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粟生線乗ろうＤＡＹ!プログラムの一環として 

 
「クリスマス装飾列車」「クリスマス特別企画列車」を運行
します。 
 

  

神戸電鉄粟生線活性化協議会（会長：三木市副市長 北井信一郎、以下「協議会」）では、『粟生

線乗ろうＤＡＹ！プログラム』の一環として、クリスマスシーズンの 12 月 7 日（土）から 12 月 26

日（木）までの間、ラッピング列車「HAPPY TRAIN★」に各種装飾を施し、「クリスマス装飾列車」

として運行いたします。 

また、12 月 15 日（日）には、同列車を貸切とし、クリスマス気分を味わって頂ける「クリスマ

ス特別企画列車」を運行いたします。「クリスマス特別企画列車」には有料と無料の２種類のイベ

ントがありますが、いずれに参加された場合でも、参加者全員に「当日有効の神鉄全線フリーパス」

をプレゼントいたしますので、車内でクリスマス気分を味わって頂いた後は、神戸電鉄沿線の思い

思いの場所にお出かけください。 

 

『粟生線乗ろうＤＡＹ！プログラム』は、普段鉄道を利用されていない人にも鉄道に乗っていた

だきやすい仕組みを取り入れたイベントを地域の皆さまと一緒になって企画・開催していくことに

より、粟生線に関心を持って頂くとともに、公共交通利用意識の向上や粟生線の利用促進を図ろう

とするものであります。 

協議会では、同プログラム等を通じて、粟生線の実情や神戸電鉄沿線の魅力を知って頂き、１人

でも多くの方に、また 1 回でも多くご利用して頂けるよう、引き続き取り組んでまいります。 

 

 

■クリスマス装飾列車の概要 

 本列車では、クリスマスをイメージしたヘッドマークの掲出や車窓ステッカーの貼付による装

飾のほか、粟生線沿線の幼稚園児・保育園（所）児の皆さまにご協力頂き、サンタクロースへの

願い事やメッセージを書いた車内ポスターを掲出いたします。 

 

【運行期間】 平成 25 年 12 月 7 日（土）～平成 25 年 12 月 26 日（木） 

※ 対象車両（HAPPY TRAIN★）の運行情報は、神戸電鉄のホームページにてご案内しております

（協議会のホームページからもご覧頂けます）。但し、車両運用などの都合により、予告なく

変更となる場合がありますので予めご了承ください。 

神戸電鉄 http://www.shintetsu.co.jp/railway/timetbl/happy_tr/index.html 

協議会  http://www.shintetsu.co.jp/aosen_kasseika/index.html 



                                                                            

 

【対象車両】 ラッピング車両「HAPPY TRAIN★」（5000 系 4 両 1 編成） 

 

 

【装飾内容】 ① ヘッドマーク 

両先頭車両前面にクリスマスをイメージしたヘッドマークを掲出 

 

 

       ② 車窓ステッカー 

各車両側面の窓に「Merry Christmas」のロゴや雪の結晶をデザインしたス

テッカーを貼付 

 

 

       ③ 車内ポスター 

粟生線沿線の幼稚園児・保育園（所）児の皆さまにご協力頂き、サンタクロ

ースへの願い事やメッセージを書いた車内ポスターを掲出 

 

 

 



                                                                            

 

※ 昨年は、13園（所）にご協力頂きました。 

 

   

■クリスマス特別企画列車の概要 

クリスマス装飾を施したラッピング列車「HAPPY TRAIN★」を貸切で運行し、車内にてクリス

マス気分を味わえる各種イベントを行います。なお、本企画列車には有料と無料の２種類のイベ

ントがありますが、いずれに参加された場合でも、参加者全員に「当日有効の神鉄全線フリーパ

ス」をプレゼントいたしますので、車内でクリスマス気分を味わって頂いた後は、神戸電鉄沿線

の思い思いの場所にお出かけください。 

 

① 有料イベント 

粟生線鈴蘭台駅から小野駅までの間の車内において、粟生線活性化キャラクターの“しんちゃ

ん＆てつくん”とサンタクロース が山田錦の米粉を使ったパンやお菓子をプレゼントするほか、

“キャラクターシート座布団”や“しんちゃん＆てつくんマスコットぬいぐるみ”の当たるビン

ゴ大会、三木市出身アーティストと歌うクリスマスソングなどの車内イベントを行います。 

また、特別にグッズやドリンク等を車内販売するほか、各種イベントを楽しんで頂いた後は、

小野駅にて“らんらんバス”（小野市コミュニティバス）に乗り換えて頂き、小野市の名所であ

る浄土寺やひまわりの丘公園にご案内いたします。 

 

【名 称】 HAPPY TRAIN★ ＆ らん♡ らんバス で行く！おの恋ハッピークリスマス 

【開催日】 平成 25年 12月 15日（日） ※ 荒天中止 

【集 合】 同日 09:10 神戸電鉄鈴蘭台駅東側改札口前 

【行 程】 鈴蘭台駅（09:30 出発） ⇒ クリスマス特別企画列車 ⇒ 小野駅（10:40到着） 

⇒ らんらんバス ⇒ 浄土寺 ⇒らんらんバス ⇒ ひまわりの丘公園（12:00

頃）⇒ 解散 

※ ひまわりの丘公園で解散といたしますが、同公園から小野駅・粟生駅までのらんらんバス特別便

をご用意いたします。 

【参加費】 大人 1,000円、小人 500円 

※ 参加費には、プレゼント代（当日有効の神鉄全線フリーパス、パン、お菓子）や本企画列車及び

らんらんバスの運賃、浄土寺の拝観料等が含まれます。 

※ 集合場所までの交通費や車内販売品の購入費用は各自でご負担願います。 

【人 数】 先着 100名様（事前申込制） 

【申 込】 神鉄ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝｽﾞ内「粟生線乗ろうＤＡＹ係」 ０７８－５２１－０３２１ 

