ＮＥＷＳ ＲＥＬＥＡＳＥ
２０１９年４月１１日
４月２７日（土）～５月６日（月・祝）

１０連休限定企画が盛りだくさん！
多摩動物公園駅エリア３施設で親子向けイベントを実施します
京王線新宿駅から直通の「キッズパークたまどう号」も運行

京王電鉄株式会社（本社：東京都多摩市、社長：紅村 康）では、４月２７日（土）から
５月６日（月・祝）までの大型連休の期間中、京王線多摩動物公園駅エリア「キッズパーク
たまどう」にある「京王あそびの森 ＨＵＧＨＵＧ 〈ハグハグ〉」「京王れーるランド」「多
摩動物公園」の３施設で、親子が楽しめる様々なイベントを実施します。
期間中は京王あそびの森 ハグハグでは、３月のオープン１周年記念イベント開催時に好評
をいただいた縦約５ｍ×横約７ｍの迷路アトラクション「多摩の森の迷路」の設置や金管
４重奏の演奏会を実施します。京王れーるランドでは、５月２日（木・祝）に普段は入るこ
とができない旧５０００系車両の運転台を一日限定で見学できるほか、５０００系車両など
が描かれたオリジナル缶バッチを制作するワークショップを行います。また、
５月４日（土・祝）、５日（日・祝）は、３施設のキャラクターと写真撮影ができるグリーテ
ィングを行います。
さらに、５月１日（水・祝）を除く期間中、京王線新宿駅から多摩動物公園駅までノンス
トップの臨時座席指定列車「キッズパークたまどう号」を運行し、運行期間の前半と後半に
１種類ずつ、キッズパークたまどう仕様のオリジナルトレーディングカードを車内でプレゼ
ントします。５月４日（土・祝）、５日（日・祝）には多摩動物公園の入園無料日にあわせ新
宿駅発高尾山口駅行の「Ｍｔ．ＴＡＫＡＯ号」が動物園線との乗換駅の高幡不動駅に臨時停
車します。
詳細は下記のとおりです。
主なイベント内容
・縦約５ｍ×横約７ｍの迷路アトラクション「多摩の森の迷路」の設置
・金管４重奏の演奏会
・旧５０００系車両の運転台の一日限定見学
・５０００系車両などが描かれたオリジナル缶バッチ制作のワークショップ
・５月４日（土・祝）
、５日（日・祝）は入園無料日
・ウサギ・モルモット・ヤギにふれあえるイベントを開催
・新宿駅から多摩動物公園駅へノンストップのキッズパークたまどう号運行
・５月４日（土・祝）
、５日（日・祝）Ｍｔ．ＴＡＫＡＯ号が高幡不動駅に臨時停車

