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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、４月２７日（土）から、「きかん

しゃトーマス号２０１３」のオリジナルグッズの発売を開始するとともに、４月１日（月）からは、大津

線が１日乗り放題の乗車券「湖都古都・おおつ１ｄａｙきっぷ」を期間限定で「きかんしゃトーマスとな

かまたち」をデザインした券面に変更して発売を開始します。 

当社では現在、京阪線（宇治線を除く）と大津線（京津線を除く）で「きかんしゃトーマスとなかまた

ち」のキャラクターをデザインしたラッピング電車「きかんしゃトーマス号２０１３」を３編成運転し、

お子さま連れのお客さまを中心に人気を博しています。 

今回発売を開始するオリジナルグッズ「ワッペン＆おなまえラベル」は、ご家庭はもちろん、幼稚園や

保育園、小学校の持ち物に貼り付けてお楽しみいただける仕様となっています。発売初日の４月２７日（土）

には、ひらかたパークにて、販売会を実施します。 

また、「７００形きかんしゃトーマス号２０１３」が走る大津線が乗り降り自由の「湖都古都・おおつ１

ｄａｙきっぷ」の券面を、「きかんしゃトーマスとなかまたち」をデザインしたものに変更。同きっぷもし

くは現在発売中の「かたのせん きかんしゃトーマス１ｄａｙチケット」をご購入いただくと、幼児（小学

生未満）のお子さまを対象にオリジナルカード「きかんしゃトーマスとなかまたち２０１３キッズカード」

をプレゼントします。 

そのほか、京阪バス株式会社（本社：京都市南区、社長：塩田正）では、「１００００系きかんしゃト

ーマス号２０１３」が走る交野線を広く知っていただき、沿線外からも楽しんでお越しいただけるよう、

京都駅八条口－京阪交野市駅－なんばＯＣＡＴ間を運行する直通急行バス「ダイレクトエクスプレス直Ｑ

京都」号に、３月３０日（土）から「きかんしゃトーマスとなかまたち」のキャラクターをデザインした

ラッピングバスが登場します。 

詳細は別紙のとおりです。 

                                    

 

 

 

 

 

 

ワッペン＆おなまえラベル 湖都古都・おおつ 1day きっぷ 

「「「「京阪電車京阪電車京阪電車京阪電車きかんしゃきかんしゃきかんしゃきかんしゃトーマストーマストーマストーマス号号号号２０１３２０１３２０１３２０１３」」」」オリジナルグッズオリジナルグッズオリジナルグッズオリジナルグッズ発売発売発売発売＆＆＆＆    

きかんしゃトーマスデザインのきかんしゃトーマスデザインのきかんしゃトーマスデザインのきかんしゃトーマスデザインの「「「「湖湖湖湖

こ
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と
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こ と

・おおつ１・おおつ１・おおつ１・おおつ１ｄａｙｄａｙｄａｙｄａｙきっぷきっぷきっぷきっぷ」」」」がががが登場登場登場登場    

○「きかんしゃトーマス号２０１３」オリジナルの「ワッペン＆おなまえラベル」を発売 

○大津線が１日乗り放題の乗車券「湖都古都・おおつ１ｄａｙきっぷ」が期間限定で「きか

んしゃトーマスとなかまたち」のデザインになって登場 

○「湖都古都・おおつ１ｄａｙきっぷ」「かたのせん きかんしゃトーマス１ｄａｙチケット」

をご購入いただくと、幼児のお子さまにオリジナル「キッズカード」をプレゼント 

○京阪バスでは、「きかんしゃトーマスとなかまたち」のキャラクターでラッピングした 

「ダイレクトエクスプレス直Ｑ京都」号が登場 

きかんしゃトーマスとなかま

たち 2013 キッズカード 

 

 

 



（別紙） 

 

