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株主優待制度の変更に関するお知らせ 

 

当社は、株主優待制度の変更について、下記のとおり決定いたしましたのでお知らせいたします。 

 

記 

 

1． 変更の理由 

株主の皆様に、当社および当社グループ施設をより一層ご利用いただき、事業へのご理解を深

めていただくことを目的として、株主優待制度の利便性向上を図ります。 

 

２．変更の内容 

変更点１ 株主優待乗車証・乗車券の選択方式の導入 

株主優待乗車証発行対象の株主様が、株主優待乗車券を希望される場合は、株主優待乗車証に

替えて株主優待乗車券を発行いたします。 

 

・選択内容 当社線全線通用乗車証１枚につき、当社線全線通用乗車券 90 枚 

      当社線全線･京阪バス線全線通用乗車証 1枚につき、当社線全線通用乗車券 120 枚 

・対  象  平成 23 年 9 月 30 日現在の株主優待乗車証発行対象の株主様で、交換を希望され、

かつ、継続して平成 24 年 3 月 31 日現在も対象である株主様 

・切替時期 平成 24 年 6 月下旬株主優待送付時 

 

※当社線全線･京阪バス線全線通用乗車証を複数枚発行しております場合は、全て交換するものとし、一部のみ

を交換することはできません。また、一旦ご送付いたしました乗車証・乗車券は、未使用であってもその後の

交換はできません。 

※平成23年10月1日以降に株主優待乗車証発行対象となられた株主様に対しては、 初の株主優待送付時には、

乗車証をお送りいたします。2度目の株主優待送付時より乗車券を選択いただけるようになります。 

※選択方法の詳細は、別途、株主通信、当社ホームページ等を通じてご案内いたします。 

※変更後の株主優待乗車証・乗車券の発行基準につきましては、別紙 1のとおりでございます。 

 

変更点２ 京阪グループ施設株主ご優待制度の変更 

京阪グループ施設株主ご優待割引券を、現行の回数券方式からカード方式に変更いたします。

(一部施設につきましては、回数券方式を継続いたします。) 

 

・変更内容 

 変更後 現 行 

優待利用方式 カード提示方式 回数券方式 

施設ごとの利用回数 利用回数の制限なし 施設ごとに定められた回数券枚数に

より利用回数に制限あり 

・変更時期 平成 23 年 11 月下旬送付時(平成 23 年 9 月 30 日現在の株主様が対象) 

 

※カード方式・・・1,000 株以上ご所有の株主様にご優待カードを 1 枚贈呈いたします。優待対象施設ご利用時

にご提示いただきますと、割引サービス等を適用いたします。 

※変更後のご優待内容、対象施設につきましては、別紙 2のとおりでございます。 

※ご優待内容、対象施設につきましては、予告なく変更する場合がございますので、ご了承ください。 

 

以 上 



別紙１ 

株主優待乗車証・乗車券発行基準 

所有株式数 
 

乗車証または乗車券の種類および枚数 
 

1,000 株以上 20,000 株未満 
 

当社線全線通用乗車券 
 

1,000 株につき 3枚 
 

20,000 株以上 株未満 34,000
 

〃 
 

60 枚 
 

34,000 株以上 48,000 株未満 当社線全線通用乗車証 

（定期券型式） 

または 

当社線全線通用乗車券 

1 枚 

 

 

90 枚 
 

48,000 株以上 100,000 株未満 当社線全線・京阪バス線全線通用乗車証

（定期券型式） 

または 

当社線全線通用乗車券 

1 枚 

 

 

120 枚 
 

100,000 株以上 300,000 株未満 当社線全線・京阪バス線全線通用乗車証

（定期券型式） 

または 

当社線全線通用乗車券 

2 枚 

 

 

240 枚 
 

300,000 株以上 500,000 株未満 当社線全線・京阪バス線全線通用乗車証

（定期券型式） 

または 

当社線全線通用乗車券 

3 枚 

 

 

360 枚 
 

500,000 株以上 1,000,000 株未満 当社線全線・京阪バス線全線通用乗車証

（定期券型式） 

または 

当社線全線通用乗車券 

5 枚 

 

 

600 枚 
 

1,000,000 株以上 当社線全線・京阪バス線全線通用乗車証

（定期券型式） 

または 

当社線全線通用乗車券 

10 枚 

 

 

1,200 枚 
 

※当社線全線・京阪バス線全線通用乗車証では、京阪バスの一部路線でご乗車になれない路線がございます。 

 
以 上 

 



