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富士急グループの株式会社フジエクスプレスと富士急山梨バス株式会社では、平成 30年 3月 10日（土）

～5 月 31 日（木）の間、お台場エリアで運行する水陸両用バス「TOKYO NO KABA」(東京の KABA)と山中

湖エリアで運行する水陸両用バス「YAMANAKAKO NO KABA」（山中湖の KABA）とのコラボキャンペーン「2

頭のカバでスプラッシュ！キャンペーン」を開催いたします。 

 

本キャンペーンは、「TOKYO NO KABA」と「YAMANAKAKO NO KABA」それぞれの水陸両用バスでお台場＆

山中湖の観光をお得に楽しんでもらうために開催するものです。 

期間中、両方の KABA バスにご乗車頂くお客様は、2 台目の乗車料金が半額でご利用いただけるほか、

乗車記念として KABAバスオリジナルグッズをプレゼント致します。 

 また、KABA バスに乗車したことのある友人や親戚より紹介を受けたお客様は割引料金にてご乗車いた

だける「KABAトモ割」と、KABAバス乗車時に撮影した写真を Instagramに投稿していただき、優秀賞に

選ばれた投稿者様には素敵な賞品をプレゼントする「Instagramコンテスト」も同時開催します。 

 

今年の春はぜひ皆様で、「2頭のカバでスプラッシュ！キャンペーン」に参加して、「お台場」と「山中

湖」2つの観光スポットを、それぞれの KABAバスと一緒にお楽しみください。 

 

水陸両用バス「東京の KABA」＆「山中湖の KABA」で合同開催 

●2つの KABAバス両方に乗ると２台目が半額に！ 

●「KABA トモ割」や「Instagram コンテスト」など春のお得なイベントも同時開催！ 

陸と水上の両方でお台場＆山中湖を観光しよう！ 

「２頭のカバでスプラッシュ！キャンペーン」 



●【2 頭のカバでスプラッシュ！キャンペーン】概要 
■実施期間   平成 30 年 3 月 10 日(土)～5 月 31 日(木)  

■場 所   〈山中湖〉旭日丘バスターミナル「森の駅」カババス窓口 

    〈東京〉アクアシティお台場 1階海側バス乗り場 受付カウンター 

■対象者    「YAMANAKAKO NO KABA」と「TOKYO NO KABA」 

の両方に乗車したお客様                                      

■内 容   ①キャンペーン期間中に乗車したカババスの使用済みチケットを 

もう一方のカババスの窓口で提示。 

       ②もう一方のカババスに半額で乗車。 

③その場で「とことこぬいぐるみ」または「走る！キーホルダー」 

をプレゼント。                           

■参加方法   お電話にて事前予約のうえ、半額キャンペーン利用の旨を     

       お伝えください。最初のご乗車について確認させていただきます。 

 

 

 

●【KABA トモ割】概要 
■実施期間   平成 30 年 3 月 10 日(土)～5 月 31 日(木) 

■場 所    〈山中湖〉旭日丘バスターミナル「森の駅」カババス窓口 

     〈東京〉アクアシティお台場 1階海側バス乗り場 受付カウンター 

■対象者    カババスに乗車された友人、知人にカババスの紹介を受けたお客様                                       

■内 容   ①友人や知人よりキャンペーン期間中の使用済みチケットを受け取る。 

       ②その使用済みチケットを窓口で提示。 

       ③カババスを割引料金にて乗車。 

       ・使用済みチケットと異なる発着所のカババスに乗車する場合、半額料金を適用。 

・使用済みチケットと同じ発着所のカババスに乗車する場合、以下の割引料金を適用。 

        YAMANAKAKO NO KABA：大人 2,000 円・小人 1,000 円 

        TOKYO NO KABA：大人 3,200 円・小人 1,600 円                           

■参加方法   お電話にて事前予約のうえ、紹介キャンペーン利用の旨をお伝えください。 

最初のご乗車について確認させていただきます。 

 

 

 

●【 Instagram コンテスト】概要 
■実施期間   平成 30 年 3 月 10 日(土)～5 月 31 日(木) 

