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 近鉄グループでは、２０２１年１１月６日（土）から２０２２年３月３１日（木）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、」キャンペーンを実施します。 

近鉄グループ２４社１３１施設が総力を挙げて、新型コロナウイルス感染症対策を徹底しながら、安全・

安心な食や旅、今しかできない特別な体験プランをご提案します。７０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。 

近鉄グループでは、このキャンペーンを通じて、地域の活性化に寄与したいと考えています。 

詳細は別紙のとおりです。 

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。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

近鉄グループ「さぁ はじめよう、」キャンペーンを実施します。 

～こころ晴れる、新たなくらしを応援します～ 

２０２１年１１月４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 
１．「暮らすように旅を楽しむ 自由自在な 3 日間～最大 1４日間」について 

（１）内容 

   旅行期間を３・６・９・１２・１４日間からお選びいただき、期間内に近鉄グループおよび都ホテル

ズ＆リゾーツ対象施設で２泊お泊りいただくプランです。旅行期間内は、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。旅行期間と宿泊日・宿泊先を自由自在に組み合わせて、自由自

在に近鉄沿線をお楽しみいただくことが可能です。 

※追加料金が必要です。 

（２）価格 

2 名 1 組のご旅行の場合 

旅行期間 お値段 

3 日間 23,000 円/人～ 

６日間 26,000 円/人～ 

９日間 29,000 円/人～ 

12 日間 32,00０円/人～ 

14 日間 35,000 円/人～ 

※ご宿泊はいずれも２泊：2 名 1 室朝食付きです。 

※税金・サービス料込 

（３）宿泊対象施設 

＜大阪＞                   ＜伊勢志摩＞ 

・シェラトン都ホテル大阪           ・都リゾート 志摩 ベイサイドテラス 

・都シティ 大阪天王寺             ・都リゾート 奥志摩 アクアフォレスト 

・都シティ 大阪本町              ・ホテル志摩スペイン村 

・ホテル近鉄ユニバーサル・シティ       ・賢島宝生苑 

＜奈良＞                    ・鳥羽シーサイドホテル 

・奈良 万葉若葉の宿 三笠 

＜京都＞ 

・都ホテル 京都八条 

・都シティ 近鉄京都駅 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
都シティ 大阪本町 あべのハルカス 
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生駒ケーブル 

２．「美（うま）し国でおふたりだけの晩餐を…」について 

（１）内容 

三重県伊勢志摩のラグジュアリーホテル「志摩観光ホテル ザ ベイスイート」で 2 泊 3 日ゆっくり 

ご宿泊いただくプランです。G7 伊勢志摩サミット２０１６をはじめ、 

多くの賓客が宿泊したロイヤルスイートルームにご滞在いただき、レスト 

ランでは三重の自然の恵みを贅沢に使った特別ディナーをご賞味くださ 

い。 

お客さまのご要望に応じてコンシェルジュが滞在中の過ごし方をご提案 

します。 

 

（２）価格 

   2 泊 3 日 お二人様 1,000,000 円（夕・朝食付き、税金・サービス料込） 

 

（３）特長 

   本プランは近畿日本ツーリスト株式会社が展開するハイクラス 

新ブランド「Blue Planet KNT High Class」※の特別企画です。 

※Blue Planet KNT High Class とは 

近畿日本ツーリスト株式会社が多様化するお客さまのニーズに対応 

するために特定の分野に秀でた宿を独自基準によりカテゴリーごと 

に厳選し、お客さまお一人お一人にあったハイクラスな宿をご提案 

します。 

 

 

 

 

３．「近鉄電車 定期券でおトク！」について 

 （１）内容 

    近鉄電車の定期券（KIPS ICOCA 定期券、ICOCA 定期券

および磁気定期券等）をお持ちのお客さまに、近鉄グループ

の対象施設で受けられる割引等の特典を月替わりでご用意

しています。 

 

 （２）対象時期 

    2021 年 11 月 6 日（土）～202２年 3 月 31 日（木） 

 

 

 （３）特典概要 

 対象施設 特典内容 備考 

11 月 

（6 日～） 

生駒ケーブル 生駒山上駅→鳥居前駅方面の 

乗車が無料（実質往復半額） 

持参人含め大人・

小児計 4 名まで無

料 

12 月 近鉄百貨店 

（沿線外を除く主要店舗） 

対象の飲食店での割引やワンドリ

ンクサービス等 

 

1 月 

（4 日～） 

近鉄・都ホテルズ 

（大阪・京都・四日市のホテル） 

対象のレストランでの 10％割引  

2 月 ハルカス３００（展望台） 入館料を大人 200 円割引  

3 月 志摩スペイン村 

パルケエスパーニャ 

パスポート（1 日券）を半額割引  

ロイヤルスイートルーム 

総料理長 樋口宏江 
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閉館後の海遊館（イメージ） 

４．「閉館後の海遊館 ～心を満たす、静寂の海～」について 

（１）内容 

閉館後の海遊館に完全予約制でご入館いただける特別プランです。館内の人数は時間ごとに通常営業

時の 20％以下に上限を設定しています。 

BGM が消え、照明が切り替わり、昼とはちがった雰囲気の館内では、ジンベエザメが泳ぐ「太平洋」

水槽やカマイルカたちの暮らす「タスマン海」水槽に月明かりのようなやわらかな光が降りそそぎま

す。 

期間によって対象者を変えており、ひとりでゆっくり癒される「おひとりさま編」、親子で楽しむ「お

やこ編」、二人の時間をお楽しみいただく「おとなカップル編」の３つのプランからお選びいただけま

す。みなさまだけの特別な時間をお過ごしください。 

 

