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枚方市（市長：伏見隆)、交野市（市長：黒田実）、北大阪商工会議所（会頭：北本明）、     

京阪ホールディングス株式会社（本社：大阪市中央区、社長：加藤好文）では、京阪電気    

鉄道株式会社の特別協力のもと、大阪府、特定非営利活動法人枚方文化観光協会、交野市  

星のまち観光協会、摂南大学、関西外国語大学と連携して、平成２８年７月２日（土）から、

産官学連携プロジェクト「星のまち 枚方・交野 天の川ツーリズム」を実施します。 

このプロジェクトは、“七夕伝説ゆかりの地”である枚方市、交野市における地域資源の  

活用やまちの魅力創造、情報発信の強化により、両市に、人と人が出会い、交流する機会を

創出するとともに、両市を流れる七夕伝説ゆかりの天野川と並走する京阪電車交野線での来

訪促進と沿線活性化を目指すもので、両市の地方創生加速化交付金事業に位置付けられてい

ます。 

交野線では、枚方市・交野市の産業振興キャラクター「ひこぼしくん」「おりひめちゃん」

や双子のきょうだい星で知名度の高いサンリオキャラクター「リトルツインスターズ（キキ

＆ララ）」をデザインしたラッピング電車を運転。枚方市駅、交野市駅、私市駅では、駅舎の

一部をリトルツインスターズ（キキ＆ララ）のキャラクターデザインで装飾します。さらに、

交野線沿線に点在する名所や史跡など１０箇所のスタンプポイントをめぐる「スタンプラリ

ー」を実施。両市内の名所や史跡、グルメ、体験など魅力スポットをバスでめぐる「日帰り

バスツアー」も開催します。 

なお、７月２日（土）には、臨時列車を運転し、同プロジェクトのオープニングイベント

を枚方市駅と私市駅で実施します。 

詳細は別紙のとおりです。 

 

 

“七夕伝説ゆかりの地”枚方市･交野市 

７月２日(土)から「星のまち 枚方･交野 天の川ツーリズム」を実施します 

・京阪電車交野線で「ひこぼしくん」「おりひめちゃん」「リトルツインスターズ（愛称：キキ＆ララ）」

をデザインしたラッピング電車を運転し、「リトルツインスターズ（キキ＆ララ）」をデザインした 

 駅装飾を実施します。 

・枚方市、交野市の魅力を発信する京阪電車交野線沿線スタンプラリーのほか名所や史跡、グルメ、

体験スポットなどをめぐる日帰りバスツアーを実施します。 

・７月２日（土）には、臨時列車を運転、枚方市駅と私市駅でオープニングイベントを実施します。 

枚方市・ひこぼしくん 交野市・おりひめちゃん リトルツインスターズ 

（キキ＆ララ） 



（別紙） 

 

１．「星のまち 枚方・交野 天の川ツーリズム」について 

交野市の「機物神社」に祀られている織姫と、枚方市の「観音山公園」にある牽牛石   

（牽牛・彦星）が、年に一度七夕の日に天の川（天野川）に架かる「逢合橋」で出会う

との言い伝えから、枚方市と交野市は“七夕伝説ゆかりの地”といわれています。 

共通の地域資源である「七夕伝説」を持つ枚方市と交野市は、まさに「出会いのまち」。

両市を流れる七夕伝説ゆかりの天野川と並走する交野線とともに、名所や史跡など沿線

の魅力をＰＲし、交野線を利用した来訪・交流促進と地域の活性化を目指します。 

なお、このプロジェクトでは、産官学の団体が「枚方・交野天の川ツーリズム推進協議

会」を構成し、京阪電気鉄道㈱の特別協力のもと、京阪電車交野線のラッピング電車の

運転や交野線の駅装飾、沿線スタンプラリー、日帰りバスツアーなど、さまざまな取り

組みを実施する予定です。 

（ご参考）「枚方・交野天の川ツーリズム推進協議会」構成団体 

枚方市、交野市、北大阪商工会議所、京阪ホールディングス㈱、大阪府、特定   

非営利活動法人枚方文化観光協会、交野市星のまち観光協会、摂南大学、関西

外国語大学 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２．ラッピング電車について 

（１）名 称  「星のまち 枚方・交野 キキ＆ララトレイン」 

（２）使用車両  １００００系車両（４両１編成） 

（３）運転期間  平成２８年７月２日（土）～平成２８年１０月３０日（日）（予定） 

 ※状況により運転を休止する場合があります 

（４）運転区間  交野線（枚方市－私市）など 

（５）内  容 １００００系車両に、枚方市・交野市の産業振興キャラクター「ひこぼ

しくん」と「おりひめちゃん」、サンリオキャラクター「リトルツインス

ターズ（キキ＆ララ）」をデザインした車両です。特製ヘッドマークも掲

出します。 

 

