
中之島駅 ナカノシマ
淀屋橋駅 ヨドヤバシ
天満橋駅 テンマバシ
京橋駅 キョウバシ
守口市駅 モリグチシ
寝屋川市駅 ネヤガワシ
枚方市駅 ヒラカタシ 梅田駅 ウメダ
樟葉駅 クズハ 尼崎駅 アマガサキ
中書島駅 チュウショジマ 甲子園駅 コウシエン
丹波橋駅 タンババシ 御影駅 ミカゲ
三条駅 サンジョウ 神戸三宮駅 コウベサンノミヤ
四宮駅 シノミヤ 新開地駅 シンカイチ

他　

生駒駅 イコマ
王寺駅 オウジ 梅田駅 ウメダ
大久保駅 オオクボ 十三駅 ジュウソウ

大阪阿部野橋駅 オオサカアベノバシ 塚口駅 ツカグチ
大阪上本町駅 オオサカウエホンマチ 西宮北口駅 ニシノミヤキタグチ
大阪難波駅 オオサカナンバ 夙川駅 シュクガワ
橿原神宮前駅 カシハラジングウマエ 神戸三宮駅 コウベサンノミヤ

京都駅 キョウト 豊中駅 トヨナカ
近鉄奈良駅 キンテツナラ 石橋駅 イシバシ
近鉄八尾駅 キンテツヤオ 川西能勢口駅 カワニシノセグチ
下市口駅 シモイチグチ 宝塚駅 タカラヅカ
新田辺駅 シンタナベ 淡路駅 アワジ
高田市駅 タカダシ 北千里駅 キタセンリ
鶴橋駅 ツルハシ 茨木市駅 イバラキシ
天理駅 テンリ 高槻市駅 タカツキシ
名張駅 ナバリ 桂駅 カツラ
榛原駅 ハイバラ 河原町駅 カワラマチ
東花園駅 ヒガシハナゾノ
藤井寺駅 フジイデラ
布施駅 フセ
古市駅 フルイチ

大和西大寺駅 ヤマトサイダイジ
大和高田駅 ヤマトタカダ
大和八木駅 ヤマトヤギ

設置駅名

設置駅名　※五十音順

※イベント開始時点の設置駅です。駅によっては品切れになっている場合もございますのであらかじめご了承ください。

SUPER KANSAI 7 LINERS STAMP RALLY
ラリーシート設置駅

O s a k a  M e t r o

近　鉄　電　車

阪　神　電　車

阪　急　電　車

京　阪　電　車 南　海　電　車
全　駅

全　駅

設置駅名

設置駅名



米原駅 マイバラ JR藤森駅 ジェイアールフジノモリ
長浜駅 ナガハマ 六地蔵駅 ロクジゾウ
木ノ本駅 キノモト 木幡駅 コハタ
彦根駅 ヒコネ 黄檗駅 オウバク
南彦根駅 ミナミヒコネ 宇治駅 ウジ
稲枝駅 イナエ JR小倉駅 ジェイアールオグラ

近江八幡駅 オウミハチマン 城陽駅 ジョウヨウ
野洲駅 ヤス 東淀川駅 ヒガシヨドガワ
守山駅 モリヤマ 新大阪駅 シンオオサカ
栗東駅 リットウ 大阪駅 オオサカ
草津駅 クサツ 塚本駅 ツカモト
南草津駅 ミナミクサツ 大阪城北詰駅 オオサカジョウキタヅメ
貴生川駅 キブカワ 大阪天満宮駅 オオサカテンマングウ
瀬田駅 セタ 北新地駅 キタシンチ
石山駅 イシヤマ 新福島駅 シンフクシマ
膳所駅 ゼゼ 海老江駅 エビエ
大津駅 オオツ 御幣島駅 ミテジマ
山科駅 ヤマシナ 加島駅 カシマ
京都駅 キョウト 尼崎駅 アマガサキ
西大路駅 ニシオオジ 塚口駅 ツカグチ
桂川駅 カツラガワ 猪名寺駅 イナデラ
向日町駅 ムコウマチ 森ノ宮駅 モリノミヤ
長岡京駅 ナガオカキョウ 玉造駅 タマツクリ
山崎駅 ヤマザキ 鶴橋駅 ツルハシ
島本駅 シマモト 桃谷駅 モモダニ
高槻駅 タカツキ 寺田町駅 テラダチョウ

