
 

- 1 - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 近鉄グループでは、２０２２年７月１日（金）から２０２２年８月３１日（水）までの間、近鉄沿線での

お出かけを応援する「さぁ はじめよう、」キャンペーン第２弾を実施します。 

 本キャンペーンは、近鉄沿線でのレジャーやお買い物の需要喚起をねらいとして、昨年秋に近鉄グループ

が多数のプランを販売した第１弾に続くものです。 

今回は、近鉄グループ１７社１００施設が、新型コロナウイルス感染症対策を徹底しながら、今しかでき

ない体験やお得なサービスをご提案します。 

観光特急「しまかぜ」で行くプレミアムツアーや近鉄百貨店の夏の福袋など６０以上のプランをご用意し

ており、今後もさらに充実してまいります。 

また、キャンペーンホームページからご応募いただいた方から抽選で特別な体験が当たる企画や、最大 

１０万円分の KIPS ポイントプレゼント企画を実施します。賞品は、京都・高台寺の紅葉を貸し切りで鑑賞

する宿泊付きプランや、大阪マリオット都ホテル３０日間ステイなどのプレミアムな体験ができるものをご

用意しています。 

外出自粛の規制が少しずつ緩和され、消費活動が活発になり始めたこの機会に、近鉄沿線で安全・安心な

旅やお買い物をお楽しみいただければと考えています。 

詳細は別紙のとおりです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

近鉄グループ「さぁ はじめよう、」キャンペーン第２弾を実施します。 

２０２２年６月２４日 

近鉄グループホールディングス株式会社 
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別 紙 

「さぁ はじめよう、」キャンペーン第２弾について 

１．実施期間 

  ２０２２年７月１日（金）～２０２２年８月３１日（水） 

 

２．商品・サービス例  

（１）観光特急「しまかぜ」で行くプレミアムツアー 

①内容 

     １日 1 組（2 名）限定で往復「しまかぜ」の個室を利用し、「志摩観光ホテル ザ ベイスイート」 

にご宿泊いただく 1 泊 2 日（朝・夕食付）のプランです。 

    ホテルでのコース料理に加え、往路は「しまかぜ」の和風個室で「シェラトン都ホテル大阪」

特製弁当を、復路は「しまかぜ」の洋風個室で、志摩出身のパティシエが作る「お菓子職人おと

べ」のオリジナルスイーツセットをお楽しみいただきます。 

 

②実施期間  

２０２２年８月 1 日（月）～ ８月３１日（水） 出発分 

     （８月１１日（木）～ ８月１４日（日）出発分は除く） 

 

③発売期間 

２０２２年７月１日（金）１０：００ ～ ８月１６日（火）  

 

④旅行代金 

２名１組（２名さま分） １９８，０００円 ～ ２４６，０００円  

※こども設定はありません 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

観光特急「しまかぜ」と和風個室 「シェラトン都ホテル大阪」特製弁当 

「志摩観光ホテル ザ ベイスイート」ホテル外観とお食事 
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（２）都ホテルズ＆リゾーツ ３ホテル限定宿泊プラン 

①内容 

     シェラトン都ホテル東京、都シティ 東京高輪、都ホテル 博多の 3 ホテルにて、本キャンペーン 

     限定の宿泊プランをご提供します。 

ホテル名 プラン内容 価格（大人２名１室１泊） 

シェラトン都ホテル東京 
プレミアムフロアの宿泊に、ロビーラウンジ

でのワンドリンクをサービス。 

２８，９９８円（税込み 宿泊税別）～ 

都シティ 東京高輪 

最上階のグランドフロアデラックスルーム

への宿泊と、ゲストラウンジでの生ビール飲

み放題がセットになった朝食付きのプラン

です。 

２４，４００円（税込み 宿泊税別）～ 

都ホテル 博多 

最大２４時間滞在することができ、ルーフト

ッププールや温泉 SPA が無料で利用できる

など、4 点の特典がついた朝食付きのプラン

です。 

２４，０００円（税込み 宿泊税別）～ 

②宿泊期間 

２０２２年７月１日（金）～８月３１日（水） 

③発売期間 

  ２０２２年７月１日（金）～８月３１日（水） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（３）海遊館×クラブツーリズム ジンベエザメのふるさと見学特別ツアー 

