
 

 

 

 
２０２３年２月２日 
西日本旅客鉄道株式会社 

特別企画乗車券の発売および見直しについて 

～新規発売、発売延長、発売額等見直し、発売終了する商品についてのお知らせ～ 

ＪＲ西日本では各方面のおでかけに便利な特別企画乗車券を発売しておりますが、2023年度より関西～北近畿・南紀

方面のチケットレスサービスの拡充や｢ＷＥＢ早特７｣｢ＷＥＢ早特14｣の「サンダーバード」での新規設定等を行います。

また、大阪駅（うめきたエリア）の開業（３月 18日）に伴い、特急「はるか」「くろしお」の特別企画乗車券の発売区

間を一部拡大するほか、一部きっぷの内容見直しや発売終了を行いますので、お知らせいたします。 

～詳しい商品内容や発売条件等は、「ＪＲおでかけネット」やパンフレットでご確認ください～ 

 
１．新規発売するきっぷ 

○「ＷＥＢ早特７チケットレス特急券」（e5489専用） ※設定区間･発売額は別紙1参照 

・関西～南紀･北近畿方面の特急列車普通車指定席を、ご利用の７日前までに購入いただくとチケットレスで 

おトクにご利用できる区間･列車･席数限定のきっぷです。 

・発売期間：2023年４月１日から 2024年３月24日まで（ご利用日の７日前までに購入） 

・利用期間：2023年４月８日から 2024年３月31日まで 

          ※関西～南紀・北近畿のチケットレスご利用区間は、乗車券（定期券含む）やICOCA等の交通系ICカードが必要です。 

○「ＷＥＢ早特７」（サンダーバード）（e5489専用） ※設定区間･発売額は別紙2参照 

・関西～南紀･北近畿･山陰方面等の特急列車に加え、新たに北陸方面の特急「サンダーバード」（普通車指定席）

でも発売します。ご利用日の７日前までに購入いただくと、約１割引で利用できる区間･列車･席数限定のおトク

なきっぷです。 

・発売期間：2023年３月１日から 2024年３月24日まで（ご利用日の７日前までに購入） 

・利用期間：2023年４月１日から 2024年３月31日まで 

○「ＷＥＢ早特１４」（サンダーバード）（e5489専用） ※設定区間･発売額は別紙3参照 

・関西～南紀･北近畿･山陰方面等の特急列車に加え、新たに北陸方面の特急「サンダーバード」（普通車指定席）

でも発売します。ご利用日の14日前までに購入いただくと、さらにおトクに利用できる区間･列車･席数限定の 

きっぷです。 

・発売期間：2023年３月１日から 2024年３月17日まで（ご利用日の 14日前までに購入） 

・利用期間：2023年４月１日から 2024年３月31日まで 

○「J-WESTチケットレス390」（e5489専用／特別価格） 

・特急「はるか」「くろしお」が、大阪駅（うめきたエリア）地下ホームに新たに停車することを記念しまして、 

「J-WESTチケットレス」を期間限定の特別価格 390円（全区間一律）で発売いたします。 

・発売期間：2023年３月20日から 2023年４月28日まで（ご利用日の前日・当日までに購入） 

・利用期間：2023年３月20日から 2023年４月28日までの平日 

※近畿圏のチケットレスご利用区間は、乗車券（定期券含む）や ICOCA等の交通系 ICカードが必要です。 

※12/9 ﾆｭｰｽﾘﾘｰｽ「すわっていこかキャンペーンを実施します！」をご参照ください。 

○「新快速［Ａシート］チケットレス指定席券」（e5489専用／特別価格） 

・近畿圏を運行する新快速「Ａシート」（普通車指定席）が、３月のダイヤ改正より増発しますが、この機会に期

間限定の特別価格（390円）で発売します。 

・発売期間：2023年２月18日から 2023年４月28日まで（ご利用日の当日までに購入） 

・利用期間：2023年３月18日から 2023年４月28日まで 

※12/9 ﾆｭｰｽﾘﾘｰｽ「すわっていこかキャンペーンを実施します！」をご参照ください。 



 

 

 

 