（２）対象期間および料金 

名称 
閉館後の海遊館 

おひとりさま編 

閉館後の海遊館 

おやこ編 

閉館後の海遊館 

おとなカップル編 

期間 
11/5(金)・6(土) 

11/21(日)・22(月) 
11/12(金)・13(土) 11/26(金)・27(土) 

時間 
18:30～21:00 

最終入館 20:00 

18:30～21:00 

最終入館 20:00 

18:30～21:00 

最終入館 20:00 

対象 
16 歳以上大人 

おひとり限定 

1 組 2 名限定 

中学生以上 

1 組 2 名限定 

対象は 40 歳以上 

料金 3,400 円/名 6,800 円/組 6,800 円/組 

 

詳細はこちら 

https://www.kaiyukan.com/connect/news/202110_post-458.html 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

５．特設サイト 

その他にも様々なプランをご用意しております。  

詳しくは特設サイトをご覧ください。 

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

（特設サイトは、11 月 6 日にオープンいたします。） 

 

参加会社２４社（11 月 6 日開始時点で特設サイトに掲載のある会社） 

近畿日本鉄道、伊賀鉄道、近鉄バス、奈良交通、近鉄レンタリース、志摩マリンレジャー、別府ロープウェイ、近鉄不動産、

三交興業、近鉄百貨店、近鉄リテーリング、近商ストア、近鉄・都ホテルズ、金剛葛城観光開発、賢島宝生苑、 

萩観光ホテル、鳥羽シーサイドホテル、クラブツーリズム、近畿日本ツーリスト、近鉄レジャーサービス、志摩スペイン村、

きんえい、海遊館、近鉄ゴルフアンドリゾート 

                                  以上 

「さぁはじめよう近鉄」で検索 

https://www.kintetsu-g-hd.co.jp/group-info/hajimeyou/
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近畿日本鉄道 抗ウイルス・抗菌加工 

参考 

近鉄グループでは、今後も新型コロナウイルス感染対策を徹底していきます。 

 

●取り組み例 

 

【鉄道事業】 

近畿日本鉄道では、車両・施設等への抗ウイルス・抗菌加工、自動改札

機やエスカレーターなどの定期的な消毒、列車内の換気、窓口等の飛沫

防止パーテーション等の設置などを行っています。 

また、従業員はマスクの常時着用、出勤者の検温、手洗い、うがい、ア

ルコール消毒の徹底などを行っています。 

 

 

【バス事業】 

近鉄バスでは、全ての車両に抗菌・抗ウイルス加工を実施しています。 

運行中は適宜空調操作を行い、車内の空気を約 5 分で入れ替えるとともに、車内の空気をきれいに維持で

きるエアコンを全車両に搭載しています。 

また、定期的な消毒の実施や、乗務員のマスク着用、体温確認等の健康管理、手洗い、うがい、アルコール

消毒の徹底などを行っています。 

 

 

【ホテル事業】 

都ホテルズ＆リゾーツでは、お客様に安全で快適にご利用いただくための

衛生・消毒基準として、Miyako Clean Guarantee 「都クリーンギャラ

ンティー」を導入しています。館内の手すりやエレベーターボタン、ドア

ノブなど、人が触れる機会が多い個所を定期的に消毒したり、レストラン

での座席数の間引きや対面回避による人と人との間隔の確保を実施し、ス

タッフの健康管理においては、出勤者の検温・体調申告と手洗い、うが

い、アルコール消毒などの徹底を行っています。 

 

 

 

【旅行事業】 

クラブツーリズムでは、ツアーディレクター（添乗員）およびスタッフに 

対して検温などの体調管理の徹底し、手洗い、うがい、アルコール消毒な 

どの対策を実施しています。ご移動の際は車内換気システムのあるバスを 

利用し、観光・食事・宿泊施設は各業界の対策ガイドラインを順守してい 

る施設を選定しています。また、5 名様以上のグループ参加については、 

旅行企画に含まれる食事提供の際、感染症対策の取り組みとして 4 名以下 

の単位に分かれてのご案内をさせていただきます。 

 

近鉄グループでは、このほかにも飲食店、百貨店、スーパー、レジャー施設など、各所で新型コロナウイル

ス感染症対策を徹底し、お客さまと従業員の健康と安全を守るために万全を尽くしています。 

フロントなど、お客さまと対面して

ご案内する箇所に透明アクリル板

を設置 

バスでの適切な距離の確保 


