
 

２０２２年１０月３日 

                         阪堺電気軌道株式会社 

秋の行楽シーズンに合わせて 

モ 161形車の臨時特別電車を運行します 
運行日：１０月８日（土）～１０日（月・祝）の３日間 

阪堺電気軌道（本社：大阪市住吉区／社長：今中 雄一）では、秋の行楽シーズンに合わせ

て、モ１６１形車による臨時特別電車を、１０月８日(土)～１０日(月・祝)の３日間運行いたし

ます。 

この臨時特別電車は、午前と午後にそれぞれ我孫子道⇒恵美須町⇒浜寺駅前⇒天王寺駅前⇒

我孫子道の行路で運行し、普段は運行することのない恵美須町～浜寺駅前間の直通運転により、

沿線のグルメ・観光施設等への誘客を図ることを目的に実施いたします。お出かけの際は、便

利でお得なデジタル乗車券「【阪堺電車】トリップチケット」をご利用ください。 

 なお、運行内容の詳細は、下記の通りです。 

 

記 

 

１．運行日 

２０２２年１０月８日（土）・９日（日）・１０日（月・祝）の３日間 

２．運行ダイヤ（予定） 

   【午前便】我孫子道   ９:３５発 ⇒ 恵美須町   ９:５５着 

        恵美須町  １０:００発 ⇒ 浜寺駅前  １０:４８着 

        浜寺駅前  １１:０２発 ⇒ 天王寺駅前 １１:５５着 

        天王寺駅前 １２:０１発 ⇒ 我孫子道  １２:２３着 

   【午後便】我孫子道  １３:３５発 ⇒ 恵美須町  １３:５５着 

        恵美須町  １４:００発 ⇒ 浜寺駅前  １４:４８着 

        浜寺駅前  １５:０２発 ⇒ 天王寺駅前 １５:５５着 

        天王寺駅前 １６:０１発 ⇒ 我孫子道  １６:２３着 

※通常料金でご乗車できます。（追加料金なし） 

３．運行予定車両 

   １０月８日（土）【午前便】モ１６２号    【午後便】モ１６４号 

      ９日（日）【午前便】モ１６４号    【午後便】モ１６６号 

     １０日（月・祝）【午前便】モ１６６号  【午後便】モ１６２号 

      ※点検等により、急遽運行する車両を変更する場合があります。 

      ※モ１６１号車は、定期検査中のため運行いたしません。 

左:モ 162 号 中央:モ 166 号 右:モ 164 号 

阪堺電車 



 

 

【お得な乗車券情報】 

阪堺電車沿線へのお出かけには、沿線の観光施設や飲食店などの特典が付いた 

デジタル乗車券『【阪堺電車】トリップチケット(全線 1日フリー)』が便利でお得です。 

【販売価格】大人（中学生以上）６００円、小児３００円 

【購入方法】お手持ちのスマートフォンで RYDE 社が運営するアプリ「RYDE PASS」から 

すぐにご購入いただけます。 

           ※車内・駅窓口・乗車券発売所ではご購入いただけません。 

              ※一度に最大８名様分（大人・小児合わせて）まで購入が可能です。 

※本チケットの払戻しは、RYDE 株式会社の規約による取扱いとなります。 

（利用開始操作後の払戻しは出来ません） 

               ※事前に「RYDE PASS」アプリのダウンロードが必要です。 

 

 

ダウンロード用 QR コード 

チケット画面イメージ              ※「QR コード」は、㈱デンソーウェーブの登録商標です。 

【特典内容】 

 通天閣での割引をはじめ、店舗での割引や粗品進呈、飲食店でのワンドリンクサービスなど 

２１の沿線施設・店舗(10/1 現在)で特典が受けられます。※特典施設・店舗は順次拡大中!! 

