
小学生以下の来場者には
「オリジナルステッカー」が
もらえるイベント開催！！

主　催：近畿日本鉄道㈱
協　力：愛知高速交通㈱、明知鉄道㈱、伊賀鉄道㈱、伊勢鉄道㈱、おやつタウン、近鉄軌道エンジニアリング㈱、
　　　　近鉄車両エンジニアリング㈱、㈱近鉄百貨店、㈱近鉄リテーリング、京浜急行電鉄㈱、三岐鉄道㈱、
　　　　樽見鉄道㈱、長良川鉄道㈱、名古屋臨海高速鉄道㈱、三重交通㈱、養老鉄道㈱、
　　　　四日市あすなろう鉄道㈱　※五十音順

●開催日ごとに、催物内容が変わります。詳しくは中面をご覧ください。
●会場及び周辺に駐車場はございません。電車でお越しください。

近鉄名古屋イベント係
TEL（059）354-7007
○営平日9：10～18：00（土日祝除く）

イベントのお問い合せ

※写真はすべてイメージです。 2019. 9. 30,000

塩浜（急行・普通列車が停車します。）
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新型名阪特急
「ひのとり」
新型名阪特急
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プレミアムシート展示プレミアムシート展示

※詳しくは裏面で

名古屋方
面から

　　五位堂・
高安会場

へ

　　　　　お越
しの方へ

！

※停車駅：桑名、近鉄四日市、白子、津、榊原温泉口　
※添乗員は津駅から（まで）列車内のみ同行します。　※貸切列車内は禁煙です。　
※きんてつ鉄道まつり2019 in 五位堂・高安は五位堂会場と高安会場の2会場で開催されます。
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貸切列車で行く
きんてつ鉄道まつり
2019 in 五位堂・高安

期間：2019年11月3日（日） 14：00まで

〈旅行代金に含まれるもの〉近鉄運賃（諸税等含む）　※幼児の旅行代金…お1人様600円

近鉄名古屋 おとな 4,580円 こども 2,750円
※他の駅からの設定もございます。詳しくは近鉄駅営業所にお問合せください。
●旅行代金

各日200名 ※最少催行人員100名
●募集人員

募集締切は出発日の14日前　※満員になり次第締切いたします。

●行　程

●出発日

10月19日  ・20日土 日 11月2日  ・3日
10：00～15：00 ［両日とも雨天決行（荒天中止）／最終入場は終了時間の30分前まで］

土 日

会場および周辺には駐車場がございませんので、お車でのご来場は固くお断りいたします。

「つどい」で行く
きんてつ鉄道まつり
2019 in 塩浜

〈旅行代金に含まれるもの〉近鉄運賃、観光列車料金（諸税等含む）

宇治山田 おとな 3,510円 こども 2,190円幼　児

※他の駅からの設定もございます。詳しくは近鉄駅営業所にお問合せください。
●旅行代金

各日80名 ※最少催行人員60名
●募集人員

募集締切は出発日の14日前　※満員になり次第締切いたします。

●行　程
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●出発日

11月2日  ・3日土 日

※停車駅：五十鈴川、宇治山田、伊勢市、松阪、伊勢中川、津
※添乗員は往路鳥羽駅から復路伊勢中川駅までの列車内のみ同行します。
※貸切列車内は禁煙です。　※きんてつ鉄道まつり2019 in 塩浜は塩浜検修車庫で開催されます。

【お知らせ】・・・「鉄道まつり2019 in 五位堂・高安」は10月19日（土）、20日（日）に開催します。詳しくは別リーフレット、またはホームページをご覧ください。

※当日会場へお越し頂いた方のみ直接プレゼントをお渡しします。　※プレゼント商品は数に限りがございます。なくなり次第終了とさせていただきます。

お問合せ・お申込みは次の近鉄駅営業所へ（いずれも駅構内にあります。） 営業時間／平日 10：00～19：00／土・日・祝 9：00～18：00
◆近鉄名古屋駅営業所   ☎（052）561-4986
◆近鉄四日市駅営業所　☎（059）351-3004
◆伊勢中川駅営業所　　☎（0598）42-1101

