
                                   平成２３年３月９日 

 

近鉄特急と伊勢神宮の朱印帳をお得にセット 

「伊勢の神宮 正宮
しょうぐう

 別宮
べつぐう

 おかげ参り ご朱印巡りきっぷ」を発売 
～ご好評にお応えし、平成２３年度版を３月１９日から発売～ 

 

近鉄では、昨年１１月から本年３月末までの予定で発売し、大変ご好評をいただいている「伊勢の神宮 正

宮 別宮 おかげ参り ご朱印巡りきっぷ」を、平成２３年度も継続して発売することとしましたので、お知ら

せします。 

伊勢神宮には正宮（内宮、外宮）のほか、別宮（正宮と関わりの深い神を祀る格式の高いお社）が１４あり、

そのうち正宮と５つの別宮でご朱印がいただけますが、このきっぷは、正宮・別宮巡りとご朱印集めに大変便

利なものになっています。 

 

伊勢志摩までの往復の乗車券・特急券、伊勢志摩地区の近鉄電車フリー乗車券（フリー区間用特急券引換券

２枚付き）、伊勢・二見・鳥羽地区のバスフリー乗車券、南紀特急バスの半額割引券、伊勢名物・赤福の引換

券、「神宮徴古館・農業館」、「おかげ座」の入館券、「お伊勢さん観光案内人」のガイド付き内宮参拝に１人５

００円で参加できる参加券、ご案内文付きの朱印帳がセットになっています。さらに、別宮巡りや神宮ゆかり

の地巡りに便利な観光タクシー（宇治山田駅発の２コース。１台５，３００円／９０分）をこのきっぷご利用

者専用のオプションとして用意しています。 

大阪・京都・奈良 府県下からご利用いただける「関西発」が６，０００円、愛知・三重県下からご利用い

ただける「東海発」が５，５００円です。 

 

「ご朱印巡りきっぷ」で、伊勢神宮の正宮・別宮を訪れてご朱印を集めていただき、伊勢神宮の奥深い魅力

を感じていただければと考えています。 

詳細は別紙のとおりです。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「伊勢の神宮 正宮 別宮 おかげ参り ご朱印巡りきっぷ」 観光タクシー１台利用券 

（オプション）
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１．「伊勢の神宮 正宮 別宮 おかげ参り ご朱印巡りきっぷ」  詳細 

 

（１）発 売 期 間  平成２３年３月１９日（土）～平成２４年３月２８日（水） 

※ご利用当日は発売しません。（前売り制） 

 

（２）ご利用期間  平成２３年４月１日（金）～平成２４年３月３１日（土） 

 

（３）有 効 期 間  ご利用期間中（ただし、購入日の翌日以降に限る）で乗車開始日から３日間有効 

 

（４）発 売 額  ○関西発 ６，０００円 

           ○東海発 ５，５００円 

           ※いずれも大人用のみ 

 

（５）発 売 箇 所  ○関西発  大阪難波、大阪上本町、大阪阿部野橋、京都、大和西大寺、橿原神宮前、 

名張の各駅営業所 

           ○東海発  近鉄名古屋、近鉄四日市、津、名張の各駅営業所 

○関西発・東海発とも 

・ＫＮＴツーリスト・近畿日本ツーリスト、ＪＴＢ・日本旅行各グルー

プ、京阪交通社、農協観光の主要支店・営業所 

・近鉄グループのインターネット・ショッピングモール どっとこむラ

イフ（http://www.dotcom-life.com/） 

           ※旅行会社では現在ご予約を受け付けています。 

 

