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平成２８年８月２日 

 

“いよいよ８月１０日（水）より、特急券発売開始” 

南大阪線・吉野線観光特急「青の交響曲
シンフォニー

」車内メニューが決定！ 

～「伊勢志摩サミット」でデザートを担当した「赤崎哲朗氏」の車内限定ケーキも提供～ 

 

 

近鉄では、本年９月１０日（土）より大阪阿部野橋駅・吉野駅間において「上質な大人旅」をコンセ

プトとする観光特急「青の交響曲（シンフォニー）」の運行を開始いたします。 

このたび、車内で提供する飲食メニュー等が決定いたしましたのでお知らせいたします。 

「青の交響曲（シンフォニー）」では、食の面でも南大阪線・吉野線沿線の魅力をお伝えしようと、

地元の名店や酒蔵、ワイナリーのメニューを多く取り揃えました。軽食やスイーツ、アルコール等３０

種類を超えるメニューのうち、「西吉野の柿スイーツセット」や吉野、御所・葛城の地酒飲み比べ等、

多くは沿線の特産品を活かしたものとなっており、ご乗車いただいたお客様に、沿線の歴史・文化や自

然に加え、豊かな食の魅力を楽しんでいただければと考えております。 

そのほか、「伊勢志摩サミット」でデザートを担当した大阪マリオット都ホテル ペストリー料理長 

の赤崎哲朗氏による「季節のオリジナルケーキセット」等も販売いたします。 

お買い求めいただいたメニューは、座席や２号車のラウンジスペースでお召し上がりいただけます。 

 詳細は別紙のとおりです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

 

車内で提供するスイーツ   

※写真はイメージです。実際にご提供する容器・盛付けと異なります。 

 

 

 

観光特急「青の交響曲（シンフォニー）」外装 

         （イメージ） 



2 

 

 

１．主な車内販売メニュー 

（１）スイーツ 

  ○大阪マリオット都ホテル「季節のオリジナルケーキセット」 

   ・・・１，１００円（税込み） 

本年５月に行われた主要国首脳会議「伊勢志摩サミット」

でデザートを担当した「大阪マリオット都ホテル ペストリ

ー料理長 赤崎哲朗氏」の車内限定オリジナルケーキです。

運行開始時は、秋の味覚洋梨とミルクチョコレートのマリ

アージュ「エクセラン」をご用意いたしました（季節毎に内

容を変更予定）。 

滑らかなミルクチョコレートのクリームに薄焼クレープ生

地のアクセント、バニラの香りを纏った果実感たっぷりの

洋梨ジュレを重ねました。コーヒーもしくは紅茶をセット

してご提供いたします。 

     

     

    

＜赤崎 哲朗氏＞ 

                  

国内の数ある大会で優勝を重ね、フランスで開催される製菓の 

世界大会「クープ・デュ・モンド・ドゥ・ラ・パティスリー」 

では世界 2 位に輝く。 

2014 年、大阪マリオット都ホテル ペストリー料理長に就任。 

                 2015 年 11 月より、志摩観光ホテル料飲部製菓長を兼務し、 

2016 年 5 月に行われた主要国首脳会議「伊勢志摩サミット」 

ではデザートを担当。 

                  

 

 

 

    

                

  

  ○柿の専門いしい 「西吉野の柿スイーツセット」 

   ・・・６５０円（税込み） 

    柿にこだわり様々な商品を開発している、西吉野の名店「柿

の専門いしい」の柿スイーツで、運行開始時は「郷愁の柿」

をご用意いたしました（時期により商品を変更予定）。 

素朴な味わいを持つ西吉野特産の法蓮坊柿を丁寧に干し、

甘さ控えめの国産渋皮入りの栗あんをいっぱいに詰め込み

ました。ほっこり懐かしい甘さに干し柿のわずかな渋味が

重なり「郷愁」を感じます。2013 年には観光庁が選ぶ「旅

のきっかけになる究極のお土産」に選ばれています。コー

ヒーもしくは紅茶をセットしてご提供いたします。 

 

