
会場（帝塚山大学東生駒キャンパス）へのアクセスのご案内 

 
以下、５通りのアクセスをご案内いたします。 
（１）ＪＲ新大阪駅（ＪＲ大阪駅経由）から電車をご利用になる場合 
（２）ＪＲ京都駅から電車をご利用になる場合 
（３）関西国際空港よりリムジンバスをご利用になる場合 
（４）大阪国際空港（伊丹空港）よりリムジンバスをご利用になる場合 
（５）お車でお越しの場合 
 
※上記のいずれの経路でも、 終的には東生駒駅から帝塚山大学行きバスに乗車していた

だくことになります。（所要時間約 5 分、料金１７０円。後払い制、事前に両替しておいて

ください） 
■バスターミナル 1 番のりば（帝塚山住宅方面）  

[74] 、[75] 帝塚山住宅 行  
[文] 帝塚山大学 行 

※[74] 、[75]系統のバスは大学を経由する便と経由しない便がございます。誘導

係の者が誘導いたしますが、誘導係の者がいない場合は、バスの乗車入り口の上

部にある行き先案内または運転士に直接ご確認ください。また、間違えて[67] 帝

塚山住宅 行（さつき台住宅経由）に乗車した場合は、「社会健康保険センター前」

で下車の上、大学まで徒歩でお越し下さい。 
・リムジンバスは、高速道路の混雑状況により、大幅に遅延する場合がございますので、

特にご注意ください。 
・空港へ向かうリムジンバスは予約をしておいて下さい。できるだけ早く各バス運行会社

にお問い合わせください。 
・以下の路線は、研究大会の時間帯に鑑みて路線検索をした結果の一例です（10 月 6 日（土）

の大会 1 日目、9 時 30 分に東生駒駅到着で検索）。 
・交通経路等に関しては、開催校の案内係の者に気軽に相談してください 
 
（１）ＪＲ新大阪駅（ＪＲ大阪駅経由）から電車をご利用になる場合 
東生駒駅までの所要時間はおよそ５０分、運賃は６６０円です。以下の経路をご参照くだ

さい。 
■ 新大阪  8:39 発 
↓ 15 分  大阪市営地下鉄御堂筋線(普通)【なかもず行き】※１ 運賃 270 円  

※大阪市営地下鉄梅田駅（＝ＪＲ大阪駅から徒歩３分）を経由します 
□ なんば(大阪市営)    △8:54 着   8:54 発 



↓ 4 分   徒歩   
□ 近鉄難波    8:58 着   9:02 発 ※２ 
↓ 21 分   近鉄奈良線(快速急行)【近鉄奈良行き】 運賃 390 円 
□ 生駒    △9:23 着   9:28 発  
↓ 2 分   近鉄奈良線(区間準急)【大和西大寺行き】 
■ 東生駒    △9:30 着 
 
※１ 土日の８時台は１時間に１５本運行しています。 
※２ 近鉄難波から普通電車をご利用の場合は時間がかかります（所要時間約４０分）。 
 
（２）ＪＲ京都駅から電車をご利用になる場合 
東生駒駅までの所要時間はおよそ５３分、運賃は６７０円です。以下の経路をご参照くだ

さい。 
■   京都  8:31 発 
↓ 38 分   近鉄京都線(急行)【天理行き】運賃 670 円 
□    大和西大寺    △9:09 着   9:14 発 
↓ 10 分   近鉄奈良線(普通)【近鉄難波行き】  
■    東生駒    △9:24 着 
 
京都駅から大和西大寺まで特急電車（1 時間に 2 本）も運行しています（所要時間 28 分、

料金 1040 円） 
 
（３）関西国際空港よりリムジンバスをご利用になる場合 
関西国際空港からリムジンバスで近鉄学園前駅へ行き、近鉄電車の普通電車で東生駒駅ま

でお越しください。 
空港から近鉄学園前駅までのリムジンバスの所要時間は約８０分、料金は１８００円です。 
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・関西空港行きは１ヶ月前から予約が可能です。 
・ご予約は・・・関西空港交通株式会社 TEL.0742-22-5110（9:00～19:00） 
 
近鉄学園前駅から東生駒駅までは所要時間は５分、料金は２００円です。 
※普通電車に乗ってください。 
 
（４）大阪国際空港（伊丹空港）よりリムジンバスをご利用になる場合 
※関西国際空港経由の方が便利です。 
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・お急ぎの場合は、リムジンバスを「第二阪奈生駒」で下車し、タクシーをご利用くださ

い。 
・空港から第二阪奈までの所要時間は約 45 分です。 

お問合せ先：奈良交通バス TEL:0742-22-5110 
・新大宮駅から東生駒駅までは所要時間は１４分、料金は２５０円です。 
※普通電車をご利用ください。 
 
（５）お車でお越しの場合 
東生駒駅前に近鉄電車の関連会社の駐車場がございます。大学構内での駐車はできませ

んので、会場である東生駒キャンパスまでは東生駒駅からバスをご利用いただくことにな

ります。予めご了承ください。 
◆近鉄東生駒駐車場 

時間貸し：２４３台 
＜時間貸駐車料金＞３０分１００円 「一日 大料金８００円（24 時まで)」 



利用時間 ＜時間貸駐車＞ 終日  
※お問い合せ先 近鉄ビルサービス株式会社 上本町駐車場事務所 
電話番号 06-6779-8427 
※以下のホームページをご参照の上、ご確認いただきますようお願いいたします。 
http://www.kintetsu.co.jp/kss/parking/parking_info/parkingdetails.html?key=86 
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お帰りの際のご案内 

（１）リムジンバスで各空港まで向かう場合 
学園前駅からリムジンバスが出ています。必ずご予約の上、ご利用ください。 
 
（２）電車で関西国際空港へ向かう場合 
・ＪＲ難波駅からＪＲ関空快速で約 50 分 
・なんば駅から南海電鉄特急ラピートで約 34 分（空港急行で約 43 分） 
 
（３）電車で新大阪駅まで向かう場合 
会場の東生駒キャンパスから東生駒駅までのバスをご利用ください。次に、東生駒駅より

近鉄難波駅まで近鉄電車をご利用ください。そして、近鉄難波駅で大阪市営地下鉄御堂筋

線にお乗り換え下さい。 
※お急ぎの場合、生駒駅で急行など速い電車に乗り換えてください。 
※特急もありますが、特急料金がかかります。 
 
（４）電車で京都駅まで向かう場合 
会場の東生駒キャンパスから東生駒駅までのバスをご利用ください。次に、東生駒駅より

近鉄電車に乗り、大和西大寺駅で近鉄京都線に乗り換えてください。 
※大和西大寺駅から京都駅までの特急もありますが、特急料金がかかります。 
 
※懇親会終了後、奈良ホテルから関西国際空港へ向かうリムジンバスをご利用になっても

その日のご搭乗は不可能であると思われます（7 月 27 日現在、航空機の時刻表は未発表で

す）。事前にご確認ください。 
 
※インターネットをご利用可能な方は奈良ホテルのアクセスマップをご参照ください。 
http://www.narahotel.co.jp/company/access.html 


