コロナ禍における地域経済活性化の取組
（広報資料）

大人気キャラクターミステリー小説との
コラボで船岡山周辺エリアを元気に！

令 和 ３ 年 ３ 月 ２ 日
京 都 市 北 区 役 所
担当：地域力推進室企画担当

TEL：432－1199

京都寺町三条のホームズ × 京都市北区役所

「船岡山を盛り上げたい！」キャンペーンの実施について
北区役所では，令和元年度から，船岡山及びその周辺エリアの魅力を，全国に向けて発信する「船岡
山を活かした魅力創出事業」に取り組んでいます。
この度，
『京都寺町三条のホームズ』
（双葉社・双葉文庫）の著者・望月麻衣氏に同事業の趣旨を御理
解いただき，船岡山周辺エリアを舞台にした最新１６巻が刊行されることとなりました。
これを契機に，船岡山周辺の商店等にも御協力いただき，作中に登場した店舗等を巡る「スタンプラ
リー」や作中に登場するマグカップ等が当たる「フォトコンテスト」など，作品の世界を楽しんでいた
だける「船岡山を盛り上げたい！」キャンペーンを以下のとおり実施しますので，お知らせします。

©望月麻衣/ヤマウチシズ/双葉社

１

キャンペーン内容
※ 新型コロナウイルス感染症の状況によっては，内容を変更する可能性もあります。
（１）聖地巡礼！スタンプラリー
ア 内容
作品を読んだ方が船岡山周辺エリアを訪れたくなるきっかけとして，同エリアを舞台としたス
タンプラリーを開催する。スタンプを集めた方には，先着２，０００名限定で著者・望月麻衣氏書
き下ろしの『京都寺町三条のホームズ』オリジナルショートストーリー本を進呈する。
また，スタンプ設置箇所として，同エリアの商店街や寺社仏閣等に御協力いただき，地域を巻き
込んだイベントとなっている。スタンプ設置箇所は以下の「（イ）スタンプ設置箇所」を参照。

イ スタンプ設置箇所
（ア）必須ポイント（４箇所全てのスタンプが必要）
・ 北大路市バス・地下鉄案内所
・ 大垣書店ビブレ店（書店）
・ ふたば書房紫野店（書店）
・ 建勲神社

景品のオリジナルショートストーリー本
表紙イラストも描き下ろしです！

（イ）選択ポイント（１１箇所のうち４箇所のスタンプが必要）
・ 新大宮商店街振興組合事務所
・ 大徳寺
・ 喫茶 狐菴（コーヒーと和菓子と日本酒）
・ 絵本カフェ Mébaé（カフェ）
・ 京都 おはりばこ（つまみ細工）
・ 松屋藤兵衛（和菓子）
・ TAMARIBA cafe 風良都（カフェ）
・ うめぞの茶房（和菓子・カフェ）
・ さらさ西陣（カフェ）
・ 藤森寮（工房・ショップ）
・ ふわとろオムライスの店ひよこ（カフェ）
（２）聖地でインスタ映え！フォトコンテスト
ア 内容
スタンプラリーとの連動企画として，インスタグラムを活用したフォトコンテストを開催し，船
岡山を訪れた方自身による魅力の拡散を図るとともに，これまで知られていなかった新たな視点
での船岡山の魅力発掘を目指す。
入選者（１０名程度）は，著者・望月麻衣氏とのリモート「ティーパーティー（※）」に招待す
る。さらに，入選者の中から北区長賞（１名），望月麻衣賞（３名）を決定し，リモート「ティー
パーティー」への招待とともに特別な賞品を進呈する。
※ 望月氏が選んだ京都のお茶とお菓子の詰合せをお贈りし，Ｚｏｏｍを介して参加者全員でお
茶を楽しみながら，望月氏との交流を深める内容での開催を予定。
※ 北区長賞は「錦織製品３点セット（名刺入れ，御朱印帳，マスク）
」，望月麻衣賞は作中に登場
する「『蔵』のマグカップ」をプレゼント。
イ

応募方法
船岡山内で撮影した写真に「＃京都ホームズ船岡山」と付けてインスタグラムに投稿していた
だき，投稿された写真の中から入選作品を選出する。
※ 北区役所の公式アカウント「@kyotoshi_kitaku」のフォローも参加条件