 

 

 

 

大阪マリオット都ホテル 

「季節のオリジナルケーキセット」 

別 紙 

柿の専門いしい 

「西吉野の柿スイーツセット」 

※写真はイメージです。実際にご提供する容器・盛付けと異なります。 
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  ○La peche（ﾗ･ﾍﾟｯｼｭ） 「マカロンセット」  

・・・６８０円（税込み） 

    地元だけでなく、遠方からも多くの人が訪れ、繁忙期の午

後には主なメニューが売り切れるほど人気の吉野郡大淀町

の洋菓子店「La peche（ﾗ･ﾍﾟｯｼｭ）」。地元産の日干番茶を

使った香ばしい番茶味と甘酸っぱいきいちご味のマカロン

です。コーヒーもしくは紅茶をセットしてご提供いたしま

す。 

 

     

 

  ○「吉野梨ジェラート」 ・・・３５０円（税込み） 

奈良県平群町でイタリアンレストラン「mamma（マンマ）」

を運営する「テンダーボックス」と、「近鉄リテーリング」

が共同開発したオリジナルジェラートで、近鉄リテーリン

グの地域商品ブランド「irodori kintetsu」の商品です。 

地元大淀町・五條市産の梨果肉を使用し、さわやかな梨の

香りと果肉のボリューム感が楽しめます。 

 

※ （いろどり・きんてつ） 

近鉄リテーリングと近鉄沿線地域の生産者・加工事業

者が連携して地域の特色を備えた新規商品を開発・展

開し、近鉄沿線地域の魅力を発信する地域商品ブラン

ドです。 

 

     

（２）軽食、おつまみ 

  ○ゐざさ中谷本舗「柿の葉寿司」 ・・・４５０円（税込み） 

    吉野地方では祭事に各家庭で作られてきた柿の葉寿司。奈良県吉野地方を代表する郷土料理で、

創業当時から継承する自然の恵みを慈しみ、そのままに生かした素朴ながらも豊かな味わいの奈

良 吉野「ゐざさ中谷本舗」の柿の葉寿司をご提供いたします。 

 

 ○林とうふ店「吉野葛入り ごま豆腐」 ・・・４００円（税込み） 

    吉野大峰山系の名水を使用した滑らかな風味が楽しめる吉野山の名店、林とうふ店の「吉野葛入

り ごま豆腐」をご提供いたします。お好みで吉野宮滝醤油やわさびをかけてお召し上がりいただ

けます。 

 

○ラッテ・たかまつ「葛城高原のモッツァレラチーズ」 ・・・４８０円（税込み） 

    葛城高原の麓に位置する「高松牧場」の、しぼりたての新鮮なジャージー牛乳を使ったモッツァ

レラチーズで、オリーブオイルとハーブ塩を添えてご提供いたします。 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La peche（ﾗ･ﾍﾟｯｼｭ）「マカロンセット」 

「吉野梨ジェラート」 

ゐざさ中谷本舗「柿の葉寿司」 林とうふ店「吉野葛入り ごま豆腐」 ラッテ・たかまつ 

「葛城高原のモッツァレラチーズ」 
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（３）アルコール 

 ○「河内わいん（赤・白）」 ・・・各６２０円（税込み） 

   柏原市や羽曳野市など、南河内周辺地域ではぶどうの栽培が 

盛んに行われており、多くのワイナリーが独自のワイン作り 

を行っています。柏原のワイナリー、カタシモワイナリーの 

「河内わいん」をご提供いたします。 

    ※河内わいんは商標であり、産地表示ではありません。  

 

 

 ○「梅乃宿 純米大吟醸 1 合瓶オリジナルラベル（吉野杉枡付）」 

   ・・・１，２００円（税込み） 

 芳醇で心地よい味わいの、葛城の酒蔵、梅乃宿酒造の純米大 

吟醸をオリジナルラベルの１合瓶でご用意いたしました。 

高級国産木材として知られる吉野杉で作ったオリジナル杉枡 

をセットしてご提供いたします。 

    

