
                        

 

 

     ２０１６年６月２１日 

 

 

を新宿から中部・北陸地方へ 

高速バスでお得に旅行できる乗車券を発売します 

 
 

京王電鉄株式会社（本社：東京都多摩市、会長兼社長：永田 正）は、京王電鉄バス株式

会社（本社：東京都府中市、社長：川杉 範秋）、アルピコ交通株式会社（本社：長野県松

本市、社長：古田 龍治）、濃飛乗合自動車株式会社（本社：岐阜県高山市、社長：齋藤 尚

正）、北陸鉄道株式会社（本社：石川県金沢市、社長：加藤 敏彦）および富山地方鉄道株

式会社（本社：富山県富山市、社長：辻川 徹）と連携して、新宿から中部・北陸地方へ

高速バスでお得に、快適に旅行できる乗車券３種類を７月１日（金）から観光案内所「中

部地方インフォメーションプラザ in京王新宿」等で発売します。 

 

訪日外国人にも人気の松本や高山など主な観光地を旅行したいお客様向けに、新宿－金

沢間の片道割引乗車券を発売します。この乗車券は、通常運賃と比べて最大で約３０％引

きの８，２００円とお得な内容になっています。 

 

また、信州・飛騨地域の観光を満喫したいお客様向けに、松本や高山、白川郷などを含

む「フリー区間」のバス等が何度でも乗り降りできる「フリー乗車券」がついた乗車券も    

１５，０００円（大人）から発売します。 

この乗車券は、信州・飛騨地域を観光した後、金沢または富山まで旅行できる乗車券と

金沢・富山には旅行せず新宿に戻ってくる乗車券の２種類にわかれます。なお、この「フ

リー乗車券」には主な観光施設の割引・特典がついています。 

 

旅の日程やスタイルに合わせて最適な乗車券を選んで、信州・飛騨エリアを高速バスで

快適にお得に旅行することができるので、訪日外国人旅行者にもおすすめです。 

 

詳細は下記のとおりです。 

 

 

７月１日（金）発売開始 

～人気の信州・飛騨地域がフリーになる乗車券も！～ 



記  

 

１．新宿－金沢間の片道割引乗車券について 

（１）名 称：三っ星ルート新宿きっぷ 

（２）概 要： 

 新宿から松本・高山で高速バス等を乗り継いで金沢まで行くことができます。

（平湯温泉と白川郷で途中下車可） 

 金沢から乗車することもできます。 

 （３）料 金：大人８，２００円、小人４，１００円 

 （４）割引率：最大３０．３％引き 

 

一日乗車券付きの三っ星ルート新宿きっぷについて 

「三っ星ルート新宿きっぷ」に松本市内・高山市内・金沢市内の１日フリー乗車券がセッ

トになった乗車券も発売します。料金は大人９，８２０円（小人は半額）、発売場所は中部

地方インフォメーションプラザ in京王新宿のみとなります。 

 

詳しくは下記表をご参照ください。 

 

名 称 三っ星ルート新宿きっぷ 
三っ星ルート新宿きっぷ 

（１日乗車券付） 

区間 
新宿－松本－平湯温泉－高山－白川郷－金沢 

（各区間を片道１回のみご利用頂けます） 

料金（大人） ８，２００円（小人は半額） ９，８２０円（小人は半額） 

割引率 最大３０．３％引き 最大２６．６％引き 

有効期間 ７日間 
７日間 

（各１日乗車券はご利用日１日） 

セットの内容 － 

松本市内、高山市内、金沢市内の１

日周遊バス乗車券と主な観光施設の

割引（全４５施設） 

高速バス座席予約 

以下の路線は事前予約が必要（またはご購入時に予約） 

新宿－松本線、高山－白川郷(*)、白川郷－金沢線 
(*)高山発金沢行をご利用される場合は、事前予約が必要です。なお、高山発富山行は

ご乗車になれません。 

販売場所 

中部地方インフォメーションプラザ

in京王新宿、バスタ新宿、北鉄駅前

センター 

中部地方インフォメーションプラザ

in京王新宿 

 

 

＜利用できる区間＞ 

 

 

 

 

 



２．「フリー乗車券」がついた乗車券について【金沢・富山まで旅行できる乗車券】 

（１）名 称：三っ星アルプスフリーきっぷ 

（２）概 要： 

 新宿－松本間の高速バス片道乗車券がついています。 

 信州・飛騨地域の「フリー区間」内は何度でもご利用できます。 

 白川郷－金沢または白川郷－富山の高速バス片道乗車券がついています。 

 金沢市内または富山市内の１日フリー乗車券が選べます。 

 小松空港リムジン乗車券、富山－金沢高速バス片道乗車券または富山空港連

絡バス乗車券がついています。 

 信州・飛騨地域と、金沢市内または富山市内の最大６１箇所の観光施設の割

引特典が含まれています。 

 （３）料 金：大人１５，０００円から、小人７，５００円から 

（４）割引率：おすすめコース（富山経由で金沢行きを選択した場合）で約２６％お得

に旅行できます。（参考１）参照 

 

