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訪日外国人向け 関西統一交通パス 

「KANSAI ONE PASS」の販売開始について 
 
このたび、公益社団法人関西経済連合会（関経連）は、関西への訪日外国人旅行者の受入環境整備の

一環として、訪日外国人旅行者向け関西統一交通パス「KANSAI ONE PASS」を 2016年 4月 8日(金)から

試験的に販売します。この事業は、関西の 9つの主要鉄道事業者や当社などによる「関西ワンパスワーキ

ンググループ」メンバー（※）が協力し、実施するものです。 

 

関経連では、関西広域連合や関西地域振興財団などとともに 2015年 2月に「関西広域観光戦略」を取り

まとめ、さまざまな取組みを進めているところです。本戦略において、「KANSAI ONE PASS」を、受入環境整

備の核のひとつとして位置づけ、2015年から検討を進めてきたものです。 

 

今回販売する「KANSAI ONE PASS」は、JR西日本の「ICOCA」をベースとしたチャージ式交通 ICカードで、

「ICOCA」エリアや「PiTaPa」エリアなど、「ICOCA」利用可能エリアを 1枚のカードで周遊していただけます。

また、関西国際空港内の 41店舗を含めた約 90カ所のショッピング施設や観光スポットにおいて利用できる

優待特典も付加されています。 

 

（※）「関西ワンパスワーキンググループ」メンバー 

西日本旅客鉄道、阪神電気鉄道、阪急電鉄、京阪電気鉄道、近畿日本鉄道、南海電気鉄道、大阪市交通

局、神戸市交通局、京都市交通局、新関西国際空港株式会社 

（オブザーバー）近畿運輸局、関西広域連合、関西地域振興財団   （事務局）関西経済連合会 

 

 

＜「KANSAI ONE PASS」の概要＞ 

 

○ 名 称      「KANSAI ONE PASS」（関西ワンパス） 

○ 価 格      3,000円（デポジット 500円＋利用額 2,500円） 

○ 販売枚数     30,000枚 

○ 券面デザイン  関西にゆかりのある手塚治虫氏のイラスト「鉄腕アトム」を起用 

○ 販売開始日    2016年 4月 8日（金） 

○ 試験販売期間 2016年 4月 8日（金）～2017年 3 月 31日（金） 

○ 販売箇所     関西空港駅および京阪神の各鉄道主要駅等 

○ 販売対象    訪日外国人旅行者に限定して販売（販売時にパスポートを確認） 

○ 利用可能エリア 「ＩＣＯＣＡ」エリアや「PiTaPa」エリアなど、「ICOCA」利用可能エリア 

○ 主な特長    ・JR西日本の「ICOCA」をベースとしたチャージ式交通 IC カード 

・カードの提示による、関西国際空港内の 41店舗を含めた約 90カ所のショッピング施

設や観光スポットにおいて優待特典あり 

・専用モバイルサイトにて、「KANSAI ONE PASS」の利用方法、関西の観光情報、およ

び優待特典情報の確認が可能 

 

 

 

 



 

２０１６年１月２０日 

大阪経済記者クラブ会員各位 

（同時参考配付：青灯クラブ、近畿電鉄記者クラブ、関西国際空港記者会） 

 
公益社団法人関西経済連合会 

 

訪日外国人旅行者向け 関西統一交通パス「KANSAI ONE PASS」の販売開始について 

 

