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吉野特急50周年・さくらライナー25周年記念キャンペーン吉野特急50周年・さくらライナー25周年記念キャンペーン

ゲストに鉄道ファンで知られる
ホリプロマネージャーの南田裕
介さん、フリーアナウンサーの久
野知美さんを迎え、祝賀列車の
出発式を行います。また、あべ
のハルカスにあるハルカス300
（展望台）の人気キャラクター「あ
べのべあ」も登場します。

■テ ー マ：「南大阪線・吉野線（沿線）の春」
■応募期間：3月15日（日）～4月30日（木）
■応募部門：「ネイチャー賞」（近鉄沿線の自然風景など）、
　　　　　  「暮らしの一コマ賞」（近鉄沿線で見つけた暮らしの中のふとした瞬間）、
　                   「近鉄電車賞」（近鉄電車や近鉄の駅・線路など）の３部門
■ 賞 ：上記３部門すべてからグランプリ1名
　　　　　　（賞金5万円・副賞FUJIFILMミラーレスカメラ）、
　　　　　　準グランプリ3名（賞金3万円）、各部門賞1名ずつ（賞金2万円）を選出します。
　　　　　　また、入賞者の写真は大阪阿部野橋駅等で展示を検討しています。

1964年10月に東海道新幹線が開通し、関東方面からのお客様
の増加が見込まれたこともあり、近鉄では各線で続々と特急運
転を開始しました。その1つとして新設されたのが吉野
特急。大阪阿部野橋から桜と南朝ゆかりの吉
野、大峰山や大台ヶ原への玄関口とな
る下市口・大和上市駅などへのア
クセスが便利になりました。

吉野特急新設にあたり11400系を
ベースに製造された狭軌線用の特
急専用車。McTcの2両編成を基本
とし、主電動機は当時最大級の
135kWを採用していました。

1988年3月に運転を開始した名阪特急アーバ
ンライナーの好評に応え、そして吉野特急運転
開始25周年を機に、吉野特急のシンボルカー
となるさくらライナーが登場しました。吉野の
緑や桜をイメージし、曲線が活かされた柔らか
い内・外観をしています。同日、飛鳥観光の拠点
となる飛鳥駅、壷阪寺の最寄駅となる壺阪山駅
にも停車するようになりました。この年、大阪で
は「国際花と緑の博覧会」が開催されました。

南大阪線・吉野線で３つの特急停
車駅を追加しました。この日は開
発が進められていたニュータウン
「花吉野ガーデンヒルズ」の最寄駅
である福神駅が新しい駅舎となり
供用を開始しました。

運転開始から 21 年が経ったさくらライ
ナーをリニューアル。荷物棚や仕切扉に
吉野産の木材や和紙を採用した特別車
両（デラックスカー）を導入し、一般
車両にもさくらの花びらをイメージした
背もたれを導入するなど、吉野をモチー
フした空間に。外観もさくら色を基調と
したカラーリングへ一新されました。

■日　時：3月15日（日）9：25（テープカット）
■場　所：大阪阿部野橋駅5番ホーム
■ゲスト：南田裕介さん、久野知美さん

■集　　合／吉野線・壺阪山駅　9:00～11:00　
■全 行 程／約10キロ　※小雨決行（荒天中止）　
■お問合せ／橿原神宮前駅　TEL.(0744)22-2449

■発売期間：3月14日（土）～5月31日（日）
■有効期間：発売当日限り有効
■発 売 額：150円　※大人用のみ発売
■発売箇所・発売数：大阪阿部野橋駅600枚、藤井寺駅250枚、
　　　　　　　　　 古市駅250枚、高田市駅250枚、
　　　　　　　　　 橿原神宮前駅400枚、下市口駅250枚

■発売期間：3月14日（土）～5月31日（日）
■引換期間：3月14日（土）～5月31日（日）
■発 売 額：510円　※大人用のみ発売
※510円区間の特急券引換券としてご利用いただけます。
■発 売 数：5,000枚　※売切次第終了
■発売箇所：大阪難波・大阪上本町・大阪阿部野橋・
                     京都・大和西大寺・橿原神宮前・名張・
                     近鉄名古屋・近鉄四日市・津・宇治山田の
                     各駅営業所または高田市・下市口の
                     各駅特急券発売窓口

■発売期間：3月14日（土）～5月31日（日）
■有効期間：3月18日（水）のみ
■発 売 額：900円　※大人用のみ発売
■発 売 数：限定2,000セット　
※売切次第終了、お1人様2セットまで
■発売箇所：大阪難波・大阪上本町・大阪阿部野橋・
　　　　      京都・大和西大寺・橿原神宮前・名張・
                     近鉄名古屋・近鉄四日市・津・宇治山田の
                     各駅営業所または高田市・下市口の
                     各駅特急券発売窓口ほか

ラインマルシェ
駅に留め置きした列車内で吉野・飛鳥地方の特
産品や農産物を販売します。橿原神宮前駅、大阪
阿部野橋駅で各1回実施します。

①■開催日：3月21日（土・祝） 場所：橿原神宮前駅
②■開催日：5月30日（土）　  場所：大阪阿部野橋駅

祝賀列車 出発式祝賀列車 出発式

ラインマルシェ

南大阪線・吉野線特急のあゆみ

記念フォトコンテスト開催！記念フォトコンテスト開催！
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記念ハイキング記念旅行プラン

