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２０１８年６月１９日 

 

近畿日本鉄道株式会社 

生駒市 

 

～ 皆様に愛され、この夏100周年を迎えます ～ 

「生駒ケーブル 100 周年キャンペーン」を実施します！ 

 

生駒ケーブルが、今年の 8 月 29 日に開業 100 周年を迎えることを記念して、近畿日本鉄道と生駒市

が協力し、7月 21日から「生駒ケーブル 100周年キャンペーン」を実施いたします。 

生駒ケーブルは日本最初のケーブルカーとして、1918年 8月 29 日に営業を開始しました。当初、宝

山寺（生駒聖天）参拝の利便性向上のため、宝山寺線（鳥居前－宝山寺間）が開業し、1929 年に生駒山

上遊園地の開業に合わせて山上線（宝山寺－生駒山上間）が開業しました。太平洋戦争中には生駒山上に

海軍基地が設置され、営業を休止した時期もありましたが、駅設備や車両等の更新・改良を重ねながら、

この 100年間営業を続けてきました。現在も、宝山寺や生駒山上遊園地へお越しのお客様に加え、通勤・

通学といった生活路線として沿線のお客様にもご利用いただいています。 

これまで生駒ケーブルをご愛顧いただいた皆様に感謝を表すと共に、生駒の発展と共に運行を続けてき

た生駒ケーブルの 100周年を祝い、様々な記念イベント等を実施いたします。 

詳細は別紙のとおりです。 

  

 

 

 

 

 

  

  

 

  

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

開業当時の生駒ケーブル 
生駒ケーブル 100周年 

キャンペーンマーク 
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【生駒ケーブル 100 周年キャンペーン 記念イベント概要】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

別紙 

≪近畿日本鉄道株式会社≫ 
 
１．「生駒ケーブル 100周年キャンペーン オープニングセレモニー」を鳥居前駅で実施  

（7月 21日） 
 
２．記念ヘッドマークを宝山寺線車両の「ブル」および「ミケ」に掲出     

（7月 21日～2019年 8月 30 日）  
 
３．鳥居前駅で発売する乗車券を 100周年記念特別デザインに変更 

（7月 21日～2019年 8月 29 日） 
 
４．宝山寺駅改札内で、開業時から現在に至るまでの資料を展示   

（7月 21日～9月 30日） 
 
５．「生駒ケーブル 100周年記念 リアル謎解きゲーム」を実施 

（7月 21日～9月 30日） 
 
６．普段は見ることが出来ないケーブルカー施設の「施設見学会」を実施   

（7月 21日） 
 
７．記念入場券、記念グッズ等を発売 
   （7月 21日～） 
 
８．生駒山上遊園地において「ブル」・「ミケ」をイメージした「『ブル・ミケ』ソフトクリーム」を発売 

（7月 21日～9月 30日） 
 
９．生駒ケーブル開業日を記念して、鳥居前駅からご乗車のお子様にサンバイザーをプレゼント 
    （8月 29日） 
 
１０．「生駒ケーブル 100 周年記念撮影会ツアー」を実施 
    （９月２９日） 
 
 
≪生駒市・生駒市観光協会・市民団体≫ 
 
１１．生駒市観光協会 第 10 回生駒市観光フォトコンテストに「100周年の生駒ケーブル部門」を新設 

（作品募集期間：7月 2日～11月 12日） 
 
１２．生駒山上遊園地において、いこま育児ネット「つなげてあそぼう プラレールひろば×生駒ケーブル 

100周年」を実施 
（7月 8日） 

 
１３．生駒市生駒駅前図書室「生駒ケーブル 100周年記念展示 in 生駒駅前図書室」を開催 
  （7月 18日～7月 31 日） 

 
１４．生駒聖天さんどう会「お得に楽しもう！ケーブル×宝山寺参道」を実施 

（7月 21日～9月 30日） 
 
１５．生駒市図書館教養講座「ケーブルから見た 100年前の生駒」を開催 
  （7月 22日・28日） 
 

１６．鳥居前駅コンコースで、生駒市観光協会「100 周年の生駒ケーブルと巡る観光生駒写真展」を開催 
（8月 1日～31日） 

 
１７．生駒市観光ボランティアガイドと行く「１００周年のケーブル&ハイキング」を実施 
   （8月４日、9月1５日・29日） 
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【各記念イベントの詳細】 

