
お問い合わせ・ご予約

高速バス 新宿 — 伊那飯田線
TEL 03-5376-2222 (9:00-20:00)

TEL 0265-83-0007 (4:15-19:30)

伊那タクシー株式会社
TEL 0265-76-5111 (24h)

高速バス 新宿 — 木曽福島線
TEL 03-5376-2222 (9:00-20:00)

TEL 0264-22-4555 (7:15-18:00)

南信州周遊きっぷ
～ 駒ヶ岳千畳敷カールと奈良井宿観光用 高速バスチケット ～

大人2名様で31,580円新 宿 発 着

大人（タクシー券付き）21,040円

大人（タクシー券なし）10,540円　小人 5,280円

片道乗車券（高速バス）
♨ 早太郎温泉

  （きっぷに宿泊料金は含まれていません）

往復乗車券（ロープウェイ+路線バス）

普通運賃と比較して

有効期間：7日間

料　　金：

大人2名で

3,000円以上お得！

京王バス (www.highwaybus.com)

中央アルプス千畳敷カール 奈良井宿

１日目　8:35 バスタ新宿 ➡ 駒ヶ根市バス停 ➡ (ご昼食)➡ 駒ヶ根駅前バス停 ➡ しらび平駅 ➡14:37 千畳敷駅 ➡ (千畳敷カール散策 )➡
　　　　➡15:30 千畳敷駅 ➡ しらび平駅 ➡16:22 菅の台バスセンター ➡ 早太郎温泉郷泊
２日目　9:00 ホテル ➡ タクシー ( 別途自己負担)➡ 養命酒駒ヶ根工場 ➡ タクシー (クーポン利用)➡12:00 奈良井宿 ➡ (ご昼食・奈良井宿散策 )➡
　　　　➡ (徒歩30 分)➡ 木曾平沢(伊藤寛司商店 )➡ (徒歩15分)➡16:13 漆の里平沢バス停 ➡19:55 バスタ新宿

モデルコース

●   大人 2人で購入の場合：大人（タクシー券付き）21,040円×1人+大人（タクシー券なし）10,540円×1人　 合計 31,580円
●   大人1人と小人1人で購入の場合：大人（タクシー券付き）21,040円×1人+小人（タクシー券なし）5,280円×1人　 合計 26,320円

新　宿駒ヶ根

奈良井宿

千畳敷

おすすめの
宿泊地

信州駒ヶ根高原　♨ 早太郎温泉郷
http://hayataro.org/

クーポン券
（タクシー）

片道乗車券（高速バス）

奈良井宿　中村邸

早太郎温泉駒ヶ岳ロープウェイ

タクシー 1台につき 3名まで乗車できます。



Information

※   高速バス（新宿→駒ヶ根、奈良井宿→新宿）は、きっぷをご購入する時に座席予約が必要です。なお、ご購入する前までに
電話またはインターネットにて座席予約が可能です。事前予約された場合は、予約内容を窓口にお伝えください。

※   タクシーのご予約は伊那タクシーのみ受付可能です。予約が無くてもきっぷのご購入は可能ですが、乗車日前日の18時までに
電話予約が必要です。「南信州周遊きっぷ」をご利用の旨と配車希望時刻、駒ヶ根市内の配車場所をお伝えください。なお、
ご希望される時間に配車できない場合もございます。

※   旅行代理店またはインターネット等で本チケットをご購入された場合は、高速バスの予約はされておりません。下記所での引き換
え時にご希望のご予約が取れない場合がございます。なお、電話またはインターネットにてご予約する事が可能です。

※   渋滞・事故・悪天候等によるバスの遅延・一部不通が生じても、ご利用開始後の払い戻しはできません。
※   旅行代理店でご購入されたチケットの払い戻しについては、旅行代理店にご確認をお願いいたします。

※   高速バスでは、大人１名につき、座席を専有しない乳幼児１名までが無賃でご乗車頂けます。ただし、満席の場合で乗車定員の
超過となった時は、ご乗車をお断りさせて頂く場合がございますので、お子様の乗車券を購入される事をお勧めいたします。

