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阪神タイガース 「ＳＭＢＣ 日本シリーズ ２０１４」 

優勝記念企画・セールについて 

 

 

  当グループでは、阪神タイガースが「ＳＭＢＣ 日本シリーズ ２０１４」で優勝した

場合に、これを記念し、ご声援いただいた皆様への感謝の気持ちを込めて、別紙のとお

り、各種の優勝記念企画、記念セールを予定していますので、お知らせいたします。 
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グループの阪神タイガースSMBC 日本シリーズ ２０１４優勝記念企画一覧表

１　タイガースが日本一になった場合に実施する企画

《都市交通》
サービス名・施設名 内　　　　容 実施期間 問合せ先

阪神電車 ①日本一記念グッズを各駅長室で発売
　　・「タッチアンドゴー（ＩＣカードケース）」（700円、1,000個）
　　・「キーホルダー」（700円、1,000個）

日本一決定翌日～

②日本一記念らくやんカード（2,000円、台紙付き）を各駅（大
阪難波駅・神戸高速線および係員不在時を除く）で発売
（50,000枚)

11/22(ﾀｲｶﾞｰｽﾌｧﾝ感謝祭)～
（売切れ次第終了）

③駅貼り・車内吊り等で謝恩メッセージのポスターを掲出 日本一決定翌日～11/22(ﾀｲ
ｶﾞｰｽﾌｧﾝ感謝祭)

④駅（梅田・甲子園・神戸三宮）の装飾 日本一決定翌日～11/22(ﾀｲ
ｶﾞｰｽﾌｧﾝ感謝祭)

⑤電車の優勝ロゴの車両前面シート、窓ステッカーで装飾 日本一決定翌日～11/22(ﾀｲ
ｶﾞｰｽﾌｧﾝ感謝祭)

アズナス
アズナスエクスプレス
ラガールショップ
アイビーショップ

①スポーツ新聞５紙セット販売
②優勝グッズ販売（個数限定）
店舗によっては、取扱いのない店舗があります。

①日本一決定翌日
②日本一決定後、商品入荷
次第～（売切れ次第終了）

㈱ｴｷ･ﾘﾃｰﾙ･ｻｰﾋﾞｽ阪急阪神
第二事業部
TEL：06-6373-5376

ジュースデリマメカ 甲子園ミックスジュースの値引き販売（通常280円（税込み）を
200円（税込み）で販売）
【対象店舗】
全店（梅田店、西宮ガーデンズ店、なんばウォーク店、なら
ファミリー店、ららぽーと甲子園店）

日本一決定翌日～１週間 ㈱ｴｷ･ﾘﾃｰﾙ･ｻｰﾋﾞｽ阪急阪神
事業開発部
TEL：06-6373-5344

スクラ三宮
（阪神神戸三宮駅構内）

一部の商品（個数限定）の値引き販売又は一定金額以上の
お買上げをされたお客様への景品のプレゼント
【対象店舗】
神戸屋、プラスメディ、アラカンパーニュ、三宮一貫樓、豆平

日本一決定翌日～１週間（売
切れ次第終了）

㈱ｴｷ･ﾘﾃｰﾙ･ｻｰﾋﾞｽ阪急阪神
事業開発部
TEL：06-6373-5344

阪神線及び阪急梅田駅の駅ナ
カ店舗

・店舗ごとに一定金額以上又は指定商品をお買上げいただ
いた各日先着100名のお客様に対し、後日お使いいただける
100円券を進呈
上記のほか、追加サービスを実施する店舗もあります。

日本一決定翌日及び翌々日 ㈱ｴｷ･ﾘﾃｰﾙ･ｻｰﾋﾞｽ阪急阪神
第三事業部
TEL：06-6373-5358

《不動産》
施設名 内　　　　容 実施期間 問合せ先

ディアモール大阪
ディアモールフィオレ
(梅田)

