
神戸 関西
エリア

大人 5,200円 小児 2,600円

［注意］○「三宮とくやん２枚きっぷ」以外は、フリーパスタイプの乗車券です○「スルッとKANSAI ３dayチケット」以外は、すべて大人のみの発売となります○特典や内容は、予告なしに変更される場合があります。
あらかじめご了承願います○乗車券により、利用条件が異なります。発売場所や有効区間などの詳細は、駅置きチラシまたは山陽電車ホームページをご参照ください○発売枚数限定のため、売り切れの際はご容赦
ください○利用開始後の企画乗車券を他人に譲渡し、または使用させることはできません。また、他人から譲り受けて使用することはできません。

春版 2016年3月18日（金）～2016年5月5日（木・祝）
夏版 2016年7月15日（金）～2016年8月21日（日)（予定）
秋版 2016年10月28日（金）～2016年12月11日（日）（予定）
春版 2016年3月18日（金）～2016年5月15日（日）
夏版 2016年7月15日（金）～2016年8月31日（水）（予定）
秋版 2016年10月28日（金）～2016年12月25日（日）（予定）
それぞれの期間中のお好きな3日 ※3日連続の使用でなくてもOK
スルッとKANSAI加盟社局が指定する区間
板宿・山陽垂水・山陽明石・山陽姫路の各駅と同各定期券発売所

［発売期間］　

［有効期間］

［有効区間］
［発売場所］

施設や店舗で割引やプレゼントなどの優待特典特

2016年4月現在

※詳しくは駅置きの各乗車券チラシをご覧ください

1日約1,750円で関西の私鉄、京都・大阪・神戸など
の各市営交通の電車・バスがお好きな3日乗り放題！

通常往復運賃よりとっ
てもおトク。安く目的地
まで行けるから大活躍。

期間限定発売

3day
チケット

神戸街めぐり
１dayクーポン
期間限定発売 大人のみ

異人館や南京町、神戸ベイエリアの観光に！

神戸観光施設でご利用いただける観光クーポン 700円分特

シティー・ループバス1日乗車券の割引券特

春夏 2016年4月1日（金）～2016年9月30日（金）
秋冬 2016年10月1日（土）～2017年3月31日（金）
各発売期間中のお好きな1日

［発売期間］

［有効期間］

共通区間：神戸高速全線（阪神神戸三宮含む）、神戸新交通ポートライナー全線、
　　　　  神戸市営地下鉄（新神戸～新長田、海岸線全線）

１dayチケットってこんなに便利！

山陽電車 ご案内センター（明石）　☎078-913-2880（8:30～20:00／年中無休）
　　　　　 鉄道営業部 営業課　☎078-940-5132（8:30～17:30／土・日・祝は除く）

http://www.sanyo-railway.co.jp/

お財布に
うれしい！

明石以東版／西代・板宿・東須磨・山陽須磨・山陽垂水・山陽明石の各駅、ご案内センター（明石）、板宿・垂水・明石の各定期券発売所
山陽全線版／山陽明石・東二見・高砂・大塩・飾磨・山陽姫路・山陽網干の各駅、ご案内センター（明石）、明石・東二見・高砂・飾磨・姫路の各定期券発売所［発売場所］

