2019 年 10 月 2５ 日
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おかげさまでＢ.Ｂ.ＢＡＳＥは、２周年を迎えます!
2019 年 12 月～2020 年 2 月出発分
B.B.BASE の運転スケジュールおよび旅行商品等について
１

サイクルトレイン B.B.BASE を特別価格で販売します！
⑴ 12 月～２月出発の B.B.BASE は特別価格で販売します
（2019 年 11 月 11 日（月）14：00～販売開始予定）

(例)・B.B.BASE 内房(往復利用)
特別価格おとな 6,200 円(こども 3,900 円)／通常価格おとな 7,700 円(こども 4,700 円)
・B.B.BASE 外房(往復利用)
特別価格おとな 6,000 円(こども 3,700 円)／通常価格おとな 7,500 円(こども 4,500 円)
・B.B.BASE 佐原(往復利用)
特別価格おとな 4,900 円(こども 3,300 円)／通常価格おとな 6,400 円(こども 4,100 円)
・B.B.BASE 銚子(往復利用)
特別価格おとな 5,000 円(こども 3,300 円)／通常価格おとな 6,600 円(こども 4,000 円)

⑵

アニメ「弱虫ペダル」とコラボした企画をご用意！
B.B.BASE 佐倉（両国駅⇔佐倉駅）を運転します！
運転日：2020 年 1 月 25 日（土）
【往路】両国駅（9：13 発）⇒⇒⇒佐倉駅（9：57 着）
【復路】佐倉駅（16：32 発）⇒⇒⇒両国駅（17：23 着）
旅行代金：
（ガイド付きコース）おとな 7,700 円（こども 7,000 円）
（フリーコース）おとな 4,900 円（こども 4,200 円）
佐倉ふるさと広場(イメージ)

アニメ「弱虫ペダル」とコラボ！
〇B.B.BASE 車内では、スペシャル展示を予定（展示内容は当日のお楽しみ♪）
〇ガイド付きコースは、佐倉駅から印旛沼湖畔をサイクリング！
〇B.B.BASE 佐倉にご乗車の方にはもれなく、弱虫ペダルにまつわる特別ゲストに
よるトークショー（国立歴史民俗博物館にて開催）が楽しめます♪

２

千葉を楽しむ現地イベント（ガイドツアー等）を開催しています
※下記以外に追加になる予定です。詳細は、B.B.BASE 専用ホームページをご覧ください。

＜現地イベント(ガイドツアー等)＞

開催日

B.B.BASE

11月2日（土）

内房

11月3日（日・祝）

内房

11月9日（土）

佐原

11月9日（土）

佐原

11月10日（日）

外房

11月10日（日）

外房

11月23日（土）

内房

https://www.jreast.co.jp/chiba/bbbase/event

イベント名
1日限定！野島埼灯台150周年記念式典！南房総RIDE
（主催：南房総市観光協会）
北条海岸BEACHマーケット
（主催：館山市海岸活性化プロジェクト推進協議会事務局）
PLAYatré TSUCHIURA×ル・サイク 霞ヶ浦RIDE
（主催：株式会社アトレ プレイアトレ土浦）
元プロサイクリスト選手と行く！霞ヶ浦近郊RIDE
（主催：サイクルテラス幕張新都心）
元プロサイクリスト選手と行く！外房の魅力満喫RIDE
（主催：サイクルテラス幕張新都心）
房総・バイクdeまちロゲ
（主催：むつざわプロモーションプロジェクト）
声優・東城咲耶子さんと行く「料理の神様」を参拝 庖丁式・御朱印RIDE
（主催：南房総市観光協会）

