
 

 

 

 

平成２８年８月１６日 

京阪電気鉄道株式会社 

 

 

 

 

 

 

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、京阪本線・鴨東線・中之

島線を走行する５０００系が誕生４５年、かつて大津線を走行していた８０型が誕生５５年を迎え

るにあたり記念イベントを開催します。 

５０００系は、ラッシュ時には５扉すべてを使用することで乗降をスムーズにし、それ以外の時

間帯には２扉を締め切り、格納していた座席を復して座席数を増やすことができるユニークな５扉

車で１９７０年１２月から運転しています。また、８０型は大津線の近代化を目的に開発され１９

６１年８月から１９９７年まで活躍し、ヨーロピアン調の軽快なデザインと他形式にはない塗装で

高い人気を誇りました。 

まず、８月２８日（日）と２９日（月）の２日間、「５０００系４５周年記念クイズラリー」を

開催します。クイズは「一般コース（２８日・２９日）」と「鉄人コース（２８日のみ）」の２コー

スがあり、全問正解者にもれなく「一般コース」「鉄人コース」でそれぞれデザインが異なる「５

０００系オリジナルキーホルダー」を進呈します。また、クイズラリーのゴールとなる中之島駅で

は、５０００系４５周年記念オリジナルグッズが新登場するグッズ販売会を実施するほか、８月２

８日（日）には、中之島駅３番線で５０００系の座席昇降の実演をご覧いただける「５０００系座

席昇降実演観覧会」を開催します。 

９月２４日（土）からは、石山坂本線の７００形に８０型の塗装を施し走行します。運転開始の

９月２４日（土）から１０月２１日（金）まで、「５０００系４５周年記念クイズラリー」を達成

したラリーシートを浜大津駅インフォステーションへご持参いただくと「８０型オリジナルキーホ

ルダー」を差し上げます。詳細は別紙のとおりです。                   

 

 

 

 

  

５０００系が誕生４５年、８０型が誕生５５年を迎えます 

平成２８年８月２８日（日）から記念イベントを開催 

・記念クイズラリーや５０００系座席昇降実演観覧会を実施するほか、５０００系４５周年 

 オリジナルグッズも新登場 

  ・石山坂本線では、７００形にかつて大津線を走行していた８０型の塗装を施します 

８０型車両 ５０００系車両 



（別 紙） 

 

１．５０００系４５周年記念クイズラリーについて 

各ラリーポイントで出題される５０００系に関する問題に解答していただきます。クイズラリー

には「一般コース」「鉄人コース」の２種類があります。 

【ラリーポイント】 天満橋駅、萱島駅、中書島駅、三条駅、男山山上駅（鉄人コースのみ） 

         ※混雑状況等によりラリーポイント設置場所は変更する場合があります 

【ゴ ー ル 駅】 中之島駅（コンコース） 

【実 施 期 間】 平成２８年８月２８日（日）・２９日（月） 各日１０時～１６時（予定） 

              ※「鉄人コース」は８月２８日（日）のみ 

【概 要】 

 一般コース 鉄人コース 

ラリーシート 

配布場所 

・8月 27日（土）以降 

・京阪線各駅（男山ケーブル除く）に設置 

・8月 28日（日）10時～12時 

・三条駅コンコースにて配布 

 （先着 500名様限定） 

実施日時 

・8 月 28日（日）・29日（月） 

各日 10時～16時（予定） 

※16時までにゴールしてください 

・8 月 28日（日） 

10時～16時（予定） 

※16時までにゴールしてください 

ラリーポイント 
天満橋駅、萱島駅、中書島駅、三条駅 天満橋駅、萱島駅、中書島駅、三条駅、 

男山山上駅 

賞  品 

・5000系オリジナルキーホルダー（一般用） 

※お 1人様 1 個まで 

・5000系オリジナルキーホルダー（鉄人用） 

 ※お 1人様 1 個まで 

・Ｂトレインショーティー 京阪電車 5000

系先行購入券 

※旧塗装・新塗装各お 1人様 1 枚まで 

 

