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ひとり旅の楽しみ方 ～鉄道旅編～

■ひとり旅の楽 しみ方

・旅の計画を楽しむ (旅のプラン、ルー ト、列車の乗 り継ぎなど)

旅先を楽 しむ (観光地、風景・景観 (海・山・湖沼・里山)、 建物・美術館・寺社仏閣・歴史、温泉)

・旅先での食べ物を楽 しむ  ・

・旅先での買い物を楽 しむ (特産品・みやげもの)

・旅館を楽しむ

。乗 り物 (列車・路面電車・バス・船・航空機など)を楽 しむ

E列車旅の楽 しみ方

・列車を楽しむ

・駅舎を楽しむ

。地方路線 (田舎旅)を楽しむ (阪堺電気軌道阪堺線、南海汐見橋線、JR和 国岬線、能勢電鉄、

近鉄生駒線、京福電鉄嵐曲線、京阪石山坂本線、近江鉄道、南海加太線、和歌山電鉄貴志川線、

JR和歌曲線など)

・廃線跡を楽しむ (1日 福知曲線、奈良鉄道、淡路鉄道、姫路モノレール)

・時刻表を楽 しむ

■お得に楽 しむ (チケッ ト/宿 )

ψ

■ お得な割弓|き つぶ

【JR】

*「青春 18き っぶJ

・ 5日 間で 12,050円 (1回あたり2,410円 )

・全国の JR線の普通列車 (&快速 。新快速)力 1`日 乗 り放題 (途中下車自由)

・春 :利用期間 3月 1日 ～ 4月 10日 (発売時間 2月 20日 ～ 3月 31日 )

夏 :利用期FH5 7月 20日 ～ 9月 10日 (発売期間 7月 1日 ～ 8月 31日 )

冬 :利用期間 12月 10日 ～22年 1月 10日 (発売期間 12月 1日 ～31日 )

*「ジバング倶楽部」

・入会金 1人 3,840円 (2年 目以降も毎年年会費 3,840円 が必要)

・ JRき つぶが年間 20回まで 3割引 (2年 目から、初年度は 2割引)になる

・女性 60歳以上、男性満 65歳以上

【関西私鉄】

*(昨年)「KANSAl丁 HRU PAS 2dayチ ケット」

(4年ぶり)(2016年まで「スルッと関西 2dayチ ケット・3dayチ ケットJ

・ 2日 で 4,400円 (1日 あたり2,200円 )

・関西の鉄道 (私鉄)やバスが 2、日間乗 り放題 (連続でも、非連続でも可)

(南海、阪急、阪神、京阪、近鉄、山陽、神戸電鉄、高速神戸、大阪メ トロ、京都市営地

下鉄、神戸市営地下鉄、嵐電、大阪シティバス、阪急バス、京阪バスなど38社局)

。有効期間 9月 1日 (火)～ 10月 31日 (土)(販売期間 9月 1日 ～10月 24日 )



【阪急】

*「阪急阪神 l dayパス」 ¥1,300円
・阪急電車・阪神電車・神戸高速線の全線が 1日 乗降フリニ

。通年発売

*「京都・ j嵐曲 l dayパス」 ¥1,300円
・阪急電車全線、嵐電全線、京都バス嵐曲・嵯峨野エリア乗 り放題

↑春・秋季に期間限定で販売

*「奈良・斑鳩 l dayチケット」 ¥2,100円
。阪急電車 。大阪地下鉄の全線と近鉄の指定区間

&奈良交通バス (奈良・斑鳩地域)1日 乗降フリー

【山陽】

*「三宮・姫路 l dayチケット」 ¥1,560円
・山陽姫路 。曲陽網干～阪急・阪神神戸三宮FH5 1日 乗 り放題

・通年発売

【近江鉄道】

*「 1デイ・スマイル チケット」 ¥900円
・全線 1日 乗 り放題 (ただし、金土日および祝日のみ利用可)

=JR青
春 18き っぶ使用例

1.1人で 5回

大阪～湯浅・御坊・紀伊岡辺・白浜・紀伊勝‐浦 往復 9,020円→ジ 6,300円→ 2日 4,820円

宝塚～福知曲・養父・八鹿・出石               4,620円 →2,410円

三宮～高砂 。本竜野・上郡                  4,040円 →2,410円

大阪～敦賀・武生                      6,070円 →2,410円

合計 22,030円→12,050円

2.1枚 を 5人で :

(1)粋遊会彦根お花見 (大阪～野洲～安土・彦根)   104.5km l時 間 36分

一人 1,980円 ×2=3,960円→2,410円

(2)し あわせ村和国山竹田城 (大阪～姫路～寺前～竹田)147.8km 2時 間 59分

一人 2,640円 ×2=5,280円→27410円

■駅名クイズ

・漢字 1文字駅 :(かな 1文字、かな 2文字、かな 3文字、かな4文字)

*難読駅名

※ (初めての経験)追浜 (京浜急行電鉄本線 )

☆・十二 ・放出 ・枚方  ・吹圏 ・太秦  ・私市  ・京終 ・安曇メll 1ヽ■

① (大阪メ トロ谷町線)喜連瓜破 ② (JR東西線)御幣島 ③ (JR学研都市線)祝園

④ (阪急京都線)柴島 ⑤ (JR西 日本赤穂線)日 生 ⑥ (JR西 日本)厚狭

⑦ (JR九州大村線)彼杵 ③ (JR紀勢線)朝来 ③ (JR関西本線)加太

⑩ (JR成田線)本下