 

≪近畿日本鉄道株式会社≫ 

１．「生駒ケーブル 100 周年キャンペーン オープニングセレモニー」を 

鳥居前駅で実施 

いこまこども園の皆様や生駒市長らが参加して、生駒ケーブル 100 

周年キャンペーンの開始を宣言します。 

【実 施 日】：2018 年 7月 21日（土） 

【実施場所】：鳥居前駅 

【実施時間】：11時 00分～11時 20分 

【出 席 者】：いこまこども園     園児の皆様 

生駒市長        小紫 雅史 

             生駒市議会議長     中谷 尚敬 

       近畿日本鉄道 鉄道本部大阪統括部長 

【実施内容】：①出席者によるくす玉割り 

       ②普段見られない、ケーブル２列車の同時発車（11時 20分発車） 

         ※宝山寺線（鳥居前・宝山寺間）は複線であり、普段は宝山寺１号線、２号線いず

れか１列車で運行しますが、セレモニーでは特別に２列車が同時に発車します。 

       ③生駒ケーブル 100周年キャンペーン記念グッズ等鉄道グッズの販売 

        （10時 30分～11時 30分） 

 

 

２．記念ヘッドマークを宝山寺線車両の「ブル」および「ミケ」に掲出 

  生駒ケーブル 100周年を記念して、2018年 7月 21 日（土）から 2019 年 8月 30日（金） 

までの間、宝山寺線車両の「ブル」および「ミケ」に、生駒ケーブル 100周年キャンペーンマークをヘ 

ッドマークとして掲出します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

３．鳥居前駅で発売する乗車券を 100 周年記念特別デザインに変更 

2018年 7月 21日（土）から 2019 年８月 29日（木）までの期間中に、鳥居前駅券売機で発売す

る乗車券を、生駒ケーブル 100周年オリジナルデザインに変更します。 

 

 

 

 

 

 

 

キャンペーンポスター 

（イメージ） 

） 

ヘッドマーク（イメージ） 

） 

100 周年記念特別デザイン乗車券（イメージ） 

ブル ミケ 
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【ダミー】 

４．宝山寺駅改札内で、開業時から現在に至るまでの資料を展示 

【展示期間】：2018年７月２１日（土）～９月３０日（日） 

【展示場所】：宝山寺駅改札内 

【展示時間】：８時 30分～17時 30分 

【展示内容】：開業当時の「生駒登山鐵道 繪（絵）はがき」、「1921年５月運転日誌」、「運輸営業開

始届等 開業準備資料」等 

【そ の 他】：見学は無料ですが、改札内のため乗車券等が必要です。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

５．「生駒ケーブル 100 周年記念 リアル謎解きゲーム」を実施 

【実施期間】：2018年 7月 21 日（土）～9月 30 日（日） 

※ 生駒山上遊園地休園日は、9月 6日、13日、20日、27日です。 

【実施場所】：スタート 鳥居前駅 / ゴール 生駒山上遊園地 

【実施内容】 

   鳥居前駅改札内で謎解きパンフレットを手に入れ、鳥居前駅をスタートして、隠された暗号やヒ

ントを元に謎を解き明かしながらゴールの生駒山上遊園地を目指していただきます。 

   謎を解き明かした方には、「ブルミケカード」をプレゼントします。 

    ※スタンダードコースとキッズコースの２種類設定しています。 

【コンセプト】 

   生駒山、そこには数々のお宝が隠されているらしい。君たちは、 

ブル隊長とミケ隊長が率いるケーブル探検隊の一員。地図や古文書に 

記された謎を解き明かそう！ 

【参加方法】 

   鳥居前駅改札内に設置された謎解きパンフレットを手に入れることで 

誰でも参加できます。 

【カード引換場所】：生駒山上遊園地 総合案内所付近 

【カード引換時間】：12時 30分～17時 00分 

        

