
 

 

 

 

 

報道関係者各位                                                           2018年 9月 18日 

プレスリリース                                                                大井川鐵道株式会社 

株式会社ソニー・クリエイティブプロダクツ 

きかんしゃトーマス公式イベント「DAY OUT WITH THOMAS クリスマス特別運転 2018」 

今年も 12月に 8 日間だけ開催!! トーマス号＆ジェームス号の重連運転も!! 
 
大井川鐵道株式会社(本社：静岡県島田市 代表取締役社長：鈴木肇、以下大井川鐵道)は、株式会社ソニー・
クリエイティブプロダクツ(本社：東京都港区 代表取締役：長谷川仁、 以下 SCP)がマスターライセンスを
保有する「きかんしゃトーマス」の意匠をまとった蒸気機関車｢トーマス号｣｢ジェームス号｣のクリスマス特
別運転を 公式イベント「DAY OUT WITH THOMAS」として実施することを決定しました。クリスマス期間のき
かんしゃトーマス公式イベントは 2015 年・2016年・2017 年に続き、今年で 4年目となります。期間は
2018(平成 30)年 12月 15日(土)～ 25日(火)までのうち計 8日間。｢トーマス号｣｢ジェームス号｣はクリスマ
ス期間だけの特別な仕様で、新金谷駅から千頭駅までの 37.2 キロメートルを走ります。運転概要と 10月開
始予定の「予約方法」については以下のとおりです。 

 

クリスマス特別運転のポイント 

 期間中、クリスマスの特別な意匠をまとった「きかんしゃトーマス号」「ジェームス号」、「バスのバーティ
ー」が運転。千頭駅 トーマスフェア会場では 人気キャラクター「パーシー」「ヒロ」のほか、遊覧運転で活
躍する「ラスティー」や 今年の夏にデビューした「ウィンストン」、「いじわる貨車」「いたずら貨車」な
ど、トーマスのなかまたちが皆さまをお出迎えします。 

 今年の最終日は特別に、トーマス号・ジェームス号が力を合わせて走る「重連運転」を実施!! 
 ご乗車のお客様には記念品をプレゼント。内容は・・・お楽しみに！ 

 
  

1. 運転概要 

運転日 
2018(平成 30)年 12月 15日(土)、16 日(日)、17日(月)、21 日(金)、22日(土)、 

23(日)、24日(月)、25日(火)  

イベント名称 DAY OUT WITH THOMAS クリスマス特別運転 2018 

運転本数 

トーマス号 16 本 (8 往復) ※うち一往復は重連運転 

ジェームス号 12 本 (6 往復) ※うち一往復は重連運転 

バスのバーティー 
16 本 (8 往復) ※片道はバスのバーティー、片道はトーマス号

に乗車するツアー形式です 

〇= 運転日 

◎= 重連運転 



運転区間 

トーマス号 

ジェームス号 
新金谷駅(静岡県島田市) ⇔ 千頭駅(静岡県川根本町) 

バスのバーティー 新金谷駅前 ⇔ 川根本町 千頭・音戯の郷前 

運転時間 

トーマス号 
新金谷駅発 10時 38分 → 千頭駅着 11時 54分 

千頭駅発 14時 10 分 → 新金谷駅着 15時 27分 

ジェームス号 
新金谷駅発 10時 00分 → 千頭駅着 11時 13分 

千頭駅発 13時 39 分 → 新金谷駅着 14時 53分 

バスのバーティー 
新金谷駅前 10時 20分 → 千頭・音戯の郷前 12時 00 分 

千頭・音戯の郷前 14時 10 分 → 新金谷駅前着 15時 30 分 

乗車料金 

トーマス号 

ジェームス号 
大人 1名(片道) 3,000 円  小人 1名(片道) 1,500 円 

バスのバーティー 

(ツアー料金) 

大人 1名(中学生以上) 7,200 円 

小人 1名(1歳～小学生) 5,700 円  乳児 1名 500円 

 

2. 予約方法 

トーマス号 / 

ジェームス号 

乗車チケット 

ローソンチケットによるエントリー抽選方式 http://l-tike.com/event/thomas/ 

10月 9日(火) 受付開始 (往復チケットのみ) 

※片道チケットは 10月下旬頃 受付開始予定。 

バスのバーティー 

(ツアー募集) 

片道はバスのバーティー・片道はトーマス号に乗車するツアー形式での募集。 

大井川鐵道公式 HP 内 <申込フォーム>による抽選方式 

10月 1日(月) 9時 30 分～10月 4日(木)12時 30 分 

※予約方法の詳細につきましては決まり次第、大井川鐵道公式 HP http://oigawa-railway.co.jp 

にてお知らせいたします。 

 

3. 千頭駅 トーマスフェア 

開催日 
2018(平成 30)年 12月 15日(土)、16 日(日)、17日(月)、21 日(金)、22日(土)、 

23(日)、24日(月)、25日(火) 

開催場所 大井川鐵道 千頭駅構内 

開催時間 10 時～16時 

入場料金 
1 名 500 円(小学生以上) 

※大井川鐵道の列車以外でお越しのお客様は、駅入場料が別途 150円かかります。 

内容 

トーマスとなかまたち大集合(パーシー、ヒロとの再会) 

トーマス号、ジェームス号 大迫力の転向作業 

ラスティーの遊覧運転(千頭駅構内およそ 300m、乗車料金 1回 300 円) 

ウィンストンのレールライド(千頭駅構内およそ 80m、乗車料金 1回 300円) 

トーマスミニ SL 等 

 

 

http://l-tike.com/event/thomas/
http://oigawa-railway.co.jp/


4. お客様からのお問い合わせ先 

トーマス号 

ジェームス号 

大井川鐵道営業部 (電話：0547-45-4112) 

受付/ 9時～17 時 

バスのバーティー 
大鉄観光サービス フレンドツアーセンター (電話：0547-46-3134) 

受付/ 9時～17 時 30分 ※日・祝日はお休みをいただきます  

 

5. メディア各社様にお願い 

写真のご掲載にあたっては右記クレジットを表記してください。→ ©2018 Gullane [Thomas] Limited. 
※大井川鐵道株式会社の「きかんしゃトーマス号」などの運転ならびにきかんしゃトーマス関連キャラクタ
ーの使用は、日本でのマスターライセンス保持社 株式会社ソニー・クリエイティブプロダクツ(本社 東京
都港区)の許諾を得て行っているものです。 
 

トーマス号(左)、トーマスフェア会場でのなかまたち大集合(中)、トーマス号・ジェームス号の重連列車(右) 

トーマス号とバスのバーティー(左)、ラスティーといじわる貨車(中)、転車台にのるジェームス号(右) 

  ©2018 Gullane [Thomas] Limited. 

 

【リリース内容についてのお問い合わせ】  

大井川鐵道株式会社  管理部経営企画 山本豊福、徳丸茜  

TEL：0547-45-4124  FAX：0547-45-4115  

http://www.oigawa-railway.co.jp/  

 

【「きかんしゃトーマス」についてのお問い合わせ】 

株式会社ソニー・クリエイティブプロダクツ 経営推進本部 広報宣伝部  

TEL：03-5786-8166  FAX：03-5786-8174 

http://www.scp.co.jp 


