東海バスおすすめの定期券の紹介
小学生・中学生・高校生・大学生の皆様!

65才以上の方におすすめ定期券！

ご入学・ご進学おめでとうございます！
！

東海バスの
「通学定期券」と

楽々

楽々パス（らくらくパス）ご購入の方は、沼津登山東海バスの

「通学ウィークデー定期券」の紹介です。

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。

通学ウィークデー定期券

対 象 者 65才以上の方
発売場所 沼津登山東海バス案内所（大平車庫・沼津駅前・三島駅前）

利用対象日：月曜日〜金曜日

〈楽々パスのお問合せ〉沼津登山東海バス

※土・日曜日は通学ウィークデー定期券所持者が定期券通用区間を利用する場
合に限り、1乗車につき現金100円と定期券の提示でご乗車いただけます。

[例]中学生〜大学生 250円区間の通学の場合 ●小学生の場合は半額となります。詳しくはお問合せください。

通学ウィークデー
定期券

普通運賃
と比べて

22％オトク

普通運賃
と比べて

41％オトク

44,000円

〈いきいきパスのお問合せ〉新東海バス ０５５８-７２-１８４１
（いきいきパス購入費の助成についてのお問合せ〉伊豆市地域づくり課0558-74-3066

34,200円
25,950円

伊東ゆうゆうパス［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

1乗車につき100円でご利用いただけます。

※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。

対 象 者 65才以上の方

発売場所 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

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。

◆通学定期券・通学ウィークデー定期券のお買い求め、お問合せは◆

と顔写真2枚が必要です。
購入方法 身分証明書（運転免許証・健康保険証など）
料

〈伊東ゆうゆうパスのお問合せ〉伊豆東海バス 0557-37-5121
〈伊東ゆうゆうパス購入費の助成についてのお問合せ〉伊東市高齢者福祉課0557-32-1561

東海バスからのお知らせ

東海バスの伊豆半島ジオパーク講座

駅すぱあとのポータルサイト
「
乗継時刻を検索することができます。
是非ご利用ください。

東海バスは「伊豆半島ジオパーク」を応援しています。今後情報紙「EAZY！」で
伊豆のジオスポットを紹介していきます。
第1回

70才以上の方は伊東市から助成も

定期券通信販売

●熱海：0557-81-3521 ●伊東：0557-36-7077 ●修善寺：0558-72-5990 ●下田：0558-22-2511
●松崎：0558-42-1190 ●三島：055-975-0196 ●沼 津：055-963-5221 ●本社：0557-36-1112
●稲取：0557-95-1157（稲取温泉観光合同会社（ISK）） ●土 肥：0558-98-1152（伊豆市土肥観光協会案内所）

東海バス
各窓口へ

金 3ヶ月券/8,000円 6ヶ月券/13,000円 1年券/22,000円

小室山ジオサイト

東海バスを「いいね！」して東海バスの
最新情報・おススメ情報をゲットしよう！

ジオパークに関するお問合せ 伊豆半島ジオパーク推進協議会 0557-32-1784

で東海バス情報公開中！

小室山への路線バスアクセス

JR三島駅、JR沼津駅、JR伊東駅、JR熱海駅
松崎、湯ヶ島、下田駅から

つつじ祭り期間中は伊東駅から小室山へ増発バスを運行！
（予定）

※お客様の個人情報は、アンケートに関する連絡およびクオカード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・提供することはありません。

総務部 総務課
CS推進委員会事務局 行
〈切手は不要です〉

伊 東 市 渚町 2 -28

東海自動車株式会社

差出有効期間
平成28年11月
30日まで

７．
締切りおよび 平成27年5月15日必着
ご応募いただいた方の中から、
ご利用区間等を考慮した上で選考し、事務局より通知
発表
とアンケート用紙を郵送いたします。
また、選考からもれた方にはご連絡いたしません
ので、予めご了承ください。

（受取人）

当社グループの路線バスをご利用の満16歳以上の方
120名程度（熱海地区、伊東地区、南伊豆地区、西伊豆地区、中伊豆地区、沼津・三島地区）
平成27年6月中旬〜平成27年7月下旬
50問程度のアンケートへのご協力
郵便はがきに①氏名
（ふりがな）
②住所③年齢
④性別⑤職業⑥電話番号⑦当社バスのご利用区間
⑧「日頃、東海バスをご利用になって感じていること」
を
ご協力いただき
明記の上、下記のあて先までご応募ください。
ました方には、
※ホームページからも、
ご応募いただけます。
アンケート提出後、
〒414-8511 伊東市渚町2-28
1,000円分の
東海自動車㈱ 総務部 総務課
クオカードを進呈
CS推進委員会事務局
いたします。
電話／0557−36−1111 FAX／0557−36−5482
ホームページ／http://www.tokaibus.jp/

