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神戸空港から 編 

Direction to BiG-i   06 
From Kobe domestic airport  

■推奨ルート   Recommend Route  
 
阪神なんば線で、三宮から難波へ。難波で南海電車に乗換、「泉ケ丘」駅へ 
  

Use Hanshin Namba line to “Namba” station from Sannomiya and change Nankai line to “Izumigaoka” station. 

① ② ③ 

④ ⑤ ⑥ 

①神戸空港はコンパクト 
  出口を出たらすぐエレベーター 
    Kobe airport is small. 
    Use a lift in front of exit. 

②エレベーターで２階に上がれば、 
  すぐにポートライナーの駅 が直結 
 Port liner station  connect to the airport  
  directly on 2nd floor. 

④車内は広くありませんが、 
  車いすが収まるスペース有り 
    Small train, but wheelchair space  
    available. 

⑤終点の「三宮」駅で降ります 
 
    Get off the final stop “Sannomiya”. 

⑥改札を出て、すぐ左に 
  地下街へのエレベーターが有り 
   Lift to underground city on left side 
   when you get off  Port Liner station.     
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Port Liner 320 yen  ( 18 min ), Hanshin  400 yen ( 44 min ), Nankai  520 yen ( 28 min ) 

運賃： ポートライナー 320円（18分） 阪神電車 400円（44分）、南海電車 520円（28分） 

③少し段差がありますが、 
  前輪を上げて中へ 
   A little gap between train  
   and platform 
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⑦ ⑧ 

⑫ 

⑬ ⑭ ⑮ 

⑨ 

⑩東口にはエレベーター有り 
 
  Lift  to platform. 

⑩ ⑪ 

⑦地下１階に降りて、「阪神三宮」駅 
  東口を目指して進みます 
     When you reach B1 floor, go to  
     “Hanshin-Sannomiya” east exit 

⑧少し距離が長いですが、 
  段差もなく快適な通路です 
    Long way to walk, but  the floor 
    is smooth for wheelchair. 

⑨阪神三宮駅東口に到着 
   
  “Hanshin-Sannomiya” Sta east exit 

⑪「難波」行きの直通列車を待ちます 
 
  Wait for the train directly to Namba, 
    or Nara through Namba. 

⑫親切な女性駅員さんが、 
  渡し板を用意してくれました 
  A kind  staff helped. 

⑬大阪難波駅に到着 
 
    Get off “Osaka-Namba” Sta. 

⑭阪神／近鉄「大阪難波」駅の 
  ホームは狭いので気をつけて 
   Narrow platform at Osaka-Namba. 
   Be careful. 

⑮ホームの西端に 
  改札へのエレベーターが有り      
    Lift is located  west end   
    of the station. 
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⑱ 

⑯大阪難波駅、西口改札 
 
  Hanshin / Kintestu  “Osaka Namba”  
     Sta west exit. 

⑯ ⑰ 

⑰改札から、エレベーターで 
  地下街「なんばウォーク」に出ます 
 Go up  underground city   
 “Namba Walk”  by the lift.  

⑱案内に従って、ひたすら地下街を 
  東へ移動。かなり歩きます 
 Keep going to east following  the  
   sign to “Nankai Namba” Sta.     
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⑲ ⑳ ㉑ 

㉒ ㉓ ㉔ 

⑲地下鉄御堂筋線１番出口の 
 地上へのエレベーターに乗ります 
 Use the lift of  No.1 exit of Metro  
 station  beside “Namba Marui” building. 

⑳地上に出て、「南海なんば」駅へ 
  雨のときは濡れます 
    Turn left when you reach outside. 
    You will be wet when it rains 

㉒南海なんば駅にいく大階段 
 
    Big stirs to “Nankai Namba” Sta. 

㉓エレベーターは階段の裏側 
  左奥へと進みます 
   Lift is located behind this stairs. 
   Go to left behind. 

㉔洋服屋さんを過ぎて、看板を右へ 
 
    Pass fashion shops and 
    turn right following the sign.     

㉑高島屋の前の横断歩道を 
  渡ります 
  Walk across the road in front of 
   Takashimaya department store. 



㉕ ㉖ 

㉚ 

㉗ 

㉘ ㉙ 

㉘泉北高速、和泉中央駅 
  行きへの電車に乗ります 
 Get on a train to “Izumi-chuo” 
 connected directly to  Semboku Kosoku .  

㉖エレベーターで３階へ 
 
  Push the button to 3rd floor. 

㉗南海難波駅  １～４番線が高野線。 
  泉北高速の直通は２番線が多いです 
    Nankai Namba station. 
    Koya line is platform  #1-4.  
    Direct train to BiG-i usually leave #2. 
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㉙泉ケ丘駅で降ります。 
   
       Get off “Izumigaoka” Sta. 

㉚改札を出たら、右へ 
  歩道橋を渡り切ります 
   Turn right  and  pass the bridge 

㉕駅へのエレベーターはこちら 
   
 The lift to Nankai Namba Sta. 
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⑯ 

㉛ ㉜ ㉝ 

㉞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.    

Big-Bang 
BiG - i 

㉛バスロータリーの左、エスカレーター 
  の裏にエレベーターがあります 
 Get on the lift behind  the escalator,  
   which is on left side of bus terminal. 

㉝エレベーターで２階へ 
 
   Go to 2nd floor by this lift. 