詳しくは、こちら（お得な乗車券）でご確認ください。 

 

【臨時特別電車の運行に関するお願い】 

 ○電車の運行状況は、南海アプリなどでご確認ください。電話でのお問い合わせには対応 

  できません。 

○終端駅で折り返して乗車される場合は、一旦降車をお願いします。 

  また混雑時は、ご希望の電車に乗車できない場合があります。 

 ○車内外の撮影（動画を含む）は、他のお客さまへご配慮いただくほか、運行の妨げに 

  なる撮影はしないようにお願いします。 

 ○駅ホーム等で撮影される際は、他のお客さまのご迷惑にならないようお願いします。 

 ○軌道内（踏切内を含む）・道路上・私有地へ立ち入っての撮影はお止めください。 

 ○臨時特別電車を自転車・バイク・自動車などで追いかける行為は、地域住民のご迷惑と    

  なるほか、事故を誘発する原因となる場合がありますのでお止めください。 

以 上 

 

https://www.hankai.co.jp/ticket/pdf/tokuten.pdf
https://www.hankai.co.jp/ticket/
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通天閣

●一般展望台料金
　大　人（高校生以上）　　900円→800円
　子ども（中学生～5歳）　 400円→300円
※営業時間：10:00～20:00（最終入場は19:30）
※定 休 日：無し

阪堺線
【恵美須町】

徒歩3分

Pinuccio
（ピヌーチョ）

●平日ランチのソフトドリンクサービス　※日曜、祝日、スモールランチ除く
※営業時間：11:30～14:00（オーダーストップ 13:30）
   　　　　 17:30～22:00（オーダーストップ 21:30）
※定休日：月曜日・火曜日
※その他のサービスとの併用は出来ません
※ご注文時に、特典利用を要申告
※営業時間・定休日は変更となる場合がございますのでご来店前に店舗にご確認く
ださい。

阪堺線
【東粉浜】
徒歩5分

住吉菓子庵
末廣堂

●2,000円(税込み)以上の購入代金から100円引き
※営業時間：9：00～19：00
※定休日：火曜日
※現金でのお支払いのみ
※その他のサービスとの併用は出来ません

阪堺線
【住吉】
徒歩1分

洋食やろく
本店

●ご飲食された方にソフトドリンク一杯サービス
※営業時間：11:00～13:30　16:30～19:30
※定休日：水曜日
※売り切れ次第閉店
※火曜日はランチのみ営業の場合あり
※12/24～1/11の間は特典の利用は出来ません
※特典利用時は、ご入店時に特典画面をご呈示下さい

阪堺線
【住吉】
徒歩2分

Puits Damour
（ピュイ・ダムール）

●1,000円(税込み)以上のご購入でミルクマカロンをプレゼント
※営業時間：10:00～19:00
※定休日：不定休
※現金でのお支払いのみ
※その他のサービスとの併用は出来ません

阪堺線
【住吉】
徒歩5分

【粉浜商店街】
マネキヤ

●毛糸2,000円以上お買上げで10%割引
※営業時間：9:30～18:00
※定休日：木曜日

阪堺線
【住吉】
徒歩4分

【粉浜商店街】
株式会社子供服飾

フジヤ
こびとのクローゼット

フジヤ

●記念写真の撮影料(2200円)を半額(1100円)
※営業時間：10:00～19:00
※定休日：木曜日
※店内スタジオで撮影いたします

阪堺線
【住吉】
徒歩3分

【粉浜商店街】
おかいもの処

椿庵

●1,000円以上お買い上げの方に粗品プレゼント
※営業時間：11:00～18:00頃
※定休日：不定休（主に木曜日）
※粗品は変更の場合もございます。

阪堺線
【住吉】
徒歩3分

トリップチケット　特典施設・店舗一覧
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施設・店舗名称 イメージ画像 特典 最寄駅

【粉浜商店街】
寺田園茶舗

●1,000円以上お買い上げで100円引き
※営業時間：10:00～18:00（月・水・金・土・日曜日）
　　　　　　10:00～14:00（火曜日）
※定休日：木曜日

阪堺線
【住吉】
徒歩3分

縁起焼
大阪住吉大社店

●縁起焼「お試しセット」通常1,100円を1,000円にて提供
※営業時間：10:00～19:00
※定休日：木曜日
※臨時休業する場合があります

阪堺線
【住吉鳥居前】

徒歩10秒

梅よし

●全商品50円引き（制限数なし）
※営業時間：11:00～16:00
※定休日：日曜日
※営業時間は変更となる場合があります
※定休日の他、臨時休業する場合があります