２．発売期間を延長するきっぷ 

○「ｅチケット早特１４」（e5489専用） 

・「金沢～東京」など北陸新幹線を、ご利用の14日前までの購入で区間･列車･席数限定のおトクな新幹線 eチケッ

トサービスです。 

・発売期間：2024年３月17日まで（ご利用日の14日前までに購入） 

・利用期間：2024年３月31日まで 

○「のぞみ早特往復きっぷ」（e5489・主な旅行会社） 

・山陰エリアから東京・横浜へ在来線特急列車と新幹線「のぞみ」の普通車指定席が利用できる往復タイプ･席数限

定のおトクなきっぷです。 

・発売期間：2024年３月24日まで（ご利用日の 21日前から７日前までに購入） 

・利用期間：2024年４月６日まで（2024年３月31日ご利用開始分まで） 

○「新幹線よかよかきっぷ」（e5489・みどりの券売機） 

・土･日･祝日に小倉～博多間のおでかけに便利な、新幹線普通車自由席が利用できる往復タイプのきっぷです。 

・発売期間：2023年９月29日まで（ご利用日の前日までに購入） 

・利用期間：2023年９月30日まで（土･日･祝日のみ利用可、ＧＷは毎日利用可） 

○「トク特チケットレス」（e5489専用） 

・北近畿・岡山・山陰エリアの特急列車普通車指定席にご利用前日から発売するおトクなチケットサービスです。 

・発売期間：2024年３月31日まで（ご利用日の前日・当日までに購入） 

・利用期間：2024年３月31日まで 

○「おとなび首都圏往復フリーきっぷ」（e5489・主な旅行会社／おとなび会員対象） 

・北陸エリアから首都圏方面の北陸新幹線普通車指定席と、東京フリーエリア内のＪＲ普通列車やモノレール等が

４日間乗り降り自由となる往復タイプのきっぷです。 

・発売期間：2024年３月27日まで（ご利用日の前日までに購入） 

・利用期間：2024年３月31日まで（2024年３月28日ご利用開始分まで） 

※2023年３月29～31日ご利用開始分の設定はありません。 

※2023年４月27日から５月６日、８月10日から８月19日、12月28日から2024年１月６日は利用できません。 

○「松江・出雲ミニぐるりんパス（e5489オプション）」（e5489専用）  

・指定の商品(＊)をＪＲ西日本ネット予約「e5489」でクレジットカード決済にてご購入された方を対象に発売する

松江・出雲自由周遊区間（ＪＲ・バス）、観光施設の入場券等がセットになったきっぷです。 

・発売期間：2024年３月30日まで（ご利用日の前日までに購入） 

・利用期間：2024年４月２日まで（2024年３月31日ご利用開始分まで） 

＊指定商品：「ＷＥＢ早特７」「ＷＥＢ早特１４」（山陰エリア着） 

※指定の商品は今後、変更・追加となる場合があります。このきっぷ単体では発売しません。 

○「尾道・しまなみサイクリングきっぷ」（e5489専用） 

・関西・岡山～福山等までの新幹線普通車指定席に、福山～尾道間等の乗車券、尾道港～瀬戸田港間の乗船券や 

レンタサイクル利用券がセットになった瀬戸内エリアの観光に便利な往復タイプのきっぷです。 

・発売期間：2024年３月28日まで（ご利用開始日の３日前までに購入） 

・利用期間：2024年４月１日まで（2024年３月31日ご利用開始分まで） 

※レンタサイクルの貸出施設によっては休業日があります。 

 



 

 

 

 

