路線バスの運賃改定について
東海バスグループ(株式会社伊豆東海バス、株式会社南伊豆東海バス、株式会社西伊豆東海バス、株式会社新東海バス、株式会社東海バスオレンジシャトル)では、
2019年10月1日より実施される消費税率改定に伴い、乗合バスの運賃に消費税率改定分を転嫁することといたしました。

路線バスの運賃について
●
●

回数券について

現行の片道運賃が270円以上の区間の運賃が値上げとなります。

●

現行の片道運賃が260円以下の運賃に変更はありません。

●

他社との競合区間等、一部区間においては異なる場合があります。詳しくはお手数ですがお問合せ先にご確認ください。
改

現行
片道運賃

片道運賃

伊東駅〜伊東市民病院

260円

260円

（

定
差

額

変更なし

熱海駅〜ひばりヶ丘

330円

340円

+10円

下田駅〜石廊崎オーシャンパーク

1,000円

1,020円

+20円

修善寺駅〜河津駅

1,700円

1,730円

+30円

但し運賃が上がりますので不足分は現金、回数券等でお支払いください。
区間運賃が現行270円⇒改定280円の場合、270円の回数券+10円となります。
区間指定回数券は、追加分無しでそのままご利用いただけます。

お問合せ

主要区間

回数券については、そのままご利用いただけます。
通学回数券については、有効期限までそのままご利用いただけます。

）

【熱海地区】
■ 伊豆東海バス熱海 0557-85-0381
【伊東地区】
■ 伊豆東海バス伊東 0557-37-5121
【東伊豆・河津・下田・南伊豆地区】
■ 南伊豆東海バス
0558-22-2514

【土肥・西伊豆・松崎地区】
■ 西伊豆東海バス
0558-42-1190
【戸田・湯ヶ島・修善寺・大仁・中伊豆地区】
■ 新東海バス
0558-72-1841
【三島・沼津地区】
■ 東海バスオレンジシャトル 055-935-6611

増税になっても大丈夫！東海バスのお得なご利用方法のご紹介！
普通回数券

通院や
買い物に
便利！

（10円以上10円刻み）

10枚分の金額で11枚、30枚分の金額で35枚購入できます。
販売場所 東海バス各窓口

回数券

時間指定回数券

学生のお客様対象

回数券

すべてのお客様対象！
！

通学回数券
販売場所

通学定期券

2,000円回数券

熱海・伊東地区限定

定期券

通勤定期券

※伊東市内の学生には「いとうスクールパス」がさらにお得です！
！

通学ウィークデー定期券

通学定期券よりさらに約24％お得に！
販売場所 東海バス各窓口 必要なもの 学生証

通勤に便利！

有効期間内であれば指定区間を何度でも乗降でき、また、どなたでも
購入することができます。普通運賃に比べ1ヶ月券だと約35％お得！
3ヵ月券だとさらにそこから約5％、6ヶ月券だと約10％お得に！
販売場所 東海バス各窓口

高齢者の方には︑こんな定期券も！

楽々パス
（らくらくパス）
ご購入の方は、

東海バスオレンジシャトルの運行する
全路線を1乗車につき100円で
ご利用いただけます。
※西伊豆特急バス、せせらぎ号、高速乗合バスは
ご利用できません。
対象者

65才以上の方
東海バスオレンジシャトル案内所

発売場所
（大平車庫・沼津駅前・三島駅前）
購入方法
料

金

身分証明書（運転免許証・健康保険証など）と
顔写真1枚が必要です。
3ヶ月券／7,000円 6ヶ月券／12,000円
1年券／20,000円

東海バスオレンジシャトル 055-935-6611

〈楽々パスのお問合せ〉

開催案内

伊東温泉
けいりん

JR三島駅、JR沼津駅、JR伊東駅、
松崎、湯ヶ島、下田駅から

無料シャトルバス運行中！
！

（券種：1ヶ月・3ヶ月・4ヶ月）

有効期間内の月〜金曜日に利用可能な定期券で、土日でも
券面区間を1乗車100円で利用できます。

（券種：1ヶ月・3ヶ月・6ヶ月）

［沼津・三島地区］

（券種：1ヶ月・3ヶ月・4ヶ月）

3ヵ月券・4ヶ月券だとさらにそこから約5％お得に！
販売場所 東海バス各窓口 必要なもの 学生証

1冊2,000円で、2,400円分ご乗車できます。
販売場所 熱海・伊東地区の東海バス各窓口、バス車内

パス

通学に
便利！

有効期間内であれば指定区間を何度でも乗降できます。
普通運賃に比べ1ヶ月券だと約40％お得！

定期券

1,000円回数券
1冊1,000円で、1,100円分ご乗車できます。
販売場所 東海バス各窓口、バス車内

らくらく

東海バス各窓口 必要なもの 学生証

（10円以上10円刻み）

降車時刻が9時〜16時の間に限り利用できる回数券で、
10枚分の金額で13枚購入できます。販売場所 東海バス各窓口

楽々

（10円以上10円刻み）

10枚分の金額で13枚購入できます。

自宅から簡単に！定期券の通信販売
各種定期券（通勤定期券・通学定期券・通学ウィークデー定期券）は通信販売
で購入することができます
（継続購入のみ）。購入方法は当社ホームページをご覧ください。

