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この秋、
のせでん沿線 はアートとグルメで色づく。
「春に開催して好評だった沿線まちグルメがパワーアップ

「能勢電鉄沿線各所や里山原風景が残る自然豊

担当スタッフ
小林亜沙美
おススメ！

かな「妙見の森」一帯の地域において、自然・歴史・
文化と調和する
「物」
「音」
「光」などによるアートを点
在させ、散歩・散策気分で沿線とアート作品を気軽
にお楽しみ頂くアートイベントです。16組の現代アー

久保田弘成

して再登場！沿線各店舗自慢の一品や秋の味覚を使ったお
すすめメニューが盛りだくさん！秋といえば、芸術の秋、
そし
て食欲の秋！アート作品を観賞して、沿線のお店でグルメを
楽しんで…この秋は、のせでん

松村泰三

ト作家によるアート作品を鉄道沿線にあわせて
「ラ

沿線でたっぷり秋を満喫してく

イン」状に配置し、生まれ変わりつつある
「妙見の森」

ださい！各駅や参加店舗に設置

をメイン会場にして開催します！能勢電鉄各駅など

のグルメマップ持参で

に設置のアートマップ片手にお越しください」

スもあり! 」
田中直樹

田中和人

担当スタッフ 西島陽公おススメ！
「 豪 華プレゼントが
当たるスタンプラリー、
もちろん今回も実施し
ます！賞品もよりグレー
ドアップ！ 温泉入浴券
や能勢牛肉、
しし肉、一
市三町の特産品などな
ど…今回も多数ご用意
していますよ♪」

「地元の高校生や大学生も参加します！川西明峰高校、川
西緑台高校、川西北陵高校、猪名川高校、能勢高校の美術部
が制作したのは、駅の看板アート！宝塚大学の学生の皆さん
は、電車のヘッドマークを制作する
「のせでん“デコるヘッド
マーク”プロジェクト」
でワークショップのサポートをします。
これからの時代を担う若い世代の力溢れる作品をご覧くだ
川西明峰高校 看板アート制作風景

担当スタッフ
松尾良子
おススメ！
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さい！」

●期間：2013年9月14日
（土）
〜11月24日
（日） ※会期中無休
●鑑賞時間：10：00〜16：00 ●鑑賞料：無料（一部有料） ※期間中ワークショップあり
●会場：能勢電鉄各駅、旧三ツ矢記念館、吉川自治会館、
オイスカ関西研修センター、妙見の森一帯、能勢妙見山
●主催：能勢電鉄株式会社 ●運営協力：株式会社ＰＰ
Ｉ計画・設計研究所
●お問い合わせ：能勢電鉄開業100周年記念事業事務局 ☎06-6374-5981（10：00〜17：00）
●ワークショップのお申し込み：能勢電鉄鉄道営業課 ☎072-792-7716（平日9：00〜17：30）
ワークショップの日程や作品情報は、
下記ホームページをご参照ください
のせでんアートライン妙見の森2013 ホームページ

http://noseden.hankyu.co.jp/artline/

サービ

担当スタッフ
中山健太郎
おススメ！

●期間：2013年9月14日
（土）
〜11月24日
（日）
●場所：能勢電鉄沿線の飲食店67店舗
●お問い合わせ：能勢電鉄鉄道営業課 ☎072-792-7716（平日9:00〜17:30）
●協力：川西市飲食旅館業協同組合、川西・猪名川菓子工業組合、
鼓が滝商店街、多田商業会、
多田グリーンハイツ商店街、大和商店会、
東谷商業会、
日生中央サピエ会