①内容 

海遊館のジンベエザメのふるさと、高知県土佐清水市にある大阪海遊館 海洋生物研究所以布利 

センター（以下 以布利センター）で、通常非公開のバックヤード見学ができる特別ツアーをクラ 

ブツーリズムが催行します。このツアーでは水槽の上からジンベエザメを見学できるほか、飼育

員による迫力満点の餌やりも特別にご見学いただくことができます。 

     以布利センターは１９９７年９月２４日に海遊館の付属施設として開設され、海遊館で展示する

生き物の収集と飼育、周辺海域の調査研究を行っています。 

②実施期間 

     ２０２２年８月７日出発、９月２５日出発限定 

③価格 

     １泊 2 日 大人お一人 ５９，９００円～ 

都ホテル 博多 SPA LUCIDA 

 

シェラトン都ホテル東京 
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（４）近鉄百貨店 食の大祭典 夏のグルメ福袋 

①内容 

国産黒毛和牛などを特別価格で提供するグルメ福袋を近鉄百貨店８店舗内のミートショップにて

販売いたします。各店バラエティ豊かな「肉」の福袋をご用意いたします。 

また、人気スイーツなどを取りそろえたグルメ福袋も販売いたします。 

②対象期間 

     ２０２２年７月６日～７月１２日 

（販売日限定の福袋もあります） 

③販売店舗 

     近鉄百貨店あべのハルカス近鉄本店、上本町店、 

奈良店、橿原店、生駒店、和歌山店、草津店 

四日市店 

 

３．プレミアムな体験プレゼント企画 

（１）内容 

     期間中、キャンペーンサイトから応募いただいた方の中から抽選で、秋の高台寺貸切ツアーや、

絶景が広がる天空のホテル「大阪マリオット都ホテル」３０日間滞在プランなど、特別な体験を

プレゼントします。 

（２）賞品例 

  ①京都・高台寺紅葉 貸切鑑賞ツアー（1 泊 2 日・ペア 1 組） 

ラグジュアリーホテル「ウェスティン都ホテル京都」佳水園でゆった

りお過ごしいただき、翌日朝に高台寺紅葉鑑賞を満喫いただくプラン

です。  

 

②大阪マリオット都ホテル ３０日間ホテルステイ ペア１組 １名様 

    絶景が広がる天空のホテル「大阪マリオット都ホテル」に３０日間長期滞在いただけます。 

 

③志摩スペイン村貸切 １名様 

    閉園後の志摩スペイン村を貸し切り、スペイン空間を独り占めすることができます。 

   

佳水園 客室イメージ 

以布利センター外観 ジンベエザメ（イメージ） 
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④近鉄百貨店でのトータルコーディネート体験 1 名様 

近鉄百貨店あべのハルカス近鉄本店で、ショッピングコンシェルジュと一緒に、全身コーディネー

トおよび資生堂ビューティーサロンでスタイリング体験をお楽しみください。 

 

※W チャンス賞：上記商品にはずれた方の中から、抽選で１０名様に近鉄グループ商品券５万円 

分をプレゼントします。 

 