スタート駅
館山駅
館山駅
佐原駅
佐原駅
上総一ノ宮駅
上総一ノ宮駅
和田浦駅

≪参考≫
１

サイクルトレイン B.B.BASE で千葉を応援します！
B.B.BASE で行くライドイベント「ステーションライド in 南房総」で、千葉復興応援チャリティ
イベントを開催します。
【ライドイベント概要】
南房総の海岸線及び田園地域をコースとし、合計 10 箇所のエイドステーションでは地元の美味し
い食を提供する房総の景観と食が堪能できるファンライドイベントです。
名称：Station Ride in 南房総 2019 produced by BiCYCLECLUB
日程：10 月 26 日（土）
主催：Station Ride in 南房総 2019 実行委員会
（構成／ＪＲ東日本、枻出版社、エールクリエート）
協力：南房総市、館山市、鴨川市、鋸南町ほか
スタート・ゴール会場：館山市北条海岸
コース：南房総市、館山市、鴨川市、鋸南町
イベント HP：http://stationride.com/
【B.B.BASE アクセスツアー】
行程：＜往路＞両国 06：50 発---館山 09：07 着
＜復路＞館山 17：52 発---両国 20：15 着
旅行企画・実施：東武トップツアーズ株式会社
【チャリティイベント内容】
日程：10 月 26 日（土）8:30-16:30
会場：館山市北条海岸
内容：●復興支援金の募金
会場に募金箱を設置します。
設置時間：8:30～16:30 頃（イベント終了まで）
●ゲスト提供品のチャリティオークション
下記ゲスト、Rapha Racing、MAVIC ジャパン、BiCYCLECLUB 編集部ほかからご提供いただ
いたグッズのオークションを会場で実施します。
ゲスト：団長安田氏/安田大サーカス、日向涼子氏ほか
オークション方法：事前に公開した商品リストをもとに、
当日会場で専用用紙に希望金額を記入しスタート
時間前に入札していただきます。最高額を記載
いただいた方にご購入いただきます。
結果は当日ゴール会場で発表いたします。
※商品リストはこちらからご確認ください。→ http://stationride.com/
●チャリティグッズの販売
自転車アパレルメーカー「Rapha」による千葉復興応援チャリティグッズ（B.B.BASE コラ
ボ商品）の販売を行います。
商品名：Rapha B.B.BASE RIDEFORCHIBA チャリティ T シャツ
販売価格：3,000 円

※上記チャリティイベントで集まった支援金は、ステーションライド実行委員会事務局及び
Rapha から、イベントの運営協力をいただいている 4 自治体（南房総市、館山市、鴨川市、鋸
南町）に寄付をさせていただきます。
※イベント、B.B.BASE のお申し込みはすでに締め切っております。
２

「CYCLE MODE international 2019」への出展とチャリティイベントの実施
プレイアトレ土浦と共同で B.B.BASE と自転車で走る魅力や自転車の楽しみ方を感じていただ
けるイベントをご用意いたします。
【日時・場所】11/2（土）
、3（日・祝）
、4（月・振）
幕張メッセ 国際展示場 9－11 ホール
各日 10:00～18:00 ※4 日は 17:00 まで
CYCLE MODE international 2019 のイメージ

【チャリティグッズの販売】

自転車アパレルメーカー「Rapha」による千葉復興応援チャリティグッズ（B.B.BASE コラボ
商品）の販売を行います。
商品名：Rapha B.B.BASE RIDEFORCHIBA チャリティ T シャツ
販売価格：3,000 円
※上記チャリティグッズ販売で集まった支援金は、Rapha から
千葉の自治体に寄付をさせていただきます。

【トークイベント】
B.B.BASE ブース内にて、B.B.BASE と千葉復興応援をテーマとした以下のゲストによる
トークイベントを実施します。
・実施日 11/3（日・祝）、4（月・振）
・ゲスト 団長安田氏/安田大サーカス（タレント、趣味ロードバイク・トライアスロン）
白戸太朗氏（スポーツナビゲーター、スポーツキャスター、トライアスリート）
岩田淳雄氏（枻出版社バイシクルクラブ編集長）
※ゲストは変更になる場合があります。

※その他、B.B.BASE の紹介や輪行講座等、さまざまなトークイベントを毎日実施いたします。
※トークイベントに参加された方には、B.B.BASE とプレイアトレ土浦がコラボレーションし
たオリジナルサイクルボトルを抽選でプレゼントいたします。

