
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

近江鉄道株式会社（本社：滋賀県彦根市、代表取締役社長：喜多村 樹美男）では、６月２２日（土）に

八日市駅および本町商店街（八日市駅から徒歩３分）において、「ガチャコンまつり２０１９in東近江市」

を開催します。 

今年は、滋賀県東近江市と連携し、「ガチャコンまつり」としては初となる八日市駅周辺で開催します。 

会場では、ステージ企画として女子鉄アナウンサーとして人気の「久野知美」さん（ホリプロ アナウン

ス室所属フリーアナウンサー）、鉄道ファンに人気のホリプロマネージャー「南田裕介」さんによるトーク

ショーやじゃんけん大会、観光ＰＲが行われるほか、近江鉄道の鉄道むすめ「豊郷あかね」「日野せりか」

の新グッズの発売を行います。 

また、鉄道ファン必見の鉄道部品販売や各鉄道会社によるグッズ販売をはじめ、ご家族でお楽しみいただ

ける「ミニ電車」の運行、地元東近江市による軽食販売やクイズラリーなど内容盛りだくさんです。 

イベント開催に合わせて、近江鉄道（電車）が１日乗り降り自由となる「ガチャコンまつり限定 １デイ

スマイルチケット」を発売します。ご来場は、近江鉄道をご利用ください。 

詳細は、別紙のとおりです。 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

News Release 2019 年 6 月 10 日 

近江鉄道株式会社 

八日市駅周辺で初開催！！ 6月 22日（土）＜入場無料＞ 

「ガチャコンまつり2019in東近江市」を開催！ 
女子鉄アナウンサー「久野知美」さん、ホリプロマネージャー「南田裕介」さんのトークショーを開催！ 

近江鉄道の鉄道むすめ「豊郷あかね」「日野せりか」の新グッズを発売！ 

 



 

 

【別紙】 

「ガチャコンまつり 2019 in 東近江市」について 
 

１．開 催 日  2019 年 6 月 22 日（土）  

※雨天決行、荒天中止 

         ※イベントを中止する場合は、当日 7：00 に当社ホームページ 

（http://www.ohmitetudo.co.jp/railway/）でお知らせします。 

  

２．開催時間  10 時 00 分～15 時 00 分 

 

 ３．開催場所  八日市駅および本町商店街（八日市駅から徒歩３分） 

 

 ４．入 場 料  無料 

 

 ５．主な内容 
 

（1）ステージ企画 

    10:00 オープニング 

11:00 東近江市ＰＲ 

12:00 鉄道各社ＰＲ（近江鉄道㈱、伊豆箱根鉄道㈱、弘南鉄道㈱、西武鉄道㈱、和歌山電鐵㈱） 

13:00 久野知美さん、南田裕介さんトークショー ※約 30 分 

    14:00 じゃんけん大会 

   14:50 エンディング 
 

（2）近江鉄道新グッズ発売 

①鉄道むすめミニのぼり 「豊郷あかね」「日野せりか」ガチャコンまつり限定バージョン 

     【販売個数】各 50 個限定 ※1 名さま各 1 個限り購入可能 

     【販売価格】各 1,000 円（税込） 

   【サ イ ズ】W100mm×H300mm 
 

②鉄道むすめミニのぼり 「豊郷あかね」「日野せりか」 

【販売個数】各 100 個 ※1 名さま各 2 個まで購入可能 

【販売価格】各 1,000 円（税込） 

   【サ イ ズ】W100mm×H300mm 
 

③「日野せりか」アクリルフィギュア 

【販売個数】50 個 ※1 名さま 1 個限り購入可能 

【販売価格】1,800 円（税込） 

【サ イ ズ】W90mm×H170mm 

 

 

八日市駅から本町商店街までの 

アクセス 



 

 

