
 
 
 

「阪神高速ＥＴＣ一日周遊パス【第３弾】」を発売します。 

おかげさまで阪神高速道路株式会社は、この１０月に民営化３周年を迎えます。 

阪神高速道路株式会社では、民営化３周年を記念し、沿線の観光スポット等をご利用になるお

客様の利便増進を図るとともに、交通容量に比較的余裕がある土曜・休日の需要を喚起し、併せ

て関西の地域振興に寄与するため、土曜・休日に阪神高速をおトクに利用できる乗り放題パス「阪

神高速ＥＴＣ一日周遊パス【第３弾】」をご用意いたしました。 

レジャー、ショッピング、観光に便利な「阪神高速ＥＴＣ一日周遊パス【第３弾】」をどうぞご
活用下さい。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

平成２０年９月１８日 

阪神高速道路株式会社 

阪神高速民営化３周年記念キャンペーン！ 

●商品内容  お客さまが事前に申し込んだ１日の阪神高速道路（大阪府・兵庫
県内）の通行料金が １６００円で乗り放題！ 

●利用期間    10 月４日(土曜)～11 月3 日(祝日)の土曜・日曜・祝日        
計12 日間  期間中は、3 回まで登録可能です。  

●受付開始    ９月19 日(金)１０時～ 

●対象車両    ＥＴＣクレジットカード又はＥＴＣパーソナルカードでＥＴＣシ
ステムを利用する普通車 

 
●対象者数    各日先着７００名限定(計8,400 名) 
 
●特典      阪神高速沿線の人気スポット(20 施設)で利用できるお得なお楽

しみクーポン付 
 
●その他   阪神高速京都線が乗り放題となる「阪神高速京都線ETC 週末おで

かけパス」（普通車500 円）も併せて申込可能 

●お申し込み方法 
  ①事前に、ご利用日やＥＴＣカード番号等の情報を「阪神高速ＥＴＣ一日周遊パス事務局」ホ 

ームページで登録し、申込み。 
②事務局から、登録されたお客さまへ、登録確認について電子メールにより連絡。 
③事務局から、登録されたお客さまへ、阪神高速沿線の施設で利用できるお楽しみクーポンを

電子メール送信。 
 ④ご利用日当日は、登録したＥＴＣカードにより無線通行。 
●アンケートご協力のお願い 

本周遊パスのご利用後、事務局からアンケートメールを送付させて頂く場合があります。お 
手数ではございますが、今後の商品検討のための参考とさせていただきますので、ご協力い 
ただきますようお願いいたします。 
 
 【お問い合せ先】「阪神高速ＥＴＣ一日周遊パス事務局」電話06-6443-8050 （全日10:00～18:00） 

【お申し込み先】「阪神高速ＥＴＣ一日周遊パス事務局」ホームページ http://www.hanshin-1day.jp/ 



 
 
 

「阪神高速京都線ＥＴＣ週末おでかけパス」を発売します。 

おかげさまで阪神高速道路株式会社は、この１０月に民営化３周年を迎えます。 

阪神高速道路株式会社では、民営化３周年を記念し、阪神高速８号京都線をご利用になるお客

様の利便増進を図るとともに、京都線の需要を喚起し、併せて関西の地域振興に寄与するため、

土曜・休日に阪神高速８号京都線をおトクに利用できる「阪神高速京都線ＥＴＣ週末おでかけパ

ス」をご用意いたしました。 

レジャー、ショッピング、観光に便利な「阪神高速京都線ＥＴＣ週末おでかけパス」をどうぞ
ご活用下さい。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成２０年９月１８日 

阪神高速道路株式会社 

阪神高速民営化３周年記念キャンペーン！ 

●商品内容  お客さまが事前に申し込んだ１日の阪神高速京都線の通行料金が
5００円で乗り放題！ 

●利用期間    10 月４日(土曜)～11 月3 日(祝日)の土曜・日曜・祝日        
計12 日間  期間中は、3 回まで登録可能です。  

●受付開始    ９月19 日(金)１０時～ 

●対象車両    ＥＴＣクレジットカード又はＥＴＣパーソナルカードでＥＴＣシ
ステムを利用する普通車 

 
●対象者数    各日先着５０名限定(計600 名) 
 
