
 

 

らくラクはりまマイシート［指定席特急料金定期券］ 

 

１．商品概要  通勤・通学定期券と併用して「らくラクはりま(大阪行き)」の同一の普通車指定席が

ご利用いただけます。 

２．設定内容 

(１) 特別価格（2019年 3月） 

① 設定期間  2019年 2月 18日(月)～2019年 3月 16日(土) 

② 利用期間  2019年 3月 18日(月)～2019年 3月 29日(金) 

      ※月～金曜日（祝日と振替休日を除く）に限りご利用が可能です。 

③ 設定区間・価格 

区間 人員区分 価格 

神戸・三ノ宮 大阪 おとな 5,000円 

西明石・明石 大阪 おとな 5,000円 

加古川 大阪 おとな 5,000円 

姫路 大阪 おとな 5,000円 

西明石・明石 神戸・三ノ宮 おとな 5,000円 

加古川 神戸・三ノ宮 おとな 5,000円 

姫路 神戸・三ノ宮 おとな 5,000円 

 

(２) 特別価格（2019年 4月） 

① 設定期間  2019年 3月 1日(金)～2019年 3月 30日(土) 

② 利用期間  2019年 4月 1日(月)～2019年 4月 26日(金) 

      ※月～金曜日（祝日と振替休日を除く）に限りご利用が可能です。 

③ 設定区間・価格 

区間 人員区分 価格 

神戸・三ノ宮 大阪 おとな 10,000円 

西明石・明石 大阪 おとな 10,000円 

加古川 大阪 おとな 10,000円 

姫路 大阪 おとな 10,000円 

西明石・明石 神戸・三ノ宮 おとな 10,000円 

加古川 神戸・三ノ宮 おとな 10,000円 

姫路 神戸・三ノ宮 おとな 10,000円 

 

(３) 通常価格（2019年 5月以降） 

① 設定期間  2019年 4月 1日(月)～通年 

② 利用期間  2019年 5月 1日(水)～通年 

※月～金曜日（祝日と振替休日を除く）に限りご利用が可能です。 

 

 

 



③ 設定区間・価格 

区間 人員区分 価格 

神戸・三ノ宮 大阪 おとな 10,290円 

西明石・明石 大阪 おとな 12,340円 

加古川 大阪 おとな 12,340円 

姫路 大阪 おとな 12,340円 

西明石・明石 神戸・三ノ宮 おとな 10,290円 

加古川 神戸・三ノ宮 おとな 10,290円 

姫路 神戸・三ノ宮 おとな 12,340円 

 

３．効力・ 発売条件 

(１) 各月 1日から当月末までの 1ヵ月単位で発売します。※月～金曜日（祝日と振替休日を除く）に

限りご利用が可能です。 

(２) 有効期間開始日（各月の 1日）の 1ヵ月前から 2日前まで発売します。 

(３) 「らくラクはりまマイシート」の設定区間に有効な通勤・通学定期券をお持ちの場合に発売し

ます。回数券・普通乗車券と併用しご利用いただくことはできません。 

(４) 乗継割引の適用や各種割引証による割引の取扱いは行いません。 

(５) 払いもどしは、有効期間開始日前に限り、発売箇所で取り扱います。 

 

 

  



らくラクはりまグリーンマイシート［グリーン特急料金定期券］ 

 

１．商品概要  通勤・通学定期券と併用して「らくラクはりま」の同一のグリーン席を 1ヵ月間  ご

利用いただけます。 

２．設定内容 

(１) 特別価格（2019年 3月） 

① 設定期間  2019年 2月 18日(月)～2019年 3月 16日(土) 

② 利用期間  2019年 3月 18日(月)～2019年 3月 29日(金) 

      ※月～金曜日（祝日と振替休日を除く）に限りご利用が可能です。 

③ 設定区間・価格 

区間 人員区分 価格 

神戸・三ノ宮 大阪 おとな 6,000円 

西明石・明石 大阪 おとな 6,000円 

加古川 大阪 おとな 6,000円 

姫路 大阪 おとな 6,000円 

西明石・明石 神戸・三ノ宮 おとな 6,000円 

加古川 神戸・三ノ宮 おとな 6,000円 

姫路 神戸・三ノ宮 おとな 6,000円 

 

(２) 特別価格（2019年 4月） 

① 設定期間  2019年 3月 1日(金)～2019年 3月 30日(土) 

② 利用期間  2019年 4月 1日(月)～2019年 4月 26日(金) 

            ※月～金曜日（祝日と振替休日を除く）に限りご利用が可能です。 

③ 設定区間・価格 

区間 人員区分 価格 

神戸・三ノ宮 大阪 おとな 12,000円 

西明石・明石 大阪 おとな 12,000円 

加古川 大阪 おとな 12,000円 

姫路 大阪 おとな 12,000円 

西明石・明石 神戸・三ノ宮 おとな 12,000円 

加古川 神戸・三ノ宮 おとな 12,000円 

姫路 神戸・三ノ宮 おとな 12,000円 

 

（３） 通常価格（2019年 5月以降） 

① 設定期間  2019年 4月 1日(月)～通年 

② 利用期間  2019年 5月 1日(水)～通年 

  ※月～金曜日（祝日と振替休日を除く）に限りご利用が可能です。 

③ 設定区間・価格 

区間 人員区分 価格 

神戸・三ノ宮 大阪 おとな 12,340円 

西明石・明石 大阪 おとな 14,400円 

加古川 大阪 おとな 14,400円 



姫路 大阪 おとな 14,400円 

西明石・明石 神戸・三ノ宮 おとな 12,340円 

加古川 神戸・三ノ宮 おとな 12,340円 

姫路 神戸・三ノ宮 おとな 14,400円 

 

３．効力・ 発売条件 

(１) 各月 1日から当月末までの１ヵ月単位で発売します。※月～金曜日（祝日と振替休日を除く） 

(２) 有効期間開始日（各月の１日）の１ヵ月前から２日前まで発売します。 

(３) 「らくラクはりまグリーンマイシート」の設定区間に有効な通勤・通学定期券をお持ちの場合

に発売します。回数券・普通乗車券と併用しご利用いただくことはできません。 

(４) 乗継割引の適用や各種割引証による割引の取扱いは行いません。 

(５) 払いもどしは、有効期間開始日前に限り、発売箇所で取り扱います。 

 

 

 