（６）セット内容 

    ①発駅からフリー区間までの往復乗車券 

     ・「関西発」は往路発駅および復路着駅を大阪・京都・奈良 府県下の各駅からお選びいただけます。 

     ・「東海発」は往路発駅および復路着駅を愛知・三重県下の各駅からお選びいただけます。 

    ②近鉄発駅からフリー区間（松阪駅～賢島駅）までの往復特急券引換券 

③フリー区間（松阪駅～賢島駅）の近鉄電車が乗り放題。 

④フリー区間（松阪駅～賢島駅）でご利用いただける特急券引換券（２枚） 

⑤伊勢・二見・鳥羽地域の三重交通バス・鳥羽市かもめバスが乗り放題。 

・伊勢二見鳥羽周遊バス（ＣＡＮばす）を含む。 

※高速バスを除く。 

    ⑥南紀特急バス（三重交通・三重急行自動車共同運行）半額割引券（２枚） 

     ・松阪駅前～滝原宮前間をご利用の場合に限り、半額（１,１７０円→５９０円）でご利用いただ

けます。 

    ⑦伊勢名物 赤福引換券 

     ・伊勢名物 赤福 お召し上がり「盆」（３粒盆、お茶付）と引換えできます。 

・引換店舗：本店、内宮前支店、五十鈴川店、鳥羽支店 

      ※店舗内でのお召し上がりにのみ使用可。 

    ⑧神宮徴古館
ちょうこかん

・農業館 入館券 

     ・伊勢神宮のご神宝がいつでも拝観いただける「神宮徴古館」、日本最初の産業博物館「神宮農業

館」にご入館いただけます。 

    ⑨おかげ座（おかげ横丁） 入館券 

     ・おかげ横丁内にある、３００年前のお伊勢参りを再現したお伊勢参り歴史館「おかげ座」に入館

できます。 

    ⑩「お伊勢さん観光案内人」ガイド付き内宮参拝参加券（参加には１人５００円が別途必要です。） 

     ・伊勢商工会議所主催の検定「お伊勢さん」に合格した「お伊勢さん観光案内人」のガイド付き内

宮参拝に、１人５００円（現地でお支払いいただきます）で参加できます。 

 

別 紙 
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      ※通常は、グループごとに案内人が付き、１～５人のグループの場合３，０００円です。このき

っぷをお持ちの方は、１人からでも５００円（１人あたり）で参加できます。 

     ・実施日：平成２３年４月１日（金）～１２月３０日（金） 

平成２４年１月１０日（火）～３月３１日（土） 

     ・実施時間：１３：３０～１５：００（所要時間約９０分） 

・各日先着２０名様まで。（１３：２０までに伊勢神宮内宮前「美
うま

し国観光ステーション」にご集 

合いただきます。希望者多数の場合は参加できない場合があります。） 

⑪伊勢の神宮 正宮 別宮 おかげ参り朱印帳 ご案内文付き 

     ・ご朱印がいただける正宮・別宮（計７宮）の朱印帳です。 

・伊勢神宮の正宮・別宮のご案内文が付いています。 

    ⑫【オプション】「ご朱印巡りきっぷ」ご利用者専用の観光タクシーがご利用になれます。 

※観光タクシーの料金は「ご朱印巡りきっぷ」（１人あたり関西発６，０００円、東海発５，５０

０円）には含まれていません。「ご朱印巡りきっぷ」とは別に、追加で「観光タクシー１台利用

券」（１台あたり５，３００円）が必要です。  

※観光タクシーの詳細は次項参照。 

    

  ※ご朱印をいただく際は、志をお納めください。（このきっぷには志納料は含まれておりません。） 

 

２．ご朱印巡りきっぷ観光タクシー１台利用券（オプション） 詳細 

 「ご朱印巡りきっぷ」をご利用の方だけがオプションとして利用できる観光タクシーです。ご朱印がいた

だける正宮・別宮を効率よく巡るコースと、伊勢神宮の食にゆかりのある箇所を巡るのに便利なコースの２

コースをご用意しています。 

 近鉄宇治山田駅前から予約なしでご利用でき、よりスムーズに観光していただけます。 

 

（１）発 売 期 間  平成２３年３月１９日（土）～平成２４年３月３１日（土） 

 

（２）ご利用期間  平成２３年４月 １日（金）～ ４月２７日（水） 

５月 ９日（月）～ ８月１１日（木） 

８月１７日（水）～１２月３０日（金） 

平成２４年１月１６日（月）～ ３月３１日（土） 

 

（３）有 効 期 間  ご利用期間中で、同時に使用する「ご朱印巡りきっぷ」の有効期間内 

（ご利用当日１回限り） 

 

（４）ご利用時間  ９：００～１５：００ 

※この間に宇治山田駅前タクシーのりばからご乗車いただけます。予約は不要です。 

 

（５）発 売 額  ５，３００円（１台。４名様までご乗車いただけます） 

 

（６）発 売 箇 所  ・近鉄主要駅営業所（「ご朱印巡りきっぷ」発売箇所）および宇治山田駅 

・ＫＮＴツーリスト・近畿日本ツーリスト、ＪＴＢ・日本旅行各グループ、京阪交通

社、農協観光の主要支店・営業所 

※「ご朱印巡りきっぷ」をご利用になる方のみお買い求めいただけます。 

※「ご朱印巡りきっぷ」をお求めの際に、「観光タクシー１台利用券」を同時にお買

い求めください。 

※すでに「ご朱印巡りきっぷ」をお持ちのお客様で、観光タクシーのご利用を希望さ

れる方は、近鉄主要駅営業所（「ご朱印巡りきっぷ」発売箇所）および宇治山田駅

で「ご朱印巡りきっぷ」を呈示していただくと、「観光タクシー１台利用券」を追

加でお求めいただけます。 
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※旅行会社で「観光タクシー１台利用券」をお求めの場合は、「ご朱印巡りきっぷ」