３．発売額を見直すきっぷ 

在来線特急料金改定等に伴い、以下の商品の発売額を見直します。 

（記載のないものは2023年４月１日から実施します。詳細は後日JRおでかけネットにてお知らせします。） 

○「ｅきっぷ」（e5489専用／J-WESTカード会員対象） 

・パソコンやスマートフォンから新幹線や特急列車を予約する料金券型のきっぷです。 

○「ＷＥＢ早特１」（北陸～長野・首都圏）（e5489専用） 

・ご利用日の前日までに購入いただくと、おトクにご利用いただける区間･席数限定のきっぷです。 

○「e早特１」（e5489専用／J-WESTカード会員対象） 

・北陸～首都圏の特急列車・北陸新幹線が、ご利用日の前日までに購入いただくとおトクにご利用できる 

区間・席数限定のきっぷです。 

○「ＷＥＢ早特７」（e5489専用） ※サンダーバードは「1.新規発売」に記載のとおり 

・関西～南紀･北近畿･山陰・北陸方面等の特急列車（普通車指定席）が、ご利用日の７日前までに購入いただくと、

約１割引で利用できる区間･列車･席数限定のおトクなきっぷです。 

○「ＷＥＢ早特１４」（e5489専用） ※サンダーバードは「1.新規発売」に記載のとおり 

・関西～南紀･北近畿･山陰・北陸方面等の特急列車（普通車指定席）が、ご利用日の14日前までに購入いただく 

と、さらにおトクに利用できる区間･列車･席数限定のおトクなきっぷです。 

○「eチケットレス特急券」（e5489専用／J-WESTカード会員対象） 

  ・ＪＲ西日本の主な特急列車および快速列車「マリンライナー」の普通車指定席、グリーン車が利用できる 

チケットレスサービスです。 

○「チケットレス特急券」（e5489専用） 

  ・ＪＲ西日本の主な特急列車および快速列車「マリンライナー」の普通車指定席、グリーン車が利用できる 

チケットレスサービスです。 

○「おとなびＷＥＢ早特」（e5489専用／おとなび会員対象） 

・西日本エリアの山陽新幹線「のぞみ」「こだま」や特急列車に設定する期間･区間･列車･席数限定のおトクなきっ

ぷです。 

＜効力も同時に見直すもの＞ 

○「J-WESTチケットレス」（e5489専用） 

・関西エリアの主な特急列車（普通車指定席）が、おトクに利用できる前日から発売する区間･席数限定のチケット 

レスサービスです。 

  ・2023年２月19日から、J-WESTネット会員が購入する場合でも、変更に関する効力がJ-WESTカード会員同一と 

なり、ご利用いただきやすくなります（変更回数の制限がなくなります）。 

  ・一部の列車において実施していた 10日前発売（2/18まで）、時間帯別価格（3/31まで）は、終了致します。 

＜商品名も同時に変更するもの＞ 

○「チケットレス指定席券［Ａシート］」（e5489専用） 

・近畿圏を運行する新快速「Ａシート」（普通車指定席）がおトクに利用できるチケットレスサービスです。 

・2023年３月18日から、商品名を「新快速［Ａシート］チケットレス指定席券」に変更いたします。 

・2023年４月29日から、発売額を見直します。 

＜発売期間も延長するもの＞ 

○「城崎温泉・天橋立ぐるりんパス」（e5489専用） 

・関西～北近畿方面の特急列車普通車指定席に、自由周遊区間と観光施設入場券がセットになった往復タイプのき

っぷです。２名様から利用できます。 

・発売期間：2023年12月28日まで（ご利用日の前日までに購入） 

・利用期間：2023年12月31日まで（2023年12月29日ご利用開始分まで） 



 

 

 

 

