
 

 

 

 

平成２７年２月２３日 

 

 

 

 

 

 

 

京阪電気鉄道株式会社（本社：大阪市中央区、社長：加藤好文）では、春の行楽シーズンにご家族でお

出かけいただけるよう、平成２７年３月７日（土）から「きかんしゃトーマスとなかまたち」のイベント

を新たに実施します。現在好評運行中のラッピング電車「京阪電車きかんしゃトーマス号２０１５」でめ

ぐるスタンプラリー「京阪電車きかんしゃトーマスとなかまたち２０１５スタンプラリーｖｏｌ.２」が 

交野線、大津線、ひらかたパークを舞台にスタート。これは、２月１日（日）まで実施していたｖｏｌ.１

の続編で、ひらかたパークも含めたコースを新たに展開します。 

今回、新たにスポットとして加わるひらかたパークでは、平成２７年３月７日（土）から「きかんしゃ

トーマスとなかまたち」のイベント「きかんしゃトーマスとなかまたち７０周年アニバーサリーイベント 

みんな集まれ！ソドー島 わくわくフェスティバル！」を開始します。また、３月８日（日）には「電車

も！バスも！ひらパーも！京阪電車きかんしゃトーマスとなかまたち２０１５」を開催。８０００系きか

んしゃトーマス号２０１５（トーマスとっきゅう）を臨時運転するほか、京阪バス ダイレクトエクスプレ

ス直Ｑ京都「トーマス直Ｑ」を同園にて展示します。「トーマス直Ｑ」前では、バス運転手の制服を着用で

きる写真撮影コーナー「バスの運転手さんになろう」や、京阪電車のオリジナルグッズ販売会を実施しま

す。 

さらに、３月７日（土）から、きかんしゃトーマス号２０１５をデザインしたオリジナルグッズ２種類

の発売を開始。今回は、お子さま待望のプラレールと、可愛く便利なジッパー付き保存袋が１００００系

きかんしゃトーマス号２０１５のデザインで新登場します。 

詳細は別紙のとおりです。 

                                   

                                     

 

春の行楽シーズンのお出かけに！京阪電車とひらかたパークで 

「きかんしゃトーマスとなかまたち」のイベントを３月７日（土）から実施します！ 

・「京阪電車きかんしゃトーマスとなかまたち２０１５スタンプラリーｖｏｌ．２」がスタート。 

・ひらかたパークで「きかんしゃトーマスとなかまたち７０周年アニバーサリーイベント」を開始。 

・「京阪電車１００００系きかんしゃトーマス号２０１５プラレール」「京阪電車１００００系きかんしゃトーマス号 

２０１５ジッパー付き保存袋『ＰＡＣＫ！ＺＩＰ！ＢＡＧ！』」を発売開始。 

・そのほか、臨時列車の運転や関連イベントなどを実施。 

京阪電車１００００系きかんしゃ

トーマス号２０１５プラレール 

「きかんしゃトーマスとなかまたち７０周年アニ

バーサリーイベント みんな集まれ！ソドー島 

わくわくフェスティバル！」（イメージ） 



（別紙） 

 

１．「京阪電車きかんしゃトーマスとなかまたち２０１５スタンプラリーｖｏｌ．２」開催について 

【実 施 期 間】 平成２７年３月７日（土）～６月２８日（日） 

【対 象】 小学生以下の方（小学生未満のお子さまは保護者同伴でご参加ください） 

【ラリー用紙設置場所】 京阪線各駅 

            ※男山ケーブルを除く 

            大津線各駅（御陵、大谷、南滋賀、滋賀里、穴太、松ノ馬場の各駅を除く） 

※大津線各駅では駅係員配置時間に改札窓口でお渡しします 

            ひらかたパーク団体受付 

【概 要】 

ラリー賞 スタンプ設置場所 必要スタンプ数 賞品引換場所 賞品 備考 

京阪線エリア賞 星ケ丘駅、河内森

駅、ひらかたパー

ク 

３カ所すべて ひらかたパーク

団体受付 

オリジナル 

缶バッジ 

 

京阪線エリア賞のスタンプ

設置駅をまわるには「かた

のせん きかんしゃトーマ

ス１ｄａｙチケット」が便

利です 

大津線エリア賞 京阪山科駅、石山

寺駅、近江神宮前

駅 

３カ所すべて 近江神宮前駅 

 

オリジナル 

缶バッジ 

 

大津線エリア賞のスタンプ

設置駅をまわるには「湖都

古都・おおつ１ｄａｙきっ

ぷ」が便利です 

 

