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NEWS RELEASE 
叡山電鉄株式会社 

2023年３月 24日                   

 
叡山電鉄株式会社（本社：京都市左京区、代表取締役社長：豊田秀明）では、株式会社芳文社（所在

地：東京都文京区、代表取締役社長：孝壽尚志）発行のまんが雑誌「まんがタイムきらら」とのコラボ

レーション企画「きらら×きららプロジェクト」の第３８弾企画を実施します。 

 今回のコラボレーション企画は、「まんがタイムきらら」にて連載中の「ゆゆ式」（著者：三上小又） 

が、２０２３年３月２７日（月）にコミックス第１３巻を販売するのに合わせて実施します。 

期間中は、本コラボ用に描き下ろしたキャラクターのイラストを使用したコラボヘッドマークの掲出

運行・コラボポスターの掲出や「コラボきっぷ」「コラボ缶バッジ」「アクリルスタンド」「１/２スケ

ールコラボヘッドマーク缶バッジ」などのグッズ販売、「えいでん×ゆゆ式コラボフェスタ」イベント

の実施、キャラクタースタンディＰＯＰの展示など、様々な取り組みを行ってまいります。 

 詳細は別紙をご覧ください。 

 

企画：叡山電鉄株式会社 

協力：株式会社芳文社 

 
 
 

2023年４月１日（土）より漫画「ゆゆ式」とのコラボ企画を実施します 
2023年４月２９日（土・祝）に「えいでん×ゆゆ式コラボフェスタ」を開催 

コラボきっぷ、グッズの販売、キャラクタースタンディ POP、コラボポスターを展示します 
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（別紙） 

１．オリジナルコラボロゴ 

全ての企画には、「ゆゆ式×えい電」のコラボロゴを使用します。 

 

 

 

コラボロゴのイメージ 

２．コラボ車両の運行 

コラボ車両には、コラボヘッドマーク・ドア注意喚起ステッカーの掲出、イラストポスターギャラ 

リー展示をいたします。 

運行期間  ２０２３年４月１日（土）～８月２７日（日）（予定）  

車両番号  ７２２号車     

※一時的にヘッドマークの掲出車両の変更、中止をする場合があります。 

※運転時間は日によって異なります。また、車両点検やその他の理由により運休や運行期間終

了日を変更することがありますのであらかじめご了承願います。 

 

 

 

 

 

 

 

コラボヘッドマークのイメージ 

 

 

 

 

イラストポスターのイメージ 

３．コラボポスターの掲出 

  「ゆゆ式×えい電」コラボポスターを合計５駅に掲出します。叡山電車の沿線を巡りながら、ポス 

ター巡りもお楽しみください。 

掲出場所  出町柳駅、修学院駅、八瀬比叡山口駅、貴船口駅、鞍馬駅 

掲出期間  ２０２３年４月１日（土）～８月３日（木）（予定） 

    ※ポスターの掲出を一時的に中止または、掲出場所を変更する場合があります。 

 

 

 

 

       

出町柳駅      修学院駅    八瀬比叡山口駅    貴船口駅        鞍馬駅 

                 コラボポスターのイメージ 
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４．コラボきっぷの発売について  

「ゆゆ式」の描き下ろしイラストが描かれたコラボきっぷのセットを以下の通り発売します。 

セット内容                         １日乗車券×１種・特別入場券×５種・特典ポストカード風台紙×５種・特典Ｗポ 

ケットクリアファイル１枚 

発売金額                      ２，５００円 

発 売 数    限定５００セット 

発売方法           [イベント発売] 

              発売日時  ２０２３年４月２９日（土・祝）１０：３０～１５：３０ 

発売場所  八瀬比叡山口駅イベントスペース（駅テラス） 

発売数量  ４８０セット 

※状況によりお１人さまあたりの発売数を制限する場合があります。 

［通常発売］  

発売期間  ２０２３年４月２９日（土・祝）～８月２７日（日） 

発売場所  出町柳駅インフォメーション 

発売時間  初発～終発 

※２０２３年４月２９日（土・祝）のみ１６：３０～終発 

※イベント「えいでん×ゆゆ式 コラボフェスタ」で、完売となった場合は、通 

常発売いたしません。 

[委託発売] 

開始日時  ２０２３年５月上旬より販売開始予定（調整中）       

発売店舗  座・ガモール２号店（東京・巣鴨） 

発売数量  ２０セット（予定） 

発売方法  発売開始日時、発売方法の詳細は、座・ガモールの公式ホームページ 

（http://thegamall.shop/marche.html）または公式Twitter 

アカウント（@gamall2_kyoto）にてご確認ください。 

※その他、各種イベントで発売することがございます。 

※発売数に限りがございますので、なくなり次第終了します。 

有効期間      ２０２３年１２月３１日（水）までの１回限り有効 

払い戻し                         発売期間中で、未使用かつセット（１日乗車券・特別入場券・特典ポストカード 

風台紙・特典クリアファイル）が揃っている場合に限り出町柳駅で手数料（７０ 

０円）を差し引いた金額を払い戻しします。 

そ の 他  No.０００１～No.０１００まで、シリアルナンバーはランダムです。シリアルナ 

ンバーの指定はできません。 

※No.０１０１以降は、ナンバー順となります。 

クリアファイル     ポストカード風台紙が収納できる「Ａ６ Ｗポケットクリアファイル」となります。

台紙の保管に加え、収納することにより変化するイラストをお楽しみいただけま

す。 

特別入場券     表面には、各キャラクターの誕生日の日付を記載しています。ご利用の際に駅係員 

が裏面に日付印を押印します。 
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イメージ  

●ポストカード・特別入場券【表面】                   

 