2016年度保存版

山陽姫路駅・山陽網干駅から

2,050円
山陽拡大版②（山陽全線版）
山陽電車全線+共通区間

山陽明石駅から
山陽拡大版①（明石以東版）
山陽電車（山陽明石～西代）+共通区間

1,450円

毎回切符を買う手間が
省けて時間が短縮。
大荷物でも移動が快適。

移動が
ラクラク！

有効区間内なら1日に
何度でも乗り降り自由。
行動範囲が格段にアップ。

何度でも
乗り降り自由！

券売機で購入可能。
急なお出かけもスピ
ーディーに！

券売機で
購入できる！

お問い合わせ
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※一部１dayチケットのみ

有馬・六甲周遊
1dayパス

有馬温泉
太閤の湯クーポン

※日曜・祝日・特定日はご利用いただけません。

通年発売

大人のみ

通年発売

大人のみ

太閤の湯 入館ご利用券特

温泉街のお土産・グルメ店で使える優待券特

2016年3月1日（火）～
2017年3月31日（金）
発売期間中のお好きな1日

［発売期間］　

［有効期間］

2,950円
山陽姫路駅・山陽網干駅から

山陽全線版
有効区間：山陽電車全線＋共通区間
共通区間：神戸高速（西代～新開地～湊川）、神戸電鉄（湊川
　　　　 ～有馬温泉）

明石以東版
有効区間：山陽電車（山陽明石～西代）＋共通区間

山陽明石駅から

2,540円 期間限定発売

大人のみ

期間限定発売

大人のみ

2016年4月1日（金）～2016年12月25日（日）
発売期間中のお好きな1日

［発売期間］　
［有効期間］

有馬温泉「金の湯」または「銀の湯」ご利用券特

有馬・六甲にある施設の優待券特

神戸電鉄利用・新開地経由でご利用ください
※北神急行・神戸市営地下鉄（谷上～地下鉄三宮間）には　
　ご乗車できません

有効区間：山陽電車（山陽明石～西代）＋共通区間
明石以東版

山陽明石駅から

2,560円

2,870円
山陽姫路駅・山陽網干駅から

有効区間：山陽電車全線＋共通区間
共通区間：神戸高速（西代～高速神戸～阪急神戸三宮、湊

川）、神戸電鉄（湊川～有馬温泉）、阪急電鉄（神戸
三宮～六甲）、六甲有馬ロープウェー（有馬温泉
駅～六甲山頂駅）、六甲山上バス（ロープウェー
山頂駅～六甲ケーブル山上駅）、六甲ケーブル
（六甲山上駅～六甲ケーブル下駅）、神戸市バス
⑯系統（六甲ケーブル下～阪急六甲）

山陽全線版

いい古都チケット

期間限定発売

大人のみ

期間限定発売

大人のみ

春版 2016年3月5日（土）～
　　 2016年5月29日（日）
秋版 2016年10月1日（土）～
　　 2016年12月25日（日）（予定）
各発売期間中のお好きな1日

［発売期間］　

［有効期間］

京都観光施設の優待クーポン付
ガイドマップ

特

2,300円
有効区間：山陽電車（山陽明石～西代）＋共通区間
明石以東版

山陽明石駅から

2,800円
山陽姫路駅・山陽網干駅から

有効区間：山陽電車全線＋共通区間
共通区間：神戸高速（西代～高速神戸～阪急神戸三宮）、阪

急電鉄全線、京都市交通局（京都市営地下鉄・市
バス全線）、京都バスの所定の範囲

山陽全線版

有馬 京都有馬
六甲



［発売期間］2016年4月1日（金）～2017年3月31日（金）［有効期間］2016年4月1日（金）～2017年4月30日（日） 有効期間内のお好きな1日にご利用いただけます 阪神電車の尼崎で乗り換えて、高野山・奈良・飛鳥へ！通年発売 大人のみ

三宮・姫路
1dayチケット

乗り降り自由だから気軽に神戸三宮まで！

山陽電車の西代・板宿・東須磨・山陽須磨・山陽垂水・山陽明石・
東二見・高砂・大塩・飾磨・山陽姫路・山陽網干の各駅、ご案内セ
ンター（明石）、播磨町～山陽姫路・山陽網干の各駅券売機、山陽
電車の主要定期券発売所、阪神電車の神戸三宮・新開地の各駅
長室および西元町・高速神戸・新開地・大開・高速長田の各駅改
札口（係員不在時を除く）、阪神電車サービスセンター（神戸三
宮）、姫路市内の契約発売所

三宮・明石市内
1dayチケット

山陽電車の西代・板宿・東須磨・山陽須磨・山陽垂水・山陽明石・東
二見の各駅、ご案内センター（明石）、大蔵谷～西二見の各駅券売
機、板宿・垂水・明石・東二見の各定期券発売所、山陽フレンズ東二
見売店、阪神電車の神戸三宮・新開地の各駅長室および西元町・高
速神戸・新開地・大開・高速長田の各駅改札口（係員不在時を除く）、
阪神電車サービスセンター（神戸三宮）、明石市内の契約発売所

垂水・舞子
1dayチケット（三宮版）

山陽電車の山陽垂水駅、山陽垂水～西舞子の各駅券売機、山陽
バス車内（有効区間内のみ）、垂水定期券発売所、舞子定期券発
売所、山陽バス観光センター（レバンテ垂水2番館１F）、名谷サ
ービスセンター（神戸市営地下鉄名谷駅）、阪神電車の神戸三
宮・新開地の各駅長室および西元町・高速神戸・新開地・大開・
高速長田の各駅改札口（係員不在時を除く）、阪神電車サービス
センター（神戸三宮）、垂水区内の契約発売所