摂津富田駅 セッツトンダ 天満駅 テンマバシ
JR総持寺駅 ジェイアールソウジジ 桜ノ宮駅 サクラノミヤ
茨木駅 イバラギ 京橋駅 キョウバシ
千里丘駅 センリオカ 大阪城公園駅 オオサカジョウコウエン
岸辺駅 キシベ 福島駅 フクシマ
吹田駅 スイタ 野田駅 ノダ
大津京駅 オオツキョウ 西九条駅 ニシクジョウ

比叡山坂本駅 ヒエイザンサカモト 弁天町駅 ベンテンチョウ
おごと温泉駅 オゴトオンセン ユニバーサルシティ駅 ユニバーサルシティ

堅田駅 カタタ 大正駅 タイショウ
和邇駅 ワニ 芦原橋駅 アシハラバシ

近江舞子駅 オウミマイコ 新今宮駅 シンイマミヤ
近江今津駅 オウミイマヅ JR難波駅 ジェイアールナンバ
丹波口駅 タンバグチ 今宮駅 イマミヤ
二条駅 ニジョウ 鴫野駅 シギノ
円町駅 エンマチ 放出駅 ハナテン
花園駅 ハナゾノ 徳庵駅 トクアン
太秦駅 ウズマサ 鴻池新田駅 コウノイケシンデン

嵯峨嵐山駅 サガアラシヤマ 住道駅 スミノドウ
亀岡駅 カメオカ 野崎駅 ノザキ
園部駅 ソノベ 四条畷駅 シジョウナワテ
東福寺駅 トウフクジ 忍ヶ丘駅 シノブガオカ
稲荷駅 イナリ 東寝屋川駅 ヒガシネヤガワ
JR藤森駅 ジェイアールフジノモリ 星田駅 ホシダ
六地蔵駅 ロクジゾウ 河内磐船駅 カワチイワフネ
木幡駅 コハタ 長尾駅 ナガオカキョウ
黄檗駅 オウバク JR小倉駅 ジェイアールオグラ
宇治駅 ウジ 城陽駅 ジョウヨウ

J R　西　日　本
設置駅名



東淀川駅 ヒガシヨドガワ 新三田駅 シンサンダ
新大阪駅 シンオオサカ 天王寺駅 テンノウジ
大阪駅 オオサカ 東部市場前駅 トウブシジョウマエ
塚本駅 ツカモト 平野駅 ヒラノ

大阪城北詰駅 オオサカジョウキタヅメ 美章園駅 ビショウエン
大阪天満宮駅 オオサカテンマングウ 南田辺駅 ミナミタナベ
北新地駅 キタシンチ 加美駅 カミ
新福島駅 シンフクシマ 久宝寺駅 キュウホウジ
海老江駅 エビエ 八尾駅 ヤオ
御幣島駅 ミテジマ 志紀駅 シキ
加島駅 カシマ 柏原駅 カシワラ
尼崎駅 アマガサキ 高井田駅 タカイダ
塚口駅 ツカグチ 三郷駅 サンゴウ
猪名寺駅 イナデラ 王寺駅 オウジ
森ノ宮駅 モリノミヤ 法隆寺駅 ホウリュウジ
玉造駅 タマツクリ 大和小泉駅 ヤマトコイズミ
鶴橋駅 ツルハシ 郡山駅 コオリヤマ
桃谷駅 モモダニ 奈良駅 ナラ
寺田町駅 テラダチョウ 平城山駅 ナラヤマ
天満駅 テンマバシ 木津駅 キヅ
桜ノ宮駅 サクラノミヤ 加茂駅 カモ
京橋駅 キョウバシ 鶴ヶ丘駅 ツルガオカ

