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京阪ホールディングス株式会社(本社：大阪市中央区、社長：加藤 好文)と京阪電気

鉄道株式会社(本社：大阪市中央区、社長：中野 道夫)、叡山電鉄株式会社(本社：京都

市左京区、社長：塩山 等)は、現在テレビ放送中のアニメ「京都寺町三条のホームズ」

とのコラボレーション企画を 2018年 7月 21日(土)から本格展開します。 

 同アニメは、京都の寺町三条商店街にある骨董品店(架空)を舞台に、骨董品鑑定と京 

都探訪、それにまつわる日常の謎解きと主役 2 人の恋模様を中心に描いたもので、作中

には京阪電車・叡山電車沿線のスポットが多数登場します。 

本企画では、京阪電車と叡山電車の駅にキャラクターパネルを設置するほか、作品に

登場するスポット等を巡るスタンプラリーを実施。併せて、スタンプラリー等に便利な

マップの発行と企画乗車券の発売を行います。なお、スタンプラリーの賞品としてオリ

ジナルブロマイドとオリジナルボイスを、企画乗車券の特典としてオリジナルボイスを

それぞれ進呈します。このほか、京阪電車・叡山電車でのヘッドマーク掲出等も行いま

す。また、株式会社京阪レストラン(本社：大阪市中央区、社長：立山 卓司)が展開す

るジューススタンド「ジューサーバー」では、現在、アニメとコラボレーションしたオ

リジナルジュースを好評発売中です。 

 詳細は別紙のとおりです。 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

スタンプラリーシート 

放送中のアニメ「京都寺町三条のホームズ」との 

コラボレーション企画を 7月 21日(土)から本格展開します 

○京阪電車および叡山電車の駅にキャラクターパネルを設置 

○作品に登場するスポット等を巡るスタンプラリーを実施 

○京阪電車と叡山電車でオリジナルボイス付き企画乗車券を発売 

○「ジューサーバー」ではオリジナルコラボジュースを好評発売中 

キャラクターパネル マップ(表紙) 

©望月麻衣・秋月壱葉／DEF STUDIOS 

©「京都寺町三条のホームズ」製作委員会 

 



(別紙） 

 

1. キャラクターパネルについて 

【展示期間】2018年 7月 21 日(土)～10 月 31日(水) 

【内 容】京阪電車三条駅に等身大キャラクターパネルを、その他作品に登場するス

ポットの最寄駅にデフォルメキャラクターパネルを設置します。 

【展示場所】 

展示場所 
京阪電車 

八幡市駅 

京阪電車 

中書島駅 

京阪電車 

東福寺駅 

京阪電車 

衹園四条駅 

キャラクター 

真城葵 

 

家頭清貴 

 

梶原秋人 

 

滝山利休 

 

 

展示場所 
京阪電車 

三条駅 

京阪電車 

出町柳駅 

叡山電車 

貴船口駅 

叡山電車 

鞍馬駅 

キャラクター 

真城葵・家頭清貴 

 

家頭清貴・梶原秋人 

 

真城葵 家頭清貴 

 

 

2.「京阪電車・叡山電車×京都寺町三条のホームズ 舞台おさんぽマップ」について 

【設置場所】京阪電車各駅および叡山電車主要駅 

【設置期間】2018年 7月 21 日(土)～10 月 31日(水) 

【概  要】小説「京都寺町三条のホームズ」に登場するスポットやパネル展示駅を紹

介するマップです。京阪電車ホームページの特設サイトでもご覧いただけ

ます。 

URL:https://www.okeihan.net/recommend/kyototeramachi-holmes/ 

  

 

 

 

 

 京阪電車・叡山電車×京都寺町三条のホームズ 

舞台おさんぽマップ 

https://www.okeihan.net/recommend/kyototeramachi-holmes/


3.「京阪電車・叡山電車×京都寺町三条のホームズ スタンプラリー」について 

【期  間】2018年 7月 21 日(土)～10 月 31日(水) 

【ラリー用紙設置場所】京阪電車各駅および叡山電車主要駅 

【内  容】3箇所のスタンプポイントを巡り、全スタンプを集めた方に「京阪電車・

叡山電車オリジナルブロマイド」をプレゼント。絵柄は開催期間によって

変わります。また、ブロマイド裏面の QR コードをスマートフォンで読み

込むと、掲載キャラクターのオリジナルボイスを聴くことができます。 

 期間 スタンプ設置場所 賞品引換場所 賞品図柄 

Vol.1 

7月 21日(土) 

～ 

8月 31日(金) 

①京阪電車 出町柳駅 

②貴船神社 

③下鴨神社 

京阪電車 

三条駅 

ｲﾝﾌｫｽﾃｰｼｮﾝ 

真城葵・家頭清貴 

 

 

 

 

 

Vol.2 

9月 1日(土) 

～ 

9月 30日(日) 

①石清水八幡宮 

②京阪電車 中書島駅 

③叡山電車 鞍馬駅 

京阪電車 

三条駅 

ｲﾝﾌｫｽﾃｰｼｮﾝ 

梶原秋人・家頭清貴 

 

 

 

 

 

Vol.3 

10月 1日(月) 

～ 

10月 31日(水) 

①八坂神社 

②貴船神社 

③東福寺 

京阪電車 

三条駅 

ｲﾝﾌｫｽﾃｰｼｮﾝ 

滝山利休・家頭清貴 

 

4. 企画乗車券について 

(1)京都寺町三条のホームズ 京阪線フリーチケット 

【発売期間】 2018年7月21日(土)～10月31日(水) 

