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2013 年 8 月 19 日
報道関係各位

スルッと KANSAI 協議会

「第 13 回スルッと KANSAI バスまつり」のイベント内容が決定
スルッと KANSAI 協議会では、
「第 13 回スルッと KANSAI バスまつり」を 9 月 23 日（月・
祝）に、大阪市住之江区のインテックス大阪で開催いたします。このイベントは 9 月 20 日の
「バスの日」を記念したもので、2001 年から開催しており今年で 13 回目の開催となります。
バスまつりは、日頃からバスをご利用していただいているお客様への感謝をこめ、さらに
スルッと KANSAI の交通ネットワーク等をＰＲするため開催するものです。
これまで関西の各府県で順次開催してまいりましたが、大阪市での開催は 2006 年の第 6
回開催（大阪南港地区）以来の 7 年振りの開催となります。
バスまつりでは、スルッと KANSAI 協議会加盟のバス会社の車両などを展示するほか、
様々な楽しいイベントを行う予定です。是非、多くのお客様のご来場をお待ちしています。
1． 日時
2013 年 9 月 23 日（月・祝） 10 時～16 時（最終入場は 15 時 30 分まで）
※入場無料、雨天決行（荒天中止）
2．会場
インテックス大阪（大阪市住之江区）
3．会場までのアクセス
大阪市営地下鉄中央線 コスモスクエア駅
コスモスクエア駅から、バスまつり会場直通臨時バス運行（認可申請中）
（片道 大人 200 円 小児 100 円）
※ニュートラム各駅は、大変混雑が予想されますので、地下鉄中央線
「コスモスクエア」駅下車でお越しください。
南海バス｢堺南港線｣も増発運行（大人片道 500 円）
南海電鉄｢堺・堺東駅前｣乗車→｢インテックス大阪東｣下車
4．主なイベント内容
①バス車両の展示
・25 社局 25 台のバス車両を展示します。
（参加社局 27 社局。内 2 社局は、ブース出展のみ。
）
②有料ゲーム
・｢ミニバス乗車体験｣｢スルッとカードをピッタンコ！！｣「スルッとカーリング！！」
｢バスまつりお楽しみガチャガチャ｣など、社局スタッフ手作りのオリジナルゲーム
が楽しめます。
③無料ゲーム
・バスの運転士体験
小学 4 年生～6 年生を対象に、本物のバスを使用した、バス運転士のプチ職業
体験を行います。
（事前応募制で 20 名様限定、多数の場合は抽選）

・バスクイズ＆スタンプラリー
会場内のスタンプポイントを回り、キーワードを完成させ、アンケートにお答え
いただいた方に、個数限定でスタンプラリー専用の景品を差し上げます。
④スルッと KANSAI 協議会加盟各社沿線各自治体ＰＲ
・沿線の各自治体の観光ＰＲや、
「高槻うどんギョーザ」や「美山プリン」等ご当地グ
ルメの販売等を行います。
また、開催地である大阪市の各区のキャラクターの来場やラッピングバスの展示
等を行います。
⑤ステージ
・オープニング
バスホーンを合図に開会後、司会者よりバスまつりのスケジュールを発表します。
・社局・沿線アピールタイム
参加バス社局や各地域の自治体等がステージに上がり、自社局のバス・沿線や
地域のアピールを行います。
・スルッと KANSAI 協議会加盟バス社局等のキャラクター等 大集合
スルッと KANSAI 協議会加盟バス社局や各自治体等のオリジナルキャラクターが
ステージに登場します。
・浪速区安全・安心まちづくり PR 大使｢地球戦士 ZEROS｣ショー
「犯罪ゼロ」
「環境破壊ゼロ」
「公共マナー違反ゼロ」を日夜子供達に啓発しながら
地球環境破壊を目論む悪の組織と戦う正義のヒーロー、｢地球戦士 ZEROS｣がステ
ージに登場します。
・ご当地アイドルライブショー等
のりのりトラベラー（ラジオ大阪）の番組アイドル｢トラベルアイドル｣による
トークショーや、日本橋のご当地アイドル｢NEP シスターズ｣によるライブショー
を行います。
・オークション
スルッと KANSAI 協議会加盟バス社局の、プレミアムバスグッズ等のオークション
を行います。
⑥その他
・参加社局によるグッズ等販売
バスまつりに参加する社局はもちろん、スルッと KANSAI 協議会加盟鉄道社局のグ
ッズ等の販売を行います。
・スルッと KANSAI オリジナルグッズ発売
バスのイラストの入った｢バスランチョンマット｣や、バスの情報が満載の｢バス図鑑
トランプ｣を発売します。また、スルッと KANSAI 協議会加盟社局の写真で構成す
る｢2014 年スルッと KANSAI 電車・バスカレンダー｣も、バスまつり会場で発売し
ます（別紙参照）
。

