NEWS RELEASE
２０２１年７月２８日
南海電気鉄道株式会社
・ ・ ・ ・

「南海沿線なんかいいね すみっコぐらしめぐりたいキャンペーン」

第３弾はコラボフード＆オリジナルコラボグッズ＆クイズラリー＆
パークスガーデン「すみっコの森」など各種イベント！
８月７日（土）「すみっコぐらしラッピングラピート」お披露目
南海電気鉄道株式会社（社長：遠北 光彦）は、サンエックス株式会社（社
長：千田 洋史）の人気キャラクター「すみっコぐらし」とコラボレーションし、
・

・

・

・

２０２１年７月２２日から「南海沿線なんかいいね すみっコぐらしめぐりたいキ
ャンペーン」を実施しています。
このたび、キャンペーン第３弾企画として、８月３日（火）からコラボフード販
売と、なんばパークスで各種イベント実施、８月４日（水）からオリジナルコラボ
グッズの販売とクイズラリーの実施、８月７日（土）に難波駅で「すみっコぐらし
ラッピングラピート」のお披露目、８月９日（月・休）からデジタルスタンプラリー
の実施が決定しましたのでお知らせします。
１５種類以上のコラボフードや、南海電鉄の制服を着た、すみっコのぬいぐ
るみなど１２種類のグッズを販売するほか、南海沿線を周遊して楽しんでいた
だく「クイズラリー」や、なんばパークス「パークスガーデン」でフォトスポット「す
みっコの森」の実施と、すみっコぐらしのオリジナルシールがもらえる「フォトラ
リー」と「デジタルスタンプラリー」などのコラボ施策を実施します。
詳細は別紙のとおりです。
（写真上）コラボフード「しろくまカレー」（なんばＣＩＴＹ南館 １階 cafe 太陽ノ塔）
（写真下）シーンぬいぐるみ（和歌山市駅） えびふらいのしっぽ てのりぬいぐるみ付き
・

・

・

・

＜「南海沿線なんかいいね すみっコぐらしめぐりたいキャンペーン」施策一覧＞
期間
内容
７月２２日（木・祝）～ 和歌山市～加太駅 「めでたいでんしゃ なな」ラッピング電車運行開始
７月２６日（月）～
高野線（難波～橋本駅）・泉北高速鉄道線 １０００系ラッピング電車運行開始
７月２９日（木）～
難波駅、住吉大社駅、和歌山市駅、加太駅「すみっコ化」装飾開始
フレイザーレジデンス南海大阪 「すみっコぐらしルーム」提供開始
８月１日（日）～
「すみっコぐらしの駅入場券」の販売開始
「なんかいいね！！すみっコぐらしスタンプラリー」開始
８月３日（火）～
コラボフード販売開始
パークスガーデン「すみっコの森」開始
オリジナルコラボグッズ販売開始
８月４日（水）～
「すみっコぐらしのとってもなんかい（難解）！？クイズラリー」開始
８月７日（土）～
８月９日（月・休）～

特急「ラピート」ラッピング電車運行開始
「加太さかな線デジタルスタンプラリー」開始
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・

・

・

・

別紙
「南海沿線なんかいいね すみっコぐらしめぐりたいキャンペーン」第３弾
コラボフード、オリジナルコラボグッズ、クイズラリー、パークスガーデン「すみっコの森」など各種イベントと、
「すみっコぐらしラッピングラピート」お披露目について
１．期間限定コラボフードの販売
（１）期 間 ２０２１年８月３日（火）～１２月末ごろ
※一部メニューは数量限定メニューのため、売り切れ次第終了となる場合があります。
詳しくは各店舗にお問い合わせください。
（２）店舗・メニュー
場所
なんばパークス ５階

なんばＥＫＩＫＡＮ

なんばパークス ７階

なんばＣＩＴＹ南館 １階
なんばＣＩＴＹ南館 １階

なんばＣＩＴＹ本館 １階

なんばスカイオ ２階

なんばスカイオ ５階

難波駅構内 ２階
中央改札口外
N.KLASS 泉大津
難波駅構内 ２階
中央改札口内

店名
タリーズコーヒーPAUSE
なんばパークス店
(06-4395-5061)
タリーズコーヒー
なんばＥＫＩＫＡＮ店
(06-6630-8602)
#702 CAFE&DINER
なんばパークス店
(06-6643-9233)
cafe 太陽ノ塔
NAMBA CITY
(06-6644-2901)
肉炉端 ROBERT 難波
(06-4395-5679)
SIGN OF THE FOOD
プリン専門店
プリーーーン！
(06-6631-7888)
サン ルヴァン
(06-6575-9145)