４．商品名を変更するきっぷ 

○「J-WEST eチケット」（e5489専用／J-WESTカード会員対象） 

  ・2023年４月１日から、商品名を「eきっぷ（ＩＣ用）」に変更いたします。 
 

５．発売を終了するきっぷ 

○「e早特」（e5489専用／J-WESTカード会員対象） 

・発売終了日：2023年３月28日（2023年３月31日ご利用開始分まで） 

○「北陸乗り放題きっぷ」（e5489専用） 

・発売終了日：2023年３月28日（2023年３月29日ご利用開始分まで） 

○「指定席特急回数券（北陸線）」（主な駅や旅行会社） 

・発売終了日：2023年３月17日（2023年３月17日ご利用開始分まで） 

○「ＷＥＢ早特１（関西～北陸）」（e5489専用） 

・発売終了日：2023年３月30日（2023年３月31日ご利用開始分まで） 

※北陸～長野・首都圏方面は引き続き発売します。 

○「北陸おでかけパス」（e5489・主な駅や旅行会社） 

・発売終了日：2023年３月23日（2023年３月26日ご利用開始分まで） 

○「名古屋指定席特急回数券」（主な駅や旅行会社） 

・発売終了日：2023年３月17日（2023年３月17日ご利用開始分まで） 

○「金沢・加賀・能登ぐるりんパス」（e5489専用） 

「岡山・倉敷ぐるりんパス」（e5489専用） 

「宮島・瀬戸内ぐるりんパス」（e5489専用） 

・発売終了日：2023年３月30日（2023年３月31日ご利用開始分まで） 

○「はるか指定席きっぷ」（e5489・みどりの券売機・主な旅行会社） 

・発売終了日：2023年３月16日（2023年３月17日ご利用開始分まで） 

○「新幹線自由席回数特急券（幹定回）」（主な駅） 

・発売終了日：2023年３月31日（2023年３月31日ご利用開始分まで）  

  ※12/21 ﾆｭｰｽﾘﾘｰｽ「在来線(山口エリア)および山陽新幹線でのICカードサービス拡大」をご参照ください。 

○「松山・広島割引きっぷ」（e5489専用） 

・発売終了日：2023年３月30日（2023年３月31日ご利用開始分まで） 

○「高知観光きっぷ・松山観光きっぷ」（e5489専用） 

・発売終了日：2023年３月30日（2023年３月31日ご利用開始分まで） 

○「奈良満喫フリーきっぷ（着地オプション）」（主な駅等／EXサービス、e5489購入者対象） 

・発売終了日：2023年３月30日（2023年３月31日ご利用開始分まで） 

○「北陸周遊乗車券（着地オプション）」（主な駅／新幹線eチケット購入者対象） 

・発売終了日：2023年３月31日（2023年３月31日ご利用開始分まで） 

 



 

 

 

 

６．その他 

○「西日本懐鉄入場券」の価格改定（主な駅のみどりの窓口） 

・2023年４月１日から、初乗り運賃の変更に伴い、「奈良駅」「大阪駅」「三ノ宮駅」「和歌山駅」の発売額を

130円から140円に見直します。 

・発売期間：2023年12月31日まで 

※詳しくは、https://www.jr-odekake.net/railroad/natsutetsunyujouken/をご覧ください。 

 

○「トクトクきっぷ電話予約サービス」の終了  

・2023年２月28日を以って、「トクトクきっぷ電話予約サービス」を終了するため、「東京往復割引きっぷ（山

陰発）」「のぞみ早特往復きっぷ」「新潟自由席往復きっぷ」「金沢自由席往復きっぷ、富山自由席往復きっ

ぷ」「北陸おでかけパス」は、電話予約以外の発売箇所でお買い求めください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

きっぷの内容・発売条件・発売箇所等の詳細は、「ＪＲおでかけネット」やパンフレットでご確認ください。 

 

 

 

 

