「昼間特割きっぷ」の商品見直し概要
１

きっぷの名称 「昼間特割きっぷ」

２ 発売期間

平成 27 年 10 月１日（木）〜平成 28 年９月 30 日（金）

３

平成 27 年 10 月１日（木）〜平成 28 年 12 月 29 日（木）

ご利用期間

４

きっぷの内容
○ 京阪神の主な駅の相互間を普通列車に乗車できる６枚つづりの回数券タイプのきっぷです。
○ 10 時から 17 時までの間にご旅行を開始される場合に限り有効です。ただし、土曜日、日曜日、
国民の祝日・休日及び年末年始（12 月 30 日〜1 月 3 日）は、ご利用時間の制限はありません。
（土
休日等については始発列車から最終列車までが対象となります。
）
○ 有効期間は３ヶ月です。
○ 尼崎以遠（立花・塚口方面）の各駅と大阪または北新地を設定区間とする「昼間特割きっぷ」に
ついては、きっぷの表示に関わらず大阪または北新地で乗り降りできます。

５

設定区間及びおねだん
設定区間（計 57 区間）
京都 ⇔ 長岡京
京都 ⇔ 高槻
京都 ⇔ 摂津富田
京都 ⇔ 茨木
京都 ⇔ 千里丘
京都 ⇔ 新大阪
大阪 ⇔ 京都
大阪 ⇔ 西大路
大阪 ⇔ 長岡京
大阪 ⇔ 山崎
大阪 ⇔ 島本
大阪 ⇔ 高槻
大阪 ⇔ 摂津富田
大阪 ⇔ 茨木
大阪 ⇔ 千里丘
大阪 ⇔ 東淀川
大阪 ⇔ 新大阪
大阪 ⇔ 塚本
大阪 ⇔ 尼崎
大阪 ⇔ 立花
大阪 ⇔ 甲子園口
大阪 ⇔ 西宮
大阪 ⇔ さくら夙川
大阪 ⇔ 芦屋
大阪 ⇔ 甲南山手
大阪 ⇔ 摂津本山
大阪 ⇔ 住吉
大阪 ⇔ 六甲道
大阪 ⇔ 三ノ宮・元町
大阪 ⇔ 塚口
大阪 ⇔ 猪名寺
大阪 ⇔ 伊丹
大阪 ⇔ 北伊丹
大阪 ⇔ 川西池田
大阪 ⇔ 宝塚

普通運賃(片道)
220 円
390 円
390 円
460 円
550 円
560 円
560 円
560 円
550 円
460 円
460 円
260 円
260 円
220 円
220 円
160 円
160 円
160 円
180 円
220 円
220 円
300 円
300 円
300 円
390 円
390 円
390 円
410 円
410 円
240 円
240 円
240 円
320 円
320 円
330 円

新しいおねだん(6 枚綴り) 現在のおねだん(12 枚綴り)
1,080 円(180 円/枚)
2,000 円(167 円/枚)
1,440 円(240 円/枚)
2,660 円(222 円/枚)
1,620 円(270 円/枚)
2,980 円(248 円/枚)
1,800 円(300 円/枚)
3,330 円(278 円/枚)
2,040 円(340 円/枚)
3,740 円(312 円/枚)
2,100 円(350 円/枚)
3,800 円(317 円/枚)
2,100 円(350 円/枚)
3,800 円(317 円/枚)
2,100 円(350 円/枚)
3,800 円(317 円/枚)
2,040 円(340 円/枚)
3,740 円(312 円/枚)
1,800 円(300 円/枚)
3,330 円(278 円/枚)
1,800 円(300 円/枚)
3,330 円(278 円/枚)
1,320 円(220 円/枚)
2,460 円(205 円/枚)
1,320 円(220 円/枚)
2,460 円(205 円/枚)
1,140 円(190 円/枚)
2,100 円(175 円/枚)
1,020 円(170 円/枚)
1,880 円(157 円/枚)
840 円(140 円/枚)
1,490 円(124 円/枚)
840 円(140 円/枚)
1,490 円(124 円/枚)
840 円(140 円/枚)
1,490 円(124 円/枚)
900 円(150 円/枚)
1,580 円(132 円/枚)
960 円(160 円/枚)
1,770 円(148 円/枚)
1,080 円(180 円/枚)
1,970 円(164 円/枚)
1,080 円(180 円/枚)
1,970 円(164 円/枚)
1,200 円(200 円/枚)
2,240 円(187 円/枚)
1,200 円(200 円/枚)
2,240 円(187 円/枚)
1,440 円(240 円/枚)
2,650 円(221 円/枚)
1,440 円(240 円/枚)
2,650 円(221 円/枚)
1,500 円(250 円/枚)
2,850 円(238 円/枚)
1,620 円(270 円/枚)
2,980 円(248 円/枚)
1,620 円(270 円/枚)
2,980 円(248 円/枚)
1,020 円(170 円/枚)
1,880 円(157 円/枚)
1,020 円(170 円/枚)
1,880 円(157 円/枚)
1,020 円(170 円/枚)
1,880 円(157 円/枚)
1,020 円(170 円/枚)
1,920 円(160 円/枚)
1,140 円(190 円/枚)
2,070 円(173 円/枚)
1,320 円(220 円/枚)
2,440 円(203 円/枚)