関西経済連合会（以下、関経連）はこのたび、関西への訪日外国人旅行者の受入環境整備の一環と

して、関西の９つの主要鉄道事業者や新関西国際空港などと協力し、訪日外国人旅行者向け関西統一

交通パス「KANSAI ONE PASS」を２０１６年４月８日(金)から試験的に販売します。 

関経連では、関西広域連合や関西地域振興財団などとともに昨年２月に「関西広域観光戦略」を取り

まとめ、現在、様々な取組みを進めているところです。訪日外国人旅行者の利便性向上に資する

「KANSAI ONE PASS」は、本戦略において、受入環境整備の核のひとつとして位置づけており、昨年か

ら、関西の９つの主要鉄道事業者や新関西国際空港などと「関西ワンパスワーキンググループ」※を立

ち上げ、関西が一体となり検討を進めてきたものです。 

今回販売する「KANSAI ONE PASS」は、ＪＲ西日本の「ＩＣＯＣＡ」をベースとしたチャージ式交通ＩＣカー

ドで、「ＩＣＯＣＡ」エリアや「PiTaPa」エリアなど、「ＩＣＯＣＡ」利用可能エリアを１枚のカードで周遊していた

だけます。また、関西国際空港内の４１店舗を含めた約９０カ所のショッピング施設や観光スポットにお

いて利用できる優待特典を付加しています。 

価格は３，０００円で、３万枚発行し、関西空港駅および京阪神の各社局主要駅等で販売します。販売

時には、鉄道路線マップ付き利用ガイドを配付するとともに、専用のモバイルサイトにおいて、優待特典

情報や関西の観光情報が照会できます。 

さらにカードには、関西にゆかりのある手塚治虫氏のイラスト「鉄腕アトム」とともに、「はなやか関西」

シンボルマークを掲載し、訪日外国人旅行者に KANSAIブランドの浸透を図ることとしています。 

関経連では、「KANSAI ONE PASS」による回遊性の向上、消費意欲の喚起、および観光情報の発信

強化を図り、国からの認定を受け、近畿運輸局と連携し、形成を図っている広域観光周遊ルート「美の伝

説」への誘客をはじめ、関西のインバウンド底上げに貢献していきます。 

 

 

 

 

[添付資料] 

資料 「KANSAI ONE PASS」の概要 

以 上 

 

（※）「関西ワンパスワーキンググループ」メンバー 

      西日本旅客鉄道、阪神電気鉄道、阪急電鉄、京阪電気鉄道、近畿日本鉄道、南海電気鉄道、大阪市交通局、 

神戸市交通局、京都市交通局、新関西国際空港 

（オブザーバー）近畿運輸局、関西広域連合、関西地域振興財団   （事務局）関西経済連合会 

＜本件に関するお問合せ先＞関西経済連合会企画広報部 川本、鍵田 

ＴＥＬ:０６－６４４１－０１０５  



＜「KANSAI ONE PASS」の概要＞ 

 

