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平成２６年３月１７日 

 

～皆様にご愛顧をいただいて１世紀～ 

平成２６年４月３０日、近鉄奈良線は開業１００周年を迎えます 

～開業時の車両（デボ１形）の塗装を施したヒストリートレインほか、様々なイベントを実施！～ 

 

近畿日本鉄道㈱は、大正３年（１９１４年）に前身の大阪電気軌道㈱が上本町・奈良間の運輸営業を開

始して以来、沿線の皆様をはじめとする多くの方々の足として親しまれ、おかげさまで本年４月３０日に

奈良線開業１００周年を迎えます。 

これを記念して、これまでご愛顧いただいたお客様への感謝の気持ちをこめた様々なイベントを、４月

１９日（土）から７月８日（火）まで、近鉄奈良線沿線において実施します。 

詳細は別紙のとおりです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

近鉄奈良線開業１００周年記念ロゴマーク 
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Ⅰ．主な記念イベントの概要〔実施期間：平成２６年４月１９日（土）～７月８日（火）〕 

 

１．デボ１形塗装色車両（ヒストリートレイン）の運行および出発式 

外観は上本町・奈良間開業期に運行していたデボ１形をイメージして塗装、車内は奈良線の１００

年の歴史を振り返り、懐かしんでいただけるＢ３ポスターを掲出したデボ１形塗装色車両（ヒストリ

ートレイン）を、平成２６年４月２９日（火・祝）からイベント列車に使用するほか、通常は奈良線

を中心に定期列車として運行します。４月２９日には大阪上本町駅で出発式を行います。 

 

２．㈱近鉄百貨店との共催記念イベント 

近畿日本鉄道㈱と㈱近鉄百貨店は、デボ１形塗装色車両（ヒストリートレイン）の出発式と同日

の平成２６年４月２９日（火・祝）から５月７日（水）までの間、近鉄百貨店上本町店９階催会場

にて、記念イベント「近鉄奈良線開業１００年のあゆみ展」&「近鉄奈良線開業１００周年記念 鉄

道まつり」を開催します。 

「近鉄奈良線開業１００年のあゆみ展」では、車両模型や列車標識、乗車券、沿線案内図、懐か

しい写真などの鉄道関連資料を展示します。また「近鉄奈良線開業１００周年記念 鉄道まつり」で

は、鉄道模型の展示や運転体験、新制服での撮影会コーナーを設けるほか、鉄道グッズ、記念 DVD、

１００年前のレールを加工した１００周年限定カットレール（限定１００個）などの発売も行いま

す。 

 

３．オリジナルバッジプレゼントスタンプラリー 

奈良線で往年活躍していた車両や現在も走行している車両のオリジナルバッジを作成し、所定の

条件を満たされたお客様には、実施期間に応じたバッジをお渡しします。 

 

４．記念懸賞プレゼント 

近鉄奈良線開業１００周年を記念して、郵便はがきで応募していただいたお客様の中から抽選で、

本年３月７日（金）に開業した大阪マリオット都ホテルの宿泊券などをプレゼントします。 

  

５． その他の記念イベント 

    記念イベントの詳細につきましては、「Ⅱ．記念イベントの詳細」をご覧ください。 

    また、３月下旬に配布いたしますパンフレットにも掲載いたします。  

  

別 紙 
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Ⅱ．記念イベントの詳細 

１．デボ１形塗装色車両（ヒストリートレイン）の運行 

     外観は上本町・奈良駅間開業時に運行していたデボ１形をイメージして塗装（５８００系）、 

車内は近鉄奈良線の１００年の歴史を振り返り、当時を懐かしんでいただけるＢ３ポスターを 

掲出したデボ１形塗装色車両（ヒストリートレイン）を運行します。 

（１）運行開始日 平成２６年４月２９日（火・祝）から 

（２）運 行 区 間 奈良線を中心に定期列車として運行するほか、イベント列車として運行 

   塗装イメージ 

 

     

 