名 称 三っ星アルプスフリーきっぷ 

出発地 新宿 

フリー区間 

着 松本着 

区間内 
何度でもご利用できます。（新穂高ロープウェイは１往復です。なお高山－白川郷

間において、高山‐金沢線・高山－富山線はご乗車になれません。） 

発 白川郷発 

最終目的地 

金沢 

下記ルート図(a) 

(小松空港まで利用可) 

富山経由金沢 

下記ルート図(b) 

(空港線は利用不可) 

富山 

下記ルート図(c) 

(富山空港まで利用可) 

料金 

（大人） 

１６，９００円（４月１日～１１月３０日）（小人は半額） 

１５，０００円（１２月１日～３月３１日）（小人は半額） 

有効期限 ７日間（うち、フリー区間は通用開始日から４日間有効） 

割引・特典 

 金沢市内の周遊バス 

 信州・飛騨地域、金

沢市内の主な観光施

設の割引・特典   

（全６１施設） 

 金沢または富山の割

引・特典のいずれかを

選択できます 

 富山市内の周遊バス 

 信州・飛騨地域、富山

市内の主な観光施設

の割引・特典    

（全４７施設） 

高速バス座席予約 
以下の路線は事前予約が必要（またはご購入時に予約） 

新宿－松本線、白川郷－金沢線、白川郷－富山線 

発売場所 中部地方インフォメーションプラザ in京王新宿 

 

＜ルート図＞ 



３．「フリー乗車券」がついた乗車券について【新宿に戻る乗車券】 

（１）名 称：三っ星アルプスフリー新宿きっぷ 

（２）概 要： 

 新宿－松本または高山間の高速バスが利用できます。 

（※）往路・復路のいずれか一区間に限り新宿－高山線が利用できます。 

 信州・飛騨地域の「フリー区間」内は何度でも利用できます。 

 信州・飛騨地域の３５箇所の観光施設の割引・特典が含まれています。 

 （３）料 金：大人１５，０００円から、小人７，５００円から 

（４）割引率：おすすめコースで約３２％お得に旅行できます。 

 

名 称 三っ星アルプスフリー新宿きっぷ 

出発地 新宿 

フリー区間 

着 松本着 高山着 松本着 

区間内 
何度でも利用できます。（新穂高ロープウェイは１往復です。なお高山－白川郷間

において、高山‐金沢線・高山－富山線はご乗車になれません。） 

発 
高山発 

【下記ルート図①】 

松本発 

【下記ルート図①】 

松本発 

【下記ルート図②】 

最終目的地 新宿 

料金 

１９，９００円 

（４月１日～１１月３０日） 

１８，０００円 

（１２月１日～３月３１日） 

（小人は半額） 

１６，９００円 

（４月１日～１１月３０日） 

１５，０００円 

（１２月１日～３月３１日） 

（小人は半額） 

有効期限 ７日間（うち、フリー区間は４日間有効） 

割引・特典  信州・飛騨地域の主な観光施設の割引・特典（全３５施設） 

高速バス座席予約 
以下の路線は事前予約が必要（またはご購入時に予約） 

新宿－松本線、新宿－高山線 

発売場所 中部地方インフォメーションプラザ in京王新宿 

 

 
＜ルート図＞ 



４．割引・特典について 

（１）信州・飛騨地域（４日間フリー乗車券区間） 

エリア 主な観光施設 割引施設数 

松本市 国宝松本城／松本市博物館、重要文化財旧開智学校 等 全 ９施設 

上高地・乗鞍 上高地アルペンホテル、湯けむり館 全 ２施設 

高山市 飛騨の里、飛騨高山美術館 等 全１７施設 

飛騨市 飛騨古川まつり会館、飛騨の匠文化館 全 ２施設 

白川村 野外博物館合掌造り民家園 全 １施設 

下呂市 下呂発温泉博物館 等 全 ４施設 

 

 （２）金沢・富山市内（１日フリー乗車券区間） 

エリア 主な観光施設 割引施設数 

金沢市 金沢２１世紀美術館、石川県立美術館 等  全２６施設 

富山市 富山県立近代美術館、富山市民俗民芸村 等 全１２施設 

 

 

（参考１）新しい乗車券を使ったおすすめコースと割引率の目安 

※旅程や訪れる観光スポットにより割引率は異なります。 

※宿泊費や観光施設料金は試算に含めていません。 

 

 

１．「三っ星ルート新宿きっぷ」 

新宿→松本→平湯温泉→高山→白川郷→金沢 

 

 

 

 

２．「三っ星アルプスフリーきっぷ」（富山経由金沢を選択した場合） 

新宿→松本市内観光→美ヶ原温泉→上高地・新穂高観光→高山市内・飛騨古川・下

呂温泉観光→白川郷・富山市内観光→金沢市内観光 

 