（３）ふるさと納税『京都寺町三条のホームズ』を読んで京都のまちを応援！寄付金
作品にちなんだ特別な返礼品を期間限定で用意し，京都を愛する読者の方から京都のまちづく
りの財源をふるさと納税として寄せていただく。
寄付金額及び返礼品は以下のとおり。
【３万円】著者・望月麻衣氏とのリモート・ティーパーティーに招待
※ 上述のフォトコンテスト入選者の賞品と同内容。
※ ティーパーティーは４回程度（６月，９月，１１月，１月）の開催を予定。
（各回先着１００名限定）
【１０万円】イラストレーター・ヤマウチシズ氏が描く寄付者の似顔絵を進呈
※ 『京都寺町三条のホームズ』の表紙イラスト等を手掛けるヤマウチシズ氏が，寄付者の写真
を元に描く似顔絵を額装して進呈。
（先着３０名限定）

（４）地域連動キャンペーン
ア 内容
船岡山周辺エリアを訪れた方に散策をより楽しんでいただけるよう，周辺の商店等に本キャン
ペーンと連動した独自のキャンペーン（オリジナル商品・サービスの企画等）を実施していただき，
地域全体として本キャンペーンの盛上げを図るとともに，地域経済の活性化に繋げる。
イ

参加店舗等一覧（令和３年３月２日時点）

参加店舗等
建勲神社

業種
神社

新大宮商店街

商店街

とり山卯吉

唐揚げ

キャンペーン内容
御朱印やお守り等を購入された方，先着１，０００名様
に建勲神社特製の栞をプレゼント
京都ホームズのキャラクターイラスト入りレジ袋を 商
店街加盟各店舗にて配布
とり山京漬け物・卯吉唐揚げ全品３０％引き

鼓月 新大宮店

和菓子

１，０００円以上の御購入で千寿せんべいを１枚プレゼント

成寿庵

和菓子

黒豆大福（１５０円）を３０円引き

うどん松太郎

ばらずし

丹後名産バラ寿司オリジナルサイズ５００円（税抜）を販売

中華のサカイ本店

中華料理

オレンジジュース又はウーロン茶を無料でサービス

末廣菓舗

和菓子

みたらし団子５本入り（３６０円）を３０円引き

コミュニティカフェ新大宮

カフェ

全ドリンクメニュー１０％引き

絵本カフェ Mébaé

カフェ

本作に因んだ大判焼きを特別メニューとして販売

POLA RuRu

美容

本作に関連したクイズに答えるとサンプル商品をプレゼント

大垣書店 ビブレ店

書店

『京都寺町三条のホームズ』オリジナルグッズの販売

ふたば書房 紫野店

書店

毎月５名様に抽選で「望月麻衣先生サイン入りのお気に
入りグッズ」をプレゼント

TAMARIBA cafe 風良都
京都市紫野障害者授産所
さくさく工房

カフェ

シフォンケーキセット（６５０円，ドリンク付き）を５０円引き

焼菓子，カフェ 焼菓子商品を８％引き

京菓子司 葵餅本店

和菓子

お会計時の総額から２０円引き（お一人様１回のみ）

松屋藤兵衛

和菓子

望月麻衣先生のイラストの焼印入り煎餅１枚をプレゼント

京都 おはりばこ

つまみ細工

押し絵の「げんぶくん（京都ホームズのキャラクター）」を展示

喫茶 狐菴

コーヒー，
和菓子，日本酒

さらさ西陣

カフェ

「狐」ラベルのジン（ノンアルコール）を特別メニュー
として１杯１，０００円で提供
クッキー１枚又はコーヒードリップパック 1 袋をプレ
ゼント（お一人様１回のみ）
全商品を１０％引きにするとともに，商品を御購入の方
に自作のスケッチ画 1 枚プレゼント