山陽バス全路線（共同運
行路線の神戸市バス、塩
屋北町線、二見線、明石
市内の60番台系統、明
石市コミュニティバス、
高速バスは除く）でご利
用できます。

山陽姫路駅・山陽網干駅

阪神・阪急神戸三宮駅

区間内乗り降り自由

区間内乗り降り自由 区間内乗り降り自由 区間内乗り降り自由

区間内乗り降り自由 区間内乗り降り自由1,400円
西二見駅

阪神・阪急神戸三宮駅

西舞子駅

阪神・阪急神戸三宮駅

［発売場所］［発売場所］［発売場所］

三宮・姫路5dayチケット
450円

購入日の月末まで有効
板宿・東須磨・月見山・須磨寺・山陽須磨の各駅券売機

［有効期間］
［発売場所］　7,000円

●山陽須磨・須磨寺・月見山⇔阪神・阪急神戸三宮　通常往復運賃 660円が450円
●東須磨･板宿⇔阪神・阪急神戸三宮、湊川　　　　通常往復運賃 560円が450円
※板宿・東須磨の各駅で購入した場合、月見山駅以西からのご利用は別途運賃が必要です

三宮とくやん２枚きっぷ ※1日乗り放題ではありません

山陽須磨駅～板宿駅 阪神・阪急神戸三宮駅、湊川駅

こちらもおトク！！

山陽電車の西代・板宿・東須磨・山陽須磨・山
陽垂水・山陽明石・東二見・高砂・大塩・飾磨・
山陽姫路・山陽網干の各駅、ご案内センター
（明石）、山陽電車の主要定期券発売所

［発売場所］

三宮・姫路1dayチケット
5枚分が1枚に！
※5日連続の使用でなくてもOK

［山陽バスの有効区間］

阪神梅田まで直通特急で！ 阪神なんば線経由で大阪難波まで！！

山陽バスにも
乗れます

大阪へ

神戸へ

山陽明石駅から

山陽姫路駅・山陽網干駅から

2016年4月1日（金）～2017年3月31日（金）
2016年4月1日（金）～2017年4月30日（日）の
お好きな1日

［発売期間］　
［有効期間］

2,470円
有効区間：山陽電車（山陽明石～西代）＋共通区間

有効区間：山陽電車全線＋共通区間
共通区間：神戸高速（西代～阪神元町）、阪神電車全線、近鉄電車
　　　　 （奈良線：大阪難波～近鉄奈良、けいはんな線：長田～
　　　　 生駒、京都線・橿原線の一部：京都～筒井、生駒ケーブル
　　　　 全線）、奈良交通バスの指定区間

明石以東版

山陽全線版

奈良・斑鳩
１dayチケット

高野山・真田九度山
1dayチケット 期間限定発売

山陽明石駅から

山陽姫路駅・山陽網干駅から 2,780円

2,470円
有効区間：山陽電車（山陽明石～西代）＋共通区間
明石以東版

山陽全線版

2016年4月1日（金）～2017年3月31日（金）
2016年4月1日（金）～2017年4月30日（日）の
お好きな1日

［発売期間］　
［有効期間］

特「飛鳥エリアの奈良交通バス片道乗車券」「レンタサ
イクル割引券」「飛鳥エリアの施設・店舗で使用でき
る割引券」のいずれかとして使用できるチケット2枚

特 社寺・施設の割引優待券

通年発売通年発売

拝観・お土産・食事の割引クーポン特

「九度山・真田ミュージアム」の割引クーポン特

2016年4月1日（金）～2016年11月30日（水）
発売期間中のお好きな1日

［発売期間］　
［有効期間］

山陽明石駅から 3,390円
有効区間：山陽電車（山陽明石～西代）＋共通区間
明石以東版

有効区間：山陽電車全線＋共通区間
共通区間：神戸高速（西代～阪神元町）、阪神電車全線、南海電鉄
　　　　 （なんば～高野山、汐見橋～岸里玉出）、南海りんかん
　　　　 バス（所定エリア区間）

山陽全線版
山陽姫路駅・山陽網干駅から 3,700円 2,780円

明石以東版／西代・板宿・東須磨・山陽須磨・山陽垂水・山陽明石の各駅、ご案内センター（明石）、板宿・垂水・明石の各定期券発売所
山陽全線版／山陽明石・東二見・高砂・大塩・飾磨・山陽姫路・山陽網干の各駅、ご案内センター（明石）、明石・東二見・高砂・飾磨・姫路の各定期券発売所［発売場所］