※リアル謎解きゲームとは 

参加者が暗号やヒントを元に謎を解き明かしながらゴールを目指す参加型のイベントです。 

 

 

 

 

 

パンフレット（イメージ） 

） 

「生駒登山鐵道 繪（絵）はがき」   「1921 年 5 月運転日誌」      「運輸営業開始届等 

開業準備資料」 
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６．普段は見ることが出来ないケーブルカー施設の「施設見学会」を実施 

  普段は見ることが出来ないケーブルカーの運転台（車両内ではなく駅構内にあります。）および鋼

索の巻上場を、鋼索線係員が案内します。 

【実 施 日】：2018 年 7月 21日（土） 

【実施場所】：宝山寺駅構内 

【実施時間】：①11時 30 分～ ②12時 30分～  

③13時 30分～ ④14時 30分～ 

⑤15時 30分～ 

※各回 20名まで（先着順） 

【参加方法】：宝山寺駅改札内にて当日受付 

【そ の 他】：参加は無料ですが、改札内のため乗車券等が必要です。 

 

 

７．記念入場券、記念グッズ等を発売 

（１）生駒ケーブル 100 周年記念 入場券セット 

  生駒ケーブル全駅（５駅）の入場券がセットとなった記念入場券を発売します。  

【発売期間】：2018年 7月 21 日（土）～ ※売り切れ次第終了 

【発 売 数】：限定 200 セット      

※お１人様２セットまで 

【発売価格】：750円 

【発売箇所】：鳥居前駅 他 

        

 

（２）生駒ケーブル 100 周年記念台紙付き生駒駅入場券 

【発売期間】：2018年 7月 21 日（土）～9月 30 日（日） 

【発売価格】：各 150円（全３種類） 

【発売箇所】：生駒駅特急券発売窓口およびオープニングセレモニー会場 

 

（３）記念グッズ 

①ブル・ミケ巾着袋 

おとぼけ顔の「ブル」とおちゃめな「ミケ」がモチーフになった巾着袋です。 

【発売期間】：2018年 7月 21 日（土）～ ※売り切れ次第終了 

【発 売 数】：限定 300 枚 

【発売価格】：500円 

【発売箇所】：鳥居前駅 他  

 

   

   

   

   

 

 

 

鋼索巻上場 

） 

記念入場券セット（イメージ） 

） 

ブル・ミケ巾着袋（イメージ） 

表 裏 
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②生駒ケーブル 100 周年記念絵はがきセット 

生駒ケーブル開業時の木製車両から現在の「ブル」・「ミケ」車両に至るまで、生駒ケーブル 

宝山寺線車両の歴史がわかる絵はがき５枚セットです。 

【発売期間】：2018年 7月 21 日（土）～ ※売り切れ次第終了 

【発 売 数】：限定 200 セット        

※お１人様２セットまで 

【発売価格】：600円 

【発売箇所】：鳥居前駅 他  

 

 

８．生駒山上遊園地において「ブル」・「ミケ」をイメージした 

「『ブル・ミケ』ソフトクリーム」を発売 

  生駒ケーブルの「ブル」・「ミケ」をイメージしたチョコレートとアップル 

マンゴーのミックスソフトクリームを期間限定発売します。 

【発売期間】：2018年 7月 21 日（土）～9月 30 日（日） 

【発売価格】：400円 

【発売箇所】：生駒山上遊園地 ビューレストラン外店  

【発売時間】：10時 30分～閉園１時間前 

 

 

9．生駒ケーブル開業日を記念して、鳥居前駅からご乗車のお子様にサンバイザーをプレゼント 

生駒ケーブル開業 100周年を迎える 8月 29日（水）に鳥居前駅から 

ご乗車のお子様を対象にオリジナルサンバイザーをプレゼントします。 

【配布日時】：2018年８月 29日（水） 始発～終電 

【配布場所】：鳥居前駅 改札 

【対 象 者】：鳥居前駅から生駒ケーブルにご乗車のお子様（先着 800名） 

 

 

