
２．お得な切符ベストテン（関西版）

１

旅鉄Gate ‐ 旅鉄の準備 2016.10.23作成

※ランキング、評点はＴＡＫＥＪＩＩの独断です



２

10 位 おとなびパス

有効期間 ：連続する３日

金 額 ：１８０００円

１日あたり：６０００円

購入条件 ：５０歳以上

購入期間 ：利用前１ヶ月から７日前

使用期間 ：休み期間外で設定

【使用のポイント】

使用区間 ：ＪＲ西日本内

使用車両：新幹線・特急（指定は４回迄）

大阪～糸魚川 往復 ２００８０円

新大阪～博多 往復 ３０６２０円

・ 新幹線を、プランのどこかに入れれば元はとれる

（参考料金）

・ ７日前までに、行く日を決めないといけない

北陸新幹線で上越へ！

発売元:JR西日本

・フルムーン夫婦
グリーンパス

【類似切符】

・大人の休日
倶楽部パス・キャンセル



３

９ 位 トク得！ひかり・こだま

有効期間 ：当日

金 額 ：７６００円

１日あたり： -----

購入条件 ：無し

購入期間 ：利用前１ヶ月から５日前

使用期間 ：盆、正月を除く期間

【使用のポイント】

使用区間 ：新大阪～博多 神戸、姫路有り

使用車両：ひかり又はこだま

新大阪 7:35→ひかり491号→博多10:14

・ お楽しみクーポン300円分付き

（乗車時間例）

・ 乗り遅れ時、無効になるリスクあり

鉄道神社へ！新大阪 9:35→ひかり491号→博多14:07

博多駅屋上の

発売元:ＪＴＢ

・ぷらっとこだま

【類似切符】

東京～新大阪

10300円
・キャンセル



４

８ 位 鉄道の日記念 JR西日本一日乗り放題きっぷ

有効期間 ：１日

金 額 ：３０００円

１日あたり：３０００円

購入条件 ：無し

購入期間 ：９月１９日～１０月１８日ごろ

使用期間 ：１０月３日～１０月１８日ごろ

【使用のポイント】

使用区間 ：ＪＲ西日本内

使用車両：普通列車およびJR宮島フェリー

大阪～岡山 往復 ６０４０円

京都～城崎温泉 往復 ５１８０円

・ 期間が限られるが、１日ポッキリで使える

（参考料金）

・ こどもが1500円の設定がある

越前そばを食べに！

発売元:JR西日本

・秋の乗り放題パス

【類似切符】

大人7710円、
子ども3850円

連続する３日

・キャンセル



５

７ 位 近鉄週末フリーパス

有効期間 ：３日

金 額 ：４１００円

１日あたり：１３６６円

購入条件 ：無し

購入期間 １ヶ月前から１日前まで

使用期間 ：土日を含む３日間

【使用のポイント】

使用区間 ：近鉄全線

使用車両：普通列車

大阪難波～近鉄名古屋 片道 ２３６０円

・ 特急列車利用は、別途特急料金必要

（参考料金）

・ こどもが2050円の設定がある

しまかぜで伊勢に！

発売元:近畿日本鉄道

・名鉄電車全線２DAY

【類似切符】

大人4000円、
子ども2000円

フリーきっぷ

大阪難波～賢島 片道 ２３１０円

・キャンセル



６

６ 位 バースデイきっぷ

有効期間 ：３日

金 額 ：１０２８０円

１日あたり：３４２６円

購入条件 ：誕生日月

購入期間 １ヶ月前から１日前まで

使用期間 ：土日を含む３日間

【使用のポイント】

使用区間 ：ＪＲ四国・バス（高速除く）

使用車両：グリーン車可能！

高松～松山 指定片道 ６１９０円

・ 土佐くろしお鉄道全線も乗車可能

（参考料金）

・ ３名まで同行購入可能

大歩危に金毘羅に！

発売元:ＪＲ四国

・四国フリーきっぷ

【類似切符】

大人16140円、
子ども 8070円