 

 

 

 

 

                         

    ●1日乗車券    ●ダブルポケットクリアファイル【表裏面】【中面】     

 

 

 

 

 

 

 

５．コラボ缶バッジの販売について 

ゆゆ式のキャラクターとコラボロゴが描かれた缶バッジをカプセルトイ販売機にて販売します。 

販売期間    ２０２３年４月２９日（土・祝）～８月２７日（日）（予定） 

販売金額    ４００円（税込） 

初回販売数  約１，５００個 ※追加販売は未定です。 

種  類   全５種＋シークレット１種 

サ イ ズ   直径５７ｍｍ 

販売場所   ［イベント有人販売］ 

 販売日時  ２０２３年４月２９日（土・祝）１０：３０～１５：３０ 

販売場所  八瀬比叡山口駅イベントスペース（駅テラス） 

※イベント会場にて、有人販売をいたします。なお、カプセルトイ販売機と同 

様、缶バッジの種類はお選びいただけません。 

※状況によりお１人さまあたりの販売数を制限する場合があります。 

［通常販売］  

販売期間                  ２０２３年４月２９日（土・祝）～８月２７日（日） 

販売場所                   出町柳駅改札外カプセルトイ販売機 

販売時間          終日 ※２０２３年４月２９日（土・祝）のみ１５：３０～終発 

※その他、各種イベントで販売することがございます。 

※販売数に限りがございますので、なくなり次第終了します。 

 

 

 

 

 

      コラボ缶バッジのイメージ 
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６．アクリルスタンドの販売について 

描き下ろしイラストとコラボロゴが描かれたアクリルスタンドをセット販売します。 

販売金額    ４，０００円（税込） 

セット販売   １セット：５種類×各１枚 合計５枚 

初回販売数  ２００セット ※追加販売は未定です。 

サ イ ズ               ６０５㎜×１３０㎜ 

販売方法    [イベント販売] 

            販売日時  ２０２３年４月２９日（土・祝）１０：３０～１５：３０ 

        場  所  八瀬比叡山口駅イベントスペース（駅テラス） 

        販売数量  ２００セット 

       ※状況によりお１人さまあたりの販売数を制限する場合があります。 

              ［通常販売］  

販売期間  ２０２３年４月２９日（土・祝）～８月２７日（日） 

販売場所  出町柳駅インフォメーション 

販売時間  初発～終発 

※２０２３年４月２９日（土・祝）のみ１６：３０～終発 

※イベント「えいでん×ゆゆ式 コラボフェスタ」で、完売となった場合は、追 

加製作となるため通常販売の開始日時が変更となります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

     コラボアクリルスタンドのイメージ 

 

７．１/２スケールコラボヘッドマーク缶バッジの販売 

コラボヘッドマークのデザインを再現した特大缶バッジをセット販売します。 

販売金額    ５，０００円（税込） 

販売種類  １セット（２種類×各１枚 合計２枚） 

初回販売数  １００セット ※追加販売は未定です。 

サ イ ズ             直径２５０㎜ 

販売方法        [イベント発売] 

           販売日時  ２０２３年４月２９日（土・祝）１０：３０～１５：３０ 

      場  所  八瀬比叡山口駅イベントスペース（駅テラス） 

        販売数量  合計１００セット 

     ［通常発売］ 

販売期間  ２０２３年４月２９日（土・祝）～８月２７日（日） 

販売場所  出町柳駅インフォメーション 

販売時間  初発～終発 

※イベント「えいでん×ゆゆ式 コラボフェスタ」で、完売となった場合は、追加 

製作となるため通常販売の開始日時が変更となります。 

※２０２３年４月２９日（土・祝）のみ１６：３０～終発 

デザイン         コラボヘッドマークと同デザイン 
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 ８．コラボイベントの開催 

