
 

 

 

 

２０１９年２月１５日 

 

南海電気鉄道株式会社 

 

 

 

 

 
 

 

南海電鉄（社長：遠北 光彦）では、高野山ケーブルカーの車両および巻上機など諸設備の新造工事

の実施に伴い、高野山ケーブルカー（鋼索線）を運休し、バスによる代行輸送を実施しておりましたが、

２０１９年３月１日（金）から、新型車両（４代目）を使用し運行を再開する予定です。 

このたび新型車両のデビューを記念し、スタンプラリーやマルシェなど各種イベントを実施する「新

型（４代目）高野山ケーブルカー運行開始記念キャンペーン」を開催します。 

また、運行開始翌日の３月２日（土）には、極楽橋駅において記念セレモニーを開催いたします。 

各イベントの詳細は別紙のとおりです。 
 

【キャンペーン実施イベント一覧】 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 イベント名 実施期間 

① 運行開始記念セレモニー ３月２日 

② 運行開始記念スタンプラリー ３月１日～５月２６日 

③ 運行開始記念乗車券の発売 ３月１日～５月２６日 

④ 高野山「やまなかマルシェ」 ３月２日～４月２１日 

⑤ 新型高野山ケーブルカー写真展 ３月１日～当面の間 

⑥ 「天空」で行く！「新型ケーブル」と「巻上機」見学ツアー ３月１６日 

新型高野山ケーブルカー運行開始記念キャンペーン 

運行開始記念セレモニーを開催 ３月２日(土) 
スタンプラリーやマルシェなど各種イベントも実施 

高野山「やまなかマルシェ」ポスターイメージ 



別 紙          新型高野山ケーブルカー運行開始記念キャンペーン  

【①運行開始記念セレモニー】 

１．日  時  ２０１９年３月２日（土） ９：３３～９：５６ 

 

２．場  所  極楽橋駅待合スペースおよびケーブルカーホーム 

 

３．出 席 者 

南海電気鉄道株式会社 取締役社長兼ＣＥＯ 遠北 光彦（あちきた てるひこ） 

<来賓> 

   総本山金剛峯寺                  葛西 光義（かっさい こうぎ）座主 

   林野庁近畿中国森林管理局  

和歌山森林管理署            飯嶋 弘毅（いいじま ひろき）高野地域統括森林官 

   和歌山県伊都振興局              新谷垣内 真琴（しんやがいと まこと）局長 

   高野町                                  平野 嘉也（ひらの よしや）町長 

   ＭＯＢ（モントルー・オーベルラン・ベルノワ鉄道）  ジョージ・オベルソン ＣＥＯ 

日本ケーブル株式会社                 大久保 雅由（おおくぼ まさよし）取締役社長 

   ＣＷＡ                    ライムント・バウムガートナー ＣＥＯ 

 

４．内  容 

（１）主催者挨拶（南海電気鉄道株式会社 遠北 光彦） 

（２）御来賓挨拶（総本山金剛峯寺 葛西 光義 座主） 

（３）３代目高野山ケーブルカー銘板紹介 

（４）総本山金剛峯寺による運行安全祈願 

（５）主催者・御来賓によるくす玉割 

（６）乗務員の気笛合図に合わせて新型高野山ケーブルカーの出発お見送り 

 

５．記念イベント（同日実施） 

（１）新型高野山ケーブルカーオリジナルグッズの販売会 

   ア、時 間 １０：３０～１５：００ 

   イ、場 所 高野山駅 

   ウ、内 容 ①ケーブルカークリアファイルセット（販売価格：６００円） 

         ②ケーブルカー手ぬぐい（販売価格：５００円） 

         ③ケーブルカーフローティングペン（販売価格：５００円） 

（２）スイス製チョコレートおよび和歌山県産梅酒（成人のみ）の振舞い 

    ア、時 間 １０：３０～１５：００ 

    イ、場 所 高野山駅 

    ウ、協 力 チョコレート：ＭＯＢ 

          梅    酒：和歌山県 

（３）記念缶バッジのプレゼント（限定３００個） 

    新型高野山ケーブルカーをデザインした、この日限定のオリジナル缶バッジを先着３００ 

人にプレゼントします。 

    ア、時 間 １０：３０～なくなり次第終了 

    イ、場 所 高野山駅       

 



【②運行開始記念スタンプラリー】 

１．概  要   高野山駅など３カ所に設置されたスタンプを、専用のパンフレットにすべて押印し

たお客さまに、新型高野山ケーブルカーがデザインされた特製ピンバッジをプレゼ

ントします。 

 