メニュー
・ぺんぎん？のブルーベ
リーハニーパンケーキ
with T’s アイス
・ねこのブルーベリーハ
ニ ー パ ン ケ ー キ with
T’s アイス
デザートプレート（すみっ
コぐらしのクッキー付き）
しろくまカレー ほか
しろくまのとんてき
バーガー
ねこのポンポン
プリーーーン
すみっコぐらしの大判
クッキー
ほか
とんかつとえびふらいの
しっぽのサンドプレート
（ランチョンマット付き）
ほか

ITADAKIMASU
(06-6631-3923)
BAKERY BAR
南海なんば駅店
(06-6632-8011)
クックハウス
南海泉大津駅店
(0725-21-5855)
南海そば なんば２階店
(070-5664-5147)
2

価格（税込）
（イートインのみ）
各８８０円
※セット対象外
単品販売限定

９９０円
１，４０８円
※土日祝日は１１０円
プラス
（イートイン）９３５円
（テイクアウト）９１８円
５５０円

３００円

１，２００円

・すみっコぐらしのミルク
パン

（イートイン）６６０円
（テイクアウト）６４８円

・マグカップ付きベビー
アンドーナツ

（イートイン）１，３２０円
（テイクアウト）１，２９６円

すみっコぐらし
オリジナルお箸付き
えび天そば/うどん/黄麺

８８０円
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ねこのオムライスプレート
（ランチョンマット、
１，２００円
コースター付き）
・ねこの抹茶ティラミス
・ねこのほうじ茶
各６００円
ティラミス
ほか

難波駅構内 ２階
中央改札口外

南海パーラー
(06-6644-3600)

キーノ和歌山 ２階

KISHU CHAYA 玉林園
(073-431-1167)

N.KLASS 三国ヶ丘 ２階

スイーツファクトリー・
スリーズ
三国ヶ丘駅ナカ店
(070-5348-3894)

とかげのチーズケーキ
ほか

３００円

N.KLASS 三国ヶ丘 ２階

らーめん砦 三国ヶ丘店
(0722-45-9669)

すみっコぐらし
オリジナルお箸付き
鶏チャーシュー
砦ラーメン

１，１００円

ショップ南海河内長野

御菓子司 友井堂
ショップ南海店
(0721-55-0545)

とかげとにせつむりの
どら焼き

２１０円

２．なんばパークスでの各種イベントの実施
（１）フォトスポット「すみっコの森」の実施
ア、期 間 ２０２１年８月３日（火）～１０月３１日（日）
イ、場 所 なんばパークス「パークスガーデン」７階～９階（合計５カ所）
（２）「すみっコたちを探せ！フォトラリーin なんばパークス」の実施
ア、期 間 ２０２１年８月１４日（土）、１５日（日）/９月２３日（木・祝）～２６日（日）/
１０月９日（土）、１０日（日）
（参加受付時間：各日１１時～１７時３０分、ゴール受付時間：各日１１時～１８時）
イ、参加方法 なんばパークス ５階 タリーズコーヒー前で受付後、ご自身のスマートフォンやカメラで「す
みっコの森」のフォトスポット３カ所以上を撮影し、受付場所でゴールの申告をしてください。
ウ、参加費 無料
エ、賞 品 すみっコぐらしオリジナルシール ※数量限定、先着順
（３）「すみっコぐらし デジタルスタンプラリーin なんばパークス」の実施
ア、期 間 ２０２１年１１月１日（月）～１２月３１日（金）
イ、参加方法 コミュニケーションアプリ「ＬＩＮＥ」を使用して、なんばパークス内に設置されている二次元バ
ーコードを読み取り、デジタルスタンプを集めてください。受付場所など詳細はなんばパーク
スＷＥＢサイト（http://www.nambaparks.com/）で後日お知らせします。
ウ、参加費 無料
エ、賞 品 「すみっコぐらしラッピングラピート」のオリジナルシール ※数量限定、先着順
オ、その他 ・ご参加にあたっては「ＬＩＮＥ」アプリが必要です。お持ちでない方は事前にダウンロードの
上、ご参加ください
・本イベントはＬＩＮＥ株式会社の提供・協賛によるものではありません。
・「ＬＩＮＥ」は、ＬＩＮＥ株式会社の商標または登録商標です。
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３．オリジナルコラボグッズの販売
（１）販売開始 ２０２１年８月４日（水）
※アンスリーと旭屋書店なんばＣＩＴＹ店では、８月４日（水）１０時から販売します。「すみっコぐ
らし×なんかいでんしゃ コラボグッズ期間限定ショップ」では、同日１１時から販売します。
※販売数量限定
※お一人につき各商品２個までの販売数量制限をさせていただきます。
※転売目的での購入はお断りいたします。
（２）販売場所 ※事前予約や取り置きなどは行いません。
・すみっコぐらし×なんかいでんしゃ コラボグッズ期間限定ショップ
※なんばパークス ３階 キャトルサンク横、８月４日（水）～１５日（日）の期間限定
・アンスリー（南海なんば駅中央口店、南海なんばガレリア店、新今宮駅店、堺店、堺プラットプラット店、
N.KLASS 泉大津店、貝塚店、泉佐野店、和歌山市駅店、N.KLASS 三国ヶ丘店、河内長野
店、林間田園都市店、ekimo 天王寺店）
・旭屋書店なんばＣＩＴＹ店（なんばＣＩＴＹ本館 地下２階）
（３）商品・価格 ※すべて税込表示
ア、ぶらさげぬいぐるみ（しろくま、ぺんぎん？、とんかつ、ねこ、とかげ） （各１，１００円）

