2021 年 5 月 24 日

News Release
2 年ぶりの開催！！

近江鉄道株式会社

6 月 19 日（土）＜入場無料＞

「ガチャコンまつり 2021in 東近江市」を開催！
鉄道むすめ「豊郷あかね」
「日野せりか」の新グッズを発売！
鉄道好きアイドル「伊藤桃」さん、
『豊郷あかね』声優「松本絹華」さんのトークショー開催！
近江鉄道株式会社（本社：滋賀県彦根市、代表取締役社長：飯田 則昭）では、２０２１年６月１９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２０２１in 東近江
市」を開催いたします。
東近江市と連携し、八日市駅周辺をメイン会場にステージ企画として鉄道好きアイドルとして人気の「伊
藤桃」さん（スペースクラフトエージェンシー所属）、鉄道むすめ ※1『豊郷あかね』の声優である「松本絹
華」さん（T＠creation 所属）によるトークショーや鉄道むすめ「豊郷あかね」「日野せりか」の新グッズ
の発売、沿線市町によるＰＲが行われます。
他にも、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・ＰＲをはじめ、大人から子ども
まで楽しめるＨＯゲージ（鉄道模型）の操作体験など内容盛りだくさんです。
さらに、当日開催のＡＲ技術を活用したクイズラリーでは、八日市駅から本町商店街の他に日野駅周辺
も対象スポットとして設定し、八日市駅～日野駅間の臨時電車を運行いたします。同区間の移動の利便を
図るほか、前面方向板レプリカをセットにした乗車予約制臨時快速電車を彦根駅より運行します。これら
の臨時電車は、今年で「赤電」塗装への塗色変更から 5 周年となる 822 号「赤電」編成を使用し、同系列
車両が西武鉄道にて活躍した当時をイメージした前面方向板を特別に掲出いたします。
詳細は、別紙のとおりです。
（※1）鉄道むすめ…株式会社トミーテックが展開する全国の鉄道事業者の制服を着たキャラクター
注１、新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、会場の本町商店街では検温を実施し、消毒のご協力をお
願いさせていただきます。当日のお客さまのご来場状況によっては入場制限を実施する場合があります。
注２、新型コロナウイルス感染症拡大の状況によっては、本イベントの企画に変更が生じる場合または中
止する場合があります。

【別紙】
「ガチャコンまつり 2021 in 東近江市」について
１．開 催 日

2021 年 6 月 19 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
（https://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

八日市駅から本町商店街までの
アクセス

10:30 沿線市町ＰＲ（前半）
11:30 伊藤桃さん、松本絹華さんトークショー
12:20 鉄道各社ＰＲ（近江鉄道、伊豆箱根鉄道、嵯峨野観光鉄道、西武鉄道、四日市あすなろう鉄道、和歌山電鐵）
13:20 沿線市町ＰＲ（後半）
14:30 抽選大会景品授与
14:50 エンディング
（2）近江鉄道新グッズ発売
①鉄道むすめマグカップ 「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
【販売価格】各 1,500 円（税込）
【サ イ ズ】W105mm×H92mm ×D80mm（80mmΦ）
②鉄道むすめマグカップ 「豊郷あかね＆日野せりか」
【販売個数】100 個
【販売価格】各 1,500 円（税込）
【サ イ ズ】W105mm×H92mm ×D80mm （80mmΦ）
③鉄道むすめフルカラーフェイスタオル 「豊郷あかね＆日野せりか」
【販売個数】300 枚
【販売価格】1,800 円（税込）
【サ イ ズ】W850mm×H330mm

④鉄道むすめ合皮パスケース 「豊郷あかね＆日野せりか」縦 ver. / 横 ver.
【販売個数】各 200 個
【販売価格】各 750 円（税込）
【サ イ ズ】W72mm×H110mm
⑤鉄道むすめ合皮キーホルダー 「豊郷あかね」
「日野せりか」
【販売個数】各 200 個
【販売価格】各 800 円（税込）
【サ イ ズ】W40mm×H75mm
⑥クリアファイル「近江鉄道の『電気機関車』」
【販売個数】400 枚
【販売価格】300 円（税込）
【サ イ ズ】W218mm×H310mm
そのほか、新たな電車キーホルダーグッズや駅メモ！シリーズ近江鉄道コラボグッズを含む
近江鉄道グッズの販売を行います。
＜新グッズイメージ＞

①鉄道むすめマグカップ
「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

②鉄道むすめマグカップ
「豊郷あかね＆日野せりか」

③鉄道むすめフルカラーフェイスタオル
「豊郷あかね＆日野せりか」

⑤鉄道むすめ合皮キーホルダー
「豊郷あかね」「日野せりか」

④鉄道むすめ合皮パスケース
「豊郷あかね＆日野せりか」
縦 ver．/横 ver．

⑥クリアファイル「近江鉄道の『電気機関車』」

※グッズデザインはイメージです。実際の商品とは異なる場合があります。

（3）鉄道部品販売
【販売時間】11：15～
【受付時間】11：00 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。
11：00 に部品販売抽選列の形成を締め切ります。
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。

