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かえるのピクルス×東海自動車 

「かえるのピクルス Bon moment 
旅するピクルスと一緒に“よい時”を♪」 
～「かえるのピクルス」東海バスオリジナルビーンドール登場～ 

 

東海自動車株式会社（本社：静岡県伊東市 社長：金野 祥治）と株式会社ナカジマコーポレーション（本

社：東京都江東区 社長：中島 伸二）の人気キャラクター「かえるのピクルス」がコラボしたイベント「か

えるのピクルス Bon moment（ボンモモン）＠伊東」が１１月１９日（土）よりスタートします。同イベントに

ついて、コラボの詳細が決定しましたのでご案内します。 

当社としましては今回のコラボを通して「かえるのピクルス」ファンの方々をはじめとした、たくさんの

方に、伊東に足を運んでいただき、伊東での風景・体験などを楽しんでいただければと考えております。 

なお、イベントの詳細は下記のとおりです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図１ かえるのピクルス Bon moment＠伊東のストーリー 

【かえるのピクルスとは】 

「かえるのピクルス」は株式会社ナカジマコーポレーションのオリジナルキャラクターで、1994年にぬいぐるみとして誕生しま

した。人の気持ちに寄り添い、笑顔を届けるをテーマに、現在ではぬいぐるみの他にも、生活雑貨やファッション雑貨、絵本、ア

ニメ、CDなど幅広いコンテンツを展開しています。 

 
※Bon moment は「良い時」「楽しい時間」を意味するフランス語です。 

※コラボ背景等の概要につきましては、当社ニュースリリース第２２－１３号（１０月４日発信）をご覧ください。 

 

http://www.tokaibus.jp/
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記 

 

１．コラボ商品の販売について 

（１）東海バスオリジナルビーンドール 

①商品紹介 

当社のシンボル的存在であるボンネットバス「伊豆の踊子号」とのコラボデザインとなります。

おなかにはボンネットバスの車体にデザインされた社名を刺繍、足裏にはボンネットバスのナンバ

ープレートを装飾しています。 

サイズ：高さ約 15.5㎝×最大幅約 13㎝ 

※写真は試作品です。実際の商品とはデザインが異なる場合がございます。 

【「伊豆の踊子号」とは】 

   1964年式のボンネットバスで、1976年 6月から天城路の観光路線バスとして活躍し、ボンネットバスブームの火付け･牽

引役となりました。2022 年 2 月から 7 月にかけて、腐食部分や外装内装、ブレーキ回りの整備を行い、現在も当社のシン

ボル的存在として活躍しております。 

ボンネットバス「伊豆の踊子号」 

②販売価格（税込） 

２，５３０円 

※お一人様３体までとなります。また、売り切れ次第販売終了となります。 

（２）東海バスオリジナルミニバス停（かえるのピクルスデザイン） 

   ①商品紹介 

     東海バスのバス停（バス停名称板が円形タイプ）を模したオリジナルグッズ「ミニバス停」をピクル

スとコラボしたオリジナルデザインで販売します。バス停名称板は裏表異なるデザインになります。 

    サイズ：高さ 32.5㎝×最大幅 11.5㎝（実際のバス停の約 1/6サイズ） 

    重量：約 610ｇ 



              （表）             （裏） 

    ※写真は試作品です。実際の商品とはデザインが異なる場合がございます。 

   ②販売価格（税込） 

    ４，４００円 

    ※お一人様２個までとなります。 

    ※売り切れた場合、東海バスオンラインショップにて受注販売を行います。お届けまでお時間を頂戴し

ますので、予めご了承ください。また、送料はお客さま負担となります。 

（３）ステッカー 

   ①商品紹介 

     オリジナルデザインのステッカー（全４種）を販売します。 

※画像はイメージです。実際の商品とはデザインが異なる場合がございます。 

   ②販売価格（税込） 

    各４４０円 

    ※売り切れ次第販売終了となります。 

（４）カプセルトイ 

   ①商品紹介 

     オリジナルデザインのアクリルキーホルダー（シークレットを含む全５種類）をカプセルトイにて販

売します。 

※画像はイメージです。実際の商品とはデザインが異なる場合がございます。 

   ②販売価格（税込） 

    １回４００円 

    ※両替機はございませんので、事前に硬貨をご準備いただきますようお願いいたします。 

（５）購入特典 

    小室山レストハウス売店商品を５，５００円（税込）以上お買い上げの方に特製ショッパーをプレゼン

トします。 



（６）各グッズ販売場所 

小室山レストハウス売店 （住所：静岡県伊東市川奈小室山１４２８） 

営業時間：９：００～１６：００ 

（７）販売期間 

   ２０２２年１１月１９日（土）～ 

 