２．デボ１形塗装色車両（ヒストリートレイン）を使用した記念イベント 

  （１）出発式 

    ① 実施日時 平成２６年４月２９日（火・祝） １０時４０分テープカット（予定） 

    ② 実施場所 大阪上本町駅９番線ホーム 

    ③ ゲ ス ト 中川家・礼二さん 

  （２）募集型企画旅行 

    ① ツアー名  近鉄奈良線開業１００周年記念  

５８００系・デボ１形塗装色車両撮影会ツアー 

      ② 内  容  デボ１形塗装色車両（ヒストリートレイン）出発式の後、当該列車に乗車し、

東花園車庫で撮影会を実施します。その後、近鉄奈良駅周辺でフリー時間を

とり、最後に西大寺車庫にて車窓見学をお楽しみいただけます。 

    ③ 実 施 日  平成２６年４月２９日（火・祝）【申込み、受付は３月２０日（木）１０時から】 

    ④ 募集人員  ２５０名（最少催行１００名） 

    ⑤ 行  程    

出発式（１０：40）==大阪上本町駅（１０：５５発）+++【デボ１形塗装色車両（ヒストリー

トレイン）】+++東花園駅+++≪東花園車庫：デボ１形塗装色車両（ヒストリートレイン）

の撮影会（約３０分）≫+++東花園駅 +++近鉄奈良駅（１２：４９着）〔下車後フリー時間 

※昼食は各自手配〕==近鉄奈良駅（１３：４９発）+++【デボ１形塗装色車両（ヒストリー

トレイン）】+++大和西大寺駅+++≪西大寺車庫：車窓見学（約３０分）≫ 

+++大和西大寺駅+++大阪上本町駅（１４：５８着） 

⑥ 大阪駅上本町駅からの発売額  ※他駅からの設定はございません。 

   大人５，０００円 小児４，５００円 

         ＜旅行代金に含まれるもの＞ 

大阪上本町駅から近鉄奈良駅までの往復運賃、記念品代、諸税など 

⑦ お申込み 近鉄主要駅営業所  
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３．「近鉄奈良線開業１００年のあゆみ展」＆「近鉄奈良線開業１００周年記念 鉄道まつり」 

（１）実施日時 平成２６年４月２９日(火・祝)～５月７日(水) ９日間  

午前１０時～午後7時 ただし最終日は午後３時まで 

（２）実施場所 近鉄百貨店上本町店 ９階催会場（大阪市天王寺区上本町6丁目1-55） 

（３）概要 

① 近鉄奈良線開業１００年のあゆみ展   

     近鉄奈良線１００年のあゆみを時代ごとにパネルに掲出し、昔なつかしい駅舎や列車の 

写真などのほか、沿線図、切符などの歴史資料を展示し、１００年の歴史を紹介します。  

（主な展示物） 

       

 

 

②  近鉄奈良線開業１００周年記念 鉄道まつり 

中川家・礼二さんによるトークショー〔４月２９日（火・祝）〕のほか、鉄道模型の

展示や運転体験コーナーの設置、鉄道グッズや記念DVDなどの発売も行います。 

（主な催物） 

① 近鉄電車の模型展示・鉄道ジオラマの運転体験など     

・５インチゲージ、ミニ電車乗車体験 （有料１００円税込）    

        ・N・Oゲージの模型運転体験 （有料１００円税込）   

・運転シミュレーション体験（有料１００円税込）   

        ・近鉄駅員なりきり写真撮影 （新制服）     

        ・方向幕＆車内アナウンス体験 

②  販売コーナー   

・近鉄車両解体品販売 

        １００周年限定カットレールを制作（限定１００個）※１００年前のレールを加工 

           ・近鉄電車グッズ販売（書籍、プラレール、記念DVDなど）     

         ・鉄道コレクション ９００系（Nゲージ）（限定2,０００個） 

         ・紙製パッケージ（デボ１形）の作製  

 

 

 

デボ１形（車内案内駅名表示幕）

鹿の円形ヘッドマーク 
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４．オリジナルバッジプレゼントスタンプラリー 

（１）実施期間    平成２６年４月１９日（土）～７月８日（火） 

   

 

 

 

 

 

 