【通用期間】 発売期間中のお好きな1日 

【有効区間】 京阪線全線、男山ケーブル 乗り降り自由 

※大津線を除く 

【発売価格】 1,500円(大人のみ) 

【発売枚数】 10,000枚 

【発売場所】 京阪電車 中之島、淀屋橋、天満橋、京橋、守口市、寝屋川市、 

香里園、枚方市、樟葉、丹波橋、衹園四条、三条、出町柳の各駅 

※中書島駅では発売しませんのでご注意ください 

※一部旅行会社等でも販売します 

京都寺町三条のホームズ 

京阪線フリーチケット 

 



 (2)京都寺町三条のホームズ 叡山電車フリーチケット 

【発売期間】 2018年7月21日(土)～10月31日(水) 

【通用期間】 発売期間中のお好きな1日 

【有効区間】 叡山電車全線 乗り降り自由 

【発売価格】 1,000円(大人のみ) 

【発売枚数】 2,000枚(予定) 

【発売場所】 叡山電車 出町柳駅 

  ※一部旅行会社等でも販売します 

 

○オリジナルボイスについて 

「京都寺町三条のホームズ 京阪電車フリーチケット」および「京都寺町三条のホー

ムズ 叡山電車フリーチケット」の台紙に印刷された QRコードをスマートフォンで

読み込むと、それぞれ異なったオリジナルボイスを聴くことができます。 

 

5．ヘッドマークの掲出について 

（1）京阪電車 

【掲出期間】2018年 7月 21 日(土)～10 月 31日(水) 

 【掲出車両】京 阪 線:1000 系車両(1504－1554号車） 

          2200 系車両(2209－2259号車） 

 京 津 線: 800系車両(815－816 号車） 

石山坂本線: 600形車両(605－606 号車） 

（2）叡山電車 

【掲出期間】2018年 7月 21 日(土)～10 月 31日(水) 

 【掲出車両】800 系車両(813－814号車） 

 

6.京都寺町三条のホームズ×ジューサーバー コラボレーションジュースの発売 

現在、ジューススタンド「ジューサーバー」では、物語の主人公・ 

真城葵にちなんだコラボジュース「あおい」を発売中です。 

 【販売期間】8月中旬まで 

 【価  格】Sサイズ 230円・M サイズ 320 円 

L サイズ 380 円・XL サイズ 580 円 

 【販売店舗】関西：淀屋橋店、パナンテ天満橋店、京橋店、樟葉店、 

JR京都店、ホワイティうめだ店 

関東：西武高田馬場店、EQUiA 池袋店、京急川崎店、 

ＴＸ北千住店、京成船橋店、EQUiA 北千住店、 

横浜ポルタ店 

  

ヘッドマーク 

(左：京阪電車 右：叡山電車) 

京都寺町三条のホームズ 

叡山電車フリーチケット 

 



(ご参考) 

○大学との連携について 

本企画では、スタンプラリーシートとオリジナルボイスの制作にあたり、以下の大学

の協力を得ています。 

■京都造形芸術大学 情報デザイン学科、キャラクターデザイン学科 

グラフィックデザイン、アニメ、まんが、映画、ファッション、ジュエリー、イン

テリア、建築、ランドスケープ、演劇、美術など、幅広くアート・デザイン分野を

カバーしており、40 年を超える歴史の中で、多くの卒業生が日本や世界のアート・

デザイン分野で活躍しています。本企画ではスタンプラリーシートを制作していま

す。 

■共栄大学 国際経営学部 伊藤ゼミ(研究テーマ：メディアとサブカルチャー) 

「メディアとサブカルチャー」を研究テーマとし、主にインターネットメディアに

関する内容に加えてアニメーションビジネス・ゲームビジネス・萌え文化等を扱い

ます。本企画では、小説「京都寺町三条のホームズ」の作者・望月麻衣さん監修の

もと、オリジナルボイスの脚本を作成しています。 

 

○オリジナルボイスに登場する声優陣について 

家頭清貴 

(CV：石川界人さん) 

真城葵 

(CV：富田美憂さん) 

梶原秋人 

(CV：木村良平さん) 

滝山利休 

(CV：小林沙苗さん) 

    

 

○アニメ「京都寺町三条のホームズ」について 

◆作品紹介 

原   作：小 説 望月麻衣(双葉文庫『京都寺町三条のホームズ』) 

          2015年より刊行(2018年7月12日(木)に第10巻が刊行) 

                    累計発行部数70万部超 

2016年度「第4回京都本大賞」受賞 

              コミックス 秋月壱葉(作画)・望月麻衣(双葉社・月刊アクション連載 

『京都寺町三条のホームズ』) 

放送開始日：テレビ東京、テレビ大阪 7月 9日(月)深夜2:10～ ※翌週以降深夜2:05～ 

テレビ愛知             7月 9日(月)深夜3:10～ ※翌週以降深夜3:05～ 

ＡＴ―Ｘ               7月11日(水)夜10:00～ 

ＢＳジャパン            7月13日(金)深夜0:59～ 

 アニメーション制作：アニメーションスタジオ・セブン  



◆ストーリー 

京都の寺町三条商店街にポツリとたたずむ、骨董品店『蔵』。女子高生の真城葵(ま

しろ あおい)はひょんなことから『蔵』の店主の息子、家頭清貴(やがしら きよた

か)と知り合い、アルバイトを始める。清貴は、物腰は柔らかいが恐ろしく勘が鋭く

『寺町のホームズ』と呼ばれていた。葵は清貴とともに、客から持ち込まれる骨董

品にまつわる様々な依頼を受けていく― 

 

以 上 