２．コラボメニューの販売について 

（１）かえるのピクルス あじフライプレート 

   ①メニュー紹介 

小室山山麓のレストランにて、限定フードメニュー「あじフライプレート」を提供します。サクサク

のあじフライとジューシーなハンバーグがワンプレートになったボリューム満点のメニューです。 

   ②販売価格（税込） 

１，６００円 

   ③購入特典 

    オリジナルデザイン缶バッチ 

（２）まっちゃラテ 特製クッキー付き 

   ①メニュー紹介 

     小室山山頂にある Café・３２１にて、かえるのピクルスをイメージした限定ドリンク「まっちゃラテ」

と「特製クッキー」をセットで提供します。Café・３２１には専用のリフトのご利用（乗車時間約５分）

がおすすめです。 

         まっちゃラテ 特製クッキー付き      オリジナルデザインコースター 

 ②販売価格（税込） 

    ９００円 

   ③購入特典 

    オリジナルデザインコースター 

（３）フード＆ドリンクメニュー販売場所 

   ①あじフライプレート 

    小室山山麓のレストラン （住所：静岡県伊東市川奈小室山１４２８） 

営業時間：１１：００～１４：３０（ラストオーダー：１４：００） 

 



   ②まっちゃラテ 特製クッキー付き 

Café・３２１ （住所：静岡県伊東市川奈小室山１４２８） 

営業時間：１０：００～１６：００（ラストオーダー：１５：３０） 

※リフト営業時間：９：３０～１６：００ 

運賃：【往復】大人８００円 小学生１００円、【片道】大人５００円 小学生１００円 

（４）販売期間 

   ２０２２年１１月１９日（土）～１２月２０日（火） 

 

３．かえるのピクルスラッピングバスのお披露目・展示について 

（１）概要 

    バス車内外にかえるのピクルスのデザインを施したスペシャルなラッピングバスが登場します。

デザインは当日のお楽しみとなります。 

（２）日時 

   ２０２２年１１月１９日（土）・２０日（日） 

１０：３０～１６：００ 

（３）場所 

   小室山リフトのりば駐車場 

（４）その他 

   １１月２１日（月）より、路線バスとして伊東市内を運行します。運行時刻は東海バス公式ホームペ

ージにてお知らせします。 

    

４．コラボ記念イベントについて 

（１）日時 

   ２０２２年１１月１９日（土）・２０日（日） 

   ９：００～１６：００ 

（２）場所 

小室山リッジウォーク“ＭＩＳＯＲＡ” （住所：静岡県伊東市川奈小室山１４２８） 

（３）イベント内容 

   ①東海バスオリジナルビーンドールの販売 

   ②オリジナルコラボグッズの販売 

   ③かえるのピクルスラッピングバスのお披露目・展示 ★ 

   ④ボンネットバス「伊豆の踊子号」の乗車体験（有料）★ 

   ⑤かえるのピクルスグリーティング（写真撮影）★ 

   ⑥小室山山麓のレストランにてコラボメニューの提供 

⑦Café・321にてコラボドリンクの提供 

※★印はコラボ記念イベント２日間のみの開催となります。その他につきましては、イベント終了後も小

室山にて開催しています。詳細につきましては上記をご確認ください。 

（４）会場へのアクセス 

   小室山リッジウォーク“ＭＩＳＯＲＡ”へは、伊東駅から路線バス（３０分毎）が運行しています。 

（伊東駅①、③、⑥番バスのりばより「小室山リフト」行きに乗車、終点「小室山リフト」下車すぐ。） 

   運賃：４３０円（片道） 乗車時間：約２０分 

（５）その他 

   ①イベント当日は混雑状況により入場制限をさせていただく場合がございます。 

②新型コロナウイルス感染状況により、イベント内容の変更、もしくはイベントが中止となる場合が

ございます。 



③雨天の場合、イベント内容の一部を変更する場合がございます。 

④コラボ記念イベント２日間は、小室山リフトのりば駐車場をイベントスペースとするため、お車で

お越しの場合は小室山公園内の駐車場をご利用ください。道路の混雑が予想されますため、ご来場

の際にはできるだけ公共交通機関をご利用ください。 

 