https://www.jr-odekake.net/railroad/natsutetsunyujouken/


別紙１

「ＷＥＢ早特７チケットレス特急券」設定区間・おねだん

・下記は特急券のみのおねだんです。
　ご乗車には、別途ご利用区間の乗車券（定期乗車券、ＩＣカード乗車券含む）が必要です。

（単位：円） （単位：円）

京都 ～ 和歌山 おとな 1,730 大阪 ～ 白浜 おとな 1,920

こども 860 こども 960

京都 ～ 海南 おとな 1,730 大阪 ～ 串本 おとな 1,980

こども 860 こども 990

京都 ～ 湯浅 おとな 1,920 大阪 ～ 紀伊勝浦 おとな 1,980

こども 960 こども 990

京都 ～ 御坊 おとな 1,920 大阪 ～ 新宮 おとな 1,980

こども 960 こども 990

京都 ～ 紀伊田辺 おとな 1,980 天王寺 ～ 和歌山 おとな 1,210

こども 990 こども 600

京都 ～ 白浜 おとな 1,980 天王寺 ～ 海南 おとな 1,210

こども 990 こども 600

京都 ～ 串本 おとな 1,980 天王寺 ～ 湯浅 おとな 1,210

こども 990 こども 600

京都 ～ 紀伊勝浦 おとな 2,120 天王寺 ～ 御坊 おとな 1,730

こども 1,060 こども 860

京都 ～ 新宮 おとな 2,120 天王寺 ～ 紀伊田辺 おとな 1,920

こども 1,060 こども 960

新大阪 ～ 和歌山 おとな 1,210 天王寺 ～ 白浜 おとな 1,920

こども 600 こども 960

新大阪 ～ 海南 おとな 1,210 天王寺 ～ 串本 おとな 1,980

こども 600 こども 990

新大阪 ～ 湯浅 おとな 1,730 天王寺 ～ 紀伊勝浦 おとな 1,980

こども 860 こども 990

新大阪 ～ 御坊 おとな 1,730 天王寺 ～ 新宮 おとな 1,980

こども 860 こども 990

新大阪 ～ 紀伊田辺 おとな 1,920 新大阪 ～ 福知山 おとな 1,730

こども 960 こども 860

新大阪 ～ 白浜 おとな 1,920 新大阪 ～ 豊岡 おとな 1,920

こども 960 こども 960

新大阪 ～ 串本 おとな 1,980 新大阪 ～ 城崎温泉 おとな 1,920

こども 990 こども 960

新大阪 ～ 紀伊勝浦 おとな 1,980 大阪 ～ 福知山 おとな 1,730

こども 990 こども 860

新大阪 ～ 新宮 おとな 1,980 大阪 ～ 豊岡 おとな 1,920

こども 990 こども 960

大阪 ～ 和歌山 おとな 1,210 大阪 ～ 城崎温泉 おとな 1,920

こども 600 こども 960

大阪 ～ 海南 おとな 1,210 尼崎 ～ 福知山 おとな 1,730

こども 600 こども 860

大阪 ～ 湯浅 おとな 1,730 尼崎 ～ 豊岡 おとな 1,920

こども 860 こども 960

大阪 ～ 御坊 おとな 1,730 尼崎 ～ 城崎温泉 おとな 1,920

こども 860 こども 960

大阪 ～ 紀伊田辺 おとな 1,920

こども 960

設定区間 区分 おねだん

北近畿 こうのとり

エリア

南紀 くろしお

南紀 くろしお

利用列車エリア 利用列車 設定区間 区分 おねだん



別紙２

「ＷＥＢ早特７」（サンダーバード）設定区間・おねだん

（単位：円） （単位：円）

大阪 ～ 敦賀 おとな 4,220 京都 ～ 敦賀 おとな 3,070

こども 2,100 こども 1,520

大阪 ～ 武生・鯖江 おとな 5,220 京都 ～ 武生・鯖江 おとな 4,220

こども 2,600 こども 2,100

大阪 ～ 福井 おとな 5,510 京都 ～ 福井 おとな 4,520

こども 2,750 こども 2,250

大阪（市内） ～ 芦原温泉 おとな 6,010 京都 ～ 芦原温泉 おとな 5,220

こども 3,000 こども 2,600

大阪（市内） ～ 加賀温泉 おとな 6,310 京都 ～ 加賀温泉 おとな 5,510

こども 3,140 こども 2,750

大阪（市内） ～ 小松 おとな 6,310 京都 ～ 小松 おとな 5,510

こども 3,140 こども 2,750

大阪（市内） ～ 金沢 おとな 7,000 京都 ～ 金沢 おとな 6,310

こども 3,490 （京都市内） こども 3,140

大阪（市内） ～ 七尾 おとな 8,460 京都 ～ 七尾 おとな 7,770

こども 4,220 （京都市内） こども 3,870

大阪（市内） ～ 和倉温泉 おとな 8,460 京都 ～ 和倉温泉 おとな 7,770

こども 4,220 （京都市内） こども 3,870