大阪城公園駅 オオサカジョウコウエン 長居駅 ナガイ
福島駅 フクシマ 我孫子町駅 アビコチョウ
野田駅 ノダ 杉本町駅 スギモトチョウ
西九条駅 ニシクジョウ 浅香駅 アサカ
弁天町駅 ベンテンチョウ 堺市駅 サカイシ

ユニバーサルシティ駅 ユニバーサルシティ 百舌鳥駅 モズ
大正駅 タイショウ 上野芝駅 ウエノシバ
芦原橋駅 アシハラバシ 津久野駅 ツクノ
新今宮駅 シンイマミヤ 鳳駅 オオトリ
JR難波駅 ジェイアールナンバ 東羽衣駅 ヒガシハゴロモ
今宮駅 イマミヤ 北信太駅 キタシノダ
鴫野駅 シギノ 和泉府中駅 イズミフチュウ
放出駅 ハナテン 久米田駅 クメダ
徳庵駅 トクアン 東岸和田駅 ヒガシキシワダ

鴻池新田駅 コウノイケシンデン 東貝塚駅 ヒガシカイヅカ
住道駅 スミノドウ 東佐野駅 ヒガシサノ
野崎駅 ノザキ 熊取駅 クマトリ
四条畷駅 シジョウナワテ 日根野駅 ヒネノ
忍ヶ丘駅 シノブガオカ 関西空港駅 カンサイクウコウ
東寝屋川駅 ヒガシネヤガワ 伊賀上野駅 イガウエノ
星田駅 ホシダ 天理駅 テンリ

河内磐船駅 カワチイワフネ 高田駅 タカダ
長尾駅 ナガオカキョウ 立花駅 タチバナ

松井山手駅 マツイヤマテ 甲子園口駅 コウシエングチ
京田辺駅 キョウタナベ 西宮駅 ニシノミヤ
同志社前駅 ドウシシャマエ 芦屋駅 アシヤ
祝園駅 ホウソノ さくら夙川駅 サクラシュクガワ
伊丹駅 イタミ 甲南山手駅 コウナンヤマテ
北伊丹駅 キタイタミ 摂津本山駅 セッツモトヤマ
川西池田駅 カワニシイケダ 住吉駅 スミヨシヒガシ
中山寺駅 ナカヤマデラ 六甲道駅 ロッコウミチ
宝塚駅 タカラヅカ 摩耶駅 マヤ

西宮名塩駅 ニシノミヤナジオ 灘駅 ナダ
三田駅 サンダ 三ノ宮駅 サンノミヤ



元町駅 モトマチ
神戸駅 コウベ
兵庫駅 ヒョウゴ
新長田駅 シンナガタ
鷹取駅 タカトリ

須磨海浜公園駅 スマカイヒンコウエン
須磨駅 スマ
塩屋駅 シオヤ
垂水駅 タルミ
舞子駅 マイコ
新神戸駅 シンコウベ
朝霧駅 アサギリ
明石駅 アカシ
西明石駅 ニシアカシ
大久保駅 オオクボ
魚住駅 ウオズミ
土山駅 ツチヤマ

東加古川駅 ヒガシカコガワ
加古川駅 カコガワ
宝殿駅 ホウデン
曽根駅 ソネ
御着駅 ゴチャク
姫路駅 ヒメジ
英賀保駅 アガホ

はりま勝原駅 ハリマカツハラ
網干駅 アボシ
竜野駅 タツノ
相生駅 アイオイ
上郡駅 カミゴオリ
西相生駅 ニシアイオイ
坂越駅 サコシ

播州赤穂駅 バンシュウアコウ
厄神駅 ヤクジン
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