平成 28 年 8 月 25 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
近 江 鉄 道 株 式 会 社

「秋の関西１デイパス」を発売します
ＪＲ西日本、京阪、南海、近鉄、大阪水上バス、近江鉄道の６社が連携し、秋の日帰り旅行やおでか
けに便利な「秋の関西１デイパス」を発売します。
【ここがポイント】
○ 京阪沿線の「男山ケーブル＆ひらかたパーク」、南海沿線の「九度山」、近鉄沿線の「吉野・飛鳥」
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になっています。
○ 大阪水上バス「アクアライナー」「水都号アクア mini※期間限定運航」にも乗車できます。
○ 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自由周遊区間内は普通列車（新快速・快速含む）の普通車自由席に乗車できます。
○「ＪＲ自由周遊区間」内のＪＲ西日本の主な駅のＪＲ西日本レンタカー＆リースが運営するレン
タサイクル駅リンくんを 1 日 1 回に限りご利用いただけます。
【商品概要】

【男山ケーブル＆ひらパーで京阪電車満喫チケット】

１日乗り放題

引換箇所：京阪電車の京橋駅・東福寺駅

・京阪電車
京阪線１日乗り放題（大津線を除く）
・ひらかたパーク 入園券
・国宝 石清水八幡宮にて、オリジナル竹製「鳩ストラップ」を贈呈（引換
後の「男山ケーブル＆ひらパーで京阪電車満喫チケット」呈示が必要）
。

ＪＲ
自由周遊区間
※普通列車
(新快速･快速含む)
の普通車自由席

または

【真田・九度山チケット】引換箇所：南海電鉄の新今宮駅
大阪水上バス
アクアライナー
水都号アクア mini※
※期間限定運航

＋

・南海電鉄

新今宮駅～九度山駅間の往復乗車券
※途中下車できません
・九度山・真田ミュージアム くどやま「真田丸」大河ドラマ展入場券引換
券および周辺施設割引などの特典

近江鉄道（電車）
または

【吉野・飛鳥チケット】引換箇所：近鉄電車の大阪阿部野橋駅・京都駅
レンタサイクル
駅リンくん
※「秋の関西１デイ
パス」ご利用日当日
１回限りご利用可能

・近鉄電車

大阪阿部野橋駅または京都駅～飛鳥・吉野エリア（橿
原神宮前～吉野駅）間の往復乗車券・特急券および飛鳥・
吉野エリアの１日フリー乗車券
※飛鳥・吉野エリア以外での途中下車はできません。
※特別車両料金が必要な列車をご利用の場合、別途特別
車両料金が必要。

○ 発売・ご利用期間：平成２８年９月８日（木）～ 平成２８年１２月１１日（日）
※ご利用日の１ヶ月前から当日まで発売
○ 有効期間：１日間
○ 発売価格：おとな ３，６００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」および主な旅行会社、
電話予約（九州島内はＪＲ西日本新幹線博多駅・新幹線小倉駅・博多南駅に限ります）
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概 要

１．きっぷの名称

「秋の関西１デイパス」

２．発売額

おとな

３．発売・ご利用期間

平成２８年９月８日（木）～平成２８年１２月１１日（日）
※ご利用日の１ヶ月前から当日まで発売

４．有効期間

１日間（各チケットも同一日のご利用に限ります）

５．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（九州島内はＪＲ西日本新幹線博多駅・新幹線小倉
駅・博多南駅に限ります）

３，６００円

こども １，８００円

６．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(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※期間限定運航」が自由に乗り降りできます。
・本券を呈示すると、近江鉄道（電車）全線が１日乗り放題です。
・ＪＲ自由周遊区間内のＪＲ西日本の主な駅のＪＲ西日本レンタカー＆リースが運営するレンタサイ
クルを利用できます（ご利用日当日１回に限ります。おとなのみのご利用となります）。本券を営
業所でご呈示ください（ご利用いただける営業所について詳しくは、ＪＲ西日本レンタカー＆リー
スのホームページ<http://www.ekiren.com/EKIRIN/>または、別紙をご確認ください）
。
・「男山ケーブル＆ひらパーで京阪電車満喫チケット」、「真田・九度山チケット」、「吉野・飛鳥チケ
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、「男山ケーブル＆ひらパーで京阪電車
満喫チケット」
、
「真田・九度山チケット」
、
「吉野・飛鳥チケット」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。なお、払戻しには手数料
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、有効期間が過ぎていた場合は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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７．各チケットのご案内