いきいきパス

［伊豆市］

いきいきパスご購入の方は伊豆市内を運行する全路線
（東海バスに限る）
を

1乗車につき100円でご利用いただけます。
※修善寺駅から三島駅間・高速乗合バス・順天堂病院線はご利用できません。

修善寺駅〜戸田も利用可能です。

70才以上
83才未満の方は
伊豆市から
助成も

1乗車につき100円で
ご利用いただけます。
対象者
発売場所
購入方法
料

新東海バス ０５５８-７２-１８４１
伊豆市地域づくり課0558-74-3066

金

伊豆東海バス 0557-37-5121
伊東市高齢者福祉課0557-32-1561

〈伊東ゆうゆうパスのお問合せ〉

〈いきいきパス購入費の助成についてのお問合せ〉

〈伊東ゆうゆうパス購入費の助成についてのお問合せ〉

201910月

ＦⅡミッドナイト開催
（ガールズケイリン含む）

1日（金）〜3日（日） 16日（土）〜18日（月）
201911月

201911月

ＦⅡミッドナイト開催

レース結果・
案内サービス

0180995-300

ＦⅠ開催 ジャパンカップ
（ガールズケイリン含む）

「ミカリン号」
も 伊東温泉競輪
伊東駅から運行中！ スマホサイト

※お客様の個人情報は、
ご意見・ご質問への回答・お礼及び、粗品の進呈以外の目的で使用すること
はありません。
さらに、第三者に譲渡・提供することは決してありません。

5

4 （ 自宅や目的地への路線がない ダイヤが不便 運賃が高い 乗り方がわからない その他 ）

（ よい ふつう わるい ） ②窓口
（ よい ふつう わるい ）
3 ①バス車内

2 （ ほぼ毎日 週1回程度 月1回程度 数ヶ月に1回程度 利用しない ）

（ 経営者･役員 会社員 自営業 パート･アルバイト 主婦（主夫） 学生 その他 ）

1（ 男 女 ）

〒

−

お手数ですがアンケートをご記入ください。

年齢

経営企画部 行
〈切手は不要です〉

5 東海バスについてお気づきの点、ご意見やご要望などがあればご自由にご記入ください。

差出有効期間
2020年11月30日
まで

ありましたら、お答えください。

786

4 ②で「利用しない」
と回答をされた方にお聞きします。東海バスをご利用にならない理由が

伊東局承認

あいさつや接客などの向上に努めております。従業員の対応についてどのように感じるか
お答えください。

料金受取人払郵便

3 ②で「利用しない」以外の回答をされた方にお聞きします。東海バスではお客さまに対する

ご住所

2 東海バスの「路線バス」の利用頻度をお答えください。

お名前

1 性別・ご職業をお答えください。

フリガナ

（2019.11.30締切）

（お名前・ご住所欄は無記入でも結構です）

ご協力をいただいた方の中から抽選の上、粗品を進呈いたします。

東海自動車株式会社

アンケートにご協力ください。

伊東 市 渚 町 2-2 8

バス営業部

（受取人）

東海バスHP

414-8790

切り取り線

東海バス沿線情報紙EAZY!をご愛読いただきましてありがとうございます。
今回ご紹介したとおり、2019年10月1日より東海バスの高速乗合バスは新し
く生まれ変わります。今後も皆様により良いサービスを提供することができる
よう、今回の改正についても率直なご意見や感想をいただければと思いま
す。また、弊社では消費税改定に伴い路線バス
（高速乗合バス等含む）の運
賃改定を行います。ご理解を賜りますようよろしくお願いいたします。

70才以上の
方は
伊東市から
助成も

65才以上の方
伊豆東海バス伊東駅構内案内所、
伊東事業所（荻車庫）、東海自動車㈱本社
身分証明書（運転免許証・健康保険証など）と
顔写真2枚が必要です。
3ヶ月券/8,000円 6ヶ月券/13,000円
1年券/22,000円

〈いきいきパスのお問合せ〉

2日（水）〜4日（金）

［伊東市］

伊東ゆうゆうパスご購入の方は伊東市内を運行する全路線を

※定期観光バス・天城高原線・冷川線の冷川峠を越えて
修善寺駅側、順天堂病院線ではご利用できません。

７０才以上の方
発売場所 新東海バス修善寺駅前案内所、
土肥温泉案内所（伊豆市土肥観光協会案内所）、
湯ヶ島案内所（伊豆市天城観光協会案内所）
購入方法 身分証明書(運転免許証・健康保険証など）
と
顔写真２枚が必要です。
料 金 ３ヶ月券／１０，
０００円 ６ヶ月券／１８，
０００円
１年券／２７，
０００円
対象者

伊東ゆうゆうパス