これ１枚でグルメとアートを満喫！
一日乗り放題チケット！

「のせでんエンジョイ
アート＆グルメパス」
【発売価格】
１,０００円（大人用のみ）
【発売・有効期間】
１１月２４日
（日）
まで
※能勢電鉄 鉄道線全線、妙見の森ケーブル、妙見の森リ
フト、阪急バス
（妙見口駅〜ケーブル前に限る）
が有効期間
中のお好きな１日乗り放題
【発売場所】川西能勢口駅ごあんないカウンター、平野駅助
役室、山下駅助役室、妙見の森ケーブル黒川駅、平野駅
構内イートインコンビニ
「リズミン」、
ドンパン畦野店、絹延橋
駅前「ヤマザキショップ絹延
橋駅前店」、鼓滝駅前「セブ
ンイレブン川 西 鼓 滝 駅 前
店」、多田駅前「ローソン多
田桜木店」、
日生中央駅前
「ローソン日生中央店」、妙
見口駅前「津の国屋」
阪急・大阪モノレールからは
「ぐるっとパス」
がおススメ
※詳細は裏表紙をご覧ください
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開業100周年
記念イベントをご紹介!

ER

いよいよ佳境!
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ファイナルイベント
〜100年の感謝を明日につなげて〜

日

「開業100周年記念イベントの最
後を飾ります。100年目の終わりは、
101年目のスタート！ 最後まで全力
でおもてなしします！な、なんと…秋
の川西能勢口に春がやってくる？」

4月から始まった開業100周年記念イベントも大詰め！
この秋も、
ユニークで楽しい企画がいっぱいです。
お見逃しなく！
3
201 OCT
OB

担当スタッフ 岡本淳一おススメ!

※写真はキックオフイベントの模様です

日

●開催時間：11:00〜16:00（小雨決行） ●開催場所：日生中央駅前 人の広場

3
201 OCT
OB

3 26 水
日程により時間が
異なります

担当スタッフ
余野昇一おススメ！

「のせでんレトロ」大正ロマントレイン

こちらはまだまだ続きます！

日

「当日は、
開業当時
（100年前）
をイメージした
「大正ロマン」
電車を運行します！大正ロマン風の仮装でお越しください！
山下駅近くの川西市郷土館まで、注目を浴びながら練り歩い
た後は、現地で「大正ロマンファッションショー」開催！ご家族
で、
友人同士で大正時代にタイムスリップしましょう♪」
●開催時間：9:40〜16:00（小雨決行）
●参加費：大人お一人1,000円
（開業100周年記念特別価格、小学生は600円）
●定員：60名
（事前予約制、応募多数の場合は抽選）
●衣装：あなたのイメージする
「大正ロマン」
な
服装をご用意ください
（無料貸衣装あり。数量限定（大人用のみ））
※詳しい内容や申込方法は、
チラシ、
またはホームページをご覧ください
●お問い合せ：能勢電鉄開業100周年記念事業事務局
☎06-6374-5981

のせでんハイキング特別企画

「目指せ! 100キロチャレンジ」

「4月から開催中の特別企画は大好評！毎回、多くの
ハイカーがスタンプカード持参で楽しくハイキングし
ています。
1キロごとにスタンプ1個押印で、
100個たま
ればハイキングにピッタリの吸汗速乾オリジナルT
シャツをプレゼント！今からでもまだ間に合います！
ぜひご参加ください。
また、
10月12日
（土）
は江戸時代
の妙見参詣道を偲ぶ「能勢電鉄開業100周年記念ハ
イキング」
を実施！お楽しみに！」
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「一次審査通過者による決勝大
会を開催します。決勝大会では審査
を通過したレシピを実際に販売！ あな
たの一票がグランプリを決めるといっても過言では
ありません。
また、手作りクラフトや自作のアート作品を販売
する
「アートクラフト祭」
も同時開催。
「アート・クラフ
ト・グルメ」
を融合させた新たなイベントをお楽しみ
に！猪名川源流太鼓やミニライブの他「のせでん沿
線 秋のまちグルメ」のグルメマップを持参で参加で
きる大抽選会もあります！」
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●開催時間：11:00〜
●開催場所：川西能勢口駅4・5番ホーム