２．期  間   ２０１９年３月１日（金）～５月２６日（日） 

 

３．スタンプ設置場所 

   高野山駅（改札外）  初列車～終列車 

金剛峯寺（拝観受付） ８：３０～１７：００ 

奥之院休憩所（頌徳殿）８：３０～１６：３０ 

 

４．専用パンフレット（スタンプ台紙）設置場所 

   南海電鉄主要駅およびスタンプ設置場所 

 

５．賞  品   高野山ケーブルカー特製ピンバッジ（縦2.5cm×横3.5cm） 

         ※先着４，０００個で、賞品がなくなり次第終了となります。 

 

６．賞品引渡場所 高野山駅  

※高野山駅改札窓口に、すべてのスタンプが押印された専用パンフレットを提示してください。 

            ※賞品の引渡しは１人１個です。パンフレットを複数枚持参いただいても引渡しできません。 

 

 

【③運行開始記念乗車券の発売】 

１．概   要   新型高野山ケーブルカーの運行開始を記念した乗車券を極楽橋駅発版と高野山駅発

版を２枚１セットにして発売します。 

 

２．発 売 額   ２枚１セット ７８０円（大人のみ） 

 

３．発売期間   ２０１９年３月１日（金）～５月２６日（日）※駅での発売期間です 

 

４．発売方法   南海電鉄各駅（係員無配置駅など一部の駅を除く）と、インターネットで発売します。 

◎インターネットでの購入方法 

南海電鉄オフィシャルサイトからお申し込みください。 

<アドレス> http://www.nankai.co.jp/traffic/otoku.html 

<受付期間> ２０１９年３月１日（金）１０：００～５月１０日（金）２３：５９ 

※商品は特定記録郵便で送付します。 

【送料】１セット   ２４２円（定形８２円、特定記録郵便料金１６０円） 

            ２セット   ２５２円（定形９２円、特定記録郵便料金１６０円） 

            ３～５セット ３００円（定形外１４０円、特定記録郵便料金１６０円） 

 

５．有効期間   発売期間中の乗車当日1回限り有効 

 

６．有効区間   極楽橋駅発版：極楽橋駅 → 高野山駅 

         高野山駅発版：高野山駅 → 極楽橋駅 

特製ピンバッジ（イメージ） 

高野山駅発版券面イメージ 



【④運行開始記念 高野山「やまなかマルシェ」～こうやぜ～んぶでおもてなし～】 

１．概  要   高野山「やまなかマルシェ」実行委員会と共催で、新型高野山ケーブルカー運行開

始を記念した高野山「やまなかマルシェ」を開催。高野山内協力店舗で、マルシェ

チケットと高野山グルメやお土産を引き換えられます。また「高野山・世界遺産き

っぷ」をご利用のお客さまは、マルシェチケットをお得にお買い求めいただけます。 

 

２．期  間   ２０１９年３月２日（土）～４月２１日（日） 

 

３．マルシェチケットについて 

（１）価  格  ２，４００円（３００円チケット８枚綴り） 

         ※「高野山・世界遺産きっぷ」をご利用のお客さまは、総括券の呈示で２，０００円 

（２）購入場所  高野山観光情報センター、高野山宿坊協会（中央案内所、一の橋案内所、中の橋案 

内所）、角濱ごまとうふ総本舗飲食部 

（３）使用方法  キャンペーン期間中に「マルシェチケット」を対象店舗に持って行くと対象商品に  

引き換えできます。 

（４）対象店舗  別表をご参照ください。 

 

 

【⑤新型高野山ケーブルカー写真展】 

１．概  要   スイスでの製造から高野山駅への搬入など、 

新型高野山ケーブルカーが運行開始される 

までの過程を写真で紹介します。 

 

２．期  間   ２０１９年３月１日（金）～当分の間 

 

３．場  所   高野山駅２階 

 

 

【⑥「天空」で行く！「新型ケーブル」と「巻上機」見学ツアー】 

１．実施日    ２０１９年３月１６日（土） 

         ◆集合 １０：２０ 橋本駅ホーム  ◆解散 １２：２０ 高野山駅    

 

２．料 金    大人１人      １，５００円 

小人（小学生）１人   ８００円 

 

３．内 容    （１）「天空１号」に乗車して、極楽橋駅へ移動 

（２）新型ケーブルカーで高野山駅へ移動 

（３）巻上機見学  

（４）新型ケーブルカーパンフレットをプレゼント 

（５）ツアー限定新型ケーブルカー缶バッジをプレゼント 

（６）新型ケーブルカーピンバッジをプレゼント 

 