「阪神タイガース日本一記念キャンペーン」
・各店舗によるセール及びお買上げ特典進呈を期間中実施
（店舗によっては、実施しない店舗もあります。）

日本一決定翌日～3日間 大阪ダイヤモンド地下街㈱
営業部
TEL：06-6348-8931

ハービスPLAZA/PLAZA ENT
（西梅田）

「阪神タイガース　日本一記念キャンペーン」
①STACIAポイント10％相当進呈
（STACIAカードでクレジット決済していただいたご利用額の
10％相当を進呈）
②5,000円以上お買上げの方、各日先着１００名にタイガース
オリジナルクリアファイルと１，０００円分商品券プレゼント
上記のほか、店舗によっては追加サービスを実施する店舗も
あります。

日本一決定翌日～３日間 阪急阪神ビルマネジメント㈱
TEL：06-6343-7500

ラグザ大阪
（福島、ホテル阪神地下）

「阪神タイガース　日本一記念キャンペーン」
①STACIAポイント10％相当進呈(優勝決定の翌日より３日間）
（STACIAカードでクレジット決済していただいたご利用額の
10％相当を進呈）
②クリアファイル先着150名プレゼント
上記のほか、店舗によっては追加サービスを実施する店舗も
あります。

11/3～11/5
①のみ日程が異なる

阪急阪神ビルマネジメント㈱
TEL：06-6343-7515

ウイステ
（阪神野田駅前商業施設）

「阪神タイガース　日本一記念セール」
・STACIAポイント10％相当進呈
（STACIAカードでクレジット決済していただいたご利用額の
10％相当を進呈）
上記のほか、店舗によっては追加サービスを実施する店舗も
あります。

日本一決定翌日～３日間 阪急阪神ビルマネジメント㈱
TEL：06-6457-0880

ヨッテ杭瀬
（阪神杭瀬駅商業施設）

「阪神タイガース　日本一記念キャンペーン」
（店舗によっては、実施しない店舗もあります。）

日本一決定翌日～３日間 阪急阪神ビルマネジメント㈱
TEL：06-6372-7851

阪神電気鉄道㈱
運輸部　営業課
TEL：06-6457-2222

阪神電気鉄道㈱
運輸部　営業課
TEL：06-6457-2258
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アマスタ　アマセン
（阪神尼崎駅高架下商業施
設）

①日本一記念セール
（店舗によっては、実施しない店舗もあります。）
②アマスタ　アマセン商品券が当たるガラポン抽選会の実施

①日本一決定翌日～11/9
②日本一決定翌日～２日間

阪神不動産（株）
ＳＣ事業部
TEL：06-4798-7611

出屋敷アマトラ横丁
（阪神出屋敷駅高架下商業施
設）

「阪神タイガース　日本一記念キャンペーン」
（店舗によっては、実施しない店舗もあります。）

日本一決定翌日～７日間 阪急阪神ビルマネジメント㈱
TEL：06-6372-7851

エキーマ今津
（阪神今津駅高架下商業施
設）

「阪神タイガース　日本一記念セール」
（店舗によっては、実施しない店舗もあります。）

日本一決定翌日～３日間 阪急阪神ビルマネジメント㈱
TEL：0798-36-4582

エビスタ西宮
（阪神西宮駅高架下商業施
設）

「阪神タイガース　日本一記念セール」
①STACIAポイント10％相当進呈
（STACIAカードでクレジット決済していただいたご利用額の
10％相当を進呈）
②クリアファイル先着300名プレゼント
上記のほか、店舗によっては追加サービスを実施する店舗も
あります。

日本一決定翌日～３日間 阪急阪神ビルマネジメント㈱
TEL：0798-36-4561

グランフロント大阪　ショップ＆
レストラン
（梅田）

「阪神タイガース　日本一記念キャンペーン」
①OSAMPOカード２倍
②STACIAポイント10％相当進呈
（STACIAカードでクレジット決済していただいたご利用額の
10％相当を進呈）

