
立川バス株式会社

　立川バス株式会社（本社：東京都立川市）では、2014年3月9日（日）に乗合バス営業所の一部を開放したバスイベント

「立川バスファン感謝イベント」を開催いたします。

　既にお知らせの通り、リラックマバス2号車のリニューアルに伴う新旧2号車の同時展示をはじめ、リラックマバス関連の新作

グッズや立川バスオリジナルグッズを多数ご用意いたします。

　この他、毎年恒例となっておりますゲストバス事業者につきましては、昨年11月に開業いたしました高速乗合バス「立川

飯田線」に関連したバス事業者などが参加いたします。

　イベントの詳細は以下の通りとなります。皆さまのご来場を心よりお待ち申し上げております。

・日時 ： 2014年3月9日（日）　10：00～15：30　（入場は15：00まで）　　 ※荒天中止

・場所 ： 拝島営業所　（入場無料です）

 バス車両展示（リラックマバス新2号車初登場！）、バスグッズ販売、その他

 盛りだくさんの内容で、皆さまのご来場を心よりお待ち申し上げております。

 　◆ゲスト参加会社は以下の通りです。

・京王バス南株式会社　…　バス車両展示、パンフレット類の配布

・伊那バス株式会社　…　バス車両展示、グッズ販売、パンフレット類の配布

・信南交通株式会社　…　バス車両展示、グッズ販売、パンフレット類の配布

・中央アルプス観光株式会社　…　グッズ販売、パンフレット類の配布

・株式会社神奈中商事　…　神奈中バスグッズ販売

・株式会社壽屋　…　ウドラグッズ販売

・株式会社ネコ・パブリッシング　…　バス雑誌、鉄道模型雑誌類の販売

【重要なお願い】

会場の拝島営業所内は大変狭く、待合いスペース等もございません。前日および当日早朝からの

順番待ちや場所取りは近隣の方々にもご迷惑となりますのでおやめください。

・ 注 意 事 項

・ 車・バイク・自転車でのご来場は固くお断りいたします （営業所内および周辺にも駐車場・駐輪場はございません）。

・ 営業所は通常営業しております。バスの往来も頻繁にございますので、会場内は指定されたスペース・通路以外は絶対に立ち入らないで

ください。 （※特に小さなお子様連れの方は目を離さないようお願いいたします。）

・ 係員の指示があった場合は従ってください。

・ 会場内でトラブルや迷惑行為等を発生させた方は、退場頂く場合がございます。

・ 展示車両内での長時間の居座り行為や飲食はご遠慮ください （飲食は指定されたスペースでお願いいたします）。

・ お手洗いは数が限られていますのであらかじめご了承ください （尚、従業員も使用いたします）。

・ 撮影をされる方は以下の禁止事項をお守りください。

１ヶ所に長い間とどまり、場所を占拠する事（三脚・脚立等の持込はご遠慮ください）。

許可なく他の来場者を故意に撮影する事。

営業所の事務所内・整備工場内を無断で撮影する事。

 第５回 【立川バスファン感謝イベント】詳細について 　（2014年3月5日現在）
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・ イ ベ ン ト 内 容