新大阪 ～ 敦賀 おとな 4,220

こども 2,100 （単位：円）

新大阪 ～ 武生・鯖江 おとな 5,220

こども 2,600

新大阪 ～ 福井 おとな 5,510 大阪（市内） ～ 新高岡 おとな 8,690

こども 2,750 こども 4,330

新大阪 ～ 芦原温泉 おとな 6,010 大阪（市内） ～ 富山 おとな 8,880

（大阪市内） こども 3,000 こども 4,430

新大阪 ～ 加賀温泉 おとな 6,310 大阪（市内） ～ 黒部宇奈月温泉 おとな 9,180

（大阪市内） こども 3,140 こども 4,570

新大阪 ～ 小松 おとな 6,310 大阪（市内） ～ 糸魚川 おとな 10,210

（大阪市内） こども 3,140 こども 5,090

新大阪 ～ 金沢 おとな 7,000 新大阪 ～ 新高岡 おとな 8,690

（大阪市内） こども 3,490 （大阪市内） こども 4,330

新大阪 ～ 七尾 おとな 8,460 新大阪 ～ 富山 おとな 8,880

（大阪市内） こども 4,220 （大阪市内） こども 4,430

新大阪 ～ 和倉温泉 おとな 8,460 新大阪 ～ 黒部宇奈月温泉 おとな 9,180

（大阪市内） こども 4,220 （大阪市内） こども 4,570

高槻 ～ 敦賀 おとな 3,930 新大阪 ～ 糸魚川 おとな 10,210

こども 1,960 （大阪市内） こども 5,090

高槻 ～ 武生・鯖江 おとな 4,820 高槻 ～ 新高岡 おとな 8,390

こども 2,400 こども 4,180

高槻 ～ 福井 おとな 5,220 高槻 ～ 富山 おとな 8,690

こども 2,600 こども 4,330

高槻 ～ 芦原温泉 おとな 5,510 高槻 ～ 黒部宇奈月温泉 おとな 8,880

こども 2,750 こども 4,430

高槻 ～ 加賀温泉 おとな 6,010 高槻 ～ 糸魚川 おとな 10,010

こども 3,000 こども 4,990

高槻 ～ 小松 おとな 6,010 京都 ～ 新高岡 おとな 8,090

こども 3,000 （京都市内） こども 4,030

高槻 ～ 金沢 おとな 6,700 京都 ～ 富山 おとな 8,390

こども 3,340 （京都市内） こども 4,180

高槻 ～ 七尾 おとな 8,270 京都 ～ 黒部宇奈月温泉 おとな 8,690

こども 4,120 （京都市内） こども 4,330

高槻 ～ 和倉温泉 おとな 8,270 京都 ～ 糸魚川 おとな 9,710

こども 4,120 （京都市内） こども 4,830

○上記のおねだんは、通常期のおねだんです。

　最繁忙期はおとな360円・こども180円増し、繁忙期はおとな180円・こども 90円増し、閑散期はおとな180円・こども 90円引きとなります。

　※＜サンダーバード＋北陸新幹線＞区間については、各区間のシーズン別特急料金が組み合わせによりおねだんが異なります（下表を参照）

（単位：円）

○ご利用列車

・上記の特急「サンダーバード」「能登かがり火」と北陸新幹線をご利用になれます。

　※在来線特急列車、北陸新幹線は、ご利用当日に金沢駅で乗り継ぐ場合に限ります。その他の乗り継ぎはできません。

サンダーバード

サンダーバード
(＋能登かがり

火）

サンダーバード

北陸

北陸

サンダーバード

サンダーバード
(＋能登かがり

火）

サンダーバード
(＋能登かがり

火）

サンダーバード
(＋能登かがり

火）

サンダーバード

北陸

サンダーバード
＋

北陸新幹線

※

エリア 利用列車

おねだん
（通常期）

エリア 利用列車 設定区間 区分 エリア 利用列車 設定区間 区分
おねだん

（通常期）

区分 おねだん（通常期）設定区間

通常期 最繁忙期 繁忙期 閑散期

通常期 0 +280 +140 -140

最繁忙期 +280 +560 +420 +140

繁忙期 +140 +420 +280 0

閑散期 -140 +140 0 -280

サンダーバード

北
陸
新
幹
線



別紙３

「ＷＥＢ早特１４」（サンダーバード）設定区間・おねだん

（単位：円） （単位：円）

大阪 ～ 敦賀 おとな 3,990 京都 ～ 敦賀 おとな 2,900

こども 1,980 こども 1,440

大阪 ～ 武生・鯖江 おとな 4,930 京都 ～ 武生・鯖江 おとな 3,990

こども 2,450 こども 1,980

大阪 ～ 福井 おとな 5,210 京都 ～ 福井 おとな 4,270

こども 2,590 こども 2,130

大阪（市内） ～ 芦原温泉 おとな 5,670 京都 ～ 芦原温泉 おとな 4,930

こども 2,820 こども 2,450