日本一決定翌日～３日間 阪急阪神ビルマネジメント㈱
TEL：06-6372-6300

HEPファイブ
（梅田）

「阪神タイガース　日本一記念キャンペーン」
①HEP FIVE CARDポイント２倍
②STACIAポイント10％相当進呈
（STACIAカードでクレジット決済していただいたご利用額の
10％相当を進呈）
上記のほか、店舗によっては追加サービスを実施する店舗も
あります。

日本一決定翌日～３日間 阪急阪神ビルマネジメント㈱
TEL：06-6313-0501

ナビオダイニング
（梅田　HEP　NAVIO内）

「阪神タイガース　日本一記念キャンペーン」
（店舗によっては、実施しない店舗もあります。）

日本一決定翌日～３日間 阪急阪神ビルマネジメント㈱
TEL：06-6130-8410

阪急三番街
（梅田）

「阪神タイガース　日本一記念キャンペーン」
・STACIAポイント10％相当進呈
（STACIAカードでクレジット決済していただいたご利用額の
10％相当を進呈）
上記のほか、店舗によっては追加サービスを実施する店舗も
あります。

日本一決定翌日～３日間 阪急阪神ビルマネジメント㈱
  TEL 06-6371-3303

阪急かっぱ横丁
（阪急梅田駅高架下）

「阪神タイガース　日本一記念キャンペーン」
（店舗によっては、実施しない店舗もあります。）

日本一決定翌日～３日間 阪急阪神ビルマネジメント㈱
  TEL：06-6371-1617

阪急サン広場地下通り
（阪急百貨店前B1F地下通路）

「阪神タイガース　日本一記念キャンペーン」
（店舗によっては、実施しない店舗もあります。）

日本一決定翌日～３日間 阪急阪神ビルマネジメント㈱
TEL：06-6371-1650

古書のまち
（阪急梅田駅高架下）

「阪神タイガース　日本一記念キャンペーン」
（店舗によっては、実施しない店舗もあります。）

日本一決定翌日～３日間 阪急阪神ビルマネジメント㈱
TEL：06-6371-1650

阪急３２番街
（梅田　阪急グランドビル1、2、
27～31F）

「阪神タイガース　日本一記念キャンペーン」
（店舗によっては、実施しない店舗もあります。）

日本一決定翌日～３日間 阪急阪神ビルマネジメント㈱
TEL：06-6315-8370

NU茶屋町/NU茶屋町プラス
（梅田 茶屋町）

「阪神タイガース　日本一記念キャンペーン」
・STACIAポイント10％相当進呈
（STACIAカードでクレジット決済していただいたご利用額の
10％相当を進呈）
上記のほか、店舗によっては追加サービスを実施する店舗も
あります。

日本一決定翌日～３日間 阪急阪神ビルマネジメント㈱
TEL：06-6373-7371

阪急１７番街
（梅田　阪急ターミナルビル5、
6F）

「阪神タイガース　日本一記念キャンペーン」
（店舗によっては、実施しない店舗もあります。）

日本一決定翌日～３日間 阪急阪神ビルマネジメント㈱
TEL：06-6373-5392

DDハウス
（梅田）

「阪神タイガース　日本一記念キャンペーン」
（店舗によっては、実施しない店舗もあります。）

日本一決定翌日～３日間 阪急阪神ビルマネジメント㈱
TEL：06-6371-1615
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園田阪急プラザ
（阪急園田駅高架下商業施
設）

「阪神タイガース　日本一記念キャンペーン」
（店舗によっては、実施しない店舗もあります。）

日本一決定翌日～３日間 阪急阪神ビルマネジメント㈱
TEL：06-6372-7851

阪急西宮ガーデンズ
（阪急西宮北口）

「阪神タイガース　日本一記念キャンペーン」
①ガーデンズポイント２倍
②STACIAポイント10％相当進呈
（STACIAカードでクレジット決済していただいたご利用額の
10％相当を進呈）