１．オリジナルグッズ「ワッペン＆おなまえラベル」の発売について 

【商 品 名】 京阪電車きかんしゃトーマスとなかまたち２０１３「ワッペン＆おなまえラベル」 

【発 売 金 額】 １，０００円（税込） 

【特 徴】 「１００００系きかんしゃトーマス号２０１３」と「７００形きかんしゃトーマス

号２０１３」をデザインしたワッペン（各１枚、サイズは各直径５０mm）と、トー

マスおよび３０００系車両をデザインしたおなまえラベル（各３枚、サイズは各５

０mm×１４mm）がセットになっています。おなまえラベルは布用名前書きペンや油

性ペンでお名前をご記入いただけます。ワッペンおよびおなまえラベルは、アイロ

ンで衣類や鞄などに貼り付けることができます。 

【発 売 開 始】 平成２５年４月２７日（土）１０時～ 

【発 売 場 所】 アンスリー     淀屋橋店、天満橋店、京橋店、守口店、門真店、寝屋川店、 

寝屋川北口店、香里園店、枚方店、くずは店、四条店、三条店、 

出町柳店 

          プラグ・イン  守口店 

京阪百貨店守口店６階 玩具売場 

京急百貨店５階 おもちゃうりば(神奈川県横浜市)  

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

※京阪電車各駅での発売はいたしません。 

※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．「京阪電車オリジナルグッズ販売会」について 

【場 所】 ひらかたパーク イベントホール 

【日 時】 平成２５年４月２７日（土）午前１０時から午後５時まで（予定） 

※終了時間は変更する場合があります。 

※荒天時は中止する場合があります。 

【概 要】 当日発売開始の「ワッペン＆おなまえラベル」をはじめ、様々な京阪電車オリジナ

ルグッズを販売します。販売会当日には、ひらかたパーク野外ステージにて、「き

かんしゃトーマスキャラクターショー」も開催します。 

 

 



３．「きかんしゃトーマスとなかまたち」を券面にデザインした「湖都古都・おおつ１ｄａｙきっぷ」の

発売について 

【商 品 名】 湖都古都・おおつ１ｄａｙきっぷ 

【発 売 期 間】 平成２５年４月１日（月）～平成２６年３月３１日（月） 

【通 用 期 間】 購入日から１年以内のお好きな１日 

【発 売 場 所】 ［京阪線］ 三条駅  

［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）の 

駅係員配置時間内    

※車内では発売いたしません。  

［その他］ 琵琶湖ホテル、京都タワーホテル、京都センチュリーホテル 

【有 効 区 間】 大津線全線（御陵～浜大津・石山寺～坂本） 

【発 売 額】 大人 ５００円・学生 ４００円・小児 ２５０円 

【特 典】 琵琶湖ホテル、琵琶湖汽船など約５０施設で特典を受けることができます。 

【券面デザイン】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４．「きかんしゃトーマスとなかまたち２０１３キッズカード」のプレゼントについて 

【内 容】 平成２６年３月２３日（日）までの期間中、「湖都古都・おおつ１ｄａｙきっぷ」

もしくは現在発売中の「かたのせん きかんしゃトーマス１ｄａｙチケット」をご

購入いただくと、幼児（小学生未満）の方に「きかんしゃトーマスとなかまたち２

０１３キッズカード」をプレゼントします。 

         ※幼児（小学生未満）の方をご同伴でのチケット購入時に限ります。 

         ※限定数はございません。 

【デ ザ イ ン】 

 

 

 

 

 

 

 

※大人、学生、小児ともにデザインは同じです 
 

 



 （ご参考） 

◆ラッピングバス「ダイレクトエクスプレス直Ｑ京都」号の運転について 

【運 転 期 間】 平成２５年３月３０日（土）～平成２６年３月２３日（日）（予定） 

【デ ザ イ ン】 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【内 容】  京都駅八条口－京阪交野市駅－なんばＯＣＡＴ間や、京都駅八条口－松井山手駅間

を運行する直通急行バス「ダイレクトエクスプレス直Ｑ京都」号の１両を、「きか

んしゃトーマスとなかまたち」のデザインでラッピングするほか、車内の一部にも

装飾を施します。 

※整備点検等のため運行しない日や、交通事情等により予定通り運行しない場合が

あります。 

※写真はイメージです。実際とは異なる場合があります。    

【使 用 車 両】 「ダイレクトエクスプレス直Ｑ京都」Ｈ－３２３４号車（１両） 

【運転 ダイ ヤ】 ３月３０日（土）のダイヤ［主な停留所のみ抜粋］ 

 

 

 

 

 

 

 

 

