平成２７年８月２４日

京阪特急６５周年記念イベントを
平成２７年９月１日（火）から開催します！
○特急運転開始時の１０００型車両をモデルにした鉄道コレクション発売決定
○９月１２日（土）
・１３日（日）にクイズラリーを開催
○京阪特急６５周年を記念したオリジナルグッズも新登場
○特製ヘッドマーク２種類を掲出
京阪電気鉄道株式会社（本社：大阪市中央区、社長：加藤好文）は、昭和２５年９月１日に特急
列車が天満橋駅－三条駅間で運転を開始してから今年で６５周年を迎えるにあたり、記念イベント
を開催します。
記念商品として、６５年前の特急運転開始時に使用された１０００型車両をモデルにしたオリジ
ナルグッズ「鉄道コレクション 京阪電車１０００型」を発売します。今回は特急時代色（１００
０型が主に特急として使われていた頃の色）と一般色の２種類を商品化し、１０月１０日（土）・
１１日（日）開催予定の「鉄道フェスティバル（東京・日比谷公園）」や１０月開催予定の「ファ
ミリーレールフェア（寝屋川車両基地）
」などで先行販売します。
また、９月１２日（土）と１３日（日）の２日間、「京阪特急６５周年記念クイズラリー」を開
催します。クイズは「一般コース」と「鉄コレ先行購入券コース」の２コースがあり、それぞれ特
急運転開始時の停車駅（天満橋・京橋・七条・祇園四条の各駅）で出題される京阪特急にまつわる
クイズに答えて三条駅へ行くと、全問正解者にもれなくオリジナルキーホルダーを進呈します。さ
らに、「鉄コレ先行購入券コース」で全問正解された方には、「鉄道コレクション 京阪電車１００
０型」を京阪百貨店守口店で１０月１０日（土）以降に購入できる「先行購入券」を差し上げます
（
「一般コース」と「鉄コレ先行購入券コース」ではラリーシートが異なります）
。
クイズラリーのゴールとなる三条駅では、
ラリーの実施に合わせて京阪電車オリジナル
グッズ販売会を同日に開催。京阪特急６５周
年記念オリジナルグッズが新登場します。
また、９月１日（火）から１８日（金）ま
で、京阪特急６５周年にまつわる特製ヘッド
マーク２種類を掲出し、初日の９月１日（火）
にはヘッドマークをデザインしたオリジナル
うちわを車内にて配布します。
詳細は別紙のとおりです。

１０００型車両（高橋 弘 撮影）

（別 紙）
１．京阪特急６５周年記念オリジナルグッズの発売について
（１）鉄道コレクション 京阪電車１０００型（特急時代色・一般色）
【発 売 金 額】 特急時代色：３，０００円（税込）
一 般 色：４，５００円（税込）
【特

徴】 ６５年前に京阪特急として活躍した１０００型を１/１５０スケール（Ｎ
ゲージサイズ）でリアルに再現した鉄道模型です。現役当時に表示してい
た列車種別標や車体番号を忠実に再現したシールが付属（対象年齢１５歳
以上、１両サイズ：２×３．５×１２ｃｍ）。特急時代色は先頭車１００
０型・中間車１５００型の２両セット、一般色は先頭車１０００型・中間
車１５００型・先頭車１１００型の３両セットです。一般色には中間車用
屋根パーツが付属しており１２００型を再現することができます。

【発

売

日】 平成２７年１０月２４日（土）午前９時から

【発 売 場 所】 京阪百貨店守口店６階玩具売場
京急百貨店５階おもちゃうりば（神奈川県横浜市）
京阪カードの通信販売サイト「e-kenet マーケット」
京阪電車主要駅（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・浜大津の各駅）
※予約販売は行いません
※発売当日は、状況によりお１人様の発売数を制限させていただくことが
あります
※京阪電車主要駅での販売は１１月８日（日）までです
※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
※京阪百貨店および京急百貨店では各営業開始時刻から発売します
【先 行 販 売】
①「京阪特急６５周年記念クイズラリー」の賞品「鉄道コレクション 京阪電車１０００型
（一般色・特急時代色）先行購入券」をお持ちの方を対象に、１０月１０日（土）～１０
月１８日（日）に京阪百貨店守口店にて販売。
②１０月１０日（土）
・１１日（日）開催予定の「鉄道フェスティバル（東京・日比谷公園）」
にて販売。
※数量限定のため売り切れの場合はご了承願います
③１０月開催予定の「ファミリーレールフェア（寝屋川車両基地）」にて販売。
※数量限定のため売り切れの場合はご了承願います