◆近鉄蟹江駅営業所　　☎（0567）95-2076
◆白子駅営業所　　　　☎（059）386-0024
◆近鉄宇治山田駅営業所　☎（0596）20-6133

◆桑名駅営業所　　☎（0594）22-0045
◆近鉄津駅営業所　☎（059）229-6535
◆鳥羽駅営業所　　☎（0599）25-2126

＃きんてつ鉄道まつり

SNS投稿イベント
I N  塩 浜

＃きんてつ鉄道まつり

SNS投稿イベント
I N  塩 浜

オリジナル鉄道グッズオリジナルハイチュウ  発売！
塩浜会場
先行
発売●「停車駅ご案内」マスキングテープ（各種1,000個）●志摩線開通90周年復刻塗装

●阪神・近鉄つながって10周年

●オリジナル レジャーシート（500枚）

●オリジナル シャープペンシル（300本）

名古屋線、大阪線、奈良線、山田・鳥羽・志摩線の4種類。
誰もが一度は見た事のある「停車駅ご案内」がグッズになりました。

鉄道まつり会場で、すぐにお使いいただけます。

※2日に完売した商品の3日販売はございません。　※商品は変更となる場合があります。
※画像はイメージです。実際の商品とは異なる場合があります。

※両日販売しますが、数に限りがございます。

数量限定

貸切列車 あおぞらⅡ つどい

会 場：近鉄 塩浜検修車庫　名古屋線・塩浜駅から徒歩約5分

特急停車駅

鉄 道
まつり
2019
in 塩浜

＃きんてつ鉄道まつり＃塩浜

＃たのしかった＃出発進行

＃運転士になったよ

みんなで「てつまつ」を盛り上げよう！

みんなで

「てつまつ
」を

盛り上げよ
う！

❶ ご自身の
Instagram, Facebook, TwitterなどのSNSに
ハッシュタグ「＃きんてつ鉄道まつり」を

つけて投稿！

❸
オリジナルカード
プレゼント！！

❷
きんてつ鉄道まつり in 塩浜の
会場内の総合案内所で投稿した

画面を見せる

オリジナル
カード

プレゼント！
！

参加無料

きんてつ電車で行く  鉄道まつり 団体プラン 日帰り
事前予約のご案内／9月9日（月）10：00～近鉄各営業所にて受付開始 （詳しい旅行条件を説明した書面をお渡ししておりますので、）　事前にご確認のうえお申込みください。
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はかるくん乗車券配布場所開始時間の
10分前には
きてください

おやつタウン　

　　がくるよ！

今年のビンゴ賞は

おやつタウンの

プレゼント！

●1   鉄道関連の廃品販売
　　●KRE・鉄道車両部品即売会（2日のみ）
　　●近鉄・鉄道廃品販売（3日のみ）
●2   三重交通バスの車両展示
●3  三重交通バスのグッズ・部品販売
●4   リサイクルショップ
●5   観光特急「しまかぜ」ミニ電車に乗ろう！（小学生以下）※雨天時は中止
●6   駅名ビンゴ大会　　　　　（各回200名様/小学生以下）※雨天時は中止
●7   「みてみよう！」保線材料運搬トロリー・軌陸車実演
●8   「やってみよう！」線路・電気のしごと（小学生以下）
　　  ※混雑時は人数制限をいたします

●9   線路・電気の廃品販売
●10   総合案内所
●11   ぬりえDE缶バッジ（小学生以下・無料）※混雑時は人数制限をいたします
●12   鉄道模型走行会（11：45～12：30はメンテナンスのためお休みをいただきます。）
　  ※混雑時は人数制限をいたします

●13   赤ちゃんルーム
●14   飲食販売コーナー
●15   「のってみよう！」電気検測車 はかるくん  　　　　　　 （各回30名様/小学生以下）
●16   新型名阪特急「ひのとり」PRブース
●17   おしごと体験 電車のエンジニアになろう！！（小学生以下）
●18   車両機器を操作してみよう
●19   あなたも車掌！ 「扉よし！！」
●20   鉄道関連グッズの販売（近鉄・各鉄道会社・KRE 他）
●21   近鉄百貨店・プラレールで遊ぼう（電車のおもちゃ屋さん）
●22   あなたも運転士！ 「出発進行！！」（小学生以下）

※ご参加は各回200名で小学生以下となります。　※ご参加にはビンゴカードが必要です。

2日（土）・3日（日）両日実施
午前の部／11：00 start 　午後の部／13：00 start

【ビンゴカード配布時間】

①午前の部／10：00～ （会場入場時配布）、②午後の部／11：00～

【はかるくん乗車券配布時間】

両日とも10：00～ （①②③配布）、11：00～ （④⑤配布）

※ビンゴカードはご参加のお子様にお渡ししますので保護者の方は必ずお子様といっしょにお並びください。
※ビンゴカードは各日お1人様1枚でお願いします。
※ビンゴカードの配布は無くなり次第終了します。　　※雨天時は中止

●15  「のってみよう！」電気検測車 はかるくん
　    （各回30名様/小学生以下）

●6  駅名ビンゴ大会

2日（土）・3日（日）両日実施
①10：20  ②11：20  ③12：20  ④13：20  ⑤14：20

※はかるくん乗車券はご参加のお子様にお渡ししますので保護者の方は
　必ずお子様といっしょにお並びください。
※はかるくん乗車券は各日お1人様1枚でお願いします。
※はかるくん乗車券の配布は無くなり次第終了します。