10．「生駒ケーブル 100 周年記念撮影会ツアー」を実施 

    生駒ケーブル「ブル」・「ミケ」の撮影会を開催します。生駒山上遊園地でフリータイムを設ける 

他、宝山寺駅の撮影会終了後、希望者には駅構内の鋼索巻上場の見学を実施します。 

【ツアー名】：生駒ケーブル 100周年記念 

「生駒ケーブル『ブル』・『ミケ』撮影会」＆生駒山上遊園地フリータイム 

【実 施 日】：2018 年 9月 29日（土） 雨天決行・荒天中止  ※全８回実施 

集合時間 ①8時 50分  ②9時 20分   ③9時 40 分  ④10時 05分 

⑤10時 30分 ⑥10時 50 分 ⑦11時 20分 ⑧11時 40分 

【募集人員】：各回 10名 計 80名（最少催行人員40 名） 

【お申し込み】：2018 年６月 22日（金）10 時から近鉄各駅営業所にて受付け 

【旅行代金】：大阪難波駅から 大人 4,000 円、小児 3,240 円  

        ※近鉄往復運賃、生駒山上遊園地のりもの券（1200円分）、記念品代、諸税等含む 

※他駅からの設定や乳幼児の設定もあります。 

※詳しくは近鉄ホームページをご覧ください  

http://blog2.kintetsu.co.jp/ekichou/2018/06/post-2e0f.html   

※発売価格、旅行代金はすべて税込みです。 

「『ブル・ミケ』ソフトクリーム」 

（イメージ） 

絵はがきセット 

（イメージ） 

「オリジナルサンバイザー」 

（イメージ） 

http://blog2.kintetsu.co.jp/ekichou/2018/06/post-2e0f.html
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≪生駒市・生駒市観光協会・市民団体≫ 

1１．生駒市観光協会 第 10 回生駒市観光フォトコンテ

ストに「100 周年の生駒ケーブル部門」を新設 

第 10回生駒市観光フォトコンテストにおいて、

今年は生駒ケーブル 100周年を記念して、「100

周年の生駒ケーブル部門」を新設し、作品を募集し

ます。写真を通して生駒の魅力に触れていただこう

と考えています。同部門に特別に設けられた「生駒

ケーブル賞」受賞者には、副賞として生駒ケーブル

100周年記念グッズをプレゼントします。 

【募集期間】：２０１８年７月２日（月）～11月 12日（月） 

【費  用】：無料 

【応募方法】：募集チラシの裏面もしくは生駒市観光協会ホームページからダウンロードした応募票

に必要事項を記入の上、観光協会事務局の生駒市役所商工観光課に直接持参か郵送

（締切日に必着）で提出してください。 

応募資格等詳しくは生駒市広報誌７月１日号もしくは生駒市観光協会ホームページを

ご覧ください。 

http://www.ikoma-kankou.jp/gallery/  

 

 

１２．生駒山上遊園地にて、いこま育児ネット「つなげてあそぼ   

う プラレールひろば×生駒ケーブル 100 周年」を実施 

    生駒ケーブル 100周年を記念して、大人気の子育て支 

援イベント「つなげてあそぼう プラレールひろば」が生駒 

山上遊園地に登場します。 

【実施日時】：2018年７月８日（日） 

11 時 00分～１５時 00分 

【実施場所】：生駒山上遊園地 プラザショップ横 

【参 加 料】：無料 

【そ の 他】：「ブル」または「ミケ」がプラレールひろばでグリーティングを実施します。 

お子様には、ノベルティをプレゼントします。 

「ブル」または「ミケ」グリーティング時間 

①11時 00分～ ②12時００分～ ③13時 00分～ ④14時 00分～ 

各回１０分程度  

 

※ いこま育児ネット「つなげてあそぼう プラレールひろば」 

設 立：2001 年 6 月 

代表者：清水 綾 

目 的：主催のいこま育児ネットは生駒市で活動する子育て支援ボランティアグループです。 

「つなげてあそぼう プラレールひろば」は 2014年から年 12回程度、生駒駅前の複合商業

施設「ベルテラスいこま」で催しており、市内外から多くの親子が集い、プラレールを通じて

交流する、大人気の子育て支援イベントです。プラレールは家庭で不要になったプラレールを

寄付いただき使用しています。 

 