●その他   大阪・神戸の阪神高速道路が乗り放題となる「阪神高速ＥＴＣ一

日周遊パス【第３弾】」（普通車1600 円）も併せて申込可能 

●お申し込み方法 
  ①事前に、ご利用日やＥＴＣカード番号等の情報を「阪神高速ＥＴＣ一日周遊パス事務局」ホ 

ームページで登録し、申込み。 
②事務局から、登録されたお客さまへ、登録確認について電子メールにより連絡。 

 ③ご利用日当日は、登録したＥＴＣカードにより無線通行。 
●アンケートご協力のお願い 

おでかけパスのご利用後、事務局からアンケートメールを送付させて頂く場合があります。 
お手数ではございますが、今後の商品検討のための参考とさせていただきますので、ご協力 
いただきますようお願いいたします。 
 
 

【お問い合せ先】「阪神高速ＥＴＣ一日周遊パス事務局」電話06-6443-8050 （全日10:00～18:00） 

【お申し込み先】「阪神高速ＥＴＣ一日周遊パス事務局」ホームページ http://www.hanshin-1day.jp/ 



「阪神高速ＥＴＣ一日周遊パス【第３弾】」によるご利用例について

神戸－ベイエリア－市街エリア－神戸 阪神西線 阪神東線

京橋 ～ 天保山（大観覧車・天保山ﾏｰｹｯﾄﾌﾟﾚｰｽ） 450円 560円

天保山 ～天王寺（動物園・通天閣） － 560円

阿倍野 ～ 京橋（ポートタワー） 470円 630円

神戸－ベイエリア－神戸 阪神西線 阪神東線 阪神南線

伊川谷 ～ 有馬口（有馬温泉） 470円 － －

有馬口 ～ 南港北（WTC展望台） 500円 560円 －

南港北 ～ 伊川谷 500円 560円 －

大阪南部－ベイエリア－神戸エリア－大
阪南部

阪神西線 阪神東線 阪神南線

岸和田南 ～ 天保山（サンタマリア） － 630円 400円

天保山 ～ からと西（六甲山牧場） 500円 560円 －

からと西 ～ 岸和田南 500円 630円 400円

大阪南部－市街－京都－大阪南部 阪神南線 阪神東線 京都線

泉佐野南 ～ 扇町（キッズプラザ大阪） 450円 630円 －

扇町 ～ 守口 － 560円 －

近畿自動車道*～名神高速*～京滋バイパス*～第二
京阪道路*～山科

－ － 450円

山科 ～第二京阪道路*～京滋バイパス*～名神高速* － － 450円

豊中南～泉佐野南 450円 630円 －

＊近畿自動車道、名神高速、京滋バイパス、第二京阪道路の料金が別途必要です。

京都エリア 京都線

山科～第二京阪道路*～京滋バイパス*（宇治方面） 450円

京滋バイパス*～第二京阪道路*～山科 450円

「阪神高速京都線ＥＴＣ週末おでかけパス」によるご利用例について

「阪神高速ＥＴＣ一日周遊パス【第３弾】」
+「阪神高速京都線ＥＴＣ週末おでかけパス」によるご利用例について

山科方面から宇治方面
への観光にも便利！
乗継利用でもお得！

＊京滋バイパス、第二京阪道路の料金が別途必要です。



提携施設 割引内容
最寄りの阪神高速の
出入口※

１ キッズプラザ大阪 入館料20%OFF 守口線 扇町

２ 通天閣 展望料金100円OFF
小人は粗品進呈

松原線 天王寺・阿倍野

３ 天王寺動物園 入園料10%OFF 松原線 天王寺・阿倍野

４ 天保山マーケットプレース 「とくとくクーポ
ン」プレゼント

湾岸線 天保山

５ 天保山大観覧車 利用料金10％OFF 湾岸線 天保山

６ サンタマリア 乗船料10%OFF 湾岸線 天保山

７ なにわの海の時空館 入館料10％OFF 湾岸線 南港北
湾岸線 南港南

８ WTCコスモタワー展望台 入場料 大人100円、中
人・小人50円OFF

湾岸線 南港北
湾岸線 南港南

９ ヘリコプター遊覧飛行 1,000円OFF 湾岸線 北港西

10 太閤の湯 有馬ビューホテル 入館料 大人400円、
小人200円OFF

北神戸線 有馬口
