立川バス株式会社

第６回 【立川バスファン感謝イベント】詳細について

（2015年3月12日現在）

立川バス株式会社（本社：東京都立川市）では、2015年3月29日（日）に毎年ご好評をいただいておりますバスイベント、
第6回「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、サンエックス株式会社とのタイアップによる新キャラクターバス「すみっコぐらしバス」のお披露目展示
をはじめ、「すみっコぐらしバス」関連の新作グッズやリラックマバスグッズ、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、当イベント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、昨年に続き高速乗合バス「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 ： 2015年3月29日（日） 10：00～15：00

※荒天中止

・場所 ： イオンモールむさし村山 2B駐車場特設会場

（入場無料です）

（東京都武蔵村山市榎1-1-3）

バス車両展示（「すみっコぐらしバス」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。
・京王電鉄バス株式会社 … バス車両展示、グッズ販売、パンフレット類の配布
・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
・中央アルプス観光株式会社 … バス車両展示、グッズ販売、パンフレット類の配布
・株式会社神奈中商事 … 神奈中バスグッズ販売
・江ノ島電鉄株式会社 … 江ノ電グッズ販売
・株式会社壽屋 … ウドラグッズ販売

【重要なお願い】
特設会場のため敷地が限られております。待合いスペース等はございませんので前日および
早朝からの順番待ちや場所取りは、イオンモールならびに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
・ できるだけ公共交通機関でのご来場にご協力をお願いいたします。
・ 会場の周囲は一般車両の駐車場ですので、指定されたスペース・通路以外への飛び出し等にご注意ください。
（※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 （飲食はイオンモール内の指定場所でお願いいたします）。
・ 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。
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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。
（ 撮影タイム予定時刻 … ①12:30～12:50、②14:30～14:50 ）
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
初登場の「すみっコぐらしバス」の他、大人気の「リラックマバス」等を展示します！

すみっコぐらしバス
本イベント初お披露目、デザインは当日までのお楽しみ！

リラックマバス1号車 H963号車 （拝島営業所所属）
三菱ふそうエアロスターS （PKG-AA274KAN） 2008年式

元祖「リラックマバス」の1号車が登場します！

ウドラバス J770号車 （上水営業所所属）

J700号車 （上水営業所所属）

いすゞエルガ （QKG-LV234N3） 2012年式

いすゞ 富士重工7E （KC-LV380L） 1996年式

「ウドラ」とは立川の特産品である「立川うど」を怪獣化したキャラクター。

バスファンに人気の高い富士重工7Eボディ架装のツーステップ車です。

立川市のキャラクター公募で2位となった公認なりそこねキャラクターです。

同車は現在、立川バスに在籍する車両の中で最古参となっています。

ゲスト展示車両
昨年に続き、高速バス「立川飯田線」の共同運行会社・関係会社から3社のバスが登場します！
昨年の展示で好評いただいた長野県の駒ヶ岳ロープウェイ線の「山岳仕様の路線バス」をはじめ、バスイベント
初登場のバスなども展示します！こちらも必見です！
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京王電鉄バス株式会社 （京王バス中央 府中営業所所属）
展示車両 ： B31307号車 三菱ふそうエアロスター QKG-MP37FK 2013年式
京王の電車・バス開業100周年を記念して旧塗装で登場した1台です。このカラーは中央自動車道の
開通に伴って1970年代に富士五湖線に導入され、高速バス、ワンロマ車などに採用されたものです。

伊那バス株式会社
展示車両 ： 530号車 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。
昨年の本イベントでの展示にて大変好評であった、山岳仕様の路線バスを今年も展示します。
この車両は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
活躍中です。

中央アルプス観光株式会社
展示車両 ： ちゅうあ3号車 三菱ふそうエアロスター KL‐MP35JK 2001年式
長野県駒ヶ根市に本拠地を置き、中央アルプス駒ヶ岳ロープウェイの運行のほか、ホテルやスキー場など
の施設の運営も行っている会社です。路線バスは上記伊那バスと共同運行の「駒ヶ岳ロープウェイ線」
1路線のみの運行です。今回は同路線で活躍する、ツーステップでサッシ窓のエアロスターという大変
珍しいバスを展示します。バスイベント初登場です！