高松～高知 指定片道 ５４３０円

・キャンセル



７

５ 位 三連休東日本・函館パス

有効期間 ：３日

金 額 ：１４０５０円

１日あたり：４６８３円

購入条件 ：三連休

購入期間 １ヶ月前から１日前まで

使用期間 ：土日を含む３日間

【使用のポイント】

使用区間 ：ＪＲ東日本と１４の私鉄

使用車両：普通列車、特急券は別途購入

東京～函館 指定券片道 １１１３０円 必要

・ 特急券は別途なので、リゾートしらかみや

（参考料金）

北海道新幹線を乗りに行こう！

発売元:ＪＲ東日本

・ こどもが4300円の設定がある

東京～函館 乗車券片道 １１８８０円

きららうえつなどの快速をうまく利用がよい

・週末パス
※土日普通乗車
※特急券は別途購入

【類似切符】

大人 8730円、
子ども 2560円・キャンセル



８

４ 位 北海道フリーパス

有効期間 ：７日

金 額 ：２６２３０円

１日あたり：３７４７円

購入条件 ：無し

購入期間 １ヶ月前から１日前まで

使用期間 ：盆、正月を除く期間

【使用のポイント】

使用区間 ：ＪＲ北海道・バス（一部）

使用車両：特急自由席（指定が６回可能）

函館～札幌 指定片道 ８８３０円

・ 北海道新幹線は乗れません

（参考料金）

・ 子供も同額です

大自然を満喫！

発売元:ＪＲ北海道

・北海道＆東日本パス
※７日間普通乗車
※夏季と冬季

【類似切符】

大人10850円、
子ども 5420円

札幌～釧路 指定片道 ９３７０円

・キャンセル



９

３ 位 スルッとKANSAI

有効期間 ：期間中のお好きな３日

金 額 ：５２００円（子供は半額）

１日あたり：１７３３円

購入条件 ：無し

購入期間 ：春期、夏期、秋期 HPで確認

使用期間 ：春期、夏期、秋期 HPで確認

【使用のポイント】

使用区間 ：京阪神奈和の電車・バス

使用車両：普通列車

梅田～山陽姫路 １２８０円

・ 座席指定特急券は別途購入

（参考料金） 姫路で、おでんへ
日本酒試飲バーへ！

発売元:スルッと
KANSAI協議会

・旅名人の九州満喫きっぷ

【類似切符】

３回（３日）10800円

難波～高野山 １２６０円

・ 関西以外購入だと期間が長い

・キャンセル



１０

２ 位 青春１８きっぷ

有効期間 ：１日×５回（人）

金 額 ：１１８５０円

１日あたり：２３７０円

【使用のポイント】

使用区間 ：日本全国のＪＲ線

東京～大阪 ８７５０円

・ 特殊路線のみ私鉄・特急使用が可能

（参考料金）

浜松まではクロスシート
名古屋では、あんかけスパを！

発売元:ＪＲ各社

大阪～浜松 ４４３０円

購入条件 ：無し

購入期間 ：春期、夏期、秋期 HPで確認

使用期間 ：春期、夏期、秋期 HPで確認

使用車両：普通列車

・北海道＆東日本パス
※７日間普通乗車
※夏季と冬季

【類似切符】

大人10850円、
子ども 5420円

・ 子供も同額です

・キャンセル



１１

１ 位 普通乗車券

金 額 ：各設定による

使用期間 ：各設定による

【使用のポイント】

・ 一筆書きを利用する

・ 大回り乗車で車窓を楽しむ

伊丹発の大回り乗車をしてみると

発売元:ＪＲ各社

【補助切符】

～

・乗り継ぎ割引
※新幹線と在来線特
急等を乗り継ぐ場合、
特急料金等が半額

伊丹駅

三田の桜並木の車窓

川代渓谷の車窓

尼崎駅 １９０円のみ

↓

↓

↓
明石駅内でタコ入りかきあげうどん

↓

須磨から瀬戸内海の車窓

↓
近郊区間では、重複しない限り最も安くなる経路の運賃が適用

伊丹

・キャンセル