414-8790

項

443

６．
応募先

要

伊東局承認

１．
応募資格
２．
募集人数
３．
モニター期間
４．
内容
５．
応募方法

集

料金受取人払郵便

募

0558-72-1841

【三島・沼津地区】
055-935-6611

平成27年4月9日(木)10日(金)11日(土)

ＦⅡ開催♪

平成27年5月15日(金)16日(土)17日(日)
平成27年5月20日(水)21日(木)22日(金)

ＦⅠ開催♪

切り取り線

アンケートモニター募集
いつも東海バスをご利用いただき誠にありがとうございます。
この度東海バスではお客様に
『安全・安心・快適』
をご提案するために、お客様のご意見をお伺
いしたくアンケートモニターを募集いたします。右記の応募用紙をご利用いただくか、郵便はがきに
必要事項をご記入の上、郵送をお願いいたします。
また、弊社ホームページからもご応募できます。

0558-42-1190

【土肥・戸田・湯ヶ島・修善寺・中伊豆地区】

Ⅱ開催♪ ガールズケイリン開催♪

無料シャトルバス運行中！
！

路線バスに関するお問合せ 伊豆東海バス0557-37-5121

0558-22-2514

【土肥・西伊豆・松崎地区】

検索

東海バスfacebook

伊東温泉けいりん 開催
案内

伊東駅②番のりばから「小室山リフト行」バス乗車、終点「小室山リフト」下車徒歩すぐ 運賃４２０円
伊東駅⑥番のりばから「シャボテン公園行」バス乗車、
「伊東商業高校」下車徒歩１０分 運賃３５０円

【伊東地区】
0557-37-5121

【東伊豆・河津・下田・南伊豆地区】

東海バスではご自宅から最寄のバス停時刻表・各バス路
線の時刻表のFAX送信サービスを行っております。お近
くの東海バス事業所までお気軽にお問合せください。

ジオパークとは／「ジオ（Ｇeo）」とはギリシャ語で「地球」
「大地」を意味する言葉。
「ジオパーク」は地球科学の見地
から重要とされる地層・岩石・地形などを貴重な資産と考え、その保全と活用を図る「大地の公園」のことをいいます。

0557-85-0381

www.tokaibus.jp

Roote時刻検索サイト

時刻表のＦＡＸ送信
サービス実施中

【熱海地区】

東海バスの運行状況・
最新情報は東海バスＨＰへ

検索

ルウト

小室山は伊豆東部火山群に属する火山で、およそ1万5000年前の噴火によって溶岩
平成27年4月29日〜5月5日
のしぶき
（スコリア）
が火口の周りにふり積もってできたスコリア丘です。その山体の小さ
の間つつじ祭り開催
さからは想像できない5億3000万トンの溶岩を流出した火山であり、四方に分厚い溶岩
台地を形成しました。川奈ゴルフ場や、川奈港の入り江などは、
この溶岩の流出により
作られたものです。山頂からは周囲の火山地形や、小室山から流れ出した溶岩が作る台
地、遠くには天城山や富士山などを眺めることができる360度のパノラマが広がります。

〈お問合せ〉

（ルウト）」
で、東海バス時刻と鉄道との

⑧「日頃、東海バスをご利用になって感じていること」

通学定期券

70才以上83才未満の方は伊豆市から助成も

⑦当社バスのご利用区間

︽4ヶ月券︾

250円×88日往復で

普通運賃

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

⑥電話番号

37

％
オトク

⑤職業

普通運賃
と比べて

対 象 者 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）、

④性別

通学ウィークデー
定期券

9,000円
6,830円

修善寺駅〜戸田〜土肥温泉間も利用可能です。

③年齢

18

％
オトク

※西伊豆特急バスの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。

−

普通運賃
と比べて

1乗車につき100円でご利用いただけます。

11,000円

〒

通学定期券

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

②住所

︽1ヶ月券︾

250円×22日往復で

普通運賃

055-935-6611

いきいきパス［伊豆市］

●発売券種：１ヶ月券・
３ヶ月券・４ヶ月券

①氏名

利用対象日：

ふりがな

全日

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1枚が必要です。
料
金 3ヶ月券/7,000円 6ヶ月券/12,000円 1年券/20,000円

（この間の祝日も利用可）

＜アンケートモニター申込用紙＞

通学定期券

パス［沼津・三島地区］

らくらく

「湯の町伊東」
の
競輪場

レース結果・案内サービス

0180-995-300

伊東温泉競輪
スマホサイト