大阪（市内） ～ 加賀温泉 おとな 5,950 京都 ～ 加賀温泉 おとな 5,210

こども 2,960 こども 2,590

大阪（市内） ～ 小松 おとな 5,950 京都 ～ 小松 おとな 5,210

こども 2,960 こども 2,590

大阪（市内） ～ 金沢 おとな 6,610 京都 ～ 金沢 おとな 5,950

こども 3,290 （京都市内） こども 2,960

大阪（市内） ～ 七尾 おとな 8,020 京都 ～ 七尾 おとな 7,360

こども 4,000 （京都市内） こども 3,660

大阪（市内） ～ 和倉温泉 おとな 8,020 京都 ～ 和倉温泉 おとな 7,360

こども 4,000 （京都市内） こども 3,660

新大阪 ～ 敦賀 おとな 3,990

こども 1,980 （単位：円）

新大阪 ～ 武生・鯖江 おとな 4,930

こども 2,450

新大阪 ～ 福井 おとな 5,210 大阪（市内） ～ 新高岡 おとな 8,140

こども 2,590 こども 4,060

新大阪 ～ 芦原温泉 おとな 5,670 大阪（市内） ～ 富山 おとな 8,310

（大阪市内） こども 2,820 こども 4,140

新大阪 ～ 加賀温泉 おとな 5,950 大阪（市内） ～ 黒部宇奈月温泉 おとな 8,580

（大阪市内） こども 2,960 こども 4,270

新大阪 ～ 小松 おとな 5,950 大阪（市内） ～ 糸魚川 おとな 9,550

（大阪市内） こども 2,960 こども 4,760

新大阪 ～ 金沢 おとな 6,610 新大阪 ～ 新高岡 おとな 8,140

（大阪市内） こども 3,290 （大阪市内） こども 4,060

新大阪 ～ 七尾 おとな 8,020 新大阪 ～ 富山 おとな 8,310

（大阪市内） こども 4,000 （大阪市内） こども 4,140

新大阪 ～ 和倉温泉 おとな 8,020 新大阪 ～ 黒部宇奈月温泉 おとな 8,580

（大阪市内） こども 4,000 （大阪市内） こども 4,270

高槻 ～ 敦賀 おとな 3,710 新大阪 ～ 糸魚川 おとな 9,550

こども 1,850 （大阪市内） こども 4,760

高槻 ～ 武生・鯖江 おとな 4,560 高槻 ～ 新高岡 おとな 7,870

こども 2,270 こども 3,920

高槻 ～ 福井 おとな 4,930 高槻 ～ 富山 おとな 8,140

こども 2,450 こども 4,060

高槻 ～ 芦原温泉 おとな 5,210 高槻 ～ 黒部宇奈月温泉 おとな 8,310

こども 2,590 こども 4,140

高槻 ～ 加賀温泉 おとな 5,670 高槻 ～ 糸魚川 おとな 9,370

こども 2,820 こども 4,670

高槻 ～ 小松 おとな 5,670 京都 ～ 新高岡 おとな 7,610

こども 2,820 （京都市内） こども 3,790

高槻 ～ 金沢 おとな 6,330 京都 ～ 富山 おとな 7,870

こども 3,150 （京都市内） こども 3,920

高槻 ～ 七尾 おとな 7,830 京都 ～ 黒部宇奈月温泉 おとな 8,140

こども 3,900 （京都市内） こども 4,060

高槻 ～ 和倉温泉 おとな 7,830 京都 ～ 糸魚川 おとな 9,110

こども 3,900 （京都市内） こども 4,530

○上記のおねだんは、通常期のおねだんです。

　最繁忙期はおとな360円・こども180円増し、繁忙期はおとな180円・こども 90円増し、閑散期はおとな180円・こども 90円引きとなります。

　※＜サンダーバード＋北陸新幹線＞区間については、各区間のシーズン別特急料金が組み合わせによりおねだんが異なります（下表を参照）

（単位：円）

○ご利用列車

・上記の特急「サンダーバード」「能登かがり火」と北陸新幹線をご利用になれます。

　※在来線特急列車、北陸新幹線は、ご利用当日に金沢駅で乗り継ぐ場合に限ります。その他の乗り継ぎはできません。

サンダーバード
(＋能登かがり

火）

サンダーバード

サンダーバード
(＋能登かがり

火）

北陸

北陸

サンダーバード

サンダーバード
(＋能登かがり

火）

サンダーバード

サンダーバード
(＋能登かがり

火）

サンダーバード

北陸

サンダーバード
＋

北陸新幹線

※

エリア 利用列車 設定区間

エリア 利用列車
おねだん

（通常期）
エリア 利用列車 設定区間 区分 設定区間 区分

おねだん
（通常期）

区分 おねだん（通常期）

通常期 最繁忙期 繁忙期 閑散期

通常期 0 +280 +140 -140

最繁忙期 +280 +560 +420 +140

繁忙期 +140 +420 ＋280 0

閑散期 -140 +140 0 -280

北
陸
新
幹
線

サンダーバード