 

 ○「吉野の地酒 飲み比べセット」、「御所・葛城の地酒 飲み比べセット」 

 ・・・各１，２００円（税込み） 

   地元酒蔵の飲み比べを吉野セットと御所・葛城セットの 

２種類ご用意いたしました。古くから酒造りが盛んな地 

域として知られる吉野と御所・葛城。それぞれ３箇所の 

酒蔵の地酒を飲み比べ、違いや特色をお楽しみいただけ 

ます。 

 

＜吉野の地酒 飲み比べセット＞ 

 ・北岡本店  「やたがらす」 純米大吟醸 

 ・北村酒造  「猩々」 特別純米 

 ・美吉野醸造  「蔵王桜」 純米吟醸  

＜御所・葛城の地酒 飲み比べセット＞ 

 ・梅乃宿酒造 「紅梅」 純米吟醸 

 ・千代酒造  「篠峯 雄町」純米大吟醸 

 ・油長酒造  「風の森 雄町」純米吟醸 

    

 

  ○「シンフォニー・ハイボール（下北山村育ちのジャバラ、吉野梨）」 

    ・・・各５００円（税込み） 

    下北山村育ちのジャバラ（柑橘類の一種で「柚子」や「か 

ぼす」などの仲間）や吉野梨など、沿線の素材を使ったハ 

イボールです。 

（素材は季節などに応じて不定期で変更予定） 

         

  ○「スパークリング・リキュール吉野梨」 ・・・６００円（税込み） 

    大淀町と五條市に広がる高原地帯で生産された完熟和梨を 

約半年間漬け込んだ浸漬酒を、吉野の水で割りスパークリ 

ングに仕立てました。飲み飽きしないすっきりとした風味 

をお楽しみいただけます。 

近鉄リテーリングの地域商品ブランド「irodori kintetsu」 

の商品です。 

 

 

「吉野の地酒 飲み比べセット」 

「御所・葛城の地酒 飲み比べセット」 

「河内わいん（赤・白）」 

「梅乃宿 純米大吟醸 1 合瓶 

オリジナルラベル（吉野杉枡付）」 

「シンフォニー・ハイボール」 

左：下北山村育ちのジャバラ 右：吉野梨 

「スパークリング・リキュール吉野梨」 
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（４）ソフトドリンク 

○「地元ワイナリーの国産ぶどうジュース」 ・・・４５０円（税込み） 

  南河内周辺地域のワイナリーの国産ぶどうから作るジュース 

  です。果実由来の濃厚な味で、お子様だけでなく大人の方に 

もお薦めしたいメニューです。 

 

 

 ○「やまとたかとり やくぜん茶」 ・・・４００円（税込み）        

    ｢くすりの町」高取町で栽培された大和当帰葉を始め、奈良県 

産の漢方素材をブレンドしたお茶です。当帰は身体を温める作 

用があるとされ、様々な漢方薬に用いられています。自然の恵 

みを惜しみなく詰め込みました。 

                                                                             

 

 

２．オリジナル鉄道グッズの販売 

   キーホルダーやタオル等の定番商品のほか、「青の交響曲（シンフォニ

ー）吉野杉コースター」や、「吉野手漉き和紙製 ハガキセット」等、吉

野の特産品を使用したグッズを発売いたします。運行開始時は１０種類

のグッズを発売いたします。 

   