 

 

 

 

 

 

出題内容 

お子様から大人まで幅広くお楽しみいただ

けるよう、比較的簡単な出題内容を予定し

ています 

本企画において「鉄人＝鉄道の達人」と位

置づけ、広く深い出題内容から５０００系

を振り返ります 

【注 意 事 項】 

・「一般コース」「鉄人コース」はそれぞれラリーシートが異なります。異なるラリーシート



では他のコースに参加できません。 

・「一般コース」と「鉄人コース」は出題内容が異なります。 

・賞品の引き換えは各コースとも１６時をもって終了します。それ以降の引き換えはできませ

ん。 

・クイズラリーに参加されるお客さまは乗車券が必要です。クイズラリーを目的とした途中下

車はできません。 

・お１人様が複数のラリーシートをゴールの中之島駅にご持参された場合でも、商品のお渡し

は１枚分限りとします。 

【先行購入券について】 

  「Ｂトレインショーティー 京阪電車５０００系先行購入券」は、１０月２９日（土）の一般

販売に先行して、同商品を購入できる引換券です。 

   ・販 売 場 所：京阪百貨店守口店６階玩具売場 

   ・商品購入可能期間：平成２８年１０月８日（土）～１０月２１日（金） 

             京阪百貨店守口店の営業時間内に限ります 

   ・販 売 価 格：定価（２，０００円（税込）） 

   ※旧塗装・新塗装とも先行購入券１枚につき各１個のみ購入が可能です 

   ※商品購入可能期間を過ぎた先行購入券は無効です 

 

２．オリジナルグッズ販売会について 

【概 要】 ５０００系４５周年を記念した新商品をはじめ、京阪電車オリジナルグッズ

販売会を開催します。 

【日 時】 平成２８年８月２８日（日）・２９日（月） １０時～１６時（予定） 

【場 所】 中之島駅コンコース 

※Ｂトレインショーティー 京阪電車５０００系（旧塗装・新塗装）は販売

しません 

※商品はいずれも数量限定です。売り切れの場合はご了承ください 

 

３．５０００系座席昇降実演観覧会と臨時運転について 

 ５０００系を中之島駅３番線に展示し、座席昇降の実演をホームおよび展示車内からご覧いただ

くことができます。また座席昇降実演観覧会終了後、臨時列車として普段はラッシュ時しかご利

用いただけない５扉で運転します。 

※車内から座席昇降の実演をご覧いただくには「５０００系座席昇降実演観覧会整理券（車内

用）」が必要です。「５０００系座席昇降実演観覧会整理券（車内用）」は、８月２８日（日）

に中之島駅で開催するオリジナルグッズ販売会で５０００系関連新商品３点（５０００系４

５周年記念ネクタイピン、５０００系４５周年記念パスケース、ラッシュ用ドアステッカー）

のうち、いずれかをお買い上げの方に先着（１６０名限定・参加時間と観覧場所は選べませ

ん）でお配りします 

  ※運転の都合により中止する場合があります 



 【観 覧 場 所】 中之島駅３番線 ホームおよび展示車内 

 【観 覧 日 時】 平成２８年８月２８日（日） 

 ①１４：００ ②１４：３０ ③１５：００ ④１５：３０の計４回 

          ※それぞれの回において、２回程度座席が昇降します 

          ※中之島駅３番線には１２：４７から１６：１２まで展示します。 

           ただし、座席昇降実演観覧会開催中（１４：００～１５：３０頃）は「５

０００系座席昇降実演観覧会整理券（車内用）」をお持ちのお客さま以外

は展示車内には立ち入れません（ホームからご覧ください） 

 【臨時列車運転】 展示終了後、中之島駅１６：１２発区間急行萱島行き（５扉）として運転し 

          ます。 

 