日本一決定翌日～３日間 阪急阪神ビルマネジメント㈱
TEL：0798-68-6666

伊丹阪急駅ビル（リータ）
（阪急伊丹駅直結商業施設）

「阪神タイガース　日本一記念キャンペーン」
（店舗によっては、実施しない店舗もあります。）

日本一決定翌日～３日間 阪急阪神ビルマネジメント㈱
TEL：06-6372-7851

池田ブランマルシェ
（阪急池田駅直結商業施設）

「阪神タイガース　日本一記念キャンペーン」
（店舗によっては、実施しない店舗もあります。）

日本一決定翌日～３日間 阪急阪神ビルマネジメント㈱
TEL：06-6372-7851

ベルフローラ・かわにし
（阪急川西能勢口駅直結商業
施設）

「阪神タイガース　日本一記念キャンペーン」
（店舗によっては、実施しない店舗もあります。）

日本一決定翌日～３日間 阪急阪神ビルマネジメント㈱
TEL：072-740-3780

Ｇ・コレクション阪急宝塚
（阪急宝塚駅1F）

「阪神タイガース　日本一記念キャンペーン」
・STACIAポイント10％相当進呈
（STACIAカードでクレジット決済していただいたご利用額の
10％相当を進呈）
上記のほか、店舗によっては追加サービスを実施する店舗も
あります。

日本一決定翌日～３日間 阪急阪神ビルマネジメント㈱
TEL：0797-86-5351

上新庄阪急プラザ
（阪急上新庄駅直結商業施
設）

「阪神タイガース　日本一記念キャンペーン」
（店舗によっては、実施しない店舗もあります。）

日本一決定翌日～３日間 阪急阪神ビルマネジメント㈱
TEL：06-6372-7851

南茨木阪急グリーンプラザ
（阪急南茨木前商業施設）

「阪神タイガース　日本一記念キャンペーン」
（店舗によっては、実施しない店舗もあります。）

日本一決定翌日～３日間 阪急阪神ビルマネジメント㈱
TEL：06-6372-7851

ロサヴィア
（阪急茨木駅直結商業施設）

「阪神タイガース　日本一記念キャンペーン」
・STACIAポイント10％相当進呈
（STACIAカードでクレジット決済していただいたご利用額の
10％相当を進呈）
上記のほか、店舗によっては追加サービスを実施する店舗も
あります。

日本一決定翌日～３日間 阪急阪神ビルマネジメント㈱
TEL：072-621-0125

ミング・阪急高槻
（阪急高槻駅直結商業施設）

「阪神タイガース　日本一記念キャンペーン」
・STACIAポイント10％相当進呈
（STACIAカードでクレジット決済していただいたご利用額の
10％相当を進呈）
上記のほか、店舗によっては追加サービスを実施する店舗も
あります。

日本一決定翌日～３日間 阪急阪神ビルマネジメント㈱
TEL：072-661-8222

ミュー阪急桂
（阪急桂駅直結商業施設）

「阪神タイガース　日本一記念キャンペーン」
（店舗によっては、実施しない店舗もあります。）

日本一決定翌日～３日間 阪急阪神ビルマネジメント㈱
TEL：075-394-7130

コトクロス阪急河原町
（阪急河原町）

「阪神タイガース　日本一記念キャンペーン」
（店舗によっては、実施しない店舗もあります。）

日本一決定翌日～３日間 阪急阪神ビルマネジメント㈱
TEL：06-6372-7851

Dew阪急山田
（阪急山田駅直結商業施設）

「阪神タイガース　日本一記念キャンペーン」
（店舗によっては、実施しない店舗もあります。）

日本一決定翌日～３日間 阪急阪神ビルマネジメント㈱
TEL：06-6836-6621

《エンタテインメント・コミュニケーション》
サービス名・施設名 内　　　　容 実施期間 問合せ先

甲子園歴史館 優勝特別企画展示 日本一決定後、展示品の準
備が整い次第実施
～2015/2/11

阪神電気鉄道㈱
甲子園事業部
TEL：0798-49-4509

リゾ鳴尾浜 「阪神タイガース日本一おめでとうキャンペーン」
　プール・温泉入館料割引

大人(中学生以上)1,100円（通常 大人1,750円、中学生
1,340円）

子供(３歳～小学生) 520円（通常 小学生1,030円、３～６歳
720円）

日本一決定翌日～7日間 リゾ鳴尾浜
TEL：0798-42-2161
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インターネットプロバイダー
｢Tigers-net.com｣