イ、てのりぬいぐるみ（ラピート） （１，２１０円）

ウ、シーンぬいぐるみ（和歌山市駅）
えびふらいのしっぽ てのりぬいぐるみ付き
（３，８５０円）
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エ、パスケース （１，１００円）

オ、ミニタオル （７４８円）

カ、アクリルキーホルダー （各６６０円）

キ、クリアホルダーセット（２枚組） （５５０円）

４．「すみっコぐらしのとってもなんかい（難解）！？クイズラリー」の実施
オリジナルデザインの１日乗車券や、てのりぬいぐるみがセットになったラリーキットを購入し、４駅のクイズ
ポイントを見つけてクイズに答えると、ゴールポイントで賞品を進呈します。ゴール賞品は、当クイズラリー限
定のものとなっています。南海線編と高野線編の２回開催です。
（１）期間 南海線編：２０２１年８月４日（水）１０時～１０月３１日（日）
高野線編：２０２１年１０月１日（金）１０時～１２月２６日（日）
※南海線編、高野線編ともに初日は１０時から発売
（２）ラリーキット販売場所 難波駅２階 中央改札口 駅サービスセンター
（３）ラリーキット内容
・「すみっコぐらし」デザインの南海・泉北全線１日乗車券
（有効期間中の任意の１日、お一人に限り南海・泉北全線乗り降り自由）
・クイズラリーシート
・記入用筆記具
・オリジナルてのりぬいぐるみ いずれか１つ
（ぬいぐるみの種類はお選びいただけません。）
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▲「すみっコぐらし」デザインの
１日乗車券（南海線編）
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◀てのりぬいぐるみ
左上：加太のめでたいお魚「たい」をモチーフとした、
たいなりきり「とかげ」
左下：和歌山の特産品「みかん」をモチーフとした
「やま」
右上：堺の古墳群やハニワをモチーフにした、
ハニワなりきり「しろくま」
右下：高野山・極楽橋の「極楽鳥」をモチーフにした、
極楽鳥なりきり「えびふらいのしっぽ」

（４）ラリーキット価格 ３，０００円（税込/大人設定のみ）
※１キット購入につき、小児用の南海・泉北１日乗車券（１枚５００円）を１枚購入可
（小児用乗車券単独は購入不可）。
（５）ラリーキット販売個数 各５，０００キット（合計１０，０００キット）
※お一人につき２キットまで購入可。
※転売目的での購入はお断りいたします。
（６）ゴールポイント
下記ポイントのいずれかにお持ちください。
・フレイザーレジデンス南海大阪 １階 カウンター
・難波駅２階 中央改札口 駅サービスセンター

