【別紙９】⑨おトクなきっぷや旅行プランを充実
＜熊野エリアへ＞※詳細は「別紙９―１」をご覧下さい。
①【同行される方もＯＫ】 50 代以上の会員様ならおトク！
なご

「わかやま 和 みきっぷ」発売！（関西エリア発）
「ジパング倶楽部」及び「Ｃｌｕｂ ＤＩＳＣＯＶＥＲ ＷＥＳＴ」会員様限定でご利用い
ただける「わかやま和みきっぷ」をキャンペーン期間限定でご用意しました。
特急「くろしお」往復と、和歌山を周遊できるＪＲ乗り放題（３日間）がセットで普通車用
７，０００円、グリーン車用９，０００円と大変おトクですので、熊野三山や白浜を満喫した
い方におすすめです。
２名様以上のグループに発売し、グループの中に会員の方が１名でもいらっしゃればグルー
プ全員の方がご利用いただけますので、熟年のご夫婦の旅だけではなく、親子旅行やグループ
旅行にもぴったりです。

② 「くろしお指定席往復きっぷ」発売中 （関西エリア発）
２名様以上で南紀方面へご旅行されるなら、「くろしお指定席往復きっぷ」がおススメです。
新大阪⇔紀伊田辺が７，６００円、天王寺⇔紀伊勝浦が９，５００円などおトクです。
その他の区間の設定やグリーン車用の設定もございます。

＜高野山エリアへ＞
① 高野山をじっくり巡りたい方におすすめ！「高野山２日券」設定！
（九州・中国・北陸エリア発）
京阪神地区以外から高野山への誘客を図るため、ＪＲ利用の旅行プランのオプションとして
「高野山２日券」を設定します。新大阪駅までは新幹線・特急列車で、そこからは大阪市交通
局・南海電鉄を利用して高野山までスムーズに移動できます！さらに、高野山内バス（南海り
んかんバス）が２日間乗り放題！この秋、巡礼の聖地「高野山」を満喫しませんか？
・利用期間：平成 25 年 9 月 14 日～12 月 14 日ご利用分まで
※出発日は平成 25 年 9 月 14 日～平成 25 年 12 月 13 日のお好きな日
※２日間有効（大阪市交通局は２回乗車有効券）
※おとな用のみの設定となります。
・利用機関：＜大 阪 市 交 通 局＞新大阪駅⇔なんば駅 往復
＜南 海 電 鉄 ＞難波駅⇔高野山駅
往復
＜南海りんかんバス＞高野山内バス 2 日フリー乗車券
※南海電鉄の座席指定列車を利用する場合は、別途特急券等の購入が必要
・特
典：＜２割引＞金剛峯寺拝観料/金堂・根本大塔拝観料/霊宝館拝観料
＜１割引＞珠数屋四郎兵衛店(土産物）/中本名玉堂(土産物)/
高野茶屋 和久(土産物・飲食)
・お求め、お問合せは九州・中国・北陸エリアの主な旅行会社にご連絡ください。
※旅行プランの設定のない会社・エリアもございます。

② 「秋の関西１デイパス」発売！※詳細は「秋の関西１デイパス」プレスをご覧下さい。
ＪＲ自由周遊区間・大阪水上バス・近江鉄道の１日乗り放題に、南海電鉄「高野山チケット」、
近鉄電車「曽爾高原チケット」、京阪電車「湖都・びわこチケット」のいずれか１つがセットに
なって３，５００円の秋の行楽に便利なきっぷです。
高野山は、南海電鉄「高野山チケット」で満喫することができます。

＜駅長おすすめ駅プラン「ＪＲで行く日帰りプラン」＞※詳細は「別紙９―２」をご覧下さい
ＪＲと食事をセットにした日帰りプランを発売！「南紀勝浦で楽しむ温泉とまぐろ料理」
と「きのくに田辺で味わう熊野牛会席」の２プランをご用意しました。

＜ＪＲと宿泊をセットした旅行プランを発売します！＞
主な旅行会社から、和歌山エリアへのＪＲと宿泊がセットになった旅行プランを発売します。
熊野・高野山エリアへは「高野・熊野アクセスバス」
や「高野山２日券」等とセットで、ぜひご利用下さい。