アトリエ セレネッラの
咲くころ

工房・ショップ

漆工房タラノメ

工房・ショップ

骨董陶片×京漆塗りのピンバッジをプレゼント（数量限定）

ガラス工房 nazuna 薺

工房・ショップ

とんぼ玉１粒又は箸置き１本を使った，ガラス雑貨製作
体験（３０分）を５００円で提供

アートスペース CASAne

工房・ショップ

お好きなメモ帳１冊をプレゼント

一閑張 夢一人

工房・ショップ

一閑張１日体験１０％引き（人数限定）

glass studio may/gallery 森ノ魚 工房・ショップ

アクセサリー作り体験等が当日１０％引き。
さらに，後日使える１０％割引券を発行。

京都の旅行会社 萬転

事前予約制の船岡山ガイドツアーを企画

旅行

※

参加店舗及びキャンペーン内容等は変更となる場合があります。

※

店舗ごとに，キャンペーン適用条件（スタンプラリー台紙の提示，商品の購入等）があります。

（５）魅力発信ウェブサイト
船岡山周辺エリアの歴史解説やエリアマップのほか，周辺のおすすめスポット紹介等のコンテ
ンツによるウェブサイト（以下のＵＲＬ参照）を３月５日（金）から新たに開設し，同エリアの
魅力発信の要とする。
本キャンペーンの詳細，最新情報も本サイトで発信する。
ＵＲＬ：https://kyoto-funaokayama.com/holmes/（３月５日（金）から公開）
（６）初版挟み込みリーフレット
１６巻の発売に合わせて，船岡山の魅力及び本キャンペーンの内容を記載したリーフレット
（Ｂ７判・カラー両面）を本作品の初版全てに挟み込み，全国の読者へダイレクトにＰＲを行う。
２

キャンペーン期間
令和３年３月１１日（１６巻発売予定日）～６月３０日
※ ふるさと納税のみ令和３年１２月３１日まで

３

問合せ
北区役所地域力推進室企画担当(４３２－１１９９ kita-ku@city.kyoto.lg.jp)

＜参考＞
１ 『京都寺町三条のホームズ』とは
望月麻衣著，双葉社（双葉文庫）刊の大人気キャラクターミステリー小説（最新１６巻は令和
３年３月１１日発売予定）。シリーズ累計で１６０万部発行されている（令和３年３月時点）。小
説以外にも，テレビアニメが平成３０年７月～９月にテレビ東京ほかにて放送され，漫画版『月
刊アクション』（双葉社）において，平成２９年１２月号より現在も連載中である。
【あらすじ】
京都の寺町三条商店街に，ポツリとたたずむ骨董品店「蔵」。女子高生の真城葵は，ひょんなこと
から，店主の息子の家頭清貴と知り合い，アルバイトを始めることになる。
「寺町のホームズ」と呼
ばれる清貴とともに，葵は様々な客から持ち込まれる奇妙な依頼を受けることに…。
【著者：望月麻衣】
北海道出身，京都府城陽市在住。平成２５年にエブリスタ主催第２回電子書籍大賞でデビュー。
平成２８年，
『京都寺町三条のホームズ』で第４回京都本大賞を受賞。
『太秦荘ダイアリー』
（双葉文
庫），『京都烏丸御池のお祓い本舗』
（双葉文庫）など著書多数。
２

船岡山とは
京都市北区にある高さ１１２メートルほどの小さな丘で，その地形が船に似ていることから「船
岡」と呼ばれてきた。平安京へ遷都した第５０代・桓武天皇は，船岡山の山頂から山城盆地を見渡
して，都を遷すことを決めたと伝わることから「京都始まりの地」とされ，
「国見の丘」とも呼ばれ
るとともに，北方守護の神「玄武」が宿るとも伝えられている。
また，１１年にも及ぶ長い戦いが繰り広げられた「応仁の乱」では，山名宗全が率いる西軍が船
岡山に城砦を築いたとも伝えられている。
更に，
「本能寺の変」の後，豊臣秀吉が船岡山を織田信長の霊地として定め，明治１３年には，明
治天皇の命により織田信長を祀る建勲神社が創建される等，時代時代でその名を刻んできた。
現在では，山頂から京都の街並みが一望できるとともに，まちなかとは思えない豊かな自然を残
し，四季折々に咲く草花や野鳥も訪れることから，気軽なハイキングスポットとして多くの方が訪
れている。

