
 
 
 

「阪神高速ＥＴＣ１日乗り放題パス【2011夏】」を発売します。 

阪神高速道路株式会社では、関西の地域振興に資するとともに、阪神高速の利用促進並びに

ＥＴＣの普及促進を図るため、「阪神高速ＥＴＣ１日乗り放題パス【2011夏】」を用意いたしました。 

１，２００円で阪神高速道路が乗り放題となる大変おトクな商品ですので、夏のレジャーやドライ

ブに是非ご活用ください。 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

平成２３年６月３０日 
阪神高速道路株式会社 

●商品内容  お客さまが事前にお申込みになった１日の阪神高速道路(大阪府・兵庫県 

内)の通行料金が、終日、１，２００円で乗り放題！ 

●利用期間   ７月１６日（土）～８月２８日（日） の土曜日、日曜日及び祝日        
計１５日間(利用期間中、７日まで登録可能)                          

●受付期間   ７月８日（金）１０時 ～８月２７日（土）２４時（各ご利用日前日の２４時） 

●対象車両  ＥＴＣｸﾚｼﾞｯﾄｶｰﾄﾞ又はＥＴＣﾊﾟー ｿﾅﾙｶｰﾄﾞでＥＴＣ無線通行する普通車 
 
●定   員  各日先着１，０００名限定（計１５，０００名） 
 
●特   典  阪神高速との提携施設（別添）で利用できるお得なクーポン付き 

 ※新たな提携施設が加わり、５３施設となりました！ 

 
 

●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ＥＴＣ１日乗り放題パス【2011夏】 

事務局」ホームページで登録し、申し込み。 

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。さらに、阪神高速 

との提携施設で利用できるお得なクーポンを電子メール送信。 

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 

乗り放題パスのご利用後、事務局からアンケートメールを送付させていただく場合があります。 

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】 「阪神高速お客さまセンター」 

電話06-6576-1484 （平日8:30～19:00、土曜・日曜・祝日9:00～18:00） 

【お申し込み先】 「阪神高速ＥＴＣ１日乗り放題パス【2011夏】事務局」 

ホームページ http://www.hanshin-kikakuwaribiki.jp/ 



提携施設 特典内容 最寄りの高速出口 

 １  咲くやこの花館      入館料20％OFF 12号守口線 森小路 

２ キッズプラザ大阪 入館料20%OFF 
12号守口線 
 扇町・南森町 

３ 
梅田スカイビル・ 
  空中庭園展望台   

入場料 大人・小学生
200円OFF、中高生
100円OFF 

11号池田線 梅田 

４ 通天閣 展望料金100円OFF 
1号環状線 なんば  

14号松原線 天王寺 

「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ＥＴＣ１日乗り放題パス【2011夏】」 
提携施設 

〈大阪中心部〉 

〈大阪ベイエリア〉 

提携施設 特典内容 最寄りの高速出口 

５  からだのひみつ大冒険★ 入場料100円OFF 
4･5号湾岸線 
 南港北・南港南 

６ 天保山大観覧車 利用料金10％OFF他 4･5号湾岸線 天保山 

7 サンタマリア ﾃﾞｲｸﾙｰｽﾞ10%OFF 4･5号湾岸線 天保山 

8 大阪府咲洲庁舎展望台 
入場料 
大人100円OFF 
中人・小人50円OFF 

4･5号湾岸線 
 南港北・南港南 

9 
ヘリコプター遊覧飛行 
  （小川航空） 

1,000円OFF 5号湾岸線 北港西 

10 
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 

4･5号湾岸線 天保山 

11 なにわの海の時空館   
「オリジナルポスト
カード」プレゼント 

4･5号湾岸線 
 南港北・南港南 

                 ※ 「★」は、前回実施の阪神高速ＥＴＣ１日乗り放題パス【5周年記念】 
                                           より増加した提携施設です。 



