平成２８年６月２４日
京阪電気鉄道株式会社
株式会社サンリオ

ラッピング電車「星のまち 枚方・交野 キキ＆ララトレイン」の
デザインが決定しました！いよいよ７月２日（土）からイベント開始！
・ラッピング電車には枚方・交野の名所を背景にキキ＆ララをデザイン！
・枚方市駅、交野市駅、私市駅をキキ＆ララのデザインで装飾！
・スタンプラリーやオリジナルグッズ販売も開始！

京阪電気鉄道株式会社（本社：大阪市中央区、社長：加藤好文）と株式会社サンリオ（本社：東
京都品川区、社長：辻信太郎）では、平成２８年７月２日（土）から、サンリオのキャラクターで
双子のきょうだい星「リトルツインスターズ」（愛称：キキ＆ララ）を描いたラッピング電車「星
のまち 枚方・交野 キキ＆ララトレイン」の運転を開始します。
これは、京阪沿線で「天野川」や「機物神社（はたものじんじゃ）」など星にまつわる名所が多
数存在する枚方市・交野市と連携して運転するもので、交野線が「星のまち

枚方・交野」を結ん

でいることにちなみ、星のキャラクターであるキキ＆ララを起用しました。ラッピング電車のデザ
インには両市の名所８か所を背景に、
「キキ＆ララ」、枚方市のキャラクター「ひこぼしくん」
、交
野市のキャラクター「おりひめちゃん」も登場します。これはすべて本ラッピング電車のためにサ
ンリオが特別に描きおろしたものです。
運転初日の７月２日（土）には、デビューイベントとして臨時列車を運転するほか、私市駅周辺
において「キキ＆ララ」が登場したり、同日に先行販売される新しいオリジナルグッズの販売会な
どを開催します。また、同日より、枚方市駅・交野市駅・私市駅の駅の一部を「キキ＆ララ」のデ
ザインで装飾します。
さらに７月２３日（土）からは、交野線を舞台としたスタンプラリーも実施。それに合わせ同日
から、スタンプラリーに便利な企画乗車券「キキ＆ララ 京阪線フリーチケット」を発売します。
楽しいイベントが盛りだくさんの交野線へのお出かけにぜひご利用ください。
詳細は別紙のとおりです。

星のまち 枚方・交野 キキ＆ララトレイン（イメージ）

（別紙）
１．ラッピング電車「星のまち 枚方・交野 キキ＆ララトレイン」の運転について
【運転期間】 平成２８年７月２日（土）～平成２８年１０月３０日（日）
（予定）
※事情により運転しない日もあります。運転時刻などについては、６月下旬
から当社ホームページ内「電車・駅のご案内」でご案内します
（http://www.keihan.co.jp/traffic/）
【内

容】 外装と内装の一部をキキ＆ララのキャラクターで装飾します。星のまちであ
る枚方市・交野市の名所８か所を背景に、「キキ＆ララ」
、枚方市のキャラク
ター「ひこぼしくん」
、交野市のキャラクター「おりひめちゃん」も登場しま
す。車内には星型のつり革も 登場しますので、車内のどこにあるか探してお
楽しみください。

星型のつり革

【主 な 運 転 区 間】 交野線（枚方市―私市）
※交野線以外を運転する場合があります
【使用車両】 １００００系車両（１０００６－１００５６）
【４両１編成】

【ラッピングデザイン】
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ラッピングデザイン詳細

解

説

七夕まつり
交野市では毎年 7 月 7 日に「機物神社」と「星
田妙見宮」で七夕まつりが開催されます。棚機
姫（たなばたひめ）を祀る機物神社は七夕伝説
発祥の地と言われています。星田妙見宮は、弘
①

法大師空海が修行中、天から星が降り、3 か所
に分かれて落ちたという降星伝説のある場所
のひとつです。
【アクセス】
機物神社

交野市駅下車徒歩約 30 分

星田妙見宮 私市駅下車徒歩約 30 分
樟葉宮跡の杜（くずはのみやあとのもり）
交野天神社境内一帯は、西暦 507 年に継体天皇
が即位し、宮を営んだ「樟葉宮跡の伝承地」と
して大阪府の史跡に指定されています。
②

太古からの原生林が姿を残し、木漏れ日や鳥の
さえずりにも触れることができます。
【アクセス】
樟葉駅下車徒歩約 30 分
織姫の里 天の川七夕まつり
毎年 7 月下旬（今年は 7 月 30 日（土）予定）
に実施される「織姫の里 天の川七夕まつり」。
私市駅前公園、水辺プラザ、大阪市立大学理学
部附属植物園、星の里いわふねで開催されま