２．ひらかたパーク 春シーズンイベント「きかんしゃトーマスとなかまたち 

７０周年アニバーサリーイベント みんな集まれ！ソドー島 わくわくフェスティバル！」について 

【内 容】 ・パーシーやヘンリーなどおなじみのなかまたちがパーティーに遅れないようお仕

事を手伝う参加型体験コーナー 

        ・７０周年を振り返る「ソドー島博物館」 

        ・オリジナル衣装をまとったキャラクターが大集合するパーティー会場 

        ・「レッツゴートーマス」や「ふわふわコーナー」などが楽しめるプレイコーナー

（一部有料） 

        ・トーマスグッズがたくさん揃う「トーマスショップ」 など 

  【実 施 期 間】 ３月７日（土）～ ６月２８日（日）（期間中休園日あり） 

  【場 所】 イベントホールⅠ・Ⅱ 

 



【料 金】 おとな（中学生以上）  ５００円 

こども（２歳〜小学生） ３００円 

※入園料金が別途必要です 

  【協 力】 毎日放送 

   【注 意 事 項】 ・フリーパスをご利用いただけます。 

・都合により内容を一部変更する場合があります。 

 

３．「電車も！バスも！ひらパーも！京阪電車きかんしゃトーマスとなかまたち２０１５」開催について 

ひらかたパークで「きかんしゃトーマスとなかまたち」のイベントがスタートすることを記念して、

電車、バス、ひらかたパークが連携して「きかんしゃトーマスとなかまたち」のイベントを実施しま

す。 

（１）臨時列車「トーマスとっきゅうでピピン・ポピーに会いにいこう」 

【運 転 日】 平成２７年３月８日（日） 

【内 容】 ８０００系きかんしゃトーマス号２０１５（トーマスとっきゅう）を臨時急行枚方

市行きとして運転します。車内では、ひらかたパークで「京阪電車オリジナルもの

さし」と引き換えられるプレゼント引換券を配布します。また、枚方公園駅では、

ひらかたパークのキャラクター「ピピン」と「ポピー」がお出迎え予定です。 

【使 用 車 両】  ８０００系きかんしゃトーマス号２０１５（トーマスとっきゅう） 

【各停車駅の発車時刻】  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【プレゼント引換券配布】 ①配 布 場 所  臨時列車内（京橋―守口市間） 

                   ※状況により変更する場合があります 

        ②対 象  小学生以下のお子さま 

        ③配 布 枚 数  先着５００名 

        ④ﾌﾟﾚｾﾞﾝﾄ引換場所  ひらかたパーク スカイウォーカー（観覧車）前 

        ⑤ﾌﾟﾚｾﾞﾝﾄ引換期限  当日１０時～１８時 

駅 時刻 

中 之 島 9：50 

渡 辺 橋 9：51 

大 江 橋 9：53 

なにわ橋 9：55 

天 満 橋 9：58 

京 橋 10：02 

守 口 市 10：07 

寝屋川市 10：13 

香 里 園 10：20 

枚方公園 10：24 

枚 方 市(着) 10：27 



【注 意 事 項】 ・プレゼント引換券は先着５００名です。 

        ・引き換えはおひとりさま１回限りです。 

        ・引換期限を過ぎた引換券は無効です。 

        ・ひらかたパーク入園には入園料が必要です。 

        ・当イベントは運転状況や混雑状況により中止する場合があります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）フルラッピングバス展示「ひらかたパークに『トーマス直Ｑ』がやってくる！」 

【日 時】 平成２７年３月８日（日） １０時～１８時 

【内 容】 「きかんしゃトーマスとなかまたち」のデザインにフルラッピングした京阪バ

ス ダイレクトエクスプレス直Ｑ京都「トーマス直Ｑ」をひらかたパーク スカ

イウォーカー(観覧車)前に展示します。自由にバスに乗ったり写真撮影をして

お楽しみください。また、「トーマス直Ｑ」展示前で、バス運転手の制服を着

て記念撮影ができる「バスの運転手さんになろう」を実施します。 

【場 所】 ひらかたパーク スカイウォーカー（観覧車）前 

【バスの運転手さんになろう】 ①実施場所  ひらかたパーク「トーマス直Ｑ」展示前 

           ②実施時間  １０：４０、１２：００、１５：００（各回５０名） 

          ③対 象  小学生以下のお子さま 

【注 意 事 項】 ・当イベントは天候などの事情により中止する場合があります。 

・「バスの運転手さんになろう」は先着順、各回５０名限定です。 

               

 

 

 

 

 

 

 

 

８０００系きかんしゃトーマス号２０１５

（トーマスとっきゅう） 

ピピン（右）とポピー（左） 

京阪バス ダイレクトエクスプレス直Ｑ京都「トーマス直Ｑ」 



（３）京阪電車オリジナルグッズ販売会 

【日 時】 平成２７年３月８日（日）１０時～１８時 

【内 容】 前日発売開始の新商品「京阪電車１００００系きかんしゃトーマス号２０１５プラ

レール」「京阪電車１００００系きかんしゃトーマス号２０１５ジッパー付き保存

袋『ＰＡＣＫ！ＺＩＰ！ＢＡＧ！』」をはじめ、京阪電車のオリジナルグッズの販

売を行います。各商品は数に限りがございます。売り切れの場合はご了承願います。 

【場 所】 ひらかたパーク スカイウォーカー（観覧車）前 

 