 

「星のまち 枚方・交野 天の川ツーリズム」の 

 ロゴマーク（イメージ） 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 （ご参考）「ひこぼしくん」 

古くから地域に伝えられる七夕伝説の彦星をモチーフにした枚方市の産業振

興キャラクターで、天体観測が趣味のロマンチストなさわやかイケメンです。

市民グループの提案をきっかけに、平成２４年５月に生まれました。産業活性

化だけでなく、出会いやつながりのシンボルとしても広く活躍しています。 

 

（ご参考）「おりひめちゃん」 

古くから交野に伝えられる七夕伝説の織姫をあしらった交野市のキャラクタ

ーで、明るくキュートな今ドキの女の子です。交野市のＰＲと市内産業活性化

のためのキャラクターとして採用され、平成２２年４月の公募により名前が

「おりひめちゃん」に決まりました。 

キャラクターご紹介サイト  

        http://www.city.katano.osaka.jp/docs/2011082500126/ 

 

（ご参考）サンリオキャラクター「リトルツインスターズ（愛称：キキ＆ララ）」 

１９７５年にサンリオがデザイン開発し、同年商品発売を開始した、ふたごの

星の子という設定のキャラクター。ララが姉でキキは弟。 

★プロフィール 

１２月２４日にゆめ星雲のおもいやり星で生まれたふたごの星の子のキキと

ララ。立派な星になるため、地球にやってきました。キキがおかあさま星から

授けられたリボンで結んだりしている大きな星は飛ぶ力のあるもの、ララが 

持っている小さな星のついたステッキは、おとうさま星から授けられた、進む

方向を決めるもの。そして飛び疲れた二人がゆっくり休めるように不思議な 

バラ色の雲もお供してきました。 

キャラクターご紹介サイト  

http://www.sanrio.co.jp/character/kikilala/ 

 

３．駅装飾「星のまち 枚方・交野 キキ＆ララステーション」について 

（１）実施期間  平成２８年７月２日（土）～平成２８年１０月３０日（日）（予定） 

（２）内 容  枚方市駅、交野市駅、私市駅の駅舎の一部をリトルツインスターズ（キ

キ＆ララ）のキャラクターデザインで装飾します。 

 

ラッピング電車 外観（イメージ） 

http://www.city.katano.osaka.jp/docs/2011082500126/
http://www.sanrio.co.jp/character/kikilala/


４．星のまち 枚方・交野 天の川ツーリズム スタンプラリーについて 

（１）実施期間  平成２８年７月２日（土）～平成２８年１０月３０日（日）（予定） 

（２）内 容  枚方市、交野市の名所、史跡などに設置した１０箇所のスタンプポイン

トをめぐっていただきます。特製のスタンプラリーシートに３箇所以上

のスタンプを押印された方に、抽選で賞品をプレゼントします。 

スタンプ設置場所 

 

枚方市：市立枚方宿鍵屋資料館、ひらかた観光 

    ステーション、百済王神社、宮之阪中 

    央商店街（チカラのみせ処○宮 ノサポ）、 

    星ヶ丘洋裁学校の５箇所 

交野市：山野酒造㈱、機物神社、大門酒造㈱、 

    星田妙見宮、磐船神社の５箇所 

※スタンプを押印できない曜日や時間帯があります 

スタンプラリーシート設置場所 

 

京阪電車各駅、枚方市役所・交野市役所及び各

公共施設、北大阪商工会議所 枚方本所・交野支

所など 

賞      品 

 