※ 受付時刻 平日 10:00～17:00 



                                                                            

 

② 無料イベント 

粟生線沿線にお住まいで小学生未満のお子様がおられるご家族づれを対象に、粟生線活性化キ

ャラクターの“しんちゃん＆てつくん”とサンタクロース が車内にてお菓子や当日有効の神鉄

全線フリーパスをプレゼントいたします。 

車内にてプレゼントを受け取って頂いた後は、降車駅にて通常の列車に乗り換えて頂き、フリ

ーパスで神戸電鉄沿線の思い思いの場所にお出かけください。 

 

【名 称】 “しんちゃん＆てつくん”からの贈り物 

【開催日】 平成 25年 12月 15日（日） ※ 荒天中止 

【行程等】 小野市域にお住まいの方 

小野駅（12:30集合）⇒ クリスマス特別企画列車 ⇒ 三木駅（13:10解散） 

三木市域にお住まいの方 

三木駅（13:00集合）⇒ クリスマス特別企画列車 ⇒ 押部谷駅（13:40解散） 

神戸市域にお住まいの方 

押部谷駅（13:20集合）⇒ クリスマス特別企画列車 ⇒ 鈴蘭台駅（14:10解散） 

※ 乗車時間はそれぞれ 10～20分です。 

【参加費】 無料 

※ 集合場所までの交通費は各自でご負担願います。 

【人 数】 小野市、三木市、神戸市の市域ごとに大人先着 30名様（事前申込制） 

※ 粟生線沿線にお住まいで小学生未満のお子様が含まれるご家族連れに限らせて頂きます。また、

お子様だけの参加はできませんので、必ず保護者の方もご参加ください。 

※ 上記 30名には、小学生以下のお子様の人数は含みません。 

【申 込】 神鉄ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝｽﾞ内「粟生線乗ろうＤＡＹ係」 ０７８－５２１－０３２１ 

※ 受付時刻 平日 10:00～17:00 

 

 

＜ご参考＞ 

○ 車内イベント（イメージ） 

                     

しんちゃんとサンタクロース           みんなで記念撮影 

 

※ 写真は昨年のクリスマス列車の模様です。昨年は粟生線沿線の幼稚園・保育園（所）のク

リスマス会用貸切列車として運行いたしましたので、本年とは内容が異なります。 

 



                                                                            

○ 三木市出身アーティストと歌うクリスマスソング 

“産業と文化の祭典 三木金物まつり 2013”（11月 2・3日開催）におけるステージイベントに

も出演した三木市出身アーティストが参加者と一緒にクリスマスソングを歌います。 

 

   

 

  

 

○ ビンゴ大会賞品 

「HAPPY TRAIN★」等で使用しているシートのデザインと素材をそのまま使った座布団（一般販

売価格 8,000 円）や粟生線活性化キャラクター“しんちゃん＆てつくん”のマスコットぬいぐ

るみ（発売額 700円）のほか、多数の賞品をご用意しております。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○ 小野市内の名所めぐり（イメージ） 

ボランティアガイドのご案内により、国宝の浄土寺浄土堂や阿弥陀三尊立像を巡って頂くほか、

ひまわりの丘公園では広大な公園や、“サンパティオおの”“山田錦米パン工房”において地元

の朝取り新鮮野菜や山田錦米パン等のショッピングを楽しんで頂きます。 

キャラクターシート座布団 マスコットぬいぐるみ 

衣川 亮輔（きぬがわりょうすけ） 

ふるさと・家族・ともだち・三木の風景を題材

に自ら名付けた「わらべ唄ロック」というジャ

ンルで楽曲を制作し、三木市出身の若手アーテ

ィストとしてライブ活動中。ふるさとへの感謝

を楽曲した「三木の唄」他、三木を描いた楽曲

を数多く制作。代表作「ひよこ行進曲」は学校

の授業教材にも取り上げられている。 

詩桃 －UTA MOMO－ 

三木市在住、ジャンルに囚われず、表現をこよ

なく愛し、人の心に響く本物の唄・表現を目指

す。シンガーソングライターを初め、グラフィ

ックデザイン、イベント企画のプロデユース、

ＦＭ番組でのパーソナリティなども手掛けるマ

ルチアーティスト。2013 年 7 月にソロアルバム

「下町のナポレオン」をリリースし、大阪、神

戸のライブハウスを中心に関東などでもライブ

活動を展開中。 



                                                                            

   
      らんらんバス             浄土寺浄土堂 

 

 

            

阿弥陀三尊立像（浄土寺）           ひまわりの丘公園（夏） 

    

     ひまわりの丘公園        サンパティオおの（農産物直売所） 

 

 

お問い合わせ先    三木市 まちづくり部美しいまちづくり課   (0794) 82-2000 

   神戸市 企画調整局企画調整部調整課     (078) 322-5039 

          小野市 総合政策部交通政策グループ     (0794) 63-1000 

           兵庫県 県土整備部県土企画局交通政策課   (078) 341-7711 

神戸電鉄株式会社 鉄道事業本部企画部    (078) 592-2221 

 

ﾆｭｰｽﾘﾘｰｽ配付先   青灯クラブ、近畿電鉄記者クラブ、 神戸市政記者クラブ、 

兵庫県政記者クラブ、三木市政記者クラブ、小野市日刊市政記者クラブ、 

三田市政記者クラブ 


