
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

東武バスグループの、東武バス（本社：東京都墨田区、社長：柏倉則行）、東武バスセントラル（本社：東京都

足立区、社長：岩田敏之）、東武バスウエスト（本社：埼玉県さいたま市、社長：金井応季）、東武バス日光 

（本社：栃木県日光市、社長：金井応季）は、2022 年 10 月 1日に、創立から 20 周年を迎えます。 

これまでの間、事業を続けることができましたのは、乗合バスや貸切バスなどを多くのお客様にご愛顧 

いただいてきたほか、関係する方々からのご支援の賜物であり、心より御礼申しあげます。 

 この節目にあたり、皆様へ感謝の気持ちをお伝えいたしたく、創立 20 周年を記念したロゴマークを制定する 

ほか、下記の取り組みを行います。 

 

１. ｢東武バスガチャ※｣の発売について 

  創立 20 周年記念行事の第一弾として、2022 年 10 月 21 日（金）より「東武バスガチャ」の発売開始 

を予定しております。 

国内のみならず、海外のお客様からも手軽に購入できるお土産として注目を集めるカプセルトイに、今回、 

東武バスオリジナルデザインの「バス停 缶マグネット」を封入し、数量限定で発売いたします。 

  東武バスグループの一部事業所や、東京スカイツリータウン®内のスカイツリーシャトル®案内所（金･土･日･

祝日のみ営業）、東武博物館の 6 ヶ所（順次移動予定）に、「東武バスガチャ」のカプセルトイマシーンを設置し、

オリジナルデザインのマグネットを、全 18 種ご用意いたします。概要につきましては、【別紙１】をご参照 

ください。 

※「ガチャ｣は、株式会社タカラトミーアーツの登録商標です。 

 

２. ｢復刻版デザイン車両｣の導入について（足立営業事務所） 

  東武バスセントラルでは、このたびの記念行事のひとつとして、2022 年 11 月 4 日（金）より足立営業事務所

にて｢復刻版デザイン車両｣を導入いたします。 

今回導入する車両は、1982 年から 1993 年までの 12 年間にわたり、東武バスの一般貸切車に採用されていた 

デザインを復刻し、当時ご旅行などにご利用いただいたお客様には懐かしく、初めてご覧いただくお客様には 

新鮮なものに感じていただけると考えております。 

 あわせて、11 月 3 日（木･祝日）には、当該車両を貸し切り、9 月 30 日を以って閉所する花畑営業所など、 

東京都内にある事業所をめぐるバスツアーを開催します。概要につきましては、【別紙２】をご参照ください。 

〒131-8508 東京都墨田区押上 2-18-12 

東武バス株式会社 経営企画部 総務担当 

TEL：03-3621-0102 FAX：03-3621-5313 

ホームページ：https://www.tobu-bus.com/ 

2022年 9月 27日 
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東武バスグループは 創立２０周年を迎えます！ 

２０２２年 １０月 １日 

「東武バスガチャ」の発売、「復刻版デザイン車両」の導入、「東武バスフェスティバル」の開催、 

新デザインの「東武バストミカ」発売、「東武バスワンデーパス」の発売を行います！！ 

東 武 バ ス 株 式 会 社 

東武バスセントラル株式会社 

東武バスウエスト株式会社 

東 武 バ ス 日 光 株 式 会 社 



 

３. ｢第４回東武バスフェスティバル｣の開催について（日光営業所） 

東武バスフェスティバルは、2012 年・2015 年・2017 年と過去３回開催してまいりましたが、創立 20 周年を 

記念し、日頃ご利用いただいておりますお客様への感謝の気持ちを込めまして、2022 年 11 月 19 日(土)に、 

日光営業所におきまして、｢第４回東武バスフェスティバル｣を開催いたします。 

  イベントの内容といたしましては、前回もご好評いただきました車両展示をはじめ、バスに乗車したまま 

洗車機をくぐる洗車機体験、バスの安全体験教室、オリジナルグッズやジャンク品の販売、お子様にもお楽しみ

いただける制服着用体験のほか、「はたらくクルマ」の仲間として、日光市内の警察・消防車両の展示も予定 

しております。多くのお客様にお楽しみいただける内容を企画しておりますので、ぜひともご来場くださいます

よう、心よりお待ち申しあげます。 

また、東武バスフェスティバルの開催にあたり、東武トップツアーズ 東武旅俱楽部にて、東京・埼玉エリア

から会場までの日帰りツアーもございます。概要につきましては、【別紙３】をご参照ください。 

 