≪キッズパークたまどうマップ≫

≪迷路アトラクション（京王あそびの森 ハグハグ）≫

１．ゴールデンウィーク期間の各施設のイベントについて
（１）各施設のイベントスケジュール
日

程

京王あそびの森 ハグハグ
・多摩の森の迷路

京王れーるランド
・サンリオコラボグッズ先行発売

・こいのぼり作り、塗り絵 ・謎解きキャンペーン第１話のみ
２７日（土）

４
月

のワークショップ

通常３００円→１００円

（～５月６日（月・祝）まで）

ウサモルヤギがやってきた！
（～５月３日（金・祝）まで
と６日（月・祝）
）

（～５月６日（月・祝）まで）

ハグー、けい太くんグリーティング
２８日（日）

多摩動物公園

「動物観察カード」展
（～５月６日（月・祝）まで）

ハグー、けい太くんグリーティング

２９日（月・祝）
３０日（火・祝）

平成の京王線トークショー

１日（水・祝）

雑木林で生きものさがし！
つくろうＭＹ動物観察カード

・旧５０００系車両の運転台
一日限定見学
２日（木・祝）

・オリジナル缶バッチ制作ワーク

つくろうＭＹ動物観察カード

ショップ（１名３００円）
・けい太くんを探せ

５
月 ３日（金・祝）
４日（土・祝）

５日（日・祝）

金管４重奏の演奏会

けい太くんを探せ

つくろうＭＹ動物観察カード

けい太くんを探せ

入園無料日

ハグー、けい太くん、動物たちグリーティング
けい太くんを探せ、

金管４重奏の演奏会

京王くじ（１回５００円）

入園無料日

ハグー、けい太くん、動物たちグリーティング
６日（月・祝）

けい太くんを探せ

雑木林で生きものさがし！

※イベントは予告なく変更・中止する場合があります。
※料金表記のないものは全て参加無料ですが、施設内でのイベントは別途入館料が必要です。

（２）京王あそびの森 ハグハグのイベント
イベント名

内

容

日

迷路アトラクション

ハグハグのきの下に縦約５ｍ×横約７ｍの迷路アトラク

「多摩の森の迷路」

ションです。

こいのぼり作り、
塗り絵のワークショップ

所

４月２７日（土）
～５月６日（月・祝）
館内１階

もりのひろば

傘袋を使ったこいのぼり作りや京王あそびの森 ハグハ

４月１８日（木）

グのキャラクター「ハグー」などの塗り絵のワークショ

～５月６日（月・祝）

ップです。

館内２階

国立音楽大学のＯＢ・ＯＧを中心とした音楽ユニット
金管４重奏の演奏会

時・場

「Ｅｕｐｈｏｎｙ（ユーフォニー）」による金管４重奏の
演奏会を行います。

おひさまラボ

５月４日（土・祝）、
５日（日・祝）
館内１階
駅前広場他

もりのひろば、
複数回実施

※すべて参加無料、施設内でのイベントは別途入館料が必要です。

≪多摩の森の迷路（イメージ）≫

≪金管４重奏の演奏会（イメージ）≫

（３）京王れーるランドのイベント（施設内でのイベントは別途入館料が必要です）
イベント名

内

容

日

９：３０～１４：００

インをデザインしたアクリルキーホルダー（全

グッズ先行発売

多摩動物公園駅前広場

８種・各５００円（税込）
）を先行発売します。

平成の京王線
トークショー
旧５０００系車両の
運転台一日限定見学

※以降ミュージアムショップで発売

平成に活躍した京王線の電車等を紹介するト

４月３０日（火・祝）

ークショーを開催します。（参加無料、混雑状

①１４：００～

況により人数を制限する場合があります。）

屋外展示場（旧５０００系車両内）

普段は入ることができない旧５０００系車両

５月２日（木・祝）

の運転台を一日限定で見学できます。

１３：００～１６：００

※混雑時は１組２分交代制

屋外展示場（旧５０００系車両内）

５０００系車両などが描かれたオリジナル缶
オリジナル缶バッチ
制作ワークショップ

京王くじ

②１５：３０～

５月２日（木・祝）

バッチを制作するワークショップを行います。

９：３０～１５：００

（１名３００円、混雑状況により人数を制限す

多摩動物公園駅前広場

る場合があります。）
けい太くんを探せ

所

４月２７日（土）

サンリオキャラクターのフルラッピングトレ

サンリオコラボ

時・場

屋外展示場に隠れているヒントを探し、クリア

５月２日（木・祝）～６日（月・祝）