■「天の川賞」（１０箇所すべてでスタンプを

押印） 

ひらかた観光ステーション及び交野市役所第

２別館地域社会部みんなの活力課で「応募用

紙」を配付します。応募者の中から抽選で当

選者に地元特産品など賞品を郵送します。 

■「ひこぼし・おりひめ賞」（３箇所以上でス

タンプを押印） 

ひらかた観光ステーション及び交野市役所第

２別館地域社会部みんなの活力課で「応募用

紙」を配付します。応募者の中から抽選で当

選者に賞品を郵送します。 

枚方市・交野市両市のスタンプ設置場所で少

なくとも１箇所押印する必要があります 

■「星のまち賞」（参加賞）（３箇所でスタン

プを押印） 

ひらかた観光ステーション及び交野市役所第

２別館地域社会部みんなの活力課で「ひこぼ

しくん」「おりひめちゃん」「リトルツイン

スターズ（キキ＆ララ）」のグッズをプレゼン

トします。※賞品の数に限りがあります 

枚方市・交野市両市のスタンプ設置場所で少

なくとも１箇所押印する必要があります 

※１０箇所すべてでスタンプを押印した方は、

「天の川賞」「ひこぼし・おりひめ賞」どち

らにも申し込めます 



５．星のまち 枚方・交野 天の川ツーリズム 日帰りバスツアーについて 

（１）実 施 日  平成２８年１１月または１２月のいずれか２日間（予定） 

（２）内 容  枚方市内及び交野市内の名所・史跡・グルメ・体験など魅力スポットを

バスでめぐるコースです。料金は未定です。 

※内容が決まり次第、お知らせします 

 

６．星のまち 枚方・交野 天の川ツーリズム オープニングイベントについて 

（１）実 施 日  平成２８年７月２日（土） 

（２）イベントスケジュール 

時  間 会  場 内  容 

１１：００ 

～ 

１２：３０ 

枚方市駅２階コンコース ・摂南大学生によるイベント 

 

１２：４０ 

～ 

１３：００ 

枚方市駅２階コンコース ・主催者挨拶 

伏見 隆（枚方市長） 

黒田 実（交野市長） 

北本 明（北大阪商工会議所会頭） 

下條 弘（京阪ホールディングス㈱専務） 

・テープカット 

・「ひこぼしくん」「おりひめちゃん」「リ

トルツインスターズ（キキ＆ララ）」が

登場予定。 

・ふるさと名物応援宣言（枚方・交野両市長） 

１３：２１

枚方市駅発

～ 

１３：３４

私市駅 着 

交野線車内 

 

・ラッピング電車 枚方市駅を出発 

・「ひこぼしくん」「おりひめちゃん」「く

らわんこ（ひらかた観光大使）」「星のあ

まん（交野市星のまち観光協会観光キャ

ラクター）」がラッピング電車に乗車予

定｡ 

 ※「リトルツインスターズ（キキ＆ララ）」

は乗車しません 

１３：３４ 

～ 

１５：３０ 

私市駅 

私市駅前公園 

・ラッピング電車 私市駅に留め置き 

・「ひこぼしくん」「おりひめちゃん」「リ

トルツインスターズ（キキ＆ララ）」「く

らわんこ」「星のあまん」が私市駅前公

園で登場予定。 

 ※キキ＆ララが何時に登場するかは、  

当日のお楽しみです 



時  間 会  場 内  容 

１５：３０ 

私市駅 発 

～ 

１５：４４ 

枚方市駅着 

交野線車内 ・ラッピング電車 私市駅を出発 

・「ひこぼしくん」「おりひめちゃん」「く

らわんこ」「星のあまん」がラッピング

電車に乗車予定。 

・ラッピング電車は枚方市駅に到着後、 

回送となります。 

※当日、事情により内容を変更、中止することがあります 

 

（ご参考）同日開催の関連イベント 

時  間 会  場 内  容 

１３：００ 

～ 

１６：００ 

私市駅前公園 ■京阪電気鉄道㈱によるイベント 

・「星のまち 枚方･交野 キキ＆ララトレイ

ン」オリジナルうちわをプレゼント。 

（おひとり様１つ限り、なくなり次第終了） 

・京阪電車オリジナルグッズ販売会 

■枚方市･交野市によるイベント 

・笹飾り、出店、ジャンボ紙芝居 

※当日、事情により内容を変更、中止することがあります 

 

※本リリースに掲載しているラッピング電車の運転や各種イベントは、内容を変更または

中止する場合があります 

 

以  上 
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