※実施期間によってお渡しするオリジナルバッジは異なります。 

※各回のオリジナルバッジは各回の実施期間内のみお引換えいただけます。 

 ただし、第１回のデボ１形車両のみ、引き換え期間は平成２６年５月４日～５月１７日と

なります。 

※バッジの配布数 各回とも先着３，０００名様 

 （２）スタンプラリーの参加方法 

① 主要駅で「近鉄奈良線開業１００周年スタンプラリー」リーフレットを入手します。 

       ※スタンプ台紙はリーフレット内に掲載しています。 

② 対象店舗・施設のスタンプ２個と対象駅に設置しているスタンプ１個（計３個）を集めて、

大阪難波駅または大和西大寺駅の駅営業所にリーフレットを持参し、係員のチェックを受け

ていただくと、各回実施期間に応じたオリジナルバッジをお渡しします。 

※対象店舗・施設にて１会計３５０円（税込）以上お買い上げいただくか、対象施設で入場

券をお買い求めいただきますと、スタンプを１個押印します。 

※対象施設・店舗のスタンプは、同じものでも有効とします。 

            ※対象駅のスタンプは、各回ともすべて異なる駅のスタンプを押印してください。同じ駅

のスタンプは無効とします。 

               ・対象駅…大阪難波、大阪上本町、鶴橋、布施、生駒、学園前、大和西大寺、近鉄奈良の

各駅 

        ・対象施設、店舗は、別添資料をご覧ください。 

③ 第１回から第６回までのオリジナルバッジをすべて集め、大阪難波駅営業所または大和西大

寺駅営業所へスタンプ台紙をご持参いただくと、抽選で全オリジナルバッジが収納できるコ

レクションボックス（１００名様）が当たる応募はがきをお渡しします。また、両駅の合計

で先着１，０００名様には観光特急「しまかぜ」オリジナルバッジもお渡しします。 

※応募はがきは平成２６年７月１８日（金）の消印まで有効 

 

 〔オリジナルバッジイメージ〕 

               

   【第１回】デボ１形車両   【第２回】８００系車両   【第３回】９００系車両 

 

 

実施期間 オリジナルバッジの種類

第１回 平成２６年４月１９日（土）～５月３日（土・祝） デボ１形車両

第２回 平成２６年５月４日（日・祝）～５月１７日（土） ８００系車両

第３回 平成２６年５月１８日（日）～５月３１日（土） ９００系車両

第４回 平成２６年６月１日（日）～６月１４日（土） ８８１０系車両

第５回 平成２６年６月１５日（日）～６月２８日（土） ９０２０系車両（シリーズ２１）

第６回 平成２６年６月２９日（日）～７月８日（火） ２２６００系Ａｃｅ
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   【第４回】８８１０系車両  【第５回】９０２０系車両  【第６回】２２６００系Ａｃｅ 

                      （シリーズ２１） 

     

   【オリジナルバッジ制覇】（先着１，０００名様） 

    ５００００系観光特急「しまかぜ」 

 

５．近鉄奈良線マルシェ 

    デボ１形塗装色車両（ヒストリートレイン）を大阪上本町駅に留め置き、近鉄奈良線沿線の市町

村の特産品を車内で展示、販売します。 

（詳細については、決定次第別途お知らせします。） 

 

６．記念きっぷ、記念グッズの発売 

 （１）「近鉄奈良線開業１００周年記念 近鉄全線フリーきっぷ」 

       近鉄全線（ケーブルを含む。ロープウェイを除く）が３日間乗り放題の特製乗車券を記念ホル

ダーにセットして発売します。また、上本町・奈良間の開業当初に使用していた乗車券を再現

したレプリカもセットしています。 

① 発売期間  平成２６年４月１０日（木）～７月５日（土） ※前売り発売のみ 

② 利用期間  平成２６年４月１９日（土）～７月８日（火） 

   ③ 有効期間  ご利用期間のうち、乗車開始日から連続３日間有効 

           ※きっぷの購入当日はご利用いただけません。 

④ 発売枚数   大人１０,０００枚、子ども１,０００枚 

           ※売切れ次第発売終了 

    ⑤ 発 売 額  大人４,１００円、子ども２,０５０円 

     ⑥  発売箇所  近鉄主要駅の特急券発売窓口および駅営業所 

 

 （２）近鉄奈良線開業１００周年 記念入場券 

      近鉄奈良線開業１００周年を記念して、開業当初の１３駅の入場券を特製台紙にセットし、

近鉄奈良線主要駅および主な駅営業所で、平成２６年４月１９日（土）より枚数を限定して

発売する予定です。 

  