４．KIPS ポイント最大１０万ポイントプレゼント 

（１）内容 

期間中、下記５グループに分類した近鉄グループ施設のうち 2 グループ以上に属する施設で合計

５，０００円（税込み）以上ご利用いただいた KIPS 会員に対し、抽選で最大１００，０００円

相当の KIPS ポイントをプレゼントします。 

※KIPS クレジットカード、KIPS ICOCA カード、KIPS ポイントカード含む 

（２）対象施設 

・A グループ：近鉄百貨店 9 店舗、上本町 YUFURA など近鉄百貨店運営の商業施設 8 施設 

・B グループ：スーパーマーケット KINSHO２３店舗、Harves１４店舗 

・C グループ：駅ファミリーマート５８店舗、駅ナカ商業施設「Time’s Place」８２店舗、 

        近鉄リテーリングが運営する飲食・物販店４２店舗 

・D グループ：近畿日本ツーリスト、クラブツーリズムなど旅行会社、都ホテルズ＆リゾーツ

各施設、あべのアポロシネマなど４３施設 

    ・E グループ：近畿日本鉄道の乗車券・特急券ご購入、近鉄タクシー、近鉄レンタリース、 

あべのハルカス美術館、ハルカス３００展望台など２３施設 

 

（３）当選ポイント数および当選人数 

当選ポイント数 当選人数 

１００，０００ポイント ５名様 

１０，０００ポイント １００名様 

１，０００ポイント ３００名様 

１００ポイント １２，０００名様 

 

（４）当選倍率について 

      利用グループ数が増えるほど当選確率が上がります。 

さらに、期間中 KIPS クレジットカード新規入会された方は、当選確率が５倍に上がります。 

     ３グループ利用→２倍、４グループ利用→３倍、５グループ利用→４倍、新規入会→５倍 

 



- 6 - 

 

５．特設サイトリニューアル 

第 2 弾キャンペーンの商品詳細については７月 1 日（金）０時に特設サイト 

に掲載します。 

URL https://www.kintetsu-g-hd.co.jp/group-info/hajimeyou/       

 

 

 

参加会社１７社（７月１日時点で特設サイトに掲載のある会社） 

近畿日本鉄道、奈良交通、近鉄不動産、近鉄百貨店、近商ストア、近鉄リテーリング、賢島宝生苑、 

近鉄・都ホテルズ、近畿日本ツーリスト、クラブツーリズム、近鉄ゴルフアンドリゾート、 

近鉄タクシー、近鉄レンタリース、近鉄レジャーサービス、志摩スペイン村、きんえい、海遊館 

                         

 

参 考 

「さぁ はじめよう、」キャンペーン 第１弾について 

１．実施期間 ２０２１年１１月６日～２０２２年３月３１日 

 

２．主な商品・サービス 

取り組み例（プラン名） 内容 

「暮らすように旅を楽しむ 自由

自在な 3 日間～最大１４日間」 

最大１４日間のうちから近鉄グループおよび都ホテルズ＆リゾーツ対象施設へ２泊

お泊りいただくプランです。期間中は近鉄電車が乗り放題のフリーきっぷがご利用い

ただけるほか、志摩スペイン村・あべのハルカス展望台・海遊館・2 階建てオープン

デッキバス OSAKA SKY VISTA、奈良交通定期観光バス等の近鉄グループ施設の

うち３つを選んでご利用いただけます。2.3 万円～の特別価格でご提供します。 

「美（うま）し国でおふたりだけの

晩餐を…」  

ラグジュアリーホテル「志摩観光ホテル ザ ベイスイート」ロイヤルスイートルーム

に 2 泊 3 日でゆっくりご滞在いただくお二人様 100 万円の贅沢プラン。 

（Blue Planet KNT High Class 特別企画） 

「近鉄電車 定期券でおトク！」 近鉄電車の定期券をお持ちのお客様に月替わりで近鉄グループの対象施設で割引等

のサービス（11 月は生駒ケーブル 生駒山上駅→鳥居前駅方面の乗車無料）をご提

供します。 

「閉館後の海遊館 ～心を満たす、

静寂の海～」 

開催日ごとに対象者を限定し、完全予約による少人数制で閉館後にご入館いただける

特別なプランです。夜の幻想的な館内でゆっくりお過ごしいただけます。 

 

       以上 

https://www.kintetsu-g-hd.co.jp/group-info/hajimeyou/