日本シリーズ優勝記念　特別キャンペーン
【対象】次のいずれかの新規加入者
①Tigers公式サイトキャンペーンページからの新規加入者
②Tigers-net.comの１年割（ｅプラン、Sプラン、フレッツ光・
ADSL）又はモバイル４Gコースへの新規加入者
【内容】
・タイガースの選手の直筆サイン色紙（先着順。なくなり次第
終了）及び優勝記念タイガースグッズの詰合せセット（期間
中、対象の方全て）をプレゼント
・記念壁紙無料ダウンロード

日本一決定時～11月末 Tigers-net.com
インフォメーションセンター
TEL：0120-650-633

《ホテル》
施設名・グループ 内　　　　容 実施期間 問合せ先

ザ・リッツ・カールトン大阪
グルメショップ

次の商品の特別販売を実施
①ビクトリーマカロン
②ビクトリーケーキ
③ビクトリーブレッド

日本一決定翌日～11月末 ザ・リッツ・カールトン大阪
マーケティング・PRディレクター
TEL：ホテル代表06-6343-7000

阪急阪神第一ホテルグループ 「阪神タイガース ご声援感謝フェア」
阪急阪神第一ホテルグループ18ホテルが対象
対象ホテルのご宿泊及びWEB予約、対象レストランのご利用
＜2,000円（税サ込）以上＞で、阪神タイガースグッズなどが当
たるプレゼントキャンペーンを開催
【対象ホテル】
第一ホテル東京、第一ホテルアネックス、第一ホテル東京
シーフォート、吉祥寺第一ホテル、ホテル阪急インターナショ
ナル、大阪新阪急ホテル、新阪急ホテルアネックス、ホテル阪
神、千里阪急ホテル、ホテル阪急エキスポパーク、宝塚ホテ
ル、六甲山ホテル、京都新阪急ホテル、三木サービスエリア
宝塚ホテル(上り)、ホテルクレメント徳島、レム日比谷、レム秋
葉原、レム新大阪、レム鹿児島

11/7～11/13 ㈱阪急阪神ホテルズ
営業企画部(マーケティング)
TEL：06-6377-5743

《旅行》
社　　名 内　　　　容 実施期間 問合せ先

（株）阪急交通社
　東日本営業本部
　ﾌﾚﾝﾄﾞﾂｱｰ営業部
　東京フレンドツアーセンター

「阪神タイガース応援謝恩企画」

①添乗員同行パリ6日間 / 監督背番号にちなみ、全出発日
86,000円（燃油別）（ｺｰｽｺｰﾄﾞ：D860）　※限定120名様

②添乗員同行ローマ6日間 / 監督背番号にちなみ、全出発
日86,000円（燃油別）（ｺｰｽｺｰﾄﾞ：A860）　※限定120名様

③添乗員同行ウィーン6日間 / 監督背番号にちなみ、全出
発日86,000円（燃油別）（ｺｰｽｺｰﾄﾞ：D861）　※限定120名様

日 本 シ リ ー ズ 開 始 前 日
(10/24)～2015/1/5

お客様からの問合せは
㈱阪急交通社
東京ﾌﾚﾝﾄﾞﾂｱｰｾﾝﾀｰ
TEL：03-6745-8200

報道機関からの問合せは
㈱阪急交通社
広報部広報課
　東京：TEL 03-6745-7333
　大阪：TEL 06-4795-5711

（株）阪急交通社
　西日本営業本部
　ﾌﾚﾝﾄﾞﾂｱｰ営業部

「阪神タイガース応援謝恩企画」

メールマガジン読者向けに特別号を配信
海外旅行　国内旅行それぞれの記念ツアーを発売
　※海外６コース　国内４コースを企画（予定）
　　　詳細は11/5配信のメールマガジンで！