  ＜オリジナル鉄道グッズラインナップ＞（すべて税込み） 

   ○青の交響曲（シンフォニー）マフラータオル   ・・・１，０００円 

   ○青の交響曲（シンフォニー）車両立体キーホルダー ・・・ ８００円 

   ○青の交響曲（シンフォニー）電車型ホッチキス  ・・・  ９００円 

   ○青の交響曲（シンフォニー）クリアファイル    ・・・  ４００円 

   ※青の交響曲（シンフォニー）ロゴキーホルダー ・・・  ６００円 

   ※青の交響曲（シンフォニー）タオルハンカチ  ・・・  ４００円 

   ※青の交響曲（シンフォニー）ピンバッジ    ・・・  ４００円 

   ※青の交響曲（シンフォニー）吉野杉コースター ・・・  ６００円 

   ※吉野手漉き和紙製 ハガキセット       ・・・  ８００円 

   ※青の交響曲（シンフォニー）木製ものさし   ・・・  ９００円 

     ※印の商品は、「青の交響曲（シンフォニー）」車内限定発売商品です。 

 

 

３．吉野杉材製 運行開始記念乗車証の配布 

   国産高級ブランド材として知られる吉野杉材を使用し、ほのかに

杉の香りを感じることが出来る運行開始記念乗車証を限定でお渡

しいたします。 

   ※予定枚数が無くなった後は、紙製の記念乗車証をお渡し予定で

す。 

 

＜青の交響曲（シンフォニー）キャンペーン＞ 

吉野山観光協会等では「青の交響曲（シンフォニー）」運行を記念

して「青の交響曲（シンフォニー）キャンペーン」を平成２８年９

月１０日（土）から平成２９年３月２５日（土）まで実施します。 

記念乗車証を吉野山の協力店舗や旅館にお持ちいただいた場合、

割引や粗品等の特典を受けることが出来ます。 

 

 

吉野杉材製 運行開始記念乗車証 

「地元ワイナリーの国産ぶどうジュース」 

「やまとたかとり やくぜん茶」 

 

「青の交響曲（シンフォニー）」 

オリジナル鉄道グッズ 
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４．制服デザイン 

車内サービスを担当する専属アテンダントの制服

は、観光特急「青の交響曲（シンフォニー）」のコン

セプト「上質な大人旅」に相応しいシックなデザイ

ンとしました。ジャケットは黒の生地に「青の交響

曲（シンフォニー）」のエンブレムと、外装のライン

イメージに合わせた金のボタンをあしらいました。

車内ではホテルラウンジサービススタッフをイメー

ジしたシンプルで清潔感のあるスタイルでお客様を

おもてなしいたします。 

                            

                                     

 

以上 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ジャケット着用時 

通常時 

車内サービス時 
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＜参考＞ 

１．運行開始時の車内販売メニューおよび提供価格（金額はすべて税込み） 

○スイーツ 

  ※大阪マリオット都ホテル 「季節のオリジナルケーキセット」   １，１００円 

  ※Ｌａ ｐｅｃｈｅ（ラ・ペッシュ）「マカロンセット」         ６８０円 

  ※柿の専門いしい 「西吉野の柿スイーツセット」                  ６５０円 

  ・吉野梨ジェラート                                        ３５０円 

  ・バニラジェラート                        ３５０円 

   ※印のメニューは、コーヒーもしくは紅茶をセットしてご提供いたします。 

 

○軽食 

  ・ゐざさ中谷本舗「柿の葉寿司」                  ４５０円 

  ・蒸し鶏とキヌアのジャーサラダ                  ７５０円 

  ・サンドイッチセット                       ６８０円 

  

 ○おつまみ 

  ・林とうふ店「吉野葛入り ごま豆腐」                               ４００円 

・ラッテ・たかまつ「葛城高原のモッツァレラチーズ」        ４８０円 

  ・大和肉鶏燻製                          ４００円 

  ・熟成ロースハム                         ４００円 

  ・ミックスナッツ                         ２５０円 

 

 ○ソフトドリンク 

  ・有機栽培コーヒー（ホット）                   ４００円 

  ・アイスコーヒー                         ４００円 

  ・紅茶（ホット）                         ４００円 

・アイスティー                          ４００円 

・柿の専門いしい「柿の葉茶」                   ２５０円 

  ・やまとたかとり やくぜん茶                   ４００円  

 ・「ごろごろ水」オリジナルラベル                  ２５０円 

  ・地元ワイナリーの国産ぶどうジュース               ４５０円 

 