４．募集人数   ３９人（最少催行人数１０人） 

 

 

<展示写真例> 

新型車両と旧車両の離合 



５．募集方法   

（１）ぶらりたびホームページ（http://www.nankai.co.jp/odekake/burari.html）で申込み受付 

（２）期 間 ２０１９年２月２０日（水）１０：００～３月５日（火）１７：００まで 

   ※先着順で定員になり次第終了です。 

    ※１組４名まで申込み可能です。 

    ※小児のみでの応募はできません。 

 

６．お客さまのお問い合わせ先   

南海電鉄ぶらりたび受付ダイヤル：０６－６６４４－７５３３ 

※営業時間 平日１０：００～１７：００（土休日は休業） 

 

７．主 催  南海電気鉄道株式会社（大阪府知事登録旅行業２－２４６２） 

 

 

３代目高野山ケーブルカー引退日に配布した「新型高野山ケーブルカー運 

 行開始記念クリアファイル引換券」を引換場所に持参いただいたお客さまに 

「新型高野山ケーブルカー運行開始記念クリアファイル」をプレゼントします。 

  １．引換期間 ２０１９年３月１日（金）～２０１９年３月３１日（日） 

  ２．引換場所 高野山駅改札窓口 

 

 

 

<ご参考> 

【２３００系「こうや花鉄道」ヘッドマークの掲出】 

現在、こうや花鉄道（橋本駅～極楽橋駅間）を運行する２３００系に掲出しているヘッドマークを、

新型ケーブルカーを配した新たなデザインに更新します。 

編    成 ２３０１－２３５１ ２３０２－２３５２ ２３０３－２３５３ ２３０４－２３５４ 

掲出開始 ２月２７日（水） ３月１日（金） ３月３日（日） ２月２８日（木） 

デザイン 

さくら 

 

はなみずき 

 

しゃくなげ 

 

コスモス 

 

 

 

【ガチャポンの設置】 

歴代高野山ケーブルカーの写真や天空ヘッドマーク、天空車両イラストを 

デザインしたキーホルダーや缶バッジが１個入っています。 

１．設置場所  高野山駅改札外 

２．設 置 日  ２０１９年３月１日（金） 

３．料  金  １回３００円 

４．商品内容  缶バッジ：６種類、キーホルダー：６種類（全１２種類） 

以 上 

新型高野山ケーブルカー運行開始記念 

       クリアファイル引換券 

缶バッジ・キーホルダーデザイン例 



別 表   新型高野山ケーブルカー運行開始記念 高野山「やまなかマルシェ」対象店舗 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 店舗名 出品内容 チケット 

01 南峰堂本舗 手作り焼き餅２種 １枚 

02 茶房みやざき 抹茶シフォンケーキ １枚 

03 宮崎（正）商店 高野槙 １枚 

04 角濱ごまとうふ総本舗 飲食部 生ごまとうふと選べるドリンク １枚 

05 CONFITURE KOYA 季節のジャム（１２０ｇ） ２枚 

06 天然石工房＆カフェ心星 カプチーノ（新型ケーブルカーラテアート） １枚 

07 笹すし小倉屋 笹すし２個とお茶 １枚 

08 御菓子司 さゞ波 和菓子３種 １枚 

09 丸髙 ビール１杯 １枚 

10 吉田家 自家製コロッケと国産若鳥のからあげ２個 １枚 

11 勝間屋 般若湯（成人のみ）と大豆唐揚げ ２枚 

12 珠数屋四郎兵衛 特製絵はがき３種３枚 １枚 

13 森下商店総本舗 豆菓子 １枚 

14 中本名玉堂 新型ケーブルカー開通記念木製散華 １枚 

15 中央食堂さんぼう 精進うどん又はうどん ２枚 

16 みろく石本舗かさ國 みろく石饅頭３個又はお菓子屋さんのお豆腐２個 １枚 

17 木下豆腐店 高野山丸豆腐又は厚揚げ１０個 ２枚 

18 麩善 かるかや堂前店 笹巻あんぷ２個 １枚 

19 光海珈琲 高野山本店 オリジナルブレンドコーヒーパック２個 １枚 

20 一の橋観光センター 高野ムゥとコーヒー １枚 

21 松栄堂 焼餅・かるかや餅・高野の黒豆とお茶 １枚 