11/5　メールマガジン配信
特設記念ページ公開 11/5
～2015/1/5

お客様からの問合せは
特設ページ内各旅行窓口
ＵＲＬ未定

報道機関からの問合せは
㈱阪急交通社
広報部広報課
　東京：TEL 03-6745-7333
　大阪：TEL 06-4795-5711

※内容は、現在決定している主なものであり、これ以外にも実施されるものがあります。また、急遽変更する可能性があります。あらかじめご了承ください。

　また、一部内容には、既にマスコミに公表されているものがあります。
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２　タイガースが日本一を逃した場合でも実施する企画

《都市交通》
施設名 内　　　　容 実施期間 問合せ先

ジュースデリマメカ

甲子園ミックスジュースの値引き販売（通常280円（税込み）を
200円（税込み）で販売）
【対象店舗】
全店（梅田店、西宮ガーデンズ店、なんばウォーク店、なら
ファミリー店、ららぽーと甲子園店）

シリーズ終了翌日～１週間 ㈱ｴｷ･ﾘﾃｰﾙ･ｻｰﾋﾞｽ阪急阪神
事業開発部
TEL：06-6373-5344

スクラ三宮
（阪神神戸三宮駅構内）

一部の商品（個数限定）の値引き販売又は一定金額以上の
お買上げをされたお客様 への景品のプレゼント
【対象店舗】
神戸屋、プラスメディ、アラカンパーニュ、三宮一貫樓、豆平

シリーズ終了翌日～１週間
（売切れ次第終了）

㈱ｴｷ･ﾘﾃｰﾙ･ｻｰﾋﾞｽ阪急阪神
事業開発部
TEL：06-6373-5344

阪神線及び阪急梅田駅の駅ナ
カ店舗

・店舗ごとに一定金額以上又は指定商品をお買上げいただ
いた各日先着100名のお客様に対し、後日お使いいただける
100円券を進呈
上記のほか、追加サービスを実施する店舗もあります。

シリーズ終了翌日及び翌々
日

㈱ｴｷ･ﾘﾃｰﾙ･ｻｰﾋﾞｽ阪急阪神
第三事業部
TEL：06-6373-5358

《不動産》
施設名 内　　　　容 実施期間 問合せ先

ラグザ大阪
（福島、ホテル阪神地下）

「阪神タイガース　ご声援感謝キャンペーン」
・クリアファイル先着１５０名プレゼント
上記のほか、店舗によっては追加サービスを実施する店舗も
あります。

11/3～11/5 阪急阪神ビルマネジメント㈱
TEL：06-6343-7700

ウイステ
（阪神野田駅前商業施設）

「阪神タイガース　ご声援感謝セール」
（店舗によっては、実施しない店舗もあります。）

シリーズ終了翌日～３日間 阪急阪神ビルマネジメント㈱
TEL：06-6372-7891

アマスタ　アマセン
（阪神尼崎駅高架下商業施
設）

ご声援感謝セール
（店舗によっては、実施しない店舗もあります。）

シリーズ終了翌日～11/9 阪神不動産（株）
ＳＣ事業部
TEL：06-4798-7611

エキーマ今津
（阪神今津駅高架下商業施
設）

「阪神タイガース　ご声援感謝セール」
（店舗によっては、実施しない店舗もあります。）

シリーズ終了翌日～３日間 阪急阪神ビルマネジメント㈱
TEL：0798-68-6666

エビスタ西宮
（阪神西宮駅高架下商業施
設）

「阪神タイガース　ご声援感謝セール」
クリアファイル先着300名にプレゼント
上記のほか、店舗によっては追加サービスを実施する店舗も
あります。

シリーズ終了翌日～３日間 阪急阪神ビルマネジメント㈱
TEL：0798-68-6666

《エンタテインメント・コミュニケーション》
サービス名 内　　　　容 実施期間 問合せ先

インターネットプロバイダー
｢Tigers-net.com｣

「応援感謝記念　特別キャンペーン」
【対象】次のいずれかの新規加入者
①Tigers公式サイトキャンペーンページからの新規加入者
②Tigers-net.comの１年割（ｅプラン、Sプラン、フレッツ光・
ADSL）又はモバイル４Gコースへの新規加入者
【内容】
・タイガースの選手の直筆サイン色紙（先着順。なくなり次第
終了）及びタイガースグッズの詰合せセット（期間中、対象の
方全て）をプレゼント