別紙９－１
熊野・白浜方面のご旅行に便利でおトクなきっぷについて
１． わかやま和みきっぷ（関西エリア発）
「ジパング倶楽部」及び「Club DISCOVER WEST」会員様限定でご利用いただけるきっぷです。
２名様以上のグループに発売し、グループの中に会員の方が１名でもいらっしゃればグループ
全員の方がご利用いただけますので、熟年のご夫婦の旅だけではなく、親子旅行やグループ旅行
にもぴったりです。
50 歳からの知的な旅クラブ「Club DISCOVER WEST」は、50 歳以上の方であればどなたでもご入会いた
だける入会金・年会費無料の会員サービスです。
この機会に、ぜひご入会ください。

①設定期間

平成 25 年９月 14 日(土)から平成 25 年 12 月 15 日(日)まで
※平成 25 年 12 月 13 日(金)ご利用開始分まで発売

②発売期間

平成 25 年８月 22 日(木)から平成 25 年 12 月 12 日(木)まで
※ご利用の前日まで発売

③有効期間

３日間

④発売区間および発売額（お一人様あたり）
発 着 駅
京阪神ゾーン

往復普通車指定席

往復グリーン車指定席

[京都市内､向日町～吹田駅間､大阪市内､尼崎～芦屋駅間､神戸市内の各駅]

おとな
７，０００円
※同行する「こども」3,500 円

おとな
９，０００円
※同行する「こども」5,500 円

⑤商品内容
・ジパング倶楽部会員 または Club DISCOVER WEST 会員を含む２名様以上が同一行程、同一設
備でご旅行される場合に発売します。
（同一行程、同一設備でご旅行される非会員にも同じ
きっぷを発売します）
・有効期間は３日間です。
・京都・新大阪・西九条または天王寺駅から「わかやまフリーエリア」内の駅まで、普通車用
は特急「くろしお」の普通車指定席、グリーン車用は特急「くろしお」のグリーン車指定席
が利用できます。
（
「くろしお」以外の特急は利用できません）
・わかやまフリーエリア内は、「かえり用」のきっぷで特
急・普通列車の普通車自由席が乗り降り自由です。
・乗車変更、自由周遊区間以外での途中下車の取扱いは行
いません。
・払いもどしは有効期間内で未使用に限り発売箇所で取扱
います。
⑥駅レンタカーご利用キャンペーン
「わかやま和みきっぷ」のご利用（２名様以上）で、おトクな価格でレンタカーがご利用い
ただけます。
（対象営業所：和歌山県内の営業所）
2,000 円で 24 時間利用可能！
※S クラス・24 時間利用１台 2,000 円（税込）
、オプション
ご旅行の際は駅レンタカー利用が
費用等は別途必要
断然おトクです！
お得！
⑦発売箇所
・ジパング倶楽部会員様用
・Club DISCOVER WEST 会員様用

出発地周辺の主な駅のみどりの窓口・主な旅行会社
※ご購入時に会員証をご呈示ください。
専用ダイヤル（電話予約）のみで発売します。
※専用ダイヤルは、会員ホームページでご案内します。

２．くろしお指定席往復きっぷ（関西エリア発）
特急「くろしお」号の普通車指定席またはグリーン車指定席を利用できるおトクなきっぷです。
こどもは一律 2,000 円（天王寺⇔和歌山間は 1,500 円）ですので、家族旅行におススメです！
①設定期間

