「冬の関西１デイパス」を発売します
平成２５年１２月５日
西日本旅客鉄道株式会社
京阪電気鉄道株式会社
南海電気鉄道株式会社
近畿日本鉄道株式会社
大阪水上バス株式会社
ＪＲ西日本と京阪電車、南海電鉄、近鉄電車、大阪水上バスの５社で連携した商品として、「冬の関
西１デイパス」を発売します。

【ここがポイント】
ＪＲ西日本、南海電鉄、近鉄電車、京阪電車、大阪水上バスの５社で、冬の日帰り旅行に便利なき
っぷをご提案します。
○ 京阪沿線の「ひらかたパーク」、南海沿線の「高野山」、近鉄沿線の「奈良・西ノ京」、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」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。

【「冬の関西１デイパス」商品概要】

【ひらパーフリーチケット】引換箇所：京阪電車の京橋駅または東福寺駅
・京阪電車１日乗り放題（男山ケーブル・大津線除く）
・「ひらかたパーク」入園

ＪＲ
自由周遊区間内
１日乗り放題

※イベントホールおよび有料アトラクション、アイス・スクエア、スノーランドなどを
ご利用の場合は別途料金が必要

または

※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

【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

または

【奈良・西ノ京チケット】引換箇所：近鉄電車の鶴橋駅または京都駅
・近鉄電車 鶴橋駅または京都駅～大和西大寺駅間の往復
※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 近鉄奈良～大和西大寺～西ノ京駅間１日乗り放題

○
○
○
○

発売期間：平成 25 年 12 月 18 日（水）～平成 26 年２月 23 日（日） ※ご利用日当日も発売
利用期間：平成 25 年 12 月 21 日（土）～平成 26 年２月 23 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
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

「冬の関西１デイパス」

２．発売額

おとな

３．発売期間

平成 25 年 12 月 18 日（水）～平成 26 年２月 23 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

４．ご利用期間

平成 25 年 12 月 21 日（土）～平成 26 年２月 23 日（日）

５．有効期間

１日間（乗車日当日限り有効）
※「ひらパーフリーチケット」、
「高野山チケット」、
「奈良・西ノ京チケット」も同一日のご
利用に限ります。
※平成 25 年 12 月 31 日（火）ご利用開始の場合は、ＪＲおよび大阪水上バスは平成 26 年１
月１日（水・祝）までご利用になれます。なお、「ひらパーフリーチケット」「高野山チ
ケット」は 12 月 31 日に引換えて当日限りのご利用、「奈良・西ノ京チケット」は 12 月
31 日に引換えて１月１日午前５時までのご利用となります。

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。
※
※
※

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。
・ 「ひらパーフリーチケット」
、
「高野山チケット」、
「奈良・西ノ京チケット」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、「ひらパーフリーチケット」、「高
野山チケット」、
「奈良・西ノ京チケット」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・「アクアライナー」航路・各チケットの引換駅】

８．特典

「冬の関西１デイパス」でびわ湖方面へお出かけの方に、琵琶湖汽船の割引特典
があります。

※※※※

詳細は 別添資料１～５ をご覧ください

※※※※

別添資料１
冬の関西１デイパス
「ひらパーフリーチケット」について
「ひらパーフリーチケット」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。

○ 【おとな】も【こども】も楽しめる遊園地「ひらかたパーク」
・

開放感いっぱい、屋外スケートリンク「アイス・スクエア」

・

雪だるま作りやソリ遊びを楽しめる「スノーランド」
※ひらかたパークのイベントホール、有料アトラクション、アイス・スクエア、スノーランドなどをご利用される場合は
別途料金が必要です。

○ 京阪電車１日乗り放題を活用して、京都・伏見・宇治・中之島といった京阪沿線の観光スポ
ットへ
◆チケットの引換
・ 冬の関西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、
「ひらパーフリーチケット」にお引換ください。
◆チケットの効力
・ 京阪電車１日乗り放題（男山ケーブル・大津
線を除く）と「ひらかたパーク入園」がセット
になったチケットです。
・ ひらかたパークのイベントホール、有料アト
ラクション、アイス・スクエア、スノーランド
などをご利用される場合は別途料金が必要で
す。
・ ひらかたパークの休園日（１月１・８･14･15･
21･22･28･29 日、２月４･18 日）にご注意くだ
さい。
◆特典（チケットの呈示で割引やサービスが受けられます）
○ 園内のりものフリーパス
3,000 円→2,700 円（おとな・小学生のみ）
○ 屋外スケートリンク「アイス・スクエア」入場料
600 円→400 円（おとな）
、300 円→200 円（こども：３歳～小学生）
※貸靴をご利用の場合は別途料金（600 円）が必要です。
◆モデルコース
京橋駅

※時刻は土休日ダイヤです。 ※観光に伴う施設入場料等は別途お客様負担となります。
※列車のダイヤは変更になる場合がありますので、あらかじめご確認ください。

別添資料２
冬の関西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」
◆チケットの引換
・ 冬の関西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
・ 南海電鉄の新今宮駅～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やサービスが受けられます）
※現金でのお支払いに限ります。また一部割引できない商品もございます。
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
◆モデルコース

16:41 発

17:02 着

※時刻は土休日ダイヤです。 ※観光に伴う施設入場料等は別途お客様負担となります。
※列車のダイヤは変更になる場合がありますので、あらかじめご確認ください。

別添資料３
冬の関西１デイパス
「奈良・西ノ京チケット」について
「奈良・西ノ京チケット」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。