（4）鉄道各社グッズ販売
【参加会社】伊豆箱根鉄道株式会社、嵯峨野観光鉄道株式会社、西武鉄道株式会社、四日市あすな
ろう鉄道株式会社、和歌山電鐵株式会社
【委託販売】紀州鉄道株式会社、三岐鉄道株式会社、JR 西日本和歌山支社、水間鉄道株式会社、
山形鉄道株式会社
※新型コロナウイルス感染症の情勢により変更となる場合があります。
☆購入者特典「ガチャコンまつり 2021 限定 鉄道むすめ A4 クリアファイル」
近江鉄道グッズ販売ブースおよび鉄道各社グッズ販売ブースにて、500 円（税込）以上お買い
上げいただいた会社数に応じて「ガチャコンまつり 2021 限定 鉄道むすめ A4 クリアファイ
ル」をプレゼントいたします。
配布枚数：４～５社にてお買い上げ⇒１枚
６社以上にてお買い上げ⇒２枚
※委託販売の事業者や鉄道むすめ以外のグッズも含みます。
※配布枚数には限りがあります。

A4 クリアファイルデザインイメージ

（5）HO ゲージ操作体験
【開催時間】10：00～15：00 （10:00～／12:30～の 2 部に分けて整理券を配布します）
【体験料金】無料
※会場内の密対策のため、整理券を配布します。午前、午後それぞれの整理券をお持ちの方が体験
していただけます。
（6）清水薫氏写真展
鉄道写真家として長年活躍し人気を博した清水薫氏の写真を、本町商店街内と八日市駅ホール
ショーケースにて展示いたします。
※こちらのイベントのみ、6 月 1 日(火)～6 月 23 日(水)（本町商店街内については 6 月 30 日(水)）
まで掲出いたします。
（7）AR 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）
【料

金】無料

【内

容】八日市駅～本町商店街と日野駅・日野駅鉄道ミュージアムにあるスポットで謎解きを
するクイズラリーです。AR 技術を使用した不思議な演出で、お子さまやご家族の方、
ミュージアムを訪れられる鉄道ファンの方など幅広くお楽しみいただけます。クリ
アされた方には粗品をプレゼント！

（8）臨時電車
イベント当日は八日市～日野間を往復する臨時電車に加え、前面方向板レプリカをセットにし
た乗車予約制の臨時電車を彦根駅より運行します。これらの臨時電車は、822 号赤電車両で運行し、
同系列車両が西武鉄道にて活躍した当時をイメージした前面方向板を掲出いたします。詳細は下
記の通りです。
◆八日市～日野間
【運 行 日】2021 年 6 月 19 日（土）
【運行区間】八日市～日野間
【運行本数】上り 3 本／下り 3 本 計 3 往復
【乗車方法】乗車券をお持ちの方はご自由にご乗車いただけます。
【停 車 駅】途中の駅ではお降りいただけません。
同駅間を行き来するお客さまのみご乗車ください。
【運行時刻】

【そ の 他】下り第 0 便につきましては、下記の乗車予約制臨時電車となります。
下り第 3 便・上り第 4 便には、ゲストの『豊郷あかね』声優「松本絹華」さんが
乗車いたします。詳細はホームページにてご案内いたします。
◆乗車予約制臨時電車
【運 行 日】2021 年 6 月 19 日（土）
【運行区間】彦根⇒八日市（⇒日野）
【運行時刻】彦根（9:53 発）⇒八日市（10:26 着／10:47 発）⇒日野（11:06 着）
【乗車方法】ご乗車には「臨時快速日野行乗車券セット」のお買い求めが必要です。
【そ の 他】乗車予約制となるのは途中の八日市までとなります。
八日市から先はご自由にご乗車いただけます。
◎「臨時快速日野行乗車券セット」について

【商品内容】①1 デイスマイルチケット、②乗車記念証、③仕業表レプリカ、
④前面方向板レプリカ（実物同仕様）
【価

格】15,000 円（税込）

【販 売 数】先着 14 セット
【購入方法】5 月 26 日（水）午前 10 時より近江鉄道ホームページにてお申込を受け付け
ます。14 名さまにお申込みいただいた時点で募集を締め切ります。
【そ の 他】
「前面方向板レプリカ」は、当日実際に掲出する前面方向板と同一サイズ同一
仕様の商品となります。詳細はホームページにてご案内いたします。
※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」または JR「彦根駅」で近江鉄道に乗り換え、八日市駅下車
イベント当日は近江鉄道
（電車）が１日乗り降り自由となる「１デイスマイルチケット」
（おとな 900 円／こども 450 円）のご利用が便利です。

７．新型コロナウイルス感染拡大防止対策について
①参加の際は、マスクの着用をお願いします。また当日体調の悪い方の参加はご遠慮ください。
②当日受付で、非接触型体温計による検温をさせていただき、場合によっては参加をお断りする可
能性があります。また、個人情報の記入をお願いする場合があります。
③備え付けの消毒用アルコールで手指の消毒をお願いします。
④来場者が密集している場合には、スタッフからお声掛けさせていただく場合があります。
⑤お客さまのご来場状況により、入場制限をさせていただく場合があります。
⑥会場内での飲食はご遠慮ください。
◇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 2021 in 東近江市」について
http://www.ohmitetudo.co.jp/railway/event/gachakonmatsuri2021/