〜
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のせでんグルメ選手権＆アートクラフト祭

担当スタッフ
難波倫おススメ！

開業100周年記念

「大正浪漫の酒」
発売！
能勢電鉄では、開業100周年を記念して清酒「白雪」の醸造元・小西酒
造に製造・販売を委託し、大正時代の「酒造明細帳」に基づき、開業当初
の時代の酒を再現しました！開業当初の車輌と乗車券をラベルにした
数量限定の一品は、
10月1日
（火）
より販売開始！
取

扱

店 : 阪急百貨店（梅田本店・川西阪急）
、阪急オアシス
（能勢電鉄沿線）、
アズナス
（阪急宝塚線 他）、長寿蔵ショップ 等
希 望 小 売 価 格 : 1,800円（税込） ※720ml瓶詰
商品に関するお問合せ: 小西酒造株式会社 お客様相談室 ☎072-782-5251（平日9:00〜17:00）
その他お問い合せ: 能勢電鉄株式会社 鉄道営業課 ☎072-792-7716（平日9:00〜17:30）
※飲酒は20歳になってから。妊娠中や授乳期の飲酒は、胎児・乳児の発達に悪影響を与えるおそれがあります。
お酒はおいしく適量を。飲酒運転は法律で禁止されています。

担当スタッフ
宮㟢有史おススメ！

担当スタッフ 森田益夫おススメ！
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ぴょんちゃん のんちゃんがご案内♪

妙見の森へ

紅葉を観に行こう！
妙見の森には、
それぞれに表情の異なるビューポイントがいっぱい。
下から上から、
空中から。
ぜひ散策してみて！

妙見山上へ紅葉を見ながらハイキング♪
心地よい風に吹かれ
て、妙見山上までハイキ
ングしよう♪ 紅葉に囲ま
れて、気分はウキウキだ
よ。
コースなど、詳しいこ
とはホームページを見
てね♪

の1

オススメ そ

妙見の森 リフトの見える丘からは紅葉がパノラマ状に見える！

スメ その2

オス

リフトで空中散歩しな
がら紅葉を見ることがで
きるのは、妙見の森なら
では♪秋を身近に感じる
ことができるよ。
リフト運行時間： 平日 9:20〜16:30
土・日・祝 9:20〜17:30
（11月4日〜12月8日は
〜16:00）
料
金： 片道250円、
往復480円
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メ その

3

帰りは
「妙見の森 山上の足湯」
でほっこりのんびり♪
妙見の森で一日秋を感じたら、新しく
オープンした「妙見の森 山上の足湯」に
寄ってね♪ 里山の原風景を見ながら、
ほっこりしよう。

http://noseden.
hankyu.co.jp/hiking/

山上からは、
リフトで空中散歩しながら見る
紅葉が綺麗♪

オスス

妙見の森 ふれあい広場から
少し上った「リフトの見える丘」
にある北極星入口駅からは、
リ
フト沿いの山の紅葉が一望でき
るよ♪ とても見晴らしがいい場
所だから、一度上ってきてね♪
他にも、広場近くには紅葉の
綺麗なところがたくさんあるよ。
いろいろ歩いてみてね。

の4

オススメ そ

場
所：妙見の森ケーブル 山上駅構内
（ケーブルの運休期間は除く）
営 業 日：無休
※荒天時には営業を中止する場合があります
営業時間：平日：13：00〜16：30
土・日・祝日：13：00〜17：30
（11月4日〜12月8日は〜16：00）
入場料金：大人200円
（オリジナルタオル付き）
子ども100円
（タオルは付きません）
※2013年12月末までのオープン記念価格です

妙見の森 紅葉の見ごろは
11月中旬〜下旬です
※天候により前後する場合があります

紅葉の色づき情報は、妙見の森ブログで
http://noseden.hankyu.co.jp/blog/mountain/
（11月上旬からお知らせします）
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