北神戸線 西宮山口南

11 フルーツフラワーパーク 入園料 大人100円、
小人50円OFF

北神戸線 柳谷

12 神戸市立六甲山牧場 入園料 大人100円、
小人50円OFF

北神戸線 からと西
神戸線 魚崎

13 神戸市立森林植物園 入園料 10％OFF他 北神戸線 箕谷

14 しあわせの村 「しあわせの湯」貸
しタオル無料

北神戸線 しあわせの村

15 神戸総合運動公園 ｢オリジナルシャープ
ペン｣プレゼント（先
着５０名様限定）

北神戸線 布施畑西
北神戸線 布施畑東
神戸山手線 白川南

16 神戸ワイナリー(農業公園) ｢ｵﾘｼﾞﾅﾙｺﾙｸ栓抜き｣ﾌﾟﾚ
ｾﾞﾝﾄ（ﾜｲﾝ1000円以上
お買い上げの方）

北神戸線 前開

17 神戸ポートタワー 入場料 大人100円、
小中学生50円OFF

神戸線 京橋
神戸線 柳原

18 神戸市立須磨海づり公園 基本釣り料・入園料
10%OFF

神戸線 若宮

19 神戸市立平磯海づり公園 基本釣り料・入園料
10%OFF

神戸線 若宮

20 駅レンタカー(11営業所限定) 基本料金10％OFF

「阪神高速ＥＴＣ一日周遊パス」によるご利用例について「阪神高速ＥＴＣ一日周遊パス【第３弾】」提携施設

※出入口は、片方向しか利用できない出入口もありますのでご注意ください。



 

 

 
 
 

 

阪神高速・スル－ウェイカ－ド共同企画 

「ＥＴＣらくトク０円キャンペ－ン 2008（第２弾）」の実施について 
 

      阪神高速道路株式会社及び阪神高速サ－ビス株式会社では、更なるＥＴＣ普及促進を図るため、 

ＥＴＣ車載器メ－カ－との連携のもと、平成２０年９月２４日（水）より、「ＥＴＣらくトク０円    

キャンペ－ン２００８（第２弾）」（先着１．６万台）を実施することになりましたのでお知らせし

ます。 

 

◆ キャンペーンの概要 

   スルーウェイカードに新規ご加入の方に、ＥＴＣ車載器（セットアップ済）を無料で提供する

ものです。(ただし、取り付け費用は別途お客様負担となります。) 

１．対象となるお客様 

スルーウェイカード（クレジットカード＋ＥＴＣカード）に新規にご入会いただいた方が対象 

となります。 

２．キャンペーン実施期間 

平成２０年９月２４日（水）～平成２０年１１月１４日（金）（申込書必着） 

＊ 期間内であっても予定数量に達した場合は終了となります。 

３．ＥＴＣ車載器 

指定のＥＴＣ車載器（アンテナ分離型）となります。 

なお、このＥＴＣ車載器は四輪車専用となります。 

４．対象台数 

先着１．６万台 

 

◆ お申し込み方法等 

申込書に必要事項をご記入のうえ、必要書類を同封し、郵送いただきます。 

申込書は、阪神高速のパーキングエリア、事務所等に備え付けるほか、電話、インターネット

でご請求の受付をいたします。 

《 申込書請求先 》 

①  電話の場合 
阪神高速サービス㈱スルーウェイカード事務局  電話 ０１２０－８８９８４６  

＜受付時間＞ ９：３０～１８：００（本キャンペーン期間中に限り、土日祝除く） 

② インターネットの場合 
阪神高速サービス㈱スルーウェイカードＨＰ     http://www.thruway.jp/ 

＊ なお、資料請求の受付は、平成２０年１１月４日（火）にて締め切らせていただき 

ます。 

 

阪神高速では、おかげさまでＥＴＣ利用率が７５％を超えました。今後とも、「便利でおトク、

環境にもやさしいＥＴＣ」をみなさまにご利用いただけるよう、一層のＥＴＣ普及促進及び   

サービスの向上に努めてまいります。 

 

平成２０年 ９月１８日 

阪神高速道 路株式会社 

阪神高速サービス株式会社 

阪神高速民営化３周年記念キャンペーン！ 
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