５．スタンプラリーの開催について 

（１）概要 

    伊東市内の５か所の観光施設に設置されたスタンプを集めながら、伊東市内を周遊します。スタン

プを５つ集めた方には「Bon moment＠伊東」のキービジュアルを使用したオリジナルステッカーをお

渡しします。 

（２）開催期間 

   ２０２２年１１月１９日（土）～２０２３年４月９日（日） 

（３）スタンプ設置箇所 

   ①東海バス伊東駅案内所（住所：静岡県伊東市湯川３－１２） 

 ②伊東マリンタウン （住所：静岡県伊東市湯川５７１－１９） 

 ③東海館 （住所：静岡県伊東市松原町１２－１０） 

 ④小室山レストハウス （住所：静岡県伊東市川奈小室山１４２８） 

 ⑤伊豆シャボテン動物公園 （住所：静岡県伊東市富戸１３１７－１３） 

（４）賞品 

   オリジナルステッカー 

   ※５つ目のスタンプを押した施設の窓口でお渡しします。各施設、ステッカーがなくなり次第終了と

なります。 

 

６．コラボデザインの東海バス乗車券の販売について 

（１）概要 

    東海バスフリーきっぷ「伊東・伊豆高原２日券」（通常：大人１，５００円/こども７５０円）と、

小室山リフトの往復乗車券（通常：大人８００円/こども１００円）がお得なセットになった、『東海

バスフリーきっぷ「伊東・伊豆高原２日券」＋小室山リッジウォーク“ＭＩＳＯＲＡ”リフト往復券』

を枚数限定でかえるのピクルスとのコラボデザインにて販売します。 

               （表）            （裏） 

※画像はイメージです。実際の商品とはデザインが異なる場合がございます。 

（２）販売期間 

   ２０２２年１１月１９日（土）～２０２３年２月４日（土） 

※枚数限定のため、なくなり次第販売終了となります。 

（３）販売場所 

①東海バス伊東駅案内所 （住所：静岡県伊東市湯川３－１２） 

 営業時間：９：００～１８：００（年中無休） 



②小田急旅行センター新宿西口 （住所：東京都新宿区西新宿１－１－３ 小田急線新宿西口地下コン

コース） 

 営業時間：７：３０～１９：００（年中無休） 

※小田急旅行センター新宿西口では、１ヶ月先までの利用開始日のフリーきっぷを購入することが

できます。 

（４）販売価格（税込） 

    大人１，４００円 こども４５０円 

 

７．フォトコンテストの開催について 

（１）概要 

    Instagramにてフォトコンテストを開催します。ピクルスと旅をした伊東市内の思い出をぜひ作品

にしてご応募ください。 

（２）開催期間 

   ２０２２年１１月１９日（土）～２０２３年４月９日（日） 

（３）応募方法 

   ①Instagram アカウント「かえるのピクルス×東海バス【公式】」（@picklesthefrog_tokaibus）をフォロー 

   ②伊東市内のお気に入りのスポットでかえるのピクルスを撮影 

③フォトコンテスト専用ハッシュタグ「#東海バス 2022p」をつけて、文面に撮影場所を記載して投稿 

（４）入賞部門 

① 伊豆グランヴィレッジ賞 

② 伊豆シャボテン動物公園賞 

③ 伊東マリンタウン賞 

④ 伊東観光協会賞 

⑤ ナカジマコーポレーション賞 

⑥ 東海バス賞 

（５）結果発表 

   ２０２３年５月（予定） 

   当選者の方には、同 Instagram アカウントよりダイレクトメッセージにてご連絡します。 

 

８．伊豆グランヴィレッジコラボレーションルームについて 

（１）内容 

    伊豆ぐらんぱる公園に隣接する伊豆グランヴィレッジにてコラボレーションルームが期間限定で

登場します。 

（２）定員 

４名様 ※３名様～は和布団でのご案内となります。 

 



（３）価格（税込） 

大人２４，８００円～ 

※シーズンにより異なります。 

（４）予約サイト 

   ＵＲＬ：https://www5.489pro.com/asp/489/menu.asp?id=22000149&ty=lim&plan=11&lan=JPN  

（５）お問い合わせ先 

伊豆グランヴィレッジ グランピング （住所：静岡県伊東市富戸１０８９－４） 

ＵＲＬ：https://id-village.jp/granvillage/  

ＴＥＬ：０５５７－５２－３７１４ 
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