※   乗車券発券後のご予約の変更は、始発停留所発車時刻の30分前までに、バスタ新宿または中部地方インフォメーションプラザ in 
京王新宿にて１回に限り可能です。駒ヶ根バスターミナルの窓口では木曽福島線の変更はできませんのでご注意ください。なお、
ご予約の便に乗り遅れた場合、きっぷの当該区間は無効となります。

ご予約

払い戻し

乳幼児の取扱い

ご予約の変更

南信州周遊きっぷの特典

このきっぷは、下記の引換券１枚と乗車券３枚で構成されております。

【①往路】
高速バス乗車券

バスタ新宿 → 奈良井宿 → バスタ新宿
駒ヶ根ICまたは
駒ヶ根市下車

セダンタイプ１台
駒ヶ根市内 → 奈良井宿

路線バス（ロープウェイ線）には見せて
ご乗車の上、しらび平駅にてお引き換え
ください

【②引換券】
駒ヶ岳千畳敷カールきっぷ

【③クーポン券】
伊那タクシー

【④復路】
高速バス乗車券

+ + +
座席予約が必要です。 ※引き換えから３日間有効 乗車日前日の18時までに事前の電話予約が

必要です。
座席予約が必要です。

【飯田行】新宿→駒ヶ根 IC（インター）
　　　　 標準所要時間約3時間30分
　　　　 17便／日

【駒ヶ根行】新宿→駒ヶ根市
　　　　 標準所要時間約3時間50分
　　　　 16便／日

【路線バス】駒ヶ根駅前～女体入口～しらび平
　　　　　標準所要時間 片道約45分

【駒ヶ岳ロープウェイ】しらび平～千畳敷
　　　　　標準所要時間 片道約7分
https://www.chuo-alps.com

【タクシー】駒ヶ根駅から奈良井宿まで
　　　　　 標準所要時間は約1時間です。

【新宿行】奈良井宿→新宿
　　　　  発 8：18 → 着12：05
　　　　  発16：08 → 着19：55 

● 駒ヶ根　早太郎温泉郷

● 奈良井宿　中村邸・観光案内所

早太郎温泉郷事業協同組合のホテル・旅館
にご宿泊された場合、本クーポン券をフロント
に出して頂くと、
★  各宿泊施設のオリジナルのサービスが受け
られます。

http://hayataro.org/

★  中村邸では本クーポン券の提示で入館料が
割引となります。（￥300→￥240） 
★  奈良井会館「観光案内所」では、クーポン券
と引き換えで、ぶどうジュース１杯無料サービス
いたします。

http://www.naraijuku.com/

上記②のしらび平駅で引き換えると、
★早太郎温泉日帰り温泉の入浴割引券
★こまくさの湯お土産割引券
が付いてきます。

駒ヶ根エリアの観光情報

奈良井宿周辺の観光情報
奈良井宿からウォーキングで約30 分！  漆塗りの町木曾平沢へ
● 伊藤寛司商店

● 駒ヶ根名物　ソースかつ丼

● 養命酒製造（株）  駒ヶ根工場

● 木曾くらしの工芸館

● 光前寺（霊犬早太郎伝説）

14種類の生薬が溶け込んだ薬用養命酒
は、美しい自然に囲まれた駒ヶ根工場で
作られています。
見学受付：9：00～ 16：00

http://www.yomeishu.co.jp/komagane/

バスタ新宿

ルミネ

地下街

京王新線
都営線 新宿駅

（B1F）
JR新宿駅
（南口）

京王
百貨店

発売・発券場所

http: //www.keioinfoplaza.jp
TEL 03-5990-5115 (9:00～18:00)

中部地方
インフォメーションプラザ

in 京王新宿

早太郎温泉宿泊者への
オリジナルサービス

中村邸入館料割引
観光案内所オリジナルサービス

早太郎温泉日帰り温泉入浴割引
こまくさの湯お土産割引

【クーポン券】

【クーポン券】

【クーポン券】

南信州周遊きっぷ

2017 年 10 月 27 日 現在

伝統的な漆塗りの工房を見学でき
ます。

伝統工芸体験もできます。（要予約）
Mail : info@kiso.or.jp

※販売除外日　4/1～ 4/15,  6/16～ 6/30,  12/1～12/15


