運賃(現金または回数券 200 円小 100 円)はお降りの時に直接運賃箱にお入れ
ください。便利でお得な「てくてくきっぷ」など 1 日乗車券もご利用くだ
さい。なお、スルッと KANSAI カード、ピタパ、イコカなどのカード乗車券
は使用できません。（「堺・住吉まん福きっぷ」は使えます）

のりかえ案内

沿線歳時記

阪堺電車と阪堺電車

Transfer Information

Tram to Tram

阪堺線と上町線では、住吉またはあびこ道で、1 回限り乗り換えでき
ます。はじめの電車を降りるとき運賃(現金または回数券 200 円小 100 円)
を運賃箱へお支払いいただき、乗換券をお受け取りください。乗り換え
た後の電車ではその乗換券を運賃箱へ入れてお降りください。
You may transfer one-time at Sumiyoshi or Abikomichi.
Please pay your fare (Adult ¥200 Child ¥100) when you transfer at Sumiyoshi HN10or
Abikomichi HN15 and get a transfer ticket from a driver. The transfer ticket is available
for following trip within one hour.

阪堺電車から

Hankai Tram to

南海線

Nankai line

▼

▼

上町線 住吉公園 Sumiyoshi-koen HN11 すぐ
住吉大社駅 Sumiyoshitaisha Sta.
阪堺線 住吉鳥居前 Sumiyoshi-toriimae HN12 徒歩 2 分 住吉大社駅 Sumiyoshitaisha Sta.
▼

▼

大小路 Oshoji HN22 シャトルバス Bus 3 分
堺
駅 Sakai Sta.
浜寺駅前 Hamadera-ekimae HN31 徒歩 2 分 浜寺公園駅 Hamaderakoen Sta.

高野線

Nankai Koya line

上町線 帝塚山三丁目 HN06
徒歩 5 分 帝塚山駅
神ノ木 HN08
徒歩 6 分
住吉東駅
阪堺線 大小路 Oshoji HN22
シャトルバス Bus 6 分 堺東駅 Sakaihigashi Sta.

1 月 3 が日 初詣 住吉大社など 沿線各社寺
1 月 10 日 十日戎 今宮戎神社、堺戎(菅原)神社など
4 月初旬 お花見 万代池、住吉公園、浜寺公園など
5 月中旬日曜日 浜寺ローズカーニバル 浜寺公園
5 月下旬週末 帝塚山音楽祭 万代池、帝塚山周辺
6 月 10 日頃日曜日 路面電車まつり あびこ道車庫
夏 季
府営浜寺プール
7 月 30 日～8 月１日 住吉大社例大祭
7 月 31 日 堺大魚夜市 大浜公園
8 月 1 日 住吉祭 神輿渡御 住吉大社→大和川→宿院
9 月～10 月
ふとん太鼓巡行 堺市内各神社
10 月第 3 日曜 堺まつりパレード 大小路シンボルロード
12 月 14 日
やっさいほっさい 石津太神社
毎月最初の「辰」の日 初辰祭 住吉大社内 楠珺社
毎月 21 日/22 日 お太師さん/お太子さん 四天王寺
毎月第 2 日曜日 堺旧港観光市場 堺旧港・魚市場

▼

▼

▼

Please pay your fare in cash (Adult ¥200 Child ¥100)
by simply dropping the exact change in the fare box
when you get off. A one-day pass ,Teku-teku Kippu, is
available for ¥600. Sorry, you cannot use a “Surutto
Kansai” card and any IC card tickets.

▼

▼

上町線 天王寺駅前 Tennoji-ekimae HN01 すぐ 大阪環状線、大和路線、阪和線
阪堺線 南霞町 Minamikasumicho HN52 すぐ
大阪環状線、大和路線

ＪＲ

天王寺駅 Tennoji Sta.
新今宮駅 Shin-imamiya Sta.

