路線図

ROUTE MAP 노선도

●小児は大人運賃の半額です。端数は10円単位に切り上げます。

■往復割引乗車券/ペア乗車券 ■黒川湯めぐりきっぷ

西鉄天神高速バスターミナル
Nishitetsu Tenjin Express way Bus Terminal

※往路乗車日を含み10日間有効
（1人で往復・2人で片道）

福岡～黒川温泉

博多バスターミナル

Hakata Bus Terminal

降車のみ

乗車のみ

福岡空港国際線

運賃表（大人片道）FARE 운임

Fukuoka Airport International

大人

5,550円

（1枚あたり 2,775円）

福岡～杖立

大人

4,730円

（1枚あたり 2,365円）

日田～黒川温泉

高速基山

Kosoku Kiyama

大人

3,340円

（1枚あたり 1,670円）

日田バスセンター

※発売日を含み10日間有効

福岡～黒川温泉往復乗車券
＋
入湯手形引換券
大人

黒川湯めぐりきっぷ発売箇所

詳しくは SUNQパス

Tsuetate（Tsuetate Onsen）

検 索

日 田 バ ス セ ン タ ー 高速基山
Hita

Bus

杖立(杖立温泉)

乗
降
可

南小国町役場前

Minami-Oguni machi yakubamae

黒川温泉

Kurokawa Onsen

520

1,540 2,680 2,880
1,650 2,680 2,880

満願寺入口

460

670

1,700 2,780 2,980

バイパス田の原

Baipasu Tanoharu

210

370

570

820

1,850 2,880 3,090

230

230

370

670

820

1,850 2,880 3,090

Baggage and carry-on policy, speciﬁc requirements for size and weight
차내·버스 트렁크에 반입할 수 있는 소지품 사이즈 제한에 대해

バイパス田の原

降車のみ

乗車のみ

黒川温泉

후쿠오카 (후쿠오카 공항, 하카타, 텐진）⇔구로가와 오ㄴ세ㄴ
Fukuoka（Fukuoka Airport,Hakata,Tenjin）⇔KUROKAWA ONSEN

福岡空港まで：約2時間15分
博多まで：約2時間35分
天神まで：約2時間55分

黒川温泉

좌석 지정제(예약 필요)
(Reseruations
(Reservations required)

福岡

히타⇔후쿠오카 (텐진, 하카타, 후쿠오카 공항）
KUROKAWA ONSEN⇔Fukuoka（Tenjin,Hakata,Fukuoka Airport）

1日

4往復

天神から：約3時間
博多から：約2時間40分
福岡空港から：約2時間20分

===

620

230

黒川温泉

（要予約）

オープントップバス
黒川温泉

車内・床下トランクへのお荷物持ち込みサイズ制限について

満願寺入口

Manganji-Iriguchi

Kurokawa Onsen

C e n t e r Kosoku Kiyama

360

Manganji-Iriguchi

좌석 지정제(예약 필요)
(Reservations required)

座席指定制

1,230 2,370 2,620

南小国町役場前

Yu-Station(Oguni )
Minami-Oguni machi yakubamae

（要予約）

2017年4月1日改正

Nishitetsu Tenjin Express way Bus Terminal、Hakata Bus Termina、Fukuoka Airport International

Tsuetate（Tsuetate Onsen）

Yu-Station(Oguni)

座席指定制

ノンストップ便

高速バス 時刻表

西鉄天神高速バスターミナル・博多バスターミナル・福岡空港国際線

ゆうステーション(小国)

ゆうステーション(小国)

福岡空港（国際線）
・博多・天神

2017年4月1日改正

（単位：円）

SUNQパスは九州＋下関のバス、
船舶乗り放題乗車券です。

杖立(杖立温泉)

福岡
1日 4往復

●西鉄天神高速バスターミナル
●博多バスターミナル
●福岡空港バスターミナル

■SUNQパス

Hita Bus Center

Baipasu Tanoharu

6,240円

高速バス 時刻表

●総重量30kg、
3辺の長さが2m以内の手回品のみ持ち込みいただけます。
※お一人様の手回品総数のサイズ
Allowed are baggages, which do not exceed a size of 2m (length, breadth, and depth)and 30 kg.
※Size and number of carry-on baggage/personal belongings per person

총중량 30 kg, 3변의 합이 2 m 이내의 소지품만 반입할 수 있습니다.
※승객 한 분의 소지품 총수 사이즈

■インターネットでのご予約は

■インターネットでのご予約は

あっとバスで

あっとバスで

■ご予約のお問い合わせは 예약문의 Reservation
熊本高速バス予約センター

（8：00～19：00）

九州高速バス予約センター

（8：00～19：00）
※携帯・PHS・IP電話からは

☎096-354-4845

☎0120-489-939

☎092-734-2727

■ご予約のお問い合わせは 예약문의 Reservation
九州高速バス予約センター

（8：00～19：00）

※携帯・PHS・IP電話からは

熊本高速バス予約センター

（8：00～19：00）

☎0120-489-939

☎092-734-2727

☎096-354-4845