※1 別途、空港連絡橋の通行料金が必要です。 

〈大阪エリア郊外〉 

提携施設 特典内容 最寄りの高速出口 

17 生駒山上遊園地 
のりもの乗り放題
「フリーパス」高校
生以上200円OFF 

13号東大阪線 水走 

18 
ソフィア・堺 
プラネタリウム     

「星座早見表」 
    プレゼント 

15号堺線 堺 

19 きしわだ自然資料館 
「きしわだ自然資料館
グッズ」プレゼント 

４号湾岸線 岸和田南 

20 
大観覧車 
「りんくうの星」 

利用料金10％OFF 4号湾岸線 泉佐野南 

21 
関空展望ホール 
   スカイビュー 

展望ホール駐車場 
1時間無料 

4号湾岸線 りんくう
JCT→空港連絡橋※1 

22 仲しい茸園      
原木栽培乾燥しいたけ１袋
ﾌﾟﾚｾﾞﾝﾄ（しいたけ狩り＆
ﾊﾞｰﾍﾞｷｭｰご利用の方のみ） 

11号池田線 川西小花 

23 りんくうの湯    ★ 

①キッズ入浴料 小人200
円OFF 幼児100円OFF 
②レンタルタオルセット
100円OFF 

4号湾岸線 泉佐野南 

提携施設 特典内容 最寄りの高速出口 

12 
舞洲スポーツアイランド 
ロッジ舞洲     ★ 

卓球またはﾐﾆﾋﾞﾘﾔｰ
ﾄﾞ１時間無料券他 

5号湾岸線 北港西 

13 
舞洲スポーツアイランド 
舞洲陶芸館     ★ 

陶芸体験（手びねり
体験）10％OFF 

5号湾岸線 北港西 

14 
舞洲スポーツアイランド
舞洲オートキャンプ場★ 

「500円クーポン
券」プレゼント 

5号湾岸線 北港西 

15 
舞洲スポーツアイランド 
舞洲アリーナ    ★   

「舞洲グッズ」プレ
ゼント※スタンプラリー

参加者のみ 

5号湾岸線 北港西 

16 
舞洲スポーツアイランド 
シーサイドテニスガーデ
ン舞洲       ★ 

利用料金10％OFF他 5号湾岸線 北港西 



〈神戸中心部〉 

提携施設 特典内容 最寄りの高速出口 

24 神戸ドールミュージアム 入館料20％OFF 3号神戸線 京橋 

25  神戸らんぷミュージアム    入館料20％OFF 3号神戸線 京橋 

26 
ボーネルンド あそびの
せかい 神戸ＢＡＬ店   

ﾌﾟﾚｲﾌﾙﾊﾟｰｸ利用料金 
子供(6ヶ月～12歳) 
最初の30分200円OFF 

3号神戸線 京橋 

〈兵庫ベイエリア〉 

提携施設 特典内容 最寄りの高速出口 

27 尼崎スポーツの森         
アマラーゴ 
利用料金200円OFF 

5号湾岸線 尼崎末広 

28 人と防災未来センター    入館料20％OFF 3号神戸線 摩耶 

29 神戸市立須磨海づり公園 基本釣り料10%OFF 3号神戸線 若宮 

30 神戸市立平磯海づり公園 基本釣り料10%OFF 3号神戸線 若宮 

31 垂水温泉 太平のゆ ★ 
「フェイスタオル」
プレゼント 

第二神明道路 名谷  
        ※2 

32 ナナ・ファーム須磨 ★ 飲食料金10％OFF 
3号神戸線 
 湊川・若宮 

33 
神戸関空ベイ・シャトル  
            ★ 

「オリジナルボール
ペン」プレゼント 

3号神戸線 
 京橋・生田川 

34 シネウェーブ六甲    ★ 
映画鑑賞料 
一般500円OFF 
大高生200円OFF 

5号湾岸線 
 六甲アイランド北 

35 橋の科学館       ★ 入館料10％OFF 
第二神明道路 高丸    
        ※3 

36 淡路SA大観覧車    ★ 利用料金10％OFF 
神戸淡路鳴門自動車
道 淡路SA下り線 ※4 

※2  別途、第二神明道路の通行料金が必要です。 