５．「すみっコぐらしの駅入場券」の販売
（１）販売期間 ２０２１年８月１日（日）～１２月３０日（木）
（２）内

容 すみっコぐらしがデザインされた、住吉大社駅、多奈川駅、和歌山港駅、加太駅、汐見橋駅、
高野山駅の入場券とオリジナル台紙のセットです。

（３）販 売 額 ９６０円（税込）
（４）販 売 数 １０，０００部
（５）販売場所 当社線の各駅 ※係員無配置駅など一部の駅をのぞく

▲すみっコぐらしの駅入場券（イメージ）
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６．「加太さかな線デジタルスタンプラリー」の実施
（１）期

間 ２０２１年８月９日（月・休）～１０月３１日（日）

（２）スタンプ取得場所 和歌山市駅（改札口付近）、キーノ和歌山、二里ヶ浜駅（改札外）、磯ノ浦海水浴場、
加太駅（改札外）
（３）参加方法
①スマートフォンで位置情報活用イベントアプリ「こことろ」をインストールし、位置情報を「ON」にする。
②アプリ内で「すみっコぐらしと写真を撮ろう！加太さかな線デジタルスタンプラリー」に参加する。
③「こことろ」内の地図に表示されたスタンプポイントに行き、すみっコぐらしのスタンプを取得する。
④５地点のうち４地点以上のスタンプを集めるとスタンプラリークリアとなり、コンプリート画像が表示さ
れる。※ラリークリアには、和歌山市駅でのスタンプ取得が必須です。
⑤加太駅でコンプリート画面を提示いただくと、賞品をプレゼント。
（４）参 加 費 無料
（５）賞

品 すみっコぐらしキャンディ
※先着２，０００名 ※賞品の終了後も、当スタンプラリーイベントは期間終了まで実施します。

（６）そ の 他 「こことろ」のＡＲ機能を利用し、取得したスタンプ画像と周囲の景色を一緒に撮影することが
可能です。
※位置情報活用イベントアプリ「こことろ」とは
一般社団法人京都位置情報活用協議会が提供する、位置情報の観光活用を具体化することを目的と
して開発されたスマートフォン向け位置情報活用イベントアプリです。同アプリでは、登録された位置情
報をもとにオリジナルのスタンプラリーを開催することができます。

▲スタンプ（イメージ）

▲すみっコぐらしキャンディ（イメージ）
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７．「すみっコぐらしラッピングラピート」お披露目
（１）開 催 日 ２０２１年８月７日（土）１２時２０分～１７時
※「すみっコぐらしラッピングラピート」は、当日１７時０５分難波発「特急ラピートβ４７号」関
西空港行きとして運行します。
※ラピート車内へは、「特急ラピートβ４７号」のご乗車に有効な乗車券と特急券をお持ちの
お客さまのみ、発車約２０分前からご案内します。
（２）開催場所 難波駅 ９番のりば（ラピート専用ホーム）
（３）参加方法 当日有効な乗車券（もしくは難波駅の入場券）をご購入ください。
（４）そ の 他 当日１２時～１７時３０分、９番のりばホーム中央付近で「すみっコぐらしの駅入場券」の特別
販売を行います。

「すみっコぐらしラピート」イメージ

【ご注意】
※出発式などセレモニーは実施しません。
※ぬいぐるみの登場（グリーティング）はございません。
※写真撮影時は安全を確認し、周りのお客さまにご配慮をお願いいたします。
※駅係員、スタッフの指示に従ってください。
※事故等によりお披露目が中止、中断、短縮される場合があります。あらかじめご了承ください。
８．阪急交通社共同企画「『すみっコぐらしラッピングラピート』和歌山ツアー」の実施
「すみっコぐらしラッピングラピート」の貸切列車に、難波駅から和歌山港駅まで乗車し、和歌山の観光とグ
ルメを堪能するツアーを実施します。
（１）催

行

日 ２０２１年９月４日（土）、５日（日）
※以降のスケジュールについては阪急交通社 HP 等をご参照ください。

（２）料金（税込） スーパーシート 大人１８，０００円、小学生１６，０００円
レギュラーシート 大人１６，０００円、小学生１４，０００円
※復路は特急サザン指定席でお帰りいただきます。
（３）阪急交通社の募集ＷＥＢサイト
スーパーシート：https://www.hankyutravel.com/tour/detail_d.php?p_course_no=1490947&p_course_divide_code=A&p_preview=1
レギュラーシート：https://www.hankyutravel.com/tour/detail_d.php?p_course_no=1490946&p_course_divide_code=A&p_preview=1
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９．お客さまのお問い合わせ先
南海テレホンセンター ＴＥＬ：０６－６６４３－１００５ （８時３０分～１８時３０分）
以上
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