平成 26 年４月７日(月)まで

②発売期間

平成 26 年３月 31 日(月)まで ※ご利用の 21 日前から前日まで発売
※発売枚数には限りがあります。

③有効期間

７日間

④発売区間および発売額（お一人様あたり） ※主な区間のみ掲載しています
着駅
往復普通車指定席
往復グリーン車指定席
発駅
こども
こども
おとな
おとな
京都(市内)
紀伊田辺
８，８００円
１０，８００円
京都(市内)
白浜
９，２００円
１１，２００円
京都(市内)
紀伊勝浦
１０，５００円
１２，５００円
新大阪(市内)
紀伊田辺
７，６００円
９，６００円
新大阪(市内)
白浜
８，０００円 ２，０００円 １０，０００円 ３，０００円
新大阪(市内)
紀伊勝浦
９，５００円
１１，５００円
天王寺(市内)
紀伊田辺
７，４００円
９，４００円
天王寺(市内)
白浜
７，６００円
９，６００円
天王寺(市内)
紀伊勝浦
９，５００円
１１，５００円
⑤商品内容
・発駅から着駅まで、普通車用は特急「くろしお」の普通車指定席、グリーン車用は特急「く
ろしお」のグリーン車指定席が利用できます。（
「くろしお」以外の特急は利用できません）
・２名様以上が同一行程、同一設備でご旅行される場合に発売します。
・ご購入の際に、ゆき・かえりの特急「くろしお」の座席を指定していただきます。
・指定列車の変更、乗車変更はできません。
・払いもどしは有効期間内で未使用に限り発売箇所で取扱います。
⑥駅レンタカーご利用キャンペーン
「くろしお指定席往復きっぷ」のご利用（２名様以上）で、おトクな価格でレンタカーが
ご利用いただけます。
（対象営業所：和歌山県内の営業所）
※ Ｓクラス・24 時間利用１台 2,000 円（税込）
、オプション
2,000 円で 24 時間利用可能！
費用等は別途必要
ご旅行の際は駅レンタカー利用が
断然おトクです！

⑦発売箇所
電話予約、出発地周辺の主な駅のみどりの窓口・主な旅行会社

お得！

高野山方面のご旅行に便利でおトクなきっぷについては、「秋の関西１デイパス」プレス資料を
ご覧ください。

別紙９－２

駅長おすすめ駅プラン「ＪＲで行く日帰りプラン」

往復のＪＲ割引きっぷとお食事券がセットになった日帰りプランを発売します。
①設定期間

平成 25 年９月 14 日(土)から平成 25 年 12 月 13 日(金)まで

②発売期間

平成 25 年８月 23 日(金)から平成 25 年 12 月 10 日(火)まで
※ご利用の３日まで発売
③発駅および発売額（お一人様あたり） ※主な区間のみ掲載しています
きのくに熊野牛
南紀勝浦まぐろ(紀伊勝浦)
(紀伊田辺)
発駅
くろしお御膳
大漁膳
熊野牛会席
京都市内
１２，０００円
１４，０００円
１２，８００円
大阪市内
１０，８００円
１２，８００円
１２，０００円
尼崎
１１，０００円
１３，０００円
１２，０００円
鳳
１０，５００円
１２，５００円
１１，５００円
和歌山
９，８００円
１１，８００円
１０，５００円
※南紀勝浦まぐろプランは上記のおねだんに＋2,000 円で往復グリーン車も利用可。
④商品内容
Ⅰ．南紀勝浦で楽しむ温泉とまぐろ料理
秋から冬へ心と体が温まる浦島の湯を満喫。料理旅館で本場のまぐろをお楽しみください。
また、神秘に満ちたパワースポット那智山を体感できるオプションもご用意しています。
食事施設：くつろぎの宿 万清楼
食事内容：｢くろしお御膳｣ ｢大漁膳｣
Ⅱ．きのくに田辺で味わう熊野牛会席
紀州のブランド牛である｢熊野牛｣を様々な食べ方を堪能していただける会席料理をご用意。
味わい豊かな｢熊野牛炭火焼｣は自慢の 1 品です。また、食事後お部屋をご利用いただけます。
食事施設：ホテルハーヴェスト南紀田辺
食事内容：｢熊野牛会席｣
・２名様以上が同一行程、同一設備でご旅行される場合に発売します。
・ご購入の際に、ゆき・かえりの特急「くろしお」の座席を指定していただきます。
・指定列車の変更、乗車変更はできません。
・払いもどしは有効期間内で未使用に限り発売箇所で取扱います。
⑤発売箇所
電話予約、出発地周辺の主な駅のみどりの窓口