（※）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。

2. バスグッズ販売
… バスグッズ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

・京王電鉄バス

・伊那バス

・中央アルプス観光

・神奈中商事

・江ノ島電鉄

・壽屋

◆ グッズ類はいずれも数量に限りがございますので、売り切れの際はご了承ください。
【注目の新グッズ】 ※いずれも立川バスブースで販売します
「すみっコぐらしバス」登場を記念して、新作のオリジナルグッズを販売いたします！ （一部をご紹介します、画像はイメージです）
いずれもイベント会場限定の販売となります。今後の販売予定は未定ですのでこの機会に是非お買い求めください！
・「立川バス×すみっコぐらし」クリアファイル 全2種 各300円（税込）
ロゴマークをデザインしたものと、バスデザインをイメージした2種をご用意しました。
・「立川バス×すみっコぐらし」バス型ぬいぐるみクリーナー 全2種 各850円（税込）
こちらもロゴマークをデザインしたものと、バスデザインをイメージした2種をご用意しました。
・「立川バス×すみっコぐらし」ハンドタオル 500円（税込）
ロゴマークをデザインした使いやすいサイズのタオルです。
※この他にも、数アイテムを販売予定です。

クリアファイル

立川バスの販売ブースでは、「すみっコぐらしバス」関連
グッズ以外にも、「リラックマバス」関連グッズや立川バス
のオリジナルグッズなどを取りそろえております。
ぬいぐるみクリーナー

ハンドタオル

※ ゲスト各社によるグッズ販売については、詳細が決まり次第
更新予定です。
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その他、会場では恒例となったクイズラリーや、ゆるキャラの登場などを予定しております。
タイムスケジュールを含めた詳細については順次お知らせいたしますので、しばらくお待ちください。
（現時点で公表できる内容は上記の通りです。お電話等でお問い合わせいただきましても、詳細についてはお答えできない場合が
ございますのでご了承ください。）

・ イベント会場までのアクセス
会場のイオンモールむさし村山へは、以下の各駅よりバスが運行しております。駐車場もございますが数が限られて
おりますので、できるだけ公共交通機関をご利用いただきますようお願いいたします。
「立川駅（JR中央・青梅・南武線、多摩モノレール）」、「玉川上水駅（西武拝島線、多摩モノレール）」、「昭島駅（JR青梅線）」、
「箱根ケ崎駅（JR八高線）」からのバスがございます。

① 立川駅より

② 玉川上水駅より

北口①番のりばから【立13】イオンモールゆきに

北口②番のりばから【玉12-1】イオンモールゆきに

乗車、終点「イオンモール」下車すぐ

乗車、終点「イオンモール」下車すぐ

時刻表

（北口①番発、イオンモールゆきのみ掲載）

時刻表

（北口②番発、イオンモールゆきのみ掲載）

8

00 50

8 05 33 49

9

20 50

9 15 30
大人：現金380円 IC380円

大人：現金230円 IC227円

10 50

小児：現金50円 IC190円

10 00 15 30 45

11 10 40

所要時間：約30分

11 00 15 30 45

所要時間：約25分

12 12 48

12 00 15 30 45

赤字は【玉12-2】武蔵村山病院ゆき

13 11 49

13 00 15 30 45

イオンモール東または、武蔵村山
病院入口で下車となります

14 14

14 00 15 30 45

③ 昭島駅より

小児：現金50円 IC114円

④ 箱根ケ崎駅より

北口②番のりばから【昭23】イオンモールゆきに

西口②番のりばから【イオン01】イオンモールゆきに

乗車、終点「イオンモール」下車すぐ

乗車、終点「イオンモール」下車すぐ

時刻表

（北口②番発、イオンモールゆきのみ掲載）

時刻表

8
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8
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10 33
11 25

大人：現金330円 IC329円
小児：現金50円 IC165円

10 13

所要時間：約25分

11 12

（西口②番発、イオンモールゆきのみ掲載）

12 40

12 12 53

13 30

13 36

14

14

大人：現金260円 IC258円
小児：現金50円 IC129円
所要時間：約22分

イベント当日は、小児50円サービス（チャイルドサービスレッツ50）実施中です…小児運賃の現金でのお支払に限り1乗車50円です。
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。

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）