【商 品 デ ザ イ ン】

特急時代色

一般色

（２）京阪特急６５周年記念ボールペン
【発 売 金 額】 ３，０００円（税込）※特製ケース付きは３，６００円（税込）
【特

徴】

メディア掲載歴多数の桐平工業株式会社（本社：東京都江戸川区、代表取
締役：桐田進弘）と当社のコラボレーションによって商品化された高級ボ
ールペンです。８０００系車両のカラーをイメージしたボディは、程よく
重量感があり、書き心地にもこだわっています。天金にはハトマークのデ
ザインが埋め込まれています（本体サイズ：１２．５ｃｍ、重量：３６グ
ラム、素材：真鍮、芯の太さは０．８ｍｍ）。

【発

売

日】 平成２７年９月１２日（土）午前１０時から

【発 売 場 所】 京阪百貨店守口店６階玩具売場
京阪沿線のアンスリー（京橋店、枚方店ほか）
プラグ・イン 守口店
プラグ・イン ドラッグ くずはモール店
京急百貨店５階おもちゃうりば（神奈川県横浜市）
京阪カードの通信販売サイト「e-kenet マーケット」
※予約販売は行いません
※特製ケース付きの商品は、京阪百貨店と京急百貨店のみで販売します
※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
※e-kenet マーケットでは午前９時から発売します。アンスリー各店舗お
よびプラグ・イン 守口店では各営業開始時刻から発売します
【商品デザイン】

（３）京阪電車８０００系 特急ネクタイピン
【発 売 金 額】 １，３００円（税込）
【特

徴】 ８０００系車両をイメージしたネクタイピンです。シャープでエレガント
なデザインがビジネスシーンにも映えます（本体サイズ：４．５×１．３
×１．２ｃｍ）。

【発

売

日】 平成２７年９月１２日（土）午前１０時から

【発 売 場 所】 京阪百貨店守口店６階玩具売場
京阪沿線のアンスリー（京橋店、枚方店ほか）
プラグ・イン 守口店
プラグ・イン ドラッグ くずはモール店
京急百貨店５階おもちゃうりば（神奈川県横浜市）
京阪カードの通信販売サイト「e-kenet マーケット」
※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
※e-kenet マーケットでは午前９時から発売します。アンスリー各店舗お
よびプラグ・イン 守口店では各営業開始時刻から発売します
【商品デザイン】

（４）京阪特急６５周年記念パスケース
【発 売 金 額】 １，５００円（税込）
【特

徴】 さりげなく京阪特急のシンボルマークであるハトマークをあしらったパ
スケースです。カラー展開が２種類ありますので、お好みにあわせてお選
びいただけます（本体サイズ：１０．５×７ｃｍ）。

【発

売

日】 平成２７年９月１２日（土）午前１０時から

【発 売 場 所】 京阪百貨店守口店６階玩具売場
京阪沿線のアンスリー（京橋店、枚方店ほか）
プラグ・イン 守口店
プラグ・イン ドラッグ くずはモール店
京急百貨店５階おもちゃうりば（神奈川県横浜市）
京阪カードの通信販売サイト「e-kenet マーケット」

※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
※e-kenet マーケットでは午前９時から発売します。アンスリー各店舗お
よびプラグ・イン 守口店では各営業開始時刻から発売します
【商品デザイン】