設定区間（計 57 区間）
三ノ宮・元町 ⇔ 塚本
三ノ宮・元町 ⇔ 尼崎
三ノ宮・元町 ⇔ 立花
三ノ宮・元町 ⇔ 甲子園口
三ノ宮・元町 ⇔ 西宮
三ノ宮・元町 ⇔ さくら夙川
三ノ宮・元町 ⇔ 芦屋
三ノ宮・元町 ⇔ 甲南山手
三ノ宮・元町 ⇔ 摂津本山
三ノ宮・元町 ⇔ 住吉
三ノ宮・元町 ⇔ 六甲道
北新地 ⇔ 尼崎
北新地 ⇔ 立花
北新地 ⇔ 甲子園口
北新地 ⇔ 西宮
北新地 ⇔ 芦屋
北新地 ⇔ 摂津本山
北新地 ⇔ 住吉
北新地 ⇔ 三ノ宮・元町
北新地 ⇔ 伊丹
北新地 ⇔ 川西池田
北新地 ⇔ 宝塚

普通運賃(片道)
410 円
390 円
300 円
300 円
300 円
220 円
220 円
180 円
180 円
180 円
160 円
180 円
220 円
220 円
300 円
300 円
390 円
390 円
410 円
240 円
320 円
330 円

新しいおねだん(6 枚綴り)
1,620 円(270 円/枚)
1,440 円(240 円/枚)
1,440 円(240 円/枚)
1,080 円(180 円/枚)
1,080 円(180 円/枚)
1,080 円(180 円/枚)
960 円(160 円/枚)
960 円(160 円/枚)
900 円(150 円/枚)
900 円(150 円/枚)
840 円(140 円/枚)
900 円(150 円/枚)
960 円(160 円/枚)
1,080 円(180 円/枚)
1,080 円(180 円/枚)
1,200 円(200 円/枚)
1,440 円(240 円/枚)
1,500 円(250 円/枚)
1,620 円(270 円/枚)
1,020 円(170 円/枚)
1,140 円(190 円/枚)
1,320 円(220 円/枚)

現在のおねだん(12 枚綴り)
2,980 円(248 円/枚)
2,650 円(221 円/枚)
2,650 円(221 円/枚)
1,970 円(164 円/枚)
1,970 円(164 円/枚)
1,970 円(164 円/枚)
1,770 円(148 円/枚)
1,770 円(148 円/枚)
1,580 円(132 円/枚)
1,580 円(132 円/枚)
1,490 円(124 円/枚)
1,580 円(132 円/枚)
1,770 円(148 円/枚)
1,970 円(164 円/枚)
1,970 円(164 円/枚)
2,240 円(187 円/枚)
2,650 円(221 円/枚)
2,850 円(238 円/枚)
2,980 円(248 円/枚)
1,880 円(157 円/枚)
2,070 円(173 円/枚)
2,440 円(203 円/枚)

６ 発売箇所
ＪＲ西日本の出発地周辺の主な駅
※設定区間の発・着となる駅で発売しています。
※山崎駅、東淀川駅、塚口駅、猪名寺駅、北伊丹駅では、みどりの窓口及び券売機で発売していま
す。その他の駅では、券売機（みどりの券売機を含む）でのみ発売しています。
７ その他
現在「昼間特割きっぷ」を設定している以下の区間につきましては、ご利用が少ないことから、平
成 27 年９月 30 日限りで設定を終了いたします。
設定を終了する区間（計 14 区間）
京都 ⇔ 岸辺
京都 ⇔ 吹田
京都 ⇔ 東淀川
大阪 ⇔ 桂川
大阪 ⇔ 向日町
大阪 ⇔ 灘
三ノ宮・元町 ⇔ 灘
北新地 ⇔ さくら夙川
北新地 ⇔ 甲南山手
北新地 ⇔ 六甲道
北新地 ⇔ 灘
北新地 ⇔ 塚口
北新地 ⇔ 猪名寺
北新地 ⇔ 北伊丹

