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京阪電気鉄道株式会社(本社：大阪市中央区、社長：中野道夫)では、2017 年 3 月 25日(土)から

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

ス号 2017」を運転していますが、2018年 10月 28日(日)をもって運転を終了します。 

これまでのご声援に感謝を込めて、運転最終日の 10 月 28 日(日)には、「きかんしゃトーマス号

2017」の臨時列車を中之島－私市駅間で運転します。10月 13日(土)から 28日(日)までは、ラスト

ランイベントの一つとして「シルエットクイズ」を行います。 

また、10 月 28 日(日)には私市駅前公園で写真撮影会やオリジナルグッズの販売会、手ぬぐいの

染め体験会を開催するとともに、ご来場特典として先着順でサンバイザーをプレゼントするなど、

様々なイベントを実施します。 

ラストランを迎える「きかんしゃトーマス号 2017」をぜひお楽しみください。 

詳細は別紙のとおりです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

「きかんしゃトーマス号2017」が10月28日(日)にラストランを迎えます！ 

〇ラストラン当日には「きかんしゃトーマス号 2017」の臨時列車を運転 

〇私市駅前公園で写真撮影会やオリジナルグッズ販売会、手ぬぐいの染め体験などを開催 

〇ラストランイベントとして、「シルエットクイズ」を実施 
 
 

 

「きかんしゃトーマス号 2017」 

©2018 Gullane (Thomas) Limited. 



(別紙) 

 

1. 臨時列車の運転について 

(1)「きかんしゃトーマス号 2017」ラストラン 

【実 施 日】 2018年 10月 28日(日) 

【対象列車】 10000系きかんしゃトーマス号 2017(10004－10054号車) 

【運転内容】  

運転内容 

快速急行 中之島発私市行 普通 私市発枚方市行 快速急行 中之島発私市行 普通 私市発枚方市行 

中之島駅  発 11：34 私市駅   発 12：30 中之島駅  発 14：03 私市駅   発 15：00 

渡辺橋駅  発 11：35 河内森駅  発 12：31 渡辺橋駅  発 14：05 河内森駅  発 15：01 

大江橋駅  発 11：37 交野市駅  発 12：34 大江橋駅  発 14：06 交野市駅  発 15：04 

なにわ橋駅 発 11：39 郡津駅   発 12：36 なにわ橋駅 発 14：08 郡津駅   発 15：06 

天満橋駅  発 11：41 村野駅   発 12：38 天満橋駅  発 14：11 村野駅   発 15：08 

京橋駅   発 11：44 星ケ丘駅  発 12：39 京橋駅   発 14：14 星ケ丘駅  発 15：09 

守口市駅  発 11：51 宮之阪駅  発 12：41 守口市駅  発 14：21 宮之阪駅  発 15：11 

寝屋川市駅 発 11：58 (枚方市駅 着) 12：44 寝屋川市駅 発 14：28 (枚方市駅  着) 15：14 

香里園駅  発 12：04 特急 枚方市発中之島行 香里園駅  発 14：31 

 

枚方市駅  発 12：11 枚方市駅  発 12：56 枚方市駅  発 14：40 

宮之阪駅  発 12：13 京橋駅   発 13：14 宮之阪駅  発 14：42 

星ケ丘駅  発 12：14 天満橋駅  発 13：17 星ケ丘駅  発 14：44 

村野駅   発 12：16 なにわ橋駅 発 13：19 村野駅   発 14：45 

郡津駅   発 12：18 大江橋駅  発 13：21 郡津駅   発 14：47 

交野市駅  発 12：20 渡辺橋駅  発 13：22 交野市駅  発 14：49 

河内森駅  発 12：22 中之島駅  着 13：25 河内森駅  発 14：52 

私市駅   着 12：24  私市駅   着 14：54 

  ※上記列車が「きかんしゃトーマス号2017」の最終営業列車となります 

  ※詳細は、10月上旬に京阪電車のホームページ（http://www.keihan.co.jp/traffic/）にて 

お知らせします 

 

 

 

http://www.keihan.co.jp/traffic/


 

2. ラストランイベント(私市駅前公園)について 

(1)「きかんしゃトーマス」の展示 

    「きかんしゃトーマス」を私市駅前公園に展示します。

お子さまとの記念撮影をお楽しみください。 

【日  時】 2018年 10月 28日(日) 10時～15時 

 

 

(2)京阪電車オリジナルグッズ販売会 

「京阪電車きかんしゃトーマス号2017」のグッズをはじめ、京阪電車オリジナルグッズを

販売します。数に限りがありますので、売り切れの際はご容赦ください。 

【日  時】 2018年 10月 28日(日) 10時～15時 

 

(3)手ぬぐい染め体験会 

上記の販売会にて京阪電車オリジナルグッズを1,000円以上ご購入いただいた方を対象に、

トーマス柄手ぬぐいの染め体験会を行います。 

【日  時】 2018年 10月 28日(日)   

         ①10時 30分～11時 30分 ②11時 30分～12時 30分  

③13時～14時 ④14時～15時 

        ※各回、先着 10名様の参加とさせていただきます(整理券制) 

【対  象】 京阪電車オリジナルグッズを 1,000円以上ご購入いただいた方 

 

(4)ご来場特典 サンバイザーのプレゼント 

    ご来場特典として、先着順(数量限定)で「京阪電車きかんしゃトーマスとなかまたち 2017

サンバイザー」をプレゼントします。 

※サンバイザーは 2017年 3月のデビュー時と同様のものです 

【日  時】 2018年 10月 28日(日) 10時～15時 

【配布対象】 小学生以下のお子さま 

 

 

 

 

 サンバイザー 

「きかんしゃトーマス」 



 

(5)「シルエットクイズ」の実施 

「きかんしゃトーマス号 2017」の車内に「きかんしゃトーマスとなかまたち」のシルエッ

トが描かれたポスターを掲出します。所定の解答用紙にシルエットの正体を記入してラスト

ランイベントに持参いただいた方に、先着順(数量限定)で「京阪電車きかんしゃトーマスと

なかまたち」の特製シールをプレゼントします。 

※特製シールは 2017年 3月のデビュー時と同様のものです 

 

■概要 

＜シルエットポスターの掲出＞ 

【掲出期間】 2018年 10月 13日(土)～28日(日) 

【掲出場所】 「きかんしゃトーマス号 2017」車内 

＜解答用紙の配布＞ 

【配布期間】 2018年 10月 13日(土)～28日(日) 

【配布場所】 京阪線各駅、大津線主要駅 

＜特製シールのプレゼント＞ 

【引換期間】 2018年 10月 28日(日) 10時～15時  

【引換場所】 私市駅前公園 

【進呈対象】 小学生以下のお子さま 

 

※各イベントは、内容を変更、または中止する場合があります 

以  上 

特製シール 