レッド

ベージュ

（５）京阪特急６５周年記念 京阪電車×にじゆら オリジナル注染手ぬぐい
【発 売 金 額】 １，３００円（税込）
【特

徴】

歴代京阪特急の車体正面と、特急の運転を開始した当時の「特急」列車種
別標識、ハトマークをあしらった、オリジナル手ぬぐいです。注染手ぬぐ
い「にじゆら」を企画・販売する株式会社ナカニ（本社：大阪府堺市、代
表取締役：中尾雄二）と当社のコラボレーションによって商品化された綿
１００％の日本製注染手ぬぐいです（本体サイズ：約３７×９０ｃｍ）。

【発

売

日】 平成２７年９月１９日（土）午前１０時から
※平成２７年９月１２日（土）・１３日（日）１０時から１６時に
三条駅（改札前コンコース特設会場）にて先行発売（数量限定）

【発 売 場 所】 京阪百貨店守口店６階玩具売場
京阪沿線のアンスリー（京橋店、枚方店ほか）
プラグ・イン 守口店
プラグ・イン ドラッグ くずはモール店
京急百貨店５階おもちゃうりば（神奈川県横浜市）
京阪カードの通信販売サイト「e-kenet マーケット」
株式会社ナカニ にじゆら直営店（中崎本店・LUCUA 大阪店・京都三条店・
神戸店・オンラインショップ）
※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
※e-kenet マーケットでは午前９時から発売します。アンスリー各店舗、
プラグ・イン 守口店およびにじゆら直営店では各営業開始時刻から発
売します

【商品デザイン】

画像はイメージです

（６）京阪電車８０００系 特急 電車型キーライト
【発 売 金 額】 ９００円（税込）
【特

徴】 ８０００系車両をモチーフにしたキーホルダーにもなるライトです。天井
のボタンを押すと、京阪特急のシンボルマークであるハトマークを投影し
ます（本体サイズ：２．１×１．７×７．１ｃｍ）。

【発

売

日】 平成２７年９月１２日（土）午前１０時から

【発 売 場 所】 京阪百貨店守口店６階玩具売場
京阪沿線のアンスリー（京橋店、枚方店ほか）
プラグ・イン 守口店
プラグ・イン ドラッグ くずはモール店
京急百貨店５階おもちゃうりば（神奈川県横浜市）
京阪カードの通信販売サイト「e-kenet マーケット」
※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
※e-kenet マーケットでは午前９時から発売します。アンスリー各店舗お
よびプラグ・イン 守口店では各営業開始時刻から発売します
【商品デザイン】

２．京阪特急６５周年記念クイズラリーについて
特急の運転を開始した当時の停車駅にクイズラリーポイントを設置し、各ラリーポイントで出題
される問題に解答していただきます。クイズラリーには「一般コース」「鉄コレ先行購入券コー
ス」の２種類があります。
【クイズ出題駅】 天満橋駅（東改札口南側）
、京橋駅（中央改札口前）
、七条駅（三条、出町柳
方面専用改札口京都方）
、祇園四条駅（駅事務室前）
※混雑状況等によりラリーポイント設置場所は変更する場合があります
【ゴ ー ル 駅】 三条駅（改札前コンコース特設会場）
【実 施 期 間】 平成２７年９月１２日（土）・１３日（日） 各日１０時から１６時（予定）
【概