③

す。天野川沿いに飾られる笹飾りと行灯とガラ
スキャンドルは幻想的で毎年大勢の人で賑わ
います。
【アクセス】
水辺プラザ 私市駅下車徒歩約 5 分
天津橋
天野川に架かる天津橋は、織姫と彦星のイルミ
ネーションが美しく、7 月 2 日(土)に天野川で

④

行われる「七夕灯路（たなばたあかりみち）」
や「灯ろう流し」を見る絶好のポイントです。
【アクセス】枚方市駅下車徒歩約 5 分

ラッピングデザイン詳細

解

説

星のブランコ
七夕伝説発祥の地にちなんで多数ある星にま
つわる名勝の代表とも言える観光地で、「府民
⑤

の森ほしだ園地」内にある全長 280m、最高地
上高 50m の巨大吊り橋です。木床板人道吊り橋
としては国内最大級です。
【アクセス】
私市駅下車徒歩約 75 分
牛石(牽牛石)（けんぎゅうせき）
観音山公園にある大きな石で、牛が伏せている
ように見えることから牽牛石と言われるよう
になりました。七夕には、機物神社の祭神織女
（さいじんしょくじょ）と天野川に架かる逢合

⑥

橋でひとときの逢瀬をたのしむと伝えられて
います。
【アクセス】
枚方市駅・香里園駅から京阪バス香里ヶ丘三丁
目下車徒歩約 10 分
水辺プラザ
天野川沿いの一角が整備され、芝生や水辺で
は、お弁当を食べたり散歩を楽しむことができ

⑦

ご家族連れにおすすめのスポットです。
【アクセス】
私市駅下車徒歩約 5 分
天体望遠鏡(ステラホール)
枚方市野外活動センターには、大阪府下最大級
の天体望遠鏡を備えた天体観測棟「ステラホー

⑧

ル」があり、天文教室なども実施しています。
【アクセス】
枚方市駅から京阪バス三之宮神社または穂谷
下車徒歩約 30 分

２．
「星のまち 枚方・交野

キキ＆ララトレイン」デビューイベントについて

（１）臨時列車の運転
【運 転 日】 平成２８年７月２日（土）
【内

容】 臨時列車には「ひこぼしくん」
「おりひめちゃん」や「くらわんこ（ひらか
た観光大使）
」
「星のあまん（交野市星のまち観光協会 観光キャラクター）」
が乗車予定です。また、１３：３４～１５：３０まで、私市駅にて車両を
展示します。※混雑状況等により内容を変更する場合があります
駅

名

時

刻

駅

名

時

刻

枚方市

１３：２１発

私

市

１５：３０発

宮之阪

１３：２３発

河内森

１５：３１発

星ケ丘

１３：２４発

交野市

１５：３４発

村

野

１３：２６発

郡

津

１５：３６発

郡

津

１３：２８発

村

野

１５：３８発

交野市

１３：３０発

星ケ丘

１５：３９発

河内森

１３：３２発

宮之阪

１５：４１発

私

１３：３４着

枚方市

１５：４４着

市

（２）私市駅でのイベント
【実 施 日】 平成２８年７月２日（土）
【内

容】 ①キキ＆ララ登場
「星のまち 枚方・交野 キキ＆ララトレイン」デビューを記念して、私市
駅前公園にキキ＆ララが遊びに来ます。何時に登場するかは当日のお楽し
みです。
②オリジナルうちわプレゼント
私市駅前公園でキキ＆ララをデザインした「星のまち 枚方・交野 天の川
ツーリズム」オリジナルうちわをプレゼントします（お１人様１つ限り、
なくなり次第終了）
。
配布時間・・・１３時４０分～

オリジナルうちわ

③京阪電車オリジナルグッズ販売会
当日先行販売の新商品をはじめ、私市駅前公園で京阪電車オリジナルグッ
ズ販売会を行います。数に限りがありますので、売り切れの場合はご了承
願います。
販売時間・・・１３時～１６時（予定）
④枚方市・交野市による出店
私市駅前公園に「ひこぼしくん」
「おりひめちゃん」や「くらわんこ」「星
のあまん」が登場するほか、ジャンボ紙芝居や笹飾りなどを実施します。
開催時間・・・１３時～１６時（予定）
※状況によりイベントを中止・変更する場合があります
３．駅装飾「星のまち 枚方・交野 キキ＆ララステーション」について
【装飾期間】 平成２８年７月２日（土）～平成２８年１０月３０日（日）
（予定）
【内

