
奈良市リニア招き鹿：りにまね
ⓒ奈良市

リ ニ ア 新 駅 を 奈 良 市 に ！

〈キャンペーン概要〉

・ならファミリー専門店でご購入されたレシート（2,000円以上・税込）を、１階らくだ広場前・インフォメー
ション横の特設ブースまでご持参ください。当日ご購入されたレシートのみ有効となります。

・2,000円以上ご購入のレシートで１回抽選していただけます。最高３回まで抽選可能です（レシート３枚分）。 
・複数枚レシートを合算しての参加はできません。 

平成 27年５月17日（日）
「リニアを奈良市に招こ
う！鉄道フェスタ in なら
ファミリー」を開催！詳細
は裏面をご覧ください

専門店１階らくだ広場
インフォメーション横
特設ブース

専門店１階らくだ広場
インフォメーション横
特設ブース

期間中、ならファミリー専門店で2,000円以上（税込）購入すると、抽選にご参加いただけます

当日専門店での
購入レシートを
ご持参ください！
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リニア・鉄道館☆往復きっぷ
ペア２組・4名様

奈良市リニア新駅誘致PRグッズを
差し上げます！

京都駅から名古屋駅までの往復新幹線
　　　　　　　 +
名古屋駅から金城ふ頭駅までの往復あおなみ線
　　　　　　　 +
「リニア・鉄道館」の入館引換券
※お子様とのペアでもご利用いただけます。

Ａ：奈良県産白米
　  （精米済）2㎏  13名様
Ｂ：奈良市産　大和茶  ５名様

Ａ：がまぐちポーチ　３名様
Ｂ：がまぐち小銭入れ　５名様
Ｃ：てぬぐい　５名様
Ｄ：絵葉書　10名様

奈良市リニア招き鹿：りにまねがデザイン
された、可愛い和小物をプレゼント！

奈良の代表的な特産品、お米と大和茶を
プレゼント。
「うまいもの奈良」を是非味わってみてく
ださい。

10時 18時
2015.05.

09 ～ 05
.17

リニア中
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検　索奈良市　リニア推進課

残 念 賞

※イメージ ※イメージ

みんな、
どんどん抽選に
参加してね！

http://www.facebook.com/naracity.linear
http://twitter.com/linear_naracity

奈良市（電話：0742-34-5607 リニア推進課） 場所：ならファミリー　らくだ広場
　　　（奈良市西大寺東町2-4-1）

主催

お買いものキャンペーン　  ならファミリーお買いものキャンペーン　  ならファミリー
大抽選会

in



1935年東京生まれ。1960年、
24 歳のとき、プロの鉄道写真
家となる。いま、動画とスチー
ルの面白さに浸っている生涯現
役の “鉄道写真の神様”。最近は、
鉄道写真･動画の “仏様” とも呼
ばれている。

大阪出身。電車に乗って旅をするのが大好きないわゆる「乗
り鉄」。番組、ラジオ、広告、雑誌、イベントなどで幅広く活躍中。
関西では、お天気キャスターとして出演中の「朝生ワイド　す・
またん /ZIP ！」（読売テレビ）のほか、「キャスト」（朝日放送）
などに出演中。関東では、「斉藤雪乃のイチバンセン！」（ラ
ジオ日本）などにレギュラー出演中。

金賞・銀賞・キッズ賞を、
トークイベント中に発表！

各回20組限定！  全キャラクターと写真を撮ろう
スタッフが、みなさんと全キャラクターを囲んで写真撮影を行います。撮影した写真は、オリジナルフレームで印刷し後日送付します。
（詳しくは、イベント当日受付までお越しください。引き換え券をお渡しします）

リニア新駅を奈良市に！
お買いものキャンペーン
in  ならファミリー
ならファミリー専門店で2,000円以上（税込）
購入すると、抽選にご参加いただけます。
当日専門店で購入した、2000円以上のレシー
トをご持参ください。

「リニア中央新幹線・奈良市駅」
駅名標パネル

 「リニア新駅を奈良市に！
未来に残したい、
奈良を感じる鉄道写真コンテスト」
５月10日（日）まで募集を行っていた写真コンテ
ストの入賞者作品を
展示します！

鉄道写真家の広田尚敬さんと、鉄道好きで知られるタレントの斉藤雪
乃さんが、仲川げん奈良市長を交えて鉄道写真や、奈良とリニアにつ
いてトークを繰り広げます。

広田尚敬（鉄道写真家）

斉藤雪乃（タレント）

奈良市リニア招き鹿

りにまね
木津川市マスコットキャラクター

いづみ姫
斑鳩町マスコットキャラクター

パゴちゃん
ⓒ奈良市観光協会

マスコットキャラクター

しかまろくん

奈良市子育て応援キャラクター

パパジーカ

主催：奈良市（電話：0742-34-5607 リニア推進課）
場所：ならファミリー　らくだ広場（奈良市西大寺東町2-4-1）

13時 30分～14時 30分（申込不要・入場無料）

鉄道ってこんなに楽しい！～奈良と鉄道とリニア～

平成27年５月17日（日）10時～18時　　ならファミリー専門店１階・らくだ広場
トーク
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リニア新駅を奈良市に！
未来に残したい
奈良を感じる鉄道写真
コンテスト

みんな大好き！ご当地キャラクター大集合 可愛いゆるキャラが勢ぞろい！
１回目 11時～11時 30 分　　２回目 14 時 45分～15時15分
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大集合

出演時間中、ゆるキャ
ラが、らくだ広場内を
まわります。自由にふ
れ合ってくださいね！

30年後を先取り体験！ 抽 選 会 入賞者作品展示
参加者全員に
PRグッズを
差し上げます！

詳細は裏面をご覧ください。
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検　索奈良市　リニア推進課

http://www.facebook.com/naracity.linear
http://twitter.com/linear_naracity

リ ニ ア を 奈 良 市 に 招 こ う ！
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申込不要・入場無料

オリジナル名刺がもらえる！
イベント終了後、握手会実施
（先着50名・10時から整理券配布）

地元、奈良市の想い出や
現在の活動などを語ります
地元、奈良市の想い出や
現在の活動などを語ります
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奈良市出身モデル・歌手
三戸なつめさん 来場！
奈良市リニアファン倶楽部
部長に就任決定！

パネルの前で
自由に写真を
撮ってね！

仲川げん
奈良市長
仲川げん
奈良市長

15時30分～16時30分