④駅名標キーホルダー 「豊郷駅」「日野駅」 

【販売個数】各 500 個 ※1 名さま各 2 個まで購入可能 

【販売価格】各 500 円 

【サ イ ズ】W42mm×H65mm 
 

⑤トートバック 「豊郷あかね」「日野せりか」「駅長がちゃこん」 

【販売個数】各 100 個 ※1 名さま各 1 個限り購入可能 

【販売価格】各 800 円 

【サ イ ズ】W36cm×H37cm×D11cm 
 

     そのほか、近江鉄道グッズの販売を行います。 

 

 ＜新グッズイメージ＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  （3）鉄道部品販売 

   【販売時間】12：00～ 

   【受付時間】11：45 まで 

※購入順番抽選制 

       本町商店街内の部品販売ブース前の列にお並びください。 

11：45 に部品販売抽選列の形成を締切します。 

抽選を行い、1 番の番号札をお持ちの方より、番号順にご案内します。 

①鉄道むすめミニのぼり 

ガチャコンまつり限定バージョン 
②鉄道むすめミニのぼり ③「日野せりか」アクリルフィギュア 

④駅名標キーホルダー ⑤トートバック 



 

 

 

 （4）鉄道各社グッズ販売 

【参加会社】伊豆箱根鉄道株式会社、弘南鉄道株式会社、西武鉄道株式会社、和歌山電鐵株式会社 

泉北高速鉄道株式会社（委託販売） 
 

（5）「ミニ電車」運行 

   【運行時間】10：00～15：00 （受付は 14:30 まで） 

   【乗車料金】無料 

   ※小学生以下のお子さまが対象です。ただし、お子さま 1 名さまにつき、付き添いの保護者の方 1

名さままで同乗していただくことができます。 
 

 （6）近江鉄道マスコットキャラクター「駅長がちゃこん」登場 

   【時  間】10:00～／12：00～／14：00～ 
 

（7）会場クイズラリー 

   【開催時間】10：00～15：00 （受付は 14:30 まで） 

   【受付場所】本町商店街内 総合案内（スタート＆ゴール） 

   【内  容】八日市駅～本町商店街にあるスポットで謎解きをするクイズラリーです。 
  

（8）東近江市特産品販売、軽食販売 

 

※掲載している画像はすべてイメージです。変更になる場合がございます。 

※諸事情により各イベントの内容、開催時間、出演者が変更または中止になる場合があります。 

あらかじめご了承ください。 

 

 ６．交  通  会場には駐車場はございません。ご来場は公共交通機関をご利用ください。 

＜京阪神エリアからお越しの方＞ 

             JR「近江八幡駅」で近江鉄道に乗り換え、八日市駅下車 

           ＜北陸・中京エリアからお越しの方＞ 

             JR「米原駅」で近江鉄道に乗り換え、八日市駅下車 

          

イベント開催に合わせて、近江鉄道（電車）が１日乗り降り自由となる「ガチャコンま

つり限定 １デイスマイルチケット」を発売します。（おとな 880 円／こども 440 円） 

          【発売駅】近江鉄道（米原、彦根、八日市、近江八幡、貴生川）の各駅 

     

◇お客さまからのお問合せ先 

近江鉄道株式会社 鉄道部 鉄道営業課 

TEL.0749-22-3303（平日 8：30～17：30） 

 