過去の「つなげてあそぼう

プラレールひろば」の様子 

http://www.ikoma-kankou.jp/gallery/
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１３．生駒市生駒駅前図書室「生駒ケーブル１００周年記念展示 in 生駒駅前図書室」 

【開 催 日】：２０１８年 7月 18日（水）～7月 31日（火） 

【開催場所】：生駒市生駒駅前図書室 

【内  容】：「生駒ケーブル関連図書」、「ケーブルの構造標本」、「大正時代の生駒ケーブル運転 

日誌」等を展示します。 

 

 

１４．生駒聖天さんどう会「お得に楽しもう！ケーブル×宝山寺 

参道」を開催 

（１）ケーブル利用者特典 

【特典期間】：２０１８年 7月 21 日（土）～9月 30 日（日） 

【内  容】 

生駒ケーブル 100周年キャンペーンマークを店頭等に掲出

したコラボ参加店で、「生駒ケーブル 100 周年記念 リア

ル謎解きゲーム」（謎解きパンフレット）提示で割引等を実施 

【参加店舗】門前おかげ楼内蕎麦食処六根亭、ハーブ工房ほうざん、たからや、ikomania、ぴよ

ぴよ鍼灸院、楽食宝山、ケリノスギャラリー、生駒のお宿城山旅館、摩波楽茶屋、静

養院断食療養所 

※各店舗の特典内容は、フェイスブックページをご覧ください。 

 facebook.com/ikomasyotensandogoenichi/  

 

（２）宝山寺参道の手作り案内板の設置 

【設置期間】：２０１８年 7月 21 日（土）～9月 30 日（日） 

【設置場所】：宝山寺駅構内 

【内  容】：地域の子ども達による手書きの宝山寺参道の案内板 

を作成し、設置します。 

 

（３）生駒聖天さんどう会「生駒聖天お彼岸万燈会さんどう祭り 生駒ケーブル灯籠絵募集」 

【開催日】：２０１８年 9月 22日（土）、9月 23日（日・祝） 

【内  容】：１００周年にちなみ、昔のケーブルカーや昔の 

ケーブルの風景などの灯籠絵を募集します。 

（子どもは新しいケーブルカーの絵でも可） 

集まった絵を燈籠にして鳥居前駅または宝山寺駅周辺に 

展示します。 

【定  員】：先着５０名。用紙がなくなり次第終了。 

【費  用】：無料 

【応募方法】：８月１日（水）～３１日（金）に、「門前おかげ楼」 

または「城山旅館」で用紙を受け取る。 

必ず燈籠絵に「生駒ケーブル 100周年」の言葉を入れて、同場所に提出。 

※詳しくは、お彼岸万燈会さんどう祭りフェイスブックページをご覧ください。 

https://www.facebook.com/Ikomasyotenmantoe/ 

 

 

 

宝山寺（生駒聖天）参道 

生駒聖天お彼岸万燈会 
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※ 生駒聖天さんどう会 

設 立：２０１３年 春 

代表者：会長 小川 雅巳 

目 的：宝山寺（生駒聖天）参道の旅館や商店が集まり、様々なイベントやＰＲ活動を通して、参道

や生駒山の活性化に取り組んでいます。参道も高齢化が進み、空き家が増え、旅館の数も減

ってしまう中で「このままではいけない」「町に活気を取り戻したい」「もっと皆さんに生駒

の山を知ってほしい」という思いでスタートしました。焦らず、急がず、気負わず、そして

何より楽しんで、参道や生駒山が少しずつ変わっていったら。そう願って活動しています。 

 

 

１５．生駒市図書館教養講座「ケーブルから見た１００年前の生駒」を開催 

【開催日時】：① ２０１８年 7月 22日（日）10 時００分～12 時００分 

② ２０１８年 7月 28日（土）10 時００分～12時００分 

【開催場所】：生駒市図書会館 ３Ｆ市民ホール 

【内  容】：① 市職員による講演「ブルーノ・タウトによる生駒山嶺小都市

計画～生駒山上の歴史を紐解く～」 

② 奈良大学文学部教授の三木理史さんによる講演 

「ケーブルと近鉄奈良線から見た 100年前の生駒」 

【定  員】：各 200名（申込順） 

【費  用】：無料 

【参加方法】：6月 26日（火）以降、生駒市ホームページ申込フォーム（６月２６日オープン） 

https://www.city.ikoma.lg.jp/cmsform/enquete.php?id=400 で申し込むか、 

直接生駒市図書館（0743－75－5000）に電話でお問合せください。 

 

