
目指せ！北急博士！！
北急クイズ選手権

「営業編・サービス編」

北大阪急行電鉄株式会社



◎ご注意

☛１問ごとに問題、正解の順で
表示されます。

☛解答用紙に答えを記入後、
答え合わせをしてください。

☛問題および解答は、
北大阪急行電鉄に帰属します。



※最終ページにこたえがあります。

１ ２ ３ ４ ５ ６ ７ ８ ９ １０

１１ １２ １３ １４ １５ １６ １７ １８ １９ ２０

解答用紙（プリントアウトしてください）



１．スルッとKANSAIがプリペイド
カードが導入された際の北大阪
急行のカードの名称は

a.レジオンカード

b.キタＱカード

c.オレンジカード



１．正解

a.レジオンカード

でした

レジオンカードおよびレールウェイカードは、2019年9月30日をもちまして、改札機での
利用を終了しました。
（券売機でのきっぷへの引き換え、精算機での精算は2019年10月1日以降もご利用いただ
けます。）
レジオンカードは2017年3月31日、レールウェイカードは、2019年2月28日をもって、発売
を終了しました。
レジオンカード・レールウェイカードの払いもどしについては、当社ホームページをご覧
ください。 https://www.kita-kyu.co.jp/ticket/pdf/rwcardharaimodosi.pdf



2．レジオンカードの「星のキャ
ラクター」と言えば

a.ホッシーとスッシー

b.ホッピーとスッピー

c.スター君と流星ちゃん



２．正解

b.ホッピーとスッピー

でした

見本

スッピー ホッピー



３．北大阪急行電鉄でお買い求め
いただけるＩＣ定期券は

a.ＩＣＯＣＡ

b.ＰｉＴａＰａ

c.ＩＣＯＣＡとＰｉＴａＰａ（両方）



３．正解

c.ＩＣＯＣＡとＰｉＴａＰａ（両方）

でした

ＩＣＯＣＡは即日発行、ＰｉＴａＰａは事前申し込みが必要です

詳しくは「ICOCA＆PiTaPa使いこなしガイド」をご覧ください

＊当社HPでもご覧いただけます

https://www.kita-kyu.co.jp/ticket/pdf/kitakyufamilyic1.pdf



４．２０２０年５月現在当社で
使用できるICカードはICOCA、
PiTaPaを含め何種類

a.８種類

b.９種類

c.１０種類



４．正解

c.１０種類

でした

①ICOCA②PiTaPa③Kitaca④PASMO⑤Suica(東日本旅客鉄道)