 ○アルコール 

  ・生ビール（アサヒ スーパードライ）                ５５０円 

  ・缶ビール（サントリー プレミアムモルツ）             ３５０円 

  ・缶ビール（キリン 一番搾り）                  ３００円 

  ・ハイボール                           ４５０円 

  ・シンフォニー・ハイボール（吉野梨）               ５００円 

  ・シンフォニー・ハイボール（下北山村育ちのジャバラ）       ５００円 

  ・スパークリング・リキュール吉野梨                     ６００円 

  ・河内わいん（赤・白）                     各 ６２０円 

  ・吉野の地酒 飲み比べセット                  １，２００円      

    ・御所・葛城の地酒 飲み比べセット                             １，２００円 

  ・梅乃宿 純米大吟醸 1 合瓶オリジナルラベル（吉野杉枡付）   １，２００円 

 

○お土産品 

  ・青の交響曲（シンフォニー）カステララスク            ５２０円 

  ・橿原神宮御用菓子「蘇やねん橿原」                ７５０円 

  ・柿の専門いしい「柿もなか」                   ６５０円 



8 

 

２．観光特急「青の交響曲
シ ン フ ォ ニ ー

」について 

南大阪線・吉野線は、「あべのハルカス」が立地する大阪阿部野橋駅と、桜の名所吉野山の玄関口である

吉野駅を結び、沿線には、日本遺産に指定された「明日香村」、世界遺産「紀伊山地の霊場と参詣道」とし

て登録された「金峯山寺」をはじめとする由緒ある神社仏閣、美しい

自然景観を誇る「みたらい渓谷・洞川温泉」やワイナリー・地酒蔵元・

フルーツの名産品など、様々な観光資源に溢れています。 

この沿線を「青色の列車」が走り、魅力的な観光資源と調和し響きあ

うことをイメージして命名しました。沿線自治体や観光関係者のみな

さまと連携し、「上質な大人旅」を提供したいと考えています。 

 

（１）車両の主な特徴 

① 「上質な大人旅」をコンセプトとし、車両外装は落ち着いた色調とし、車内も大人の上質な空間を演

出しています。 

② 座席はすべて２列＋１列のデラックスシートです。 

③ ２号車には、沿線の特産品などの軽食や飲料を販売するバーカウンターを設置するとともに、ゆった

り寛いでいただけるラウンジスペースを設置しています。 

 

（２）運行開始日  平成２８年９月１０日（土） 

 

（３）運行ダイヤ 

          

 

         ・１日４便、２往復。水曜日運休。 

         ・９月１０日以降の「青の交響曲
シンフォニー

」運休日は、同ダイヤを一般特急車両で運行します。 

 

（４）停車駅  現在の特急停車駅と同様 

（大阪阿部野橋・尺土・高田市・橿原神宮前・飛鳥・壺阪山・吉野口・福神・下市口・六田・

大和上市・吉野神宮・吉野の各駅） 

 

（５）料金   大人７２０円、小児３７０円 

特急料金（大人５１０円）＋特別車両料金（大人２１０円） 

※ご乗車には、上記料金のほかに運賃が必要です。 

       ※他の特急列車を乗り継いでご利用の場合、特急料金や特別車両料金は通算されます。 

 

 

 

                                                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

大阪阿部野橋駅発 → 吉野駅着 吉野駅発 → 大阪阿部野橋駅着 

（１便）１０時１０分→１１時２６分 （２便）１２時３４分→１３時５１分 

（３便）１４時１０分→１５時２６分 （４便）１６時０４分→１７時２２分 

名称ロゴ 

座席スペース（１・３号車、イメージ） ラウンジ車両（２号車、イメージ） 