別紙２ 
京阪グループ諸施設株主ご優待内容 
 

1,000 株以上ご所有の株主様に特典として、下記の京阪グループ諸施設のご優待を提供しております。 

  施設名 ご優待内容 

ひらかたパーク(★) 
のりもの乗り放題フリーパス（おとな・小学生）

3,000 円を 2,700 円に割引(回数券 2 枚) 

ガーデンミュージアム比叡 入園料金 20％割引 

くずはゴルフ場(★) 
平日 6,670 円、土日祝日 9,300 円（18 ホールプレ

ー料金）(回数券 2 枚) 

大津ボウル（1 ゲーム 260 円） 

浜大津アーカス  カラオケステーション B－WAVE 

（カラオケルーム 50%割引） 

比叡山坂本ケーブル 普通運賃 20％割引 

比叡山ドライブウェイ 

奥比叡ドライブウェイ 
通行料金 300 円割引 

アクアライナー乗船料 20％割引 
大阪水上バス  

サンタマリア デイクルーズ乗船料 20％割引 

ミシガンクルーズ （ミシガンモーニング・ミシガ

ン９０・ミシガン６０）乗船料 20%割引 

ミシガンクルーズ（ミシガンナイト）乗船料 30％

割引 

琵琶湖汽船  

竹生島クルーズ乗船料 20％割引 

レジャ

ー 

琵琶湖ホテル 天然温泉「るりの湯」 
入浴料金 1 名様 1,000 円 

(ホテル内レストランをご利用の方のみ利用可) 

京阪百貨店(★) 
買物 10％割引(回数券 20 枚) 

※5％割引又は割引除外商品があります。 

ショッ

ピング 
京阪園芸 

 クリフトン at 京阪 

 フローリスト京阪 京橋店 

中之島＊クッカ  

買物 10％割引 

ホテル京阪天満橋 

ホテル京阪京橋 

ホテル京阪京都 

ホテル京阪札幌 

ホテル京阪浅草 

京都タワーホテル 

京都タワーホテル アネックス 

京都第２タワーホテル 

京都センチュリーホテル  

通常客室料金 20％割引 

 

 

 

 

 

ホテル 

ホテル京阪ユニバーサル･タワー 

ホテル京阪ユニバーサル･シティ 

通常客室料金(平日･休日)40％割引 

(休前日)20％割引 



ロテル・ド・比叡  

基本宿泊料金(平日･休日)40％割引 

(休前日)20％割引 

（1 泊朝食付） 

琵琶湖ホテル 
通常客室料金(平日)40％割引 

(休前日･休日)20％割引 

レストラン「ロレーヌ」 

 （ホテル京阪京橋 7Ｆ） 

レストラン「オーク」 

 （ホテル京阪京都 13Ｆ）  

飲食 20％割引  

ステーキハウス 「近江」 

 （京阪モールホテル館 6Ｆ）  
飲食 20％割引 

ラウンジバー 

 （京都タワーホテル 8Ｆ） 

スカイレストラン＆ラウンジ「空－KUU－」

 （京都タワーホテル 13Ｆ） 

チャイニーズレストラン「塔苑」 

 （京都タワービルＢ1Ｆ） 

京料理「伏水」（京都タワービルＢ1Ｆ） 

飲食 10％割引 

カジュアルレストラン 

「ザ・ガーデン」 

スカイレストラン&バー 

「トップ・オブ・ユニバーサル」 

 （ホテル京阪ユニバーサル・タワー内）

バイキングレストラン 

「ワールド・ワールド・バッフェ」 

 （ホテル京阪ユニバーサル・シティ内） 

飲食 10％割引  

レストラン「ロワゾ・ブルー」 

カフェ「カフェ・ド・レレル」 

 （ロテル・ド・比叡内）  

飲食 10％割引  

京料理「嵐亭」 

鉄板焼「ボヌール」 

コーヒーハウス「ラポー」 

メインバー「エセックス」 

ラウンジ「パビヨンブロン」 

（京都センチュリーホテル内） 

飲食 10％割引 

レストラン ザ・ガーデン 

アトリウムラウンジ 

 （琵琶湖ホテル内） 

飲食 10％割引 

レスト

ラン 

パナンテ（京阪天満橋駅構内）(★) 
飲食 10％割引(回数券 5 枚) 

※一部対象外店舗があります。 

※一部割引対象外の商品等があります。  

※他の割引制度とは重ねてご利用になれません。  

※施設によっては、ご利用になれない期間がございますので、予めご確認ください。  

※ご優待内容、対象施設については、予告なく変更する場合がございますので、ご了承ください。  

※施設名の後に星印(★)の有る施設については、カードご利用対象外(回数券方式)となります。 

以 上 