容】 枚方市駅・交野市駅・私市駅の一部をキキ＆ララのデザインで装飾します。
ラッピング電車に使用している特別デザインを駅でもお楽しみいただけます。

【完成イメージ】

私市駅

枚方市駅

４．
「星のまち 枚方・交野

キキ＆ララトレイン スタンプラリー」実施について

【実施期間】 平成２８年７月２３日（土）～平成２８年１０月３０日（日）
【ラリー用紙設置場所】 京阪線各駅
【概

要】 ①スタンプ設置場所

枚方市駅、交野市駅、私市駅

②スタンプ設置時間

９時～１９時(予定)

③必要スタンプ数

３か所すべて

④賞品引換場所

枚方市駅インフォステーション

⑤賞品引換時間

９時～１９時

⑥賞品

オリジナルカードケース

５．京阪電車オリジナルグッズの発売開始について
【発売開始】 平成２８年７月９日（土）
【発売場所】 中之島・淀屋橋・天満橋・京橋・寝屋川市・香里園・枚方市・樟葉・中書島・
丹波橋・祇園四条・三条の各駅
※京阪電車の各駅では「ビニールバッグ入り 京阪電車×キキ＆ララ タオ
ル・メモセット」のみ販売します
※京阪電車の各駅での発売は７月３１日（日）までです
京阪百貨店守口店６階玩具売場
アンスリー（京橋店、寝屋川北口店、枚方店、三条店ほか）
ひらかたパーク
プラグ・インドラッグくずはモール店
関西ツーリストインフォメーションセンター京都（京都タワー３階）
京阪カードの通信サイト e-kenet マーケット
（https://www.e-kenetmarket.net）
※予約販売は行いません
※数に限りがありますので売り切れの場合はご了承願います
【先行販売】 平成２８年７月２日（土）に私市駅前公園で開催する京阪電車オリジナルグ
ッズ販売会で先行販売します。

①「星のまち 枚方・交野 キキ＆ララトレイン

オリジナルハンドタオル」

キキ＆ララの世界を京阪電車が走る特別デザインのハンドタオルです。
・発売金額

７００円（税込）

・サ イ ズ

約２５０ｍｍ×２５０ｍｍ

②「星のまち 枚方・交野 キキ＆ララトレイン

オリジナルメモ帳」

キキ＆ララを乗せたお星さまと京阪電車がいっしょに天の川を走るデザインのメモ帳です。
・発売金額

５００円（税込）

・サ イ ズ

約９０ｍｍ×１００ｍｍ

③「ビニールバッグ入り 京阪電車×キキ＆ララ タオル・メモセット」
プレゼントにも最適な可愛い特製オリジナルビニールバッグに①「星のまち 枚方・交野
キキ＆ララトレイン オリジナルハンドタオル」と②「星のまち 枚方・交野

キキ＆ララ

トレイン オリジナルメモ帳」と「オリジナル付箋」をセットにしました。
・発売金額

１，７００円（税込）

・サ イ ズ

特製オリジナルビニールバッグはＡ４サイズ

特製オリジナルビニールバッグ

オリジナル付箋

④「京阪電車×キキ＆ララ 注染手ぬぐい」
天の川を背景に京阪電車とキキ＆ララをデザインした、オリジナル注染手ぬぐいです。
・発売金額

１，５００円（税込）

・サ イ ズ

約３７０ｍｍ×９００ｍｍ

６．企画乗車券「キキ＆ララ 京阪線フリーチケット」について
【商 品 名】 キキ＆ララ 京阪線フリーチケット
【発売期間】 平成２８年７月２３日（土）～平成２８年１０月３１日（月）
【通用期間】 発売期間中のお好きな１日
【発売場所】 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、
中書島、丹波橋、祇園四条、三条、出町柳の各 駅 他
【有効区間】 京阪線、男山ケーブル１日乗り降り自由（大津線を除く）
【発 売 額】 大人１，５００円 子ども７５０円
【発売枚数】 大人５，０００枚 子ども３，０００枚

【券面デザイン】

大人用

【特

子ども用

典】 オリジナルクリアファイル（Ａ５サイズ）つき

大人用

子ども用

※本リリースに掲載している臨時列車の運転や各種イベントは、内容を変更または中止する場合
があります
※本リリースに掲載している画像はイメージです。実際とは異なる場合があります
以

上
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