11月中 Tigers-net.com
インフォメーションセンター
TEL：0120-650-633

《ホテル》
グループ 内　　　　容 実施期間 問合せ先

阪急阪神第一ホテルグループ 「阪神タイガース ご声援感謝フェア」
阪急阪神第一ホテルグループ18ホテルが対象
対象ホテルのご宿泊及びWEB予約、対象レストランのご利用
＜2,000円（税サ込）以上＞で、阪神タイガースグッズなどが当
たるプレゼントキャンペーンを開催
【対象ホテル】
第一ホテル東京、第一ホテルアネックス、第一ホテル東京
シーフォート、吉祥寺第一ホテル、ホテル阪急インターナショ
ナル、大阪新阪急ホテル、新阪急ホテルアネックス、ホテル阪
神、千里阪急ホテル、ホテル阪急エキスポパーク、宝塚ホテ
ル、六甲山ホテル、京都新阪急ホテル、三木サービスエリア
宝塚ホテル(上り)、ホテルクレメント徳島、レム日比谷、レム秋
葉原、レム新大阪、レム鹿児島

11/7～11/13 ㈱阪急阪神ホテルズ
営業企画部(マーケティング)
TEL：06-6377-5743
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《旅行》
社名 内　　　　容 実施期間 問合せ先

㈱阪急交通社
　東日本営業本部
　ﾌﾚﾝﾄﾞﾂｱｰ営業部
　東京フレンドツアーセンター

「阪神タイガース応援謝恩企画」

①添乗員同行パリ6日間 / 監督背番号にちなみ、全出発日
86,000円（燃油別）（ｺｰｽｺｰﾄﾞ：D860）　※限定120名様

②添乗員同行ローマ6日間 / 監督背番号にちなみ、全出発
日86,000円（燃油別）（ｺｰｽｺｰﾄﾞ：A860）　※限定120名様

③添乗員同行ウィーン6日間 / 監督背番号にちなみ、全出
発日86,000円（燃油別）（ｺｰｽｺｰﾄﾞ：D861）　※限定120名様

日 本 シ リ ー ズ 開 始 前 日
(10/24)～2015/1/5

お客様からの問合せは
㈱阪急交通社
東京ﾌﾚﾝﾄﾞﾂｱｰｾﾝﾀｰ
TEL：03-6745-8200

報道機関からの問合せは
㈱阪急交通社
広報部広報課
　東京：TEL 03-6745-7333
　大阪：TEL 06-4795-5711

㈱阪急交通社
　西日本営業本部
　ﾌﾚﾝﾄﾞﾂｱｰ営業部

「阪神タイガース応援謝恩企画」

メールマガジン読者向けに特別号を配信
海外旅行　国内旅行それぞれの記念ツアーを発売
　※海外６コース　国内４コースを企画（予定）
　　　詳細は11/5配信のメールマガジンで！

11/5　メールマガジン配信
特設記念ページ公開 11/5
～2015/1/5

お客様からの問合せは
特設ページ内各旅行窓口
ＵＲＬ未定

報道機関からの問合せは
㈱阪急交通社
広報部広報課
　東京：TEL 03-6745-7333
　大阪：TEL 06-4795-5711

※内容は、現在決定している主なものであり、これ以外にも実施されるものがあります。また、急遽変更する可能性があります。あらかじめご了承ください。

　また、一部内容には、既にマスコミに公表されているものがあります。
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