品を 5％OFF
つたや
・牛汁御膳 1,000 円を 900 円に
たまきや
・へこき饅頭各種を 20 円引きに
赤目温泉山の湯 湯元赤目 ・温泉入浴おとな 800 円を 500 円に、こども 500 円を 300 円に
山水園
・お食事（1,575 円以上）のお客様に喫茶ご利用券を配付
湯元赤目温泉 隠れの湯
・温泉入浴を特別価格に（おとな 650 円、こども 400 円）
対泉閣
・お食事のお客様にソフトドリンクまたはコーヒー1 杯をサービス

別添資料２
2013 年夏の関西１デイパス
「宇治・伏見・八幡チケット」について
「宇治・伏見・八幡チケット」で行く、主なみどころ ※入場料、拝観料等が必要な施設もございます。
＜宇治エリア（京阪電車宇治駅、三室戸駅、黄檗駅下車）＞
○ 国宝の建築・彫刻が数多く残る世界遺産「平等院」
※平成 26 年３月 31 日まで、改修工事につき鳳凰堂の拝観はできません。

○
○
○
○

平安時代に建立された日本最古の神社建築の世界遺産「宇治上神社」
７月の蓮が美しい「三室戸寺」
黄檗宗の大本山「萬福寺」
宇治茶をふんだんに使ったスイーツ

＜伏見エリア（京阪電車中書島駅、伏見桃山駅下車）＞
○ 日本第一安産守護大神と称される、神功皇后をお祀りする「御香宮神社」
○ 明治維新の立役者、坂本竜馬が身を寄せた船宿「寺田屋」
○ 黒い板塀の温もりと白壁土蔵が美しい「伏見の酒蔵街」
○ 伏見の酒蔵・酒店での利き酒
＜八幡エリア（京阪電車八幡市駅から男山ケーブル男山山上駅下車）＞
○ 伊勢神宮に続く国家第二の宗廟「石清水八幡宮」の夏の夜間特別拝観
◆チケットの引換
・ 夏の関西１デイパスにセットされている「引換券」を京阪電車京橋駅または東福寺駅の窓口
に提出し、京阪電車にご乗車になる前に「宇治・伏見・八幡チケット」にお引換ください。
◆チケットの効力
・ 京阪電車 京橋駅～八幡市駅間・東福寺駅～
丹波橋駅間の往復（この区間では途中下車でき
ません）と、八幡市駅～丹波橋駅間および中書
島駅～宇治駅間１日乗り放題に、男山ケーブル
八幡市駅～男山山上駅間１日乗り放題がセッ
トになっています。
・ 男山ケーブルは、
「石清水八幡宮」夏の夜間
特別拝観にあわせて、平成 25 年７月 13 日～８
月 31 日まで運転時間を延長します（19 時～22
時）
【男山ケーブル発車標準時刻表（八幡市駅・男山山上駅とも同時刻、平日・土休日すべて同時刻で運転）】
時
分

７
40

８
00 20 40

９～18
00 15 30 45

19～21
00 15 30 45

※斜字 はご乗車のお客様がいらっしゃる場合のみ運転

22
00

※太枠内は運転時間の延長

◆特典（サービスが受けられます）
施設・店舗名称
特典の内容
石清水八幡宮
・オリジナル鳩型キーホルダーを進呈

別添資料３
2013 年夏の関西１デイパス
「高野山チケット」について
「高野山チケット」で行く、主なみどころ

※入場料、拝観料等が必要な施設もございます。

○ 清浄な世界へと誘う世界遺産・高野山の散策
・

数多くの歴史上の人物の墓碑が立ち並ぶ「奥之院参道」

・

高野山に残る国宝、重要文化財など貴重な資料を保管・公開する「霊宝館」

・

弘法大師が創建した「金堂」

・

高野山のシンボルでもある、高さ 48.5 メートルの朱塗りの「根本大塔」

・

高野山真言宗の総本山である「金剛峯寺」

○ 写経体験
○ 精進料理、ごま豆腐
◆チケットの引換
・ 夏の関西１デイパスにセットされている「引換券」を南海電鉄新今宮駅の窓口に提出し、南
海電鉄にご乗車になる前に「高野山チケット」にお引換ください。
◆きっぷの効力
・ 南海電鉄新今宮駅～高野山駅間（ケーブル含
む）の往復乗車券（途中下車できません）と、
南海りんかんバス 高野山内１日乗り放題（立
里線、高野・龍神線除く）がセットになったチ
ケットです。
・ 特急「こうや」等の座席指定列車に乗車する
場合は、別途特急券等が必要です。
◆特典（チケットの呈示で割引サービスが受けられます）
施設・店舗名称
特典の内容
金剛峯寺
拝観料 500 円を 400 円に
金堂
拝観料 200 円を 160 円に
根本大塔
拝観料 200 円を 160 円に
霊宝館
拝観料 600 円を 480 円に
珠数屋四郎兵衛店
お土産物代金を１割引
中本名宝堂
お土産物代金を１割引
高野茶屋 和久
お土産物・飲食代金を１割引