 

 

 

３．「三っ星アルプスフリー新宿きっぷ」（新宿－高山線を利用した場合） 

新宿→松本市内観光→美ヶ原温泉→上高地・新穂高観光→高山市内・飛騨古川・下

呂温泉観光→白川郷・高山市内観光→新宿 

   

 

 

 

 

通常料金 ２９，４７０円 

→三っ星アルプスフリー新宿きっぷ １９，９００円（３２．５％OFF） 

通常運賃 １１，７６０円 

→三っ星ルート新宿きっぷ ８，２００円（３０．３％OFF） 

通常料金 ２３，１２０円 

→三っ星アルプスフリーきっぷ １６，９００円（２６．９％OFF） 



（参考２）フリー乗車券で利用できる路線一覧 

「三っ星アルプスフリーきっぷ」・「三っ星アルプスフリー新宿きっぷ」 

路線 運行会社 利用方法 通常片道運賃 

新宿～松本（バス） 
京王電鉄バス 

アルピコ交通 
片道／往復乗車 3,500円 

新宿～高山（バス） 
京王電鉄バス 

濃飛乗合自動車 
（片道乗車） 6,690円 

松本周遊バス「タウンスニーカー」 アルピコ交通 フリー乗車 200円 

浅間線・新浅間線（バス）   360円 

美ヶ原温泉線（バス）   340円 

エアポートシャトル（バス）   600円 

松本～新島々（鉄道）   700円 

松本・新島々～上高地線（バス）(*)   1,950/2,450円 

新島々～乗鞍高原・白骨温泉線（バス）   1,450円 

乗鞍高原～乗鞍山頂線（バス）(*)   1,450円 

さわんど駐車場～上高地線（バス）(*)   1,250円 

平湯温泉～上高地線（バス）(*) アルピコ交通  1,160円 

平湯温泉～乗鞍山頂線（バス）(*) 濃飛乗合自動車  1,420円 

新穂高 第１ロープウェイ 奥飛観光開発 往復乗車 400円 

新穂高 第２ロープウェイ   1,500円 

松本～高山線（バス） アルピコ交通 フリー乗車 3,190円 

松本～新穂高線（バス）(*) 濃飛乗合自動車  2,880円 

さるぼぼバス 濃飛乗合自動車  210円 

まちなみバス   100円 

高山～平湯･新穂高線（バス）   2,160円 

高山～古川（バス）   370円 

高山～下呂線（バス）   1,040円 

高山～白川郷線（高山-金沢線・高山-

富山線は含まない） 
  2,470円 

白川郷～金沢線（バス） 
北陸鉄道 

濃飛乗合自動車 
（片道乗車） 1,850円 

城下まち周遊バス 北陸鉄道 （フリー乗車） 200円 

兼六園シャトル（バス）   
平日 200円 

土日祝 100円 

路線バス（指定区間） 
北陸鉄道 

グループ 
 200円 

小松空港リムジン（バス） 北陸鉄道 （片道乗車） 1,130円 

白川郷～富山線（バス） 
濃飛乗合自動車 

富山地方鉄道 
（片道乗車） 1,700円 

富山～金沢線（バス） 
北鉄金沢バス 

富山地方鉄道 
（片道乗車） 930円 

ぐるっと BUS 富山地方鉄道 （フリー乗車） 200円 

市内電車（路面電車）   200円 

地鉄路線バス（指定区間）   240円 

富山空港連絡バス  （片道乗車） 410円 

(*)は季節運行路線 

 

 

 



（参考３）新たな広域観光ルートについて 

（１）名称：Three-Star Japan Alps Line（日本名：三つ星日本アルプスライン） 

（２）概要：中央道を主体に高速バスや地域の路線バスを使って新宿と中部地方を   

旅行することができる広域の観光ルート 

（３）名前の由来： 

三つ星級の日本文化とアルプスの山々が楽しめるバスの旅をコンセプトと

して“Three-Star Japan Alps Line”と名付けました。 

  （４）連携する交通事業者 

京王電鉄バス株式会社、アルピコ交通株式会社、濃飛乗合自動車株式会社 

北陸鉄道株式会社、富山地方鉄道株式会社 

 （５）ルート図（概要） 

 

当社では、三つ星級の日本文化とアルプスの山々が楽しめるバスの旅をコンセプトに、新

宿から中央道の高速バスで北陸地方まで旅行することができる新しい広域観光周遊ルート

を“Three-Star Japan Alps Line（日本名：三つ星日本アルプスライン）”と命名し、自

治体や交通事業者との連携を図ってまいります。 

以 上 

 

 

 

 

このニュースに関するお問合せは、 
 

濃飛乗合自動車 TEL.０５７７－３２－００４５ までお願いします。 

 

 

 

 