要】
一般コース

ラリーシート
配布場所

実施日時

鉄コレ先行購入券コース

（1000 型一般色）

（1000 型特急時代色）

・9 月 6 日（日）以降

・9 月 12 日（土）10 時～12 時

・9 月 13 日（日）10 時～12 時

・京阪線各駅（男山ケーブ

・淀屋橋駅定期券売り場前にて

・淀屋橋駅定期券売り場前にて

配布（先着 500 名様限定）

配布（先着 500 名様限定）

ル除く）に設置

・9 月 12 日（土）
・13 日（日） ・9 月 12 日（土）
10 時～16 時（予定）
・オリジナルキーホルダー
※お 1 人様 1 個まで
賞

鉄コレ先行購入券コース

品

・9 月 13 日（日）

10 時～16 時（予定）

10 時～16 時（予定）

・オリジナルキーホルダー

・オリジナルキーホルダー

※お 1 人様 1 個まで
・鉄道コレクション 京阪電車

※お 1 人様 1 個まで
・鉄道コレクション 京阪電車

1000 型（一般色 3 両）先行購

1000 型（特急時代色 2 両）先

入券

行購入券

※お 1 人様 1 枚まで

※お 1 人様 2 枚まで

【注 意 事 項】
・「一般コース」「鉄コレ先行購入券コース（１０００型一般色）」「鉄コレ先行購入券コー
ス（１０００型特急時代色）」はそれぞれラリーシートが異なります。異なるラリーシート
では他のコースに参加できません。
・「一般コース」と「鉄コレ先行購入券コース（一般色・特急時代色）」は出題内容が異なり
ます。
・賞品の引き換えは各コースとも１６時をもって終了します。それ以降の引き換えはできませ
ん。
・クイズラリーに参加されるお客さまは乗車券が必要です。クイズラリーを目的とした途中下
車はできません。
・お１人様が複数のラリーシートをゴールの三条駅にご持参された場合でも、商品のお渡しは
１枚分限りとします。

【先行購入券について】
「鉄道コレクション 京阪電車１０００型（一般色・特急時代色）先行購入券」は、１０月２
４日（土）の一般販売に先行して、同商品を購入できる引換券です。
・販

売

場

所：京阪百貨店守口店６階玩具売場

・商品購入可能期間：平成２７年１０月１０日（土）～１０月１８日（日）
京阪百貨店守口店の営業時間内に限ります
・販

売

価

格：定価（一般色４，５００円（税込）
、特急時代色３，０００円（税込））

※先行購入券１枚につき１個のみ購入が可能です
※先行購入券は、一般色用と特急時代色用で異なります。一般色用先行購入券では特急時代
色は購入できません。特急時代色用先行購入券では一般色は購入できません
※商品購入可能期間を過ぎた先行購入券は無効です
３．オリジナルグッズ販売会について
【概

要】

京阪特急６５周年を記念した新商品をはじめ、京阪電車オリジナルグッズ販
売会を開催します。

【日

時】 平成２７年９月１２日（土）・１３日（日） １０時～１６時（予定）

【場

所】 三条駅（改札前コンコース特設会場）
※鉄道コレクション 京阪電車１０００型（一般色・特急時代色）は販売し
ません
※商品はいずれも数量限定です。売り切れの場合はご了承ください

４．記念ヘッドマークの掲出について
【期

間】 平成２７年９月１日（火）～９月１８日（金）

【概

要】

京阪特急６５周年アニバーサリーヘッドマークと、６５年前の特急列車種別
標識を再現したヘッドマークを一部車両に掲出します。

【掲 出 車 両】
・アニバーサリーヘッドマーク:期間中に８０００系１０編成で運転する全列車
・復刻版ヘッドマーク：期間中の淀屋橋９時３０分発特急、淀屋橋９時４０分発特急、
出町柳１０時３４分発特急、出町柳１０時４４発特急
※事情により掲出しない場合がありますのでご了承ください
【ヘッドマークデザイン】

アニバーサリーヘッドマーク

復刻版ヘッドマーク

５．記念うちわの配布について
【概

要】

記念ヘッドマーク掲出初日に、車内にてヘッドマークをデザインしたうちわ
を配布します

【期

間】 平成２７年９月１日（火）

【配 布 車 両 等】 ①淀屋橋９時３０分発特急出町柳行きの
京橋（９時３７分発）－枚方市駅間の車内
②出町柳１０時３４分発特急淀屋橋行きの
中書島（１０時５１分発）－樟葉駅間の車内
※混雑状況等により配布場所を変更する場合や、配布を中止する場合があ
ります
【配 布 枚 数】 各列車１，０００枚（合計２，０００枚）
【うちわイメージ】

６．その他
京阪特急６５周年を記念した特設Ｗｅｂページ「京阪特急６５周年記念ページ」を８月中に開設
いたします。
（http://www.keihan.co.jp/traffic/specialtrain-goods/event_65th-keihanexpress/）
特設Ｗｅｂページ上では京阪特急６５周年記念イベントの開催概要のほか、オリジナルグッズや、
記念ヘッドマークについてご案内しています。あわせてご確認ください。
※事情によりイベントの一部または全部を中止する場合があります
以

上