４. 新デザインの｢東武バストミカ※｣発売について 

創立 20 周年を記念しまして、「第４回東武バスフェスティバル」開催日と同日の、2022 年 11 月 19 日（土） 

に新たなデザインの「東武バストミカ」を発売いたします。新デザインの内容につきましては、発売日までの 

お楽しみです！ 

※「トミカ｣は、株式会社タカラトミーの登録商標です。 

 

５. ｢東武バスワンデーパス｣の発売について（土・日・祝日限定） 

  東武バスセントラル、東武バスウエストでは、通勤や通学のみならず、休日のお出かけやご旅行にもバスを 

ご活用いただけますよう、2022 年 12 月より、期間限定にて「東武バスワンデーパス（一日 500 円）」の発売を

予定しております。 

  これは、土・日・祝日限定で、東武バスセントラル、東武バスウエストの一般路線バス（高速バス・深夜急行

バス・コミュニティバスのほか、東武バス日光管内の路線は除く）が、一日限定で乗り降り自由にご利用 

いただける乗車券です。 

スマートフォンアプリにて発売し、窓口に並ぶことなく、お手持ちのスマートフォンからキャッシュレスで 

ご購入いただけるため、お客様の利便性向上に寄与するものと考えております。詳細につきましては、今後、 

東武バスのホームページにてご案内いたします。 

 

東武バスグループでは、今後も東武グループの一員として社会の要請にしっかり応え、｢安全・安心｣な輸送 

サービスの更なる向上に努めてまいりますので、引き続き、ご愛顧のほどよろしくお願い申しあげます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      （東武バスグループ 創立 20 周年記念ロゴマーク） 

 

 

 

【このリリースに関するお問合せ先】 

東武バス株式会社 経営企画部（総務担当）岡本・渡邉・金子  ☎03-3621-0102 



【別紙１】 

１. 「東武バスガチャ」の概要について 

 

（１）発売開始日（予定） 

    2022年 10月 21日 (金)   