※3  別途、第二神明道路の通行料金が必要です。 

※4  別途、本四高速道路他の通行料金が必要です。 



〈神戸エリア郊外〉 

提携施設 特典内容 最寄りの高速出口 

37 
神戸市立 
フルーツ・フラワーパーク 

入園料 
大人100円OFF 
小人50円OFF 

六甲北有料道路 大沢      
         ※5 

38 有馬温泉 太閤の湯 
入館料 大人400円、
小人200円OFF 

7号北神戸線 
 有馬口、西宮山口南 

39 
六甲山フィールド・アスレ
チック                            

入場料 大人100円、
小人50円OFF 

7号北神戸線  
 からと西、からと東  
3号神戸線 魚崎、摩耶 
5号湾岸線 住吉浜 

40 六甲山カンツリーハウス 
入園料 大人100円、
小人50円OFF 

7号北神戸線  
 からと西、からと東  
3号神戸線 魚崎、摩耶 
5号湾岸線 住吉浜 

41 六甲高山植物園             
入園料 大人100円、
小人50円OFF 

7号北神戸線  
 からと西、からと東  
3号神戸線 魚崎、摩耶 
5号湾岸線 住吉浜 

42 
オルゴールミュージアム 

ホール･オブ･ホールズ六甲  
入館料 大人100円、
小人50円OFF 

7号北神戸線  
 からと西、からと東  
3号神戸線 魚崎、摩耶 
5号湾岸線 住吉浜 

43 神戸市立六甲山牧場 
入場料 大人100円、
小人50円OFF 

7号北神戸線  
 からと西、からと東  
3号神戸線 魚崎、摩耶 
5号湾岸線 住吉浜 

44 神戸市立森林植物園 入園料10％OFF他 7号北神戸線 箕谷 

45 しあわせの村 
「しあわせの湯」
貸しタオル無料 

7号北神戸線 
 しあわせの村 

46 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1,000円 以上お
買い上げの方） 

7号北神戸線 前開 

47 絵葉書資料館                入館料100円OFF 第二神明道路 高丸※6 

※5 別途、六甲北有料道路の通行料金が必要です。 

※6 別途、第二神明道路の通行料金が必要です。 



〈その他〉 

提携施設 特典内容 最寄りの高速出口 

48 奈良県立万葉文化館  ★ 入館料10％OFF 
西名阪自動車道 天理 
南阪奈道路 葛城    ※7 

49 
駅レンタカー 
（６営業所限定） 

基本料金10％OFF － 

50 
阪神高速パーキングエリア      
（朝潮橋、泉大津＜海側＞
＜陸側＞、京橋、中島）    

ﾎｯﾄｺｰﾋｰ又はｱｲｽｺｰﾋｰ1杯
無料 
(売店にて1ﾚｼｰﾄ1,500円
以上お買い上げの方) 

－ 

51 
堺市観光案内所（堺東・堺
駅・大仙公園）       

「阪神高速オリジ
ナルグッズ」プレ
ゼント 

15号堺線 堺 

52 
三井アウトレットパーク 
(マリンピア神戸･大阪鶴
見･滋賀竜王)       ★ 

「スペシャルクー
ポンシート」プレ
ゼント他 

第二神明道路 名谷 
13号東大阪線 
 東大阪荒本他 
名神高速道路 竜王 ※8 

53 
プレミアム・アウトレット 
(りんくう・神戸三田)  ★ 

「クーポンシー
ト」プレゼント 

4号湾岸線 泉佐野南 
中国自動車道 神戸三田 
          ※9 

※7 別途、西名阪自動車道又は南阪奈道路等の通行料金が必要です。 

※8 別途、第二神明道路又は名神高速道路等の通行料金が必要です。 

※9 別途、中国自動車道等の通行料金が必要です。 