■対象者   カババスに乗車したお客様                                       

■応募方法   

①カババス Instagram アカウント（@kaba_bus）をフォローする。                     

②「 #カババスフォト」のハッシュタグをつけてカババス乗車時に 

撮影した写真を投稿。     

③窓口にて投稿画面を提示でカババスオリジナルステッカーを 

プレゼント。 

④後日、投稿写真から選ばれた写真を撮影されたお客様に素敵な 

賞品をプレゼント。                           

■発表方法  平成 30年 6 月初旬に各社ホームページにて発表 

■審査方法  各社宣伝・広報担当者約 8名により審査し、賞を選定いたします。 

 

 

 

走る！キーホルダー 

 

とことこぬいぐるみ 



＜水陸両用バス「TOKYO NO KABA」について＞ 
平成29年11月より東京お台場にて運行を開始した水陸両用バス。デザインは、山中湖のカバと同じく、

日本を代表する工業デザイナー水戸岡鋭治氏によるものです。お台場ドライブと東京湾クルージングを

一緒にお楽しみいただけます。レインボーブリッジ』の下をくぐるときはまさに圧巻！アテンダントに

よる楽しい観光案内と臨場感あふれる3Dサウンドが東京観光をさらに盛り上げる、新感覚のアトラクシ

ョンバスです。 

■運 行 日  水曜日以外毎日運行 

■発着場所 アクアシティお台場（1階海側バス乗り場） 

■運行回数 7便／日（夏期、混雑状況により増便あり） 

■乗車時間 約 45分（陸上約 25分、海上約 20分） 

■料    金 大人 3,500円 小人 1,700円 乳幼児 500円 

■アクセス 電車…ゆりかもめ台場駅より徒歩 5分、 

りんかい線東京テレポート駅より徒歩 10分 

車 …レインボーブリッジから 首都高速 11号台場線「台場出口」から約 3分、 

横浜・羽田方面から   高速湾岸線「臨海副都心出口」から約 1分、 

千葉・葛西方面から   高速湾岸線「有明出口」から約 5分 

■予約方法 ①TOKYO NO KABA公式ウェブサイト（http://www.kaba-bus.com/tokyo） 

②株式会社フジエクスプレス 03-3455-2211（受付時間 9:00～18:00） 

※ご予約は乗車日の 1ヶ月前から前日まで受付となります。 

※当日空席があれば、ご予約なしでも乗車可能です。 

■注意事項 雨天決行。ただし、気象・海象状況等により海への入水ができない場合があります。 

        3歳以下のお子様は、保護者の方の膝上でご乗車いただきます。 

 
＜水陸両用バス「YAMANAKAKO NO KABA」について＞ 
平成 23 年 4 月より山中湖にて運行を開始した山梨県初となる水陸両用バス。デザインは、日本を代表

する工業デザイナー水戸岡鋭治氏によるもので、水と陸の両方で生活する動物の王者であり、古代エジ

プトの守り神でもあるカバをイメージしてデザインされています。車輪とスクリューを備えているため、

一台で陸から湖上から、世界に誇る富士山と山中湖の自然の素晴らしさを体感していただけます。さら

に、アテンダントによるクイズとトークで、富士山と山中湖について楽しく学ぶことができる“アトラ

クションバス”となっています。 

■運 行 日 毎日運行  

■運行回数 9便／日（夏季・予約状況により増便）  

■乗車時間 約 30分 （※陸上走行約 10分、湖上走行 20分）   

■発着場所 山中湖旭日丘バスターミナル「森の駅」 

■アクセス 高速バス    …中央高速バス富士五湖線「山中湖旭日丘」下車すぐ 

        電車・路線バス …富士急行線「富士山駅」より路線バスで約 30分 

           車       …東富士五湖道路「山中湖 IC」から約 10分 

■料    金 大人 2,200 円、小人 1,100 円、幼児 400円 

■予約方法 ①富士急コールセンター 0570-022956 0555-73-8181 

      ②当日予約専用ダイヤル 090-6160-4696 

      ③ＫＡＢＡホームページ http://www.kaba-bus.com/yamanakako/ 

■注意事項 雨天決行。ただし、気象状況等により湖への入水ができない場合があります。 

        3歳以下のお子様は、保護者の方の膝上でご乗車頂きます。 
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