１人分とセットした額（関西発１１，３００円、東海発１０，８００円）での発売

となります。 

           ※旅行会社では現在ご予約を受け付けています。 

 

（７）コ ー ス  ※宇治山田駅発の２コース（所要時間９０分） 

Ａ．伊勢神宮 正宮・別宮めぐりコース 

宇治山田駅==（７分）==外宮★（見学３０分）==（３分）==月夜見宮★（見学５分）==（１０

分）==倭姫宮★（見学１０分）==（５分）==月読宮★（見学１５分）==（５分）==内宮★ 

Ｂ．伊勢神宮の“食”めぐりコース 

宇治山田駅==（７分）==外宮★（見学２５分）==（１５分）==神宮神田（見学５分）==（１５

分）==御塩浜（見学５分）==（３分）==御塩殿
おしおどの

神社（見学１０分）==（５分）==二見シーパラダ

イス前 

※ご乗車前にＡコースまたはＢコースのうちお好きなコースをお選びいただきます。 

※★はご朱印がいただける箇所です。 

 

（８）ご利用方法・ご注意等 

  ・観光タクシー１台利用券１枚で、観光タクシー１台に４名様までご乗車いただけます。 

（例）３名様のグループで観光タクシー１台を利用される場合は、「ご朱印巡りきっぷ」３名様分と「観

光タクシー１台利用券」１枚をお買い求めください。 

・すべての会社の、小型タクシーおよび中型タクシー１台がご利用いただけます。 

・乗車開始後のコースの変更はできません。 

・交通事情等により所要時間が前後する場合があります。 

・お客様のご希望による時間（９０分）の延長、指定コース以外の箇所への立ち寄りはできません。 

・タクシー乗務員による観光案内はございません。 

・タクシーは全車禁煙です。 

・この観光タクシーは片道コースです。お帰りは三重交通バス（「ご朱印巡りきっぷ」で乗車可）や別

途タクシーをご利用ください。 

 

以 上 
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（参考） 
 

■正宮と別宮 

伊勢神宮は、天照大神
あまてらすおおみかみ

をお祀りする皇
こう

大神宮
たいじんぐう

（内宮）と、豊受大神
とようけおおみかみ

をお祀りする豊受
とようけ

大神宮
だいじんぐう

（外宮）を正

宮とし、１４の別宮と、１０９の摂社・末社・所管社と、全部で１２５社から成り立っています。別宮は、正

宮の「わけみや」の意味で、正宮と関わりの深い神を祀る格式の高いお社です。 

正宮と５つの別宮の計７宮でご朱印がいただけます。このうち、「遥 宮
はるかのみや

」と呼ばれる滝原宮は少し離れた

場所にありますが、南紀特急バス（半額割引券付き）を利用して巡ることができます。 

 

 

○正宮・別宮の名称とアクセス 

 
名称 アクセス 

正宮 皇大神宮
こうたいじんぐう

（内宮）※ 

別宮 荒祭宮
あらまつりのみや

  

別宮 風日祈宮
かざひのみのみや

  

宇治山田駅・伊勢市駅→ 

バス約２０分「内宮前」下車すぐ 

正宮 豊受大神宮
とようけだいじんぐう

（外宮）※ 

別宮 多賀宮
たかのみや

 

別宮 土宮
つちのみや

 

別宮 風宮
かぜのみや

 

伊勢市駅→徒歩約７分 

別宮 月夜見宮
つきよみのみや

※ 伊勢市駅→徒歩約１０分 

別宮 倭 姫 宮
やまとひめのみや

※ 
宇治山田駅→バス約１５分 

「徴古館前」下車徒歩約５分 

別宮 月 読 宮
つきよみのみや

※ 

別宮 月読荒御魂宮
つきよみあらみたまのみや

 

別宮 伊佐奈岐宮
い ざ な ぎ の み や

 

別宮 伊佐奈弥宮
い ざ な み の み や

 

五十鈴川駅→徒歩約１０分 

別宮 伊雑宮
いざわのみや

※ 上之郷駅→徒歩約５分 

別宮 滝 原 宮
たきはらのみや

※ 

別宮 滝原並宮
たきはらならびのみや

 

松阪駅→南紀特急バス約５０分 

「滝原宮前」下車すぐ 

※ご朱印がいただける正宮・別宮。 

 

以 上 

 

       