1. バス車両展示

　… バス車内の公開を行います。但し運転席についてはハンドル以外の機器にはお手を触れないようお願いいたします。

撮影タイムを以下の時間で実施いたします。撮影タイムの間は扉を閉めますのでバス車内に立ち入る事はできません。

（ 撮影タイム … ①11:30～11:50、②13:20～13:40、③14:40～15:00 ）   ※時間が変更となりました

子ども用の制服（上着）・制帽をご用意しております。運転席での記念撮影等にご利用ください（カメラはご持参ください）。

尚、展示車両は予告なく変更する場合もございますのであらかじめご了承ください。

 立 川 バ ス 展 示 車 両 

  大人気の「リラックマバス」。新旧2号車の同時展示は今回のみです！

M401号車　（瑞穂営業所所属）

いすゞエルガJ　（PK-HR7JPAC）　2004年式

リラックマバス【新】2号車 リラックマバス【初代】2号車　J730号車 　全国的にも希少価値の「エルガJ」を展示します。

　本イベント初お披露目、必見です！ いすゞエルガ　（KL-LV280L1改）　2004年式 　立川バスでは当初8台導入されましたが、現在は

本イベントが最後の展示です。展示後引退します 　4台が在籍しています。

 ゲ ス ト 展 示 車 両 

高速バス「立川飯田線」開業を記念して、共同運行会社・関係会社から3社のバスが登場します！

いずれも「ファン感謝イベント」初登場です！

京王バス南株式会社

展示車両 ： 51313号車 【高速バス車両】 三菱ふそうエアロエース QRG‐MS96VP 2013年式

　京王電鉄バスグループの1社で、「立川飯田線」の共同運行会社です。

　今回は最新型の高速バス車両を展示します。

伊那バス株式会社

展示車両 ： 529号車 【路線バス車両】　日野ブルーリボンⅡ　LDG‐KV234L3改　2011年式

　長野県伊那市や駒ヶ根市を中心とする上伊那地域を営業エリアとするバス会社です。

　路線バスの他、高速バス・貸切バスなどの営業を行っており、「立川飯田線」の共同運行会社です。

　今回はJR駒ヶ根駅～駒ヶ岳ロープウェイ駅（しらび平）を結ぶ「駒ヶ岳ロープウェイ線（※）」で活躍

　する山岳仕様の路線バスがやって来ます。

信南交通株式会社

展示車両 ： 919号車 【高速バス車両】 三菱ふそうエアロエース QRG‐MS96VP 2013年式

　長野県飯田市周辺の下伊那地域を営業エリアとするバス会社です。路線バスの他、高速バス・

　貸切バスなどの営業を行っております。

　今回は中央高速バスなどで活躍する高速バス車両を展示します。

（※）駒ヶ岳ロープウェイ線

中央アルプス宝剣岳直下にある「千畳敷カール」へ架けられた日本初の山岳ロープウェイ、「駒ヶ岳ロープウェイ」へのアクセスとして1967（昭和42）年に

開業した路線です。伊那バスと中央アルプス観光の2社で共同運行を行っており（ロープウェイは中央アルプス観光が運営）、急坂・狭隘路が続く途中の

黒川平から先の区間は一般車両乗入れ禁止の措置がとられています。そのため運行するバスも山岳仕様の専用車両が使われております。

尚、同路線は通年運行ですが、冬ダイヤ（12月～3月）期間は中央アルプス観光の単独運行となります。
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2. バスグッズ販売　他

　… グッズ類の販売については以下の出店を予定しております。ぜひお立ち寄りください。

・立川バス　　・伊那バス　　・中央アルプス観光　　・信南交通　　・神奈中商事　　・壽屋　　・ネコ･パブリッシング

◆ グッズ類はいずれも数量限定となっていますので、売り切れの際はご了承ください。

【注目商品】　※いずれも立川バスブースで販売します

・リラックマバス関連グッズ

リラックマバス缶（2種　当日販売は各800個まで）　　　各 1,550円（税込）

リラックマバス型缶の中に実用アイテム（各4種）が入っています。

初代1号車ver.　…　コットンバッグ（A4サイズ）、モバイルポーチ、ブックカバー（文庫本サイズ）、ハンドミラー

初代2号車ver.　…　コットンバッグ（A4サイズ）、ペンケース、ペン&メモホルダー、ペン&ふせんセット

リラックマバスシートクッション（4種　各50個限定）　　　各 3,900円（税込）

イベント初お披露目となるリラックマバス【新】2号車の座席を

デザインしたシートクッションです。

実車同様の素材を使用しています。

リラックマバスクリアファイル（2種）　　　各300円（税込）

Ⓒ2014 San-X Co., Ltd. All Rights Reserved.

掲載商品は試作品です。

予告なく仕様を変更する場合がございます。
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【注目商品】　※いずれも立川バスブースで販売します

・会社創立85周年記念券（硬券タイプ）①　（100セット限定）　　　600円（税込）

創立85周年を記念した記念券。（4枚封入、硬券裏面にシリアル№入り）

特製台紙付きです。

・会社創立85周年記念券（硬券タイプ）②　（10セット限定）　　　6,290円（税込）

立川駅北口～箱根ヶ崎線全バス停の記念券セット。（37枚封入、シリアル№入り）

・記念プレート（2種　各10枚限定、シリアル№入り）　　　各 3,500円（税込）

・1/80ラジコン　三菱ふそうノンステップバス　2種セット（15セット限定）　　　16,000円（税込）

初期導入車両の中から、J907号車とJ909号車をモデル化しました。

・方向幕クリアファイル　　　300円（税込）

大好評シリーズの第4弾。今回は上水営業所（中型車）バージョンです。

・その他

THEバスコレクション　立川バスオリジナル　リラックマバスセット

立川市コミュニティバス　くるりんバス　（1/150KATO製）

リラックマバスグッズ各種

ダイカスケールバスシリーズ各種　　　　　　　ほか、多数販売予定

ダイカスケールバスシリーズ（一例）

琉球バス（A）、琉球バス（B）、つばめ観光（MG仕様）　　　各20個限定

神奈中央交通特定車、神奈中観光（MG仕様）　　　ほか

※立川バスブースでは部品類の販売はありません。 掲載商品は試作品です。予告なく仕様を変更する場合がございます。
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【注目商品】　※出店事業者の販売グッズ（一例）