【男山ケーブル＆ひらパーで京阪電車満喫チケッ
ト】
・京阪電車の京阪線、男山ケーブル１日乗り放題（大
津線を除く）と、ひらかたパークの入園券がセット
になったチケットです。
・国宝 石清水八幡宮にて、オリジナル竹製「鳩ストラッ
プ」を贈呈します（引換後の「男山ケーブル＆ひらパ
ーで京阪電車満喫チケット」の呈示が必要です）。
・ひらかたパークの休園日、営業時間など詳しくは、
「ひらかたパーク」のホームページなどで事前に
ご確認ください。
・ひらかたパークの有料アトラクション、イベント
ホール、スケート・雪あそび広場などをご利用され
る場合は、別途料金が必要です。

【真田・九度山チケット】
・南海電鉄の新今宮駅～九度山駅間の往復乗車券と、
九度山・真田ミュージアム くどやま「真田丸」大河
ドラマ展入場券引換券および周辺施設割引などの
特典がセットになったチケットです。
・特急「こうや」等の座席指定車に乗車する場合は、
別途特急券等が必要です。
・展望列車「天空」をご利用の場合には、予約が必要
です（別途座席指定料金が必要です）
。

【吉野・飛鳥チケット】
・近鉄電車の大阪阿倍野橋駅または京都駅～飛鳥・吉野
エリア（橿原神宮前～吉野駅）間の往復乗車券・特急
券、飛鳥・吉野エリアの１日フリー乗車券がセットに
なったチケットです。※飛鳥・吉野エリア以外での途
中下車はできません。
・近鉄電車の特急列車は全席指定席です。満席の場合は
普通列車等をご利用ください（特急券の払戻しはいた
しません）
。
・特別車両料金が必要な列車をご利用の場合、チケット
引換時に別途特別車両料金をお支払いください。

別
「秋の関西１デイパス」でご利用いただけるレンタサイクル駅リンくん店舗のご案内

【駅リンくん】
店舗名

営業時間

【レンタサイクル】
店舗名

営業時間

彦根

6:30～23:00

奈良

8:00～18:00

近江八幡

6:30～23:00

丹波口

9:00～18:00

守山

6:30～23:00

摂津富田

6:30～23:30

草津

6:30～23:00

三ノ宮

8:00～20:00

石山

6:30～23:00

神戸

8:00～20:00

長岡京

6:30～23:00

相生

8:00～19:00

茨木

6:30～23:30

大津

8:00～20:00

千里丘

6:30～23:00

和歌山

8:00～20:00

新大阪

6:30～23:00

摩耶

8:00～20:00

塚本

6:30～23:00

甲子園口

6:30～23:00

明石

6:30～23:00

西明石

6:30～23:00

東加古川

6:30～23:00

加古川

6:30～23:00

宝殿

6:30～23:00

姫路

6:30～23:00

伊丹

6:30～23:00

西九条

6:30～23:00

八尾

6:30～23:00

鴻池新田

6:30～23:00

住道

6:30～23:30

星田

6:30～23:00

※上記の情報は、平成 28 年 8 月 25 日現在の情報です。
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別 添
○「秋の関西１デイパス」購入特典
※「秋の関西１デイパス（本券）
」をご呈示いただくと、下記の施設で特典が受けられます。
地区

施設名

特典内容

長浜

琵琶湖汽船（長浜港）

竹生島クルーズ（長浜港発着） 乗船料 大人3,070円 → 1,900円（1,170円割引）

高島

琵琶湖汽船（今津港）

竹生島クルーズ（今津港発着）乗船料 大人2,590円 → 1,900円（690円割引）

大津

琵琶湖汽船（大津港）

ミシガンクルーズ各乗船料 大人2,260円～2,980円 → 一律1,900円

大津京 びわ湖大津館 イングリッシュガーデン※
※１２月は無料開放（11 : 00～16 : 00）

入園料 大人320円 → 250円（９月～１１月に入園されるお客様のみ）