するとオリジナルサンバイザーをプレゼント

１０：００～１６：３０

します。
（参加無料）

屋外展示場

新旧５０００系コラボグッズ等が当たる、外れ

５月５日（日・祝）

なしの京王くじ（１回５００円）を販売します。 多摩動物公園駅前広場

≪旧５０００系車両≫

≪アクリルキーホルダー≫

（４）多摩動物公園の主なイベント
イベント名

内

入園無料日

容

日

２日間限定で入園料が無料になります。

時・場

所

５月４日（土・祝）、５日（日・祝）
４月２７日（土）

なかよし広場にウサモル

ウサギ・モルモット・ヤギにふれあうこと

ヤギがやってきた！

ができます。※雨天中止

～５月３日（金・祝）
、６日（月・祝）
１０：３０～１１：３０
１３：３０～１４：３０
なかよし広場

雑木林で
生きものさがし！

ＮＰＯ法人の樹林・環境ネットワークの協

４月３０日（火・祝）

力を得て定期的に手入れしている雑木林を

５月６日（月・祝）

２日間限定で一般公開し、さまざまな植物

１１：００～１２：００

や生き物を観察することができます。

１４：００～１５：００

※雨天中止

アフリカ園

ライオンの森

（５）グリーティングについて（各回約３０分）
日

程

時 間

登場キャラクター

４月２７日（土）、２８日（日）

１１：３０～、１４：００～

けい太くん、ハグー

５月４日（土・祝）、

１１：３０～、１４：００～

けい太くん、ハグー、動物たち

５日（日・祝）

（動物たちは１１：３０の回のみ）

２．臨時座席指定列車「キッズパークたまどう号」について
（１）運 行 日 時
キッズパークたまどう ９７号
４月２７日（土）～５月６日（月・祝）（※５月１日（水・祝）を除く）
１０：４８新宿駅発 → １１：３１多摩動物公園駅着
※荒天等により、運行を中止する場合があります。
※その他一部の駅では、一旦停車しますが、乗降はできません。

（２）使 用 車 両
５０００系車両（１０両編成・クロスシート）
（３）乗 車 特 典
運行期間の前半と後半にオリジナルトレーディングカードを車内でプレゼントします。
①４月２７日（土）～４月３０日（火・祝） 京王×多摩動物公園
②５月２日（木・祝）～５月６日（月・祝） 京王×キッズパークたまどう
（４）座席指定料金
４００円 ※別途、乗車券が必要です。
（５）座
席
数
４３８席（満席になり次第終了）
（６）購 入 方 法
京王チケットレスサービス（要事前会員登録）では、
運行日の７日前の７時から発車１分前まで購入できます。
新宿駅の券売機では運行当日に空席がある場合のみ、運行 ≪前半期間のトレーディングカード≫
当日始発から購入できます。発売終了は発車１～５分前で、
券売機の設置場所により異なります。
※京王チケットレスサービス（https://www.keio-ticketless.jp/keio-web/top.xhtml）
※京王チケットレスサービスの優先予約サービスに登録のお客様は７日前６時から購入できます。

３．「Ｍｔ．ＴＡＫＡＯ号」の高幡不動駅の臨時停車について
５月４日（土・祝）、５日（日・祝）の多摩動物公園の入園無料日に、新宿駅発高尾
山口駅行のＭｔ．ＴＡＫＡＯ号が動物園線との乗換駅の高幡不動駅に臨時停車します。
号数

新宿駅

高幡不動駅

多摩動物公園駅（乗換後）

９１号

９：００

９：３３

９：４２

９３号

９：４０

１０：１４

１０：１９

９５号

１０：２０

１０：５４

１０：５９

※高幡不動駅では降車のみで乗車はできません。
※新宿駅のみ発車時刻を記載、またＭｔ．ＴＡＫＡＯ号の詳細は下記ＵＲＬをご確認ください。
https://www.keio.co.jp/zasekishitei/index_mt.html

４．お客様のお問い合わせ先
（１）キッズパークたまどう号など鉄道に関するお問い合わせ先
京王お客さまセンター
TEL.０４２－３５７－６１６１（９：００～１９：００）
（２）各施設に関するお問い合わせ先 ※休館日を除く
京王あそびの森 ハグハグ TEL.０４２－５９１－８９８９（９：３０～１７：３０）
京王れーるランド
TEL.０４２－５９３－３５２６（９：３０～１７：３０）
多摩動物公園
TEL.０４２－５９１－１６１１（９：３０～１７：００）
以

上