阪堺線
【住吉鳥居前】

徒歩20秒

フローレンス

●各店舗購入代金10％OFF
　・現金でのお支払いのみ
　・当日お持ち帰り商品のみ
　・その他のサービスとの併用はできません
※沢之町店・天美店
　営業時間：9:00～19:00
　定 休 日：元旦（臨時休業あり）
※あびこ本店
　営業時間：9:00～20:00
　定 休 日：臨時休業有り

・あびこ本店
　大阪メトロ御堂筋線【あびこ】徒歩1分

・沢之町店
　阪堺線【安立町】徒歩10分

・天美店
　近鉄南大阪線【河内天美】徒歩2分

Brunch-バル Sin

●ブランチメニュー（1,000円）のお食事代金5%OFF　※11:00～14:00限定
※営業時間：AM11:00～最終入店時間21:00
※定休日：日曜日・月曜日（※月2回日曜営業）
※現金でのお支払いのみ
※その他のサービスとの併用は出来ません
※注文時に、特典利用を要申告
※特典利用は11:00～14:00限定

阪堺線
【安立町】
徒歩1分

下町イタリアン
ぷちとまと

●パスタご注文された方にソフトドリンク1杯無料
※営業時間：11:30～14:00　18:00～23:00
※定休日：水曜日

阪堺線
【安立町】
徒歩10分

お菓子のワイユー
安立本店

●ソフトドーナツ300円（4個入）を200円
※営業時間：9:00～18:00
※定休日：日曜日

阪堺線
【安立町】
徒歩5分

おにぎり・惣菜
にんにこ

●お買い上げ金額より5％引き
※営業時間：7:00～売切れ次第終了
※定休日：水曜日・木曜日
※営業時間・定休日は変更となる場合があります

阪堺線
【我孫子道】

徒歩30秒

トリップチケット　特典施設・店舗一覧



2022.10.1更新
施設・店舗名称 イメージ画像 特典 最寄駅

ビフテキの
南海グリル

●ビフテキの南海グリル(中店・東店・無盡亭)にご来店で御一人様ワンドリンク
サービス
※定休日：月曜日（祝日の場合は営業、翌火曜振替休日）
※一部店舗では、時短営業・臨時休業等の場合がありますので、ご利用の際は、事
前に店舗までお問い合わせください。
※満席などにより待ち時間が発生する場合がありますので、ご予約をおすすめいた
します。

阪堺線
【花田口】
徒歩1分

本家小嶋
●お買い上げ商品代金から5％引き
※営業時間：9:00～17:00（売り切れ次第閉店）
※定休日：月曜日

阪堺線
【宿院】
徒歩2分

洋食バル
De Aile（エイル）

●店内飲食された方にワンドリンクサービス（アルコール含む）
※営業時間：11:30～13:30（ラストオーダー）
　 　　　　 18:00～20:30（ラストオーダー）
※定休日：月曜日
※特典利用時はご入店時に特典画面をご呈示下さい。

阪堺線
【宿院】
徒歩3分

松井泉

●お買い上げ商品代金の5％引き
　対象商品
　　・松井泉本社工場内の直売所に並んでいるあなごの加工品
　　・毎月第４土曜日に販売しているあなご寿司（完全予約制）※12月は除く
※営業時間：8:00～16:00（土曜日は14:00まで）
※定 休 日：水曜・日曜・祝日

阪堺線
【東湊】
徒歩5分

住乃江味噌
池田屋本舗

●住乃江味噌・辛マグロ・桜いかあられの人気商品を10％オフ
対象商品を全種御購入の場合、かわいい和柄の巾着袋を１つプレゼント
（デザインの選択可能）
※他のキャンペーンとの併用可能
※営業時間：11:00～17:00
※定休日：水曜日
※日曜日は不定休
※定休日以外の祝日は営業

・上町線【神ノ木】徒歩5分
・阪堺線【住吉】徒歩7分
・阪堺線【住吉鳥居前】徒歩9分

トリップチケット　特典施設・店舗一覧