○ 古都奈良の仏教文化を色濃く残す西ノ京の薬師寺、唐招提寺
○ 世界遺産の中で鹿が遊ぶ奈良公園、古い町家が残る奈良町
○ 平城京の政治の中心・平城宮の跡
◆チケットの引換
・ 冬の関西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「奈良・西ノ京チケ
ット」にお引換ください。
※鶴橋駅で引換える場合は、ＪＲ大阪環状線外回り（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～大和西大寺
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）に、近鉄電車の近鉄奈良
～大和西大寺～西ノ京駅間の１日乗り放題が
セットになったチケットです。
・ 近鉄特急にご乗車の場合は、別に特急券等が
必要です。
・ 平成 25 年 12 月 31 日に引換えた「奈良・西
ノ京チケット」は１月１日午前５時（降車）ま
でご利用いただけます。
◆特典
○ 近鉄電車の鶴橋駅、京都駅で、薬師寺・唐招提寺・興福寺・春日大社など
奈良県内の社寺の割引特典が付いた冊子「大和を歩こう」を無料配布してい
ます。
◆モデルコース

9:55 発

10:23 着 10:25 発

10:28 着

※時刻は土休日ダイヤです。 ※観光に伴う施設入場料等は別途お客様負担となります。
※列車のダイヤは変更になる場合がありますので、あらかじめご確認ください。

別添資料４
冬の関西１デイパス
大阪水上バス「アクアライナー」１日乗り放題について
主なみどころ
○ いくつもの橋をくぐりながら大川を周遊し、歴史あふれる大阪の名所・旧跡の数々を川面か
ら散策する「アクアライナー」
（大阪城・中之島めぐり）
◆ご利用できる航路・ご利用方法
・ 「冬の関西１デイパス」本券を各船着場のきっぷ売り場で呈示すると、
「アクアライナー」
（大
阪城・中之島めぐり）に自由に乗り降りできます。
◆「アクアライナー」のご案内
・ 右の船着場を周遊し、約 60 分で周遊します。
※OAP 港への寄港は土・日・祝日のみで、１月４日～２
月７日は休港です。

・

大阪城港の出港予定時刻は以下のとおりです。
詳しい運航時刻については、大阪水上バスホー
ムページ（http://suijo-bus.jp/）をご覧くだ
さい。
※予約優先ですので次発便以降のご案内になる場合が
あります。
※天候等の条件により運休する場合があります。

・ １月８日・９日、２月 12 日・13 日は全便運休となりますのでご注意ください。
・ 平成 25 年 12 月 31 日にご利用開始の場合は、平成 26 年１月１日までご利用になれます。

別添資料５
冬の関西１デイパス
びわ湖方面へお出かけの方への特典について
◆特典内容
・ 「冬の関西１デイパス」本券を乗船券発売窓口に呈示すると、以下のクルーズが 1,900 円（お
とな）で乗船できます。
☆ ミシガンモーニング、ミシガン 90、ミシガン 60【大津港発着】
☆ 竹生島クルーズ【長浜･今津港発着】
☆ 雪見船［片道］
（期間限定運航）
【大津プリンスホテル港･大津港･おごと温泉港･琵琶湖大橋港･彦根港･長浜港発着】
◆特典で乗船できる航路の運航スケジュール
※天候等の条件で運休や運航スケジュールの変更をする場合があります。
※詳しくは琵琶湖汽船ホームページをご覧いただくか、直接お問い合わせください。TEL077-524-5000（9:00～17:00）

☆ ミシガンモーニング、ミシガン 90、ミシガン 60【大津港発着】
12/21～1/13 は毎日運航
ミシガンモーニング
10:00
1/14～2/23 は日祝日に運航
11:45

ミシガン 90

13:40
15:30

ミシガン 60

12/21～2/23 の毎日運航
1/1～1/13 に運航

☆ 竹生島クルーズ【長浜・今津港発着】
冬の竹生島定期クルーズ
【長浜港発】
冬の竹生島定期クルーズ
【今津港発】

10:15
12:45

12/21～12/31 と 1/6～2/23 の毎日運航

10:30
13:00

12/21～12/31 と 1/6～2/23 の土日祝日に運航

9:00
竹生島行お正月クルーズ
【長浜港発】

11:30

1/1～1/5 に運航

14:00
9:40
竹生島行お正月クルーズ
【今津港発】

12:00

1/1～1/5 に運航

14:20
☆ 雪見船（期間限定運航）
【大津プリンスホテル港･大津港･おごと温泉港･琵琶湖大橋港･彦根港･長浜港発着】
運航日：

1/18～2/22 の土・日・月・祝日

※予約制

※予約は琵琶湖汽船予約センター（0120-050-800：9:00～17:00）で受付
※２月は上記以外の日でも最少催行人員（15 名）に達した場合は運航

スケジュール：
往路

復路

大津プリンスホテル港

大津港

9:45

10:00

長浜港

彦根港

14:00

14:30

おごと温泉港 琵琶湖大橋港
10:30

10:45

彦根港

長浜港

12:10

12:40

琵琶湖大橋港 おごと温泉港 大津プリンスホテル港
15:55

16:10

16:35

大津港
16:50