 （３）「近鉄奈良線開業１００周年記念スルッとＫＡＮＳＡＩカード」 

３，０００円の「近鉄奈良線開業１００周年記念スルッとＫＡＮＳＡＩカード」を、限定 

１０，０００枚で発売します。 

① 発売期間  平成２６年４月中旬（予定）～当分の間 

② 発 売 額  ３，０００円（限定１０，０００枚） 
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（４）鉄道コレクション９００系鉄道模型（２両１編成） 

      昭和３６年（１９６１年）から運行を開始し、奈良線初の両開き片側４扉で近代化を図った 

９００系車両をＮゲージサイズ（１/１５０）でリアルに再現しています。 

① 発売開始日 平成２６年４月２９日（火・祝） 

② 発売個数  ６,０００個 ※売切れ次第発売終了 

③ 発 売 額  ３,０００円 

④ 発売箇所  近鉄の駅営業所 

近鉄鶴橋駅構内鉄道グッズショップ「Ｇａｔａｎ－Ｇｏｔｏｎ（ガタンゴ 

トン）」 

             近鉄百貨店上本町店９階催会場 

〔平成２６年４月２９日(火・祝)～５月７日(水)の催事期間中〕  

 

７．近鉄奈良線開業１００周年記念懸賞プレゼント 

   （１）賞品 

     ・大阪マリオット都ホテルご招待（１泊２食付）  1 組２名様 

     ・新歌舞伎座ご招待  １０組２０名様 

※ご招待日および演目はご指定いただけません。 

     ・鉄道コレクション９００系鉄道模型  １００名様 

   （２）応募期間 

      平成２６年４月１９日（土）～７月８日（火）（応募期間終了日必着です） 

（３）応募方法 

郵便はがきに郵便番号、住所、氏名、年齢、性別、職業および電話番号をご記入のうえ、下

記まで郵送ください。 

    〒５４３－８６９１ 

    大阪府大阪市天王寺区上汐５－５－１２ 

    日本郵便株式会社天王寺郵便局留 

    近畿日本鉄道株式会社「近鉄奈良線開業１００周年記念プレゼント」係  

（４）当選発表 

   当選者の発表は、発送をもって代えさせていただきます。 

 

８．その他 

（１）近鉄奈良線１００周年記念ハイキング 

      近鉄奈良線開業１００周年を記念し、近鉄万歩ハイキング等様々な記念ハイキングを実施し  

ます。 

「近鉄奈良線開業１００周年記念 

スルッとＫＡＮＳＡＩカード」 

イメージ 
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      【近鉄万歩ハイキング】 

    ・近鉄奈良線開業１００周年記念チャレンジハイク 

平成２６年５月１８日（日）、６月８日（日）の２日に分けて、大阪上本町駅～近鉄奈良

駅の各駅を通りながらチャレンジハイクを実施します。 

（２）近鉄グループのホテル、旅館、飲食店舗では記念プランをご用意します。 

（３）生駒駅および同駅周辺では、パネル展示、ゆるキャライベント、一日駅長（公募）などの 

イベントを行います。 

   