3/7
(土)

「町家の雛めぐり」と「飛鳥美人」を訪ねてさくらライナーと16600系臨時特急乗車と車庫巡り

吉野特急50周年
さくらライナー25周年
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吉野特急新設（16000系）。
大阪阿部野橋・橿原神宮前・
下市口・大和上市・吉野神宮・吉野駅に停車

16010系が登場

さくらライナー26000系が運転開始。
飛鳥・壺阪山駅にも停車開始
さくらライナー26000系が
グッドデザイン商品に選定

16400系ACEが登場

尺土・福神・六田駅にも停車開始。
特急料金を設定
花吉野ガーデンヒルズ分譲開始 16600系Aceが運転開始

さくらライナー26000系リニューアル

あべのハルカス全面開業

古市駅にも停車開始（一部特急）

高田市駅にも停車開始1970.3.21 1981.3

1990.3.15

1990.10.1

1996.3吉野口駅にも停車開始1989.5.18 1999.5.15 2010.6.19

2011.4.2

2014.3.7

2012.3.20

吉野特急新設（16000系）。
大阪阿部野橋・橿原神宮前・下市口・大和上市・吉野神宮・吉野に停車

さくらライナー26000系が運転開始。飛鳥・壺阪山にも停車 尺土・福神・六田にも停車。特急料金を設定 さくらライナー26000系リニューアル

16000系
16000系をマイナーチェンジし、
増備として登場しました。貫通幌
カバー、埋め込み式の前照灯、特
急マークと行先表示装置との一体
型を採用しています。

16010系
吉野特急運転開始25年を機に製造
されました。全電動車の4両固定編
成で120km/hの高速運転が可能。
先頭車は展望性を重視し、大型の前
面・側面窓を採用しています。

さくらライナー26000系
1992年に登場した22000系ACEの
狭軌線版として登場。オール電動
車の22000系に対し編成はMcTc
で、従来車との併結運転も可能と
なっています。

16400系ACE
2009年4月に標準軌線に導入さ
れた22600系Aceの狭軌線版。プ
ライベート感のあるシート、分煙
強化など高水準の快適空間を実
現しています。

16600系Ace

南田裕介さん

久野知美さん

スタンプラリースタンプラリー

■集　　合／吉野線・下市口駅　9:30～11:00　
■全 行 程／約8キロ　※小雨決行（荒天中止）　
■お問合せ／下市口駅　TEL.(0747)52-2422

3/29
(日)

下市町見て歩いて飲んで！！

■集　　合／南大阪線・古市駅　9:30～11:00　
■全 行 程／約9キロ　※小雨決行（荒天中止）　
■お問合せ／古市駅　TEL.(072)958-7016

4/18
(土)

世界遺産登録を目指す古市古墳群を巡る

■集　　合／南大阪線・道明寺駅　9:30～11:00　
■全 行 程／約9キロ　※小雨決行（荒天中止）　
■お問合せ／藤井寺駅　TEL.(072)955-0037

近鉄八尾・藤井寺合同企画

いにしえのロマン散策

ホリプロマネージャー南田裕介と近鉄名物広報マン福原稔浩と行く

5/3
(日・祝)

大坂の陣「道明寺・小松山合戦まつり」西軍コース

■集　　合／南大阪線・当麻寺駅　12:00～13:30　
■全 行 程／約9キロ　※小雨決行（荒天中止）　
■お問合せ／高田市駅　TEL.(0745)53-2531

5/14
(木)

中将姫伝説の地、當麻の里を巡り練り供養へ

■集　　合／吉野線・飛鳥駅　9:00～11:00　
■全 行 程／約10キロ　※小雨決行（荒天中止）　
■お問合せ／橿原神宮前駅　TEL.(0744)22-2449

5/23
(土)

風薫る甘樫丘の絶景と万葉の里飛鳥へ　　　　　　　　　　　　　　

大阪阿部野橋駅+++(さくらライナー)+++吉野駅…(降車後は復路出発まで自由行動)…吉野駅
+++(臨時特急16600系車両)+++六田駅・③番線(旧軽便鉄道線跡)入換乗車体験(車窓見学)+++古
市駅・古市車庫乗車体験(車窓見学)+++大阪阿部野橋駅

下記のハイキングに参加すると通常20ポイントのところを50ポイントプレゼント！

■募集人員／95名　■最少催行人員／70名　■旅行代金／大阪阿部野橋駅から大人4,500円、小児
3,430円、乳幼児600円（他駅からの設定はございません、乳幼児には弁当・お茶および特急の座席は
ございません）　■お問合せ／上本町駅営業所　TEL.06-6773-2100　※オリジナル掛け紙付き弁当
(お茶付)があります。※添乗員が同行いたします。 