※在庫がなくなり次第、終了いたします。また、発売開始日が変更となる場合、ホームページ等でご案内いたします。  

（２）カプセルトイマシーン設置場所 

  以下に記載の 6ヶ所に設置いたします。その後順次、設置場所を移動する予定です。 

設置場所を移動する際には、ホームページ等でご案内いたします。 

① 東武バスセントラル㈱ 足立営業事務所    住所：東京都足立区伊興本町 2-9-2 

◎東武スカイツリーライン 竹の塚駅西口②番乗場 → (草加駅西口行ほか バス約 5 分) → 竹の塚車庫 下車すぐ  

② 東武バスセントラル㈱ 西柏営業事務所    住所：千葉県柏市高田 1345 

◎東武アーバンパークライン・JR 柏駅西口②番乗場 → (高田車庫行 バス約 15 分) → 高田車庫 下車すぐ 

③ 東武バスウエスト㈱  大宮営業事務所    住所：埼玉県さいたま市北区吉野町 2-212 

◎東武アーバンパークライン･JR 大宮駅東口①番乗場 → (上尾駅東口行 バス約 20 分) → 白樺通り入口 下車徒歩 10 分 

④ 東武バスウエスト㈱  新座営業事務所    住所：埼玉県新座市大和田 4-15-6 

◎東武東上線 志木駅南口②番乗場 → (新座車庫行 バス約 10分) → 新座車庫 下車すぐ 

⑤ 東武博物館 ※別途、入館料がかかります。  住所：東京都墨田区東向島 4-28-16 

◎東武スカイツリーライン 東向島駅 下車すぐ 

⑥ スカイツリーシャトル案内所（金･土･日･祝日のみ営業）  住所：東京都墨田区押上 1-1-2  

◎東京スカイツリータウン 1階 団体フロアエントランスを出て左にございます 

（３）発売価格 

    1回 300円 

※カプセルトイマシーンに 100円硬貨を 3枚投入いただきます。 

 各設置場所にて両替を承ることはできませんので、事前に 100円硬貨のご用意をお願いいたします。 

（４）カプセルトイで発売する景品 

東武バスオリジナルデザインの「バス停 缶マグネット」 全 18種（内、シークレット 1種） 

※東武バスグループの各事業所管内で実際に設置されているバス停留所名を使用し、旧デザインの 

懐かしいバス停留所をモチーフにしております。 

 数量限定の発売でございますので、ぜひお早めにお買い求めください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（カプセルトイマシーン）      （東武バスオリジナル「バス停 缶マグネット」）   ※画像はイメージです。 

 

 
数量限定の発売です！ 

何が出るかワクワク！ 



 

（５）景品のラインナップについて 

    マグネットのラインナップにつきましては、以下のとおりです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



【別紙２】 

２. 「復刻版デザイン車両｣導入の概要について 

 

（１）導入日 

    2022年 11月 4日（金）  ※車両運用等の都合により、変更となる場合がございます。 

（２）運行会社 

    東武バスセントラル株式会社 

（３）導入事業所 

    足立営業事務所  ※当該車両は、足立営業事務所管内にて任意の路線を運行いたします。 

（４）導入車両数 

    1両 

（５）デザイン (イメージ) 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※今回導入する車両は、1982年から 1993年までの 12年間にわたり、東武バスの一般貸切車に 

採用されていたデザインを復刻し、当時ご旅行などにご利用いただいたお客様には懐かしく、 

初めてご覧いただくお客様には新鮮なものに感じていただけると考えております。 

 