１．名 称     「KANSAI ONE PASS」（関西ワンパス） 

２．価 格     3,000円（デポジット 500円＋利用額2,500円） 

         ※チャージ上限20,000円まで 

３．販売枚数    30,000枚 

４．販売条件     訪日外国人のお客様に限定して販売  ※販売時にパスポートを確認 

（日本国以外の政府等が発行した旅券を有し、「短期滞在」に該当する在留資格を 

有するお客様に限り、ご購入、ご利用できます）。 

５．券面デザイン 

  ・関西にゆかりのある手塚治虫氏のイラスト「鉄腕アトム」を起用 

  ・「はなやか関西」シンボルマークも合わせて掲載 

６．販売開始日   ２０１６年４月８日（金） 

７．実証実験期間  ２０１６年４月８日（金）～２０１７年３月３１日（金） 

８．販売箇所    関西空港駅および京阪神の各社局主要駅等 

９．利用可能エリア 「ＩＣＯＣＡ」エリアや「PiTaPa」エリアなど、「ＩＣＯＣＡ」利用可能エリア 

10．主な特長 

  ・ＪＲ西日本の「ＩＣＯＣＡ」をベースとしたチャージ式交通ＩＣカード。 

  ・カードの提示により、関西国際空港内の４１店舗を含めた約９０カ所のショッピング施設や観光スポ

ットにおいて優待特典が受けられます。 （別紙「KANSAI ONE PASS 優待施設の一例）参照） 

  ・専用のモバイルサイトにおいて、「KANSAI ONE PASS」の利用方法、優待特典情報および関西の観

光情報を確認できます。 

  ・カード販売時に、関西広域の鉄道路線マップ付き利用ガイドを配付します。利用ガイドには、専用の

モバイルサイトに誘導するＱＲコードを掲載しています。 

  ・専用のモバイルサイトおよび鉄道路線マップ付き利用ガイドは、英語、中国語（簡体字、繁体字）、

韓国語の４言語に対応しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料 

「KANSAI ONE PASS」専用モバイルサイトイメージ 「KANSAI ONE PASS」鉄道路線マップ付き利用ガイドイメージ 

以 上 



KANSAI ONE PASS　優待施設の一例　　　（2016年1月20日現在）

府県 施設名 優待内容

大阪 梅田スカイビル・空中庭園展望台
展望台入場料：10％割引
　・個人料金 大人800円→720円、中学生500円→450円、小学生300円→270円（一例）

大阪 国立文楽劇場
文楽公演観劇時、2階劇場受付にて『文楽』（世界無形文化遺産）にちなんだ記念品をプレゼント
（幕見席を除く）

大阪 一本松海運株式会社

・落語家と行く　なにわ探検クルーズ 乗船代割引：おとな（中学生以上）3,000円→2,500円
　※桜スペシャルクルーズは3,500円→3,000円（こどもは特典なし）
・とんぼりリバークルーズ 乗船代割引：おとな（中学生以上）900円→700円、こども（小学生）400円→300円
・とんぼりリバージャズボート 乗船代割引：おとな（中学生以上）1,800円→1600円（こどもは特典なし）

大阪

大阪歴史博物館
大阪市立東洋陶磁美術館
大阪市立自然史博物館
大阪市立美術館

記念品（オリジナルポストカード）を、各館先着2,500名にプレゼント

大阪 さかい利晶の杜
展示観覧料：20％割引
　・個人料金 大人（大学生以上）300円→240円、高校生200円→160円、中学生以下100円→80円

大阪
兵庫

りんくうプレミアム・アウトレット
神戸三田プレミアム・アウトレット

施設内で使えるクーポンシートを1部プレゼント

京都 京都タワー 展望料金：大人770円→700円、高校生620円→550円、小・中学生520円→450円

京都 京都水族館 ペンギンシールをプレゼント

京都 西陣織会館 2,000円以上お買上げの方に、「オリジナルポストカード」を１枚進呈

京都 京都祇園・弥栄会館 ギオンコーナー 公演料金：大人3,150円→2,800円

京都 京都国際マンガミュージアム オリジナルポストカードをプレゼント

京都 嵐山・モンキーパークいわたやま 入園料：大人(高校生以上)100円引、こども50円引

兵庫 姫路城【世界遺産】
通常入城料：20％割引
　・大人(18才以上)1000円→800円、小人(小・中学生、高校生)300円→240円
　※他の割引・サービスとの併用不可

兵庫 書写山圓教寺
書写山圓教寺住職がしたためた新春夢の書、および今年の一文字をプリントした限定「一文字手ぬぐい」を
プレゼント
　※書写ロープウェイ乗車券購入時に、書写駅チケットカウンターにて配付

兵庫 神戸布引ハーブ園／ロープウェイ
入場料(ロープウェイ往復＋ハーブ園入園)：20％割引　※ご本人様のみ有効
　・通常料金 大人1,400円→1,120円、小人(小・中学生)700円→560円
　・ナイター 大人800円→640円、小人500円→400円

兵庫 宝塚大劇場
劇場にてチケット引き取る際、ポストカードをプレゼント
　※宝塚歌劇公式ホームページ英語サイトでチケットを購入されたお客様が対象

兵庫 手塚治虫記念館
個人正規入館料：20％割引
　・大人700円→560円、中学生・高校生300円→240円、小学生100円→80円
　※ご本人様のみ有効

兵庫 六甲ガーデンテラス
施設内「六甲山ジンギスカンパレス」での飲食料金：10％割引
　※ご本人様のみ有効　※ドリンクのみ不可　※他の割引との併用不可

兵庫 甲子園歴史館
入館頂いた方に、ワンパス提示でオリジナルグッズをプレゼント
　※他の割引・サービスとの併用不可

奈良 柿の葉ずしJR奈良店、登大路店 お買上げの方に、記念品をプレゼント

和歌山 和歌山マリーナシティー　黒潮市場
飲食代：10％割引
　※1Fフードコート、2Fレストラン2店舗「和食レストラン」「バイキングレストラン」にて有効

5％割引など

※以下の優待特典はすべて、KANSAI ONE PASSの提示が必要です

関西国際空港内４１店舗