以  上 



ファミリーマート　東改札外 ファミリーマート　東３階
ファミリーマート　東改札内 ファミリーマート　１番ホーム西
ファミリーマート　西改札外 ファミリーマート　３番ホーム西
ファミリーマート　１番ホーム ファミリーマート　１番ホーム東
ＣＨＥＬＩＫ ＧａｔａｎーＧｏｔｏｎ（ガタンゴトン）
ＫＩＴＴＯ ドトールコーヒー
シュナリ 御座候
箱夢 ＱＢハウス
カフェ チャオプレッソ ファミリーマート　２階北改札外
ダイワ果園 ファミリーマート　３階大阪線ホーム
かぐら　東改札外 ファミリーマート　４階奈良線ホーム
GOKOKU モスバーガー
ル・グランシャリオ シュクレ
アンファン フラワーラボラトリー
平宗 キャベツ焼
蔵元豊祝 アモングレ
食事処かぐら ＫｏＫｕＭｉｎ
阿倍野だんご 最北酒場すことん
船場カリー カバリエ布施店
ＱＢハウス ファミリーマート　改札外橋上
ブックランキング ファミリーマート　改札内橋上
月日亭難波店 あんぱんの店
江戸川なんばウォーク店 柿の葉すし本舗たなか
カバリエ難波店 マネケン
ファミリーマート　近鉄大阪上本町駅 月日亭生駒店
ファミリーマート　地上８番ホーム前 味楽座生駒店
ファミリーマート　地下中央改札内 メルヘン生駒店
ファミリーマート　地下１番ホーム ファミリーマート　２番ホーム中央
ＣＨＥＬＩＫ ファミリーマート　近鉄学園前駅
成城石井 ミスタードーナツ
Ｂaｔｈ Ｔｕｂlｅｔ ドトールコーヒー
カフェ チャオプレッソ＆リトルマーメイド 柿の葉すし本舗たなか
カフェ チャオプレッソ セレクトショップ
THE EMPORIUM 銀座四川学園前駅ビル店
ユニクロ 味楽座学園前店
ＱＢハウス 麺ざんまい学園前店
ｃｏｎｏｋａ Ｊａｐａｎｅｓｅ　Ｄｉｎｉｎｇ　蔵人学園前店
マネケン 温温（ぬくぬく）
クックハウス（改札外） 千鳥屋
咲菜 てて
鶏太郎 大和文華館
ブックランキング 松伯美術館
アンファン ファミリーマート　橋上
平宗 ファミリーマート　３番ホーム
ペードエム ファミリーマート　１番ホーム
クックハウスココット リトルマーメイド
Ｍｅｅｔｓ　Ｓｗｅｅｔｓ 箱夢
月日亭上本町店 成城石井
江戸川上本町店 カフェ チャオプレッソ
百楽本店 アンファン
操舵 ＫｏＫｕＭｉｎ
ソラーレ・ドーノ Ｖｅｇｅｔａｂｌｅ　Ｓｔａｔｉｏｎ ２１
カバリエ上本町店 やさいの駅
メルヘン上本町店 Ｍｅｅｔｓ　Ｓｗｅｅｔｓ
サブウェイ セレクトショップ
グローバルワーク シェフ・ナカギリ
白洋舍 花恋人
ハーネスドッグ えびすカレー
コルテラルゴ かぐら
青山フラワーマーケット 仁右衛門
ポートランド 味季屋
無印良品 好包（ハオパオ）
ABCクッキングスタジオ まほろば大仏プリン本舗
ABCマート ならや
グリフォネ 本家菊屋
ジンズ 蔵元豊祝
ショップ無 幡・ＩＮＯＵＥ
ビースリー 山崎屋
セリア 平宗
コムギストーン 北浜ますせん
ネイルズユニーク おかずや豆平
リラクゼーションスペース　ラフィネ くくる
オリヒカ 大和コロッケの店
シーズンドア 粉こ楽
カフェ　モロゾフ うな源
ユニクロ うめもり
ナナズグリーンティー 蔵や
鎌倉パスタ 催事店舗
道頓堀　今井 月日亭西大寺サンワシティ店
しゃぶかつ　かつき 味楽座西大寺サンワシティ店
旬魚旬彩　うおまん 味楽座西大寺店
鶏料理専門店　鶏太郎 七輪あぐらや西大寺サンワシティ店
廻転寿司　CHOJIRO 江戸川ならファミリー店

カバリエならファミリー店

生駒駅
周辺

大和
西大寺駅

周辺

布施駅
周辺

鶴橋駅
周辺

学園前駅
周辺

（別添資料）オリジナルバッジプレゼントスタンプラリー　参加予定施設・店舗一覧

大阪
難波駅
周辺

大阪
上本町駅

周辺



（別添資料）オリジナルバッジプレゼントスタンプラリー　参加予定店舗一覧

ファミリーマート　改札内
ＫＩＴＴＯ
カフェ チャオプレッソ
成城石井
まほろば大仏プリン本舗
寿司丸忠
玉兎
なかにし
千壽庵吉宗
天極堂
漬菜栄吉
ゐざさ中谷本舗
蔵元豊祝
コクミンドラッグ
パネトリー
月日亭近鉄奈良駅前店
うどん亭近鉄奈良駅前店
奈良百楽
江戸川ならまち店
おちゃけや
The Olive Dining
fue（ふぅ）
豆仙坊
HAHAHA
hairs gen．－ヘアーズ・ゲン—
眞田
ハイボール酒場WESTERN
ビストロ・ド・セラヴィ
ミュゼプラチナム
膳

近鉄
奈良駅
周辺
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