800円1,000円

阪神・山陽 シーサイド
１dayチケット

山陽電車の板宿・山陽須磨・山陽垂水・山陽明石・東二見・高砂・
大塩・飾磨・山陽姫路・山陽網干の各駅、ご案内センター（明石）、
播磨町～山陽姫路・山陽網干の各駅券売機、山陽電車の主要定
期券発売所、阪神電車の梅田・尼崎・甲子園・御影・神戸三宮・新
開地の各駅長室および各駅改札口（神戸高速線の各駅および係
員不在時を除く）、大阪難波駅（東特急券売場）、阪神電車サービ
スセンター（神戸三宮）、姫路市内の契約発売所

阪神・明石市内
１dayチケット

山陽電車の西代・板宿・東須磨・山陽須磨・山陽垂水・山陽明石・
東二見の各駅、ご案内センター（明石）、大蔵谷～西二見の各駅券
売機、板宿・垂水・明石・東二見の各定期券発売所、山陽フレンズ
東二見売店、阪神電車の梅田・尼崎・甲子園・御影・神戸三宮・新
開地の各駅長室、阪神電車サービスセンター（神戸三宮）、明石市
内の契約発売所

垂水・舞子
１dayチケット（阪神版）

山陽電車の山陽垂水駅、山陽垂水～西舞子の各駅券売機、山陽
バス車内（有効区間内のみ）、垂水定期券発売所、舞子定期券発
売所、山陽バス観光センター（レバンテ垂水2番館１F）、名谷サー
ビスセンター（神戸市営地下鉄名谷駅）、阪神電車の梅田・尼崎・
甲子園・御影・神戸三宮・新開地の各駅長室、阪神電車サービス
センター（神戸三宮）、垂水区内の契約発売所

山陽姫路駅・山陽網干駅

阪神梅田駅・大阪難波駅

2,000円
西二見駅

阪神梅田駅・大阪難波駅

西舞子駅

阪神梅田駅・大阪難波駅

［発売場所］［発売場所］［発売場所］

山陽バスにも
乗れます

1,300円1,500円

古代ロマン
飛鳥 日帰りきっぷ
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阪急神戸三宮

武
庫
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湊川

大阪難波

阪神梅田

三宮・姫路1dayチケット

三宮・明石市内１dayチケット

垂水・舞子１dayチケット（三宮版）

阪神・山陽 シーサイド１dayチケット

阪神・明石市内１dayチケット

垂水・舞子１dayチケット（阪神版）

※湊川までご利用可能

※湊川までご利用可能

※湊川までご利用可能

※阪急梅田～高速神戸間、新開地～湊川間はご利用不可

阪神なんば線

※阪急梅田～高速神戸間、新開地～湊川間はご利用不可

※阪急梅田～高速神戸間、新開地～湊川間はご利用不可

1dayチケット有効区間

三宮・姫路5dayチケットもあります

※1

※1

新
開
地

※1 山陽バスの有効区間は左頁をご覧ください  ※2 大阪難波へは尼崎で阪神なんば線へお乗り換えください

大人のみ

奈良 飛鳥高野山

山陽バス全路線（共同運
行路線の神戸市バス、塩
屋北町線、二見線、明石
市内の60番台系統、明
石市コミュニティバス、
高速バスは除く）でご利
用できます。

［山陽バスの有効区間］

阪神なんば線経由

山陽バス
利用可

山陽バス
利用可

有効区間：山陽電車全線＋共通区間
共通区間：神戸高速（西代～阪神元町）、阪神電車全線、近鉄電車

（大阪難波～鶴橋・大阪阿部野橋、大和八木～橿原神宮
前～壺阪山・大和八木～桜井）※鶴橋～大和八木間・大
阪阿部野橋～橿原神宮前間は１往復のみ乗車可能（途
中下車不可）※大阪阿部野橋駅から近鉄電車にご乗車
になる場合は、別途地下鉄線・ＪＲ線等の乗車券が必要

直通特急で山陽姫路・山陽明石から
阪神神戸三宮・阪神梅田まで乗り換えいらず！

山陽電車 駅券売機で発売！

※2

山陽電車 駅券売機で発売！