（６）車種  

大型ノンステップバス（乗合車両・前乗り中降り方式） 

    全長 10.43ｍ 全幅 2.48ｍ 車高 3.04ｍ 

（７）乗車定員  

78名                                 （当時の一般貸切車） 

（８）花畑営業所など東京都内の事業所をめぐるバスツアーについて         

① 催行日：2022年 11月 3日（木・祝日） 

    ② 概 要：9月 30日を以って閉所する花畑営業所などをめぐる貸切バスツアーを開催いたします。 

          デビュー前の「復刻版デザイン車両」にご乗車いただき、普段なかなか見ることのできない、 

東京都内にある東武バスグループの事業所をご見学いただけます。また、ご参加いただいた 

お客様へ記念品をご用意しております。 

ツアーの内容や、ご購入方法等の詳細につきましては、以下の募集ページをご確認ください。 

          【募集ページ：Live Pocket -Ticket-】https://t.livepocket.jp/e/sx7xq  

https://t.livepocket.jp/e/sx7xq


【別紙３】 

３. 「第４回東武バスフェスティバル｣開催の概要について 

（１）開催日時 

    2022年 11月 19日（土） 11時 00分～15時 00 分（予定） 

※荒天の場合、中止いたします。 

（２）開催場所 

    東武バス日光株式会社 日光営業所  住所：栃木県日光市所野 1452 

（３）イベント内容（予定） 

    ① 東武バスグループのバス車両展示 

    ② バス車両の洗車機体験 

    ③ バスの安全体験教室 

    ④ 東武バスグループのオリジナルグッズや、ジャンク品の販売 

    ⑤ 制服着用体験（大人用・子供用どちらの制服もご用意する予定です） 

    ⑥ キッズコーナー 

    ⑦ 日光市内の警察・消防車両の展示 

    ⑧ 出店団体のコーナー 

（４）会場へのアクセス 

    【鉄道をご利用の場合】 

東武日光線 東武日光駅より、会場までの臨時シャトルバスの運行を予定しております。 

なお、運行時刻につきましては、後日ホームページ等でご案内いたします。 

※東武日光駅から徒歩の場合、所要時間は約 10分です。 

    【自動車をご利用の場合】 

イベント当日、会場近隣に臨時駐車場を開設いたします。詳細につきましては、以下のとおりです。 

臨時駐車場：栃木県日光土木事務所前 河川敷（会場まで徒歩 約 10分） 

住   所：栃木県日光市萩垣面 2390-7 

※駐車台数に限りがあるため、できるだけ公共交通機関のご利用をお願いいたします。 

（５）会場までの日帰りバスツアーについて 

    東武トップツアーズ 東武旅倶楽部にて、東京・埼玉エリアから会場までの日帰りバスツアーを発売 

いたします。また、バスツアーにご参加いただいたお客様へ記念品をご用意しております。 

詳細につきましては、東武トップツアーズの募集ページをご確認ください。 

【募集ページ】https://tobutoptours.jp/facility/detail.html/?Select_func=3&f_id=3644989  

（６）出店団体（順不同） 

    日光市（後援）・日光市観光協会・日光警察署・日光市消防本部・金谷ホテルベーカリー・ジョルダン 

（７）注意事項等 

    ① イベント当日は、手指消毒液の設置等、新型コロナウイルス感染予防対策を実施いたしますので、 

ご協力をお願いいたします。 

② 近隣の方へのご迷惑となりますので、イベント開始前より会場周辺にお並びいただくことはご遠慮 

ください。 

    ③ 路上駐車や私有地等への無断駐車はおやめください。 

    ④ 会場や臨時駐車場内で発生いたしましたトラブル等につきましては、一切の責任を負いかねますので、 

ご了承ください。 

    ⑤ イベントの情報や続報につきましては、ホームページ等でご案内いたします。 

【東武バス On-Line】https://www.tobu-bus.com/  

https://tobutoptours.jp/facility/detail.html/?Select_func=3&f_id=3644989
https://www.tobu-bus.com/


東武バスグループ創立２０周年を
迎えることを記念して、

東武バス日光㈱日光営業所にて、
東武バスフェスティバルを開催☆

https://www.tobu-bus.com/　　　後援：日光市

東武バスグループ
創立20周年！！

１１時００分～１５時００分（予定）※荒天中止
東武バス日光㈱日光営業所
（栃木県日光市所野1452）２０２２年１１月１９日㈯

●稲荷町防災公園

日光警察署

●

霧降大橋

日光土木事務所日光土木事務所

日光小日光小 ●
日光砂防事務所日光砂防事務所
市営小倉山テニスコート市営小倉山テニスコート

東武日光駅
JR日光駅

臨時駐車場臨時駐車場

バス車両展示、グッズ販売、洗車機体験、制服着用体験、バスの安全
体験教室、キッズコーナーのほか、警察・消防車両も展示予定。

イベント内容

新型コロナウイルス感染症対策を実施しながら開催いたしますので、
ご協力くださいますようお願いいたします。

※駐車台数に限りがあるため、できる
限り公共交通機関をご利用のうえ、
ご来場ください。（路上駐車や私有地
等への無断駐車はおやめください。）

栃木県日光土木事務所様前
河川敷臨時駐車場
（日光市萩垣面2390-7）から
会場まで徒歩約10分

入場
無料

臨
時
駐
車
場

   

の
ご
案
内

東武日光駅から会場までの臨時バスも運行予定

時間

場所

第4回
東武バス

フェスティバル

第4回
東武バス

フェスティバル

日光市様・日光市観光協会様・日光警察署様・
日光市消防本部様・金谷ホテルベーカリー様・ジョルダン様

出店
団体

★★

おかげさ
まで

イベント会場
東武バス日光㈱
日光営業所


