
ビッグ・アイへの行き方 ０４  

関西国際空港から 編 

Direction to BiG-i   04 
From Kansai  international airport  

■推奨ルート   Recommend Route 
 
南海電車で、「天下茶屋」乗り換えが最も良いです。 
ＪＲで「三国ヶ丘」に行き、南海電車に乗り換える方法もあります。 
泉北ニュータウン行きの空港バスが１時間に１本ありますが、階段だけなので、車いすでは利用が難しいです。 
 
Nankai railway is the best way to BiG-i from Kansai international airport. Transit at “Tengachaya” Sta. 
Using JR  is also possible.  Transit at “Mikunigaoka” Sta. 
Airport buses run 1 time per hour to “Izumigaoka “ Sta, but they are not wheelchair accessible. 

① ② ③ 

④ ⑤ ⑥ 

①関西空港、駅は２階と直結です。 
   バスは、１階になります。 
  Railway station is connect directly at 
  2nd  floor.  Bus stop is at 1st floor. 
   

②連絡ブリッジを渡れば鉄道駅です 
  
  Pass the bridge on 2nd floor. 
  Railway stations are there. 

④幅の広い改札もあり 
  もちろんエレベーターもあります 
  Use Nankai line. 
  The station is wheelchair accessible. 

⑤空港急行「なんば行き」に乗ります 
  
   Get on airport express to  “Namba” 

⑥特急ラピートに乗ることも可能 
  ただし特急料金は500円 
   You can use limited express  Rapi:t 
   charged additional fee 500 yen 

ビッグ・アイ   
国際障害者交流センター 
〒590-0115  大阪府堺市南区茶山台1-8-1 
TEL  072-290-0900     FAX  072-290-0920 

BiG - i   
International Communication Center for Person with Disabilities 
1-8-1 Chayamadai, Minami, Sakai, 590-0115 JAPAN 
TEL 072-290-0900   FAX 072-290-0920 

③左側の青がＪＲ「関西空港」駅 
   右側の赤が南海「関西空港」駅 
  JR is on the left side, blue color. 
  Nankai  is on the right side, red color. 
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⑦天下茶屋駅で降ります。 
  所要約45分。   
   Get off “Tengachaya” Sta. 
   It takes about 45 min. 

⑧青色の南海線から、緑色の高野線 
  へ乗換です。エレベーター完備 
  Transit green color Koya line. 
  Use the lift to change the platform. 

⑨泉北高速「和泉中央」行きの 
  電車にのります。 
  Get on a train bound for  
    Semboku Kosoku “Izumi -chuo” . 

⑫ 

⑪改札を出たら右へ 
   Turn right  and  pass the bridge. 

⑩「泉ケ丘」駅で降ります。 
  Get off “Izumigaoka” Sta. 

⑫エスカレーターの裏にエレベーター 
  Get on the lift behind  the escalator. 

⑭ 

⑰到着です！ 
   
    Yes, you arrive ! 

⑯ビッグアイが見えました！ 
  隣の円盤建物は「ビッグバン」 
There is “BiG-i” next to  the building 
 “Big-Bang”  like UFO flying disk. 

⑬ 

電車賃：  南海「関西空港」－泉北高速「泉ケ丘」 1140円 （45分＋23分） 
 train fee :  Nankai Kansai airport – Izumigaoka   1140 yen ( 45 min + 23 min ) 

Big-Bang 
BiG - i 