        ※３月３１日（日）以降の運転ダイヤは京阪バスホームページ

http://www.keihanbus.jp/等で順次ご案内いたします。 

外 観 

内 装 

松井山手駅７：０３→京阪交野市駅７：２８→なんばＯＣＡＴ８：０２ 

なんばＯＣＡＴ８：２５→京阪交野市駅９：０３→京都駅八条口９：４８ 

京都駅八条口１０：００→松井山手駅１０：２８ 

松井山手駅１０：４５→京都駅八条口１１：１３ 

京都駅八条口１１：２０→大阪国際大学１１：５６ 

大阪国際大学１３：５８→京都駅八条口１４：３８ 

京都駅八条口１４：４５→京阪交野市駅１５：３０→なんばＯＣＡＴ１６：０２ 

なんばＯＣＡＴ１６：４５→京阪交野市駅１７：０３→京都駅八条口１７：４８ 

京都駅八条口１８：００→松井山手駅１８：２８ 

松井山手駅１８：４５→京都駅八条口１９：１３ 

京都駅八条口１９：２０→大阪国際大学１９：５６ 

  

 



【そ の 他】  「ダイレクトエクスプレス直Ｑ京都」号では、バスロケーションシステムをご利

用いだけます。パソコン、スマートフォン、携帯電話から京阪バスホームページ

のバスロケーションシステムをご覧いただくと、当バスの現在地や到着予想時刻

を、ラッピングバスのアイコンで表示してご案内します。 

         

 

 

 

 

 

◆ラッピング電車「きかんしゃトーマス号２０１３」について 

【運 転 期 間】 平成２５年３月２日（土）～平成２６年３月２３日（日）（予定） 

【内 容】 「きかんしゃトーマスとなかまたち」のキャラクターを描いたラッピング電車を京

阪線、大津線それぞれで運転しています。京阪線のうち、交野線では、車内にもキ

ャラクター装飾を施し、毎日１０～１６時頃の時間帯にはきかんしゃトーマスの声

を担当している声優の比嘉久美子さんの収録音声による車内自動放送も実施して

います。また、大津線では、土日祝の１０～１６時頃の時間帯に、比嘉久美子さん

の収録音声による車内スポット放送を実施しています。 

【使 用 車 両】  

ラッピングデザイン 走行線 使用車両 内容 

１００００系 

「きかんしゃトーマス号２０１３」 

 

 

 

枚方市 

～私市 

（交野線） 

10006-10056 

（４両・１編成） 

・外装 

（両端２車両) 

・内装 

（両端２車両) 

・自動放送 

（毎日１０～１６時頃） 

３０００系 

「きかんしゃトーマス号２０１３」 

 

 

 

淀屋橋・中之島 

～出町柳 

（京阪本線・鴨東線・ 

中之島線） 

3006-3056 

（８両・１編成） 

・外装 

（全車両) 

７００形 

「きかんしゃトーマス号２０１３」 

 

 

 

石山寺 

～坂本 

（石山坂本線） 

701-702 

（２両・１編成） 

・外装 

（全車両) 

・自動放送 

（土日祝１０時～１６時頃) 

※装飾の劣化等により異なる車両に貼りかえる可能性があります。 

※状況により運転しない日もあります。運転時刻などについては、当社ＨＰ内「電車・駅のご案内」

（http://www.keihan.co.jp/traffic/）でご案内しています。 

※自動放送は状況により放送しない日もあります。 

「ダイレクトエクスプレス直Ｑ京都」の運行に関するお問い合わせ先 

京阪バス株式会社 企画部 奥田・橋野 

ＴＥＬ０７５－６８２－２３０８ ＦＡＸ０７５－６９２－２２８５ 

メール hashino-m@keihanbus.jp 



◆ひらかたパーク野外ステージイベント！「きかんしゃトーマスキャラクターショー」について 

【日 時】 平成２５年４月２７日（土）～４月２９日（祝・月）、６月３０日（日） 

               １１時、１４時 

         ※荒天時は中止する場合があります。 

【概 要】 クイズやダンスを盛り込んだショーで、大人気のトーマスとパーシーが登場します。 

【場 所】 ひらかたパーク 野外ステージ 

【料 金】 観覧無料 

以  上 

 