⑥manaca⑦TOICA⑧はやかけん⑨nimoca⑩SUGOCA



５．北大阪急行で定期券が購入
できる券売機は

a.赤色券売機

b.青色券売機

c.赤色券売機と青色券売機（どちらも）



５．正解

a.赤色券売機

でした



６．北大阪急行線内の定期券が
購入できるのは新規・継続と
もに通用開始日の何日前から

a.７日前

b.１４日前

c.１か月前



６．正解

b.１４日前

でした

定期券の販売時間等については

当社運賃表をご覧ください

＊当社HPでもご覧いただけます

https://www.kita-kyu.co.jp/ticket/pdf/fares1.pdf



７．桃山台車庫で毎年開催する
中学生以下のお子様を含む
ご家族向けイベントの名称は

a.北急ふれあいフェスティバル

b.北急こどもカーニバル

c.北急ふれあいカーニバル



７．正解

a.北急ふれあいフェスティバル

でした



８．２０２０年５月現在実施している
北急公式のＳＮＳは

a.フェイスブック

b.インスタグラム

c.ＬＩＮＥ



８．正解

b.インスタグラム

でした

Instagram ＃きたきゅう５０ をフォローしてね♪



９．開業５０周年を記念し期間
限定で募集したファンクラブ
の名称は

a.北急ファンクラブ

b.北急家族（きたきゅうふぁみりー）

ファンクラブ

c.ポールスターファンクラブ



９．正解

b.北急家族（きたきゅうふぁみりー）

ファンクラブ

でした



10．２０２０年１月２６日に実施
された北急５０周年イベント
と言えば

a.写真撮影会

b.試乗会

c.車庫見学会



10．正解

a.写真撮影会

でした



11．２０２０年３月１５日当社と
千里阪急ホテルが実施した５０
周年コラボイベントは

a.コンサートトレイン

b.バイキングトレイン

c.ウエディングトレイン



11．正解

c.ウエディングトレイン

でした



12．開業50周年で募集した
「北急エッセイコンテスト」
応募時の制限文字数は

a.５０文字（５０周年にちなんで）

b.２２４文字（開業日の２月２４日にちなんで）

c.１２１１文字（創立日の１２月１１日にちなんで）



12．正解

b.２２４文字

（開業した２月２４日にちなんで）

でした

＊応募受付は終了いたしました

多数のご応募をいただき、ありがとうございました



13．現在、北大阪急行の乗務員、
駅員が冬期制服時に着用して
いるネクタイの種類は

a.１種類

b.２種類

c.３種類



13．正解

c.３種類（レッド系、ブルー系、グレー系）

でした



14．オリジナル鉄道模型「鉄道
コレクション」で、２０１７
年に販売された車両は

a.旧８０００形

b.９０００形

c.７０００形



14．正解

b.９０００形

でした

鉄道コレクション7000形、旧8000形、9000形は、インターネットショップで絶賛販売中です。

（売切れの節は、ご容赦ください。）

TOKK*MALL

https://www.tokk-mall.com/tokk/goods/list.html?cid=OT015

鉄道甲子園

http://www.tetsudokoshien-shop.com/shopbrand/kitakyu/ 旧８０００形２両セット



15．緑地公園駅上りホームと千里
中央駅ホーム限定の自動販売機
で売っているものは

a.オリジナルグッズ

b.新聞

c.お菓子



15．正解

a.オリジナルグッズ

でした

駅名キーホルダー、缶バッジ等を販売
しています。
（売切れの節は、ご容赦ください。）



16．北急マナー啓発キャラクター
の名称は

a.ぽっぽ夫婦

b.きたちゃん＆きゅーちゃん

c.北鳩家族（きたきゅうふぁみりー）



16．正解

c.北鳩家族（きたきゅうふぁみりー）

でした



17．ラッピング列車9001号車
片側にいる北鳩家族（きた
きゅうふぁみりー）の数は

a.１０羽

b.１１羽

c.１２羽



c.１２羽

でした

ラッピング列車の北鳩家族

（きたきゅうふぁみりー）を

Instagramで紹介しています！

＃きたきゅう５０

17．正解



18．９０００形車内案内情報で
使用している多言語表示は
何か国語か

a.２か国語（日本語、英語）

b.３か国語（日本語、英語、中国語）

c.４か国語（日本語、英語、中国語、朝鮮・韓国語）



18．正解

c.４か国語（日本語、英語、中国語、朝鮮・韓国語）

でした



19．当社の環境保全への取組み
「乗車券の廃券をリサイクル」
にて製作される品物は

a.トイレットペーパー

b.定期券

c.段ボール



19．正解

a.トイレットペーパー

でした

各駅のトイレでは、乗車券の廃券を
リサイクルしたトイレットペーパー
を使用しています。



20．当社延伸事業部が発行する
延伸線紹介パンフレットの
名称は

a.延伸わくわく

b.北摂くらす

c.北摂ＮＯＢＩＲＵ



20．正解

b.北摂くらす

でした

当社ホームページでもご覧いただけます

https://www.kita-kyu.co.jp/extension/pdf/hokusetsukurasu.pdf



正解数

０～５問 もうすこしがんばろう

６～１０問 なかなかやるな！

１１～１５問 北急博士まであと一歩・・・

１６～２０問 間違いなく北急博士！！



「目指せ！北急博士！！北急クイズ選手権」はこれで終了です。
第1弾よりお楽しみいただき、ありがとうございました。

プリントアウトして、すきな色でぬってね♪



１ ２ ３ ４ ５ ６ ７ ８ ９ １０

a b c c a b a b b a

１１ １２ １３ １４ １５ １６ １７ １８ １９ ２０

a b c b a c c c a b

こたえ