詳細は、イベント当日各社ブースにて・・・　なかには激レアグッズも！

【タイムスケジュール】　※催事内容により時間が異なります。

 タイムスケジュール　

 撮影タイム①  撮影タイム②  撮影タイム③

（11:30～11:50） （13:20～13:40） （14:40～15:00）

　　抽選発表 （12:50～

抽選券受付（12:40まで）

 各社PRタイム

（12:00～12:50）

①（11:40～11:50頃） ②（13:00～13:10頃） ③（14:00～14:10頃） ④（15:00～15:10頃）

受付は15:00まで

　※売切次第終了

※上記イベント内容、タイムスケジュールは当日変更となる場合もございますのでご了承ください。

10:00 30 11:00 30 12:00 30 13:00 30 14:00 30 15:00 30

5.クイズラリー　

6.軽食・飲み物の　
販売　

１.バス車両展示　

2.グッズ販売　

抽選会 

3.各社ＰＲタイム　
（ステージイベント）

4.洗車機体験　
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3. ステージイベント　（今回初開催！）

　… ゲスト参加各社によるＰＲタイム、ゆるキャラの登場、グッズ抽選会など盛りだくさんの内容を予定しております。

登場予定のキャラクター

SPEED太郎（駒ヶ根商工会議所）

ウドラ（立川市公認なりそこねキャラクター）

SPEED太郎　

　ウドラ  ⒸUDOLLAND

グッズ抽選販売会（今回は3種類の抽選品をご用意しました。）

抽選販売へ参加ご希望の方は、来場時に配布のパンフレットに入っております抽選券をイベント本部の抽選箱に投函ください。

抽選の結果、ご当選された方がご購入いただけます。

※抽選券受付は12:40まで、抽選会は12:50から開始します。

・イベント開催記念ヘッドマーク（9枚限定）　　　3,000円（税込）

毎年恒例のイベントヘッドマーク商品。証明書付き。

・バスコレ「立川バス」＆バスコレ動力ユニット セット（5セット限定）　　　7,000円（税込）

2006年に販売したTHEバスコレクション「立川バスオリジナルセット」（本在庫限り）と

バスコレ走行システム 動力ユニット（2個）のセット。

・「きみだけの“バス停”をつくろう」お仕立て券（5名限定）　　　7,000円（税込）

現行バス停盤面の1/2サイズ（レプリカ）にお好みの文字を印刷します。

製作期間がかかりますので、商品引渡しは4月下旬を予定しています。

4. バス洗車機体験　（大好評の洗車機体験、今回も開催します！）

　… 普段見る事のできないバスの洗車を車内からご覧いただけます。　（①　　　、②　　　、③　　　、④　　　　）

イベント当日に整理券の配布をいたします。 【①・②便については11:00より、③・④便については13:30より、各回30名程度】

整理券の配布はイベント本部で行います。

5. クイズラリー

　… 例年大好評のクイズラリー。大人向け・子ども向けをご用意、みなさまのご参加お待ちしております。

来場時に配布のパンフレットに解答用紙が入っておりますので、ご解答の上、イベント本部へご提示ください。

合わせて来場者アンケートの記載もお願いいたします。尚、ご参加はお一人様1回限りとさせていただきます。

6. 軽食・飲み物の販売

　… ケータリングカーによる軽食・飲み物の販売を行います（但し数量限定ですので売切れ次第終了となります）。

尚、飲食・休憩スペースについては場所が限られておりますので、ゆずりあってのご利用をお願いいたします。



立川バス株式会社・ イベント会場までのアクセス

「立川駅（JR中央・青梅・南武線、多摩モノレール）」または「拝島駅（JR青梅・五日市・八高線、西武拝島線）」から

当社バスをご利用ください。

尚、車・バイク・自転車でのご来場は固くお断りいたします（営業所内および周辺にも駐車場・駐輪場はございません）。

①　立 川 駅 よ り

北口⑩番のりばから【立80】拝島営業所ゆき、または【立82】拝島駅ゆきに乗車、「拝島営業所」下車

南口③番のりばから【立86】拝島営業所ゆきに乗車、「拝島営業所」下車

②　拝 島 駅 よ り

②番のりばから【拝12】・【拝12-1】拝島営業所ゆきに乗車、「拝島営業所」下車

②番のりばから【拝11】拝島循環に乗車、「12号棟」下車、徒歩２分

     印：臨時便（イベント当日限定）

臨時便使用車両はH963号車（リラックマバス1号車）を予定しております →

時　刻　表

無印：拝島営業所ゆき　　拝印：拝島循環

 12号棟バス停からイベント会場への案内図

突当りを右折してください

拝島営業所バス停

 イベント会場
12号棟バス停  （拝島営業所）

尚、お帰りの時刻については当日会場でお配りするパンフレットに掲載いたします（臨時便も運行予定です）。

●

お問い合わせ先 ： 立川バス株式会社 運輸部旅客サービス課 　042-524-3111㈹　（平日9:00～17:30）

●
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 拝島循環をご利用の場合は「12号棟」でお降りください
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