●1   鉄道関連の廃品販売
　　●KRE・鉄道車両部品即売会（2日のみ）
　　●近鉄・鉄道廃品販売（3日のみ）
●2   三重交通バスの車両展示
●3  三重交通バスのグッズ・部品販売
●4   リサイクルショップ
●5   観光特急「しまかぜ」ミニ電車に乗ろう！（小学生以下）※雨天時は中止
●6   駅名ビンゴ大会　　　　　　 （各回200名様/小学生以下）※雨天時は中止
●7   「みてみよう！」保線材料運搬トロリー・軌陸車実演
●8   「やってみよう！」線路・電気のしごと（小学生以下）※混雑時は人数制限をいたします
●9   線路・電気の廃品販売
●10  総合案内所

●11   ぬりえDE缶バッジ（小学生以下・無料）※混雑時は人数制限をいたします
●12   鉄道模型走行会（11：45～12：30はメンテナンスのためお休みをいただきます。）※混雑時は人数制限をいたします
●13   赤ちゃんルーム
●14   飲食販売コーナー
●15   「のってみよう！」電気検測車 はかるくん　　  　　 　 （各回30名様/小学生以下）
●16   新型名阪特急「ひのとり」PRブース
●17   おしごと体験 電車のエンジニアになろう！！（小学生以下）
●18   車両機器を操作してみよう
●19   あなたも車掌！ 「扉よし！！」
●20   鉄道関連グッズの販売（近鉄・各鉄道会社・KRE 他）
●21   近鉄百貨店・プラレールで遊ぼう（電車のおもちゃ屋さん）
●22   あなたも運転士！ 「出発進行！！」（小学生以下）

※悪天候等の理由により、イベントの内容・時間帯等を変更または中止する場合がございます。
※小学生以下のお子様は保護者の同伴をお願いいたします。
※一部のイベントについては、安全性の観点から車いすでのご利用を制限させていただく場合が
ございます。
※管理棟および第1～第4検修場内での飲食はご遠慮ください。（屋上は除く）
※会場内では足元および頭上にご注意願います。また、会場内は足元の悪い場所がありますので、
歩きやすい靴でお越しください。
※会場内外で生じた盗難、事故、負傷およびお客様間のトラブル等については、当社は一切責任
を負いかねます。あらかじめご了承願います。
※ペットの持ち込みはご遠慮ください。ただし、補助犬（盲導犬、介助犬、聴導犬）についてはご同伴
いただくことができます。
※交通ルールやマナーを守らない、あるいはスタッフの指示に従って頂けない場合は、イベント
への参加をお断りする場合がございます。
※開催日前夜から会場付近に座り込む、並ぶ等の行為は付近の住民の皆様にご迷惑となります
ので、固くお断りします。
※鉄道グッズ、鉄道廃品等については数に限りがございます。2日に完売した商品の3日販売は
ございません。また、混雑時は購入時間等を制限させて頂く場合がありますので、あらかじめ
ご了承願います。

注 意 事 項

ビンゴカード配布場所

体験場所

雨天等により、イベントの内容や場所を
変更する場合がございます。

10時の会場へは4つにわかれて入場して
いただきます。
Ⓐ「鉄道関連の廃品販売」
Ⓑ「駅名ビンゴ大会」（午前の部）
Ⓒ「のってみよう！」電気検測車 はかるくん
Ⓓその他、各イベントやグッズ販売

～駐車場はございません～
会場へは公共交通機関で
おこしください。NG!

会 場 案 内

メンテナンス

10：20
1 2

1
2

4 5
★10：00 ①②③ ★11：00 ④⑤

11：00 13：00
★10：00 ① ★11：00 ②

★=整理券配布時間★=ビンゴカード配布時間

10：30 11：30 13：30 14：15

11：20 13：20
3
12：20 14：20

はかるくん乗車券要

ビンゴカード要

●イベントスケジュール ｜ 10：00～15：00

ビンゴカード要

はかるくん乗車券要

●16   新型名阪特急「ひのとり」
　  PRブース

大阪 ⇔ 名古屋をつなぐ 新型特急「ひのとり」。
2020年3月14日デビュー！
移動時間を、最上のくつろぎの時間へ。
「くつろぎのアップグレード」をコンセプトとした、これまで
にない移動空間をもつ新型特急が走り出します。
「バックシェル」を採用した最新のシートを一足先にぜひ
体験してください。
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塩浜駅
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ビ

会場入口

→大阪・賢島方面
※つどい展示は10：30頃～14：30頃

ピット線

第１検修場

第3検修場

第4検修場

第2検修場

管理棟

総合案内所

屋上

3F
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←近鉄名古屋方面
入換車

つどい

電動貨車保線材料運
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軌陸車

はかるくん休
休

休

イベント広場

トイレ

多機能洋式トイレ

休憩スペース

ビンゴカード配布場所
「のってみよう！」
電気検測車 はかるくん
整理券配布場所
車イス用スペース

は
休

B
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子
供た
ち集合！子
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ち集合！

～会場内は禁煙です！～
NG!

（受付）