▼

▼

▼

▼

▼

御堂筋線、谷町線 天王寺駅 Tennoji Sta. M23 T27
谷町線 阿倍野駅 Abeno Sta. T28
堺筋線 恵美須町駅 Ebisucho Sta. K18
御堂筋線、堺筋線 動物園前駅 Dobutsuenmae Sta.M22 K19
四ツ橋線 玉出駅 Y18

上町線 天王寺駅前 Tennojiekimae HN01

所要時間
（およそ）

すぐ 南大阪線(吉野線、長野線) 大阪阿部野橋駅 Abenobashi

Holiday Spots

四天王寺
一心寺
天王寺公園・動物園
通天閣・新世界
阿倍清明神社・王子神社
住吉大社
清学院・鉄砲屋敷
山口家住宅
妙國寺
伝統産業会館
ザビエル公園
与謝野晶子生家跡
千利休井戸
南宗寺
浜寺公園

Kintetsu line

高速バス
上町線 天王寺駅前
近鉄前 ･ 天王寺公園前から各地

へ

伊丹空港バス

上町線 天王寺駅前

アポロ前から大阪空港

街歩き・ショッピングには全線 1 日乗車券「てくてくきっぷ」をどうぞ

天王寺駅前から
徒歩約 15 分
えびす町から
徒歩約 10 分
天王寺駅前から徒歩約 5 分、えびす町・南霞町から約 10 分
えびす町から
すぐ
路面電車は人と地球環境
東天下茶屋から
徒歩約 5 分
にやさしい乗物です
堺市の支援により平成 25 年に導入予定の
住吉鳥居前、住吉から すぐ
超低床ノンステップ電車(LRV)。お年寄も
高須神社
徒歩約 5 分
車いすも、ベビーカーもバリアフリーで。
綾ノ町から
徒歩約 5 分
Spots
Tram Stops Neaｒｂy
妙国寺前から
すぐ
A
妙国寺前から
すぐ
Sumiyoshi Grand shrine ○
Sumiyoshi-toriimae HN12 or Sumiyoshi HN10
B
Shinsekai ○
Ebisucho HN51
花田口から
すぐ
C
Abeno-Tennoji Shopping Complex ○
Tennoji-ekimae HN01
宿院
すぐ
D
Kohama Arcade （Market） ○
Sumiyoshi-koen HN11
E
宿院
すぐ
Sakai Heritage Zoon ○
Takasujinsha HN17
F
Oshoji HN22 (→10min.)
御陵前から
徒歩約 5 分 City Hall Observation Lobby ○
G
Sakai Traditional Crafts Museum ○
Myokokujimae HN20
浜寺駅前から
すぐ
H
Hamadera Park ○
Hamadera-ekimae HN31
▲

沿線名所

▼

近鉄

初辰さんの猫
住吉大社内 楠珺社

地下鉄 Subway
上町線 天王寺駅前 Tennoji-ekimae HN01 すぐ
阿倍野 Abeno HN02 すぐ
阪堺線 えびす町 Ebisucho HN51 すぐ
南霞町 Minamikasumicho HN52 すぐ
塚西 HN60 歩 6 分

幸福を招く

天王寺駅前－住吉 16 分 住吉－あびこ道 5 分 ▼ あびこ道－宿院 12 分 宿院－浜寺駅前 14 分
えびす町－住吉 15 分 (ﾃﾞｲﾀｲﾑ 天王寺駅前－浜寺駅前 系統とえびす町ーあびこ道 系統はあびこ道同じホームで約 3 分で接続)

～ 祝 阪堺線開通 100 周年 ～
第 11 回全国路面電車サミット 2012 大阪・堺大会
2012 年 11 月 16 日（金）・17 日（土）・18 日（日）３日間

阪堺電車ホームページ
http://www.hankai.co.jp/
お問い合わせ

☎06-6671-5170

貸切イベント電車のご用命も承ります。

メイン会場：住吉大社吉祥殿・堺市総合福祉会館
阪堺電車沿線で楽しい記念イベントも多数
路面電車サミット 2012 実行委員会
http://www.tramsummit2012.info/

このチラシはＲＡＣＤＡ大阪･堺の
ボランティアが作成しました。
2012.9 (ANC30322@nifty.com）