４．５０００系４５周年記念オリジナルグッズの発売について 

 【発 売 日】 平成２８年９月１７日（土） 

 【発 売 場 所】 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、三条店ほか） 

          プラグ・イン ドラッグ くずはモール店 

        関西ツーリストインフォメーションセンター京都（京都タワー３階） 

        京急百貨店５階おもちゃうりば（神奈川県横浜市） 

        京阪カードの通信販売サイト「e-kenetマーケット」 

        ※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 

        ※e-kenetマーケットでは午前９時から発売します。その他の店舗では各営

業開始時刻から発売します 

       ※関西ツーリストインフォメーションセンター京都および京急百貨店５階

おもちゃうりばでは「ラッシュ用ドアステッカー」は取扱いません 

 【先 行 販 売】 ８月２８日（日）・２９日（月）に実施するオリジナルグッズ販売会にて先

行販売します 

（１）５０００系４５周年記念ネクタイピン 

 ①発 売 金 額  各１，５００円（税込） 

 ②特 徴  ５０００系車両をイメージしたネクタイピンです。旧塗装・新塗装の２

デザインをご用意しました（本体サイズ：４．５ｃｍ×１．３ｃｍ）。 

     ③商品デザイン 

 

 

 

 

 

 



  （２）５０００系４５周年記念パスケース 

 ①発 売 金 額  １，５００円（税込） 

 ②特 徴   ５０００系車両をイメージしたパスケースです。通勤・通学に便利な伸

縮式ストラップ付です（本体サイズ：６．５ｃｍ×９．８ｃｍ）。 

 ③商品デザイン 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

（３）ラッシュ用ドアステッカー 

 ①発 売 金 額  ５００円（税込） 

 ②特 徴  ５０００系のラッシュ用ドアに掲出しているステッカーのレプリカで

す（台紙サイズ：Ａ４ ※実際の車両に使用しているサイズと異なりま

す）。 

 ③商品デザイン 

 

 

 

 

 



 （告知）「Ｂトレインショーティー 京阪電車５０００系（旧塗装・２両セット）、 

 京阪電車５０００系（新塗装・２両セット）」を発売予定！ 

    ①発売開始 平成２８年１０月２９日（土） 

    ②発売金額 各２，０００円（税込） 

    ③特 徴 ５０００系の旧塗装・新塗装をそれぞれモデルにしたプラスティック製の模

型です。車両のリアリティーはそのままに、長さを短くしたマスコットモデ

ルです。 

    ④商品デザイン 

 

 

 

 

 

 

    ※先行販売・発売場所など詳細が決まりしだい京阪電車ホームページでお知らせします 

    ※写真は開発中のものです。実際の商品は異なる場合があります 

    ※８月２８日（日）・２９日（月）の販売会では販売しません 

    ※Ｂトレインショーティーは株式会社バンダイの登録商標です 

 

 

５．８０型色塗装車両の運転について 

【概 要】 石山坂本線で運転している７００形車両１編成に８０型色塗装を施し運転

します。また、特製ヘッドマークを掲出します。 

【運 転 期 間】 平成２８年９月２４日（土）～平成３２年３月３１日（火）（予定） 

【運 転 区 間】 石山坂本線 

【使 用 車 両】 ７０１－７０２ 

【特製ヘッドマーク】 

 

 

 

                

 

※ヘッドマーク掲出は平成２９年１０月１１日（水）までです 

 



６．８０型オリジナルキーホルダーについて 

【概 要】 「５０００系４５周年記念クイズラリー」を達成したラリーシートを浜大津

駅インフォステーションへご持参いただくと「８０型オリジナルキーホルダ

ー」をプレゼントします。 

         ※「５０００系４５周年記念クイズラリー」参加が条件になります 

【実 施 期 間】 平成２８年９月２４日（土）～１０月２１日（金）（予定） 

【賞 品 引 換】 浜大津駅インフォステーション 

 

 

 

 

 

※事情によりイベントの一部または全部を中止する場合があります 

※本リリースに掲載している画像はすべてイメージです。実際とは異なる場合があります 

 

以  上 

 

 