コラボ車両の展示、イベント限定コラボヘッドマークの掲出、展示およびグッズ販売等を行う 

イベントを実施します。 

イベント名   「えいでん×ゆゆ式 コラボフェスタ」 

  開催日時  ２０２３年４月２９日（土・祝）１０：３０～１５：３０ 

   開催場所  八瀬比叡山口駅イベントスペース（駅テラス） 

入 場 料  無料 ※会場までの運賃は別途必要です。 

内  容  ①「ゆゆ式」コラボラッピング車両の７２２号車を２番線に停車させ、ヘッド 

       マーク・ドア注意喚起ステッカー・イラストポスターを撮影いただけます。 

②２番線ホームでの展示                              

       ・イベント限定コラボヘッドマーク・コラボポスター・イラストポスター・ 

キャラクタースタンディＰＯＰ 

      ③イベント限定ヘッドマークの掲出運行 

       ・掲出列車  叡山本線（出町柳駅～八瀬比叡山口駅間）の営業列車 

       ・掲出方法  八瀬比叡山口駅にて交換し、１往復（各２種類）ずつ掲出予定 

       ・掲出内容  「ゆゆ式」イベント限定コラボヘッドマークを掲出 

④グッズ販売［叡山電車ブース］ 
       ・コラボきっぷ・コラボ缶バッジの販売・アクリルスタンド・１/２スケールコ 

ラボヘッドマーク缶バッジ 
★３，０００円（税込）購入毎に１枚、先着で非売品ポストカードをプレゼン 

ト。コラボポスターと同デザインとなります。（全５種×各１５０枚） 

⑤アニメイト京都 出張販売 
       ・原作コミックスの販売 

      ※詳細は後日、叡山電車イベント公式 Twitterアカウント（@eiden_event）にてお知らせします。 

 

９．キャラクタースタンディＰＯＰの設置 

  三上小又先生の描き下ろしイラストを使用したキャラクタースタンディＰＯＰを設置します。叡山 

電車の沿線を巡りながら、キャラクタースタンディＰＯＰ巡りをお楽しみください。 

  掲出場所  出町柳駅、修学院駅、八瀬比叡山口駅、貴船口駅、鞍馬駅 

   設置期間  ２０２３年５月３日（水・祝）～８月３日（木）（予定）            

   ※キャラクタースタンディＰＯＰの設置を一時的に中止または、設置場所を変更する場合があり 

ます。 

 

 

 

 

 

キャラクタースタンディＰＯＰのイメージ 

 

１０．「ゆゆ式×えい電」コラボ展の実施  

   キャラクタースタンディＰＯＰ・コラボポスター（５体分）を貴船口駅に集合展示し、ゆっくり 

   撮影をお楽しみ頂けるようにします。 

設置期間  ２０２３年８月５日（土）～８月２７日（日）（予定） 

設置場所  貴船口駅１階待合室「令月」 

時  間  １１：００～１６：００  

※展示を一時的に中止または、設置場所を変更する場合があります。 
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【参考】 

■ゆゆ式 著：三上小又 

ゆずこ、唯、縁の女子高生３人組が過ごす毎日は、何も起こらないけど心地いい。「情報処理部」の部室 
で思いつくままに調べ物をし、役に立つでもない知識を得ては、たわいもないことで笑いあう。ゆるく 
て最高、それが「ゆゆ式」！ 
２００８年に「まんがタイムきらら」で連載開始、２０１３年にはＴＶアニメ化され、２０２３年には 

連載１５周年、ＴＶアニメ化１０周年を迎えます。 

ＴＶアニメ「ゆゆ式」公式サイト https://www.yuyushiki.net 

 

■株式会社芳文社 

１９４６年に芳文社の前身となる「尚文館」を設立。１９５０年に芳文社に社名を変更し、１９５６年 

には日本初の漫画週刊誌「週刊漫画TIMES」、１９８１年には日本初の４コマまんが専門誌「まんがタ 

イム」、２００３年には萌え系４コマまんが「まんがタイムきらら」を創刊するなど、まんがを主力と 

する出版社です。 

ホームページ    https://houbunsha.co.jp/ 

 

■「まんがタイムきらら」 

「まんがタイムきらら」は、４コマ漫画専門誌の「まんがタイム」の姉妹誌として２００３年に創刊さ 

れた雑誌です。いわゆる萌え系４コマ漫画誌のパイオニアとして、現在、グループ各誌を抱え、その中 

より「ひだまりスケッチ」のほか「ＮＥＷ ＧＡＭＥ!」、「ご注文はうさぎですか？」、「ゆるキャ 

ン△」などの連載作品がテレビアニメ化されています。 

ホームページ   http://dokidokivisual.com/ 

公式Twitter  https://twitter.com/mangatimekirara 

 

■叡山電鉄株式会社 

京都市の北東部「洛北」に２つの路線を持つ鉄道会社です。京都御所や下鴨神社に近い出町柳駅を起 

点に北上。途中の宝ケ池駅で二手に分かれ、東は八瀬比叡山口駅へ、西は貴船口駅や鞍馬駅に続いて 

います。沿線には、貴船神社や鞍馬寺など歴史ある社寺があるほか、初夏の新緑、川床で味わえる料 

理、秋の紅葉など四季折々の自然が楽しめます。代表的な列車として、沿線の移り変わる景色を満喫 

していただける展望列車「きらら」、「楕円」のモチーフが印象的な観光列車「ひえい」があります。 

ホームページ    https://eizandensha.co.jp/ 

Twitter       https://twitter.com/eizandensha 

YouTube        https://www.youtube.com/user/eizandensha 

 

※本リリースに掲載の画像をご使用の際は、以下のクレジット表記をお願いいたします。 

【©三上小又／芳文社】                  

 以 上 