16000系特急車両で行く普段は運行しない珍経路乗車ツアー
大阪阿部野橋駅(16000系特急車両)+++富田林駅+++道明寺駅+++下市口駅+++橿原神
宮前駅(下車休憩約10分)+++六田駅+++吉野駅(下車休憩約10分)+++大阪阿部野橋駅
■募集人員／120名　■最少催行人員／80名　■旅行代金／大阪阿部野橋駅から大人6,500円、小児
4,000円、乳幼児600円（他駅からの設定はございません、乳幼児には弁当・お茶および特急の座席は
ございません）　■お問合せ／下市口駅営業所　TEL.0747-52-2422　※オリジナル掛け紙付弁当（お
茶付）があります　※オリジナル記念乗車証付(大人･小児のみ)　※添乗員が同行いたします。

桜の吉野山散策日帰りの旅
大阪阿部野橋駅(特急車両)+++藤井寺駅：臨時停車+++吉野駅==(バス)==中千本…(徒
歩)…西澤屋(昼食)：自由散策…(徒歩)…吉野駅(特急車両)+++藤井寺駅:臨時停車+++大
阪阿部野橋駅

■募集人員／50名　■最少催行人員／30名　■旅行代金／大阪阿部野橋駅から大人5,080円、小児
2,980円、乳幼児600円（乳幼児には昼食および特急の座席はございません）　■お問合せ／大阪阿部
野橋駅営業所　TEL.06-6623-6635　※昼食があります（小児はオムライスになります）。※添乗員が
同行いたします。

※祝賀列車に大阪阿部野橋からご乗車のお客様には沿線
　の市町村による記念品の配布あり。（協力予定：葛城市、
　橿原市、明日香村、吉野町、川上村、大淀町、天川村、黒滝村）

記念台紙はＡ・Ｂ2種類の内どちらか1種類をお選びいただけます。
入場券差込口は3ヶ所あります。お客様自身で入場券をセットして
オリジナルのセットが作成出来ます。

春の吉野山のイラスト
と南大阪線・吉野線を走
る「さくらライナー」
「16600系Ace」をあし
らっています。

大阪阿部野橋・橿原神宮
前・下市口・大和上市・吉野
神宮・吉野の6つの駅入場
券を台紙にセットしてい
ます。

※入場券は売切次第終了

3/15(日)

3/28(土)

4/12(日)

詳しい旅行条件を説明した書面をお渡しいたしますので、事前にご確認の上お申し込みください。

(一社)全国旅行業協会正会員 大阪府知事登録2-738号 近畿日本鉄道株式会社 大阪市天王寺区上本町6-1-55
国内旅行業務取扱管理者:若林寿光　近鉄名古屋駅営業所☎052-561-4986・上本町駅営業所☎06-6773-2100

旅行企画実施

1999.3.16

1965.3.18

復刻特急看板の掲出復刻特急看板の掲出

記念グッズを発売記念グッズを発売

3月14日～29日および5月9日～31日の土・日
曜日に、1990年頃大阪阿部野橋～吉野間で
掲出していた行先看板を復刻掲出します。

■大阪阿部野橋駅発　
　土曜日／11:10発、日曜日／10:40発
■吉野駅発　　　　　
　土曜日／12:34発、日曜日／12:04発

復刻看板掲出列車

（車両運用の都合等
により掲出しない場
合があります）

記念
台紙付

～南大阪線・吉野線を巡ろう～
台紙A 台紙Ｂ

大阪難波、大阪上本町、大阪阿部野橋、橿原神宮前、名張、
大和西大寺、京都、近鉄名古屋、近鉄四日市、津、宇治山田の各駅営業所
鶴橋駅構内鉄道グッズショップ「Ｇatan-Ｇoton」（ガタンゴトン）

お求め

販売価格1,000円 販売価格300円

限定
2,000枚

限定
3,000枚

吉野特急50周年
さくらライナー25周年
スポーツタオル

［3月14日（土）～］

さくらライナー25周年
クリアファイル

アポロ・ルシアスビル あべのアポロシネマプレゼンツ!!
吉野特急50周年・さくらライナー25周年記念
「映画プリキュアオールスターズ 春のカーニバル♪」
映画公開記念

■期間：3月14日（土）～5月6日（水・振休）
近鉄電車に乗ってスタンプを
集めて応募しよう！
※スタンプを押印したラリーシートをあべのアポロ
シネマにご持参ください。参加賞と特別賞の応募ハガ
キをお渡しいたします。
※スタンプラリーの詳細は、あべのアポロシネマ・近鉄電
車スタンプ対象駅設置のスタンプラリーシート、または
あべのアポロシネマのホームページをご覧ください。

★3/14（土）より、あべのアポロシネマほか 全国ロードショー！

～おかげさまで吉野特急は走り続けて半世紀～～おかげさまで吉野特急は走り続けて半世紀～

吉野特急50周年記念入場券セット吉野特急50周年記念入場券セット

KIPSポイントがたまる！キャンペーン

※売切次第終了

福神駅付近

©2015 映画プリキュアオールスターズ SC製作委員会※応募方法、お問合せ先、詳細については3月上旬に設置、公開予定の駅置きチラシ、
　近鉄ホームページをご確認ください。