４．オリジナルグッズの発売開始について 

 （１）「京阪電車１００００系きかんしゃトーマス号２０１５プラレール」 

【商 品 名】 「京阪電車１００００系きかんしゃトーマス号２０１５プラレール」 

【発 売 金 額】 ２，４００円（税込） 

【特 徴】 「京阪電車１００００系きかんしゃトーマス号２０１５」をデザインしたプラステ

ィック製の電車玩具。本体は３両編成。単２電池１本使用（別売）。正面の幅４１

ｍｍ×高さ５１ｍｍ×長さ４２０ｍｍ。なお、一般流通しているプラレールシリー

ズと互換性があります。 

【発 売 開 始】 平成２７年３月７日（土） 午前９時から 

※京阪百貨店守口店、京急百貨店、プラグ・イン ドラッグ くずはモール店、 

ひらかたパーク内 ノームショップ、トーマスタウン新三郷、トーマスステー 

ション和泉は、同日午前１０時から発売 

※京阪電車主要駅（浜大津駅を除く）での発売は３月２９日（日）までです 

【発 売 場 所】 中之島、淀屋橋、天満橋、京橋、寝屋川市、香里園、枚方市、樟葉、 

中書島、丹波橋、祇園四条、三条、浜大津の各駅 

京阪百貨店守口店６階玩具売場 

アンスリー（淀屋橋店、天満橋店、京橋店、寝屋川北口店、香里園店、枚方店、 

枚方中央口店、くずは店、中書島店、丹波橋店、四条店、三条店、 

出町柳店） 

プラグ・イン 守口店 

プラグ・イン ドラッグ くずはモール店 

京急百貨店５階おもちゃうりば（神奈川県横浜市） 

ひらかたパーク内 ノームショップ 

相鉄グッズショップ「そうにゃん」（神奈川県海老名市） 

トーマスタウン新三郷（埼玉県三郷市） 

トーマスステーション和泉（大阪府和泉市） 

トーマスステーション倉敷（岡山県倉敷市） 

京阪カードの通販サイト「e-kenetマーケット」http://www.e-kenetmarket.net/ 



※予約販売は行いません 

※数に限りがありますので、売り切れの場合はご了承願います 

【商品デザイン】 

 

 

 

 

 

 

 

 （２）「京阪電車１００００系きかんしゃトーマス号２０１５ジッパー付き保存袋 

『ＰＡＣＫ！ＺＩＰ！ＢＡＧ！』」 

【商 品 名】 「京阪電車１００００系きかんしゃトーマス号２０１５ジッパー付き保存袋 

『ＰＡＣＫ！ＺＩＰ！ＢＡＧ！』」 

【発 売 金 額】 ６００円（税込） 

【特 徴】 交野線で装飾している各駅のキャラクターを紹介するジッパー付きポリエチレン製

の保存袋（２０枚入り）。１００００系きかんしゃトーマス号２０１５の車両をデ

フォルメしたデザインの紙製の箱に入っています。保存袋サイズ１８５×２００ｍ

ｍ、箱サイズ縦５２×横４０×長さ２００ｍｍ。  

【発 売 開 始】 平成２７年３月７日（土） 午前９時から 

※京阪百貨店守口店、京急百貨店、プラグ・イン ドラッグ くずはモール店、 

ひらかたパーク内 ノームショップ、トーマスタウン新三郷、トーマスステー 

ション和泉は、同日午前１０時から 

※京阪電車主要駅(浜大津駅を除く)での発売は３月２９日（日）までです 

【発 売 場 所】 中之島、淀屋橋、天満橋、京橋、寝屋川市、香里園、枚方市、樟葉、 

中書島、丹波橋、祇園四条、三条、浜大津の各駅 

京阪百貨店守口店６階玩具売場 

アンスリー（京橋店、枚方店） 

プラグ・イン 守口店 

プラグ・イン ドラッグ くずはモール店 

京急百貨店５階おもちゃうりば 

ひらかたパーク内 ノームショップ 

トーマスタウン新三郷 

トーマスステーション和泉 

トーマスステーション倉敷 

京阪カードの通販サイト「e-kenetマーケット」http://www.e-kenetmarket.net/ 

※予約販売は行いません 

※数に限りがありますので、売り切れの場合はご了承願います 



【商品デザイン】 

 

 

 

 

 

 

 

 

※臨時列車の運転や各種イベント類は、内容を変更または中止する場合があります 

 

以  上 

 

外装 中身 