◇「ガチャコンまつり 2019 in 東近江市」について 

   http://www.ohmitetudo.co.jp/railway/gatyakonmaturi2019/ 

http://www.ohmitetudo.co.jp/railway/gatyakonmaturi2019/


ゲストトークステージ
ミニ電車運行
鉄道各社グッズ販売
近江鉄道新グッズ発売

会場クイズラリー
東近江市特産品販売・軽食販売
近江鉄道部品販売
当日限定１デイスマイルチケット発売 女子鉄アナウンサー

久野知美さん
ホリプロマネージャー
南田裕介さん

Ⓒ2005TOMYTEC／イラスト：宙花こより
Ⓒ2005TOMYTEC／イラスト：伊能津

※雨天決行、荒天中止

会場には駐車場はございません。ご来場は電車・バスをご利用ください。



※イベント内容は変更になる場合があります

近江鉄道㈱鉄道部 
☎ 0749-22-3303 （平日 8:30~17:30）
近江鉄道　ガチャコンまつり
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部品販売 12：00 ～
受付締切 11：45　※購入順番抽選制
①当日11：45までに、本町商店街内部品販売列にお並びください。
　※抽選になりますので、一番に並んだ方が一番に購入できるとは限りません。
②11：45 に部品販売列の形成を締め切ります。
③お並びの方をカウントし、順に番号札をお引きいただきます。
　※購入数に制限をかける場合がございます。
④１番の番号札をお持ちの方より、番号順に販売ブースへご案内します。

スタート・ゴール　総合案内
八日市駅～本町商店街にあるスポットで謎解きを
しながらクイズラリー！ご家族で楽しめます！
◆ご注意◆
・スポットは八日市駅から会場内にあります。
・道路を横断する際は車の往来には充分ご注意ください。

10:00
11:00
12:00
13:00

14:00
14:50

オープニング
東近江市PR
鉄道各社PR
久野さん・南田さん
トークショー（30分）
じゃんけん大会
エンディング

●伊豆箱根鉄道株式会社
●弘南鉄道株式会社
●西武鉄道株式会社
●和歌山電鐵株式会社
●泉北高速鉄道株式会社 ＊委託販売

1回目 12：00
2回目 14：00

10：00～15：00（受付は14：30まで）

乗車無料

共催：東近江市
協力：本町商店街、東近江市観光協会

京阪神エリアからお越しの方：近江八幡駅で近江鉄道に乗換、八日市駅下車
北陸・中京エリアからお越しの方：米原駅で近江鉄道に乗換、八日市駅下車

●鉄道むすめミニのぼり
　ガチャコンまつり
　豊郷あかね・日野せりか 各50個
●鉄道むすめミニのぼり
　通常バージョン
　豊郷あかね・日野せりか 各100個
●アクリルフィギュア
　日野せりか 50個
●駅名標キーホルダー
　豊郷駅・日野駅 各500個
●トートバック
　豊郷あかね・日野せりか・
　駅長がちゃこん 各100個

久野 知美（女子鉄アナウンサー）
ホリプロ所属のフリーアナウンサー・女子鉄。鉄道好きが高
じ、テレビ朝日系「テンション上がる会？」、NHKラジオ第一
「鉄旅・音旅 In Summer！/Winter！」をはじめ、テレビ、ラ
ジオ等に多数出演。西武鉄道新型特急「Laview」をはじ
め、鉄道会社の車内自動アナウンスも担当。現在は、テレビ
東京「なないろ日和！」、FM NACK5「スギテツのGNRR」
ほかにレギュラー出演中！「鉄道とファン大研究読本」（カン
ゼン）を昨年リリース。5月16日に2冊目の著書『女子鉄アナ
ウンサー久野知美の かわいい鉄道』（天夢人）を刊行。

南田 裕介
1974年生まれ。奈良県出身。子どものころから鉄道が
大好きで、全国各地へ鉄道旅に出かける。静岡大学卒
業後、株式会社ホリプロに入社、現在はスポーツ文化部
アナウンス室担当。タレントのマネジメントをする傍ら、自
らも鉄道関連の番組（テレビ朝日『タモリ倶楽部』、日本
テレビ『笑神様は突然に…「鉄道BIG４」』、CS日テレプ
ラス『鉄道発見伝』など）やイベントに出演する。著書『鉄
道たずねて三千里』（主婦と生活社）。

ゲスト プロフィール

八日市駅から本町商店街まで徒歩3分

当イベントを中止する場合は、当日7：00にホームページでお知らせいたします。

限定バージョン

（受付は14:30まで）