 

１６．鳥居前駅コンコースで生駒市観光協会「100 周年の生駒ケーブルと巡る観光生駒写真展」を開催 

過去の生駒市観光フォトコンテスト応募作品の中から生駒ケーブルやケーブル沿線に関する写真

を展示します。 

【開催期間】：２０１８年８月１日（水）～８月３１日（金） 

【開催場所】：鳥居前駅コンコース 

【そ の 他】：参加は無料で、改札外で自由にご覧いただけます。 

 

１７．生駒市観光ボランティアガイドと行く「１００周年のケーブル&ハイキング」 

観光ボランティアガイドが１００周年にちなみ、ケーブルを利用するハイキング３コースをご案

内します。 

【開 催 日】：①2018 年８月４日  （土） 宝山寺参拝と花火鑑賞ナイトツアー 

②2018 年９月１５日（土） 慈光寺（じこうじ）戸閉式（とじめしき）を体験 

③2018 年９月２９日（土） 生駒山上探訪ハイク 

【応募方法】：いずれのコースもハガキでご応募下さい。 

【募集人員】：各 20 名（抽選制） 

【費  用】：無料 

※詳しくは生駒市ホームページをご覧ください  

http://www.city.ikoma.lg.jp/0000013903.html  

生駒市図書館教養講座 

https://www.city.ikoma.lg.jp/cmsform/enquete.php?id=400
http://www.city.ikoma.lg.jp/0000013903.html
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参考 
【生駒ケーブルの概要】 

・開業年月日 ： 1918年 8月 29日 

・運 転 区 間 ： 宝山寺線（鳥居前駅～宝山寺駅）  約 0.9ｋｍ 

          山上線 （宝山寺駅～生駒山上駅） 約 1.1ｋｍ 

・高 低 差 ： ４６６ｍ 

 ・保 有 車 両 ： 宝山寺１号線「ブル」、「ミケ」、 

          宝山寺２号線「すずらん」、「白樺」 

山上線   「ドレミ」、「スイート」 

・最大乗車人員 ： 宝山寺 １号線１２８人、宝山寺２号線１２５人 

          山上線 １２８人 

・運 転 速 度 ： 時速約１１ｋｍ 

 

 

【生駒ケーブルの歴史】 

・1918 年 8月 29 日  鳥居前・宝山寺間の運輸営業開始（宝山寺１号線） 

                  日本最初のケーブルカーの誕生 

 

・1926年 12月 30日   鳥居前・宝山寺間複線化（宝山寺２号線） 

 

・1929 年 3月 27 日   宝山寺・生駒山上間の運輸営業開始（山上線） 

                             生駒山上遊園地が同時に開業 

宝山寺で乗換え生駒山上に至る現在の姿となった 

 

・1944 年 2月 11 日  生駒山上に海軍基地が設置され全線運輸営業休止 

                             （軍用運転は継続） 

6 月２６日  宝山寺２号線撤去作業開始（7月撤去） 

 

・1945 年  ８月１日    宝山寺１号線、山上線営業再開 

 

・1953 年  ４月１日    宝山寺２号線再建 

 

・1979 年  7月２０日   生駒駅周辺の再開発により、 

鳥居前駅を生駒山上寄りへ移設 

 

・1985 年  3月 30 日   鳥居前・宝山寺間運転自動化 

6月 27 日   宝山寺・生駒山上間運転自動化 

 

・2000 年  3月 18 日   新車両４両導入 

           宝山寺線 1号線「ブル」「ミケ」、 

山上線「ドレミ」「スイート」 

生駒ケーブル路線図 

宝山寺線車両 

「すずらん・白樺・ミケ・ブル」 