≪参加社局（50 音順）≫
・スルッと KANSAI 協議会加盟バス社局（バス車両展示・ブース出展）
尼崎市交通局、伊丹市交通局、大阪空港交通、大阪市交通局、京都市交通局、
京都バス、近鉄バス、京阪バス、京阪宇治バス、京阪京都交通、江若交通、
神戸市交通局、神戸交通振興、山陽バス、しずてつジャストライン、下津井電鉄（バ
ス）
、神姫バス、神鉄バス、高槻市交通部、奈良交通、南海バス、南海りんかんバス、
阪急バス、阪急田園バス、阪神バス、水間鉄道(バス)、和歌山バス
・スルッと KANSAI 協議会加盟鉄道社局（ブース出展のみ）
北大阪急行電鉄、近畿日本鉄道、京阪電車、神戸電鉄、泉北高速鉄道、南海電鉄、阪
急電鉄、阪神電車、嵐電（京福電車）

・主催：スルッと KANSAI 協議会
・特別協賛：ジョルダン株式会社
※参考（昨年度実績）
：会場

京都市左京区 国立京都国際会館 入場者数 約 24,000 人

以
※資料提供先：青灯クラブ、近畿電鉄記者クラブ

上

バスまつりで発売する主なグッズについて
第 13 回スルッと KANSAI バスまつりを記念し、以下の商品を発売いたします。

「バス図鑑トランプ」
バスまつり参加社局のバスの写真、型式、製造所、寸法などバスの情報が満載のトランプ
です。
（素材：紙）
・発売価格 500 円（税込）

※画像はイメージです。

「バスランチョンマット」
バスまつり参加社局のバスがデザインされた全社局版と、9 種類のバスがそれぞれデザインされ
た個社局版の全 10 種類を発売します。
（素材：プラスチック，サイズ：30ｃｍ×40ｃｍ）
・発売価格 各 700 円（税込）

（個社局版・9 種類）

（全社局版）
※画像はイメージです。

「2014 スルッとＫＡＮＳＡＩ電車・バスカレンダー」
スルッと KANSAI 協議会加盟社局の電車・バスの写真を 1 年中楽しめるカレンダーです。
カレンダーの特徴は、各月に電車・バスの 2 パターンを用意しており、カレンダー本体を裏返す
ことで、お好みの写真を楽しんでいただける内容となっております。
（2013 年 9 月 1 日よりスルッと KANSAI 加盟社局の所定の場所で発売いたします）
・発売価格 1 本 800 円（税込）

※画像はイメージです。
掲載月

電車

バス

1月

京阪電車

尼崎市交通局

2月

北大阪急行電鉄

南海バス

3月

泉北高速鉄道

大阪市交通局

4月

近畿日本鉄道

神姫バス

5月

南海電鉄

京都市交通局

6月

阪神電車

高槻市交通部

7月

神戸市交通局

京阪バス

8月

北神急行電鉄

神戸市交通振興

9月

神戸電鉄

京都バス

10 月

阪急電鉄

伊丹市交通局

11 月

嵐電（京福電車）

阪急バス

12 月

静岡鉄道

奈良交通

